
日　時： 6月7日（木 ）13：00～

場　所： 北海道開発局、環境省北海道地方環境事務所、

札幌開発建設部、

空知総合振興局札幌建設管理部、

道庁（知事室、水産林務部、建設部、農政部）

第1回　正副会長会議

日　時： 6月7日（木）11：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成30年度事業の実施について

① 官庁挨拶回りについて

② 平成30年度緑化行政に関する要望について

③ 造園技術講演会について

④ 出前講座について

2 その他

① 今後の行事予定について

一般社団法人北海道造園緑化建設業協会

HOKUZOUKYOU NEWS

総務委員会

国・道 挨拶回り

6月の会議

第1回 正副会長会議



札幌市関係機関挨拶回り（北造協札幌支部）

日　時： 6月5日（火）9：40～15：30

訪問先： 各区土木センター、管財部、副市長、建設局、（公財）札幌市公園緑化協会、

第3回 幹事会（北造協札幌支部）

日　時： 6月13日（水）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

議　題： 1 平成30、31年度総務、事業委員会委員長、委員について 

2 平成30年度実施事業の予定について

第1回 総務委員会（北造協札幌支部）

日　時： 6月26日（火）15：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 第1回安全パトロールの実施について

2 第2回安全パトロールの予定について

6月 各地区の事業報告

建設局 みどりの推進部 建設局 土木部維持担当部

第3回 支部幹事会 第1回 支部総務委員会



第1回 事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 6月28日（木）15：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 街路樹剪定講習会の検討

2 庭園樹剪定技術講習会について

3 子どものまち

ミニさっぽろ2018について

第2回　北海道造園懇話会幹事会

日　程： 6月14日（木）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

議　題： 1 役員の一部変更について

2 平成30年度事業実施について

① 見学会について

② 会報の発行について

3 その他

① 平成31年度　定期総会・新年の集いについて

札幌市　第65回「大通公園花壇コンクール」

6月23日（土）10：00～

大通公園（札幌市中央区大通公園西1丁目～7丁目）

主 催 者 ： 札幌市花壇推進組合

39社（参考花壇含む1社：市長賞連続3回受賞）

参考花壇

審 査 日 ：

開催場所：

参加花壇：

関係行政機関・団体の事業報告

第2回 北海道造園懇話会幹事会

㈱横山造園

第1回 支部事業委員会



市長賞 市長賞

テーマ：その光と陽をあびて！ テーマ：夏風にゆれる花に見送られ　

想い馳せる朧月夜

市長賞

テーマ：森の中の切株から　街へと広がっていく花達

市議会議長賞 組合長賞

㈱南香園 ㈱四宮造園

㈱真栄緑化土木

㈱平野造園 ㈱佐藤萬香園



組合長賞

札幌市都市緑化基金賞 札幌市都市緑化基金賞

札幌市都市緑化基金賞 努力賞

㈱園建 ㈱市川造園

㈱岩本石庭 ㈱集楽園

㈱蔵田喜芳園 ㈱山吉高島造園



努力賞 努力賞

努力賞 努力賞

審査員長賞 審査員長賞

㈱日本庭園 ㈱森造園

サンコー緑化㈱横浜植木㈱北海道支店

㈱岩崎造園土木 ㈱札幌採種園（会員外）



審査員長賞

平成30年度 春季船釣り大会

6月9日（土）に開催予定でしたが、悪天候のため中止いたしました。

日程を改めまして、開催いたします。詳細が決まりましたら、ご案内いたします。

平成30年度　北造協 第1回ゴルフ大会

日　時： 6月15日（金）8：59スタート

場　所： 札幌芙蓉カントリー倶楽部

参加者： 18名

優　勝 楠木　富雄 ㈱岩崎造園土木 91 18.0 73.0

74.2４位 池田　智仁 ㈱真栄造園 103 28.8

73.4

３位 西村　卓也 ㈱岩崎造園土木 95 21.6 73.4

準優勝 佐藤　伸一 ㈱佐藤萬香園 89 15.6

NET順　位 氏　名 所　　属 TOTAL HDCP

北造協同好会からの事業報告

優勝の楠木氏と準優勝の佐藤氏

参加者全員で記念撮影

北方緑化工業㈱



第3回　理事会

日　時： 7月6日（金）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

平成30年度 幹事会（北造協札幌支部）

日　時： 7月3日（火）15：00～

場　所： ホテルポールスター札幌（北4西6）3F多目的B

平成30年度 地区懇談会（北造協札幌支部）

日　時： 7月3日（火）・4日（水）16：00～

会員区： 3日（火）：北区・南区・手稲区

4日（水）：中央区・東区・白石区・厚別区・清田区・西区

場　所： 3日（火）：ホテルポールスター札幌（北4西6）3F多目的B

4日（水）：ホテルポールスター札幌（北4西6）3F多目的A

79.610位 武田　久 ㈱札幌ニット 94 14.4

78.0

9位 嘉屋　幸治 ㈱蔵田喜芳園 102 24.0 78.0

8位 三栖　裕司 ㈱宝樹造園 96 18.0

77.0

7位 河原　健光 ㈱アイティエス札幌事業所 100 22.8 77.2

6位 橋本　俊二 ㈱真栄緑化土木 107 30.0

5位 大川　澄雄 アルファ電建㈱ 89 12.0 77.0

北造協同好会（予定）

関係行政機関・団体の事業（予定）

各地区の事業（予定）

今後の予定（日程順）



第1回安全パトロール（北造協札幌支部）

日　時： 8月2日（木）13：30～

場　所： ①　西区：桑園発寒線（樹種：ニセアカシア）

②　北区：新琴似第5横線（樹種：オオバボダイジュ）

申　込： 後日、詳細案内と申込書をお送りいたしますので、そちらでお申し込みください。

報告すべき事項はございません。

（6月30日現在　正会員76社/特別会員6社/賛助会員8社（者））

報告すべき事項はございません

報告すべき事項はございません

一部を除き、電子メールで配信しております。

今回は、6月1日～6月30日までを掲載します。（未読の受信メールもご確認下さい。）

① 「北造協ニュース」第164号　送信・HP掲載

② 平成30年度 労働災害防止対策説明会関係資料について

（（一社）北海道造園緑化建設業協会より）

③ 職場における熱中症による死傷災害の発生防止について

（厚生労働省北海道労働局より）

④ 平成30年度「外国人労働者問題啓発月間」の実施について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑤ 「北海道認定リサイクル製品・北海道リサイクルブランド」

パンフレットについて

（北海道環境生活部環境局より）

⑥ 平成30年度「夏の暴力追放運動」の推進について

（（公財）北海道暴力追放センターより）

6月1日

6月1日

6月8日

6月11日

6月14日

6月18日

会員の異動等

会員の慶弔等のお知らせ

社名及び代表者の変更

インデックス



⑦ 赤れんがガイヤナイト2018チラシ等の送付について

（北海道環境生活部より）

⑧ 札幌フラワーウイークのリーフレット送付について　

（ガーデンアイランド北海道より）

⑨ 外国人の不法就労防止に対するご協力のお願いについて

（札幌入国管理局より）

⑩ 夏季における年次有給休暇の取得促進及び「北海道における働き方改革

・雇用環境改善に向けた共同宣言」への賛同について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑪ 「働き方改革」及び「夏の生活スタイル変革（ゆう活）」に関する

要請書の送付について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑫ 平成30年度都市公園等における「遊具の日常点検講習会」実施要領について

（（一社）日本公園施設業協会より）

⑬ 「最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等」について

（厚生労働省北海道労働局より）

その他、随時連絡・ファックスでもご連絡しております。

広報誌「みどり」第27号（新春号）ホームページに掲載中

北海道造園懇話会会報「第57号」ホームページに掲載中

6月28日

6月22日

6月25日

6月22日

6月25日

6月21日

6月25日

総務委員会よりご案内



広報誌「みどり」への広告・情報提供等の掲載をご希望の会員、特別会員及び

賛助会員がいらっしゃいましたら、遠慮なく事務局にお尋ね下さい。

・発行回数：年2回（新春号・夏号）

・発行部数：各1,100部　

【広告掲載サイズ/価格】 1ページ ￥80,000-

1/2ページ ￥40,000-

1/4ページ ￥20,000-

※広告掲載例※


