
日　時： 6月17日（月 ）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　緑麗会

日　時： 6月10日（月）18：30～

場　所： ㈱岩本石庭　事務所 （南区澄川3条2丁目5-7　ﾌﾞﾙｰｸﾋﾞﾙ3階）

議　題： 1 大通花壇造成について

① 春花壇を出展してみての感想など

② 夏花壇の造成について

2 他事業について

第1回　正副会長会議

日　時： 6月17日（月）11：00～

場　所： 北造協　事務室

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



議　題： 1 令和元年度事業の実施について

① 官庁挨拶回りについて

② 令和元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

⑤ 自主企画国内派遣研修について

⑥ 建設産業ふれあい展について

2 その他

① 今後の行事予定について

第1回　総務委員会

日　時： 6月19日（水）15：50～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 今年度の事業計画について

① 広報誌「みどり」について

② 北造協ニュースについて

③ 協会HPの更新について

④ フォトコンテストについて

⑤ 経営者研修会のテーマについて

2 その他

① 建設産業ふれあい展について

② 今後の行事予定について

第1回　若手経営幹部研修会幹事会

日　時： 6月26日（水）16：25～17：30

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 令和元年度事業の検討について

2 その他

正副会長会議

総務委員会

若手経営幹部研修会幹事会



日　時： 6月20日（木）9：00～12：00

場　所： 大通公園7丁目・南東花壇（ボランティア花壇）

参加者： 11名（のべ人数）

良い天気の中、春の花苗の一部撤去と夏花への植え替え作業を行いました。

お向いの売店の女性店員さんにも「きれいに出来上がりましたね！」とお声掛け頂きました。

札幌市関係機関挨拶廻り（北造協札幌支部）

日　時： 6月5日（水）9：15～15:30

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、

6月 各地区の事業報告

緑麗会 大通花壇造成

花苗の一部撤去 レイアウトの確認

花苗植え
完成花壇と記念撮影



第1回　総務委員会（北造協札幌支部）

日　時： 6月26日（水）15：00～

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

（街路樹編）

2 第2回安全パトロールの実施について

（公園編）

3 その他

第2回　幹事会（北海道造園懇話会）

日　時： 6月20日（木）16：00～

場　所： 札幌市建設局みどりの管理課 中会議室②

議　題： 1 幹事の一部変更について

2 令和元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 令和2年度の定期総会・新年の集い

・日時：令和2年1月7日（火）18：00～20：00

・場所：ホテルポールスター札幌　2Fセレナード（北4西6）

関係行政機関・団体の事業報告

吉岡副市長と懇談

支部総務委員会



札幌市　第66回「大通公園花壇コンクール」

6月22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

市長賞 市長賞

テーマ：見て涼む白銀の南区藻岩山 テーマ：ブレーメンの音楽隊

市長賞

テーマ：自由に楽しく！

花と緑をもっと暮らしの中に

審 査 日 ：

開催場所：

参加花壇：

㈱岩本石庭 ㈱四宮造園

㈱真栄緑化土木



市議会議長賞 組合長賞

組合長賞 組合長賞

札幌市都市緑化基金賞 札幌市都市緑化基金賞

㈱豊島造園（会員外） ㈱園建

㈱佐藤萬香園 ㈱山吉髙島造園

㈱南香園 ㈱市川造園



札幌市都市緑化基金賞 努力賞

努力賞 努力賞

努力賞 努力賞

㈱サンコー緑化 ㈱コクサク

㈱平野造園 ㈱横山造園

王子木材緑化㈱北海道支店（会員外） 雪印種苗㈱



審査員長賞 審査員長賞

審査員長賞 審査員長賞

令和元年度　春季船釣り大会

日　時： 6月8日（土）5：00出港・12：30帰港

場　所： 石狩花畔埠頭出港→石狩沖

参加者： 10名

佐々木　一敏

早朝より太公望が集い、釣船「鷹丸」は初参加者3名を含み満員御礼（10名）となりました。

皆さんの日ごろの行いが良いせいか、当日は日差しに恵まれ波風の無い絶好の釣り日和と

氏　名

市川　俊明

3尾総重量
（㎏）

6.20

5.10

4.90３位 ㈱山吉髙島造園

準優勝 ㈱サンコー緑化

岡崎　康司

優　勝 ㈱市川造園

順　位 所　　属

北造協同好会からの事業報告

㈱細田造園 ㈱グリーンメイクハラダ

㈱森造園土木 坂本造園㈱（会員外）



なりました。

船の上では若い者には絶対負けないと豪語する市川さん。大会規定の3匹総重量6ｋｇ超えで

見事に優勝。釣果としては大型ヒラメ、マゾイ、シマゾイ、カジカ、ホッケ、アブラコ、

ガヤ等々一人10匹～20数匹でした。今晩は新鮮刺身で晩酌が益々ススミそう…。

次回、秋季船釣り大会は積丹余別沖で、9月14日（土）に開催を予定しておりますので、

乞うご期待。みなさんの参加をお待ちしておりま～す！

令和元年度　北造協 第1回ゴルフ大会

日　時： 6月25日（火）8：00スタート

場　所： 札幌芙蓉カントリー倶楽部

参加者： 20名

㈱真栄造園

㈱ワークグリーン

嘉屋　幸治

西村　卓也

5位

10位

9位

8位

7位

6位

３位

準優勝

優　勝

氏　名

河原　健光

順　位

４位

TOTAL HDCP NET

梶野　陽一 103 28.8 74.2

所　　属

㈱札幌緑興

89 14.4 74.6

吉田　巧 95 20.4 74.6

㈱アイティエス札幌事業所

㈱横山造園

97 21.6 75.4

75.8

㈱蔵田喜芳園

㈱岩崎造園土木

80 3.6 76.4

楠木　富雄 89 13.2

㈱岩崎造園土木

久惠　信一 83 6.0日本体育施設㈱北海道営業所

㈱道建緑化工業

78.6

米山　浩史 90 10.8 79.2

池田　智仁 105 26.4

77.0

吉田　公 107 28.8 78.2

参加者全員で記念撮影みなさん、大漁！笑顔でパチリ



第1回　事業委員会

日　時： 7月8日（月）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル６F　会議室

第2回　若手経営幹部研修会幹事会

日　時： 11月13日（水）16：00～

場　所： 北造協事務室

網走開建、オホーツク総合振興局

日　時： 10月1日（火）

釧路開建、釧路自然環境事務所、釧路総合振興局

日　時： 10月2日（水）

旭川開建、上川総合振興局

日　時： 10月10日（木）

室蘭開建、胆振総合振興局

日　時： 10月11日（金）

今後の予定（日程順）

意見交換（要望活動）スケジュール

参加者全員で記念撮影優勝の梶野さんと準優勝の河原さん



函館開建、渡島総合振興局

日　時： 10月15日（火）

帯広開建、十勝総合振興局

日　時： 10月23日（水）

札幌開発建設部

日　時： 10月25日（金）

小樽開建、小樽建設管理部

日　時： 10月29日（火）

北海道開発局、環境省北海道地方環境事務所

日　時： 11月7日（木）

令和元年度 北造協第2回ゴルフ大会

日　時： 9月11日（水）8：31スタート

場　所： 滝のカントリークラブ

令和元年度 秋季船釣り大会

日　時： 9月14日（土）

場　所： 積丹余別沖

第2回 幹事会（北海道造園懇話会）

日　時： 6月26日(水）9：00～16：30

場　所： 太平洋興発ビル６F　会議室

北造協同好会（予定）

関係行政機関・団体の事業（予定）



令和元年度 幹事会（北造協札幌支部）

日　時： 7月3日（水）15：00～

場　所： 札幌パークホテル

令和元年度 地区懇談会（北造協札幌支部）

日　時： 7月3日（水）・4日（木）

会員区： 3日（水）：北区・白石区・南区・手稲区

懇談会16：00～／懇親会17：00～

4日（木）：中央区・東区・厚別区・豊平区・清田区・西区

懇談会16：30～／懇親会17：30～

場　所： 札幌パークホテル

第1回　事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 7月5日（金）15：30～

場　所： 北造協事務室

報告すべき事項はございません

北造協 会員数　　（6月30日現在　正会員77社/特別会員6社/賛助会員8社（者））

正会員　横浜植木㈱北海道支店　支店長の変更（2019年6月1日）

渡邊　秀一 氏　→　喜多　伸行 氏

正会員　㈱北海道造園コンサルタント　代表者の変更（2019年7月1日）

取締役社長　細田　美樹 氏　→　代表取締役　笹本　知 氏

会員の異動等

各地区の事業（予定）

社名及び代表者の変更



・正会員　㈱細田造園　取締役会長　細田 誠一 様　（2019年6月12日・逝去）

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176号　送信・HP掲載

日造協主催「街路樹剪定士」資格更新研修会のご案内

担い手確保等の取組みに関するアンケート調査依頼　※札幌支部会員のみ

（札幌市より）

② 令和元年度 北海道農薬危害防止運動の実施について

（北海道農政部より）

③ 令和元年度 第1回ゴルフ大会参加締切のお知らせ

（北造協 ゴルフ同好会より）

④ 令和元年度「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 緑麗会_「夏花壇造成」ご協力の依頼について

⑥ 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の周知のお願いについて

（厚生労働省北海道労働局より）

⑦ 令和元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）

⑧ 新・担い手3法の関する説明会の開催について

（北海道開発局事業振興部より）

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29号（新春号）ホームページに掲載中

6月7日

6月4日

6月3日

6月3日

6月28日

6月28日

6月24日

6月12日

6月10日

6月3日

会員の慶弔等のお知らせ

インデックス

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回掲載に付】

1ページ ￥80,000-

1/2ページ ￥40,000-

1/4ページ ￥20,000-


