
日造協・北造協合同　地域リーダーズ勉強会打合せ

日　時： 9月9日（月）14：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

出席者： 日造協・北造協より　13名

議　題： 1 参加申し込み人数の確定

2 北海道支部参加者の確認

3 勉強会開催詳細と役割分担人ついて

4 今後の予定

第2回　総務委員会

日　時： 9月17日（火）15：30～

場　所： 北造協事務室

議　題： 1 今年度事業の推進状況等について

① 経営者研修会のテーマについて

② 令和2年度 北造協施設研修（広島県）について

③ 広報誌「みどり」の原稿依頼について

④ 第2回 北造協フォトコンテストの進捗状況について

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

9月の会議

地域リーダーズ勉強会打ち合わせ

第2回 総務委員会



2 その他

・ 建設産業ふれあい展について

・ 今後の行事予定について

事業委員会役員会

日　時： 9月18日（水）15：30～

場　所： 北造協事務室

議　題： 1 建設産業ふれあい展について

2 造園技術講演会について

3 その他

庭園樹剪定技術講習会（北造協札幌支部）

日　時： 9月6日（金）9：30～15：20

場　所： 平岡樹芸センター（清田区平岡4条3丁目1）

講　習： アカマツ剪定

講　師： 3名（奥内講師・福井講師・鈴木講師「札幌造園技能士協会」）

参加者： 17名（北造協 15名・札造協 2名）

9月 各地区の事業報告

座学講習の様子 実習の様子

実習の様子 修了証書の授受

事業委員会役員会



第40回建設産業交通安全全道大会

日　時： 9月26日（木）15：00～

場　所： ホテル札幌ガーデンパレス2F

　鳳凰（中央区北1西6）

主　催： 建設産業交通安全推進北海道本部

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

参加者： 19名

79.310位 大橋　馨 ㈱共成レンテム 94 14.4

78.8

9位 矢部　隆明 緑豊建設㈱ 119 39.6 79.3

8位 本間　孝行 ㈱アイティエス札幌事務所 104 25.2

４位 佐藤　伸一 ㈱佐藤萬香園 90 16.8

77.0

7位 大川　澄雄 アルファ電建㈱ 97 19.2 77.8

6位 嘉屋　幸浩 ㈱園建 101 24.0

72.8

３位 吉田　巧 ㈱横山造園 85 12.0 73.0

準優勝 久惠　信一 日本体育施設㈱北海道営業所 86 13.2

73.2

5位 西村　卓也 ㈱岩崎造園土木 86 12.0 74.0

NET

優　勝 橋本　俊二 ㈱真栄緑化土木 87 19.2 67.8

順　位 氏　名 所　　属 TOTAL HDCP

北造協同好会からの事業報告

関係行政機関・団体の事業報告

優勝の橋本さん（右側）と

準優勝の久惠さん参加者全員で記念撮影

会場の様子



令和元年度　秋季船釣り大会

日　時： 9月21日（土）6：00出港・13：00帰港

場　所： 積丹余別沖

参加者： 9名

台風17号接近の折、嵐の前の静けさの中「余別沖」を予定通りに出港いたしました。

皆さんの日頃の行いか、春に続いて今回も好天に恵まれ絶好の釣り日和となりました。

前半戦はヤナギの舞、ホッケの食いつきがいまイチでしたが、後半戦はタラ狙いとし、

釣り場を移動。このままの釣果では帰れない雰囲気の中、いきなり船中あちこちでヒット。

一人また一人と大物を釣り上げ、にわかに活気づいてまいりました。

約2時間後笑顔の皆さん、ほぼクーラーボックス満杯に。近年まれにみる大接戦となりました。

結果、81ｃｍ・6ｋｇのタラを釣り上げた吉村氏の優勝となりました。

次回、来年春季船釣り大会（6月開催予定）で会いましょう！

今回ご参加のみなさま、ありがとうございました！

造園技術講演会 ※詳細は、巻末のチラシをご覧ください。

日　時： 10月18日（金）13：30～

場　所： SAPPOROすみれホテル3階「ヴィオレ」（中央区北1西2）

魚種身長
（㎝）

81

74準優勝 13.50田森　宜行 ㈲タモリ建商

順　位 氏　名

横浜植木㈱北海道支店

3尾総重量
（㎏）

優　勝 吉村　史明 13.60

所　　属

-

76

-４位 立花　満春 12.65

５位 宮前　和史 12.52

マルミプラス㈱

ハスクバーナ・ゼノア㈱

３位 市川　俊明 13.20㈱市川造園

今後の予定（日程順）

大物のタラと吉村さん 参加者全員で記念撮影



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、釧路総合振興局

日　時： 10月2日（水）

自民党道連　団体政策懇談会

日　時： 10月９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）

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）

道開発局、環境省道環境事務所

日　時： 11月7日（木）

意見交換（要望活動）スケジュール



現在、予定はございません。

地域リーダーズ全国勉強会（日造協）

日　時： 10月7日(月）～10月8日（火）

場　所： 北海道開催（札幌市内各所にて視察研修）

第2回　総務委員会（北造協札幌支部）

日　時： 10月3日（木）15：00

場　所： 北造協事務室

こどもの街ミニさっぽろ2019（北造協札幌支部として出展）

日　時： 10月5日（土）・10月6日（日）9：00～17：00

場　所： アクセスサッポロ

報告すべき事項はございません

北造協 会員数　　（9月30日現在　正会員77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、9月1日～9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179号　送信・HP掲載9月2日

会員の異動等

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）

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



② お知らせ(第６回 東北研修の参加 案内 )

（全国1級造園施工管理技士の会(一造会)より】

③ 2019年度日本造園学会北海道支部大会のご案内

（（公社）日本造園学会北海道支部より）

④ 建設工事追い込み期労働災害防止運動の実施について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑤ 北海道最低賃金について

（北海道労働局より）

⑥ 令和元年度 秋の全国交通安全運動の実施について

（北海道より）

⑦ 建設業法第8条に伴う、建設業法施行規則及び

建設業法許可事務ガイドラインの改定について

（北海道建設部より）

⑧ 2019年度版 工事歩掛要覧＜土木編＞ご案内のお願い

（（一財）経済調査会より）

⑨ 台風１７号 暴風による災害時の緊急出動について（※札幌支部会員のみ）

⑩ こどものまち「ミニさっぽろ２０１９」の開催について（※札幌支部会員のみ）

⑪ 令和元年度「造園技術講演会」のご案内について（ご案内）

⑫ 3Rハンドブック2018（平成30年度版）について

（北海道環境生活部より）

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30号（夏号）ホームページに掲載中

9月30日

9月5日

9月5日

9月9日

9月10日

9月19日

9月19日

9月27日

9月20日

9月24日

9月2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-










