
開催日： 10月18日（金）

場　所： ＳＡＰＰＯＲＯすみれホテル　3階「ヴィオレ」　参加者　137名

≪第1部≫

時　間： 13：35～15：05

演　題： 「元気で美しいまちのために公園ができること」

講　師： 町田　誠 氏

（前・公益財団法人 東京都公園協会専門アドバイザー）

【講演要旨】

　社会資本に関わる仕事・方法論は明らかに次のステージに入っている。まちづくりに関わる手法もこれま
での常識の中にいると置いて行かれる。公園や緑はもっとまちやエリアに役立つ役回りが果たせるはずだ。
まちづくりのセンターに立てるはずだ。公園や緑の分野の外から「何故」という疑問を投げかけられたら、
先入観や分野の常識に囚われず、社会やエリアのためという価値基準のみに照らして真剣にどう進むべきか
を考える。社会全体・地域全体に向かっていかない行政分野は必ず衰退する。衰退する前に姿勢を改めさせ
られる。そういう問題意識で公園と緑について、ご講演いただいた。

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

令和元年度 造園技術講演会



≪第2部≫

時　間： 15：20～16：50

演　題： 「杜の都の街路樹管理の取組」

◆ 行政編

講　師： 水嶋　信文 氏

（仙台市建設局百年の杜推進部　百年の杜推進課主幹兼企画調整係長）

◆ 施工編

講　師： 石出　慎一郎 氏

（東洋緑化株式会社　代表取締役社長）

【講演要旨】

日　時： 10月9日（水）10：30～11：00

場　所： 道議会1F　第二委員会室

　杜の都のシンボルになっている街路樹をこれまでどのようにして育んできたか、また、今後仙台では街路
樹のあり方をどのように考えていくのかについて、行政編では主に施策展開の観点から、施工編では事業者
として主に剪定等の技術的な観点からの取組について、ご講演いただいた。

令和元年度 自民党団体政策懇談会



網走開発建設部との意見交換

日　時： 10月1日（火）13：15～

オホーツク総合振興局との意見交換

日　時： 10月1日（火）14：30～

令和元年度 緑化行政に関する意見交換

網走開発建設部との意見交換 網走開発建設部との意見交換

オホーツク総合振興局との意見交換宮下副局長へ要望書の手交



釧路開発建設部との意見交換

日　時： 10月2日（水）13：00～

釧路自然環境事務所との意見交換

日　時： 10月2日（水）13：50～

釧路総合振興局 釧路建設管理部との意見交換

日　時： 10月2日（水）14：50～

釧路開発建設部との意見交換 釧路開発建設部との意見交換

釧路自然環境事務所との意見交換 釧路自然環境事務所との意見交換

釧路総合振興局との意見交換 釧路総合振興局との意見交換



旭川開発建設部との意見交換

日　時： 10月10日（木）11：10～

上川総合振興局との意見交換

日　時： 10月10日（木）13：30～

室蘭開発建設部との意見交換

日　時： 10月11日（金）10：00～

旭川開発建設部との意見交換

上川総合振興局との意見交換

旭川開発建設部との意見交換

上川総合振興局との意見交換

室蘭開発建設部との意見交換 室蘭開発建設部との意見交換



胆振総合振興局 室蘭建設管理部との意見交換

日　時： 10月11日（金）11：00～

函館開発建設部との意見交換

日　時： 10月15日（火）14：00～

函館道路事務所との名刺交換

日　時： 10月15日（火）15：10～

渡島総合振興局との意見交換

日　時： 10月15日（火）15：45～

縄田副局長へ要望書の手交 胆振総合振興局との意見交換

函館開発建設部との意見交換 函館開発建設部との意見交換

坂野副局長へ要望書の手交 渡島総合振興局との意見交換



帯広開発建設部との意見交換

日　時： 10月23日（水）13：10～

十勝総合振興局との意見交換

日　時： 10月23日（水）14：45～

札幌開発建設部との意見交換

日　時： 10月25日（金）13：15～

帯広開発建設部との意見交換 帯広開発建設部との意見交換

十勝総合振興局との意見交換星野副局長へ要望書の手交

札幌開発建設部との意見交換 札幌開発建設部との意見交換



小樽開発建設部との意見交換

日　時： 10月29日（火）13：15～

小樽建設管理部との意見交換

日　時： 10月29日（火）14：30～

第2回　事業委員会役員会

日　時： 10月11日（金）15：00～

場　所： 北造協事務室

議　題： 1 建設産業ふれあい展について

・ミニ観葉盆栽

・ラジコン重機を使って造園工事体験（飴すくい）

・造園に関連した記念撮影

2 その他

10月の会議

事業委員会役員会

渡邊部長へ要望書の手交 小樽開発建設部との意見交換

田中部長へ要望書の手交 小樽建設管理部との意見交換



開催日 10月7日（月）～10月8日（火）

参加者： 北海道：33名

日造協地域リーダーズ：勉強会154名/見学会122名

行　程：

【10月７日（火）】

〈第1部〉講演会　15：10～

① 「国立民族共生公園白老について」北海道開発局 都市住宅課長　篠宮 章浩　氏

② 「北海道ガーデン街道の取り組み等について」㈱真鍋庭園緑化　真鍋 憲太郎　氏

〈第2部〉地域リーダーズ10周年記念講演　16：30～

「地域リーダーズ発足10年目を迎えて」コーディネーター　古積 昇　氏

歴代総リーダー　四宮 繁　氏、森川 昌紀　氏、當内 匡　氏、松戸 克浩　氏

〈第3部〉交流会　18：30～

【10月８日（水）】

〈第4部〉見学会

見学地： モエレ沼公園、北海道大学植物園、サッポロビール園

日造協主催 2019年度地域リーダーズ勉強会 北海道開催

勉強会受付の様子 講演① 講師 篠宮 章浩 氏 講演② 講師 真鍋 憲太郎 氏

講演会 会場の様子 歴代総リーダーのみなさま 交流会の様子



日　時： 10月29日（木）9：00～11：00

場　所： 大通公園7丁目・南東花壇（ボランティア花壇）

北造協・女性部　緑麗会

第2回　総務委員会（北造協札幌支部）

　来年も、綺麗な花壇をつくります！！　皆さま、気軽にご参加くださいね！！

10月 各地区の事業報告

参加者全員で集合写真

北大植物園 見学

モエレ沼公園 室内説明 モエレ沼公園 見学

北大植物園 入り口で記念撮影 サッポロビール園でジンギスカン

緑麗会 大通花壇の撤去作業

枕木の撤去・搬出 枕木の撤去・搬出 撤去後の花壇整備

撤去後の花壇整備

（春木さん・田中さん） 撤去後の花壇整備（冨木さん） 参加者のみなさん



日　時： 10月3日（木）15：30～

場　所： 北造協事務室

議　題： 1 令和元年度　第1回安全パトロールについて（報告）

・街路樹剪定現場安全パトロール

2 令和元年度　第2回安全パトロールについて

3 その他

こどものまち「ミニさっぽろ2019」

日　時： 10月5日（土）～6日（日）9：00～17：00

場　所： アクセスサッポロ（札幌市白石区流通センター4丁目3-55）

出　展： 「庭づくり」建設ゾーン

参加者： 約3,315名（2日間）／　お庭づくりの来訪者80名（2日間）

令和元年度 第2回安全パトロール（北造協札幌支部）

日　時： 10月25日（金）13：30～15：15

場　所： 南郷公園再整備工事（白石区南郷通6丁目）施工者 ㈱四宮造園 

白生公園再整備工事（白石区中央3条5丁目3）施工者 ㈱横山造園 

※評価：太平洋興発ビル6階　会議室

これからお庭をつくります お庭の設計図（スケッチ）を描きます

お花を並べていきましょう！ きれいなお庭になりそうですね！



出席者： 会員17名、札幌市職員7名　計24名

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。

第2回　事業推進委員会

日　時： 11月1日（金）15：00～

場　所： 北造協事務室

出前講座リハーサル

日　時： 11月27日（水）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

第2回　理事会

日　時： 12月6日（金）15：00～

場　所： ホテルポールスター札幌　3F・多目的ホールB

令和元年度　役員等意見交換会

日　時： 12月6日（金）意見交換会16：30～/懇親会18：00～

場　所： 意見交換会：ホテルポールスター札幌　3F・多目的ホールA

懇親会：ホテルポールスター札幌　4F・ライラック

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）

関係行政機関・団体の事業報告

南郷公園再整備工事説明 白生公園再整備工事説明



出前講座（当別高校）

日　時： 12月9日（月）13：25～

出前講座（旭川農業高校）

日　時： 12月16日（月）13：25～

出前講座（岩見沢農業高校）

日　時： 12月17日（火）13：25～

令和元年度　経営者研修会

日　時： 令和2年1月14日（火）16：00～

場　所： ホテルポールスター札幌

令和元年度　若手経営幹部研修会

日　時： 令和2年2月14日（金）15：00～

場　所： 札幌市生涯学習センター　ちえりあ　6F和室・茶室/3F研修室1

道開発局、環境省道環境事務所

日　時： 11月7日（木）

現在、予定はございません。

造園緑化関係団体連絡協議会 総会

日　時： 11月15日（金）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

北海道造園懇話会　総会・新年の集い

日　時： 令和2年1月7日（火）

場　所： ホテルポールスター札幌

北造協同好会（予定）

関係行政機関・団体の事業（予定）

意見交換（要望活動）スケジュール



令和2年　合同新年交礼会

日　時： 令和2年1月14日（火）18：00～

場　所： ホテルポールスター札幌

支部幹事会（北造協札幌支部）

日　時： 11月11日（月）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

報告すべき事項はございません

北造協 会員数　　（10月31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、10月1日～10月31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180号　送信・HP掲載

② 10月における年次有給休暇の取得促進等について

（厚生労働省北海道労働局より）

③  R1工事追込期における建設産業交通事故防止総ぐるみ運動の

リーフレットの送付について

（建設産業交通安全推進北海道本部より）

④ 一造会大賞など、イベントのご案内と参加のお願い

（一造会事務局より）

⑤ 建設業法令遵守講習会の開催について

（北海道建設部より）

10月1日

10月1日

10月7日

10月1日

10月1日

会員の異動等

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



⑥ 令和元年度 第２回安全パトロールの実施について（ご案内）※札幌支部のみ

⑦ 後期会費の算出に伴う「経営事項審査結果通知書」写しの

提出依頼について（通知）※札幌支部のみ

⑧ シンポジウム「新たな公民連携のあり方を考える」in北海道について

（日造協 北海道総支部より）

⑨ 令和元年度 第２回安全パトロールの実施について（再通知）※札幌支部のみ

⑩ 緑麗会_「大通花壇の撤去作業」のご協力依頼について

（北造協 緑麗会より）

⑪ 【再案内】緑麗会_「大通花壇の撤去作業」のご協力依頼について

（北造協 緑麗会より）

⑫ 「外国人採用」基礎セミナー・相談会の開催について

（北海道建設部より）

⑬ R1冬の交通安全北海道実施要綱ならびにチラシについて

（（公社）北海道交通安全推進委員会より）

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

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-

10月23日

10月30日

10月28日

10月7日

10月10日

10月17日

10月21日

10月30日

総務委員会よりご案内






