
　さて本年8月、札幌で「東京オリンピック・パラリンピック」の男女マラソン、競歩などの競技が開催さ
れます。特にマラソン・競歩では緑豊かな国際観光都市札幌の中心部を周回し「緑の効用」が世界から注目
されることが期待されます。
そして10月には、苫小牧市で「第44回全国育樹祭」が挙行され、皇族のご列席を賜ることとなっておりま
す。
更に、令和4年には「全国都市緑化フェア」が恵庭市で開催されるなど、これから一段と緑化への気運が高
まる時を迎えることとなり、こうした機運を的確に捉え、本道の地方創成に貢献できる魅力ある業界となる
ため、協会を挙げて全力で取り組んでいかなければならないと考えております。

　また、当協会では、造園建設業界の担い手を確保・育成し、魅力ある業界とするため、数年前から、農業
高校などに直接出向き、造園建設業の魅力などをＰＲする「出前講座」の他、毎年４月に新規入職者や転職
でこの業界に入職した若手職員に、社会人としての基本や造園建設業の基礎を教える「若手(新人)職員研
修」を開催しております。
会員企業の皆さまには、出前講座の講師派遣など、並々ならぬご理解・ご協力いただき、厚くお礼申し上げ
ます。

　この他、造園技術の研鑽をはじめ、官公庁の皆さまと知識や情報の共有を図り、市民の皆さまにもご理解
いただく事を目的に、講演会や研修会を開催しております。
本年3月には、「令和元年度植生技術講演会」として、第一部では我妻尚広氏（酪農学園大学教授）、第二
部では小川泰浩氏（国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林総合研究所）にご講演をいただきます。入
場は無料となっていますので会員・市民・行政機関はもとより、農業高等学校や専門学校の皆さんにもお聞
きいただければと思っております。

最後になりますが、関係行政機関、関係団体、会員及び道民の皆様のご期待に応えられる協会として、しっ
かりと活動を進めてまいりますので、今後ともご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶に代え
させていただきます。

会　長　廣部　悟志

　新年あけましておめでとうございます。
　新年を迎えるにあたり、協会を代表いたしまして一言ご挨拶申し
上げます。
　会員並びに関係者の皆様には、平素から協会運営に格別のご理解
とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
　昨年を振り返りますと皆様もご承知のとおり、新天皇の即位によ
る元号の改正という慶事が有った一方、台風19号と21号に伴う集
中豪雨により、本州各県で多数の死者・行方不明者を出す未曾有の
大災害に見舞われるなど、辛い出来事が起こった年でもありまし
た。
改めて被災された方々のご冥福を祈るととともに、一日も早い復興
を心よりお祈りいたします。

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

年頭ごあいさつ



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

報告事項： 1 職務執行状況（平成31年4月～令和元年11月）の報告について

2 令和元年度 研修会等の開催について

3 平成31年度 若手（新人）社員研修の開催について

4 令和元年度 緑化行政に関する意見交換（要望）について

5 令和元年度「出前講座」の開催について

6 「令和元年度 建設産業ふれあい展」について

7 「令和元年度 経営者研修会」の開催について

8 「令和元年度 若手経営幹部研修会」に開催について

9 北海道みどりの景観フォトコンテストの応募数等について

審議事項： 1 令和2年度北海道労働局の助成金を活用しての事業について

令和元年度役員等意見交換会

日　時： 12月6日（金）16：30～

場　所： ホテルポールスター札幌 3F　多目的ホールＡ

　さて本年8月、札幌で「東京オリンピック・パラリンピック」の男女マラソン、競歩などの競技が開催さ
れます。特にマラソン・競歩では緑豊かな国際観光都市札幌の中心部を周回し「緑の効用」が世界から注目
されることが期待されます。
そして10月には、苫小牧市で「第44回全国育樹祭」が挙行され、皇族のご列席を賜ることとなっておりま
す。
更に、令和4年には「全国都市緑化フェア」が恵庭市で開催されるなど、これから一段と緑化への気運が高
まる時を迎えることとなり、こうした機運を的確に捉え、本道の地方創成に貢献できる魅力ある業界となる
ため、協会を挙げて全力で取り組んでいかなければならないと考えております。

　また、当協会では、造園建設業界の担い手を確保・育成し、魅力ある業界とするため、数年前から、農業
高校などに直接出向き、造園建設業の魅力などをＰＲする「出前講座」の他、毎年４月に新規入職者や転職
でこの業界に入職した若手職員に、社会人としての基本や造園建設業の基礎を教える「若手(新人)職員研
修」を開催しております。
会員企業の皆さまには、出前講座の講師派遣など、並々ならぬご理解・ご協力いただき、厚くお礼申し上げ
ます。

　この他、造園技術の研鑽をはじめ、官公庁の皆さまと知識や情報の共有を図り、市民の皆さまにもご理解
いただく事を目的に、講演会や研修会を開催しております。
本年3月には、「令和元年度植生技術講演会」として、第一部では我妻尚広氏（酪農学園大学教授）、第二
部では小川泰浩氏（国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林総合研究所）にご講演をいただきます。入
場は無料となっていますので会員・市民・行政機関はもとより、農業高等学校や専門学校の皆さんにもお聞
きいただければと思っております。

最後になりますが、関係行政機関、関係団体、会員及び道民の皆様のご期待に応えられる協会として、しっ
かりと活動を進めてまいりますので、今後ともご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶に代え
させていただきます。

第2回 理事会・役員等意見交換会

第2回 理事会 第2回 理事会



令和元年度事業に関する意見交換：

1 令和元年度事業について

日　時： 12月10日（火）18：30～

場　所： 郷土料理 加賀屋（中央区南6条西4丁目）

役員等意見交換会

大塚顧問・愛甲顧問 中野顧問・高野顧問 三木顧問・福田顧問

森相談役

造園緑化行政に関する懇談会

造園緑化行政に関する懇談会 造園緑化行政に関する懇談会



≪≪　出前講座の内容　≫≫

◆「造園建設業」の説明

◆北造協作製のプロモーションビデオ「緑を守るプロになる！」の視聴

◆中堅職員による 業界説明プレゼンテーション

◆若手職員による 体験談

◆造園建設業についてのイメージ・感想・質問などについてのトークセッション

◆質疑応答・アンケート記入、回収

当別高校

日　時： 12月9日（月）13：25～15：15

対　象： 園芸デザイン科　1・2年生（28名）

岩見沢農業高校

日　時： 12月17日（火）10：35～12：15

対　象： 環境造園科　1・2年生（75名）

旭川農業高校

日　時： 12月24日（火）13：25～15：15

出前講座の実施



対　象： 森林科学科　1年生（39名）

第3回　総務委員会

日　時： 12月23日（月）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

議　題： 1 今年度事業の進捗状況等について

① 令和2年度

北造協視察研修（広島県）について

② 令和元年度 北造協フォトコンテスト第1次審査について

③ 経営者研修会について

④ ホームページ定期更新について

⑤ 広報誌みどりの進捗状況について

2 その他

・電子マニフェスト講習会

・営業担当者研修会

・建設産業ふれあい展について

・今後の行事予定について

札幌市交通局と庭園管理業務に関する入札参加条件についての意見交換（北造協札幌支部）

日　時： 12月3日（火）13：30～

相手方： 札幌市交通局　事業管理部

12月 各地区の事業報告

12月の会議

第3回 総務委員会



札幌市造園緑化推進議員連合懇談・懇親会（北造協札幌支部）

日　時： 12月16日（月）17：30～

場　所： 札幌グランドホテル　4階「ひなげし・こまくさ」

懇　談： 1 札幌市への

「緑化行政の推進に関する要望」について

2 「全国都市緑化フェアの開催誘致」について

札幌市への緑化行政の推進に関する要望（北造協札幌支部）

日　時： 12月17日（火）14：00～

場　所： バスセンタービル6F　みどりの推進部会議室

相手方： 札幌市8名（みどりの推進部6名、管財部2名）

第2回　事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 12月20日（金）15：00～

場　所： 北造協事務室

議　題： 1 経営者研修会について

2 現場代理人研修会について

3 報告事項

・庭園樹剪定技術講習会について

・子どものまちミニさっぽろ2019

4 その他

報告すべき事項はございません。

関係行政機関・団体の事業報告

札幌市造園緑化推進議員連盟

懇談・懇親会

第2回 事業委員会



報告すべき事項はございません。

令和元年度「建設産業ふれあい展」

日　時： 1月11日（土）・12日（日）2日間　10：00～16：00

場　所： 札幌駅前地下歩行空間・北造協ブース（北大通交差点広場・東）

官庁挨拶廻り

日　時： 1月14日（火）9:00～

正副会長会議

日　時： 1月14日（火）13:00～

場　所： 北造協　事務所

令和元年度　経営者研修会

日　時： 1月14日（火）16：00～

場　所： ホテルポールスター札幌

第2回　植生技術委員会

日　時： 1月17日（金）15：00～

場　所： 北造協　事務所

令和元年度　若手経営幹部研修会

日　時： 2月14日（金）14：00～

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

令和元年度　植生技術講演会

日　時： 3月6（金）13：30～

場　所： ホテルポールスター札幌　2Fメヌエット（北4西6）

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）



第3回　理事会

日　時： 3月13日（金）15：00～

現在、予定はございません。

北海道造園懇話会　総会・新年の集い　※申込受付は、終了しております。

日　時： 令和2年1月7日（火）

場　所： ホテルポールスター札幌

令和2年　合同新年交礼会　※申込受付は、終了しております。

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

現在、予定はございません。

報告すべき事項はございません

北造協 会員数　　（12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、12月1日～12月27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182号　送信・HP掲載12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 令和２年 合同新年交礼会の開催について（ご案内）

（北海道造園緑化関係団体連絡協議会より）

③ 令和２年度　定期総会及び「新年の集い」の開催について（ご案内）

（北海道造園懇話会より）

④ 第４４階全国育樹祭の開催日の決定について（お知らせ）

⑤ 年末年始におけるゆとりある勤労者の生活の確保について

（北海道より）

⑥ 「北海道冬季ゼロ災運動」および

「STOP!転倒災害プロジェクト」の取組について

（北海道労働局より）

⑦ 2019年度　土木工事積算セミナーのご案内（経済調査会～）

（（一財）経済調査会より）

⑧ 令和元年度「建設産業ふれあい展」の開催通知とご協力依頼（お願い）

⑨ 「北海道視察研修」の報告書をHPにアップしました（ご案内）

⑩ 令和元年度 北海道農薬指導士 認定研修実施要項について

（北海道病害虫防除所より）

⑪ R1北海道最低賃金の改定の広報について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑫ 年末年始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）

⑬ 令和2年における交通安全運動の推進方針について

（北海道より）

⑭ 建設工事の適正な施工の確保について

（北海道建設部より）

⑮ 「個別労働紛争解決セミナー」の周知ついて

（北海道労働局より）

⑯ 【再案内】令和元年度「建設産業ふれあい展」の開催通知とご協力依頼（お願い）

⑰ 令和２年度 新人研修会開催希望等に関する調査について

⑱ 街路樹剪定士認定研修会開催のご案内

（日造協 北海道総支部より）

⑲ 植栽基盤診断士認定研修会の開催のご案内

（日造協 北海道総支部より）

12月20日

12月2日

12月3日

12月3日

12月2日

12月5日

12月6日

12月10日

12月10日

12月10日

12月10日

12月10日

12月12日

12月13日

12月12日

12月2日

12月2日

12月2日



⑳ 工事及び除雪業務関係事故の防止等について（札幌支部のみ）

（札幌市財政局管財部契約管理課より）

㉑ 【再案内】令和元年度 北海道農薬指導士 認定研修実施要項について

（北海道病害虫防除所より）

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-

12月20日

12月23日

総務委員会よりご案内


