
日　時： 1月14日（火）16：00～

場　所： ホテルポールスター札幌 4F　ライラック

出席者： 34名（22社）

講　演： 「建設業における事業継承の留意すべき3つのポイント」

講　師： 前田　正秀 氏（㈱クラーク総研　代表取締役社長）

日　時： 1月14日（火）9：00～12：00

挨拶先： 北海道開発局、環境省北海道環境事務所、北海道開発局札幌開発建設部、

北海道総合政策部知事室、水産林務部、建設部、農政部、

空知総合振興局札幌建設管理部

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 経営者研修会

国・北海道への挨拶まわり

講師 前田 正秀 氏会長あいさつ 研修会の様子



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）

主　催： 北海道、札幌市

運　営： 事業委員会・若手経営幹部研修会・緑麗会　 ※協力者：10名（11日）・11名/（12日）

来場者： 592名（11日）・606名（12日）/　合計1,198名

体験メニュー ① ラジコン重機を使って造園工事体験（あめすくい）

② 観葉植物を使用したミニ盆栽づくり

※ DVD『緑を守るプロになる！』の放映

「チカホ」の大通駅側（北洋銀行前）という場所柄、終始人通りが途切れず賑わっていました。

今回は、体験メニューを「竹細工」から「ミニ盆栽づくり」一部内容を変更しました。

「ミニ盆栽」もたいへん好評で、あっという間に

各回の予約が埋まってしまうくらいでした。

楽しそうにカラーサンドを注いでいるお子さんの

笑顔を見ていると、こちらまで嬉しくなります。

定番の「あめすくい」は安定した人気で、

常に賑わっている状態でした。

大型ビジョンに北造協作製のDVD『緑を守るプロになる！』も放映し、造園建設業の魅力や

仕事内容を、多くの人たちにＰＲすることができました。

令和元年度「建設産業ふれあい展」

説明を聞く皆さん…真剣です いろんな色の砂があって、迷っちゃう きれいなミニ盆栽ができそうですね！

観葉植物のミニ盆栽（見本展示）

ラジコン、操作のコツを伝授中 ショベルにあめは入ったかな？

2日間お疲れさまでした！

（12日スタッフで記念撮影）



第2回　正・副会長会議

日　時： 1月14日（火）13：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 令和元年度 フォトコンテスト最終審査について（特賞・入賞・佳作の選考）

2 令和2年度 北造協視察研修について（広島県）

3 合同新年交礼会について

4 経営者研修会について

5 電子マニフェスト講習会の開催について

6 営業担当者研修会の開催について

7 若手（新人）社員研修会について

8 出前講座の開催結果について

9 令和2年度事業計画・収支予算及び令和元年度決算の日程について

10 その他

① 今後の日程について

② その他

第2回　植生技術委員会

日　時： 1月17日（金）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

議　題： 1 生芝の仕様基準の一部改訂について

2 植生施工管理技士研修について

3 植生技術講演会について

4 植生工事の入札参加要件に関するご相談

5 その他

第3回　事業推進委員会

日　時： 1月24日（金）15：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 令和元年度「出前講座」

1月の会議

第2回 植生技術委員会

第2回 正・副会長会議

第3回 事業推進委員会



反省会・全体懇親会について

2 令和2年度「出前講座」について

3 「現場見学会」について

令和元年度「出前講座」反省会

日　時： 1月24日（金）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル6階　会議室

出席者： ①事業推進委員会

②出前講座講師

③業務委託先　計10名

議　題： 1 「出前講座」等の実施状況について

2 「出前講座」等の反省点等について

3 その他

第1回　企画調整会議

日　時： 1月31日（金）13：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 事業の実施状況について（報告）

① 経営者研修会の開催状況について

② 北海道造園緑化関係団体連絡協議会「合同新年交礼会」の開催状況について

③ 北海道造園懇話会「総会・新年の集い」の開催状況について

④ 「建設産業ふれあい展」の実施状況にいて

⑤ 「出前講座」の開催状況にいて

⑥ フォトコンテストの開催状況について

2 今後の事業の実施について

① 若手経営幹部研修会「茶道体験＆識者講話」の開催について

② 植生技術講演会の開催について

③ 合同安全大会について

④ 令和2年度　植生施工管理技士研修について

⑤ 北造協視察研修会（広島県）について

3 令和2年度事業計画・収支予算及び令和元年度決算の日程について

「出前講座」反省会

第1回 企画調整会議



4 令和2年度の協会運営について

① 人材育成事業（助成金活用）の実施について

・若手（新人）社員研修会について

② 出前講座

5 今後の日程について

6 その他

「第2回北海道みどりの景観フォトコンテスト」に

たくさんのご応募（191作品）をいただきまして、

ありがとうございました。

1月14日（火）に審査を行った結果、

特賞は日野進司様の作品で、タイトル『五稜郭の秋景』となりました。

≪特賞≫ 五稜郭の秋景　/　日野進司 様

撮影者コメント：出勤前に立ち寄ったところ秋の情景が広がっていました。

フォトコンテスト審査結果



≪入賞≫ 秋の便りを届けに/檀原志織 様 ≪佳作≫ 静寂な修道院へと続く杉並木/佐藤靖 様

いつもの帰り道、僕の好きな路/長谷川将吾 様 兄弟/長友逸郎 様

桜並木/山口健一 様 メルヘン通り/鶴谷省司 様

幸せのシンボル/滝口和宏 様 冬の訪れ/松井亜佐子 様

やわらかな秋の日/玉造晶 様

新年度　挨拶廻り（北造協札幌支部）

日　時： 1月15日（火）9：25～

訪問先： 各区土木センター、

管財部、副市長、建設局（土木部・みどりの推進部）

（公財）札幌市公園緑化協会

令和2年度　定期総会・新年の集い（北海道造園懇話会）

日　時： 1月7日（火）18：00～

場　所： ホテルポールスター札幌（中央区北4条西6丁目）

出席者： 140名

なお、受賞作品の発表は当協会のホームページで、公開中です！是非ご覧ください。

　北造協ホームページ　⇒　http://www.hokuzoukyou.or.jp/

1月 各地区の事業報告

関係行政機関・団体の事業報告

定期総会 粟田幹事長

（北海道庁）挨拶
定期総会 山田副幹事長

（北海道庁）司会進行

新年の集い 祝辞

太田さん

新年の集い 祝辞

福原さん

新年の集い 祝杯

笠さん



令和2年 合同新年交礼会（北海道造園緑化関係団体連絡協議会）

日　時： 1月14日（火）18：00～

場　所： ホテルポールスター札幌（中央区北4条西6丁目）

出席者： 161名（来賓23名、各団体会員他135名、事務局3名）

新年の集い 祝辞

菅原さん

新年の集い 祝辞

廣部さん
新年の集い 結び

大塚さん

祝辞

国土交通省北海道開発局

事業振興部調整官 齋藤 基也 氏

祝辞

北海道建設部

まちづくり局長 天野 俊哉 氏

祝辞

札幌市

建設局長 小林 安樹 氏

祝宴乾杯

（一社）日本造園建設業協会

会長 和田 新也 氏

スピーチ

北海道議会造園緑化推進議員会

副会長 丸岩 浩二 氏

中締め

（一社）北海道造園緑化建設業協会

顧問 三木 正俊 氏



合同安全大会関係幹事会（北海道造園緑化関係団体連絡協議会）

日　時： 1月22日（水）15：20～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 令和2年合同安全大会の開催について

2 その他

報告すべき事項はございません。

第4回　総務委員会

日　時： 2月13（木）15：00～

場　所： 北造協事務室

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

第2回　事業委員会

日　時： 2月17（月）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル6階　会議室

第3回　植生技術委員会

日　時： 2月21日（金）15：00～

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）

参加団体紹介・開会あいさつ

北海道造園緑化関係団体連絡協議会

会長 廣部 悟志 氏

安全大会関係幹事会



場　所： 北造協事務室

令和元年度　植生技術講演会

日　時： 3月6日（金）13：30～

場　所： ホテルポールスター札幌　2F「セレナード」（北4西6）

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。

令和2年　北海道造園緑化関係団体連絡協議会　合同安全大会

日　時： 3月26日（木）14：00～16：00

場　所： 札幌市産業振興センター　セミナールームA（白石区東札幌5条1丁目1-1）

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　　（1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、1月1日～1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。）

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



① 「北造協ニュース」第183号　送信・HP掲載

② 入職者・離職者の調査について(依頼)

③ 建設工事標準請負契約約款の実施について

（北海道建設部より）

④ 北造協ホームページ　会員紹介ページの更新について

⑤ 令和元年度 若手経営幹部研修会のご案内

⑥ 【再々案内】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

⑦ 建設産業セミナーの開催について

（北海道開発局より）

⑧ 札幌市営墓地の運営方法に関する「サウンディング型市場調査」について

※札幌支部会員のみ

⑨ 建設特定技能外国人制度の説明会のご案内

（北海道開発局より）

⑩ 広報誌「暴追センターだより」の送付について

（（公財）北海道暴力追放センターより）

⑪ 入職者・離職者の調査について(再依頼)

⑫ 令和元年度「植生技術講演会」のご案内

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31号（新春号）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-

1月17日

1月24日

1月24日

1月30日

1月27日

1月6日

1月7日

1月9日

1月15日

1月16日

1月6日

1月9日

総務委員会よりご案内






