
日　時： 3月23日（火）11：00～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

審議事項： 1 令和3年度　事業計画（案）について

2 令和3年度　収支予算（案）について

3 令和3年度　定期総会（案）について

報告事項： 1 北造協のSDGｓ宣言について

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

令和2年度 第6回 理事会



役員会議

日　時： 3月1日（月）10：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 令和3年度　事業計画（素案）について

2 令和3年度　収支予算（素案）について

3 北造協SDGｓ宣言に係る進捗状況について

※会議の様子を写真撮影するのを失念してしまいました。申し訳ございません。

第2回　企画調整会議

日　時： 3月5日（金）13：15～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

議　題： 1 令和3年度　事業計画（素案）について

2 令和3年度　収支予算（素案）について

3 北造協SDGｓ宣言に係る進捗状況について

令和2年度　経営者研修会（札幌支部）

日　時： 3月11日（木）10：30～

場　所： 札幌コンベンションセンター 101会議室 + ZOOMを利用したWEB研修　※同時開催

出席者： 24名（会場参加10名／オンライン参加14名）

3月の会議

3月 各地区の事業報告



研修内容：

1 令和3年度　札幌市公園緑地整備費と造園工事について

講師：札幌市建設局みどりの推進課　造園担当課長　　桑島 健 氏

2 令和3年度　札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務について

講師：札幌市建設局みどりの推進課　みどりの管理課長　　鈴木 浩二 氏

令和3年 合同安全大会（北海道造園緑化関係団体連絡協議会）

日　時： 3月26日（金）14：30～

場　所： 札幌市産業振興センター　２FセミナールームA（札幌市白石区東札幌５条１丁目）

講　演： BCPの第一歩目として「事業継続力強化計画」

経済産業省北海道経済産業局産業部　中小企業課総括係長　高橋　俊弘 氏

出席者： 来賓3名、講師1名、会員41名、実行委員8名、事務局2名　計55名

主　催： 北海道造園緑化関係団体連絡協議会 5団体

安全標語入選作（応募件数：302件）
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関係行政機関・団体の事業報告



報告すべき事項はございません。

令和3年度　若手（新人）社員研修会

日　時： 4月7日（水）～9日（金）（通いの3日間）

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室（中央区南1条東1丁目）

令和3年　 植生施工管理技士研修

※ 基礎講座と応用講座は中止。更新のみ申し込み受付。

更新手続きのみ、電子メールにて申込受付。（申込期限：3月31日）

→申し込みの詳細は、北造協ホームページの「ご案内」にて3月2日に公開予定。

定期総会

日　時： 5月14日（金）15：30～

場　所： 札幌パークホテル（札幌市中央区南10条西3丁目1-1）

佳　作 　入選数：10件 --- ---

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）

国交省北海道開発局 事業振興部

都市住宅課 課長補佐（都市） 齋藤 昭夫 様
北海道建設部 まちづくり局都市環境課

課長補佐（公園計画） 菅原 剛 様
札幌市建設局みどりの推進部みどりの推進課

造園担当課長 桑島 健 様

講師 経済産業省北海道経済産業局産業部

中小企業課総括係長 高橋 俊弘 様 講演の様子 会場の様子



現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

定期総会（北造協札幌支部）

日　時： 5月12日（水）15：00～

場　所： 札幌パークホテル（札幌市中央区南10条西3丁目1-1）

報告すべき事項はございません

北造協 会員数　　（3月31日現在　正会員75/特別会員6社/賛助会員7社（者））

正会員　道央緑化㈱　代表取締役の変更　星野 富士男 氏　→　星野 智 氏

・正会員　北海日植㈱　代表取締役 神原 喜好様のご尊父　神原 弘 様（令和3年3月8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、3月1日～3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197号　送信・HP掲載

② 技能労働者への適切な賃金水準の確保について

（北海道建設部より）

③ 札幌市内の飲食店等における営業時間短縮要請の解除及び

「集中対策期間」に伴う市内事業者の皆さまへのお願いについて

（札幌市より） ※札幌支部のみ

3月1日

3月1日

3月1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



④ 令和３年度 若手(新人)研修会参加者募集の終了について

（北造協より）

⑤ 令和３年度「植生施工管理技士」資格証の更新について

（北造協より）

⑥ 経済調査会主催 講習会（5/20(木) 開催都市:札幌）のご案内のお願い

（（一財）経済調査会 北海道支部より）

④ 札幌支部経営者研修会の開催についてのご案内（再通知）

（北造協　札幌支部より） ※札幌支部のみ

⑧ 新型コロナウイルス感染症対策に係る国の支援施策の周知について

（北海道建設部より）

⑨ 施工体制台帳の作成等についての改正について

（北海道建設部より）

⑩ 高等学校との連携強化事業

登録企業募集/中小企業診断士による企業診断実習受入企業募集のご案内

（札幌商工会議所より） ※札幌支部のみ

⑪ 北海道内における「集中対策期間」の終了に伴う市内事業者の皆さまへの

お願いについて

（札幌市より） ※札幌支部のみ

⑫ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第39回本部会議における決定事項について

（北海道建設部より）

⑬ 「『転勤・入社・入学』の場面での新北海道スタイルについて」の改訂について

（北海道建設部より）

⑭ 総合評価落札方式の改正について

（札幌市役所契約管理課工事契約係より） ※札幌支部のみ

⑮ 工事等における入札及び契約に係る手続きの押印見直しについて（追加連絡）

（札幌市役所契約管理課工事契約係より） ※札幌支部のみ

⑯ 工事等における入札及び契約に係る手続きの押印見直しについて

（北海道労働局より）

⑰ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の普及啓発及び支援施

（北海道建設部より）

⑱ 建設産業女性活躍推進・座談会のインターネット配信について

（北海道建設部より）

⑲ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第41回本部会議における決定事項について

3月11日

3月18日

3月17日

3月22日

3月22日

3月23日

3月5日

3月2日

3月9日

3月5日

3月9日

3月2日

3月2日

3月3日

3月5日

3月8日



（北海道建設部より）

⑳ 経営規模等評価に係る確認書類の簡素化について

（北海道建設部より）

㉑ 北海道造園資材卸センター主催_接ぎ木講習会開催のご案内

（北海道造園資材卸センターより）

㉒ 「建設工事着工期労働災害防止運動」の実施について

（北海道労働局より）

㉓ 工事における着手届の労災保険加入の確認方法について（札幌市～）

（札幌市役所契約管理課工事契約係より） ※札幌支部のみ

⑪ 令和3年度「外国人労働者問題啓発月間」の実施について

（北海道労働局より）

⑫ 令和3年春の全国交通安全運動の実施について

（北海道より）

⑬ 令和３年　合同安全大会の開催報告について

（北造協より）

⑭ withコロナ・afterコロナを考える事業者向け各種セミナー/

高等学校との連携強化事業　登録企業募集のご案内

（札幌商工会議所より） ※札幌支部のみ

⑮ さっぽろ建設産業活性化プランに係る照会の実施について

（札幌市建設局土木部業務課より） ※札幌支部のみ

⑯ 地域建設業経営強化融資制度の延長について

（北海道建設部より）

⑰ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第42 回本部会議における決定事項について

（北海道建設部より）

その他、随時連絡・ファックスでもご連絡しております。

会員MLでも、【注意喚起】をお願いしておりますが、北造協の名前を騙る不審メールが、

まだ届いているようです。再度【注意喚起】のご案内させていただきます。

【注意をお願いしたいポイント】

3月24日

3月23日

3月23日

3月23日

3月26日

3月26日

3月29日

3月29日

3月29日

3月31日

3月31日



① 送信者が協会職員の名前になっていても、メールアドレスのドメイン（＠から後ろ）

が、hokuzoukyou.or.jpではないものは、当協会からのメールでは

ありませんので、開かずに削除してください。

② 添付ファイルの末尾が、pdf[pdf]になっている不審メールもあるそうです。

①の事項を確認してください。

③ また、USBメモリ等を使用し、複数のパソコン間でデータのやり取りをすると、

ウイルス感染・拡大の危険性が高まるそうですので、ご注意ください。

④ 会社のパソコンのウイルスチェックをお願い致しましたが、

まだ実施されていない場合は、早急にチェックをお願い致します。

① 差出人の日本語表示は「北造協」だが、@の後ろがhokuzoukyou.or.jpではない。

② PCセキュリティソフトにより、「怪しいメール＝Spam」のアラートが出ています。

③ 不審な添付ファイルの種類（拡張子を確認）

≪北造協に届いた「不審メール」の画像を貼り付けます。ご参考までにご覧ください≫

①

②
③

①

②
③



広報誌「みどり」第33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- 　

総務委員会よりご案内


