
日　程： 4月7日（水）～9日（金）通い3日間

場　所： 太平洋興発ビル6階　会議室（札幌市中央区南1条東1丁目2-1）

参加者： 11社より22名

委託先： ㈱クラーク総研

テーマ： （1）建設業社員としての心構えと基本を再確認する。

（2）建設現場における若手技術者の基本技術を習得する。

≪講義内容≫

【1日目】 ・講義1「建設業社員としての心構え」

・トレーニング1「若手技術者に求められる基本動作」

・講義2「建設現場における基本、仕事の流れ」

・講義3「若手技術者に求められる基本技術」

【2日目】 ・トレーニング2「測量機器の取り扱い・すえ方・読み方」

・トレーニング3「水準測量・角測量」

・トレーニング4「丁張の基本」

【3日目】 ・トレーニング5「現場の安全トレーニング」

・講義＆トレーニング「若手技術者に求められる基本技術＜実務編＞」

一般社団法人北海道造園緑化建設業協会
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総務委員会

《人材育成事業》若手（新入）社員研修会



日　時： 4月22日（木）11：00～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

審議事項： 1 令和3年度　定時総会（みなし決議）提案書について

令和3年度 第1回 理事会

トレーニング2

「測量機器の取り扱い・すえ方・読み方」 トレーニング4 「丁張の基本」

開会式 嘉屋会長挨拶

参加者に全員で集合写真

修了書授与式

講義の様子 講義の様子



日　時： 4月15日（木）9：30～

訪問先： 道庁　知事室、建設部各課

札幌建設管理部　副局長、建設行政室長、用地管理室長、事業室長

第1回　事業推進委員会

日　時： 4月9日（金）15：00～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

議　題： 1 北大大学院農学研究室における出前講座について

令和2年度　監事による会計監査及び業務監査

日　時： 4月13日（火）15：00～

場　所： 北造協　事務室

確認書類： ① 令和2年度　事業報告書

② 令和2年度　会計帳票、関係書類及び附属明細書　一式

日　時： 4月22日（木）9：00～14：30

場　所： 大通公園7丁目・南西花壇

今年はオリンピック開催を記念して、「統一デザイン」で大通公園全体を彩ります。

そのデザインを『緑麗会』が担当いたしました！！　春花壇はオリンピックカラーを

意識した配色のパンジーで、シャープなイメージの花壇が出来上がりました。

4月の会議

緑麗会 大通花壇造成

道庁及び札幌建設管理部への挨拶廻り

枕木の設置
花苗植え（午前の部）

並びの基準となる部分から植えていきます花壇の床づくり



令和2年度　監事による会計監査及び業務監査（札幌支部）

日　時： 4月6日（水）15：00～

場　所： 北造協　事務室

確認書類： ① 令和2年度　事業報告書

② 令和2年度　会計帳票、関係書類及び附属明細書　一式

総務・事業 合同委員会（札幌支部）

日　時： 4月14日（水）11：00～

完成花壇：直線的なデザインが印象的です！

4月 各地区の事業報告

参加者で集合写真（午前の部） 参加者で集合写真（午後の部）
花苗植え（午後の部）

だんだんデザインが明らかになってきました



場　所： ZOOMを利用したWEB会議

議　題： 1 令和3年度定期総会の開催について

2 令和2年度事業報告並びに収支決算報告について

3 令和3年度事業計画（案）について

4 その他

札幌市への挨拶廻り（札幌支部）

日　時： 4月15日（木）11：00～

訪問先： 札幌市建設局　みどりの推進部

第1回　幹事会（札幌支部）

日　時： 4月21日（水）11：05～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

議　題： 1 令和3年度定期総会開催の中止について

2 書面による提案事項について

・提案第1号　令和2年度事業報告並びに収支決算報告について

・提案第2号　令和3年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について

・提案第3号　総会議決事項の委任

3 その他

令和元年度　監事による会計監査及び業務監査（日造協 北海道総支部・北海道支部）

日　時： 4月8日（木）11：00～

関係行政機関・団体の事業報告



場　所： 北造協　事務室

確認書類： ① 令和2年度　事業報告書

② 令和2年度　会計帳票、関係書類及び附属明細書　一式

報告すべき事項はございません。

定期総会

日　時： 5月14日（金）

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）

※ 新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、定期総会は開催を中止しました。

現在、予定はございません。

定期総会（日造協 北海道総支部・北海道支部）

日　時： 5月7日（金）

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）

※ 新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、定期総会は開催を中止しました。

定期総会（北造協札幌支部）

日　時： 5月12日（水）

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）

※ 新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、定期総会は開催を中止しました。

報告すべき事項はございません

北造協 会員数　　（4月30日現在　正会員75/特別会員6社/賛助会員7社（者））

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）

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）



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、4月1日～4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198号　送信・HP掲載

② 令和3年度全国安全週間の実施ついて

（北海道労働局より）

③ リーフレット「はしごを使う前に/脚立を使う前に」を活用した墜落・転落災害

防止対策の徹底について

（北海道労働局より）

④ 令和３年　合同安全大会 安全標語短冊の送付について

（北造協より）

⑤ 土木工事安全施行技術指針の改定について（通知）

（北海道開発局より）

⑥ 北海道開発局コンプライアンス推進計画について

（北海道開発局より）

⑦ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の普及啓発について

（北海道建設部より）

⑧ 在籍型出向の新たな助成制度説明会のご案内

（札幌商工会議所より） ※札幌支部のみ

⑨ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第43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）

⑩ 緑麗会_「春花壇造成」ご協力の依頼について

（北造協・緑麗会より）

⑪ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第45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）

⑫ 令和３年度「緑の募金」運動の実施について（協力依頼）

4月1日

4月13日

4月2日

4月1日

4月13日

4月1日

4月2日

4月2日

4月6日

4月14日

4月2日

4月6日

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



（札幌市より） ※札幌支部のみ

⑬ 令和3年経済センサス-活動調査の実施について

（総務省より）

⑭ 令和3年度における建設業の安全衛生対策の推進について

（北海道労働局より）

⑮ 令和３年度定期総会の開催中止のお知らせ

（北造協より）

⑯ 令和３年度　札幌市支部合同委員会議事録の送付について

（北造協・札幌支部より） ※札幌支部のみ

⑰ 令和３年度　札幌市みどり推進部・各区公園担当者名簿

（北造協・札幌支部より） ※札幌支部のみ

⑱ 札幌市内における北海道警戒ステージ４相当の協力要請の延長に伴う

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

⑲ 令和3年度ビオトープ管理士資格試験およびセミナーのお知らせ

（（公財）日本生態系協会より）

⑳ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第46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）

㉑ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第48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】

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。

4月15日

4月15日

4月15日

4月20日

4月28日

4月20日

4月14日

4月14日

4月16日



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）

広報誌「みどり」第33号（新春号）ホームページに掲載中

≪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≫

総務委員会よりご案内

①

②
③

①

②
③



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- 　


