
　新年あけましておめでとうございます。
皆様には、ご家族お揃いで輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上
げます。この一年が皆様にとって、素晴らしい年になりますよう、心か
ら祈念しております。また、平素より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。

　さて、昨年はオリンピックイヤーの年でした、新型コロナウィルスが
収まりを見せない時期に開催を決め、無観客という残念な運営方式とは
なりましたが、感染対策に万全を期して見事、感染の拡大もなくまさに
レジェンドとなる大会となりました。その後、日本では、新型コロナ
ウィルス感染者数も落ち着きをみせ収束に向かっている様にも思われま
す。一方世界に目を向けますと、まだまだ感染者の数が減らずオミクロ
ン株という新たな不安材料が見つかり日本も気を抜けない状況となって
おりますが、我々は、これまで通りの感染対策をしっかり取り組んでい
くことが大切だと思っております。

会　長　嘉屋　幸浩

　本年は、いよいよ第３９回全国都市緑化北海道フェア「ガーデンフェスタ北海道2022」が開催
されます。昨年から会員の皆様にはフェアの成功にむけて多大なご協力を頂いております事をこの
場を借りて御礼申し上げます。1986年さっぽろフェア以来の北海道での開催ですので、北海道民
の皆様にも貴重な体験がして頂けると思っております。このフェアを機に、緑豊かな潤いのある都
市づくりに理解を深め都市緑化意識の高揚が図られ、今後の都市の街づくりに活かされること期待
したいと思います。

　この長く続いているコロナ禍の中で、我々が携わる身近な公園や緑地が、人々の健全な生活を送
るために重要なインフラであることの再認識がされた事は、厳しい状況の中での大きな収穫であ
り、より一層の期待に応えるべく造園業界においては引き続き働き方改革への対応、担い手の確
保、育成対策にしっかり対応していかなければなりませんが、これらの課題の多くは、一企業では
解決出来ないものもあり大きな変化の時代、協会の役割はますます重要となります。今後とも造園
建設業の発展と社会的使命を果たすべく、緑を通じて、地域社会にとって存在意義のある団体であ
るよう、努力を重ねてまいる所存でございます。

　本年も皆様方のご指導、ご協力、ご支援を宜しくお願いいたしまして、新年のご挨拶とさせて頂
きます。

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



日　時： 12月1日（水）11：30～

場　所： 北海道庁 建設部 A会議室

受　賞： 黄綬褒章 業務精励《造園工事業》

受賞者： （一社）北海道造園緑化建設業協会　副会長　神原　喜好 氏（北海日植㈱ 代表取締役社長）

伝達者： 北谷 啓幸 建設部長

多年にわたり仕事に励んできた、人々の模範たるべき人に対して贈られています。

受賞おめでとう

ございます！

日　時： 11月25日（木）15：00～

場　所： 国土交通省10階共同大会議室（東京都千代田区霞が関2-1-3）

受　賞： 国土交通大臣表彰（建設事業関係功労）都市計画事業関係

受賞者： （一社）北海道造園緑化建設業協会 理事　三栖 裕司　氏（㈱宝樹造園　代表取締役社長）

多年造園工事業に精励するとともに関係団体の役員として地方業界の発展に寄与した個人または

団体に表彰を行っています。

2021年秋の褒章伝達式

令和3年 建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰 表彰式



受賞おめでとう

ございます！

日　時： 12月11日（土）14：30～

場　所： 札幌パークホテル1階　テラスルーム

内容： 各種団体からの要望・提言説明

第1回　正副会長会議

日　時： 12月14日（火）15：00～

場　所： 北造協事務室

議　題： 1 令和4年度 北造協役員変更について

2 令和4年度 北造協顧問・相談役の変更について

3 令和4年度 登録造園基幹技能者講習について

4 令和4年度 北造協定時総会について

12月の会議

自民党各種友好団体との政策懇談会



5 都市緑化フェア庭園作庭に係る労務費について

6 その他

第2回　総務委員会

日　時： 12月21日（火）15：30～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

議　題： 1 第4回 北造協フォトコンテスト

（1次審査）について

2 北造協ニュースについて

3 広報誌「みどり」について

4 HPの更新（会員情報・会員施工事例等の更新）について

5 経営者研修会について

① くまもと花とみどりの博覧会視察

② 建設業界におけるSDGｓの動向と実践事例

6 その他

第3回　若手経営幹部・緑麗会合同会議

日　時： 12月27日（月）10：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

議　題： 1 アンケート集計結果について

2 庭園イメージについて

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。

報告すべき事項はございません。

北造協同好会からの事業報告

関係行政機関・団体の事業報告

12月 各支部の事業報告



第4回　若手経営幹部・緑麗会合同会議

日　時： 1月12日（水）10：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

第2回　人材育成等事業推進委員会

日　時： 1月17日（月）11：00～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

第1回　企画調整会議

日　時： 1月24日（月）13：30～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

第2回　企画調整会議

日　時： 3月3日（木）13：30～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

造園技術講演会（オンライン）

日　時： 3月4日（金）13：30～

場　所： ZOOMにて配信

植生技術講演会（オンライン）

日　時： 3月15日（火）13：30～

場　所： ZOOMにて配信

第3回　理事会

日　時： 3月22日（火）11：00～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

北造協同好会（予定）

今後の予定（日程順）



令和４年合同安全大会幹事会（北海道造園緑化関係団体連絡協議会）

日　時： 1月21日（金）13：15～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

令和４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24日（木）14：30～

場　所： 札幌市産業振興センター

第２回　札幌支部 事業委員会

日　時： 1月14日（金）11：00～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

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75/特別会員6社/賛助会員7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206号　送信・HP掲載

② 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第86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）

③ 令和3年度 国家公務員倫理月間の実施について

（北海道開発局より）

12月1日

12月2日

12月1日

会員の異動等

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 年末年始における感染拡大防止に係る周知について（依頼）

（札幌市より） ※札幌支部のみ

⑤ 建設産業セミナーの開催について

（北海道開発局より）

⑥ 令和3年度北海道最低賃金の広報について

（北海道労働局より）

⑦ ガーデンフェスタ北海道2022通信　第4号

（恵庭市全国都市緑化フェア事務局より）

⑧ 令和３年度 日造協『街路樹剪定士』認定研修会の開催について

（（一社）日本造園建設業協会北海道総支部より）

⑨ 令和4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）

⑩ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第87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）

⑪ 北海道建設業サポートセンターにおける専門相談の実施等について

（北海道建設部より）

⑫ 【再案内】令和3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）

⑬ 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）

⑭ ガーデンフェスタ北海道2022通信　第5号

（恵庭市全国都市緑化フェア事務局より）

⑮ 【再度のご案内】令和３年度「街路樹剪定士認定研修会」開催のご案内

（（一社）日本造園建設業協会北海道総支部より）

⑯ 令和３年度「建設産業ふれあい展」について（リーフレット）

（北海道・札幌市より）

⑰ 工事及び除雪業務関係事故の防止について

（札幌市財政局管財部契約管理課より） ※札幌支部のみ

⑱ 人材確保・活用セミナーのご案内について

（札幌商工会議所より） ※札幌支部のみ

⑲ ガーデンフェスタ北海道2022通信　第6号

（恵庭市全国都市緑化フェア事務局より）

⑳ 日建学院札幌校_開講講座のご案内

12月7日

12月8日

12月24日

12月27日

12月16日

12月22日

12月24日

12月14日

12月16日

12月3日

12月3日

12月14日

12月8日

12月9日

12月10日

12月13日

12月2日



（㈱建築資料研究社より）

㉑ ガーデンフェスタ北海道2022通信　第7号

（恵庭市全国都市緑化フェア事務局より）

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33号（新春号）ホームページに掲載中

12月28日

総務委員会よりご案内


