
日　時： 3月4日（金）13：30～

場　所： ZOOMを利用したWEB講演会（配信場所：札幌国際ビル8階貸会議室・北4西4）

参加者： 申込者107名、当日参加87名　

※造園CPD受付40名

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3年度 造園技術講演会



【第1部】 「北の国の観光と生活への新時代の『造園技術』」

講　師：進士 五十八 氏

（福井県立大学長／東京農業大学名誉教授・元学長）

【第2部】 「花のまち恵庭とガーデンフェスタ北海道２０２２について」

≪行政編≫　講　師：上山　謙太郎 氏

（恵庭市経済部全国都市緑化北海道フェア推進室主査）

≪施工編≫　講　師：土谷　美紀 氏

（㈱サンガーデン取締役／恵庭市フラワーマスター協議会事務局長）

日　時： 3月22日（火）11：00～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

第3回 理事会



≪審議事項≫

1 令和4年度　事業計画（案）について

2 令和4年度　収支予算（案）について

3 特別会員等の入会及び退会に関する規定の改正について

4 特別会員の入会について

5 令和4年度 定時総会の開催について（案）

6 次期役員選考委員会の設置について

7 その他

≪報告事項≫

1 都市緑化フェア北造協出展庭園のテーマ及びイメージについて

第2回　正副会長会議

日　時： 3月2日（水）12：00～

場　所： 北造協　事務局

議　題： 1 令和4年度　事業計画（素案）について

2 令和4年度　収支予算（素案）について

3 特別会員等の入会及び退会に

関する規定の改正について

3月の会議



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

議　題： 1 令和4年度　事業計画（素案）について

2 令和4年度　収支予算（素案）について

3 特別会員等の入会及び退会に関する規定の改正について

4 その他

・都市緑化北海道フェア 北造協出展庭園のイメージについて

第7回　若手経営幹部・緑麗会合同会議

日　時： 3月7日（月）10：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

議　題： 1 庭園イメージについて

2 庭園タイトル・解説文の決定について

第8回　若手経営幹部・緑麗会合同会議

日　時： 3月14日（月）13：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

議　題： 1 庭園イメージについて



第1回 スポット会場（大通公園）花壇出展デザイン企画会議

日　時： 3月10日（木）13：30～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

内　容： 2グループで、テーマについて

ワークショップを開催

第2回 スポット会場（大通公園）花壇出展デザイン企画会議

日　時： 3月17日（木）14：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

内　容： 2グループで、テーマについて

ワークショップを開催

第3回 スポット会場（大通公園）花壇出展デザイン企画会議

日　時： 3月25日（金）14：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

内　容： 花壇平面図の検討と花苗の選定

3月 各支部の事業報告



第4回 スポット会場（大通公園）花壇出展デザイン企画会議

日　時： 3月31日（木）14：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

内　容： 花壇平面図の検討と花苗の選定

自民道連選挙対策本部・各種団体協議会合同会議

日　時： 3月19日（土）15：20～16：00

場　所： 札幌グランドホテル2階「グランドホール」

主催者： 自民党道連

茂木自民党幹事長、伊東道連会長、高橋道連会長代行、道内選出国会議員、道議会議員

令和4年　合同安全大会・安全標語の入選作品について（北海道造園緑化関係団体連絡協議会）

3月24日（木）開催予定でした「合同安全大会」は現在発生している「オミクロン株」感染症による

「まん延防止等重点措置」の状況を踏まえ、中止に致しました。

関係行政機関・団体の事業報告



令和4年の安全標語入選作品は、288点（22社132名）の応募作品の中から、

選考委員会の厳選なる審査の結果、下記のとおり決定いたしました。

報告すべき事項はございません。

令和4年度　若手（新入）社員研修会

日　時： 4月20日（水）～22日（金）（通い3日間）

場　所： 札幌コンベンションセンター（東札幌6条1丁目1-1）

令和4年度　第1回　理事会

日　時： 4月22日（金）11：00～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

令和4年度　定期総会

日　時： 5月13日（金）15：30～

場　所： 札幌パークホテル　3階パークホールC

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

賞 入　選　作　品 会　社　名 氏　名

最優秀賞
あなたが気づいた危険箇所　迅速丁寧共有化
他者にまかせず即改善

雪印種苗㈱ 菊池　重成

優秀賞
同じ作業は一度もない　初心に帰って安全確認
みんなの意識で助かる命

㈱ニット
メンテナンス

小笠原　孟

優秀賞
心も着衣も乱さずに　現場も社内も身だしなみ
きちんと行い安全作業

㈱四宮造園 工藤　勇仁

優秀賞
同じ作業も　違う視点で　新たな発見
見直し作業で　安全職場

㈱森造園 森　正勝

佳　作 　入選数：10件 --- ---

北造協同好会（予定）

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）



現在、予定はございません。

総務・事業 委員会 による合同委員会（札幌支部）

日　時： 4月12日（火）11：00～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

幹事会（札幌支部）

日　時： 4月20日（水）13：00～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

令和4年度　定期総会（札幌支部）

日　時： 5月13日（金）14：00～

場　所： 札幌パークホテル　3階パークホールC

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））

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、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209号　送信・HP掲載

② 土木工事安全施工技術指針の改定について

3月1日

3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



（北海道開発局より）

③ 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）

④ 令和４年度 北造協 若手(新入)社員研修会の開催について（ご案内）

（北造協より）

⑤ 植生施工管理技士資格証の更新について（ご案内）

（北造協より）

⑥ 令和４年　合同安全大会の開催について（再通知）

（北造協より）

⑦ ハスクバーナ Auto mower™オンラインセミナー開催のご案内

（特別会員のハスクバーナー・ゼノア㈱北海道支店様より）

⑧ 【注意喚起】北造協の名をかたった不審メールについて

（北造協より）

⑨ 【注意喚起・続報】北造協の名をかたった不審メールについて

（北造協より）

⑩ 北海道におけるまん延防止等重点措置の再延長に係る周知について

（札幌市みどりの推進部より） ※札幌支部のみ

⑪ 2030冬季五輪招致に向けた要望書の提出について（札幌市～）

（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98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 「札幌市工事等最低制限価格運用要領」等の改正について

（札幌市財政局管財部契約管理課より） ※札幌支部のみ

⑭ 【差替え】「札幌市工事等最低制限価格運用要領」等改正について

（札幌市財政局管財部契約管理課より） ※札幌支部のみ

⑮ 令和4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）

⑯ 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）

⑰ 令和４年度札幌市公園緑地事業予算概要について

（北造協より） ※札幌支部のみ

⑱ R4　合同安全大会の中止について

（北造協より） ※札幌支部のみ

3月7日

3月7日

3月9日

3月10日

3月14日

3月16日

3月8日

3月14日

3月1日

3月4日

3月14日

3月2日

3月2日

3月2日

3月3日

3月4日



⑲ R4公園管理運営士認定試験受験対策講演会開催のご案内について

（（一社）公園管理運営士会より）

⑳ 【注意喚起】北造協の名をかたった不審メールについて

（北造協より）

㉑ 2030冬季五輪招致に向けた要望書の提出について（札幌市～）

（北造協より） ※札幌支部のみ

㉒ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第101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）

㉓ 年度末、年度始めにおける「再拡大防止対策」に係る周知について

（札幌市みどりの推進部より） ※札幌支部のみ

㉔ 令和４年　安全標語の入選作品について

（北造協より）

㉕ 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第102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）

㉖ 令和4年春の全国交通安全運動の実施について

（北海道より）

㉗ 植生施工管理技士資格証の更新について（ご案内）再通知

（北造協より）

㉘ オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について

（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。

広報誌「みどり」第33号（新春号）ホームページに掲載中

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。

3月28日

3月29日

3月29日

3月25日

3月24日

3月22日

3月17日

3月16日

3月18日

3月16日

総務委員会よりご案内



【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。

② 添付ファイルの末尾（拡張子）が、.txtが多いですが、.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 不審なメール［Spam］［Virus Alert］等、普段と違う件名のメールを

受信された場合は、開かずに削除をお願いいたします。

④ 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。

⑤ 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。


