
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」

出席者： 正会員　75名（総会出席者37名、委任状38名）

理事・監事　理事16名・監事2名

特別会員　出席3社・賛助会員　出席2社

来　賓： 国土交通省北海道開発局 事業振興部調整官　小林　力 様

北海道建設部まちづくり局長　信太　一人 様

札幌市建設局長　天野　周治 様

議事録署名者：議長及び出席の監事

議　案： （すべての議案は満場一致で承認可決されました。）

1 報告事項

報告第１号　令和4年度事業計画案及び収支予算について

報告第２号　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

2 審議事項

議案第1号　令和3年度事業報告及び収支決算報告について

議案第2号　役員の改選について

3 その他

都市緑化北海道フェア　北造協出展庭園デザインについて

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4年度 定時総会



日　時： 5月13日（金）15：30～

場　所： 理事15名（欠席2名）、監事2名

議　案： 1 会長、副会長、専務理事及び

常務理事の選任について

2 会長に事故等あるときの会長の職務代行の副会長の順位について

【新役員】

嘉屋　幸浩 （㈱園建　代表取締役）重任

四宮　　繁　 （㈱四宮造園　代表取締役社長）重任

畑山　浩二 （日本緑化工㈱　代表取締役）就任

会 長

副 会 長

副 会 長

令和4年度 第2回 理事会

祝辞 国土交通省北海道開発局

事業振興部調整官 小林 力 様
祝辞 北海道建設部まちづくり局長

信太 一人 様

祝辞 札幌市建設局長

天野 周治 様

挨拶 嘉屋会長 来賓のみなさま



加藤　建一 （(一社)北海道造園緑化建設業協会　常務理事）重任

北原　良紀 （元（公財）札幌市公園緑化協会　事務局長）就任

梶尾　　求 （㈱梶尾花園　代表取締役）重任

嘉屋　幸治 （㈱ 蔵田喜芳園　代表取締役）重任

喜多　伸行 （横浜植木㈱北海道支店　支店長）就任

坂尻　隆則 （㈱ 緑土興産　代表取締役）重任

佐々木一敏 （㈱サンコー緑化　代表取締役）重任

篠原　恒也 （㈱ 篠原園芸　代表取締役）重任

高木　和明 （㈱高木園芸　代表取締役）重任

武田　　久 （㈱札幌ニット　代表取締役）重任

廣澤　　隆 （㈱道南レミック　代表取締役）重任

廣部　修平 （㈱ 南香園　代表取締役）就任

細田　洋介 （㈱ 細田造園　代表取締役）就任

三栖　裕司 （㈱宝樹造園　代表取締役）重任

大川　澄雄 （アルファ電建㈱　代表取締役）重任

吉村　仁志 （北海日植㈱　代表取締役）就任

◆会長・副会長

議案2の「代表理事の事故等あるときの代表理事の職務代行の副会長の順位について」

第１位に四宮副会長、第２位は畑山副会長が推薦され、満場一致で承認可決された。

専 務 理 事

理 事

理 事

監 事

監 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

常 務 理 事

理 事

理 事

嘉屋 幸浩 会長 四宮 繁 副会長 畑山 浩二 副会長
（新任）



◆新しく就任された常務理事・理事・監事

◆相談役

◆顧　問

三木　正俊

渡邊　直樹

　北海日植㈱　顧問

　㈱森造園　取締役会長

北海道大学大学院農学研究院　准教授

勇建設㈱　専務取締役　札幌市OB

道路建設㈱　取締役　副社長

（一社）未来教育サポート　代表理事

日本緑化工学会　評議員　・　㈲開成舎　代表

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会　北海道支部長

三木・佐々木法律事務所　弁護士

岩田地崎建設㈱　専務執行役員　北海道OB

棚橋　伸男

福田　尚人

福原　賢二

愛甲　哲也

河原　正幸

木村　　篤

神原　喜好

森　　正志

北原 良紀 常務理事 喜多 伸行 理事 廣部 修平 理事

細田 洋介 理事 吉村 仁志 監事

北造協 相談役・顧問の選任



日　時： 5月30日（月）9：30～

場　所： （公社）札幌市公園緑化協会、北海道開発局、札幌開発建設部、

道庁本庁舎（関係各部）、札幌市本庁舎、札幌市建設局みどりの推進部

令和4度度　北海道造園緑化建設業協会札幌支部　定期総会

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A」

出席者： 45名（総会出席者29名、委任状16名）

議　案： （すべての議案は満場一致で承認可決されました。）

1 審議事項

議案第1号　令和3年度事業報告及び収支決算報告について

議案第2号　令和4年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

議案第3号　総会議決事項の委任（案）について

議案第4号　役員の改正について

令和4年度　第2回幹事会（札幌支部）

日　時： 5月13日（金）14：40～

場　所： 札幌パークホテル　3階「パークホール3」

議　題： 1 役員の選任について

【新役員】

嘉屋　幸浩（㈱園建　代表取締役）

四宮　　繁（㈱四宮造園　代表取締役社長）

畑山　浩二（日本緑化工㈱　代表取締役）

廣部　修平（㈱南香園　代表取締役）

支 部 長

副支部長

副支部長

副支部長

5月 各支部の事業報告

国・道 あいさつ回り

挨拶 嘉屋支部長
会場の様子



第39回全国都市緑化北海道フェア「スポット会場（大通公園）」花壇出展（札幌支部）

日　時： 5月23日（月）9：30～

場　所： 大通公園2丁目西側・円形花壇

経　緯：

恵庭市を中心に令和4年6月25日から7月24日まで開催される標記フェアでは、大通公園が

スポット会場となることから、札幌市から当協会に対して花壇出展の協力依頼があった。

これは当協会の方針である「知識と技術の普及」「ネットワークづくり」に合致することから、

市民・札幌市・当協会札幌支部の3者が協力して、花壇出展したものである。

花壇の床づくり 花苗の種類を確認

花苗の植栽作業 花苗の植栽作業

花壇全体写真参加者の皆さま



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。

第39回全国都市緑化北海道フェア 庭園出展・2期工事

日　時： 6月2日（木）～4（土）8：00～17：00

※ 花苗植栽作業は、6月3日（金）8：30～

場　所： 恵庭はなふる（かわまちエリア・北造協出展花壇）

出席者： 若手経営幹部研修会・緑麗会の皆さん

現在、予定はございません。

令和４年度　北造協 第１回ゴルフ大会

日　時： 7月15日（金）11：50集合／12：28スタート

場　所： 札幌芙蓉カントリークラブ（札幌市清田区有明463-7番地）

参加費： プレイ代 お一人 9,930円（各自払い）電動カート+1ドリンク付き

参加費　3，000円　その他各自負担

※参加申し込みは、7月6日（水）までに、大会幹事 ㈱蔵田喜芳園・嘉屋様まで。

㈱蔵田喜芳園　TEL（011）886-8235／FAX（011）886-8245

E-mail：　k_kaya@kurata1918.co.jp

令和４年度　春季船釣り大会

日　時： 7月2日（土）5：00集合／5：30出港→13：00帰港予定

場　所： 石狩花畔埠頭

釣　船： 鷹丸　高島康二船長

参加費： 10,000円

※参加申し込みは、6月17日（金）までに、大会幹事 ㈱サンコー緑化・佐々木様まで。

㈱サンコー緑化　TEL（011）875-1608／FAX（011）875-1751

E-mail：　sasaki@sanko1975.co.jp

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）

関係行政機関・団体の事業報告



さっぽろ建設産業推進会議

日　時： 6月20日（月）9：30～

場　所： モントレ13階

第58回　北海道建設業労働災害防止大会

日　時： 6月24日（金）14：00～

場　所： 共済ホール

第3回　幹事会（札幌支部）

日　時： 6月7日（火）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル6階　会議室

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

一部を除き、電子メールで配信しております。

今回は、5月1日～5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211号　送信・HP掲載

② 「第40回全国都市緑化仙台フェア」の係るチラシの送付について

（第40回全国都市緑化仙台フェア実行委員会より）

③ 定時総会議案書について（お知らせ）

（北造協より）

5月9日

5月9日

北造協 会員数　　（5月31日現在　正会員75/特別会員7社/賛助会員7社）

5月2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 定時総会の受付について

（北造協より）

⑤ 災害時の連絡体制一覧（R4年度版）の修正について

（北造協・札幌支部より） ※札幌支部会員のみ

⑥ 【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）

⑦ 一造会大賞など、イベント・書籍のご案内リーフレットの送付について

（一造会事務局より）

⑧ R4北海道農薬危害防止運動の実施について

（北海道農政部・保健福祉部・環境生活部より）

⑨ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた「3つの行動」の再点検等のお願い

（北海道建設部より）

⑩ 北造協ゴルフ同好会「令和4年度_第1回ゴルフ大会」のご案内について

（北造協・ゴルフ同好会より）

⑪ みどりの釣同好会「令和4年度_春季船釣り大会」のご案内について

（北造協・みどりの釣同好会より）

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。

【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 最近では、「解凍パスワード」付きの不審メールも届いているようです。

手法が巧妙になっているようですので、より一層の注意をお願いします。

5月30日

5月18日

5月12日

5月19日

5月20日

5月24日

5月24日

5月25日

総務委員会よりご案内



③ 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。

④ 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。

⑥ 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。

⑦ 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。

最近、多く被害が出ている

「ランサムウェア」の記事掲載がありました。

参考までにご覧ください。

（北海道新聞　5月30日朝刊）

※北造協の名前を騙る不審メールは、

「ウイルス」「ランサムウェア」に、

よるものではありません。

北造協PCは万全の対策を行っております。


