
決議内容： 令和4・5年度 北造協の委員会体制について

～各委員会委員長及び委員の選任

決議日： 令和4年6月15日

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条並びに定款第33条第2項により、

理事会の決議があったものとみなされた。

第1回　事業推進委員会

日　時： 6月7日（火）15：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 北大大学院での出前講座開催について

2 札幌市立大学からの出前講座開催要請について

3 当別高校（園芸デザイン科）を対象とした現場見学会の開催について

4 北大大学院農学研究院を対象とした現場見学会の開催について

5 自主企画国内派遣研修について

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

6月の会議

第3回 理事会（みなし決議）



第2回　事業推進委員会

日　時： 6月15日（水 ）9：30～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

議　題： 1 令和4年度 自主企画国内派遣研修について

2 その他

第1回　総務委員会

日　時： 6月29日（水 ）13：30～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

議　題： 1 令和4年度事業について

① 北造協ニュースについて

② 広報誌「みどり」夏号について

③ 第5回　北造協フォトコンテストについて

④ HPの更新（会員情報更新）について

⑤ 経営者研修会について

⑥ その他

・情報セキュリティー研修について

2 その他

・今後の行事予定ついて



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

議　題： 1 令和4・5年度

総務・事業委員会の構成について

2 地区懇談会について

3 令和4年度札幌支部実施事業の予定について

4 その他

第1回　総務委員会（札幌支部）

日　時： 6月29日（水）15：00～

場　所： 北造協　事務局

議　題： 1 第1回

安全パトロールの実施について（街路樹編）

2 第2回　安全パトロールの実施について（公演編）

3 その他

「庭園出展コンテスト」に出展・銀賞を受賞

第39回全国都市緑化北海道フェア「庭園出展コンテスト」に北造協として出展し、

若手経営研修会・緑麗会の両幹事会合同で、デザイン～施工までを行いました。

6月 各支部の事業報告

ガーデンフェスタ北海道2022 関係事業



施工日： 1期工事（5/19～5/21）

2期工事（6/2～6/4）

施工者： 若手経営研修会・緑麗会の皆さま

北造協　出展庭園「つなぐ“道”」　【庭園出展コンテスト：銀賞 受賞】

「スポット会場（大通公園）」花壇 寄付感謝状 贈呈式（札幌支部）

第39回全国都市緑化北海道フェア協賛事業に花壇を寄付し、札幌市から感謝状を受けました。

日　時： 6月16日（木）11：00～

場　所： 札幌市役所６階　建設局長室



日　時： 6月28日（火）9：00～11：45

場　所： 大通公園7丁目・南東花壇

造園業界と業界で活躍する女性のPRのため、「造園業界の女性だけで作る花壇」

（ボランティア花壇）を出展。

今回は日程が合わずに、花フェスタ開催中の造成作業となりました。花苗の販売テントも出ていて、

たくさんのお客様が足を運んでいました。

植栽の様子を見ていらっしゃったり、花の種類など質問される方もいて、お花好きな一般の方々と、

多少ですが交流しながらの作業になりました。開催中、たくさんのお客様に観て頂けると嬉しいです。

途中、雨が降り出してきたので、大急ぎで作業を終わらせました。

花壇のデザイン・企画書

緑麗会 大通花壇造成



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： 札幌共済ホール（札幌市中央区北4西1）

主　催： 建設郷労働災害防止協会北海道支部

出席者： 加藤専務理事（※総務委員長・代理）

関係行政機関・団体の事業報告

春花壇の花苗撤去 クワで土おこし マーカーに沿って花苗の位置決め

花苗植え
花苗植え

雨も降りだして…急いで作業中

花苗植え

だいぶ出来上がってきました

完成花壇

（雨が降ってきたので、参加者集合写真が撮れま

せんでした、ごめんなさい）



札幌市　第67回「大通公園花壇コンクール」

札幌大通公園夏の風物詩、花壇コンクールが札幌市花壇推進組合によって行われました。

昭和29年（1954年）に「札幌市花壇推進組合」が結成され、この年より花壇コンクールが始まり、

今年で67回を迎えました。審査の基準は、配色や花苗の使い方、デザイン、生育状態や花と緑の

調和などで慎重に審査されました。入賞された皆様に心からお祝いを申し上げます。

6月25日（土）

大通公園（札幌市中央区大通公園西1丁目～7丁目）

主 催 者 ： 札幌市花壇推進組合

37社

市長賞

テーマ：ゆらぎの海～流れゆくもの、寄せくるもの～

市長賞 市長賞

テーマ：しあわせな時間 テーマ：花の島コンサル

審 査 日 ：

開催場所：

参加花壇：

㈱横山造園

㈱佐藤萬香園 ㈱北海道造園コンサルタント



市議会議長賞 組合長賞

組合長賞 組合長賞

札幌市都市緑化基金賞 札幌市都市緑化基金賞

㈱日本庭園 ㈱市川造園

㈱蔵田喜芳園 雪印種苗㈱

㈱四宮造園 ㈱岩本石庭



札幌市都市緑化基金賞 努力賞

努力賞 努力賞

努力賞 努力賞

㈱真栄造園土木 ㈱細田造園

㈱南香園 マルミプラス㈱

㈱園建 ㈱サンコー緑化



審査員長賞 審査員長賞

報告すべき事項はございません。

北大大学院農学研究院での出前講座

日　時： 7月1日（金）13：00～

場　所： 北大農学部S11講義室

出席者： 講師として廣部理事、㈱サンコー緑化の大角氏

第1回　事業委員会

日　時： 7月7日（木）10：30～

場　所： 太平洋興発ビル6階　会議室

札幌市立大学での出前講座

日　時： 7月15日（金）9：00～

場　所： 芸術の森キャンパス

出席者： 講師として廣部理事

第39回全国都市緑化北海道フェア 第2班庭園・撤去作業

日　時： 7月29日（金）～30日（土）作業可能時間8：00～17：00

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

北方緑化工業㈱ ㈱エムジーエス（会員外）

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）



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

※参加申し込みは締め切りました。

令和4年度　北海道造園懇話会「現場見学会」

日　時： 7月23日（土）12：50 太平洋興発ビル前集合／13：00出発

場　所： 全国都市緑化北海道フェア会場「はなふる」

主　催： 北海道造園懇話会

※懇話会会員・会員のご家族・生徒の皆さまの参加受付中（7月14日（木）締切）です。

第1回　事業委員会（札幌支部）

日　時： 7月6日（水）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル6階　会議室

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）



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、6月1日～6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212号　送信・HP掲載

② 札幌支部災害対策指示・連絡系統の改訂版について

（北造協・札幌支部より） ※札幌支部会員のみ

③ 公開研究会の開催について（ご案内）

（（公財）地球環境戦略研究機構　国際生態学センターより）

④ 共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進に対する御理解・ご協力について

（札幌出入国在留管理局より）

⑤ 一部種子不足の影響に関する情報提供

（北造協・植生技術委員会より）

⑥ 札幌支部災害対策指示・連絡系統の改訂版（６月６日版）について

（北造協・札幌支部より）

⑦ 札幌市建設局の取組方針（工事及び業務等の作業効率化）の周知について

（札幌市建設局より） ※札幌支部会員のみ

⑧ 「改訂 公共工事における契約変更の実際」　ご案内のお願い

（（一財）経済調査会より）

⑨ 令和4年度外国人労働者問題啓発月間について

（厚生労働省より）

⑩ ６月８日告示工事の策定単価追加について（札幌市から）

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

6月1日

6月10日

6月2日

6月3日

6月6日

6月6日

6月7日

6月3日

6月3日

6月9日

会員の異動等

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



（札幌市みどりの推進部より） ※札幌支部会員のみ

⑪ 工事資材価格高騰対策（設計変更要件）について

（札幌市より） ※札幌支部会員のみ

⑫ 書籍案内について

（新日本法規出版㈱より）

⑬ 令和4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）

⑦ R4飲酒運転根絶チラシの送付について

（（公社）北海道交通安全推進委員会より）

⑧ R4夏の交通安全運動北海道実施要綱について

（（公社）北海道交通安全推進委員会より）

⑨ 緑麗会_「夏花壇造成」ご協力の依頼について

（北造協・緑麗会より）

⑩ 遊具の日常点検講習会

（（一社）日本公園施設業協会北海道支部より）

⑪ にじいろガイドブックについて

（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35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）

6月10日

6月27日

6月15日

6月16日

6月17日

6月20日

6月21日

6月24日

総務委員会よりご案内



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。

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。


