
日　時： 7月1日（金）13：00～

場　所： 北海道大学構内（農学部S11講義室）

受講者： 北海道大学大学院農学研究院　花卉・緑地計画学研究室　学生9名、教員2名

説明者： 畑山副会長、廣部総務委員長、大角氏（㈱サンコー緑化 技術課長）、加藤専務理事

■講義１ 「実際の造園工事における造園施工管理について」

講師：㈱南香園　代表取締役　廣部 修平　氏

■講義2 「実際の施工現場における施工管理の仕事・役割・課題等」

講師：㈱サンコー緑化　環境事業部技術担当課長　大角 清人　氏

大変熱心な質問が相次ぎ、予定時間を15分超過して終了した。

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

北大大学院農学研究院での出前講座



日　時： 7月15日（金）9：00～

場　所： 札幌市立大学構内（G棟2階　階段講義室）

受講者： 札幌市立大学デザイン学部　ランドスケープアーキテクト選考（2・3年生 40名）

説明者： 廣部総務委員長、加藤専務理事

■講義 「造園施工会社の景観形成における役割と責任」

講師：㈱南香園　代表取締役　廣部 修平　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

議　題： 1 令和4年度　造園技術講演会について

2 建設産業ふれあい展について

3 若手経営幹部研修会から（報告）

4 緑麗会から（報告）

5 その他

第2回　植生技術委員会

日　時： 7月15日（金 ）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル6階　会議室

7月の会議

札幌市立大学デザイン学部での出前講座



議　題： 1 寒地土木研究所からの

試験施工協力要請について

2 2022年特例配合の6月までの

供給状況調査について

3 その他

・水産林務部

　種子配合特例措置の通知文について

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

議　題： 1 今年度の事業予定（確認）

2 庭園樹剪定技術講習会（実施の判断）

3 子どものまち ミニさっぽろ2022（実施体制）

4 その他

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： ≪見学会≫

 全国都市緑化北海道フェア会場「はなふる」

≪懇親会≫五修堂（中央区北1条東2丁目）

主　催： 北海道造園懇話会

出席者： 見学会 11名／懇親会 8名

関係行政機関・団体の事業報告

7月 各支部の事業報告

参加者の皆さま



令和4年度 春季船釣り大会

日　時： 7月2日（土）5：00出港　12：30帰港

場　所： 石狩花畔埠頭出港→厚田沖

参加者： 8名

岩崎造園土木㈱

㈱サンコー緑化

横浜植木㈱

マルミプラス㈱

およそ3年振りの開催となったみどりの釣り大会。

気温18度。波風も少なく絶好のコンディションの中、釣船「鷹丸」いざ出港。

開始序盤いきなり50㎝級の「マフグ」がヒット（これほどの大物は滅多にお目にかかれません）。

その後好ポイントを転々としましたが、ガヤそしてまたガヤのオンパレード。

時々ソイ・アブラコ。潮周りが早く爆釣とはいきませんでしたが、各々楽しい時間を過ごさせて

頂きました。ありがとうございました。あのマフグは美味しかったかな～？…

8位 立花　満春 1.10 -

6位 佐々木　一敏 2.00 -

BB賞 吉村　史明 1.35 -

5位 長谷川　孝 ㈱サンコー緑化 2.49 -

４位 田森　宜行 ㈲タモリ建商 2.60 46.0

4.40 54.0

３位 竹村　繁明 2.90 -

準優勝 角田　紀貴 ㈱サンコー緑化 4.11 50.0

順　位 氏　名 所　　属
3尾総重量

（㎏）
魚種身長
（㎝）

優　勝 岡崎　康司 ㈱山吉高島造園

北造協同好会からの事業報告

立派なマフグは、

その日のうちに、ご近所のお寿司

屋さんで調理され、美味しく胃袋

に納まったそうです！

きれいな花壇の向こうには、たくさんのお客様の姿 生育した花苗が鮮やかな「馬がモチーフの花壇」



次回秋季船釣り大会は、9月下旬～10月上旬に積丹余別沖で龍祥丸にて豪快にタラ釣りを

予定しております。仕事のリフレッシュと帰宅後の美味しいタラ料理を乞うご期待。

皆さんの参加をお待ちしております。気軽にお声かけ下さ～い。

令和４年度　北造協 第１回ゴルフ大会

日　時： 7月15日（金）12：28スタート

場　所： 札幌芙蓉カントリークラブ

参加者： 20名

順　位 氏　名 所　　属 TOTAL HDCP NET

優　勝 桑島　健 マルミプラス㈱ 86 14.4 71.6

71.8

３位 河原　健光 ㈱アイティエス札幌事業所 97 25.2 71.8

準優勝 吉村　仁志 北海日植㈱ 91 19.2

73.0

5位 大川　澄雄 アルファ電建㈱ 84 10.8 73.2

４位 吉田　巧 ㈱横山造園 85 12.0

優勝の桑島さん（左）と準優勝の吉村さん

参加者全員で記念写真

参加者全員で記念写真



北海道　総合政策部知事室　要望

日　時： 8月22日（月）13：30～

場　所： 北海道庁3階　副知事応接室

北海道　建設部　要望

日　時： 8月22日（月）14：00～

場　所： 北海道庁地下1階　危機管理センターB会議室　

札幌建設管理部要望

日　時： 8月22日（月）15：00～

場　所： 空知総合振興局札幌建設管理部３階　大会議室

現場見学会

日　時： 8月24日（水）10：00～

場　所： ①防災・安全交付金事業　屯田西公園施設改修工事（北区屯田4条9丁目）

②社会資本整備総合交付金事業　平和通公園再整備工事（白石区平和通9丁目北）

出席者： 北海道当別高等学校　園芸デザイン科（1年10名、2年6名）教員3名

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

令和4年度　安全パトロール《街路樹剪定》（札幌支部）

日　時： 8月3日（水）13：30～15：30

場　所： 中央区と東区の街路樹剪定業務実施現場

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）

今後の予定（日程順）



令和4年度　庭園樹剪定技術講習会（札幌支部）

日　時： 9月5日（月）9：30～15：00

場　所： 平岡樹芸センター

正会員　肥土原産業㈱　≪釧路地区≫　退会　 （令和4年7月1日付）

正会員　㈱市川造園　代表取締役の変更　市川 俊明 氏　→　市川 秀一 氏

（令和4年7月1日付）

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、7月1日～7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213号　送信・HP掲載

② インボイス制度の対応について

（北海道建設部より）

③ 令和3年版「北海道における建設業の概況」について

（北海道建設部より）

④ 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）

⑤ マイナンバーカード企業版出張申請受付について

（北海道建設部より）

⑥ 建設産業を支援する各種助成金制度・外国人技能実習生制度に関する

オンラインセミナーについて

（札幌市建設局土木部より） ※札幌支部会員のみ

⑦ R4夏の暴力追放運動_リーフレットについて

（（公財）北海道暴力追放センターより）

7月4日

7月1日

7月6日

7月7日

7月6日

北造協 会員数　　（7月31日現在　正会員74/特別会員7社/賛助会員7社）

7月1日

7月1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



⑧ 札幌支部委員構成の変更

（北造協・札幌支部より） ※札幌支部会員のみ

⑨ 建設業経営支援セミナーの追加募集について

（北海道建設部より）

⑩ 令和４年度　第１回安全パトロール（街路樹剪定）の実施について

（北造協・札幌支部より） ※札幌支部会員のみ

⑪ 全国日常点検講習会のご案内

（（一社）日本公園施設業協会　北海道支部より）

⑫ 令和４年度　第１回安全パトロール（街路樹剪定）の実施について（再送）

（北造協・札幌支部より） ※札幌支部会員のみ

⑬ 道内事業者等事業継続緊急支援金支給事業について

（（一財）経済調査会より）

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36号（夏号）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。

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

7月11日

7月12日

7月20日

7月11日

7月7日

7月26日

総務委員会よりご案内



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。


