
日　時： 10月18日（火）13：30～16：45

場　所： ロイトン札幌　2階ハイネスホール

（札幌市中央区北1条西11丁目）

参加者： 94名（申込103名）

【第1部】 「海外の街路樹マネジメントから学ぶ、これからの街路樹のあり方」

講　師：當内　匡 氏

（株式会社 庭樹園　代表取締役・日本造園建設業協会　国際委員会副委員長

・「街路樹は問いかける」（日本造園学会賞受賞）共著）

≪講演要旨≫

　西洋の街路樹を参考に明治期に導入された日本の近代街路樹。当初は西洋のように風格のあるも

のであったが、近年、抑制剪定の慣習化、台風等による倒木回避、共同溝との交錯などにより、質

や量においてもより寂しいものとなってきている。

　それに対し海外においては今、気候変動や都市温暖化防止の対策として、街路樹は緑化政策の要

といえるほど重要性が増し、樹冠被覆率の向上に取り組まれ始めている。

　米国やドイツなどの海外における街路樹の位置付け、評価、データ管理、剪定、保護手法などを

詳しく解説する。今後の日本の街路樹のあり方を再考する機会となれば幸いです。
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【第2部】 「みどりの社会的価値を評価する」

講　師：愛甲　哲也 氏

（北海道大学大学院農学研究院　准教授）

≪講演要旨≫

　みどりが様々な効用を都市生活にもたらしていることに、疑問を抱く関係者はいないでしょう。

しかし、私たちは，みどりの多様な価値を正しく計測し、記録し、伝えることができているでし

ょうか。投資の効果を検証することは適切なマネジメントに不可欠ですし、検証できないものは社

会的に認知され、政策課題として取り上げられることも期待できません。

　心理学や経済学をベースにした評価手法や、ICTを活用した計測手法などについて、ガーデンフ

ェスタ北海道2022の来場者数計測をはじめ、最新の実例を紹介します。

日　時： 10月6日（木）15：00～

場　所： キヤノンシステムサポート㈱（札幌市中央区北3条西4丁目）または、オンライン視聴

出席者： 23名（現地参加　7名、オンライン参加　13名、事務局3名）

講　演： 「サイバーセキュリティ研修」

講師　キヤノンシステムアンドサポート㈱東京支社　柳沢 直樹　氏

経営者研修会

第1部講師 當内 匡 氏

第2部講師 愛甲 哲也 氏



日　時： 10月28日（金）14：00～

場　所： 日本教育会館　9階 第5会議室（東京都千代田区三ツ橋2-6-2）

受　賞： 令和4年度 都市緑化及び都市公園等整備・保全・美化運動における

都市緑化功労者国土交通大臣表彰

受賞者： （一社）北海道造園緑化建設業協会　理事　佐々木 一敏 氏（㈱サンコー緑化 代表取締役）

造園技術の継承や都市緑化事業に永年にわたり従事するなど、都市緑化推進に顕著な功績があった

人に対して表彰を行っています。

受賞

　おめでとうございます！！

開催者代表

キヤノン北海道 平松支店長より、挨拶主催者代表 佐々木理事より、挨拶

講演の様子 閉会挨拶 廣部総務委員長

令和4年度 国土交通大臣表彰 受賞式



日　時： 10月13日（木）11：00～

場　所： 北海道議会　4階自民党大会議

対応者： 松浦道連政調会長、本間道連副会長、

中司議員会教育振興議連会長、

船橋道議会農政常任委員長、

丸岩道議会人口減少問題副委員長、

佐々木、村田　各道連政調会委員

「憩いと安らぎを与える緑化の推進について」

・造園関連予算の安定的な確保

・道路緑化の推進

・公園等の整備・改修工事の推進

・道路・河川などの法面植生工事の分離発注

・担い手の確保・育成のための支援の拡大

オホーツク地区　網走開発建設部

日　時： 10月3日（月）13：15～

場　所： 別館　第1B、C会議室

令和4年度 意見交換会

令和4年度 団体政策懇談会



オホーツク総合振興局網走建設管理部

日　時： 10月3日（月）14：30～

場　所： 3階2号会議室

釧路地区　釧路開発建設部

日　時： 10月4日（火）13：00～

場　所： 釧路合同庁舎　7階大会議室

釧路総合振興局釧路建設管理部

日　時： 10月4日（火）14：30～

場　所： 釧路建設管理部　3階2号会議室



渡島地区　函館開発建設部

日　時： 10月11日（火）14：00～

場　所： 2階　幹部会議室

渡島総合振興局

日　時： 10月11日（火）15：20～

場　所： 3階　入札室

十勝地区　帯広開発建設部

日　時： 10月17日（月）13：15～

場　所： 3階　共用会議室1



十勝総合振興局帯広建設管理部

日　時： 10月17日（月）14：15～

場　所： 地下　S会議室

小樽地区　小樽開発建設部

日　時： 10月24日（月）13：15～

場　所： 第一会議室

小樽建設管理部

日　時： 10月24日（月）14：20～

場　所： 3階　大会議室



日　時： 10月31日（月）9：00～10：00

場　所： 大通公園7丁目・南西花壇（ボランティア花壇）

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）

を出展して、大通公園を彩りました。シーズン終了のため、花苗の撤去作業を行いました。

力仕事の枕木の撤去・運搬は、㈱高島造園工業の男性職員の方々に、作業を依頼しました。

いつもご協力くださり、ありがとうございます。

今年の大通花壇事業は無事に終了しました。来年春、造成作業のご協力をお願いいたします。

気軽にご参加お待ちしています。また、来年度は花壇デザインを北造協会員に公募する予定です。

来年もきれいな花壇を作ります！

　お気軽に参加してくださいね。

　　お待ちしています。

第1回　事業委員会 役員会

日　時： 10月28日（金）

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

議　題： 1 令和4年度　建設産業ふれあい展について

10月の会議

緑麗会 大通花壇の撤去作業

花苗の撤去作業 枕木撤去の準備

参加者で集合写真



令和4年度　第2回 安全パトロール・公園工事編（札幌支部）

日　時： 10月13日（木）13：30～

場　所： ① どんぐり公園再整備工事（中央区北7～8条西23丁目　㈱横山造園 施工）

② 農試公園再整備工事（西区八軒4条6丁目　㈱市川造園 施工）

参加者： 会員15名・札幌市7名　計22名

講評者： 札幌市中央区土木部維持管理課長　 西川　実　氏

札幌市北区土木部維持管理課長　　 高橋　英和　氏

札幌市みどりの推進部造園担当課長 佐藤　豊　氏

第2回 事業委員会（札幌支部）

日　時： 10月21日（金）13：30～

場　所： ZOOMを利用したWEB会議

議　題： 1 現場代理人研修会の内容検討

2 その他

第6回 北海道暴力団追放道民大会並びに第34回 札幌地区暴力追放総決起集会

日　時： 10月19日（水）13：00～

場　所： かでる2.7　かでるホール（札幌市中央区北2条西7丁目）

主　催： （公財）北海道暴力追放センター　他

関係行政機関・団体の事業報告

10月 各支部の事業報告

どんぐり公園再整備工事 農試公園再整備工事



報告すべき事項はございません。

現在、予定はございません。

札幌開発建設部 11月2日（水）13：15～

北海道開発局 11月10日（木）11：00～

現在、予定はございません。

北海道造園緑化関係団体連絡業議会 総会

日　時： 11月11日（金）15：30～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

日本造園建設業協会本部 交流会

日　時： 12月8日（木）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

幹事会（札幌支部）

日　時： 11月9日（水）15：00～

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

北造協 会員数　　（10月31日現在　正会員74/特別会員7社/賛助会員7社）

会員の異動等

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）

社名及び代表者の変更

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）

要望・意見交換（予定）



正会員　㈱サンコー緑化　代表取締役　佐々木 敏一 氏のご尊父　　佐々木 善一 氏

（令和4年10月15日逝去・89歳）

一部を除き、電子メールで配信しております。

今回は、10月1日～10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216号　送信・HP掲載

② 令和４年度 第２回安全パトロールの実施について（再案内）

（北造協・札幌支部より） ※札幌支部会員のみ

③ R4追込期における建設産業交通事故防止総ぐるみ運動について

（建設産業交通安全推進北海道本部より）

④ 【依頼】さっぽろ建設産業活性化プランに係る「企業アンケート」に関して

（北造協・札幌支部より） ※札幌支部会員のみ

⑤ 令和4年度北海道最低賃金周知用ポスター・リーフレットについて

（北海道労働局より）

⑥ 令和4年度「STOP！転倒災害」ポスターの送付について

（北海道労働局より）

⑦ 緑麗会_「大通花壇の撤去作業」のご協力依頼について

（北造協・緑麗会より）

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。

10月17日

10月3日

10月6日

10月3日

10月5日

10月13日

10月7日

会員の慶弔等のお知らせ

インデックス

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 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。






