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北海道建設部建築局建築整備課

設備・環境担当課長 笹 崎 芳 行

道有建築物の整備について

一般社団法人 北海道電業協会の皆様には、日

頃より北海道の営繕行政の推進にご理解とご協力

を賜り厚くお礼申し上げます。

昨年より、新型コロナウイルス感染症が世界的

に大流行し、これまでに経験したことのない事態

に戸惑われている方も多いかと思います。本道に

おいても社会経済に大きな影響が生じており、今

なお収束のめどが立っていない状況です。日常生

活においてもワクチン接種が進んでいるものの感

染力が高い変異株への置き換わりが起きているこ

と等を踏まえ、「三つの密（密閉・密集・密接）」、

「感染リスクが高まる「５つの場面」」等の回避や

「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手

洗いなどの手指消毒」をはじめとした基本的な感

染防止対策の徹底をお願いしているところです。

建設業界におかれましても、日頃より「建設業

における新型コロナウイルス感染予防対策ガイド

ライン」による取り組みに努めて頂いております

が、今一度、感染拡大防止対策の再確認と徹底を

お願いいたします。

道では、職場内や通勤時の混雑を回避するた

め、在宅勤務や時差出勤を実施しており、建築局

においてもウェブ会議やメールを活用するなど、

現場への出張を控え、対面での打合せをできる限

り減らす工夫をしております。

併せて業務の効率化・省力化や時間・空間に制

約されない多様で柔軟な働き方を実現すること等

を目的とした「Smart道庁」に取り組み「テレ

ワーク環境の整備や庁舎のWi-Fi化」、「仕事のやり

方の見直し」など新しい働き方を模索しながら

「新北海道スタイル」に取り組んでおります。

さて、道では昨年３月より、国に先駆けて、

２０５０年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目

指す「ゼロカーボン北海道」に取り組んでおりま

す。特に「道の事務・事業に関する実行計画（第

５期）」において、道の事務・事業により排出さ

れる温室効果ガス排出量の削減目標を２０３０年度に

５０％削減としており、その一つの取り組みとして

建築局でも道有建築物の脱炭素化に向けた省エネ

ルギー化や再生可能エネルギーの導入による

ZEB・ZEH化の検討を進めております。

また、道有建築物の整備におきましては、長寿

命化改修、改築等の建築物のストックマネジメン

トに取り組み、建築局が一体となって今後も業務

を推進し「確かな建築技術とストックマネジメン

トにより地域とともに歩み続ける公共建築物を目

指して～北海道１５０年から次世代への継承」を掲

げ、価値ある道有建築物とともに、確かな技術も

次世代に受け継いでいきたいと考えております。

その他以前から取り組んでおります「週休２日

工事」「工事関係書類の簡素化」「工事現場への快適

トイレの導入」を引き続き推進するほか、必要な

時間外労働および深夜労働に係る労務費の割増分

に相当する費用の設計変更の実施を試行するな

ど、働き方改革にむけて持続的に取り組んで参り

ます。

最後になりますが、現下のコロナ禍を乗り越え

るためには、私たち道民が一丸となって取り組ん

で行かなくてはなりません。長期間の対策になっ

ておりますが、今しばらく、気を抜かず、しっか

りと感染対策を講じながら、日頃の業務を進めら

れますようお願いするとともに、貴協会のさらな

るご発展と会員皆様のご活躍を心から祈念いたし

ます。

－１－
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一般社団法人 北海道電業協会

会 長 阿 部 幹 司

就任ご挨拶

錦秋の候、皆様におかれましては益々ご清栄の

こととお慶び申し上げます。

先の定時総会におきまして会員の皆様のご推薦

により、会長を仰せつかりました。その大役に身

の引き締まる思いでございます。微力ではござい

ますが、皆様からのご指導とご協力を賜りながら

当業界の発展に努めていく所存ですので、よろし

くお願い申し上げます。

さて、昨年からの新型コロナウイルス感染症の

蔓延により、社会経済活動に大きな影響がでてお

ります。当協会の活動にも様々な制約がでてお

り、ご不便をお掛けしております。ワクチン接種

が順に進められておりますし、新薬の開発も進め

られているとの情報もあり、収束に向けた明るい

兆しも見えてきておりますので、気を緩めること

なく感染防止対策などに積極的に協力して参りた

いと考えております。

道内の景気はコロナ禍の影響によりこれまで弱

含みで推移したものの、ワクチン接種による感染

抑制効果などが現れてくることと前年度の反動増

もあり持ち直しが期待されております。しかし、

業種ごとのコロナ禍の影響や民間設備投資の減少

などによるバラツキがでることも予想されている

ことから、注視していく必要があります。

コロナ禍以外に眼を転じると、多発・激甚化す

る自然災害に対する電気設備の強靭化対策やBCP

（事業継続計画）対策が求められるようになって

きております。自然災害の多発は、地球温暖化が

大きな要因とされていることから、脱炭素社会を

目指す計画が注目されており、北海道はその主要

対策である風力発電を始めとする再生可能エネル

ギーの宝庫であるといわれております。再エネ等

で作られるグリーン電力は脱炭素社会実現のキー

となりますので、電力エネルギーが活用される場

面が増加すると考えられております。

当業界は、社会経済や産業活動に不可欠な電気

設備等を建設し、維持管理することで地域社会に

貢献していく責務を担っております。

脱炭素社会実現のためにも当業界の役割は今

後、増大するものと思われますので、夢と生きが

いのある魅力的な業界として積極的にアピールし

ていければと考えております。

しかし、北海道では人口減少が全国より１０年早

く進んでいるといわれており、労働人口の減少が

懸念されることから、当業界においても技術者・

技能者の確保と育成が喫緊の課題となっており

ます。

人材の確保のためには、２０２４年度からの時間外

労働の上限規制の適用開始を見据えて、長時間労

働の削減や週休２日制の実現など「働き方改革」

に繫がる取り組みを進めていかなくてはなりませ
ん。労働環境の改善に向けて、官庁・民間発注者

等への適切な工期設定の働きかけを継続する必要

があります。

私のモットーにしております「Think big, Start

small」（構想（夢）は大風呂敷を広げて考えて、

できることから小さくても迅速に行動して成果を

上げること）を念頭に、協会活動についても将来

を見据えながら、少しでも前進できるように取り

組んでまいりたいと思いますので、ご支援、ご協

力のほどよろしくお願い申し上げます。

最後に、会員ならびに会員各社様の益々のご健

勝とご発展を祈念申し上げましてご挨拶とさせて

いただきます。

－２－
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一般社団法人 北海道電業協会

副会長 国 井 雅 和

就任ご挨拶

秋冷の候、会員の皆様におかれましては、ます

ますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、大東前副会長の後任として、６月の

第２回理事会にて副会長に選任されました、�関
電工 北海道支店 支店長の国井 雅和でござい

ます。

平素より、当協会並びに会員の皆様には大変お

世話になり、心から厚く御礼申し上げます。

まず、私のプロフィールですが、帯広市に生ま

れ、高校を卒業するまで育ちました。

夏は野球、冬はアイスホッケーを部活としてや

っており、特に鍛えられたのが、中学校時代のア

イスホッケーです。

雪が降る季節になると、屋外のグラウンドに自

分達でアイスホッケーリンクを２面作り、毎日朝

練があるのですが、毎朝氷点下３０℃前後になるの

です（ホントです）。練習を始めてすぐにフェイ

スガードからは、つららが…。

とにかくキツかったのですが、根性だけは鍛え

られ、私の礎になっていると思います。

私のモットーは「率先垂範」。無骨な田舎者で

して、未だに「俺の背中を見てくれ！」的な事を

やっております。もっと上手に皆を先導しなくて

はいけない、と毎日反省し鍛錬しております。

さて、前置きが長くなりましたが、業界として

昨今気になることは、人材の育成・人材の確保です。

電気設備工事に携わっていく次世代を担う若手

をどのように確保するか。こうした問題をバック

アップすることが協会の役割であると思います。

また、昨今の建築物は高度化・複雑化してお

り、省エネ・脱炭素などの環境関連やwithコロナ

時代への対応等も求められております。

さらに施工方法に目を向けますと、作業効率の

向上・簡素化など高度な技術が必要になってきま

した。このような日々進歩する技術に追従するた

めの自己研鑽を手助けすることも協会の大きな役

割であります。

今後、道内では２０３０年の札幌オリンピック招致

や北海道新幹線の札幌延伸など、建設需要の明る

い材料があります。

そうした中、今お客様が求めているのは「高品

質で安心・安全」な電気設備であり、その基礎と

なるのが我々一人ひとりの技術力であります。

我々の業界は「働き方・休み方改革」など諸問

題が山積していますが、一つ一つ紐解いてゆくと

ともに、この業界に身を置く若い世代の方々が希

望を持って仕事が出来るよう、微力ながら貢献し

てまいる所存であります。

最後になりますが、北海道電業協会の益々のご

発展と会員皆様のご繁栄とご健康を祈念申し上

げ、就任の挨拶とさせていただきます。

－３－
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就就 任任 ごご 挨挨 拶拶

協信電気工業㈱
代表取締役社長

成 瀬 薫

霜降の候、会員の皆様に

おかれましては、益々ご清

栄のこととお慶び申し上げ

ます。

このたび、前監事 佐藤 繁男の後任として法

人職務執行者に就任いたしました成瀬 薫でござ

います。

平素は当協会並びに会員の皆様には大変お世話

になり、この場をお借りして心より厚くお礼申し

上げます。会員の皆様のご指導ご鞭撻をいただき

ながら、協会並びに業界の発展のため最善を尽く

す所存でございますので、前任者同様宜しくお願

い致します。

弊社は、大正１２年（１９２３年）に創業し、昭和２４

年（１９４９年）に協信電気工業株式会社として設立

され、２年後の令和５年（２０２３年）には創業１００

周年を迎えようとしております。

『技術の協信』をモットーに、道路照明設備や

電気通信設備等のインフラ整備工事を通じて社会

貢献の一端を担えるよう、引き続き努力してまい

ります。

昨年来の新型コロナウイルス感染拡大による経

済への影響は未だ大きいものがあり、先行きが見

通せない状況が続いています。また技術者・技能

者の高齢化が進んでおり若年技術者の不足や技術

の継承など課題は山積みです。この厳しい環境を

乗り越えられるよう、積み上げてきた経験を活か

し、日々の変革に順応しながら課題克服に向けて

全力で取り組んでまいりたいと考えております。

最後になりますが、北海道電業協会の益々のご

発展と会員の皆様のご繁栄とご健勝を祈念申し上

げ、新任の挨拶とさせていただきます。

�ドウデン
代表取締役社長

土 田 徳 造

秋冷の頃、会員各社の皆

様におかれましては、益々

ご清栄のこととお慶び申し

上げます。

このたび、令和３年６月２５日付で門脇 雅明の

後任として代表取締役社長に就任いたしました土

田 徳造でございます。

平素は、協会並びに会員の皆様方には、大変お

世話になり心より厚く御礼申し上げます。若輩者

ではありますが、皆様のご指導を頂きながら、協

会の益々の発展に微力を尽くして参る所存であり

ますので、前任者同様何卒よろしくお願いいたし

ます。

弊社は、昭和６３年に設立され、JR北海道グ

ループの一員として、電気設備のメンテナンス、

取替、改良工事等を主体として事業を営んで参り

ました。札幌市東区に本店と札幌支店がある他、

釧路、旭川、函館（七飯町）に各支店を、帯広、

名寄、北見、岩見沢、小樽、札幌（北区）、千

歳、苫小牧、室蘭、長万部、木古内に事業所を設

けています。

未曽有のコロナ禍により、私たちは、今もなお

あらゆる面で大きな影響を受けております。

また、昨今は少子高齢化の進展による人材確保

の困難、働き方改革への対応など、取り巻く環境

は大変厳しい状況です。しかし、このような状況

下であればこそ、事業継続のために前向きに取り

組んで参りたいと考えております。北海道新幹線

札幌延伸の建設も、日々槌音が大きくなってきま

した。弊社としても早期開業に少しでも貢献でき

るよう努めてまいります。

最後になりますが、北海道電業協会の益々のご

発展と会員皆様のご繁栄とご健勝を祈念申し上

げ、新任の挨拶とさせて頂きます。

－４－
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就就 任任 ごご 挨挨 拶拶

日本電設工業㈱
執行役員北海道支店長

小 林 直 樹

会員の皆様におかれまし

ては益々ご清栄のこととお

慶び申し上げます。

このたび、６月２５日付で前支店長大東 勝弘の

後任として、執行役員北海道支店長に就任いたし

ました、小林 直樹でございます。平素は当協会

ならびに会員の皆様には大変お世話になり心より

厚く御礼申し上げます。経験不足では御座います

が、会員の皆様にご指導、ご鞭撻を頂きながら協

会の発展と業界の繁栄にむけ、微力ではあります

が寄与できればと存じます。

弊社は今年度、第８０期の節目となる事業年度を

迎えております。しかしながら、新型コロナウイ

ルス感染拡大は変異型の出現に伴い終息が見通せ

ない状況が続いております。しっかり感染予防対

策を継続し、この難局を乗り越えてまいりたいと

思います。

私事ではありますが、１９８０年４月に日本電設工

業㈱に入社し北海道支店勤務を経て、２０１３年８月

より営業統括本部東京支店にて勤務しておりまし

た。２０１７年４月よりNDKグループ会社に出向

し、本年６月に７年８か月ぶりの北海道支店勤務

となりました。今後、札幌市内では大型プロジェ

クトの工事が予定されておりますが、建設業の就

労者不足が懸念される状況です。当協会と会員の

皆様のお力をお借りし、活動を通じて我々の業界

の魅力、重要性を社会に広く伝えていけるよう努

力する所存でございます。

最後になりますが、当協会の益々の発展と会員

の皆様のご清栄とご健勝を祈念申し上げ、新任の

挨拶とさせて頂きます。

橋本電気工事㈱
代表取締役社長

土岐田 昇

清秋の候、皆さまにおか

れましては益々のご清祥の

こととお慶び申し上げます。

このたび、代表取締役会長 橋本 耕二の後任

として就任いたしました土岐田 昇でございま

す。平素は当協会ならびに会員の皆様には大変お

世話になり、心から厚くお礼申し上げます。

この機会をお借りしまして当社の紹介をさせて

いただきます。当社は昭和２７年、旧電電公社（現

NTT）の下請け及び信号・構内交換機の作業など

電気通信設備工事会社として創業。その後、時代

の変化・お客様のニーズに対応し、電気設備工事

部門・無線設備工事部門を開設、以来３部門の設

備工事を通じ豊かで安心・安全な社会基盤となる

環境づくりに安全第一で取組み２０年・５０年と積み

重ね、来年の９月に、関係者皆様のご協力のお陰

で創業７０周年を迎えようとしています。

これからも、皆様方からの信頼に感謝し電気・

通信・無線など多種多様な設備が融合し進化する

社会に向け、会社の根本の考え「社員は宝」を承

継し、ともに歩む仲間・関係者様を大切に社員一

丸となり１００年企業を目指してまいります。

昨今、コロナ禍の影響で社会経済は痛み、更に

精神的な不安も重なり先行き不透明な状況の中、

以前より建設業界の課題である、働き方改革・人

材不足（少子化・若者離職）・技術の継承など、問

題の改善・取組みにも影響が懸念されます。

私共を取巻く環境も同様に厳しい大変な時期

に、何ができるのか経験不足な面はありますが、

協会並びに業界の発展に少しでもお役に立てるよ

う最善を尽くして参りますので、前任者同様ご指

導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりますが、新型コロナウイルス感染症

の早期収束、当協会の益々のご発展と会員皆様の

ご繁栄とご健勝をご祈念申し上げ、ご挨拶とさせ

ていただきます。

－５－
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就就 任任 ごご 挨挨 拶拶

（一社）北海道電業協会
専務理事

鎌 田 拓 也

日増しに秋の深まりを感

じる季節となり、会員の皆

様におかれましては一層ご

隆盛のこととお慶び申し上げます。

令和３年５月の定時総会で理事に選任いただ

き、同日の理事会で専務理事を拝命いたしまし

た。誌上をお借りし、あらためてご挨拶申し上げ

ます。

専務理事という大役を担うこととなり、早いも

ので４カ月が過ぎようとしています。２年前に当

協会事務局長として採用いただき、事務局業務の

レベルアップに取り組んできたつもりでしたが、

役目が変わると新たに勉強しなければならない内

容も多く、苦労しながら毎日の仕事に取り組んで

います。

今後も協会業務の円滑な運営に努め、会員の皆

さまへご迷惑をかけることのないよう、精一杯取

り組む所存ですので、前任者同様ご理解とご協力

を賜りますようよろしくお願いいたします。

さて、時代の変遷の中で、電設業界を取り巻く

環境も随分と変わってまいりました。少子高齢化

社会の進行、北海道内の人口減少と地方の過疎

化、世界的な規模で進む脱炭素化やデジタル化社

会の一層の進展など、業界に直接的・間接的に関

わる大きなムーブメントとなっています。また足

元では、かつて経験したことのない新型コロナウ

イルス感染症の収束に向け、未だ時間を要する状

況が続いています。

こういった様々な課題の中において、社会基盤

整備の一翼を担う電設業界が今後とも健全な発展

を遂げていくために、協会としての果たすべき役

割について役員をはじめ会員の皆様とともに考

え、確実に成果に結びつけてまいりたいと考える

次第です。

末筆ながら、会員皆様のご繁栄とご安全ならび

に北海道電業協会の更なる発展を祈念し、就任の

ご挨拶とさせていただきます。

－６－

０線／１９５号　２０２１．１０　４Ｃ　１７５線／１９５号　表１・４はインデザイン／００４～００６　就任ご挨拶  2021.10.08 11.31.09  Page 6 



協協会会功功績績者者表表彰彰

令和３年７月６日�、第４回三役会議に先立ち、協会功績者の表彰を行いました。
功績者表彰は、定時総会において行うこととなっていますが、５月１０日に開催された第５５回定時総会

では、新型コロナウイルス感染症の感染対策のため、功績者のみが紹介され、表彰は行いませんでした。

表彰では、功績者一人一人に対して阿部会長より感謝が述べられるとともに、表彰状と合わせて記念

品が授与されました。

【功 績 者】
○ 税理士法人 松永会計事務所 所長 伊東 新一 様（協会の役職：監事）

○ 協信電気工業株式会社 常務取締役 小川 恒明 様（協会の役職：副委員長）

○ 日本電設工業株式会社 北海道支店 副支店長 佐口 紀浩 様（協会の役職：委員）

○ 浅海電気株式会社 札幌支店 係長 鈴木 嵩典 様（協会の役職：委員）

○ 大成電気株式会社 常務取締役 福田 哲也 様（協会の役職：委員）

○ 北電力設備工事株式会社 代表取締役 伏木 淳 様（協会の役職：副委員長）

上 福田委員
後列左より 鈴木副会長 鈴木委員 伏木副委員長 脇田副会長 国井副会長
前列左より 小川副委員長 阿部会長 伊東監事 佐口委員

＜表彰基準＞

・協会役員及び委員会の委員に通算して１０年以上在任し、協会運営に関し功績のあった者

－７－
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■ 電設業会の概要

・設 立：昭和４６年５月１日

・会員数：３０社

・管内人口：渡島管内 約３８万３千人

桧山管内 約３万４千人

・自治体数：渡島管内 １１市町

桧山管内 ７町

函館電設業会は、昭和４６年の設立から５０年、渡

島・桧山管内を中心に道南における電気設備工事

事業者の団体として、電気設備の施工・維持管理

等を通じて人々の生活を支えてきました。

現在、会員会社は３０社。電気工事に関する地域

皆さまのニーズに的確に対応できるよう専門的技

術力の向上に取り組んでいます。

■ 電設業会の事業活動

≪安全の取り組み≫

令和２年度は、コロナ禍のため、安全関係の取

り組みも含め、ほとんどの事業活動が出来ません

でした。令和元年度まで、毎年取り組んでいた活

動を紹介いたします。

安全関係では、その年の１０月から１２月において

会員が施工している函館市内あるいは近郊の代表

的現場を選び役員が中心となって安全パトロール

を実施しております。

パトロールは、函館電設業会にて作成した安全

チェックリストに基づき行うとともに、現場代理

人との意見交換会も実施し、安全の確保に役立つ

ように支援しております。また、必ずその際に

は、災害防止協議会等のリーダーとなる建設会社

への挨拶も行うようにしています。

安全大会は、函館電設業会独自では行っており

ませんが、函館地方電気工事協同組合主催の安全

大会へ協賛し参加しております。

≪分離発注要請活動≫

分離発注要請活動も令和２年度は実施出来ませ

んでした。例年、５月から６月にかけて渡島管内

２市９町、桧山管内６町（奥尻町は行けない年の

方が多い）に対して、会長と副会長の２人ペアに

て２回に分けて行っております。

現時点では、全ての市町において原則分離発注

になっており、今後も継続していただけるよう、

ひもと

『縄文のこころを繙く』

会 長 平 沼 冠 三
～函館電設業会～ （樺電工業� 代表取締役社長）

－８－
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出処：函館市縄文文化交流センターホームページ

出処：函館市縄文文化交流センターパンフレット

努力をしていきたいと考えております。

その他、特に函館市の場合は、水道局、交通局

など各部局から発注されるケースもあるため、必

要に応じて要請活動を行っております。

また、事業案内や名簿によって、北海道電業協

会や函館電設業会会員のPRを兼ね、官公庁や独

立行政法人、一般団体へも要請活動を行っており

ます。

≪その他≫

例年、役員の一部と函館開発建設部に実績のあ

る会員およびこれから参加を検討している会員を

中心としたメンバーにて、函館開発建設部との意

見交換会を行っております。

この意見交換会は平成２６年度からスタートし、

昨年はオンライン方式にて行われました。今年は

１０月１３日に開催いたしました。

以上が主な事業活動状況ですが、函館電設業会

の大事な役目は、情報発信と考えております。北

海道電業協会経由の情報、講習会の案内また、各

省庁や自治体からの情報・要請は速やかに会員へ

周知するように努力しております。

コロナ禍が早く収まり、本部および各地区の会

員と生の声で交流出来ることを待ち望んでおりま

す。

■ 管内のおすすめスポット

≪縄文文化交流センター≫

管内には、全国的に有名な海鮮グルメや美しい

自然景観など、多くの見どころがありますが、最

近の話題として、世界文化遺産に登録された函館

の縄文世界をご紹介いたします。

函館で縄文を知る旅の中心施設となる函館市縄

文文化交流センターでは、漁労、狩猟、採集を中

心として厳しい自然環境の変化に適応しながら１

万年以上もの長い間継続した世界にも類をみない

縄文文化の自然感や精神文化を体験出来るスポッ

トになっております。

また、この施設は「道の駅 縄文ロマン南かや

べ」を併設しており、国内唯一、国宝（中空土

偶）のある道の駅となっております。

交流センターの側には、「史跡 垣ノ島遺跡」、

近くには、「史跡 大船遺跡」があり、当時の縄文

人の暮らしぶりがうかがえます。

函館といえば、夜景、五稜郭、異国情緒な西部

地区が定番でしたし、函館以外の管内各市町にも

各々魅力ある名所がたくさんありますが、今まで

あまりスポットライトを浴びてこなかった南茅部

地区にも、是非一度、足を運ばれてはいかがで

しょうか。

－９－
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■ まちの概要

愛別町は、北海道のほぼ中央にある上川盆地の
東北端に位置しており、周囲を大雪山連峰等の
山々に囲まれたまちです。東は上川町、西は比布
町、南は当麻町、北は山脈を境として士別市に隣
接しています。
人口は２，６２０人（令和３年８月末現在）、面積は

２５０．１３㎢でその８割以上を森林が占めています。
石狩川やその支流など５４本の河川が町内を流れて
おり、豊かな自然の中、米・畜産・きのこなどの
農業を主幹産業としています。

■ 道内有数の「きのこの里」

低カロリーで栄養たっぷりのきのこ。愛別町は
道内屈指のきの
こ生産量を誇る
「きのこの里」
として知られて
います。
町内でのきの
こ栽培は昭和４７

年からはじまり、現在では、えのき、舞茸、なめ
こ、椎茸などが栽培されています。
その中でも、えのきとなめこの生産量は全道１
位となっており、愛別町のきのこは町内外の多く
の方から愛されています。

■ 子育て支援のまち

愛別町は安心して子どもを生み育てられるまち
として、不妊治療費や妊産婦健診の助成、５歳児
健診の実施、幼児センターの保育料や高校生まで
の医療費を無料にするなど、様々な子育て支援を
行っています。
また、町内で赤ちゃんが生まれると、有志の会
「祝っちゃる会」が花火を上げてお祝いしていま
す。この「ハッピーボーン」の取り組みは、約３０
年前から続いていて、今までに６００名の子どもた
ちがこの花火でお祝いされています。そのほか、
子どもへ木製椅子を贈呈する「君の椅子プロジェ
クト」に参加するなど、まちぐるみで子育てを応
援しています。

子どもの笑顔かがやく
恵みの大地 あいべつ ～愛別町～

愛別町長 矢 部 福二郎

－１０－
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ホームページ facebook Twitter

Youtube Instagram

■ イベント
◎ あいべつ「きのこの里」フェスティバル
愛別町の秋の味覚が楽しめる『あいべつ「きの
この里」フェスティバル』。毎年町内外から多く
の人が来場する、愛別町の一大イベントです。
愛別町産のきのこと牛肉が食べられるコーナー
のほか、直径３．５m、深さ２mの大鍋で４，０００人分
のきのこ汁を作る「ジャンボきのこ鍋」、町産米
１００升を大釜と薪でイッキに炊く「百姓一揆炊
き」などの豪快なグルメが盛りだくさん。その
他、町内の特産品のみならず、周辺市町や、「愛の
まち交流」をしている滋賀県東近江市愛東地区か
らの出店もあります。毎年９月の第２日曜日に開
催されています。
（２０２１年は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、愛別町産きのこをインターネットで販売す
る、オンライン開催となりました。）

◎ 雪中ソフトボール大会
雪原で、赤く塗られたボールを追いかけるソフ
トボール大会。ソフトボールの経験に関係なく楽
しめるよう走塁を３塁→２塁→１塁とするなどの
特別ルールがあり、ボールが雪に埋もれてしまっ
たり、踏み固められていない雪に足を取られて転
んだりと、毎年珍プレーが続出します。
試合終了後は、冷えた体を温めるジンギスカン
やきのこ汁が振る舞われ、愛別町の冬を存分に楽
しめるイベントで、毎回町内外から多くのチーム
が参加しています。毎年３月の第１日曜日に開催
されます。

■ 観光スポット
◎ 偉人たちも登った「石垣山」
愛別町市街地から車で１０分程の場所に位置する
石垣山。十勝アイヌと石狩アイヌの古戦場であっ
たといわれており、文化庁が認定する日本遺産の
構成文化財の一つとなっています。標高は５２５
メートルで、柱状節理の岩肌が特徴です。幕末の
探検家、松浦武四郎や間宮林蔵もこの石垣山を訪
れたと伝えられています。
山口から頂上までは、初めての方でも１時間程
度で登ることができ、町内の子どもたちも毎年イ
ベントで登ったりする等、町民に親しまれている
山です。

◎ 中井延也（なかいのぶや）石の彫刻公園
愛別町市街地にある「農村公園」内に、愛別町
出身の彫刻家、中井延也氏の作品が展示されてい
ます。自然豊かな公園内を散策しながら、全１２作
品を鑑賞できます。

・ホームページ、公式SNSもぜひご覧ください。

－１１－
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■ まちの概要

小清水町は、北海道の東北部、冬の使者「流
氷」が到来する最も南限に位置し、海抜０mのオ
ホーツク海から阿寒摩周国立公園の藻琴（もこ
と）山１，０００mまでを有する農業を主産業とした
町です。農業の最盛期である夏から秋にかけて
「じゃがいも街道」と名付けられた道路沿いから
斜里岳や知床連山、見渡す限り耕地風景が広がり
“これぞ北海道”と言える雄大な風景が望めます。
この耕地は、日々農家の方が健康な土づくりに
尽力され、北海道内でも屈指のじゃがいも・小麦
の一大産地として知られています。

小清水原生花園や濤沸（とうふつ）湖、藻琴山
など豊かな自然環境、観光資源にも囲まれ、２０１８
年４月には観光拠点とする「小清水ツーリストセ

ンター」が浜小清水駅の東側にオープンしました。

■ 観光スポット

◎ ハイランド小清水７２５

藻琴山の標高７２５mに位置するレストハウス
「ハイランド小清水７２５」。展望台から屈斜路湖を
はじめ視界３００度の大パノラマを満喫できます。
７００mの散策路を歩いた先には、「ハイランド小
清水キャンプ場」。テントサイトやバンガロー、
シャワー・洗濯機・乾燥機完備の体験交流セン
ターがあり、五右衛門風呂も体験できます。

美しい農村景観に囲まれた
ゆりと温泉の里 ～小清水町～

小清水町長 久 保 弘 志

－１２－
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◎ 小清水温泉「ふれあいセンター」
からだがよく温まる弱食塩泉の温泉大浴場は、
人気が高く町民だけでなくビジネスや観光で訪れ
た際の町内唯一の宿泊施設です。
洋室・和室の全１３室のほかにステージ付きの集

会施設や検診室、診療室がある総合保健施設を複
合しています。
隣接する町民プールやパークゴルフの帰りに寄
るなど、使い方は利用者次第。すべてのサービス
を低料金で提供し、町民の憩いの空間となってい
ます。

◎ ゆりの郷「こしみずリリーパーク」
町花がエゾスカシユリである小清水町を「ゆり
のまちにしよう」と、１９９７年にゆり根球根栽培農
家有志が開園。１３haの広大な敷地内に約７００万
輪・８５種類近くのゆりが咲き誇ります。見頃は７
月中旬～９月上旬。４㎞におよぶ散策路をカート
で楽しむ来場者で園内が活気づきます。８月には
「ゆりフェスティバル」やゆりの代表種を鑑賞す
る「カサブランカ展示祭り」が開かれます。
２００２年からはシーズンオフの冬にもスノーモー
ビルランドとして営業を開始。国内外の観光客を
受け入れる冬のオホーツク体験型観光の一拠点と
して注目されています。やさしく指導してくれる
インストラクターが好評で、初心者でも安心です。

■ 小清水町ホームページ
https : //www.town.koshimizu.hokkaido.jp/

◎ 小清水ツーリストセンター
小清水ツーリストセンターは、２０１８年４月に

オープンした株式会社モンベルの直営店モンベル
オホーツク小清水店を併設したアウトドア拠点施
設です。
ビジターセンターでは、観光情報の提供のほか
にもバードウオッチングや流氷見学といったガイ
ドツアーの開催や、レンタサイクルをはじめス
ノーシューや双眼鏡などのアウトドアギアレンタ
ルも行っており、小清水町でのアウトドア活動を
後押ししています。観光協会のホームページで
は、小清水町の野鳥と花のデジタル図鑑を公開し
ているほか、野鳥や小清水町に関する様々な情報
発信を行っています。
モンベルオホーツク小清水店は、道東初のモン
ベル直営店で、商品の販売だけでなく登山活動や
バードウオッチング、写真講座などオホーツクの
アウトドア活動の玄関口として様々なイベントも
行っています。

■ イベント
◎ 小清水ふるさとまつり

「じゃがいもフェスティバル」
「じゃがいもフェスティバル」は小清水町特産
品のジャガイモにちなんだお祭り。どれだけ多く
のジャガイモを拾えるかを競う名物企画「ヒロっ
てGO！」をはじめ、演奏や踊り、歌などによる
コンサートやステージショーに加え、景品が当た
るウルトラクイズ、フィナーレを飾る花火大会な
ど多彩なプログラムが目白押しです。

－１３－
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北盛電設株式会社

代表取締役社長 稲 津 亘

長い長い自粛生活が続き、外食に出かけること
もままならない昨今、ご自宅で豆菓子片手に晩酌
なんかいかがでしょうか。（お茶請けでも構いませ
んが）
そんなお酒（お茶）のお供にぴったりなお店

「池田食品」さんをご紹介させていただきます。
池田食品さんは戦後間もない１９４８年に乾物商と
して札幌で創業し、今年で７３年。「総ては美味しい
笑顔の為に！」を経営理
念とし、たくさんの人々
に愛されるおやつを創作
し続けています。商標は
「にこにこ鬼」。豆といえ
ば節分ということで、節
分の時期にはスタッフが鬼に変装。可愛い鬼たち
が迎えてくれ大変賑わいます。
こだわりの商品も豊富で、先ずはナッツ類。一
番人気なのが「焼カシュー」。カシューナッツと

相性バツグンの醤
油ダレが甘じょっ
ぱく思わずお酒が
進んじゃいます。
その他にも「わさ
びカシュー」「カ
レーカシュー」「と

うきびカシュー」などなど。試食コーナーもあ
り、その日の気分で色々選べるところも魅力の一
つです。
豆菓子類は北海道産の黒大豆にこれまた北海道
産ビートグラニュー糖をまぶしたスイーツ系の
「定山坊豆」や私が個人的に大好きなピリッと香
ばしい醤油の衣をからめたピーナッツ菓子「焼
しょうゆ豆」など北海道産にこだわった豆菓子が
２０種類以上あります。
かりんとう類は道産子にお馴染みの「うずまき
かりんとう」を始め、味も形もいろいろで、甘党
にはたまらないラインアップになっています。
その他にも豆チョコやボーロなどがあり、中で
も「タマゴボーロ」は２０１８年に札幌商工会議所主
催の北のブランド金賞を受賞されたそうです。

白石の本店では
直売店限定の「鬼
ソフト」があり、
カップには鬼の
顔。二本の角が
コーン。ソフト自
体は北海道産のミ
ルクときなこをふ
んだんに使って大人にも子供にも大人気商品と
なっています。

さらに、ギフトセットも充実しており、いろん
なおいしさをちょっとずつ食べられ、老若男女問
わず喜ばれています。ご用命されてはいかがで
しょうか。
伝統を守りながら、人々を飽きさせない商品を
あくなき探求心で開発し続ける池田食品さんは
「ばくばく」「さくさく」「ぼりぼり」と北海道の大
地のおいしさを味わえるそんなお店です。

■ 会社名 池田食品株式会社
◎ 店舗 白石本店 白石区中央１条３丁目３２

丸井今井札幌本店大通館Ｂ２Ｆ
さっぽろ東急百貨店Ｂ１Ｆ
大丸札幌店Ｂ１Ｆ

～シリーズ～「私のいちおし」～シリーズ～「私のいちおし」

池田副社長（左）、本店店長（右）と一緒に
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ご講話 田縁 電気設備課長

令令和和３３年年度度 札札幌幌市市電電気気設設備備施施工工研研修修会会

令和３年７月２１日�北海道電気会館において、
（一社）札幌電設業協会との共催による「札幌市電気

設備施工研修会」を開催いたしました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染防

止のため「Zoomウェビナー」を利用したオンラ

イン配信により開催いたしました。

今回で３８回目となるこの研修会には、オンライ

ンによる参加社として８９社１５３名、インターネッ

ト等の環境により視聴が困難な会員向けの同会場

でのスクリーン投影視聴へ９社９名の合計９８社

１６２名が参加いたしました。

はじめに主催者を代表し（一社）札幌電設業協会の

米田 功技術委員長より「発注側と施工側の立場

から施工や積算に関する質疑を通して理解を深

め、施工品質の向上と安全管理に役立てるととも

に札幌市民が安心安全に使える設備を提供してい

きたい」と開会挨拶がありました。

研修会に入り、都市局建築部の田縁 明弘電気

設備課長より「札幌市発注の電気設備工事」に関

する講話をいただきました。

その後、各担当係長様から、令和２年度の電気

設備課の発注工事の状況について、工事の安全に

ついて、公共工事の検査について、電気設備工事

仕様書の変更点などについて、ご説明いただきま

した。

引き続き、会員から事前に寄せられた質問・要

望事項全１９項目に対して、電気設備課および工事

管理室よりそれぞれご回答をいただき、互いの認

識共有が図られました。

最後に当協会の鎌田 拓也専務理事より、札幌

市に対して当研修会開催にあたっての協力と講師

からの詳細で丁寧な説明に対し謝意が述べられる

とともに、電設工事業界が抱える課題解決に向

け、会員への協力が呼びかけられました。

【研修テーマ】

◆ 昨年度の電気設備工事を振り返って

◆ 公共工事の検査について

◆ 令和３年度電気設備工事仕様書改定内容に

ついて

◆ 会員からの質問・要望に対する回答について

－１５－
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令令和和３３年年度度 札札幌幌開開発発建建設設部部とと管管内内電電気気３３団団体体及及びび当当協協会会ととのの意意見見交交換換会会

令和３年９月８日�札幌開発建設部及び北海道
開発局事業振興部と管内電気３団体（札幌電設業
協会、札幌電気工事業協同組合、空知地方電気工
事協同組合）及び当協会との意見交換会を開催い
たしました。
今年度は、新型コロナウイルス感染症感染対策
として、参加者を各団体２～３名に絞り、対面を
避けたTV会議により開催いたしました。
札幌開発建設部からは、中島事業調整官をはじ
め９名が出席し、局事業振興部からは６名の出席
があり、当協会からは鈴木副会長、伏木副委員
長、笠島副委員長の３名のほか、橋本委員が自社
からのTV会議により参加いたしました。
意見交換会の開会にあたり各代表者から挨拶が
ありました。札幌開発建設部の中島事業調整官、
札幌電設業協会の萩本会長に引き続き、当協会の
鈴木副会長より、当意見交換会開催について謝意
が示されるとともに、「資料を見るとこれまでの意
見交換会で出された
要望や内容が反映さ
れていると感じた。
現在の電気工事業界
は、人材確保と育成
が大きな課題となっ
ている。人材の育成
を進めながら、効率化や省力化に加え、今までの
やり方や考え方を変え、今必要なことをやってい
くしかない。

本日の意見交換会がより良い時間となるよう祈
念申し上げる」と挨拶がありました。この後、参
加者の紹介があり議事に入りました。
まず、局事業振興部及び札幌開発建設部より工
事の契約・発注状況等について、話題提供があり
ました。続いて各業界団体からは、人材確保の状
況などについて、それぞれの団体における取り組
みを中心に話題提供がありました。
意見交換では、今年度、開発局側の意向により
各団体の会員向けに実施した事前アンケートにつ
いて、集約結果の説明とコメントがあり、アンケ
ートに寄せられた意見・提案・要望について、考
え方や回答が示されました。最後に北海道開発局
事業振興部 山梨機械課長より閉会挨拶があり意
見交換会は閉会いたしました。

■ 主な話題提供
＜北海道開発局＞
１．電気通信設備工事等の動向について
２．電気通信工事等の積算基準について
３．設計書の公表について
４．建設キャリアアップについて
＜札幌開発建設部＞
１．最近の発注実績
２．昨年の意見交換会を踏まえた工事発注の基
本的考え方

３．工事参加表明添付資料についてのお願い
４．入札時の積算の注意点について 他

挨拶をする鈴木副会長
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室蘭市に発電機 2台を寄贈室蘭市に発電機 2台を寄贈室蘭市に発電機 2台を寄贈室蘭市に発電機 2台を寄贈室蘭市に発電機 2台を寄贈室蘭市に発電機 2台を寄贈
＜室蘭電業協会＞

～ 非常時に役立てて ～

室蘭電業協会は、９月１３日、室蘭市に発電機２台を寄贈し

ました。徳本 栄一会長、織田・能山両副会長が室蘭市役所

を訪れ、青山市長に目録を手渡し、感謝状を受けました。

近年は毎年のように自然災害による被害が多く、特に北海

道では、３年前に発生したブラックアウトにより、有事の際

に重要なライフラインである電気に社会的関心も高く、また、ブラックアウト発生より３年という時期

を迎かえ、防災について再確認できる機会となることにも期待を寄せて発電機の寄贈となりました。

徳本 栄一会長は、「北海道胆振東部地震発生より３年という年月が過ぎ、防災に対しての意識を今一

度立ち返り考える機会となれば幸いだと感じます。ブラックアウトの発生で経験したように、災害は、

いつどういった形で発生するか分かりません。停電により、灯りや通信手段を突然絶たれてしまうと安

全に避難することや、状況の情報収集ができなくなってしまいます。是非、避難所や行政機関の非常時

の電源の一部として役立てて頂ければと思います」とコメントされました。

◎ 寄贈品と同機種の発電機 ・・・ ヤマハ EF２０００iS

・このTOPIXは、令和３年９月１５日付けの北海道建設新聞に掲載

されました。

寄贈に対して室蘭市長より感謝状を受ける徳本会長（右から２番目）と織田・能山両副会長

道 電 協
ＴＯＰＩＸ
道 電 協
ＴＯＰＩＸ
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業業 界界 だだ よよ りり

【法人職務執行者の変更】

（２０２１年６月２５日付）

○ 株式会社 ドウデン

（新）代表取締役社長 土田 徳造

（旧）代表取締役社長 門脇 雅明

（２０２１年６月２５日付）

○ 日本電設工業株式会社 北海道支店

（新）執行役員支店長 小林 直樹

（旧）執行役員支店長 大東 勝広

【会員代表者の変更】

（２０２１年５月１０日受付け）

○ 協信電気工業株式会社

（新）代表者 成瀬 薫

（旧）代表者 佐藤 繁男

（２０２１年５月１０日受付け）

○ 北海電気工事株式会社

（新）代表者 阿部 幹司

（旧）代表者 吉本 浩昌

（２０２１年５月１０日受付け）

○ 橋本電気工事株式会社

（新）代表者 土岐田 昇

（旧）代表者 橋本 耕二

（２０２１年７月１５日受付け）

○ 石垣電材株式会社

（新）代表者 常岡 昇一

（旧）代表者 堀 久志

【住所の変更】

（２０２１年６月２１日付）

○ ダイダン株式会社 北海道支店

（新）〒００１‐００２０

札幌市北区北２０条西５丁目１番４３号

TEL０１１‐７１６‐９１１６ FAX０１１‐７２６‐７３２２

（２０２１年６月２５日受付け）

○ 株式会社 トーエネック 北海道支社

（新）〒００６‐０００１

札幌市中央区北１条西１３丁目４番

FWD札幌ビル５階

TEL０１１‐２００‐９１４４ FAX０１１‐２００‐９６１１

（建物名称のみ）

（２０２１年６月２４日受付け）

○ 株式会社 関電工 北海道支店

（新）〒０６０‐０００１

札幌市中央区北１条西４丁目１番３号

J&Sりそなビル３階

TEL０１１‐２８１‐６０２１ FAX０１１‐２８１‐５５３１

（建物名称のみ）

（２０２１年８月２日付）

○ 住友電設株式会社 北海道支店

（新）〒０６５‐００１２

札幌市東区北１２条東１４丁目２番２０号

TEL０１１‐７４１‐５９０１ FAX０１１‐７４１‐５９０７

－１８－
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理理事事会会・・三三役役会会議議・・委委員員会会報報告告

理 事 会
◇ 令和３年６月２１日� 北海道電気会館

【第２回議題】

（協議事項）

１．令和３年度の役員会等主要行事の日程について

２．電業協会及び電設協道支部の令和４年度定時

総会日程案について

３．会員代表者の変更に伴う後任役員候補者の対

応について

４．北海道電業協会定款第２１条第３項に規定する

会長職務代行順位について

５．北海道電業協会顧問の委嘱について

６．令和３年度上期の協会事業活動の対応について

７．令和３年度の役員・常設委員会の体制及び事

業実施計画について

８．令和３年度の経営者懇談会・セミナーについて

（報告事項）

１．「ほっかいどう安心住まいづくりネットワー

ク」への参加について

２．令和３年度「公共建築の日」及び「公共建築

月間」の記念イベントにおける後援について

３．会員の諸変更について

４．令和３年７月～８月行事予定について

（その他意見交換）

◇ 令和３年９月２２日� （書面開催）

【第３回議題】

（協議事項）

１．会員代表者の変更等に伴う後任役員候補者等

の対応について

２．令和３年度 経営者懇談会・セミナーの開催

中止について

３．令和３年度 下期の協会事業活動の対応につ

いて

（報告事項）

１．令和３年度関係官庁との意見交換会等の調整

状況（電気空衛関連）

２．令和３年９月～１０月の行事予定について

３．会員の諸変更について

三 役 会 議
◇ 令和３年７月６日� 北電興業ビル

【第４回議題】

（協議事項）

１．会員代表者の変更等に伴う後任役員候補者等

の対応について

２．令和３年度の役員・常設委員会の体制について

３．令和３年度「経営者懇談会・セミナー」の開

催要領（案）について

（報告事項）

１．会員の諸変更について

２．令和３年７月～８月行事予定について

（その他意見交換）

◇ 令和３年８月３日� 北電興業ビル

【第５回議題】

（協議事項）

１．会員代表者の変更等に伴う後任役員候補者の

対応について

２．令和３年度経営者懇談会・セミナーの開催要

領について

３．臨時総会の招集について

４．令和３年度関係官庁との意見交換会等の調整

状況について（電気空衛関連）

（報告事項）

１．電設協令和３年度「会員大会」の中止について

２．札幌市電気設備施工研修会について

３．会員の諸変更について

４．令和３年８月～９月行事予定について

（その他意見交換）

－１９－
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◇ 令和３年９月７日� （Web開催）

【第６回議題】

（協議事項）

１．令和３年度 下期の協会事業活動の対応につ

いて

２．令和３年度 経営者懇談会・セミナーと臨時

総会の開催について

３．北海道開発局札幌開発建設部との意見交換会

について

（報告事項）

１．会員の入会情報について

２．令和３年９月～１０月の行事予定について

（その他意見交換）

総務委員会
◇ 令和３年９月２８日� （書面開催）

【第２回議題】

１．令和３年度 下期の協会事業活動の対応につ

いて

２．令和３年度 経営者懇談会・セミナーの開催

（中止）について

広報委員会
◇ 令和３年１０月５日� 北電興業ビル

【第２回議題】

１．「事業案内」パンフレットのリバイスについて

２．会報「No．１９５」発刊に向けてのスケジュー

ル等について

３．会報「No．１９６」編集方針（案）について

４．シリーズ１／２１２便りの編集について

５．「私のいちおし」の執筆予定について

６．その他意見交換

技術安全委員会
◇ 令和３年９月２９日� （Web開催）

【第２回議題】

１．札幌市電気設備施工研修会について

２．令和３年度 技術安全委員会の体制について

３．令和３年度 登録電気工事基幹技能者認定講

習会について

４．安全衛生パトロールについて

５．これからの事業活動について

６．「工期の基準」講習会の日程調整について

７．その他意見交換

厚生委員会
◇ 令和３年７月２７日� 北電興業ビル

【第１回議題】

１．令和３年度 厚生委員会委員について

２．令和３年度 厚生委員会部会幹事について

３．令和３年度 事業実施計画について

４．その他意見交換

－２０－

０線／１９５号　２０２１．１０　４Ｃ　１７５線／１９５号　表１・４はインデザイン／０１９～０２０　理事会・三役会・委員会  2021.10.08 11.39.42  Page 20 



事事 務務 局局 日日 誌誌

【７月】

１日� ○ 第２９７回本部政策委員会（Web開催）
笠島経営副委員長

６日� ○ 第４回三役会議（功績者表彰）
１４日� ○ 本部常任理事会・運営委員会

（Web開催）阿部支部長

２１日� ○ 札幌市電気設備施工研修会
（Web開催）

２７日� ○ 第１回厚生委員会

【８月】

３日� ○ 第５回三役会議
２０日� ○ 本部・支部事務連絡会議（Web開催）
３１日� ○ 第３回理事会・常議員会（書面開催）

【９月】

７日� ○ 第６回三役会議 （Web開催）

○ 第２９８回本部政策委員会 （Web開催）

笠島経営副委員長

８日� ○ 北海道開発局との意見交換会
（TV会議‐北海道電気会館）

１５日� ○ 本部理事会・運営委員会（Web会議）
阿部支部長・鈴木副会長

２８日� ○ 第２回総務委員会 （書面開催）

２９日� ○ 第２回技術安全委員会 （Web開催）

○ 技術・安全基礎教育講習会

参加者アンケート検討会

【１０月】

５日� ○ 第７回三役会議
○ 第２回広報委員会

１５日� ○ 第２回経営委員会
２５日� ○ 開発局営繕部との意見交換会

（北海道電気会館）

２６日� ○ 第４回理事会・常議員会
２９日� ○ 基幹技能者認定講習会講師打合せ
３０日�～３１日�

○ 登録電気工事基幹技能者認定講習会

（北海道建設会館）

－２１－
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～ ～～ LetLetLet’’’ s take a walk ! s take a walk !s take a walk ! ～～～～～～ Let’ s take a walk ! ～～ Let’ s take a walk ! ～～ Let’ s take a walk ! ～

事事 務務 局局 かか らら

事務局長の長内です。

昨年から新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発

出され、様々なイベントやフェスティバルも入場制限や中止などが相次ぎ、ガマンの生活を強いられて

来ました。

そのような中、２０２０東京オリンピックが開催され、北海道札幌市では、サッカー、競歩およびマラソ

ンが行われました。日本選手の競技に臨むひた向きな姿に感動を覚えたことと思います。

北海道では、これから厳しく長い冬を迎かえ、ついつい出掛けるのも億劫な季節となって来ます。街

の景観を楽しみながら、運動不足の解消と気分転換にウォーキングはいかがでしょうか。

■ 札幌市ウォーキングマップ アドレス

https : //www.city.sapporo.jp/sports/jigyou/walk-sapporo/map/index.html

このページには、札幌市内各区ごとのウォーキングマップが紹介されています。ご参考にどうぞ！

＜札幌市ウォーキングマップ・散策マップより引用＞

－２２－
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本号の巻頭言は、北海道建設部建築整備課の設備・環境担当課長 笹崎 芳行

様にお願いいたしました。新型コロナウイルス感染症対策について詳しく触れて

頂きました。会員各位も日頃から新型コロナ対策については、十分ご配慮されて

いることとは思いますが、もう一度熟読して頂き、職場、現場、家庭で新型コロ

ナの発病がないよう、改めてお願い申し上げます。

また、「ゼロカーボン北海道」への取り組み、価値ある道有建築物と確かな技術

の次世代への継承、働き方改革への取り組みなどにも触れて頂きました。ありが

とうございました。

さて、コロナ蔓延前に比べますと、本誌も現場への取材などに制約もあり、や

や寂しいものになっています。是非ワクチン接種などにより、このコロナ禍が収

まり、充実した本誌が発行できる日が早く来ることを祈念しています。

広報委員長 萩本 哲夫

編集後記

－２４－
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～表紙の花～
「ライラック」
　ライラックカラーとも言われる明るい
紫、ピンク、白っぽいものなどがあり、
華やかな香りに癒されます。
　日本のライラックは米国の教師が北海
道に持ち込んだものといわれており、札
幌では 5月にお祭りが催されたり市の木
として親しまれています。 
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