HOKUZOUKYOU NEWS

北造協ニュース
一般社団法人 北海道造園緑化建設業協会
広報委員会
含翠園の門構と庭園
（積雪で見学断念）
岩内町Ｈ27.02.22

発行 平成２７年３月１日

「北の造園遺産」研究会当初のインベントリーで、岩内町に「含翠園」という庭園の存在は知
っていたが、気になっていて、２月２２日（日）に寄ってみたが予想に違わず積雪のため、見学
することが出来なかった（岩内神社の手前にあります。
）融雪後に再度報告いたします。
平成 27 年度予算概要が発表されている。札幌市については「骨格で２割減、７５億円」（２
月１３日道建設新聞）と報道された。その中で公園造成整備費では 39.2％減の約 29 億 8700
万円、公園・緑地・街路樹等の管理費は微増となっているが、量が増えるのではなく、他の要因
によって増加したとみるべきでしょう。
本気でアイディアを出す時のようです。
「共創」や「発想の転換」が叫ばれますが、まずは「教
育」
（担い手づくり）
、新規・再教育を含めて社内でも議論を交わす、というのは如何でしょうか。

平成２６年度「沖縄視察研修」
（一社）日本造園建設業協会「地域リーダーズ」沖縄勉強会に参加
日

時：２月１５日（日）～１７日（火）３日間

研修先：沖縄県那覇市
参加者：２１名
【２月１５日（日）】往路・日造協地域リーダーズ沖縄勉強会出席
08：30 新千歳空港出発

⇒

13：30 那覇空港到着

15：30 日造協地域リーダーズ沖縄勉強会 16：00 講演会
18：00 交流会Ⅰ
【２月１６日（月）】那覇市内視察見学・沖縄県造協との交流会
09：00～17：30

沖縄県庁前県民広場・首里城・沖縄海洋博公園・普天間

基地
18：30 沖縄県造協との交流会Ⅱ
【２月１７日（火）】那覇市内察見学・復路
09：00

那覇市内見学 ⇒

14：55

19：30

新千歳空港到着（解散式）無事解散
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那覇空港出発

《２月１５日 日造協地域リーダーズ沖縄勉強会・交流会Ⅰ》

勉強会

交流会

交流会

《２月１６日 日造協地域リーダーズ沖縄 那覇市視察見学会・交流会Ⅱ》

県庁前県民広場

やんばるの森レストラン
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首里城

熱帯ドリームセンター

米軍 普天間基地

沖縄海洋博会場

案内の説明を聞く

駐機中のオスプレイ

交流会

《２月１７日 那覇市内自由視察見学・帰路・解散式》

那覇市宿泊先での解散式

自由視察見学

新千歳空港での解散式

２月の委員会等
第３回 広報委員会
日

時：２月１０日（火）１５：００～

場

所：北造協 事務局

出席者：神原委員長、田森・二丹田の２副委
員長、高島・川村・楠の３委員伊藤事
務局長 計７名
議

題：

第３回 広報委員会

―報告事項―
１

平成２６年度 事業報告及び収支執行状況の報告について

―協議事項―
１

平成２７年度 事業計画及び収支予算の検討について
※ 広報「みどり」の郵送料値上げ懸念のため、予算増加を願う

２

平成２７年度「経営者研修会」について
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３

その他

第８回 プロジェクト WILL
日

時：２月１３日（金）１７：００～

場

所：太平洋興発ビル

６階会議室

出席者：廣部若手幹事長、嘉屋・池田・
吉村の３幹事、堀野専務理事、伊藤
事務局長、中小企業診断士協会
４名
議

題：１

計１０名
第６回 プロジェクト ＷＩＬＬ

ＳＷＯＴの抽出

第２回 事業委員会
日

時：２月２０日（金）１０：００～

場

所：北造協 事務局

出席者：佐々木委員長、大川・中峰・廣部の３副委員長、高木・森の２委員、石村常務
理事

計７名

―報告事項―
１

平成２６年度事業実施につい
て

（１） 造園技術講演会
（２） 若手経営幹部研修会
① 知 的資 産経 営報告 書作 成Ｐ
ＲＯＪＥＣＴ

第２回 事業委員会

② 講演会「働きやすい 働き甲
斐のある職場づくり」
③ 「沖縄視察研修」
―協議事項―
１ 平成２７年度 事業について
（１） 造園技術講演会
（２） 若手経営幹部研修会
２

その他

第 3 回 総務委員会
日

時：2 月 2０日（金）１３：３０～

場

所：北造協 事務局
出席者：池田委員長、小華和・長岡・
真鍋の３副委員長、堀野専務理事
計５名

議

第３回 総務委員会

題：
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―報告事項―
１

委員の交代についてに

２

賛助会員の入会について

３

植生技術講演会について

４

平成２７年度 定期総会までの事務処理について

５ 平成２６年度事業の執行状況について
６ 建設業若年者等入職促進・人材育成事業の執行状況について
―協議事項―
１ 平成２７年度 事業計画、収支予算について
２ 創立４０周年記念行事について
３ 第４回社会保険未加入対策推進北海道地方協議会の開催について
４ 公共工事の品質確保の促進に関する法律第２２条に基づく発注関係事務の運
用に関する指針（運用指針）の説明会開催について
５ その他
（１） 今後の日程について
（２） その他
第 3 回 技術委員会
日

時：2 月 2６日（木）１３：３０～

場

所：北造協 事務局

出席者：四宮委員長、畑山・三栖・米山・
渡辺の４副委員長、中村・細田・坂
尻の３委員、石村常務理事 計９名
議

題：
第３回 技術委員会

―平成２６年度事業について―
１

造園緑化特別委員会
道庁建設部維持管理防災課 街路樹の維持管理検討委員会

2 法面緑化特別委員会
（１） 開発建設部道路建設課 植生工播種量の算出等について
（２） 第 45 回日本緑化工学会大会（8 月 30・31 日

帯広畜産大学）への参

加
（３） 第３６回緑化工技術講演会（2 月 2・3 日 東京都）への参加
３

植生技術講演会（平成 27 年 3 月 13 日(金)）

―平成２7 年度事業について―
１

造園緑化特別委員会について

２

法面緑化特別委員会について

（１） 開発建設部との意見交換会 年１,２回

5

（２） 平成２７年度植生施工管理技士研修（４月 6・7 日）
３

その他

第９回 プロジェクト WILL
日

時：２月２７日（金）１７：００～

場

所：太平洋興発ビル

６階会議室

出席者：廣部若手幹事長、嘉屋・池田・森・
吉村の４幹事、堀野専務理事、伊藤
事務局長、中小企業診断士協会
４名
議

題：１

計１０名
第７回 プロジェクト ＷＩＬＬ

ＳＷＯＴの抽出

各地区の事業報告
札幌環境局みどりの推進部「札幌市街路樹基本方針（案）」の説明会
（札幌市造園緑化建設業協議会）
日

時：２月２日（月）１３：３０～

場

所：北造協 事務局

出席者：廣部会長、嘉屋・佐々木の２副会長、石村常務理事 計４名

関係行政機関・団体との事業報告
ガーデン関係者を対象とした「インバウンド研修会」
日

時：２月６日（金）１３：３０～

場

所：かでる２・７ ９階「９２０研修室」

主

催：国土交通省北海道運輸局・ＮＰＯ法人ガーデンアイランド北海道

出席者：３０名
講

演：
第１講義「北海道のガーデン事業とガーデンツーリズム」
有山 忠男 氏（ＮＰＯ法人ガーデンアイランド北海道 理事・事務局長）
第２講義「アジアからみた 北海道
鄭

―その魅力とは―」

佳昇 氏（北海道旅客鉄道㈱営業部着地観光インバウンドグループ）

第３講義「外国人観光客の迎え方、接し方、話し方」
阿部 晃士 氏（㈱ＪＴＢ北海道 札幌法人事業部コミュニケーション営業部長）

北海道運輸局課長

有山氏

鄭氏
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阿部氏

街路樹の維持管理検討会（北海道建設部）
日

時：２月９日（月）１３：３０～

場

所：北海道建設部 １０階会議室

出席者：四宮技術委員長、米山造園緑化特別委員会委員長、石村常務理事 計３名
蒼いウランバートル技術支援実行委員会
日

時：２月１８日（水）１４：３０～

場

所：プレスト１・７

Ａ

出席者：堀野専務理事、石村常務理事

計２名

「北海道ガーデンショー２０１５ 大雪」実行委員会が協賛・協力のため来局
日

時：２月２６日（木）１１：００～

場

所：北造協 事務局

来局者：渡辺敏雄上川町役場産業経済課長、小
知井和彦同課旭ヶ丘推進室事務局長、高
野文彰氏・村田周一氏（高野ランドスケ
ーププランニング㈱）
当

方：廣部副会長、堀野専務理事、石村常務
HGS2015 大雪実行委員会 来局

理事、伊藤事務局長
「北海道ガーデンショー２０１５ 大雪」
カウントダウン・シンポジウム
日

時：２月２６日（木）１８：３０～

場

所：道新ホール（札幌市大通西３丁目）

参加者：４５０名（報道）
次

第：

18：30

主催者挨拶「北海道ガー
デンショー2015 大雪の
開催に向けて」
佐藤 芳治 氏（上川町
長・実行委員会会長）

18：40

基調講演
「田舎町には宝がある。

会場内撮影制限のため、

だから挑戦できる」

2 月 27 日(金)道新朝刊

国井 雅比古 氏（元Ｎ

の記事を掲載

ＨＫアナウンサー）
19：45

パネルディスカッション

「まちづくりの視点から

―北海道ガーデンショーへの期待―」

〔パネリスト〕
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国井 雅比古 氏・西本 伸顕 氏（ふらのまちづくり会社 代表取締役）・
市根井 孝悦 氏（山岳写真家）・高野 文彰 氏（ガーデンショー名誉ディレ
クター
〔コーディネーター〕竹本 アイラ 氏（ラジオパーソナリティー）
「SAPPORO ヒグマフォーラム」～市街地侵入防止に向けて～
日

時：２月２８日（土）１５：００～

場

所：札幌エルプラザ ３階ホール（札幌市北区北８条にし３丁目）

主催者：札幌市環境局みどりの推進部
参加者：約２５０名
次

第：

1５：０0 主催者挨拶 北原 良紀 氏
（札幌市環境局みどりの推進部
長）
1５：０５ 基調講演 田中 純平 氏
（NPO 法人 ビッキオ）
「長野県軽井沢町でのツキノワ

SAPPORO ヒグマフォーラム

グマ保護管理」
1５：５５ 講演
① 「近年の札幌市のヒグマ出没状況について」
早稲田 宏一 氏（NPO 法人 EnVision 環境保全事務所

研究員）

② 「札幌のヒグマの、これまでと、これから」
真野

勉

氏（
（地独法）北海道総合研究機構 企画課長）

③ 「札幌市の特性を踏まえた今後のヒグマ対策について」
佐藤 喜和

氏（酪農学園大学

教授）

１７：１５ 総合討論会
〔座長〕 佐藤 喜和 氏
〔パネリスト〕
田中 純平 氏・真野

勉 氏・早稲田 宏一 氏・西 紀雄 氏（札幌市環境局

みどりの推進部 みどりの活用担当課長）

北造協同好会から事業報告
２月の報告はございません 。

今後の予定（日程順）
第３回 運営推進会議
日

時：３月１１日（水）１５：００～
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場

所：太平洋興発ビル

６階会議室

第９回 正副会長会議
日

時：３月２０日（金）１５：００～

場

所：北造協 会議室

第５回 理事会
日

時：３月２７日（金）１４：００～

場

所：ホテルポールスター札幌
４階「ライラック」

今後の行事予定（日程順）
平成２６年度「植生技術講演会」
（ホームページへ掲載中）
日

時：３月１３日（金）１３：３０～

開

場：１３：００～

場

所：かでる２・７ ５階「５２０研修室」
（札幌市中央区北２条西７丁目）

参加費：無料
講演１：「寒冷地のり面の保全と緑化工技術」
講師

宗岡 寿美 氏（帯広畜産大学 准教授）

講演２：「
『外来種被害防止行動計画（仮称）
』と『侵略的外来種リスト（仮称）』へ
の対応」
講師
定

内田 泰三 氏（九州産業大学工学部 教授）

員：１００名（定員になり次第締め切ります。）

平成２７年度「植生施工管理技士」研修（ホームページへ掲載中）
日

時：４月６日（月）・７日（火）

場

所：かでる２・７ １０階「１０１０研修室／1020 会議室」
（札幌市中央区北２条西７丁目）

受講料：（基礎講座）正会員 ＠１７，０００円（一般
（応用講座）正会員
（更新講座）正会員

＠２２，０００円（一般

＠４４，０００円）

＠６，０００円（一般 ＠１２，０００円）

研修内容：土壌、肥料、気象、工法選定、配合計画
募集人員：基礎講座１５名、

＠３４，０００円）

等

応用講座１５名、 更新講座５０名

申込締切：平成２７年３月２３日（月）期限厳守
申 込 先：（一社）北海道造園緑化建設業協会 事務局（担当：石村常務理事）
〒060-0051 札幌市中央区南一条東一丁目２番地１

太平洋興発ビル ２階

TEL：011-221-4451・FAX：011-232-5611
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E-mail: lila-1976@hokuzoukyou.or.jp
URL: http://www.hokuzoukyou.or.jp

【基礎・応用講座】
４月６日（月）集 合：１２：００

受付・写真撮影

開会式：１３：００～
講 義：１３：３０～１８：３０
４月７日（火）講 義： ９：００～１６：１５
試 験：１６：３０～
【更新講座】
４月６日（月）集 合：１０：３０

受付・写真撮影

講 義：１１：００～１２：００

北造協同好会事業（予定）
予定の連絡はございません。

会員の異動等

（会員数 ７４社 ２月２８日現在）

２月２８日現在、異動等の連絡はございません。

社名及び代表者等の変更
２月２８日現在、変更等の連絡はございません。

会員の慶弔等のお知らせ
２月２８日現在、慶弔のご連絡はございません。

インデックス
一部を除き、電子メールで配信しております。
今回は、２月１日～２月２８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 ２月
②
③ ２月

２日
〃

「北造協ニュース」第１２４号

送信・HP 掲載

「淡路花博２０１５みどりフェア」ツアーの案内（ＧＩＨより）
４日 「北海道ガーデンショー２０１５大雪」カウントダウン・シンポジウム

④ ２月１０日

「建設業法施行規則等及び経営事項審査の評価項目等の改正に
ついて」（北海道建設部より）

⑤ ２月２４日

平成 27・28 年度札幌市競争入札参加資格者の定期登録申請について
（札幌市より・在札会員のみ案内）

其の他ファックス等でご連絡しております。
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北海道ガーデンショー実行委員会ホームページより
だいせつ

【北海道ガーデンショー２０１５ 大雪】に会いに行こう！（テーマ：おもてなし）
いよいよ５月３０日（土曜日）から３つの会場を舞台に開催されます。期間は１０月４日（日曜日）ま
でのロングラン。上川の３つの季節がお楽しみいただけます。（冬も素晴らしい！）
共通チケット 2,000 円（前売り 1,500 円・3 月 31 日まで） 黒岳ﾛｰﾌﾟｳェｲに 1,450 円で乗ることができます
大雪森のガーデン 1,500 円（前売り 1,000 円） 中学生以下無料、団体料金設定なし
上野ファーム
黒岳ﾛｰﾌﾟｳェｲ

800 円（前売り 700 円） 小学生以下無料、団体料金 700 円
1,950 円（団体料金、子供料金設定あり、HP で確認を）

2015 Garden Tourism Award 「北海道ガーデンショー並びに北海道のガーデンムーブメント」が本年
度のガーデンツーリズム最優秀賞を獲得した様です。（表彰式: 3 月カナダ） Congratulations!

広報委員会よりご協力のお願い

大通公園西９丁目「遊水路」
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１ 目 的

あなたが道内にある街路樹やみどりの都市景観、公園緑地、道路などで、美しいと感じられて、
道外から訪れるお客様に紹介したい場所の写真を募集いたします。
私ども、北海道造園緑化建設業協会では、みどりのある景観をつくり・守り・育んでいく仕事を行って
おります。お寄せいただいた作品をもとに、行政機関や団体に「美しい庭園の島」、「美しい街並み」づ
くりの大切さを訴えてまいります。”おもてなし”、”しつらえの心”のある豊かな北海道づくりのために。

２ 応募締切 平成２７年１０月３０日（金曜日）当日消印有効（ご持参の場合は土日、祝日を除く。）
３ 応募資格 どなたでも応募できます。
４ 撮影場所 北海道内の街路樹・みどりのある街並み・公園緑地・法面植生（切・盛土斜面）等
５ 応募規定・応募方法
∆ 北海道内の街路樹やみどりの都市景観、公園、法面、みどり豊かな街並みをテーマに応募してください
∆ カラープリント四つ切又はＡ４サイズ
∆ 作品は未発表のもので概ね２年以内に撮影されたもの（対象が現存していること・合成や組写真は不可）
∆ 応募票は平成２７年１月に当協会ホームページ上に掲載します（URL: http://www.hokuzoukyou.or.jp)
応募票に必要事項をご記入のうえ、応募写真の裏面に貼付し、当協会事務局まで郵送又はご持参ください

６ 謝礼 特賞１点（３万円）、入賞５点（副賞）、入選１０点（副賞）、審査員特別賞 若干名
７ 審査 主催者及び主催者が推薦する委員が行います
８ 注意事項 他が主宰するコンテストと同様ですが、１月以降ホームページでご確認ください
９ 主催者 （一社）北海道造園緑化建設業協会
〒060-0051 札幌市中央区南一条東一丁目２番地１ 太平洋興発ビル ２階（担当 伊藤）

TEL： ０１１―２２１―４４５１ ／ FAX ： ０１１―２３２―５６１１
E-mail： lila-1976@hokuzoukyou.or.jp
URL： http://www.hokuzoukyou.or.jp
協会ホームページに広報誌「みどり」第２１号（新春号）及び「北造協ニュース」、
北海道造園懇話会会報「５４号」を掲載中。是非、ご覧になってください。

広告掲載・情報提供等、ご希望の会員、特別会員並びに賛助会員がいらっしゃいましたら、
遠慮なく事務局にお尋ねください。
１ページ

発行部数：１,１００部

８０，０００円

１/２ページ ４０，０００円
１/４ページ ２０，０００円
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