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一般社団法人 北海道造園緑化建設業協会 広報委員会
札幌円山動物園
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シンリンオオカミ（H27.12.27）

野生動物に遭遇すると、そこで見かける野生動物の毛並みの美しさには惚れぼれします。
しかし、心無い人が（人間が食べる）餌を与える場面を見かけることがありますが、これは絶
対にしてはいけない行為です。てきめん、毛並みは悪くなっていくそうです。残念な行為です。
日本気象協会のサクラ開花予想（３月３０日発表）では、道南が今月２５日頃、札幌での開花
が３０日頃と報じていますが、４月の気温が上がると、もう少し早い開花が期待できます（立春
からの積算最高温度５００℃を超えるころ、サクラ開花の便りが聞こえます）。
春、新年度を迎え、
協会は事務協体制の見直し、５月２７日の定期総会では役員改選があって、
体制は大幅に刷新されます。会員はもとより、一般道民の皆様の期待に応えられるよう、努力し
てまいります。

平成２７年度「植生技術講演会」
日

時：３月１６日（水）１３：３０～

場

所：北海道立道民活動センター ８階「８２０会議室」
（かでる２・７）

参加者：１１８名
第１部 「会計検査の仕組みと法面緑化についての指摘事項」
講師

芳賀 昭彦 氏（(一財)経済調査会 参与・元会計検査
院農林水産検査第 4 課長）

要旨：
「安全・安心」の観点に立つこと。地域性など明確な根拠や実績を示しなさい。
復旧でなく機能復旧が大切で、同じ工法で再度、失敗したら言訳でしかない。
第２部 「法面緑化の最近の動向と地域ル-ルの確立を目指して」
講師

中野 裕司 氏（日本緑化工協会
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理事長・日本緑化工学会

監事）

要旨：外来種がすべて悪ではない。種子使用はゾーニングを行って、根拠をもって明確
に示せば問題は起きない。具体的事例や根拠にも続いて施工すれば問題ない。
その工法を採用する明確な根拠を示さなければ会計検査で指摘を受けてしまう。

第１部 芳賀 昭彦 氏

主催者挨拶 落合副会長

結び挨拶
第２部 中野 裕司 氏

宗岡 寿美 先生

会場 １１８名の参加

２月の会議等
第７回 正副会長会議
日

時：３月１６日（水）１１：００～

場

所：中村屋旅館

第３回 理事会
日

時：３月１８日（金）１４：００～

場

所：ホテルポールスター札幌

第７回 正副会長会議

３月の委員会等
第７回若手経営幹部研修会幹事会
日

時：３月３０日（水）１６：３０～

場

所：北造協 事務局

本年２月１５日（月）～１７日（水）
第７回若手経営幹部研修会幹事会
平成２７年度「四国視察研修会」報告書
はホームページの「会員のページ」掲載中

第３回 理事会
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３月

各地区の事業報告
経営者研修会（札幌市造園緑化建設業
協議会）
日

時：３月１１日（金）１３：３０～

場

所：札幌市民ホール

現場代理人講習会（札幌市造園緑化
建設業協議会）
日

時：３月１７日（木）１３：３０～

場

所：かでる２・７

第７回 若手家委幹部研修会幹事会

関係行政機関・団体との事業等報告
第3回

理事会（NPO 法人 ガーデンアイランド北海道）

日

時：３月２２日（火）１８：３０～

場

所：かでる２・７

９階「９３０会議室」

合同安全大会（北海道造園緑化関係団体連絡協議会）
日

時：３月２３日（水）１４:００～

場

所：かでる２・７ ５階「５２０会議室」

安全標語入選作
最優秀賞「みんなの努力で無災害 いい日 いい年 いい未来」
岡崎 康司 氏（㈱山吉髙島造園）
優 秀 賞「摘み取った

無事故・無違反

継承し 次世代（つぎ）に繋ごう

監視の目」

中山 理 氏（㈱四宮造園）
〃 「一人より みんなで見つける 危険個所 声を掛け合い 安全作業」
岩村 友樹 氏（㈱真鍋造園）
〃 「焦るな！ 急ぐな！
事故の元」
佳

二口

見逃すな！

心を引き締め安全確認 手抜き作業は

翼 氏（札幌齊藤木材㈱）

作 １０件

開会宣言 高橋晃裕副大会長

大会長挨拶 森 正志大会長
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祝辞 北海道開発局事業振興部
武田雅義都市住宅課課長補佐

安全標語入選者表彰

祝辞 北海道建設部まちづくり局
都市環境課 越智通浩公園下水 祝辞 札幌市環境局みどりの

安全宣言 岡崎康司氏

道担当課長

（㈱山吉髙島造園）

推進部 阿部克巳造園担当課長

講演 「交通事故防止について」
北海道警察本部 交通部交通企画課
木下 清人課長補佐

会 場

「建設業等における構造改善推進懇談会」
日

時：３月２４日（木）１３：３０～

場

所：かでる２・７ １０階「１０７０号会議室」

春のガーデニングスキルアップセミナー（NPO 法人 ガーデンアイランド北海道）
日

時：３月２９日（火）１８：３０～

場

所：かでる２・７

１０階「１０１０会議室」

北造協同好会から事業報告
ＣＡＤ同好会第３回研修会

UAV「ドローン試験飛行」など体験研修

日

時：３月１７日（木）１４：００～

場

所：農試公園インドア・テニスコート（札幌市西区八軒 6 条西 5 丁目）

実

演：ＣＡＤ同好会所有のドローン試験飛行・スカイキャッチャー実演
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第３回 研修会の模様

ドローンのセット

カメラ
飛行中のスカイキャッチャー

ディスプレーを見ながらリモコンで操作

試作品 無人エアプレーン（プロペラ推進）
試作品 無人エアプレーン（プロペラ推進）

着陸は内蔵のパラシュートで行う

今後の予定（日程順）
平成 2８年度「植生施工管理技士」研修 ホームページ掲載中 第３回 理事会
日

程：４月４日（月）・５日（火）

場

所：かでる２・７

２日間

平成２８年度 第１回 総務委員会
日

時：４月２２日（金）１４：００～

場

所：北造協 事務局

平成 2８年度 第１回 正副会長会議
日

程：５月９日（月）１３：３０～

場

所：北造協

事務局
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平成 2８年度 第１回 理事会
日

程：５月１３日（金）１５：００～

場

所：ホテルポールスター札幌

北造協 同好会事業（予定）
北造協同好会の予定はございません。

各地区の事業（予定）
平成２８年度 定期総会（札幌市造園緑化建設業協議会）
日
場

時：５月１３日（金）１３：００～
所：ホテルポールスター札幌

関係団体の事業（予定）
現在、予定はございません。

会員の異動等
（会員数 ７６社 ３月３１日現在）
正会員の入会（再入会）
１

株式会社 髙重造園（代表取締役

佐和田

敏雄）

〒064-0806 札幌市中央区南６条西２６丁目４番１号
電話（011）５５１－１７６５／FAX（011）５５１－１７６４
２

馬淵建設 株式会社（代表取締役社長 久保

隆）

〒068-0833 岩見沢市志文町９６６番地１５
電話（0126）２５－６４００／FAX（0126）２５－６４０２
正会員の退会
１

株式会社 イワクラ（代表取締役

後藤 英夫）

〒059-1374 苫小牧市晴海町２３番地１

社名及び代表者等の変更
正会員の社名変更
１

マルミプラス 株式会社 代表取締役

刈田

晋弥）（変更 平成 28 年 2 月 2 日）

（旧 丸三三浦商事 株式会社）
〒002-8023 札幌市北区篠路３条７丁目５番１４号

会員の慶弔等のお知らせ
慶弔等の連絡は入っておりません
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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、3 月１日～3 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 3月

3日

「北造協ニュース」第１３7 号

② その他、随時連絡

送信・HP 掲載

その他ファックスでもご連絡しております。

広報委員会よりご案内
広報誌「みどり」第２３号（新春号）ホームページに掲載中
北海道造園懇話会会報「第５５号」ホームページに掲載中

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

８０，０００円

１/２ページ

４０，０００円

１/４ページ

２０，０００円
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発行部数：１,１００部

