
会　長　廣部　悟志

新年あけましておめでとうございます。
　新年を迎えるにあたり、協会を代表しまして一言ご挨
拶を申し上げます。
　昨年5月、一社）北海道造園緑化建設業協会の会長に
就任いたしまして初めての新春を迎えることになりまし
た。会員の皆様には、平素から協会の運営に格別のご理
解とご協力を賜り、心から感謝を申し上げます。
　さて、昨年を振り返ってみますとやはり地元球団、北
海道日本ハムファイターズが日本一になり、野球ファン
にとってこの上ない喜びと感動を与えてくれました。そ
してサッカーチームのコンサドーレ札幌もJ1昇格入り
を果たすなど、道内のプロスポーツ選手が躍動した年で
もありました。この元気と粘り強い精神力は道民の皆さ
んへの大きな力となったことと思います。私ども造園建
設業界としても将来に向けて、この元気と粘り強さの精
神を忘れずに一段と奮起していきたいと考えています。

　また、昨年３月には道民の夢でありました北海道新幹線が開通しました。長年の
努力の結集が実った年でもあり、これまでの先代が築き上げた偉業に心から感謝い
たします。北海道の観光産業も一段と活性化し、喜ばしいことです。
　反面、昨年は自然現象の恐ろしさについて身をもって知った年でもありました。
８月には１週間という短い時間に3つの台風が上陸しました。川が氾濫し、住宅の崩
壊と流失、土砂崩れによる道路や鉄道の寸断、そして農作物が甚大な被害を受けま
した。お亡くなりになられた方々にお悔やみ申し上げますとともに被災された皆様
にお見舞い申し上げます。その爪痕の復旧は今も続いており、一日も早く完了する
ことを待ち望んでおります。
　自然現象は、人間の力ではくい止めることはできません。しかし、災害による被
害は、私たちの日頃の備えによって減らすことが可能です。
　造園業界としても、道路の法面保護緑化をはじめ樹木根による地耐力や維持管理
等、このたびの経験を踏まえて減災害につながる植生技術をご提供出来ればと思っ
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第4回　理事会

日　時： 12月9日（金）15：05～

場　所： ホテルポールスター札幌 3F　多目的ホールB

報告事項： 1 職務執行状況（平成28年7月～11月）の報告について

2 平成28年度研修会等の開催について

3 緑化行政に関する意見交換（要望）について

4 ホームページのリニューアルについて

5 ポスター、パンフレット、リーフレットの作製について

6 プロモーションビデオを活用しての「出前講座」について

7 「建設産業ふれあい展」について

ています。
　本年3月15日（水）には第32回「植生技術講演会」を開催しますが、第１部では
阿部講師（日本大学）から「樹木根系による表層崩壊防止機能に関する研究の動向
と課題」、第２部では、入山講師（雪印種苗(株)）から「自然公園における法面緑化
指針の概説と法面緑化植物の変遷」についてご講演をいただきます。入場は無料と
なっていますので多くの関係者の方にお聞いただければと思っております。
　私たちはみどりの専門集団として、みどりの活用による減災害を考慮し、北海道
の雄大なみどりを守り育て自然景観を活かした観光都市づくりを目ざし、今後も関
係行政機関や道民の皆様にご理解を求め続けてまいります。
　また近年、業界の人手不足が大きな問題となっております。企業の努力・理解も
大切ですが、女性が個性と能力を発揮できる社会づくりが必要となっております。
昨年の第32回「造園技術講演会」では、日造協顧問 女性活躍推進部長の酒井講師を
お招きして「造園工事業における女性職員の現状と展望」についてご講演いただき
ました。一方、現場の環境配慮をはじめ、女性が安心して働ける社会を目ざす動き
として一昨年8月に「女性活躍推進法」が国会で成立しました。女性や若年者の入職
や定着を図り、私共協会もこれまで培ってきた造園技術の専門性を次世代へ継承い
ていくことが必要不可欠となっており、今後取組む重要な課題となっています。
　最後になりますが、私共北海道造園緑化建設業協会が「みどりの相談役」として
皆様のお役に立てればと思っています。そして本年が、皆様にとりまして、希望に
満ちた年となりますよう、心からお祈り申し上げます。

第4回 理事会・役員等意見交換会

第4回 理事会 第4回 理事会



平成28年度役員等意見交換会

日　時： 12月9日（金）16：30～

場　所： ホテルポールスター札幌 4F　ラベンダーB

平成28年度事業に関する意見交換：

1 平成28年度研修会等の開催について

2 緑化行政に関する意見交換（要望）について

平成28年度 第3回総務委員会

日　時： 12月14日（水）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

議　題： 1 事業の進捗状況及び

平成29年度事業計画について

① ホームページ担当小委員会関係

・ ㈱サンコーへの発注

・ デザインの策定

・ 新機能の追加

申し込み機能(プライバシーポリシー)・FB、You Tubeの組み込み・

会員施工例の紹介・地区(支部)別ページ

② 広報担当小委員会関係

・ 北造協ニュース

・ 広報誌みどり

・ フォトコンテスト

顧問（出席者4名） 平成28年度役員等意見交換会

第3回 総務委員会

12月の会議



③ 安全等担当小委員会関係

・ 第37回建設産業交通安全全道大会（H28.9.27）への参加

・ 第2回北海道暴力団追放道民大会（H28.10.7）への参加

・ 北海道造園緑化関係団体連絡協議会「合同安全大会」への意見まとめ

・ 安全手帳の見直し

④ 研修会担当小委員会関係

・ 平成28年度経営者研修会(若手新規入職者、若手社員の定着について)

・ 平成29年度経営者研修会

2 その他

平成28年度 若手経営幹部研修会 第6回幹事会

日　時： 12月21日（水）16：10～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 建設産業ふれあい展について

2 平成28年度第2回研修会の開催について

3 その他

平成28年度 第4回正副会長会議

日　時： 12月22日（木）16：25～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 表彰関係について

2 その他

① 今後の日程について

② その他

北海道造園懇話会 平成29年度第1回幹事会について

日　時： 12月7日（水）16：00～

場　所： 札幌市建設局みどりの管理課（バスセンタービル6F）

議　題： 1 平成29年度「定期総会・新年の集い」の開催について

2 会報第57号の発行について

3 その他

関係行政機関・団体との事業等報告

第4回 正副会長会議



報告すべき事項はございません。

平成28年度 第5回正副会長会議

日　時： 1月13日（金）13：00～

場　所： 北造協　事務室

平成28年度 経営者研修会

日　時： 1月13日（金）16：00～

場　所： ホテルポールスター札幌　4階「ラベンダー」（中央区北4条西6丁目）

参加費： なし

演　題： 「採用＆働き方革命～集める時代から集まる時代へ～」

講　師： 成瀬 拓也　氏（㈱ウィルフォワード代表取締役プロデューサー）

※詳しくは、巻末のチラシをご覧ください。

平成28年度 第2回植生技術委員会

日　時： 1月20日（金）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

平成28年度 第3回企画調整会議

日　時： 1月27日（金）13：30～

場　所： 北造協　事務室

平成28年度 第2回若手経営幹部研修会

日　時： 2月24日（金）15：00～

場　所： さっぽろテレビ塔　２階「あかしあ」（中央区大通西1丁目）

参加費： 5,000円（懇親会費を含む）予定

演　題： 「かたづける力」が会社や組織を変える

講　師： 小松 易　氏（「スッキリ・ラボ」代表、かたづけ士）

今後の予定（日程順）

北造協同好会からの事業報告



平成28年度 植生技術講演会（造園CPD対象予定）

日　時： 3月15日（水）13：30～

場　所： ニューオータニイン札幌　２階「鶴の間」（中央区北2条西1丁目）

※詳しくは、巻末のチラシをご覧ください。

合同安全大会

日　時： 3月23日（木）13：30～

場　所： 札幌市産業振興センター　セミナールームA（白石区東札幌5条1丁目1-1）

第5回 理事会

日　時： 3月24日（金）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

現在、予定はございません。

平成29年度 定期総会及び新年の集い（北海道造園懇話会）

日　時： 1月6日（金）18：00～

場　所： ホテルポールスター札幌（中央区北4条西6丁目）

平成29年 合同新年交礼会（北海道造園緑化関係団体連絡協議会）

日　時： 1月13日（金）18：00～

場　所： ホテルポールスター札幌（中央区北4条西6丁目）

平成28年度 「建設産業ふれあい展」

日　時： 1月14日（土）・15日（日）2日間　10：00～16：00

場　所： 札幌駅前地下歩行空間・北造協ブース（北大通交差点広場・東）

運　営： 若手経営幹部研修会

※詳しくは、巻末のチラシをご覧ください。

北造協同好会（予定）

関係行政機関・団体の事業（予定）



現在、予定はございません。

報告すべき事項はございません。（会員数　76社　12月31日現在）

報告すべき事項はございません。

慶弔等の連絡は入っておりません。

一部を除き、電子メールで配信しております。

今回は、12月1日～12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 「北造協ニュース」第146号　送信・HP掲載

② 「平成29年 合同新年交礼会の開催について」

③ 「平成29年における交通安全運動の推進方針について」

北海道環境生活部くらし安全局より

④ 「平成28年度 北海道最低賃金の改定の広報について」

厚生労働省 北海道労働局より

⑤ 「平成28年度 第2回 雇用環境整備士資格　講習会の開催について」

（一社）日本雇用環境整備機構より

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24号（夏号）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

12月26日

12月6日

12月1日

12月7日

12月13日

各地区の事業（予定）

会員の異動等

社名及び代表者の変更

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



広報誌「みどり」への広告・情報提供等の掲載をご希望の会員、特別会員及び

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下さい。

・発行回数：年2回（新春号・夏号）

・発行部数：各1,100部　

【広告掲載サイズ/価格】 1ページ ￥80,000-

1/2ページ ￥40,000-

1/4ページ ￥20,000-

※広告掲載例※



平成28年度 経営者研修会



平成28年度 植生技術講演会





平成28年度 建設産業ふれあい展




