
日　時： 1月13日（金）16：00～

場　所： ホテルポールスター札幌 2F　メヌエット

出席者： 50名

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）

◆講演の要旨

一般社団法人北海道造園緑化建設業協会

HOKUZOUKYOU NEWS

総務委員会

平成28年度「経営者研修会」

講師 成瀬 拓也氏

会場の様子会場の様子

≪6つの採用＆働き方革命≫

① マス ⇒ ソーシャル

② 集める ⇒ 集まる

③ 採用担当 ⇒ ファン作り担当

④ インセンティブ ⇒ ワクワク

⑤ 人事制度 ⇒ カルチャー

⑥ 短期 ⇒ 長期



日　時： 1月13日（金）10：00～11：40

挨拶先： 水産林務部、建設部、経済部、農政部、教育庁、石狩振興局、

空知総合振興局札幌建設管理部

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）

主　催： 北海道、札幌市

運　営： 若手経営幹部研修会

来場者： 768名（両日合計）

体験メニュー ① ラジコン重機を使って造園工事体験（あめすくい）

② 造園の作業服（袢纏）を着ての記念撮影

③ 竹を使った工芸製作体験

チカホの大通駅側（北洋銀行前）という場所柄、終始人通りが途切れず賑わっていました。

特に「竹細工」はお子様に限らず、大人にも人気があり「竹でコップ・とり皿作製体験」

をご家族連れで体験し、お子様よりもお父さんの方が『すごく楽しめました！』と笑顔で

お帰りになったのが印象的でした。

平成28年度 「建設産業ふれあい展」

北海道への挨拶廻り

建設部 本多まちづくり局長 空知総合振興局 上谷副局長



平成28年度 第5回正副会長会議

日　時： 1月13日（金）12：40～

場　所： 北造協　事務室

1月の会議

大人も子供も大賑わい！…ラジコン重機であめすくい

のこぎりでうまく切れるかな？？…竹細工作製 作り方の説明を受けてから作業開始…竹細工作製

袢纏姿、きまってます！

親子でパチリ

背中にも「庭」の文字、

かっこいい！
ポーズにも、こだわりが…

さすが職人さん！



議　題： 1 経営者研修会について

2 合同新年交礼会について

3 平成29年度事業計画・収支予算及び平成28年度決算に日程について

4 平成29年度の協会運営について

① 助成金を活用した事業の実施ついて

② 行政機関等に対する要望活動について

③ 関係団体との連携について

④ その他

5 その他

① 今後の日程について

② その他

第5回 人材確保・育成に関する事業推進委員会

日　時： 1月16日（月）15：25～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 ポスター・パンフレット・リーフレットの作製について

2 プロモーションビデオの作製について

3 その他

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： 北造協　事務室

議　題：

1 平成28年度「植生技術講演会」について

2 植生施工管理技士研修について

3 その他

第5回 事業推進委員会

第2回 植生技術委員会



平成28年度 第3回企画調整会議

日　時： 1月27日（金）13：25～

場　所： 北造協　事務室

議　題：

1 事業の実施状況について

① 経営者研修会の開催状況について

② 「建設産業ふれあい展」

の実施状況について

③ 北海道造園懇話会「総会・新年の集い」の開催状況について

④ 北海道造園緑化関係団体連絡協議会「合同新年交礼会」の開催状況について

⑤ ポスター等作製業務について

⑥ ホームページのリニューアルについて

⑦ その他

2 今後の平成28年度事業の実施について

① 植生技術講演会の開催について

② 合同安全大会について

③ 第2回若手経営幹部研修会の開催について

④ その他

3 平成29年度事業計画・収支予算及び平成28年度決算の日程について

4 平成29年度の協会運営について

① 人材育成事業の実施について

② 行政機関等に対する要望活動について

③ 協会のＰＲ活動について

・広報誌「みどり」

・北造協ニュース

・ホームページ

④ 講演会・研修会の開催について

・全国都市緑化よこはまフェア（3/25～6/4）の視察研修

⑤ 関係団体との連携について

・日本造園学会北海道支部の役員推薦

⑥ その他

・安全手帳の改訂

第3回 企画調整会議



5 特別会員の退会について

6 街路樹点検マニュアルに関する試行結果について

7 今後の日程について

8 その他

・千葉英守議員「新春の集い」

・2017冬季アジア札幌大会への協力

・「北海道の公園150年」への対応

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）

出席者： 133名

関係行政機関・団体の事業報告

定期総会 中西幹事長

（札幌市建設局）挨拶
新年の集い 祝杯

近藤さん

新年の集い 祝辞

大塚さん

新年の集い 祝辞

及川さん

新年の集い 祝辞

菅原さん
新年の集い 祝辞

廣部さん

新年の集い 結び

川嶋さん

新年の集い 会場の様子



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）セレナード

出席者： 131名（来賓20名、各団体会員他111名）

札幌市役所　挨拶廻り（北造協札幌支部）

日　時： 1月13日（金）9：30～

訪問先： 札幌市建設局みどりの推進部、

各区土木センター

参加団体紹介と開会の挨拶

祝宴乾杯

（一社）日本造園建設業協会

副会長 林 輝幸氏

祝辞

北海道建設部

まちづくり局長 本多 弘幸氏

祝辞

国土交通省北海道開発局

事業振興部長 柳屋 勝彦氏

祝辞

札幌市

建設局長 若松 郁郎氏

スピーチ

北海道議会造園緑化推進議員会

幹事長 千葉 英守氏

中締め

（一社）北海道造園緑化建設業協会

顧問 木村 篤氏 会場の様子 会場の様子

嘉屋支部長

1月 各地区の事業報告



平成28年度　第6回支部幹事会（北造協札幌支部）

日　時： 1月24日（火）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

報告事項：

1 議員連盟懇談会

2 こどものまち「ミニさっぽろ2016」出店

3 平成28年度 第2回安全パトロールの実施

4 庭園樹剪定技術講習会の実施

5 婚活パーティーの実施（造園業界を担う）

6 平成28年度札幌市みどりの推進部への要望

報告すべき事項はございません。

北造協同好会からの事業報告

四宮副支部長 佐々木副支部長

第6回 支部幹事会



若手経営幹部研修会・幹事会・建設産業ふれあい展の反省会

日　時： 2月1日（水）16：00～

場　所： 北造協　事務局

平成28年度 第2回HP担当小委員会

日　時： 2月2日（木）13：30～

場　所： 北造協　事務局

平成28年度 第2回研修会担当小委員会

日　時： 2月2日（木）16：00～

場　所： 北造協　事務局

平成28年度 第4回総務委員会

日　時： 2月16日（木）13：30～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

平成28年度 第2回事業委員会

日　時： 2月21日（火）15：30～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

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）

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）

※詳しくは、巻末のチラシをご覧ください。

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～

今後の予定（日程順）



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。

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28年度 合同安全大会幹事会

日　時： 2月9日（木）15：30～

場　所： 北造協　事務局

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）

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）

正会員　横浜植木㈱北海道支店　支店長の変更（平成29年1月より）

髙倉 三州　様　→　渡邊 秀一　様

慶弔等の連絡は入っておりません。

北造協同好会（予定）

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

関係行政機関・団体の事業（予定）



一部を除き、電子メールで配信しております。

今回は、1月1日～1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147号　送信・HP掲載

② 「監理技術者制度運用マニュアルの改正について」

北海道 建設部建設政策局建設管理課より

③ 【再案内】 「平成28年度 北海道農薬指導士 認定研修実施要項」について

北海道病害虫防除所より

④ 「新・ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」（原案）について

北海道総合政策部政策局社会資本課より

⑤ 「ほっかいどう働き方改革支援センター開設記念セミナー」の開催について

厚生労働省北海道労働局より

⑥ 「障がい者雇用の一層の促進に関する要望書」について

北海道　経済部労働政策局雇用労政課より

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

1月30日

1月25日

1月4日

1月4日

1月4日

1月10日

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 第2回若手経営幹部研修会



平成28年度 植生技術講演会




