
日　時： 2月24日（金）15：00～

場　所： さっぽろテレビ塔２F　あかしあ（札幌市中央区大通西1丁目）

出席者： 22名

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）

◆講演の要旨

かたづけとは…

「整理」：物を必要か、不要か分けて減らすこと。

「整頓」：物を使いやすいように置き場所を決めること。

企業における「かたづけ」の重要性とは…？

整理整頓により、必要な資料を、必要な時に早く正確に取り出せるよ

うになり、ムダな時間（探す時間）を省くことが出来る。すなわち、

かたづけは「時間」を生み出す「投資」と考えることが出来る。

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 第2回若手経営幹部研修会

会場の様子会場の様子

講師 小松 易 氏



平成28年度 若手経営幹部研修会　第7回幹事会

日　時： 2月1日（水）16：00～

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3回ホームページ担当小委員会

日　時： 2月2日（木）13：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 ホームページの基本的なデザイン、仕様などについて

・北造協の予定（カレンダー）の追加

・会員施工例

・地区別ページ

2 ホームページの運用について

・FBの更新ルール

・定期メンテナンス（北造協ﾆｭｰｽ、各種講演会情報、役所からのお知らせ等）

3 その他

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　事務室

議　題： 1 第33回全国都市緑化

よこはまフェア視察研修について

・特別研修として事業委員会と

協力して実施

・日程は北造協の総会以降

・横浜市造協又は日造協神奈川県支部が協力

（5/22は横浜市造園協会の総会のため不可）（会員がほぼ重複）

2月の会議

若手経営幹部研修会 第7回幹事会

第2回 研修会担当小委員会



・こちらの希望を横浜市造協に伝え、見学地等を調整。

・市役所職員の方に説明してもらえるかもしれない。

2 経営者研修会について

3 その他

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

議　題： 1 平成28年度事業の実施状況

について

2 平成29年度事業計画・

収支予算について

3 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

会員紹介ページの更新照会（2/17締切）

会員施工例募集（2/27締切）

プライバシーポリシーの策定（2/末）

北造協FBページの作成（2/末）

○FBページの更新・運用

〇HPの更新・見直し・改善

② 広報担当小委員会関係

北造協ニュース、広報誌みどり

フォトコンテストの概要策定（3/中）

〇北造協ニュース、広報誌みどりの発刊および見直し

〇広報誌みどりの校正、寄稿依頼者の選定（協会事業がより伝わる内容を）

〇フォトコンテストの実施

③ 安全等担当小委員会関係

北海道造園緑化関係団体連絡協議会「合同安全大会」（3/23）

（総務委員長…実行委員長、真鍋総務副委員長…実行副委員長、司会）

〇安全手帳の見直し

④ 研修会担当小委員会関係

経営者研修会のアンケート実地（2/28締切）

第4回 総務委員会



よこはまフェア視察研修の企画

（北造協特別研修として事業委員会と共同企画、北造協と日造協

北海道総支部との共催）

〇よこはまフェア視察研修の実施（6/1～6/3）

〇経営者研修会の企画・運営

4 その他

・今後の予定

第6回 人材確保・育成に関する事業推進委員会

日　時： 2月20日（月）15：00～

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 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

議　題： 1 平成28年度事業の実施状況に

ついて

① 造園技術講演会出席者

集計結果（報告）

② 若手経営幹部研修会

・東北視察研修（報告）

・「建設産業ふれあい展」（報告）

・第2回若手経営幹部研修会（報告）

2 平成29年度事業計画・収支予算について

3 その他

① 今後の行事予定

第6回 事業推進委員会

第2回 事業委員会



② 平成28年度街路樹点検マニュアル

平成28年度　第3回 植生技術委員会

日　時： 2月23日（木）14：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成28年度事業の

実施状況について

2 平成29年度事業計画・

収支予算について

3 平成28年度

「第32回植生技術講演会」について

4 平成29年度 植生施工管理技士研修について

① 実施要領の一部改定

② 植生施工管理技士研修 受講者一覧

③ 植生施工管理技士研修 日程表

5 その他

平成28年度 第3回事業委員会

（北造協札幌支部）

日　時： 2月14日（火）15：30～

訪問先： 北造協　事務所

議　題： 1 経営者研修会について

2 現場代理人研修会について

3 その他

① 街路樹剪定講習会

② 庭園樹剪定技術講習会

③ H28 第6回北造協札幌支部幹事会の報告

2月 各地区の事業報告

第3回 事業委員会

第3回 植生技術委員会



平成28年度　第4回事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 2月21日（火）13：30～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 現場代理人研修会について

2 実施の決定

報告すべき事項はございません。

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。

平成28年度 第4回 企画調整会議

日　時： 3月17日（金）13：30～

場　所： 北造協　事務所

平成28年度 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

平成29年度 植生施工管理技士研修

第15回基礎講座　第14回応用講座　更新講座

日　時： 4月3、4日（月、火）

場　所： かでる2.7（札幌市中央区北2西7）1010,1020,1030会議室

受講料： 基礎講座　34,000円（17,000円）

今後の予定（日程順）

北造協同好会からの事業報告

第4回 事業委員会



応用講座　44,000円（22,000円）

更新講座　12,000円（6,000円）　（　　）は、正会員

※受講希望者は、3月22日（水）までに、北造協・古瀬までお申し込みください。

平成29度 第1回 理事会

日　時： 4月28日（金）

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　合同安全大会

日　時： 3月23日（木）14：00～

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）

主　催： 北海道造園緑化関係団体4団体

平成28年度　経営者研修会（北造協札幌支部）

日　時： 3月10日（金）10：30～12：00

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）

申込日： ３月3日（金）締切

報告すべき事項はございません。（会員数　76社　2月28日現在）

報告すべき事項はございません。

正会員　日本緑化工㈱　取締役会長 畑山 貞夫様（平成29年2月18日・逝去）

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、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 「北造協ニュース」第148号　送信・HP掲載

② 労働契約法の「無期転換ルール」＆

「妊娠出産に関する不利益取扱に係る」周知について

厚生労働省 北海道労働局より

③ 「技術労働者への適切な賃金水準の確保について」

北海道建設部 建設政策局 建設管理課より

④ 第７回社会保険未加入対策推進北海道地方協議会の開催結果について

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25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56号」ホームページに掲載中

2月10日

2月1日

2月22日

2月27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 植生技術講演会




