
日　時： 3月15日（水）13：30～

場　所： ニューオータニイン札幌　２F・鶴の間

参加者： 114名

【第一部】

『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』

阿部 和時氏（日本大学　生物資源科学部　森林資源科学科　教授）

【第二部】

『「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』

入山 義久氏（雪印種苗㈱研究開発本部　牧草・飼料作物研究グループ　主任）

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 植生技術講演会

会場の様子講師 阿部 和時 氏



造園建設業の人材育成を図るため、道の建設業担い手対策助成金を活用して、

パンフレット等を作製し、会員・関係機関に配布しました。

残部がございますので、ご希望の方は事務局までご連絡ください。

★パンフレット（A4版カラー・16P）

★リーフレット

（A4版カラー・三つ折り）

※内容はパンフレットの凝縮版です。

★ポスター（A1版）

指定管理の現場事務所、協力会社や

安全大会など、様々な場面でお使いください！

協会のポスター・パンフレット等 作製しました

会場の様子講師 入山 義久 氏

北造協会員企業に

お勤めの方の、

写真やインタビュー記事が

掲載されています！！



平成29年4月から、ホームページがリニューアル！

・ホームページから講演会等の申込みが可能に

・会員情報、施工例などを刷新

・会員向けページの拡充

・スマホ対応

・北造協Facebookの開設

見やすく、使いやすくなったホームページを

ご覧になってみてください！

http://www.hokuzoukyou.or.jp/ ※URLは変更ありません。

第5回　理事会

日　時： 3月24日（金）15：05～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

報告事項：

1 職務執行状況（平成28年12月～

平成29年2月）の報告について

2 緑化行政に関する意見交換（要望）について

3 ホームページのリニューアルについて

4 ポスター、パンフレット、リーフレットの作製について

5 プロモーションビデオを活用しての「出前講座」について

6 第33回全国都市緑化よこはまフェア視察研修会について

審議事項：

1 正会員及び特別会員の退会について

2 平成29年度事業計画について

3 平成29年度収支予算について

4 平成29年度定期総会について

5 プライバシーポリシーについて

協会のホームページが新しくなりました

第5回 理事会

第5回 理事会



平成28年度 第4回 企画調整会議

日　時： 3月17日（金）13：25～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 事業の実施状況について

① 第2回若手経営幹部

研修会の開催状況について

② 植生技術講演会の開催について

③ ポスター等の作製業務について

④ ホームページのリニューアルについて

⑤ プロモーションビデオを活用しての高校等への「出前講座」の

実施について

2 今後の平成28年度事業の実施について

① 合同安全大会の開催について

② 第5回理事会の開催について

3 平成28年度予算の決算見込みについて

4 平成29年度事業計画及び収支予算について

5 平成29年度事業について

① 植生施工管理技士研修会について

② 全国都市緑化よこはまフェア視察研修について

③ 造園技術講演会、植生技術講演会及び経営者研修会について

④ 行政機関等に対する要望活動について

⑤ 事業委員会女性小委員会（仮称）について

6 その他

① 今後の日程について

② その他

3月の会議

第4回 企画調整会議



平成28年度 第4回 植生技術委員会

日　時： 3月28日（火）14：10～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 平成29年度

植生施工管理技士テキストの見直し

2 その他

平成28年度 事業委員会役員会議

日　時： 3月30日（木）13：30～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 平成29年度

「造園技術講演会の講演テーマ」

について

① テーマと内容

② 日時

③ 会場

2 造園技術講演会の予算について

3 その他

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）

参加者： 49名（支部会員47名、特別・賛助2名）

研修内容：

1.「平成29年度 札幌市公園緑地整備費と造園工事について」

札幌市建設局みどりの推進部　造園担当課長　阿部 克巳氏

2.「平成29年度 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務について」

札幌市建設局みどりの推進部　みどりの管理課長　中西 亮氏

3月 各地区の事業報告

第4回 植生技術委員会

事業委員会役員会議



北海道庁建設部へ要望活動（釧路造園建設業協会）

日　時： 3月10日（金）

場　所： 北海道庁　建設部

対応者： 佐藤 敏 建設部次長、佐々木 誠也建設政策局長など幹部職員

同席者： 小畑 保則道議会議員

釧路造園建設業協会（吉田会長、篠原事務局長）の活動として、吉田北造協理事・

篠原会員が北海道建設部に造園緑化の維持管理費の確保などについて要望。

会場の様子 会場の様子

佐藤建設部次長に釧路造園建設業協会・吉田会長

（北造協・理事）が要望書を手交



平成28年度　第5回支部事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 3月31日（金）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

① 当日のグループ編成

② 配布資料

③ 予算

2 その他

平成29年　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（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）

参加者： 77名（会員71名、来賓3名、講師1名、事務局2名）

主　催： 北海道造園緑化関係団体4団体

安全標語入選作

氏　名

佳　作 　入選数：10件 --- ---

マルミプラス㈱ 山室 睦未氏

優秀賞
　ハッ !! としたら、ちょっと待て、
　そんな時こそ、みんなで確認、危険除去 !!

賞 入　選　作　品 会　社　名

㈱佐藤萬香園 熊野 光志氏

㈱ニット
　　メンテナンス

橋本 寛之氏
　気くばり　目くばり　心づかい
　　　　　　　基本にもどってゼロ災害

最優秀賞

優秀賞
　ゼロ災職場はわれらの誇り、
　　　　　　　毎日実践危険予知

優秀賞
　油断、見落とし、思いこみ、
　　　　　　　初心に帰ってまず確認

マルミプラス㈱ 荒井 研氏

関係行政機関・団体の事業

支部事業委員会



報告すべき事項はございません。

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

第1回日造協・北造協連絡協議会

日　時： 4月5日（水）14：00～

場　所： 北造協　事務所

平成29年度 第1回 事業委員会

日　時： 4月28日（金）13：00～

今後の予定（日程順）

北造協同好会からの事業報告

最優秀賞の橋本氏による

安全決意宣言
国交省 北海道開発局事業振興部

都市住宅課 課長補佐 武田氏

北海道建設部まちづくり局都市環境課

公園緑地グループ主幹 浦城氏

札幌市建設局みどりの推進部

造園担当課長 阿部氏 会場の様子



場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

平成29年度 第1回 理事会

日　時： 4月28日（金）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル6F　会議室

平成29年度 定期総会

日　時： 5月19日（金）15：30～

場　所： ホテルモントレ エーデルホフ （12F・ルセルナホール）

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

平成29年度　現場代理人研修会（北造協札幌支部）

日　時： 4月7日（金）13：30～17：00

場　所： ホテルポールスター札幌　4Fラベンダー・ライラック

研修内容：

「工事施工条件による現場代理人のグループ討議」発表と講師からの総評

講　師： 札幌市財政局工事管理室技術管理課　土木検査担当係長1名

札幌市建設局みどりの推進部造園担当課　技術職員2名

参加費： 研修会無料（懇親会参加者のみ3,000円）

平成29年度 札幌支部定期総会（北造協札幌支部）

日　時： 5月12日（金）13：00～

３月24日開催の理事会で了承され、下の2会員が退会されました。　

（会員数　75社　3月31日現在）

北造協同好会（予定）

各地区の事業（予定）

会員の異動等

関係行政機関・団体の事業（予定）



・王子木材緑化㈱北海道支店（正会員）平成29年3月31日付けで退会

・㈱三城（特別会員）平成29年3月31日付けで退会

報告すべき事項はございません。

報告すべき事項はございません。

一部を除き、電子メールで配信しております。

今回は、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 「北造協ニュース」第149号　送信・HP掲載

② 「植生施工管理技士研修会の実施について」

③ 「死亡労働災害の現状と年度末における労働災害の防止について」

（北海道労働局 労働基準部安全課より）

④ 「第33回全国都市緑化よこはまフェア視察研修のご案内について」

⑤ 「建設工事着工期労働災害防止運動の実施について」

（厚生労働省　北海道労働局より） 

⑥ 「北造協ホームページの運用一時停止について」

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

3月17日

3月28日

3月7日

3月13日

3月2日

3月1日

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※


