
日　時： 9月29日（金）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

出席者： 19名

演　題： 「現場でも役立つ！天気のみかた・使い方」

講　師： 森山　知洋 氏（気象予報士）

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29年度 第1回若手経営幹部研修会

◆講演の要旨

• 気象災害は地震・火山災害とは違い、予測可能であり、備える時間がある。避難・

準備により被害を回避することができる。

• 気象予報の用語や数値、天気図の見方を知ることにより、普段より目にしている天

気予報を「災害に備えるための情報」として活用できる。

• 天気予報は、新しい方がよく当たる。常に変化しているので、最新予報を利用する。

（情報発信しているサイトや、無料のメールサービスの利用など）

森山講師

会場の様子 会場の様子



空知総合振興局との意見交換

日　時： 9月8日（金）10：25～

空知総合振興局札幌建設管理部との意見交換

日　時： 9月8日（金）13：50～

空知総合振興局での意見交換 空知総合振興局での意見交換

阿部島副局長に要望書を手交

札幌建設管理部での意見交換 札幌建設管理部での意見交換

平成29年度 緑化行政に関する意見交換



石狩振興局との意見交換

日　時： 9月8日（金）14：55～

宗谷総合振興局との意見交換

日　時： 9月27日（水）14：25～

稚内開発建設部との意見交換

日　時： 9月27日（水）15：15～

稚内開発建設部稚内道路事務所へ挨拶

日　時： 9月27日（水）15：10～

石狩振興局での意見交換 石狩振興局での意見交換

宗谷総合振興局での意見交換 宗谷総合振興局での意見交換

稚内開発建設部での意見交換 稚内開発建設部での意見交換



留萌開発建設部との意見交換

日　時： 9月28日（木）13：00～

留萌開発事務所へ挨拶

日　時： 9月28日（金）13：45～

留萌振興局との意見交換

日　時： 9月28日（金）14：45～

出前講座準備委員会

日　時： 9月19日（火）13：35～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

議　題： 1 事業推進委員会　委員長挨拶

2 「出前講座」の概要について

3 講義内容について

① 講義の骨子（案）について

9月の会議

出前講座準備委員会

留萌開発建設部での意見交換 留萌開発建設部での意見交換

留萌振興局での意見交換廣部会長が宮坂副局長に要望書を手



② 体験プログラムについて

4 リハーサルについて

5 「出前講座」開催校への集合方法等について

6 その他

第2回 総務委員会

日　時： 9月20日（水）16：10～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 事業の進捗状況及び今後の事業計画について

① 経営者研修会について

② 広報誌「みどり」について

③ ホームページの更新について

④ 安全手帳の見直しについて

⑤ 街路樹（並木）の大切さ・良さを一般市民に広く知ってもらうための事業

2 その他

第2回 事業委員会

日　時： 9月27日（水）16：00～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 平成29年度「造園技術講演会」の

開催について

2 仮称「女性小委員会」について

3 その他

ＥＬＴ2017名古屋大会

～日本緑化工学会・日本景観生態学会・応用生態工学会（3学会合同大会）～

大会参加の報告書を、北造協ホームページ（会員向けページ）に掲載しました。

ぜひ、ご覧ください。

第2回 総務委員会

第2回 事業委員会

植生技術委員会より報告



平成29年度 第2回事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 9月15日（金）14：00～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 平成29年度街路樹剪定講習会の実施報告

2 庭園樹剪定技術講習会について

3 造園界を担う婚活パーティーについて

4 その他

平成29年度 第2回総務委員会（北造協札幌支部）

日　時： 9月25日（月）15：00～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 第1回安全パトロール実施報告について

2 第2回安全パトロールについて

3 その他

平成29年度 北海道造園懇話会「現場施設見学会」

日　時： 9月17日（日）7：45集合（JR札幌駅北口広場）

参加者： 42名（懇親会参加者16名）

場　所： 陽殖園（紋別郡滝上町）

9月 各地区の事業報告

関係行政機関・団体の事業等報告

笠さんからのガイド 散策の様子 散策の様子

札幌支部 総務委員会

札幌支部 事業委員会



平成29年度　第35回みどりの釣同好会　秋季船釣り大会

日　時： 9月9（土）5：00出港　13：00帰港

場　所： 石狩花畔埠頭出港→厚田沖

参加者： 4名

今回は各社仕事の関係で、大会近くになってキャンセルが多く、少人数でしたが開催いたしました。

波も穏やかで天候にも恵まれ、釣果も良好でした。

参加してくださった会員の皆様、大変ありがとうございました。また来年度もみどりの釣り大会を

開催したいと思っております。たくさんの参加をお願い致します。

備考

優　勝 佐々木　一敏 ㈱サンコー緑化 5.2 35.5 ソイ

順　位 氏　名 所　　属
3尾総重量

（㎏）
魚種身長
（㎝）

ソイ

３位 市川　俊明 ㈱市川造園 4.5 40.5 ソイ

準優勝 松原　幸治 ㈱市川造園 4.8 47.5

ソイ４位 岡崎　康司 ㈱山吉高島造園 3.8 35.5

北造協同好会からの事業報告

参加者全員で記念撮影



平成29年度　造園技術講演会

日　時： 10月13日（金）13：30～17：00

場　所： ロイトン札幌　2階「リージェント」（札幌市中央区北1西11）

入場料： 無料 ※講演会の詳しい内容やお申込み方法は下記のチラシをご覧ください。

今後の予定（日程順）



お申込み忘れ、ございませんか？？
お早目の申込お待ちしております。



オホーツク地区での意見交換

日　時： 10月4日（水）

要望先： オホーツク総合振興局、網走道路事務所、網走開発建設部、北見道路事務所

（日造協と共同）

上川地区での意見交換

日　時： 10月5日（木）

要望先： 旭川開発建設部、旭川道路事務所、上川総合振興局（日造協と共同）

釧路地区での意見交換

日　時： 10月10日（火）

要望先： 釧路開発建設部、釧路自然環境事務所、釧路道路事務所、釧路総合振興局

（日造協と共同）

十勝地区での意見交換

日　時： 10月11日（水）

要望先： 帯広開発建設部、十勝総合振興局（日造協と共同）

渡島地区での意見交換

日　時： 10月18日（水）

要望先： 函館開発建設部、函館道路事務所、渡島総合振興局（日造協と共同）

胆振地区での意見交換

日　時： 10月19日（木）

要望先： 室蘭開発建設部、胆振総合振興局、室蘭道路事務所、苫小牧道路事務所

（日造協と共同）

札幌開発建設部での意見交換

日　時： 10月24日（火）

要望先： 札幌開発建設部、札幌道路事務所（日造協と共同）

意見交換（要望活動）スケジュール



小樽地区での意見交換

日　時： 10月27日（金）

要望先： 小樽開発建設部、後志総合振興局小樽建設管理部（日造協と共同）

北海道開発局・環境事務所との意見交換

日　時： 11月7日（火）

平成29年度 北造協第2回ゴルフ大会

日　時： 10月20日（金）8：21スタート

造園緑化関係団体連絡協議会　総会

日　時： 10月6日（金）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

庭園樹剪定技術講習会（北造協札幌支部）

日　時： 10月18日（水）9：30～

場　所： 前田森林公園

第2回 安全パトロール（北造協札幌支部）

日　時： 10月27日（金）13：30～

場　所： 北区、西区の公園再整備工事現場

報告すべき事項はございません。（会員数　75社　9月30日現在）

報告すべき事項はございません

会員の異動等

北造協同好会（予定）

関係行政機関・団体の事業（予定）

各地区の事業（予定）

社名及び代表者の変更



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、9月1日～9月30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155号　送信・HP掲載

② 「平成29年秋の全国交通安全運動の実施について」

（北海道環境生活部より）

③ 「平成29年度 第1回若手経営幹部研修会（ﾆｭｰﾘｰﾀﾞｰｽﾞ）の開催について」

④ 北造協ゴルフ同好会「平成29年度_第2回ゴルフ大会」のご案内について

※雨天中止のため、再案内

⑤ 10月における年次有給休暇の取得促進及び「北海道における働き方改革

・雇用環境改善に向けた共同宣言」への賛同について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑥ 【再告知】平成29年度 第1回若手経営幹部研修会」の開催について

⑦ 【再告知】平成29年度造園技術講演会の開催について

その他、随時連絡・ファックスでもご連絡しております。

9月1日

9月13日

9月13日

9月14日

9月19日

9月1日

9月4日

会員の慶弔等のお知らせ

インデックス

「必ずチェック 最低賃金！使用者も、労働者も」

北 海 道 最 低 賃 金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働く

すべての労働者（臨時、パートタイマー、アルイバイト等を含む。）に

適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

最低賃金額 時間額 ８１０円

効力発生年月日 平成29年１０月１日
≪ 厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署（支署）≫



広報誌「みどり」第26号（夏号）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

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※

総務委員会よりご案内


