
開催日： 10月13日（金）

場　所： ロイトン札幌　2階「リージェント」　参加者　151名

≪第1部≫

時　間： 13：35～15：05

演　題： 「公園マネジメントの時代」～今ある公園の価値を高める方策～

講　師： 蓑茂 壽太郎氏（一般財団法人 公園財団　理事長）

【講演要旨】

「都市緑地法等の一部を改正する法律」が本年6月に施行され、社会全体の価値意識の変化に照
らして将来の公園のあり方、新たなパブリックスペースとしての公園を考えていかなければなら
ない時代の到来について、他の都市緑地や公園の例を揚げ、公園マネジメントについてご講演い
ただいた。

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 造園技術講演会

講師 蓑茂 壽太郎氏 第1部 講演会の模様



≪第2部≫

時　間： 15：15～16：45

演　題： 「街路樹管理のあり方 － 抑制から樹冠最大化へ」

講　師： 藤井 英二郎　氏（千葉大学名誉教授）

【講演要旨】

オホーツク総合振興局との意見交換

日　時： 10月4日（水）14：30～

網走開発建設部との意見交換

日　時： 10月4日（水）15：15～

街路樹の強剪定が一般化し、樹勢悪化・腐朽菌侵入によって枯損や倒伏事故が増え、貴重な社会
資本を短命化させ、都市景観を著しく悪化させる。
また、地球温暖化の進行、大地震による建物倒壊、火事による火炎等から守るためにも街路樹管
理は抑制から樹冠最大化へ切り替える必要性についてご講演いただいた。

平成29年度 緑化行政に関する意見交換

講師 藤井 英二郎氏 第2部 講演会の模様

野口副局長に要望書を手交

網走開発建設部との意見交換



旭川道路事務所への挨拶

日　時： 10月5日（木）12：30～

旭川開発建設部との意見交換

日　時： 10月5日（木）13：30～

上川総合振興局との意見交換

日　時： 10月5日（木）14：50～

釧路開発建設部との意見交換

日　時： 10月10日（火）13：00～

釧路自然環境事務所との意見交換

日　時： 10月10日（火）13：40～

釧路道路事務所への挨拶

日　時： 10月10日（火）14：25～

釧路開発建設部との意見交換

釧路自然環境事務所との意見交換

旭川開発建設部との意見交換

上川総合振興局との意見交換



釧路総合振興局（釧路建設管理部）との意見交換

日　時： 10月10日（火）15：10～

帯広開発建設部との意見交換

日　時： 10月11日（水）10：30～

十勝総合振興局との意見交換

日　時： 10月11日（水）13：10～

函館開発建設部との意見交換

日　時： 10月18日（水）14：00～

函館道路事務所への挨拶

日　時： 10月18日（水）15：10～

植田副局長に要望書を手交

河畑部長に要望書を手交

十勝総合振興局との意見交換

函館開発建設部との意見交換



渡島総合振興局との意見交換

日　時： 10月18日（水）15：55～

室蘭開発建設部との意見交換

日　時： 10月19日（木）10：35～

胆振総合振興局との意見交換

日　時： 10月19日（木）13：05～

室蘭道路事務所への挨拶

日　時： 10月19日（木）13：50～

苫小牧道路事務所への挨拶

日　時： 10月19日（木）15：00～

札幌開発建設部との意見交換

日　時： 10月24日（火）13：30～

要望書を倉持副局長に手交

室蘭開発建設部との意見交換

要望書を坂野副局長に手交

札幌開発建設部との意見交換



札幌道路事務所への挨拶

日　時： 10月24日（火）14：25～

国営滝野すずらん丘陵公園事務所への挨拶

日　時： 10月24日（火）15：05～

小樽開発建設部との意見交換

日　時： 10月27日（金）13：15～

小樽道路事務所への挨拶

日　時： 10月27日（金）14：05～

後志総合振興局 小樽建設管理部との意見交換

日　時： 10月27日（金）15：00～

こどものまち「ミニさっぽろ2017」

日　時： 9月30日（土）～10月1日（日）9：00～17：00

場　所： アクセスサッポロ（札幌市白石区流通センター4丁目3-55）

出　展： 「庭づくり」建設ゾーン

10月 各地区の事業報告

小樽開発建設部との意見交換

小樽建設管理部との意見交換



平成29年度 庭園樹剪定技術講習会（北造協札幌支部）

日　時： 10月18日（水）9：30～15：30

場　所： 前田森林公園（手稲区前田591-4）

講　習： 実のなる木の剪定（ブルーベリー・梅）

参加者： 20名（北造協11名・札造協9名）

平成29年度 第2回安全パトロール（北造協札幌支部）

日　時： 10月27日（金）13：30～15：40

場　所： すみれ公園（東区北24条東5丁目）

ゆたか公園（西区二十四軒4条2丁目）

出席者： 会員13名、札幌市みどりの推進部及び10区担当職員7名

事務局1名　計21名

ブルーベリーの剪定作業 梅の剪定作業

すみれ公園工事説明 ゆたか公園工事説明



北海道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

議　題： 1 平成28年度

事業報告並びに収支決算報告

2 平成29年度

事業計画並びに収支計画案

3 その他

平成29年度 日本造園学会　北海道支部大会

日　時： 10月7日（土）

場　所： 北海道大学農学部

主　催： （公社）日本造園学会北海道支部

共　催： （一社）ランドスケープコンサルタンツ協会北海道支部

（一社）北海道造園緑化建設業協会

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

場　所： 真駒内カントリークラブ

参加者： 16名

関係行政機関・団体の事業等報告

北造協同好会からの事業報告

造園緑化関係団体連絡協議会 総会

講演会 シンポジウム



第1回 女性小委員会（仮称）

日　時： 11月8日（水）15：30～

場　所： 北造協　事務所

事業推進委員会（プロモーションビデオの内容検討-1）

日　時： 11月10日（金）13：30～

場　所： 北造協　事務所

事業推進委員会（出前講座リハーサル①）

日　時： 11月10日（金）13：30～

場　所： 太平洋興発ビル　6F・会議室
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今後の予定（日程順）

優勝の久惠氏と準優勝の刈田氏



事業推進委員会（プロモーションビデオの内容検討-2、他）

日　時： 11月14日（火）14：00～

場　所： 北造協　事務所

事業推進委員会（プロモーションビデオの内容検討-3）

日　時： 11月20日（月）15：00～

場　所： 北造協　事務所

事業推進委員会（プロモーションビデオの内容検討-4）

日　時： 11月27日（月）15：00～

場　所： 北造協　事務所

事業推進委員会（MA：音声編集作業立ち合い）

日　時： 11月30日（木）　※時間・場所未定

事業推進委員会（出前講座リハーサル②）

日　時： 12月5日（火）13：30～

場　所： 太平洋興発ビル　6F・会議室

平成29年度　第2回理事会

日　時： 12月8日（金）15：00～

場　所： ホテルポールスター札幌　3F・多目的ホールB

平成29年度　役員等意見交換会・役員等懇親会

日　時： 12月8日（金）意見交換会16：30～/懇親会18：00～

場　所： 意見交換会：ホテルポールスター札幌　3F・多目的ホールA

懇親会：ホテルポールスター札幌　3F・ハーモニー

北海道開発局・環境事務所との意見交換

日　時： 11月7日（火）

意見交換（要望活動）スケジュール



岩見沢農業高校

日　時： 12月7日（木）

札幌工科専門学校

日　時： 12月12日（火）

旭川農業高校

日　時： 12月14日（木）

現在、予定はございません。

北海道造園懇話会　幹事会

日　時： 11月16日（木）15：00～

場　所： 札幌市みどりの管理課・会議室

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　75社　10月31日現在）

報告すべき事項はございません

正会員　㈱高木園芸　

代表取締役 髙木 恭俊様のご母堂・代表取締役 高木 和明様のご祖母　高木 キクエ様

（平成29年10月20日・逝去）

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）

会員の慶弔等のお知らせ

社名及び代表者の変更

出前講座 スケジュール



一部を除き、電子メールで配信しております。

今回は、10月1日～10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156号　送信・HP掲載

② 平成29年度工事追込期における建設産業交通事故防止総ぐるみ運動について

（（一社）北海道建設業協会より）

③ 無期転換ルールの円滑な導入に向けた取組に関する要望書等の送付について

（厚生労働省北海道労働局より）

④ 職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑤ 転倒災害に係る教材の作成について

（北海道労働局労働基準部安全課より）

⑥ 平成29年度冬の交通安全運動 北海道実施要綱等について

（（公社）北海道交通安全推進委員会より）

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

10月12日

10月31日

10月2日

10月16日

10月24日

10月2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※


