
会　長　廣部　悟志

　新年あけましておめでとうございます。
　新年を迎えるにあたり、協会を代表いたしまして一言ご挨拶を
申し上げます。
会員並びに関係者の皆様には、平素から協会の運営に格別のご理
解とご協力を賜り、心から感謝を申し上げます。
　（一社）北海道造園緑化建設業協会は、平成28年度決算をもっ
て、一般社団法人への移行に伴う義務であります「公益目的支出
計画」に基づく事業が終了しました。これも、協会の役員や会員
の皆様、関係機関の方々のご理解、ご協力に支えられてのことで
あり、この場をお借りして改めて御礼申し上げる次第でございま
す。
　これからは道庁の管理・監督を離れ、自由な活動が可能になり
ますが、現在のところ、これまでの事業を継続する中で、重点的
な事業に力を入れていくこととしております。

　その一つが、担い手の確保・育成の対策です。昨年度は、北海道の補助金を活用し、担い手対
策のポスター、パンフレット、リーフレットを作製し、関係機関などに配付いたしました。
 その事業に続くものとして、本年度は北海道労働局の助成金を活用して、造園建設業のプロモー
ションビデオを作製し、農業高校や専門学校で「出前講座」を開催することといたしました。会
場の雰囲気や受講した生徒さんのアンケート結果などから見て、予想以上に受け入れられたので
はないかと思っています。
　来年度においては、この出前講座を継続するとともに、若手・新入社員を対象に2泊3日の宿泊
研修を開催することとしております。
　各企業、業界にとって人材確保・育成は必要不可欠でありますが、経営基盤の安定化が図られ
なければ、その推進はできません。関係機関への要望や新しい公園マネジメントの研究など、協
会の各種活動とも関連づけながら進めていきたいと考えております。

　本年3月1日（木）には第33回「植生技術講演会」を開催しますが、第１部では森本淳子講師
（北海道大学）から「自然の力に委ねた自然再生-目標設定と評価方法-（仮題）」、第2部では
福田尚人講師（㈲開成舎）から「北海道産種子に挑む　法面緑化用自生種植物種苗の採取」につ
いてご講演をいただきます。入場は無料となっていますので多くの関係者の方にお聞いただけれ
ばと思っております。

　最後になりますが、私共北海道造園緑化建設業協会が「みどりの相談役」として皆様のお役に
立てればと思っています。そして本年が、皆様にとりまして、希望に満ちた年となりますよう、
心からお祈り申し上げます。

一般社団法人北海道造園緑化建設業協会
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≪≪　出前講座の内容　≫≫

◆「造園建設業」の説明

◆北造協作製のプロモーションビデオ「緑を守るプロになる！」の視聴

◆中堅職員による 業界説明プレゼンテーション

◆若手職員による 体験談（実施校卒業生）

◆造園建設業に関するクイズ出題

◆質疑応答・アンケート記入、回収

岩見沢農業高校

日　時： 12月7日（木）13：20～15：10

対　象： 1年～3年生（114名）

　その一つが、担い手の確保・育成の対策です。昨年度は、北海道の補助金を活用し、担い手対
策のポスター、パンフレット、リーフレットを作製し、関係機関などに配付いたしました。
 その事業に続くものとして、本年度は北海道労働局の助成金を活用して、造園建設業のプロモー
ションビデオを作製し、農業高校や専門学校で「出前講座」を開催することといたしました。会
場の雰囲気や受講した生徒さんのアンケート結果などから見て、予想以上に受け入れられたので
はないかと思っています。
　来年度においては、この出前講座を継続するとともに、若手・新入社員を対象に2泊3日の宿泊
研修を開催することとしております。
　各企業、業界にとって人材確保・育成は必要不可欠でありますが、経営基盤の安定化が図られ
なければ、その推進はできません。関係機関への要望や新しい公園マネジメントの研究など、協
会の各種活動とも関連づけながら進めていきたいと考えております。

　本年3月1日（木）には第33回「植生技術講演会」を開催しますが、第１部では森本淳子講師
（北海道大学）から「自然の力に委ねた自然再生-目標設定と評価方法-（仮題）」、第2部では
福田尚人講師（㈲開成舎）から「北海道産種子に挑む　法面緑化用自生種植物種苗の採取」につ
いてご講演をいただきます。入場は無料となっていますので多くの関係者の方にお聞いただけれ
ばと思っております。

　最後になりますが、私共北海道造園緑化建設業協会が「みどりの相談役」として皆様のお役に
立てればと思っています。そして本年が、皆様にとりまして、希望に満ちた年となりますよう、
心からお祈り申し上げます。

出前講座の実施

岩見沢農業学校・出前講座 岩見沢農業学校・出前講座



札幌工科専門学校

日　時： 12月12日（火）14：30～16：00

対　象： 1・2年生（14名）

旭川農業高校

日　時： 12月14日（木）13：25～15：15

対　象： 1年生（40名）

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

報告事項：

1 職務執行状況（平成29年4月～11月）

の報告について

2 公益目的支出計画の実施完了について

第2回 理事会・役員等意見交換会

第2回 理事会

旭川農業高校・出前講座 旭川農業高校・出前講座

札幌工科専門学校・出前講座札幌工科専門学校・出前講座



3 理事の退任について

4 平成29年度研修会等の開催について

5 緑化行政に関する意見交換（要望）について

6 プロモーションビデオを活用しての「出前講座」について

7 「建設産業ふれあい展」について

8 「女性小委員会（仮称）」について

9 あんしん財団との紹介代理所契約について

審議事項：

1 特別会員の退会について

2 平成29年度補正予算について

3 平成30年度北海道労働局の助成金を活用しての事業について

平成29年度役員等意見交換会・懇親会

日　時： 12月8日（金）　意見交換会/16：30～　懇親会/18：00～

場　所： ホテルポールスター札幌 3F　意見交換会/多目的ホールA　懇親会/ハーモニー

平成29年度事業に関する意見交換：

1 担い手の確保・育成のためのプロモーションビデオの視聴

2 平成29年度事業について

懇親会 相談役の乾杯挨拶役員等意見交換会

意見交換会ご出席の顧問の皆様 意見交換会ご出席の顧問・相談役の皆様



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　6階会議室

若手経営幹部研修会 第4回幹事会

日　時： 12月15日（金）16：00～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 平成29年度建設産業ふれあい展について

2 平成29年度北陸視察研修について

第3回 正副会長会議

日　時： 12月19日（火）16：00～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 平成29年度事業の実施について

12月の会議

出前講座の講師の皆さん

業界説明プレゼンのリハ

出前講座の講師の皆さん

業界説明プレゼンのリハ

若手経営幹部研修会 第4回幹事会



① プロモーションビデオを活用した出前講座について

② あんしん財団紹介代理所について

2 平成30年度事業の実施について

① 北海道労働局の助成金を活用した事業について

・出前講座

・若手（新入）社員研修会

第3回 総務委員会

日　時： 12月22日（金）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

議　題： 1 事業の進捗状況及び事業計画について

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 フォトコンテスト

「緑化推進政策に関する要望書」の手交（北造協札幌支部）

日　時： 12月15日（金）10：00～

場　所： バスセンタービル　6F　みどりの推進部大会議室

相手方： [札幌市建設局みどりの推進部]

[札幌市財政局管財部]

12月 各地区の事業報告

第3回 総務委員会



正副会長会議

日　時： 1月12日（金）13：00～

場　所： 北造協　事務所

平成29年度 経営者研修会　※申込受付は、終了しております。

日　時： 1月12日（金）16：00～

場　所： ホテルポールスター札幌

現在、予定はございません。

平成30年 合同新年交礼会　※申込受付は、終了しております。

日　時： 1月12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）

北海道造園懇話会　総会・新年の集い　※申込受付は、終了しております。

日　時： 1月17日（水）

場　所： ホテルポールスター札幌（中央区北4条西6丁目）

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　12月31日現在）

正会員　㈱北海道造園コンサルタント　代表者の変更（平成30年1月1日）

笹本　知 氏　→　細田  美樹 氏

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

今後の予定（日程順）



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、12月1日～12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158号　送信・HP掲載

② 平成30年における交通安全運動の推進方針について

（北海道 環境生活部くらし安全局より）

③ 平成29年度国家公務員倫理週間の実施について

（北海道開発局より）

④ 平成30年合同新年交礼会開催のご案内について

⑤ 「北海道冬季災害ゼロてんとう防止運動」等の取組について

（北海道労働局より）

⑥ 【再案内】平成29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）

⑦ 北造協ホームページ　会員紹介ページの更新等について

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

12月25日

12月19日

12月1日

12月5日

12月13日

12月1日

12月1日

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※



平成29年度 経営者研修会


