
日　時： 2月14日（木）16：00～

場　所： わくわくホリデーホール

（札幌市民ホール）2階　第4会議室

議　題： 1 嘉屋事業推進委員長・副会長　挨拶

2 自己紹介

3 「出前講座」等の実施状況について

4 「出前講座」等の反省等について

第2回 企画調整会議

日　時： 2月2日（金）13：55～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 事業の実施状況について

① 経営者研修会の開催状況について

② 北海道造園緑化関係団体連絡協議会「合同新年交礼会」の開催状況について

③ 北海道造園懇話会「総会・新年の集い」の開催状況について

一般社団法人北海道造園緑化建設業協会
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④ 「建設産業ふれあい展」の実施状況について

⑤ 「出前講座」の開催状況について

2 今後の平成29年度事業の実施について

① 植生技術講演会について

② 合同安全大会について

③ 第2回若手経営幹部研修会（北陸視察研修）について

④ ホームページでの動画掲載について

3 平成30年度事業計画・収支予算及び平成29年度決算の日程について

4 平成30年度の協会運営について

① 人材育成事業（助成金活用）の実施について

② 北海道150年事業について

③ 女性小委員会・「緑麗会」について

④ 安全手帳の改訂について

⑤ フォトコンテストの開催について

5 今後の日程について

第3回 植生技術委員会

日　時： 2月16日（金）13：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成29年度 事業の実施状況について

2 平成30年度 事業計画・収支予算について

3 第33回植生技術講演会について

4 平成30年度 植生施工管理技士研修会について

第3回 事業委員会

日　時： 2月20日（火）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

議　題： 1 平成29年度事業の実施状況について

① Ｈ29年度事業報告

（Ｈ29年4月～Ｈ30年1月）

② 造園技術講演会出席者集計等について

第3回 植生技術委員会

第3回 事業委員会



③ 若手経営幹部研修会からの報告

・Ｈ29年度「建設産業ふれあい展」

・Ｈ29年度　北陸視察研修

2 「緑麗会」（仮称女性小委員会）

3 平成30年度事業計画・収支予算について

第4回 総務委員会

日　時： 2月22日（木）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

議　題： 1 平成29年度 事業の実施状況について

2 事業の進捗状況及び30年度事業について

① ホームページ関係

② 広報関係（北造協ニュース・広報誌「みどり」・フォトコンテスト）

③ 安全等関係（「合同安全大会」・安全手帳の見直し）

④ 研修会関係（経営者研修会）

⑤ 働き方改革に関する調査・研究について

3 平成30年度事業計画について

4 今後の行事予定

第4回事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 2月15日（木）15：00～

場　所： 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（平成30年度事業に向けて）

① H29年度 街路樹剪定講習会

② H29年度 庭園樹剪定技術講習会

③ H29年度 造園界を担う婚活パーティ

2月 各地区の事業報告

第4回 事業委員会

第4回 総務委員会



第1回 建設業社会保険推進北海道地方連絡協議会

日　時： 2月20日（火）11：00～

場　所： 札幌第1合同庁舎　2階講堂

出席者： 約40名（北造協より　廣部総務委員長、堀野専務理事 出席）

平成29年度 植生技術講演会

日　時： 3月1日（木）13：30～17：00

場　所： ホテルポールスター札幌　2Fセレナード

※詳しくは、巻末のチラシをご覧ください。

第3回 企画調整会議

日　時： 3月8日（木）14：00～

場　所： 北造協　事務所

理事会

日　時： 3月16日（金）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

平成30年度 植生施工管理技士研修（基礎講座・応用講座・更新講座）

日　時： 4月4日（水）・5日（木）

場　所： かでる2.7　10階1010、1020、1030 会議室

※ 受講申込締切…3月22日（木）　詳しくは北造協ＨＰ（ご案内）をご覧ください。

平成30年度 若手（新人）社員研修会

日　時： 4月10日（火）～12（木）の3日間（2泊3日）

場　所： 北海道青少年会館コンパス（札幌市南区真駒内柏丘7丁目8-1）

今後の予定（日程順）

関係行政機関・団体の事業報告



CAD同好会　第3回開催

日　時： 3月30日（金）16：00～

場　所： 横浜植木㈱北海道支店　2階会議室（札幌市白石区平和通14丁目北2番16号）

内　容： ㈱岩崎　主催

1部　i-Construction概要と点群処理

2部　働き方改革！「測量とカイゼン と 写真管理のカイゼン」

参加費： 無料

平成30年 合同安全大会

日　時： 3月22日（木）14：00～

場　所： 札幌市産業振興センター　2FセミナールームA（札幌市白石区東札幌5条1丁目）

実施団体： （一社）北海道造園建設業協会、（一社）日本造園建設業協会 北海道総支部、

（一社）日本公園施設業協会 北海道支部、（一社）札幌造園協会

※ 参加申込締切…3月13日（火）

※ 安全標語応募締切…3月8日（木）

平成29年度 経営者研修会（北造協札幌支部）

日　時： 3月9日（金）10：30～

場　所： かでる2.7　730研修室（札幌市中央区北2条西7丁目）

※ 参加申込締切…3月2日（金）

事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 3月9日（金）13：30～

場　所： 北造協　事務所

報告すべき事項はございません。（会員数　75社　2月28日現在）

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）



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、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160号　送信・HP掲載

② 「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

（北海道労働局長より）

③ 「無期転換ルール」及び「無期転換ルールの特例に関する申請」について

（厚生労働省北海道労働局より）

④ 「平成29年度植生技術講演会」について

（北造協より）

⑤ 「H30造園施工管理技術検定試験・実施日程」について

（（一財）全国建設研修センターより）

⑥ 「平成30年度（一社）日本樹木医会北海道支部 講演会の開催」について

（（一社）日本樹木医会北海道支部より）

⑦ 「技能労働者への適切な賃金水準の確保」について

（北海道建設部より）

⑧ 「（仮称）北海道建設産業支援プラン2018」原案について

（北海道建設部より）

⑨ 「無期転換ルール」及び「無期転換ルールの特例に関する申請」に

係る周知について

（北海道建設部より））

その他、随時連絡・ファックスでもご連絡しております。

2月27日

2月26日

2月26日

2月21日

2月1日

2月13日

2月14日

2月5日

2月9日

会員の慶弔等のお知らせ

社名及び代表者の変更

インデックス



広報誌「みどり」第27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57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



平成29年度 植生技術講演会


