
開催日： 3月1日（木）

場　所： ホテル ポールスター札幌　2階「セレナード」　参加者89名

≪第1部≫

時　間： 13：40～15：10

演　題： 「自然の力に委ねた自然再生-目標設定と評価方法-」

講　師： 森本 淳子氏（北海道大学大学院農学研究院 准教授）

【講演要旨】

前半では、埋土種子や種子散布の実態を踏まえて、現場での植生回復を考察した事例を、後半では、目標設
定と評価方法に用いた具体的な調査と解析の手法をご紹介いただき、現場（のり面・荒廃地）の緑化事業で
予想される結果との対比も踏まえつつ、最近のご研究の事例を挙げて、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
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総務委員会

平成29年度 植生技術講演会

講師 森本淳子氏 第一部 会場の様子



≪第2部≫

時　間： 15：20～16：50

演　題： 「北海道産種子に挑む 法面緑化用自生種植物種苗の採取」

講　師： 福田 尚人氏（㈲開成舎　取締役社長）

【講演要旨】

日　時： 3月16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29年12月～平成30年2月）の報告について

2 「出前講座」の実施状況について

3 建設産業ふれあい展の開催状況について

4 経営者研修会の開催状況について

5 第2回若手経営幹部研修会「北陸視察研修」の実施状況について

6 植生技術講演会の開催状況について

7 合同安全大会の開催について

8 植生施工管理技士研修会について

北海道における法面緑化は、寒冷地域特有の侵食・崩壊形態が認められるため、地域の自然環境に適応した
自生種植物がふさわしいが、工事コスト上昇を含む従来の法面緑化システムからの転換など難しい課題も多
くある。以上の課題に取り組んできた北海道の自生種導入事例として、法面緑化用植物種の選択、種苗採取
など一連の活動を具体的にご講演いただいた。

第二部 会場の様子講師 福田尚人氏

第3回 理事会

第3回 理事会



9 経営者研修会、造園技術講演会及び植生技術講演会について

10 北海道労働局の助成金を活用しての事業について

11 北海道150年事業について

審議事項：

1 定款の一部改正について

2 常勤の役員の報酬等に関する規程の一部改正について

3 平成30年度事業計画について

4 平成30年度収支予算について

5 平成30年度定期総会について

6 次期役員選考委員会の設置について

第3回 企画調整会議

日　時： 3月8日（木）14：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 事業の実施状況について

① 平成29年度事業報告及び

収支予算執行実績報告（2月末）について

② 経営者研修会の開催状況について

③ 第2回若手経営幹部研修会「北陸視察研修」の実施状況について

④ 植生技術講演会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 第3回理事会について

② 合同安全大会の開催について

3 平成30年度事業計画・収支予算について

4 平成30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 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

3月の会議

第3回 企画調整会議



③ 北海道労働局の助成金を活用しての事業について

5 今後の日程について

第4回 植生技術委員会

日　時： 3月23日（金）14：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 第33回植生技術講演会の

結果報告について

2 平成30年度 植生施工管理技士研修の実施に向けて

① 植生施工管理技士研修実施要領

② 植生施工管理技士研修 受講一覧

③ 植生施工管理技士研修 日程

④ 植生施工管理技士研修テキスト

⑤ 植生施工管理技士研修決算書（案）

3 その他

第1回 緑麗会

日　時： 3月26日（月）17：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 事業委員会「女性小委員会」の経緯

2 今後の取り組みついて

3 その他

事業委員会 役員会

日　時： 3月30日（金）13：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成30年度「造園技術講演会」

講演テーマについて

第4回 植生技術委員会

第1回 緑麗会

事業委員会 役員会



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

参加者： 46名

研修内容：

札幌市の平成30年度 みどりの推進部予算概要

1 造園工事の概要について

（札幌市建設局みどりの推進部　事業推進係長　平野 智之氏）

2 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）

第5回 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

議　題： 1 現場代理人研修会について

① 日時

② 場所

③ 研修内容の課題と進め方について

第6回 事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 3月28日（水）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 実施要領

② 会員参加者

（グループ分け・質問内容）

③ 研修会概要（進行役・開会挨拶と閉会挨拶）

④ 配布資料

2 懇親会

① 参加者の席決め

3月 各地区の事業報告

第5回 事業委員会

第6回 事業委員会



3 アンケート

平成30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22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）

講　演： 「職場の災害リスク低減に向けて」

NPO法人北海道安全衛生研究所　所長　池田 和博氏

参加者： 99名

主　催： 北海道造園緑化関係団体4団体

安全標語入選作

後藤 明氏

佳　作 　入選数：10件 --- ---

優秀賞
　心のあせりで事故のもと、心のゆとりで
　　　　　　　　　　　　　安全作業

マルミプラス㈱ 松井 睦文氏

優秀賞
　過去から学ぶ安全意識　未来へつなぐ
　　　　　　　　　　　　　予測と行動

㈱森造園 髙橋 拓巳氏

賞 入　選　作　品 会　社　名 氏　名

最優秀賞
　分かるだろう、気付くだろうが事故の元
　　　　　　　　　　その一声で　無災害

札幌齊藤木材㈱ 岩本 充洋氏

優秀賞
　慣れた時こそ再確認『点検』『見直し』
　　『危険予知』　指差し呼称で無災害

雪印種苗㈱

関係行政機関・団体の事業報告

国交省 北海道開発局事業振興部

都市住宅課 課長補佐 谷氏

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 河﨑氏

札幌市建設局みどりの推進部

造園担当課長 橋本氏



CAD同好会　第2回例会

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： ㈱建設システム　大平氏による技術講習会

① 建設システムと働き方改革

② ICT活用

③ デジタル工事写真

参加者： 9名

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

事業推進委員会

日　時： 4月10日（火）15：00～

場　所： 北造協　事務所

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）

NPO法人北海道安全衛生研究所

所長 池田氏

最優秀賞の菅原氏（代理）による

安全決意宣言
会場の様子

北造協同好会からの事業報告



第4回 理事会

日　時： 4月27日（金）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

定期総会・理事会・懇親会

日　時： 5月18日（金）15：30～

場　所： ホテルモントレエーデルホフ　12階　ルセルナホール

※ 定期総会・懇親会のご案内は、後日郵送にてお送りいたします。

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

平成30年 現場代理人研修会（北造協札幌支部）

日　時： 4月6日（金）研修会13：30～／懇親会17：00～

場　所： ホテル ポールスター札幌　研修会：4Fラベンダー／懇親会：4Fライラック

講　師： ・札幌市財政局工事管理室技術管理課　土木検査員担当係長　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： 研修会費無料（懇親会参加費￥3,000-）

定期総会（北造協札幌支部）

日　時： 5月8日（火）15：00～

場　所： ホテルポールスター札幌

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）



3月31日をもって、次の特別会員が退会されました。　

・丸松土石㈲（特別会員）

≪3月末の会員数　正会員75社／特別会員4社／賛助会員8社（者）≫

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161号　送信・HP掲載

② 「北のガーデンシティをめざして」　

花と緑のまちづくり推進シンポジウムの開催ご案内

（(株)きゃろっと・内倉眞裕美様より）

③ 「平成30年春の全国交通安全運動の実施」について

（北海道環境生活部くらし安全局道民生活課より）

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

3月1日

3月9日

3月16日

会員の異動等

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

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※


