
開催日： 10月12日（金）

場　所： ホテルホールスター札幌　2階「ポールスターホール」　参加者　128名

≪第1部≫

時　間： 13：35～15：05

演　題： 「日本庭園の育成管理」～保存と活用の実例を交えて～

講　師： 加藤 友規 氏

（学術博士　植彌加藤造園株式会社代表取締役社長／京都造形芸術大学教授）

【講演要旨】

講師は創業170年、代々京都で庭を育んできた植彌加藤造園株式会社の8代目であり、現在は京都造形芸術
大学にて教鞭も執っている。日常業務から文化財庭園の育成管理や近年の作庭事例を交えながら、広く世界
から寄せられる期待や要請など、日本庭園を取り巻く動向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30年度 造園技術講演会

第1部講師 加藤 友規 氏
第1部 講演の様子



≪第2部≫

時　間： 15：15～16：45

演　題： 「みどりと景観のデザイン・マネジメント」～公民連携のまちづくり～

講　師： 坂井　文 氏

（東京都市大学 都市生活学部教授／北海道大学大学院工学研究院客員教授）

【講演要旨】

開催日： 10月30日（火）13：30～15：30

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室　参加者　28名

テーマ： 『働き方改革について』（基本編）

【一部】 「働き方改革へのアプローチ」

講　師： 望月 英嗣　先生（社会保険労務士）

【二部】 「適正な労働時間の管理～トラブルを防止するためにできること～」

講　師： 澤井 利之　先生（弁護士・社会保険労務士）

アメリカとイギリスで学び就業した経験を通して、みどりや景観を取り巻く社会・文化・歴史的な背景を理
解しながら、その先進的な手法がうまれた理由と展開の方策を探ってきました。少子高齢社会において、み
どりと景観の良好な状態をいかに持続可能に形成しマネジメントについてご講演いただいた。

平成30年度「経営者研修会」

第2部 講演の様子第2部講師 坂井 文 氏

一部講師 望月 英嗣 先生 二部講師 澤井 利之 先生



日　時： 10月19日（金）13：30～14：00

場　所： 道議会2F　自民党会議室

オホーツク総合振興局との意見交換

日　時： 10月3日（水）14：00～

網走開発建設部との意見交換

日　時： 10月3日（水）15：00～

旭川道路事務所との名刺交換

日　時： 10月4日（木）13：00～

平成30年度 緑化行政に関する意見交換

渡邊部長へ要望書の手交

オホーツク総合振興局との意見交

網走開発建設部との意見交換

中司政調会長へ要望書の手交 団体政策懇談会の状況

オホーツク総合振興局との意見交換宮下副局長へ要望書の手交

網走開発建設部との意見交換

平成30年度 団体政策懇談会



旭川開発建設部との名刺交換

日　時： 10月4日（木）13：30～

当　方： 旭川道路事務所と同じ

上川総合振興局との意見交換

日　時： 10月4日（木）14：30～

釧路開発建設部との意見交換

日　時： 10月9日（火）13：00～

釧路自然環境事務所との意見交換

日　時： 10月9日（火）13：55～

留萌開発建設部との意見交換上川総合振興局との意見交換 上川総合振興局との意見交換

釧路開発建設部との意見交換 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 釧路自然環境事務所との意見交換



釧路道路事務所との意見交換

日　時： 10月9日（火）14：45～

釧路総合振興局（釧路建設管理部）との意見交換

日　時： 10月9日（火）15：10～

帯広開発建設部との意見交換

日　時： 10月10日（水）10：30～

十勝総合振興局との意見交換

日　時： 10月10日（水）13：10～

函館開発建設部との意見交換

日　時： 10月17日（水）14：00～

釧路総合振興局との意見交換別所副局長へ要望書の手交 釧路総合振興局との意見交換

細井部長へ要望書の手交 帯広開発建設部との意見交換 帯広開発建設部との意見交換

十勝総合振興局との意見交換 十勝総合振興局との意見交換星野副局長へ要望書の手交



函館道路事務所との意見交換

日　時： 10月17日（水）15：10～

渡島総合振興局との意見交換

日　時： 10月17日（水）16：00～

室蘭開発建設部との意見交換

日　時： 10月18日（木）11：15～

胆振総合振興局との意見交換

日　時： 10月18日（木）13：10～

倉持副局長へ要望書の手交

函館開発建設部との意見交換 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 渡島総合振興局との意見交換

室蘭開発建設部との意見交換 室蘭開発建設部との意見交換



室蘭道路事務所との名刺交換

日　時： 10月18日（木）14：10～

苫小牧道路事務所との名刺交換

日　時： 10月18日（木）15：20～

小樽開発建設部との意見交換

日　時： 10月24日（水）13：15～

小樽道路事務所との挨拶

日　時： 10月24日（水）14：05～

小樽建設管理部との意見交換

日　時： 10月24日（水）14：50～

坂野副局長へ要望書の手交 胆振総合振興局との意見交換

小樽開発建設部との意見交換 小樽開発建設部との意見交換

有澤副局長へ要望書の手交 小樽建設管理部との意見交換 小樽建設管理部との意見交換

胆振総合振興局との意見交換



札幌開発建設部との意見交換

日　時： 10月25日（木）13：15～

札幌開発建設部 札幌道路事務所との挨拶

日　時： 10月25日（木）14：30～

若手経営幹部研修会　第1回幹事会

日　時： 10月2日（火）14：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 研修会の開催について

2 平成30年度

北海道建設産業ふれあい展について

3 （公社）日本造園学会北海道支部大会について

4 その他

事業推進委員会

日　時： 10月26日（金）10：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 出前講座のプログラム等について

第2回　総務委員会

日　時： 10月30日（火）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階　会議室

10月の会議

若手経営幹部研修会 第1回幹事会

事業推進委員会

札幌開発建設部との意見交換 札幌開発建設部との意見交換



議　題： 1 経営者研修会(働き方改革研修会)について

2 広報誌みどりについて

3 フォトコンテストについて

4 その他

第2回 総務委員会（北造協札幌支部）

日　時： 10月5日（金）15：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 第2回安全パトロールについて

平成30年度 第2回安全パトロール（北造協札幌支部）

日　時： 10月26日（金）13：30～15：45

場　所： 天神山緑地拡張工事（豊平区平岸1条18丁目）

白菊公園再整備工事（白石区菊水元町7条1丁目）

※評価：札幌市産業振興センター　セミナールーム4

報告すべき事項はございません。

平成30年度 秋季船釣り大会

日　時： 10月13日（土）7：00出港・14：00帰港

関係行政機関・団体の事業報告

北造協同好会からの事業報告

10月 各地区の事業報告

第2回 支部総務委員会

大満足の釣果でみ～んな笑顔

天神山緑地拡張工事説明 白菊公園再整備工事説明

第2回 総務委員会



場　所： 積丹余別漁港→余別沖

参加者： 6名

当初９月8日に予定していた大会が地震や台風の影響を受け中止となり、このたび延期のうえ

開催となりました。

今大会は参加6名と少人数ではあったものの、新会員さんの参加もあり和気あいあいと

した雰囲気でスタートしました。

強風のため風が治まるのを待ち、一時間遅れでの出港となりましたが、

釣果も上々で皆さん大満足の内容。事故や怪我も無く雄えることが出来なによりでした。

次年度も引き続き開催を

予定しておりますので、

皆さまの参加を

お待ちしております！

平成30年度「建設産業ふれあい展」に係る打合せ

日　時： 11月1日（木）10：00～11：30

場　所： 道庁別館西棟3回　1号会議室（中央区北3西7）

第2回　事業委員会（若手経営幹部研修会合同）

日　時： 11月8日（木）15：00～

場　所： 太平洋興発ビル6階　会議室

第1回　若手経営幹部研修会（勉強会）

順　位 氏　名 所　　属
3尾総重量

（㎏）
魚種身長
（㎝）

優　勝 岡崎　康司 ㈱山吉高島造園 15.40 75.0

準優勝 市川　俊明 ㈱市川造園 15.15 80.0

３位 佐々木　一敏 ㈱サンコー緑化 12.70 66.0

４位 竹村　繁明 岩崎造園土木㈱ 12.70 73.0

B.B 宮前　和史 ハスクバーナゼノア 7.60 59.0

B.M 荒木　俊一 5.40 47.0㈱サンコー緑化
大漁大漁

イカも釣れました！ ずっしり重～い

今後の予定（日程順）



日　時： 11月14日（水）15：30～16：30

場　所： 太平洋興発ビル6階　会議室

テーマ： 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について」

講　師： 環境省北海道環境パートナーシップオフィス　大崎 美佳  氏 

会　費： 5,000円（懇親会費含む）

北海道開発局、環境省道環境事務所

日　時： 11月7日（水）

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

幹事会（北造協札幌支部）

日　時： 11月16日（金）15：00～

報告すべき事項はございません。

（10月31日現在　正会員76社/特別会員6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

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

意見交換（要望活動）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168号　送信・HP掲載

② 自然災害等に係る対策への協力について

（北海道建設部より）

③ 平成30年度北海道最低賃金周知用ポスターの掲示依頼等について

（北海道労働局より）

④ 一造会大賞など、イベントのご案内と参加のお願い

（一造会事務局より）

⑤ 平成30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

（建設産業交通安全推進北海道本部より）

⑥ 生産性・品質向上のためのIT活用セミナーの開催について

（北海道職業能力開発協会より）

⑦ 建設産業女性活躍推進セミナーの開催について

（北海道建設部より）

⑧ コンプライアンス推進に係る取組ついて

（北海道開発局より）

⑨ 最低賃金の引上げに向けた中小企業・

小規模事業者支援事業等の資料送付について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑩ さっぽろ花と緑のまちづくり講演会2018

（札幌市より）

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28号（夏号）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

10月1日

10月1日

10月26日

10月23日

10月25日

10月1日

10月12日

10月1日

10月1日

10月1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※






