
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、平素から協会運営に格別のご理
解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
　昨年を振り返りますと北海道では、9月5日の「台風21号」に
よる猛烈な風雨により大きな被害を蒙りました。そして、翌6日
未明には、本道初の最大震度7を記録した「北海道胆振東部地
震」が発生し、道内の電力がほぼ全て消失する「ブラックアウ
ト」に陥るなど、過去に類例の無い甚大な被害を受けました。
本紙面をお借りしてこの災害により亡くなられた方々のご冥福を
お祈りするとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げ
ます。

　近年、造園建設業を取り巻く環境は公共事業の縮小や担い手不足、円安などによる資材価格の
高騰など多くの課題を抱えており、厳しい状況が続いております。また、国が進める「働き方改
革」の推進により、時間外勤務の上限規制の厳格化が決められた他、外国人労働者の受け入れに
関する法案の整備など、建設業を取り巻く環境が大きく変化しております。こうした状況を踏ま
えて、北造協では昨年10月と今年1月の2回にわたり、「働き方改革」について専門講師をお招
きして、経営者研修会を開催いたします。

　また、造園建設業界の担い手確保・育成のため、昨年度より農業高校などに出向き直接、造園
建設業の魅力などをＰＲする「出前講座」の開催では、12月10日の当別高校をかわきりに、13
日の岩見沢農業高校、18日の旭川農業高校の3校で実施しました。若手中心の講師陣より受講者
である高校生に近い目線で、造園建設業の魅力や業界人としての誇りややりがいなどを、判り易
くお話をしていただきました。会員企業の皆さまには、出前講座の講師派遣など、並々ならぬご
理解・ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

　当協会では造園技術の研鑽をはじめ、官公庁の皆さまと知識や情報の共有を図り、市民の皆さ
まにもご理解いただく事を目的に、講演会や研修会を開催しております。
　本年3月8日には、「平成30年度植生技術講演会」として、二部構成で植生技術に関する講演
会を開催いたします。入場は無料となっていますので会員・市民・行政機関はもとより、農業高
等学校や専門学校の皆さんにもお聞きいただければと思っております。

　最後になりますが、関係行政機関、関係団体、会員及び道民の皆様のご期待に応えられる協会
として、しっかりと活動を進めてまいりますので、今後ともご理解・ご協力賜りますようお願い
申し上げ、ご挨拶に代えさせていただきます。

一般社団法人北海道造園緑化建設業協会
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第4回　理事会

日　時： 12月7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30年4月～11月）の報告について

2 平成30年度研修会等の開催について

3 平成30年度若手（新人）社員研修会の開催について

4 平成30年度若手経営幹部研修会の開催について

5 平成30年度緑化行政に関する意見交換（要望）について

6 平成30年度「出前講座」の開催について

7 「平成30年度 建設産業ふれあい展」について

8 「平成30年度 第2回経営者研修会」の開催について

9 北海道みどりの景観フォトコンテストの応募数について

審議事項： 1 平成31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30年度役員等意見交換会

日　時： 12月7日（金）16：30～

場　所： ホテルポールスター札幌 3F　多目的ホールＡ
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きして、経営者研修会を開催いたします。

　また、造園建設業界の担い手確保・育成のため、昨年度より農業高校などに出向き直接、造園
建設業の魅力などをＰＲする「出前講座」の開催では、12月10日の当別高校をかわきりに、13
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である高校生に近い目線で、造園建設業の魅力や業界人としての誇りややりがいなどを、判り易
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第4回 理事会・役員等意見交換会

第4回 理事会 第4回 理事会



平成30年度事業に関する意見交換：

1 平成30年度事業について

出前講座リハーサル

日　時： 12月3日（月）16：00～

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

第1回 植生技術委員会

日　時： 12月8日（土）15：00～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 北海道建設部「Ｈ30技術管理関係集」について（報告）

12月の会議

出前講座リハーサル 出前講座リハーサル 出前講座リハーサル

クイズコーナーのリハーサル クイズコーナーのリハーサル

三木顧問・福田顧問 中野顧問・木村顧問 森相談役



2 植生技術講演会の開催について

3 植生施工管理技士研修について

日造協・北造協連絡協議会

日　時： 12月25日（火）16：00～

場　所： 北造協　事務所

議　題： 1 平成30年度「意見交換（要望）」の

実施結果について

2 平成31年度「意見交換（要望）」について

3 その他

≪≪　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

当別高校

日　時： 12月10日（月）13：25～15：15

対　象： 園芸デザイン科　1・2年生（45名）

出前講座の実施

当別高校・出前講座 当別高校・出前講座

日造協・北造協連絡協議会



岩見沢農業高校

日　時： 12月13日（木）13：25～15：15

対　象： 環境造園科　1・2年生（74名）

旭川農業高校

日　時： 12月18日（火）13：25～15：15

対　象： 森林科学科　1年生（40名）

札幌市造園緑化推進議員連合懇談・懇親会（北造協札幌支部）

日　時： 12月3（月）17：30～

場　所： ネストホテル札幌駅前　2階「ましゅうAB」

懇　談： 1 札幌市造園緑化推進議員連盟の

設立について

2 札幌市への

「緑化推進政策に関する要望」について

3 やまぐちの緑化フェア開催概要について

12月 各地区の事業報告

札幌市造園緑化推進議員連盟

懇談・懇親会

岩見沢農業学校・出前講座 岩見沢農業学校・出前講座

旭川農業学校・出前講座 旭川農業学校・出前講座



緑化推進政策に関する要望（北造協札幌支部）

日　時： 12月14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

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。

平成30年度「建設産業ふれあい展」

日　時： 1月12日（土）・13日（日）2日間　10：00～16：00

場　所： 札幌駅前地下歩行空間・北造協ブース（北大通交差点広場・東）

正・副会長会議

日　時： 1月15日（火）13:00～※予定

場　所： 北造協　事務所

平成30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15日（火）16：00～

場　所： ホテルポールスター札幌

平成30年度 植生技術講演会

日　時： 3月8日（金）13：00～

場　所： ホテルポールスター札幌

現在、予定はございません。

北造協同好会（予定）

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

今後の予定（日程順）

緑化推進政策に関する要望



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8日（火）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）

平成31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15日（火）

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。

（12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

・正会員　㈱南香園　専務取締役　村田 澄子 様　（平成30年12月27日・逝去）

・正会員　㈱佐藤萬香園　会　長　佐藤 好司 様　（平成30年12月28日・逝去）

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。）

会員の異動等

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

インデックス



① 「北造協ニュース」第170号　送信・HP掲載

② 平成31年　合同新年交礼会の開催について

③ 平成31年度定期総会及び「新年の集い」の開催について

④ 平成30年度京都・愛知視察研修について

⑤ 平成31年度　新規採用予定等に関する調査について

⑥ 平成30年度土木工事積算セミナー開催のご案内

（（一財） 経済調査会北海道支部より）

⑦ 滝野公園_運営維持管理業務入札実施要項（案）のご意見募集につきまして

（国営滝野すずらん丘陵公園事務所より） 

⑧ 平成30年度第2回 経営者研修会 の開催について

⑨ 年末年始におけるゆとりある勤労者の生活の確保について

（北海道より）

⑩ 平成31年における交通安全運動の推進方針について

（北海道より）

⑪  フォーラムのお知らせ

（札幌市みどりの管理課より）

⑫ 建設工事の適正な施工の確保について

（北海道建設部より）

⑬ 平成30年 日造協『街路樹剪定士』認定研修会の開催について

⑭ 平成30年度『植栽基盤診断士補研修会』開催のご案内

⑮ 【再案内】平成30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）

⑯ 農薬取締法の一部を改正する法律の施行について

（北海道農政部より）

その他、随時連絡・ファックスでもご連絡しております。

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

〃

12月6日

12月14日

12月25日

12月5日

〃

12月11日

〃

〃

〃

〃

12月3日

12月21日

12月20日

〃

12月7日

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※



研修会のお知らせ

人手不足感が強い中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境は、人口の減少や消費税率のアップ、原価・原材
料の高騰や人件費など、諸コストの増加等もあり厳しさを増しています。
このような環境下において、少子高齢化に伴う労働人口の減少など、深刻な労働力不足で「働き方改革」が叫ばれ
る中、中小企業・小規模事業者は業務の効率化や生産性の向上を図り経営力を向上させる必要があります。
「働き方改革」への取組で労働生産性、モチベーション向上、働きやすい職場づくりの好循環を生み出し、人材の定
着・確保をつなげるべく概要やノウハウをご紹介します。

会社名

参
加
者
氏
名

●プロフィール

釧路市生まれ。

北海道教育大学教育学部釧路分校卒業、平成15年に行政書士、平成22年

に社会保険労務士を取得、平成23年に根岸社会保険労務士事務所開設。

平成24年から、金融機関系シンクタンクにて専任研究員・社会保険労務

士として、雇用・労働に関するプロジェクトチーム（北海道委託事業）に加

わり、平成30年4月から北海道労働局委託事業「働き方改革推進支援・賃

金相談センター専門コンサルタント」に就任し、セミナー講師・道内企業へ

のコンサルティング業務に従事している。


