
日　時： 1月15日（月）16：00～

場　所： ホテルポールスター札幌 4F　ラベンダー

出席者： 37名（会員32名、コンサル1名、地方自治体1名、事務局3名）

講　演： 「働き方改革と人材確保」

講　師： 根岸 暢子 氏（社会保険労務士、北海道働き方課企画推進支援・賃金相談センター）

日　時： 1月15日（月）9：10～12：00

挨拶先： 北海道開発局、環境省北海道環境事務所、北海道開発局札幌開発建設部、

北海道総合政策部知事室、水産林務部、建設部、農政部、

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 第2回経営者研修会

国・北海道への挨拶廻り

講師 根岸 暢子 氏 講演の様子 会場の様子



空知総合振興局札幌建設管理部

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）

主　催： 北海道、札幌市

運　営： 事業委員会・若手経営幹部研修会

来場者： 540名（12日）・485名（13日）/　合計1,025名

体験メニュー ① ラジコン重機を使って造園工事体験（あめすくい）

② 造園の作業服（袢纏）を着ての記念撮影

③ 竹を使った工芸製作体験

※ DVD『緑を守るプロになる！』の放映

「チカホ」の大通駅側（北洋銀行前）という場所柄、終始人通りが途切れず賑わっていました。

両日とも天気がよかったこともあり、来場者も延べ1,000名を超えました。

大型ビジョンに北造協作製のDVD『緑を守るプロになる！』も放映し、造園建設業の魅力や

仕事内容を、多くの人たちにＰＲすることができました。

平成30年度「建設産業ふれあい展」

太い竹、切るの大変そう…
半被着てポーズもばっちり！

写真撮影なに作るのかな？大人気の竹細工

ラジコン操作、いがいと難しいな 大賑わいのあめすくい！！
２日間お疲れ様でした！

（13日スタッフで記念撮影）



第2回 正・副会長会議

日　時： 1月15日（火）13：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 第2回 経営者研修会について

2 合同新年交礼会について

3 平成31年度事業計画・収支予算及び平成30年度決算の日程について

4 出前講座の実施状況について

5 若手（新人）社員研修会について

6 その他

① 今後の日程について

② その他

第2回 植生技術委員会

日　時： 1月23日（水）13：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 北海道胆振東部地震復旧における

法面工法について

2 植生技術講演会の開催について

3 その他

第3回 総務委員会

日　時： 1月30日（水）16：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 経営者研修会（働き方改革研修会）

について

2 ホームページの定期更新について

3 広報誌「みどり」の発行について

4 フォトコンテストの審査結果、表彰について

1月の会議

第2回 正・副会長会議

第2回 植生技術委員会

第3回 総務委員会



第2回 企画調整会議

日　時： 1月31日（木）13：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 事業の実施状況について（報告）

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

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

⑥ フォトコンテストの開催結果について

⑦ その他

2 今後の事業の実施について

① 植生技術講演会の開催について

② 合同安全大会について

③ 第2回若手経営幹部研修会（京都視察研修）について

④ 働き方改革セミナー（総務人事担当者向け）

⑤ 平成31年度 植生施工管理技士研修について

⑥ その他

3 平成31年度事業計画・収支予算及び平成30年度決算の日程について

4 平成31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

・若手（新人）社員研修会について

・出前講座

・平成30年 入職者・離職者調査報告書

② 建設残土濾過による新しい吹付工法の提案（植生技術委員会）

5 今後の日程について

6 その他

① 新規会員について

第2回 企画調整会議



「北海道みどりの景観フォトコンテスト」にたくさんのご応募（184作品）をいただきまして、

ありがとうございました。1月15日（火）に審査を行った結果、

特賞は山内佳子様の作品で、タイトル『夏の真駒内駅前並木道』となりました。

1月31日（木）に、協会事務所にて表彰式を行いました。

なお、入選作品の発表は当協会のホームページで、まもなく公開いたします！

是非ご覧ください。

　　　北造協ホームページ　⇒　http://www.hokuzoukyou.or.jp/

≪特賞≫ タイトル：『夏の真駒内駅前並木道』 撮影者：山内 佳子 様

撮影者コメント：やさしい木漏れ日と行きかう人々、真駒内駅前夏の並木道です。

フォトコンテスト審査結果

フォトコン審査の様子 フォトコン表彰式 山内様と廣部会長



≪入賞≫ 並木抉る光跡/木村太亮 様 ≪佳作≫ 龍宮城へ繋がる白樺並木/佐藤靖 様

桜ロード「チリ・オチ」/竹田徹夫 様 紅葉の巨木/山口健一 様

癒しの時間/笹井康夫 様 いちょうの雨/髙橋春美 様

こっちむいて、ハイチーズ/板垣吉春 様 公園通り/吉村登美子 様

晩秋の町/松井亜佐子 様 港の見える坂道/佐川隆博 様

新年度　挨拶廻り（北造協札幌支部）

日　時： 1月22日（火）10：00～

訪問先： 札幌市建設局みどりの推進部、市長・副市長・建設局土木部他

出席者： 佐々木副支部長、廣部会長、古瀬常務理事　計3名

平成31年度 定期総会及び新年の集い（北海道造園懇話会）

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）

出席者： 133名

関係行政機関・団体の事業報告

1月 各地区の事業報告

定期総会 河﨑幹事長

（北海道建設部）挨拶定期総会 会場の様子

河原建設局長と名刺交換 添田みどりの推進局長と挨拶



平成31年 合同新年交礼会（北海道造園緑化関係団体連絡協議会）

日　時： 1月15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）

出席者： 140名（来賓21名、各団体会員他119名）

新年の集い 祝辞

近藤さん
新年の集い 祝辞

近藤さん

新年の集い 祝辞

廣部さん

新年の集い 祝辞

菅原さん

新年の集い 会場の様子

新年の集い 結び

木村さん

祝辞

国土交通省北海道開発局

事業振興部調整官 齋藤 基也 氏

祝辞

北海道建設部

まちづくり局長 永山 秀明 氏

祝辞

札幌市

建設局長 河原 正幸 氏

祝宴乾杯

（一社）日本造園建設業協会

副会長 田丸 敬三 氏

スピーチ

北海道議会造園緑化推進議員会

千葉 英守 氏

スピーチ

北海道議会造園緑化推進議員会

東 国幹 氏



合同安全大会関係幹事会（北海道造園緑化関係団体連絡協議会）

日　時： 1月30日（水）14：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成31年合同安全大会の開催について

2 その他

報告すべき事項はございません。

若手経営幹部研修会「京都・愛知視察研修」

日　時： 2月12（火）～14日（木）

場　所： 京都・愛知

第3回 植生技術委員会

日　時： 2月15日（火）14：00～

場　所： 北造協　事務所

第3回 事業委員会

日　時： 2月28日（木）13：30～

場　所： 北造協　事務所

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）

中締め

（一社）北海道造園緑化建設業協会

相談役 森 正志 氏 会場の様子

合同安全大会関係幹事会



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

※詳しくは、巻末のチラシをご覧ください。

働き方改革セミナー　～総務人事担当者向け～

日　時： 3月下旬に開催いたします

場　所： 未定

現在、予定はございません。

現在、予定はございません。

事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 2月20日（水）14：00～

経営者研修会（北造協札幌支部）

日　時： 3月12日（水）10：30～

岩本 任功様（㈱岩本石庭・代表取締役）は、平成30年12月20日付けで、

当協会の相談役を退任されましたので、ご報告いたします。

北造協 会員数　　（1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

参加申込 受付中

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



・正会員　㈱園建　代表取締役　嘉屋 幸浩氏のご岳父　北原 俊朗 様（平成31年1月25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、1月1日～1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171号　送信・HP掲載

② 建設産業セミナーの開催について

（北海道開発局事業振興部建設産業課より）

③ 広報誌「暴追センターだより」の送付について

（（公財）北海道暴力追放センターより）

⑯ 北造協が関与する「団体保険等」のご案内　※正会員の皆様のみ

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29号（新春号）ホームページに掲載中

1月21日

1月18日

1月4日

1月30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30年度「植生技術講演会」




