
開催日： 3月8日（金）

場　所： ホテル ポールスター札幌　2階「セレナード」　参加者147名

≪第1部≫

時　間： 13：40～15：10

演　題： 「森から海にいたるつながりを重視した緑の必要性」

講　師： 柴田 昌三 氏

（京都大学 大学院地球環境学堂地球親和技術学廊大学院農学研究科森林科学専攻（両任）教授） 

【講演要旨】

　これまで緑化の世界では、対象地のみについて緑の創出や維持を考えていればよかった。しかし、さまざまな災害が
頻発する現在、対象地をとりまく多様な自然環境や社会を視野に入れた緑を考える時代になっている。そのためには、
都市のみ、森林のみ、ではなくそれらのつながり(連環)を理解する必要がある。本講演では、山から海に至る様々な緑
について考察し、そのつながりをどのように考えるべきかを問うてみたい。

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 植生技術講演会

第一部講師 柴田 昌三 氏 第一部 講演会の様子



≪第2部≫

時　間： 15：20～16：50

演　題： 「外来植物とは何か、なぜダメなのか」

講　師： 高橋 英樹 氏（北海道大学 総合博物館（植物体系学） 資料基礎研究系 特任教授 ）

【講演要旨】

日　時： 3月26日（火）14：00～16：00

場　所： 太平洋興発ビル　6階会議室

参加者： 16社（19名）

演　題： 「働き方改革セミナー～実務編～」

講　師： 前田 正秀 氏（㈱クラーク総研　代表取締役社長）

　外来生物とは「もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって意図的・非意図的に持ちこまれた生物種」
とされる。しかし「地域」とはどの範囲を指すのか。外来生物に対応する英語は何なのか。実は「外来生物」という用
語にはさまざまな意味合いが含まれている。日本レベルの「外来植物」の場合は、侵入というよりは帰化という表現が
似合う。ただ最近では、地域の特定植生に侵入し、急激な変化を引き起こす「在来植物」の方が問題となっている。

第二部講師 高橋 英樹 氏 第二部 講演会の様子

働き方改革セミナー～実務編～

会場の様子講師 前田 正秀 氏



日　時： 3月25日（月）16：10～

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30年12月～平成31年2月）の報告について

2 平成30年度「出前講座」の開催状況について

3 平成30年度「建設産業ふれあい展」の開催状況について

4 平成30年度　第2回 経営者研修会の開催状況について

5 平成30年度「植生技術講演会」の開催状況について

6 北海道労働局の助成金を活用しての事業について（案）

7 自主企画国内派遣研修について（案）

≪審議事項≫

1 正会員の入会について

2 事業委員会委員の交代について

3 平成31年度事業計画（案）について

4 平成31年度収支予算（案）について

5 平成31年度定期総会（案）について

6 事務局体制の強化（案）について

平成30年度 緑麗会

日　時： 3月11日（月）18：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成30年度 事業報告について

① 「最初が肝心！造園を知ろう」出前講座への参加

② 日本建築仕上学会 女性ネットワークの会　講演会への参加

③ 「建設産業ふれあい展」への参加

④ 「日造協地域リーダーズ勉強会」などへの参加

3月の会議

緑麗会

第5回 理事会

理事会



2 平成31年度 事業計画について

3 平成31年度 緑麗会 活動計画

4 その他

第1回 役員会議

日　時： 3月12日（火）13：30～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成31年度予算についての検討

2 その他

第3回 企画調整会議

日　時： 3月15日（金）13：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 事業の実施状況について

① 植生技術講演会の

開催状況について

② 平成30年度 第1回緑麗会の開催状況について

2 今後の平成30年度事業の実施について

① 「働き方改革セミナー～実務編～」の開催について

② 第5回理事会の開催について

3 平成30年度予算の決算見込みつについて

4 平成31年度事業計画及び収支予算について

5 平成31年度事業について

① 若手（新人）社員研修会について

② 造園技術講演会について

③ 自主企画国内派遣研修について

6 その他

① 今後の日程について

② 日本造園学会北海道支部への役員推薦の件について

第1回 役員会

第3回 企画調整会議



第5回 植生技術委員会

日　時： 3月20日（水）14：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 植生施工管理技士研修について

2 その他

第2回 若手経営幹部研修会幹事会

日　時： 3月20日（水）17：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 平成31年度の活動方針、事業展開について

① 各幹事からの提案内容の説明・検討

2 その他

緑麗会 大通花壇造成に関する打合せ

日　時： 3月27日（水）10：00～

場　所： 札幌ビューホテル大通公園オードリー

内　容： 平成31年度 緑麗会の活動として

大通花壇に「造園業界の女性がつくる花壇」を

ボランティア花壇として出展する事になり、

その打ち合わせを行いました。

廣部悟志氏 黄綬褒章受章祝賀会（北海道造園緑化関係団体連絡協議会）

日　時： ３月16日（土）18：00～

場　所： 京王プラザホテル札幌　地下1階プラザホール

御来賓： 衆議院議員　　船橋　利実　様

北海道議会議員　　千葉　英守　様

札幌市議会議員　　飯島　弘之　様

北海道建設部まちづくり局長　　永山　秀明　様

札幌市建設局みどりの管理担当部長　　東山　一弘　様

一般社団法人 日本造園建設業協会　会長　和田　新也　様

第5回 植生技術委員会

第2回 若手経営幹部研修会幹事会

緑麗会 大通花壇造成に関する打合せ

関係行政機関・団体の事業報告



平成31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（金）14：30～

場　所： かでる2.7

講　演： 「墜落制止保護具について～フルハーネス型の使用～」

NPO法人北海道安全衛生研究所　深谷 勝重　氏

参加者： 95名

主　催： 北海道造園緑化関係団体5団体

安全標語入選作

優秀賞 慣れと油断が命取り 気づいて防ぐ 安全作業 ㈱四宮造園 四宮　圭一 氏

佳　作 　入選数：10件 --- ---

優秀賞 新たな時代に 変わらぬ決意 安全作業 最優先 ㈱森造園 森　正勝 氏

優秀賞
災害の芽 早めに摘み取る プロの目で
　　　　　　　　　過信はせずに すぐ対策

㈱南香園 鈴木　邦夫 氏

賞 入　選　作　品 会　社　名 氏　名

最優秀賞
小さな変化で 大きな災害 常に変わるぞ
　　　　現場の状況 習慣づけよう 安全確認

㈱ニット
メンテナンス

小笠原　孟 氏

廣部会長と奥様 祝賀会会場の様子



経営者研修会（北造協札幌支部）

日　時： 3月12日（火）10：30～

場　所： 太平洋興発ビル6階　会議室

出席者： 会員33名・講師（札幌市2名）・

事務局1名　計34名

研修内容：

① 平成31年度 札幌市公園緑地整備費と造園工事について

講師：札幌市建設局みどりの推進部　造園担当課長　橋本 雅之 氏

② 平成31年度 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務について

講師：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

特別会員のハスクバーナ・ゼノア北海道支店㈱より、防護服のPR

3月 各地区の事業報告

講師 橋本氏と中西氏

研修会の様子

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

最優秀賞の小笠原氏による

安全決意宣言

NPO法人北海道安全衛生研究所

深谷 氏 会場の様子



第5回 事業委員会（北造協札幌支部）

日　時： 3月28日（木）14：00～

場　所： 北造協　事務室

議　題： 1 造園界を担う婚活パーティーについて

2 経営者研修会について

3 現場代理人研修会について（4/10開催）

4 その他

報告すべき事項はございません。

平成31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（木）・5日（金）

場　所： かでる2.7　10階1010、1020、1030 会議室（中央区北2条西7丁目）

※ 受講申込は締切ました。

平成31年度 若手（新人）社員研修会

日　時： 4月10日（水）～12（金）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）

※ 受講申込は締切ました。

第1回　理事会

日　時： 4月26日（金）16：00～

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17日（金）15：30～

場　所： 札幌パークホテル　3階パークホール（札幌市中央区南10条西3丁目1-1）

※ 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。

北造協同好会からの事業報告

今後の予定（日程順）

第5回 事業委員会



現在、予定はございません。

現在、予定はございません。現在、予定はございません。

平成31年 現場代理人研修会（北造協札幌支部）

日　時： 4月10日（水）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　技術調査担当係長　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14日（火）15：00～

場　所： ホテルポールスター札幌

3月25日の理事会にて承認され、正会員1社が加入いたしました。

・㈱タナカ（正会員）

北造協 会員数　　（4月30日現在　正会員77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　㈱真栄造園　池田社長のご令室　池田　伸子 様　（平成31年3月3日・逝去）

一部を除き、電子メールで配信しております。

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

インデックス



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173号　送信・HP掲載

② 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）

③ （一社）日本樹木医会 北海道支部講演会のご案内

（（一社）日本樹木医会 北海道支部より）

④ GWににおける年次有給休暇の取得促進等について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑤ 解体工事業の追加に伴う経過措置の終了について

（北海道建設部より）

⑥ 「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」の実施について

（北海道労働局より）

⑦ ドキュメンタリー映画『FIVE SEASONS』上映会のお知らせ

（NPO法人ガーデンアイランド北海道様より）

⑧ 建設工事着工期労働災害防止運動の実施について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑨ 北海道みどりの基本方針について

（北海道建設部まちづくり局　公園下水担当課長より）

⑩ 建設業許可等に係る変更届の郵送による受理に関する試行の実施について

（北海道建設部より）

⑪ 平成31年度「外国人労働者問題啓発月間」の実施について

（厚生労働省北海道労働局より）

⑫ 2019年春の全国交通安全運動の実施について

（北海道より）

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29号（新春号）ホームページに掲載中

3月12日

3月11日

3月1日

3月1日

3月1日

3月5日

3月29日

3月12日

3月18日

3月20日

3月20日

3月25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※


