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Ⅰ ２０２１年の年頭にあたり 

一般社団法人秋田県造園協会 

会長 加藤 薫 

 

新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様方におかれましては、清々しい新年をお迎えのことと、お慶び申し上げ 

ます。 

昨年は、新型コロナウイルスが世界的に蔓延し、私達を取り巻く社会・経済環境が 

激変し、東京オリンピック・パラリンピックを始め、各種イベント、スポーツ大会等、 

人が集う催しは延期や中止が余儀なくされ、それらに伴う経済の損失は計り知れない 

状況となりました。 

一方そのような状況下において、人々の行動形態・意識などに大きな変化が生じま 

した。自宅で過ごす時間が増え、身近な自然として公園の緑やオープンスペースの重要 

性が認識された年でもあり、協会としても山王官公庁緑地内において公園樹木の剪定 

ボランティアにより貢献したところであります。 

本年はコロナ禍が及ぼす造園業界への経済的影響が、より顕在化してくると思われ 

ます。 

協会としては、公園や緑地、街路樹等は必要不可欠なインフラであることを世に示す

年としなければならないと考えます。そして全面施行された働き方改革の「新・担い手

３法」、建設キャリアアップシステムの普及、外国人労働者のための特定技能制度等へ

の対応も考えていかなければならない課題もありますが、新型コロナウイルス終息を見

据えて、秋田県造園業界が今後取り組むべき方向について、二、三私見を述べさせて頂

くと、まず秋田は大型クルーズ船が寄港する秋田港があります。経済が回復し豊かにな

った外国人インバウンドを対象としてウエルカムガーデンでのおもてなしや、生け花や

お茶、踊り等日本伝統文化継承団体と連携した体験型観光案内等のソフト面への参入も

重要になってくると思います。 



 

また、新型コロナウイルスの影響により変化したライフスタイルへの対応として、 

今後の公園・緑地の利活用の方向性を見据えた、既存施設のリニューアルや一時代を 

先取りした整備方法の提案も必要であると思われます。たとえば、公園の一角に手ぶら

で来れるキャンプ場（食材や器材等全て貸し出せる。）の設置に造園協会が関わって 

いく等。 

さらに、日本庭園を散策したい方には造園業者がガイド（説明案内）を務める等、 

造園技術の教宣にも力を入れていく必要があるのではないでしょうか。 

いろいろと取り組むべき方向や課題が山積しておりますが、これらを克服していく 

ためには 1個人では到底出来るものではありません。協会員一丸となって知恵を出し 

合い、立ち向かっていかなければなりません。今後とも皆様のご支援、御協力をお願い

します。 

最後に、未だ終息の兆しが見えない新型コロナウイルスの影響により、まだまだ 

厳 しい状況が続くと思われますが、感染防止に努めて頂くと共に、ご自身の体調 

管理には十分ご留意くださいまして、皆様にとって本年が明るい年になりますよう、 

ご祈念申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 「心安らぐ緑の空間造り」ボランティア開催 

 

  新型コロナウイルス感染拡大のため、市民の行動にも自粛要請がなされ、行楽の秋に

も関わらず遠出が出来ない状況が続いていることから、心の安らぎや潤いが与えられれ

ばとの思いから、社会貢献事業の一環として令和２年１０月２０日（火）に秋田市山王

官公庁緑地で剪定･整形ボランティア並びに若手の技能講習会を開催しました。 

  最高の天気にも恵まれ、ボサボサ状態の松の木が職人の手によりキレイに整えられま

した。 

  ご協力いただきました皆様に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ「おいしく食べきりごちそうサンデー」で市民に種を配布しました！ 

 

令和２年１０月１８日（日）に秋田市主催の「おいしく食べきりごちそうサンデー」 

が秋田拠点センターアルヴェで開催されました。 

協会からは花と野菜の種等を秋田市環境部都市推進課に寄付し、イベントブース内 

にて一般市民の皆さんに配布してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

協会関連行事 

１０月 ８日（木） Ｗｅｂ会議講習会          林泉会館 会長他 

１０月 ９日（金） 第６回理事会・運営会議合同会議（Ｗｅｂ会議） 会長他 

 日造協東北総支部支部長会議     仙台市  鈴木支部長 

１０月１２日（月） 日造協秋田河川国道事務所へ要望   秋田市  鈴木支部長他 

１０月１３日（火） (一社)秋田県林業コンサルタント創立五十周年記念行事 秋田市 会長 

１０月１５日（木） 秋田県知事へ要望          県庁   会長他 

秋田市環境部へ寄付活動       秋田市役所 玉尾支部長 

１０月２０日（火） 「心安らぐ緑の空間造り」ボランティア事業 山王官公庁緑地 事務局他 

１０月２３日（金） 造園連東北ブロック会理事会     仙台市  松本支部長 

   １０月２７日（火） 全県花だんコンクール        秋田市  会長他 

１１月 ２日（月） 日造協東北総支部支部長会議     仙台市  鈴木支部長 

１１月２５日（水） 緑の募金運営協議会         秋田市  事務局 

 第６回企画・技術委員会       林泉会館 佐々木委員長他 

１１月２６日（木） 建設業法令遵守講習会        秋田市  事務局 

１２月 ３日（木） 造園連事務局研修会議（Ｗｅｂ会議）      事務局 

１２月 ８日（火） 第７回企画・技術委員会（Ｗｅｂ会議）     佐々木委員長他 

１２月１７日（木） ウッドファーストあきた表彰式    秋田市  事務局他 

１２月２１日（月） 第８回企画・技術委員会（Ｗｅｂ会議）     佐々木委員長他 

１２月２３日（水） 水と緑の森づくり基金運営委員会   秋田市  会長 

１２月２４日（木） 秋田市支部理事会          林泉会館 玉尾支部長他 

 

 

１月以降の行事予定 

１月 ５日（火） 日造協 2021造園人の集い        東京都（中止） 

１月１２日（火） 県関係部局新年あいさつ回り      県庁 

１月１３日（水） 第１回企画･技術委員会ＷＥＢ会議 

１月１３日（水）～２０日（水） 職業訓練指導員講習   秋田市 

１月１４日（木） 秋田市役所関係部局新年あいさつ回り  秋田市役所 

１月２０日（水） 穂積もとむフォーラム         秋田市 

１月２５日（月） 秋田市支部監査            林泉会館 

１月２６日（火） 第１回総務･経理委員会         林泉会館 

１月２６日（火） 建災防安全祈願祭           秋田市 

１月２９日（金） 監査、第１回理事会･運営会議合同会議  林泉会館 

２月 ５日（金） 日造協東北総支部交流会        秋田市 

２月１０日（水） 秋田市支部理事会、通常総会      林泉会館 

２月１９日（金）～２２日（月） 第３１回技能グランプリ 愛知県 

２月２６日（金） 造園連伊勢神宮奉納行事造園感謝祭   三重県（本部三役のみ） 

 



 

お知らせ 

 

☆ おめでとうございます！！ 

 ◆玉尾重秋氏（理事兼秋田市支部支部長、(有)玉尾造園土木）が厚生労働大臣 

表彰を受賞されました。 

 １１月１３日（金）に厚生労働省から職業能力 

開発関係で、永年にわたり主席技能検定委員として 

厳正、公正な技能検定試験の実施に視力し、技能 

検定事業の推進に貢献しているとのことから受賞 

されました。 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

◆(株)アーバン造園 がウッドファーストあきた木造･木質化建築賞最優秀賞を 

受賞されました。 

 １２月１７日（木）に秋田県知事から木造･木質化のモデルとなる優れた建築物を表彰 

するウッドファーストあきた木造･木質化建築賞の屋外空間部門で最優秀賞を受賞されま 

した。おめでとうございます。 

 

【受賞作品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

        にかほ市平沢字家ノ後 49-1、木塀 

 

 

 

 

 

 



 

☆ 第５６回「全県花だんコンクール表彰式」について 

  令和２年１０月２７日（火）に開催しました、秋田県花いっぱい運動の会主催の 

 「全県花だんコンクール」内での今年度の特別優秀賞「秋田県造園協会会長賞」は 

 次の団体に送られました。おめでとうございます。 

 

   受賞団体 

 「小倉温泉」（五城目町） 

 

 

 

☆ 「花とみどりのふれあいまつり」について 

  今年度の（公財）秋田市総合公社主催の「花とみどりのふれあいまつり」は、 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。 

 

☆ 令和２年度 街路樹剪定士資格更新手続きについて 

  今年度は本部とのオンライン受講で更新手続きが行えます。 

http://www.jalc.or.jp/sentei/sentei03.html#page03 

 

☆ 県からのお知らせについて 

  ○秋田県建設部より 

・工事請負契約書に添付する契約事項の一部改正について（10/1） 

・工事請負契約書に添付する契約事項の運用基準等の一部改正について（10/1） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたお願いについて（開始 10/1～）（10/1） 

・営繕工事における見積内訳明細書の様式の一部改正について（10/6） 

・建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について（10/8） 

・医療保険の被保険者等記号･番号等の告知要求制限について（10/15） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたお願いについて（開始 12/1～）（12/3） 

・下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について（12/8） 

・県発注工事における下請負人の選定及び資材の調達に関する県内優先の更なる 

促進について（12/8） 

・県発注工事における受注者の除排雪対策への協力に対する配慮について（12/25） 

 

○秋田労働局より 

・令和２年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について（10/30） 

・改正高年齢者雇用安定法の周知･啓発について（11/10） 

・冬期における年次有給休暇の取得促進期間について（11/30） 

 



 

☆ 造園連みどり福祉制度について 

  「みどり福祉制度」は昭和５１年、福祉対策のひとつとして、組合員間の福祉の向上を

助け、親睦をはかるために発足しました。昭和５４年には規定も大きく改正され、組合

員だけでなく、「配偶者給付金」「造園業あとつぎ結婚祝金」のように、給付対象者が 

家族まで広がり、現在まで多数の組合員の方々に給付されています。 

造園連の組合員であれば給付対象になりますので、該当される方は秋田県支部への 

速やかな手続きをお願いします。 

 

   【給付内容】 ①死亡給付金（３万円及び額入感謝状謹呈） 

          ②配偶者死亡給付金（１万円） 

          ③災害見舞金（１万円） 

          ④入院見舞金（１万円） 

          ⑤結婚祝金（２万円） 

          ⑥造園業あとつぎ結婚祝金（２万円） 

          ⑦事業継承勇退（記念品） 

 

 

☆ 「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」について 

   厚生労働省から造園を含む建設業等の労働災害事故の中で最も多い、「墜落・転落事

故」防止に向けた施策が発表されました。従来の安全帯という名称が「墜落制止用器具」

に変更されたほか 6.75ｍ以上の高所で作業する際は、フルハーネス型墜落制止用器具

の使用が義務付けられることとなりました。 

 

詳しくは、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html 

 

※造園連の会員の方は、造園連ホームページの「組合員プラザ」の官公庁からのお知らせ 

からもダウンロードできます。 

 

 

１．安全帯を「墜落制止用器具」に変更します 

    「安全帯」の名勝を「墜落制止用器具」に改めます。 

    「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。 

 安全帯  墜落制止用器具 

① 胴ベルト型（一本つり） ○ 胴ベルト型（一本つり） 

② 胴ベルト型（Ｕ字つり） × × 

③ ハーネス型（一本つり） ○ ハーネス型（一本つり） 

     ※②には墜落を制止する機能がないことから、改正後は①と③のみが 

「墜落制止用器具」として認められることになります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html


 

  ２．墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります 

墜落制止用器具はフルハーネス型原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に 

地面に到達する恐れのある場合（高さが 6.75ｍ以下）は「胴ベルト型（一本つり）を使用 

できます。 

（※現行の構造規格に基づく安全帯（胴ベルト型・フルハーネス型）使用できるのは 2022年 

1月 1日までとなります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◎  造園用フルハーネス型墜落防止用器具の販売開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

造園用フルハーネス型墜落防止用器具が労働安全衛生規則の墜落制止用器具の規格による 

強度試験に合格し、販売することが可能になりました。 

この製品は墜落防止用器具としてだけでなく、胴ベルト型ワークポジショニング作業用の 

伸縮装置付ランヤードによるＵ字吊り作業にも使用できます。 

購入希望の方は販売元に直接申込み（http://shop.kousinen.com/）もしくは協会までご連絡 

ください。 

 

 

 

 

フルボディーハーネスセット 

http://shop.kousinen.com/


 

  ３．「安全衛生特別教育」が必要です 

以下の労働者は、特別教育（学科 4.5時間、実技 1.5時間）を受けなければなりません。 

・墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者。 

「特に危険性の高い業務」とは高さが 2ｍ以上の箇所において、作業床を設けることが 

困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業（ロープ高所作業を除く）などの 

業務をいいます。 

 

 

☆ 三脚の安全使用後付金具の取付の義務化について 

   今後は、すべての三脚に７５度以下に保つ後付金具を取り付けて、使用しないと労働 

安全衛生規則（第５２８条）違反に問われる可能性もあります。 

 

     

 

 

 

 

       

長谷川工業             ハラックス            ピカコーポレーション 

「GSC-240T閉じ止め金具」          「用心棒」          「GM-FSたたまれ止めパイプ」 

 

 

☆ チェーンソーを用いた伐倒作業について 

平成 31年 2月 12日に伐木等作業に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令が 

公布され、8月 1日から一部が施工されています。 

主な改正内容は、 

（１）チェーンソーによる伐木等業務に関する特別教育について、伐木の直径等（大

径木・小径木）で区分されていた特別教育を統合し「造材の方法」及び「下肢

の切創防止用防護衣の着用」を追加して特別教育の講習時間（学科と実技）を

現行の 16時間から 18時間へ 2時間増加する。 

（２）伐木作業等における危険を防止するための規定を次の通り強化する。 

  ①伐木作業において、受け口を作るべき立木の対象を胸高直径が 40cm以上のもの

から 20cm以上に拡大する。 

  ②かかり木の速やかな処理を義務付けるとともに、かかり木の処理における禁止

事項を規定する。 

  ③伐木作業において、高さの 2 倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、

伐倒作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。 

  ④チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に、下肢の切創防止用保護衣の着

用を義務付ける。 

等である 



 

 令和 2 年 8 月 1 日からは、チェーンソーの新たな特別教育が施工されます。この特別

教育は、新たにチェーンソーの資格を取得される方だけでなく、現在、チェーンソーを

使った作業に従事している方全員が対象となるので注意して下さい。 

 

 

☆ 県造協のホームページにもいろいろな情報が載っていますので、 

ぜひご覧ください！！ 

      http://akita-kenzokyo.com/ 

 

 

 ユーザーの皆様へ 造園ワンポイント情報 

   ○「気をつけたい病気と害虫①」－風と光は虫封じ－ 

    害虫が発生する原因を考えると、環境が悪い場合と草花や樹木そのものの体質が

弱い場合とがあります。 

環境が悪い場合というのは、①日当たりが十分でない、②つねにジメジメとし

て湿気が多い、③風通しが悪い、④周囲に枯れ草や枯れ木、ゴミなどがある、とい

うようなことがあげられます。 

狭い場所にたくさんの鉢を並べて育てていると病害虫がふえてくるというの

は、風通しが悪くなり、日に当たらない植物が出てくるからです。鉢の数が整理さ

れ、日当たりが良く風通しも良い清潔な場所にある植物は病害虫におかされにくい

のです。また、日当たりを好むのに日陰で育てられて植物の体質が弱くなったり、

窒素肥料を与えられすぎて葉が大きくなり気孔が広がり病原菌が入りやすくなっ

た植物にも、病害虫が発生することがあります。植物に適した環境と肥料を与えて、

植物の体質を強くしてやらなければなりません。 

（造園連：庭師の知恵袋より） 

 

 

事務局から 

明けましておめでとうございます。 

昨年は新型コロナウイルス感染症拡大のため、計画していた諸行事を開催するこ

とが出来ず、事務局でも一時テレワーク等変則勤務態勢をとらざるを得ない状況で

した。 

なんとか今年はこの新型コロナウイルスが収束し通常業務に戻れることと、東京

オリンピック・パラリンピックが無事開催されることを楽しみにしております。 

今年の冬は大雪の予報が出ていますが、会員の皆様方におかれましては怪我や風

邪、ウイルス感染しないようご自愛頂き、良き年をお過ごしくださいますようご祈

念申し上げます。 

（K・０） 



 


