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協会活動

　県との意見交換会は、我々造園業界の声を県の関係部局（県土整備部、農林水産部、総務部、企業局）幹部の
皆さんに直接届ける場として毎年開催しています。
　本年度は、９月９日（木）県との意見交換会を予定していましたが、８月新型コロナウイルス感染症緊急事態
宣言が発令されたあとも、急速な感染拡大が見られ感染リスクが危惧されるため意見交換会を中止しました。
　後日、県から「海岸保安林の再生」「少子高齢化・地域防災に対応した公園再整備計画検討プロジェクト」「門
松づくり講習と寄贈」などの主要事業の活動に関連する要望とともに会員から寄せられた「公園緑地・景観整備」
「造園業の育成」「働き方改革の推進」「グリーンインフラの推進」等２９項目の質問・要望について回答を寄せて
いただきました。

千葉県関係部局との意見交換会

県からの説明の要旨協会の質問・要望項　目

＜森林課＞九十九里地区の保安林整備の進捗状況ですが、津波対策と
しての砂丘の整備を重点的に実施し、平成２７年度までに約１３キロメー
トルを完了しています。
　森林整備については、ボランティア等によるものも含め、平成２４年度
から令和２年度までに約１３４ヘクタール実施し、進捗率は全体計画に対
し約５５パーセントとなっています。
　平砂浦地区の進捗状況ですが、森林整備については、ボランティア等
によるものも含め、平成２４年度から令和元年度までに約２９ヘクタール
実施し、進捗率は約５０パーセントとなっています。
　今年度は、両地区とも植栽を予定しております。

①九十九里地区及び平砂浦地区の保安林整備の進捗状況はどの
ようになっていますか。
　また、今年度はどのような整備を行う予定ですか。

Ⅰ 海岸保安林の再
生活動

＜森林課＞現在は、植物の生育環境として厳しい海岸の前線部（砂丘裏
法面端から１００ｍ未満程度の範囲）や、景観として松林が求められる箇
所については、クロマツの植栽を進めていますが、前線部より内陸側に
ついては、マツクイムシの被害や生物多様性を考慮して、広葉樹を導入
することとしています。
　このため、森林研究所と協力し、「海岸防災林の広葉樹化方針（素案）」
を作成し内容について検討を行っているところです。
　今後の見通しですが、九十九里地区だけでも、海岸最前線部（砂丘裏
法面端から５０ｍの範囲）の植栽必要エリアが約５０ヘクタール、その後ろ
の５０～１００ｍの範囲においても約４０ヘクタールが存在しているため、今
後５年以上の期間は、前線部のクロマツの植栽を優先して進めて行く
こととなります。
　その期間中に、その後に控えている広葉樹の植栽に備え、植栽方法を
確立していきたいと考えております。
　部会等の開催については未定ですが、研究成果についてはある程度
まとまった段階で、情報提供していきたいと考えており、皆様からのご
意見等についても随時伺わせていただければと考えております。

②広葉樹導入の検討状況について教えてください。
　また、海岸前線部より内陸側についてはいつどのように進め
ていくお考えですか。
　今後の見通しなどの共通認識を持つ場として海岸県有保安林
再生部会等の開催をお願いします。

＜森林課＞指名競争入札は、工事の規模、適切な工期の確保、進入路の
確保状況等、現場の状況に合わせて選択しています。
　引き続き、関係法令、県の基準等に則り、事業の執行を進めてまいり
ます。

③北部林業事務所防災林造成工事の発注件数が減少傾向にある
中、令和３年度発注見通し（７月時点）では、９件のうち７件
の入札方式が一般競争となっています。
　この状況は、建設工事の担い手を育成・確保し工事の品質向上
等を図るとした担い手３法（品確法と建設業法・入契法の一体
的改正）の行政の責務に逆行しています。
　北部林業事務所では、数年前年間２０件を超える防災林造成工
事の入札が指名競争で行われてきました。
　つきましては、一般競争入札方式を発注件数が増加し、より
多くの造園業者の受注機会確保・育成が可能となります指名競
争入札方式に変更することを強くお願いします。

＜森林課＞今年度の抵抗性クロマツコンテナ苗木の供給量は、苗畑の
確保が困難になったため、約２万６千本に留まり、県内産苗木の公共事
業の必要量に対して供給量が不足する見込みとなっており、県外産苗
木の調達が必要な状況となっております。
　令和２年度の北部林業事務所管内の活着率は、４箇所のデータ集計
となります。現場ごとの活着率は、９９.９パーセント～９８.５パーセントで
平均すると９９.４パーセントでした。

④北部林業事務所防災林造成工事では、抵抗性クロマツのコン
テナ苗が使用されていますが、今年度の抵抗性クロマツコンテ
ナ苗の供給量はどの位を予定していますか。
　また、令和２年度の活着率はどの位ですか。

【協会の主な事業と要望等】
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県からの説明の要旨協会の質問・要望項　目

＜公園緑地課＞公園施設の老朽化が進む中で、国の交付金により公園
施設の長寿命化計画の策定や、それに伴う公園施設の改築・更新に取り
組んでいる市町村は、令和元年から令和３年度の３年間で１７市あり、長
寿命化対策に係る事業費の推移は増加傾向にあります。
　また、今後の新規地区の見通しとして、来年度は１市１公園を予定し
ております。
　なお、「公募設置管理制度（Park-PFI）」を活用し、公園を再整備して
いる市町村が２市あります。
　県としましても、必要に応じ、円滑な事業実施に向けて、助言等を
行ってまいります。

①県が支援助言し推進している市町村が行う都市公園の再整備
事業に係わる、最近３年間の事業費の推移と今後の新規地区の
見通しについてお伺いいたします。

Ⅱ 少子高齢化に対
応した公園再整
備計画検討プロ
ジェクト活動

＜公園緑地課＞県では、都市公園法の改正を受け、県立都市公園の魅力
向上や利活用の促進のため、民間活力を活用した公園の整備・管理等の
導入に向けた取り組みを進めることとしています。
　平成３０年度には柏の葉公園において、民間事業者とのヒアリングに
よるマーケットサウンディング調査を実施し、地元市や有識者からも
意見をいただいたところです。
　現在は、コロナ禍の影響もあり、社会情勢等も大きく変化しているこ
とから、民間事業者の意向の把握に努めており、民間活力の導入に向け
手続きを着実に進めてまいります。
　また、他の公園についても、民間活力を活用した公園の整備・管理等
の導入についての検討を行っていきたいと考えております。

②県立都市公園における民間活力による公園の再生・活性化に
ついては、具体的にどのような展開を図っていくお考えですか。

＜公園緑地課＞県立都市公園では、平成７年度に施行された「千葉県福
祉のまちづくり条例」に基づき、建物の出入り口や通路、トイレなどの
公園施設でバリアフリー化を実施しており、今年度は県立行田公園で、
車椅子対応のトイレの改修を実施しています。
　また、障がいのある子もない子も一緒に遊べる公園への取組みは、大
変重要であると認識しており、県としても先行事例を調査・研究すると
ともに、市町村に対しても県の得た情報の提供を行うなど支援をして
まいります。

③東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、各
地の公園においてバリアフリー化が図られたことと思います。
　県内では、どのように進みましたか。
　また、バリアフリー化をさらに発展させた障がいのある子も
ない子も一緒に遊ぶことができるインクルーシブ公園の取組が
東京都内などで始まりました。
　県は、インクルーシブ公園の整備推進についてどのようにお
考えですか

＜建設・不動産業課＞「ミニ門松」づくりは、県民参加型のイベントと
して、ＣＣＩちばの事業においても建設業の魅力向上に資する重要な
取り組みの一つであり、また、参加された方々からも大変好評を得てい
るところです。
　講習会の一般募集につきましては、ＣＣＩちばのホームページに掲
載するなど、協力させていただきます。

①「ミニ門松」はＣＣＩちばの事業として取組みますので、一
般募集について県のご協力をお願いしたい。

Ⅲ 門松づくり講習
と寄贈

＜建設・不動産業課＞昨年も、県庁本庁舎正面玄関ほか関係施設に門松
を寄贈していただきまして、誠にありがとうございます。
　寄贈された施設では、大変喜び、感謝しておりました。
　今年度の寄贈につきましても、これまで同様、引き続き仲介させてい
ただきます。

②昨年同様、寄贈先との仲立ちをお願いしたい。

＜管財課＞　緑地管理業務のうち、専門的な技能を必要とする業務は、
発注所属において、「造園技能士の資格者を有する者であること」など
の入札参加資格要件を設定しております。
　今後とも、適正な業務の履行の確保や入札の公平性・競争性などに配
慮しつつ、入札制度の適切な運用を図ってまいります。

（造園技能検定講習）
①印旛沼下水道事務所等において造園技能士を入札参加資格要
件に位置づけていただき大変感謝しております。 
　また、有資格者にとって励みにもなっています。
　専門的な技能を必要とする業務においては、造園技能士を入
札参加資格要件とするように配慮していただきたい。

Ⅳ 造園技術の向上

＜公園緑地課＞造園技能士は、公園・緑地に係る整備や管理を行う上で
重要な資格であると認識しており、県といたしましても職員の技術の
向上の観点から、庁内の職員に講習会への積極的な参加を呼びかけて
まいります。

（造園技能検定講習）
②造園技能士の資格についてご理解をいただくため、県担当者
の皆さんにも造園技能検定試験講習会の視察をお願いしたい。

＜管財課・道路環境課＞一般競争入札における入札参加資格要件につい
ては、発注所属において業務内容に応じて設定しております。
　今後とも、適正な業務の履行の確保や入札の公平性・競争性などに配
慮しつつ、入札制度の適切な運営を図ってまいります。
　また、街路樹剪定士の資格概要等について、県担当者に周知してまい
ります。

（街路樹剪定士研修会・認定試験等）
①葛南土木事務所等において街路樹剪定士を入札参加資格要件
に位置づけていただきありがとうございます。
　街路樹剪定業務については、良好な景観を保全するため県の
全機関で街路樹剪定士を入札参加資格要件とするようにお願い
したい。
　また、街路樹の倒木等を防止する街路樹の簡易診断に街路樹
剪定士の活用をお願いします。

＜道路環境課＞研修会の開催について、より多くの県担当者に参加し
てもらうため、関係各課と連携し周知してまいります。

②県担当者の皆さんにも街路樹剪定士研修会に参加していただ
き、街路樹剪定士制度等についてご理解願いたい。

＜建設・不動産業課＞入札参加資格要件については、発注所属において
工事内容に応じて設定しているところですが、一部の業者に参加資格
が限定されないよう十分配慮することとなっています。
　植栽基盤診断士については、今後活躍が期待される資格と思われま
すので、当該資格の普及状況などを注視しつつ、その活用について検討
してまいります。

③街路樹の植え替えあるいは公園再整備が見込まれるなか、植
栽土壌のスペシャリストとして植栽基盤診断士による提案が期
待されています。
　県発注工事の入札公告等に植栽基盤診断士を明記していただ
きたい。（国、URでは採用しています。）
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県からの説明の要旨協会の質問・要望項　目

＜管財課＞令和２年度の公園緑地等に係る維持管理業務で、特定委託
業務として入札を実施し落札決定した件数は５７２件でした。
　そのうち、低入札価格調査制度を適用した件数は２１件で、調査基準価
格を下回った価格で落札したものは、１件ありました。
　なお、平均落札率は９２.９％で、最高は１００％、最低は７９.６％でした。
（参考：企業、病院局を除くもの）

①当方で確認できた範囲では、低入札価格での落札件数は少な
く落札率も８０％に近いものと認識しています。
　令和２年度の公園緑地等に係る維持管理業務での落札件数、
その内低入札価格での落札件数と落札率（最高、最低、平均）
を教えて下さい。

Ⅰ 入札等について
　 要望１

＜管財課＞県では、ダンピング受注防止や従事者の労働環境の維持を
図るため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を採用していま
す。
　緑地管理業務等の特定委託業務については、予定価格が１,０００万円以
上の
案件に低入札価格調査制度を適用しており、予定価格の１００分の７０未満
の者を失格とし、１００分の７０以上８０未満の者について調査を実施し、適
正な履行が確保されると判断した場合に、落札者としているところで
す。
　適正な履行が確保されているかを確認するために低入札価格調査制
度を行っていることから、今後とも、入札の公平性・競争性などに配慮
しつつ、入札制度の適切な運用を図ってまいります。

②担い手の中長期的な育成・確保のため、適正な利潤が確保でき
るように予定価格の１００分の７０以上８０未満の者について調査す
る低入札価格調査制度を廃止し、予定価格に１００分の８０を乗じて
得た額を最低制限価格としている最低制限価格制度のみの運用
にしていただきたい。

＜公園緑地課＞発注する公園工事については、一体施工の必要性を考
慮する工事もありますが、できるだけ分離発注をするよう努めている
ところです。
　今後も、庁内で情報共有を行うとともに、県内業者の発展に考慮しつ
つ、公正性や品質確保を図りながら、適切な制度運用に努めてまいりま
す。

①発注される建築土木工事に造園工事の仕事があっても建築土
木業者に一括発注されている場合が見受けられます。
　造園業者は下請け業者となり、工事価格や代金の支払いなど
のリスクまた、価格の透明性や品質確保などでも問題が生じる
恐れがあります。是非、造園工事の分離発注をしていただきた
い。

　　要望２

＜公園緑地課＞八千代広域公園の村上側は、供用済であり、萱田側につ
いて、引き続き用地買収を進めるとともに、一部の造成工事に着手した
ところです。
　市野谷の森公園の第１期区域については、年度内の供用開始を目指
し、残る園路・広場の整備を行っております。また、残りの区域につい
ては、年度内の事業認可取得に向けて、関係機関との協議を行っており
ます。
　長生の森公園は、一期区域に加え、二期区域の多目的広場を含む一部
を供用しており、今年度は二期区域の調整池整備工事や管理棟建設工
事を行っており、引き続き事業を推進してまいります。
　各県立公園の長寿命化対策事業については、長寿命化計画に基づき、
昨年度は　野球場スタンドベンチの更新等を行い、今年度は噴水設備
改修等を行う予定です。今後も引き続き、長寿命化計画に基づき、公園
施設の改修を実施してまいります。

①実施中の県立都市公園整備事業（八千代広域公園、市野谷の森
公園、長生の森公園、各公園の長寿命化対策事業等）の進捗状
況と完了の予定について教えてください。

Ⅱ 公園緑地・景観
整備等について

＜企業局土地管理部＞今年度以降の緑化事業については、特に予定は
ありません。
　なお、企業局土地管理部で保有している土地については、引き続き、
除草・伐採等の業務委託を発注し、適正な維持管理に努めてまいります。

②千葉県企業局土地管理部の本年度の緑化事業の内容と今後の
見通しについて　　教えてください。

＜環境生活部自然保護課＞千葉県自然環境保全条例に基づく緑化協定
については、公害又は災害の防止、その他良好な生活環境を維持するこ
とを目的としており、工場用地及びその他の用地（物流倉庫等）では面
積１ヘクタール以上、住宅用地では１０ヘクタール以上と、比較的大きな
敷地面積の場合を対象にしています。また、大型ショッピングセンタ
ーは対象としていません。
　一方、都市部の市では条例や要綱により、より小さな面積（千葉市で
は５００平方メートル以上）から幅広く事業所を対象にしている場合や、
緑地率が県の基準よりも高い場合もあります。
　以上のように、地域の状況に応じて、県、市町村のそれぞれで緑化制
度を設けているところであり、引き続き、市町村とも連携して緑化の推
進に努めてまいります。

③大型ショッピングセンターや民間の住宅地開発において、建
物と駐車場を広くとり緑地面積がほとんどありません。都市部
も地方部も関係なく緑化協定の緑地率は高く、対象面積は小さ
くして、緑地面積の確保に力を入れていただきたい。

＜公園緑地課＞県立都市公園については、現在、八千代広域公園、市野
谷の森公園、長生の森公園の３公園の整備を進めるとともに、既設の都
市公園では、公園施設の長寿命化計画に基づき、施設の改修や更新等を
行っているところです。
　建設業許可事務ガイドラインに基づいて発注するよう土木事務所と
共有したところであり、今後も適切に公園工事を発注してまいります。

①県の公園整備工事は、昨年度３６件、今年度当初発注見通し（７
月時点）では２７件と少ない中にあって、造園工事としての発注予
定は１０件で１７件は土木工事一式工事などの他工種となっており、
造園業者は入札に参加することができずに排除されています。
　このような状況は、造園業者の現場での工事経験が少なくな
り、施工管理能力や造園技術力の低下が非常に心配されます。
　また、若い技術者の人材育成・技術の継承が何よりも難しくな
り、このままだと近い将来、公園の整備・長寿命化などによる
美しい公園づくり等の景観整備の品質確保を十分に果たすこと
ができるのか強く懸念されます。
　今年度発注予定の公園整備工事は、国土交通省の「建設業許可
事務ガイドライン」に示されている造園工事の内容、例示、区
分の考え方に概ね該当するものと考えています。
　つきましては、公園整備工事においては極力造園工事として
発注していただきたい。

Ⅲ 造園業の育成に
ついて

【会員から寄せられた意見や要望】
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県からの説明の要旨協会の質問・要望項　目

＜公園緑地課＞幕張海浜公園や柏の葉公園においては、日本の伝統文
化に身近に触れられる場として「日本庭園」が整備され、多くの県民に
利用されているところです。
　「伝統技能の伝承や職人の育成」については、県としても大変重要だ
と考えますので、具体的な研修内容については、ご相談していただきた
いと考えます。

②造園は建築と違い、感覚的で自然任せなところがあります。
若い職員にはまず、草木を好きになってもらいたい。我々がど
うやって造園の魅力を次世代に伝えアピールするかに知恵を絞
り、選ばれる職能にしていくかが重要であると考えています。
　また、国交省が行っている労務費調査の調査対象職種の定義・
作業内容に記載されている造園工を見てみると、「造園工事につ
いて相当程度の技能を有し、・・・」と記載されているので、普
通作業員や軽作業員とをしっかり区別することも大切であると
考えています。
　そこで、「伝統技能の伝承や職人の育成」の観点から、県所有
の県立公園等で、日本庭園を協会がお借りして、若手技能者の
育成のため、見本庭園として維持管理等の技能研修をすること
は可能でしょうか。

Ⅲ 造園業の育成に
ついて

＜技術管理課＞工期の適正化については、平成２９年度から、準備期間や
後片付け期間、雨休率（雨天日・土日祝日を考慮）等を設定し、週休２
日を考慮して、適切に工期を設定しています。
　県では、働き方改革の実現や職場環境の改善など、将来の担い手確保
に向けた取組として、平成２７年度から完全週休２日制モデル工事を試
行しており、平成２９年８月からは、完全週休２日制を達成した場合には、
共通仮設費及び現場管理費を補正しています。
　令和元年８月からは、週休２日の実施に伴い必要となる経費を適切
に計上できるよう、「週休２日制適用工事試行要領」を制定し、共通仮
設費、現場管理費に加え、労務費、機械経費についても、現場の閉所状
況に応じた補正を行っています。
　県土整備部では、更なる普及促進に取り組むべく、令和３年度の発注
者指定型の発注目標工事件数を昨年度の約６００件から、対象工事の概ね
７５％の約９００件に増やしています。
　引き続き、受注者に対して週休２日の導入を呼びかけるなどにより、
週休２日の意識の醸成を図り、更なる普及に努めてまいります。

①県は、工期の適正化にどのように取組んでいますか。
　また、週休２日制を定着する取組みとどの程度定着が図られ
ていると考えていますか。

Ⅳ 働き方改革の推
進について

＜技術管理課＞県では、働き方改革の実現や職場環境の改善など、将来
の担い手確保に向けた取組として、施工時期の平準化を進めることが
必要であると考えています。
　国が公表している千葉県の平準化率は、いわゆるゼロ債や２カ年債
務の活用などに取り組んだ結果、平成２９年度が０.５８、平成３０年度が０.６０
と改善されており、令和元年度は、０.６５と更なる改善が見られました。

②県は、公共工事の施工時期の平準化に向けどのように取組ん
でいますか。
　また平準化率はどのように推移していますか。

＜森林課＞令和３年度の森林環境譲与税の譲与額は昨年度とほぼ同額
であり、県への譲与額は、約１億１,７００万円が見込まれています。
　市町村への譲与額の合計は、約６億６,２００万円が見込まれており、１
市町村当たりの平均額では、約１,２００万円となります。
　市町村では、森林整備として、計画作成等の事前準備や森林整備の実
施、台風等による倒木等の伐採及び植栽やナラ枯れ被害の調査や作業
を委託、補助により進めています。
　また、人材育成としてボランティア団体への研修や木材利用・普及啓
発として公共施設等への木製品の導入、環境整備等に森林環境譲与税
を活用しています。補助により進めています。
　また、人材育成としてボランティア団体への研修や木材利用・普及啓
発として公共施設等への木製品の導入、環境整備等に森林環境譲与税
を活用しています。
　県では、市町村が森林整備を実施する際に活用できるよう森林の位
置や樹種等の情報を集積した、森林クラウドシステムを運用し、情報の
拡充を進めているほか、森林整備を行う事前準備として必要な計画作
成や意向調査等に取り組む市町村を支援するなど、森林整備を実施す
る市町村の支援等に森林環境譲与税を活用しています。

①令和元年度からスタートしました森林環境譲与税の今年度の
配分は、どの位になりますか。
　また、県と市町村の森林環境譲与税の使途は、どのような内
容になりますか。

Ⅴ 森林環境譲与税
の活用について

＜森林課＞市町村が森林環境譲与税を活用して進める森林整備の推進
に当たっては、担い手の確保は重要な課題の一つであり、現在、森林整
備を中心的に担っている森林組合や、その他の林業事業体に加えて、貴
協会の会員の御協力をいただく場面もあるものと考えています。
　今般の新型コロナウイルスの影響もあり、税の活用の協議の場は設
置しておりませんが、今後、市町村の意向や取組状況を踏まえた上で、
貴協会や林業事業体等、森林整備の担い手の方々のご意見を踏まえた
事業の検討を進めてまいります。

②森林整備の担い手で景観整備機構である当協会も森林整備の
取組みに協力したいと考えています。
　森林環境譲与税活用の検討課題等の協議の場に参加させてい
ただきたい。

＜公園緑地課＞公園緑地課では、昨年１１月にグリーンインフラ官民連
携プラットフォームに登録を行っており、雨水流出の抑制や都市の生
産性向上等を目標とした都市公園・緑地の整備を担当しています。

①国土交通省が中心となり令和２年３月にグリーンインフラ官
民連携プラットフォームが発足し、県も参加していますが、グ
リーンインフラ推進の担当窓口はどこになりますか。　

Ⅵ グリーンインフ
ラの推進につい
て

＜県土整備部政策課＞県土整備部では、公園、学校などの公共施設への
雨水貯留施設の整備や道路法面の緑化など、自然環境が持つ防災・減災
といった各種機能を活用したインフラ整備を実施しています。
　今後も、グリーンインフラの考えを取り入れつつ、それぞれの分野に
おける　施策を進めてまいります。

②道路の植栽帯の改修や有効活用、緑の防潮堤の造成など、社
会資本整備や土地利用等のハードソフト両面において、自然環
境が有する多様な機能を積極的に活用し、持続可能で魅力的な
国土・都市・地域づくりを進める取組みであるグリーンインフ
ラ整備を戦略的実践的にどのように進めていますか。
　また、グリーンインフラの一層の推進を図るため、グリーン
インフラ推進課を設置していただきたい。

＜建設・不動産業課＞各機関が発注する工事については、工事の種類や
性質等を勘案し、発注しているところです。
　引き続き、適切な発注に努めてまいります。

①緑地管理等の業務区域で対象となっていない枯れている樹木
等を見かけます。
　また、植栽工事が少なくなっている中、若い技術者等を育成
するために少量でも植栽工事が必要と考えています。
　そこで、緑地管理等の業務委託を樹木の補植（植替え）、芝の
張替や修景施設の更新等を含めて、造園工事として発注してい
ただきたい。

Ⅶ 諸事項の改善に
ついて


