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１. 環境条件から芝生化実施にあたって留意すべきこと 

（1） 立地条件 

園舎の位置 

園舎の北側に位置する園庭もしくは遊戯場は少なかったが、園舎もしくは倉庫な
どの施設が南側に位置する場合、芝生の生育が不良となるケースがみられた。園舎

のひさしやベランダなど、日射を遮蔽する構造物があると、芝生の生育に甚大な影
響を与える（図１）。園舎や倉庫など、構造物の影となる部分の芝生化は、維持管

理が困難であるため、実施するべきではない。文献 9）によると、芝生には午前中を
中心とした６時間以上（種によってはそれ以上）の日照が必要とされているので、
参考としてほしい。 

また、園舎と芝生地が接している事例は多いが、園舎入り口付近の芝生は総じて
生育が良くない（図２）。園舎に接するように芝生地を造成すると、日の照り返し

が少ない、砂ぼこりが園舎に入ることを防ぐなど、多くの効果が期待できる。しか
し一方で、踏圧が集中するため芝生へのダメージは大きく、生育不良となるケース
が多い。このような場所を芝生化する場合には、保護マットの設置や、園児の移動

経路の誘導（定期的な経路の変更）など、特別な配慮が必要と考えられる。 
 

植栽の位置 

サクラやケヤキなど、大型の植物の影になる場所において、芝生の生育が不良と
なることが多い（図３、４）。「桜と芝の相性が悪い」といった声が聞かれるが、

これは、特定の植物に対する芝生の反応ではない。本調査では、サクラ、ケヤキ、
ヒマラヤスギ、フジ棚など、多くの植物の樹下において、芝生の生育不良を確認し

ている。 
木陰（樹木の影）には、樹木の葉を透過した光が届いている。人間には比較的明

るく見えるが、植物にとって利用可能な光（400～500nm および 650～700nm）のほと

んどを樹木が利用しているため、木陰には植物が育ちにくい。特にティフトン系や
ノシバ系といった暖地型芝草は、太陽光が少なくなると、生育の不良が著しい。こ

のような場所は図３のように、芝生化よりも遊具の設置に適していると考える。
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芝生化直後        ３ヶ月後 
図１ 施設の影による芝生の生育不良 

 
 

 

図２ 施設への入り口付近は芝生へのダメージが大きい 
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図３ 樹木の影による生育不良 

 

 

図４ 樹木の影による生育不良 
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遊具の設置状況 

遊具付近や水道施設など使用頻度の高い場所は踏圧が集中するため、芝生化には

適さない（図５、６）。前述した樹下など、芝生化に適さない位置に遊具を設置す
ることが望ましい。 

一方、遊具付近の芝生化に成功している事例もある。図７および８は、ブランコ
および鉄棒の下での保護マットの使用である。芝生保護マットはゴムまたはプラス
チック製品であることが多いため、寝転がることやスライディングなどの激しい遊

びには適さないが、このような場面においては、大きな効果を示している。図９は
定期的に遊具を動かすことで、踏圧負荷の分散を図り、芝生を保護している。移動

可能な遊具の場合には参考となる手法と考える。 
 

その他 

「築山」の芝生化に取り組んだ事例がみられた（図 10）。「築山」は上部が乾燥
しやすく、下部は湿潤になりやすい。さらに、園児が「登る」という行為は平面の

芝生面を歩くよりも大きな負荷をかける。このため、「築山」の芝生を健全に維持
することは非常に困難であり、今回の調査で確認された２つの事例では、その施設

の他の部分と比較して、生育が思わしくなかった。 
また、寒地型芝草を中心とした芝生化を実践している施設がみられた（図 11）。

寒地型芝草は冬季の景観に優れ、生育も緩慢であることから、夏季に使用しない施

設などでは選択肢の一つである。しかし、病気にかかりやすいため、健全な芝生地
の管理には高度な技術が必要である。
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図５ 遊具付近は踏圧が集中し、芝生の衰退がみられる 

 

 
図６ 使用頻度の高い場所は衰退が激しい 
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図７ 芝生保護資材の利用 

 

 
図８ タイルや保護マットの利用 
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図９ 遊具を動かしたダメージ回避方法 

 

 
図 10 築山の芝生化は難しい 
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図 11 寒冷地型芝は夏季に病気になりやすい 
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（2） 芝生化すべき面積と割合 

各施設に適した芝生化について検証するために、芝生化後の状況を評価し、園庭面積

や芝生面積、園児数、芝生の種類など、様々な因子との関係性を調査した。 
 

評価点 

幼稚園および保育所の芝生化の状況について、「芝生がどの程度健全に維持され
ているか」を示すに当たり『評価点』という指標を設定した。 

 

評価点 ＝ （評価 A＋評価 B＋評価 C）／３ 

 

評価 A 

アンケート調査における芝生の生育に関する回答を以下のように点数化。幼稚
園については期間中の全ての回答について平均化したが、保育所はデータにばら
つきが見られたため評価Ｃと同時期（平成 21 年 10 月）とした。 

 
とても良い   ： ４ 

どちらかといえば良い ： ３ 
どちらかといえば悪い ： ２ 
とても悪い   ： １ 

 

評価 B 

アンケート調査により提出された写真から芝生の状態を判断し、以下のように
点数化。幼稚園については期間中の全ての回答について平均化したが、保育所は
データにばらつきが見られたため評価Ｃと同時期（平成 21 年 10 月）とした。 

 
芝生の生育が良く、十分な被覆が認められる   ： ４ 

一部に衰退や生育不良がみられるが、芝生地としては良好 ： ３ 
明らかな衰退や生育不良がみられ、芝生地として環境不良 ： ２ 
全体的な衰退や生育不良がみられ、芝生地として悪い   ： １ 

 

評価 C 

本調査とは別に、東京都環境局が平成 21年 10月 15 日から 11月 9 日の間に幼
稚園及び保育所の生育状況を調査し、以下のとおり点数化した。 
 

芝生が 90～100％程度残っている ： ４ 
芝生が 80％程度残っている  ： ３ 

芝生が 50％程度残っている  ： ２ 
芝生が 20～30％程度残っている ： １ 
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評価点数の各評価との相関係数 

算出された評価点とそれぞれの評価値との関係を、相関係数により評価すると、

以下のようになる。それぞれ、高い相関を確認したことから、今回設定した評価
点が、幼稚園および保育所の芝生化の状況を示す値として、信頼性の高い値であ

ることが確認された。 
 

     幼稚園  保育所 

評価 A と評価点の相関係数   0.90   0.63 
評価 B と評価点の相関係数   0.96   0.90 

評価 C と評価点の相関係数   0.88   0.91 
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評価点と園児一人あたりの芝生面積、芝生化率との関係 

幼稚園 

評価点と園児一人あたりの芝生面積を、芝生化率ごとにみると、グラフ１のよう
になる。縦軸は評価点を示し、横軸は園児一人あたりの芝生化面積（㎡／人）を示
している。芝生化率の区分は全体がなるべく等しく３分割されるように設定し、グ

ラフ１には次のようにプロットした。 

＋ 芝生化率（芝生化面積／園庭面積）が 40％未満の幼稚園 
● 芝生化率（芝生化面積／園庭面積）が 40～69％の幼稚園 

○ 芝生化率（芝生化面積／園庭面積）が 70％以上の幼稚園 

図 12 は、縦軸の中心（評価点 2.5）と横軸の任意の点に直線を引き、グラフエリ
アを４つのグループに分けたものである。横軸の任意の点は評価点の低い施設がグ
ラフ右側にならない点（6.0 ㎡/人）を設定した。 

 

グループ① 

園児一人あたりの芝生化面積が広く、評価点が高いグループ。 

「●（芝生化率 40～69％）」および「○（芝生化率 70％以上）」だけが確認され
た。 

グループ② 

園児一人あたりの芝生化面積が広く、評価点が低いグループ。 
このグループに属する幼稚園はみられなかった。 

グループ③ 

園児一人あたりの芝生化面積が狭く、評価点が高いグループ。 

「＋（芝生化率 40％未満）」の多くがこのグループに属し、以下のような特徴が
みられた。なお、（）内の数字は評価点を示す。 

・ 構造上閉鎖（養生）が容易。遊具付きの広い広場が別にある（3.9） 
・ 園庭中心部緑化も運動場は約 10 ㎡/人。園児数少ない（80 名）（3.9） 
・ 園庭中心部緑化も運動場は約 9 ㎡/人以上（4.0） 

・ 園舎反対側の園庭周辺部を緑化（養生容易。踏圧量も少ない）（3.2） 

グループ④ 

園児一人あたりの芝生化面積が狭く、評価点が低いグループ。 

「○（芝生化率 70％以上）」の多くがこのグループに属した。 
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芝生化40％未満 芝生化40～69％ 芝生化70％以上
 

グラフ１ 幼稚園における評価点と園児一人あたりの芝生面積、芝生化率との関係 
 

「＋」は芝生化率（芝生化面積／園庭面積）が 40％未満の幼稚園 
「●」は芝生化率（芝生化面積／園庭面積）が 40～69％の幼稚園 
「○」は芝生化率（芝生化面積／園庭面積）が 70％以上の幼稚園 
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図 12 グループ分けしたグラフ１ 

グループ① 

グループ② 

グループ③ 

グループ④ 

6.0 ㎡/人 
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考察 

園児一人あたりの芝生化面積を６㎡以上確保することができた幼稚園はすべて高

い評価点を獲得した。このことから、園児一人あたり６㎡以上の芝生面積が確保さ

れれば、比較的高いレベルで芝生地を維持できると考えられる。 

一方、園児一人あたり６㎡未満の幼稚園については、評価点にばらつきが見られ

た。しかし、グループ③に「＋」が、グループ④に「○」が偏在したことは、芝生

化率により、一定の傾向があることを示している。すなわち、園児一人あたりの芝

生化面積が６㎡未満の幼稚園において、芝生化率を高めると、芝生を良好に維持す

ることが困難になる。一方、園児一人あたりの芝生化面積が６㎡未満の幼稚園であ

っても、芝生化率を低くする、つまり、部分的な芝生化にすることで、芝生の良好

な維持が可能となる。これは、芝生化面積が園庭の一部にとどまるため、養生など

の措置（芝生への立ち入り制限など）をとりやすいことが理由と考えられる。 
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保育所 

保育所における評価点と園児一人あたりの芝生面積を、芝生化率ごとにみると、

グラフ２のようになる。芝生化率の区分は全体がなるべく等しく３分割されるよう

に設定した。 

さらにグラフ２を、プロットが集中する横軸 10.0 ㎡以下について注目し、縦軸（評

価点）の中心（2.5）と横軸（園児一人あたりの芝生面積）の任意の点に直線を引き、

４つのグループに分けた（図 13）。保育所については評価点の高い施設が多く、幼

稚園と同様の視点で横軸の任意の点を設定することが困難であった。すなわち、グ

ループ④のプロットを基準に横軸の点を設定すると、グループ③のプロットが集中

しすぎているために、適切なグループ分けが困難になると判断された。このため、

幼稚園と同様の視点で評価するため、幼稚園で設定した点（6.0 ㎡/人）を用いた。 
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園児一人あたりの 芝生化面積（㎡／人）

35％未満 35～60％ 61％以上
 

グラフ２ 保育所における評価点と園児一人あたりの芝生面積、芝生化率との関係 

 

「＋」は芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 35％未満の保育所 

「●」は芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 35～60％の保育所 

「○」は芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 61％以上の保育所 

 

 



 

- 15 - 
 

 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 

良?

評
価
点

?

不
良

園児一人あたりの 芝生化面積（㎡／人）

35％未満 35～60％ 61％以上
 

図 13 グループ分けしたグラフ２（芝生化面積 10 ㎡／人以上は割愛） 

 

グループ① 

芝生化面積が広く、評価点が高いグループ。 

「●（芝生化率 35～60％）」および「○（芝生化率 61％以上）」のみ確認された。

なお、図 13 には値の大きく外れた３つのプロットが割愛されている。 

グループ② 

芝生化面積が広く、評価点が低いグループ。 

このグループに属する保育所はみられなかった。 

グループ③ 

芝生化面積が狭く、評価点が高いグループ。 

「＋（芝生化率 35％未満）」および「●（芝生化率 35～60％）」の多くがこのグ

ループに属した。また、「○（芝生化率 61％以上）」の施設のうち、３施設がこの

グループに属した点が幼稚園とは異なっていた。 

このグループに属する「●（芝生化率 35～60％）」の施設には傾向が判然としな

いが、「＋（芝生化率 35％未満）」および「○（芝生化率 61％以上）」の施設には、

以下のような特徴がある。なお（）内の数字は評価点を示す。 

+ 芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 35％未満の保育所 

6.0 ㎡/人 

グループ① 

グループ② 

グループ③ 

グループ④ 
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・ 芝生保護資材を効果的に利用（3.0） 

・ 芝生地の解放区をローテーション。踏圧の分散化図る（3.0） 

・ 1200 ㎡程度のサブグランド有り。実際は 13 ㎡/人程度の遊戯場（3.7） 

・ 園舎反対側の遊戯場周辺部を緑化（養生容易。踏圧量も少ない）（3.3） 

・ 園舎反対側の遊戯場周辺部を緑化（養生容易。踏圧量も少ない）（2.7） 

・ 園舎反対側の遊戯場周辺部を緑化（養生容易。踏圧量も少ない）（3.3） 

○ 芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 61％以上の保育所（評価点） 

・ 頻繁に種まき、肥料まき、芝刈りを実施し、高密度なターフを形成（3.3） 

・ 頻繁に種まき、肥料まき、芝刈りを実施し、冬芝による高密度なターフ

を形成（3.0） 

・ 遊具を移動させて踏圧を分散させるなどの細やかな管理。施設管理者と

造園業者の綿密な協議（2.7） 

グループ④ 

園児一人あたりの芝生化面積が狭く、評価点が低いグループ。 

芝生化率に関する傾向はみられなかった。このグループに属する保育所には、以

下のような特徴がある。なお（）内の数字は評価点を示す。 

l 芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 35～60％の保育所（評価点） 

・ 園舎の出入り口部分が芝生化されているため、園児が芝を回避できない

構造。水たまりができる。（1.7） 

・ 北西の遊戯場で午前中は太陽光があたらない。（1.5） 

+ 芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 35％未満の保育所（評価点） 

・ 遊戯場と園舎の間が芝生化→園舎の日陰。端部など利用度の高い場所の

劣化著しい。手潅水。排水不良（2.0） 

・ 運動会で劣化（運動会後、養生して回復）（1.7） 

・ 夏季に芝刈りをせず、秋に強度な芝刈り→軸刈り状態（2.0） 

○ 芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 61％以上の保育所（評価点） 

・ ベランダ・屋上での芝生化。排水がきわめて悪い（2.0） 
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考察 

園児一人あたりの芝生化面積を６㎡以上確保することができた保育所はすべて高

い評価点を獲得し、園児一人あたり６㎡未満の保育所については、評価にばらつき

が見られた。 

グループ④には日照不足や排水不良など、構造的な問題のある施設がみられた。

一方グループ③は、園舎から離れた位置を芝生化するなど、適した構造であると同

時に、保護資材の使用や積極的な養生措置など、運用面で芝生への配慮がみられた。 

このことから、園児一人あたり６㎡以上あれば、芝生地を比較的高いレベルで維

持できると考えられるが、園児一人あたりの芝生面積を十分に確保できない保育所

においては、部分的な芝生化にとどめることで、芝生の良好な維持が可能になると

考えられる。しかし一方で、園児一人あたりの芝生面積が狭いにもかかわらず、芝

生化率の高い保育所においても、運用面の工夫で良好な事例がみられた。このこと

は、保育所では、面積要因よりも運用面の工夫が良好な芝生の維持に大きく寄与し

ている可能性を示している。保育所の芝生化に適した運用マニュアル等を作成し、

それに沿った運用を行うことで、多くの保育所で良好な芝生化が実現可能であるこ

とを示唆している。 

 

なお、保育所についてはもう一つの視点として、横軸を「園児一人あたりの芝生

面積」を「芝生化面積」に置き換えたグラフを作成した（グラフ３）。さらに、芝

生化面積 1000 ㎡以下に注目し、縦軸（評価点）2.5 と横軸（芝生化面積）400 ㎡の

点に直線を引き、４つのグループに分けた（図 14）。400 ㎡は、評価点の高い集団

をほぼ等分する点である。 

グラフ３から、芝生化面積が 400 ㎡以上の場合は総じて評価点が高いことが明ら

かとなった。 
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グラフ３ 保育所における評価点と芝生化面積、芝生化率との関係 

「＋」は芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 35％未満の保育所 

「●」は芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 35～60％の保育所 

「○」は芝生化率（芝生化面積／遊戯場面積）が 61％以上の保育所 
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図 14 グループ分けしたグラフ３（芝生面積 1000 ㎡以上は割愛） 

400 ㎡ 
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２. 施設の運営面から芝生化実施にあたって留意すべきこと 

（1） 運動会 

ウィンター・オーバー・シーディング（Winter Over Seeding 冬季播種。以下、

W.O.S.とする）を実施する場合、運動会の実施時期は非常に重要である。 

寒地型芝草は、発芽後は非常に脆弱であるため、一定期間の養生が必要となる。

運動会は、開催前の練習段階から積極的に園庭（遊戯場）を利用するため、寒地型

芝草の種をまく場合は、運動会後に行う必要がある。 

寒地型芝草の播種適期は東京では 10 月 1 日である。これより運動会が大幅に遅れ

る場合は、長い養生期間が必要である。さらに、低温でも発芽・生長が良好な品種

を選ぶことや、播種後に温度を上げるために保温効果のあるシートなどで覆うなど

の措置が必要になる。 

W.O.S.を実施しない場合であっても、運動会およびその前の練習は、芝生に大き

な踏圧ストレスをかけるため、運動会後は十分な水やり、エアレーション、施肥を

実施して養生期間を設けることを薦める。さらに、保温効果のあるシートをかける

などの措置も有効と考えられる。 

（2） 送り迎え 

施設によっては、送り迎えの場として芝生化された園庭（遊戯場）を利用してい

る場合がある。送り迎えは次のような理由で、通常の場合以上に芝生にストレスが

かかる。送り迎えは、その進入経路も含めて芝生地以外で行うことを薦める。 

l 大人が多い（体重が重い） 

l 硬い靴による踏圧 

l 自転車やベビーカー（重く、接地面積が狭いため圧力が高い） 

（3） 大型乳母車 

保育所では大型の乳母車により園児の外出などが行われる。この大型乳母車は、

一般的な４～６人乗りもので自重が 20～30kg、積載は 60～90kg 程度可能とされてい

る。最大で100kgを超える重さが細いタイヤの接地面から芝生に伝わることになり、

人による踏圧以上の負荷が芝生にかかることになる。芝生地への大型乳母車の乗り

入れはできるだけ避ける必要がある。 
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３. 東京の幼稚園および保育所に適した芝生化の方法に

ついて 

（1） 芝生化面積及び場所 

幼稚園 

園庭全面を芝生化する場合は、園児一人あたりの園庭面積（＝芝生化面積）が６

㎡以上必要である。 

様々な理由で園児一人あたり６㎡を確保できない幼稚園については、部分的な芝

生化にとどめることで、芝生の良好な維持が容易になる。 

部分的な緑化であっても、以下の点について注意が必要である 

○ 園舎入り口付近の芝生化は避ける 

○ 日当たりの良くない場所の芝生化は避ける 

○ 通路にあたる部分の芝生化は避ける 

○ 遊具周辺の芝生化は避ける 

○ 送り迎えに利用する場所の芝生化は避ける 

保育所 

遊戯場全面を芝生化する場合は、園児一人あたりの遊戯場面積（＝芝生化面積）

が６㎡以上、または芝生化面積 400 ㎡以上が必要である。 

様々な理由で園児一人あたり６㎡または芝生化面積 400 ㎡を確保できない保育所

については、部分的な芝生化にとどめることで、芝生の良好な維持が容易になる。 

部分的な緑化であっても、以下の点について注意が必要である。 

○ 園舎入り口付近の芝生化は避ける 

○ 日当たりの良くない場所の芝生化は避ける 

○ 通路にあたる部分の芝生化は避ける 

○ 遊具周辺の芝生化は避ける 

○ 送り迎えに利用する場所の芝生化は避ける 
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（2） 芝種の選択 

暖地型芝草 

今回の調査では、ノシバ、ティフトンといった、ベース芝となる暖地型芝草の種

類が、芝生地の評価点や管理の難易などに与える影響は明らかにならなかった。 

 

ウィンター・オーバーシード（以下、W.O.S.） 

現地調査を実施した 12 の幼稚園・保育所のうち、W.O.S.を実施した施設は、８施

設（幼稚園５、保育所３）であった。このうち、７月もしくは８月の調査時点で寒

地型芝草がほとんど確認できないなど、スプリングトランジッション注）が良好に行

われたと考えられた施設は１つであった。 

夏季に寒地型芝草が優勢な状態で生育しているということは、暖地型芝草の光合

成が阻害されている可能性が高く、暖地型芝草は徐々に衰退すると考えられる。 

多くの施設でスプリングトランジッションが良好に行われなかったことは、スプ

リングトランジッションが高い技術レベルを必要とすることを示している。このた

め、専門業者の管理を実施しない施設については、ノシバやティフトン系など、暖

地型芝草単独による芝生化を推奨する。 

寒地型芝草単独 

現地調査を実施した 12 施設のうち１施設は、寒地型芝草による芝生化が実施され

ていた。この施設では、初夏から葉腐病（ラージパッチ）が大発生する事態となっ

た。寒地型芝草は、東京の夏のような高温多湿を嫌う植物である。寒地型芝草によ

る芝生地を通年良好な状態で維持することは、非常に高い管理技術を必要とするた

め、推奨しない。 

しかし、夏季の園庭使用がない幼稚園において、日当たりがあまり良くないなど、

暖地型芝草の良好な生育が確保できない施設については、寒地型芝草単独での芝生

化を考慮する必要がある。この場合、施設にあった品種を選択すること、および高

い管理技術を有する専門業者の関与が必要である。 

 

 

 

注）スプリングトランジッションとは１２） 

前年の W.O.S. により越年した寒地型芝草から、ベースの暖地型芝草に草種を戻す

こと。通常の管理ではスムーズにトランジッション（移行）しない場合が多い。 
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低日照部の芝生化 

芝生には午前中を中心とした６時間以上（芝種によってはそれ以上）の日照が必

要とされている 9）。園舎や近接の建物などにより満足な日照時間がとれない場合は、

芝種をしっかりと検討する必要がある。特にティフトン系は日照不足の影響が著し

い 4）。 

寒地型芝は暖地型芝よりも耐陰性があるとされ、その中でもチューイングフェス

ク、トールフェスクは高い耐陰性を示す 1，10）。しかし寒地型芝草単独の芝生化は、

前述のように管理が難しく、注意が必要である。 

暖地型芝草のなかで最も耐陰性が強いとされているのはセントオーガスチングラ

スである 10）。九州から沖縄では一般的に利用されている芝草であり、検討に値する。 

 

（3） 必要な設備の設置（排水設備、スプリンクラー等） 

排水設備 

今回の調査では、排水設備の有無や種類の違いが、芝生地の評価点や管理の難易

などに与える影響を明らかにすることはできなかった。 

通常土壌は、長期の使用により硬化し、透水性が低下し、過湿による害があらわ

れる。暗渠排水などがある場合は排水力が高いため、過湿状態にならないとされて

いる。このように、排水施設の真価が問われるのは、長期的に使用した場合であり、

設置後間もない施設を対象とした本調査では判断が困難であった。 

しかし、一部の施設では、暗渠排水があるにもかかわらず、水たまりがみられた。

これらの施設では、園庭（遊戯場）のほとんどの部位では、水はけに問題がないが、

園児の集中する園舎入り口付近にだけ水たまりがみられた。原因としては、踏圧過

多により表層の土壌が硬化し、透水性が低下したと考えられる。このように、暗渠

排水設備を有していることが、園庭の排水機能を保障するものではなく、土壌の浸

透性や表面排水など、様々な要因が関係している。 

スプリンクラー 

スプリンクラーの設置は、職員による作業負担を大幅に減少させる。小面積であ

っても自動式（ポップアップ型）スプリンクラーを設置することを推奨する。 
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４. 適切な維持管理の方法 

（1） 維持管理作業の一般的な内容 

以下に、一般的な内容について、簡略に記す。個々の施設の条件によって、以下に示す

数値は大きく変化するので、留意すること。 

芝刈り 

刈高  ３cm 程度が望ましい 

芝刈り頻度 ４～５月は月に２～３回程度 

  ６～８月は月に４回以上 

  ９～１０月は月に２～３回程度 

  １１、３月に W.O.S.した場合は月に１～２回程度必要 

そのほか 発生する刈かすは芝生地の外に持ち出すこと 

水やり 

水やりは「定期的」に実施するのではなく、芝生の状態を見て行うことが望まし

い。乾燥が続き、芝生が水分不足になると、葉が垂れる、葉を巻くなどの症状が観

察される。このような状態になる直前に水やりを行うことが望ましいが、このよう

な症状を予見するには経験が必要である。水やり実施の判断をする前に、土壌表面

に触れ、土が乾いているかを確認することを推奨する。 

適切な水管理で生育した芝生は、地中深くまで根を伸ばし、乾燥に強くなる。一

方、土壌に水分が多いと相対的に空気相が減少し、根の伸長が抑制され、芝生の生

育に著しいダメージを与える。 

また、水やりの時間は早朝が最も良い。特に夕方は病気の発生を助長するため、

実施するべきではない 7）。 
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施肥（肥料まき）3，6） 

ノシバ・コウライシバ単独での芝生化の場合 

施肥時期 ３月上旬～10 月下旬 

回数と頻度 全 16 回（毎月２回） 

使用肥料 化成肥料（8-8-8） 

年間窒素量 20g/㎡/年（肥料に換算すると 250g/㎡/年） 

１回あたり 肥料の量として約 16 g/㎡ 

  100 ㎡あたり肥料 1.6kg 

そのほか 施肥後は十分に水やりをする 

ティフトン系単独での芝生化の場合 

施肥時期 ３月下旬～10 月下旬 

回数と頻度 全 15 回（毎月２回） 

使用肥料 化成肥料（8-8-8） 

年間窒素量 36g/㎡/年（肥料に換算すると 450g/㎡/年） 

１回あたり 肥料の量として約 30g/㎡ 

  100 ㎡あたり肥料 3kg 

そのほか 施肥後は十分に水やりをする 

W.O.S.（暖地型芝草と寒地型芝草の組み合わせ）の場合 

施肥時期 ①３月上旬～8 月下旬 

  ②10 月下旬～11 月下旬 

8 月下旬から 10 月下旬までは、暖地型芝草の旺盛な生育を防

ぐために実施しない。 

寒地型芝草の種まきは 10 月 1 日とし、２～３週間後、しっか

りと生えそろったところに施肥する。 

回数と頻度 ①全 12 回（毎月２回） 

  ②全３回（２週間ごとに１回） 

使用肥料 化成肥料（8-8-8） 

１回あたり ①肥料の量として約 23g/㎡、100 ㎡あたり 2.3kg 

  ②肥料の量として約 23g/㎡、100 ㎡あたり 2.3kg 

そのほか 施肥後は十分に水やりをするが、寒地型芝草発芽後は、特に過湿

に注意する 
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目土 5，8） 

芝生の表面に土壌を薄く散布することを目土という。 

目的  土壌表面の修正（でこぼこをなくす） 

  芝生の仕上がりを早める 

防寒と乾燥防止、など 

実施時期 初夏～秋 

実施回数 年１～２回程度 

方法 砂もしくは土を、芝生の表面を２～３mm 覆うように散布する。土

を用いる場合は、様々な植物の種が混入していると、後に除草が

大変なので、消毒されたものを使用する。 
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（2） 更新作業 2，13，15） 

更新作業とは、管理作業として芝生面を乱さずに耕作することにより、通気をはかり土

壌の働きを回復させるとともに、サッチの分解を促進し、芝草、芝地の若返りをはかるこ

とをいう。具体的にはコアリングやバーチカルカット、スライシング、シャッタリングと

いった、更新機械を使用して行う作業である。 

芝生地は植物が生育する場であると同時に人間が歩行、運動などの活動を行う場でもあ

る。人間による活動は植物に直接的にダメージを与えるばかりではなく、土壌の硬化、透

水性の低下といった間接的なダメージを与える。このような間接的なダメージは確実に進

行し、問題が表面化する頃には対応が困難になる場合がある。このため、更新作業を定期

的に行い、芝生の生育環境を良好な状態で維持することが重要である。 

以下に、園庭の芝生地において実践することが妥当な作業について、簡略に記す。個々

の施設の条件によって、以下に示す数値は大きく変化するので、留意すること。 

サッチ除去 

サッチとは、芝草の株元に溜まった枯死した葉や芝刈りによって生じた刈かすの

こと。サッチが多く蓄積されると、水の浸透性が低下したり病害虫の発生源になっ

たりする。また、オーバーシード時の発芽・生育を妨げる可能性もある。芝刈りを

実施した時に刈草を集めないとサッチが増えるが、刈草を集めても刈取面以下の部

位の枯葉は株元に残るため、サッチ蓄積は起きる。 

目的  芝生の生育に健全な環境を作り出す 

  オーバーシードの発芽・生育促進 

実施時期 春先～秋（オーバーシード実施前） 

実施回数 年１～２回程度 

方法 サッチ蓄積を解消するためには、サッチャーという作業機でサッ

チを掻き出してスイーパー（吸引器）で収集したり、エアレーシ

ョンやバーチカルモアによって分解を促進したりする。 

 

エアレーション（コアリング） 

土壌が硬くなると空気相が減少し、芝生の生育に著しいダメージを与える。エア

レーションとは通気を意味し、硬化した土壌に空気を送り込む技術を総称して呼ば

れる。硬化した土壌を膨潤化（柔らかく）する維持管理作業である。コアリングと

もいう。 

最も一般的な方法としては、土壌にハロー（中空）タインと呼ばれる刃を土中に

差し込んでコルク状に床土を抜き取り、空間を形成する。 
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エアレーションは土壌構造を改善し、根の伸長を促進することを目的とした管理

技術であるため、実施時期は、根の伸長期直前が最適である。また、膨潤化された

土壌をすぐに踏み固めてしまっては、その効果は減少するため、まとまった休みの

前に実施することが望ましい。これらのことから、エアレーションの適期は３月（春

休み前）、４月末（GW 前）、７月末（夏休み前）などが該当する。年一回の実施が

基本だが、踏圧量が多いと考えられる場所は、他の場所よりも高頻度での実施を推

奨する。 

実際の作業としては、巨大のフォークのような構造の用具を足で芝生に押し刺す

という、簡易なやり方がある（フォーキング）。用具も安価で市販されているので、

小面積の場合はこのような用具で十分であるが、一定以上の面積の場合は専門の機

械が必要である。 

 

 



 

- 28 - 
 

（3） W.O.S. 11，12，14） 

W.O.S.は、秋に暖地型芝草の上に寒地型芝草の種をまき、発芽させ、冬も緑の状

態にする技術であり、アメリカのゴルフ場で開発・発展した技術である。常緑の芝

生地を実現する技術ではあるが、秋と春に芝草の種類を変更する『トランジッショ

ン』という高いレベルの技術が要求される。以下に、サッカー場とゴルフ場を参考

に作成した W.O.S.実施方法を記す。 

秋のトランジッション（オーバーシード） 

① コアリング 

W.O.S.最初の処理として、暖地型芝草の根茎発達促進、サッチ除去、寒地型芝草

の種と土壌の接触部分の提供などを目的に行う。タインは 12～16mm 程度、深さ５～

７cm とする。８月の中旬には実施する。 

② 施肥の中止 

ベース芝にティフトン系を用いている場合は、生育旺盛であると寒地型芝草の初

期生育を抑制することがあるため、生育不良部以外は８月下旬以降の施肥は実施し

ない。 

③ バーチカルカット 

芝生地の表面土壌を２～５cm 間隔で、深さ数㎜の切り込みを入れるバーチカルカ

ットは、寒地型芝草の種まき前に実施することで、サッチを除去し、寒地型芝草の

種と土壌の接触部分を提供する。 

④ 低刈り 

暖地型芝を低く刈り込み、寒地型芝草の種の安定的な発芽を促す。高さは通常よ

り５～10mm 程度低くする。 

⑤ リン酸施用 

過リン酸石灰として 20～40g/㎡施用する。窒素成分の入った肥料は使わない。 

⑥ 種まき 

寒地型芝草の生育は気温 20℃程度が適温とされ、最高気温が 24℃を下回る時期が

種まきの適期とされている。東京（大手町）の平年値では 10 月 1 日に相当する。こ

れ以前では高温による病気リスクが高まり、これ以降では低温による生育不良が懸

念される。 
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寒地型芝草の種を均一にまく。種の量はメーカー推奨量によるが、踏圧量が多い

と思われる場所には多めにまく必要がある。まきむらがある場合などは後日追いま

きをする。 

⑦ 目土の施用 

乾燥を防ぎ、種の発芽率を高めるために、種まき後、表面を３～５㎜ほど覆うよ

うに砂や目土をまく。 

⑧ 水やり 

種の発芽には水が不可欠である。目土の表面が完全に乾かないように、発芽まで

（最初の１週間程度）は 1 日２～３回程度水をまく。水やりは朝、昼を基本とし、

夕方は病気の発生を助長するので避ける。このとき、水圧が高い、または水量が多

いと種が流れてしまうので、注意する。 

⑨ 初期管理 

発芽後は水やりの間隔、量を減らし、過湿による病気や苗の軟弱化にならないよ

うにする。ペレニアルライグラスの場合、約 10 日～２週間後十分に生育したことを

確認し、３cm に刈り込みを行う。生育初期の寒地型芝草は柔らかく、脆弱であるた

め、より軽量な手押し式のリールモアで刈り込むことを推奨する。肥料は発芽から

２～３週間後に、化学肥料（8-8-8）を 20～25g／㎡散布し、その後 11 月末まで同量

を合計３回散布する。 

 

スプリングトランジッション 

春および夏の寒地型芝草は、暖地型芝草の生育を阻害する。このため、春以降は

寒地型芝草の生育を抑制させ、暖地型芝草の生育を促進させなければならない。こ

のような、草種の切り替えをトランジッションといい、特に、春に行う切り替えを

スプリングトランジッションという。 

寒地型芝草は暖地型芝草に比べて乾燥に弱い。この性質を利用し、トランジッシ

ョンを効果的に実施するため、トランジッション実施時期としては梅雨前に行う必

要がある。また、春は卒園式や入園式などが行われる。これらの行事に影響を与え

ないように、４月下旬から５月上旬の大型連休（ＧＷ）を利用することが適期と考

えられる。 

① 水やりと芝刈りの停止（４月中旬より） 

４月中旬頃から水やりを中止し、土壌の乾燥化を促す。同時に芝刈りも中止する

ことで、寒地型芝草を大きく育てる。 
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② バーチカルカット（４月上旬～４月下旬にかけて） 

寒地型芝草を間引き、密度を低下させる。暖地型芝草の新芽も傷つける可能性が

あるため、暖地型芝草の生育が旺盛になったら実施を控える。 

③ コアリング（４月中旬～５月中旬にかけて） 

太めのタイン（12～16 ㎜）でコアリングを行い、寒地型芝草に直接的なダメージ

を与える。同時に、土壌に空間を形成することで乾燥を早め、暖地型芝草の根が伸

びるスペースを確保する。 

④ 低刈り（４月下旬～５月中旬にかけて） 

大きく育てた寒地型芝草を、通常の管理より 10～15 ㎜程度低く刈ることで、高い

ストレスを与える。同時に、低い位置に葉を展開させる暖地型芝草に光を当てるこ

とになり、暖地型芝草の生育が促進される。この作業はＧＷの前、中、後に実施す

る。 

⑤ 施肥 

スプリングトランジッションの期間は、養分を与えると寒地型芝草の生育が促進

されるため、施肥は極力行わない。 
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（4） 維持管理体制 

以下に代表的な作業と担当すべき主体について記す。 

作業 
担当者 

備考 
職員 業者 

芝刈り ○ － 
生育旺盛期には週１回の作業となるため、

職員が実施するべき。 

水やり ○ － 

毎日の作業であるため、職員が実施するべ

き。なお、水やりの時期や量、時間などに

ついては、業者からの指導が必要。 

施肥 △ △ 

月２回の実施が基本となる。まきムラは芝

生の生育ムラに直結するため、業者が実施

すると確実。 

目土 △ ○ 
面積によっては目土が大量に必要となる。

調達から作業まで、大きな労力がかかる。 

サッチ除去 × ○ 
サッチを人力で掻き出す用具も販売されて

いるが、実践するのはかなり労力が必要。 

エアレーション 

（コアリング） 
× ○ 

人力で行えるエアレーション用具もある

が、面積がきわめて狭い場合に限られる。

管理人数に余裕が無く、一定以上の面積を

芝生化する場合では専用の機械を用いるべ

き。 

W.O.S. 
（トランジッション含む） 

× ○ 
高度な技術を必要とするため、職員が実施

するべきではない。 

 

このほか、芝生点検、病害虫診断、土壌診断など、業者に月に１～２回のペース

で来てもらうことが望ましい。 

また、業者への委託にあたっては、契約終了時に施設の特性を反映した管理マニ

ュアルを作成してもらうことも有効である。いつどんな作業が必要で、職員がどの

ようにすれば実施可能かなど、その施設特有のマニュアルを作成することで、長期

にわたって良好な芝の維持が可能になる。
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（5） 維持管理に必要な備品について 

芝生の維持管理機器は多くの種類が市販されている。それぞれの特性を十分に生かして

利用することで、日常の管理業務を大幅に軽減することができる。 

一方、電気式やエンジン式の管理機器も多く、頻繁に使わないことが故障の原因にも繋

がる。刃物類についても機能保持のためのメンテナンスが必要である。良好な状態を維持

し、最高のパフォーマンスを発揮させるためには、労力やコストがかかることを忘れては

ならない。 

芝刈り機 

リールモア 

円筒状に配置された回転刃によってハサミのように芝生を切る芝刈機。切断面が

均一で美しく、低刈りが可能である。反面、伸びすぎた芝は回転刃に絡まってしま

うため適さない。手動式からバッテリー式、エンジン式、乗用まである。手動式芝

刈り機はリールモアが一般的。 

手押し式：大勢の参加による芝刈りに適する。 

自走式（バッテリー、エンジン）：少人数の管理に適する 

乗用式：ゴルフのグリーンの管理に用いられる。メンテナンスを考慮すると園庭

の管理には適さない。 

 

手押し式  自走式（バッテリー）  手押し式（エンジン） 

（バロネス社カタログより） 
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ロータリーモア 

水平に設置された刈刃が高速回転することにより芝を叩き切る構造の芝刈機。あ

る程度伸びすぎた芝にも利用可能。反面、切断面が粗い。回転刃が重く、強力な動

力が必要なため、エンジンを搭載していることが一般的。 

自走式（バッテリー、エンジン）：少人数の管理に適する 

 

 
IHI シバウラ社ホームページより 

http://www.ihi-shibaura.com/green/product/field-ground/gc53a.html 

 

乗用式：大面積の園庭に適する 

 

 
IHI シバウラ社ホームページより 

http://www.ihi-shibaura.com/green/product/field-ground/lt16b.html 
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肥料散布器・種まき器 

肥料をまく場合、ムラなくまくことが重要である。まきムラがあると芝生の生育

量や葉色にばらつきが生じ、景観を損ねる。また、過剰な肥料は芝生を急速に枯死

させる可能性がある（『肥料やけ』という）。種をまく場合も同様で、まきムラは

芝生密度のばらつきを生じ、景観を損ねるばかりか、健全な芝生地の形成が困難に

なる。 

このため、職員や保護者による肥料まきや種まきを予定している施設は、専用の

肥料散布器および種まき器を使用することを薦める。肥料散布器および種まき器は

機能が併用されているものが多く、重力により均一に落とすものと、遠心力により

均一に散布するものとに分かれる。 

 

重力による散布器（例） 

 

バロネス社カタログより 

 

遠心力による散布器（例） 

 
バロネス社ホームページより 

http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/baroness/cabinet/scotts/spreader1-600-2.jpg 
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ライン引き 

芝生のライン引きにはいくつかの方法がある。施設にあった機器の導入を検討す

る必要がある。 

［パウダー］ 従来のライン。ラインの撤去が困難 

［塗料］ パウダーに比べ使い勝手がよいが、消せない塗料が多い（消

せる塗料もある）。消す場合は、白線の上から緑色の塗料を

塗る。 

［ラインテープ］ ラインの設置が容易だが、使用中にラインが浮き上がること

がある。 

ブロアー 

芝生は日陰を嫌う植物であるため、芝刈り後の刈草や落ち葉など、芝生に影を作

るものは取り除く必要がある。ブロアーは空気を履き出して落ち葉などを集める機

械。様々なタイプが市販されているが、園庭程度の面積であれば、手持ちタイプで

十分と考えられる。図に示した手持ちタイプでも 3.7kg あり、背負いタイプでは 10kg

以上のものもある。管理者の使いやすいタイプを選択する必要がある。 

  

手持ち式ブロアー 

ゼノア社ホームページより 

http://www.zenoah.co.jp/products_agri_blower_handy.html?Link=?Appo=on&Proc=Bl

owers&Class2=Handhold&AreaCode=JP&productid=4 

 

 

その他の機器類 

芝生の維持管理にはこのほかにも様々な機器類が必要である。例えば、エアレー

ションを実施する場合の機器類や、病害虫が発生した場合の薬剤散布器等があげら

れるが、使用回数がきわめて少ないことが想定される。また、機器類や農薬の管理
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などは高度な技術、保守体制が必要であり、幼稚園や保育所が単独で保有するには

適さないと思われる。 
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