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■Ｄ保育所 
施設の特性 

施工年度           平成 20 年度 

園庭面積  1207 ㎡ 

芝生面積  102 ㎡ 

芝生／園庭  8 % 

在籍園児数  114 人 

園庭／園児数  11.0 ㎡/人 

芝生／園児数  0.9 ㎡/人 

散水   手動散水（ホース使用） 

土壌改良  客土、砂、パーライト、堆肥等の施用による土壌改良 

排水施設  － 

暖地型芝草  ノシバ  

寒地型芝草  － 

開園時間  7：00～19：00 （閉園後の利用なし） 

運動会   －（芝生地を使用しない） 

業者による管理  土壌診断、芝生点検 
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芝生位置図  

 

芝生化位置図 

 

 

芝生化断面図等 
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生育状況調査 

第一回（平成２１年８月５日） 

全体の様子 

ノシバによって芝生化がされている。園庭は園舎の東南側に位置し、陽当たり

はよい。園庭は広く、芝生化はその東南側の一部である。草高は低く抑えられ、

密度の高い芝地を形成していた。 

 

図 調査時の様子（8/5） 

被覆割合 

８割程度 
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生育良好部 

園庭のほとんどの部分が良好な状態で維持されていた。地下部においても匍匐

茎、根が充実していた。 

 

 

 

 

 

 

 

生育不良部 

遊具付近に生育不良部がみられたが、面積としては極僅かであった。一部裸地

化がみられているが、地下部においては匍匐茎が充実し、根も見られた。 

 

 

 

 

 

 

良好部の様子    良好部の土壌断面 

図 生育良好部の調査 （8/5） 

不良部の様子    不良部の土壌断面 

図 生育不良部の調査 （8/5） 
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第二回（平成 21 年 10 月 27 日）  

全体の様子 

ノシバ単独のため、調査時は休眠期に入る直前であった。緑度が失われる

時期であるが全体的に高い密度で維持されていた。 

 

図 調査時の様子（10/27） 

被覆割合 

５～６割程度 
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生育良好部 

ノシバ単独のため、調査時は休眠期に入る直前であった。全体的に良好な

状態に維持されていた。 

生育不良部 

通用口から園舎に向けて、直線上に生育不良箇所がみられた。また、自転

車置き場のフェンスに沿って生育不良箇所がみられた。どちらも甚大ではな

いものの、一部には裸地化した箇所もみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通用口から園舎に向けたダメージ    一部には裸地化している箇所も 

図  芝生地を横切るようにみられた生育不良部の様子（10/27） 

自転車置き場屋根による日陰    裸地化している箇所がみられる 

図  芝生地の自転車置き場側にみられた生育不良部の様子（10/27） 
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踏圧量調査 

調査方法 

カメラ設置期間（撮影期間）：平成 21 年 9 月 2 日(水)～平成 21 年 9 月 10 日(木) 

画像解析に用いた日：平成 21 年 9 月 4 日(金)および平成 21 年 9 月 8 日(火) 

撮影場所：芝生地のほぼ全面 

解析は、撮影された動画を動画処理ソフト「Vitracom Site View」(構造計画研究

所)を用い、園庭中心部分の 16 ㎡（４×４m）を通過する人の数をカウントし、滞在

時間を把握した。 

調査結果 

Ｄ保育所における踏圧時間は、以下の通りであった（平均値）。 

約 462 人・秒／㎡／日 

これは、一人の園児が一定面積に１日 7 分 42 秒の間滞在していたことを示す。こ

れは、他の施設と比較すると平均的な値である。 
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病害虫診断 

調査方法 

目視による被害状況の把握。スィーピング法（捕虫網を振って昆虫を捕獲）による

害虫の採集。採集した害虫および発病した芝草は、顕微鏡観察および病原菌の分離と

文献照合により、種の同定、病原の特定を行った。 

調査結果 

シバオサゾウムシ 

平成 21 年 10 月 27 日の調査で１個体採集した。しかし本虫による被害は確認で

きず、生育不良の原因ではない。 

 

 

 

 

 

図 シバオサゾウムシ 

病害虫対策  

Ｄ保育所には、芝生の生育に影響を与える程度の病害虫の発生はみられなかった。

このため、特別な対策は必要ない。 



Ｄ保育所 

- 9 - 

 

土壌診断 

土壌診断結果を以下に示す。 

緻密度

(mm)
 0～11 7.5YR3/1 CL 屑粒 - 半乾 8 弱 弱 含 パーライト混

11～15 5Y5/1 SL 単粒
巨～細半角

礫富
半乾 10 弱 弱 含

15～24 5Y6/1 SiC 亜角塊 なし 半乾 25 弱 弱 なし 膜状管状斑有

(%)

 0～11 1.00 38.0 41.6 20.4 62.0 2.62

11～15 - - - - - -

15～24 1.47 51.2 42.6 6.2 48.8 2.88

飽和透 有効 ｐF1.5の

水係数 pF0 pF1.5 pF2.7 pF4.2 水分(%) 空気率

(cm/sec) (A) (B) (A-B) (%)

 0～11 8.8E-03 62.0 42.2 32.9 25.0 9.3 19.8

11～15 - - - - - - -

15～24 9.2E-08 48.8 44.6 43.1 36.0 1.5 4.2

(%) (%) (%) (H2O) (KCl) (mS/cm)

 0～11 2.52 0.13 4.3 18.9 7.8 7.0 0.30

11～15 0.91 0.05 1.6 17.4 8.0 7.5 0.71

15～24 1.15 0.04 2.0 29.0 4.5 3.7 2.56

可給態 陽イオン 交換性 交換性 交換性 交換性 塩基 石灰 苦土 カリ

リン酸 交換容量 石灰 苦土 カリ ﾅﾄﾘｳﾑ 飽和度 飽和度 飽和度 飽和度

(mg/100g) (meq/100g) (mg/100g) (%) (%) (%) (%)

 0～11 15.6 18.6 522.2 50.3 23.8 9.6 117.7 99.9 13.4 2.7

11～15 1.0 10.0 596.3 73.4 13.7 11.7 255.5 212.5 36.4 2.9

15～24 7.3 18.6 306.9 160.7 20.3 10.8 105.9 58.8 42.9 2.3

深さ

    土壌断面記載

土色 野外土性 構造 礫 乾湿 可塑性 粘着性 植物根 備考

深さ 仮比重

三相分布（%）
孔隙率

固相 液相 気相
真比重

保水性 (%)

全窒素 腐植
C/N

深さ

深さ
全炭素 pH pH EC

深さ

 

 

表層から 15cm 以下が非常に緻密であり、透水性が悪い。気相が低くなり、根の

伸長に適さない土壌となっている。表層は石灰がやや多く pH が高い。 
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土壌診断に用いられた語句の説明 

 

＜仮比重＞ 密度を表す。1.3 以上は緻密。 

＜三相分布＞ 土壌の個体、液体、気体の割合。固相 45～50%、液相・気相 20～30% 

＜孔隙率＞ 黒ボク土（畑の土）の基準値：70～80% 

 非黒ボク土の基準値：55～60% 

＜飽和透水係数＞ 10-3～10-4 が適 

 10-5～10-6cm/sec 以下：難透水性 

 10-2～10-3cm/sec 以上：透水性過良 

＜有効水分＞ 黒ボク土：13～20%程度 

 砂質土：5～10%程度 

 pF0 最大容水量 

 pF1.5 圃場容水量 

 pF2.7 毛管連絡切断点 

 pF4.2 永久しおれ点 

＜pH＞  5.0～6.5 程度が適 

 強いアルカリ性を示す土壌に芝を植え付けると葉が黄化し根を伸ばすこ

とが出来ずに生育不良をおこす 

 芝草に発生する病害の多くがアルカリ性を示す土壌で多発する 

＜可給態リン酸＞ 通常 10～30mg/100g 程度が適 

 リン酸が不足すると根系の発達が不良となり、葉が黒ずむ 

＜塩基飽和度＞  塩基飽和度で 80～120%程度（CEC10 から 15 程度で） 

 塩基の比率は石灰 60～75、苦土 20～25、カリ 2～10（当量比） 
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考察 

通用口から園舎に向け、園庭を横切るように生育不良部がみられた。また、園庭自転車

置場側部分にも生育不良部がみられた。ここでは、その原因を考察するとともに、対策に

ついて提案する。 

施設条件 

一人当たり芝生面積 

約 0.9 ㎡/人で、きわめて狭い。しかし、園児一人あたりの園庭面積は約 11.0 ㎡/

人と、十分な広さがある。このため、面積が原因で生育不良がみられたとは考えにく

い。 

使用頻度（踏圧量） 

約 462・秒／㎡／日  

今回の調査では、平均的な値であった。 

日照 

芝生地の南側に自転車置き場があり、平成 21年 9 月上旬の観察では、その屋根に

よる影が芝生地南側に 14 時頃までかかっていた。さらに、17 時には園舎の影が芝生

地全体を覆う。このため、芝生地南側、特に自転車置き場に隣接する部分にみられた

生育不良は、日照不足が原因である可能性が高い。 

土壌および排水環境 

表層から 15cm 以下が非常に緻密であり、透水性が悪い。雨が続くと過湿状態にな

りやすく、湿害が生じる可能性がある。しかし表層部分の土壌の値は悪くなく、生育

不良の原因とは考えにくい。 
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送り迎え 

踏圧量調査のビデオ画像から、芝生地が送り迎え時に大勢の大人により横切られ

ていた。お出迎えは、体重の重たい大人が、底の硬い靴で、比較的速い速度で横断

する。このような状態は、通常の場合以上に芝生にストレスがかかるため、裸地化

の原因の一つと考えられた。 

管理 

芝刈り 

職員が１～４回／月実施している。２回の調査から適切と思われた。 

施肥  

肥料の散布はほとんどされていない。設置後一年は、生産地で蓄えられた養分に

より適度な生育や葉色を呈することがあるが、次年度以降は肥料不足が顕著になる可

能性がある。 

水やり 

ホースによる水やりがされている。１回／週程度の水やりを実施しており、２回

の調査から適切と思われた。 

除草  

職員が１～２回／月実施している。２回の調査から適切と思われた。 

まとめ 

以上から、生育不良の主因は以下のように考えられた。 

○ 管理不足（特に施肥） 

○ 日照不足 

○ 送り迎え 
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提案 

明らかになった問題点を考慮し、芝生の良好な維持に向けた提案を、以下に示す。 

施肥 

肥料は必要な時期に、必要なだけまくことが重要である。以下に推奨される基準

を示す。 

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 15g/㎡ 

  Ｄ保育所では芝生地全体で肥料１.５kg 

そのほか 施肥後は十分に水やりをする 

低日照部 

日照の状況から芝生地の自転車置き場側は、芝生の生育にとって日照が不足して

いる。今後、生育不良が深刻になる場合、チューイングフェスクやトールフェスクと

いった日照不足に比較的耐性のある寒地型芝草に切り替えるなどの措置も考慮する

必要がある。 

エアレーション 

園庭中心部に横切るようにみられた生育不良部は、送り迎え等による踏圧が原因

と考えられた。踏圧が増えると、裸地化、土壌硬化等に繋がる。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。このため、保護者に迂回を求

めると同時に、エアレーションにより土壌を柔らかくする必要がある。 
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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。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『コアリング』がある。 

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）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。 

 

 


