
 
 

 

(4)エアレーション 

 健康な土壌づくりには、空気が必要

であり、その穴をあける作業をエアレー

ションという。 

深さ 30㎝の深層エアレーションや 

表層のエアレーションなど方法は様々

で、機械もその目的によって選択して 

行う。 

 
(5)バクテリアン散布 

 土壌に溜まったサッチを分解するもので、

強く健康な芝の維持につながる。 

3、最後に 

 ヘッドグランドキーパーとは、多くの技術や

知識を要求される。毎日の天候の変化で

作業予定を大きく変更することもあり、非常

に大きなプレッシャーの中での仕事である。

また、作業全てに長所、短所があり、その

全てを知り尽くしていることが重要である。 

 そして、一番大切なのは、“グランドクルー

の笑顔”である!!  

 

突然ですが「皆さん芝生は好きですか？」Grass News を読んでいる皆さんに怒られるかもしれませんが私

の回答は「好きでも嫌いでもありません」だって鳥取方式?が幾ら安価だと言ってもタダじゃないし、メンテ

ナンスが楽だと言っても何もやらないよりは大変ですから。当然「芝生の公園と土の公園どっちがいい？」と

聞かれたら「芝生!!」と即答ですが恐らく世の中の大半の人の芝生に対する認識はそのようなものだと思いま

す。それでは質問を変えます。「雑草が茂り、ゴミの不法投棄が繰り返される危険な近所の空地と少々お金と

手間がかかるけどきれいに整備された近所の空地どっちがいいですか?」問答無用で絶対にきれいに整備され

た空地がいいですよね。 

私達の委員会は、本年度この質問をある地域コミュニティ 

(町内会や自治会)の無い地区で繰り返し行い、賛同者を集め 

その地域にある空地を地域住民主導によって芝生化を実施し 

ました。現段階では、芝生は生え揃っていませんし、まだまだ 

賛同者も少ない状態ですが、平日の夕方や休みの日には、家族 

でボール遊びをしたり、近所の奥様方が井戸端会議をしていた 

り、雑草が茂っていた時には全く考えられない光景を目にしま 

す。そして、私がその空地を眺めていると一度も話をしたことのない知らない人に「芝生が生えるのが楽しみ

だね」と、よく声をかけられます。土より芝生の方が当然きれいで気持ちがいいですが、多分芝生の一番魅力

的な部分は、こうゆうことなのだと思います。 

芝生とは決して特別なものではなく、人々の生活の中にスッーと溶け込み当たり前に存在する、そのような

地域こそが「芝生のまち」のあるべき姿なのではと思う今日この頃です。 

芝生化に対する一所感 公益社団法人鳥取青年会議所 

2015年度 芝生のまち因幡確立委員会 委員長 濱本昭吾 
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グリーンコミュニティ南池 石渡 弘美 様 

「『昔はよかった』と愚痴を言う前に、自分の子供時代

にあった風景を子供に取り戻そうよ」という思いを胸

に、ニールさんを訪ねたのが２００６年。皆さんと同

様、人生観が変わりました。その後、中野先生、池田

さんの指導を受けて、鳥取方式の奥深さを知りました。 

 自他共に認める日本で一番厳しい環境（１５００㎡

に児童数４５０名前後、さらに週末は野球やサッカー

団体使用）での芝生化、しかも鳥取方式ですから当然

「芝より子供」……養生期間は最短とさらに条件は厳

しくなります。 

全面芝生化から６年、苦労は絶えません。最初の何年

かは、芝生がはげる度に胃が痛くなりました。今では

「また植えればいいよ」とスタッフの気持ちにも余裕

が出来てきました。 

ＧＷ連休前後にポット苗作り、６月に児童全員でポ

ット苗植えを毎年繰り返しています。６年かけて、「み

んなの芝生」という思いが浸透してきたようです。 

 グリーンコミュニティ南池は、会議なし、規則なし、

必要な時に集まって出来ることをやる、と貫いていま

す。ある意味いい（よい？）加減さが長続きの秘訣か

もしれません。 

９年分の思いは、サイト http://minamiike.bhp.jp/

に詰め込んでいますので、ぜひ一度お訪ねください。 

鳥取方式の芝生化全国サポートネットワーク会員の交流掲示板に投稿

された質問と回答をご紹介します。今回は、雨の多い季節における芝生

管理についての質問をご紹介します。 

真夏の水やりですが雨が降らない日は朝晩の水やり（４５分程度）と維持管理には書かれています。 

水やりをするのも暑いので、ついつい水やり時間が短くなってしまう場合もあります。 

また、水やり不足の芝を見分けるのには、どうすればよいでしょうか。教えてください。 

 水やりを確実に行うためには、スプリンクラーの導入をおすすめします。芝生面積が 400 ㎡前後の

場合でしたら、水道栓 2 箇所からスプリンクラー（半径 8m 以上）4 個を配置すれば、移動しなくて

も一度に全面散水は出来るはずです。この設備があれば水圧によりますが、1 回 30〜40 分程度で、

表面に水が少したまるくらい散水できるでしょう。 

水やりが十分かどうか判断するためには、敢えて水をかけない場所を設けて、芝の水不足の兆候を

観察してみて下さい。 

投稿記事 
 募集中！ 

あなたの芝生への「熱い想い」、 
ぜひ語ってください！ 
詳しくは「お問い合わせ先」まで。 

今年のポット苗植え 

最新の写真（一番良いところです） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県全域をホームタウンとし、2015 年度、『強小七年 奮迅』スローガンの元、J3 で地域と共に全力で

戦うガイナーレ鳥取!!  

クラブスピリッツでもある『スポーツを通したまちづくり、人づくり』活動の一環として、県民の皆様と

心を通わせ感動を共有して頂くことを目的にホームタウン活動を行っています。 

このコーナーでは、前回に続きホームタウン活動の中からいくつかの活動をご紹介します!! 

 『サッカーごっこ（普及巡回活動）』では、ガイナーレ鳥取

のスクールスタッフやアカデミースタッフが保育園や幼稚園

にお邪魔させていただきます。初めはおにごっこなど身体を

使った遊びからボールを使った運動へ。そして、サッカーに

挑戦。気分はちょっぴりガイナーレ戦士！身体を動かすこと

はもちろん、サッカーを楽しいと感じてもらえることができ

ればと願っています。 

スポーツの本質は「遊び」です。「公園遊び」を通じて、子

どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらい、外で遊ぶこと、 

 

仲間と楽しく過ごすことの大切さを経験してほしい

という思いで今後も活動の輪を広げていきます。 

また、最近、子どもたちの健全な育成や、芝生化さ

れた公園、園庭が多く見かけるようになってきました。

子どもたちが、ガイナーレの皆さんといっしょに芝生

の公園遊びや、サッカーごっこを通して、元気に笑顔

で成長していってほしいと願うばかりです。そのため

にも公園の芝生化の輪を広げ、地域の皆様と共に増や

し、守っていきましょう!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

■ お問い合わせ先 ■ 
鳥取方式の芝生化全国サポートネットワーク事務局（鳥取県地域振興部スポーツ課内） 
電 話：０８５７－２６－７９１９ Ｅ－ｍａｉｌ：sports@pref.tottori.jp 
ＵＲＬ：http://www.tottoristyle-shibafu.org/network/ ※「鳥取方式®」はＮＰＯ法人グリーンスポーツ鳥取の登録商標です 

 

どこの行政も公用車をたくさん保持していると思い
ますが首長が乗る立派な黒塗りのクラウンクラスから
平が乗る軽自動車や軽トラまで。どの車も維持費が掛か
ります。車検、保険、ガソリン、タイヤ、オイル、点検、
その他諸々。これは公費で賄われていないのが一台もな
いはずだ。又、車種によってはこの維持費が大きく違う
がこれが問題視されることもないでしょう。 
どうも理解できないことが２点あります。 
誤解のないように上記の費用負担や違いについてで

はないです。税金の使い方として異論なしです。 

テｲフトンの芝生（冬シバを９月下旬にオーバーシーデｲングした場合） 
   

  ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 

  芝刈り 施肥※ 播種※※ 芝刈り 施肥※ 芝刈り 施肥※ 芝刈り 施肥※ 

第１週 

5回 

(2.5cm) 

  

1回 

(30㎏) 

  

  

2回 

(4cm) 

  

2回 

(4cm) 

  

1回 

(4cm) 

  

第２週 1回 1 回 1 回 1 回 

第３週 (30㎏) (30 ㎏) (20 ㎏) (15 ㎏) 

第４週         

 

※  施肥は 1,000 ㎡あたりの標準散布量（14-14-14％化成肥料） 

芝生面積に対して園児や利用者が多い場合は肥料を 30％～50％増にしてください。 

※※ 冬シバ（ライグラス）種子㎡あたり 40ｇを 9 月中旬～下旬に播種する。    

～管理のポイント～ 
【8 月～9月上旬（ティフトンのターフ充実期）】 
梅雨が終って昼の気温も 30℃以上となり晴天が続く 8月～9 月上旬は、ティフトンの生育が最も旺盛な時期です。この

時期に散水と施肥を十分に行ってティフトンのターフを充実させることが重要なポイントとなります。特に狭い園庭など
で踏圧損傷を受けた芝生では、利用が少なくなる夏休み期間はティフトンを回復させる最後のチャンスです。損傷が激し
い部分には、普段より多めに（50％～100％増）水と肥料を与えてティフトンの生育を促して下さい。凹んで水がたまる場
所にはマサ土などで目土をして、必要ならばポット苗（切取ったティフトン）を移植すると回復が早くなります。 
充分な散水設備がなく、手作業で散水する場所では最低限週 2 回以上の散水を行って下さい。気温が 35℃にもなると蒸

発・蒸散量もグッと多くなり芝生が萎れて葉が巻き上がってしまうことがよく起こります。萎れが発生した場合は、夕方
まで待たずに直ちにホース先端を地面に置いてしばらく放置して水を浸潤させれば翌日には回復するはずです。 
 8月の第 2 のポイントは芝刈り回数を増し、刈高を徐々に低くすることです。芝刈間隔を 4日から 5 日間隔とし（週 1.5
回）、刈高を最終的には芝刈り機の限界まで（25 ㎜程度）下げて下さい。ティフトンを低く刈る目的は、9月にオーバー
シードする冬シバの種子をティフトンの隙間に入り易くして発芽個体数を多くすることと、緻密なターフを形成して雑草
を抑制することにあります。 

【9 月中旬～9 月下旬（冬シバのオーバーシーディング）】 
 昼の最高気温が 30℃より低くなってから出来るだけ早く冬シバ（ライグラス）の種子をティフトンの上から播種（40ｇ/
㎡）して下さい。運動会などのイベントががある場合は、イベント終了後に播種してください。初めて冬シバをオーバー
シーディングする場合や冬シバの種類・品種を変更する場合はグリーンスポーツ鳥取に相談してください。また、播種が
10 月中旬以降になったり、利用人数が多い場合は播種量を多く（50％増）して下さい。播種後の管理のポイントは散水で
す。播種直後に上からシャワーのようにたっぷりと散水して種子を出来るだけ地面に近いところに落下させ、その後 10日
間は毎日朝夕 2 回散水すると発芽個体数を多くすることが期待できます。 
【10 月（冬シバ播種後の養生と最初の芝刈り）】 
播種してから 2～3 週間は未だ小さな幼植物であり踏圧によって簡単に枯死してしまうので、可能な範囲で利用を少なく

して養生してください。3週間経過して冬シバの葉が 2 枚～3枚出て、6 ㎝以上に伸びてから刈高 40 ㎜程度で芝刈りを再開
して下さい。養生期間中に、刈り刃の研磨・交換と芝刈り機の点検（代理店に依頼）をしておくと、柔らかい冬シバの芝
刈りがし易くなします。 
 
 

 

 

 

釈然としないのは園
庭、校庭、公園の芝生化
になるとこの当たり前
の理屈（いろんな分野で
既に常識となっている
にも関わらず）が成立し
ないことです。ここまで
芝生を別扱いにする背
景には遠い昔、日本人が 

芝生に凄い痛い目に遭って、未だに芝生を憎んでいる
のでしょうか。 
又、維持費を出すことになったとしても、全ての保

育園や学校で 1m2 当たり何円と一律で決まっていま
す。公用車のようにその性能（芝生で言う面積）、利
用内容や頻度等々で決まるのではないです。 
この２つの謎はいつになったら解けるでしょうか。 


