
川口市立里小学校 

【写真紹介】 

 

【概要】                 （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２２年度 設置場所 グラウンド全面 

校庭面積 １１，９１８㎡ 芝生化面積 ７，０００㎡ 

整備費用 １２０万円 管理費用（年額） ３９万円 

管理費用の内訳 冬芝代、水道代 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者   

教職員 必要に応じて 草刈り、散水 

児童・生徒   

ＰＴＡ 月２回 草刈り、散水 

地域ボランティア等 月１回 草刈り、散水 

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点 

・水はけがよい、怪我の減少、埃の減少、地域との交流の活発化、地域の目が注がれる事により防犯につなが

る。 

芝生化による影響・悪い点 

・管理に費用及び手間がかかる、校庭工事の時復旧に時間がかかる、養生期間中校庭使用できない。 

その他（自由記述） 

芝の管理について、保護者や地域団体に依頼していたが負担が大きく、維持管理に苦慮している。 

養生期間による運動不足の懸念及び代替地の確保が困難。 

 

 

 



朝霞市立朝霞第四小学校 

【写真紹介】 

 

【概要】                 （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２２年度 設置場所 グラウンド外周 

校庭面積 ６，２３０㎡ 芝生化面積 １，６６１㎡ 

整備費用 １４０万円 管理費用（年額） １６万円 

管理費用の内訳 肥料・冬芝種・燃料代 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者     

教職員 週３～４回程度 散水、芝刈り、追肥、除草、冬芝種蒔き養生 

児童・生徒     

ＰＴＡ     

地域ボランティア等     

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点 

・砂塵飛散、土壌流出の抑制効果があり、児童が芝生の上でのびのび遊び環境面及び精神面に好影響を与えている。 

芝生化による影響・悪い点 

・芝刈りや除草、追肥、冬芝養生等維持管理に労力や費用負担があり、養生期間中一部校庭が使用出来ない。 

その他（自由記述） 

維持管理費の一部を助成して頂きたい。  

 

 



滑川町立月の輪小学校 

【写真紹介】 

 

【概要】                         （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２２年度 設置場所 グラウンド外周 

校庭面積 ９，５９５㎡ 芝生化面積 １，４８８㎡ 

整備費用 約９０万円 管理費用（年額） 約６５万円 

管理費用の内訳 委託料 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者 年６回 除草、施肥、目土、エアレーション等 

教職員 月１～２回程度 芝刈り、除草、散水 

児童・生徒 年３回（学期１回程度） 除草 

ＰＴＡ 年１回 除草 

地域ボランティア等     

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点 

・景観が良い。・遊具で児童が遊ぶ際、怪我の減少が期待される。・校庭に立つ埃の量の軽減が、期待できる。 

芝生化による影響・悪い点 

・維持管理に経費や手間がかかる。 ・養生期間中は、遊具の使用ができない。 

・業者委託だけでは管理が不十分であり、児童・教職員・保護者による管理負担がある。 

その他（自由記述） 

  

 



嵐山町立七郷小学校 

【写真紹介】 

 

【概要】                        （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２２年度 設置場所 校舎前庭（旧グラウンド） 

校庭面積(前庭) ７，４２０㎡ 芝生化面積 ８２１㎡ 

整備費用 ２９５万円 管理費用（年額） ３万円 

管理費用の内訳 ガソリン費、肥料代 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者   

教職員 週３～４回程度 散水、除草、芝刈り、施肥、砂散布 

児童・生徒 週３～４回程度 散水、除草 

ＰＴＡ 年１回 除草 

地域ボランティア等 年１回 除草 

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点 

・筋肉トレーニングやストレッチを行いやすい。・校庭に立つほこりの量が減少した。 

・見た目がいい。・生徒の怪我が減少した。・暑さをやわらげる。 

芝生化による影響・悪い点 

・学校職員の維持管理の負担が大きい。 

・業者委託をすると費用がかかる。 ・養生期間中は使用できない。 

その他（自由記述） 

  



熊谷市立籠原小学校 

【写真紹介】 

 

【概要】                         （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２３年度 設置場所 グラウンド外周 

校庭面積 １３，２００㎡ 芝生化面積 ２，０００㎡ 

整備費用 ４５０万円 管理費用（年額） 実績がないため、不明 

管理費用の内訳 肥料、燃料代 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者   

教職員 週２回 芝刈り、水やり 

児童・生徒 毎日 雑草取り 

ＰＴＡ   

地域ボランティア等 週２回 雑草取り 

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点 

・温暖化防止  ・校地内の緑化  ・環境美化 

芝生化による影響・悪い点 

・教職員への負担増加 

その他（自由記述） 

・見た目はとてもよいが、職員の負担が大きい。    

 

 



本庄市立仁手小学校 

【写真紹介】 

 

【概要】                         （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２３年度 設置場所 グラウンド内周・外周 

校庭面積 ６，１３３㎡ 芝生化面積 ２，５１３㎡ 

整備費用 ３３０万円 管理費用（年額） ５７万円 

管理費用の内訳 委託料 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者 月１～２回 散水、施肥、芝刈り、除草 

教職員   

児童・生徒   

ＰＴＡ   

地域ボランティア等     

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点 

・運動時の怪我の減少。 ・バッタやカエルが増え、観察できる。 

・砂ぼこりが抑制できる。 

芝生化による影響・悪い点 

・維持管理費用がかかる。 ・養生期間中は校庭の使用ができない。 

その他（自由記述） 

  



上尾市立富士見小学校 

【写真紹介】 

 

【概要】                 （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２３年度 設置場所 グラウンド外周 

校庭面積 １５，４１８㎡ 芝生化面積 １，７８３㎡ 

整備費用 約５４８万円 管理費用（年額） １万円 

管理費用の内訳 燃料・オイル等 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者   

教職員 繁茂時 １０日に１度 芝刈り 

繁茂時 ２日に１度 スプリンクラーによる水やり 

児童・生徒   

ＰＴＡ   

地域ボランティア等   

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点   

・砂塵がたちにくく、校庭内の環境が改善したほか、近隣住宅への配慮としても有効になっている。 

・未だ養生期間中ではあるが、児童が芝生上を走り回って、転倒してもクッションとなりケガの減少に役立つ。 

芝生化による影響・悪い点 

・多少、地面に凸凹があり、足がとられるような印象がある。 

・芝生内のガラス片や金属片、動物の汚物のような物の発見が難しい。 

 その他（自由記述） 

傾斜地に植えた芝生は、自重によりはがれてしまうので、根付くまでは注意深く保護する必要がある。 



坂戸市立南小学校 

【写真紹介】 

 

【概要】                        （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２３年度 設置場所 グラウンド外周 

校庭面積(前庭) ８，１９２㎡ 芝生化面積 ６１８㎡ 

整備費用 １９７万円 管理費用（年額） １万円 

管理費用の内訳 堆肥代 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者   

教職員 右記参照 除草・芝刈り（２週間に１度）、施肥（適宜）、水やり（毎日） 

児童・生徒   

ＰＴＡ   

地域ボランティア等   

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点 

・見た目  ・暑さをやわらげる  ・防塵効果については今後検証していく予定 

芝生化による影響・悪い点 

・維持管理に手間がかかる（教職員による直営管理だが、委託とした場合は維持管理コストが増える） 

その他（自由記述） 

  



本庄市立旭小学校 

【写真紹介】 

 

【概要】                         （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２４年度 設置場所 グラウンド内周 

校庭面積 ７，７３７㎡ 芝生化面積 １，８００㎡ 

整備費用 １５０万円 管理費用（年額） ４８万円 

管理費用の内訳 委託料 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者 月５～６回 散水、施肥、芝刈り、除草 

教職員   

児童・生徒   

ＰＴＡ   

地域ボランティア等     

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点 

 

 

・維持管理費用がかかる。 

・養生期間中は校庭の使用ができない。 

その他（自由記述） 

 

 



朝霞市立朝霞第五小学校 

【写真紹介】 

 

【概要】                 （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２４年度 設置場所 グラウンド外周 

校庭面積 ７，８５５㎡ 芝生化面積 ９００㎡ 

整備費用 １６０万円 管理費用（年額） ３０万円 

管理費用の内訳 養生備品費等 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者     

教職員 毎日 散水養生 

児童・生徒     

ＰＴＡ     

地域ボランティア等     

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点 

・砂塵飛散、土壌流出の抑制効果及び児童が芝生の上でのびのび遊べる環境が期待出来る。 

芝生化による影響・悪い点 

・芝刈りや除草、追肥、冬芝養生等維持管理に労力や費用負担があり、養生期間中一部校庭が使用出来ない。 

その他（自由記述） 

維持管理費の一部を助成して頂きたい。  



神川町立丹荘小学校 

【写真紹介】 

 
【概要】                 （平成２４年７月１日時点） 

整備年度 平成２４年度 設置場所 グラウンド外周 

校庭面積 ８，７５４㎡ 芝生化面積 ７５０㎡ 

整備費用 １６０万円 管理費用（年額） ４０万円 

管理費用の内訳 委託料 

【管理方法について】 

管理主体 頻度 方法 

業者   

教職員   

児童・生徒   

ＰＴＡ   

賃金職員 週３～４回程度 除草、芝刈り、施肥、砂散布、散水 

【芝生化による感想等】 

芝生化による効果・よい点 

・筋肉トレーニングやストレッチを行いやすい。・見た目が良い。・暑さをやわらげる。 

芝生化による影響・悪い点 

・維持管理費用がかかる。・業者委託だけでは管理が不十分であり、生徒、職員、保護者による管理負担が

あること。 

その他（自由記述） 

 

 

 


