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ＪＦＡグリーンプロジェクト芝生特区の認定について	 

申請者：島根県松江市	 

	 

	 

■認定条件１：芝生化の実績	 

②小学校の芝生化	 

当該市町村内の公立小学校数のうち、10 分の 1 以上の小学校が既に芝生化されており、かつ、申請年度にお

いて 3 分の 1 以上の小学校が芝生化される予定であること。	 

	 

(実績)	 

松江市内の小学校数	 31 校	 

うち、芝生化着手済み	 10 校	 

今年度内に芝生化に着手する予定校	 7 校	 

	 

(芝生化実施校)	 

①宍道小学校、②朝酌小学校、③内中原小学校、④法吉小学校、⑤玉湯小学校、⑥竹谷小学校、⑦佐太小学校、

⑧川津小学校、⑨持田小学校、⑩古志原小学校（この他、今年度中に芝生化に着手する小学校 7 校）	 

※詳細は別紙参照。	 

	 

	 

■認定条件 2：芝生の維持管理状況	 

良好な維持管理体制を整えた上で、芝生を整備してから１年以上を経て、その芝生が十分に生育し、良好な

状態に保たれていること。なお、原則としてエバーグリーン（一年中緑の芝生）を実現していること。	 

	 

(実績)	 

学校に維持管理を任せるのでなく、近隣の地域住民による維持管理を実施。特筆すべきは、年度毎に変わっ

てしまう PTA でなく、地元公民館や地元社会福祉協議会のメンバー等が維持管理を行う。芝生化着手済みの

10 校のうち、3 校が昨年夏に苗植えを実施（JFA グリーンプロジェクト／ポット苗方式芝生化モデル事業の

対象）。一年目で、一部裸地化している所も散見されるが、オーバーシードも行い、エバーグリーンの概ね良

好な芝生が保たれている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

朝酌小学校（2010 年 7 月 12 日撮影）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 宍道小学校（2010 年 7 月 12 日撮影）	 
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■認定条件３：芝生化推進体制	 

都道府県サッカー協会をはじめ、当該市町村、その他の関係団体等が連携し、地域が一体となって芝生化を

推進していること。	 

	 

(実績)	 

松江市／地域住民／学校／島根 FA 等が以下のような役割分担で芝生化を推進している。	 

団体	 役割	 備考	 

松江市	 設備／備品／消耗品の購入	 

初期投資として必要なスプリンクラー、倉庫、芝刈機、肥料

散布機を学校毎に購入（1 校あたり約 700 万円）。また、維持

管理に必要な消耗品・原材料費として、肥料、冬芝の種は、

毎年、市が購入（1 校あたり約 40 万円）。	 

地域住民	 苗の植え付け／維持管理	 ―	 

小学校	 事務局機能	 
芝生化にあたり学校に負荷がかからないような配慮がなされ

ている。	 

島根 FA	 技術指導	 

松江市に対する技術指導を実施。小学校の校庭を利用する野

球団体等に配慮し、サッカー協会が前面に出ないような配慮

がなされている。	 

その他	 苗の供給	 地元の JA（農協）が苗の生産。	 

	 

	 

■認定条件４：利用制限	 

整備した芝生のグラウンドは、原則として、特定の団体だけが排他的に利用するものでなく、一部地域住民

等により利用できるなど、公益に資するグラウンドであること。	 

	 

(実績)	 

市内の小学校は地域住民に開放されている。特に松江市では、「地域に開かれた学校」というコンセプトのも

と、地域住民に学校施設を開放している。芝生化に取り組むことで、これまで中心だった 30～40 歳代の親の

層だけでなく、年配の方など幅広い層が芝生の校庭に訪れるようになった。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

玉湯小学校の苗植えの模様（2010 年 6 月 20 日撮影）	 	 
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□芝生化実績一覧表	 

No.	 	 施設名※	 住	 所	 
芝生化

状況	 
芝生化年度	 

園庭または	 

校庭の面積	 
芝生化面積	 

1	 宍道小学校	 松江市宍道町宍道 1276	 済	 20 年度	 8,097 ㎡	 7,390 ㎡	 

2	 朝酌小学校	 松江市朝酌町 115	 済	 20 年度	 6,800 ㎡	 6,000 ㎡	 

3	 内中原小学校	 松江市内中原町 225	 済	 20 年度	 8,000 ㎡	 3,000 ㎡	 

4	 法吉小学校	 松江市比津町 115	 済	 21 年度	 11,396 ㎡	 10,000 ㎡	 

5	 玉湯小学校	 松江市玉湯町玉造 4	 済	 21 年度	 6,392 ㎡	 5,000 ㎡	 

6	 竹矢小学校	 松江市八幡町 379-1	 済	 21 年度	 8,000 ㎡	 7,700 ㎡	 

7	 佐太小学校	 松江市鹿島町佐陀本郷 1186	 済	 21 年度	 10,000 ㎡	 8,000 ㎡	 

8	 川津小学校	 松江市西川津町 500	 済	 21 年度	 12,000 ㎡	 10,000 ㎡	 

9	 持田小学校	 松江市東持田町 81	 済	 21 年度	 10,377 ㎡	 8,000 ㎡	 

10	 古志原小学校	 松江市古志原四丁目 6-1	 済	 21 年度	 10,000 ㎡	 8,000 ㎡	 

11	 忌部小学校	 松江市東忌部町 915-1	 	 	 8,613 ㎡	 	 

12	 島根小学校	 松江市島根町加賀 1325-1	 	 	 6,900 ㎡	 	 

13	 八雲小学校	 松江市八雲町西岩坂 927	 	 	 5,933 ㎡	 	 

14	 大野小学校	 松江市上大野町 1826	 	 	 9,844 ㎡	 	 

15	 大谷小学校	 松江市玉湯町大谷 299	 	 	 321 ㎡	 	 

16	 秋鹿小学校	 松江市岡本町 992-1	 	 	 11,208 ㎡	 	 

17	 鹿島東小学校	 松江市鹿島町北講武 599	 	 	 13,241 ㎡	 	 

18	 生馬小学校	 松江市西生馬町 8	 	 	 11,114 ㎡	 	 

19	 本庄小学校	 松江市邑生町 76-3	 	 	 12,505 ㎡	 	 

20	 恵曇小学校	 松江市鹿島町手結 201	 	 	 16,014 ㎡	 	 

21	 来待小学校	 松江市宍道町上来待 125	 	 	 7,209 ㎡	 	 

22	 古江小学校	 松江市古曽志町 1759	 	 	 12,668 ㎡	 	 

23	 八束小学校	 松江市八束町波入 1975	 	 	 7,951 ㎡	 	 

24	 雑賀小学校	 松江市雑賀町 586	 	 	 6,286 ㎡	 	 

25	 美保関小学校	 松江市美保関町下宇部尾 555-1	 	 	 0 ㎡	 	 

26	 中央小学校	 松江市大正町 225	 	 	 7,582 ㎡	 	 

27	 母衣小学校	 松江市北田町 273	 	 	 8,898 ㎡	 	 

28	 城北小学校	 松江市東奥谷町 229	 	 	 13,125 ㎡	 	 

29	 大庭小学校	 松江市大庭町 1074	 	 	 9,449 ㎡	 	 

30	 津田小学校	 松江市東津田町 1166	 	 	 9,528 ㎡	 	 

31	 乃木小学校	 松江市浜乃木五丁目 1-10	 	 	 9,965 ㎡	 	 

	 合計	 	 	 	 279,416 ㎡	 73,090 ㎡	 

	 

※上記 10 校に加え、平成 22 年度に 7 校の芝生化に着手する予定（うち 4 校は決定済み）。	 


