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御挨拶 

 日頃より、身近な緑の保全・創出に御協力
いただき誠にありがとうございます。 

 この「駐車場緑化維持管理の手引き」は、少
しでも皆さまの維持管理のお役に立てばと思
い作成いたしました。 

 私どもも初めての試みですので、お気づきの
点がありましたら御連絡いただけますと幸い
です。   
 楽しく芝生を維持しましょう♪ 
 
 

    （発行 みどり創出担当） 
      電 話：０４８－８３０－３１４９ 
      メール：a3140-13@pref.saitama.lg.jp 

 



駐車場緑化で傷みやすい場所 
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エンジンの下 
車の陰になるところ 

人がよく通るところ 
（特に駐車区画の間など 
保護材のないところ） 

芝生が傷んでしまったら、 
補植や養生で回復させましょう。 

でもその前に適切な維持管理をすることが重要です。 
次のページから、駐車場緑化に必要な 

維持管理を見ていきましょう。 

アイドリングは埼
玉県の条例で禁
止されています。 

エンジンの熱は、
芝生にもよくあり

ません。 



維持管理の年間スケジュール 
（夏芝の場合） 

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

生育状況 

生育期 休眠期 
  

散水 
（P7参照） 

２～３日に１回 １～２日に１回 
２～４日に 
１回 

月０～１回（乾燥したら） 

刈り込み 
（P7参照） 

適宜 ― 

除草 
（P8参照） 

こまめに雑草を取り除く（春～夏） 雑草を取り除く 

施肥 
（P8参照） 

月１回 ― 

目土 
（P9参照） 

適宜（補植時、又は 
不陸や客土の沈みが発生した時等） 

― 

補植 
（P9参照） 

芝張り・補修 ― 
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実施回数はあくまで目安です。
施工方法や使用頻度によっ
ても変わります。 

継続できるかたちでやるのが
一番です！ 
 



芝生の年間作業表 

4月 

【芝の状態】春になり、芝生は目覚めて萌芽します。 

【作業内容】 
●芝張り、張り替え、補修等は新芽が伸び始めるこの時期からが良いでしょう。 
●散水は、雨が少なかったり乾燥が続く場合、地面に水分が浸み込むくらい行ってください。  
●施肥を月１回実施すると芝生の発育も良くなります。除草も芝生の発育を促進するために
大切です。 

5月 

【芝の状態】芝生の新芽も出そろい緑一面になります。 

【作業内容】 
●芝張り、補修にも良い時期です。 芝張り、補修した場所は多めに水をやりましょう。 
●刈り込みは芝生の伸びによりますが、多くて月に２～３回程度です。  
●散水、施肥、除草は４月同様です。 

6月 

【芝の状態】この時期から芝生は夏に向けて勢い良く生長します。 

【作業内容】 
●刈り込み、除草、散水、施肥は５月同様です。 
●病害虫は、梅雨に排水不良などが原因で発生するので、芝生の刈りくずはしっかりとほう
きなどで取り除きましょう。 

7月 

【芝の状態】芝生の生長期です。 

【作業内容】 
●刈り込みは、５月同様です。 
●散水は、晴天が続く場合は１～２日に１回を目安にたっぷり行ってください。  
●除草、施肥も４月同様です。  

8月 

【芝の状態】芝生の生長期です。 

【作業内容】 
●刈り込み、散水、施肥、除草も７月同様です。 

9月 

【芝の状態】芝生の生長期です。 

【作業内容】 
●残暑の場合、刈り込み、散水、施肥は７月同様です。 
●除草は種をつけた雑草があるのでしっかり行いましょう。 
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10月 

【芝の状態】気温が下がり、芝生の生長は徐々に落ち着いてきます。 

【作業内容】 
●月１回短めに刈り込めば、翌春まで刈り込みは行わなくても良いでしょう。  
●冬草の発芽時期なので 除草はしっかり行いましょう。  
●施肥は休眠前（１０月もしくは１１月）に一度行います。 
●散水は地面が乾燥したら行う程度です。 

11月 

【芝の状態】休眠期に入り、葉の色は徐々に枯葉色になります。芝生は生長しません。 

【作業内容】 
●冬草の除草は、今の時期にしっかり行うのが良いでしょう。 
●施肥は休眠前（１０月もしくは１１月）に一度行います。 
●散水は１０月同様です。 

12月 

【芝の状態】芝生は休眠状態になるので、葉が枯葉色になります。芝生は生長しません。 

【作業内容】 
●刈り込み、施肥は必要ありません。  
●冬場の散水は乾燥したら月１回撒く程度です。 
●芝は生長しませんので、擦り切れから回復しにくくなります。 

1月 

【芝の状態】芝生は休眠状態なので、葉は枯葉色のままです。芝生は生長しません。 

【作業内容】 
●芝生は休眠状態なので、刈り込み、施肥は必要ありません。 
●冬場の散水は乾燥したら月１回撒く程度です。 
●除草は雑草が大きくなる前に抜いておくと良いでしょう。 
●芝生の表面に枯葉などがあると、芝生の生育によくないので取り除きましょう。 

2月 

【芝の状態】芝生は休眠状態なので、葉は枯葉色のままです。芝生は生長しません。 

【作業内容】 
●刈り込み、散水、施肥、除草も１月同様です。 
●降り積もった雪は、芝生の上に長期間放置しない様に注意しましょう。 

3月 

【芝の状態】芝生は休眠状態なので、葉は枯葉色のままです。芝生は生長しません。 

【作業内容】 
●刈り込み、施肥は行いません（この時期に施すと雑草を元気にしてしまいます）。 
●除草は雑草は大きくなる前に抜いておくと良いでしょう。 
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維持管理の内容 

散水 刈り込み 

• 芝生に水を撒くこと 
（時期） 
 春・秋：２～３日に１回 
 夏 ：ほぼ毎日  
 冬 ：月１回程度  

 

 

 

 

 

  （写真）水不足で葉が丸まった状態 

• 土に浸み込む程度に朝行うのが
望ましい。 

• 葉が丸まって細くなっていたら乾
燥しているので注意が必要。 

• 芝生植付後及び補植後しばらく
は、こまめに散水する。  

• 夏季の散水は、ホース内の残水
が高温となる１０時（酷暑時は９
時）から１５時の間を避け、涼しい
時間帯に行うのがよい。 

• 降雨時の散水は不要。 

 

• 芝草の伸びてきた上部を刈り取
ること 
（時期） 

   ４～１０月  

 

 

 

   

 

• 刈り込みを適度に行うことで、密
度が濃く、雑草が生えにくい強い
芝生になる。また、刈りくずの量
も軽減し、管理がしやすくなる。 

• 草丈の上から３分の１を刈る。 

• 光合成ができずに生育が悪くな
るため、伸びた芝でも、一度に生
長点まで刈らない。 

• 刈りくずを放置すると、病害虫の
温床になりかねないため、刈り込
み後は必ず除去する。  
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生長点 

工法や保護材の種類に
よって刈高は異なります。
それぞれの駐車場に
あった刈高を見つけてく
ださい。 

約２．５～ 
   ３ｃｍ 



• 雑草を除くこと 

  （時期） 
   雑草を見つけたら適時  

 

 

 

 

 

• 定期的な刈り込みと併せて行うと
効果的。  

• 雑草は、大きくならないうちに
根っこから抜くと、その後の手間
が減る。 

• 除草剤や薬剤はできるだけ使用
せず、手で取り除くなどの物理的
作業での対処が望ましい。  

• 芝生の生育に必要な栄養分を与
えること 
（時期） 

   ４月～９月：１回/月 
   休眠前（１１月頃）：１回 

    ※冬期の施肥は不要  

 

 

 

 

 

• 芝生に養分を定期的に与えるこ
とで、葉色を鮮やかに保ち、生長
を促す。  

• チッソ、リン酸、カリウムの配合が
それぞれ８：８：８～１０：１０：１０
割合の化成肥料が一般的である。 

施肥適量：４０ｇ／１㎡（片手一握
り程度） 

• 施肥の後に十分な散水を行うこ
とで、肥料を溶かし、芝生が養分
を吸収しやすくする。 

• 夏季の施肥は肥料焼けしてしま
うため、散水・降雨前がよい。 

• １回の施肥量を多くするより、回
数を増やすほうが効果的。 
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施肥 除草 

雑草を芝生と刈り込め
ば、雑草が気にならな
い場合もあります。 

また、刈り込みの回数を
増やすと芝生の密度が
濃くなって、雑草が生え
にくくなります。 



• 芝生に目の細かい砂を撒くこと 
（時期） 
 ４～９月頃の間で１～２回 

 

 

 

 

 

• 芝生の根付きや発芽が良くなる。 

• 主に地表が凹んだ部分や芝と芝
の間の隙間補修 、ほふく茎の生
長促進のために行う。 

• 薄く芝生の葉が少し見える程度
に撒き、レーキ（P13参照）等で平
らに均す。 

• 水はけの良い砂（川砂）を使用し、
赤土や粘土状の水分を含んだ土
の使用は避ける。 

• 施肥作業時に合わせて行うと効
果的である。  

• 保護材を使用している駐車場の
場合は、目土が多すぎると生長
点が保護材上部より上になり、踏
圧による枯損につながるので注
意する。 
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目土 

• 芝生が擦り切れたり、剥げた部
分に芝生を植え直すこと 

  （時期） 

   ４～７月 

 

 

 

 

 
      （写真）ポット苗による部分補植 

• 芝が生育旺盛になる春から夏に
行うと効果的である。 

• 「ポット苗」「張り芝」「播種」などの
補植方法がある。 

• 部分的に補修することで、全体に
ダメージが拡がるのを防ぐ。 

• 芝生の凹凸をなくし、景観を保つ
効果がある。 

• 補植した箇所は、しばらく養生期
間（立入禁止期間）を設ける。 

次のページから、 
これらの作業時に 
持っていると 
便利な道具を 
ご紹介します♪ 

補植 



維持管理に便利な道具 
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散
水 

散水チューブ ホースに多数の穴が開いてい
る。 

這わせておくだけで広範囲に
散水ができる。 

移動式簡易   
スプリンクラー  
（回転式） 

形状は多種多様であり、散水
範囲も機種により異なる。 

手撒きに比べ、手間がかから
ず均一に散水できる。  

蛇口散水タイマー 簡易スプリンクラーと組み合
わせて使用する。 

散水の開始・終了時間を設定
できる。 

散水の手間が省ける。 
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刈
り
込
み 

手押式芝刈り機 小面積の芝生向き。 

単純な操作で作業ができる。 

騒音の心配がない。 

刃の消耗が早い。  

電動式芝刈り機 小～中面積の芝生向き。 

素早く芝生を刈ることができる。 

コード式とバッテリー充電式が
ある。 

多少の騒音が発生する。 

エンジン式刈払機 伸びすぎた芝や雑草の刈り込
みに用いられる。 

刈り残した部分は、バリカン式
芝刈り機等で処理をする。 

保護材使用の駐車場は、ナイ
ロンワイヤーの刃がよい。 

バリカン式芝刈り機 芝刈り機で刈り残した部分を
処理する。 

小回りが利き、建物の際や樹
木周りの芝刈りに用いられる。 
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除
草 

除草フォーク 

回転式草取器 

雑草を根から取り除くことがで
きる。 

形状は多種多様。 

雑草を抜いた後の穴は、目土
等で埋めることが必要。 

充電式       
ドリルドライバー
取付草取り器 

電動式なので作業効率が良い。 

別途ドリルドライバーが必要。  

ブロワ 
芝生上に堆積した刈りくずや
落ち葉等のごみを吹き飛ばし、
集めやすくする。 

吸い込み機能が付いているも
のもある。 
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施
肥 

肩掛手回し散粒機 
ハンドルを回すことで均一に散
布できる。 

狭い芝生向き。 

芝の種撒きにも使用できる。 

手押し式散布機 車輪を押し進むだけで均一に
散布できる。 

広い芝生向き。 

目
土 

トンボ 

レーキ 

竹ぼうき   

地面を平らにしながら目土（目
砂）を芝生に擦り込む。 

竹ぼうきは、刈りくずや落ち葉
を集めるときにも使用できる。 



維持管理の例（県庁外来B駐車場） 
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埼玉県庁の外来B駐車場は、 
平成２９年３月に、駐車区画の 
緑化を行いました。 
 

このページでは、私たちが主にどのような維持管理を
行っているかを御紹介します。 

合言葉は、「できるときに、時間を決めて、気にしすぎな
い」です！ 

1週間ごとに利用低減区域を設けています。 
通年 

• 日常的に養生ができるよう、駐車区画をＡ、Ｂ、Ｃに分け、１週間ごとに
利用を制限しています。                           
（駐車場が混雑しているときは、制限を解除しています。） 

• カラーコーンやウマ型バリケードを芝生の上に置きっぱなしにしてしま
うと芝生を傷める原因となるため、注意しています。 

Ａ

Ｂ

Ｃ



刈り込み 
４～９月 

• 特に夏場の暑い時期は芝生の生育が                   
よく、芝生が伸びます。 

• 手押し式芝刈り機や刈払機などで刈り                    
込みを行います。                                
（刈払機を使うには、資格が必要です。） 

• 刈り終えた後は、ブロワ－や竹ぼうきを                            
使用して刈りくずを集めると簡単です。 

除草 

４～９月 

• 除草フォークを使うときもありますが、                    
基本的には手で雑草を引っこ抜きます。 

• 根っこから取り除くと効果的です。 

施肥 
７月 

• 手回し散粒機を使っています。 

• 施肥を行うと、芝生の生育がよくなり、                        
芝が伸びすぎてしまうため、回数を控                   え
えめに行いました。 
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 芝苗等の提供制度について 
～「彩の国みどりのサポーターズクラブ」のご案内～ 

• 「植樹活動や保全活動を進めていきたい！」 

• 「活動を知ってもらいたい！」 

• 「活動に参加したい！」 

• 「仲間を増やしたい！」 と考えている団体・企業・個人が自
由に参加できるクラブです。 

「彩の国みどりのサポーターズクラブ」とは 

• 埼玉県内に居住する個人（勤務、就学を含む） 

• 埼玉県内で植樹活動等に取り組んでいる特定非営利活動
法人や任意団体 

• 埼玉県内で植樹活動等に取り組んでいる企業 など 

会員の対象 

• 取り組んでいる活動のPRができる！ 

• 樹木の剪定や育て方など、会員限定の研修会に参加でき
る！ 

• 苗木や芝苗の提供が受けられる！※個人宅での緑化活動は対象外です。 

会員になると・・・ 
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詳細はホームページをご覧ください。 
 

                         で検索！ 彩の国みどりのサポーターズクラブ 


