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文教経済委員会行政視察報告書 

 

関市議会議長 様 

 

２００８年８月２０日 

 

議員名 尾関 健治 

 

 下記のとおり行政視察を実施しましたので、その結果を報告します。 

 

記 

 

１．日  時：２００８年８月１８日（月） 

~ ８月１９日（火） （２日間） 

 

 

２．参加議員：林  修美議員、山藤 鉦彦議員、猿渡 直樹議員 

長屋 和伸議員、足立 将裕議員、佐藤 善一議員 

石原 教雅議員、尾関 健治 

 

 

３．随行職員：議会事務局 廣瀬 正則 

 

 

４．視察事項：鳥取市  ・園庭の芝生化事業について 

 

       たつの市 ・観光地づくりについて 
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５．視察内容 

≪鳥取市視察－園庭の芝生化事業について≫ 

訪問日時：２００８年８月１８日（月） 午後１時３０分~午後３時３０分 

訪問先 ：所 在 鳥取県鳥取市尚徳町１１６番地 

     名 称 鳥取市役所 

     応対者 松下 稔彦・議会事務局長 

         松田 真治・福祉保健部児童家庭課 

         片山  学・議会事務局調査係長 

     電 話 ０８５７－２２－８１１１ 

 

〔説明・調査内容〕 

＜経緯＞ 

・ＮＰＯ法人（グリーンスポーツ鳥取、以下

ＧＳＴ）が５年ぐらい前から芝生化を進め

る活動をしてきた 

・鳥取市としても必要性は認識していたが、

財源の問題もあり運営費が厳しく、事業に

取り組む余裕がなかった           （写真１ 松下稔彦事務局長挨拶） 

・市内の松保保育園の保護者が、市の援助なしで園庭を芝生化したい、という

申し出があり、維持管理も含めて責任を持つ、という条件で認めた 

・昨年６月にロール芝で芝生化を行い、昨年の世界陸上の際に鳥取県でキャン

プを行ったジャマイカの陸上選手等とも交流を行った 

・こうした実績を受け、今年度の予算編成にあたり、ＧＳＴ・保護者・行政三

者で協議して市内保育園２園芝生化の予算化 

 

＜芝生化のメリット・デメリット＞ 

・メリットの一番は、園児が園庭で元気に遊ぶようになり、笑顔が増えたこと 

・その他のメリットとしては、 

保護者間・親子の交流促進 

安全性の向上による屋外活動促進 

温度上昇の抑制による快適性の向上 

砂塵の飛散・土の流出防止 

排水性の向上 

美観による癒し・情緒安定 

 

・デメリットとしては、 
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保護者の作業負担 

水道代の増 

安全管理 

衛生管理 

 

                         （写真２ 林委員長挨拶） 

・市内では、私立のあすなろ保育園、今年度予算化した市立保育園２園、松保

保育園、私立幼稚園で２園、合計６園が芝生化 

 

＜事業内容＞ 

・モデル事業として位置づけ、いくつかの保育園に市から声をかけ、保護者が

積極的に声を上げた２保育園を選定 

・芝生化の方式は、ＧＳＴが提唱している「ポット苗移植法（鳥取方式）」 

・原材料費及び技術指導料を市が負担、植付・維持管理は保護者が実施 

 

＜鳥取方式とは＞ 

・ロール芝で苗代は平米あたり１，０００円から４，０００円 

・ポット苗は平米あたり８０円であり、コストが低い 

・洋芝のティフトンは成長力が強く、冬季には冬芝（ペレニアルライグラス）

をオーバーシードすることにより年間を通して緑を保つ 

・維持管理作業等は専門知識がなくとも可能 

 

＜洋芝：ティフトンの特徴＞ 

・サッカー場・ゴルフ場などのスポーツフィールドに多く使用 

・繁殖力が強いため、踏みつけによる損傷の回復力が強い 

・高麗芝よりきめ細かく、裸足で歩いてもチクチクしない 

 

＜事業のしくみ＞ 

・保護者・ＮＰＯ・市が協働し、低コストで実施 

・市からＮＰＯに全面委託を行い、経費は非営利ということでかなり安くして

もらっている 

 

＜保護者の作業内容＞ 

・芝植え作業（６月） 梅雨時の場合、水やりが省略できる 

・水やり作業（移植後１ヶ月間は毎日、以降は週１~２回） 

・芝刈り作業（年間２５回ぐらい必要、定価１０万円の芝刈り機を市が購入） 
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・施肥作業（６~９月まで２週間間隔、１０~５月は月１回（冬季は不要）） 

・冬芝種子撒き作業（９月） 

 

＜初年度事業コスト（１０００平米）＞ 

芝苗代 平米あたり８０円（ＮＰＯが育成） 

造成費 １４万円（真ん中を高くして水が流れ

るように） 

合計５０万くらいで芝生化 

モデル事業ということでスプリンクラーを設

置（３５万円） 

東京都での芝生化事業 ４つの保育園事業費

８８００万円（１園あたり２２００万円）とい

う報道あり 

                         （写真３ のぞみ保育園の園庭） 

＜２年目以降の維持管理コスト＞ 

・約１７万６千円という試算 

・造園業者に委託してもプラス４万円ぐらいでできるのは、と試算 

 

＜実施例（のぞみ保育園）＞ 

・事前に５０センチ間隔で碁盤状に線を引いておく 

・６月１４日 参観日に芝植え作業 １００人参加して約１時間で終了 

特に養生期間はなし 

・８月１１日 最初の芝刈り １時間程度で作業終了 

・芝高４センチに刈り込み（冬芝の種を播く前は２センチと短め） 

 

＜今後について＞ 

①モデル事業から通常事業へ 

 保護者が主体的に取り組んでもらわないとなかなか進まない 

②ノウハウの蓄積と展開 

 事業のシステム化、維持管理技術の習得 

③さらなる効率化 

 散水方法をどうするか 

松保保育園ではプールの余り水をポンプで散水 

他地域では井戸を掘って地下水を利用したり、川の水を利用したりしてい

るところもある 
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〔質疑応答〕 

Q.ティフトンは耐陰性・耐寒性が低いとあるがどの程度か 

A.高麗芝より冬枯れの期間が短くなるのが特徴であり、冬芝を播くことによっ

て冬場も緑を保つ、という方法 

他の種類の芝より劣っている、ということではない 

 

Q. 芝は種類が混ざると難しい、と聞いたことがあるが、冬芝は次の年はどうす

るのか 

A. 次の年も補う程度に播く予定 

 

Q.実際のところ何か問題はあるか 

A.今のところ、問題になっているところは

ないが、２年目以降、保護者の負担を増や

す予定になっており、また、保護者の代が

変わるのでその点は気にしている 

 

Q.維持管理コストについて業者委託という

４万円という話だったが、どの部分の委託

か 

A.冬芝の種子まきと施肥年１０回（１時間

２，０００円） 

                       （写真４ スプリンクラーによる散水） 

Q.園庭の真砂土に０．５％勾配はつけたのは 

A.真ん中に水がたまって芝生が腐らないように勾配をつけた 

やらなくてもいい、という話だったが、やった方がベターということで行った 

 

Q.小学校・中学校の芝生化はまだやっていないのか 

A.教育委員会の考え方もあり、なかなか進んでいない 

小学校１校でトラックの内側部分だけ鳥取方式やっている 

 

Q.市が管理している運動場等の芝生化は 

A.「裸足で作れる公園づくり」ということで、５公園（６，０００平米）を鳥

取方式で芝生化している 

 

Q.園庭は保護者等がいるが、公園は誰が植付け・管理をするのか 

A.公園愛護会が中心となって行っている 
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Q.肥料について保護者から意見はないか 

A.化学肥料ではなく有機肥料を使っているので意見等はこれまで出ていない 

 

Q.参観日等でグランドを駐車場に使うこともあるが、それに耐えられるか 

A.県立高校が芝生化しているが、高校生レベルの部活動や体育のストレスには

耐えられない模様 

のぞみ保育園については、モデル事業ということで車は一切入らせていない 

参観日等は、近隣の店舗等の協力をいただいて駐車場を確保している 

 

Q.県内他地域の芝生化の取り組みは 

A.鳥取県体育協会が助成金を出して芝生化を援助している（１団体あたり４０

万円） 

県内７つの小学校が手をあげて実施している 

 

Q.ＮＰＯ法人への事業委託の具体的な内容は 

A.スプリンクラー設置、苗の調達、技術指導（芝植え・芝刈り）・その他必要な

材料の調達など 

２園で約１２９万円の委託料         

内訳は１１４３平米（のぞみ保育園）７８万円 

６３５平米（湖山保育園） ５１万円 

 

Q.芝刈り機の自走式と乗車式を使う広さの

目安は 

A.小学校のグランドはほとんどが乗車式 

 

Q.芝刈り機の保険は 

A.数千円の保険に加入している 

 

〔調査結果〕 

＜「芝生化＝コスト高」の崩壊＞         （写真５ 自走式芝刈り機） 

 これまでも「校庭の芝生化」には興味を持っていたが、「芝生化＝コスト高」

という先入観があり、実際に校庭を芝生化できるのは比較的財政が豊かな東京

都をはじめとする都市圏のみだと考えていた。 

 東京都は都内の小中学校約２，０００校の校庭芝生化を進めているが、たと

えば中野区役所のホームページ（http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/）で、校
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庭を芝生化した事例が紹介されている。 

 以下、中野区の小学校２校の芝生化面積・工事等の経費・㎡当たり経費を、

鳥取方式で芝生化した鳥取市のぞみ保育園の例と比較した表である。 

 

学校名 芝生化面積 工事等の経費 ㎡当たり経費 

中野区立若宮小学校 ２，１４５㎡ 約３，７６６万円 約１７，５５７円 

中野区立武蔵台小学校 ２，９４６㎡ 約５，６７０万円 約１９，２４６円 

鳥取市立のぞみ保育園 １，０００㎡ 約８５万円 約８５０円 

※のぞみ保育園の経費にはスプリンクラー設置費用を含む。中野区の小学校に

ついては不明。 

 

 中野区の小学校２校にかかった経費の内訳が明らかでないので、上表の単純

な比較だけでは断定できないが、ただし、如何にこれまでの芝生化のコストが

膨大なものであり、逆に、如何に鳥取方式のコストが安いか、を十分に実感で

きる数字である。 

 東京都の場合、１校の芝生化に３，０００万、５，０００万とコストをかけ

ているが、ここまでのコストをかけて校庭を芝生化できる自治体は東京都を含

めてほんの僅かな一握りである。 

 鳥取方式は、コストの面から芝生化を躊躇していた自治体や学校にとって、

大きなインパクトを与えるものである。 

 

＜「芝生」とは「芝」あるいは「草」を刈りこんだもの＞ 

 鳥取方式の特徴は、ポット苗を移植するこ

とによる苗代等のコスト安、芝植えや維持管

理作業を保護者や地域住民が行うことによ

るコスト抑制等である。その考え方の基本に

あるのは、保育園児や小学校児童が遊ぶグラ

ンド等の芝生は、国立競技場などで管理して

いる高品質で高価なものである必要がない、

というものである。 

                          （写真６ 芝と草） 

 視察したのぞみ保育園の芝生の中には、芝とともに雑草もかなり生息してい

る。視察した議員の中には、「数年経つと、芝が雑草に負けてしまうのではない

か」とか、「雑草が生えていると危ないのではないか」という声があった。 

 しかし、鳥取方式の考え方には、「芝あるいは草を頻繁に刈り込むことによっ

て出来上がるのは芝生」（グリーンスポーツ鳥取代表ニール・スミス氏のブログ
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「 芝 生 化 奮 闘 記 」 よ り ：

http://plaza.rakuten.co.jp/playgrounds

/）というものであり、そもそも雑草を取

り除くという発想がない。芝も草も頻繁

に刈り込めば芝生となるのであり、保育

園の園庭や小学校の校庭であればこれ

で必要十分、という考え方に立っている

ことを理解することが必要である。 

 

＜芝生は想像以上の柔らかさ＞         （写真７ 冬季以外は芝高４㎝） 

 実際にのぞみ保育園の園庭を、皮靴と靴下を脱いで裸足で歩いてみたが、想

像していたようなチクチク感は全くなかったことが驚きであった。自宅近くの

公園に子ども達と遊びに行き、芝生化された場所で裸足になって遊ぶことがあ

るが、大人の足でもチクチクの違和感があるので、子ども達は大人以上に感じ

ているはずだと思う。 

 鳥取方式で使用する洋芝種「ティフトン」の特徴であるようだが、この点で

もコストが安く、かつ、子ども達にとっては快適な芝生となっている。 

 

＜住民との協働＞ 

 鳥取方式では、芝植えや維持管理作業については、保護者や地域住民が行う

ことによりコストを抑制している。しかし、こうして保護者や地域住民に作業

を担ってもらうことにより、自分たちの保育園や学校、地域を自らで支えてい

るという、自覚とやりがいを持ってもらえることも結果的に重要だと思う。 

 特に芝生化事業は、２~３カ月の間に目に見えて保育園や学校や公園が緑に変

わっていき、そこで遊んだりくつろいだりする園児・児童・住民の姿を見るこ

とができる。その意味で、自分達が汗をかいて活動した成果が、直ちに分かり

やすいかたちで手に入れることができる点で、非常に優れていると考える。 

 説明の中で、芝生化のメリットとして最大のものは「子ども達の笑顔」とい

う言葉があったが、関市でも一人でも多くの子ども達の笑顔があふれるように

できたら、と心から思う。 

 

＜モデル事業からスタート＞ 

 関市において全面的に園庭・校庭等の芝生化を実行するのは、下からのボト

ムアップからではなく上からのトップダウンがなければ現実的には難しいと思

われる。 

 今後、関市で芝生化を実現していくためには、モデル事業として保育園・小
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学校・公園等を選定し、実例を作っていくことが必要ではないか。 

 話を聞いたり、写真を見たりするだけでは、「良いことづくめの夢物語」と考

える人もいるだろう。「百聞は一見にしかず」。何より、実際に芝生の上を歩い

てもらい、子ども達が元気に走り回る笑顔を見てもらうことが、芝生化を進め

る上で最も近道であると思う。 
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≪たつの市視察－観光地づくりについて≫ 

訪問日時：２００８年８月１９日（火） 午前１０時~正午 

訪問先 ：所 在 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 

     名 称 たつの市役所 

     応対者 松本 義彦・市議会議長 

         真殿 基義・産業部参事兼商工観光課長 

         満田  恵・市議会事務局長 

         西川  廣・市議会事務局次長補佐 

         安積  徹・市議会事務局副主幹 

     電 話 ０７９１－６４－３１３１ 

 

〔説明・調査内容〕 

＜観光の概要＞ 

・揖保川に接した１市３町で合併 

・観光地としては以下の２カ所 

龍野地区－城下町、三木露風、文学地帯、防人の道（山陽道） 

昔、淀川で京都まで醤油を運び、帰りの船で京都の品を龍野に 

持ち帰ったことにより栄えた歴史 

御津地区－海辺の町 

・観光客は年間約２２５万人、宿泊客は約１０万人ぐらいと想定 

・国民宿舎が３つあり、一般会計から繰出し金を入れながら企業会計で運用 

利用者数：平成１５年 ５万２千人→平成１９年 ５万８千人へ増加 

 

＜観光の特色＞ 

１．播磨の小京都（龍野） 

小路、祇園町など、京都の地名が今でも

残っている 

 

２．童謡の里（龍野） 

童謡「赤とんぼ」の作詞者である三木露

風の生誕地 

亡くなったのは三鷹市であり、姉妹都市

提携している 

                          （写真８ たつの市役所） 

３．脇坂五万三千国の城下町（龍野） 

赤穂城の受け渡しに出向いたことで知られる 



 11 

 

４．宮本武蔵修練の地（龍野） 

宮本武蔵が宇喜多秀家軍に参加するも敗れて岡山に帰れず、当時、治外法権

だった市内の寺に滞在 

 

５．フーテンの寅さんの愛した町たつの（龍野） 

 たつのをロケ地として撮影されたことがある 

 

６．海の宿駅（室津） 

朝鮮通信使も１０回ほど入港 

昔から穏やかな港であり、参勤交代時の

薩摩島津家など本陣も５~６ヵ所存在 

 

７．花まつり（全域） 

桜まつり、梅まつり、ベニバナまつり、

コスモスまつり、菊まつり、紅葉まつり、

菜の花まつり 

 

＜その他の行事等＞ 

①オータムフェスティバル in 龍野        （写真９ 松本義彦議長挨拶） 

・龍野地区と室津地区は人口減少 

・揖保川西から市役所や県施設等が川東に移転 

・昭和４０年代に川東にジャスコやダイエー等の大型スーパーが出店し、川西

の城下町にあった店舗もテナントとしてほとんど移転 

・こういう状況の中、市内にある龍野実業高等学校から、展示会等をやっても

校内だけでは誰も見に来てくれない、という声があがり、川西の空き店舗等

を利用して展示会をしよう、ということになった 

・当初は高校や婦人会等で行うこじんまりしたイベントだったが、徐々に店舗

が目立つように目立つようにオレンジの旗を立てたり、場所が分かる番号を

つけたり活動が拡大、現在のオータムフェスティバル in 龍野に発展 

・市からは５０万円の補助金のみ 

 

②たつの市皮革まつり 

・昔は姫路市と別々に開催しており、３，０００人ぐらいしか集まらず 

・兵庫県、姫路市、たつの市間で協議し、会場や駐車場が広い龍野地区で開催

することに 
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・昨年では１８，８００人が集まり、売上も１，８００万円以上 

 

③町ぢゅう美術館 

・町ぢゅうを美術館とするイベントで４~５万人を集める 

 

④八朔のひなまつり 

旧暦８月１日にひなまつりをする 

 

・今回の日本観光協会の表彰は行政が受けたものではなく、市民の取り組みに

対して表彰を受けたものだと理解 

 

〔質疑応答〕 

Q.観光客の推移は 

A.２００３年の観光客数は約１５６万人、２００４年に温泉施設ができて約５

０万人ぐらい増加している 

 

Q.室津地区の観光地は 

A.遊女伝説、日本で初めて遊女がいたのが室

津と言われている 

まちなみの散策 

２２５万人の内、龍野地区が６割、室津地区

が３割 

                         （写真１０ 真殿課長説明） 

Q.多くのイベントがあるが開催疲れはないか 

A.たつの市では、おもてなしの心が昔からある 

「よう来やったなぁ」と小学生が観光客に声をかけてくれる 

イベントがその昔、激減したことがあったが、「寂しい」ということで武者行列

等が復活 

 

正直、しんどいところもあるが、主催する団体が違っており、また、職員がリ

ーダー的な立場に立っていることもある 

 

Q.職員が一生懸命にやらないとイベントは成功しないと思うが、行政と民間の

係り合いは 

A.たとえば、諸君がふるさとガイドの一員として参加したりしているが、あく

までも行政職員の代表としてではなく、好きでやっているということ 
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Q.国民宿舎に対する一般会計からの繰出し金は 

A.一般会計から利子補給分として８，８００万の繰出しをしている 

 

Q.皮革の切れ端等を使った作品のデザイン担当者は 

A.市役所に皮革専門官がいる 

現在、皮革事業者は１７３にあり、そこで働く従業員は約１０００人程度 

 

Q.合併特例債で観光関係の普通建設事業は予定しているか 

A.現在、新宮地区に「道の駅」があるが、室津地区にも作る計画をしている 

 

Q.龍野地区・室津地区以外の地区から不満の声は出ていないか 

A.合併前に旧行政区で競うようにイベントやっていた 

 

Q.行政職員の苦労は 

A.総合支所というかたちをとっているが、毎年、２０~３０名の職員が総合支所

から減らされている 

退職者数に対して採用者数は抑えており、今後、窓口業務以外は本庁に集約し

ていく方向になると思う 

 

Q.現在の市議会議員の選挙区は 

A.大選挙区制で選挙を行っており、２８名の定数の中で旧龍野市から選出され

た議員が１１名、残りの１７名の議員は旧３町出身 

 

Q.実業高等学校とは 

A.県立龍野実業高等学校で、土木科・建築科・デザイン科・電気科・商業科が

ある 

今度、市内の龍野北高校と合併する予定 

 

Q.オータムフェスティバルに参加する団体は 

A.地元の婦人会・老人会・専門学校・高校生・商工会等に加えて、近隣の他地

域からも多くの団体が参加 

また、お寺が参加したことが大きい 

 

Q.交通面の課題は 

A.ＪＲ西日本が姫新線を高速化する予定であり、また、駅舎を建て替えて駅前
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整備を行政としても予定 

室津地区は交通の便が悪いので、それが課題となっている 

今後、観光タクシーの整備を検討している 

 

〔調査結果〕 

＜行政ではなく住民が受賞＞ 

 たつの市は、社団法人日本観光協会主催の「第１５回優秀観光地づくり賞」

で協会長賞を受賞した。しかし、率直に言って、これまで「たつの市」につい

ては、合併前の旧龍野市・旧新宮町・旧揖保川町・旧御津町も含めて、耳にし

たことがなかった。 

 たつの市は、城下町（龍野地区）と海の宿駅（室津地区）の２地区の町並み

などの歴史資源を活かしながら、住民が中心となって各種の手作りイベントを

実施している。 

 手作りイベントの代表的なものに、「オータムフェスティバル in 龍野」がある。

大型スーパーの進出などで寂れていた旧龍野地区の商店街において、「レトロな

龍野。ゆらり、ぶらり。」のテーマを掲げ、昨年までに５回開催されてきた。 

 商工会、婦人会、老人会、自治会等の各種団体に加えて、高校生や専門学校

生等も参加して作り上げてきたイベントであり、昨年の場合、約１００会場で

約１７０のイベントが催された。 

 行政からの補助金は１年目はなく、２年目以降５０万円が出ているが、あく

までも住民が主体のイベントとなっている。 

 この例でも分かるように、たつの市の観光地づくりの特徴は、「住民が作り上

げてきた」という点に尽きる。説明の中で、「協会長賞を受賞はしたが、行政が

表彰されたとは思っていない。たつの市の住民の方が受賞したと思っている。」

という言葉が印象的であった。 

 一口に「観光地づくり」と言っても一朝一夕で出来上がるものではなく、多

くの自治体が日々知恵をしぼりながら悪戦苦闘しているのが現状であると思う。

たつの市のように、行政主導ではなく住民が参加するかたちで一定の成果を挙

げている地域が存在していることは、一つの参考になるのではないか。 

 

以 上 

 


