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 既存の小形除雪車の有効活用を図るとともに、これまで人力中心で行われている苦渋作業の解消な

ど、作業現場における課題を解決することを目的に、小形除雪車用アタッチメントとして、清掃装置

と草刈装置の検討を行ったので結果について報告する。 
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１． はじめに 

 

近年、道路維持作業は清掃回数や草刈作業回数

の減少に伴い、機械の保有台数も減少している。

また作業回数の減少により、１回当たりの作業量

が多く苦渋性が増している。特に歩道部・路側部

の清掃や縁石除草作業等は、人力施工が多く、苦

渋作業かつ高コストとなっている。 

冬期間しか稼働しない除雪機械は夏維持作業用

のアタッチメントを装着し夏期に稼働することで

機械の保有台数を増やさず、人力施工を減らすこ

とができる。このことから除雪機械の夏期稼働に

よる有効活用を図りつつ、苦渋作業の解消、作業

環境の改善及び、コスト縮減となる作業の調査を

行い、機械の多機能化に関し平成２６、２７年度

の２ヶ年にかけて検討を行った。 

 

 

２． 北海道開発局の維持体制と機械配置について 

 

 北海道では、全ての国道（約６，７００ｋｍ）

を北海道開発局が管理している。平成２９年度の

道路維持作業は３４箇所の道路事務所に配置され

た計３４９台の道路維持用機械により作業を実施

している。 

 

 

３． 維持作業について 

 

 維持作業には道路に溜まった土砂等によるスリ

ップ事故の防止を目的に行う路面清掃作業（写真

－１）や、縁石、舗装の損傷防止、交通安全確保

等を目的に行う草刈作業（写真－２）等がある。

他に主に人力施工で行っている歩道の清掃や縁石

の草刈り作業等がある。 

 

写真－１ 路面清掃作業 

 

 

写真－２ 草刈作業 

 

 

４． 維持作業の実態と課題 

 

（１）縁石の草刈作業 

 雑草は縁石や舗装を損傷させたり、街の景観を

損ねたり様々な害を引き起こす。縁石に繁茂する

雑草の刈り取り方法は、人力による施工、路面清
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掃車の草刈用ガッタによる施工があるが、人力に

よる施工は長距離の作業となるため苦渋作業であ

り（写真－３）、路面清掃車の草刈用ガッタによ

る施工も高コストかつ交通阻害要因といった課題

がある。（写真－４） 

 

 

写真－３ 人力による縁石草刈作業 

 

 

写真－４ 路面清掃車による縁石草刈作業 

 

 

（２）歩道の清掃作業 

冬期間に防滑材（焼砂）を散布した歩道は、春

先に清掃を行う。清掃方法としては、人力による

清掃、ミニロ－ダ（業者所有）による清掃、路面

清掃アタッチメントを取り付けた小形除雪車によ

る清掃等の施工方法がある。人力による歩道清掃

は長距離作業かつ作業員の高齢化により苦渋作業

となっている。（写真－５）また、ミニローダに

よる清掃は高コストであり、路面清掃アタッチメ

ントを取り付けた小形除雪車による清掃方法もあ

るが、散水装置を装備していないため砂塵が舞う

といった課題がある。 

 

 
写真－５ 人力による歩道清掃作業 

 

（３）縁石草刈作業と歩道清掃作業の実態 

平成２５年度に北海道開発局管轄区域の歩道清

掃と縁石草刈りの実態調査を全３４カ所の道路事

務所に行ったところ、歩道清掃は全て人力で行っ

ていた。縁石の草刈りは約６割を人力、約４割を

路面清掃車の草刈ガッタで行っていた。ただし、

前述したとおり路面清掃車の草刈ガッタによる施

工は高コストかつ交通阻害要因となっているため、

いずれにしても作業の効率化及び低コスト化が求

められる。 

 

 

５． 苦渋維持作業への機械施工導入の検討 

 

 前述したとおり、苦渋作業となっている歩道の

清掃と縁石の草刈りについて、除雪車への装着が

可能な道路維持作業用アタッチメントを検討した

ところ、歩道部の作業に使用するため、小形除雪

車のアタッチメントとして縁石草刈装置と歩道清

掃装置の仕様について検討した。縁石草刈装置の

外観図を図－１に、歩道清掃装置の外観図を図－

２に示す。 

 

 

図－１ 縁石草刈装置 
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図－２ 歩道清掃装置 

 

（１）縁石草刈装置の仕様検討 

①対象とする縁石タイプ 

 草刈対象となる縁石には２種類あり、歩道路面

と縁石天端が同じ平面であるマウントアップタイ

プと、歩道路面が縁石天端より低い場合のフラッ

トタイプがある。（図－３） 

 

  

 

図－３ マウントアップタイプ（上）とフラット

タイプ（下） 

 

北海道開発局が管理する歩道は99%がマウントア

ップタイプである。またフラットタイプの場合は

縁石草刈装置の内側・外側ブラシともに上下可動

が必要だが、マウントアップタイプの場合は外側

ブラシのみ上可動できれば全て除草できる。（図

－４） 

外側ブラシのみ上可動できる仕様とすると、フ

ラットタイプは歩道側の除草ができないことか

ら、主にマウントアップタイプの縁石を対象とす

ることとした。 

 

図－４ 外側除草ブラシ上可動機構 

 

②集草・回収 

 縁石草刈作業で発生する刈草の処理については、

人力ではなく機械式にすることにより、車道部で

の回収作業がないことや、構造が路面清掃車（草

刈ガッタ）と同様の構成であり実績があることか

ら、ホッパーを装備し、回収まで機械で行うこと

とした。 

 

③飛び石防止 

飛び石防止については、図－５の青色箇所のと

おり歩道側、車道側両方にブラシカバーを取り付

けることで対処することとした。 

 

 

 

図－５ 飛び石カバー 

 

（２）歩道清掃装置の仕様検討 

 歩道清掃装置が稼働する現場は市街地が多く、

歩道幅が狭いため、狭所作業性を重視することと

した。そのため装置の小型化の方法として、ブラ

シの個数について検討した。 

当初は清掃性の向上のため３個としていたが、

前述したとおり狭所作業性の向上を重視すること

とし２個として検討を行った。清掃幅は３ｍから

２．５ｍになるが、装置全長は６００ｍｍ減少す

雑草の生え方の例 

①縁石下の車道側 

②縁石上の歩道側 

③縁石の上面 

④縁石の側面 

外側ブラシ 内側ブラシ 
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る。ただし、小回り性が向上する反面、以下のデ

メリットが発生する。 

 

①歩道上に施設がある場合に清掃不可の範囲が広

がる。 

②歩道幅３ｍと４．５ｍ（歩道＋植栽）を清掃す

る際に、回数が多くなる。（図－６） 

 

①は３個でも清掃不可のエリアはあり、人力に

頼る結果となるので重要度は低い。②については

３ｍ以上の歩道幅員の多くは郊外部にあり、歩道

清掃は散水車による圧力散水で実施している事か

ら、歩道清掃装置による清掃の対象外となる。ま

た、市街地で３ｍ以上の歩道幅員がある箇所にお

いても植樹帯などの道路付属施設や占用物件及び

支障物件などがあり、実態としては３ｍの清掃幅

の必要性は少ない。また、図－７の赤色着色箇所

のように清掃できない箇所が発生するが人力清掃

で補完可能と考え、ブラシ個数は２個と判断した。 

 

 

一般的な自転車歩行者道（幅 2.0m） 

【清掃回数１回】 

 

 

歩行者の交通量の多い歩道（幅 3.0m） 

【清掃回数２回】 

 

 

一般的な自転車歩行者道＋並木 

（幅 4.5m（=3.0＋1.5）） 

【清掃回数３回】 

 

図－６ 歩道幅と清掃回数 

 

図－７ 路上施設部の清掃性 

 

（３）コスト低減効果 

縁石草刈装置仕様は土木工事標準積算基準書の

「総合歩掛（除草（肩掛式）・集草・積込運

搬）」、歩道清掃装置仕様は平成２５年度からパ

ッケージ型に移行しているので平成２４年度人力

清掃・清掃歩掛の歩道・作業区分 “少ない”と

比較して導入効果を算出した。 

 

表－１ １日当たり歩掛削減効果（縁石草刈） 

 日当たり作業量の

施工比較費用 

肩掛け式機械式除草 569,532 

縁石草刈装置 227,466 

差異 342,065 

削減率 60% 

 

 

図－８ １日当たり歩掛削減効果（縁石草刈） 
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表－２ １日当たり歩掛削減効果（歩道清掃） 

 日当たり作業量の 

施工比較費用 

人力 98,574 

小形除雪車歩道清掃 51,996 

差異 46,578 

削減率 47% 

 

 

図－９ １日当たり歩掛削減効果（歩道清掃） 

 

算出した結果、縁石草刈では約６０％の削減、

歩道清掃では約４７％の削減効果が得られた。 

配置箇所については、コスト試算、導入効果を

検討した結果、室蘭開発建設部苫小牧道路事務所

に１台配置した。 

 

 

６．納入 

 

（１）納入機械の仕様 

当該機械の外観を写真－６、７に、主な仕様を

表－３、４に示す。 

 

 

写真－６ 縁石草刈装置 

 

 

 

表－３ 縁石草刈装置の主な仕様 

要素 提案仕様 

装置幅×装置長 1,500mm×2,500mm 

ブラシ張出方向×量 
(車両中心から) 

左方向×1,400mm 

外側ブラシ上下可動量 300mm  

ホッパー容量 0.18 m3 

ブラシ構成×個数 
主ブラシ×１  
側ブラシ左×1 

ブラシ材質
×径 

主ブラシ 
ポリプロピレン 1.0（螺旋式）
×500mm 

側ブラシ 鋼線×500mm 

ブラシ回転
数 

主ブラシ 250rpm 

側ブラシ 250rpm 

安全対策 飛び石対策の織込み 

 

 

写真－７ 歩道清掃装置 

 

表－４ 歩道清掃装置の主な仕様 

項目 仕様 

装置幅×装置長 1,500mm×2,750mm 

最大有効作業幅 1,900mm 

ホッパー容量 0.2m3 
ブラシ構成×個数 
 

主ブラシ：×１  
側ブラシ：右×１、左×1 

ブ ラ シ 材 質
×径 

主ブラシ 
ポリプロピレン 1.0 密着巻き） 
×650mm 

側ブラシ 鋼線×600mm 

ブ ラ シ 回 転
数 

主ブラシ 250rpm 

側ブラシ 250rpm 

給水方式 ブラシ経由給水方式 

散水量×ノズル個数 0.3L/min×2 個 

散水タンク容量 65L 

安全対策 飛び石対策の織込み 

 

（２）試験施工の結果と課題 

 納入後に歩道清掃装置のみ試験施工を行った。

施工の結果、ブラシの視認性や飛び石、ホッパ容

量の不足等、複数の課題が挙げられた。 

縁石草刈装置については未施工であるため、次

年度試験を実施する。 
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７．まとめ 

 本稿では苦渋作業となっている２つの道路維持

作業について、除雪機械に夏維持作業用アタッチ

メントを取り付け夏期稼働させることにより効率

化を検討した。検討の結果、当該機械の導入によ

るコスト効果は得られるが、施工能力については

課題が残っている。次年度以降も試験を実施し、

課題の抽出と改善を図る予定である。 

最後に、本稿をとりまとめるに当たり実態調査

にご協力いただいた北海道開発局室蘭開発建設部

及び維持除雪工事受注者の皆様にこの場をかりて

深謝申し上げます。 


