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道路維持・管理は、道路を常時良好な状態に保ち、一般交通に支障を及ぼさないことを目的

として実施している。しかし、昨今の我が国の社会資本と経済社会を踏まえ、限られた予算の

中で、より効率的・効果的な道路維持・管理が求められている。道路維持・管理の中における

縁石周辺の除草作業は、これまで一般的な回転式刈り払い機で実施している。回転式は、回転

することにより跳ね上げられる小石等の飛散が懸念されるため、飛び石防止対策に作業員の配

置が必要なことから、コスト縮減と路上作業の安全性向上に向けた取組みの必要性が高まった。 

本発表は、函館開発建設部にて実施した道路除草の取組みについて報告するものである。 
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１． はじめに   

 
道路の維持管理における除草は、厳しい財政事情を受

けての公共事業の抑制や直轄道路の管理水準への批判に

より、平成２１年度から、全国統一の「直轄道路の維持

管理基準（案）」（以下、維持管理基準という。）が定

められ、除草については原則、年１回となった。 
しかし、「原則１回」という一律の数値基準では、雑

草の生育速度等が地域で異なり、地域の実状に対応が困

難であることから、平成２３年度からは、基準の見直し

により、現地の繁茂状況等に応じて、除草すべき箇所を

抽出した上で、適切に除草を行うこととなった。 
 
 

２． 縁石除草に対する問題点                                    

 
平成２２年度以降、道路維持・管理における道路除草

は、下記に重点をおいて効率的に実施することでコスト

縮減を図ってきた。 
 ・建築限界内の通行の安全確保 
 ・運転者から歩行者や交通安全施設等の視認性確保 
しかし、維持管理基準により路面清掃回数を１回／年

とした結果、縁石周辺の雑草が目立つようになった。 
 縁石周辺の雑草で生じた問題点を下記に示す。 
 
（１） 縁石周辺の舗装の更なる劣化 

縁石周辺の舗装劣化は、積雪寒冷地である北海道では、

凍害等により発生することは確認されていたが、雑草の

繁茂により更なる劣化が懸念された。（写真－１） 

 

 
写真－１ 舗装の劣化状況（除草後） 

 
（２）道路巡回への影響 

 パトロールカーからの目視で行う通常巡回では、歩道

舗装の変状や歩道上にある排水施設、縁石損傷を確認し

なければならないが、雑草の繁茂のため目視困難な区間

が増えてきた。（写真－２） 
 

 
写真－２ 縁石周辺の雑草が著しい郊外 
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（３）地域の美観の低下 

当事務所が所管する国道の大半が、各市町村の中心市

街地を通過する。地域づくり連携会議では、縁石周辺の

雑草が地域の美観を損ねている現状に各市町村の首長か

ら除草の要望を強く受けた。（写真－３） 

 
写真－３ 市街地の縁石周辺の雑草繁茂状況 

 
上記の問題点に対して、当建設部として何らかの改善

処置が必要とされていた。 
 
 

３．道路維持管理研究会による取組み 

  

 道路施設は、年々老朽化をたどり、道路を維持・管理

するための費用は、ますます増大することが予想される。  

一方で厳しい予算状況の中、行政刷新会議等で、道路

の維持・管理の在り方にについて厳しい批判もあった。

このような状況下において「函館開発建設部の果たす役

割は何か」、また「国民・地域住民等が求める役割は何

か」を再認識して、コスト縮減を図り、効果的・効率的

な道路の維持・管理手法の検討を行うために、「函館開

発建設部 道路維持管理研究会（会長：函館開発建設部

長）」（以下、「維持管理研究会」という。）が結成さ

れた。維持管理研究会の行動方針を下記に示す。 

 

（１）部内のコミュニケーション改革 

 これまでの業務遂行は、事務所や本部及び幹部との間

でコミュニケーションが一方通行（１ウェイ・コミュニ

ケーション）になりがちであった。まず、これを解消す

るために、維持管理研究会では３者が一度に向き合って

意見交換・検討（サークル・コミュニケーション）を２

週に１度の頻度で行う。 

 

（２）コスト縮減の観点からすべてのプロセスを見直す 

 道路の維持・管理の作業は、新設する道路改良や橋梁

工事及びトンネル工事に比べて、小規模かつ単純な作業

が大部分を占める。 

それゆえに、「過去の慣例から見れば当たり前」や

「国土交通省標準歩掛があるのでコスト縮減は出来な

い」といった感覚が少なからずあったとすれば、維持管

理研究会では例外とせずにコスト縮減の徹底を図る。 

 

（３）三現主義の徹底 

 三現主義とは、「現場で、現物を、現実に」というこ

とである。「サークル コミュニケーション」で検証・

検討した事項については、維持管理研究会では三現主義

に基づいて、一同が現場に集まり、改善に対する意見交

換と検討を行い、即座に試験施工で実践する。 

 

 この維持管理研究会の取組みの一つとして、縁石除草

作業改善に向けた検討を実施した。 

 

 

４．縁石除草施工方法の現状を検証 

  

（１）使用機械の現状 

 使用する機械は、一般的な回転式草刈機である。 

この機械は、機械先端の回転する刃で雑草を刈り、機

械操作する人間が体を使って刈草を棒状の機械形状を利

用して払うものである。（写真－４、５） 

 

 

写真－４ 回転式草刈機の作業状況 

 

 
写真－５ 回転式草刈機の回転刃 
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（２） 編成人員の現状 

 回転式草刈機での縁石除草の編成人員は、表－１に示

す。 
まず、回転式という機械の特性上、回転することによ

り跳ね上げられる小石等の飛散が懸念されることから、

飛び石防護板を持つ作業員１人が必要となる。 
縁石周辺の雑草は、車道側縁石と歩道側縁石の大きく

２つに分かれて生えている。このため、集草に普通作業

員１人が必要となる。（写真－６） 
また、維持管理基準に沿った形で路面清掃回数を１回

／年とした結果、固まった土砂が縁石周辺に堆積し、土

砂が回転する刃に当たると飛散してしまう。このため、

路面清掃を行う普通作業員１人も必要となる。これによ

り、特殊作業員を含めて合計で４人の作業員で作業を行

っていた。 
 

表－１ 回転式草刈機による編成人員 

名 称 数量 単位 作業内容 

特殊作業員 1 人 草刈機操作 

普通作業員 1 人 飛び石防護板 

普通作業員 ２ 人 集草・清掃作業

交通誘導員 1 人 
 

 
（３） 日施工量とコストの現状 

 国道５号での試験施工の結果、 
 

日施工量  １．３９ｋｍ／日 
コスト   ３９千円／ｋｍ 

  
 という結果となった。日施工量は、時速換算にした場

合に１７４ｍ／ｈｒとなり、動物の「ナマケモノ」が動

くくらいのスピードになる。 
 
（４） 使用機械の検証 

 回転式草刈機は、本来であれば写真－４のような比較

的に広い面積に生える雑草を刈草する場合に最大限の効

率を発揮する。比べて、縁石除草は、範囲が狭すぎるこ

とで作業員が、上半身を固定した姿勢をとって作業を行

わなければならない。また、縁石に回転する刃が当たる

と機械が大きな反動を受け、通行車両等に気を使う必要

もある。これらにより効率が著しく落ちるため、使用機

械の改善が必要と考えられた。 

 
写真－６ 回転式草刈機での縁石除草 

 

（５） 編成人員の検証 

 表－１の編成人員では、１名については、刈草を行う

時に必要となる集草作業だが、外２名は回転式により発

生する飛び石と土砂飛散を防止するために必要な作業と

なる。 

特に飛び石防護板を持つ作業員は、路側で車道側に背

を向けて立つ作業のために危険にさらされている状況で

あるとともに、道路利用者にとっても多少の車線変更を

余儀なくされている状況であり、改善が必要と考えられ

た。（写真－７） 

 

 

 写真－７ 危険にさらされる防護板持ち作業員 

 

 国土交通省標準歩掛では、飛び石防護板を持つ作業員

を計上することとしているが、日本の人口の高齢化に伴

って土木に従事する作業員も高齢化の一途を辿っている。 

高齢になると必然的に反射神経が鈍くなる傾向がある

ために飛び石防護板を持つ作業の解消が作業員の安全性

向上に必要と考えられた。 
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（６） 日施工量とコストの検証 

 「ナマケモノ」が動くくらいのスピードで施工するこ

とは、今や国民目線から見ても「怠け者」と称されて批

判を受けることであろう。コストパフォーマンスも低い

ことから、厳しい財政状況の中では実施不可能であるこ

とが判った。 

 

 これらの検証結果を受けて、維持管理研究会では、回

転する構造を別型式に変更して、飛び石の危険性と土砂

飛散を無くすことが、安全性の向上とコスト縮減になる

との見解に達した。 

５． バリカン式草刈機の試行 

（１） 棒型バリカン式草刈機の検討 

 新技術情報システム（ＮＥＴＩＳ）検索を行った結果、

飛び石が出ない棒型バリカン式草刈機（写真－８）の検

討を行った。 

 

 
写真－８ 棒型バリカン式草刈機 

（新技術情報提供システムＨＰより） 

 

 棒型バリカン式草刈機は、飛び石事故の危険性が低減

し、防護板を持つ作業が不要になり、道路利用者の安全

が増すとともに作業員の安全性も向上する。 
しかし、縁石に対して直角に刃を当てて、刈草を行わ

なければならず、作業員が大幅に路側や車道にはみ出し

て背を向ける、もしくは歩道を塞ぐ形態になるために断

念した。（写真－９） 

 

  
写真－９ 車道に背を向けての作業状況 

（新技術情報提供システムＨＰより） 

 
（２） Ｌ型バリカン式草刈機 

 他機種の検索・検討した結果、Ｌ型バリカン式草刈機

の試験施工を行った。これも棒型と同様に飛び石の危険

性が低減される構造である。（写真－１０） 

  
写真－１０ Ｌ型バリカン式草刈機 

 

 国道５号にて試験施工を行った結果、 

 

日施工量  ７．３９ｋｍ／日 
コスト   ５．３千円／ｋｍ 

  
 日施工量とコストの両者について優れた結果になった

が、その形状がゆえに車道側縁石の刈草を行うことが出

来ず、効果的な除草を行えなかった。（写真－１１） 
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写真－１１ Ｌ型バリカン式草刈機の施工状況 

 

（３） 円型バリカン式草刈り機 

 その後、さらに他機種を検索・検討した結果、円型バ

リカン式草刈機の試験施工を行った。 

この草刈機は、回転式と同じ形状であるが、２枚の刃

が正転・反転をして雑草を挟むように刈り込むため、飛

び石と土砂飛散がない。 

これにより、歩道側縁石と車道側縁石の両面の刈草を

行うことが出来た。（写真－１２） 

 

  
写真－１２ 円型バリカン式草刈機 

 

 国道５号にて試験施工を行った結果、 

 

日施工量  １．３９ｋｍ／日 
コスト   ３１千円／ｋｍ 

 
 という結果になった。飛び石防護板を持つ作業員１名

が不要になったことから、２０％のコスト縮減は図れた

が、「ナマケモノ」速度域からの脱出は出来なかった。 

（写真－１３） 

  
写真－１３ 円型バリカン式草刈機の施工状況 

 

６．異種混合による「ナマケモノ」からの脱出 

 日施工量の改善が図れなければ、草刈りに適した時期

を逃す区間が発生したり、複数の作業班を編成しなけば

ならず、道路除草のトータルコストの悪化が懸念される。 

 維持管理研究会では、Ｌ型と円型のバリカン式草刈機

の異種混合による「ナマケモノ」速度域からの脱出に取

り組んだ。 

 

（１）Ｌ型と円形バリカン型草刈機の特性を把握 

 Ｌ型の特徴は、施工スピードである。歩道側縁石だけ

でであれば、７．３９ｋｍ／日の速さで刈草可能。 

 円形は、歩道側縁石と車道側縁石の両方を刈草した場

合には、１．３９ｋｍ／日になり、車道側縁石のみだと

単純計算で２．７８ｋｍ／日となる。 

 Ｌ型１台に対して、複数の円型を追加することにより、

効率的な縁石除草が想定された。 

 

（２）トライアル試験施工 

 試験施工をＬ型1台に対して、円型を何台追加すると、

最も効率的な縁石除草ができるのかと言う着目点を持ち、

国道５号でトライアルした。 

 その結果、最善であった編成人員を表－２に示す。 

 
表－２ バリカン式草刈機の最善な編成人員 

名 称 数量 単位 作業内容 

特殊作業員 1 人 L 型バリカン 

特殊作業員 ２ 人 円盤バリカン 

普通作業員 ２ 人 集草作業 

交通誘導員 1 人 
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国道５号にてトライアル試験施工の結果、 
 

日施工量  ６．８５ｋｍ／日 
コスト   １０千円／ｋｍ 

 
 という結果になった。集草作業については、日施工量

が大幅に伸びたために、２名体制に増強した。（写真－

１３） 

 

  

写真－１３ Ｌ型＠１、円盤＠２のバリカン式草刈機 

 

７．まとめ 

 バリカン式草刈機での縁石除草の成果は、以下の通り。 

 

（１） 道路利用者と除草作業の安全が向上 

 飛び石事故の危険性が低減し、防護板を持つ作業が不

要になり、道路利用者の安全が増すとともに作業員の安

全性も向上することになった。 
 
（２） 大幅なコスト縮減を達成 

従来の回転式に比べて、今回の試験施工ではコスト

を１／４までに抑えることが出来た。 

 

 

図－１ 回転歯式とバリカン式のコスト比較 

（３） 日施工量の大幅アップによる行政サービス向上 

従来の回転式に比べて、今回の試験施工では作業効

率を５倍に改善することが出来た。 

  効率的に草刈りを行える時期は限られており、その

時期により多くの除草を実施できることは、行政サー

ビスの向上につながる。 

 

 

  

図－２ 回転歯式とバリカン式の作業効率比較 

 

 

9.  おわりに 

 京都府亀岡市で平成２４年４月、小学生ら１０人が軽

乗用車にはねられ死傷した事故があった。 

 これまでの縁石除草は、「道路の美観」や「害虫対

策」に対して、多くの要望があった。 

 しかし、これからは道路利用者に対して歩車道境界を

示す「安全・安心」確保のための縁石除草が求められる

であろうと考えられる。 

ここからまた、道路という重要なインフラを維持・管

理する必要性を再認識して業務を行いたい。 
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