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雑草防止工法 のご紹介

日本雑草防止工法研究会

【2017・11月版】



「雑草防止工法」とは
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 コンクリート二次製品（歩車道境界ブロック等）と舗装の間から雑草
が生えるのを防止する目的で開発された技術です。

 ブロックの一部を張り出し形状にして水平部分に突起を設け、ブロッ
クと舗装とオーバーラップさせる構造です。



従来品で施工した場合
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雑草防止工法で施工した場合
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本製品の構造・キーポイント



主な効果は次の２点です。

（１）コンクリートとアスファルトのすき間の上部から、草の種子や土砂
が入って成長しかけても、下にコンクリートがあるので枯れてしまいま
す。
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（２）コンクリートブロックの突起とアスファルトがかみ合うため、収縮や
振動による隙間が発生しないので雑草が生え難くなります。
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【参考】こういったケースはあまり無いと思われますが、仮にアスファ
ルトの下から雑草が伸びようとしても突起部が邪魔をして、その伸長
を妨げる構造になって居ます。

以上を一言で言うと

「水平部分に設けたブロックの突起部が舗装と噛み合い、

雑草の根の成長を妨げ、枯らす機能があります。」



なぜ「雑草防止工法」が必要でしょうか

現在の道路のほとんどが歩車道境界ブロックの周囲から雑草が繁
茂しています。生えてない場所を探すほうが難しい状況です。
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歩道部を覆う雑草群 ↑

国道に繁茂する雑草群 →
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雑草が道路に繁茂することの弊害

道路の「景観が悪くなり環境が悪化」します。

歩行者や自転車走行の妨げとなり「弱者に厳しい環境」となります。

視界が悪くなり「交通事故の発生が危惧」されます。

維持管理に要する「草刈り費用」が毎年発生します。

Etc・・・
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雑草が繁茂すると、景観が損なわれるだけでなく歩行者や自転車
の走行がスムーズに行かず交通事故の原因にもなります。更には
街のイメージが悪くなりスラム化の原因にもなります。

 ２０１５年、国土交通省の管理道路で歩車道境界ブロック付近から生えた草が
女子高生の自転車の前輪に絡まり転倒して足を骨折する事故が起きました。そ
のため事故を重く見た管理者が国道沿線の大規模な一斉草刈り作業が行われ
ました。一旦事故が起こると管理者の方も対策が必要となりますね。
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雑草による事故は実際に起きています



草刈り費用が毎年必ず発生します

 「雑草防止工法」の機能が無い普通のブロックでは

施工後、ほぼ雑草が生えてくると思われます。

 そのため綺麗に仕上がった工事完了現場でも、1～2

年後を見ると雑草が繁茂した状況になっています。

 また、年が経つ程雑草の繁茂は激しくなり、いくら刈っても後を絶た
ない雑草に苦慮してきます。

草刈り費用は毎年必要となり役所の経費を圧迫します。

 その費用は税金から支出する為、住民としても維持費の掛からない
工法にして欲しいものです。

除草剤を使用すれば一時的には駆除することは出来ますが、数ヶ
月すれば必ず発生します。また費用も割高で薬害の問題も軽視で
きませんね。
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こんな話がまじめに指摘されます。

営業をしていると「この工法を使用すると草刈り作業が無くなり、こ
の仕事で暮らしている人の仕事を奪うことになる」と指摘された方が
居られました。

本来やら無くていい仕事をわざわざ税金を使ってやらないほうがい
いですね。

又、今まで数十年間を掛けて施工している○○万ｋｍの施工現場に
比べ、これから施工する新規の現場は0.○○％といった少ない距離
です。そういった僅かな施工延長で膨大な草刈り作業がなくなったり
減ることはありませんね。
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歩車道境界ブロックの形状（例）
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突起部の形状寸法（例）
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対応する製品例

歩車道境界ブロック

暗渠型側溝

 JIS側溝

鉄筋コンクリートL形

 L形擁壁ほか
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主な特長１ ・・・日本一の施工実績！

● 植物の成長をほぼ確実に止める突起構造！

● 草刈り費用が不要でコスト縮減！

●施工延長３７９Km（H28年末迄）日本一の施工実績！

●製品価格&施工費は従来と同じで歩掛り簡単！

●国土交通省の実績多数！
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主な特長２・・・クレームゼロ工法！

●設置後のクレームがありません！

●同業者で最も早く開発に成功した元祖工法です！

●ブロックの断面欠損が無いので従来強度と同等以上！

●ブロックの施工性は従来と同じ！

●約２０年の実績と追跡調査で揺るぎない信頼性！

●産業財産権（特許･実用新案）約３０件以上取得済み！

●会員50社で全国に供給体制！ (H２９･11月現在）

●舗装のやり変え後も防草効果はまったく変りません！



NETIS取得
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技術名称「雑草防止工法」
KT-160069-A
２０１6年６月取得

※旧NETIS・・・「防草型境界ブロック」QS-980205      

NETIS

雑草防止工法

技術名称
「排水型歩車道境界ブロック」
QS-150040-A
2016年3月取得

NETIS

排水型歩車道境界ブロック



特許取得

 「雑草防止工法」の産業財産権（特許・意匠等）は30件に上ります。

 その種類は歩車道境界ブロック・排水型歩車道境界ブロック・暗渠

形側溝・鉄筋コンクートＬ形・溜桝・Ｌ形擁壁と多岐にわたります。

なお産業財産権は日本雑草防止工法研究会で管理していますの

で安心して利用できます。
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産業財産権（他に類を見ない特許・意匠登録を取得）
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ほぼ毎年出願・取得しています。



追跡調査１
比較施工写真：施工後約１年経過 平成20年6月撮影
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防草効果 追跡調査



追跡調査２ 国土交通省高崎国道工事事務所（群馬県）
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施工完了平成 28年6月4日 施工から１年が経過 平成29年7月20日

国土交通省高崎国道工事事務所の公募により試験施工が行われています。現在設置後１年と数ヶ月
が経っていますが雑草の発生は全くありません。
「高崎河川国道事務所管内における道路雑草抑制に関する新技術の公募」

－国土交通省関東地方整備局関東技術事務所－日本雑草防止工法研究会関東支部



追跡調査３ 「雑草防止工法」で施工した現場の追跡調査の写真です。
設置後10年目で、歩車道境界ブロックはだいぶ黒くなっていますが、周囲から雑
草の成長を見る事が出来ません。（福岡県）
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追跡調査４ 「雑草防止工法」で施工した現場の追跡調査の写真
です。設置後11年目で、歩車道境界ブロックは黒くなっていますが、周囲から雑
草の成長を見る事が出来ません。（福岡県）



施工実績の推移 ３７９㎞(H２８年末）

年 施工延長（ｍ） 累計（ｍ）

２０１３年・H２５年 15,521 308,666

２０１４年・H２６年 20,016 328,682

２０１５年・H２７年 21,574 350,256

２０１６年・H２８年 29,436 379,692
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日本一の
施工実績
！



施工実績写真１（茨城県国補地道）
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施工実績写真２（愛知県豊川市1500ｍ）
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施工実績写真３（茨城県常陸太田市4300ｍ）
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施工実績写真４（千葉県館山市 千葉国道465ｍ）
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施工実績写真５（鳥取県伯耆町国道181号）
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施工実績写真６（広島県東部建設事務所）
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防草コンクリート打設前



施工実績写真６（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況、完成）
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施工実績写真７（福岡県那珂国道200号）
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施工実績写真８（愛知県東海市）
中央分離帯の中にコンクリートを充填する前の状況
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全国販売を目指して
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役員社はH29年現在のものです。

日本雑草防止
工法研究会

中里産業㈱ 【福岡県】 会 長

山陽ブロック工業㈱ 【広島県】 副会長

㈱池永セメント工業所 【大分県】 副会長

館山コンクリート㈱ 【千葉県】 監査役

中里産業㈱ 【福岡県】 技術部会長

三和コンクリート工業㈱ 【熊本県】 営業部会長

㈲インパクト 【岡山県】 事務局長



総会開催の新聞記事抜粋
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平成28年7月（熊本） 平成29年7月（京都）



１）東北･関東･北陸甲信越･東海地区会員
地域 主な販売地域 会社名 TEL

東北

岩手 一沢コンクリート工業㈱ 0194-52-3311

岩手 ㈱東北ヤマックス 022-716-6606

山形 東栄コンクリート工業㈱ 023-643-1144

山形 阿部コンクリート㈱ 0235-64-2170

福島 岩城ブロック工業㈱ 0246-36-4334

福島 ㈱桑原コンクリート工業 0247-85-2155

福島 東北コンクリート工業㈱ 024-564-2662

関東

千葉 館山コンクリート㈱ 0470-22-1589

群馬 宝産業㈱ 0270-65-2789

群馬 三国コンクリート工業㈱ 0279-54-7717

群馬 磯貝建材㈱ 027-385-8832

茨城 ㈱弓削コンクリート工業所 029-221-8244

茨城 北村コンクリート工業㈱ 042-331-2121

北陸甲信
越

新潟 坂町窯業㈱ 0254-62-2318

長野 ㈱オーイケ 0263-98-2238

東海

愛知 愛知コンクリート工業㈱ 0569-27-5211

愛知 石川コンクリート工業㈱ 0563-35-0765

愛知 神谷コンクリート㈱ 0566-92-1535

愛知 西尾コンクリート工業㈱ 0563-54-4144
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２）中国地区会員

中国

鳥取 ㈱ニッコン 0859-29-5511

島根 八束コンクリート工業㈱ 0852-66-0322 

岡山 岡山県エココンクリート製品協同組合 0867-52-1141

岡山 ㈱イトーヨーギョー 0869-26-3530

岡山 ㈱オーコ 086-225-3981

岡山 岡山県ブロック工業㈱ 0867-52-0425

岡山 岡山コンクリート工業㈱ 086-279-0551

岡山 光陽コンクリート工業㈱ 0866-52-2180

岡山 ㈲興和コンクリート 0865-66-1397

岡山 ㈱サイコン 086-946-8717

岡山 大一コンクリート㈱ 086-428-7011

岡山 大和クレス㈱ 086-271-1221

岡山 日本興業㈱ 0866-92-1046

岡山 ㈲豊和コンクリート 0869-93-2218

岡山 ㈲吉井ブロック工業 0869-54-0539

岡山 ランデス㈱（岡山エコ組合事務局） 0867-52-1141

広島 山陽ブロック工業㈱ 082-568-8515

山口 セキヤヒューム㈱ 0835-38-0121
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３）四国・九州・沖縄地区会員

四国
香川 ㈲レコマ 0875-54-5612

高知 四万十コンクリート㈱ 0880-22-8577

九州沖縄

福岡 中里産業㈱ 【開発元】 0947-32-2132

佐賀 ㈱馬渡商会 0954-23-4145

佐賀 興和日東㈱ 0954-45-6155

長崎 興和日東㈱ 0957-46-1291

長崎 ㈱マルトク 0957-78-2137

大分 ㈱池永セメント工業所 097-597-3113

熊本 熊本不二コンクリート工業㈱ 0968-38-3131

熊本 三和コンクリート工業㈱ 0964-33-3251

鹿児島 鹿児島共和コンクリート工業㈱ 099-225-3881

沖縄 ㈱大琉商事 098-892-9059

沖縄 ㈱ミヤコン 098-072-9689

全国 型枠 ㈲稲佐鉄工所 0930-23-3233

事務局 ㈲インパクト 0867-52-8255
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開発者紹介
1

中里産業株式会社 代表取締役 中里大作
設立：昭和22年6月 資本金：6600万円

〒806-0027福岡県北九州市八幡西区菅原町4番17号
TEL：093-642-5170 FAX：093-642-5178
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全国の累計施工実績は
約379km以上となります。



総会の開催
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設立総会 H25・5･14【福岡博多】 第2回総会 H26・7・11【大分別府】

第3回総会 H27・7･14【広島】 第4回総会 H28・7・20【熊本】 第5回総会 H29・7・20【京都】



ぐんまの環境新技術・新製品
環境配慮技術・環境配慮製品 群馬県雑草防止工法研究会

環境新技術・環境新製品一覧表

番号 応募年度 事業者名
技術・製品の

名称
技術・製品の概要 区分

4 平成27年度

群馬県雑草防止工法研究会

宝産業㈱

磯貝建材㈱

三国コンクリート工業㈱

雑草防止工法

コンクリート製品の

一部をカット、また

は張り出させて、そ

の水平部の中央に突

起を設けた構造で、

雑草の成長を阻止す

る。

環境配慮

製品
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広島県長寿命化技術活用制度
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各種展示会・展示パネルほか
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九州建設技術フォーラム EE東北展
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11

研究会 パンフレット 日経コンストラクション 広告（表紙裏）NO.602
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開発の経緯

1.開発着手・歩車道境界ブロック（1998年）

2.最初の産業財産権取得・意匠登録（2000年）

3.最初のNETIS登録「防草型境界ブロック」QS-980205（2000年）

4.新NETIS登録「排水型歩車道境界ブロック」QS-150040-A（2016・3）

5.新NETIS登録「雑草防止工法」 KT-160069-A（2016・7）

6.日本雑草防止工法研究会設立（2013・6）

7.国土交通省高崎国道工事事務所の試験施工（2016・5）

8.ぐんまの環境技術新技術・新製品（2016・8）

9.広島県長寿命化技術活用制度・建設（2016・12）

10.施工実績が全国で379kmとなる（2016・12）

11.契約社数が全国で60社となる（2017・11）
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日本雑草防止工法研究会


