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●「はるん田゛」 を敷設する箇所の草刈りをします。
●標準シートは貫通力の強い雑草の葉の先端が突き抜ける場合がありますので、 伐根除草か
　除草剤を使い、 根まで枯死させてください。
●雑木や雑草の切り株、 石などはシートの破れの原因になりますので取り除いてください。
●地面の大きな凹凸は、 シートのめくれやシワ ・ 水が溜まる原因になりますのでできるだけ平ら
　に整地をしてください。

生えている雑草を刈り取り、 整地します。

●ダブツキ、 シワができるだけ出来ない様に引っ張りながら広げます。
●シートを一度に広げると、 かぜでめくれ作業がしにくくなります。
●障害物がある場合は、 位置を決め、 ハサミやカッターで切れ込みを入れてください。
●切れ込み部分の補強には、 「はるん田゛」 用の粘着シート ( 別売 ) がおすすめです。

防草シートを敷いていきます。

●シートを重ねて設置する場合は、 10 ～ 15cm 程度重ね合わせてください。
●重ね合わせ部分は、 両方のシートにかかる様に押さえピンを打ちましょう。
●重ね合わせ部分が短くなる場合は押さえピンの間隔を短く、 または粘着シートロール ( 別売 )
　をご使用ください。

シートの重ね合わせは、 10 ～ 15cm 程度。

●打ち込んだ押さえピンの上から、 上部用粘着保護シートを貼り付けてください。
●破れた個所や穴の開いた部分は粘着保護シートで補修することで隙間からの雑草を防ぎます。
●流入 ・ 堆積した土は、 雑草が生える原因となりますので定期的な管理が必要です。

粘着保護シートをピンの上部に貼り付けます。

●固い地盤には短いピン、 軟弱な地盤には長いピンをご使用ください。
●ピンは概ね 70cm 程度の間隔でしっかりと打ち込んでください。
●風でめくれ上がらないようにしっかり固定します。

Ｌ型押さえピンでシートを固定します。

* 防草シート上へ、 農機や車両の乗り入れはシートの破れやめくれの原因となりますのでご注意ください。
* 防草シートの上に、 火のついたタバコを落としたり、 防草シート付近での焚火や野焼きはご遠慮ください。
* 窪んだ箇所に水が溜まると苔類の発生原因となりますので、 敷設箇所の大きな凹凸は整地をしてください。
* 敷設後、 紫外線により淡い青色に変色することがありますが品質に影響を及ぼすものではありません。
* 防草シートが濡れていたり、 積雪や苔が発生した場合、 大変滑りやすくなっていますので十分ご注意ください。

≪ご注意ください≫



【1.1ｍ幅シートの場合】 押さえピンの間隔
概ね 70ｃｍ

【防草シートの敷設イメージ】

●敷設時、風でめくれない様に「押さえピンで」しっかり固定してください。

●「押さえピン」の打設穴から雑草が生えてきますので、「保護シート等」で穴をふさいでください。

押さえピンの間隔
概ね 70ｃｍ

【2.2ｍ幅シートの場合】

【2.2ｍ幅シートの重ね張りの場合】

押さえピンの間隔
概ね 70ｃｍ

押さえピンの間隔
概ね 70ｃｍ

押さえピンの間隔
概ね 70ｃｍ

押さえピンの間隔
概ね 70ｃｍ

押さえピンとシートの重なった部分を一緒に保護シートで止める

押さえピンとシートの重なった部分を一緒に保護シートで止める

防草シート (1 枚目 )

防草シート (2 枚目 )

防草シート (3 枚目 )

※押さえピンの打設は、敷設する土地の状態によりピンの間隔を変えてください。

シートの重ね部分は
10 ～ 15ｃｍ以上重ねる

〇印は押さえピン 印は保護シート

【維持管理について】

効率よく雑草抑制を行う為には日常の管理も必要です。
流入・堆積した土は、雑草が生える原因となりますので定期的に取り除きましょう。
シート周囲に生える雑草 (特にツル系の植物 )はこまめに刈り取りましょう。
破れた個所や押さえピンの穴は「粘着シートロール」や「押さえピン上部保護シート」(別売 )
で雑草が生えるのを防ぎましょう。

【別売り副資材のご紹介】

① L 型シート押さえピン

(Φ8×W:70mm×H:150∼400mm)

② 粘着シートロール

(W:100mm×L:50mm)

③ 押さえピン上部保護シート

(W:100mm×L:150mm)
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《敷設前の簡単チェックと皆様よりよくあるご質問（ Q&A ）》 

　　  雑草の草丈は低く、 イネ科の雑草は生えて
　　  いない

　　  イネ科の雑草 ( 竹を含む ) やツル科の雑草が
　　  生える

伐根除草または、 除草剤で根まで枯死させてください。 竹は防根
処理が必要なケースがございます。 また周囲に生えているツル科の
防草シートの上から侵入してきますので周囲の対策も必要です。

③　  凹凸がある

➃　  水はけが悪い

⑤　  降雨時、 水みちがあり水が流れる

⑥　  大雨の時、 土砂が流入する

⑦　  先の尖った石や砕石がある

⑧　  常に風が強い

⑨　  地盤が柔らかい 押さえピンの打設間隔を短く、 長い押さえピンをご使用ください。
カッターやハサミで簡単に切断できます。 裁ちハサミは刃長が長くお
すすめです。 また切れ込み箇所の補強には粘着シートロールでの補
強がお勧めです。

傾斜角度と長さにもよりますが、 地滑りなどが予想される場所への
敷設はおやめください。 防草シートは地滑りの予防にはなりません。
圃場整備後の田畑の法面は弊社でも施工実績がございます。

破損や破れの原因となりますので敷設はお勧めしません。
弊社の防草シートは車両や農機の通行は想定していません。

事業ゴミは産業廃棄物、 個人ゴミの場合は管轄の自治体にお尋
ねください。 弊社周辺では、 粗大ゴミまたは小さくカットすれば燃え
るゴミで廃棄することができます。

粘着シートロールでの補修がお勧めです。
長さはカッターやハサミで簡単に裁断できます。

防草シートは、 １ロールからコンテナで工場からの直送まで対応して
いますのでお気軽にご相談ください。 大量のご注文の場合は送料
は弊社負担。 さらにボリュームディスカウントもありとてもお得です。

積雪時の防草シート上は大変滑りやすくなります。 また防草シート
が濡れていたり、 苔の発生している個所も大変滑りやすくなっていま
すので通行の際は十分ご注意ください。

⑩　  支柱などの障害物がある

⑪　  積雪が多い（※注意事項）

⑫　  車輌 ・ 農機が頻繁に通行する

⑬　  急傾斜地である（※注意事項）

⑭　  破れ ・ 穴 ・ 破損個所の補修

⑮　  廃棄はどうすればよい？

⑯　　  雑草対策予定地が大面積で、
　　  大量に防草シートが必要な場合

チェック項目とよくあるご質問 ご回答と対処方法

ツル科の雑草やイネ科の雑草も少なく、 少量の雑草のみであれば
そのまま敷設可能ですが、 雑草が多く生えていれば草刈や刈った
後の雑草の撤去は必要です。

水溜りができないように整地が必要です。 水溜りは苔の発生や飛
来種子から雑草が生える原因にもなります。
排水や土地改良が必要です。 水はけの悪い場所では苔の発生や
飛来種子から雑草が生える原因にもなります。

土砂が流入しないような対策も必要ですが、 堆積した土は雑草が
生える原因になりますので流入した土砂は取り除きましょう。

押さえピンの打設間隔を短くしたり、 本数を増やしたり、 風下から
シートを敷設し、 少しでも風の吹込みのないよう敷設してください。
粘着シートロールでの補強も効果的です。

破れの原因となりますので、 尖った石は取り除いてください。

①

②

素掘り排水や暗渠排水が必要です。 雨水の流れやすい箇所は苔
の発生や飛来種子から雑草が生える原因にもなります。

（※注意事項）

※ご不明な点等ございましたら、 お気軽にお問い合わせください。 S U M I D A
ホームページ

≪登録番号：CG-190007-A≫　防草シート 「はるん田 “」 は国土交通省が運営する 「NETIS」 新技術情報提供システムに登録されました。


