
 
 

平成２９年度農作業安全総合対策推進事業 
倉吉地域における啓発活動に関する現地検討会 報告書 

 
 
１．概要 
鳥取県では、平成２５年度に「鳥取県農作業安全・農機具盗難防止協議会」を設置し、

農業革新支援専門員（労働安全）によるコーディネートなど、関係機関が役割分担しなが

ら農作業安全と農機具の盗難防止活動に取り組んでいる。協議会は、県域の活動を行う県

協議会と各地域で現場活動を行う地域協議会で構成されている。 
・県協議会 ：県、農協中央会、全農鳥取県本部、総合農協３、専門農協２、農業共済

組合、市町村代表、農機メーカー・販社 
・地域協議会：県地方事務所（農（林）業振興課、農業改良普及所）、総合農協、専門農

協、農業共済組合、市町村、農機メーカー・販社、農作業安全推進員 
また、県が現場に精通したＪＡ等の職員を農作業安全推進員に委嘱（ＪＡ支所ごとに１

名程度）し、農作業事故調査を実施している。 
そのような中、平成２８年度農作業安全総合対策推進事業の一環として、鳥取県をモデ

ル地区に設置し、協議会メンバーら関係者が参集し労働安全衛生コンサルタント（農作業

安全アドバイザー）を含む専門家を講師とした研修会を開催するとともに、農業改良普及

所を通じて生産者にヘルメットを配布し、農作業安全を呼びかけたところである。 
さらに、継続して地域に即した啓発活動を行うため、中部総合事務所農林局倉吉農業改

良普及所と共催し、労働安全の分野における普及指導員の資質向上を図るとともに、「私の

農作業安全宣言」チェックシートを作成し、具体的な改善の実施に結びつける仕組みづく

りを目的に現地検討会を開催した。なお、モデル的に、昨年度ヘルメットを配布した農事

組合法人四王寺営農組合（倉吉市大谷）を対象にした。 
開催に当たっては、農作業安全アドバイザー及び農研機構 農業技術革新工学研究センタ

ーの研究員、農業革新支援専門員（労働安全）を参集し、それぞれ他産業及び農業におけ

る安全対策の専門家の観点から助言をしていただいた。 
※私の農作業安全宣言：農作業従事者に、従事する作業内容または作業環境（機械）等について、特に注

意すべきリスクや改善策等を提示し、農業者自身が確認・選択し、その実行を宣言してもらう取組。日

頃から目に留まる場所に掲示してもらい、日々の安全意識（確認）や環境改善を図る。 

 
２．開催日時 
 平成３０年２月２２日（木） １３：３０～１６：３０ 
 



３．開催場所 
 （１）現地点検 
  ・四王寺営農組合 農業機械格納庫 
 （２）室内検討 
  ・四王寺営農組合 事務所（鳥取県倉吉市大谷 1502 番地） 
 
４．出席者 ※敬称略 
・農事組合法人四王寺営農組合 代表理事組合長 山根 裕正 
・農事組合法人四王寺営農組合 参事 山﨑 久仁 
・農事組合法人四王寺営農組合 オペレータ等１８名 

 ・（国研）農研機構 農業技術革新工学研究センター 上級研究員 積 栄 
 ・（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 副会長 
  労働安全衛生コンサルタント（農作業安全アドバイザー） 石田 修 
・鳥取県農林水産部農業振興戦略監とっとり農業戦略課 研究・普及推進室 

  専技主幹 岡本 英裕      
 ・鳥取県中部総合事務所農林局倉吉農業改良普及所 普及主幹 塩 美津代 
 ・鳥取県中部総合事務所農林局倉吉農業改良普及所 副主幹 山田 剛 
 ・鳥取県中部総合事務所農林局倉吉農業改良普及所 副主幹 谷口 千葉留 
 ・（一社）全国農業改良普及支援協会 主幹 松本 一成 
 
５．実施体制 
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（農業革新支援専門員）



６．四王寺営農組合の概要 
四王寺営農組合は、平成１８年１１月に任意の集落営農組織として設立し、平成２１年

４月に農事組合法人として法人化した。平成３０年２月現在で、組合員は１１９名。 
倉吉市四王寺土地改良区の７地区（大谷、不入岡、大谷茶屋、上神、原谷、寺谷、北面）

において、水稲、大豆を中心に６１ｈａを管理している。また、このほか収穫の受託作業

を行っている。 
圃場管理は、耕耘、代かき、田植え、収穫など機械作業が中心。水稲コンバイン、大豆

コンバイン、田植機、トラクターなど、組合が所有する機械を７地区の各オペレータが共

同利用している。なお、トラクターによる一部の作業及び圃場の草刈りは、各組合員が所

有する機械を使用して個別に作業を行っている。 
 
７．現地点検 
（１）山根組合長あいさつ 
全国的に農作業事故はなかなか減少して 

おらず、各地で様々な対策が取り組まれて 
いる。我々も日頃から農作業安全には気を 
付けており、幸いこれまで大きな事故は起 
きていないが、組合員の高齢化もあり一層 
の注意は必要である。 
今回、農作業安全アドバイザーなど専門 

家にもご協力いただき、関係者とともに四 
王寺営農組合の実態に合った形の啓発活動 
を検討したい。今後の事故対策に役立てて 
ほしい。 

 
（２）山﨑参事から補足説明 
四王寺営農組合の管理圃場は４５０枚以上に及ぶことから、湿田も多く、多用な圃場

環境があり、大型機械が転倒しそうな場面も少なくない。 
また、組合員が自前のトラクターを使用する場合もあり、そのような機械は整備状況

が不明な点もある。 
一方、既に次の取り組みを実施している。 
①必ず補助者をつけている。 
②組み作業ではお互いに気を配っている。 
③詰まり除去は必ずエンジンを止めている。 

   （どの農機も、エンジンがかかっているときは声が聞こえない） 
④四隅手刈りは行わない。 

あいさつする山根組合長（中央）と山﨑参事（左

から 2 人目） 



⑤手こぎはしない。 
⑥補助者は作業中の機械に近づかない。 

 
（３）塩普及主幹による趣旨説明 
日頃から農作業安全の声かけを行っているが、新たな啓発活動として、個別の改善策

の提案が重要と考え、四王寺営農組合においてはじめて現地検討会を開催する。 
また、昨年度配布したヘルメット着用に関するアンケート調査を実施するとともに（別

添１参照）、事前にヒヤリハット体験に係わる事前調査を実施した（別添２参照）。特に、

トラクター、田植機で共通して、圃場の出入口で前輪が浮き上がったというヒヤリハッ

トが複数寄せられている。 
ヒヤリハットが起きることは作業が下手だから恥ずかしいという思いから、なかなか

声が上がってこないこともある。日頃から話しやすい雰囲気づくりが大事であり、今日

は出席者一人一人が日頃感じている気づきやノウハウなど、意見を出し合っていただき

たい。 
 
（４）農業機械格納庫における点検 
倉吉市内の四王寺営農組合の農業機械格 

納庫において、トラクター、田植機、コン 
バインなどオペレータが共同利用する農業 
機械を調査・点検した。また、事前調査の 
ヒヤリハット体験などに基づき、意見交換 
を行った。 

 
 
８．室内検討 
農業機械格納庫の点検及びヒヤリハット体験の事前調査等に基づき、主な農業機械ごと

に組合員から各自の気づきやノウハウを共有するとともに、農作業安全アドバイザー等専

門家よりリスク、問題点、改善策などの助言を行った。 
 
（１）乗用トラクター 
①給油作業 
（気づき） 
・トラクターの給油口と給油台の高さ 
 が同じなため、前輪に足をかけてポ 
リタンクを持ち上げて給油している。 
圃場では長靴にもタイヤにも泥が付 

農業機械格納庫に集合して、活発な意見交換を

行った 

日頃の気づきを説明するオペレータ 



着しており、足を滑らせやすく危険（電動ポンプも使うが、頻繁に給油が必要な

ときにはすぐに電池切れする）。 
（改善策） 
・給油台には乗らない（強度がない）。 

   ・圃場内ではできるだけ給油を行わずに済むよう、機械格納時・引渡し時のタイミ

ングとあわせたルール作りを行う。 
・不自由な思いをしながら給油している声をメーカーに言う。 

    （ユーザーの声がメーカーを動かす） 
 

②公道の走行 
（リスク） 
・公道走行時の一般自動車との接触事故など。 

（改善策） 
・適当な位置に光反射シールを貼る。 

 
『光反射シール 貼り方のポイント』 
・後続車に農機の車幅が伝わるように、後方両サイドに貼る。 
・後続車に農機の距離感が伝わるように、もともと車体に装備されている反射板と

同様の高さに貼る。 
・作業機（ロータリー等）にも貼る。 
・出会い頭の衝突事故を防ぐため、前方側面にも貼る。 

 
②乗り降り 
（気づき） 
・トラクターから降りる際、座っていた状態から急に立ち上がり、片足はステップ、

もう片足が地面となり感覚が異なるので注意が必要。 
・前向き降車の際、フートプレート（フロア）からステップまでと、ステップから

地面までの間隔が異なりヒヤリ。 
（改善策） 
・トラクターやコンバインの乗り降りは、最後の一段まで体を機械側に向けた姿勢

で行う。 
 

③機械の引き渡し 
（気づき） 
・乗ったら片ブレーキだったことがあった。 
・ロータリ爪の取り付けボルトがはずれていることがあった。 



（改善策） 
・他産業では機械の使用記録をつけて 
いる。引き渡しの際に効果的。 

・引き渡された方も、始業点検は必要。 
 ・引き渡しのルールを作成する。 

 
『引き渡しルール（案）』 
・給油しておく。ただし圃場では行わ 
ない（理想は農業機械格納庫）。 

・ブレーキは連結しておく。 
・泥はきれいに落としておく。 
・引き渡された側も、始業点検を行う。 

   ・作業日誌に、点検項目を設ける。 
 
（２）コンバイン 
①搬出作業 
（気づき） 
・補助者が軽トラックの荷台で作業する際、オーガに衝突して転落の危険がある。 

（ノウハウ） 
・補助者がリモコンで操作する。 
・位置決めする際は補助者は近寄らない。ならしなど微調整の段階で、補助者が主

導して荷台で作業を行う。ただし、オーガとは正対に立つ（オーガが動く範囲に

は入らない）。併せて、補助者の見える位置に注意事項として「位置決めでは近づ

かない」「オーガとは正対に」など掲示しておく。 
 
（３）田植機 
①圃場の出入り 
（気づき） 
・圃場環境は様々で、田植機やトラクターなどの大型機械では傾斜が急な出入口も

あるため、機械前方に補助者が乗ってバランスを保たなければ出入りできない圃

場がある。 
（改善策） 
・出入口の傾斜を緩める。 
・出入口付近の耕耘・植付けを避ける。 
・ユンボ付きトラックを用意する。 

 

他産業の視点から助言を行う石田農作業安全

アドバイザー（中央） 



（４）刈払機 
①草刈り 
（気づき） 
・作業効率を優先して、刈刃の右側で 
も作業している。 

・圃場によっては石が多く、飛び石等 
の危険がある。 

   ・マムシの多い地域では、作業中にか 
まれることがある。 

（改善策） 
・刈刃の左前側１／３を使用する。 
※実機を用いて、刈刃右側の危険性（キックバックの際、手前（自分の足）に飛

んでくるなど）及び刈刃の左手前側は、飛散物が手前に飛んでくることを紹介。 
・草の生え際まで刈りたい気持ちはわかるが、高刈りを心がける（草刈りの回数は

かわらず、むしろ作業効率や飛散物低減が期待できる）。 
・刈刃は高価でもよい品質のものを使用する（安価なものはすぐチップソーが欠け、

飛散して危険）。 
・刈刃の交換時期がわかるよう交換時期のきた刈刃を限度見本として掲示しておく。 

（ノウハウ） 
・マムシが多い地域では、刈払機は少し斜めに刈る（水平だとマムシが足元に飛ん

でくる場合がある）。 
 

②エンジンの始動 
（気づき） 
・刈刃が地面に接触したままエンジンをかけると、キックバックする。 

（ノウハウ） 
・エンジンの始動は、刈刃が地面に接触しない状態で行う。ただし、状況は場所や

機種によって異なるため、それぞれ選択肢を用意しておく。 
 
（５）その他 
（気づき） 
・圃場整備から相当年月が経っており、陥没した穴に足を取られることがある。 
・若い作業者は長靴ではなく靴を履いており、ズボンのすそが引っかかりやすく危

ない。 
・一年経つと危険個所を忘れてしまうことがある。 
・組合員の世代交代が進むと、圃場の状態が伝わらない。 

刈払機の正しい使用方法を紹介する積上級研

究員（中央） 



  （改善策） 
   ・地区ごとに危険マップを作成しておくと、新任者にも役立つ。 
  （ノウハウ） 

・慣れない圃場では排水溝に足を落とすことがあったので、事前に危険個所を確認

するようにした。 
 
９．総括 

四王寺営農組合の山根組合長より、「はじめてじっくり農作業安全について話し合えた。

挙げられた対策を整理して、できるところからとりかかるよう進めていきたい。」と感想

が寄せられた。 
一方、農業革新支援専門員の岡本専技主幹からは、「普及指導員にとっても今後の啓発

活動について勉強になる良い機会となった。同様の取り組みを他の地域へも波及させて

いきたい。」と期待が寄せられた。さらに所轄普及所の塩普及主幹からは、「当該組合に

おいては、これをきっかけに、具体的な取り組みを普及所と共有して一層の事故防止に

つなげていきたい。また、今回のような手法を取り入れながら、他地域へも農作業安全

への取り組みを進めていきたい。」旨の所感が寄せられ、今回の検討会が農作業安全に関

する有効な普及手法の習得の取り組みとしても評価された。 
また、石田農作業安全アドバイザーより、「ノウハウを整理し、ルール作りを行い、事

務所の壁など目につくところに掲示して活用してはどうか。」と助言が寄せられた。 
最後に、農研機構 農業技術革新工学研究センターの積上級研究員からは、「安全は経

営と一体のものであり、１人でも怪我をすると作業計画がくるい、収益にも影響する。

対策に終わりはない。まずは何かしら実行して、その繰り返しが改善につながる。既に

四王寺営農組合は作業者の安全に配慮した取り組みが行われている。今は個々の匠の技

で事故を未然に防いでいるが、さらに組合として、個人が持つノウハウを共有できる強

みを生かして改善につなげてほしい。まずは、機械ごとに１項目ずつ、改善に向けたル

ールを設けて１年間取り組んでみてはどうか。」と総括した。 
 
１０．四王寺営農組合 農作業安全 遵守事項の作成 
  後日、倉吉農業改良普及所の支援により、四王寺営農組合は現地検討会を踏まえた農

作業安全に係わる遵守事項として、「四王寺営農組合 私たちの農作業安全宣言」チェッ

クシートを作成（別添を参照）。総会の場において、組合員に周知を行った。各チェック

項目は、組合員自らの言葉で作成されており、一人一人に意識付けする遵守事項として

定着が期待される。 
 
 

以上 
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