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日本労働安全衛生コンサルタント会

改訂版（２０１８．５．２０）

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。

①道路の状態・交通量の事前調査
②反射板、低速車マークの利用
③坂道、道路幅・路肩など、トラクターが
走行する道路の確認

１．と ３． 道路と車両の評価（作業環境・機械）

①手順を決めて、使用前点検
②安全キャブ・フレーム付きトラクターを使
用

③反射板や低速車マークを、作業機を装
着していても見える位置に貼付

Ｐ３

《改善のポイント》
①ほ場間移動は、極力視認性の良い日中に行うようにします。
②やむを得ず日没後や日の出前に走行する場合に備え、作業機

をつけても見える位置に低速車マークを貼付します。
③反射板を作業機や車幅がわかる位置に貼付します。

《改善事例》
【方法】夜間の衝突回避のため、乗用ト
ラクター、作業機に低速車マーク、反射
シール（黄色）を貼付した。

トラクターの作業機に邪魔されない位置や、作業機に
反射板が付いている。

✔

（国）農研機構「改善事例集」
左図は（№Ⅳ）p31より
右図は（№Ⅰ）p22より

Ｐ１８

リアウインドーに

低速車マークが取り付
けてある例



交通量の少ない一般道・農道を選んで通行する。

《事故事例》
公道、交通量、速度
トレーラーをけん引した乗
用トラクター（全長13m）の
右折時に、後続車両が追
い越しをかけてトラクター
の前輪に接触、怪我なし。
（平成24年10月 14時頃、
男性・60歳）

≪なぜ≫トラクターは走行速度が遅いため、交通量の多い道路走
行では、他の車両との速度差から、危険な状況が生じる可能性が
高くなります。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅲ）p87より
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プッシュトレーラーをけん引きしているトラクター（全長13m）が進入路

に向かって右折しようとしたところ、このトラクターと後続車数台を含
め一気に追い越しをかけてきた車両がトラクターの右前輪に衝突、

北海道や秋田大潟村などの大
規模な農地を持つところや、畜
産を行っている所のことと思う。
一般にはなじみない

Ｐ５

男性・７９歳

トラクター

雨で少し濡れていた、狭い坂道を「大丈夫」と思
い、昇って行って、途中、タイヤスリップ、トラク
ター転落、本人も７ｍ転落、頸椎骨折、肋骨骨折

大破したトラクター

通る坂道は、勾配が緩く、天候が悪くても、スリップす
ることなく安全に上下できる。

≪なぜ≫狭く急な坂道は、劣化によって路肩が崩れていたり、草
が生い茂って路肩が見えなかったり、雨でスリップしやすくなります。

《事故事例》
狭い道、坂道、雨（重傷）
降雨後の狭い坂道を上る途
中、スリップして転落しそうに
なったのでエンジンを止め、
ロータリーに足をかけて崖側
に退避しようとしたが、トラク
ターもろとも７ｍ下に転落し、
頚椎と肋骨を骨折。（平成24
年5月 17時頃、男性・79歳）

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起こった農作業事故」（№Ⅳ）p36より

いつも除草剤
を掛けていると
5年ほどで路肩
が崩れやすく
なっている

路側にあて板で
崩れ止めする

枕木を埋めて
スリップ防止

路幅を広げるのは費用が掛かり簡単
に出来ないので、出来そうなことから

提案していく

Ｐ７

車両に対して十分な道幅があり、路肩も視認（路肩
ポール等を含む）できる。

≪なぜ≫大型のトラクターが多くなり、以前にも増して狭い道路等
の走行は危険です。フレーム等の安全装置の装着は必須です。

《事故事例》
安全装置、狭い通路（死亡）
安全フレーム無しの小型乗
用トラクターで畑の耕うんを
終え、幅2.7ｍの通路に出て
左旋回したところ、進行方向
右側の路肩から2.9ｍ（斜度
60度）の崖下に転落転倒。ト
ラクターの下敷きとなり、死
亡。（平成26年6月 19時頃、
男性・85歳）

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起こった農作
業事故」（№Ⅳ）p92より

青線が本来の走行予定線、赤線が実際の走行跡

ロータリを上げた時の前輪
軸の位置、この位置で左急
旋回しても右路肩までわず
か20cmの余裕しかない。

ロータリを上
げた位置

①路肩に棒を立て限界を表示する。
②草刈りを行い、路肩が見えるようにする。
③進入路際まで耕起する時は、トラクター旋回範囲を考慮して

、後退してハンドル切り替し後（通路に対して４５゜に向ける）
路肩に近寄らず通路へ進むこと（黄色の線）

Ｐ９

ほ場の進入・退出路の路肩がしっかりしている。

≪なぜ≫狭い農地を有効に利用するため、ほ場の進入・退出路は
狭く、傾斜もきつくなりがちです。また、草が繁茂すると路肩がわか
りにくく、さらに危険な状態になります。

《事故事例》
ほ場退出、狭い退出路
（重症）
畑の耕うんを終えて狭い傾
斜のある道を退出中、左側
前輪が路肩を踏み外し、2.7
ｍ下の畑にトラクターごと転
落。骨盤粉砕骨折、内腸臍
動脈断裂、入院３カ月。
（平成22年4月 11時頃、男
性・54歳）

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅱ）p47より
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トラクターの退出方向

①左前輪路肩
をはみ出す

②トラクター
2.7m下に

転落・下敷き

退出路の道幅が狭く、①の地点で左前輪がわずかに浮き上がり、路
肩をはみ出し、そのまま、②の地点にトラクターもろとも転落、下敷きと
なる。その後、トラクターは横に転がる。単独作業であったので、発見
は１時間後。

Ｐ１１



《改善のポイント》

①年に一度は、すべてのほ場の進入・退出路を点検し、必要な整
備を施します。

②草が繁茂する時期は、路肩が十分わかるように管理します。

《改善事例》
【方法】ほ場進入・退出路の傾斜
を１０度以下に緩和した。

ほ場の進入・退出路がしっかりしている。✔

（国）農研機構「改善事例集」（№Ⅱ）p24より

Ｐ１２

安全キャブやフレーム付きのトラクターを使用してい
る。

《事故事例》
安全キャブ・フレーム無し、
片手運転（重傷）
安全キャブ・フレームが付いて
いないトラクターで、3.3ｍ幅の農
道を片手運転で走行中、操作を
誤り、左側の用水路（幅145cm、
深さ158cm）に転落。骨盤骨折、
右大腿部にヒビ、右手中指挫傷。
（平成25年4月 10時半頃、男性・
57歳）

≪なぜ≫乗用トラクターは重心が高く、転倒しやすい機械です。大
型化が進んでいるため、狭い農道や急な坂道での転倒の危険性
は増しています。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅰ）p53より

Ｐ１５

《改善のポイント》
①安全キャブ・フレームの効果を高めるため、シートベルトやヘル

メットを着用します。
②可倒式２柱フレームの場合、施設以外では適正な位置に立てて

使用します。

安全キャブやフレーム付きのトラクターを使用してい
る。

✔

Ｐ１６

作業終了後、ほ場を出る前にブレーキ連結を確認し
ている。

≪なぜ≫道路などを走行中に片ブレーキを踏み、重大な事故とな
るケースが後を絶ちません。特に、ほ場内作業で片ブレーキを使
い、ほ場退出時に連結ロックを忘れることも多いようです。

《事故事例》
ブレーキの連結ロック、
安全フレーム（死亡）
安全フレーム無しのトラクターで、
公道で後続車両に気づき停止
しようとしたが、ブレーキの連結
ロックをし忘れていたため片ブ
レーキとなり、左側の排水路に
転落し、トラクターの下敷きとな
り死亡。（平成26年4月 11時頃、
男性・87歳）

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅳ）p95より

Ｐ２１



《改善のポイント》
取扱説明書や販売店の説明などで、自動車とは異なるトラクター
の特性を知り、安全で効率的な運転・操作を身につけます。

《追加のポイント》
①新型のトラクターには片ブレーキ

防止装置注）が装備されています。
②ブレーキの遊びの調整を行います。

注）普段は連結
され、必要な時
にだけ連結を解
除して片ブレー
キとなる装置。

作業終了後、ほ場を出る前にブレーキ連結を確認し
ている。

✔

Ｐ２２

Ⅱ 刈払機

刈払機事故の４つの特徴

１

２

３

４

斜面・法面での不安定な姿勢による事故（29.5%）
●傾斜地・法面は滑りやすい
⇒小段の設置、スパイク靴の着用

回転刃による事故（接触、飛散物）（29.5%）
●キックバックや小石、チップの飛散
⇒防護の徹底、飛散物カバーを外さない

詰まりなどの除去時の事故（18.2%）

●草むらの中に潜む杭や空き缶など
⇒慣れた場所でも事前確認

周辺環境に起因する事故（15.9%）

●回転を止めず、草の詰まりなどを除こうとして
⇒確実にエンジンを切ってから

（一社）日本農村医学会編「こうして起こった農作業事故」（№Ⅳ）p41より

Ｐ２５

１．作業環境

①

②

③

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。

道路沿い、山間地はポイ捨てが多く、
缶やビンは日頃から拾います。
草が茂ると見えなくなります。

脱着式のスパイク
安価で効果ある

顔面に石が飛び当た
るので防災面を使用

する

高芝ギムネ製作所

安全スパイク 約1000円

①傾斜

②構造物、異物、穴など
例:入排水溝

③滑りやすさ

2000円

Ｐ２７

２．機械

①飛散物防護カバー
③チップソー
②トリガー式スロットル

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。

顔面に石が当たって
も痛いので、防護面を
使用して下さい。

透明板タイプを推奨、

網タイプは小石が突
き抜けました。

2000円

保護メガネだけ
では不足です

①ヘルメットは転落時保護
②ゴーグルは顔全体を
保護できない
フェイスガード

③脛あては重く、高齢者に
向かない。すぐ疲れる
長靴を履いてください。

④防振手袋

Ｐ３５



《改善のポイント》
法面そのものの傾斜改善には、大掛かりな土木工事が必要となる
ので、長い法面には小段を設けるのが現実的です。

《改善事例》小段の造成
【富山県の事例】地元農協が中心
となって行政や関係機関と連携し
て、小段を設置した。

滑りやすい傾斜地だが、法面途中に足場や小段が設
けてある。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅳ）p44より

農林水産省農作業安全研修資料「草刈
機の事故」より

Ｐ３０

《改善のポイント》
①空き缶、空き瓶、ペットボトル、さらには強風で折れた木の枝、小

石などは事前に除去します。
②穴や窪み、切り株などの存在を覚えていないことも多く、事前確

認は必須です。

作業開始前に、作業場所を確認し、構造物や切り株、
針金、石、空き缶などがないことを点検する。

✔

作業開始前では、
空き缶・ビンなどは
草に隠れて発見で

きません。

日ごろから定期的
に拾います。

覚えていても作業に夢
中になり、忘れる。

危険そうな場所は先に
刈ってしまう。

Ｐ３２

《事故事例》
傾斜法面、雨（重傷）
雨上がりに3.2ｍある法面を、
棹の長い刈払機で草刈り中、
足が滑り法面を滑り落ち、回
転している刃に足が落下、
足の小指部分を切創。（平
成21年8月 14時頃、男性・
60歳）

≪なぜ≫草に覆われた斜面の地面は、見ただけではどうなって
いるか分かりません。また、水分を含んだ草はとても滑りやすく
なっています。

朝露や雨で作業面が濡れていると滑りやすくなるので
作業しない。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅲ）p97より

３２０cm 角度３８°

畦１２０cm

４０cm

雨上がりの法面3.2m、斜度38°。刈払機で、手を伸ばして刈ろ

うとして、足が滑り、法面を滑り落ち、回転刃の上に足を乗せた。

あわや、小指を切断するところだった。

Ｐ３３

《改善のポイント》
草刈りに適した条件で作業することで、安全も能率も高まります。
また、スパイク靴をはくなど、万全な準備が必要です。

《追加のポイント》
①１日２時間、１連続作業は30分以内、
５分間休憩します。（振動障害予防）

②炎天下での作業は避け、休憩時間
にはこまめに水分を補給します。

朝露や雨で作業面が濡れていると滑りやすくなるので
作業しない。

✔

Ｐ３４



《事故事例》
飛散物防護カバー、
身体防護（重傷）
慣れた場所で短時間の草
刈りを行おうとして、安全装
置を装備しなかったため、
チップソーが目に飛び込み、
病院で異物摘出。（平成24
年8月、女性・57歳）

≪なぜ≫慣れた場所や短時間作業の時でも、安全の意識を忘れ
ると、とても危険です。

飛散物防護カバーなど、安全装置を装備して適切に
使用している。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして
起こった農作業事故」（№Ⅰ）p36より

眼に飛び込
んだチップ

ソー

Ｐ３７

《改善のポイント》
①安全鑑定を受けJISマークが刻印された刈払機、刈刃を購入します。
②壁際や構造物の近辺ではナイロンコード刃の刈払機を使用するな

ど、作業環境に応じて、適切な機器を使用します。

チップソーの刃には、JISマークの刻印してある商品を
使っている。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起こった
農作業事故」（№Ⅳ）p46より

ナイロンコードは小石をはじいて、足や
手や顔に当たります。

Ｐ４０

《事故事例》
キックバック、作業方法
（軽症）
背負い式刈払機で水田畦畔
の草刈りが終了したので、地
面に置いたとき、 低速で回
転していた刃が地面に当たり、
反動で手前に戻って来て左
足中指切創、通院。
（平成26年5月上旬 12時頃、
水田畦畔、男性・72歳）

≪なぜ≫刈払機には、定められた作業方向があり、逆方向や不安
定な状態での作業は危険です。

刈払機による作業の危険性を、具体的に認識してい
る。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅳ）p47より

トリガーのついた背負い式刈払機で作業が終了し、刃
を地面に着けたら、まだ惰性回転をしていて、刃が回
転しながら、自分の方に向かってきて、足を切った。

Ｐ４３

《改善のポイント》
①刈払機の多くは、刈刃が上から見て反時計回りに回転しており、

下左図の位置で刈り取ることが基本で、右から左に払うように刈
り取ります。

②逆方向で刈ると、キックバックを起こしやすく、地面や木などに当
たって自分に跳ね返ってくることがあり危険です。

刈払機による作業の危険性を、具体的に認識してい
る。

✔

Ｐ４４



《改善のポイント》
刈刃は５～10度前方に傾斜させ、斜面を刈る場合は右側を高い側
にして、低い側に振り下ろすなど、基本的な刈払機の操作方法を
教えます。また、刈刃の完全停止やキックバックへの注意など、作
業に潜む危険についても十分伝えます。

初心者に対して、危険認識の教育を行い、実地指導
している。

✔

Ｐ４６

耕うん機事故の４つの特徴

１

２

３

４

後退時の事故（24.1%）
●木や壁との間の挟まれ、躓き
⇒障害物等の事前確認、後方確認

土壌が固いことによる事故（24.1%）
●ダッシング、キックバック
⇒一気の深起こしや高速回転の禁止

機械の積み下ろしの際の事故（20.7%）
●積み下ろし場所、あゆみ板、無理な姿勢
⇒小さく軽くても慎重に

作業中の事故（20.7%）
●回転部への異物の詰まり除去
⇒確実にエンジンを切ってから

Ⅲ 歩行用トラクター（耕うん機）

（一社）日本農村医学会編「こうして起こった農作業事故」（№Ⅳ）p54より

Ｐ４９

小形耕運機

27
片山安心コンサルタント合同会社

ロータリーと土の接触
具合で突然速くなり、
追いつけず手を引っ
張られます

後退時に
①ロータリーへ足を巻き込む、

②後ろの壁や立ち木との間に
体を挟まれる
などの死亡事故が起きている

１．耕うん
①土壌条件、足元や後方の
障害物などの確認

②安全装置の装備、使用方
法などの確認

Ⅲ 歩行用トラクター（耕うん機）

２．積み下ろし
①積み下ろし場所の確認
②あゆみ板の利用

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。

都市型農業や
家庭菜園によく
使用されている

Ｐ５１



Ⅲ 歩行用トラクター（耕うん機）

15゜程度で、
20゜以下が良い

１組 約28000円

軽トラから降ろす時が一番事故多い。

①見て分かるように、アルミブリッジの中央の空間に足を落とし転倒し耕運機
(管理機)が乗りかかる

②後ろ向きに降りた時、足が滑り転倒したところへ耕運機(管理機)が乗りか
かる

アングルフックが
軽トラに確実には

まっている

①バック

②バックした所に、鉄
製杭があり、転倒

耕耘中バックしたところ、後ろに鉄製の杭があり、足
がひっかかり、転倒、回転する刃に両脚が巻き込ま
れた。大腿骨開放骨折、ドクターヘリで搬送。

男性・６０歳

《事故事例》
後退、障害物（重傷）
車軸耕うん機で耕うん中、バッ
クの際、後ろの杭に足を取ら
れ転倒。ロータリー部に両下
肢が巻きこまれ、左大腿部刺
創、右下肢開放損傷。
（平成24年8月 12時50分、畑、
男性・69歳）

≪なぜ≫耕うん機は両手で操作するため、バックの時に後方の
確認がおろそかになりがちです。

バックしたときに障害となる立木、格納庫の壁、ハウ
スの壁、崖などがない。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅳ）p55より

Ｐ５３

《改善のポイント》
作業開始前に、足元や周りの障害物の状況を確認して事前に除
去するとともに、バック時の後方確認を行います。

《追加のポイント》
後退時は跳ね上がりに注
意しましょう。

バックしたときに障害となる立木、格納庫の壁、ハウ
スの壁、崖などがない。

✔

Ｐ５４
①緊急停止装置(非常停止) : ボタンを押すとエンジンが停止する

②デッドマン式クラッチ : レバーを握っている間は動力が伝達され、
レバーを離すと切れる構造のクラッチ

③挟圧防止装置 : 後進時の機械と運転者がはさまれるとレバー
が動きエンジンが停止する

④後進時作業部停止装置 : 走行変速レバーを後進に入れると作
業部が自動的に停止する

①緊急停止装置 ②デッドマン式クラッチ ③挟圧防止装置

安全装置の使い方を知っている。 新しい農機は有る装置✔
Ｐ５６



《事故事例》
ダッシング、硬い土（重傷）
畑を歩行用トラクターで耕
起中、ダッシングを起こし、
止めようとして転倒。刃が
左下肢に刺さる。
（平成23年7月 10時半頃、
男性・70歳）。

≪なぜ≫土が非常に硬い条件で耕うんを行うと、ロータリーの
回転で車体が前方に急に押される現象（ダッシング）が起こるこ
とがあります。

土が固い場合は慎重に作業している。✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅲ）p129より

Ｐ５７

《改善のポイント》
耕うん機の積み下ろしに適した、フックのついた丈夫なあゆみ板を
使用します。また、自分の体力に応じた作業方法を工夫します。

基本的にあゆみ板を使い、二人作業で低速で積み下
ろししている。

✔

今まで通りす
るので、良いと
思われる方法
を提示したい。

アクセルを低速にして、耕運機の自速で上り下りさせます。
特に下りの時にクラッチ操作すると、猛スピードで下ります
ので、引っ張られて軽トラから転落し危険です。

Ｐ６０

脚立使用の５つのポイント

１

２

３

４

脚立設置時に、 下段に乗って確認
●脚立の安定を確認する

天板に乗らない

開脚防止チェーンを掛ける

昇降時に重いものを持たない

Ⅳ 高所作業（脚立・ハシゴ）

●高さに応じて脚立を変える

●チェーンの長さを調整する

●チェーンの長さを調整する

５ 直上直下で作業する
●身を乗り出さず、こまめに脚立を移動する

（一社）日本農村医学会編「こうして起こった農作業事故」（№Ⅳ）p62より

Ｐ６１

１．作業環境

①作業場所の確認

②使用機具の点検と
使用方法の確認

③作業前の確認と適
切な作業方法

①
②

③

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。

Ｐ６３



《事故事例》
剪定、不安定（鎖骨骨折）
自宅近くのリンゴ園で剪定
中、脚立から転落、左鎖骨
骨折。
（平成22年9月 10時頃、男
性・83歳）

≪なぜ≫果樹園などでは、床がコンクリートの屋内と異なり、脚立
の安定を十分に見極めるとともに、転倒した場合の危険性も考慮
する必要があります。

脚立を安定して設置できる広さがある。

脚立が不安定になる場所では、同僚に支えてもらう。

✔

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅲ）p164より

事故当時は、この位
置に枝が出ていた。

当該の木
は事故後

伐採

脚立の長さ、２ｍ、乗っていたのは下から４段目、130cm
の位置、落下したとき脚立は倒れず本人のみ落下

落下地点に枝
など突き刺しの
元になる物を置
かない

１ｍは一命取る
（実、身を取る）

・開き止めをする
・クッション板を敷く

Ｐ６５

２．機具

①脚立の安全使用 ②ハシゴの安全使用

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。

サイロ内は草・
穀物が発酵して
酸素欠乏になり
やすい。

扉を開けて風が
中に入り換気さ
れた頃になか
へ入る。

ヘルメットを使用したいが果
樹を傷付ける為ため使用で
きないこともあった

①脚立の足は敷板の中央に乗せる、
②脚立の２／３以上の高さに上らない

（脚立が手すり代わりなる高さ）
③「命知らず」で・天板に上がるなら、

自分が落ちるだろうと思う所に、突
き刺すものが無いよう予め片付ける。

Ｐ６７

《事故事例》
開脚防止チェーン、不安
定（左下腿打撲・切創）
庭の松を剪定中、脚立
の脚が滑り、８段脚立の
６段目から転落。
（平成25年5月 7時頃、
男性・68歳）

≪なぜ≫農業における高所作業は、足場が不安定な場所であるこ
とが多く、その危険性を認識して作業を行うことが重要です。

開脚防止チェーンを掛けて使う。✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅲ）p167より

８段の脚立の６段目で作業、
開脚防止用チェーンをせず

①膝より上に天板が来ること
②落下しても骨折しないよう

にクッション代わりに発泡ス
チロール板（厚み5cm）を２
枚落ちそうな所へ予め敷く

片山式ヘルメット＋日
除け麦わら帽の着用Ｐ６９

《改善のポイント》
①脚立に上る前に、脚立 下段をトントンと踏み込むようにして、

脚立が安定して設置されているかを確認する。
②脚の長さを調整できる脚立も積極的に活用する。

脚立に上る前に、脚立の安定性、周囲に危険物がな
いことを確認する。

✔

初に、 下段に乗り安定性を確認する。✔

農林水産省農作業安
全研修資料「脚立の事
故」より

Ｐ７６



《事故事例》
ハシゴの固定、滑り（打撲）
牛舎の２階に藁を上げる作
業中、ハシゴを使って２階か
ら降りようとしたときに、ハシ
ゴが滑り臀部と左足を打撲。
（平成25年11月 15時頃、女
性・76歳）

≪なぜ≫床への接地部分、壁などへの立てかけ部分が滑らない
ことが重要です。

ハシゴが滑らないよう、上端や下端が固定できる。

ハシゴの底部は滑らない構造になっている。

✔

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅲ）p177より

事故時 事故後

水道のすぐ近くで、床が濡れており滑りやすかった。事故後、
右図のごとく、右壁面をストッパーとして動かないようにした。

※現在、藁・干し草を２階へ上げ貯蔵する構造
の牛舎は北海道から無くなってしまった

Ｐ７１
《改善のポイント》
木製のハシゴや金属製でも滑り止めがついていない場合は、設置
方法を工夫したり、滑り止めを後付けします。

《改善事例》ハウスのフィルムを破いたり、ハシゴがずれたりしない
よう、上部に布とゴムを巻きつけた。

ハシゴが滑らないよう、上端や下端が固定できる。✔

ハシゴの底部は滑らない構造になっている。✔

（国）農研機構「改善事例集」
（№Ⅳ）p25より

メーカー指定品で
ないと改造になる

下は出来るが
上は出来づらい

写真はビニルハウスのR部分に

梯子を立て掛けてあるだけで、
実際昇るは
①ハウス連結部分や
②ハウスの横からになると思う

Ｐ７２

《改善のポイント》
天板に乗る、身を乗り出す、重いものを持つなど、不安定な姿勢で
の高所作業は厳禁です。また、70cmを超える高さで作業するとき
は、ヘルメットを着用します。

《追加のポイント》
警告・注意ラベル
を貼付します。

天板に乗って作業はしない。✔

身を乗り出して作業はしない。✔

上り下り時には、重いものを持たない。✔

左・中央の図は農林水産省農作業安全研修資料「脚立の事故」より
右の図は（一社）日本農村医学会編「こうして起こった農作業事故」（№Ⅳ）p13より

Ｐ７９

①体調管理と休養
②服装
③水分の補給

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。

Ⅴ 暑いときの作業

作業前に一杯飲む
塩分の補給

Ｐ８１



《事故事例》
夏場、ビニールハウス内（死亡）

②ビニールハウス内において、農薬
散布に従事していたが、15時過ぎ
に倒れているところを発見され、そ
の後死亡。
（平成22年7月 15時頃、30歳代）

≪なぜ≫暑さに体が慣れていない梅雨明け直後に、農作業中の
熱中症事故が多発しています。この時期には特に注意が必要で
す。

日頃から体調に気を使い、作業時は定期的に日陰で
休んでいる。

①ビニールハウス内において、野菜
のつる落としに従事していたが、13
時過ぎに倒れているところを発見
され、その後死亡。
（平成22年7月 13時頃、60歳代）

のどが渇いていなくても、定期的に水分を補給してい
る。

✔

✔

厚生労働省「熱中症による死亡災害発生状況（平成22年）より

Ｐ８１

①重量物の重さ
②運搬の姿勢

Ⅵ 重量物の運搬

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。
Ｐ８５

《改善のポイント》
①重量物は１個当たりの重さを軽くするため複数個に分割します。
②モノを持ちやすいよう工夫します。

重量物の重さは、男性「体重×0.4」、女性「体重×0.4
×0.6」以下とし、それ以上の時は二人作業もしくは補
助具を用いている。

✔

Ｐ８８ 四. 持ち上げ高さ

1. 10kgの荷を床など低い所から持ち上げる時

2. 10kgの荷を抱えて腰より上に持ち上げる時

台上面は地面から

90cm

段ボール上面は
地面から

120cm
肘より上に
上げると負
担は大きい

48



収穫コンテナの持ち上げ、体の負担

持ち替え
ている

勢いを
つけて

3. 20kgの荷を抱えて腰より上に持ち上げる時

4. 20kgの荷を腰より上の高さから下ろす時

持ち上げると腰に負担
あり、引きずりながら下
ろすと良い

120cm

49

収穫コンテナは
持ち手の分だけ高く持ち上げます。

台

11
00
m
m

台

90
0m

m

台

77
0m

m

a. 箱の底を持てば高

い台でも腕の振り上
げは少なくて済む

b. 低く思える台でも持

ち手を利用すると腕
の振り上げは高くなる

c. 持ち手の高さ分を

台の高さを下げて振り
上げは少なくする

140mm

50

①

腕の振り上げ高さを減らす

①台の高さを下げる 高さの危険が減る
②仮置き台を利用する 使用後は邪魔になる
③踏み台を設ける 躓きのリスク発生する

90
0m

m

120mm

台

③

90
0m

m

台

60
0m

m

②

前頁参照

51

①作業場所
②ユニバーサルジョイントの接続
③手順の確認

①

②

③

１．ロータリー・ハローの着脱

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。
Ｐ９１



53

トラクターのロータリーに巻き付いた
草を取る時、危険は有るか?

片山安心コンサルタント合同会社

爪の摩耗で、土と共に
ロータリへ草が巻き付き、
土で固まり取れ難くくなる。
この時に手をぶつけ易い

①舟(搾耕機)に頭をぶつけた。頭
皮は切れやすく少し血が出た。
②刃に手をぶつけた。少し切れた。

作溝器(舟)を取り付けると
きにトラクターのバーとの
間に指はさみ 悪切断す

る。(ここの部分)

≪なぜ≫トラクター作業機は重量もあり、ユニバーサルジョイントの
着脱や３点リンク調整等、多くの作業を必要とします。

《事故事例》
作業場、整理整頓、調整作業
（軽傷）
倉庫内でロータリーの尾輪を
放置したまま、培土機の深さ
調整をトラクターに乗り降りし
ながら行っていて、尾輪につ
まずき転倒。トラクターの
チェーンケースに右前頭部強
打、打撲・通院治療。（平成25
年8月 19時頃、男性・65歳）

作業機を取り替える十分なスペースがある。

作業場所は水平で傾斜がない。

✔

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅳ）p100より

放置していた尾輪に躓き、
チェーンケースに頭部、強打

取り外した物は
通路になるとこ
には置かない

作業エリアと通路及び
部品置き場を確保し

明確にして作業する。

Ｐ９３

《事故事例》
作業機取り替え
（右手第４指挫滅創）
トラクターのロータリー付
け替え時、トラクター側の
PTOに右手薬指先端を挟
み負傷、右手薬指挫滅創、
治療せず。（平成16年4月
9時頃、男性・54歳）

≪なぜ≫ユニバーサルジョイントは、重く扱いにくい部品です。着
脱は中腰になることが多く、作業姿勢の面からも注意を要します。

ユニバーサルジョイントの連結のため、支持台、また
はそれに代わるもので支えている。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして
起こった農作業事故」（№Ⅳ）p90より

Ｐ９５

《改善のポイント》
①作業機をキャスター付きの台車に載せて保管することによって、

着脱を簡単に行うことができます。
②オートヒッチ（クイックヒッチ）の活用も検討します。

《追加のポイント》手順を熟知
①取扱説明書の理解を深めましょう。
②「技術研修会」へ積極的に参加しましょう。

ユニバーサルジョイントの連結のため、支持台、また
はそれに代わるもので支えている。

✔

Ｐ９６



事故の３つの特徴

１

２

３

滑ることによる事故（43.2%）
●滑って転倒
⇒滑りにくい靴、清掃の徹底

回転部への巻き込まれによる事故（22.7%）
●植付爪に巻き込まれ
⇒つまり除去時はエンジン停止

整備・点検中の事故（13.6%）
●回転部(ベルト)への巻き込まれ
⇒回転部点検時はエンジン停止

Ⅱ 田植え

（一社）日本農村医学会編「こうして起こった農作業事故」（№Ⅳ）p59より

Ｐ１０３

①資材の積み込み（靴）
②整備・点検・異物除去
③運搬車への積み込み・積み下ろし

①

③

②

Ⅱ 田植え

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。
Ｐ１０５

≪なぜ≫田植機は泥水で汚れ滑りやすくなっています。また、苗や
肥料の補給作業が必要で、重量物を手に持って不安定な姿勢で
の作業が強いられます。

《事故事例》
不安定な環境、
不安定な姿勢（重傷）
田植機に肥料を補給するた
め、20kgの肥料袋を抱えて田
植機前部に乗ったところ、足
を滑らせて転倒し、田植機に
腰と背中を強打した。脊椎骨
折、打撲。
（平成25年5月下旬 9時半頃、
男性・56歳）

靴底に十分刻みがあり、滑りにくい長靴を使用して
いる。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅳ）p59より

20ｋｇの肥料を抱え、左脚を機体脇のステップに、右

脚を肥料供給用のステップにかけて肥料をタンクに
入れようとして、足が滑り、背中をボンネットに強打。

Ｐ１０７

《改善のポイント》
田植機は泥水で汚れ、とても滑りやすいことを十分頭に入れておく
ことが重要です。常に足元に注意を向けて作業することを心がけ、
滑りにくい履物で作業します。

靴底に十分刻みがあり、滑りにくい長靴を使用して
いる。

✔

Ｐ１０８



靴底に刻みがあり、滑りにくい長靴を使用している。✔

ウエットスーツの様な田植え長靴
6000円

溝がはっきりとし
て、割と滑りにくい

普通の水田用長靴
2500円

長靴
3000円

滑る

滑る

泥がつけばどれも滑りやすい

≪対策・改善のポイント≫異物除去や整備の時はエンジンを止める

《改善のポイント》
作業中に異物が詰まったり、異音がするなど異常に気付いた時は、
必ずエンジンを切って作業します。また、作業機を上昇させた状態
で点検等の作業するときは、油圧ロックを忘れずに行います。

駆動部の点検時や植え付け爪が異物を噛んで止まっ
た時は、必ずエンジン、クラッチを切る。

✔

Ｐ１０９

≪なぜ≫使用するあゆみ板の強度はもちろん、トラックにはあゆ
み板のフックをしっかり固定します。

《事故事例》
あゆみ板、フック（重症）
田植機をバックで降ろす際、
あゆみ板がはずれそうに
なったのに気づき、とっさに
飛び降りて伏せたが、その
上に田植機が落下、左大腿
骨骨折。
（平成14年 5月 9時半頃、
田んぼ脇道路、男性・66歳）

移動は運搬車を利用し、積み下ろしは、あゆみ板を
利用する。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅱ）p100より

Ｐ１１１

Ｐ１１２



メーカーの取説からコピーした。

http://www.jnouki.kubota.co.jp/jn
ouki/manualdata/PR001‐
9752/PR001‐9752‐3.pdf

田植え機の横転
横転する角度は45゜以上
30゜程度では運転手が座りハンドルに掴まっていれ

ば田植機からの転落はしない。また、横転する感覚
は運転手に無ない。
畔が崩れたり車輪が泥を掘って傾き、一気に倒れる。

66
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38゜ 田植機や管理機など多くの
農業機械は、

①重心が高い
②車幅が狭い
③積載物が徐々に変化

(散布し無くなる、
収穫して増える)

運転者は、時どきの機械状
況で判断しいてれば安全
だが、作業状況を優先させ
て危険な状態に陥る。

危険回避には危険(疑似)
体験が重要です。

片山安心コンサルタント合同会社
67

田植機(を改造した溝付け機)で横転

68

田植終りにそのまま進入路
を上る時、田境の段差が大き
く、片後輪が穴を掘り滑って
進行方向が変わり、機械は進
入路からずれて横転する。

危険事象
→  災害へ

片山安心コンサルタント合同会社



進入路を後輪から上る時、
①前輪が段差で上らず穴を掘り
②後輪が滑り横に流れ
③進行方向が変わって
④機械は進入路から外れ
⑤植付部の揺れタイミングで、
一気に横転・運転者転落する。

69

横転災害

片山安心コンサルタント合同会社

田植機の後輪のｽﾘｯﾌﾟ要因

田植機後輪のブロックが
磨り減って地面を確実に
捕らえられない(ｽﾘｯﾌﾟする)

田植機後輪のブロックは
新品状態にある

70
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危険状態を危険事象にしない

耕起しない畔
ぎわにも溝を
付け水に浸す

田植え後、
畔ぎわに
溝を付け
ると、草が
水田に入
り難くなる

進入路の
手前1mは
耕起しない

71

耕起しない部分

片山安心コンサルタント合同会社

この様な段を付けると
6条田植機は登れない
10条の田植機は車輪も大きくなり

段差は問題でなくなる。

40年以前は今の農機は無く、

牛で鍬を引いたことや耕運機
の時代と同様に畔ぎわまで苗
を植えることを先輩方は言っ
ているが、コンバインを傷める

耕起せずに苗を植えた部分も、
全体と同じ様に稲は育ちます

代かきの風景
だそうです 72

稲 育ちました!!

片山安心コンサルタント合同会社



コンバイン事故の４つの特徴

１

２

３

４

移動・走行中の事故（34.7%）
●後退時に確認不足で
⇒補助者による誘導、合図の確認

作業中の詰まり除去時の事故（20.4%）
●機械を止めずに詰まり除去
⇒エンジン停止の徹底

点検・整備中の事故（16.8%）
●回転部への注油、詰まり除去で
⇒作業手順の順守

手こぎ作業の際の事故（14.3%）
●衣服がチェーンに引っ掛かり
⇒作業に適した服装の徹底

Ⅲ コンバイン収穫

（一社）日本農村医学会編「こうして起こった農作業事故」（№Ⅳ）p50より

Ｐ１１３

≪なぜ≫コンバインを故障なく使うためには、作業前後の清掃・整
備が欠かせませんが、手順を順守した作業が重要です。

《事故事例》
清掃整備、エンジン停止
（骨折、挫滅創）
コンバインのチェーンに給油
するため、こぎ胴を開け、回
転する藁搬送チェーンに右手
で給油中、こぎ胴に左手の第
２、３、４指が巻き込まれ、骨
折、挫滅創。（平成23年10月
上旬 8時半頃、男性63歳)

作業前後の詰まり除去を含む点検時は、必ずエンジ
ンを切る。グリス注油はクラッチを切って行う。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅳ）p121より

エンジンをかけたまま、こぎ胴を回転させたまま、右手に注油器を持っ
て、藁搬送チェーンに注油。左手はこぎ胴の近くに置いていたが、注意
が逸れ、こぎ胴に左手が巻き込まれ。左手第２～４指骨折・挫滅創。

グリス注油はクラッチを切って行う。✔

Ｐ１１７

《改善のポイント》
コンバインは回転部や刃物も多く、エンジンは停止して行います。
また、取り外したカバーは必ず取り付けておきます。

作業前後の詰まり除去を含む点検時は、必ずエンジ
ンを切る。

グリス注油はクラッチを切って行う。

✔

✔

Ｐ１１８

≪なぜ≫慣れた道でも、草が生い茂り路肩が見えなかったり、降
雨後で坂道が滑りやすい時など、日々状況は変化します。

《事故事例》
路肩、確認（死亡）
自脱コンバインでイネを収
穫するため、雑草の生い茂
る進入路から水田に入ろう
としたところ、進入路手前
の段差で転落、圧死。
（平成26年9月下旬 14時頃、
男性・69歳）

慣れた道でも、草むら、狭い道、坂道などでは、降りて
道幅や路肩状態を必ず確認する。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅳ）p119より

Ｐ１１９



《改善のポイント》
機械の大型化に対応した、出入りが安全確実に行える進入路を確
保します。

慣れた道でも、草むら、狭い道、坂道などでは、降りて
道幅や路肩状態を必ず確認する。

✔

《改善事例》
水路に土管を入れ、ほ場出入り
口を整備した。

（国）農研機構「改善事例集」（№Ⅱ）p24より

Ｐ１２０

①ほ場の出入り口の整備（環境）
②ほ場の進入退出方法（作業者）

２．ほ場の出入り

下の絵を見ながら、チェックするポイントを整理しましょう。
Ｐ１２１

≪なぜ≫コンバインは死角が多い機械であり、特に後方は、グレン
タンクに邪魔されてほとんど確認できません。

《事故事例》
後方確認
コンバインをほ場から農道に
バックで上がろうとした時、
乗り入れ口でコンバインが右
側に横転。横転の前にコン
バインより飛び降りて怪我は
なかった。（平成25年9月 11
時半頃、男性・61歳）

進入退出路をバックで走行させるときは、補助者によ
る誘導や確認を行う。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅲ）p118より

Ｐ１２３

《改善のポイント》
コンバインを後退させるときは、基本的に補助者の助けを借りるべ
きです。また、事前に危険個所を確認して改修しておく、路肩の草
を刈る、危険個所にポールなどの目印を置くなどして、事故を避け
るための工夫を日頃から心がけます。

進入退出路をバックで走行させるときは、補助者によ
る誘導や確認を行う。

✔
Ｐ１２４



《改善のポイント》
「詰まったらエンジンを止める！」は鉄則です。「今までそうやって
取り除いて事故を起こしていない」は、これからも事故を起こさない
保証にはなりません。

詰まったときは、必ずエンジンを切る。✔
Ｐ１２８

「詰まったらエンジン停止！」鉄則を守れない状況を招い
てしまった時、どうするか。一呼吸置いて危険予知を行う。

一般農家は、止めずに作業してしまいます。どう鉄則を守るかが課題です。

コンバインを動かすときは、周囲に人がいないことを
確認している。

《改善のポイント》
自分の位置、一緒に作業している人の位置に常に気を配りながら
作業し、特に後進の時は、声をかける、ブザーを鳴らすなどして、
相手にも自分にも「バックする」ことを知らせる。

《追加のポイント》
バックモニターを活用しましょう。

✔

後退時は、後方を降りて見て確認する。✔

狭いところ、電柱は

コンバインから降車
して後ろのスペース
障害物を確認する

キャビン付なら
出来るかも・・・

Ｐ１３１

≪なぜ≫高速回転している脱穀部に稲わらを投入する手こぎは非
常に危険です。

《事故事例》
手袋、巻き込まれ
（複雑骨折）
手こぎの 中に、右手が
フィードチェーンに巻き込
まれ、中指・薬指を複雑骨
折。
（平成12年頃の秋、ほ場、
女性・60歳頃）

手こぎでは、手袋をしないか、手に密着したものを着
用している。

✔

（一社）日本農村医学会編「こうして起
こった農作業事故」（№Ⅱ）p82より

ダブダブの腕カバーも巻き込まれる
Ｐ１３３



《改善のポイント》
巻き込まれやすい服装は厳禁です。また、予期せずコンバインが
動くことのないように、刈り取り部を 下げ位置にしておくことも重
要です。

《追加のポイント》
押せばすぐ止まる「緊急即時停
止装置」が開発されました。
●緊急停止ボタンを押すと、フィードチェーンが
直ちに停止する。
●緊急停止ボタンを押すと、自動でこぎ胴カバー
が開き、挟まれた手を抜くことができる。
●小柄な作業者にも手が届くよう緊急停止ボタ
ンを配置する。
●緊急停止ボタンが断線した状態では動かすこ
とができない。

手こぎでは、手袋をしないか、手に密着したものを着
用している。

✔

ダブダブの腕カバーも巻き込まれるＰ１３４

「緊急即時停止装置」=「非常停止」


