
 

 

令和元年度農作業安全総合対策推進事業 

（農業者等へのきめ細やかな安全啓発・指導） 
 

安全意識等の自己チェックを通じた啓発 

及び農業法人への労働安全に関する指導、

啓発・指導の担い手に対する研修事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）全国農業改良普及支援協会 
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●令和元年度農作業安全総合対策推進事業 

 

１ 安全意識等の自己チェックを通じた啓発 

（１）自治体等が行う健康診断との連携 

健康診断の実施時（診断中の待ち時間や終了後）に、高齢農業者等を対象として身体機

能の自己チェックと啓発活動を実施 

 

① 岩手県花巻市 

・年月日：令和元年７月２４日 

・会場：花巻市太田振興センター 

・実施内容：有効視野計測（２２人実施）及び計測結果を踏まえた啓発指導 

 

② 岩手県花巻市 

・年月日：令和元年１０月２９日、３０日 

・会場：花巻市新堀振興センター 

・実施内容：有効視野計測（３０人実施）及び計測結果を踏まえた啓発指導 

 

（２）自治体やＪＡ（生産部会、出荷組織を含む）等が行う農作業安全研修会・講習会等

との連携 

各種研修会の開催時に、身体機能の自己チェックや農作業安全アドバイザー（労働安全

衛生コンサルタント）を講師とした啓発活動を実施 

 

① 青森県新郷村 

・年月日：令和元年１１月１２日、１３日 

・会場：新郷村役場 

・実施内容：免税軽油申請受付に合わせた有効視野測定（４８人実施）及び計測結果を踏

まえた指導啓発 

 

② 群馬県高崎市 

・年月日：令和元年１２月１７日 

・会場：JA はぐくみ西部営農センター 

・実施内容：県主催の「はるな梨研究会」会員農家を対象とした対話型研修会に合わせた

有効視野計測（７人実施）とリスクカルテ WEB 版の体験（１人実施）及びこれらの結果を

踏まえた啓発指導 
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③ 大分県宇佐市 

・年月日：令和２年１月２４日 

・会場：宇佐市役所 

・実施内容：市主催の研修会に合わせた有効視野計測（１４人実施）及び計測結果を踏ま

えた啓発指導 

 

④ 千葉県成田市 

・年月日：令和２年１月２９日 

・会場：成田市下総公民館 

・実施内容：県主催の「農作業事故ゼロ推進研修会」に合わせた有効視野計測（７人実施）

及び計測結果を踏まえた啓発指導 

 

⑤ 青森県弘前市 

・年月日：令和２年１月３１日 

・会場：JA 相馬村 

・実施内容：JA 主催の「冬季講座（農作業安全研修）」に合わせた有効視野計測（９人実

施）とリスクカルテ WEB 版の体験（３人実施）及びこれらの結果を踏まえた啓発指導 

 

⑥ 大分県杵築市 

・年月日：令和２年２月４日 

・会場：杵築市山香庁舎 

・実施内容：市主催の研修会に合わせた有効視野計測（８人実施）及び計測結果を踏まえ

た啓発指導 

 

⑦ 千葉県館山市 

・年月日：令和２年２月５日 

・会場：南総文化ホール 

・実施内容：県主催の「農作業事故ゼロ推進研修会」に合わせたリスクカルテ WEB 版の体

験（５人実施）及び結果を踏まえた啓発指導 

 

⑧ 埼玉県川越市 

・年月日：令和２年２月１８日 

・会場：川越市農業ふれあいセンター 

・実施内容：県主催の「GAP 研修会」に合わせた有効視野計測（１０人実施）及び計測結

果を踏まえた啓発指導 
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⑨ 青森県青森市 

・年月日：令和２年３月６日 

・会場：JA 青森浪岡支店 

・実施内容：県主催の「スキルアップ研修会（農作業安全対話型研修）」に合わせた有効視

野計測（１２人実施）及び計測結果を踏まえた啓発指導 

 

（３）ＪＡ、機械メーカー等が行う農業機械展示会・農業祭との連携 

農業機械展示会や各種農業祭の開催時に、高齢農業者等を対象として身体機能の自己チ

ェックと啓発活動を実施 

 

① 鳥取県鳥取市 

・年月日：令和元年６月２９日、３０日 

・会場：ＪＡ全農とっとり五反田事務所 

・実施内容：JA 主催の農機展に合わせた有効視野計測（３０人実施）及び計測結果を踏ま

えた啓発指導 

 

② 鳥取県米子市 

・年月日：令和元年７月１３日、１４日 

・会場：JA 鳥取西部本所 

・実施内容：JA 主催の農機展に合わせた有効視野計測（３６人実施）及び計測結果を踏ま

えた啓発指導 

 

③ 埼玉県加須市 

・年月日：令和元年７月１９日、２０日 

・会場：むさしの村 

・実施内容：JA グループ主催の農機展に合わせた有効視野計測（３９人実施）及び計測結

果を踏まえた啓発指導 

 

④ 青森県板柳町 

・年月日：令和元年８月２１日、２２日 

・会場：津軽りんご市場 

・実施内容：県農業機械協会主催の農機展に合わせた有効視野計測（３５人実施）及び計

測結果を踏まえた啓発指導 

 

⑤ 岩手県花巻市 

・年月日：令和元年１０月１９日、２０日 
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・会場：JA いわて花巻本店 

・実施内容：JA 主催の農業まつりに合わせた有効視野計測（４５人実施）及び計測結果を

踏まえた啓発指導 

 

⑥ 滋賀県長浜市 

・年月日：令和元年１１月８日、９日 

・会場：長浜バイオ大学ドーム 

・実施内容：JA グループ主催の農機展に合わせた有効視野計測（７０人実施）及び計測結

果を踏まえた啓発指導 

 

⑦ 青森県西目屋村 

・年月日：令和元年１１月１７日 

・会場：西目屋村中央公民館 

・実施内容：村主催の村民文化祭に合わせた有効視野計測（２１人実施）及び計測結果を

踏まえた啓発指導 

 

⑧ 新潟県三条市 

・年月日：令和元年１２月１１日、１２日 

・会場：燕三条地場産業振興センター 

・実施内容：（株）新潟クボタ主催のイベント「にいがた夢農業 2019」に合わせた有効視野

計測（２８人実施）とリスクカルテ WEB 版の体験（２人実施）及びこれらの結果を踏まえ

た啓発指導 

 

⑨ 長崎県雲仙市 

・年月日：令和２年１月２５日、２６日 

・会場：全農ながさき県南畜産事業所 

・実施内容：JA グループ主催の農機展に合わせた有効視野計測（１６人実施）及び計測結

果を踏まえた啓発指導 

 

⑩ 和歌山県日高川町 

・年月日：令和２年２月９日 

・会場：町立川辺西小学校 

・実施内容：町主催の農業祭に合わせた有効視野計測（１９人実施）及び計測結果を踏ま

えた啓発指導 
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（４）日本型直接支払制度（多面的機能支払交付金）による共同活動との連携 

多面的機能支払交付金を通じて地域の農業基盤である農道や水路等の維持管理のための

共同作業に取り組む農業者等組織を対象として、安全な農作業に向けた研修や身体機能の

自己チェック及び啓発活動を実施 

 

① 栃木県那須塩原市 

・年月日：令和元年８月２５日 

・会場：杉渡土自治公民館 

・実施内容：研修会と合わせたリスクカルテ WEB 版の体験（４人実施）及び結果を踏まえ

た啓発指導 

 

② 山梨県甲府市 

・年月日：令和元年１１月２２日 

・会場：七覚自治会集会所 

・実施内容：研修会と合わせたリスクカルテ WEB 版の体験（２人実施）及び結果を踏まえ

た啓発指導 

 

（５）効果的な啓発活動実施のための取組 

「私の農作業安全宣言チェックシート」に「スピードスプレヤー」、「高所作業（脚立）」

を新たに追加 

 

・私の農作業安全宣言（スピードスプレヤー） 

・私の農作業安全宣言（高所作業（脚立）） 
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２ 農業法人への労働安全に関する指導 

（１）農業法人経営者等を対象とした研修会・講習会の開催 

法人経営者（役員）等を対象とした、企業における労働安全衛生の考え方、内容、従業

員への安全指導のあり方等について、座学による研修を実施 

 

① 山口県 

・年月日：令和元年１１月１１日 

・会場：山口県ＪＡビル（山口市） 

・研修内容：県内法人役員等を対象とした座学研修 

・講師：革新工学センター、労働安全コンサルタント、山口県農業振興課、普及支援協会

及び東京農業大学国際食料情報学部 

・参加者数：６６名 

 

② 青森県 

・年月日：令和２年１月２３日 

・会場：ウェディングプラザアラスカ（青森市） 

・研修内容：東北地域の法人若手組織関係者を対象にした農作業安全座学研修 

・講師：革新工学センター、農業用アシストスーツメーカー 

・参加者数：４１名 

 

③ 大分県 

・年月日：令和２年１月２４日 

・会場：宇佐市役所 

・研修内容：農作業安全及び農業機械のメンテナンスの座学研修 

・講師：労働安全コンサルタント、県普及指導協力委員 

・参加者数：４８名 

 

④ 滋賀県 

・年月日：令和２年２月１９日 

・会場：湖北地域農業センター（長浜市） 

・研修内容：農作業安全座学研修及び農業機械取扱実地研修 

・講師：労働安全コンサルタント、農業機械メーカー 

・参加者数：４６名 
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（２）農業機械化研修 

農業法人の経験の浅い従業員を対象に農業機械の操作、農作業安全の基礎等についての

研修を実施 

 

① 滋賀県 

・年月日：令和元年１１月６日～８日 

・会場：グローバル研修センター及び米原市新庄公民館 

・研修内容：農作業安全基礎座学研修及び農業機械取扱実地研修 

・講師：農業機械メーカー、日本農業法人協会 

・参加者数：２４名 

 

② 長野県 

・年月日：令和元年１１月１４日～１５日 

・会場：ＪＡあづみ温支所及び（株）かまくらやほ場（安曇野市） 

・研修内容：農作業安全基礎座学研修及び農業機械取扱実地研修 

・講師：農業機械メーカー、日本農業法人協会 

・参加者数：２１名 

 

③ 秋田県 

・年月日：令和２年２月６日～７日 

・会場：秋田県青少年交流センター（秋田市） 

・研修内容：農作業安全基礎座学研修及び農業機械取扱実地研修 

・講師：農業機械メーカー、日本農業法人協会 

・参加者数：１７名 

 

④ 岡山県 

・年月日：令和２年２月２６日～２７日 

・会場：岡山県立青少年農林文化センター三徳園（岡山市） 

・研修内容：農作業安全基礎座学研修及び農業機械取扱実地研修 

・講師：農業機械メーカー、日本農業法人協会 

・参加者数：１４名 

 

（３）個別の農業法人を対象とした研修 

特定の農業法人を対象に、専門家を交えた現場における問題点の把握と改善活動を実施 
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① 群馬県 

・年月日：令和元年６月２４日 

・会場：（有）たけやま倉庫及び県吾妻振興局（中之条町） 

・研修内容：ヒヤリハットアンケート結果等を踏まえ、改善策の提案に向けた対話型研修 

・講師：革新工学センター、労働安全衛生コンサルタント 

・参加者数：２２名 

 

② 鳥取県 

・年月日：令和２年１月３０日 

・会場：寺内公民館及び（農）寺内農場農機格納庫（南部町） 

・研修内容：ヒヤリハットアンケート結果等を踏まえ、改善策の提案に向けた対話型研修 

・講師：革新工学センター、労働安全コンサルタント 

・参加者数：１６名 

 

③ 静岡県 

・年月日：令和２年３月１１日 

・会場：（株）モスファームすずなり事務所（磐田市） 

・研修内容：ヒヤリハットアンケート結果等を踏まえ、改善策の提案に向けた対話型研修 

・講師：革新工学センター、労働安全コンサルタント、日本農業法人協会 

・参加者数：１６名 
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３ 啓発・指導の担い手に対する研修・情報提供 

（１）労働安全衛生コンサルタントを対象とした研修会 

労働安全衛生コンサルタントを農作業安全推進の指導者として活用するため、農業労働

災害に関する安全研修会を実施 

 

① 基礎研修会 

・年月日：令和元年８月３０日 

・会場：革新工学研究センター（埼玉県大宮市） 

・研修内容：座学研修、グループ討議、農業機械の構造等実地研修 

・参加者数：３２名 

 

② 実地研修会 

・年月日：令和元年１１月２日 

・会場：片山安心コンサルタント合同会社 教習所（富山県南砺市） 

・研修内容：農業機械の操作実習、安全点検実習及び農作業事故事例と安全に係る座学研

修 

・参加者数：２２名 

 

（２）情報の提供 

① 鳥取県農作業安全リーダー研修会 

・年月日：令和元年１２月１６日 

・会場：鳥取県園芸試験場（北栄町） 

・研修内容：県関係機関、市町村、農協の担当者を対象とした研修会において、事業の取

組を紹介するとともに、啓発活動や研修の開催等を要請 
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●農作業安全アドバイザー一覧 

 

 農作業安全アドバイザーとは、農業に関する知識を付与する指導者養成講習会を受講し

た「労働安全衛生コンサルタント※」等の方々です。農作業安全研修会の講師や、現地検

討会の委員などとして活動しており、安全にかかわる他産業のノウハウを農業に活用する

とともに、地域レベルの相談役といった役割が期待されます。 

 各都道府県に１人以上、全国に２１０名が登録されています。（２０２０年３月末現在） 

 詳しくは、下記の名簿を参照ください。 

 

  

 別添：農作業安全アドバイザー名簿 

  

 

※労働安全衛生コンサルタントとは、建設業や製造業等、他産業における職場の安全衛生

水準の向上を図る、国家資格を有する安全衛生の専門家であり、（一社）日本労働安全衛生

コンサルタント会の全国都道府県各支部に所属しています。 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

 令和元年７月２４日 

 （花巻市健康診査（太田地区）） 

 

２．場所 

 太田振興センター（岩手県花巻市） 

 

３．実施内容 

 健康診査への参加者（農業者）を対象に有効視野測定（ＵＦＯＶ）を実施するとともに、

測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チェックシート」への記入を通じて、

農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアンケート用紙に記入してもらう。 

１日で対象者２２人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康診査会場の太田振興センター 

健康診断を終えた方の中から、農業者に呼び

かけて希望者を募る形で実施した 

健康診査の一角に UFOV 検査会場を設置 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

 令和元年１０月２９日、３０日 

 （花巻市健康診査（新堀地区）） 

 

２．場所 

 新堀振興センター（岩手県花巻市） 

 

３．実施内容 

 健康診査への参加者（農業者）を対象に有効視野測定（ＵＦＯＶ）を実施するとともに、

測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チェックシート」への記入を通じて、

農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアンケート用紙に記入してもらう。 

２日間で対象者３０人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康診査会場の新堀振興センター 

健康診断を終えた方の中から、農業者に呼び

かけて希望者を募る形で実施した 

健康診査の一角にＵＦＯＶ検査会場を設置 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

令和元年１１月１２日、１３日 

（令和２年度用 農業用免税軽油の申請受付） 

 

２．場所 

新郷村役場（山村開発センター 農業委員会）（青森県新郷村） 

 

３．実施内容 

農業用免税軽油の申請手続きのため新郷村役場を訪れた農業者を対象に、有効視野測定

（ＵＦＯＶ）を実施するとともに、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言

チェックシート」への記入を通じて、農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期に

アンケート用紙に記入してもらう。 

２日間で対象者４８人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請受付会場の山村開発センター 

申請手続きを終えた方に呼びかけて

希望者を募る形で実施した 

申請受付会場並びの農業委員会事務室

の一角にＵＦＯＶ検査会場を設置 
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令和元年度農作業安全総合対策推進事業 

群馬県西部地区における農作業安全に係わる対話型研修会 報告書 

 

１．概要 

令和元年１２月１７日、高崎市榛名地区において、ＪＡはぐくみ はるな梨研究会などの

梨生産者を対象に、農作業安全に係わる対話型研修会を開催した。なお、群馬県内では、

平成２９年度の高崎地区、前橋地区、平成３０年度の伊勢崎地区、渋川地区、令和元年度

の吾妻地区、利根沼田地区に続く７地区目※の対話型研修会の開催となる。 

本研修会では、群馬県農政部技術支援課 普及指導室担当者が進行役を務め、農研機構 農

業技術革新工学研究センター（以下、革新工学センター）研究員及び農作業安全アドバイ

ザー（労働安全衛生コンサルタント）が助言を行う体制とした。 

また、革新工学センターが群馬県、鳥取県とともに作成する「対話型研修会支援ツール

（ヒヤリハット体験あるあるチェックシート）」を活用し、榛名地区の梨生産者１０人に「刈

払機、乗用草刈機、スピードスプレーヤー（以下、ＳＳ）、乗用運搬機（ゴルフカート等）、

脚立、機種共通」のヒヤリハット体験に関する事 

前アンケートを実施（別紙参照）。気づきやノウハ 

ウ等の情報共有が図られ、活発な意見交換が行わ 

れた。 

なお、対話型研修会に先立ち、革新工学センタ 

ー研究員による講演のほか、身体機能測定（ＵＦ 

ＯＶ）及びリスクカルテＷＥＢソフトを活用した 

啓発活動も併せて実施された。 

※本事業の活用は４地区目。 

 

２．開催日時 

令和元年１２月１７日（火）１４：００ 

～１６：００ 

 

３．開催場所 

ＪＡはぐくみ西部営農センター 会議室 

 

４．参集者 

ＪＡはぐくみ梨研究会、ＪＡはぐくみ里東果実部、ＪＡはぐくみ里見梨部、ＪＡはぐく

みみさと梨部、ＪＡはぐくみ西部営農センター、農研機構 農業技術革新工学研究センター、

（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会、（一社）全国農業改良普及支援協会、群馬県

（技術支援課、西部農業事務所農業振興課・普及指導課） 

写真１ 研修会の様子 

写真２ 身体機能測定（ＵＦＯＶ） 
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５．背景 

 高崎市榛名地区は、群馬県を代表する梨や梅の栽培が盛んな地域である。中でも、梨生

産技術の改善等に積極的取り組む有志が集まり、地域の梨生産を牽引する「ＪＡはぐくみ 

はるな梨研究会」は、メンバー構成が３０代～６０代と若手農業者が多く、また、このほ

かにも榛名地区には梨や梅等の新規就農者が見受けられる。脚立や、ＳＳ等を使用した栽

培経験が比較的浅い農業者を中心に、事故防止の啓発活動が重要となっている。 

 

６．出席者 ※敬称略 

・ＪＡはぐくみ はるな梨研究会（５名） 

・ＪＡはぐくみ 里東果実部（２名） 

・ＪＡはぐくみ 里見梨部（１名） 

・ＪＡはぐくみ みさと梨部（１名） 

 

・（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 

群馬支部 労働安全コンサルタント 

（農作業安全アドバイザー）寺村 裕司 

・（国研）農研機構 農業技術革新工学研究センター 

安全工学研究領域 安全技術ユニット長 積 栄 

 

・ＪＡはぐくみ西部営農センター センター長 清水 晋 

 

・群馬県農政部技術支援課 普及指導室 補佐 阿部 正美 

・群馬県農政部技術支援課 普及指導室 主幹 三ツ石 昌幸 

・群馬県西部農業事務所農業振興課 補佐 羽鳥 恭章 

・群馬県西部農業事務所農業振興課 主任 石井 文恵 

・群馬県西部農業事務所普及指導課 課長 阿久澤 邦夫 

・群馬県西部農業事務所普及指導課 補佐 堀口 啓介 

・群馬県西部農業事務所普及指導課 主幹 武藤 彰宏 

・群馬県西部農業事務所普及指導課 主任 星野 裕昭 

 

７．冒頭あいさつ（要旨） 

・阿久澤課長：近年、群馬県内では、農作業事故によってＨ２９年９人（うち管内１人）、

Ｈ３０年６人（うち管内２人）、Ｈ３１年（Ｒ１年）でも既に６人（うち管内

は０人）亡くなっている。農作業事故は農業経営の大きなリスクになってお

り、啓発活動に力を注いでいる。不注意や焦りによって事故が起きやすいこ

とから、各自が注意するだけでなく、地域でお互いに確認し合うことも重要
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と考えており、対話型研修会を企画 

した。自らの経験等を踏まえた上で、 

積極的な意見交換を期待したい。 

 

８．オリエンテーション 

・阿部補佐：安全への取組として、①事故の実態 

を知る、②できることを考え行動す 

る、③安全研修などを通じて機械操 

作の資格をとる、これら３本柱を掲 

げている。従来の農作業安全に係わ 

る研修会は、講師から一方的な話が 

多かった。今回は対話型研修会とい 

うことで講師ではなく進行役を設け 

て、事前にオペレータに実施したヒ 

ヤリハットに関するアンケート調査 

結果に基づき、気づきやノウハウを 

共有する機会としたい。また、併せ 

て具体的な改善項目を１枚紙にまと 

め、その後反省を行うなど、改善の 

ＰＤＣＡサイクルの実施に繋げてい 

きたいと考えている。 

 

９．講演 

革新工学センターの積ユニット長は、農作業に 

よる死亡事故発生率が高いことへの理解を促すと 

ともに、若手では負傷事故が多く、死亡事故は高 

齢者に多いことを紹介。このことに関連して、農 

作業安全アドバイザーの寺村先生から、視力・聴 

力・伸脚力など加齢に伴う身体機能の低下につい 

て注意を促したほか、その一方で、経験やノウハ 

ウが蓄積されていくことも指摘された。 

また、積ユニット長は、農作業事故は自然災害 

と異なり対策の仕方で減らせる経営リスクである 

ことを述べた上で、人はミスをするもので、事故 

防止には作業環境や手順の見直しが重要であり、 

長期的にはそのような取り組みが人の確保、さら 

写真３ 阿久澤課長 

写真４ 阿部補佐 

写真５ 講演を行う積ユニット長 

写真６ 他産業のノウハウを生かした 
助言を行う寺村先生 
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には地域の持続に繋がることを強調された。併せて、果樹に関係する農業機械（刈払機、

果樹用機械（ＳＳ及び乗用草刈機、脚立等）の事故事例を交えながら、安全な使用のポイ

ントを紹介した。 

 

１０．対話型研修会 

（１）意見交換 

技術支援課の三ツ石主幹の司会により、事前ア 

ンケートに基づき、ヒヤリハットが多くみられた 

脚立及びＳＳを切り口に、出席者に発言を促しな 

がら気づきやノウハウの共有を図った。また、積 

ユニット長並びに寺村先生等専門家が改善策など 

について助言を行った。 

 

●脚立 

①アンケート「土が柔らかい場所や平坦でない場所に脚立を設置し、傾いて危ない思いを

した」（回答９名） 

 

（ノウハウ） 

・転倒・転落防止のため、脚立の一本棒を必ず山側に設置し、横方向には作業しないよう

従業員に周知している。 

・斜面の角度に応じて脚立を安定させるため、ロープを併用して開く角度を調整している。 

 

②アンケート「脚立の一番上の段まで昇って作業してしまった」（回答９名） 

 

（気づき） 

・梅の剪定や収穫作業では、脚立の天板まで乗らないと届かないような高所作業が多い。 

・段数の多い脚立は、とりまわしが大変で作業効率が落ちてしまう。 

・天板に乗ることを繰り返すと、癖になってしまう。 

・天板に手すりがついている脚立もあるが、とりまわしがよくない。 

・脚立の足がアスファルト上に乗ると滑って危ない。 

 

（ノウハウ） 

・やむを得ず天板に乗る場合には、体が安定するよう枝などにつかまるようにしている。 

 

（意見） 

・高所に限らず道路や通路など、より危険が伴う場所での作業を避けるため、そのような

写真７ 進行役を務める三ツ石主幹 

18



枝は剪定したり、樹形改善を図ってはどうか。 

・樹木間に脚立を立てられるよう配慮して剪定すると、安全面だけでなく作業効率の改善

にも繋がるのではないか。 

 

（アドバイス） 

・家庭用として天板に乗ることを是とした脚立もあるが、屋外や業務では使用できないの

で注意が必要。 

・改善事例として、果樹の高所作業中に事故が起きたところでは、脚立の天板に乗らなく

てもよいように剪定時に樹高を抑える管理を心がけるようになった。収量は落ちるが、

作業能率が上がるとともに、（アルバイトを含め）作業者の安全確保に繋がる。 

 

③アンケート「脚立の昇り降りの際に足が滑りそうになった。または、滑った」（回答８名） 

 

（気づき） 

・脚立から降りる際、地面と思って足を延ばしたところ、実際には２段目で足を滑らせた。 

・ホームセンターで軽量性を強調する安価な脚立を購入したところ、強度不足で危ない思

いをした。 

・コンテナを裏返して踏み台にしている。 

 

（アドバイス） 

・安全規格に適合したものを選択する（ミドリ安全製品など）。 

・コンテナの裏面は滑りやすい作りが多いので、かえって危ない。小さな踏み台を使用し

てほしい。 

 

●ＳＳ 

①アンケート「支柱や枝、張っているワイヤーと機械との間に挟まれそうになった。また

は、挟まれた」（回答６名） 

 

（気づき） 

・棚の高さは、ほぼＳＳと同じ高さになっている。そのため常に屈みながら運転している。 

・高齢になると無理な運転姿勢は難しい。 

・運転中、ヘルメットが枝に引っかかってしまった。 

・万遍なく薬剤散布を行うために、危険個所でも減速しづらい。 

 

（ノウハウ） 

・運転していて枝に挟まれそうなときは、体を後ろではなく横によける。 
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・以前はＳＳに乗って通れた枝の下が、翌年は通れないこともあるので、思い込みは危険。 

・特に、機械を替えた時には注意が必要。 

・雨具を身に付けているときは、枝等に引っかからないよう注意が必要。 

 

（アドバイス） 

・枝からの衝撃を防ぐ程度であれば薄手のものもあるので、ヘルメットをかぶる。なお、

暑さ対策に光を反射するものなど、さまざまな種類がある。 

・改善事例として、圃場内で首に引っかけてしまいそうな枝など、危険個所に目印（紐を

結ぶ等）をつけているところもある。 

・ＳＳ用の通路を確保してはどうか。 

 

●その他 

（気づき） 

・従業員には安全指導を徹底するが、身内には指 

摘がおろそかになってしまう。 

・ＳＳでの防除作業時に、圃場内のぬかるみには 

まってしまった。 

 

（意見） 

・地域の身近な農作業事故の情報を知りたい。 

・万が一に備えてキーホルダーにホイッスルをつけて常備している。 

・万が一、事故が起きた際の対応を検討しておくべき。 

・周りの圃場で誰が作業しているかを気にかけて、地域ぐるみで事故防止を図る。 

 

（アドバイス） 

・買い替えるときに４ＷＤのＳＳを選択してはどうか。 

・事故が起きた場合、早期発見は重要。 

・携帯電話を常備しておく（取り出しやすいところに入れておく）。 

・家族に作業場所や内容を伝えておく。 

・周囲で作業をしている人に一声かけてから作業に入る。 

 

（２）改善策のまとめ 

●脚立 

・脚立の一本棒は必ず山側に設置し、横方向には作業しない。 

・やむを得ず天板に乗る場合は、枝などにつかまって体を安定させる。 

・できる限り道路や通路などの枝は剪定し、安全な作業環境に配慮する。 

写真８ 農業者からも積極的な発言があり、 
活発な意見交換が行われた 
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・コンテナの裏面は滑りやすい作りが多いので、踏み台には使用しない。 

●ＳＳ 

・薄手のものもあるので、ヘルメットをかぶる。 

・危険個所に目印（紐を結ぶ等）をつける。 

・万が一、事故が起きた際の対応を検討しておく。 

例：携帯電話を常備する（取り出しやすいところに入れておく）。 

家族に作業場所や内容を伝えておく。 

周囲で作業をしている人に一声かけてから作業に入る。 

 

１１．農業者間の情報共有の促進 

技術指導課及び西部農業事務所普及指導課の支援により、意見交換を踏まえた各農業者

のノウハウや気づきなどをとりまとめ、出席者以外の農業者にも情報共有を図っていく。

関係機関と連携して、農作業安全に係わる地域ぐるみの啓発活動として、ＰＤＣＡサイク

ルを意識した継続的な改善の取り組みが期待される。 

また、技術指導課担当者（普及職員）の進行による対話型研修会のノウハウが蓄積され

たことで、今後の他地域への展開も期待される。 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

令和２年１月２４日 

（農作業安全対策研修会） 

 

２．場所 

宇佐市役所（大分県宇佐市） 

 

３．実施内容 

集落営農法人をはじめ認定農業者等を対象に、農作業安全アドバイザー（労働安全コン

サルタント）による農作業事故の発生状況と労働安全について講演を行うとともに、有効

視野測定（ＵＦＯＶ）を実施し、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チ

ェックシート」への記入を通じて農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアン

ケート用紙に記入してもらう。 

研修参加者は４８人、ＵＦＯＶは対象者１４人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農作業安全アドバイザーの話を聞く

農業者の皆さん 

参加者に呼びかけて、希望者を募る形で

実施した 

研修会場の隣室にＵＦＯＶ

検査会場を設置 

24



 

有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

令和２年１月２９日 

（農作業事故ゼロ推進研修会（印旛地域研修会）） 

 

２．場所 

下総公民館（千葉県成田市） 

 

３．実施内容 

多面的機能支払交付金活動組織等を対象に、農作業安全アドバイザー（労働安全コンサ

ルタント）によるチェンソーの事故原因と安全対策について講演を行うとともに、有効視

野測定（ＵＦＯＶ）を実施し、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チェ

ックシート」への記入を通じて農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアンケ

ート用紙に記入してもらう。 

研修参加者は１５６人、ＵＦＯＶは対象者７人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農作業安全アドバイザーの話を聞く

農業者の皆さん 

研修会場の入口にＵＦＯＶ検査会場を

設置。参加者に呼びかけて、希望者を

募る形で実施した 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）・リスクカルテＷＥＢ版等実施事例 

 

１．日時 

令和２年１月３１日 

（ＪＡ相馬村冬期講座（農作業安全研修）） 

 

２．場所 

ＪＡ相馬村（青森県弘前市） 

 

３．実施内容 

ＪＡ相馬村組合員（りんご農家）を対象に、農研機構 革新工学センター研究員による事

故事例から考える農作業事故防止対策について講演を行うとともに、有効視野測定（ＵＦ

ＯＶ）を実施し、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チェックシート」

への記入を通じて農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアンケート用紙に記

入してもらう。また、青森県構造政策課の協力を得て、リスクカルテＷＥＢ版の体験を併

せて実施した。 

研修参加者は３０人、ＵＦＯＶは対象者９人、リスクカルテＷＥＢ版は対象者３人だっ

た。なお、対象者には青森県農作業安全推進協議会より、ヘルメットが配られた。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

革新工学センター研究員の話を聞く

農業者の皆さん 

研修会場の隣室にＵＦＯＶ検査会場を

設置。参加者に呼びかけて、希望者を

募る形で実施した 

ＵＦＯＶ検査会場の隣では、青森県構

造政策課担当者がリスクカルテＷＥＢ

版体験会場を設けて実施した 

ヘルメットが配られた 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

令和２年２月４日 

（農作業安全対策研修会） 

 

２．場所 

杵築市役所山香庁舎（大分県杵築市） 

 

３．実施内容 

杵築市地域活性化センター（農作業受託組織）職員を対象に、農作業安全アドバイ

ザー（労働安全コンサルタント）による農作業事故の発生状況と労働安全について講演を

行うとともに、有効視野測定（ＵＦＯＶ）を実施し、測定結果についてのコメントと「私

の農作業安全宣言チェックシート」への記入を通じて農業機械の安全使用に向けた啓発を

行った。最期にアンケート用紙に記入してもらう。 

研修参加者は１７人、ＵＦＯＶは対象者８人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農作業安全アドバイザーの話を聞く

農業者の皆さん 

参加者に呼びかけて、希望者を募る形で

実施した 

研修会場と同一施設内の別室にＵＦＯＶ

検査会場を設置 
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リスクカルテＷＥＢ版の体験等実施事例 

 

１．日時 

令和２年２月５日 

（農作業事故ゼロ推進研修会（安房地域研修会）） 

 

２．場所 

南総文化ホール（千葉県館山市） 

 

３．実施内容 

多面的機能支払交付金活動組織等を対象に、農作業安全アドバイザー（労働安全コンサ

ルタント）によるチェンソーの事故原因と安全対策について講演を行うとともに、リスク

カルテＷＥＢ版の体験を実施し、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チ

ェックシート」への記入を通じて農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアン

ケート用紙に記入してもらう。 

研修参加者は１９９人、リスクカルテＷＥＢ版は対象者５人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会場の入口にリスクカルテＷＥＢ

版体験会場を設置 
参加者に呼びかけて、希望者を

募る形で実施した 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

令和２年２月１８日 

（ＧＡＰ研修会 農業経営改善に向けた「新技術マッチングミーティング」） 

 

２．場所 

川越市農業ふれあいセンター（埼玉県川越市） 

 

３．実施内容 

埼玉県川越農林振興センターが主催するＧＡＰ研修会を訪れた農業者を対象に、有効視

野測定（ＵＦＯＶ）を実施するとともに、測定結果についてのコメントと「私の農作業安

全宣言チェックシート」への記入を通じて、農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。

最期にアンケート用紙に記入してもらう。 

１日で対象者１０人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修参加者に呼びかけて希望者を募る

形で実施した 

研修会場の川越市農業ふれあいセンター 研修会場の一角にＵＦＯＶ検査会場

を設置 
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令和元年度農作業安全総合対策推進事業 

スキルアップ研修会～女性農業者のりんご剪定講座～ 

（農作業安全対話型研修）報告書 

 

１．概要 

令和２年３月６日、青森県青森市において、東青地域でりんご栽培に携わる女性農業者を

対象に、青森県東青地域県民局地域農林水産部主催、（一社）全国農業改良普及支援協会の

共催による農作業安全に係わる対話型研修を実施した。東青地域県民局では、りんご栽培に

関する講義や剪定実習を通して、女性農業者のりんご栽培に関する知識を深めることを目

的としたスキルアップ研修会を開催している。今回はその一環として実施し、青森県内では

初めての農作業安全に係わる対話型研修となる。 

本研修会では、東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室の普及指導員が進行役を

務め、農研機構 農業技術革新工学研究センター（以下、革新工学センター）研究員及び農

作業安全アドバイザー（労働安全コンサルタント）が助言を行う体制とした。 

また、青森県農林水産部構造政策課と連携し、革新工学センターが群馬県、鳥取県ととも

に作成する「対話型研修会支援ツール（ヒヤリハット体験あるあるチェックシート）」を活

用し、研修に参加する女性農業者１６人に「高所作業台車」及び「脚立」のヒヤリハット体

験に関する事前アンケートを実施（別紙参照）。さらに、当日はグループ討議を実施するこ

とで活発な意見交換が行われ、気づきやノ 

ウハウ等の情報共有が図られた。 

なお、対話型研修に先立ち、身体機能測定 

（ＵＦＯＶ）を活用した啓発活動も併せて実施 

した。 

 

２．開催日時 

令和２年３月６日（金）１１：００～１２：３０ 

 ※身体機能測定は１０：００～１１：００ 

 

３．開催場所 

ＪＡ青森浪岡支店 会議室 

 

４．参集者 

東青地域の女性農業者（りんご農家）、ＪＡ青 

森、農研機構 農業技術革新工学研究センター、 

（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会、 

（一社）全国農業改良普及支援協会、青森県 

（農林水産部構造政策課、東青地域県民局、 

中南地域県民局、西北地域県民局） 

 

写真２ 身体機能測定（ＵＦＯＶ）の様子 

写真１ 研修会の様子 
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５．対象農家 

対象となる女性農業者（りんご農家）は、２０～７０代だが、ほとんどは６０代。 

基本的には家族経営で、摘花（果）、摘葉、収穫時には親戚の手伝いやアルバイトなどを

雇用している。園地は平場が多いが傾斜地もある。 

使用する主な農機具は、刈払機、高所作業台車（平場用と傾斜地用の両方）、脚立（アル

ミ製３脚又は木製４脚）、農作業用運搬車になる。 

なお、スピードスプレーヤ（ＳＳ）による防除作業は共同防除組織に依頼している。 

また、乗用草刈機は主に家族（男性）が操作している。 

 

６．出席者 ※敬称略 

・女性農業者（りんご農家） １７名 

 

・（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 

青森支部 労働安全コンサルタント 

（農作業安全アドバイザー）中野渡 悟 

 

・（国研）農研機構 農業技術革新工学研究センター 

安全工学研究領域 安全技術ユニット長 積 栄 

 

・ＪＡ青森 田中 貴子 

 

・青森県農林水産部 構造政策課 担い手育成グループ 主幹 川辺 歩 

 

・青森県東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 室長 佐々木 伸幸 

・青森県東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 主幹 山田 実 

・青森県東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 主幹 佐々木 孝子 

・青森県東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 主査 三﨑 さおり 

・青森県東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 主査 白取 愛 

・青森県東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 主査 葛西 文 

・青森県東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 主査 小田桐 理佳 

・青森県東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 技師 原田 美樹 

 

・青森県中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 技師 杉山 真一 

 

・青森県西北地域県民局地域農林水産部農業普及振興室分室 技師 佐藤 佑 

 

 

 

 

写真３ 青森県農作業安全推進協議会

からヘルメットが配布された 
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７．冒頭あいさつ（要旨） 

佐々木室長は開会のあいさつとして「りん 

ご経営にとって欠かすことができない女性農 

業者の力を発揮していただくため、剪定等の 

管理作業を基礎から学ぶことができるスキル 

アップ研修会を開催している。今回はその一 

環として、青森県内で年間１０件程度の農作 

業死亡事故が発生しており、りんご産業では 

脚立や高所作業台車などによる高所作業時の 

事故が起きていることから、安全に係わる専 

門家を参集し“農作業安全”をテーマに開催 

することとした。開会前に実施した身体機能 

測定ではヘルメットも配布しているが、研修 

を通じて農作業事故防止について考えていた 

だき、今後の作業時に役立ててほしい」と挨 

拶された。 

 

８．オリエンテーション 

司会を務める三崎主査は、研修の流れを説 

明し、農作業事故防止に係わる情報提供を踏 

まえ、事故を防ぐためグループで今後の改善 

目標などを検討し、発表してもらいたいと対 

話型研修会の趣旨を説明した。 

 

９．情報提供 

１）「青森県の農作業事故状況及びヒヤリハッ 

ト調査結果について」 

構造政策課の川辺主幹は、青森県内の農作 

業事故状況及び事故事例を紹介。県内では過 

去１０年間において毎年１０人程度の農作業 

死亡事故が起きており、昨年は１５件の農作業事故のうち死者数が１１人と死亡に至る事

故が多かったことから、特に目立つ高齢者による樹園地での脚立や高所作業台車、ＳＳ、乗

用型草刈機からの転落事故へ注意を促した。 

また、事前に実施したヒヤリハットアンケートの結果を説明（別紙参照）。事故を未然に

防ぐためにヒヤリハットが重要であり、情報を共有することで、自分だけでは思いつかない

気づきやノウハウなどを基にした改善策も期待できると述べられた。 

 

 

 

写真４ 佐々木室長のあいさつ 

写真５ 進行役を務める三崎主査 

写真６ 県内の農作業事故状況等を

説明する川辺主幹 
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２）「農作業事故の対話型研修会 ～何が危険か？ 何を改善するか？～」 

積ユニット長は、冒頭、交通事故などの身近な死亡原因と比較しても、農作業事故で死亡

する確率が高いことを紹介。併せて、事故が経営に及ぼすリスクを強調し、安全への意識を

促した。 

さらに、４つの事故要因「人」「機械・施設」 

「作業方法」「環境」を挙げた上で、人は必ず 

ミスをすることから、「気を付けよう」だけで 

はなく、作業の仕方や作業環境などの改善を講 

じる必要性を説いた。このほか、脚立や高所作 

業台車に係わる事故事例について、原因と改善 

策を紹介するとともに、農業機械に潜在するリ 

スクや、傾斜地など圃場におけるリスクなどを 

説明した。 

ここで中野渡先生から、脚立をはじめ高所作 

業に係わる補足説明をいただいた。１ｍの高さ 

から転落し頭を負傷して死亡した県内事例を基 

に、「１メートルは一命取る」の標語を紹介し注 

意を促した。また、他産業では高所作業車の使 

用に当たっては、技能講習や特別教育が義務付 

けられていることや、高さ２ｍを超える高所作 

業には安全帯を使用する取り組みも紹介された。 

これらのことを踏まえながら、一番の対策は 

「危険な作業をなくすこと」であり、すぐに対 

応することは難しいかもしれないが、小さなこ 

とでもできることから改善を図っていくことが 

重要であると強調された。 

 

１０．グループ討議 

 三崎主査の進行により、これまでの情報提供 

を参考にしてグループ内で意見交換し、普段の 

作業を振り返ってリスクを洗い出しながら「こ 

れならできる」というアイデアを書き出してほ 

しいと説明した。 

併せて、積ユニット長が「脚立」及び「高所作業台車」の自由記述欄付き「私の農作業安

全宣言チェックシート」（別添参照）を配布して、「チェックシートを参考に、できることを

１つでも挙げて改善の１歩を踏み出してほしい。改善を継続していくことが大事」と呼びか

けた。 

 その後、３０分程度４グループ（４～５人ずつ）で、それぞれ意見交換を行った。また、

専門家や普及指導員らが適宜アドバイスをして、議論を促した。 

写真７ 農作業事故事例を交えながら、

改善のポイントを紹介する積ユニット長

写真８ 他産業の安全に係わるノウハウを

情報提供する中野渡先生 

写真９ グループ内で意見交換する

参加者とアドバイスする専門家ら 
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１１．発表 

 各グループの代表者が、「脚立」及び「高所作業台車」それぞれ意見を出し合って決めた

「これをやろう！」改善点を発表した。 

 

１）Ａグループ 

●脚立 

・ 心に余裕をもって作業する（昇降時にしっかり安全確認できるように） 

・ 使い慣れた道具を使う 

・ 反射テープを最下段のステップに貼る（踏み外しを防ぐため） 

●高所作業台車 

・ 一人では作業しない 

・ 共同で使用する機械は、組み作業を心掛ける 

※例：Ａさんが使用したら、次の使用者Ｂさんが使い終わるまでＡさんが見守る。 

 

２）Ｂグループ 

●脚立 

・ 脚立の足場を確認できるよう、草刈りをしておく 

・ 無理な状態で作業しない（脚立を移動させて安定した状態で作業する） 

●高所作業台車 

・ 周りの作業者へ注意を促すため、声かけを行う 

・ 販売店を通して、機械の使い方や特徴を把握しておく 

 

３）Ｃグループ 

●脚立（チェックシートを順守する） 

・ ヘルメットを着用する 

・ 必ず開き止めを掛けて使う 

・ 作業対象に向けて設置する 

・ 上る前に安定性を確認する 

・ 身を乗り出して作業しない 

・ 天板と上から２段目には乗らない（特に注意する） 

・ 滑りにくい靴を使う、泥などは落とす（特に注意する） 

※高所作業台車は、使用者なし。 

 

４）Ｄグループ 

●脚立 

・ 脚立が地面に安定して設置されているか、確認してから上がる 

※圃場には穴（ネズミ・モグラ）が多くあるため 

●高所作業台車 

・ 機械を使用する際、慣れていてもギアの位置を再確認してから操作する 
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１２．講評 

各グループの発表を踏まえて、積ユニット長より、 

「同じような作業をしていても人によって気づきは 

異なり、情報を共有することで工夫の幅が広がる。 

次に作業をする際には、今日みんなで考えたことを 

意識してほしい。また、農業者が集まるさまざまな 

機会で、安全についても意見交換を行い、さらに他 

の地域にも広まることを期待したい」と講評を述べ 

られた。 

 

１３．農業者間の情報共有の促進 

構造政策課及び東青地域県民局の支援により、農作業安全に係わる地域ぐるみの啓発活

動として、継続的な改善の取り組みが期待される。 

また、東青地域県民局の進行による対話型研修会のノウハウが蓄積されたことで、今後の

他地域への展開も期待される。 

写真１０ 講評を述べる積ユニット長 
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ヒヤリハット体験チェック調査結果
R2.3.6　スキルアップ研修会

機械の種類 問 ヒヤリ・ハットの内容 回答数 （割合）

高所作業車 1 乗降時に滑って転落しそうになった、飛び降りてしまった。 0 0%

2 衣服が操作レバーに引っかかった。 2 13%

3 作業台に乗り込んだが安全フックをかけず作業した。 2 13%

4
作業台（張出板を含む）の上で身を乗り出して作業をしていて、地
面へ転落しそうになった。 0 0%

5
発進時にギヤの設定を間違え（前進/後進や高速/低速）、思わぬ
向きや速度で機械が動いた。 3 19%

6
2人以上で作業をしていたが、相手がどこにいるか確認せずにエン
ジンを始動した、または機械を動かしてしまった。 0 0%

7 子供など他の人を乗せて運転した。
1 6%

8 地面が柔らかく、回転していたタイヤが埋まった。
1 6%

9
ほ場の端を走行中、または方向転換で後進中に、あやうくほ場（の
り面）から転落しそうになった。 0 0%

10 傾斜地で使い、転倒しそうになった。
1 6%

11 作業台を上げたまま走行し、転倒しそうになった。
0 0%

12
機械に乗って移動中に、支柱や枝、張っているワイヤーにぶつか
りそう（挟まれそう、振り落とされそう）になった、ぶつかった（挟まっ
た、振り落とされた）。 1 6%

13
歩行しながら機械を移動させているときに、機械と樹木や支柱との
間にぶつかりそう（挟まれそう）になった。 1 6%

14
作業中、居眠りをしてしまった、暑くてボーッとした、頭痛がしたり吐
き気がしたりした。 0 0%

15 作業中、周囲の補助者とぶつかりそうになった。
0 0%

16 整備中に機材等につまずき、転倒しそうになった。
0 0%

17
エンジンを止めずに点検や注油作業、ゴミなどの絡み除去をして
しまった。 0 0%

18 点検等で機械の周囲にいたとき、急に機械が動き出した。
0 0%

19 その他（袋かけをして落ちた　）
2 13%

脚立 1
身を乗り出して作業をしていて、脚立が傾いたり、地面へ転落しそ
うになった。 9 56%

2
土が柔らかい場所や平坦でない場所に脚立を設置し、傾いて危な
い思いをした。 11 69%

3
脚立の開き止めをかけずに昇ってしまった、または、壊れたままで
使ってしまった。 2 13%

4
脚立の昇り降りの際に足が滑りそうになった。または、滑った、踏み
外した。 9 56%

5 脚立の一番上（天板）まで昇って作業してしまった。 11 69%

6 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 0 0%
回答者数 16 人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答数（複数回答あり） 56

⾼所作業台⾞・脚⽴
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ヒヤリハット体験チェック調査結果
R2.3.6　スキルアップ研修会

13%

13%

19%

6%

6%

6%

6%

13%

0% 5% 10% 15% 20%

衣服が操作レバーに引っかかった。

作業台に乗り込んだが安全フックをかけず作業した。

発進時にギヤの設定を間違え（前進/後進や高速/低速）、思わぬ

向きや速度で機械が動いた。

子供など他の人を乗せて運転した。

地面が柔らかく、回転していたタイヤが埋まった。

傾斜地で使い、転倒しそうになった。

機械に乗って移動中に、支柱や枝、張っているワイヤーにぶつかり

そう（挟まれそう、振り落とされそう）になった、ぶつかった（挟まっ

た、振り落とされた）。

その他（袋かけをして落ちた ）

高所作業台車のヒヤリハット体験

56%

69%

13%

56%

69%

0% 20% 40% 60% 80%

身を乗り出して作業をしていて、脚立が傾いたり、地面へ転落しそう

になった。

土が柔らかい場所や平坦でない場所に脚立を設置し、傾いて危な

い思いをした。

脚立の開き止めをかけずに昇ってしまった、または、壊れたままで

使ってしまった。

脚立の昇り降りの際に足が滑りそうになった。または、滑った、踏み

外した。

脚立の一番上（天板）まで昇って作業してしまった。

脚立のヒヤリハット体験
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

令和元年６月２９日、３０日 

（サマードリーム大展示会） 

 

２．場所 

ＪＡ全農とっとり五反田事務所（鳥取県鳥取市） 

 

３．実施内容 

ＪＡ鳥取いなばが主催する農機展示会を訪れた農業者を対象に、有効視野測定（ＵＦＯ

Ｖ）を実施するとともに、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チェック

シート」への記入を通じて、農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアンケー

ト用紙に記入してもらう。 

２日間で対象者３０人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者に呼びかけて希望者を募る形で

実施した 
農機展示会場の一角にＵＦＯＶ検査会場

を設置 

40



 

有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

令和元年７月１３日、１４日 

（サマードリーム２０１９） 

 

２．場所 

ＪＡ鳥取西部本所（鳥取県米子市） 

 

３．実施内容 

ＪＡとっとり西部が主催する農機展示会を訪れた農業者を対象に、有効視野測定（ＵＦ

ＯＶ）を実施するとともに、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チェッ

クシート」への記入を通じて、農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアンケ

ート用紙に記入してもらう。 

２日間で対象者３６人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者に呼びかけて希望者を募る形で

実施した 

農機展示会場の一角にＵＦＯＶ検査会場を設置 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

令和元年７月１９日、２０日 

（第１４回 夏の農機大展示会） 

 

２．場所 

むさしの村（埼玉県加須市） 

 

３．実施内容 

ＪＡグループさいたま・埼玉県ＪＡ農機協議会・全農埼玉県本部が主催する農機展示会

を訪れた農業者を対象に、有効視野測定（ＵＦＯＶ）を実施するとともに、測定結果につ

いてのコメントと「私の農作業安全宣言チェックシート」への記入を通じて、農業機械の

安全使用に向けた啓発を行った。最期にアンケート用紙に記入してもらう。 

２日間で対象者３９人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者に呼びかけて希望者を募る形で

実施した 
農機展示会場の一角にＵＦＯＶ検査会場

を設置 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）・リスクカルテＷＥＢ版等実施事例 

 

１．日時 

令和元年８月２１日、２２日 

（第１回 青森県農業機械・資材展示会） 

 

２．場所 

津軽りんご市場内（青森県北津軽郡板柳町） 

 

３．実施内容 

青森県農業機械協会が主催する農機展示会を訪れた農業者を対象に、有効視野測定（Ｕ

ＦＯＶ）を実施するとともに、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チェ

ックシート」への記入を通じて、農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアン

ケート用紙に記入してもらう。また、青森県構造政策課の協力を得て、リスクカルテＷＥ

Ｂ版の体験を併せて実施した。 

２日間でＵＦＯＶは対象者３５人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者に呼びかけて希望者を募る形で

実施した 

農機展示会場の一角にＵＦＯＶ検査会場を設置 

ＵＦＯＶ検査会場の隣では、青森県構

造政策課担当者がリスクカルテＷＥＢ

版体験会場を設けて実施した 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

 令和元年１０月１９日、２０日 

 （JA いわて花巻農業まつり） 

 

２．場所 

 ＪＡいわて花巻本店（岩手県花巻市） 

 

３．実施内容 

 JA いわて花巻が主催する農業まつりを訪れた農業者を対象に、有効視野測定（ＵＦＯ

Ｖ）を実施するとともに、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チェック

シート」への記入を通じて、農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアンケー

ト用紙に記入してもらう。 

２日間で対象者４５人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業まつり会場の一角にＵＦＯＶ検査会場を設置 

農業者に呼びかけて希望者を募る形で実施した 

44



 

有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

令和元年１１月８日、９日 

（第３１回 農業機械大展示会） 

 

２．場所 

長浜バイオ大学ドーム（滋賀県長浜市） 

 

３．実施内容 

ＪＡグループ滋賀が主催する農機展示会を訪れた農業者を対象に、有効視野測定（ＵＦ

ＯＶ）を実施するとともに、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チェッ

クシート」への記入を通じて、農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアンケ

ート用紙に記入してもらう。 

２日間で対象者７０人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者に呼びかけて希望者を募る形で

実施した 

農機展示会場の一角にＵＦＯＶ検査会場を設置 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）及びリスクカルテＷＥＢ版体験等実施事例 

 

１．日時 

令和元年１２月１１日、１２日 

（にいがた夢農業２０１９） 

 

２．場所 

燕三条地場産業振興センター（新潟県三条市） 

 

３．実施内容 

（株）新潟クボタが主催する農機展示会を訪れた農業者を対象に、有効視野測定（Ｕ

ＦＯＶ）及びリスクカルテＷＥＢの体験を実施するとともに、測定結果についてのコメン

トと「私の農作業安全宣言チェックシート」への記入を通じて、農業機械の安全使用に向

けた啓発を行った。最期にアンケート用紙に記入してもらう。 

２日間でＵＦＯＶは対象者２８人、リスクカルテＷＥＢ版は２人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者に呼びかけて希望者を募る形で実施した 

農機展示会場の一角にＵＦＯＶ検査会場を設置 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

令和２年１月２５日、２６日 

（令和元年度 ＪＡ統一農業機械大展示会） 

 

２．場所 

全農ながさき県南畜産事業所（長崎県雲仙市） 

 

３．実施内容 

長崎県ＪＡグループ及びＪＡ全農長崎県本部が主催する農機展示会を訪れた農業者を対

象に、有効視野測定（ＵＦＯＶ）を実施するとともに、測定結果についてのコメントと「私

の農作業安全宣言チェックシート」への記入を通じて、農業機械の安全使用に向けた啓発

を行った。最期にアンケート用紙に記入してもらう。 

２日間で対象者１６人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者に呼びかけて希望者を募る形で

実施した 

農機展示会場の一角にＵＦＯＶ検査会場を設置 
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有効視野検査（ＵＦＯＶ）等実施事例 

 

１．日時 

 令和２年２月９日 

 （第１４回 日高川町農業祭） 

 

２．場所 

 町立川辺西小学校（和歌山県日高川町） 

 

３．実施内容 

 日高川町が主催する農業祭を訪れた農業者を対象に、有効視野測定（ＵＦＯＶ）を実施

するとともに、測定結果についてのコメントと「私の農作業安全宣言チェックシート」へ

の記入を通じて、農業機械の安全使用に向けた啓発を行った。最期にアンケート用紙に記

入してもらう。 

１日で対象者１９人だった。 

 

４．検査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業者に呼びかけて希望者を募る形で実施した 

農業祭会場の一角にＵＦＯＶ検査会場を設置 
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日本型直接支払制度（多面的機能支払交付金）による共同活動との連携事例 

 

１ 日時・場所 

令和元年８月２６日（月）９：３０～１２：３０ 

  杉渡土自治公民館（栃木県那須塩原市） 

 

２ 対象者 

堀越自然を守る会メンバー ３２名 

 

３ 協力機関・組織 

那須塩原市農村整備課 

栃木県土地改良事業団体連合会（栃木県農地水多面的機能保全推進協議会事務局） 

 

４ 内容 

（１）農業分野における労働安全について 

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 栃木県支部 

労働安全コンサルタント（農作業安全アドバイザー） 佐々木 隆 

（２）刈払機及びコンバイン、トラクターの正しい使用方法及び点検について 

栃木県農業機械士 会長  手塚 安則 （トラクター） 

        副会長 綱川 欣典 （コンバイン） 

         幹事  國安 武  （刈払機） 

（３）リスクカルテＷＥＢ版の体験 

 

５ 研修会の様子 

 

  ｓ 

実地研修（コンバイン） 実地研修（刈払機） 

座学研修（佐々木講師） 実地研修（トラクター） 
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日本型直接支払制度（多面的機能支払交付金）による共同活動との連携事例 

 

１ 日時・場所 

令和元年１１月２２日（金）１３：００～１５：００ 

  七覚自治会集会所（山梨県甲府市） 

 

２ 対象者 

七覚むらづくり協議会メンバー １９名 

 

３ 協力機関・組織 

七覚むらづくり協議会 

甲府市 

 

４ 内容 

（１）農作業事故の発生状況と労働安全について 

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 山梨支部 

労働安全コンサルタント（農作業安全アドバイザー） 三橋 春夫 

（２）刈払機及びトラクター等の正しい使い方について 

山梨県立農業大学校 研修課 宮川 芳樹 

（３）リスクカルテＷＥＢ版の体験 

 

５ 研修会の様子 

 

 

三橋講師による座学研修 宮川講師による実地研修（刈払機） 
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 私の農作業安全宣言 
チェックシート 

私は、身体機能測定（有効視野測定）の結果も踏まえて、 
特に次の点に注意して農作業を行うことを宣言します。 

農作業安全総合対策推進事業 
（農林水産省補助事業） 
（一社）全国農業改良普及支援協会 2020.1 作成 

冒頭のイラストは、2016 年「農作業安全ポスターデザインコンテスト」

日本農業新聞賞（奈良県 大村泰久さん）の作品です。 

園内の作業路の樹木の被さり、旋回場所などの

園内環境をチェックしておく。 

ＳＳによる作業の危険と機械の特性を

熟知しておく。 

運転中に機械から体をはみ出さない。 

機械が通りやすい枝の管理・配置をする。

都道府県名 氏   名 

（以下、選択） 

携帯電話を持ち、非常時に対応できる

ようにする。 

キャビン付きのＳＳを使用する。 

ヘルメットを着用する。 
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 私の農作業安全宣言 
チェックシート 

私は、身体機能測定（有効視野測定）の結果も踏まえて、 
特に次の点に注意して農作業を行うことを宣言します。 

冒頭のイラストは、2016 年「農作業安全ポスターデザインコンテスト」

日本農業新聞賞（奈良県 大村泰久さん）の作品です。 

（以下、選択） 

開脚防止チェーンを掛けて使う。 

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。 

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。 

都道府県名 氏   名 

農作業安全総合対策推進事業 
（農林水産省補助事業） 
（一社）全国農業改良普及支援協会 2020.1 作成 

脚立が不安定になる場所では、

同僚に支えてもらう。 

最初に、最下段に乗り安定性を確認する。 

ヘルメットを着用する。 

昇降面を作業対象に向けて設置する。 
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農業法人経営者等を対象とした研修会・講習会事例 

（令和元年度 山口県集落営農法人連携協議会研修会） 

 

１ 日時・場所 

令和元年１１月１１日（月）１０：００～１５：００ 

  山口県ＪＡビル（山口県山口市） 

 

２ 対象者 

山口県集落営農法人連携協議会会員法人役員 等 ３２名 

 

３ 協力機関・組織 

山口県集落営農法人連携協議会 

 

４ 内容 

（１）農作業事故の実態とその要因 

    山口県農林水産部農業振興課 主査 村田 悠介 

（２）農作業現場改善について 

農研機構 革新工学センター 

安全工学研究領域 安全技術ユニット 皆川 啓子 

（３）企業経営における労働安全衛生マネジメント 

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 広島県支部 

労働安全衛生コンサルタント（農作業安全アドバイザー） 厚東 哲郎 

（４）農作業安全総合対策事業の取組について 

(一社)全国農業改良普及支援協会 専門調査員 根岸 秀夫 

（５）ＧＡＰを活用した事故防止・リスクチェックの徹底 

東京農業大学 国際バイオビジネス学科 

マーケティング研究室  半杭 真一 
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農業法人経営者等を対象とした研修会・講習会事例 

（令和元年度 農作業安全研修会） 

 

１ 日時・場所 

令和２年２月１９日（水）１４：００～１６：００ 

  湖北農業会館（滋賀県長浜市） 

 

２ 対象者 

農業法人・集落営農等組織・個別経営体、認定農業者 等 ４４名 

 

３ 協力機関・組織 

湖北地域農業センター 

 

４ 内容 

（１）企農作業事故の発生状況と労働安全について 

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 滋賀支部 

労働安全衛生コンサルタント（農作業安全アドバイザー） 岡田 博夫 

（２）実演機（トラクター）による事故防止・点検整備ポイントについて 

ヤンマーアグリジャパン株式会社 中部近畿支社 山本 秀揮 

 

５ 研修会の様子 

 

岡田講師による座学研修 山本講師による実地研修（トラクター）
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令和元年度農作業安全総合対策推進事業 

群馬県吾妻地区における農作業安全に係わる対話型研修会（第１回） 報告書 

 

１．概要 

令和元年６月２４日、吾妻地区の「有限会社たけやま」を対象に農作業安全に係わる対

話型研修会を開催した。なお、群馬県内では、平成２９年度の高崎地区、前橋地区、平成

３０年度の伊勢崎地区、渋川地区に続く５地区目※における対話型研修会の開催となる。 

本研修会では、群馬県農政部技術支援課 普及指導室担当者が進行役を務め、農研機構 農

業技術革新工学研究センター（以下、革新工学センター）研究員及び農作業安全アドバイ

ザー（労働安全衛生コンサルタント）が助言を行う体制とした。 

また、昨年度に引き続き、革新工学センターが作成する「対話型研修会支援ツール（ヒ

ヤリハット体験あるあるチェックシート）」を活用し、（有）たけやまのオペレータ４人に

「トラクタ、刈払機、田植機、耕耘機（管理機）、コンバイン、機種共通」のヒヤリハット

体験に関する事前アンケートを実施（別紙参照）。気づきやノウハウ等の情報共有が図られ、

活発な意見交換が行われた。 

なお、コンバイン整備研修会も併せて実施された。 

※本事業の活用は３地区目。 

 

２．開催日時 

令和元年６月２４日（月）１３：３０ 

～１７：００ 

 

３．開催場所 

コンバイン整備研修会：有限会社たけやま 倉庫 

対話型研修会    ：群馬県吾妻振興局 会議室 

 

４．参集者 

有限会社たけやま、ＪＡあがつま、中之条町、 

農研機構 農業技術革新工学研究センター、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会、 

（一社）全国農業改良普及支援協会、群馬県（技術支援課、吾妻農業事務所普及指導課） 

 

５．対象組織 

有限会社たけやまは、中之条町五反田地区６戸の農家で構成され、「田舎の味を手渡しで」

を合言葉に常設店舗の「農家のお店たけやま」で加工販売を行うほか、２年３作の輪作体

写真１ 研修会の様子 
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系で小麦、大豆、ソバ等を栽培している。昭和６１年に同地区７戸の農家で、前身となる

大豆の加工組合「五反田上組大豆加工施設組合」を発足。平成３年には直売所を建設し、

平成７年の水田営農活性化特別対策事業により、機械装備を充実した。平成１３年には生

産部門と加工販売部門を設けて有限会社化し、現在の（有）たけやまに至る。 

従業員は、代表取締役の齊藤佳示さん、副社長の齊藤隆夫さん、常務の宮崎耕衛さんほ

か６名（農場２名、店舗４名）。平成２９年度の作付面積は、延べ１９．８２ｈａ。主な作

物は、水稲５．５１ｈａ、大豆４．７５ｈａ、麦類４．５８ｈａ、ソバ４．４０ｈａ、サ

ツマイモ０．３８ｈａ、野菜０．１ｈａ、イチゴ０．１ｈａの規模となっている。なお、

トラクタ２台、自脱型コンバイン２台、普通型コンバイン１台等を組織で共有し、共同利

用するほか、個人が所有する乗用管理機等も活用し、営農を行っている。 

 

６．対話型研修会 

（１）出席者 ※敬称略 

・有限会社たけやま 

代表取締役はじめオペレータ４名 

 

・（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 

埼玉支部 労働安全・衛生コンサルタント 

（農作業安全アドバイザー） 赤木 勝 

・（国研）農研機構 農業技術革新工学研究センター 

安全工学研究領域 安全技術ユニット長 積 栄 

・（国研）農研機構 農業技術革新工学研究センター 

 戦略統括監付戦略推進室（併）安全工学研究領域安全技術ユニット 紺屋 朋子 

・（国研）農研機構 農業技術革新工学研究センター 

安全工学研究領域 安全技術ユニット 皆川 啓子 

 

・ＪＡあがつま 農産部 農機センター長 村上 明雄 

・中之条町役場 農林課 農業係 田中 博 

・中之条町役場 農林課 農業係 唐澤 郁矢 

 

・群馬県農政部技術支援課 普及指導室 阿部 正美 

・群馬県農政部技術支援課 普及指導室 山本 光一 

・吾妻農業事務所普及指導課長 大塚 邦雄 

・吾妻農業事務所普及指導課 新部 環 

・吾妻農業事務所普及指導課 藤井 光一 

・吾妻農業事務所普及指導課 池澤 幸弘 

写真２ コンバイン整備研修会 
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（２）冒頭あいさつ（要旨） 

・齊藤社長：水稲・麦・大豆・ソバを栽培する 

上で、少ない人員で作業を行うた 

めには農業機械は必要不可欠であ 

る。「実需者に安全な商品を直接 

手渡しする」をモットーに、今回 

学ぶことを生かして、より安全な 

作業を行いながら高品質・多収量 

を目指していきたい。 

・大塚課長：群馬県では毎年１０件を上回る農 

作業事故が起きており、大きな危 

機感を感じている。県内では３年 

前から対話型研修会が実施されて 

おり、吾妻地区では今回が初回と 

なる。中之条町は中山間地で、農 

業者の高齢化とともに担い手不足 

の問題を抱えている。２０ａ程の 

水田が多く、傾斜がきつい法面や 

狭い農道も見られ、危険個所も少 

なくない。事前に協力いただいた 

ヒヤリハットアンケートも生かし、 

研修会を通じて改善が図られるこ 

とを期待したい。 

 

（３）オリエンテーション 

・阿部係長：安全への取組として、①事故の実 

態を知る、②できることを考え行 

動する、③安全研修などを通じて 

機械操作の資格をとる、これら３ 

本柱を掲げている。従来の農作業 

安全に係わる研修会は、講師から 

一方的な話が多かった。今回は対話型研修会ということで講師ではなく進行

役を設けて、事前にオペレータに実施したヒヤリハットに関するアンケート

調査結果に基づき、気づきやノウハウを共有する機会としたい。また、併せ

て具体的な改善項目を１枚紙にまとめ、その後反省を行うなど、改善のＰＤ

ＣＡサイクルの実施に繋げていきたいと考えている。 

写真３ 齊藤社長 

写真４ 大塚課長 

写真５ 進行役を務める阿部係長 
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（４）意見交換 

阿部係長の司会により、事前アンケートに基づき、ヒヤリハットが多くみられた刈払機

及びトラクタなど大型機械を切り口に、出席者に発言を促しながら気づきやノウハウの共

有を図った。また、積ユニット長並びに赤木先生等専門家が改善策などについて助言を行

った。 

 

●刈払機 

①アンケート「刈払い作業をしている場所に空き缶などが落ちていた」（回答３名） 

（気づき） 

・田んぼの中にも落ちているほどマナーが悪くなっている。見つけたら作業前に拾うよう

にしている。 

 

②アンケート「草が詰りやすく、飛散物防護カバーをずらした、外した」（回答３名） 

（意見） 

・刈刃に詰まる度にエンジンを止めていては作業効率があがらない。 

（改善策） 

・詰まりにくい形状の飛散物防護カバー（安全装備検

査適合機も含む）を試してはどうか。 

 

③アンケート「つい保護めがねをしないで作業 

してしまった」（回答２名） 

（意見） 

・フェイスガードを持っているが煩わしく感じる。 

・プラスチック製のものは、すぐ傷んでしまう。 

・刈刃にはチップソーを使用している。 

（助言） 

・保護具の着用を習慣づけることは、他産業でも難しかった。しかし啓発を積み重ねた結

果、身に付けたときの安心感がうまれてきた。従業員を大切にする上でも着用を薦める。 

・保護具を着用して作業する姿は、地域の見本にもなる。 

・保護めがね等の保護具は、JIS 等の規格適合品を使用する。労働災害が生じた場合、会社

の責任を問われる可能性が高い。 

・刈刃（チップソー）は、多少値が張っても良いものを使用した方が使いやすく、チップ

が欠けにくいため安全で長持ちし、結局は経済的でもある。 

・樹脂製のヘルメットは老朽化するため、購入日（交換日）を記録しておき、適切なタイ

ミングで更新する（目安として３年程度）。 

・作業手順の教育も重要。 

写真６ 他産業のノウハウを生かした 
助言を行う赤木先生 
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④アンケート「作業を早くするため、左右往復刈りを行っている」（回答２名） 

（改善策） 

・チップソーでの草刈は左前３分の１で行う。これにより、詰まり、キックバックが防げ

るほか、過度な負荷がかからないのでエンジン回転が下がらず、スムーズな作業ができ

るため能率もさほど変わらない。また、刈る場所を限定することで飛散物の方向もある

程度制限できる利点もある。 

 

⑤その他 

（意見） 

・県による刈払機講習会も開催されているが、農繁期と重なり参加が難しい。 

（気づき） 

・ハンマーナイフモアは使い慣れれば便利だが、斜面で落としそうになった。 

（ノウハウ） 

・傾斜のきつい法面では靴にスパイクを装着しているが、なるべく斜面に乗らないように

している。 

（助言） 

・法人格の従業員に対する安全教育は必要。刈払機メーカーに講習会を相談してはどうか

（安全講習会、整備点検研修会を毎年開催している法人もある）。 

・実際にケガをすると作業ができなくなり、経営に大きな影響を与えてしまう。 

 

●トラクタ 

①アンケート「あぜ道の境目が分からず、危うく転落しそうになった」（回答２名） 

②アンケート「ほ場から出るとき、出入口や畦越えで前輪が上がったり転倒しそうになっ

た」（回答２名） 

（意見） 

・トラクタもコンバインも自走することが多い。 

・安全キャブ付きが主力。安全フレームが無いト 

ラクタもあるがハウス用に使用している。 

（ノウハウ） 

・圃場の出入り時は作業機を低くして重心を下げる 

ようにしている。 

・基盤整備した圃場では、出入口に十分なスペースを 

設けている（スロープ下の際まで植えつけない）。 

・圃場出入りに注意が必要な圃場では、ベテランオペレータが若手にアドバイスを行って

いる。 

写真７ 豊富な事例を交えて助言を行う 
積ユニット長 
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（助言） 

・安全キャブ付きで万が一転倒しそうになったときは、座席にしがみついて外に出ない方

が安全（さらにシートベルト装着が望ましい）。 

・小規模土地改良事業（県単事業）が今年度新設され、圃場出入口の改修等に活用できる。 

 

③その他 

（気づき） 

・ユニバーサルジョイントカバーが壊れやすい。交換しようにも値段が高い。 

（助言） 

・業界全体での問題意識の共有とともに、ユーザーから直接販売店等に相談することで、

メーカーの対応を促す必要がある。 

 

●機種共通 

①アンケート「衣服が操作レバーに引っかかった」（回答２名） 

（ノウハウ） 

・ポケットは無い方がよい。 

・手甲をつけて作業している。 

・チェーンソーを扱う際はヘルメットをかぶっている。 

（改善策） 

・服装はルール化しておくと、お互いに声をかけやすくなる。 

・首手ぬぐい、腰手ぬぐいの適否も含めて考える（特に、手伝い等一時的な作業者に注意）。 

・巻き込まれやすいものはマジックテープで止めるようにすると、万が一の時に外れやす

く、重傷化を防げる可能性がある。 

 

（５）改善策の提案 

・保護具（ヘルメット等）の常時装着が難しい場合、まずは場面を限定して導入してみる。 

（例：トラクタ運転時、高低差のある場所、上から物が落下する危険性のある場所での

作業など） 

・安全講習及び整備点検を実施する（刈払機ほか）。 

 ※対象を（有）たけやまに限らず、地域で実施してもよい。 

・作業者間（特に新人向け）で技術の伝承をしていく（圃場の出入りなどの注意事項を明

文化しておく）。 

 

７．有限会社たけやま 農作業安全 遵守事項の作成 

意見交換を踏まえて、技術指導課及び吾妻農業事務所普及指導課の支援により、（有）た

けやまは安全のための組織的なルールづくりとして、「私の農作業安全宣言」チェックシー
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ト（たけやま版）を作成（別添）。各チェック項目は、従業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し、さらにシーズン終了後にはチェックシー

トの実施状況について反省を行うなど、関係機関と連携してＰＤＣＡサイクルを回してい

くことで継続的な改善の取り組みが期待される。 

また、技術指導課担当者（普及職員）の進行による対話型研修会のノウハウが蓄積され

たことで、「対話型研修会支援ツール」のブラッシュアップとともに、今後の他地域への展

開も期待される。 
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機械の種類 ヒヤリ・ハットの内容 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ （合計）

1 ・あぜ道の境目が分からず、危うく転落しそうになった。 1 1 2

2 ・スピードを出し過ぎて、ハンドルを取られたり、横転しそうになった。 1 1

3 ・坂道を走行している途中、変速のためクラッチを切ってしまった。 0

4 ・ロータリー等作業機を回したまま、農道を走った。 1 1

5 ・道路走行中やほ場の出入り中、ブレーキが片効きだった。 1 1 2

6 ・ほ場から出るとき、出入口や畦越えで前輪が上がったり転倒しそうになった。 1 1 2

7 ・PTO軸のガードやユニバーサルジョイントのカバーが外れた、壊れたまま。 1 1

8 ・作業機の着脱時に、体や指などを機械に挟まれそうになった、作業機が急に動いた 0

9 ・点検等で、エンジンがかかったまま、作業機に近づいてしまった。 1 1

10 ・点検等で機械の周囲にいたとき、急に機械が動き出した。 0

11 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 0

小計 4 2 0 4 10

1 ・刈払機を運ぶ際に、不意に刈刃に触れてしまった。 1 1 2

2 ・エンジンをかけたら、刈刃が回り出した。 1 1

3 ・エンジンをかけたまま置いておいたら、刈刃が回っていたり、振動で機体が動いた。 0

4 ・刈払い作業をしている場所に空き缶などが落ちていた。 1 1 1 3

5 ・草が詰まりやすく、飛散物防護カバーをずらした、外した。 1 1 1 3

6 ・つい保護めがねをしないで作業してしまった。 1 1 2

7 ・刈払機で跳ねた石などが自分に飛んできてケガをした、しそうになった。 1 1

8 ・刈払機で跳ねた石などが飛んで周囲の人や物を傷つけた、つけそうになった。 0

9 ・足元の傾斜が大きく、滑りそうになった。 1 1 1 3

10 ・足元の凸凹などで足を取られたりつまずいたりして、転びそうになった。 1 1 2

11 ・刈刃が地面に当たりキックバックして足を切りそうになった。 0

12 ・刈刃が石や水面に当たり、とんでもない方向に跳ねた。 1 1 1 3

13 ・人に呼ばれたので振り向いたら、刈払機を相手に向けていた。 0

14 ・エンジンを切らずに絡みついた草を取り除こうとしたら、刈刃が動き出した。 0

15 ・作業を早くするため、左右往復刈りを行っている 1 1 2

16 ・長時間の作業で握力がなくなった、または音が聞こえにくくなった。 0

17 ・刈刃の交換や点検の際に、不意に刈刃に触れてしまった。 1 1

18 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 0

小計 5 7 0 11 23

1 ・ほ場から出るとき、スリップした。 1 1 2

2 ・ほ場から出るとき、出入り口で前輪が浮き上がった。 1 1 2

3 ・馬入れ口が狭かったため、ほ場に入るとき脱輪した。 0

4 ・ほ場で旋回するとき、後輪が沈み、転倒しそうになった。 0

5 ・泥がついていて足が滑った。 1 1

6 ・苗補給するとき、補給者との息があわず指を挟んだ。 0

7 ･その他（　　特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　 0

3 0 0 2 5

合計 12 9 0 17 38

田植機

小計

刈払機

「ヒヤリハット体験あるあるチェック」アンケート

トラクター

※機械の種類ごとに以下の作業中のヒヤリハットの体験に近いものがあれば右欄にチェックを入れてください。
　また、近いものがなければその他の欄に簡単にヒヤリハットの内容を記入してください。

（日付）

（実施者）

62

matsumoto
テキストボックス
（別紙）



機械の種類 ヒヤリ・ハットの内容 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ （合計）

1 ・回転部を地面に降ろしたとたん、地面が硬く、管理機が急に飛び出した。 1 1

2 ・エンジン回転をあげたまま、バックギアに入れた途端、ハンドルが跳ね上がった。 0

3 ・Ｕターンをするときに、ロータリーを止め忘れ、足をケガしそうになった。 0

4 ・後退していて、パイプハウスの支柱と管理機との間に挟まれそうになった。 0

5 ・後退しながら耕耘していたところ、転倒したり、足をケガしそうになった。 0

6 ・ハウスや収納庫内で締め切った状態でエンジンをかけて作業した。 1 1 2

7 ・下り坂、又は上り坂で変速しようと、クラッチを切ったら暴走しそうになった。 0

8 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 0

小計 1 1 0 1 3

1 ・デバイダにカバーを付けずに路上走行してしまった。 1 1 2

2 ・積み込み時に向きを間違えてバランスを崩しそうになった。 0

3 ・ほ場に出入りする時、機体が大きく揺れた。 1 1 2

4 ・圃場の端を見誤り、あやうく転落しそうになった。 0

5 ・電線等とオーガの位置の確認を見誤り、引っかけそうになった。 0

6 ・籾を受ける側の相棒との息が合わず、オーガを人又はトラックなどにぶつけそうになった。 0

7 ・手袋や腕抜きをしたまま手こぎ作業をしてしまった。 1 1

8 ・こぎ口にワラがたまってしまったときについ手で押し込んでしまった。 0

9 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 0

小計 1 0 1 3 5

1 ・乗降時に滑って転落しそうになった、飛び降りてしまった。 0

2 ・衣服が操作レバーに引っかかった。 1 1 2

3 ・道路走行中、他の車や周囲と接触した、またはしそうになった。 0

4 ・アユミ板の上やほ場の出入りの際に変速をしたり操柁をしたりしてしまった。 0

5 ・作業の様子を見ようと、機械が動いた状態で運転席から降りた。 1 1

6 ・カバーを外したまま、機械を動かしてしまった。 0

7 ・作業中、居眠りをしてしまった、暑くてボーッとした、頭痛がしたり吐き気がしたりした。 1 1 2

8 ・作業中、周囲の補助者とぶつかりそうになった。 0

9 ・子供など他の人を乗せて運転した。 0

10 ・エンジンを止めずにベルト等の点検や注油作業、ゴミなどの絡み除去をしてしまった。 0

11 ・2人以上で作業をしていて、相手が死角にいるときにエンジンを始動してしまった。 0

12 ・くわえたばこで燃料補給をした。 0

13 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 0

小計 2 3 0 0 5

合計 4 4 1 4 13

注：アンケートの各項目が対策一覧の各項目に対応

（日付）

（実施者）

コンバイン

機種共通

「ヒヤリハット体験あるあるチェック」アンケート

耕運機
管理機

※機械の種類ごとに以下の作業中のヒヤリハットの体験に近いものがあれば右欄にチェックを入れてください。
　また、近いものがなければその他の欄に簡単にヒヤリハットの内容を記入してください。
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令和元年度農作業安全総合対策推進事業 

鳥取県西部地区における農作業安全に係わる対話型研修会 報告書 

 

１．概要 

令和２年１月３０日、鳥取県西部地区（西伯郡南部町）において農事組合法人寺内農場

を対象に、鳥取県西部地域農作業安全・農機具盗難防止協議会主催、鳥取県農作業安全・

農機具盗難防止協議会並びに（一社）全国農業改良普及支援協会の共催による農作業安全

に係わる対話型研修会を開催した。鳥取県内では、中部地区（Ｈ２９年度１事例、Ｈ３０

年度１事例）、東部地区（Ｈ３０年度１事例、Ｒ元年度２事例）に続く６事例目※の対話型

研修会の開催となる。 

なお、寺内農場では令和元年８月にも対話型研修会を実施しており、今回は新たな構成

員の参加を促すとともに、農研機構 農業技術革新工学研究センター（以下、革新工学セン

ター）研究員及び農作業安全アドバイザー（労働安全コンサルタント）が助言を行う体制

とした。 

本研修会では、西部地域農作業安全・農機具盗難防止協議会の事務局を務める鳥取県西

部総合事務所農林局農林業振興課の経営支援担当者が進行役を務め、その場でヒヤリハッ

トアンケート（別紙参照）を実施。また、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・普及推進室の農業革新支援専門員が今年の農作業事故発生状況等について情

報提供を行った。さらに寺内農場の農機格納庫において、トラクタや刈払機などの現地点

検を踏まえ、農業機械の安全な使用のポイントに係わる活発な意見交換を行うとともに、

気づきやノウハウ等の情報共有が図られた。 

※本事業の活用は３事例目。 

 

２．開催日時 

令和２年１月３０日（木）１３：３０ 

～１５：３０ 

 

３．開催場所 

現地点検  ：（農）寺内農場 農機格納庫 

対話型研修会：寺内公民館 

 

４．参集者 

（農）寺内農場、ＪＡ鳥取中央会、ＪＡ鳥取西部、 

農研機構 農業技術革新工学研究センター、（一社） 

日本労働安全衛生コンサルタント会、（一社）全国 

農業改良普及支援協会、鳥取県（農業振興戦略監 

とっとり農業戦略課、西部総合事務所） 

写真１ 研修会の様子 

写真２ 現地点検の様子 
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５．対象組織 

農事組合法人寺内農場は、平成１４年の法人設立以来、寺内集落内での農作業受託や利

用権設定による農地の集積を進め、平成２９年度には地域内の耕作可能な水田の大部分を

集積している。 

役員７名、構成員２８名で、トラクタ２台（６５ｐｓ、８０ｐｓ）、田植機１台（８条植

え）、コンバイン２台、大豆・ソバ用コンバイン１台、乾燥機２台、播種機１台、畦塗機１

台を組織で共有し、令和元年の経営面積は、食用米２８ｈａ、飼料用米６．５ｈａ、ＷＣ

Ｓ１ｈａ、ソバ４ｈａ、大豆２．５ａの規模となっている。 

 

６．出席者 ※敬称略 

・（農）寺内農場 

 吉次純一郎代表理事を含む１６名 

 

・（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 

島根支部 労働安全コンサルタント 

（農作業安全アドバイザー）樋野 和夫 

・（国研）農研機構 農業技術革新工学研究センター 

安全工学研究領域 安全技術ユニット長 積 栄 

・（国研）農研機構 農業技術革新工学研究センター 

安全工学研究領域 安全技術ユニット 皆川 啓子 

 

・ＪＡ鳥取中央会 農政営農部 青木 大介 

・ＪＡ鳥取西部 農機自動車部 西古 光輝 

・ＪＡ鳥取西部 農機自動車部 宮本 隆宏 

・ＪＡ鳥取西部 営業部営農企画課 伊藤 雅幸 

 

・鳥取県とっとり農業戦略課 研究・普及推進室 

専技主幹（農業革新支援専門員） 角脇 利彦 

・鳥取県西部総合事務所農林局 農林業振興課 係長 西條 由紀 

・鳥取県西部総合事務所農林局 西部農業改良普及所 普及主幹 石倉 満 

・鳥取県西部総合事務所日野振興センター 

日野振興局農林業振興課 農業振興室 農林技師 吉田 崇史 
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７．冒頭あいさつ（要旨） 

吉次代表理事は、２回目の農作業安全研修会と 

なるが、組織内に女性の草刈り部隊を設置してい 

ることから、特に草刈り作業の安全性を高めたい。 

また、保護具の１つとして「保護メガネ」を配布 

するので作業時に装着してほしいと挨拶された。 

 

８．情報提供 

鳥取県とっとり農業戦略課の角脇専技は、県内 

で昨年、農作業中に熱中症で１名死亡者が出たこ 

とから、冒頭、県内の熱中症における搬送者数と 

気温との関係を説明するとともに、尿の色で身体 

の状態を確認する「おしっこカラーチャート」を 

紹介し、注意を呼びかけた。 

続いて、農作業事故状況を紹介。昨年は死亡事 

故が県内で６件起きたことから、それぞれ原因と 

対策を交えながら、運搬車や刈払機などの事故事 

例を解説した。 

また、今回の研修を通じて、メンバー内の気づ 

きを共有し、何か１つでも具体的な改善に繋がる 

ことを期待したいと述べた。 

 

９．ヒヤリハットアンケート 

西部総合事務所の西條係長は、刈払機を中心に、 

機械共通項目も合わせた「ヒヤリハットアンケー 

ト」をその場で参加者に実施した。また、この結 

果も踏まえて、農研機構 革新工学センターの積ユ 

ニット長から、特に刈払機の安全な使い方のポイ 

ントについて紹介された。 

また、人間は必ずミスをするため、気を付ける 

だけでは限界がある。そこで保護メガネの装着と 

いった「作業の仕方」や「作業環境」などを変え 

ることが重要であると強調した。 

 

 

 

 

写真３ 吉次代表理事のあいさつ 

写真４ 情報提供を行う角脇専技 

写真５ 「おしっこカラーチャート」 

写真６ 進行役を務める西條係長 
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１０．対話型研修会 

（１）現地点検 

寺内農場の農機格納庫において、刈払機やトラ 

クタなど、オペレータが共同利用する農業機械及 

び施設、機材の収納等の状況を調査・点検した。 

 

（２）意見交換 

 再び寺内公民館に会場を移し、西條係長の司会 

によりヒヤリハットアンケート結果や現地点検を 

踏まえて、出席者に発言を促しながら気づきやノ 

ウハウの共有を図った。また、積ユニット長並び 

に樋野先生等専門家が改善策などについて助言を 

行った。 

 

① トラクタ 

（ノウハウ） 

・寺内農場では全て安全キャブ仕様を使用している。 

 

（助言） 

・キャビン式は転倒した場合でも機械の下敷きになりにくいが、シートベルトの着用は必

須。まずは道路走行時からでも習慣づけてほしい。 

・トラクタの事故では、大型のものになると、乗降時の転落による足や腰の骨折なども多

い。前降りではなく、機械側に体を向けて、はしご式の乗り降りを徹底する。 

 

② コンバイン 

（ノウハウ） 

・手こぎ作業は、オペレータのみが行うようにしているため、補助者が近くにおらず、轢

いたり巻き込んだりしてしまう危険性は低い。 

 

（助言） 

・巻き込まれに注意する（清掃などはエンジンを止めて行う）。なお、エンジンを止められ

ない手こぎ作業時は手袋をしない、引っかかっても破れやすい手袋を使うなど工夫する。

併せて、コンバインの外側よりも手は外側で作業する（その位置でも十分脱穀できる）。 

・畔など段差に向けてバックする際、乗り上げて転倒する事故も発生している。できるだ

け、段差付近にバックで近づくことが少ない作業手順や作業環境をつくる（畔際の１列

は植えないなど、危険箇所から距離をとっている例もある）。 

 

写真８ 豊富な事例を交えて助言を行う 
積ユニット長 

写真７ 他産業のノウハウを生かした助言を

行う樋野先生（左から３人目） 
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③ 刈払機 

（気づき） 

・左利きのものが少ない。 

・自走式草刈機を使用しているが、飛散物が多い。 

 

（ノウハウ） 

・肩掛けベルトは３点式を使用して、腰まで固定すると作業が楽。 

・誰が取りに来てもわかるよう、農機格納庫内の保管場所を決めている。 

 

（助言） 

・刈刃（チップソー）は、多少値が張っても良いものを使用した方が使いやすく、チップ

が欠けにくいため安全で長持ちし、結局は経済的でもある。 

・チップソーでの草刈は刈刃の左前３分の１で行う。これにより、詰まり、キックバック

が防げるほか、過度な負荷がかからないのでエンジン回転が下がらず、スムーズな作業

ができるため能率もさほど変わらない。また、刈る場所を限定することで飛散物の方向

もある程度制限できる利点もある。 

・コンクリートのある作業場所（畔際など）では、チップソーよりナイロンコードが安全。 

・肩掛けベルトは、３点式を使用して腰まで固定すると、万が一転倒した場合でも刃が足

に届かない。 

・転倒の危険性を考慮して、手を離したら停止するトリガー式のスロットルを推奨する。 

※固定式のスロットルを使用する場合は、手を放しても刃が回り続ける危険性があるこ

とを十分理解しておくことが大事。また、最近のトリガー式スロットルは使いやすさ

が向上している。 

・飛散物防護カバーがメーカー所定の正しい位置にあるか確認する。 

・飛散物に伴う負傷事故が多い。飛散物防護カバーは劣化するので定期的に交換するとと

もに、作業者も保護具を身に着ける。 

・車などへの飛散は、刈刃の左前３分の１で草刈を行えば、飛散物の方向もある程度制限

できるので、刈る方向にあわせて車をとめる位置を調整する。 

・自走式草刈機による転落事故も発生している。機械が落ちそうになっても、なかなか手

を離せずに、機械と一緒に転落してしまう。また、挟まれ事故も多い。 

・他産業では、業務の一環として作業する場合には、労働安全衛生関連の法令で刈払機の

安全教育が義務づけられている。 

 

④ 共通 

（助言） 

・ケガをして作業ができなくなると経営に大きな影響を与える。経営安定のため、安全に

かかわる取り組みはとても重要。 
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（３）講評 

① 樋野先生 

・作業の明文化を行い統一した安全な作業を行う 

（作業手順書など他産業では必ず作成している）。 

・安全の見える化を行う（滑りやすいところに 

「転倒注意」、機械の回転部に「手を入れない」 

など標識をつける）。 

・「指差し呼称」を行い、安全確認を実施する。 

・厚生労働省では、事業者に「安全衛生方針」を 

表明し、安全衛生管理を行うよう指導している。 

 

② 皆川氏 

・すでに農機格納庫は整理整頓されていたことか 

ら、さらに安全な作業を推進するためには、点 

検整備を行う場合などに「札」や「白板」を用 

意し、作業状況を共有できる仕組みを設けては 

どうか。 

 

③ 積氏 

・改善策をルール化（刈払機を使用する際は必ず保護メガネを装着する、など）すると、

組織として取り組みが前進する。併せて、ルール化した内容を掲示して、見える化する。 

・改善内容は１つずつでかまわないので、継続して改善を図っていくこと（ＧＡＰと同様

の考え方）が大事であり経営を支える取り組みとなる。さらに地域で共有できるとよい。 

 

④ 吉次代表理事 

・ＧＡＰ認証取得を見据えて、作業手順書を作成していきたい。 

・以前、草刈作業中に畦畔で足を滑らせた事故があったことから、去年はスパイク付きの

長靴を配布した。今年は保護メガネを配布する。 

・草刈作業は、集団（５～６人）で作業に当たっており、各自離れて作業するよう注意を

促しているが、お互いに声かけ（笛でも可）が重要と感じた。 

 

１１．担当者（西部総合事務所）の感想 

（良かった点） 

・専門家を招いたことで、多くの事例を紹介いただくことができた。安全を呼びかけるだ

けではなく、その理由を含めてわかりやすく説明していたけたことで、気づきと共に理

解が深まった。 

・寺内農場をはじめ、ＪＡ関係者等、多くの参加があり、安全に関する情報を多く得てい

写真９ 整理整頓された農機格納庫 

写真１０ 配布された保護メガネ 
（右：男性用、左：女性用） 
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ただける機会であった。 

・前回の反省を活かし、事前に代表と打ち合わせを行った。意向を確認するとともに、今

回の研修のゴール、目標を明らかにし、そこを目指す形の研修となった。 

・県協議会の予算から保護メガネを用意できた。 

（反省点） 

・計画的な開催ではなかった。専門家を呼ぶにも日程ありきの調整になってしまった。で

きれば早い時点での（年間）計画と、日程調整ができると良い。 

 

１２．農業者間の情報共有の促進 

とっとり農業戦略課及び西部総合事務所の支援により、意見交換を踏まえた各農業者の

ノウハウや気づき、専門家の改善策などをとりまとめ、出席者以外の農業者にも情報共有

を図っていく。関係機関と連携して、農作業安全に係わる地域ぐるみの啓発活動として、

継続的な改善の取り組みが期待される。また、西部総合事務所の進行による対話型研修会

のノウハウが蓄積されたことで、今後の他地域への展開も期待される。 
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令和元年度農作業安全総合対策推進事業 

株式会社鈴生における第２回農作業安全現場改善研修会 報告書 

 

１．概要 

 令和元年度農作業安全総合対策推進事業では農作業安全に係わる啓発活動の一環として、

法人組織を対象に労働安全衛生法などの解説や大規模化に伴う従業員への安全指導等を推

進している。今回、公益社団法人 日本農業法人協会と連携し、株式会社鈴生（静岡県）を

対象に、農作業の事故防止を図るため、経営者から従業員及び協力農家を対象として「第２

回農作業安全現場改善研修会」※を開催した。 

 実際の農業現場に、労働安全衛生コンサルタント（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、日本農業法人協会調査役ら農作業安全の専門

家等を派遣し、労働安全及び農作業事故事例に基づく原因と対策等について理解を深める

とともに、具体的な現場改善策（ルールづくり）を支援した。 

また、日本農業法人協会の協力を得て、革新工学センターが群馬県、鳥取県とともに作成

する「対話型研修会支援ツール（ヒヤリハット体験あるあるチェックシート）」を活用し、

従業員２２人に「乗用トラクター」及び「刈払機」「機種共通」のヒヤリハット体験に関す

る事前アンケートを実施（別紙参照）。さらに、当日は主な農業機械の点検をはじめ、グル

ープディスカッションを実施することで活発な意見交換が行われ、気づきやノウハウ等の

情報共有が図られた。 

※第１回は平成３０年度実施。 

 

２．開催日時 

 令和２年３月１１日（水） 

１３：００～１６：００ 

 

３．開催場所 

（１）現場点検 

 ・㈱モスファームすずなり農業機械格納庫 

（２）座学研修 

 ・㈱モスファームすずなり事務所（静岡県磐田市西貝塚 208－１） 

 

４．出席者 ※敬称略 

 ・株式会社鈴生グループ従業員・協力農家１６名（男性１５名、女性１名） 

 ・（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 静岡支部 

   労働安全衛生コンサルタント（農作業安全アドバイザー） 川瀨 幸嗣 

 ・（国研）農研機構 農業技術革新工学研究センター 

 安全工学研究領域 安全技術ユニット ユニット長 積 栄 

 ・（公社）日本農業法人協会 経営支援課 調査役 高崎 政樹 

 ・（一社）全国農業改良普及支援協会 主幹 松本 一成 

 

写真１ 研修会の様子 
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５．㈱鈴生の概要 

 株式会社鈴生（すずなり）は、平成２０年１２月に設立（本社静岡市）。静岡県内の５支

部（焼津市、菊川市、磐田市、静岡市、浜松市）を中心に、枝豆、レタス類を主力とし大手

食品メーカーなどと大規模な契約栽培を行っている。（㈱モスファームすずなりは、㈱鈴生

のグループ会社） 

 令和２年３月時点の従業員数は６５人。１８歳～５０歳と若い従業員が多く、「おいしい

野菜づくりは人づくりから」をモットーに経営理念でもある、「おいしさを求めて」種まき

からお客様に届けるまでを全力で行う人材育成に力を注いでいる。毎年、刈払機の研修を実

施するなど若手及び新規雇用者への教育の充実をはじめ、圃場が各地に分散し、さまざまな

環境条件がある中、トラクターなどの大型機械を使用する機会も多いことから、安全キャブ

付きトラクター等の安全に配慮した設備の導入を進めており、従業員の安全を守る活動に

取り組んでいる。 

 

６．オリエンテーション 

「ヒヤリハットアンケートの実施結果について」 

日本農業法人協会の高崎調査役は、事前に実 

施したヒヤリハットアンケート結果（別紙参照） 

を紹介した。ヒヤリハット体験の調査・分析が、 

農作業事故を未然に防ぐための危険要因を推測 

し、具体的な改善策に繋がることを説明したう 

えで、「アンケート結果や専門家を交えた意見交 

換など、今回の研修会を通じて、より実践的で 

具体的な改善策を考えてほしい」と述べられた。 

 

７．現場点検 

㈱モスファームすずなりの農業機械格納庫に 

おいて、乗用型枝豆収穫機及び刈払機、フォー 

クリフトなど主な農業機械を点検し、農作業安 

全アドバイザー等専門家よりリスク、問題点、 

改善策などのアドバイスを行った。 

① 乗用型枝豆収穫機 

参加者から「後退する時にはクラクションを 

鳴らすようにしている」とノウハウの紹介があ 

った一方で、専門家から「高温になるエンジン 

が一部むき出しになっている。また乗降時の足 

場が狭く、凹凸もないため滑りやすいので、い 

ずれも使用者側の注意が必要」と指摘があった。 

② 刈払機 

参加者から「各機体に番号を割り振りし、保 

管場所や機械の調子など、従業員間で情報共有 

写真２ ヒヤリハットアンケート結果を

紹介する高崎調査役 

写真３ 乗用型枝豆収穫機の点検 

写真４ 刈払機の点検 
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に役立てている」とノウハウを紹介。専門家か 

らは、整理整頓が行き届いていることを評価し 

たうえで、保管場所に関して「機種によっては 

縦置きにすると燃料が漏れる恐れがあるので、 

注意が必要。横置きしている事例もある」、ま 

た「保管棚の鉄パイプの角に頭をぶつけて負傷 

する恐れがある。ホームセンター等でも入手で 

きるので、キャップをつけるとよい」といった 

アドバイスが寄せられた。 

③ フォークリフト 

 専門家から「機体の構造上、実は簡単に横転する。運転者が先に落ち、機械が上から落ち

てくる」と横転事故が多いことへの注意を呼び掛けた。また、「運転席を離れる際には、鍵

を抜くことが義務付けられている」と紹介した。参加者は「重いものを持ち上げるため、倒

れるイメージはなかった。普段からそれほどスピードを出すことはないが、気を付けたい」

と感想を述べた。 

このほか、フォークリフトの運転業務（最大荷重１トン未満）を行ううえで、フォークリ

フト運転特別教育を修了する必要があること、さらに１トン以上の場合には、フォークリフ

ト運転技能講習を修了する必要があることを確認した。 

 

８．情報提供 

「農作業事故の対話型研修会 ～何が危険か？ 何を改善するか？～」 

積ユニット長は、冒頭、交通事故などの身近な死亡原因と比較しても、農作業事故で死亡

する確率が高いことを紹介。併せて、事故が経営に及ぼすリスクを強調し、「作業手順や作

業環境等の見直しによって、一旦は手間とコストが生じるが、長期的にみるとコストを抑え、

経営を支えることになる。事故防止に配慮された職場環境は、人材の確保にもつながる」と

安全への意識を促した。 

また、高所作業用台車からの転落事故を例に、 

転落防止柵の設置や安全帯の使用など他産業で 

は当たり前の対策が、農業では当たり前ではな 

いことがある現状を説明したうえで、「人は必ず 

ミスをするため、作業環境面で対策を講じるこ 

とが重要」と述べられた。 

さらに、ヒヤリハットアンケート結果で回答 

が多かった項目を中心に、具体的な事故事例を 

交えながら原因と対策を紹介。トラクターに関 

しては「レバー等に服をひっかけないよう、機 

体左側から、足を滑らせないよう機体を向いて 

乗り降りすること」、刈払機に関しては、事業者 

が労働者に受講させることを義務付けている「安 

全衛生教育」を確認しながら、「草刈は左前３分 

写真５ フォークリフトの安全使用に

ついてアドバイスする川瀬先生 

写真６ 農作業事故事例を交えながら、改

善のポイントを紹介する積ユニット長 
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の１で行う。これにより、詰まり、キックバックが防げるほか、過度な負荷がかからないの

でエンジン回転が下がらず、スムーズな作業ができるため能率もさほど変わらない」など、

改善のポイントを紹介した。 

 

９．グループディスカッション 

 積ユニット長は、これまでのヒヤリハットアンケート結果や現場点検、情報提供などを参

考にしてグループ内で意見交換し、普段の作業を振り返ってリスクを洗い出しながら「これ

ならできる」というアイデアを書き出してほしいと説明した。 

併せて、「乗用トラクター」及び「刈払機」「機種共通」の自由記述欄付き「私の農作業安

全宣言チェックシート」（別添参照）を配布して、「チェックシートを参考に、できることを

１つでも順守すれば、安全な事業所として１歩前に進む。改善を継続していくことが大事」

と呼びかけた。 

また、川瀬先生より、他産業でのグループデ 

ィスカッションの経験を踏まえ、①絶対に他者 

の意見を批判しないこと（思っていても口には 

出さない）、②最低１人１つは意見を述べること 

をルールとして紹介し、併せてグループ内で取 

りまとめ役を決めておいてほしいとお願いした。 

 その後、３０分程度３グループ（５～６人ず 

つ）で、それぞれ意見交換を行った。また、専 

門家が適宜アドバイスをして、議論を促した。 

 

１０．発表 

 各グループの代表者が、「乗用トラクター」 

及び「刈払機」「機種共通」それぞれ意見を出し 

合って決めた「これをやろう！」改善点を発表 

した。 

 

１）グループＡ 

●乗用トラクター 

・エンジンをかけたまま、ロータリーに近づ 

かない（優先） 

・圃場の斜面に対して、まっすぐ侵入する 

（斜めには入らない） 

●刈払機 

・周りに人がいないことを確認してから作業を行う（優先） 

・刈払機の刃が正常な状態であることを確認してから作業を行う 

・草刈作業中の人の後ろを通らない 

●機種共通 

・作業前に、周囲の確認を行う（優先） 

写真７ グループ内で意見交換する参加

者とアドバイスする専門家ら 

写真８ 自由記述欄付き「私の農

作業安全宣言チェックシート」に

アイデアを書き出していく 
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・エンジンをかけたまま、回転部分に近づか 

ない 

・機械の点検整備の際には、エンジンを切る 

 

２）グループＢ 

●乗用トラクター 

・転倒防止のため、法面など圃場にはバック 

で侵入する（優先） 

・安全キャブ付きを使用する、または安全フ 

レームを立てる 

 ・草などで圃場や路肩の段差がみえない場合、十分確認する 

・窓を開けたまま走行しない（衝突防止） 

●刈払機 

・フェイスガードを着用する 

・スパイダーモアを使用する（飛び石を抑える、法面の作業が楽、軽労化のため） 

・人通りや交通量がある作業場所では、飛び石対策に板を立てる 

 ・マイカ線が絡まらないよう注意する 

・草刈りをしなくても済むように、除草剤、防草シートを使用する 

●機種共通 

・エンジン音で声が聞こえづらいとき、運転者が声を出す（優先） 

・些細な点検でもエンジンを切る（優先） 

 （特にチェーンなど回転部を点検する際） 

・機械の動線に入らない（動きをよく見る） 

・力任せにクラッチを入れない（急発進を防ぐ） 

 

３）グループＣ 

●乗用トラクター 

・シートベルト着用を徹底する 

（注：株式会社鈴生では全てのトラクターを安全キャブ・フレーム仕様に更新済み） 

●刈払機 

・刈る場所へ移動してから、エンジンをかける 

●機種共通 

・作業は攻めすぎない（無理をしない）運転を心掛ける（優先） 

・乗用型の農機は、シートベルト着用を徹底し、交代時はしっかり後方確認する 

・運転者だけでは限界があるので、周りの人が注意を促す 

 

１１．講評 

各グループの発表を踏まえて、積ユニット長より、「挙げられた改善点にもみられたが、

危険な作業自体をなくすことが理想。作業の優先度とリスクを比較して、どこまで優先すべ

きか考えてほしい。また、仕事をするときだけエンジンをかけることは基本的なことだがと

写真９ グループごとに代表者が改善点

を発表 
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ても大事」と述べられた。 

また、「共同作業の場面で、ほかの作業者への影響を考えて、“機械を止めてほしい”と言

いづらいことも多いと思うが、必要時に止めないことで事故へとつながった例も多い。責任

者（リーダー）が“止めることはよいこと”という認識を持ち、逆に止めた人を評価するく

らいの仕組みが望ましい」と続けた。 

 川瀬先生からも、他産業の事例に基づき、「機械を止めたり失敗したときに、感情的にな

らず褒めるようにしている事業所がある。怒ると現場は隠したがる。現場の状況を把握する

ことは大事で、大きな事故が起きてからでは遅い。意見を言える事業所の雰囲気づくりがポ

イント」と補足された。 

最後に、積ユニット長は「今回決めた改善点を今後の作業の中で各自意識し、周りの作業

者同士でも確認し合ってほしい。さらに、参加できなかった従業員も考慮して、今日出され

たアイデアを生かして、事業所全体としてのルールづくりにも取り組んでほしい。いずれは、

ここでのこのような先進的な取り組みが、他の法人組織にも広がることを願う」と今後の展

開を期待された。 

 

以上 
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令和元年度農作業安全総合対策推進事業 

有効視野検査（ＵＦＯＶ）及びリスクカルテＷＥＢ版 

実施結果 

 

１．概要 

「安全意識等の自己チェックを通じた啓発」の一環として、農業者が集まる次の機会に

「有効視野検査（ＵＦＯＶ）」及びリスクカルテＷＥＢ版を実施し、検査結果に応じて身体

機能の衰えの注意を促した。また併せて、主な農業機械を使用する際の注意事項をまとめた

「私の安全宣言チェックシート」を配布し、安全意識の啓発を行った。 

・自治体等が行う健康診断 

・自治体やＪＡ（生産部会、出荷組織を含む）等が行う農作業安全研修会・講習会 

・ＪＡ、機械メーカー等が行う農業機械展示会・農業祭 

・多面的機能直接支払活動集団など地域活動組織を対象とした農作業安全研修会 

 

２．実施場所及び実施者数 

１）ＵＦＯＶ 

① ＪＡ鳥取いなば農機展（鳥取県鳥取市）（6月 29、30 日） 30 人 

② ＪＡ鳥取西部農機展（鳥取県米子市）（7月 13、14 日） 36 人 

③ ＪＡグループさいたま「夏の農機大展示会」（埼玉県加須市）（7 月 19、20 日） 39 人 

④ 太田地区健康診断（岩手県花卷市）（7月 24 日） 22 人 

⑤ 第１回青森県農業機械・資材展示会（青森県板柳町）（8 月 21、22 日） 35 人 

⑥ ＪＡいわて花巻第 21 回農業まつり（岩手県花巻市）（10 月 19、20 日） 45 人 

⑦ 新堀地区健康診断（岩手県花卷市）（10 月 29、30 日） 30 人 

⑧ ＪＡグループ滋賀第 31 回農業機械大展示会（滋賀県長浜市）（11 月 8、9 日） 70 人 

⑨ 令和２年度用農業用免税軽油申請受付（青森県新郷村）（11 月 12、13 日） 48 人 

⑩ 第 49 回西目屋村民文化祭（青森県西目屋村）（11 月 17 日） 21 人 

⑪ 新潟クボタ「にいがた夢農業 2019」（新潟県三条市）（12 月 11、12 日） 28 人 

⑫ 群馬県西部地区対話型研修会（群馬県高崎市）（12 月 17 日） 7 人 

⑬ 大分県宇佐市農作業安全対策研修（1 月 24 日） 14 人 

⑭ ＪＡ統一農業機械大展示会（長崎県雲仙市）（1 月 25 日、26 日） 16 人 

⑮ 農作業事故ゼロ推進研修会（千葉県印旛地区）（1月 29 日） 7 人 

⑯ ＪＡ相馬村冬期講座（青森県弘前市）（1月 31 日） 9 人 

⑰ 大分県杵築市農作業安全対策研修（2 月 4 日） 8 人 

⑱ 第 14 回日高川町農業祭（和歌山県日高川町）（2月 9日） 19 人 

⑲ 新技術マッチングミーティング（埼玉県川越市）（2月 18 日） 10 人 

⑳ 女性農業者のりんご剪定講座（青森県青森市）（3月 6日） 12 人 

 

延べ２０会場、５０６人 

 

２）リスクカルテＷＥＢ版 

① 農作業安全研修会（栃木県那須塩原市）（8月 26 日） 4 人 

② 農作業安全研修会（山梨県甲府市）（11 月 22 日） 2 人 

③ 新潟クボタ「にいがた夢農業 2019」（新潟県三条市）（12 月 11、12 日） 2 人 

④ 群馬県西部地区対話型研修会（群馬県高崎市）（12 月 17 日） 1 人 

⑤ ＪＡ相馬村冬期講座（青森県弘前市）（1月 31 日） 3 人 

⑥ 農作業事故ゼロ推進研修会（千葉県安房地区）（2月 5日） 5 人 

 

延べ６会場、１７人 
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３．実施結果 

 

１）ＵＦＯＶ 

 ３つのテストによって、３つの能力「視覚処理能力」「分割的注意力」「選択的注意力」を

検査し、その結果に応じて事故発生リスクを６段階「大変低い」「低い」「やや低い」「やや

高い」「高い」「大変高い」で評価した。実施結果は次の通り。 

 

 

年代 全体 

 

男性 女性 
性別 

不明 

10 代 7 6 1 0

20 代 30 20 8 2

30 代 38 30 7 1

40 代 57 36 17 4

50 代 96 54 25 17

60 代 128 85 31 12

70 代 120 84 20 16

80 代 28 26 1 1

90 代 2 1 0 1

合計 506 人 342 人 110 人 54 人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生 

リスク 
全体 

      

男性 女性 
性別 

不明 

大変低い 396 253 97 46 

低い 78 61 10 7 

やや低い 17 16 1 0 

やや高い 13 10 2 1 

高い 2 2 0 0 

大変高い 0 0 0 0 

合計 506 人 342 人 110 人 54 人

6
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② 事故発生リスクの結果 
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40代, 

11.3%

50代, 

19.0%60代, 

25.3%

70代, 
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大変低い
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3%

高い

0%
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0%

事故発生リスク結果の割合 
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２）リスクカルテＷＥＢ版 

 １つ目のテストは、９つの農作業の場面を表すイラストから危険個所と思う場所を選択

する「安全意識診断」を実施し、「高」「標準」「低」の３段階で評価した。２つ目のテスト

は、機械の挙動を予測、機械と周囲の位置関係を把握するなど、農業機械の操作に関わる能

力を判定する「身体機能測定」を実施し、「優」「良」「可」の３段階で評価した。実施結果

は次の通り。 

 

 

年代 全体 男性 女性 

20 代 1 1 0

30 代 2 2 0

40 代 3 3 0

50 代 1 1 0

60 代 5 5 0

70 代 5 4 1

合計 17 人 16 人 1 人

 

 

 

 

 

 

 

 

① 被検者の内訳 
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25%

③ 事故発生リスク結果の年代別割合 
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 優 良 可 未実施

20 代 1 0 0 0

30 代 0 2 0 0

40 代 0 1 0 2

50 代 0 0 0 1

60 代 0 4 1 0

70 代 0 0 3 2

合計 1 人 7 人 4 人 5 人

 

 

 

 

  高 標準 低 

20 代 1 0 0 

30 代 1 1 0 

40 代 3 0 0 

50 代 1 0 0 

60 代 3 2 0 

70 代 4 1 0 

合計 13 人 4 人 0 人 

② 安全意識診断の結果 

③ 身体機能測定の結果 

高

76%

標準

24%

1

1

3 1

3
4

1
2

1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20代 30代 40代 50代 60代 70代

高 標準 低

優

8%

良

59%

可

33%

1 2 1
4

0

1

3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20代 30代 40代 50代 60代 70代

優 良 可

安全意識診断結果の割合 安全意識診断結果の年代別割合 

身体機能測定結果の割合 身体機能測定結果の年代別割合 
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