
 
 

平成３０年度農作業安全総合対策推進事業 
東部地区における対話型農作業安全研修会（大谷生産組合） 報告書 

 
 
１．概要 
平成３０年２月２２日、鳥取県倉吉地区の農事組合法人四王寺営農組合を対象に、「農作

業安全に係わる対話型研修会」を開催した（詳細は、同研修会報告書を参照）。平成３０年

度は、東部農林事務所鳥取農業改良普及所と共催し、東部地区（岩美町）の「農事組合法

人大谷生産組合」を対象に開催した。 
なお、開催に当たり、農研機構 農業技術革新工学研究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）」の試験活用もねらいとした。

同ツールは、普及指導員などの指導者が対話型研修会を進行する上で手引きとなるもの。 
大谷生産組合のオペレータ作業を担う９人に 
「トラクタ、刈払機、耕耘機・管理機、コン 
バイン及び機種共通」のヒヤリハット体験に 
関する事前アンケートを実施し、分析するこ 
とで（別紙参照）、気づきやノウハウ等の情 
報共有や活発な意見交換を図った。 
また、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）をはじめと 
する関係者を参集し、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 
をしていただくとともに、普及指導員が進行 
を行い、指導者として資質向上を図った。 
 
２．開催日時 
平成３１年２月６日（水）１３：３０～１６：３０ 

 
３．開催場所 
大谷生産組合及び農機格納庫（鳥取県岩美町） 

 
４．参集者 
大谷生産組合（役員・オペレーター）、県協議会（ＪＡ中央会） 

写真１ 現場点検（農機格納庫）の様子 



地域協議会（ＪＡ）、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（とっとり農業戦略課、鳥取農業改良普及所） 

 
５．対象組織 
鳥取県において２例目のモデルとなった「大谷生産組合」は、大区画圃場整備を契機に、

地域の水田を自分たちで守る仕組みをつくり、さらに効率的な営農により地域の担い手と

して経営を確立することを目的に、平成１４年３月に任意組合として設立。その後、平成

１７年３月に農事組合法人大谷生産組合として法人化した。 
役員は１４名（理事１２名、監事２名）で、６０～８０代を中心とする１２名の理事が

オペレータ業務も務める。平成３１年２月現在で、構成員数は１４１名。経営面積は約６

４ｈａで、ブロックローテーションによる水稲、大豆、飼料稲を作付けている。 
また、トラクタ４台、田植機２台、コンバイン２台、乗用管理機１台などの大型機械を

導入し、作業の効率化を図っている。 
 
６．対話型研修会 
（１）出席者 ※敬称略 
・大谷生産組合 
澤義幸代表理事組合長はじめ８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鳥取県中央会 農政営農部次長 青木 大介 
・ＪＡ鳥取いなば 農機自動車課課長 藤田 好弘 
・ＪＡ鳥取いなば岩美支店 営農経済課 土師 佑太 
 
・鳥取県とっとり農業戦略課 研究・普及推進室 専技主幹 岡本 英裕 
・鳥取県鳥取農業改良普及所 普及主幹 橋本 久雄 
・鳥取県鳥取農業改良普及所 普及主幹 永田 佳子 
・鳥取県鳥取農業改良普及所 改良普及員 奥田 真季子 

写真３ 衛生十訓 

写真２ 安全十則 



（２）澤代表理事組合長あいさつ（要旨） 
日頃から一人一人が安全に気を付けて作業に取り掛 

かっているつもりだが、他者からみると危険と思われ 
る動作があるかもしれない。今回の研修会を安全に対 
する気づきの場として活用し、これからの心構えを確 
認する機会となることを期待する。 
 
（３）オリエンテーション 
橋本普及主幹（進行）：農業における１０万人当たり 

の死亡者数は、他産業に比べて非常に高い状況にある。 
今回、国の補助事業を活用し、農作業安全の専門家 

も参加している。 
対話型研修会として、ヒヤリハット体験に関する事 

前のアンケート調査や、当日これから実施する現場点 
検に基づき、一人一人が日頃感じている気づきや意見 
を出し合い、今後の農作業安全につながる有意義な研 
修会となることを期待している。 
また、今後の継続的な活動に繋がるよう、大谷生産 

組合版の農作業安全宣言チェックシートを作成したい 
と考えている。 
 
（３）現場点検 
大谷生産組合の農業機械格納庫及びライスセンター 

において、トラクタ、コンバイン、ハンマーナイフモ 
ア、刈払機などオペレータが共同利用する農業機械及 
び施設の状況、資材の収納等の状況を中心に調査・点 
検した。 
点検に当たっては、普及所が付箋を配布し、気づき 

のメモ書きを促した。 
また、トラクタの点検に当たって、反射資材の設置 

が指摘されたことから、専門家の助言に基づき、早速 
反射テープをトラクタの側方・後方、さらに作業機の 
左右に設置した。 
 
（４）室内検討 
大谷生産組合事務所内に会場を移し、室内検討を実 

写真４ 澤代表理事組合長のあいさつ 

写真５ 橋本普及主幹による進行 

写真６ 現場点検では気づきを

メモするため、付箋を配布 

写真７ 専門家の助言を受け、

トラクタに反射テープを設置 



施。冒頭、永田普及主幹よりヒヤリハット体験の事前 
アンケートの結果について、回答数の多かった項目 
（別紙参照）を中心に紹介した。続いて、奥田改良普 
及員より、現場点検に基づく参加者から寄せられた気 
づき（付箋メモ）を「刈払機」「トラクタ・コンバイ 
ン」「共通（整理整頓、危機管理）」に分類し紹介した。 
これらを踏まえ、農作業安全アドバイザー等専門家 

より、問題点、改善策等の助言を行った。 
 
①評価点 
・格納庫に、「安全十則」及び「衛生十訓」が掲示さ 
れている。 

・総じて、格納庫は農薬管理庫の設置を含め、きれい 
にされている。 

・ヘルメットが用意されている。 
・草刈り作業等を周知するうえで、作業中を示す立て 
看板が用意されている。 

 
②トラクタ、コンバイン 
（気づき） 
・ロータリー等を回したまま農道を走行した。（アン 
ケート結果より） 

・エンジンがかかったまま作業機に近づいた。（アン 
ケート結果より） 

・地面が固く、管理機が急に飛び出した。（アンケー 
ト結果より） 

・一部のトラクタのユニバーサルジョイントカバーが 
破損している。 

・県内の事故事例として、平成３０年９月下旬の日没 
直後、コンバインが路上走行中追突され、作業者が 
放り出され縁石にぶつかり意識不明の重体になった。 
この事故後、他の組合員が一斉にヘルメットをかぶ 
るようになった。 

 
 
 

写真８ 事前アンケートの結果を

紹介する永田普及主幹 

写真９ 現場点検で回収した付箋を取

りまとめて紹介する奥田改良普及員 

写真１０ 格納庫にある

ヘルメット 

写真１１ 作業中を周知する立て看板 



（ノウハウ） 
・ヘルメットは頭部に隙間ができるし、紐があるので 

風に飛ばされず便利。 
・トラクタの作業は、日が暮れる前に終えている。 
・コンバインの作業も、露が下りて作業ができなくな 
る夕暮れ前には終えている。 

・機械を共同利用しているので、日誌の記載及び使用 
後の給油などルール化している。 

・各機械に、管理責任者を設置している。 
・隅刈りはしない。 
 
（改善策） 
・安全十則の中に、指差呼称を追加してはどうか。 
・コンバインにも反射資材を設置してはどうか。 
・ライスセンターにもヘルメットを用意してはどうか。 
・各機械に、取扱要点カードを付けてはどうか。 
・機械の格納場所をルール化してはどうか。 
・ロータリーや駆動軸に巻き込まれて亡くなる人がい 
る。その危険性を理解していることが重要。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１２ 作業機で反射シールを

貼る位置を助言する積ユニット長 

写真１３ 付箋に書かれた気づきを

分類し、ホワイトボードに掲示 

（後日） 

写真１４ コンバインにも反射テープ

を設置した 



③刈払機 
（気づき） 
・飛散防止カバーを外した。（アンケート結果より） 
・エンジンをかけたまま放置した。（アンケート結果 
 より） 
・左右の刃による往復刈りをした。（アンケート結果 
 より） 
・刃にカバーが掛けられておらず、むき出しの刃が 
 上を向いて保管されていて危険。 
・自走式（ハンマーナイフモア）を使用中、石が飛 
んできて痛い。 

・道路脇の畦畔等には空き缶などゴミが多い。 
 
（ノウハウ） 
・ハンマーナイフモアの飛散防止に、カバーのほか 
エプロン（布）を付ける。 

 
（改善策） 
・刈払機は、保管場所を決める予定。 
・収納時、運搬時には刈刃カバーをつける。 
・他の作業の兼ね合いで保管場所が変わる場合には、 
チョークなどで保管場所を明示したらどうか 
（運用で調整する）。 

・刈払機（チップソー）による草刈は左前３分の１で行う。これにより、飛散物、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変わらない。 
 
④その他・共通（整理整頓、危機管理） 
（気づき） 
・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た。（アンケート結果より） 

・部品棚の上に板が置いてあり、落下したら危険。 
・ハンマーナイフモアに土がついたまま保管されてい 
た。 

・農機のギリギリまで物が置かれている。 
・通路にものが置かれている。 

写真１５ 刈払機の保管方法（カバー

の装着等）を提案 

写真１７ 他産業の視点から助言を

行う樋野農作業安全アドバイザー 

（後日） 

写真１６ 刈払機に刈刃カバーを

装着し、格納場所を確保した 



・ガソリンと混合油の置き場が同じ。 
・一部の電工ドラムに劣化が見られる。 
 
（改善策） 
・他産業では、５Ｓ（「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」）を導入し、生産性が向上

している。 
・ガソリンと混合油の置き場は、来年度設置を予定している。 
・劣化した電工ドラムは、使用頻度が低いまたは予備があれば、廃棄することが望ましい。 
・荷の積み上げ高さが２ｍ以上の倉庫内作業は、はい作業主任者技能講習が必要となる。 
・フォークリフトの使用には、事前に作業計画の作成が必要となる。 
 
７．総括（要旨） 
・積ユニット長：１人がケガをすると経営に影響を及ぼす。大谷生産組合は、組織の経営

を支えるうえで、一人一人の安全に対する意識が高い。引き続き、安全

も含めた経営の発展を期待するとともに、このような組織を広めていく

ことが重要である。 
・皆川研究員 ：意見交換の話題の一つに「組み作業」が挙げられたが、エンジンをかけ

る際にはクラクションを鳴らすなど、合図を行うといったルールを設け

てはどうか。 
・樋野アドバイザー：さまざまなヒヤリハットが挙げられたが、指差呼称は有効である。

また、５Ｓを導入すれば、もう一歩進んだ安全への取組に繋がると思う。 
・岡本専技  ：安全のための特効薬はなく、既存の対策も多く挙げられた。ただし、こ

のような場を通じて、オペレータの従事者が共通の認識を持ち、組織と

してルール化して取り組むことが安全に繋がる旨の理解は深まったと思

う。さらに、今後の具体的な取り組みに繋げるため、皆で「大谷生産組

合の安全宣言」を作り上げ、見える化して取り組むことが効果的だと考

えている。 
 
８．大谷生産組合 農作業安全 遵守事項の作成 
意見交換を踏まえて、今後、鳥取農業改良普及所の支援により、他の組合員と足並みを

そろえる上で、目標にすべき改善項目とそのほか詳細な意見を提示し、大谷生産組合の安

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」チェックシート（大谷生

産組合版）を作成。各チェック項目は、組合員自らの言葉で作成され、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。 
また、鳥取県で先に実施した四王寺営農組合での対話型研修会では、主に専門家が主導

して進められたが、今回は事前に「対話型研修支援ツール（ヒヤリハット体験あるあるチ



ェックシート、研修会の進め方と留意点）」をもとに改良普及員が現場の課題整理、技術的

な対応方策をもって主体的に進められた。担当者からは、『「ヒヤリハット体験あるあるチ

ェック」アンケートについては、事前に参加者に記入してもらい、参加者の危険体験の把

握と話し合いのきっかけづくりに有効活用できた』との感想も寄せられた。普及指導員主

導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。 



　　　　　　　　　　大谷生産組合集計結果（H31.1.28）

機械の種類 ヒヤリ・ハットの内容 ある
1 ・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
2 ・ロータリー等作業機を回したまま、農道を走った。 4
3 ・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。 4
4 ・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。 2
5 ・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 1
6 ・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。 2
7 ・道路走行中やほ場の出入り中、ブレーキが片効きだった。 0
8 ・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
9 ・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
小計

1 ・草が詰まりやすく、飛散物防護カバーをずらした、外した。 7
2 ・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。 5
3 ・作業を早くするため、左右往復刈りを行っている 3
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。 3
5 ・つい保護めがねをしないで作業してしまった。 3
6 ・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。 3
7 ・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。 3
8 ・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。 3
9 ・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。 3

10 ・足元の傾斜が大きく、滑りそうになった。 2
11 ・刈刃が石や水面に当たり、とんでもない方向に跳ねた。 2
12 ・刈払機を運ぶ際に、不意に刈刃に触れてしまった。 1
13 ・エンジンをかけたら、刈刃が回り出した。 1
14 ・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
15 ・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
16 ・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
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。 0

小計

機械の種類 ヒヤリ・ハットの内容 ある
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。 5
2 ・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。 1
3 ・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。 1
4 ・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。 1
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。 0
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
小計

1 ・デバイダにカバーを付けずに路上走行してしまった。 3
2 ・手袋や腕抜きをしたまま手こぎ作業をしてしまった。 2
3 ・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。 1
4 ・ほ場に出入りする時、機体が大きく揺れた。 1
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。 1
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 1
7 ・圃場の端を見誤り、あやうく転落しそうになった。 0
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
小計 0

1 ・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。 3
2 ・カバーを外したまま、機械を動かしてしまった。 2
3 ・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 2
4 ・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。 1
5 ・衣服が操作レバーに引っかかった。 1
6 ・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。 2
7 ・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。 1
8 ・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。 2
9 ・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
10 ・くわえたばこで燃料補給をした。 1
11 ・作業中、周囲の補助者とぶつかりそうになった。 1
12 ・子供など他の人を乗せて運転した。 0

小計

機種共通

耕運機
管理機

コンバイン

「ヒヤリハット体験あるあるチェック」アンケート

※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。

トラクタ

刈払機

matsumoto
テキストボックス
（別紙）



（１）トラクターの走行時には
作業機のスイッチを切ります。

（２）大型機械の始動時には周囲の危険防止のため

クラクションなどの合図を送ります。

（３）使用した機械は、清掃、点検を行い、

所定の位置に戻します。

matsumoto
テキストボックス
（別添）




