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１ 革新的農業機械の開発・普及に向けた取組状況

（１） 第４次緊プロ事業における開発状況

● 平成20年度に策定された「高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針」「高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針」「高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針」「高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針」に基

づき、農畜産物の生産コスト縮減に資する農業機械であって、

① 農作業の更なる省力化に資する機械

② 環境負荷の低減及び農業生産資材の効率利用に資する機械

について、市販機開発（※）では５機種、要素技術開発（※）では６機種の開発を実施。

● 開発にあたっては、各機種ごとに「産地」、「開発機関」、「行政」によるプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームを編成し、進捗状況

を管理。

● ３カ年の開発期間の２年目にあたる平成21年度は、試作機の改良と現地試験などを中心に、導入が見込ま

れる産地とのコミュニケーションを図りつつ、開発が展開されているところ。
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※ 市販機開発
期間内において、最終製品を開発することを目標に行うこと。

※ 要素技術開発
期間内において、最終製品に必要な中核機能を開発することを目標に行うもの。
ここで開発された技術は、民間企業に受け渡されるか、必要に応じて「市販機開発」への移行を行う。



（２） 緊プロ機の実用化・普及状況

● 平成５年度から開始された緊プロ事業では、これまで55機種が実用化された。累計生産台数は平成22年２
月現在約18万7千台（※）に達し、現場への普及は年々着実に進展している。

● 平成21年度は新たに以下の３機種が実用化され、今後の普及が期待される。

機種名機種名機種名機種名 開発機の概要開発機の概要開発機の概要開発機の概要
一般販売（予一般販売（予一般販売（予一般販売（予
定）時期定）時期定）時期定）時期

開発企業開発企業開発企業開発企業

高精度畑用
中耕除草機 従来式（ロータリ式）に比べて1.7～1.9倍の

高速作業が可能で、湿潤な土壌条件でも
作業ができるディスク式の中耕除草機。
燃料消費も半減できる。

トラクター用
H21年６月

管理機用
H22年６月

小橋工業(株)、
井関農機(株)

H22年６月

環境保全型汎用
薬液散布装置 新開発のドリフト低減型ノズルによりドリフ

ト量と作業者被曝量を大幅に低減すること
ができる。
また、作業速度連動装置を備え、正確で計
画的な農薬施用量のコントロールができる。

H21年８月
(株)共立、
(株)丸山製作所、
ヤマホ工業(株)

野菜接ぎ木
ロボット用自
動給苗装置

従来の接ぎ木ロボット体系では人手に頼っ
ていた穂木と台木の供給を自動で行うこと
により、労働力を４名から２名に半減。
全て人手で接ぎ木する体系と比べれば、１
名当たりの作業能率は3.4倍。

H22年５月 井関農機(株)

3※ 新農機実用化促進株式会社調べ



平成20年度に実用化した緊プロ機の普及状況
（参考）

機機機機 種種種種 名名名名 開発機の概要開発機の概要開発機の概要開発機の概要 販売企業販売企業販売企業販売企業
平成平成平成平成21年度の普年度の普年度の普年度の普
及見込台数（及見込台数（及見込台数（及見込台数（※※※※））））

可変施肥装置（追肥用）

面積当たりの施肥量を設定すれば、車
速に連動して高精度（±５％以内程度）
な施肥作業が行える乗用管理機用の
粒状肥料・除草剤散布機

井関農機（株） 45台程度

汎用型飼料収穫機
12

 

図１ 開発機 

青刈トウモロコシ、飼料稲、予乾牧草
等の飼料作物をアタッチメント交換する
ことにより１台で収穫・細断・ロール成
形することができる飼料収穫機

（株）タカキタ、
ヤンマー（株）

12台程度

低振動型刈払機

グリップなどの改良によりハンドルの振
動を２～５割程度低減した刈払機

（株）丸山製作所 100台程度

※ 新農機実用化促進株式会社調べ 4



平成20年度に実用化した緊プロ機の普及状況

機機機機 種種種種 名名名名 開発機の概要開発機の概要開発機の概要開発機の概要 販売企業販売企業販売企業販売企業
平成平成平成平成21年度の普及年度の普及年度の普及年度の普及
見込台数（見込台数（見込台数（見込台数（※※※※））））

収量コンバイン

収穫した穀物の水分、質量等を収穫
と同時にほ場一筆ごとに測定・記録す
る装置を備えた自脱型コンバイン

静岡製機（株）、
ヤンマー（株）

80台程度

牛体情報モニタ
リングシステム 搾乳と同時に個体毎の乳量データを

取得し、個体別の給餌量を計算した
オリオン機械（株）、
北原電牧（株）、

4台程度

取得し、個体別の給餌量を計算した
上で、自動給餌装置にデータ送信して
適正な給餌を行う繋ぎ飼い牛舎用の
飼育管理システム

北原電牧（株）、
（有）トッケン、
富士平工業（株）

乳頭清拭装置

変法ミネソタ法（ヨード液や脱水タオル
等を利用した適正な搾乳前処理方
法）と遜色ない除菌効果が得られる搾
乳前の乳頭の自動清拭装置

オリオン機械（株） 6台程度

汚水吸引ケース 

清拭カップとホルダー 

洗浄水ポンプ 
制御部 

※ 新農機実用化促進株式会社調べ 5



２ 農業機械の省エネルギー化対策の推進状況

省エネルギー利用省エネルギー利用省エネルギー利用省エネルギー利用方法の普及啓発方法の普及啓発方法の普及啓発方法の普及啓発

マニュアルを冊子化して全国会議等で周知を図るととも
に、その実践を補助事業で要件化。

バイオディーゼル燃料の利用促進バイオディーゼル燃料の利用促進バイオディーゼル燃料の利用促進バイオディーゼル燃料の利用促進

農業機械にバイオディーゼル燃料を利用する際のガイド
ラインの周知を図るとともに、全国にモデル地区を設置し、
実証事業を実施中。

● 農業機械の環境負荷低減対策の一環として省エネルギー化対策を進めており、省エネルギー型機械の開
発・普及から、省エネ利用方法など総合的な対策を講じているところ。

21年度より農林水産研修所つくば館における指導員養成
研修において、省エネ利用に関するカリキュラムを設定。

省エネルギー型機械省エネルギー型機械省エネルギー型機械省エネルギー型機械の普及促進の普及促進の普及促進の普及促進

農業機械の省エネ性能の情報提供方法を確立するた
め、平成21年度より、実機を用いた省エネ性能の評価等
に向けた補助事業を実施。

省エネルギー性能の高い機械省エネルギー性能の高い機械省エネルギー性能の高い機械省エネルギー性能の高い機械の開発促進の開発促進の開発促進の開発促進

緊プロ事業を通じて、省エネ性能の高い中耕除草機が
開発され、平成21年より市販化。

また、次世代型の省エネ乾燥機である玄米乾燥機の開
発を推進。
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農業機械の省エネ性能表示に向けた検討状況

● 農業機械の省エネ性能の情報提供方法を確立するため、平成21年度より、実機を用いた省エネ性能の評価
等に向けた補助事業「省エネルギー型農業機械等普及推進事業」を実施。

● 今年度は、トラクター及び穀物乾燥機について、学識経験者や主要メーカーの協力の下、各機種４型式ずつ
実機を使用した測定試験を実施し、基礎的なデータを整理しているところ。

省エネ性能表示制度の確立に関する検討会省エネ性能表示制度の確立に関する検討会省エネ性能表示制度の確立に関する検討会省エネ性能表示制度の確立に関する検討会

・ 笹尾 彰 東京農工大学 副学長（座長）
・ 松澤信行 全国農業協同組合連合会 農業機械課長
・ 小田林徳次 全国農業機械士協議会 会長
・ 小竹一男 （社）日本農業機械工業会 省エネ対策分科会長
・ 永江啓一 全国農業機械商業協同組合連合会 専務理事
・ 高橋正光 （独）農研機構生研センター 評価試験部長

トラクタ分科会トラクタ分科会トラクタ分科会トラクタ分科会

・ 近江谷和彦
北海道大学大学院 教授（分科会座長）

乾燥機分科会乾燥機分科会乾燥機分科会乾燥機分科会

・ 川村周三
北海道大学大学院 准教授（分科会座長）

・ 高橋正光 （独）農研機構生研センター 評価試験部長
・ 松本訓正 （社）日本農業機械化協会 専務理事
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１ 供試機
・トラクタ：31～37PS（４型式）

２ 調査項目
① ほ場でのロータリ作業時燃費
② 旋回動作の燃費
③ 定置状態で負荷を与えた際の燃費

１ 供試機
・穀物乾燥機：30石程度
・熱風（２型式）、遠赤（２型式）

２ 調査項目
供試籾の仕上水分（15%)までの燃

費（供試籾は条件の異なる２種類で
試験）



３ 農作業安全対策の推進状況

（１） 農作業事故の発生状況

● 農業従事者の高齢化が急速に進展する中で、農作業死亡事故件数は、毎年約400名で横ばいで推移してお

り、農業就業人口に占める事故割合は増加傾向にある。

農業従事者の高齢化状況農業従事者の高齢化状況農業従事者の高齢化状況農業従事者の高齢化状況 農作業死亡事故の発生状況農作業死亡事故の発生状況農作業死亡事故の発生状況農作業死亡事故の発生状況

100%

32% 35% 36% 38% 39% 40% 43% 43% 45% 47% 48%

0%

20%

40%

60%

80%

49歳以下 50歳-69歳 70歳以上
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① 農業機械の安全性の向上

ア） 安全基準に達している機械の検査検査検査検査・・・・鑑定鑑定鑑定鑑定によるによるによるによる証明証明証明証明

イ） 更なる安全性向上のための安全基準安全基準安全基準安全基準のののの見直見直見直見直しししし

ウ） 安全性の高い農業機械農業機械農業機械農業機械のののの開発開発開発開発 など

● 農林水産省では、関係機関との協力の下、農作業事故の防止に向けて①農業機械の安全性の向上、②農

業者の意識、知識、技能の向上を進めるとともに、労災保険への加入促進に向けた取組を推進。

（２） 農作業安全対策

ウ） 安全性の高い農業機械農業機械農業機械農業機械のののの開発開発開発開発 など

② 農業者の意識、知識、技能の向上

ア） 指導者育成のための農作業安全農作業安全農作業安全農作業安全研修研修研修研修のののの実施実施実施実施

イ） 安全指導指針等を利用した農業者等への啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの推進推進推進推進

ウ） 事故情報の分析を通じた指導指導指導指導ツールのツールのツールのツールの作成作成作成作成・・・・普及普及普及普及 など

この他、事故後の補償の充実のため労災保険への加入促進を実施
9



① 農業機械の安全性の更なる向上に向けた対策

● 農作業事故の防止に向けて、農業機械の安全性の更なる向上を図るため、生研センターにおいて、農業機
械の型式検査・安全鑑定に係る安全基準の強化や安全性能の向上に向けた調査・研究を実施中。

● なお、農作業事故が多く発生している「歩行型トラクター」と「刈払機」の安全基準について、平成22年度から
の見直しが検討されているところ。

生研生研生研生研センターにおける調査例センターにおける調査例センターにおける調査例センターにおける調査例

１ 調査名

運転・操作に係わる高齢者及び助成農業者の
身体機能の測定

平成平成平成平成22年度からの安全基準の見直し（案）年度からの安全基準の見直し（案）年度からの安全基準の見直し（案）年度からの安全基準の見直し（案）

１ 歩行運転を行う機械
後進速度の制限値の新設・強化
（1.8km/h未満とすることを想定）

２ 調査機関
平成20～22年度

３ 調査目的

主要農機の運転操作に係わる高齢者・女性の
身体機能等を把握・分析し、農業機械の安全対
策を明らかにする。

４ 調査事項の例

① トラクタ、田植機、スピードスプレヤーの運転
席周りの寸法、ペダルの操作力等の測定

② 高齢・女性農業者の身体機能や作業姿勢の
測定

２ 刈払機
飛散物の防護を行うエリアを変更

（より草が絡まりにくく、防護効果の高いカバーと
することを想定）

10



② 農作業安全確認運動の展開

● 農作業事故が多く発生する春作業を前に、農業者の安全対策の徹底を促すための新たな取組として、関係
機関の協力を得て、以下の運動を展開。

「「「「2010年年年年春の農作業安全確認運動」の概要春の農作業安全確認運動」の概要春の農作業安全確認運動」の概要春の農作業安全確認運動」の概要

１ 運動の重点事項
（１） 最大の死亡事故要因となっている「農業機械の転落・転倒事故」の防止
（２） 万一の事故に備えた「労災保険」への加入促進

２ 展開方法

全国の行政機関、農機販売店、生産者団体など関係機関の協力を得て、研修会、展示会、戸別訪問な
ど農業者に直接会う機会を利用して、パンフレットで「重点事項」の再確認を行うほか、関係機関にポス
ター掲示を行う。

３ 運動期間
平成22年３月１日～５月31日（３ヶ月間）

４ 進め方
本運動に参加・協力を表明していただいた機関等を農水省HPで発表し、期間終了後、各機関等の取組
状況等を把握。
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③ 農作業安全啓発ツールの充実

● 地域の指導機関が、農業生産者に事故の危険性や事故防止の注意点などの情報をわかりやすく伝えるた
めの各種啓発ツールを作成し、ホームページ、DVD、冊子などで広く普及を図っているところ。

身体計測測定ツール身体計測測定ツール身体計測測定ツール身体計測測定ツール 安全装備啓発ツール（作成中）安全装備啓発ツール（作成中）安全装備啓発ツール（作成中）安全装備啓発ツール（作成中）

農機安全農機安全農機安全農機安全e-ラーニングラーニングラーニングラーニング トラクターと作業機のマッチング情報トラクターと作業機のマッチング情報トラクターと作業機のマッチング情報トラクターと作業機のマッチング情報
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④ 農作業事故防止活動事業の創設

● 平成22年度予算において、地域に核となる指導者を設置し、高齢者など高リスク農業者への重点指導を行う
など、効果的・効率的に農業者の指導を行う地域の活動マニュアルを作成する予定。
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⑤ 我が国の標準的なＧＡＰにおける「労働安全」の位置づけ

● 農林水産省では、現在、農業生産工程管理（ＧＡＰ（ Good Agricultural Practice ））の一層の推進を目指して、
「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通の基盤づくりに関する検討会」を開催しているところ。

● 農業生産工程管理（ＧＡＰ）については、法令や国の基本的な指針等の内容を基本として、「食品安全」及び
「環境保全」と並び、「労働安全」に係る項目が盛り込まれたガイドラインとして提示すべく、検討を行ってい
る。

「ＧＡＰの共通の基盤づくりに関する検討会」委員名簿「ＧＡＰの共通の基盤づくりに関する検討会」委員名簿「ＧＡＰの共通の基盤づくりに関する検討会」委員名簿「ＧＡＰの共通の基盤づくりに関する検討会」委員名簿

（平成２１年８月現在）

阿南 久 全国消費者団体連絡会事務局長

植原千之 イオン（株）グループ商品最高責任者付

農業生産工程管理（ＧＡＰ）における「労働安全」の関連事項農業生産工程管理（ＧＡＰ）における「労働安全」の関連事項農業生産工程管理（ＧＡＰ）における「労働安全」の関連事項農業生産工程管理（ＧＡＰ）における「労働安全」の関連事項
及び関連法令等（案）及び関連法令等（案）及び関連法令等（案）及び関連法令等（案）

（第３回検討会（平成22年1月22日開催）提出資料より抜粋）

○関連事項の例
内山和夫 日本生活協同組合連合会産直担当

大橋孝史 ＪＡ全中営農・経済事業対策部課長

岡田貴浩 横浜丸中青果株式会社執行役員

久保井弘道 ＪＡうつのみやいちご専門部長

澁澤 栄 東京農工大学大学院教授

副島洋一 （社）全国農業改良普及支援協会常務理事

高橋利雄 埼玉県農林部農産物安全課長

武田泰明 ＮＰＯ法人日本ＧＡＰ協会専務理事

中嶋康博 東京大学大学院准教授

藤田 毅 （有）フジタファーム代表取締役

山田雅宣 ＪＡ全農営農総合対策部グループリーダー

○関連事項の例

・ 危険作業等の把握 ・ 機械等の導入・点検・整備・管理

・ 農作業従事者の制限 ・ 農薬・燃料等の管理

・ 服装及び保護具の着用等 ・ 作業環境への対応

・ 事故後の備え

○関連法令、指針等の例

・ 労働者災害補償保険法

・ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

・ 毒物及び劇物取締法

・ 農作業安全のための指針について（生産局長通知）

・ 個別農業機械別留意事項（生産資材課長通知）
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