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１ 革新的農業機械の開発・普及

（１） 農業機械等緊急開発事業※における取組 （※以下「緊プロ事業」という。）
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金型
貸与

実用化
支援

農業機械化促進法に基づき、（独）農研機構生研セン
ターと民間企業との共同研究及び新農機（株）による
実用化促進のスキームにより、高性能農業機械の開
発を実施

農業機械等

緊急開発事業

計画認定



１ 誘導ｹｰﾌﾞﾙ式果樹無人
防除機

２ 野菜接ぎ木ﾛﾎﾞｯﾄ
３ 野菜残さ収集機
４ 重量野菜運搬作業車
５ 果樹用ﾊﾟｲﾌﾟ式防除散布

機
６ 野菜全自動移植機
７ ｷｬﾍﾞﾂ収穫機
８ ごぼう収穫機
９ 農業副産物ｺﾝﾎﾟｽﾄ
化装置

10 汎用いも類収穫機
11 いちご収穫作業車
12  だいこん収穫機
13  ねぎ収穫機
14  野菜栽培管理ﾋﾞｰｸﾙ
15  軟弱野菜調製装置
16  はくさい収穫機

水田用機械 野菜・果樹用機械

17 長ねぎ調製装置
18 大粒種子整列は種

装置
19 傾斜地果樹用多目的

ﾓﾉﾚｰﾙ
20 ｾﾙﾄﾚｲ苗挿し木装置
21 追従型野菜運搬車
22 ﾄﾞﾘﾌﾄ低減型ﾉｽﾞﾙ
23 いも類の収穫前茎葉
処理機

24 可変施肥装置
25 高精度畑用中耕除草機
26 環境保全型汎用薬液
散布装置

27 全自動野菜接ぎ木ﾛﾎﾞｯﾄ

１ 家畜ふん尿脱臭装置
２ 簡易草地更新機
３ 搾乳ﾕﾆｯﾄ自動搬送装置
４ 個体別飼料給餌装置
５ 細断型ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ
６ 高精度固液分離装置
７ 品質管理型たい肥自動混
合・かくはん装置

８ 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ活用型高品
質たい肥化装置

９ 畜舎換気用除じん・脱臭
装置

10  汎用型飼料収穫機
11  乳頭清拭装置
12  牛体情報ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

畜産用機械

１ 大型汎用ｺﾝﾊﾞｲﾝ
２ 水田用栽培管理ﾋﾞｰｸﾙ
３ 高速耕うんﾛｰﾀﾘｰ
４ 穀物遠赤外線乾燥機
５ 軽量紙ﾏﾙﾁ敷設田植機
６ 高精度水稲種子ｺｰﾃｨﾝ

ｸﾞ装置
７ 畦畔草刈機
８ 高精度水稲湛水直播機
９ 米品質測定評価装置
10 高速代かき機
11 高精度水田用除草機
12 中山間地域対応自脱型

ｺﾝﾊﾞｲﾝ
13 穀物自動乾燥調製装置
14 土壌ｻﾝﾌﾟﾙ粉砕篩分装置
15 作物生育情報測定装置

（携帯式）
16 低振動型刈払機
17 収量ｺﾝﾊﾞｲﾝ

（２） 緊プロ事業における実用化状況
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○ これまでの第４次にわたる緊プロ事業において、生研センターで開発された大型汎用コンバイ

ンをはじめとする水田用機械、野菜用の各収穫機など、56機種が「高性能農業機械実用化促進

事業」により実用化。



（３） 緊プロ事業における普及状況
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○ 緊プロ事業により開発・実用化された農業機械については、これまで農業現場への導入、普及

が図られ、その普及台数は累計約21万台（平成22年９月現在）に達し、農作業の効率化、労働負

担の軽減などに貢献。

主な緊プロ機の普及台数 年次別普及台数

大型汎用ｺﾝﾊﾞｲﾝ ３５４
水田用栽培管理ﾋﾞｰｸﾙ ５３０
穀物遠赤外線乾燥機 １０１，２１４
軽量紙ﾏﾙﾁ敷設田植機 ２２０
高精度水稲湛水直播機 ７９３
高精度水田用除草機 ４１９
中山間地域対応自脱型ｺﾝﾊﾞｲﾝ １，９６０
野菜全自動移植機 １６３
汎用いも類収穫機 ４３
だいこん収穫機 １３６
ねぎ収穫機 １，１６１
野菜栽培管理ﾋﾞｰｸﾙ ９３０
軟弱野菜調製機 ３９０
ｷｬﾍﾞﾂ収穫機 ３５
家畜ふん尿脱臭装置 ６０(地区)

搾乳ﾕﾆｯﾄ自動搬送装置 ２７２
細断型ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ ４２８
高精度畑用中耕除草機（ﾄﾗｸﾀｰ用）３１１

注：普及台数には、家畜ふん尿脱臭装置及びドﾘﾌﾄ低減型ﾉｽﾞﾙ
は含まない。
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（４） 最近実用化した機種

機種名 開発機の概要 開発企業

高精度畑用
中耕除草機

（トラクター用、
乗用管理機用）

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】

小橋工業(株)
【乗用管理機用】

井関農機(株)
鋤柄農機(株)

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。

(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。

井関農機(株)

汎用型飼料収穫機 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)

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
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１ 農作業の更なる省力化に資する機械

（ア） いちご収穫ロボット（市販機開発・継続）

主なねらい ：高温多湿条件下での長時間労働からの解放
機械の概要 ：収穫適期のいちごの６～８割程度を収穫するロボッ

ト
目標価格帯 ：600～700万円程度
PTメンバー：エスアイ精工（株）、（株）前川製作所、愛媛県

農研、農業者、愛媛大学、近中四農研
開発状況 ：開発目標はほぼ達成。平成23年度から受注生産体

制を整備予定。

（イ） 加工・業務用キャベツ収穫機（要素技術開発・新規）

主なねらい ：機械化一貫体系による省力・大規模生産の実現
機械の概要 ：加工・業務用キャベツに対応した高能率な収穫機
目標価格帯 ：400～500万円程度
PTメンバー：マメトラ農機（株）、北海道立中央農試、ＪＡ鹿

追町、北農研
開発状況 ：作業能率は目標を上回るが、キャベツの斜め切り、

汚れ、一部損傷など目標とする収穫精度に達していな
い。

1

（５） 第４次緊プロ事業における開発状況
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（ウ） たまねぎ調製装置（要素技術開発・新規）

主なねらい ：都府県産地の機械化一貫体系による省力化の実
現

機械の概要 ：たまねぎの根と葉の自動調製機
目標価格帯 ：200～300万円程度
PTメンバー：(株)クボタ、松山（株）、佐賀県農研セ、ＪＡ

さが
開発状況 ：開発目標をほぼ達成。平成23年度に実用化研究

を実施し、24年度に市販化予定。

（エ） 高機動型果樹用高所作業台車（要素技術開発・新規）

主なねらい ：果樹生産の安全性の向上と省力化の実現
機械の概要 ：前後、左右、昇降方向に自由に移動できる作業

台車
目標価格帯 ：50～150万円程度
PTメンバー：(株)サンワ、青森県農総研究セ、(財)青森県り

んご協会、果樹研
開発状況 ：開発目標をほぼ達成。平成23年度に市販化予

定。
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供給部
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（オ） 可変径式ＴＭＲ成形密封装置（市販機開発・新規）

主なねらい ：地域の未利用資源も活かした、低コスト、高品質
な飼料供給・利用体制の構築

機械の概要 ：梱包量の調節機能を持つＴＭＲの密封成形装置
目標価格帯 ：1,200～1,400万円程度
ＰＴメンバー：（株）ＩＨＩスター、北海道立根釧農試、鳥取

大学、広島県酪農協
開発状況 ：開発目標をほぼ達成しているが、一部成形の精度

を向上する必要があり、新たな試作機で平成23年度
に実用化研究を実施し、年度内に市販化予定。

2

（カ） 高精度てん菜播種機（市販機開発・新規）

主なねらい ：北海道畑輪作における春作業の省力化を通じた大
規模経営の実現

機械の概要 ：風害の影響を緩和する機構を持つ高速のてん菜播
種機

目標価格帯 ：200～300万円程度
PTメンバー：サークル機工（株）、北海道立中央農試、ホクレ

ン、北農研
開発状況 ：開発目標をほぼ達成。平成23年度に受注体制を整

備し、市販化予定。
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（キ）中山間地域対応型汎用コンバイン（要素技術開発・新規）

主なねらい ：中山間地域の集落営農組織等における省力・
低コスト生産の実現

機械の概要 ：稲、麦、大豆、そば等に対応した小型汎用コ
ンバイン

目標価格帯 ：800～900万円程度
PTメンバー：三菱農機(株)
開発状況 ：開発目標をほぼ達成。平成23年度に実用化研

究を実施し、23年度末に市販化予定。

（ア） 果樹用農薬飛散制御型防除機（市販機開発・継続）

主なねらい ：農薬の節減による環境負荷の低減とドリフ
トの抑制

機械の概要 ：散布方向・散布量制御機構やドリフト低減
ノズルを装備したスピードスプレヤー

目標価格帯 ：400～500万円程度
PTメンバー：ヤマホ工業(株)、(株)丸山製作所、岩手県農

研セ、福島農総研セ、茨城県農総研セ、埼玉県
農総研セ、ＪＡ新ふくしま

開発状況 ：開発目標をほぼ達成。立木用については平成
23年度中に市販化予定。棚用については23年
度に実用化研究を実施し、24年度に市販化予
定。

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
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（イ） 高精度高速施肥機（市販機開発・新規）

主なねらい ：適正施肥による環境負荷の低減
機械の概要 ：肥料性状に応じた散布量の適正制御を行いうる

ブロードキャスター
目標価格帯 ：50万円程度
PTメンバー：(株)ＩＨＩスター、(株)ササキコーポレーショ

ン、農事組合法人、農業者、中央農研セ
開発状況 ：開発目標をほぼ達成。平成2３年度に市販化予

定。

（ウ） 高精度畑用中耕除草機（市販機開発・継続）

主なねらい ：機械除草の適用範囲拡大を通じた環境負荷の低
減

機械の概要 ：湿潤土壌でも安定的に高速作業が行える中耕除
草機

目標価格帯 ：70万円程度
PTメンバー：井関農機（株）、小橋工業（株）
開発状況 ：開発目標をほぼ達成。平成21年度にトラクター

用を、22年度に乗用管理機用を市販化済み。
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（エ） 玄米乾燥調製システム（要素技術開発・新規）

主なねらい ：農業生産における温室効果ガスの排出抑制
機械の概要 ：高水分籾すりと玄米乾燥を行う乾燥調製システ

ム
目標価格帯 ：現行機＋20％程度未満
PTメンバー：(株)サタケ、(株)山本製作所、岐阜大学
開発状況 ：開発目標は省エネ効果で達成したものの、品質

面で、脂肪酸の増加・食味劣化・貯蔵性悪化が課題
となっている。
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○ 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件と横ば

いで推移しており、うち、高齢者の占める割合は８割程度となっている。
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２ 農作業安全対策の推進

（１） 農作業事故の発生状況

農作業死亡事故の発生状況

11



過去５年間の農作業中の死亡事故発生状況

事故区分 H16年 17年 18年 19年 20年

事故発生件数計 413 395 391 397 374 

農業機械作業に
係る事故

295 263 242 259 260 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

{71.4} {66.6} {61.9} {65.2} {69.5}

乗用型ﾄﾗｸﾀｰ
135 124 115 115 129 

(45.8) (47.1) (47.5) (44.4) (49.6)

歩行型ﾄﾗｸﾀｰ
54 55 26 35 35 

(18.3) (20.9) (10.7) (13.5) (13.5)

農用運搬車
39 30 53 45 35 

(13.2) (11.4) (21.9) (17.4) (13.5)

自脱型ｺﾝﾊﾞｲﾝ
11 10 6 10 9 

(3.7) (3.8) (2.5) (3.9) (3.5)

動力防除機
5 4 3 4 5 

(1.7) (1.5) (1.2) (1.5) (1.9)

動力刈払機
11 3 1 6 3 

(3.7) (1.1) (0.4) (2.3) (1.2)

その他
40 37 38 44 44 

(13.6) (14.1) (15.7) (17.0) (16.9)

農業用施設作業に係る事故
24 23 26 21 17 

{5.8} {5.8} {6.6} {5.3} {4.5}

機械・施設以外の作業に係る
事故

94 109 123 117 97 
{22.8} {27.6} {31.5} {29.5} {25.9}

うち熱中症によるもの
9 14 11 17 12

{9.6} {12.8} {8.9} {14.5} {12.3}

性

別

男
354 341 330 333 325 

{85.7} {86.3} {84.4} {83.9} {86.9}

女
59 53 61 64 49 

{14.3} {13.4} {15.6} {16.1} {13.1}

うち
６５歳以上層に係る事故

297 298 305 286 296 
{71.9} {75.4} {78.0} {72.0} {79.1}

表１

注：１ { }内は、事故発生件数計を100とした場合の割合である。
２ ( )内は、農業機械作業に係る事故等における項目別の割合である。
３ 17年の性別については、不明が１名いる。 12

○ 農作業中の死亡事故のうち、農業機械作業に係る事故が最も多く、全体の６～７割となっている。



平成20年の農業機械作業に係る死亡事故の機種別・原因別件数

事故区分 農 業 機 械 作 業 に 係 る 事 故

乗用型
ﾄﾗｸﾀｰ

歩行型
ﾄﾗｸﾀｰ

農 用
運搬車

自脱型
ｺﾝﾊﾞｲﾝ

動 力
防除機

動 力
刈払機

その他 合計

機械の転落・転倒
94 7 16 5 3 0 23 148 

(72.9) (20.0) (45.7) (55.6) (60.0) (52.3) (56.9)

ほ 場 内
47 5 7 3 3 0 12 77 

(36.4) (14.3) (20.0) (33.3) (60.0) (27.3) (29.6)

道 路 か ら
47 2 9 2 0 0 11 71 

(36.5) (5.8) (25.8) (22.3) (25.0) (27.4)

道路上での
自動車との衝突

6 1 5 0 0 0 1 13 

(4.7) (2.9) (14.3) (2.3) (5.0)

挟 ま れ
7 16 3 2 2 0 10 40 

(5.4) (45.7) (8.6) (22.2) (40.0) (22.7) (15.4)

ひ か れ
2 1 2 0 0 0 1 6 

(1.6) (2.9) (5.7) (2.3) (2.3)

回転部等への
巻き込まれ

11 9 1 2 0 0 4 27 

(8.5) (25.7) (2.9) (22.2) (9.1) (10.4)

機械からの転落
8 1 5 0 0 0 2 16 

(6.2) (2.9) (14.3) (4.5) (6.2)

そ の 他
1 0 3 0 0 3 3 10 

(0.8) (8.6) (100.0) (6.8) (3.8)

計
129 35 35 9 5 3 44 260 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

○ 農業機械作業に係る死亡事故260件のうち、乗用型トラクターが129件（50％）となっている。

8

表２

注：１ ( )内は、事故発生原因の計に対する割合を示す。
２ 事故区分の「その他」は、左記以外の機械（ショベルローダー等）の他、機種不明の場合を含む。 13



○ 本年３月に策定された食料・農業・農村基本計画において、初めて農作業安全対策の推進を
位置づけたところ。

農作業安全対策の推進

農作業事故での死亡事故件数が減尐していない中で、今後とも多くの高齢
者が農業に従事すると見込まれることを踏まえ、農作業安全対策の強化を
図る。特に、行政機関や民間事業者等の関係者の協力の下、農業者の安全
意識の向上を図るとともに、農業機械の安全性を向上させるための取組を
促進する。

① 食料・農業・農村基本計画

（２） 今後の農作業安全の取組について

14



② 全国農作業安全確認運動の展開

○ 平成22年からの新たな取組として、全国農作業安全確認運動を展開。
○ 春の農作業安全確認運動では、全国624機関（行政、メーカー、販売店、農業団体等）の協力
の下、農作業安全研修、農家への戸別訪問、ポスター・パンフレットの配付・説明等を実施。

○ また、農作業事故の多い秋作業時においても、コンバインの「転落・転倒」、「巻き込まれ事故」
の防止と、万一の事故に備えた「労災保険」の加入促進にポイントを絞って同様の運動を展開。

「2010年 秋の農作業安全確認
運動」

１ 運動の重点事項
（１） 重大事故に直結するコンバイ
ンの「転落・転倒事故」、「巻き込ま
れ事故」の現状と対策に対する理
解の増進
（２） 万一の事故に備えた「労災保
険」への加入促進

２ 運動期間
平成22年９月１日～10月31日

（２ヶ月間）

15

「2010年 春の農作業安全確認
運動」

１ 運動の重点事項
（１） 重大事故に直結するトラク
ターの「転落・転倒事故」の現状と
対策に対する理解の増進
（２） 万一の事故に備えた「労災保
険」への加入促進

２ 運動期間
平成22年３月１日～５月31日

（３ヶ月間）

兵庫県下における取組

島根県下における取組

新潟県下における取組
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③ 労災の加入促進について

○ 万一の事故に備えて労災保険の加入割合を高めることが重要であり、厚生労働省と連携して
加入促進を推進。
○ 制度や制度のメリットが農家に十分知られていないことが課題となっていることから、農業者に
わかりやすいパンフレットを作成・配付（予定）。
○ 各地域の生産者団体（農協、法人協会等）に対して、特別加入団体となるよう協力を依頼。

地域別農業者の労災加入状況

地域
特別農作業
従事者

指定農業
機械作業
従事者

中小
事業主等

計（Ａ）
Ａ／農業

就業
人口

北海道 51,158 501 9,528 61,187 46.5%

東北 2,329 4,888 778 7,995 1.3%

関東 10,474 16,443 3,803 30,720 3.7%

北陸 1,941 5,190 942 8,073 3.4%

東海 1,678 743 1,076 3,497 1.6%

近畿 472 907 1,213 2,592 0.9%

中国 691 468 856 2,015 0.7%

四国 328 396 1,279 2,003 1.0%

九州 3,811 2,110 1,109 7,030 1.4%

沖縄 20 12 18 50 0.2%

合計 72,902 31,658 20,602 125,162 3.7%

注：労災加入者数は厚生労働省調べ（H21年度速報値）。
農業就業人口は農林水産省「2005年農林業センサス」。
関東には山梨、長野、静岡が含まれる。

【パンフレット】



④ 農作業事故情報の収集体制の強化

○ 農作業事故の実態把握は十分でない状況にあるため、取組の強化に向けて農作業事故情報
の収集及び分析の実施が急務。

○ このため、関係機関が連携して、専門家の助言を受けつつ要因分析を行い、事故防止のポイ
ントを整理して公表する等、農作業安全対策に活かしていく体制を整備。
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（独）農研機構
生研センター

提供

連携

農業者

フィードバック

収集
収集

収集

フィードバック

報告

○ 農作業事故情報の収集・分析
○ 事故防止のポイントの整理
○ 関係機関・団体との調整

通知、プレスリリース、メル
マガ、HP、全国運動などに

よる効果的な事故防止情報
の提供

フィードバック

メーカー

農林水産省

報告

都道府県 新聞情報

地 方 農 政 局 等

農作業事故情報

報告



⑤ 地域での農作業安全のモデル活動の育成
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○ 平成22年度は、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予定。
○ 現在、全国で８地域がモデル地域として取り組み中。

農作業安全チェックリストの提供

ヒアリングを通じた個々の営農における危険
作業の指摘と改善策の指導

体験型啓発ソフトを活用した体力認知と基
礎的知識の向上

事故の多い農業機械を使った現地研修会

指導方法（例）

委託先：東京海上日動リスクコンサルティング㈱

①茨城県高
萩市（中山
間地）

④JA山梨中
央会（中山
間地）

②、③JAえちご
上越（平地、中

山間地）

⑤、⑥佐賀市担
い手育成総合支
援協議会（平地、

中山間地）
⑦JA壱岐市賀市
担い手育成総合
支援協議会（平
地、中山間地）

⑧JA菊池労災保
険加入組合（平
地、中山間地）

啓発チラシ、注意箇所マップ等の農家配布



⑥ 平成２３年度予算概算要求の内容

農作業安全緊急推進事業 118（10）百万円
農作業事故防止に向けた地域における効果的・効率的な活動を促進するとともに、農作業事故の対面調
査による詳細分析やトラクターの安全フレームの装着促進等による農作業事故防止に向けた取組を支援。

15

トラクターの安全フレーム装着促進支援

･安全フレームの装着促進による死亡事故
の減少

携帯電話等による転倒通報システムの実用化試験

○トラクターの転倒事故について、携帯電話等を用いた装置で事故の
発生が速やかに通報される地域システムの実用化試験を実施

新たな安全システムの活用による意識向上

対策 ② トラクター事故防止対策

対策 ①

効果

効果

対面調査による農作業事故の詳細分析の実施

農業機械の安全基準の改正や農作業安全指導の重点化

･農業機械の安全性の向上
･発生頻度などに基づく安全指導の強化

緊急
通報

効果

農作業安全に係る意識向上等対策

安全ﾌﾚｰﾑ未装着ﾄﾗｸﾀｰ 安全ﾌﾚｰﾑ装着ﾄﾗｸﾀｰ

更新

○農作業死亡事故を対面調査により詳細に分析し、農業機械の更なる
改良点の洗い出しや発生頻度の高い事故要因を体系的に整理

･事故発生時の迅速な対応の実現
･地域全体の安全意識の向上による農作業
事故の減少

トラクターの安全フレーム装着率の向上

○安全フレーム未装着トラクター３台を処分して装着トラクター１台
に更新若しくは３台のうち２台を処分して１台に新たに安全フレー
ムを装着する場合、未装着トラクターの廃棄等に必要な費用を助成

このほか､地域の活動を効果的・持続的に進めるための推進体制のあり方や具体的な
活動のポイント等を体系的に整理し、地域における農作業事故防止活動を促進
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http://miyazakinoukiguten.com/product_info.php?cPath=52&products_id=1870&osCsid=d6564145b59bee7e3fe4154e465ef698
http://www.tougo.co.jp/product/244
http://www.tougo.co.jp/zoom/4887


刈払機のスロットルレバーに係わる合意

○ （社）日本農業機械化工業会の刈払機部会においては、平成23年９月末をもって、安全鑑定基準に

適合していないスロットルレバーの刈払機の生産中止について、会員企業や賛同メーカーによって合

意。

20

参考１

合意内容

１． レバーの機構は、安全鑑定基準に適合するものとする。

なお、この安全鑑定基準は、現行の『安全鑑定基準「３．

安全装置」（３）に定める基準（[解説]３）刈刃の停止装置」

を含む』であり、同基準が改正される場合は、それに準じる

ものとする。

２． 実施時期は、平成23年（2011年）９月末日をもって、生産

中止とする。

なお、実施時期前に適合する製品（新商品を含む）への

切り替えが可能な場合は、早期に実施する。

【ポスター】



共通基盤ＧＡＰにおける農作業安全対策

○ 農業生産工程管理（ ＧＡＰ）の一層の推進を目指して、平成22年４月に、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
ラインを策定。

○ 平成27年度までにガイドラインに則したGAP導入産地を1600産地とする目標を設定し、労働安全につ
いても重点化を図ることとしている。

区 分 取 組 事 項

危険作業等の把握 農業生産活動における危険な作業等の把握

農作業従事者の制限
機械作業、高所作業又は農薬散布作業等適切に実施しなければ危険を伴う作業の従事
者などに対する制限

服装及び保護具の着用等 安全に作業を行うための服装や保護具の着用、保管

作業環境への対応 農作業事故につながる恐れのある作業環境の改善等による対応の実施

機械等の導入・点検・整備・管理 機械、装置、器具等の安全装備等の確認、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理

機械等の利用 機械、装置、器具等の適正な使用

農薬・燃料等の管理 農薬、燃料等の適切な管理（法令上の義務を含む）

施設の管理・運営体制の整備 施設の適正な管理・運営及び施設の管理者とオペレータとの責任分担の明確化

事故後の備え 事故後の農業生産の維持・継続に向けた保険への加入（法令上の義務を含む）

参考２
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農作業における労働安全については、以下の各区分ごとに取組事項を明記。


