
- 26 -

Ⅲ．農作業事故の要因 １．どうして、農作業事故防止が難しいか

（１）農作業事故の責任者は、個人・家族、

他産業の労災は、事業主責任
－農業経営の98％が個人・家族経営－

他産業の労災では事業主責任が問われ、また労働安全衛生法や労働安全衛生規則などにより

法的な規制が事細かに決められています。しかし、日本農業の経営形態は97.9％が個人経営で

あり、これらの法的な規制が及びません。そのため、労災対策において有効性を発揮している

様々な予防対策が農作業では強制力をもって生かすことができていません。

（２）日本農業における人・物・環境の課題

事故防止を行うためには、事故要因で

ある人、物（農機具、農業資材など）、環

境（圃場、施設など）を安全なものに整

えることがまず重要です。

しかし、どんなに高性能な機械を準備

しても、高齢者がこの機械を必ずしも使

いこなせる訳ではありません。つまり、

人－物の間に「ミスマッチ」がないよう

に、マネジメントする必要があります。

同様に、人－環境、物－環境についても、

適切な関係でなければなりません。

農作業安全、
何に注目するか

環境

人

物

ミス
マ
ッ
チ

ミス
マ
ッ
チ

ミスマッチ

人・物・環境を整え、さらにそれらの要因間の
ミスマッチを無くするようにマネジメントする

労働災害 農作業事故

労働形態 雇用労働 個人・家族労働

事故原因 事業主責任 個人の不注意

労働安全衛生法

労働安全衛生規則

原因解明 原因追及・解明 実態不明

法 規 制
なし

（*ただし、雇用者１人でも
法の適用を受ける）

Ⅲ．農作業事故の要因

１．どうして、農作業事故防止が難しいか

数

1,643,518

法人組織 21,627 1.3

法人化していない 13,602 0.8

地方公共団体等 337 0.0

1,679,084 100.0

2.1

合　　計

農業の経営形態（2010年農業ｾﾝｻｽ）

経営形態

個人経営体

組織
経営

％
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Ⅲ．農作業事故の要因 １．どうして、農作業事故防止が難しいか

小規模経営の悲しさ、新しく安全で高性能なものが

発売されても簡単に更新できない

日本の農家の圧倒的多数は、小

規模な個人農家です。

新しく安全装置がついた農業機

械が開発されても、高価で、簡単

に更新することができません。

事前の更新計画や、日常の整備

点検はもちろんのこと、シーズン

終了後のオーバーホール的な整備

も計画的に行うことが重要です。

また、問題がある機械があって

も、その問題点を制度的に気軽に

メーカーにあげていく仕組みがあ

りません。

耕地の６割が傾斜地、施設は暗い、狭い

日本の耕地の約６割が傾斜地です。

平地でも、用水の法面や圃場の入

り口の昇降路など傾斜地がいたると

ころにあります。。

過去には圃場の区画整理時に出来

るだけ圃場を削りたくないとの思い

から、急傾斜の法面や急傾斜の昇降

路が多数あります。

現在、事故対策を先進的に進めて

いるところは、少々農地がつぶれて

も、昇降路を緩くしたり、法面に小

段を設けて、草刈りなどの際に、安

定した姿勢が保たれるような工夫が

されています。

また、昔の納屋を改造した程度の暗くて狭い施設も数多くあります。牛舎などの多くが暗いま

まです。

新しく安全装置の付いた機械を買ってください

そう言ったって
先立つものが
なあ～

日本の圧倒的多数は、小規模・個人農家

物
簡単に更新できない

環境

日本の農耕地４６９万ha、うち中山間地43.3％、平地でも傾斜水田率は41.0％

６割以上が傾斜地

＜その１ 「物」（農機具など）の課題＞

＜その２ 「環境」の課題＞
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Ⅲ．農作業事故の要因 １．どうして、農作業事故防止が難しいか

高い兼業化率、高齢者中心、、個人・家族労働中心

①農業の兼業化率７割以上、土日、休日に農作業が集中
農業の兼業化率は、地域により大きく違いまずが、全国平均は、７割以上です。

そのため、

・ゆとりのある農作業準備ができない

・少々条件が悪くても休み中に作業を

片付けてしまおうとする

・休み中に作業を終わろうと、早朝か

ら、夕方手元が見えなくなるまで作

業を継続する

など、これらは全てが事故の誘因とな

っています。

②高齢者中心の農業
他産業ではすでにリタイアした、ヒューマンエラーを起こしやすい年代が、農作業の中心を担

っています。

高齢者は身体的には

・体力の低下 ：重量物の運搬に無理がかかる

・柔軟性の欠如：大型機械の乗り降りに十分に足が上がらない、踏み外す等

・視覚の低下 ：視野角が狭くなる、暗くなると立体認識が極端に落ちる

「認知⇒判断⇒操作」

・危険予知 ：危険を危険と予知できない

・判断 ：「だろう」運転をしがち

・反応の低下：てきぱきさ、一瞬の操作が

遅れがち

など、高齢者の能力低下が事故の誘発要因と

なっています。

また、これらの能力低下を前提とした機械

や道具、環境の整備が整っていません。

若者：農業の兼業化率７２．３％

人：①高い兼業化率

人：②農業の中心が高齢者
農業就業人口60歳以上％

35 .8

43 .5

50 .6

65 .9
69 .1

73 .8

59 .9

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

％

＜その３ 「人」の課題＞
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Ⅲ．農作業事故の要因 １．どうして、農作業事故防止が難しいか

③集団的ではできるが、個人・家族経営が中心のためできていないこと

個人・家族農業が中心のため、他産業では日常的におこなれている次の３点を念頭に作業する

ことも大切です。

他産業では、朝礼など

で、作業手順を確認しあ

います。農作業でも、事

前に家族などで手順の確

認をし、またどこで作業

をしているかを、事前に

確認しあうことが必要で

す。

自分や家族の能力の範

囲内での栽培計画や飼養

数とし、能力に応じて役

割を分担することが重要

です。

人数の少ない家族では、

組作業が必須の場合には、

人手を頼むことが重要で

す。

う～ん
ああして、こうして、
まっいいか

この手順で
どうだい

それだと、
危険だわ

合理的な作業手順を各々の
経験や技量で、集団で確認

作業手順を、自分や家族の
経験や都合で決めてしまう

集団労働、他産業など 個人・家族労働

あれ植えて、
これ植えて、

資格や能力に応じて、
作業分担ができる

代わってくれる若い者がい
ない。しかたがない、あれ
もこれも一人で背負い込み

歳だけど俺が
運転するか

ちょっと支える、押さえ
る、照らすで、危険激減

補助が必要な場面
でも、一人で作業

ちょっと
やばいけ

ど、なん
とかなる
か

右側の

木の枝に
気をつけ
ろよ

組作業をする

役割分担する

組作業をする



- 30 -

Ⅲ．農作業事故の要因 １．どうして、農作業事故防止が難しいか

（３）要因間のミスマッチ

事故発生要因の人・物・環境のそれぞれの安全対策が取られたとしても、それぞれの要因間の

関係がミスマッチしていると事故発生につながります。このミスマッチを少しでも少なくする工

夫が大切です。

〔人・高齢者⇔高性能の機械〕のミスマッチ

高齢者はある意味では、「熟練者」です。しかし、

安全対策が取られた高性能の機械は、ボタンだらけ。

アナログ人間の高齢者にとっては、一瞬一瞬の変化

への対応に戸惑い、操作もままなりません。

また、トラクター等ブレーキに足が届かない、ブ

レーキが乗用車などに比較して固い等のミスマッチ

が起こっています。

また農具でも、例えば鎌について、手の小さい女

性では、しっかり握ることができない等のミスマッ

チが起きています。

また、最近、作業靴や作業着は、ＭやＬ、ＬＬ、ＬＬＬサイズなどは普通に市販されているの

ですが、Ｓサイズなどはかなり手に入りにくくなっていて、サイズの合わない製品で間に合わせ

ざるを得ない状態も見受けられます。

これらは、「人と機械・物のミスマッチ」と言えます。

〔人・高齢者⇔傾斜のある農耕地・環境〕のミスマッチ

過去の区画整理時には、なるべく「減歩」を少なくするため、法面などが急傾斜で出来ていま

す。草刈り事故は、この法面で多く発生しています。これは「人と環境のミスマッチ」です。

また、橋のない用水や溝など、若いときはちょっと一っ飛びで越えられたところも、高齢にな

り飛び越え損なって、転倒等の事故が起こっています。

これらの対策として、法面に小段を設けたり、用水路や溝など必要な場所には橋を架けるなど

の対策が必要です。

〔大型機械⇔狭い道路・狭い施設・環境〕のミスマッチ

高性能の大型機械を導入したのですが、 道幅は

40年前に区画整理時に整備したまま、コンバイン

が路肩からはみ出て転倒するなどの事故が起こっ

ています。また、機械は大きくなったものの格納

施設は旧来の納屋。ギリギリの狭い場所に格納し

たコンバインを出すとき、梁に首をぶつけての死

亡事故も発生しています。

これは、「物（機械）と環境のミスマッチ」とい

えます。

これらのミスマッチをなくすことが事故防止に

つながります。

人と機械
の

ミスマッチ

環境と機械
の

ミスマッチ
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Ⅲ．農作業事故の要因 ２．事故を誘発する農作業の特殊性

（１）農業は、自然環境と生き物が相手、対象は

時々刻々と変化 －他産業では考えられない変化－

農作業安全のため、人・物・環境を整

え、さらに、それらの要因間のミスマッ

チをなくして作業に臨もうとしても、夜

の土砂降りで、せっかく手配していた人

手も無駄になり、次の時に稲刈りをしよ

うにも、人手の手配が出来ず、無理な一

人作業で、事故を誘発することも多々あ

ります。

このようになことは、工場労働等では

考えられません。このように自然相手だ

からこそ発生する事故要因があります。

また、相手は生き物ですから、収穫予定

日を設定して、人手も機械もしっかり準備

していても、天気の具合で、収穫予定日が

早回ったり、逆に遅くなったり、作業が狂

うことなどは、日常的に起こります。

また肥育していた牛についても、出荷予

定日に必ずしも、目標通りの仕上がりにな

る訳ではありません。

自然や生き物を相手にしている農業だか

らこそ起こる、特殊な事情があり、これら

が農作業事故の発生の背景にあります。

例え、物・環境・人を整え、要因間のミスマッチを
なくしたとしてもとしても、一瞬に……

人

物 環境

収穫予定
日を決め
ていても

生育が早回ったり、
遅れたりして作業予
定日が狂う

２．事故を誘発する農作業の特殊性

＜さあ、明日は稲刈り、全て準備万端、が一晩の雨で一変＞

＜天気が続き、予定より早く収穫しなければならなくなったが…＞



- 32 -

Ⅲ．農作業事故の要因 ２．事故を誘発する農作業の特殊性

（２）「同一条件、同一作業の繰り返し」が少ない

他産業では、「同一条件で、繰

り返し、同一作業をする」のが普

通の作業スタイルです。ですから、

いつも同じ作業でヒヤリハットが

発生したり、危険な状況があれば、

この問題を徹底的に潰していくこ

とで事故を減らしていくことがで

きます。

ところが農作業は「同一条件、

繰り返し同じ作業をする」ことが

極めて少ない業種です。

例えば田植えでは、「昨年は晴

れていたが、今年は雨降り」と条

件ががらりと変わります。また、

田植えを一年中、繰り返し行うことがありません。

搾乳は、繰り返し同じ作業に思えますが、牛の体調、畜舎の条件が日々異なり、牛の感情はい

つも一定ではありません。作業スタイルもそ日々変えていく必要があります。

（３）他産業以上に大切な減災対策

このように、農作業は他産業労働とか

なり様相を異にしています。とにかく、

他産業に比較して事故誘発要因が極めて

高いのが農作業の特徴です。

ですから、考えられる安全対策を取る

だけでなく、発生した際に少しでも減災

となるよう、最低限の防護、ヘルメット

や安全靴の着用は他産業以上に重要なこ

とです。

他産業と農作業の決定的違い

例：田植え 例：酪農

昨年は晴れていたが、
今年は雨の中

＊苗箱の重量が変わる
　水面がよく見えない

田植えを一年中行わず

＊場所、機械に
熟知する機会がない

同一条件で

繰り返し、
同一作業

農作業

牛舎は同一条件？
が、牛一頭一頭には感
情があり、日々条件が

変化

他産業

繰り返し、
同一作業

＊牛の状態により常に
変化を含む

＊土木作業は農作業と類似するが、厳格な法規制のもとにある

人・物・環境・ミスマッチを無くしても

それでも事故は、起こる

最低の防護はしておく
＊ヘルメット、安全靴

農作業の特殊性
・「同一環境・同一作業が無い」
・自然環境に左右され、生き物の成育状態で、
作業予定が狂う

個々の農作業は一期一会的であり、事故も一期一会的に発生
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Ⅲ．農作業事故の要因 ３．農作業事故防止の進め方

（１）まずは、最も頻度の高い危険を優先的に対策

癌は、あらゆる部位に発生します。癌の二次予防として

検診が有効ですが、だからといって、希少がんである眼の

がんや舌がん、男の乳がん検診を毎年やりましょう！とは

なりません。やはり、胃がんや肺がん、大腸がん、あるい

は女性の乳がんなど、頻度の高い癌を中心に「がん検診を

毎年受けましょう」となります。また、危険だからといっ

て、365日、24時間、全てをチェック、チェックをしてい

ては、身が持ちません。

農作業事故防止についても、事故の発生件数の多い農

機具を優先的に事故対策をすることが重要です。

また、トラクター事故のなかでも、最も多く起こって

いる事故様態の対策を徹底することが、まず最初にやら

なければならないことです。

（２）安全研修は、事故の実態に基づいて

農作業安全のため、農業機械の整備や操作を学ぶ

ことは、大切なことです。

しかし、整備研修や操作研修をしたことで「安全

研修をやりました」とは言えません。

安全研修はあくまでも事故の実態に基づき、事故

頻度の多い機械、頻度の高い事故の起こり方を中心

に対策を取ることが必要です。

実際の事故を検証すると、機械の操作の熟達より、

環境の改善が優先されなければならない事例も多数

あります。事故対策はあくまでも、事故の実態に基づいて行うことが大切です。

男にも乳がんがある！
そうだ、男性の乳がん検診を毎年やろう

舌がん前立腺

がん

眼のがん

胃がん

骨芽種 皮膚癌
乳
が
ん

肺
が
ん

肝臓が
ん 大腸癌

精巣
癌

人間や組織は、３６５日間・２４時間
ハリネズミ状態になり得るか

チェック
チェッ

ク

チ
ェックチェック

チェック
チェッ

ク
チ
ェッ
ク

チェ
ック

チェッ
ク チェック

チェ
ック

整備 操作

整備・操作研修と安全研修は互に関連
するものの安全研修は独立したもの

安全
研修

３．農作業事故防止の進め方

「あれもこれも対策」から事故頻度の高い農機具、
発生頻度の高い事故形態を優先的に対策


