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１ 革新的農業機械の開発・普及

２ 農作業安全対策の推進



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
28 高機動型果樹用高所

作業台車

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
18 高精度高速施肥機

(1) 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、58機種が「高性能農業機械実用化促進

事業」により実用化。

１ 革新的農業機械の開発・普及



(2) 緊プロ事業における普及状況

○ 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22万台（平成23年１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 ３５５
水田用栽培管理ﾋﾞｰｸﾙ ５３０
穀物遠赤外線乾燥機 １０４，１９６
軽量紙ﾏﾙﾁ敷設田植機 ２２５
高精度水稲湛水直播機 ８３１
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 １，２２１
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 ２８１
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） ３３５

（乗用管理機用） ３５

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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(3) 最近実用化した機種

機種名 開発機の概要 開発企業

高機動型果樹用
高所作業台車

脚立の昇降・移動による負担を抑え、機動性の優れた
操舵機構や高所でも安全に作業ができる水平制御式
機構を備えた作業台車。

（株）サンワ

高精度高速施肥機 作業速度及び肥料の物性に応じた散布量の適正制御
による高精度かつ高能率な施肥を実現。

（株）IHIスター、
（株）ササキコーポ
レーション

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)

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)
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平成23年度農作業安全対策予算（案）

・ 安全フレーム装着のトラクターへの更新促進
・ 携帯電話等による転倒通報システムの実用化試験
・ 農作業事故の対面調査による詳細分析

○ 毎年、約400件の農作業死亡事故が発生し続けている現状を踏まえ、本年も事故が多発する
春作業の３月～５月を農作業安全対策の重点期間として、関係団体・企業と一体となって「春の
農作業安全確認運動」を展開。

○ また、農作業事故の詳細分析の実施など、平成23年度に農作業安全対策予算を大幅に拡充
し、長年横ばいで推移してきた死亡事故件数を減尐させていく。
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「2010年農作業安全確認運動（春・秋）」
結果

１ 取組機関数
1,256機関
（行政、メーカー、販売店、農業
団体等）

２ 農作業安全研修者数
25,930人

３ 農家戸別訪問数
240,763人

４ ポスター・パンフレット配布数
776,065枚

新潟県下における取組

「2011年春の農作業安全確認運動」

・ トラクター貼付用注意喚起ステッカーの作成・配布
（130万枚）

・ ポスターデザインコンテストの実施（３月開始）
・ 都道府県等から提供を受けた農作業事故情報の
分析結果の活用
・ 農作業安全の地域活動のマニュアルの作成・活用
・ 厚生労働省と連携して作成した労災パンフレットに
よる加入促進
・ 労災保険特別加入団体一覧及び全国マップによる
加入窓口の周知

(1) 全国農作業安全確認運動の展開

２ 農作業安全対策の推進

労災パンフレット
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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し、5,000部配布
予定。
○ 活動マニュアルは、出来ることから「まずやってみよう！」として、円滑な取組に向けた道順を

示すとともに、すべての地域で共通する事項や、モデル地域ごとの事例を掲載。

モデル地域８カ所

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）
座談会で事故情報やヒヤリハッ
トの経験を話し合い、身の回りで
起きていることを知ろう

「まずやってみよう！」

(2) 地域での農作業安全のモデル活動の育成

自治体やJAから事故情報を提
供してもらおう

アンケート調査などを行い、事
故情報を幅広く集めよう

事故情報を元に身の回りの危険な
場所、危険な行動を調べて、事故
の原因を探り出そう

まずは自分たちの地域の長に
暫定的なリーダーになってもら
おう

農機具や農作業に詳しい人をリー
ダーのサポート役として指名しよう

自治体やJA職員にもサポート役
として加わってもらおう

必要に応じて地域の長以外の人か
ら改めてリーダーを選定し直そう

【事故情報の収集】 【体制の整備】

①

②

③

④

マニュアル（表）
（裏）


