
2015年 春の農作業安全確認運動推進会議 

平成２７年２月２３日（月） 

農林水産省 

参考資料２ 

2015年農作業安全確認運動の 
取組方針 
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１０万人あたり死亡事故発生件数の推移 農作業死亡事故の発生状況 

事
故
件
数
（件
） 

 農業就業人口が減少し、高齢農業者の割合が増加する中で、農作業死亡事故件数は、毎年約400件で
これまで横ばいで推移。 
 平成24年度は350件に減少したが、依然として農業就業人口に占める事故割合は増加傾向。 

高
齢
者
比
率
（％
） 
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就業人口 農林業センサス、農業構造動態調査（農林水産省） 

現行「食料・農業・農村基本計画」（抜粋）（平成22年3月） 
 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少していない中で、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。 
 
（政策目標）農作業事故による死亡者数を減少 394人（H11～20年度平均） → 354人（H25年度） 

確認運動の実施 



 農作業死亡事故の内訳（平成２４年） 

３６６ 

３５０件 

乗用型トラクター 

106件（30.3%） 

歩行型トラクター 

40件（11.4%） 

農用運搬車 

40件（11.4%） 

自脱コンバイン 

17件（4.9%） 

動力防除機 

7件（2.0%） 

動力刈払機 

8件（2.3%） 

その他 

38件（10.9%） 

農業機械作業に係る事故 
256件（73.1%） 

機械・施設以外の作業に係る事故 
（ほ場、道路からの転落13件、 

熱中症21件 等） 
75件（21.4%） 

農業用施設作業に 
係る事故 

19件（5.4%） 

（ ）内は、事故発生件数計を 

100とした場合の割合 

農作業死亡事故の発生状況 
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④農作業安全緊急推進事業の実施（Ｈ23～Ｈ26） 

農作業事故の防止に向け
て、農作業事故の詳細な
調査・分析や高齢農業者
をはじめ地域全体の安全
意識を向上させる取組を
支援。 

事故の調査・分析結果から 

作成された安全啓発ＤＶＤ 

地域ぐるみでの 

農作業安全活動への支援 

②農業機械の安全性向上に向けた研究開発（Ｈ23～） 

農業機械の誤操作による
農作業死亡事故を減らす
ため、乗用型トラクターの
ブレーキ操作の誤りを防ぐ
片ブレーキ防止装置等の
研究開発を平成23年度か
ら実施。平成25年度に完
成、26年度より順次導入。 

片ブレーキ防止装置 

①農作業安全研修の実施 

座学のみならず、乗用型ト
ラクターの傾斜地における
横転疑似体験や歩行型ト
ラクターの挟まれ体験等
の危険性も体感できる研
修を実施。 

トラクターの傾斜地における横転疑似体験 

③労災保険への特別加入の推進 

パンフレットを作成・配布
し、厚生労働省と共同で周
知活動を実施。 

ＪＡと連携して加入環境を
整備 （ＪＡは全国の地域で

特別加入手続を可能とす
る体制を整備中）。 

厚生労働省と共同作成したパンフレット 

⑤効果的な安全対策実施のための 
リスクアセスメントの実施（Ｈ27概算決定） 

農作業の各段階における
リスクアセスメントの実施
及びアセスメント結果に基
づく安全性向上方策の提
案を支援。 

異分野業界における手法も参考に 

リスクアセスメント手法を実施 

⑥農作業安全確認運動の推進（Ｈ22～） 

農作業事故防止に向けた
対策を強化するため、毎
年、春（３～５月）と秋（９～
10月）を重点期間として、

全国の関係機関の協力の
下、農作業安全確認運動
を実施。 2015年農作業安全 

ステッカー 
2014年農作業安全ポスター 

農作業安全のための取組について 
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①農作業安全研修の実施 

事故情報の分析 

研修計画 
作成 

研修計画 
見直し 

研修実施 

アンケート実施 

具体例： 
（平成22年度→23年度） 

事故件数が多いトラクター
傾斜面横転疑似体験研修
を増やした。 
13コース→31コース 

  
２３年度 ２４年度 ２５年度 

開催実績 
（回） 

受講者
数 
（人） 

開催 
実績 
（回） 

受講者
数 
（人） 

開催 
実績 
（回） 

受講者
数 
（人） 

地域リーダー向け
研修 

26 369 35 480 36 478 

都道府職員向け研
修 18 79 30 214 25 192 

農作業安全研修の開催実績数及び受講者数 

座学のみならず、乗用型トラクターの傾斜地における横転疑似体験や歩行型トラクターの挟
まれ体験等の危険性も体験できる研修を実施。 

研修計画の作成においては、事故情報の分析を実施し、効果の高い内容に見直し。また、研
修実施後、研修生からのアンケート結果を研修計画の見直しに反映。 



乗用型トラクターの片ブレーキ防止装置の開発 

自脱コンバインの手こぎ部の緊急即時停止装置の開発 

開発目的   
  停止ボタン操作後すぐに
フィードチェーンが止まら
ないことや小柄な作業者に
よっては停止ボタンに手が
届かない型式があることか
ら、巻き込まれによる死亡
事故と負傷事故のうち、入
院が必要な負傷を招く事故
の撲滅を目標とする。 

開発背景と目的  
  左右のブレーキペダルの連結、解除
は手動で行う必要があり手間がかかる
ことから、連結・解除操作を省略しが
ちである。 

  一方、乗用型トラクター事故のうち
片ブレーキが原因と疑われる転落・転
倒事故は13％も占めることから、こ
の新装置の実用化により当該原因によ
る事故を０件とする。 

開発期間：平成２３～２５年度 

開発期間：平成２３～２５年度 

～平成26年度より、対応可能機種から随時導入～ 

連結解除ペダルを踏んでいる間のみ片ブレーキを使用可能。 

連結解除ペダルロックレバーによる切り替えで、解除ペダルの
誤操作を防止。 

通常作業型 両手作業型 

緊急停止ボタンを押すとただちにフィード
チェーンが停止し、こぎ胴カバーが解放
され、手を抜き出すことができる 

両手で作業する時のみ
手こぎ可能。 

②農業機械の安全性向上に向けた研究開発 
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〔特別加入〕 
農業者個人でも、ＪＡ等が特別加入団体となり集団で手続きを行え
ば、雇用労働者と同じように労災保険に特別加入できる制度。 
 

〔加入状況〕 
・特別加入者（農業）：１３．１万人（平成２４年） 
・農業就業人口の約５％で横ばい 
 

〔加入促進の方針〕 
①「＋安全」の一環として 
②研修、講習を通じて 

③パンフレットの配布を通じて 

7 

引き続き、関係者等と協力し、労災保険への加入を促進 

③労災保険への特別加入の推進 
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〔牛出荷時にトラックの荷台で暴れ出し左鎖骨
遠位端骨折〕 
 牛と荷台のサイドパネルに挟まれて左肩を強打。入院１０日、全治
１８０日を要したが、労災保険の特別加入をしており、療養補償、休
業補償の給付を受けることができた。 
 

〔乗用トラクターにプラウ装着中、右手が挟ま
れ、右手小指切創、末節骨骨折〕 
 プラウ装着時に、先に差し込んであった左側が外れ、右手の小指
が差し込み部分に挟まった。通院１．５ヶ月を要したが、労災保険に
加入しており、治療費を賄うことができた。            
 

③労災保険への特別加入の推進 



④農作業安全緊急推進事業の実施 

○ 農作業事故防止に向けて、高齢農業者等の安全意識向上に資する取組等を支援。 
○   ２６年度予算概算決定 ２，８８２百万円の内数 

・事故の実態や事例を活用した 
 効果的な安全指導の実施 
・高齢農業者に対する効果的な 
 安全指導手法の確立 
 
 
 

効果 ○農作業事故の詳細な調査・分析によ
り、効果的な安全指導に必要なデー
タを把握するとともに、農具の改善
に関する提言や高齢農業者の安全意
識を効果的に向上させる啓発方法等
の検討・啓発資料の作成を実施 
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○平成２４年度の成果 
・全国１５８件（１道１７県）の事故事例と 
 現場検証結果を収集。啓発資料として 
 DVDを作成。 
 

○平成２３年度の成果 
・全国１５３件（１道１２県）の事故事例と 
 現場検証結果を収集。 
  

○平成２５年度の成果 
・全国１５４件（１道２０県）の事故事例と 
 現場検証結果を収集。啓発資料として 
 DVDを作成。 
 



○ 一連の農作業の中の危険要因を洗い出し、その対策をあらかじめ決め、周知徹底する取組
（農作業へのリスクアセスメントの適用）を支援。 

○   ２７年度予算概算決定 １９０百万円の内数 

○農作業へのリスクアセスメントの適用を支援 
 ・農作業中の事故の詳細な調査・分析 
 ・各作業行程における危険性の特定、見積もり、危険性低減措置の優先度設定、 
  対策の提言 等 

農作業安全・高度な栽培技術確立事業 

（リスクアセスメントに基づく農作業時の安全確保技術の確立）      補助率：定額 

⑤効果的な安全対策実施のためのリスクアセスメントの実施 

10 
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⑥農作業安全確認運動の推進 

２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 

構成団体 １８団体 １９団体 

重点推進 

テーマ 

１１団体 

・乗用型トラクターの 

 事故防止 

・万一の事故に備えた 

 労災保険の加入促進 

安全確認徹底で家族
と農業を守ろう！ 

一人ひとりが主役 広げ
よう！安全確認 

参加団体 ６９５団体 ６７７団体 ６２５団体 

２０１４年 

１９団体 

あなたの地域から広が
る、農作業安全 

６５３団体 

農作業安全確認運動の推進状況 
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参加団体の取組状況 

－ は報告を求めていない項目 

⑥農作業安全確認運動の推進 
農作業安全確認運動の推進状況 

全国
推進
会議
構成
団体

運動参
加団体

ステッ
カーの
配布

ポスター
の掲示

チェック
シートの
活用

地域活
動

マニュア
ルの活
用

その他
農水省
ＨＰ資料
の活用

啓発資
材の活
用

農作業
安全
ネット
ワーク活
用

研修・講
習の実
施

＋(プラ
ス)安全
の取組

巡回・訪
問の実
施

労災保
険加入
促進

広報誌
等への
掲載

春 11 318 - - - - 413 - 181 - 40 - 75

秋 11 - 177 - - - 241 - 195 - 80 - 209

春 18 - - - 23 - 223 53 83 - 56 30 -

秋 18 - 467 - 10 - - 44 226 - 245 23 -

春 18 420 - 245 47 137 - 116 173 155 168 79 -

秋 19 - 586 124 - 164 - 310 167 209 135 84 -

春 19 459 - 229 35 108 - - 249 135 141 78 -

秋 19 - 484 - 61 209 - - 141 178 101 52 -

2

0
1
3

2
0
1
4

695

677

625

653

参加団体

実
施
年

2
0
1

1

2
0

1
2

実施した取組
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▲農作業安全ポスターの掲示・ステッカー配布（福岡県大刀洗町） ▲ハザードマップを作成（沖縄県） 

▲栽培講習会で安全確認を指導（和歌山県東牟婁振興局） 

▲広報誌で注意喚起を実施（新潟県柏崎市） 

⑥農作業安全確認運動の推進 
秋の農作業安全確認運動の具体的な取組事例① 
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▲農機展示会で安全講習を実施 

（井関農機株式会社） 

▲展示会来場者及び社員に対し、農作業安全研修を実施（三菱農機株式会社） 

▲農作業安全講習会を実施 

（ヤンマー株式会社） 

⑥農作業安全確認運動の推進 
秋の農作業安全確認運動の具体的な取組事例② 

▲安全な機械の取り扱い研修を実施 

（株式会社クボタ） 
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⑥農作業安全確認運動の推進 
秋の農作業安全確認運動の具体的な取組事例③ 

▲農作業安全以外の会議で農作業安全の話題をプラス
（埼玉県白岡市） 

▲ステッカー・チェックシートの配布（愛知県碧南市） 

▲各個人宅に設置しているお知らせ端末により全世帯
へ農作業の際の安全を呼び掛けた（熊本県産山村） 

▲行政機関や農協の指導員が集まる場において農作
業安全について情報共有（宮崎県南那珂農業改良普及
センター） 



農作業危険個所改善コンクール結果１ 

【受賞団体】 
北海道農作業安全運動推進本部(北海道札幌市) 

【受賞理由】 
 北海道における農作業重大事故の増加を受け、昭和40年に道内JA、中央会、農機

メーカー、道など関係機関が一体となり北海道農作業安全運動推進本部が設立され
た。 

推進本部では、長年にわたり詳細な事故調査に取り組み、平成18年度から、主に公道
におけるトラクター事故の未然防止を目的として、マナーのM、マークのM、保険のHを
取った「MMH運動」を推進し、公道等での事故減少に寄与してきた。また、後続車に農

機の存在を知らせる低速車マークを改良し全道の農家に頒布する一方、マーク装着の
義務化を国に要請し、25年度より、新車の安全鑑定時にはマーク装着が要件とされるよ
うになった。 

平成２６年度最優秀賞 

（全国農作業事故防止対策連絡協議会会長賞） 

【蛍光材】 

【反射材】 

低速車マーク 
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⑥農作業安全確認運動の推進            （参考） 
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【受賞団体】 
農事組合法人さわだ(新潟県上越市) 

【受賞理由】 
 前身である機械利用組合から農事組合法人に移行するなか、当時約70名の農作業

従事者、オペレーターの事故防止対策が課題となっていた。度々ヒヤリ・ハット体験が報
告されたこと、実際に事故を経験したことから、それらを教訓として事故防止の取り組み
を強化した。 

 具体的には、道路や用排水路の整備計画策定・改善、ユンボによる石抜き、畦の補
修、畦畔の草刈り、暗渠排水整備後の石拾いなど、様々な作業環境改善に取り組んだ
ほか、各種資格取得の推進、日々のミーティングの徹底、安全講習会の実施、ヘルメッ
トの完全着用などを実践しており、若手農家の間でも農作業や安全対策への関心が高
まってきた。 

平成２６年度優秀賞 

（全国農業協同組合中央会会長賞） 

農作業危険個所改善コンクール結果２ 

⑥農作業安全確認運動の推進            （参考） 
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【受賞団体】 
JA鹿児島県中央会担い手・法人サポートセンター(鹿児島県鹿児島市) 

【受賞理由】 
 鹿児島県は平成21年の県内農作業事故死亡件数が全国2位であったが、農作業安全推進体制
の整備状況は不十分であり、労災保険加入率も低かった。 

 同年、JAグループ鹿児島として大規模法人に対する「共同対策」に着手し、法人農家に出向いて
「声を聴く運動」を始めたところ、労災保険へのニーズがあり、22年、中央会内に、県内全域を対象
とした労働保険事務組合、加入組合を設立した。併せて、労災取り扱い窓口設置に向けたJAへの
働きかけや、JA職員・中央会職員による農家巡回に際した加入呼び掛けを実施している。 

平成２６年度特別表彰 

（農林水産省生産局長賞） 

農作業危険個所改善コンクール結果３ 

【受賞団体】 
JAそお鹿児島農家経営対策部(TAF)(鹿児島県曽於市) 

【受賞理由】 
 平成21年度の県内農作業死亡事故19件中、3件が同JA管内で発生したものであったが、労災保
険加入のための体制が十分ではなく、加入件数が伸びなかった。 

 同年、JAグループ鹿児島の大規模法人に対する「共同対策」の一環で、JAの農家経営対策課
（TAF）職員が中央会職員と一緒に農家を訪問したところ、従業員被災時の経営者の経済的負担
への対策拡充など、多くの意見が寄せられた。22年に中央会内に労働保険事務組合が設置され
たことを受け、法人農家を中心に加入の必要性を説明し、4年間で12農家が労災に加入した。 

⑥農作業安全確認運動の推進            （参考） 



 
 
  

 〔テーマ〕（通年） 
  『多様な視点を取り入れた具体的な農作業 
   事故対策の推進』 
  
 〔実施期間〕 
  春：平成27年３月１日～ ５月31日（３ヶ月） 
  秋：平成27年９月１日～10月31日（２ヶ月） 
 
 農業関係約２００団体へ参加を呼びかけ。 
 

2015年農作業安全確認運動 
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⑥農作業安全確認運動の推進 



〔取組内容〕 
 

○ 「＋（プラス）安全」の取組 
 
○ 啓発資材による注意喚起 
   
○ 効果的な啓発資材の検討 
 
 

○ 多様な視点及び方法による農作業 
  事故対策の推進 
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⑥農作業安全確認運動の推進（春の運動の展開） 
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春の運動の展開 

○ 「＋（プラス）安全」の取組 

 ２０１３年から推進している「＋安全」（農業者が参加する多種多様な
会議、集会、講習会、イベント等で安全の話題をプラスしてもらうこと）
をさらに推進。 
 

→・より多くの農業者に繰り返し安全を啓発 
  ・新規の会議等を行うことに比べ、取り組みやすく、かつ農業者の 

  抵抗感も小さい 

◀各種パンフレット、チェックシー
ト等を農林水産省のHPに掲載

しておりますので、＋安全にご
利用下さい。 



春の運動の展開 

○ 啓発資材による注意喚起 

22 

○ステッカー標語を「老若男女 多様な視点で 安全確認」に変更。 
○２０１４年秋のポスターに採用されたキャラクター「若葉エリ」の 
 デザインを用いることにより、より親しみやすく「農作業安全」を浸透。 
○目に付く場所に貼ることで安全意識の向上を図る。 
○１５０万枚を全国の参加機関に配布 

2014年の貼付例 



春の運動の展開 

○ パンフレット等による注意喚起 
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▲農作業事故に関する詳細調査（対面調査
事業）で作成した報告書とDVD 

▲厚労省と共同で作成
した労災特別加入のパ
ンフレット 

▲農水省で作成した地
域活動マニュアル 

▲内閣府と共同で作成した政府イン
ターネットテレビ（農水省HPから外
部リンク） 

その他啓発資材を農水省ホームページ等に掲載
しておりますので、ご活用下さい。 

▲生研センターの農作業安全情報センターホームページ 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/23manual.html
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春の運動の展開 

○ 効果的な啓発資材の検討 

 対面調査におけるこれまでの成果を活用し、座
談会や展示会等で農業者に関心を持ってもらえ
るような効果的な啓発資材を検討する。 

 検討した啓発資材は、今年の秋の農作業安全
確認運動より全国で活用を図る。 

４６５事例について詳細調査（３年間） 

・・・・・・・・・ 
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春の運動の展開 

○ 多様な視点及び方法による農作業事故対策の推進① 

 農業女子プロジェクトとのさらなる連携等によ
り多様な視点を取り入れるとともに、ファッショ
ナブルで機能性の高い農作業ウェアや熱中症
計等の事故予防に資するグッズの利用推進等
を行う。 

▶ ISEKI×農業女子プロジェクト 

 「starter GUIDE 農機のキホン」 
 

現在、農作業安全HPにもリンク中 
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春の運動の展開 

○ 多様な視点及び方法による農作業事故対策の推進② 

https://www.yanmar.com/jp/news/2014/0331.html 

http://www.kubota.co.jp/new/2014/2014-11j.html 

http://www.nara-kaigi.jp/ 

https://whk.kensaibou.or.jp/asp/section2.asp 
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春の運動の展開 

○ 多様な視点及び方法による農作業事故対策の推進③ 

落語で交通安全（千葉県銚子市） 
 

 落語家の笑福亭瓶太さんが高齢タクシードライバーと客との話を、ユーモアたっぷりに披
露。自転車運転にふらついたり、なかなか道路を横断できない高齢者の様子を例に出しな
がら、「歩行者優先」「夜間の地味な服は運転手が気づきにくい」などと、交通事故防止を
呼び掛けた。 

 会場にいた高齢者約８０人は、銚子の地名や人名が登場する落語を身近な話として耳を
傾け、大きな笑い声を上げながら聞き入っていた。 

（http://www.chibanippo.co.jp/news/local/212397） 

http://www.chibanippo.co.jp/news/local/212397
http://www.chibanippo.co.jp/news/local/212397
http://www.chibanippo.co.jp/news/local/212397
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春の運動の展開 

○ 多様な視点及び方法による農作業事故対策の推進④ 

ポイントカードで交通安全（宮崎県都城地区） 
  

 「悲しい事故はモォーたくさん！」。そんな標語が書かれた高齢者向けの「交通安全ポイン
トカード」を、都城署と都城地区の交通安全協会、安全運転管理者等協議会がつくった。交
通安全教室への参加回数に応じて商品券を贈る取り組みで、事故防止を図る。 

 管内居住の６５歳以上が対象で、民生委員や高齢者クラブなどを通して１千枚のポイント
カードを配布する。交番や駐在所単位の交通安全教室に参加するとポイントがもらえる。２
ポイントで交通安全グッズ、３ポイントで５００円相当の商品券と交換できる。 

（http://www.asahi.com/articles/ASG6V51NQG6VTNAB00H.html） 
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 平成２７年度からは、リスクアセスメント手法に
基づく科学的な農作業安全対策の構築・普及
や、安全装置を備えた農業機械の開発・普及な
ど、個々の農業者が取り組める新たな農作業事
故対策のあり方について検討。 

（想定される議題） 
・高齢者でも取り組めるリスクアセスメント手法の確立・普及 

・農業機械の安全性の向上について 

・女性の意見の取り入れ 

・PDCAサイクルを取り入れた有効な研修体系構築について           等 

今後の農作業事故対策について 
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従来の労働災害防止対策は、発生した労働災害の原因を調査し、類似災害の再発防
止対策を確立し、各職場に徹底していくという手法が基本だったが、災害が発生し
ていない職場であっても作業の潜在的な危険性や有害性は存在しており、これが放
置されると、いつかは労働災害が発生する可能性がある 

これからの安全衛生対策は、自主的に職場の潜在的な危険性や有害性を見つけ出
し、事前に適確な安全衛生対策を講ずることが不可欠 

リスクベースの安全対策について （参考） 

（対策例） 

「事例でわかる職場のリスクアセスメント」より 



リスクアセスメント手法とは 

危害の程度 と 

危険源に人が晒される頻度及び時間 

危険事象の発生確率 

危害回避または制限の可能性 

等の関数 

③リスク低減のための優先度の  

 設定・リスク低減措置内容の検討 

⑤再度安全性を検証 

①危険性又は有害性の特定 
②危険性又は有害性ごとの 

 リスクの見積もり 

④リスク低減措置の実施 

機械・設備、作業行動や環境などにつ
いて危険性又は有害性を特定。 特定したすべての危険性又は有害性についてリスクの見積り

を実施。リスクの見積りは、特定された危険性又は有害性に
よって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度と発生可能
性の度合の両者の組み合わせで行う。 

危険性又は有害性について、それぞれ見積ら
れたリスクに基づいて優先度を設定。 

リスクの優先度の設定の結果にしたがい、リスクの除去や低減措置を実
施。 

リスク低減措置は、次の優先順位で検討、合理的に選択した方法を実
施。 

 １ 設計や計画の段階における危険な作業の廃止、変更等 

 ２ 安全装置やインターロックの設置等の工学的対策 

 ３ マニュアルの整備・研修等の管理的対策 

 ４ 個人用保護具の使用 

  優先度 

A1～3 高 
直ちにリスク低減措置を講ずる必要 
措置を講ずるまで作業停止 
十分な経営資源を投入する必要 

B1～3 中 
速やかにリスク低減措置を講ずる必要 
措置を講ずるまで作業停止が望ましい 
優先的に経営資源投入 

C 低 必要に応じてリスク低減措置を実施 

耕種作物 

果樹 畜産 

発
生
頻
度 

（件/台・年） 

危害の程度 

例： 
トラクターの
転倒による
死亡事故 

ヘルメット装着 
・トラクター講習実施 

・安全マニュアル作成 

・高齢者がトラクターで
作業しないようにする 

・人が乗らない 

・安全フレーム・キャブ装着 

・シートベルト装着 

発
生
頻
度 

（件/台・年） 

危害の程度 

リスクとは、 

・トラクターで移動中、転倒して下敷きになる 

・手こぎ作業中に手が巻き込まれる 

・収穫作業中脚立から転落する 

・ハウス屋根から転落する 
・牛と壁の間に挟まれる 

・牧草ロールの下敷きになる 

（参考） 

31 


