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背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 研修の一層の普及や安全意識の向上が望まれる。

取組の概要

◼ 農作業安全管理者: 延べ485名を養成
◼ 刈払機、チェーンソー、小型車両系建設機械、クレーン資格取得者: 延べ1,600名
以上

◼ 農業では、他産業と比較し、安全対策の責任者や担当者設置、雇い入れ時教育
などが進んでいない。過去の農業法人における事故発生を契機に、労働基準監督
署の指導等もふまえて取組を開始。

H22 農作業安全管理者養成研修会の開始
刈払機資格取得講習会開始

H25 事故対面調査を通じ、農作業安全マニュアル作
成

H24 管理者フォロー研修会開始
チェーンソー資格取得講習会開始

H28 小型車両系建設業機械、クレーン資格取得講
習会開始

取組年表

研修会の終了証、開催の様子

えちご上越農業協同組合
雇用者責任を重視し、他産業も参考に「農作業安全管理者」を養成

✓ 農作業安全管理者の養成
✓ 資格取得支援
✓ 農作業事故調査

▲農作業安全管理者養成
研修会 修了証

▼刈払機の資格取得
講習会

農業
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＜農作業安全管理者の養成＞
◼ 従業員の安全を責任を持って管理する「農作業安全管理者」をJAにて独自に設置
し、養成のための研修会を実施。全３回の研修の終了者には「修了証」を発行。

◼ 法人、任意組織を問わず、雇用のある農業経営体に対し管理者設置を呼びかけ。
◼ 初回の研修後にも管理者の安全への意識が継続するよう、フォロー研修も実施。

＜各種農機・機械等の資格取得＞
◼ 農機のオペ研修会を毎年開催するほか、刈払機、チェーンソー、小型車両系建設
機械、クレーンについて、資格取得講習会をJAにて開催。

◼ とりわけ小型車両系建設機械については、農業共済組合の所有する建設用機械を
活用し、圃場乗り入れ口や畔、用排水路などの危険個所の改善を呼びかけ

＜農作業事故調査＞
◼ 過去の農水省委託事業による事故対面調査の実施を契機に、事故発生時の原因
分析に取り組み、「農作業安全マニュアル」を作成した。農作業安全管理者に周知
し各事業体における毎日の朝礼での活用（各農機の安全重点ポイントの周知など
）を呼びかけ。

取組のキーワード

物物人人

環境 管理

対策
分野
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◼ 集中取組期間終了後も、引き続き研修や啓発の取組を着実に実践。また事故情
報のJAでの分析にも着手を検討。

取組の概要

◼ 新たな研修会開催や標語コンクールなどを通じ、組合員の意識は着実に向上。

◼ 令和元年に２件の死亡事故が発生したことを契機に、令和３年１月末までの
２か年を集中取組期間として定め、各種取組を展開。

H31-R3.1 管内にて死亡事故発生を受け、
集中取組期間を設定

R1.8 「農作業を安全に行うために」の作成・配布
R1.11-12 標語コンクールの開催
R1.12 青年部学習会
R2.11 女性限定スマート農業研修会

研修等の様子

きたみらい農業協同組合
死亡事故の発生を契機に、組合員の意識向上に向け取組を一層強化

取組のキーワード

▲青年部向け学習会

▼女性向け
スマート農業研修会

農業
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＜「農作業を安全に行うために」の作成と全戸配布＞
◼ 従来より、毎年3～10月の期間は、月に１度、その季節の農作業安全対策の注意
喚起をファックスにより全戸送付。

◼ 今回、「農作業を安全に行うために」として、GAPの取組をベースに、管理体制の
整備に向け注意すべき事項、過去の事故事例などを冊子にまとめて全戸に配布。

＜学習会や研修の開催＞
◼ 青年部向けに新たに農作業安全の学習会を開始。
◼ 産地パワーアップ事業で自動操舵トラクターを約300台導入したことを契機に、女性
向けにスマート農業研修会を開き、作業安全の観点からも注意点を周知。労働力
不足に対応し、スマート農業の活用とあわせた女性向けの安全対策を強化。

＜標語コンクール＞
◼ R1年に標語コンクールを開催し、組合員参加型で、組合員の意識を高めることに
寄与。

＜その他: 事故情報の収集やホクレンとの意見交換等＞
◼ JA共済や労災窓口を通じて入ってくる事故情報は部署横断で共有し、一元的に
労災担当部署にて把握し、利用者のフォローに活用。

◼ 農機メーカーから利用者(農業者)に対して、農業機械が関係する事故の留意事項
を整理してもらうよう、ホクレンへ要請。

✓ 啓発資料の拡充・配布
✓ 学習会や研修
✓ 標語コンクール

取組年表
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◼ 道内各地区推進本部による取組との連携強化や、生産者団体等による地域
密着した農作業安全の取組への支援の強化。

取組の概要

◼ 事故情報の高い網羅性のほか、交通安全等の資材配布も全戸配布をとるなど、
道下一体となった効果的な取組体制が確立されている。

◼ 昭和40年に設立以来、北海道、農業団体、農業機械メーカーの16関係機関
団体にて構成。

S40 北海道農作業安全運動推進本部 設立
S52 北海道の要領に従い、農作業事故の情報収

集を開始
H23-26 事故情報にかかる対面調査

（日本農村医学会との連携実施）
H27- 事故情報にかかる対面調査

（農研機構との連携実施）

安全啓発チラシ

北海道農作業安全運動推進本部
行政やJA等の参画によるきめ細かな事故情報の把握や一元的な情報発信

✓ 事故情報収集
✓ 一元的な情報発信
✓ 啓発支援

▼MMH運動

▲追突防止

農業
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取組のキーワード

取組年表

＜生産者団体と連携した事故情報の収集＞
◼ 道の定める「農作業事故報告取扱要領」に基づき農作業事故報告書を作成し、
事故を減少させるため情報を共有化。事故報告に当たり、市町村は、JA共済関係
部署に確認するなど報告もれのないよう把握を行うこととされており、JA組合員に
ついては、事故の網羅性は傷害も含め相当に高い。

◼ これらの事故情報を活用し、平成23年以降、日本農村医学会や農研機構と連携
し、対面調査の実施による事故の詳細情報の収集を行っている。

＜一元的な情報発信体制＞
◼ 推進本部のホームページを運営し、事故情報の速報や農作業事故報告書などの
情報発信のほか、北海道警察本部、労働局、運輸局、JR北海道による注意喚起
など、関連機関からの情報も一元的に発信する連携体制を構築。ラジオによる注意
喚起なども実施。

＜講師派遣や資材配布などの啓発支援＞
◼ JA等からの要望に応じた研修会開催支援については、講師を派遣して毎年約10
団体（JA等）等にて実施。

◼ 農機メーカーやディーラー等と連携し、MMH（マナー・マーク・保険）運動を毎年
展開。道内のすべての農業者世帯に、JA等を通じて啓発資材配布を実施。交通
安全の呼びかけとあわせ、労災加入も呼びかける。
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◼ 安全作業マニュアルの充実や免許取得をさらに拡充。
◼ 作業安全を通じて後継者を育成。

取組の概要

◼ 資格取得状況は、従業員数66名（季節雇用、臨時雇用を含む）に対し、大型
7名、大型特殊38名、車両系建設機械9名、刈払機9名、フォークリフト10名など

◼ 継続的な環境改善により、受託農地については、危険個所を着実に減少。

◼ 平成19年の法人化を契機に、雇用責任の観点から従業員の安全対策を強化。

H19 農事組合法人さわだを設立
（前身は沢田生産組合、S46-）

以後、継続して環境改善や資格取得の推進を実施

取組年表

圃場出入口の改善

農事組合法人さわだ
法人化を契機に、雇用責任を考えた労働安全に注力

✓ 免許取得等の技能向上
✓ 機械修理台帳
✓ 環境改善

作目: 水稲、大豆 耕作面積: 45ha

◀圃場出入口下の用水路を
U字溝及び平面状の蓋に変更
➡地表面への
用水路の露出を改善
圃場出入口の幅員、
傾斜改善 等

農業
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取組のキーワード

品目及び耕作面積

＜免許取得等を通じた技能向上や安全作業マニュアル＞
◼ 「無資格者には農機作業に従事させない」をモットーとし、特に大型特殊免許は
トラクター作業に携わる従業員の全員が取得。車両系建設機械、刈払機などの
資格取得もすすめているほか、JAが開催する農作業安全に関する講習会も積極的
に受講。

◼ 安全作業マニュアルを活用した要点指導で技能を向上。

＜機械故障修理台帳の記帳＞
◼ 機械の不備や整備歴を記帳するとともに、機械管理の責任者を設置。責任者によ
る毎朝の機械の見回りや台帳の閲覧により、故障の予知につなげ、適時の定期点検
や更新などにも役立てている。また、機械の状態に応じた注意事項などを朝礼時に
作業者に伝達している。

＜環境改善＞
◼ 10年以上かけ、圃場・畦畔の石の除去や用水路・圃場出入口の改善に取り組む。
近年では新規生産受託圃場や、優先順位の高い改善箇所を特定し、毎年計画的
に改善。

◼ 作業効率と安全のいずれも高める取組として位置づけ。改善費用に多面的機能直
接支払を活用することで、法人負担を軽減。

物人 物人

環境 管理

対策
分野
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＜安全確保のためのルールを守る組織づくり＞
◼ 安全確保に必要なルールを明確化し、違反した場合には違反者から「是正報告」
を出させることで、個々人にルール違反の回数や内容を明確に認識させ、改善・
成長させる仕組みを構築。各人が緊張感をもって働ける組織づくりを実践。

◼ 各農機・器具を使わせる前に、必ず教育訓練を実施。 ①機械・器具の構造や使用
手順の説明、②動作をやってみせる、③目の前で試運転させる、の順で取り組む。

＜脚立使用手順のルール化＞
◼ 多くのバート従業員が通年従事する脚立作業については、以下などをルール化。
①休憩後の声がけ（休憩時の事故が多いことから）
②脚立から降りる際の目視の徹底（段の踏み外し事故が多いことから）
③近接作業時の声がけ（脚立への接触の防止）

＜熱中症対策、その他＞
◼ 合羽を着る防除作業や夏の桃収穫時には、メッシュジャケットと保冷剤を今年度より
活用。

◼ 雨除けハウスの被覆作業など危険度の高い作業は、特定の作業者に限定し、安全
帯を設けて作業するほか、地域の建設業経験者への委託なども活用して対処。

背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 引き続きGAPも活用しながら、安全対策も含め、主体的に考えられる従業員育成や
組織づくりを進める。

取組の概要

◼ GAP取得前と比較して事故が減少した。また「是正報告」を通じ、作業者の安全へ
の意識が向上。熱中症対策では、例年の体調不良者が出ないなどの効果をあげて
いる。

◼ 2013年に初めてGAP認証を取得。当初は食の安全安心としての認証を重視して
いたが、その後GAPを基礎とした作業安全や組織づくりにも取組を拡大。

H25 GAP認証を取得

取組年表

脚立作業

まるせい果樹園
パート作業員の方にも安全のためのルールを守ってもらう組織づくり

作目: 桃、りんご、さくらんぼを主力とした果樹
耕作面積: 約10ha

作目及び耕作面積

農業
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✓ ルールを守る組織づくり
✓ 脚立使用手順のルール化
✓ 熱中症対策

取組のキーワード

物物人人

環境 管理

対策
分野

◀脚立作業の取扱手順
書

以下５点をルールとして
定めている。
①天板には上がらない
②安全のためのチェーン
は必須
③身を乗り出して作業し
ない
④昇降時には足下確認
⑤３本脚は地面にしっ
かりとつける


