
農作業安全のポスターを募集します

応募先住所
〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１
農林水産省生産局技術普及課内 ポスターデザインコンテスト事務局担当 宛て

応募先アドレス poster@maff.go.jp

農林水産大臣賞受賞作品は、農作業安全確認運動のポスターとして採用され、
全国の自治体や関係機関に約３．６万枚配布・掲示されています。

テーマ 『見直そう！農業機械作業の安全対策』
特に発生割合の多い乗用型トラクター等乗用型農業機械の転落・転倒による死亡事

故の大幅な減少を目指すため、①トラクター等乗車時のシートベルト・ヘルメットの着用
や②安全フレーム付きトラクターの利用を促す内容の何れか又はその両方を必ず含む
内容とする。また、ポスターを目にした農業者等が農作業安全に改めてしっかり取り組も
うと感じ、家族や他の農業者にも注意を促したくなるような内容のポスターデザインとし
ます。なお、未公表でオリジナルのものに限ります。
☆ 募集対象 絵画・イラスト・CG・写真などの平面作品
☆ 作品サイズ Ａ４又はＡ３サイズ・タテ（印刷はＡ２サイズになります）
☆ 応募期間 令和３年４月２３日（金）～６月２３日（水） （当日消印有効）

応募される方は、応募作品とともに別紙の応募用紙に必要事項を記入し、応募用紙を作
品の裏に貼り付けて、下記応募先住所へお送りいただくか、電子データを下記アドレスま
でお送り下さい（７MBを超える場合、CD-R等の電子媒体で郵送願います）。

別添

令和２年農林水産大臣賞
受賞作品

応募方法応募方法

農作業安全のポスターを募集します

地域での運動のポス
ターデザインとして活用
（例：北海道内）

ポスターを掲示版やカウンターに掲示



令和２年入賞作品令和２年入賞作品

農林水産大臣賞農林水産大臣賞 生産局長賞生産局長賞 日本農業新聞賞日本農業新聞賞

入賞入賞



農作業死亡事故の発生状況

農作業死亡事故は、近年、年間300人前後で発生し続けています。
そのうち、農業機械による事故が約７割、80歳以上の高齢者による事故が

約４割を占めるなどの傾向がみられます。

農作業事故の中でも、乗用型トラクターの転落・転倒による死亡事故が最も
多いことから、乗用型トラクターの転落・転倒対策に取り組んでいます。

乗用型トラクターの転落・転倒対策を呼び掛け
るポスターデザインのご応募をお待ちしてます！

（農水省調べ）

（乗用型トラクター事故による死亡の要因）

農作業死亡事故の発生状況

農作業死亡事故の発生状況農作業死亡事故の発生状況

要因別の死亡事故発生状況（令和元年）要因別の死亡事故発生状況（令和元年）
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農作業死亡事故調査（農水省）

農業機械作業に係る事故
184人（65.5％）

乗用型トラクター

80人 (28.5%)

歩行型トラクター

22人 (7.8%)

農用運搬車

26人 (9.3%)

自脱型コンバイン

9人 (3.2%)

動力防除機 8人 (2.8%)動力刈払機 7人 (2.5%)

その他 32人

(11.4%)

ほ場、道路からの

転落

11人 (3.9%)

熱中症 29人

(10.3%)

稲ワラ焼却中等の火傷

16人 (5.7%)

木等の高所からの転落

6人 (2.1%)

その他 18人

(6.4%)

２８１人

農業用施設作業
に係る事故

17人（6.0％）

機械・施設以外の作業
に係る事故

80人（28.5％）

機械の転落・転倒

（ほ場内、道路）

57 人

挟まれ 7 人

ひかれ 5 人

回転部等への

巻き込まれ 5 人

機械からの転落 2 人

道路上での

自動車との衝突 1 人
その他 3 人

80人

乗用型トラクター事故のうち、
「機械の転倒・転落」が69％



令和３年農作業安全確認運動について

『見直そう！農業機械作業の安全対策』

農業機械作業による死亡事故が多発している状態が継続していることを踏
まえ、特に死亡事故の発生割合が高い乗用型の農業機械の作業における
シートベルト・ヘルメットの着用徹底など、農業機械作業の安全対策を見直
す運動を全国的に展開しています。

重点推進テーマに基づいた活動
①シートベルト・ヘルメットの着用徹底と、作業機
を付けた状態で公道走行する際の灯火器類
の設置を集中的に働きかけ

②安全フレームやシートベルト等が装備されてい
ないトラクターの所有者への追加装備や買い
替え等の働きかけ

その他重点的な取組
③全国の農業者が安全研修を受けられる体制
の構築に向けた農作業安全指導員の育成

④作業当日に熱中症リスクのある地域の農業者
に直接注意喚起を行うことができるＭＡＦＦ
アプリを活用した熱中症警戒アラートの利用の
促進

⑤地域の実態を踏まえた労災保険特別加入団
体の設置促進、加入促進

令和３年農作業安全確認運動について

重点推進テーマ重点推進テーマ

主な取組内容主な取組内容

令和３年農作業安全ステッカーによる
シートベルト・ヘルメット着用の呼びかけ

トラクターへの灯火器類の設置

増設 増設

トラクターへの安全フレーム等の装備



ポスターを作成する際の参考にしてみて下さい。
（注意）以下掲載資料のデータを使用することは差し支えありませんが、

イラスト等の使用はご遠慮願います。

これまでに作成した乗用型トラクターの
転落・転倒対策のための啓発資料の例
これまでに作成した乗用型トラクターの
転落・転倒対策のための啓発資料の例①

・農林水産省、警察庁、JA共済連が共同で作成した啓発資料の例（R3年３月）

この啓発資料のポイント！
～３つの対策と準備が重大な事故を防止する～

ポイント１
確実な運転操作とブレーキ連結の確認

ポイント２
安全キャブ・フレームの装着とシートベルト・ヘルメットの着用

ポイント３
ランプ類や低速車マーク等の取り付け



ポスターを作成する際の参考にしてみて下さい。
（注意）以下掲載資料のデータを使用することは差し支えありませんが、

イラスト等の使用はご遠慮願います。

これまでに作成した乗用型トラクターの
転落・転倒対策のための啓発資料の例
これまでに作成した乗用型トラクターの
転落・転倒対策のための啓発資料の例②

・（一社）日本農業機械化協会が作成した啓発資料の例（R3年３月）

この啓発資料のポイント！

⇒ 乗用型トラクターを運転する時にはシートベルトを着用しよう！

シートベルトを着用している場合は、着用していない場合に比べ、死亡事故の割合は
１

８

そして、以下の点にも取り組もう！

○安全フレーム又はキャビン付きトラクターの使用
○運転時にはヘルメットの着用
○トラクターに三角形の低速車マークや灯火器の取り付け 等々



ポスターを作成する際の参考にしてみて下さい。

参考となる資料（ホームページリンク）のご紹介参考となる資料（ホームページリンク）のご紹介

○全国農作業安全確認運動（農林水産省）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html#undo

令和3年春の農作業安全確認運動の展開について
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-119.pdf

令和3年農作業安全ステッカーデザイン
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-121.pdf

安全フレーム、キャブ付きトラクターを使用し、シートベルト・ヘルメットを
着用しましょう
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/undo-17.pdf

○作業機付きトラクターの公道走行について（農林水産省）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

○農作業安全のための指針（農林水産省）

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-51.pdf

【農作業安全のための指針参考資料】個別農業機械別留意事項

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-49.pdf

○ 「農作業安全対策」のページ（農林水産省）

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html

○農作業安全情報センター（（国研）農研機構革新工学センター）
https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/index.html

都道府県、市町村、農業関係団体、農業機械メーカー等でも
農作業の安全のための取組を行っています。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html#undo
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-119.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-121.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/undo-17.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-51.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-49.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html
http://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/index.html
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