
資料種類 該当箇所 委員名 ご意⾒ ご意⾒を踏まえた対応

1 全般 全般 梅崎委員

農林⽔産業の発展のため、作業安全対策は最重要の課題であり、本規範の策定
は重要。
事故防⽌に当たっては、⼈的な対応⼒の向上も重要であるが、可能な場合に
は、機械や設備等の側で、⼈がミスをしても事故に⾄らない仕組みを作ってい
くべき。

安全に働くことができる職場環境の強化の重
要性に鑑み、農業機械業界等の揚⼒も得なが
ら、更なる対応強化をどのように図るべき
か、引き続き検討を深めて参りたいと考えて
おります。

2 資料1-1（個別規範/事業者向け） １ ⼤浦委員

1-1 ⼈的対応能⼒の向上が最初に来ているが、「⼈はエラーを起こすことを前
提に」との世界的安全対策規準の考えから乖離している。まして、⽇本の現在
の農村は「⾼齢者の職場」となっている中で、⾼齢者が安全に働くことができ
る職場環境、農機具を整備することが最も重要である。にも関わらず、安全対
策の第⼀に「⼈」に関する対策を優先することでは、安全は保たれない。環
境、物の安全対策をした後に、残ったリスクを⼿順を決めて､リスクを回避する
という、他産業と同様な⼿順が重要。
 この項⽬については、
 1-4⇒1-3⇒1-2⇒1-1⇒1-5の順序に変える。

本規範については、⼀般の農業者等が、⽇々
留意すべき事項と実⾏すべき事項を⽰すもの
として作成していることから、まず取り組み
やすい⼈的対応やルールに関する項⽬が先ん
じているところです。
また、こうした項⽬の順序については、既に
有識者会議で議論されました「共通規範」と
平仄をとったものとしており、原案のまま維
持したいと考えております。
なお、安全に働くことができる職場環境の強
化の重要性に鑑み、農業機械業界等の揚⼒も
得ながら、更なる対応強化をどのように図る
べきか、引き続き検討を深めて参りたいと考
えております。

3 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-1-5 氣多委員 「家族の話合い、職場での朝礼や定期的な集会等により、・・・」に修正。 御指摘を踏まえ修正しました。

4 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-1-6 積委員
原⽂の後に、「事業者は、安全に寄与する提案があれば積極的に受け⼊れ
る。」に相当する内容を追記されてはいかがでしょうか。

資料2-1（解説書）の【具体的な取組内容等】
に追記しました。

5 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-2-1 鈴⽊委員 「関係法令や職場の安全ルールなどを順守する。」に修正（下線部を追記） 御指摘を踏まえ修正しました。

6 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-2-5 ⼤吉委員

⼗分な⽔分とミネラル「電解質」補給または、（塩分補給）を加えて頂きた
い。脱⽔による圃場での死亡事故も農作業事故の死因の⼀つです。多量の発汗
により体内の電解質が失われて脱⽔症状を引き起こす原因となっていることを
周知させたいのでお願いしたいです。

御指摘を踏まえ、修正しました。
また、資料2-1（解説書/事業者向け）の1-2-5
に、熱中症予防の必要性、⼗分な⽔分・塩分
の接種をする旨を追記しました。

農林⽔産業・⾷品産業の現場の新たな作業安全対策に関する有識者会議【農業分科会】
委員から頂いた御意⾒と対応（案） 参考１
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7 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-2-6 中村委員
農⽔省によれば、GAPの⽇本語訳は「農業⽣産⼯程管理」であり、各項⽬を包
含する概念であるので、１−２−６に置くのではなく、より上位の項⽬に置く
のが本来望ましいと考える。GAPを１−２−６に置く理由は何か。

GAPに取り組むことで、本規範の記載内容を
満たすこととなりますが、GAPは⾷品安全や
環境保全等を包含する取組であるため、本規
範においてこれを上位の項⽬に置くことは、
安全以外の項⽬を重視する印象を与えるこ
と、また、本項⽬は「第三者等によるチェッ
ク」を含む項⽬であるため、後半に置いてい
ます。
なお、GAPについては、解説書の冒頭におい
ても、GAPが本規範の記載内容と同等の内容
を包含するものであることを念頭に、「農業
⽣産⼯程管理（ＧＡＰ）の⼀環として⾏われ
ている取組であれば、これらの取組は引き続
き実施していただくとともに、当該取組がマ
ンネリ化・形骸化していないかのチェック等
に個別規範を御活⽤いただくことを想定して
います」としているところです。

8 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-2-6 中村委員

国際⽔準、と強調する必要はないと思われる。農業者にとっては「⾼⽔準」と
受け⽌められ、浸透しないことが懸念される。国際⽔準でない従来のGAPガイ
ドライン、従来⽔準の県GAP、JGAPでも労働安全は含まれると理解している
が、その差分に何か理由はあるか。

9 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-2-6 ⼤吉委員 国際⽔準GAPに取り組むきっかけとなるので、とても良いとおもいます。

10 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-2 積委員
1-2-7（あるいは1-2-5に追記等）として、「無理のない、余裕を持った作業計
画を⽴てる。」に相当する内容を追記されてはいかがでしょうか。

ご指摘を踏まえ、資料2-1（解説書/事業者向
け）の1-4-2に追記しました。

11 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-3-1 ⼤吉委員
消⽕器を倉庫内に備えている農家、鍵付きの農薬保管庫を備えている農家は⾮
常に少ないです。備えるきっかけになるようチェックリストに加えてみてはい
かがでしょうか。

ご指摘を踏まえ、資料2-1（解説書/事業者向
け）の1-3-1において、保管庫等を施錠するこ
とを追記しました。なお、チェックリストに
鍵付きの保管庫や消⽕器を備えることを付記
した場合、その他の留意事項が喚起されない
ことから、原案のとおりとしたいと存じま
す。

12 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-3-3 氣多委員
「資機材、設備等を導⼊・更新する際には、安全性への配慮を⼗分に⾏い、可
能であれば無⼈化機械等とすることも検討する。」に修正。

⽂意に原案と⼤きな差がないため、タイトル
については原案のままとしたいと存じます。

13 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-3-3 ⼤浦委員
「導⼊・更新」だけでなく、既存の農機具・資材の安全性について、危険性を
ピックアップし、危険を回避する⼿順を決めておく

14 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-3 積委員
1-3-4として、「資機材、設備等の危険部位を予め特定し、改善・整備や注意喚
起を⾏う。」に相当する内容を追記されてはいかがでしょうか（作業環境の1-
4-3に相当するものとして）。

ご指摘を踏まえ、資料2-1（解説書/事業者向
け）の1-4-2に追記しました。

中村委員の御意⾒を踏まえて修正しました。
⼀⽅で、国際⽔準ＧＡＰの推進を⾏っている
ことも事実であることから、資料2-1（解説書
/事業者向け）1-2-6の【取組の必要性】で紹
介している「国際⽔準」については存置しま
した。
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15 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-3 積委員
1-3-5として、「資機材、設備等を安全に使⽤する⽅法や注意点に関する情報
を、販売店等から積極的に⼊⼿、実践する。」に相当する内容を追記されては
いかがでしょうか。

ご指摘を踏まえ、資料2-1（解説書/事業者向
け）の1-2-2に追記しました。

16 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-4 鈴⽊委員
「作業管理・作業環境の整備」としたい。理由は、1-4-1、1-4-2は作業管理に
関する内容であるため。

1-4-1、1-4-2についても、従事者が安全に働
ける作業環境の整備の⼀つと考えておりま
す。また、本項⽬については、既に有識者会
議で議論されました「共通規範」と平仄を
とったものとしており、原案のままとしたい
と存じます。

17 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-4-1 ⼤吉委員
⾼齢者の⽅々が作業委託を依頼しやすいような環境作りを市区町村にお願いし
たいです。

農林⽔産省としては、農作業受託等の農業⽀
援サービス事業の⽴ち上げに必要な経費を⽀
援する補助事業の創設等、農業⽀援サービス
事業の育成・普及を推進しているところで
す。

18 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-4-3 ⼤吉委員 とてもわかりやすいです。 -

19 資料1-1（個別規範/事業者向け） 1-5-1 ⼤吉委員

農林⽔産省のサイト内にヒヤリハットの内容を分析したり再発防⽌策を共有す
るための記録を匿名で公開できるような事例集サイトがあると情報収集しやす
くなるのかもしれません。再発防⽌策は⼈それぞれ考えが違います。トラク
ター、刈払い機などカテゴリー別に編集すると農機具を使う⼈が気を引き締め
るでしょう。農研機構の先⽣⽅や農作業安全アドバイザーに相談したり質問し
たりできるコミュニケーションの場になると良いのではないでしょうか。失敗
談は他⼈に知られると恥ずかしい事ですが、次の事故を未然に防ぐためにはと
ても⼤切な情報です。1-5-1の⽂章はわかりやすいのでそのままで⼤丈夫なので
すが、拾い上げるための⼿段を私なりに考えてみました。

御指摘の内容については、農研機構農業技術
⾰新⼯学研究センターのホームページ内「農
作業事故事例検索システム」において昨年整
備されたところです。御意⾒を踏まえ、当該
ホームページのURLについて追記しました。
こうしたものをより充実させるべく、農研機
構とも引き続き議論を⾏ってまいりたいと考
えております。

20 資料1-1（個別規範/事業者向け） 2-1 中村委員

個別規範には直接は関係しないが、特定農作業従事者では農作業中の熱中症に
よる死亡がカバーされないなどの制度上の課題があるので、農林⽔産省として
も労災保険の特別加⼊制度⾃体を検証し、厚⽣労働省に対し⾒直しを働き掛け
るべきではないか。

特定農作業従事者の熱中症による死亡につい
ても、対象作業における業務災害と認められ
る場合には、遺族補償給付等がなされるもの
と承知しております。対象作業以外における
熱中症等を補償範囲にするなどの適⽤範囲の
拡充については、今後とも貴会や所管する厚
⽣労働省と議論を進めたいと考えておりま
す。

21 資料1-2（個別規範/事業者向け） 2-2 ⼤浦委員
(  )の内容を①緊急時の対応（連絡、農作業時の事故の特徴に基づく対応）とそ
の後の対応を区分する。

ご指摘を踏まえ、修正しました。
なお、資料2-1（解説書/事業者向け）につい
ても修正しました。



資料種類 該当箇所 委員名 ご意⾒ ご意⾒を踏まえた対応

22 資料1-2（個別規範/団体向け） 全般 中村委員

事業者団体に求める姿勢としては正しい内容と理解。⼀⽅、JAは営農経済事業
の収⽀改善が喫緊の課題となっており営農指導にかかる予算確保が困難になっ
ている中、実践を担保させる局⾯になれば、何らかの予算措置等も必要とな
る。

農林⽔産省としても、農作業安全推進に向け
て本規範の実践の推進にも資する予算確保に
努めており、令和３年度予算においても、全
国の農業者が農作業安全研修を受講可能な体
制を構築する取組等を⽀援するための予算
（0.5億円,対前年⽐169％）を計上したところ
です。今後とも必要な予算の確保に努めて参
ります。

23 資料1-2（個別規範/団体向け） 1 ⼤浦委員

｢⼈はエラーを犯すことを前提に」の考え⽅から、
（１）作業環境、農機具・資材の安全性の確保
 1-4   1-5
（２）作業員の安全意識の向上
 1-3  1-2  1-1
（３）安全組織体制の整備
 1-6 1-7 1-8 1-9
の順とする

項⽬の順序については、共通規範と平仄を
とったものとしておりますので、従前のまま
維持したいと考えております。
安全に働くことができる職場環境の強化の重
要性に鑑み、農業機械業界等の揚⼒も得なが
ら、更なる対応強化をどのように図るべき
か、引き続き検討を深めて参りたいと考えて
おります。

24 資料1-2（個別規範/団体向け） 2 ⼤浦委員 緊急時発⽣時の訓練を定期的に実施する
ご指摘を踏まえ、資料2-2（解説書/団体向
け）の2-3に追記しました。

25 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-1【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員
後段に追記したい。「⽬標はできるだけ数値で⽰せる管理項⽬にするとよ
い。」

御指摘を踏まえ修正しました。

26

資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-1 藤井委員 ⽬標は、⼀定期間内に達成すべき到達点ですので、
・「…など、過去の⽬標の達成状況を踏まえ具体的な⽬標と達成べき時期を設
定し、…」に修⽂
・頻度、回数の実施⽬標だけではなく、1-1-5及び1-1-6を受けて、改善を図る
到達点を設定内容に加える
としてはいかがでしょうか。

御指摘を踏まえ、従事者から提案を受けた改
善⽬標についても⽬標設定すべきという趣旨
を追記しました。

27 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-2【具体的な取組内容等】 氣多委員
２段⽬に「個別経営の場合は経営主が該当する場合が多いでしょうが、⾃覚を
もって知識向上に努めましょう。」を追記。

御指摘の趣旨を踏まえ修正しました。
（⽂⾔については調整しました。）

28 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-2 （参考） 鈴⽊委員

労働安全衛⽣法が適⽤される事業場もあるかと思われるが、その場合、法第11
条（安全管理者）、第12条（衛⽣管理者）、第12条の2（安全衛⽣推進者）に規
定されている各管理者と、ここに⽰す「責任者」「担当者」との関係がよくわ
かりません。10⼈以上50⼈未満の事業場では法第12条の2が、50⼈以上の事業
場では法第11条及び第12条が適⽤されるため、これらの内容も加えた説明とし
たい。

御指摘を踏まえ、衛⽣管理者、安全衛⽣推進
者についての記載も⼊れました。
なお、安全管理者については、農業には法令
上設置の義務が課されないため、ここでは記
載しておりません。

29 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-2 （参考） 藤井委員 「⼯程」と「⾏程」が混在。 御指摘を踏まえ、「⼯程」に修正しました。
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30 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-3【具体的な取組内容等】 氣多委員

後段の⽂章について、「国、都道府県、市町村、農業者団体、農業機械メー
カー等が実施する研修等を積極的に活⽤しましょう。それらのホームページ、
情報誌、新聞等を通じ、安全対策に関係する情報も積極的に収集し、活⽤しま
しょう。」に修正するとともに、この⽂章を前段に移動。

御指摘を踏まえ修正しました。

31 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-3 藤井委員
農作業安全情報センター
（http://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/）が参考になります。

御指摘を踏まえ、参考欄にURLを追記しまし
た。

32 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-3（参考） 積委員
囲い内の特別教育の例⽰として、より皆さんに⾝近な刈払機も記載してはいか
がでしょうか。

御指摘を踏まえ修正しました。

33 資料2-1（解説書/事業者向け）

1-1-4【取組の必要性等】

氣多委員

前段の⽂章について、「例えば、フォークリフトの運転など、⼀定条件下で免
許の取得、技能講習の受講、特別教育を受けること等が義務付けられている作
業があります。また、農業機械の公道⾛⾏には⼤型特殊免許が必要な場合が多
くなっています。」に修正するとともに、後段の⽂章冒頭の「また、」を削
除。

御指摘を踏まえ、フォークリフトやトラク
ターについて、関係法令に定められた条件に
該当する場合に免許の取得等が義務付けられ
る旨を明確化しました。
また、御指摘いただいたトラクターについて
は、法令遵守の徹底の観点からも⾮常に重要
であることから、関係法令等の遵守について
解説した1-2-1においても、フォークリフトと
ともに例⽰することとしました。

34
資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-4【取組の必要性等】 藤井委員 ⾃⼰流が多い業種ですので、「…、当該作業者の作業の幅を広げることは、従

事者相互の安全作業を確認し合うことにつながり、作業内容の理解と…」とし
てはいかがでしょうか。

御指摘を踏まえ修正しました。
（⽂⾔は前後の⽂脈から調整しました。）

35
資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-4（参考） 藤井委員 第59条に係わる特別教育の受講も推進する旨、（参考）に解説したらいかがで

しょうか。
御指摘を踏まえ修正しました。

36 資料2-1（解説書/事業者向け）
1-1-5 タイトル、【取組の必
要性等】【具体的な取組内容
等】

氣多委員
タイトルを「1-1-5  家族の話合い、職場での朝礼や定期的な集会等によ
り、・・・」に修正。【取組の必要性等】、【具体的な取組内容等】にも「家
族の話合い」の⽂⾔を追記。

御指摘を踏まえ修正しました。

37
資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-5【具体的な取組内容等】

藤井委員
「なお、経営者以外の…」は、同居親族がいる前提で敢えて明記する必要がな
いと思います。

経営者１名のみの経営を前提としております
ので、原案のままとしたいと存じます。

38 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-6【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員
1⾏⽬に追記。「･･･活⽤し、危険予知（KY）活動やヒヤリハット活動などによ
り、従事者が･･･」

御指摘を踏まえ修正しました。

39 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-1-6【具体的な取組内容等】 氣多委員
１⽂⽬冒頭に「家族の話合い、」を追記。また、「職場環境」を「環境」に修
正。

御指摘を踏まえ修正しました。

40 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-2-1 タイトルに追記 鈴⽊委員 1-2-1 「関係法令や職場の安全ルールなどを順守する。」 御指摘を踏まえ修正しました。

41 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-2-2【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員
後段に追記したい。「また、農薬など各化学物質については、安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ
（SDS）を活⽤して、取り扱う物質の危険・有害性を理解し、従事者に教育し
ましょう。」

御指摘を踏まえ修正しました。
（農薬の使⽤に関する指導状況を踏まえ調整
しました）

42 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-2-2【具体的な取組内容等】 氣多委員
２段⽬の後ろに「また、取扱説明書を紛失したなどの場合、インターネットで
⽤意に⼊⼿できる場合も多いので、再度備えておきましょう。」を追記。

御指摘を踏まえ修正しました。

43 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-2-3【具体的な取組内容等】 氣多委員
最後の⽂の前に「⼀⽅、コンバインで⼿こぎをするときには⼿袋をしない⽅が
良いなど、様々な場合があります。」を追記。

御指摘を踏まえ修正しました。



資料種類 該当箇所 委員名 ご意⾒ ご意⾒を踏まえた対応

44 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-2-4【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員
前段に追記したい。「毎朝の挨拶や朝礼で従事者の健康状態を確認するととも
に、体調不良の場合は遠慮なく申し出ができるような職場づくりに努めましょ
う。」

御指摘を踏まえ修正しました。

45 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-2-5【取組の必要性等】 鈴⽊委員 ⽂字変換の⾒直し。 「冷暖房の聞かない」→「効かない」 御指摘を踏まえ修正しました。

46 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-3-1（参考） 鈴⽊委員

【危険物】に関して、指定数量未満についても⽕災予防条例で規定されている
ため追記したい。「指定数量未満でも、指定数量の１/５以上の場合は、消防署
への届出とともに「少量危険物貯蔵取扱所」での保管、取り扱いが必要となり
ます。」

御指摘を踏まえ、指定数量未満の危険物の取
扱いについての記載も追加しました。指定数
量未満の危険物の取扱いについては、各市町
村の条例で定められているものなので、この
旨が分かるよう表現を追記しました。

47 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-3-2【具体的な取組内容等】 氣多委員 「点検を⾏い、」を「いわゆる始業点検を⾏い、」に修正。 御指摘を踏まえ修正しました。

48 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-3-2【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員
後段に追記したい。「機械の掃除や修理などを⾏う場合は、原則機械を停⽌さ
せましょう。」

御指摘を踏まえ修正しました。

49 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-3-2（参考） 鈴⽊委員
前項の内容を追記。「掃除等の場合の運転停⽌等（労働安全衛⽣規則第107
条）」「刃部のそうじ等の場合の運転停⽌等（労働安全衛⽣規則第108条）」

御指摘を踏まえ修正しました。

50 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-3-3 タイトル 氣多委員
タイトルを「資機材、設備等を導⼊・更新する際には、安全性への配慮を⼗分
に⾏い、可能であれば無⼈化機械等とすることも検討する。」に修正。

⽂意に原案と⼤きな差がないため、タイトル
については原案のままとしたいと存じます。

51
資料2-1（解説書/事業者向け） 1-3-3【取組の必要性等】 藤井委員 「資機材等を使⽤する側が、安全性の⾼い資機材等を選択して適切な知識や技

能を持って安全に使⽤することが重要です。」ではないでしょうか。
御指摘を踏まえ修正しました。

52 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-3-3【具体的な取組内容等】 藤井委員 「…も市販化されています。」ではないでしょうか。 御指摘を踏まえ修正しました。

53 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-3-3 【具体的な取組内容等】 積委員
下から3⾏⽬「農業技術⾰新⼯学センター」→「農業技術⾰新⼯学研究セン
ター」

御指摘を踏まえ修正しました。

54 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-3-3 【具体的な取組内容等】 氣多委員
２段⽬最後に「特に中古農機の導⼊時には⼤きさや価格等の条件を優先しがち
ですが、安全性への配慮も重要です。」を追記。また、「安全性検査」の後ろ
に「（旧「型式検査」「安全鑑定」）」を追記。

御指摘を踏まえ修正しました。

55

資料2-1（解説書/事業者向け）

1-3-3 【具体的な取組内容等】

藤井委員 安全に配慮したものを選択する指標をもう少し具体化して、
「また、安全に配慮した製品であるかどうかは、第三者認証を取得しているか
どうかで確認することができます。国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合
研究機構が実施する「安全性検査」に合格した機械も市販されているので導⼊
時の参考としましょう。」としてはいかがでしょうか。

御指摘を踏まえ修正しました。

56 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-4 タイトルに追記 鈴⽊委員
「1-4 作業管理・作業環境の整備」としたい。理由は、1-4-1、1-4-2は作業管
理に関する内容であるため。

1-4-1、1-4-2についても、従事者が安全に働
ける作業環境の整備の⼀つと考えておりま
す。また、本項⽬ついては、既に有識者会議
で議論されました「共通規範」と平仄をとっ
たものとしており、原案のままとしたいと存
じます。

57 資料2-1（解説書/事業者向け）
1-4-1  【具体的な取組内容
等】

氣多委員
第４段「⾼齢者が⾏っている」を削除し、「・・・担い⼿農業者へ委託する等
への誘導を諮りましょう。」に修正。また、最終⽂「なお、経営者以外の従事
者がいない場合、本項⽬は該当しません。」を削除。

御指摘を踏まえ修正しました。

58 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-4-2【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員 ２⾏⽬に追記。「ポイントを集会等で周知するとともに作業現場に･･･」 御指摘を踏まえ修正しました。
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59 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-4-2【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員
後段に追記。「なお、作業⼿順等の内容について、従事者から改善の提案が
あった場合は、積極的に検討し、更なる改善に努めましょう。」

御指摘を踏まえ修正しました。

60 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-4-3【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員 2⾏⽬に細く説明を追記。「（リスクアセスメント）」 御指摘を踏まえ修正しました。

61 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-4-3【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員
後段に追記。「また、作業中にヒヤリとしたこと、ハットしたことを感じた
ら、関係者で情報を共有化し、必要な対策を⾏いましょう。」

ヒヤリ・ハットについては1-5-1に詳しく記載
してため、原案のままとしたいと存じます。

62 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-4-3【具体的な取組内容等】 氣多委員
第３段「⾃らの所有していない」を「⾃らの所有でない」に修正。また、「危
険箇所等」の後ろに「に関する情報」を追記。

御指摘を踏まえ修正しました。

63 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-4-3（参考） 鈴⽊委員
リスクアセスメントに関する法令を追記。「事業者の⾏うべき調査等（労働安
全衛⽣法第28条の2）」

御指摘を踏まえ修正しました。

64 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-4-4（参考） 鈴⽊委員
５Ｓに関する説明の追記。「しつけ（Shitsuke)あるいは習慣化（Shuukanka）
を加えた５Ｓ活動は、更に効果が⾼まります。」

御指摘を踏まえ修正しました。

65 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-5-1【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員 ３⾏⽬に追記。「原因を分析し、できるだけ迅速に再発防⽌策･･･」 御指摘を踏まえ修正しました。
66 資料2-1（解説書/事業者向け） 1-5-2【取組の必要性等】 鈴⽊委員 ４⾏⽬の⼀部削除。「また、運悪く事故が・・・」の「運悪く」は削除。 御指摘を踏まえ修正しました。

67 資料2-1（解説書/事業者向け） 2-1-1【具体的な取組内容等】 氣多委員

「労働者（パートタイマー等を含む。）を雇⽤している場合は、」の後ろに、
「義務の場合はもちろん、任意であっても」を追記。２⾏⽬は、「労災保険
（労働者災害補償保険）に加⼊しましょう。また、・・・」と⽂章を区切った
上で、「・・・個⼈経営の農業者においても労災保険特別加⼊制度があるので
ぜひ加⼊し、・・・」に修正。

御指摘を踏まえ修正しました。

68 資料2-1（解説書/事業者向け） 2-1-1（参考） 積委員
囲い内の「５⼈未満の個⼈経営の事業は〜任意となっています。」の後に、た
だし５⼈未満であっても、災害が発⽣した際には事業者は災害補償義務を負う
ため、加⼊が推奨される旨も記載してはいかがでしょうか。

御指摘を踏まえ修正しました。

69 資料2-1（解説書/事業者向け） 2-2-1【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員

後段に追記。「なお、効果的な再発防⽌策を⾏うためには、真の原因を⼱広く
深く追究する必要があります。⼈、機械設備、環境、管理の⾯から漏れなく原
因を洗い出し、各原因に対して「なぜそうなったのか？」を繰り返し深く掘り
下げることで、真の原因が明らかになります。」

御指摘を踏まえ修正しました。

70 資料2-2（解説書/団体向け） 1-1 中村委員
ここで「⼀丸とな」ると強調すべきは、業界団体の縦系列でなく、地域におけ
る⾏政、普及員、業界団体等と理解。「業界団体が⼀丸となって」 ⇒ 「⾏
政・普及員等と業界団体が⼀丸となって」

作業安全の徹底のためには、普及指導員を含
む⾏政や機械メーカー等の関係者が連携して
取り組む必要がありますが、本規範は、事業
者や事業者団体を対象にした規範であること
を踏まえて修正いたしました。

71 資料2-2（解説書/団体向け） 1-3【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員
後段に追記。「なお、講演会等を開催する場合は、「農作業安全アドバイ
ザー」や労働安全・衛⽣コンサルタントなど専⾨家の活⽤が効果的です。」

御指摘を踏まえ修正しました。

72 資料2-2（解説書/団体向け） 1-6【具体的な取組内容等】 鈴⽊委員
後段に追記。「なお、農業者の災害事例やヒヤリハット事例を取集する⽅法の
仕組みづくりにも取り組みましょう。」

御指摘を踏まえ修正しました。
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73 資料3-1（ﾁｪｯｸｼｰﾄ/事業者向け） 1-3-1 ⼤吉委員 消⽕器・農薬保管庫（鍵付き）と具体的に⽰してみてはいかがでしょうか。

ご指摘を踏まえ、資料2-1（解説書/事業者向
け）の1-3-1において、保管庫等を施錠するこ
とを追記しました。なお、チェックリストに
鍵付きの保管庫や消⽕器を備えることを付記
した場合、その他の留意事項が喚起されない
ことから、原案のとおりとしたいと存じま
す。

74 その他 活⽤⽅針等について 中村委員

GAPの指導員は、35％がJA営農指導員、61％が都道府県普及員である。GAPを
すること⾃体が農業⽣産⼯程を適正に管理し農作業安全に貢献することとなる
と理解。このため、普及員に対して、同様に同規範を活⽤するよう付⾔された
い。

普及指導員等についても、農業者への指導等
において本規範を活⽤いただくよう周知した
いと考えております。

75 その他
別添1 共通規範／個別事業者
(3)

⼤浦委員

１．安全対策の基本は「⼈はエラーを犯すことを前提に」対策をとる：この考
え⽅を本⽂中に⼊れる
２．欄外の項⽬の順番を⼊れ替える⇒④・③・②・①・⑤
 理由：農作業事故調査を通じて、改めて農作業事故の現場の話しを聞くと事
故に遭った⼈が最初に⾔われる⾔葉は、「⾃分がもっと注意すればよかった」
である。しかし、実際に現場検証をすると、作業現場（国の規準に従った摂家
⼿であっても、安全が配慮されていない設計基準）や農業機械の安全設計が放
置されたままのものが余りにも多い。他産業では、「⼈はエラーを犯すことを
前提に」対策は常識であるのにも関わらず、農業現場では、作業者の『注意』
を前提とした対策が中⼼になり過ぎている。

76 その他 別添1 共通規範／団体(3) ⼤浦委員 同上

77 その他
別添1 共通規範／個別事業者
(4)

⼤浦委員

１．事前に緊急時の発⽣時の連絡⼿段・⽅法を決めておく
２．最低限の応急処置のグッズをそろえて置く
 事故調査を通じて、携帯電話を所持しておれば、重篤な傷害や後遺症になら
ずにすませることができた事例が多数あった。
 また、「応急処置」の中で特ににきれいな⽔を確保しておく事が重要。⿅児
島のあるG-GAPを取得した法⼈では、⽔タンクを常備しているところがあり、
医療者の⽴場からは⼤変、適切と思われた。
 いずれにしても、怪我をして後々の対策も重要であるが、緊急時の対応に
よっては、重篤な傷害や死亡に⾄ることがない。他産業では、これらは⼯場内
等に当然体制や整備されているが、農作業現場では極めて脆弱である。

78 その他 別添1 共通規範／団体(4) ⼤浦委員 同上

今回の有識者会議は「個別規範」と「個別規
範の解説資料」を検討するためのものですの
で、御意⾒を頂いた共通規範については、原
案のとおりといたします。なお、安全に働く
ことができる職場環境の強化の重要性に鑑
み、農業機械業界等の揚⼒も得ながら、更な
る対応強化をどのように図るべきか、引き続
き検討を深めてまいりたいと考えておりま
す。

今回の有識者会議は「個別規範」と「個別規
範の解説資料」を検討するためのものですの
で、御意⾒をいただいた共通規範について
は、原案のとおりとさせていただきます。な
お、安全に働くことができる職場環境の強化
の重要性に鑑み、農業機械業界等の揚⼒も得
ながら、更なる対応強化をどのように図るべ
きか、引き続き検討を深めてまいりたいと考
えております。
また、御意⾒をいただいた携帯電話の所持に
ついては、「個別規範」の解説書2-2-1に記載
させていただいたところです。応急処置のた
めの⽔の常備については、同様に2-2-1に追記
させていただきました。


