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第３回農作業安全検討会 議事概要 
 
日  時：令和 3 年４月 27 日（火）10:00～12:00 
場  所：web 開催 
出席委員：生部委員、大浦委員、大吉委員、川口委員、氣多委員、小谷委員、鈴木委員、髙橋

委員、田島委員、田中委員、藤井委員、山中委員 ※ 梅崎委員は欠席 
（オブザーバー：厚生労働省安全課 佐藤技術審査官、国土交通省安全・環境基準課 東海

調整官、経済産業省産業機械課 松本補佐、警察庁交通企画課 井澤補佐） 
事 務 局：農林水産省 枝元事務次官 

 水田生産局長、安岡生産振興審議官 
技術普及課 今野技術普及課長、吉田生産資材対策室長、田中補佐 
農村振興局設計課 北川補佐 

議  題：（１）論点に関する情報（前回からの追加）について 
     （２）中間とりまとめ（案）について 
     （３）今後のスケジュール（案）について 
      
農林水産省枝元次官から冒頭挨拶の後、担当より議題に係る資料について説明。これに対

する各委員からの発言要旨は以下のとおり。 
※ 山中委員から出席者名簿の逆順に御発言 

 
（山中委員） 
・中間とりまとめ案 P3のシートベルト・リマインダーとシートスイッチについては、前回も
申し上げたが、こういった装備については進めていただきたい。ただ、シートスイッチは、
EU ではすでに義務化されているということだが、多様な農作業の実態があるので、シート
スイッチをつけることによって、今までできていた農作業ができなくなることも考えられる。
よく農作業実態の把握をしていただきたい。安全性が第一ということはぶれてはいけないが、
中間とりまとめ案 P3②の「農作業の実態を踏まえた」という文言が大事。 
・シートベルト・リマインダーやシートスイッチの装備にあたっては、安全性検査の基準を
設定するということになるが、この装備が確実に進むようになるための方策をよく検討する
ことが重要。道路運送車両法上の扱いについても言及があったが、実際に装備されることが
重要だ。 

 
（藤井委員） 
・中間とりまとめ（案）に盛り込まれた対策は、いずれも検討すべき課題であり、また、どれ
か一つを達成すれば効果が目に見えてくるというほど容易なことではない。 
・安全性検査の見直しについて、「受検率の向上」が目的化して、本来あるべき認証制度や国
際標準化の考え方とかけ離れたようなものになってはならない。基準の強化が否定されては
ならないと思う。 
・総論的には、今の段階で対策を講じていかないと、次の世代にリスクを負わせ続けること
となる。中間とりまとめ案 P1 にある「強い危機感を抱くべき」との文言は、関係者一同が
再認識し共有すべき。自動車関係の動向にも鑑み、思い切った政策変更が必要。 
・一方で、自動車分野で高齢者の免許返納が事故率の減少に寄与しているとされるが、これ
と同じことを農業でやったときに、高齢者の代わりを誰が担うのかということも考慮しなけ
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ればならない。 
・自動車の先進的な安全技術は目指すべきこととして従来から議論されているシートベルト
の装着は、効果があり積極的に取り入れていくべきと思う。ただ、農業ならではの技術開発
が必要となることもあり得るので技術開発を促進していく支援事業や自動車の「サポカー補
助金」制度のような安全性により配慮した機械・施設に対して導入を促進していくための補
助制度も国として設けていただければ幸い。 

 
（田中委員） 
・安全配慮のための現場段階の取組の活性化は大切。シートベルトが装備されていても装着
していない農業者が多いということで、農業者の方々に「自分ごと」として捉えてもらうこ
とが大切。そのためには、国、都道府県、地域の自治体等、農業機械の関係者だけではなく、
農業関係者を挙げて機運を醸成することが必要。枝元次官も農作業安全の対応強化に触れら
れたが、今までの農業機械関係者中心の取組だけでは成果が十分でなかったと思うので、同
じことの繰り返しとならないよう、啓発の手法を考えていくことが大切。協議会の設置も、
設置することこれ自体が目的化しないよう、実効性を伴ったものにする配慮が必要。 

 
（事務局） 
・山中委員御指摘のシートスイッチについては、EU でもかなり議論があった模様。「農作業
の実態を踏まえた」というのは、日本ならではの農業機械の使われ方があれば、それも踏ま
えなければならないという趣旨で記載したもの。個別の検討部会でも、よく検討したい。 
・藤井委員の受検率の向上だけが目的化してはならないとの指摘については、具体化の検討
の中でよく考えてまいりたい。また、安全性の高い機械の導入に対するインセンティブ措置
については、本来は安全性そのものがインセンティブであるべきもの。今回の検討は、日本
の農業機械のみ突出した装備を付けようとするものでなく、海外や他分野で装備されている
ものは同等にしていこうという趣旨なので、補助金だけに頼るのは慎重であるべきと考えて
いる。一方、保険とのリンクについては、安全性の高い機械の導入は事故率の低減にもつな
がるため一般的に保険商品の開発が行われており、農水省としても関係事業者に働きかけて
まいりたい。 
・田中委員の地域の取組の活性化については、まずは優良事例の紹介・表彰を進めたいと考
えており、今後、検討会の場でもアイデアを議論していただければと思う。 

 
（田島委員） 
・高齢者の場合には旧車に乗ることも多い。新車と旧車で、実効性の対策は別に考えた方が
いい。たとえば、シートベルト・リマインダーの法的整備や安全性検査は新車の問題だが、
新車対策のみでは、高齢者対策等の観点からは問題がある。 
・約 40 年前にメーカーにいた際、建設機械でシートベルトの装着率が低いことが問題とな
り、シートのバーを下ろさないと荷役が動かなくなる装置の開発に携わった。これは、安全
性確保のための動きを一連の動作に組み込んだ例だが、電気的なセンサーで対応しようとす
ると、キャビンがなく屋外に曝露され、かつ車検のない農業機械では機能の維持が難しいか
もしれない。 
・高齢になってから就農する人にとっては、新車購入の機会が少ない。中古車市場対応とし
ては、現在メーカーで取り組んでいるような後付けの ROPSが重要。 
・ステッカーは自分で貼ることで、農家の意識もが高まる。回転灯も自転車用の灯火の応用
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などを含め、コストがかからない形で農業者自らが取組みを進めることで意識や安全性を向
上させることも重要。 

 
（高橋委員） 
・検討会の議論を踏まえて新聞に記事が出た際、周囲の農業者からシートベルトの重要性を
再認識したとの声を聞いた。このように、農業者が農作業事故が「自分ごと」であると認識
する機会が増えることが重要であり、この検討会の結果を現場にしっかりと下ろして欲しい。 

 
（鈴木委員） 
・1 つめに、シートベルト・リマインダーについて、シートベルトの有効性は既に明らかであ
り、何らかのレコメンドは必要。リマインダーは警報が鳴るということだが、併せて、「見
える化」ということも必要ではないか。また、さらに一歩踏み込んで、例えば車の場合はエ
ンジン起動の条件として、ブレーキを踏み、セレクトレバーを「パーキング」にするなどの
安全対策を行っているが、今後の新規乗用式トラクターについては、シートベルトの装着を
エンジン起動の要件とするところまで踏み込んで検討する必要もあると考える。 
・２つめに、P６の労働安全衛生法について、多くの農業法人では、安全に関する専門家を経
営内に置くことが少ない中で、総論的なものだけでは中々理解できない。このため、多くの
農業法人に適用しそうな法令事項について「チェックリスト」にまとめて指導することで、
法令順守の向上につながると考える。 
・P8 の農地・農道について、優良事例の横展開は重要。優良事例を収集し発信する一つの案
として、コンクールなどにより全国から改善事例を集め、良い事例については表彰制度を設
けるといったことを取り入れることも効果的ではないか。 
・p10 の安全推進協議会等の設置の促進について、これから全国に展開する活動を漏れなく
実施するという点で、JA や生産者の集まりなど既存の組織・団体と連携することも大切。
私が所属するＪＡ直売所の生産者組合員に、安全に関する指導はどこが行うと効果的かとい
うアンケートを実施したところ、都道府県と JA で回答が２つに分かれたことからも、身近
な JA に期待する役割が大きいと考える。 

 
（事務局） 
・田島委員からは、現存する機械への対応をどのように進めていくのかが課題というご指摘
をいただいた。各メーカーでもフレームの後付けや古い機械の下取り等を実施していただい
ており、我々としてもこういった取組を続けていただきたいと考えており、後押しとなるよ
うな追記を検討したい。 
・高橋委員のように実際に農業をやっている方から「自分ごと」として考えていただいてい
る感触があったとのコメントには大変勇気づけられる。そのような方が少しでも増えるよう、
我々も更に努力してまいりたい。 
・鈴木委員からご提案のあったチェックリストに関して、法令だけでもチェック項目は多い。
具体的にどのような提示の仕方があるか少し整理したい。また、協議会については、市町村
だけ、JA だけで活動するよりも、それぞれが持っている特徴や情報を交換しながら取り組
むことで、大きな効果が出ることを期待している。ＪＡなど地域の皆様の理解も得ながら取
組を進めて参りたい。 
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（小谷委員） 
・P9、P10 の取り組みの活性化については、「自分ごと」というキーワードが何度か出てくる
が、個人だけの取組は弱いと思う。法人だと意識的に安全を担保することができても、個別
の農家だとどうしても意識が低くなりがち。もう少し「自分たちごと」のように、地域で連
携して考えていく視点があると望ましいのではないか。事故が起きた場合に困るのは自分だ
けでなく、地域全体のイメージにも影響するという問題意識を共有することが大切。「自分
ごと」と同時に「地域ごと」として捉えればもっと意識が高まると思う。 
・クロスコンプライアンスは良いことだと思う。安全の取組がうまくいくかどうかで、地域
のイメージが良くも悪くもなる。クロスコンプライアンスに積極的に取り組むには、JA、自
治体等の地域全体の問題だという声を掛け合う体制が必要。１つのアイデアとして、意識を
高めるシンボルとして、緑のステッカーやリボンを付けるなど、見る人・付ける人の両方が
意識できるような取組をしてはどうか。農水省としても、技術普及課のみの問題とせず、例
えば農作業安全がうまくいけば農村振興にも役立つなど、農水省全体の問題ととらえていた
だければ幸い。 

 
（気多委員） 
・シートベルト・リマインダー及びシートスイッチについては、以前の検討会でガイドライ
ン化という話もあったが、安全性検査なり法令上の制度として推進した方がよいと思う。 
・p4 の安全性検査のわかりやすさの向上は賛成。今ある４段階の基準は、農家のみならず販
売店でも正確に理解している人は少ないのではないか。安全性に段階があり、より安全なも
のを農家が選択することができるというのは理想ではあるが、日本人の国民性では、日本で
はきちんとしたものしか売られていないという意識があると感じている。そのため、その信
頼に応えるような制度・仕組みを作っていくべき。 
・P6 の検査基準の明確化について、1 機種あたりの生産台数が少ないため安全性検査を受け
ることが難しいものについては、自己認証の導入等も考える必要。 
・購買活動につながるというのは、保険料の割引だけではなく、農家の大きなメリットにつ
ながるような仕組みが必要。以前は補助金と安全性検査のリンクがあった。単純復活できる
ものではないと思うが、何か検討いただければありがたい。 
・p7 の労働安全衛生法について、「規制上の取扱いについて確認」というより、例えば「規制
の対象とすべきではないか」等、もう少し強めの書き方にしてもいいと思う。安衛法のため
雇用されている労働者が使う機械に限られるかもしれないが、この法律の対象拡大の方向性
に賛成。更に言えば、例えば、労災保険については労働者を対象としつつも、農業者は経営
主であっても特別加入が認められており、そういった農業の特殊性を安衛法に取り入れ、全
ての農業者を対象とすることも検討して良いのではないか。 
・p8 の道路運送車両法について、回転灯の設置はぜひご検討いただきたい。また、田島委員
から新車と中古車の取扱について御意見があったが、回転灯を新車だけでなく中古車にも設
置できないかご検討いただきたい。 
・ただ回転灯以前に、道路交通法上の小型特殊車両に該当するトラクターは、ポジションラ
ンプ及びブレーキランプの装備が義務化されていない。薄暮時の追突が多いというデータは
分析結果からも出ているので、小型特殊免許対応のトラクターについてそれ以上のものと同
様にポジションランプ等の設置義務化も検討すべきではないか。 
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（川口委員） 
・シートベルト・リマインダーについては、非常に有効な設備だと思う。一方で、今でもシー
トベルトが装備されているにも関わらず装着していないという方もかなりいると考えられ
る。詳細な理由は分析する必要があるが、万が一のときにシートベルトを装着していること
で逃げ出せなくなる、という誤解もあるのではないか。安全フレームが装備されているトラ
クターでは、シートベルトの装着が安全性に強い効果を発揮するので、シートベルト着用の
呼びかけを今まで以上に工夫していただきたい。一方で、ハウスや畜舎の中で作業するとき
等、安全フレームを折りたたんでいる場合では、シートベルトの装着で逃げられなくなる場
合もあるため、ケースバイケースできめ細かに対応を変えることが必要。また、会員企業か
らはシートベルトをしていない場合の罰則を設けるべきという意見もあったが、それは中々
難しいと思うので、そういった意見があったということだけお伝えしたい。 
・シートスイッチについては、安全確保のために有効ではあるが、立ち上がって前方を確認
したり、操作する際に腰を浮かせるということもあるため、農作業の実態を踏まえた上で検
討いただきたい。田島委員からご指摘のあった中古車対策について、安全フレームの後付け
の取組を進めているが、そもそも安全フレームを付けられないような古い機械もまだ使用さ
れている。できるだけ安全なものに買い替えていただくことが有効と考えており、農作業安
全に限らず、こういった対策もセットで進めてほしい。 
・安全性検査の見直しについて、よりわかりやすくという話があった。具体的には作業部会
の方で議論することになると思うが、メーカーサイドとしても前向きに検討したい。 
・安全性検査のインセンティブについては、保険料の割引以外にも、例えば、エコカー減税
のように、検査適合機については減税するといったような、他の可能性についてもご検討い
ただきたい。 
・道路運送車両法に関して、トラクター事故で追突が多いという中で、地方のトラクターが
多く走行しているところでは一般の通行者の方々も注意を払ってくださっているが、高規格
農道など都市部からの来訪者が多い場合、低速のトラクターが走っていることを認識してい
ないことが懸念されるので、都市部のドライバーにも農村地域ではトラクターが道路走行し
ているということを認識してもらうような呼びかけを行っていただきたい。 

 
（事務局） 
・小谷委員より「自分たちごと」として捉えることでより効果が挙がるのではないかという
貴重な御意見を頂いた。自分ひとりで頑張ることには限界があるが、いつも顔をあわせてい
る農家のグループみんなで取り組もうとなれば、今までできなかったこともできるし、アイ
デアも出てくるかもしれない。こうした観点から運動を広げていけないか考えてまいりたい。
リボン等の御提案も頂いたが、例えば、農研機構では、研修担当者との集落の皆さんとの意
見交換を通じて出てきたリスクについて、実現可能な農作業安全目標を作成するという、「対
話型農作業安全研修ツール」を作成していただいており、こういったツールを活用すること
も「自分たちごと」としての取組を促すことにつながるのではないかと感じた。 
・農業機械の団体である気多委員・川口委員からは様々な事柄について幅広く御意見を頂い
たが、総じて「今回の取組について実効性をいかにあげていくべきか」という視点からの御
意見を賜ったものと理解した。この検討会として出てきた結論に関して、まずはできること
を全てやってみた上で、例えば装備の装着率や検査の合格率などを報告し、検証していただ
き、足りない場合はどうするかということも一つひとつ議論していただくことで、実効性を
確保してまいりたいと考えている。 
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・実効性をあげるには現場の理解が不可欠。シートベルト・リマインダー等は、おそらくユ
ーザーからは「使いづらくなった」といった声が出てくることが想定されるが、それらの声
に対してメーカーだけに説明を求めるのではなく、行政も含め、なぜその装置が必要なのか、
他分野の取組状況や設置の効果等について、一丸となって伝えていく必要があると考えてい
る。エビデンスの作り方も含めて、引き続きご示唆いただきたい。 

 
（大吉委員） 
・保安基準について調べたところ、所有している機械にテールランプが無かったため、ホー
ムセンターで 5000円から 1 万円程度で購入して設置したことがある。小さなお金でできる
ことなので、こうした方法を広めたり、新しく作られる機械では標準装備をお願いしたい。 
・労働安全法令の遵守については、チェックリストをつくってはどうか。農機具は車検がな
いため、所有している機械の整備状況について自分でも把握できていない部分がある。安全
点検整備の項目をチェックリストで示すことで、自己点検しやすくなるのではないか。 
・研修での事故事例の共有等は、クロスコンプライアンス化することで効果が上がる。また、
使用する機械はエリアによって異なっているため、画一的な研修内容よりも、それぞれの地
域に応じた研修を行うことができれば良い。また、研修の際に実際に自分たちが使っている
機械のリスク評価をしてみることも良いと思う。 
・安全に作業する人は事故リスクが低いことから、例えば、収入保険の保険料を割引するこ
と等に結びつけることで、農業者の方の農作業安全の意識向上につながるのではないか。省
内の連携についても検討いただきたい。 

 
（大浦委員） 
・中間とりまとめは誰を目的に書かれているのか。組織的な経営をしている人と、個人経営
を分けて考える必要がある。 
・また、「人はエラーを起こすことを前提として」という当たり前のことを、大前提としてし
っかりと記載すべきではないか。「自分ごと」という話があったが、農作業事故は社会全体
の問題として捉えるべきであり、農作業事故の「社会化」が必要である。他産業と同様に「人
はエラーを起こすことを前提」として農機具や農作業環境の安全対策を行うべきである。 
・回転灯について、国土交通省は作業機を装着した状態での公道走行等を認めてきたが、な
ぜ回転灯については禁止したままなのか。いつになったらこの規制が見直されるのか。韓国
では 2013 年から回転灯をつけないと新車販売を認めないこととしている。設置にかかる費
用は約 3,000円であり、間違いなくできる安全対策を何故禁止しているのか、こんな議論は
もうやめにして欲しい。 
・農業機械以外にも、他産業の施設基準等を参考に基準値を明確にした方がいいのではない
か。例えば、階段や手すりの設置等、新しい施設であってもやらなければならないことがあ
ると思う。牛は視力が 0.04 と言われているが、牛舎の調査を行った時、照度が 10Lx 前後と
暗い牛舎もかなりある。このような牛にいきなり近づくと牛は排除行動を取ろうと、蹴飛ば
したりし、事故に至っている。牛舎などでも安全に配慮した設計が行われる必要があるので
はないか。 
・以前、全中も含め農作業安全のコンクールを実施していたが、現在は実施していない。良
い取り組みなので、また続けてほしい。 
・チェックリストについては、（多くの個人経営の方には）あれもこれもというのでは使えな
い。高齢者も多く、現場では３項目程度に絞らないと、とても使えない。 
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（生部委員） 
・資料２の安全性検査の調査結果については、前回の意見を汲み取っていただき感謝。メー
カーごとの考え方の差異や課題を改めて認識できた。 
・P１の「はじめに」の関係者は強い危機感を抱くべしということは大切。また、死亡率が低
下しない理由を農業者の高齢化に求めることは妥当ではない、と言い切っているが、現に 65
歳以上の高齢者に事故が多いことや、加齢によって身体機能が低下するという指摘もあった。
例えば、高齢化「だけに」求めることは、とするなど高齢化も要因であるという捉え方がで
きるようにしてほしい。 
・P２～P６の「農業機械の安全対策の強化」のところに、機械の安全性能の強化や安全性検
査制度の見直しについて書かれている。委員のコメントでも、過去に安全性検査が補助事業
の要件になっていたことや、減税はできないのかという話があったが、インセンティブとし
て補助事業の対象にすることは考えていないのか。 
・P７～P８の「法令における位置づけの確認」について、今回は労働安全衛生法と道路運送
車両法について言及されているが、仮にこの制度見直しが適用となる場合は、現場に混乱が
起こらないよう、具体的にどのような機械がどのような規制を受けることとなるのか、どう
変わるのかということをわかりやすく示してほしい。 
・クロスコンプライアンスについては、現場実態をふまえた適切なものとすることが必要と
これまで申し上げているが、「研修の受講」のあり方に加え、現場ではどの補助事業が対象
になるのかについても関心が高いと思われるので、コミュニケーションを図る際には我々も
しっかり対応してまいりたい。機械の問題については、全中として前面に出られないところ
もあるが、作業事故要因分析や優良事例調査を踏まえた対策などのアウトプットをいただけ
れば、周知など我々としてもできることを考えてまいりたい。 

 
（事務局） 
・大吉委員からは研修のあり方について具体の御意見をいただいた。今後、研修をデザイン
していく中でアドバイスをいただきながら進めていきたい。また、収入保険等に関する省内
の連携についても鋭意検討してまいりたい。 
・大浦委員からは「人はエラーを起こすことを前提として」という観点が抜け落ちていると
いう指摘をいただいた。我々もそれを前提としており、例えばｐ２に安全指針を記載し、ま
ずはハード面での安全性が大前提ということを記載している。ただ、わかりづらい部分もあ
るため改めてしっかり書き込みたいと思うので、修文案をご確認いただきたい。 
・大浦委員から、誰向けの対策なのかというご意見について、我々としては全ての農業者に
向けた安全対策としてとりまとめているが、ご指摘のとおり、農業者によって求められる安
全のレベルが異なるという点はある。事故数全体を減らしていくには、一般の個人経営の農
業者にも刺さるような対策が重要。農業機械の安全対策は全ての方に波及するものであり、
また研修についてもしっかり強化していきたいと考えている。一方、GAP に取り組んでい
る法人経営の方に響くマニュアル等の対策も必要であり、それぞれしっかり講じていきたい。 
・生部委員の高齢者に関する記述部分については、表現ぶりを調整したい。また、研修の実
施や規範の普及に関して、引き続き御協力を頂きながら進めてまいりたい。 
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【関係省庁（オブザーバー）からのコメント】 
（国土交通省） 
・山中委員や大浦委員から指摘のあった回転灯の議論については、農耕トラクターの安全性
の向上のことのみ考えるのであれば一つの方法であるが、禁止灯火という説明をしたとおり、
これによる他の影響も考えることが必要。まずは、2019 年と 2020 年の保安基準の緩和によ
る、公道走行時の灯火器類の設置の徹底が必要と考えられるので、そこから始めることが重
要ではないか。 
・シートベルト・リマインダーも安全性の向上という面においては必要になってくると考え
られるが、メーカーの開発状況、普及及び認知することから検討していくことが必要と思う。 

 
（厚生労働省） 
・気多委員から、労働安全衛生法令について強く書くべきとの意見を頂いたが、農林水産省
より説明のあったとおり、厚生労働省としては、まずはデータ等に基づき現状をよく分析す
ることが重要だと考えている。 

 
【閉会挨拶】 
（枝元次官） 
・様々な立場からご意見をいただき感謝。制度論から現場の実践まで、多くの意見を頂いた。
形だけに留まるのではなく、実効性のあるものをポジティブに検討していきたい。 
今日頂いた意見も踏まえて中間とりまとめを策定した上で、実行に移していくことになるが、
皆様におかれては我々の監視役として、引き続きよろしくお願いしたい。 


