
1 
 

第４回農作業安全検討会 議事概要 
 
⽇  時：令和 3 年９⽉８⽇（⽔）10:00〜12:00 
場  所：web 開催 
出席委員：森⽥審査役（⽣部委員の代理）、⼤浦委員、⼤吉委員、川⼝委員、藤盛委員、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、⽥島委員は⽋席 

（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 ⼭村
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： 平形農産局⻑、安岡⽣産振興審議官 
技術普及課 横地技術普及課⻑、吉⽥⽣産資材対策室⻑、⽥中補佐 
農村振興局設計課 北川補佐 

議  題：中間とりまとめの取組状況について 
      

農林⽔産省から冒頭挨拶の後、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。 
 
【関係省庁からの補⾜】 
（佐藤技術審査官（厚⽣労働省）） 
・参考資料 P12 の死傷病報告は、休業４⽇以上の労働災害について、所管の労働基準監督署

に報告いただくもの。今回農業のデータを提供させていただいているが、この中には、植栽
の剪定等を⾏う造園業が含まれているので、その旨念のため補⾜させていただく。 

・我々は、農業で⽤いる機械は今まで⼀般動⼒機械という分類にしていたが、今回、この中
の農業機械に着⽬して災害発⽣状況を分析いただいているのは感謝。提出いただいている資
料について、直ちにこれを踏まえて安衛法令上の在り⽅を検討するということではないが、
今後も⾊々な情報と照らし合わせながら分析いただければと考えている。 

 
（⼭村調整官（国⼟交通省）） 
・シートベルトリマインダーについては、現在どのトラクターにも装備されていないという

ということだが、シートベルトそのものについては、新⾞には 100%装備されているとのこ
と、他の⾞両カテゴリでの⾞両安全対策・義務付けに関しては、そのような技術開発状況と
普及状況も踏まえて検討している。シートベルトによる事故低減効果も⽰されているところ
なので、更に細かいデータも必要になってくるかもしれないが、有識者や法令審査に耐えら
れるかという観点で検討させていきたい。 

・回転灯に関してだが、薄暮時の追突対策については農業機械にとってのみではなく、他の
どの⾞両カテゴリでも事故が⼀番多い重要な対策。このため、AEBS（衝突被害軽減ブレー
キ）やオートライト等、追突する側の視認性向上のための対策を義務化してきている。農業
機械でも視認性を向上するための対策を強化していると伺っており、こうした対策も相まっ
て追突事故を防⽌することが重要。なお、現⾏法令では回転灯だけが禁⽌されているのでは
なく、資料にあるとおり、⾞両に備える灯⽕においては（許容されているもの以外の）あら
ゆる灯⽕の装備が禁⽌されている。これは、モビリティの安全性全体に影響が出ないかとい
う懸念から使⽤してよいものが限定されており、また、違法改造等を防ぐ趣旨であり、こう
した点も理解いただければと思う。 
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【各委員からのコメント】 
（⽥島委員）※⽋席のため、農林⽔産省吉⽥室⻑より事前に頂いた意⾒を代読 
・トラクター等の基準を検討するにあたっては、センサー類に頼るのではなく、操作性や使

い勝⼿の観点も踏まえて検討いただきたい。（→事務局：御指摘いただいた観点も踏まえな
がら分科会における議論を進めていきたい。） 

・回転灯については、作業機装着に係る保安基準の緩和措置とセットで検討すべきだったの
ではないか。時間を要するかもしれないが、引き続き検討を進めていただければ幸い。（→
事務局：今後も全ての可能性を排除せず、⼀⽅で先ほど紹介いただいた追突事故防⽌の対策
等も総合的に勘案しながら、関係省庁と連携して議論してまいりたい。） 

 
（森⽥審査役）※JA 全中⽣部委員の代理出席 
・JA 全中としても、熱中症対策や公道⾛⾏対応について各県中央会への周知を⾏ったり、秋

の農作業安全推進運動の⼀環で JA グループ版のポスター作成に取り組んだりと、農作業安
全関連の普及啓発には取り組んでいるところ。先般作成された農作業安全規範についても、
各組織の研修に活⽤させていただいている。 

・研修について、まず、安全の啓発のための研修を進め、次に、クロスコンプライアンスとし
ていくという２段階があると思っている。 

・研修をコロナ前の状況のように展開することはなかなか難しい。WEB や e ラーニングのよ
うなものも活⽤し、受講する機会を広く⽤意していただければ幸い。 

・クロスコンプライアンスと関連した研修については、農家に重く受け⽌められすぎないよ
うに、現場実態や個々の補助事業の趣旨を⼗分にふまえ、混乱しないよう丁寧な説明を進め
ていただきたい。研修への参加のしやすさにも配慮いただければと思う。 

 
（⼤浦委員） 
・回転灯については、参考資料 P26 にある予算も使って、海外の事情を調べていただければ

と思う。韓国では回転灯設置が義務化されたが、それにより他の交通に影響が出たのかとい
うことを分析いただければと思う。 

・「⾃分事」というのは、農家だけではなく、メーカーや⾏政もはっきりそうとらえるべき。
共済連から提供された事故情報２万件を分析すると、SS は 140 件のうち 27％が死亡事故。
⼀⽅、トラクターは 5.7％程度で、圧倒的に SS の死亡事故が多い。これは、SS は薬液タン
クがあるので、慣性の影響が働いて横転しやすいということ。タンクローリーでは、防波板
や仕切版を設置するなどして、液剤の影響を少なくするための⼯夫が⾏われている。メーカ
ーと国が、補助事業等を通して⼿を打っていただきたい。 

・農村医学会で⾏った農作業事故に関する対⾯調査の中ではっきりとわかっている対策の提
案は、既に⾏っている。たとえば、トラクター乗降時に事故が多く起きていることが⽰され
ているが、いまだに第⼀ステップが 55cm もあるようなものが新⾞として販売されている。
事故情報の分析ができないと対策ができないというのはそうかもしれないが、既に改善のた
めの提案がされているものについては、積極的に反映いただければと思う。 

 
 
（⼤吉委員） 
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・中間とりまとめを踏まえ、前向きに対応いただいており感謝。 
・農作業を⾏う者の⽴場からしても、研修の体制ができるのは⾮常にありがたいこと。農作

業安全に向けてどのようなことができるか、周囲と共有を図ることはとても⼤事だと思う。
たくさんの⼈を集めて⾏うというよりは、WEB の活⽤も⼤切。雇⼊れたときの初任者研修、
作業機を使う前、昼時など、いつでも、だれでも、どこからでも使えるような体制づくりも
検討していただきたい。そうした体制があって、クロスコンプライアンスにつながっていく
のではないか。 

 
（川⼝委員） 
・機械の安全性能についてだが、シートベルトリマインダー、シートスイッチの双⽅につい

て、どのような対応を⾏うことが可能か内部に検討体制を作って議論を進めており、業界と
して考えを取りまとめていく段階になっている。業界としても検討をオンゴーイングで⾏っ
ているということを報告させていただきたい。 

・安全性検査制度そのものの⾒直しについては、いろいろな作業機が関係するので、こちら
も⽇農⼯に組織的に検討を⾏えるような体制を整備したところ。具体的な議論はこれからだ
が、この体制の下で検討を進めさせていただきたい。 

・農機販売時の公道⾛⾏の灯⽕器類の設置については、まさに今対応を進めているところ。
加えて、ユーザーが既に所有している機械についても対応できるよう、後付け⽤公道⾛⾏キ
ットの販売についても取り組んでいることを報告しておく。 

 
（事務局） 
・森⽥審査役・⼤吉委員からご意⾒のあった研修における WEB の活⽤については、対⾯を

基本とし、どうしても難しい場合には e ラーニング等も活⽤できるように準備を進めている
ところ。農業者の⽅が取り⼊れやすいよう⼿段を多く⽤意することが⼤切だと思う。⼀⽅で、
⼤吉委員のように意識の⾼い⽅には WEB が有効だが、農作業事故が⾃分とは無縁だと思っ
ている⼈に考えを改めていただくには、対⾯が重要と思っているところ。制度を⾛らせなが
ら、バランスを考えていきたい。 

・森⽥審査役から発⾔のあった、研修を重くとらえ過ぎないようにするための対策、すなわ
ちできるだけ多くの⼈に参加いただくための⽅策ということだと思うので、研修の推進を共
に担っていただく JA 全中の皆様とも⼀緒になって考えていきたいと思う。 

・⼤浦委員からご意⾒のあった、メーカーや⾏政も農作業安全を⾃分事としてとらえるべき
という点は御指摘のとおりであるが、今回、⽇農⼯においても積極的に検討を進めていただ
くなど、まさに⾃分事としてとらえていただいているので、引き続きよろしくお願いしたい。 

・回転灯の提案については、様々な課題に対応できるよう、予算をまずしっかりと確保する
ということに尽⼒していきたい。 

 
（藤盛委員） 
・中間とりまとめの⽅向にしっかりと対応していただいており、感謝。 
・機械化協会は、研修の実⾏部隊として役割を担っている。座学を基本としつつ、WEB も重

要という御指摘をいただいたところだが、今それも含めて鋭意準備をしているところ。テキ
ストについては、専⾨家からアドバイスをもらっており、かなり質のいいテキストができて
いると考えているので、これを活⽤していくことが重要。11 ⽉まではリハーサル、12 ⽉か
ら本番の研修を円滑に⾏っていきたい。 
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・制度検討部会、基準検討部会においても、メンバーとして参画しているところ。リマイン
ダー、シートスイッチについては、技術的なことも含めて検討を⾏っているところ。また、
制度⾒直しについては、これから始まる製品アセスメントの効果に期待している。 

 
（⼩⾕委員）  
・安全性検査について、わかりやすさの向上はとてもいいこと。例えば、「⼣暮れは危険」と

いうシンプルなメッセージを明確に伝えていくと、それだけ⼀点に集中して対策を⾏うこと
ができる。シンプルであること、そしてインセンティブを与えるという考え⽅が⼤切。 

・参考資料 P６の安全性検査基準の証票のイメージは、あまりシンプルではない。ピクトグ
ラムが活⽤されているように、ユニバーサルなイメージにしてはどうか。今提⽰されている
シールは「説明」の証票となっているが、関係者向けの説明だけでなく、注意を引き付ける
ようなデザインを求めるのはいかがか。 

・参考資料 P23 の研修は、素晴らしい取組。⼀⽅、指導員になる⼈が誰かという視点で⾒る
と、「⾃治体」や「JA」となっているが、農業者である指導農業⼠のような⼈が⼊ると、⾃
分事としての認識が⼀気に⾼まる。⺠⽣委員のように、「あなたが指導員ですよ」と任命を
受けることによって、⾃分⾃⾝の意識も⾼まっていくのではないか。 

 
（鈴⽊委員） 
・P12 以降の死傷病報告データの分析には個⼈経営の農業者は含まれていないと思うが、個

⼈経営の農業者のデータを加えると実態はかなり変化すると思われる。P13 では、機械の安
全性は年々⾼まっていると思われる⼀⽅、機械事故の件数及び割合が増えているということ
が⽰されている。この背景には使い⽅の問題もあるのではと思う。今後の分析に当たっては、
機械側の要因及び使い⽅の要因の両⾯から真の原因究明を⾏うことが今後の改善策にもつ
ながるため重要だと思う。 

・P15 では、未熟練の労働者の災害割合が⾼いということだが、他産業は新⼊社員には若い
⼈が多い⼀⽅、農業は 60 歳以上の⾼年齢労働者が多いなど、そうした背景もあるのではと
思う。また、法令は制定したときの状況に基づいているので、現⾏法では必要なもの全ては
カバーできていないと思う。実際には農業も他産業と同程度の危険性を伴うものという認識
をもって⾏動することが必要。雇⼊れ時教育の１〜４号の項⽬の省略は、第３次産業等のリ
スクが少ない業種向けの規定かと思う。しかし、農業の場合は、実際には建設業や林業等と
同レベルのリスクがあるため、これに準じて⾏う必要があるだろう。ここに指定されていな
いのは、制定当時は農業におけるリスクはそれほど⼤きくはないと考えられていたためかと
思う。法⼈や経営者においては、法令に定められていなくともやる必要があると認識する必
要があるのではないか。 

・P16 で事故の型別の分析を⽰しているが、これについても真の事故要因の分析が必要。事
故の⼤半は、不安全な状態で不安全な⾏動を⾏うことによって起きる。たとえば、傾斜地で
必要以上のスピードを出して農業機械を運転するなど。これらの詳細な分析を少しずつの事
例でも良いので、事故をもたらした真の要因を幅広く、深く分析を⾏っていただきたい。 

・私も参画させていただいている研修テキストは、200 ページ程度の充実したものになって
いる。指導者に対して限られた時間の中でどのように指導をしていくか、更に農業者に⾃分
事として考えてもらうようにするにはどのような伝え⽅をすればいいかを検討していくこ
とがこれからの課題。 
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（⾼橋委員） 
・⼤型特殊免許の話があったが、農業者はその線引きが「⾺⼒」にあると認識している⼈も

まだまだ多い。農業機械を売る側も、積極的に農業者に対して免許取得が必要かどうか情報
発信していただきたい。また、⾞両幅が 2.5ｍを超える場合の通⾏許可の問題も気になって
いる。特に⾼齢者等では認識をしていない⽅も多いと思うので、具体的な数値を⽰しながら
周知していくことが必要ではないか。 

 
（事務局） 
・⼩⾕委員の証票に係る指摘は⾮常に貴重。すぐに検討していきたい。また、研修について

は、農業機械⼠は機械の操作に⻑けている農業者という⽴場で指導者候補の中に⼊れていた
が、この仲間となるメンバーは多い⽅が良いので、もう⼀度こうした視点で、指導農業⼠な
どを指導者候補にしていくことを考えてみたいと思う。 

・鈴⽊委員から労働災害の分析について意⾒を頂いたが、マクロの分析だけでなく、来年度
予算も要求しているのでミクロ分析もしっかりやっていきたい。また、時代の流れに法令が
追い付いていない部分もあるのは事実だと思う。中間取りまとめの出⼝で法令マニュアル等
も考えているが、法令に書かれていないがやるべき事項があるのだとすればマニュアル等を
通じて現場指導していきたいし、規制が時代に合っていないというのであれば、厚労省とも
引き続き協議を進めながら対応を⾏っていきたい。 

・研修については、我々が持っている知識をどうコンパクトに伝えていくのか、どれくらい
の情報量であれば⾏動変容につながるのかを考えるのは⾮常に重要と思うので、労働安全衛
⽣コンサルタントの皆様の知⾒も借りながら今後しっかり検討したい。 

・⾼橋委員からは、販売時に規制対応について農業者へ情報提供をしっかり⾏っていただき
たいという声を頂いた。⽇農⼯から話のあった公道⾛⾏キットの販売でも、農業者に要るか
要らないかと聞くと「要らない」と⾔われてしまうので、最初から法令に準拠した装備を販
売するか、法令の説明をした上で販売するという体制づくりが必要と思っている。 

 
（⽥中委員） 
・⼤特免許等の取得のための研修で三重県の販売店組合の取組として年間を通じた取組を⾏

っていることが紹介されているが、⼈⼿が⾜りないので販売会社の OB にも声をかけてい
るとのこと、⼀⽅、秋⽥県では、研修の事例は０になっているが、昨年春から半年間に約 1400
名規模で、販売店組合と農協がタイアップし、⼀般の教習所に⾏って割引料⾦で⼤特を取得
するという取組を⾏った。県によって研修機関や免許センターの状況が異なるので、それぞ
れの実情に合わせて取組を進めているということをこの場で先ず補⾜させていただく。 

・参考資料 P12 に労働災害のデータがあるが、動⼒刈払機の事故が法⼈組織でも相当起きて
いるので、農機販売店組合として、安全衛⽣教育の講習が推進できないかということを現在
検討している。 

・灯⽕器類の追加設置については、総じて⾔うと農業法⼈は⼗分意識されているが、その他
の⼀般農家に対しては周知が困難だと感じている。従業員の安全を守らなければならないと
いう意識が⾼い経営者がいる⼀⽅で、農作業安全に関する情報がまだ届いていない⼈が⼀般
農家や⾼齢者農家に相当数いるのが現実である。有効策は即座に思い当たらないが、少なく
とも農作業安全に関わる国・県などの⾏政や関係組織の⼈たちは、常にそのことを念頭にお
いておくべきだと思う。 
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（藤井委員） 
・参考資料の P６の検査⼿続きの簡素化については、全てが書⾯審査になるということでは

ないということを確認させていただきたい。 
・昭和 51 年に始まった旧安全鑑定においては、国が定めた「農業機械安全装備確認対策実施

要綱」に基づき、現物チェックによって安全性を⾼めてきた。その後、平成に⼊って国際規
格との整合性を図る必要から⼆度にわたり鑑定基準の⼤改正を⾏った。しかしながら、主た
る対策が防護装置等におかれていたこともあって、たとえば各種のカバー類が作業中や点検
整備時に不便だからと⾔って取り外されて、その結果事故に⾄ると⾔った実態に対して必ず
しも絶対的な効果があったとは⾔い切れない。農業機械は複雑な作業を⾏うので、安全防護
を付けることにより作業性に影響がでるということは懸念されるが、いまだに防護カバーや
安全標識、取説類の安全装備をチェックしているだけで⼗分という旧来の安全対応に留まっ
ている機械も散⾒される。現在の安全性検査は、設計段階でリスクアセスメントをしっかり
と⾏って本質的な安全設計を⾏っていただくことや機能安全に係る基準の強化を求めてい
るが、その認識が現状において浸透していない。これについて我々も反省しているところ。
こうしたことは、安全性検査が任意検査である限りは、検査制度の改⾰だけでは進まないの
ではないかという懸念もある。かつて、機械安全規格を活⽤して災害防⽌を進めるという事
業が厚労省より中災防に委託されて取り組まれたように、設計製造者のレベルアップのため
に参考資料 P26 の１の③にあるような取組みを農機産業に対して、検査制度と併せて進め
るべき。 

・P5 の回転灯については、農業機械へ装備する必要性の特定が困難とあるが、論点は資料 P20
にあるとおり現⾏法令の規制が厳しいことであり、緩和をして⾏くためにはどうすべきかに
ついて取り組むことかと思う。回転灯の装備が許される欧州では、トラクタは公道⾛⾏する
クルマと同じ⾞両としての位置づけがなされているかと思うが、⽇本は国内法で別に定める
というこれまでの考え⽅を、安全の観点から今⽇のクルマ社会の中で農機の回転灯の装備が
両⽴するということを、この委員会が発起してその他の検討の場でユーザーの意⾒も是⾮取
り⼊れて議論していくべきではないかと思う。 

・廃⽌された安全鑑定の効⼒については、誤解をされている。旧安全鑑定適合機であること
を未だに免税経由の申請要件としたり、事業の⼊札要件に引き続きされている地⽅⾃治体が
あるが、安全性検査制度の改⾰に向けて検討して⾏く上ではこれらの認識を新たにしていた
だいて、今後は安全性検査合格機の中から選定していただくと⾔うことを国の指導でお願い
したい。 

 
（⼭中委員） 
・中間とりまとめについては、とりまとめや分科会の議論をしっかり⾏っていただき感謝。

シートスイッチについては、あらゆる農作業場⾯があるので、実態をしっかり協議いただき、
装備を検討いただきたい。農業者が今までできていた作業ができなくなる、ということがな
いようにしていただきたい。 

・参考資料 P17 にあるシートベルトの装備状況については、２点式が⼤半との記載あるが、
⾃動⾞のような３点式シートベルトの義務付けに係る検討がされているか確認させていた
だきたい。トラクターは公道よりもほ場での事故防⽌を考える必要があり、２点式でも事故
の防⽌にも寄与できると考えている。仮にトラクターでも３点式を求めるとなると、現⾏の
トラクターの規格では装備を進めることが難しくなるのではないか。 
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（事務局） 
・⽥中委員から指摘のあった動⼒刈払機については、かなり事故の多い機種である⼀⽅で、

機械の製造事業者・流通ルートが多種多様であるため実態をとらえ難いこともあり、農業者
に対して危険性をどう周知していくかなど、安全対策の強化は今後の課題の⼀つであると考
えている。 

・⽥中議員から公道⾛⾏の関係で、農家に情報が⾏き渡っていないという指摘があったが、
今後、研修等を通じて意識啓発を⾏わなければいけない課題であると考えている。その際は、
研修の指導員に販売員の⽅々も参画いただき、指導員という⽴場で法令遵守を農家に呼びか
ければ、理解も進むのではないかと考えている。 

・藤井委員から安全性検査の実機検査に関する確認があったが、分科会においては、書類審
査に移⾏した場合も、依頼者である農機メーカーが実機検査を望む場合はこうした仕組みも
残す⽅向で議論していることを御報告いたします。 

・安全性検査については任意の仕組みではあるが、制度運⽤の⾒直しや認知度の向上を図る
ことなどによって、現⾏制度においても農業機械の安全性能の向上を図ることができる可能
性がまだあると考えているので、農研機構からも引き続きご協⼒いただきたい。 

・⼭中委員からのシートベルト規制について、少し解説いたしますと、道路運送⾞両法で装
備が義務化されると、道路交通法で取締の対象となる法体系になっており、現在、装備が義
務課されていないので、まずは道路運送⾞両法の議論を⾏っているところ。現時点では、前
提として現在の装備状況を把握しているという段階であり、３点式を要するかどうかも今後
の検討事項だと考えている。 

 
【閉会挨拶】 
（平形農産局⻑） 
・⾮常に内容の濃い２時間としていただき感謝。本⽇頂いた御意⾒を踏まえて、今後さらに

分科会での議論や関係省庁との調整など、中間とりまとめに沿った対応を加速してまいりた
い。 

・今後の予定としては、できれば年内に第５回の検討会を開催し、例えば「分科会における
議論」については、⼀定の案をお⽰しさせていただきたいと考えている。また、今年の９⽉・
10 ⽉は、シートベルトの装着については特に重点的に⾏うこととしているが、情報が届い
ていないことを前提に考えなければならないという⽬が覚める意⾒も頂いたところなので、
こうした御指摘も踏まえて進めていきたい。年内にももう⼀度議論いただきたいと思ってい
るので、今後とも、農作業安全の推進に向けて、引き続きそれぞれの⽴場から検討いただけ
れば幸い。 

（以上） 


