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1

（１）農業機械の安全性能の強化

① シートベルト非着用時警報装置
農業機械では転落・転倒による死亡事故が多く発生していることから、少なくとも最も

事故が多く発生している乗用型トラクターについては、騒音が大きい環境で、高齢者が利
用する機会が多いことを踏まえ、警報音や警告表示等を含め、農作業の実態も踏まえた
シートベルトリマインダーの装備を検討すべきである。

・乗用型トラクターについて、安全
性検査の基準の強化（シートベルト
リマインダー及びシートスイッチに
係る規定の新設）に向けて、令和３
年７月19日に安全性検査基準検討部
会乗用型トラクター分科会を開催し、
具体的な安全装置の規格等について
検討。

Ｐ２～３
2

② 離席時に可動部への動力伝達の遮断等を行う装置
少なくとも回転部への巻き込まれによる死亡事故の発生件数が最も多い乗用型トラク

ターについては、農作業の実態も踏まえたシートスイッチの装備を進めるべきである。

3

○ 継続的に市販中の農業機械の検証を行うとともに、海外や他分野の機械における安全
性能の現状等も踏まえつつ、農業機械が具備すべき安全性能に関する基準を逐次見直し、
これに即した農業機械の製造を促すべきである。

安全性能に関する基準については、現在、 (国研)農研機構が運用する安全性検査の検
査基準と一体であることが望ましいことから、(国研)農研機構や関係する農業機械メー
カー等の専門家からなる安全性検査 基準検討部会（仮称）を本検討会の下に設置して検
討を行うとともに、本検討会における議論も経て一定の見直し案を作成し、同機構に提示
することが妥当である。

4

〇 農業機械は耐用年数が長く、中古の農業機械を使用する農業者も多いことから、既存
の農業機械においても十分な安全性が確保されるよう、農業機械メーカー各社において現
在取り組まれている安全フレームやシートベルト等の装備の後付けや、これらの装備が未
装着の機械の下取り等の取組について、官民一体となって積極的に展開すべきである。

・令和３年8月20日に開催した秋の農
作業安全確認運動推進会議（約800団
体が参加、会議出席者約200名）にお
いて、国内の農業機械メーカーから
取組状況を報告いただき、会議に出
席した関係団体において更に周知を
進めていくことを確認。

Ｐ４

Ⅱ 農作業環境の安全対策の強化
１ 農業機械の安全対策の強化
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5

（２）安全性検査制度の見直し

① 検査手続きの簡素化等について
農業機械メーカーにおいて検査基準との整合を確認した書類等を（国研）農研機構が審査

することで合否を判定する仕組みを導入するなど、検査の適正性は確保しつつ手続きを簡素
化するとともに、検査手数料を低減する手法についても検討を行うべきである。

・令和３年８月５日に安全性検査制
度検討部会を開催し、
①検査手続きの簡素化
②わかりやすさの向上
③検査基準等の明確化
④購買行動につながる対応の強化
等の観点について具体策を検討。

・安全性検査の合格機の利用者への
保険料（共済掛金）への反映の可能
性について、JA共済連と協議。(令
和３年８月30日）

P５～７、
P26

6

② わかりやすさの向上等について
制度のわかりやすさは、農業者の購買行動にも効果を及ぼし、更には安全性検査の受検率

の向上にも寄与するものであることから、受検率の向上の観点を重視して検査基準を見直す
とともに、できる限りシンプルな仕組みとして再出発することが望ましい。

7

③ 検査基準等の明確化について
（国研）農研機構においては、具体的な安全装備の例を示す、検査基準に係る相談窓口を設
ける等の対応を講じたり、機種によっては検査基準を具体的なものに見直すこと等について
も検討すべきである。

8

④ 購買行動につながる対応の強化について
安全性検査の受検率の向上を図るため、農業者における安全性検査の認知度を向上するた

めの取組として、各農業機械メーカーがＷＥＢやパンフレットで製品紹介を行う場合の表示
ルールを定めるなど対応を強化することが重要である。

また、農林水産省は、農業者の型式選択に当たって合格機にインセンティブを与える仕組
みとして、例えば、保険料の割引制度などについて関係事業者への働きかけを行うなどの取
組も積極的に展開すべきである。

9

○ 安全性検査制度の見直しに当たっては、機械の製造実態など技術的な観点から十分な検
討を行う必要があることから、(国研)農研機構や関係する農業機械メーカー等の専門家から
なる安全性検査 制度検討部会（仮称）を本検討会の下に設置して検討を行うとともに、本
検討会における議論も経て一定の見直し案を作成し、同機構に提示することが妥当である。

10

〇 安全な農業機械の普及を図るため、農林水産省は、各機種の出荷販売台数に占める安全
性検査に合格した型式の割合や型式名について把握し、本検討会に報告するとともに、農業
者に情報提供を行う等の取組を行うべきである。

・令和３年６月14日付けで通知を発
出し、農機メーカーに対して、安全
性検査の合格機の出荷状況を精査し
た上で報告するよう依頼。調査結果
は現在とりまとめ中。

－
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11

（３）法令で定められた対応の徹底

① 労働安全衛生法令に定められた規制
労働基準監督署の報告によると、「農業・畜産業」分野で同法が適用さ

れる事業場において、定期自主検査や安全衛生教育等について違反事案が
一定数検出されている。今後、農林水産省は、農林水産省・食品産業の作
業安全のための規範（令和３年２月16日付け２政第452号農林水産事務次官
通知）の徹底や法令遵守のための「チェックリスト」の活用等を通じて農
業現場の指導を強化する必要がある。

・ 農閑期である冬期に農業者に提示することを目標
に、現在、農林水産省においてチェックリストの素
案を作成中。

・ また、令和３年度事業において、労働安全衛生コ
ンサルタント等の協力を得て、「農作業安全に関す
る指導者」向けのテキストを作成しており、この中
で関係法令についても整理中。今後、同指導者から
農業者への研修を通じて現場への指導を強化する予
定。

Ｐ８,P26

12

② 道路運送車両法令に定められた規制
公道走行時の保安基準の遵守について、事故実態の紹介と合わせて農業

者への周知徹底を図るとともに、農業機械メーカーにおいても、公道走行
に必要な保安基準を満たす作業機を販売するなど、積極的に普及を図るべ
きである。
また、農林水産省は、公道走行に必要な保安基準を満たす作業機の販売

状況を把握し、本検討会に報告するとともに、農業者に情報提供を行う等
の取組を行うべきである。

・令和３年８月20日付けで通知を発出し、
① 公道走行に必要な灯火器類等を標準装備したモデ
ルを設定・販売するよう農機メーカーの業界団体に、
② また、農業者等に公道走行時には必要な灯火器類
の設置の徹底を周知するよう行政、農業者団体等に
依頼。
なお、標準装備モデルの販売状況については、来

年以降、調査結果を報告予定。

・ 農業者の大型特殊免許等の取得機会の拡大に向け、
令和３年６月30日付けで通知を発出し、都道府県や
農業者団体等における研修の開催状況を調査。更に、
積極的な取組みを行っている地域の事例をチラシに
まとめ、令和３年９月中に各地域に周知する予定。

Ｐ９～11

13

（４）法令における農業機械の位置づけの確認

① 労働安全衛生法令に定められた規制
農作業死亡事故が多く発生している乗用型トラクター、歩行型トラク

ター、農用運搬車、自脱型コンバイン、動力防除機等については、農林水
産省において農業分野における労働者の事故の発生状況等の分析を更に
行った上で、その結果を踏まえ必要に応じて規制上の取扱いについて確認
すべきである。

・農林水産省において、平成27～令和元年度の死傷
病報告を基に事故情報を分析し、その結果を厚生労
働省に情報提供。

・令和３年８月に直近（令和２年度）の死傷病報告
の情報が入手できたことから、今後、最新データを
含めて更に分析を進める予定。

Ｐ12～16
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14

② 道路運送車両法令に定められた規制
道路運送車両法では、保安基準に適合するものでなければ運行の用に供してはな

らないこととされており、保安基準では「専ら乗用の用に供する自動車」、「貨物
の運送の用に供する自動車」については、シートベルトやシートベルトリマイン
ダーを備えることを義務付けている。

農業機械については、道路走行を行ってほ場間の移動を行うことが多く、路外逸
脱（転落・転倒）の交通事故によって毎年多くの死者が発生しているものの、「専
ら乗用の用に供する自動車」、「貨物の運送の用に供する自動車」に該当しないこ
とから、この義務付けの対象となっていない。

このため、転落転倒による死亡事故が多く発生している乗用型トラクターについ
て、当該義務付けの対象とする必要性について確認すべきである。

・規制化の可否はシートベルト・シートベル
トリマインダーの効果や実際の装備状況等を
考慮しながら、有識者から構成される車両へ
の装備義務付け等を検討する場（車両安全対
策検討会：国土交通省が事務局）での審議等
を経て決定することとされている。

・このため、農業機械におけるシートベルト
の使用による事故低減効果に関するデータの
ほか、現行の販売型式における実装状況、農
業機械による道路での事故事例について農林
水産省から情報提供。この内容を踏まえ、引
き続き義務付けに係る協議を行っているとこ
ろ。

Ｐ17、18

15

農業機械の交通事故の発生状況をみると、交差点などのない道路を走行中に「追
突」を受けることにより多くの事故が発生しており、また、農業機械の事故は16時
から20時までの薄暗くなる時間帯に多く発生していることから、乗用型トラクター
等の低速車についても回転灯を装備することができるよう運用を見直す必要性につ
いて確認すべきである。

・追突事故防止のための視認性の向上に向け
ては、保安基準を満たすために必要な灯火器
類の作業機への設置を促進することも重要で
あるため、上記（３）②に係る対応を強化す
る予定。

・追突事故に関する対策、回転灯の装備につ
いては、農業機械と他の低速車両等との違い
や、農業機械への回転灯の装備による他の交
通への影響等を明らかにする必要があるが、
農業機械への回転灯による対策の必要性を特
定することが困難な状況。

Ｐ19、20
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16

（１）農地、農道の安全対策
農地や農道の安全性が確保されたものとなるよう、ほ場整備等の農業生産
基盤整備を行う際に安全性に配慮することの検討について、都道府県に対し
て通知を発出しているが、さらにその徹底を図るべきである。
また、農業生産基盤整備等における、

① ほ場への進入や走行性に配慮した農道整備の事例
② 転落事故の防止に資する用排水路のパイプライン化の事例
③ ラジコン草刈機の導入を念頭において法面勾配（1:1.8）を採用し

た事例
など、実際に安全対策を講じた事例情報について、全国の地方公共団体、土
地改良区等に対して積極的に周知を行う必要がある。

・8月のJA全青協のリスク部会にて、安全対策を講じ
た取組事例について説明。

・9月の都道府県向け概算要求説明会において、作業
環境の改善や安全性に配慮した設計の重要性につい
て周知を行った。

・本年度から、設計基準の考え方に農作業安全の視
点を充実させるための中長期的な検討を開始。また、
これとも関連して、農作業事故とほ場環境の分析、
農業機械メーカー等へのヒアリングを通じた基盤整
備のニーズ把握を行う調査を予定。また本年度中に
更なる事例収集を行い、事例集を更新予定。

Ｐ21

17

（２）農業施設等における安全対策
農作業事故の防止に対する意識が高い農業者においては、作業場となる農

業施設の安全対策について様々な取組が行われている例があるため、先進的
に取り組まれている現場の事例を収集し、関係者に対して積極的に情報提供
を行うべきである。

・ 令和３年８月20日に開催した秋の農作業安全確認
運動推進会議（約800団体が参加、会議出席者約200
名）において、（国研）農研機構より農業施設事故
の事例や改善指導の実例等に関する講演を行い、農
業者や施設管理者の対応強化を喚起。

Ｐ22

２ 農地、農道、農業施設等の安全対策の強化



7

中間とりまとめ 取組状況 参考資料

18

農業者や農業者を取り巻く地域において、農作業事故を「自分ごと」「自
分たちごと」として捉え、安全と人命を優先することが重要であることを再
認識できるよう、事故の発生状況、農業経営への影響、効果的な事故防止対
策等を習得することができる研修を定期的に受けられる仕組みを整備する必
要がある。

・ 令和３年度事業において、農作業安全の指導者
向けのテキストを作成するとともに、当該指導者
の育成に携わる「指導員育成者」を20名程度養成
中。

年度内に農作業安全の指導者を全国で養成す
る予定。（来年度より、同指導者による農業者向
けの活動を実施予定。）

Ｐ23

19

（１）事故事例に関する研修の充実・強化
農業においても、農作業事故が「自分ごと」であることを農業者が認識す

ることが事故対策を行う前提となることから、そのために提供すべき情報と
して、具体的な事故事例を通じて、実際に農作業事故が農業経営に及ぼした
影響を紹介する取組は極めて有効であると考えられる。

これまで、（一社）日本農村医学会において農作業事故が農業経営に及ぼ
した影響等の聴き取りを行った例などがあるが、今後も被害者の理解も得な
がら、できる限り具体的な情報を収集し、現場に伝えていくことが望ましい。

・ 令和３年秋の農作業安全確認運動（９月～10
月）において、関係機関が一丸となって、チラシ
やFAX等のあらゆる媒体を通じてシートベルトの着
用を集中的に周知する運動を展開中。

この中で、シートベルトの未着用により、死亡
したり重傷を負った事故事例を紹介。

・ 令和３年度事業において農作業安全の指導者向
けのテキストを作成しており、この中で農作業事
故が経営に及ぼした影響について論述していると
ころ。今後、同指導者から農業者への研修を通じ
て現場への指導を強化する予定。

・ 令和４年度予算概算要求において、農作業事故
が農業経営に及ぼした影響を定量的に分析するた
めの予算を計上。当該調査結果を、今後の指導
ツールとして活用予定。

Ｐ23,24
P27

20

（２）クロスコンプライアンスを通じた受講の徹底
農作業事故の防止を通じた担い手の確保は、農業の持続的な発展にも寄与

するものであることを踏まえ、研修の受講を農業者向けの補助金等の受給要
件とするクロスコンプライアンスの手法を積極的に活用していくべきである。

・ 一部の補助金等について、農作業安全の指導者
が実施する研修の受講を受給要件とすることを検
討するため、令和４年度より試行を開始予定。

Ｐ23

Ⅲ 農業者の安全配慮の取組の活性化
１ 研修体制の強化
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21

（１）農作業安全推進協議会等の設置促進
関係機関の連携による農作業安全に資する活動の効果的な取組事例の横展開や協議

会設置に向けた全国段階の組織から現場段階の組織への働きかけの強化等を通じて、
協議会の設置を促進すべきである。

・ 令和３年秋の農作業安全確認運動の重点
テーマとして、地域段階における農作業安
全協議会等の設置の促進を位置付けるとと
もに、地域協議会の設置実態を公開し、未
整備地域の設置促進を喚起。

Ｐ25,P27

22

（２）農業者の積極的な取組紹介の強化
農作業安全に積極的に取り組んでいる農業者等を表彰などを通じて広くアピールす

ることを通じて、農業者のみならず農業関係者における農作業安全に対する意識や活
動を前向きで明るいものに変えていく取組を強化すべきである。

・ 令和３年８月20日に開催した秋の農作業
安全確認運動推進会議（約800団体が参加、
会議出席者約200名）において、
①ＧＡＰの導入を契機に農作業安全に積極
的に取り組む農業者
②地域の農業者団体と行政が連携して地域
ぐるみで農作業安全を推進している協議会
の安全対策の実例の講演を行い、前向きな
取組を積極的に紹介するとともに、農業者
や農業関係者の取組の活性化を喚起。

・ 令和４年度予算概算要求において、地域
協議会における積極的な取り組みに要する
経費を支援するとともに、こうした取組の
横展開を行うための予算を計上。
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２ 農作業安全に向けた現場の取組の活性化


