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第５回農作業安全検討会 議事概要 

日  時：令和 3 年 12 月 21 日（火）10:00～12:00 

場  所：web 開催 

出席委員：梅崎委員、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、森田審査役（元広委員の代理）、山中委員  

（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： 平形農産局長、安岡生産振興審議官 

技術普及課 吉田生産資材対策室長、田中補佐 

農村振興局設計課 沓掛専門官（北川補佐の代理） 

議  題：中間とりまとめの取組状況について 

 

 

農林水産省平形農産局長から冒頭挨拶の後、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。 

 

（梅崎委員） 

・シートベルトリマインダーのような、技術的・設備的な対策は非常に重要。 

・農作業事故は、労働者の事故だけではなく非労働者の事故も多いため、こうした方に向けた技

術的対策も検討いただきたい。 

 

（大浦委員） 

・5 ページの（1）に「農作業事故が自分ごと」とあるが農業者だけではなく、行政やメーカー

も自分ごととして捉えるべき。 

・例えば、トラクターを乗降するときの支えが不適切であることや、ステップの一番下の高さが

地面から 55 センチと高いことなど、基本的な安全上の課題が解決されないのではないか。本日

議論する機械的な対応以外にも対策を検討する必要があるのではないか。また、11 ページに、

「安全性検査基準については 2019 基準を基本に検討する」とあるが、例えば、他産業では当た

り前になっているインターロック機能や面取りは、2019 年基準で規定されているのか。 

・例えばコンバインについては死角が非常に大きいため、バックモニター等が必要。シートベル

トリマインダーやシートスイッチ以外にも、機械全般的な検討事項があるのではないか。 

・加えて、トラクターのシートベルトは２点式だと使いづらく、３点式にできないか。 

・シートベルトの周知チラシで、シートベルト着用者が 3 人死亡、非着用者が 148 人死亡という

データを示しているが、そもそも着用者の母数が少ないため当然の結果であり、正確にデータ

を伝えることも必要。 

 

（大吉委員） 

・対応が整理されて、今後の動きがわかりやすくなってきている。農業者側からすると、安全性
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検査合格機に保険料の割引が受けられれば、安全性の高い機械を取り入れるメリットになる。

また、研修の実施により、農業者側の安全性に対する意識を一層上げることができると思う。 

・農業機械について危険箇所が多いというのは実感している。一方、トラクターのステップの高

さをこれ以上低くすると、すき込み時などの農作業時に支障が生じる可能性がある。例えば、

折りたたみ式のステップを一段装着する等の対策なども考えられる。また、シートベルトは２

点式より３点式の方が安全と感じるので、キャビン付きのものであれば３点式も導入できるの

ではないかと考えており、こういった点も検討いただけるとありがたい。 

 

（事務局） 

・梅崎委員からは、非労働者への対策も重要というご指摘をいただいた。農業分野の安全対策

は、これまで基本的には非労働者への対策が中心であり、本検討会でも、非労働者であるがゆ

えの指導の難しさや、より安全性の高い機械を買ってもらうための工夫といった点を中心に議

論しているところ。併せて、労働者の事故も増加傾向にあるので、こちらについてもしっかり

目配せしてまいりたい。 

・大浦委員からは、機械の対策が重要というご指摘をいただいた。本検討会でもこれまで指摘を

いただいており、我々もまずはハード的な対策を中心に進めていきたいと考えている。インタ

ーロックが重要というご指摘について、例えば、トラクターのシートスイッチはまさにインタ

ーロックであり、座席を離れると PTO の回転部が止まるというもの。こうした考え方を更に農

業機械に取り入れられないか、引き続き検討してまいりたい。今回対象として挙げている５機

種、スピードスプレヤーを入れて６機種については、2019 年基準を基本として安全性検査基準

を具体的に検討する中で、取りこぼしている部分がないか引き続き検討してまりたい。日本農

業機械工業会でも、機種ごとにワーキンググループを立ち上げて基準の議論をしていただいて

いるところであり、現行基準の課題があれば、これを棚卸しして議論してまいりたい。 

・チラシで使用しているデータは、まず農家の皆様に関心を持っていただくため敢えてインパク

トのある形で提示しているところ。今後情報発信を行う際も、狙いを明確にして、どういった

データを提示すべきか都度精査してまいりたい。 

・大吉委員からは、トラクターのステップの工夫についてご指摘をいただいた。メーカーの方々

と話をすると、農業者に選んでいただくためには、安全性だけではなく、操作性や作業性、コ

ストの問題は切り離して考えられないということも聞く。その中で、農業機械の安全性を他産

業等と同様の水準にしていくため、研修の強化など農業者に理解していただくための対策もし

っかりと進めてまいりたい。 

 

（川口委員） 

・メーカーの立場として、基準検討部会トラクター分科会、制度検討部会の両方に委員として参

画し検討に加わってきた。トラクター分科会では、シートベルトリマインダーやシートスイッ

チについて、装備をすることで逆に安全性が損なわれるということはあってはならないので、

そのためにどういった装置であるべきかということについて、メーカー側の見解をお示しした

上で、農林水産省、農研機構と一緒になってこれまで議論を重ねてきたところ。 

・また、安全性検査制度の見直しについては、検査を受検するという立場でまずは検査制度の実
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際の運用等の様々な手続きについて、メーカーとして意見を提出し、関係者と一緒に検討を進

めてきている状況。この中で、6 機種の基準見直しについては、当会の中に機種別ワーキング

グループを設置し、検討を始めつつある。今後、機種ごとの基準について、メーカーサイドの

考えをお示しした上で、農林水産省、農研機構と検討をしていきたい。 

・安全な農業機械をユーザーである農業者に選んでいただくことが重要であり、研修受講も含め

て農業者に対して働きかけていく必要がある。 

 

（小谷委員） 

・証票の見直しに関して、シンプルなデザインを新たに一般公募ということだが、すばらしいと

思う。選考の際には、できるだけシールを貼る農業者側が貼りたくなるような、そういった点

も基準として考慮いただきたい。真面目なデザインになりがちだが、キャッチーなものでも、

農業者がそのステッカーを欲しいと感じるものであれば、より広がるのではないか。 

・制度の普及を促進するためのインセンティブに関して、政策の手法としてあちこちで使われる

が、まずは関心を持ってもらうことや話題になることが重要だと思う。 

・指導者向け研修について、4,000 人という多くの方が受講するとのことだが、関わる人を多く

するのは重要なことだと思う。関わる人が多くなることで、世間話などの話題につながり、安

全意識の共通認識が高まるのではないか。 

・チラシの見た印象としては第一弾の黄色が一番キャッチーで良いと感じた。インフォグラフィ

ックなど、様々なデータが一目でパッとわかるような見せ方を研究してもよいのではないか。 

 

（鈴木委員） 

・15 ページに関して、安衛法等への反映を検討するために分析を行うことは当然必要だが、そ

の際、農作業事故の真の原因を分析するべき。たとえば、機械と人とに分けて考えた時に、機

械に不備があることが原因であれば、例えば定期点検の強化などが必要となり、一方、農業者

の操作側に問題があるのであれば、技能講習や特別教育等が必要となる。死傷病報告の中から

どれだけ真の原因を探し出せるかは難しいところではあるが、出来るだけ調査していただきた

い。 

・17 ページに関して、未熟練労働者への教育は農業以外の他産業でも実施しているが、30 分以

内というところもあれば、しっかりやられているところもあり、実施内容については会社によ

って大きな差があると感じる。そのような中で、農業法人における実施実態はどうなっている

のか。、いずれにしても、未熟練労働者や新規雇用者向けの教育を充実させる必要があるのでは

ないか。厚生労働省の HP にも、主に製造事業者向けだが、未熟練労働者向けの安衛衛生教育の

資料が公開されているので、農業でもこのような資料を参考にすればよいのではないか。 

・18 ページに関して、事故情報のデータをいろいろな切り口から分析することは非常に重要。

死傷病報告は主に農業法人など雇用関係のある労働者を対象にしたデータであるが、今後は個

人経営者の災害データもできる限り拾い上げて分析すべき。有効な対策を打つためには、事故

の真の要因を知ることが重要。事故の報告内容は各様式によって異なっているかと思うが、真

の要因を把握できるようフォーマットを見直す必要もあると考える。 

・20 ページに関して、私も研修会の講師を務めており、その際には約 300 ページのテキストを
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使用し、約 4 時間の中で指導者向けの研修を実施している。実際に来年度から各農業者に対し

て実施する研修は、更に大幅に時間が短くなると思うので、これだけは知ってもらいたいとい

う点に絞る必要があるが、その方針が示されており、良いと思う。農業者向け研修は１回で終

わりではなく、毎年度続いていくと思うので、核となる部分は同じでも、それ以外の部分の内

容を状況に応じて変えていき、ステップアップしていくことが必要と考える。 

 

（事務局） 

・川口委員はじめ日本農業機械工業会の方々には、今回の議論において非常に前向きに取り組ん

でいただき、この場を借りて改めて御礼申し上げたい。より安全な機械が農家の方々に選ばれ

るような対策について、我々としてもどのようなサポートができるか、引き続き検討会の中で

御議論いただきながら進めていきたい。 

・小谷委員からは証票について御意見をいただいた。我々も農家の方々が自慢できるようなもの

を提示できるようにしたいと思っており、実際公募する際には、そうした思いをしっかりとプ

レゼンテーションしていきたい。また、関わる人が多くなって共通認識が高まるという話につ

いて、今回の指導者向け研修で指導者が増え、また、日本農業新聞などメディアでも数多く記

事にしていただいていることもあり、関係者の方々の農作業事故に対する認識が高まってきて

いると感じる。例えば、農水省が毎月公表している農作業事故情報は、都道府県やメーカーな

ど現場の方から提供いただいているが、 近、その情報量が増えてきていることからも感じ

る。これからも多くの方を巻き込みながら議論してまいりたい。その際、多くの人に関心を持

ってもらうための周知の仕方について、我々も勉強しながら改善してまいりたい。 

・鈴木委員からは、事故情報についてご指摘をいただいた。今回、厚生労働省の協力を得て、労

働者の事故情報はかなり集まってきたので、引き続き分析を進めてまいりたい。それ以外の非

労働者の事故について、これまでも様々な関係機関の協力により情報を集めているが、労働者

の事故とは要因や背景が異なっているのではないかと考えており、引き続き情報収集と分析に

努めていく。今後、研修を通じて農業者の関心も高まれば、事故情報の量や質も高まっていく

のではないかと思う。来年度以降の研修では、短い時間で伝えたいことを端的に伝え、毎年、

少しずつ全体の水準を上げてまいりたい。 

・未熟練労働者の事故に関して、農業に関しては、法令において雇入れ時に機械の操作方法等に

ついては義務付けの対象となっていない。そういった中で、どのように未熟練労働者の方の事

故を減らしていくか、引き続き厚生労働省とも連携しながら検討してまいりたい。 

 

（高橋委員） 

・各分科会での相当量の検討が見て取れた。一番気になったのは安全装置の無効化行為につい

て、かなり議論が行われたという点。何故、安全装備が必要なのかということを、事故の分析

もしながら従業員を含めてシェアしていくことが必要。当協会としても、農作業事故は大きな

課題であると認識しており、その際、先ほどのハッとするチラシやポスターがあればいいと思

うので、これからも色々と情報を頂きたい。 

 

（田島委員） 
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・７ページについて、シートスイッチはインターロックとなっている一方、シートベルトリマイ

ンダーは警告・警報で作業者に伝えるやり方としている。シートベルトについても、例えば、シ

ートベルトをしないとエンジンがかからないというインターロックにする等の様々な選択肢が

あるのではないか。自動車の保安基準との横並びをとるのも良いが、細かく規定してしまうと、

「それさえできていれば検査をクリアできる」という認識になり、対策の多様性がなくなってし

まう。安全性を確保するために操作性、作業性、コストが犠牲にならないよう、規定は 小限に

留めてメーカーにおいて様々な対策を開発し、それを検査で吟味することで、 終的により良い

対策に絞られていくというステップが必要ではないか。トラクターにおけるシートベルトリマ

インダーの規制は世界でも初めてとのことだが、そこまで具体的な規定として踏み込む段階な

のか疑問もある。ヨーロッパのマザーレギュレーションにあるシートスイッチによるインター

ロックもそのような段階を経てできたものであると思う。 

・また、既販機への対策としては、農業者自身が注意喚起を促すステッカーをユーザー自身が自

分のトラクターに貼る、つまり自分の機械をカスタマイズする行為を通して安全に対する注意

を自己啓発する効果があると思うので、前向きに検討いただきたい。 

 

（田中委員） 

・前回の検討会以降、安全衛生教育、特別教育を実施している研修センターを見学したが、主に

造園業、建設業関係の若手社員がチェンソーや刈払機の講習を受けていた。農業と他産業の違い

は、個人事業者が大半だということであり、個人事業者への啓発については、農機販売者が現場

で人海戦術的な働きかけを行うしかないと考えている。そのため今秋の農作業安全確認運動の

取組として依頼されたシートベルト装着を促すチラシを配布したところだが、農繁期に入って

いたこともあり、組合員のうち３分の１しか協力を得られなかった。次回以降は、より広い取組

とするために早めに素材をいただけるとありがたい。 

・また、参考資料の中に、大型特殊免許取得促進の研修データがあるが、ある県に伺ったところ、

県の農政部局を通じて、免許センターの空き時間を借りて、トラクターの公道走行の練習をして、

本試験をその免許センターで受けるという仕組みになっているとのこと。県の農政部局と免許

センターを所管している部局の連携が進めば、こうした取組が広がると思う。警察庁での対応パ

ターンも踏まえつつ進めていただきたい。 

 

 

（事務局） 

・高橋委員からは、労災事故を起こさないためにも、法人において従業員を含めて対策のシェア

を行うことが大事だという大変心強いコメントをいただいた。法人経営者が先頭に立って進め

ていただくと、そこで働いている従業員の意識が変わり、こうした取組への理解度が高まる。今

後も、法人協会の皆様とも連携しながら、この取組を進めていきたい。 

・田島委員からは、シートベルトリマインダーの規定をあまり具体化しない方が良いのではとい

う非常に重要なご指摘をいただいた。同様の意見が基準検討部会乗用型トラクター分科会でも

上がり、議論させていただいた。 

・海外においては、「どういったリスクに備えた機械とするように」という考え方を規定し、その
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具体的手法は製造者に委ねる方法が主流となっている。こうした方法をとることで、新しい発想

でより良い安全装置の開発が進むという良いスパイラルになるということかと思う。一方で、メ

ーカーからは、明記されていない基準はわかりづらいという声がある。どういった機能であれば

基準を満たすのか受検しないとわからず、開発費が嵩むこととなったり、予期せず販売時期を延

長せざるを得ない状況に陥ってしまうという問題点が指摘されている。 

・分科会の議論では、まずは直ぐ取り組める基準からスタートさせるが、 終的にどのレベルの

基準が妥当かという予見性のコンセンサスが大事との議論となった。概念だけの基準を作って

あとは現場任せの方法では実際に回っていかないし、全て細かく規定しすぎてもイノベーショ

ンは起こらない。その狭間でどういった基準が適切かを考える必要があった。ご指摘いただいた

シートベルトリマインダーについても、基準検討部会においてはインターロック機構の導入の

要否も含めて検討を行い、 終的に、まず第一歩として自動車の保安基準を参考として警告表示

や警報音による対応から始めていくこととしたところ。 終的には安全性検査基準という形に

落とし込んでいくが、その書きぶり、すなわち基準を明確に示すか示さないかのバランスは、田

島委員の御意見も踏まえながら議論してまいりたい。 

・田中委員には、指導員向け研修において農業機械販売店の方々から多数参加いただき感謝を申

し上げる。販売店の方々は、農業者の方々に農業機械の安全な使い方をお伝えするサポーター的

な役割を果たしていただけると考えており、指導員になっていただけることは大変ありがたい。

今後は、免許関連も含め農作業安全に関する情報を、適時、指導員となった方々のパイプを使っ

てお知らせしてまいりたいと思いうので、引き続きご協力いただきたい。 

 

（藤井委員） 

・どういった機能があれば安全性検査基準を満たすのかがわかりづらいという意見がメーカーか

ら出ているが、やはり事故対策のためにどのような技術対応が必要なのかを、設計者が考えてい

くことが基本だと思う。 

・大浦委員から指摘があった 2019 年基準との関係（インターロック機能や面取りは 2019 年基準

で規定されているのか）だが、単純に 2019 年基準に合格できる機械が乗用型トラクターを除き

まだ少ないため十分な安全性能を満たせていないという実態である。2019 年基準の中では、規

定要求事項に不明な点があれば、ISO/IEC GUIDE 51 と、ISO12100 に立ち返るよう基準の前書き

で明確に宣言している。規定要求事項で分からないところがあれば、ISO に立ち返り対応を検討

いただきたいということである。なお、本基準ではインターロックや面取りについても対応して

いる。 

・7 ページで、無効化できる機構の搭載は認めないこととなったという記載があるが、許可しない

というような後ろ向きの印象を与えてしまう。田島委員から指摘があったとおり、より高度な安

全化に向けた取組が自主的になされることを奨励するのであれば、あえて否定せずに、「こうし

た機構の搭載は必須としない」等の表現とすることも一案だと思う。 

・また、今般の乗用型トラクターに関する規制や検査制度の見直しが、結果として農作業事故の

減少にどうつながったのかという検証を、中長期的な期間を見据えて行う必要があるだろう。 

・例えば、シートベルトリマインダーについては、ITARDA の事故情報から、事故原因を推定し、

それに基づいて提案されたものであるが、事故時の車両あるいは運転者の挙動に対してシート
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ベルトがリスクや危害の軽減にどう貢献したかは引き続き検証していかなければならない。こ

うした対応を進めていくことで今後のリマインダーの要否や機能の改良に繋がっていく。 

・安全性検査は機種ごとに受検率が極端に異なっており、安全鑑定時代の数十年間と実態は変わ

っていない。事故発生の要因のひとつに受検率が低いことを挙げ、事故撲滅に向けて安全性が備

わった製品を販売・普及するためには受検が基本であるとの今回の見直しに対して、受検しやす

い環境を整えていくということであるので、農業機械メーカーにおいては、何のために受検する

のかを改めて理解された上で、検査対象機種はすべて受検していくという姿勢が必要であり、受

検しない場合はその説明責任が求められると考える。 

 

（藤盛委員） 

・我々も安全性検査基準検討部会乗用型トラクター分科会、安全性検査制度検討部会に参加して

おり、納得できるような方向にまとまっていると認識している。 

・農作業安全に関する指導者向け研修については、当協会が中心になって全国で開催している。

当初は 2,500 人程度の指導者育成を想定していたが、4,000 人と想定以上の希望者が集まり、現

場での安全に対する意欲が相当出てきていると感じている。 新の農作業安全に関する英知を

結集させたテキストを作成して HP に掲載しており、これを基に本年 11 月から来年２～３月ま

で全国で指導者育成研修を実施している。全国で研修を実施するが、同じ内容を行うのではなく、

各都道府県の特色に応じてメニューを少し変えることも考えている。 

・令和４年度以降、指導者はどのように活躍すればいいかということを受講者からよく聞かれる。

20 ページの左下に「農林水産省でカリキュラム等を検討し提示予定」とあり、非常に良いこと

だと思うので、早めに検討・提示いただきたい。 

・また、クロスコンプライアンスについてもよく聞かれるのだが、試行的な実施を想定というこ

とだが、詳細な内容を早めに教えていただきたい。 

 

（森田審査役）※元広委員の代理 

・5 ページの農作業安全に関する指導者育成研修について、JA グループにおいても受講者を推薦

させていただいたが、その推薦依頼をＪＡグループ内組織に周知する中で、複数の都道府県中央

会から、指導者育成研修は今年だけではなく、次年度以降も継続すべきとの意見があった。今回、

営農指導員や農機関係の担当者を中心に推薦したが、人事異動で担当が変わってしまうことも

想定されるので、新たな指導者を確保できるようにしないと先細ってしまう。将来的にクロスコ

ンプライアンスが導入された際に、指導者の数が足りないがために、農家が農作業安全の研修を

受講できる機会が少なくなってしまうことを心配する意見がかなり上がってきているので、指

導者育成研修の継続をお願いしたい。 

・農作業安全に限定した話ではないが、制度の見直しや規制の導入ということになると、現場の

混乱や誤解が生じることがある。現場の混乱を招かないよう、早めの情報提供や丁寧な説明をお

願いしたい。 

 

（山中委員） 

・シートベルトリマインダーやシートスイッチの新基準案については、安全性の担保に一定程度
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配慮しながら、農作業の実態にも対応できるものになっており、非常にバランスがとれた案であ

る。特にシートスイッチに関して、インテンションスイッチの装備を認めることは、EU 基準を

採用したとのことだが、深く検討できているなと感じた。こうした機能が備わったトラクターの

普及が進めば、一定の効果が見込めると思う。しかし、そのような機械の普及にはやはり時間を

要する。今回はシートベルトリマインダーとシートスイッチの二つの機能だが、安全性向上のた

めには他の機能も必要であり、加えて乗用型トラクターに限らず多くの機種で事故が発生して

いることも踏まえ、他の機種でもこうした検討がなされるべきと思う。また、効果が出てくるま

でには時間を要すると思うので、使用者側の安全意識をいかに高めていくかが重要。安全研修に

ついて裾野を広げて進め、安全意識を向上できるのかにかかってくる。 

 

（事務局） 

・藤井委員からいただいた無効化の記述に関する指摘について少し解説するが、フレームを倒し

ている時にリマインダーによりシートベルトの着用を促すと、転倒した際に脱出できなくなる

リスクがあるため、かえって安全性を損なうおそれがあることが議論になった。一方で、無効化

装置を容認すると警報の意味を無くしてしまう。このため、分科会では、ハウス作業等における

転倒事故リスクが低いことを踏まえて「無効化装置を認めない」方向で結論を得たところ。一方、

基準で「無効化装置を付けさせない」と書くと、よりリスクを減らす方向での開発を遮断するこ

ととなるのではないかという極めて重要な指摘である。 終的に基準化する際には書きぶりの

工夫が必要と考えており、改めて分科会で議論を行い反映してまいりたい。 

・また、本質的な話になるが、機械の安全性の向上が基本ではあるものの、装備化を進めるため

には、その効果が確実に現れるものでなければならない。そのためにも事故の詳細な分析が必要

であり、どのように事故実態を把握するのか、この検討会においても仕組みづくりを含めて今後

議論させていただきたい。 

・藤森委員・森田委員からは、今後の研修の進め方について要望をいただいた。できれば民間の

資格制度のような形で実装したいという希望はあるが、そのためには、農家の方々に、安全には

一定の時間や金銭的な負担が必要であることを理解していただく必要がある。そうした理解が

広がるまでは、補助金を含めたサポート体制が必要と考えており、今後検討してまいりたい。 

・今回資料には掲載していないが、研修指導者向けに分厚いマニュアルを作成した。地域の実態

や作物の実態を踏まえてカスタマイズしながら、研修指導員の育成を行っていただいており、改

めて感謝申し上げる。この努力を結果につなげていくためにも、今後の研修制度の運用方法をし

っかり議論していきたい。 

・山中委員からご指摘いただいたとおり、機械の安全装備については、作業性やコスト面とのバ

ランスを見る必要があるため、本検討会では製造者と使用者の両者に出席いただいて議論して

いるところ。 

・機械は固定資産でもあり、安全な機械が出たからといってすぐに買い替えることは難しく、普

及するには一定の時間がかかる。我々としてはハード面の整備が整うまでは、農業者の安全に関

する知識の向上等のソフト面で対応せざるを得ないと考えており、両者をうまく連携させなが

ら、安全性の向上を図っていきたい。 

 



- 9 - 

【委員からの追加コメント】 

（大浦委員） 

・本日の報告の中で、作業環境の改善に関する項目がなかった。たとえば、作業場の照度につい

て他産業では適切な照度が決められている。以前、牛舎の照度を測った際に、牛の視力は 0.04

程度にも関わらず、暗いところでは 10～20 ㏓程度であった。また、刈払機の調査をすると、約

40°を超えると転倒等のリスクが高まることも踏まえ、こうした環境面の対策も是非検討いた

だきたい。 

・大吉委員から、ステップの高さの話があったが、実は事故実態分析を行った結果、大きな要因

のうちの一つが、乗降時、特に降りる時の転倒であった。このことも踏まえて、改めて見直して

ほしい。 

 

（田中委員） 

・農作業安全研修の来年度以降の話があったが、農業者向けについては、15～30 分程度のカリキ

ュラムになるかと思う。是非、動画を作成して公表していただけると、研修会に参加できなかっ

た方も受講できると思うので検討いただきたい。 

 

（事務局） 

・御意見として賜った。一言だけコメントすると、わかりやすく伝えるためのツールとして、

近は動画技術が発達しているので、本件でも積極的に活用してまいりたい。 

 

【閉会挨拶】 

（安岡生産振興審議官） 

・委員の皆様におかれては、様々な立場から、非常に充実した、本質的な御意見・御指摘をいた

だき感謝。本検討会は、様々な人を巻き込みながら着々と大きくなっており「自分ごと」が広が

っていると実感している。 

・本日の議論を聞き、基準については、事故を減らすという本質を外さずに決める必要があるこ

とを改めて感じた。今後は具体的な安全装備基準や検査制度を決めていくことになるが、農作業

事故の本質的な原因がどこにあり、そこに新たな基準がどうリンクし、 終的に死亡事故の減少

につながっていくのか、常に検証を重ねながら具体化していく必要がある。 

・次回の第６回検討会は、令和４年６月を目途に開催を予定しており、その際には、更に具体的

な内容をお示しできるよう、本日のご意見を踏まえながら、中間とりまとめに沿った対応をしっ

かりと検討してまいりたい。本日はありがとうございました。 

 

（以上） 

 


