
「中間とりまとめ」の取組状況

令和４年７月
農産局
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2第５回農作業安全検討会（令和３年12月21日）からの主な進捗状況

中間取りまとめ 取組状況 参考資料

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。

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。

○ 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。

乗用型トラクター

 シートベルトリマインダー、シートスイッ

チの基準化に向けて、前回の検討会で

確認いただいた「骨子案」を踏まえ、農

研機構と農機メーカー間で具体的な基

準を検討中。

本年７月20日に第３回安全性検査基

準検討部会乗用型トラクター分科会を

開催し、「検査基準案」を作成。

スピードスプレヤー（SS）

 安全性検査基準検討部会スピードスプ

レヤー分科会を立ち上げ、本年６月１

日に第１回分科会を開催。新たに基準

化すべき安全対策について議論。

p7～8

p9～10

（１）農業機械の安全性能の強化

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



（２）安全性検査制度の見直し

中間取りまとめ 取組状況 参考資料

① 検査手続きの簡素化等について [略]

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。

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。

④ 購買行動につながる対応の強化について [略]

○ 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。

 前回の検討会で確認いただいた「新しい

安全性検査制度の基本的な枠組み」を

踏まえ、令和７年度からの運用開始に向

けて、以下の事項について農研機構と

農機メーカー間で具体策を検討中。

対象機種

乗用型トラクタ－、歩行型トラクター、自

脱型コンバイン、田植機、乾燥機、スピー

ドスプレヤー

検査基準の明確化

① 機種別の基準等の再構築

② 基準等において明確化されていない

案件が生じた場合の調整方法

③ 基準等に合致しない案件が生じた場

合の確認方法

製品アセスメント

対象機種として「農用運搬車」を選定

 本年６月28日に第３回安全性検査制度

検討部会を開催し、各検討事項の検討

の加速化を確認。

p11～19
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（３）法令で定められた対応の徹底

中間取りまとめ 取組状況 参考資料

○ 農業においては様々な機械が使用されているが、現行の労働安全衛生法令や道路

運送車両法令等においても、これら機械の使用に当たって遵守すべき規定が設けられて

いる。

① 労働安全衛生法令に定められた規制 [略]

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。

 農林水産省において、公道走行に必要

な保安基準を満たす作業機（公道走行

対応モデル）の販売状況調査を行ったと

ころ、作業機毎に対応状況にばらつきが

あることが明らかとなった。

 今後も対応状況をフォローアップするとと

もに、公道走行対応が困難なものについ

て、販売時における農業者への注意喚

起を強化。

p20
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（４）法令における農業機械の位置づけの確認

中間取りまとめ 取組状況 参考資料

① 労働安全衛生法令に定められた規制 [略]

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。

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。

 道路運送車両法令における規制化の可否

は、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）での審議を経て決定する必要。

 このため、（公財）交通事故総合分析セン

ターを通じて農耕作業用を含む特殊車に

おける交通事故データを取得し、シートベ

ルトの着用状況、その他の特殊車との違い

等を分析。

 引き続き、農耕作業用特殊車特有の事

故の特徴等も踏まえ、シートベルト着

用義務付けによる効果予測やシートベ

ルト着用による支障の有無等について

更に分析を進めていく必要。

p21～22
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中間取りまとめ 取組状況 参考資料

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

（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。

（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。

 令和３年度に「農作業安全に関する指導

者」の育成研修を実施し、全国に約3,700人

の指導者を育成。

 現在、当該指導者を講師とした農業者向け

の研修を全国で展開中。

 令和４年度の農林水産省補助事業におい

て、農作業事故が農業経営に及ぼした影

響等の調査を実施中。この結果を啓発資

料（指導の教材等）において活用予定。

 令和４年度から、以下の事業において、上

記研修の受講を補助金等の受給要件の一

つとして位置づけ。

① 環境保全型農業直接支払交付金

② 強い農業づくり総合支援交付金

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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１ 第３回安全性検査基準検討部会トラクター分科会の開催

【検討経緯】
第１回（令和３年７月19日）：現行販売されているトラクターにおけるシートベルトリマインダー・シートスイッチ等の装備状況を把握した上で、今後議論す

るべき論点について整理
第２回（令和３年11月15日）：第１回で整理した論点に基づき、上記両装備の具体的な規格及びその適用時期について議論
第３回（令和４年７月20日）：基準骨子案を踏まえた両装備の基準化作業を実施し、検査基準案を作成

○ （国研）農研機構が実施する安全性検査における乗用型トラクターの基準として、新たに「シートベルトリマインダー」及び
「シートスイッチ」を盛り込む際の具体的な要件等を検討するため、農作業安全検討会の下に安全性検査基準検討部会乗用型トラク
ター分科会を設置。

○ 第５回農作業安全検討会で確認した「基準骨子案」を踏まえ、制度を運用する（国研）農研機構と農機メーカー間で両装備の基準
化作業を実施。令和４年７月20日に第３回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（書面）し、シートベルトリマイ
ンダー及びシートスイッチに係る検査基準案を作成。

安全性検査基準検討部会乗用型トラクター分科会 開催要領

令和３年６月
令和４年５月改訂

農林水産省

１ 趣旨
農作業安全検討会において令和３年５月にとりまとめられた「農作業安全対

策の強化に向けて（中間とりまとめ）」（以下「中間とりまとめ」という。）
を踏まえ、「農作業安全検討会 開催要領」２の（３）の規定に基づき、「安
全性検査基準検討部会乗用型トラクター分科会」(以下「分科会」という。)を
設置し、（国研）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お
ける基準の見直しに向けて、乗用型トラクターが具備すべき安全性能に関する
検討を行うこととする。

２ 構成
（１）分科会は別紙に掲げる委員をもって構成する。
（２）分科会は、必要と認めるときは、委員以外の者から意見を聴くことがで

きるものとする。

３ 運営
（１）分科会の議事並びに議事録及び資料は、非公開とする。
（２）分科会における検討結果等は、農作業安全検討会に報告するものとする。

安全性検査基準検討部会乗用型トラクター分科会 委員名簿

安達 研 三菱マヒンドラ農機株式会社 開発・設計統括部 開発・設計１
部 トラクタ２課 課長

石橋 文雄 ヤンマーアグリ株式会社 開発統括部 トラクタ開発部 トラク
タ第一グループ グループリーダー

川口 尚 （一社）日本農業機械工業会 常務理事

木下 武志 株式会社クボタ 機械統括本部 機械業務部長

清川 智男 井関農機株式会社 開発統括部 認証グループ長

氣多 正 （一社）日本農業機械化協会 顧問

齋藤 剛 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 新技術安
全研究グループ 統括研究員

手島 司 （国研）農研機構 農業機械研究部門 安全検査部 安全評価グ
ループ長

紺屋 秀之 （国研）農研機構 農業機械研究部門 安全検査部 安全評価グ
ループ長補佐

森 雅司 エム・エス・ケー農業機械株式会社 サービス部 技術チーム

武田 将和 日本ニューホランド株式会社 CS営業推進本部トラクター営業
推進部

（オブザーバー）
経済産業省 製造産業局産業 （敬称略、50音順）
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シートベルトリマインダー及びシートスイッチに係る検査基準案
（安全性検査基準検討部会乗用型トラクター分科会意見を踏まえた事務局案）

8

検査基準案（分科会案）
（参考）基準骨子案

（第５回t農作業安全検討会資料）

36.シートベルトリマインダー

シートベルト非装着の状態を検出して、ランプ等による表示や警報音により運転者に警告を与える機構

をいう。

37.インテンション装置

機械の停車中かつ運転者が離席している状態で、PTO軸の動力を接続して作業を行う必要がある場

合に、運転者の離席を検知する装置によるPTO軸の動力遮断を無効化できる装置をいう。

１．危険源からの防護

1.3.3.1 シートベルトリマインダーを備えること。なお、ランプ等は運転者が容易に確認できる位置に「赤

色」の点灯あるいは点滅で表示されるものとし、日中に他の表示ランプ等と明確に判別できるものであ

ること。また、警報音については、運転者が警報として認識できるものであること。

1.3.3.1.1 イグニッションスイッチがONの状態にあって、かつ、シートベルト非装着の状態においては、ラ

ンプ等による表示を30秒以上にわたって行うこと。また、表示中にシートベルトが装着された場合には

表示を停止させること。なお、表示中に運転者が離席した場合には表示を停止させてもよい。

1.3.3.1.2 走行中であって、かつ、シートベルト非装着の状態が指定の時間を超えた場合においては、ラ

ンプ等による表示及び警報音の吹鳴を30秒以上にわたって行うこと。なお、指定の時間は60秒を超え

ないものとする。また、シートベルトリマインダーの作動中にシートベルトが装着された場合には表示

及び警報音を停止させること。なお、作動中に車両が停止した場合には作動を停止させてもよい。

道路運送車両法の保安基準における自動車の警報

装置の要件を参考に、乗用型トラクターにおいても視

覚及び聴覚による警報を基準化する。

具体的には、

第１レベルの警報は保安基準と同様の基準とし、

第２レベルの警報はトラクター事故が距離や速度と

関係なく転倒事故が発生する可能性があること等に鑑

み、作動条件を「③一定の時間を超える走行時間」の

みに限定する基準（より厳しい基準）とする。

２．安全装置

2.18 農用トラクター（乗用型）には、運転者の離席を検知する装置を備えること。

2.18.1 機械の停車中にPTO軸への動力を接続した状態で運転者が離席した場合に、離席から７秒以

内にPTO軸への動力を遮断する機能を備えること。なお、この機能は、動力源の遮断によってもよい。

2.18.2 2.18.1の機能に対するインテンション装置を備えることができる。なお、当該装置は機械の停車

中に、運転者の意図的な操作によってのみ作動可能でなければならない。

2.18.3 2.18.2のインテンション装置の作動時に、離席状態が解消された場合には、当該装置の機能は

自動で停止し、再び操作しない限り作動しないこと。

EUのトラクターマザーレギュレーション（TMR)と同様

に、車両が停止している際に離席後７秒以内にPTOの

駆動が停止するシートスイッチの装備を基準化する。

トラクターを定置してPTOのみを駆動させる作業のた

め、シートスイッチを無効化する装置（インテンションス

イッチ）については、TMRにおける規定（PTOの再駆動

は運転者の意図的な操作によってのみ可能でなけれ

ばならない）を踏まえ、その装備を認める。



２ 第１回安全性検査基準検討部会スピードスプレヤー分科会の開催

【検討経緯】
第１回（令和４年６月１日）：ＳＳの主な事故要因である「転落・転倒」、「挟まれ」に重点を置いた対策強化の必要性について議論

○ （国研）農研機構が実施する安全性検査における基準について、改めて必要な安全対策を検討するため、農作業安全検討会の下に
安全性検査基準検討部会スピードスプレヤー分科会を設置。

○ 令和４年６月１日に第１回分科会を開催し、スピードスプレヤーの主な事故要因である「転落・転倒」、「挟まれ」に重点を置い
た対策強化の必要性について議論。

安全性検査基準検討部会スピードスプレヤー分科会 開催要領

令和４年１月
令和４年５月改訂

農林水産省

１ 趣旨
農作業安全検討会において令和３年５月にとりまとめられた「農作業安全対

策の強化に向けて（中間とりまとめ）」（以下「中間とりまとめ」という。）
を踏まえ、「農作業安全検討会 開催要領」２の（３）の規定に基づき、「安
全性検査基準検討部会スピードスプレヤー分科会」(以下「分科会」という。)
を設置し、（国研）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
おける基準の見直しに向けて、スピードスプレヤーが具備すべき安全性能に関
する検討を行うこととする。

２ 構成
（１）分科会は別紙に掲げる委員をもって構成する。
（２）分科会は、必要と認めるときは、委員以外の者から意見を聴くことがで

きるものとする。

３ 運営
（１）分科会の議事並びに議事録及び資料は、非公開とする。
（２）分科会における検討結果等は、農作業安全検討会に報告するものとする。

安全性検査基準検討部会スピードスプレヤー分科会 委員名簿

川合 龍一 ㈱やまびこ 農機開発改革室 室長代理

川口 尚 （一社）日本農業機械工業会 常務理事

齋藤 剛 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 新技術安
全研究グループ 統括研究員

手島 司 （国研）農研機構 農業機械研究部門 安全検査部 安全評価グ
ループ長

紺屋 秀之 （国研）農研機構 農業機械研究部門 安全検査部 安全評価グ
ループ長補佐

藤盛 隆志 （一社）日本農業機械化協会 専務理事

松澤 圭介 ㈱ショーシン 技術部 開発課グループ長

湯浅 一康 ㈱丸山製作所 品質ものづくり統括部 技術課長

（オブザーバー）
経済産業省 製造産業局産業機械課 （敬称略、50音順）

9



○ 第１回ＳＳ分科会では、ＳＳの主な事故要因である「転落・転倒」「挟まれ」に重点を置いた対策強化の必要性について、各委員
間で議論。

○ 今後、安全対策の基準化に向けて、安全対策骨子を決定した上で、具体的な基準づくりに向けた議論を進めていく予定。

「転落・転倒対策」に関する議論の状況

乗用型トラクターのROPS
（安全キャブ・フレーム）

農用運搬車のTOPS
（横転時運転者保護構造物）

（出典： ヤンマーアグリ(株)HP）

○ 転落・転倒事故の発生そのものを大幅に減少させる対策は困難なこ
とから、事故発生時の重傷化リスクを低減する安全対策を検討。

○ 具体的には、乗用型トラクターのROPSや、農用運搬車のTOPSなどの
ように、転落・転倒時の保護構造物を基準化することを想定。

○ その際、棚づくりの樹園地等において当該構造物が作業上の支障と
なる場合があるため、安全性と作業性やコストを一定の水準で両立
しうるものとすることも重要。

「挟まれ対策」に関する議論の状況

○ 挟まれ防止対策として運転席前の保護ガードの設置等のほか、事
故時の重傷化リスク軽減対策として荷重センサと連動した停止装置
等の導入の可能性について検討。

○ これらについても、基準化に当たっては安全性と作業性やコスト
を一定の水準で両立しうるものとすることも重要。

自動回避システム「SMART」（乗用草刈機による挟まれ時エンジン停止）

（出典： （株）やまびこ取扱説明書）

２ 第１回安全性検査基準検討部会スピードスプレヤー分科会の開催 10



３ 第３回安全性検査制度検討部会の開催

【検討経緯】
第１回（令和３年８月５日）：新制度見直しに係る事務局の考え方を提示した上で、今後検討を要する事項について整理
第２回（令和３年11月25日）：（国研）農研機構及びメーカー（（一社）日本農業機械工業会における「拡大認証分科会」）において各論点に対する議論を事

前に行った上で、それぞれの意見を踏まえて今後の方針の大枠について認識共有
第３回（令和４年６月28日）：令和７年度からの新基準の適用に向けて、新たな安全性検査基準や検査基準の明確化等について議論

○ 安全性検査の受検率の向上に向けた制度の見直しに向け、農作業安全検討会の下に安全性検査制度検討部会を設置。

○ 令和４年６月28日に第３回安全性検査制度検討部会を開催し、第５回農作業安全検討会で確認した「新しい安全性検査制度の基本
的な枠組み」を踏まえ、令和７年度からの新基準の適用に向けて、新たな安全性検査基準や検査基準の明確化等について議論。

安全性検査制度検討部会 開催要領

令和３年６月
令和４年５月改訂

農林水産省

１ 趣旨
農作業安全検討会において令和３年５月にとりまとめられた「農作業安全対

策の強化に向けて（中間とりまとめ）」（以下「中間とりまとめ」という。）
を踏まえ、「農作業安全検討会 開催要領」２の（３）の規定に基づき「安全
性検査制度検討部会」(以下「検討部会」という。)を設置し、（国研）農業・
食品産業技術総合研究機構が実施する安全性検査の受検率の向上等を図るため、
現行制度の見直しに向けた検討を行うこととする。

２ 構成
（１）検討部会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。
（２）検討部会は必要と認めるときは、委員以外の者から意見を聴くことがで

きるものとする。

３ 運営
（１）検討部会の議事並びに議事録及び資料は、非公開とする。
（２）検討部会における検討結果等は農作業安全検討会に報告するものとする。

安全性検査制度検討部会 委員名簿

尾崎 陽一 大島農機株式会社 開発設計部 第１設計課長

川口 尚 （一社）日本農業機械工業会 常務理事

木下 武志 株式会社クボタ 機械統括本部 機械業務部長

清川 智男 井関農機株式会社 開発統括部 認証グループ長

齋藤 剛 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 新技術安
全研究グループ 統括研究員

坂本 俊憲 ヤンマーアグリ株式会社 ＣＳ統括部品質保証部 部長

手島 司 （国研）農研機構 農業機械研究部門 安全検査部 安全評価グ
ループ長

紺屋 秀之 （国研）農研機構 農業機械研究部門 安全検査部 安全評価グ
ループ長補佐

長冨 祥徳 株式会社サタケ 調製機事業本部 営業企画・サービス課長

藤盛 隆志 （一社）日本農業機械化協会 専務理事

松澤 圭介 株式会社ショーシン 技術部 開発課グループ長

（オブザーバー）
経済産業省 製造産業局産業 （敬称略、50音順）
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（参考）新しい安全性検査制度の基本的枠組み

１ 対象機種

 乗用型トラクター、歩行型トラクター、自脱型コンバイン、田植機、乾

燥機、は、順次、安全装備検査基準を個別に検討した上で実施。

 スピードスプレヤー（SS）については、別途分科会を立ち上げた上で

必要な安全対策を検討。

２ 開始時期

 乗用型トラクターの新基準の適用時期である令和7年４月と整合さ

せることとし、その間は現行制度を継続する。

３ 書面審査

 安全性検査の合否の判断を、実機検査に代えて書面で行う。

（ただし、依頼者が実機検査を希望する場合はこれも認める）

 書類や申請手続きを簡素化する。

４ 製品アセスメント

 検査実績が十分ではない機種は、対象機種から一旦除外した上で、

安全性能を評価及び公表する「製品アセスメント」を行い、市販機種

の安全水準を関係者に広く明らかにした上で、対象機種への移行を

進める。

○ 令和３年８月、11月の制度検討部会での議論を経て、新しい安全性検査制度における対象機種や開始時期などを定めた「新しい安
全性検査制度の基本的な枠組み（案）」を作成し、同年12月の第５回農作業安全検討会で確認。

２ わかりやすさの向上・検査基準の明確化

 新証票はシンプルなデザインとし、一般公募を通じて決定。

 「安全装備検査基準」、「先進安全装備リスト」等の新基準は2019年基
準を基本に検討。

 基準の明確化に向けた勉強会の開催、基準適合・不適合事例の共有。

３ 購買行動対応の強化

４ その他（検査結果の有効期限）

 WEB、パンフレットにおける合格証票の表示ルールを統一。

 検査合格機を対象とした保険料の割引について事業者と協議。

 旧基準合格機に対する証票貼付は、新基準適用開始後３ヶ年を限度。

（参考）今後更に検討が必要な事項

① 量産直前の受検

② 年度末・年度当初に受検の申込みができない期間の短縮化

③ 事後検査の具体的手法等

④ 製品アセスメントの１機種目の選定

⑤ 書面審査の様式・添付書類及び検査手数料の水準

⑥ 基準の明確化に向けた勉強会の開催手法、基準不適合事例の共有手法

⑦ 検査証票の効果的な周知方法

１ 検査手続きの簡素化等

12



○ 令和７年度からの運用開始に向けて、乗用型トラクター、歩行型トラクター、自脱型コンバイン、田植機、乾燥機について、日本
農業機械工業会内に機種別ワーキンググループを立ち上げ、現行基準の適用範囲の明確化が必要な項目等を洗い出しを行った上で、
農研機構との間で具体的な基準案等を検討中。

機種ごとの検討状況

機 種 現行基準の適用範囲の明確化が必要な事項（主なもの）

乗用型トラクター

・ タイヤとフェンダー間に生じる隙間への対策

・ 乗降時の手掛かりやステップの配置（転落防止対策）

・ レバー、ペダル等の運転操作装置の配置（誤操作対策）

歩行型トラクター

・ ロータリー耕うん爪への防護対策

・ 動力始動時の作用部の可動対策

・ ハンドル回動時の速度けん制対策

自脱型コンバイン

・ 点検、整備時における可動部の防護対策

・ チェーン類、刈取部の防護対策

・ 小型コンバインにおける歩行使用時の速度けん制対策

田植機

・ 点検、整備時における可動部の防護

・ 高所作業時における転落防止対策

・ 転倒予防警報装置の検討（転倒防止対策）

・ 小型田植機における歩行使用時の速度けん制対策

乾燥機
・ 穀物投入口の巻き込まれ対策

・ 高所作業時の転落防止対策

４ 新たな安全性検査基準に関する検討状況
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14

（参考）現行基準の適用範囲の明確化が必要な事項の例（乗用型トラクター、自脱型コンバイン、田植機）

ブレーキペダル（左側配置）

ブレーキペダル

デフロックペダル

HSTペダル
（左：前進、右：後進）

※HST：Hydro-Static Transmission（静油圧式無段変速機）

ブレーキペダル

アクセルペダル

クラッチペダル

［検討事項］

ブレーキペダルは右足操作に支障のない位置に配
置することとしているが、欧州基準※を踏まえ左足
操作を認めることの可否を明確にする必要。

※車両の走行に右側ペダルの持続的な作動が必要な場合、
左足で作動するように設置してもよい

［検討状況］

踏み間違いのリスクを確認するとともに、欧州基準
も参考に検討。

ブレーキペダル（右側配置）

レバー、ペダル等の運転操作装置の配置

［検討事項］

高所作業時の転落防止対策としてガードレール等
の設置が必要だが、作業上の支障が発生する場
合があり、採るべき対応の具体化が必要。

［検討状況］

リスクを確認するとともに、リスク低減対策の可能
性を含め、対応を検討。

粒状施肥機への肥料充てん

田植機上での苗補給

高所作業時における転落防止対策

刈取部（刈刃側面）

チェーン類

［検討事項］

刈取部の各種チェーン類や刈刃側面などは、防
護等が必要な危険部であるが、詰まりなど作業上
の支障が発生する場合があり、採るべき対応の
具体化が必要。

［検討状況］

リスクを確認するとともに、カバー、安全距離のほ
か、採りうるリスク低減対策を検討。

チェーン類、刈取部の防護対策

出典：井関農機（株）、（株）クボタ、ヤンマーアグリ（株）（HP、取扱説明書、提供資料）
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（参考）新たな基準等の今後の検討の進め方（イメージ）

基準（除外規定を追加）

（略）。ただし、可動部の接触リスクを低減する安全装置及び

走行中に作業者を可動部から防護された位置に留める構造を有

する場合はこの限りでない。

解説・Q＆A

（解説）

「可動部の接触理数を低減する安全装置」とは、ハンドルから

手を離すことで可動部が停止する装置(デッドマンクラッチ）

及びこれと類似する機能を有する装置をいう。

「作業者を可動部から防護された位置に留める構造」とは、

バー等の構造物の設置により、走行中に作業者と耕うん⽖先端

との距離を○mm以上確保できる構造をいう。

判例

ハンドル部へのクロスバー

設置による安全距離の確保

（基本的な考え方）
① 各検討事項ごとに、対応が困難な理由、考えられるリスク及び対応可能なリスク低減措置案等について確認。その上で、機械の
機能・性能に影響を与えない範囲において、許容可能なリスク低減措置を検討する。

② ①を踏まえ、「基準」、「解説・Q＆A」、「判例」等の具体化を検討。

（注）以下は検討の進め方をイメージしやすくするために例示的に事務局で記載しているのものであり、今後の論点の方向性を何ら予断するものではない。

現行基準

農用トラクター（歩行型）のロータリー後部
のガード下側の開放端から耕うん爪先端まで
の垂直方向の間隙は、25mm 以下であること。
なお、後部のガードは、作業上支障のある部
分に限り、十分な強度のあるゴムシート等で
もよい。

問題点、
対応が困難な理由

車軸耕うんロータリーは爪全体を土壌内に埋
め込ませて作業するため、ガードの設置が困
難。

考えられるリスク 前進時の足の挟まれ、後進時の巻き込まれ。

対応可能な
リスク低減措置

デッドマンクラッチ、ハンドル部にクロス
バー設置

［ 事例１ ロータリー耕うん爪への防護対策（歩行型トラクター） ］

ロータリー後部のガード下側の開放端から
耕うん爪先端までの垂直方向の間隙

① リスクアセスメントの実施 ② 基準等の対応の検討
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４ 安全性検査の見直しにおける運用方法について

○ 今般の安全性検査見直しの趣旨に鑑み、R７年度以降の基準運営は、①基準、②基準の解説書・解説書を補足したQ＆A、③具体的な技

術仕様等の判例、の３段階の体系を整備し、あらかじめ情報提示。

○ 受検時に基準等として読み取り難いものの、防護等の安全対策が必要とされる案件が発生した際は、事故の発生頻度及び発生時の重

篤度が明らかに高いリスクが残置される場合を除き、基準等の適合範囲内であると判断した上で、速やかに農機研内で基準等の改正案を

作成する。

○ 当該改正案は、農機研において農機製造事業者からの意見や適用時期等の聴取を行い、必要な調整を行った上で、これらを基準等に

反映するものとする（基準等調整テーブル）。

○ また、受検時に、基準等に照らして不適合であると判断される案件が発生した際は、農機研所長の裁定の下、申請者に対して文書にて

適合・不適合判定前に確認を行うこととする。この確認を受けた申請者においては、代表者名で農機研に対して意見を述べることができるこ

ととする（適合・不適合確認テーブル）。ただし、軽微なものにあってはこの限りではない。

Ｒ７年度以降の運用（案）

… 機械安全の概念を示した規格

… 基準の解説書、解説書を補足したQ＆A

… 具体的な技術仕様等の判例
（基準等に適合するもの・適合しないもの）

判例

解説
Q＆A

基準

［ 基準等の体系 ］
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依

頼

者

基準等調整テーブル

判例

解説
Q＆A

基準

農

機

製

造

事

業

者

反 映

適合・不適合確認テーブル

基準不適合と

判断される案件

担当者間での解決が困難な場合

※軽微なものは除く

基準適合と

判断される案件

基準等として

読み取り難いものの

安全対策が必要

とされる案件※1

合

格

不
合
格
・
辞
退

確 認

所長名

依頼書

検査依頼

検
査
実
施
・
担
当
者
間
協
議

基準等改正案

農

研

機

構

（
農

機

研

）
基準等の

適合範囲内と
判断

速やかに 協 議

意見なし

代表者名

意見具申

START

（参考）令和７年度以降の運用スキームイメージ

※1 事故の発生頻度及び発生時の
重篤度が明らかに高いリスクが残置
されるものは除く
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30,680 

62,746 

17,240 

12,137 

10,847 

0 

2,876 

26,957 

348 

167 

527,919 

9,170 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農用トラクター

（乗用型）

農用トラクター

（歩行型）

田植機

（乗用型）

コンバイン

（自脱型、普通型）

動力刈取機

（刈払型）

農用運搬車

安全性検査合格機または安全鑑定適合機の出荷台数

５ 製品アセスメントについて

○ 第５回農作業安全検討会において、安全性検査の受検実績が十分ではない機種については、対象機種から一旦除外した上で「製品アセスメ
ント」を実施し、市販機の安全水準を広く明らかにした上で、新たな安全性検査基準の検討を進めること、その対象機種については、死亡事故
の発生率や国内市場の状況等を勘案し決定することとされた。

○ このため、年間出荷台数あたりの死亡事故発生率が高く、事故発生時の重症度も高い水準にある「農用運搬車」を１機種目として選定。

年間出荷台数に占める安全性検査合格機または安全鑑定適合機の割合（令和２年）

国内向け
出荷台数

死亡事故
件数

死亡事故
発生率

農用運搬車 12,305 28 0.23%

乗用型トラクター 42,755 95 0.22%

自脱コンバイン 16,640 10 0.06%

歩行型トラクター 108,209 29 0.03%

動力刈払機 584,842 8 0.001%

年間出荷台数当たりの死亡事故率（平成23～令和２年平均）

農林水産省：「主要な農業機械の出荷状況調査について」、「農作業死亡事故調査」

JA共済：「共済金支払データに基づく農作業事故の発生状況の分析」（令和４年４月公表）

農業機械のリスクマップ
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５ 製品アセスメントについて

○ 農用運搬車の死亡事故を要因別にみると、「転倒・転落」「ひかれ」「挟まれ」が全体の約８割を占めているところ。

○ これらの事故実態も踏まえ、現在、農機研において具体的な試験手法・評価手法を検討しており、令和５年度以降、製品アセスメントを実施
予定。

製品アセスメントの実施（令和５年度）

 ①の試験結果、農用運搬車の使用実態や事故実態を踏まえ、各評価項目ごとの評
価基準や適合範囲を決定し、評価手法を確立する。

① 試験手法の確立

試験・評価手法の確立（令和4年度）

機械の

転落・転倒

37%

ひかれ

22%

挟まれ

19%

その他

22%

農林水産省：「農作業死亡事故調査」

農用運搬車における
農作業中の死亡事故発生原因

（H23～R２合計）

② 評価手法の確立

③ 評価検討委員会の開催

 農用運搬車における事故実態（転落・転倒、挟まれ・ひかれ等）を踏まえ、対象とする
危害シナリオを選定。

 危害シナリオを踏まえ、事故発生時の安全性能や事故の発生を未然に防ぐ予防安全
性能を評価するための試験項目・方法を作成。
（静的転倒角（積載状況、設置状況等の複数の試験条件の設置）、挟まれ時の荷重
等を想定）。

※ 実機を供試機として用い、実際の事故状況を再現した際の機械の破損状況を確認す
る等、市販機の安全水準を広く明らかにするための効果的な手法となるよう工夫。

 ①の試験手法や②の評価手法については、学識経験者や研究機関、関係団体代表
等からなる「評価検討委員会」を別途設置し検討を行う。
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○ 公道走行時の保安基準の遵守を図る観点から、令和３年８月20日付技術普及課長通知により、農業機械メーカーにおいて公道走行に
必要な保安基準を満たす作業機（公道走行対応モデル）の販売を依頼。

○ これを踏まえ、今般、農林水産省において、公道走行に必要な保安基準を満たす作業機（公道走行対応モデル）の販売状況を調査し
たところ、作業機毎にばらつきがあることが明らかとなった。

○ 調査後数か月以内の対応予定を実施しているとの回答も多くあったことから、対応状況については引き続きフォローアップ予定。

○ 一方で、作業機の構造や特性上、公道走行対応が困難であるものがあり、これらについては販売時に公道走行に対応していない旨の
注意喚起を徹底する必要がある。

○ 出荷（販売）台数に占める公道走行対応モデルの割合 ○ 各メーカーの公道走行対応モデルの販売状況

出典：農林水産省調べ（令和４年４月調査）

注１：日本農業機械工業会及び北海道農業機械工業会の会員である農機メーカーに対し、令和４年１～３月の間
に出荷（輸入機にあっては、この期間に輸入し、販売）されたすべての作業機を対象に、作業機種類毎の全
出荷（輸入機にあっては販売）台数及び公道走行対応モデルの出荷（輸入機にあっては販売）台数を調査。

注２：販売社２社以下又は出荷（販売）台数100台以下の作業機は省略。

注３：※は調査期間における出荷（販売）台数の合計。

【公道走行対応が困難である例】

フロントに装着するライムソワ
・・・トラクタのヘッドライトを隠すため、公道走行時にはヘッドラ

イトを設置する必要があるが、ヘッドライトの照射光線の方
向を固定することが難しく、保安基準を満たすことが困難。

作業機メーカー各社の公道走行対応モデル紹介ページへのリンクをまとめたサイト
を、日本農業機械工業会及び北海道農業機械工業会のホームページにて公開。

日本農業機械工業会HP http://www.jfmma.or.jp/koudo.html

北海道農業機械工業会HP http://hokunoko.jp/publics/index/37/

62%

19% 20%

66%

29%

1%

12%

36%
29%

10%

33%

59%

83% 82%

32%

18%
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※8927 4637 2561 1971 1129 900 894 482 391 297 269 237 181 151 139 126

６ 法令で定められた対応の徹底
道路運送車両法令に定められた規制（作業機の公道走行対応）
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７ 法令における農業機械の位置づけの確認
道路運送車両法令への位置づけについて

○ 道路運送車両法令における規制化の可否は、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、
車両安全対策検討会での審議を経て決定することが必要。

○ 農耕作業用特殊車への有効な安全対策を検討するため、（公財）交通事故総合分析センターを通じて農耕作業用を含む特殊車における交
通事故データを取得（平成22～令和２年）。

○ これによると、農耕作業用特殊車はその他特殊車と比べ、死亡率は約3.5倍と大幅に高く、シートベルト着用率は約1/4と大幅に低い
ことが明らかとなった。

○ なお近年の動向（推移）については、農耕作業用特殊車とその他の特殊車の傾向に明確な差異は見られなかった。

…軽傷

…重傷

…死亡

特殊車における死傷者数
（平成22～令和２年合計）

死亡

4%
（195人）

重傷

15%
（666人）

軽傷

80%
（3,486人）

死亡

14%
（349人）

重傷

25%
（615人）

軽傷

61%
（1,509人）

その他

死亡率

約3.5倍

(公財)交通事故総合分析センターの集計結果より作成（平成22～令和２年）

着用
15%

未着用
80%

不明
5%

特殊車におけるシートベルト着用状況
（平成22～令和２年合計）
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（注１）特殊車：道路交通法施行規則第２条に規定する特殊自動車であり、農耕作業用とその他（農耕作業用以外のもの）をいう。
（注２）大型特殊自動車と小型特殊自動車の合計



○ 特殊車におけるシートベルト着用・未着用別の致死率をみると、シートベルト未着用時の致死率は、その他特殊車では着用時に比べ
約1.4倍だが、農耕作業用特殊車では着用時に比べ約8.8倍となっており、農耕作業用特殊車ではその他特殊車に比べシートベルト着用
時の重傷化リスクの低減効果が高いと考えられる。また、未着用時の致死率は増加傾向にある。

○ 引き続き、農耕作業用特殊車特有の事故の特徴等も踏まえた、シートベルト着用義務付けによる効果予測（車両更新に要する期間を
踏まえた長期的視点含む）やシートベルト着用による支障の有無及び対策の必要性、使用者やメーカーの認識等について更に分析を進
めていく必要。

特殊車におけるシートベルト着用・未着用別の致死率
（平成22～令和２年合計）

(公財)交通事故総合分析センターの集計結果より作成（平成22～令和２年）

死亡者数 総数 致死率

農耕作業用

着用 7 361 1.9%

未着用 334 1,979 16.9%

不明 8 133 6.0%

その他

着用 97 2,461 3.9%

未着用 95 1,761 5.4%

不明 3 125 2.4%

約1.4倍

約8.8倍

0%
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30%
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今後の進め方

未着用（農耕車）

未着用（その他）

着用（農耕車）
着用（その他）

７ 法令における農業機械の位置づけの確認
道路運送車両法令への位置づけについて
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）
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①農耕作業用特殊車における事故の特徴の分析

シートベルト未着用時の死亡者の削減に、シートベルト着用が寄与する

か更なる分析が必要。

例えば、農耕作業用特殊車特有の事故の特徴（自動車と比べ追突や転

落・転倒事故が多い、使用者の高齢者割合が高い等）を踏まえ、これまで

の事故データ等から、シートベルトの着用により防ぐことができた事故に

ついての分析等を実施。

②着用義務付けによる効果予測

①の事故分析結果及び基準適用車両への更新に要する期間も踏ま

え、シートベルト着用義務付けによる効果を予測。

③シートベルト着用による支障、使用者やメーカーの認識の確認

安全フレーム未装着機など、転倒時にシートベルトを着用していること

でかえって安全上の支障になる場合を考慮し、安全フレームとシートベ

ルトをセットで義務付ける等、シートベルト装備義務化に伴う対策の必要

性について、使用者やメーカー等の認識を確認。



８ 研修体制の強化

○ 令和３年度の農林水産省補助事業により、（一社）日本農業機械化協会等が「農作業安全に関する指導者」の育成研修を実施し、

全国に約3,700人の指導者を育成。令和４年度は、当該指導者が講師となり、農業者を対象とした農作業安全に関する研修を全国的に

展開。

○ また、令和４年度の農林水産省補助事業において、農作業事故が農業経営に及ぼした影響等の調査を実施中。この結果を啓発資料（指導

の教材等）において活用予定。

農作業安全に関する指導者数
（令和4年3月末時点）

都道府県、市町村 1,345

農業者団体 1,177

農業機械メーカー、販売店 572

農業機械士 136

労働安全衛生コンサルタント 121

指導農業士・農業経営士等 78

その他（GAP指導員等） 256

合計（人） 3,685

研修の実施主体

都道府県・地域段階の農作業安全推進協議会等の推進組織又はその構成員（行
政機関、生産者団体、農業機械の製造・販売業者等）

研修の開催方法

農業者等が参加する既存の会議、集会、講習会等に農作業安全の要素を付加（＋
（プラス）安全）した形式で開催するなど、地域の実情に応じ様々な形態で開催

研修の講師

日本農業機械化協会等が実施している研修において育成された「農作業安全に関
する指導者」を積極的に活用

農作業安全に関する研修

農作業安全に関する基礎的な研修（基礎研修）

・農林水産省が提示するカリキュラム「乗用型トラクター事故の発生状況と
シートベルト装着による効果」に即したもの

農作業安全に関する実践的な研修（実践研修）

基礎研修の受講者相当の知識等を有する者を対象とし、地域における営農
体系や事故実態に応じた、実践的な内容

・全ての農業者を対象とし、共通して身につけておく必要がある知識等を習
得する基礎的な内容
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（参考）個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会

○ 厚生労働省では、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において「石綿の規制根拠である労働安全衛生法（安衛法）第22条は、労働者
だけでなく同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨」との判断がされたことを踏まえ、同規定に係る省令について、労働者以
外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講じることを事業者に義務付ける改正を行った。

○ その際、安衛法第22条以外の規定について労働者以外の者に対する保護措置をどうするべきか等について、別途検討の場を設けて
検討することとされたことから、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」において検討されているところ
（第１回：令和４年５月13日、第２回：令和４年６月28日）。

○ 今後は、危険有害作業に係る個人事業者等の災害を防止するための対策等について、災害データ等の収集、業界団体等からのヒア
リングを行い、具体的な問題点、作業上の危険性等を把握した上で、具体的な対策について議論を深めていくこととされている。

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 開催要項

１ 趣旨・目的

労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保する」（同法第1条）
ことを一義的な目的としており、これまで労働安全衛生行政は、労使関係の下での労
働者の安全衛生の確保を目的として様々な施策を講じてきた。なお、個人事業者等
の安全衛生対策については、これまで関係省庁との連携の下でのデリバリーサービ
スにおける交通事故防止対策についての周知啓発等の個別分野対策に取り組んで
きたところである。

一方、令和３年５月に出された石綿作業従事者による国賠訴訟の最高裁判決にお
いては、有害物等による健康障害の防止措置を事業者に義務付ける労働安全衛生
法第22条の規定ついて、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨と
の判断がされた。これを踏まえて、同規定に係る11の省令について、請負人や同じ場
所で作業を行う労働者に以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講じること
を事業者に義務付ける改正を行い、令和４年４月に公布されたところである。

この省令改正について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会では、労働安
全衛生法第22条以外の規定について労働者以外の者に対する保護措置をどうする
べきか、注文者による保護措置のあり方、個人事業者自身による事業者としての保
護措置のあり方などについて、別途検討の場を設けて検討することとされた。

また、これまで労働安全衛生法の対象としてきていない個人事業者、中小企業事業
主等についても業務上の災害が多く発生している状況にある。

こうしたことから、労働者以外の者も含めた業務上の災害防止を図るため、学識経
験者、労使関係者による検討会を開催し、個人事業者等に関する業務上の災害の実
態把握、実態を踏まえ災害防止のために有効と考えられる安全衛生対策のあり方に
ついて検討することとする。

２ 検討事項

（１）個人事業者等に関する業務上の災害の実態に関すること
（２）個人事業者等の災害の実態を踏まえた災害防止対策のあり方に関すること
（３）個人事業者自らによる安全衛生確保措置の必要性及びその促進に関すること
（４）個人事業者等に関する業務上の災害の把握・報告等に関すること。
（５）個人事業者や中小企業の安全衛生水準の向上のための支援等に関すること
（６）その他

３ 構成等、４ その他 （略）

参集者名簿

青木 富三雄 （一社）住宅生産団体連合会環境・安全部長
大木 勇雄 （一社）建設産業専門団体連合会副会長
小野 秀昭 （株）運輸・物流研究室取締役フェロー
鹿野 菜穂子 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
日下部 治 東京工業大学名誉教授
小菅 元生 日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局局長
清水 英次 陸上貨物運送事業労働災害防止協会埼玉県支部朝霞分会長
鈴木 重也 （一社）日本経済団体連合会労働法制本部長
高山 典久 （一社）ITフリーランス支援機構代表理事
田久 悟 全国建設労働組合総連合労働対策部長
出口 和則 （一社）全国建設業協会労働委員会委員
土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授
中村 昌允 東京工業大学環境・社会理工学院特任教授
本多 敦郎 （一社）日本建設業連合会安全委員会安全対策部会長
三柴 丈典 近畿大学法学部教授
森晃 爾 産業医科大学産業生態科学研究所教授 （50音順）
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（参考）労働安全衛生法（安衛法）の保護対象に関する考え方と最高裁判決

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会（第１回）資料２抜粋
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（参考）検討を進めるに当たっての論点の整理
個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会（第２回）資料２抜粋

第１回検討会の議論を踏まえ、以下の３つに分けて今後議論を進めてはどうか。

１ 危険有害作業に係る個人事業者等の災害を防止するための対策①（個人事
業者自身、注文者等による対策）

＜検討の論点＞
・ 検討の基礎となる災害の実態の深掘り
・ 個人事業者自身による措置やその実行性を確保するための仕組みのあり方
・ 個人事業者以外も含めた災害防止のための発注者による措置のあり方
・ 発注者以外の災害原因となるリスクを生み出す者等による措置のあり方
・ 個人事業者や小規模事業者に対する支援のあり方

２ 危険有害作業に係る個人事業者等の災害を防止するための対策②（事業者
による対策）

＜検討の論点＞
・ 労働者について危険有害性が確認され、また災害が発生した実態等を踏まえ、

現在労働者保護規定が設けられている機械、作業等については、同じ機械、
作業等に係る個人事業者等にも同様の危険有害性があること等から、その安
全確保の観点からも、当該保護規定を踏まえた規制等を検討する必要がある
のではないか。

※ 最高裁判決においても、物の危険性及び場の危険性に着目した規制は、労働者以
外も保護する規定と判示。（物の危険性、場所の危険性に着目した規制としては、安
衛法20条等がある。）

３ 危険有害作業以外の個人事業者等対策（過重労働、メンタルヘルス、健康管
理等）

＜検討の論点＞
・ 検討の基礎となる災害の実態の深掘り
・ 過重労働等の健康障害防止のための措置及びその実行性を確保するための

仕組みのあり方
・ 個人事業者や小規模事業者に対する支援のあり方

今後の議論の進め方としては、以下のとおりでよいか。

① 「１ 危険有害作業に係る個人事業者等の災害を防止するための対

策①（個人事業者自身、注文者等による対策）」及び「３ 危険有害作業

以外の個人事業者等対策（過重労働、メンタルヘルス、健康管理等）」

については、先ずは災害データ等の収集、業界団体等からのヒアリング

を行い、具体的な問題点、現に行われている作業における危険性等を

把握した上で、具体的な対策について議論を深めていく。

（なお、その議論の結果に応じて、②に係る検討対象となった条項につ

いて、さらに検討することは排除しない。）

【ヒアリング候補】

・ITフリーランス支援機構

・建設業関係（調整中）

・全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会（調整中）

・製造業関係（化学メーカー等、調整中）

・日本芸能従事者協会（調整中）

・林業関係（調整中）

・イラスト制作関係（調整中）

② 「２ 危険有害作業に係る個人事業者等の災害を防止するための対

策②（事業者による対策）」については、安衛法22条の改正方針を踏ま

えながら、①の検討と並行して、具体的な検討を進めていく。

第２回

第３回又は第４回
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