
農作業安全対策の展開状況について

令和２年８⽉19⽇

資料２–１
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１．平成30年の農作業死亡事故調査の結果（死亡者数の推移）

○ 農作業中の死亡事故は、減少傾向にはあるが、未だ年間300件程度発生。

○ 死亡事故の内訳を年齢別にみると、65歳以上が87％、80歳以上が53％と農作業事故死亡者の高齢化が進展。

○ 就業人口10万人当たりでみると、建設業など他産業よりも大幅に高い水準。
また、他産業は減少傾向であるのに対し、農業は上昇傾向。
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２．平成30年の農作業死亡事故調査の結果（要因別の分析）

○ 平成30年の農作業死亡事故を要因別にみると、「農業機械作業に係る事故」が全体の６割を占める 大要因であり、
農業機械作業の安全対策の強化が急務。中でも乗用型トラクターの転落・転倒は46人と 多。

○ また、「熱中症」が43人と平成16年の調査開始以降 大となっており、今後も注意喚起を強化していく必要。

要因別の死亡事故発生状況 乗用型トラクター事故による死亡の要因

機械の転落・転倒

（ほ場内、道路）

46 人

回転部等への

巻き込まれ 9 人

ひかれ 7 人

挟まれ 5 人

機械からの転落 3 人

道路上での

自動車との衝突 1 人
その他 2 人

73⼈
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３．平成30年の農作業死亡事故調査の結果（都道府県別の分析）

○ 平成26～30年の過去５年間に発生した死亡事故の農業就業人口当たりの発生率を都道府県別にみると、西日本、と
りわけ九州地方の発生率が比較的高く、こうした地域での事故防止対策の強化が求められる。

農
作
業
事
故
死
亡
者
数
︵
平
成
26~

30
年
平
均
︶ 農業就業⼈⼝（平成26〜30年平均）

（千⼈）

（⼈）

都道府県別の農作業事故発生率 農作業事故発生率の高い都道府県
（上位15位）

都道府県 農業就業人口１万人
当たりの死亡者数

1 山梨県 3.29

2 鹿児島県 2.85

3 岐阜県 2.70

4 山口県 2.69

5 佐賀県 2.66

6 大分県 2.65

7 福岡県 2.28

8 熊本県 2.25

9 沖縄県 2.21

10 長崎県 2.18

11 群馬県 2.17

12 大阪府 2.16

13 石川県 2.11

14 岡山県 2.07

15 広島県 2.02

※平成26～30年平均



重点推進テーマに基づいた活動

① 安全フレーム、シートベルト未装備のトラクターの
所有者について、安全フレーム等の追加装備や買い
換えを呼びかけ・支援。同時にシートベルト・ヘル
メットの着用徹底の呼びかけ

② トラクターへの灯火器設置等の促進

③ 現場での農業機械の日常的・定期的な点検・整備の
呼びかけ

継続的な取り組み

④ 都道府県、農機メーカー等を通じた農作業事故情報
の収集、分析情報の農業現場での注意喚起

⑤ ＧＡＰ（農業生産工程管理）の周知・実践の促進

⑥ 地域の実態を踏まえた労災保険特別加入団体の設置
促進、加入促進

＜令和２年のテーマ＞ 見直そう！農業機械作業の安全対策
（特に、乗用型の農業機械作業におけるシートベルト、ヘルメットの着用徹底により、転

落・転倒死亡事故の大幅減少を目指す）
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４．令和２年農作業安全確認運動の取組方針

農業機械作業に係る死亡事故を３年後に平成29年比半減＜農作業安全運動の目標＞

（農業機械作業に係る死亡事故を３年後に平成29年比半減）

農作業安全運動の目標
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５．取組報告①
（安全フレーム等の追加装備、シートベルト・ヘルメットの着用徹底の呼びかけ）

○ 農業機械メーカーをはじめ、各参加主体において積極的に取組を展開中（NHK等のメディアでも紹介）

○ 農林水産省では、安全フレーム等未装備トラクターの利用状況把握等のための委託調査を実施。

○ 秋の運動においても引き続きステッカー、ポスター等も活用しつつ、転落・転倒事故防止に向けた呼びかけを強化。

農業機械安全性向上対策強化
委託事業

令和２年度以降に安全フレームの
追加装備を行った農業者を対象に、
以下のアンケート調査等を実施

① 安全フレーム等未装備トラク
ターの利用状況

② 安全フレーム等の追加装備後
の意識変化 等

［調査実施主体］
一般社団法人日本農業機械化協会

※ 新型コロナウイルス感染症対策の
影響もあり、例年よりも配布ペース
は低調。秋の運動においても積極的
に活用を。

運動参加817機関の報告におい
ては、約83万枚のうち約45万枚
（54％）が配布済み。

※ ステッカーデザインを活用し、農機
メーカー等が独自で作成したステッカー
も含む。

新聞広告において、安全フレー
ムやシートベルト等の装備や買
い替え等を呼びかけ

農機メーカーの取組例
令和２年春の農作業安全確認
運動でのステッカー配布状況
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６．取組報告②
（作業機付きトラクターへの灯火器設置等の促進）

○ 道路においてはトラクター等への追突事故が多く発生している中、作業機付きトラクターの安全な運行に向けて、都
道府県、農業団体、農機販売店等において、灯火器設置や大特免許取得に向けた研修等を実施。（別途報告）

農耕作業⽤⾃動⾞の交通事故
〜 死亡・重傷事故件数の推移、事故類型〜

資料：農耕作業用自動車（農耕作業用の小型・大型特殊自動車）の交通事故発生状況等について
令和２年２月27日 警察庁交通局交通企画課 を編集

作業機を付けたトラクターで公道
走行する際に必要な対応の周知

公道走行キットを用いた展示・説明
【㈱ヰセキ関西中部 関西支社】
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７．取組報告③
（都道府県、農機メーカーを通じた農作業事故情報の把握・発信の強化）

○ 本年より都道府県、農機メーカーからのケガを含めた農作業事故情報の収集・報告の取組を強化。
（本年６月分からは、報告を随時報告から毎月の定期報告に変更）

○ この結果、本年１月から７月15日までに報告された事故情報の件数は、前年同期に比べ大幅増（52件→132件）。

○ これらの情報は（独）農研機構革新工学センターにおいて分析を行うとともに、情報の即時性を活かすため、
ＭＡＦＦアプリなど複数の媒体を活用し、毎月、現場への注意喚起にも活用。

報告件数 132件 （前年:52件）

うち 都道府県のみからの報告 109件 （前年:36件）

〃 農業機械メーカーのみからの報告 19件 （前年:13件）

〃 両方からの報告(都道府県、メーカー) 4件 (前年:  3件）

死亡事故の報告件数 70件

負傷事故等の報告件数 62件

＊前年（R元年）の報告数は７月末日時点

都道府県、農機メーカーからの事故情報
（令和2年1月から7月15日までに報告があったもの）

MAFFアプリでの注意喚起（６月分）
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○ 都道府県等を通じて報告された情報は、（独）農研機構革新工学センターにおいて定量的な分析を行ったり、一部は
現地調査を行った上で同センターのホームページ等で事故事例に基づく事故対策のポイントを発信。

【発信例３】
事故情報から推測される要因、
事故防止のポイント等を発信

【発信例１】数値データで分析（エビデンス提供） 【発信例２】現地調査を経て事故情報として発信

（参考）
都道府県、農機メーカーから寄せられた農作業事故情報の活用状況

○ 近年、夏季に猛暑日が連続することが続いており、農作業中の熱中症による死亡事故も多く発生していることから、
熱中症予防対策の強化が急務。

○ 農業者や農業関係者が、熱中症のリスクや予防策、熱中症になった場合の処置方法等を正しく理解することが重要で
あり、わかりやすいパンフレット等のコンテンツを作成し、行政ルートや携帯アプリなど様々な媒体を活用して周知を
実施。今後も徹底的な現場への注意喚起が必要。

８．取組報告④
（熱中症に対する注意喚起）

コンテンツ（例）

×

媒体（例）

6月28日～
熱中症予防グッズ等の紹介

7月21日～
熱中症予防の注意事項等の紹介

５月１日
６月29日

5月13日
熱中症予防対策の周知

7月2日
マスクの適正な使用法の周知

8月7日
暑さ指数の周知

Facebook
「農⽔省・農業経
営者net」

事務連絡を
発出

６⽉29⽇
８⽉11⽇

10
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○ 県段階や地域段階において農作業安全対策を効果的に講じるためには、行政、生産者団体、農業資材販売店など関係
機関が事故情報や普及啓発方策を共有し、一体的に取り組んでいくことが重要。

○ 本年の農作業安全確認運動において協議会等の設置の取組を強化し、県段階では５県増加の全国39道府県で設置が完
了（更に３県で設置を検討中）。

○ 今後は、残された県等への働きかけと地域段階での協議会等の設置を強化（令和３年３月を目途に公表予定）。

農作業安全推進協議会等※が設置されている都道府県（令和２年７⽉末時点）
※「農作業安全のための指針」（平成14年３⽉29⽇付け13⽣産第10312号農林⽔産省⽣産局⻑通知）（抜粋）
第１ 推進体制の整備

農作業事故の防⽌を図るためには、関係者の連携の下、地域の実態に即した総合的な安全対策を推進する必要が
あることから、地域の関係機関等をもって、農作業安全対策を推進する主体（「農作業安全推進協議会等」という。）
を設置し、具体的な安全確保への取組を進めること。

︓【設置を検討している県】
埼⽟県、⽯川県、福井県

︓【設置に向けた動きを確認できない都府県】
東京都、静岡県、⼤阪府、和歌⼭県、広島県

注）離島は表⽰していない。（沖縄県は沖縄本島のみ表⽰）

９．取組報告⑤
（県段階・地域段階における関係機関の連携強化）

○ 令和元年度予算の「農作業安全総合対策推進事業」において、高齢者等に危険な農作業等の「気づき」を与えるた
めの安全指導ツール（WEB動画）を作成し、本年６月より公開。

○ 県段階・地域段階の推進組織では、こうしたツールも活用しながら効果的な安全指導を行うことが重要。

12

（⼀社）⽇本農業機械化協会webサイト内で公開中 https://nitinoki.or.jp/bloc3/karte/

９名（６県）の⾼齢農業者及びそれぞれの所有トラクターにカメラ等の記録装置を装着し、⾃宅出発からほ場で
の作業、帰宅までの映像を記録。模範的な点、危険な点を確認することができる。

【模範的】⽇常的な点検・整備 【模範的】シートベルトの装着

【模範的な点、危険な点の例】

【危険】ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰの⽋損

【危険】前向き下⾞【危険】⾛⾏中の⽚ブレーキ解除

10．取組報告⑥
（現場での指導を後押しする安全指導ツールの作成）

高齢者のトラクター作業を観察・記録したWEB動画サイト

【模範的】作業後の⼟壌の除去



（参考）
農作業安全総合対策推進事業における「都道府県段階での農作業事故分析」の実施事例の御紹介

◎⻘森県農作業安全推進協議会

◎滋賀県機械化協会

【事業内容】
都道府県段階の農作業安全推進協議会等が実施する農

作業事故情報の分析及びその分析結果を活⽤した新たな啓
発資材の作成・配布や、農業者への対⾯型の啓発を⽀援。

国 農作業安全に係る
都道府県段階の協議会※

定額補助
（１都道府県当たり50万円を上限）

※補助⾦の交付先は、
協議会を構成する都
道府県、団体等を含む。

【事業主体】採択申請により採択
＜事業の流れ＞

◎愛媛県農作業安全対策推進協議会

【取組の概要】
県で把握しているH21〜H30の過去10年間で発⽣した

農作業事故情報（204件）を分析、防⽌策を検討。

果樹産地では農作業中にヘルメットを着
⽤する者がほとんどいないことから、りんごの
⽣産者が多い地域でヘルメットの重要性
を説明。希望者に対し農作業事故防⽌
のためのヘルメットを配布。

脚⽴及びトラクターからの転落事故、収穫機の巻き
込まれ事故が多いことから、⾼齢農業者への啓発チ
ラシ及び農作業事故防⽌ステッカーを作成。

【取組の概要】
滋賀県、関係団体と協⼒して、過去10 年間の農作業事故

の実態をまとめた報告書を作成。
○報告書の概要
・ 過去１０年間で発⽣した４２４件の農作業事故を分析し、全体の

７０％以上が６０歳以上の⾼齢者による事故。作業別では、草刈作
業中の事故が９８件と最も多く、次いで刈取・脱穀作業中の事故が多
く８０件。

・ 農作業事故を未然に防ぐにため、⽇常的に気を付けることとして「健康
管理」「服装（ヘルメットの着⽤など）」、作業時に気を付けることとして
「トラクター（シートベルトの着⽤など）」、刈払機（事前に作業場所の
確認など）」等を整理し、注意喚起。

【取組の概要】
過去４年間の事故発⽣状況の分析し、農業機械別安全

対策を整理したパンフレットを作成。

農業機械別の安全対策
事故にあった際の対処法と
安全な農作業を⾏うためのポイント

○パンフレットの概要

13



【直装式作業機】

トラクターの公道走行について

これまで、作業機を付けたトラクターは公道を⾛⾏できなかったところ、現場からの作業機を付けて公道⾛⾏できるよ
うにしてほしいという要請に応じて、警察庁・国⼟交通省・農林⽔産省・⽇本農業機械⼯業会で検討を⾏った。その
結果、道路運送⾞両法の保安基準の緩和等を⾏い、直装式作業機については平成31年４⽉から、けん引式作業
機については令和２年１⽉から⼀定の条件の下で公道⾛⾏が可能となった。

これまでの経緯

保安基準（以下の条件を満たさない場合個別の認可が必要） 以下の条件を満たせば、個別の認可不要
灯⽕装置 灯⽕装置の取り付け位置︓最外側から40cm以内 最外側付近に反射器を装着すること
幅 2.5mを超えないこと 最外側付近に外側表⽰板及び灯⽕を装着すること等
安定性 最⼤安定傾斜⾓度が30度⼜は35度を下回らないこと 運⾏速度を15km/h以下とすること

【けん引式作業機】

公道⾛⾏の条件について

保安基準（以下の条件を満たさない場合個別の認可が必要） 以下の条件を満たせば、個別の認可不要
幅 2.5mを超えないこと ⾞体後⾯等に幅を表⽰すること、通⾏許可証を取得すること等
安定性 最⼤安定傾斜⾓度が30度⼜は35度を下回らないこと 運⾏速度の制限、⾞体後⾯等に制限速度を表⽰すること等
制動装置 基準を満たした制動装置を備えること 運⾏速度の制限、⾞体後⾯等に制限速度を表⽰すること等
灯⽕器等 トレーラの灯⽕器装備の基準を満たすこと 関係法令を遵守すること等

※運転免許︓幅が1.7mを超える場合等は、⼤型特殊⾃動⾞免許（農耕限定も可）が必要。

※運転免許︓積載量が750kgを超える場合等は、牽引免許（農耕限定も可）が必要。

資料２–２

1

農耕限定⼤特免許等取得に係る関係機関が連携した取組の促進

農機メーカー・販売店等
・機械の提供

等

農機メーカー・販売店や都道府県等を中⼼に、①事前練習をしてから②免許試
験を受けるスキーム。各者の役割は以下のとおり。
都道府県：研修や練習会を開催（免許試験について警察と要調整）

また、周知及び参加者を募集（要すれば抽選）
農機メーカー・販売店・JA：事前練習・免許試験のための機械提供、講師派遣
警察：免許試験を開催
農業者：練習を受けてから、免許試験を受験

都道府県
・⽇程調整（警察との調整含む）
・参加者の募集 等

①事前練習（1⽇間）
・⼤特免許等を取得するために必要な技能
を取得する練習
・農業機械は農機メーカー・販売店・JA等
から提供（農⽔省事業で経費を⽀援可能）
・講師は農機メーカー・販売店・JA等から
派遣（農⽔省事業で経費を⽀援可）
・免許センター、農業⼤学校のコース、仮
設のコース等で実施

②免許試験
・免許センターで開催する
・農業⼤学校等の敷地で試験を開催し、
警察から試験官を派遣してもらう
の2つのパターンの開催が考えられる。

JA
・講師の派遣
等

免許試験会（主催は都道府県 / 機械化協会 / JA等）

場所・⽇程を調整し開催 機械の提供 講師の派遣

警察
・免許試験の開催
・免許試験へ試験官の派遣

免許試験の開催、試験官の派遣

農業者
・免許試験会へ
参加し、事前練
習をした上で免
許試験を受験
・免許試験⼿数
料の⽀払い
（農⽔省事業で、農
業者の研修参加費⽤
は⽀援不可）

応募

参加者募集
（必要に応じ
て抽選）

参加

⺠間事業者、JA等の機
会の提供や講師の派遣
は農⽔省事業、産地⽣
産基盤パワーアップ事
業のうち「農業機械の
安全取扱技術の向上⽀
援」にて開催経費を⽀
援可能

参加費・
試験費の
⽀払

各都道府県の農業⼤学校等による研修の他に、関係機関が連携した取組により、免許取得機
会の更なる拡⼤が可能
※ 本資料は⾼知県の取組を参考に農林⽔産省⽣産局技術普及課にて作成したもの
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