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農林水産省・食品産業の現場の新たな作業安全対策

〇 農林水産業・食品産業の現場においては、これまでも作業安全対策を講じてきたものの、引き続き死傷事故が多発。
〇 これらの産業では人手不足の傾向が顕著であり、高齢者や外国人など現場で活躍する人材が多様化。
一方で、作業安全に資する新技術が発展。

〇 産業として継続発展するためには、若者が未来を託せる安全な職場にすることが必要。このため、有識者会議で議論を行うなど、
業界の垣根を越えて新たな作業安全対策の取組を推進。

■ 業種別 死傷年千人率(休業４日以上)
(令和元年、漁業のみ平成30年)

林業 20.8
漁業 12.7
木材・木製品製造業 10.6
食料品製造業 5.7
農業 5.2
出典：労働者死傷病報告及び総務省労働力調査、漁業は国土交通省のデータを使用
注）年千人率とは、労働者1,000人あたり1年間に発生する死傷者数を示すもの

建設業 4.5
製造業 2.7
全産業 2.3

■ 農作業死亡事故の発生状況

資料：農林水産省 「農作業死亡事故調査」

80歳以上
144人65歳以上

80歳未満
93人

65歳未満
37人

合計
274人

65歳以上：86.5%
80歳以上：52.6%

■ 安全対策に資する新技術の活用
○ ロボット農機：作業を無人化・遠隔化

■ 事故情報の収集・分析の強化

○ アシストスーツ：作業負荷を軽減

ロボットトラクタ（有人－無人２台協調）リモコン式草刈りロボット

(平成30年)

>

作業事故の発生状況 作業安全対策の取組強化

事故要因
乗用型トラクターによる事故
(機械の転落・転倒等)
73人(26.6%)
熱中症
43人(15.7%)

事故情報の収集・分析を強化し、それに基づく的確な対策を構築

■ 基本的な安全対策の実施の徹底
事業者や団体が安全のため守るべき事項を示した「作業安全規範」を
活用した現場の意識向上、自己点検の実施

■ 安全対策に積極的に取り組む経営の育成
安全対策と補助事業等との連携などにより、安全対策への取組を促進

モーターを活用したタイプ 空気を活用した人工筋肉を活用したタイプ

■ 業種の垣根を越えて、関係者の安全対策にかかる機運を醸成

若者が未来を託せる安全な職場を実現
産業として継続発展 新たな作業安全対策については

こちら（農水省ウェブサイト）

資料２-４ 
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「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）」 

（案） 

個別事業者向け 

（１）いのちを守る作業安全は全てに優先する。

農林水産業や食品産業、木材産業においては、これまでも作業安全対策を講
じてきましたが、引き続き死傷事故が多発しています。例えば、死傷事故の発
生率で見ると、これらの産業はいずれも他産業に比べて高い傾向にあり、特に
林業では建設業と比較して約 5 倍もの発生率にあります。また死亡者数でみ
ると、農業で年間 300 人近くの方が亡くなっているのを始め、林業、漁業な
どでも多くの方が亡くなっています。 
経営者、従事者、その家族、そのほか全ての関係者の方々の日々の幸せは、

当然のこととしてその職場が安全であり、毎日事故なく無事に仕事を終える
ことができることが大前提です。死亡事故が起こるようなことがあればその
大前提が崩れるだけでなく、二度とその失敗を取り戻すことはできません。 
一方で、日々経営の発展や継続に尽力する中で、経営の効率向上の追求に過

度に偏ることは、現場の作業に負担を生じさせ、働く人の安全を脅かし、事故
の直接または間接の原因となります。 
 このため、経営者はもちろん従事者全員が、作業安全対策を自らの使命と捉
え、何よりも安全、人命が優先することを再確認し、実際の作業においてもそ
のことを最優先に考える必要があります。 
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（２）作業安全の確保は経営が継続発展するための要である。

（３）作業安全確保のために必要な対策を講じる。

① 人的対応力の向上

② 作業安全のためのルールや手順の順守

③ 資機材、設備等の安全性の確保

④ 作業環境の整備

⑤ 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用

産業全体で人手不足が深刻になる中で、農林水産業や食品産業、木材産業に
おいては特に人手不足の傾向が顕著であり、その対応が喫緊の課題です。ま
た、そのような事情も背景に、高齢者や外国人など現場で活躍する人材が多様
化しています。 
このような状況に対応しつつ経営を継続発展させるには、若者が未来を託せ
る職場をつくることが不可欠ですが、そのためには様々な人材が安全に働け
ることが大前提です。また、ベテランが安心して働けることで、技術の継承も
円滑に行うことができます。 
安全対策への投資は短期的には経営への負担となる場合もありますが、長期
的には安心して働ける職場がつくられることで経営の発展に繋げていくこと
が可能です。事故発生時に作業がストップすることによる経営へのダメージ
を避けられるだけでなく、安全の確保という目的に向けて職場のルール、作業
手順を順守したり、作業環境を改善する意識が従事者に身につくことは、経営
向上に向けた取組を進める上でも役立ちます。 

作業安全のさらなる向上のために、各事業所でこれまで行ってきた安全対策
に捉われずに、それらを再点検して、下記のような点について、従事者全員が
自分のこととして捉えて、具体的な対策を講じていくことが必要です。 
その際には、各業種の個別規範も参照の上、各現場の状況等に応じた対策を
講じることとなりますが、現場の特殊性を理由に安全対策を講じるのを諦め
るのではなく、特殊性のある業態だからこそ、できる対策を積極的に講じてい
くことが重要です。 
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（４）事故発生時に備える。

① 労災保険への加入等、補償措置の確保

② 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施

③ 事業継続のための備え

考え得る十分な安全対策を講じていたとしても、人が作業に携わる限り事故
の発生リスクをゼロにすることはできません。このため、事故が発生してしま
った場合に怪我の程度を最小限に抑えるための備えや、特別加入を含む労災
保険への加入など当事者の経済的補償への備えのほか、経営として事故発生
後にどう対応するかを予め検討しておくことが重要です。また、発生してしま
った事故の原因を確認し、再発防止策を講じることも重要です。 
これにより、従事者が安心して働けるようになるほか、経営として不測の事
態に備えることが可能です。 
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事業者団体向け 

（１）いのちを守る作業安全は全てに優先する。 

 

 

農林水産業や食品産業、木材産業においては、これまでも作業安全対策を講
じてきましたが、引き続き死傷事故が多発しています。例えば、死傷事故の発
生率で見ると、これらの産業はいずれも他産業に比べて高い傾向にあり、特に
林業では建設業と比較して約 5 倍もの発生率にあります。また死亡者数でみ
ると、農業で年間 300 人近くの方が亡くなっているのを始め、林業、漁業な
どでも多くの方が亡くなっています。 
経営者、従事者、その家族、そのほか全ての関係者の方々の日々の幸せは、

当然のこととしてその職場が安全であり、毎日事故なく無事に仕事を終える
ことができることが大前提です。死亡事故が起こるようなことがあればその
大前提が崩れるだけでなく、二度とその失敗を取り戻すことはできません。 
一方で、日々経営の発展や継続に尽力する中で、経営の効率向上の追求に過

度に偏ることは、現場の作業に負担を生じさせ、働く人の安全を脅かし、事故
の直接または間接の原因となります。 
 このため、経営者はもちろん従事者全員が、作業安全対策を自らの使命と捉
え、何よりも安全、人命が優先することを再確認し、実際の作業においてもそ
のことを最優先に考える必要があります。事業者団体においては、このような
考え方を構成員に積極的に周知していく取組が求められます。 
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（２）作業安全の確保は産業が成長するための要である。 

 

（３）構成員の作業安全確保のために必要な支援を行う。 

 

産業全体で人手不足が深刻になる中で、農林水産業や食品産業、木材産業に
おいては特に人手不足の傾向が顕著であり、その対応が喫緊の課題です。ま
た、そのような事情も背景に、高齢者や外国人など現場で活躍する人材が多様
化しています。 
このため、このような現状も踏まえながら、安全な職場を実現し、これらの
産業を若者が未来を託せる産業にしていくことが、産業や経営としての継続
や発展のために不可欠です。また、ベテランが安心して働けることで、技術の
継承も円滑に行うことができます。 
なお、安全対策への投資は短期的には経営への負担となる場合もあります
が、長期的に見れば、安全対策と経営発展は車の両輪として両立させることが
可能です。事業者団体においては、このような考え方を構成員に積極的に周知
していく取組が求められます。 

作業安全のさらなる向上のために、各事業所でこれまで行ってきた安全対策
に捉われずに、それらを再点検して、従事者全員が自分のこととして捉えて、
具体的な対策を講じていくことが必要であり、事業者の取り組むべき事項を
「個別事業者向けの共通規範」の（３）に掲げています。 
具体的には、各業種の個別規範も参照の上、各現場の状況等に応じた対策を
講じることとなりますが、小規模な事業者では安全対策を講じるための十分
な専門的知識や時間を確保することが困難な場合も多いと考えられます。業
種全体の安全対策のレベルを向上させるためには、各事業者団体において、そ
の役割や能力に応じ、構成員が安全対策を講じる際に必要な助言や支援を講
じていくことが非常に重要です。 
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（４）構成員の事故発生時に備えた措置を講じる。

考え得る十分な安全対策を講じていたとしても、人が作業に携わる限り事故
の発生リスクをゼロにすることはできません。このため、事故が発生してしま
った場合に怪我の程度を最小限に抑えるための備えや、特別加入を含む労災
保険への加入など当事者の経済的補償への備えのほか、経営として事故発生
後にどう対応するかを予め検討しておくことが重要です。また、発生してしま
った事故の原因を確認し、再発防止策を講じていくことも重要であり、これら
の事業者の取り組むべき事項を「個別事業者向けの共通規範」の（４）に掲げ
ています。 
しかし、小規模な事業者ではそのような取組を行うための十分な専門的知識
や時間を確保することが困難な場合も多いと考えられます。このため、各事業
者団体においては、その役割や能力に応じ、構成員が事故発生時の備えを行う
際に必要な助言や支援を講じていくことが非常に重要です。特に、事業者団体
が労災保険特別加入団体となり構成員の労災保険加入を促進する、事故発生
時の迅速な救難体制を整備するなど団体が積極的な役割を果たす必要があり
ます。 
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「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範）農業」 

（案） 

 

個別事業者向け 

1 作業安全確保のために必要な対策を講じる。 

1-1 人的対応力の向上 

1-1-1 経営内での作業事故防止に向けた具体的な目標を設定する。 

1-1-2 知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。 

1-1-3 作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見

や情報の幅広い収集に努める。 

1-1-4 適切な技能や免許等の資格を取得する。 

1-1-5 職場での定期的な安全集会の開催等により、従事者間で作業計画や安全意識を

共有する。 

1-1-6 安全対策の推進に向け、従事者自らが提案を行う。 

 

1-2 作業安全のためのルールや手順の順守 

1-2-1 関係法令を遵守する。 

1-2-2 国際水準 GAPの取組を行ったり、作業安全対策に知見のある第三者等によるチ

ェックを受ける。 

1-2-3 農業機械や農薬等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じ

て適正な使用方法を理解する。 

1-2-4 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。 

1-2-5 健康状態の管理を行う。 

1-2-6 作業中に必要な休憩、休息をとる。 

 

1-3 資機材等の安全性の確保 

1-3-1 燃料や農薬など危険性のある資材を適切に保管する。 

1-3-2 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。 

1-3-3 資機材等を導入・更新する際には、無人化機械等を含め、可能な限り安全に配

慮したものを選択する。 
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1-4 作業環境の整備

1-4-1 職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応

じて適切に分担を変更する。 

1-4-2 安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化し、全ての従事

者が見ることができるようにする。 

1-4-3 可能な限り安全に配慮して作業環境の改善や整備を行う。

1-4-4 現場の危険個所を予め特定し、注意喚起を行う。

1-4-5 ４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）活動を行う。

1-5 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用

1-5-1 実施した作業安全対策の内容を記録する。

1-5-2 行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を

分析し、再発防止策を講ずる。 

2 事故発生時に備える。 

2-1 労災保険への加入等、補償措置の確保

2-1-1 経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。

2-2 事故後の速やかな対応策の策定

2-2-1 事故が発生した場合の対応（救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届

出、再発防止策の策定等）の手順を明文化する。 

2-3 事故時の事業継続に向けた備え

2-3-1 事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できる

よう、あらかじめ方策を検討する。 
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事業者団体向け 

1 構成員の作業安全確保のために必要な支援を行う。 

1-1 構成員の意識改革のための啓発活動を実施する。

1-2 構成員に対し、最新の知見や優良事例等に関する様々な情報を積極的に提供する。 

1-3 構成員の安全対策の対応力の向上のための研修の実施や、外部の研修の紹介を行う。 

1-4 構成員が共同利用する場所等がある場合は、安全に配慮して作業環境の改善や整備

を行う。

1-5 構成員の安全に配慮された資機材の導入・更新に対し助言や支援を行う。

1-6 行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を分

析・共有し、構成員の安全対策に活かす。

1-7 構成員向けの作業安全に係るガイドラインを作成する。

1-8 構成員からの安全対策に係る相談体制を整備する。

1-9 効果的な作業安全対策を講じるために関係機関等との連携を図る。

1-10 研究機関等を有する団体等は安全技術の開発を行う。

2 構成員の事故発生時に備えた措置を講じる。 

2-1 構成員の労災保険等の加入状況や意向等を把握し、補償措置の確保を支援する。

2-2 必要な場合は労災保険特別加入団体を設立し、特別加入の受け皿となる。

2-3 構成員が事故発生時の事業継続のために行う準備を支援する。また、事故発生時に

積極的に支援を行う。
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「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」の 

活用方針等について 

 

１ 事業者における自主的な活用 

（１）現場での意識向上への活用 

規範を、現場に掲げていただける形のポスター等の形で整理し、

幅広い事業所において掲示していただき、従事者が日々目にする

ことで、意識啓発にご活用 いただく。 

 

（２）チェックシートを活用した取組の再点検 

個別規範を、チェックシート（詳細は今後検討）の形に整理 し、

各事業場における安全対策のための日々の取組の再点検にご活用

いただく。 

 

２ 行政等における活用 

（１）補助事業等におけるクロスコンプライアンスへの活用 

規範の考え方に基づき、幅広い事業において安全対策の実施を

要件化（クロスコンプライアンス）する。 

その際に、規範中のどの項目の実施を、どのように要件化する

のか（義務化/努力義務化/採択時の優遇）等は、各事業の目的等

を踏まえ、個別に判断 する。 

 

（２）チェックシートを活用した現場の取組状況の分析 

補助事業等と紐づけて、可能な範囲でチェックシートを提出い

ただくことにより、行政における 現場の取組状況の把握・分析等

を行う。その結果を踏まえ、施策の検証や、さらなる施策の企画

立案（安全対策に取り組む事業者の可視化など）を行う。 

 

「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」を策定した

後に、以下のように活用することとしたい。 
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○ 現場における具体的な作業安全対策の取組の促進や、事業者の意識向上を図るため、各種の補助事業等において、作業
安全に関する要件を設けているところ。

○ 令和2年度に実施している補助事業等のうち５３の事業等において、作業安全に関する要件を設定。
このうち令和2年度から新たに、作業安全に係る要件等を設定したのは農業・林業中心に３２事業等。

○ 規範の策定を契機として、さらに広範囲の補助事業等について、作業安全の要件付け（クロスコンプライアンス）をよ
り一層推進する。

令和２年度の補助事業等におけるクロスコンプライアンスについて（１）

１．補助事業等における作業安全に関する要件設定

※補助事業等は、事業等のメニューごとに異なる要件付けを導入している場合は、
メニューごとに計上。

※令和2年度には、令和元年度補正事業を含む。

要件設定した事業等の数 設定した要件の数
令和2年度の
事業等

うち同年度に
新たに要件設
定した事業等

令和2年度の
要件

うち同年度に
新たに設定し
た要件

農業 25 15 32 20

食品産業 1 1 1 1

林業・
木材産業 20 9 34 9

漁業 7 7 20 15

計 53 32 87 45

２．作業安全におけるクロスコンプライアンス

補助事業等
の実施

作業安全に
関する要件

安全かつ
生産性の
高い経営
の実現

クロスコンプライアンスとは、各種の補助事
業等において、作業安全などの推進すべき取組
に関する要件を設定すること。

設定する作業安全に関する要件は、その分野
の実情や補助事業等の内容に合わせて設定。

当該事業の実施による生産性向上等と合わせ
て、現場の作業安全対策を推進。 12



○ 令和2年度に実施している事業においては、事業の目的等に応じ、作業安全に取り組むことを要件として設定。
○ 要件の水準は、事業の実施に当たり要件を実施する必要のある「義務」、実施に努めることとされている「努力義務」、
事業の採択時にポイント加算などの優遇を得られる「採択時の優遇」となっている。

○ 要件の内容は、事業実施主体の採択時に作業安全確保対策を講じることを求める要件や、GAPや安全診断への取組を求
める要件、過去一定期間に死亡災害が発生していない等災害抑制の実績を求める要件が多い。

令和２年度の補助事業等におけるクロスコンプライアンスについて（２）

３．補助事業等における作業安全の要件の内容
＜要件付けの具体例＞
○林業・木材産業成長産業化促進対策交付金
（持続的林業確立対策のうち高性能林業機械等の整備）
労働安全対策を行っているとして都道府県が選定した
林業経営体であること。
安全診断を受けていること。
死亡災害が発生していないこと。

○農業次世代人材投資事業
準備型の研修機関について、事故防止に十分配慮できており、
研修内容に安全対策の項目を含むこと。
準備型の受給者が傷害保険へ加入すること。

○水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業
漁船に船舶自動識別装置（ＡＩＳ）を設置すること。
ライフジャケットの着用を徹底すること。
過去１年間に海事関係法令違反による死亡災害が
発生していないこと。

○農業水路等長寿命化・防災減災事業
長寿命化・防災減災計画の認定審査の項目に、農業者や
施設管理者の労働安全対策を新たに設定。

※１つの補助事業等で複数の要件付けを導入している場合があるため、上記の要件付けの実施数は前ページの
補助事業等の合計とは一致しない。

義務 努力義務
採択時の優
遇（ポイン
ト加算等）

その他 計

GAP等の認証取得、安全診断
への取組 6 0 10 0 16

過去の災害抑制実績 7 0 10 0 17

作業安全確保対策を講じる 16 0 4 0 20

研修会等の実施 10 1 2 0 13

ルールや手順の順守 1 0 1 0 2

作業環境の改善や整備 5 0 1 0 6

危険箇所の特定 1 1 0 0 2

労災保険、傷害保険への加入 8 1 0 0 9

その他 0 0 0 2 2

計 54 3 28 2 －
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