
膜作業安全への取り絹みについて
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井関農機株式会社

「令和2年秋の農作業安全確認運動」見直そう！農業機械作業の安全対策

わたしたち II、liilCIは農作業安全に向けて積極的に取り組みます

［ 令和芦喜誓：言確認 l 

✓ 

✓ 

［ 作業機付きトラクタの公道走行への対応 ： 
✓ 井関農機卸ホームページで

作業機付きトラクタの公道
走行のために必要な対応の
ご案内
対応部品のご案内

✓ 車両の安定性について（ 一

社）日本震業機械工業会
ホームページヘ掲載

l 農作：言誓こ雷贔髯；実施 l 
✓ 女性股業者を対象とした農

機諏扱いセミナーの実施
✓ 農機取扱い簡単マニュアル

の公開
✓ 農業女子コラボ農機の紹介
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［ 晶レヤ烹讐□匝 : 
✓ 小型トラクタに対し、「片ブレ

ーキ警告装置」を特別価格
で装着する期間限定のキャ
ンペーンを実施

✓ 「片ブレーキ匿告装置」の普
及に努め、 転倒転落のリスク
低減を図る
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令和2年秋 農林⽔産省農作業安全確認運動推進会議

クボタにおける農作業安全対策
〜 農作業安全への呼びかけ活動と安全フレーム・シートベルト装備の徹底 〜

機械業務部⻑ ⽊下 武志

発表内容

１．取組背景・経緯

２．取組内容

３．農業者へのインタビュー
（復刻版安全フレーム・シートベルトのご購⼊者）

資料３-２ 



１．取組背景・経緯（本年2⽉の説明内容を抜粋）

・トラクタ作業に関わる事故率が、農作業死亡事故の3割
・運転中に横転して下敷きになる ケースが⽬⽴つ

(1) 農作業事故の報道

(2) 弊社トップの思い
・農機をご活⽤のユーザーのご不幸を少しでも減らし、安全を届けたい
・創⽴130周年を機に⽴ち上がろう

（弊社が農⽔省に報告したトラクタ事故情報分析）
・キャビン・安全フレームのどちらも装備してない場合の死亡率は極めて⾼い
・安全フレーム装備の転倒・転落事故も死亡率は⾼い
（⾰新⼯学研究センターが安全フレーム付トラクタ保有者実施したアンケート結果）
・シートベルトを常時締める⽅は３％、路上のみで１０％という結果
→シートベルトを締めていない場合、安全域に
留まれないことが、死亡事故に繋がっていると考察

(3) トラクタ事故の要因分析

１．取組背景・経緯（本年2⽉の説明内容を抜粋）

・安全フレーム・シートベルトを後付け出来るトラクタは3.3万台（当社試算値）
・上記トラクタに後付け可能な安全フレーム・シートベルトのキットを復刻し、
対象農業者に装備をご提案

(4) 分析結果を踏まえた取組内容



２．取組内容

下記活動を展開中

農作業安全への呼びかけ活動

安全フレーム・シートベルト装備の徹底

２．取組内容
（１）農作業安全への呼びかけ活動
➀ 農作業時に留意頂きたいポイントをまとめたリーフレットの作成・配布
➁ 安全作業のための農業機械の点検整備のご提案
③ トラクタ保有ユーザーを対象に安全ステッカー（農⽔省作成）を配布
④ 販売拠点への農作業安全のぼり掲⽰によるムードアップ
➄ 農作業安全推進の⼀⾯広告（７/１発⾏の⽇本農業新聞） 等

➀ ➁

③

④ ➄



２．取組内容
（２）安全フレーム・シートベルトの装備の徹底

後付けしたトラクタの台数
（７⽉末現在）

約２００台

多くのユーザーにキットを購⼊頂けるよう
売価は1万円（税別）に設定

３．農業者へのインタビュー
（復刻版安全フレーム・シートベルトのご購⼊者）

＜ご紹介させて頂く農業者の基本情報と導⼊経緯＞

・住所 ︓⼭⼝県下関市

・年齢 ︓６５歳

・導⼊経緯 ︓トラクタで圃場からバックで出ようとした時に、
傾斜から転落しそうになったヒヤリハットの経験から、
安全フレーム・シートベルトが必要だと感じたため



３．農業者へのインタビュー
（復刻版安全フレーム・シートベルトのご購⼊者）

引き続き、農作業事故削減に向けて取り組んで参ります
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農作業安全対策について
About “Agricultural work safety measures”

19 Aug, 2020

2020年8月19日
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【令和2年春作業活動状況】

農作業安全確認運動推進会議より三菱マヒンドラ農機として下記内容で活動いたしました。基本的には、平成24年度産地活性化総合対策事業（農作
業安全緊急推進事業）を継承していますが、警察庁交通局交通企画課が発表した全国の死亡事故・重傷事故発生状況より、山形県、新潟県、長野県、
鹿児島県の発生上位地区を対象に実施いたしました。

平成24年度

農作業安全緊急推進事業

農作業 乗⽤ﾄﾗｸﾀ
Ｈ27年 338 101
Ｈ28年 312 87
Ｈ29年 304 92

事故件数

※令和2年2⽉27⽇警察庁交通局資料より

農作業安全緊急推進事業を基本において実施。

期間 6月～9月

対象 山形県、新潟県、長野県、鹿児島県

条件 ①安全フレームの未装着車

②更新機械の大きさ、面積は問わない

③廃物処理業者による処分

対策金額

安全フレーム未装着機

下取りキャンペーン

⾺⼒帯 下取り⾦額（円）
20⾺⼒未満 100,000
20⾺⼒〜30⾺⼒未満 200,000
30⾺⼒以上 300,000

補助対象

①馬力クラスに応じた利用面積

②廃棄証明書の提出

③地域に認定された担い手 三菱トラクタ新車購入時の馬力別下取り金額

※装着されていたにもかかわらず外されたものは不可

※メーカー、年式、型式に制限なし

※事業登録されており、マニフェストに沿った処理をすること

※1台から1台の場合

※再販流通、海外への転売を防止
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【ご参考】対象機械は概ね25年前になります。

※トラクタの稼働状況、メーカーは問いません。

〜キャンペーン啓蒙チラシ（⻑野県版）〜【令和2年秋作業活動予定】

春作業実施状況を踏まえ、秋作業についても同様の内容で活動いたしますが、
全国への浸透不足、ＰＲ不足もあり、実績台数も少ないことから、対象地区を
限定地区より全国展開します。

期間 10月～12月

対象 全国都道府県

条件 春作業活動内容の継続 ⾺⼒帯 下取り⾦額（円）
20⾺⼒未満 100,000
20⾺⼒〜30⾺⼒未満 200,000
30⾺⼒以上 300,000

対策金額（予定）

三菱トラクタ新車購入時の馬力別下取り金額
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作成⽇︓

2020年8⽉19⽇
ヤンマーアグリ株式会社

© 会社名 YYYY/XX/XX

『令和2年秋の農作業安全確認運動推進会議』
報告資料

ヤンマーアグリ㈱における
農作業事故に対する取組みについて

© 会社名 Page: 2
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取組みの⽬的
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安全啓蒙を通じ、お客様の安全への意識を⾼め、
より安全性の⾼い商品と提案で安全農業を⽀援する⽬ 的

今回のキャンペーンではお客様への安全啓蒙を通し、農業機械メーカーとしての
社会責任を果たすとともに、お客様との接点強化を図ることを⽬的とする。
お客様にこれからも安⼼して農作業を続けていただくために、しっかりと安全啓蒙・
最新機種の安全性能をお伝えし、より安全性の⾼い機械への更新を推進する。

①安全作業の啓蒙、注意喚起(安全フレーム・シートベルト）
②お客さま所有機の安全確認実施
③農作業安全講習会、セルフケア研修の実施

【実施事項】

①安全作業の啓蒙、注意喚起(安全フレーム・シートベルト）の展開
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対象︓安全フレーム未装着トラクタ83,167台
DM発送数︓45,000軒(離農等されたお客様については精査)

訪問軒数︓22,000軒(7/末現在)

農作業安全啓蒙DM発送による注意喚起

DM発送先に対し訪問による
啓蒙活動を実施

DM発送後、お客様への安全啓蒙訪問
<使⽤ツール>

発送期間︓ 5〜7⽉度にかけ順次発送

9⽉までに全発送先へ訪問・啓蒙予定

点検台数︓ 3,017台(内 点検整備239台、⼀般整備2,778台)
スクラップ台数︓81台

点検整備及びスクラップ実績(7/末現在)



②お客さま所有機の安全確認実施

訪問時、希望者に対しトラクター安全確認を実施
安全確認を希望されたお客様に対し、トラクタ診断
チェックシートを活⽤し、お客様の機械が今後安全に使⽤
いただけるか確認を実施

・道路⾛⾏周知チラシ・道路⾛⾏ガイドブック ・道路⾛⾏早わかりシステム

訪問時、作業機付きトラクター道路⾛⾏の周知活動を実施
<使⽤ツール>

安全啓蒙訪問 および 免許取得の周知に関するお客様の声

〜安全啓蒙訪問に対するお客様の声〜

・改めて安全に気を付けて作業したいと思った。
・メーカーの⽅が農作業安全の啓蒙のためにわざわざ訪問してくれたので
嬉しかった。

〜免許取得の周知に対するお客様の声〜
・案内してくれたことで、免許を取得しに⾏くのか、作業機を買い替えるのかを
考える機会になってよかった。

・運⽤⾒直しがあったことを知らなかったので教えてくれて助かった。
・今後発売される機械は最初から公道⾛⾏に対応してくれると嬉しい。



③農作業安全講習会、セルフケア研修の実施
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前年比 前年比

108 5 4.6% 1,217 97 8.0%

動員実施回数

2020年2019年2020年2019年

2020年度実施の内4件(47名)は社内の新⼊社員向けの研修
社外向けの講習は1件(農業⼤学校での農作業安全に関わる授業)

4-6⽉度農作業安全講習会実施実績

2020年は新型コロナウイルスにより講習の依頼、開催が激減
訪問による啓蒙活動へ注⼒していく。

啓蒙活動を実施した営業社員の意⾒
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お客様からは農作業安全に気を付けたいという反応があった⼀⽅
⾃分は⼤丈夫だと過信している⼈が⼤多数だと感じた。

農作業中の事故は⾃分には関係ないと感じている⼈が多いことから
今後も継続して安全啓蒙活動を実施していく必要がある。

免許取得について、担い⼿農家の様な⼤規模農家は対応しなければ
ならないという反応があったが、兼業農家の様な⼩規模農家は
反応が薄いように感じた。
農家数の⼤多数を占める⼩規模農家に対し、免許取得に対する
対応を促していく必要がある。




