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＜機種共通＞

時系列 No.
想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

ヘルメットを使⽤する 乗降時は機体を向いた状態で⾏う（はし
ご降り）

泥や稲ワラが付着しやすい環境である

滑りにくい、泥がたまりにくい構造のス
テップを確認する

正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

圃場内では⾜下が柔らかく不安定なこと
もある

ヘルメットを使⽤する 乗降時は機体を向いた状態で⾏う（はし
ご降り）

エンジンを停⽌する 正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

ヘルメットを使⽤する 事前に通⾏する道路をチェックする 路肩がわかりやすくなるよう、頻繁に草
刈りを⾏う

反射材や低速⾞マークを使⽤する 当⽇⾛⾏経路や作業⼯程を確認する、メ
モを事前に作る

道路幅を広くする

⾞幅がわかる位置に反射材を貼付する ほ場の進⼊・退出路を点検する ガードレール、路肩にポール、注意標識
などで危険箇所を明⽰する

作業機にも反射材を貼付する 必ず周囲を確認してから発進する

分草かんは作業が終わったら必ず折りた
たむ⼜は収納する

⽇中に移動する

前照灯、⽅向指⽰器の適切な使⽤と事前
点検（⽟切れ等していないか）を⾏う

カーブで減速する

畦などには速度を充分に落とし直⾓に進
⼊する

表⽰ラベルが読み取れなくなっていた
ら、新しいものに交換する

発進時にはアクセルを低速にする

後進に⼊れたら、ブザーがなるものを使
⽤する

クラッチはゆっくり繋ぐ

必ず周囲を確認する

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏う場所を確認する

アユミ板は必ずフック付のものを使⽤す
る

必ず周囲を確認する

アユミ板の⻑さは⾼さの4倍以上のものを
使⽤する

アユミ板に乗る前に向きを併せる

⼗分な強度のあるアユミ板を利⽤する ⽇中に⾏うことが望ましい

ヘルメットを使⽤する 組作業の時は、ルールを事前に決めてお
く

エンジンを停⽌する 正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

動⼒を遮断する（PTO、脱穀・刈り取り
クラッチ等）

シートスイッチのついた機械を導⼊する

移動時

3 追突・衝突
道路⾛⾏中、他の⾞や周囲と接触した、
またはしそうになった

4 追突・衝突
発進時にギヤの設定を間違え（前進/後進
や⾼速/低速）、思わぬ向きや速度で機械
が動いた

5
機械の転落・

転倒
アユミ板の上やほ場の出⼊りの際に変速
をしたり操柁をしたりしてしまった

6
ひかれ

巻き込まれ
作業の様⼦を⾒ようと、機械が動いた状
態で運転席から降りた

乗降時

1 ⼈の転落
乗降時に滑って転落しそうになった、⾶
び降りてしまった

2 ⼈の転落 ⾐服が操作レバーに引っかかった
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＜機種共通＞

時系列 No.
想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

カバーは外したら必ず元に戻す 必ずエンジンを切って作業する 平坦な場所で⾏う

カバーを必ず戻すこと等のルールを作
り、遵守する

正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

ヘルメットを使⽤する ハードスケジュールにならないように⼯
程管理をする

お酒を飲んでいる⼈を⾒たら運転を⽌め
させる

冷たいタオルや⽔を準備する 作業に余裕を持たせる 体調不良の場合は、すぐに休憩できるよ
うにする

サイドミラーやバックモニターを活⽤す
る

発進前にクラクションを鳴らし、周囲に
機械が動くことを知らせる

合図を決めておく、組作業者がどこにい
るかを全員確認してから機械を動かす

組作業者は機械が動いているときには近
づかない

⼦供を膝の上やフートプレートに乗せな
い

ヘルメットを使⽤する 組作業の時は、ルールを事前に決めてお
く

エンジンを停⽌する 正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

油圧をロックする カバーを開ける必要がある部分の場合は
必ず開ける

グリスガンやスプレー式グリス、ワラ等
の詰まりを除くための鎌などを⽤意する

サイドミラーやバックモニターを活⽤す
る

発進前にクラクションを鳴らし、周囲に
機械が動くことを知らせる

合図を決めておく、組作業者がどこにい
るかを全員確認してから機械を動かす

組作業者は機械が動いているときには近
づかない

使⽤前点検をする

組作業の時は、ルールを事前に決めてお
く

機械、施設等
⽕災

くわえたばこで燃料補給をした

点検整備

11 巻き込まれ
エンジンを⽌めずにベルト等の点検や注
油作業、ゴミなどの絡み除去をしてし
まった

12
ひかれ

巻き込まれ

２⼈以上で作業をしていて、相⼿が死⾓
にいるときにエンジンを始動してしまっ
た

13

10 ⼈の転落
作業中、⼦供など他の⼈を乗せて運転し

た

作業時

7 巻き込まれ
カバーを外したまま、機械を動かしてし
まった

8

熱中症
熱中症以外の
体調悪化（内

因性）

作業中、居眠りをしてしまった、暑くて
ボーッとした、頭痛がしたり吐き気がし
たりした

9
ひかれ

巻き込まれ
作業中、周囲の補助者とぶつかりそうに
なった。
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＜乗⽤トラクタ＞
時系列 No

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置
作業⽅法や
安全管理体制

作業環境

安全キャブ付の場合は右側のドアをロッ
クしておく

乗降時は左側から⾏うことを徹底する 左側から乗降できるような駐⾞スペース
を確保する

ヘルメットを使⽤する 降⾞時は原則エンジンを停⽌する
最低限変速レバーを全てニュートラルに
戻す、駐⾞ブレーキをかける

乗降時に操作レバー等に引っかからない
よう、正しい服装（裾を留める、⾸タオ
ルをしない等）を徹底する

安全キャブ・フレーム付トラクタを使⽤
する

事前に通⾏する道路をチェックする 路肩がわかりやすくなるよう、頻繁に草
刈りを⾏う

2柱式フレームを⽴てる 当⽇の⾛⾏経路や作業⼯程を確認する、
メモを事前に作る

崩れた路肩を整備する

シートベルトを使⽤する ほ場の進⼊・退出路を点検する※１ 勾配を緩くする※１

ヘルメットを使⽤する 退出路に⼊る前にブレーキを連結する ガードレール、路肩にポール、注意標識
などで危険箇所を明⽰する

必ず周囲を確認してから発進する 危険箇所をマッピングする（集落営農、
法⼈等）

⽇中に移動する

安全キャブ・フレーム付トラクタを使⽤
する

事前に通⾏する道路をチェックする 勾配を緩くする※１

2柱式フレームを⽴てる 当⽇の⾛⾏経路や作業⼯程を確認する、
メモを事前に作る

ガードレール、路肩にポール、注意標識
などで危険箇所を明⽰する

シートベルトを使⽤する 退出路に⼊る前にブレーキを連結する

ヘルメットを使⽤する カーブで減速する

進⼊路や畦などには速度を充分に落とし
直⾓に進⼊する

安全キャブ・フレーム付トラクタを使⽤
する

事前に通⾏する道路をチェックする 勾配を緩くする※１

2柱式フレームを⽴てる ほ場の進⼊・退出路を点検する※１ ガードレール、路肩にポール、注意標識
などで危険箇所を明⽰する

シートベルトを使⽤する 必ず周囲を確認してから発進する

ヘルメットを使⽤する

必ず周囲を確認してから発進する

ほ場退出時は、PTOが切であることを確
認する

安全キャブ・フレーム付トラクタを使⽤
する

退出路に⼊る前にブレーキを連結する

2柱式フレームを⽴てる

シートベルトを使⽤する

6
機械の転落・

転倒
道路⾛⾏中やほ場の出⼊り中、ブレーキ
の⽚効きだった

機械の転落・
転倒

スピードを出しすぎて、ハンドルを取ら
れたり、横転しそうになった

5 その他
ロータリ等作業機を回したまま、農道を
⾛った

⾛⾏時

2
機械の転落・

転倒
あぜ道の境⽬が分からず、あやうく転落
しそうになった

4
機械の転落・

転倒
坂道を⾛⾏している途中、変速のためク
ラッチを切ってしまった

乗降時 1
⼈の転落・転

倒
機体の右側から乗降してしまうことがあ
る

3

4
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＜乗⽤トラクタ＞
時系列 No

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置
作業⽅法や
安全管理体制

作業環境

安全キャブ・フレーム付トラクタを使⽤
する

事前に通⾏する道路をチェックする 勾配を緩くする※１

2柱式フレームを⽴てる 当⽇の⾛⾏経路や作業⼯程を確認する、
メモを事前に作る

ガードレール、路肩にポール、注意標識
などで危険箇所を明⽰する

シートベルトを使⽤する ほ場の進⼊・退出路を点検する※１

ヘルメットを使⽤する バックで退出する

フロントウェイトを付ける 退出路に⼊る前にブレーキを連結する

進⼊路や畦などには速度を充分に落とし
直⾓に進⼊する

ヘルメットを使⽤する 組作業の時は、ルールを事前に決めてお
く

平らな地⾯で作業する

エンジンを停⽌する 正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

ヘルメットや安全靴を使⽤する ⼿順書を準備する 平らな地⾯で作業する

組作業の時は、ルールを事前に決めてお
く

エンジンを停⽌する 正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

油圧をロックする 作業機とトラクタの間、作業機の下には
⼊らない

エンジンを停⽌する ⼿順書を準備する

⼀時停⽌する

組作業の時は、ルールを事前に決めてお
く

正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

ヘルメットを使⽤する 組作業の時は、ルールを事前に決めてお
く

平らな地⾯で作業する

油圧をロックする 正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

ブレーキをロックする

エンジンを停⽌する

挟まれ
点検等で機械の周囲にいたとき、急に機
械が動き出した

点検整備時

9 挟まれ
作業機の着脱時に、体や指などを機械に
挟まれそうになった、作業機が急に動い
た

10 巻き込まれ
点検等で、エンジンがかかったまま、作
業機に近づいてしまった

11

作業中 8 巻き込まれ
PTO軸のガードやユニバーサルジョイン
トのカバーが外れた、壊れたまま

圃場への出
⼊り時

7
機械の転落・

転倒

ほ場から出る時、出⼊り⼝や畦越えで前
輪が上がったり転倒しそうになった

5
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＜歩⾏⽤トラクタ（耕うん機、管理機）＞
時系列 No.

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

デッドマン式クラッチのついてる歩⾏型
トラクタを使⽤することが望ましい

必ず低速でクラッチを繋ぐことを徹底す
る

ほ場端など⼟が固いところではダッシン
グ現象が置きやすくなるため、始めは浅
く耕うんする

安全装置が壊れていないか必ず確認する 暴⾛してしまったら、ハンドルから⼿を
離す練習をしておく

安全靴を履く 緊急停⽌装置の使い⽅を事前に確認して
おく

すね当てを付ける

安全靴を履く 必ずエンジン回転と速度段を低速にして
からゆっくりクラッチを繋ぐことを徹底
する

すね当てを付ける 暴⾛してしまったら、ハンドルから⼿を
離す練習をしておく

緊急停⽌装置の使い⽅を事前に確認して
おく

ロータリクラッチがワンタッチで切れる
ものを導⼊することが望ましい

ほ場の端に来たら、エンジン回転数を下
げ、ロータリのクラッチを切ることを徹
底する

安全靴を履く

すね当てを付ける

⾛⾏ギアをバックに⼊れるとロータリク
ラッチが必然的に切れる歩⾏型トラクタ
を使⽤することが望ましい

後進するときは、必ず後ろに障害物がな
いかを確認する

移動できる障害物は予め取り除いておく

狭圧防⽌装置のついている歩⾏型トラク
タを使⽤することが望ましい

緊急停⽌装置の使い⽅を事前に確認して
おく

近くにポールを⽴てるなどの⽬印を設け
ておく

安全装置が壊れていないか必ず確認する 狭いところでは低い速度段で作業する

後退時ロータリクラッチを必ず切る

⾛⾏ギアをバックに⼊れるとロータリク
ラッチが必然的に切れる歩⾏型トラクタ
を使⽤することが望ましい

後進するときは、必ず後ろに障害物がな
いかを確認する

移動できる障害物は予め取り除いておく

⼿を離すとクラッチの切れるデッドマン
式クラッチ機能のある歩⾏型トラクタを
使⽤することが望ましい

安全装置の使い⽅を事前に確認しておく 移動できない背の低い（⽬につきにく
い）切り株などには、近くにポールを⽴
てるなどの⽬印を設けておく

安全装置が壊れていないか必ず確認する 後退時ロータリクラッチを必ず切る

閉鎖空間でエンジンを回す場合には、必
ず換気することを徹底する

ハウスの⼩窓や出⼊り⼝は開放しておく

換気扇がある場合には、換気扇を回して
おく

ヘルメットを使⽤する 坂道でギアを変更ない 勾配を緩くする

事前に通⾏する道路をチェックする

坂道ではサイドクラッチを使わないこと
をルールとして作り、遵守する

⾝体を保護できる⾐服や防護メガネを装
着する

作業前後に必ず掃除を⾏う 予め、空き⽸や⽯など取り除ける物は排
除しておくこと

ロータリカバー（ゴム垂れ）が破損して
いた場合は交換する

8
⾶散物による

被災

耕うん部（作業部）から何かが⾶んでき
た

6
COガスなどに

よる中毒
ハウスや収納庫内で締め切った状態でエ
ンジンをかけて作業した

7
機械の転倒・

転落
下り坂、⼜は上り坂で変速しようと、ク
ラッチを切ったら暴⾛しそうになった

5 挟まれ
後退しながら耕耘していたところ、転倒
したり、⾜をケガしそうになった

作業中

1 巻き込まれ
回転部を地⾯に降ろしたとたん、地⾯が
硬く、管理機が急に⾶び出した

2 巻き込まれ
エンジン回転をあげたまま、バックギア
に⼊れた途端、ハンドルが跳ね上がった

3 巻き込まれ
Ｕターンをするときに、ロータリーを⽌
め忘れ、⾜をケガしそうになった

4 挟まれ
後退していて、パイプハウスの⽀柱と管
理機との間に挟まれそうになった

6
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＜歩⾏⽤トラクタ（耕うん機、管理機）＞
時系列 No.

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

保安基準を満たしたトレーラを使⽤する 免許を取得した⼈にのみ使⽤させる

ヘルメットの￥を使⽤する ⾛⾏時はサイドクラッチを使わないこと
をルールとして作り、遵守する

急カーブは通らない

ヘルメットを使⽤する 免許を取得したものにのみ使⽤させる ほ場の進⼊・退出路の幅がわかりやすい
ようにポールなどを⽴てる

トレーラの⼤きさがわかりやすいよう
に、荷台後⾓に⽬印を⽴てる

ほ場の進⼊・退出路を点検する

ヘルメットを使⽤する けん引しているトレーラの幅を事前に確
認しておく

通⾏する道の幅がわかりやすいように
ポールなどを⽴てる

トレーラの⼤きさがわかりやすいよう
に、荷台後⾓に⽬印を⽴てる

事前に通⾏する道路をチェックする

ヘルメットを使⽤する ⾛⾏時はサイドクラッチを使わないこと
をルールとして作り、遵守する

できるだけ平坦な道を⾛⾏する

積載重量の表⽰シールを装備する トレーラーに積載以上の積荷はのせない

作業前に必ず全員で積載重量を確認する
ことをルールとして作り、遵守する

ワイヤーの張りなどを必ず確認する 安全装置の事前点検をルールとして作
り、遵守する

坂道などにはできる限り駐⾞しない

輪留めも準備する トレーラに積載以上の積荷はのせない

積載重量の記載された表⽰シールを装備
する

作業前に必ず全員で積載重量を確認する
ことをルールとして作り、遵守する

駐⾞時には輪留めをかける

ヘルメットを使⽤する 後進するときは、必ず後ろに⼈や障害物
がないかを確認する

移動できる障害物は予め取り除いておく

トレーラ⾛⾏する場合は、後写鏡やクラ
クションなどをハンドルに装備する

発進前にクラクションを鳴らし、周囲に
機械が動くことを知らせる

気付きにくい切株などには、近くにポー
ルなどの⽬印を設ける

トレーラの⼤きさがわかりやすいよう
に、荷台後⾓に⽬印を⽴てる

16
機械の転落・

転倒
後ろをよく確認せずバックをして、後ろ
の⼈や物にぶつかりそうになった

14
機械の転落・

転倒
トレーラ⾛⾏時ハンドルを取られ、ぶつ
かりそうになった

15
機械の転落・

転倒
駐⾞ブレーキが効かず、機械が動いてし
まった

13
機械の転落・

転倒
トレーラの幅をうっかり忘れて路肩に
寄ったときに落ちそうになった

トレーラけ
ん引中

10 法令遵守
免許を持たずにトレーラけん引で公道⾛
⾏してしまった

11
機械の転落・

転倒
トレーラ⾛⾏時、カーブでサイドクラッ
チを切ったら急ハンドルになった

12
機械の転落・

転倒
ほ場に出⼊りする際に、トレーラが脱輪
した

7
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＜刈払機＞
時系列 No.

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

刈刃カバーを装着する 作業しない時には刈刃を外しておく等の
ルールを作り徹底する

正しい服装（⻑袖⻑ズボン、防護メガネ
等）にする

⾶散物防護カバーを装着する エンジンをかけるときは必ず刈刃を地⾯
から浮かせる

刈払機が安定した状態でエンジン始動を
する

⾶散物防護カバーが適切な位置について
いるか確認をする

使⽤前点検を徹底する 刈刃の周りに障害物がないことを確認す
る

エンジン始動時に刈刃が回り始めないよ
う、ワイヤの張りを定期的に調節する

始動前にスロットルレバーを下げる

安全装備の無効化はしない

安全装備品は必ず装着することを徹底す
る

トリガー式スロットルの刈払機を使⽤す
る

安全装備品は必ず装着することを徹底す
る

エンジンがかかった状態では振動で動い
てしまうため、固い地⾯には置かない

⾶散物防護カバーを装着する 固定式スロットルを使⽤している場合は
必ずアイドル状態にしたときに刈刃が回
らない様に調整する

⾶散物防護カバーが適切な位置について
いるか確認をする

地⾯に置くときは極⼒エンジンを切る

⼿元で⼀動作でエンジンが切れる刈払機
を使⽤する

キックバックが⽣じたらエンジンが⽌ま
る等の最新の刈払機を使⽤する

正しい服装（⻑袖⻑ズボン、防護メガネ
等）にする

空き⽸など動かせる物は事前に取り除く

トリガー式スロットルの刈払機を使⽤す
る

作業予定場所を必ず下⾒をする等のルー
ルを作り徹底する

移動できない障害物は、ココにあるとい
うことがわかる様に⽬印の棒を⽴てる等
準備する

固定式スロットルの刈払機を使⽤しない 安全装備の無効化はしない

安全装備品は必ず装着することを徹底す
る

正しい作業⽅法を徹底する※１

⾶散物防護カバーを装着する 安全装備の無効化はしない

⾶散物防護カバーが適切な位置について
いるか確認をする

安全装備品は必ず装着することを徹底す
る

使⽤前点検を徹底する

正しい作業⽅法を徹底する※１

保護メガネやフェイスシールドを使⽤す
る

正しい服装（⻑袖⻑ズボン、防護メガネ
等）にする

空き⽸など動かせる物は事前に取り除く

⾶散物防護カバーを装着する 安全装備品は必ず装着することを徹底す
る

移動できない障害物は、ココにあるとい
うことがわかる様に⽬印の棒を⽴てる等
準備する

⾶散物防護カバーが適切な位置について
いるか確認をする

短時間の作業であっても肩掛けベルトを
必ず使⽤する

正しい操作⽅法を確認する※１ 作業に⾏くときにすぐに装着できるよう
に機械と⼀緒に収納しておく

3点式（腰ベルト付）ベルトを使⽤する 正しい服装（⻑袖⻑ズボン、防護メガネ
等）にする

安全装備品は必ず装着することを徹底す
る

4
⾶散物による

被災
刈払い作業をしている場所に空き⽸など
が落ちていた

7 刃部との接触
肩掛けベルトを使⽤しないで作業をして
しまった

⾶散物による
被災

草が詰まりやすいので⾶散物防護カバー
をずらした、外した

6
⾶散物による

被災
つい保護めがねをしないで作業してし
まった

始動時

2 刃部との接触 エンジンをかけたら、刈刃が回り出した

移動時 1 刃部との接触
刈払機を運ぶ際に、不意に刈刃に触れて
しまった

3 刃部との接触
エンジンをかけたまま置いておいたら、
刈刃が回っていたり、機体が動いた。

5

8
43



＜刈払機＞
時系列 No.

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

保護メガネやフェイスシールドを使⽤す
る

正しい服装（⻑袖⻑ズボン、防護メガネ
等）にする

空き⽸など動かせる物は事前に取り除く

⾶散物防護カバーを装着する 安全装備品は必ず装着することを徹底す
る

移動できない障害物は、ココにあるとい
うことがわかる様に⽬印の棒を⽴てる等
準備する

⾶散物防護カバーが適切な位置について
いるか確認をする

⾶散物から第３者や物を守るためのメッ
シュウォールやベニヤなどを準備する

作業予定場所を必ず下⾒をする等のルー
ルを作り徹底する

空き⽸など動かせる物は事前に取り除く

作業中を知らせる表⽰板やコーンを⽤意
する

刈払作業を⾏っている場所がわかる様に
表⽰板やコーンなどを⽤意し、作業をし
ていることを周囲に知らせる

移動できない障害物は、ココにあるとい
うことがわかる様に⽬印の棒を⽴てる等
準備する

正しい作業⽅法を徹底することで⾶散⽅
向を限定する※１

滑りにくい靴や後付けのスパイクなどを
使⽤する

正しい服装（⻑袖⻑ズボン、防護メガネ
等）にする

傾斜がきつい場所は⼩段を設ける等の⼯
夫をする※3

作業予定場所を必ず下⾒をする等のルー
ルを作り徹底する

⾬天後は⾜下が滑りやすく危ないので作
業をしない

可能な場合は修繕を⾏う

滑りにくい靴や後付けのスパイクなどを
使⽤する

正しい服装（⻑袖⻑ズボン、防護メガネ
等）にする

へこみや段差のある場所には⽬印を設け
ル等の⽬印の棒を⽴てる等の準備をする

作業予定場所を必ず下⾒をする等のルー
ルを作り徹底する

可能な場合は修繕を⾏う

草が繁茂しすぎる前にこまめに草刈りを
する

キックバックが⽣じたらエンジンが⽌ま
る等の最新の刈払機を使⽤する

正しい服装（⻑袖⻑ズボン、防護メガネ
等）にする

空き⽸など動かせる物は事前に取り除く

トリガー式スロットルの刈払機を使⽤す
る

作業予定場所を必ず下⾒をする等のルー
ルを作り徹底する

移動できない障害物は、ココにあるとい
うことがわかる様に⽬印の棒を⽴てる等
準備する

固定式スロットルの刈払機を使⽤しない 安全装備の無効化はしてはいけない 傾斜がきつい場所は⼩段を設ける等の⼯
夫をする※3

安全装備品は必ず装着することを徹底す
る

刈刃の周りに障害物がないことを確認す
る

正しい作業⽅法を徹底する※１

⾶散物防護カバーを装着する 正しい服装（⻑袖⻑ズボン、防護メガネ
等）にする

空き⽸など動かせる物は事前に取り除く

⾶散物防護カバーが適切な位置について
いるか確認をする

作業予定場所を必ず下⾒をする等のルー
ルを作り徹底する

移動できない障害物は、ココにあるとい
うことがわかる様に⽬印の棒を⽴てる等
準備する

⼿元で⼀動作でエンジンが切れる刈払機
を使⽤する

安全装備の無効化はしない 傾斜がきつい場所は⼩段を設ける等の⼯
夫をする※3

キックバックが⽣じたらエンジンが⽌ま
る等の最新の刈払機を使⽤する

安全装備品は必ず装着することを徹底す
る

刈刃の周りに障害物がないことを確認す
る

正しい作業⽅法を徹底する※１

⽔⾯ギリギリまでは作業しない

草が繁茂しすぎる前にこまめに草刈りを
する

相⼿を呼ぶ時⽤に笛や鏡、⻑い棒などを
⽤意する

組作業のときは、相棒との距離を必ず
15m以上とるようにする

ブレーキ付の刈払機を使⽤する 組作業の時は、上下に配置しないように
する

作業者への呼びかけ⽅法を決めておく

固定式スロットルの刈払機を使⽤しない 詰まりを取り除くときにはエンジンを必
ず切る

⾬上がりや露のついている時間など草の
詰まりやすい条件を避ける

トリガー式スロットルの刈払機を使⽤す
る

トリガー式スロットルの刈払機以外は使
⽤しないことを徹底する

正しい作業⽅法を徹底する※１

草が繁茂しすぎる前にこまめに草刈りを
する

安全装備の無効化はしない

作業中

15 巻込まれ
エンジンを切らずに絡みついた草を取り
除こうとしたら、刈刃が動き出した

13 刃部との接触
刈刃が⽯や⽔⾯に当たり、とんでもない
⽅向に跳ねた

14 刃部との接触
⼈に呼ばれたので振り向いたら、刈払機
を相⼿に向けていた

11
⼈の転落（道
路、ほ場、畦
畔などから）

⾜元の凸凹などで⾜を取られたりつまず
いたりして、転びそうになった

12 刃部との接触
刈刃が地⾯に当たりキックバックして⾜
を切りそうになった

9
⾶散物による

被災
刈払機で跳ねた⽯などが⾶んで周囲の⼈
や物を傷つけた、つけそうになった

10
⼈の転落（道
路、ほ場、畦
畔などから）

⾜元の傾斜が⼤きく、滑りそうになっ
た。

8
⾶散物による

被災

刈払機で跳ねた⽯などが⾃分に⾶んでき
てケガをした、しそうになった

9
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＜刈払機＞
時系列 No.

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

正しい操作⽅法を確認する※１ 空き⽸など動かせる物は事前に取り除く

移動できない障害物は、ココにあるとい
うことがわかる様に⽬印の棒を⽴てる等
準備する
刈刃の周りに障害物がないことを確認す
る

傾斜のきつい法⾯の草刈作業では法⾯⽤
草刈機の使⽤を検討する

傾斜のきつい法⾯では等⾼線⽅向に作業
を進めることをルールとして徹底する

傾斜がきつい場所は⼩段を設ける等の⼯
夫をする

枝を落とすにはのこぎりやなたなどを使
⽤する

刈払作業は刈刃を腰よりも低い位置で⾏
う

防振グローブを使⽤する、イヤーマフや
⽿栓を使⽤する

１⽇に２時間以上刈払作業をさせない※
２

⽋けやヒビの⼊っている刈刃は使⽤しな
い

適度に休憩をとらせる

グリスアップする

低振動・低騒⾳の刈払機を使⽤する

刈刃カバーを装着する 正しい服装（⻑袖⻑ズボン、防護メガネ
等）にする

刈払機が安定した状態で作業をする

適切な⽤具を使⽤（ボックスレンチ、周
り⽌め⽤六⾓レンチ）する

作業終了後に、刈刃に異常が確認された
ものは廃棄する等のルールを作り徹底す
る

作業に適した光度のある場所で⾏う

ヒビ、⽋けのある刈刃は使⽤しない点検整備
時

19 刃部との接触
刈刃の交換や点検の際に、不意に刈刃に
触れてしまった

17 刃部との接触
法⾯の上側などを刈ったり⽊の枝を払お
うとして刈払機の刃を腰よりも上に上げ
て切ることがある

作業後 18
振動や騒⾳に
よる健康障害

⻑時間の作業で握⼒がなくなった、また
は⾳が聞こえにくくなった

16 刃部との接触
作業を早くするため、左右往復刈りを
⾏っている

10
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＜⽥植機＞
時系列 No.

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

ヘルメットを使⽤する ほ場から出るときは、植え付け部（後
⽅）が重いので、必要に応じて後進でほ
場から出る

ほ場進⼊路と畦道の傾斜をできるだけ⼩
さくする

タイヤのラグが⼗分にあるものを使⽤す
る

ほ場進⼊路ギリギリまで代掻き、植え付
けを⾏わない

段差の⼤きな場所で無理に畦越えしない

傾斜や段差が⼤きいときにはアユミ板を
使⽤する

ほ場進⼊路ギリギリまで代掻きしないよ
うにするために、⽬印を設ける

使⽤前にタイヤのラグを確認する

ヘルメットを使⽤する ほ場から出るときは、植え付け部（後
⽅）が重いので、後進でほ場から出る

ほ場進⼊路と畦道の傾斜をできるだけ⼩
さくする

出⼊り時に運転席から降りて操作できる
型式を使⽤する

ほ場進⼊路ギリギリまで代掻き、植え付
けを⾏わない

ほ場進⼊路ギリギリまで代掻きしないよ
うにするために、⽬印を設ける

傾斜や段差が⼤きいときにはアユミ板を
使⽤する

絶対にウエイト（錘）代わりに⼈を乗せ
てはいけない

ヘルメットを使⽤する 事前に通⾏する道路をチェックし、より
安全な経路があればそちらを優先する

路肩がわかりやすくなるよう、こまめに
草刈りを⾏う

取付道やほ場進⼊路の拡幅ができなけれ
ば、無理に⼤きな機械を使わない

ほ場進⼊路の路幅を広くする

路肩がわかりやすいよう、危険な場所に
はポールなど⽬印を設ける

ヘルメットを使⽤する 泥にはまってしまったときには慌てずに
デフロック機能を使って退出を試みる

ぬかるみが⼤きくなってしまった場所に
は、畦からわかるように⽬印を設ける

湿⽥向けのタイヤや補助輪の使⽤を検討
する

後⽅が重すぎて動かなかった場合には、
⼀旦苗載台から苗を下ろすなどして旋回
する

ほ場端は代掻きの際に重複して作業して
しまい柔らかくなりやすいので、注意す
る

ステップの滑り⽌めが減っていたら補修
する

靴やステップ、フロアに泥がついていた
場合には、こまめに掻き落とす

必要に応じて⼿すりを追加する はしご降りする（前向きに降⾞しない）

⾞体が動いているときにはフロア上を移
動しない

滑りにくい靴を使⽤する

組作業の時は、ルールを事前に決めてお
く

必要に応じて⼿袋を着⽤する

作業時

5
⼈の転落・転

倒
靴や⾞体に泥がついていて⾜が滑った

6 その他
苗補給するとき、補給者との息が合わ
ず、指を挟んだ

移動時

3
機械の転落・

転倒
取付道やほ場進⼊路が狭かったため、ほ
場に⼊るとき脱輪した

4
機械の転落・

転倒
ほ場で後輪が沈み、転倒しそうになった

乗降時

1
機械の転落・

転倒
ほ場から出るときに、タイヤがスリップ
した

2
機械の転落・

転倒
ほ場から出るときに、前輪が浮き上がっ
た
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＜コンバイン＞
時系列 No.

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

先端にカバーを装着することを徹底する 圃場端や畦に置いたときに分からなくな
らないように⽬印や置き場を準備する

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏う場所を確認する ⼗分な勾配を持つアユミを利⽤する（⾼
さの4倍以上の⻑さ）

アユミは必ずフック付のものを使⽤する 必ず周囲を確認する ⼗分な強度のあるアユミを利⽤する

アユミの⻑さは⾼さの4倍以上のものを使
⽤する

アユミ板に乗る前に向きを併せる ⽇中に⾏うことが望ましい

必ず周囲を確認してから発進する

ヘルメットを使⽤する ほ場の進⼊・退出路を点検する※１ 傾斜を緩くする※１

渡り板やアユミを利⽤する 進⼊路や畦などには速度を充分に落とし
直⾓に進⼊する

段差の⼩さな所（10cm以下が望ましい）
を選んで移動する

籾は排出した状態にする できるだけ平坦な場所を移動すること

サイドミラーやバックモニターを活⽤す
る

2⼈以上の組作業とし、誘導をつける 圃場端がわかりやすいようにポールなど
を⽴てておく

合図を決めておく 圃場端から余裕をとって作付する

発進前にクラクションを鳴らし、周囲に
機械が動くことを知らせる

事前に作業を⾏う場所を確認する 事前に電線が垂れ下がっていないか等を
確認する

2⼈以上の組作業とし、誘導をつける お互いに相⼿が⾒えるところにいるよう
にする

合図を決めておく

籾を受ける側はオーガが動く範囲に⽴た
ない（正⾯に⽴つ等）

エンジンを停⽌する 正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

平らな地⾯で作業する

緊急停⽌ボタンが機能することを事前に
確認する

合図を決めておく

機体に近づきすぎないようにすることを
徹底する

⼿こぎ作業
中

8 巻き込まれ
⼿袋や腕抜きをしたまま作業をしてし
まった

排出作業中

6 追突・衝突
電線等とオーガの位置の確認を⾒誤り、
引っかけそうになった

7 追突・衝突
籾を受ける側の相棒との息が合わず、
オーガを⼈⼜はトラックなどにぶつけそ
うになった

圃場への出
⼊り時

3
機械の転落・

転倒
ほ場に出⼊りする時、機体が⼤きく揺れ
た

作業中 4
機械の転落・

転倒
圃場の端を⾒誤り、あやうく転落しそう
になった

⾛⾏時

1 追突・衝突
デバイダにカバーを付けずに路上⾛⾏し
てしまった

2
機械の転落・

転倒
積み込み時に向きを間違えてバランスを
崩しそうになった
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＜コンバイン＞
時系列 No.

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

エンジンを停⽌する 組作業の時は、ルールを事前に決めてお
く

平らな地⾯で作業する

緊急停⽌ボタンが機能することを事前に
確認する

正しい服装（裾がひらひらしない、⾸タ
オルをしない等）にする

⼀度にたくさん⼊れすぎないようにする

機体に近づきすぎないようにすることを
徹底する

ヘルメットの使⽤ ほ場端や籾の排出時など、進⾏⽅向を頻
繁に変える必要がある場合には、慌てず
に作業をする

ほ場端ギリギリでの操作が不要になるよ
う作付けを⾏う

前後進が切り替わる際に、⼀旦レバーが
⽌まる機能が壊れていないか定期的に点
検する

旋回時など 10
機械の転落・

転倒
チェンジレバーの操作ミスにより、前後
誤発進した

9 巻き込まれ
こぎ⼝にワラがたまってしまったときに
つい⼿で押し込んでしまった
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＜スピードスプレーヤ（SS）＞
時系列 No

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

ヘルメットを使⽤する ほ場の進⼊・退出路を点検する 傾斜を緩くする、路⾯の凹凸を修復する

渡り板やアユミを利⽤する 進⼊路や畦などには速度を充分に落とし
直⾓に進⼊する

段差の⼩さな所（10cm以下が望ましい）
を選んで移動する

後⽅のバックモニターの付いている機械
を使⽤する

できるだけ平坦な場所を移動する

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する ⽀柱や枝、張っているワイヤーが⽬⽴つ
ように⽬印を設ける

必要以上に速度を上げない ⽀柱などが破損して枝が下がったりして
いないか確認する

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する ⽀柱や枝、張っているワイヤーが⽬⽴つ
ように⽬印を設ける

必要以上に速度を上げない ⽀柱などが破損して枝が下がったりして
いないか確認する

必ず斜⾯の⼭側に運転席が来るよう作業
経路を計画する※１

ヘルメットを使⽤する 必ず周囲を確認してから発進する ほ場端や路肩にポール等、⽬⽴つように
⽬印を設ける

作業前にブレーキの利き具合を確認する ほ場端は⼿散布にするなど、SSでほ場端
や路肩付近を⾛⾏しないようにする

経年劣化で路肩が落ちていた場合は、補
修を⾏う

後⽅のバックモニターの付いている機械
を使⽤する

必ず斜⾯の⼭側に運転席が来るような経
路を計画する※１

防護メガネ、防護マスク、防⽔⼿袋、⾬
ガッパを着⽤し、⽪膚を露出しないよう
にする

作業者の防護に必要な道具⽴てを準備
し、作業前に装着することをルールとす
る

気温や湿度が⾼い⽇は、熱中症に留意
し、こまめに休憩をとる

キャビン付の機械を使⽤する 使⽤する薬剤の希釈表⼀覧を作成してわ
かるように表⽰する

ヘルメットを使⽤する ほ場の出⼊りの際に、必ず操柁機構の設
定を確認する（例：指さし呼称）

ほ場の出⼊り⼝に注意喚起の看板を設け
る（例：４輪操柁機構、OFF!!）

道路⾛⾏時（⾼速⾛⾏時）には４輪操舵
が解除される機械を使⽤する⾛⾏時 6

機械の転落・
転倒

４輪操舵で⼩回りが効く設定のまま、道
路を移動してしまった

⼈の転落・転
倒

⽀柱や枝、張っているワイヤーに衝突
し、機械から振り落とされそうになった

5 健康障害 農薬の被爆を受け、気分が悪くなった

作業中

2 挟まれ
⽀柱や枝、張っているワイヤーと機械と
の間に挟まれそうになった。または、挟
まれた

4
機械の転落・

転倒

ほ場の端や路肩付近を⾛⾏中、または⽅
向転換で後進中に、あやうくほ場から転
落しそうになった

圃場への出
⼊り時

1
機械の転倒・

転落
ほ場に出⼊りする時、機体が⼤きく揺れ
た。

3

14
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＜農⽤運搬機＞
時系列 No

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する 地⾯が柔らかい部分や凹凸には、⽬印を
設ける（できれば補修する）

TOPS※１のあるものを使⽤する 必要以上に速度を上げない

TOPS※１のあるものは、シートベルト
を装着

作業台を上げた状態での移動は⾏わない

過積載になるほど荷物を載せない

荷台に⼈を絶対に乗せない

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する ⽀柱や枝、張っているワイヤーが⽬⽴つ
ように⽬印を設ける

必要以上に速度を上げない

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する 地⾯が柔らかい部分や凹凸には、⽬印を
設ける（できれば補修する）

積載荷重を明⽰する 必要以上に速度を上げない、急旋回をし
ない

TOPS※１のあるものは、シートベルト
を装着

過積載になるほど荷物を載せない

荷台に⼈を絶対に乗せない

ヘルメットを使⽤する 速度を必要以上に上げない ⽀柱や枝、張っているワイヤーが⽬⽴つ
ように⽬印を設ける

狭圧防⽌装置や緊急停⽌ボタンが装備さ
れたものを使⽤する

低速だからといって、操作位置から離れ
て作業を⾏わない
（ながら作業の禁⽌）

後進させるときは、進⾏⽅向に障害物が
無いか充分に確認する

狭圧防⽌装置や緊急停⽌ボタンのあるも
のは事前に使⽤⽅法を練習をする

ヘルメットを使⽤する 荷台に乗っての作業は禁⽌と明⽰し、作
業台や脚⽴を⽤いる

⽤途外使⽤を禁⽌（荷台を作業台がわり
に使わない）する

4 挟まれ
歩⾏しながら機械を移動させているとき
に、機械と樹⽊や⽀柱との間に挟まれそ
うになった。

5
機械の転落・

転倒
荷台の上で作業をしていて、地⾯へ転落
しそうになった。

2 挟まれ
乗⽤して機械を移動させているときに、
機械と樹⽊や⽀柱との間に挟まれそうに
なった。

1
機械の転倒・

転落

⼟が柔らかい場所や平坦でない場所で⾞
両が傾き、転倒しそうになった、転倒し
た。

3
⼈の転落・転

倒

乗⽤して機械を移動させているときに、
振り落とされそうになった、振り落とさ
れた。
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＜乗⽤草刈機＞
時系列 No

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

タイヤの空気圧を適正にする 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する ⾬上がりには、できるだけ作業しない

必要以上に回転数を上げない タイヤが埋まってしまったら、無理⽮理
脱出をはからない

地⾯が柔らかい部分や凹凸には、⽬印を
設ける（できれば補修する）

スコップや古い⽑布などを準備する タイヤが埋まってしまったら、他者に協
⼒を仰いて脱出をはかる

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する ⽀柱や枝、張っているワイヤーが⽬⽴つ
ように⽬印を設ける

座席に⼀定の負荷がかかったら、⾃動で
エンジンが切れる機械を使⽤する

必要以上に速度を上げない ⽀柱などが破損して枝が下がったりして
いないか、ワイヤーが切れていないか確
認する

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する ⽀柱や枝、張っているワイヤーが⽬⽴つ
ように⽬印を設ける

座席から離れたらエンジンが切れる機械
を使⽤する

必要以上に速度を上げない ⽀柱などが破損して枝が下がったりして
いないか確認する

ヘルメットを使⽤する 必ず周囲を確認してから発進する ほ場端がわかりやすいようにポールなど
を⽴てておく

事前点検でブレーキの利き具合を確認す
る

ほ場端ギリギリまで作業をしない

ほ場端近くでは速度を落とす

耐切創⼿袋を装着する 万が⼀に備えて、綺麗な⽔と救急箱をじ
備えておく

充分に明るいところで作業を⾏う

エンジンを停⽌する できるだけ組作業で⾏う 平坦な場所で⾏う

固定治具を使⽤し、刈刃を固定してから
研磨する

点検整備時 5 刃部との接触
刈り刃を整備（研摩、清掃等）しようと
したとき、刃に触れて⼿を切った

作業中

1

機械の転落・
転倒

⼈の巻き込ま
れ

地⾯が柔らかく、回転していたタイヤが
埋まった

3
⼈の転落・転

倒
⽀柱や枝、張っているワイヤーに衝突
し、機械から振り落とされそうになった

4
機械の転落・

転倒

ほ場の端を⾛⾏中、または⽅向転換で後
進中に、あやうくほ場から転落しそうに
なった

2 挟まれ
⽀柱や枝、張っているワイヤーと機械と
の間に挟まれそうになった。または、挟
まれた
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＜⾼所作業機＞
時系列 No

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する 地⾯が柔らかい部分や凹凸には、⽬印を
設ける（できれば補修する）

機械の傾斜を感知したら警告⾳の鳴る機
械を使⽤する

過積載になるほど荷物を載せない

転落防⽌装置の装備されたものを使⽤す
る

へそルール（重⼼が機体より外側になら
ないようにする）を守る

積載重量を明⽰する 張出板には、全⾝で乗らない

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する 地⾯が柔らかい部分や凹凸には、⽬印を
設ける（できれば補修する）

機械の傾斜を感知したら警告⾳の鳴る機
械を使⽤する

フックがしっかりかかっているかを確認
する

転落防⽌装置の装備されたものを使⽤す
る

安全柵のある⾼所作業⾞では、フックを
必ずかける

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する 地⾯が柔らかい部分や凹凸には、⽬印を
設ける（できれば補修する）

機械の傾斜を感知したら警告⾳の鳴る機
械を使⽤する

必要以上に速度を上げない

転落防⽌装置の装備されたものを使⽤す
る

作業台を上げた状態での移動は⾏わない

過積載になるほど荷物を載せない

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する 地⾯が柔らかい部分や凹凸には、⽬印を
設ける（できれば補修する）

機械の傾斜を感知したら警告⾳の鳴る機
械を使⽤する

フックがしっかりかかっているかを確認
する

転落防⽌装置の装備されたものを使⽤す
る

へそルール（重⼼が機体より外側になら
ないようにする）を守る

安全柵のある⾼所作業⾞では、フックを
必ずかける

張出板には、全⾝で乗らない

過積載になるほど荷物を載せない

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する 地⾯が柔らかい部分や凹凸には、⽬印を
設ける（できれば補修する）

転落防⽌装置の装備されたものを使⽤す
る

必要以上に速度を上げない、急旋回をし
ない

積載荷重を明⽰する 作業台を上げた状態での移動は⾏わない

過積載になるほど荷物を載せない

5
⼈の転落・転

倒

乗⽤して機械を移動させているときに、
振り落とされそうになった、振り落とさ
れた。

作業中

1
機械の転倒・

転落
⾼所作業⾞を規定の⾓度以上の傾斜地で
使い、転倒しそうになった

3
機械の転倒・

転落

⼟が柔らかい場所や平坦でない場所で⾞
両が傾き、転倒しそうになった、転倒し
た。

4
⼈の転倒・転

落

⾼所作業⾞の作業台（張出板を含む）の
上で⾝を乗り出して作業をしていて、地
⾯へ転落しそうになった。

2
⼈の転倒・転

落
⾼所作業⾞の作業台に乗り込んだが安全
フックをかけず作業した

17
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＜⾼所作業機＞
時系列 No

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

ヘルメットを使⽤する 事前に作業を⾏うほ場の状況を確認する ⽀柱や枝、張っているワイヤーが⽬⽴つ
ように⽬印を設ける

転落防⽌装置の装備されたものを使⽤す
る

必要以上に速度を上げない

作業台を上げた状態での移動は⾏わない

ヘルメットを使⽤する 速度を必要以上に上げない ⽀柱や枝、張っているワイヤーが⽬⽴つ
ように⽬印を設ける

低速だからといって、操作位置から離れ
て作業を⾏わない
（ながら作業の禁⽌）

後進させるときは、進⾏⽅向に障害物が
無いか充分に確認する

移動中 6 挟まれ
⾼所作業⾞の作業台を上げたまま⾛⾏
し、枝等に挟まれそうになったり落ちそ
うになったりした。

7 挟まれ
歩⾏しながら機械を移動させているとき
に、機械と樹⽊や⽀柱との間に挟まれそ
うになった。
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＜脚⽴・ハシゴ＞
時系列 No

想定される
事故形態

ヒヤリハット事例 機械・⽤具・装置 作業⽅法や安全管理体制 作業環境

ヘルメットを使⽤する 設置した際、及び昇る前に、安定してい
るかどうか必ず確認する

地⾯の凸凹が⼤きいところ等、危険箇所
が⽬⽴つように⽬印を設ける（できれば
補修する）

段差のあるところでは⾜の⻑さを調節で
きるタイプの脚⽴を使⽤する

必ず開き⽌めを使⽤する 天板、及び上から２段⽬までを⽬⽴たせ
て使⽤禁⽌であることを明⽰する

滑り⽌めの付いているものを使⽤する

ハシゴの上端60cmのところに⽬印および
滑り⽌めを設ける※１

（例：⿇ヒモを巻いておく）
ヘルメットを使⽤する 靴底に泥等が付いていた場合は、先に落

としてから昇る
ぞうきんやウェスを常備し、昇降部の⽔
滴を拭き取れるようにする

滑りにくい底の靴を使⽤する サンダルなどでの使⽤を禁⽌する

脚⽴やはしごは濡れないところに保管し
ておく

前向きに降りることを禁⽌する

開き⽌めが壊れている脚⽴は使わない 必ず開き⽌めを使⽤する 地⾯の凸凹が⼤きいところ等、危険箇所
が⽬⽴つように⽬印を設ける（できれば
補修する）

開き具合で作業⾼さを調節している場合
は、適切な⾼さの脚⽴を⽤いて開き⽌め
は必ずかける

ヘルメットを使⽤する 脚⽴を跨いだ状態での使⽤を禁⽌する※３ 地⾯の凸凹が⼤きいところ等、危険箇所
が⽬⽴つように⽬印を設ける（できれば
補修する）

作業に適した⾼さの脚⽴を選択できるよ
うに、幾つか準備しておく

天板、及び上から２段⽬まで乗らない

へそルール（重⼼が脚⽴より外側になら
ないようにする）を守る

ハシゴの上での作業は禁⽌する※２

ヘルメットを使⽤する 昇降⾯を作業対象に向ける 地⾯の凸凹が⼤きいところ等、危険箇所
が⽬⽴つように⽬印を設ける（できれば
補修する）

滑り⽌めの付いているものを使⽤する 天板、及び上から２段⽬まで乗らない 天板、及び上から２段⽬までを⽬⽴たせ
て使⽤禁⽌であることを明⽰する

ハシゴの上端60cmのところに⽬印および
滑り⽌めを設ける※１

（例：⿇ヒモを巻いておく）

へそルール（重⼼が脚⽴より外側になら
ないようにする）を守る

必ず開き⽌めを使⽤する

ハシゴを使⽤するときは、⽴てかけ⾓度
が75度になるようにする※1、必ずハシゴ
を抑える補助者をつける
ハシゴの上端は、⽴てかけ位置から60cm
以上突出させる※１

作業中

1
⼈の転落・転

倒

⼟が柔らかい場所や平坦でない場所に脚
⽴やハシゴを設置し、傾いて危ない思い
をした。

5
⼈の転落・転

倒

⾝を乗り出して作業をしていて、脚⽴や
ハシゴが傾いたり、地⾯へ転落しそうに
なった。

3
⼈の転落・転

倒

脚⽴の開き⽌めをかけずに昇ってしまっ
た、または、壊れたままで使ってしまっ
た。

4
⼈の転落・転

倒

脚⽴の⼀番上の段まで昇って作業してし
まった、または、ハシゴの上で作業して
しまった

2
⼈の転落・転

倒
脚⽴やハシゴの昇り降りの際に⾜が滑り
そうになった、または、滑った

19
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