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Ⅳ．機種別事故の特徴
１．機種毎に特徴的な事故の形、事故様態がある
（１）３つの大規模調査から、主要農業機械の
主な事故の形を特定
ここでは、これまでの様々な農作業事故調査から、主な農業機械でどのような形の事故が起こ
っているか、事故様態分析を行いました。その結果、それぞれの機種で特徴的な事故の形がある
ことが分かりました。その結果を紹介します。対象とした調査は、
①「対面調査」
＊農林水産省の補助事業として、農作業事故に遭われた方に直接面談、また現場検証をした
個別の「農作業事故の対面調査」、事例数は575件。
②「2000年調査」
＊日本農村医学会が全共連本部からの委託研究として、全国１道８県（北海道、岩手県、埼
玉県、長野県、富山県、兵庫県、愛媛県、福岡県、佐賀県）の生命・傷害共済証書から、
農作業事故を抽出、事例数は約10,600件。この調査から全国で年間45,000件以上の農作業
事故が発生していると推計された。
③「富山調査」
＊昭和45年から、県内の外科、整形外科、皮膚科、眼科、脳外科、ICU、接骨院、約850カ所
に毎年2回農作業事故の臨床例を収集、合わせて全共連県本部の生命・傷害共済証書から
農作業事故を検索、ここでは直近の10年間の約2,300件を分析

（２）３つの調査の特徴と、対象事例数
上記の３つの調査で事故様態分析をした事故調査例は、左の表の通りです。それぞれ貴重なデ
ータでありますが、同時に限界もあります。しかし、これら異なる調査であっても、共通な事故
の形があることが明らかになりました。以下のその結果を示します。

Ⅳ．機種別事故の特徴

３つの調査の特徴と問題点

>

特徴

事故様態分析・対象数
対面 2000年
調査 調査
ﾄﾗｸﾀｰ
刈払機
ｺﾝﾊﾞｲﾝ
耕耘機
田植機

65
44
49
29
13

542
660
223
162
56

富山
調査
87
162
126
87
44

対面
調査

問題点

事故調査に応じた方
事故の原因等を詳細に把握、
のみのデータであ
また直近の事故調査
り、偏りがある

15年前のデータであ
2000年 全国を網羅しており、全体的
り、現在に通用する
調査 な事故の傾向を把握
か
富山
調査

医療機関のデータも把握して
富山県という、一地
おり、現実をかなり反映した
域のみの資料
調査、直近の10年間の調査
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２．トラクター事故の特徴
（１）トラクターの主な事故
トラクターのスピードコントロール複雑。主変速、副変

①走行中の転落、転倒

速、レバーアクセル、フットアクセルを的確に場面毎に組
み合わせる複雑さ。さらに、悪条件の道路、狭い道、ガタ

ガタ道、直角カーブ、鋭角カーブ、車が走る公道の走行。ブレーキの連結ロックを忘れると片ブ
レーキで簡単に転倒。いずれにしても、通常車の走行に比較して複雑、危険な構造。
他の農業機械と異なり、多様な作業をするため、作業機

②作業機取替・整備中

の取替が必要です。また、取替の度に、その作業機に

あ

ったように整備も必要。手順を間違えると思わぬ事故に。

③乗降中の転落・転倒

最近のトラクターは、どんどん大型化しています。車高が
高くなり、乗降時に事故が起こっています。とくに、降車時
にステップで滑った、降りたところが不安定で転倒したなど
の事故が起こっています。

④接触・巻き込まれ

ＰＴＯを切らずに、ユニバーサルジョイントやロータリ
ーなどに巻き込まれたり、接触したりしての事故が起こって
います。必要のないときには、必ずエンジンやＰＴＯを切る
ことが大切です。

（２）トラクター事故の形と事故対策
右の図は、「対面調査」のトラク

トラクターの事故様態と安全対策

ター事故の事故様態とその安全対

事故様態

策を示したものです。

走行中
転落・転倒

「2000年調査」や「富山調査」
でも同様の事故の形が上位を占め、

(33.8%)

全体の６～８割となっています。

作業機取替
修理点検
(21.5%)

とくに、走行中の事故は死亡事
故や重大事故につながります。
作業機の取替などの手順は、メ

降車・乗車
(１３．８%)

安全マニュアルは
第１に

作業時以外、ブレーキの
連結ロックを、
運転基本の遵守

第２に

取替・修理手順注意
＊手順の教育の徹底

第３に

①乗降時、握り棒を確実に持つ
②滑らない履き物を

ーカーやディーラから正式な研修
をぜひ受けたいものです。

接触・巻き込まれ
(10.8%)

第４に

①回転部に手を入れない
②突起物に注意

上記で全体の79．9％
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農作業事故の対面調査
11
2011～2014年 65件
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２．トラクター事故の特徴

（３）典型的なトラクターの事故事例
①走行中の転落・転倒
車は通常舗装道路を走行
し、かつ変速もシンプルで

①走行・作業中の転落・転倒の事故

す。ところが、トラクター
は主変速、副変速、レバー

車は通常、舗装道路を走行、変速もシンプル

アクセル、フットアクセル

ところが

など変速が何段階もあり、
さらに、悪条件の圃場や道
を走行します。
それらの状況に応じて適
切な変速の組み合わせを選
び、スピードコントロール
を行わなければなりませ
ん。
その意味では、トラクタ

トラクターの変速：主変速４段×副変速４段×
アクセル２種類（ﾚﾊﾞｰ、ﾌｯﾄ）
＝３２通り
＊状況に応じて、適切な組み合わせの変速を
選ぶ必要あり
しかも作業機をつけて、
デコボコや傾斜圃場、悪路、狭い道、
坂道、急カーブ、公道などを走行

ーは大変「高度な運転技術
と判断」が求めらる農業機械といえます。

事例１： 狭い道、坂道を無理に走行
雨で少し滑りやすいか
男性・７９歳

なと思いつつ、坂の上の
畑を耕すため、狭い坂道
を登っていった。途中、
スリップしトラクターが

大破したトラクター

転落しそうになったので、
エンジンを止め、ロータ
リーに足をかけて崖側に
つながったが、トラクタ
ーもろとも、７ｍ下に墜

トラクター

落。
「危ないかな」は、大
切な警告サイン。

雨で少し濡れていた、狭い坂道を「大丈夫」と思
い、昇って行って、途中、タイヤスリップ、トラク
ター転落、本人も７ｍ転落、頸椎骨折、肋骨骨折
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Ⅳ．機種別事故の特徴

２．トラクター事故の特徴

事例２： ブレーキの連結ロックをせずに、簡単に転落
わ ず か５ ° 弱の坂 道で 、
ほぼ 直 角カ ー ブに来 たと き
スピ ー ドが 出 ていた ので 左

男・７０才

ブレーキを踏んだ。しかし、
ブレ ー キの 連 結ロッ クが さ
れて お らず 、 片ブレ ーキ と
なっ て 簡単 に 左側崖 、約 ４
ｍ下に転落。
幸 い 安全 フ レーム を立 て
てい た ので ト ラクタ ーに 完
全に 押 しつ ぶ される こと は
なかった。
こ の 方は 、 この形 の事 故
は３回目。

斜度５°のカーブで、ブレーキをかけ、ブレーキの連結ロックがさ
れておらず、片ブレーキとなり、急回転し、崖側に転落、下敷きとな
る。約20分後、200m先で作業していた人が気づいて、救出。

トラクターの片ブレーキ事故を防ぐために
走行中の事故の原因で多いのが、ブレ

耕起を終了する時

ーキの片ブレーキ状態です。

①終了直前に昇降路の手前で一端停止する。

耕起終了時に圃場から出るとき必ず、

②ブレーキ連結ロックをかける

片ブレーキとならないように、両方のブ
レーキを連結ロックをする必要がありま
す。
そのタイミングが大切です。昇降路手
前で一旦停止して、ロックをして昇るこ
とが基本です。昇降路でも多くの事故が
起こっています。
いろいろな安全研修会で、「道路に上
がったらブレーキの連結ロックを」と指
導されている例がありまずが、間違いで
す。昇降路に上がる手前で、「連結ロックを」が正解です。

ブレーキの連結ロックをするタイミング、
昇降路を上がる手前で連結ロック！
（道路に上がってからでは遅い！）
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２．トラクター事故の特徴

②作業機の取替・整備時の事故
田植機は田植えを、草刈機は
草刈りをと、これらは基本的に
単一作業機です。
ところが、トラクターはさま

②作業機取替・整備・修理時の事故
田植機・コンバインは単一作業機
トラクターは作業機を次々取り替え、多機能機

ざまな作業機を取っ換えひっ換
えして、さまざまな用途に使う

＋

多機能機です。
それぞれの作業機の交換方法
を熟知することは、効率的であ
るだけでなく、事故予防にとっ
ても重要です。

ロータリー
ハロー
モア
播種機
バケット
トレーラー 等々

取り替え要領を熟知し、確実に

事例： ピン１本抜いたばかりに
右の事故事例はトラクターに小麦播
種機を取り付けた後、作業機のキャス

本来は、このピ
ンを抜く構造

ターを外す際の事故です。
キャスターを外すためには、キャス
ターを止めているピンを抜けばいいの
ですが、キャスターを止めている天板
のボルトを外してしまい、キャスター
が倒れ、長靴を履いていた足を直撃、

キャスターの上の天板の
ボルトを外したら、キャス
ターが倒れ、足を直撃

親指を骨折、1.5 か月休業せざるを得
男性・２３歳

ませんでした。
わずかに、ピン一本のことですが、
手順を知っているのと知らないので
は、大きな違いです。

小麦播種機をトラクターに接続し、
キャスターを外すとき、キャスターが
倒れて足を直撃、親指骨折、1.5月
休業

作業機取替の基本的手順の研修を
＊ベテランのオペレーターでも意外と知らない
作業機の取替や整備の手順、改めて全員で基礎研修を
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２．トラクター事故の特徴

③乗降中の転落・転倒
トラクターが小さい場合には問
題にならなかった高さも、どんど
ん大型化したため、車高が高くな

③乗降時等、車高が高くなったため起こった事故
（大型化したために起こった事故）

り、「落ちる」事故が多くなってい
ます。
とくに、降車時に前向きに降り
たために転落・転倒事故が多く起
こっています。
また、ボンネット上にある給油
口に給油中、墜落するという事故
が起きています。つまり、トラク
ターが大型化し、給油口が高くな

これまでのトラクター

どんどん、大型化
人間のサイズ変わらず

ったために起きた事故です。

事例： 降車時、降りたところが不安定で
トラクターから降りる時は、
後ろ向きが原則です。さらに、
右の例のごとく、せっかく後ろ
向きに降りたのですが、地面が
凍っていて転倒、腰椎打撲とな
りました。
このように降りたところに石
ころがあったり、不安定であっ
たりして事故が起こっています。
降りる場所の安全性の確認も大
切です。
後ろ向きにおりたのだが、降り
たところが凍っていて転倒

トラクターから降りる時は必ず後ろ向きに
降りる場所が安定か（石や滑りやすい等）確認を！
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Ⅳ．機種別事故の特徴

２．トラクター事故の特徴

（４）その他のトラクター事故事例
トラクター事故では、その他に、機体との接触・捲き込まれ事故や、運転席周りの突き出たク
ラッチやレバーに引っかかりお思わぬ動きで起こった事故もあります。また、公道を走行中の事
故は死亡や重傷になるケースが多く深刻です。

１．機体との接触、巻き込まれ（回転を止める）
・作業機が回転、手を入れて巻き込まれ腕切断
・PTOに衣服が絡まり、あわや脚を切断
・田で足を滑らせ、ﾄﾗｸﾀｰに激突、膝靱帯断裂、膝血腫他

２．運転席周りは、ｸﾗｯﾁ、ﾚﾊﾞｰが突き出ていて
・代掻き中、ロータリー点検後、運転席に戻る際、足を滑らせクラッチが入り
転落、そのまま鉄車輪に轢かれる、肋骨骨折、靱帯損傷他
・耕耘中、後ろを振り返った時、クラッチレバーが肋骨に当たり、骨折

３．公道上での事故（低速車マークの設置）
・夜、ﾄﾗｸﾀｰの牽引きでﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞｰ走行中、普通車追突、肋骨・骨盤骨折等
・プッシュトレーラーをトラクターで牽引き(全長14m)、右折時、普通車追突

事例：レバーに触れ、急に動き出して

代掻き中、ロータリ
ーの刃の調整のため水
田に降り、濡れた靴の
まま運転席に移動中、
足を滑らせ、クラッチ
に触れ、鉄車輪が回転
し、下敷き。
機体の整備点検時
は、特別の場合を除い
て、エンジンを停止し
て行わないと、思わぬ
事故に巻き込まれま
す。

代かき途中、ハローの刃が緩んでいるのを水田に降り締め直し、戻るとき、鉄車輪の
上で足を滑らせ、レバーにぶつかり、クラッチが入り、動きだし、水田に転落、鉄車輪
の下敷きになる。肋骨・頬骨・顎骨・大腿骨骨折、膝靭帯損傷、入院68日
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