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Ⅳ．機種別事故の特徴 ３．草刈機事故の特徴（その１ 刈払機）

（１）刈払機の主な事故

図は「農作業事故の対面

調査」事例の44例の事故様

態分析の結果を図式化した

ものです。

①作業姿勢不安定（法面、

傾斜面で滑った、転ん

だ等）

②回転による（回転刃の

ｷｯｸﾊﾞｯｸや小石やチッ

プの飛散など）

③環境の未確認（草むら

に潜んでいたコンクリ

ートの構造物や木株、

小石などでの事故）

④エンジンを止めずに

（エンジンを止めずに、詰まった草を取ろうとしての事故など）

対面調査以外の事故では、他人を捲き込んだ事故や整備中の事故が事故の形として上がってい

ます。

（２）刈払機の主な事故とその対策

刈払機は、法面や傾斜面での作

業が多くあります。畦にも法面が

ありそのような場所でも作業姿勢

が不安定となり事故が発生してい

ます。

「2000年調査」の刈払機事故660

件のうち約４分の１、「富山調査」

161件のうち42％が不安定姿勢に

より事故が起こっており、斜面対

策が極めて重要です。

「回転」対策は、とにかく防護

を徹底することです。また、エン

ジンを止めずに直接刈刃に触るこ

とは厳禁です。さらに、草刈りは、「草むら」が相手です。「草むら」に何が潜んでいるか分か

りません。必ず事前の環境チェックが必要です。
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３．草刈機事故の特徴（その１ 刈払機）
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（３）典型的な刈払機事故

刈払機の場合、機械を左右に

動かすため、重心が常に移動し、

斜面では特に不安定となりま

す。対面調査の結果から、斜度

が40°を越えると、不安定姿勢

による事故が発生しています。

もちろん、雨後などで濡れてい

ると、40°以下でも発生してい

ます。

右は、30°の斜面と平面での

草刈り時における足にかかる圧

力を足に圧力シートを貼り調査

したものです。結果は次のグラ

フです。

被験者は

体重60kgの

男性です。

足を踵、

外縁･内縁、

つま先の３

区分し、斜

面と平面作

業時の足の

周辺部にか

かった圧力

を比較しま

した。

当然、平

面より斜面

に強く圧力がかかっています。詳細に比較すると部分的には1.5～2.2倍の力が掛かっていました。

特に、斜面の谷側の外側（左足）の踵、また右左の内側のつま先に大きな力がかかっています。

今回は、わずか30°の傾斜でしたが、さらに急傾斜となり、かつ草が濡れていると、さらに大き

な力がかかり、転倒・転落しやすくなることが考えられます。

①斜面・法面での作業姿勢不安定による事故

平面より斜面では1.5倍以上の力が足にかかる

刈払機使用時の
足の内側にかかる力
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面での圧力のかかり方を比較
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右の事例は、肩掛け式の刈

払機で急傾斜地の草刈りを行

っていて、最初立木があるの

は分かっていたが、滑らない

ように足下ばかり気にしてい

て、その内忘れてしまい、刈

払機のエンジン部分が立木に

ぶつかりその反動で用水に転

落し足を骨折したもの。

＜事故後の対策＞

この方は事故後、不要な立

木を伐採し、斜面での不安定

姿勢を解消するため、斜面に

丸太で自前の足場を設置しました。

斜度は38°と40°以下で

あったが雨上がりで法面が

濡れていた。刈払機の柄の

部分を長くした「ロング」

のもので手を伸ばしながら

草刈りをしていて、法面に

足を踏み出したところ、そ

のまま斜面を滑り落ちた。

回転刃は回ったままで、

一番下に落ちたとき、足が

回転刃で切り裂かれた。も

う少しで切断するところだ

った。
６０歳：雨上がりの法面3.2m、斜度38°で、ロング
の刈払機で、手を伸ばして刈ろうとしてした。足が
滑り、法面を滑り落ち、回転刃の上に足を乗せた。

事例１：傾斜地で足元ばかり注意していて……

③這い上がり、這いずり
100m先の軽トラまで

②用水の最も深い所へ転落

①
立
木
に
エ
ン
ジ
ン
部
が
当
た
り
反
動
で
転
落

男性・７６歳

40～52°の傾斜地で肩掛け刈払機で草刈り中、足元ばかり
気にしていて、エンジン部分が立木にぶつかり、その反動で、
用水に転落、踵骨骨折、畦を這いずり、軽トラにたどり着く。

事例２：濡れた傾斜面で足を滑らせて……
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右は長野県姨捨地区の事例です。

この地区は棚田地帯で、区画整

理の際、信州大学農学部の先生方

の助言で、法面の長さ2m毎に小段

を設けた設計としました。

図で見るとおり、斜面の中です

が作業者は、垂直に立って、安定

な姿勢で草刈りをしています。

右は富山県小矢部市の事例です。

地元農協が中心となって行政や関係

機関と連携して小段を自分たちで設置

し、安全性を高める努力がされていま

す。

また、カバープラント（法面を草刈

りをしなくてもいい植物で覆う）や防

草シートの設置など、さまざまな方法

を取り入れ、斜面での草刈り事故防止

に取り組んでいます。

法面での刈払機使用中の事故を防ぐために
－全国で進む小段の設置－

事例１：区画整理時に小段を設置

法面の長さ２ｍ毎に小段を設置
2mごとに小段を設置：小段から１．５ｍ上は、小段に足を

置いて、上部０．５ｍは上から

２
ｍ

1.5ｍ

0.5ｍ

事例２：地域ぐるみで小段の設置

①法面などに小段を設置して安定姿勢を
②ｶﾊﾞｰﾌﾟﾗﾝﾄ、防草ｼｰﾄの設置で草の生育を押さえる
③ｽﾊﾟｲｸ靴などの着用で滑らないように
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草刈りの場所には、いろいろ

な構造物があり、その構造物に

回転刃がぶつかり、その反動で

刃がキックバックします。

回転刃での草刈りは、刃の9時

～12時の位置で行うのが基本で

す。

しかし、右の事例のように、

かなり不自然な姿勢での草刈り

では、本来の9時～12時の位置で

他のものにぶつかっても、自分

の方向に向かってくる場合があ

ります。防護を確実にすること

や、無理のない姿勢で作業する

ことが大切です。

作業者は、左側に法面を置

いて刈り降ろす方向で進行し

ていました。

肩掛けの刈払機を、操作し

やすいようにと、少し短めに

持っており、たまたま、刈り

降ろしたときに法面の下の水

田に刃が触れました。

右図のように、丁度キック

バックゾーンに当たり、刃が

手前に戻り足を切ってしまい

ました。

①

②

 

排水用の溝を挟んで、法面の下の方から、上を見上げる
姿勢で約40cmの草を草刈り中、刈刃が法面にぶつかり
（①）、その反動で、自分の右下腿部に刃が当たった（②）。

事例１：土手の法面に刃がぶつかってｷｯｸﾊﾞｯｸ

「森づくり安全技術・技能全国推進協議会」より

刈払機のキックバックを起こす位置

①
②

男性・７０歳

法面を①の方向で刈っていて、刃のキックバックゾーンが地面に触れて、
②のようにキックバック。作業者の方向に刃が走って来て、足を怪我。

事例２：刈り方向が逆で、キックバック

用水などの構造物、溝、土の塊、切り株などにぶつかり、
キックバックを起こす。

②－1 刃の回転による事故 －ｷｯｸﾊﾞｯｸ－




