２．草刈機（刈払機、自走式草刈機）
（１）作業姿勢不安定による事故
２．草刈機・刈払機

（１）作業姿勢不安定による事故

①

１５

雨の中、畦畔の法面を草刈中、水路に転落，その際刈払機の刃で足を切った。左足
外側部挫滅創。３日入院、１ヵ月通院。
（平成15年6月中旬

6時半すぎ

男性・24歳）

事故の概況
当日は風はなかったが雨が降っていた。午前5時頃から雨合羽と帽子，長靴を履き，普
通のサングラスを掛け法面の草刈り。法面の傾斜は45°弱。足場の水平部分が砂利の堆積
で盛り上がり狭く傾斜していて，身体が不安定になり，仰向けに転倒、右側の水路に頭か
ら転落した。その際、空中で刈刃（チップソー）が左足の左側面に当たり，長靴は裂け，
足に10cm以上の切創。水路には水が30～40cm程度あり，約30mくらい流された。
自宅に戻り、父の運転で（約15分）で
総合病院を受診。7時30分頃に病院に着い
た。レントゲン撮影，縫合手術（16～17

が
に砂利
の縁 上げた
ト
ー
リ
り
コンク ており、乗
たまっ

針）。その間約１時間。足の腱は切れたの
で，骨に穴を開けて腱を固定した。足に

法

はギプスをされた（1ヶ月くらい）。その

面
・3
.2

m

後3日入院，3～4ヶ月（月4回程度，計12
～15回）通院した。ギプスをしていたた
め，足の筋肉が落ちてリハビリに時間が
かかり，歩けるようになるまで3ヶ月かか

川に転落、30m流される

った。その後後遺症もなく完治した。

事故原因と対策
異常なくらい多忙であった。消防の行事等で早めに草刈
をして上がろうと思っていた。またこの頃夜に太鼓の練習
もしていたので，身体に疲れがたまっていた。
法面とコンクリート水路の境目のところが崩れていて，
水平な足場が確保されていない状態で，小さな砂利がコン
クリートの上側（幅10cm）の上まで，被さっている状態で
あった。草もあり，足場が見にくい状態であったと考えられる。機械を買い換えて，同じ
背負い式だがRのついていないものを使っている。事故のあった畦畔のコンクリート水路
の踊り場付近は，除草剤を使っている。法面の半分は刈り払い機で刈り，残り半分を除草
剤を使っているが，除草剤を使ったところは崩れやすい。カバープランツを（ヒメイワダ
レソウ，ハーブ系）を試しに使った。冬を越して春になったらネズミに根を食害されて，
枯れてしまうなどの被害があった。
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２．草刈機・刈払機

（１）作業姿勢不安定による事故

②

１６

刈払機で草刈り中、畦の法面で左足が滑って刈払機の刃に当たり、左足親指切創。
（平成26年9月上旬 10時頃

男性・66歳）

事故の概況
稲刈り前に畦の草刈作
業を朝８時から行ってい
た。午後は３時半頃から
草刈を始め、畦の法面を
刈っていた時、傾斜面で
踏んばっていた左足が滑
り、草刈機の刃に当たっ
てしまった。左足を直ぐ

その時履いていた長靴

に引いたが履いていた長
靴を通して親指の下を切
った。
事故後、長靴をぬぐと

左足を置いていた位置。足が滑り、刃に当たる

血が流れ出した。持って
いたタオルを破り、足を
縛って止血をし、軽ト
ラックに乗って自宅に
帰った。怪我の大きさ

田
1.0m

17.5°
0.9m

31.5°

がわからなかったので、

1.3m

しばらく自宅で様子を

田
36°

みていたが、医者にかかった方がいいと判断して、１時間半後頃に医院に行って治療を受
けた。

事故原因と対策
すぐに稲刈りをしなければならない状態だったので、草刈をしなければならないと思っ
ていた。当日まで20日ほど雨が続き、滑りやすい状況であったが、あせって草刈作業を始
めた。通常、傾斜地で草刈をする場合は、右足を下に左足を上で草刈機を下から上に刈り
上げるが、事故者は左足を下にした構えで作業を行っていた。履いていた長靴には滑り止
めがついていなかった。
畦の法面の長さが130cmと長く、一番下まで刈っていたので左足に重心がかかり、滑り
を留めることができなかった。畦の法面は上の方は傾斜が17.5度と緩やかであるが、踏ん
ばっていた左足のところは31.5度であり踏んばることがきつい状況下にあった。
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（２）事前の環境未確認
２．草刈機・刈払機

（２）事前の環境未確認

１７

あぜ草刈り中に段差で転倒。足首捻挫・通院治療
（平成26年5月中旬 11時半頃、水田畦畔で

女性・43歳）

事故の概況
出荷調製の際に出る野菜残渣を処理するための畑の草丈が50～60cmとなったので、夫婦
で肩掛け式の刈払機で草刈りをした。最初に、道路に接した箇所から作業を開始した。こ
の畑と、右に隣接する道路の間には、幅40cmの側溝がある。側溝を右に見ながら、畑側に
立ち、畑側に雑草を刈り倒すように作業をした。約10mくらい刈り進んだところに、畑か
ら側溝に向かって落とし口（排水せき）が設置されている。刃先の動きに注意が集中して
いて、足元のこの一段低い段差に気づかず、落とし口に右足が踏み込むと同時に右側に転
倒。刈払機の刃先は、身体から離れていたので受傷することはなかった。右足が痛くて５
分間くらいその場にうずくまった後、同じ畑で草刈りをしていた主人のところへ、足を引
きず りながら ゆっくりと 行き、
助けを求めた。
主人の運転で、自宅に戻った。
労災 事務局の 農協に電話 で一報
を入 れたとこ ろ、病院に 行くよ
う指 示を受け 、午後、自 動車に

草刈り前の草の状態

同乗 して近く の病院を受 診。着
いたのが15時半頃であったが、
混み 合ってい て診察を受 けたの
は、17時であった。レントゲン
検査 の結果、 骨に異常は なく、
左足 首捻挫と 判明し、ギ ブス固

左上のごとく、草丈が高く、草刈り前には側溝
の排水溝は全く見えず、足を落として捻挫。

定処 置をされ 、通院治療 、リハ
ビリを受けることとなった。

事故原因と対策
前年10月に最後の草刈りを実施して以来、雑草は伸び放題であった。草丈も高く、しか
もやや左に倒伏し側溝に覆いかぶさり見えにくく、落とし口も見えなかった。草刈り作業
は、草が生い茂ったこともあって、きれいに刈り倒すことに注意が入ってしまい、足元は
それほど注意をしていなかった。就農して７年くらい経つが、初めての事故。
事故後、慎重な作業をしている。年間延べ70日くらい草刈り機を使うので、危険と思う
箇所は、前もって草刈り前に再確認することとした。
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（３）刃の回転による事故（キックバック、飛散物など）
２．草刈機・刈払機

（３）回転による事故

①

－キックバック－

１８

背負い式刈払機で水田畦畔の草刈りが終了したので、地面に置いたとき、最低速
で回転していた刃が地面に当たり、反動で手前に戻って来て左足中指切創。通院。
（平成26年5月上旬 12時頃、水田畦畔で

男性・72歳）

事故の概況
朝8時から水田畦畔の草刈りを背負い式刈払機でしていた。長靴、作業着、麦わら帽子
を着用し、手袋、防護メガネはしていなかった。何度か休憩をしながら、12時近くにほぼ
終了。終了時に、刈払機を地面に置いた。トリガー方式のもので離せば止まり、スローの
状態になる。しかし、完全に刃の回転が止まらず、緩く回転していた。その刃の右側が地
面に触れたとき、作業者側に迫ってきて、左足の中指左側面を2～3㎝切った。
長靴が切れ、左足の中
指左側面が切れ、出血が
ひどかったのでタオルな

作業が終了し、回転を落としていたが、刃
が地面に接触したとき惰性回転で、刃が
自分の左足に向かってきて、足の指切創

どで押さえ止血した。大
したことはないと思いそ
の日は自宅で我慢した。
翌日、息子に促され、病
院を受診。とくに縫うこ
ともなく、破傷風の注射

270cm、
45°

115cm、
38°

などの処置を受けた。そ
の後、4日間は続けて通
院。最後は1か月後に受
診した。受傷後、5か月

側溝 幅40cm
深さ20cm

畦幅 60cm

を経過した現在はとくに
違和感はない。

事故原因と対策
左側に斜面を置いたときの典型的な刈り払い機による事故事例である。
背負い式の刈り払い機は、回転刃のついた棒状のために、持ち手が固定されておらず、
滑って前後に移動しやすい。そのため、刃が地面に当たったぐらいの衝撃でも移動する。
とくに刃が体の左側斜面に当たったときには刃が手前に向かってくることになる。
改善策として、スローの状態では、刃が回転しないように、スロットルを落とす必要が
ある。機種によっては、そこまで落とすと回転が停止してしまうために自分で調節をして
しまうこともままあり、機械の改善が必要である。
止まったように見えても、回転刃の威力は強い。終了の時点で、回転も停止することが
重要である。また、安全靴の着用が望まれる。
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２．草刈機・刈払機

（２）回転による事故

②

－飛散物－

１９

背負式刈払機で畦畔の草刈り作業中、刈刃のチップが喉に刺さったが気付かず、7
カ月後に摘出手術を受けた。
（平成25年8月上旬 16時頃、畦畔で

男性・33歳）

事故の概況
畦畔の草刈り作業を刈払機（背負式、使用年数4年）で行っていたところ、喉に小さな
異物がぶつかった気がしたが、特に痛みもなかったため、そのまま夕方まで作業を行った。
畦畔の草刈りは、天端を自走式草刈機で行い、法面を刈払機で行っていた。
作業を終えて帰宅したと
ころ、喉に小さな傷があり、
血が出ていることに気がつ
いた。自宅で消毒して絆創
膏を貼っておいたところ、
数日で傷口は塞がったが、
傷跡に膨らみが残り、痛が
ゆくなるようになったため、
3カ 月 後 に 病 院 診 察 。 金 属
片が入っていることがわか
り 、 そ の 4カ 月 後 に 摘 出 手
術を受けたところ、刈刃の
チップであった。

現場。特に刃にぶつかる石等は見当たらない。が、このような場所で
も条件が重なれば、チップが飛ぶため、基本的防護はいつでも必要。
なお、配水管のコンクリートがあり、そこにぶつかったとも考えられる。

事故原因と対策
作業時に、フェイスガードなどの防護は
しておらず、かつ刈払機の飛散防止カバー
は草が絡まるとの理由で外してあった。現
場の畦畔には、石ころなどはなく、あえて
考えられるのはコンクリートの配水管に擦
れたあとがあり、この部分に刈刃がぶつか
ったとも考えられるが本人には、ぶつかっ
たとの認識はなかったとのこと。いずれに
しても、どのような場合でも基本的な防護
が必要といえる。
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喉から摘出されたチップソーのチップ

（３）回転刃に直接手を出した不正常な使用による事故
２．草刈機・刈払機

（３）エンジンを止めず不正常な使用（草の除去）

２０

刈払機の刃に草が詰まったので、エンジンを止めず、エンジンを下にして垂直に立
て、詰まった草を左手で引っ張った時、刃に指が当たり、左第２，３指切創。
（平成26年10月上旬 11時頃

市道の路肩

男性・56歳）

事故の概況
朝９時頃から１３名でグランドの草刈作業を行っていた。グランドの草刈作業が終わっ
たので、雨が降る前に草刈をしようと思い、１０時３０分頃から農道の草刈をし、その後
市道の草刈を始めた。市道の草刈を始めて直ぐに草刈機の刃に草が引っかかってしまった。
草刈機のエンジンをかけたままエンジン部分を下にして立て、右手でパイプを持ち左手で
刃についた草を引っ張ったところ、草刈機が左にねじれ、刃が左手の中指と人差し指に当
り、切ってしまった。
草刈機の刃が指に当たると手袋が破れ、直ぐに出血した。草刈作業を続けるのは無理と
わかったのでトラックで家に帰った。（家まではトラックで５分程度）自宅に帰り水で洗
浄し、傷絆創膏で止血した。

エンジンをふかしたま
ま、刈払機を立てて、
詰まった草を除去

傷絆創膏は傷の直りが早い
といわれる高いものを使っ
た。傷はそれほど深くない
と思われたので医者には行
かず、傷絆創膏で治療を済
ませた。当日の午後と翌日
が雨だったので草刈作業を
休み、３日後から３日間草
刈作業を行った。その時は、

手袋の上から指を切る

指が曲がりにくく血が滲み、
痛みもあったが無理をして
草刈作業を行った。

事故原因と対策
現場の市道は、１週間後に予定している100キロマラソンのコースだった。市道の草刈
りには３日ほどかかるため、雨の降らないうちに草刈を行いたいと急いで作業を開始した。
秋の草は水分が少なくなり、くねくねとしており、草刈機の刃に絡みやすい状況にあっ
た。刈払機に草が絡まった時は、いつもエンジンをかけたまま草をとっているが、今回の
場合、いつもと違うのはアクセルをもどさないで草をとろうとしたことである。
いかなる場合であっても、詰まった草をとる場合はエンジン停止が鉄則。また、雨がぽ
つぽつ降り始めてきたため、できるだけ早く刈ろうと焦りもあった。
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