Ⅳ．大規模畑作
１．掘取機
（１）ニンジンハーベスター
Ⅳ．大規模畑作

１．堀取り機

（１）ニンジンハーベスター

①

８６

ニンジン収穫後、ニンジンハーベスタを駆動させながら掃除していたところ、Ｖベル
トとプーリの間に右親指が巻き込まれた。（平成24年 10月下旬 11時頃、女性・64歳）

事故の概況
ニンジンの収穫を終えたほ場で、次のほ場に移動する前に、ニンジンハーベスタ（自走
式、中古で購入、使用年数10年）を停車した状態で、各部を駆動したまま、掃除していた。
ハーベスタ後部の作業台に乗
り、ニンジンの茎葉部を挟ん
で 引き 上 げ る Vベル ト の 周辺
に堆積したニンジンの茎葉部
等を、ゴム手袋を着けた手で
取 り除 い て い て 、 Vベ ル トと

茎葉カッター
茎葉が溜まる部位

そ のVベ ル ト を ガイ ド す るプ
ーリの間に右親指が巻き込ま
れた。
その日の作業を終えた後、
痛みが酷くなり、受診。爪の
下の内出血が酷かったため、

ニンジンハーベスターの茎葉残渣を取ろうと、駆動させながら除去中、
Ｖベルトとプーリーの間に指が挟まった。茎葉カッターは隠れて見にくい。

爪を剥がす施術を受けたが、
幸い骨には異常がなかった。爪が伸びてくるまで、雑菌の侵入が懸念されたため、しばら
く通院して経過を見たが、現在は完治した。

事故原因と対策
機械を動かしながらでないと夾雑物が取れないため、機械
を動かしたまま、危険部に手を近づけてしまった。また、作
業者の手が容易に危険部に届く構造であった。ただし、作業
者には、動いている機械の危険性が十分に認識されておらず、
適切な作業方法が徹底されていなかった。
機械的には、茎葉が溜まりにくい構造に改良し、危険部に
手が届かないよう配慮されることが望ましい。とりあえず、
夾雑物は棒などで取り除くように改めたとのこと。
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Ⅳ．大規模畑作

１．堀取り機

（１）ニンジンハーベスター

②

８７

ニンジンハーベスタで収穫作業中、機械が動いたまま、茎葉カッタの上部に溜まった
茎葉を取り除こうとして、右親指先端を切創した
（平成25年 9月中旬 午後 2時50分頃、男性・43歳）

事故の概況
ニンジンハーベスタ
（自走式、復条対応、
新 品 購 入 後 16 年 使 用 ）
での収穫作業中、ニン
ジンの茎葉を切り落と
す茎葉カッタの上部に
溜まった茎葉を取り除
こうとして、機械が動
いた状態で作業手袋（手
に密着するタイプ）を
着けた手を差し込んだ
ところ、茎葉カッタに
右手親指の先端が接触
し、切創を負った。被
害者は農業経験がなく、収穫シーズン
初日のことであった。
作業から抜け、近くの自宅に戻り、
妻の運転で診療所へ向かった。初期治
療を受けた後、病院を紹介され、そこ
で手術を受けた。その日は帰宅し、4、
5日後に診察を受けたところ、患部が
腐敗していたので、腐敗部分を切除し、
そのまま1週間入院することとなった。
退院後、再発したため、さらに2日間
入院した（入院のべ9日間）。現在でも、
患部が突っ張り、日常生活でも時折、不自由を感じることがあるとのこと。

事故原因と対策
当該作業については、全くの未経験者だった。そのため、危険性を十分認識せずに、機
械が動いた状態で茎葉カッタの近くに手を入れてしまった。他の作業者も被害者の非安全
行動に気が付かなかった。雇用主も危険の存在に気付くことができなかった。
なお、機械的には、作業者の手が容易に危険部に届く構造であった。
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Ⅳ．大規模畑作

１．堀取り機

（１）ニンジンハーベスター

③

８８

停止したニンジンハーベスタの後部に乗って、収穫されたニンジンが入った
ミニコンテナを横にずらそうとして足を滑らし、畑に転落した。
（平成25年 7月中旬 午前 5時半頃、女性・44歳）

事故の概況
小雨が降る中、ニンジン収穫作業中、ニンジンハーベスタの後部作業台に乗り、収穫さ
れてミニコンテナに入ったニンジンの切り残した茎葉部を切り取る補助作業を行ってい
た。ミニコンテナがいっぱいになり、トラックに乗せ替えるため、作業台上のミニコンテ
ナを横にずらそうとして、濡れた作業台で足を滑らせ、畑に仰向けに転落。事故当時、ハ
ーベスタは停止した状態であり、機械後部の作業台から地表までの高さは45cmだった。
近 くで作業 していた夫 が駆け
寄っ てきてく れた。その 時は身
体の どこにも 異常を感じ なかっ
たが 、夕方、 首に痛みが 生じて
きた ため、自 分で整形外 科を受
診、 首の捻挫 だった。レ ントゲ
ン撮 影も受け たが、それ 以外に
異常はなかった。

事故原因と対策
本来の補助作業者が機械の後をつい
て歩くところを、1畝1条植えでは機械
能力に余裕があり、早歩きの速度でハ
ーベスターが作業がするため、乗車し
て作業する方法がとられていた。機械
そのものは、元々補助作業者が乗れな
い構造だが、乗車スペースとして作業
台が拡張設置されていた。補助作業者
の歩く速さと機械の速さの差を考慮し
た機械の設計、あるいは１畝２条植え
として、機械の速度を落とすことも必
要。
なお、設置された補助作業者用の作
業台は、コンテナの滑りを良くするた
め、補助作業者の足下の滑りに配慮さ
れておらず、また補助作業者は滑りや
すいウレタン製の長靴を履いていた。

事故のあったニンジン畑
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Ⅳ．大規模畑作

１．堀取り機

（１）ニンジンハーベスター

④

８９

収穫したニンジンが入ったフレコンバッグの吊り手に、フロントローダのフォークを
挿して吊り上げようとしたところ、吊り手を持った被害者が手を離し損ねて右手中指を
挟んだ。

（平成24年 7月下旬 午前10時半頃、男性・67歳）

事故の概況
ニンジンハーベスタで収
穫したニンジンが入ったフ

フレコンバック
５００ｋｇ

レコンバッグ（容量500kg）
を、トラクタに装着したフ
ォーク付きフロントローダ
で吊って、トレーラに載せ
る作業を行っていた。被害
者（農繁期に雇用されたパ
ートタイマー）がフレコン
バッグの吊り手を右手（作
業手袋をしていた）で持っ
フロントローダーの運転席から、先端の
フォークまでは４ｍあり、目視しずらい。

て、フォークを持ち上げる
ようにトラクタのオペレー
タに指示をしたところ、右手を離
し損ねて、右手中指の第1関節か
ら先の部分が吊り手とフォークの
間に挟まれた。被害者が慌てて右
手を力任せに引き抜いたため、肉
が削がれてしまった。
農場の経営者が、すぐ車で近く
の診療所に搬送したが、そこでは
対応できず、車で30分ほどの病院
へ移送、手袋の中に残っていた組
織を縫合。2カ月間通院、完治。

ﾌﾛﾝﾄﾛｰﾀﾞｰに装着していたフォーク

事故原因と対策
右手が危険な位置にあるのに気付かず、自分で吊り上げの指示を出してしまった。また、
フロントローダー作業者も補助者の作業状況を確認せず、相手の合図のみで、釣り上げて
しまった。ただ、キャビン付きトラクタの座席からは、フロントローダ先端のフォークが
目視しづらい。
その後、危険部位から離れてから合図を出すように徹底を図ったとのこと。人手の確保
が困難な農作業では難しいが、本来であれば作業者とは別に、すべてを目視確認できる作
業指示者を置くことが望ましい。
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（２）ポテトハーベスター
Ⅳ．大規模畑作

１．堀取り機

（２）ポテトハーベスター

①

９０

自走式ポテトハーベスタでバレイショを収穫中、茎葉処理ローラの駆動チェーンに小
石が噛みそうだったので、手で取ろうとしたところ、左手の指先がローラに巻き込まれ
た。指骨折。

（平成24年 10月上旬 午後 2時頃、男性・59歳）

事故の概況
自走式ポテトハーベスタでバレイショを
収穫中、掘り取ったバレイショの茎葉を取
り除く茎葉処理ローラを駆動するチェーン
に小石や土塊が溜まる。小石がチェーンと
スプロケットの間に噛むと、チェーンが外
れローラが止まり、その復旧にはカバーを
外し、奥に工具を差し入れ、2本のローラを
密着させているバネの引っ張りを緩めて、
チェーンを掛ける必要がある。手間も時間（約30分）もかかる。
小石や土塊はすぐに溜まるので、その都度、機械を止めたくなく、機械が動いたまま手
を入れ、機械に挟まったが、すぐに手を引き抜き、大したことはないと思い作業を継続、
が徐々に腫れてきた。5日後に受診、化膿止めを処方してもらったが、2～3日しても痛み
が引かず、再度、受診。レントゲン撮影の結果、骨折していた。入院はせず、数回の通院
で済んだが、縦に割れた爪はまだ治らず、指のしびれが残っている。

事故原因と対策
茎葉処理ローラの駆動チェーン部のカバー
上に夾雑物が溜まりやすく、チェーン部に夾
雑物が入りやすい。茎葉処理ローラの周辺に
ガードがあり、開くと作業レバーに繋がった
ワイヤが引っ張られ、機械が停止するが、ガ
ード周辺の隙間が大きく、危険部に手が届く。
これを注意マーク（安全標識の様式ではない）
での注意喚起で解決しようとしている。茎葉
処理ローラを駆動するチェーンが外れた場合の復旧作業方法が煩雑過ぎて、作業者の近道
行動を促す要因となっている。事故機よりも新しい機種では、茎葉処理部が機体前方の掘
り取り部に移動し、夾雑物が溜まりにくく、作業者からも手が届かない構造。
反復する処理のため、一回一回止めるのが面倒で止めずに危険部に手を入れてしまった。
5人での組作業だったが、誰も自分の作業に集中しており、被害者の危険行動に注意を促
すことはなかった。その後、茎葉処理ローラ端部に溜まった夾雑物は、長さ30cm程度の竹
棒で取り除くことにしたとのこと。
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Ⅳ．大規模畑作

１．堀取り機

（２）ポテトハーベスター

②

９１

けん引式ポテトハーベスタをほ場で掃除していたところ、機体後部のロータリエレベ
ータに手を入れて掃除していた被害者に気付かずに機械を動かしたため、右腕を巻き込
まれた。

（平成24年 8月下旬 11時50分頃、女性・64歳）

事故の概況
当日の最初のほ場でのバレイショ収穫が終わり、次のほ場に移動する前にポテトハーベ
スタ（トラクタけん引式、使用年数19年）の掃除を本人と別の作業者の2名で行っていた。
被害者がポテトハーベスタの後面にあるロータリコンベアに詰まった夾雑物の除去中、機
体上部で掃除していた別の作業者が、トラクタ運転者に頼んで機械を駆動したため、被害
者の右手前腕部がロータリコンベアと内壁兼ガイドの隙間に巻き込まれた。トラクタ（87
PS）の運転者は
もちろんのこ
と、別の作業者
も機体後部にい
た被害者の存在
に気がつかなか
った。収穫シー
ズンが始まった
ばかりの出来
事。
作業を中断し
て、経営者（男
性）が車で病院
へ搬送、縫合施
術（5針程度）

茎葉等の夾雑物の除去中、他の作業員がｵﾍﾟ
ﾚｰﾀｰに駆動するよう指示し、腕が捲き込まれた。

を受けた。診断
の結果、筋肉や骨には異常は見られなかった。2週間の通院の後、完治した。

事故原因と対策
機体が大きく、死角も多い。収穫作業中は作業者が触れる可能性が少ない箇所でも、掃
除中に機械が駆動すると巻き込まれる可能性が高く危険箇所も多い。今回の場合、別の作
業者が被害者の位置や作業内容を確認せずに、トラクタの運転者に機械を駆動するよう頼
んでしまった。このように複数人が関わる作業では、お互いのコミュニケーションルール
をあらかじめ決めておく必要がある。収穫中の合図は決めてあったのだが、「いつもやっ
ているから、分かっているだろう」ではなく、その他の掃除や点検も含めて合図を決めて
おく必要がある。
その後、機械が動くときは合図を出し、誰も近づかないように徹底を図ったり、機械に
近づくときには、トラクタの運転者に必ず了承を得るように徹底しているとのこと。
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Ⅳ．大規模畑作

１．堀取り機

（２）ポテトハーベスター

③

９２

ポテトハーベスタでバレイショを収穫中、拾い上げコンベアに草が詰まったので、機
械を動かしたまま、取り除こうとしたところ、駆動軸に衣服の紐が巻き付いて、首が絞
まり、頸椎捻挫など。

（平成25年 9月下旬 午後 3時半頃、男性・32歳）

事故の概況
デン プ ン 原 料 用 バレ イ ショ
の 収穫 の 中 頃 （ シ ーズ ン 開始
から約1カ月）、ポ テトハーベ
スタ（けん引式、新車で購入、
使用年数5年）で収穫作業中、
異 音が し た の で 、 トラ ク タを
停車して（PTOクラッチは切ら
なかった）見にいったところ、
拾 い上 げ コ ン ベ ア に草 な どの
夾 雑物 が 詰 ま っ て いた 。 掘り
取 り部 の 詰 ま り を 取り 除 こう

ポテトハーベスターの拾い上げコンベアの夾雑物を除こうとし
て、カバーが壊れていた駆動軸に着ていたパーカーの紐が巻
き付き、一瞬で首が絞まり、死にもの狂いで力まかせに脱出。

と、しゃがんで左手を伸ばしたところ、
目の前にあった駆動軸のカバーがずれ
て剥き出しになった部分に、被害者が
着ていたパーカーの紐が巻き付いた。
あっという間に駆動軸に顔が引き寄せ
られ、首が強く絞まったため、パーカ
ーを引きちぎって脱ぎ、間一髪脱出。
上半身裸になったので、一旦、車で
家に戻り、休んでから町の病院へ向か
った。そこで擦りむけた首や胸を消毒してもらい、救急車で大きな病院に転院し、入院し
た。多忙を理由に1日で退院、5カ月間通院。日常生活や農作業には何ら支障はないが、高
い声が出しにくくなった。

事故原因と対策
駆動軸のカバーが破損していた（このカバーは破損しやすい）。その上、トラクタから
降りるとき、エンジンやPTOクラッチを切らず、駆動軸に服の紐が巻き付いた。補助員は
デンプン用ハーベスターの場合、１名しか乗らず、かつ被害者は死角にあり状況を把握す
ることはなかった。
事故のことがフラッシュバックするので、作業中に詰まりが生じても、必ずエンジンを
止めてから取り除くように徹底している。動かしながらの方が取りやすい場合もあるが、
止めた状態での上手な取り方もわかってきた上、余計に時間がかかることもなくなった。
慣れれば全く問題はない、とのこと。駆動軸カバーの新品を取り寄せ中、とのこと。
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（３）大根ハーベスター
Ⅳ．大規模畑作

１．堀取り機

（３）大根ハーベスター

９３

ダイコンハーベスタで加工用ダイコンを収穫中、葉切りカッタで左中指の先端を切傷
した。

（平成24年 9月中旬 午前 9時10分頃、女性・50歳）

事故の概況
ダイコンハーベスタ（自走式、中古で購入、使用年数5年）で加工用ダイコンを収穫時、
ベルトに挟まれてハーベスタの作業台に昇って来るダイコンを受け止め、コンベアの上に
整列させ、ダイコンに残った茎葉部分を丸鋸状のカッタで切り落とす作業を行っていた。
ダイコンがまとまって上がってきて、カッタへの供給が忙しくなり、ダイコンに手が押
され左手の中指の先端がカッタに触れて切ってしまった。加工用ダイコンは、生食用に比
べて太く、まとまって来ると女性
の手では掴みにくくなる。収穫シ
ーズンの中頃のこと。
葉切りされたダイコンをフレコ
ンバッグに入れる作業を行ってい
た別の作業者2名に残りの作業を
任せ、オペレータをしていた夫が、
車で近くの診療所で初期治療を受
け、レントゲンで検査で骨には異
常はなかった。現在は完治し、後
遺症もないとのことである。

事故原因と対策
本機は安全鑑定適合機だが、丸鋸状のカッタも含め、使用者によって改造されており、
基準を満たさない状態であった。丸鋸状のカッタの上部2/3にはカバーが設けられていた
が、刃が剥き出しの部分には作業者が容易に触れてしまう構造だった。このカッタはダイ
コンハーベスタを改造して、丸鋸状のカッタを取り付けたもの。ダイコンハーベスタ後部
の作業者がオペレータに知らせるブザーや、丸鋸状カッタ等を止めるクラッチレバーが設
けられていたが、作業者がとっさに操作できる位置に配置されていなかった。
機械のペースに合わせて作業しなければならず、また、ダイコンの栽植密度が高く、オ
ペレーターが、スピードを緩めずに掘り採りを行い、まとまってダイコンが来ると慌てて
しまう。さらに、女性の小さい手では、太いダイコンは掴みにくい。
その後、夫が葉切り担当に、被害者がオペレータにと作業分担を交代した。この機械の
お陰で作付面積を３倍に拡大できたので、今後は事故が起きないよう、ダイコンが詰まっ
てきたら、ハーベスタの速度を落とす、あるいは停止する等、慎重に作業することとした
とのこと。なお、茎葉部を安全に切断できる機構に改良した。
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２．収穫機他
Ⅳ．大規模畑作

２．収穫機他

－サトウキビハーベスター－

９４

サトウキビハーベスターで、刈り取りを始めた畑の最初のところでバックしたとき、
補助員がキャタビラに轢かれ、死亡。
（平成26年 1月下旬 午前 9時40分頃、男性・44歳）

事故の概況
朝一番に最初の圃場のサトウ
キビ収穫を終え、２つ目の約12
00坪の圃場に移動した。サトウ
キビの生育は良好で、ハーベス
ターの運転席を上回る茎丈であ
った。サトウキビの収穫には、
通常、オペレーターは、最初５
ｍほど、前進とバックを繰り返
して枕地を確保し、収穫袋の置
き場および方向転換するための
スペースを作る。
このときに事故は起きた。補

ハーベスターが枕地を作るためバックした時、補助者
がいつの間にか、真後ろに立ち、そのまま轢かれた。

助者は、当日初めてサトウキビ
収穫作業に本島から来た人であった。
オペレーターは、「機械には近寄らないように」と注意を促して、圃場に侵入し作業を
開始。その時点でオペレーターは、補助員が約10ｍ離れた農道にいることを確認していた。
このときも最初５ｍぐらい侵入してバックした。そのとき何かを踏んだような感覚があり、
急いでハーベスターから降りて後ろを確認したところ、圃場から約50cm程度出たところで、
補助員が倒れていた。ハーベスターの左のキャタビラ後部に轢かれ、仰向けで倒れていた。
事故後すぐに携帯で救急車を要請し、10分ぐらいで病院へ搬送された。本島への搬送も
考え、ドクターヘリも待機されたが、死亡が確認された。
事故原因と対策
圃場侵入時には約10ｍ離れたところにいたが、事故時には圃場から50cm出たところで倒
れていた。ハーベスターのブロアは後ろ向きに設置されており、枯葉などが降ってきて、
補助員がその位置に近づくことは考えられない。また。バック時には、警報音も鳴り、か
つダッシュするようなスピードでバックした訳でも無く、なぜその位置に補助員がいたの
か、全く不明。
補助員は当日、５～６人のグループで製糖作業のために来島。事故当日は、今季の補助
員（グループ員）が休暇日になり、その代役として受傷者が補助作業に当たっていた。慣
れない作業者には、本人が関わらない作業についても手順の説明が必要ということか。
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２．収穫機他

－オニオンピッカ－

９５

オニオンピッカの拾い上げコンベアに茎葉が引っかかっていたので、取り除こうとし
たところ、共同作業者がそれに気付かず、機械を動かしたため、左手が掻き上げ部に巻
き込まれ、上腕部圧迫。

（平成23年 8月下旬 午後 5時頃、男性・28歳）

事故の概況
収穫したタマネ
ギが入った鉄製コ
ンテナが一杯にな
り、荷下ろし後、
オニオンピッカの
前方を回って運転
台に戻ろうとした
際、拾い上げコン
ベアに茎葉が引っ
かかっていたので、
除去のため左手を
入れたとき、機械
の裏側で作業して
いた共同作業者が、機械を動かし、左腕が掻き上げ部に巻き込まれた。
被害者が大声で叫んだため、共同作業者が気付き、直ちに機械を止めた。被害者の家族
の車で近くの病院でレントゲン撮影、痛み止めの処置を受け、救急車で大きな病院に転院。
検査の結果、骨や筋肉等への目立った損傷はなかったが、一時、血流が止まった可能性が
あり、経過観察のため2日間入院。日常生活や農作業には問題はないが、冬になると患部
にキリキリという痛みが出るとのこと。
事故原因と対策
掘取機等では、複数の作業者が

操作装置

関わり、かつオペレーターからは
死角になる場所が多い。事前に各
種合図を取り決めておくことが大

被害者

切。今回の場合、被害者が機械に
手を入れるとき、またオペレータ
ーが機械を稼働させるとき、それ
ぞれが合図することで事故防止に
つながる。この機械は、作業台で
も走行以外なら機械を動かすこと

共同作業者は、被害者が前方で、夾雑物を除去しているのに気
がつかず、操作装置の駆動スイッチを入れ、腕が捲き込まれた。

ができる構造であり、駆動部を動かす際の合図の取り決めが大切。
その後、点検や清掃のときは、機械を止めることと共同作業者との合図することを徹底
した。煩わしいと思っていたことも、慣れると作業能率への影響は全くない、とのこと。
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２．収穫機他

－長ネギ根切り機－

９６

長ネギの根切り機で作業中、スイッチを切らずに、切断部に詰まった土を取り除こう
として手を入れた途端、根切り刃が作動して指先を切った。
（平成25年 8月上旬 午前 9時15分頃、男性・33歳）

事故の概況
収穫して作業場に集積した長ネギの根を取り除くため、電気と空圧で動く根切り機（使
用年数3年）を使って調製作
業を行っていた。長ネギを
根切り機に差し込むだけで、

刃

自動的に根がきれいに切除
され、能率的なので3台を導
入して使っていた。その日
の始業から1時間ほどが過ぎ
た頃、雇用されて3日目のパ
ートタイマーが、根切り機

土塊

で作業中、スイッチを切ら
ずに、切断部に詰まった土
を取り除こうと手を入れた

ネギを押し当てると、スイッチが入り、根が上から
降りる刃で切断される。土塊を除こうと、手を出し、
奧のスイッチを押し、刃が降りてきて、指を切った。

とき、根切り刃が作動して、
右手中指先端を切創した。
大したケガではなかったので、自分で近くの病院に行き、診察を受けた。右手中指第一
関節切創。通院は初診のみで完治した。被害者は、翌日からパートを辞めてしまった。
事故原因と対策
機械の前面の電源スイッチが何のスイッチかを示す標識と、入り切りの操作方向を示す
標識が貼付されていない。危険部に手を入れないよう注意喚起する安全標識は、機体上部
に貼付されていた。また、危険部に手を入れても指先が届かない等、使用者による意図し
ない使用方法への対策がとられていなかった。なお、掃除用に、高圧エアを噴射できるダ
スターガンと、切断部に固定されたエア噴射ノズルが装備されていたが、これらは用いら
れなかった。
作業者には、使い方を、十分
に説明したはずだったが、遵守
されなかった。また、作業経験
が浅かった。パートタイマーが
怪我をすると、翌シーズンの雇
用に支障が生じるため、根切り
機の使用を中止し、ハサミで根
を切るよう作業方法を改めたと
のこと。
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