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農業施設における農作業事故事例と
安全対策の取組
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農業施設にかかる事故

農作業安全検討会
「農作業安全対策の強化に向けて」中間とりまとめ(R3.5)

Ⅱ 農作業環境の安全対策の強化
２ (2) 農業施設等における安全対策
「農作業事故の防止に対する意識が高い農業者においては、
作業場となる農業施設の安全対策について様々な取組が
行われている例があるため、先進的に取り組まれている
現場の事例を収集し、関係者に対して積極的に情報提供を
行うべきである。」

本報告では･･･
農作業事故情報の収集や農作業安全研修等の現場で
得られた農業施設関連の事故事例･対策事例を共有

施設を構成する機械に関連した事故･対策も含む
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農業施設にかかる事故

農業施設とは･･･
農業施設学会「『建物を伴う農業生産･流通の場』を指す言葉です。
ここでいう『場』とは、単なる場所ではなく、各種機械、設備を備え
て生産機能の整った空間を意味します。」

園芸施設 選果流通施設 穀物乾燥調製貯蔵施設 精米工場

畜舎･畜産施設 TMRセンター バイオガスプラント

Wikipedia「建物を伴う農業生産･流通の場を指す言葉である。ここ
での農業生産には農業機械の整備･格納や農業資材の保管のような
間接的な生産行為を含め、農業流通は農産物の調整、貯蔵、出荷な
どの過程を総称する。なお、食品製造を行う工場は含まない。」

農業施設学会ウェブサイト
「学会案内」より引用

一般的な認識は･･･
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農業施設にかかる事故

死亡事故（農林水産省） 共済支払対象の事故（JA共済連）

負傷事故も含めると一定の割合で発生
転落と転倒が多い(重傷度も高い)

H27-R1、n=71(全体の5%相当) H25-H28、n=2,756(全体の17%相当)
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事故事例：乾燥施設内で転落

【概要】乾燥機からタンクに籾を移す際にホコリが出るため、鉄骨の
梁(はり)を伝って上方の窓を開け、戻ろうとした際に足が滑り5m下の
タンク底に転落 ⇒右踵部複雑骨折

「こうして起こった農作業事故」より

安全な移動経路なし
機械・施設 現状を踏まえて

施設を改善
(事故後に通路設置)



6

【概要】バーンクリーナの駆動ベルトを調整後、下に戻ってスイッチ
を入れ、様子を見に再度上がったところ、落ちそうになってとっさ
にベルトをつかみ、プーリに指が挟まれた ⇒中指神経切断等

事故事例：転落未遂→巻き込まれ

高所で足元が不安定
環境

動かしたまま
カバー開

作業方法 手すりや足場なし
機械・施設

このままでの安全確保は無理がある
⇒手すりや足場の設置が必要
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事故事例：ハウスの整備中に転落

【概要】ハウスのビニールを骨組に留める作業中、手を伸ばしていて
バランスを崩し、天板に乗っていた脚立から転落 ⇒右膝部骨折

脚立の天板に乗って作業
作業方法

脚立から身を乗り出して作業
作業方法

正しい高所作業の周知が不足！
⇒他産業を参考に高所作業の安全確保

難しければ業者の活用も
「こうして起こった農作業事故」より

路面がしっかり
していなかった

可能性も

環境
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【概要】バンカーサイロで牧草にビニールシートをかけた後、重しと
して載せるタイヤを取りに隣のサイロに飛び降り ⇒右足親指捻挫

落差が大きい
機械・施設

他者への次作業の
指示のため

急いで飛び降り

作業方法

リスクの周知が不足！
⇒降りる位置をルール化

事故事例：サイロから転落



9

【概要】トラクタのエンジンをかけ、右方向に坂道を下ろうとした
ところでエンストし、慌てて再始動しようとしてクラッチを切って
しまい、法面に乗り上げて横転 ⇒腰骨3ヶ所骨折

 

事故事例：施設条件が遠因となった機械事故

ハウス出入に安全
フレームが邪魔
⇒安全フレームが
ない古いトラクタ
をあえて使用

機械・施設

急斜面、路幅狭い
環境

整備不良
作業方法 機械・施設

農業施設の構造が
機械事故の遠因に
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JAえちご上越研修会資料より

改善事例：転落防止

【既存施設への対策】
・上段の資材置き場に柵
・ハシゴに枠
⇒転落防止



11

【既存施設への対策】
どこに何があるかすぐに分かる
⇒作業に余裕が生まれる

改善事例：整理整頓
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改善事例：畜産施設内

【既存施設への対策】
・作業者にも牛にも無理をさせない
・施設内は明るく清潔、作業効率を確保する様々な工夫
⇒成績向上、人手の確保にもつながる
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改善事例：出入りのしやすさ

【施設導入時の対策】
・敷居の段差を解消
・間口の幅と高さを拡張
⇒スムーズな移動、安全フレームを

立てたままトラクタ進入
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対策はとっているが･･･
(時間帯、休憩、塩分･

水分補給、遮光等)

これまでより一段上の対策が必要

宮城県農業・園芸総合研究所

早朝でも
危険

県内の園芸施設及び施設内作業を調査

○キュウリ施設･･･朝8時にはWBGT*で28℃超え
○作業者の自覚症状･･･

重症度が高い症状(頭痛、横になりたい等)が「時々ある」40%

改善事例：園芸施設内の暑熱対策

「トピックス(H25)/農作業における熱中症予防について」

「東北地域太平洋沿岸部における大規模露地野菜の導入マニュアル」より

小型ファン
空調服

【施設への新技術の導入】
・細霧冷房(+各種道具)

*暑さ指数とも呼ばれ、野菜
収穫等中程度代謝率の作業
での基準値は暑さに体が慣
れた人で28℃とされている
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ニンジン/タマネギ選果場JAつべつ(北海道)

現地確認と専門家活用による施設の改善

全員で施設や
作業場所を確認

安全コンサルタント
と共に気づきを共有

【改善指摘例】

消防設備の
前は荷物×

歩車分離や
速度制限が必要

移動経路には危険

(一社)全国農業改良普及支援協会ウェブサイトより



16(一社)全国農業改良普及支援協会ウェブサイトより

【改善指摘例】
組合員の牧場JAつべつ(北海道)

全員で施設や
作業場所を確認

安全コンサルタント
と共に気づきを共有

現地確認と専門家活用による施設の改善

クモの巣や汚れ
⇒漏電の危険

わだち対策の鉄板に浮き
⇒かえって転倒の危険



17「家畜農作業事故発生防止リーフレット」「家畜労働安全のすすめ」より

家畜労働安全の普及活動の中で施設改善事例も紹介･推奨
⇒リーフレットで情報発信、地域活動とも連携

網走農業改良普及センター(北海道)

現地普及機関による施設の改善

パーラー内の階段が
滑りやすいので

滑り止めをビス留め

転落防止に柵と標識を設置

頭部付近の構造物に緩衝材+目印 構内凹部を修繕
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対話型農作業安全研修による施設の改善

大谷生産組合(鳥取県)

参加者のヒヤリハット経験や
現場確認での気づきを共有

まず全員で機械や
作業･保管場所を確認

【改善例】

刃がむき出しで
不安定な保管

刈払機の
安全な

保管設備を
整備

水稲等

(一社)全国農業改良普及支援協会ウェブサイトより
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まとめ

・農業施設における事故は転落と転倒が多く、重傷度も高い
・転落は様々な農業施設で発生している
・高所作業に対する危険性の認識と対策が不十分な傾向
・農業施設の条件が機械事故や熱中症等につながることも
・現場の具体的な改善による事故対策が急務
・「既存施設の改善」「施設導入時の安全設計」の両面が重要
・改善事例や取組事例の共有が有効

農研機構では･･･
農業施設関係も含めた事故事例の提供や、対話型研修の
普及を通じた現場改善の促進を通じて、事故低減に貢献
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事故事例、啓発情報、
安全な作業方法など

クイズ形式で安全作業を
学習できるeラーニングも

農業機械研究部門サイトから
or「農作業安全」で検索

農研機構ウェブサイト
「農作業安全情報センター」

検索農作業安全

https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb

農研機構ウェブサイトでの情報発信

新コンテンツ
「事故事例検索」
「対話型安全研修ツール」
公開・情報追加中！
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