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農作業事故については、死亡災害の就業人口あたり発生件数が他産業に比べて突出し

ており、大きな問題となっている。重大事故は様々な要因が重なって発生するため、実効的

な対策には、これらを詳細に調査・分析した事故事例の活用が不可欠である。しかし、農作

業事故では他産業に比べて公開されている事故事例が少ない上に、事例報告がある場合

でも事故要因の記載に不足がある等、多面的な対策の検討には内容が不十分であることが

多い。このため、従前の農作業現場での安全対策は、不注意や誤操作への注意喚起等の

人的要因に対する啓発に偏りがちであった。また、農作業安全研修においても大人数を集め

講師の話を聞く形の研修が多く、一方通行になりがちであった。 

このような状況において、現場での農作業安全推進の担当経験を有する普及指導員や

営農指導員からは、農業者に対して効果的な研修を行うための研修ツール開発の要望が

挙げられていた。また、地域によっては農作業安全推進の担当者が農業機械に詳しくないこ

とも考えられ、そのような場合でも効果のある研修が実施できる研修ツールも要望されていた。 

そこで、このような現場ニーズに対応すべく、他産業では既に行われ、一定の効果が現れて

いる対話型の研修を参考に、現場で農作業者と対話しながらより安全な農作業につなげる

ための研修を実施することを目的として、対話型農作業安全研修ツール（以下、本ツール）

を開発した。本ツールにより、一方通行になりがちな農作業安全研修から脱却し、対話を通

じで参加者自らが実感を持って農作業安全目標を策定するとともに、農作業安全推進を担

う指導的立場の人材が、人材が、個々の農業機械に関する知識に依存することなく、現場

での改善活動につながる研修を実施することをねらっている。 

 

はじめに 



2 
 

 免責事項 

• 本ツールの利用に際しては、公開ウェブページに掲げる利用規約（https://w

ww.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/taiwa/taiwa_agreeme

nt.pdf）の全ての条項を遵守することに同意したものとみなします。また、本利

用規約とあわせて農研機構の「ホームページの利用について（著作権、免責事

項等）」（https://www.naro.affrc.go.jp/copyright.html）を遵守す

ることに同意したものとみなします。 

• 掲載された情報の正確性や完全性について、農研機構は保証するものではあり

ません。本ツールの利用者は、自己の発信する情報に関して全ての責任を負う

ものとします。農研機構は、利用者が本ツールを利用して発信するいかなる情報

についても検証せず、かかる情報について一切責任を負いません。 

• 利用者は、本ツールを利用して発生した全ての損失、負債、請求、損害及び費

用（正当な弁護士費用などを含む）について農研機構（その代理人を含む）

を免責し、その全ての損害を賠償するものとします。 

• 農研機構は、利用者に対して別途書面により許可した場合を除き、本コンテン

ツを商用目的に利用することを禁止します。 

• 本ツールの著作権は、農研機構に帰属します。利用者が本ツールを利用して作

成した全ての情報に関して、利用者と第三者で著作権に関わる紛争が起こった

場合は、農研機構は一切責任を負いません。 

• 本手順書の各図については公開開始時のものであり、改良により、運用中の本

ツールとは一部異なる可能性があります。 
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中項目１のタイトル（Meiryo UI16ポイント）文字色改変可 

1.  対話型農作業安全研修の考え方 
(1) 農作業安全の現状 

生産者ひとりひとりが、日本の今と未来を支える大切な担い手であり、事故などで失

われるようなことがあってはならない。しかし、残念ながら「農作業事故は他人事」と捉え

ている方も少なくないのが現状といえる。 

他産業では、毎日、朝礼を行い、担当者全員でその日の作業段取りを確認し、作

業のひとつひとつに潜む危険の洗い出しを行う等、安全のための取組が徹底されており、

ヘルメットや安全靴等の保護具の着用も必須となっている。一方、農業では、そのような

場面を目にすることはほとんどない。これは、労働安全衛生法は労働者の健康や安全

の確保を事業者に義務付けるものであり、家族経営では多くの場合、生産者は同法の

保護対象とされていないことが背景にある。結果として、安全衛生に関する基本的な知

識を身につける機会が、他産業の労働者と比較して十分得られてこなかったと考えられ

る（ただし、農業法人や被雇用者がいる経営には同法が適用される）。つまり農業で

は、業界全体で「生産者の健康は自分達が守る、安全は与えられるものではなく、自

分達で創る」と捉えることが必要となる。 

 (２) 対話型農作業安全研修 

対話型農作業安全研修とは、研修の参加者と研修担当者が意見交換をしながら、

研修参加者が自発的に農作業安全目標を作成し、取り組むように促す研修である。

他産業では既に行われている研修形態であり、一定の効果が確認されている。そこで、

農作業の現場でも同様の研修を行い、実際の事故事例や改善事例を参考に、研修

Ⅰ．対話型農作業安全研修  
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参加者自らが研修担当者等との対話を通して安全対策のアイデアを出しながら、農作

業安全対策目標を策定することで、より実効的な農作業現場の改善につなげ、農作

業事故の低減を図ることをねらいとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ツール構成と使用方法 

（１） ツール構成 

  対話型農作業安全研修ツールは以下の４つから構成される。 

（ア） 対話型農作業安全研修ツール活用マニュアル 

（イ） 事前調査票「ヒヤリハットあるあるアンケート」（Microsoft Excel形式） 

対象機種・用具︓機種共通、乗用トラクター、歩行用トラクター、刈払機、田

植機、自脱型コンバイン、乗用草刈機、乗用防除機、農用運搬機、高所作

業車、脚立及びハシゴ（機種・用具ごとに具体的設問を一覧化した調査票

を例示） 

（ウ） 事前調査票の各項目に対する具体的な対策一覧表（Microsoft Excel形

式） 

参考情報 

2021年 1月時点で最新の数値である 2018年の農作業死亡事故件数は

274件とされている。同年の農業就業人口 10万人あたりでみると 15.6件であ

り、この数字は同年の建設業と比較して 2.5倍以上、全産業比では実に 11倍

以上となることから、農業は国内を代表する危険業種と指摘されている。なお、JA

共済連による共済金支払データの分析結果からは、共済金支払を伴うレベルの

負傷事故は、死亡事故の 200倍以上発生していると推測されている。 
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（エ） 農作業事故における人的要因の対策について（（ア）対話型農作業安全

研修ツール活用マニュアル巻末に別添として記載） 

本ツールは、農研機構 農業技術革新工学研究センターが運営するウェブサイト「農

作業安全情報センター」（https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzen

web/index.html）の 1 コンテンツ「対話型農作業安全研修ツール」（https://w

ww.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/taiwa/taiwa.html）として 20

20 年 5 月より公開している。インターネットでの公開により、広く全国の研修担当者が

活用することができる。なお、（イ）および（ウ）のMicrosoft Excel形式ファイルは、

研修担当者が研修対象に併せて編集することが可能である。 

（２） ツールの使用方法 

ウェブサイト「農作業安全情報センター」ホームから「安全な農作業方法を知りたい」

→「対話型農作業安全研修ツール」と選択すると、本ツールのメインページが表示される。 

上述の（ア）の対話型農作業安全研修ツール活用マニュアル（以下、マニュアル）

に記載している具体的な研修の進め方を参考にすることで、研修を行うことができる。マ

ニュアルには、研修の事前準備事項、研修の進め方、研修後のフォローアップに必要な

作業等についての詳細が記載されている。本ツールでの研修実施の流れを図１に示す。 

事前準備として、担当者は当該研修用の事前調査票や具体的な対策一覧表を

作成する。これらは（イ）、（ウ）に示しているMicrosoft Excel形式ファイルを活用

し、研修対象集団に適した機械・項目を選択することで作成できるようになっている。作

成例を図２、図３に示す。 

（イ）、（ウ）の各項目は、既往の安全関連資料や事故調査結果等を踏まえて

構成し、内容の適切性を確保している。（ウ）では、改善策を「機械・用具・装置」
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「作業方法や安全管理体制」「作業環境」に分類し、それぞれの面から具体的な改善

活動を検討しやすいように配慮している。なお、（エ）人的要因（マニュアル巻末に別

添として記載）については、複数のヒヤリハット経験に共通するため、別途改善項目を

整理し、マニュアルに組み込んでいる。担当者が農業機械に詳しくない場合でも、これら

を活用することで、人、機械・用具、作業方法、作業環境の各面での対策の考え方等

を理解することができる。 

研修では、事前に法人、オペレータ、若手中心等、研修参加者を絞り込み、対話に

よる意見交換が可能な小集団に調整した後、事前調査票により、あらかじめ研修参加

者のヒヤリハット経験を把握する。ハインリッヒの法則では、１件の重大事故の背景に多

くのヒヤリハットがあるとされており、研修対象者のヒヤリハット経験に基づく研修とすること

で、対象者の安全対策への動機付けにつなげ、これらに対応する重大事故の防止につ

なげる狙いがある。研修当日は、研修参加者に農作業事故の多さを周知したうえで、

集団での危険事象を基に、類似の事故事例や改善策を例示しつつ、参加者からの意

見や発案を促し、最終的に集団自身で具体的な改善目標（例︓図４）を作成する

ことで、実効的な農作業安全対策につなげることができる。研修後には、研修実施時

に策定した農作業安全対策目標の掲示等による共有を促し、一定期間後に、その目

標に対する達成度等の聞き取りを行い、次の段階へつなげるように促す。 
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図１ 本ツールを用いた対話型研修実施の流れ 

（日付）
（実施者）

機械の種類 ヒヤリ・ハットの内容 ある
1 ・乗降時に滑って転落しそうになった、飛び降りてしまった。
2 ・衣服が操作レバーに引っかかった。
3 ・道路走行中、他の車や周囲と接触した、またはしそうになった。

11 ・エンジンを止めずにベルト等の点検や注油作業、ゴミなどの絡み除去をしてしまった。
12 ・2人以上で作業をしていて、相手が死角にいるときにエンジンを始動してしまった。
13 ・くわえたばこで燃料補給をした。
14 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

小計 0
機械の種類 ヒヤリ・ハットの内容 ある

1 ・機体の右側から乗降してしまうことがある
2 ・あぜ道の境目が分からず、危うく転落しそうになった。
3 ・スピードを出し過ぎて、ハンドルを取られたり、横転しそうになった。
9 ・作業機の着脱時に、体や指などを機械に挟まれそうになった、作業機が急に動いた

10 ・点検等で、エンジンがかかったまま、作業機に近づいてしまった。
11 ・点検等で機械の周囲にいたとき、急に機械が動き出した。
12 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

小計 0
機械の種類 ヒヤリ・ハットの内容 ある

1 ・刈払機を運ぶ際に、不意に刈刃に触れてしまった。
2 ・エンジンをかけたら、刈刃が回り出した。
3 ・エンジンをかけたまま置いておいたら、刈刃が回っていたり、振動で機体が動いた。

18 ・長時間の作業で握力がなくなった、または音が聞こえにくくなった。
19 ・刈刃の交換や点検の際に、不意に刈刃に触れてしまった。
20 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

小計 0

刈払機

※機械の種類ごとに以下の作業中のヒヤリハットの体験に近いものがあれば右欄にチェックを入れてください。
　　　 また、近いものがなければその他の欄に簡単にヒヤリハットの内容を記入してください。

「ヒヤリハット体験あるあるチェック」アンケート

機種共通

乗用

トラクタ

【事前準備】 

【研修当日】 

 

【研修後】 

 

P8 図２ 

P9 図３ 

P10 図４ 
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図２ 事前調査票作成例・イメージ 
（文字はできるだけ大きく印刷して配布すること） 

（日付）
（実施者）

機械の種類 ヒヤリ・ハットの内容 ある
1 ・乗降時に滑って転落しそうになった、飛び降りてしまった。
2 ・衣服が操作レバーに引っかかった。
3 ・道路走行中、他の車や周囲と接触した、またはしそうになった。

11 ・エンジンを止めずにベルト等の点検や注油作業、ゴミなどの絡み除去をしてしまった。
12 ・2人以上で作業をしていて、相手が死角にいるときにエンジンを始動してしまった。
13 ・くわえたばこで燃料補給をした。
14 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

小計 0
機械の種類 ヒヤリ・ハットの内容 ある

1 ・機体の右側から乗降してしまうことがある
2 ・あぜ道の境目が分からず、危うく転落しそうになった。
3 ・スピードを出し過ぎて、ハンドルを取られたり、横転しそうになった。
9 ・作業機の着脱時に、体や指などを機械に挟まれそうになった、作業機が急に動いた

10 ・点検等で、エンジンがかかったまま、作業機に近づいてしまった。
11 ・点検等で機械の周囲にいたとき、急に機械が動き出した。
12 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

小計 0
機械の種類 ヒヤリ・ハットの内容 ある

1 ・刈払機を運ぶ際に、不意に刈刃に触れてしまった。
2 ・エンジンをかけたら、刈刃が回り出した。
3 ・エンジンをかけたまま置いておいたら、刈刃が回っていたり、振動で機体が動いた。

18 ・長時間の作業で握力がなくなった、または音が聞こえにくくなった。
19 ・刈刃の交換や点検の際に、不意に刈刃に触れてしまった。
20 ･その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

小計 0

刈払機

※機械の種類ごとに以下の作業中のヒヤリハットの体験に近いものがあれば右欄にチェックを入れてください。
　　　 また、近いものがなければその他の欄に簡単にヒヤリハットの内容を記入してください。

「ヒヤリハット体験あるあるチェック」アンケート

機種共通

乗用

トラクタ
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図３ 具体的な対策一覧表作成例・イメージ 
（文字はできるだけ大きく印刷して配布すること） 
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図４ 農作業安全対策目標の作成・掲示イメージ 

○○営農組合 

専門家助言 

作業者意見 

作業者 
アイデア 

専門家助言 

○○年〇月〇日 

※専門家︓労働安全や農作業安全を専門とする労働安全コンサルタント
や研究者等のエキスパート 
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3. 普及対象 

普及指導機関、農協、自治体、労働安全関係者においては、農作業安全研修を

企画する際に活用いただき、地域での農業法人や生産組合を対象に対話型研修を通

して、生産者に対して、安全で継続的な農業経営の実践につながる具体的な改善指

導（GAP認証に向けた指導を含む）を行うことができる。 

また、パートを含む従業員を有する農業者や農業法人はもちろん、家族経営の農業

者においても、本ツールを活用して具体的な現場改善につなげることができる。 

さらには、機械用具製造販売業者においても、生産者への納品時における安全使用

に関する説明の際や、点検整備等のアフターサービスの場面において、対策一覧表を参

考にすることで、より具体的な安全使用方法の提示につなげることができる。 

 

4. 導入事例 

開発段階での試行版を含め、2020 年度までに 11 地域 12 ヶ所で本ツールを活用

した生産者向け研修会の実績があり、指導側、生産者側の双方から好評を得ているほ

か、これまでのところ研修後に改善目標を作成した参加者の被災の報告は寄せられてい

ない。このうち、2019年度までの研修会 9地域 10 ヶ所の詳細については、 (一社)全

国農業改良普及支援協会）ウェブサイトに報告書が掲載されているので、参照いただき

たい（表 1）。 
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 開催場所（時期） 研修内容 主な成果 報告書リンク先 

土
地
利
用
型
作
物 

鳥取県西部地区 
（R2.1.30） 

刈払機、乗用トラクタ
ー、コンバイン等 

保護具の導入等  

群馬県吾妻地区 
（R1.6.24） 

刈払機、乗用トラクター
等 

安全対策目標の策定
等 

 

群馬県渋川地区 
（H31.2.28） 

刈払機、乗用トラクタ
ー、コンバイン等 

安全対策目標の策定
等 

 

鳥取県東部地区 
（H31.2.6） 

乗用トラクター、コンバイ
ン、刈払機等 

安全対策目標の策定
等 

 

群馬県伊勢崎地区 
（H31.1.29） 

乗用トラクター、刈払機
等 

安全対策目標の策定
等 

 

群馬県伊勢崎地区 
（H30.10.4） 

刈払機、乗用トラクタ
ー、コンバイン等 

安全対策目標の策定
等 

 

鳥取県倉吉地区 
（H30.2.22） 

乗用トラクター、コンバイ
ン、田植機、刈払機等 

安全対策目標の策定
等 

 

野
菜 

静岡県磐田市 
（R2.3.11） 

乗用農機、刈払機等 安全対策目標の策定
等 

 

果
樹 

青森県東青地域 
（R2.3.6） 

脚立、高所作業車等 安全対策目標の策
定、保護具の導入等 

 

群馬県西部地区 
（R1.12.17） 

脚立、スピードスプレヤ
ー等 

安全対策目標の策定
等 

 

 

5.  経済効果ならびに社会的意義 

農作業事故が発生した場合の経済的損失については個別の条件に左右されるため

定量的な評価は難しいが、一旦事故が発生してしまえば、 

・治療費 ・生活補償費  ・機械修繕または買替費用 

・作業できない間の委託や代替労働力の費用 ・作業の遅れによる損失 

など、様々なコストが生じることとなり、これらに対処できない場合や、当事者の健康が回

表 1 対話型農作業安全研修ツールの活用事例（～2019年度） 
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復しない場合（死亡を含む）は、経営をあきらめ、離農せざるを得ない状況も起きてい

るなど、多大な損失を生む可能性がある。 

加えて、事故の当事者が地域の農業生産の中核を担っていた場合は、その影響は個

別経営に留まらず、地域全体に及ぶ可能性も指摘されている。 

また、産業としての農業全体でみた場合、表 2 に示した各数字から、生産者が死亡

事故で命を落とす可能性は他産業の従事者に比べてもかなり高く、また重大事故を含

む年間農作業事故件数の推定値は、年間新規就農者数をも上回るものとなっており、

日本農業を支える貴重な生産者が、常に大きな被災リスクに晒されていることがわかる。 

このように、農作業事故を未然に防ぐために現場レベルで具体的な改善を促すための

本研修ツールの社会的意義は大きく、農業経営そのものの下支えとして、日本農業の持

続的発展には必要不可欠なものと位置付けるべきものといえる。 

 
項目 数値 比較 

農作業死亡事故件数 274件 厚生労働省の労働災害統計に
おける全死亡者数は 909人、う
ち建設業は 309人 

農作業死亡事故の農
業就業人口 10万人
当たり件数 

15.6件/10万人 厚生労働省の労働災害統計お
よび総務省の労働力調査から算
出した就業人口 10万人当たり
死亡者数は全産業で 1.4人
/10万人、建設業に限ると 6.1
人/10万人 

負傷を含めた農作業事
故の推定件数 

62,500件/年以上 
（JA共済連による共済支払デー
タの分析結果（H25～28）では
死亡事故 65件に対して事故全
体は 14,800件＝228倍） 

年間新規就農者数 55,810人 

  

表 2 農作業事故の問題の大きさ 

※数値は特記部分を除き 2018年のもの 
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参考資料 
１． 成果情報︓農作業現場の安全確保に向けた具体的改善につなげる対話型農

作業安全研修ツール（農研機構 普及成果情報 2019年） 

https://www.naro.affrc.go.jp/project/results/4th_laboratory/iam

/2019/19_023.html 

２． 令和元年度革新工学センター研究報告会資料「農作業事故の詳細調査・分析

に基づく啓発支援に関する研究」（農研機構 農業技術革新工学研究センター 

2020年 3月）

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/2

0200305_R1.pdf 

３． ウェブサイト「農作業安全情報センター」（農研機構 農業技術革新工学研究セ

ンター） 

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

４． ウェブコンテンツ「対話型農作業安全研修ツール」活用マニュアル（農研機構 農

業技術革新工学研究センター）

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

manual.pdf 

５． 農作業安全総合対策推進事業︓対話型農作業安全研修ツール（ (一社)全

国農業改良普及支援協会）

https://www.jadea.org/houkokusho/nousagyouanzen/nousagyou

anzen-tool.htm 

安全目標ひな形︓平成 29年度農作業安全総合対策推進事業（下部の別

添 6～10）（ (一社)全国農業改良普及支援協会）

https://www.jadea.org/houkokusho/nousagyouanzen/nousagyou

anzen-h29.htm 
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担当窓口、連絡先 
外部からの受付窓口︓ 

農研機構 農業技術革新工学研究センター 研究推進部 048-654-7030、iam-

koho@ml.affrc.go.jp 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「農研機構」は、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構のコミュニケーションネーム（通称）です。 


