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司会　それでは，午後の部を始めたいと思い
ます。最初にご講演いただきますのは，農作
業における労働災害の実態と今後の防止対策
の方向性につきまして，国立研究開発法人農
業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新
工学研究センター労働・環境工学研究領域安
全人間工学ユニットで上級研究員を務められ
ております，積栄先生からお願いいたします。
簡単にご紹介をさせていただきます。
　積先生は，今申し上げました組織で上級研
究員をされておりますが，その中で農作業中
の労働災害の現況や調査分析について精力的
に取り組まれております。本会の機関誌『安
全性コンサルタント』にも，昨年 10 月号に
「農業機械災害の実態と改善へのアプローチ」
と題した論文を投稿していただいております。
皆さま，お読みになったと思うのですが，こ
のようなものです。それでは先生どうぞよろ
しくお願いいたします。
積　先生方，大変お世話になっております。

今過分なご紹介いただきました，農研機構の
積と申します。非常に所属が長い名前でござ
います。通称を農研機構と申しまして，農業
分野の各研究機関が 1つになって総合的な農
業研究開発法人という形で，今運営をしてい
るというところでございます。この中の，私
が所属しているブランチの名前がまた農業技
術革新工学研究センターという，これは昨年
度から組織改編でこの名前になったのですが，
昔の名前はカッコにありますように，農業機
械化研究所と申しました。要は農業機械に関
する研究，それから民間の機械の性能であっ
たり安全性を確認する検査鑑定業務。この 2
つを軸にしてやっていたところでございます。
そこに昨今は農業ロボットであったり，IT
技術であったりとか，そういったところも取
り込んで，他産業の皆さんのお力も借りなが
ら，農業を少しでもよくしていこうというよ
うなことで革新という名前になっております
けれども，先端技術も使いながら農業技術を
開発していくというようなところでございま
す。
　私は，機械の安全性の評価をやっています
評価試験部というところと，それから研究と
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しての安全，それからエルゴノミクスをやっ
ておりますユニットに併任という形で所属を
してございます。ちなみに場所は大宮，さい
たま市にございます。ショールームですとか，
昔の懐かしの農業機械とか，国産 1号機の乗
用トラクタとか，こういったものも展示して
いるようなところもございます。見学も可能
ですので，事前にちょっとご予約は必要なの
ですが，資料のほうに電話番号も書いており
ますので，もしお近くにお寄りの際はぜひお
立ち寄りいただければありがたいなというよ
うに思っております。

農作業事故の概況と背景

　今，農業は，他産業からフロンティア領域
というような形で見ていただけていますが，
逆に言うと，他産業から見た時に，今までよ
くわかっていなかったところが非常に大きい
分野というようにも言えるかと思います。私
の仕事の労働安全の分野は，実は最たるもの
ではないかというところがございます。

　と申しますのも，じつは非常に農作業事故
が多い。後ほど統計も出させていただきます
が，今日本を代表する危険業種は農業である
ということが少しずつ浸透してきている状況
かなと思います。
　その一方で，それは因果関係でもあるので
すけれども，どんな労働災害が起きているの
か。なぜ起きているのかという調査体制とい
うものは整備されてきたとは言い難い状況に
あります。一方で我々，研究開発法人として
は事故を減らす技術を開発しなさいと言われ
るわけですね。根本原因がわからないのにど
う対策を打てばいいのですかという議論にな
ってしまいます。
　これまでは，非常に定性的にこれはまずい
というところを技術的に対策を打ってきてい
たところがありますけれども，やはりこれ以
上に対策を進めていくためにはしっかりとま
ず現状を把握することが必要であるというよ
うな考え方で，現在 7年目に入るのですが，
国に仕組みがないなら自分たちでやろうとい
うことで，事故調査を独自に始めました。独
自にといっても，自分たちで調査してもなか
なか現実的には難しいので，連携先は地方自
治体になります。地方自治体の皆さんの中で，
自分たちのところはじつは事故が多いから何
とかしなくてはいけないのです，と思ってく
ださっている道県がいくつかあったというこ
とから，では一緒にやりませんかということ
で，少しずつ仲間も増やしていって，今年度
から 15 の道県になりました。自治体の協力
をいただいて，少しでも現場の状況を把握し
たいということで仕事をさせていただいてお
ります。
　この流れと同時に，私どもから見て他産業，
つまり先生方の業界から農業のほうに関心を
寄せていただく機会が増えてきたというよう
に感じております。これはその他分野，IT

講演する積　栄氏
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分野であったり，メーカー等の分野が農業に
目を向けてきたのとタイミング的にも同じな
のかなというところでありますけれども，そ
んな中でとくに日本労働安全衛生コンサルタ
ント会の先生方の中には非常に農業分野に関
心，それから理解を持ってくださっている先
生方が多数いらっしゃいまして，そんな中で
もう数年前からじつはお付き合いをさせてい
ただいて，いろいろとご助力をいただいてい
るところでございます。この場をお借りして，
改めて御礼を申し上げたいと思います。本当
にありがとうございます。
　そういった力もお借りする中で，少しずつ
取り組み進めてきたというところでございま
す。背景として，今その事故が非常に多いと。
事故調査の制度も整っていないよということ
を申し上げただけで，当然先生方であれば，
つまり農業は労働安全衛生法の枠外にあるか
らでしょう，ということは当然おわかりいた
だけるところなのかなと思います。とくに家
族経営が，ということになります。
　農業も，今は法人化が進んで雇用が増えて
いるということは一般のニュースでも出るよ
うになってきておりますけれども，やはりま
だまだ経営体としての絶対数としては，まあ
9割 5 分家族経営と考えていただいていいか
なと思います。実際コメを作っている農家さ
んも，今ニュースに出てくるのは大規模で先
進的な経営をされている法人の農家さん。テ
レビには多数出ておられるのですけれども，
やはり日本のコメの生産の半数以上は週末だ
け農業をやっている兼業さん，とくに二種兼
業ですね。収益は農業のほうが低いという農
家さんが作っているコメが半分以上を占める。
つまりこの方々が農業をやめてしまったら日
本のコメは立ち行かなくなるという状況であ
ることは間違いないと思います。そういった
中で，日本のコメ生産も含めて食糧生産を支

えてくださっている農家さんが日々亡くなっ
ているという状況にあります。他産業のよう
に事故を減らせてきていなかった理由の 1つ
がこの安全衛生法の適用外であるということ
で，安全確保の義務がない。いわゆる安全確
保をするための意識であったりとか，ノウハ
ウであったりということが，これまで農家分
野にはほとんど投入されてこなかったという
実情が実際のところございます。
　自己責任です。ヘルメットもかぶっていま
せん。カバーも外れたままという状態で皆さ
ん仕事をされていますので，いわば 40 年前
の各産業の状況がそのまま農業分野では残っ
ている。ああ，懐かしい，この感じというと
ころだと思います。そういう状況に今，まだ
あります。もう 1つ，事故の報告義務がやは
りありません。ということで，現場でどんな
事故が起きているのか。何が問題なのかとい
うところが定量的に把握されたことは今まで
ほとんどなかったということになります。
　これから何件の死亡事故が起きています，
という数字を出させていただきますが，この
数字は当然その労働安全衛生法に基づいて報
告された，いわゆる死傷災害件数ではありま
せん。この数字，いわゆる厚労省の持ってい
る農業，それから畜産業の死亡件数というの
は毎年両者を合わせても 30 件に届かないぐ
らいです。非常に数字としては小さい。だか
ら目立ってこなかったと思います。ただ実際
のところは，今ちょっと先にグラフを出しま
すけれども，このような状況です。
　農水省は独自の方法ということで，厚生労
働省の，要するに保健所の死亡個票の調査を
各都道府県に依頼をして，死亡個票の中から
農業関係，農作業事故だなというものを抜粋
して，それが何件ありましたという報告を国
に上げて，それを集計するという形をとって
きています。なので，報告も 2年遅れという
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ことで，未だに最新のデータは 2015 年のデ
ータになりますけれども，それでいくと，今
こちらの赤い棒グラフにあるように，最近
350 件ぐらいで，それまでずっと 400 件前後
ということで，毎年そのぐらいの方々が亡く
なっているという状況。この数字は捉えてき
ているということです。この数字がほとんど
40 年ぐらい横ばいで変わっていないという
状況になります。奇跡的なぐらい変わってな
い。最近ようやくちょっと減ったって言って
350 なんですが。一方で，この青いグラフに
出していますように，ご存知のとおり農業者，
生産者というものはどんどんどんどん減って
いる状態です。
　このまま行くと数年後にいなくなるのでは
ないかというぐらいの勢いで減っていますの
で，死亡件数が横ばいで，就業人口が減って
いるということは，就業人口あたりの件数と
いうのはべらぼうに増えていっているという
状況です。これがこちらの青いグラフという
ことになります。原票になるのが死亡個票で
す。なので，何人死んだかはわかります。そ
れからトラクタで死んだとか，巻き込まれた
んだぐらいはわかる。ただ，何で巻き込まれ
たの？　どんな場所で巻き込まれたの？　と
かいうことはわからないということになりま
す。人口動態調査の元票でしかないので，し
たがって詳細がわからない。もう 1つ，負傷
事故については全国調査の制度がございませ
ん。時々サンプル的に調査をしているだけに
なっていますので，何が起きているのかとい
うのもよくわかっていないという状態です。
　こういうことで，情報そのものもないので，
現場の安全確保の意識が希薄であると同時に，
こういった事故報告に基づいた的確な啓発と
対策というものもできてこなかったという，
どちらがニワトリでどちらが卵か？　たぶん
両方ということで，今に至っているという状

況でございます。なお，ちょっと申し上げま
したように，法人経営は進んではいます。増
えてはいます。そこでは雇用があります。そ
れから家族経営でも今はやはり家族だけでは
なかなか賄えなくて，アルバイトを雇ってい
る個人経営の農家さんも非常に多くいらっし
ゃいます。ただそうやって雇用体系が出てい
る中で，書類送検に至ってしまうような労災
事例もだんだんと増えているという状況かな
と思います。
　上にあるのは，牧場内の樹木を切っている
時に，切った人ではなくて別のサポートして
いた作業者の方がその倒れてきた木に潰され
て亡くなってしまったという事故です。これ
に関しては，チェーンソーの特別教育をそこ
の労働者は受けていなかったということで，
書類送検されています。
　それから個人農家さんです。アルバイトを
雇っていたのですけれど，若い方だったと思
います。確か，農園内にため池があったので
すが，そのため池に落ちて溺死してしまった
というものです。じつはため池というのは非
常にリスクが高くて，1 度落ちたら這い上が
れないような構造がすごく多いのですね。す
り鉢状で，防水シートを張って，ツルツルな
のですね，表面が。這い上がれない。最近，
実際にため池で子どもが落ちたとか，お年寄
りが落ちたとか事故が報道されていますが，
写真を見たことある方はわかると思います。
これは上がれないよ，という状況ですね。そ
んな中でこの方も亡くなられて，安全な通路
がない。ため池に柵や手すりがないというこ
とで安全配慮義務違反ということで，個人事
業主が送検された事例もあるということです。
　あとこれも，広い意味で我々農業分野とい
うように扱っています。養豚場ですけれども，
清掃中に，後ろに停めてあったバキュームカ
ーが，駐車ブレーキが不十分でズルズルズル
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と下がってきて，豚舎とバキュームカーの間
に挟まれてこれも亡くなってしまったという
ことで，サイドブレーキが十分でない機械を
使っていたということで畜産業者が送検され
たと。他にも検索するだけでもいくつか出て
きます。
　見ていただくと，そんなレベル？　という
ようなこともかなりあるかなとも思います。
要は，雇用体系だったり法人であれば，労働
安全衛生法の枠内に入ってくるのだから，少
しはマシなことやっているかというと，そう
いう状況ではまだあまりないのが農業だとい
うことも合わせてご理解いただきたいと思い
ます。
　法人とは言っても，少し前まで個人農家さ
んだった人たちが法人に切り替えたり，そう
いうようなところが非常に多いわけですね。
働き方，仕事の仕方というのは抜本的にそこ
で変えるということはあまりありません。財
務的には法人に変わっていますけれども，仕
事の仕方はほぼ変わっていない状態でじつは
運営している法人さん，それから雇用をされ
ている農家さんも非常に多いというのが実情
だということで，じつは結構深刻な状況なの
かなと我々は思っています。
　今はまだ，雇われている人たちも，いわば
農業分野の身内の人たちがアルバイトとかに
も来ているパターンが多いですけれども，そ
のうちに他産業でやっていたような人たちが
アルバイトで雇われたり，新規就農というよ
うな形で法人に勤めてきたりすると，何か事
故が起きた時に，それこそ訴訟であったり，
そういった他産業と同様の問題が起きてくる
のではないかなと。そうなる前に何とかしな
いといけないのではないかなという思いは持
っております。
　というわけで，現状その法の枠にほとんど
の方が入っていないこの農業において，この

農家さんをどうやって事故から守るかと。現
状だと関係する組織が頑張って皆で支えてい
くしかないという状況になるかと思います。
なぜなら農家さん自身にこれをやらなくては
ダメなのだよと言っても，彼らにはノウハウ
がないです。何をやったらいいかもわかりま
せん。
　何とか関係する人たちが少しずつサポート
していくしかないと思います。ここ数年先生
方のお力添えであったり，お知恵をうかがう
ような機会が増えていく中で，やはり労働災
害の専門家の先生がいらっしゃるというのは
非常に心強いのだなということを感じており
ます。
　そういった他産業で先行的にいろいろなノ
ウハウをお持ちの方々，先生方のお力も借り
ながら，この農家さんを何とか支えていかな
いと，死亡事故が増えていきます。しかも担
い手がどんどん減っているという業界が日本
の食を支えるという意味で言うと，これは待
ったなしではないかなということです。もち
ろん長期的には何らかの法的な裏付けがあっ
たほうがいいに決まってはいますけれども，
それを待っている間にあと何人死ぬのだとい
う話だと思っています。なので，今我々が少
なくとも短期的に考えなければいけないこと
は，関係する皆がそれぞれ自分が何ができる
かということで，自ら動いて支えていくしか
ないのかなと思っています。
　そんな中で，我々はいつも先生方にもぜひ
お力をお借りできませんでしょうかというお
話をさせていただいています。今日も，こん
な若造が先生方の前で何をしゃべるんだろう
なんて自分自身も思ったりしたのですけれど
も，こういった話題提供をさせていただくこ
とで少しでもお力添えいただけたりとか，も
しくはお知恵を拝借できるような先生方がい
らっしゃるとすれば，本当にこんなありがた
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いことはないと思って，恥を忍んで前に立っ
ているという次第でございます。改めまして，
よろしくお願いしますという感じです。

代表的な農作業事故事例と要因

　今日はこの後何をお話させていただくかと
言うと，一応農業の現場をそんなに見たこと
がない，農家ご出身の先生方もいらっしゃる
ということはうかがっているのですけれども，
そうでない方々も多いということでしたので，
農作業事故，具体的にどんな事故が起きてい
るのか。我々が道県の皆さんと詳しい調査を
した結果を踏まえて，根本的な原因も含めた
事故事例をいくつか紹介をさせていただきた
いと思います。
　我々は農機研ですので，機械事故を中心に
お話をさせていただきたいと思っています。
その後，先生方に何をお話しなくてはいけな
いかなという中で，他産業と農業の労働災害
の違いというところがやはりあるのかなと思
います。他産業でできることが農業でなかな
かできないという部分がやはり少なからずあ
るだろうと。そういうギャップというのはど
こにあるのかというお話もさせていただいて，
また先生方からもご意見をいただければあり
がたいなと思います。その上で今後我々はこ
ういうことを考えていますということをお話
させていただきたいと思っています。
　人口あたりの死亡事故というのはどんどん
増えているという状況です。この上がり方は
尋常ではないよねと。他産業と比較をしてみ
ます。下がっているのが，こちらの建設業で
す。こちらが交通事故。これが労働災害全体
ということです。そこから，これらから見た
時に農業就業人口ベースの農業の死亡事故の
件数というのはべらぼうな状況だということ
はもう一目瞭然ということです。

　ここを見ていただきますと，2002 年ぐら
いだと，じつは建設業と農業とはあまり変わ
りません。今世紀に入った時だと，建設業の
ほうが多かったぐらいです。そこから，今世
紀に入ってから劇的に状況が変わっていると
言ってもいいかと思います。農家さんはそん
なこと感じてもいないはずですけれども，建
設業ではどんどん事故が減って，景気の面も
もちろんあるかと思いますけれども，やはり
対策が急速に進んできているということだと
思います。
　一方で農業というのは，いわば放置されて
いたと言ってしまっても過言ではない状況で，
これだけの開きが出てしまったと。今，建設
業の大体 2.5 倍ぐらい人が死ぬ確率が高い産
業，これが農業だということで，まさに農家
さんはじつはこのことを知らずに働いている
方がほとんどです。農作業というのは事故が
多いと知っていますか？　と農家さんに聞い
て，知ってるという方はほとんどいらっしゃ
らないです。なぜならそういった情報を得る
チャンネルがないからですね。
　事業所のように安全管理担当者が，これだ
けの事故が起きています，労災から身を守っ
ていかなければいけませんというような話は
誰もしないわけですので，何も知らずに命を
かけて仕事をしているのが農家さんという状
況であります。実はこのような話が昨年，一
般紙で報道されまして，実は農業は危ない産
業だったなんていうタイトルで，こんな話題
が出たのですね。ご覧になった方もいらっし
ゃるかもしれないのですけれども。その時に，
一般紙に取り上げられることはなかなかない
ので，読者の方，一般の人たちはどういうリ
アクションするのかなと思ったのですね。ウ
ェブではコメントが付くので，どんなコメン
トが付くのかなと思って見ていたのですが，
付いたコメントが大体，「まあ，じいさん，
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ばあさんばかりだからしょうがないのではな
いの」みたいな，そんなコメントがすごく多
かったのですね。要は他産業だと 65 歳以下
でしょう，ほとんどが，農業は逆に言うと
65 歳以上の人ばかりではないかと。それだ
け年寄りが多いのだから，それだけ死ぬのは
当たり前で，それをプレーンに比較するとい
うのは不公平なのではないのかというような。
　まあ，一見そうなのかもしれないのですが，
我々は現場に出ていて，そういう実感はなか
ったのですね。若い人たちは事故を起こして
いないという感じが全然なかったので，いや，
そんなことないよねと。ということで，計算
をしてみました。65 歳未満に限って計算を
すると，確かに減るのです。グッと減ります
が，だけど建設業を下回るかと言うと下回ら
ないのですね。やはり建設業を下回ることは
できていないのです。
　同じ年齢層に絞っても，各産業別で見たら
やはり 1位を行くのが農業だということは変
わらないということがわかるわけなのですね。
ということで，確かに高齢の方が多いから死
亡事故の数字は釣り上げてはいます。ただ若
い人たちが事故を起こしていないわけではな
い。むしろ，この数字を見ればやはり 1番危
ない仕事は農業なのではない？と裏付けてし
まったようなものになるのかなというように
思っています。
　ここがすごく重要なポイントだと思ってい
ます。若い人たちを守らなければ，日本の将
来の農業はダメになってしまうと思っていま
すので，この人たちを事故のリスクから防ぎ
たいと真剣に思っています。もう 1つグラフ
を出します。これはある県で，この県は頑張
っていて，負傷事故を調べるルートがあるわ
けではないのだけれども各農業事務所で事故
の情報があったら集めろというようなことを
頑張ってやっておられて，負傷事故もある程

度の件数集めているということで，しっかり
調査ができているわけではないので，この数
字そのものに絶対的な意味があるわけではな
いのですね。あくまでトレンドとして見てい
ただけたらと思いますけれども。死亡事故は
やはり年を取っていくほど率として増えてい
る。これはまあ，確かにそうだと。では，負
傷事故はどうかと言うと，負傷事故は逆を行
っているという傾向が出ています。若い人の
ほうがケガはしている。
　つまりトータルで言えば，事故は皆起こし
ていて，若い人はむしろ事故の数は多いとい
う状況。若いから死んでいないだけで，この
人たちがだんだん年取っていくと，今度は死
んでいくんだろうという状況だと思っていま
す。つまり，ここで叩かないと将来死亡事故
を減らすことはできないんだろうと思ってい
ます。農業はやはりこの死亡事故の数字がオ
フィシャルな数字としてはオンリーなので，
「高齢者対策難しいよね，でも年寄りってど
うやって防いだらいいのって，機械も買い換
えない，ほ場も狭い，反射神経も鈍ってる，
何より言うこと聞かない」というような状況
で，議論がいつも頭打ちになっておしまいな
のですね。
　だけれどそうではなくて，他産業で一生懸
命対策を打っている，この世代の人たちに農
業もしっかりと対策を打っていくこと，いわ
ば若いうちに安全な仕事の仕方をしっかり身
に付けてもらうことが何よりの将来の高齢者
事故対策なんだろう，という議論を今我々は
しています。ということで，問題としては農
業，つまり業界全体のレベルを底上げしない
と，年寄りだけ見ていればいいとか，そうい
う話ではないのだよということを，今，各団
体に我々も訴えていっているところでござい
ます。
　では，どんな事故が起きているの？　とい
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うのをいくつか，死亡個票のデータですので，
詳しい状況があるわけではないのですが，長
期的にデータが取れている唯一のものという
ことでお示ししています。事故の発生件数は，
先ほど申し上げたように 400 件で来ていて，
ここのところは 350 件ぐらい。この内訳です
が，農業機械に関するもの，これが 7割ぐら
いを占めます。これもずっと変わっていませ
ん。
　ですので，農業という労働においては，機
械というのが非常にリスク要因として大きい
ということになります。ここの緑が機械・施
設以外で，このオレンジが施設。施設という
のはハウスであったりとか，それから乾燥施
設であったりとかいうところで，高所からの
転落などのパターンです。施設・機械以外と
なると，たとえば野焼きで火にまかれたとか，
それから熱中症であったりとか，この辺は皆
ここに入ってくるということです。この 2つ
はじつはすごく件数が多いですね。というこ
とで，このぐらいの数字になっているという
ことです。
　機械の内訳なんですが，稼働時間も台数も
非常に多いので，乗用トラクタ，いわゆる皆
さんがトラクタと言ってイメージされるもの
がかなりを占めます。2 位 3 位をいつも争っ
ているのが，歩行型トラクタとここにありま
すけれども，いわゆる耕うん機，管理機とか
テーラーとか，現場でいろいろな名前で呼ば
れているものになります。
　もう 1つが運搬車です。この耕うん機と運
搬車がいつも 2位，3 位を争っているという
状況になります。ただこれは全国計算ですの
で，農業の最大の特徴は，地域によって仕事
の仕方が全然違うということです。作ってい
る物が違いますので，仕事の中身も，それか
ら使う機械も，働き方も全く異なっています。
ですから，これをあわせたのがこの傾向だと

いうようにご理解ください。この傾向がどの
地域でもそうだというわけではないです。ト
ラクタよりも耕うん機の事故が多い地域もあ
る，ということはご理解いただければと思い
ます。
　年齢なのですけれども，死亡事故で言うと，
今 65 歳以上が 84 パーセント。80 歳以上が
47 パーセントということで，他産業だとち
ょっと考えにくいぐらいの状況だということ
ですね。死亡事故の半分は 80 歳以上の方々
ということです。あと負傷事故。いわゆる継
続的な調査制度がないので，これはサンプル
でもだいぶ昔の平成 14 年のデータになるの
ですけれども，負傷事故になると刈払機，そ
れからコンバインといった刃物が付いている
機械ですね。この関係の件数が増えてきます。
だから死亡事故とちょっと傾向が変わってく
るということをここではお示ししています。
あと負傷事故になると，先ほど申し上げたよ
うに非高齢者の事故も増えてくるということ
があります。
　さて，ということで，ここから先，事故事
例も示しながら農作業における事故の原因と
いうのをいくつかご紹介するのですが，この
辺はお話しする内容が，先生方からすると，
「そうでしょう，そりゃそうでしょう」とい
うことばかりだと思います。逆に言うと，農
業はそれが今までわかっていなかったという
ようにご理解ください。ここにお示ししてい
ますけれども，労災の事故の原因，リスクと
いうのがどこにあるのかと言うと，人そのも
のにも当然リスクがありますが，機械であっ
たり環境であったり，作業の方法であったり，
いろいろなところに事故のリスクはあるとい
うことは当然なわけですけれども，じつは農
業であまりこういう考え方をこれまでは取ら
れては来なかったのですね。要は死亡個票の
統計だけなので，ほとんど事故の報告を見て
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も，運転ミスにより路肩から転落死とか，そ
ういうパターンでの記述がほとんど。その記
述が上がってきて，県で集約する時には，
「操作ミスが多い」「高齢による者による事故
が多い」と思われる。対策としては，「より
一層の啓発を図っていく」，以上。みたいな
ことが毎年毎年くりかえされて今に至ってい
る。その結果，効果があったかというのは数
字が物語っているわけですね。
　実際には我々がその県の人たちと事故調査
をしっかりやっていくと，他産業ではもうず
っと昔から言われて対策が打たれてきている
ように，原因はヒューマンファクターによる
ものばかりを追いかけても事故は減らない。
機械であったり環境であったり，作業の方法
であったり，そういった側面において本質
的・工学的に対策を打つのが当然でしょうと
いう，先生方にとっては今さら何を言ってい
るんだというところが，今まで農業はそうい
った議論はほとんどされてこなかったという
ことです。
　我々は遅まきながらそのデータを集めて，
エビデンスを作って，こういう情報を今，現
場に流しているという状況です。つい先月ぐ
らいに農水省から各団体，それから地方自治
体に通知を出していただきました。我々のこ
ういった取組の分析結果，現場を改善しない
とダメなのですよという基本中の基本だと思
いますが，これを改めて課長通知という形で
出していただいたという状況があります。
　他産業のように，全体を見て本質的・工学
的対策を打っていく必要がありますよという
ことを，これからの農業において伝えていか
なくてはならない，遅まきながら，という状
況にあるということで，我々の事故調査分析
もこの観点に立って進めてきたということに
なります。その上で，いくつか事故事例と，
それから事故の原因となっているものが何か

ということをお話したいと思います。
　まず，1 番多い乗用トラクタの死亡事故に
関する部分です。乗用トラクタの死亡事故，
内訳としては機械の転落転倒，これが圧倒的
です。7 割ぐらいを占めます。要は乗ってい
て，路肩であったり圃場からトラクタごと転
落して潰されて亡くなってしまうというもの
です。これはトラクタに原因があります。要
はバランスが悪い機械です。これは建機を扱
われている先生方はもう非常にピンとくると
いうか，同じ話だと思います。
　たとえばバケットローダなんかもじつは安
定性はあまり高くない機械だと思うのですけ
れども，トラクタも似たようなところがあり
まして，重心位置が高いです。タイヤが大き
くないと，いわゆる牽引力が出せないので。
それから，作業によっては作物をまたいで農
薬を撒いたりとか中耕したりとかいうような
作業もありますので，車体の下のクリアラン
スもないといけません。なので，重心位置が
じつはこう見えてすごく高いという状況なの
ですね。
　最近はキャビン付きのものも増えてきてい
ますので，安定性がじつは公道走行できる
30 度ギリギリぐらいのトラクタも増えてい
るという状況です。加えて，いわゆる自動車
のように車輪が 4輪独立で懸架されているも
のではありません。後輪は固定で，前輪はこ
こにあるようにセンターピボットでシーソー
のような形で留まっています。これによって，
この 4輪が常に接地をするので牽引力，走行
力が保てるということになるのですけれども。
　つまりどういうことかと言うと，バランス
としてはここで支えているだけですので，少
なくとも途中までは静的横転倒角で言うと三
輪車と同じようなバランスしかないというこ
とになります。昔のオート三輪がコロコロ転
がっていたような状況がトラクタでも実際起
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きているということなのですね。ですから，
じつは非常に踏ん張りが利かない機械だとい
うことになります。これはもう構造上仕方が
ないので，安定性が低いということはわかっ
てもらうしかないと。
　それで，せめてひっくり返った時に死なな
いようにしようということで，安全キャブ，
それから安全フレームというものがあり，
我々の組織で安全鑑定という制度をやってい
ますけれども，一定の強度を持ったこういう
ものが付いていないとトラクタは適合できま
せんよ，というようにしています。これは義
務の制度ではありません。あくまで任意の制
度なのですが，そういったような基準を作っ
ております。
　基準は段階的に強化していて，平成 9年度
以降は全ての乗用トラクタにこの安全キャ
ブ・フレームが装着義務化されました。そこ
から 20 年経っています。皆さんが，たとえ
ば地元が田舎の方だったら，帰られた時に近
所でトラクタとかがある方もいらっしゃると
思うのですが，では，今のトラクタは全部こ
れが付いているかというと，ないトラクタも
すごく見慣れている状況だと思います。まだ
まだやはり付いていない機械も多いのですね。
　なぜかと言うと，トラクタはすごく長持ち
します。上手に使えば 30 年とか 40 年前のも
のが，今も現役で使われているわけです。そ
れを法的に更新しなくてはいけないという制
度，それから後付けでも安全装置を付加しな
くてはいけないという制度は何もありません。
ですから，未だに，地域にもよりますけれど
も，20 年以上前に基準化されたような安全
装置が現場では 100 パーセント普及には至ら
ないのが農業だということになります。
　これは農業の大きな特徴であり，問題です。
古い機械，古い基準のものが普通に使われて
いて，それが全く問題ないという状況がある

ということです。当然ですが，この安全フレ
ームというものですが，こうやって倒せるも
のがほとんどなのですが，倒していては意味
がないということになります。ご参考に動画
を作ったのでやってみたいと思うのですが。
　このような形で，安全フレームはあればい
いということではなくて，当然他のいわゆる
安全装置も皆そうですが，正しく使わなけれ
ば意味はないということです。ただ実際には，
この安全フレーム，田舎行った時にでも注意
して見ていただけたらと思いますが，まずな
いものがすごく目につく。それから倒したま
まの機械，すごく多いです。
　なぜかと言うと，昔から同じ納屋を使って
いたりすると高さがあわない。安全フレーム
がなかった頃に機械を入れてた人たちは，入
らないんで倒してしまう。もしくは取ってし
まう。逆に言うと，この安全フレームの意味，
それから必要性というものが現場でなかなか
未だに周知されていないということだろうと
思っています。これについて我々は反省しな
くてはいけない。もっと頑張らなくてはいけ
ないと思うのですが，実際に納屋，ハウスの
軒が低いのだからどうしようもないでしょう
と言われると，それを直すべき，と言えるだ
けの補助金も別に出ないですし，それ以上強
くは言えないというような状況になっている
ということです。もう 1つ，今度は安全フレ
ームは立てました。立てたから大丈夫でしょ
うということなのですが，これはもっとじつ
は問題が大きいです。
　動画を再生します。（安全フレーム付きの
トラクタが転落し，運転者が投げ出されて，
その上に機体が落ちてきてしまう）やはり死
んでしまうのですね。じつはこの事故もすご
く起きています。安全フレームは付いてたの
に死亡事故報告が上がってくる。何でだろう，
と思ってよく見ると，要は人が投げ出されて，
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その上からトラクタが降ってくるという状況
が簡単に起きてしまいます。これが起きない
ようにするにはどうしたらいいか。たとえば
ここに書いてあるように，シートベルトを締
める必要があります。
　安全フレームというのはじつはシートベル
トとセットでないと意味がない。シートベル
トを締めることで，この安全フレームが守っ
てくれる安全域に運転者を縛り付けておくと
いう意味があるのですね。車の場合，後ろか
らドンって追突された時に前に出ないように
というのがありますけれども，トラクタの場
合はちょっと意味合いが違って，逆に安全フ
レームがないトラクタでシートベルトしてい
ると落ちた時に逃げようがないので締めない
でくださいという話になって，安全フレーム
が付いている時は逆に確実に締めてください
ね，というようにお伝えすることになるんで
すが，地元でシートベルト締めている農家さ
んはいらっしゃいます？　と訊いて，いるよ
という方はほとんどいない，という状況です。
何せ農作業，乗り降りも多いです。それから
周りを見ながらの作業になります。ずっと座
ったままというわけにはなかなかいかない作
業も多くて，実際のところシートベルトを締
めている場合ではないよと言う方も多いので
すね。なので，今，我々は，まず道路を走る
時ぐらいは座っているままですから締めませ
んかというようなところからシートベルトの
意味を訴えていこうということを，国もそう
なのですが，やっているという状況です。
　もう 1つ，トラクタがひっくり返りやすい
理由というのがあって，これも一部の建設機
械は，同じような構造がありますので，ご存
知の方もいらっしゃると思いますが，ブレー
キが右と左で別々になっています。これは小
回りを利かせるためですね。ずっと畑を耕し
ていって，隣の畝を耕すためにはその場でク

ルッと回らなくてはいけないわけです。クル
ッと回るために内側の車輪をブレーキ踏んで
ロックさせて，外だけ駆動させる。するとク
ルッと回れるという構造になっています。
　なので，ブレーキが左右バラバラなのです
が，バラバラの状態で，危ないという時に片
方だけ踏んでしまうと当然止まらずにスピン
をするわけです。（動画を再生する）今，ポ
ールの間を通った時にハンドルは切っていま
せん。バーンとブレーキ踏んでくださいとい
うことで，片方だけ，左側だけブレーキを踏
んだ。そうすると左に旋回していきます。今，
左は圃場なので何も起きないですけれど，こ
こが法面だったら当然落ちるということにな
ります。この関係の事故が特に多いのが，圃
場の出入りをする時です。日本は水田が多く，
水を貯めなくてはいけないので，道よりも低
くなっています。そこから上がらなければい
けません。上がる時に，進入路というのがま
た大体狭いのですよ。狭い中を上がってきて，
上がる途中で，ああ，ちょっとこれはマズイ
なということでブレーキをポンっと踏んだら
じつは左右のブレーキがバラバラで，片方し
か踏めていなくてクルンと落ちた，みたいな
事故がすごく起きています。
　当然バラバラなままではダメなので，こう
やって留める金具が必ず付いています。留め
ておけば問題ないのですが，留め忘れてはい
けないということでインパネ内に警告ランプ
もあるのです。だけれど留めない方が多いで
す。それとこの警告ランプ，古い機械には付
いていません。ということで，左右のブレー
キは必ず連結してくださいという話はしてい
るのですが，農家さん自身は繋ぐのが面倒で
あったり，うっかり忘れる。または確信犯的
に繋がない。真ん中を踏めばいいではないか
と言う方もいらっしゃるわけです。いやいや，
でも足元のその長靴，濡れていたりすれば滑
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ることもあると思いますよ，ぜひ何とか繋い
でくださいよと話をするわけですけれども，
あまり繋がない人が多いので，もう強制的に
繋いでやろうということで，我々はトラクタ
のメーカー，国内 5社さんと共同で，安全装
置を開発しました。新しく市販化されている
トラクタにはこの安全装置が付いているので
すが，今までは，解除する時はガチャンと解
除して，そのまま何もしなければ解除された
ままなのですが，この安全装置では，解除し
たい時だけ専用のペダルを踏んでくださいと
なっています。それで，足が離れている時，
つまり走行中でクラッチペダルに左足が行っ
てる時には絶対繋がったままというような安
全装置を開発して，これは実用化されて普及
しています。
　ということで，トラクタの安全性を一段上
げましたということで，我々も胸を張ってい
いのではないか，と言っているのですが，先
ほど申し上げたように，安全フレームですら，
普及率がまだまだこんな状況だということで，
この装置が市場にあまねく広まるまでにあと
何年かかろうかということを考えると，やは
り今ある既存の安全性の低いトラクタを，ど
うやって安全に乗ってもらうか，ということ
を何とか考えなくてはいけない，というのが
農業の難しさということになります。
　ちなみにこれが，どういうふうに動くかと
いうことを，せっかくなので動画でお見せし
ます。今，片方のブレーキペダルだけ踏んで
も，必ず両方のペダルが操作されています。
今，連結解除用のペダルを出しました。あの
ペダルを踏むと，ブレーキペダルが片方だけ
操作できるようになります。離したらまた繋
がります。こういうシンプルな構造なのです
けれども，シンプルなゆえに各社さん採用し
ていただけることになったということです。
皆でいろいろ考えて，農家さんにあまり負担

なく，現実的に使ってもらえる装置を，とい
うことで落とし込んだ結果，この形になって
います。
　ということで，私も普段は作業着を着てト
ラクタを乗り回している人間なのですが，ず
っとトラクタの悪口を言ってきました。実際
に機械事故が多いので，業界内では機械をも
っと安全にすればいいではないかとよく言わ
れるんですね。ただ，先ほど申し上げたよう
に，古い機械が早々すぐに変わるわけではあ
りませんし，たとえトラクタ自身がものすご
く安全になっても，じつは使っている環境も
相当マズイのが農業です。
　環境面も目を向けてもらえませんかという
ことを，今，農業土木の先生方にも声をかけ
ているところなのですけれども，次にそのお
話をしたいと思います。これは実際に事故が
起きた現場です。こちらからトラクタが走っ
ていきました。向こうからバイクが来たそう
です。で，バイクが来たので，トラクタで道
のど真ん中を走っていた農家さんは，道を譲
ろうとして普通車だったら左に寄せるんです
けども，この方は右に寄せたんです。右に寄
せたところ，ここに段差があります。たかだ
か 50 センチぐらいなのですが，この段差を
落ちてしまいました。
　トラクタは先ほど申し上げたように安定性
の低い機械で，簡単にひっくり返ってしまい
ます。50 センチぐらいの段差でも落ちると
こうなってしまいます。安全フレームがこの
トラクタにはありませんでした。この方は亡
くなってしまったということになります。先
生方がどう思われるか，興味深いところでは
あるのですが，我々自身はこの事故が起きた
ということで現地調査に行った時に，どこ
で？　と思ったのですね。通り過ぎたのです，
最初。ここが危ない，と思わなかったのです。
　もっと何かすごく危なそうな場所かなと思
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ってたのですね，何となく。ところが実際に
行ったところ，これは農村ではすごく普通の
農道です。見通しもいいし真っ直ぐだし，段
差もたいしたことないし，もっとひどいとこ
ろはいっぱいあるのですね，中山間地のほう
へ行くと。それに比べると全然普通ではない
か，と思ったのです。ただ，実際に，いろい
ろな事故の調査をして環境条件のデータを集
めて，トラクタの幅と，それと路幅を客観的
にきちんと調べていくと，じつは路幅に余裕
がない状況だった事故というのは結構な割合
で起きているのだなということがわかってき
ました。
　さらにその路肩に雑草が生えているとか，
一部崩れているとか，そういう現場もやはり
あるわけです。路幅が不十分な上に管理もき
ちんとされていないことがとくに農道みたい
なところでは多いのではないのかな，という
ことがわかったので，もう 1回この現場をし
っかり計測してみると，路幅は 2mぐらい，
落差は 50cmぐらいしかないのですけれども，
一方で車輪からこの路肩までの余裕幅という
のはやはり 50cmぐらいしかなかったという
ことです。
　そこの路肩が雑草も生えていて，強度も，
足を乗せたところちょっとこれは弱いのでは
ないかというような感じでした。つまりどう
いうことかと言うと，我々からするとすごく
見慣れた，何が危ないの？　というような環
境が，じつはリスクが潜在している場所だと
いうことでした。道を譲ろうとか，何か石が
あって乗り上げたとか，そのようなことがち
ょっとでも起きれば，50cm ぐらい簡単にハ
ンドル切ってしまいますので，じつは 100 回
も 200 回も通っていれば 1回ぐらい転落事故
が起きたっておかしくないのではないかとい
う現場だったということになるわけなのです
ね。これに我々自身も最初は気付けなかった

ということがじつはあって，このスライドを
よく使うのですけれども，農村現場によく行
く我々や，農家さんだったらなおさらです。
ここにリスクがあるということに，どうやっ
て気付いてもらうかということを考えないと
いけないのだろうなというのが，今の課題で
す。
　あとは，作業の方法ということになります。
一部機械的な面もありますが，駆動軸に手が
巻き込まれたというパターンです。グレンド
リルという機械です。これは，要は種子とか
肥料とかを撒く機械だと思ってください。こ
このホッパーの中の肥料の偏りを均していた
のですね。撒いていくとだんだん減ってきて，
出ているところとあまり出ていないところが
どうしても出てくるのです。それを手で均し
たくなる。均一に出るように。
　均したくなるんですけれども，均している
時に，ここに巻き込まれて，これアジテータ
ですね，下で回っていて。食品機械関係のこ
とをやられている先生だったらピンと来られ
る方が多いと思うのですが，このアジテータ，
材料が入っていると見えないのですよね。下
で回っているということは農家さんも当然ご
存知なのですが，ここに肥料が入っていて均
している時に，うっかり手を入れてしまう。
つい深いところまで手を入れてしまって，そ
のまま手がアジテータに巻き込まれてしまう。
　この方は指が折れたぐらいで済んだのです
けれども，すぐに共同作業者の方が車を停め
て，分解して手を抜いたので軽傷で済んだの
ですが，腕が肘から先なくなっているような
事故も少なくとも起きているような状況です。
手袋もつけているし，エンジンを止めずにこ
ういうことをやっているし，それは事故にな
るでしょう，という，先生方からすると未だ
にこんな事故あるのですか，というような中
身だと思うのですけれども，実際によくあり
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ます。
　とくに農業の場合，注油するとか，掃除の
時とか，やはり回したほうがやりやすいとい
うところもあって，グリスアップの時でも注
油の時でもチェーンを回したままみたいなこ
とは普通にやっています。あまりに普通で，
やっている人を見た時に，「おい，危ねえよ」
と言う人は誰もいないのが農業だというよう
に言ってしまっていいのかなと思っています。
そこで誰かが，「おい，そんなのダメだよ」
と言える業界に何とかしたい，というのがあ
ります。
　もう 1つ，じつはエンジンが止められない
パターンもあります。駆動した状態で近寄ら
なくてはいけないという場合もあります。こ
れはバキュームカーなのですけれど，トラク
タの PTOというところから動力伝達軸で回
しているのですね。これでポンプを動かして
糞尿を吸い込んで畑で撒くという機械なので
すけれど，吸い込んでいる作業の時です。操
作の切り替えレバーがここにあるのですね。
これは設計上よくなくて，こういう稼働部の
近くに寄らせるという古い機械でこういう構
造になっています。
　近寄った時に，ここに動力伝達軸があるの
ですけれども，ここにヤッケが巻き込まれて，
この人は全身バーンと反対側に投げ出されて，
そのまま巻かれたら確実に死んでいるのです
けれども，反対側に落ちたところでヤッケが
破れたので，大怪我で現場復帰に相当時間が
かかったというお話でした。一応今は復帰を
されていたので，お話は聞けたのですけれど
も，そのような状態になってしまったと。
　問題なのは，近寄らなくてはいけない構造
とセットで，ここですね。動力伝達軸の継手
の部分なんですが，カバーが破損しています。
中身の軸が見えた状態です。この方はおっし
ゃっていました。こんな状態が危ないなんて

考えたこともなかったと。事故が起きるまで
は。今はもう怖くて，回転しているともう近
寄ることもできないとおっしゃっていますけ
れども。このユニバーサルジョイントと我々
は呼ぶのですが，このカバーが破損している
ことは現場でものすごく多いんです。結構す
ぐ壊れる。すぐ壊れて，直すのにちょっと金
がかかる。手間もかかる。直さなくても動く
ので，直さないのです，農家さんは。
　それが普通なので，「おい，こんなの直し
たほうがいいよ」という人がいません。危な
いと思っていないので，巻き込まれやすいよ
うなヤッケをパッと羽織ったような状態で仕
事したりもしてしまいます。寒いところだっ
たので仕方がない面もあるのですが。という
わけで，近寄らなくてはいけないのでカバー
は必須なのですけれども，このカバーが破損
している。付いていないことが農業現場では
すごく多いということもあります。
　こういったようなことが積み重なって，農
業の事故，トラクタの事故が，すごく多いと
いうことをご紹介しました。
　次に耕うん機の事故に行きます。こちらは
歩行用の機械なので，要は後進に入れて自分
の方向に動かしている時に，後ろと挟まれて
しまう。その時に作業機が動いていれば巻き
込まれてしまう。そういうような事故がすご
く多いということです。
　事故事例をお示しします。ここの圃場です。
すごく狭いところをこの方は耕そうとされて
います。入れた機械は，圃場のサイズにして
は大きいのではないか？　と感じられると思
いますが，実際にこういう組み合わせで作業
されたのですね。事故当日はご家族の帰りが
遅くなりまして，翌日おじいちゃんがいない
ということで，どこに行ったんだろうと探し
に行ったら，ここで機械に首を吊られた状態
で亡くなっていたという事故です。
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　状況としては，横から見てうちの職員が再
現したのですけれども，こんな状態だったの
です。発見された時は。ここの間にこの方が
挟まれていた。この首，胸部の部分です。こ
の辺を挟まれ吊られた状態だったということ
です。挟まれる直前はこんな感じだったのだ
ろうねという再現の写真です。何が問題かと
言うと，1 つはここに木があるということで
すが，ただこれは皆さんもご同意いただける
と思うのですけれども，圃場の横に木がある
というのは，よくありがちです。畑の横に梅
の木，桜の木，柿の木，栗の木。この辺は常
連の 4本なのですけれど，何か立ってること
は多くて，それを切ろうという方もあまりい
ないです。この場合は横が果樹園だったので，
なおさらで，ここに挟まってしまう。見てい
ただいてわかるように，機体がやっぱり大き
すぎるのです。この畑を耕すための開始の位
置はこの辺なのですね。この辺までたぶん下
がって，ここから前進で耕し始めるのです。
ということはここまで下げないと耕せないと
いうことなのですが，ここまで下げたら要す
るに後ろの木とハンドルの間はこれしかスペ
ースがない状態で，これがたぶんデフォルト
だったということです。この方は，たぶん普
段から背中が木に当たるまで下げて，当たっ
たら変速レバーを切り替えて，前進で耕し始
める，みたいなことでもしていないと，ここ
から耕せられないというような状況だったの
だと思います。

農作業事故対策の難しさ

　対策としては，こんな大きい機械は使わな
ければいいんです。もしくは潰れ地を作って，
もうこの辺から耕す，とかにすればいいので
すけれども，そうはされないですね。この機
械は，古い機械で，この方は使い慣れていた

のだと思います。ただ，この畑で使うには大
きすぎない？　というのですけれど，では，
この畑だけのために小さいものをもう 1台買
うかと言う方はいないわけです。やはり今あ
る機械を使おうとする。そうしたことで，買
い換えられない，実際のところは，となりま
す。
　それから，もう 1つは発見が遅かった。こ
れも農業の特徴です。1 人作業です，ほとん
どの場合は。周りに人がいないことがすごく
多い。翌日になって発見されている事故とい
うのはすごく多いです。帰らないパターンも
多いのですね。とくに遠くの畑とかになると，
そこに小屋を作って暗くなるまで作業して，
帰ってくるのが大変だから，その晩はそこに
泊まって，みたいな方とか，もしくは近所の
お友だちのところに泊まって，とかが普通な
のです，わりと。
　そうすると，帰って来ないねと言っても，
あんまり家族も心配しない。翌日の昼になっ
ても帰って来ない，夜になっても帰って来な
い，さすがにおかしいということで探しに行
くと，倒れていたというようなパターンがわ
りとある。これも農業のちょっと難しいとこ
ろかなと思っています。
　ちなみに，何でこういう事故が起きやすい
のかという機械側の要因の動画もあるので，
ご紹介します。後進でクラッチを入れます。
こういう状況（ハンドルが跳ね上がる）に簡
単になります。
　回転数を上げた状態で，後進のクラッチを
ポーンと入れると，バーンと反力でハンドル
が跳ね上がる。そうならないように，取説に
もスロットルを下げてゆっくりクラッチを繋
いでくださいと書いてあるのですが，作業し
て疲れてくると，ついポーンと入れてしまう
ことはやはり当然あるわけで，この動画の場
合は横にいる助手の方が，クラッチが入った
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瞬間にまたクラッチを切っているので，ここ
で止まっていますけれども，あのようにハン
ドル上がってしまうと，もう自分ではクラッ
チを切れないですね。クラッチはこっち側に
あるので，上がったらもう上がっただけで，
たぶんそのままひかれてしまう，という状況
がわりと簡単に起きてしまうのが，この耕う
ん機のじつは難しいところです。これを防ぐ
ような安全装置は，じつは結構あって，実用
化もされていて，たとえば手を離しただけで
止まりますよ，とか。それから挟まれた時に
は体にレバーが当たって，自動的にクラッチ
が切れます，とか。こういったものは実用化
されています。ただ全部の機械に，ではない
ということもあります。それと古い機械には
付いていません。
　耕うん機も，長持ちします。いくらでも使
えます。40 年とか平気で使っています。し
かも新旧で見た目があまり変わらないのです。
この左にあるのはすごく古い機械で，40 年
ものです。右はわりと新しいのですが，少し
見たくらいでは変わらない。中古市場とかに
行ったら，左のほうが安いわけです。それな
ら，これがいいかと思う方もたぶん多いです。
資材費を下げなくてはいけないので，安いも
のを買います。ただ実際には，この下にあり
ますように安全機能の差はすごくあるのです
ね。これを農家さんはたぶんご存知でないは
ずです。これだけ安全性に違いがあるのだよ，
その上で機械を選んでいますかということを
ちょっと農業の分野でも考えてやっていかな
くてはいけないのではないかなという状況に
あります。
　もうひとつ動画だけ見ていただきます。耕
うん機はちょっと急な挙動をすることがあり
ます，というものです。
　急に走り始めました。これは，タイヤで走
っているのではなくて，じつは耕うん爪で走

っています，途中から。最初はタイヤで走っ
ているので，爪は土を耕しているのですが，
要するに爪は常に土に入っていっているわけ
です。進行方向，ダウンカットというのです
が。ここで土が柔らかいままならいいのです
が，途中で固い地面に当たってしまったりと
か，雨が降った後ですごく固まっているとこ
ろとか，そうとは知らずに耕しながら入って
いくと，土に刺さり切らなくて，その爪で走
り始めるのです。
　これをダッシングと我々は呼んでいますが，
こうなるとこう機械に引っ張られて，この時
に手を離せば助かるのですが，実際には離せ
ないですよね。そのまま一緒に付いていくの
です。そしてそのまま一緒に落っこちていく
とか，止められたら止められたで，この動画
でもあるように止まった瞬間にハンドルがバ
ーンと上がります。ここで耕うん部と接触し
てしまう，などということもあったりします。
　こういう意味でも，耕うん機とか，刈払機
もそうですけれども，ホームセンターで普通
に売っているので，あまり危機感なく使って
買われる方が多いかもしれないのですが，じ
つはこういうリスキーな機械で，だいたい足
元で刃が回っているわけなので，よく考えれ
ば危ないという機械なのですね。これを 70
～ 80 歳の方が使われているのが農業だとい
うことです。
　ということで，今まで申し上げてきたこと，
要するに他産業の先生方から見たら，「おい
おい，まだそういう状況なのか」という状況
です。この状況に慣れてしまっているのが農
業です。ただし，では他産業と同じように対
策すればいいではないかと我々も思うのです
が，できない理由もあるということをちょっ
とご紹介して終わりに繋げたいと思っていま
す。
　これはトラクタ転落事故です。ここが圃場
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進入路なのです。上に圃場があって，ここを
上がって耕したいということで，上がってい
る途中でトラクタが転落してしまったという
ものなのですけれども，この進入路，上から
見るとこんな状況です。ここを歩いて上がる
のではなく，トラクタに乗って，走って上が
るということで，僕なら嫌ですということを
この農家さんはやられています。もう毎年や
っているから，みたいな感じで，上がってい
たら，ここで転落してしまったということな
のですが，路幅が実質的に 1.2m ぐらいしか
ないです。トラクタの車幅が 1.2m です。も
うギリギリなのです。命がけで上の畑を耕し
に行っている，みたいなことで，そんな命を
かけて上がるぐらいなので，上はすごくいい
圃場なのかなと思ったのですが，上の圃場は
一畝しかないんです。
　やめたらいいのにって思いました，これを
見た時。何でこの圃場ができたかと言うと，
もともとはもっと段々の田だったのですが，
土地改良して一枚の面積を広くしました。広
くするということは，上への段は高くなりま
す。これによって，この段差ができました。
ただ，造成の関係で上に一畝ぶんだけ残って
しまったのだそうです。残ったら作付したい
というのが農家さん。別にここに作付しなけ
れば食べていけないわけではないのです。だ
けれど，土地があれば作付するのが当然，と
いうところです。こうなるとほとんど文化で
す，産業というよりも。ただ農業は結構その
文化的側面がすごく大きい。これを止めよう
とドラスティックに，若い経営者の方はだん
だん思える方が増えてきていますけれども，
ベテランの農家さんほどやはりなかなかそう
は思えないという状況があります。
　ちょっとした土地も大切にするというのが，
たとえば圃場進入路でもあって，これは圃場
の出入りのためのいわば潰れ地なのです。こ

の路幅がやはり結構狭いです。トラクタぎり
ぎりぐらいで造っている。推奨基準はあるの
ですが，それで造っているところなんてほと
んどない。しかも，斜面も緩やかにすればす
るほど潰れ地が増えるわけなので，大体が急
で幅が狭い，ということで，この圃場進入路
での転落事故というのもすごく増えている。
　もう 1つ，後継者不足があります。これは
実際に，それが非常に痛ましい形で事故に繋
がってしまった事例です。この地域では高齢
化が進んで収穫作業ができる人がだんだん減
ってきてしまい，この方が一手に担われてい
たそうです。この事故が起きた週末には，収
穫を 1つの田んぼで終わって，その後に次の
田んぼに行こうということで，コンバインは
足が遅いので，こうやってトレーラーに積ん
で，トラクタとかで引っ張っていくことが多
いです。ここに積んで，コンバインを運搬し
ていたのです。ここまで行ったところで，こ
この曲がり角で，このトレーラーが内輪差で
ちょっと脱輪しかけたのか，コンバインが荷
台から落ちそうになってしまった。これを何
とか直そうとコンバインを操作していたら，
結局コンバインごと下の圃場に転落してしま
って，亡くなってしまったという事故です。
　非常に痛ましい事故で，調査していく中で，
じつはここの路幅がすごく狭いのですね。ト
レーラーを引っ張っていくには無理がある。
よくよく地元の方々に聴き取り調査をすると，
ここは普通，農業機械では通りませんとおっ
しゃいます。軽トラは何とか通れますと。で
は，何でこの人はここを通ろうとしたんだろ
うと，田んぼの配置を見ると次の圃場への近
道なのですね。この方も，近道だということ
はたぶん知っていたのですね。
　何でそんなに急いでたのかと言うと，この
人は町の職員さんです。週末しか農作業がで
きません。この週末に地域の田んぼを全部刈
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らなくてはいけないのです。コメは収穫適期
があるので，ここで刈らないといけない。と
ころがこの週末は，台風が来ていたそうです。
雨が降ると収穫ができません。なので，何と
か雨が降る前にこの地域の田んぼ，これとこ
れはやらなくてはいけないという思いがあっ
たと思います。そんな中で，無理にでもこの
道を行こうとしてしまったのではないかと推
定されました。
　実際のところ走れない道を行ってしまった
ということで，しかも急いでいたのだと思い
ます。本来荷留めしなくてはいけないですね，
トレーラーに。だけどそれもされていなかっ
たので，トレーラーから落ちそうになってし
まったということです。スケジュール的にや
はり無理があったのだけれども，何とかやら
なくてはいけないという責任感があったと思
います。責任感のある農家さんがこうやって
ひどい目に遭ってしまうという，担い手の人
たちにとって，だんだんと厳しい状況も起き
ている。これに，どのように対策を打つかっ
ていうことがすごく難しい。これも農業の 1
つの実情であります。
　あとは，何度か出ています高齢化の問題で
す。歩行用トラクタの事故データを，収集し
ました。この方たちの平均年齢は 77 歳でし
た。最高齢は 94 歳です。94 歳まで元気で機
械を使って作業されていた方が亡くなってし
まった。その歳までできるいい仕事だと思う
のです，農業という仕事は一生できます。だ
からこそ，こういう方々が亡くなってしまう
というのは，すごく残念だと思っています。
実際には，やりたくてやっている方と，やり
たくないのだけれど後継者がいないから，俺
が死ぬまでやるしかないんだという方と，両
方いらっしゃると思います。
　あと移動なのですけれども，トラクタが道
を走っていてぶつけられた，という事故が結

構あります。追突事故なのですけれども。ど
ういう状況で移動するかと言うと，当然仕事
を始める前に行って，終わってから帰ってく
るわけです。それは朝と晩です。つまり暗い
時間帯にどうしてもトラクタで移動しなけれ
ばいけないのですが，一方でトラクタは，低
速仕様だとブレーキランプがなかったりしま
す。保安基準上，なくてもいいことになって
いるのです。反射板だけあればいい。自転車
と似たような状況だったりするのですね。そ
うすると後ろの車からだとよく見えないので，
追突されてしまうというような状況です。
　これも，移動の時間をずらせるかというと，
ずらせない。車の通らない道を選べるかいう
と，選べるところもあれば，選べないところ
もある。ではどうやってリスク回避をするの
か，ということで，低速車マークというもの
がじつはあります。それから反射板とか，そ
ういった形で何とか車側に，自分の存在を見
てもらおうという対策を何とか打って行きた
いということで，我々もしっかり PRを進め
ているところなのですけれども，実際のとこ
ろ事故は結構多い状況だということになりま
す。
　あと，脚立の話ですが，これはどちらかと
言うとご専門の先生方も多いと思うので，こ
れは飛ばします。要はきちんと使っていない
です。脚立そのものも，こんな脚立なのかと
いうものが結構使われています。たとえば果
樹園では，樹木の高さがマチマチだったりし
ます。それぞれに合わせた脚立を使うべきだ
とは思います。ただ，70 歳，80 歳の農家さ
んが何本も重たい脚立を持って動けるかと言
うと，それも難しい。現実的には，高い脚立
を使って，開き具合で高さを合わせるような
ことをやられてしまっているというのが現状
なのですね。
　あともうひとつ，熱中症の紹介をさせてく
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ださい。じつは農業では，熱中症がすごく多
いです。農業での熱中症の死者数というのは，
他の全産業の総死者数と同じぐらい，という
数値が出ています。建設業に比べても大変多
いです。中身を見るとビニールハウス等での
事故が結構多いのです。田んぼ，畑は日当た
りのいいところで農業をやるものですから，
苛酷な環境なのです。ビニールハウス内は日
当たりもいいし，しかも高温多湿で，非常に
苛酷な状況です。
　暑くなる前の，午前中に仕事をしようとい
うことは農家さんもわかっているのです。そ
れでも，亡くなっている。実際のところ，
我々の調査では，9 割の方が午前中の作業で
亡くなっています。ほとんど単独作業なので，
お昼ご飯の時間になっても帰って来ないとい
うことで，ビニールハウスに見に行くと，お
父さんが入口で倒れていた，みたいな事故が
すごく多いということなのですね。
　WBGT値を使って，何度以上になったら
仕事はやめようとか，抑えようとかいう基準
値がありますけれども，これを適用すると，
じつはある調査では，朝 8時の段階で，これ
はキュウリのハウスだったのですが，もうア
ウトです。仕事ができない。では何時から仕
事をしたらいいのか，という状況になるわけ
ですね。WBGT値でそういう数値あるから，
これを守って，この温度になったら仕事をや
めなくてはダメだよと言うのは簡単ですが，
現実的にはやめられないです，農家さんは。
という状況があります。

今後の農作業事故対策の方向性

　では，どうしたらいいのか。これを皆で考
えていかなければいけない状況です。という
ことで，我々が現場で農家さんと話をする時
に 1番気を付けていることをお伝えして，終

わりにしたいと思っています。労働安全衛生
法や関連規則で，こうやったら安全に仕事が
できます，というルールがほぼでき上がって
いると思っています。我々から見ると，です
ね。これを農業にも当てはめれば，事故は減
るはずだと思います。ただ，今申し上げたよ
うに，現実的にできないことも多い。
　それから，現実的にできないことを，こう
やればいいのだ，と伝えてしまうことで，農
家さんはどう感じるかというと，これは他産
業でもたぶん職人さんは皆同じだと思います
けれども，「知らねえやつが何言ってるんだ」
で終わりになってしまうと思います。ここで
法の縛りがあれば，いや，そうは言ってもそ
うしないと書類送検されるからと言われれば，
仕方がない，やるか，となるかもしれません
が，農業はそうではないのです。どんなに危
ない仕事をしていても，別に罰せられないの
です。法的には何も悪くない。法律違反もし
ていない人に，こうやらなくてはダメだよと
言ったって，「何も知りもしねえで，できる
わけねえじゃねえか」でおしまい。何も現場
は変わらない，ということになってしまう。
　それで，我々もものすごく言い方にじつは
気を付けています。我々もやはりよそ者です。
地域の人たちからすると，業界の人間とは言
っても，どれだけ知っているのだよ，お前ら，
みたいな感じでやはり見られるわけですね。
その時にどうやって伝えていくかという点で，
ものすごく気を付けているのは，「指導しよ
うという発想は持たない」ということです。
ここで助言をする，という書き方をしました
けれども，まず我々は，単独では現場に入り
ません。必ずその農家さんと懇意の普及指導
員さんであったり，農協の方であったり，要
するに現場で農業指導している方と一緒に入
ります。その上で，その方たちと一緒に議論
をしていく中で，「ここはこうしたらいいの
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ではないでしょうか」とか，「こういうアイ
デアもあるのですよ」ということで，よかっ
たらこういうようにやってみるのも，じつは
仕事上の負担にもならなくて，安全になった
りするのですけれどね，みたいな形で，現場
を知る人と一緒に助言をするという姿勢を崩
さないようにものすごく心がけています。
　そうして行けば，場合によっては聞いても
らえることもあるという実感もあります。そ
うでなしに，これが正義なんだよという言い
方をして話を聞いてもらえる業界ではないで
すね。職人さんです，皆さん。プライドもあ
ります。自信も持っています。60 年とかお
仕事をやっているわけですから，それは我々
みたいな若造が行って偉そうなこと言っても，
聞いてくれるわけがないのですね。
　そうなので，これが農業において，すごく
気を付けなければいけないことなのかな，と
いうことですね。ここが，先生方が普段活動
されているところとひょっとして 1番違うと
ころになるのかもしれないなあ，というよう
に感じています。ということで，そろそろい
ただいた時間に迫ってまいりましたので，今
後のアプローチというのはもう申し上げたと
おりです。
　我々が今現場に遅まきながら伝えているの
は，「気を付けましょう」で安全運動が終わ
るのはやめましょう，ということです。気を
付けるのは当たり前。そこから何か 1つでも
改善に繋げていってください，ということを
伝えようとしています。本質的な，工学的な，
という難しい言い方をせずに，「誰が仕事を
しても事故にならない現場を目指しましょ
う」ということで，そのために 1個でも何か
やりませんか，ということを言っていきたい
と思っています。
　この後はいくつか，これはもう資料を見て
いただければわかるものばかりですので，後

で目を通していただければと思います。
　このようなことを実際にやっている人たち
がいる，ということを付けていて，我々も実
際に改善に取り組んでいる方の事例をもって
現場に入ります。それで，やっている農家さ
んもいるからちょっと真似してみませんかと
言うと，敷居が下がる。別にお金もかからな
いです。お金がかかることはやはり簡単には
できないのですね，農家さんの場合。補助金
が出るわけでもないので。できるだけ負担な
く，できる範囲でやれるところから取り組ん
でいただくことで，意識そのものも少しずつ
変えていってもらいたいな，と考えています。
　そのネタ元となっている，先行的にいろい
ろ頑張っている農家さんの改善事例を，資料
にはちょっとご紹介していますので，後で見
ていただけたらと思います。ここでお示しし
ている農業法人さんは，それこそ他産業並み
の取り組みをやっている数少ない法人さんの
1つです。やってやれないわけではないとい
うことをお伝えする時に，いつも引き合いに
出す新潟県の上越の農業法人です。
　最初はいわゆる指示，マニュアルだけで安
全管理をしていたのですけれども，実際に地
域の中で労災が起きたり，それで労基署の指
導が入った法人さんがあったりしたのですね。
そういう中で，法人にとってしばらく仕事を
するなって言われたら，その年の収益がゼロ
になるので，法人の存続に関わる，というこ
とで，ここの法人さんはいわゆるKY活動も
含めて，作業日誌にも必ずその日感じた危な
いことを書かせています。農繁期が終わって
農閑期になったら，皆でグループ討議をして
どこが危ないか，というところを 1～ 2箇所
決めて，農閑期の間に，たとえば進入路を広
げるとか，傾斜を直すとか，そういう具体的
な改善に取り組む。それで，また翌年，仕事
をして，改善すべき箇所をまた見つけていく
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ということで，ここの法人さんはヘルメット
を皆さんかぶっています。先生方からすると
「当たり前」という感じですけれど，農業の
分野でこれを見せると「本当？」という感じ
になります。ただ，この法人さんはもう今や，
「かぶっていないと気持ち悪い」とおっしゃ
います。こういう法人さんを増やしていきた
い，という取り組みを，我々研究機関として
も現場の人たちと一緒にやっていきたいと考
えていまして，その取り組みを進めるにあた
って，ぜひ先生方専門家のお力もお借りしな
がら，正しい助言をしていきたいと考えてい

ます。
　最後に資料でも載せていますけれども，今
日お話したこと 1枚にまとめています。先生
方のお知恵，サポートをぜひいただきながら
何とか取り組んでいきたい，と真剣に考えて
おります。ぜひ，どうぞよろしくお願いしま
す。最後にお願いをさせていただいて，終わ
りにいたします。どうもありがとうございま
した。
司会　積先生，どうもありがとうございまし
た。貴重なお話ありがとうございます。


