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研 究 業 績

富山県農村医学研究所　大　浦　栄　次

富山県における用水路等が関わる農作業事故の実態と

その予防対策について

はじめに

　富山県防災推進会議において「７５５8 ～ ７５６7 年

度に起きた農業用水路での死亡事故は ６9６ 件。そ

のうち 65 歳以上は８割以上だった。」との報道が、

７５６9 年１月にあった。

　拙著「富山県における溺死の実態」において、

昭和 56 ～ 58 年の地方紙に掲載された ６5７ 件の溺

死のうち、農業用排水路が 5８ 件、８９３9％、川 ８６

件、７５３９％であり、この両者を合わせると 8９ 件、

55３８％であり、残りは海 ７９ 件、浴槽 ６7 件の順で

あった。

　富山県農村医学研究会では、昭和 ９5 年以来、

県内の医療機関や接骨院などを対象に年２回、農

作業事故の臨床例調査を実施している。また、合

わせて全共連富山県本部の生命共済、傷害共済証

書を検索することで、農作業事故事例の収集に努

めてきた。今回、７５５５ 年～ ７５６７ 年までに収集し

た事例 ７１999 件の内、用水や排水、側溝、川など

が関わった農作業事故を抽出し、これら用水路等

に関わる農作業事故の特徴について検討し、あわ

せて、日本農村医学会におい ７５６６ 年～ ７５６5 年に

全国で農作業事故に遭った方に直接、事後状況を

聞き取り現場検証を行った 6８５ 例より、事故予防

の方途について検討したので、以下に報告する。

方　　法

　昭和 ９5 年以来、富山県内の外科、整形外科、

皮膚科、眼科、脳外科、ＩＣＵ等標榜する全ての

診療科および接骨院に年２回、農作業事故の有

無を往復葉書で問い、「有り」と回答のあった医

療機関に、詳細

調査用紙を送付

し、農作業事故

の臨床例を収集

してきた。

　また、全共連

富山県本部が扱

う生命共済、傷

害共済の証書よ

り、農作業事故

を抽出し、事故

情報を収集して

きた。

　 こ こ で は、

７５５５ 年 ～ ７５６７

年 ま で の ６８ 年

間の事故事例、７１999 件の内、用水路、側溝、川

などが関わる事例を抽出した結果、表１の通り

６66 件であった。

　以下、この ６66 件について作業状況等について

検討し、事故対策等について考察した。（表１）

　なお、７５６８ 年以降は、医療機関についての調

査は継続しているが、全共連のブロック統合によ

り、共済証書の閲覧が困難となり、十分な事例収

集が出来ておらず、今回は集計から除いた。
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結　　果

１．発生概況

　６８ 年間の用水路等の農作業

事故は ６66 件であり、男 ６５７

件、6６３９％、女 6９ 件、８8３6％

であった。年代別では、6５ 歳

代 6９ 件、7５ 歳 代 58 件、 計

６７７ 件であり、全体の 7８３5％、

約４分の３を占めていた。（表

２）

　なお、同じ ６８ 年間の農作

業事故件数は ７１998 件であり、

男 ７１５８７ 件、67３8 ％、 女 966

件、８７３７％であった。年代別

では 6５ 歳代が最も多く ６１５5７

件、８5３６ ％、7５ 歳 代 89７ 件、

７9３7％であり、6５ 歳代、7５ 歳

代を合わせると全体の 6９３8％

と約３分の２であった。また、

5５ 歳代も ６9３6％を占めてい

た。（表３）

　受傷者の平均年齢は農災事

故 全 体 で は、 男 6６３9 歳、 女

66３９ 歳、計 6８３９ 歳に対して、

用水関係の事故では男 6９３5

歳、 女 69３６ 歳、 計 66３８ 歳 で

あり、全体的に用水関係の受

傷者の年齢が高い傾向にあっ

た。

　農作業事故全体に占める用

水路関連の事故は全体で７１998

件中 ６66 件 5３5％であり、男

5３５％、女 6３6％であった。

　表４に用水路等が関わった

農作業事故中の死亡者数を示

した。また、表５には、この

間の農作業中死亡者数を示し

た。

　男の農作業中死亡者 8７ 人

中用水路等での死亡者数は 8
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人、9３8 ％、 女 は ７８ 人 中 6 人、

７6３７ ％、 合 計 ６５5 人 中 ６９ 人、

６８３８％であり、農作業中の死亡

事故において、用水路等が関わ

る事故の割合が、１割以上であ

り、特に女では約４分の１が用

水路に関わる事故であり、農作

業事故死に占める用水路関係の

死亡者割合が高かった。

　表６に月別発生件数を示し

た。農作業中、用水に関わる事

故であるので、当然農繁期であ

る４～９月に集中している。

　発生時刻は、午前 ６５ 時、６６

時と午後 ６９ 時、６5 時の２峰型

となっている。

２．原因別、用水路等事故

　　の内訳

　最も多かったのは、移動中の

事故で 58 件、８９３7％、約３分の

１を占めていた。

　次いで田に水を入れたり止

めたりする水回り時の事故で

７8 件、６6３8％、刈払機による草

刈り中が ７７ 件、６８３７％であっ

た。この３つの事故で、全体の

6９３7% を占めていた。

　これらの事故については、次

項にて詳細に述べる。

　その他の原因について、以下

に概要を記す

・用水掃除・整備：

　用水のゴミなどの掃除をして
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いて、滑った、転落した等の事故である。また、

用水回りの邪魔になった木を切ったりしていて起

こった事故である。

・散布中：農薬や肥料を用水回りの畦や、Ｕ字溝

等の縁を歩いていて用水に落ちたりした事故で

ある。

・山菜採り：山菜採りをしていて、足を滑らせて

川に転落し等の事例である。

・草むしり：用水回りの草むしり中の事故

・トラクター：トラクターを用水の水を使ってい

て用水に流された等

・洗い物  ：長靴を用水で洗っていたり、野菜を

洗っていての事故

・伐採　　：直接用水と関係がないところで、木

を切っていて用水に転落した等

・田廻り　： 田廻などをしていて強風にあおられ

て、用水に転落など

　その他、農作業中の事故であった。

（１）「移動」中の事故

　  移動中の事故の内訳は、表９の通りである。

　農業機械や車、自転車等を運転していて、用水

や川に転落した事例や、用水を跨ぐ、飛び越える

等の時に用水等に落ちり、飛び降りようとしての

事故、また、用水の横を歩行中の事故等が発生し

ている。

　特に、用水を跨ぐ、飛び越えようとしての事故

が最も多い。一見、簡単にわたれそうであっても

目測を誤ったりして、わたり損なう事などで事故

となっている。特に、立体視の衰える高齢者では

この目測の誤りが起きやすい。自転車は二輪車で

あり、不安定である。強風が吹いたりすることで、

バランスを崩しての事故等が発生している。

①農機の移動中

　乗用農機は、一般的に車高が高いため重心が高

く不安定である。トラクターの事故様態で最も多

いのが、作業機の取替、ついで、走行中の事故で

ある。これまでの調査で、圃場での作業中の事故

は例数としては少ないが、ライムソアなどによる

肥料の散布でのスピードの出し過ぎ、また昇降路

での片ブレーキなどによる転倒、転落事故である。

NO６ の詳細な状況は不明であるが、スピードの

出し過ぎや、片ブレーキが原因とも考えられる。

　NO７ は、畑に向かう途中の公道での事故と考

えられる。特に、公道走行中は、他の車が後方

から来た事で、片側に出来るだ

け寄って避けようとして、寄り

すぎての事故が多く発生してい

る。この事例も、同様の事故と

も考えられる。

　NO８ の乗用溝切り機では、ブ

レーキが確実にされていなかっ

た事が原因である。農業機械の

不適切な坂道駐車で多くの事故

が起こっている。少し距離が

あっても、出来るだけ水平面の

ところで、駐車をすべきである。

この事例のように、動き出して、

慌てて飛び乗ってブレーキをか

けようとして、下敷きになった

事例も多くある。

　乗用田植機は特に車高が高
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く、重心が高い。また、車輪幅は狭く、安定性に

欠ける。そのため、農道などで少しでもハンドル

を切り損ねるとバランスを崩したことが事故の背

景と考えられる。

　軽トラやバイク、シニアカーの事故は、一般の

交通事故と類似するが、農道では舗装されていな

かったり、斜面のあるカーブや道幅が狭く、危険

箇所も多い。事例では全て 6５ 歳以上の高齢者で

ある。

　自転車では、NO６8 の事例以外は全て 6５ 歳以

上の高齢者である。自転車はもともとバランスが

悪い。軽トラ等と同様に、条件の悪い農道走行時

（5）

にバランスを崩して、道路横の用水路等に転落し

た事例である。一輪車も不安定な運搬車両である。

物を載せる際も、一輪のタイヤと２つの細い足の

３点のみでの支えしかなく、重心が中心とならな

いと転倒の危険が有り、横に用水路などがあると、

転落等の危険を伴う。

　農機や自転車などの乗り物や一輪車などの農具

を用いず、単に「渡る」、「飛び越える」、「跨ぐ」、「歩

く」、「用水をよじ登る」などでも多くの事故が発

生している。

　数ｍ幅の用水も農作業に関わりは当然あるが、

日常的な農作業においては、７５ 数 cm ～ 5５cm 幅
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の用排水、側溝などの方が身近である。幅が狭い

ので、渡れると思い渡るのだが、わずかに足が届

かなかったり、またコンクリート縁が濡れていた

りしていて滑ったりして事故が発生している。「こ

れくらいなら」と思わせる水路等幅での「渡る」

行為が事故となっている。

　現在、用水路のほとんどが三方コンクリートで

ある。その縁の幅の多くが ６５ ～ ６5cm 程度しか

なく、足を安定的に置くには、コンクリート幅は

極めて狭い。さらに用水横の畦なども長年の風化
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で崩れ、歩行するには不安定な姿勢とならざるを

得ず、横に用水など有った場合、よろけたり転ん

だりして用水に転落するなどの事故が起こってい

る。

　また、構造物がコンクリート製であるため、骨

折や靱帯損傷などにより、かなり重篤な症状を

被っている。

（２）「水回り」中の事故

　田んぼに水を入れたり、止めたりする際にも多

くの事故が起こっている。（表 ６６）

　月別では、７8 例中４月 7 例、５月９例、計 ６6 例、

57３６％と半数以上を占めている。これは、丁度水

田の代掻き、田植え直後の圃場の水管理の時期に

当たっている。用水路の水管理では、用水を跨い
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だりして俯けになり、止水板の上下などの作業を

伴う。先の「移動中」の事故でも述べた通り、用

水の幅の狭いコンクリート縁に足を載せ、さらに

俯け姿勢が求められ、バランスを崩しやすい。死
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亡者数も 5 人で、「水回り中」の事故の ６7３9％に

達し、他の事故時に比較し最も死亡率が高い。

（３）「草刈り」中の事故

　表 ６６ に刈払機による草刈り中の事故事例を示

した。７７ 例中、草が繁茂する６月５例、７月７例、

８月４例、計 ６6 例で、全体の 7７３7％を占めている。

特に用水路や排水路回りの草刈りは、ほとんどが

傾斜のある法面である。もともと刈払機は回転部

分を左右に振るため、重心が常に移動する。この

動作を斜面で行うと、さらに重心が不安定となり、

滑落・転落を誘発する。

　事故事例では、NO６６ の蜂に刺された事例およ

び NO６７ の事例以外は、全て斜面等にて滑った、

転んだ事例であり、その結果として用水のコンク

リート壁などに衝突し、骨折、腱断裂、脳の損傷、

溺死などに至っている。

（４）「用水の整備・掃除」中の事故

　用水路などの掃除や点検整備中にも事故が発生

している。掃除や整備時には俯きの姿勢をとるこ

とが多く、体のバランスを崩しての事故が多く発

生している。（表 ６８）

（５）「農薬等散布」中の事故

　水田に農薬や肥料を散布する際、約 ６5kg の動

力散布機に、肥料では１袋 ７５kg を入れ、総重量

は ８5kg を超える。さらに多くの肥料を入れる事

もある。また、農薬の場合、多くが ６５a 当たり

８kg 散布の荷姿の物であり、圃場区画が ９５a とす

ると、９ 袋× ８kg ＝ ６７kg となり、動散の重さを

合わせると ８５kg 近くとなる。

　この動散を担いで用水横の畦などを伝って散布

することとなる。富山県の多くの水田の区画整理

は、昭和時代に行われており、多くの畦が ９５ ～

5５ 年間風雪にさらされ、肩崩れしており、その

上を歩くことそのものが危険であるが、総重量

８５ ～ ９５kg の動散を担い歩くことは、さらに危険

を増すこととなる。（表 ６９）

　また、事例では体力が低下した 6５ 歳以上の事

例が多い。また、富山県では兼業農家が多く、日

頃はデスクワークなどの軽作業に従事している人

が、重い物を持ち上げる体力が十分とは言えない。

　このように、環境的にも、道具としての動散、

さらに散布する人のいずれも不十分な状況下で散

布作業が行われ、用水近くでの転倒、転落につな

がっている。

（６）「採取」中の事故

　必ずしも用水回りの事故ではないが、山菜採り

などで、滑落・転落し、落ちた場所に川や用水が

あり、事故となっている。（表 ６5）

  特に、山菜採りなどでは落下する高さがかなり

あり、手足の骨折のみならず、全身に衝撃を受け、

重傷例が多い。

（７）「草むしり」中の事故

　用水近くでの草むしりでも事故が起こってい

る。刈払機による事故と同様、用水回りの法面は

斜面が多く、当然不安定な場所での草むしりとな

り、足を滑らす等により事故が発生している。

（８）「洗い物」中の事故

　用水に入ったり、用水の水を使って長靴を洗っ

たり、野菜を洗ったりしていて、転倒し、事故が

発生している。（表 ６7）

（９）「伐採」中の事故

　木の伐採は、木の性質、立ち具合、どこを切っ

たらどちらの方向に倒れるか、切った途端、跳ね

返らないか、斜面の場合倒れた後の木の動きはど

のようになるか等、様々な動きを予想しなければ

ならない。さらに、倒れた木により、自分自身が

押し倒されないか、十分に安全に避難できるス

ペースを確保しているか等、多くの事柄を理解し、

対策を取って臨む必要がある。

　まして、用水などに転落した場合は、溺水の可

能性もあり、「この木が邪魔だから、切っておけ

ばいい」と安易な作業は禁物である。
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（６５）「トラクター・田回り」中の事故

　トラクターの移動中での事故事例は表 ６５ で紹

介したが、走行中以外の事故事例を表 ６9 に紹介

した。

　トラクターの事故様態で多いのは、「作業機の

取替」、「走行中」、および「乗降中」の事故であ

る。「乗降中」の事故では、降車中の事故が７割

程度を占めている。そのうち、ステップで滑った

等もあるが、降りた場所に石や構造物があって、

転倒などの事故が起こっている。NO６ の事例は、

側溝が足を取られた事例で有り、類似事故の多い

事例であり、降車時の降りる場所の確認が欠かせ

ない。

　NO８ は、本来レッカー車等を使うべきところ

を、代用的使用にて起こった事故である。もちろ

ん、常に本来使うべき重機等を準備できるわけで

はないので、安全確保を十分整えてから作業に取

りかかるべき事例である。
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　田回り中の事例は、２例とも強風にあおられて

用水に転落した事例である。強風時に、田が気に

なるからと、見回りに外に出るのは当然危険を伴

う。

（６６）「その他農作業」中の事故

　 事故状況の記載内容からは、十分に事故内容

を分類することが出来なかったり、個別的事例で

類型化することができなかったの事例を、「その

他」とした。、

　「その他」事例の ６8 例中３例が溺死に至ってお

り、用水回りでの事故は、コンクリート用水への

激突や溺死を伴う事が多い。

事故原因の背景とその対策

１．水田化率、日本一の富山県、コンクリー

　　ト用水路が身近に

　日本農村医学会が全共連の委託研究として

７５５５ 年度の全国１道８県の全共連本部の生命・

傷害共済証書より抽出した農作業事故事例は、約

６５１6５５ 件であった。そのうち、発生場所が明らか

な６５１８９7件中、水路等に関わる事故は９５８件、８３9％

であった。今回対象とした富山県 ７５５５ 年～ ７５６７

年における農作業事故 ７１998 件中 ６66 件、5３5％と

若干高い比率であった。

　富山県の耕地の水田稲作が 95３8％（７５６5 年）

と全国第１位である。つまり、水田稲作にとって

用水路は必須であり、農作業の身近に用水路が常

に存在する。

　 特 に 昭 和 ９５

年代以降、圃場

整備が積極的に

行われ、それま

での土で出来た

小川的な用水か

ら、３方コンク

リートで出来た

用水路に一変し

た。排水路や側

溝も同様にコン

クリート化された。そのため、一旦足を滑らせ、

転倒、転落すると、コンクリートに衝突し、骨折

や脳挫傷など深刻な症状を惹起する。頭部の打撲

などにより、わずか ６５cm にも満たない水深の側

溝で溺死する事例もある。

　また、直線的な用水では障害物が少なく、流れ

が速くかつ水量が多い。一旦用水に転落すると溺

死する事例も多くある。

２．圃場整備後数十年を経て、風雨で畦畔が

　　肩崩れ

　ところで、圃場整備を経て、数十年を経た用水

回りの畦などは、風雨により崩落し、歩くことが

困難である事例が、全国に見られる。このような

箇所では単に「歩く」だけで、転倒、転落事例も

多くある。さらに、動散を担いでの作業、草刈り

など不安定な作業姿勢を強いられ、多くの事故が

起こっている。圃場整備直後の用水横の畦などは、

７５ ～ ８５cm 幅の水平な歩行可能な部分が作られ

ていたが、今はほとんど崩れてしまっている。

　図１は、昭和 ９5 年に圃場整備が終わった用水

横の畦の約 5５ 年後の現在の姿である。白色の破

線がもとの畦の形状である。水平面がほとんど無

くなりそのため、用水回りの作業では体が傾いた

不安定な姿勢となり、いつバランスを崩しても不

思議ではない。

　もし、畦を使わないとすれば、図２のごとく用

水の縁を綱渡り的に歩かざるを得ない。図のコン

クリート縁の幅は ６5cm であるが、これより狭い

６５cm 以下のものも少なくない。単に歩くだけで



― 5５ ―（６6）

なく、作業をしながらの歩行は、危険極まりない。

　７５６７ 年 ６７ 月に中央自動車道の笹子トンネルで

天井が崩落し、９人が死亡した。この事故を受け

て、国交省では全国のトンネルの総点検と改修作

業に取りかかった。一方、畦の崩落で用水に転落

し、溺死者が出ても、どこの官庁も、畦畔の総点

検と改修事業を開始した話は、ついぞ聞かない。

　作るのは官庁からみの仕事、管理と改修は受益

者の責任、一部土地改良区事業でも行われるが、

遅々として改修は進まない。これでは、事故が減

るわけがない。

３．安全を考慮しない圃場設計　

　－橋の無い用水路。コンクリート畦、急傾

　　斜の法面など－

（１）橋の無い用水路

　図４は、水管理のために、道路から圃場の畦に

降りようとして、畦に足を掛けたつもりが、足が

滑り起こった 7５ 歳代男性の事故である。道路に

はガードがあるが、ちょうど水口のある場所は開

口しており、降りる事ができるようになっている。

　このような場所では、圃場の設計段階から階段

を設置すべきである。残念ながら、設計段階でこ

のような場所での安全管理の考えは全くなく、事

故が起こっている。

　図４は、昭和 ９５ 年代に行われた区画整理時の

用水である。左右同じ延長線上にある用水であ
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る。左にはコンクリートの橋がいくつも架けてあ

り、道路のどこからでも安全に畦に降りることが

できる。一方、同じ用水であるが別の集落の人達

が管理する右の用水には橋が架かっていない。左

の用水を管理する集落の方々が、「用水に橋を架

けて欲しい」と要望して実現したものである。当

時の農作業の中心は、８５ ～ ９５ 代であり、わずか

８５cm 幅の用水を渡るのに特に問題が無かったと

言え、右の橋を管理する集落からは特に要望が出

なかったとのことである。しかし、あれから ９５

～ 5５ 年経て、それらの人々も 7５ ～ 8５ 歳代であり、

未だに農業の中心的担い手である。

　数年前、図４の右の集落の方が図５のような手

作りの階段を架けられた。安全に畦に降りるため

の工夫である。

　図６は、道路から用水を跨いで水口の止水板を

操作しようとしているところである。5５cm 幅の

用水であるが、高齢者にとってはかなりの幅であ

る。特に、水管理は日中のみならず、圃場の水の

状態によっては、夜中でも水止めや水入れを行う。

このような時に、手元ライトを持っていたとして

もかなりリスクが高い。

　このような用水には橋があると大変助かる。図

７は手製の橋を架け、用水管理をしているところ

である。橋の裏に２枚の板を打ち付け、用水には

め込む。両脚を安定した橋に乗せるので、姿勢が

不安定になることはない。

　わずかな工夫であるが、圃場設計段階から図５

や図７のような構造物が作られておれば、色々な

場面での事故を防ぐことができる。

（２）コンクリート畦の問題

　コンクリート畦は、面積をとらず圃場と圃場を

区分し、土の畦のように風化することはない。一

見大変合理的と考えられる。しかし、実際にはコ

ンクリート畦は圃場や用水との区画のみならず、

その畦を伝って、動散を担いで農薬散布や肥料散

布を行うことが日常的に行われる。

　図８は、動散を担いで肥料を散布していて、

７５cm 幅の用水のコンクリート縁を歩いていて足

を踏み外して動散を担いだまま横転し、コンク

リート壁に肩を強打、脱臼した事例である。

　この事例では、当初から用水横には畦を作ら

ず、コンクリート壁のみで圃場と用水を区分して

いる。そのため、７５cm 幅の用水の縁を歩かざる

を得ず、足を踏み外している。

　圃場設計の段階ではただ、「境界」、「区分」と

してのコンクリート畦であったり、用水壁としか

考えられていない。ここでどのような作業が行わ

れるのか、全く思い至っておらず、欠陥設計と言

わざるを得ない。

（３）急傾斜の法面

　昔の小川的な用水は、用水路がそのまま、排水

路の役割も果たし、水が次々と順送りに流れてい

た。しかし、現在の設計では、用水と排水が区分

され用水より低い位置に排水路がある。用水では、

大量の水を流すため水量が多く、排水路はそれら

の水を受け止めるため、圃場面よりより低くせざ
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るを得ず、法面は急傾斜となっている。

　図９は用水横の法面での草刈りの様子である。

図の用水幅は大きく無いが、さらに大きな用水が

流れている場所もある。このような場所で足を滑

らせ、溺死した事例も多くある。

　この場所での草刈りには、危険な箇所が２箇所

ある。まず体勢が斜めで有り、それを支えるため、

無理に足を踏ん張る必要がある。もう一点は図の

右脚の用水の縁である。圃場整備直後は、用水の

コンクリート面が出ていたのであるが、斜面から

の崩落で砂利など覆われ、足を掛けようにも足を

滑らせてしまう。

　図は ６５、長野県の姨捨の棚田を区画整理した

際の法面の構造である。

　信州大学農学部の木村和弘先生の提案で、法面

に２ｍ毎に小段を設けられた。小段から ６３5m は

小段から、上の ５３5m は上の段から草刈りをする。

この構造であれば、無理な姿勢で草刈りをするこ

となく転倒を防止することが出来る。

　この法面への小段の設置は全国に拡がってお

り、富山県内でも小段を設置しているところが何

カ所も見られる。図 ６６ はＪＡいなばの農協青年

部の人達が共同で地域の法面に小段を作っている

様子である。

　このような小段を用水の法面にも取り入れるこ

とで用水での草刈りによる転倒を防止することが

できる。

　同様に、図 ６７ のように用水のコンクリート縁

側にも小段を設けることで、用水側であっても足

を安定的におく事ができる。

まとめ

　用水事故を単に「何々が危ないから注意しま

しょう」では解決にはならない。農作業の場合、

用水に積極的に近づくことで、初めて作業ができ

ることが多くある。その農作業の環境整備を土地



― 5８ ― （６9）

の区画整理、圃場整備の設計の段階で安全設計を

考えるべきであり、国の積極的な関与を望みたい

ものである。
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