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平平平平成成成成２２２２９９９９年年年年、、、、春春春春のののの全全全全国国国国交交交交通通通通安安安安全全全全運運運運動動動動がががが始始始始ままままりりりりまままますすすす。。。。
【期期期期間間間間】平平平平成成成成２２２２９９９９年年年年４４４４月月月月６６６６日日日日 （（（（木木木木））））かかかからららら
４４４４月月月月１１１１５５５５日日日日 （（（（土土土土））））ままままででででのののの間間間間
【目目目目的的的的】
県県県県民民民民一一一一人人人人ひひひひととととりりりりがががが、、、、自自自自ららららのののの交交交交通通通通安安安安全全全全にににに関関関関すすすするるるる
意意意意識識識識をををを高高高高めめめめ、、、、交交交交通通通通ルルルルーーーールルルルのののの遵遵遵遵守守守守とととと交交交交通通通通ママママナナナナーーーーのののの
実実実実践践践践をををを習習習習慣慣慣慣付付付付けけけけるるるるここここととととにににによよよよりりりり、、、、交交交交通通通通事事事事故故故故防防防防止止止止のののの
徹徹徹徹底底底底をををを図図図図るるるる。。。。
【ススススロロロローーーーガガガガンンンン】
安安安安全全全全をををを つつつつななななげげげげてててて広広広広げげげげてててて 事事事事故故故故ゼゼゼゼロロロロへへへへ
【運運運運動動動動のののの基基基基本本本本】
子子子子どどどどももももとととと高高高高齢齢齢齢者者者者のののの交交交交通通通通事事事事故故故故防防防防止止止止
～～～～事事事事故故故故にににに合合合合わわわわなななないいいい、、、、おおおおここここささささなななないいいい～～～～
【運運運運動動動動のののの重重重重点点点点】
㈠㈠㈠㈠ 歩歩歩歩行行行行中中中中・・・・自自自自転転転転車車車車乗乗乗乗用用用用中中中中のののの交交交交通通通通事事事事故故故故防防防防止止止止
（（（（自自自自転転転転車車車車ににににつつつついいいいててててはははは、、、、特特特特にににに自自自自転転転転車車車車安安安安全全全全運運運運転転転転利利利利用用用用
五五五五則則則則のののの周周周周知知知知徹徹徹徹底底底底））））
㈡㈡㈡㈡ 後後後後部部部部座座座座席席席席をををを含含含含めめめめたたたた全全全全ててててのののの座座座座席席席席ののののシシシシーーーートトトトベベベベルルルルトトトト
ととととチチチチャャャャイイイイルルルルドドドドシシシシーーーートトトトのののの正正正正ししししいいいい着着着着用用用用のののの徹徹徹徹底底底底
㈢㈢㈢㈢ 飲飲飲飲酒酒酒酒運運運運転転転転のののの根根根根絶絶絶絶
㈣㈣㈣㈣ 明明明明るるるるくくくく、、、、目目目目立立立立っっっってててて、、、、光光光光るるるる高高高高齢齢齢齢者者者者
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ごごごご家家家家族族族族のののの皆皆皆皆様様様様、高校生
になると、部活等で帰り
が遅くなったり、通学距
離があったりしますので、
その中で自転車事故が起
きるケースが多くなって
きます。今回の安安安安全全全全テテテテーーーー
ママママ （自自自自転転転転車車車車安安安安全全全全運運運運転転転転利利利利用用用用
五五五五則則則則）について、是非ご
家族で話し合って頂けれ
ば幸いです。
１自転車は、車道が原
則、歩道は例外
道道道道 路路路路 交交交交 通通通通
法法法法 上上上上 、、、、 自自自自 転転転転
車車車車 はははは 軽軽軽軽 車車車車 両両両両
とととと 位位位位 置置置置 付付付付 けけけけ
らららら れれれれ てててて いいいい まままま
すすすす。。。。従従従従っっっってててて、、、、歩歩歩歩道道道道とととと車車車車道道道道とととと
のののの区区区区別別別別ののののああああるるるるととととこここころろろろはははは車車車車道道道道
通通通通行行行行がががが原原原原則則則則でででですすすす。。。。
２車道は左側を通行

やややや 白白白白 のののの 二二二二 本本本本
線線線線 のののの 表表表表 示示示示
（（（（ ※※※※ 歩歩歩歩 行行行行 者者者者
用用用用 路路路路 側側側側 帯帯帯帯 ））））
がががが ああああ るるるる 場場場場 合合合合
をををを 除除除除 きききき 、、、、 路路路路
側側側側 帯帯帯帯 をををを 通通通通 行行行行
すすすす るるるる 事事事事 がががが でででで
きききき まままま すすすす 。。。。 そそそそ
のののの 場場場場 合合合合 はははは 、、、、
歩歩歩歩 行行行行 者者者者 のののの 通通通通
行行行行 をををを 妨妨妨妨 げげげげ なななな
いいいいよよよよううううなななな速速速速度度度度とととと方方方方向向向向でででで進進進進行行行行
ししししななななけけけけれれれればばばばななななりりりりまままませせせせんんんん。。。。

自自自自 転転転転 車車車車 はははは
３歩道は歩行者優先で、
車車車車 道道道道 のののの 左左左左 側側側側
自転車は車道寄りを徐行
にににに 寄寄寄寄 っっっっ てててて 通通通通
自自自自転転転転車車車車がががが歩歩歩歩道道道道をををを通通通通行行行行すすすするるるる
行行行行 しししし なななな けけけけ れれれれ
場場場場合合合合はははは、、、、車車車車道道道道寄寄寄寄りりりりのののの部部部部分分分分をををを
ばばばば なななな りりりり まままま せせせせ
んんんん。。。。自自自自転転転転車車車車はははは、、、、歩歩歩歩行行行行者者者者のののの通通通通 徐徐徐徐行行行行ししししななななけけけけれれれればばばばななななりりりりまままませせせせんんんん。。。。
行行行行にににに大大大大ききききなななな妨妨妨妨げげげげととととななななるるるる場場場場合合合合 歩歩歩歩行行行行者者者者のののの通通通通行行行行をををを妨妨妨妨げげげげるるるるよよよようううう

なななな 場場場場 合合合合 はははは 一一一一
時時時時 停停停停 止止止止 しししし なななな
けけけけ れれれれ ばばばば なななな りりりり
まままませせせせんんんん。。。。

４安全ルールを守る

運運運運転転転転中中中中又又又又はははは、、、、
歩歩歩歩ききききななななががががららららのののの携携携携
帯帯帯帯電電電電話話話話のののの禁禁禁禁止止止止

２２２２人人人人乗乗乗乗りりりり禁禁禁禁止止止止
※※※※交交交交通通通通ルルルルーーーールルルルをををを
守守守守るるるる事事事事ははははママママナナナナーーーー
ややややモモモモララララルルルルをををを守守守守るるるる
事事事事とととと同同同同じじじじでででですすすす。。。。

５子供はヘルメット着用

ヘヘヘヘ ルルルル メメメメ ッッッッ
トトトト はははは 自自自自 分分分分 のののの
身身身身 をををを 守守守守 るるるる 為為為為
ののののももももののののでででですすすす。。。。
準準準準 備備備備 をををを 万万万万 全全全全
にににに すすすす るるるる 上上上上 でででで
安安安安 全全全全 のののの 準準準準 備備備備
もももも忘忘忘忘れれれれずずずずにににに！！！！

全全全全ててててのののの座座座座席席席席ででででシシシシーーーートトトトベベベベ
ルルルルトトトトをををを着着着着用用用用ししししままままししししょょょょうううう。

●後 部座席 シート ベルト
を着用しましょう。
●後 部座席 シート ベルト
非着用の危険性
●シ ートベ ルトの 正しい
着用方法について。
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後部座席シートベルト
を着用しましょう。
後部座席でのシートベル
トの着用は自分自身だけで
なく、同乗している家族や
友達を守ります。
後部座席シートベルト
非着用の危険性

① 車車車車 内内内内 でででで 全全全全 身身身身 をををを 強強強強 打打打打 す
る可能性があります。
② 車車車車 外外外外 にににに 放放放放 りりりり 出出出出 ささささ れれれれ るるるる
可能性があります。
③ 前前前前 席席席席 のののの 人人人人 がががが 被被被被 害害害害 を 受
ける可能性があります。
シートベルトの正しい
着用方法について。
シートベルトは正しく着
用しなければ効果がありま
せん。左の絵のとおりに正
しく着用しましょう。

自自自自転転転転車車車車事事事事故故故故
高高高高１１１１突突突突出出出出

警察が２００７～１６年
の１０年間に県内で発生し
た未成年者の事故を調べた
ところ、学年別では高校１
年生の事故が中学３年生か
ら４倍以上に増え、全体で
も突出して多かった事がわ
かりました。高校入学後に
通学で自転車が必要となり、
不慣れな状態で乗る生徒が
増える為と考えられます。

ＴＴＴＴＳＳＳＳママママーーーークククク取取取取得得得得指指指指導導導導もももも！！！！

交交交交通通通通安安安安全全全全川川川川柳柳柳柳

わかばから
安全運転
もみじまで
（ゆうな）
教えよう
我が子にヘルメットの
大切さ
（ひよこさん）
無事帰る
交通安全
母の為

（母）
ＴＳマークは自転車安全
整備士が点検・整備した自 自転車で
ながらイヤホン
転車に張るシールで、１年
事故のもと
間有効の障害・賠償責任保
（プー氏さん ）
険が付く。
親心
県くらし交通安全課はＴ
我が子の「ただいま」
Ｓマーク加入は、安全意識
ホッとする
が高まり事故防止に有効な
（ＡＫＢ２号）
上、保険加入を兼ねた点検 見たつもり
料金は比較的安価であり、
止まったつもりが
事故のもと
学校や生徒に取得を呼びか
（まー）
けていくとしている。

