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車で出かける
　　ときは…

後部座席でも必ずシートベルトや
チャイルドシートを着用しましょう。
シートベルトは命を守るための
大切な命綱です！

・酒を飲んだら運転しない
・酒を飲んだ人には運転させない
・運転する人には酒を出さない、
　すすめない

飲酒運転はやめましょう

（全国重点）

春の全国交通安全運動の主な行事

○ 子どもと高齢者の安全な通行の確保と
　 　高齢運転者の交通事故防止
○ 自転車の安全利用の推進
○ 全ての座席のシートベルトと
　 　チャイルドシートの正しい着用の徹底
○ 飲酒運転の根絶

実施期間

（大阪重点）
○ 二輪車の交通事故防止

全事故死者の内、二輪乗車中が約4割
125CCクラス以下が最も多い

スローガン
○ 行けるはず　まだ渡れるは　もう危険
○ ぼく安心　チャイルドシートに　抱かれてる
○ 一杯で　消える未来と　消せぬ罪

平成30年4月6日（金）から4月15日（日）までの10日間

そねざき交通安全キャンペーン
高速バスシートベルトキャンペーン

小学校通学路指導（入学･卒業）

北天満お花見会（高齢者安全教室）
区役所前交差点事故防止キャンペーン
北区高齢者ドライバーキャンペーン
樋之口町自転車事故防止キャンペーン

行　事　名 日　時 場　所
4月 5日(木) 15:00~16:00
4月 6日(金) 16:00~17:00
4月 6日(金) 入学式
    9日(月) 始業式
4月 8日(日) 12:00~12:30
4月10日(火) 10:00~11:00
4月11日(水) 13:00~16:00
4月13日(金) 16:00~17:00

阪急百貨店9階祝祭広場
大阪駅JR高速バス停留所

扇町・菅北小学校

旧　北天満小学校
区役所前交差点
うめきた広場　雨天シップホール
樋之口町交差点

平成30年春の全国交通安全運動
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交通刑務所服役者の手記

被害の連鎖によって…
H・A　派遣社員（22歳）

　私が事故を起こしたのは20歳になって1週間後の、
平成17年8月、その日は一生に一度の成人式でした。
　式は午前中に終わり、私は一旦自宅に帰りました。
　タ方になり二次会の時問が近づいていたので会場
に向かいました。到着してみると、まだ参加者が集まっ
ておりません。待機していたところ、友人2人にドライ
ブに誘われ私の車で出かけることになったのです。
　友人を助手席と後部座席に乗せ、車のほとんど通ら
ない道を走っていました。友人との会話がはずみまし
た。成人式だったことと、会場に来る前にデートしてき
たことなどから気分が高まっていた私は、見通しの良
くなった直線でスピードを出し過ぎていました。そし
て、前方にカーブが見えたのですが、私の想像に反して
きつく、ハンドルを切リブレーキを踏んだのですが手
遅れでした。
　車は道路外へはみだし、一回転して、すごい衝突とと
もに田園の中で止まりました。あわてて周りを見渡すと
助手席の友人はシートべルトを着用していたため無事
だったのですが、後部座席の友人の姿が見当たらない
のです。
　私はすぐに車を降り友人を捜すと、数10メートルも
先に友人が倒れていました。意識が朦朧とした状態で、
必死に声を掛け続けたのですが、何の反応もありませ
んでした。
　しばらくして救急車が到着し、友人は病院に運ばれ
て行きました。私と助手席にいた友人は、少し話を聞か
れた後に、別の病院に運ばれました。私は病院に着いて
からも、ずっと友人が助かることを死にもの狂いで祈
り続けていました。
　早朝、私は友人の声で目が覚めました。ところが友人
の姿はなく、やがて両親がやって来てくれました。そし
て、私が目覚めた時間に友人が亡くなったと聞かされ
たのです。その瞬間、目の前が真っ暗になりました。こ
れが現実だと信じられぬまま退院し、亡くなった友人
宅へ私と両親、助手席に乗っていた友人とその両親で
向かいました。
　そこには、昨日まで元気だった友人の変わり果てた
姿があり、ご家族の方々が泣いておられました。私は泣
いている方々のこと、一緒になって頭を下げ続けてく
れている家族のこと、何も悪くないのに友人と両親の
こと、どうやって償えるでしょう。目の前で眠る友人の
命は決して帰らない現実に、私は決して許されない大

罪を犯してしまったことに絶望しました。
　その後、私は逮捕され、保釈後すぐにご遺族の方へ
の謝罪に自宅に向かいました。ひたすら頭を下げ謝罪
しましたが、ご遺族の方は事故状況を詳しく教えて欲
しいということでした。私は事細かに説明しました
が、ご遺族の悲しさ、苦しみ、無念さが言葉で言い表せ
ないほど伝わってきました。
　あまり納得していただけず、私への憎しみが計り知
れないことが分りました。その後も何度か謝罪に伺
い、またお墓の方へは判決の日まで毎月行かせていた
だきました。
　判決は速度超過による危険運転致死傷罪で懲役3
年の判決を受け、現在、市原刑務所で服役中です。
　私は事故後、気付いたことがたくさんあります。私
が起こした事故によってご遺族の方々や私の家族、友
人たち、数え切れないほどの方々に精神的、肉体的苦
痛を与えてしまいました。
　私の家族は転勤になり肩身の狭い思いを強いられ、
一度きりの成人式を悲しいものにしてしまい、大勢の
友人たちにも迷惑をかけてしまったことなど、その後
もたくさんの被害が知らず知らずの間に連鎖して
いったのです。私はその重大さが身に染みて分り、二
度と同じ過ちを犯さないよう心の底から反省し生ま
れ変わることを決意しました。
　事故直後は死んでお詫びしようと何度考えたこと
か。でも、そのとき一緒になって泣いて傍らにいてく
れた私にとって大切な人の言葉によって考え直しま
した。今は19歳という若さで亡くなった友人の無念
さを胸に刻み、友人の分も精一杯生きていこうと思っ
ています。出所後は亡くなられた友人の供養に努め、
決して逃げ出したりせずご遺族の方には正面から向
き合って謝罪し、私にとって大切な家族や友人たちに
もう二度とこれ以上悲しい思いをさせないよう強い
意志を持ち残りの人生を歩んでいきます。
　最後に伝えたいことがあります。それは、シートべ
ルトはしてもしなくても良いという考えはやめて、命
を守るためにも車に乗るのであれば運転席、助手席、
後部座席に関係なく必ずしてください。心からお願い
します。何をするにも自分の行動一つ一つの裏には家
族、友人、たくさんの人々が鎖のように連鎖している
ということを決して忘れずにいてください。自分の大
切な人を傷つけないためにも…。

　筆者も、亡くなった若者も、成人式を終え希望に燃えてた青年である。成人式を終え筆者が運転する車
に同乗しドライブ中、起こした交通死亡事故で懲役3年の刑で服役中の手記です。
　事故後、御遺族家族の深い悲しみにふれ、取り返しのつかない重大性に日々苦悩している心理が交通事
故の悲惨さを訴えている。
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□の中へ○か×でお答え下さい。

問題1 車両等は、その進路の前方の交通が混雑しているため、そのまま進行した場合、横断歩道や自転車横断帯に停止す
ることとなるおそれがある時は、当該横断歩道に入ってはならない。

問題2 車両等は、トンネルの中や濃霧の中などで、視界が50メートル（高速自動車国道等にあっては200メートル）以下の
暗い場所を通行するときは、夜間同様、前照灯など所定の灯火の点灯義務と、前照灯の減光操作義務が生じる。除外
規定として、一般道路のトンネルで前方50メートル、高速自動車国道等で前方200メートルまで明瞭に見える程度
の照明があるトンネルを通行する場合は、点灯しなくてもよい。

問題3 車両等の運転者は、ぬかるみや水たまりを通行するときは、泥よけ器をつけ、または徐行するなどして、泥土、汚水な
どを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない。

問題4 70歳以上の運転者が普通自動車を運転する時は、高齢運転者マーク（標識）を車体の前面と後面の所定の位置に
つけ運転するように努めなければならない。表示をしなかった場合、反則点1点の違反となる。

問題5 高速自動車国道及び自動車専用道路を走行しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水、エンジンオイルの量、及
び貨物の積載状態を点検し、途中でガス欠等のため走行できなくなったり、貨物が転落・飛散したりしないための措
置を講じなければならない。

⇨ 答えと解説は、P4にあります。

　全国の75歳以上の運転免許保有者は、10年で倍増し最多になり495万人
になりました。今後も長寿社会の発展により増加傾向にあります。

　警察庁の統計資料（平成28年末現在）で、
近畿2府4件の、100歳以上の運転免許保有
者を調査した結果、大阪府 4人、京都府 5人、
滋賀県 1人、兵庫県 7人、奈良県 1人、和歌
山県 5人、合計 23人でした。

　返納者増加の背景には、高齢者運転の交通事故の増加や、アクセル、ブレーキの踏み間違いによる
重大交通事故、高速自動車道の逆走による交通事故が多発し、これらの交通事故がマスコミ等で大き
くクローズアップされていることが、その要因と分析されています。
　しかし、運転実年齢は個人差が大きいようで、75歳以上の職業運転手さんも、家庭生活、経済上の
事情により「車」が欠かせず、かなりの高齢者ドライバーが現役です。

75歳以上の運転免許証の返納者は
約25万人以上となりました。

（平成29年度統計）

運転免許証 返納者 増加

100歳以上の
　　運転免許保有者

【近畿2府4県】

このページでは高齢者ドライバーについてお知らせします。

和歌山県

奈良県

兵庫県

滋賀県

京都府

大阪府

5人

1人

7人

1人

5人

4人
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問題1　○ 道路交通法第50条の2項（交通混雑中の交差点等への進入禁止）
　罰　則　道交法120条第2項（5万円以下の罰金）
　反則金　普通車　6千円　1点

問題2　○ 道路交通法第52条第1項（夜間以外の点灯義務等）
同法施行令19条
　罰　則　道交法第120条第1項第5号　5万円以下の罰金
　反則金　普通車　6千円　　違反点（無灯火）1点

問題3　○ 道路交通法第71条第1項（運転者の遵守事項）
　罰則　道交法120条1項9号（5万円以下の罰金）
　反則金　普通車　6千円　　違反点なし

問題4　× 道路交通法第71条5第3項（高齢運転者マークの表示義務）
　罰則及び違反点なし

問題5　○ 道路交通法第75条10（自動車の運転者の遵守事項）　高速道路における交通方法の特例
罰則道路交通法第119条1項12号の三
　3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
　過失犯の処罰規定が適用は、10万円以下の罰金
　違反点　2点
　反則金　9千円

答え

高齢者ドライブキャンペーンに
参加しませんか

高齢者ドライブキャンペーンに
参加しませんか

当協会が 「優良交通安全協会」で表彰されました。

4
（水）
11

　大阪府警察では、高齢者運転者の交通安全
対策として「安全運転サポート車」の普及啓発
を関係機関・団体と連携し、高齢者による交通
事故防止活動を推進しています。

　平成30年1月19日（金）　東京都文京区　文京
シビックホールにおいて、第58回交通安全国民運動
中央大会が開催され、来賓として、秋篠宮両妃殿下、
安倍内閣総理大臣等臨席のもと、当協会が、交通安
全思想の普及徹底と交通事故防止に顕著な功績が
あったとして、全日本交通安全協会長から表彰され
ました。

70歳以上の運転者が
高齢運転者マークを
表示しなかった時は？
（【問題4】は、
  問題の年齢に注意）

日時　平成30年4月11日（水）
　　　　午後1時から午後4時までの間

13：00　開会あいさつ
13：05　運転免許返納者の運転免許卒業式
13：15　交通安全教室
13：45　体験コーナー（トヨタから4台のIT車提供）
　　　第一部（招待者のみ）
　　　•サポートカー同乗体験
　　　•俊敏測定器による俊敏度測定
　　　•シートベルトコンビンサー体験（衝突時の体験）
　　　•自転車シュミレーター
14：45　体験コーナー
　　　第二部
　　　　第二部では、一般者の方も参加出来ます。

プログラム

場所　うめきた広場　JR大阪駅北側
　　　（大阪市北区大深町4－1）
　　　※ 雨天の場合はSHIPホール


