
自転車のルール 編
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上の標識が表す意味を言つてみよう。君はどのくらい分かるかな ?
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自転車安全運転診断 …さあ、君はどのくらし粉かるかな

次の文について、正しいと思う文には○記号を、間違つていると思う文には×記号を、(

つけてみよう。19.は正しい記号に○をつけます。
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1.「自転車横断帯」がある場合には、そこを通行しなければならない。

2.自転車が通つてもよい歩道では、歩いている人がいるときにはベルを鳴らして注意を促せば、そのままの速度で

通つていつてよい。

)3.自 転車が通ってもよい歩道では、自転車は歩道の中央より車道側を走らなければならない。

)4・ 集団で平らな道を走るとき普通のスピード (時速約 10km)の場合、自転車と自転車の間は 1.5m位あけると安

全である。

)5.集 団で自転車走行をするとき、3台までなら横に並んで走つてよい。

)6.歩 道も路側帯もない道路で、自転車を押していく場合には、道路の左端を通らなければならない。

)7.自 転車は自の 2本線で標示された路lll帯を通ることができる。

)8.信 号が「赤色の点測 (ついたり消えたりする )」 のときは、必ず徐行して、安全をたしかめて通行しなければなら

ない。

)9.夜 間はもちろん、昼間でもトンネルの中や霧の濃いときは、ライトをつけなければならない。

)10.自 転車で横断歩道を渡るときは、徐行して歩行者のじやまにならないように走行しなければならない。

)11.交差点にさしかかると、信号が赤色で、その下に右向きの青色の矢印の信号がでていた。このとき自転車は、矢

印に従って右折することができる。

)12.自転車の駐車については、特に法律的に定められた規則はない。

)13.自 転車で踏切を通るとき、安全と思えば、そのまま自転車に乗つて渡つてよい。

)14.車道と歩道の区別ある道路で、自転車を押して歩くときは歩道を通らなければならない。

)15.自転車に乗るときは、見通しのきく道路の左端で、前方の安全を確かめて発進する。

)16.狭い道路から広い道路に出るときは、一時停止の標識がなくても、一時停止し安全を確かめてから徐行して広い

道路にでる。

.自転車をパーキングメーターのある駐車場に置くことができる。

,一輪車で車道を走つてよい。

.自転車で信号機のない交差点を右にまがるとき、次のどの方法が正しいですか。
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自転車はどこを走ればよいのでしょうか?
【左側寄り通行】
自転車は、車道を通るときは道路工事

などの場合を除き、道路の左端に沿って

通行しなければならないと決められて

います。

【路側帯の通行】
自転車は、路側帯を通ることができます。

しかし、歩行者の通行に大きな妨げとな

るところや、自の二本線の標示(下 図)の

あるところでは、通行してはいけません。

(車 道)|

(路側帯)1

【通行区分】
自転車は、歩車道の区分のある道路では、

車道の左端を通行しなければなりません。

ただ し、自転車通行可の標識のあるとこ

ろでは、普通白転車は、歩道を通ることが

できます。

【自転車通行可の標識のある歩道l

普通自転車は、自転車通行可の標識のあ

る歩道を通行することができます。

ただし、白線によって区分されていると

ころを通行します。指定のないところでは、

車道寄りを歩行者の通行を妨げないように

走らなければならなりません。

【自転車専用の標識のある道路】
＼`｀＼＼

 ⑬

― ◎
/1目

|

自転車専用の標識のある道路

では、普通自転車は、そこを通ら

なければならなりません。

【自転車横断帯】

道路を横断しようとするとき、近くに自

転車横断帯があれば、その自転車横断帯を

通行しなければなりません。また、自転車横

断帯がないところでも、近くに横断歩道が

あるときは、自転車を押して横断歩道を渡

るようにします。

嗽〕自転車の点検・整備Iまどのようにしたらよいか?
【日常点検】
自転車を使用するとき、その都度行うもので、次の方

法があります。

点 検 箇 所 点 検 内 容

フレーム ゆがみや破損はないか。

ブレーキ ブ 前輪、後輪共によくきくか。時速 10kmでブレーキをか

けて3m以内で止まるか。

タイヤ タ 十分に空気が入つているか (接地面が 7～ 10cm)。

すり減っていないか。

ハンドリレ しつかりと固定されているか。

反射器材 ハ 破損したり汚れていないか。

取り付けの角度、位置が適切か。

灯火 (ラ イト)'卜 電球が切れていないか。

角度、位置が適切か。

チェーン チ

工

さびが出ていないか。

ゆるみすぎていないか。

サ ドリレ(鞍 )
わ
ノ
　
ラ

しっかり固定されているか。

適正な高さに固定されているか。

ベル (豊 音器) よく鳴るか。

ペダル ベ 曲っていないか。

滑りやすくなっていないか。

その他 破損や変形等がないか。

音を聞いて (自 転車を軽

く落とす)ガタツキ、ゆ

るみを調べる。

日で見て曲がりやへこみ、

よこれの状態を調べる。

乗つてみでバランス、ブ

レーキの具合などを確か

める。

さわつてみて、タイヤの

空気圧や締めつけのゆる

みを調べる。

′ヽンド,レ■

ベル◎

ブレーキレバー◎

ライト◎

ダイナモ◎

◎ブレーキ

■チェーン ブレーキ◎

■ペダル

◎日常点検

■定期点検 (日常点検

の項目に加える。)

タイヤ■

自転車の交通事故と保険J融に力臥するのは運転者の責任です―

万が一の事故 に備えるため に、日頃から保険に力0入 し十分な備えを してお くことも大切です。

① TSマ ーク保険……自転車整備士のいる自転車店で定期点検を受けると、「傷害保険Jと 「賠償責任保険」に、自動的にカロ入することができます。

②白転車総合保険……自転車搭乗者自身ならびに他人の死亡 ケガ 後遺障害と歩行中に他人の自転車による事故の場合にも適用。対物損害賠償責任もあります。

③傷害保険……………自分自身のけがに備える保険です。

④ l固人賠償責任保険…日常生活などで他人に損害を与え、賠償責任を負つた場合に備える保険です。自転車事故にも適用されます。



左からの出会い頭事故

,自転車事故はこうして起こる!

自転車事故パターンを知って、交通事故を未然に防ごう

右tQl通 行している自転車が左折車と衝突。
自転車も左側通行が原則.

ドアの開放

対向直進車のかげに自転車が隠れ、右折する乗用車
と衝突。

信号が冑でも交差点は安全確認 し、徐行 して渡る。

直進併走中の事故

狭い道などで併走する自転車と自動車が接触。

後方から迫る自動車にも注意。時には一旦停止 し

自動車やバイクをやり過ごす。

急 に右慢1に進路変更 した自転車と後方から進行 し

てきた乗用車との衝突。

進路変更をするときには必ず後方確認し、右折の含
図を出す.0寺 には一時停止し、自動車やバイクをや
り過ごす。

番左折車による巻き込み

自動車の内輪差によって左折時に巻き込まれる。

左折車の近くに寄らない。

右左折車と歩道走行自転車

自動車と並行 し歩道や横断歩道を走行中の自転車

と右左折自動車との衝突。

交差点や治道施設入り□がある所では、左右から進

入 して くる車両に注意 し、安全確認を して走行。交

差点では一時停止。横断歩道は押 して渡る。

抒 自転車で事故を起こしたとき
【被害者になつたとき】
1小さな事故であっても必ず警察に連絡する。
2軽いケガの場合でも、医師の診断を受ける。
3.相手 (カロ害者)を十分確認する。

①相手の名前 住所 勤務先・車の登録番号(ナンバー)

②相手の運転免許証・車検証・保険証など
4.保険に加入している場合には、事故の状況を直ちに保険

会社又は代理店に連絡する。
5.学校にも事故の事実を報告する。

【カロ害者になつたとき】
1.まずは「負傷者の救護」と「安全確保」

2救急車の手配 (丁ELl19)を 依頼する。

3小さな事故でも肇察に連絡をする。

4.相手 (被害者)を十分確認する。
・被害者の名前 .連絡先 住所・自分の連絡先など

5.保険に力0入 している場合には、事故の状況を直ちに保

険会社又は代理店に連絡する。

6.学校にも事故の事実を報告する。

7被害者の方に誠意を尽くす。

運転者も歩行者も「安全は 心と時間の ゆとりから」

右からの出会い頭事故 急な進路変更による事故
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左折車と右側走行自転車 右直型の事故
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全日本デリバリー業安全運転協議会

編集協力/(財)日本交通安全教育普及協会 に電暑暑

直進自転車の左から乗用車が出てきて衝突。

交差点の手前では必ず徐行 し安全確認をする。

―

十

直進自転車の右から乗用車が出てきて衝突。
見通 しの悪い交差点 路地から大通りに出る際は、
徐行 一時停止する。

一幽

止まつている車の ドアが急に開いて衝突。
駐車車両の横を通過する時は、中に乗つている人の

動向に注意。


