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パルシステムの保障

正しく理解していますか？

自転車の乗り方＆ルール
レジャーとしてだけでなく、
日常生活の移動手段としても欠かせない「自転車」
。
子どもから高齢者まで幅広い年代が手軽に利用できる反面、
事故につながることも多く、
ここ数年は交通事故件数の約2割を自転車事故が占めています。
気候もよく、
自転車で出かけるのに最適な季節。自転車の正しい乗り方を再確認し、
安全に利用するようにしたいですね。
〈参照〉
一般社団法人日本損害保険協会 ホームページ http://www.sonpo.or.jp/
警察庁 ホームページ http://www.npa.go.jp/

自転車事故による死傷者の
約40％が若者と子ども
平成25年に発生した自転車乗用中の交通事故は約
12万件。また、
死傷者数は12万人と、
交通事故全体の
死傷者数の約15％を占めています。これは自動車事
故による死傷者数に次ぐ多さで、オートバイなどに
よる事故よりも多い数となっています。
自転車事故による死傷者を年代別にみてみると、学
齢期である6～24歳がいちばん多く全体の22％を占
めており、5歳以下もあわせると全体の約40％とな
り、若者・子どもの事故が多いことが数字でも見て
とれます。

無理な運転をしなければ
自転車事故を防げます
道路交通法では、
自転車は自動車とおなじ“車両”と
して扱われ、車両としての交通ルールを守る必要が
あります。交通ルールを守らなかったために事故と
なった場合は、自転車側が加害者となり責任を問わ
れることも。日常でよく見かける「安全確認無しの
急な進路変更」
「一時不停止（一時停止の標識を無
視）
」
「信号無視」などは、
自転車による加害事故の原
因の上位を占めています。
自転車事故でケガをしない・させないために、なに
より大切なのは「交通ルールを守って、
安全運転をこ
ころがける」ことです。

検索

ホームページにて
『びぃあらいぶ』
に関するアンケートを実施中。
お答えいただいた方に抽選でこんせんくんグッズプレゼント！

次回『びぃあらいぶ』は 7 月 1 回

自転車は “ 車 ” です。

事故にあう前・起こす前に、家族で乗り方を総点検！

自転車は法律上では「車」として扱われます。そのため、走行にあたっては交通ルールが定められており、
違反すると罰金や罰則が科せられます。これらは子どもにも適用されるので、家族でしっかり確認しておきたいですね。

「自転車安全利用五則」
を守りましょう。

安全ルールを守る

自転車は、
車道が原則、歩道は例外

これらはよく見かける行為ですが、
違反行為にあたり、
罰則が設けられて
います。

道路交通法上、
自転車は「軽車両」と位置付けられています。自動車と同

違反した場合

じ位置付けなので、
歩道と車道の区別がある場所では、
自転車は車道を
通行するのが原則です。

違反した場合

３ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

また、
自転車道がある場合は、
自転車道を通行しなければなりません。

違反した場合

2万円以下の科料

●飲酒運転………

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

●二人乗り………

2万円以下の罰金または科料

●夜間無灯火……

5万円以下の罰金または科料

●並走……………

2万円以下の罰金または科料

●信号無視………

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

●一時不停止……

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

こんなことにも
注意を

以下の行為は、
各都道府県公安委員会の遵守事項違反

子どもはヘルメットを着用

（5万円以下の罰金）
にあたる場合があります。
●自転車乗用中の携帯電話・スマートフォン、
イヤホン等の使用

車道は左側を通行

事故による被害を軽減させるため、
保護責任者は児童・幼

●傘さし運転

自転車

自転車は道路の左端に寄って通行しなければ
なりません（車と同じ向きで走行）
。自転車道を

加害者になってしまうと
さまざまな責任が問われます

車道

通行する場合も必ず左側を通行しましょう。

違反した場合

児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

事例1

事故の概要／男子小学生
（11歳）
が夜間、
帰宅途中に自転車で走行中、
歩道と車
道の区別のない道路において歩行中の女性（62歳）と正面衝突。女性は頭蓋骨
骨折等の傷害を負い、
意識が戻らない状態となった。

法律違反をして事故を起こした場合、
自転車であってもさまざまな責任

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
車道

が問われることになります。

（神戸地方裁判所、
平成25年7月4日判決）

事例2

●刑事上の責任

※自転車が歩道を通行できる場合

しかし歩道はあくまでも歩行者優先。歩道の車道寄りまたは指定された

●車道または交通の状況からみて、
やむをえない場合

2万円以下の罰金または科料

個人賠償責任保険で備えを

「自転車歩道通行可」の標識

！

今さら聞けないあのコトバ 基 礎 のキソ

「軽車両」
とは、
運転免許を必要としないで路上を走ることがで
きる
「普通自転車」
「電動アシスト自転車」
や、
リヤカーなどの
「荷
車」
「
、人力車」
や
「祭りの山車」
などを総称したものです。
ちなみに
「車いす」や、
6 歳以下の子どもが乗る
「小児用自転車」
や、
お年寄りのかたがよく乗っている
「シルバーカー」
などは
「歩
行者」
の扱いとなります。
言葉としては似ていますが、
「軽自動車」
は文字通り自動車の部類に含まれます。
「軽車両」
を公道で運転するに当たって免許は必要ありません
が、
自動車と同じように道路交通法を順守しなければ、
違反した
場合には違反切符を交付されます。
例えば
「自転車」が公道を走行する場合には、
以下の 4 つの装備

日本損害保険協会調べ
※賠償額とは、
判決文で加害者が支払いを命じられた金額です
（上記金額は概算額）
。

ています。この賠償責任は未成年であっても免れることはできません。

●子どもや高齢者などが運転している場合

停止しなければなりません。

軽車両 【 けいしゃりょう】

（東京地方裁判所、
平成20年6月5日判決）

近年の判例では、
損害賠償の賠償額が数千万円と高額になるケースも出

●歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合

部分をすぐに停止できる速度で走り、
歩行者の通行を妨げる場合は一時

違反した場合

●民事上の責任
被害者に対する損害賠償の責任を負います。

自転車も例外的に歩道を通行できる場合があります。※

賠償額※／9,266万円

事故の概要／男子高校生が昼間、
自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道
を斜めに横断し、
対向車線を自転車で直進してきた男性会社員（24歳）
と衝突。
男性会社員に重大な障害
（言語機能の喪失等）
が残った。

相手を死傷させた場合、
「重過失致死傷罪」となります。

自転車

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

賠償額※／9,521万円
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LPA
松岡 トモコさん
（パルシステム共済連）

がきちんと備えられていることが必要となっていますので、
「自
転車」
もきちんと整備して運転しないと違反となります。
1.ブレーキ
2. 警音器
3. 前照灯・尾灯
4. 反射器材
＊尾灯・反射器材はどちらかでよい

免許が必要な自動車と違い、
「自転車」
は法規などを習う機会が
少ないまま、
公道に出てしまう乗り物です。
最近自転車運転者向
けの研修会が、
色々なところで行われています。
機会があれば、
ぜひ親子で参加してみるのも良いのではないでしょうか。

地域FP紹介相談【有料】
※個別商品の提案はありません。

まずはお気軽に資料請求を！
※資料請求は無料です

135038

の補償

保険

5,000 円（消費税別）

ライフプラン作成コース
総合的な相談＋提案書

50,000 円（消費税別）

おススメのポイント！
パルシステムが提携している実績あるプロの
相談員をご紹介。地域担当の複数のFPから
プロフィールを見て選択いただけます。
地域ごとの担当なので、
ご自宅での相談も気
軽にできます。

４つのポイント

2015年度

パルシステムの

自転車保険

時間単位相談コース
相談料
（30分ごと）

法律上の賠償責任を負った場合、
個人賠償責任保険に加入していると保障の対象になります。

自転車事故

パルシステム共済連の

今週の解説担当：

自転車事故など日常生活における偶然な事故で、
他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして

交通事故危険のみ補償特約付 団体総合生活補償保険
（標準型）

ポイント1

賠
 償責任補償2 億円・示談交渉サービス付き

ポイント2

選
 べる3つのコース〈個人型・夫婦型・家族型〉

〈5月中途加入用保険料〉 ※保険料は一時払となります。

個人型…2,760円 夫婦型…4,600円 家族型…6,460円

※3月中にお申込の場合、
補償期間は2015年5月1日～2016年4月1日までとなります。

ポイント3
ポイント4

保険期間：2015年4月1日午後4時～2016年4月1日午後4時
（1年間）中途加入がで
きます。3月中お申込の場合の補償期間・保険料は ポイント2 をご参照ください。
〈引受保険会社〉
資料請求はこちら

134902

三井住友海上火災保険株式会社 広域法人部 営業第二課

〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1
TEL：03-3259-6693

自転車で相手を
ケガさせた

年
 齢制限なし
「交通事故・交通乗用具の火災による傷害
（ケガ）
」
と賠償責任を補償します。

〈取扱代理店〉

パルシステム共済生活協同組合連合会 保険事業部

0120-201-342

※この保険はパルシステム共済生活協同組合連合会が
保険契約者となる団体契約です。※この広告は保険の
特徴を説明したものです。詳細は「パルシステムの自転
車保険チラシ」をご覧ください。
B14-104185 使用期限2016.4.1

