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令和 2年 度奈良県交通安全ボスター優秀作品
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《主唱》謬 奈良県・ 奈良県交通対策協議会
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○ 「飲酒運転 は絶対 に しない」 「飲酒運転 をさせない」 「飲酒運転の車 に
同乗 しない」 を徹底 しま しょう。
○自転車も飲酒運転 の違反対象です。
○ ハ ン ドルキ ーパー運動 を促進 し、飲食店等 における運転者 へ の酒類 提供
の禁止を徹底 しま しょう。
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大淀町立大淀中学校 2年
南 日莱 さんの作品
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070歳

以上 の高齢 ドライ バーは 「高齢者 マーク」 の表示 に努め、自身の
身体機能 の変化 を自覚 して安全な運転を実践 しま しょう。
O運 転 に不安 を感 じている場合 には、運転免許の 自主返納も検討 し、交通
事故防止 に努 めま しょう。
O体 調不良 を感 じた時は、運転 を控えま しょう。
O事 故 防止機能搭載 のセー フテ イ・ サ ポー トカ ー (サ ポカー )等 の 利用 を
推奨 します。

「セー フテ ィ ・サポー トカー
(サ ポカー)」 とは自動ブ レーキ
を搭載 した、全 ての運転者 に
推奨す る自動車です。
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ひもろうよV
生駒市立生駒小学校 4年
鳥越 智博さんの作品

「セーフテ /・ サポー トカー S(サ ポ
カー 5)」 と よ自動ブ レーキに力□え、
ペ ダル肇み間違 い[寺 力□速抑制装置等
をl合 動 した、特 に高齢運転者 に推奨
する自動車です
=

サポカ ー、サポカー Sは 運転者 の事故低減 に有効 です。 しか し、条件 によつては装置が作動
しない場合 もあ ります。装置の機能を過信 せず、引 き続き安全運転を心掛 けま しょう。

五條市立五條東小学校 4年
二崎 万葉さんの作品

五條市立阪合部小学校 5年
山下 葵子さんの作品

大淀町立大淀中学校 2年
岡田 渚咲さんの作品

奈良市立平城中学校 2年
三輪 成実 さんの作品

○奈良県自転車の安全で適正な利用の促進 に関する条例 により、令和 2年 4月 1日 から 「自転車損害賠償
入が義務に、高齢者 は自転車乗用時のヘルメッ ト着用が努力義務 とな りま した。
責任保険等」へのカロ

065歳

以上の高齢者 は、自転車利用時、ヘ ルメ ッ トの着用 に努めなければな りません。
○ 自転車事故 によ り亡 くな られる方の多 くは、 「頭部損傷」が原因 とな つています。事故被害の軽減 には
ヘ ルメ ッ トが有効です。

入 しなければな りません。
○ 自転車の所有者等 は事故被害者救済 のため 「自転車損害賠償責任保険等」 に力日
現在契約中の保険の内容も
‐
しつかり確認 しましょう !

自転車で事故をした場合に相手方に賠イ
賞する保険に加入 していますか ?
※点検整備をした自転車に貼 られる「丁Sマ ーク」も該当 します。

↓ いいえ

↓ いいえ
共済、各種団体保険 (職 場で加入する保険や学校の P tt A保 険等)
のいずれかに加入 していますか ?

■︷

艤蟷玲隧

自動車保険、火災保険、傷害保険のいずれかに加入していますか ?

晰 はい

自転車損害賠償責任保 険等 に相当する補償が基本補償 または特約 と
してつい ていますか ?
※特約の名称 は、保 険会社 によつて異な ります。

いいえ

↓ いいえ

□2年 10月
○奈良県道路交通法施行細則 によ り、令不
1日 か ら 「小学校入学 までの者 」 が自転車の幼児用
座席に乗車可能にな りました。
○子供 を自転車 に乗せる ときはヘ ルメ ッ
トを必ず着用させるなどル ールを守 り、
幼児 二 人 同乗用 自転車 を使用 する際 は
児 2人 同 乗 基 準 邁 合 車
BAAマ ー ク、 SGマ ー クの付 いた 安
SGマ ーク
全な自転車を選 びま しょう。
/‐

勒農鏃甕眩鱚勒橿談所
交通事故 に遭われた方 のために、交通事故相談
員が皆さまの相談に応 じます。
害者不間。
無料、プライバシー厳守、被害者・カロ
場 所 奈良県安全・安心まちづくり推進課内
(公

:0742‑27‑8731)

相談日 月・火・木・金曜日

8:30〜 16:45

※定期巡回相談

(祝 日

0年 末年始除 く)

(県 内 4市 町)も 実施 しています。
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生駒市立生駒小学校 4年
田中 陽菜 さんの作品

自転車条fFJに ついて
奈良県 自転車条例総合窓 □
容 0742… 27¨ 7013(平 日9:00〜 17:00)
自転車条例 ペー ジ
http:〃 www,pref.nara.jp/53824.htm

啓発用ビデオ・ DVDの 貸出
正 しい交通ルール とマナ ー を身 につ けていただ くため、
交通安全啓発用 ビデオ・ DVDを 無料で貸 し出 しています。
詳細 は、奈良県安全 ・ 安心 まちづ くり推進課 まで。
(容

:0742‑27‑8730)

子供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
○暗 い時間帯 に外 出する時 は、目立 つ色の服 を着た り、反射材用品・
小型 ライ ト等 を活用 した りしま しょう。
○高齢者 は自 らの身体機能の変化 を自覚 した安全対策 を心 が けま しょ
う。慣れた道 でも横 断歩行 には注意 し、自動車の運転 に不安のある
場合 は安全運転相談窓 □に相談 して免許返納も検討 しま しょう。
○ ドライバーの皆 さんは、子供 や高齢者 を見か けた ら、その行動 に十
分注意 し、一時停止や徐行 するな ど 「思 いや りのある運転」 を しま
しょう。

飲酒運転 の根絶
○ 「飲酒運転 は絶対に しない」 「飲酒運転 をさせない」 「飲酒運転の
車 に同乗 しない」を徹底 しま しょう。

大淀 町立大淀 中学校 3年
森川 綾菜 さんの作 品

横断歩行者 の保護 と正 しい横断
○信号機や横断歩道 のあるところを横 断す るよ うに し、横断前 は必 ず
左右の安全確認 を しま しょう。
○横 断歩道 は歩行者 が優 先 です 。横 断歩道 を渡 ろ うと して いる 人 や
渡 つている人 がいる場合、 ドライバ ーは横断歩道 の 手前 で一 時停止
して歩行者 に道 を譲 りま しょう。

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
○後部座席 に着席する場合もシー トベル トを着用 しなくてはな りません。
運転者 だ けでな く、同乗する全 ての人がシー トベ ル トを正 しく着用
しているか確認 しま しょう。
○幼児 を乗車 させるときは、体格 にあ つたチ ャイル ドシー トを正 しく
使用 しま しょう。

天理市立井戸堂小学校 6年
品
大 山 香蓮 さんの作卜面
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自転車の安全利用の推進と自転車乗用中の交通事故防止
○自転車 に乗るときは自転車安全利用 五則 を守 りま しょう。
○頭部を守 るためヘ ルメ ッ トを着用 しま しょう。
入 しま しょう。
○万一の事故 に備えて自転車保険 に力日
いま
しょう。
の点検整備を行
○定期的に自転車

1
2
3
4
5

自転車 は、車道が原則、歩道 は例外
車道 は左側 を通行
歩道 は歩行者優先 で、車道寄 りを徐行
安全 ルールを守る (飲 酒運転・ 二 人乗 り・ 並進の禁止。夜間は
ライ トを点灯。交差点での信号遵守 と一時停止 。安全確認。)
子 どもはヘ ルメ ッ トを着用

葛城市立新庄 中学校 1年
遠 山 彩乃 さんの作 品

