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自転車交通安全講話用

（一財）全日本交通安全協会

「サイクル安心保険」イメージキャラクター“野球猫チータン”



自転車は老若男女、子どもから大人まで誰もが利用できる
移動手段として多くの方が利用されています。

その自転車も使い方を誤ると・・・・・大きな責任を背負うこと
になります。

その責任は何か？ どうすれば良いのか！

大切なことは 一人一人が、ルールを学び、自転車を利用す
る者の責任について理解し、自転車の安全な利用に努める
ことです。

皆さまの 「大切な活動」 に少しでもお役立ていただければ幸
いです。
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本日の話のポイント
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生涯教育としての交通安全教育

交通安全は家庭から
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① 「過失致死傷罪」 ⇒ 「傷害：最高刑・罰金30万円」、「致死：最高刑・罰金50万円」

② 「重過失致死傷罪」 ＝ 「重大な過失」 ⇒ 最高刑・懲役５年

③ 道交法違反 ⇒ 「酒酔い運転：最高刑・懲役５年」、「信号無視：最高刑・懲役3月」
、一停：最高刑・懲役3月）など、

自転車利用者にはどのような責任があるのか？

１．刑事責任
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２．民事責任

３．行政上の責任

４．社会的責任

刑事責任

行政責任民事責任

社会的責任

民法＝「不法行為による損害賠償」
★「故意または過失によって他人の権利，保護利益

を侵害した者は、損害を賠償する責任を負う」
⇒ 同法で「金銭によってその額を定める」

○ 危険性帯有 ＝ 道路交通の場から排除する必要性
○ 法定講習 ⇒ 自転車運転者講習制度

※３年間に2回以上の違反

○ 学校の処分、進学・就職，結婚等への影響
○ 社会的信頼度、近隣住民等の目線 等

自転車利用者の責任

点数によらない行政処分



損害賠償の前提は、民法第７０９条の「不法行為責任」

故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに
よって生じた損害を賠償する責任を負う。

不法行為責任（民法第７０９条）

（１） 不法行為の成立要件
① 故意または過失があること
② 行為者の責任能力があること
③ 加害行為に違法性があること
④ 他人に損害が発生したこと
⑤ 加害行為と損害の間に相当因果関係があること

（２） 用語の解説
① 故意： どのような結果を招くかを知った（認識した）うえで、あえて行動し、結果を

起こす意思のこと。 また、故意には以下の２種類がある。

※ 保険の場合故意による事故の場合は免責条項に該当

確定的
故意

結果の発生を確定的に認識しながらわざとあえて行動し、結果を起こす意思のこと。
例：放火など

未必の
故意

結果の発生の可能性を認識しながら、あえてある行為を行い、（あるいは行わない
で）結果が発生してもやむを得ないという意思があるとき。

例：人がたくさんいる方向に石を投げ、誰かにケガをさせるかもしれないと認識し

ながら、それでも構わないと思い石を投げた場合

不法行為責任とは（１）
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ポイントは・・ 「結果予見義務」と「結果回避義務」

② 過失：自分の行為から、事故の発生という結果が認識できた（結果予見義務）のに

不注意で損害の発生を回避するような行動をとらなかった（結果回避義務）こと。

予見が不可能であったり､予見が可能であっても結果の回避ができない状態の場合

⇒ 「過失がない」ということになる。

（３） 賠償責任発生有無の考え方

6

結果予見可能性

結果回避可能性 過失責任あり

過失責任なし過失責任なし

不法行為責任とは（２）



責任無能力者の賠償責任は監督者が負う。

責任無能力者を監督すべき法定の義務者である親権者や後見人などが監督上の義務を怠
らなかったことを証明しない限り、責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負
う旨を定めている。

責任無能力者の監督者の責任（民法７１４条）

（１） 責任を問うための要件
① 責任無能力者の加害行為が一般不法行為の要件のうち「責任能力」以外の ４つの要件を

備えていること。 ※前々ページ「不法行為の成立要件」参照

② 監督の義務を怠らなかったという立証がないこと。

（２） 用語の解説
○ 責任無能力者：

12 歳未満の者、心神喪失者などで、不法行為
による損害賠償責任を負わない者。

○ 後見人 ：
親権者のいない未成年者や成年被後見人の
財産管理や身上監護などを行う人。

○ 監督者：
１２歳未満の子供の場合、原則、親権者が監督
者となる。 （※ 年齢は一般的な目安です）
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民法上の賠償責任



損害賠償はそれぞれの過失の割合を勘案 ～ 「過失相殺」

被害者側にも事故を発生させた原因（過失）がある場合、加害者だけにすべての損害を負担
させることは公平感・納得感に欠けることから、加害者の負担す べき損害賠償額から被害者
の過失相当分を差し引いて精算。このことを「過失相殺」という。

１．過失相殺とは

２．交通事故における過失割合の判断

交通事故の過失割合の判断要素

道路交通法上の定める義務（ルール）に照らして、予見性、回避性の有無を検討。

道路交通法に規定がない場合には、慣例や社会通念に照らして予見性、回避性を判断。
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交通事故の損害賠償責任 ～ 過失相殺

～過失相殺の根拠は民法第７２２条。



【参考】 青い本＝「交通事故損害額算定基準」、
赤い本＝「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 （日弁連交通事故センター編）

横断歩行者は、法規制上または運転慣行上、絶対的に近い保護を受けていると
捉えられ、原則として歩行者側の過失はない。 一方で自転車横断帯上や車道等
においては事故状況を鑑みて過失を認定。

想定される基本割合 ：１００％ ０％

想定される基本割合 ：９５％ ５％

Ａ自転車と、歩道と車道が区別のある道路で、
自転車道側を歩いてたＢ歩行者との事故

想定される基本割合 ：７５～９０％ １０～２５％

過失相殺～（事故事例＿自転車対歩行者）

（自転車） ： （歩行者）

注： 個々の事故状況に応じて判断される。

Ａ自転車は自転車横断帯を横断進行し、
Ｂ歩行者も自転車横断帯を横断中の事故

Ａ自転車は車道を進行し、Ｂ歩行者は
横断歩道を横断中の事故
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道交法上「車両」である自転車側にも相応の過失割合が生じる ～ 過失相殺

信号がない交差点では、直進同士の自転車と四輪車が出合頭に衝突した場合、基本的には双
方に過失が発生。 交差点進行車両には、優位性に関わらず、交差点道路を進行する車両等に
対する注意義務（道交法３６条４項）があるため、双方過失が生じる。

Ａ自転車は青信号で交差点に進入し、Ｂ車は赤信号で
交差点に進入した事故

想定される基本割合 ：０％ １００％

想定される基本割合 ：２０％ ８０％

注： 個々の事故状況に応じて判断される。 10

過失相殺～（事故事例＿自転車対自動車）

（自転車） ： （自動車）

Ａ自転車とＢ車が同程度の幅員の道路で衝突した事故

Ａ自転車は一時停止規制のある道路を直進し、Ｂ車
は一時停止規制のない道路を直進し衝突した事故

想定される基本割合 ：４０％ ６０％



過失割合は個々の事故状況を十分に確認した上で判断

想定される基本割合 ：５０％ ５０％

想定される基本割合 ：０％ １００％
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歩道上で対向進行中の、Ａ自転車とＢ自転車の事故

後続自転車ＢがＡ自転車を追い抜き進路上に出た場合の事故

同程度の幅員の道路の交差点でＡ自転車とＢ自転車の事故

５０％ ５０％
想定される基本割合 ：

注： 個々の事故状況に応じて判断される。

過失相殺～（事故事例＿自転車対自転車）

自転車は自動車に比べて一般的に低速で、運転操作も比較的容易であり、双方に
事故回避可能性が高い。５０：５０に近づく傾向にある。
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被害者に後遺障害が残ったり介護が必要となった場合や、被害者が世帯主など
の場合は 逸失利益や休業損害が高額化する可能性がある。

損害賠償金額算定の内容
治療費は健康保険や高額療養費による払戻しが差
し引かれた額。

被害者の年齢や給与などで休業損害は高額化。
※ 高齢者などは低い傾向

月額の基礎収入を平均余命の半分の期間得られな
かったとして算定。

重度後遺障害のため、1日あたりの介護費用
(8,000円）が、平均余命で算定。

被害者が“寝たきり”状態となったため、配偶者に与
えた精神的影響なども考慮され慰謝料が高額化。

上記合計から被害者に支払われる障害基礎
年金（公的年金）等を差し引く。

① 治 療 費

② 休業損害

③ 慰 謝 料
（傷害＋後遺障害）

④ 逸失利益

⑤ 将来の介護費用

自転車事故の高額賠償一覧

合計賠償額
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自転車事故の高額賠償一覧

日付
賠償額

地域 事 故 の 概 要
（概算）

平成15年9月 6,779万円 東京
男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道
を横断中の 女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。

平成17年9月 4,043万円 東京
男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工（62歳）の男性が運転する
オートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。

平成19年4月 5,438万円 東京
男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性
(55歳)と衝突。 女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。

平成20年6月 9,266万円 東京
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。

平成21年3月 1,239万円 兵庫
自転車が信号のない交差点を横断中の54歳女性と衝突。女性は顔の骨や歯を折る重傷を負っ
た。

平成23年11月 1,706万円 埼玉
自転車で歩道を通行中の女性が、路地から歩いて出てきた35歳女性と衝突。歩行者の女性が
骨折。

平成25年3月 2,174万円 東京
サイクリングロードで出勤中の男性会社員の自転車が、散歩中の77歳男性と衝突。歩行者の
男性は死亡した。

平成25年7月 9,521万円 兵庫
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。

平成26年1月 4,746万円 東京
信号無視した46歳の会社員男性の自転車が横断歩道を渡っていた75歳女性と衝突。歩行者の
女性が死亡した。

自転車事故でも高額賠償判決！！ 誰にでも起こりうる事故が多い。
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保険加入の目的を考えて適した保険を選ぶ！（生命、傷害保険等も含めて検討）

自転車事故に備える～損害賠償保険選択のポイント
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他人の生命・身体、財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任が発生した場合
に備える「賠償責任保険」と、自分のケガ等に備える「傷害保険」。

■直接損害（例：修理代）

■間接損害（例：修理期間の代車代）

◆物の損害◆人の損害

■傷害による損害
治療費、（付添）看護料、
入院雑費、休業損害、慰謝料

■後遺障害による損害
逸失利益、慰謝料

■死亡による損害
葬儀費、逸失利益、
慰謝料（死亡本人、遺族）

人の損害 物の損害

相手への賠償

ご自身の補償 補償対象外

賠償責任保険（自転車賠償責任保険・個人賠償責任保険）

傷害保険（自転車保険 他）

自転車事故を補償する保険のイメージ
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自転車事故に対応する保険

自動車との事故は自賠責で対応可



補償対象者の範囲や年齢制限、重複補償を含めた補償内容等の確認を！

自転車事故の相手方に対する損害を賠償する保険の種類

出典：国土交通省 自転車活用推進本部 作成
自転車事故の損害賠償に係る現状について

自転車事故に対応した保険の種類

16



全日本交通安全協会「サイクル安心保険」

全国の保険金拠点が示談交渉サービスを
提供。被害者が遠隔地の場合は被害者住
所地の最寄り拠点が対応する。

示談交渉サービス

各保険会社に参加を呼びかけて共同で作
った制度（複数の引受保険会社による団
体契約保険）。

共同保険方式・団体保険

年齢や職業・身体障害などによる制限は
ない。
自転車会員はどなたでも加入可能。

加入年齢制限なし

24時間,土日祝日、いつでも加入手続き
は可能。
※補償開始は，毎月1日、15日の2回

いつでも加入可能

全日本交通安全協会自転車保険制度のポイント

自転車利用者の安全意識を高めるとともに、自転車に起因する交通事故の被害者救済・
加害者として損害賠償責任を負った場合の経済的負担を軽減することを目的。
2017年4月に自転車会員制度と会員向けの団体保険を創設
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出典：国土交通省 自転車活用推進本部

自転車保険加入状況確認ポイント

☆ 自転車損害賠償保険等の加入状況の確認や確認方法を周知することが必要
☆ 加入状況について家族での情報共有

はい
わからない

自転車損害賠償責任保険等に

加入しましょう

自転車保険加入状況の確認方法

自転車を利用中の事故により、他人に怪我をさせた場合に、相手方を補償できる保険（自転車損害賠償保険等）
に加入していますか？ ※自転車にTSマークが貼られていますか？（点検日から１年以内のものに限る。）

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？

共済、各種団体保険（職場で加入する保険や学校・PTA保険等）、全日本交通安全協
会の 自転車会員のいずれ かに加入していますか？

クレジットカードをお持ちですか？

個人賠償責任保険が基本補償または特約としてついていますか？

すでに自転車損害賠償責任保険等

に加入しています

※補償内容（支払限度額等）が十分な
もの なのか確認しましょう

ご加入の保険会社･共済等に

ご確認ください

※相当する補償がない場合には、自転車
損賠償責任保険等に加入しましょう

はい

はい

はい

はい

わからない

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえわからない

わからない
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自転車が守るべきルール (道路交通法等改正）

１．普通自転車の定義（道交法第2条他）（２０２０年１２月頃施行）

二輪または三輪 ⇒ ① 政令で定める基準に適合するもの
※ 四輪以上の自転車も含まれることに。

② 自転車道路を通行できる車両を定義

２．「妨害運転罪」の新設～いわゆる「あおり運転」対策
① 妨害運転（交通の危険のおそれ：法第117条の2の2）

他の車両等の通行お妨害する目的で一定の違反行為であって、他の車両等
に道路における交通の危険を生じさせる恐れのある方法よるものをした場合

３年以下の懲役又は50万円以下の罰金

② 「妨害運転」（著しい交通の危険：法第117条の２）
上記①の罪を犯し、よって高速道路等において車両

を停止させ,その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
５年以下の懲役又は100万円以下の罰金

３．自転車運転者講習制度における「危険行為」の見直し（道交法施行令第41条の３）

講習対象となる「危険行為（違反）」に「妨害運転」を加えた.
※３年以内に特定の危険行為を２回以上繰り返す ⇒ 講習受講命令

受講しなかった場合 ⇒ ５万円以下の罰金

2020年6月道路交通法及び施行令の一部改正
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自転車運転者の場合 ： ７つの違反行為
自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、

① 逆走して進路をふさぐ ② 幅寄せ ③進路変更 ④ 不必要な急ブレーキ
⑤ ベルをしつこく鳴らす ⑥ 車間距離の不保持 ⑦ 追い越し違反 を想定 20



交通の危険防止が目的。自転車のルール違反者に対する講習制度。

21

道路交通法令の改正 ～ 自転車講習制度

講習の対象となる危険行為

１． 信号無視
２． 通行禁止道路（場所）の通行
３． 歩行者用道路での徐行違反
４． 歩道通行や車道の右側通行等
５． 路側帯での歩行者の通行妨害
６． 遮断踏切への立ち入り
７． 交差点優先車妨害等
８． 右折時、直進車や左折車への通行妨害
９． 環状交差点安全進行義務違反等

１０．指定場所一時不停止
１１．歩道での歩行者妨害等
１２．制動装置不備の自転車の運転
１３．酒酔い運転
１４．安全運転義務違反
１５．いわゆるあおり運転「妨害運転罪」

１４類型＋１類型

新設

自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、進路変更、
不必要な急ブレーキ、ベルをしつこく鳴らす、車間距離の不保持、追い越し違反 の行為を想定

あおり行為 ⇒ 「妨害運転罪」
講習制度「危険行為」

21



自転車が守るべきルール (1)

１．自転車の通行場所
（１）車道通行の原則 ～ 左側通行

（２）例外的に歩道を通行できる場合
○ 「自転車及び歩行者専用」の標識がある歩道
○ 13歳未満、70歳以上の方又は身体の不自由な方が自転車を運転するとき
○ 自転車の通行の安全を確保するため歩道通行すること

がやむを得ないと認められるとき
※ 歩道通行時は、歩行者優先、車道寄りを徐行

免許は必要ないが、「車両」であり責任を伴う。

22



自転車に関わる主なルール。他にもあるので注意！

自転車が守るべきルール (2)

２． 道路を通行する上での主な交通違反（ルール）
① 信号無視（従う義務） ② 遮断踏切立ち入り
③ 指定場所一時不停止 ④ 歩道通行方法
⑤ 整備不良車（ブレーキ）運転 ⑥ 飲酒（酒酔い運転）
⑦ 通行禁止違反 ⑧ 交差点進行義務違反等
⑨ 歩行者用道路における車両の義務違反（徐行）
⑩ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ⑪ 交通点優先車妨害
⑫ 環状交差点安全義務違反等 ⑬ 通行区分違反
⑭ 安全運転義務違反 ⑮ 並進の禁止
⑯ 道路外に出る場合の方法 ⑰ 進路変更の禁止
⑱ 左折又は右折の方法 ⑲ 交差点の通行方法
⑳ 徐行すべき場所 ㉑ 夜間のライトの点灯等
㉒ 警音器の使用 ㉓ 二人乗りの禁止
㉔ 児童・幼児のヘルメットの着用 ㉕ 片手運転の禁止
㉖ 交通事故の場合の措置
etc･･･

㉖ 交通事故の場合の措置 ～救護義務と申告義務
いわゆる「ひき逃げ」は重罪 ： １年以下の懲役又は１０万円以下の罰金

（自動車は５年以下又は100万円以下の罰金） 23
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自転車交通安全教育のための資器材等

VRや視聴覚教材を使用した参加・バーチャル体験型交通安全教育

地域・団体と連携した安全教育・活動

警視庁HPなどで提
供する動画を活用

（自転車シミュレーター装置）

（自転車店・交通安全協会等との連携）
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交通安全教育を充実するために活用できる主なＵＲＬ

全日本交通安全協会 http://www.jtsa.or.jp/

警察庁（交通局） https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html

国土交通省・自転車活用推進本部 https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/

警視庁（交通安全） https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/index.html

自転車の安全利用促進委員会 http://jitensha-anzen.com/about/

内閣府（交通安全対策） https://www8.cao.go.jp/koutu/index.html

日本自動車工業会（交通安全） http://www.jama.or.jp/safe/safety/index.html

日本自動車連盟（交通安全カテゴ
リー10）

https://jaf.or.jp/common/safety-drive/online-
training/traffic-safety-movie

内閣府警視庁

自転車交通安全教育のための資器材等
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ご清聴ありがとうございました。

皆さまの今後の益々のご活躍を
ご祈念いたします。
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【問合せ先】
電 話 ： ０３－３２６４－２６４１
メール ： zenankyo-050@jtsa.or.jp


