
［ 安全運転管理の指導ポイント ］

飲酒運転の防止
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［特徴］
○令和３年中の原付以上の運転者が第１当事者となる飲酒運転事故は、前年と比べて減少している。

○飲酒ありの死亡事故率は、飲酒なしに比べて約９倍高い。

ハンドルキーパー運動

『ハンドルキーパー』運動とは グループが車で飲食店などに行き飲酒する場合、グループ内で

お酒を飲まない人（ハンドルキーパー）を決め、その人はお酒を飲まずに、飲食後、仲間を安全に自宅

まで送り届けるという飲酒運転防止運動です。

運動に協力している飲食店では、ハンドルキーパーの目印となるバッジなどを付けてもらい

酒類を出さないような配慮をしたり、ソフトドリンクの無料提供などのサービスを行う店舗もあります。

指導のポイント

○従業員の飲酒習慣の把握とアルコールチェック
平素から従業員の飲酒習慣を把握し、翌日運転をする場合にはアルコールが体に残らないよう飲酒

量を少なくしたり、早めに飲酒をやめるなど適切な指導をしましょう。

特にコロナ禍で、自宅で飲酒する機会が増えています。令和３年中の飲酒の関係する交通事故の

約３割は、自宅で飲酒後に車を乗り出して交通事故を起こしています。

また、二日酔いにも注意して、従業員が酒気帯び運転することがないようにしましょう。

○飲酒が運転に及ぼす影響と危険性の周知
アルコールは脳の働きを麻痺させます。

酒に含まれるアルコールの麻酔作用により、安全運転に必要な能力が低下している状態となり、「注

意力が鈍る、判断を誤る」、「ブレーキなどの反応が遅れる、誤った動作をする」「気が大きくなりルー

ルを無視したり無謀な運転をする」等、飲酒運転は交通事故の危険性を高めます。

○飲酒運転に対する厳しい処分 ～飲酒運転は悪質・危険な犯罪～
酒酔い運転をした運転者・・・５年以下の懲役又は100万円以下の罰金 、免許取消し

酒気帯び運転をした運転者・・・３年以下の懲役又は50万円以下の罰金 、免許取消し又は免許停止

車両の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者にも厳しい処分が課せられます。

罰金や免許停止等の責任だけでなく、懲戒解雇や家庭崩壊などの社会的制裁や精神的苦痛を負う

ことになり、事業所は信用を失うことにもなります。

令和４年から順次、運転する従業員に対する酒気帯びの

有無の確認やアルコール検査などが義務化されます。



［ 安全運転管理の指導ポイント ］

［特徴］

○歩行者事故の約57％が道路横断中の事故

○信号機のない横断歩道の停止率は「長野県が全国１位」（ＪＡＦ調査）です。

　　しかし、歩行者事故の34％は横断歩道を横断中に発生しています。

歩行者保護を意識した運転

子供の事故防止

指導のポイント

○子供の事故で注意をするポイント
令和３年中の子供の歩行中事故のうち、子供の原因として最も多いものは飛び出しです（約１６％）。

通学路や学校・公園等の近くでは、あらかじめ減速運転を心掛けるとともに、子供を見かけたら、

急な飛び出しを予測し、その動きに注意しつつ、速度を落とし、安全な間隔を確保して進行しましょう。

また、子供の自転車にも注意を払いましょう。

○駐車や発進の際は、周りに子供がいないか確認しましょう
子供の事故は、いつ、どこで発生するか分かりません。車両の死角に子供がいるかもしれません。

駐車や発進の際は必ず周囲の安全を目視で確認しましょう。

○交差点を右左折する際は、周りをよく確認しましょう

横断歩道を横断する歩行者や、交差点を進行する自転車を

見落とさないように、交差点を右左折するときは、徐行と目視

による安全確認を必ず行いましょう。

横断歩道横断中
34.0%

その他横断中
22.9%

対面・背面通行中
13.0%

路上停止・作業・遊戯・横臥

3.8%

その他
26.3%

令和３年中の事故類型別歩行者事故件数

右折
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左折
16.0%

発進
2.3%

直進
4.6%

信号あり

横断歩道の事故を見ると、信号があるところでは右折、

信号がないところでは直進の事故が多い

○横断歩道は歩行者優先！
横断歩道の手前で減速し、歩行者の有無をしっかり確認しま

しょう。

横断しようとする歩行者がいるときは、必ず一時停止をして、

歩行者を安全に横断させてください。

道路標示『◇』（ダイヤマーク）の先には横断歩道があります。

横断歩道の手前50ｍと30ｍ手前に◇マークがあります。

『◇』を見たらアクセルオフ、横断歩道手前で停止できる速度

で進行しましょう。

○交差点右折時の横断歩行者に注意
交差点右折時は、対向車や信号等に気を取られて、横断歩行

者の安全確認がおろそかになりがちです。

必ず目視をして歩行者の有無を確認してください。

【 指示標示 】

横断歩道又は自転車横断帯あり

直進
61.8%

右折
25.5%

発進
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左折
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追越・追

抜き
3.6%

信号なし

横断歩道横断中

右折時は特に

歩行者に注意

50ｍ← 30ｍ←



［ 安全運転管理の指導ポイント ］

［特徴］

○薄暮時・夜間に歩行者死亡事故が多発

薄暮・夜間の歩行者事故防止

歩行者の反射材着用

指導のポイント

○ 夕暮れ、夜間（特に日没後１時間）は危険な時間帯です!!

薄暗くなる前に、早めにライトを点灯 して、車の存在を知らせましょう。

○ 夜間の運転は、先行車や対向車がいない場合はハイビーム（上向きライト）が基本です。

ロービーム（下向きライト）で走行する場合は、時速40キロ以下にスピードダウンしましょう。

時速40キロを超えて走行する場合は、ハイビーム（上向きライト）を点灯させて、歩行者等

を早期に発見しましょう。

時速60ｋｍ/ｈ 停止距離44m

(下向きライトでは衝突してしまいます）

着用あり
3%

着用なし
97%

歩行中事故当事者の反射材着用状況

令和３年中の交通死亡事故

では、歩行中に亡くなった方で、

夜光反射材を着用していた方

はいませんでした。
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○夜光反射材の着用
歩行者も自分の存在をドライバーに知らせることが大切です。

リストバンド型やキーホルダー等の反射材を身につけて自分の

存在をアピールしましょう。

○自発光材の活用
ライトの携行や発光型のリストバンドなど、自発光材は自動車の

ライト範囲外でも、自分の存在を知らせることができます。

○靴への反射材の貼付
自動車のライトはやや下向きを

照らすため、道路を歩くときには

足元が反射するよう、靴に夜光

反射材を貼り付けると効果的です。
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薄暮・夜間における「人対車両」事故の

危険認知速度別死亡事故率

40km/hを超えると特に危険！
安全確保のためにはハイビーム

の活用が必要です。

下向きライト約４０ｍ
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【令和３年中】
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［ 安全運転管理の指導ポイント ］

追突事故の防止

○危険！あおり運転は絶対しない！
●いわゆる「あおり運転」は、妨害運転として厳罰化されており、重大な交通事故につながる悪質・危

険な行為です。

●他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ、車間距離の不保持、急な進路変更、無理な追

越し、幅寄せ、ハイビームやクラクションの不適正使用等の運転行為は妨害運転となり、３年以下の懲

役又は50万円以下の罰金、運転免許は取消し（欠格期間２年）となります。

また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、５年以下の懲役又は100万円以下の

罰金、運転免許は取消し（欠格期間３年）となります。

●車を運転するときは、自分本位になることなく「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょ

う。

●妨害運転を受けるなどした場合は、安全な場所に避難するとともに、車外に出ることなく110番通報

しましょう。

スマートフォンの使用等による「ながら運転」が厳罰化されています！
●携帯電話使用等（保持）

６月以下の懲役または10万円以下の罰金 違反点数 ３点

反則金 大型：25,000円、普通：18,000円、二輪：15,000円、原付：12,000円

●携帯電話使用等（交通の危険を生じさせた場合）

１年以下の懲役または30万円以下の罰金 違反点数 ６点

追突
37%

出会い頭
27%

人対車両
12%

右左折時
10%

車両相互その他
8%

正面衝突
4%

車両単独・その他
2%

令和３年中の事故類型別構成率

令和３年中に県下で発生した人身交通事故

のうち追突が最も多く、約４割を占める

○十分な車間距離の保持と、「ながら運転」の危険を伝える
追突事故を防ぐため、あらかじめ車間距離を長く保って（最低２秒以上）、ゆとりある運転に努めま

しょう。

また、運転中にスマートフォン等の画像を注視したり、伝票の確認をしながらの「ながら運転」は交通

事故の原因となり、危険です。

○エコドライブのススメ
ゆっくり発進、ゆっくり停止、十分な車間距離をとるなど、エコドライブの実践を心掛けることで燃料消

費削減や、運転にゆとりが生まれ交通事故の防止にもつながります。

○安全運転サポート車の普及促進
安全運転サポート車は、衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み違い時加速抑制、車線逸脱警報等の

機能で安全運転を支援してくれます。

安全運転サポート車の導入を是非検討してください。

指導のポイント

追突事故を防止できれば、

交通事故の４割を減らすことができます！

あおり運転・ながら運転の禁止



［ 安全運転管理の指導ポイント ］

シートベルトの全席着用

酷暑期の事故防止

指導のポイント

○車に乗ったら、必ず全席でシートベルトを着用！

シートベルトを着用しないと、交通事故に遭ったときに座席から投げ出され、場合によっては車外

に飛び出してしまいます。同乗者もシートベルトを着用するとともに、運転者は、同乗者がシートベル

トを着用したことを確認してから運転を開始しましょう。

○後部座席のシートベルト着用を確認！

後部座席に乗る人もシートベルトの着用を習慣化しましょう。

運転者は、後部席の同乗者にもシートベルトを着用するよう声を掛けてください。

○暑さによる漫然運転に気をつけましょう
暑さの影響によって、漫然運転（ぼんやり運転）になってしまうことがあります。

車内の温度調整などを行い、運転に集中できる環境を整えましょう。

○体調管理が大切です
暑さと強い日差しの中での運転は、体力を奪われます。

体調がすぐれない時は、早めに休憩しましょう。

睡眠を十分にとることも必要です。

また、運転中に眠気を感じたら、我慢せずに休憩をとりましょう。

朝礼等で、ドライバーの体調チェックを確実に行いましょう。
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［ 安全運転管理の指導ポイント ］

スリップ事故の防止

冬に備えた準備

指導のポイント

○スリップ事故は、シーズン初めの降雪で急増します。
スタッドレスタイヤの装着、タイヤチェーンの搭載等、早めの準備をしましょう。

○スタッドレスタイヤの点検
スタッドレスタイヤは、ノーマルタイヤと比べ溝が深いため、長期間使用していても

「まだ溝があるから大丈夫。」と思ってしまいがちです。

スタッドレスタイヤは、ゴムの柔らかさも重要です。

一般的な使用期間は３～４年と言われていますので、タイヤ専門店などでチェック

してもらい、早めの交換を心掛けましょう。

○タイヤナットの締め付けの確認
タイヤ交換後、走行中にタイヤが外れる事故が県下でも発生しています。

タイヤ交換時にナットの締め付けを確実に確認するとともに、タイヤ交換後も

定期的な確認をしましょう。

○減速運転と十分な車間の保持

凍結路面や積雪路面は、乾燥路面に比べて大幅に停止距離が伸びます。

スピードを落とし、前の車との車間を広く保って運転してください。

○止まる

急ブレーキは避けましょう。

エンジンブレーキを活用し、フットブレーキはいつもよりも手前から、十分な余裕を持って

踏んでください。

○カーブを曲がる時

カーブの手前で十分減速して、カーブを走行中はアクセルを一定に保つことが大切です。

○ 橋の上 ○ 山間部など標高の高い地帯 ○トンネルの出入口

○ 日影部分の路面

○ 凍っているように見えなくても道路が薄い透明な氷に覆われている

ことがあります（ブラックアイスバーン等）。
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100
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スリップによる事故件数

令和３年令和２年

12月～２月に多発！(件)



［ 安全運転管理の指導ポイント ］

二輪車の事故防止

自転車の事故防止

指導のポイント

○ 一時停止場所や見通しが悪い場所では必ず止まり、 安全を確認してから通行しましょう。

○ 自転車も左側通行が基本です。

○ 自分の身を守るため、ヘルメットを着用しましょう。
※長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例において、

「自転車運転者は･･･事故の被害を軽減するための器具の使用に努める･･･」とされています。

「傘」は禁止、「雨着（カッパ）」を着用しましょう。

傘差し運転は、バランスが不安定になる上、視界が十分確保できず、大変危険なことから、

禁止されています。※長野県道路交通法施行細則第14条第13号（5万円以下の罰金）

雨の日に自転車の運転をする時は雨着を着用し、安全がしっかり確認できる状態で運転

しましょう。

出会い頭
27%

車両単独
2%人対車両

12%
追突
37%

正面衝突
4%

右左折時
10%

車両相互その他
6%

すれ違い時
1% 追越追抜時

1%

四輪車等

出会い頭
19%

車両単独
14%

人対車両
18%

追突
25%

正面衝突
7%

右左折時
10%

車両相互その他
2%

追越追抜時
5%

二輪車

二輪車は四輪車等に比べて

車両単独の割合が高い

二輪車は、車体が小さく機動力に優れていますが、転倒しやすい乗り物です。

○確実な操作とゆとりある運転を
二輪車事故は交差点等での安全不確認によるもののほか、カーブでのスピードの出し過ぎによ

る単独転倒事故や追越し中等で発生しています。

コントロールを失わないようスピードに注意し、カーブや交差点の手前では十分に減速しましょう。

○正しいヘルメットの着用
二輪車の死亡事故は、頭部や胸部を損傷していることが多く見られます。

ヘルメットはあごひもを適切に締めるなど、必ず正しく着用しましょう。

また、プロテクターも身体を守るのに有効です。

○すり抜けに注意！
二輪車が自動車運転者の死角に入り込み、自動車の運転者がその存在に

気付かない場合があります。



［ 安全運転管理の指導ポイント ］

《 令和３年中 高速道路における交通事故の特徴 》

　　・ 時間帯別では、午後４時から午後８時までが多い
　　・ 原因別では、漫然運転等による発見の遅れが６割以上

    ・ 類型別では、８割以上が車両相互、うち追突が約７割

高速道路の安全運転

雨天時の事故防止

指導のポイント

○速度を抑え、車間距離を十分確保しましょう。

雨天時は、ブレーキを掛けてから停止するまでの距離が長くなります。

速度を抑え、車間距離を十分に取りましょう。

○雨の降り始めには、特に注意しましょう。

乾燥した路面に雨が降ると、泥やほこりが雨と混ざり合い滑りやすくなります。

○「急」が付く運転はしないようにしましょう。

「急加速」「急ハンドル」「急ブレーキ」

○運行前の点検をしましょう。

すり減ったタイヤは、排水性が低下してスリップしやすく危険です。

劣化したワイパーは、視界が十分に確保できません。定期的に点検をしましょう。

○走行前に自動車の点検を
高速道路上に停止すると、後続車両に衝突されてしまう危険があります。

パンク、オーバーヒート、燃料切れ等は、事前の点検で防ぐことができます。

また、積荷や部品等の落下も事故を誘発する原因になりますので、点検に併せて荷物の固定状況も

確認しましょう。

○走行時の注意事項
高速道路は走行速度が早いため、わずかなミスが大きな事故につながります。

『速度を守る』、『車間距離を十分にとる』、『急ブレーキや急ハンドルを避ける』運転をしましょう。

追越しや車線変更をする際は、早めの合図と確実な安全確認を心掛けましょう。

○故障等のトラブルの際は
高速道路は、一般道路よりも速度が出ているため、車の停止距離が長くなります。そのため、後続車

が危険を察知しても間に合わず、追突してしまうおそれがあります。

高速道路で停車せざるを得なくなったときは、車内に残らず、次のように対処して交通事故を防ぎま

しょう。

● 非常駐車帯や路肩等に停車し、ハザードランプを点滅させる。

● 車線と反対側のドアから降車し、ガードレールの外などの安全な場所に避難する。

● 発煙筒を使用したり、ガードレールの外から三角停止表示板を置き、後続車に故障車両がある

ことを知らせる。

● 近くの非常電話で道路管制センターに連絡する。または、携帯電話で110番通報をする。


