
「その自転車、危ないよ！」

平成27年度阪南市まちゼミセミナー

澤田かおる行政書士事務所
行政書士 澤田 郁

～子供と自転車事故～

de 勉強会＆相談会
第2回

後援：コメダ珈琲店阪南店



こんにちは。行政書士の澤田郁（さわだかおる）です。

 長野県出身。平成25年5月に阪南市に引っ越してきました。

 家族は夫・娘（4歳）の3人。娘は幼稚園に通っています。

 趣味はフィギュアスケート観戦・吹奏楽（吹奏楽部で10年間打楽器
担当でした）。

 平成25年9月、行政書士事務所を開設いたしました。

主な取扱業務

相続・遺言、契約書、内容証明、離婚、

建設業などの許認可、交通事故 など

澤田かおる行政書士事務所
住所 大阪府阪南市尾崎町３丁目５番１５号
Tel 072-488-7304
Fax 072-488-7302
メール info@gyosei-kaoru.com
HP http://gyosei-kaoru.com/
ブログ http://ameblo.jp/kaoru-gyosei/
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今日お話しする内容

1.自転車事故の概要

2.子供が事故にあったら？

3.子供が事故を起こしたら？

4.不幸な事故を防ぐためには？

5.自転車の保険に入りましょう！

6.おわりに
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1.自転車事故の概要

大阪府は自転車事故率が全国に比べて高い。

阪南市も、大阪府の数値よりは低いが、全国の数値よりは高い。

→それだけ、自転車事故は身近にある。

全国 大阪府 阪南市 岸和田市

交通事故全体 573,842 42,729 186 1,314

自転車関連事故 109,269 13,228 41 356

自転車事故率 19% 31% 22％ 27％
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2.子供が事故にあったら？

2-1.事故にあったらどうなる？

• 死亡
• けが
• 後遺障害
• 心の傷
• けがの治療費・入院費
• 自転車の修理費
• 学校などを長期で休む

重大な結果
金銭的負担
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2-2.事故にあったらどうする？

① けがをしていたら病院へ
② 警察へ電話（事故届）
③ 事故状況の確認
④ 保険会社へ連絡

特に、
②と④が大事！！

自転車でも自動車
でも、やるべきことは
同じ。

子供には、なんと言う？
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②事故届とは？
事故の状況を警察に電話することで、
交通事故を届け出る（110番）。
これをしなかったら、
・交通事故証明書が発行されない
・保険金請求ができないことも
・示談の時にトラブルの可能性あり

④保険会社への連絡
まずは、自分の入っている保険に連絡
を。
相手方(被害者)にも、加入している保
険会社に連絡してもらうこと。

特に、②と④が大事！！！

保険に加入していなくても、
必ず事故届を。
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2-3.保険に入っていなかったらどうなる？

相手（加害者）が無保険

→相手からお金を全額受け取ることは
難しい。
保険金がなくても、加害者自身の財産か
ら賠償金を支払ってもらえばいいのだが、
多額の賠償金は準備できない人がほとん
ど。

自分（被害者）が無保険

→相手が、お金を全額払ってくれるなら
問題ない。
しかし、払ってくれない場合は治療費など
を自分が払うこととなり、無保険の場合は
そのお金を保険金から払うことができない。

自動車は最低でも自賠責保険からお金が出る。
さらに、相手が自賠責すら入っていなくても、
政府保障事業で保障されている。
自転車には、それがない！

どちらも、示談の話し合いを自分ですることになる。
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3.子供が事故を起こしたら？

3-1.加害者になったらどうなる？

• 刑事上の責任
過失致死傷罪
重過失致死傷罪
道路交通法違反
→刑罰を受ける

• 民事上の責任
→損害賠償責任

重大な結果
多額の賠償金
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3-2.損害賠償って何？

損害賠償とは？
・違法な行為により損害を受けた者に対して、
その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。
・財産的損害だけでなく、精神的損害も含まれる。
・基本的に金銭を支払う。

（積極損害+消極損害+慰謝料）×過失相殺

積極損害……ケガの治療費、車や自転車の修理代
消極損害……ケガで仕事を休んで給料入らない
慰謝料………痛い・辛い思いをしたことに対するお詫び
過失相殺……被害者にも落ち度があった場合、

加害者への請求額が減額される割合
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3-3.子供が加害者になった場合特有の問題

未成年者の賠償責任（民法712条）

未成年者は，他人に損害を加えた場合にお
いて，自己の行為の責任を弁識するに足り
る知能を備えていなかったときは，その行為に
ついて賠償の責任を負わない。
→「責任を弁識する知能を備える」とは、

12歳～13歳とされる。

監督義務者の責任（民法714条）

712条により、責任無能力とされた場合は、
監督義務者（親権者等）が賠償の責任を
負う。
ただし、監督義務者がその監督義務を果たし
ていた場合は、その責任を負わなくていい。
→しかし、それを証明するのは難しい。

11歳の子供が加害者になった場合、
その責任は親が負う可能性が大きい。

11



3-4.子供が加害者になった場合の事故例①

・夜間・坂道・マウンテンバイク・ヘルメットなし
・時速20～30キロメートル
・歩行中の女性と正面衝突、頭蓋骨骨折
・意識が戻らない

1. 少年の加害行為及び注意義務違反の内容・程度は重い。
2. 母親はヘルメットの着用を指導していたというが、事故当時、

少年はヘルメットを忘れている。
従って、母親が児童に対して自転車の運転に関する十分な指導や注意をして
いたとはいえない。
→母親が監督する義務を怠っていた。
→高額な賠償金の支払いを命じられた。

どちらも11歳の少年が
加害者です。
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3-5.子供が加害者になった場合の事故例②

・放課後、校庭でサッカー、ゴールに向けてボールを蹴る
・1.3メートルの門扉、1.2メートルのフェンスを越える
・ボールを避けようとしたお年寄りが転倒、骨折、
その後寝たきり・認知症、肺炎により死亡。

直接的な監視下にない子の行動について、人に危険が及ばないように日頃から
注意監督する義務がある。その上で、
1. 放課後の校庭でボールを蹴るのは普通のこと
2. ゴールやフェンスの関係から、常に道路にボールが飛び出すような状況でない
3. 少年はわざと道路に向けて蹴ったのではない
通常は人に危険が及ぶような行為であるとは言えず、危険を予想できたなどの
特別な事情もない。
→両親が監督義務を怠ったとは言えない。
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自転車関連事故の原因

信号無視 539

一時不停止 494 

交差点安全進行 250 

徐行 116 

安全運転義務違反
（安全不確認）

6,008

安全運転義務違反
（その他）

3,096

その他違反 349 

違反なし・調査不能 2,896 

合 計 13,748 

4-1.交通ルールを守りましょう！

→10代が25％を占める → 安全運転義務違反が7割

「平成27年大阪府自転車安全利用の促進に関する委員会」資料より

4.不幸な事故を防ぐためには？
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自転車が加害者となる事故の年齢構成
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4-2.自転車安全利用五則

→被害者にも加害者にもならないために、

最低限守らなければいけない決まりのこと。

① 自転車は車道が原則、歩道は例外

②車道は左側を通行

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る

⑤子供はヘルメットを着用 自転車運転者講習制度も始まりました。
悪質なルール違反を繰り返した場合、講
習を受けなければなりません。
やってはいけない危険行為は14種類。
対象年齢は14歳以上です。
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交通安全教室
・地域主催
例えば・・・ 3/24.25 交通安全教室

（サラダホール小ホール）

・自分で参加
例えば・・・自転車博物館主催

「子供自転車安全教室と
大山公園サイクリング」

ルールブック
・大阪府警作成
「自転車の交通安全ルールブック」

・日本損害保険協会作成
「知っていますか？自転車の事故

～安全な乗り方と事故への備え～」

「小学生のための自転車安全教室

～楽しく学ぶルールやマナー～」

なにより、大人が子供の見本となるように！

4-3.正しいルール、どうやって学ぶ？
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なぜ保険が必要？・・・多額の損害賠償金に備えるため。

また、自分がけがをした場合に備えるため。

大事なのは・・・

保障内容に漏れや重複がないように。

保障が切れないように。

保険料と保障内容のバランス。
大阪府議会に、自転車保険加
入義務化の条例案が提出され
る予定です。

5.自転車の保険に入りましょう！

5-1.保険加入で大事なことは？



5-2.自転車保険の種類

特徴 メリット デメリット

①自転車保険
（単独型）

自転車単独の保険 様々なリスクを一つの保険でカ
バーできる

保険料が割高

②特約 火災保険、自動車
保険等に特約で付
ける

簡単な手続きで、既存の保険
に追加できる
もとの保険とともに更新なので、
保障が切れない

内容を吟味して入らないと、保
障内容が重複したり、逆に手
薄になったりする

③TSマーク 整備済みの自転車
に付与する保険

自動車の整備が必要なので、
自転車の性能が維持できる
保険料が安い
（1,000～1,500円/年）

期間は一年。
自動更新はないので、いつの
間にか切れていることが多い
シールだけ残っている状態

④ ク レ ジ ッ ト
カード保険

カード会員限定の
サービス

保険料が安い
（260円/月程度）

存在があまり知られていない
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6.おわりに

★安全で幸せって何？

・楽しく

・事故無く

・自転車も自動車も歩行者も気持ちよく

★自転車って何？

・ないと困る移動手段

・コミュニケーションツール
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ご清聴ありがとうございました。
次回は、「人が職業に就くまで
～子供たちの将来の夢を実現させて

あげるために～」の予定です。



澤田かおる行政書士事務所
住所 大阪府阪南市尾崎町３丁目５番１５号
Tel 072-488-7304
Fax 072-488-7302
メール info@gyosei-kaoru.com
HP http://gyosei-kaoru.com/
ブログ http://ameblo.jp/kaoru-gyosei/
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FBページ、 Twitterの登録をお願いします。
https://www.facebook.com/kaorujimusho/
https://twitter.com/gyosei_kaoru


