自転車マナーアップ強化月間実施要綱
１

目的
自転車 利用者の交 通安全意識 の高揚を図 り，交通ル ールの遵守 と交通マナ ーの向上に
より，交通事故防止と危険・迷惑行為の防止を期し，県民運動として取組むもの。

２

期間
令和 2 年 5 月 1 日（金）～5 月 31 日（日）

３

主催
広島県交通対策協議会

４

スローガン
全日本 交通安全協 会と毎日新 聞社の共催 によって募 集された， その年使用 の交通安全
年間スローガンから協議によって決定する。

５ 重点項目
（1）「自転車安全利用五則」を活用した交通ルールの遵守と交通マナーの向上
（2）自転車の安全性の確保
（3）自転車及び歩行者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
６ 重点項目の主な推進内容
（1）「自転車安全利用五則」を活用した交通ルールの遵守と交通マナーの向上
ア 車道の左側通行等自転車通行方法の指導と歩道通行時における歩行者優先の徹底
イ 二人乗り，傘差し，携帯電話使用，ヘッドフォン使用等の危険性の再認識による
安全通行の徹底
ウ 夜間等における前照灯の早めの点灯の促進
エ 交差点等における信号遵守，一時停止，安全確認の徹底
オ 幼児・児童の乗車用ヘルメット着用と幼児二人同乗自転車の安全利用の促進
（2）自転車の安全性の確保
ア 自転車の点検整備の励行
イ 自転車事故被害者の救済に資するための各種保険制度の普及啓発
ウ 反射材用品等の活用促進
（3）自転車及び歩行者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
ア 自転車の通行に係る危険箇所の点検・整備の促進
イ 歩道，駅周辺，商店街等における迷惑駐輪・放置自転車の解消促進
７ 運動の進め方
（1）主催機関・団体は
○ 組織の特性を生かして地域住民が参加しやすいように創意・工夫し，参加・体験・
実 践型 の各種 交通 安全教 育を 実施す るほ か，街 頭キ ャンペ ーン ，街頭 指導 ・保護 誘
導活動を実施する。
○ 新 聞・テ レビ，ラジ オ，インタ ーネット， 広報車，広 報誌等，各 種広報媒 体 を 活
用 して 広報啓 発活 動を活 発に 展開す ると ともに ，自 転車事 故情 報及び 事故 実態に 応
じ た事 故防止 対策 を的確 に推 進する ため の情報 提供 を積極 的に 行い， 交通 安全意 識
の高揚を図る。
○ 所属 の全 職員に 対し ，本運 動の 趣旨及 び重 点等を 周知 させ自 転車 乗用時 の交 通ル
ー ルの 遵守な ど， 職員自 身が 率先し て模 範的な 交通 行動を 示す よう特 段の 配意を す
るものとする。

（2）市町は
○ 民間 交通 安全団 体， 交通ボ ラン ティア 等と の幅広 い連 携を図 り， 地域の 自転 車事
故実態や走行実態を踏まえた住民参加型のきめ細やかな運動を実施する。
○ あら ゆる 広報媒 体を 活用し ，地 域住民 はも とより 関連 施設や 学校 等に対 して ，自
転 車事 故情報 及び 事故実 態に 応じた 事故 防止対 策を 的確に 推進 するた めの 情報提 供
を積極的に行い，交通安全意識の高揚を図る。
８ 運動の取り組み方
（1）地域・家庭では
○ 自転 車に よる事 故の 危険性 や責 任の重 大性 につい て家 族で話 し合 い，交 通ル ール
とマナーへの意識を高める。
○ 家族が出かける際には，交通事故に遭わないように交通安全の声掛けを行う。
○ 子供 が自 転車を 運転 すると きや 子供を 自転 車に乗 せる ときは 必ず 自転車 用ヘ ルメ
ットを着用させる。
○ 道路 管理 者等と とも に地域 の自 転車通 行に 係る危 険箇 所の点 検を 行い， その 把握
と解消に努める。
（2）保育所・幼稚園・小学校では
○ 参加・体験・実践型の子供と保護者が一緒に学ぶ交通安全教室等を開催して，
「自
転車安全利用五則」を活用した自転車の安全利用などの交通ルールの理解及び交通
マナーの向上を図る。
○ 保護 者に 対する 幼児 ・児童 の自 転車乗 用時 におけ る自 転車用 ヘル メット の着 用と
幼児二人乗用自転車の安全利用の徹底を図る。
（3）中学校・高等学校では
○ 中・高校生が当事者となった自転車事故の実例を説明し，交通ルールを守らなか
った場合の危険性及び責任に重大性を理解させ，安全に自転車を利用するために必
要な技能と知識を再確認させる。
○ 生徒に対する参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催して，
「自転車安全利用
五則」を活用した自転車の安全利用などの交通ルールの理解及び交通マナーの向上
を図る。
（4）職場では
○ 社内広報誌等を活用して本運動の趣旨や重点等を周知させるとともに，自転車事
故情報及び事故実態に応じた事故防止対策等に関するきめ細かい情報提供を行うな
ど積極的な広報啓発活動を実施する。
○ 自転車通勤者に対する社内広報誌等を活用した参加・体験・実践型の交通安全教
室等を開催して，
「自転車安全利用五則」を活用した自転車の安全利用などの交通ル
ールの理解及び交通マナーの向上を図る。
（5）自転車利用者は
○ 車 道の左 側を通行す るなど，自 転車は車両 であること を認識し「 自転車安 全 利 用
五則」を始めとした交通ルールの遵守を徹底する。
○ 反射材を積極的に活用する。
○ 日頃から自転車の点検整備を励行する。
○ 自転車事故被害者救済のための保険に加入するよう努める。
○ 通行の妨げとなる，迷惑駐輪や自転車放置をしない。
（6）運転者は
○ 自転 車を 見かけ たと きは危 険を 予測し ，自 転車の 動き に注意 して 速度を 落と すな
ど「思いやり運転」を心がける。

