
山形県教育委員会 

自転車安全利用五則 
平成19年7月10日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定 

 

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 
 ① 飲酒運転は禁止 
 ② 二人乗りは禁止 
 ③ 並進は禁止 
 ④ 夜間はライトを点灯 
 ⑤ 信号を守る 
 ⑥ 交差点での一時停止・安全確認 
５．子どもはヘルメットを着用 

山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 
令和元年12月24日施行 

１．交通ルールの遵守 
２．自転車の安全利用（定期的な点検・整備／ヘルメットの着用） 

３．自転車損害賠償責任保険等の加入義務化（令和2年7月1日施行） 

４．自転車交通安全教育の充実 
  （事業者や学校、家庭における交通安全教育の実施） 

５．自転車の適正な管理 
  （しっかり施錠／放置禁止／利用しなくなった自転車は適正に処分） 



  次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分を通行することができます。 
① 普通自転車歩道通行可の標識・標示がある場合。 
② 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者や身体の不自由 
 な人が運転している場合。 
③ 道路工事や連続した駐車車両等の 
  ために車道の左側部分を通行する 
  ことが困難な場合や、著しく交通 
  量が多く、車道が狭いなどのため 
  に自動車などとの接触事故の危険 
  がある場合など、自転車の通行の 
  安全を確保するため、やむを得な 
  いと認められる場合。 

１．自転車は車道が原則、歩道は例外 
 【違反した場合：3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金】 

自転車安全利用五則 

 道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあると
ころでは車道通行が原則です。また、自転車道があるところでは、道路工事等の場合を除き、そこを通ら
なければなりません。 
 自転車は、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができますが、白の２本線の標示のある
ところは通ることができません。また、歩行者の邪魔になる場合は路側帯を通行できません。 

自転車および 
歩行者専用 

●いろいろな路側帯 
路側帯 駐停車禁止路側帯 歩行者用路側帯 

●歩道は例外（歩道を通行できる場合） 

歩行者〇 
自転車〇 

歩行者〇 
自転車× 
自動車の駐停車× 

歩行者〇 
自転車〇 
自動車の駐停車× 

注意！  
自転車が通行できる路側帯は、道
路の左側部分に設けられた路側帯
に限ります。 
 ただし、歩行者の邪魔になる場
合は路側帯を通行できません。 
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【違反した場合：3ヵ月以下の 
  懲役または5万円以下の罰金】 

放置自転車はやめましょう！ 
 自転車を停める場合は、歩行者や緊急車両など、他の交通に配慮し、また、
点字ブロックの上や近くに停めず、必ず決められた自転車等駐輪場に 
停めましょう。 
 また、自転車通勤する従業員がいる事業者においては、事業者が 
駐輪場を確保するか、従業員が駐輪場を確保しているか確認する 
必要があります。 



３．歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行 
 【違反した場合：2万円以下の罰金または科料】 

 自転車は車道を通行するのが原則ですが、例外的に歩
道を通行する場合は、すぐに停止できる速度で歩道の車
道寄りの部分または指定された部分を走行し、歩行者の
通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。 
 なお、歩行者も「普通自転車通行指定部分（歩道に設
けられた自転車レーン）」がある場合は、その部分をで
きるだけ避けて通行する努力義務があります。 

注意！ 
 歩道から車道へ、車道から歩道へ乗り入れする場合は、 
車道や歩道の状況について安全を確かめてから通行しま 
しょう。特に、ひんぱんな乗り入れの連続や交差点の付 
近での歩道から車道への乗り入れは危険です。また、歩 
道から車道に乗り入れる場合は、右側通行をすることとならないようにしなければなりません。 

その他！ 
 歩道で他の自転車と行き違うときは、速度を落として安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向
する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。 
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 車道を通行するときは、左側を通行しましょ
う。 車道上の駐・停車車両を避けるためにや
むを得ず車道中央を通行する場合は、一度止ま
るなどして、前後の安全を十分に確認しましょ
う。さらに駐・停車車両のかげから歩行者が飛
び出したりすることがあるので、十分速度を落
とし注意しながら通行しましょう。 
 車道を右側通行（逆走）すると、正面衝突す
るばかりでなく、前方から来る自動車の運転者
からは、駐・停車車両のかげになるため自転車
が見えず、重大事故につながる危険性がありま
す。右側通行は絶対にやめましょう。 

２．車道は左側を通行 
 【違反した場合：3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金】 

【左側通行の場合】 
後続する自動車は、自転車の挙動を確認しやすく、
その先の行動に備えた安全運転ができる。 

【右側通行（逆走）の場合】 
自動車にとって自転車は駐車車両の陰に入ってしま
い、直前まで気づくことができない。また、自動車
がとっさに危険回避した場合、対向車と衝突するな
ど重大事故を及ぼす恐れがある。 
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⑤ 信号を守る 
  【違反した場合：3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金】 

 「信号無視」による死亡事故が数多く発生しています。信号は必ず
守りましょう。信号機のある交差点を通行するときは、信号に従って
通行しましょう。 
 「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場
合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機の信号に従わなけれ
ばなりません。特に、黄色信号や歩行者用信号機の青信号点滅は横断
を始めてはいけないという意味であることを再確認しておきましょう。 

●「信号無視」による死亡事故が多発 

●右折は二段階右折 
 信号機のある交差点で右折するときは、青信号で交差点の向こう側までまっすぐに進み、その地点
で止まり右に向きを変え、前方の信号が青になってから進みます。なお、自動車やバイクは青の矢印
信号によって右折できる場合がありますが、自転車は進むことが 
できません。「自転車横断帯」があるときは、そこを通らなけれ 
ばなりません。 
 また、横断歩道は歩行者の横断のための場所なので、
横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるお
それのない場合を除き、自転車から降りて押して横断
するようにしてください。 
 左折するときは、青信号を確認のうえ、前後左右の
安全を確かめ、できるだけ道路の左端に沿って十分ス
ピードを落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないよ
うに注意して曲がります。 

① 

② 

③ 並進は禁止 
【違反した場合：2万円以下の罰金または科料】 

 道路標識で並進が可能とされている場所以外では、
並進禁止です。 

並進可 
④ 夜間はライトを点灯 
【違反した場合：5万円以下の罰金】 

 夜間、ライトをつけないで走行することは、自動車等の運転者から見
落とされやすく非常に危険です。前方の安全確認だけでなく、自動車の
運転者や歩行者に自分の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを
点灯しなければなりません。また、反射器材等の付いていない自転車に
乗ってはいけません。夜間は、自動車等の運転者から発見されやすいよ
うに明るく目立つ色(白や黄色) の服装を心がけるようにしましょう。 

４．安全ルールを守る 

 自転車には、運転者以外の者を乗車させてはいけません。 
ただし、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児を乗車させることはできます。 

① 飲酒運転は禁止 
【違反した場合：5年以下の懲役または100万円以下の罰金】 

 ※酒酔いの場合  

② 二人乗りは禁止 
【違反した場合：2万円以下の罰金または科料】 



●一時停止標識・標示のある交差点を通行するとき 
 一時停止の標識・標示は自転車でも従わなければなりません。一時停止の標識・標示のある場所では、
停止線で必ず一時停止をし、その上で左右の安全確認ができるところまでゆっくりと前進し、前後左右
の安全確認を行ってから通行しましょう。 

 停止線がある場合は停止線で一時停止し、 
前後左右の安全を確かめ、できるだけ道路 
の左端に寄って、十分にスピードを落とし 
て曲がりましょう。 

●信号機のない交差点で右左折するとき 

 一時停止の標識・標示がない交差点や狭い道路から広い道路に出る場合、見通しの悪い曲がり角でも
一時停止をして、十分に安全確認をしてから通行しましょう。一方通行道路（「自転車を除く」「軽車
両を除く」の補助標識あり）を逆走する際、交差点には「一時停止」の標識・標示、停止線もないので、
十分注意が必要です。 

●一時停止の標識・標示のない交差点を通行するとき 

一時停止 
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⑥ 交差点での一時停止と安全確認 
【違反した場合：3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金】 

●信号の意味 

点滅 自転車は、
直進し、左
折すること
ができる。 

自転車は、 
横断を始めて
はいけない。 

自転車は、
横断をして
はいけない。 

傘差し・携帯電話使用・イヤホーン等使用運転の禁止（山形県道路交通規則） 

【違反した場合：5万円以下の罰金】 

 スマホ使用やイヤホン等で音楽を聞きながらの運転は、周囲の状況を 
把握することを困難にさせ、死亡事故などの重大事故になる危険性が大
変高いです。自転車を運転する際には、運転に集中しましょう。 
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 定期的に自転車安全整備店で点検や整備を受けましょう。 
また、自転車は努めてTSマーク、JISマーク、BAAマーク、SGマークなどの自転車の車体の安全性を示す
マークが付いたものを使いましょう。 

自転車の点検・整備 

普通自転車とは? 次の要件を満たし、他の車両を牽引していない自転車のことをいいます。 

 ① 二輪または三輪の自転車であること。 
 ② 長さは190cm・幅は60cmをそれぞれ超えないこと。 
 ③ 側車(サイドカー)を付けていないこと(補助車輪は側車に含まない)。 
 ④ 乗車装置(幼児用座席を除く) は、ひとつであること。 
 ⑤ ブレーキは走行中容易に操作できる位置にあること。 
 ⑥ 鋭い突出部のないこと。 

５．ヘルメットを着用 
 自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、その６割以上が頭部に致命傷を負って 
おり、ヘルメットを着用していなかった方の致死率（※）は、着用していた方に比べ 
て2.5倍以上高くなっています。 
 また、たとえ死に至らなくとも、頭部を損傷することにより、重大な後遺障害を負う 
ケースが後を絶ちません。スポーツだけでなく、通学や日常生活でも必ずヘルメットを 
着用するようにしましょう。※「致死率」とは、死傷者数に占める死者数の割合をいう。 



① 信号無視 
 

② 通行禁止道路（場所）の通行 
 歩行者用道路等、道路標識等で自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為。 
 

③ 歩行者用道路での歩行者妨害 
 自転車の通行が認められている歩行者用道路で徐行しない行為。 
 

④ 通行区分違反 
 歩道通行が禁止されている歩道を通行したり、道路の右側を通行（道路右側にある路側帯通行を含む）
したりする行為。 
 

⑤ 路側帯での歩行者の通行妨害 
 自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度や方法で通行する行為。 
 

⑥ 遮断踏切立入り 
 遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報機が鳴っている間に踏切に入る行為。 
 

⑦ 交差点安全進行義務違反 
 信号機のない交差点等で優先道路を通行する車両や左側から来る車両 
 の通行妨害をしたり、交差点に入る際に徐行しない、また歩行者等に 
 配慮しない速度や方法で通行する行為。 
 
⑧ 交差点優先車妨害 
 交差点で右折時に直進車や左折車両の進行を妨害する行為。 
 
⑨ 環状交差点交差点安全進行義務違反 
 環状交差点内を通行する車両の進行を妨害したり、交差点に入る際に 
 徐行しないなどの行為。 
 

⑩ 一時不停止 
 

⑪ 歩道での通行方法違反 
 歩道で車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨げる際に一時停止しない行為。 
 

⑫ ブレーキ不良自転車の運転 
 前後輪ブレーキを備えていなかったり、ブレーキ性能が不良の自転車を運転する行為。 
 ※ ブレーキ性能：乾燥した平坦な舗装路面で、時速10㎞からの制動距離が3m以内 
 

⑬ 酒酔い運転 
 

⑭ 安全運転義務違反 
 ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為。 
 ※ 傘差し・スマホ使用運転、わき見運転等で他人に危害を及ぼす運転と判断された場合等。 
 

⑮ 妨害運転（あおり運転）令和２年6月30日施行 

 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、追い越し違反をして、他の歩行者や歩行者、自動車に対して妨害運転をする行為。 

悪質自転車運転者に対する講習 
 【受講しなかった場合：5万円以下の罰金】 
   信号無視や一時不停止等の違反をして3年以内に2回以上検挙された自転車運転者（悪質自転車運転者） 
  は、警察官の命令を受けてから3ヵ月以内に講習を受けなければなりません。 

改正道路交通法（平成27年6月1日施行） 

- ６ - 

〔講習対象となる危険行為15類型〕 

⑦ 

② 

③ 

⑧ 



編集：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会 

 交通ルールを守らないで交通事故を起こすと、たとえ自転車で
も刑事責任として刑事罰が科せられたり、民事責任として被害者
に与えた損害を賠償しなければなりません。その他にも道義的の
責任として被害者へ誠実に謝罪し、見舞い、償う義務や、自動車
運転免許証の取り消し処分等があります。 

自転車の加害事故  まさかでは済まされない重い代償 

★もしも事故を起こしてしまったら 
 ① ケガ人の救護／② 道路上の危険防止／③ 警察への連絡 
 ④ 事故状況の確認／⑤ 損害保険会社への連絡 

★自転車事故に備えて保険に加入しましょう！    

 自転車事故でも被害の大きさにより、数千万円の賠償金を支払わなくてはならない 
場合もあります。この賠償責任は、たとえ未成年といえども責任を免れることはでき 
ません。なお、山形県では令和２年７月１日より、自転車損害賠償責任保険等への 
加入が義務化されました。そのため、自転車利用者は相手のケガや損害を補償する 
自転車損害賠償責任保険等に入っている必要があります。 
 自転車事故を対象とした保険の種類としては「自転車損害賠償責任保険等」の他、 
TSマーク付帯保険、または自動車保険・火災保険等の特約があります。 

事故の相手 自分 

生命・からだ 財産（モノ） 生命・からだ 

個人賠償責任保険 ○ ○ × 

傷害保険 × × ○ 

保険の種類 

対象 

★自転車事故に備えるための保険 

賠償額（※） 事故の概要 

9,521万円 

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。 

（ 神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決） 

9,266万円 

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。  

（東京地方裁判所、平成20年6月5日判決） 

6,779万円 

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。 

 （東京地方裁判所、平成15年9月30日判決） 

自転車での加害事故例 

（※）賠償額とは、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です（上記金額は概算額）。      （一社）日本損害保険協会調べ 

★将来に影響する交通事故 
 交通事故を起こして人をけがさせてしまった等の場合には、過失運転致死傷等の犯罪になる可
能性があり、その場合は刑事責任を負い、刑罰を受けることになります。刑罰には罰金刑・懲役
刑・禁錮刑などがあります。 さらに、資格を制限される場合あります。 
【罰金以上の刑で免許を与えられないことがある】医師・看護師・薬剤師・栄養士・調理師等 
【禁錮以上の刑で免許を与えられないことがある】教職員・弁護士・公務員・宅地建物取引業等 
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