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横断歩道での歩行者を巻き込む事故が増えて
います。本来、横断歩道は守られるべき安全
地帯です。交通ルールを改めて確認し、交通
事故をなくしましょう。

交通人身事故は県、市内とも
に年々減少していますが、

歩行者事故に占める横断歩道横断
中の事故の割合は年々増加してい
ます。平成 28年の県における交
通事故原因となった車やバイクの
運転者の悪質危険違反のうち、一
時不停止の 39％、信号無視の
29％に続いて、横断歩行者妨害
（横断歩道を横断している歩行者
の通行を妨げること）が 16％と、
3番目に大きな割合を占めていま
す。
　横断歩行者への妨害は、横断歩
道を安全な場所であると認識して
渡っている歩行者に直接影響を及
ぼし、大きな事故につながる危険
性があります。
　一方、歩行者側の違反では、近
くに横断歩道があるのに、横断歩
道がない場所を渡る違反や車両の
直前直後の横断、斜め横断による
事故が多くなっています。
　ひとたび交通事故が起きれば、
穏やかな生活は一変してしまいま
す。「私は大丈夫」と過信せず、
ドライバーは歩行者を保護する義
務があるという意識を常に持ちな
がら優しい気持ちで運転し、歩行
者も交通ルールが存在することを
しっかりと認識しましょう。

交通人身事故発生状況

歩行者事故発生状況（三重県）
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歩行者の違反状況（三重県・H28）
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※車道や路側帯の外を歩行

※

守って安全交通ルール守って安全交通ルール

鈴鹿警察署 交通官（警視）

國枝　正嗣 さん
くに えだ まさ つぐ

本市では8月末現在で、5人
の方が交通事故で亡くなっ

ており、うち 1人は横断中の事
故でした。人身事故についても、
横断中の事故が市内で 20件と、
前年と比べると 6件増加してい
ます。
　こうした事故を防止するため、
運転者の皆さんについては、横断
歩道における歩行者優先を理解し
ていただき、通過する際は確実な
安全確認をお願いします。横断歩
道を渡ろうとしている人がいたら
、必ず一旦停止してください。
　次に、歩行者の皆さんについて
は、横断歩道を渡る際には、必ず
左右の安全をよく確認してくださ
い。遠くに見えていても車は思っ
ているよりも早く近づいてきます
。「遠くにいるから大丈夫だ」と
考えることなく、車が停止するな
どの安全な状態をしっかりと確認
してから渡ってください。
　また夜間には、反射材などを着
用して車の運転者から自分の姿を
確認できるように心がけていただ
きたいと思います。
　車が横断歩道などに接近する場
合の義務や横断歩行者などがいる
場合の一時停止は法律でうたわれ
ています。警察としても、広報啓
発活動や交通指導取締りを通じて
広く周知していかなければならな
いと考えています。
　鈴鹿市は自動車産業に関係のあ
る方が多く、またご当地ナンバー
として「鈴鹿」が発行されていま
す。鈴鹿市にお住まいの方（「鈴
鹿」ナンバーをつけている方）が
法律を守った行動をとることで、
鈴鹿は歩行者に優しい交通ルール
を守るまちであることが市内外に
広がっていくことを期待していま
す。

運 転 者 編運 転 者 編
１．横断歩道に接近するときは、
横断歩道の直前（停止線の直前
）で停止できるような速度で進
行しましょう。
２．横断歩道を横断し、または横
断しようとする歩行者がいると
きは、その横断歩道の直前で一
時停止し、歩行者の通行を妨げ
ないようにしましょう。
３．交差点またはその直近で、横
断歩道のない場所を歩行者が道
路を横断しているときは、一時
停止しましょう。

※歩行者の通行を妨げないことは道

路交通法で決められていることで

す。必ず守りましょう。

４．横断歩道またはその直前で停
止している車の側方を通過して
その前方に出ようとするときは
、その前方に出る前に一時停止
しましょう。

※横断歩行者妨害等違反の罰則とし

て、3 カ月以下の懲役または 5 万

円以下の罰金が設けられています。

このマークを見たら・・・このマークを見たら・・・

　「この先に横断歩道があります」と

いう意味のマークです。このマーク

を見たら、前方に横断歩道があるの

で、歩行者がいないか安全確認をし

ましょう。渡ろうとする歩行者がい

れば、その手前で停止できるように

減速してください。

歩 行 者 編歩 行 者 編
１．近くに横断歩道がある場合は
、必ず横断歩道を利用しましょ
う。
２．道路標識・標示によって斜め
横断が可能である場合を除いて
、斜めに道路を横断するのはや
めましょう。
３．車両の直前または直後で横断
するのはやめましょう。ただし
、横断歩道を横断するとき、信
号機の信号や警察官などの手信
号などに従って横断する場合は
除きます。
４．道路標識によって横断が禁止
されている道路の横断はやめま
しょう

歩行者横断禁止の標識歩行者横断禁止の標識 横断歩道標識横断歩道標識

横断の仕方の悪い例と良い例

地域の皆さんによる、登校時の交通安全活動

不安を感じたら
運転免許証の自主返納

高齢化社会に伴い、高齢者ド
ライバーが当事者となる事

故が多発している中、身体機能や
判断力の低下により、運転に不安
を感じておられる高齢者の方もみ
えると思います。こうした方のた
めに，運転免許証の自主返納制度
が設けられており、公安委員会に
運転免許の取消し（全部取消し）
を申請すると、運転免許証を返納
することができます。また、返納
した方には、申請により運転経歴
証明書が交付されます。（交付手
数料 1,0 0 0 円）。「運転経歴証明
書」は、運転免許証と同じサイズ
のカードで、公的な身分証明書と
しても使用できます。
　本市では、4月から運転免許証
を自主返納された方に対して、歩
行時に使用する反射タスキや反射
バンド、携帯ライトなどの啓発物
品を配布し、警察官から交通安全
のアドバイスを行っています。ま
た、県の「運転免許証自主返納サ
ポートみえ」では、運転免許証を
自主返納された高齢者の方などを
対象に、運転経歴証明書を提示し
ていただくとバス運賃が半額にな
るなどのサポートをしています。
この機会に運転免許証の自主返納
について考えてみてはいかがでし
ょうか。

駅前でも交通ルールを
守りましょう

駅前でも交通ルールを
守りましょう

　公共交通と一般車両の円滑な相互

利用を目的に、近鉄白子駅の駅前広

場に啓発用の路面表示を設置します。

自家用車で送迎される方は、交通ル

ールを遵守し、公共交通機関の安全

運行にご協力ください。

今回の特集に関するご意見・ご感想は
交通防犯課

　　382-9022　　382-7603　
kotsubohan@city.suzuka.lg.jp




