平成 30 年４月

平成 30 年度
交通安全教育用視聴覚教材目録
（ビデオテープ等）
従業員等の交通安全教育用に、無料で貸出しをおこなっています。
（貸出しは県内の事業所等に限ります。）
貸出しについては、香川県警察本部交通企画課安全係
（ 電話 087－833－0110 ）
又は各地区安全運転管理者協議会へお申出下さい。

大勢の人が見るものです 。
壊れやすいので、丁寧な取扱いを
お願いします!!

香川県警察本部

ビデオ
番号
v-1

v-2

v-3

v-4

v-5

v-6

v-7

v-8

題
名
ザ・シートベルト
～ダミーからの
メッセージ～
ザ・シートベルト２
～シートベルトを
しなくてもよい席は
どこにもない～
あなたの命、
大切な人の命、
だからシートベルト２
阪神大震災
その時くるまは
～ドライバーの
体験から～
THINK SAFETY ON
THE HIGHWAY
DRIVING
警告！ あなたの車に
「イエローカード」
主人公は
あなたかもしれない
ダミーマンの
エアバック安全学
～SRS エアバック
その効果と注意点～
JAF ユーザーテスト
～クルマを正しく
使うために～
JAF ユーザーテスト

v-9

~クルマを正しく使うために~

｢警告灯とメーター｣

あ ら す じ ・ ね ら い 等
最も簡単で大きな効果のある安全装置シートベルト、着用率が年々低
下している今、一人でも多くの方にシートベルト着用の重要性を理解し
ていただきたいとの思いを込め製作されたものです。
私たちの化身であるダミー人形が車に乗り込み、時速 50km で走る車
同士の衝突事故を現実そのままに再現し、シートベルトを着用していな
いと衝撃の時にどうなってしまうかを検証します。その結果シートベルトを
しなくてもよい席はどこにもないことがわかります。
事故時には、シートベルトをしないと、いかに危険であるかを、特にエ
アバックとシートベルトの関係も含めて実験映像で理解していただくため
に作成したものです。
「関東大震災クラスの地震が来ても大丈夫」この安全神話は脆くも崩れ
去った。あの瞬間、ドライバーは何を感じ、その後どう行動したか。
また、「走る」という本来の機能だけでなく、緊急の暮らしの場に、物資の
トラックに、情報交流やボランティアの活動に…と。日常とは異なる車の
利用のされ方も見られた。体験者の生の証言で綴った再現ビデオです。
・高速運転の心得
・自動車の安全対策
・先端のカーテクノロジー
・こんな所でオーバーヒート？
・式場に間にあわないヨ
・急いでいるのにバッテリーが…
・予定外の出費だわ… 等
①エアバックはあくまでシートベルトの補助装置であり、シートベルトを正
しく装着することにより、はじめてその効果が発揮される。
②助手席エアバック装着車にベビーシートやチャイルドシートを後ろ向き
に使用するひとの危険性について紹介するものです。
もっと知りたい自分のクルマ
１ AT 車のドライビング
２ シートベルトの正しいかけ方
３ クルマの視界
ご存じですか「警告灯とメーター」「安全装置と警告灯」。車両の特性
や限界、正しい取扱い方法等について、ドライバーの理解を促進するこ
とを主眼とした自動車安全教育用 VTR です。
50 歳以上のシニアドライバーによって起こされる交通事故は全
体の約 25％、65 歳以上の高齢者の自動車運転中の死者数は 16 年前
の約 10 倍と急増。
“ころばぬ先のつえ”このビデオは単に教科書的
な内容でなく事故事例を通して分かりやすくドラマ風に展開「自
覚」と「心得」を促します。
・道路から構内に入る
・バックでプラットホームにつける
・後部ドアを開けてプラットホームにつける ・構内で発進する
・プラットホーム以外の構内倉庫に入る
・構内から道路に出る

時 間
37 分

22 分

８分

27 分

27 分

30 分

18 分

20 分

29 分

v-10

シニアドライバー
～急増する高齢
ドライバーの事故～

v-12

構内の危険を読む
問題編
解説編

v-13

歩行者事故
～ダミーとの衝突実験～

交通事故における衝突速度の違いや歩行者の向きで挙動がどのよう
に変わるのかを衝突実験用ダミー人形でテストして高速度撮影し、検証
したもの

v-14

Let’s VICS
～かしこく使って
快適ドライブ～

道路状況情報を瞬時にカーナビ画面に提供し、より快適なドライブを
可能にする VICS の機能を紹介。VICS から得られる情報活動用例を通
35 分
して VICS がいかに安全・快適、便利に役立つか確認していただくもの。

1

35 分

14 分
32 分

22 分

番号

題

名

あ ら す じ ・ ね ら い 等

時 間

自転車事故を各形態別に衝突実験で検証したもので、自転車との正
面・側面衝突、出会頭、追突、反射材効果等。

18 分

v-15

自転車事故
～自転車に乗ったダミーと
車の衝突実験～

v-16

お手本はあなたです！
～幼児の保護者に対する
交通安全教育～

v-17

ザ・チャイルドシート
～子供たちを守るために～

v-18

追突
～混合交通の落とし穴～

v-19

多発する新入社員の
交通事故
～交通事故と企業責任～

v-20

危険予知のすすめ
～無事故のための
思考法～

v-21

危険を予測する
～原付の安全運転～

v-22

～ドキュメント
交通事故多発～
「緊急事態宣言」
～死亡事故を究明する～

v-23

災害発生
～そのときあなたは…～

v-25

チャイルドシートは
安全のためのルール

「チャイルドシート普及ビデオ」シートベルト着用推進協議会発行。
シートベルト着用の必要性を衝突実験で訴え、チャイルドシートの種類・
着用の方法・選び方のポイント等を解説するもの。

12 分

v-26

チャイルドシートの
正しい取付け方

車によって、こどもの年令によって、取付け方も異なります。悩むことは
ありません。これを見れば理解できます。

29 分

v-29

今日もゼロを目指して
～安管者の 365 日～

ある安全運転管理者の１年間を追い、具体的な安全運転管理要領に
ついて手本を示しています。

20 分

v-32

飲酒運転の果てに

飲酒運転によって交通事故を起こした加害者の苦しみに満ちた手記
をドラマ化したもの。

29 分

v-33

一瞬にひそむ危険
～わき見運転による事故を
起こさないために～

運転中の携帯電話の使用、カセット、CD、ラジオ等の操作中の一瞬
のわき見運転の恐さを実例をあげて編集しています。

17 分

安全運転の基本
～安全運転教育用ビデオ
第２巻～

安全運転を確保するためには、車の点検や正しい運転姿勢、シートベ
ルトの着用など、走行前の車と人の準備を万全に行うことが不可欠で
す。また、走行中は、ハンドルやブレーキなどの的確な操作や状況に応
じた安全速度などの車のコントロール、交通ルールの遵守や飲酒運転
の禁止などの心のコントロールが大切になります。本巻は、こうした安全
運転に関する基本的事項の習得をねらいとしている。

15 分

v-35

これから道路交通の場にデビューしていく幼児には、きちんと交通ル
ールやマナーを教えたいものです。道路の横断の仕方など保護者にお
手本となって幼児に教えていただきたいことを実写、CG 等を用いて、分
り易く説明しています。
身近なシチュエーションを例とした実験を通じて、チャイルドシートの
使用・不使用・正しく装着・着用できているかどうかによって事故に遭っ
てしまった場合どのような違いが生ずるかを検証します。
追突事故は、経験の異なる様々なドライバーと特性の異なる多様な車
種が交錯する混合交通の中で、ふとした錯覚や過信がキッカケに発生
する。「容易に発生してしまう追突事故の恐さ」と「追突しない、されない
実践的運転法」について説明します。
新入社員による交通事故の占める割合は、他の層と比べきわめて高く
なっています。運転技術の未熟や運転マナーの欠如がその原因として
あげられていますが、交通事故が企業や社会に与える損失・影響等を
十分に理解できていないことも大きな一因として指摘することができま
す。社会人として責任ある運転をする必要性を新入社員の皆さんに理
解していただくことを目的として製作しています。
危険な要因を早めに発見して、回避することができれば、事故が起こ
る確率は相当低くなります。危険予知は、無事故のための思考法の一つ
です。今までの運転に対する思考法が変われば、あなたの運転そのも
のも変わるはずです。
原付事故の原因の多くである「前方不注意」に焦点を合わせ、事例を
中心に運転者の視野について問題点を投げかけたもの。
死亡事故を起こしたドライバーやライダーは、被害者だけでなく、社会
的にも大きな代償を支払わなければならない。その結果、被害者ばかり
でなく、加害者にも悲劇が訪れることになる。この映画は、ある都市に 24
時間の完全体制で取材を行い、３件の死亡事故を含む 28 件の事故に
遭遇、その悲劇の現場をドキュメントしたものである。
大規模災害発生時におけるドライバーの措置要領について。
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23 分

29 分

27 分

25 分

15 分

20 分

25 分

20 分

番号

題

名

v-36

危険予測運転の基本
～安全運転教育用ビデオ
第３巻～

v-37

歩行者の行動特性を読む
～安全運転教育用ビデオ
第４巻～

v-38

交差点の危険を読む
～ 安 全運 転教 育 用ビ デオ
第５巻～

v-39

車が凶器になるとき
～自動車と見込み違い~

あ ら す じ ・ ね ら い 等
交通場面には、さまざまな危険が潜んでいます。安全な運転をするた
めには、危険を予測した運転をすることが重要なポイントになります。的
確に危険を予測するために必要な基本的意識・条件を習得することをね
らいとしている。
交通事故を起こさないためには、歩行者の行動の特徴を知っておくこ
とが大切です。本巻は運転者に子供と高齢者の行動特性を理解させる
とともに、事故を起こさない運転方法を習得させることをねらいとしていま
す。
交差点は、事故多発場所であり、毎年の交通事故統計をみても、約２
件に１件は交差点とその付近で発生しています。交差点における典型
的な事故パターンをとりあげ、それを防止するための運転方法の習得を
ねらいとしています。
焦りや怒り、心配事など、ドライバーの心の状態がそのまま運転行動
にあらわれたりする。そのような自動車が起こす事故の原因は、元をただ
せば見込み違いにある。見込み違いをしないためにはどうしたらよいか。
さまざまな事故事例の紹介などを通して描く。

時間

15 分

15 分

15 分

24 分

飲酒・ひき逃げの波紋

１本のつもりが２本になり友達からもタクシーで帰るように言われたがそ
れを聞かず、自動車に乗り帰る途中人をはね、通報しようとしたが飲んで
いるためそれを止め帰宅し、翌朝のニュースで報道され自首したがその
後の生活が一変したことをドキュメント風にしたもの。

30 分

v-41

運転の落とし穴

運転者自身が普段十分知り尽くしているつもりでいるいくつかの運転
上の危険現象の分析、誰でも持ち合わせている運転と身体的な特徴、
つまり視覚的な錯覚や精神的・心理的におちいりやすい現象を説明して
います。

20 分

v-42

我らユトリスト

高齢化時代のシルバーエイジドライバーに向けて、ゆとりある安全運
転とそれを支援する環境の発展（ITS、ASV、道の駅）等シルバードライ
ブを楽しむ方法を紹介する。

19 分

（安全運転５則）は、交通事故の実態の分析から導き出された教訓で
あり、常に基本に立ちかえることが大切である。

24 分

暴走の果てに大事故を起こしてしまった運転者。被害者の悲惨さと、被
害者の苦悩とを実話に基づいて描いてドラマ化したもの。

29 分

v-40

v-45

v-46

～シルバーと車の 21 世紀～

安全運転５則
～無事故の決め手～
すべてを奪う交通事故
～償いの日々ははてしなく～

v-47

事故防止はこれだ！
～先を読む運転術～

なぜ交通事故は起きるのか、どうしたら防げるのか？危険予測の方法を
事故事例を通し、具体的に分かりやすく描いている。

22 分

v-49

明日はあなたも仲間入り
～高齢者を守る運転、危険予測と
思いやり運転のすすめ～

高齢者を守る運転、危険予測と思いやり運転のすすめに、どのように
すればあなたも仲間入りできるかを描いたもの。

30 分

v-50

相手車両の
運転行動を読む
～安全運転教育用ビデオ
第７巻～

道路には乗用車ばかりでなく、自転車、二輪車、バス、トラックなどさま
ざまな車が渾然一体となって走行しています。交通事故を起こさないた
めには、そうした車輌の構造上の特性や運転特性を知っておくことが大
切です。本巻では、自転車、二輪車、大型車の諸特性を理解させること
をねらいとしています。

15 分

v-51

過信の代償

事故を起こしたドライバーの実話をもとに、運転の慣れと過信の怖さ。
そして深い反省と償いを切実に描く。

30 分

v-52

許されざる者
～交通事故、責任の重さ～

脇見運転により死亡事故を起こした会社員と、その妻、被害者の家族
の悲しみ、苦しみを描くドラマ。

26 分

3

番号

題

名

あ ら す じ ・ ね ら い 等

時間

あらゆる事故を防ぐための安全用語、ヒヤリハット。『１件の重大な事
故の影には、29 件の小さな事故と、300 件のヒヤリとしたりハッとしたりす
る場面がある』というハインリッヒの法則の通り、大きな交通事故を防ぐに
は、日頃の小さなヒヤリハットをなくしていかなければならない。ダンディ
板野と自転車の正しい乗り方を学ぶ。

15 分

v-54

危険予測で守る
他人の命・自分の命
～事故現場の検証～

交通事故事例を分析、「車に乗る前」、「運転状態」、「路上」の３つに
分類し、危険予測という観点から、事例の原因の追及と、どうすればその
事故を防ぐことができるのかを再現映像や CG を用いて解説し、合わせ
て、携帯電話や若い女性に人気の厚底靴の危険性など、身近的な話題
も取り上げる。

25 分

v-55

ベストドライバーの条件
～必ず守る 10 ヵ条～

運転者自らが交通法規を遵守し、安全運転の為のルールやマナーを守
ることの自覚を促すことによって、交通事故の防止に役立てようとするビ
デオ。

25 分

v-56

現実の交通場面の観察を通じて、交差点事故を直進・右折・左折の
交差点事故を防ぐ
行動パターン別に分析して、事故を防ぐための知識やテクニックをテスト
直進・右折・左折行動の検証
や実験映像を交えて紹介します。

18 分

v-57

事故を呼ぶ
ヒヤリ・ハットをなくせ

ヒヤリ・ハット体験とは、まさしく交通事故一歩手前の体験であり、この
体験を教訓として生かす事ができるかが、交通事故防止のキーポイント
です。そのために、どのような運転が必要であるかを解説しています。

25 分

v-58

最愛の人が消えた日々

加害者にはやり直しのチャンスがあるが、最愛の人を亡くした家族に
はやり直しのチャンスがない。残された家族には、癒えることのない心の
傷が残る。交通事故で最愛の人を亡くした家族の記録です。

22 分

v-59

睡眠時無呼吸症候群
交通事故との関連

最近問題になっている、昼間の短時間睡眠（居眠り）による事故（交通
事故・労災事故等）の原因である、睡眠時無呼吸症候群について、高松
病院医療部長 森 由弘氏の講演の記録です。

65 分

v-60

実践から安全を学ぶ
~安全運転中央研修所~

ヒヤリハットをかぶったら
v-53

～自転車の交通ルールと安全な
乗り方～

v-61

マイカー通勤の安全

v-62

見えざる恐怖

v-63

プロに聞く 無事故の秘訣
～交通事故を
起こさないために～

v-64

ドキュメント
生か死か！紙一重の危険
～多発する漫然運転事故～

安全運転中央研修所における、一般、企業運転者を対象にした、湿
潤路面・悪路走行や急ブレーキ等安全の限界を体験学習する研修内容
の紹介です。
マイカー通勤の事故事例を中心に、マイカー通勤のドライバーが陥りや
すい危険な心理状態や運転行動、意識レベルなどを説き明かし、どのよ
うなことに気をつけたら安全運転ができるかを探るビデオ。
自動車事故の中でも発生しやすいのが、出会い頭や交差点での右左折
時、横断歩道付近などでの事故、事例を挙げながら、その時ドライバー
が犯したヒューマンエラーと、その誘因であるヒューマンファクターに焦点
を当て、事故との因果関係や危機回避の方法を探ります。
長年、無事故を続けている運転者にインタビューを行い、事故を起こ
さない運転の秘訣を探り出して、まとめ、それを多くの運転者に知っても
らうことで安全な交通のために役立たせることをねらいとしています。
漫然運転や脇見運転などをキーワードにドライバーの心に潜む問題
に注視し、なぜ悲惨な交通事故が起こるのかを徹底分析し、さらに事故
防止のポイントも分かりやすく解説し、安全運転に対する心構えを再認
識してもらうことを強く訴えるビデオ。
4

16 分

20 分

25 分

30 分

25 分

番号

題

名

あ ら す じ ・ ね ら い 等

時間

v-65

悔恨！
不注意運転の教訓
―悲惨な結末―

通り慣れた道路において、発生した交通事故の事例を挙げ、わずか
な不注意が、悲惨な重大な結果をもたらす、交通事故の恐ろしさを訴え
る。

25 分

v-66

悲しみは消えない
―飲酒運転の代償―

飲酒運転により死亡事故を起こし、加害者の反省の日々と、その家
族、被害者の家族の悲惨さを訴えます。

32 分

v-67

飲酒運転の報い
破滅への道

無謀な飲酒運転による、悲惨な死亡事故、そして轢き逃げ。危険な運
転行為をしてしまったドライバーの心の軌跡、訪れる家庭の崩壊、被害
者を襲う突然の悲劇、悪質な交通事故の犯罪を訴えます。

v-68

安全への条件
断て!!思い込み運転
―コミュニケーションギャップが事故を呼ぶ―

v-69

多発する交差点事故

v-70

なぜ起きる
命にかかわる交通事故
~なくせヒューマン･エラー~

v-71

v-72

v-73

危ない!
運転中の携帯電話

安全運転の智慧

路上の危険を読め
－検証 危険予測―

v-74

追突の危険を読む

v-75

優良運転者の条件
－必ず守ろう６ケ条―

v-76

検証
認知・判断ミスが事故を呼ぶ

車を運転することは、周りの車や人とコミュニケーションをとっていく行
為であります。思い込みや焦りを排して、周囲と上手にコミュニケーション
をとることが最大の事故防止策になることを訴えます。
交通事故発生件数の約 60％が交差点とその付近で起きているので
す。事故事例を検証し、ドライバーが、死角には常に危険が潜んでいる
と考え、的確な運転行動をとれる様に、危険予測の運転方法を CG を交
え、分かり易く具体的に描き、安全運転を訴えます。
交通事故がなくならないのは、ドライバーの人的過誤、いわゆる｢ヒュ
ーマン･エラー」があるためと言われています。ヒューマン･エラーを起こ
す背景にスポットを当て、ドライバーの怒り、焦り、急ぎ、慣れ、甘えがどう
して事故に結びつくのか、事例を紹介しながら検証していきます。
車を運転中の携帯電話使用やカーナビゲーション操作等の“ながら
運転”による事故が急増しています。代表的な事故例を取り上げ、運転
中の携帯電話の着信応答時、発信時、通話をしながらの運転は如何に
危険であるか実験により科学的に検証、CG を使い分かり易く解説
誰にでも経験のある「ヒヤリ・ハット」をなくし、交通事故を起こさないた
めの運転方法や、万一事故になった場合でも、その被害を最小限度に
くい止めることのできる、安全運転の智慧を解説します。
ドライバーは常に路上に潜在する様々な危険にさらされていると言っ
ても過言ではない。ドライバーは情報を正しくキャッチし、安全か危険か
を判断する能力が求められているのです。そのため重要なのが危険予
測なのです。様々な事故事例を検証し、CG を用いながら、危険を読む
ポイントを具体的に分かり易く描いています。
交通事故形態のなかで１番多い追突事故。「なぜ」追突事故は起こっ
てしまうのか？ 追突事故を「未然に防ぐ」ことはできないのか？「追突事
故」の「原因」「安全対策」を考える。
この作品はドライバーが必ず守らなければならない交通ルールとマナ
ーを字幕入りで分かりやすく解説
ドライバーは「認知」「判断」「操作」と言う手順を繰り返し、運転してい
ます。最初の段階の「認知」でミスをすると「判断ミス」「操作ミス」を誘発
するのです。そこで、人は何故「認知ミス」を犯すのか、どうしたら「認知ミ
ス」を防ぐことができるのか、事故事例を検証し、CG を効果的に使いな
がら、分かり易く具体的に解説
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27 分

24 分

15 分

29 分

17 分

26 分

24 分

30 分

18 分

15 分

番号

v-77

v-79

v-80

v-81

v-82

題

名

ｖ-84

v-85

赤いランドセル

視覚が死角

「見て」「判断」「操作する」車の運転は、その繰り返しですが、もしも最
初のステップである「見る」ことを誤るとどうなるでしょうか。「判断」を誤り、
つづく「操作」も誤って、結果、事故の危険が極めて大きくなります。「正
しく見る」事が安全運転の基本です。いかに見落としや発見遅れを防ぐ
かが事故防止の鍵となります。

見落とし・発見遅れが事故を呼ぶ

自然と共生エコドライブ
燃費の向上とリサイクル

残された家族の悲しみ
－交通事故のかげでー

ドキュメント
油断が死を招く！

v-87

v-88

車は便利な乗り物です。しかし、運転者の一瞬の判断ミス、気のゆる
みが車を凶器に変えてしまうのです。この作品は、運転者の家族、被害
者の家族それぞれに焦点をあて、交通事故がもたらす悲劇をドラマで描
きます。
生々しい交通事故のドキュメント映像を元に『発生状況』と『その原因』
を検証。更にどうすれば事故は回避できるか、事故事例を大きく５つの
項目に分け、各項目の末尾に『事故防止のポイント』を CG 等も加え、分
かり易く解説しています。

18 分

27 分

25 分

~飲酒運転撲滅のために~

25 分

プロに学ぶ危険回避
片山右京の運転力！

F1 レーサーであった片山右京が、一般ドライバーの運転に潜む危険性
を指摘。安全運転ポイントをアドバイス。

25 分

交通事故を科学せよ！
~交通事故を防止するため~

―貴方が犯罪者
にならないために

ママ、帰ってこないの
交通事故の隠れた悲劇

明日は
あなたかもしれない
交通事故,個人の責任,企業の責任

交通事故をめぐる
v-89

豊かな環境を次世代へ伝えるために、環境に与える負荷のより少ない
自動車の開発や地球環境保全を中心とした技術、特に地球温暖化防止
の一環として CO2 の排出を抑制するためのエンジンやトランスミッション
の改良、空気抵抗の低減、ボディデザイン、軽量技術、そしてリサイクル
技術の進歩を紹介します。

25 分

危険運転致死傷罪制定のきっかけとなった東名高速の追突事故と、そ
の法律が適用になった専門学校生の追突事故。この二つの事故を検証
し、飲酒運転の危険性を訴えます。

終わりなき償い

飲酒運転の恐怖
v-86

時 間

交通事故を起こす要因のひとつに「なにかに気をとられて気付かな
い」というのがあります。運転中の携帯電話の使用による事故はその顕
著な例です。安易な運転中の携帯電話の使用によって突然我が子の命 15 分
を奪われた両親の悲痛な姿を描き、ドライバーの方々に安全運転の重
要性を再認識して頂くことを目的としたものです。

－交通事故の恐怖―

v-83

あらすじ・ねらい等

企業・運転者の危機管理
～安全運転教育用ビデオ～

交通事故は、単なる偶然の産物ではなく、起こるべくして起こる科学的
な理由が潜んでいる。徹底的に交通事故を科学する方法で、その原因
を解明していく。
飲酒運転や危険な運転に対し厳罰化された背景、厳罰化の内容、飲
酒が運転に及ぼす影響を科学的に解説。飲酒運転の恐怖を描きます。
一家の主婦がある日突然、交通事故で亡くなった時、残された家族
は･･･子供達は･･･。いかに交通事故が恐ろしく、悲惨なものであるかを
訴えます。

26 分

24 分

32 分

ひとたび交通事故を起こせば、車を運転していた本人が責任を負うこ
とは当然のことですが、その影響は家族にも及びます。企業活動中の事
故であれば企業にも責任が及びます。交通事故の責任、「社会的・道義
的責任」、「法的責任（民事上・刑事上・行政上）」、また企業が被る「直接
的損失」「副次的損失」について分かりやすく解説します。

23 分

交通事故によって運転者や企業にどのような責任が発生するかを分かり
やすく説明し、事故防止が運転者の生活を守り、企業防衛を図るうえ
で、いかに重要であるかを認識させることをねらいとしています。

15 分

第１巻
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番号

v-90

v-91

題

名

あ ら す じ ・ ね ら い 等

飲酒運転 悲劇の連環

「飲酒運転」それは自分だけは大丈夫という過信が生み出す心の罠。
飲酒事故を起こしそれが死亡事故になったとき、どんな悲劇が待ち受け
ているのか。この作品は、飲酒運転により死亡事故を起こした加害者と
その家族、被害者の家族ばかりでなく、加害者が勤務する会社の社会
的責任までをも描いた作品です。

交通事故をめぐる

交通事故によって運転者や企業にどのような責任が発生するかを分
かりやすく説明し、事故防止が運転者の生活を守り、企業防衛を図るう
えで、いかに重要であるかを認識させることをねらいとしています。

企業・運転者の危機管理
～安全運転教育用ビデオ～

第１巻（新版）

7

時間

27 分

20 分

ＤＶＤ
番号

D-2

題

名

許すな！ 飲酒運転

ここに注意！
D-3

歩行者・自転車・バイク事故
事故事例に学ぶ

D-4

大型貨物自動車の安全運転

D-5

中型貨物自動車の安全知識

D-6

疾走の迷宮
～飲酒運転の悲劇～

危険な心が事故を呼ぶ
D-7

～汝 我が心の悪魔の囁きに耳を傾
けるなかれ～

あ ら す じ ・ ね ら い 等
平成 19 年の改正道路交通法（飲酒運転に対する厳罰化）の概
要を分かり易く解説し、飲酒が運転に与える影響をドライビングシ
ミュレーターで検証。
医師により、アルコールが運転にどのような影響を及ぼすか
を、データを基に医学的な立場から解説し、飲酒運転の危険性
を訴える作品です。
全交通事故死者の約６割を占める歩行者や自転車、バイクの
利用者。歩行者や自転車、バイクとの事故を起こさないために、
ドライバーはどのようなことに注意しなければならないかを実際の
事故事例を通して、具体的に解説しています。
大型貨物自動車の死角、右左折時の安全確認方法、後退時の
車の動き、ブレーキと安全な速度、正しい車間距離等を自動車
安全運転センター中央研修所のコースを使用して解説します。
中型貨物自動車の死角、運転姿勢とミラー調整、右左折時の
安全確認方法、内輪差、左折方法、右折方法、リアオーバーハ
ング、正しい車間距離等について解説します。
世間を騒がせる悪質な飲酒運転が引き起こす死亡事故。危険
運転致死傷罪の施行、道路交通法の罰則強化にもかかわらず、
悲劇は後を絶たない。
そこでこの作品では、飲酒・ひき逃げ事故による「加害者とその
家族」、「被害者家族」、「加害者の周辺者」の三者三様の悲劇の
連鎖模様を見せていき、それぞれの立場の心の軌跡を描くこと
で、飲酒運転死亡事故の悲惨さを訴えます。
運転中に、怒りや焦り、思い込みや過信があると、違反を正当
化する心がわきおこり、法令を守ろうとする心との葛藤が起こり得
ます。
この作品は、誰にでもある危険な心を、もう一度、見つめなおし
てもらうことを目的に、ありがちな４つの事例により、様々な交通状
況であらわれる危険な心と安全な心との葛藤をビジュアル化した
ものです。

時 間

19 分

17 分

38 分

27 分

30 分

23 分

（平成 19 年施行、改正道路交通法の悪質・危険運転者対策にも言及して
います。）

D-8

D-9

D-10

高校生・健二と光男は、学校で禁止されている免許を取得し、
原付を乗り回していた。中学の先輩に誘われ、暴走族の集会に
顔を出し、先輩の後ろ盾という暴力団の佐久間と知り合う。そし
て、暴走族にはまり込み・・・
この作品は、スキあらば、甘い言葉で仲間に引き込み、一度入
ってしまうと暴力団の手先となって働かされ、闇の世界から抜け
出すことができないという、暴走族とは名ばかりの暴力団の資金
源となっている実態を描いたものです。

30 分

できたかな？あんぜんかくにん
ケンタとニャンタのこうつうあんぜん

♪歌を歌いながら交通ルールを覚えよう♪

13 分

クーニャンの交通安全

自転車事故は年々増え続けています。
みなさんは、正しく自転車に乗っていますか？
アニメーションのキャラクター、クーニャンとその仲間たちと一緒
に「正しい自転車の乗り方」について確認していく作品です。

15 分

暴走族加入防止 啓発ビデオ

失われた明日

｢正しい自転車の乗り方｣
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番号
D-11

D-12

D-13

題

名

あ ら す じ ・ ね ら い 等

時 間

～後部座席シートベルト
非着用の危険～

後部座席にダミー人形を乗せ、時速 100km で衝突させ、後部
座席でシートベルトを着用しなかった場合、ダミー人形がどのよう
になり、全席の者等にどのような影響があるか実験したものです。

13 分

その時あなたにできること
～交通事故現場における
応急救護処置～

あなたが交通事故を起こし、または、交通事故現場に遭遇した
とき、怪我等をした人にあなたがどのようなことをすればよいか。
この作品は、交通事故現場における応急救護の処置の方法を
映像化したものです。

20 分

検証! 飲酒運転の恐怖

飲酒運転の根絶に向けて、実験映像等を含め、飲酒運転がい
かに恐ろしいかについて検証することで、飲酒運転の危険性を
認識してもらうことを目的に警察庁が制作したものです。

時速 100km.の衝撃!

～飲酒運転の危険性を認識させる
ための交通安全教育用 DVD～

二輪車向け交通安全ビデオ

D-15

We Love Bike
～ヘルメット＆プロテクターの効果～

D-16

D-17

D-18

D-19

D-20

D-21

危険予測トレーニング
（高齢者配慮編）

二つの崩れた家族
～飲酒が車を凶器に変えた～

JAF ユーザーテスト
～後席シートベルト非着用！
３つの危険性～ 2007.6

JAF セーフティ・アドバイス
～シートベルトを締めないで安全な席は
ない！～

自転車の安全な乗り方
～守ろうルール・減らそう自転車事故～

笑顔で、自転車交通安全

マナー体操 DVD

このビデオは、二輪車事故の実態とその事故により二輪に乗車
していた者が受ける外傷について検証し、二輪車の事故におけ
るヘルメット及びプロテクターの効果について、皆さんに理解して
いただくことを目的に、埼玉県警察本部等の企画監修で作成さ
れた作品です。
この教材は、高齢者の特性を理解し、高齢者に配慮できる一
般ドライバーを育成することで、このことに起因する交通事故を防
止しようと作成された交通安全教育教材です。

23 分

30 分

20 分

40 代のサラリーマンの男性が飲酒運転に対する甘い意識が引
き金となって死亡事故を起こし、一変して幸せだった加害者、被
害者の家庭が崩れていくすがたを描いた作品です。飲酒運転の
教唆、幇助罪についても取り上げ、ドライバーの飲酒運転に対す
る自覚を高めるほか、飲酒運転の犯罪性を社会全体が強く認識
しなければならない事を強く訴えた内容となっています。

30 分

後席がシートベルト及びチャイルドシート非着（使）用の場合と
すべての乗員が着（使）用した場合の衝突実験と、出会い頭事故
を想定した衝突実験の映像により、後席でシートベルトを着用す
ることの重要性を検証した「JAF ユーザーテスト」の模様を収録し
たものです。

８分

この啓発ビデオは、JAF がこれまで行ってきた「JAF ユーザー
テスト」の衝撃テストなどの映像や新たに撮影した映像を使用し、
後席シートベルト非着用の危険性やチャイルドシート不使用の危
険性、車内に潜む子どもへの危険性の３つのテーマについて、
わかりやすく解説する「啓発編」（22 分）や交通安全教育の場で
の使用を想定した「講習編」（32 分）を収録した作品です。

32 分

例外的に、自転車が歩道を通行できる等の平成 19 年の道路
交通法の一部改正を受けて警察庁等が作成したもので、自転車
の正しい乗り方や様々な道路環境における安全な通行方法、基
本的な交通ルール等知っておかなければならないことを正しく理
解し、実践してもらうための作品です。（幼児２人同乗用自転車の
使い方含む。）

13 分

「心構えと自転車のチェック」、「交通ルール」、「自転車を上手
に運転するためのトレーニング方法」等について説明した後、楽
しく安全に自転車を利用するための「自転車交通安全マナー体
操」を紹介し、この体操を通じて自転車を正しく、安全に乗っても
らおうという作品です。

17 分

9

番号

D-22

D-23

D-24

題

名

あ ら す じ ・ ね ら い 等

時 間

誰でもできるエコ運転術

JAF（社団法人日本自動車連盟）は、エコドライブを啓発、推
進するためにこの DVD を作成し、啓発編（17 分）は、イベント会
場などで来場者への啓発を想定し、講習編（30 分）は、団体・企
業などの環境啓発教育の場での使用を想定し、詳しく解説した
内容にそれぞれ区分し、用途で使い分けできる作品になってい
ます。

30 分

いつまでも笑顔のままで

警察庁が、高齢者の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
を図ることを目的として、DVD（同内容のブルーレイディスク付き）
を作成したもので、歩行者編、自転車編、夕暮れ時・夜間編で構
成し、事故に遭わないための安全な歩き方、自転車の安全な通
行方法、夜間の外出時の服装等について解説した作品です。

19 分

高齢者の交通事故防止を目的に、内閣府が作成したもので
す。高齢者の運転者編では、身体能力、判断力等の変化による
運転時の注意点、自転車編では、自転車運転時の注意点、歩行
者編では道路の横断や夜間歩行の注意点について紹介した作
品です。

22 分

～高齢者のための交通安全～

いつまでも安心して暮らすために
～高齢者の交通安全～

D-25

誰もがいずれは高齢者

D-26

自転車も車両です

～高齢者の交通事故をなくすために～

～交通安全への意識改革～

D-28

奪われた命

D-29

飲酒運転が人生を狂わせた

～交通事故、余りに重い代償～

～受刑者と遺族の悲痛な叫び～

ゆと○
り ・きくば○
り ・おもいや○
り

D-30

り ○
り ○
り でよくなる
○
香川県の交通マナー

D-31

心に刻め！命のスペアはないこと
を
－事故現場は語る－

交通事故で亡くなった方の半数以上が 65 歳以上の高齢者で
す。
超高齢化が進んでいる今、高齢者の交通事故をなくすことを
目的に、「高齢になると運転にどんな変化が現れるのか？」「高齢
者と非高齢者がそれぞれ注意することは？」などを事故映像・
CG・実験・専門家の説明・インタビューを使ってわかりやすく解説
し、「高齢者を守る運転」の大切さを訴えた作品です。
自転車に乗る人をはじめドライバーや歩行者に、「自転車も車
両」という意識と責任感を持たせ、安全ルールの基本である自転
車安全利用５則を理解させ、法規とマナーを守ることの大切さを
描いたもので、さらに、「かもしれない運転」、車の特性の理解、
「思いやり」運転を具体的に紹介することで、更なる事故防止を図
った作品です。
慣れと油断が招いた死亡事故。車を運転する誰もが日常の中
で起こしうる事故です。ちょっとした気の緩みから起こした事故が
大きな波紋を広げ、やがて被害者、加害者双方の家庭が崩壊し
ていく姿を描き、すべてのドライバーにハンドルの重さ、安全運転
の大切さを訴える作品です。
実際の交通刑務所の受刑者の生の声を通して事故の原因を
探るとともに、飲酒運転によって引き起こされた交通事故が、加
害者、被害者はもとより、その家族や周りの人たちまでも巻き込
み、いかに多くの人たちを悲しませ、苦しませているかを描くこと
によって、飲酒運転による事故の恐ろしさ、悲惨さを訴える作品
です。
香川県の交通マナー向上をさせ、交通事故を抑止することを
目的に香川県警が作成したもので、ゆとりのある運転、後続車や
歩行者等への気配り、歩行者、自転車等への思いやりについ
て、どのようにすればマナーアップにつながるか具体的な事例を
取り上げて説明した作品です。
いねむり、わき見、スピードの出し過ぎなどで起こった事故現場
の映像を使い、「見ること」「判断すること」の大切さを描き、車は
走る凶器であることを訴える。
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24 分

21 分

26 分

25 分

38 分

22 分

番号

D-32

D-33

題

名

光が命を守る！
~夜間の交通事故を防ぐ反射材~

交通遺族の叫び
生きていればこそ
－交通事故を起こさないために－

D-34

D-35

D-36

D-37

D-38

D-39

あ ら す じ ・ ね ら い 等
警察庁が、反射材用品等の普及啓発と夜間の交通事故防止
を図ることを目的として作成した DVD で、夜間歩行中の事故の
特徴編、夜間歩行中の事故の事例編、反射材用品等の効果編、
反射材用品等の種類編、参考（反射材用品カタログ）編で構成さ
れています。
多発する交通事故。飲酒、速度超過、脇見など原因はさまざま
です。またちょっとした気の緩みから起こした事故から悪質なもの
まで状況も異なります。しかし、事故の形態がどのようなものであ
れ、遺された家族にとって悲しみは計り知れず、ドライバーの責
任の重さに変わりはありません。この作品は、飲酒運転・脇見運
転・ひき逃げにより、愛する家族を失った交通遺族の方々への取
材を通して、すべてのドライバーに命の大切さを心に留め、安全
運動に徹するよう訴えます。

時 間

17 分

25 分

多発する交通事故。車は便利で快適な乗り物であると同時に、
使い方次第では人名を脅かす凶器にもなります。従って車の運
転には相応の義務と責任が生じます。このビデオはドライバーが
常識として知っておかねばならない義務と責任、安全運転の知
識を分かり易く解説した作品です。

25 分

夜間・雨天など悪条件下特有の危険要因が加わると、重大事
故になりやすいといわれています。本作品では、そうした運転時
における悪条件下特有の危険要因を明らかにしながら、どうした
ら事故を防げるかを考える作品です。

21 分

ドキュメント交通事故
見落とすな！
路上の危険・心の危険

近年、交通事故は減少しているものの、ドライバーの不注意や
交通ルール、マナーに対する心の意識の低さがもたらす事故は
絶えません。本作品は実際の事故現場を見て、その原因や事故
防止を考え、ドライバーが必ず守らなければならない交通ルール
とマナー向上を十分に認識させ、違反や事故を起こさせないこと
を目的に製作された作品です。

25 分

こころが大切安全運転

安全運転には、交通ルールの遵守、運転技術、車両知識に加
えて運転時の「こころ」のあり方が極めて大切です。この作品は、
現実に起きた交通事故の生々しい映像を織り込みながら、走行
中は「こころ」を安全運転に集中し、気を緩めず、怒り、焦り、考え
事、運転技術の過信などをコントロールすることの大切さを訴えて
います。さらに９歳の息子を交通事故で奪われた母親の、命への
切なる思いと事故ゼロへの願いを描いた作品です。

25 分

家族に恵まれ、仕事も順調と順風満帆な人生を歩んできた会
社員が、仕事の帰りにふとした気の緩みから飲酒運転をし、死亡
事故を起こしてしまう。被害者が近所の顔見知りであり、また、次
の日に得意先に直行するため会社の車を運転しての事故であっ
たため、地域、勤務先をも巻き込み波紋が広がっていく。このドラ
マでは、本人のみならず、一緒に飲酒をした友人や飲食店の店
主など周辺者の責任も描かれており、飲酒運転は絶対にしては
ならない、させてはならない、許されない犯罪であると訴える作品
です。

23 分

運転者の心得と義務
－人にやさしい安全運転－

夜間・雨天時に潜む危険
－その特性と安全運転のポイント－

～交通事故ゼロへの願い～

飲酒運転
許されない犯罪

一秒のミス 心のミス
危険予測と安全確認

B 級ライセンスを持ち、様々なサーキットレースの競技会にも挑
戦している女性ドライバーがレポーターとして登場する。
ドライビングレコーダー映像や再現映像を通して、危険な場面
を検証し、その後、レポーターの運転で常に危険予測をした、安
全な走行を示していく。
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19 分

番号
D-40

D-41

D-42

D-43

D-44

D-45

D-46

D-47

D-48

D-49

題

名

もっと減らせる！ 交通事故
～プロに学ぶ安全運転～

あなたの運転なくて七癖
～事故にひそむ危険要因を探る～

JAF セーフティ・アドバイス
～シートベルトを締めないで
安全な席はない！～

あ ら す じ ・ ね ら い 等

時 間

プロドライバーたちの交通事故防止の極意を紹介し、一般ドラ
イバーの安全運転に役立ててもらい、交通事故をさらに減らす一
助となることを目指した作品です。

23 分

具体的な事故事例や分かりやすい日常生活の例え、さらには
検証実験を通して、どのような癖が、どんな事故に結びついてし
まうのかを解説していきます。身についてしまった《危険な癖》が
ないかどうか。日頃の運転をあらためて振り返っていただき、《安
全運転の基本》を今一度、思い出してもらおうという作品です。
この DVD は、車内の安全性について改めて考え、啓発するた
めの映像が収録されています。
ドライバーに対して、啓発や講習する立場にある方が実践的か
つ現実的に車内の安全について啓発や講習を行うための映像
です。

27 分

43 分

交通事故によって夢を奪われた家族への取材を通じて、視聴
者に事故の悲惨さを今一度考えてもらい、安全運転の重要性を
訴えます。さらにドライブレコーダーが捉えた事故映像をもとに、
事故を防ぐためのポイントを解説していく作品です。

24 分

この作品は、現実に起きた事例を参考にして、創作されたもの
です。一人のドライバーの不注意によって引き起こされた死亡
事故。その被害者家族に与える心の傷が、いかに深いものか。
ハンドルを握る全国のドライバーへ、その責任の重さを強く認
識させるための作品です。

30 分

全交通事故の 50％を超える件数が交差点とその付近で発生
しています。この作品では、実際に発生した交差点事故の貴重
な映像を基に、事故原因を探り、交差点事故を防ぐために注意
すべきポイントを紹介しています。一般ドライバーの安全運転をよ
り確かなものにするために、交通ルールを守ることの大切さも合
わせて訴えます。

21 分

もしやり直せるなら・・・
グッドドライバーへの道

この映像教材は、基本的な安全運転の方法だけでなく、高齢ド
ライバーの特性を知ること、事故発生時の救急救護の重要性、最
新車輌技術を知ること等の情報を収録しています。くわえて交通
事故の悲惨さを視聴者の心に訴えかけ、安全運転の大切さを強
く印象付けるドラマ形式の作品です。

22 分

交通事故の悲劇は続く

救急医療の進歩などにより事故にあっても助かるケースが増え
ている中で、一命を取り留めたものの、重い後遺症を一生背負う
ことになる人も大勢います。交通事故で重い後遺症を抱えた被害
者とその家族を取材し、交通事故がもたらす悲惨な実態を明らか
にし、全てのドライバーに強く安全運転を促すものです。

22 分

償いの十字架

この作品は、一度は交通事故の被害者の立場に立ちながら、
今度は自分自身が交通死亡事故を起こしてしまう主人公を中心
にストーリーが展開するドラマ形式の作品で、交通ルールを守り、
安全運転を心掛けなければ、誰もが加害者にも被害者にもなり
得る事を訴えるものです。

27 分

死角にひそむ危険

車両には、死角が存在し、その死角が事故の原因となる場合も
あります。この作品では、死角になるポイント、死角が原因となる
事故の態様、事故事例等を検証し、危険予測・危険回避の方法
を解説していくものです。

24 分

奪われた夢
～危険への想像力で事故を防ぐ～

パパは風になった

どう防ぐ交差点事故
～事故現場に学ぶ～

～事故事例に学ぶ危険予測・危険回避～
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番号

D-50

題

名

原付・二輪車ライダーへ
防ごう！バイク事故
～事故に学ぶ安全運転のポイント～

D-51

D-52

D-53

D-54

冬道の危険を知る
改訂版
安全に走行するために

衝突！安全への過信
～油断・不注意・思い込み～

♪かんたん・らくらく♪
今日から始めるセーフティ
エコドライブ

なぜ、自転車事故は起こったか

命を守る 後部座席シートベルト
D-55

D-56

D-57

～被害者にも加害者にもならないために
～

自転車は車のなかまです
自転車を安全に乗るために

自転車用ヘルメットで大きな安心
～ヘルメットが守る子どもの未来～

あ ら す じ ・ ね ら い 等

時 間

二輪車は、優れた機動性から様々な人・場面に用いられる便利
な乗り物である反面、事故に遭遇してしまうと、その構造上、ライ
ダーは大きなダメージを受ける。この作品は、事故事例の検証を
もとに、二輪車の特性や運転する上での注意点、ヘルメットやプ
ロテクター着用の重要性を訴えるものです。

23 分

雪がめったに降らない地方では、冬季と冬季以外の運転が同じ
になりがちです。雪は降らなくても、路面が凍結し、事故原因とな
ることがあります。この作品では、冬道での事故を防ぐ基本的な
知識・方法を事例を交えて解説するものです。
この作品は、ある都市での交通事故密着取材を行い、取材で
得られた事故事例を検証し、事故原因を究明するとともに、同様
の事故を防ぐための方法を解説するものです。
近年、環境保護に重点を置いたエコカーと呼ばれる自動車が
各メーカーから発売され、広く流通しています。しかし、エコカー
と呼ばれる自動車でも急加速・減速等燃費を悪化させる運転を
行えば、エコカー本来の能力を発揮出来ません。この作品では、
自動車の燃費を向上させるためのポイントを映像を交えながら解
説してくれます。また、燃費を向上させる運転が、安全運転にも
つながる事を教えてくれる作品です。
自転車を運転する人の慢心と過信が重大な交通事故を引き起
こします。本作品では、ドラマ形式で自転車事故を紹介すると共
に、自転車安全利用五則の重要性を訴えます。
シートベルトの着用は、自分だけでなく乗車している全員の安
全を守ることに繋がります。本作品は、自動車の内部構造の説明
や事故の実験映像を通して、後部座席シートベルトの着用の重
要性を訴えます。
手軽で便利な自転車。しかし、近年、ルール違反による交通事
故や歩行者とのトラブルなどの問題も増加しています。本作品で
は、損害賠償に関するミニドラマや自転車事故の再現映像、統
計グラフなどを活用しながら、有識者のコメントを交えて、自転車
の基本ルールや乗る前に気をつけることなどについて紹介しま
す。
子どもの自転車事故の被害を軽くするための自転車用ヘルメッ
ト。本作品はヘルメットの重要性、正しいヘルメットの選び方・着
け方について、医師やヘルメットメーカーのインタビューを交えな
がら説明します。また、自転車の走行ルール、乗車中の危険予
知についても収録しています。

D-58

自転車交通安全教室 DVD

本作品は JA 共済が支援している自転車交通安全教室のプロ
グラムを映像化したものです。スタントマンによる事故再現などの
映像を通して、事故が起こった原因を解説するとともに、正しい行
動例を説明します。

D-59

事故は語る。

インパクトを与え、具体的な事例を伴う交通安全教育を行うた
め、ドライブレコーダーの事故記録映像を活用し、注意喚起ポイ
ントなどの解説を行います。

～ドラレコ映像から学ぶ危険～
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18 分

24 分

18 分

24 分

19 分

24 分

26 分

17 分

26 分

番号

D-60

D-61

題

名

あ ら す じ ・ ね ら い 等

時 間

子供は私たちにとって、将来を担うかけがえのない財産です。
子供が交通事故にあうということは、大きな社会的損失でもありま
す。
横断歩道のわたり方、自転車・車に乗るときの注意などについ
て、基本的な交通ルールを子供にも分かりやすく説明します。

12 分

高速道路で、車両事故や軽い交通事故によって、車内のとど
まっている所に後続車が追突したり、運転手などが路上に降り立
った際に後続車にひかれたり、といった｢高速道路で人にぶつか
る事故｣が増えています。これは、車を停止している側、後続車
側、それぞれの｢意識のずれ｣が招く事故です。高速道路で車が
停止してしまった場合の対処法を、一般のドライバーの方の実践
の様子を交えて紹介します。

12 分

「自分の運転は大丈夫。」そう思い込んでいるドライバーほど危
険といえます。安全運転を心がけている 3 人のドライバーの運転
を、車内に 5 台の小型カメラを取り付けて記録し、その映像を運
転指導のプロが分析します。ドライバーの意識と、実際の運転手
のギャップと盲点を見つけます。

25 分

交通事故から学ぶ安全運転
～交通事故損害調査会社からの
警告！～
Vol.1 二輪車と四輪車の事故

二輪車と四輪車の事故の中でも多い事故形態にある、出会い
頭事故、右直・右折事故、巻き込み事故について、実際に事故
を起こした人の事故証言の紹介、事故の再現・検証、実際のヒヤ
リハット・事故映像、事故を起こさないポイントを紹介した安全運
転教育用 DVD です。それぞれのチャプターを再生することで目
的に合わせた学習ができます。

30 分

交通ルールを守らないと「こんなに
危険です！」

誰でも気軽に乗ることのできる自転車。しかし、交通ルールや
マナーを守らないと被害者だけでなく加害者になることもありま
す。
この DVD では、よく起こりがちな自転車事故をスタントマンによ
る再現映像やドライブレコーダー映像を用いて紹介します。さら
に自転車安全利用五則に沿って、自転車を安全に利用するため
の交通ルールを説明します。

20 分

道路の歩き方を学習するための、小学生向け危険予測トレー
ニング教材です。理科室から抜け出してきた人体模型のジンタ
君。ちょっぴりイヤミな司会者のミスターロード、交通安全ロボット
のロボ道子さんと一緒に、道路にひそむ危険をさがし、安全な道
路の歩き方を学びます。

15 分

事故を起こさないためには、交通ルールの遵守はもちろんのこ
とですが、危険の予測と回避を確かなものにすることが求められ
ています。この危険予測回避能力を確かなものにするポイントを
実際に起きた事故の映像から学んでいきます。

25 分

高齢者の交通事故と詐欺被害の防止について 2 本のドラマ仕
立てで楽しく学べます。
ここはきずな町。とある地方の、どこにでもあるような町。この土
地にきて早 3 年の駐在 渡部健太（28 歳）は今日もこの町の安
全・安心を見守っています。
１．「作造さん、交通安全に目覚める（21 分）」
２．「春子さん危機一髪（16 分）」

37 分

ハローセフティキャンペーン
こうつうルール、チェックだワン！

いま改めて確認したい！
高速道路緊急時の対処法

あなたの運転再チェック！
D-62

D-63

D-64

～危険です、しているつもりの安全運転
～

～自転車を安全に利用するために～

D-65

小学生の危険予測シリーズ
クイズ！危険を探せ
～道路を歩くとき～

D-66

D-68

危険を予測・回避するポイント
命はひとつ！

高齢者の交通安全・詐欺被害防止

「きずな町物語」
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番号

D-69

D-70

D-71

D-72

D-73

D-74

D-75

D-76

D-77

題

名

災害時、ドライバーはどう生き残るか
~忘れない！東日本大震災が教えて
くれたこと~

生活道路での交通事故を防ぐため
に

危険！自動車運転中のスマホ事故
発生のメカニズム

あ ら す じ ・ ね ら い 等

時間

地震・津波、火災などの大災害が起きた時、ドライバーはどん
な事態に遭遇するのか。東日本大震災・被災地のドライバーの貴
重な証言に、専門家の分析や意見、そして実験映像などを加
え、災害時にドライバーがどう行動すればよいのかを分かりやすく
描きます。

28 分

生活道路における交通事故発生状況やゾーン 30 の概要の説
明のほか、ドライブレコーダー映像等を用いた自動車、自転車及
び歩行者別の各種事故事例を収録しています。
運転者に過失のある死亡事故原因の 1 位、2 位を占めるのが、
漫然運転と脇見運転です。その脇見運転の中で、最近目立って
増えているのが、「スマートフォンを操作しながらの運転」です。事
故の再現映像や実験映像などから、運転中のスマホ操作の危険
性を科学的に検証します。車載カメラがとらえた危険映像や専門
家の解説をおりまぜながら、一時停止をはじめとした交通ルール
を遵守する必要性を描きます。

14 分

15 分
版/
19 分
版

子ども、高齢者、自転車
相手の動きを予測し危険を回避す
る！

車を運転していて、突然前方の子ども、高齢者、自転車などの
動きが予測できず、事故に結び付くケースも少なくありません。ド
ライバーが、子ども、高齢者、自転車の行動特性を学び、交通事
故を未然に防ぐことが出来るよう、事故事例を検証、分析し、安全
運転のポイントをわかりやすく説明します。

22 分

潜む危険を予測・回避せよ！
～ある会社員の交通事故～

事故を起こさないためには、交通ルールの遵守はさることなが
ら、危険を事前にどれだけ予測できるかが重要になってきます。
一時停止を無視した少年と交通事故を起こした会社員を例にあ
げて説明します。またドライブレコーダーの映像や再現映像から
危険の回避方法を説明します。

22 分

未だ後を絶たない交通事故。交通死亡事故は減少傾向にある
といわれていますが、今なお多くの命が失われています。
この作品では、救急隊とともに 24 時間体制で事故現場を取材
し、実際の事故の様子を通してその原因を探ります。また、実験
や体験テストなども行い、未然に事故を防ぐためにどうすれば良
いのか実証的に考えていきます。

27 分

終わりなき悔恨
～飲酒運転の果てに～

飲酒に対する油断や過信が、被害者の人生も加害者の人生も
一転させる。事故をきっかけに幸福な日常が一瞬で消え失せ悔
恨がいつまでも続く。突然の事故に遭ってしまった被害者、交通
事故を起こした加害者、双方の悲劇を描いたドラマ形式の作品
です。
主演：千原せいじ

28 分

絶対にダメ！飲酒運転
「しない！」「させない！」「許さな
い！」

アルコールが運転にどのような影響を与えるか、その危険性を
再現ドラマを交え、CG、実験で明らかにします。特に「酒気残り」
が運転に与える影響に注目し、体内のアルコール残量とドライバ
ー本人の酔いの感覚とに大きなズレがあることを検証し、注意を
促します。

21 分

ドライブレコーダーは見た！
ドライバー心理から考える安全運転

交通ルールは知っているはずなのに、現実に事故は起きてい
ます。そこには、ドライバーの“こころの持ち方”が深く関わってい
るのです。この DVD では、さまざまな事故の状況が刻み込まれた
ドライブレコーダーの映像と、その再現映像をもとに、ドライバー
の心理に着目しつつ危険回避の方法を探ります。

15 分

事故映像と実験に学ぶ
安全運転講座
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番号

D-78

D-79

D-80

D-81

D-82

D-83

題

名

あ ら す じ ・ ね ら い 等

時間

歩行者事故を起こさない運転
ドライバーのためのチェックポイント

近年、交通事故死者数のうち最も多くの割合を占めているのが
歩行者です。
この DVD では、ドライバーの立場から、歩行者事故を起こさな
いために何に気を付ければ良いのかを考えていきます。

17 分

尾木ママの香川で運転気をつけて

香川県の交通事故実態等を反映させ、交通事故防止を図るこ
とを目的に香川県警が制作したもの。CG 映像の活用、県内道路
での撮影など、より身につまされる内容です。
事故防止基本編(16 分)
飲酒事故の危険性編(４分)
香川県の交通マナー編(４分)
自転車事故編(４分)

28 分

実際に交通事故(出会い頭、追突事故、左折事故、速度オー
バーの無謀運転による事故)を起こしてしまった４人のドライバー
が、自らの体験を語ります。どの事故も「安全運転の基本」を守ら
なかったために起きました。事故はどのようにして起きたのか、ど
うすれば事故は防ぐことができたのか。事故体験者の失敗から学
べるのはどんなことか。彼らが起こした事故を検証し、事故防止
に役立つポイントを学びます。

26 分

ドライブレコーダーからの警告！
あなたの運転は大丈夫か？

「自分は安全運転だから大丈夫！」そんな声をよく耳にします
が、本当に「大丈夫！」と言い切れるのでしょうか？
ある一般ドライバーに協力してもらい、その運転を記録。本人が
気づいていない危険を、ドライブレコーダーの映像を交えながら
説明していきます。

25 分

(新)
交通の危険を知って安全運転
～相手と自分の両方を守ろう！～

＊歩行中の高齢者と子供を守ろう！
～思いやりから生まれる安全運転～（自動車（四輪車）編）
＊自転車のルールは相手も自分も守るため
～自転車のルールと安全な乗り方～（自転車編）
＊バイクを安全に乗るために！
～事故を回避する防衛運転～（二輪車編）

27 分

シルバー世代の交通安全と特殊詐欺被害防止、家庭内の防
災について３本のドラマ仕立てで楽しく学べます。
１．「気づいてますか？交通事故の危険性（23 分）」
２．「私はダマされない！その思い込みが落とし穴（20 分）」
３．「わが家の防災チェック！身近な暮らしに潜む危険とは（20
分」

63 分

19 分

18 分

注意一秒怪我一生
～後悔先に立たず！～

(新)
高齢者の交通安全・特殊詐欺被害
防止・家庭内の防災

「きずな町物語」第２弾

D-84

(新)
危ない！そこに歩行者が！
横断歩行者事故を防ぐ危険予測

近年、交通死亡事故のうち多くの割合を占めるのが、横断中の
歩行者に車が衝突する事故です。このＤＶＤでは、横断歩行者
事故はどんな交通状況に多いのか、事故を防ぐにはどうすれば
良いのかを、危険予測のスタイルで分かりやすく解説。新たな撮
影手法・ＣＧ技術を用いた、より実際の運転感覚に近い映像で、
一層の現実感を伴った理解ができます。

D-85

(新)
交通事故は防げる！
事故映像から検証する安全運転の
ポイント

交通事故を防ぐにはどうすればよいのか？本作品では 24 時間
体制で取材した交通事故の現場映像、ドライブレコーダーが捉え
た事故の瞬間の映像、及び最新のＣＧ映像を交えて、安全運転
のポイントを検証していきます。事故事例として特に多い、追突事
故・出会い頭の事故・右左折時の事故について、それぞれ気を
付けるべきところを解説していきます。
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番号

D-86

D-87

題

あ ら す じ ・ ね ら い 等

名

(新)
事故を起こさないための運転行動
＊ドライブレコーダー映像から考える

(新)
交通事故ゼロへの決意！
あなたと会社を守る

時間

本作ではドライブレコーダーに記録された５つの事故事例か
ら、事故につながりやすい状況を抽出し、予想される危険と注意
すべき点を示し、安全確認の方法と危険に備えた運転の方法を
説明しています。

20 分

企業にとって社員の交通事故は企業経営を揺るがす高いリス
クです。事故を起こした本人だけでなく、場合によってはその使
用者たる企業も、刑事、行政、民事上の責任を負わなければなり
ません。この作品では交通事故を起こした営業マンが、自分だけ
でなく会社にまで及ぶ事故の影響に気づき、同僚たちと事故防
止に取り組む姿をドラマ形式で描いていきます。

24 分

17

ＣＤ―ＲＯＭ（交通安全教育用）
番号

題

名

あ ら す じ ・ ね ら い 等
どのような状況で事故が発生したかを説明し、事故をもらう側の油断（心理）、
相手車の思惑（心理）の違い（ギャップ）などを解説し、もらい事故を防ぐにはどの
ような運転をしたらよいかを解説しています。

C-1

「もらい事故」を防ぐ

C-2

危険予測と安全確認
交差点(基本編)

代表的な交差点事故パターンにより、安全確認の重要性･信号交差点の直
進･交差点の右折･信号のない交差点の通過等を解説しています。

C-3

危険予測と安全確認
交差点(応用編)

予測ミスを犯しやすい事故パターンにより、安全確認の重要性･思わぬ行動を
する他車(者)の危険･相手が譲ってくれたときの危険･他車(者)の行動に注意を
奪われる危険などについて解説しています。

危険予測トレーニング
（自転車編）

この教材は、自転車を運転中に周囲で展開される様々な状況のうち、とくに危
険への対処を求められる自動車や歩行者の交通について、何が自分にとって
「危険」であるかを早めに判断して、適切に回避するための危険予知能力を向上
させるために作成された交通安全教育教材です。

危険予測トレーニング
（自動車編）

この教材は、自動車を運転中に周囲で展開される様々な状況のうち、とくに危
険への対処を求められる天候や他の道路交通について、何が自分にとって「危
険」であるかを早めに判断して、適切に回避するための危険予知能力を向上さ
せることを目的に作成された交通安全教育教材です。

危険予測トレーニング
（幼児教育編）

この教材は、三歳児から小学校低学年の児童を対象にアニメーションや動画
を楽しみながらクイズ形式で交通ルール・安全知識を学び、子どもへの注意の呼
び掛け、保護者等に向けた指導のポイントなどを収録した参加型の交通安全教
材です。

危険予測トレーニング
（高齢歩行者編）

この教材は、高齢者が道路において遭遇する様々な交通の危険について、と
くに遭遇する可能性の高い状況を再現し、危険に対する感覚を磨き、他の交通
参加者との良好なコミュニケーションを築くことができるようになること目的に作成
された交通安全教育教材です。

危険予測トレーニング
（高齢ドライバー編）

この教材は、道路において高齢ドライバーが遭遇する交通の危険につい
て、とくに遭遇する可能性の高い状況を再現し、実際の映像を見ながら、
高齢ドライバーの運転中に体験する交通の危険を予測し、交通事故を回避
するための訓練ができるようになります。

交通安全テキスト
－事業所用教材－

事業所における交通安全教育の実施は安全運転管理者の業務として法律で
明確に義務づけられています。本 CD は、従業員に対する交通安全教育を実施
する際の一助となることを願い製作された教材です。「交通安全教育指針」に沿
った内容で従業員が知っておくべき安全運転の知識や義務等を、動画や音声
でわかりやすく解説しています。

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

C-10
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