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ま え が き 

平成２２年中の千葉県内における自転車の関連する事故は、全交通事故の約３

割（２６．３％）を占めています。 

自転車は、県民の身近な交通手段として、買い物、通勤、通学、レジャーなど、

多様な利用者層に多様な用途・目的で利用されており、また、環境面、健康増進

目的からも、今後一層の自転車利用の進展が予想されています。 

一方、自転車の保有台数の増加に比べて、自転車専用の通行空間の整備が不十

分であることから、自転車が普通自転車歩道通行可の規制の有無にかかわらず、

歩道を通行する実態が見られます。さらに、傘差し、携帯電話の利用、イヤホン

などを着用したままの状態で自転車を運転するなど、一部の自転車利用者のルー

ル違反、マナー無視が指摘されています。また、手軽に乗れる乗り物である反面、

相手が死傷すれば、自動車事故と同じように刑事、民事の両面で重い責任を問わ

れ、加害者・被害者とも大きな代償を支払う危険な乗り物であることも指摘され

ています。 

本冊子は、自転車の関連する事故で悲しく、辛い思いをしたご家族の方、被害

に遭った方、また、自転車の交通事故防止に尽力していただいている県内の高校

生を中心としたマナーアップ隊の方々に作成していただいた手記に、自転車を運

転する際のルールやマナー、自転車に関連する事故の現状などを加え、悲惨な自

転車の交通事故を一件でも減らすため、交通安全教育の場でも活用できるように

作成いたしました。 

ご家族、学校、職場などで、できるだけ多くの方に本冊子を読んでいただき、

残された者の悲しさや辛さ、不自由になってしまった身体とどのように向き合っ

ていくかなど、遺族や被害者の声を感じ、安全運転に努めていただければ幸いで

す。 

 



○ご遺族の手記 

無題（夫が亡くなったことについて）君津市 女性 ------------------  1 

娘の交通死 白井市 井手 渉  -----------------------------------  2 

無題（息子が亡くなったことについて）千葉市 ２９歳 男性  -------  4 

もう一度妻と２人でご飯が食べたい  いすみ市  岡本 昭三 ８２歳 ---  6 

桜と失った笑顔 市原市 ７０歳 男性  ---------------------------  8 

無題（妻が亡くなったことについて）  野田市 細井 久義  --------- 10 

一瞬の明暗 柏市 ８１歳 男性  --------------------------------- 12 

無題（息子が亡くなったことについて） 匿名  女性 ---------------- 14 

   子供を返して!!２０才で天国へ召された娘へ  岩本 すえ  ５８歳 ------ 16 

 

○被害者の手記 

私の人生を変えた自転車事故 南房総市 ７９歳 女性 -------------- 18 

交通事故にあって思うこと 千葉市 ８０歳 女性 ------------------ 20 

自転車事故での教訓 匿名 男性 ---------------------------------- 22 

性善説を信じたい 松戸市 ７４歳 女性 -------------------------- 24 

忘れてはいけない。あの日のことを  法田中学校 土屋 那奈 --------- 26 

私の敵 葛飾中学校 坂本 涼夏 ----------------------------------- 28 

安全？危険！ 葛飾中学校 高口 紗英子 --------------------------- 30 

私の交通安全 葛飾中学校 鴨田 実歩 ----------------------------- 32 

活用 葛飾中学校 竹内 祐子 ------------------------------------- 34 

無題（スクーターとぶつかった事故について） ２６歳  男性 -------- 36 

自転車事故を起こしての反省 匿名 女性 -------------------------- 38 

自転車事故体験記 ５２歳 女性 ---------------------------------- 40 

ごめんね、お母さん 千葉市 １８歳 男性 ------------------------ 42 



交通事故の教訓 習志野市 女性 ---------------------------------- 44 

朝は余裕を持って安全第一 君津市 １６歳 男性 ------------------ 45 

通り慣れた道だけど いすみ市 佐藤 昭子 ６８歳 ----------------- 46 

交通事故を体験して １５歳  女性 -------------------------------- 48 

無題（軽自動車とぶつかった事故について）君津市 ６１歳 女性 ---- 50 

こんなハズじゃ、なかった 市川市 ５１歳 女性 ----------------- 52 

交通事故にかかわってしまった 君津市 ６０歳 女性 -------------- 54 

事故の瞬間で人生が変わった父 角田 慶治 ６２歳 ----------------- 56 

息子の事故 横芝光町 ７０歳 女性 ------------------------------ 57 

息子に起きた事故 匝瑳市 ３６歳  女性 -------------------------- 58 

最悪な夏休み 匝瑳市 １４歳 男性 ------------------------------ 60 

「良い教訓」 ７０歳 女性 ------------------------------------- 61 

息子を襲った事故 匝瑳市 ４５歳 女性 ------------------------- 62 

「前向きに」 ６７歳 女性 ------------------------------------- 64 

息子と事故と交通安全 ４０歳代 女性 --------------------------- 66 

父の事故 鴨川市 ４０歳代 女性 ------------------------------- 68 

自転車はこんなに危険！ 行田東小学校 瀬戸 遙 ------------------ 70 

「事故を起こさないためにも」  ７６歳  女性 --------------------- 72 

 

○自転車マナーアップ隊の手記 

無題（自転車の加害者事故を知って） 東邦高等学校 大久保 雄規 ---- 73 

一日署長を体験して 行徳高等学校 木村 尚人  ------------------- 75 

マナーアップ隊の活動を通して感じたこと  実籾高等学校  福岡 ちずる  ---- 77 

無題（命を大切にすること）船橋東高等学校 瀧尻 和哉  ------------ 79 

無題（一日警察署長を経験して）大網高等学校 匿名 ---------------- 81 






