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三共梅田ビル 6 階 611号室
TEL（06）6315 − 8505
FAX（06）6315 − 8506
制作・印刷 ㈱タップハウス

秋の全国交通安全運動
実施期間 令和2年9月21日（月）〜同年9月30日（水）の間

（全国重点）

○ こどもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保
自転車の安全運転五則を守りましょう。
自転車は車道が原則、歩道は例外
車道は左側通行
歩道は歩行者優先、車道寄り通行
安全ルールを守る
飲酒運転、二人乗り禁止

夜間はライト点灯、

交差点の信号遵守、一時停止し安全確認、乗車
中はヘルメット着用

○ 高齢運転者等の安全運転の励行
高齢者運転者マークの車を見た時は「思いやり」
「ゆずり合い」の気持ちを持ちましょう。
運転に自信、不安を感じたら家族と相談し運転
免許証の返納を考えましょう。

スマートフォン等の
「ながら運転」は
絶対にやめましょう。

○ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険
夕暮れ時や夜間に外出する場合は、明るい目立つ
色の服で靴やバッグ等の持ち物には反射材を付
け、運転手から発見されやすいようにしましょう。

（大阪重点）

「横断歩道ハンドサイン運動」の推進
ハンドサイン運動啓発キャラクター

ドライバーのみなさん！
ダイヤのマークの先には
横断歩道があります。
横断歩道は歩行者優先です。

ダイヤくん

ダイヤちゃん
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飲酒、死亡事故を起こした会社員の手記です。
冒頭、筆者が文中の最後に「お伝えしたいことがあります」の全文を紹介させていただきます。
「自分は大丈夫と思っていませんか、私はそう思っていました。事故は他人事、関係ないと。これこそが最も
危険な考えでした。」と訴えています。
死亡事故を起こし逮捕され、両親が面会に来て生まれて初めて親が泣く姿を見た時の筆者の心中は壊れん
ばかりの胸中であったことが察せられます。
それ以上に、遺族への終わりのない謝罪に苦悩されている気持ちが、多くの方々への安全運転への願いに
繋がって行くことが書かれている貴重な手記となっています。

交通刑務所服役者の手記

掛け替えのない命
会社員（27歳）
この月は28日まで休みが無く、翌日久しぶりに休みがと
れそうなので友人と飲みに行く約束をしました。
仕事の出先が友人と飲む場所と近かった為、車でその

原刑務所で受刑生活を送っています。
受刑生活当初、私は今までの自分の全てを否定しました。
自分の全てが間違っていると認めることはとても大変なこと

まま向かいました。3時間程飲み、
これまでの疲れもあってか

でした。
ですが、
これが更生する上での第一歩だと思いまし

私は店で寝てしまいました。4時間程寝て起きるとお開きに

た。
そして、受刑生活の中で私の欠けていたものに気付け

なり、私はもう少し寝てから帰ろうと思い、車へ行き眠りまし

ました。
それは、規則を守る大切さです。

た。
少ししてトイレに行きたくなり、近くのコンビニまで行こうと
車を運転しました。
「 大分時間も経っているし大丈夫だろう」
と、悪いと知りながら自分に都合よく考えていました。
小雨がぱらついており、路面は濡れ始めていました。片側
二車線の道で右へ緩やかに曲がり始めた時、右側の車線
を走っていた私の車はスリップし、左側の車線へ飛び出しま
した。すぐにブレーキを踏み、ハンドルを切りましたがどうする
ことも出来ず、
そこを走行していたバイクに衝突しました。
すぐに車から降りて被害者の方へ行き、呼び掛けました
が返事はありませんでした。

これまでの私は、規則に対して少しくらいなら、バレなけれ
ば良いだろうと自分に甘く考えていました。
しかし、人が見ていない時にこそ自分の弱い気持ちや誘
惑に負けることなく、駄目なものは駄目と自分自身に言い聞
かせ、律することが大切だと気付きました。
そして、感謝の気持ちも忘れていたことに気付きました。
自
分一人のカで生きてると自惚れていました。
多くの人に支えられて今まで生かされていたことに気付き
ました。感謝、人に対しての思いやり、謙虚な心、
どれも当た
り前のことですが、私には失っていたものでした。
こんな私
の帰りを家族は待ってくれています。

その状況に頭がパニックになりながらも現場に居合わせ

その期待に応えられるように恩返しすることは、私の責務

た方に救急車を手配していただき、私は警察に電話しまし

の一つだと思います。最大の責務は、被害者の方とご遺族

た。

への謝罪ですが、手紙でしかできていません。裁判の時、
ご

被害者の方を救急車が搬送し、私はその場で現行犯逮
捕されました。
そして、取調べ中に被害者の方が亡くなったと知らされま
した。

遺族へ謝罪させていただく機会がありましたが、
「申し訳あり
ません」
と頭を下げることしかできませんでした。示談は成立
しました。
ですが、
これで終わりではないのです。
出所後から
が本当の意味で謝罪が始まるのだと私は考えています。人

私は、
これまで新聞やテレビで報道されていた交通事犯

の命を奪ってしまったことに対してこれまでずっとどう謝罪す

は他人事で、
自分には関係ないことと思っていました。今ま

れば良いか考えてきました。命を返すことはできません。間

で事故を起こしたこともなく、運が良いのか悪いのか、飲酒

違っているのかもしれませんが、
このことを一生忘れず、奪っ

運転をしても捕まることもありませんでした。
お酒も強い方だ

てしまった命の罪を背負い続け、いつどんな時も亡くなられ

と思っていました。時には、
タクシーや代行を使うこともありま

た方に私の行動を見られても恥ずかしくない生き方をするこ

したが、深夜でタクシーが無く、代行を呼ぶのも面倒に思

とが生涯の償いだと思っています。

い、見つからなければ、バレなければ、少しくらいという自分
勝手な考えや経験、過信から人の命を奪うという取り返し
のつかないことをしてしまいました。

最後に、
お伝えしたいことがあります。
「自分は大丈夫」
と
思っていませんか？ 私はそう思っていました。
事故は他人事、関係ないと。
これこそが最も危険な考え

翌日、父と母が面会に来てくれました。私は頭を下げ、謝

でした。今まで運良く、偶然に事故にならなかっただけでし

り続けました。父と母の泣く姿を見て、私のせいで被害者の

た。運転をしていて、一度や二度は
「危ない」
とヒヤリ、ハット

方やご遺族だけでなく自分の家族の人生も滅茶苦茶にし

した経験があると思います。
その時、心臓がドキドキしてその

てしまったことに気付きました。特に父の泣く姿を初めて見

後は安全運転を心掛けたと思います。
どうかその気持ちを

て、改めて私の罪の大きさを痛感しました。
白動車運転過失

忘れずにしてください。私のような加害者に、
また、被害者に

致死と道路交通法違反の罪で懲役3年の判決を受け、市

なる方がいなくなることを祈っています。
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運転免許証の更新手続きが変更されました

⑶

従来と異なり運転免許証の更新手続きには必ず
「予約」
が必要です。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
令和2年7月1日から、運転免許証の更新手続きは完全予約制になりました。
新型コロナウイルスの感染予防のため「三密」
（密閉・密集・密接）をさけるため、門真運転免許試験場、光明池運転免許試験場、大阪府
下各警察署で運転免許更新手続きするには、大阪府警察ホームページの「オンラインシステム」で運転免許更新予約が必要です。

更新手続きの流れ

予約 大阪府警予約システムで予約する
対象者
準

備

優良・一般・違反・初回・高齢（70歳以上）の方
１．運転免許証・運転免許証更新連絡書（以下更新連絡書）を準備する
２．システムへの入力（予約システム操作手順書）
３．システム操作流れ
予約項目の選択（免許更新）⇒ 更新連絡書（はがき）の講習区分選択
⇒ 手続き場所の選択（曽根崎警察署）⇒日付選択⇒更新時間（時間割表参照）
⇒ 予約者情報⇒ 予約⇒ 更新受付予約（予約番号）
（注）優良・一般の方は、予約を15時までに取ると当日講習が可能です
15：45〜17：00の予約は、更新手続きのみで、講習は別途予約システムで予約が必要
となります。
（注）予約希望日は免許証の有効期間内です
（注）予約番号がないと警察署で更新手続きができません
予約番号は、予約完了画面の印刷・画面コピー又は予約番号を控えておいてください
◆更新連絡書がない方、期間前更新希望の方は予約相談ダイヤルへ

更新手続き 曽根崎警察署
対象者

優良・一般・違反・初回・高齢（70歳以上）の方

※予約された日時で運転免許の更新手続きをしてください
予約番号、免許証、更新連絡書（はがき）、写真が必要です
高齢（70歳以上）の方は、高齢者講習終了証明書が必要です
免許受取方法で、郵送希望の方は曽根崎交通安全協会に行ってください
希望されない方は、警察にて指定された月日以降に警察署で交付となります

講習 曽根崎交通安全協会 または 大阪駅前第3ビル17F
曽根崎交通安全協会
対象者

優良・一般・高齢（70歳以上）郵送希望の方

※予約された時間に受講してください。
◆郵送希望者（郵送手数料￥800）
協会で申し出てください
◆警察署で受取の方
受講済印を押した更新時講習通知書用紙を、
指定月日以降に曽根崎警察署で交付を受ける

大阪駅前第3ビル17F
対象者

違反・初回の方

◆講習終了後に免許証を交付されます
（注）講習時間前にお越しください。
遅れた場合は、受講できません

○ お願いと注意事項
講習会場で受講される方は、必ずマスクの着用をお願いします。マスクを着用されない方は、講習会場等への入室をお断りします。
医学的に着用出来ない方は担当者にご相談して下さい。
発熱や軽度の症状であっても、咳、喉頭痛等の症状がある方は来所しないで下さい。
⇨次ページに「Q&A」
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変更された運転免許証の更新手続き Q&A
Q オンライン予約は本人だけですか
A 予約画面操作は必ずしも本人がする必要はありません。
ご家族等が代わりに入力された場合も有効です。手続きに来署する時は、必ず本人が予約完了画
面のコピーを提示するか、スマホのスクリーンショットの提示、又は予約番号をお伝えいただく
必要があります。
Q 予約の際、名前、免許証番号を間違えて入力しました。訂正は出来ませんか。
A 訂正は出来ません。
また、予約の取り直しも要りません。予約当日、窓口で、名前、運転免許証番号の誤入力を職員に
伝えて下さい。
Q 予約画面の印刷物、予約完了画面、予約番号控えメモを紛失してしまった。
A 再度、新しい予約をして下さい。
Q 最近引っ越して来たのですが、他の都道府県の更新通知はがきでの予約は可能ですか。
A 予約は可能です。
転居により更新はがきが無い場合は、ナビダイヤル（0570-00-5054）に電話して下さい。
Q 運転免許証の有効期限が過ぎています。
A 直接、門真か光明池運転免許試験場に行く必要があります。
詳しくは、近くの警察署か運転免許試験場にお問い合わせ下さい。
Q 住所変更に予約はいりますか。
A 要りません。
予約の対象は、学科試験の受験・運転免許の更新手続きの方です。
Q 更新通知はがきを無くしました。予約出来るでしょうか。
A ナビダイヤル（0570-00-5054）への連絡をして下さい。
更新はがきを無くしても「講習区分」が分かれば（覚えていれば）連絡不要です。
分かっている「講習区分」で予約をして下さい。
Q キャンセルの連絡要領を教えて下さい
A キャンセルの必要はありません。改めて予約する場合、普通にオンライン予約して下さい。

スマホ使用中の交通事故が増加しています
2019年（令和元年）12月から運転中の携帯電話使用等に関する罰則が強化されています。

スマホを使用中交通事故を起こした
（罰則が強化される）

運転中にスマホ等を使用
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金
点数

大型
二輪
３点

２万５千円
１万５千円

普通車
原付

１万８千円
１万２千円

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則制度が適用されない。
裁判所の裁判となりすべて罰金となる。
点数

６点（運転免許停止処分）

