自動車事故防止の取組みの御紹介

公用車の自動車事故の多くは、駐車場内で発生しています。

特に、庁舎の駐車場では操作誤り、目測誤り、判断誤りと事故が絶えません。
今回は、実際に共済委託団体にて実施されている庁舎駐車場の事故防止策を
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(2019 年 JAF 調べ)

２０２１年がやってきました！

●後部接触防止クッション

バック時 の 事故 が多い ことを 踏ま

え、後方部に接触クッションを設置。
バックの際の目印になり、目測誤り

を防止しています。

御参考にしていただければ幸いです！

写真の御提供等に御協力いただきました共済委託団体の皆様に、改めて感謝申し上げます。

信号機のな い横断 歩道での 歩行者横 断時に

順位

今 年 もまだまだ油 断 できない状 況 ではあり ます が、少

駐車場の事故防止・減少対策として、

しでも前向きな一年になることを願いながら、今年もど

となっています。

おける車の一時停 止状況全国 調査（２０ １９

県名

うぞよろしくお願い申し上げます。

年）ＪＡ Ｆ調 べにつ いて、一時 テレビ ニュ ース

でも盛 んに報 道さ れまし た 。皆 様も御 存じ のと

おり 、信号 機の ない横 断歩 道に おいて 歩行 者や

自転車 が渡ろ うと してい る場 合は 、車 は一 時停

止しなければなり ません。全 国平均で１ ７．

１％が 履行し てい ます。

東北で は、青 森県、宮 城県 が全国 平均 を大き

く下回 ってい ます 。警 察も この 事態を 注視 して

いるた め、交通 安全週 間の 重点 指導項 目に なっ

ていま す。事故 を起こ した 場合 は重い 刑罰 に処

せられ ますの で、十 分御 注意く ださ い。横 断し

ようとしている歩 行者などが いる際に一 時停

止しな いと、
「横断 歩行 者妨害 」に なり ます。
（道

路交通 法３８ 条）反則 金は普 通車 ９，０００ 円、

大型車 １２，０００ 円で す。横 断歩道 を横 断し

ようとしている歩 行者がいる 場合は必ず 一時

停止し ましょ う。

（一時停止率 が低い県の全国順位）

引続き 安全運 転の 励行を お願 い致 します 。

一時停止状況全国調査

とうほく通信

共済委託団体の事故防止取組の御紹介

御紹介させていただきます。

第 12 号
●補助線

駐車場スペースに補助線を引くこと

で、切り返しや入出庫の目安（目標）

（Ｔ・Ｋ）

ドライブレコーダー映像の提供のお願い

より正確な事故状況を判断するため、また、委託団体が事実と異なる過失責任を負わないために、
ぜひ提供をいただきたく考えています。
令和 2 年 6 月 10 日に一部改正した道路交通法により、妨害運転（あおり運転など）の罰則が創設
されました。社会問題となっているあおり運転の被害に合わないためにも、ドライブレコーダーの
設置のほうも、ぜひ検討をお願いいたします。

ドライブレコーダー
を設置しよう！

令和 3 年度継続予定データに反映するために
令和 3 年 1 月 22 日までに、未送付申込書を送付いただ
くと、令和 3 年度継続申込予定データに反映されます。
左記、
『契約事務進捗状況の確認』画面から、申込書の未
作成や未送付の登録データを確認いただき、申込書の送付
をお願いいたします。

青森県 震度５弱の地震の見舞金申請について
令和 2 年 12 月 12 日に起きた岩手県沖を震源とする、震度 5 弱の地震が発生しました。
本会では、地震見舞金制度を設けていますので、まだ、報告をいただいていない各団体においては、
電話連絡や地震災害報告書（本会ホームページの会員市ページから出力可能）にてお知らせください。

日ごろからお 世話にな っており ます 。

皆様がお使 いいた だいてお ります 基幹シス

テム です が 、平 成 ２ ８年 １０ 月 から 開始 さ せて

いただいてお り、４年経過い たしまし た。長年

共済会の担当 をしてい る職員の 方には、当 初は

いろいろと不具合 があり御迷 惑をおかけ しま

した。皆 様から御 意見をいた だき 、基幹シ ステ

ムも改良を重 ね、以前よ り使いや すいもの にな

TEL：022-222-2350

ったのでは・・・と手前 みそでは ございま すが

仙台市青葉区国分町 3-7-1

考えておりま す。

東北地区事務局

しかしながら ！皆様に とって、一番 大変な作

業といえるのが、 継続申込で はないでし ょう

か。４月に契約更 新を迎える 団体様につ いて

は、これからの 継続登録 に戦々恐 々として いら

〒980-8671

っしゃるので はないで しょうか 。こちらも 継続

全国市有物件災害共済会

申込に関して の御連絡 をいただ くと、お電 話の

声から皆様が苦労 なさってい ることを感 じて

おります。契約 が多けれ ば多いほ ど登録が 大変

ですし、１年に１ 回の作業で すので 、マニ ュア

ルとにらめっ こという こともあ ると 思い ます。

皆様の希望 される 登録方法 をあら かじめ御

相談いただけ れば、より 良い方法 を打ち合 わせ

公益社団法人

の上御案内し たいと考 えており ますし、御 一緒

に登録のお手 伝いをし たいと思 います。何 なり

と御連絡くだ さい。
（N・Ｔ）
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