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問題

あおり運転を行うと「妨害運転罪」が適用され、3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金、違反点数25点、運転免許取消等の処分が科せ

られ、さらにその違反行為によって著しい交通の危険を生じさせた場
合、それぞれ5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、違反点数35
点、運転免許取消となる。「妨害運転」の対象となる違反は主に「10
類型」となっている。

〇 o r × 答えはこちら



答え：〇

言葉よりもこの図で覚えたほうが分かりやすく、ドライバーにも伝わりや
すいと思います。是非「警察庁令和２年改正道路交通法リーフレットB」
（URL:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/aori/R2doukouh
oukaisei_leafletB.pdf）を参考にしてみて下さい。右のQRコードからもご
覧いただけます。

「警察庁令和２年改正道路交通法リーフレットB」より

有限会社宮本運輸様
全国トラックドライバー・コンテスト出場決定！！

2021年7月31日（土）に栃木県トラック安全運転競技会が実施され、
㈲宮本運輸（栃木県那須塩原市、宮本一成社長）より2名が出場。
４ｔ部門で出場された和氣選手が2位、渡邉選手が3位と優秀な成績
を収められました。
また、2位の和氣選手は栃木県代表として全国大会出場権を獲得さ
れました。
全国トラックドライバー・コンテストは10月23日（土）～25日（月）にか
けて実施される予定です。

先月号でご紹介した宮本運輸様のフォークリフト運転競技大会に
出場した櫻井選手へのインタビュー記事（物流ニッポン）はこちら

幸手ハブセンター（埼玉県幸手市）
茨城スーパーハブセンター（茨城県小美玉市）
埼玉ハブセンター（埼玉県さいたま市）
厚木ハブセンター（神奈川県厚木市）
新潟センター（新潟県新潟市）
北陸スーパーハブセンター（石川県白山市）
北陸第二ハブセンター（石川県白山市）
北陸第三ハブセンター（石川県白山市）
富山センター（富山県射水市）
福井センター（福井県坂井市）
上越センター（新潟県上越市）
大阪スーパーハブセンター（大阪府摂津市）
大阪第二ハブセンター（大阪府摂津市）
南大阪センター（大阪府八尾市）

名古屋オフィス（愛知県名古屋市）
中京スーパーハブセンター（愛知県一宮市）
名古屋スーパーハブセンター（愛知県一宮市）
中京低温センター（愛知県一宮市）
稲沢ハブセンター（愛知県稲沢市）
北名古屋センター（愛知県北名古屋市）
名古屋西センター（愛知県名古屋市）
小牧ハブセンター（愛知県小牧市）
岡崎ハブセンター（愛知県岡崎市）
安城センター（愛知県安城市）
浜松ハブセンター（静岡県浜松市）
浜松南センター（静岡県浜松市）
駿河センター（静岡県沼津市）
亀山ハブセンター（三重県亀山市）

ダイセーエブリー二十四株式会社様

会社名：ダイセーエブリー二十四株式会社

本社所在地：〒491-0353 愛知県一宮市萩原町萩原字松山531-27

代表者：代表取締役社長 田中 孝昌 設 立：1983年9月7日

拠点

HPはこちら↓
チルド食品をメインに配送されています。

「新人ドライバー検定」

未経験・経験者問わず、配送業務を行うためには、「新人ドライバー検定」
という社内試験をクリアしなければならないという制度を取り入れており、そ
の合格率はなんと5～6割程度とのこと。
教育を徹底し、安心安全を第一に考えた研修制度を整えています。

また、運転指導で使用する測定器を社内で開発し、特許を取得されている
そうです。

全国トラックドライバー・コンテストへ向けて

㈱ナルキュウ（本社：静岡県磐田市）では今年、茨城（営）・神
奈川（営）・静岡（営）、そして鳴海急送㈱（愛知県大府市）の愛
知（営）でそれぞれ参加選手が全国トラックドライバー・コンテ
スト出場権を獲得しました。
うち、2名の選手は今回が2回目の出場となり、全国大会最
後の挑戦です。

10月の全国大会に向けて各選手は走行シミュレーション映像等を使いながら隙間時間に訓練を

行っています。今後は大会までほとんどの土日を訓練にあて、大会に向けて準備を行っていく予定
です。

全国大会は大会開催期間に会場となる茨城県で緊急事態宣言が発令されなければ実施される予
定です。今年はコロナ禍のため、完全無観客で行われます。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/aori/R2doukouhoukaisei_leafletB.pdf


今回は、走行中事故やトラブルが発生した場合に必要となる停止表示器材と非常信号用具について
詳しく取り上げていきます。いざという時使用できるように備えと使い方を確認していきましょう。

停止表示器材とは？

チューリッヒ保険「三角表示板（停止表示器材）の設置義務は？」https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-warning-triangle/（参照日：2021.9.7）より

規格について

三角表示板の規格については、道路交通法施行規則によって
規定があり、以下のようにな条件を満たしている必要があります。

●正立正三角形の反射部があること

●200m離れた所からでも反射していることがわかること

●反射光の色は赤色であること

●道路上で垂直に立てることができること

停止表示器材（三角表示板）について

反則金 違反点数

大型車 7,000円

1点

普通車 6,000円

二輪車 6,000円

小型特殊車 5,000円

原付車 ―

高速道路上で車を緊急停止させる際には、後続の自動車
から見える場所に三角表示板を置く必要があります。表示
義務を怠った場合「故障車両表示義務違反」となります。
反則金と違反点数は左のとおりです。

違反の場合の罰則について

停止表示器材は主に高速道路でやむを得ず緊急停止する際に表示する義務があります。しかし、次
に紹介する非常信号用具と違い、車に標準装備されているものではありません。特に何も問題なく走
行している分には、なくても問題にはなりませんが、万が一事故やトラブルがあった場合、この停止表
示器材がなく表示が出来ない場合非常に危険ですし、違反となります。

必ず車に装備されているか確認し、また、劣化等がないかもチェックして、いざという時使用できるよ
うにしましょう。

参照：警視庁行政処分基準点数、警視庁反則金一覧表

※但し、酒気帯
び運転の場合は
点数が異なる

停止表示器材とは、高速道路でやむを得ず緊急停止する際に、後方からの追
突を防ぐために設置する表示板のことで、視認性に優れた自立式の赤い三角形
の枠になります。

なお、一般道路では表示の義務はありませんが、高速自動車国道（高速道路）
および、自動車専用道路上で自動車を停止させる場合は、停止表示器材の表示
義務があります。

停止表示器材を車に装備する

50m以上
後方に設置

ハザードランプ
をつける

① ② ③ ④

非常信号用具（発炎筒）について

参考・引用
チューリッヒ保険「車載は発炎筒。発煙筒は不可？使い方や車検」https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/one-car-emergencyflare-smoketube/（参照日：2021．9.7）
SUBARU「SUBARUもしもの時の安全講座 発煙筒の使い方」https://www.ibaraki-subaru.co.jp/service/image/advice05.pdf（参照日：2021.9.7）

非常信号用具とは？

具体的には、以下のような場合に使用します。

●高速道路で停止した場合 ●踏切内で車が動かなくなった場合

●見通しの悪い場所で事故を起こした場合

規格について

発炎筒はJIS規格品またはそれと同程度以上の性能を有するものを車に装備することが定められて

います。

ちなみに、発炎筒の有効期限はJIS規格で4年、燃焼時間は5分以上となっています。

使用は一回限りのため、使用したらすぐに新しいものを購入しましょう。また、有効期限が過ぎた場
合も新しいものと交換しましょう。

使い方について

発炎筒は助手席や運転席の足元など、わかりやすく取り出しやすい場所に備え付け
るのが通常です。いざというときのために、設置場所や一般的な使用方法を確認して
おきましょう。

＜使用方法＞

正式名称は「自動車用緊急保安炎筒」といい、炎の灯によって危険を知らせるも
ので、車への装備が法令で義務付けられています。この非常信号用具が装備され
ていないと車検は通りません。

発炎筒は助手席や運転
席の足元に取り付けてあ
ることが多いです。

罰則について
基本的には発炎筒を装備していなくても道路運送車両法の保安基準では特に罰則を規定していま
せん。しかし、国土交通省による街頭検査で、非常信号用具を装備していない車に対して整備命令
書が発行される場合があります。この場合は15日以内に非常信号用具を装備しなければなりません。

この命令に従わない場合は道路運送車両法の54条の2に抵触し、結果同法108条の規定により、
懲役6ヵ月もしくは30万円以下の罰金、あるいは109条の規定により50万円の罰金に科せられる罰則
となります。

キャップを外し、本体か
らケースを取り出します。

ケースを本体の後ろに
くっつけ、白いキャップを
取り外します。

本体の先端を白いキャッ
プ頭部のすり薬でこすり、
マッチと同じ要領で点火。

なお、発炎筒は周囲に燃え移りやすいものがあったり、煙がこもりやすい場所では使用しないようにし
ましょう。特にガソリンやオイルが漏れた場合、トンネル内では決して使用しないよう注意が必要です。

発炎筒を取
り出します。

https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-warning-triangle/
https://www.ibaraki-subaru.co.jp/service/image/advice05.pdf


トラックの特性に合わせた運転

参照：「トラックドライバーのための化学品安全輸送手帳 イエローカード編」 公益社団法人全日本トラック協会発行

Ⅵ．危険物を運搬する場合に留意するべき事項

イエローカードについて

消防法、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取
締法、火薬取締法などの法律で車両にそれ

ぞれの危険・有害性を示す標識を掲示するこ
とを義務づけています。イエローカードを確
認して対応する標識を掲示してください。

イエローカードとは、緊急連絡カードとも呼
ばれ、化学物質の輸送時の事故に備えて、輸
送関係者或いは消防・警察等が事故時に取
るべき措置や連絡通報内容を明記したカード
のことです。

①標識の確認

①

②

③ ④

②危険性の有無

③通行規制の確認

記載された内容に従い応急手当・措置
を行う。また、安全に処理するために中
和など一次処理が必要な場合もあるた
め、処理剤の記載にも留意する。

④応急処置について

道路法の欄に●印がついている場合
は水底トンネル、長大トンネルなどの通
行が禁止または規制されていることを
示します。

危
険
性

禁水性・・・水をかけると発火する恐れがあるため水での消化は厳禁

爆発性・・・熱、光、摩擦、衝撃で爆破する。発火物から遠ざけ距離
を保つ

可燃性など・・・低温で引火しやすい

有
毒
性

常温・・・常温で有毒ガスが発生する

加熱時・火災時・・・加熱・火災時に有害ガスが発生する

水に接触・・・水に触れると有毒ガスが発生する

万が一事故が起こった場合には、慌てず適切な措置を行いましょう。

①事故発生時の応急措置

②緊急通報

③緊急連絡

営業所・荷主に連絡し、事態をあせらず、はっきりと伝える。

④漏洩・飛散

危険性の有無を確認し、可能であれば漏洩を止める措置をとる。
危険性の有無については、イエローカード（左ページ②の部分）で確認。

⑤周辺火災

⑥引火・発火

もしも引火・発火が発生したら、地域を巻き込んだ大惨事になる可能性も。
迅速・的確に消防、警察に通報し、近隣住民を避難させる。

⑦救急措置

事故を大声で告げ、風上などの安全な場所に人を移動さ
せ、ハザードランプと発炎筒で事故を知らせる。また、付近
の可燃物を遠ざける。

事故が起こった場合の対処について

迅速・的確に情報を消防、警察に通報する。

①いつ ②どこで ③なにが
④どうした ⑤けが人は ⑥私の名前は

危険性の有無を確認し、「近隣住民の避難を優先させる」
か「消火を行う」かを判断する。o r

安全な場所へ移動し、「皮膚（目）への付着」、「吸入していないか」を確認。
（イエローカードの「災害拡大防止措置」（左ページ④）
に記載されている内容に従って応急手当を行う。）

参照：『自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル・トラック事業者編《第2編本編》』 国土交通省 平成28年6月



2021年

●10月の予定
・14日（木）、15日（金） プロドラ準2級認定講座（愛知開催、WEB配信あり）

●11月の予定
・11日（木）、12日（金） プロドラ準2級認定講座（愛知開催、WEB配信あり）
・20日（土） プロドラ2級認定講座（神奈川開催）
・26日（金）、27日（土） プロドラ準2級認定講座（愛知開催、WEB配信あり）

●12月の予定
・8日（水）、9日（木） プロドラ準2級認定講座（愛知開催、WEB配信あり）
・18日（土） プロドラ2級認定講座（愛知開催）

編集後記

ドライバー不足で選べる状況ではないかもしれませんが、それでも敬遠
すべきは『クレーマー』です。特に直属の元上司の悪口を興奮気味に話す
者は避けるべきではないでしょうか。

今回、㈱ナルキュウの神奈川営業所にてindeedを活用した結果、１０名
の応募者が面接にやって来ました。２名採用予定でいましたが、結果3名
の採用をすることが出来ました。

不合格は４名、辞退者は３名でした。不合格とした４名のうちの3名が正

にクレーマーの素質が垣間見えました。過去にも痛い目に遭っている私で
す。時間の無駄なので元上司の悪口を興奮気味に話す者は3分で面接を
終了しました。

Vol.2 元上司の悪口を言う者はやはり敬遠・・・

クレーマーを採ってはいけない最大の理由は、組織をいとも簡単に腐らせてしまうからです。「自分も
悪い面があった」と思えない人が多いような気がします。反面、採っておきたい人の特徴の一つがしっ
かり自己分析出来ている人物です。「簡単にご自身の性格を話してもらえませんか？」とストレートに
私は聞きます。長所でも短所でも迷いなく語れる人物は採っても大きな失敗はしてないと思います。

前の会社は・・・


