
番 号 内容 時 間 作品年

1 冬道 18分 不明

2 冬道 16分 平成15年

6 飲酒運転(ドラマ) 27分 平成19年

7 中型貨物自動車 26分 平成19年

8 大型貨物自動車 38分 平成19年

9 ルール・マナー 24分 平成20年

10 運転心理 23分 平成20年

11 ドライブレコーダー 25分 平成20年

12 死亡事故(ドラマ) 26分 平成20年

13 車間距離 21分 平成20年

14 自転車 21分 平成20年

15 飲酒運転(ドラマ) 16分 平成21年

19 チャイルドシート 15分 平成22年

20 原付 18分 平成22年

21 ルール・マナー 25分 平成22年

22 事故防止法則 22分 平成22年

23 プロに学ぶ 23分 平成22年

25 歩行者 17分 平成22年

26 全般 4分 平成23年

30 ドライブレコーダー 24分 平成23年

31 高速道路事故 24分 平成24年

32 自転車 24分 平成24年

34 災害時 28分 平成25年

35 運転映像分析
25分

短縮15分
平成25年

37 ドライブレコーダー
25分

短縮15分
平成26年

38 事故体験者から学ぶ
26分

短縮15分
平成28年
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飲酒運転　悲劇の連環

大型貨物車の安全運転

あなたも今日からベストドライバー　安全・安心を守るポイント

中型貨物車の安全知識

奪われた命－交通事故、余りに思い代償－

安全車間距離保持　０１０２運動　～その必要性と検証～

自転車も車両です～交通安全への意識改革～

飲酒運転　罪と罰　破滅への選択

チャイルドシートで守ってね！

原付ライダーの皆さんへ　危険を読め！死角を消せ！

一般・運転者向け

題　名

冬道にひそむ危険

冬道を安全に走ろう　圧雪路と凍結路

危険な心が事故を呼ぶ！　汝我が心の悪魔のささやきに耳を傾けるなかれ

孫子の兵法に学ぶ安全への道危険回避の知恵

見落とすな！　路上の危険・心の危険

無事故の法則

もっと減らせる！交通事故～プロに学ぶ安全運転～

光が命を守る！夜間の交通事故を防ぐ反射材

交通ルールを守る。大切な命を守る。

危険を予測・回避するポイント　命はひとつ！

注意一秒　怪我一生　交通ルールを守っていれば…後悔先に立たず！

奪われた夢　～危険への想像力で事故を防ぐ～

どう防ぐ　高速道路事故　危険予測と安全確認

なぜ自転車事故は起こったか

災害時ドライバーはどう生き残るか

あなたの運転　再チェック！　～危険です、しているつもりの安全運転～
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39 自転車・ドライブレコーダー 18分 平成28年

41 事故防止対策 24分 平成29年

42 歩行者事故防止 19分 平成29年

43 ドライブレコーダー 18分 平成29年

44 事故事例から学ぶ 20分 平成30年

45 危険予測と回避 20分 平成30年

47 あおり・ながら・飲酒運転 20分 令和1年

49 受刑者の反省等 26分 令和2年

50 法的・社会的責任 20分 令和2年

52 飲酒運転事例 23分 令和2年

53
ベルト、思い込み、スマホ、あお

り
22分 令和3年

55 交差点の死角等 19分 令和4年

56 民事、刑事、行政上の責任 23分 令和4年

番 号 内容 時 間 作品年

4 自転車(ドラマ・中学生) 30分 平成18年

16 自転車(中学生) 20分 平成21年

24 自転車(小学生) 16分 平成22年

27 自転車・歩行者(低学年) 15分 平成23年

28 歩行者(小学生) 12分 平成23年

33 自転車(小学生) 15分 平成24年

36 歩行者(幼児・低学年) 14分 平成26年

40 歩行者(幼児・低学年) 14分 平成28年

46 自転車(中・高生) 18分 令和1年

48 自転車(幼児・小学生) 12分 令和1年

51
歩行者

(幼児・低学年)
14分 令和2年

番 号 内容 時 間 作品年

3 高齢者(ドラマ) 20分 平成17年

題　名

ストップ！自転車の危険運転　中学生の事故を防ぐ

なぜ？どうして？から考える　小学生の自転車の安全な乗り方

まさかの未来

こども向け

高齢者向け

林家木久蔵師匠の高齢者交通安全物語

題　名

安全！安心！誰でもできる自転車点検

自転車の交通安全ガイド

交通事故ゼロへの決意　～あなたと会社を守る～

危ない!そこに歩行者が!　～横断歩行者事故を防ぐ危険予測～

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～

サル太郎はとびださない！

自転車の交通ルールを覚えよう　～小学生の交通安全～

アラジンと魔法のランプの交通安全

赤ずきんちゃんと学ぼう！交通ルール

三太郎とかぐや姫の交通安全

うしわかまるの自転車交通安全

ミヤモノムサシのこうつうあんぜん五輪の書

いのちを守る！運転者（ドライバー）の責任

夢を奪ったハンドル～飲酒・居眠り・ながら運転の悲劇～

見直そう！あなたの運転　～事故を防ぐための運転操作～

安全運転のための条件　～危険予測で事故を防ぐ～

「自分ルール」を見直す　～初心に返って安全運転～

アルコールについての正しい知識を！
本当にわかっていますか？飲酒運転の危険性

これくらいならと甘く見てはいけない
～一般ドライバー向け交通安全ケーススタディ～

交差点事故多発の「なぜ？」～死角に隠れた危険を予測する～

交通事故における企業・ドライバーの責任



5 高齢ドライバー 25分 平成18年

17 高齢者 19分 平成21年

18 高齢者 24分 平成21年

29 高齢者 25分 平成23年

54 高齢者 20分 令和3年
はなちゃんとやじきたの交通安全～高齢歩行者・自転車向け交通安全ケー

ススタディ

TEL.0859-33-6700

●お問合せ先

鳥取県交通安全協会 米子地区協会

誰もがいずれは高齢者　～高齢者の交通事故をなくすために～

ケーシー高峰の　交通事故を防ぐ高齢者のための処方箋

豊かな経験を運転に生かそう！　高齢ドライバー　事故防止のポイント

いつまでも笑顔のままで　高齢者のための交通安全
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