
貸出用ビデオテープ・ＤＶＤ（ドライバー向け） 

 

整理 

番号 
題  名 あ ら す じ 

時間 

(分) 
区分 

D-1 
ＪＡＦユーザーテスト 

～車を正しく使うために～ 

ご存じですか「警告灯とメーター」「安全装置と

警告灯」。車両の特性や限界､正しい取扱い方法等

についてドライバーの理解を促進することを主眼

とした自動車安全教育用ＶＴＲです。 

29 Ｖ 

D-2 

THINK SAFETY ON THE HIGHWAY 

DRIVING 

～高速道路の安全運転～ 

高速道路を快適に走るための基本的な心得､知識

とドライビングテクニックを実際に東名高速道路

をドライブしながら解説 

20 Ｖ 

D-3 
なぎら健壱の HAVE A NICE 

DRIVING 

若者に人気のなぎら健壱が､安全運転中央研修所

での実験を紹介しながら､若者が陥りやすい運転

ミスについて解説し安全運転の必要性を訴えま

す。 

20 Ｖ 

D-4 見込み違いの悲劇 

脇見・認知・判断・操作の面から見込み違いを分

類し、事故の予防方法に迫った｡生々しい事故現場

のドキュメントフィルムに今回考案した特殊アニ

メを加えて説明します。 

27 Ｖ 

D-5 

見直しませんか  あなたの

運転 

～満点運転をめざして～ 

若者は自分の運転を過信しています｡一寸した油

断が事故につながることをこのビデオは事倒を示

して訴えます｡心にゆとりをもって満点運転を心

がけたいものです。 

20 Ｖ 

D-6 
交差点事故  あなたは狙わ

れている 

交差点の安全な通過方法（安全運転の基本）を点

ではなく線で捉えました。具体的には交差点への

接近方法と直進ミスによる事故、交差点内の右折

と左折の発進時の事故が素材です｡それぞれの事

故がどうすれば防げたかを具体的に解説します。 

27 Ｖ 

D-7 OH！ナイスドライブ 

トレンディ情報番組のスタイルでドライバーの

ための最新情報を満載、人気アイドル細川ふみえ

などが「シートベルトのすすめ」「スピードチェ

ツク」などの各コーナーに出演。ユーモアあふれ

る司会と快適なテンポで安全運転とナイスドライ

ブを優しく、解りやすく展開 

21 Ｖ 

D-8 過積載車の恐怖 

10t 積みのダンプカーを使い、ブレーキ、発進、

車線変更、コーナリング等の性能を定量積載車と

過積載車でテスト。更に、過積載車がカーブで横

転する現実を実車で再現した｡過積載がいかに危

険であるかが映像を通じてわかります。 

15 Ｖ 

D-9 
交差点事故を防ぐ直進、右

折、左折行動の検証 

交通事故の６割、更に、死亡事故の４割以上が交

差点やその近くで起きています。交差点は道路形

状別に見て最も事故の多いところです。交差点で

の行動は単路などと比べて複雑になるため、周囲

18 Ｖ 



の車に対する意思表示の曖昧さや判断ミスが事故

の原因になっています。 

D-10 車社会の一員として 

高校の家庭科・社会科授業の副教材として企画製

作。「三ない」運動を見直し､安全運転のためのし

っかりした知識と技術を習得させることが必要で

あると認識されるようになった｡高校生が車社会

の一員としてルールを守り、安全運転を身につけ

られるよう編集されています。 

13 Ｖ 

D-11 

交通事故ゼロへの願い  

～クルマと安全装置と安全

運転～ 

自動車業界では、様々な角度から安全装置を開発

した。運転のかげに潜む事故の危険性を取り上げ、

安全運転の基本を確認し、車の安全装置について

正しく理解させ、ドライバー一人ひとりの安全意

識が向上することを願って作成されたもの 

20 Ｖ 

D-12 

証言 阪神大震災 その時

くるまは 

～ドライバーの体験から～ 

 「関東大震災クラスの地震が来ても大丈夫」こ

の安全神話は脆くも崩れ去った｡あの瞬間ドライ

バーは何を感じ､その後どう行動したか。また「走

る」という本来の機能だけでなく、緊急の暮らし

の場に、物資のストックに、情報交流やボランテ

ィアの活動にと。日常とは異なる車の利用のされ

方も見られた｡体験者の生の証言で綴った再現ビ

デオです。 

27 Ｖ 

D-13 追突 混合交通の落とし穴 

追突事故は経験の異なる様々なドライバーと特

性の異なる多様な車種が交錯する混合交通の中

で､ふとした錯覚や過信がキッカケに発生する。

「容易に発生してしまう追突事故の恐さ」と「追

突しない、されない実践的運転法」について説明

します。 

27 Ｖ 

D-14 

輪禍その悲劇  

～衝撃の事故と重度身障者

～ 

３ヵ月をかけて取材した衝撃の事故と、死よりも

辛い苦しみ悲しみに耐えて生きる重度障害者にス

ポットを当て「交通事故の怖さ」「ルールを守る

大切さ」「新しい考え方に立った事故防止方法」

を紹介するものです｡シートベルトの効果も崖か

らの転落実験を加えて描いています。 

27 Ｖ 

D-15 
夜は危険がいっぱい 

～夜間の交通安全～ 

 夜間の交通量の増大とともに事故も増え、特に

死亡事故は昭和55年に昼間を上回って以来増え続

け、今や昼間の 1.3 倍、死亡事故率では昼間の約

３倍となっています｡事故事例を検証しながら夜

間運転の怖さを訴えるとともに､それを防ぐには

どうすればよいかを描き夜間の交通事故を訴えま

す。 

29 Ｖ 

D-16 
Let's VICS かしこく使って

快適ドライブ 

道路状況情報を瞬時にカーナビ画面に提供し、よ

り快適なドライブを可能にするＶＩＣＳの機能を

紹介し、ＶＩＣＳから得られる情報活用事例を通

してＶＩＣＳがいかに安全、快適、利便に役立つ

35 Ｖ 



か認識していただくもの 

D-17 

シニアドライバー 

急増する高齢ドライバーの

事故 

 50 歳以上のシニアドライバーによって起こされ

る交通事故は全体の約 25％､65 歳以上の高齢者の

自動車運転中の死者数は 16年前の約 10倍と急増。

“ころばぬ先のつえ”。このビデオは単に教科書

的な内容でなく、事故事例を通して分かりやすく

ドラマ風に展開。「自覚」と「心得］を促します。 

35 Ｖ 

D-18 

ダミーマンのエアバッグ安

全学 

SRS エアバッグその効果と

注意点 

① エアバックはあくまでシートベルトの補助装

置であり、シートベルトを正しく着装することに

より、はじめてその効果が発揮 

② 助手席エアバック装着車にベビーシートやチ

ヤイルドシートを後ろ向きに使用する人の危険

性について紹介するもの 

18 Ｖ 

D-19 

一瞬にひそむ危険 

（脇見運転による事故を起

こさないために） 

 最近における交通死亡事故のうちその約 20％が

脇見運転であり、また携帯電話の急激な普及に伴

い運転中の「携帯電話の使用」による重大事故の

多発化か指摘されているところから、これらの事

故防止を図るための広報啓発活動用として製作さ

れたもの 

18 Ｖ 

D-20 
なぜあの時…危険な運転の

果てに 

安全運転を心がけているにもかかわらず、交通事

故は起きてしまい、交通刑務所で反省と後悔の

日々を送っている人がいる。実際の事故状況を再

現する中でベテランドライバーがどうして事故を

起こしてしまうのか、どこに落し穴があったのか

を考察。どんな時にもセルフコントロールが大切

であることを訴えます。 

24 Ｖ 

D-21 災害発生その時あなたは 
 大規模災害発生時におけるドライバーの措置要

領 
－ Ｖ 

D-22 
自然と共生 エコドライブ 

（燃費の向上とリサイクル） 

豊かな環境を伝えるために環境にやさしいエン

ジンの開発､デザイン、軽量化技術そしてリサイク

ル技術の進歩を紹介。ユーザーにはその機能を活

かす燃費向上運転方法を通じて地球環境保全への

協力を呼び掛ける作品です。 

18 Ｖ 

D-23 命を守る安全ドライビング 

 ある家族の一日ドライブを通じて運転中の携帯

電話･カーナビ使用の危険性を実験イメージ映像

で体感する。又チャイルドシートの選び方・有効

性、その他危険性等衝突実験で検証する。 

24 Ｖ 

D-24 

しっかり止まってはっきり

確認！ 

～交差点交通マナー向上対

策推進マニュアル～ 

香川県の交通マナー、データファイル、信号交差

点、見通しの悪い交差点、合図不履行、横断歩行

者妨害、危険予測、実験と検証及び歩行者・自転

車のマナーについて解説 

企画・監修 香川県警察本部交通部 

29 DVD 



D-25 

我らユトりスト 

～シルバーと車の２１世紀

～ 

シルバーエイジドライバーと若い女性が、運転中

に遭遇する歩行者、対向車、右折等の事故要因か

ら安全への意識を高め、併せて若者にも高齢者時

代の安全運転への認識を啓蒙する内容 

19 Ｖ 

D-26 

交通事故多発 緊急事態宣

言  

～死亡事故の究明～ 

 24 時間の完全体制で取材を行い死亡事故等 31

件の事故に遭遇､その悲劇の現場をドキュメント

したものであり、なぜ事故が発生したか、事故を

避けることができたか解説している。 

25 Ｖ 

D-27 
車が凶器になるとき 

（人動車と見込み違い） 

焦りや怒り、おごりや疲れ、心配事等ドライバー

の心の状態が運転行動にあらわれたりする人車一

体の状態で起こす事故原因は元をただせば見込み

違いにある。アニメーションや実験等を通して事

故事例を紹介、見込み違いの危険を訴える。 

24 Ｖ 

D-28 
生か死か！紙一重の危険 

～多発する漫然運転事故～ 

 ぼんやり、考え事等漫然運転、脇見運転、前方

不注意、ルール無視等ドライバーの心に潜む問題

に注視し、なぜ悲惨な事故が起きたか徹底分析し、

安全運転に対する心構えを再認識してもらうこと

を強く訴える。 

25 Ｖ 

D-29 危険予測で事故防止 ストップ・ザ交通事故死 あなたが主役 20 Ｖ 

D-30 
危険予測トレーニング 

～高齢ドライバー編～ 

高齢ドライバーに重点を絞った危険予測トレー

ニングで、危険予測問題、脳を活性化させるトレ

ーニングゲーム及び運転に役立つトレーニング体

操を収録 

企画・制作 香川県警察本部交通部 

ー DVD 

D-31 
危険予測トレーニング 

～自動車編～ 

自動車の運転中に周囲に展開する様々な状況の

うち、特に危険への対処をうまく行うためのトレ

ーニングで、香川県ロードウォッチング、コメン

タリードライビングのほか、幹線道路、一般道路、

生活道路及びその他の道路で危険予測トレーニン

グを行います。 

企画・制作 香川県警察本部交通部 

ー DVD 

D-32 
危険予測トレーニング 

～自動車編～ 

自動車の運転中に周囲に展開する様々な状況の

うち、特に危険への対処をうまく行うためのトレ

ーニングで、香川県ロードウォッチング、コメン

タリードライビングのほか、幹線道路、一般道路、

生活道路及びその他の道路で危険予測トレーニン

グを行います。 

企画・制作 香川県警察本部交通部 

ー Ｖ 



D-33 

プロに聞く 無事故の秘訣 

～交通事故を起こさないた

めに～ 

無事故を続けている運転者に長時間､長い期間に

渡って維持している心構え心がけをインタビュー

し、その秘訣をまとめたもの。 

・    事故を起こしやすい人 

・    自分をコントロール 

・    進路変更 

・    信号が黄色に変わった時 

・    譲られた時 etc… 

30 Ｖ 

D-34 
危険予測トレーニング 

～自動車編～ 

自動車の運転中に周囲に展開する様々な状況の

うち、特に危険への対処をうまく行うためのトレ

ーニングで、香川県ロードウォッチング、コメン

タリードライビングのほか、幹線道路、一般道路、

生活道路及びその他の道路で危険予測トレーニン

グを行います。 

企画・制作 香川県警察本部交通部 

ー DVD 

D-35 
ここが危ない！ バイク事

故 

運転歴３年未満の新人ライダーによる事故が大

半を占めるなか､実際の事故例からバイク事故の

特徴を学び､事故を未然に防ぐ方法を解説。 

23 Ｖ 

D-36 
死亡事故多発  

飲酒運転 罪と罰 

少しくらい飲んでも大丈夫、酔いはさめたから、

今まで事故になったことがない等、誤った思い込

みや甘えに気付いてもらえるよう実験、検証を交

えて解説。飲酒運転に対する罰則や保険のことに

ついても触れています。 

15 Ｖ 

D-37 

ドキュメント 

油断！ 出会い頭の恐怖 

～心に潜む危険～ 

運転者の誰もがもつ「心に潜む危険」をキーワー

ドに２４時間体制で４週間、交通事故をドキュメ

ントし、実態を究明。心の状態やコンディション

がどう影響するかを事故ドキュメント、インタビ

ュー構成で考えていく。 

25 Ｖ 

D-38 

わたしの人生を返して！ 

～交通事故後遺症の苦しみ

～ 

重い後遺症と闘う被害者とその家族の生き様と

インタビューを通じて交通事故被害者とその家族

の苦しみ、怒り、交通安全への切なる願いをすべ

ての市民の心に訴えかける感動篇 

25 Ｖ 

D-39 飲酒運転の恐怖 

「酒に強いから飲んでも事故しない」と過信し、

車を運転することの何処に危険があるか理解でき

るよう、実験や専門家の解説を交えて描いていま

す｡悲劇な事故現場から悲劇的な結末を迎えたド

ライバーの姿を浮き彫りにしています。 

24 Ｖ 

D-40 見えざる恐怖 

出会い頭や交差点での右左折時、横断歩道付近で

の事故事例をあげ、ドライバーが犯したエラーと、

その誘因に焦点をあて、事故との因果関係や危険

回避の方法を探ります。 

25 Ｖ 



D-41 
交通犯罪 

 車を凶器にかえるな！！ 

交通事故とは運の悪い「事故」でなく、許されざ

る「犯罪」である。全ての人は交通犯罪の加害者

にも被害者にもなりうる。法律上の責任を「生き

る権利」の視点から考え直し、危険運転致死傷罪、

悪質危険運転に対する厳罰化の意味を正しく理解

してもらえるよう製作 

24 Ｖ 

D-42 死へのアクセル 

スピードと事故の関係をドキュメント映像や実

験､ＣＧなどでわかりやすく解き明かしていきま

す。「交通の教則」「ルールとマナー」などに準

拠し、安全教育の現場で使いやすいようにまとめ

ました。 

15 Ｖ 

D-43 
事故とドライバー心理 

～心の死角を検証する～ 

なぜ交通ルールやマナーを守らないのか？そこ

にドライバーのどんな心の動きがあったのか？い

つも守っていたのにどうしてそのとき守れなかっ

たのか､その原因とこれまで事故とは無縁だった

ドライバーたちの事故への心の動きを探ります。 

24 Ｖ 

D-44 

道路は、ルールのあるグラウ

ンド 

～二輪車の安全運転のため

に～ 

二輪車が起こしやすい事故を再現し､その原因を

二輪と四輪の立場から、検証し、正しい運転方法

や安全ポイントを元サッカー日本代表の井原正巳

氏が紹介します。 

25 Ｖ 

D-45 
悲しみは消えない 

～飲酒運転の代償～ 

飲酒運転によって引き起こされた事故が加害者、

被害者、その家族や周りの人まで巻き込み、悲し

ませ、苦しませているか。事故の恐ろしさ、悲惨

さを訴えるもの。挿入歌は実話に基づき作られた、

さだまさし「償い］ 

32 Ｖ 

D-46 悲惨！無謀運転の代償 

一時停止無視や信号無視が原因の交差点内事故､

前方不注意による追突事故、速度オーバーのカー

ブ事故、飲酒運転が原因の重大事故が多発した。

無謀運転が引き起こした結果の代償の大きさを明

らかにし、ルールを守ることの重要性を強く訴え

る。 

25 Ｖ 

D-47 

明日はあなたも仲間入り 

～高齢者を守る運転 危険

予測と思いやり運転のすす

め～ 

高齢歩行者や高齢運転者が交通の場で示す特徴

を実際の交通事故現場を通して検証。高齢者に対

してどのような運転行動をとるべきか､やがて老

いて高齢者となるあなた自身の問題としてとらえ

てほしい作品 

23 Ｖ 

D-48 
飲酒運転の報い 

破滅への道 

無謀な飲酒運転による悲惨な交通死亡事故、そし

てひき逃げ、これは犯罪といっても過言ではあり

ません。このドラマは、危険な運転行為をしてし

まったドライバーの心の軌跡、訪れる家庭の崩壊、

被害者を襲う突然の悲劇、悪質な交通事故の犯罪

を訴えます。 

27 Ｖ 

D-49 
交通事故被害者の抱える問

題とその精神的影響 

交通事故被害者の抱える問題とその精神的影響 
ー Ｖ 



D-50 
まよい運転思いこみ運転が

事故を呼ぶ 

「増える高齢者ドライバー・増えるお年寄りの事

故」、どのような状況で事故が起こったか、実際

の事故例を再現し、原因を探る。キーワードは「ま

よい運転・思いこみ運転」 

19 Ｖ 

D-51 安全運転・・・その敵は？ 

交通事故の原因は心の中に潜んでいます。なぜ、

どうして、まさか、と思う交通事故の敵は「怒り」

「イライラ」「のんき」「おごり」にあります。 

18 Ｖ 

D-52 危ない！運転中の携帯電話 

代表的な事故事例を取り上げ「ながら運転］の危

険性を科学的に検証。同時にカーナビゲーション

等の操作の危険性についても触れています。 

17 Ｖ 

D-53 自動二輪の二人乗り 

安全に走行するためには､交通ルールや二人乗り

の運転特性を理解し正しい走行技術をマスターし

てもらうために作成しました。 

19 Ｖ 

D-54 
終わりなき償い 飲酒運転

撲滅のために 

東海林のり子レポーターによる迫真の取材で飲

酒運転撲滅へ向け、強くアピールしたリアリティ

のあるドキュメンタリータッチの作品 

25 Ｖ 

D-55 
気をつけよう高速道路の逆

走 

高速道路における逆走事故防止について解説 
19 DVD 

D-56 

なぜ起きる命にかかわる交

通事故 

～なくせヒューマン・エラー

～ 

交通事故がなくならないのは、ドライバーの人的

過誤､いわゆる「ヒューマン・エラー」があるため

と言われています。ヒューマン・エラーが起こす

背景にスポットを当て、ドライバーの怒り、焦り、

急ぎ、慣れ、甘えがどうして事故に結びつくか、

事例を紹介しながら検証していきます。 

29 Ｖ 

D-57 
残された家族の悲しみ 交

通事故のかげで 

運転者の家族、被害者の家族それぞれに焦点をあ

て、交通事故がもたらす悲劇をドラマで描きます。 
27 Ｖ 

D-58 中型貨物車の安全知識 

中型貨物車の事故の現状、死角の理解、右左折時

の安全確認方法、後退・制動、正しい車間距離、

積載と運転確認及び車両感覚について解説 

27 DVD 

D-58-1 片山右京の運動力！ 

 Ｆ１レーサーとして活躍してきた片山右京の、

一般ドライバーの運転に潜む危険性を指摘、安全

運転のポイントを実践的にアドバイス。 

25 V 

D-59 

ドキュメント 油断が死を

招く 

～交通事故の恐怖～ 

生々しい交通事故の「発生状況］とその「原因」

を検証し、事故防止のポイントを分りやすく解説

した。 

25 Ｖ 

D-60 
安全運転あなたが主役 

～危険ポイントに要注意～ 

人は誰しも事故を起こそうとして運転していま

せん｡起こすまでの危険性については全く無意識

であったということにあります。ドライバーは自

分の命は勿論、他人の命も預かっているのです。 

16 Ｖ 

D-61 

飲酒運転・ひき逃げ事故 

～あと絶たぬ家族の悲しみ

～ 

飲酒運転・・・そこには悲惨な事故が常に待ち構

えています。そして、その影で被害者の家族はも

ちろんのこと、加害者の家族もまた深い悲しみに

見舞われることになるのです。 

25 Ｖ 



D-62 

事故多発 不注意運転 

～事故と無事故の分かれ道

～ 

交通事故の約７割がドライバーの不注意が要因

となっています。ドライバーの「不注意」にスポ

ットを当てたものです。 

16 Ｖ 

D-63 

明日はあなたかもしれない 

～交通事故、個人の責任、企

業の責任～ 

交通事故の責任「社会的･道義的責任」「法的責

任（民事上･刑事上・行政上）」また企業が被る「直

接的責任」「副次的損失」について分りやすく解

説しています。 

23 Ｖ 

D-64 
カメラは見た！なぜ起こる 

交差点事故 

40件の交通事故の取材を撮影して記録した。その

うち、約７割が交差点とその付近で発生｡カメラで

撮影した衝突の瞬間を始め、実際に起こった交差

点事故を検証、分析し、交差点事故がなぜ起こる

かを明らかにし､交通事故を起こさないようにす

るにはどのようにしたらよいかを再現場面で構成

したもの 

25 Ｖ 

D-65 

時速 100kmの衝撃！ 

～後部座席シートベルト非

着用の危険～ 

ダミー人形を使った衝突実験から、シートベル

ト、特に後部座席のシートベルト着用の重要性を 8

訴える。 

12 DVD 

D-66 飲酒運転が人生を狂わせた 

交通刑務所の受刑者の生の声を通して事故の原

因を探るとともに､飲酒運転によって引き起こさ

れた交通事故が、加害者、被害者はもとより、そ

の家族や周りの人たちも巻き込み､いかに多くの

人を悲しませ、苦しませているかを描くことによ

って､飲酒運転による事故の恐ろしさ、悲惨さを訴

えるもの 

25 Ｖ 

D-67 思いやり運転のすすめ 

「思いやり運転」とは？「思いやり運転」で事故

を減らす、「思いやり運転」をしているドライバ

ー、「思いやり運転」のメリット 

26 Ｖ 

D-68 

「自分の運転を振り返る」 

～「いきいき運転講座」用教

材～ 

信号機のない交差点、同交差点をわたる歩行者。

自転車、車間距離、進路変更のルール、運転中の

視線の動きについて、解説。 

  DVD 

D-69 
危険予測トレーニング 

～高齢者配慮編～ 

ドライバーに高齢者の特性をよく知ってもらい、

運転行動に取り入れ、高齢者事故を防止するため、

歩行者、自転車及び自動車の態様別に危険予測ト

レーニングを行う。 

企画・制作 香川県警察本部交通部 

22 DVD 

D-70 

ドライブレコーダーは見た 

～危険予測で犬切な命を守

る～ 

タクシーの車載カメラに記録された交通事故の

様子を検証しながら、毎日の日常的な運転シーン

で私たちが気をつけなければならない基本的な注

意点や心構えを考えていきます。 

21 Ｖ 

D-71 
疾走の迷路 

～飲酒運転の悲劇～ 

飲酒・ひき逃げ死亡事故を舞台に「加害者とその

家族」、「被害者家族」、「加害者の周辺者」と

いう三者三様の悲劇の連鎖模様を見せ、それぞれ

の立場における心の軌跡をつぶさに描くことで､

飲酒運転死亡事故の悲惨さをドライバーに訴えま

30 Ｖ 



す。 

D-72 

ＪＡＦセーフティ・アドバイ

ス 

－シートベルトを締めない

で安全な席はない－ 

後席シートベルト非着用の危険性、チャイルドシ

ート不使用の危険性、車内に潜む子供への危険性

を解説 
43 DVD 

D-73 

ゆとり・きくばり・おもいや

り 

 「りりり」で良くなる香川

県の運転マナー 

香川県の交通マナーを向上させ、交通事故を抑止

することを目的に香川県警察が作成したもので、

ゆとりのある運転、j 後続車や歩行者等への気配

り、歩行者、自転車等への思いやりについて、ど

のようにすればマナーアップにつながるか具体的

な事例をあげて説明 

ー DVD 

D-74 １秒のミス 心のミス 

ドライブレコーダーの映像や、再現映像を織り交

ぜながら、事故が多発する様々な場面を走行しな

がら、その場面に応じた安全運転のポイントを検

証していきます。 

19 DVD 

D-75 
交通ルールを守る。大切な命

を守る。 

シートベルト、チャイルドシートの装着、自転車

の正しい法肩、高齢者・歩行者の事故防止、飲酒

運転根絶、二輪車の事故防止、子供の事故防止に

ついて解説 

ー DVD 

D-76 

心に刻め！命にスペアはな

いことを 

～事故現場は語る～ 

24 時間体制で延べ３ケ月間にわたり 60 件あまり

の事故の取材を行い、全てに共通していることは、

安全運転の基本である「きちんと前を見る」こと

ができていないということ。今一度初心にかえり

「きちんと前を見る」大切さを訴えます。事故事

例に沿って後部座席のシートベルトの必要性な

ど、「事故防止のポイント」を具体的に描いてい

ます。 

22 DVD 

D-77 
無事故の法則 車を凶器に

しないため 

多発する交通事故｡その多くはドライバーが防ぐ

ことができたものです。人が自ら招く危険をドラ

マとドライブレコーダーで構成。事故の恐ろしさ

を伝えます。 

22 DVD 

D-78 危険な心が事故を呼ぶ 
汝 わが心の悪魔のささやきに耳を傾けるなか

れ 
23 DVD 

D-79 

事故は語る 

～ドラレコ映像から学ぶ危

険～ 

重大事故の裏に潜むヒヤリ・ハット体験。実際の

交通事故のドライブレコーダーの記録から、注す

べき点を検証する。 

企画・制作 香川県警察本部交通部 

25 DVD 

D-80 
見落とすな！路上の危険・心

の危険 

ドライバーの不注意や交通ルール、マナーに対す

る意識の低さがもたらす事故が絶えない。そこで、

実際の事故現場を見て、その原因や事故防止を考

え、交通ルールやマナーの向上を認識させる。 

25 DVD 

 


