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【出典：電子政府の総合窓口 道路交通法施行規則より】 

 

 
【出典：電子政府の総合窓口 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律より】 

 

  

■自転車の安全に係わる法定装備 

 
（前照灯） 

道路交通法第５２条第１項、道路交通法施行令第１８条第１項第５号、（例示）東京都
道路交通規則第９条第１号で定める前照灯＝夜間又は暗所等において、光の色は白色か淡
い黄色で１０ｍの前方の交通上の障害物が視認できる光度を有するもの。 
 

（反射板） 
道路交通法第６３条の９第２項、道路交通規則第９条の４＝後方１００ｍから道路運送

車両法の保安基準第３２条第１項に定める基準に適合するヘッドライトで照らしてそのク
ルマの運転者が反射光を認識できる性能を持ち、その反射光の色は赤か橙色の反射板とす
る。 
 

（尾灯） 
道路交通法第５２条第１項道路交通法施行令第１８条第１項第５号、（例示）東京都道

路交通規則第９条第 1 項第２号＝赤色で夜間、後方１００ｍの距離から点灯を確認できる
光度を有する尾灯。ただし、法定の基準の反射板を備えているときは尾灯をつけなくても
良い。 
 

（警音器（ベル等）） 
道路交通法第７１条第６号、（例示）東京都道路交通規則第８条第９号＝警音器の整備

されていない自転車を運転しないこと。 
 

（ブレーキ） 
道路交通法第６３条の９第１項、道路交通法施行規則第９条の３＝前輪と後輪を制動し、

路面が平らな舗装路面を時速１０ｋｍで走行している時にブレーキをかけてから３ｍ以内
にスムーズに止まれる性能を持ったブレーキ。 
 

■防犯登録の義務付け 

 

【自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律】 

（自転車等の利用者の責務） 

第１２条 第３項 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会

規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録（以下「防犯登

録」という。）を受けなければならない。 
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(3) 目的外使用の承認 
◯ 可能な限り柔軟な移動ができるよう目的外使用の承認が必要です 
 
ひとえに自転車通勤といっても、用務場所への直行直帰や自転車通勤途中の立ち寄りなど

も想定され、目的外使用の厳密な線引きが難しいことから、可能な限り柔軟な移動ができるよ

う目的外使用の承認が必要です。 

ただし、移動目的に応じて、自転車事故の「責任の所在」や「労働災害の認定」の取り扱いが異なる

ため、従業員・事業者とも対人・対物への損害賠償を補償する保険に加入するなどの対策が必要です。 

「自転車事故の責任」は p.31、「通勤災害で認定されるケース・認定されないケース」は

p.35、「自転車損害賠償責任保険等への加入」は p.22 を参照してください。 
 

 
 

(4) 通勤経路・距離 
◯ 自転車通勤を認める距離を明確にする必要があります。また、従業員の自転車

通勤経路や距離を把握しておくことが重要です 
 
極端に短い距離や長い距離で自転車通勤の申請がされる場合も考えられることから、事業

者として認める自転車通勤距離を明確にする必要があります。 

また、事業者は、以下の理由から、従業員の自転車通勤経路や距離を把握しておくことが重要です。 

 自転車通勤経路や距離の合理性の確認 

 自転車通勤距離に応じた通勤手当を支給する場合の通勤距離の確認 

 万が一、災害が発生した場合における従業員の安否確認 など 

「通勤災害で認定されるケース・認定されないケース」は p.35 を参照してください。 
 

規定例 

（目的外使用の承認） 

用務場所への直行直帰や私事目的での立寄りについては●ｋｍ未満の場合のみ認める
ものとする。 

規定例 

（通勤経路） 

住居から勤務地までの通勤経路は、合理的な経路をとるものとし、事業者の承認を得
るものとする。また、通勤規制等の合理的な理由による、他の経路への迂回を認めるこ
ととする。 

（通勤距離） 

自転車通勤距離が●km以上●ｋｍ未満の場合に、当該区間での自転車通勤を認めるも
のとする。 
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(5) 公共交通機関との乗り継ぎ 
◯ 自転車と公共交通機関との乗り継ぎを認めることも必要です 

 

自転車通勤には公共交通を乗り継ぐケースとそうでないケースがあり、これらを踏まえて

制度設計を行うことが必要です。 

 乗り継ぐケース  ：自宅から最寄り駅や、最寄り駅から事業所まで自転車で通勤 

 乗り継がないケース ：自宅から事業所まで自転車で通勤 

 

 
 

 

 

(6) 日によって異なる交通手段の利用 
◯ 日によって交通手段の変更を認めることも重要です 

 

晴れの日は自転車、雨の日は公共交通といったように、日によって交通手段が異なる場合も

考えられます。普段利用していない交通手段でも、「合理的な交通手段（電車やバスなどの公

共の交通機関、自動車、自転車、二輪車、徒歩）」であれば労働災害（通勤災害）が認められ

ることから、日によって交通手段の変更を認めることも重要です。 

「通勤災害で認定されるケース・認定されないケース」は p.35 を参照してください。 

 

 
  

規定例 

（公共交通機関との乗り継ぎ） 

従業員は自宅から勤務地までの合理的な経路上において、公共交通機関がある区間に
ついて、自転車と公共交通機関を乗り継げるものとする。 

規定例 

（日によって異なる交通手段の利用） 

通勤時の交通事情や天候などの状況に応じて、自転車通勤をする者が自転車以外の合
理的な交通手段（電車やバスなどの公共の交通機関、自動車、二輪車、徒歩）によって
通勤することも認めるものとする。 
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(8) 安全教育・指導とルール・マナーの遵守 
◯ 従業員に自転車の交通ルール・マナーを正しく理解させるとともに、その遵守

を図る仕組みづくりが重要です 

 

事故やトラブルを未然に防ぐためには、従業員に「自転車安全利用五則」などの交通ルール

や、マナーを正しく理解してもらう安全教育・指導を適切に行うことが重要です。また、従業

員のルール・マナー遵守を図るため、自転車通勤の条件として「安全教育・指導の受講」を義

務化するなどを検討することも重要です。 

 

 
 

 
図 14 自転車安全利用五則  

規定例 

（安全教育・指導） 

自転車通勤する者は、自転車の交通安全に関する教育・指導を受講すること。 
（ルール・マナーの遵守） 

自転車通勤する者は、交通規則や自転車の利用マナーを遵守すること。 

【出典：国土交通省HP】
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(11) ヘルメットの着用 
◯ ヘルメット非着用では、致死率が着用時の約 2.5 倍に高まります 
 
自転車乗用中死者の損傷部位は、頭部が約６割を占めています。従業員の安全性確保のため

に、ヘルメット着用を周知することが重要です。 
 

 
 

 
図 18  自転車乗用中死者・負傷者の人身損傷主部位比較（平成 26 年～平成 30 年合計）    

 

      

 
図 19  自転車乗用中のヘルメット着用状況別の致死率比較（平成 21 年～平成 30 年合計)      

規定例 

（ヘルメットの着用） 

自転車通勤する者は、ヘルメットの着用に努めること。

注：「致死率」とは、死傷者のうち死者の占める割合をいう。

注：「人身損傷主部位」とは、損傷程度が最も重い部位（死亡の場合は致命傷の部位）をいう。

「その他」とは、顔部、腹部等をいう。 
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トピック 

○使用者責任が問われなかった事例 

＜事故の概要＞ 

通勤時に従業員が歩道でスピードを出して自転車走行をしていた際、歩行者に背後から
衝突してしまい、歩行者は通院 6 ヶ月の後、頸部痛や腕のしびれなどの後遺症を残す被
害となった。 
 
＜判決結果＞ 業務執行性が否定され「使用者責任」が免責された 

＜判決のポイント＞ 
① 歩道では徐行義務があるが、徐行していないため不法行為責任がある 
② 事業者の従業員であり使用関係がある 
③ 下記の事実を考慮しても判断を左右するものではないと業務執行性が否定された 
・加害者がいつもの通勤コース上で起きた出来事である 
・事業者が駐輪場を用意していたが、自宅から会社までの距離が 4ｋｍを超える場合
はバス代相当の手当を支給していた 
・事業者が定期的にチラシを配布するなど従業員の交通安全意識の滋養を図っていた 

【出典：自転車事故の法律相談（編者：高木宏之・岸郁子、発行：学陽書房）】 
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(3) 通勤災害で認定されるケース・認定されないケース 
労働災害のうち、「通勤災害」として認定される要件は以下の通りです。 

通勤中の事故でも、「労働災害として認定されないケース」もあるため、事業者はこういっ

たケースについて従業員への周知と従業員は自身のケガや対人・対物への損害賠償を補償す

る保険への加入が重要です。 

「自転車損害賠償責任保険等への加入」は p.22 を参照してください。 

 

 
※通勤災害では、「移動の経路を逸脱または中断した場合」、「逸脱または中断の間およびその後の移動」は、「通

勤」とは認められません。 

図 28 通勤災害における「通勤」と認められる場合 
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Ｑ１：当日の交通状況により普段と異なる経路に迂回した場合の事故は？ 

Ａ１：特段の事情により通勤のためにやむを得ず通る経路は「合理的な経路」となり、「通
勤災害」として認められる。ただし合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路を
とる場合は、「合理的な経路」とはならない。 

 
Ｑ２：普段公共交通機関を利用して通勤しているが、たまたま自転車を利用した際の 

事故は？ 
Ａ２：普段利用していない交通手段でも、通常用いられる交通手段（鉄道やバスなどの公共

交通機関を利用、自動車、自転車などを本来の用法に従って使用、徒歩など）は、「合
理的な方法」に該当し、「通勤災害」として認められる 

 
Ｑ３：共働きの夫婦が、自転車通勤の途中で保育園を経由する経路上での事故は？ 
Ａ３：通勤災害での「合理的な経路」とは、「一般に従業員が用いると認められる経路」の

ことで、「最短経路」とは限らない。また、「他に子供を監護する者がいない共働き
夫婦」の場合、遠回りとなる経路であっても「合理的な理由」となり、「通勤災害」
として認められる 

 
Ｑ４：雨の日、晴れの日など、日によって、交通手段を変えているが、たまたま自転車を利

用していた際の事故は？ 
Ａ４：普段利用していない交通手段でも、通常用いられる交通手段（鉄道やバスなどの公共

交通機関を利用、自動車、自転車などを本来の用法に従って使用、徒歩など）は、「合
理的な方法」に該当し、「通勤災害」として認められる 

 
Ｑ５：外勤業務に従事する労働者で、営業の担当区域が決まっている場合、自宅から最初の

用務先へ到着するまでの事故は？ 
Ａ５：外勤業務に従事する従業員で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受

け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務
開始の場所で、最後の用務先が業務終了の場所と認められている。したがって、外勤
業務のうち、「特定区域を担当」している場合に限り、「自宅から最初の用務先」ま
での事故は、「通勤災害」として認められる 

 
Ｑ６：外勤業務に従事する労働者で、営業の担当区域が決まっている場合、最初の用務先か

ら次の用務先に移動している際の事故は？ 
Ａ６：外勤業務に従事する従業員で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受

け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務
開始の場所で、最後の用務先が業務終了の場所と認められている。したがって、「最
初の用務先から、最後の用務先」までの間の事故は、「業務災害」として認められる 

 
Ｑ7：出張先に向かう途中の事故は？ 
Ａ7：出張の場合には自宅を出て用務地に赴き、仕事を終えて自宅に帰るまでの全過程に業

務遂行性が認められることとなり、その出張業務の成否や遂行方法について包括的に
事業者が責任を負っていると判断される。また、出張中の個々の行為については、積
極的な私用、私的行為・恣意的行為等にわたるものを除き、それ以外は一般に出張に
当然または通常伴う行為として業務遂行性を認めることが相当であると解されること
から、積極的な私的行為等の最中を除き「業務災害」として認められる 
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Ｑ8：通勤経路上の近くにある公衆トイレを利用している際の事故は？ 
Ａ8：通常通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合は「ささいな行為」として
一般的には「逸脱・中断」とみなされず、「通勤災害」として認められる 

 
Ｑ9通勤経路近くの公園で短時間休息したり、通勤経路上のお店で飲み物等を購入したあと
の帰宅途中の事故は？ 

Ａ9通勤の途中で経路の近くにある公園で短時間休息する場合や、経路上の店でタバコや
ジュースを購入する場合などの「ささいな行為」を行う場合には、一般的には「逸脱・
中断」とみなされず、「通勤災害」として認められる 

 
Ｑ10：通勤途中で日用品の購入など、日常生活上必要で最小限度の行為をおこない、通常の

通勤経路に戻った後の事故は？  
Ａ10：「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由に

より最小限度の範囲で行う場合には、「逸脱・中断」の例外としてみなされ、合理的
な経路に戻った後は、「通勤災害」として認められる 

 
Ｑ11：帰宅途中に、自宅とは反対方向で長時間食事をして、通常の通勤経路に戻った後の事

故は？ 
Ａ11：「自宅と事業所との往復にともなうささいな行為の域を出ている」とみなされた場合

は、「通勤経路を逸脱後の事故」と判断され、「通勤災害」として認められない 
 
Ｑ12：通勤途中、長時間のウインドーショッピングなど私的理由で通勤経路を中断・逸脱

し、通常の通勤経路に戻った後の事故は？ 
Ａ12：ウインドーショッピングなどの私的行為で、「日常生活上必要で最小限度の行為」に

該当せず、「通勤経路を逸脱後の事故」と判断された場合は、「通勤災害」として認
められない 

 
Ｑ13：休日に、事業所からの緊急の呼び出しを受けて出勤する場合に、自宅を出てから事業

所に到着するまでの事故は？ 
Ａ13：休日に呼び出しを受けて出勤する場合や、予め出勤を命ぜられている場合には、休日

であっても、自宅から現場までの途上は業務遂行中であると解されることから、出勤
途中の事故でも、「業務災害」として認められる 

 
 

※ 上記については一般的な事例です。実際の労災認定は、様々な要素を総合的に勘案して個別
具体的に判断されることになり、上記の回答と異なる結果となる場合がございますのでご
注意ください。  

















     

 

 
 
 
  




