ニュース!

歩行者が重大な怪我を負う自転車事故が相次いでいることから、福岡県
では自転車の損害賠償責任保険への加入を義務化するため、条例が改正さ
れました。2020年10月1日から、自転車利用者は自転車損害賠償責任保
険へ加入することが義務となります。
福岡県では2019年に4,000件以上の自転車事故が発生しており、その
うち、歩行者が怪我をした事故は117件ありました。
改正条例では何ら罰則は設けられていませんが、事故を起こせば非常に
大きな賠償金があなたに課せられるおそれがあります。
* 条例の目的に照らし、ここでいう保険とは他者の死亡や身体への損害を賠
償することができる内容のものを指します。

自転車事故での高額な損害賠償の例
男子小学生が夜間に帰宅中、女性歩行者と正面衝突し、女性歩行者は意識不明となった。

男子高校生が自転車で道路を斜めに横断し、自転車と衝突した。
相手の自転車の運転手は、事故の後遺症により、言語機能障害を負った。

男性が自転車で片手運転（ペットボトルを握っていた）し、速度を落とすことなく坂道を下っていた
ところ、横断歩道を渡っていた女性歩行者と衝突した。
女性は頭部に重傷を負い死亡した。

会社員が赤信号で道路を渡っている時に、横断歩道を渡っていた女性歩行者と衝突した。
女性は頭部に重傷を負い死亡した。

子供が自転車を運転する場合には、
保護者が保険に加入しておきましょう

福岡県警察

自転車損害賠償責任保険への加入状況をチェックしてみましょう
自転車に乗っている時の事故で他人を死亡させたり身体的な損害を与えた場合に賠
償ができる保険に加入していますか？
* 点検整備した自転車に貼られる「ＴＳマーク」もこれに該当します

はい

いいえ

わからない
TSマーク

自転車保険、傷害保険、火災保険のいずれかに加入していますか？

はい

いいえ

わからない

共済保険や、各種団体保険（職場で加入する保険やＰＴＡ保険な
ど）のいずれかに加入していますか？

わからない

いいえ

自転車損害賠償保険等に相当する補償が基本補償または特約としてついてい
ますか？
* 特約の名称は「日常生活賠償特約」や「個人賠償責任特約」など、保険会社によって異なり
ます
* クレジットカードにも自転車損害賠償責任保険が付帯していることがあります

はい

わからない

すでに自転車損害賠
償責任保険等に加入
しています。

いいえ

ご加入の保険会社にご確認ください。
*相当する補償がついていない場合には
自転車損害賠償責任保険への加入が必
要となります

自転車損害賠償責
任保険等への加入
が必要です。

自転車損害賠償責任保険取扱事業者一覧

出典：福岡県ホームページ

事業者名

連絡先

事業者名

連絡先

一般財団法人
福岡県交通安全協会

0570-031965

三井住友海上

0120-933-504

au損害保険株式会社

0800-700-0600

公益財団法人
日本交通管理技術協会

03-3260-3621

損害保険ジャパン
株式会社
日新火災海上保険
株式会社
こくみん共済ｃｏｏｐ
＜全労済＞福岡

0120-238-381
0120-17-2424
0120-220-220

共栄火災海上保険
株式会社
楽天損害保険
株式会社
あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社

福岡県警察

0120-719-112
0120-560-650
0120-101-101

News!

To cyclists:
A prefectural ordinance requiring cyclists to buy liability insurance before
they actually ride on the road has just been set, and it will be executed starting
October 1, 2020. This ordinance is to tackle the problem of growing number of
bicycle accidents comprising traffic accidents and other types of accidents,
frequently injuring pedestrians.
In 2019, more than 4,000 accidents involving cyclists occurred.
Among such accidents, pedestrians sustained injuries in 117 cases.
The prefectural ordinance does not stipulate punishment, but, in a case that
you as a cyclist should cause a heavy accident injuring pedestrians, you would
be paying a large amount of compensation.
* For the purposes of this amendment, insurance means a service that compensates for death and
physical damage to the others.

Precedents of compensations: How much you might have to pay in
compensation if you should injure a person in a bicycle accident?
An elementary school boy who were on his way home by bicycle at night collided head‐on with a
female pedestrian. The victim lost her consciousness.

A high school student who crossed a road riding his bicycle collided with another cyclist.
Due to the aftereffect of the accident, the victim had a speech disorder.

A male cyclist who was riding his bicycle holding the steering with one hand while holding a
plastic bottle with the other hand, went down a hill without slowing down, collided with female
pedestrian who was walking on the pedestrian crossing.
The victim died from seriously head injury.

An office worker who crossed a road with a red light collided with the female pedestrian

Buy a bicycle liability insurance for your children.
Parents are responsible for the children's bicycle accidents.

Fukuoka Prefectural Police

Check the status of coverage in your Bicycle Liability Insurance
Does your liability insurance cover property damage, bodily injury,and death(s)
the event that such occurrences should be caused by you?
* "TS" Stickers, showing that the bicycle passed an inspection, are an indication that such bicycles are
safe, and that they are insured.

Yes

No

Not sure
TS (Traffic Safety) Mark

Have you already bought a bicycle insurance, accident insurance or
fire insurance?

Yes

No

Not sure

Have you already bought a mutual aid insurance or group
insurance (such as social insurance or PTA insurance)?

Not sure

No

Does the insurance you already have stipulate a special agreement
covering the equivalent compensation for the accidents which are
covered by the standard bicycle liability insurance?
* Such special agreement is, depending on the insurance company, mentioned using different
names in the contract.
Also, some credit cards cover compensation for bicycle accidets.

Yes
Already bought a
bicycle liability
insurance.

Not sure

No

Scrutinize whether bicycle accidents Buy a bicycle
are compensated.
liability insurance.
* If negative, buy the right one covering
bicycle accidents compensation.

Bicycle Insurance Companies/Groups
Company/Group Name

Contact

Fukuoka Prefecture Traffic
Safety Association

0570-031965

au Insurance Co., Ltd.

0800-700-0600

Sompo Japan Insurance
Inc.
Nisshin Fire & Marine
Insurance Co., Ltd.
Kokumin Kyosai co-op
Fukuoka

0120-238-381
0120-17-2424
0120-220-220

Company/Group Name
Mitsui Sumitomo
Insurance Co., Ltd.
Japan Traffic Management
Technology Association

Kyoei Fire & Marine
Insurance Co., Ltd.
Rakuten General
Insurance Co., Ltd.
Aioi Nissay Dowa
Insurance Co., Ltd.

Fukuoka Prefectural Police

Sources: Fukuoka Prefecture

Contact

0120-933-504
03-3260-3621
0120-719-112
0120-560-650
0120-101-101

