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憲法編 国民主権と憲法改正
法令編 交通事故
Special Topics: 
車の免許取得・売買・貸借

独立行政法人国立高等専門学校機構
弓削商船高等専門学校

ゲスト講師
非常勤講師 弁理士 壬生優子



前回の復習テスト

Moodle

Google Form
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http://moodle2021.center.yuge.ac.jp/
https://docs.google.com/forms/d/14d8DpjKESCxQJecS3BB5c9bXlH528AwMyOFsW3FGVsQ/prefill


今日の講義

憲法編

国民主権と憲法改正

憲法編の教材
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国民主権

憲法

国民
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憲法を作る
人権を守るために

授権・制限

政治に必要な権力を
制限付きで与える

国家権力
権力行使
その福利を
国民が享受

第5回
Review



国民主権と憲法改正

国民は、憲法を作る力を持っている。

国民は、憲法を改正することもできる。

憲法改正には国民投票が必要
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国民主権と憲法改正

第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三
分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提
案してその承認を経なければならない。この承認には、特
別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票
において、その過半数の賛成を必要とする。
② （略）
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Work



「あたらしい憲法」における96条の説明

☸十四 改正
「改正」とは、憲法をかえることです。憲法は、
まえにも申しましたように、國の規則の中で
いちばん大事なものですから、これをかえる
手つづきは、げんじゅうにしておかなければ
なりません。
そこでこんどの憲法では、憲法を改正すると
きは、國会だけできめずに、國民が、賛成か
反対かを投票してきめることにしました。
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☸ 出典:文部省 あたらしい憲法 青空文庫
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html

https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
http://www.aozora.gr.jp/
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html


「あたらしい憲法」における96条の説明(続)

まず、國会の一つの議院で、ぜんたいの議員の三分の二以
上の賛成で、憲法をかえることにきめます。これを、憲法改正の
「発議」というのです。それからこれを國民に示して、賛成か反対
かを投票してもらいます。そうしてぜんぶの投票の半分以上が賛
成したとき、はじめて憲法の改正を、國民が承知したことになりま
す。これを國民の「承認」といいます。國民の承認した改正は、
天皇陛下が國民の名で、これを國に発表されます。これを改正
の「公布」といいます。あたらしい憲法は、國民がつくったもので、
國民のものですから、これをかえたときも、國民の名義で発表す
るのです。
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☸ 出典:文部省 あたらしい憲法 青空文庫
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html

https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
http://www.aozora.gr.jp/
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html


国民主権と憲法改正

日本国憲法の改正手続に関する法律

（趣旨）

第一条 この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲
法の改正（以下「憲法改正」という。）について、国民の承認に係
る投票（以下「国民投票」という。）に関する手続を定めるとともに、
あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。
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Work

通称「国民投票法」

最近のニュース
☸ 2021年5月11日国民投票法の改正案衆院賛成多数で可決。19日参
議院での審議開始、6月16日までの今の国会で成立する見込み。

憲法改正に必要な国民投票の具体的な
手続きを定めた法律



憲法改正国民投票の流れ
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出典：総務省ウェブサイト国民投票制度 >資料提供
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html

https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html


憲法改正国民投票の流れ
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出典：総務省ウェブサイト国民投票制度 >資料提供
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html

https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html


憲法改正国民投票の流れ
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出典：総務省ウェブサイト国民投票制度 >資料提供
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html

https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html


日本国憲法は制定以来、改正したことがない
☸第二次世界大戦後（1945年から2014年3月まで）に行われた
世界の憲法改正（新憲法の制定を含む。）の回数

– アメリカは6回
– カナダは1867年憲法法が17回、1982年憲法法が2回
– フランスは27回
– ドイツは59回
– イタリアは15回
– オーストラリアは5回
– 中国は9回
– 韓国は9回
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日本も改正すべき？
▶内容が大事

☸ 改正が、憲法の理念に関わる内容ならば、
本質をしっかり見極め慎重に判断すべき。

出典：国立国会図書館 諸外国における戦後の憲法改正【第4版】
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8624126_po_0824.pdf?contentNo=1

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8624126_po_0824.pdf?contentNo=1
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8624126_po_0824.pdf?contentNo=1


改憲問題を考える3つの視点
☸改憲論はあくまでも法的な問題としてとらえる。

– 感情論や観念論にしない。
– 憲法は国民を縛る道具ではなく国家権力への歯止めである

☸誰が、どのような目的で、どんな改憲を行おうとしているのかを、
見極める。

– その改憲によって誰が得をするのか、それによって自分たちの生活が今より
幸せになるのか、具体的に考える

☸歴史的な視点と地球規模の視野を持ちながら、自らの問題と
して主体的に考えることが大切

– 先人たちが多くの血と汗を流して獲得したのが、個人の尊重を至上価値
とする憲法。それを私たちの世代で簡単に放棄することは許されない。
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出典：伊藤真 「高校生からわかる 日本国憲法の論点」 トランスビュー



各政党の憲法改正に関する考え
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自由民主党
自民党の憲法改正に関する資料
日本国憲法改正草案 2012年
日本国憲法改正草案Q&A 2013年
憲法改正に関する議論の状況について 2018年

公明党 公明党の憲法改正 2013年
憲法改正について 2016年

日本維新の会 「おおさか維新の会」 憲法改正原案公開 2016年

国民民主党 シン・憲法改正草案骨子(素案・たたき台) 2020年

日本共産党 憲法施行７４周年にあたって 2021年

*参考
日本弁護士連合会 憲法改正の何が問題なの？
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/constitution_issue/matter.html

https://constitution.jimin.jp/document/
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf
https://constitution.jimin.jp/document/discussion/
https://www.komei.or.jp/campaign/sanin2013/ig/
https://www.komei.or.jp/campaign/sanin2016/topics/constitution/
https://o-ishin.jp/news/2016/03/26/2703.html
https://new-kokumin.jp/news/policy/2020_1127_3
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/05/post-873.html
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/constitution_issue/matter.html
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/constitution_issue/matter.html


政党の憲法改正案をみてみよう
☸現行法

第九十六条この憲法の改正は、各議
院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案し
てその承認を経なければならない。この
承認には、特別の国民投票又は国会
の定める選挙の際行はれる投票におい
て、その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経
たときは、天皇は、国民の名で、この憲
法と一体を成すものとして、直ちにこれ
を公布する

☸自民党改正案

第百条この憲法の改正は、衆議院
又は参議院の議員の発議により、両
議院のそれぞれの総議員の過半数の
賛成で国会が議決し、国民に提案し
てその承認を得なければならない。こ
の承認には、法律の定めるところによ
り行われる国民の投票において有効
投票の過半数の賛成を必要とする。
２憲法改正について前項の承認を
経たときは、天皇は、直ちに憲法改
正を公布する
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誰が、どのような目的で、どんな改憲を行おうとしているのか？



今日の憲法編 まとめ

改憲問題を考える3つの視点

1. 改憲論はあくまでも法的な問題としてとらえる。

2. 誰が、どのような目的で、どんな改憲を行おうとしてい
るのかを、見極める。

3. 歴史的な視点と地球規模の視野を持ちながら、自ら
の問題として主体的に考えることが大切。
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今日の講義

法令編
第1章 日常生活とアクシデント
1 交通事故

• 不法行為と民法・自賠法

Special Topics: 

車の免許取得・売買・貸借

法令編の教科書
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目次

0. 愛媛県警察の紹介
1. 交通事故
① 事故にあったとき、どう対応したらよいだろうか？

2. Special Topics
① 免許を取得したら

② 車の売買、貸し借り
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国の警察機構図
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内閣総理大臣

国家公安委員会

警察庁

地方機関 内部局

長官官房 生活安全 刑事局

組織犯罪対策部

交通局 警備局

外事情報部 警備運用部

情報通信局

附属機関

第5回
Review

出典：警察庁ウェブサイト 警察のしくみ 国の警察機構図 に基づき作成

https://www.npa.go.jp/about/overview/img/R3_kuni_kikouzu.pdf


愛媛県警察
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愛媛県知事

愛媛県公安委員会

愛媛県警察本部

警察署

交番
その他の派出所 駐在所

県警察学校 総務室 警務部 生活安全部 刑事部 交通部 警備部

出典：愛媛県警察ウェブサイト警察の仕組み に基づき作成

https://www.police.pref.ehime.jp/profile/sikumi.html


愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例
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（県民の責務）
第４条 県民は、自転車の安全な利用について理解を深め、歩行者、自転車及び
自動車等が共に道路を安全に通行することができる環境が形成されるようにそれ
ぞれの立場で努めなければならない。
２県民は、県が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう
努めなければならない。
県民の責務として、歩行者・自転車・自動車等がお互いの立場を思いやる気持ち
を基本として共有する、いわゆる「シェア・ザ・ロード」の推進を定めたもの。
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日本国憲法前文が示す思いやりの精神をもって暮らそう
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫
のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保
し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主
権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託
によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、そ
の福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に
基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚す
るのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持
しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除
去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界
の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認す
る。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ
て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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e-GOV

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=%E6%86%B2%E6%B3%95
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交通事故発生！



C君はどう対応すればよかったのだろうか

☸ C君は、バイクで交差点を直進しようとしたところ、左折しようとしたトラックに接触
した。

☸ C君は道路に投げ出されてバイクのミラーが壊れたが、トラックもすぐに急停止した
ので、それだけで済んだ。立ち上がったC君は、少しめまいがしたが、肘を擦りむい
たほかはとくにに外傷はなさそうだった。

☸ トラックの運転手が「大丈夫か」と聞いてきたが、C君に大した怪我もなさそうだと
見ると、「これで修理もできるよな」といって1万円札を何枚か差し出した。

☸ C君は気が動転していたので、その数万円を受け取って「大丈夫です」と答えた。
トラックはそのまま走り去った。

☸ C君は家までバイクで帰ったが、帰宅後気分が悪くなって入院することになった。
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Work



事実確認
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☸ C君は、バイクで交差点を直進しようとしたところ、左折しようとしたトラッ
クに接触した。

☸ C君は道路に投げ出されてバイクのミラーが壊れたが、トラックもすぐに急
停止したので、それだけで済んだ。立ち上がったC君は、少しめまいがし
たが、肘を擦りむいたほかはとくにに外傷はなさそうだった。

Work

問１．どんな事故が発生したが？

問２．被害状況は？

回答例：同一方向に走行中のバイクと左折トラックの接触事故

回答例：バイクの一部損傷とC君のかすり傷



C君はどう対応すればよかったのだろうか
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☸ トラックの運転手が「大丈夫か」と聞いてきたが、C君に大した怪我もなさそうだ
と見ると、「これで修理もできるよな」といって1万円札を何枚か差し出した。

☸ C君は気が動転していたので、その数万円を受け取って「大丈夫です」と答え
た。トラックはそのまま走り去った。

☸ C君は家までバイクで帰ったが、帰宅後気分が悪くなって入院することになった。

Work

問3． C君はどう対応すればよかったのだろうか？
回答例：事故を警察へ届出、事故証明を取得する。
道路交通法72条上の義務 保険請求時に必要

(保険会社が手配する場合が多い)

問4． C君に後遺症が残った場合、
トラック運転手に問われる罪は？
回答例：届出義務違反, 不法行為に基づく損害賠償請求



警察への通報 110番

前期6 年法学2021 29
出典：愛媛県警察ウェブサイト 110番のしくみ

尋ねられる順番に
冷静に答えていけ
ば大丈夫

http://www.police.pref.ehime.jp/tsushinshirei/110ban.htm


道路交通法
（交通事故の場合の措置）
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の
運転者その他の乗務員（以下この節において「運転者等」という。）は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を
防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当
該車両等の運転者（運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないと
きは、その他の乗務員。以下次項において同じ。）は、警察官が現場に
いるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警
察署（派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。）の警察
官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における
死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の
程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故につ
いて講じた措置を報告しなければならない。
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Worke-GOV

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105


道路交通法

（目的）
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他
交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障
害の防止に資することを目的とする。
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Worke-GOV

道路交通法は最も頻繁に改正される法律の一つ ▶改正履歴

「道路交通法」の目的は、道路交通の危険・障害の防止

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000052161


交通事故の届出義務
 Q1 なぜ届出義務を課したか？

‒ A1 事故後のトラブルを回避するため

 Q2 軽傷だし「警察に言わないでくれ」、と相手に言われたらどうする？
‒ A2 断り、警察へ届け出る。
 もめたら警察に相談してもよい（民事的なことのアドバイスも）

 Q3 なぜ警察に届出なければならない？
‒ A3 道路交通法上の義務であるから（72条）。そのほかに、、
 万が一の後遺症に対応できる。証拠を残す。▶後のトラブル回避
 保険金請求のための事故証明の取得には届出が必要
 ふっかけられたりしたときにも対応ができる
 ひき逃げ＝人身事故 ▶ 救護措置義務違反
 当て逃げ＝物損事故 ▶ 交通事故の不申告
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交通事故証明書（事故証明）

☸交通事故に遭遇
し、保険会社に保
険金を請求する
場合は、さまざま
な書類の提出が
必要となります。

☸ 交通事故証明書
は、その必要書類
の1つ。
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出典：自動車保険会社アクサダイレクトウェブサイト

https://www.axa-direct.co.jp/auto/guide/useful/traffic-accident-certificate.html


交通事故証明書（事故証明）

☸交通事故証明書とは、自動車安全運転センターが
交付する、交通事故の事実を証明する書類です。
警察から提供された証明資料にもとづいた内容が記
載されるため、警察への届出のない事故については、
交通事故証明書は発行されません。
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出典：自動車保険会社アクサダイレクトウェブサイト

https://www.axa-direct.co.jp/auto/guide/useful/traffic-accident-certificate.html


保険とは？

☸将来起こるかもしれない危険に対し、予測される事故発生の確
率に見合った一定の保険料を、加入者が公平に分担し、万一の
事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた、助け合いの
制度

☸保険制度のしくみ
① 契約者が保険会社に保険料を支払う
② 保険会社は、契約者から集めた保険料を運用・管理
③ 契約者に万が一（事故）が発生した際、保険会社より受取人/相続人

に保険料が支払われる
④ あなたの保険料が、どこかでだれかを助け、あなたも助けられる
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出典：一般社団法人日本損害保険代理業協会ウェブサイト
イオンの保険相談 保険マーケットウェブサイト

参考

https://www.nihondaikyo.or.jp/general02-02
https://www.hokenmarket.net/basic/
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105


自動車の保険

もし交通事故で他人を死傷させてしまった場合は、被害
者やその家族を悲惨な生活に陥れるばかりでなく、加害
者も高額な賠償責任を負うことになる。

自動車保険は、保険金の支払いによって加害者の賠償
資力を確保するばかりでなく、対人・対物賠償事故におい
て損害保険会社による示談交渉サービスを提供しており、
被害者と加害者との紛争の解決においても社会的に極
めて重要な役割を果たす。
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出典：一般社団法人日本損害保険代理業協会ウェブサイト

https://www.nihondaikyo.or.jp/general02-02


自動車の保険

☸自賠責保険
– 自動車を使用する際に契約が義務付けられているもの
– 対人事故の場合のみ、一定の金額の範囲内で保険金
が支払われる。運転者自身のケガや、モノへの補償はな
い。

☸任意保険(自動車保険)
– 自賠責保険では補償されない部分(運転者自身のケガ
や、モノ)を補償
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出典：一般社団法人日本損害保険代理業協会ウェブサイト

https://www.nihondaikyo.or.jp/general02-02


自賠責保険と任意保険(自動車保険)
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出典：ソニー損保ウェブサイト

https://www.nihondaikyo.or.jp/general02-02


不法行為とは

☸不法行為

– わざと、またはうっかり、他人の権利を侵して損害を与えたら、
相手の損害を賠償する責任が生まれる行為。

☸不法行為に基づく損害賠償

– 損害の正当な填補、穴埋め
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損害賠償は罰金ではない
違法な行為を犯罪として処罰する刑事責任
反社会的行為者に対する制裁

事例

第5回
Review

https://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/kouhou/kankoubutsu/leaflet/index.files/3_roudou_r2.pdf


不法行為とは

☸不法行為の具体例

– 事実的不法行為・・・交通事故や公害など

– 取引的不法行為・・・営業利益の侵害とか契約の横取り

☸賠償の対象となる損害

– 財産的な損害 >金銭による賠償

– 精神的な損害 >慰謝料、謝罪広告など名誉回復処分
＝名誉棄損
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第5回
Review
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自分が事故にあったら
どうしたらいいだろう？



交通事故にあったら
☸交通事故は届出義務▶道路交通法

– 警察へ届出110番

– 保護者、学校へ連絡

☸交通事故でけが人が出た場合
① 救急車の手配119番

② 被害者の救護、安全を確保、被害者につきそう
• メールや電話に夢中にならず、目の前の被害者に寄り添い、声かけなどしましょう

• 被害者の気持ちになって行動するようにしましょう
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こんな場合も交通事故の届出が必要？
☸ ヒトじゃなく公共物にぶつかったときは

– 必ず届出ましょう

☸ 自転車・歩行者の場合
– 被害状況に応じて常識的に判断すべき？

☸ 自分の家にぶつかったら？
– 保険金請求するなら届け出る

☸ 現実の対応
– 警察、保険会社へ連絡
– 在学中なら先生・未成年なら保護者にも連絡を
– 常識ある対応をとるようにしましょう
 どこまで請求する？
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交通事故？
☸自転車で電柱にあたってこけた＝自損事故

– 申告の必要性は常識で判断
– 損害賠償請求のために警察届出が必要なときもある

☸自転車で自分でこけた。けがもしなかった。
– 自分で転倒しただけで、被害がなければ、届け出る必要がない
– 他人に損害を与えるなど、被害が生じた場合は弁償すべき
▶警察へ届出が必要

☸自転車で自分でこけた。大きなけがをした。
– 保険金を請求するには、警察へ届出が必要
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交通事故？
☸ガードレールや電柱など公共物を壊した場合▶警察へ届出

– 運転操作のミスなどでガードレールや標識を破損した物損事故では、
特に罰則はない（参考：ソニー損保ウェブサイト ガードレールにぶつかった）。

– 交通事故ではない。器物損害などの犯罪にはならない。

– 弁償責任（債権・債務）を負う

☸駐車場内で車にうっかり傘で傷つけた場合▶警察へ届出
– ちょっと傷ついたなどの相談なら派出所・伯方署へ連絡してもよい。
 駐車場のような私有地であっても、「不特定多数のものが自由に行き交うことが
できる場所」は、道路交通法の規定が適用される場合があります（道路交通法
2条1項1号「一般交通の用に供するその他の場所」）
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https://www.sonysonpo.co.jp/auto/solution/asol016.html


Special Topics

☸車の免許取得
☸車の売買
☸車の貸借
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車の免許を取得したら
☸遵法精神

– 教習所で学んだことを実践し、道路交通法を守りましょう。
– 速度を上げると視野が狭くなるため、安全確認が重要
– 必要な知識をもって、思いやりをもった判断・行動を

☸交通事故には十分注意する
– 家族につらい思いをさせてしまいます。
– 一時停止、忘れずに。車間距離、ちゃんととりましょう。追突注意。
 自転車も車両。道路交通法を守る▶一時停止必要

 自転車も切符処理＝交通違反したら反則金・罰金/行政処分の対象

– 事故を起こすと保険料が上がる
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車の免許を取得したら
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出典：警察庁ウェブサイト 令和２年改正道路交通法関係

参考：
全日本交通安全協会ウェブサイト
道路交通法の改正ポイント

☸道路交通法
– 頻繁に法改正
されるので注意
しましょう。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html
https://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html


車の売り買い

☸所有者の確認
– 車検証に記載の名義人本人またはその人との関係を確認

☸車検の期間を確認
☸名義変更

– 車検証の名義変更手続きを必ず行う (後のトラブルを回避)
– 自賠責保険の名義変更/加入、 任意保険の加入も忘れずに

☸駐車場の確保
☸インターネット上の売買は特に注意

– 信頼できる仲介業者か
– 車の状態確認
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車検証

☸自動車が保安基準
を満たしていることを
証明する書類。

☸法律により車への備
え付けが義務付けら
れています。

☸紛失したらすぐ再発
行手続きが必要。

前期6 年法学2021 50

出典：自動車保険会社アクサダイレクトウェブサイト

https://www.axa-direct.co.jp/auto/guide/useful/traffic-accident-certificate.html


名義変更をしないまま売却した場合の問題は？
☸交通事故・交通違反時の慰謝料や違反金の支払い

– 交通事故や交通違反は、基本的にはその場で運転者が処罰を受けますが、
現行犯ではない場合、車検証上に記載されている所有者に違反通知等が
きます。

– 例えば、一般道や高速道路などに設置されている自動速度取り締まり機な
どでの違反発覚の場合、駐車禁止などの場合など。

– さらに、もし車の新所有者が相手を死なせてしまうような大事故を引き起
こした場合、莫大な慰謝料を前の所有者が支払わなければならなくなる
恐れもある

☸自動車税の納付書申請書が届く
– 基本的に自動車税の納付書申請書は、車検証に記載されている所有者
の元に届くので、売却後も前の所有者に届くことになる。
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出典：グーネットウェブサイト 車の名義変更で良くあるトラブルと注意点

Work

https://www.goo-net.com/kaitori/knowledge/step/008.html


車の維持、貸し借り

☸維持する
– 車検、定期点検

☸友人と車を貸し借りする
– 免許のない人に貸したり、運転させない。

– お酒を飲んでいる人に貸したり、運転させない。
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今日の法令編+Special Topics まとめ

☸事故にあったら、まず警察に事故を届出る。
☸保険金の請求には、交通事故証明書が必要。
☸加入義務のある「自賠責保険」の保険料支払いは対人事
故に限られます。運転者自身のけがや物損などにも保険料
が支払われるよう「任意保険」にも加入しましょう。

☸車の所有者、点検状況は、車検証で確認する。
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小テスト

Moodle

Google Form
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https://moodle2021.center.yuge.ac.jp/
https://docs.google.com/forms/d/1MdzTFuVKq9gDU6xU6PlvFgKNO722Y93VCHF6J76Fmbw/prefill


参考

☸教科書 池田 真朗ほか 「法の世界へ」第8版 有斐閣アルマ

☸ 副教材 楾 大樹 「檻の中のライオン」 かもがわ出版

☸参考書 生駒正文・高田富男 編者 「ガイドブック 法学」改訂版 嵯峨野書院

授業で利用したツール・参考資料

☸法令検索 e-GOV

☸参考図書 伊藤真 「高校生からわかる 日本国憲法の論点」 トランスビュー

☸一般社団法人日本損害保険代理業協会ウェブサイト

前期6 年法学2021 55

https://elaws.e-gov.go.jp/registdb/
https://www.nihondaikyo.or.jp/general02-02


おつかれさまでした！

佐島の南端、長磯前にあるMots Land(モッツランド)は、アウトドアを楽しむ場所としても開発中
で、これまでもいろいろイベントを行ってきました。これは、焚火を作って、竹を使ったバウムクーヘンづ
くり。一層ずつ生地を塗っては焼くを繰り返すと1時間弱でこのような見事なケーキが出来上がり。
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法学講義資料はhttps://m-ip.infoのSTUDY ROOMに掲載。自習にお役立てください。

https://m-ip.info/


道路交通法などの講義は約６年ぶり（？）くらいであったがそれなりに
覚えていることなどあって良かったと思った。

講
義
で
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
？
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Thank you for your attention!

ご清聴ありがとうございました。
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