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FM鹿児島～あさCafe～
× 

鹿児島市セーフコミュニティ推進プロジェクト
FM鹿児島【～あさCafe～】 8：20～11：00

1月25日（月）～29日（金）に「あさ Cafe×鹿児島市セーフコミュニティ推進プロ
ジェクト」を展開しました。
リスナーの皆様よりこれまでに経験した「あ !!あぶない !!」「ひやっとした～」と
いうような、けがや事故に関する情報やエピソードを募集し、マップ化しました！

子どもは何でも、口に入れたがる
例えば電池とか！ 45歳 男性

子どもは何でも、口に入れたがる
例えば電池とか！ 45歳 男性

追突にあってしまった！
原因は一時停止無視

29歳 女性

追突にあってしまった！
原因は一時停止無視

29歳 女性

公園から飛び出してくる子ども達…
ヒヤッとさせられます

41歳 男性

公園から飛び出してくる子ども達…
ヒヤッとさせられます

41歳 男性

雪対策をしっかり
しなければいけない

女性

雪対策をしっかり
しなければいけない

女性

雨の日の急ブレーキでスピン
している車を見たことがある、
雨の日は気をつけなければ

39歳 女性

雨の日の急ブレーキでスピン
している車を見たことがある、
雨の日は気をつけなければ

39歳 女性
車の左折に巻き込まれそうになった！
ドライバーの方には十分気をつけてほしい

男性

車の左折に巻き込まれそうになった！
ドライバーの方には十分気をつけてほしい

男性

自転車走行中、信号待ちの車の
ドアが急に開き接触、転倒した
ことがある 36歳 男性

自転車走行中、信号待ちの車の
ドアが急に開き接触、転倒した
ことがある 36歳 男性

ウインカーをつけないで曲がる直前に
なってつける車が多い。後ろを走って
いる車は急ブレーキになりあぶない

44歳 男性

ウインカーをつけないで曲がる直前に
なってつける車が多い。後ろを走って
いる車は急ブレーキになりあぶない

44歳 男性

散歩している時、信号なしの
交差点で横断しようとしたら
徐行せずに車がつっこんでき
てひやっとした 73歳 男性

散歩している時、信号なしの
交差点で横断しようとしたら
徐行せずに車がつっこんでき
てひやっとした 73歳 男性

駐車場で車を駐車したあと、スライドドアを
開け子どもが降りる寸前で、後ろから車が通
り抜けしてすごくびっくりした 37歳 男性

駐車場で車を駐車したあと、スライドドアを
開け子どもが降りる寸前で、後ろから車が通
り抜けしてすごくびっくりした 37歳 男性

駅の構内の階段で、すれ違いざまに
ぶつかりそうになってひやりとする
ことがある 男性

駅の構内の階段で、すれ違いざまに
ぶつかりそうになってひやりとする
ことがある 男性

お年寄りや子どもの
急な横断には

ひやりとさせられる
33歳 女性

お年寄りや子どもの
急な横断には

ひやりとさせられる
33歳 女性

脇見運転で追突したことも、
されたこともある
みんな気をつけましょう

43歳 女性

脇見運転で追突したことも、
されたこともある
みんな気をつけましょう

43歳 女性

脇道から無理に出てくる車には
何度もヒヤッとさせられる

女性

脇道から無理に出てくる車には
何度もヒヤッとさせられる

女性

夜中、高速道路で運転中に急に
睡魔がきてガードレールにぶつ
かりそうになったことがある

45歳 男性

夜中、高速道路で運転中に急に
睡魔がきてガードレールにぶつ
かりそうになったことがある

45歳 男性

雨の夜間運転中は、暗い色の服を
着ている歩行者は見えないことがある

39歳 女性

雨の夜間運転中は、暗い色の服を
着ている歩行者は見えないことがある

39歳 女性

小学生の下校中の列の横を走行中、
ふざけて押したのか車道まで飛び
出してきてひやっとした

33歳 女性

小学生の下校中の列の横を走行中、
ふざけて押したのか車道まで飛び
出してきてひやっとした

33歳 女性

雪道でブレーキを
ゆっくりかけたけど、
なかなか止まらず
ひやっとした

28歳 男性

雪道でブレーキを
ゆっくりかけたけど、
なかなか止まらず
ひやっとした

28歳 男性

自転車などの、まわりを
見ていない車がいてあぶない

32歳 男性

自転車などの、まわりを
見ていない車がいてあぶない

32歳 男性

自分の車が直進、相手の車は右折で、
こちらが優先なのに止まらずに右折
していったのにはひやっとした

39歳 女性

自分の車が直進、相手の車は右折で、
こちらが優先なのに止まらずに右折
していったのにはひやっとした

39歳 女性

路地から止まらずに左折で
でてくる自転車・・あぶない！

男性

路地から止まらずに左折で
でてくる自転車・・あぶない！

男性

夜中に歩いているときに、反射材を
つけていたが無灯火の自転車にぶつかられ

そうになったことが何度かある
自衛のために LED発光の腕章を買った

男性

夜中に歩いているときに、反射材を
つけていたが無灯火の自転車にぶつかられ

そうになったことが何度かある
自衛のために LED発光の腕章を買った

男性

アーケードの中を走る
自転車や雨の日傘を差している
自転車は危ないと思う

女性

アーケードの中を走る
自転車や雨の日傘を差している
自転車は危ないと思う

女性

枕の中身のパイプを鼻に入れて
取れなくなってしまった
それをとるために病院に行かな
くてはいけなかった 女性

枕の中身のパイプを鼻に入れて
取れなくなってしまった
それをとるために病院に行かな
くてはいけなかった 女性

洗濯物を干しているとき、小さい
子どもにドアを閉められ締め出さ
れてしまった 42歳 女性

洗濯物を干しているとき、小さい
子どもにドアを閉められ締め出さ
れてしまった 42歳 女性

ブレーキのついていないローラー
スケートなどで、公道で遊んでい
る子ども達にヒヤッとさせられる

43歳 男性

ブレーキのついていないローラー
スケートなどで、公道で遊んでい
る子ども達にヒヤッとさせられる

43歳 男性

駐車場で子どもが車の間から飛び
出してきて、ひやっとさせられた
ことがある 38歳 女性

駐車場で子どもが車の間から飛び
出してきて、ひやっとさせられた
ことがある 38歳 女性

バイクの運転中、子どもの飛び出
しを避けるため、急ブレーキをか
け転倒したことがある

68歳 女性

バイクの運転中、子どもの飛び出
しを避けるため、急ブレーキをか
け転倒したことがある

68歳 女性

家の玄関まわりで子どもを
遊ばせていたとき、目を離
した隙に道路に飛び出して
びっくりしたことがある

33歳 女性

家の玄関まわりで子どもを
遊ばせていたとき、目を離
した隙に道路に飛び出して
びっくりしたことがある

33歳 女性

前を走るシルバーマークをつけた車が、
方向指示器を出さずに急に車線変更
してきた。気をつけて！ 49歳 女性

前を走るシルバーマークをつけた車が、
方向指示器を出さずに急に車線変更
してきた。気をつけて！ 49歳 女性

対向車のお年寄りが、真ん中の
車線を越えて、自分のところに
走ってきていてヒヤッとしました

女性

対向車のお年寄りが、真ん中の
車線を越えて、自分のところに
走ってきていてヒヤッとしました

女性

義父が、直線道路で
駐車している車に

ぶつかって車は大破に

義父が、直線道路で
駐車している車に

ぶつかって車は大破に

運転中に路側帯の外側に停まっていた
年配の方の単車が突然、道路を横断！
　対向車線にはみ出しながらも
　　正面衝突は回避 38歳 女性

運転中に路側帯の外側に停まっていた
年配の方の単車が突然、道路を横断！
　対向車線にはみ出しながらも
　　正面衝突は回避 38歳 女性

祖母が８０代過ぎてから、
段差につまずいたり、
階段から落ちたことがありました

女性

祖母が８０代過ぎてから、
段差につまずいたり、
階段から落ちたことがありました

女性

高齢になると反応が遅くなるので
歩いていたり運転していると、
こちらに気づいているのかわから
なくてこわい 男性

高齢になると反応が遅くなるので
歩いていたり運転していると、
こちらに気づいているのかわから
なくてこわい 男性道の真ん中で話に夢中になっているところに

車や自転車がきて、ぶつかりそうになったり
して危ないなーと思う 44歳 男性

道の真ん中で話に夢中になっているところに
車や自転車がきて、ぶつかりそうになったり
して危ないなーと思う 44歳 男性

冬場の入浴後の温度差で
倒れる方もいらっしゃって、
高齢者の方の緊急搬送にドキッ

40歳 女性

冬場の入浴後の温度差で
倒れる方もいらっしゃって、
高齢者の方の緊急搬送にドキッ

40歳 女性

すぐそこに横断歩道があるのに
道路を横切るのが怖いです

49歳 女性

すぐそこに横断歩道があるのに
道路を横切るのが怖いです

49歳 女性

高齢者の方が道路を横断する時は、
時間がかかるので運転する側も慎重に !

57歳 男性

高齢者の方が道路を横断する時は、
時間がかかるので運転する側も慎重に !

57歳 男性

祖父母が暮らしていた家は狭く、
急な階段があり祖母が転倒して

骨折しました
一階の方が気づいてくれなかったら

とゾッとします
49歳 女性

祖父母が暮らしていた家は狭く、
急な階段があり祖母が転倒して

骨折しました
一階の方が気づいてくれなかったら

とゾッとします
49歳 女性

突然の急ブレーキや方向指示器を
出さいないで曲がったり、高齢者
の運転にびっくりして危ないこと
が多かったです 女性

突然の急ブレーキや方向指示器を
出さいないで曲がったり、高齢者
の運転にびっくりして危ないこと
が多かったです 女性

交通安全 子どもの安全 高齢者の安全


