
住所

氏名 生年月日

　運転中　　（車種：　　　　　　　　　　　            ）

　同乗中　　（車種：　           　  　　　　　       ）

　歩行中・その他　　

（　　　　　 　　　　　　　                  ）

　

㊞

　　　　　（受傷者が未成年の場合は親権者との連名で記入して下さい）

　　CC 　　　上記申立てに相違ないことを証明します。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

　　住　　所　　

　　電　　話

　　氏　　名 ㊞

　　　　　（証明者が未成年の場合は親権者との連名で記入して下さい）

　　この証明書が事実に相違しているときは見舞金の返還を請求されても異議ありません。

　　上記のとおり確認したことを証明します。

支部長 印

　事故状況　（詳細にご記入下さい）

事故発生場所

　

自動車安全運転センターの交通事故証明書がない理由

事故発生年月日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　午前　・　午後　　　　　時　　　　　　　分頃

＊運転中又は同乗中の
場合は車種を記入

受傷者の事故態様

交　通　事　故　申　立　書

受傷者
　明 ・ 大 ・ 昭  ・ 平　　　　年　　　月 　　　日　（ 　　 歳 ）

　　　私の事故は、上記記載のとおり事実に相違ありません。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

 

　（見舞金請求者と同じ）

青森県交通災害共済組合管理者　　殿

　　　　氏　　　名

※証明者は受傷者との利害関係の無い第三者に限ります。

平成　　　　年　　　　月　　　　日 青森県交通災害共済組合　　　　　　　支部

交通事故に関して確認したいことが発生した場合、
組合からご連絡させていただくことがございますので、
平日の日中に連絡がつく番号を記入して下さい。

見舞金受領権者氏名

受傷者との関係 目撃者　・　同乗者　・　勤務先　・　その他（　　　　　    　　　  　　　　　　　　　　　　　）

受傷者の車両

平成　　　　年　　　　月　　　　日

   相手方の車両

㊞

事故現場見取図

車両番号

飲　    酒 有　 ・ 　無

免許証の種類

免許証番号

免許証 有 　・ 　無

相手方の事故態様

  受傷者が「運転中」である時、下の欄を記入して下さい。

*運転中の場合は車種を記入

　　歩行中　・　その他 （　　　　　　　　　　　　　                             ）

証明者   

（自転車の場合も飲酒の有無を○で囲んで下さい。）

　　運転中　（車種　：　　　　　　　　　　　　　　　                     　      ）

排気量

自賠責保険証明書番号

自賠責保険契約会社

joho120777user
タイプライターテキスト
三沢市桜町一丁目１－３８

joho120777user
タイプライターテキスト
三　沢　太　郎

joho120777user
タイプライターテキスト
三沢市○○町○丁目○番地○号

joho120777user
タイプライターテキスト
通勤途中、対向車の車を避けようとしたら、側溝にハンドル操作を誤って縁石にのりあげてしまい転倒した。

joho120777user
タイプライターテキスト
その日は、そのまま帰ったが数日後に痛みが出てきたため病院へ行った。

joho120777user
タイプライターテキスト
単独の転倒だったので、警察に届出なかった。

joho120777user
タイプライターテキスト
三　沢　太　郎

joho120777user
タイプライターテキスト
山　田　次　郎

joho120777user
タイプライターテキスト
三　沢　太　郎

joho120777user
タイプライターテキスト
三沢市○○町○丁目○番地○号

joho120777user
タイプライターテキスト
○○○-○○○○－○○○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
中央公園

joho120777user
タイプライターテキスト
駐車場

joho120777user
タイプライターテキスト
青森銀行

joho120777user
タイプライターテキスト
三沢市役所

joho120777user
長方形

joho120777user
長方形

joho120777user
多角形

joho120777user
折れ線

joho120777user
折れ線

joho120777user
折れ線

joho120777user
折れ線

joho120777user
長方形

joho120777user
タイプライターテキスト
三沢市公会堂

joho120777user
多角形

joho120777user
タイプライターテキスト
青森銀行

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
楕円

joho120777user
楕円

joho120777user
楕円

joho120777user
タイプライターテキスト
原付自転車

joho120777user
楕円

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
タイプライターテキスト
○○

joho120777user
楕円

joho120777user
タイプライターテキスト
友人

joho120777user
タイプライターテキスト
記入例

joho120777user
長方形

joho120777user
長方形

joho120777user
タイプライターテキスト
※必ずボールペンまたはインク等で記入し、消せるボールペン等は使用しないでください。

joho120777user
長方形

joho120777user
タイプライターテキスト
自転車の運転中や未成年者の場合も必ず記入してください。

joho120777user
線

joho120777user
長方形

joho120777user
タイプライターテキスト
事故現場が特定できるよう近隣の建物等詳細を記入してください。

joho120777user
線

joho120777user
楕円

joho120777user
楕円

joho120777user
楕円

joho120777user
楕円

joho120777user
タイプライターテキスト
12345678999

joho120777user
タイプライターテキスト
普通免許

joho120777user
タイプライターテキスト
八戸あ3457

joho120777user
タイプライターテキスト
50

joho120777user
タイプライターテキスト
○○保険株式会社

joho120777user
タイプライターテキスト
ABC9876-5

joho120777user
タイプライターテキスト
三　沢　花　子

joho120777user
線

joho120777user
長方形

joho120777user
タイプライターテキスト
※証明者は親族以外の人に限ります。

joho120777user
タイプライターテキスト
三沢

joho120777user
タイプライターテキスト
三沢

joho120777user
タイプライターテキスト
山田




