
道路標識カードゲーム遊び方
・カルタ遊び
必要人数　読み手１人、プレイヤー１人以上の人数でおこなう。
使用するもの　取り札（四角い札）、読み札（吹き出しの形の札）

１　取り札を、標識が見えるように床に散りばめ、
　　プレイヤーに見やすくする。
２　読み手が、読み札を読む。
３　プレイヤーはできるだけ早く、読み札にあった
　　取り札を叩く。
　　先に叩いたプレイヤーがその札を手に入れる。
４　全ての読み札、取り札がなくなるまで繰り返す。
５　より多くの取り札をとった方の勝ち。　

・神経衰弱
必要人数　プレイヤー２人以上
使用するもの　取り札２セット（緑背景・桃背景の四角い札）

１　取り札を、２セット使用する。ふせた状態で
　　よく札を混ぜ、重ならないように全部テーブルや
         床に広げる。
２　じゃんけんをし、負けた人からスタートする。
３　プレイヤーは好きな２枚をその場で表に向ける。
４　２枚が同じ標識であればその札を手に入れ、もう
　　一度プレイできる。
５　２枚が違う標識であれば、札を元どおりに伏せて
　　次のプレイヤーの順番となる。
６　全ての取り札がなくなるまで繰り返す。
７　より多くの取り札をとった方の勝ち。

カルタ遊び 神経衰弱

遊び方説明書
　　入り

箱

中身

神経衰弱用

カルタ用



通行止通行止

二輪の自動車以外の
自動車通行止め

自転車専用

通行止め 車両通行止め 車両侵入禁止 駐車禁止・駐車余地

駐停車禁止 歩行者専用 徐行 一時停止

歩行者通行止め 歩行者横断禁止

┣形道路交差点あり十形道路交差点あり ┫形道路交差点あり

Y形道路交差点あり 右（又は左）屈曲あり 右（又は左）方屈折あり 右（又は左）方背向
屈曲あり

自転車及び歩行者専用



信号機あり

その他危険 横断歩道

大型貨物自動車等
通行止め

大型乗用自動車等
通行止め

自転車通行止め 車両（組合せ）
通行止め

大型・普通自動二輪車
二人乗り通行禁止

二輪の自動車以外の
自動車通行止め

許可車両専用 一方通行

右 (又は左 ) 
方背向屈曲あり

右 ( 又は左 )
 つづら折りあり

学校、幼稚園
保育園等あり

二輪の自動車
原動機付自転車通行止め

自転車以外の 軽車両
通行止め

原動機付自転車
車の右折方法（二段階）

安全地帯

自転車一方通行

安全地帯

タイヤチェーン
を取り付けていない
車両通行止め



原動機付自転車
車の右折方法

環状の交差点に
おける右回り通行

踏切あり

この標識より先、車両と路面
電車は徐行しなければいけな
い ( 徐行とは、すぐに停止が
可能な速度 )

動物が飛び出す
恐れあり

平行駐車 直角駐車 斜め駐車 時間制限駐車区間

危険物積載車両
通行止め

警笛鳴らせ 最大幅

最高速度 最低速度

重量制限

高さ制限 路面凹凸あり

合流交通あり 道路工事中 ロータリーあり 車線数減少



合流交通あり 道路工事中 ロータリーあり 車線数減少

幅員減少 二方向交通 上り急勾配あり 下り急勾配あり

横風注意 すべりやすい 落石のおそれあり 並列可

軌道敷内通行可 駐車可 停車可 優先道路

中央線 停止線 自転車横断帯 横断歩道・
自転車横断帯



車両 進入禁止 車両通行止め 通行止め
通行止通行止 駐停車禁止

駐車禁止
　・駐車余地 歩行者専用 徐行 一時停止

歩行者通行止め 歩行者横断禁止 二輪の自動車
以外の自動車
通行止め

自転車専用

自転車及び
歩行者専用

十形道路
交差点あり

┫形道路
交差点 あり

Ｔ形道路 
交差点あり

Ｙ形道路 
交差点あり

右 ( 又は左 ) 方
屈曲あり

右 ( 又は左 ) 方
屈折あり

右 ( 又は左 ) 方
背向屈曲あり

全ての歩行者、車両（自動車・
軽車両・原動機付自転車）、路
面電車の通行ができない

車両（自動車・軽車両・原動機付
自動車）の通行ができない

車両（自動車・軽車両・原動機付
自動車）の侵入ができない

駐車・停車ができない(上部の
数字は駐停車禁止の時間帯)

駐車ができない(５分以内の荷
物の積み下ろし・人の乗車のた
めの停止・運転者がすぐ運転で
きる状態等の停止は可能)

歩行者以外は通行できない この標識より先、車両と路面
電車は徐行しなければいけな
い ( 徐行とは、すぐに停止が
可能な速度 )

この先にある停止線では、直
前で一時停止しなければいけ
ない ( 停止線がない場合は標
識の前で一時停止 )

この標識より先、歩行者は通
行出来ない

この標識より先、歩行者は横
断出来ない

歩行者、原動機付自転車、軽
車両などは通行はできない

自転車道や自転車専用道路で
あることを示しており、
普通自転車以外の車と歩行者
以外は通行できない。

自転車と歩行者以外は通行で
きない

前方に十形の道路交差点が
あることを示す標識

前方に┣形または┫形の道路
交差点があることを示す標識

前方に T形の道路交差点があ
ることを示す標識

前方に T形の道路交差点があ
ることを示す標識

前方に右方または左方の屈曲
があることを示す標識

前方に右方または左方の屈曲
があることを示す標識

標識の先に、最初は右のカー
ブがあり、すぐその先に左の
カーブがある蛇行した道があ
ることを示す標識



タイヤチェーン
を取り付けていない
車両通行止め

許可車両
専用 一方通行 自転車

一方通行
原動機付自転車
車の右折方法
（二段階）

標識の先に、最初は右のカーブ
があり、すぐその先に左のカー
ブがある蛇行した道があること
を示す標識

標識の先に、右カーブから始ま
る、連続していくつにも折れ曲
がって続く坂道急カーブがある
ことを示す標識

前方に学校や幼稚園、保育園が
あることを示す標識

前方に信号機があることを示
す標識

標識の先で、その他の警戒標
識では表せない警戒するべき
ことがあることを示す標識

標識の位置に、横断歩道があ
ることを示す標識

標識の位置に、路面電車に乗
降する人や、道路を横断する
歩行者のために作られた島状
の安全地帯があることを示す

二輪の自動車以外の自動車が
通行できない

大型貨物自動車と大型特殊自
動車、特定中型貨物自動車の
み通行ができない

大型乗用自動車（大型バス等）、
特定中型乗用自動車（マイク
ロバス・中型バス等）のみ通
行できない

二輪の自動車（大型自動二輪
車・普通自動二輪車）と原動
機付自転車は通行できない

自転車以外の軽車両（リヤ
カー・馬車・荷車等）のみ通
行できない

自転車は通行できない 標識に表示されている車両は
通行できない ( 左の標識は自
動車と二輪車 )

大型自動二輪車・普通自動二
輪車の二人乗り通行ができな
い ( 側車付のものを除く )

タイヤチェーン（滑りどめ）
を取り付けていない車の走行
の禁止。

標識に表示されている車両は
停車して良いことを表

車は矢印が示す方向にしか通
行できない

自転車は矢印が示す方向にし
か通行できない

原動機付自転車は右折する時
に、交差点の側端に沿って通
行し、二段階右折しなければ
いけない

横断歩道 安全地帯 二輪の自動車以外
の自動車通行止め

大型貨物自動車等
通行止め

大型乗用自動車等
通行止め

二輪の自動車
原動機付自転車
通行止め

自転車以外の 
軽車両通行止め

自転車通行止め 車両（組合せ）
通行止め

大型自動二輪車 
及び普通自動二輪車 
二人乗り通行禁止

右 ( 又は左 )
 方背向屈曲あり

右 ( 又は左 ) 
つづら折りあり

学校・幼稚園
・保育園等あり 信号機あり

その他危険



原動機付自転車
車の右折方法

環状の交差点に
おける右回り通行 踏切あり

平行駐車 直角駐車 斜め駐車 時間制限駐車区間

危険物積載車両
通行止め 警笛鳴らせ 重量制限 高さ制限

最大幅 最高速度 最低速度 路面凹凸あり

合流交通あり 道路工事中 ロータリーあり 車線数減少

この標識の先にある環状の交差
点では、右回り通行しなければ
いけない

前方に、踏切があることを示す
標識

道路に動物が飛び出すおそれ
があることを示す標識(シカ以外
にもサルやキツネ、クマなどの
ものがある)

この標識がある駐車スペースに
は、道路の側端に対して平行に
駐車しなければいけない

この標識がある駐車スペースに
は、道路の側端に対して斜めに
駐車しなければいけない

指定時間外では駐車ができな
い ( 左画像の場合は８～20 時
の間のみ 60 分間だけ停車可
能 )

火薬類・爆発物・毒物・劇物
などの危険物を積載した車両
は通行できない

この標識がある場所では、車
両や路面電車は警音器（クラ
クション）を鳴らさなければ
いけない

総重量が標識の重量制限を超
える車両は通行できない

標識に示された高さ制限を超
える車両は通行できない

標識に示された最大幅を超え
る車両は通行できない

標識に示された最大速度を超
える速度で車は走行できない

標識に示された最低速度を下
回る速度で車は走行できない

標識の先の路面が、でこぼこ
道であり凹凸がある事を示す
標識

前方に合流交通があることを
示す標識

前方に右方または左方の屈曲
があることを示す標識前方の
道路が工事中であることを示
す標識

前方にロータリーがあること
を示す標識

前方で車線数が減少すること
を示す標識

この標識より先、車両と路面
電車は徐行しなければいけな
い ( 徐行とは、すぐに停止が
可能な速度 )

動物が飛び出す
恐れあり

この標識がある駐車スペース
には、道路の側端に対して斜
めに駐車しなければいけない

原動機付自転車は右折するとき
に小回り右折しなければいけな
い(小回り右折とは、道路の中央
によって右折すること)

は似ているが
止める角度が違う。

は似ているが
止める角度が違う。

は似ているが
止める角度が違う。

は似ているが
幅の上限を表している。

は似ているが
高さの上限を表している。

は似ているが
最低速度を表している

は似ているが
最高速度を表している



幅員減少 二方向交通 上り急勾配あり

横風注意 すべりやすい 落石のおそれあり 並列可

軌道敷内通行可 駐車可 停車可 優先道路

中央線 停止線 自転車横断帯 横断歩道・
自転車横断帯

合流交通あり 道路工事中 ロータリーあり 車線数減少

走行中の道路が、車線（センタ
ーライン）や中央分離帯が設け
られていない対面通行の道路
であることを示す標識

標識の先に、急な上り坂がある
ことを示す標識(標識の数字は
勾配を示す)

標識の先に、急な下り坂がある
ことを示す標識(標識の数字は
勾配を示す)

50～100ｍほど先、強い横風が
吹く可能性があることを示す標
識

標識の先の路面が、飛砂や雨、
凍結などの影響によって、すべ
りやすい（スリップしやすい）状
態にあることを示す標識

自転車が２台まで並んで通行
することができることを示す
標識

自動車が軌道敷内を通行でき
ることを表す標識 ( 補助標識
で指定がある場合はその指定
の車両のみ )

車両が駐車、または停車する
ことが可能であることを示す
標識

車両が停車することが可能で
あることを示す標識

標識の道路が優先道路である
ことを示す標識

標識の真下の位置が道路の中
央線であることを示す標識

標識の位置が、車両が停止す
る時の位置であることを示す
標識

標識の位置に、自転車横断帯
があることを示す標識

標識の位置に、横断歩道と自
転車横断帯があることを示す
標識

前方に合流交通があることを
示す標識

前方に右方または左方の屈曲
があることを示す標識前方の
道路が工事中であることを示
す標識

前方にロータリーがあること
を示す標識

前方で車線数が減少すること
を示す標識

下り急勾配あり

標識の先に、山や崖の上から
石が落ちてくる可能性がある
箇所があることを示す標識

前方で道幅が狭くなることを示
す標識

は似ているが
「急な下り坂」の意味となる

は似ているが
「急な上り坂」の意味となる



通行止通行止

幅員減少

上り急勾配あり 下り急勾配あり

通行止め 車両通行止め 車両侵入禁止 駐車禁止・駐車余地

駐停車禁止 歩行者専用 徐行 一時停止

歩行者通行止め 歩行者横断禁止

┣形道路交差点あり十形道路交差点あり ┫形道路交差点あり

Y形道路交差点あり 右（又は左）屈曲あり 右（又は左）方屈折あり 右（又は左）方背向
屈曲あり




