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1　概　　　況

(1 )全国の交通事故

●　発生件数､死者･傷者とも前年に比べ減少しました｡

(死者数は､前年を608人下回り5744人となりました｡)

区分年別 �19年 ��吋��増減 ��ﾘﾋ越b３��

人 身 辛 故 佇��B�832,454 塔ッﾃツB�-54,410 蔦b��R�

死者数 迭ﾃsCB�6,352 蔦c���-9.6% 

傷者数 ��ﾃ�3BﾃCCR�1,098,199 蔦c2ﾃsSB�-5.8% 

(2)三重県の交通事故

●　死者数は､ 118名で､前年に比べ49人減少しました｡

●　総発生件数も減少しています｡

区分年別 �19年 ��吋��増減 ��ﾘﾋ越b３��

総発生件数 �62,774 田Rﾃ3sb�-2,602 蔦B��R�

人 身 事 故 佇��B�12,790 ��2ﾃ�#2�-333 蔦"絣R�

死者数 �����167 蔦C��-29.3% 

傷者数 ��bﾃ鉄r�17,610 蔦cS2�-3.7% 

物件事故件数 �49,984 鉄"ﾃ#S2�-2,269 蔦B�2R�

※物損事故は概数

(3)人口10万人当たりの死者数とワースト順位

●　都道府県別　　　　　　　　　　　　　　　　●　人口10万人以上都市別(261都市)

三重県は､ワースト14位(前年2位)でした｡　　四日市市の死者数15人は､ワースト73位

(前年30位)でした｡

順位 �79;儻ｸﾊr�死者数 ���iﾉ�ﾉ9h+ﾘ.�,ﾈ���)�B�

1 俘)&ﾘﾊr�66 唐�3r�

2 弍)Xﾈﾊr�164 途縱��

3 伜(ﾏｸﾊr�115 途縱R�

4 俘��ﾈﾊr�78 途縱2�

5 �<盈位r�149 途�3��

6 兀�Hﾊr�60 途�32�

7 �;�8xﾊr�58 途�#��

8 舒(訷ﾊr�98 途��2�

9 亶ｸﾞ位r�80 澱纉r�

10 �IU�ﾊr�100 澱繝R�

全国 �5,743 釘經��

順位 �78�9kﾂ�死者数 ���iﾉ�ﾉ9h+ﾘ.�,ﾈ���)�B�

1 �'ﾙ�ﾈ�2���鋳�15 ��2����

2 傅ﾈ�(�2�<盈ｒ�18 免ﾂ緜��

3 �ﾈ�(�2旭(薰��15 免ﾂ經��

4 �H圷�2姐ｸﾞｒ�15 免ﾂ�3��

5 �ｨｭh�2旭(薰��14 免ﾂ����

6 俘(圷�2姥亥"��18 湯纉��

7 �iYH�2亥(ﾏｲ��17 湯緜��

8 儺hﾚｨ�2一�椶��10 湯�3��

9 ��ﾉ68�2��ywB��ll 湯����

10 �,8�(�2�ｨ�"��10 湯����

全国 �2,864 ��b�

⑳夢⑳尊⑳◎　思いやり　若葉へ　紅葉へ　歩行者へ　⑳⑳㊥留留
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(4)三渦地区の交通事故

●　三酒地区の交通事故死者は､ 19人で昨年(25人)に比べ6人減少しました｡四日市市では､ 15人

で前年(23人)に比べ8人減少しました｡

●　三重郡では､ 4人(前年2人)の方が亡くなりました｡

●　人身(死亡含)事故､物損事故ともに減少しました｡

(ア)警察署別発生状況

署別 ��ﾙJﾙ�hﾈ��B�人身事故 倩��"�傷者 兒以�hﾌﾂ�

四日市南警察署 澱ﾃ�3��1,455 免ﾂ�1,870 迭ﾃCsb�

四日市北警察署 釘ﾃ3���988 澱�1288 �2ﾃC�"�

四日市西警察署 ��ﾃゴR�389 �"�534 ��ﾃCcb�

(イ)市･町別発生状況

区分市町別 剋l日市市 劔�(ﾅ2�菰野町 劔*�?ｩ*ﾂ�

年別 �19年 ��吋��増減 ��僖��18年 ��ﾘﾋ��19年 ��吋��増減 

総発生件数 冤l,146 免ﾂﾃイR�-699 ��ﾃ�cr�1,234 蔦cr�266 �#湯�-33 

人 身 辛 故 佇��B�2,402 �"ﾃCsb�-74 �#3"�251 蔦���58 塔b�-28 

死者数 ��R�23 蔦��2 ���+1 ���0 �6���

傷者数 �2ﾃ�ビ�3,192 蔦��R�324 �3�"�-58 都r�117 蔦C��

物件事故件数 �8,744 湯ﾃ3c��-625 涛3R�983 蔦C��208 �#�2�-5 

重郡 劍ﾇb�

川越町 劍抦ﾇb�

19年 ��吋��増減 ��僖��18年 ��ﾘﾋ��19年 ��吋��増減 

597 鉄�2�+4 �"ﾃ�3��2,126 蔦澱�13,176 ��2ﾃ都��-795 

140 ��#��+19 鼎3��458 蔦#��2,832 �"ﾃ�3B�-102 

2 ���+1 釘�2 諜"�19 �#R�-6 

204 ��cb�+38 田�R�665 蔦c��3,692 �2ﾃゴr�-165 

457 鼎s"�-15 ��ﾃc���1,668 蔦c��10,344 免ﾂﾃ�3r�-693 

○　警察署別人身事故件数 ○　市町別人身事故件数

尊⑳尊夢⑳◎　締めたかな　後ろの席も　シートベルト　尊㊥⑳⑳留
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(5)四日市市の交通事故

●　人身事故､物損事故ともに減少をしました｡

●　昼間に人身事故は多発していますが､夜間については､重大事故(死亡事故)が占める割合が非

常に高くなっています｡

年別 �19年 ��吋��増減 

総発生件数 冤l,146 免ﾂﾃイR�-699 

人 身 辛 故 佇��B�2,402 �"ﾃCsb�-74 

死者数 ��R�23 蔦��

傷者数 �2ﾃ�ビ�3,192 蔦��R�

物件事故件数 �8,744 湯ﾃ3c��-625 

○昼夜別発生状況

人身事故

死　　者

昼 剿� 

1,775件 �627件 

73.9% �26.1% 

_---------------I 

昼 ���

4件 ���ﾈ��

26.7% 都2�2R�

⑳⑳⑳⑳⑳⑳　夕暮れは　アクセルゆるめて　早めのライト　⑳⑳◎⑳尊
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2　過去10年間の交通事故発生状況(四日市南署管内)

●　過去10年間における交通事故総発生件数は概ね横ばいで推移しています｡

●　交通死者は､前年より4名減少しました｡

件数･負傷者数l

8.000 7,000 6.000 5.000 4,000 3.000 2.000 1,000 0 緬�ﾙJﾙ�hﾈ��Fﾂ�劔劔劔劔劔劔劔��

l物税事故l 

2 A 劔3人 �#��ﾂ�劔劔劔劔劔劔 

1 劔劔剴��ﾂ�ﾘ����15人 劔劔� 

1 �9�ﾂ�劔�11人11人 10人 劔劔劔1 �3人 剪�11人 劔 

l備考数日l~ 劔剪��� � ���� 刪鼈� ���$���ﾖﾂ���耳���■ �-I- ���� ��

人身事故 

10年 剴��D���12年 剴�9D���14年 剴�YD���16年 剴�yD���18年 剴�僖��� 

[二コ死者数 ��2��23 剴#��冤l 剿ﾆﾂ��10 剴����13 剴�R�冤l 剪�

一一一〇一総発生件数 途ﾃSc2��7,537 剴rﾃSッ��7,679 剴rﾃSC���7,637 剴rﾃsS"��7,565 剴rﾃCc2��6,931 剪�

｣コ-人身事 ��ﾃ��"��1,310 剴�ﾃ3s���1,359 剴�ﾃCS���1,407 剴�ﾃS����1,561 剴�ﾃSCR��1,455 剪�

-△一物損事 澱ﾃ3s���6,227 剴bﾃ#����6,320 剴bﾃ�����6,230 剴bﾃ�s"��6,004 剴Rﾃ�����5,476 剪�

一･一*-傷者数 ��ﾃCs2��1,643 剴�ﾃscR��1,800 剴�ﾃ��B��1,803 剴"ﾃ�����1,995 剴�ﾃ涛R��1,870 剪�

⑳⑳⑳◎⑳⑳　そのお酒　飲ませたあなたも　共犯者　⑳⑳⑳◎◎
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3　人身事故発生状況

(1)月別

●　人身事故は､ 5月･9月と少なく､ 3月･6月･10月に多発しました｡

●　死亡事故は､ 10月に多発し､ 3名の方が亡くなりました｡

件数･負醐 l死者数l

250件 200件 150件 100件 50件 0件 ��劔劔劔劔劔劔 

l傷者数】 劔劔劔劔劔劔��

3人 

∫ヽ. l人身事故l 劔劔劔劔劔 ��剪�

2人2人 

死者数一一日一一一一一 0人0人 劔 ���ﾃ��ﾃ��ﾃ��ﾂ�劔劔劔剪�剪�

0人 剪� � ���� � ���0人0人 劔 

1月 �(ﾈ��3月 滴ﾈ���5月 塗ﾈ���7月 剴以���9月 剴��ﾈ���11月 ��(ﾈ��合計 ��

絶事故件数 鼎唐�543 田�B�595 剴S#R�556 剴c�R��600 剴Scb��603 剴Sc��648 澱ﾃ�3�� 

[:=コ死者数 �"�0 ���2 剴��1 剴���1 剴���3 剴��0 免ﾂ� 

一口-人身事 ���b�124 ��#b�111 剴迭�126 剴�#2��122 剴��R��139 剴�#��130 ��ﾃCSR� 

十傷者数 ��cr�151 ��cr�132 剴��B�158 剴�S���165 剴�CR��167 剴�sr�176 ��ﾃピ�� 

物損事 �3�"�419 鼎モ�484 剴C3��440 剴C�"��478 剴CS���464 剴CC��518 迭ﾃCsb� 

⑳⑳⑳⑳⑳⑳　今日はポク　次はアナタが　ハンドルキーパー　⑳留⑳⑳⑳
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(2)曜日別

●　交通死亡事故の発生は､週末に多発しました｡

●　人身事故の発生は､日曜日が少なく､金曜日に多発しました｡

件数.負傷音数l死者数 

350件 300件 250件 200件 150件 100件 50件 0件 ��劔劔劔劔妬�ﾂ�Y�ﾂ�I�ﾂ�9�ﾂ�)�ﾂ���ﾂ���ﾂ�

l傷者数 

こt; 

4人 ��

l人身事故l 劔劔劔劔 

2人2人 劔劔劔劔 

1人 �1人 ��劔���ﾂ�劔� 

死者数 劔劔���ﾂ�劔� 

日 佇��刮ﾎ 劔�R�剿ﾘ 劍ｾ��土 劍ﾘxﾇb�

[:=コ死者数 ���1 剴"��2 剴���0 釘�冤l 

廿件数 ��cB�205 剴�途��233 剴#����261 ��迭��1,455 

-*-傷者数 �#32�248 剴#C���294 剴#C"��344 �#c���1,870 

⑳単騎留⑳⑳　チャイルドシート　命を包む　親の愛　留㊥⑳⑳留
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(3)時間別

●　人身事故は､ 8時から10時及び16時から18時の通勤帰宅の時間帯に多発しました｡

●　死亡事故の約6割が､夜間に発生しました｡

人　人　人　人　人　人　人　人　人　人　人1 0　9　8　7　6　5　4　3　2　1　0

(4)昼夜別

●　人身事故の7割が昼間に発生しています｡また死亡事故は､夜間に多発しており､ 7人(11人中)

が亡くなられています｡

人身事故
昼 冢��

1.069件 �3ドﾈ��

73.5% _一一一 �#b絣R�

昼 ���

4件 度ﾈ��

36.4% 田2綯R�

⑳⑳⑳留⑳⑳　締めたよと　家族みんなの　愛言葉　⑳留⑳⑳⑳
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(5)路線別

●　人身事故は､市･町道で多発しています｡

●　死亡事故の約50%が市道で発生しました｡

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 劍+ｸ,ﾉ�ﾂ�道113件 �� ��

国道.号20.件毒23号巌 

ll 179件 ll �� 

815件 

d4844 �� �� �� 
././././././././ 

0件100件　200件　300件　400件　500件　600件　700件　800件　900件

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 劔 ��

国道帰,人(国道23号,人(その鯛道,人 

lll 

3人 

■■』--『『-一一 

5人 

0人 �� �� 

././././ 
0人　　　1人　　　　2人　　　　　3人　　　　　4人　　　　5人

国道

県道

市町道

その他道

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 劍ﾙ��152人 �� 

国道,号256人車道23号や5人そ 

ll 235人 ll � 

1,032人 劔剪�

d60人 �� � �� 
./././././ 

0人　　　200人　　400人　　　600人　　800人　1 000人　1 200人

⑳⑳⑳留⑳⑳　孫に手を　撞られ思う　交通ルール　⑳⑳⑳⑫⑳
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(6)類型別

●　車両相互の事故が全体の

約90%を占めています｡

●　車両相互の事故の中で追

突事故と出合頭の事故が

全体の約75%を占めてい

ます｡

(7)原因別

●ドライバー側の原因の第一位は､安全不確認で､次に相手の動きをよく見ていないことが多い｡

●　歩行者側の原因では､信号無視と横断歩道外の道路横断等です｡

種 別 区 令 倬b�ﾌﾂ�h��獣�件 数 佩r��ﾂ�zb�R�o件100件200件300件400件5001 lllll 

ド ラ イ ノヾ ー 側 の 磨 因 ���9W8ｦﾙDb�476 �32紕R� 
l476 

l242件 前方不注視 �#C"�17.0% 

相手の動きをよく 見ていない �#s��19.6% 
l279件 

80件 一時不停止 塔��5.6% 

( 1 4 ��ﾘﾘik8雋�57 釘��R�57件 

2 6 色 竸�ﾗ8�)ex･��37 �"綯R�37件 

ブレーキ.ハンド ル操作等他 �#SR�17.9% 
l255件 

2件 歩 行 儖(-��+R�2 迭��R�

者 側 の ��ﾘﾘik8雋�4 �����R�4件 

原 因 倆I{ﾈ,ﾉ+ﾉ��+ﾈﾎ8���&b�1 �"絣R�1件 

( 4 0 ��&i^�;丶��&b���-�ﾊ9&b�4 �����R�4件 

- �+ｸ,ﾉ�ﾂ�29 都"絣R�29件 

⑳⑳⑳◎◎⑳　やめようよ　無灯火　携帯　二人のり　◎轡⑳⑳⑳
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(8)死傷者の年齢別等

●　死者数は15名で､うち5名が65歳以上の高齢者です｡

●　傷者は､ 20歳代､ 30歳代が多くなっています｡

傷者(数) 死者(数)

2線185 ��425人 ��25 剪���

296人 ��

90歳代5人＼ 

24歳19 ������200人 ��184人 塔�ﾜ��3#Y�ﾂ�� 

146人 �#����������都�ﾜ��3ズ�ﾂ�122人 � � � � � 塔Y�ﾂ�65-69歳84人 

ll 冤 冤 冤 冤 冤 �25人 l｢｢l｢_旦A｢l 

15歳以下16-19　20歳代　30歳代　40歳代　50歳代　60歳代　70歳代　80歳代　90歳代　高齢者

死者数

6人

5人

4人

3人

2人

1人

0人

90歳代0人 

80歳代1人 劔劔劔��

4人 都�ﾜ��3)�ﾂ�劔 

2人 ����2人 田Rﾓc俐�)�ﾂ�� 

0人l ���ﾂ�25-2臆0人 l20-24削人l ���ﾂ�l 冤O人l 冤 冤 ���ﾂ�lO人l 

15歳以下16-19　20歳代　30歳代　40歳代　50歳代　60歳代　70歳代　80歳代　90歳代　高齢者

⑳⑳⑳⑳⑳⑳　無理をせぬ　老いの自覚が　防ぐ事故　⑳◎◎◎◎
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4　死亡事故発生状況

●　平成19年中の交通死亡事故は11件で11人の方が亡くなりました○

●　交通死亡事故の特徴は､

･死亡事故の約6割は､夜間に発生しました｡

･死者は国道で3人､県道で3人､市道で5人が亡くなりました0

(1)類型別

●　車両相互事故5件､人対車両4件､車両単独2件でした｡

類型区分 劍ﾈ��B�構成率% 

絶件数 剿ﾆﾂ�100.0% 

人対車両 �4 �3b紕R�

車 両 相 互 偬�y:｢�4 �3b紕R�

正面衝突 ���9.1% 

車両単独 �2 ��ゅ"R�

(2)年齢･状態別

●　65歳以上の高齢者の交通死者が約5割を占め､状態別では自動車等乗車中が4人､歩行中が1人で

した｡

年齢別 刮� 児 傅ﾂ�ｧr�中 学 ��ﾃ｣��:��ﾕ｢�16 ～ �#��<r�30 歳 鼎��<r�50 読 俘)~竟"�劍ﾇb�
60 田R�70 塔��

状態別 劍ﾛ��坐 ��b�19 読 ��2�代 ��2�代 ����cB�～ 69 �<r��2�歳 代 

運転中 俾�:竟B�0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���2 ���0 釘�
二輪車 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���1 

車両同乗中 �0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

歩行中等 �0 ���0 ���0 ���1 ���0 ���0 ���0 釘�

自転車 �0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 �"�

計 �0 ���0 ���0 ���1 �"�0 �"�2 �"�1 免ﾂ�

(3)原因別

●　飲酒による死亡事故が1件発生しています｡交通死亡事故の原因の多くを信号無視､前方不注視

等が占めています｡

5件 4件 3件 2件 1件 n件 ��

3件 

2 劔劔劔劔 ��

1件 劔��1件1件 劔劔 ��ﾈ��

種別 ���ｹW2�刪齊桾s 劍���9W2�刮｡断 劍7X8ﾈ�ｸ4ﾂ���=Ej 劍���ﾈ*"�計 

区分 �(ﾘｨ�9��剪竡~ 劍ｦﾙDb�剳菇@等 劍6�986�8ｲ���ﾞﾉ9��剞M号無視 劍暮5ﾒ�

[二コ件数 �"��1 剴"��1 剴���3 剴��ll 

構成率 ��ゅ"R��9.1% 剴�ゅ"R��9.1% 剴偵�S#r�2R�劔湯��R�100.0% 

轡⑳⑳留⑳⑳　暗がりに　命をてらす　反射材　留⑳留⑳留
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(4)死亡事故発生状況

(平成19年中　11件11人)

番号 價ﾙ�i?ｨ鰾�場所 刋��ﾂ�天候 

□ ��ﾈ�)?｢�笂�磯�#瓜ｨﾚ��西新地地内(四日市市消防本部東方約100m地内) 倡9;��曇 

□ ��ﾈ�#�?｢�7駐#8鱚SiZｨﾚ��諏訪栄町地内(諏訪栄町交差点北方約50m地内) 俛�;��ﾘb�曇 

A 滴ﾈ��y?｢�笂�8鱚�YZｨﾚ��山田町地内(太陽化学南部工場西方600m地内) 侈y;��晴 

=】 滴ﾈ�#i?｢盈ｓ#�鱚#�Zｨﾚ��楠町地内(江川橋東方約100m地内) 倡9;��晴 

[∃ 塗ﾈ��i?｢�7駐磯紊yZｨﾚ��松本3丁目地内(松本駅西方約150m) 倡9;��晴 

仁｣ 度ﾈ繦?｢�7駐8鱚C�Zｨﾚ��蔵町地内(JR四日市駅北東約300m) 侈y;��雨 

回 嶋ﾈ紵?｢�7駐�鱚YZｨﾚ��末永町地内(末永橋東方約100m) 俛�;�3cXﾘb�晴 

同 祷ﾈ�#9?｢�?｢���鱚�Zｨﾚ��泊町地内(泊駅東方約200m) 倡9;��晴 

正] ���ﾈ繪?｢以笂#�鱚S瓜ｨﾚ��中納屋町地内(蔵町交差点) 俛�;�#8ﾘb�晴 

同 ���ﾈ��y?｢��R祷鱚#瓜ｨﾚ��六名町地内(コスモ石油堂ケ山店前) 侈y;��晴 

Ei] ���ﾈ��y?｢��R�#8鱚SYZｨﾚ��前田町地内(四日市市立南中学校付近) 倡9;��晴 

⑳⑳◎⑳⑳⑳　急ぐほど　心おさえる　年の功　⑳◎⑳◎⑳
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( 6 )平成19年中の交通死亡事故11件の一覧表

No. 價ﾙ�i?ｨ鰾�場所 倬hﾌﾈ,ﾉ>�vR�事故概要 

1 ��ﾈ�)?｢�竰�ﾍ�3c｣#瓜ｨﾚ��四日市市西新地 (市道)交差点 儿�,ｨ�iw�齷:竟H,hﾏ�ﾛy5�/����&i(h,ﾈ齷5ﾘ棈*ｨ�Y<ｲ�齷5ﾘ棈,ﾉ&ｩ�ｲツHﾜ笘*ｨ��e2�fA--≡≡≡≡誇柑 

2 ��ﾈ�#�?｢�7鋳�四日市市諏訪栄町 佗俶ﾈ�iw�齷:竟H,h��&i^�ﾗ2��(,ﾈ�Y<ｲ�せ!:::コ草空J"肝 …正甲州青く巨 
午後11:56分頃 宙ﾙ�;���+ﾉ�ﾂ�横断歩行中の男性(38歳) が死亡 

3 滴ﾈ��y?｢�竰�四日市市山田町 儿�,ｨ�iw�齷:竟H*ｩ�靠ﾈ鋹�ﾂ�,ﾉ�Xﾅ陜ﾙZ一�:竟H,i�9lｨ�Y<ｲ�た:-----@ 圭曲丘市 
午級l:15分頃 宙ﾊy;貯+ﾉ�ﾂ�普通乗用自動車の男性運転 者(66歳)が死亡 

4 滴ﾈ�#i?｢盈ｒ�四日市市楠町 儿�,ｨ�iw�齷:竟H*ｩц､�ﾙ$R�+ZH憖�ﾈ,�5ﾙx��覧+.r一一一に死亡 
午後8:20分頃 宙�9;著嚢4ｨ�ｸ7R�普通乗用自動車の女性運転 者(47歳)が死亡 停顏��

5 塗ﾈ��i?｢�7鋳�四日市市 松本三丁目 (県道)直線 儿�,ｨ�iw�齷:竟H*ｨ鉑gｸ･�;��/�8ﾉ��(jI;刋�/���&h+X+ﾒ�齷5ﾘ棈,h�Y<ｲ�齷5ﾘ棈,ﾈﾘ(ﾕｩ�b��hﾜ笘*ｨ���e2�十→一一表や馳 
午前8:47分頃 剪�ﾂ$��ｹ{8�ﾂ粐阨��B�

ll 

6 度ﾈ繦?｢�7鋳�四日市市蔵町 佗俶ﾉ}h�iw�齷:竟B�38ﾜ�&｢��ｲ�*ｨﾊy;�/�8ﾉ��(jI�刋��十一1.±_r_王∵ 
午前3:40分頃 宙ﾊy;貯+ﾉ�ﾂ�前方に横臥していた女性(6 3歳)を擦過 粕d���

7 嶋ﾈ紵?｢�7鋳�四日市市末永町 儿�,ｨ�iw�鍈ツ(ﾜ顋y�ｸ暮5ﾒ��*ｨﾙ�;�/�8ﾉ��(jI�刋���ｲ�千→-→転王R. 
午前1:5分頃 宙ﾙ�;�3cR�+ﾉ�ﾂ�に横臥していた男性(45歳) を擦過 處ｩ�d､ﾂ�

8 祷ﾈ�#9?｢�?｢��ﾍ�����｣��Zｨﾚ��四日市市泊町 (市道)交差点 (旧東海道) 侏IWH,iX�,ｨ�iw�齷:竟H*ｨﾏ��ﾛy5�,X�ﾘy:ｨ,��Y<ｲ�十重-三撮軒 

原付の男性(81歳)が死亡 

9 ���ﾈ繪?｢以竰�四日市市中納屋町 儿�,ｨ�iw�齷:竟H,h��&i^�ﾗ2��(,ﾈ�Y<ｲ�三三.整`十 
午後8:58分頃 宙ﾙ�;�#2�+ﾉ�ﾂ�横断歩行中の男性(70歳) が死亡 

10 ���ﾈ��y?｢��R��ﾍ���｣#瓜ｨﾚ��四日市市六名町 (県道)交差点 �(hﾅ�6x8�6(4�,hﾇ俶ﾈ无Z一��JiI山lJZa=七7 

動車が交差点で出合頑に衝 佛ﾉnｸ耳ﾈ貶鄕ｨ貽�Hｻﾒ�
突 

(ミルクロ-ド) 佗俶ﾈ无Z�,ﾉ&ｩ�ｲピHﾜ笘*ｨ���e2�･ノ∴.∴ 

ll ���ﾈ��y?｢��R��ﾍ�3��｣SYZｨﾚ��四日市市前田町 儿�,ｨ�iw�棈*ｨｬ�.(*�,�X4ｨ�ｲ�一一一一｣l1- 

プを進中､進路剛のカー �.h抦ｶx�R�

(市道) 緩やかな右カープ �7h7�8嬬I�隘�,��Y<ｲ�呈巳朱 

｢四師甫中軸 男性運転者(68歳)が死亡 

瀞留留⑳⑳⑳　子を乗せた　その手で忘れず　ヘルメット　⑳⑳㊥⑳㊨
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5　子供の事故(小学生以下の人身事故)

●　子供の交通事故による傷者は105人で､うち73人が自動車等に同乗中に負傷しています｡

なお､死者はありませんでした｡

●　子供の交通事故原因の多くは､車両の直前横断･道路の安全不確認及び道路への飛び出し事故です｡

○　歩行中の事故の原因　　　　○　自転車乗車中の事故の原因

○　死傷者の状態別

●　自動車同乗中の傷者が73人で全体の約6割を占めています0

○　傷者の性別

幼児 ��髓�J､学 佗b�

男 免ﾂ�23 �3b�70 

女 唐�10 ��r�35 

計 ����33 鉄2�105 

区分 俘xﾇb���9�I¥｢�歩行中 剋ｩ転車乗車中 剋ｩ動車同乗中 

19年 ��吋��19年 ��吋��19年 ��吋��19年 ��吋��

幼児 ����19 ���0 ���0 ����19 

園児 �32�10 �"�2 �"�1 �#��7 

小計 鉄"�29 �2�2 �"�1 鼎r�26 

小学1年 ��"�5 �2�1 澱�2 �2�2 

小学2年 唐�7 �"�1 �2�2 �2�4 

小学3年 ����12 ���1 迭�4 迭�7 

小学4年 湯�ll ���2 �"�4 澱�5 

小学5年 湯�8 ���1 �2�1 澱�6 

小学6年 迭�10 ���0 �"�4 �2�6 

小計 鉄2�53 澱�6 �#��17 �#b�30 

合計 ���R�82 湯�8 �#2�18 都2�56 

留㊥留◎⑳⑳　夕暮時　早めのライト　事故防ぐ　⑳⑳留留⑳
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6　若年者(16歳～24歳)の事故(人身事故)

●　若年者の死者は1人(前年1人)､傷者は319人で昨年に比べ21人減少しました｡

t　事故原因は､安全不確認･動静不注視･漫然運転等が大半を占めています｡

○　性別　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　若年者自身の死傷者数(状態別)

死者数 傚ﾘ�)�B�

男 ���183 

女 ���136 

計 ���319 

○　事故原因(主たる原因が若者にあるもの)

状態別 傚ﾘ�)�B�死者数 

自動車運転中 ��Sr�0 

二輪〝 ����0 

原付〝 �3��0 

自転車乗車中 鉄��1 

自動車同乗中 鉄2�0 

二輪〝 釘�0 

原付〝 ���0 

歩行者 釘�0 

その他 ���0 

合計 �3���1 

90件 串o件 70件 60件 50件 40件 30件 20件 ��

61件 

20件 劔32件 ��剴3(ﾈ�� 兩2_9件 ��

13件 劔��8ﾈ��

10件 0件 劔�--一口一一-- 劔�ｨ耳耳耳耳耳��ﾙ<�耳耳爾�

種別 区分 ��9W8ｦﾙDb�剞ﾃ不注 劍6�986�7X8ﾈ�ｲ�4ﾉ��ﾞﾉW2�時不停止 冓��(暮5ﾒ�剞M号無視 �&i^�ﾗ2�ex･��脇見運転 劍+ｸ,ﾉ�ﾂ�

件数 都r��61 剴#��13 �3"��13 澱�3229 

⑳⑳尊⑳⑳⑳　よくみよう　くるまとじてんしゃ　しんこうき　⑳㊥⑳⑳◎
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7　高齢者(65歳以上)の事故(人身事故)

●　高齢者の傷者は199人で､全傷者数の約10%でした｡死者は5人で全死者の約45%を占めています｡

●　年齢別では､傷者199人のうち65-69歳が84人で約42%を占めています｡

○　年齢別

年齢別 傚ﾘ�"�死者 

65-69 塔B�2 

70-74 鉄"�2 

75-79 �32�0 

80以上 �3��1 

計 ��湯�5 

○　性別

死者数 傚ﾘ�)�B�

男 迭�97 

女 ���102 

計 迭�199 

○　事故原因(主たる原因が高齢者にあるもの)

○　交通事故に遣ったときの状態別

状態別 傚ﾘ�)�B�死者数 

自動車運転中 田��3 

原付〝 �#R�1 

二輪〝 ���0 

自転車乗車中 鼎"�0 

自動車等同乗中 鼎B�0 

歩行者 ����1 

合計 ��湯�5 

40件 35件 30件 25件 20件 15件 10件 5件 0件 ���3肝 ��

_……_…_‥29件日日‥ 劔 劔劔�� 

23件 劔一一一一日日~日日~一…1肝HHHHH…~~…HHHHHH……一一一 11件11件 

-肴-一昔- 

種別 ���ｲ�動静 ���2�刄nンドル 倬餮9."�剞M号無視 ��&i^�ﾗ2�優先通行 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

区分 儻9(ﾘ雋�不注視 儻8ｦﾙDb�刄uレーキ操作 劔册x･��妨害 

件数 �#2�29 �3��冤l ����冤l 途�4 �3B�

◎尊㊥◎⑳⑳　まもろうよ　きちんと　カチッと　ヘルメット　⑳⑳⑳⑳⑳
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8　交番･駐在所管内別発生状況(人身事故)

●　市街地に位置する､諏訪交番･日永交番･常磐交番の管内に集中して交通事故が発生しました｡

●　郡部に位置する､小山田駐在所管内で､ 2件2名の死亡事故が発生しました｡

(1)　交番･駐在所管内別発生状況

区分 交番 ��(ﾈ��B�死者 傚ﾘ�"�死傷者の主な内訳(左-死者.右-傷者) 

幼園児 剌ｬ学生 剪�w生 剄ｍZ生 剄ｗ諶ﾒ 凾ｻの他 

水上幹部交番 田2�2 都r�0 �"�0 �2�0 ���0 ���1 唐�1 田2�

四日市橋交番 ��SR�1 ��澱�0 湯�0 唐�0 釘�0 迭�0 �#R�1 ��CR�

諏訪交番 �#3��2 �3���0 唐�0 澱�0 澱�0 ��"�0 �#��2 �#C��

常磐交番 �#3r�1 �3�b�0 免ﾂ�0 澱�0 釘�1 湯�0 �3r�0 �#3��

日永交番 �3#��2 鼎���0 唐�0 ��2�0 ����0 ��R�2 �#B�0 �33��

楠交番 鉄��1 都R�0 �2�0 �"�0 ���0 ���0 ����1 田��

四郷交番 ���B�0 ��3��0 �"�0 迭�0 ���0 迭�0 �#B�0 �����

神前駐在所 塔b�0 ��#"�0 �"�0 �"�0 ���0 �2�0 ��"�0 ���"�

川島駐在所 鼎2�0 鉄R�0 ���0 釘�0 �"�0 ���0 迭�0 鼎B�

小山田駐在所 �3r�2 鼎b�0 ���0 ���0 ���0 ���2 湯�0 �3R�

内部駐在所 塔��0 �����0 �2�0 �2�0 �"�0 �"�0 ��2�0 都r�

中古曽駐在所 �3��0 鼎B�0 �2�0 ���0 ���0 ���0 �2�0 �3r�

交番.駐在所合計 ��ﾃCSR�ll ��ﾃピ��0 鉄"�0 鉄2�0 �3"�1 鉄��5 ��湯�5 ��ﾃC��

⑳⑳⑳⑳留⑳　止まってる　車のかげに　危険あり　⑳㊥⑳㊥⑳
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(2)事故多発場所(四日市南警察署管内の人身事故)

番号 刋��ﾉ¥｢�交差点名 

止｣ 俛�;��ﾘb�内部橋北語交差点(信号) 

B] 俛�;�#8ﾘb�海山道-交差点(信号) 

[釘 俛�;�#8ﾘb�昌栄町交差点(信号) 

LAJ 俛�;��ﾘb�陶栄町交差点(信号) 

[罰 倡9;��西伊倉交差点(信号) 

且 俛�;��ﾘb�日永三丁目交差点(信号) 

圧] 俛�;��ﾘb�中部交差点(信号) 

匝] 倡9;��泊町地内､カネキ精肉店前 

[釘 倡9;��芝田一丁目地内､シエトワ自揚西方約150m 

Eg] 倡9;��野田二丁目地内､伊藤機工商会西方約60m 

囲 倡9;��久保田二丁目地内､協同電気工業前 

固 倡9;��赤堀新町地内､第2オーティビル北 

Eg] 倡9;��南浜田町地内､山路ゴム南 

巨頭 倡9;��赤堀一丁目地内､浅野歯科前 

匡5] 倡9;��日永西四丁目地内､日永中央保育園西方約200m 

巨頭 倡9;��石塚町地内､シティハイツ後藤前 

画 侈y;��鹿間町地内､瓢華堂前 

盟 倡9;��泊町地内､近鉄泊駅北東約200m 

団 俛�;鼎sxﾘb�大井手三丁目地内､ホテルリフレイン前 

圏 倡9;��日永西三丁目地内､日吉事務所前 

囲 倡9;��元町地内､山福旅館前 

Eg] 倡9;��日永西二丁目地内､第三銀行日永支店前 

Eg] 倡9;��川原町地内､三滝橋北詰 

※　同一交差点で､信号交差点は6件以上､そのほかの交差点については3件以上の事故発生を条件として抽出した場合

四日市北警察署管内

⑳⑳⑳⑳⑳⑳　あおしんこうを　わたるときにも　みぎ　ひだり　⑳⑳⑳⑳◎
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表紙(写真)の説明等

表紙(写真)は､平成19年12月10日(年末の交通安全県民運動が始まる前日)に

四日市申し､市街地にある市民公園で開催された｢交通安全の集い｣において､集会

の後に行われた｢交通安全啓発パレード｣の様子です｡

｢交通安全の集い｣には､四日市市交通安全協議会等の交通関係機関･団体が参加

し､関係者の交通安全に対する意識の高揚を図るとともに｢交通安全啓発パレード｣

において｢飲酒運転根絶｣等を地域住民に強く訴えました｡

平成19年の改正道路交通法では､悪質危険運転者対策として飲酒運転の厳罰化等

が含まれています｡運転者本人の処罰は更に厳しくなり､運転者周辺者に対する処

罰も適用されることから､社会全体が強い関心を示しました｡三重県でも､同年

9月19日の施行日以降は､警察の取締りの強化や関係団体(酒類提供業者等)によ

る｢ハンドルキーパー運動｣等の推進もあり､地域住民一人ひとりの｢飲酒運転根

絶｣意識の高揚により飲酒運転(違反･事故)が減少しました｡

これからも､飲酒運転等による悲惨な交通事故をなくすために､一人ひとりの皆

さんが交通安全に対する高い関心と強い意識を常にもっていただきたいと思います｡



三重県交通安全年間スローガン

守全運転
いつ毛≡重から　あなたから

-ゆすりあい　一人ひとりのIti好け～

四日市南地区交通安全協会による交通安全ぬいぐるみ劇

四日市南地区交通安全協会等による自転車交通安全教室

1　安全速度を必ず守る｡

2　カープの手前でスピードを落とす｡

3　交差点では必ず安全を確かめる｡

4　-時停止で横断歩行者の安全を守る｡

5　飲酒運転は絶対にしない｡

1　自転車は､車道が原則､歩道は例外

2　車道は左側を通行

3　歩道は歩行者優先で､車道寄りを徐行

4　安全ルールを守る

○飲酒運転･二人乗り･並進の禁止

○夜間はライトを点灯

○交差点での信号遵守と一時停止･安全確認

5　子ともはヘルメットを着用


