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1　概　　　況

(1)全国の交通事故

●　平成20年中の全国の交通事故人身件数は､ 41秒に1件の発生､ 102分に1人の死亡､ 33秒に1人

の負傷割合となっています｡

766,147 塔3"ﾃCSB�-66,307 蔦ゅ�R�

5,155 迭ﾃsCB�-589 蔦���2R�

945,504 ��ﾃ�3BﾃCCR�-88,941 蔦ゅbR�

(2)三重県の交通事故

●　平成20年中の三重県の交通事故人身件数は､ 44分に1件の発生､ 3日に1人の死亡､ 34分に1人

の負傷割合となっています｡

- � 唸���������
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※物損事故は概数

(3)都道府県別死者数のワースト順
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瀞㊥⑳⑳㊥⑳　運転は　うまいへたより　誠実さ　留⑳㊥留⑳
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(4)三池地区の交通事故

〇　三潤地区の交通事故死者は､ 15人で昨年(19人)に比べ4人減少しました｡四日市市では､ 11人

で前年(15人)に比べ4人減少しました｡

○　三重郡では､ 4人(前年4人)の方が亡くなりました｡

●　人身(死亡含)事故は､わずかに減少しました｡

(ア)警察署別発生状況
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(イ)市･町別発生状況
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○　警察署別人身事故件数 ○　市町別人身事故件数

㊥留⑳⑳夢駿　まだいるの　飲んで乗る人　飲ます人　⑳⑳轡留⑳
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(5)四日市市の交通事故

○　人身事故( (死亡事故含)が減少をしました｡

○　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｡
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○昼夜別発生状況
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轡◎㊥夢留夢　子供の手　見れば止まれる　スピードで　轡⑳⑳留⑳
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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)

⑳　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人減少しました｡
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@⑳轡噂㊥⑳　ゆとりもち　左右の確認　今一度　㊥瀞⑳轡⑳
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3　人身事故発生状況

(1)月別

●　人身事故は､ 6月･11月と少なく､ 4月･10月･12月に多発しました｡

●　死亡事故は､ 12月に多発し､ 3人の方が亡くなりました｡

⑳轡⑳⑳轡⑳　省エネと　安全重視の　エコ運転　⑳⑳瀞留夢
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(2)曜日別

●　交通死亡事故は､平日に多発しました｡

●　人身事故は､火曜日と金曜日に多発しました｡

⑳留留留⑳留　うしろもね　シートベルトは　全席で! ! 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60%が､夜間と早朝に発生しました｡

(4)昼夜別

●　人身事故の70%が昼間に発生しています｡死亡事故も､昼間に多発しており､ 4人(7件中)

が亡くなられています｡

人身事故 /;;_-; �� ��俐偬�ｲﾙ�ｲ�

き登禁8 凵｡■芳占,恕鍔-′淳~-,p守.㌔:■1-:<二/;:J浅さ //■ゝな縦-.)yp二でぶニケ:[.-1L;'=;/指数′;/ ��I/I-､｡. 

懸/,A.I-A,…群望郷'-/?.さ…≡=;I:■′>=寸=ご､ 剴�S′;心■′て′~て■.-:/lLr/■ンJ■/-r~{/㌔,Jl-}-..f(-.1発/毒を≡3′< ~1ギ.■ �� 

ノ/'At..三笠鍔≡響く∴響芸濃ミ1 劔宰5-ここ､■J-?■::子蕊､……禁,,≡ �. 

@轡轡轡轡㊥　自転車は車道が原則　歩道は減速　督留留㊥轡
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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40%が国道で発生しました｡

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 劔84件 �� ��

I-/ダウ､′rF} 
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./././././././.{ 
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Ill だ出ニ-∵メ∴;壬三三､轍://:;iZ 剴����ﾂ� 
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轡督夢◎轡⑳　知らせよう　ここにいるよと　反射材　轡留瀞留瀞
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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70%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､信号無視と飛び出し等です｡

0件50件100件150件200件250件300件350件400件 llllllll 

てラ…≡…三≒孝養;: 麦藁窯き:;:/-………≦…笠:rま∴こ∵二∫ゝ �� 

350 �3"縒R� 

･…:孝…ミ^～; !三二号メ;jiT/::: 停�勍J-ふr:-,､】350件 
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- �#b�2.4% 舒ﾈ爾ﾒﾒ�#hﾈ��
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さ華;::::/-H 

2 鼎�ﾃ�R�2件 

Av一㌧鍔ミきき ��2 鼎���R�2件 

:;!才草三:i ��1 �#���R�1件 
0 ����R�0件 

※葉菜だ �8h6X�h蕀?�u��0 ����R�0件 

留瀞⑳⑳轡瀞　待つ一歩　止まる一歩が　一命守る　轡⑳轡留瀞
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(8)死傷者の年齢別等

⑳　死者数は7人で､うち3人が65歳以上の高齢者です｡

⑳　傷者は､ 20歳代､ 30歳代が多くなっています｡

傷者(数) 死者(数)

- ��

25 劔 �� ��

li58人 ��

ネ>ATfA/: ��劔xh弱く… 

〟♪;＼ニミ ����塔�ﾜ��3#y�ﾂ�劔等.熟≒き.派名を盲 

20 劔������劔� 
･美挙鹿≡三:: 剪��� �� 都�ﾜ��3��"�剪ﾎ 

-÷※､∴ �� ���� �� 田Rﾓc俐繝i�ﾂ� 

I �ｪHv(���ﾊB�I 冤 ��l ��l ��l ��I ��27人 l｢｢lO人l ��

15歳以下16-1920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 

2人2人80歳代1人 劔劔� 調�

25-29&0^ 劔��70歳代2人 剪�

20-2蟻1人1人 劔�1人 

lO人l ��lO^LO^l ��LO^l 冤 ��lO人l 辻�

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

脅轡留瀞⑳轡　着信は　自転車降りて　折り返し　督◎轡⑳留
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4　死亡事故発生状況

⑳　平成20年中の交通死亡事故は7件で7人の方が亡くなりました｡

(1)類型別

⑳　車両相互事故5件､人対車両2件でした｡

滋養 俟Χ�･鞴��3｣｣｣ｨ6ｧ'cｸ,H��6｢�� ��

7 ������R�

≡……譲奈美柔さ…寒ミ至…蔓;/:三重三宝譲蒸…ミ 剴"�28.6% 
､賢妻蒸蔓…蓬栄三;:/,:永;…ミ;…≒ニ……さ≒ I:/;-AAL:Sv手:,g::1-.-隻::㌻字三三 �3 鼎"纈R�

:≡/::重き…≧ ･三‡二両､∴ 辻�-:hh-:i ���14.3% 

～磯…≧蔓三 ･:/互…≡三八 �����14.3% 

0 ����R�

0 ����R�

(2)年齢･状態別

◎　65歳以上の高齢者が3人､交通事故で亡くなっています｡

三尊藤窮まこ…ニ � �� ��き':/;:譲≡三三… �+8*ｸﾘｸ�3ｸ���� ��8ﾘｸ�cｲ� ������
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…ii…祭さ※ �;※;i:良妻三三三 ���� �?�J｣ｳ｣｢D��H����井�*ﾊH�bﾒ��｢ﾓ･�7簫ﾒ�-3ニ:≡-護で::;V:≡. 箔｣ｨ�8蔘�xﾜ鞴�?�蓼蕣B�Af/-瀞=-､∴､ :i:;::読:1蔓::: 唸ﾅﾈ�ｨｿ2�

≡:;:｡､番孝三…ぎぎ≡ 倅��井��ｨ/�H6h蓼蓼蔗� 艇�8�8蓼�3｣ｩV��蕀;b�H�ﾂ�

0 ���0 ���0 ���0 ���1 ���0 ���0 ���

0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���1 �"�

- �0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

0 ���1 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 �"�

書芸養登美曇宴薫き漆芸 �0 ���1 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 �"�

法 �0 ���2 ���0 ���0 ���1 �����"�1 途�

(3)原因別

◎　安全不確認による死亡事故のうち2件が左折時の巻き込み事故でした｡

5件 4件 3件 2件 1件 n件. ��

3件 ��

1件1件 劔剪�1件1件 

l別l ��bﾗfﾂ��f�>X�ﾈﾊｲ�ｸx����r�� 剪��- �� 

豪産三三さきさgAi:-毒筆を.,i… 从罐ｨvるLｹ����B�ﾒ�� 劒XﾄY:�蔘�+(蓼�ｵc｣ｨ�8ﾋ罐ｲx-ﾂ�刄~…､‡藩恵三≦手蔓ミ蔓 

1 剴���3 剴��1 途�

14.3% 剴�B�2R��42.9% 剴�B�2R�14.3% ������R�

◎⑳@轡@薗　孫の手に　正しい横断　二つの笑顔　⑳轡留⑳轡

-ill-



(4)死亡事故発生状況

(平成20年中7件7人) 

∴ヘ<,芯.い憲窯業≡霧裏芸;f{:芽三三萱 ��

｣ ��ﾈ��I?｢以笂�X鱚�兒｢�采女町地内(内部橋南詰交差点) 俛�;��ﾘb�晴 

｣ ��ﾈ�#)?｢�笂#�鱚�YZ｢�中部地内(市役所の北北東約500m) 倡9;��雨 

｣ 嶋ﾈ�#)?｢粟����鱚#�Z｢�城西町地内(常磐交番東方約100mの交差点) 倡9;��晴 

= 祷ﾈ�#Y?｢盈ｓ�鱚�Z｢�中古曽東地内(中古曽2丁目交差点) 俛�;��ﾘb�晴 

[｢ ��(ﾈ���?｢盈ｓx鱚C9Z｢�塩浜町地内(小倉橋北語交差点) 侈y;��晴 

山 ��(ﾈ��i?｢�笂磯��Z｢�曙町地内(曙交差点) 侈y;��晴 

仁一 ��(ﾈ�#i?｢粟�店鱚�YZ｢�小吉曽東地内(大治田1丁目交差点) 俛�;��ﾘb�曇 

(5)死亡事故発生場所

四日市北警察署管内

轡⑳◎⑳轡⑳　反射材　つけて周りに　気をつけて　留督⑳督轡
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( 6 )平成20年中の交通死亡事故の一覧表

:41,:/栄::三重三三;′g::亨:≡:i,1○:;≡ ����+#ｨ+"�sｸ�8+�ｲﾓｨ�井�ｨ��ﾒ�7y?��蓼蔘ﾂﾂﾓｳ�v�ﾓｨ.jH+(,I?�� 

斐肇繁:g獲長さ ��-ﾈ��蓼蕀_)wｸ�2�-a/窪率や澤襲撃黍享き妻妾きき 坪6ﾘ�Bﾒﾒﾒﾒﾘ*(��ﾒﾒﾙ~ﾉj�逢i���倅��ｩjｩd(����,E籐u��ｨ*ｸ�8蒔Bﾒﾘ+8+Rﾘ92ﾒﾒﾒﾒ�

･1月14日 俶ﾉ?ｨ�8�8ﾝ��*ﾂ�異�;��ﾘb��信号のない交差点で国道1 从ﾙ(h匯Zｨ�����
号に左折進行しようとした 倩ｩ>�YID�(耳����

(月.祝日) 剔蛹^貨物(10tダンプ)が 国道西側歩道を車進Llき 估ｹkﾈｩｹ�ﾂ�

午後3:19分頃 晴れ 劍耳耳耳耳耳耳ｺ巴�
交差点 �+ﾘ齷5ﾘ棈,h�ﾘxｮh,��Y<ｲ�lT 

自転車の男性(72歳)が死亡 

1月22日(火) 午後21:15分頃 俶ﾉ?ｨ�8�9(iYB�井��ｩ,ｨ.ｒ�三滝通りを北進中の軽四貨 �(h匯Zｩz9���x�)Zｩz9��9h耳耳爾�物と同道路を西から東に横 倩｢ｨ,｣ﾈ陲�
断中の歩行者が衝突 儼cﾘ蘒ﾘ蕀�ｨ�(ﾋ��b�*ﾈ�ｨ6ﾒﾙxｲ���

雨 佰�ﾛy5��歩行者の女性(77歳)が死 亡 

::モミ:-'鴬二ht 嶋ﾈ�#)?｢粟���ﾍ������#�Zｨﾚ��四日市市城西町 (市道) 交差点 侏IWH,i(hﾅ陜ﾙZ一�:竟H*ｨﾏ��ﾛy5�,X�ﾘy:ｨ,��Y<ｲ�言忘㌫｣言拙 至川島 

晴れ 剏ｴ付の男性(83歳)が死亡 

9月25日(木) 午前0:00分頃 晴れ 俶ﾉ?ｨ�8�9(hﾌ9�ﾙ8ﾂ�異�;��ﾘb��ﾏ�ﾛy5��軽四乗用車が赤信号で停止 中に大型貨物自動車が追突 軽四乗用車の男性運転者 (54歳)が死亡 ��8ｪ�:ｨ･y9b��2�

12月11日(木) 俶ﾉ?ｨ�8�8冓Vﾉ*ﾂ�軽四貨物と軽二輪車の衝突 事故 ��3Bﾔ�8陲�

午前7:43分頃 晴れ 宙冓Vﾈ･�;鋳�ﾏ�ﾛy5����ｨ�8ﾈﾅ�2��Y��憖69u(敘�?X蒭ﾛｲ�
軽二輪車の男性運転者(24 
歳)が死亡 冖(6rﾚ&ﾄ｣r)�ﾈ､｢�

二言:､Il:き､i I/-貰て ��(ﾈ��i?｢�竰�ﾍ���｣��Zｨﾚ����.｢�四日市市曙町 (塩浜街道) 交差点 俚i�ﾈ鳧,ﾉ�Xﾅ陜ﾙZ�*ｨ��&i(b�,ﾉ^�ﾗ8�(/�ｪｨ*ｸﾙ�-��≒≡≡… 

横断中の男子中学生(14歳) が死亡 

12月26(金) 午前5:15分頃 曇り 俶ﾉ?ｨ�8�8抦ｶy�ﾙ8ﾂ�異�;��ﾘb��ﾏ�ﾛy5��左折時の大型貨物と自転車 の交通事故 冽imｧEBﾘ��x�#���2����瀞ﾘ��

自転車の男子中学生(14歳) が死亡 

⑳瀞督⑳⑳⑳　目と心　四方に配れ　交差点　夢⑳瀞督瀞
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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82人で､うち43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

(違反なしは除く)

○　自転車乗車中の事故の原因(違反なしは除く)

○　死傷者の状態別

●　自動車同乗中の傷者が43人で全体の約52%を占めています0

○　備考の性別

こJAだvn~ �� �� 

9 澱�32 鼎r�

8 �2�24 �3R�

17 湯�5682 

ミ≡%三三､三三:滅壱黒さ漆窯 僮::二三㌢へ､三二㌢=:三-=/ぐ..三ニ-:-～::エ-こ 
I;:※婆:※{:右譲:浅さ;:こき:繁､′ふ〟隻‡三1/;::V≒::言ミミ救′.ミJ:孝三≧;^､ー_ -/;-=-～ �/<rL- � � 

--r､-㌔: � �� � 

華美……:栄粟 ��r�19 �"�1 ���0 ��B�18 

9 �32�2 �"�1 �"�6 �#��

A �#b�52 釘�3 �"�2 �#��47 

14 ��"�1 �2�6 澱�7 �2�

7 唐�1 �"�4 �2�2 �2�

9 ����0 ���5 迭�4 迭�

- ��R�9 ���1 唐�2 途�6 

7 湯�3 ���3 �2�1 澱�

4 迭�1 ���1 �"�2 �2�

56 鉄2�6 澱�27 �#��23 �#b�

- 塔%��105 ����9 �#��23 鼎2�73 

⑳瀞瀞轡轡⑳　飛び出さない　いつでもブレーキ　ぼくのあし　轡轡⑳瀞轡

114-



6　若年者(16歳～24歳)の事故(人身事故)

⑳若年者の死者は1人(前年1人)､傷者は296人で昨年に比べ23人減少しました｡

●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

-:=♪-/ 

1 ��s��

0 �����

1 �#澱�

○　事故原因(主たる原因が若者にあるもの)

○　若年者自身の死傷者数(状態別)

･?:㍗.-∧-.;1-<邪hl/,. �� 

::::ニ:-iここ/:-;<会で､;.㌔--::∵/==二､-:-演:ミニ::/ど":/:; ��C"�0 

∴汝､や′-;:∴デ:IA-汝:～/?､′//ぎ三三 -ニ:ご:買/nJ浩ン---/-:N::,:~マ■一双-'-二&'-ン…たン~諺-yAi;::/て′､じ-や∴ぶ､^/三三二g<:A:こ/- 免ﾂ�1 

･㍍′ご′ニ三二八-dJS葺=liW＼,-こ′Y<芋-､迂!:::三㌦小､:-.-こr -:∴Tt/;≡rト.∫∫,;:/-こ､×〟リござやvTu_､､乙∧V抄.､′誉:::/:"/:栄誉.,,=撚〟二､､: �3��0 

--′ドニ♪.<､yT,こぶ′-.n'./Jlき:-:去-/<宣託qrS.:三三.:-/{Hここ_二一 鉄2�0 

ここ-:--八二r～､.-=ここ;∴こ- 鉄��0 

･.∵= I-/､芯-､ゲ;:羊こ:鞍.yl二三.:三㌢-/:～二㌔:;ミミ三一三‡′こ-㌔:…文芸;要一 �2�0 

二､㌔叩,ゾ′ i::i/､三:ご-三三.ぶ,/i/,:㌔-."ニ::-f-.菜.-X;13fi-3/Y三三Jこ.3 …′-?三八/:∴隻か;::-;?菊菜:誉三惑言祭^:i/I:3※:三､蓑<T ∴^<二､､.:ふ:A-//:､､-:､喜;;…妾…, ���0 

5 ���

0 ���

:※, �#澱�1 

㊥㊥⑳⑳㊥㊥ ｢こないだろう｣それがあぶない｢きてるかも｣ ⑳㊥薗⑳㊥
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7　高齢者(65歳以上)の事故(人身事故)

⑳　高齢者の傷者は215人で､全傷者数の約12%でした○死者は3人で全死者の約43%を占めています｡

◎　年齢別では､傷者215人のうち65-69歳で40%を占めています｡

○　年齢別

86 ���

59 ���
蔓誉粧∴ミミ竿::ま…濁笑 

- 鼎2�1 

27 ���

ふMr､､ �#�R�3 

珪 

○　性別

::;ヽ ��

;Q:-.. 

2 涛��

1 ���b�

3 �#�R�

○　事故原因(主たる原因が高齢者にあるもの)

○　交通事故に遭ったときの状態別

85 ���
::;:I:"/-i/:ll;: -三童を….:〟;/::ち:::5:::,/:.:V∴ ��R�1 

∴.Tこ.-三::i--二-瀕-:ご-;:三二二つ'N､:㌔ ���0 

-∴3C∴ 鼎b�1 

/I-:: �3��0 

;:～ニ-:-謙譲三､-～::::./: �3��1 

笑塞雄三芋蔓二:誉- �#�R�3 

60件 50件 40件 30件 20件 10件 壁 鼎佇��

31件 

二 � �!9_4聖 ����xﾈ�� 劔� 

!､埜埜 二.､汁一一一一g胤------一一一三:ij:妥 

㍉4雪 
哀三三 ��� � 剪�� �� ��刎�ﾔ��

ラ::三三三禁#:筆勢ミ/-～※≒ 剿ﾆﾆﾂ苒���ﾒ��:Ciji≧.:-::-V=こ;-栄..-三 鐙v�｢ﾘ��F沫Cx�開C｣｣ｲ�蔘ﾘ蔗�H�b�::yj..⇒ち 千.じ†丁T ����

LJ 劍�"�辻�勁 剪ﾙJ8����/�ﾃ｢�1:華寒筆勢三言 辻�+l脇昆運転十 � 

49 剴#"������17 剿ﾆﾂ�9 釘�12 �3��

⑳㊥⑳⑳⑳督　かぶりましょう　わたしのための　ヘルメット　⑳瀞夢㊥夢
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8　交番･駐在所管内別発生状況(人身事故)

⑳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｡

⑳郡部に位置する内部駐在所管内で､ 3件3人の死亡事故が発生しました｡

∴:J- �� ��

二.メ.♪ �-.〟で-I- -ど.:い､ � � � 剴�b::.幾=享:こモミ~;/ 

-:^こ.- -.:∴.ニ ��こ;ニ芯､♪ ㌔,}八､-ゝ Lノミへま":～..;::一二､ J/-TJ ��ﾒﾘ��/�(�ﾂ�ﾒ�+�+�<��ぴ������������

137 ���167 ���1 ���4 ���6 ���4 ���22 ���9 

233 ���306 ���3 ���3 ���7 ���7 ���44 ���22 

203 ���262 ���7 ���12 ���6 ���7 ���37 �����22 19 

A �#3b�0 �3�B�0 �"�0 ��2�0 湯�0 ����0 �#��

57 ���70 ���1 ���1 ���0 ���0 ���7 ���4 

3---/ ��#b�1 ��cR�0 釘�0 唐�0 ���0 迭�0 ��B�0 澱�

三か^三八.滋′､､三㌧三､㌔::､三三vy,∴:二㌔/～二:′ニミぺミ 涛��0 ���r�0 �2�0 迭�0 �2�0 唐�0 �#r�0 ��2�

70 ���95 ���4 ���0 ���2 ���5 ���10 ���1 

32 ���43 ���1 ���3 ���1 ���2 ���6 ���1 

32 ���39 ���0 ���1 ���0 ���0 ���6 ���3 

75 ���103 ���0 ���6 ���3 ���6 ���12 ���2 

33 �"�39 ���0 ���0 ���0 ���1 ���2 ���0 

∴ぶ/∴ ��ﾃ3#R�7 ��ﾃs���0 �#b�0 鉄b�2 �3r�0 鉄R�3 �#�R�2 ���"�

轡留轡瀞㊥瀞　ほだいける｣そんな言葉に　赤しんこう　⑳⑳留◎⑳
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9　交通事故多発場所(四日市南警察署管内の交通人身事故)

(1 )交通人身事故多発場所(一覧)

a ��笑羨…去蚕室築き十重…:′ノ'ミニミミ≡孝三…- ��

国道1号 俶ﾉ?ｨ�8�9�ｩdｸ哩*ﾃ�MC�ﾘi�b��ｩdｸ哩*ﾈﾏ�ﾛy5��9 

璽 俛�;��ﾘb�四日市市中部12番5号先(中部交差点) 唐�
国道1号 俶ﾉ?ｨ�8�8抦ﾌ9�ﾓ9)ｩm｣yMC#xﾘi�b�>�YHｻIfｸﾎｨﾏ�ﾛy5��6 

園 倡9;��四日市市日永4丁目6番7号先(パワーシティ西方交差点) 迭�B�

圏 倡9;��四日市市赤堀南町8番4号先(赤堀郵便局前交差点) 

圏 倡9;��四日市市久保田2丁目3番地729先(四日市青洲病院北方交差点) �2�

団 倡9;��四日市市鵜の森1丁目12番13号(鵜の森公園西方交差点) �2�

a 倡9;��四日市市西浜田町9番12号先(西浜田町9番地北方交差点) �2�

圏 倡9;��四日市市新正2丁目5番25号先(四日市労働基準監督署前交差点) �2�2�2�

圏 倡9;��四日市市采女が丘1丁目5番地先(采女橋南語交差点) 

圏 倡9;��四日市市久保田1丁目2番42号先(四日市市立図書館前交差点) 

(2)交通人身事故多発場所(マップ)

四日市北脊索署管内

!i⊥･.l･l'せまい路地　いちと止まって　目でかくにん　∴二･∴
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表紙の説明

表紙(写真)は､四日市南警察署です｡

平成18年11月20日に新庁舎へ移転して業務を開始し､翌年(平成19年) 4月には駐車場

を含め､すべての施設が完成しました｡約2年が経ち､地域住民の皆様に慣れ親しんでい

ただいた頃ではないかと考えております｡

四日市南警察署は､地上5階建てで､ユニバーサルデザインを特色としており､すべて

の人にやさしく､安心して利用できる施設となっています｡また､大規模地震にも耐えう

る免震構造や中型ヘリコプターが離発着できる屋上ヘリポートなどを備え､ ｢安全･安心

な地域社会｣の中核施設としての機能も充実しています｡

今後とも､四日市南警察署員の活躍を見守っていただきますとともに､警察業務に対す

る温かいご理解と御協力をよろしくお願いいたします｡

四日市南警察署(屋上へリポート)を飛び立つ県警ヘリコプター



三重県交通安全年間スローガン

守全運転

いつ毛≡垂から　あなたから
～ゆすりあい　一人ひとりのIu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

i翌:I-_=jE_;_--fgkqt

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　カーフ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


