
1　　概　　況

(1)全国の交通事故
●　9年連続で交通事故死者数が減少､死者数が､ 4000人台になったのは57年ぶり､事故の発生件数と負

傷者数も5年連続で減少しました｡
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(2)三重県の交通事故

●　交通事故総件数は減少しましたが､死者数は増加しました｡
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(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10万人当たり)

三重県は､ワースト10位でした,.
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※　物損事故は､概数

●　都道府県別(死者)
三重県は､ワースト16位でした｡
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(4)三酒地区の交通事故

●　三酒地区の交通事故死者は､ 15人で昨年と同数で｣したo四日市市では､ 13人で

前年(11人)に比べ2人増加しました｡

●　三重郡では､ 2人(前年4人)の方が亡くなりました｡

●　交通死者は前年と同数でしたが､傷者は減少をしましたo

(ア)警察署別発生状況

(イ)市･町別発生状況
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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o
●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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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1人増加しました｡

8000件 7000件 6000件 5000件 4000件 3000件 2000件 1000件 0件 ��

▲▲▲▲▲-.●● 

▲-▲▲▲▲ 

20人 

1 劔劔劔8人 ��Y�ﾂ�

日人11人 劔劔劔��ｳ9�ﾂ�劔 ����ﾂ�

ー0人 劔劔劔 � � 

:..:.べ ��討粐箚����ﾖ坪耳ﾇﾂ�討ﾃ｣ｲ�よ､■. 冤l∵' ��剪�途����� 

12年 剴�9D���14年 劔15年 剴�iD���17年 剴�吋��凵[9年 劔20年 劔21年 

七:コ死者数 �#��剴� 剿ﾆﾂ�剴���凵[8 剴�2��15 剿ﾆﾂ�剴r�剴��

董-くト総発生件数 途經ッ��7.679 剴rﾃSC��剴r緜3r��7,752 剴rﾃScR��7.463 剴bﾃ�3��剿澱縱�2�剴bﾃs�2�

妻.+人身事故 ���,378 �1.359 剴�ﾃCS��剴�紊�r��1,580 剴��.561 �1.545 剴�ﾃCSR�剴��3#R�剴�ﾃ3ヲ�

蔓+物損事故 澱�#����6.320 剴bﾃ����剴bﾃ#3���6,172 剴b���B��5,918 剴R紊�2�劍�3RﾃCS��剴Rﾃ3釘�

萱一半一一傷者数 ���.765 �1,800 剴�ﾃ��B�剴�繝�2��2.000 剴��,995 �1,995 剴�繝s��劍爾ﾃs���剩津scr�



3　人身事故発生状況

(I)月別

●　人身事故は､2月･6月･11月と少なく､ 1月･3月･12月に多発しました｡

●　死亡事故は､下半期に多発し､ 6人の方が亡くなりましたC
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(2)曜日別

●　交通死亡事故は､日曜･月曜･木曜日に多発しましたo

●　人身事故は､水曜日と金曜日に多発しましたo
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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G

(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､ 6名(8件中)が亡くな
られています｡
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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50%が市町道で発生しました｡
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1389件　と記載する｡

(6)類型別

●　車両相互の事故が全体の
約88%を占めています｡

●　車両相互の事故の中で出
会頭の事故が全体の鞄33%
を占めていますo

(7)原因別

●ドライバー側の原因の第-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o

●　歩行者側の原因では､信号無視です｡
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(8)死傷者の年齢別等

●　死者数は8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,J
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4　死亡事故発生状況

●　平成21年中の交通死亡事故は8件で8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75%は､昼間に発生しました｡
･死者は国道で2人､県道で2人､市道で4人が亡くなりました｡

(1)類型別

●　車両相互事故4件､人対車両3件でした｡
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(2)年齢･状態別

●　65歳以上の高齢者が5人､交通事故で亡くなっていますo
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(3)原因別

●　8件の死亡事故のうち4件が安全不確認の事故でした｡
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(1)死亡事故発生状況

● (平成21年中　8件8人)
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5　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｡

●四郷交番管内では､ 3再=3名の死亡事故が発生しましたC
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(2)駐在所管内
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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0人(前年1人) ､傷者は281人で昨年に比べ15人減少しました｡

●　事故原因は､動静不注視･漫然運転等が大半を占めています｡

○　若年者自身の死傷者数(状態別)

0 ��SR�

0 ��#b�

0 �#���

○　事故原因(主たる原因が若者にあるもの)
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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212人で､全傷者数の約12%でした｡死者は5人で全死者の約60%を占め

ています｡

●　年齢別では､傷者212人のうち65-69歳が89人で42%を.占めています｡

○　交通事故に遭ったときの状態別

○　年齢別

* �� �� �� �� ��

89 剴��

60 剴"�

44 剴��

19 剴2�
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自転養 劔 佛"� ��41 �2 
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声涙 劔��� ��23 �2 

≡..AL ;;;:.:■■P….≡ 剪� ��212 �5 

≒∈∈≒∈2 �101 

3 �111 

5 �212 

○　事故原因(主たる原因が高齢者にあるもの)



8　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86人で､うち46人が自動車等に同乗中に負傷していますC

なお､死者はありませんでしたG

●　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-の飛び出し事故です

○　自転車乗車中の事故の原因(違反なしは除く)

○　傷者の性別
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13 劔10 劔31 �54 

9 劔6 劔17 �32 

22 劔16 劔48 �86 



○　死傷者の状態別

●　自動車同乗中の傷者が46人で全体の約53%を占めています｡
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