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1　概　　　況

(1 )全国の交通事故

● 10年連続で交通事故死者数が減少､人身事故の発生件数と負傷者数も6年連続で減少しました｡

区分年別 �22年 �#�D��増減 ��ﾘﾋ越b３��

人 身 辛 故 佇��B�725,773 都3bﾃ�c��-10,387 蔦�紕R�

死者数 釘ﾃツ2�4,914 蔦S��-1.0% 

傷者数 塔澱ﾃ#���908,874 蔦�"ﾃccb�-1.4% 

(2)三重県の交通事故

●　人身事故件数は減少しましたが､死者数は増加しました｡

区年別 �22年 �#�D��増減 ��ﾘﾋ越b３��

総発生件数 �63,005 田�ﾃ3湯�+2,606 釘�2R�

人 身 辛 故 佇��B�ll,275 免ﾂﾃ3s"�-97 蔦�纈R�

死者数 ��3R�112 諜#2�20.5% 

傷者数 ��Bﾃピ��15,126 蔦#C��-1.6% 

物件事故件数 �51,730 鼎津�#r�+2,703 迭絣R�

※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10万人当たり)　　　　　　●　都道府県別(死者)

三重県は､ワースト2位でした｡

ワースト 順位 �79;儻ｸﾊykﾂ�死者数 ���iﾉ�ﾉ9h+ﾘ.��,ﾈ���)�B�

1 �<盈位r�146 途�#��

2 倅�Hﾊr�135 途�#"�

3 �+偃hﾊr�42 途貳ﾂ�

4 ���侈r�205 澱纉2�

5 俚(棹ﾊr�58 澱繝��

6 俘)&ﾘﾊr�52 澱縱��

7 伜(ﾏｸﾊr�96 澱緜��

8 俘��ﾈﾊr�65 澱經��

9 弍)Xﾈﾊr�133 澱�3b�

10 伜)yﾈﾊr�49 迭緜R�

三重県は､ワースト13位でした｡

ワースト 順位 �79;儻ｸﾊykﾂ�死者数 ��

1 冉ｸ､9;��215 ��

2 �8ﾈｹ�72�215 ��

3 ���侈r�205 ��

4 ��Xﾞ8ﾈR�201 ��

5 俥仂ｨﾊr�198 ��

6 �I&ﾘﾊr�197 ��

7 兌ｨﾌ侈r�192 ��

8 ��ywHﾊr�184 ��

9 ���=��ﾈﾊr�182 ��

10 兀�ｨﾊr�170 ��
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(4)三潤地区の交通事故

●　三酒地区の交通事故死者は､ 19人で前年(15人)に比べ4人増加しました｡四日市市では､ 15人

で前年(13人)に比べ2人増加しました｡

●　三重郡では､ 4人(前年2人)の方が亡くなりました｡

●　交通死者は増加しましたが､傷者は減少をしました｡

(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�#"�1,325 �2�1,689 迭ﾃS途�

四日市北警察署 釘ﾃc�r�859 免ﾂ�1,046 �2ﾃsC��

四日市西警察署 ��ﾃン"�369 迭�493 ��ﾃS#2�

(イ)市･町別発生状況

区分市町別 剋l日市市 剪�剌d郡 菰野町 劔*�?ｩ*ﾂ�

年別 �22年 �#�D��増減 �#)D��21年 ��ﾘﾋ��22年 �#�D��増減 

総発生件数 冤l,295 ���ﾃ�3��+365 ��ﾃ#�b�1,110 諜澱�270 �#3R�+35 

人 身 事 故 佇��B�2,160 �"ﾃ#3��-70 �##��202 諜#r�47 鉄b�-9 

死者数 ��R�13 諜"�1 �"�-1 ���0 ��ﾓ��

傷者数 �"ﾃs#r�2,812 蔦コ�301 �#sR�+26 鉄b�72 蔦�b�

物件事故件数 �9,135 唐ﾃs���+435 涛sr�908 諜c��223 ��s��十44 

重郡 劔剏v 

川 �ｩ*ﾂ�傅ﾈﾇb�

22年 �#�D��増減 �#)D��21年 ��ﾘﾋ��22年 �#�D��増減 

642 鉄途�+45 �"ﾃ����1,942 諜�sb�13,413 ��"ﾃピ"�+541 

116 ��#��-4 �3�"�378 諜�B�2,552 �"ﾃc���-56 

3 ���+3 釘�2 諜"�19 ��R�+4 

143 ���2�丁40 鉄���530 蔦3��3,227 �2ﾃ3C"�-115 

526 鼎sr�+49 ��ﾃs#b�1,564 諜�c"�10,861 ���ﾃ#cB�+597 

○　警察署別人身事故件数
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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｡

年別 �22年 �#�D��増減 

総発生件数 冤l,295 ���ﾃ�3��+365 

人 身 辛 故 佇��B�2,160 �"ﾃ#3��-70 

死者数 ��R�13 諜"�

傷者数 �"ﾃs#r�2,812 蔦コ�

物件事故件数 �9,135 唐ﾃs���+435 

○昼夜別発生状況

人身事故

死　　者

昼 ���

1.571件 鉄�ﾈ��

72.7% �#r�2R�

昼 ���

9件 塗ﾈ��

60.0% 鼎���R�
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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､前年より大幅に減少(一5人)しました｡

件数･負傷者観 l死者数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物捜事故l 

死 劔劔剋ﾒ 18 ��ﾂ��Y�ﾂ�劔劔劔劔��

11人11人 劔劔� ��9�ﾂ�劔 ����ﾂ�劔劔剪�

lO^"__ 劔劔劔 � ��
■T､ ���･�� � 土�ﾃ��ﾂ�劔劔 

l傷者数l 

l 剞l身事故 劔��劔劔劔��

R ��
13年 剴�ID���15年 剴�iD���17年 剴�吋���19年 剴#�D���21年 剴#)D����

[:コ死者数 免ﾂ�冤l 剴����18 剴�2��15 剿ﾆﾂ��7 剴���3 � 

一〇一線発生件数 途ﾃcs���7,541 剴rﾃc3r��7,752 剴rﾃScR��7,463 剴bﾃ�3���6,783 剴bﾃs�2��6,922 � 

-ロー人身事 ��ﾃ3S���1,450 剴�ﾃC�r��1,580 剴�ﾃSc���1,545 剴�ﾃCSR��1,325 剴�ﾃ3ヲ��1,325 � 

-△一物損事 澱ﾃ3#���6,091 剴bﾃ#3���6,172 剴bﾃ��B��5,918 剴RﾃC�2��5,458 剴Rﾃ3釘��5,597 � 

1←-傷者数 ��ﾃ�����1,914 剴�ﾃ��2��2,000 剴�ﾃ涛R��1,995 剴�ﾃピ���1,700 剴�ﾃscr��1,689 � 
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(2)曜日別

●　交通死亡事故は､火曜･水曜･土曜日に発生しました｡

●　人身事故は､月曜日と金曜日に多発しました｡

火 水 木 金 土
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(3)時間別

●　人身事故は､朝晩の通勤時間帯に多発しました｡

●　死亡事故は3件とも､夜間に発生しました｡

(4)昼夜別

●　人身事故の約70%が昼間に発生しています｡死亡事故は3件とも全て夜間に発生しており､ 3名

が亡くなられています｡

人身事故
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(5)路線別

●　人身事故は､市道で多発しています｡

●　死亡事故の約66%が国道で発生しました｡

件　数

道 道 道 道 0 友末末末末末末末末末末末亦�S���椅(旗ﾘb４�湯R｢�剪� �� ��

ll 197件 ll � ��

716件 

由 �� ���� ��
･/./././././././ 

件100件200件300件400件500件600件700件800件 

lllll 劔�� �� 

讐1%門莞㌘(誓.%^ 
ll 256人 冤 �� 

l �� 

893人 

毎 �� �� �� �� 

././././././.// 

人100人200人300人400人500人600人700人800人900人 
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(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追

突の事故が全体の約45%

を占めています｡

(7)原因別

●　ドライバー側の原因の第-位は､相手の動きをよく見ていないことで､次に安全不確認が多い｡

●　歩行者側の原因の第一位は､横断歩道外横断･斜め横断です｡

種 別 区 令 倬b�ﾌﾂ�ﾋB�獣�件 数 俔ﾂ��ﾂ�zb�R�0件50件100件150件200件250件300件350 lllllll 

ド ラ イ ノヾ ー 側 の 原 因 ���9W8ｦﾙDb�304 �#2��R� 
l304件 

前方不注視 �#S��19.0% 1251件 

相手の動きをよく 見ていない �3�r�23.3% 
】307件 

l96件 
一時不停止 涛b�7.3% 

( 1 3 ��ﾘﾘik8雋�57 釘�2R�57件 

1 9 件 ) 竸�ﾗ8�)ex･��32 �"紕R�32件 

ブレーキ.-ンド ル操作等他 �#s"�20.6% 
l272件 

1件 

愛 儖(-��+R�1 ��b縒R�
イ丁 者 側 ��ﾘﾘik8雋�2 �32�2R�2件 

の 原 因 倆I{ﾈ,ﾉ+ﾉ��+ﾈﾎ8���&b�0 ����R�0件 

( 6 件 ��&i^�;丶��&b���-��&b�3 鉄���R�3件 

) �+ｸ,ﾉ�ﾂ�0 ����R�0件 
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(8)死傷者の年齢別等

●　死者数は3名で､うち1名が65歳以上の高齢者です｡

●　傷者は､ 20歳代､ 30歳代が多かった｡

傷者(数) 死者(数)

25-29歳165人 劔336人 ��

280人 ��237人 ��

24歳159 ��������190人 塔�ﾜ��3���ﾂ�凵�./■-■一 20 剪�������都�ﾜ��3��B�

112人 塔I�ﾂ�����������96人 田Rﾓc俐縱��ﾂ� 

ll 冤 冤 冤 冤 僮 �.PAl.一三土. 

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

1人1人1人80歳代0人 

25-2臓0人 20-24別人 0^[0^ll ��lO^l ��lO人l ��70歳代1人 lO^lO^] ��

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 
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4　死亡事故発生状況

●　平成22年中の交通死亡事故は3件で3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3件とも夜間に発生しました｡

･死者は国道で2人､市道で1人が亡くなりました｡

(1)類型別

●　車両相互事故3件でした｡

類型区分 劍ﾈ��B�構成率% 

絶件数 剴2�100.0% 

人対車両 �0 ����R�

車 両 相 互 偬�y:｢�0 ����R�
追突 ���33.3% 

その他 ���33.3% 

正面衝突 ���33.3% 

車両単独 �0 ����R�

(2)年齢･状態別

●　65歳以上の高齢者が1人､交通事故で亡くなっています｡

年齢別 刮� 児 傅ﾂ�ｧr�中 学 俘"�ﾕ｢�16 ～ �#��ﾜ��30 読 鼎��<r�50 読 俘"�凭竟"�佗b�
60 田R�70 塔��

状態別 劔�19 劔����～ �<r�読 坐 俚��坐 俐��代 ��2�代 ��2�64 田��代 ��2�

運転中 俾�:竟B�0 ���0 ���0 ���0 ���1 ���0 ���0 �"�
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 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

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

計 �0 ���0 ���0 ���1 ���1 ���0 ���0 �2�

(3)原因別

●　3件の死亡事故のうち2件が前方不注視の事故でした｡

54 44 3件 2件 1件 ∩件 ��

2件 

日日HHH_=1_件"""_日日ーl_～_HI_HHH_""""""一日日日ー o件｢｢0件0件0件0件 

種別 ���ｹW2��ｨ鳬W2�安全不 ��&b�最高速度 ��ﾘﾘik8雋�酒酔い 佗b�

区分 �(ﾘ雹9���.(鈔�確認 兩ｹd�9��刮^転 

Eヨ件数 �"����1 ���0 ���0 �2�

構成率 田b縒R�����R�33.3% ����R�0.0% ����R�0.0% ������R�

- iFl‥



(4)死亡事故発生状況

(平成22年中　3件　3人)

番号 價ﾙ�i?ｨ鰾�場所 刋��ﾂ�天候 

b �(ﾈ��9?｢�7駐h鱚#�Z｢�四日市市川尻町地内(｢四日市市南消防署｣西方) 俛�;�#Xﾘb�晴 

E) �(ﾈ��y?｢��R��磯��Z｢�四日市市和無田町地内(｢小山田記念温泉病院｣南西) 倡9;��晴 

El ��(ﾈ�#�?｢�笂#�鱚#�Z｢�四日市市大治田1丁目地内(｢海星中学校｣南方) 俛�;�#Xﾘb�雨 

(5)死亡事故発生場所

四日市北警察署管内
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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79人で､うち53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､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53人で全体の約67%を占めています｡

○　佑者の性別

幼児 ��髓�J､学 佗b�

男 迭�8 �3��43 

女 ��"�4 �#��36 

計 ��r�12 鉄��79 

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 

22年 �#�D��22年 �#�D��22年 �#�D��22年 �#�D��

幼児 ��r�22 ���1 ���0 ��b�21 

園児 ��"�16 ���2 ���2 ����12 

小計 �#��38 �����3 �"�2 �#b�33 

小学1年 唐�ll ���2 �2�7 釘�2 

小学2年 湯�7 �2�2 ���3 迭�2 

-小学3年 澱�10 �2�3 ���5 �"�2 

小学4年 途�9 ���1 �2�6 �2�2 

小学5年 湯�8 �"�1 �"�2 迭�5 

小学6年 免ﾂ�3 ���1 �2�2 唐�0 

小計 鉄��48 ����10 ��2�25 �#r�13 

合計 都��86 免ﾂ�13 ��R�27 鉄2�46 
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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0人)､傷者は243人で昨年に比べ38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｡

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

死者数 傚ﾘ�)�B�

男 ���127 

女 ���116 

計 ���243 

○　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 �����0 

二輪〝 ��2�0 

原付〝 ��r�0 

自転車乗車中 鼎��0 

自動車同乗中 鼎R�0 

二輪〝 ���0 

原付〝 ���0 

歩行者 途�0 

その他 ���0 

合計 �#C2�0 

70件 60件 50件 40件 30件 20件 一o件 0件 ��励chﾈ�� 

39件 剴�佇��剴C�ﾈ�� 劔ー25杵 ���3(ﾈ�� 

ー二二--二日二二二二R二二二二二二 劔�ｦ���?ｧ��:*'��8�ｷ�+ﾈ�H�2�

よ竿 ��9W8ｦﾙDb�静不注毒 劍ﾜXﾘ)�ﾉ7��時不停 冓��(暮5ﾒ�剞M号無視 �&i^�ﾗ2�ex･��脇見運転 劍+ｸ,ﾉ�ﾂ�

件数 �3��66 剴���15 鼎���10 ���25 剴3"�
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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204人で､全傷者数の約12%でしたo死者は1人で全死者の約30%を占めています｡

●　年齢別では､傷者204人のうち65-69歳が78人で38%を占めています｡

○　年齢別

年齢別 傚ﾘ�"�死者 

65-69 都��0 

70-74 鉄��0 

75-79 �3r�1 

80以上 �3��0 

計 �#�B�1 

死者数 傚ﾘ�)�B�

男 ���94 

女 ���110 

計 ���204 

○　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

状態別 傚ﾘ�)�B�死者数 

自動車運転中 塔��1 

原付〝 �#��0 

二輪〝 ���0 

自転車乗車中 鼎b�0 

自動車等同乗中 �3��0 

歩行者 �#R�0 

合計 �#�B�1 

50件 45件 40件 35件 30件 25件 20件 15件 一o件 5件 0件 ��
4 度ﾈ�� 

29件 

16件……ー…~…~…~一日一一一日1-7件一一一-一一1.8件-- 

一一一一一一14件=___ー_…_=__HHHHH_= ------8-件--------------- 劔剪� � ��

6件 
=…｢｢~ー… 劔 � 辻ﾙ)｣�ﾒﾒﾒﾘ�ﾒﾒﾒﾒ�

種別 ���2�劔:��2�刄nンドル �ｨ鰾�剳ｮ然運転 劔�ﾘﾘik8雋�断歩行 刎Xﾊ��5ﾒ�凾ｻの他 

区分 儻8ｦﾙDb�Ct｢�劔W9(ﾘ雋�#箸�刄uレーキ操作不適 儻9.(鈔�劔剿W害 

件数 劔劔6 ��b��14 剴��2 ��r��18 
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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｡

●　日永交番管内で､ 2件2名の死亡事故が発生しました｡

(1)交番管内

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 剳熏s者 剋ｩ転車 

四日市橋交番 ��3"�0 ��sr�0 迭�0 釘�0 ���0 ���0 �3��0 迭�0 �3��

諏訪交番 ��釘�0 �#3"�0 �"�0 迭�0 �2�0 湯�0 �3��0 �#B�0 鼎��

常磐交番 ���"�0 �#cr�0 唐�0 ��2�0 迭�0 澱�0 �3r�0 �#b�0 �3B�

日永交番 �3#"�2 �3澱�0 迭�0 ��2�0 釘�0 ��R�0 �3��2 ��b�0 鉄"�

水上幹部交番 鉄2�0 田��0 �"�0 �"�0 ���0 ���0 唐�0 ���0 唐�

楠交番 都R�0 涛��0 �"�0 �2�0 �2�0 �2�0 ��2�0 釘�0 ��2�

四郷交番 涛2�0 �����0 ���0 �"�0 唐�0 釘�0 ��"�0 途�0 ��b�

小計 ��ﾃ�c��2 ��ﾃ3C��0 �#B�0 鼎"�0 �#B�0 �3��0 ��c��2 塔2�0 ���2�

(2)駐在所管内

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 剳熏s者 剋ｩ転車 

神前駐在所 田��0 涛��0 ���0 �2�0 ���0 �"�0 ����0 釘�0 釘�

川島駐在所 鼎B�0 鉄r�0 ���0 釘�0 ���0 ���0 �2�0 �"�0 途�

小山田駐在所 �3b�1 鼎B�0 ���0 ���0 ���0 ���1 澱�0 ���0 ���

内部駐在所 都��0 涛��0 �"�0 ���0 ���0 �2�0 湯�0 �"�0 迭�

小吉曽駐在所 鼎R�0 鉄��0 �"�0 ���0 �"�0 ���0 澱�0 �"�0 �2�

小計 �#cB�1 �3C��0 迭�0 唐�0 釘�0 澱�1 鼎2�0 免ﾂ�0 �#��

交番.駐在所 合計 ��ﾃ3#R�3 ��ﾃcヲ�0 �#��0 鉄��0 �#��0 鼎R�1 �#�B�2 涛B�0 �#�2�
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9　平成22年交通事故多発場所(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)

番号 刋��ﾉ¥｢�場所 佇��B�

Il 侈y;��四日市市鹿間町177番地2先(瓢草堂前) 迭�

a 倡9;��四日市市日永五丁目2番21号先(稲垣製茶前) 迭�

El 倡9;��四日市市安島二丁目8番6号先(昭和ビル前) 迭�

El 倡9;��四日市市日永西三丁目10番13号先(レ-ベンハイム前) 釘�

a 倡9;��四日市市十七軒町1番26号先(ホームファッションニトリ四日市店前) �2�

a 倡9;��四日市市西浜田町10番19号先(やい事前) �2�

日 倡9;��四日市市中川原-丁目5番6号先(太田方前) �2�

El 倡9;��四日市市野田一丁目3番11号先(洋洋住建前) �2�

(2)交通人身事故多発場所(マップ)

四日市北脊索署管内
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三重県交通安全年間スローガン

安全運転
いつも三重から　あなたから

-ゆすりあい　一人ひとりの　心がけ～

1安全速度を必ず守る｡

2　力-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　1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


