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今回の特集は、交通安全をテーマに、交通事故の実態、行政機関や関係団体

が取り組んでいる交通事故防止活動などを取り上げます。

交通事故の厳しい実態を理解し、それぞれの立場で交通事故防止について、

真剣に考えていただくとともに、交通安全を通じて命の尊さ・大切さについても

振り返ってみたいと思います。
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●特集●交通安全安に居て危を思う

市民生活を一瞬にして破壊する悲惨な交通事故
 ワースト順位って何？
市民生活を一瞬にして破壊する悲惨な交通事故
 ワースト順位って何？

　平成13年中、市内で発生した交通事

故発生件数は6,931件で、県内の総発生

件数66,668件の約10％強を占めています。

このことは、１日平均約19件の交通事故が、

市内で発生していることになります。

　また、過去10年間の交通事故の発生

状況をみると、平成12年から増加傾向に

あり、昨年は最高の件数になっています。
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　過去10年間で、232人の尊い命が奪わ

れています。平成4年が32人と最悪を記

録し、平成13年は平成６年と並び２番目

に多い死者数になっています。このことは、

市内では12.6日に１人の割合で人命が失

われていることになります。

●12.6日に1人
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　人身事故を起こした第１当事者の約

70％が市内居住者で、次いで県内居住

者が約25％になっています。

●10人に7人

鈴鹿
の事故
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　原因別では、飲酒がらみの事故が約

20％を占め、次いで信号無視、速度違

反の順になっています。また、歩行者に

よる違反が約10％を占めています。

●飲酒運転事故が1/5
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［交通事故］道路において、車両や列車の交通によって起こさ
　　　　　れた事故で人の死亡、負傷を伴うもの（人身事故）、
　　　　　物損事故のこと。
［人身事故］人の死傷を伴った交通事故のこと。
［物損事故］物の損壊のみの交通事故のこと。

［死亡事故］人身事故のうち、死者が発生した交通事故のこと。
［死　　者］交通事故発生後24時間以内に死亡した者のこと。
［第１当事者］交通事故に関与した人のうち、過失が最も重い者
　　　　　のことで、過失が同程度の場合は被害が最も軽い
　　　　　者のこと。

全国
ワースト順位 4位 42位 2位 20位 118位 3位 7位 6位 8位 2位

第一
当事者

第二
当事者

鈴鹿市内
935件（人）
［69.2％］

鈴鹿市内
909件（人）
［67.3％］

県内
334件（人）
［24.7％］

県内
292件（人）
［21.6％］

県外82件（人）［6.1％］
県外76件（人）
［5.6％］

該当なし74件（人）［5.5％］

通行区分・追い越し

※上記のうち、飲酒がらみの死亡事故が6件あります。

歩行者の違反

一時不停止

前方不注意

最 高 速 度

信 号 無 視

市内の交通事故総発生状況（平成4年～平成13年）

市内の交通死者数（平成4年～平成13年）と人口10万人当たりの交通死者ワースト順位

市内の人身事故居住地別発生状況（平成13年）

死亡事故原因別発生状況（平成13年）
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ここでは、市内の交通事故多発箇所、つまり危険な場所のワースト3を紹介します。 ※データはすべて平成13年
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事故はどんなところで起きるの？

事故を防止するための対策はとられているの？

場所┃一ノ宮町1356番地先（一ノ宮交差点）

路線名┃国道23号・県道鈴鹿港線・市道一ノ宮121号線

場所┃江島町1434番地先（江島台二交差点）

路線名┃国道23号・市道414号線・市道江島509号線

　県道鈴鹿環状線（通称：中央道路）の南で平行に伸びる

田園内の市道が、平成12年11月に拡幅改良され、同県道の

バイパス的な道路となりました。このため、交通量が増加し、

見通しの良い交差点でありながら、平成13年中に人身事故（い

ずれも出合頭事故）が多発しました。

市では、事故防止対策として、

運転者に注意を促し、事故多発箇所を認識して

もらうこと　を目的に、

交差点や交差点内にカラー舗装の減速表示

などを行っています。

鈴鹿警察署
交通第一課長　工門 孝史

く　もん　　こう　し

㈫三日市町1132番地先 クスハラ自動車南方

㈫㈪㈰

・・6件（出合頭事故）

㈪算所町788番地先 ジャパンレンタカー南方・・5件（出合頭事故）

㈰算所町452番地先 ビッグカンサイ南方・・・・・4件（出合頭事故）

　いずれの箇所も、信号機のある交差点での追

突事故が大半です。その原因として、携帯電

話などに気を取られたり、車内の落し物を探

していて前をよく見ていないなどの前方

不注意や車間距離をとっていなかっ

たというケースが挙げられます。

　追突事故を防止するためには、

特に信号の変わり目に注意していただきたいと

思います。交通事故に遭わないためには、運転

者として基本的なルールを守ることはもちろんの

こと、道路上にある隠れた危険を予測して運転

していただくことが大切です。

　今一度、交通事故の悲惨さを念頭に置いて、

安全運転を心掛けていただきたいと思います。

特集特集１Special

 交通事故多発箇所データ
［追突13件、中央分離帯衝突1件］

 交通事故多発箇所データ
［追突7件、出合頭3件］

 交通事故多発箇所データ
［追突8件、歩行者横断中2件］

路線名┃国道23号・市道加佐登鼓ヶ浦線・市道寺家五丁目660号線

場所┃寺家五丁目14番1号先（寺家五交差点）



　モビリティ研究会は、平成

５年５月に市とホンダが将

来のより良い交通環境作

りを共に進めること

を目的に設立された

官民協同プロジェクトです。主に次のような活動に取

り組んでいます。

●交通環境改善の研究

　日本で初めての交通事故分析ソフトを開発。交通

事故対策や道路環境改善などに活用されています。

●交通教育の研究

・高齢者を対象にした参加体験型の交通安全教育

　の展開

・小学校３年・４年を対象に子供たちが自ら考えるこ

　とで「気づく」能力を養う交通安全教育プログラム「あ

　やとりぃ」（あんぜんを・やさしく・ときあかし・りか

　いしていただくの略）の開発

・親子で交通行動の基本やマナーを身につけること

　のできる教材「あやとりぃ　ひよこ編」（４・５歳児

　向け）の開発

　「あやとりぃ」は、市内の小

学校のみならず各地の小学

校で授業に取り入れていただい

ています。「あやとりぃ　ひよこ編」は、親から子供

へマンツーマンで指導するもので、クイズなどを通し

て楽しみながら学んでいただくことができます。

　また、子供たちが楽しく安全に自転車に乗るため

に「自転車トレーニングマニュアル」を開発しました。

「しっかり止まることが最優先。ルールを覚えるのは

それから」という今までにない技能重視の考えのもと、

市内の小学校で自転車教室を開いています。自転

車については、保護者の方も、ときどきブレーキの効

き具合など点検していただきたいと思います。

　このような活動を市民の協力を得ながら行ってきた

結果、鈴鹿市は交通教育に関して全国的に見ても、

大変先進的なまちといわれ各方面から視察に訪れる

方も多くなっています。交通安全教育を通じ、子供た

ちが将来、より良

き交通社会人に育

ってくれることを目

標に今後も活動を

進化させていきた

いと思います。

地域や学校などで、交通安全知識を広めたり、交通安全意識を高めたり
する活動を行っている方 を々紹介します。

交通教育指導員
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地域や学校では
どんな取り組みをしているの？
地域や学校では
どんな取り組みをしているの？

鈴鹿モビリティ研究会　～新しい安全教育の輪～

研究会の主任研究員
相浦和則さんにお話を伺いました。

　交通教育指導員は、

市の交通安全都市推進

協議会に所属し、現在8

人の女性が委嘱を受けて活

動しています。交通教育指導員

制度は、保育所、幼稚園、小学校などを巡回し、交

通教育を実施して交通事

故を防止しようと平成11

年に発足しました。

　保育所などを訪問して

の交通安全教室では、手

品や紙芝居、腹話術な

どで分かりやすく交通

ルールなどを教えたり、

実際に外に出て道路の

横断の指導を行ってい

ます。平成13年は100

回以上も交通安全教育などを行ってきました。

　こうした地道な啓発活動が、一つの小さな命を守

ることにつながっていくことに

なっているのだと思います。

●特集●交通安全思えば即ち備えあり



●3つの柱
　平成14年、三重県警察では、交通死亡事故を防止す

るため、飲酒運転の追放、高齢者の交通事故防止、シ

ートベルト（チャイルドシート）の着用の３つの重点を掲げ、

交通指導取締りをはじめ、安全教育、交通規則などの

活動に取り組んでいます。特に、全国に人口10万人以

上の都市が226ありますが、鈴鹿市は、人口10万人当た

りの交通死者数では、平成9年以降、5年連続してワー

スト10位以内に入っています。

●低いモラル
　本年4月に着任したばかりですが、鈴鹿市では飲酒が

非常に多いというのが印象です。少しだけならといった

甘い考えを持った方が多いのでしょうか。三重県内では、

死亡事故を起こした運転者の32％が飲酒運転とのデー

タがあり、全国平均の約3倍となっていますが、鈴鹿市

では、これを上回る死亡事故が発生しています。今さら

申し上げるまでもありませんが、アルコールの影響で適

切な判断、運転能力が低下し、事故を起こす危険性は

一層増すことになります。自分自身のためであると同時

に周囲の人のためにも「飲酒運転は絶対しない」と自分

に言い聞かせていただきたいと思います。

●道路交通法等の改正
　今年6月1日から飲酒運転などの悪質・危険な運転に

ついて、罰則や違反点数の強化など、故意的な違反行

為者に対する厳罰化の法改正がが行われました。わず

かな量でも飲酒運転は禁止されていますが、今回の改

正で、特に酒気帯び運転の基準が、これまでの呼気１リ

ットル中のアルコール濃度が「0.25mg以上」から「0.15mg

以上」に引き下げられました。このことは、わずかなお

酒でも飲酒運転として処罰されることになるということです。

●命を守る使命
　無免許運転、飲酒運転、ひき逃げなどの悪質・危険

違反者に対する厳罰化の法改正も行われました。このよ

うなことから警察としては、市民の皆さんはもちろん、交

通安全教育や街頭指導など一生懸命に取り組んでおら

れる方々や関係機関・団体と連携しながら各種事故防

止対策を推進するとともに、交通事故の原因となってい

る飲酒運転などの悪質・危険違反を厳しく取り締まるこ

とで、市民のかけがえのない命を守っていきたいと考え

ています。

　子供が小さいころから、車に乗るときはチャイルドシー

トに座るように言い聞かせていました。小さいころからの

習慣づけが大切だと思います。今では、運転中もぐずる

ことなくチャイルドシートに座っています。これからも、親

としてわが子を守るという立場を自覚し、交通ルールを守

っていきたいと思います。

交通事故の防止を目指し、昼夜を問わずさまざまな取り組みを行っている鈴鹿警察署。
市民を守るという立場から署長にお話を伺いました。

特集特集１Special
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子供の命を守る
チャイルドシート

石原　美貴子さん・理沙子ちゃん・康平くん（小社町）

　もしシートベルトをしていたなら助かっていたという事

故が46％もあると聞きました。自分自身を守る、家族を守

るといった意味からも車に乗るときは必ずシートベルトを

しています。習慣付けることが大切だと思います。今から

でも遅くはないと思います。ぜひ、この機会に１カ月続け

てみてください。きっと、車に乗ればシートベルトに手が

掛かっているようになるでしょう。

自分の命を守る
シートベルト

藤生 起夫さん（白子本町）

鈴鹿警察署
　　　署　長　前田 聰

まえ　　だ　　　さとし

ふじう　たつおふじう　たつお

平成12年4月から、自動車の運転手が6歳未満の幼児を乗車させて

運転するときには、チャイルドシートの着用が義務付けられました。罰

則や反則金はありませんが、違反点が1点になります。

ミ
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市民の命を守る警察



　交通事故に遭ったことを「運が悪かった」で、済ますこと
ができるでしょうか。事故は運ではなく、日ごろからのちょっとし
た心掛けで防ぐことができ、また、運転者が歩行者がそれぞ
れの場面で「マナーモード」になっていることが大切だと思
います。
　事故を防止しようと一生懸命に取り組んでいる関係者の
努力を無にすることのないよう、また平成14年の後半には、

事故のないまち「鈴鹿」にするためにも、市民一人ひとりの
気持ちを「マナーモード」に切り替えることが肝心なのではな
いでしょうか。
　最後に、交通事故で家族を失った遺族の思いをつづった
体験文集「だんらん」（長野県南警察署松代警部交番・松
代交通安全協会発行）から、体験文を紹介し、今回の特集
を締めくくります。
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●特集●交通安全憂いなし備えあれば

サイドブレーキ　～取材を終えて～

お 父さん


