
交通事故データと
自己診断テストで
交通事故を防ぎましょう

　交通事故の統計データを見てみる

と、どのような事故が多いのかが見

えてきます。また、自分の運転を客

観的に診断することで、特に注意す

べき点が分かります。この特集を参

考にし、事故を起こさないよう、ま

た巻き込まれないようにしてくださ

い。
※データはいずれも三重県警察提供。写真は

いずれもイメージで実際の事故や違反の現

場ではありません。

人身事故件数は昨年過去最少、

死者数は増減を繰り返しています

　本市における人身事故件数は年々

減少しており、昨年は統計を取り始

めてから最も少ない 743 件になりま

した。

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

人身事故件数(左軸) 

平成27年 

死傷者数(左軸) 
死者数(右軸) 

5 12 9 11 6

1,199 1,020 971 802 743

1,583 1,315 1,237 1,024 1,003
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本市における 人身事故発生状況

人身事故の原因は

安全不確認などの

安全運転義務違反が圧倒的多数

　交通事故の原因となった法令違反

は、83 パーセントが安全運転義務違

反です。その多くを「安全不確認」「動

静不注視」「前方不注視」が占めてい

ます。

本市における 

人身事故発生時の法令違反内容人身事故発生時の法令違反内容

　前後左右の十分な安全確認をしないことです。交差点では、カーブミラーだ
けに頼らずに、直接目視で左右の安全確認をし、必要な場合は減速し、よく確
認してください。

　「事故相手に気付いていながら、危険性を軽視して、その後の動きに注意しなかっ
た」ことが原因であり、自分にとって都合の良い判断をするために起こります。思い込み

。うょしまち持を識意の」いなれしもか～「くなはで」うろだ～「、け避を転運るよに

　前方を見ずに運転することを意味し、携帯電話やカーナビの操作をしていたり、景色
」りやんぼ「、たま。すでどなりたしとうお拾を物たし下落、りたっましてれと見に板看や

や「考え事」をしながら運転することも含みます。緊張感を持って運転に集中しましょう。
前方不注視

動静不注視

安全不確認

安全運転義務違反 83.0％

その他
2.5％

優先通行妨害
1.4％

徐行場所違反
1.4％

信号無視
3.1％

交差点安全進行違反
3.8％
一時不停止
4.8％

危険！ながらスマホ

　スマートフォンを操作しながらの
自動車の運転は、非常に危険な行為

であり、道路交通法違反となります。

また、その行為により交通の危険を

生じさせた（事故を起こした）場合

などは、さらに厳しい罰則がありま

す。相手に怪我をさせた場合は、自

動車過失運転致死傷などの刑事責任

に問われることがあります。

　自転車に乗っているときにスマー

トフォンを操作することも違反にな

ります。相手に怪我を

させた場合は、過失致

死傷などの刑事責任に

問われることがありま

す。なお、高額な賠償

責任に備えて、自転車

保険に加入しましょう。

追突事故がトップ
本市における

事故の発生状況
　車同士の事故が人身事故における

9割以上を占めています。中でも追

突事故は約半数を占めており、細心

の注意が必要です。

三重県警 追突"ゼロ"作戦に参加しよう

追突
46.0％車両相互

91.5％出会頭
26.4％

その他
18.2％

人対車
6.5％

正面衝突
0.9％

車両単独
2.0％

三重県警 
追突 ゼロ 作戦に

参加しよう
" "

  三重県警察では、現在「追突“ゼロ”

作戦」を実行中です。市民の皆さん

もこの作戦に参加し、実行してくだ

さい。
※申し込みは必要ありません。各自で作

戦を決行してください。

作戦その１
追突事故の原因を理解しよう！

●よそ見・わき見・ぼんやり運転（運

転に集中していない）

●考え事（注意力が散漫になる）

●時間に焦る（待ち合わせに遅れる

などといった焦りから、安全確認

が不十分となる）

●車間距離を空けていない（前車の

ブレーキ操作に即応できない）

●すり減ったタイヤによる運転（車

両の点検整備の徹底）

●携帯電話による通話（メール画面

等の注視）に夢中（少しくらいな

らといった軽い気持ちが事故のも

と）
　運転中の携帯電話

などの使用は、と

ても危険な違反行

為です。絶対にや

めましょう！

安全確認が不十分となる）

  特に高速道路や

自動車専用道路では、

歩行者などがいない安心感から

緊張感が低下し、

大事故につながりがち！！

作戦その２
追突されないため工夫しよう！

●むやみな急ブレーキの禁止（他の

車両の動きや信号機などに注意す

る）

●ポンピングブレーキの励行（後続

車両に対する注意喚起）

●渋滞により減速・停止する際のハ

ザードランプの点灯（後続車両に

対する注意喚起）

渋滞により減速・停止する際のハザードランプの点灯（後続車両に対する注意喚起）

●急な進路変更をし

ない（後方の安全

確認をする）

作戦その３
もしもの追突に備えよう！

●シートベルト（チャイルドシート）

の正しい着用

●停止するときは前車との車間距離

を確保（玉突き追突を避ける）

（玉突き追突を避ける）
後続車両の動きをルームミラーでチェック（危険認知で被害軽減）

●後続車両の動きを

ルームミラーで

チェック（危険認知

で被害軽減）

作戦その４
みんなで注意し合おう！

●社内研修（教育）などの教材に活

用

●運転は重大な責任を伴うことを自

覚

●ドライブなど

家族や仲間で

のお出掛け時

に注意

あなたがおかしやすい

「違反タイプ」診断テスト
　次の交通場面、あなたが取りそう

な行動について「はい「」いいえ」

のどちらかに必ず○をつけてくださ

い。
行 動 項 目 A B C D

1 一時停止の場所でもしっかり確認できるなら完全に停止する必要はないと思う はい いいえ

2 カーブの多い片側1車線の道をドライブしているとき、前のクルマがノロノロ走っていても、
追い越し禁止区間では追い越しを我慢する いいえ はい

3 駐輪禁止の場所に自転車を停めたことがある はい いいえ

4 付き合いでアルコールを少し飲んだが、酔うほどは飲まなかったので運転して帰宅したことがある はい いいえ

5 運転中にケータイ電話が鳴ったら電話に出る はい いいえ

6 ちょっと買物するくらいの間ならと思い駐車禁止の路上に駐車したことがある はい いいえ

7 クルマが来なければ赤信号でも横断歩道を渡る はい いいえ

8 夜、自転車に乗るとき、周りが明るくても必ずライトをつける いいえ はい

9 電車やバスに乗るときはケータイ電話を必ずマナーモードにする いいえ はい

10 高速道路の自動速度取締装置（オービス）の設置場所を気にするほうである はい いいえ

11 右折しようと交差点に接近中、信号が赤に変わっても、スピードをあげて右折してしまうことが多い はい いいえ

12 工事などで車線が減って渋滞しているところでは前の車にピッタリ付けて割り込みさせないようにする はい いいえ

13 制限速度よりも周りのクルマの流れに乗って走ることを優先する はい いいえ

14 少し酔うくらいアルコールを飲んでしまったが、２時間ほど酔いを覚ましてからクルマを運転
して帰宅したことがある はい いいえ

15 優先席に座ったらお年寄りが近くに立っていたが、無視したことがある はい いいえ

16 右折レーンにいるとき前のクルマが右折すれば赤信号でもついていく はい いいえ

17 歩いていて道路の向こう側に渡りたいとき、横断歩道まで行くのが遠回りなら、少々交通量が
多くてもクルマが切れるタイミングを待って走って渡る

はい いいえ

18 信号のない横断歩道に歩行者が立っていればクルマを止めて歩行者を渡らせてあげる

縦に◯の数を集計

いいえ はい

A

A の列に○が 4個以上

ついた人は 

「他人同調タイプ／
取り締まられなければ
いいや型違反」

   あなたは、みんながやるから、人

につられて違反を行うタイプです。

他人と一緒なら勇気づけられ、一人

だと「見つからなければいいや」と

考えて違反を起こします。自分の目

で見て、自分で判断する運転を心が

けてください。

B の列に○が 3個以上

ついた人は 

「リスク過小評価タイ
プ／ちょっとだけな
ら型違反」

　あなたは、リスクを自分の都合の

いいように低く評価して、「このくら

いなら大丈夫」と行っちゃうタイプ

です。「大丈夫」と思ったその先まで

読む運転ができるようになりましょ

う。

C の列に○が 3個以上

ついた人は 

「社会的マナー違反タ
イプ／人の迷惑考え

　あなたは、違反を承知で自分のメ

リットを優先させてしまうタイプで

す。交通社会は他者との関係で成り

立っています。もっと思いやりのあ

る運転を心がけてください。

上のどれにも

当てはまらなかった人は

「法的ルールも社会的
ルールも比較的よく
守るタイプ」

   とくに D の列に○が 15 個以上つ

いた人は、人一倍遵法（じゅんぽう）

精神の強いタイプです。他人のルー

ル違反に腹を立ててあまりイライラ

したり注意力が散漫にならないよう

気を付けましょう。

出典：「トラフィック・マナー」

（監修：芳賀繁立教大学教授、発行：本田

技研工業株式会社安全運転普及本部）

　タイプ別のアドバイスを参考に交

通安全に努めてください。また「法

的ルールも社会的ルールも比較的よ

く守るタイプ」の方でも、交通ルー

ル違反に一つでも当てはまった方は、

もちろん改善して法令を遵守してく

ださい。

　一瞬の油断が悲しい事故につなが

ります。後で後悔しても時間は戻り

ません。車に乗るときは、他人や自

分の命が懸かっていることを肝に銘

じ、細心の注意を払って運転してく

ださい。

広報すずか特集「交通事故防止」につい

てのご意見・ご感想は、交通防犯課へ　  

     382-9022　　382-7603　　 

kotsubohan@city.suzuka.lg.jp


