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１ 愛媛県及び今治市の自転車事故の推移（p12関係） 

《愛媛県の自転車事故》出典：愛媛県警 交通事故概況 

https://www.police.pref.ehime.jp/kotsukikaku/jitenhsa27/jitenshah27-1.htm 

●平成18年 12月末現在         ●平成 19年 12月末現在 

●平成20年 12月末現在         ●平成 21年 12月末現在 

●平成22年 12月末現在         ●平成 23年 12月末現在 

●平成24年 12月末現在         ●平成 25年 12月末現在 
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●平成26年 12月末現在         ●平成 27年 12月末現在 

《今治市の自転車事故》出典：今治市の統計 

https://www.city.imabari.ehime.jp/jouhou/tokei/h27/ 

●交通事故件数 
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●自転車事故件数 
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●全事故に対する自転車事故の割合 

《愛媛県》 愛媛県警察 《今治市》 今治警察署・伯方警察署

交通事故 自転車事故 愛媛県自転車事故比率 交通事故 自転車事故 今治市自転車事故比率

Ｈ18 10881 1873 17.2% Ｈ18 1169 224 19.2%
Ｈ19 10262 1805 17.6% Ｈ19 1221 240 19.7%
Ｈ20 9179 1677 18.3% Ｈ20 1157 236 20.4%
Ｈ21 8904 1609 18.1% Ｈ21 1076 201 18.7%
Ｈ22 8188 1379 16.8% Ｈ22 908 172 18.9%
Ｈ23 7241 1379 19.0% Ｈ23 902 173 19.2%
Ｈ24 7108 1233 17.3% Ｈ24 796 166 20.9%
Ｈ25 6692 1171 17.5% Ｈ25 775 129 16.6%
Ｈ26 5745 999 17.4% Ｈ26 629 116 18.4%
Ｈ27 5086 864 17.0% Ｈ27 531 87 16.4%

注：伯方警察署の値は上島町の値を含む
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２ えひめ自転車事故マップ（p13関係） 

出典：えひめ自転車事故マップ（2013.1 月～2015.12 月） 
https://www.pref.ehime.jp/h15300/jikomap.html 

No. 受傷状況 住所 事故状況 事故発生日 管理区分

1 軽傷 愛媛県今治市上浦町井口７４２５番地１先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/5/1 市道

2 軽傷 愛媛県今治市上浦町甘崎１６番地先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×自転車 2014/10/26 市道

3 軽傷 愛媛県今治市宮窪町余所国６３３番地３南西約１５０ｍ先路上　　 自転車×自転車 2014/9/23 市道

4 重傷 愛媛県今治市宮窪町宮窪４１３８番地１先道路上　　　　　　　　 自転車×車 2015/10/3 市道

5 軽傷 愛媛県今治市吉海町八幡１６２番地２先路上　　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2013/5/15 国道317号

6 重傷 愛媛県今治市吉海町八幡２２５番地１先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/9/23 市道

7 重傷 愛媛県今治市宮窪町友浦３１５番地　先路上　　　　　　　　　　 自転車自損 2013/10/26 市道

8 軽傷 愛媛県今治市吉海町名３１４８番地１先路上　　　　　　　　　　 自転車自損 2014/12/28 国道317号

9 軽傷 愛媛県今治市吉海町椋名１０６０番地西側路上　　　　　　　　　 自転車自損 2014/6/25 県道49号線

10 軽傷 愛媛県今治市菊間町浜４７１番地先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/3/16 市道

11 軽傷 愛媛県今治市菊間町種３８３７番地先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/7/11 国道196号

12 軽傷 愛媛県今治市波方町波方乙４８４番地先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/6/27 市道

13 軽傷 愛媛県今治市地堀４丁目７番１０号付近道路　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/2/19 市道

14 軽傷 愛媛県今治市内堀２丁目１番１５号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/4/18 市道

15 軽傷 愛媛県今治市波止浜６番地１８先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/2/11 県道161号

16 重傷 愛媛県今治市地堀６丁目４番２７号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2014/3/24 市道

17 軽傷 愛媛県今治市中堀４丁目５番１０号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/6/22 県道38号線

18 軽傷 愛媛県今治市中堀１丁目１番６号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/4/19 国道317号

19 軽傷 愛媛県今治市中堀１丁目３番１号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/4/15 市道

20 軽傷 愛媛県今治市大浜町２丁目３番２７号先路上　　　　　　　　　　 自転車×人 2013/5/21 市道

21 軽傷 愛媛県今治市波止浜１１２番地１　駐車場内　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/7/29 駐車場内

22 傷 愛媛県今治市近見町２丁目７番３８号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/12/21 市道

23 軽傷 愛媛県今治市近見町２丁目７番３８号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/10/7 市道

24 死亡 愛媛県今治市近見町１丁目３番１２号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/2/5 市道

25 軽傷 愛媛県今治市近見町１丁目２番７号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/6/15 市道

26 重傷 愛媛県今治市鐘場町２丁目３番５５号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/4/25 国道317号

27 軽傷 愛媛県今治市大新田町４丁目３番６号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/2/5 国道317号

28 重傷 愛媛県今治市大新田町５丁目２番５１号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/11/27 国道317号

29 軽傷 愛媛県今治市大新田町５丁目７番３４号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/12/6 市道

30 重傷 愛媛県今治市大新田町３丁目１番８号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/5/11 国道317号

31 軽傷 愛媛県今治市本町７丁目３番４１号先路上　　　　　　　　　　　 自転車自損 2013/10/1 市道

32 軽傷 愛媛県今治市石井町２丁目５番３６号　先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/5/14 市道

33 軽傷 愛媛県今治市別宮町７丁目１番２号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/2/13 国道317号

34 軽傷 愛媛県今治市別宮町７丁目１番２３号先路上　　　　　　　　　　 自転車×自転車 2013/11/30 国道317号

35 重傷 愛媛県今治市別宮町７丁目３番２８号先道路　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/2/16 市道

36 重傷 愛媛県今治市石井町１丁目１番２０号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/12/3 市道

37 軽傷 愛媛県今治市大正町４丁目３番地５先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/1/14 市道

38 軽傷 愛媛県今治市別宮町４丁目５番地２０先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/9/6 市道

39 軽傷 愛媛県今治市別宮町４丁目５番２０号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/10/6 市道

40 軽傷 愛媛県今治市本町６丁目１番８号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/4/15 市道
41 軽傷 愛媛県今治市大正町３丁目５番地先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/4/15 市道
42 軽傷 愛媛県今治市宮下町１丁目５番３０号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/6/28 市道
43 軽傷 愛媛県今治市中浜町４丁目１２５番地１先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/6/7 市道
44 重傷 愛媛県今治市別宮町４丁目１番９号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/4/13 県道38号線
45 軽傷 愛媛県今治市南大門町３丁目７番地２３先路上　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2013/8/28 県道38号線
46 軽傷 愛媛県今治市別宮町３丁目５番地１６先路上　　　　　　　　　　 自転車自損 2013/7/27 市道
47 重傷 愛媛県今治市別宮町３丁目５番地１先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/8/14 国道317号

48 重傷 愛媛県今治市別宮町３丁目５番地１先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/1/20 国道317号

49 軽傷 愛媛県今治市別宮町３丁目６番地１先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/4/27 市道
50 重傷 愛媛県今治市別宮町３丁目６番地１先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/4/17 市道
51 軽傷 愛媛県今治市別宮町３丁目６番地１先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/2/4 市道
52 軽傷 愛媛県今治市別宮町２丁目３番地２先路上　　　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2014/11/12 国道317号

53 軽傷 愛媛県今治市別宮町２丁目４番地５先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/1/9 国道317号

54 軽傷 愛媛県今治市別宮町２丁目４番地１３先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/2/15 市道
55 重傷 愛媛県今治市南大門町３丁目１番１０号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/8/25 市道
56 重傷 愛媛県今治市別宮町２丁目１番地８先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/5/13 国道317号

57 軽傷 愛媛県今治市南大門町４丁目５番地１１先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/7/26 市道
58 軽傷 愛媛県今治市別宮町９丁目１番２７号駐車場　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/9/2 市道
59 軽傷 愛媛県今治市別宮町９丁目１番２７号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/11/29 市道
60 重傷 愛媛県今治市別宮町９丁目１番６０号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/10/30 市道
61 重傷 愛媛県今治市別宮町９丁目１番６０号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/4/22 市道
62 死亡 愛媛県今治市北宝来町３丁目２番地２６先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/10/23 市道
63 重傷 愛媛県今治市別宮町１丁目３番地１先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/10/30 県道14号線
64 重傷 愛媛県今治市北宝来町４丁目１番地１３先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/4/5 県道38号線
65 軽傷 愛媛県今治市北宝来町３丁目４番地１８先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/7/29 市道
66 軽傷 愛媛県今治市常盤町３丁目２番地１先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/11/1 市道
67 軽傷 愛媛県今治市本町１丁目２番４号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車自損 2013/2/7 市道
68 軽傷 愛媛県今治市恵美須町１丁目３番地９先路上　　　　　　　　　　 自転車自損 2013/10/29 市道
69 軽傷 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地１８先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/3/6 県道157号線
70 重傷 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地１先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/2/15 県道157号線
71 重傷 愛媛県今治市北宝来町１丁目５番地１４先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/5/19 県道157号線
72 軽傷 愛媛県今治市北宝来町２丁目２番地１先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/7/16 市道
73 軽傷 愛媛県今治市北宝来町１丁目１番地１１先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/4/8 市道
74 軽傷 愛媛県今治市別宮町１丁目２番地９先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/12/3 国道317号

75 軽傷 愛媛県今治市別宮町１丁目１番地１１先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/12/21 市道
76 軽傷 愛媛県今治市別宮町１丁目４番地１先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/5/14 市道
77 重傷 愛媛県今治市常盤町３丁目５番地１５先路上　　　　　　　　　　 自転車×人 2015/2/10 国道317号

78 重傷 愛媛県今治市旭町１丁目２番地１４先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/2/17 市道
79 重傷 愛媛県今治市旭町１丁目２番地８先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/2/16 県道38号線
80 重傷 愛媛県今治市松本町１丁目６番地３３先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/11/21 市道
81 軽傷 愛媛県今治市通町１丁目７番２号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/8/15 市道
82 死亡 愛媛県今治市恵美須町２丁目１番地４先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/9/21 市道
83 重傷 愛媛県今治市末広町２丁目１番地１３先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/12/30 市道
84 軽傷 愛媛県今治市松本町２丁目３番地１先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/6/5 市道
85 軽傷 愛媛県今治市旭町１丁目５番地１７号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/7/24 県道38号線
86 傷 愛媛県今治市旭町１丁目３番地４先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/4/5 市道
87 軽傷 愛媛県今治市旭町１丁目３番地４先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/9/19 市道
88 軽傷 愛媛県今治市松本町３丁目１番地１６先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/11/26 市道
89 軽傷 愛媛県今治市常盤町４丁目５番地４先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/7/1 市道
90 軽傷 愛媛県今治市南宝来町１丁目１番地２先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/3/25 市道
91 軽傷 愛媛県今治市南宝来町１丁目６番地１先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/2/17 市道
92 重傷 愛媛県今治市旭町１丁目４番地８先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/12/27 市道
93 軽傷 愛媛県今治市旭町２丁目３番地５　先路上　　　　　　　　　　　 自転車×人 2013/1/27 市道
94 死亡 愛媛県今治市旭町３丁目１番地１２先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/7/16 県道38号線
95 軽傷 愛媛県今治市南宝来町１丁目９番地２６先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/5/14 市道
96 重傷 愛媛県今治市南宝来町２丁目５番地２先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/7/29 市道
97 軽傷 愛媛県今治市南宝来町２丁目５番２号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/4/25 市道
98 軽傷 愛媛県今治市南宝来町２丁目５番地１０先路上　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2015/3/23 市道
99 軽傷 愛媛県今治市松本町３丁目４番地１３先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/4/7 市道
100 軽傷 愛媛県今治市末広町４丁目１番地５先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/8/31 市道
101 軽傷 愛媛県今治市美須賀町２丁目２番地１先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/3/7 市道
102 軽傷 愛媛県今治市美須賀町２丁目２番地１先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/10/13 市道
103 軽傷 愛媛県今治市美須賀町２丁目３番地２先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/7/20 市道
104 軽傷 愛媛県今治市美須賀町３丁目２番地７先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/11/22 市道
105 軽傷 愛媛県今治市美須賀町３丁目２番地７先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/5/9 市道
106 軽傷 愛媛県今治市美須賀町３丁目３番地２先路上　　　　　　　　　　 自転車自損 2013/4/18 市道
107 重傷 愛媛県今治市東門町２丁目２番地４０号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/10/31 市道
108 重傷 愛媛県今治市天保山町３丁目２番地１先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/7/5 市道
109 軽傷 愛媛県今治市天保山町２丁目５番地２先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/5/19 市道
110 軽傷 愛媛県今治市美須賀町４丁目１番１３号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/1/28 市道
111 軽傷 愛媛県今治市旭町４丁目３番地５先路上　　　　　　　　　　　　 自転車自損 2015/11/5 県道38号線
112 軽傷 愛媛県今治市旭町４丁目１番地１６　　　　　　　　　　　　　　 自転車×自転車 2013/8/21 県道38号線
113 軽傷 愛媛県今治市旭町４丁目４番地５先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/11/13 県道38号線
114 重傷 愛媛県今治市旭町５丁目１番地１５先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/8/25 県道38号線
115 重傷 愛媛県今治市旭町５丁目３番地３先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/11/6 市道
116 重傷 愛媛県今治市蔵敷町２丁目１１番地２３先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/12/12 市道
117 軽傷 愛媛県今治市北日吉町１丁目10番地１８号先路上 自転車自損 2013/9/12 県道38号線
118 重傷 愛媛県今治市北日吉町１丁目１０番地２２号先路上 自転車×車 2015/4/17 県道38号線
119 軽傷 愛媛県今治市北日吉町１丁目８番地２１号先路上 自転車×車 2013/6/1 市道
120 軽傷 愛媛県今治市北日吉町１丁目１１番地１７号先路上 自転車×車 2015/8/20 県道38号線
121 軽傷 愛媛県今治市北日吉町１丁目７番地４０号先路上 自転車×車 2015/10/15 県道38号線
122 重傷 愛媛県今治市北日吉町１丁目７番地４０号先路上 自転車×車 2015/5/13 県道38号線
123 軽傷 愛媛県今治市北日吉町１丁目２番１号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/2/16 市道
124 軽傷 愛媛県今治市北日吉町１丁目７番４２号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/12/21 市道

125 軽傷 愛媛県今治市中日吉町１丁目５番２８号先路上　　　　　　　　　 自転車自損 2014/7/25 市道

126 軽傷 愛媛県今治市常盤町５丁目２番３９号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/10/24 国道317号

127 軽傷 愛媛県今治市常盤町５丁目２番３５号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/7/16 国道317号

128 軽傷 愛媛県今治市常盤町５丁目８番１０号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/1/16 国道317号

129 軽傷 愛媛県今治市常盤町６丁目５番２０号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/2/21 国道317号

130 軽傷 愛媛県今治市南日吉町３丁目１番３４号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/3/28 市道

131 軽傷 愛媛県今治市馬越町１丁目５番１０号　先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/6/28 市道

132 重傷 愛媛県今治市常盤町８丁目１番２３号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/5/12 国道317号

133 軽傷 愛媛県今治市常盤町８丁目３番１０号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/9/17 県道156号線

134 軽傷 愛媛県今治市片山３丁目２番６号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/3/17 県道156号線

135 重傷 愛媛県今治市鯉池町１丁目４番２４号先路上　　　　　　　　　　 自転車自損 2013/3/2 県道156号線

136 軽傷 愛媛県今治市鯉池町３丁目３番３２号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/6/4 県道156号線

137 軽傷 愛媛県今治市片山４丁目３番１号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/7/6 市道

138 軽傷 愛媛県今治市片山４丁目２番１６号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/11/18 市道

139 軽傷 愛媛県今治市片山３丁目２番６号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/3/17 市道

140 軽傷 愛媛県今治市片山２丁目４番４０号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/4/29 国道317号

141 軽傷 愛媛県今治市片山３丁目１０番３３号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/1/26 国道317号

142 軽傷 愛媛県今治市片山３丁目１０番２３号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/12/22 国道196号

143 軽傷 愛媛県今治市片山３丁目１０番２３号先路上　　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2014/8/21 国道196号

144 死亡 愛媛県今治市小泉４丁目２番３号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/4/9 市道

145 重傷 愛媛県今治市小泉４丁目１番２６号　蔦屋小泉店駐車場　　　　　 自転車×車 2014/12/22 駐車場内

146 軽傷 愛媛県今治市小泉３丁目１番７号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/3/18 市道

147 重傷 愛媛県今治市小泉３丁目２番４３号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/11/10 国道317号

148 軽傷 愛媛県今治市小泉４丁目６番５４号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/7/20 国道317号

149 軽傷 愛媛県今治市小泉４丁目８番１号先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/2/12 国道317号

150 軽傷 愛媛県今治市小泉４丁目１０番２８号先路上　　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2013/8/19 市道

151 重傷 愛媛県今治市別名１９４番地５先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/7/23 市道

152 軽傷 愛媛県今治市別名８９番地１先路上　　　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/4/24 国道317号

153 軽傷 愛媛県今治市別名１００番地２先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/5/17 市道

154 軽傷 愛媛県今治市別名２３３番地１先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/5/8 市道

155 軽傷 愛媛県今治市別名４９０番地３先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/6/19 市道

156 軽傷 愛媛県今治市小泉３丁目１番３２号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/5/21 市道

157 軽傷 愛媛県今治市小泉３丁目１番３２号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/2/4 市道

158 重傷 愛媛県今治市小泉２丁目１番１１号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/11/13 市道

159 軽傷 愛媛県今治市片山１丁目６番２５号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/2/23 市道

160 軽傷 愛媛県今治市片山１丁目６番２５号北西方約６０メートル先路上　 自転車×オートバイ 2014/4/10 市道

161 軽傷 愛媛県今治市馬越町１丁目３番２０号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/4/1 県道156号線

162 軽傷 愛媛県今治市馬越町３丁目２番２３号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/8/10 県道156号線

163 軽傷 愛媛県今治市馬越町４丁目８番１号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/4/17 市道

164 軽傷 愛媛県今治市馬越町３丁目３番３２号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/2/24 市道

165 軽傷 愛媛県今治市馬越町３丁目３番３１号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/10/3 市道

166 軽傷 愛媛県今治市片山１丁目７番１３号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/7/29 市道

167 軽傷 愛媛県今治市北日吉町３丁目５番５０号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/10/16 市道

168 軽傷 愛媛県今治市北日吉町３丁目５番２７号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/9/1 市道

169 軽傷 愛媛県今治市山路４６０番地１先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2014/7/18 市道

170 重傷 愛媛県今治市阿方２０４番地１先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/7/10 市道

171 軽傷 愛媛県今治市山路８８４番地２先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/11/20 市道

172 重傷 愛媛県今治市山路８８１番地２４　　　　　　　　　　　　　　　 自転車自損 2013/5/18 市道

173 軽傷 愛媛県今治市四村１９５番地４先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/1/20 県道155号線

174 軽傷 愛媛県今治市徳重１８８番地２先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2014/8/5 市道

175 重傷 愛媛県今治市徳重２６１番地２先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/6/16 市道

176 軽傷 愛媛県今治市中寺１００５番地先路上　　　　　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2013/5/15 市道

177 軽傷 愛媛県今治市中寺６６１番地１　先路上　　　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/8/30 市道

178 傷 愛媛県今治市八町西１丁目６番２４号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/11/9 国道196号

179 重傷 愛媛県今治市八町西２丁目２番３号先路上　　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/8/2 市道

180 軽傷 愛媛県今治市郷本町２丁目８番２４号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/8/1 市道

181 軽傷 愛媛県今治市郷本町１丁目２番１５号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/2/18 市道

182 軽傷 愛媛県今治市河南町１丁目６番３９号先路上　　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2015/4/28 市道

183 軽傷 愛媛県今治市河南町１丁目１番３６号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/6/13 市道

184 軽傷 愛媛県今治市立花町１丁目５番２３号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2013/12/16 市道

185 重傷 愛媛県今治市立花町２丁目６番２１号先路上　　　　　　　　　　 自転車×オートバイ 2015/11/28 市道

186 軽傷 愛媛県今治市広紹寺町２丁目１番４１号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/4/25 市道

187 軽傷 愛媛県今治市広紹寺町１丁目１番４号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2014/8/28 市道

188 軽傷 愛媛県今治市北鳥生町４丁目６番３３号　先路上　　　　　　　　 自転車×車 2014/12/28 市道

189 軽傷 愛媛県今治市北鳥生町４丁目６番３３号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/10/27 市道

190 軽傷 愛媛県今治市祇園町１丁目１番６３号先路上　　　　　　　　　　 自転車×車 2015/8/12 市道

191 軽傷 愛媛県今治市北高下町２丁目１番２５号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/6/30 市道

192 軽傷 愛媛県今治市北高下町１丁目５番５７号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/6/12 市道

193 重傷 愛媛県今治市北高下町１丁目４番２７号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/1/30 市道

194 重傷 愛媛県今治市東鳥生町２丁目３番７０号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/6/26 市道

195 軽傷 愛媛県今治市東鳥生町１丁目８番２０号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/1/7 市道

196 重傷 愛媛県今治市北鳥生町１丁目３番３２号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/8/2 市道

197 軽傷 愛媛県今治市東鳥生町１丁目１番３０号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/1/23 市道

198 軽傷 愛媛県今治市東鳥生町３丁目１番２６号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/2/15 市道

199 軽傷 愛媛県今治市南高下町１丁目４番２２号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/9/27 市道

200 軽傷 愛媛県今治市南高下町１丁目１番15号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2014/1/2 市道

201 軽傷 愛媛県今治市東鳥生町４丁目２番５０号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/10/30 市道

202 軽傷 愛媛県今治市喜田村３丁目２番１号先路上 自転車×車 2013/5/25 市道

203 軽傷 愛媛県今治市喜田村３丁目１番３３号 自転車×車 2014/6/25 駐車場内

204 軽傷 愛媛県今治市衣干町１丁目２番２６号先路上 自転車×車 2013/1/13 市道

205 重傷 愛媛県今治市南高下町２丁目１番３６号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/2/2 市道

206 重傷 愛媛県今治市衣干町３丁目１番６号先路上 自転車×車 2014/9/22 市道

207 軽傷 愛媛県今治市南鳥生町３丁目３番２２号先路上　　　　　　　　　 自転車自損 2013/4/10 市道

208 重傷 愛媛県今治市南鳥生町４丁目２番３３号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/7/10 市道

209 軽傷 愛媛県今治市南鳥生町４丁目２番３３号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/3/26 市道

210 軽傷 愛媛県今治市南鳥生町４丁目２番３３号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/9/5 市道

211 軽傷 愛媛県今治市北高下町４丁目４番３６号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/12/24 市道

212 軽傷 愛媛県今治市土橋町１丁目２番４号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/12/17 市道

213 重傷 愛媛県今治市南高下町４丁目４３７番地１先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/3/4 市道

214 軽傷 愛媛県今治市立花町４丁目５番１２号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/7/7 市道

215 重傷 愛媛県今治市郷六ヶ内町１丁目１番３９号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/8/23 市道

216 重傷 愛媛県今治市八町西４丁目１番２１号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2015/2/9 市道

217 重傷 愛媛県今治市八町西４丁目３番３１号先路上　　　　　　　　　 自転車×車 2013/12/14 市道

218 軽傷 愛媛県今治市中寺４６９番地４先路上 自転車×車 2014/7/5 市道

219 重傷 愛媛県今治市中寺４６９番地４先路上 自転車×車 2013/8/16 市道

220 軽傷 愛媛県今治市中寺６３６番地１先路上 自転車×オートバイ 2013/9/12 市道

221 軽傷 愛媛県今治市中寺６６１番地１先路上 自転車×車 2013/8/30 市道

222 軽傷 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目４番１０号先路上 自転車×車 2015/1/6 県道156号線

223 軽傷 愛媛県今治市辻堂４丁目２番１０号先路上 自転車×人 2015/12/14 県道156号線

224 重傷 愛媛県今治市八町東４丁目３番１１号先路上 自転車×車 2014/9/29 市道

225 軽傷 愛媛県今治市八町東４丁目４番６号先路上 自転車×車 2013/10/2 市道

226 軽傷 愛媛県今治市中寺２７９番地１先路上 自転車×車 2015/3/28 市道

227 重傷 愛媛県今治市中寺２７９番地１先路上 自転車×車 2013/2/11 市道

228 軽傷 愛媛県今治市八町東３丁目５番２３号先路上 自転車×自転車 2013/7/23 市道

229 軽傷 愛媛県今治市八町東３丁目５番２３号先路上 自転車×車 2013/1/11 市道

230 重傷 愛媛県今治市中寺２５０番地１先路上 自転車×車 2015/8/13 国道196号

231 軽傷 愛媛県今治市八町東６丁目５番１号先路上 自転車×オートバイ 2013/4/25 市道

232 軽傷 愛媛県今治市松木２６０番地１先路上 自転車×車 2015/2/14 市道

233 軽傷 愛媛県今治市松木２２６番地５先路上 自転車×車 2013/2/19 市道

234 軽傷 愛媛県今治市松木３６３番地先路上 自転車×車 2014/2/5 市道

235 軽傷 愛媛県今治市松木３４９番地先路上 自転車×車 2015/8/24 市道

236 軽傷 愛媛県今治市徳重３２番地先路上 自転車×車 2015/7/21 市道

237 軽傷 愛媛県今治市南高下町４丁目２番１号先路上 自転車×車 2013/3/24 市道

238 軽傷 愛媛県今治市喜田村４丁目１番１０号先路上 自転車×車 2014/12/25 市道

239 軽傷 愛媛県今治市喜田村２丁目３番４８号先路上 自転車×車 2013/7/19 県道38号線

240 重傷 愛媛県今治市喜田村１丁目２番１号先路上 自転車×車 2015/9/11 市道

241 軽傷 愛媛県今治市南高下町４丁目３番２３号先路上 自転車×車 2015/11/15 市道

242 軽傷 愛媛県今治市衣干町４丁目５番１１号先路上 自転車×車 2014/2/2 市道

243 軽傷 愛媛県今治市衣干町４丁目５番１１号先路上 自転車×車 2013/6/11 市道

244 軽傷 愛媛県今治市横田町１丁目６番２５号先路上 自転車×車 2013/5/13 市道

245 軽傷 愛媛県今治市上徳１丁目５番３０号先路上 自転車×車 2013/3/12 市道

246 重傷 愛媛県今治市喜田村５０番地１先路上 自転車×車 2013/1/9 市道

247 重傷 愛媛県今治市喜田村７丁目５番３８号先路上 自転車×車 2014/4/17 市道

248 軽傷 愛媛県今治市東村５丁目１番３６号先路上 自転車×車 2013/2/8 市道

249 軽傷 愛媛県今治市東村１丁目２番５３号先路上 自転車×車 2013/4/12 市道

250 軽傷 愛媛県今治市東村１丁目５番３７号先路上 自転車×車 2014/5/30 市道

251 軽傷 愛媛県今治市東村１丁目１４番２号先路上 自転車×車 2013/2/4 市道

252 軽傷 愛媛県今治市東村４丁目５番１４号先路上 自転車×車 2015/4/24 市道

253 軽傷 愛媛県今治市東村３丁目１番３８号先路上 自転車×車 2013/8/3 県道38号線

254 軽傷 愛媛県今治市東村３丁目１番３８号先路上 自転車×車 2013/2/28 県道38号線

255 軽傷 愛媛県今治市東村３丁目１番４６号先路上 自転車×車 2014/6/18 市道

256 軽傷 愛媛県今治市東村３丁目９番３５号先路上 自転車×車 2015/4/11 市道

257 軽傷 愛媛県今治市東村南１丁目６番７号先路上 自転車×車 2013/8/27 県道38号線

258 死亡 愛媛県今治市東村南１丁目６番１４号先路上 自転車×車 2013/8/27 県道38号線

259 重傷 愛媛県今治市唐子台東１丁目１７番６号先路上 自転車自損 2014/11/11 市道

260 軽傷 愛媛県今治市国分２丁目６番７号先路上 自転車×車 2013/2/26 市道

261 軽傷 愛媛県今治市国分１丁目６番３３号先路上 自転車×車 2013/9/25 国道156号

262 軽傷 愛媛県今治市古国分３丁目２番１８号先路上 自転車×車 2013/10/13 県道38号線

263 軽傷 愛媛県今治市古国分３丁目５番１０号先路上 自転車×車 2014/10/31 県道38号線

264 重傷 愛媛県今治市桜井５丁目２番１号先路上 自転車×車 2015/6/29 市道

265 軽傷 愛媛県今治市桜井５丁目７番１号先路上 自転車×車 2013/2/24 市道

266 軽傷 愛媛県今治市桜井２丁目６番２３号先路上 自転車×車 2015/9/26 県道38号線

267 軽傷 愛媛県今治市桜井３丁目５番１号先路上 自転車×車 2014/8/8 市道

268 軽傷 愛媛県今治市桜井４丁目３番２９号先路上 自転車×車 2014/2/2 市道

269 軽傷 愛媛県今治市桜井４丁目６番１６号先路上 自転車×車 2015/10/31 市道

270 重傷 愛媛県今治市桜井４丁目１１番１２号先路上 自転車×車 2015/8/2 県道38号線

271 軽傷 愛媛県今治市郷桜井３丁目１番１１号先路上 自転車×車 2014/7/18 市道

272 重傷 愛媛県今治市郷桜井３丁目１番１８号先路上 自転車×車 2013/1/30 市道

273 軽傷 愛媛県今治市郷桜井３丁目６番４５号先路上 自転車×車 2014/12/28 国道156号

274 重傷 愛媛県今治市町谷１６３番９先路上 自転車×車 2013/11/13 市道

275 軽傷 愛媛県今治市高市４０４番４先路上 自転車×車 2013/8/30 市道

276 重傷 愛媛県今治市玉川町三反地７６番先路上 自転車×車 2014/10/2 市道

No. 受傷状況 住所 事故状況 事故発生日 管理区分
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３ 自転車事故発生要因（p13関係） 

●自転車事故形態 

《今治市》 

出典：えひめ自転車事故マップ（p5表：2013.1 月～2015.12 月の自転車事故件数276件より） 

《愛媛県》  

出典：愛媛県警 交通事故概況 

https://www.police.pref.ehime.jp/kotsukikaku/jitenhsa27/jitenshah27-1.htm

自転車×オートバイ 15 5.4%
自転車×自転車 5 1.8%
自転車×車 237 85.9%
自転車×人 4 1.4%
自転車自損 15 5.4%

276 100.0%

《愛媛県事故累計》 H27年
対歩行者 22 2.5%
正面衝突 27 3.1%
追越 16 1.9%
出会頭 455 52.7%
追越追抜 14 1.6%
すれ違い 10 1.2%
左折時 66 7.6%
右折時 118 13.7%
その他 100 11.6%
対車両小計 806 93.3%
単独 36 4.2%
計 864 100.0%

  対車両 

 →対歩行者 

 →単独
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《全 国》 

出典：警察庁 道路の交通に関する統計 交通事故の発生状況 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00130002&tstat

=000001027457&cycle=7&year=20150&month=0 

《警視庁自転車事故類型》 H27年

自転車×オートバイ 5142 5.2%
自転車×自転車 2519 2.6%

自転車×車 83562 84.7%
自転車×人 2506 2.5%
自転車自損 1881 1.9%

その他 3090 3.1%
計 98700 100.0%

対車両 

   →対歩行者 

   →単独 
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●市内の自転車事故発生要因 

出典：今治警察署 

《今治警察署による自転車事故発生原因》 平成26年
信号無視 5 4.5%

横断・転回等 1 0.9%
右左折違反 1 0.9%
優先通行妨害 2 1.8%

交差点安全通行 13 11.7%
徐行 7 6.3%

一時不停止 6 5.4%
過労運転 0 0.0%

運転操作不適 2 1.8%
動静不注視 15 13.5%
前方不注意 3 2.7%
安全不確認 30 27.0%
安全速度 1 0.9%

歩行者違反 0 0.0%
その他違反・違反なし 25 22.5%

計 111 100.0%
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４ 自転車事故の道路別発生状況（p14関係） 

出典：愛媛県警 愛媛県交通事故概況 

 https://www.police.pref.ehime.jp/kotsukikaku/jiko.htm 

●平成18年 

●平成27年 
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５ 国勢調査における利用交通分担率（p29関係） 

出典：国勢調査 

 https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.html 

６ 交通状況を踏まえた整備形態の選定（完成形態）の考え方（p60関係） 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成28年 3月）国土交通省道路局、警察庁交通局 

https://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/pdf/guideline.pdf 

平成22年 国勢調査
常住地又は従業地・通学地による利用交通手段(9区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 

【常住地ベース】

徒歩だけ 鉄道・電車 乗合バス 勤め先・学校のバス 自家用車 ハイヤー・タクシー オートバイ 自転車 その他 不詳 計

愛媛県 40,019 24,780 9,471 3,671 354,795 1,133 64,217 124,570 10,064 8,115 640,835

松山市 14,977 13,190 5,556 793 106,476 674 35,458 65,586 4,183 4,157 251,050

今治市 4,619 1,380 693 420 43,378 80 5,119 12,055 1,228 493 69,465

【従業地・通学地ベース】

徒歩だけ 鉄道・電車 乗合バス 勤め先・学校のバス 自家用車 ハイヤー・タクシー オートバイ 自転車 その他 不詳 計

愛媛県 40,071 24,866 9,431 3,696 355,618 1,122 64,054 124,675 10,553 8,214 642,300

松山市 14,912 17,047 6,165 750 107,381 680 37,253 66,927 4,302 4,094 259,511

今治市 4,635 1,653 726 405 44,267 143 5,126 12,180 1,885 556 71,576

《常住地ベース構成比》

徒歩だけ 鉄道・電車 乗合バス 勤め先・学校のバス 自家用車 ハイヤー・タクシー オートバイ 自転車 その他 不詳 計

愛媛県 6.2% 3.9% 1.5% 0.6% 55.4% 0.2% 10.0% 19.4% 1.6% 1.3% 100.0%

松山市 6.0% 5.3% 2.2% 0.3% 42.4% 0.3% 14.1% 26.1% 1.7% 1.7% 100.0%

今治市 6.6% 2.0% 1.0% 0.6% 62.4% 0.1% 7.4% 17.4% 1.8% 0.7% 100.0%

《従業地・通学地ベース構成比》

徒歩だけ 鉄道・電車 乗合バス 勤め先・学校のバス 自家用車 ハイヤー・タクシー オートバイ 自転車 その他 不詳 計

愛媛県 6.2% 3.9% 1.5% 0.6% 55.4% 0.2% 10.0% 19.4% 1.6% 1.3% 100.0%

松山市 5.7% 6.6% 2.4% 0.3% 41.4% 0.3% 14.4% 25.8% 1.7% 1.6% 100.0%

今治市 6.5% 2.3% 1.0% 0.6% 61.8% 0.2% 7.2% 17.0% 2.6% 0.8% 100.0%


