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表‐１ 菊池・山鹿地域（山鹿市、菊池市）における事故発生箇所 

提供：熊本県警察本部 

 

 

 

発生場所（市町） 丁字名 番地以下 事故類型 道路形状

山鹿 １６１６番地７ 人対車両－その他横断中 単路／他

鹿本町梶屋 ８７５番地１ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

鹿本町中富 ６３番地１先 車両相互－その他 単路／他

鹿本町来民 １１３２番地４ 車両相互－すれ違い時 単路／カーブ・屈折

菊鹿町上内田 １７４２番地先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

方保田 ２５２１番地１ 車両相互－右折時－その他 交差点／その他

古閑 １２５７番地野満方 車両相互－出会い頭 交差点／その他

鹿本町来民 ２３１８番地７ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

南島 １８０７番地３ 車両相互－出会い頭 単路／他

方保田 ３１４２先路上 車両相互－右折時－その他 交差点／その他

方保田 ２４９１北東方約１２０メートル 車両相互－出会い頭 交差点／その他

鹿本町御宇田 ３１５番地 車両相互－右折時－その他 交差点／その他

方保田 ３４６２番地１先路上 車両相互－出会い頭 単路／他

山鹿 ４６５番地５　先路上 車両相互－右折時－その他 交差点／その他

津留 ２５０５番地１先路上 車両相互－追突－進行中 単路／他

古閑 ７８３番地４株式会社誠工社技術 車両相互－左折時 交差点／その他

熊入町 １２０番地 車両相互－出会い頭 交差点／その他

古閑 ６６６番地１ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

山鹿 １５４９番地 車両相互－出会い頭 単路／他

石 １２５２番地４ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

鹿本町来民 １５５０番地１ 車両相互－追越追抜時 単路／カーブ・屈折

方保田 ２１６７番地北方約１９０ｍ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

古閑 １００６番地５ゆめマート東山鹿 車両相互－出会い頭 単路／他

中 ４８３番地有限会社阿蘇品組 車両相互－追越追抜時 単路／他

山鹿 ４４番地 車両相互－その他 単路／カーブ・屈折

鹿校通 三丁目６番２８号　 車両相互－その他 交差点／その他

下吉田 １０５１番地４先路上 車両相互－右折時－その他 単路／他

泗水町吉富 ２２３１番地３ 車両相互－その他 単路／カーブ・屈折

村田 ２８２番地 車両相互－その他 単路／他

泗水町吉富 ２８８５番地１ 車両相互－左折時 単路／他

七城町清水 ３４３番地１先交差点 車両相互－出会い頭 交差点／その他

泗水町吉富 ２７１４番地北方約７０メートル 車両相互－出会い頭 交差点／その他

隈府 １２７３番地１ 車両相互－左折時 交差点／その他

泗水町豊水 １１４番地２先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

泗水町豊水 ３０８３－１先交差点 車両相互－左折時 交差点／その他

隈府 ２２７番地先交差点 車両相互－出会い頭 交差点／その他

泗水町豊水 ３５６９番地 車両相互－出会い頭 交差点／その他

泗水町吉富 ３２１５番地２ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

泗水町豊水 ３５８２番地１南方約１００ｍ先 車両相互－その他 交差点／その他

泗水町永 １０２２番地１ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

泗水町福本 ３５９番地１ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

泗水町永 ８４５番地１ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

村田 ２５０番地５　北東方約５０メー 車両相互－出会い頭 交差点／その他

隈府 ８６９番地１先路上 車両相互－左折時 単路／他

下河原 ２８１８番地 車両相互－出会い頭 交差点／その他

片角 ２９０番地 車両相互－その他 交差点／その他

七城町亀尾 １４９１－１南西約５００ｍ先路 車両相互－追突－進行中 単路／他

旭志川辺 ７０４番地 車両相互－出会い頭 交差点／その他

隈府 １２０６番地４先路上 車両相互－右折時－右折直進 交差点／その他

西寺 １８５７番地先路上 車両相互－追突－進行中 単路／カーブ・屈折

亘 ３２５番地　立山方先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

山鹿市

菊池市
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 表‐２ 菊池・山鹿地域（合志市）における事故発生箇所 

提供：熊本県警察本部 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

発生場所（市町） 丁字名 番地以下 事故類型 道路形状

須屋 ７５番地１０ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

須屋 ８８番地７ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

幾久富 １９０９番地９０４ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

須屋 ２５０５番地２ 人対車両－背面通行中 単路／他

竹迫 ７４４番地２東方４５０メートル 車両相互－出会い頭 交差点／その他

上庄 １８５番地１先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

豊岡 １４３３番地 車両相互－出会い頭 交差点／その他

福原 ２４０４番地２先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

御代志 ４６８番地１ 車両相互－正面衝突 単路／他

幾久富 １８６６番地１１５０ 車両相互－その他 交差点／その他

幾久富 １６５１番地３１ 車両相互－出会い頭 単路／他

幾久富 １８２８番地６１ 車両相互－出会い頭 単路／他

須屋 １３９８番地先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

須屋 ２７４５番地７４ 車両相互－すれ違い時 単路／カーブ・屈折

幾久富 １５６８番地３ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

御代志 １６６５番地１６６先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

須屋 ３６７３ 車両相互－右折時－その他 交差点／その他

豊岡 ２０００番地１８９５ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

幾久富 １７５８番地７３５ 車両相互－出会い頭 単路／他

野々島 ４４１４番地１６６ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

栄 ３２２１番地 車両相互－出会い頭 交差点／その他

豊岡 ２０００番地７５１ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

福原 ２２７４番地２　荒木獣医科診療 車両相互－右折時－右折直進 単路／カーブ・屈折

幾久富 １７５８番地１６８号 車両相互－出会い頭 交差点／その他

御代志 ２０８４番地１先路上 車両相互－その他 交差点／その他

須屋 １２８６番地１　北方約５０㍍先 車両相互－追越追抜時 単路／他

須屋 ２９０７番地２ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

豊岡 １２２０番地４　東方約５００㍍ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

幾久富 １９０９番地５２８先路上 車両相互－出会い頭 単路／他

幾久富 １４８４　南方約１４０ｍ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

豊岡 ２３４４番地２６　西方約９０ｍ 車両相互－すれ違い時 単路／他

須屋 １８２５番地先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

幾久富 １７５８番地５３ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

幾久富 １９０９番地９０４ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

須屋 ３１０２番地１ 車両相互－右折時－その他 交差点／その他

上庄 九電柱３８３エ０９１先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

幾久富 １９０９番地１５５ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

竹迫 ２１４０番地南西方約４００㍍先路上 車両相互－右折時－その他 交差点／その他

幾久富 １９０９番地４６７　敷地内 車両相互－左折時 一般交通

須屋 １４５８番地１０ 車両相互－追越追抜時 交差点／その他

豊岡 ９５５番地西方約３５０ｍ 車両相互－左折時 交差点／その他

合志市
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表‐３ 菊池・山鹿地域（大津町、菊陽町）における事故発生箇所 

提供：熊本県警察本部 

 

発生場所（市町） 丁字名 番地以下 事故類型 道路形状

陣内 １１５４番地４ 車両相互－その他 単路／他

美咲野 １丁目１７番３号 車両相互－出会い頭 交差点／その他

大津 １８７武山鋳造株式会社熊本工場 車両相互－出会い頭 単路／他

室 ２１５番地 車両相互－左折時 単路／他

引水 ４６４番地 車両相互－出会い頭 交差点／その他

岩坂 １３２番地１先路上 車両相互－右折時－右折直進 交差点／その他

大津 １１１４番地先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

杉水 ３２４３番地１　南方交差点 車両相互－左折時 交差点／その他

町 ２０２番地１ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

室 １８０８番地１ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

森 ８２９番地１ 車両相互－その他 単路／他

室 ７６３番地４コーポ緑Ａ棟先路上 車両相互－すれ違い時 単路／トンネル

室 １７８２番地 車両相互－右折時－右折直進 単路／他

室 ７８９番地 車両単独－転倒 交差点／その他

室 １７８２番地先路上 人対車両－その他 単路／他

美咲野 ４丁目１７番１号 車両相互－出会い頭 交差点／その他

大津 １２０８番地２先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

室 １３７番地先路上 車両相互－出会い頭 単路／他

吹田 １１４７番地７先路上 車両単独－その他 単路／他

大津 ２７８番地 車両相互－左折時 交差点／その他

大津 ３９９番地１先路上 車両相互－出会い頭 単路／他

岩坂 １４８５番地　東方約１．０ｋｍ 車両相互－その他 単路／他

原水 １１７６番地５ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

光の森 ７丁目４７番地３先路上 車両相互－出会い頭 単路／トンネル

光の森 １丁目１８番地２先路上 車両相互－左折時 交差点／その他

津久礼 ２７５０番地５ 車両相互－出会い頭 一般交通

津久礼 ２４２８番地３ 車両相互－左折時 単路／他

原水 ５９３７番地２ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

津久礼 ３０６１番地１０ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

光の森 ７丁目３５番地３先路上 車両相互－左折時 交差点／その他

武蔵ヶ丘北 ３丁目２番３３号 車両相互－その他 単路／他

久保田 ２８０７番地７ 車両相互－左折時 交差点／その他

津久礼 ３０９４ 車両相互－追突－進行中 単路／他

津久礼 ３０５３番地７ 車両相互－左折時 交差点／その他

津久礼 ２８０１番地２ 車両相互－その他 交差点／その他

曲手 ４９９番地１ 車両単独－その他 単路／他

光の森 ７丁目３３番地１先路上 車両相互－出会い頭 一般交通

辛川 ２６５５番地　熊本県運転免許セ 車両相互－追突－進行中 単路／カーブ・屈折

花立 ３丁目１４番１０号 車両相互－左折時 単路／他

新山 １丁目１２番１号 車両相互－出会い頭 交差点／その他

津久礼 １４２番地９ 車両単独－転倒 交差点／付近

津久礼 ２４４９番地１ 車両相互－右折時－その他 交差点／付近

津久礼 ２８０１番地１０ 車両相互－左折時 交差点／その他

武蔵ケ丘 １丁目３番１号 車両相互－右折時－その他 交差点／その他

花立 ３丁目１番７号先路上 車両相互－出会い頭 単路／他

久保田 ２７４５番地４ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

原水 ３０１７番地１ 車両単独－路外逸脱－転落 交差点／その他

杉並台 １丁目５番４８号　先路上 車両相互－出会い頭 交差点／その他

津久礼 ２５９８番地 車両相互－右折時－右折直進 交差点／その他

光の森 ２丁目６番１号　先路上 車両相互－右折時－その他 交差点／その他

光の森 ４丁目３４８０番地１ 車両相互－出会い頭 交差点／その他

辛川 １９３６番地１先路上 車両相互－右折時－右折直進 単路／他

原水 ４４１４番地１　西方３００ｍ 車両相互－追突－進行中 単路／他

原水 ４３６９　先路上 車両相互－その他 単路／他

津久礼 ２３４５番地２ 車両相互－右折時－右折直進 交差点／その他

久保田 １５３４先路上 車両単独－路外逸脱－転落 単路／橋

武蔵ヶ丘北 １丁目６番１号 車両相互－左折時 単路／他

杉並台 ２丁目１２番１号 車両相互－出会い頭 単路／他

新山 １丁目７番７号先路上 車両相互－追突－進行中 単路／他

大津町

菊陽町
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐１ 

図‐１ 自転車及び自動車保有台数の推移 

 

 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐１ 

図‐２ 自転車分担率の国別比較 
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐２ 

図‐３ 移動距離帯別の交通手段別利用割合 

 

 
出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐２ 

図‐４ 自動車の代替手段としての交通手段 
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐３ 

図‐５ 国内における自転車の車種別販売台数の伸び率（年間１店当たり） 

 

 
出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐３ 

図‐６ 自転車を日常的に利用する理由 
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐４ 

図‐７ 東日本大震災後に利用機会が増えた交通手段 

 

 
出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐４ 

図‐８ 自転車乗車中死者数の変遷 
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐５ 

図‐９ 歩行者として自転車を迷惑・危険と感じた状況 

 

 

 
出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐６ 

図‐１０ 自転車通行空間の整備状況 
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐６ 

図‐１１ 人口 100 万人当たり状態別死者数の国別比較（平成 24 年） 

 

 

 
出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐７ 

図‐１２ 全交通事故件数及び自転車関連事故件数の推移 
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐７ 

図‐１３ 自転車対歩行者事故に関する近年の傾向 

 

 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐８ 

図‐１４ 人口 10 万人当たりの年齢層別死傷者数（平成 26 年） 
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐８ 

図‐１５ 利用目的別死傷者数（自転車乗用中）（平成 24 年） 

 
出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐９ 

図‐１６ 自転車乗用中の交通事故で死傷した人に関する法令違反の状況 
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐１０ 

図‐１７ 良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進 

 

 
出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン参考Ⅰ‐１０ 

図‐１８ 自転車ネットワーク計画の策定市区町村数 


