
自治体名 （人） 自治体名

名東区 0.18 名東区

半田市 0.17 西区

西尾市 0.17 刈谷市

緑区 0.16 あま市

愛西市 0.16 東海市

豊川市 0.16 瑞穂区

豊橋市 0.16 北名古屋市

南区 0.15 日進市

一宮市 0.15 尾張旭市

稲沢市 0.15 蒲郡市

中村区 0.14 知多市

清須市 0.14 昭和区

知立市 0.13 中区

千種区 0.12 東区

知多市 0.12 清須市

東区 0.11 犬山市

守山区 0.11 大府市

江南市 0.10 津島市

大府市 0.10 碧南市

東海市 0.08 常滑市

港区 0.07 岩倉市

北区 0.06 豊明市

西区 0.06 愛西市

刈谷市 0.06 田原市

中区 0.00 東浦町

瑞穂区 0.00 知立市

熱田区 0.00 熱田区

尾張旭市 0.00 高浜市

日進市 0.00 長久手市

東郷町 0.00 みよし市

瀬戸市 0.00 弥富市

小牧市 0.00 武豊町

豊山町 0.00 東郷町

大口町 0.00 大治町

犬山市 0.00 蟹江町

扶桑町 0.00 阿久比町

あま市 0.00 扶桑町

蟹江町 0.00 幸田町

飛島村 0.00 大口町

阿久比町 0.00 新城市

南知多町 0.00 美浜町

武豊町 0.00 豊山町

みよし市 0.00 南知多町

設楽町 0.00 飛島村

豊根村 0.00 設楽町

新城市 0.00 東栄町

田原市 0.00 豊根村

≪人口１万人あたり≫自治体別で見た交通死亡事故（第１当事者）の居住実態（令和４年中）

※ 表の数値は、交通死亡事故の第１原因となった居住者を人口１万人あたりに算出した数値を示します。
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自治体名 （人） 自治体名

東栄町 7.26 一宮市

碧南市 0.55 豊橋市

常滑市 0.51 春日井市

弥富市 0.46 豊田市

美浜町 0.45 岡崎市

高浜市 0.43 緑区

蒲郡市 0.38 中川区

北名古屋市 0.34 守山区

津島市 0.33 天白区

長久手市 0.32 港区

安城市 0.32 安城市

大治町 0.30 西尾市

豊明市 0.29 瀬戸市

天白区 0.24 北区

幸田町 0.23 豊川市

岩倉市 0.20 小牧市

東浦町 0.20 南区

岡崎市 0.20 中村区

春日井市 0.19 千種区

豊田市 0.19 稲沢市

昭和区 0.18 江南市

中川区 0.18 半田市

凡例

7.00人以上
0.40人～6.99人
0.30人～0.39人
0.20人～0.29人
0.10人～0.19人
0.05人～0.09人
0.04人以下

※ 小数点第３位以下切り捨て

◀ 平均 0.24 人


