
岡崎市における交通死亡事故発生状況

状況

1月23日 （木） 午前0時57分頃 岡崎市板屋町地内（市道） 普通乗用車 20歳代男性 歩行者 40歳代男性 死亡 ひき逃げ

2月26日 （水） 午後4時25分頃 岡崎市福岡町地内（市道） 自転車 80歳代女性 死亡 ブロック塀 ハンドル操作の誤り

3月17日 （火） 午前7時25分頃 岡崎市中野郷町地内（市道） 自転車 80歳代女性 死亡 普通乗用車 40歳代男性 道路横断中の自転車に衝突（信号のない交差点）

4月19日 （日） 午前2時40分頃 岡崎市宇頭町地内（国道1号線） 軽四乗用車 40歳代男性 死亡 支柱 原因不明

7月7日 （月） 午後8時30分頃 岡崎市竜美南地内 軽四乗用車 40歳代男性 歩行者 70~80歳代女性死亡 横断歩道横断中の歩行者と衝突

状況

1月15日 （火） 午後5時50分頃 岡崎市大樹寺一丁目地内（その他市道） 普通乗用車 60歳代男性 歩行者 50歳代男性 死亡 道路横断中に衝突（横断歩道なし）

2月2日 （土） 午後5時20分頃 岡崎市大平町字大河内地内（市道） 準中型貨物車 50歳代男性 歩行者 50歳代男性 死亡 道路横断中に衝突（横断歩道なし）

2月7日 （木） 午前8時40分頃 岡崎市柱町字鐘場地内（県道岡崎幸田線） 普通貨物車 50歳代男性 歩行者 80歳代女性 死亡 右折時横断歩道横断中の歩行者と衝突

7月8日 （月） 午前6時25分頃 岡崎市安戸町字日向地内（県道東大見岡崎線） 普通乗用車 50歳代男性 死亡 電柱 路外逸脱後衝突

8月30日 （金） 午後11時20分頃 岡崎市宇頭町字狐田地内（国道1号線） 普通乗用車 70歳代女性 死亡 大型貨物車 60歳代男性 右折進入時衝突

9月16日 （月） 午後8時10分頃 岡崎市宇頭町字長合地内（国道1号線） 軽四乗用車 20歳代女性 普通自動二輪車 30歳代男性 死亡 交差点右折時直進車と衝突

状況

1月8日 （月） 午後0時50分頃 岡崎市中村町地内（県道） 軽四乗用車 50歳代女性 死亡 普通貨物自動車 30歳代男性 信号のある交差点合流時いずれも直進中に衝突

2月15日 （木） 午前7時45分頃 岡崎舞木長地内（国道1号線） 大型貨物車 20歳代男性 軽四乗用自動車 60代女性 死亡 車6台が絡む玉突き事故

2月25日 （日） 午前5時30分頃 岡崎市大門三丁目地内（市道） 普通自動二輪車 40歳代男性 死亡 ー 単独で転倒

4月3日 （火） 午後8時15分頃 岡崎市上青野町地内（堤防道路） 自転車 40歳代男性 死亡 普通貨物自動車 30歳代男性 信号のない交差点で右折自転車と直進車が衝突

6月16日 （土） 午後1時20分頃 岡崎市桑谷長地内（市道） 普通乗用車 30歳代女性 歩行者 幼児 死亡 道路上にいた幼児に気付かず衝突

6月27日 （水） 午後2時55分頃 岡崎市明大寺町地内（市道） 普通乗用車 30歳代男性 自転車 70歳代男性 死亡 前方走行中の自転車に衝突

8月17日 （金） 午後11時30分頃 岡崎市大平町地内（県道） 普通自動二輪車 30歳代男性 死亡 普通乗用自動車 30歳代男性 二輪車転倒後、前方の自動車に衝突

10月25日 （木） 午後4時30分頃 岡崎市明大寺町地内（県道） 原付自転車 60歳代男性 死亡 自動車 40歳代男性 右折原付自転車と直進車が衝突

11月18日 （日） 午後10時50分頃 岡崎市六地蔵町地内（国道1号線） 大型貨物車 40歳代男性 大型自動二輪車 40歳代男性 死亡 同方向進行中衝突

12月11日 （火） 午前6時50分 岡崎市土井町地内（県道） 普通貨物車 70歳代男性 死亡 大型貨物 40歳代男性 正面衝突

12月13日 （木） 午前3時35分頃 岡崎市戸崎町地内（県道） 大型貨物車 60歳代男性 歩行者 60歳代男性 死亡 直進道路で歩行者と衝突

日時・場所 当事者

【岡崎市】令和2年発生交通死亡事故（7月30日時点）

【岡崎市】令和元年発生交通死亡事故

【岡崎市】平成30年発生交通死亡事故

日時・場所 当事者

日時・場所 当事者



西三河地区における交通死亡事故発生状況

状況

1月26日 （日） 午後2時30分頃 豊田市五ケ丘地内 原付 60歳代男性 死亡 街路樹 単独で転倒し衝突

1月31日 （金） 午前2時25分頃 豊田市小阪本町地内 中型貨物車 50歳代男性 歩行者 30歳代男性 死亡 片側2車線進行中、路上にいた男性と衝突

2月8日 （土） 午後1時40分頃 豊田市本町地内 普通乗用車 60歳代女性 死亡 大型貨物車 40歳代男性 信号のある交差点合流時いずれも直進中に衝突

2月24日 （月） 午後1時15分頃 豊田市久保町地内 普通乗用車 20歳代男性 歩行者 60歳代男性 死亡 信号のある横断歩道横断中の歩行者に衝突

3月20日 （金） 午前0時10分頃 豊田市神田町地内 軽四乗用車 20歳代女性 倒れていた人 40歳代男性 死亡 路上で倒れていた人と衝突

4月23日 （木） 午後10時15分頃 豊田市小坂町地内 普通乗用車 年齢性別不明 普通乗用車 50歳代男性 死亡 直進車と右折車が衝突

5月1日 （金） 午後5時10分頃 豊田市野見町地内 普通乗用車 40歳代男性 歩行者 80歳代男性 死亡 同方向進行中の歩行者の後方から衝突

状況

6月19日 （金） 午前7時30分頃 安城市高棚町（国道23号線） 大型貨物車 40歳代男性 自転車 10歳代男性 死亡 左折時の巻き込み事故

状況

発生情報なし

状況

4月16日 （木） 午前11時35分頃 額田郡幸田町大字坂崎地内（農道） 農耕用自動車 40歳代男性 死亡 ー 畑に転倒

6月6日 （土） 午前11時30分頃 額田郡幸田町大字大草地内（県道見合幸田線） 普通乗用車 80歳代男性 歩行者 70歳代男性 死亡 横断歩道横断中の歩行者に衝突

状況

1月24日 （金） 午前10時20分頃 刈谷市野田町地内（市道） 普通乗用車 40歳代男性 作業員 40歳代男性 死亡 交差点のマンホールで作業中の作業員に衝突

6月11日 （木） 午後9時45分頃 刈谷市板倉町地内 軽四乗用車 60歳代男性 死亡 普通乗用車 30歳代男性 一時停止のある交差点にて出合頭に衝突

6月29日 （水） 午前9時10分頃 刈谷市野田町地内 ダンプカー 50歳代男性 死亡 自転車 60歳代男性 死亡 信号交差点で横断歩道横断中に衝突

【幸田町】令和2年発生交通死亡事故（7月30日時点）

日時・場所 当事者

【刈谷市】令和2年発生交通死亡事故（7月30日時点）

日時・場所 当事者

【豊田市】令和2年発生交通死亡事故（7月30日時点）

日時・場所 当事者

日時・場所 当事者

【西尾市】令和2年発生交通死亡事故（7月30日時点）

日時・場所 当事者

【安城市】令和2年発生交通死亡事故（7月30日時点）



状況

発生情報なし

状況

1月1日 （水） 午後9時頃 碧南市住吉町地内（県道道場山安城線） 普通乗用車 40歳代男性 歩行者 70歳代男性 死亡 信号のない横断歩道横断中歩行者に衝突

状況

発生情報なし

状況

1月11日 （土） 午前0時頃 知立市逢妻町地内 普通乗用車 40歳代男性 歩行者 30歳代男性 死亡 道路横断中の歩行者に衝突

6月9日 （火） 午後7時35分頃 知立市弘法一丁目地内 普通乗用車 年齢性別不明 歩行者 60歳代男性 死亡 交差点を横断中の歩行者に衝突

【知立市】令和2年発生交通死亡事故（7月30日時点）

日時・場所 当事者

日時・場所 当事者

【みよし市】令和2年発生交通死亡事故（7月30日時点）

日時・場所 当事者

日時・場所 当事者

【高浜市】令和2年発生交通死亡事故（7月30日時点）

【碧南市】令和2年発生交通死亡事故（7月30日時点）


