
【市内で発生した飲酒運転事案】

居住地

平成25年1月4日

（金曜日）

平成25年2月9日

（土曜日）

平成25年2月13日

（水曜日）

平成25年2月17日 焼酎水割り5,6杯

（日曜日） ビール中ジョッキ2杯

平成25年2月22日

（金曜日）

平成25年5月15日

（水曜日）

平成25年5月26日

（日曜日）

平成25年5月29日

（水曜日）

平成25年6月7日 ビール700ml

（金曜日） 焼酎2杯

平成25年6月29日

（土曜日）

平成25年6月30日 ビール500ml位

（日曜日） 焼酎350ml位

平成25年7月17日

（水曜日）

平成25年9月8日

（日曜日）

平成25年9月14日 焼酎220ml

（土曜日） 缶酎ハイ500mlを2本

平成25年10月7日 缶酎ハイ500mlを2本

（月曜日） 焼酎水割りを小ジョッキ3杯位

平成25年10月18日

（金曜日）

平成25年11月11日

（月曜日）

平成25年12月1日

（日曜日）

自宅で飲酒後、運転し、前方不注視により、駐
車場内のフェンスに衝突したもの。

飲食店で飲酒後、運転し、信号待ちのため停
止中の車両に追突したもの。

大郷町と塩竈市内で飲酒。前方不注視により
対向車線にはみ出し、対向車と正面衝突した
事故。

ブレーキ操作を誤り、走行してきた自転車及び
民家の塀に衝突したもの。

市内泉沢地内の酒店駐車場に止めた車内で飲
酒後、市内道路上において、飲酒運転違反者
として検挙されたもの。

脇見により、家屋土台及び駐車場に駐車中の
車両に衝突したもの。

物損事故 40代 男性 市内 缶ビール500mlを5本

人身事故 50代 男性 市内 缶ビール500mlを2本 ブレーキとアクセルの踏み間違いによる衝突。

中央線をはみ出し、対向車両と衝突したもの。

検挙 40代 男性 市内 缶ビール500mlを2本

人身事故 50代 男性 市内

物損事故 50代 男性 市内

ガードレールに衝突した自損事故。

物損事故 40代 男性 市外 缶酎ハイ350mlを8本位

人身事故 40代 男性 市内
停車中にブレーキから足が離れ、前車に追突
したもの。

物損事故 30代 男性 市内 ビール500mlを5,6本

物損事故 50代 男性 市外 ウイスキー水割り4杯 電柱に衝突したもの。

検挙 60代 男性 市内 自宅で飲酒後、運転し、検挙されたもの。

検挙 70代 男性 市内 焼酎、梅酒（量不明） 自宅で飲酒後、運転し、検挙されたもの。

人身事故 40代 女性 市外 不明 電柱に衝突したもの。

物損事故 40代 男性 市内 ビール2リットル位 後方不確認により塀に衝突したもの。

検挙 40代 男性 市内 ビール中瓶2本 飲食店で飲酒後、運転し、検挙されたもの。

物損事故 40代 女性 市内 焼酎水割り4,5杯

人身事故 50代 男性 市内

検挙 30代 男性 市内 ビール中ジョッキ4,5杯 飲食店で飲酒後、運転し、検挙されたもの。

年月日 種別 飲酒量 内容

物損事故 60代 男性 市外 ワンカップ1杯
飲酒後、運転し、ハンドル操作を誤り、金網フェ
ンスに衝突したもの。

年齢・性別

飲酒運転違反者



【市民が他市町村で起こした飲酒運転事案】

平成25年1月25日

（金曜日）

平成25年1月27日

（日曜日）

平成25年2月26日

（火曜日）

平成25年3月2日

（土曜日）

平成25年8月2日

（金曜日）

平成25年8月11日

（日曜日）

平成25年9月17日

（火曜日）

平成25年10月8日

（火曜日）

平成25年10月17日 缶酎ハイ500mlを3本

（木曜日） 焼酎350mlを1本

平成25年10月27日

（日曜日）

平成25年11月23日

（土曜日）

平成25年12月4日 ビール中ジョッキ2杯

（水曜日） 日本酒3合
テキーラコップ1杯

平成25年12月6日

（金曜日）

※人身事故・・・人的損害のあるもの　物損事故・・・物的損害だけにおさまるもの

自宅で飲酒後、前方をよく見ないで運転し、駐
車中の車両に追突したもの。

自宅で飲酒後、運転し、対向車線にはみ出し、
対向車と衝突したもの。

自宅で飲酒後、宮城野区道路上において中央
分離帯に乗り上げた自損事故。

七ヶ浜町地内のヨットハーバーで飲酒後、運転
し、道路上においてカーブミラーに衝突した自
損の交通事故。

居酒屋で飲酒後、運転し、検挙されたもの。

年月日 種別 発生場所 飲酒量 内容

物損事故

ハイボール350ml缶を5本

焼酎150mlグラスを4,5杯

勤務先の岩沼市の会社内で飲酒後、運転し、T
字路交差点において前方不注視によりガード
ポールに衝突した自損の交通事故。

利府町内の店舗駐車場に止めた車内で飲酒
後、利府町道路上において、飲酒運転違反者
として検挙されたもの。

自宅で飲酒後、利府町道路上において、飲酒
運転違反者として検挙されたもの。

住所不明のコンビニ駐車場内に止めた車内で
飲酒後、多賀城市道路上において、飲酒運転
違反者として検挙されたもの。

仙台市太白区内のライブスタジオで飲酒後、若
林区道路上において、停止中の車両に追突し
たもの。

仙台市青葉区内の居酒屋及び宮城野区内の
居酒屋で飲酒後、宮城野区道路上において、
電柱に衝突した自損事故。

物損事故 70代 男性 利府町
自宅で飲酒後、道路上で追突事故を起こしたも
の。

検挙 40代 男性 利府町 缶ビール500mlを3本

利府町内のスナックで飲酒後、仙台市道路上
において、飲酒運転違反者として検挙されたも
の。

検挙 30代 男性 利府町

検挙 20代 男性 多賀城市

検挙 40代 男性 仙台市 ビール、焼酎（量不明）

缶ビール500mlを1本

物損事故 40代 男性 仙台市

30代 男性 仙台市

物損事故 50代 男性 七ヶ浜町 ビール700ml

物損事故 40代 男性 岩沼市 酎ハイ350ml缶を5本

物損事故 50代 男性 仙台市 焼酎2.5合

物損事故 30代 男性 多賀城市 焼酎約2リットル

検挙 20代 男性 多賀城市 日本酒（量不明）

物損事故 60代 男性 多賀城市 ワンカップ1杯

年齢・性別

飲酒運転違反者


