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はじめに 
 

我が国は，本格的な人口減少と超高齢社会の到来を迎えている。 

これまで，国の行政機関，地方公共団体，関係民間団体等が一体となって交通安全の諸 

施策を強力に推進し，昭和45 年に１万6,765 人と過去最悪であった交通事故死者数を４分

の１以下にまで減少させるなどの成果を上げてきたところであるが，今なお多くの尊い命

が交通事故で失われていることには変わりなく，近年では，高齢者人口の増加等を背景と

して，交通事故死者数の減少幅が縮小する傾向にあるなど，交通事故情勢は依然として厳

しい状況にある。 

 

こうした中，平成27年６月に，高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備等を内容

とする道路交通法の一部を改正する法律が第189 回国会において成立し，臨時認知機能検

査が導入されたこと等によって，タイムリーに高齢運転者の認知機能の状況に応じた対応

をとることが可能となった。 

しかしながら，改正道路交通法の施行前であった平成28年10月に，神奈川県横浜市にお

いて小学生が犠牲となる痛ましい死亡事故が発生し，その後も高齢運転者による死亡事故

が相次いで発生したこと等を踏まえ，高齢運転者の交通事故防止対策に政府一丸となって

取り組むため，同年11 月，「高齢運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議」

が開催された。また，会議を受け高齢運転者の交通事故防止について，関係行政機関にお

ける更なる対策の検討を促進し，その成果等に基づき早急に対策を講じるため，交通対策

本部の下に関係省庁局長級を構成員とする「高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチー

ム」を設置し，全体的な取りまとめを行い，交通対策本部に報告するとともに，引き続き

検討が必要なテーマについては検討を継続し，適切な時期にワーキングチームを開催して

いる。 

 

このように我が国においては，高齢者に係る交通事故防止対策に取り組んでいるところ

であるが，平成31年４月に東京都豊島区で高齢運転者による暴走事故によって，自転車に

乗っていた幼児と母親の命が失われる事故が発生した。また，令和元年６月には，本市早

良区で高齢運転者が反対車線に入り暴走した後，複数の自動車に衝突し，死傷者が出る事

故が発生するなど，依然として憂慮すべき深刻な状況である。 

 

本市市議会でも，同年９月に「高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書

案」を全会一致で可決したほか，同趣旨の意見書は，北九州市や大阪市等の10政令市市議

会(令和２年１月現在)でも可決されている。 

また，本市においても，「第10次福岡市交通安全計画」を策定し，高齢運転者への事故

防止のための教育や啓発を推進しているところである。 

 

このようなことから，本稿では，高齢運転者を取り巻く現状，その対策について国，地

方自治体，本市の取組などを調査した。このレポートが議員の調査研究の一助になれば幸

いである。 
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１．高齢者を取り巻く現状 
 

（１）高齢化の進展 

 ① 高齢化の進展１２ 

   我が国の65歳以上人口は，昭和25（1950）年には総人口の５％に満たなかったが，

昭和45（1970）年に７％を超え，さらに，平成６（1994）年には14％を超えた。高齢

化率はその後も上昇を続け，平成30（2018）年10月１日現在，28.1％に達している。

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば，今後，高齢化率は，総人口が減少す

る中で65歳以上が増加することにより引き続き上昇し，令和18（2036）年には，33.3%

と３人に１人となり，令和24（2042）年以降高齢者人口が減少に転じた後も上昇を続

け，令和47（2065）年には38.4%に達すると推計されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
１ 「令和元年版高齢社会白書」（内閣府） 
２ 「平成 29 年版交通安全白書」（内閣府） 
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＜参考＞ 

福岡市における高齢者数・高齢化率の推移３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市における高齢化率将来予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
３ 数字でわかる福岡市のいま（福岡市） 
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 ② 高齢の運転免許者保有者の増加４ 

   高齢者の運転免許保有者数が増加しており，例えば，75歳以上の運転免許保有者数

は，平成25年末の約425万人から，30年末には約564万人まで増加している。また，

令和５年末には約717万人になると予測されるなど，今後とも増加が見込まれる。高

齢者の運転免許保有者数の増加は，認知機能検査や高齢者講習の実施機関である指定

自動車教習所等の減少とあいまって，認知機能検査や高齢者講習の受検・受講待ち期

間が長期に及ぶという問題が生じる一因ともなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ③ 加齢に伴う高齢者の身体的特徴５６ 

   高齢者は加齢により，動体視力の低下や複数の情報を同時に処理することが苦手に

なったり，瞬時に判断する力が低下したりするなどの身体機能の変化により，ハンド

ルやブレーキ操作に遅れが出ることがあるなどの特性が見られる。 

   また，加齢に伴う認知機能の低下も懸念されるところであり，警察庁によれば，平

成29年３月12日～平成30年３月31日の期間において運転免許証の更新の際に認知機能

検査を受けた75歳以上の高齢者約210万人のうち約5.7万人は認知機能が低下し認知症

の恐れがある第１分類と判定されている。 

                                                 
４ 高齢運転者交通事故防止対策に関する調査研究 中間報告 令和元年 12 月（警察庁） 
５ 「平成 29 年版 交通安全白書」（内閣府） 
６ 第６回高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議配布資料（警察庁） 
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（２）高齢運転者による交通死亡事故の特徴 

① 高齢運転者による死亡事故の発生状況７ 

   平成11年以降，死亡事故件数は減少傾向にある中，30年中の75歳以上の高齢運転者

によるものは11年の約1.7倍，80歳以上の高齢運転者によるものは同年の約2.4倍に増

加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年，75歳以上の高齢運転者による死亡事故件数はおおむね横ばいで推移しており，

全体の死亡事故件数に占める75歳以上の運転者によるものの割合は増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1「第１当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等（列車を含む。）の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過

失が重い者をいい、また、過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。 

 

                                                 
７ 高齢運転者交通事故防止対策に関する調査研究 中間報告 令和元年 12 月（警察庁） 
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年齢層別の免許人口10万人当たりの死亡事故件数を見ると，75歳以上の高齢運転者は 

75歳未満の運転者と比べ，約2.4倍となっている。なお，死亡事故件数には，死者が第１

当事者である高齢運転者自身である事故の件数も含まれており，その場合，高齢運転者

は若者と比較すると衝撃耐性が低いために事故により死亡しやすいという点に留意する

必要がある。 

また，近年，高齢運転者が運転する自動車が歩行者に突っ込んだり，対向車線を逆走

したりするなど，交通ルールを逸脱した重大死亡事故が発生している。 
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＜参考＞ 

【高齢運転者による近年の主な死亡事故】 

○ 平成28年10月，87歳の運転者が運転する軽トラックが小学生の列に突っ込み，小学 

生９人が巻き込まれ，うち小学１年生１名が死亡（神奈川県横浜市） 

○ 平成30年５月，90歳の運転者が運転する乗用車が信号を無視し，交差点を横断中の 

歩行者など４名をはね，うち57歳女性１名が死亡（神奈川県茅ヶ崎市） 

○ 平成31年４月，87歳の運転者が運転する乗用車が，交差点を横断中の自転車に衝突 

するなどし，自転車に乗車していた31歳及び３歳の母子２名が死亡したほか，自動

車運転中の１名，自転車乗車中の３名及び付近を歩行中の４名が負傷（東京都豊島

区） 

○ 令和元年６月，81歳の運転者が運転する乗用車が，対向車線を逆走するなどした後 

に交差点付近の建物に衝突し，運転者及び同乗者の２名が死亡したほか，自動車５

台に乗車していた７名及び歩道上の歩行者１名が負傷（福岡県福岡市） 

 

 

福岡県における交通事故発生件数のうち高齢ドライバーが加害者となった件数の割合８ 

 県内の65歳以上の高齢ドライバーによる事故発生件数は減少傾向にあるが，全体に占め

る割合は増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
８ 高齢運転者安全運転チラシ（福岡県） 
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② 高齢者による死亡事故の特徴と要因９ 

   平成30年における75歳以上の高齢運転者による死亡事故を類型別にみると，75歳未

満の運転者と比較して，車両単独による事故が多くなっており，具体的には工作物衝

突や路外逸脱が多く発生している。また，人的要因別で比較すると，75歳以上の高齢

運転者は，操作不適による事故が最も多く，そのうち，ブレーキとアクセルによる踏

み間違い事故は，75歳未満が全体の1.1％に過ぎないのに対し，75歳以上の高齢運転者

は5.4％と高い数字となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
９ 第７回 高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議配布資料（警察庁） 
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２．高齢運転者による交通事故防止のための取組 
 

（１）国における取組 

 ① わが国の交通安全対策の総合的な推進 １０ 

   政府は，交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めた交通安全基

本計画にのっとり，各指定行政機関による交通安全業務計画の作成や都道府県等に対

する交通安全計画の作成に関する助言等を通じて，総合的な交通安全対策の推進を図

るとともに，これら各計画の内容を検討し次年度以降の対策に反映させるなど，諸施

策の着実な推進に努めている。 

また，中央交通安全対策会議及び交通対策本部にあっては，高齢者の交通安全対策

など種々の問題について対策の決定等を行いその効果的な推進を図っている。 
 

＜参考＞ 

  交通安全基本計画 

   交通安全基本計画は，交通安全対策基本法に基づき，陸上，海上及び航空交通の安

全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものである。中央交通安全対策

会議において昭和46年に第1次の交通安全基本計画が作成され，以降５年ごとに作成さ

れている。高齢者及び歩行者等の交通弱者の安全確保等，「人優先」の交通安全思想を

基本としつつ，これまで実施してきた各種施策の深化はもちろんのこと，交通安全の

確保に資する先端技術を積極的に取り入れた新たな時代における対策に取り組むこと

により，交通事故のない安全で安心な社会の実現を目指している。 

  交通安全業務計画 

   交通安全業務計画は，交通安全基本計画に基づき，各指定行政機関が毎年度作成す

る単年度計画で，当該年度において講ずべき交通安全施策及び都道府県交通安全実施

計画の作成基準となるべき事項について定めるもので，交通安全対策基本法によりそ

の作成が義務付けられている。 

  都道府県交通安全計画等 

   都道府県交通安全計画及び市町村交通安全計画は，それぞれ交通安全基本計画又は

都道府県交通安全計画に基づき，都道府県又は市町村がその区域における陸上交通の

安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等について定めている。交通安全対策基

本法により，都道府県については，その作成が義務付けられており，市町村について

は，その作成が努力義務化されている。 

  都道府県交通安全実施計画等 

   都道府県交通安全実施計画及び市町村交通安全実施計画は，陸上交通の安全に関し，

都道府県及び市町村が作成する単年度計画である。交通安全対策基本法により，都道

府県については，その作成が義務付けられており，市町村については，その作成が努

力義務化されている。 

                                                 
１０ 交通安全対策「計画と対策‐わが国の交通安全対策の総合的な推進‐」（内閣府） 
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○国・自治体の交通安全対策推進体制 
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 ② 高齢者による交通事故防止のための取組１１１２ 

高齢化の進展に伴い，高齢の運転免許保有者数が増加し，高齢運転者が第１当事者

となる交通事故件数が増加傾向となった。このような状況を踏まえ，政府では，平成

15 年に，「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」

を策定し，同決定に基づき，自動車運転者としての高齢者による事故防止対策にも取

り組んできた。 

このような中，平成 28 年 10 月，神奈川県内で発生した通学中の小学生が亡くなる

交通死亡事故を始め，高齢運転者による交通死亡事故が相次いで発生したことから， 

平成 28 年 11 月 15 日に関係閣僚会議が開催され，総理から以下３点について，取り得

る対策を早急に講じるとともに，政府一丸となって対策に取り組むよう指示があった。 

 

○ 認知症対策を強化した改正道路交通法の円滑な施行に万全を期すこと 

○ 自動車の運転に不安を感じる高齢者の移動手段の確保など社会全体で高齢者の

生活を支える体制の整備を進めること 

○ 更なる対策の必要性について，専門家の意見を聞きながら，検討を進めること 

 

これを受け，政府は，関係行政機関における更なる対策の検討を促進し，その成果

等に基づき早急に対策を講じるため，平成28年11月に，交通対策本部の下に関係省庁

局長級を構成員とする「高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム」を設置して

検討を進めた。29年６月，全体的な取りまとめを行い，同年７月，交通対策本部にお

いて，取りまとめた以下の取組を緊急かつ強力に推進することを決定，政府一体となっ

て各種取組を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
１１ 「平成 29 年版交通安全白書」（内閣府） 
１２ 「平成 30 年版交通安全白書」（内閣府） 
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   ア 改正道路交通法の円滑な施行１３ 

     大幅な増加が見込まれる臨時適性検査・診断書提出命令を適切に実施するため，

医師会等関係団体と連携して，医師の診断体制の確保に努めるとともに，主治医

の診断書の様式のモデル及び診断書記載ガイドラインを作成するなど，診断書の

正確性・信頼性の担保を図っている。  

     また，都道府県警察において連絡責任者及び連絡担当者を指定し，都道府県医

師会等との連携強化に努めている。 

     さらに，高齢者講習等については，認知機能検査で認知機能が低下しているお

それがないと判定された者及び 75 歳未満の者に対する講習が合理化されたこと

を踏まえ，当該講習を効率的に実施するとともに，警察施設において講習等を実

施するなどの取組により，実施体制の充実に努めている。  

 

  ＜平成 30 年度中の取組状況＞１４ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
１３ 「平成 29 年版交通安全白書」（内閣府） 
１４ 平成 31 年４月 24 日高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム（「高齢運転者による交通事故防止対

策について」（交通対策本部決定）に基づく３０年度中の取組状況に関するフォローアップ（概要） 

○ 医師の診断体制の確保に向けた警察と医師会等の連携強化～協力医師約 6,600

人を確保（30 年末現在）～ 

○ 認知症早期診断・対応に向け，警察（一部府県）と地方公共団体福祉部局との

情報提供制度の運用等を実施 
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イ 社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備 

今後更に高齢化が進む中，自動車の運転に不安を感じる高齢者が，自家用車に

依存しなくとも生活の質を維持していくことが課題となっている。国土交通省で

は，平成29年３月から，地域交通や高齢者の移動特性に対して知見を有する学識

者，福祉輸送や運輸事業の関係団体の代表者等からなる「高齢者の移動手段の確

保に関する検討会」を開催している。高齢者が安心して移動できる環境の整備に

ついて，その方策を幅広く検討し，同年６月に中間取りまとめを行い，各施策を

実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成 30 年度中の取組状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 介護・福祉と関連した輸送サービスの制度整理のためのパンフレットの改訂に

取組む等，介護サービスと輸送サービスの連携強化を推進 

○ 地方公共団体及び運送事業者と連携したマイナンバーカードを活用した公共

交通の割引料金計算，精算等の自動化について一部市町村で実運用開始 
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  ウ 高齢者の特性が関係する事故を防止するために，専門家の意見を聞きながら更

なる対策の必要性についての検討 

（ア） 高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議の開催 

「高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム」が設置されたことを受け，

警察庁では，平成 29 年１月 16 日，行政法，社会学，自動車工学，交通心理学

等の学識者や医療・福祉等の関係団体の代表者等から成る「高齢運転者交通事

故防止対策に関する有識者会議」を開催。高齢運転者に係る詳細な事故分析を

行い，専門家の意見を聞きながら，高齢者の特性が関係する事故を防止するた

めに必要な方策を幅広く検討し，同年 6 月に提言を取りまとめ，必要な検討を

継続している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成 30 年度中の取組状況＞ 

 

 

 

 

 

○ 運転適性相談窓口の役割を拡充し，安全運転の助言等を実施・運転免許証を自

主返納しやすい環境の整備 

○ 運転リスクが特に高い者への実車試験・限定免許制度の導入の可否等について

の調査研究を実施 
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（イ）自動車メーカーへの「高齢運転者事故防止対策プログラム」策定要請 

国土交通省では，相次ぐ高齢運転者による交通事故を受けて，国内乗用車メー

カー８社に対し「高齢運転者事故防止対策プログラム」の策定を要請した。これ

を受けてメーカー各社は，平成29年２月末までにプログラムを策定し，それに基

づき，自動ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置などの先進安全技術に

ついて，研究開発の促進，機能向上及び搭載拡大，ディーラー等における普及啓

発等に取り組んでいる。 

この取組により，自動ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置について

は，令和２年までに，ほぼすべての車種（新車乗用車）に標準装備又はオプショ

ン設定され，また，このうち自動ブレーキについては，そのほとんどが歩行者を

検知可能となる見通しとなった。  

（ウ）「安全運転サポート車」の普及啓発に関する関係省庁副大臣等会議の開催 

国土交通省，経済産業省，金融庁及び警察庁は，高齢運転者による交通死亡事

故の発生状況等を踏まえ，高齢運転者の安全運転を支援する先進安全技術を搭載

した自動車（安全運転サポート車）の普及啓発を図るべく，平成 29 年１月 25 日

に「安全運転サポート車の普及啓発に関する関係省庁副大臣等会議」を開催した。

同会議において，安全運転サポート車のコンセプトや当面の普及啓発策，先進安

全技術の一層の普及促進のための環境整備等について検討を進め，同年３月に中

間取りまとめを行った。 

中間取りまとめでは，高齢運転者による事故実態を踏まえた「安全運転サポー

ト車」（ver.1.0）のコンセプトを定義し，同車の愛称を「セーフティ・サポート

カーS（サポカーS）」と定めた上で，

官民をあげた普及啓発に取り組む

ほか，自動車アセスメントの拡充

や一定の安全効果が見込まれる水

準に達した先進安全技術の基準の

策定等について検討することとし

ている。また，新車への対策に加

え，既販車への装着が可能な後付

けの安全装置についても，安全性

を担保しつつ，普及促進を図って

いる。 
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＜平成 30 年度中の取組状況＞ 

○ サポカーＳの広報活動・体験機会等の拡充（「サポカーポータルサイト」におけ

るコンテンツの充実等） 

○ 衝突被害軽減ブレーキについて，我が国が国際基準化を主導し，令和元年６月に

国連で国際基準が採択される見込み。併せて，乗用車を対象とした性能認定制度

を創設（※令和元年６月に開催された国連の自動車基準調和世界フォーラム第

178 回会合において，乗用車等の衝突被害ブレーキ(AEBS)の国際基準が成立）１５ 

○ ペダル踏み間違い時加速抑制装置について，自動車アセスメントにおける評価開 

 始 
 

（エ）高速道路における逆走対策の一層の推進 

高速道路における逆走対策のより一層の推進を図るため，民間企業等から逆走

車両を検知，警告，誘導する技術を募集し，平成30年度からの実用化を目指して

実道での検証等を行う技術を選定した。 

＜平成 30 年度中の取組状況＞ 

 

 

 

エ 全国交通安全運動における取組 

平成29年春の全国交通安全運動では，「子供と高齢者の 

交通事故防止～事故にあわない，おこさない～」を運動の 

基本とし，高齢者やその家族に対して，改正道路交通法の 

概要，運転免許証の自主返納制度や返納者に対する支援措 

置等についての普及啓発等にも取り組んだ。 

＜平成 30 年度中の取組状況＞ 

 

 

≪今後に向けて≫１６ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
１５ 日本が主導してきた自動運転技術に関する国際ルールが国連で合意！令和元年 6月 28日報道発表資料（国

土交通省） 
１６ 平成 31 年４月 24 日高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム（「高齢運転者による交通事故防止対

策について」（交通対策本部決定）に基づく３０年度中の取組状況に関するフォローアップ（概要） 

「令和２年までに200人以下」との目標達成に向け，人的要因として操作不適が多

い等の最近の高齢運転者による交通事故の特性等を踏まえつつ，政府一体となって

高齢運転者の交通事故防止対策を更に推進，継続的にフォローアップを行うととも

に，施策の推進状況を踏まえワーキングチームを開催 

【数値目標】80歳以上の高齢運転者による事故死者数令和２年までに200人以下 

平成30年中の事故死者数は266人（平成29年中は242人） 

○ 新たに「高齢運転者交通安全推進事業講習会」を実施 

 

○ 新たな逆走対策技術について現地展開を開始 
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 ③ 昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策 

高齢運転者による事故，子供が犠牲となる事故が相次いで発生したことを踏まえ，

令和元年５月21日に，「昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会

議」が開催され，総理から 

〇 高齢者の安全運転を支える対策の更なる推進 

〇 高齢者の移動を伴う日常生活を支える施策の充実について，新たな技術の進展など

も考慮しつつ，一層強力に推進するとともに， 

〇 未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全確保 

について対策を早急に講じるよう指示がなされた。同日，関係省庁の局長級のワーキ

ングチームを設置し，関係省庁が連携して，緊急に対応すべき施策をはじめ重点的に

取り組むべき施策を以下のとおり取りまとめた。１７１８ 

令和元年6月18日「昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議」決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

フォローアップ 

平成29年７月７日交通対策本部決定「高齢運転者による交通事故防止対策について」（※

P11～16参照）に基づき推進してきた施策と一体のものとして，本未就学児等及び高齢運転

者の交通安全緊急対策を，着実に推進していくため，関係省庁局長級ワーキングチームに

よりフォローアップを行う。 

                                                 
１７ 「令和元年版交通安全白書」（内閣府） 
１８ 未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策（令和元年６月 18 日）（内閣府） 
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■ 国土交通省の取組 

〇交通安全緊急対策に係る車両安全対策の措置方針について１９ 

「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」（令和元年6月18日関係閣僚会議）

に盛り込まれた車両安全対策等について，国土交通省が措置方針を取りまとめた。 

【緊急対策の各項目に係る措置方針の概要】 

① 衝突被害軽減ブレーキの国内基準策定 

・乗用車等の衝突被害軽減ブレーキに関する国際基準の発効を受けて，令和２年１ 

月に国内基準を策定する。国内基準においては，世界に先駆け令和３年11月以降 

の国産新モデルから段階的に装備を義務付ける。 

② ペダル踏み間違い急発進抑制装置などの性能認定制度の導入 

・ペダル踏み間違い急発進抑制装置及び衝突被害軽減ブレーキについて性能認定 

制度を年度内に創設し，令和２年４月から申請受付を開始する。 

③ 既販車への後付けの安全運転支援装置の普及 

・後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置の性能認定制度を年度内に創設し， 

令和２年４月から申請受付を開始する。 

④ 新たな先進安全技術の開発促進 

・新たな先進安全技術の開発促進のため、自動速度制御装置（ISA：Intelligent 

Speed Assistance）に関する技術的要件等のガイドラインを策定した。 

「ガイドライン（本文）」

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000327.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
１９ 交通安全緊急対策に係る車両安全対策の措置方針について～高齢運転者による交通事故の削減に向けて

～令和元年 12 月 17 日報道発表資料（国土交通省） 
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〇補正予算案に「サポカー補助金」が盛り込まれた。２０ 

令和元年12 月13 日に閣議決定された補正予算案に，65 歳以上の高齢運転者による

衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進等抑制装置が搭載された安全運転サ

ポート車の購入等を補助する「サポカー補助金」が盛り込まれた。 

※令和２年１月30日補正予算成立 

１．サポカー補助金について 

65 歳以上の高齢運転者が，衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進等抑 

制装置が搭載された安全運転サポート車の購入等をする際の補助を行う「サポカー 

補助金」が令和元年度補正予算案に盛り込まれた。 

「サポカー補助金」は，安全運転サポート車の導入等を促進することで，高齢運転

者の安全対策を行うことを目的として，民間団体等（以下「本事業実施者」という。）

が実施する以下の事業に対して補助金を交付するものである。 

２．補助の対象について 

（1）車両導入補助事業 

・補助対象車両 

①衝突被害軽減ブレーキ，②ペダル踏み間違い急発進等抑制装置を搭載する車で

あって，以下の要件のいずれかを満たすもの 

イ ①及び②を搭載する車 

ロ ①を搭載する車 

・補助対象者 

令和元年度中に満65 歳以上となる高齢運転者（＊） 

・補助額 

イ：①及び②を搭載する車 

登録車10万円，軽自動車７万円，中古車４万円 

ロ：①を搭載する車 

登録車６万円，軽自動車３万円，中古車２万円 

（2）後付け装置導入補助事業 

・補助対象装置 

後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置 

・補助対象者 

令和元年度中に満65 歳以上となる高齢運転者（＊）に装置を販売する者 

・補助額 

障害物検知機能付 ４万円 

障害物検知機能なし ２万円 

（＊）令和元年度中に満65 歳以上となる高齢運転者を雇用する事業者を含む。 

３．留意事項 

・補助金の対象となる具体的な対象車種・グレード（新車・中古車）及び対象とな

る後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置は，今後設置される「サポカー補

助金に関する審査委員会（仮称）」による審査を経て決定・公表する。 

・補助金の対象期間については，今後可及的速やかにお知らせする。 

・申請受付については，補正予算成立後速やかに本事業実施者を決定し，開始する

予定。なお，事業の詳細や補助金の申請に当たって必要な手続は，本事業実施者

より公表される予定である。 

 

                                                 
２０ 補正予算案に「サポカー補助金」が盛り込まれました 令和元年 12 月 13 日報道発表資料（国土交通省） 
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■ 警察庁の取組２１ 

平成28年11月に設置された「高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム」の構成

員である警察庁交通局長が，高齢者運転者に係る詳細な事故分析を行い，専門家の意見

を聞きながら，高齢者の特性が関係する事故を防止するために必要な方策を幅広く検討

するため，「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議」が開催されている。 

令和元年12月６日開催の「高齢運転者交通事故防止対策に関する調査研究」分科会に

おいて中間報告が下記のとおりまとめられた。これを踏まえて，具体的な制度の在り方

については，関係方面の意見を聞きつつ，関係省庁と連携して検討を進めていくことと

している。２２２３ 

 

１．目的 

高齢運転者の交通事故を防止するため，運転技能検査・サポカー限定免許導入の適否，

両者の関係等を検討する。 

 

 ２．調査内容 

・高齢者講習の受講者を対象として，実車走行実験を実施し，高齢者の運転技能を確 

 認 

→運転技能が極めて不十分な者が一定程度いる一方，指導後は結果が改善 

・国民に対するアンケートを実施 

→運転能力が不十分な高齢運転者や違反・事故歴のある高齢運転者の運転継続に否定 

的な意見が多数 

・先進安全技術の現状に関する調査を実施 

→現在のサポカーには，特定の事故について，一定の抑止効果が認められる。 

 

 ３．中間報告の概要 

 【運転技能検査】 

  ・高齢運転者の免許証更新時に運転技能の検査を行い，運転技能が特に不十分な場合 

には免許証の更新を認めない。 

・対象者は，例えば，事故歴や特定の違反歴で対象者をリスクがより高い者に絞り込 

むことが考えられる。 

【サポカー限定免許】 

・申請によるサポカー限定免許の導入は，高齢運転者の安全運転やモビリティの確保 

に資する。 

・サポカー限定免許の対象車両については，今後の技術の実用化の動向を踏まえて検 

討する必要 

                                                 
２１ 「高齢運転者交通事故防止対策に関する調査研究」分科会第５回（2019 年 12 月 6 日）中間報告書の概要 
２２第１回 高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議 配布資料一覧 開催趣旨書 
２３国家公安委員会委員長記者会見要旨 令和元年 12 月 19 日 
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（２）福岡県における取組２４  

福岡県交通安全計画 

交通安全対策基本法第25条に基づき，県内の陸上交通の安全に関する総合的かつ長

期的な施策の大綱である「福岡県交通安全計画」を５年ごとに策定。（現在第10次。計

画期間平成28年度～令和２年度） 

これに基づき，県内における陸上交通の安全に関して，県及び指定地方行政機関な

どが講じるべき施策を定めた「福岡県交通安全実施計画」を策定している。 

高齢運転者の対策としては，第10次福岡県交通安全計画第３節「道路交通の安全に

ついての対策」の中で，高齢者が事故を起こさないようにするための対策を強化する

ことが喫緊の課題とされている。 

 

① 高齢運転者による交通事故の状況  

福岡県では，高齢運転者による交通事故件数は減少傾向にあるが，一方で全事故に

占める割合は増加している。また，ブレーキとアクセルの踏み間違いが原因とみられ

る事故も発生している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高齢運転者事故件数は，高齢者（65歳以上の者）が第１当事者になった事故件数。 

 （資料提供：福岡県警察本部） 

 

 

 

 

                                                 
２４ 第 10 次福岡県交通安全計画，福岡県 HP 
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② 高齢運転者の事故防止に向けた各種取組 

ア 事故を起こさないためのマイルールづくり 

   高齢ドライバーによる事故原因で多いのは， 

「安全不確認」「前方不注意」「運転操作のミ 

ス」となっている。加齢に伴う運転技能の低 

下を補うために，自身の体調や天候，道路状 

況等を考えて安全に運転する「補償運転」の 

実践等，事故を起こさないためのマイルール 

づくりを推奨している。 

  

イ 運転免許証を返納した高齢者に対する支援 

サービスの紹介 

高齢運転者による交通事故防止に向けた取 

組の一環として，運転免許証を自主的に返納 

した高齢者に対する支援サービスに取り組む 

事業者を紹介している。 

（ア）交通事業者による料金割引サービス等 

バス・タクシーの料金割引等を実施 

（イ）自治体による公共交通機関の料金割引サービス等 

コミュニティバス等の回数券を交付 

 （ウ）自治体による公共交通機関以外のサービス等 

     各市町村の地域包括支援センター等による，外出・移動(交通），買い物，生活 

（配食・見守り等）の支援に関する相談受付。 

 

ウ 安全運転を支援する装置について 

  （ア）サポカー/サポカーＳの紹介 

事故の発生防止・被害軽減のために開発さ 

れた「先進安全技術」を活用した「サポカー/  

サポカーＳ」の普及啓発を官民連携で実施して 

いる。 

（イ）自治体による安全運転支援装置の設置補助の 

 取組みを紹介している。 

支援に取り組む自治体で，各種購入補助を実施。 

 

・うきは市 

安全運転装置の購入費用の半額補助（上限あり） 

・苅田町  

先進安全機能のついた新車購入に30,000円を補助  
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■ 福岡県警の取組２５ 

  

  加齢に伴う身体機能の変化が運転者としての交通行動に及ぼす影響，運転者側から見

た歩行者及び自転車の危険行動を理解させるとともに，道路及び交通の状況に応じて継

続的な安全運転ができるよう，実技指導及び交通ルールの理解とマナーの向上に向けた

交通安全教育を推進する。 

 

① 安全な運転を促す交通安全教育の推進 

高齢者自身が，加齢に伴う身体機能の変化を自覚し，継続的な安全運転が行えるよ

う指定自動車学校等と連携したドライビングスクール，危険予測トレーニングを取り

入れた交通安全講習などの参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。 

 

② 補償運転の促進 

各種交通安全教育を通じて，補償運転(危険を避けるため，個々の運転能力に応じて

運転する時，場所等を選択し，心身及び環境を整え，加齢に伴う運転技能の低下を補

うような運転方法を採ることをいう。)を促進するなど，個々の能力や特性に応じたき

め細かな指導を推進する。 

 

③ 安全運転サポート車の普及啓発 

運転技能の低下を補い，安全運転に資するため，関係機関・団体等と連携の上，安

全運転サポート車（自動ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置を搭載した自

動車をいう。）の普及啓発を図る。 

 

④ 高齢運転者標識の更なる普及定着 

高齢運転者標識は，高齢運転者自身に慎重な運転を促すほか，他の車両の運転者に

対する注意を喚起することによって交通事故を防止しようとするものであることを周

知し，その普及定着を図る。 

 

⑤ 臨時適性検査等の迅速かつ的確な実施及び運転適性相談に対する適切な対応 

認知機能検査及び一定の違反がある場合の臨時認知機能検査の結果，認知症の疑い

がある高齢運転者を把握した場合は，臨時適性検査等を迅速かつ的確に実施するとと

もに，高齢運転者やその家族等からの運転適性相談に対して適切に対応する。 

 

⑥ 申請による運転免許取消し及び運転経歴証明書の制度に係る広報啓発の推進 

あらゆる機会を又は広報媒体を活用し，申請による運転免許取消し及び運転経歴証

明書の制度に係る広報啓発に努めるとともに，運転免許証の自主返納を検討している

高齢者，その家族等に対しては，自治体等が行っている移動手段等に係る支援サービ

スの窓口，保健・福祉などの生活支援に係る相談を受け付ける地域包括支援センター

等の窓口の教示を行う。 

                                                 
２５ 令和元年度福岡市交通安全実施計画 
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（３）福岡市における取組 

交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）第26条第４項の規定により，「福岡市

交通安全計画」を５年ごとに策定しており（現在第10次。計画期間：平成28年度～令

和２年度），この計画に掲げる諸施策に関し，具体的な施策をとりまとめた「福岡市交

通安全実施計画」を毎年度作成している。計画において，高齢者の安全確保は，重点

的に対応すべき対象としており，今後，高齢運転者の大幅な増加が予想されることか

ら，高齢者が交通事故を起こさないようにするための教育や啓発等の取組みを推進し

ている。 

具体的な取組みとしては，高齢運転者が，加齢による自らの身体機能や認知機能の

低下に気づき，安全運転を心がける機会のさらなる充実を図るため，福岡県警察等と

連携し，認知症予防講座と実技講座を組み合わせた講習会や，運転シミュレーター等

を活用した体験型講習会を開催している。 

あわせて，高齢運転者やその家族など身近な方々を対象に，運転免許証自主返納制

度及び自主返納者を対象とした交通事業者の支援サービス，先進安全技術を備えた安

全運転サポート車等の周知に取り組むなど，高齢者の安全運転を支える対策を推進し

ている。 

 

① 高齢運転者講習会～認知症予防講座と実技講習～（平成27年度～） 

高齢者自身に年齢を重ねることに伴って身体機能や判断能力が低下することを理解

した安全運転を促し，また，家族をはじめとする他の世代の方には高齢者の特性に配

慮した，思いやりのある運転に努めていただくことを目的とした講習会を開催してい

る。 

・保健師等による認知症予防講座 

・インストラクターによる実技講習 

・先進安全自動車（ASV）の説明・乗車体験等 

・その他（飲酒体験ゴーグル，反射材体験） 

ア 対象 概ね65歳以上 

イ 主催 市，区，市・区交通安全推進協議会， 

ＪＡＦ福岡支部，自動車学校等 

  ウ 実績（開催回数・参加者数） 

 

 

 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

１回・13名 ２回・34名 １回・12名 ２回・41名 ４回予定 
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② 高齢運転者講習会～かんたんスキルアップ駐車教室～（平成28年度～） 

高齢運転者が駐車に対する不安感や焦りなどから起こしがちな，駐車時の運転誤操

作による事故を防止するとともに,自家用車での安全確認や操作の練習を行うことに

より,正しい駐車のための運転技能を習得し,もって安全運転に資することを目的とす

る駐車教室を開催している。 

ア 対象 概ね65歳以上 

イ 主催 市，区，市・区交通安全推進協議会， 

ＪＡＦ福岡支部 

ウ 実績（開催回数・参加者数） 

 

 

 

 

 

 

③ 高齢運転者講習会～シミュレーターによる実技体験～(令和元年度新規) 

高齢運転者が，ふっけいコアセンター(福岡自動車免許試験場内)に設置しているシ

ミュレーターにより，道路に潜む危険を疑似体験し，自らの身体機能や判断能力の低

下に気づき，安全運転を心がけるきっかけを作るとともに，自転車乗用中や歩行中も

含め，交通事故を防ぐために注意すべきことを学ぶ講習会を開催している。 

ア 対象 概ね65歳以上 

イ 主催 市，福岡県警察 

ウ 実績（開催回数・参加者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年度 平成29年度 

２回・29名 ３回・42名 

平成30年度 令和元年度 

２回・９名 ２回・10名 

令和元年度 

4回予定 
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■ 運転免許返納割（ちかパス 65）サービス 

福岡市営地下鉄では，運転免許を返納し，地下鉄全線定期券「ちかパス 65※」を購入さ

れた方を対象に「運転免許返納割」サービスを平成 29 年 5 月 3 日から開始している。 

※65 歳以上限定の福岡市地下鉄が全線乗り放題になる便利でお得な定期券 

 

【概要】 

 運転免許を返納し，ちかパス 65 を購入した方に 3,000 ポイントを付与 

【付与ポイント】 

 3,000 ポイント（円） 

 ※運転免許返納後 1 年以内で２回まで適用可 

【利用方法】 

 運転免許を自主返納し「運転経歴証明書」の交付を受ける。 

 ① 運転経歴証明書を提示してちかパス 65 を購入 

   ※「ちかパス 65」は，お客様サービスセンターで販売 

   ※翌月 10 日以降に「ちかパス 65」のはやかけんにポイント付与（自動） 

 ② 券売機等で入金（ポイントチャージ） 

 ③ 鉄道・バスやお店で電子マネー等として利用 
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（４）他都市の特色ある取組 

ア 運転免許の自主返納支援事業（新潟県越前市）２６ 

高齢ドライバーによる交通事 

故を減少させるとともに，公共 

交通機関の利用を促進し，人と 

環境にやさしいまちづくりを推 

進するために，平成19年10月１ 

日から運転免許の全部を自主的 

に返納する65歳以上の高齢者を 

対象に行われている事業。市が 

交付する「運転免許自主返納証 

明書」，または県公安委員が交 

付する「運転経歴証明書」によ 

り，市民バス（のろっさ）の運賃が無期限で無料となる。また，75歳以上の高齢者

に限り，市内タクシー事業者のタクシーの運賃が１割引となる。 

   

イ 運転免許返納者への各種支援（東京都 ※警視庁）２７ 

  運転免許証返納後の高齢者の暮らしを支えようと，警視庁の呼びかけで「高齢者

運転免許自主返納サポート協議会」が設立された。協議会のパンフレットには，タ

クシーや靴代の割引，商品の配送無料，中には都内から栃木県那須塩原市の温泉間

の往復バス無料や，遺言書の作成や相続に関する相談が初回無料といったものまで，

加盟事業者が提供するサービスが並んでいる。 

 

ウ 運転免許のお試し返納（京都府 ※京都府警）２８ 

  京都府警が令和元年 10 月に始めた，高齢ドライバーに運転免許証を持たない生活

を試しに１カ月間送ってもらう取組み。免許証の自主返納を検討してもらう全国的

に珍しい取組みで，府警の各署で対応している。 

警察署はお試し返納を希望するドライバーに「お試し返納証明書」を交付する。

期間中，ドライバーには自宅で免許証を保管してもらうが，緊急時の運転など免許

の必要性については本人に任せる。移動手段などについては随時，警察官や自治体

職員が本人や家族の相談に乗り，期間終了後に引き続き免許所持を希望する場合は

高齢ドライバー実技研修会の参加などを紹介する。 

お試し返納を通じ自主返納制度を知らない高齢者に制度を知ってもらう狙いがある。 

                                                 
２６  越前市 ホームページ 
２７  「朝日新聞」（令和元年 10 月 13 日） P21 
２８  「京都新聞」（令和元年 10 月 30 日） P１ 
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エ 東京都高齢者安全運転支援装置設置補助制度（東京都）２９ ３０ 

平成 31 年４月に池袋で母子２人が死亡した事 

故など，高齢ドライバーによる交通事故が大きな 

社会問題となっていることを受けて東京都が開始 

した事業。都内在住で令和元年度中に 70 歳以上と 

なる高齢者を対象に，安全運転支援装置（※）を 

１割の負担で購入・設置できるよう，都が費用の 

９割を補助する（上限額 10 万円／台）。令和２年 

３月 31 日までの時限措置であるが，異例の高率補 

助で設置を促す狙いがある。 

※ペダル踏み間違い等による加速抑制装置として 

の機能を有するもの。 

 

 

 

オ うきは市高齢者安全運転装置設置促進事業補助金（福岡県うきは市）３１ 

うきは市では急発進防止装置の実証実験やアンケート調査を経て，うきは市の土地柄，

生活に車は必要なものと考え，全国的に行っている免許証返納などの交通安全対策ではな

く，市民に安全に長く車に乗ってもらうため，踏み間違い防止装置及び安全運転支援機能

を有するドライブレコーダー装置設置に対し補助を行っている。 

対象は 70 歳以上の高齢者で，設置後３年以上使用することを条件に設置費用の半分を

補助する（上限額 22,000 円）。踏み間違い防止装置とドライブレコーダーを同時に設置す

る場合は、上限額に 15,000 円を加算する。 

 

カ アクセルペダル踏み間違い加速抑制装置補助金（神奈川県横須賀市）３２ ３３ 

  横須賀市ではブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故を極力防止するため，ア

クセルペダル踏み間違い加速抑制装置を取り付ける費用の補助を行っている。横須賀

市が指定した設置事業者において装置の購入と取り付けを行った場合，代金の2分の1

（1,000円未満は切り捨て）を補助する（上限額16,000円）。手続きは設置事業者店舗

で行うため，申請者は市役所に行く必要がない。市内に住む高齢者を主な対象とする

が，家族も申請できるよう，申請者の年齢制限を設けていない。 

                                                 
２９  東京都 ホームページ 
３０  「朝日新聞」（令和元年６月 12 日） P30 
３１  うきは市 ホームページ 
３２  横須賀市 ホームページ 
３３  「神奈川新聞」（令和元年８月 29 日） P18 
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キ シルバー・ドライブ・チェック（神奈川県大和市）３４ 

大和市では，高齢運転者が加害者となる交 

通事故が全国的に発生していることを受け， 

高齢運転者の交通事故対策として，平成29年 

４月から自動車の運転を映像などで記録する 

ドライブレコーダーを活用し，安全運転診断 

を実施している。 

具体的には，70歳以上の高齢者がドライブ 

レコーダーの貸出しを受け，普段運転してい 

る車に取り付けた後，10日間程度運転し，ド 

ライブレコーダーを返却する。後日，交通安 

全教育専門員が運転者と一緒に映像を見なが 

ら，安全運転のポイントなどをアドバイスす 

る。 

  アドバイスは運転手本人の家族も同伴して 

受けることができる。 

 

ク 高齢者向け交通安全教室（北海道江別市）３５ ３６ 

   江別市では，交通安全に対する高齢者の意識 

啓発を目的として，交通安全教室を行っている。 

   担当するのは基本的に市職員及び交通教育指 

導員（保育士資格や教員免許を持った市の非常 

勤職員）だが，江別警察署交通課とも調整・連 

携し，警察官に講話の講師を依頼することもあ 

る。これは，交通安全指導に取り組みたいと考 

えていた警察署と，交通安全に関する専門知識や交通事故情報に詳しい警察に参加し

てもらいたいという市の双方の思いがあったためである。 

   教室の内容は，①DVD上映と講話コース（30分），②寸劇と講話コース（30分），③

寸劇とDVD上映と講話コース（60分）からの選択式とし，高齢者クラブでの月例会な

どの中で開催してもらえるようにしている。 

   市のホームページ上や自治会SNSで開催を告知するほか，高齢者クラブ・自治会と

も全会長宛てに文書で参加案内を送付し，参加を呼びかけている。また平成26年度か

らは，より参加しやすいよう，公休日（土日祝）の開催要望にも応えるようになった。 

                                                 
３４  大和市 ホームページ 
３５  江別市 ホームページ 
３６ 「高齢者の交通安全確保に関する地方自治体等の施策の実態調査 報告書」（内閣府ホームページ） 
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意見書案第 ７ 号 
高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書案 

 
上記の意見書案を次のとおり福岡市議会会議規則第14条第１項の規定により提出します。 

令和元年９月24日 
福 岡 市 議 会 

議長  阿 部 真之助 様 
 

提出者 福 岡 市 議 会 議 員 

川 上 多 恵    松 野   隆    天 野 こ う 

松 尾 りつ子    森   あやこ    倉 元 達 朗 
田 中 たかし    近 藤 里 美   

高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書 
 
近年，交通事故の発生件数は減少傾向にあるものの，75歳以上の高齢運転者による死亡事故

の構成比は増加傾向にあり，また，単純ミスによる事故も目立ちます。 
警察庁は，昨年末時点で約563万人いる75歳以上の自動車等運転免許保有者が，令和４年に

は100万人増えて663万人に膨らむと推計しています。 
このような中，国においては，平成29年施行の改正道路交通法で，75歳以上の免許保有者に

対し免許証の更新時だけではなく，一定の違反行為時にも認知機能検査を受けることを義務付
けましたが，更なる高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取組は待ったなしの課題です。 

また，過疎地域を中心に，未だ「生活の足」として車が欠かせない高齢者も多い中，自主的
に免許証を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取組です。 

政府は，民間事業者とも連携しながら，総合的な事故防止策としての，高齢運転者の安全運
転支援と地域における移動手段の確保を進めなければなりません。 

よって，福岡市議会は，国会及び政府が，次の事項について早急に取り組まれるよう強く要
請します。 

１ 自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など，ドライバーの安全運転を
支援する装置を搭載した「安全運転サポート車（サポカーＳ）」や後付けの「ペダル踏み間違
い時加速抑制装置」の普及を一層加速させるなど，高齢者を対象とした交通安全施策を推進す
ること。 

２ 運転免許証を自主返納した高齢者が日々の買い物や通院などに困らないよう，コミュニ
ティバスやデマンド（予約）型乗合タクシーの導入など「地域公共交通ネットワーク」の更な
る充実を図ること。 

以上，地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 
令和 年 月 日 

 
衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，総務大臣，経済産業大臣，
国土交通大臣，国家公安委員会委員長，警察庁長官 宛て 

議 長 名 
 
 

原案可決  
(全会一致) 
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おわりに 
 

今，我が国は世界でも類を見ない超高齢化社会を迎えている。いわゆる「団塊の世代」

がいよいよ70歳代に差し掛かるなど，免許保有率の高い世代が高齢者となりつつあること

で，高齢の免許保有者が今後も増加していくことが予測されている。 

 

このような中，75歳以上の運転者による死亡事故について，死亡事故件数全体が減少す

る中，全体に対する構成比は上昇傾向となっており，高齢者に係る交通事故は，高齢化が

進む我が国にとって重要な課題であり，更なる対策が求められている。 

 

 政府では，平成28年11月，関係官僚会議での総理指示に基づき，高齢運転者による交通

事故対策に，各省連携して取り組んできたが，痛ましい事故はいまだ後を絶たない。この

ため，令和元年５月に「昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議」

が開催され，同年６月に関係省庁が連携して，緊急に対応すべき施策をはじめ重点的に取

り組むべき施策をまとめ，政府一丸となって各種取組を迅速に進めているところである。 

 

高齢者の交通安全は，関係省庁のみならず関係機関，民間企業，地域社会の一体となっ

た取組を推進することにより，その向上を図り，世界一安全な道路交通を実現していかな

ければならない。 

本市では，先述のとおり「高齢運転者講習会」などの取組を行っているが，今後も国，

県，関係機関などと連携しながら，更なる高齢者の安全運転支援を進めていくことが求め

られる。 

 

本調査が，今後の取組の基礎資料として，議員の調査研究の一助になれば幸いである。 
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