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神奈川県中原警察署交通課 

高齢者と交通事故 現状と対策 
大場課長にお話を伺いました 
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納得して自主返納をして頂くのは至難の業。長年の安

全運転への感謝の意味を込め「運転卒業証書」を作り

表彰したり、返納時に食事会や旅行を企画する事もあ

るという。また、車の安全運転に関するﾃｸﾉﾛｼﾞｰの進化

にも期待をしたい、と話す大場課長。 
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Q：小さな物損事故が増えたり、駐車に手間取ったり･･･、そろそろ運転は止めてほしいと考える

ご家族も多いと聞きます。 

大場：2017 年に道路交通法の一部が改正され、75 歳以上は 3 年に 1 度の免許更新時に認知機

能検査を受けることが義務付けられましたが、これにﾊﾟｽしても次の更新までに認知機能や身

体機能が低下することも考えられます。一方、神奈川県では 1998 年に導入された運転免許証の

自主返納制度を促すため、「自主返納ｻﾎﾟｰﾄ協議会」が設立されています。 

Q：自主返納をするといったいどのようなﾒﾘｯﾄがあるのでしょうか？ 

大場：申請をされた方には＜有料<1100 円>＞「運転経歴証明書」という、これは法令上、本人

確認書類として認められている運転免許証大の証明書が発行されます。身分証明書として使

用出来るほか（一部受付出来ない機関もあり）、県内のﾃﾞﾊﾟｰﾄ､ｽｰﾊﾟｰ､宿泊施設等、自主返納ｻ

ﾎﾟｰﾄ協議会の提携施設での割引を受けられる等の特典があります。 

Q：とは言っても自主返納を説得するのは至難の業？ 

大場：その通りです。説得にも納得に至ることは難しいです。本人的には買い物や通院等の足

を奪われることもあるでしょうし、行動を制限されることにもなる。また、ﾌﾟﾗｲﾄﾞを傷つけら

れたと感じるものです。お困りになっているご家族も多く、実は私たち交通課に相談に来られ

る方もいらっしゃいます。ご家族とも協力し、説得をさせて頂きますが、簡単に納得して頂け

ることは稀です。気持ちよく納得していただくには時間をかけ説得していかねばなりません。

一般的にはご家族や身内からよりも、友人や医師等、他人からの勧めに納得される方が多いよ

うですが、思いついたように突然に切り出すことは避けたいです。 

Q:さて、最後に皆様にお伝えしたいことがあれば 

大場：交通事故は加害者･被害者そして家族までもが全員不幸になります、ほんの一瞬のﾌﾞﾚｰ

ｷの遅れや判断ﾐｽで人生が大きく変わってしまう･･･、私たちはそういう事例を沢山見てきま

した。これは高齢者に限ったことではありません、自動車を運転している時だけではなく常に

安全確認や法令順守を心掛けて頂きたいと思います。（敬称略）  

↑運転経歴証

明書＜見本＞

大きさは免許

証 と ほ ぼ 同

じ、運転免許

所と同じく、

身分証明書と

して使用出来

る他、契約施

設での割引ｻｰ

ﾋﾞｽもある。 

1983 年神奈川県警で警察官を拝命し、警察官としてのｷｬﾘｱを

ｽﾀｰﾄ。警察学校卒業後、機動隊等を歴任後 2004 年より交通

課に、2020 年より中原警察交通課課長。 

                                     

一昨年の池袋での高齢ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの暴走による悲惨な事故や高速道路での逆走等、高齢者にまつわ

る交通事故の話題が絶えません、今回は「高齢者と交通事故」について神奈川県中原警察署の

交通課長、大場英彰さんにお話を伺いました。 

Q：今回お話を伺う前に、いろいろと調べてみると交通事故の件数は高齢者を含め全年齢層で減っ

ているものの、高齢者の占める割合は上昇傾向にあるようですね。 

大場：高齢者が関わる事故の割合が増えてきていることと共に、わが国では急速に高齢化が進み、

65 歳以上の人口が増え続け（2020 年高齢化率<65 歳以上>：28.7%）ていることを、念頭に置かねばなり

ません。因みに神奈川県全体ですと 2020 年人身事故の件数は 20,630 件で高齢者＜65 歳以上＞が関わ

っていたのが 7,012 件の 34％、亡くなられた方は 140人のうち 56 人＜40％＞中原区内では 269 件のう

ち高齢者が関わったものが 89 件＜33.1％＞亡くなられた方は 4 人のうちお二人です。 

Q：一般的に高齢になればなるほど「認知機能」や「身体機能」の低下により、交通事故のﾘｽｸが

増大することは想像に難くないです。 

大場：そういう事を一般の方には再認識して欲しいし、特に「高齢者」の方々には自覚をしてい

ただく事が大切なのです。これは高齢者ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに限ったことではなく、高齢者が歩行者の場合

でも同じことです。 

Q：具体的にはどのようなことでしょう？ 

大場：身体機能の衰えで言えば「運動能力の低下」「視野が狭まる」「耳が聴こえづらい」、認知

機能の低下からは「見識力」の衰えから場合によっては「善悪の判断」にまで及ぶこともありま

す。加齢に従って周辺視力や動体視力、反応時間の低下を感じる方も多いと思います。高齢ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰは

自分で安全運転を心掛けているつもりでも、「注意力や集中力の低下」「瞬間的な判断力の低下」「過去

の経験にとらわれる傾向がある」等があると言われており、高齢者の方は自覚とともにそれらの衰えを

意識してｶﾊﾞｰするよう心がけることがなによりも大切です。 

Q：特に注意が必要なのはどのような部分でしょう？ 

大場：集中力や反応の低下を補うために、運転する際は、常に意識して周囲に注意を払うこと。発進

時、角を曲がるとき、ﾚｰﾝﾁｪﾝｼﾞ、そしてﾌﾞﾚｰｷを踏む時、意識して周囲の状況にしっかり目を配る習慣

を身につけて頂きたいです。特に夕暮れ時、黄昏時などは一層の注意が必要です。また、過信はいけま

せんが、ｸﾙﾏの選びの中で衝突被害軽減ﾌﾞﾚｰｷやﾍﾟﾀﾞﾙ踏み間違い急発進抑制装置等の搭載車「ｻﾎﾟｶｰ」等

を選ぶ、視力に合った眼鏡を使う等、自己防衛することも大切だと思います。 

Q：歩行者としての高齢者についてはどう考えましょう？ 

大場：歩行者の立場になっても同じことです、例えば横断歩道の場合、点滅になったら高齢者の方は渡

り切れないと思った方が確かです。逆にﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの方は高齢者の歩行者を見たら、ｽﾋﾟｰﾄﾞを緩める等の

配慮が必要です。視覚・聴覚の低下により、車が近づいても気が付かないことも多いです。また、高齢

者の場合歩くことが大変になり、横断歩道までたどり着かず、いきなり車道を横切るｹｰｽも散見されま

す。ですから高齢者の方を見たら「もしかしたら横断してくるかもしれない？」と考え、防衛運転を心

掛けてください。 

 

 

                                         
高齢者の歩行者を見たらまず注意!!ｽﾋﾟｰﾄﾞを落とす配慮を、

いきなり車道を横切るｹｰｽもあります。 



★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です! 
■募集要項 
★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問 

★給与：① 月給：224,781 円～<18歳資格なし夜勤 6日含む> 

② 時給 1020<無資格>～1170円<介護福祉士>  
※夜勤 1回 18,000～20,000 円＜介護福祉士＞①②処遇改善加算交付金含 

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00 

★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000円迄 

★勤務場所：当社各施設 10 箇所の中から通勤し易い 

 場所を選べます。 

●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで   

☎044-455-6117 

2021 年 3 月新卒社員募集中 

会社説明会随時開催中      
ｴﾝﾄﾘｰはこちらから→ 

        

 

 

 

 

 

        

川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「のんびりーす等々力」より 

クリスマス･ランチは待ちに待った「口福の会」で！ 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 194 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス 

川崎市中原区新丸子町 734-2  ☎044-455-6119 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

グループホーム空室情報 
空室情報、入居に関するお問い合わせは右記    

の各施設もしくは総合案内 

044-455-6119       

バナナ園グループ 
【グループホーム】                                               
●川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園 ☎ 044-280-2386   ●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773      

●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101    ●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361   

●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203   ●のんびりーす ☎044-422-2295       

●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692   

●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693  ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634 

  
    

              
 

 

 

 

 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症が確認されてから約 1 年が経過しました。川崎市中原区の

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「のんびりーす等々力」でも「新しい生活様式」を実践、少しずつ

ですがその生活にも慣れてきたように思います。しかしながら感染拡大が続き

油断は禁物、少しも気を抜くことは出来ません。外部からの訪問は原則医療関

係者に限らせて頂きご家族にも不便をおかけしています。ｲｳﾞｪﾝﾄやﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさ

んの活動も自粛せざるおえない状況で、入居者様、そしてｽﾀｯﾌもｽﾄﾚｽを抱えが

ちな日々を送っています。入居者様が楽しみにしているｲｳﾞｪﾝﾄの一つに「口福

の会」という催しものがあります。「口福の会」とは、ﾌﾟﾛの料理人をｸﾞﾙｰﾌﾟﾎ

ｰﾑに呼び、施設のｷｯﾁﾝで調理をし、出来たての料理を振る舞い入居者様にﾚｽﾄ

ﾗﾝで食事をするような、非日常を楽しんで頂こうという「食のｲｳﾞｪﾝﾄ」です。

ｸﾘｽﾏｽ前の 12 月 17 日、「のんびりーす等々力」では細心の注意をはらい久しぶ

りに「口福の会」を開催する事となりました。これまでは近くの事業所の方や

ご家族等を招待して賑やかに食事を楽しんでいましたが、感染拡大防止のため

もちろん単独開催です。しかし、久しぶりの開催とあって皆様大喜びです。「何

を作ってくれるの？いつもの先生がまた来てくれるの？」と大はしゃぎ。当日

は朝から「よそ行き」にﾄﾞﾚｽｱｯﾌﾟ、女性の方はﾒｲｸもばっちり。料理家の岩下

先生が来るのを楽しみに待ってます。ﾃｰﾌﾞﾙにはﾃｰﾌﾞﾙｸﾛｽにお花を飾りｸﾘｽﾏｽｿ

ﾝｸﾞを流すと、ﾚｽﾄﾗﾝに早変わり。皆そわそわ待ちきれない様子です。先生がｷ

ｯﾁﾝに立つとたちまち湯気が立ち上りﾊﾟﾝの焼くいい匂いが漂ってきます。「今

日は何かあるの？」「先生がお料理を作ってくれるのよ。説明してくれたじゃ

ない。」「早く食べたい、美味しそうな匂いがするわ。」皆様待ちきれない様子

です。今回のﾒﾆｭｰはｸﾘｽﾏｽｺｰｽ、前菜、ｽｰﾌﾟ、ﾒｲﾝﾃﾞｨｯｼｭ、ﾃﾞｻﾞｰﾄとｺｰｽが次々と

用意されいつもとは違う食事に皆様美味しい美味しいと顔を綻ばせて喜んで

いらっしゃいます。近年、食事によるｽﾄﾚｽの改善が注目されています、「食の

欧米」「加工食品摂取量の増加」「野菜摂取不足」等がﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽの不調につなが

るという報告もあり、食事を工夫する事で精神を健康に保つ事が出来ます。ｺ

ﾛﾅ過の中「新しい生活様式」が推進する食事方法は「食事に集中」「おしゃべ

りは控えめに」となっています。以前のような賑やかな「食事会」は暫くは難

しいですが今後も思考を凝らし工夫をして新しいｽﾀｲﾙのｲｳﾞｪﾝﾄを皆様に楽し

んで頂けるようお手伝いさせて頂きたいと思っています。「次はいつなの？」

と皆様次回の口福の会を楽しみにされています。早くこのｺﾛﾅ禍が落ち着いて

くれる事を切に願います。 

 

 

 

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？ 

介護スタッフ募集中 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外ではｸﾘｽﾏｽは七面鳥、日本ではﾁｷﾝが定番。実はこの

起源はご存じ「ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ」が 1970 年代に「ｸﾘｽﾏｽ

にはﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ」と大ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを張ったのが最初、日本のｸ

ﾘｽﾏｽの食文化にまで発展･定着したそうです！ 

 

 

川崎市川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」より 

ｼﾆｱのｻﾝﾀｸﾛｰｽ川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園に集結！ 
長引くｺﾛﾅ禍の中、おうち時間が長くなりお客様をお呼びしてのｸﾘｽﾏｽ会も

今年はちょっと我慢。「なんだか少し寂しいね。」そんな言葉が入居者様か

ら聞こえてきます。せっかくのｸﾘｽﾏｽですから、何とか楽しい時間を過ごし

て頂きたい。沈みがちな気分を吹き飛ばそうと考えました。そんな訳で、

川崎市川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」では、今年はご入居者様にｻ

ﾝﾀｸﾛｰｽになっていただくことにしました。 皆様の前に大きな袋を運んで

いくと、一斉に注目が集まります。「今日はｸﾘｽﾏｽなので皆様にｻﾝﾀｸﾛｰｽに変

身して頂きたいと思います？」とお声を掛けました。すると「一体どうや

って変身するの？」「え～、これから何が始まるの？」少し不安げな表情の

方もいらっしゃいます。袋を開けて中からからｻﾝﾀｸﾛｰｽの帽子と赤いｴﾌﾟﾛﾝ

をお披露目すると、「あらー!!可愛いいじゃないの。」と、早速興味津々の

A 様です。「帽子をかぶってみてもいいかしら？」真っ赤な帽子に白いﾎﾞﾝ

ﾎﾞﾝ、手に取って頭にかぶると「どうかしら？」と堂々とﾎﾟｰｽﾞを決め、気

分はｻﾝﾀｸﾛｰｽです。その様子を見て皆様から「とってもいいわ！すごく似合

っている。」「真っ赤で可愛い、赤い色を着ると若返って見えるよ！」と、

賞賛の声がかかりました。あらあらお顔がほんのり赤くなっていますよ。

これをきっかけに他の方も「可愛いから私も着てみるわ！」あっという間

に女性の皆様はｻﾝﾀｸﾛｰｽに変身完了しました。男性の皆様は、静かに見守っ

ていらしたのですが、「これどうぞと」と帽子を手渡されるとそのまま頭に

かぶられて「暖かいね」とﾎﾞｿっと一言「温めるためじゃなくてｻﾝﾀさんに

なるのよ！」と説明までして下さいました。川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園にｻﾝﾀｸﾛｰｽが大

集合です。ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ､ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ鈴が鳴る～♪合唱をして気分はすっかりｸ

ﾘｽﾏｽになった所で、この日の昼食は特別ﾒﾆｭｰです。ｸﾘｽﾏｽと言えばやっぱり

ﾁｷﾝですよね。ｽﾊﾟｲｽの効いた柔らかいﾁｷﾝをほおばるお顔には明るい笑顔

がありました。ｺﾛﾅ禍ので長引く自粛生活、皆さまに笑顔になってもらうた

め、ｽﾀｯﾌは工夫の日々が続きそうです。 

 

 
2017 年にｽﾀｰﾄした「口福の会」。ﾌﾟﾛの料理人＜料理家/

料理研究家/ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの岩下美帆さん＞をｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑに呼

び、出来たて料理を入居者様に楽しんで頂く。「口福の

会」の時は食器も特別、ｽﾀｯﾌもｽｰﾂで対応、ﾚｽﾄﾗﾝの雰囲

気を楽しんで頂く。 

 

 

 

 

 


