
○年齢

60歳未満 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上 無回答 計

3 24 133 167 74 1 402
○性別

男 女 無回答 計

163 222 17 402
○運転免許の有無

所持 返納 未取得 無回答 計

383 12 6 1 402
○マイカーの有無

あり なし 無回答 計

368 16 18 402
○サポカー機能

あり なし 無回答 計

140 227 35 402
○運転の頻度

毎日運転 たまに運転 ほとんどしない まったくしない 無回答 計

311 57 2 8 24 402
○運転の距離

自宅周辺 市町内 どこへでも 無回答 計

25 191 155 31 402
○免許返納の考え

あり なし 無回答 計

53 306 43 402
○印象に残った内容

サポカー 乗車体験 死角体験 講義 計

185 108 262 125 680
○同様の教室の受講

あり なし 無回答 計

128 247 27 402
○自動車の運転を注意しなければと感じたか

とても 少し あまり 全然 無回答 計

271 91 5 0 35 402
○周り（同年代）も受けるべきか

とても 少し あまり 全然 無回答 計

263 103 2 0 34 402
○サポカーへの乗り換え検討

とても 少し あまり 全然 無回答 計

66 119 48 6 163 402
○免許更新制度の改正

知っていた 初めて知った 無回答 計

222 141 39 402
○サポカー限定免許

知っていた 初めて知った 無回答 計

66 294 42 402
○マイカー以外で利用可能な交通手段

電車 バス タクシー 自転車 なし（徒歩） 計

174 196 121 132 97 720
○家族との話し合い

あり なし 無回答 計

122 248 32 402
○周りの支援

支援あり 支援なし 無回答 計

138 225 39 402

交通安全教室アンケート結果（全体）



○年齢

60歳未満 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上 無回答

0.7% 6.0% 33.1% 41.5% 18.4% 0.2%
○性別

男 女 無回答

40.5% 55.2% 4.2%
○運転免許の有無

所持 返納 未取得 無回答

95.3% 3.0% 1.5% 0.2%
○マイカーの有無

あり なし 無回答

91.5% 4.0% 4.5%
○サポカー機能

あり なし 無回答

34.8% 56.5% 8.7%
○運転の頻度

毎日運転 たまに運転 ほとんどしない まったくしない 無回答

77.4% 14.2% 0.5% 2.0% 6.0%
○運転の距離

自宅周辺 市町内 どこへでも 無回答

6.2% 47.5% 38.6% 7.7%
○免許返納の考え

あり なし 無回答

13.2% 76.1% 10.7%
○印象に残った内容

サポカー 乗車体験 死角体験 講義

27.2% 15.9% 38.5% 18.4%
○同様の教室の受講

あり なし 無回答

31.8% 61.4% 6.7%
○自動車の運転を注意しなければと感じたか

とても 少し あまり 全然 無回答

67.4% 22.6% 1.2% 0.0% 8.7%
○周り（同年代）も受けるべきか

とても 少し あまり 全然 無回答

65.4% 25.6% 0.5% 0.0% 8.5%
○サポカーへの乗り換え検討

とても 少し あまり 全然 無回答

16.4% 29.6% 11.9% 1.5% 40.5%
○免許更新制度の改正

知っていた 初めて知った 無回答

55.2% 35.1% 9.7%
○サポカー限定免許

知っていた 初めて知った 無回答

16.4% 73.1% 10.4%
○マイカー以外で利用可能な交通手段

電車 バス タクシー 自転車 なし（徒歩）

24.2% 27.2% 16.8% 18.3% 13.5%
○家族との話し合い

あり なし 無回答

30.3% 61.7% 8.0%
○周りの支援

支援あり 支援なし 無回答

34.3% 56.0% 9.7%

交通安全教室アンケート結果（全体）



令和４年度「兵庫県高齢者大学における交通安全教室」 受講者意見 
 

【交通安全教室について】 

・ 死角体験は非常に参考になりました。 

・ 役にたつ内容でした。ありがとうございました。 

・ 試乗して体験できて危険さを実感しました。 

・ 講義と体験が組み合わされていて良かった。 

・ 改めて交通安全意識を持つことが大事だと気付かされました。 

・ 受講して改めて注意すべき事項がよく分かった。とくに死角については思ってい 

た以上にエリアが広く大いに参考になった。 

 ・ 毎日運転して 75歳になります。今回の受講で気付いたこと反省すべきことがか 

なりありました。 

 ・ 今後の生活を考えた時、いい時期に学ぶことができた。 

 ・ 年に何回かは受講して、再度安全運転に努める必要性があると思った。 

 ・ 繰り返し講義が必要です。 

 

【免許返納について】 

・ 車は必需品です。車が使えなくなったら非常に不便になります。 

・ 数年先には返納もあり得るかも。 

・ 車の免許を取れるのは 18 歳なので上限も設定すべきであると思う。75 歳くらい 

までにすべきであると思う。 

・ もし免許がなかったら活動（移動）範囲が減少する。そのため生きがい等が少な 

くなりなんのために今まで働いてきたのか考えるだろう。 

 ・ 免許を返納後は公共交通機関を使用する予定。 

 ・ 交通機関がないので車がなくなると困る。免許返納すると即困る。気持ちだけは 

若いつもりでいる。 

 ・ あと 10 年くらい運転するつもりです。そろそろ考えておかなければとは思いま 

す。 

・ 運転免許を返納したがバスの便などがなく不便な生活です。返納しなければよか 

 ったと思います。 

・ 公共交通機関の充実がないと今の住居では免許返納は難しい。 

 ・ 都会のように公共交通が充実していないので日常生活にマイカーは必要。 

 ・ 返納したときの交通手段（電車、バス等）の本数を増やしてください。周囲の方 

の支援がなければ生活していけません。 

 ・ 返納後の生活に不安がある。 

 ・ 今の生活から車のない時を考えられないが、不安を感じるようになれば返納も考 

えたい。 

 ・ 地域性もあり、免許の返納はなかなか難しいと思います。 

 ・ 買い物、病院への距離、自宅から 15km 以上。 

 ・ 市から交通移動を考えて援助してほしい。 

 

【サポカーについて】 

 ・ サポカーはいいなあと思うが高い。 

 ・ サポカーの急ブレーキにはびっくりしたが、安心感が得られました。 

・ もっと安全に配慮した車を販売してほしい。免許返納は難しいので。 

 ・ サポート機能が全ての車につくと良いです。 

 

【その他】 

 ・ まだ元気か？75歳で１度考える。 

・ 75 歳以上になった時を考えると少々不安になる。 

・ 前もって準備をしゆっくりと行動できるように。 

・ 平気で国道を横断する高齢者がいる。歩行者や自転車の高齢者にこそ交通知識の 

指導が必要である。 
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交通安全教室に関するアンケート
　このアンケート調査は、今後よりよい交通安全教室を行っていくために使用させていただくものです。
　

選択式の回答は、該当箇所のマーク を塗りつぶしてご回答ください。
: 空白マーク : 正しいぬりつぶし : 不十分なぬりつぶし

記述式の回答は、回答欄からはみ出さないように記入してください。
この用紙は機械で処理します。回答欄以外に書き込みをしたり、用紙を汚したり、折り目を付けたりしないよ
うに注意してください。

　

(1) あなたの年齢は？

60歳未満 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上

　
(2) あなたの性別は？

男 女

　
(3) あなたの住居は？（市区町までのご記入でけっこうです）

　
(4) 運転免許（普通以上）を所持していますか？

所持している 返納した 取得したことはない

　
(5) 【運転免許（普通以上）を所持している方にお聞きします】 マイカーを所持していますか？

所持している 所持していない

　
(6) 【前問で所持していると回答された方にお聞きします】 サポカー機能はついていますか？

付いている 付いていない

　
(7) 【運転免許（普通以上）を所持している方にお聞きします】 自動車を運転していますか？

毎日運転している たまに運転している（週１～２回程度）

ほとんど運転しない（月に１～２回程度） まったく運転しない

　
(8) 【運転免許（普通以上）を所持している方にお聞きします】 自動車での行動範囲はどれぐらいですか？

自宅周辺（近所への買い物程度） 市内・町内

遠方でも必ず車で行く

　
(9) 【運転免許（普通以上）を所持している方にお聞きします】 自動車運転免許の返納を考えたことはありますか？

ある ない

　
(10) 交通安全教室を受講してどの体験が印象に残り（役にたち）ましたか？（複数回答可）

サポカー体験 乗車姿勢 死角体験 講義
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(11) これまでに同様の交通安全教室を受講したことはありますか？

ある ない

　
(12) 交通安全教室を受講して、自動車の走行をもっと注意しなければいけないと感じましたか？

とても感じた 少し感じた あまり感じなかった 全然感じなかった

　
(13) このような交通安全教室を周りの方（同年代の方）も受講すべきと思いますか？

とても思う 少し思う あまり思わない 全然思わない

　
(14) 【サポカー機能がない車をお持ちの方にお聞きします】 サポカーへの乗り換えを検討しようと思いましたか？

とても思う 少し思う あまり思わない 全然思わない

　
(15) ５月13日に75歳以上の方の免許更新制度が改正されたことを知っていましたか？

知っていた 講義を受けて初めて知った

　
(16) サポカー限定免許は知っていましたか？

知っていた 講義を受けて初めて知った

　
(17) マイカー以外で利用可能な交通手段はありますか？（複数回答可）

電車 バス タクシー 自転車

なし（徒歩）

　
(18) 家族など周囲の方と免許返納について話し合ったことはありますか？

ある ない

　
(19) もし免許がなくなった場合、移動に関して家族など周囲の方の支援は得られますか？

支援してもらえる 支援してもらえない

　
(20) その他、ご意見・ご感想、今後受講したい内容などがありましたら、ご記入ください。

　
ご協力ありがとうございました


