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高齢運転者（70歳以上）の
特集
免許更新の方法をご存知ですか？
●電動車椅子を知ろう
●やさしいお料理レシピ

福岡市介護実習普及センター

高齢運転者
（70歳以上）
免許更新の方法をご存じですか？

平成２９年３月１２日から新しい流れに変わりました
70～74歳

高齢者講習の案内ハガキが
届いてからの手続き

75歳以上

【認知機能検査を受ける】

運転時に必要な記憶力や判断力を確認
する検査。100点満点評価。
＊認知症診断ではありません。
手数料：650円
76点以上→認知機能低下のおそれなし
（第3分類）
49点～ → 認知機能の低下のおそれ
76点未満 （第2分類）
48点以下→ 認知症のおそれあり
（第1分類）

（診断書提出命令）
認知症の有無について
診断を受ける
認知症ではない
認知症である

もし、75歳以上の運転者が一定の違反行為をした場合は･･･
一定の違反行為とは？
・信号無視
・通行禁止違反
・進路変更禁止違反
・合図不履行
・指定場所一時不停止等
・安全運転義務違反
など

全18項目

【臨時認知機能検査を受ける】

（臨時手続）

＊検査はハガキに記載された自動車学校
などで受検します。

【医師の診断を受ける】

運転免許更新時に受ける認知機能検査と同様
48点以下 認知症のおそれあり
49点以上であるが、前回の認知機能検査よりも分類が
下がった。又は、初めての受検で第2分類となった場合
前回と分類が変わらないか、分類が上がった。
又は初めての受検で第3分類となった場合

お問合せ先

【高齢運転者免許更新については】福岡県警察本部 ☎092-641-4141（代表） 平日9時～16時
・高齢者講習、認知機能検査に関すること / 運転免許試験課講習指導第一係（内線706-351）
・診断書提出に関すること/運転免許管理課行政処分第二係（内線5325～5329）

【高齢者運転免許自主返納および運転経歴証明書については】各警察署交通課または運転免許管理
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近年、
高齢者のドライバーによる交通事故が増加傾向にあり、
テレビや新聞による報道
を目にする機会が多くなりました。
運転歴からするとベテランともいえますが、
その一方で、
加齢による反射神経や判断力、
視力の低下など、
運転技術に不可欠な能力の衰えは大き
くなっていきます。
そこで、
歳を重ねても、
安全に運転できる支援の一つとして、
高齢運転者
（70歳以上）の免許更新の仕組みが一部変わりましたので、
その概要をお伝えします。

自動車学校などで受講する
高齢者講習の内容

【２時間講習】
・実車指導

など
手数料：4,650円

【３時間講習】
・実車指導
・個人指導

など
手数料：7,550円

高齢者運転免許自主返納と
運転経歴証明書をお持ちの方への
特典をご存知ですか？
★病気やケガで運転を継続するのが難しい方
★長年運転してきたが、年齢的に運転を止めようとお考えの方
etc…
上記のような理由で運転免許証の更新はせず失効させようかとお考え
の方もいらっしゃるのでは？
免許証は身分証明書にもなりますが、失効した免許証は身分証明書には
なりません。だからといって、運転はしないのに免許証更新をすることに
躊躇しませんか？
有効期限内に免許証を返納し、
運転経歴証明書を申請し交付を受けれ
ば、
本人確認資料として用いることができます。

（更新手続）

運転経歴証明書の提示によって受けられる特典ご紹介

免許の取り消し
または停止
臨時高齢者講習（2時間）

・実車指導
・個人指導 など
手数料：5,650円

免許継続可

課（内線5316）

★西鉄バス★

65歳以上のバス乗り放題定期券『グランドパス65』購入割引
発売価格から1,000円割引で購入できます。
※ 運転経歴証明書の交付日から1年間のサービスです。
◆グランドパス65とは？
①西鉄の路線バスが乗り放題！
②高速・特急バスは、指定路線の運賃が半額！
③西鉄グループのホテルやレストラン、施設での割引特典！
その他にもサービスが沢山あります。
問合せ：お客様センター ☎092-303-3333

★福岡市地下鉄★

65歳以上の方が1月6,000円で地下鉄全線乗り放題となる定期
券『ちかパス65』購入者に3,000円分のポイントを付与します。
＊運転免許返納後1年以内で2回までの適用です。
問合せ：お客様サービスセンター ☎092-734-7800
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電動車椅子を知ろう
電動車椅子ってどんなもの？

搭載したバッテリーの電気によってモーターが駆動して走行する車椅子です。
速度は、
最高で時速6㎞までで、
道路交通法上は「歩行者」
として扱われます。
そのため、
運転免許は不要です。
一度の充電でおおよそ5時間、
約20～30㎞の走行が可能です。
介護保険貸与（レンタル）対象品になっています。

電動車椅子はどんな種類があるの？
ひょうじゅんがた

かん い がた

がた

主なものの中から「標準形」「簡易形」「ハンドル形」をご紹介します。

種

標準形

類

操

作

方

法

操作レバー（一例）

標準的な
タイプです。

簡易形
一般的な手
動車椅子に
電動装置を
後付けした
簡易タイプ
です。

ハンドル形
外見がスクー
ターに似たタ
イプです。

操作レバーを倒して、前後左右
の自由な方向へ進んだり、方向
転換をします。

ハンドル部分（一例）
前進・後進
の切り替え
スイッチ
レバー型の
アクセル

レバー型のアクセルを押すと発進
し、離すとブレーキがかかります。
ハンドルをきって方向転換します。
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特

徴

タイヤが比較的大きく、
安定性があります。
小回りもききます。

重量が25～30kg程
度で、折りたたみがで
きます。
また、電動と手動を切
り替えて使うこともで
きます。

安 定 性が 高く、買い
物や通院などの屋外
用の乗り物として便
利です。

最近、
電動車椅子で外出される方を見かける機会が増えたと思いませんか？
病気やケガなどで長い距離を歩けなくなっても、
電動車椅子を上手に利用することで行動範囲が広がり、
自分らしく生活するための手助けになります。
今回は電動車椅子についての情報を紹介します。
介護保険制度を利用して貸与（レンタル）する場合には、
様々な条件があります。
条件の詳細や商品情報などについて
は、
当センターをはじめ、
担当のケアマネジャー、
地域包括支
援センター（福岡市での愛称「いきいきセンターふくおか」）
などにご相談ください。

注意ポイント

利用者の声

一般的な手動車椅子（幅63cm×長さ105cm以下）
と比べると
サイズが大きいものもあるので、屋内で使用する場合は廊下幅
やドア幅などの確認が必要です。
重量があり、人の手では持ち上げられないため、使う環境によっ
てはスロープや段差解消機の準備が必要です。
急な坂道（10°以上※）では後方に転倒しやすいため使用でき
ません。

車椅子を手でこぐ
ことは難しいけれ
ど、これで自分で
行きたいところへ
行けます！

前輪が小さく、機種によっては1cmの段差を越すことも難しい場
合があります。坂道（6°以上※）では、後方に転倒しやすいため
使用できません。

家の中では自分でこぎますが、
近くに住む友人の家に行く時は
電動に切り替えて運転ができて
便利です。

交通ルールや操作方法の十分な理解が難しい場合は使用で
きません。

運転操作が簡単ですね。
運転免許証を自主返納し
た私の足代わりとして重
宝しています！

※製品によって登坂角度は違うのでご確認ください。
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他にもこんな種類の電動車椅子があります
ざ

い へん かん がた

座位変換形

姿勢や高さを電動で
変えることができます。

姿勢を変えることができるタイプ

座面の昇降ができるタイプ

介助用（電動アシストタイプ）

介助者が軽い力で押せて
操作が楽になります。

引用文献・参考文献
電動車いす安全普及協会：安全にご利用いただくために 電動車いす安全利用の手引き
市川洌監修：高齢者・障害者の生活を支える福祉機器Ⅱ，2007
松原勝美著：移動補助用具 杖・松葉杖・歩行器・車椅子 第2版，2009

やさしい

お料理

シ
レピ

ラタトゥイユ
栄養士：岩津 慶子 氏

夏は汗をかきやすく食欲も落ち、夏バテを起こしや
すくなります。夏バテを防ぐには、胃腸にやさしい温
かい食べ物がよく、代謝を助けてくれるビタミンやミ
ネラルが必要です。
今回は夏野菜がたくさん食べられるラタトゥイユを
紹介します。
しっかり食べて夏バテを予防しましょう。
5

そのままでも良いけど、
オムレツやパスタ、
魚のムニエルにかけても
美味しいですよ。

安全に利用するために気を付けることは？
●交通ルールを守る

●危険な場所の通行は避ける

●速度に気をつける

「歩 行者」としての交 通
ルールやマナーを守りま
しょう。また、歩道がある
道路では歩道（または、走
行に十分な幅員を有する
路側帯）を走行し、歩道が
ない道路では右側を走行
します。

急な坂 道だけでなく、急な傾斜
地、大きな段差・溝を走行するの
は止めましょう。踏切の横断や交
通量の多い場所の走行や夜間の
運転もできるだけ
避けるか、介助者
と一 緒に利用し
ましょう。

周りに人がいるときや屋内
での走行時は、速度を最低
にして人や物と距離をおい
て接触しないように注意し
ましょう。自動ドアを通過す
る時は、ドアや周りの人の
動きに特に注意してゆっくり
と通過しましょう。

急な傾斜地

●バッテリーの残量を確認する

●操作能力をきちんと判断する

●正しく取扱う

出かける前には、バッテ
リーの残量を必ず確認し
ましょう。
途中でバッテリーが切れ
ると動かなくなることがあ
ります。

視力などの身体機能や認知機能の
低下によっては、操作が難しい場合
があります。医療の専門職や販売店
の方に操作ができるかどうかを確認
してもらいましょう。また、今まで利
用していた方も定期的に専門職に操
作能力のチェックを受けましょう。

取扱説明書をよく
読むか 説 明を 受
け、正しく使用しま
しょう。

F

E

F
／
E

使用する方や使う目的・環境によって合う電動車椅子はそれぞれ違います。
適切な機種を選ぶためには、担当のケアマネジャー、医療の専門職の方などと
相談しましょう。また、当センターでは試乗もできますので、ご利用ください。

材 料 （4人分）

生椎茸……………………… ２枚
人参…………………… １／２本
茄子………………………… ２本
玉葱…………………… １／２個
ピーマン …………………… ２個
赤ピーマン ………………… １個
トマト水煮缶 …………… 200g
固形スープの素 …………… １個
醤油…………………… 小さじ１
塩・こしょう・砂糖 ……… 各少々
オリーブ油 …………… 大さじ２
にんにく ………………… １かけ

作り方

１．椎茸は４つ切り、人参は５mmの厚さに切る。
茄子は皮をむき２cmの厚さの半月切り、玉葱は薄切り、
ピーマンは２cmの角切りにする。
２．鍋にオリーブ油、にんにくを入れて、
１を炒める。
３．
トマト水煮缶、固形スープの素、醤油を加えて野菜がくた
くたになるまで煮込む。
４．塩・こしょう・砂糖で調味する。
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福岡市消防局からのお知らせ

～救急車を呼ばなくて良いように～
救急車で搬送された事例の中には、
「もう少し注意していれば・
・
・」など、
病気やケガ等を未然に防げたかもしれない事例があります。

日頃の心がけで転倒防止、熱中症予防！
高齢の方は、少しの段差でつまずき、転倒してケガをするような事例が多数あります。
日頃から、整理整頓を心がけ、廊下・部屋等を明るくするなどの対策をとることが大切です。
熱中症は、規則正しい生活に努め、暑い時は無理をせずエアコンや扇風機を使うとともに、
こまめな水分補給をすることで予防できます。

もしもの時は・・・
緊急の場合は、迷わず１１９番！

お気軽に
救急車を呼ぶかどうか迷った時には、福岡県救急医療電話相談
「＃７１１９」 お問い合わせ
に電話すると、救急車の利用や最寄りの医療機関についてアドバイスがもらえ ください♪
ます。また、万が一の時に備え、応急手当の講習を受講しておくことも大切です。
★福岡市消防局では、無料で救命講習を実施しています。
夜間や土日の講習もあります。
日程等詳細は下記まで
お問い合せ：福岡市消防局救急課
☎092-791-7151

市民啓発係

福岡市消防局ホームページはこちら☞http://119.city.fukuoka.lg.jp/

今回は、
ご家族の車の運転がご心配な方や、
年齢を重ねて運転免許証の自主返納の
タイミングをお考えの方に参考にしていただきたく特集を組みました。
また、
高齢の方の
移動手段として役立つ「電動車椅子」についても合わせてご紹介させていただきました。
展示場（ふくふくプラザ３階）では電動車いすも展示していますのでお気軽にご来場く
ださい。
皆様のお越しをお待ちしております！

編 集
後 記

福岡都市高速道路1号線

福岡市介護実習普及センター

西公園ランプ

〒810-0062 福岡市中央区荒戸三丁目3-39
福岡市市民福祉プラザ
（愛称：ふくふくプラザ）
3階

ア

かト

ピ

●

町駅
唐人

至西新

● 福大若葉高校

那の津通り
那の津通り

福大若葉高校前バス停
黒門バス停
福岡市営地下鉄
福岡市営地下鉄

092-731-8100
092-731-5361

FAX
H P http://www.fukuwel.or.jp/practice/

（ふくふくプラザ）

当仁小学校

K
05

TEL

福岡市
市民福祉プラザ

り
通
川
門
黒

通り

西公園

よ

福岡市消防局
マスコットキャラクター
ファイ太くん

至天神

明治通り
大濠公園駅

K
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大濠公園

休館日 毎月第3火曜日・12月29日～1月3日
開館時間 午前 10 時～午後 6 時
交通の
ご案内

福岡市営
地 下 鉄
西鉄バス

●
「唐人町」
駅から徒歩約 7 分
●
「大濠公園」
駅から徒歩約 10 分
●
「黒門」
バス停から徒歩約 5 分
●「福大若葉高校前」バス停からすぐ

