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序論 
 
                           送迎車での送迎が必要 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   先行研究＝送迎中の交通事故に関する文献が見当たらない 
           送迎車の環境・転倒事故に関する文献はある 
小野めぐみ・森傑（2008）「高齢者通所介護施設による送迎サービスの実態と移動環境の課題」『日本都市
計画学会』 43（3）,403-8. 
平田厚（2007）「実践リスクマネジメント」『全国社会福祉協議会』 

 
 
 
 

介護保険制度下 

認知症高齢者が在宅生活を継続 

通所系サービスを利用・・・今後も増加の見込み 

サービスの一環 
交通事故増加 
外傷・死亡 

認知症高齢者 
精神的不安定⇒行動・心理症状悪化 

 
目的：認知症対応型デイサービスに焦点をあて 
    送迎車の交通事故の現状から 
    交通事故防止に向けた取り組みを明らかにする 

 



研究方法 
 調査対象：WAM NETで日本全国47都道府県から5件ずつ無作為抽 
        出した合計235件の認知症対応型デイサービス 
        認知症対応型デイサービスに限定した理由 
         今後さらに認知症高齢者の増加が推察される中で 
         車の環境が利用者に与える影響が大きいため 
 調査期間：2018年12月～2019年2月 
 調査方法：郵送法で無記名，自己記入式で回答を求めた 
 アンケート用紙：送迎車の任意保険，交通事故の実情と対策， 
           送迎中の利用者への対応などに関して， 
           「とても」～「全然」までの4件法で回答を得た 
 倫理的配慮：日本社会福祉学会研究倫理規定に基づいたうえで、研 
         究目的・方法・予想される損害と効果，個人情報が流出  
         する恐れがないことなどについて，個人情報保護法を遵 
         守し，知り得た個人情報を漏洩，利用しない旨について， 
         文章により説明し同意書による承諾を得た 
 分析方法：SPSS21.0を使用し，記述統計処理を行った 
引用文献WAMNET：
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/2018年11月閲覧 

 



結果 
 235件のアンケートのうち 
 回答数は115件で有効回答数は81件であった。 
 
1．基本特性        
 アンケートの回答者： 
   年齢：32歳～72歳。平均年齢48.7±10.3歳。 
   性別：男性が51.9％,女性48.1％ 
   職種：管理者が81.5%，生活相談員11.1%、事務管理職3.7%， 
       介護支援専門員，介護職，経営者がそれぞれ1.2%ずつ。 
   経験年数：6～10年が最も多く32.1%，11～20年が29.6%， 
          2～5年が25.9%，21年以上が7.4%，1年未満が4.9%。 
   送迎車の保有台数：1台～13台で平均3.1±2.3台。 
   送迎車を運転している人の年齢：20歳～76歳。平均47.3±9.1歳     
      最低年齢平均33.9±11.7歳，最高年齢平均60.6±9.3歳 
   設置主体：社会福祉法人37.0%，株式会社24.7%， 
          医療法人16％，有限会社9.9%，NPO法人8.6%， 
          生活協同組合3.7%。 
 
 



2．送迎車の任意保険 
  
 種類  保障額  件数(件) 割合(％) 

対人 無制限 52 98.1  
1億円 1 1.9  

対物 無制限 49 92.5  
1億円 1 1.9  

かけていない 3 5.6  

免責 3万円 1 1.9  

なし 11 20.8  

無記入 41 77.3  

搭乗者 無制限 25 47.2  

１億円 1 1.9  
5000万円 2 3.8  
3000万円 5 9.4  
1000万円 5 9.4  
500万円 3 5.6  

かけていない 1 1.9  

無記入 11 20.8  

表1 送迎車にかけている任意保険の内容ｎ＝53 
 

車両 車両価格 19 35.8  
かけていない 3 5.6  

無記入 31 58.4  

3.専属運転員の有無 

4．交通事故の実情 

図２ 交通事故の件数 

図１ 専属運転員の有無 



  件数(件) 
塀にあてた 16 
利用者宅にあてた 7 

ガードレールにあてた 5 
電柱にあてた 5 
縁石に乗り上げた 3 
側溝に落ちた 3 
アクセルとブレーキを踏み間違えてフェンスにあてた 1 
サイドミラーが他車に接触した 1 
追突された(リフト操作中・走行中・停車時) 8 

当て逃げされた 3 

雪道で滑った 2 

走行中にタイヤがパンクした 1 

表２ 事故の具体的内容                              ｎ＝57 
 

5.交通事故防止に向けた取り組み 

表３ 運転マニュアル                                 ｎ＝81 
  件数(件) 割合(％) 

交通事故対応規定の有無 
  

ある 49 60.5  
ない 32 39.5  

交通事故対応マニュアルの有無 
  

ある 63 77.8  
ない 18 22.2  

マニュアルを送迎車に乗せているか 
  

いる 45 55.6  
いない 36 44.4  



表４ 事故後の対応と防止に向けた取り組み                       ｎ＝81 
  件数(件) 割合(％) 

交通事故発生時に事故防止に向けた対応 
  

している 57 70.4 
していない 24  29.6 

交通事故の再発防止に取り組んでいる 
  

いない 22  27.2 
いる 59  72.8 

交通事故防止に向けた取り組み 
  

していない 35  43.2 
している 46  56.8 

表５ ドライブレコーダーの有無   ｎ＝81 
件数(件) 割合(％) 

ある 8 9.9 
ない 73  90.1 

表6 ハンズフリーの有無    ｎ＝81 

件数(件) 割合(％) 
ある 8 9.9 
ない 73  90.1 

表7 同乗介護職員の有無     ｎ＝81 
件数(件) 割合(％) 

いる 36 44.4 
ない 45  55.6 

６．送迎中の利用者への対応 
表8 送迎車で音楽をかけているか  ｎ＝81 

件数(件) 割合(％) 
かけていない 57 70.4 
かけている 24  29.6 

  件数(件) 
ラジオ 5 
懐メロ・昭和の歌謡曲 3 
利用者が好きな歌 3 
唱歌 1 
童謡 1 
クラシック 1 

表９ 音楽の具体的内容    ｎ＝14 



表10 送迎中のコミュニケーション ｎ＝81 

件数(件) 割合(％) 
とてもある 29 35.8 
時々ある 45 55.6 
あまりない 6 7.4 
全くない 1 1.2 

  件数(件) 割合(％) 
とてもある 3 3.7 
時々ある 49 60.5 
あまりない 28 34.6 
全くない 1 1.2 

表11 運転中危険に思うこと    ｎ＝81 

              危険に思うこと 件数（件） 
利用者がシートベルトを外す 3 
利用者がドアを開けようとする 2 
後部座席から運転手に手を出す 1 
後部座席で不穏になる 1 
後部座席の利用者に首を絞められた 1 
混乱して叩く 1 
車いすからのずり落ち 1 
助手席の利用者にハンドル・シフトレバーを動かされる 1 
乗車中の利用者の急変 1 
認知症の人が外に出てしまう 1 
サドブレーキを触る 1 
鍵を開ける 1 
利用者が話しかけてくる 1 
利用者の車内での動き 1 
利用者の対応で運転に集中できない 1 
利用者の大声 1 

表12 運転中に利用者の行動で危険に思うこと          ｎ＝19 



考察 
                             
            
          
 
             

送迎車に掛けている保険 

交通事故防止に向けて 
  マニュアルの整備・事故時の対応 
  ドライブレコーダー・ハンズフリー              
  専属の運転員・同乗の介護職員 
       送迎中の車内環境 
    音楽をかける 
    コミュニケーションをとる 

 交通事故の実状 
  37％が事故を起こしていた 
       自損事故・追突など 

差が大きい 

交通事故防止に向けて！ 
研修の充実・情報共有など 

各事業所がそれぞれ差を減らす取り組みが必要 

認知症対応型デイサービスにおける 



 精神的な不安・・・行動・心理症状が悪化する 
   ↓ 
 送迎車内の安心できる環境・・・・行動・心理症状が軽減する 
   ↓ 
 利用者：安心できる環境で送迎サービスを受けることができる 
 運転手：安全な運転ができる 
 

    利用者が好きな音楽をかける 
    利用者に合わせたコミュニケーションをとる 
    同乗の介護職員を配置する 
    利用者に配慮した席順を考える 
 

 
 
 

今後も通所系サービスは増加していく方向 
事業所による差をなくし 

認知症高齢者が安心できる車内環境の整備により 
ことが可能 

 
 
 


