
１　運転免許保有者数及び運転免許試験の実施状況
⑴運転免許保有者数
　平成25年末現在の運転免許保有者数は，前年と比
べて約37万人（0.5％）増加して約8,186万人となった。
このうち，男性は約３万人（0.1％）増加して約4,546

万人，女性は約35万人（1.0％）増加して約3,640万
人となり，その構成率は男性55.5％，女性44.5％と
なった（第1-5表）。
　また，年齢層別の増加数では，65歳以上の高齢者
が約113万人（8.0％）増加した。

安全運転の確保第３節

▶第1-5表 運転免許保有者数の推移
（各年12月末現在）

年
保有者数 対前年増減率 人口に対する割合

全体
人員 構成率

全体 男性 女性 全体 男性 女性
男性 女性 男性 女性

千人 千人 千人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
平成21年 80,812 45,539 35,273 56.4 43.6 0.5 0.0 1.0 73.9 86.3 62.4
　22 81,010 45,487 35,523 56.1 43.9 0.2 －0.1 0.7 73.7 85.8 62.5
　23 81,215 45,448 35,767 56.0 44.0 0.3 －0.1 0.7 73.9 85.7 62.9
　24 81,488 45,437 36,051 55.8 44.2 0.3 －0.0 0.8 74.2 85.8 63.4
　25 81,860 45,464 36,396 55.5 44.5 0.5 0.1 1.0 74.6 85.9 64.1

注　１　警察庁資料による。
　　２　 人口に対する割合（％）は，16歳以上の人口に対する運転免許保有者数の割合（％）で，算出の基礎とした人口は，総務省の「国勢調査」及び「人口推

計」による。
　　３　単位未満は四捨五入しているため，全体と内訳が一致しないことがある。

 （各年12月末現在）

免許種別
平成25年 平成24年

全体 うち男性 うち女性 構成率 全体 構成率
千人 千人 千人 ％ 千人 ％

第
二
種
免
許

大型 1,008 995 13 1.2 1,026 1.3
中型 843 809 34 1.0 876 1.1
普通 216 207 9 0.3 211 0.3
大特 2 2 0 0.0 2 0.0
けん引 1 1 0 0.0 1 0.0
小計 2,070 2,014 56 2.5 2,115 2.6

第
一
種
免
許

大型 4,417 4,283 134 5.4 4,441 5.4
中型 65,696 34,362 31,334 80.3 66,310 81.4
普通 7,833 4,094 3,739 9.6 6,684 8.2
大特 2 2 0 0.0 3 0.0
大自二 35 28 7 0.0 37 0.0
普自二 190 144 47 0.2 199 0.2
小特 56 22 33 0.1 63 0.1
原付 1,561 515 1,046 1.9 1,635 2.0
けん引 0 0 0 0.0 0 0.0
小計 79,790 43,450 36,340 97.5 79,373 97.4
合計 81,860 45,464 36,396 100.0 81,488 100.0

注　１　警察庁資料による。
　　２　２種類以上の運転免許を受けている者については，運転免許の種類欄の上位の運転免許の種類によって計上した。
　　３　旧法普通免許は中型免許に計上した。
　　４　単位未満は四捨五入しているため，合計（小計）が内訳と一致しないことがある。

▶第1-6表 種類別運転免許保有者数
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　運転免許の取得可能な16歳以上の人口に占める運
転免許保有者数の割合は，74.6％（男性85.9％，女
性64.1％）となり，年齢層別では，40～44歳の年齢
層が95.1％（男性97.9％，女性92.2％）で最も多く，
次いで45～49歳の年齢層となった（第1-35図）。
　運転免許の種類別保有者数は，第一種中型免許（旧
法普通免許に相当する８トン限定中型免許を含む。）
保有者が約6,570万人で全体の80.3％を占めた（第
1-6表）。
　障害者の運転免許については，運転できる車両に
限定の条件が付されているものが延べ26万8,020件，
補聴器使用の条件が付されているものが延べ５万

4,200件となった。
　なお，平成25年中の国外運転免許証の交付件数は
30万4,297件で，前年に比べ748件（0.2％）増加した。
また，外国等の行政庁等の運転免許を有する者につ
いては，一定の条件の下に運転免許試験のうち技能
試験及び学科試験を免除することとされており，25
年の当該免除に係る我が国の運転免許の件数は２万
7,730件に上り，増減率で6.6％増となった。
⑵運転免許試験の実施状況
　ア　運転免許試験の概況
　平成25年中の運転免許試験の受験者数は290万
2,867人で，前年に比べて１万936（0.4％）減少した。

▶第1-35図 男女別運転免許保有者数と年齢層別保有者率

注　１　人口は，総務省の「人口推計（平成25年10月１日現在）」による人口である。
　　２　人口の千単位は四捨五入しているので，合計の数字と内訳が一致しない場合がある。
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運転免許適齢人口（109,708千人）あたりの運転免許保有率74.6％

年齢層別人口（千人）

16歳～19歳
4,849（千人）

1,040,887人（21.5％）

男女合計
109,708（千人）

81,860,012人（74.6％）

20歳～24歳
6,205（千人）

4,820,872人（77.7％）

25歳～29歳
6,869（千人）

6,217,754人（90.5％）

30歳～34歳
7,623（千人）

7,156,107人（93.9％）

35歳～39歳
9,060（千人）

8,516,597人（94.0％）

40歳～44歳
9,667（千人）

9,191,740人（95.1％）

45歳～49歳
8,406（千人）

7,923,844人（94.3％）

50歳～54歳
7,734（千人）

7,074,437人（91.5％）

55歳～59歳
7,731（千人）

6,788,459人（87.8％）

60歳～64歳
9,666（千人）

7,787,052人（80.6％）

65歳～69歳
8,699（千人）

6,518,581人（74.9％）

70歳～74歳
7,596（千人）

4,575,848人（60.2％）

75歳～79歳
6,302（千人）

2,562,486人（40.7％）

80歳以上
9,301（千人）

1,685,348人（18.1％）

45,463,791人 36,396,221人

年齢層
年齢層別総人口
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619,814人

4,329,188人
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　また，合格者数は211万5,280人で，前年に比べて
１万4,853人（0.7％）増加した。このうち，普通免
許の受験者数は181万2,178人（合格者数126万9,407
人）で，前年に比べ0.8％増加（合格者1.5％増加），
大型二輪免許及び普通二輪免許については37万
3,111人（合格者数31万8,682人）で，前年に比べ0.7％
増加（合格者1.8％増加），原付免許については27万
1,473人（合格者数15万5,263人）で，前年に比べ6.3％
減少（合格者5.1％減少）した（第1-36図）。
　イ　障害者等の運転免許取得
　障害者に対しては，安全運転を確保するために必
要な条件を付して運転免許を与えることとしてお
り，運転免許試験を受けようとする場合は，事前に
運転適性相談に応じ適切な助言を行うこととしてい
る。
　また，障害者及び一定の症状を呈する病気等にか
かっている者の運転免許の取得については，運転へ
の支障の有無を個別に判断する必要があることから
運転適性相談活動の充実を図った。
　聴覚障害者については，大型自動二輪車，普通自
動二輪車，小型特殊自動車及び原動機付自転車の運
転が可能であるほか，ワイドミラー又は補助ミラー
の装着を条件に全ての普通自動車を運転することが
可能である。平成25年末現在における，この条件が

付された普通自動車免許保有者数は714人である。

２　運転者教育等の充実
⑴運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実
　ア　自動車教習所における教習の充実
　ア　指定自動車教習所における教習の充実
　平成25年末現在における指定自動車教習所数は
1,351か所で，これらの指定自動車教習所で技能検
定に従事している技能検定員は１万8,828人，学科
又は技能の教習に従事している教習指導員は３万
2,626人である。
　一方，平成25年中に指定自動車教習所を卒業した
者は161万1,940人で，前年に比べ２万2,842人（1.4％）
増加し，指定自動車教習所の卒業者で25年中に運転
免許試験に合格した者の数は160万2,848人で，全合
格者（原付免許等を除く。）の96.9％を占めた。
　指定自動車教習所は，常に教習水準の向上を図る
とともに，適正な運営により，安全運転に必要な技
能と知識はもとより社会的責任を身に付けた健全な
交通社会人としての運転者を養成するものでなけれ
ばならない。そのため，都道府県公安委員会では，
指定自動車教習所の教習指導員，技能検定員等に対
する定期的な講習や研修を通じ，その資質及び能力
の向上を図るとともに，教習及び技能検定等につい

▶第1-36図 運転免許試験の概況（平成25年）

注　１　警察庁資料による。
　　２　仮免許試験を除く。
　　３　（　）内は合格率（％）。

（万人）0

原動機付自転車

二輪車
（大型二輪車及び
普通二輪車をいう）

普通自動車

全体 受験者2,902,867人

受験者1,812,178人
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1,269,407人（70.0）

50 100 150 200 250 300 350

60

第１編　陸上交通　　第１部　道路交通



て定期又は随時の検査を行うこととしているほか，
教習施設及び教習資器材等の整備等についても指導
を行っている。
　また，交通状況の変化に迅速，的確に対応するた
め，常に教習内容の充実に努めている。
　イ 　指定自動車教習所以外の自動車教習所におけ
る教習水準の向上

　都道府県公安委員会では，指定自動車教習所以外
の届出自動車教習所に対して必要な助言等を行い，
教習水準の維持向上を図った。
　また，特定届出自動車教習所に対しても，教習の
課程の指定を受けた教習の適正な実施等を図るた
め，指導等を行った。
　イ　取得時講習の充実
　大型免許，中型免許，普通免許，大型二輪免許，
普通二輪免許，大型第二種免許，中型第二種免許又
は普通第二種免許を受けようとする者は，大型車講
習，中型車講習，普通車講習，大型二輪車講習，普
通二輪車講習，大型旅客車講習，中型旅客車講習及
び普通旅客車講習のほか，応急救護処置講習の受講
が義務付けられている。
　大型車講習，中型車講習，普通車講習，大型二輪
車講習，普通二輪車講習，大型旅客車講習，中型旅
客車講習及び普通旅客車講習は，運転に係る危険の
予測等安全な運転に必要な技能及び知識について，
応急救護処置講習は，気道確保，人工呼吸，心臓マッ
サージ等に関する知識について行われた。
　都道府県公安委員会では，これらの講習の水準が
維持され，講習が適正に行われるよう，講習実施機
関に対し指導を行った。
　平成25年には，大型車講習を576人，中型車講習
を798人，普通車講習を１万349人，大型二輪車講習
を315人，普通二輪車講習を1,516人，大型旅客車講
習を685人，中型旅客車講習を36人，普通旅客車講
習を1,211人，第一種応急救護処置講習を１万524人，
第二種応急救護処置講習を1,901人が受講した。
　また，原付免許を受けようとする者に対しては，
原付の運転に関する実技訓練等を内容とする原付講
習が義務付けられており，平成25年には14万8,605
人が受講した。

⑵運転者に対する再教育等の充実
　ア　初心運転者対策の推進
　運転免許取得後の経過年数別に交通死亡事故件数
の内訳をみると，運転免許取得後の経過年数の短い
者（大部分が若者）が死亡事故を引き起こしている
ケースが多く，再教育が必要であることを示唆して
いる（第1-37図）。
　このため，初心運転者期間制度を設けており，普
通免許，大型二輪免許，普通二輪免許又は原付免許
を受けてから１年に達する日までの間を初心運転者
期間とし，この期間中にこれらの免許を受けた者が，
違反行為をして法令で定める基準に該当することと
なったときは，都道府県公安委員会の行う初心運転
者講習を受講できることとするとともに，この講習
を受講しなかった者及び受講後更に違反行為をして
法令で定める基準に該当することとなった者は，初
心運転者期間経過後に都道府県公安委員会の行う再
試験を受けなければならないこととしている。
　初心運転者講習は，少人数のグループ編成で行わ
れ，路上訓練や運転シミュレーター※を活用した危
険の予知，回避訓練を取り入れるなど実践的な内容
となっている。
　イ　運転者に対する各種の再教育の充実
　ア　更新時講習

※運転シミュレーター
　 　運転者の適性を判断するための模擬運転装置。

▶第1-37図 自動車等による死亡事故発生件数（第１当事
者）の免許取得後経過年数別内訳（平成25年）

無免許・不明

166件（4.3％）55件（1.4％）
128件（3.3％）

109件（2.8％）
82件（2.1％）
88件（2.3％）

346件
（9%）

2,880件
（74.7%）

10年以上
10年未満
5 年未満
4 年未満
3 年未満
2 年未満
1 年未満

合　計
3,854件
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　運転免許証の更新を受けようとする者が受けなけ
ればならない更新時講習は，更新の機会をとらえて
定期的に教育を行うことにより，安全な運転に必要
な知識を補い，運転者の安全意識を高めることを目
的としている。この講習は，受講対象者の違反状況
等に応じ，優良運転者，一般運転者，違反運転者又
は初回更新者の区分により実施している。
　各講習では，視聴覚教材等を効果的に活用するな
ど工夫するとともに，一般運転者，違反運転者及び
初回更新者の講習では，運転適性診断を実施し，診
断結果に基づいた安全指導を行った。平成25年には，
優良運転者講習を757万4,840人，一般運転者講習を
302万2,873人，違反運転者講習を344万2,727人，初
回更新者講習を110万2,675人が受講した。
　さらに，更新時講習では，高齢者等受講者の態様
に応じた特別学級を編成し，受講者層の交通事故実
態等について重点的に取り上げるなど，講習の充実
を図っている。平成25年には，４万2,263人がこの
特別学級による講習を受講した。
　また，一定の基準に適合する講習（特定任意講習）
を受講した者は，更新時講習を受講する必要がない
こととされている。特定任意講習では，地域，職種
等が共通する運転者を集め，その態様に応じた講習
を行っており，平成25年には，5,205人が受講した。
　イ　取消処分者講習
　取消処分者講習は，運転免許の取消し等の処分を
受けた者を対象に，その者に自らの危険性を自覚さ
せ，その特性に応じた運転の方法を助言・指導する
ことにより，これらの者の運転態度の改善を図ろう
とするものである。運転免許の取消し等の処分を受
けた者が免許を再取得しようとする際には，この講
習の受講が受験資格となっている。講習は，受講者
が受けようとしている免許の種類に応じ，四輪運転
者用講習と二輪運転者用講習に分かれている。講習
に当たっては，運転適性検査に基づくカウンセリン
グ，グループ討議，自動車等の運転や運転シミュレー
ターの操作に基づく指導を行うなど個別的，具体的
な指導を行い，運転時の自重・自制を促している。
平成25年中の取消処分者講習の受講者は３万2,088

人であった。また，平成23年６月から，一部の府県
において，飲酒運転違反者に対し，飲酒行動の改善
等のためのカリキュラムとして新たに，アルコール
使用障害に関するスクリーニングテスト（AUDIT※），
ブリーフ・インターベンション※等を盛り込んだ取
消処分者講習（飲酒取消講習）の試行実施を始めた。
飲酒取消講習は，飲酒運転違反者に対してより効果
的な教育を行うことを目的としたもので，平成25年
４月から全国実施を行っている。
　ウ　停止処分者講習
　停止処分者講習は，運転免許の効力の停止又は保
留等の処分を受けた者を対象に，その者の申出によ
り，その者の危険性を改善するための教育として行
われるものである。受講者については，講習終了後
の考査の成績によって，行政処分の期間が短縮され
ることとなっている。講習は，行政処分の期間に応
じて短期講習，中期講習，長期講習に分かれ，二輪
学級，飲酒学級，速度学級等受講者の違反状況等に
応じた特別学級を編成するなどして，その充実を
図っている。講習では，道路交通の現状，交通事故
の実態に関する講義，自動車等の運転や運転シミュ
レーターの操作に基づく指導等を行っている。平成
25年中の停止処分者講習の受講者は30万6,950人で
あった。
　エ　違反者講習
　違反者講習は，軽微違反行為（３点以下の違反行
為）をして一定の基準（累積点数で６点になるなど）
に該当することになった者に対し義務付けられてい
るもので，受講した者については，運転免許の効力
の停止等の行政処分を行わないこととしている。
　講習では，講習を受けようとする者からの申出に
より，運転者の資質の向上に資する活動の体験を含
む課程又は自動車等の運転シミュレーターを用いた
運転について必要な適性に関する調査に基づく個別
指導を含む課程を選択することができることとして
いる。運転者の資質の向上に資する活動としては，
歩行者の安全通行のための通行の補助誘導，交通安
全の呼びかけ，交通安全チラシの配布等の広報啓発
等が行われている。平成25年中の違反者講習の受講

※AUDIT
　 　世界保健機構がスポンサーになり，数か国の研究者によって作成された「アルコール使用障害に関するスクリーニングテスト」。
面接又は質問紙により，その者が危険・有害な飲酒習慣を有するかどうかなどを判断する。

※ブリーフ・インターベンション
　 　飲酒行動等の人の特定行動に変化をもたらすことを目的とした短時間のカウンセリング。
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者は14万3,607人であった。
　オ　自動車教習所における交通安全教育
　自動車教習所は，地域住民のニーズに応じ，地域
住民に対する交通安全教育を行っており，地域にお
ける交通安全教育センターとしての役割を果たして
いる。具体的には，運転免許を受けている者を対象
として，運転の経験や年齢等の区分に応じたいわゆ
るペーパードライバー教育，高齢運転者教育等の交
通安全教育を行っている。こうした教育のうち，一
定の基準に適合するものについては，その水準の向
上と免許取得者に対する普及を図るため，都道府県
公安委員会の認定を受けることができ，平成25年末
現在，１万931件が認定されている。
⑶二輪車安全運転対策の推進
　ア　普通二輪車講習及び大型二輪車講習
　普通二輪免許を受けようとする者は普通二輪車講
習を，大型二輪免許を受けようとする者は大型二輪
車講習を受講することが義務付けられている。
　イ　二輪車に係る特別学級の推進
　取消処分者講習，停止処分者講習等において，二
輪免許を保有する者を対象とした特別学級の編成を
推進し，二輪車の交通事故の特徴や安全な二輪車の
運転方法等を内容とする講習を行った。
　ウ　二輪免許交付時講習
　主に二輪免許を新規取得した青少年層を対象とし
て，免許証が交付される間における待ち時間を活用
した二輪車の安全運転に関する講習を行った。
　エ　二輪運転者講習に対する協力
　警察では，各都道府県の二輪車安全運転推進委員
会が二輪車安全普及協会の協力を得て行っている二
輪車安全運転講習及び原付安全運転講習に対し，講
師として警察官等を派遣するなどの協力を行った。
⑷高齢運転者対策の充実
　ア　高齢者講習等
　高齢者は，一般的に身体機能の低下が認められる
が，これらの機能の変化を必ずしも自覚しないまま
運転を行うことが事故の一因となっていると考えら
れる。このため，運転免許証の有効期間が満了する
日における年齢が70歳以上の高齢者には，更新期間
が満了する日前６月以内に高齢者講習を受講するこ
とが義務付けられている。
　高齢者講習は，受講者に実際に自動車等の運転を
してもらうことや運転適性検査器材を用いた検査を

行うことにより，運転に必要な適性に関する調査を
行い，受講者に自らの身体的な機能の変化を自覚し
てもらうとともに，その結果に基づいて助言・指導
を行うことを内容としており，この講習を受講した
者は，更新時講習を受講する必要がないこととされ
ている。平成25年中の高齢者講習の受講者は201万
2,134人であった。
　また，運転免許証の更新期間が満了する日におけ
る年齢が75歳以上の者については，運転免許証の更
新期間が満了する日前６月以内に，講習予備検査（認
知機能検査）を受けなければならないこととされて
おり，検査の結果に基づく高齢者講習が行われてい
る。平成25年中の講習予備検査（認知機能検査）の
受検者は145万1,989人であった。
　なお，一定の基準に適合する講習（特定任意高齢
者講習）を受講した者は高齢者講習を受講する必要
がないこととされている。さらに，コースにおける
自動車等の運転をすることにより，加齢に伴って生
ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影
響を及ぼしているかどうかについて，都道府県公安
委員会の確認を受け，当該影響がない旨の確認書
（チャレンジ講習受講結果確認書）の交付を受けた
者は，簡易な特定任意高齢者講習を受ければよいこ
ととされている。
　イ　更新時講習における高齢者学級の編成
　更新時講習では，65歳以上70歳未満の者を対象と
した高齢者学級を編成し，高齢運転者の運転特性や
交通事故の特徴等を内容とする講習を行うよう努め
た。
　ウ　高齢運転者標識（高齢者マーク）の表示促進
　高齢運転者の安全意識を高めるため，高齢者マー
クの積極的な表示の促進を図った。
　エ　申請による運転免許の取消し等
　高齢運転者が身体機能の低下などを理由に自動車
等の運転をやめる際には，本人の申請により運転免
許を取り消し，運転免許証を返納することができる。
　また，返納した場合には，申請により運転経歴証
明書を交付している。
　平成23年12月には，道路交通法施行令（昭35政令
270）等が改正され，平成24年４月より，運転経歴
証明書の交付を受けられる期間が，運転免許証を返
納してから５年以内にまで延長されるとともに，記
載事項の変更の届出や再交付の申請等に関する規定
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が整備されることとなった。その結果、平成24年中
の運転経歴証明書の交付件数は、８万1,711件（前
年比179.8％増）にまで増加した。
　平成25年中の申請による運転免許の取消件数は13
万7,937件（うち70歳以上は12万1,211件）で，運転
経歴証明書の発行件数は10万7,268件（うち70歳以
上９万3,772件）であった。
⑸ シートベルト，チャイルドシート及び乗車用ヘル
メットの正しい着用の徹底

　シートベルト，チャイルドシート及び乗車用ヘル
メットの正しい着用を図るため，関係機関・団体と
連携し，各種講習・交通安全運動等あらゆる機会を
通じて，着用効果の啓発等着用徹底キャンペーンを
積極的に行うとともに，着用義務違反に対する街頭
での指導取締りの充実を図った。
⑹自動車安全運転センターの業務の充実
　自動車安全運転センターは，道路の交通に起因す
る障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増
進に資することを目的として，次のような業務を
行った。
　ア　安全運転研修業務
　安全運転中央研修所では，高速周回路，中低速周
回路，模擬市街路及び基本訓練コースのほか，スキッ
ドパン※，モトクロス※，トライアル※コース等の特
殊な訓練コースを備えており，実際の道路交通現場
に対応した安全運転の実践的かつ専門的な知識，技
能についての体験的研修を行い，安全運転教育につ
いて専門的知識を有する交通安全指導者や高度な運
転技能と知識を有する職業運転者，安全運転につい
ての実践的な能力を身に付けた青少年運転者の育成
を図っている。平成25年度には，延べ47,354人の研
修を実施した。
　イ　少年交通安全研修業務
　安全運転中央研修所の附属交通公園では，幼児及
び小・中学校の児童・生徒を対象とし，歩行者及び
自転車利用者としての適正な交通の方法等について
参加・体験型の交通安全研修を行い，交通安全意識
の啓発を図っている。平成25年度には，8,976人の

研修を実施した。
　ウ　交通事故証明業務
　交通事故当事者等の求めに応じて，交通事故の発
生日時，場所，当事者の住所，氏名等を記載した交
通事故証明書を交付した。
　エ　運転経歴証明業務
　運転者の求めに応じて運転経歴証明書を交付し，
運転者の利便を図った。運転経歴証明書は，企業等
における安全運転管理を進める上での有効な資料と
しての利用価値が高いことから，運転経歴証明書の
活用による具体的な安全運転管理の進め方について
の手引書を配布するなど，その活用を推進した。
　また，運転経歴証明書のうち，無事故・無違反証
明書又は運転記録証明書の交付申請をした者（過去
１年以上の間，無事故・無違反で過ごした者に限る。）
に対して，証明書に加えSD （SAFE DRIVER）カー
ドを交付し，安全運転者であることを賞揚するとと
もに，安全運転を促した。
　オ　累積点数通知業務
　交通違反等の累積点数が運転免許の停止処分又は
違反者講習を受ける直前の水準に達した者に対し
て，その旨を通知し安全運転の励行を促した。
　カ　調査研究業務
　交通事故映像の活用による交通安全教育DVDに
関する調査研究，高齢運転者に関する調査研究等を
行った。
⑺自動車運転代行業の指導育成等
　平成25年末現在，全国で8,848業者が都道府県公
安委員会の認定を受けて営業を行っている。自動車
運転代行業に従事する従業員数は８万1,238人，使
用されている随伴用自動車の台数は２万8,516台で
ある。
　警察庁と国土交通省においては，24年３月に「安
全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる
健全化対策」を策定し，自動車運転代行業の健全化
及び利用者の利便性・安心感の向上を図るための施
策を推進した。

※スキッドパン
　 　スリップを体験するための特殊路面。
※モトクロス
　 　自然な地形や自然に類似した路面状況で行われるモーター・サイクル競技。
※トライアル
　　自然の障害物等を適切な技術を用いて乗り越え，失点の少なさを競うモーター・サイクル競技。
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⑻ 自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性
診断の充実

　個々の運転者の運転特性を把握し，適切な運転へ
と改善を図るため，初任，高齢及び重大事故惹起運
転者に対し，適性診断の受診を義務付けている。ま
た，より身近で適性診断を受診することができるよ
う，適性診断実施者の民間参入を促進している。
⑼悪質危険な運転者の早期排除等
　ア　運転免許の拒否及び保留
　運転免許試験に合格した者が，過去に無免許運転
等の交通違反をしたり，交通事故を起こしたりした
ことがあるときは，点数制度によって免許を拒否し
又は６月を超えない範囲で免許を保留することとさ
れている。平成25年中における新規免許の拒否件数
（点数制度によるものに限る。）は102件で，保留件
数は592件であった。
　イ　運転免許の取消し及び停止
　運転免許を受けた者が，運転免許取得後に交通違
反を犯し又は交通事故を起こしたときは点数制度に
より，また，特定の病気，麻薬中毒等一定の事由に
該当することとなったときには点数制度によらず，
その者の運転免許を取り消し又は６月を超えない範
囲で運転免許の効力を停止する処分を行うこととさ
れている。
　また，暴走行為を指揮した暴走族のリーダーのよ
うに自ら運転していないものの，運転者を唆して共
同危険行為等重大な道路交通法違反をさせた者に対
しても，運転免許の取消し等を行っている（第1-7表）。

３　運転免許制度の改善
　運転免許証更新申請等に係る国民の負担軽減の観
点から，更新申請書に添付する申請用写真の省略等，
運転免許手続における簡素合理化を推進した。
　また，障害のある運転免許取得希望者に対する利
便性の向上を図るため，受験者である障害者が持ち
込んだ車両による技能試験の実施や，障害者及び一

定の症状を呈する病気等にかかっている者が安全に
自動車等を運転できるか個別に判断するため，運転
適性相談活動の充実を図る等，障害者等に配意した
施策を推進した。

４　安全運転管理の推進
　安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講
習を充実するなどにより，これらの者の資質及び安
全意識の向上を図るとともに，事業所内で交通安全
教育指針に基づいた交通安全教育が適切に行われる
よう安全運転管理者等を指導した。
　また，安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を
図り，企業内の安全運転管理体制を充実強化し，安
全運転管理業務の徹底を図った。
　さらに，事業活動に関してなされた道路交通法違
反等についての使用者等への通報制度を十分活用す
るとともに，使用者，安全運転管理者等による下命，
容認違反等については，使用者等の責任追及を徹底
し適正な管理を図った。
　事業活動に伴う交通事故防止を更に促進するた
め，映像記録型ドライブレコーダー等，安全運転の
確保に資する車載機器等を効果的に活用した交通安
全教育や安全運転管理の手法等について周知を図っ
た。
⑴安全運転管理者等の現況
　安全運転管理者は，道路交通法により，自動車を
５台以上使用する又は乗車定員11人以上の自動車を
１台以上使用する事業所等において選任が義務付け
られており，また，自動車を20台以上使用する事業
所には，その台数に応じ，副安全運転管理者を置く
ことが義務付けられている（第1-8表）。
　安全運転管理者・副安全運転管理者の年齢別構成
では40歳代と50歳代が多く，職務上の地位別構成で
は，安全運転管理者については課長以上が約半数を
占め，副安全運転管理者についても課長以上が４割
以上を占めた（第1-9表）。

 （平成25年，件）

取消し
停止

合計
うち初心取消 90日以上 60日 30日 計

41,246 3,036 53,376 64,297 250,164 367,837 409,083
注　１　警察庁資料による。
　　２　「初心取消」とは，平成元年の道路交通法改正により導入された初心運転者期間制度による取消しである。

▶第1-7表 運転免許の取消し，停止件数
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⑵安全運転管理者等に対する講習の実施状況
　都道府県公安委員会は安全運転管理者の資質の向
上を図るため，毎年１回，自動車及び道路交通に関
する法令の知識，安全運転に必要な知識，安全運転
管理に必要な知識等を内容とした講習を実施した。
　平成24年度における安全運転管理者講習は2,352
回実施され，全受講対象者の98.1％に当たる32万

3,652人が受講し，また，副安全運転管理者講習は
延べ2,003回実施され，全受講対象者の98.2％に当た
る６万1,514人が受講した（第1-10表）。
⑶安全運転管理者協議会等に対する指導育成
　企業等における自主的な安全運転管理を推進する
とともに，安全運転管理者等の資質の向上を図るた
め，安全運転管理者等の組織への加入促進，自主的

 （各年３月末）
年 事業所 安全運転管理者 副安全運転管理者 管理下運転者数 管理下自動車台数

か所 人 人 人 台
平成21 335,817 335,817 60,593 6,947,310 4,666,813
　　22 332,870 332,870 61,044 7,022,676 4,647,715
　　23 332,407 332,414 61,371 7,024,058 4,639,409
　　24 330,873 330,873 62,003 7,119,627 4,633,606
　　25 331,976 331,976 63,523 7,294,127 4,636,485

注　警察庁資料による。

▶第1-8表 安全運転管理者等の年次別推移

 （平成25年３月末）

区分
安全運転管理者 副安全運転管理者

人員（人） 構成率（％） 人員（人） 構成率（％）

年
齢
層
別

20～29歳 6,561 2.0 1,792 2.8
30～39歳 42,930 12.9 10,411 16.4
40～49歳 98,209 29.6 22,365 35.2
50～59歳 116,278 35.0 23,806 37.5
60歳以上 67,998 20.5 5,149 8.1

331,976 100.0 63,523 100.0

地
位
別

課長以上 162,353 48.9 28,185 44.4
係長 25,290 7.6 10,846 17.1
主任 35,999 10.8 8,941 14.1
使用者 59,382 17.9 1,568 2.5
その他 48,952 14.7 13,983 22.0

331,976 100.0 63,523 100.0
注　警察庁資料による。

▶第1-9表 年齢層別及び職務上の地位別正・副安全運転管理者数

 （各年度末現在）

年度
安全運転管理者 副安全運転管理者

実施回数 受講対象者
（A）

受講者数
（B）

受講率
（B）/（A）

実施回数 受講対象者
（A）

受講者数
（B）

受講率
（B）/（A）

回 人 人 ％ 回 人 人 ％
平成20 2,315 334,781 329,333 98.4 1,922 59,901 58,648 97.9
　　21 2,327 330,430 326,057 98.7 1,923 60,483 59,563 98.5
　　22 2,348 330,585 325,514 98.5 1,933 61,334 60,315 98.3
　　23 2,334 329,561 323,230 98.1 1,974 61,824 60,696 98.2
　　24 2,352 329,934 323,652 98.1 2,003 62,648 61,514 98.2

注　警察庁資料による。

▶第1-10表 正・副安全運転管理者講習の年度別実施状況
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な検討会の開催，自動車安全運転センター安全運転
中央研修所における研修の実施，無事故無違反運動
等に対する指導育成等を行った。
　都道府県ごとに組織されている安全運転管理者協
議会に対しては，安全運転管理者等研修会の開催，
事業所に対する交通安全診断等の実施を始め，交通
安全教育資料及び機関誌（紙）の発行等について積
極的に指導したほか，同協議会の自主的活動の促進
を図っている。また，同協議会は，全国交通安全運
動等を推進するとともに，職域における交通安全思
想の普及活動に努めた。

５　自動車運送事業者の安全対策の充実
　平成20年から30年までの10年間で，「事業用自動
車の死者数・人身事故件数を半減」，「飲酒運転ゼロ」
を目標として策定した「事業用自動車総合安全プラ
ン2009」に基づき，事故削減に向けた各種取組を進
めている。
⑴自動車運送事業者等に対する指導監督の充実
　平成24年４月に発生した関越道高速ツアーバス事
故を受けて策定した「高速・貸切バスの安全・安心
回復プラン」（25年４月策定）に基づき，高速ツアー
バスの新高速乗合バスへの移行・一本化，過労運転
防止のための交替運転者の配置基準の設定，悪質な
事業者に対する集中的な監査及び厳格な処分の実
施，安全コストを適切に反映した運賃制度への移行
等の各措置について，25・26年度までの２年間にわ
たって迅速かつ着実に実施し，また，実施状況につ
いて随時フォローアップ・効果検証を行っている。
　また，本年３月に発生した北陸自動車道における
高速乗合バス事故を受けて，全国のバス事業者に対
し，運転者の過労運転の防止，健康状態の確認等更
なる安全確保の徹底を指示するとともに，事故原因
の究明に向けて調査分析を進めている。
　このほか，貨物自動車運送事業者に対しては，貨
物自動車運送適正化事業実施機関と連携を強化する
とともに，新規事業者や悪質事業者及び小規模事業
者などに重点をおき，過労運転・過積載の防止等運
行の安全を確保するための指導の徹底を図っている。
　このほか，点呼時におけるアルコール検知器の使
用を徹底し，飲酒運転根絶に向けた厳格な点呼の実
施を指導している。

⑵運行管理の高度化に対する支援の充実
　自動車運送事業者における交通事故防止のための
取組を支援する観点から，デジタル式運行記録計等
の運行管理の高度化に資する機器の導入や，外部の
専門家等を活用した社内安全教育の実施，過労運転
防止のための先進的な取組に対し補助を行っている。
⑶運輸安全マネジメント制度の充実
　平成18年10月より導入した「運輸安全マネジメン
ト制度」により，事業者が経営トップの主体的な関
与の下，現場を含む組織が一丸となって安全管理体
制を構築し，国がその実施状況を確認する運輸安全
マネジメント評価を平成25年12月末までに延べ747
社に対して実施し，昨年に比べ81回増加した。
　また，⑴で述べたプランに基づき，バス事業者に
ついて運輸安全マネジメント実施義務付け対象を全
貸切バス事業者等（約4,500社）に拡大した。
⑷自動車運送事業者に係る事故の要因分析の実施
　事業用自動車の事故について，自動車運送事業に
係る交通事故要因分析検討会を開催し，運行管理そ
の他事業運営等の要因の把握や交通事故発生傾向の
分析を行うとともに，「過労運転による事故の防止
策」や「突発的な体調変化に起因した事故の防止対
策」について，検討を行った。
⑸運行管理者等に対する指導講習の充実
　運行管理者等に対し受講を義務付けている指導講
習について，模擬点呼の実施や運送事業者の事故防
止に関する取組事例の紹介等，講習内容の充実を図
るとともに，視聴覚機材の活用等による効果的な講
習を実施し，過労運転・過積載の防止等，運行の安
全を確保するための指導の徹底を図った。また，よ
り身近で講習を受講できるよう，講習実施者の民間
参入を促進している。
⑹貨物自動車運送事業安全性評価事業の促進
　貨物自動車運送適正化事業実施機関では，貨物自
動車運送事業者について，利用者がより安全性の高
い事業者を選択できるようにするとともに，事業者
全体の安全性向上に資するため，平成15年度から，
事業者の安全性を正当に評価・認定し，公表する「貨
物自動車運送事業安全性評価事業（Gマーク制度）」
を実施している。平成25年12月現在，19,257事業所
に対して「安全性優良事業所（Gマーク認定事業所）」
の認定を行っている。
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６　交通労働災害の防止等
⑴交通労働災害の防止
　全産業で発生した労働災害のうち死亡災害につい
てみると，道路上の交通事故による死亡者は，全体
の死亡者数の22.6％を占め，特に陸上貨物運送事業
では事業の特性から道路上の交通事故によるものが
57.9％を占めた（第1-11表）。
　平成24年４月に発生したツアーバスによる重大事
故を受け，平成25年５月に「交通労働災害防止のた
めのガイドライン」を改正し，都道府県労働局，労
働基準監督署，関係団体を通じて，自動車運転者の
睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間等の管理
及び走行管理の実施に加え，高速乗合バス，貸切バ
ス事業者に対する国土交通省が定めた交替運転者の
配置基準の遵守を関係事業者に対し周知徹底するこ
とにより，交通労働災害防止対策の推進を図った。
⑵運転者の労働条件の適正化等
　ア 　自動車運転者の労働条件確保のための監督指
導等

　自動車運転者の労働時間等の労働条件の確保を図
り，もって交通労働災害の防止に資するため，自動

車運転者を使用する事業場に対し，重点的な監督指
導を実施することなどにより（第1-12表），労働基
準法（昭22法49）等の関係法令及び自動車運転者の
労働時間等の改善のための基準（平元労働省告示７）
の遵守徹底を図った。
　イ　相互通報制度等の活用
　交通関係行政機関が，相互通報制度等を活用し，
連携をより一層密にすることにより，協力して自動
車運送事業者等の労務管理及び運行管理の適正化を
図った。
　ウ　労務管理の推進
　自動車運転者の労働条件及び安全衛生の確保及び
改善を図るため，使用者等に対し，自動車運転者時
間管理等指導員により，指導・助言等を行った。

７　道路交通に関する情報の充実
⑴危険物輸送に関する情報提供の充実等
　危険物の輸送中の事故による大規模な災害を未然
に防止するため，関係省庁の密接な連携の下に，危
険物の運送業者に対し適正な運行計画の作成等，運
行管理の徹底，関係法令の遵守，異常・事故発生時
の応急措置を記したイエローカード（緊急連絡カー
ド）の携行及び容器イエローカードの添付等を指導
し，危険物輸送上の安全確保の徹底を図っている。
　また，危険物運搬車両の交通事故により危険物の
流出事故等が発生した場合に，安全かつ迅速に事故
の処理等を行うため，危険物災害等情報支援システ
ムを運用し，消防機関に対し，危険物の物性及び応
急措置等の情報提供を行っている。　
⑵国際海上コンテナの陸上輸送にかかる安全対策
　国際海上コンテナを運ぶコンテナトレーラーの横転

▶第1-11表 労働災害による死者数中交通事故による死者数の占める割合の推移

（平成24年）
事項

重点対象区分
監督実施
事業場数

改善基準告示
違反事業場数

トラック業 4,325 2,751
バス業 570 415
ハイヤー・タクシー業 552 241
その他 560 233
注　厚生労働省資料による。

▶第1-12表 自動車運転者を使用する事業場に対する監督
指導結果

年
全　　　　　産　　　　　業 陸　上　貨　物　運　送　事　業

労働災害全死者数
（Ａ）

道路上の交通事故
（Ｂ）

道路上の交通事故
の比率（Ｂ）/（Ａ）

労働災害全死者数
（Ａ）

道路上の交通事故
（Ｂ）

道路上の交通事故
の比率（Ｂ）/（Ａ）

人 人 ％ 人 人 ％
平成19年 1,357 337 24.8 196 123 62.8
20 1,268 287 22.6 148 82 55.4
21 1,075 238 22.1 122 66 54.1
22 1,153 275 23.9 149 88 59.1
23 1,024 239 23.3 129 64 49.6
24 1,093 251 23.0 134 74 55.2
25 1,030 233 22.6 107 62 57.9

注　厚生労働省資料による。
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事故は，車体の大きさや重さ等から，一旦事故が起き
ると甚大な被害が生じるおそれがある。横転事故の要
因としては，過積載，荷崩れ，速度超過など多様であ
るが，封印された状態で運送されるという特性上，運
転者がコンテナ内の荷物の状況を把握できないなど，
トラック事業者の自助努力のみでは安全確保が困難な
側面があるため，トラック事業者の安全運転の確保の
ほか，コンテナの重量や積付けに関する情報が，荷主
を始めとする関係者からトラック運転者まで伝達され，
サプライチェーン全体で共有されることが重要である。
　このため，諸外国からコンテナの重量や積付けに
関する情報を提供してもらう環境を作るべく，国際
海事機関（IMO），国際労働機関（ILO），国連欧州
経済委員会（UNECE）等の国際機関が主催する専
門家会合において検討している「貨物輸送ユニット
の収納のためのガイドライン」にサプライチェーン
全体でコンテナ情報を共有すること等を盛り込むな
ど，国際ルールの策定に向けて積極的な働きかけを
行っている。
　また，コンテナトレーラーの安全運転速度や是正
すべき偏荷重を把握するための実証実験を実施する
など，国際海上コンテナの総合的な安全対策を実施
するための調査・検討を行った。
⑶気象情報等の充実
　道路交通に影響を及ぼす台風，大雨，大雪，津波
等の自然現象について，的確に実況監視を行い，適
時適切な予報・警報等を発表・伝達して，事故の防
止及び被害の軽減に努めた。
　ア　気象監視体制の整備
　次期静止気象衛星「ひまわり８号及び９号」の製
造に平成21年度から着手し，順調に整備を進めてい
る（平成26年度及び平成28年度打ち上げ予定）。
　イ　道路情報提供装置等の整備
　安全な通行を確保するため，道路の積雪状況や路

面状況等を収集し，道路利用者に提供する道路情報
提供装置等を整備した。
　ウ　地震・津波・火山監視業務の整備
　ア　地震・津波監視業務の整備
　平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による
甚大な津波被害を踏まえ，広帯域強震計整備による
巨大地震の規模の早期把握等，津波警報の改善を
図った。さらに，長周期地震動に関する情報につい
て，情報内容や分析手法，発表手段の検討を行い，
発表開始を図った。緊急地震速報について，周知・
広報の取組を推進するとともに，より一層の精度向
上にかかるプログラムの改修等を図った。
　さらに，関係機関や基盤的調査観測網によるデー
タを収集し，その成果を防災情報等に活用するとと
もに，地震調査研究推進本部地震調査委員会に提供
するなど，観測・提供体制の連携を進め，地震防災
に資する地震調査研究の推進に努めた。
　イ　火山監視体制と噴火時等の避難体制の推進
　全国110の活火山について，火山活動の監視・評
価の結果に基づき噴火警報等の的確な発表を行っ
た。さらに「火山防災のために監視・観測体制の充
実等が必要な火山」として火山噴火予知連絡会に
よって選定された47火山については，24時間体制で
火山活動を監視し，平常時からの火山防災協議会（都
道府県，市町村，気象台，砂防部局，火山専門家等
で構成）における避難計画の共同検討を通じて，噴
火時等の「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」
を５段階で示した噴火警戒レベル（平成26年３月末
現在，30火山で運用中）の設定や改善を推進した。
　エ　気象知識の普及等
　気象・地象・水象の知識の普及など気象情報の利
用方法等に関する講習会等の開催，広報資料の配布
等を行ったほか，防災機関の担当者を対象に予報，
警報等の伝達等に関する説明会を開催した。

車両の安全性の確保第４節
１　自動車保有台数の推移
　平成25年12月末現在の自動車保有台数は約8,041
万台であり，前年に比べて53万台（0.7％）増加し，
自動車１台当たりの人口は1.59人（25年10月末現在）
である（第1-38図）。
　自動車保有台数を用途別及び車種別にみると，小

型乗用自動車が約2,244万台と最も多数を占め，全自
動車台数の27.9％を占めている。そのほか普通乗用
自動車が約1,751万台で21.8％，軽四輪乗用自動車が
約2,009万台で25.0％となっており，この３車種で全
体の74.7％を占めている。また，対前年増加率では，
軽四輪乗用自動車4.3％が目立っている（第1-13表）。
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