高齢ドライバーのみなさんへ
最近、こんな時が増えていませんか？
急ブレーキを
踏む回数が増えた

標識や信号を
見落としやすくなった

ー
キキキ

う〜ん・
・
・
確かにそうかも
しれないわ・
・
・

それは、身体機能の衰えのサイン！
このまま運転していると危険かも…？
運転に不安を感じている方は、
この機会に免許の自主返納を
考えてみてはいかがでしょうか！
！

高齢免許返納者サポート制度

▶免許を返納した方を
「高齢免許返納者サポート制度」
で支援しています！
どのような制度なの？

高齢者が運転免許を自主返納した場合、協力事業所に運転経歴証明書を
提示することでご本人やその家族が様々な割引等を受けられる制度です。
TAXI

支援内容
●協力会社のタクシー運賃が１割引
●市町のコミュニティバスの無料乗車券や
割引乗車券の発行
●約２3０の事業所の施設の利用料や
買い物代金の割引、配送サービス など…
公衆浴場・スーパー・ファーストフード店などで様々なサービスがあるみたいだよ！

▶高齢免許返納者サポート制度の支援を受けるには？
❶高齢者が有効な運転免許を自主返納

❷運転経歴証明書の交付

❸運転経歴証明書の提示・運賃割引等のサービス
運転免許を自主返納
（※）
した方のための公的な身分証明書です。
運 転 経歴
※免許を受けた方が、
ご自身の申し出により有効な免許を返納することです。
証 明 書とは？
（免許の有効期限を過ぎている場合、自主返納はできません。）

おや、こんな制度があるんだね。
運転していて万一事故にあったら大変だし・・・
免許を返納しようかな。
返納するにはどうしたらいいんだろう？

運転免許返納の
手続について､
次のページから詳しく
ご紹介します｡

返納手続の流れ （平成２９年7月１日現在）
①運転免許センターまたは住所を管轄する警察署へお越しください。
●運転免許センターで手続する場合
運 転免 許センター

電話番号

受 付 曜日

返納受付時間

県運転者教育センター

0776-51-2820

月曜日〜金曜日、 第２〜第５日曜日

県奥越運転者教育センター

0779-66-7700

月曜日〜金曜日

１０
：
００〜１１
：
００

県丹南運転者教育センター

0778-21-3613

月曜日〜金曜日

１４
：
００〜１５
：
００

県嶺南運転者教育センター

0770-45-2121

月曜日〜金曜日、 第1日曜日

※印の日に免許の返納および運転経歴証明書交付申請を行う場合は､電話で事前予約の上お越しください｡

●警察署で手続する場合

交通課にご連絡の上、
詳細な受付日時等のご確認をお願いします。

②運転免許センターまたは警察署で返納の手続を行います。
●センターまたは警察署で、返納手続の申請書を記載いただきます。
●ご本人による申請が原則です｡ただし､来所することが困難な場合､ご家族の方等が代理申請で
きますので､運転免許センターにご相談下さい｡
●返納手続にかかる時間は20分〜30分程度ですが、運転経歴証明書の交付も同時に行う場合は、
合計で1時間程度必要です。

③「運転経歴証明書」の必要な方は併せてお申込みください。
●運転経歴証明書は、生涯有効な身分証明書です。
●運転免許センターと警察署で発行します。
（ 運転免許センターは即日発行可能です。警察署で手続をする場合は即日発行ができないため､
２回来署が必要です。）
●住所変更や再交付も可能です。
《申請に必要な物》
□
□
□
□

運転免許証
（有効期限内のもの）
印鑑
交付手数料１，
０００円(警察署の場合は､県の証紙(1,000円分)を持ってきてください｡)
警察署で手続をされる場合は
「証明写真」
１枚
（縦３㎝×横２．
４㎝）

※自主返納後、
５年以内であれば経歴証明書の交付を受けることができます。

④お帰りになるときは

●既に免許を返納されているため、車の運転はできません｡
●お車でお越しの場合は、必ず運転免許を持った方に
同行してもらうようお願いします。

車の維持費でタクシーが利用できる？

TAXI

軽自動車・普通車の維持費を考えると、車の使い方によって、
タクシーの方がお得になることがあります。
軽自動車の維持費分でタクシーを利用する場合

１年間の維持費、180,000円
（試算値）
分をタクシー代に利用できる！
例えば

1.5㎞先のスーパーへ行く場合→１年間で138回買い物に行ける。
（3日に1回）
（往復3㎞の移動で、
タクシー料金1,300円）

普通車の維持費分でタクシーを利用する場合

１年間の維持費、270,000円
（試算値）
分をタクシー代に利用できる！
例えば

2.6㎞先の病院へ行く場合→１年間で135回通院できる。
（3日に1回）
（往復5.2㎞の移動で、
タクシー料金2,000円）

※維持費(年間)の算定について
高齢者の平均年間走行距離から見込まれるガソリン代･消耗品代等に、車検代や税金、保険料を
加算して算定。なお、自動車購入費は含まない。

車の維持費分をタクシー代に充てる
という考え方だね。

TAXI

タクシーなら事故の心配なく
安心して移動できるぞ。

福井県内の警察署では、高齢運転者に対する運転指導も行っています！
！
運転に不安のある高齢運転者の方は、一度講習を受けてみてはいかがでしょう。
福井県内の警察署では、原則７０歳以上の運転に不安がある方やご家族が警察による
安全運転指導を望まれる方に対し、
「ドライブレコーダーを活用した交通安全指導」
「シ
ルバー･セーフティードライビング講習」
を行っています。

ドライブレコーダーを
活用した交通安全指導
ドライブレコーダーを自家用車に設置し、
その映像をもとに警察署交通安全担当者が
運転診断・個別の交通安全指導を行います。

シルバー･セーフティー
ドライビング講習(H29.10〜12月)
１グループ３人で、自動車学校のコース内を
運転し指導員が運転の状態を診断し、
安全運転指導を行います。

現状の運転技術の確認のために制度の利用をご検討ください。
《お問合せ先》福井県警察本部 TEL.０７７６-２２-２８８０

サポート制度のサービス内容について
①市町によるサービス
市町

お住まいの市町で次のサービスを受けられます
（平成２９年４月１日現在）

担 当課

支援内容

問い合わせ

福井市

地域交通課

○バス回数券
（京福バス、福鉄バス、すまいるバスのいずれか）
の交付
（2,000円分）
※京福バス回数券については、次の地域のコミュニティバスでも利用できます。
(日新、鷹巣・棗、鶉・宮ノ下・大安寺、酒生、岡保地区)
○福井市内のタクシー事業者
（一部事業者は対象外）
の運賃１割引
（７５歳以上の方が対象。福井市で発行する証明証の提示が必要）
○反射材等の交付
※いずれも平成28年4月1日以降に返納した方が対象

敦賀市

生活安全課

○バスおよびタクシー利用券
（20,000円分、有効期限2年）

0770-22-8115

小浜市

生活安全課

○コミュニティバスの回数券
（有効期限無し）
、
タクシー乗車券
（有効期限有り）
のいずれか1点
（一律10,000円）

0770-64-6007

大野市

市民生活課

○まちなか循環バス、市営バス、乗合タクシー、京福バス
（発着とも大野市内の場合）
無料
（１０年間）

0779-66-1111

勝山市

市民課

○バスの無料乗車券交付
（無期限）

0779-88-8104

○コミュニティバスの無料乗車券交付
（無期限）
○交通災害共済掛金の全額負担
（永年）
○運転経歴証明書が無くても、市内のタクシー運賃1割引サービス
(75歳以上の方が対象)を受けられる証明書の交付

0778-53-2214

0776-20-5138

鯖江市

市民まちづくり課

あわら市

生活環境課

○高齢者
（65歳以上）
で平成24年４月1日以降に運転免許を自主返納した者。
乗合タクシー
（デマンド交通）
100円引き
（3年間）

0776-73-8017

越前市

まちづくり･
総合交通課

○コミュニティバスを無期限・無料で利用できる証明証の交付
○運転経歴証明書が無くても、市内のタクシー運賃１割引サービス
（７５歳以上の方が対象）
を受けられる証明証の交付

0778-22-3704

坂井市

安全対策課

○コミュニティバス無料乗車券
（10年間）
（年齢65歳以上で免許の自主返納者が
対象
（申請期間は返納日から１年以内）
）

0776-50-3525

永平寺町

総務課

○コミュニティバス乗車無料
（60歳以上の町民全員）

0776-61-3941

池田町

総務政策課

南越前町

総務課

越前町

○町営バス無料
（町民全員）

0778-44-8003

○コミュニティバスの回数券、
タクシー利用券、
町内温泉施設利用券のいずれか2点まで
（計20,000円分相当、
タクシーおよび温泉利用は有効期限3年）

0778-47-8000

企画財政課

○コミュニティバス無料乗車券
（最長10年）

0778-34-8702

美浜町

住民環境課

○コミュニティバス無料乗車券
（運転免許有効期間まで。最短1年保障、最長5年）

0770-32-6703

高浜町

防災安全課

○オンデマンドバスまたは京都交通バスのチケット
（18,000円分）
○オンデマンドバス運賃半額、
オンデマンドバス半額利用カード発行

0770-72-7701

おおい町

総務課

○町内路線バス無料
（65歳以上の町民全員）

0770-77-4050

若狭町

環境安全課

○デマンドタクシー ※運行エリアは町内
（要事前登録、
１回の乗車につき１人あたり３００円で町民全員）

0770-45-9126

事業所

へ

の皆様

協力事業所を募集中！
！
高齢免許返納者サポート制度
にご登録をお願いします！
！

運転免許を自主返納した高齢者やその家族を対象に、購入品の配送サービスや、
割引等のサービスを設けていただく協力事業所を募集しています。
福井県安全環境部県民安全課 交通安全･県民安全グループ
TEL.０７７６-２０-０２９６
（直通） FAX.０７７６-２０-０６３３ E-Mail:kenan@pref.fukui.lg.jp

《お申込み先・お問合せ》

②交通事業者によるサービス
【タクシー事業者】

1割引!!
TAXI

75歳以上の運転免許返納者に対し､
タクシー運賃1割引を実施しています
必ず乗車時に運転経歴証明書を提示してください｡

市町

福井市

鯖江市

あわら市

坂井市

事 業者名

※このステッカーが貼ってあるタクシーが対象です｡

問 い合わせ

福鉄商事(株)

0778-22-0012

小松タクシー(有)

0778-22-0585

白山交通(株)

0778-21-2500

福井交通(株)

0776-23-0108

京福タクシー(株)

0776-27-5656

(有)福井相互タクシー

0776-53-5100

ヤマトタクシー(株)

0778-42-0860

(有)共栄タクシー

0776-36-8363

(株)丸越タクシー

0778-22-0700

三栄タクシー(有)

0776-22-4100

勝山タクシー(株)

0779-88-0251

光タクシー(有)

0776-22-2288

大福交通(有)

0779-88-1331

(有)日ノ出タクシー

0776-26-1199

大喜自動車(株)

0779-66-2171

すいせんタクシー(株)

0776-26-3515

(有)越前タクシー

0778-37-1239

しろはと交通(株)

0776-36-4600

(有)日の丸タクシー

0776-26-0039

(有)日の丸タクシー

0776-26-0039

敦賀海陸運輸(株)

0770-22-3123

あかりタクシー

0776-52-7070

敦賀タクシー(株)

0770-22-1414

鯖江タクシー(株)

0778-51-2822

敦賀第一交通

0770-22-3371

相互タクシー(株)

0778-51-0238

(株)サンキュー･タクシー

0770-23-0039

(資)相馬タクシー

0778-51-0559

美浜自動車(株)

0770-32-1132

ケイカン交通(株)

0776-77-2444

美浜自動車(株)

0770-32-1132

(有)温泉タクシー

0776-77-2341

(有)オオギ観光タクシー

0770-32-6363

あわら観光(株)

0776-73-3333

若狭町

(有)オオギ観光タクシー

0770-32-6363

(株)金津相互タクシー

0776-73-0555

高浜交通(株)

0770-72-0765

ケイカン交通(株)

高浜町

0776-77-2444

永平寺町 松岡交通(株)

0776-61-0580

越前市

勝山市
大野市
越前町

敦賀市

美浜町

おおい町 ワカサ交通(株)
福井市

0770-77-0111

福井県個人タクシー協同組合

0776-36-1625

【バス･電車事業者】(経歴証明書の提示は不要です)
事業者名

支援内容

問い 合わせ

福鉄バス

1か月2,000円で一般路線の運賃半額(はんわりパス) ※60歳以上の方
※他の割引との併用不可｡高速バス､コミュニティバスは対象外｡

0778-21-0703

京福バス

1か月定期7,000円で一般路線バス全線利用可能(いきいき定期)
※70歳以上の方

0776-57-7700

福井鉄道
えちぜん鉄道

500円のプレミア1日フリー乗車券(プレミア会員の方)
〈プレミア会員は､福井市･鯖江市･越前市に在住の65歳以上の方および運転免許返納者が対象〉

0778-21-0706

普通乗車券･1日フリー切符の運賃2割引
〈65歳以上で｢えちてつサポーターズクラブ｣ゴールド会員の方〉※年会費必要

0120-840-508

③企業･団体によるサービス
業者・団体によって、割引サービス、特典サービス、
送迎･配送サービス等がござまいす。
（現在約２3０事業所に御協力いただいています）
詳しくは、福井県のホームページ
（下記URL）
をご覧ください。↓
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/koutuu/menkyohennoutirasi.html

(8:00〜21:00)

いろんなサービスを
受けられるのね。
返納してくれて
毎日の心配も減ったし、
よかったわ。
福井県 免許返納

検索

