
　笠松町では、運転に不安を抱える高齢ドライバーによる交通事故防止と、免許返納後の生活利便

性の向上を図るため、運転免許証を自主返納された高齢者の方を対象に、令和元年10月から支援

事業を開始しました。 

運転免許証自主返納者への支援事業がはじまりました 運転免許証自主返納者への支援事業がはじまりました 

【場　　所】 
 
 
【持 ち 物】 
【注意事項】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

警察署または、岐阜運転者講習センター 

運転免許証の返納手続きと運転経歴証明書の交付申請手続きを同時に行うことができ

ます。 

運転免許証 

・運転免許証を返納される場合は、あらかじめ警察署などで手続きの方法や受付時間

などを確認してください。 

・警察署で申請の場合、写真1枚（縦3cm×2.4cm）が必要となり、運転経歴証明書の受

け取りに3週間ほどかかります。 

・運転経歴証明書の交付手数料（1,100円）は、岐阜県交通安全協会から全額補助を

受けることができます。 

・運転経歴証明書は、自主返納から5年以内であれば後から交付申請ができます。 

・日曜日は、岐阜運転者講習センターにおいてのみ事前の予約制で手続きができます。 

※詳しくは岐阜県警察ホームページ（https://www.pref.gifu.lg.jp/police/）でご確

認ください。 

建設課　蕁388‐1117

○対象者 

○申請期限 運転経歴証明書の交付日から1年以内 

※ただし、平成29年4月1日から令和元年9月
30日までの間に自主返納された方は令和2年
3月31日までに申請してください。 

○申請手続き 運転経歴証明書をご持参のうえ、役場建設課にて
申請してください。なお、ご家族の方などによる代

理申請も可能です。 

■運転免許証の返納と運転経歴証明書交付の手続き 

支援団体・事業所等 問合先 
一般財団法人 
岐阜県交通安全協会 

（株）ロマンティア（メモワール） 

メガネの愛眼（株） 

（有）エムエスサービス 

UcarPAC（株）（ユーカーパック） 

萩原商業スタンプ会 

（株）クラシアン 

下呂市温泉施設協議会 

（株）オプティカル 

眼鏡市場 

長良川鉄道（株） 

（株）白鳥交通 

（有）八幡観光バス 

岐阜乗合自動車（株） 

濃飛乗合自動車（株） 
※岐阜乗合自動車（株）と共同運行 

濃飛乗合自動車（株） 

濃飛乗合自動車（株） 
※富山地方鉄道（株）と共同運行 

名阪近鉄バス（株） 

東濃鉄道（株） 

058‐271‐5278 

0120‐246‐989 

06‐6772‐0395 

0574‐27‐5255 

0120‐020‐033 

0576‐52‐2500 

0120‐583‐587 

0576‐52‐0110 
（下呂警察署　交通課） 

0584‐77‐1315 
（ハートアップ　イオンタウン大垣店） 
0574‐60‐0636 
（ハートアップ　可児店） 
0120‐818‐828 
（お客様相談室フリーダイヤル） 
0575‐23‐3921 

0575‐82‐5081 

0575‐67‐0577 

058‐240‐8814 

0577‐32‐0045 

0584‐81‐3326 

0572‐25‐8085 
（乗合営業部） 

支　援　施　策　の　概　要 
運転経歴証明書交付手数料（1,100円）の補助 
※65歳以上または身体障がい者、病気・怪我などで平成29年4月1日以降に自主返納した方 
祭壇料金・法要セット価格5%、結婚披露宴料理10%、新郎新婦衣装20%をそれぞれ割引 
※運転経歴証明書または運転免許の取消通知書の提示が必要 
※自主返納した方と3親等以内の方 
めがね10%、補聴器5%をそれぞれ割引 
※運転経歴証明書の提示が必要 
電動カート、電動車いす購入時の付属品（15,000円相当）サービス 
※運転経歴証明書または運転免許の取消通知書の提示が必要 
車売却成約金額に応じてカタログギフト（最大10,000円相当）プレゼント 
※車売却成約時、査定実施時に運転経歴証明書の提示が必要 
※65歳以上で自主返納した方とその家族（配偶者・お子様） 
スタンプポイント2倍サービス 
水道修理、トイレの詰まり除去などの作業料金10%割引 
※運転免許を自主返納した方と同居のご家族 
下呂市温泉施設協議会に加盟する5か所の日帰り温泉施設（ひめしゃがの湯、しみずの湯、
美輝の里、クアガーデン、湯ったり館）の入浴料を半額割引 
※付添者の入浴料は100円引き 

①メガネ一式（フレーム＋レンズ）全品20%割引（他の割引との併用不可） 
②コンタクトレンズ全品10%割引（他の割引との併用不可） 
※運転経歴証明書または運転免許の取消通知書の提示が必要 

①メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格の5%割引（備品除く、他の割引との併用不可） 
②メガネの無料洗浄・調整サービス 
乗車券と運賃を半額割引（障がい者割引との併用不可） 
バス路線の回数券と運賃を半額割引（現金払いに限る） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
バス路線の回数券と運賃を半額割引（現金払いに限る） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
運賃を半額割引（現金支払いに限る・一部バス路線を除く） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
高速バス（岐阜～高山間）運賃を半額割引（現金支払いに限る・同伴者1人含む） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
バス路線の回数券と運賃を半額割引（一部の路線と岐阜線以外の高速バス路線は除く） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
運賃を半額割引（奥飛騨‐富山線） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
運賃を半額割引（他の割引との併用不可・同伴者1人含む・一部バス路線を除く） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
運賃を半額割引（現金払いに限る・同伴者1人含む・一部バス路線を除く） 
※運転経歴証明書の提示が必要 

日の丸自動車（株） 
（株）日本タクシー 
岐阜交通（株） 
岐阜名鉄タクシー（株） 
岐阜羽島バス・タクシー（株） 
柳津タクシー（株） 
川島タクシー（株） 
名鉄西部交通北部（株） 
高富タクシー（有） 
本巣タクシー（株） 
（有）根尾タクシー 
スイトトラベル（株） 
岐阜近鉄タクシー（株） 
大垣タクシー（株） 
中部交通（株） 
揖斐タクシー（株） 
山田タクシー 
合資会社安八タクシー 
岐阜交通東部（株） 
新太田タクシー（株） 

関タクシー（株） 
可児タクシー（株） 
津保タクシー（有） 
七宗タクシー 
多治見タクシー（株） 
（株）コミュニティタクシー 
澤田タクシー（株） 
平和コーポレーション（株） 
（有）小林タクシー 
豊タクシー（株） 
（株）サカガワ 
（株）ライドシステムズ 
飛騨タクシー（株） 
山都自動車（株） 
新興交通（株） 
鳩タクシー（株） 
濃飛乗合自動車（株） 
つばめ自動車（株） 
東鉄タクシー（株） 
近鉄東美タクシー（株） 

058‐240‐1111 
058‐246‐4511 
058‐268‐2101 
058‐246‐9931 
058‐391‐4101 
058‐387‐3428 
0586‐89‐3321 
0586‐73‐8146 
0581‐22‐2321 
058‐324‐0521 
0581‐38‐2013 
0584‐78‐7155 
0584‐91‐6068 
0584‐78‐6586 
0584‐81‐6303 
0585‐22‐1244 
0584‐53‐0041 
0584‐62‐5306 
058‐268‐2101 
0574‐25‐2105 

0575‐22‐2130 
0574‐62‐0100 
0575‐47‐2033 
0574‐48‐2003 
0572‐22‐2216 
0572‐20‐1166 
0572‐59‐2131 
0572‐68‐5175 
0572‐68‐3311 
0573‐25‐5289 
0573‐70‐1033 
0576‐25‐3030 
0576‐25‐4141 
0577‐32‐2323 
0577‐32‐2525 
0577‐32‐0246 
0578‐82‐1111 
058‐272‐3425 
0572‐22‐3923 
0572‐66‐1225

運転免許証の自主返納に対する団体、事業所などの支援施策 

タクシー運賃を1割引（※他の割引との併用は不可、運転経歴証明書の提示が必要） 

※運転免許証の自主返納に対する支援制度の詳細については、各団体・事業所などにお問合せください。 

■は、町内を営業区域とする事業者 

笠松町に住民登録がある65歳以上の方で、平成29年4月1日以降にすべて

の運転免許証を自主返納された方 

※運転免許証の期限切れにより失効された方は対象外です。 

○支援内容 笠松町公共施設巡回町民バスの利用料を1年間免除 
※「笠松町公共施設巡回町民バス利用料免除・利用証」（交付日から1年間
に限り有効）を交付しますので、バス乗車時に運転手にご提示ください。 

令和元年10月1日現在 

令和元年11月1日　第1110号 令和元年11月1日　第1110号 



　笠松町では、運転に不安を抱える高齢ドライバーによる交通事故防止と、免許返納後の生活利便

性の向上を図るため、運転免許証を自主返納された高齢者の方を対象に、令和元年10月から支援

事業を開始しました。 

運転免許証自主返納者への支援事業がはじまりました 運転免許証自主返納者への支援事業がはじまりました 

【場　　所】 
 
 
【持 ち 物】 
【注意事項】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

警察署または、岐阜運転者講習センター 

運転免許証の返納手続きと運転経歴証明書の交付申請手続きを同時に行うことができ

ます。 

運転免許証 

・運転免許証を返納される場合は、あらかじめ警察署などで手続きの方法や受付時間

などを確認してください。 

・警察署で申請の場合、写真1枚（縦3cm×2.4cm）が必要となり、運転経歴証明書の受

け取りに3週間ほどかかります。 

・運転経歴証明書の交付手数料（1,100円）は、岐阜県交通安全協会から全額補助を

受けることができます。 

・運転経歴証明書は、自主返納から5年以内であれば後から交付申請ができます。 

・日曜日は、岐阜運転者講習センターにおいてのみ事前の予約制で手続きができます。 

※詳しくは岐阜県警察ホームページ（https://www.pref.gifu.lg.jp/police/）でご確

認ください。 

建設課　蕁388‐1117

○対象者 

○申請期限 運転経歴証明書の交付日から1年以内 

※ただし、平成29年4月1日から令和元年9月
30日までの間に自主返納された方は令和2年
3月31日までに申請してください。 

○申請手続き 運転経歴証明書をご持参のうえ、役場建設課にて
申請してください。なお、ご家族の方などによる代

理申請も可能です。 

■運転免許証の返納と運転経歴証明書交付の手続き 

支援団体・事業所等 問合先 
一般財団法人 
岐阜県交通安全協会 

（株）ロマンティア（メモワール） 

メガネの愛眼（株） 

（有）エムエスサービス 

UcarPAC（株）（ユーカーパック） 

萩原商業スタンプ会 

（株）クラシアン 

下呂市温泉施設協議会 

（株）オプティカル 

眼鏡市場 

長良川鉄道（株） 

（株）白鳥交通 

（有）八幡観光バス 

岐阜乗合自動車（株） 

濃飛乗合自動車（株） 
※岐阜乗合自動車（株）と共同運行 

濃飛乗合自動車（株） 

濃飛乗合自動車（株） 
※富山地方鉄道（株）と共同運行 

名阪近鉄バス（株） 

東濃鉄道（株） 

058‐271‐5278 

0120‐246‐989 

06‐6772‐0395 

0574‐27‐5255 

0120‐020‐033 

0576‐52‐2500 

0120‐583‐587 

0576‐52‐0110 
（下呂警察署　交通課） 

0584‐77‐1315 
（ハートアップ　イオンタウン大垣店） 
0574‐60‐0636 
（ハートアップ　可児店） 
0120‐818‐828 
（お客様相談室フリーダイヤル） 
0575‐23‐3921 

0575‐82‐5081 

0575‐67‐0577 

058‐240‐8814 

0577‐32‐0045 

0584‐81‐3326 

0572‐25‐8085 
（乗合営業部） 

支　援　施　策　の　概　要 
運転経歴証明書交付手数料（1,100円）の補助 
※65歳以上または身体障がい者、病気・怪我などで平成29年4月1日以降に自主返納した方 
祭壇料金・法要セット価格5%、結婚披露宴料理10%、新郎新婦衣装20%をそれぞれ割引 
※運転経歴証明書または運転免許の取消通知書の提示が必要 
※自主返納した方と3親等以内の方 
めがね10%、補聴器5%をそれぞれ割引 
※運転経歴証明書の提示が必要 
電動カート、電動車いす購入時の付属品（15,000円相当）サービス 
※運転経歴証明書または運転免許の取消通知書の提示が必要 
車売却成約金額に応じてカタログギフト（最大10,000円相当）プレゼント 
※車売却成約時、査定実施時に運転経歴証明書の提示が必要 
※65歳以上で自主返納した方とその家族（配偶者・お子様） 
スタンプポイント2倍サービス 
水道修理、トイレの詰まり除去などの作業料金10%割引 
※運転免許を自主返納した方と同居のご家族 
下呂市温泉施設協議会に加盟する5か所の日帰り温泉施設（ひめしゃがの湯、しみずの湯、
美輝の里、クアガーデン、湯ったり館）の入浴料を半額割引 
※付添者の入浴料は100円引き 

①メガネ一式（フレーム＋レンズ）全品20%割引（他の割引との併用不可） 
②コンタクトレンズ全品10%割引（他の割引との併用不可） 
※運転経歴証明書または運転免許の取消通知書の提示が必要 

①メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格の5%割引（備品除く、他の割引との併用不可） 
②メガネの無料洗浄・調整サービス 
乗車券と運賃を半額割引（障がい者割引との併用不可） 
バス路線の回数券と運賃を半額割引（現金払いに限る） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
バス路線の回数券と運賃を半額割引（現金払いに限る） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
運賃を半額割引（現金支払いに限る・一部バス路線を除く） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
高速バス（岐阜～高山間）運賃を半額割引（現金支払いに限る・同伴者1人含む） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
バス路線の回数券と運賃を半額割引（一部の路線と岐阜線以外の高速バス路線は除く） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
運賃を半額割引（奥飛騨‐富山線） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
運賃を半額割引（他の割引との併用不可・同伴者1人含む・一部バス路線を除く） 
※運転経歴証明書の提示が必要 
運賃を半額割引（現金払いに限る・同伴者1人含む・一部バス路線を除く） 
※運転経歴証明書の提示が必要 

日の丸自動車（株） 
（株）日本タクシー 
岐阜交通（株） 
岐阜名鉄タクシー（株） 
岐阜羽島バス・タクシー（株） 
柳津タクシー（株） 
川島タクシー（株） 
名鉄西部交通北部（株） 
高富タクシー（有） 
本巣タクシー（株） 
（有）根尾タクシー 
スイトトラベル（株） 
岐阜近鉄タクシー（株） 
大垣タクシー（株） 
中部交通（株） 
揖斐タクシー（株） 
山田タクシー 
合資会社安八タクシー 
岐阜交通東部（株） 
新太田タクシー（株） 

関タクシー（株） 
可児タクシー（株） 
津保タクシー（有） 
七宗タクシー 
多治見タクシー（株） 
（株）コミュニティタクシー 
澤田タクシー（株） 
平和コーポレーション（株） 
（有）小林タクシー 
豊タクシー（株） 
（株）サカガワ 
（株）ライドシステムズ 
飛騨タクシー（株） 
山都自動車（株） 
新興交通（株） 
鳩タクシー（株） 
濃飛乗合自動車（株） 
つばめ自動車（株） 
東鉄タクシー（株） 
近鉄東美タクシー（株） 

058‐240‐1111 
058‐246‐4511 
058‐268‐2101 
058‐246‐9931 
058‐391‐4101 
058‐387‐3428 
0586‐89‐3321 
0586‐73‐8146 
0581‐22‐2321 
058‐324‐0521 
0581‐38‐2013 
0584‐78‐7155 
0584‐91‐6068 
0584‐78‐6586 
0584‐81‐6303 
0585‐22‐1244 
0584‐53‐0041 
0584‐62‐5306 
058‐268‐2101 
0574‐25‐2105 

0575‐22‐2130 
0574‐62‐0100 
0575‐47‐2033 
0574‐48‐2003 
0572‐22‐2216 
0572‐20‐1166 
0572‐59‐2131 
0572‐68‐5175 
0572‐68‐3311 
0573‐25‐5289 
0573‐70‐1033 
0576‐25‐3030 
0576‐25‐4141 
0577‐32‐2323 
0577‐32‐2525 
0577‐32‐0246 
0578‐82‐1111 
058‐272‐3425 
0572‐22‐3923 
0572‐66‐1225

運転免許証の自主返納に対する団体、事業所などの支援施策 

タクシー運賃を1割引（※他の割引との併用は不可、運転経歴証明書の提示が必要） 

※運転免許証の自主返納に対する支援制度の詳細については、各団体・事業所などにお問合せください。 

■は、町内を営業区域とする事業者 

笠松町に住民登録がある65歳以上の方で、平成29年4月1日以降にすべて

の運転免許証を自主返納された方 

※運転免許証の期限切れにより失効された方は対象外です。 

○支援内容 笠松町公共施設巡回町民バスの利用料を1年間免除 
※「笠松町公共施設巡回町民バス利用料免除・利用証」（交付日から1年間
に限り有効）を交付しますので、バス乗車時に運転手にご提示ください。 

令和元年10月1日現在 

令和元年11月1日　第1110号 令和元年11月1日　第1110号 


