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　県警と協賛店が協力して、運転免許証を自主的に返納された
高齢者の方に対する支援を行うものです。 

協賛店では、この運転経歴証明書を提示する高齢者の方に対して、商品、
施設の利用料金の割引きなどの特典（サービス）を設けていただきます。 

◆ お問い合わせ、お申し込みは ◆ 
　 　　最寄りの警察署の交通課 もしくは 滋賀県警察本部交通企画課 
　　　　   　　　　（電話 ０７７－５２２－１２３１ 代表） までお願いします。 
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③ 運転経歴証明書を提示して運賃割引、商品割引などなど

② 運転経歴証明書の申請→交付

割引！

有効な 
を すると 

※1

（※１自主返納…有効期限があるうちに申請により運転免許の全部取消しをすること） 
（※２支援制度…平成24年9月1日現在） 

※2

① 65歳以上の高齢者の方が運転免許証を自主返納

☆大きな事故になる前に…☆

卒業しますので
免許証を
返します。

★高齢者(65歳以上)が自動車(原付含む、特殊車を除く)を運転中に第１当事者となった事故の件数

おつかれさま
でした。

平成24年1月～8月末までに起こった高齢ドライバーの死亡事故 13件

滋賀県警察本部交通企画課　高齢者交通安全推進室 
TEL ０７７－５２２－１２３１（代表） 
もしくは、お近くの警察署交通課へ！ 

お問い合わせは…

サービス提供者 問い合わせ窓口
などサービス提供の内容

湖南市 ◇湖南市生活環境課
TEL 0748-71-2325

★☆　取消通知書の提示で受けられるサービス　☆★
（サービスの概要をご紹介しています。詳細はそれぞれの窓口へお問い合わせください）

◆住民登録されている自主返納高齢者（70歳以上）に対して
コミュニティバス30枚綴り回数券（６千円分）及び住基カー
ドを無料交付（取消日から起算して90日以内の申請に限る）

甲賀市 ◇甲賀市市民課
TEL 0748-65-0683

◆住民登録されている自主返納者に対して
コミュニティバス30枚綴り回数券（６千円分）及び住基カー
ドを無料交付（取消日から起算して90日以内の申請に限る）

高島市

◇高島市市民課
TEL 0740-25-8018
◇高島市交通対策課
TEL 0740-22-0058

◆住民登録されている自主返納高齢者に対して
住基カード交付手数料（500円）を免除（取消日から起算し
て90日以内の申請に限る）
（ただし70歳以上が対象）

野洲市 ◇野洲市生活安全課
TEL 077-587-6089

◆住民登録されている自主返納高齢者に対して
コミュニティバス23枚綴り回数券5冊 (1万円分) を無料交付
（取消日から起算して1年以内の申請に限る）
（ただし70歳以上が対象）

長浜市
◇長浜市都市計画課
交通対策室

TEL 0749-65-6562

◆住民登録されている自主返納者に対して
コミュニティバス、デマンドタクシーのいずれかの回数券
（２千円分）を無料交付（ただし取消日が属する年度の３月
31日までの申請に限る）

東近江市 ◇東近江市交通政策課
TEL 0748-24-5658

◆住民登録されている自主返納高齢者に対して
東近江市コミュニティバス一般回数券（５千円分）または近
江鉄道定期バス（湖国バス、近江鉄道バス）普通回数券（５
千円分）を無料交付
（ただし、H24年4月1日以降に返納した70歳以上が対象。取
消日から起算して１年以内の申請に限る）

湖東圏域公共交通
活性化協議会

◇彦根市交通対策課
TEL 0749-30-6134
◇愛荘町政策調整室
TEL 0749-42-7684
◇豊郷町総務企画課
TEL 0749-35-8112
◇甲良町企画監理課
TEL 0749-38-5061
◇多賀町企画課
TEL 0749-48-8122

◆彦根市・犬上郡３町・愛知郡愛荘町に住民登録されている自
主返納者に対して
愛のりタクシー（湖東圏域内の予約型乗合タクシー）共通回
数券２冊（６千円相当分）または湖東圏域内コミュニティバ
ス普通回数券（６千円相当分）を１回限り無料交付
（ただし、取消通知日から起算して90日以内または運転経歴
証明書の交付日から60日以内の申請に限る）

近江八幡市

鉄道を活かした湖
北地域振興協議会
（長浜市、米原市、
滋賀県）

◇近江八幡市
人権・市民生活課

TEL 0748-36-5515

◇長浜市都市計画課
交通対策室

TEL 0749-65-6562
◇米原市防災危機管理局
TEL 0749-52-6630

◆住民登録されている自主返納高齢者に対して
近江八幡市市民バス65歳以上用回数使用券２千円×３冊
（37.5回分）を無料交付
（ただし、H24年4月1日からH27年3月31日までの免許証自
主返納かつ申請分が対象）

◆自主返納高齢者に対して
ＩＣＯＣＡカード（２千円分）を交付
応募期間：平成24年9月21日～11月30日まで
（ただし、H24年8月1日からH24年11月30日までに自主返納し
た方。3ヵ月後にICOCAの使用方法についてアンケートに回答）

出合頭 ５件 工作物衝突 ２件 正面衝突 ３件 その他 ３件



サービス提供者 問い合わせ窓口
などサービス提供の内容

公益財団法人滋賀県交通安全協会

一般社団法人
滋賀県タクシー協会

滋賀県個人タクシー
協同組合

有限会社新栄梱包運輸
「ニイサカタクシー」

近江鉄道(株)

帝産湖南交通(株)

江若交通(株)

京阪バス(株)

滋賀バス(株)

博物館通り商店街
羽渕商店

ゆう壱番街
押し花工房　やまぼうし

巴瑠夢大路商店街
タジマヤ

長浜アルプラザ専門店街
メガネのフランクリン

大手門通り商店街
(株)かどや

■上記バス５社

乗
り
物

長
浜
商
店
街
連
盟

TEL 077-585-2750

TEL 077-585-8261

TEL 077-524-7301

本社：長浜市南田附町112番地の７
TEL 0749-63-8156

TEL 077-562-3020

TEL 0748-62-7011

TEL 0749-62-0939

TEL 0749-68-0151

TEL 0749-62-5461

TEL 0749-64-1833

TEL 0749-63-8000

TEL 077-531-2121
（大津支所）

TEL 077-572-0374
(堅田営業所)

TEL 0749-22-3306

お問い合わせは各バス事業者または社団法人滋賀県バス協会
（TEL 077-585-8333）まで

全商品5％割引

押し花作品、陶芸作品　10％割引

和柄、無地カラー、白布など布地全て表示価格
より10％割引

メガネ、補聴器　全品20％割引

店内商品10％割引
店内でお茶のサービス

◆
バ
ス
運
賃
（
現
金
に
限
る
）
支
払
い
時
に
「
運
転
経
歴
証
明
書
」
と
「
ふ
れ
あ
い

カ
ー
ド
」
を
同
時
に
提
示
し
た
高
齢
者
に
対
し
て

◎大津営業所管内路線の運賃半額（10円未満切り上げ）
◎あやめ営業所管内路線（「びわ湖横断エコバス」
含む）の運賃半額
◎八日市営業所管内路線「青年の城線」の運賃半額
(H24年1月1日から12月31日まで)
★大津駅～浜大津相互間〈現金100円運賃適用
区間〉と、コミュニティバス（まめバス、く
りちゃんバス、八幡竜王線）、地方バス補助対
象路線は対象外
★他の割引制度との併用割引はできません

◎全路線運賃半額
(H24年1月1日から12月31日まで)
★コミュニティバス（まめバス、くりちゃんバ
ス）は対象外

◎堅田営業所管内路線（「びわ湖横断エコバス」
含む）の運賃半額
(H24年1月1日から12月31日まで)
★大津駅～浜大津相互間〈現金100円運賃適用
区間〉、深夜急行バス、安曇川営業所管内の路
線バス、高島市コミュニティバスは対象外

◎大津支所管内路線の運賃半額
(H24年1月1日から12月31日まで)
★大津駅～浜大津相互間〈現金100円運賃適用
区間〉、大津京駅～比叡平間と、大津京駅～山
科駅間等の京都市域にまたがる路線は対象外

◎野洲駅～北山台センター間と、草津駅～石部
駅間の自主運行路線の普通旅客運賃半額
(H24年1月1日から12月31日まで)

サービス提供者 問い合わせ窓口
などサービス提供の内容

社団法人
滋賀県鍼灸マッサージ師会

食菜　倍Masu

有限会社はしがき
豆腐屋「はしがき」

グリーンホテルYes近江八幡

マキノ高原温泉さらさ

びわ湖花街道

水口センチュリーホテル株式会社

びわこ緑水亭

びわこ大橋天然温泉　みずほの湯

ホテルピアザびわ湖

琵琶湖ホテル

スパリゾート雄琴　あがりゃんせ

草津市追分町834
TEL 077-561-8778

近江八幡市中村町24-14
TEL 0748-32-8180

高島市マキノ町牧野931-3
TEL 0740-27-8126

大津市雄琴一丁目1-3
TEL 077-578-1075

甲賀市水口町名坂170-1
TEL 0748-63-2811

大津市雄琴六丁目1-6
TEL 077-577-2222

守山市水保町1172-1
TEL 077-584-3726

大津市におの浜
一丁目1-20
TEL 077-527-6333

大津市浜町2-40
TEL 077-524-7111

大津市苗鹿3丁目9-5
TEL 077-577-3715

大津市京町一丁目3-41
TEL 077-522-5476

滋賀県鍼灸マッサージ師会加盟の治療院等にお
ける施術料金の10％割引
（一部治療院を除く）

◆飲食代10％割引
（免許証自主返納高齢者とその同伴者)
◆無料送迎(免許証自主返納高齢者とその同伴
者・南草津駅、要相談）

◆飲食代10％割引
（本人とその同伴者）

◆あがりゃんせ入館料300円引
（平日・本人のみ）
◆宿泊施設　天然源泉の宿「ことゆう」
１泊２食プランご利用の際、夕食時にワンド
リンクサービス（本人及び同室に宿泊の方）

温泉大浴場入浴料(11:00～19:00）通常700円
を500円に（バスタオル､フェイスタオル､ボデ
ィソープ､リンスインシャンプー有り）
（提示の本人のみ）

温泉入浴料金10％割引
（大人のみ、本人含め4名様まで）

日帰り入浴料　半額
（本人を含め家族５名まで）

宿泊料金10％割引、飲食料金10％割引
（本人とその同伴者）

宿泊料金10％割引、食事料金５％割引
（現地精算）

入場料600円を500円に（土日祝も可）

◆宿泊　基本料金10％割引（1室4名まで）スイ
ートは除く
◆レストラン　飲食料金５％割引(同伴者3名まで)
※宴会パック･団体割引･組合員料金などの他の
割引と重複適用はできません。

◆宿泊　基本料金20％割引(ご本人宿泊部屋のみ)
※年末年始･ゴールデンウィーク･特定日(花火大
会等)･お盆を除く
※予約時申出、チェックイン時証明書提示必要
◆レストラン　食事利用時にワンドリンクサー
ビス(ご本人のみ)
※ラウンジ、バー除く

運転経歴証明書交付手数料（1000円）の助成

滋賀県タクシー協会加盟のタクシー事業者によ
る運賃10％割引

滋賀県個人タクシー協同組合加盟の
個人タクシー事業者による運賃10％割引

運賃10％割引（本社・高月営業所）

★☆　運転経歴証明書の提示で提供されるサービス　☆★
（サービスの概要をご紹介しています。詳細はそれぞれの窓口へお問い合わせください）

★☆　運転経歴証明書の提示で提供されるサービス　☆★
（サービスの概要をご紹介しています。詳細はそれぞれの窓口へお問い合わせください）

サービス提供者 問い合わせ窓口
などサービス提供の内容

お買上100円毎にCPカードポイント５倍進呈

ご来店のお客様に限り５％割引

ご来店のお客様に限り５％割引

ご来店のお客様に限り５％割引

飲食代金５％割引

高齢者用手押し車５％割引

全品10％割引

CPカードポイント３倍進呈

茶・茶道具10％割引

タクシー料金1000円補助（領収書を提示）

CPカードポイント３倍進呈

CPカードポイント５倍進呈

店頭商品５％割引（セール品、配送を除く）

粗品進呈（本人のみ）

粗品進呈（本人のみ）

メガネ・補聴器を購入された方に粗品進呈

商品お買上げの方にオリジナルお香プレゼント

全商品５％割引（調剤は除く）

★☆　運転経歴証明書の提示で提供されるサービス　☆★
（サービスの概要をご紹介しています。詳細はそれぞれの窓口へお問い合わせください）

「ゑびすくんまつり」のガラポン抽選に参加され
る方にプラス１回ガラポン参加（年３回予定）

商品お買上げの方に
「ちりめんミニベアー」プレゼント

レストランでの飲食代５％割引
（本人及び同伴者）

子持ちふな寿司(1尾)
平日2000円を1500円で販売

おいでやす商店街
木下呉服店

おいでやす商店街
みやおえん

おいでやす商店街
いろは精肉店

おいでやす商店街
フルーツショップフルカワ

登リ町グリーン通り商店街
伊勢幾

登リ町グリーン通り商店街
竹中荒物店

花しょうぶ通り商店街
いと半老舗

花しょうぶ通り商店街
近江牛肉専門店こにし本店

花しょうぶ通り商店街
常和園茶舗

橋本商店街
レストラン沙斗羅

橋本商店街
トミタデンキ

銀座商店街
安澤種苗店

銀座商店街
ワインセラー銀座ヤマガタヤ

銀座商店街
彦根銀座街商業協同組合

中央商店街
御料理・仕出し　さわだ

中央商店街
日の丸屋結納店

中央商店街
玉屋眼鏡店

四番町スクエア
しかの商店

夢京橋商店街
夢京橋あかり館

夢京橋商店街
吉坂薬局

夢京橋商店街
からんころん

栗東農産物加工有限会社
道の駅　アグリの郷　栗東

彦
根
商
店
街
連
盟

彦根市京町三丁目4-8
TEL 0749-22-1571

彦根市京町三丁目3-20
TEL 0749-22-0841

彦根市京町三丁目4-7
TEL 0749-22-0947

彦根市京町三丁目2-19
TEL 0749-24-0692

彦根市錦町4-23
TEL 0749-22-0063

彦根市錦町5-24
TEL 0749-22-0487

彦根市河原三丁目1-20
TEL 0749-22-1026

彦根市河原二丁目3-5
TEL 0749-22-1334

彦根市河原三丁目4-25
TEL 0749-22-0023

彦根市河原二丁目2-34
TEL 0749-24-5315

彦根市河原二丁目1-7
TEL 0749-22-3666

彦根市銀座町6-12
TEL 0749-22-1533

彦根市銀座町6-7
TEL 0749-22-1308

彦根市錦町1-27
TEL 0749-22-0466

彦根市中央町2-23
TEL 0749-22-0510

彦根市中央町5-16
TEL 0749-22-0888

彦根市中央町4-33
TEL 0749-22-1978

彦根市本町一丁目12-7
TEL 0749-22-0275

彦根市本町二丁目1-3
TEL 0749-27-5501

彦根市本町二丁目2-4
TEL 0749-22-1032

彦根市本町一丁目1-31
TEL 0749-27-2455

栗東市出庭961-1
TEL 077-554-7621

免許証自主返納後は、
歩行者、自転車のルールを確実に守り、
『自分の身は自分で守る』ことを考えましょう


