自治体が実施する自主返納者への支援状況

2016 年 8 月時点の概要

日本身障運転者支援機構 法人本部調査

都道府県
東北・

北海道

北海道

支援内容
経歴証明書手数料助成
バスの格安パスを発行
バス利用促進助成券の交付
町営バス・ハイヤー利用費助成（10,000 円）
5 万円のタクシー券交付（3 年有効）
高齢者用バス定期券の割引（6,000 円）
バス料金半額
タクシー券交付（先着 60 名で各 5,000 円）
加盟店での割引優遇
バス回数券・タクシー利用券を 1 回限り 2 万円まで交付

青森

タクシー運賃割引
宿泊代金割引
ドリンクサービス
ボウリング代金割引
商品購入割引
宅配無料券交付
飲食代金の割引
公園入場料金割引
入浴料金無料・回数割増
料理宅配サービス料金の割引
20 回乗車で商品券（500 円分）贈呈
バス回数券等の購入費用助成
宿泊者に記念品贈呈
商品購入ポイント 2 倍付与
廃車買取 10％アップ
廃車手続き無料
拝観料割引等

岩手

コミュニティバス等運賃無料
鉄道運賃の半額割引
タクシー運賃 1 割引き
バス、タクシー共通乗車券（12,000 円分）の交付

理髪店割引
地域交通ポイントカードへのポイント付与等
宮城

記念盾の贈呈
経歴証明書手数料全額助成
市営バス 1 年無料または半額助成
デマンドバス回数券（69 回分）交付
デマンドタクシー利用券（1 万円分）1 回交付・半額割引
タクシー・運転代行運賃の割引
商品購入代金の割引
ワオンカード無料交付
宿泊費・入浴料金割引

秋田

タクシー料金・バス定期券・回数券の割引
鉄道運賃の半額割引
鉄道沿線温泉入館割引券付往復乗車券の割引
支援協賛店での割引・ポイント優遇・商品配達の無料等

山形

交通安全グッズの贈呈
福祉乗合バス回数券の交付
バスまたはタクシー無料乗車券の交付
バス回数券の交付
バス定期券購入金額助成
タクシー運賃・デマンドタクシー割引
経歴証明書手数料助成

福島

商品の割引・割引券の贈呈
商品配送
経歴証明書手数料負担
記念品贈呈
金利優遇的貯金
タクシー利用券の贈呈
タクシー料金の割引
町営バス乗車券（30 回分）交付

関東

東京

自主返納ロゴマークの作成
経歴証明書の即日交付
施設優待（美術館・銭湯等）
記念品贈呈
商品の割引
バス運賃割引又は回数券・IC 乗車券（Suica 等 5,000 円分）贈呈

定期預金金利優遇
駐輪場利用料助成
旅行代金割引
商品宅配無料
タクシー料金割引（10％）
返納者紹介で教習所入所料金割引等の特典
食事代割引
ドリンクサービス
商店街商品購入優待券（2,000 円分）交付
協議会加盟店掲載リーフレット作成（10 万部）等
茨城

残免許期間応じたバス回数券（6,600～11,000 円分）1 年間無料パ
スの贈呈
タクシー・デマンドタクシーの運賃割引・回数券（12,000 円分）
の贈呈
記念品贈呈
卒業証書交付
経歴証明書手数料 1,000 円支給等

栃木

バス無料乗車券・回数券交付
タクシー（デマンド含む）運賃割引・無料券交付
安協協賛店での割引
自転車用ヘルメット贈呈
鉄道運賃割引（上信・上毛・わたらせ渓谷）等

群馬

市営路線バスの無料乗車券の交付
タクシー運賃 1 割引き・利用券（12,000 円分）
デマンドタクシー回数券（4,500 円分等）
鉄道運賃割引（上信・上毛・わたらせ）
入湯・観光・宿泊料金割引
経歴証明書手数料助成
町内商品券贈呈（6,000 円分）
乗合タクシー回数券（5,500 円）交付
バスカードの割引販売等
歩行補助用電動車購入費一部補助

埼玉

シルバーサポートロゴマークの使用
加盟事業所等による商品の割引
記念品贈呈
購入商品の送料サービス

入館割引
バス共通カード交付
路線バス乗車券（5,000 円分）交付
タクシー運賃 1 割引・利用券贈呈（20,000 円分）
福祉タクシー利用券（年 36 枚）交付
式場費用無料・割引等
千葉

バス回数券（7,200 円等）交付
路線バス運賃半額
タクシー運賃の 1 割引・半額
鉄道料金割引（企業発行の優待証必要で２～５割引）
宿泊施設の割引
商品の割引・配送料負担・付属品・粗品の贈呈
ポイントカード（2,000 円分）贈呈
法律相談・アドバイス 1 回無料

神奈川

定期観光バス等の運賃割引
電子マネー（3,000 円分）贈呈
商品・宿泊代の割引
商品配送サービスの負担
入館料無料・割引
乳製品宅配割引
協議会未加入事業者への説明会実施
協賛企業による商品割引等

新潟

経歴証明書無料交付
経歴証明書写真代無料
バス・タクシー券贈呈（20,000 円分等）
タクシー1 割引
市営バス運賃 2 年間免除
乗合タクシー利用券無料配布
反射材贈呈
シニアカー購入助成（上限 10 万円）
バス回数券交付
入浴料無料・割引
宿泊割引等

山梨

経歴証明書の写真代助成
市民バス運賃無料・半額等
タクシー運賃 1 割引

バスカード・タクシー券の交付
長野

巡回バス無料乗車
市民バス乗車券贈呈（10,000 円分無料券、IC カードにチャージ）
デマンド交通回数券（10,000 円分等）
タクシー券贈呈（年 1,200 円）
・運賃 1 割引等

静岡

経歴証明書手数料助成
バス高齢者優遇定期券の早期購入可・回数券贈呈
タクシー料金割引・初乗り無料券等贈呈
鉄道定期券初回半額
鉄道乗車賃助成（10,000 円分）
反射材等の贈呈
飲食店・宿泊施設で各種サービス
市営バス及び乗合タクシーの利用補助券（5,000 円分）
日帰り温泉券交付又は料金割引
商品券交付等

中部

富山

経歴証明書手数料助成
乗車券交付（私鉄、バス、タクシーから選択）
コミュニティバスの半額カードの提供
町営バス無料定期券
タクシー券交付（20,000 円分）
・運賃 1 割引
デマンドタクシー2 年無料
購入物品無料配達等

石川

経歴証明書手数料助成
感謝状・記念品の贈呈
コミュニティバスのフリーパス・回数券交付
循環バス無料利用可能
温泉施設入浴割引
定期貯金金利優遇
ポイント優遇
タクシー券又はバス回数券の交付
商品券交付
夜行反射グッズ贈呈等

福井

コミュニティーバス無料乗車券・回数券交付
バス回数券購入助成
タクシー乗車券交付
乗合タクシー料金助成

経歴証明書手数料助成
交通災害共済保険の補助（永年）
温泉施設利用 3 年無料
貸出金利 0，4％差引
美術館等観覧料無料・割引
県特産品の抽選配布等
岐阜

経歴証明書手数料助成
バス IC 乗車券・回数券交付
公共交通機関回数券贈呈（5,000 円分）
バス料金 5 割引き
デマンドタクシー利用券交付
タクシー料金 1 割引き
名鉄広見線回数券の購入補助

愛知

バス乗車券・回数券交付
タクシー利用券交付・料金割引
交通安全グッズ・記念品の贈呈
商品配送料割引
入浴料割引
商品購入・飲食代金割引
美容室利用代金割引（500 円）
車輌引き取り時に商品券（1 万円相当）贈呈
住宅購入割引等

三重

路線バスの定期券を割引で購入・運賃を半額
本人等入湯料金割引

近畿

滋賀

路線バス運賃半額・回数券（6,000 円）贈呈
JR(ICOCA)カード(2,000 円分)の贈呈
タクシー料金割引
デマンドタクシー回数券贈呈(6,000 円分等)
商品購入代金割引・ポイント優遇
温泉入浴料割引
無料法律相談
飲食代割引
宿泊料金割引等

京都

バス定期券購入割引販売・回数券交付
鉄道半年定期券贈呈・回数券助成
タクシー券贈呈・料金割引

配達料無料サービス
卒業証書・反射材等の贈呈
入浴券(3,000 円分)贈呈
運転経歴証明書手数料補助
定期預金金利 0,1％上乗せ
商品購入割引・ポイント優遇
商品券交付等
大阪

コミュニティバス定期券贈呈(5 年間)
タクシー料金割引(10％)
商品購入割引・ポイント優遇
購入商品送料無料・割引
飲食代割引・ドリンクサービス
宿泊・入浴料金割引
同居家族のマイカーローン金利優遇
車輌買取成約で商品券進呈
不動産仲介手数料割引
来店時または商品購入時の粗品進呈等

兵庫

経歴証明書手数料助成
コミュニティバス乗車券交付
サポート協議会加盟企業による公共交通機関の運賃割引等
タクシー乗車運賃割引
福祉タクシー利用券交付
宅配スーパー配送無料
商品券交付(5,000 円分)
商品購入割引
宿泊・温泉施設入浴料割引
食事料金割引等

奈良

タクシー無料乗車券交付・運賃割引
バス IC 乗車券・回数券交付
寺社拝観料割引
商品購入割引
飲食料金割引
自治体発行ポイントカードへのポイント交付
自動車抹消登録費用割引等

和歌山

コミュニティバス運賃割引（半額～無料）
定期券助成

中国

鳥取

経歴証明書手数料助成
バス回数券交付・購入割引
タクシー運賃割引・利用助成
鉄道乗車運賃 5 割引
協賛店による商品購入割引
定期預金利率 0,1％上乗せ
温泉入浴料金割引
観光施設入場料割引
廃車手続き・オイル交換無料・整備工賃割引等

島根

バス運賃・回数券購入助成
優待回数乗車券提供（7,200 円分）
入浴回数券の提供
タクシー運賃 1 割引

岡山

経歴証明書及び「おかやま愛カード」の提示で協賛企業や店舗にお
ける優遇措置（商品割引・粗品進呈・宅配無料サービス・金利優遇・
入場入湯割引等）
全路線バスの運賃の半額助成
タクシー運賃の 1 割引
タクシー利用券（12,000 円分）交付
コミュニティバス乗車券 1 万円分交付等

広島

タクシー利用券の提供（12,000 円分）
タクシー運賃割引・割引券交付
乗合バスの半額割引
お助けワゴン又は入浴回数券交付（10,000 円分）等

山口

バス回数券交付
タクシー料金割引
「運転卒業者サポート手帳」のていじによる施設料割引等各種サ
ービス
観光施設入場料割引
市民大学講座の受講料免除
飲食代金割引
商品購入割引
商品購入で商品券贈呈
入浴料割引
灯油宅配無料
記念品贈呈等

四国

徳島

タクシー運賃割引
町営バス運賃割引
町内温泉入浴料割引
銀行定期預金利率 0,3％上乗せ等

香川

鉄道乗車券助成
バス運賃半額・無料券交付
タクシー助成券 1 万円分交付
タクシー料金 1 割引
金利優遇
市内共通商品券交付（10,000 円分）
温泉利用券交付
デマンドタクシー定期券 1 年分の支給
小売店・飲食店・温泉施設等での各種割引

愛媛

バス運賃割引・サービス券交付
コミュニティバス運賃免除
デマンドタクシー割引・利用券交付
市内公共交通機関の乗車券贈呈
買い物客への帰り切符交付
協議会加盟の商店・飲食店・ホテル等の利用料金割引
金利優遇
商品購入割引・ポイント付与
入浴料割引
経歴証明書申請用写真代金割引等

高知

経歴証明書手数料免除
協議会加盟店における商品割引・ポイント優遇
鉄道、バス、タクシー運賃割引（1 年間半額等）
商店街加盟店で使える商品券(1,000 円分)の交付
定期預金金利 0,3％優遇
バス・タクシー乗車回数券交付等

九州

福岡

運転経歴証明書手数料助成
バス運賃の半額割引
コミュニティバス回数券交付
タクシー運賃 1 割引・チケット交付
バス乗車券割引
入浴料無償化

佐賀

タクシー運賃 1 割引

コミュニティタクシー運賃半額
路線バス割引
バス利用パスを半額で販売
経歴証明助成
長崎

県営バス 1 か月乗り放題パスを 3,000 円で販売
タクシー運賃 1 割引
公共交通機関プリペイドカード 3,000 円分を交付

熊本

経歴証明書手数料助成
バス運賃半額割引・回数券贈呈
タクシー運賃割引
自治体管理のデマンドタクシー6 か月無料乗車券交付
商品券贈呈(2,000 円)
温泉利用料金半額割引
企業記念品贈呈
反射材等の贈呈

大分

協議会加盟店での商品割引
バス運賃割引
バスカード・回数券の交付
タクシー利用券（10,000 円分）の交付
タクシー乗合乗車（400 円）
商品券交付
ポイント入り会員カード交付等

宮崎

経歴証明書手数料助成
バス定期券半額・回数券贈呈・運賃割引
コミュニティバス割引
タクシー券交付・料金割引
商品購入・飲食・宿泊・入浴代金等の割引
金利優遇
灯油配送料無料
交通安全功労賞等の授与
反射材グッズ贈呈
各種協議会による商品等割引等

鹿児島

バス IC カード交付
コミュニティバス無料券の交付・料金割引
タクシーチケット交付・料金割引
乗合タクシー無料券交付

温泉入浴・宿泊料割引
買い物代金割引
商品券贈呈
焼酎・米の贈呈
沖縄

タクシー料金 1 割引
温泉入浴料割引

＊分類は都道府県別になっていますが、実施主体は各都道府県内の地方自治体です。

