
令和４年５月　くらし安全・消費生活課

地
方
部

市町村 支援施策の内容 対象年齢 申請必要書類等 担当課 連絡先 URL

小諸市
〇運転免許証自主返納者に「こもろ愛のりく
ん」試乗券を4枚配布

65歳以上
運転経歴証明書もしくは
運転免許取消通知書

生活環境課 0267－22－1700 https://www.citykomoro.lg.jp/soshikikarasagasu/
shiminseikatsubu/seikatsukankyoka/1/6/1/11415

軽井沢町
○運転経歴証明書交付手数料補助
○1人1回限り10,000円分のタクシー券配布

65歳以上

運転免許取消通知書の写し
運転経歴証明書の写し
申請書
印鑑

住民課 0267-45-8540
https://www.town.karuizawa.lg.jp
/www/contents/1496187059341/inde
x.html

御代田町
○1人1回限り24,000円分のタクシー利用助成券
を交付

70歳以上 運転免許取消通知書の写し 企画財政課 0267-32-3112 https://www.tow.miyota.nagano.jp/category/taxio
70/154542.htm

上
田

青木村
○10,000円の補助金を1回限り支給（平成30年
度～）

65歳以上
申請による取消通知書
申請書
振込先の分かるもの

総務企画課 0268-49-0111
http://www.vill.aoki.nagano.jp/a
pply.html

○シルキーバス乗車回数券（150円、12枚綴
り）を1人につき1回交付

65歳以上
免許取消通知書の写し
回数券交付申請書

商業観光課 0266-23-4811
https://www.city.okaya.lg.jp/sos
hikikarasagasu/shogyokankoka/405
/671/413/6509.html

○シルキーバス乗車回数券「おでかけパス」10
枚綴り1,000円（通常より500円お得）

75歳以上
申請書による運転免許の取消通知書
運転経歴証明書

商業観光課 0266-23-4811
https://www.city.okaya.lg.jp
/silkybus_swanbus/riyoannai/
13480.html

○福祉タクシー利用券を1枚交付（1枚10回分）
（利用券の交付は1人1回のみ）

満80歳以上

令和4年4月1日以降、自主返納した方が
対象
申請書による運転免許の取消通知書
身分証明書

社会福祉課 0266-23-4811
https://www.city.okaya.lg.jp
/soshikikarasagasu/shakaifuk
ushika/257/258/21666.html

諏訪市
○かりんちゃんバス回数券（12枚）を1回に限
り交付

65歳以上 取消通知書
地域戦略・

男女共同参画課
0266-52-4141

http://www.city.suwa.lg.jp/s
ite/bus/1818.html

茅野市
○運転免許を自主返納し運転経歴証明書を取得
した者に3,000円を助成

65歳以上
疾病又は心身の障
害であって、運転
の継続が危険であ
ると市長が認めた

者

取消通知書の写し
運転経歴証明書の写し

建設課 0266-72-2101 https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/kenchiku/m
enkyohennou.html

富士見町
○運転免許を自主返納または更新しなかった町
民に、デマンド交通すずらん号の回数券（340
円券、11枚綴）を1回限り交付

65歳以上
運転経歴証明書
取消通知書
有効期限が切れた運転免許証

産業課 0266-62-9228
http://www.town.fujimi.lg.jp/pag
e/menkyo.html

原村
○村内巡回バスの回数券100円券×11枚綴×３
冊を1回に限り交付

65歳以上
申請書
取消通知書

保健福祉課 0266-79-7092

伊那市

〇運転経歴証明書の取得費用として五千円を助
成
○市内循環バス運賃半額・タクシー料金１割引
（毎回精算時に運転経歴証明書を提示）
〇ぐるっとタクシー（AIによる配車）を、一人
一回５００円で利用可

なし 運転経歴証明書 企画政策課 0265-78-4111
http://www.inacity.jp/kurashi/ko
tsu_jikokuhyo/kotsu_news/174kija
20160519.html

駒ヶ根市
○こまがねデマンド型乗合タクシーの乗車券1
万円(1回400円×25回)を助成

なし
取消通知書　又は
運転経歴証明書

企画振興課 0265-83-2111

https://www.city.komagane.nagano
.jp/soshikiichiran/kikakushinkok
a/chiikishinkogakari/5/1/1286.ht
ml

箕輪町
○自主返納経費と運転経歴証明書の取得費用と
して1万円を助成（H30.4.1以降）

65歳以上
取消通知書
運転経歴証明書

総務課 0265-79-3144
http://www.town.minowa.lg.jp/sou
mu/safe0002_hennou.html

飯田市
高森町
阿智村
喬木村
天龍村

○バス・乗合タクシーの回数券を交付 65歳以上 取消通知書の写し 飯田市リニア推進課 0265-22-4511
（飯田市、高森町、阿智村、喬木
村、天龍村で同一運用）

阿智村
○巡回バス回数券（55回分、5,000円相当）を
１回限り交付

65歳以上
運転経歴証明書の写し
取消通知書の写し

総務課 0265-43-2220

下條村 ○月2,000円分のタクシー券を交付 65歳以上
・申請書　・運転経歴証明書の
写し又は、免許失効を証明でき
るもの。

総務課 0260-27-2311

https://www.vill-
shimojo.jp/gyousei/gyousei-
info/kakuka/soumu_osirase/2011-
0525-1738-7.html

泰阜村
〇運転免許証を自主返納し運転経歴証明書を取
得した者にタクシー券代金の3/4を補助する

70歳以上
・申請書　・運転経歴証明書の
写し又は、運転免許証の取り消
し通知書

住民福祉課 0260-26-2111

jmin@vill.yasuoka.nagano.jp

売木村 ○高齢者ハンドル型電動車椅子購入補助 65歳以上
補助申請書
見積書・カタログ等

総務課 0260-28-2311

塩尻市
○塩尻市地域振興バス及びタクシーの共通利用
券（３,３００円分）を交付

65歳以上

・取り消し通知書
・取り消しを受けた運転免許証
(運転経歴証明書又は、顔写真付
き身分証明書)

都市計画課 0263-52-0280 https://www.city.shiojiri.lg.jp/

生坂村 ○1年間の村営バス福祉定期券交付 70歳以上 運転経歴証明書 総務課 0263-69-3111

大町市
○市民バス回数券（48回分）又はタクシー回数
券（12回分）のいずれか一方を交付

65歳以上 取消通知書 市民課 0261-22-0420 http://www.city.omachi.nagano.jp/00006000/00006
300/00006320.html

白馬村
○乗合タクシー「白馬ふれ愛号」の乗車回数券
（11枚綴りを3冊）を１回に限り交付

50歳以上
運転免許の取消通知書
免許証自主返納支援事業申請書
印鑑

健康福祉課 0261-85-0713
http://www.vill.hakuba.lg.jp/dem
and/fureai_taxi.html

須坂市
○バスICカードKURURU１枚（運賃1,500円分）
の引換券を進呈

65歳以上
運転免許自主返納支援申請書
取消通知書

市民課 026-248-9002 s-shimin@city.suzaka.nagano.jp

千曲市
○千曲市循環バス・デマンド型乗合タクシー共
通回数券36枚（3,600円相当）助成

免許証返納時
満65歳以上

取消通知書
写真付きの身分証明書

生活安全課 026-273-1111 https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/seikatsu
anzen/doro_kotsu/1/1470.html

飯綱町

○平成29年４月以降に免許を自主返納し住民税
の滞納がない等の条件を満たすとき、
路線バスに利用できるICカード「くるる」
5,000円分（70歳未満）／路線バスに利用でき
るICカード「であるきバスカード」2,000ポイ
ント（70歳以上）

70歳未満
70歳以上

取消通知書
運転免許経歴書

企画課 026-253-2511
https://www.town.iizuna.nagano.j
p/docs/704.html

小川村 ○現金20,000円を1回限り交付 65歳以上
取消通知書
運転経歴証明書
運転免許経歴証明書

総務課 026-269-2323
http://www.vill.ogawa.nagano.jp/
ogawahojyojigyo/index.html

中野市 ○現金10,000円を1回限り交付 65歳以上
取消通知書又は運転経歴証明書

高齢者支援課 0269－22－2111 http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2022021600012/

山ノ内町
○町で契約する公共交通機関及びタクシー乗車
券（100円×10枚綴/月）を申請月から年度末分
まで交付

70歳以上 運転経歴証明書 健康福祉課 0269-33-3116
http://www.town.yamanouchi.nagano.j
p/norimonohojo.html

木島平村
○デマンド交通ふう太号の回数券（1回：100円
券×120枚）
※一人につき3回まで交付可能

65歳以上
自主返納の取消通知書
運転免許経歴証明書書

民生課 0269－82－3111 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2020
042500014/

松
本

北
ア
ル
プ
ス

長
野

北
信

上
伊
那

運転免許自主返納者に対する支援施策

【１　主として高齢者を対象とするもの（対象年齢を設けるもの）】　　　〈施策実施市町村数31〉

諏
訪
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佐
久
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佐久市
○市内路線バス、デマンド交通の共通回数券
100枚を1回限り交付

なし 取消通知書 生活環境課 0267-62-3094
https://www.city.saku.nagano.jp/
kurashi/anzen_doro_kasen/bus_dem
andtaxi/0014201512221.html

小海町

○1枚でタクシー料金1,200円分利用可能なタク
シー券を初年度～第５年度に12枚ずつ無料交付
○第６年度以降はタクシー利用助成事業の購入
限度（48枚）に12枚追加して購入可

なし
運転経歴証明書
取消通知書

町民課 0267-92-2525
https://www.koumi-
town.jp/office2/archives/koreikaigo/post-
337.html

佐久穂町
○デマンドタクシーの回数券（15,000円）を1
回限り交付

なし

申請書
取消通知書の写し又は運転経歴
証明書の写し
印鑑

総務課庶務係 0267-86-2525
https://www.town.sakuho.nagano.j
p/oshirase/kakuka/somuka/somuka_
1198.html

立科町
○タクシーの利用者手帳の発行
（１乗車600円で月８回まで乗車可能）

なし
申請書
取消通知書の写し又は運転経歴
証明書の写し

企画課 0267-88-8403
http://www.town.tateshina.nagano
.jp/0000000195.html

上田市

○運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の
交付を受けた者に、タクシーの利用補助券1万
円分を交付（若しくは、武石スマイル号利用補
助券10,000円分）（平成29年度～）

なし
運転経歴証明書の写し
取消通知書の写し

交通政策課 0268-23-5011
http://www.city.ueda.nagano.jp/s
oshiki/kotu/2174.html

東御市 ○デマンドバス乗車券9,000円分を交付 なし
申請書
取消通知書

生活環境課 0268-64-5896
http://www.city.tomi.nagano.jp/c
ategory/koutsuanzen/130260.html

長和町

○運転経歴証明書交付補助金として、5,000円
を交付
○タクシー利用補助券15,000円分（500円×30
枚）を交付

なし

交付申請書
運転経歴証明書
印鑑
振込先口座が確認できる通帳及
びキャッシュカード

町民福祉課 0268-75-2046
http://town.nagawa.nagano.jp/doc
s/2020070200085/

諏
訪

下諏訪町
○タクシー、バス、公衆浴場助成券の交付
　（いずれかひとつ選択）

なし
運転経歴証明書
取消通知書

保健福祉課 0266-27-1111
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/
www/contents/1001000000860/index
.html

伊那市
○市内循環バス・乗合タクシー（一部路線を除
く）の運賃半額（毎回精算時に運転経歴証明書
を提示）

なし 運転経歴証明書 企画政策課 0265-78-4112
http://www.inacity.jp/kurashi/ko
tsu_jikokuhyo/kotsu_news/174kija
20160519.html

駒ケ根市
○「こまタク」デマンド型乗合タクシー乗車券
1万円分(一回400円×25回分)を支給

なし
申請書
免許返納が確認できるもの

企画振興課 0265-83-2111
https://www.city.komagane.nagano
.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/dor
o_kotsu/kokyokotsu/1998.html

辰野町
○町内運行のデマンド型乗合タクシー乗車運賃
を半額（150円）に減額
○町営バスの運賃半額

なし 運転経歴証明書 総務課 0266-41-1111

箕輪町
○町内巡回バス（町運営）利用料の1回200円が
無料（毎回精算時に運転経歴証明書を掲示）

なし 運転経歴証明書 住民環境課 0265-79-3111
http://www.town.minowa.lg.jp/jyu
kan/jyumin0039.html

南箕輪村 ○まっくんバス運賃割引 なし 運転経歴証明書 地域づくり推進課 0265-98-6640
http://www.vill.minamiminowa.nag
ano.jp/life/2/2/30/

中川村
○運転免許を自主返納した者に、最大48ヶ月分
の村営巡回バス定期券を無料進呈

なし
定期乗車券等購入申込書
料金減免申請書
運転経歴証明書又は取消通知書

地域政策課 0265-88-3001
https://www.vill.nakagawa.nagano
.jp/soshiki/chiiki/1088.html

宮田村
○福祉タクシー券700円分を年間48枚まで交
付、月2回以上定期的に通院されている方に追
加で24枚交付

なし 申請書 福祉課 0265-84-1255
https://www.vill.miyada.nagano.j
p/health/pages/root/10480-
030/10917

飯田市
高森町
阿智村
天龍村
喬木村

○飯田市域公共交通運転免許自主返納者支援制
度
バスまたは乗合タクシーいずれかの乗車券（65
歳以上は3,900円、65歳未満は3,600円分）を交
付

なし
取消通知書の写し
（申請は各市町村窓口へ）

飯田市リニア推進
課

0265-22-4511
http://www.city.iida.lg.jp/soshi
ki/10/kotsu-mennkyohennnou.html

阿南町
下條村
売木村
天龍村
泰阜村

〇阿南町、下條村、売木村、天龍村、泰阜村に
住所を有する方で、運転免許証を自主返納また
は更新を受けずに執行した方の南部公共バスの
乗車料金を無償化

なし
なし
※乗車時に運転経歴証明書の提
示

阿南町総務課 0260-22-2141
（阿南町、下條村、売木村、天龍
村、泰阜村で同一運用）

木曽町
○木曽町運転免許証自主返納支援事業
木曽町生活交通バス回数券10,000円相当分を交
付

なし
取消通知書写し
申請書

環境水道課 0264-22-3320

木祖村
○村内巡回バス、デマンドタクシーの定期券3
年分

なし
申請書
返納証明書
取消通知書

総務課 0264-36-2001
http://www.vill.kiso.nagano.jp/l
ifestage/category/life/traffic/k
oureisyamuketeiki.html

南木曽町 ○南木曽町商品券13,000円を交付 なし 運転経歴証明書 総務課 0264-57-2001 http://www.town.nagiso.nagano.jp/soumu/jisyuhen
nou.html

大桑村 ○地域公共交通回数券11,000円分交付 なし
取消通知書
印鑑

総務課危機管理係 0264-55-3080

http://www.vill.ookuwa.nagano.jp
/data/open/cnt/3/13318/1/web-
kouhouookuwa4gatu_546.pdf
【広報おおくわ5月号546号に掲載】

松
本

安曇野市
○デマンド交通「あづみん」の乗車回数券
9,000円分を１回に限り交付

なし 取消通知書 地域づくり課 0263-71-2495
https://www.city.azumino.nagano.
jp/site/kokyokotsu/2588.html

北
ア
ル
プ
ス

池田町
○町営バス共通乗車回数券（150円、22枚つづ
り）　４冊を１回に限り交付

なし 取消通知書 住民課 0261-62-2203
http://www.ikedamachi.net/000000
0970.html

信濃町
○町内路線バス・デマンドタクシーの利用料半
額

なし 運転経歴証明書等 産業観光課 026-255-3114

飯綱町

１年度において、３つの支援内容から２つを選
択（同じ支援内容を２つも可能。）
〇交通系ＩＣカード「くるる」にチャージする
ことができる5,000ポイント交換券（ただし、
70歳以上の申請者は2,000ポイント）
〇しなの鉄道牟礼駅～長野駅間回数券（11枚）
配布
○町内に事業所を有するタクシー事業者で利用
することができる、タクシー利用券500円分10
枚

なし
取消通知書

企画課 026-253-2511

坂城町
〇運転経歴証明書提示により、町循環バスが無
料で利用できる

なし 運転経歴証明書 建設課 0268-82-3111

北
信

野沢温泉村
○野沢温泉ライナー及び村営バス七ヶ巻線の無
料乗車券を交付

村民で運転免許を
自主返納した全て
の方及び80歳以上
の方

・運転免許取消通知書
・本人確認書類(保険証など)
・印鑑
・本人の顔写真

総務課 0269-85-3111

長
野

【２　対象年齢を設けないもの】　　　〈施策実施市町村数34〉

佐
久

上
田

上
伊
那

南
信
州

木
曽

https://www.koumi-town.jp/office2/archives/koreikaigo/post-337.html
https://www.koumi-town.jp/office2/archives/koreikaigo/post-337.html
https://www.koumi-town.jp/office2/archives/koreikaigo/post-337.html
http://www.town.nagiso.nagano.jp/soumu/jisyuhennou.html
http://www.town.nagiso.nagano.jp/soumu/jisyuhennou.html


内　容 対象年齢

○運転経歴証明書の提示により、運賃１割引 なし

○伊那市・南箕輪村内の路線バスで運賃半額
○箕輪町「みのちゃんバス」は無料
※乗車時に運転経歴証明書を提示した場合に限
る

年齢制限なし

○加盟店共通ポイントカード「すわもとカー
ド」に200ポイント付与（400ポイントで500円
分商品券と交換）

年齢制限なし（諏
訪市・下諏訪町居

住）
諏訪商工会議所 運転経歴証明書

【３　団体等が実施するもの】　　　〈施策実施団体数３〉

団体等名 申請必要書類等

県タクシー協会加
盟のタクシー事業
者
※一部実施してい
ない事業者もあり
ます
（実施事業者一覧
はこちら
https://www.pref.
nagano.lg.jp/kura
shi-
shohi/documents/2

運転経歴証明書

伊那バス
株式会社

運転経歴証明書


