
都県 自治体名 担当部署 名称 対象者 概要 対象交通機関等

1 東京 杉並区
都市整備部
交通対策課

高齢者運転免許証自主返納支援制度 運転免許証を自主返納した満75歳以上の者
ＩＣカード乗車券（ＳｕｉｃａまたはＰＡＳＭＯ）５千円相当分（預かり金を含
む）を支給

ＩＣカード乗車券が使用可能な交通
機関

2 東京 日の出町
いきいき健康

課
日の出町高齢者外出支援バス事業 ６０歳以上の日の出町住民

高齢者が日常生活に必要な施設（町内老人福祉センター等）４施設を起
点にワゴン車4台で午前９時から午後５時までの時間に４ルートを循環運
行
利用者は運行ルートの任意の場所において挙手により乗車し、降車は
運転者に告げて降車できるが、車いすは利用不可

町内循環運行

3 東京 八王子市 交通事業課 地域循環バス「はちバス」の運行 誰でも利用可

既存バス路線では運行できない交通空白地域を中心に運行し、主に高
齢者や障がい者、子供、妊婦等の外出を支援を目的とし、一般市民も利
用可能な公共交通として運行
東京都シルバーパス利用で運賃は無料、身体障害者等割引あり

北西部、東部、西南部の交通空白
地域を運行

4 東京 福生市 - 福生市福祉バス 市内在住の60歳以上

　市内在住の60歳以上、心身障害者、妊婦、乳幼児・未就学児、特別支
援学級在籍児童・生徒が対象とし、市内の２路線を福祉施設等を中心に
運行
　利用するには無料の事前登録が必要

福生市福祉バス

東京 武蔵村山市

都市整備部
都市計画課
交通施策グ

ループ

 「東京都シルバーパス」所持者に対する運賃減免 東京都シルバーパス所持者
東京都シルバーパス所持者について、市内循環バス運賃を無料
東京都と連携しているものではなく、当市独自の施策として実施

武蔵村山市内循環バス「MMシャト
ル」の全路線
バス事業者に対する市の補助金
交付により運行するコミュニティバ
ス

東京 武蔵村山市

都市整備部
都市計画課
交通施策グ

ループ

 「東京都シルバーパス」所持者に対する利用料割引 東京都シルバーパス所持者
東京都シルバーパス所持者について、乗合タクシー利用料を半額
東京都と連携しているものではなく、当市独自の施策として実施

武蔵村山市乗合タクシー「むらタ
ク」の全区域
市が事業主体となり運行するコ
ミュニティタクシー

6 東京 西東京市
都市整備部
都市計画課

はなバス敬老回数券 75歳以上の西東京市民 150円券10枚綴りを1,000円で販売している。 はなバス

7 東京 大島町 住民課 医療機関等送迎サービス 65歳以上の町内在住者
交通の便などで通院に困難がともなう高齢者に対し、医療機関等に通院
する際の送迎を大型ワンボックスカーで無料で行う
委託先は大島社会福祉協議会

その他

8 神奈川 横浜市 健康福祉局 敬老特別乗車証（敬老パス） 市内在住の７０歳以上
乗車時に敬老パスを提示
身体障害者無料、その他年収により敬老パスの金額が決まっている

横浜市営地下鉄（全線）
金沢シーサイドライン（全線）
市内民営バス路線（別紙参照）
川崎市営バス（一部区間）

神奈川 川崎市 健康福祉局 川崎市高齢者フリーパス 市内在住の７０歳以上 高齢者特別乗車証明書」をバスに乗るときに提示すると料金が半額
川崎市営バス
民営バスの川崎市内及び市内に
乗り入れている運行系統

神奈川 川崎市 健康福祉局 川崎市高齢者フリーパス 市内在住の７０歳以上
フリーパスを購入し乗車時提示
１ヶ月1,000円／３ヶ月3,000円／６ヶ月6,000円／１年間12,000円
障害者手帳等で１年間フリーパスが無料

川崎市営バス
民営バスの川崎市内及び市内に
乗り入れている運行系統

関東管内の公共交通における高齢者施策の状況
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10 神奈川 横須賀市
福祉部

高齢福祉課
はつらつシニアパス 市内在住の６５歳以上

乗車時掲示（６ヶ月17,900円）
京急バス市内路線全線

11 神奈川 綾瀬市 都市計画課 高齢者専用乗車カード 市内在住の６５歳以上 乗車時掲示で料金が180円から100円
綾瀬市コミュニティバス「かわせ
み」

12 神奈川 藤沢市 福祉健康部 湘南すまいるバス（高齢者福祉バス）
市内在住の６０歳以上でいきいきシニアセン
ター利用カード所有者

交通不便地域を中心としたマイクロバスによる無料巡回送迎バス
湘南すまいるバス（高齢者亜福祉
バス）

神奈川 厚木市 介護福祉課 かなちゃん手形購入助成 市内在住の７０歳以上 神奈川中央交通が発行している「かなちゃん手形」の購入費用の4,800円を助成神奈川中央交通一般路線全線

神奈川 厚木市 介護福祉課 高齢者タクシー利用券 市内在住の世帯全員が８５歳以上
1枚600円の助成券を3ヶ月ごとに2枚ずつ、最大年間8枚交付
（「かなちゃん手形」の助成を受けている場合は利用不可）

タクシー

14 神奈川 松田町 政策推進課 まちのりパス６５ ６５歳以上の町内在住者 年間21,600円の定期券が町と富士急湘南バス(株)の補助により7,200円 富士急湘南バス

15 神奈川 山北町 福祉課 タクシー助成券
７０歳以上の町内山間部（三保地区、清水地
区、高松地区）在住者

年間18,000円分のタクシー助成券を交付 町内タクシー事業者

16 神奈川 愛川町 高齢介護課 かなちゃん手形購入補助 ７０歳以上の町内在住者
神奈川中央交通が発行している「かなちゃん手形」の購入費用を6,000円
補助

神奈川中央交通（株）

17 神奈川 清川村 保険福祉課 かなちゃん手形購入補助 村内在住の７０歳以上
神奈川中央交通が発行している「かなちゃん手形」の購入費用を7,000円
補助。

神奈川中央交通（株）

18 埼玉 行田市
市民生活部
防災安全課

行田市運転免許証自主返納支援制度 「運転経歴証明書」所持者で年齢制限はなし
利用券１枚で初乗り運賃相当額（７３０円）を助成
１回の乗車で１枚使用可能
年間最大４８枚発券

タクシー

19 埼玉 ふじみ野市 高齢福祉課 お出かけサポートタクシー ６５歳以上 タクシー運賃半額（１０円未満切捨て） タクシー

20 埼玉 越生町 企画財政課 地域交通対策事業
「運転経歴証明書」、「運転免許の取消通知
書」所持者

利用券１枚で初乗り運賃相当額（７３０円）を助成
１回の乗車で１枚使用可能
年間最大３６枚発券

タクシー

21 埼玉 嵐山町
長寿生きがい

課
 嵐山町高齢者運転免許証自主返納タクシー助成券

運転免許証を所有していない７５歳以上で以
下に該当しない方
入院中の方、介護保険による施設サービスや
認知症対応型共同生活介護等のサービスを
受けている方
重症心身障害者福祉タクシーの支給対象者

タクシー助成券１ヶ月４枚（年間最大４８枚）
助成内容：
・運賃総額が1,000円までは、500円の助成
・運賃総額が1,001円から1,999円までは、運賃の半額
・運賃総額が2,000円以上の場合は、1,000円を助成
（迎車時に初乗り料金を超えている場合）
・運賃総額が1,000円までは、500円の助成
・運賃総額が1,001円から2,999円までは、運賃の半額
・運賃総額が3,000円以上の場合は、1,500円を助成

タクシー
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22 埼玉 小川町 健康福祉課 H２９年度小川町いきいきタクシー

・身体障害者手帳１・２・３級、又は下肢の４級
をお持ちの方
・療育手帳（みどりの手帳）A・A・Bをお持ちの
方
・自動車等の運転免許証を所有していない７５
歳以上の方で、以下の方を除く
　・介護保険による要支援認定または要介護
認定を受けている方
　・前年度に個人住民税が課税されている方
　・生活保護を受給している方

タクシー助成券１ヶ月２枚（年間最大４枚）
初乗り運賃相当額（７３０円）を助成

タクシー

23 埼玉 皆野町 健康福祉課 お出かけタクシー券
７０歳以上で自動車運転免許証を所有してお
らず、町税および使用料などの滞納がない方

町内を６エリアに分け、市街地からの距離に応じて50,000円相当から
10,000円相当のタクシー助成券を発券（１枚５００円）

タクシー

24 埼玉 美里町 総合政策課 美里町公共交通(タクシー)料金補助事業
４０歳以上で自動車運転免許証を所有してい
ない方、もしくは自動車を所有していない方

タクシー助成券年間最大７２枚発券
１枚で５００円助成
１回の利用につき3枚まで使用可能

タクシー

25 埼玉 寄居町 健康福祉課 高齢者福祉タクシー助成事業

７５歳以上でひとり暮らしで、「介護保険法」の
要介護要支援に認定されている方
７５歳以上のみの世帯で、「介護保険法」の要
介護要支援に認定されている方
６５歳以上で自動車運転免許証を自主返納し
た方

タクシー助成券１ヶ月３枚（年最大３６枚）
タクシーの初乗り運賃を助成

タクシー

26 千葉 市川市

道路交通部
 交通計画課

市民部
ボランティア・

ＮＰＯ課

 運転免許証自主返納制度※運転免許自主返納優遇措置の一環

市の住民基本台帳に記載されている65歳以上
の方で、有効期限内の運転免許証を返納され
た方

エコボ満点カードの交付（２枚）
→カード１枚につき、コミュニティバス乗車１回分
※満点カード一枚で、市の施設の利用、刊行物との交換、民間施設の利
用（割引）などがあり、その中の一つ。

市川市コミュニティバス

27 千葉 船橋市 道路計画課 交通不便地域支援事業 市内在住の65歳以上の高齢者
65歳以上の高齢者を対象とし、自動車学校、教習所、老人福祉センター
の送迎バスを無料で利用できる。

-

28 千葉 館山市 社会安全課 館山市高齢者運転免許証自主返納促進事業 市内在住の75歳以上

運転免許証を自主返納した者に対し、次に掲げるもののうちいずれか１
つを交付（5,000円相当）
(1) 館山市長が発行する免許返納タクシー利用助成券
(2) 館山日東バス株式会社が発行する路線バス回数券
(3) ジェイアールバス関東株式会社館山支店が発行する路線バス回数
券
(4) 館山商業協同組合が発行する市内共通商品券

・市内タクシー会社
・市内のバス路線全線

29 千葉 成田市
福祉部高齢者

福祉課
成田市オンデマンド交通実証実験 市内在住の７０歳以上

高齢者外出支援としてデマンド型交通システムによる乗合型タクシーの
実証実験を行い、その有効性及び利便性について検証する。
実験エリア：市内全域
運行時間：午前７時３０分から午後５時３０分まで
乗車料金：１回の乗車につき５００円（片道）
乗降場：市内約880ヶ所

デマンド型交通システムによる乗
合型タクシー

千葉 東金市
企画政策部

企画課
市内循環バス福岡路線 制限なし

路線バスの廃止代替として、福岡地区（高齢化率30.4％）から市街地へ
の交通を確保している。障がい者や要介護者については無料で利用可
能。

東金市（九十九里鐵道株式会社
へ委託）



千葉 東金市
企画政策部

企画課
市内循環バス豊成路線 制限なし

路線バスの廃止代替として、豊成地区（高齢化率29.9％）から市街地へ
の交通を確保している。障がい者や要介護者については無料で利用可
能。

東金市（九十九里鐵道株式会社
へ委託）

千葉 東金市
企画政策部

企画課
デマンド型乗合タクシー

事前登録（無料）を行った東金市在住の方
自分で乗降できる方（自力乗降困難でも付添
い人がいれば可）

高齢者等の交通弱者の日常生活のための移動手段確保のため、市が
交通事業者へ運行を委託しているもの。
高校生以上400円、中高生200円、小学生未満無料、障害者手帳の提示
100円引き

東金市（東金タクシー(有)、南総タ
クシー㈱、小川タクシー（有）へ委
託）

千葉 習志野市
健康福祉部

高齢者支援課
さくらの家・芙蓉園送迎バス

市内の老人福祉センター（さくらの家及び芙蓉
園）の利用者

市内の老人福祉センター（さくらの家及び芙蓉園）利用者に対する送迎
バスの運行

さくらの家・芙蓉園送迎バス

千葉 習志野市
健康福祉部

高齢者支援課
高齢者外出支援事業

下記1～3の全てに該当する世帯
1 世帯全員の住民票が習志野市にある
2 在宅で生活する75歳以上の人が1名以上お
り、次の①②のいずれかに該当する
①75歳以上の人のみで構成される世帯
②75歳以上の人と障がい者のみで構成される
世帯
③世帯全員が市民税非課税

居宅で生活する75歳以上の高齢者世帯にタクシーの運賃の一部（1世帯
あたり500円券を1ヵ月に3枚支給）を助成

市が指定するタクシー会社

32 千葉 流山市
高齢者生きが

い推進課
流山市高齢者等市内移動支援バス事業 市内在住の６５歳以上 高齢者等市内移動支援パスカードを交付

協力いただいている病院の送迎
ルート

33 千葉 八千代市 長寿支援課 高齢者外出支援

バス停及び鉄道駅から一定程度離れた区域
に居住する75歳以上の者で以下のいずれか
に該当する者
①　介護保険で要支援１・２、要介護１・２の認
定を受けている者
②　同一の世帯に属する者が全て７５歳以上
の者

タクシー利用料金の一部を助成。
（乗車１回につき５００円を助成。４８枚交付。）

市と協定を締結したタクシー事業
者

34 千葉 我孫子市 交通課 運転免許証自主返納者公共交通機関優遇制度
７０歳以上の我孫子市民または運転経歴証明
書所持者

市内を運行する路線バス「あびバス」と「阪東バス」の運賃が半額になる
「バス割引証の発行。市内に事業所を置くタクシー会社で利用できる「市
内タクシー利用券2000円分の発行。

我孫子市コミュニティバス、市内タ
クシー６者

35 千葉 鴨川市 企画政策課 ノーカー・サポート優待証
自ら自動車運転免許証を返納した６５歳以上
の方

運賃の割引（半額） 鴨川市コミュニティバス

36 千葉 君津市 市民生活課 君津市高齢者運転免許証自主返納支援事業

市内在住の６５歳以上で運転免許証を自主返
納し、免許証を返納した日から起算して６ヶ月
以内に申請された方

コミュニティバス回数券２４枚綴３部補助
市営コミュニティバス全線

37 千葉 浦安市
健康福祉部

高齢者福祉課
高齢者バス代助成

市内在住の７０歳以上
（障がい手帳保持者を除く）

当該年度を有効期限とするバス福祉乗車券（5,600円分の助成）を申請
者に交付

市内の東京ベイシティバス路線全
線で市内を対キロ区間制で運行
する路線バス

38 千葉 白井市 企画政策課 ナッシー号シルバーバス回数乗車券 ７０歳以上
　一般向けに販売している回数券(50円券×24枚）を1,000円で販売して
いるが、70歳以上の方に限り、同額で50円券30枚を販売するもの。

白井市公共施設等循環バス

39 千葉 富里市 総務部企画課  富里市さとバス富里市デマンド交通 後期高齢者医療制度の被保険者
運賃割引は大人 市内３００円、市外４００円のところ後期高齢者医療制
度の被保険者は市内１５０円、市外２００円

さとバス及びデマンド交通の運行
区間内

30
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千葉 匝瑳市 環境生活課 運転経歴証明書所持者
基本運賃１回の乗車につき２００円のところを割引運賃で１回の乗車に
つき１００円１日自由乗車券についても、４００円のところを割引運賃で２
００円となる

匝瑳市内循環バス

千葉 匝瑳市 環境生活課 地域交通利用料助成事業

匝瑳市の区域内に住所を有し、かつ、住民基
本台帳に記録されている７５歳以上の方で、次
の要件の全てを満たすもの。
(1)　申請書を市長に提出した日から同日の属
する年度の3月31日までの間において効力を
有する道路交通法(昭和35年法律第105号)第
92条に規定する免許証(同法第3条に規定する
自動車及び同法第2条第1項第10号に規定す
る原動機付自転車の運転に係るものに限る。)
の交付を受けていないこと。
(2)　匝瑳市福祉タクシー利用助成事業実施要
綱(平成18年匝瑳市告示第24号)に基づく助成
を受けていないこと。
(3)　匝瑳市在宅高齢者等外出支援サービス
事業実施要綱(平成18年匝瑳市告示第83号)
に基づく外出支援サービスを利用していないこ
と。
(4)　生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条
第1項に規定する被保護者でないこと。
(5)　匝瑳市の市税及び国民健康保険税に未
納がないこと。

タクシー乗車１回につき７３０円助成する利用券を交付
利用券の交付枚数は月２枚、申請書の提出のあった日の属する月から
同月の属する年度の３月までの月数分を一括して交付

匝瑳市の区域内に本社または事
業所を有するタクシー事業者で、
市と協定を締結したもの

千葉 香取市 企画政策課 シルバー割引 ６５歳以上の方
乗車時に年齢がわかるものを提示することにより、100円での乗車が可
能となる（通常料金200円）

市内循環バスのうち「山田循環バ
ス」

千葉 香取市
高齢者福祉課
社会福祉課

福祉タクシー事業
７６歳以上の高齢者
（単身又は、世帯員全員が65歳以上）
重度心身障害者

高齢者　申請月から年度末までの月数×500円券2枚（1,000円）
重度心身障害者　申請月から年度末までの月数×500円券4枚（2,000
円）
上記重度心身障害者の内、人工透析治療を受けている者　申請月から
年度末までの月数×500円券8枚（4,000円）

一般タクシー及び、福祉タクシー
事業者

42 千葉 大網白里市 企画政策課 高齢者外出支援事業 市内在住の６５歳以上
　事業者と協定を締結し、患者用の送迎バスを一般の方も利用できるよ
うにしている。利用には事前の申請及び申請に基づいて発行するパス
カードの提示が必要。

事業者の送迎バス

43 千葉 酒々井町 健康福祉課 しすいふれ愛タクシー 高齢者等の交通弱者
　利用券１，０００円（１００円×１０枚）を購入、１回の利用ごとに町内は３
００円、病院は５００円。

酒々井町町内全域及び、成田赤
十字病院（成田市）・日医大付属
北総病院（印西市）・さくら斎場（佐
倉市）

千葉 多古町
企画空港政策

課
N.PASS N.PASSを所有している６０歳以上の人

成田空港（株）が発行しているN.PASS（空港内での割引サービスや航空
科学博物館の入場割引などが受けられるパスポート）所有者のうち、６０
歳以上の方はシャトルバス乗車時にN.PASSを提示すれば運賃が２００
円になる（通常運賃は３００円）

多古－成田空港間シャトルバス
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千葉 多古町
企画空港政策

課
多古町デマンドタクシー

運転のできない高齢者、身体障害者手帳所有
者、精神障害者保健福祉手帳所有者、療育手
帳所有者と利用者の付添人
すべて多古町在住者に限る

町が民間タクシー事業者に委託して運行している、高齢者、障害者向け
デマンドタクシーである。運行範囲は町内全域で、自宅・公共施設、商業
施設、病院、金融機関、バス停などで乗り降りが可能である。利用者は
事前に利用申請（登録料1,000円）を行い、利用者証を受け取る。運賃
は、乗車１回につき５００円またチケット（５枚つづり2,000円）で支払う。

多古町デマンドタクシー

45 千葉 睦沢町 福祉課 睦沢町福祉タクシー事業

①町内に居住する６５歳以上非課税の者で、
家族の支援を受けることができないもの
②町内に居住する自主的に自動車運転免許
証を返納した非課税の者で、家族の支援を受
けることができないもの

2,000円分のタクシー券を年間最大７２枚交付 町が協定を締結したタクシー会社

46 千葉 長南町 企画政策課 長南町デマンド乗合タクシー

町内在住の６５歳以上
６５歳未満の場合
身体障害者手帳（１級～３級）の交付を受けて
いる方

５日前から１時間前までの間に予約。
運行時間帯
平日８：３０～午後４：００
料金　片道５００円

デマンド乗合タクシー

47 千葉 大多喜町 健康福祉課 外出支援サービス

７０歳以上で公共交通機関を利用することが
困難な者又は歩行が困難な者
介護保険法による要介護認定で要支援以上
の認定を受けた６５歳以上の者
６５歳以上の世帯員のみで構成されている世
帯の者で、当該世帯で車を所有していない者

サービス内容
町内の医療機関への通院、町内の整骨院又は接骨院への通院、町内
の商店で生活必需品の買物をするとき、町内の公共施設を利用すると
き、町内の金融機関を利用するとき
利用回数は片道を１回とし、月８回まで（往復４回）負担はタクシー乗車
代金の２割（住民税非課税世帯）、３割（住民税課税世帯）
３ヶ月に１度、納入通知により対象者へ請求

町と契約を締結しているタクシー
事業者

48 茨城 下妻市 企画課 高齢者運賃割引証 ７５歳以上で市内在住 割引証提示により運賃が半額 市内のコミュニティバス

49 茨城 下妻市 介護保険課 高齢者福祉タクシー利用料金助成事業

市内在住で在宅の８０歳以上、７５歳以上の単
身世帯、
７５歳以上のみの世帯
自動車税減免者、障害者福祉タクシー料金助
成制度利用者、自動車を所有し運転できる方

タクシーの初乗り運賃を限度に助成
４月～９月申請　１２回分
１０月～３月申請　６回分 市内のタクシー

50 茨城 桜川市 生活環境課 桜川市高齢者運転免許自主返納支援事業
７０歳以上で６か月以内に免許証を自主返納
した方

桜川市デマンド型乗合タクシーの回数券（9,000円分）または運転免許経
歴証明書交付手数料（1,000円分）無料のいずれか

桜川市デマンド型乗合タクシー

51 茨城 北茨城市
まちづくり協働

課
北茨城市地域交通利用券

市内の住民で運転免許証がない、もしくは返
納し６５歳以上で市税等の滞納がない方

利用券は本人のみで月に４回まで利用可で再発行は不可
１回につき630円を助成するが、最低100円の負担が必要

市内タクシー会社５社
・磯原観光タクシー
・平和タクシー
・中郷タクシー
・太陽タクシー
・新星自動車株式会社

茨城 常陸太田市
政策企画部

企画課
常陸太田市運転免許証自主返納支援事業

市内在住で平成２８年10月１日以降にすべて
の運転免許を自主返納された方

　次の支援内容からの選択となる。
・市内路線バスICカード　10,000円分
　　　(満75歳以上の方は5,000円分)
満75歳以上の方は，市高齢者バス利用促進助成金の申請によりバス運
賃が半額となるため5,000円のICカードで10,000円分の利用価値となる。
　・市内タクシー利用券10,000円分
支援期間は３年間で毎年申請が必要になる

市内の路線バス
（市街地循環線及び高速路線バス
の全ての路線は対象外）
タクシー会社

茨城 常陸太田市
政策企画部

企画課
常陸太田市高齢者バス利用促進助成金

市の住民７５歳以上で助成対象路線を運行す
るバス事業者が販売する記名式の交通系ＩＣ
カードを購入した方

助成対象路線のバス運賃を，ＩＣカードを利用して支払う際に運賃が半額
市内の路線バス
ただし，市街地循環線及び高速路
線バスの全ての路線は当該助成
の対象とはならない
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53 茨城 稲敷市 政策企画課 地域交通利用料金助成事業

市内在住で自動車運転免許証の交付を受け
ていない者または自動車を所有していない
者、その他、自家用自動車を利用できない理
由がある者

申請者に対し、月当たり8枚の利用券を交付。
1回のタクシー利用につき、300円を超えた分の料金（ただし最大700円）
を助成

タクシー事業者

54 茨城 五霞町 生活安全課
コミュニティ交通ごかりん号
高齢者割引

６５歳以上のシニアカードをお持ちの方

ごかりん号を利用し運賃を支払う際、シニアカードを提示すると料金が半
額となる
高齢者の外出支援のためシニアカードで提示で県内協賛店舗で様々な
特典サービスを受けることができる

五霞町コミュニティ交通ごかりん号

茨城 城里町
まちづくり戦略

課
デマンド交通「ふれあいタクシー」 ６５歳以上の町内在住者

交通弱者の為に交通手段を確保するため，利用者の要求に応じて運行
する乗合タクシーの導入し町民が安全・快適に暮らせるための生活の足
の確保を推進する。
通常料金：1乗車300円
減免料金：1乗車150円
減免対象者　障がい者，要介護者，要支援者及びその介助者（1名まで）
運行日：月曜日～金曜日（平日のみ）午前8時〜午後4時（1時間1便）　運
休日　土曜・日曜，祝日，年末年始（12/29～1/3）

町社会福祉協議会が実施主体と
なり運行するデマンド型タクシー
運行区域：町内全域

茨城 城里町 町民課 高齢者運転免許自主返納支援事業 町内に在住する65歳以上の高齢者

高齢者の交通事故を減少させるため高齢者の運転免許の自主返納を
支援
以下のいずれかを選択
茨城交通バスICカード乗車券　12,000円分または城里町デマンドタク
シー利用券　12,000円分
茨城交通バスICカード乗車券及び城里町デマンドタクシー利用券　各
6,000円分

町内を運行するデマンド交通「ふ
れあいタクシー」若しくは茨城交通
（株）路線バス

56 茨城 八千代町 福祉課 福祉タクシー利用料金助成制度

障害者で町内に住所を有すし非課税世帯で自
動車税が減免されていない者ので６５歳以上
の単身世帯または７５歳以上の高齢者のみの
世帯
（最大４８回分の利用券を発行可能）

障害者や高齢者の通院若しくは通所のために、タクシーの初乗り料金を
補助

タクシー事業者

57 茨城 大子町 まちづくり課 タクシー利用助成事業
町内在住の６５歳以上で自動車等を所有して
いない又は運転できない方

交通手段がないためにタクシーを利用する際に料金の半分を助成 タクシー

58 茨城 鹿嶋市 介護長寿課 地域交通利用料金助成事業
市内在住の７０歳以上で自動車等の免許がな
く他のタクシー利用助成制度等を受けていな
い方

タクシー初乗り料金相当額を助成する「地域交通利用料金助成事業利
用券（タクシー利用券）」を１カ月あたり２枚交付（年最大で２４枚発券）

市内に事業所を有し，協定を締結
したタクシー事業者

59 茨城 笠間市
市民生活部
市民活動課

笠間市高齢者運転免許自主返納支援事業

市内在住の６５歳以上で運転免許を自主返納
してから６カ月を経過しておらず、市税を完納
している方

以下のうちいずれかを選択
デマンドタクシーかさまの回数券（12,000円分）
期限付き市内タクシー利用回数券（12,000円分）
バス利用回数乗車券の引換券（12,000円分）

デマンドタクシーかさま／関鉄笠
間ハイヤー（株）/関鉄ハイヤー
（株）/（有）友部ハイヤー/岩間タク
シー（有）/茨城交通（株）
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茨城
つくばみらい

市
総務部

安心安全課
つくばみらい市高齢者運転免許自主返納支援事業

市内在住の６５歳以上でＨ２９．４．１以降に運
転免許の期限内にを自主返納した方

対象公共交通機関の冊式利用券及び回数券のひとつを選択、限度額1
万円
・デマンド乗合タクシー「みらいくん」利用券
　　500円券×11枚　5,000円
　　200円券×11枚　2,000円
・コミュニティバス「みらい号」回数券
　　200円券×11枚　2,000円
　　100円券×11枚　1,000円
・関東鉄道㈱路線バス回数券
　　150円券×6枚+10円券×26枚　1,000円

デマンド乗合タクシー「みらいくん」
コミュニティバス「みらい号」
関東鉄道㈱路線バス

茨城
つくばみらい

市
保健福祉部
介護福祉課

高齢者通院通所交通費助成 ７５歳以上のみの非課税世帯の方 医療機関等への往復に要するタクシー料金の初乗り運賃額を助成 市内外タクシー事業者

茨城 常陸大宮市 介護高齢課 高齢者福祉タクシー事業
市内在住の６５歳以上または障害者手帳、療
育手帳の交付を受けている方

福祉タクシー利用券（48回分）を交付
利用券により決められた利用者負担額のみで利用できる

契約を締結した市内及び市周辺
のタクシー

茨城 常陸大宮市
安全まちづくり

推進課
高齢者運転免許証自主返納支援事業 市内在住で６５歳以上

６５歳以上の高齢者が運転免許証を自主返納した場合に，下記のうちい
ずれか一つの支援を行う
路線バス（茨城交通（株））ICカード乗車券12,000円分
予約制乗合タクシー利用券12,000円分
路線バスICカード乗車券6,000円分＋予約制乗合タクシー利用券6,000円
分

路線バス，デマンドタクシー

茨城 守谷市
都市整備部
都市計画課

シルバーおでかけパス 市内在住で７０歳以上の購入希望者
購入金額4,800円（有効期限：購入から３ケ月）で市内に限りコミュニティ
バス及び路線バスの乗り降りが自由となるパスを販売

市内のバス路線

茨城 守谷市
都市整備部
都市計画課

高齢者運転免許自主返納支援事業 市内在住の６５歳以上
以下のいすれかを20,000円分を支給、もしくは２０，０００円相当に組み合
わせても可
コミュニティバス回数券、路線バス回数券

市内のバス路線

茨城 守谷市
保健福祉部
社会福祉課

守谷市福祉タクシー利用料金助事業
70歳以上の一人暮らしまたは70歳以上のみの
世帯で住民税非課税の方

タクシーの初乗り料金を助成、年間２４枚 タクシー

63 茨城 ひたちなか市
企画部

企画調整課
高齢者運転免許自主返納支援事業

すべての運転免許を自主返納した満６５歳以
上の市民

１年間乗車無料
スマイルあおぞらバス
（コミュニティバス）

64 茨城 土浦市 高齢福祉課 高齢者移送サービス利用助成事業 市内在住の６５歳以上 年会費13,000円のうち11,000円を助成 デマンド型交通

茨城 龍ケ崎市 交通防犯課 高齢者運転免許自主返納支援事業
市内在住の70歳以上で，H23．11．1以降に運
転免許の全部を返納した方

龍ケ崎市コミュニティバス（全線・全便）が自由に乗り降りが可能となる無
料乗車券を進呈
無料乗車券の進呈は一人一回限り

龍ケ崎市コミュニティバス

茨城 龍ケ崎市 交通防犯課 高齢者公共交通共通定期券「おたっしゃパス（コミュニティバスのみ」 年齢70歳以上の方
龍ケ崎市コミュニティバス（全線・全便）が有効期間内であれば何度でも
自由に乗り降りが可能となる定期券の販売
販売金額　1ヶ月3,000円　3ヶ月8,100円　6ヶ月14,400円

龍ケ崎市コミュニティバス

茨城 龍ケ崎市 交通防犯課
高齢者公共交通共通定期券
「おたっしゃパス（コミュニティバス・
関東鉄道路線バス共通」

年齢70歳以上の方

龍ケ崎市コミュニティバス（全線・全便）と関東鉄道路線バス（龍ケ崎市域
内のみ）が有効期間内であれば何度でも自由に乗り降りが可能となる定
期券の販売
販売金額　1ヶ月4,000円

龍ケ崎市コミュニティバス
関東鉄道路線バス（長山線，久保
台線，白羽線，総合運動公園線，
取手線，江戸崎線）
※深夜バスは利用不可
※取手線，江戸崎線は龍ケ崎市
域内のみ対象とし，超過乗車分に
ついては車内で精算
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茨城 神栖市 路線バス福祉パス交付事業

　市内に１年以上居住し、次のいずれかに該
当する方
①６０歳以上の方
②身体障害者手帳の交付を受けている方（１
級～６級）
　※１級～３級の方の場合は介護者も含む
③療育手帳の交付を受けている方
　※マルA・Aの方の場合は介護者も含む
④精神障害者保険福祉手帳の交付を受けて
いる方
　※１級の方の場合は介護者も含む
⑤生活保護法及び就学困難な児童及び生徒
に係る就学奨励についての国の援助に関する
法律により保護を受けている被保護者、その
扶養義務者又はその他の同居の親族

　鹿島神宮駅から銚子駅の区間を運営する民営バスを利用する場合､市
内から乗車、または市内で下車すると無料になる「福祉パス」を、高齢者
や障害のある方などに発行　※鹿嶋市内及び銚子市内のみの乗降は福
祉パスの対象外　（例：鹿嶋市内でバスに乗り、鹿嶋市内でバスを降りる
場合等）

市内バス路線全線

茨城 神栖市 高齢者運転免許証自主返納支援事業
・申請日に、満７５歳以上で、引き続き３年以上
神栖市に住所を有して市税等の滞納をしてい
ない方

　満７５歳以上の方が、平成２９年４月１日以降にすべての運転免許証を
自主返納した場合に、タクシー利用券３万円分を交付する制度
　運転免許証を自主返納した日から１年以内に申請ができ、タクシー利
用券３万円分（３００円券×１００枚）を交付
　交付は１人につき１回限りで市が指定するタクシー会社での利用、又
は神栖市デマンドタクシー利用券と交換可

市内タクシー事業者及び
神栖市デマンドタクシー

67 茨城 坂東市
保健福祉部
介護福祉課

福祉タクシー利用料金助成事業
６５歳以上単身世帯の方または交通手段を持
たない７５歳以上のみ世帯の方

タクシー利用料金の一部助成（初乗運賃相当額,利用券24枚/年（2枚/
月）交付）

タクシー

茨城 日立市 高齢福祉課 高齢者おでかけ支援実証事業 市内在住の７０歳以上 路線バス運賃カードの割引購入
日立電鉄交通サービス㈱のバス
路線

茨城 日立市 都市政策課 十王地区市民生活バス路線確保対策事業 市内在住の７０歳以上
椎名観光バス株式会社が運行している路線バスの運賃を
乗車１回を単位とする均一制とし、１乗車１００円とする。

椎名観光バス㈱のバス路線

茨城 日立市 生活安全課 高齢者運転免許自主返納支援事業 市内在住の６５歳以上

有効期限の残る運転免許証を自主返納した６５歳以上の方に以下のい
ずれかを１人１回限り交付
でんてつハイカード（11,600円分）
椎名観光バス㈱回数券（11,600円分）
でんてつハイカード（5,600円分）＋椎名観光バス㈱回数券（5,500円分）
日立市ハイヤー協会タクシー乗車券（5,000円分）＋でんてつハイカード
（5,600円分）
日立市ハイヤー協会タクシー乗車券（5,000円分）＋椎名観光バス㈱回
数券（5,500円分）

日立電鉄交通サービス㈱のバス
路線
椎名観光バス㈱のバス路線
日立ハイヤー協会タクシー

69 茨城 高萩市
総務部
総務課

高齢者運転免許自主返納支援事業
市内に住所を有し、自主的に運転免許を返納
した６５歳以上の人

６５歳以上の高齢者が自主的に運転免許の全部を返納した場合、タク
シー回数券 3万円分（500円券×20枚×3冊）を交付

市が協定を締結したタクシー事業
者

70 茨城 牛久市
市民部

交通防災課
高齢者運転免許自主返納支援制度 ６５歳以上免許返納者

・「牛久市コミュニティバスかっぱ号回数乗車券」
・「NPO法人サンライズ奥野地区過疎地有償運送利用券」
のいずれか20,000円分を交付する。

・牛久市コミュニティバスかっぱ号
・奥野地区過疎地有償運送利用
券
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71 栃木 宇都宮市
高齢福祉課

福祉サービス
グループ

高齢者外出支援事業 年度末において、70歳以上の市内在住

次の乗車券の中から一つ。1,000円負担。
（きよはら地域内公共交通「さきがけ号」定期券をご利用になる場合は
2,000円の負担）

・関東自動車株式会社、東野交通株式会社、JRバス関東株式会社が発
行する、3社共通の高齢者専用バスカード5,000円分。
・上河内地域路線バス　回数乗車券100円券50枚。
・きよはら地域内公共交通「さきがけ号」　回数乗車券150円券34枚。
・きよはら地域内公共交通「さきがけ号」　定期乗車券3カ月。
・地域内交通「板戸のぞみ号」　　回数乗車券300円券17枚。
・地域内交通「古賀志孝子号」　　回数乗車券300円券17枚。
・地域内交通「みずほの愛のり号」　回数乗車券300円券17枚。
・地域内交通「くにもとふれあい号」　回数乗車券300円券17枚。
・地域内交通「篠井はるな号」　回数乗車券300円券17枚。
・地域内交通「わくわくとみや号」　回数乗車券300円券17枚。
・地域内交通「よこかわいきいき号」　回数乗車券300円券17枚。
・地域内交通「おでかけちゅんちゅん号」　回数乗車券100円券50枚。
・地域内交通「かみかわち愛のりユッピー号」　回数乗車券300円券17
枚。
・地域内交通「さぎそう河内号」　回数乗車券300円券17枚。
・地域内交通「ひらり号」回数乗車券150円券34枚。
・地域内交通「とよさとまほろば号」回数乗車券150円34枚。

市内のバス路線
地域内交通

72 栃木 足利市 元気高齢課 あしかが・いきいきパスポート 市内在住の６５歳以上
生活路線バスの乗車料金を200円から100円に割引
市内芸術・文化施設入場料等の割引もあり

あしバス アッシー（生活路線バス）

73 栃木 栃木市 障がい福祉課 福祉タクシー利用券助成

８０歳以上で、月1回以上通院しタクシー利用
を必要とする方
６５歳以上８０歳未満で月４回以上通院しタク
シー利用を必要とする方

福祉タクシー利用券24枚（１枚500円分）の交付
毎年度更新可能、ただし１０月以降の申請は半額

栃木 佐野市
いきいき高齢

課
高齢者市営バス寿券 70歳以上で3月31日現在の市内在住

市営バス寿券(助成券150円×40枚）を発行し、乗車運賃の一部を助成
※年１回

市営バス「さーのって号」

栃木 佐野市
いきいき高齢

課
高齢者福祉タクシー券

７５歳以上の市内在住または７０歳以上７５歳
未満の市民で一人暮らし又は高齢者のみの
世帯

タクシーで医療機関へ通院する場合に利用できる助成券(400円
分）を年間60枚交付し、運賃の一部を助成

タクシー（市と協定を結んでいるタ
クシー業者）

75 栃木 日光市
高齢福祉課
高齢福祉係

移送サービス事業
６５歳以上の市内在住で一人暮らし又は夫婦
のみの市民税非課税世帯に属する移動が困
難な方

市有車により通院・入退院時に日光市又は鹿沼市内の医療機関への送
迎
週1回（月4回）まで無料

栃木 小山市 都市計画課  高齢者運転免許自主返納支援乗車券
運転免許を自主返納した６５歳以上の市内在
住

自主返納を行った日から１年以内に申請
1人1回に限り1年間有効のおーバス全線無料定期券を配布

小山市コミュニティバス「おーバ
ス」
及び関東自動車の循環バス

栃木 小山市 都市計画課 路線バス・デマンドバス運賃割引 65歳以上の高齢者
路線バス運賃200円を100円に割引
デマンドバス運賃300円を200円に割引

小山市コミュニティバス「おーバ
ス」
及び関東自動車の循環バス

栃木 真岡市
いきいき高齢

課
高齢者福祉係

老人福祉タクシー事業
65歳以上の市民で、一人暮らしまたは高齢者
のみの世帯、かつ普通自動車等(原付含む）の
所有及び使用をしていない世帯の方

市と協定したタクシー老人福祉タクシーの利用券（基本料金分）を発券し
運賃の一部を助成
一世帯に対し月４枚、年間48枚まで発券

協定先（芳南タクシー・二宮タク
シー・潮田タクシー）

栃木 真岡市
安全安心課
交通安全係

高齢者の運転免許証自主返納支援事業
有効期限内の運転免許証を自主返納したとき
に市内在住の６５歳以上、返納から1年以内に
申請

市内を走るコットベリー号・いちごタクシーの「共通無料乗車券」を交付。
（コットベリー号乗車料金１回 ： 100円、いちごタクシー乗車料金1回 ：
300円を助成）

コットベリー号（真岡市コミュニティ
バス）・
いちごタクシー（デマンドタクシー）
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栃木 真岡市
安全安心課
交通安全係

高齢者運転免許証自主返納支援タクシー事業

有効期限内の運転免許証を自主返納したとき
に、市内在住の６５歳以上で、返納日から1年
以内に申請した方※支援タクシー事業につい
ては、免許返納の支援事業を申請した方で、
老人福祉タクシー事業によるタクシー券の交
付を受けていない方

市内民間タクシー会社で使用できる「タクシー利用券」を交付
１月あたり2枚で、年間最大24枚を交付

受託者(芳南タクシー・二宮タク
シー・潮田タクシー)

78 栃木 大田原市
高齢者幸福課
高齢支援係

   高齢者通院等タクシー事業（利用者登録制）

公共交通機関を利用することが困難な65歳以
上の一人暮らしの高齢者又は65歳以上の高
齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の高
齢者

居宅から市内の医療機関等までのタクシー利用で運賃が1,000円（自己
負担）を超える場合、超過分を市が負担
申請月に応じて利用券を最大４８枚まで交付

栃木 矢板市
総務課

管財担当
矢板市市営バス運行事業

65歳以上の方 65歳以上の高齢者の料金は半額、65歳以上の高齢者で障害のある方
の料金は無料。

市営バス

栃木 矢板市 社会福祉課 高齢者タクシー料金助成
８５歳以上の方または非課税世帯の８０歳以
上８４歳以下の方

タクシー利用１回につき基本料金分を助成、料金が基本料金の
２倍以上となった場合は２枚利用可能年２４枚交付

協定を結んでいるタクシー業者

栃木 矢板市 危機対策班  高齢者運転免許自主返納支援事業
６５歳以上の市内在住者ですべての運転免許
証を自主返納された方

市営バス無料乗車券を交付 市営バス

80 栃木 那須塩原市
保健福祉部
高齢福祉課

  高齢者外出支援タクシー利用券交付

①70歳以上の市内居住者
②運転免許や自動車を所有せず、
・同居等親族なし
・同居等親族が①②
・障害者を対象とした福祉タクシーの対象外の
いずれかの条件を満たす方

年間３万５千円分のタクシー利用券交付（毎年受領可）

81 栃木 さくら市

市民生活課
見守り福祉

ネットワーク推
進室

 福祉タクシー事業

通院時に通常の交通機関を利用することが困
難な以下の方
①65歳以上の方のみで構成され、同一敷地内
に親族の居住がない市民税非課税世帯の方
②身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けて
いる方

通院時にタクシーを利用した際の基本料金分を、タクシー利用券により
助成
月４回、年間最大４８枚を発券

市と協定を締結しているタクシー
業者

82 栃木 那須烏山市
健康福祉課

高齢いきがい
グループ

 高齢者福祉タクシー事業

75歳以上の高齢者で、下記の全てを満たす方
・市県民税非課税世帯
・単身か高齢者のみの世帯
・自家用車を未所有の世帯
・他の外出支援サービスを利用していない

タクシーの初乗り運賃分をタクシー券で支給
月４枚の割合で年間最大４８枚発券

83 栃木 下野市 高齢福祉課 高齢者外出支援事業
平成29年3月31日において７５歳以上となる市
民でデマンドバス利用登録をした者

デマンドバス（おでかけ号）の利用券10枚を交付

84 栃木 市貝町 健康福祉課 市貝町福祉タクシー事業
町内に住所を有する７０歳以上の高齢者のみ
の世帯の者

利用者１人に対し、福祉タクシー利用券を発券、月４枚年間最大４８枚を
発券

85 栃木 芳賀町
福祉対策課
介護保険係

芳賀町福祉タクシー事業 ６５歳以上の町民で、高齢者のみの世帯の方
町と協定した福祉タクシーの利用券（基本料金分）を給付し、運賃の一部
を助成
月４枚の割で年間最大４８枚まで発券

町と協定したタクシー会社

86 栃木 壬生町 健康福祉課 タクシー料金助成券交付 ６５歳以上の独居又は高齢者のみの世帯の方
町外医療機関等へのタクシー代を一部助成タクシー代の半額を助成（1
枚上限3,000円）1人に対し月4枚

契約タクシー会社5社（町内）

87 栃木 野木町
健康福祉課
高齢対策係

高齢者通院時タクシー等利用助成事業 町内に居住する在宅で70歳以上の方
町外医療機関等へのタクシー代を一部助成
タクシー代の半額を助成（上限月額5,000円）
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栃木 那須町
保健福祉課

福祉係
福祉タクシー料金助成事業

75歳以上の高齢者のみで構成される世帯の
町民

町と協定した福祉タクシーの利用券（700円分）を給付し、運賃の一部を
助成、１人に対し月４枚

町と協定を締結したタクシー、福祉
タクシー

栃木 那須町 企画財政課 町民バス運行事業 60歳以上の方 路線バス運賃500円を300円に割引 路線バス

栃木 那須町 企画財政課 那須町デマンド型乗合交通運行事業 60歳以上の方 運賃500円を300円に割引 デマンド型乗合交通

89 栃木 塩谷町
保健福祉課

塩谷町福祉ワゴン車運行事業

町内に在住する車の運転が困難な方で、本人
または介添え者が同行することにより、車の乗
降が出来る満６５歳以上の方または心身の障
害のある方

自宅と町内の医療機関、金融機関、公的機関、理美容店に送迎
町外では矢板、さくら市、日光市の特定の医療機関に送迎
片道一回と数え、週に２回まで無料で利用が可能

90 群馬 前橋市 交通政策課 前橋市運転免許証自主返納支援制度
市内在住で運転免許証の自主返納と同時に
申請した者

運転経歴証明書交付手数料全額助成または公共交通利用券の交付の
いずれかを選択（申請者本人のみ利用可能）
（１）運転免許証自主返納支援バスカード（5,800円分）
前橋市および近隣の自治体で運行している、関越交通、永井運輸、日本
中央バス、群馬中央バス、群馬バス、上信電鉄の路線で利用可能
（２）ふるさとバス回数券（5,500円分）
前橋市の大胡、宮城、粕川地区で運行している「ふるさとバス」で利用可
能
（３）るんるんバス回数券（5,500円分）
前橋市の富士見地区で運行している「るんるんバス」で利用可能
（４）上電マイレール回数券（5,500円分）
上毛電鉄で利用可能

（１）関越交通（株）、永井運輸
（株）、日本中央バス（株）、群馬中
央バス（株）、（株）群馬バス、上信
電鉄（株）
（２）（株）赤城タクシー
（３）関越交通（株）
（４）上毛電気鉄道（株）

91 群馬 高崎市 地域交通課 高崎市運転免許証自主返納奨励事業
市内に住民登録している６５歳以上の運転免
許所持者で平成２２年４月１日以降に有効免
許を自主返納（全部取り消し）した者

次のいずれかを選択
（１）敬老バスカード（5,800円分）及びぐるりん回数券（1,200円分）のセット
（２）よしいバス回数券（6,600円分）
（３）タクシー利用券（6,000円分）

（１）敬老バスカード：関越交通
（株）、永井運輸（株）、日本中央バ
ス（株）、群馬中央バス（株）、（株）
群馬バス、上信電鉄（株）
ぐるりん：関越交通（株）、群馬中
央バス（株）、（株）群馬バス、上信
電鉄（株）、上信ハイヤー（株）
（２）西毛交通（株）
（３）上信ハイヤー（株）、高崎駅構
内自動車（（株）シンセイタクシー
（株）、高崎第一交通（株）、日本中
央交通（株）サクラ交通（株）、榛名
観光（株）、（有）大光、コウヨウタク
シー（株）、やまと企業（株）、（有）
箕輪タクシー、共愛タクシー（株）、
丸直タクシー（株）、西毛交通
（株）、高崎市内の個人タクシー
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92 群馬 桐生市
総合政策部

広域連携推進
室

桐生市運転免許証自主返納支援制度
市内に住民登録があり、有効期間内の運転免
許証を自主返納した者

次のいずれかを選択
１．７０歳以上
（１）おりひめバス定期券１年分（６か月分の敬老パスポートを２枚）
（２）桐生市の新里地区デマンドタクシー３，０００円（４，５００円分利用可
能）の回数券を８セット
（３）桐生市の黒保根地区デマンドタクシーの３，０００円（４，５００円分利
用可能）の回数券を８セット
２．７０歳未満
（１）おりひめバス定期券１年分（３か月分の通勤定期券を４枚）
（２）桐生市の新里地区デマンドタクシーの３，０００円（３，３００円分利用
可能）の回数券を１０セット
（３）桐生市の黒保根地区デマンドタクシーの、３，０００円（３，３００円分
利用可能）の回数券を１０セット

（１）桐生朝日自動車（株）
（２）、（３）（株）沼田屋タクシー

93 群馬 館林市 安全安心課 館林市高齢者運転免許自主返納支援事業

市内に居住しかつ住民登録している満７０歳
以上で有効期限内にある全てのの運転免許
証を自主的に返納した者

免許返納タクシー券（５００円×２４枚）を発券

つゝじ観光バス（株）、日本中央交
通（株）、（有）北関東観光、（株）明
和交通、ほか旅客を限定する介護
タクシー事業者６者

94 群馬 渋川市 市民生活課 渋川市高齢者運転免許証自主返納支援事業

市内に住民登録している６５歳以上で、平成２
３年４月１日以降に有効な自動車運転免許証
を自主返納した者

次のいずれかを選択
（１）群馬県共通バスカード関越交通、永井運輸、日本中央バス、群馬中
央バス、群馬バス、上信電鉄の路線で利用可能
（２）バス回数券
（３）渋川地区タクシー利用券

（１）関越交通（株）、永井運輸
（株）、日本中央バス（株）、群馬中
央バス（株）、（株）群馬バス、上信
電鉄（株）
（２）日本中央バス（株）
（３）関越交通（株）、日本中央交通
（株）、群北第一交通（株）

95 群馬 富岡市
総務部

危機管理課
運転免許証自主返納支援制度

市内に住民登録している６５歳以上で、平成２
３年４月１日以降に有効な自動車運転免許証
を自主返納し、運転経歴証明書を取得した者

運転経歴証明書提示により上信電鉄の乗車料金が半額 上信電鉄（株）

96 群馬 安中市
危機管理課
交通防犯係

安中市高齢者運転免許証自主返納支援事業 市内に住民登録している６５歳以上の者 タクシー利用券（５００円×１２枚）を発券

（有）アークタクシー、安中タクシー
（株）、
高崎駅構内自動車（株）（安中市
内の営業所に限る）、
ツバメタクシー（有）、榛名観光タク
シー（有）

97 群馬 吉岡町
町民生活課
生活環境室

 吉岡町高齢者運転免許証自主返納者支援事業

町内に居住しかつ住民登録している６５歳以
上で運転免許証の取消から１年以上経過して
いない者

群馬県共通バスカード（６，０５０円分）関越交通、永井運輸、日本中央バ
ス、群馬中央バス、群馬バス、上信電鉄の路線で利用可能

関越交通（株）、永井運輸（株）、日
本中央バス（株）、群馬中央バス
（株）、（株）群馬バス、上信電鉄
（株）

98 群馬 下仁田町 総務課  下仁田町高齢者運転免許証自主返納支援補助金
町内に居住しかつ住民登録している６５歳以
上の者

町営バス回数券（１，０００円分）
下仁田町（道路運送法第７８条に
よる許可）

99 群馬 甘楽町 総務課  甘楽町高齢者運転免許証自主返納支援補助金

町内に住民登録している６５歳以上の者で運
転免許証を自主返納し、運転経歴証明書を取
得した者

甘楽町デマンドタクシー回数券 （有）昭和観光

100 群馬 東吾妻町
総務課

安全対策係
東吾妻町運転免許自主返納支援事業

町内に住民登録・外国人登録している６５歳以
上で、免許証を自主返納し１年以内の者

次のいずれかを選択
（１）吾妻町商品券
（２）バスカード（１３，０５０円相当）

関越交通（株）



101 群馬 高山村 総務課 高山村高齢者運転免許証自主返納支援事業

町内に住民登録・外国人登録している６５歳以
上で、平成２３年４月１日以降に免許証を自主
返納した者

次のいずれかを選択
（１）敬老バスカード３，０００円券（４，３５０円分）を１０枚
（２）老人特殊回数券３，０００円券（４，５００円分）を１０枚
（３）助成金３０，０００円

（１）関越運輸（株）
（２）高山運輸倉庫（株）

102 群馬 玉村町
生活環境安全

課
玉村町運転免許自主返納支援事業

町内に住民登録している６５歳以上で運転免
許証の取消から１年以上経過していない者

玉村町乗合タクシー回数券（１，１００円分）５セットを発券 永井運輸（株）

103 群馬 板倉町 福祉課 板倉町福祉タクシー料金支援事業
（１）７０歳以上で免許証を自主返納した者
（２）７０歳以上のみの高齢者世帯

（１）板倉町福祉タクシー利用券２４枚（１枚５００円）
（２）板倉町福祉タクシー利用券４８枚（１枚５００円）年度更新ごとに交付

つゝじ観光バス（株）、日本中央交
通（株）、（有）北関東観光、（株）明
和交通、ほか県外のタクシー事業
者及び旅客を限定する介護タク
シー事業者

104 群馬 明和町 総務課 高齢者運転免許自主返納支援事業 町内に住民登録している７０歳以上の者 免許返納タクシー券（５００円×２４）

つゝじ観光バス（株）、日本中央交
通（株）、（有）北関東観光、（株）明
和交通、ほか旅客を限定する介護
タクシー事業者

105 群馬 大泉町
総務部

安全安心課
大泉町運転免許自主返納支援事業

町内に居住し６５歳以上で平成２３年４月１日
以降に免許証を自主返納した者

以下のいずれも交付
（１）広域公共バス「あおぞら」の回数券（２，２００円分）
（２）高齢者デマンド交通「ほほえみ」の回数券（３，３００円分）
（３）タクシー利用券（１０，０００円分）

（１）、（２）（株）矢島タクシー
（３）朝日自動車（株）、太田タク
シー（株）、尾島自動車（株）、永島
タクシー（有）、ニュー太田交通
（株）、矢島タクシー、つゝじ観光バ
ス（株）、日本中央交通（株）、（株）
明和交通、（有）北関東観光

106 山梨 甲府市 消費生活課 運転免許証返納高齢者支援事業
市内在住で運転免許証を自主返納した７０歳
以上の方

PASMO（1万円相当）を贈呈 市内のバス路線全線

107 山梨 都留市 地域環境課 高齢者運転免許証自主返納支援事業
自主的に運転免許証を返納した65歳以上の
方

自主的に運転免許証を返納した65歳以上の方に対し、市内循環バス回
数券（10,000円で11,000円分）又は予約型乗合タクシー回数券（10,000円
で10,800円分）を贈呈（市内路線バスについては、金券として利用可）
・支援は運転免許証返納時の1回のみ

市内循環バス及び路線バス・予約
型乗合タクシー

108 山梨 山梨市 介護保険課 三富外出支援サービス事業 山梨市三富地域の６５歳以上の在宅者
　過疎地域における高齢者の外出を支援するため、三富地域内を循環
する車両を外部委託にて運行。三富地域在宅の高齢者が無料で利用で
きる。１日３回、平日に運行。

―

109 山梨 大月市
市民生活部

福祉課
大月市シルバーお出かけパス 市内在住の６５歳以上 １年間5,000円でフリーパスを発行 市内のバス路線全線

山梨 韮崎市
福祉課

社会福祉担当
在宅高齢者外出支援サービス

市内７５歳以上（下記の高齢者タクシー利用助
成を除く）

１回の乗車につき、730円助成（１月につき１枚利用可能） 市内のタクシー会社

山梨 韮崎市
企画財政課

企画推進担当
高齢者タクシー利用助成 （特定地域の）市内７５歳以上

タクシー利用助成券を対象者に配布する
１回の乗車につき、1,600円～2,500円の助成（地区によって助成上限額
が違う）年間４８枚

市内のタクシー会社

山梨 韮崎市
企画財政課

企画推進担当
市民バスフリーパス ６５歳以上の高齢者 ６５歳以上の高齢者は運賃を１００円として、年間パスを12,000円とした。 市民バス運行業者

111 山梨 南アルプス市 交通政策室 南アルプス市コミュニティバス 運転免許証自主返納者
運転免許証自主返納者に対して南アルプス市コミュニティバス定期券通
常3,000円を2,500円で販売

南アルプス市コミュニティバス路線
前線
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112 山梨 北杜市
企画部
企画課

 北杜市高齢者運転免許証自主返納支援事業
市内に住所を有する満65歳以上の運転免許
証自主返納者

市内に住所を有する満65歳以上の運転免許証自主返納者に対し、市民
バス回数乗車券12,000円分を交付する。
（交付は1回限り）

北杜市民バス
山交タウンコーチ（韮崎～下教来
石、韮崎～増富温泉郷、韮崎～仁
田平）

山梨 甲斐市
福祉部

長寿推進課
 甲斐市高齢者福祉タクシー・バス利用料金助成事業

市内在住の満７５歳以上世帯の者で以下の要
件をすべて満たすもの
①対象世帯の世帯員の住民税が非課税であ
ること
②対象者世帯員が自動車等を所有していない
者
③自ら自動車等の運転をしない者
④甲斐市重度心身障がい者（児）等タクシー利
用料金助成事業による助成を受けていない者

タクシー券は1枚につき初乗り運賃（730円）分を月2枚助成
（最大交付枚数：24枚）1回の助成につき、1枚のみ利用可
バス券は1冊につき730円分の助成券を月2冊（最大交付枚数　24冊）
乗車時の運賃分を助成
タクシー券とバス券の両方
タクシー券（730円分）を月1枚、バス券（730円分）を月1冊

山梨県タクシー協会に加盟してい
る事業者または市が指定するタク
シー業者
山梨交通（株）（甲斐市コミュニティ
バスを含む）のバス

山梨 甲斐市
企画政策部
企画財政課

甲斐市民バス運行事業
自主的に運転免許証を返納した方
（運転経歴証明書取得者）

運賃を半額とする
（1回乗車・1日乗車券・1か月定期券・回数券対象）

市民バス全路線（6路線）

山梨 笛吹市
市民活動支援

課
運転免許証自主返納事業

市内在住で平成28年4月1日以降に運転免許
証を自主返納し、交付申請書を提出した方

高齢者等の交通事故を未然に防止するために、自主的に運転免許証を
返納された方にタクシー券を交付（年齢制限なし）
タクシー券15,000円分（500円券×30枚）を交付

山梨県タクシー協会に加入してい
るタクシー事業者等

山梨 笛吹市 長寿介護課 高齢者外出支援助成事業

市内在住で７５歳以上の一人暮らし高齢者又
は、６５歳以上の者によってのみ構成される世
帯に属する75歳以上の方で、いずれも市民税
が非課税の方

高齢者の社会参加を推進するため、タクシー利用料金の一部を助成
タクシー利用券を、年間最大24枚配布(申請月により枚数が異なる)1枚
当たり730円

山梨県タクシー協会に加入してい
るタクシー事業者等

115 山梨 上野原市
市民部

生活環境課
上野原市地域公共交通再編整備事業

市民、市民の親族及び市内に住居等を有する
者で、あらかじめ利用登録を行った者

交通空白地域の解消や交通弱者（高齢者や運転困難者等）の移動手段
の確保などのため、市内全域を4地域5方面に区分けし、デマンドタク
シーを運行している。
運行日は祝日、年末年始等を除く平日、運行数は各方面8便(4往復)/日
運賃は大人(中学生以上)　1乗車につき最大で500円 小人(小学生）　大
人の半額幼児・乳児（小学生未満）　無料
利用登録証を発行するには事前電話予約制

上野原デマンドタクシー

116 山梨 甲州市 市民課 甲州市民バスフリーパス券 甲州市民
５９歳以下は年間20,000円６ヶ月10,000円
６０歳から６９歳年間10,000円６ヶ月5,000円
７０歳以上年間　5,000円６ヶ月2,500円

甲州市内の市民バス全路線

山梨 中央市
リニア交通政

策課
中央市コミニュティバス運行事業 65歳以上 通常運賃300円が６５歳以上は100円

中央市コミュニティバス（中央市役
所田富庁舎～シルクふれんどりぃ
線）

山梨 中央市
リニア交通政

策課
中央市コミニュティバス運行事業

運転経歴証明書
所有者（年齢問わず）

運転経歴証明書を提示された方は無料
中央市コミュニティバス（中央市役
所田富庁舎～シルクふれんどりぃ
線）

山梨 市川三郷町
防災課

防災防犯係
市川三郷町コミュニティバス運行事業 条件なし 片道１００円（高校生以下と７５歳以上無料）

コミュニティバス（六郷線・山保線・
六郷循環線）

山梨 市川三郷町
財政課
管財係

市川三郷町コミュニティバス運行事業 条件なし 片道１００円（高校生以下と７５歳以上無料） コミュニティバス（三珠線）

119 山梨 早川町
総務課

管財･ﾘﾆｱ担当
不明 75歳以上の高齢者 路線バスを利用する75歳以上の高齢者の運賃を通常の半額にする 町内の路線バス

113

114

117

118



120 山梨 西桂町 福祉保健課 高齢者タクシー利用補助事業

一人暮らしの高齢者  (75歳以上運転免許無)、
日中独居となる方  (1日6時間以上かつ週5日
以上日中独居､本人75歳以上運転免許無の
方)高齢者世帯　(世帯全員が75歳以上で運転
免許証無世帯)日中高齢者のみの世帯　(障害
者又は要介護認定者又は90歳以上1人以上
含世帯で、1日6時間以上かつ週5日以上日中
高齢者のみの世帯)障害者等で町長が認めた
人 (世帯全員免許証無世帯)

タクシー利用料金の補助、一枚当り500円、75歳から84歳までは月額
2,000円、85歳以上は月額3,000円。

タクシー

121 山梨 忍野村 企画課 ぐるりん・循環バス乗車証明書 村内在住の６５歳以上
対象交通機関のうち、忍野村内・山中湖村内・富士吉田市立病院・富士
山駅のいずれかで乗降する場合、1回100円

富士急行バス

122 山梨 山中湖村 観光課  富士吉田 ・ 忍野八海 ・ 山中湖周遊バス運営事業 条件なし
児童・学生の通学、高齢者の通院・買物・温泉入浴等、地域住民の生活
路線としての利便性を図る。（結果として、観光客等の交通手段も確保で
きる）

ふじっ湖１号、ふじっ湖２号の運行
負担金を村で負担し、住民等の交
通手段を確保するとともに、（村
民）小中学生、７０歳以上の高齢
者、障害者にバス利用補助を行う
（１回１００円利用）

123 山梨 小菅村 住民課 高齢者交通弱者対策事業 ６５歳以上
６５歳以上の方を全員を対象に、バス代の助成券１万円分（５００円×２０
枚）を交付する。

富士急バス・西東京バス

・回答のあったものの内、「対象者」に年齢制限が設けられている、または「施策概要」が主に公共交通が利用可能な高齢者向けのもの（運転免許返納者を含む）となっているものを計上。
・記載は各自治体からの報告による。

・関東管内の全自治体を対象に調査。


