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有

・旭川市内の高齢運転者の皆さまへ～運転免許証の自主返納をサポートしま
す
・「旭川市高齢者運転免許証自主返納サポート事業」について

備　考

報道（取材）に
当たってのお願

い

旭川市報道依頼

概　　要

（趣旨・日時・
場所・内容等を
記入すること。）

添付資料

分　　類

日　　程

その他

発表項目
（行事名）

※　有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望する場合は，そ
の旨記入すること。

　旭川市では，平成３０年９月１日から，市内企業等のご協力をいただき，運転に不安を感じる高齢
者が免許証を返納しやすい環境を整え，高齢者による交通事故を防ぐため，「高齢者運転免許証自
主返納サポート事業」を開始します。
　また，その事業の開始に先立ち，協力事業所に対し，協力店認定証授与式を行います。

【旭川市高齢者運転免許証自主返納サポート事業について】
１　事業開始
　　　平成３０年９月１日から
２　事業内容
　　　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６５歳以上の旭川市民が，旭川市
内の協力店舗等を利用した際に，運転経歴証明書を提示することにより，さまざまな特典を受けるこ
とができます。（詳細は別紙のとおり）

【認定証授与式について】
１　日時
　　平成３０年８月２９日（水）　午後１時３０分から
２　場所
　　旭川市総合庁舎２階　秘書課　第２応接室
３　出席予定者
（１）協力事業所
　①　大雪地ビール株式会社
　②　生活協同組合コープさっぽろ
　③　イオン北海道株式会社
　④　株式会社ダイイチ
　⑤　一般社団法人旭川物産協会
　⑥　株式会社イトーヨーカ堂
（２）市側
　　旭川市長
　※　北海道警察（旭川方面本部交通課長，旭川中央警察署長，旭川東警察署長）に御出席いただ
きます。

【その他】
　　　今後，賛同いただける協力店は随時募集します。

旭川市高齢者運転免許証自主返納サポート事業の開始，及び同事業協力店認
定証授与式

サポート事業開始の報道は，8月29日（水）の認定証授与式終了後にお願いしま
す。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

旭川市内の協力店舗等を利用した際に，運転経歴証明書を 

提示することにより，さまざまな特典を受けることができます。 

 

※協力店舗等は裏面の一覧をご覧ください。 

※サポートを受けられる人は，65歳以上の旭川市民で，運転免許証を 

自主返納し，「運転経歴証明書」の交付を受け，利用する店舗等へ直接 

提示した方です。 

旭川市内の高齢運転者の皆さまへ 

旭川市では，市内企業等のご協力をいただき，高齢者

による交通事故を防ぐため「高齢者運転免許証自主返納

サポート事業」を開始しました。 

ご自分やご家族の運転に不安を感じたら，運転免許の

返納について考えてみましょう。 

 

●●●運転免許証の返納手続き●●● 

 運転免許証の返納手続きは，旭川運転免許試験場（旭川市近文町１７丁目）で行う

ことができます。また，運転免許証を自主返納された方は，「運転経歴証明書」を申請

することができます。 

≪「運転経歴証明書」とは≫ 

運転免許証の有効期限内に自主返納し，返納した日から 

５年以内であれば，申請により交付を受けることができます。 

ただし，返納手続きをせずに失効された方は，交付を受け 

ることができません。 

※運転免許証の返納と同時に申請することができます。 

※発行手数料 1,100円がかかります。 

【運転経歴証明書（見本）】 

 

※返納手続きの詳細は，旭川運転免許試験場（0166-51-2489）にお問い合わせください。 

旭川市 防災安全部 交通防犯課 

旭川市６条通１０丁目（旭川市第三庁舎１階） TEL:0166-25-6215 FAX:0166-25-9835 

 

交 付 平成　○○年　○○月　○○日　１２３４５

氏 名 　旭　川　太　郎 昭和○○年○○月○○日生

住 所 旭川市○○条○○丁目○－○

‐ ‐ ‐

運 転 経 歴 証 明 書
（自動車等の運転はできません）

第１２３４５６７８９０００号番号

二・小・原 昭和 ○○年 ○○月 ○○日
種
類

‐
中
型

‐

他 昭和 ○○年 ○○月 ○○日

‐
○○○○○
公安委員会

‐ ‐二種 昭和○○年 ○○月 ○○日 ‐ ‐ ‐

【協力店章】 

 

運転免許証を自主返納された方へのサポート 

 



所在地 電話番号 特典内容

【飲　食】

宮下通11丁目 25-0400
飲食ご利用の際，最初のビール（グラスサ
イズ）１杯サービス

【買　物】

生活協同組合コープさっぽろ

神楽店 神楽4条5丁目 61-8226

春光店 末広4条1丁目 51-8900

シーナ店 永山3条15丁目 47-1011

忠和店 忠和5条8丁目 62-7871

４条通り店 4条通1丁目 74-6020

アモール店 豊岡3条2丁目 37-6700

ツインハープ店 旭神3条5丁目 74-6370

東光店 豊岡1条5丁目 33-7411

イオン

旭川西店 緑町２３丁目 59-7800

旭川駅前店 宮下通７丁目 21-4110

旭川永山店 永山3条12丁目 47-7111

旭川春光店 春光町10番地 55-3100

スーパーダイイチ

西店 ２条通４丁目 22-6064

東光店 東光１２条６丁目 35-4550

末広店 末広１条７丁目 57-1551

東旭川店 東旭川北１条１丁目 36-7210

旭町店 旭町１条７丁目 50-2323

二条通店 ２条通２３丁目 37-8800

花咲店 春光１条８丁目 59-5588

豊岡店 豊岡３条４丁目 37-5688

宮下通８丁目
JR旭川駅構内

24-2552
売店商品（一部商品を除く）を3パーセン
ト引きで販売します。

神楽４条６丁目 74-7011
売店商品（一部商品を除く）を3パーセン
ト引きで販売します。

６条通１４丁目 26-1101
シニアナナコカードを発行の際に，当店指
定の栄養ドリンクを１箱プレゼントしま
す。

ご協力いただける事業者（店舗）様は随時募集しています！

（募集の詳細は旭川市防災安全部交通防犯課（25-6215）へお問い合わせください。）

イトーヨーカドー旭川店

※特典の詳細については各店舗へお問い合わせください。また，特典内容は，変更になる場合があります。（H30.9.1現在）

道の駅あさひかわ売店

旭川市高齢者運転免許証自主返納サポート事業協力店

協力店名

大雪地ビール館

旭川観光物産情報セン
ター駅naka

電子マネーWAONの会員の登録で，ゆう
ゆうワオンカード（３００ポイント付き）
を，プレゼントします。
受付時間：10:00～19:00　サービスカ
ウンターにて

配達サービス「助カル便」の受付料金が無
料となります。

配達サービス「らくちん便」コンテナ２個
まで無料
※ただし，本人か配偶者が，コープさっぽ
ろの組合員さんである場合に限ります。詳
しくはサービスカウンターへ。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭川市では，市内企業等のご協力をいただき，運転に不安を感じる高齢者が免許証

を返納しやすい環境を整え，高齢者による交通事故を防ぐため，「高齢者運転免許証自

主返納サポート事業」を開始します。 

 

【運転経歴証明書（見本）】 

 

旭川市 防災安全部 交通防犯課 

旭川市６条通１０丁目（旭川市第三庁舎１階） TEL:0166-25-6215 FAX:0166-25-9835 

 

交 付 平成　○○年　○○月　○○日　１２３４５

氏 名 　旭　川　太　郎 昭和○○年○○月○○日生

住 所 旭川市○○条○○丁目○－○

‐ ‐ ‐

運 転 経 歴 証 明 書
（自動車等の運転はできません）
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二・小・原 昭和 ○○年 ○○月 ○○日
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‐
中
型

‐
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【協力店章】 

 

【サポート事業の流れ】 

① 運転免許証を返納 

②「運転経歴証明書」の発行申請 

（手数料 1,100 円） 

 

③「運転経歴証明書」の交付 

 

④「運転経歴証明書」の提示 

 

運転経歴証明書を

見せると様々な特

典があります！ 

（配送サービス，商品

の割引，ドリンクサー

ビスなど） 

旭川市に住民登録があり，運転免許証の

自主返納をされる６５歳以上の方 

 

旭川運転免許試験場 

 

旭川市内のサポート事業協力店 

 

【サポートを受けられる人】 

 65歳以上の旭川市民で，運転免許証を自主返納し，「運転経歴証明書」の交付

を受け，利用する店舗等へ直接提示した方。 

 

【サポート事業協力店】 

旭川市内に店舗をもち，本事業にご協力いただける事業所（店舗）。 

旭川市へ申込みをしていただき，市が協力店として認定し，ホームページ等に

掲載する。店舗には，協力店章を掲示。（協力店は随時募集します。） 

 
●「運転経歴証明書」とは 

 運転免許証の有効期限内に自主返納し，返納した日から５年以内であれば，申請により 

交付を受けることができます。ただし，返納手続きをせずに失効された方は，交付を受ける

ことができません。 

※運転免許証の返納と同時に申請することができます。 

※発行手数料 1,100 円がかかります。 

「旭川市高齢者運転免許証自主返納サポート事業」について 

 


