
旭川市 防災安全部 交通防犯課

★旭川市からのお知らせ★

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，「高齢者運転免許証自主返納

サポート事業」を行っています。

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。

※ 協力店舗等は次ページ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た方 もしくは

運転免許証の有効期間が経過して運転免許が失効した方で,

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

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。

運転免許証を自主返納された方等へのサポート

★協力店の目印です★



R5.4.1

○飲食○
所在地 電話番号 特典内容

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○
所在地 電話番号 特典内容

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

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

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

一般社団法人旭川物産協会

旭川観光物産情報センター駅
naka

宮下通8丁目
JR旭川駅構内

24-2552

道の駅あさひかわ売店 神楽4条6丁目 74-7011

道北アークス

ウェスタン北彩都 南6条通18丁目 39-2111

ウェスタン川端 川端町7条10丁目 52-8111

ウェスタンパワーズ 永山12条3丁目 47-9111

スーパーアークス東光 東光10条7丁目 35-1717

スーパーアークスパルプタウン パルプ町1条2丁目 20-2525

スーパーアークス西神楽 緑が丘南5条1丁目 60-8888

スーパーアークス豊岡３条 豊岡３条４丁目 33-3880

ベストプライス末広東店 末広東1条8丁目 59-6311

ベストプライス神居店 神居2条5丁目 62-5400

ベストプライス六合店 末広3条1丁目 54-3577

ベストプライス南6条通店 南5条通24丁目 34-3311

ベストプライス10条通店 10条通23丁目 39-3877

ベストプライス神居東店 神居2条13丁目 69-2600

ベストプライス豊岡中央店 豊岡10条5丁目 38-8700

旭川市高齢者運転免許証自主返納サポート事業協力店
※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。

協力店名

大雪地ビール館

協力店名

「らくちん便」（ご自宅へのお荷物の配
達）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。

電子マネーWAON会員の登録で，G.Gあ
さひかわWAONの発行手数料300円を無
料にします。
受付時間：10:00～19:00　サービスカ
ウンターにて

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。

配達サービス「助カル便」の受付料金が
通常300円（税込）のところ100円（税
込）となります。

市内配達サービス「らくらく便」料金を
無料にします。
詳しくはサービスカウンターへ。

運転経歴証明書を提示すると特典が受けられます



所在地 電話番号 特典内容

道北アークス

ベストプライス永山中央店 永山3条22丁目 48-2571

ベストプライス東旭川店 東旭川北1条5丁目 36-0033

スーパーチェーンふじ末広5条店 末広5条6丁目 59-0022

スーパーチェーンふじ春光台店 春光台4条3丁目 53-9851

スーパーチェーンふじ永山西店 永山7条10丁目 47-5151

スーパーチェーンふじ新富店 東6条10丁目 23-8171

ラルズマート豊岡店 豊岡7条8丁目 35-7337

○入浴○
所在地 電話番号 特典内容

高砂台1丁目 62-8910
①入館料（全日）1,200円を990円にし
ます。②土・日・祝日はドリンク券をプ
レゼントします。

春光7条5丁目2-
22

53-4055 入浴料100円引（480円→380円）

5条通24丁目 32-9548 入浴料100円引（480円→380円）

○車買取○
所在地 電話番号 特典内容

9条通13丁目
※まずお電話ください。

0120-
777-787

車買取のご成約時に「運転経歴証明書」
を提示いただければ，商品券5,000円分
をプレゼントします。

南3条通23丁目
※まずお電話ください。

34-9200
車買取のご成約時に「運転経歴証明書」
を提示いただければ，商品券5,000円分
をプレゼントします。

流通団地2条2丁目
27
※まずお電話ください。

0120-
61-5801

①廃車引取りは「普通車1,500cc超過＠
15,000円」「普通車1,500cc以下＠
10,000円」「軽自動車＠5,000円」の
最低保証価格以上にて買取  ②引取り時の
車輌輸送代金は「弊社が全額負担」

○生活○
所在地 電話番号 特典内容

永山1条19丁目
※まずお電話ください。

0120-
583-587

水道修理，トイレのつまり除去などの作
業料金を10%OFF（コールセンターへのお
申込み時か，見積までに，優待利用の旨をお
申し出ください。）

末広1条8丁目8-1
※まずお電話ください。

56-3658
10万円以上の塗装工事において5%OFF
でお見積りいたします。（見積作成前に
運転経歴証明書をご提示ください。）

宮下通4丁目2番5
号
※まずお電話ください。

26-6195
位置検索サービス「ココセコム」加入料
金1,000円引き
　※加入時に申請が必要です。

宮下通13丁目
1200

22-8911

旭川ショールームにて電動シニアカート
を試乗いただき購入された方に，雨風か
ら愛車を守るレインカバーを１枚プレゼ
ントします。

○生命保険○
所在地 電話番号 特典内容

SOMPOひまわり生命保険株式会社　北海道統括部

有限会社エイム（指定代理店） 大町１条４丁目 73-5334

株式会社ベスコ（指定代理店） 東鷹栖東３条６丁目 57-7323

※　旭川市　自主返納　で検索！

協力店名

協力店名

万葉の湯　旭川館

フタバ湯

いこい湯

協力店名

ノースグラフィックオート　
旭川店

株式会社ファスト

泉車輌輸送株式会社
旭川営業所

協力店名

クラシアン　旭川支社

のじり塗装

セコム株式会社
旭川統轄支社

フランスベッド
旭川ショールーム

協力店名

認知機能チェックサービスや老後のお金
と健康の備えについての相談を無料で実
施します。(指定代理店へ事前の電話予約
をお願いします。)

★　協力店一覧は，令和5年4月1日現在のものです。最新の協力店一覧は，旭川市ホームページ「旭川市高齢者
運転免許証自主返納サポート事業」のページをご覧ください。

★　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。）

市内配達サービス「らくらく便」料金を
無料にします。
詳しくはサービスカウンターへ。



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），旭川中央警

察署（旭川市６条通１０丁目），旭川東警察署（旭川市１条通２５丁目）で行うことができます。

※ 旭川中央警察署，旭川東警察署は令和元年10月 1日から手続きできるようになりました。

≪「運転経歴証明書」について≫

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。

★北海道警察からのお知らせ★

高齢ドライバーによる交通事故を防ぐため，警察庁は，運転に関する相談窓口に

つながる専用ダイヤル「＃８０８０」を開設しました。

高齢や病気等で運転を続けることに不安を感じている高齢ドライバーやご家族の

方は，ぜひご利用ください。

受付：月曜日～金曜日の８：４５～１７：００（祝日，年末年始を除く）

※ この番号にかけると，最寄りの安全運転相談窓口（旭川市の場合は，旭川運転免許試験場

適性審査係）に自動でつながります。

※ 固定電話，携帯電話，ＩＰ電話のいずれからも利用できます。

※ 返納手続きや運転経歴証明書の交付申請手続きの詳細は，旭川運転免許試験場

（0166-51-2489）にお問い合わせください。

【運転経歴証明書（見本）】

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 ‐ ‐ ‐

運転免許証の返納手続き

※ 令和元年12月 1日から，運転免許証の有効期間

が経過して運転免許が失効（平成28年 4月以降）

した方も運転経歴証明書の交付が受けられるように

なりました。

※ 発行手数料1,100 円がかかります。

運転に不安を感じたら

安全運転相談ダイヤル「＃８０８０」へ


