
郵送でも申請できます！

公 共 交 通 便 り
令和4年４月15日発行

実施店舗

サービス内容

サービス内容

＊さっぽろ圏高齢者運転免許証自主返納支援制度の開始について

令和2年から札幌市と北広島市を含む近隣11市町村と共に形成する「さっぽろ連携中枢
都市圏」に住む65歳以上の方を対象に、運転免許証の返納時に交付を受けられる「運転経
歴証明書」を協力店で提示することで、サービスが受けられるようになりました。

サービス内容

生活協同組合コープさっぽろ

イオン北海道株式会社

北広島市はエルフィン店、北広島店の２店舗

実施店舗

サービス内容

買い物の荷物を専用コンテナ２個まで配送無料(通常は配送料200円)
※コープさっぽろ組合員対象。配送エリアは市内全域(一部地域を除く。詳しくはサービスカウン
ターでお問合せください。)荷物は25kg/個まで。サイズ制限、一部配送できない商品あり。サービ
スカウンターでの受付が必要。

そのほかのサービス

サッポロ
ホールディ
ングズ
（株）

実施店舗
さっぽろ圏内の銀座ライオン、ニュー三幸、炙屋、サッポロビー
ル園など

サービス内容 ビール小サイズを1杯無料。※食事を利用された方に限る。

ＳＯＭＰＯ
ひまわり生
命保険
（株）

実施店舗 さっぽろ圏内にある指定の代理店

サービス内容
認知機能チェックサービス、老後のお金の備えや健康に関する相
談を無料で実施。※指定代理店への事前の電話予約が必要。

（株）
はるやま
チェーン

実施店舗 さっぽろ圏内にある店舗

サービス内容
店頭価格より5％割引※他のクーポン、セットセールとも併用可
能。ご家族の利用も可能。一部対象外あり。

○札幌市
イオン札幌市内各店舗

○小樽市 イオン小樽店 ○岩見沢市 イオン岩見沢店 ○江別市 イオン江別店
○千歳市 イオン千歳店 ○石狩市 イオンスーパー石狩緑苑台店
※注意※
無料進呈は、マックスバリュ北広島店での申請は受付けておりません。札幌市や最寄り
の市町村の対象店舗で申請を行ってください。

※制度の対象者：運転経歴証明書の交付を受けた満65歳以上の方

電子マネーご当地ＧＧ・ＷＡＯＮカードを無料で進呈(通常は発行手数料300円)
※ＧＧＷＡＯＮとは・・・55歳以上の方を対象としたカードです。毎月15日の「G.G感謝デー」

には、5％オフの割引特典が受けられます。

※このほかのサービスについては、札幌市の「さっぽろ圏高齢者運転免許証自主返納支援
制度」のページをご覧ください。 《編集・発行》北広島市地域公共交通活性化協議会（事務局：北広島市企画財政部企画課）

マイカーでのお出かけは便利ですが、高齢になると運転に不安も増えてくるのではない
でしょうか。
実際、日本の交通事故は減少傾向にありますが、75歳以上の方の交通事故死は増加

しています。バスなどの公共交通を使ってお出かけすると、知らず知らずのうちに身体
を使うことができるなど、マイカーを使わない移動には良いこともたくさんあります。
天気の悪い日などは、バスに乗ってお出かけしてみてはいかがですか。

かしこい車の使い方を考えてみませんか？

第11号

令和4年(2022年)5月6日(金)～

運転免許自主返納者バス等利用助成券
の申請を開始します

市では、高齢者の交通安全対策の推進、日常生活における足の確保等のために運転免許
を自主返納した方に対し、バス・タクシー料金を助成します。
令和３年度から郵送での申請も可能になりました。

①市役所企画課か西部、大曲、西の里出張所の窓口で申請
→必要な書類を持って、直接窓口にお越しください。
（平日 8時45分～17時15分）
※助成券は、申請時に窓口でお渡しします。

②市役所企画課に郵送で申請
→必要な書類を下記の住所にお送りください。
（〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1 北広島市役所企画課宛)
※助成券は、申請書受領後1～2週間程度でご自宅にお送りします。

申請方法

①申請書（次の方法で取得できます。）
 市HPからダウンロード
 市役所企画課、各出張所、団地住民センター、エルフィンパーク市民

サービスコーナーでお渡し。
②運転免許の取消通知書（免許を返納すると警察署でもらえます。）
③本人確認のできるもの（健康保険証、運転経歴証明書、マイナンバー
カードなど、いずれか１つ。）
※郵送で申請する場合は、②、③は写しをお送りください。

申請時に必要なもの

助成対象者や助成内容などの詳細は、次のページをご覧ください。



令和２年４月15日発行

運転免許自主返納者バス等利用支援事業

対象者

申請時に満65歳以上で、運転免許証の自主返納により免許の全部が取
り消された日から起算して2年以内の方
※有効期限を過ぎ、失効した場合は対象になりません
※一人１回限りの助成となります。

助成金額

20,000円分を下記から選択
①20,000円相当のバス利用助成券(100円×100枚×2冊)
②10,000円相当のバス利用助成券(100円×100枚×1冊)と
10,000円相当のタクシー利用助成券(500円×20枚×1冊)

③20,000円相当のタクシー利用助成券(500円×20枚×2冊)

助成対象
料金

①バス利用助成券
市内を走行するJR北海道バスまたは北海道中央バスの生活路線バス料金

②タクシー利用助成券
札幌ハイヤー事業協同組合に所属している事業者のタクシー料金

助成対象
区間

市内完結の乗降、または市内での乗降のいずれかがある場合に限り利
用できます。

申請期間 令和4年(2022年)5月6日(金)～令和5年(2023年)3月31日(金)

有効期限 令和6年(2024年)3月31日(日)まで

運転免許の有効期限内に自らの意思で運転免許の取消しを申請することで、全
ての免許を取り消すことができます。（大型免許と普通免許を受けている人が、
大型免許を取り消しして普通免許のみにするなどの一部取消しも可能です。）
取消しの申請をした日から自動車などの運転はできなくなり、再度運転免許を

取得する場合には運転免許試験の一部免除はありません。
申請による運転免許の取消しをして、全ての免許を取り消した人は、申請した

日前５年間の自動車等の運転に関する経歴について証明する運転経歴証明書の交
付を受けることができます。
※次のいずれかに該当している方は、運転免許の取消し申請ができません。
•免許の有効期限が切れている人
•免許の取消し基準に該当している人
•免許停止中の人又は免許停止の基準に該当している人
•再試験の基準に該当している人（基準該当初心運転者）

運転免許証の自主返納(申請による取消し)とは

運転免許証の自主返納手続きについて

◆申 請 窓 口：北広島市にお住まいの方は、札幌運転免許試験場（中央、厚
別優良運転者免許更新センターでも手続き可能。）

◆受 付：月～金曜日（平日）の8：45～12：00、13：00～16：30
※土日、祝日、振替休日及び年末年始（12月29日～翌年１月3日）
は業務を行っておりません。

◆必要なもの：運転免許取消申請書（申請窓口に用意しております。）
運転免許証
運転免許証を紛失などでない人は、申請者本人を確認できる書類
など（健康保険証、個人番号カード、パスポートなど１種類）

◆手 数 料：無料
（運転経歴証明書の交付を希望の場合は、手数料が1,100円かか
ります。印鑑も必要です。）

【代理人による取消し申請に関する問合せ先】
札幌運転免許試験場（０１１－６８３－５７７０）

代理人による取消し申請について

【運転免許証自主返納に関する問合せ先】

厚別優良運転者免許更新センター （０１１－８９６－０１１０）

◆手続きをすることができる代理人
①3親等以内の親族
②成年後見人
③介護施設の管理者等（当該介護施設に入居している者で、委任者が病気又は
負傷により介助なしで行動できない場合に限る）

◆注意事項
代理人による申請を希望される場合には提出書類が必要ですので、下記問い合
わせ先に確認してください。

＊運転免許自主返納者バス等利用支援事業について ＊運転免許証の自主返納について

１日の維持費
約2，０００円

車を購入し維持（税金、車検、ガソリン代、メンテナンス代など）
するためには、お金がかかります。車を持つと、一日あたりかかる
金額は小さい車でも約2,000円です。
バスだと利用した時の運賃のみで、その他の費用は掛かりません。

バスは車より経済的

安全性の高いバス

50年間、自家用車に乗り続けると3分の2のドライバーが人身事故を
起こし、250人に1人が 死亡事故の加害者になるとされています。
バスが事故に遭う確率は、自家用車の約100分の1となります。
〈出典：日本損害保険協会〉

申請方法や必要な書類については、前のページをご覧ください。

バスは健康的
１歩あたり
0.0014円の医療費
削減効果！
(厚生労働省の試算)

自家用車で移動する場合は、自宅から目的地までほとんど
歩かずに移動することができますが、バスなどの公共交通
を利用する場合は、バス停までの間を歩かないといけませ
ん。歩数が増えることで医療費が削減されると考えられて
います。



令和２年４月15日発行

運転免許自主返納者バス等利用支援事業

対象者

申請時に満65歳以上で、運転免許証の自主返納により免許の全部が取
り消された日から起算して2年以内の方
※有効期限を過ぎ、失効した場合は対象になりません
※一人１回限りの助成となります。

助成金額

20,000円分を下記から選択
①20,000円相当のバス利用助成券(100円×100枚×2冊)
②10,000円相当のバス利用助成券(100円×100枚×1冊)と
10,000円相当のタクシー利用助成券(500円×20枚×1冊)

③20,000円相当のタクシー利用助成券(500円×20枚×2冊)

助成対象
料金

①バス利用助成券
市内を走行するJR北海道バスまたは北海道中央バスの生活路線バス料金

②タクシー利用助成券
札幌ハイヤー事業協同組合に所属している事業者のタクシー料金

助成対象
区間

市内完結の乗降、または市内での乗降のいずれかがある場合に限り利
用できます。

申請期間 令和4年(2022年)5月6日(金)～令和5年(2023年)3月31日(金)

有効期限 令和6年(2024年)3月31日(日)まで

運転免許の有効期限内に自らの意思で運転免許の取消しを申請することで、全
ての免許を取り消すことができます。（大型免許と普通免許を受けている人が、
大型免許を取り消しして普通免許のみにするなどの一部取消しも可能です。）
取消しの申請をした日から自動車などの運転はできなくなり、再度運転免許を

取得する場合には運転免許試験の一部免除はありません。
申請による運転免許の取消しをして、全ての免許を取り消した人は、申請した

日前５年間の自動車等の運転に関する経歴について証明する運転経歴証明書の交
付を受けることができます。
※次のいずれかに該当している方は、運転免許の取消し申請ができません。
•免許の有効期限が切れている人
•免許の取消し基準に該当している人
•免許停止中の人又は免許停止の基準に該当している人
•再試験の基準に該当している人（基準該当初心運転者）

運転免許証の自主返納(申請による取消し)とは

運転免許証の自主返納手続きについて

◆申 請 窓 口：北広島市にお住まいの方は、札幌運転免許試験場（中央、厚
別優良運転者免許更新センターでも手続き可能。）

◆受 付：月～金曜日（平日）の8：45～12：00、13：00～16：30
※土日、祝日、振替休日及び年末年始（12月29日～翌年１月3日）
は業務を行っておりません。

◆必要なもの：運転免許取消申請書（申請窓口に用意しております。）
運転免許証
運転免許証を紛失などでない人は、申請者本人を確認できる書類
など（健康保険証、個人番号カード、パスポートなど１種類）

◆手 数 料：無料
（運転経歴証明書の交付を希望の場合は、手数料が1,100円かか
ります。印鑑も必要です。）

【代理人による取消し申請に関する問合せ先】
札幌運転免許試験場（０１１－６８３－５７７０）

代理人による取消し申請について

【運転免許証自主返納に関する問合せ先】

厚別優良運転者免許更新センター （０１１－８９６－０１１０）

◆手続きをすることができる代理人
①3親等以内の親族
②成年後見人
③介護施設の管理者等（当該介護施設に入居している者で、委任者が病気又は
負傷により介助なしで行動できない場合に限る）

◆注意事項
代理人による申請を希望される場合には提出書類が必要ですので、下記問い合
わせ先に確認してください。

＊運転免許自主返納者バス等利用支援事業について ＊運転免許証の自主返納について

１日の維持費
約2，０００円

車を購入し維持（税金、車検、ガソリン代、メンテナンス代など）
するためには、お金がかかります。車を持つと、一日あたりかかる
金額は小さい車でも約2,000円です。
バスだと利用した時の運賃のみで、その他の費用は掛かりません。

バスは車より経済的

安全性の高いバス

50年間、自家用車に乗り続けると3分の2のドライバーが人身事故を
起こし、250人に1人が 死亡事故の加害者になるとされています。
バスが事故に遭う確率は、自家用車の約100分の1となります。
〈出典：日本損害保険協会〉

申請方法や必要な書類については、前のページをご覧ください。

バスは健康的
１歩あたり
0.0014円の医療費
削減効果！
(厚生労働省の試算)

自家用車で移動する場合は、自宅から目的地までほとんど
歩かずに移動することができますが、バスなどの公共交通
を利用する場合は、バス停までの間を歩かないといけませ
ん。歩数が増えることで医療費が削減されると考えられて
います。



郵送でも申請できます！

公 共 交 通 便 り
令和4年４月15日発行

実施店舗

サービス内容

サービス内容

＊さっぽろ圏高齢者運転免許証自主返納支援制度の開始について

令和2年から札幌市と北広島市を含む近隣11市町村と共に形成する「さっぽろ連携中枢
都市圏」に住む65歳以上の方を対象に、運転免許証の返納時に交付を受けられる「運転経
歴証明書」を協力店で提示することで、サービスが受けられるようになりました。

サービス内容

生活協同組合コープさっぽろ

イオン北海道株式会社

北広島市はエルフィン店、北広島店の２店舗

実施店舗

サービス内容

買い物の荷物を専用コンテナ２個まで配送無料(通常は配送料200円)
※コープさっぽろ組合員対象。配送エリアは市内全域(一部地域を除く。詳しくはサービスカウン
ターでお問合せください。)荷物は25kg/個まで。サイズ制限、一部配送できない商品あり。サービ
スカウンターでの受付が必要。

そのほかのサービス

サッポロ
ホールディ
ングズ
（株）

実施店舗
さっぽろ圏内の銀座ライオン、ニュー三幸、炙屋、サッポロビー
ル園など

サービス内容 ビール小サイズを1杯無料。※食事を利用された方に限る。

ＳＯＭＰＯ
ひまわり生
命保険
（株）

実施店舗 さっぽろ圏内にある指定の代理店

サービス内容
認知機能チェックサービス、老後のお金の備えや健康に関する相
談を無料で実施。※指定代理店への事前の電話予約が必要。

（株）
はるやま
チェーン

実施店舗 さっぽろ圏内にある店舗

サービス内容
店頭価格より5％割引※他のクーポン、セットセールとも併用可
能。ご家族の利用も可能。一部対象外あり。

○札幌市
イオン札幌市内各店舗

○小樽市 イオン小樽店 ○岩見沢市 イオン岩見沢店 ○江別市 イオン江別店
○千歳市 イオン千歳店 ○石狩市 イオンスーパー石狩緑苑台店
※注意※
無料進呈は、マックスバリュ北広島店での申請は受付けておりません。札幌市や最寄り
の市町村の対象店舗で申請を行ってください。

※制度の対象者：運転経歴証明書の交付を受けた満65歳以上の方

電子マネーご当地ＧＧ・ＷＡＯＮカードを無料で進呈(通常は発行手数料300円)
※ＧＧＷＡＯＮとは・・・55歳以上の方を対象としたカードです。毎月15日の「G.G感謝デー」

には、5％オフの割引特典が受けられます。

※このほかのサービスについては、札幌市の「さっぽろ圏高齢者運転免許証自主返納支援
制度」のページをご覧ください。 《編集・発行》北広島市地域公共交通活性化協議会（事務局：北広島市企画財政部企画課）

マイカーでのお出かけは便利ですが、高齢になると運転に不安も増えてくるのではない
でしょうか。
実際、日本の交通事故は減少傾向にありますが、75歳以上の方の交通事故死は増加

しています。バスなどの公共交通を使ってお出かけすると、知らず知らずのうちに身体
を使うことができるなど、マイカーを使わない移動には良いこともたくさんあります。
天気の悪い日などは、バスに乗ってお出かけしてみてはいかがですか。

かしこい車の使い方を考えてみませんか？

第11号

令和4年(2022年)5月6日(金)～

運転免許自主返納者バス等利用助成券
の申請を開始します

市では、高齢者の交通安全対策の推進、日常生活における足の確保等のために運転免許
を自主返納した方に対し、バス・タクシー料金を助成します。
令和３年度から郵送での申請も可能になりました。

①市役所企画課か西部、大曲、西の里出張所の窓口で申請
→必要な書類を持って、直接窓口にお越しください。
（平日 8時45分～17時15分）
※助成券は、申請時に窓口でお渡しします。

②市役所企画課に郵送で申請
→必要な書類を下記の住所にお送りください。
（〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1 北広島市役所企画課宛)
※助成券は、申請書受領後1～2週間程度でご自宅にお送りします。

申請方法

①申請書（次の方法で取得できます。）
 市HPからダウンロード
 市役所企画課、各出張所、団地住民センター、エルフィンパーク市民

サービスコーナーでお渡し。
②運転免許の取消通知書（免許を返納すると警察署でもらえます。）
③本人確認のできるもの（健康保険証、運転経歴証明書、マイナンバー
カードなど、いずれか１つ。）
※郵送で申請する場合は、②、③は写しをお送りください。

申請時に必要なもの

助成対象者や助成内容などの詳細は、次のページをご覧ください。


