
四日市市 富士町 70歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要）

四日市市 日永東 70歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要）

四日市市 新正 70歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要）

川越町 亀崎新田 70歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要）

津市 大門

津市 戸木町

津市 河芸町

津市 上弁財町

津市 垂水

松阪市 末広町

松阪市 神守町

松阪市 嬉野町

伊勢市 大世古

伊勢市 小俣町

伊賀市 古郡

伊賀市 上野丸之内

尾鷲市 倉ノ谷町 65歳以上 0.5割引（利用前に事前の登録が必要）

熊野市 井戸町 65歳以上 0.5割引（利用前に事前の登録が必要）

熊野市 井戸町

安全タクシー三重（伊勢営業所）

要 65歳以上１割引き（乗車時に経歴証明書を提示）

65歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要）

65歳以上１割引き（乗車時に経歴証明書を提示）

四日市つばめ交通

勢の國交通

名鉄四日市タクシー（四日市事業部）

名鉄四日市タクシー（北部事業部）

三重第一交通株式会社

中川タクシー

安全タクシー三重

野呂自動車有限会社

株式会社キタモリ

相互タクシー

カネ七タクシー合資会社

嬉野タクシー有限会社

所在地サポート事業所

０５９７－２２－１４１８

０５９７－８５－２０５３

クリスタルタクシー（尾鷲営業所）

クリスタルタクシー（熊野営業所）

０５９６－２８－８２２１

要 65歳以上１割引き（乗車時に経歴証明書を提示）

不要

不要

要

不要

０５９－３３０－４１００

０５９－３４８－１１９２

０５９－３５３－４３２１

０５９－３６１－７２３４

０５９－２２７－７２９１

65歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要）

要 65歳以上１割引き（乗車時に経歴証明書を提示）熊野第一交通株式会社

不要 65歳以上 1割引（利用前に事前の登録が必要） ０５９５－３８－１５２４

要 65歳以上 １割引（乗車時に経歴証明書を提示） ０５９５－２３－１３１３

不要

不要

０５９８－５１－７１１５

０５９－２５５－３６３６

不要 65歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要） ０５９－２２１－２２７７

久居交通

河芸タクシー有限会社

安全タクシー三重（津営業所）

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要 ０５９－２４５－００８６

０９０－１７４９－４４９５

65歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要）

65歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要）

65歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要）

65歳以上 １割引（利用前に事前の登録が必要）

経歴証明書

の提示
サポート内容【高齢者運賃割引】 お問い合わせ先

対象路線

タクシー

　可能

⑤乗車時に運転経歴証明書を携行

⑥深夜バス利用時は、深夜割増分の運賃

三岐バスの一般乗合路線全線

※ただし、四日市市自主運行バス、「山城・富州原

線」・東員町コミュニティバスを除く

三岐バスの一般乗合路線全線

※ただし、東員町コミュニティバスを除く

③現金払いのみ

　で購入 ④障がい者割引等、他の割引との併用は

③通用開始後の払い戻し不可 　不可

④新規は14日前、継続は14日前から購入

購入方法利

用方法

①フリーパス方式（対象路線が乗り放題） ①運賃支払い時に運転経歴証明書を提示

②運転経歴証明書を持参の上、 ②対象者本人と、同伴者１名が運賃半額

　・坂部が丘発売所 　※セーフティーファーストパス利用者

　・三岐観光サービス富田旅行センター 　　の同伴者１名まで半額

　・三重交通近鉄四日市駅西口出札所

　が別途必要

三岐鉄道自動車部

発売額

（割引額）

　1ヵ月　　５，０００円　

普通運賃の半額

（１０円未満切り上げ）

０５９－３６５－９１０５

　3ヵ月　１３，０００円　

　6ヵ月　２５，０００円　

　1年間　４８，０００円　

サポート事業所 サポート内容【フリーパス定期券・運賃半額】 お問い合わせ先

三岐バス
名称 セーフティーファーストパス 運転免許返納割引

対象者 運転経歴証明書取得者【年齢制限はありません】

⑥深夜バス利用時は、深夜割増分の運賃

　が別途必要

対象路線
三 重 交 通 グ ル ー プ の 乗 合 バ ス 路 線

※ただし、高速バス、空港リムジンバス、市町等の運営するコミュニティバス（一部）を除く

④新規は７日前、継続は14日前から購入 ③現金払い又はＩＣカードの利用可

　可能 ④障がい者割引等、他の割引との併用は

⑤乗車時に運転経歴証明書を携行 　不可

令和４年９月５日現在

「運転免許証自主返納サポートみえ」参加事業所一覧【交通】

路線バス

サポート事業所 サポート内容【フリーパス定期券・運賃半額】 お問い合わせ先

　三重交通

発売額

（割引額）

　1ヵ月　　５，０００円　

普通運賃の半額

（１０円未満切り上げ）

０５９－２２９－５５３３

　三交伊勢志摩交通 　3ヵ月　１３，０００円　 三交伊勢志摩交通

　三重急行自動車 　6ヵ月　２５，０００円　 ０５９６－２３－５１３４

　八風バス 　1年間　４８，０００円　 三重急行自動車

０５９８－５９－０３０１

０５９８－４２－１２５７

０５９６－２２－２１８８

０７３５－２２－６３１３

三重交通グループ
名称 セーフティーパス 運転免許返納割引

対象者 運転経歴証明書取得者【年齢制限はありません】 三重交通

八風バス

　三重交通営業所、きっぷ売場で購入 　※セーフティーパス利用者の ０５９４－２２－６３２１

③通用開始後の払い戻し不可 　　同伴者１名まで半額
購入方法利

用方法

①フリーパス方式（対象路線が乗り放題） ①運賃支払い時に運転経歴証明書を提示 ０５９８－５２－２１１３

②運転経歴証明書を持参の上、 ②対象者本人と、同伴者１名が運賃半額

※相互タクシーにおいては、利用者の新規登録を中止しています。

※申請のあった内容を順次更新しています。最新の情報については、お手数をおかけしますが、それぞれの事業所にお問い合わせください。

別紙２



　

サポート内容 町営バス運賃が無料 　　　　生活環境課

利用方法
・町営バス乗車時に運転経歴証明書を提示してください。

・ご不明な点や詳細は、お電話でお問い合わせください。

０５９６－５２－７１１７

明和町 対象者
・運転経歴証明書取得者

・本人のみ 明和町役場

サポート内容 コミュニティバス「いこかバス」及び自主運行バス（河合線）の運賃半額割引

利用方法

・コミュニティバス「いこかバス」及び自主運行バス（河合線）の運賃支払時に、

　運転経歴証明を提示してください。

・ご不明な点や詳細は、お電話でお問い合わせください。

０５９７－４６－３１１３

   企画課

紀北町 対象者
・運転経歴証明書取得者（年齢、住所地に制限はありません）

・同伴の方１名も割引の対象となります。 紀北町役場

サポート内容 支援決定日の翌月から６か月を限度としてかもめバスの無料利用券を配布              定期船課

利用方法

・運転経歴証明書を添えて「鳥羽市運転免許証自主返納者支援申請書」を定期船課へ提出

してください。

・かもめバス利用時に「かもめバス無料券」を提示してください。

０５９９－２５－４７７６

鳥羽市 対象者
・運転経歴証明書取得者で鳥羽市に住所がある方

・本人のみ 鳥羽市役所

サポート内容
 C-BUS大人料金を半額割引

(子ども(小学生)については、乗車区間にかかわらず、１乗車１００円になります。)

             都市計画課

利用方法

・料金支払い時に、運転手に運転経歴証明書をご提示ください。

・障がい者割引や定期券等、他の割引との併用は不可となります。

・ご不明な点や詳細は、お電話でお問い合わせください。

０５９－３８２－９０２４

鈴鹿市 対象者
・運転経歴証明書取得者（年齢、住所地に制限はありません）

・同伴の方１名も割引の対象となります。 鈴鹿市役所

利用方法

・料金支払い時に、運転手に運転経歴証明書をご提示ください。

・障がい者割引や定期券等、他の割引との併用は不可となります。

・ご不明な点や詳細は、お電話でお問い合わせください。

０５９７－２３－８１３４

尾鷲市 対象者
・運転経歴証明書取得者（年齢、住所地に制限はありません）

・同伴の方１名も割引の対象となります。 尾鷲市役所

サポート内容 コミュニティバスの運賃半額割引             商工政策課

利用方法
・料金支払い時に、運転手に運転経歴証明書をご提示ください。

・ご不明な点や詳細は、お電話でお問い合わせください。

０５９８－５３－４１８４

0594-24-1337

サポート内容 ふれあいバスの運賃半額割引 　　　　政策調整課

松阪市 対象者
・運転経歴証明書取得者（年齢、住所地に制限はありません）

・同伴の方１名も割引の対象となります。 松阪市役所

対象者 運転経歴証明書取得者本人（住所地が桑名市で、65歳以上、市税の滞納がない方に限る）

サポート内容
コミュニバス回数券13枚綴り3冊

又は交通系ＩＣカード3,000円分（デポジット500円分含む）の交付

利用方法

　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ら、申請書に運転経歴証明書

の写し、その他必要書類を添付して、桑名市役所（危機管理室）へ提出してください。

詳細は、お電話でお問い合わせください。

桑名市役所　

危機管理室

玉城町社会福祉協議会

０５９６－５８－６９１５

コミュニティバス

サポート事業所 概　　　　　要 お問い合わせ先

送迎バス

サポート事業所 サポート内容【運転免許証自主返納手続き送迎バス運行】 お問い合わせ先

玉城町社会福祉協議会
対象者 運転免許証返納希望者（住所地が玉城町の方に限る）

利用方法

　毎月第２水曜日の午前９時３０分発で、元気バスの最寄りバス停から伊勢警察署（自主

返納手続き先）への無料往復バスを運行します。

　利用されたい方は、事前にご予約ください。

　また、ご不明な点や詳細は、お電話でお問い合わせください。

桑名市

対象者 運転経歴証明書取得者（年齢、住所地に制限はありません）

サポート内容 優待回数券の販売

利用方法

　運転経歴証明書を提示した方に対し、１，０００円で１３枚綴り（通常は１１枚綴り）

のお得な回数券を販売

　回数券販売場所：桑名市物産観光案内所

                           コミュニティバス内、三重交通（株）桑名駅出札

　ご不明な点や詳細は、お電話でお問い合わせください。

桑名市役所　

             MaaS推進室

０５９４－２４－１４２５

東員町 対象者
・「東員町おでかけ元気パス」の交付を受けた方

・本人のみ 東員町役場

サポート内容 オレンジバス乗車時の運賃半額免除 　　　　健康長寿課

利用方法

・オレンジバス乗車時に、運転手にパスを提示してください。

・東員町内在住の65歳以上75歳未満の方で、運転免許証を返納された方のうち、パスの

交付を希望する方は、健康長寿課（7番窓口）か笹尾連絡所で、運転経歴証明書など、免

許の返納が分かるものをご用意の上、申請、交付を受けてください。また、翌年度75歳に

達する方には、毎年３月末頃パスが郵送されます。

・ご不明な点や詳細は、お電話でお問い合わせください。

０５９４－８６－２８２３

　　　　笹尾連絡所

０５９４－７６－７１００


