
運転免許自主返納者等サポート店一覧【安協】
地区支部

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件
返納時に交通安全協会会員であった方
（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

証明書ケースと反射材等の粗品を贈呈 所在地 伊豆の国市大仁６８０番地の１(大仁警察署内）

問合せ先 ０５５８－７６－００２１

支援内容等 所在地・問合せ先

伊東地区支部

内容等

内容等

下田地区支部

内容等 卓上時計を贈呈 所在地
下田市東中７番地８（下田警察署内）
賀茂郡松崎町峰輪４４０番地９
　　　　　　　　（下田警察署松崎分庁舎内）

問合せ先
０５５８－２３－６１５６（下田警察署内）
０５５８－４２－０７３８（下田警察署松崎町分庁舎内）

三島市谷田１９４番地の１(三島警察署内）

問合せ先 ０５５－９８１－２６３２

エコバッグを贈呈 所在地 伊東市竹の台２番２６号（伊東警察署内）

三島地区支部

内容等
・反射タスキを贈呈
・防災グッズを贈呈

問合せ先

熱海地区支部

大仁地区支部

内容等 反射材等の粗品を贈呈 所在地

沼津地区支部

内容等 反射材ストラップ付きLEDライトの贈呈 所在地

問合せ先

熱海市福道町３番１９号（熱海警察署内）

問合せ先 ０５５７－８２－６３８８

沼津市平町１９番１１号

０５５－９６３－２５３４

※運転経歴証明書に代えマイナンバーカード（「運転経歴証明書交付済」シール付）でも利用可能

所在地

０５５７－３８－５０５６



条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 御殿場市又は小山町居住の交通安全協会会員

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

清水地区支部

内容等 ランタンライトを贈呈 所在地
静岡市清水区天王南１番３５号（清水警察署内）
静岡市清水区蒲原新田二丁目１１番６号
　　　　　　　　　　　　（清水警察署蒲原分庁舎内）

記念品贈呈 所在地

静岡中央地区支部

富士宮地区支部

内容等 LEDライトを贈呈

内容等 反射材等の粗品を贈呈 所在地

問合せ先

御殿場地区支部

･自発光式反射材を贈呈
・交通安全協会裾野地区支部長名の感謝状贈呈

所在地

問合せ先

内容等

内容等

問合せ先

裾野地区支部

静岡市葵区追手町６番１号（静岡中央警察署内）

０５４－２７１－５５３８

問合せ先

富士地区支部

内容等 証明書ケースを贈呈 所在地

問合せ先 ０５４５－５１－４４５０

０５４－３６６－８６６３（清水警察署内）
０５４－３８５－７２９９（清水警察署蒲原分庁舎内）

問合せ先

裾野市平松６２０番地の１(裾野警察署内）

０５５－９９３－５２２２

富士宮市城北町１６０番地(富士宮警察署内)

０５４４－２３－４４２８

御殿場市北久原４３９番地の２（御殿場警察署内）

０５５０－８４－０２２０

富士市八代町３番５５号(富士警察署内）

所在地



条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

牧之原地区支部

内容等 キッチンセット(ラップ・保存パック・ホイル）を贈呈

所在地

問合せ先

所在地

菊川市加茂５８８９番地

静岡南地区支部

内容等

藤枝市緑町一丁目３番地の５(藤枝警察署内）

問合せ先

牧之原市細江２７３７番地(牧之原警察署内）

問合せ先 ０５４８－２２－６８５８

０５４－６２３－５３９１

０５４－６４１－２０１１

御守型の反射材と交通事故防止チラシを贈呈

島田地区支部

内容等 反射材付お出かけ保冷保温バッグを贈呈 所在地 島田市向谷元町１２１２番地（島田警察署内）

問合せ先 ０５４７－３５－７４０１

所在地

問合せ先

焼津市道原７２３番地(焼津警察署内）

０５４－２８１－４１００

問合せ先 ０５５－９６３－１５００

藤枝地区支部

内容等 湯のみと箸のセットを贈呈 所在地

菊川地区支部

内容等
ファスナーポーチかファスナーケースのいずれかと運転経
歴証明書ケースを贈呈

所在地

焼津地区支部

内容等
ソーラーＬＥＤキーホルダー、反射不織布バック、反射タス
キ、Ａ４用ドキュメントファイル、カードケースを贈呈

静岡市駿河区富士見台一丁目５番１０号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（静岡南警察署内）



条件 運転免許証を自主返納した交通安全協会の会員

対象者 本人のみ（運転免許証返納時に合わせ記念品を贈呈）

条件
袋井市居住の交通安全協会袋井地区支部会員
（自主返納時に補助）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員

対象者 本人のみ

条件 交通安全協会会員

対象者 本人のみ

問合せ先

磐田市一言２５３３番地の４（磐田警察署内）

所在地 袋井市新屋二丁目４番地の５（袋井警察署内）

問合せ先 ０５３８－４４－７９００

浜松東地区支部

内容等

磐田地区支部

浜松中央地区支部

内容等 自発光式反射材などを贈呈 所在地
浜松市中区住吉五丁目２８番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(浜松中央警察署内）

問合せ先 ０５３－４７５－２７５７

天竜地区支部

内容等 反射材グッズ等を贈呈 所在地

記念品の贈呈
（詳細は交通安全協会掛川地区支部まで）

所在地 掛川市宮脇一丁目１番地の１（掛川警察署内）

問合せ先 ０５３７－２４－４６６１

０５３８－３４－２２７４

袋井地区支部

内容等 運転経歴証明書交付手数料の一部（６００円）を補助

所在地内容等 自発光式反射材を贈呈

掛川地区支部

内容等

浜松市天竜区二俣町阿蔵８番地の３
                                 （天竜警察署内）

問合せ先 ０５３－９２５－７６１０

反射材付きメッシュポーチの贈呈 所在地 浜松市中区相生町１４番９号(浜松東警察署内)

問合せ先 ０５３－４６３－２６９６



条件 交通安全協会会員

対象者 本人のみ

条件 なし(自主返納時に贈呈)

対象者 本人のみ

条件 湖西地区の交通安全協会会員（自主返納時に贈呈）

対象者 本人のみ

浜松市北区細江町気賀４６４０番地
　　　　　　　　　　　　　　　　（細江警察署内）

問合せ先 ０５３－５２３－２６４４

浜松市西区大人見町３４５２番地の１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(浜松西警察署内）

問合せ先 ０５３－４０１－００２５

細江地区支部

内容等 反射材を贈呈 所在地

湖西地区支部

内容等
湖西市循環コミュニティ－バス「コ－ちゃん」回数券（1,100円
分を1回）又は洗剤セットを贈呈

所在地
湖西市新居町新居３３８０番地の２６８
                                 （湖西警察署内）

問合せ先 ０５３－５９４－０５７１

浜松西地区支部

内容等 メッシュポケット付ポーチの交付 所在地


