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10　外出を支援するサービス

外出の手助け

（１）移動情報センター 身 知 精

　移動に困難を抱える障害者等からの相談に応じて、支援制度のご案内や、サービス事業者等（移動
支援事業所、タクシー事業者、地域のボランティアなど）の紹介・コーディネートを行う窓口です。
　また、移動支援に関するボランティア人材の発掘、育成等も行っています。
【相 談 者】� 市内在住の障害児・者�及びその家族　など
【開設日時】� 月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前９時〜午後５時　※予約不要、相談無料
【窓　　口】� 区社会福祉協議会（4頁参照）に設置

名　称 電　話 F A X
鶴見区移動情報センター 504-5050 504-5616
でかけ YO！神奈川（神奈川区移動情報センター） 311-2678 313-2420
西区移動情報センター 620-5998 451-3131
中区移動情報センター 681-6682 641-6078
南区移動情報センター 250-5260 251-3264
港南区移動情報センター 342-5567 846-4117
保土ケ谷区移動情報センター 332-2479 334-5805
移動情報センター　あさひ（旭区移動情報センター） 392-1124 392-0222
磯子区移動情報センター 759-4005 751-8608
金沢区移動情報センター 786-8034 784-9011
おでかけGO！港北（港北区移動情報センター） 543-1947 531-9561
緑区移動情報センター 931-3280 934-4355
青葉区移動情報センター 479-9111 972-7519
都筑区移動情報センター 943-4059 943-1863
戸塚区移動情報センター 862-5091 862-5890
栄区移動情報センター 894-8514 892-8974
泉区移動情報センター 719-5220 804-6042
瀬谷区移動情報センター 361-2202 361-2328

（２）ヘルパーによる外出支援 身 知 精 支援法

　屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ヘルパーが付き添います。
サービス名 対　象　者 サービス内容

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難がある方
�（アセスメント票該当等の要件あり）

外出時に必要な移動の援護や視覚的情報の支援、
排泄・食事等の介助

行動援護
障害支援区分３以上（障害児はこれに相当する心
身の状態）の行動上著しい困難がある方（その他
要件あり）

知的・精神障害によって行動上著しい困難があ
る方の外出時に必要な援護

ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
（
移
動
支
援
）

移動介護
①�身体障害者手帳１・２級で３肢以上の機能障害
がある肢体不自由児・者（外出時に主に車いす
を使用する方）
　�※通学通所支援は、身体障害者手帳１・２級の
視覚障害児・者も対象
②知的・精神障害児・者
③�障害者総合支援法の対象となる難病等の患者の
うち上記①に準ずるもの（児童含む）

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の
外出をする際の移動支援

通学通所
支援

特別支援学校（養護学校）への通学、作業所等
への通所をする際の移動支援

注１　�中学生未満の方は、他の送迎手段や付添いを得られない場合に限ります。また、「通学通所支援」は、年齢に関
わらず他の送迎手段や付添いを得られない場合に限ります。

注２　「通学通所支援」は、「同行援護」、「行動援護」、「移動介護」との併用が可能です。
注３　�通院や官公署での手続のための外出については、ホームヘルプサービス（居宅介護等事業）（30頁）での対応

となります。
【窓　　口】各区福祉保健センター（裏表紙）
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（３）ガイドボランティアによる外出支援 身 知 精

　屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ガイドボランティアによる付添いを利用できます。
　下記の事務取扱団体又は移動情報センター (50 頁 ) で紹介・コーディネートを行っています。
【対 象 者】� １〜６級の視覚障害児・者又は肢体不自由障害児・者、知的・精神障害児・者、障害者総

合支援法の対象となる難病等の患者（児童含む）※事前登録が必要です。
【窓　　口】

登録者の
主な地域※ 事務取扱団体 電話（上段）

FAX（下段）
登録者の

主な地域※ 事務取扱団体 電話（上段）
FAX（下段）

市全域
横浜市身体障害者団体連合会 475-2060

475-2064 磯子区 磯子区社会福祉協議会 759-4005
751-8608

横浜移動サービス協議会 212-2863
212-2864 金沢区 金沢区社会福祉協議会 786-8034

784-9011

鶴見区 鶴見区社会福祉協議会 504-5050
504-5616 港北区 港北区社会福祉協議会 543-1947

531-9561

神奈川区 神奈川区社会福祉協議会 311-2678
313-2420 緑区 緑区社会福祉協議会 931-3280

934-4355

西区 西区社会福祉協議会 620-5998
451-3131 青葉区

青葉区社会福祉協議会 479-9111
972-7519

中区 中区社会福祉協議会 681-6682
641-6078 移動サービスアクセス 875-5233

875-3750

南区 南区社会福祉協議会 250-5260
251-3264 都筑区 都筑区社会福祉協議会 943-4059

943-1863

港南区 港南区社会福祉協議会 342-5567
846-4117 戸塚区 戸塚区社会福祉協議会 862-5091

862-5890

保土ケ谷区 保土ケ谷区社会福祉協議会 332-2479
334-5805 栄区 栄区社会福祉協議会 894-8514

892-8974

旭区 旭区社会福祉協議会 392-1124
392-0222 泉区 泉区社会福祉協議会 719-5220

804-6042

瀬谷区 瀬谷区社会福祉協議会 361-2202
361-2328

※「登録者の主な地域」は目安であり、当該地域外の方の登録も可能です。なお、活動範囲は当該地域に限定されません。

（４）盲ろう者通訳・介助員の派遣 身

　通院や官公庁での手続を行う場合など、コミュニケーションの支援と外出時の移動介助を行う通訳・
介助員を派遣します。
【対 象 者】� 身体障害者障害程度等級のうち視覚又は聴覚障害のいずれかの障害程度が４級以上に該当

し、視覚及び聴覚障害の重複による障害の程度が１級又は2級の身体障害者手帳を有する方
【利用方法】� 窓口で利用登録後、派遣依頼の申請により派遣決定を受けた方へ、通訳・介助員を派遣
【窓　　口】� 神奈川県盲ろう者支援センター（社会福祉法人　神奈川聴覚障害者総合福祉協会）
【住　　所】� 〒 251-8533　藤沢市藤沢 933-2　神奈川県聴覚障害者福祉センター内
【電　　話】� 0466-27-1911　【F�A�X】�0466-27-1225

（５）身体障害者補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）の給付 身

　身体障害者の自立と社会参加を促進するために、身体障害者補助犬を給付します。
【対 象 者】� 視覚障害、肢体不自由、聴覚障害により日常生活に著しい障害のある方で、所定の訓練を

経て、身体障害者補助犬の使用が適当と認められる身体障害者（身体障害者手帳を所有し
ている方）

【留 意 点】� 給付数は盲導犬、介助犬及び聴導犬を合わせて年間数頭です。希望者多数の場合は、給付
が翌年度以降になる場合もあります。

【窓　　口】� 神奈川県福祉子どもみらい局�福祉部障害福祉課社会参加推進グループ
【電 　  話】210-4709　【F A X】201-2051
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（６）身体障害者補助犬定期検診等事業 身

　身体障害者補助犬の定期検診等の医療費助成を行います。
【対　　象】� 身体障害者補助犬認定証の交付を受けた補助犬の使用者
【窓　　口】� 各区福祉保健センター（裏表紙）

（７）施設等通所者への交通費助成 身 知 精

　地域作業所等の通所施設（児童施設を除く）、又は精神科デイ・ケアに通所するために要した本人及
び家族等の送迎介助者の交通費※を助成します（市外の通所先も対象になります）。
※他の制度により負担される額を除きます。
【対 象 者】� 横浜市在住の 15歳以上の障害児・者及び送迎介助者（障害状況から介助が必要な場合。

ガイドヘルパー等一部除く）
【対象事業】� 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労支援施設※ 1、
� 地域活動支援センター（横浜市精神障害者生活支援センターを除く）、地域作業所※ 2、精神科

デイ・ケア、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア※３
� ※ 1横浜市総合リハビリテーションセンターに設置するものに限る
� ※ 2市町村より運営費の補助を受けている作業所に限る
� ※ 3�生活保護受給者で、精神科デイ・ケア、ショート・ケア、ナイト・ケア及びデイ・ナ
��� �������イト・ケアに通所している者は除く
【助 成 額】�「通所１回あたりの助成単価」を事前決定（通所先の施設等を通じて事前申請）したうえで
� 　①主に公共交通機関（電車・バス）を利用する場合
� 　　�「通所回数×通所１回あたりの助成単価」又は「６か月定期券代」のいずれか低い金額を助成
� 　　※�福祉特別乗車券及び敬老特別乗車証の交付対象者は、その取得の有無に関わらず、

乗車券等の利用が可能な交通機関（市営地下鉄、バス、シーサイドライン）の運賃は、
助成対象外です。

� 　②主に自家用車（四輪）を利用する場合
� 　　「通所回数×通所１回あたりの助成単価」の金額を助成
� 　　※助成単価は、居住地から施設等の最短経路の距離１㎞につき20円（１㎞未満切上げ）
� 　　※障害の状況等から、自家用車以外の通所手段がない場合に限ります。
【請求方法】� 対象者から請求事務の委任を受けた障害者施設等が、対象者分を取りまとめて、横浜市に

半年ごとに請求を行います。（対象者個人からの申請は、受け付けていません。）
【窓　　口】� 各通所先
（８）在宅重症難病患者の患者等搬送車利用料助成

　通院や入退院、相談会等の際に横浜市消防局認定の患者等搬送車を利用した場合に、その利用料の
一部を助成します。（起点または終点が自宅の場合に限ります。）（事前登録が必要です。）なお、他の
制度を利用できる場合はそちらが優先となります。
【対 象 者】� 障害者総合支援法の対象となる難病（23〜 26頁掲載の疾病）にり患して在宅で療養して

おり、車いす対応車両による移動が困難で、ストレッチャー対応車を使用せざるを得ない方
【窓　　口】� 各区福祉保健センター（裏表紙）
（９）難病患者の外出支援サービス事業

　車いす対応車両を用いて、自宅と医療機関等との間を移動する際の送迎を行います。（事前登録が必
要です。）なお、他の制度を利用できる場合はそちらが優先となります。
【対 象 者】難病（23〜 26頁掲載の疾病）にり患して在宅で療養しており、車いすを使用している等、

単独で一般交通機関を利用することが困難な方
【利 用 料】�２kmまで300円、以降１kmごとに150円増、及び駐車場代などの実費を負担していただ

きます。
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【窓　　口】各区社会福祉協議会（4頁）
※車両や運転ボランティアが十分に確保できない等の理由により、ご希望に添えない可能性があります。

交通手段の割引等

（１）鉄道運賃の割引 身 知

　JR東日本、私鉄、市営地下鉄及び金沢シーサイドラインを利用する際に、本人及びその介護者について、
運賃の割引が受けられます（介護者は一部の条件の場合のみ割引となります）。
※介護者に対しては、障害者割引の対象となる障害者ご本人と同伴して同一区間をご乗車される場合
に限り、割引運賃が適用されます。介護者の方が、単独でご乗車される場合（送迎など含む）は、
割引運賃は適用されません。

【対 象 者】�
①第１種障害者

身体障害者 身体障害者障害程度等級表（134〜 135頁）参照
知的障害者 愛の手帳（療育手帳）Ａ１、Ａ２

②第２種障害者 第１種以外で身体障害者手帳又は愛の手帳（療育手帳）等をお持ちの方
� 　※割引種別は障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に記載されています。
① JR 東日本
【割引内容】

乗 車 形 態 本人の年齢 割 引 対 象 割 引 率

第
１
種

本人が、単独で片道営業キロ 100km
を超える区間を乗車する場合 制限なし 普通乗車券 ５割引

本人が、介護者とともに乗車する場合
（距離の制限なし）

12歳未満

普通乗車券
回数乗車券

急行券（特急券を除く）
本人、介護者とも５割引

定期乗車券 介護者のみ５割引

12歳以上
普通乗車券＊
回数乗車券

急行券（特急券を除く）
定期乗車券

本人、介護者とも５割引

第
2
種

本人が、単独で片道営業キロ 100km
を超える区間を乗車する場合 制限なし 普通乗車券 ５割引

本人が、介護者とともに乗車する場合
（距離の制限なし） 12歳未満 定期乗車券 介護者のみ５割引

※第 1種で介護者と同乗する障害児が幼児（６歳未満）の場合、障害児本人は無料、介護者には割引
を適用します。
※小児定期乗車券は割引になりません。
【利用方法】�（切符の場合）
� ①�切符発売窓口に手帳（第１種または第２種がわかるページ）を提示して切符を購入。た

だし、本人と介護者両者が大人の場合で、＊の営業キロ 100kmまでの区間については、
自動券売機で小児運賃の切符を購入し、改札係員に購入した切符と手帳を併せて提示の
うえ利用することも可能です。自動改札機の利用はできません。

� ②本人と介護者が利用する場合は、同一区間の切符を購入してください。
� （Suica�等の IC カードの場合）
� 　障害者割引の適用条件を満たして ICカードで乗車される場合、１円単位の IC運賃が適

用されます。ICカードで入場し、出場駅の改札窓口にて手帳を提示してください。
� ※列車を利用する際は必ず手帳を携帯し、係員から求められたら提示してください。
� ※出場駅で自動改札機を利用すると無割引の運賃となりますのでご注意ください。
� ※本人と介護者両者が各々の IC�カードを利用してください。
【窓　　口】� 詳細は、JR�東日本の駅窓口へお問い合わせください。
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②私鉄（京急電鉄、相模鉄道、東急電鉄、みなとみらい線）
【割引内容】（切符の場合）
� JR 東日本の運賃割引内容に準じます。ただし、本人が単独で乗車する場合には、乗車す

る私鉄の駅から他の鉄道会社にまたがる普通乗車券で、通算営業キロが片道 100㎞を超え
る区間を乗車する場合に割引となります（みなとみらい線をのぞく）。

� ※ JR 東日本や、他の私鉄へまたがる普通乗車券が購入できる範囲は、各私鉄により異な
ります。

� （PASMO等の ICカードの場合）
� JR東日本の運賃割引内容に準じますが、乗車する鉄道会社ごとで割引条件を適用するため、

本人が単独で乗車の場合、通算営業キロが片道 100㎞を超える区間でも、割引とならない
場合があります。

� （定期乗車券・回数乗車券の場合）
� JR 東日本の運賃割引内容に準じます。
【利用方法】（切符の場合）
� ①駅改札窓口で手帳（第 1種または第 2種がわかるページ）を提示して切符を購入。本

人と介護者両者が大人の場合で、他の鉄道会社にまたがらない区間の利用に限り、自動券
売機で小児運賃の切符を購入し、改札係員に購入した切符と手帳を併せて提示のうえ利用
することも可能です。自動改札機の利用はできません。

� ②本人と介護者が利用する場合は、同一区間の切符を購入してください。
� （PASMO等の ICカードの場合）
� JR 東日本の利用方法に準じます。
� （定期乗車券・回数乗車券の場合）
� 駅窓口で手帳（第 1種または第 2種がわかるページ）を提示して購入してください。
� ※列車を利用する際は必ず手帳を携帯し、係員から求められたら提示してください。
【窓　　口】詳細は、各鉄道の駅改札窓口へお問い合わせください。

③市営地下鉄
【割引内容】　

※�児童養護施設や知的障害児施設などを利用されている方及びその付添人についても、同様の割引を
受けられます。
※介護者と同乗する障害児が幼児（６歳未満）の場合、障害児本人は無料、介護者には割引を適用します。
【利用方法】� 乗車券購入時に手帳（第 1種または第 2種がわかるページ）を提示。定期券はお客様サー

ビスセンター及び駅事務室で発売。
【窓　　口】� 詳細は、お客様サービスセンター又は市営地下鉄の駅窓口へお問い合わせください。

④金沢シーサイドライン
【割引内容】　

※第２種障害者の介護者への割引については、障害者本人が 12才未満で横浜市内在住の場合のみ適用
します。

本人の年齢 割引対象 割　引　率
第１種障害者 制限なし 本人及び介護者 普通乗車券…５割引

回数乗車券…５割引
定期乗車券…５割引第２種障害者 12歳未満 本人及び介護者

12歳以上 本人のみ

本人の年齢 割引対象 割　引　率
第１種障害者 制限なし 本人及び介護者 普通乗車券…５割引

回数乗車券…５割引
定期乗車券（12歳以上）…５割引第２種障害者 12歳未満 本人及び介護者

12歳以上 本人のみ
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【利用方法】（切符の場合）
� 有人駅（新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅）では、ご案内窓口にお申し出ください。
� 無人駅（上記以外の駅）では、自動券売機の横にあるインターホンを押してから、下にあ

る黄色い部分に手帳等を上向きにして置いてください。駅係員が手帳等を確認後、自動券
売機の「割引」ボタンが点滅したらそのボタンを先に押して、ご希望のきっぷの種類・運
賃ボタンを押してください。ボタンが点灯するまで、多少のお時間がかかります。

� (PASMO等の ICカードの場合 )
� 乗車駅
� IC カードでタッチして入場してください。（介護者の方もタッチして入場してください。）
� ※ご乗車の際にお手伝いが必要な方、その他ご不明な点は駅係員または券売機横のイン

ターホンでお問い合わせください。
� 降車駅
� ①改札機にはタッチせず、窓口の駅係員か精算機横のインターホンでお申し出ください。
� 　【ご注意】改札機にタッチすると割引前の運賃が引き去られてしまいます。
� ②手帳の確認をさせていただきます。
� 　※無人駅の場合は、券売機横のインターホンで確認させていただきます。
� ③窓口で特殊割引運賃をＩＣカードから収受させていただきます。
� 　※無人駅の場合は、精算機で収受させていただきます。
� ④有人改札をお通りください。
� 　※無人駅の場合は、精算機で出場用のきっぷを発行いたします。
【窓　　口】詳細は、金沢シーサイドラインの有人駅（新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅）窓口へお

問い合わせください。

（２）バス運賃の割引 身 知

　市内を運行する路線バスを利用する際に、本人及びその介護者について運賃の割引が受けられます。
※�介護者・付添人 ( 原則 1名 ) に対しては、障害者割引の対象となる障害者ご本人と同伴してご乗車
される場合に限り、割引運賃が適用されます。介護者・付添人の方が、単独でご乗車される場合（送
迎など含む）は、割引運賃は適用されません。
【対 象 者】� 身体障害者手帳又は愛の手帳（療育手帳）等の交付を受けている方

①市営バス
【割引内容】

本人の年齢 割引対象 割　引　率
第１種及び
第２種障害者 制限なし 本人及び介護者 普通乗車券…５割引

定期乗車券…３割引

※児童養護施設や知的障害児施設などを利用されている方及びその付添人についても、同様の割引を
受けられます (利用証明が必要です )。
※介護者と同乗する障害児が幼児（６歳未満）の場合、障害児本人は無料、介護者には割引を適用します。
【利用方法】� 乗車時、手帳を提示(ミライロIDアプリでの提示も可)。定期券はお客様サービスセンター、

駅事務室及び市営バス定期券発売窓口で発売。
【窓　　口】� 詳細は、お客様サービスセンター又は市営バス定期券発売窓口でお問い合わせください。
②民営バス
【割引内容】� 会社により内容・取扱・割引が異なります。
【窓　　口】� 詳細は、各交通事業者へお問い合わせください。

（３）福祉特別乗車券の交付 身 知 精

　市内を運行する路線バス（一部市外区間を含む。深夜急行バス・高速バスなどを除く）、市営地下鉄
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（全線）及び金沢シーサイドライン（全線）を利用する場合、無料になります。交付をうけるためには、
年額 1,200 円（20歳未満は年額 600円）の利用者負担金が必要です。
　なお、利用は交付者本人に限ります。
【対 象 者】下記のいずれかに該当する市内にお住まいの 70歳未満の方で、福祉タクシー利用券又は

障害者自動車燃料券の交付を受けていない方　※ 70歳以上で希望する方は敬老特別乗車
証を交付します。

� ①身体障害者手帳１〜４級を持っている方
� ②�愛の手帳（療育手帳）Ａ１〜Ｂ２を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で

知能指数 75以下と判定された方
� ③精神障害者保健福祉手帳１〜３級を持っている方
【必要なもの】� 身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）等又は精神障害者保健福祉手帳
【窓　　口】� 手帳を持参のうえ各区福祉保健センター（裏表紙）へ
【次回以降の更新】
　次回の有効期間分の福祉特別乗車券申請書兼納付書については、9月中旬までに、引き続き対象と�
なる方へ郵送しますので、改めて申請する必要はありません。
　なお、10月１日以降有効な手帳をお持ちでない場合は、福祉特別乗車券の交付はできませんので、
更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。
【有効期間中 (10 月〜翌年９月 )に福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券に切替える場合】
　福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券の対象となる方については、これらの券への切替えが
可能です。
※切替えは有効期間中１回限りです。
※切替えを行う月〜有効期間末月（９月）までの月数×７枚（タクシー券）又は 2枚（燃料券）を交
　付します。
※福祉特別乗車券と福祉タクシー利用券、障害者自動車燃料券は併給はできませんので、福祉特別乗
　車券は返還していただきます。
【注　　意】��福祉特別乗車券は交付者本人に限り利用できます。
� 家族を含め他人に貸すことや譲渡することは絶対に行わないでください。（無効として券

を回収し、以後の交付を一定期間停止します。また、交通事業者から増運賃を徴収される
場合があります。）

【そ の 他】��福祉特別乗車券は振替輸送の対象外です。

（４）タクシー料金の割引 身 知 精

　タクシー料金の割引はタクシー事業者による制度で、乗車料金が 10％割引されます。（一部対象外
の事業者もあります。）
【対 象 者】� 身体障害者手帳所持者、愛の手帳（療育手帳）所持者、又は精神障害者保健福祉手帳所持者、

及びその者と同乗している介護者（手帳保持者と同乗区間のみ割引）、特定疾患医療受給
者証所持者※、特定医療費（指定難病）受給者証所持者※、先天性血液凝固因子障害等医
療受給者証所持者※

【注 � 　�意】�特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証及び先天性血液凝固因子障害等医
療受給者証による割引はタクシー事業者によって実施状況が異なります。割引適用の有無に
ついては、下記問い合わせ先ではなく、直接タクシー事業者に確認をお願いします。

【乗車料金】� メーター料金× 0.9（10円未満切捨）　※迎車料金等は割引の対象となりません。
【利用方法】� 身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、

特定医療費（指定難病）受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証のいずれかを
提示
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【問合せ先】
名　　称 所　在　地 電　話 ＦＡＸ

一般社団法人神奈川県タクシー協会 〒 231-0066　中区日ノ出町 2-130 241-3577 241-3581

神奈川県個人タクシー協会 〒 221-0822　�神奈川区西神奈川 1-19-8�
神友ビル 301 401-8896 401-8891

（５）福祉タクシー利用券の交付 身 知 精

　1枚につき 500円を限度に助成する福祉タクシー利用券を交付します。1回の乗車につき、福祉タクシー
利用券を 7枚まで利用できます。なお、福祉タクシー利用券を使用しても前記の「タクシー料金の割引」を
受けることができます。また、利用は交付者本人に限ります（同乗者がいる場合でも利用可能です）。
【対 象 者】� 下記のいずれかに該当する市内にお住まいの方で、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証、特

別乗車券、障害者自動車燃料券の交付を受けていない方
� ①下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む１・２級の身体障害者手帳を持っている方
� ②愛の手帳（療育手帳）Ａ１、Ａ２を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で

知能指数 35以下と判定された方
� ③下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む３級の身体障害者手帳を持っている方の

うち愛の手帳（療育手帳）Ｂ１を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知
能指数 50以下と判定された方

� ④精神障害者保健福祉手帳１級を持っている方
【交付枚数】� 10 月１日〜翌年９月 30日まで年間 84枚を交付します。対象となる方のうち腎臓機能障

害で人工透析に週３回以上通院している方には年間 168枚を交付します。
【利用方法】� 乗車の際には、身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）又は精神障害者保健福祉手帳を提

示し、手帳番号を明記した福祉タクシー利用券を乗務員に提出してください。
【窓　　口】� 手帳を持参のうえ各区福祉保健センター（裏表紙）へ
【注　　意】� ①福祉タクシー利用券は交付者本人に限り利用できます。家族を含め他人に貸すことや譲

　渡することは絶対に行わないでください。（無効として券を回収したうえで、以後の交
　付停止や不正使用額の返還を求める場合があります）。

� ②福祉タクシー利用券は紛失されても再発行はいたしません。
【次回以降の更新】
　次回の有効期間分の福祉タクシー利用券については、９月中旬までに、引き続き対象となる方へ�
順次郵送しますので、改めて申請する必要はありません。
　なお、10月１日以降有効な手帳をお持ちでない場合は、福祉タクシー利用券の交付はできませんの
で、更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。
【有効期間中 (10 月〜翌年９月 )に「福祉特別乗車券」「敬老特別乗車証」「特別乗車券」に切替える場合】
　福祉タクシー利用券の残り枚数７枚（腎臓機能障害で168枚交付の方は14枚）＝１か月分と換算し
て福祉特別乗車券等の利用開始月を決定するため、残数が不足している月までは切替えができません。
※切替えは障害者自動車燃料券への交換も含めて有効期間中１回限りです。
※福祉特別乗車券、敬老特別乗車証等との併給はできませんので、福祉タクシー利用券は返還してい
ただきます。
※福祉特別乗車券に切り替える場合、年額1,200円 (20歳未満600円 ) の利用者負担金がかかります。
（敬老特別乗車証等に切り替える場合、利用者負担金はありません）
タクシー券の
残りの枚数※ 84枚 77枚

　以上
70枚
　以上

63枚
　以上

56枚
　以上

49枚
　以上

42枚
　以上

35枚
　以上

28枚
　以上

21枚
　以上

14枚
　以上

7枚
　以上

6枚
　以下

福祉パス等への
切替え可能月

10月
から

11月
から

12月
から

1月
から

2月
から

3月
から

4月
から

5月
から

6月
から

7月
から

8月
から

9月
から

切替
不可

※腎臓機能障害で 168枚交付の方は、表中「残りの枚数」が 2倍の計算となります。
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【有効期間中（10月〜翌年９月）に「障害者自動車燃料券」に切替える場合】
　福祉タクシー利用券の残り枚数７枚（腎臓機能障害で 168枚交付の方は 14枚）＝１か月分と換算
して障害者自動車燃料券の交付枚数を決定します。
※切替えは福祉特別乗車券等への交換も含めて有効期間中１回限りです。
※障害者自動車燃料券との併給はできませんので、福祉タクシー利用券は返還していただきます。
　（障害者自動車燃料券に切り替える場合、利用者負担金はありません）
タクシー券の
残りの枚数※ 84枚 77枚

　以上
70枚
　以上

63枚
　以上

56枚
　以上

49枚
　以上

42枚
　以上

35枚
　以上

28枚
　以上

21枚
　以上

14枚
　以上

7枚
　以上

6枚
　以下

燃料券の
貰える枚数※ 24枚 22枚 20枚 18枚 16枚 14枚 12枚 10枚 8枚 6枚 4枚 2枚 切替

不可
※腎臓機能障害で 168枚交付の方は、表中「枚数」が 2倍の計算となります。

■一般タクシーの利用について
　神奈川県下で運行しているタクシー会社が対象です。
　乗車の際、福祉タクシー券の利用についてご確認ください。
　また、一般タクシー料金で乗ることができる、障害者や高齢者に配慮された「ユニバーサルデザイ
ン（UD）タクシー」（65頁参照）でも、福祉タクシー利用券を利用できます。

■福祉車両の利用について
　福祉車両等を使って送迎する福祉有償運送や介護タクシーなどの利用の際、福祉タクシー利用券を
利用できます。
　なお、利用できる事業者については 68〜 72頁を参照して下さい。

（６）有料道路通行料金の割引 身 知

　割引対象に該当し、事前に割引登録した場合には、高速道路で、通行料金が割引されます。（割引率
は最大 50%）
【割引対象】� ①障害者ご本人が運転する場合
� 　身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象です。
� 　（本人又は親族等※が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。）
� ②障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗する場合
� 　身体障害者手帳又は愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている方のうち
� 　重度の障害がある方（「第１種」の方）が対象です。
� 　�（本人又は親族等が所有する乗用自動車等・本人または親族等が自動車を所有していな

いときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等で割
引登録が可能です。）

� ※�親族等の範囲は、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同
居の親族等とします。

� ※�①、②の場合とも、対象となるのは１人につき１台・自動車は個人所有のものに限り、
営業用の車・法人所有・法人使用の車は対象となりません。また、レンタカー、タクシー、
軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等も本割引の対象となりません。

【割引登録】� 割引を利用する前に、割引登録が必要です。次の【必要なもの】を用意のうえ、区福祉保
健センターで割引登録を行ってください。

【必要なもの】� 身体障害者手帳又は愛の手帳（療育手帳）（重複して手帳をお持ちの場合は両方の手帳）、
自動車検査証、運転免許証（障害者ご本人が運転される場合）

� ※ �ETC利用の場合は、上記に加え、ETC車載器管理番号が確認できるもの（ETC車載器
セットアップ申込書・証明書など）、ETCカード（本人名義、ただし、【割引対象】②の
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未成年の方は、親権者又は法定後見人の名義も対象）
【利用方法】� ① ETCを利用しない場合
� 　料金所係員に身体障害者手帳又は愛の手帳（療育手帳）の有料道路割引登録が記載（区

福祉保健センターで記載）されたページを提示するか、手帳をお渡しください。係員の確
認後に、料金をお支払いください。

� ② ETCを利用する場合
� 　事前に登録された ETCカードを、登録された ETC車載器（手帳に記載された自動車に

取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業を行ったもの）に挿入して ETCレーンを
無線通行してください。なお、ETCレーンの点検等により、ETCレーンを利用できない
場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には、料金所係員に ETCカードを渡して
のお支払となります。この場合は、事前に登録されている ETCカードでのお支払の場合
でも、係員への身体障害者手帳又は愛の手帳（療育手帳）の提示が必要となります。手帳
を提示しない場合は、割引が適用されません。

【窓　　口】� 各区福祉保健センター（裏表紙）

（７）国内航空運賃の割引 身 知 精

　航空会社によっては、国内航空運賃の割引があります。
障害区分 適　用　範　囲 割　引　率

身体障害者
知的障害者

第１種障害者 障害者本人及び本人と同乗する介護者１名

航空会社によって異なります
小児運賃等には、適用されません

第２種障害者 障害者本人及び本人と同乗する介護者１名
（航空会社によっては障害者本人のみ）

精神障害者 － 障害者本人及び本人と同乗する介護者１名
（航空会社によっては適用なし）

【そ の 他】� 第１種、第２種障害者の区分については、鉄道運賃の割引（53頁）に準じます。
【窓　　口】� 航空会社ほか航空券販売所

自動車の運転等に関する各種制度

（１）障害者自動車燃料券の交付 身 知 精

　障害のある方ご本人、又はご家族等が所有する自家用車（二輪を除く）の燃料費を助成するため、1
枚につき 1,000 円を助成する障害者自動車燃料券を交付します。
【対 象 者】　下記のいずれかに該当する市内にお住まいの方で、福祉タクシー利用券、福祉特別乗車券、��

　敬老特別乗車証、特別乗車券の交付を受けていない方
　　　　　　①下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む１・２級の身体障害者手帳を持ってい
　　　　　　る方
　　　　　　②愛の手帳（療育手帳）Ａ１、Ａ２を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所
　　　　　　で知能指数 35以下と判定された方
　　　　　　③下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む３級の身体障害者手帳を持っている方
　　　　　　のうち愛の手帳（療育手帳）Ｂ１を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所
　　　　　　で知能指数 50以下と判定された方
　　　　　　④精神障害者保健福祉手帳１級を持っている方
【対象車両】���①対象となる方１人につき、１台を登録していただきます。
　　　　　　②二輪車及び営業用車両（※）は対象外です。
　　　　　　　※所有者（割賦購入契約等により購入している場合を除く）又は使用者が法人の場合。
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　　　　　　　※車検証の「自家用・事業用の別」欄が事業用のもの。
　　　　　　　※有償による移動サービスの用に供しているもの。
　　　　　　　※営業の用に供しているもの。
【交付枚数】���10 月１日〜翌年９月 30日まで年間 24枚を交付します。
　　　　　　対象となる方のうち腎臓機能障害で人工透析に週３回以上通院している方には年間 48枚
　　　　　　を交付します。
【利用方法】�� ①給油前に障害者自動車燃料券が利用できるかガソリンスタンドの店員の方にご確認く�
　　　　　　　ださい。
　　　　　　　※障害者自動車燃料券を利用できるガソリンスタンドは本市と契約をしたところに限
　　　　　　　　られます。
　　　　　　②ガソリンスタンドの店員の方が、障害者自動車燃料券に印字された車両のナンバーと
　　　　　　　実際に給油する車両のナンバーが一致しているかの確認を行います。
　　　　　　　※事前に登録された車両以外への給油にはご利用いただけません。
【利用上の注意】� ①障害者自動車燃料券は金額（1,000 円）単位での給油にご利用ください。
　　　　��②障害者自動車燃料券を利用した場合は給油単価が、店頭表示価格と異なる場合があり　

ます。給油前に給油単価を確認し、了承のうえ、ご利用ください。
　　　　� ③障害者自動車燃料券はハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油のみの支払いに　

利用できます。オイル交換や洗車等は助成対象外です。
【窓　　口】� 手帳と登録する自動車の自動車検査証（コピー）を持参のうえ各区福祉保健センター
　　　　　　（裏表紙）へ
【注　　意】� ①障害者自動車燃料券は貸与・譲渡・転売・換金または担保に供することはできません（不

　正利用等が判明した場合は、無効として券を回収したうえで、以後の交付停止や不正使
　用額の返還を求める場合があります）。

　　　　��②障害者自動車燃料券は紛失されても再発行はいたしません。
　　　　��③登録されている車両の変更等は再度手続きが必要です。

【次回以降の更新】
　次回の有効期間分の障害者自動車燃料券については、９月中旬までに、引き続き対象となる方へ順
次郵送しますので、改めて申請する必要はありません。
　なお 10月１日以降有効な手帳をお持ちでない場合は、障害者自動車燃料券の交付はできませんので、
更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。
【有効期間中（10月〜翌年９月）に「福祉特別乗車券」「敬老特別乗車証」「特別乗車券」に切替える場合】
　障害者自動車燃料券の残り枚数２枚（腎臓機能障害で 48枚交付の方は４枚）＝１か月分と換算して
福祉特別乗車券等の利用開始月を決定するため、残数が不足している月までは切替えができません。
※切替えは福祉タクシー利用券への交換も含めて有効期間中１回限りです。
※福祉特別乗車券、敬老特別乗車証等との併給はできませんので、障害者自動車燃料券は返還してい
　ただきます。
※福祉特別乗車券に切り替える場合、年額1,200円 (20歳未満600円 ) の利用者負担金がかかります。
　（敬老特別乗車証等に切り替える場合、利用者負担金はありません）
燃料券の
残りの枚数※ 24枚 22枚

　以上
20枚
　以上

18枚
　以上

16枚
　以上

14枚
　以上

12枚
　以上

10枚
　以上

8枚
　以上

6枚
　以上

4枚
　以上

2枚
　以上

1枚
　以下

福祉パス等への
切替え可能月

10月
から

11月
から

12月
から

1月
から

2月
から

3月
から

4月
から

5月
から

6月
から

7月
から

8月
から

9月
から

切替
不可

※腎臓機能障害で 48枚交付の方は、表中「残りの枚数」が 2倍の計算となります。
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【有効期間中（10月〜翌年９月）に「福祉タクシー利用券」に切替える場合】
　障害者自動車燃料券の残り枚数２枚（腎臓機能障害で 48枚交付の方は４枚）＝１か月分と換算して
福祉タクシー利用券の交付枚数を決定します。
　※切替えは福祉特別乗車券等への交換も含めて有効期間中１回限りです。
　※福祉タクシー利用券との併給はできませんので、障害者自動車燃料券は返還していただきます。
　　（福祉タクシー利用券に切り替える場合、利用者負担金はありません）
燃料券の
残りの枚数※ 24枚 22枚

　以上
20枚
　以上

18枚
　以上

16枚
　以上

14枚
　以上

12枚
　以上

10枚
　以上

8枚
　以上

6枚
　以上

4枚
　以上

2枚
　以上

1枚
　以下

タクシー券の
貰える枚数※ 84枚 77枚 70枚 63枚 56枚 49枚 42枚 35枚 28枚 21枚 14枚 7枚 切替

不可
※腎臓機能障害で 48枚交付の方は、表中「枚数」が 2倍の計算となります。

【障害者自動車燃料券が利用可能な事業所】
　必ず給油前に障害者自動車燃料券が利用できるかガソリンスタンドの店員の方にご確認ください。
　※障害者自動車燃料券の取扱い時間については、横浜市ホームページでご確認ください。
　※最新の給油所一覧については、横浜市ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。

区 給油所名 住所 電話番号 FAX 番号

鶴見

昭和礦油　株式会社　セルフ東寺尾 岸谷３－７－５ 572-4741 572-4741
ツェッペリン横浜 SS 大黒ふ頭１５番地 504-9021 504-9026
株式会社　東日本宇佐美　環状２号新横浜 SS 駒岡２－５－２５ 581-0928 581-0938
株式会社　東日本宇佐美　鶴見産業道路 SS 寛政町２２－２８ 508-1258 508-1259
株式会社　東日本宇佐美　横浜大黒 SS 大黒町４－７２ 511-4386 511-9836
株式会社　東日本宇佐美　１５号横浜鶴見 SS 生麦１－１３－７ 508-1488 508-1533

神奈川

ENEOS　Enejet　西寺尾 SS 西寺尾１丁目２１－２ 421-4924 433-2509
ENEOS　新子安ステーション 新子安１－３５－１１ 401-0676 434-8116
株式会社　かなせき　片倉 SS 片倉１－１－８ 481-9008 481-9010
山和石油　株式会社　新横浜給油所 菅田町２９１５番地 472-6685 472-6685
昭和礦油　株式会社　セルフルート１入江 入江１－３２－２５ 421-0826 421-0826
新生商事　株式会社　三枚町給油所 三枚町４３１ 382-1666 381-5027
東神奈川石油　株式会社 神奈川２－６－８ 461-0389 461-5090

西 東邦礦産　株式会社 浅間町二丁目９８番地の６ 311-4081 311-1158

中

株式会社　青柳商会 上野町２－４５ 621-9607 623-7282
ENEOS　桜木町ステーション 桜木町３－１０ 222-2712 201-1263
昭和礦油　株式会社　プラザ長者町 扇町４－１２－１ 641-7418 641-7418
株式会社　東日本宇佐美　横浜本牧 SS 本牧十二天３－３ 625-2848 625-2849
ベイブリッジ横浜 SS 本牧ふ頭３番地 623-1821 624-0026
株式会社　みなとコーポレーション　ベイサイド新山下 新山下２－４－３ 622-1051 623-6306
株式会社　みなとコーポレーション　ベイブリッジ本牧 本牧ふ頭１－１ 621-1099 621-6192

南 久良岐屋石油　株式会社　DD井土ケ谷店 井土ケ谷下町４７ 741-1100 741-1100
ENEOS　東蒔田ステーション 東蒔田町１７－２ 711-2371 730-3714

港南

礒川商事　株式会社　アイル藤ケ沢 SS 日野南４丁目 30番１号 842-4541 842-4475
有限会社　笹下サービスステーション 笹下２丁目４番２１号 842-2711 842-2734
昭和礦油　株式会社　セルフ港南台 港南台５－２３－２１ 832-0708 832-0708
スタシオン別所 IC 最戸１－２１－３１ 713-8602 308-8869
Dr.Drive　港南台 SS 港南台７－５１－１ 832-5850 834-1533
Dr.Drive　CS丸山台 丸山台２－１７－１ 843-6573 845-2613

保土ケ谷 ヤベライフパートナー　株式会社　今井町 SS 今井町１３０ 353-0528 351-9685

旭 ENEOS　善部町 SS 善部町２９ 364-1538 364-1538
ENEOS　都岡ステーション 都岡町４１－５ 955-2200 955-2252
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区 給油所名 住所 電話番号 FAX 番号

磯子

宇佐美商事　株式会社　根岸橋給油所 丸山二丁目６番１号 751-9493 752-2877
昭和礦油　株式会社　セルフ根岸 西町１０－６ 761-3445 761-3445
大宏商事　岡村給油所 岡村２－８－１５ 751-5906 751-5906
太陽石油　株式会社 森３－２－２７ 750-5575 750-5589
Dr.Drive　磯子中里 SS 上中里町８３０－２ 773-4629 775-4369

金沢

久良岐屋石油　株式会社　DD福浦店 福浦２－４－１７ 783-3651 783-3651
セルフステーション朝比奈インター給油所 朝比奈町２５番地２号 701-5660 786-1888
セルフステーション八景島 柴町３９１－４ 785-3939 785-3851
セルフ　Dr.Drive　釜利谷 SS 釜利谷東４－４９－１６ 784-4069 785-7764
Dr.Drive　金沢シーサイド SS 富岡東２－４－３９ 771-9462 773-5350
株式会社　東日本宇佐美　３５７号横浜南部市場 SS 昭和町３１７５－４ 775-2088 775-2084

港北

礒川商事　株式会社　アイル新𠮷田 SS 新吉田町５６３５番地 592-5451 590-4578
久良岐屋石油　株式会社　DD小机店 小机町２５６１ 472-1112 471-7098
山和石油　株式会社　日吉給油所 日吉３丁目２番４号 563-6093 563-6093
株式会社　綱島給油所 綱島東一丁目６－１３ 531-0155 531-0155
豊神商事　株式会社　樽町給油所 樽町４－６－１８ 531-1366 531-1624

緑 岩岡商事　株式会社 鴨居３丁目３番４号 931-1725 931-2210

青葉

エネオス　鴨志田 SS 鴨志田町５６４－１ 962-4121 960-1395
株式会社 ENEOSジェネレーションズ　もえぎ野 SS 柿の木台４－８ 972-5674 482-9263
ENEOS　元石川 SS 元石川町３５４１－４ 901-6433 901-6380
有限会社　中山石油　こどもの国通り SS 恩田町２０７４ 962-0573 なし
株式会社　長野商事　たちばな台給油所 たちばな台２－１３－５ 962-3119 962-2152

都筑

久良岐屋石油　株式会社　DD梅田橋店 池辺町４８５７ 933-1659 933-1659
スーパーステーション仲町台 仲町台１－２２－１４ 943-7283 943-9339
スーパーステーションセンター南 茅ケ崎南４－１－３９ 949-1177 949-1178
セルフステーション港北NT 東山田３－１－１ 594-1852 594-1853
セルフステーション都筑インター第２給油所 早渕７－２１－２３ 592-1393 592-1388
株式会社　東日本宇佐美　第３京浜港北インター SS 東方町３００－１ 470-2288 470-2289

戸塚 株式会社　東日本宇佐美　１号戸塚原宿 SS 原宿４－５３－１４ 852-5408 852-5298
株式会社　東日本宇佐美　１号原宿下り SS 原宿５－３８－１ 854-0528 854-0529

栄 昭和礦油　株式会社　セルフ上郷 上郷町１０７３－１３ 891-3773 891-3773

泉 セルフステーション泉 中田西４－１－１９ 804-1010 804-1011
有限会社　千歳石油商会　萩丸 SS 和泉中央南１－２１－７ 802-7811 なし

瀬谷 株式会社　相沢興産　アポロステーションセルフ阿久和 阿久和南２－６－１ 361-0444 391-5601
有限会社　守屋石油　セルフ瀬谷 SS 瀬谷４－４２－６ 301-5533 301-6915

東京都
（緑区隣接）

株式会社　東日本宇佐美　
２４６号つくし野横浜インター SS 町田市つくし野４－３６－１ 045-922-9461 045-922-4817

（２）安全運転相談（安全運転相談ダイヤル） 身 精

　障害のある方が自動車の運転免許を取得する場合、事前に運転免許センターで運転適性検査・相談
を受けてください。必要に応じて、障害のある方が運転練習ができるようアクセル・ブレーキ・ハン
ドルなどを改造した教習車がある教習所の教示等を行っています。
【窓　　口】� 神奈川県警察運転免許センター安全運転相談室　【所在地】�〒 241-0815　旭区中尾 1-1-1　
【最 寄 駅】� 相鉄線二俣川駅からバス約５分　
【電　　話】� ＃８０８０〔シャープハレバレ〕（つながらない場合は 365-3111）
【聴覚障害者専用ＦＡＸ】363-7816
【開設日時】� ①月〜金曜日（祝日、休日、年末年始の休日を除く）　
� 　午前９時 30分〜 11時、午後２時〜４時
� ②毎月第３日曜日（二輪実車に類するものを除く）
� 　午前８時 30分〜 11時、午後１時〜 3時
� ※�車に同乗して来られる方のために、身体障害者専用駐車施設があります。（台数に限り

があります。）
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（３）自動車運転免許取得費用の助成 身 知 精

　各都道府県公安委員会が指定した自動車教習所で免許を取得する場合に、技能教習に要する費用の
３分の２を助成します。ただし助成額は 10万円以内です。
【対 象 者】� ①身体障害者手帳１〜４級の方
� ②�愛の手帳（療育手帳）Ａ１〜Ｂ２の方、または障害者更生相談所・児童相談所で知能指

数 75以下と判定された方
� ③精神障害者保健福祉手帳１〜３級の方
� ※技能検定試験合格時にも手帳等の交付を受けている方が対象です。
【手続方法】� 区福祉保健センターに置いてある技能検定試験合格証明書を教習所に提出し、証明を受け、

証明書・手帳・運転免許証を運転免許証交付日から１年以内に窓口にお持ちください。
【窓　　口】� 各区福祉保健センター（裏表紙）

（４）改造教習車がある教習所 身

　障害のある方が技能教習を受けられるようアクセル・ブレーキ・ハンドルなどを改造した教習車が、
下記の教習所に設置してあります。
【対 象 者】� 肢体に障害のある方
【窓　　口】� 各教習所

名　　称 所　在　地 電　話 ＦＡＸ
京急上大岡自動車学校 〒 233-0003　港南区港南 2-12-1 842-8241 845-4576
コヤマドライビングスクール横浜 〒 222-0003　港北区大曽根 2-48-13 531-6461 531-6465
鶴ヶ峰自動車学校 〒 241-0002　旭区上白根 1-6-1 953-2003 953-2004

（５）技能習得費・自動車購入費の貸付（生活福祉資金） 身 知 精

　技能習得費・自動車購入費の貸付については 112頁をご覧下さい。

（６）自動車改造費用の助成 身

本人運転
　普通自動車、小型自動車及び軽自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル、移乗装置、車いす収納装
置などを改造するための費用を 20万円を限度に助成します（必要な装置が既に施された福祉車両を購
入する場合含む）。
【対 象 者】� 肢体不自由１〜３級の身体障害者手帳の交付を受けていて、自ら又は家族等が所有し自ら

が運転する自動車の一部を改造する必要のある方（運転免許証に限定条件の記載が必要な
場合があります）。

【手続方法】� 自動車の改造終了（購入）後１年以内に、身体障害者手帳、改造（購入）内容と価格が分か
る領収書・請求書・納品書・注文書のいずれか、自動車検査証の写し、運転免許証の写し、（福
祉車両購入の場合）購入した福祉車両の基となる標準車両の見積書を窓口にお持ちください。

� ※市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。
【窓　　口】� 各区福祉保健センター（裏表紙）

介護者運転
　障害者の移動のために主に使用する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に移乗装置、車いす収納
装置を取り付けるための費用を 20万円を限度に助成します（必要な装置が既に施された福祉車両を購
入する場合含む）。
【対 象 者】� 自ら運転が不可能な１〜３級の下肢または体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方

（65歳以上で同手帳を取得した方を除く）と同一世帯の方で、その障害者の移動のために
使用する自動車の一部を改造する必要のある方。
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【手続方法】� 自動車の改造終了（購入）後１年以内に、身体障害者手帳、改造（購入）内容と価格が分か
る領収書・請求書・納品書・注文書のいずれか、自動車検査証の写し、運転免許証の写し、（福
祉車両購入の場合）購入した福祉車両の基となる標準車両の見積書を窓口にお持ちください。

� ※市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。
【窓　　口】� 各区福祉保健センター（裏表紙）
※所得制限があります。詳しくは各区福祉保健センターまでお問合わせください。
※改造時、市内に居住している必要があります。
※再申請する場合は、前回の申請日から５年経過していることが必要です（ただし、障害状況の変化
などにより５年以内の再申請が可能な場合もあります）。

（７）自動車駐車場の割引 身 知 精

　次の６か所の市営駐車場で駐車料金が割引されます。
【対 象 者】� 身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳を持っている方（自動

車に乗車していれば、運転・同乗は問いません。）
【割引内容】� 手帳の種類・等級 割引内容

身体障害者手帳１〜４級
愛の手帳（療育手帳）Ａ１、Ａ２、Ｂ１
精神障害者保健福祉手帳

・駐車時間が３時間以下の場合、無料
・３時間を超えた場合は、超えた部分について、５割引
　※長時間利用割引料金上限金額は対象となりません
・定期駐車券の料金については、５割引

身体障害者手帳５〜６級
愛の手帳（療育手帳）Ｂ２

・駐車時間に関係なく５割引になります。
　※長時間利用割引料金上限金額は対象となりません
・定期駐車券の料金については、３割引

【利用方法】� 事前の申請手続きは不要です。車を入庫した後、精算前に駐車券及び手帳を各駐車場管理
室へご提示ください。※定期を購入される方は、購入時に手帳をご提示ください。

【窓　　口】� 各駐車場（馬車道・山下町は自動二輪を含みます。）
名　　称 所　在　地 電　話 利用時間

福富町西公園地下駐車場 中区福富町西通 253-9751 24 時間
ポートサイド地下駐車場 神奈川区栄町 453-2372 ６:00 〜 24:00
馬車道地下駐車場 中区本町六丁目 663-1770 24 時間
山下町地下駐車場 中区山下町 664-2980 24 時間
日本大通り地下駐車場 中区日本大通 681-7540 24 時間
伊勢佐木長者町地下駐車場 中区長者町五丁目 262-2860 24 時間

（８）自転車駐車場の整理手数料の免除 身 知 精

　横浜市営の有料自転車駐車場の整理手数料が免除されます。
【対 象 者】� 身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳を持っている方（自転

車等の利用者であれば、運転・同乗（自転車の場合は小学校就学の始期に達するまでの者）
は問いません。）

【利用方法】� ご利用の際、管理事務所で身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉
手帳をご提示ください。

【窓　　口】� 各自転車駐車場　
※詳しくは、道路局交通安全・自転車政策課にお問い合わせください。【電�話】671-3644【FAX】663-6868

（９）駐車禁止除外指定車の指定 身 知 精

　対象者が現に使用・利用中の車両で、「駐車禁止除外指定車（歩行困難者使用中）」の標章を掲出して
いる場合には、次の場所で駐車できます。駐車禁止除外指定車標章は、対象者本人に対して交付されます。
　①道路標識又は道路標示で駐車が禁止されている場所
　②パーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間（枠内に限る。）
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【対 象 者】� 対象となる方は次のとおりです。
� ①身体障害者手帳の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方
� 　ア　視覚障害１級から３級までの各級及び４級の１
� 　イ　聴覚障害２級及び３級
� 　ウ　平衡機能障害３級
� 　エ　�上肢不自由１級、２級の１及び２級の２（上肢障害は両上肢２級以上、片上肢２級

は対象となりません。）
� 　オ　下肢不自由１級から４級までの各級
� 　カ　体幹不自由１級から３級までの各級
� 　キ　運動機能障害
� 　　　・上肢機能１級及び２級
� 　　　・移動機能１級及び２級
� 　ク　心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害１級及び３級
� 　ケ　免疫機能障害１級から３級までの各級
� 　コ　肝臓機能障害１級から３級までの各級
� ②愛の手帳（療育手帳）Ａ１またはＡ２の方
� ③戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、指定項症に該当する方
� ④精神障害者保健福祉手帳１級の方
� ⑤色素性乾皮症患者と認定された方
【注意事項】� ①「駐車禁止除外指定車」の標章を掲出しても、次の場合は除外されません。
� 　ア　駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第 44条第１項及び第 75条の８）
� 　イ　法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第 45条第１項各号及び第２項）
� 　ウ　停車又は駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第 47条第２項〜第３項）
� 　エ　�車庫代わり駐車及び長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第 11条

第１項及び第２項）
� ②�標章の掲出は表の面を見えるようにして当該車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所

（ダッシュボードの中央部など）にしなければなりません。運転者が車両を離れて直ち
に運転することができないときは、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を標章と
ともに掲出してください。

【必要な書類】�①駐車禁止除外車両指定申請書（身体障害者等用）　１通
� 　申請書は、警察署交通課の窓口で取得でき、神奈川県警察のホームページからダウン�

　ロードすることもできます。
� ②身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳等の写し　１通
� 　手帳等の写しは、氏名、住所、障害名、等級が写るように複写してください。
� ※窓口にて確認をいたしますので、申請時には手帳等の原本もお持ちください。
� ③障害者本人の住民票の写し（複写でも可、ただし申請日から３か月以内に交付されたも

の）　１通
� ※�更新の場合には、旧標章を窓口で確認しますので、持参してください。また、新しい標

章を受け取る際は、旧標章との交換になります。
� ※障害者本人以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
【受付窓口】� 手続、お問合せは、住所地を管轄する警察署交通課となります。

障害者に配慮した車両の利用

（１）ユニバーサルデザイン（UD）タクシーの利用 身 知 精

　ユニバーサルデザイン（UD）タクシーは、広い開口部にスライドステップを備え、車いすのまま
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乗車できるなど、障害者や高齢者に配慮された誰もが使いやすいタクシーです。一般タクシー料金で、
福祉タクシー利用券（57頁参照）も使用できます。
【窓　　口】� 各事業者

配置営業所 会社名 配車予約等
電話番号 予約の可否 時間指定

配車料金額
車両指定

配車料金額
所有
台数

鶴見区
東宝タクシー㈱ 045-504-0003 可 400円（24時間） 500円 24台
日野交通㈱ 045-521-9341 可 400円（早朝のみ） なし 17台
京浜交通㈱ 044-244-2288 可 400円（早朝のみ） なし 3台

神奈川区

三和交通神奈川㈱ 0570-003-052 可 420円（24時間） なし 14台
三慶交通㈱ 0120-41-1190 可 400円（早朝のみ） 1,000 円 3台
フラワー交通㈱ 045-441-5164 可 400円（24時間） なし 1台
平和交通㈱ 045-402-8181 可 400円（早朝のみ） 1,000 円 1台

西区
神奈中タクシー㈱ 045-987-1211 可 400円（早朝のみ） なし 13台
三和交通神奈川㈱ 0570-003-052 可 420円（24時間） なし 6台

中区

アサヒタクシー㈱ 045-641-9875 可 400円（24時間） 500円 24台
第一交通㈱ 045-628-4511 可 400円（早朝のみ） なし 10台
ノボリ興業㈱ 045-622-3041 可（当日のみ）なし なし 3台
北斗タクシー㈱ 045-623-8884 可 400円（早朝のみ） 1,000 円 7台
サンタクシー㈱ 045-622-9923 否 ― ― 7台
明治自動車㈱ 045-624-3521 可 なし なし 29台
大栄交通㈱ 0120-41-1190 可 400円（24時間） 1,000 円 8台
平和交通（株） 045-211-0626 可 400円（早朝のみ） 1,000 円 3台

南区

神奈川都市交通㈱ 0120-14-5250 可 400円（早朝のみ） なし 8台
新横浜交通㈱ 045-325-8102 可 400円（早朝のみ） なし 16台
飛鳥交通神奈川㈱ 0570-075-770 否 ― ― 17台
アイ㈱ 045-711-8668 可（前日まで）400円（早朝のみ） なし 10台
国際自動車㈱ 0570-07-5931 可 400円（早朝のみ） なし 54台

港南区

京浜ハイヤー㈱ 045-741-1896 可 400円（24時間） 1,000 円 7台
五光交通㈱ 045-755-2211 否 400円（早朝のみ） なし 4台
湘南交通㈱ 045-846-1515 否 ― ― 4台
日本サントスキャブ㈱ 0120-193-117 否 ― ― 4台
京急横浜自動車㈱ 045-847-5545 否 ― ― 17台
金港交通㈱ 045-752-6500 可（当日のみ）400円（早朝のみ） なし 3台

保土ケ谷区

京浜ハイヤー㈱ 045-711-0170 可 400円（24時間） 1,000 円 8台
朋栄交通㈱ 045-381-2441 可 400円（早朝のみ） なし 5台
真金タクシー㈱ 045-741-7631 可 400円（早朝のみ） 500円 2台
ヒノデ第一交通㈱ 045-381-0003 可 400円（早朝のみ） なし 12台
メトロ自動車㈱ 045-941-1717 否 ― ― 4台
大和交通㈱ アプリ予約のみ 否 ― ― 8台

旭区
すみれ交通㈲ 045-951-0270 否 ― ― 2台
大栄交通㈱ 0120-41-1190 可 400円（24時間） 1,000 円 5台

磯子区

㈱エヌケイキャブ 045-752-1351 可 400円（早朝のみ） なし 8台
神奈川都市交通㈱ 0120-14-5250 可 400円（早朝のみ） なし 21台
金港交通㈱ 045-752-6500 可（当日のみ）400円（早朝のみ） なし 5台
大明交通㈱ 045-755-2211 否 400円（24時間） なし 3台
㈱富士タクシー 045-755-2211 否 400円（24時間） なし 5台
富士見交通㈱ 0120-41-1190 否 400円（24時間） なし 2台
ヒノデ第一交通㈱ 045-751-2727 可 400円（早朝のみ） なし 10台
（株）ワイキャブ横浜営業所 045-753-8488 可 なし 1,000 円 3台
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配置営業所 会社名 配車予約等
電話番号 予約の可否 時間指定

配車料金額
車両指定

配車料金額
所有
台数

金沢区
神奈川都市交通㈱ 0120-14-5250 可 400円（早朝のみ） なし 10台
京急文庫タクシー㈱ 045-701-6555 可（早朝のみ）400円（早朝のみ） なし 1台

港北区

平和交通㈱ 045-435-8181 可 400円（早朝のみ） 1,000 円 2台
横浜北交通㈱ 045-544-2834 可 400円（早朝のみ） なし 9台
三和交通㈱ 0570-003-052 可 420円（24時間） なし 59台
㈲高田交通 045-591-1308 否 400円（早朝のみ） なし 8台
慶桜 625㈱ 045-717-7660 可（前日まで）400円（早朝のみ） なし 3台

緑区
スタジアム交通㈱ 0120-77-6081 可 400円（24時間） 1,000 円 9台
富士交通㈲ 045-931-5441 否 ― ― 3台

青葉区 神奈川都市交通㈱ 0120-14-5251 可 400円（早朝のみ） なし 35台

都筑区

アサヒタクシー㈱ 045-949-6800 可 400円（24時間） 500円 10台
神奈川都市交通㈱ 0120-14-5251 可 400円（早朝のみ） なし 18台
川崎タクシー㈱ 044-244-7222 可 400円（24時間） なし 1台
メトロ自動車㈱ 045-941-1717 否 ― ― 12台
飛鳥交通横浜㈱ 0570-075-770 否 ― ― 10台
関東中央交通㈱ 045-942-0072 否 ― ― 4台

戸塚区

神奈中タクシー㈱ 045-987-1211 可 400円（早朝のみ） なし 13台
㈱ファミリータクシー 045-827-3322 否 ― ― 2台
日本交通横浜㈱ 0120-371-960 可 400円（24時間） なし 25台
（株）グリーンキャブ 045-866-7177 否 ― ― 16台
戸塚交通（有） 045-881-1431 可（前日まで）400円（早朝のみ） なし 2台

栄区
カナガワ交通㈱イースタン 0120-369-163 可 420円（早朝のみ） 1,000 円 1台
㈱ケイサンタクシー 0120-094-913 可（当日のみ）400円（早朝のみ） 1,000 円 1台

泉区 ㈱ケイサンタクシー 0120-094-913 可（当日のみ）400円（早朝のみ） 1,000 円 2台

瀬谷区
瀬谷交通㈲ 045-921-1888 可 400円（24時間） なし 4台
二重交通㈱ 045-362-5315 可 なし なし 14台
三ツ境交通㈲ 045-303-1074 可 400円（24時間） なし 3台

※時間指定配車料金の早朝のみとは、午前 4時〜午前 8時に時間
指定予約をした場合に適用されます。

※上記とは別に一律迎車料金 300円が発生します。また、料金額
は変更される場合があります。

※時間指定料金と車両指定料金の両方が発生する場合があります
ので、詳細は各社にご確認ください。

※介助料金が別途発生することがありますので、詳細は各社にご確認ください。
※予約、配車の際にUDタクシー希望であることを伝えてください。
※乗降場所や車いすの形状によっては、利用できない場合がありますので、詳細は予約、配車の際にご確認く
ださい。

【タクシーに関するご意見・ご要望】
一般財団法人神奈川タクシーセンター　相談課
【電話】252-0300
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（２）福祉有償運送 身 知 精

　福祉有償運送とは、ひとりでタクシーを含む公共交通機関を利用することができない方の移動手段
としてNPO法人等が行う送迎サービスです。
【対 象 者】身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方や、難病、

その他障害（自閉症、発達障害等）がある方の中で、ひとりでタクシーを含む公共交通機
関を利用できない方。

【利用方法】団体により料金、車種、対象者等が異なります。また、利用には団体へ登録が必要です。
【窓　　口】移動情報センター
�　　　　　及び各福祉有償運送団体へご相談ください。
横浜市　福祉有償運送 　 検索�

（３）介護タクシー等の利用 身 知 精

　障害者や高齢者に配慮された福祉車両等を使って送迎するサービスとして、介護タクシーや上記の
福祉有償運送などがあります。料金、車種、利用方法、運行範囲など詳細については、各事業者・団
体にお問い合わせの上、ご利用下さい。また、福祉タクシー利用券（57頁参照）を使用できる事業者・
団体もあります。
福祉タクシー利用券の使用が可能な事業者一覧

拠点区 事業者名（掲載名称） 電話番号 FAX 番号

鶴見区

かもめケアタクシー 045-573-4153 045-573-4153
エリヤ 045-572-4767 045-574-9096
NPO法人ふれあい友の会 045-574-5051 045-574-2301
介護タクシー　送雅（そうが） 045-575-2190 045-575-2190
福祉クラブ生協　らら・むーぶ幸 044-533-9455 044-533-7897

神奈川区

エム・アップケアサービス 045-402-0000 045-402-0022
らら ･むーぶ神奈川 045-534-9978 045-534-9974
特定非営利活動法人ピーグリーン 045-423-2848 045-434-3224
株式会社　神奈川民間救急サービス 0120-19-1199 045-451-1494
横浜市神奈川区社会福祉協議会 045-311-2014 045-313-2420
ありす介護タクシー 090-2630-2049 045-476-2899
特定非営利活動法人　つばさ福祉の会 045-381-5652 045-744-6244
ヨコニサービス（株）　コアラ東神奈川 045-453-4851 045-451-5916
ライフラインキャブ 090-3336-7965 045-381-4515
介護タクシーまい 080-7110-2659 045-937-5161

中区
特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会　移動サービスさぽーと･横浜 045-212-2863 045-212-2864
介護タクシー田中の森 090-3348-1475 045-623-8392
らくらく介護タクシーフェアリー（有限会社おとぎの国） 045-211-4434 045-663-0699

南区

こすもすケアセンター 045-730-6410 045-731-6420
（株）みどりサポート 045-721-8856 045-721-8856
ライフガード横浜 0120-0119-63 045-251-7575
特定非営利活動法人　まごころ会 045-873-2153 045-876-0364
カイトケアサービス 045-730-6234 045-730-6235
ケアタクシー　かわかみ 090-3962-3402 045-714-2139

介護タクシー介っ人（すけっと） 090-9363-3697 ―
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拠点区 事業者名（掲載名称） 電話番号 FAX 番号

港南区

NPO総ぐるみ福祉の会 045-846-8850 045-370-7272

浜田福祉タクシー 090-8854-7899 ―

特定非営利活動法人　港南たすけあい心 045-844-6858 045-844-6857

ケアタクシーTAKE-ON（テイク・オン） 090-7636-8471 045-820-1526

特定非営利活動法人GOOD　JOB 045-833-2022 045-833-2022

有限会社アメニティ・ケア 0467-22-7120 ―

特定非営利活動法人コアラ港南 045-513-2220 045-513-5399

福祉タクシー　ゆうゆら 0120-294-081 045-298-4248

ケアタクシー５jo（ゴジョ） 090-4607-0868 ―

保土ケ谷区

よこはま介護センターフレンドシップタクシー 045-351-0088 045-351-0098

みなみケアサービス 045-348-2523 045-348-2524

ＫＥＮＴケアタクシーサービス 090-9001-6676 045-442-6510

メディックライン 090-2405-9183 ー

横浜スクールライフサポート 045-355-1292 045-355-1293

介護タクシーはまかぜ 080-4810-0928 0466-25-0928

特定非営利活動法人　コアラ東戸塚 045-711-1531 045-330-5052

旭区

特定非営利活動法人たすけあいあさひ 045-360-0131 045-369-0622

NPO法人いっぱい若葉台事業所　のこのこの会 080-7430-2836 ー

アイシー・サポート 045-373-3888 045-373-3888

横浜わかばタクシー（介護） 045-921-3029 045-922-3449

金沢ケア ･サービス　旭事業所 045-959-5077 045-959-5078

横浜ヒューマンサービス（株）　介護タクシーたんぽぽ 045-777-6525 045-873-4774

特定非営利活動法人あさひ 045-883-8031 045-921-8553

つぼみ 045-489-7102 045-489-7103

介護タクシー　あんずケア 045-520-3518 045-520-3698

磯子区

株式会社マーメイドケアー 045-750-0750 045-750-0751

福祉の森 045-762-2181 045-762-2182

介護タクシーハートランド 080-5046-3374 045-832-3701

みらいケアサービス 045-761-0300 045-761-0305

介護タクシーいそかぜ 090-4457-5653 －

移動サービスＷ．Ｃo　らら・むーぶ磯子 045-752-3001 045-753-2956

金沢区

シーサイドケア
0120-410-185 045-784-5429赤い靴介護タクシー

045-701-5003 045-370-7468介護福祉サービス　守の会

045-701-2411 045-782-2439移動サービスＷ．Ｃo　らら ･むーぶ金沢

045-777-0787 045-785-6360NPO法人コアラ横浜金沢

045-374-5514 045-374-5524特定非営利活動法人　すずらん

080-6886-8639 045-788-2148金沢介護タクシー

045-791-7413 045-791-7414市民ハート金沢

NPO湘南クリエイティブサービス 045-367-8506 045-367-8502

045-778-6031 045-778-6032
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拠点区 事業者名（掲載名称） 電話番号 FAX 番号

港北区

介護移送サービス　志のぶ 045-531-2044 045-531-2042
はぁもにぃ 045-548-8090 045-548-8109
特定非営利活動法人暮らしサポートの会　福ちゃんパワー 045-421-1339 045-401-1024
ハウネス福祉センター 045-433-8816 045-433-0208
移動サービスＷ．Ｃo　らら ･むーぶ港北 045-562-2705 045-566-2750
さぽーとすみや 090-4246-5669 045-593-3156
福祉タクシー・福祉生活支援の興福 0120-688-489 045-542-6278
SUNNY’Ｓ　market 045-620-5826 045-620-5836
合同会社ともみん 045-402-7376 045-402-7376
ケアタクシーアジャスト 080-5526-7615 045-479-3617
にこりけあ橘 044-797-2885 044-820-6228

緑区

移動サービスＷ．Ｃo�らら ･むーぶ緑 045-511-8401 045-988-5542
トラちゃん介護タクシー合同会社 045-875-5527 045-508-9673
福祉タクシー・TóJó 080-7986-7524 045-935-3031
福祉タクシー葵 090-4096-3665 045-476-5877
アイ・エル介護タクシー 080-7005-5823 045-935-4002
ぷろむなーど 045-511-7353 045-482-7955

青葉区

あさひ介護センター 045-500-9116 045-909-5202
アクセス 045-875-5233 045-875-3750
まつもとケアタクシー 045-777-6102 045-777-6099
株式会社グレイスケア 045-567-6242 045-982-0784
NPO法人　美しが丘倶楽部 045-516-0492 045-516-0761
青葉ケアタクシー 045-479-6163 045-345-8553
いくみ福祉タクシー 090-2446-3819 045-962-0723
あおばコアラ 045-511-7743 045-511-7981
株式会社　チェーロ 044-863-9189 044-873-4717
介護タクシーサポートさち 080-3306-9383 044-322-9383
MY�LINK 045-507-4180 045-530-0177
NPO法人日本アビリティーズ協会　移動サービス・奈良北 080-3214-3477 045-960-1728
シルバータクシー 050-3578-0906 050-3737-0277
１９３介護タクシー 070-4416-1788 ―
トリオケアサービス横浜旭 045-951-3357 045-442-1914

都筑区

横浜市都筑区社会福祉協議会　 045-943-4058 045-943-1863
介護タクシーいちかわ 045-941-3470 ―
ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブふれあい都筑 045-943-1266 045-943-1051
福祉タクシー　ふれあいの丘 045-941-4032 045-941-4032

戸塚区

医療法人　横浜博萌会　ケア・フレンズ横浜 045-865-1707 045-865-0144

ＮＰＯ法人　福祉グループ　コアラ横浜西 045-810-6020 045-810-6021

尽力車　訪問介護事業部 045-864-2028 045-881-2894

さぽーとめぐみ 045-383-9899 045-383-9299

福祉タクシーレインボー 080-3367-2500 045-392-8823



ー　71　ー

10

外
出
を
支
援
す
る
サ
ー
ビ
ス

拠点区 事業者名（掲載名称） 電話番号 FAX 番号

戸塚区

介護タクシー　こすずめの里 045-852-0701 045-853-1602
アシスト倶楽部合同会社（福祉タクシーまえで） 045-435-9684 045-435-9685
ラポール介護タクシー（民間救急） 080-4366-6247 045-852-8839
アイ . サン _ハートフル 080-9389-2884 045-813-4206

栄区

シンサポートサービス 045-890-6400 045-890-6401
移動サービスワーカーズコレクティブ（福祉クラブ生活協同組合）　らら・むーぶ・栄 045-890-6515 045-897-4851
株式会社あしたのなえ 045-893-6622 045-382-9806
フットサポート 046-802-5066 046-803-7329
ケアチャンプ 080-2245-1000 045-443-7811
くろーばーど 0467-91-4922 0467-95-6727
介護タクシー　そら 080-3382-7027 ―

泉区

社会福祉法人たすけあい泉　移送サービスゆめ 045-80 ３-1666 045-800-3040
いずみ介護タクシー 090-3102-5446 ―
ＮＰＯ法人　ライフサポート横浜 045-810-3930 045-810-3931
ケアメイト泉 045-390-0015 045-390-0260
介護タクシーアシスト 090-1762-6183 045-803-3061
ワン・ステップ介護タクシー 090-7729-6670 ―
ほのぼの介護くらぶ 080-1073-5101 045-873-8854
福祉介護タクシー　藤沢 0466-87-9667 ―
株式会社マハナ 080-9106-6485 045-298-3303
患者移送　Nサポート 090-2568-1039 045-805-4086

瀬谷区

介護タクシーとしちゃん 090-3433-7237 045-303-4912
アームス在宅支援センター 045-489-3586 045-489-3587
からし菜介護タクシー 080-5932-1165 045-304-9953
なでしこ介護タクシー 045-301-0158 045-304-6151
有限会社優心会　介護タクシーさくら 090-2140-0480 045-306-1752
ＮＰＯ法人瀬谷コアラ 045-654-5318 045-302-1405
介護タクシー・ミッキータクシー 045-303-9545 045-303-9527
大橋介護タクシー 045-303-9173 045-303-9172
ハッピーライフ 045-489-3739 045-920-0935
横浜市多機能型拠点こまち 045-360-8180 045-360-8187
シンセリティ―サービス株式会社 090-1539-8294 045-361-1556

川崎市

株式会社しんゆり�しんゆり介護タクシー 070-5577-9610 044-966-5583
介護タクシーアラキ（(有 ) 荒木自動車） 044-788-5323 044-751-2683
福祉タクシー　トモニーⅡ 090-5793-5582 ―
特定非営利活動法人　カワセミ 044-862-5253 044-862-5254
介護タクシー　シンコー 0120-294-405 044-281-3353
TBM介護タクシー 070-4483-9432 ―
happiness�care 080-7897-0916 044-555-6955
まるたけ介護タクシー 044-588-1652 044-588-9299
グロース介護タクシー 044-873-8250 044-455-4160
介護タクシー響 070-3546-3184 044-573-3195
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拠点区 事業者名（掲載名称） 電話番号 FAX 番号

相模原市

介護タクシーメルシィアイ 042-719-0684 042-742-9012

介護タクシー　ケーエムワイ 090-3002-2374 042-754-8126

介護タクシー　くま太郎 090-3478-5255 050-4462-0557

厚木市
髙野介護タクシー 046-239-4173 ―

民間救急介護タクシー　株式会社ふたばらいふ 0120-773-547 046-243-5089

鎌倉市

鎌倉ケアサポート 080-2376-5581 0467-61-3926

福祉介護タクシー鎌倉アンビ 080-7737-0110 0467-23-1129

サンライズ介護タクシー 090-4591-7870 0467-24-3642

海老名市 介護タクシー　ハッピーケア県央 090-5579-9362 ―

座間市 介護タクシーあさひ 080-3609-4141 ―

三浦市 民間救急　かるがも介護タクシー 046-890-2454 046-888-7933

逗子市 なぎさ介護タクシー 090-4953-2633 046-845-6558

藤沢市

湘南かもめタクシー 0466-87-2372 0466-87-2802

細野民間救急車 0466-25-3743 0466-26-8507

介護タクシー・民間救急　やまゆり 080-9388-8639 0466-33-6028

有限会社湘南ケアサービス 0466-29-2855 0466-29-2885

大和市

あいあいやまとケアタクシー 090-2678-1651 ―

株式会社TAGナーシングララグッド 046-211-6202 046-289-1481

メロディ介護タクシー 046-267-6968 046-267-6968

横須賀市

トランスポーターもも 090-4454-2916 046-874-5792

介護タクシーさくら咲く 080-5460-1094 046-852-8178

福祉タクシー　メイプル 046-803-5515 046-803-5516

アアチ福祉タクシー 0120-33-0975 046-897-3648

町田市

もりたケアタクシー 090-1036-4840 042-739-0709

飛鳥交通カンツリー株式会社 042-736-8001 042-736-7331

福祉タクシーなるせ 042-738-5002 042-726-2894

杉山介護タクシー 090-3065-8249 042-866-4301

荒川区 アイラス介護タクシーグループ 0120-840-082 ―

新宿区 アスモ介護サービス 0120-662-515 03-3349-1020

※拠点区は参考です。料金、車種、利用方法、運行範囲など詳細については各事業者にお問い合わせください。
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（４）ハンディキャブ（リフト付車両）の運行 身

　事前に登録をすると、低額の利用料でリフト付車両を利用できます（専任の運転手がいますが、�
介助は行いません）。
【対 象 者】� 12 歳以上で、下肢もしくは体幹に障害があり、外出時に車いすを必要とする身体障害者

手帳１〜２級の方
【利用回数】� 月に４回（１回４時間以内）まで　【運行台数】６台
【利用範囲】� 横浜市内のみ（市外通院の場合はご相談ください）
【窓　　口】� 横浜市障害者社会参加推進センター　【電　話】475-2150　【FAX】475-2064
【受付時間】� 月〜土曜日（祝日・年末年始を除く）　午前 9時〜 12時・午後 1時〜 5時

（５）ハンディキャブ（リフト付車両）の貸出 身

　低額の利用料でリフト付車両を貸出します（貸出し台数は２台です）。
【対 象 者】� 12 歳以上で、歩行困難な障害者（身体障害者手帳をお持ちの方）等
【窓　　口】� 横浜市障害者社会参加推進センター　【電　話】475-2150　【FAX】475-2064
【受付時間】� 月〜土曜日（祝日・年末年始を除く）　午前 9時〜 12時・午後 1時〜 5時

（６）福祉バスの提供 身 知 精

　障害児・者団体が研修会、見学会、レクリエーションなど各種行事を行う場合利用できます。
　①あおぞら１号（定員 45名、うち車いす固定席２）　
　②あおぞら２号（定員 53名）
　③あおぞら３号（定員 55名）（利用期間は７月 20日から 11月 30日まで）
　④あおぞら４号（定員４8名、うち車いす固定席２）
　⑤あおぞら５号（定員 25名、うち車いす固定席２）
【対 象 者】� 障害児・者福祉施設及び団体（利用人員は 25名（5号車は 11名）以上で、そのうち３

分の１以上が障害児・者であること。）
【利用方法】� 福祉バス利用団体登録が必要で１団体につき年間（４月〜翌年３月）２回（日帰りは 2回、

1泊は 1回）まで利用できます。利用希望日の３か月前の午前中までにお申込ください（抽
選）。

【利 用 料】� 走行時間と走行距離に応じたバス借上料の１割の金額　
【窓　　口】� 横浜市社会福祉協議会　市民利用受付窓口　【電　　話】201-2049　【FAX】201-6116
【受付時間】� 月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前９時〜午後５時　



ー　74　ー

10

外
出
を
支
援
す
る
サ
ー
ビ
ス

■福祉のまちづくり
　暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け
合う、人の優しさにあふれたまちづくりを基本理念とした『横浜市福祉のまちづくり条例』に基づ
き、市民、事業者、行政が協働して福祉のまちづくりを進めています。

【内　容】� 公共交通機関等の事前協議によるバリアフリー整備の促進、鉄道駅舎のエレベーター
等の整備推進、ノンステップバスの導入促進、心のバリアフリー啓発等

【窓　口】� ・公共交通機関、公園、道路に関する事前協議・相談
� ��健康福祉局福祉保健課　【電話】671-2387　【FAX】664-3622
� ・建築物に関する事前協議、相談
� ��建築局市街地建築課　【電話】671-4510　【FAX】681-2438

「ふくまちガイド」 「ふくまちガイド実践編」

■横浜市福祉のまちづくり推進指針（令和３年度〜７年度）
　横浜市では、「横浜市福祉のまちづくり条例」に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を総合
的かつ計画的に推進するための基本となる指針として、「横浜市福祉のまちづくり推進指針」を策
定しています。
　新しい推進指針には、皆様に親しんでいただけるよう「ふくまちガイド」という愛称をつけまし
た。ふくまちガイドは主にビジョン（未来像）、ポリシー（理念）、アクション（行動）で構成され
ています。
　また、日常生活の中で困りごとを抱えやすい人の様々な場面やアクション（行動）の具体例を紹
介した「ふくまちガイド実践編」を発行しています。

福祉のまちづくり推進指針 　 検索�




