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Ｃ.外出の支援 

①タクシー事業所（タクシー料金助成券が使用できる会社）  

名称（五十音順） 車種区分 

安全タクシー  

普通車タクシー 

ジャンボタクシー（9名乗車可）あり（予約制）  

 

 

 

名鉄知多タクシー 

普通車タクシー 

ジャンボタクシー（9名乗車可）あり（予約制）  

 

 

※タクシー料金助成券は、重い障がいのある方が、タクシーを利用する際に、料金の一部として、

使用できる券です。申請すると、年間最大24枚（申請月により交付枚数が異なります）を交付し

ます。申請方法等の詳細については福祉課までお問い合わせください。 
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料金例（税込）  連絡先 

・距離制運賃の場合（普通車） 

初乗り運賃：最初の1.178ｋｍまで600円 

加算運賃：251ｍまでごとに  90円 

・障害者割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳を提示した場合 

1割引 

・運転免許返納割引：運転経歴証明書を提示した 

                                  場合1割引 

TEL：0569- 72-0124 

住所：武豊町字道崎65−9  

・距離制運賃の場合（普通車） 

初乗り運賃：最初の1.178ｋｍまで600円 

加算運賃：251ｍまでごとに  90円 

・障害者割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳を提示した場合 

1割引 

・運転免許返納割引：運転経歴証明書を提示した 

          場合1割引（70歳以上） 

TEL：0569-37-1112 

住所：常滑市坂井字うつ大坂２０−１  
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Ｃ.外出の支援 

②-１介護タクシー事業所（タクシー料金助成券が使用できる会社） 

名称（五十音順） 保有台数  車いす等貸し出し  

 アアチ介護タクシー 
1台 

（ストレッチャー対応型）  

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

その他備品 

あおぞら福祉タクシー 

1台 

（ストレッチャー対応型）  

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

その他備品  

うるとら介護福祉W 

サポート  

2台 

（ストレッチャー対応型1台） 

（車いす対応型1台） 

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

スロープ その他備品 

 

S・A・SOINS 

エスエーソワン 

合同会社  

1台 

（車いす対応型1台）  

一般的な車いす  

介護タクシー元気  

2台 

（ストレッチャー対応型１台） 

（車いす対応型1台）  

一般的な車いす 

車載用ストレッチャー  

※タクシー料金助成券は、重い障がいのある方が、タクシーを利用する際に、料金の一部として、

使用できる券です。申請すると、年間最大24枚（申請月により交付枚数が異なります）を交付し

ます。申請方法等の詳細については福祉課までお問い合わせください。 
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料金例（税込） 連絡先 

・時間制：3,450円/30分～ 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合

1割引  

・医療機関、買い物などの付き添い可能 

TEL：0120-489-339 

携帯：090-5866-3085 

住所：半田市大松町2-11-3 

・時間制：4,480円/30分～ 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳を提示した場合1割引 

 ・医療機関、買い物などの付き添い可能 

TEL：0120-15-0859 

住所：半田市亀崎町1-81  

・時間制：3,450円/30分～ 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳の提示、70歳以上は１割引 

・医療機関、買い物などの付き添い可能 

携帯：070-5338-2555 

住所：常滑市泉町3-45-3  

・時間制：3,390円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保 

    健福祉手帳を提示した場合1割引 

・医療機関や買い物などの付き添い可能  

TEL：0569-73-1766 

住所：武豊町字豊成3- 138  

・時間制：4,520円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳を提示した場合1割引 

・医療機関や買い物などの付き添い可能  

TEL：0562-34-5557 

携帯：080-4841-1262 

住所：東海市加木屋町石塚177  

※利用は基本予約制となっていますが、当日の連絡でも空きがあれば対応可能な場合があります。 

※料金は待機料、深夜および早朝割増、介助料などの追加料金がかかる場合や、車種により異なる
場合があります。詳しくは各事業所までお問い合わせください。 
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②-２介護タクシー事業所（タクシー料金助成券が使用できる会社） 

名称（五十音順） 保有台数  車いす等貸し出し  

介護タクシーさくら  
2台 

（ストレッチャー対応型2台）  

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

 介護タクシー東海 
3台 

（ストレッチャー対応型3台）  

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

その他備品 

こうしん 

介護タクシー  

3台 

（ストレッチャー対応型2台）

（車いす対応型1台） 

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

スロープ  

すまいる 

福祉タクシー  

1台 

（ストレッチャー対応型）  

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

スロープ その他備品 

つかさ介助タクシー 

2台 

（ストレッチャー対応型2台） 

 

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

スロープ その他備品 

※タクシー料金助成券は、重い障がいのある方が、タクシーを利用する際に、料金の一部として、

使用できる券です。申請すると、年間最大24枚（申請月により交付枚数が異なります）を交付し

ます。申請方法等の詳細については福祉課までお問い合わせください。 

Ｃ.外出の支援 
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料金例（税込） 連絡先 

・時間制：4,400円/30分～ 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合                  

     1割引   

・医療機関、買い物などの付き添い可能 

TEL：0120-396-015 

住所：半田市新居町４-１−１  

・時間制：3,400円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳の提示、70歳以上は１割引  

・医療機関や買物などの付添い可能 

TEL：0120-087-656         

住所：東海市加木屋町鈴井田1０-１  

・時間制：3,510円/30分～ 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳を提示した場合1割引 

・医療機関や買物などの付添い可能 

TEL：0120-47-1148 

住所：刈谷市東新町5-209  

 

・時間制：3,450円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳を提示した場合1割引 

・医療機関や買物などの付添い可能 

TEL：0120-98-7676 

携帯：080-2660-7676 

住所：半田市向山町2-31  

・時間制：4,480円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合

1割引 

・医療機関や買い物などの付き添い可能 

TEL：0120-146-706 

0562-85-2405 

住所：知多市にしの台1-1206  

※利用は基本予約制となっていますが、当日の連絡でも空きがあれば対応可能な場合があります。 

※料金は待機料、深夜および早朝割増、介助料などの追加料金がかかる場合や、車種により異なる
場合があります。詳しくは各事業所までお問い合わせください。 
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②-３介護タクシー事業所（タクシー料金助成券が使用できる会社） 

名称（五十音順） 保有台数  車いす等貸し出し  

 なのはな 

福祉タクシー   

1台 

（ストレッチャー対応型）   

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

その他備品 

はんとこ 

 福祉タクシー  

1台 

（ストレッチャー対応型 ）  

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー 

 ひまわり 

福祉タクシー  

1台 

（車いす対応型）  
 一般的な車いす 

福祉タクシー 

よしはら  

2台 

（ストレッチャー対応型1台）

（車いす対応型1台）  

    

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

スロープ その他備品 

 

 

福祉タクシー若 

 

 

3台 

（ストレッチャー対応型1台）

（車いす対応型2台） 

 

 

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー  

その他備品 

※タクシー料金助成券は、重い障がいのある方が、タクシーを利用する際に、料金の一部として、

使用できる券です。申請すると、年間最大24枚（申請月により交付枚数が異なります）を交付し

ます。申請方法等の詳細については福祉課までお問い合わせください。 

Ｃ.外出の支援 
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料金例（税込） 連絡先 

・時間制：3,450円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳を提示した場合1割引 

・医療機関や買い物などの付き添い可能 

 TEL：0800-123-2929 

携帯：090-6368-5725 

住所：知多市日長字畑下９-１０ 

・時間制：3,510円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合

1割引  

・医療機関や買物などの付添い可能 

TEL：0569-22-9796 

携帯：090-3456-0666 

住所：半田市柊町５-５２-１ 

・時間制：3,510円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保   

    健福祉手帳を提示した場合1割引 

・医療機関や買物などの付添い可能 

TEL：0569-21-5985 

携帯：090-3448-5915 

住所：半田市青山3-15-18  

・時間制：4,410円/30分～ 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合

1割引 

・医療機関や買物などの付添い可能 

TEL：052-885-0818 

携帯：090-9122-1924 

住所：東海市富木島町西才道7-9 

 

・時間制：3,350円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳を提示した場合1割引 

・医療機関や買物などの付添い可能 

TEL：0120-512-050 

携帯：090-3386-5288 

住所：半田市天神町100-1  

※利用は基本予約制となっていますが、当日の連絡でも空きがあれば対応可能な場合があります。 

※料金は待機料、深夜および早朝割増、介助料などの追加料金がかかる場合や、車種により異なる
場合があります。詳しくは各事業所までお問い合わせください。 
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②-４介護タクシー事業所（タクシー料金助成券が使用できる会社） 

名称（五十音順） 保有台数  車いす等貸し出し  

桃太郎介護タクシー  

2台 

（ストレッチャー対応型１台） 

（車いす対応型1台）  

一般的な車いす 

リクライニング式車いす 

車載用ストレッチャー 

スロープ 

有限会社わんび  

2台 

（ストレッチャー対応型2台） 

 

一般的な車いす  

リクライニング式車いす  

車載用ストレッチャー 

 

※タクシー料金助成券は、重い障がいのある方が、タクシーを利用する際に、料金の一部として、

使用できる券です。申請すると、年間最大24枚（申請月により交付枚数が異なります）を交付し

ます。申請方法等の詳細については福祉課までお問い合わせください。 

Ｃ.外出の支援 
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料金例（税込） 連絡先 

・時間制：3,510円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保 

              健福祉手帳を提示した場合1割引 

・医療機関や買い物などの付き添い可能  

携帯：090-6090-1435  

住所：常滑市本町3-80  

・時間制：4,890円/30分 

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保  

              健福祉手帳を提示した場合1割引 

・医療機関や買物などの付添い可能 

TEL：0569-23-0023 

住所：半田市宮本町３-213-３ 

 

 

※利用は基本予約制となっていますが、当日の連絡でも空きがあれば対応可能な場合があります。 

※料金は待機料、深夜および早朝割増、介助料などの追加料金がかかる場合や、車種により異なる
場合があります。詳しくは各事業所までお問い合わせください。 


