
木津川市障害者福祉タクシー利用券交付事業　協定事業者一覧 令和３年１１月１６日現在

《木津川市内の事業者》

車いす
対応

寝台
対応

事業者名 所在地 電話番号

〇 - 介護タクシー　いちかわ 木津川市加茂町岡崎中縄手2 080-8329-2261

介護タクシー　ドルフィン 木津川市相楽城下144番地7 0774-75-2326

〇 - きづケアタクシー 木津川市城山台六丁目25番地7 0774-73-0156

有限会社　キョウワ 木津川市州見台八丁目4番地26 0742-24-5079

〇 〇 スマイル 木津川市山城町綺田柏谷6 0774-86-5382

〇 - ながも介護タクシー 木津川市南加茂台13丁目8番地2 090-1968-2224

〇 〇 なないろ介護タクシー 木津川市兜台四丁目12番地25 0774-85-0648

株式会社　福丸 木津川市木津殿城90番地6 0742-71-0072

〇 〇 民間救急車コネクトハーツ 木津川市城山台七丁目16番地10 080-9041-8967

【留意点】

・「寝台対応」は、フルリクライニングタイプを含みます。

・「車いす対応」「寝台対応」のどちらか一方が「〇」の場合のみ、対応し

ていないもう一方に「－」を表記しています。



《協会等》

車いす
対応

寝台
対応

事業者名 所在地 電話番号

一般社団法人京都府タクシー協会 京都市伏見区竹田向代町51番地5 075-691-6518

・山城ヤサカ交通(株) 0774-55-0700

・城南タクシー（株） 0774-72-0127

・東洋タクシー（株) 0774-86-2212

・加茂タクシー（株） 0774-43-6400

・(株)山城タクシー 0774-72-6300

京都個人タクシー協同組合
京都市伏見区竹田向代町51番地5
京都自動車会館4階

075-661-0008

協同組合京都個人タクシー協会
京都市伏見区竹田向代町51番地5
京都自動車会館3階

075-661-2244

協同組合京都個人タクシー昌栄会
京都市伏見区竹田向代町51番地5
京都自動車会館4階

075-672-3051

協同組合京都タクシー協会 京都市北区上賀茂西河原町1-1 075-721-4321

協同組合個人タクシーみらい京都
京都市伏見区竹田向代町51番地5
京都自動車会館4階

075-672-4828

京都市個人タクシー事業協同組合 京都市南区上鳥羽角田町14 番地 075-681-2224

個人タクシー互助協同組合
京都市伏見区竹田向代町51番地5
京都自動車会館6階

075-693-5241

全京都個人タクシー共済協同組合
京都市伏見区竹田向代町51番地5
京都自動車会館4階

075-694-5667

全京都個人タクシー共済協同組合寿支部
京都市伏見区竹田向代町51番地5
京都自動車会館3階

075-672-8055

協会に属するタクシー会社や個人タクシー等があります。
利用券が使用できるか不明な場合、乗車前に乗務員にご確認ください。

木津川市周辺に事業所等

がある（一社）京都府タ

クシー協会に属するタク

シー会社



木津川市障害者福祉タクシー利用券交付事業　協定事業者一覧 令和３年１１月１６日現在

《市外の事業者》

車いす
対応

寝台
対応

事業者名 所在地 電話番号

ウエルフェア光　合同会社 相楽郡精華町下狛拝殿4-1 090-3714-4427

関西学研都市交通　株式会社 相楽郡精華町祝園西1丁目24-１ 0774-94-2345

合資会社　クローバー 相楽郡精華町柘榴垣内70 0774-72-2760

〇 〇 介護タクシー　めぐる 京田辺市大住責谷78番地47 0774-66-2002

〇 〇 株式会社　かめさん介護システム 京田辺市興戸塚ノ本77-1 0774-29-4338

松本タクシー
宇治市宇治蔭山30-1
パデシオン宇治小倉209

0774-24-7353

〇 〇 介護福祉タクシー　あいちゃん 綴喜郡宇治田原町緑苑坂35-8 0774-88-0044

〇 〇 京なん介護タクシー 八幡市八幡舞台37-21 075-982-8118

株式会社　新生 久世郡久御山町森川端43-1 075-632-7277

愛都交通　株式会社
京都市伏見区竹田段川原町249番
オノゴロビル4A

075-646-0200

青葉交通　株式会社 京都市伏見区横大路東裏町18番1 075-622-0078

〇 〇 株式会社　いずみサービス 京都市西京区大原野上里南ノ町344-4 075-333-1289

一番株式会社　京都営業所 京都市南区上鳥羽金仏45 075-692-0700

エムケイ無線事業協同組合 京都市南区西九条東島町63-1 075-662-7060

有限会社　京都雅タクシー 京都市右京区梅津堤下町64-1 075-862-8621

京都急行バス　株式会社 京都市東山区今熊野日吉町39番2 075-532-3171

有限会社　古都交通 京都市西京区牛ケ瀬堂田町507 075-394-7557

〇 〇 しらさか介護タクシー 京都市伏見区納所北城堀37 075-631-7293

株式会社　新大文字交通 京都市伏見区竹田向代町川町23 075-661-3901

東京･日本交通　株式会社 京都市伏見区竹田桶ノ井町77-79 075-642-1122

株式会社　夏山 京都市右京区梅津尻溝町69 075-881-8720

〇 〇 ニチアイ介護タクシー 京都市伏見区小栗栖森本町20-51 075-644-7449

光交通　株式会社 京都市南区吉祥院砂ノ町1番地 075-691-3334

〇 〇 株式会社　まことサポート 京都市伏見区羽束師古川町187番地 075-555-7388

ユニオン　株式会社 京都市南区上鳥羽苗代町30番地 075-672-1872



車いす
対応

寝台
対応

事業者名 所在地 電話番号

〇 - 有限会社　アイ 奈良市朱雀5丁目16-15 0742-72-1771

〇 〇 有限会社　ＩＳＤ 奈良市二条大路南2丁目2番22-1号 0742-35-0222

〇 〇 合同会社　アーク 奈良市法華寺町305-5 070-8304-3831

株式会社　イカリヤ 奈良市鹿野園町671-1 0742-62-1820

〇 〇 介護タクシー　ミッキー 奈良市西登美ヶ丘7-1-15 080-5716-3428

株式会社　カームネススマイル 奈良市押熊町395-1 0742-40-5373

合同会社　さくら
奈良市大安寺3丁目9番12号
マンション楠101号

0742-50-0020

〇 〇 SEED PLANNING　合同会社 奈良市宝来3丁目15-7 0742-93-9779

高円交通　株式会社 奈良市西九条町3丁目5番地4 0742-62-5056

〇 - 有限会社　つばさ 奈良市奈良阪町2750-2 0742-25-3001

〇 〇 とやま福祉タクシー 奈良市三条大路3丁目1-9-202 090-9790-1603

奈良近鉄タクシー　株式会社 奈良市大安寺1丁目3-3 0742-61-5501

服部タクシー　株式会社 奈良市北之庄町723番地11 0742-50-5521

〇 〇 福祉・介護タクシー　スマイル 奈良市大安寺7-2-36 090-5099-4873

〇 〇 福祉介護タクシー　はあと 奈良市古市町2352番地の56 0742-50-5517

〇 〇 福祉タクシー　せせらぎ 奈良市富雄北2丁目9番37-302 090-7491-0856

株式会社　まごころ福祉 奈良市中山町西4丁目535-526 0742-48-5990

〇 - 有限会社　ヤマキ代務サービス 奈良市南城戸町28番地 0742-27-1068

〇 - 大和交通　株式会社 奈良市肘塚町8番地の8 0742-22-3383

〇 〇 リムジンケアサービス奈良 奈良市山陵町373-7 0120-294-666

〇 〇 株式会社　サンドリームあきおか 奈良県生駒市南田原町1255番地5 0743-85-4145

株式会社　奈良中央交通 奈良県生駒市小瀬町101-2 0743-77-6777

株式会社　日本ユニケア
奈良県生駒市東新町4-20
石丸ビル2階

0743-71-8858

三都交通　株式会社 奈良県大和郡山市朝日町6番16号 0742-23-1182

- 〇
株式会社　しあわせヶ丘
訪問介護事業部おたすけマン

奈良県大和郡山市小南町488-195 0743-57-6730

ひまわりタクシー　株式会社 奈良県磯城郡三宅町上但馬204 0745-56-4188

合同会社　かなえ 大阪府枚方市長尾西町2丁目67-2 072-851-3904


