
広域実施

一般
（回）

透析
（回）

通常
（円）

リフト
（円）

乗
車
時
割
引

償
還
払

1 千葉市 身障手帳1～2級
市療育手帳Ⓐ～Aの
2、重度と判定された
者

精神福祉手帳
1級

特別児童扶養手当(1級)、特別
障害者手当、障害児福祉手当、
国福祉手当(経過)の受給者、特
定疾患重症及び小児慢性特定疾
患重症患者

60 200 50% 1,300 5,500 ○ 制限なし

2 銚子市
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

24 96 600円/1回 600 600 ○ 制限なし
新規対象者には、手帳交付時
に説明及び申請受理

3 市川市
身障手帳1～2級、3級(視覚
障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1

精神福祉手帳
1級

312 312 50% 1,200 1,200 ○
協力会社として当市と協定を結んだタクシー会
社の営業範囲内で利用可能

手帳交付時に説明
障害福祉ハンドブックに記載

4 船橋市
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

120 312 50% 1,200 1,200 ○
本市福祉タクシー事業の協定事業者の営業範囲
内で利用可能

市ＨＰ及び障害福祉のしおり
に掲載しているほか、各手帳
の交付・更新時に対象者に対
し、直接案内している

5 館山市
身障手帳1級及び2級の一部
(視覚・下肢・体幹機能障
害)

療育手帳で最重度又
は重度

左記の者のうち、18歳以上の者
にあっては、本人及び同一世帯
に属する配偶者の住民税所得割
合算額が一定の基準以内である
者、18歳未満の者にあっては、
同一世帯に属する者の住民税所
得割合算額が一定の基準以内で
ある者

24 48 600円/1回 600 600 〇 鴨川市 手帳交付時に説明
・市指定のタクシー業者のみ利用可
・1回の乗車で利用券1枚のみ使用可

6 木更津市 身障手帳1～2級 療育手帳A・Ⓐ 24 48 710円/1回 710 710 ○
福祉タクシー事業協力機関として、当市に登録
したタクシー会社の営業範囲内で利用可能

7 松戸市
視覚･下肢体幹（1～3級）
上肢・内部障害（1～2級）
聴覚障害2級

療育手帳A2以上
精神福祉手帳
1級

65歳以上で介護認定非該当（介
護保険課にて対応）

年間60枚
追加150枚まで

210枚 630円/1回 630 630 ○
市川、流山、柏、印西、千葉、船橋、我孫子、
鎌ヶ谷、酒々井、浦安、藤沢、野田、佐倉、白
井、荒川区、台東区、江戸川区

手帳交付時に説明及び申請受
理

自動車燃料費助成事業の受給者は対象外（選択制）

8 野田市 身障手帳1～3級
療育手帳
所持者

精神福祉手帳
１級

（※）右記備考の欄に記載 120

120(透析を伴う複数
障害者でガイドヘル
パーの派遣が必要な
場合、年360回)

50% 1,000 1,000 ○
東京都荒川区、松戸、   流山、我孫子、柏、
船橋、成田、吉川、春日部、守谷

障害者ガイドブックに掲載し
ている

（※）
要介護認定者。6ヶ月以上ねたきりで、ねたきり老人名簿に登録さ
れている65歳以上の方。70歳以上の一人世帯又は夫婦世帯で、市民
税を課税されていない方

9 茂原市 身障手帳1～2級 療育手帳Ａの2以上 なし 24 50% 1,500 1,500 ○
千葉市（4社）、八街市（1社）、成田市（1
社）、市原市（3社）、大網白里市（2社）、長
南町（4社）、一宮町（1社）、長生村（5社）

手帳交付時に案内

10 成田市
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級～2級

48 96 50% 2,000 2,000 ○
本市と福祉タクシー料金助成事業に関する協定
書に結んだ事業者の営業範囲

障がい者福祉のしおりに記載 平成22年度調査時より、協力金を400円から200円に見直し。

11 佐倉市
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

６５歳以上でねたきり高齢者台
帳登録者

100 100 50% 1,000 5,000 ○
福祉タクシー事業協力機関として、当市に登録
したタクシー会社の営業範囲内で利用可能

手帳交付時に説明

12 東金市
身障手帳第1種、1～2級、3
級(視覚・下肢・体幹機能
障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

介護保険法で要介護が4または5
と認定された方

12 24 初乗り運賃相当 710 710 ○
タクシー運賃と分かる領収書であれば、全市区
町村のものが申請可能。

手帳交付時に説明、及び手帳
取得者向けのパンフレットに
掲載

13 旭市
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、A、Aの1、Aの
2

24 96 1,000 ○ 銚子、匝瑳、香取、横芝光
窓口にて手帳交付時、対象者
には福祉タクシーの案内

14 習志野市

身障手帳1級、2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障
害)、3・4級(人工透析のた
めに通院を要する腎臓機能
障害）

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

65歳以上で介護保険法の要介護
3、要介護4、要介護5と認定さ
れている者も対象。

60 60
500円券を、月5枚年
60枚を限度に交付。

○
福祉タクシー協力機関として、当市に登録した
タクシー会社の営業範囲内で利用可能

障がい福祉のしおりに掲載

下記対象者は、高齢者支援課において助成。
・75歳以上の単身世帯
・75歳以上で構成される世帯
・75歳以上の者及び障がい者のみで構成される世帯

15 柏市
身障手帳第1種（聴覚障害
を除く）

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

福祉タクシー料金とは別に，寝
台車（ストレッチャー）料金も
助成している。最大24枚（1ヶ
月2枚）

最大120枚（1ヶ月
10枚）

最大240枚（1ヶ月
20枚）

初乗料金
初乗
料金

2000
（スト
レッ
チャー）

○

柏市，松戸市，我孫子市，流山市，野田市，
鎌ヶ谷市，船橋市，白井市，成田市，守谷市
（個別に協定を締結した93事業所のみ利用可
能）

障害福祉課発行の「障害福祉
のしおり」に掲載

16 勝浦市 身障手帳1～2級 療育手帳所持者 28 710 710 ○

市長が指定するタクシー事業者と覚書を締結
し、事業を実施している。
大多喜、御宿、いすみ、鴨川、茂原、千葉、館
山

手帳交付時、説明をしてい
る。

17 市原市
身障手帳1～2級、3級(下
肢・体幹・移動・視覚・じ
ん臓(人工透析者))

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2、
重度知的障害者(児)
の判定を受けた方

精神福祉手帳
1級

65歳以上の在宅ねたきり高齢者
台帳に登録されている方

100 250 50% 1,200 1,300 ○
市としては制限をしていない
タクシー会社の営業範囲内で利用可能

手帳交付時にご案内や申請の
受付をしています。手帳や高
齢者支援の制度案内のしおり
に掲載しています。

市原市の福祉タクシー協力事業者の指定を受けているタクシーをご
利用の場合、助成が受けられます。

18 流山市
身障手帳１～２級、３級
(１種)の下肢障害者

療育手帳Ⓐ～A
精神障害者１
級

72 96 630 630 ○
当事業を希望するタクシー会社は、流山市福祉
タクシー協力会の会員になることが条件。毎年
市と協力会の間で協定書を締結（県外も可）

障害者福祉の手引きに掲載
自動車燃料費助成事業の受給者、３ヶ月以上の入院及び介護施設へ
の入所は対象外。

19 八千代市

20 我孫子市 身障手帳1～2級 療育手帳Ⓐ～Aの2
精神福祉手帳
1級

48 96
（※）右記備考の欄
に記載

710 710 ○ ○

償還払い(利用時のタクシー会社の領収書を添
付し、利用券と併せ申請する。特に市町村の制
限なし。但し、申請された市町村の初乗り運賃
に応じて支給額が異なる)

窓口において、福祉タクシー
の案内
手帳交付時に配布している
「障害福祉のしおり」に掲載

（※）
初乗り料金。ただし、初乗り区間のみの場合、初乗り料金から障害
者割引額を引いた金額

21 鴨川市 身障手帳1～2級
療育手帳で最重度又
は重度

24 24 600 600 ○ 制限なし 手帳交付時に窓口で説明

22 鎌ケ谷市
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、A

年48回(視覚、下
肢、体幹)、年24回
(その他身体(透析を
除く)・知的)

96 630 630 ○

契約しているタクシー会社であれば、利用でき
る市町村に制限はない。
（鎌ケ谷、船橋、松戸、市川、千葉、柏、白
井、浦安、鴨川等）

手帳取得者に窓口で説明

23 君津市 身障手帳1～2級
療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

独居の75歳以上の高齢者（高齢
者支援課にて対応）

24 96 710円/回 710 710 ○
指定タクシー業者の営業範囲内で利用可能（富
津、木更津、袖ケ浦、市原、鴨川、館山、千
葉）

手帳交付時に該当者に対して
説明

№ 市町村名

対象者

その他
（注意事項）

精神障害知的障害身体障害
備　考

補助率

実施方法(★)

回数制限 補助限度額

助成内容

利用可能な他の市区町村名

広報周知

※市町村のＨＰ、広報誌以外

実施なし

領
収
書
で
償
還
払

利用券
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№ 市町村名

対象者

その他
（注意事項）

精神障害知的障害身体障害
備　考

補助率

実施方法(★)

回数制限 補助限度額

助成内容

利用可能な他の市区町村名

広報周知

※市町村のＨＰ、広報誌以外

領
収
書
で
償
還
払

利用券

24 富津市
身障手帳1級、2級(視覚・
下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ａ以上 24 24 710円/1回 710 710 ○
契約しているタクシー会社であれば、利用でき
る市町村に制限はない

富津市「福祉・国保・介護ガ
イドブック」に掲載

25 浦安市
身障手帳1～2級、3級(視
覚)

療育手帳Ⓐ、Aの1、A
の2

精神福祉手帳
1～3級

○

基本的には浦安市内を事業区域とするタクシー
会社と協定を結ぶが、それ以外でも申し出があ
れば協定を結ぶ。要綱で区域による協定会社の
限定はしていない。

障がい福祉ガイドブックに掲
載

(※)介護利用とは…タクシーの座席に座って移動することが困難な
障がい者等がストレッチャー等を使用したまま確実に固定すること
ができる構造を有するタクシーを利用すること

一般利用、介護利用いずれの利用の場合も月額20,000円が限度

26 四街道市 身障手帳1～2級
療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

72 72 50% 1,000 1,000 ○
福祉タクシー事業協定機関として、当市に登録
したタクシー会社の営業範囲内で利用可能

障害者支援課作成の福祉制度
についてのガイドブックに掲
載

27 袖ケ浦市
身体障害者手帳
１級～２級

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

30 60 710 710 ○
地域制限なし。ただし、協力業者として登録し
ている業者に限る。

障害福祉のしおりに掲載

平成２６年度より改正
・タクシー券３枚／月、最高３６枚／年の交付（人工透析患者は
倍）
・自動車燃料費助成終了
・他市の援護を受けている場合は対象外

28 八街市
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Aの2以上
精神福祉手帳
1級

24 48
50%

(限度額1,000円)
1,000 1,000 ○

千葉、佐倉、成田、四街道、富里、酒々井、東
金、山武、茂原、大網白里

29 印西市
身障手帳1～2級、3級(視
覚・体幹機能障害)

療育手帳A以上
精神福祉手帳
1～2級

50 100 50% 1,000 1,000 ○

白井、八千代、我孫子、成田、柏、鎌ヶ谷、船
橋、市川、美浜区、佐倉、酒々井、花見川区、
荒川区、稲毛区、冨里、芝山、四街道、栄町、
松戸

障がい者ふくしのしおりに掲
載

介護福祉課にて要介護3から5で介護保険法の規定による市の認定を
受けた方についても同実施要綱で対応している。

30 白井市
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

36 180 50% 1,000 1,000 ○
契約しているタクシー会社であれば、利用でき
る市町村に制限はない。

障害者手帳交付時に「しろい
保健福祉ガイドブック」と併
せて説明

高齢者福祉課にて要介護2から5で介護保険法の規定による市の認定
を受けた者についても同実施規則で対応している。

31 富里市
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

24 48 1,000 1,000 ○
利用可能なタクシー会社は、福祉タクシー事業
協力機関として、当市に登録したタクシー会社
となるが、利用可能な市町村の制限はない。

障害者福祉のしおりに掲載。
手帳交付時に該当者に説明。

32 南房総市 身障手帳1～2級
療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

30
48

腎機能障害1級のみ
670円/1回 670 670 ○ 館山、鴨川、鋸南

福祉制度のご案内(冊子を手
帳交付時及び窓口配布)

33 匝瑳市
身体手帳1～2級､3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

24 96 1,000 ○ 旭、横芝光、香取、多古、山武、成田 手帳交付時に説明

34 香取市 身障手帳1～3級
療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

48 96 利用券1枚500円 ○
市町村の限定ないが、福祉タクシー事業に協力
できる業者で、市長が指定したもの（覚書締
結）

手帳交付時に配布している
「障害者福祉のしおり」及び
広報かとりに掲載（年1回）

高齢者福祉課にて76歳以上の者について、独居・65歳以上で構成さ
れている世帯・同居する65歳未満の者が交通手段を持たない・交通
手段を行使することができない世帯について、同実施要綱で対応し
ている。

35 山武市 身障手帳1～2級 療育手帳A以上
精神福祉手帳
1級

48 48 100% 1,000 1,000 ○
タクシー会社の発行する領収書等あれば、支払
は可能。よって、利用区域は限定されない。

手帳交付時に、配布している
「障害者のしおり」に掲載

36 いすみ市
身障手帳1～2級、3級(下肢
機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

車の運転をしない者に限る
(※）右記備考の欄に記載

24シート 1,300 ○
勝浦市、大多喜町、御宿町、
茂原市、一宮町、長南町、
長生村、市原市、大網白里市、鴨川市、館山市

（※）
・介護保険法による要介護認定及び要支援認定されたもので、独居
及び高齢者世帯に属する者
・満70歳以上の独居及び高齢者世帯のうち70歳以上の者
・自主的に運転免許を返納した70歳以上で公安委員会発行の運転免
許歴証明書又は、申請による運転免許の取消通知書を有する者
・母子健康手帳の交付を受けている妊産婦の産前4か月及び産後２
か月に対して利用券の交付(運転免許の有無は問わない）

37 酒々井町
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

30 60 50% 1,000 1,000 ○
成田市、佐倉市、四街道市、印西市、富里市、
八街市、栄町、八千代市、山武市、芝山町、多
古町、千葉市、船橋市、市原市

障害福祉サービスのしおりに
掲載
手帳交付時に周知

38 栄町
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障
害)、透析者は1～4級

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

障害者手帳所持者で40歳以上要
介護１以上の方、65歳以上のひ
とり暮らしの方

48 72 50% 1,000 1,000 ○
町と協定を結ぶタクシー会社であれば、利用区
域は限定されない。

手帳交付時に周知。福祉のし
おりに掲載

39 神崎町 身障手帳の交付を受けた者
療育手帳の交付を受
けた者

精神福祉手帳
の交付を受け
た者

介護保険法で要介護認定又は要
支援認定を受けた者
町が特に必要と認めた者

対象者1人につき
月2,000円を限度

○ 制限なし 手帳交付時に説明

40 多古町
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

― ○

利用者は、指定業者（町と覚書を交わしている
業者）の営業範囲内で利用でき、要綱では利用
する地域の制限はない。
また、覚書を交わす業者についても、地域によ
る制限は設けていないので、必要に応じて指定
業者を増やすことができる。

障害者手帳交付時に配布する
冊子に掲載

41 東庄町
身障手帳1～2級、3級(視
覚・下肢・体幹機能障害)

療育手帳所持者
精神福祉手帳
所持者

左記に準ずると町長が特に認め
た者
※１※２　左記の者であって、
通学利用の対象者は、単独での
通学等が困難かつ保護者等の送
迎が困難な者に限る

24

※１※２
400

120 初乗り分

710

※１
1,000
※２

2,000

710

※１
1,000
※２

2,000

○ 香取、銚子、旭、成田、神栖
手帳交付時に配布する冊子に
掲載・対象者には交付時に説
明

※１　町内の小学校及び中学校の通学に利用する者　利用１回につ
き1,000円、最大400枚まで
※２　特別支援学校及び高等学校の通学に利用する者　利用１回に
つき2,000円、最大400枚まで

42 大網白里市 身体障害者手帳１、２級
療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1、２級

介護保険法で要介護度が４又は
５に認定された方

24 710 ○
千葉市、東金市、九十九里町、四街道市、茂原
市、成田市、長生村

市の「障害者福祉のしおり」
に掲載し、手帳交付・更新時
に説明・案内

43 九十九里町 身障手帳1～2級
療育手帳Ⓐ、Aの1、A
の2

（※）右記備考の欄に記載 24 710 ○ 制限なし
手帳交付時に配布している障
害福祉のしおりに掲載

（※）知的障害者更生相談所若しくは児童相談所の長が交付する判
定書の交付を受け、その判定書に掲げる障害の程度が重度の者

44 芝山町 身障手帳1～2級
療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

48 1,000 1,000 ○
全て償還払いで実施しているため特に地域の制
限はなし

手帳交付時に該当者へ説明

対象者に対し、最大で24枚(2枚/月)
の利用券を交付。
※交付枚数は申請のあった日の属す
る月から、当該年度の3月までの月数
に2を乗じた数とする。

1,000円/１回を上限とし、1,000円
未満であった場合はその額とす
る。

平成22年10月1日より、一般タクシーと介護タクシーを区別して、介護タクシー
利用時の助成額を以下のように引き上げ。
・一般利用の場合：現行どおり料金の50%を助成(ただし1回の乗車で1,500円が限
度)
・介護利用の場合：料金(介護保険適用部分を除く)の90%を助成(1回の限度額は
なし)（※）右記備考の欄を参照

1回につき利用券2
枚利用料金が満た
ない場合は1枚
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領
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書
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払

利用券

45 横芝光町
身体障害者手帳
１、２級

療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

48 48 1,000 1,000 ○ 乗車場所及びタクシー会社の制限なし 手帳交付時に該当者へ説明

46 一宮町

47 睦沢町
身障手帳1～2級、又は視
覚・下肢・体幹機能障害が
ある方

療育手帳の交付を受
けている方

精神福祉手帳
の交付を受け
ている方

・その他町長が認めた方
・要介護２以上の認定を受けて
いる方
・６５歳以上で非課税の方
・自主的に免許を返納した方
・透析治療を受けている方

96 96 ○ 町内に事業所がないので利用を制限していない

48 長生村 身障手帳1級～3級
療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1～2級

・居宅において6月以上常時寝
たきりで要介護4～5

・65歳以上の高齢者のみの世帯
(日中高齢者のみ世帯を含む)で
家族等による送迎ができない

48 144 50% 1,500 1,500 ○
全て償還払いで実施しているため、特に利用地
域の制限無し

手帳交付時に該当者に案内

25年度(H25.4.1以降利用分)から助成金額について制度改正

[改正前]1,000円まで
[改正後]料金の半額(1,500円上限)

49 白子町 身障手帳1～2級
療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、
Ⓐの2、Aの1、Aの2

精神福祉手帳
1級

高齢者(70歳以上の世帯員のみ
で構成されている世帯の者)

24 1,000 1,000 ○
福祉タクシー事業協力機関として、当町に登録
したタクシー会社の営業範囲内で利用可能

50 長柄町

51 長南町 身体障害者手帳1～3級 療育手帳Ⓐ、A
65歳以上の老人のうち、6ケ月
以上ねたきりで、町のねたきり
老人名簿に登録されている者

24 24 1,000円／1回 1,000 1,000 ○
町と契約しているタクシー会社（町内及び茂原
市）であれば、利用できる市町村に制限はない

手帳交付時に説明

52 大多喜町 身障手帳1～2級
療育手帳の交付を受
けた者

高齢者（65歳以上の世帯員のみ
で構成されている世帯の者）

24 24 710 710 ○

大多喜町と覚書を締結し、指定されているタク
シー業者であれば利用可能。
千葉、市原、茂原、いすみ、勝浦、大多喜、御
宿、長生。

手帳交付時に説明

高齢者について、次のそれぞれに該当する者が対象。
①世帯で車を所有していないこと
②町内に居住する子又は子の配偶者が車を所有していないこと
③公共交通機関を利用することが困難な者又は歩行が困難な者

対象者のうち、身体障害者又は知的障害者が利用した場合、福祉タ
クシー乗車１回につき300円を協力金として業者に支払う。

回数制限について、年度途中の申請の場合、申請を受理した月から
当該年度末までの月数に2を乗じた回数とする。

53 御宿町 身障手帳1～2級 療育手帳所持者
精神福祉手帳
1～2級

24 24 710 710 ○

町長が指定するタクシー会社と覚書を締結し、
事業を実施している。

締結事業所所在地
御宿・勝浦・いすみ・大多喜・茂原・鴨川

○手帳交付時に説明。
○手帳交付時に配布している
「障害福祉のしおり」に掲
載。

54 鋸南町
身障手帳1級、2級(視覚、
下肢、体幹機能障害)

療育手帳A、Aの1、A
の2、Ⓐの1、Ⓐの2

24 24 600 600 ○
町が登録しているタクシー会社であれば、利用
できる市町村に制限はない

－

（★）実施方法（＝助成の受け方）については、以下の３パターンがあります。　①利用券により、乗車時割引（前引き）　②利用券により、券回収後、利用者に償還払い　③領収書を持参した場合に、利用者に償還払い

実施なし

実施なし

1回の利用につき1,000円を上限に助成
(ただし、利用料金が1,000円未満の時
はその額)


