
福祉有償運送運営協議会設置状況 様式２
（令和３年３月３１日現在）

1 大阪府 大阪市福祉有償運送運営協議会 福祉局生活福祉部地域福祉課 06-6208-7973 参加自治体（大阪市）

2 大阪府 枚方市地区福祉移送サービス運営協議会 福祉部障害福祉室 072-841-1457 参加自治体（枚方市）

3 大阪府 箕面市福祉有償運送運営協議会 健康福祉部健康福祉政策室 072-727-9513 参加自治体（箕面市）

4 大阪府 北摂ブロック福祉有償運送運営協議会 島本町健康福祉部福祉推進課
075-961-5151
（代表）

参加自治体（池田市、摂津市、高槻市、豊中市、吹田市、
茨木市、島本町、豊能町、能勢町）
令和３年度の事務局は島本町

5 大阪府 河北ブロック福祉有償運送運営協議会 守口市健康福祉部地域福祉課 06-6992-1570
参加自治体（大東市、門真市、四条畷市、交野市、守口
市、寝屋川市）
令和３年度の事務局は守口市

6 大阪府
中部ブロック福祉有償運送市町村共同設
置運営協議会

富田林市子育て福祉部地域福祉課
0721-25-1000
（代表）

参加自治体（八尾市、柏原市、東大阪市、大阪狭山市、富
田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、松原市、太子
町、河南町、千早赤阪村）
令和３年度の事務局は富田林市

7 大阪府
泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営
協議会

泉南市福祉保険部障害福祉課 072-228-8347

参加自治体（高石市、阪南市、堺市、泉南市、泉大津市、
泉佐野市、和泉市、貝塚市、岸和田市、忠岡町、熊取町、
田尻町、岬町）
令和３年度の事務局は泉南市

8 京都府 伊根町地域公共交通会議 企画観光課 0771-32-0502 参加自治体（伊根町）

9 京都府 宮津市地域公共交通会議 企画財政部企画課 0772-45-1664 参加自治体（宮津市）

10 京都府 福知山市福祉有償運送運営協議会 建設交通部都市・交通課 0773-24-7084 参加自治体（福知山市）

11 京都府 亀岡市福祉有償運送運営協議会 健康福祉部地域福祉課 0771-25-5073 参加自治体（亀岡市）

12 京都府 京丹後市地域公共交通会議 企画総務部政策企画課 0772-69-0120 参加自治体（京丹後市）
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13 京都府 京丹波町福祉有償運送運営協議会 保健福祉課 0771-86-1800 参加自治体（京丹波町）

14 京都府
相楽東部広域福祉有償運送共同運営協議
会

相楽東部広域連合　環境課 0774-78-0120
参加自治体（笠置町、和束町、南山城村）
事務局は相楽東部広域連合

15 京都府 与謝野町地域公共交通会議 企画財政課 0772-43-9015 参加自治体（与謝野町）

16 京都府 八幡市福祉有償運送運営協議会 福祉部福祉総務課 075-983-1334 参加自治体（八幡市）

17 京都府 井手町福祉有償運送運営協議会 高齢福祉課 0774-82-6165 参加自治体（井手町）

18 京都府 舞鶴市地域公共交通会議 制作推進部企画政策課 0773-66-1042 参加自治体（舞鶴市）

19 京都府 久御山町福祉有償運送等運営協議会 民生部住民福祉課 075-631-9902 参加自治体（久御山町）

20 京都府
木津川市・精華町福祉有償運送合同運営
協議会

木津川市保健福祉部社会福祉課
精華町健康福祉環境部社会福祉課

0774-75-1211
0774-95-1904

参加自治体（木津川市、精華町）
令和３年度の事務局は木津川市

21 京都府 宇治田原町福祉有償運送運営協議会 健康福祉部福祉課 0774-88-6635 参加自治体（宇治田原町）

22 京都府 綾部市地域公共交通会議 市民環境部市民協働課 0773-42-4248 参加自治体（綾部市）

23 京都府 南丹市有償運送運営協議会 市民福祉部高齢福祉課 0771-68-0006 参加自治体（南丹市）

24 京都府 宇治市福祉有償運送運営協議会 都市整備部交通政策課 0774-22-3141 参加自治体（宇治市）

25 京都府 京都市福祉有償運送運営協議会 保険福祉局保険福祉部保険福祉総務課 075-222-3366 参加自治体（京都市）
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26 京都府 京田辺市市福祉有償運送運営協議会 高齢介護課 0774-64-1373 参加自治体（京田辺市）

27 奈良県 北和地区福祉有償運送運営協議会 生駒市障がい福祉課
0743-74-1111
内線793

参加自治体（奈良市、大和郡山市、生駒市）
令和３年度の事務局は生駒市

28 奈良県 西和地区福祉有償運送運営協議会 斑鳩町福祉課 0745-74-1001
参加自治体（平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、
王寺町、河合町）
令和３年度の事務局は斑鳩町

29 奈良県 中和地区福祉有償運送共同運営協議会 橿原市福祉総務課 0744-21-7565
参加自治体（橿原市、大和高田市、御所市、香芝市、葛城
市、高取町、明日香村、広陵町）
令和３年度の事務局は橿原市

30 奈良県 磯城郡福祉有償運送運営協議会 三宅町健康子ども部健康福祉課 0745-43-3580
参加自治体（川西町、三宅町、田原本町）
事務局は三宅町

31 奈良県 桜井市福祉有償運送運営協議会 桜井市社会福祉課障害福祉係
0744-42-9111
内線272・273

参加自治体（桜井市）

32 奈良県 天理市福祉有償運送運営協議会 天理市健康福祉部社会福祉課障害福祉係
0743-63-1001
内線786

参加自治体（天理市）

33 奈良県 宇陀市有償運送運営協議会 宇陀市企画財政部企画課 0745-82-1362 参加自治体（宇陀市）

34 奈良県 十津川村福祉有償運送運営協議会 十津川村福祉事務所 0746-62-0902 参加自治体（十津川村）

35 奈良県 東吉野村福祉有償運送運営協議会 東吉野村住民福祉課 0746-42-0441 参加自治体（東吉野村）

36 奈良県 山添村有償運送運営協議会 山添村保健福祉課 0743-85-0045 参加自治体（山添村）

37 奈良県 野迫川村福祉有償運送運営協議会 野迫川村住民課 0747-37-2101 参加自治体（野迫川村）

38 滋賀県 栗東市福祉有償運送運営協議会 障がい福祉課 077-551-0113 参加自治体（栗東市）
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39 滋賀県 長浜市福祉有償運送運営協議会 しょうがい福祉課 0749-65-6518 参加自治体（長浜市）

40 滋賀県 米原市福祉有償運送運営協議会 健康福祉部高齢福祉介護課 0749-55-8103 参加自治体（米原市）

41 滋賀県 守山市福祉有償運送運営協議会 健康福祉部高齢福祉課 077-582-1127 参加自治体（守山市）

42 滋賀県 竜王町福祉有償運送運営協議会 福祉課 0748-58-3705 参加自治体（竜王町）

43 滋賀県 甲賀市福祉有償運送運営協議会 健康福祉部長寿福祉課 0748-65-0696 参加自治体（甲賀市）

44 滋賀県 湖南市福祉有償運送運営協議会 健康福祉部社会福祉課 0748-71-2327 参加自治体（湖南市）

45 滋賀県 大津市福祉有償運送運営協議会 健康保険部健康長寿課 077-528-2741 参加自治体（大津市）

46 滋賀県 彦根市福祉有償運送運営協議会 福祉保健部障害福祉課 0749-27-9981 参加自治体（彦根市）

47 滋賀県 草津市有償運送運営協議会 都市計画部交通政策課 077-561-2343 参加自治体（草津市）

48 滋賀県 高島市福祉有償運送運営協議会 健康福祉部長寿介護課 0740-25-8029 参加自治体（高島市）

49 滋賀県 野洲市福祉有償運送運営協議会 健康福祉部高齢福祉課 077-587-6074 参加自治体（野洲市）

50 和歌山県 田辺市福祉有償運送運営協議会 企画広報課 0739-26-9963 参加自治体（田辺市）

51 和歌山県 橋本市福祉有償運送運営協議会 いきいき長寿課 0736-33-3705 参加自治体（橋本市）
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52 和歌山県 すさみ町福祉有償運送運営協議会 住民生活課 0739-55-4804 参加自治体（すさみ町）

53 和歌山県 紀美野町福祉有償運送運営協議会 保健福祉課 0734-89-9960 参加自治体（紀美野町）

54 和歌山県 九度山町福祉有償運送運営協議会 福祉課 0736-54-2019 参加自治体（九度山町）

55 和歌山県 高野町福祉有償運送運営協議会 健康推進課 0736-56-2931 参加自治体（高野町）

56 兵庫県 但馬地区福祉有償運送運営協議会 養父市社会福祉課 　079-662-3162
参加自治体（豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町）
令和３年度の事務局は養父市

57 兵庫県 北播磨地区福祉有償運送運営協議会 加東市福祉総務課 0795-42-3301
参加自治体（西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、
多可町）
令和３年度の事務局は加東市

58 兵庫県 西播磨地区福祉有償運送運営協議会 赤穂市健康福祉部社会福祉課 0791-42-1397
参加自治体（相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子
町、上郡町、佐用町）
令和３年度の事務局は赤穂市

59 兵庫県 淡路地区福祉有償運送運営協議会 南あわじ市市民福祉部長寿・保険課 0799-43-5217
参加自治体（洲本市、淡路市、南あわじ市）
令和３年度の事務局は南あわじ市

60 兵庫県 阪神地区福祉有償運送運営協議会 尼崎市高齢介護課 06-6375-5639
参加自治体（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、
川西市、三田市、猪名川町）
令和３年度の事務局は尼崎市

61 兵庫県 東播磨地区福祉有償運送運営協議会 加古川市高齢者・地域福祉課 079-421-2000
参加自治体（明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町）
令和３年度の事務局は加古川市

62 兵庫県 市川町福祉有償運送運営協議会 健康福祉課 0790-26-1013 参加自治体（市川町）

63 兵庫県 神戸市福祉有償運送運営協議会 保険福祉局生活福祉部くらし支援課 078-322-0308 参加自治体（神戸市）

64 兵庫県 丹波市福祉有償運送運営協議会 建設部都市住宅課 0795-74-2364 参加自治体（丹波市）
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65 兵庫県 姫路市福祉有償運送運営協議会 長寿社会支援部高齢者支援係 079-221-2317 参加自治体（姫路市）

66 兵庫県 丹波篠山市福祉有償運送運営協議会 地域福祉課 079-552-5346 参加自治体（丹波篠山市）

67 兵庫県 神河町福祉有償運送運営協議会 福崎支庁舎健康福祉課 0790-32-2421 参加自治体（神河町）


