
２００９年度　自家用有償旅客運送都道府県担当部署等一覧

都道府県名
福
祉・
疎

部 課・室 係 ＴＥＬ ＦＡＸ ホームページコーナー名
団体
把握

団体
公開

公開方法

北海道 福祉 保健福祉部福祉局 福祉援護課 011-231-4111 011-232-4070 なし × －
北海道 過疎 企画振興部新幹線・交通企画局 交通企画課 011-231-4111 011-232-4643
青森県 福祉 企画政策部 新幹線･交通政策課 017-734-9152 017-734-8035 ［路線バス］＞［青い森のバス政策］ ○ ○ ＨＰ
青森県 過疎 企画政策部 新幹線･交通政策課 017-734-9152 017-734-8035
岩手県 福祉 保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当 019-629-5421 019-629-5429 ○ ○ 問い合せ
岩手県 過疎 －
宮城県 福祉 保健福祉部 長寿社会対策課 在宅・施設支援班 022-211-2549 022-211-2596 ［福祉有償運送について］ ○ ○ 問い合せ
宮城県 過疎 企画部 総合交通対策課 022-211-2436 022-211-2290
秋田県 福祉 健康福祉部 福祉政策課 018-860-1316 018-860-3841 なし ○ ×
秋田県 過疎 建設交通部 建設交通政策課 018-860-1284 018-860-3800
山形県 福祉 健康福祉部 健康福祉企画課 地域福祉・援護室 023-630-2268 023-625-4294 ［福祉有償運送ホームページ］ ○ ○ 個別回答
山形県 過疎 －
福島県 福祉 生活環境部 生活環境総室生活交通課 024-521-7158 024-521-7887 なし ○ ○ 問い合せ
福島県 過疎 生活環境部 生活環境総室生活交通課 024-521-7158 024-521-7887
茨城県 福祉 保健福祉部 福祉指導課 地域福祉グループ 029-301-3157 029-301-3179 ［福祉（過疎地）有償運送関係］ ○ ○ 問い合せ
茨城県 過疎 企画部 企画課 交通対策室 029-301-2536 029-301-2539
栃木県 福祉 保健福祉部 高齢対策課 介護保険班 028-623-3149 028-623-3925 ［栃木県福祉有償運送協議会について］ ○ ○ ＨＰ
栃木県 過疎 県土整備部 交通政策課 028-623-2184 028-623-2399
群馬県 福祉 健康福祉部 介護高齢課 居宅サービス係 027-226-2575 027-223-6725 なし ○ ×
群馬県 過疎 県土整備部 交通政策課 地域交通係 027-226-2382 027-223-9510
埼玉県 福祉 福祉部 福祉政策課 福祉政策連携担当 048-830-3391 048-830-4801 ［埼玉県福祉有償運送のホームページ］ ○ ○ ＨＰ
埼玉県 過疎 企画財政部 交通政策課 048-830-2237 048-822-3208
千葉県 福祉 健康福祉部 健康福祉指導課 043-223-2606 043-222-6294 ○ ○ ＨＰ
千葉県 過疎 総合企画部 交通計画課 043-223-2261 043-221-5748
東京都 福祉 福祉保健局生活福祉部 地域福祉推進課 福祉のまちづくり係 03-5320-4047 03-5388-1403 なし × －
東京都 過疎 福祉保健局生活福祉部 地域福祉推進課 福祉のまちづくり係 03-5320-4047 03-5388-1403
神奈川県 福祉 保健福祉部 地域保健福祉課 地域保健福祉班 045-210-4750 045-210-8857 ［神奈川県の福祉有償運送について］ ○ ○ 関係ＨＰ
神奈川県 過疎 －
新潟県 福祉 福祉保健部 高齢福祉保健課 介護事業係 025-280-5194 025-280-5229 なし ○ ×
新潟県 過疎 交通政策局 交通政策課 地域交通班 025-280-5110 025-280-5089
富山県 福祉 厚生部 厚生企画課 076-444-3197 076-444-3491 ○ ○ 問い合せ
富山県 過疎 知事政策室 総合交通政策課 076-444-3123 076-444-3123
石川県 福祉 健康福祉部 長寿社会課 076-225-1417 076-225-1418 ○ ○ 問い合せ
石川県 過疎 企画振興部 新幹線･交通政策課 076-225-1332 076-225-1399
福井県 福祉 健康福祉部 長寿福祉課 0776-20-0332 0776-20-0639 なし（検討中） ○ ×
福井県 過疎 総合政策部 総合交通課 0776-20-0291 0776-20-0729
山梨県 福祉 福祉保健部 障害福祉課 地域生活支援担当 055-223-1461 055-223-1464 ［福祉有償運送及び過疎地有償運送の取扱いに係る作業マニュアル］ ○ ○ 個別回答
山梨県 過疎 企画部 リニア交通課 交通企画担当 055-223-1664 055-223-1666
長野県 福祉 社会部 地域福祉課 地域支援係 026-235-7114 026-235-7485 ［長野県の福祉有償運送に関する取り組み］ ○ ×
長野県 過疎 社会部 地域福祉課 地域支援係 026-235-7114 026-235-7485
岐阜県 福祉 健康福祉部 地域福祉国保課 058-272-8261 058-278-8264 ○ ×
岐阜県 過疎 都市建築部 公共交通課 058-272-8654 058-273-8719
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静岡県 福祉 企画部 交通政策室 054-221-3194 054-250-2384 ○ ○ 個別回答
静岡県 福祉 厚生部長寿政策局 介護保険室 054-221-2312 054-221-2142
静岡県 福祉 厚生部障害者支援局 障害福祉室 054-221-3319 054-221-3267
静岡県 過疎 企画部 交通政策室 054-221-3194 054-250-2384
愛知県 福祉 健康福祉部 障害福祉課 052-954-6317 052-954-6920 なし × －
愛知県 過疎 地域振興部 交通対策課 052-954-6125 052-961-3248
三重県 福祉 健康福祉部 長寿社会室 059-224-3327 059-224-2919 ○ ○ ＨＰ
三重県 過疎 政策部 交通政策室 059-224-2805 059-224-3194
滋賀県 福祉 健康福祉部 健康福祉政策課 福祉企画・ＵＤ担当 077-528-3512 077-528-4850 なし × －
滋賀県 過疎 土木交通部 交通政策課 077-528-3680 077-528-4837
京都府 福祉 健康福祉部 健康福祉総務課 企画調整担当 075-414-4554 075-414-4694 なし ○ ×
京都府 過疎 建設交通部 交通対策課 075-414-4368 075-414-4365
大阪府 福祉 健康福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 計画振興グループ 06-6944-6661 06-6944-6681 ［大阪府福祉有償運送ホームページ］ ○ ○ ＨＰ
大阪府 過疎 －
兵庫県 福祉 健康生活部社会福祉局 高齢社会課 介護事業者係 078-362-9117 078-362-9470 なし ○ ×
兵庫県 過疎 健康生活部社会福祉局 高齢社会課 078-362-9117 078-362-9470
奈良県 福祉 福祉部 福祉政策課 地域ケア推進係 0742-27-8503 0742-22-5709 ○ ○ 問い合せ
奈良県 過疎 土木部 道路・交通環境課 0742-27-8103 0742-27-5339
和歌山県 福祉 企画部地域振興局 総合交通政策課 鉄道・調整班 073-441-2343 073-441-2340 なし ○ ×
和歌山県 過疎 企画部地域振興局 総合交通政策課 073-441-2343 073-441-2340
鳥取県 福祉 企画部地域づくり支援局 交通政策課 0875-26-7100 0857-26-8107 × －
鳥取県 過疎 企画部地域づくり支援局 交通政策課 0875-26-7100 0857-26-8107
島根県 福祉 地域振興部 交通対策課 地域交通スタッフ 0852-22-6508 0852-22-6511 ○ ○ 問い合せ
島根県 過疎 地域振興部 交通対策課 0852-22-5958 0852-22-6511
岡山県 福祉 保健福祉部 障害福祉課 福祉のまちづくり・障害者スポーツ推進班 086-226-7343 086-224-6520 ［岡山県の福祉有償運送］ ○ ○ ＨＰ
岡山県 過疎 生活環境部 交通対策課 交通政策班 086-226-7291 086-224-9120
広島県 福祉 健康福祉局社会福祉部 障害者支援課 地域生活支援グループ 082-513-3155 082-223-3611 × －
広島県 過疎 企画振興局地域振興部 交通対策室 082-513-2580 082-224-1977
山口県 福祉 健康福祉部 厚政課 083-933-2724 083-933-2739 なし ○ ○ 個別回答
山口県 過疎 地域振興部 地域政策課 中山間地域づくり推進室 083-933-2549 083-933-2559
徳島県 福祉 保健福祉部 地域福祉課 地域福祉・援護担当 088-621-2167 088-621-2839 ○ ×
徳島県 過疎 県土整備部 交通政策課 088-621-2128 088-621-2832
香川県 福祉 政策部 交通政策課 087-832-3256 087-831-9606 ○ ○ 問い合せ
香川県 過疎 政策部 交通政策課 087-832-3256 087-831-9606
愛媛県 福祉 保健福祉部 保健福祉課 企画係 089-912-2383 089-921-8004 なし ○ ×
愛媛県 福祉 保健福祉部 長寿介護課 089-912-2430 089-935-8075 なし
愛媛県 過疎 企画情報部 交通対策課 089-912-2250 089-921-3117
高知県 福祉 健康福祉部 障害福祉課 088-823-9634 088-823-9260 ○ ○ 問い合せ
高知県 過疎 企画振興部 交通政策課 088-823-9341 088-823-9255
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福岡県 福祉 企画・地域振興部 広域地域振興課 地域交通係 092-643-3166 092-643-3164 なし ○ ○ 問い合せ
福岡県 過疎 －
佐賀県 福祉 健康福祉本部 長寿社会課 0952-25-7266 0952-25-7265 ［佐賀県の福祉有償運送］ ○ ○ 問い合せ
佐賀県 過疎 交通政策部 空港・交通課 0952-25-7182 0952-25-7318
長崎県 福祉 福祉保健部 長寿社会課 095-895-2436 095-895-2576 ○ ○ 問い合せ
長崎県 福祉 福祉保健部 障害福祉課 095-895-2453 095-823-5082 ○ ○ 問い合せ
長崎県 過疎 地域振興部 交通政策課 095-895-2065 095-895-2561
熊本県 福祉 健康福祉部 健康福祉政策課 福祉のまちづくり室 096-333-2202 096-387-5992 ［福祉有償運送について］ ○ ○ ＨＰ
熊本県 過疎 地域振興部 交通対策総室 096-333-2164 096-385-4815
大分県 福祉 企画振興部 総合交通対策課 097-506-2153 097-506-1731 × －
大分県 過疎 企画振興部 総合交通対策課 097-506-2153 097-506-1731
宮崎県 福祉 地域生活部 総合交通課 0985-26-7038 0985-24-1383 × －
宮崎県 過疎 地域生活部 総合交通課 0985-26-7038 0985-24-1383
鹿児島県 福祉 保健福祉部 保健医療福祉課 企画調整係 099-286-2662 099-286-5928 なし ○ ○ 問い合せ
鹿児島県 過疎 企画部 交通政策課 099-286-2455 099-286-5533
沖縄県 福祉 福祉保健部 高齢者福祉介護課 098-866-2214 098-862-6325 なし × －
沖縄県 過疎 －


