
地域 事業者名 住所
有限会社 拓商 那覇市仲井真130-2
介護タクシーかりゆし 糸満市字大度275-22
介護タクシーヒデ うるま市与那城字屋慶名2400
合同会社 介護タクシーまきし 那覇市松川3-13-28
介護タクシーヒカリ 那覇市字国場1163-13
介護タクシーなごみ 読谷村字高志保1571
介護タクシーアップル 沖縄市高原7-2-6 E-2-5
介護タクシースマイル 北谷町字吉原1002-8
介護タクシーあすなろ 与那原町字板良敷4-15
介護タクシーおきなわ うるま市みどり町3-21-6
介護タクシーハッピー 那覇市古島1-24-3
有限会社 アメニティ 浦添市城間4-25-12
株式会社 こころ 名護市字伊差川1056-3
介護タクシーがんじゅう 那覇市与儀2-21-21
有限会社 アーバン・エステート 沖縄市住吉1-5-22
有限会社 沖縄介護センター 那覇市松川531-1
愛センター 有限会社 名護市宮里7-18-27
有限会社 ヘルパーステーションわかさ 那覇市若狭2-10-6
有限会社 あしみじ 八重瀬町字具志頭416
社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 那覇市金城3-5-4
有限会社 中央調剤薬局 うるま市字赤道11-13
有限会社 フィーチャー企画 宜野湾市我如古3-1-17 サンMs101
介護タクシーうるま うるま市石川曙3-11-6
医療法人 禄寿会 那覇市字小禄547-1
医療法人 信和会 南風原町字兼城642-1
合同会社 めぐり 国頭郡金武町金武10498
特定非営利活動法人 じーなの会 八重瀬町字宜次664-1
有限会社 ヒューマンケアはごろも 宜野湾市大謝名1-20-2
有限会社 へしき屋 うるま市与那城字西原988-3
介護タクシーでいご 糸満市字糸満1513
有限会社 みよし 与那原字与那原3861番地
介護タクシーどりーむ 那覇市字上間430-1
那覇市字上間430-1 糸満市西崎2-22-7
介護移送サービスちゅうぶ 北谷町字吉原645-3
社会福祉法人 ゆうなの会 社会福祉法人 ゆうなの会
合資会社 ケアサービスうるま うるま市石川字白浜2-3-21
有限会社 共栄電気工事 沖縄市東1-4-15
なごやかサポート 那覇市具志3-19-1
介護タクシー空 豊見城市字金良３
株式会社 えがお 那覇市字小禄811-2 ウィズヒル1-A
介護タクシーふく 宜野湾市字佐真下158-6
介護タクシーしま 那覇市壺屋1-9-21
有限会社 北部ケアサービス 名護市字宇茂佐915-10
介護タクシーひまわり うるま市与那城字西原248-1
介護タクシーつは 南城市佐敷字津波古1065
介護タクシー シーサー 那覇市識名1-9-7-201
介護タクシーＴＬＣ 名護市宮里1-7-15-302
介護タクシーフレンド 北中城村字熱田2070-3 県営北中城団地1号棟305号
介護タクシーかおり 読谷村字比謝4
株式会社 中部サンケアネット 沖縄市字古謝719番地1
株式会社 みずほ 中城村字安里268-4
株式会社 歩 那覇市首里石嶺町4-230-1
介護タクシーつかさ 那覇市壷屋1-24-1 湧田アパートA-2
介護タクシー咲 南風原町字与那覇410-1 203
介護タクシーちぃぱっぱ 那覇市字古波蔵101-13
福祉介護タクシー那覇 那覇市赤嶺2-3-1 Fステージ赤嶺ステーション1209

本島

一般乗用旅客自動車運送事業者（福祉輸送事業限定）一覧表　　　　平成28年3月末現在



介護タクシーウンテン 浦添市安波茶3-29-8
株式会社 ケアネット徳洲会沖縄 沖縄市安慶田4-16-3
介護タクシーあおぞら 沖縄市登川1-20-1
介護タクシーパワー うるま市字具志川3323
株式会社 ユリシーズ 那覇市仲井真34番地3仲井真Ｂ
真壁交通 沖縄市松本2-14-26
介護タクシー琥珀 名護市大北3-28-3
有限会社 サポートセンターわくわく 西原町字小橋川91-1
介護タクシーしんざと うるま市与那城字饒辺338-1
介護タクシー徳 八重瀬町字志多伯36-4 
介護タクシーたんぽぽ 那覇市首里崎山町1-65
介護タクシー結 うるま市字具志川1923-2
介護タクシー介護交通 浦添市内間4-13-24
ケアタクシーサービス花花 北谷町字宮城1-286
介護タクシーあい 北中城村字和仁屋141-1
合同会社 アクバ 沖縄市越来2-25-7
合資会社 ゆらぎ 名護市字川上424-1 にらいビル1階
ハジメ介護タクシー 宜野湾市真志喜3-1-18 303号
特定非営利活動法人 沖縄コアラ 那覇市三原1-26-32 安慶田ｱﾊﾟｰﾄ102
介護タクシーうめむら 沖縄市胡屋6-8-39
一般社団法人 ふたふぁ 中城村字南上原732
介護タクシーティーダ 浦添市安波茶1-33-6
介護タクシーぎのざ 金武町金武11083番5-1
株式会社 グローブ 那覇市田原2-2-8
介護タクシーティダ 糸満市字照屋767-5
介護タクシー六諭 名護市大東1-5-21
介護タクシーあおぞら 那覇市首里久場川2-105-10
介護タクシーてぃーだ 読谷村字喜名453
介護タクシーあおい 嘉手納町字嘉手納287
福祉タクシーしまぶくろ 今帰仁村字諸志223
介護タクシーにしはら 浦添市城間2-17-8 西栄アパート201号
介護タクシーハイサイ 沖縄市泡瀬3-27-19
一般社団法人 ナンバーワン 西原町棚原811コンフォートグスク101
ベル・エキップ 合同会社 北谷町字吉原103番地1-202
介護タクシーちゅらさん 南風原町字大名235-2
介護タクシー太陽 浦添市伊祖1-14-10 ライオンズマンション伊祖502
介護タクシー城岳 那覇市楚辺1-12-12
株式会社 むらやー介護サービス 糸満市字糸満609
株式会社 ブレイクスルー.ｍ 北谷町字北谷2-6-6
介護タクシ－かなさ 名護市大南3-16-3
介護タクシー絆 那覇市小禄1-36-8-2Ｆ
合同会社 ペンギン 那覇市上間374-505
介護タクシーノア 那覇市上間1-19-7
有限会社寿ランド 南風原町字宮平499
合同会社 琉恋 与那原町字与那原1771
介護タクシー友利 那覇市字安謝205-4
株式会社 グリッド 那覇市首里当蔵町1-15
株式会社 百歳代 名護市宇茂佐の森1-4-2
介護タクシーふくちゃん 那覇市繁多川1-16-30 県営繁多川住宅307
株式会社 くるくまケアサービス 那覇市天久1-23-18
介護タクシーヒガ 浦添市宮城1-13-15
有限会社 ニヘーデービル 読谷村字長浜1620-1
9 社会福祉法人 喜寿会 南城市佐敷小谷238-1
有限会社 はっぴー 南城市玉城字船越766-3
合同会社 仲友 中城村字南上原139
介護タクシー幸 宜野湾市真栄原1-15-29
株式会社 琉球御城 那覇市首里真和志町1-20
介護タクシー南風原 南風原町字宮城442-3
福祉（介護）タクシーふくぎ 那覇市長田1-10-6 エステートN 3-A
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社会福祉法人 ハイジ福祉会 中城村新垣1583
エス・ケイ企画 沖縄市大里2-27-6
福祉タクシーＬＩＮＫ 那覇市首里石嶺町1-119
介護タクシー中山 西原町字小那覇146
介護タクシーよんなぁ 南風原町字宮平663-4 栄廣マンション305
株式会社 輪枸 嘉手納町字水釜286
介護タクシーいしかわ 那覇市字安里359-2
介護タクシー ステップ 浦添市伊祖3-37-10 SUNRISE202号
外出支援サービス よへな 糸満市字北波平89-3
介護タクシーかりゆし 浦添市伊祖2-3-1 502サンチャイルドめぐみ2
株式会社 ライフサポート・プロ 沖縄市泡瀬5-33-5
介護タクシーゆうな 中城村字和宇慶782-2
介護タクシータマン うるま市石川1857番地1
合同会社 ひらめき 国頭郡金武町伊芸95番地
介護タクシーひなた 島尻郡八重瀬町字富盛555番地
合同会社 未來 浦添市宮城四丁目19番12号
介護タクシー田場 うるま市田場223番地
さくら介護タクシー 那覇市字真地59番16
介護タクシーふぁみりー 那覇市首里石嶺町4丁目104番地1
介護タクシーにらい 沖縄市住吉1丁目18番26号
介護タクシー「友」 うるま市川崎462番地4
株式会社 kind care 中頭郡中城村字南上原955番地3
有限会社 ケアセンターたんぽぽ 宮古島市平良字西仲宗根394-12
有限会社 介護センター 宮古島市平良字東仲宗根894-3
にこにこサービス 有限会社 宮古島市平良字下里658
社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会宮古島市城辺字西里添788-3
株式会社 ケアネット徳洲会沖縄 宮古島市平良字下里1153-3
有限会社 ホームケアサービス 宮古島市平良字下里1248-10
合同会社 みつば 宮古島市平良字下里1035-2
有限会社 ひまわり 宮古島市平良字下里217-20
介護タクシーグリーン 宮古島市平良字下里934
株式会社 ハートサービスゆめ 宮古島市平良字西里609 ﾏﾝｼｮﾝ内間Ⅱ 101
株式会社 宮古島介護琉心 宮古市平良字松原282-3
合同会社 いこい 宮古島市平良字前里241
合同会社 介護保険事務所ケイコ 宮古島市城辺福里562-1
有限会社 やすらぎ 宮古島市伊良部字長浜217
合同会社 シン 宮古島市平良字下里１０７３番地
合同会社 心音 宮古島市平良字西仲宗根614番地5
ＧＴＪ 合同会社 宮古島市平良字下里1564番地6
有限会社 ゆいケアサービス 石垣市字登野城74-4
社会福祉法人 希望ヶ丘 石垣市字登野城582-2
合同会社 ほっとケア 石垣市字大浜386

石垣島

宮古島

本島

対象となる旅客
 ①身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条にいう「身体障害者」
②介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１項及び第２項にいう「要介護者」及び「要支援者」
③①及び②のほか、肢体不自由者、内部障害（人工血液透析を受けている場合を含む。）、精神障害、
知的障害等により単独での 移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者。
④消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による「搬送サービスの提
供を受ける患者」
⑤上記①～④に揚げる者の付添人


