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支援する自治体・団体

北海道 岩見沢市、滝川市、美幌町

青森 八戸市、むつ市

岩手 花巻市、宮古市

宮城 塩釜市、岩沼市、村田町、柴田町、利府町、多賀城市

山形 米沢市、鶴岡市、酒田町

福島 喜多方市、広野町

茨城 古河市

栃木 鹿沼市、栃木市、真岡市、壬生町

群馬 館林市、前橋市、高崎字、明和町

バス・タクシーを新型コロナウイルスのワクチン接種に活用する自治体

◆接種対象者に乗車券を配布（142地域）

(電子版）    info@jikosoren.jp 
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ワクチン接種でタクシー・バスが活躍 
307自治体で活用、運転者にとっても貴重な輸送需要に 

 

 新型コロナウイルスのワクチン接種に、各地でタクシーやバスが活用されていま

す。国土交通省がまとめた集計によると、全国1741市区町村のうち307の自治体でタ

クシー・バスが活用されています（４月末時点）。 

 類型で分けると、◆接種対象者に乗車券を配布（142地域）、◆接種対象者を運送

（183地域）、◆医療従事者が接種対象者を訪問接種、車両を接種会場や待機場所と

して使用（７地域）となっています。高齢者や障がい者など移動困難者を対象とす

るものが多く、過疎地域において住民の移動手段がない問題が根底にあることがわ

かります。 

 具体的な活用事例をみていきます。 

 大分の国東市では移動困難な高齢者へタクシー券（5000円分×４枚）を支給、和

歌山の上富田町では貸切バスでコミュニティバスの各停留所を巡回し接種会場まで

輸送が行われます。千葉の勝浦市では移動式ワクチン接種会場としてバスが市に借

り上げられ、奈良の御杖村では村内のデマンドタクシー・介護タクシーを利用した

場合は運賃額が助成されます。（４ページ以降を参照） 

 この先もワクチン接種でこうしたタクシー・バスの活用が期待されます。公共交

通機関としての役割を果たすと同時に運転者・事業者にとっても貴重な輸送需要と

なります。 
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埼玉 春日部市、本庄市、鳩山町、越生町、毛呂山町、上里町、杉戸町

千葉 南房総市、白井市、旭市、君津市、銚子市、袖ケ浦市

東京 福生市、調布市、足立区、北区

神奈川 鎌倉市

山梨 中央市、笛吹市

新潟 糸魚川市、燕市

石川 小松市、加賀市

長野 諏訪市、岡谷市、下諏訪町、須坂市

福井 勝山市

静岡
静岡市、沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆市、御殿場市、富士市、掛川市、菊
川市、湖西市、清水町、長泉町、森町

大阪 寝屋川市、河内長野市、松原市、八尾市、島本町

兵庫 加東市、上郡町、丹波市、たつの市、養父市、加古川市、南あわじ市

奈良 田原本町、天理市、桜井市、高取町、大淀町、御杖村、香芝市、橿原市、王寺町

和歌山 新宮市

鳥取 南部町、北栄町、境港市

島根 隠岐の島町

岡山 高梁市、笠岡市、井原市、浅口市

香川 三豊市

愛媛 東温市

福岡 田川市、八女市、行橋市、古賀市、小竹町、福智町、苅田町

佐賀 小城市、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、上峰町

長崎 新上五島町

熊本
熊本市、八代市、天草市、菊池市、上天草市、阿蘇市、合志市、菊陽町、益城
町、甲佐町、多良木町、湯前町、茶北町

大分 臼杵市、津久見町、豊後高田市、宇佐市、国東市

宮崎 宮崎市、日南市、高原町、綾町、日之影町

鹿児島 曽於市、伊佐市

支援する自治体・団体

北海道 歌志内市、標茶町、弟子屈町、池田町

青森 むつ市

岩手 花巻市、一関市、北上市

宮城
気仙沼市、栗原市、松島町、蔵王町、七ケ宿町、村田町、柴田町、山元町、女川
町

秋田
北秋田市、八峰市、にかほ市、大舘市、三種町、五城目町、八郎潟町、大仙市、
湯沢市

山形
天童市、村山市、南陽市、小国町、河北町、大蔵村、米沢市、鶴岡市、酒田町、
遊佐町

福島
会津若松市、郡山市、川俣町、南会津町、北塩原町、西会津町、須賀川市、南
相馬市、三春町

茨城 ひたちなか市、古河市

栃木 鹿沼市

◆接種対象者を運送（183地域）
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埼玉 川島町、杉戸町

千葉 富里市

東京 北区、羽村市、小平市、東村山市

神奈川 葉山町

新潟 小千谷市、胎内市、南魚沼市

富山 舟橋村

石川 志賀町、加賀市、能登町、穴水町、中能登町

長野 坂城町、長和町、小諸市

静岡
熱海市、富士宮市、焼津市、藤枝市、牧之原市、磐田市、川根本町、下田市、島
田市、河津町、西伊豆町、小山町、吉田町、森町

滋賀 大津市、東近江市、甲賀市、草津市、守山市

大阪
富田林市、太古町、河南町、千早赤阪村、松原市、八尾市、高槻市、島本町、羽
曳野市

兵庫
多可町、洲本市、高砂市、川西市、小野市、三田市、神河町、宍粟市、上郡町、
市川町、佐用町、丹波市、豊岡市、芦屋市、香美町

奈良 三郷町、斑鳩町、葛城市、大和郡山市、三宅町、東吉野村

和歌山
那智勝浦町、九度山町、紀の川市、みなべ町、新宮市、岩出市、美浜町、白浜
町、太地町、上富田町、広川町、湯浅町、日高町、由良町、印南町、串本町

鳥取 八頭町、鳥取市、北栄町、江府町

島根 津和野町、大田市、安来市、雲南市、西ノ島町、飯南町、吉賀町

岡山 総社市

広島 三原市、廿日市市、安芸太田町、庄原市、大竹市

山口 長門市、田布施町

徳島 美馬市

愛媛 宇和島市

高知 南国市

福岡 北九州市、行橋市、豊前市、古賀市、岡垣町、苅田町

佐賀 武雄市、白石町、多久市、小城市、吉野ヶ里町、基山町

長崎 島原市、南島原市、波佐見町、西海市、雲仙市

熊本 宇土市、長洲町、山都町

大分 日田市、玖珠町

鹿児島 志布志市、徳之島町

沖縄 中城村、南城市、浦添市

支援する自治体・団体

岩手 花巻市

秋田 八峰市

埼玉 上里町

千葉 勝浦市

東京 北区、足立区

大阪 吹田市

◆医療従事者が接種対象者を訪問接種、車両そのものを接種会場や待機場所として使
用（７地域）

注）４月末時点、国土交通省集計。
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都道府県 市町村 支　援　概　要
岩見沢市 タク：タクシー券（４回分）を高齢者へ支給
池田町 タク：乗合タクシーで高齢者・障がい者を輸送
美幌町 タク：タクシー券（４回分）を高齢者へ支給
八戸市 タク：タクシーに利用できる商品券を支給

タク：乗合タクシーで施設に入居する高齢者を輸送
タク：タクシーに利用できる商品券を支給
タク：乗合タクシーで接種対象者を輸送
タク：タクシーに利用できる商品券を利用者・医療従事者へ支給
バス：不足の場合は貸切バスで輸送

北上市 タク：乗合タクシーで接種対象者を輸送
塩釜市 タク：タクシー券（４回分）を高齢者へ支給
気仙沼市 タク：乗合タクシーで高齢者を輸送
多賀城市 バス：コミュニティバスによる接種会場への移動を往復無料

バス：貸切バスで高齢者・障がい者を輸送
タク：タクシー券（500円×４枚）を利用者へ支給
バス：町所有のバス・貸切バスで接種対象者を輸送
タク：乗合タクシーで高齢者を輸送

大舘市 バス：貸切バスで接種対象者を輸送
バス：コミュニティバスの休日増便
タク：バスで移動困難の場合はタクシーで輸送

大仙市 バス：市所有のバスで接種対象者を輸送
湯沢市 バス：貸切バスで接種対象者を輸送

バス：貸切バスで接種対象者を輸送
タク：タクシーで高齢者・障がい者を輸送補助（利用者負担あ
り）

小国町 タク：乗合タクシーで高齢者を輸送
バス：貸切バスで接種対象者を輸送
タク：タクシーで障がい者を輸送補助（利用者負担あり）
バス：貸切バスで接種対象者を輸送

タク：乗合タクシーで駐車場と接種会場の区間を輸送
タク：乗合タクシーで駐車場と接種会場の区間を輸送
バス：貸切バスで接種対象者を輸送

喜多方市
タク：高齢者（70歳以上）等に接種会場までのタクシー料金を一
部助成

南会津町 バス・タク：貸切バスや乗合タクシーで接種対象者を輸送

北塩原町
バス・タク：町所有の自家用バスや乗合タクシーで接種対象者を
輸送

広野町 タク：１回3500円上限でタクシー利用料金を助成（４枚交付）
ひたちなか市 バス：コミュニティバスで接種対象者を輸送

タク：タクシー利用料金のうち初乗り料金740円（片道）を助成

バス：無料シャトルバスを運行
真岡市 タク：高齢者へタクシー券（1500円×４回分）を支給

壬生町
タク：高齢者（65歳以上、単身又は高齢者のみの世帯）へタク
シー券（2000円×４回分）を支給
バス：コミュニティバス・デマンドバスの乗車補助券（1000円
分）を支給
タク：高齢者等へ接種会場までのタクシー運賃無償化を検討
バス：接種会場までのデマンドバス運賃無償化を検討
タク：１人1000円（片道500円×２回分）を助成

ワクチン接種者の輸送等に関するバス・タクシーの活用事例
（新聞・業界紙より摘出）

会津若松市

群馬

宮城

北海道

青森
むつ市

岩手
花巻市

柴田町

松島町

秋田
にかほ市

山形

米沢市

鶴岡市

福島

郡山市

茨城
古河市

栃木

高崎市

明和町
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バス：コミュニティバス（土日増便）で接種対象者を輸送
タク：身体障がい者へタクシー利用料金を一部負担（乗車料金
500円、迎車料金300円）

鳩山町
バス・タク：高齢者等へデマンドタクシー・コミュニティバスの
乗車券（４回分）を支給

越生町
タク：高齢者（70歳以上、自家用車なし）、免許返納者、身体障
がい者（65歳以上）へタクシー利用料金（上限1500円×４枚）を
助成
タク：高齢者（65歳以上）へタクシ券（初乗り分620円券×４
枚）を配布
タク：町内の医療機関へのワクチン配送（医療従事者が同乗）

南房総市
タク：高齢者・障がい者へ接種輸送専用のタクシー券（上限4000
円×４回分）を配布

旭市
タク：高齢者（65歳以上）へタクシー券（1000円×４回分）を配
布、事業者へ協力金として利用１回につき100円支払う

君津市
バス・タク：高齢者（75歳以上）へタクシー・路線バス等の共通
利用券4000円分（100円×40枚）を配布、事業者へ協力金として
１枚あたり20円支払う

勝浦市 バス：交通不便地域で移動式ワクチン接種会場としてバスを活用

袖ケ浦市
タク：75歳以上のみで構成される世帯へ接種輸送専用のタクシー
券（1000円×４回分）を配布、事業者へ協力金として１枚あたり
100円支払う
バス・タク：高齢者施設入居者や要介護認定者の輸送、移動困難
な患者のために医師の移動にバス・タクシー社を活用
タク：90の施設へのワクチン配送（医療従事者が同乗）

調布市 タク：接種対象者へタクシー券（帰宅用1000円分）を配布
東村山市 バス：貸切バスで接種対象者を輸送

鎌倉市
タク：高齢者（65歳以上）へタクシー券（上限5000円×４回分）
を配布

中央市 タク：高齢者等へ自宅と接種会場までの運賃を全額補助
笛吹市 タク：高齢者へタクシー利用料金を一部助成（740円×４回）
南魚沼市 バス：貸切バスで高齢者を輸送
燕市 タク：高齢者へタクシー利用料金を助成

富山 舟橋村 バス：舟橋会館から接種会場まで高齢者を輸送

小松市
タク：高齢者へ接種輸送専用のタクシー券（1000円×４回分）を
支給
タク：介護が必要又は心身の障がい、その他病気などによる移動
困難者へタクシー利用料金を助成（上限1000円×４回分）
バス：貸切バスで接種対象者を輸送

志賀町 バス：コミュニティバスで高齢者（65歳以上）を輸送
諏訪市 タク：高齢者へタクシー券（初乗り運賃640円×４回分）を支給

須坂市
タク：高齢者へタクシー券（（初乗り運賃640円＋迎車料金200
円）×４回分）を支給

福井 勝山市
バス・タク：高齢者・妊婦・障がい者へバス・タクシー共通利用
券（4000円分）を支給

静岡市
タク：接種者（65歳以上）へタクシー運賃を補助（500円×４
回）

伊豆市
バス・タク：65歳以上・妊婦・障がい者へ用途制限のない公共交
通の利用券（3000円分）を支給

下田市 バス：下田駅～接種会場間の無料シャトルバスを運行
御殿場市 タク：高齢者（70歳以上）へタクシー券（最大１万円分）を配布

富士宮市
タク：既存のデマンド交通を活用し接種者（65歳以上）を輸送
（日曜限定）

杉戸町

埼玉

上里町

東京

千葉

北区

神奈川

山梨

新潟

石川
加賀市

長野

静岡
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焼津市 タク：タクシーで接種対象者を輸送（利用者負担なし）
島田市 バス：予約不要の「無料巡回バス」を運行

バス：市有のバスを活用して無料の循環バス（市街地）を運行
タク：乗合タクシーで接種対象者を輸送（利用者負担なし）

掛川市 タク：接種対象者へ2000円のタクシー運賃を補助

菊川市
タク：高齢者（75歳以上）へタクシー券（初乗り＋迎車料金）４
枚を配布
バス：町所有のマイクロバスで輸送
タクシー：バスを利用できない地域はタクシー券を配布（全額町
で負担）
バス：路線バス事業者による接種会場への新たなバス路線を運行
（利用者負担180円）
タク：乗合タクシーで一部地域の接種対象者を輸送

甲賀市 バス・タク：貸切バスや乗合タクシーで接種対象者を輸送

寝屋川市
タク：高齢者の自宅と接種会場の往復にかかわる運賃のうち初乗
り680円を助成
バス・タク：高齢者（65歳以上）へバス・タクシー共通乗車券
（バス無料、タクシー初乗り運賃680円）４枚を支給
タク：ワクチン接種希望の65歳以上の市民へタクシー券（初乗り
×４回分）を支給
バス：集団接種会場への臨時バスを運行（利用者負担なし）
タク：要支援・要介護認定者及び重度障がい者へのタクシー券
（片道1000円分までの補助券）を配布
バス：集団接種会場への無料バスを運行（利用者負担なし）
タク：日常生活に支障がある65歳以上の要支援・要介護認定者
（約１万7800人）へタクシー券（初乗り運賃1000円×４回分）を
配布

羽曳野市 バス：バスを活用して接種対象者を輸送

川西市 バス：バスを活用して最寄駅から接種会場まで輸送
洲本市 タク：事業者と契約して接種会場までの往復運送を実施

バス：貸切バスで接種対象者を輸送
タク：要介護認定２級以上の市民へタクシー券を４枚追加支給、
ワクチン接種後の経過観察のため予約した公共交通機関で帰宅す
ることができない場合はタクシー料金の一部を補助

たつの市
タク：接種対象者へタクシー利用料金を補助（上限3000円×４
回）

高砂市
タク：事業者と契約して移動手段のない高齢者へジャンボタク
シーを往復運送（利用者負担なし）

田原本町 タク：高齢者へタクシー券（初乗り運賃690円×４回分）を支給

高取町
タク：75歳以上又は65～74歳（要介護者や要支援者）申請者へタ
クシー券（初乗り運賃×12回）を支給

三郷町 タク：乗合タクシーで接種対象者を輸送
大和郡山市 バス：集団接種実施日のみ無料シャトルバスを運行
三宅町 バス：マイクロバスを活用して町内の主要場所を巡回
葛城市 タク：タクシーで接種対象者を輸送（利用者負担なし）
美浜町 バス：貸切バスで町内の各場所から接種会場まで輸送

上富田町
バス：貸切バスでコミュニティバスの各停留所を巡回し接種会場
まで輸送
バス：バスを活用して市街地集団接種会場へ輸送
タク：乗合タクシーで山間部集団接種会場へ輸送、タクシー券
（500円×４枚）を配布

牧之原市

森町

静岡

滋賀
大津市

大阪

河内長野市

松原市

八尾市

兵庫
丹波市

奈良

和歌山

新宮市
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鳥取市 バス：貸切バスで送迎希望者を輸送
バス：貸切バスで送迎希望者を輸送
タク：移動困難者(タクシー利用料助成事業の対象者)へ800円分
の運賃を助成

南部町
タク：送迎希望の障がい者等へ福祉タクシーを手配（運賃全額補
助）
バス：貸切バスで免許保有していない住民を輸送
タク：乗合タクシーで免許保有していない住民を輸送

飯南町 タク：タクシーで接種対象者を輸送（利用者負担なし）
隠岐の島町 タク：住民税非課税世帯対象者へタクシー券を配布
高梁市 タク：接種会場から帰宅する高齢者へタクシー運賃を一部負担
総社市 タク：市内デマンド乗合タクシーで移動困難な高齢者を輸送

浅口市
タク：接種会場から帰宅する高齢者へタクシー運賃を負担（上限
3000円、１人２回まで）

三原市
バス・タク：バスやタクシーを活用して接種会場から遠隔地とな
る対象者を輸送

大竹市
タク：乗合タクシーを活用して交通不便地域から接種会場まで輸
送

長門市 バス：貸切バスで接種対象者を輸送
徳島 美馬市 タク：タクシーで接種対象者を輸送（利用者負担なし）

香川 三豊市
タク：高齢者（65歳以上）へ接種会場までのタクシー利用料金を
助成

東温市 タク：接種対象者へタクシー券を配布
宇和島市 バス・タク：バスやタクシーを活用して接種対象者を輸送

高知 南国市 バス・タク：バスやタクシーを活用して接種対象者を輸送

北九州市
バス・タク：シャトルバスやタクシーを活用して接種対象者を輸
送

田川市 タク：高齢者へタクシーに利用できる5000円分の商品券を支給

八女市
バス・タク：バスやタクシーで使用可能な回数券（300円×４
枚）を配布
バス：シャトルバスを活用して駅から接種会場まで輸送（土曜の
み）
タク：タクシーに利用できる5000円分の地域振興券を配布

小竹町
タク：高齢者新型コロナワクチン接種交通費支援事業により高齢
者のタクシー利用料金の一部を助成

苅田町
バス：コミュニティバス利用者に往復分の回数券を配布、シャト
ルバスを活用して接種会場まで輸送（土曜のみ）

多久市 バス：バスを活用して公民館等から接種会場まで輸送

小城市
タク：移動困難者は小売店舗等復興応援券をタクシーに使用可能
とする

吉野ヶ里町 バス：自治体所有のバスを活用して接種会場まで輸送
バス：貸切バスで高齢者を輸送
タク：福祉タクシー料金助成事業実施要綱にもとづき往復利用権
（２枚）を追加配布

みやき町 タク：移動困難な高齢者等へ１回の乗車につき上限730円を補助
有田町 タク：移動困難者はタクシーを片道200円で利用可能
大町町 タク：高齢者は接種会場までの往復タクシー代を無償化

島原市
タク：タクシーを活用して高齢者の自宅付近の公民館等から接種
会場まで輸送

西海市 バス：移動困難者を接種会場まで輸送
南島原市 タク：乗合タクシーを活用して移動困難者を輸送
波佐見町 バス・タク：貸切バス・タクシーを活用して事前予約者を輸送
新上五島町 タク：接種者のタクシー利用料金を負担

岡山

鳥取
北栄町

島根
津和野町

広島

山口

愛媛

福岡
行橋市

佐賀
基山町

長崎
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八代市 タク：高齢者へ利用助成券（660円×４枚）を交付

天草市
タク：福祉タクシー料金助成事業対象の高齢者等へワクチン接種
用タクシー券を４枚追加交付
タク：移動困難者へ移動支援クーポン券（660円×４枚）を交付
バス：移動困難者へ移動支援クーポン券（コミュニティバス）を
交付
バス：臨時のコミュニティバスを運行（利用者負担なし）
タク：タクシーを活用して接種対象者を輸送（利用者負担なし）

上天草市 タク：移動困難者へタクシー券（初乗り運賃×４枚）を交付

阿蘇市
タク：移動困難者へ接種会場までのタクシー利用料金（接種回数
２回×往復分）について上限400円を支援

山都町 バス：貸切バスで接種対象者を輸送

合志市
バス・タク：移動困難者へコミュニティバス・乗合タクシーの無
料乗車券を４枚交付

長洲町
タク：乗合タクシーを活用して接種会場まで輸送（利用者の負担
については未定）

菊陽町 タク：希望する高齢者へタクシー券（660円×４枚）を交付

益城町
タク：高齢者等へ「益城町高齢者・障がい者タクシー券交付事
業」に2000円を上乗せ（4000円→6000円）

茶北町
タク：移動困難な高齢者等へタクシー券（上限3000円×４回分）
を支給

日田市 バス：貸切バスで接種対象者を輸送

臼杵市
バス・タク：後期高齢者外出応援事業で後期高齢者（75歳以上）
にバス・タクシー3000円券を支給

津久見町
タク：後期高齢者外出応援事業で後期高齢者（75歳以上）にタク
シー5000円券を支給

豊後高田市 タク：タクシーに利用可能な地域振興券を支給
国東市 タク：移動困難な高齢者へタクシー券（5000円×４枚）を支給

バス：臨時小型バスで高齢者（75歳以上）を輸送
タク：高齢者（75歳以上）へタクシー券（2000円）を支給

日南市
タク：高齢者へタクシー券（1000円以上超過分を市が負担）を４
枚支給

高原町 タク：高齢者へタクシー運賃助成券（４枚）を支給
日之影町 バス：高齢者へコミュニティバスの無料乗車券を支給
曽於市 タク：高齢者へタクシー運賃助成券を４枚配布
徳之島町 バス：バスを活用して高齢者を輸送
中城村 タク：タクシーで接種対象者を輸送（利用者負担なし）
浦添市 バス：市内デマンドバスを活用し接種対象者を輸送

注）４月末時点、国土交通省集計。

菊池市

宇土市

宮崎市

沖縄

熊本

大分

宮崎

鹿児島

 

 


