
様式第1号（第6条関係） 

 

障害者タクシー利用券交付申請書 

  年  月  日 

 

燕市長  様 

 

（対象者）住所 

氏名 

電話番号 

（申請者）住所 

氏名 

電話番号 

対象者との続柄（同居・別居） 

 

下記のとおり、タクシー利用料金の助成の対象者に該当しますので、障害

者タクシー利用券を交付くださるよう申請します。 

また、障がいの等級などについて、市役所社会福祉課に確認を得ることに

同意します。 

 

記 

 

１．所持障害者手帳名（該当手帳に○をつける。） 

身体障害者手帳 ・ 療育手帳 

 

２．所持障害者手帳の番号及び障害名等 

 番 号           

障害名                         

 等 級(身体障害者手帳)            

 程 度(療育手帳)           
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様式第2号（第6条関係） 

 

障害者自動車燃料費助成券交付申請書 

  年  月  日 

 

燕市長  様 

 

（対象者）住所 

氏名 

電話番号 

（申請者）住所 

氏名 

電話番号 

対象者との続柄（同居・別居） 

 

下記のとおり、自動車燃料費の助成の対象者に該当しますので、障害者 

自動車燃料費助成券を交付くださるよう申請します。 

また、障がいの等級などについて、市役所社会福祉課に確認を得ること 

に同意します。 

 

記 

 

１．所持障害者手帳名（該当手帳に○をつける。） 

身体障害者手帳 ・ 療育手帳 

２．所持障害者手帳の番号及び障害名等 

 番 号           

障害名                         

 等 級(身体障害者手帳)            

程 度(療育手帳)           

３．限定登録する自動車燃料費の助成対象となる自動車（1 台とする。） 

   自動車登録番号（ナンバー）               

４．３の限定登録ができず、レンタカーを利用する場合の理由 
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令和４年度タクシー利用券使用可能タクシー会社一覧

福祉ﾀｸｼｰ

の有無

1 　中越交通㈱　燕営業所 0256-63-4400 FAX　0256-61-4448 無

2 　㈱中央タクシー 0256-63-4702 FAX　0256-64-5901 有

3 　㈱燕タクシー　本社営業所 0256-62-6101 FAX　0256-64-4828 有

4 　㈱燕タクシー　吉田センター 0256-92-7222 FAX　0256-64-4828 有

5 　まきタクシー㈲　吉田営業所 0256-93-2525 FAX　0256-91-1112 有

6 　弥彦タクシー㈱　吉田営業所 0256-93-4111 FAX　0256-82-5078 有

7 　地蔵堂タクシー㈲ 0256-97-2116 FAX　0256-98-6381 無

ｼｮｰﾄﾒｰﾙ : 090-2532-9150

LINE ID : godzilla0077

9 　さいとう福祉タクシー 080-9217-1345 有

ﾒｰﾙ：kb-liner@outlook.com

LINE : 080-9535-6357

11 　さくら福祉タクシー 090-8058-3504 FAX　0258-66-5670 有

令和４年3月25日現在

№ 電話番号

8 　介護タクシー「あすなろ」 0256-97-6600 有

会社名 電話以外の予約方法

10 　介護タクシーKBライナー 080-9535-6357 有

　　※福祉タクシー（車椅子及びストレッチャーが搭載できるタクシー）乗車の際にも、タクシー利用券は
　　　使用できます。



令和４年度自動車燃料助成券使用可能給油所一覧

1 　㈲小山石油　燕SS 　中川670 63-3301

2 　三騎商事㈱　燕小高SS 　小高373 63-4606

3 　㈱青又商店　西燕SS 　花見1229-3 63-5315

4 　㈱朝日　燕SS 　東太田6831-1 64-5451

5 　㈲飯塚石油　桜町SS 　杣木2693-1 63-5902

6 　遠藤石油㈱　燕ＳＳ 　秋葉町３-11-12 63-2506

7 　遠藤石油㈱　燕インターSS 　南７-1889 64-4585

8 　角豊商店　八王寺SS 　八王寺1583 64-3771

9 　燕石油販売㈱　花見SS 　花見307-1 64-3093

10 　㈱中山石油　燕南SS 　殿島２-10-8 62-4828

11 　㈱中山石油　燕工業団地SS（ｾﾙﾌ） 　小関1458-1 64-5508

12 　㈱中山石油　パワーズ燕SS 　東太田下小屋場2987-1 66-0080

13 　㈱藤井石油　燕北SS 　新栄町230 47-3330

14 　㈱藤井石油　松長SS 　長渡376-1 63-9510

15 　堀川石油㈱　ボワール燕SS 　朝日町4058 62-5311

16 　本間石油店　小古津SS 　小古津新1626-2 62-4086

17 　あいせき㈱　ｻﾝﾗｲｽﾞﾂﾊﾞﾒSS（ｾﾙﾌ） 　井土巻２-３４５ 63-6677

18 　平野産業㈱　県央店 　井土巻２-33 64-8624

19 　㈱近山礼吉商店　吉田給油所 　吉田新田町3-16 93-2025

20 　㈱とみけい　吉田新国道SS 　吉田春日町14-13 93-4018

21 　沼権石油　沼権SS 　吉田浜首町1-3 93-3288

22 　星石油店　吉田SS 　吉田東栄町54-2 93-2111

23 　堀川石油㈱　ﾘﾍﾞﾗﾙよしだSS 　吉田3459-1 93-4006

24 　宮島石油販売㈱　116吉田店(ｾﾙﾌ) 　吉田鴻巣384 93-3151

25 　高藤石油　吉田SS 　吉田法花堂4306-1 93-4362

26 　土手源　佐渡山SS 　佐渡山1076 93-3421

27 　カスミヤ商店　横田SS 　横田12741 66-2446

28 　㈱川崎商会　分水SS 　熊森1459-1 98-5112

29 　JA越後中央　国道SS 　熊森797-1 98-6345

30 　新潟サン石油㈱　分水東SS 　笈ヶ島1446 97-2670

31 　新潟サン石油㈱　分水SS 　分水学校町2-1-4 98-2929
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令和４年３月２５日現在

№
電話番号

局番　0256
給　油　所　名地区 住　所　　燕　市


