
「鈴鹿中央総合病院  取扱注意
     　　　 患者支援センター　ご関係者殿各位殿   ▲11改訂

  2021.01.8
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
①2020年通期、御院から主要着地までの実績運賃を集計致しましたのでご報告致します。
　ご依頼の際、ご参考としていただければ幸いと存じます。

発　地 地　区 着　　地 運　賃 その他料金
村瀬病院 2.5 km 15 分 ¥2,700
塩川病院 4.5 km 20 分 ¥3,000
高木病院 5.0 km 20 分 ¥3,300

国立鈴鹿病院 8.0 km 30 分 ¥3,500 リクライニング車いす

鈴鹿回生病院 8.2 km 30 分 ¥3,500 お貸出し料

鈴の丘 8.5 km 30 分 ¥3,600 ＋￥750

パークヒルズ高塚 9.9 km 40 分 ¥3,800
鈴鹿さくら病院 11.0 km 40 分 ¥3,900 ストレッチャー

ゴールエイジ伊船 11.4 km 40 分 ¥4,200 お貸出し料

亀山回生病院 12.7 km 40 分 ¥5,000 ＋￥1,500

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック 12.8 km 45 分 ¥5,000
田中病院 13.1 km 45 分 ¥5,300

亀山医療センター 14.1 km 45 分 ¥5,600
鈴鹿中央 山中胃腸科病院 8.4 km 30 分 ¥3,600
総合病院 小山田記念温泉病院 13.2 km 40 分 ¥5,500

みたき総合病院 16.5 km 50 分 ¥7,000
四日市羽津医療センター 18.4 km 60 分 ¥7,800

三重聖十字病院 20.1 km 60 分 ¥8,000
菰野厚生病院 21.1 km 65 分 ¥8,200

いなべ総合病院 38.2 km 75 分 ¥13,000
いこいの森・千里クリニック 7.7 km 30 分 ¥3,600

幸和病院 15.6 km 45 分 ¥6,500
国立三重病院 16.9 km 50 分 ¥7,000

若葉病院 19.7 km 60 分 ¥8,100
榊原温泉病院 33.8 km 70 分 ¥11,600
七栗記念病院 33.5 km 70 分 ¥11,600

松阪中央総合病院 36.0 km 80 分 ¥13,200
伊勢赤十字病院 60.7 km 100 分 ¥21,200

※障害者手帳をお持ちのご患者様は、上記運賃より１割引となります。
※着地が上記表にない場合は、おおよそ \400 / 1km でご算出いただけます。

②ご予約空き状況が確認できますサイトページを開設いたしております。
　ご予約可能日時を簡単に確認いただけます。

https://morimotofukushi.ashigaru.jp/index4.htm
『もりもと福祉タクシー』　代表　森本将史

鈴鹿市南玉垣町3053-9
Mob:080-6914-8282

Tel:0120-959-982 Fax:059-382-9298

四日市・
菰野・い

なべ

津・松坂・
伊勢

距　離

亀山

鈴鹿
時　間



発　地 地　区 着　　地 運　賃
かがやきの杜 2.6 km 15 分 ¥2,700

鈴の丘 6.2 km 20 分 ¥2,800
塩川病院 6.4 km 20 分 ¥2,800

鈴鹿さくら病院 6.6 km 20 分 ¥3,200
鈴鹿中央総合病院 8.2 km 30 分 ¥3,500

国立鈴鹿病院 9.2 km 35 分 ¥3,700
パークヒルズ高塚 11.6 km 35 分 ¥4,300

高木病院 15.1 km 40 分 ¥6,000
亀山回生病院 4.5 km 20 分 ¥3,000

田中病院 5.3 km 20 分 ¥3,000
亀山医療センター 6.3 km 25 分 ¥3,100

小山田記念温泉病院 14.3 km 35 分 ¥5,500
山中胃腸科病院 15.4 km 35 分 ¥5,800
三重聖十字病院 21.9 km 40 分 ¥8,100
菰野厚生病院 22.6 km 45 分 ¥8,300

市立四日市病院 23.1 km 45 分 ¥8,500
大安病院 35.6 km 60 分 ¥12,200

いこいの森 11.2 km 40 分 ¥4,400
三重大学付属病院 18.6 km 50 分 ¥7,500

若葉病院 22.7 km 50 分 ¥8,500
榊原温泉病院 25.3 km 50 分 ¥9,200

七栗サナトリウム 26.0 km 50 分 ¥9,400
（10円単位切上げ）

『もりもと福祉タクシー』　代表　森本将史

鈴鹿市南玉垣町3053-9
Mob:080-6914-8282

Tel:0120-959-982 Fax:059-382-9298

「鈴鹿回生病院　　　                        　    　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙・取扱注意
      医療相談室　介護・福祉相談窓口　ご関係者殿各位殿   　　　　    　　　    　　  ▲10改訂版
　                                                                               　　　　　　　　       2020.06.30
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2019年の、御院から下記着地までの実績運賃を集計致しましたのでご報告致します。
ご依頼の際、ご参考としていただければ幸いと存じます。

距　離

回生病院

鈴鹿

亀山

四日市・
菰野・員

弁

津

時　間

① 上記運賃表はおおよそ額です。運賃は道路状況等に応じて変動いたします。
② 特殊福祉用具のお貸し出し料は別途申し受けます。
　　　１）　リクライニング車椅子　：　　７５０円（１区間）
　　　２） 　ストレッチャー　　　　：１，５００円（１区間）
③　①②以外の一切の追加料金（例えば介助料金等）は頂戴致しません。
④ 障害者手帳をお持ちのご患者様は、上記運賃より１割引となります。（お手帳のご
提示が必要です。）
⑤ 鈴鹿市より身体障がい者の方に発行されます『福祉タクシー利用券』をご使用頂け
ます。
⑥着地が上記表にない場合は、おおよそ \400 / 1km でご算出いただけます。又、長
距離（25km以上）の運行は \350 / 1km を目安とされてください。　（※お見積り必要な
場合はお気軽にお申しつけください。）
⑦ 通院・転院などの交通費は医療費控除対象になりますので、必ず領収書を発行さ
せていただいております。



発　地 地　区 着　　地 運　賃
鈴の丘 3.7 km 20 分 ¥2,900

鈴鹿さくら病院 4.1 km 20 分 ¥3,000
鈴鹿中央総合病院 4.2 km 20 分 ¥3,000

かがやきの杜 5.7 km 20 分 ¥2,800
国立鈴鹿病院 6.1 km 20 分 ¥2,800
鈴鹿回生病院 6.4 km 20 分 ¥2,900

高木病院 6.6 km 25 分 ¥2,900
パークヒルズ高塚 6.6 km 25 分 ¥2,800

亀山回生病院 9.4 km 30 分 ¥3,700
田中病院 10.5 km 30 分 ¥4,000

亀山医療センター 9.9 km 30 分 ¥3,900
山中胃腸科病院 10.4 km 30 分 ¥4,000

小山田記念温泉病院 11.8 km 30 分 ¥4,300
市立四日市病院 18.7 km 45 分 ¥7,900
三重聖十字病院 19.8 km 45 分 ¥8,000
菰野厚生病院 20.5 km 50 分 ¥8,100

大安病院 30.4 km 70 分 ¥11,500
いこいの森 9.4 km 20 分 ¥3,900

三重大学付属病院 18.5 km 40 分 ¥7,500
若葉病院 22.0 km 50 分 ¥8,400

榊原温泉病院 30.2 km 70 分 ¥1,100
七栗サナトリウム 32.1 km 70 分 ¥11,200

（10円単位切上げ）

『もりもと福祉タクシー』　代表　森本将史

鈴鹿市南玉垣町3053-9
Mob:080-6914-8282

Tel:0120-959-982 Fax:059-382-9298

「塩川病院　　　　　　　　　        　　                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙・取扱注意
      医療ソーシャルワーカー様各位殿 　　　　　　　               　　　　　    　　　          ▲10改訂版
　                                　                                               　　　　　　　　       2020.06.30
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2019年の、御院から下記着地までの実績運賃を集計致しましたのでご報告致します。
ご依頼の際、ご参考としていただければ幸いと存じます。

距　離

塩川病院

鈴鹿

亀山

四日市・
菰野・員

弁

津

時　間

① 上記運賃表はおおよそ額です。運賃は道路状況等に応じて変動いたします。
② 特殊福祉用具のお貸し出し料は別途申し受けます。
　　　１）　リクライニング車椅子　：　　７５０円（１区間）
　　　２） 　ストレッチャー　　　　：１，５００円（１区間）
③　①②以外の一切の追加料金（例えば介助料金等）は頂戴致しません。
④ 障害者手帳をお持ちのご患者様は、上記運賃より１割引となります。（お手帳のご
提示が必要です。）
⑤ 鈴鹿市より身体障がい者の方に発行されます『福祉タクシー利用券』をご使用頂け
ます。
⑥着地が上記表にない場合は、おおよそ \400 / 1km でご算出いただけます。又、長
距離（25km以上）の運行は \350 / 1km を目安とされてください。　（※お見積り必要な
場合はお気軽にお申しつけください。）
⑦ 通院・転院などの交通費は医療費控除対象になりますので、必ず領収書を発行さ
せていただいております。



発　地 地　区 着　　地 運　賃
鈴鹿 フラワーパーク 2.5 km 15 分 ¥1,600

石薬師高校 3.9 km 20 分 ¥1,900
近鉄平田駅 4.8 km 20 分 ¥2,400

イオンモール鈴鹿 5.2 km 20 分 ¥2,700
鈴鹿市文化会館 6.0 km 30 分 ¥2,800
鈴鹿サーキット 7.5 km 30 分 ¥3,500

鈴鹿青少年センター 7.8 km 30 分 ¥3,600
鈴鹿中央総合病院 8.0 km 30 分 ¥3,600

鈴鹿スポーツガーデン 8.4 km 35 分 ¥3,900
ベルホーム 10.8 km 40 分 ¥4,200

鈴鹿病院 鈴鹿生活介護センター 11.7 km 40 分 ¥4,900
近鉄白子駅 12.1 km 45 分 ¥4,700

杉の子 亀山 ＪＲ亀山駅 11.2 km 30 分 ¥4,400
特別支援 亀山サンシャインパーク 14.8 km 40 分 ¥5,400

学校 三重県医療センター 11.0 km 35 分 ¥3,900
ヘルスプラザ 12.4 km 40 分 ¥4,600

アクアイグニス 18.9 km 50 分 ¥6,500 ※別途高速料金

イオンモール四日市北 21.3 km 50 分 ¥7,600
川越電力館 24.4 km 60 分 ¥10,900 ※別途高速料金

東員イオン 32.6 km 70 分 ¥10,500 ※別途高速料金

ナガシマスパーランド 38.0 km 90 分 ¥11,300 ※別途高速料金

なばなの里 39.5 km 90 分 ¥13,000 ※別途高速料金

津 三重県身体障害者総合福祉センター 22.0 km 60 分 ¥7,600
国立病院機構 三重病院 22.0 km 60 分 ¥7,500
三重大学医学部附属病院 25.0 km 60 分 ¥7,700

三重県立博物館 24.0 km 60 分 ¥8,100
名古屋 ティンクル名古屋 62.8 km 90 分 ¥22,000 ※別途高速料金

名古屋第二赤十字病院 64.2 km 100 分 ¥19,700 ※別途高速料金

（障がい者割引適応済　10円単位切上げ）

『もりもと福祉タクシー』　代表　森本将史

鈴鹿市南玉垣町3053-9
Mob:080-6914-8282

Tel:0120-959-982 Fax:059-382-9298

四日市・
菰野・東
員・桑名・
川越町

① 道路状況等に応じて変動いたしますのでご理解を願い致します。
② 病室お出迎え／お見送りが必要な場合は１，０００円をご請求致します。（発地～着
地までの距離が５ｋｍ以上の場合は無償対応致します。）
③ 障害者手帳をお持ちの方が１名以上乗車されますと運賃が１割引となります。上記
の運賃は既に割引した料金を記載させていただいております。
④ 鈴鹿市より身体障害者の方に発行されます『福祉タクシー利用券』をご使用頂けま
す。
⑤ 特殊福祉用具のお貸し出し料は別途申し受けます。
　　　１）　リクライニング車椅子　：　　７５０円（１区間）
　　　２） 　ストレッチャー　　　　：１，５００円（１区間）
⑥着地が上記表にない場合は、おおよそ \400 / 1km でご算出いただけます。又、長
距離（25km以上）の運行は \350 / 1km を目安とされてください。障害者割引が適応さ
れる場合はそこから１割引きになります。　（※お見積り必要な場合はお気軽にお申し
つけください。）

時　間

「国立病院機構鈴鹿病院　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙・取扱注意
      地域医療連帯室／医療福祉相談室　ご関係者殿各位殿         　　　　  　　　         ▲10改訂版
「三重県立杉の子特別支援学校　先生各位殿                                    　　　　      2020.06.30

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2015～2019年12月の、御発地から下記着地までの実績運賃を集計致しましたのでご報告致します。
ご依頼の際、ご参考としていただければ幸いと存じます。

距　離


