
高齢者向け生活支援サービス【外出支援】 対象地区:中央ブロック 

※詳細については、各事業所・団体にお問い合わせください 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
保険制度外サービス（自費サービス） ヘルパーステーションくるみ 

前橋市天川原町 2-1-1 品川ハイツ B102 
027-221-5137  

内容詳細 
サービスの一例として、通院・外出介助、移動・移乗介助等。 
定休日:日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 
営業時間:原則として、午前 8 時～午後 6 時まで 
 
対象地区・対象者情報 費用負担 
対象地区:市内全域 
対象者:介護保険利用者 
申込み:ケアマネを通じてご相談くだ
さい。 

通院介助、外出等の付き添い（身体介護中心型）:
30 分まで 2,790 円、60 分まで 4,440 円、90 分ま
で 6,480 円  
通院介助に伴う待ち時間の付き添い（他のサービス
と組み合わせて提供した場合の介護保険非算定部
分）:30 分まで 750 円、60 分まで 1,500 円、90
分まで 2,250 円、以降 30 分増すごとに 750 円 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
Nichii Life（高齢者・障がい者ケアサ
ービス） 

ニチイケアセンター前橋 
前橋市六供町 1163 
027-210-6120  

内容詳細 
話し相手/更衣介助/きざみ・ミキサー食等の調理/外出の付き添い/冠婚葬祭の付き添い/旅先
での入浴介助や排泄介助/認知症状のある方の見守り など。 
利用時間:応相談（時間により追加料金設定あり） 
 
対象地区・対象者情報 費用負担 
対象地区:市内全域 
 

問い合わせをしてください。 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
ケア・プラ 3(キューブ)【介護保険外
訪問介護サービス】 

ケアセンターあかね 
前橋市南町 3-35-3 
027-220-4125  

内容詳細 
介護保険制度対象外の訪問介護サービスです。要介護や要支援認定を受けていない方、介護
保険制度では対象とならない内容の訪問介護サービスが必要なとき、入院・入所中・一時退
院帰宅時にも利用可能。外出同行サービスの一例として、日帰り旅行、観劇、映画への同
行。墓参り、結婚式など行事への同行。趣味などの買い物への同行。申し込みは、担当ケア
マネジャーがいる場合はケアマネジャーから申し込みを。ケアマネジャーいなければ直接申
し込みを。 
原則午前 8 時～午後 6 時 
 
対象地区・対象者情報 費用負担 
市内全域。旧大胡、粕川、宮城、富士
見は要相談。 
 

外出同行サービス 
基本・単独型(税別):2,400 円(30 分まで)、3,600
円(30 分～1 時間まで) 
介護保険サービス連続型(税別):1,600 円(30 分ま
で)、2,800 円(30 分～1 時間まで) 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
かけはし移送サービス NPO 法人かけはし（移送） 

前橋市朝倉町 830-1 
027-265-6659  

内容詳細 
迎車は事業所を基準に 5 キロメートル圏内。予約も受けているが、キャンセルは当日迎車時
間前までに要連絡。（自宅まで伺ってしまった場合、走行距離 160 円 / キロメートルのキ
ャンセル料金が発生する。）前橋協立病院より乗車の場合、隣接市内まで送車は相談に応じ
ている。また、付き添いとしての家族の乗車もできる。病院受診の他、買い物、美容院など
への外出支援も行っているので相談して頂きたい。 
定休日:日曜日、祝日、年末年始（12/30～1/3） 
ご利用可能時間帯:午前 8 時～午後 5 時 
  
 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市  
 

利用前に「利用会員入会申込書」で登録が必要。会
員費 1,000 円 / 毎年 
申し込み時、「利用会員入会申込書」と介護保険証
（写）か、身体障害者手帳（写）を一緒に提出して
頂く。 
走行距離 160 円/キロメートル ＋（介護費 200
円） 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
介護タクシー（アキカイゴタクシー） 株式会社あき 

090-4174-7038  
内容詳細 
生活サポートについてはご相談ください。料金は要相談（見積もり）。 
24 時間／365 日 受け付け・対応（予約制） 
 
対象地区・対象者情報 費用負担 
前橋市、渋川市、太田市、桐生市、富
岡市、本庄市、玉村町 
 

要見積もり 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
介護タクシー 三俣介護タクシー 

前橋市三俣町 1-40-5 
027-220-1148  

内容詳細 
車いす対応可、ストレッチャーなし。要支援１から利用可能。２㎞６７０円～ 319m ごと
に９０円加算されていく。 
事前予約必要（２～３日前より）。 
定休日土日祝日。営業時間 8:00～18:00。車いす対応可、ストレッチャーなし。 
 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市 
要支援１より事前予約必要（２～３日
前より） 

初乗り 670 円 2ｋｍまで。319ｍ毎に 90 円。待ち
時間等 10 キロ以下で 1 分 55 秒毎に 90 円。 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
介護タクシー（ハピネス） クローバーＺカンパニー 

前橋市泉沢町 754 番地 1 
027-268-1835  

内容詳細 
外出がなかなかできない方へお出かけをお手伝いします。こんな時にご利用ください。 
通院、入院、リハビリ、美容院、お食事、お買い物、冠婚葬祭、お墓参り、ご旅行、その他
お困り事 
対象地区・対象者情報 費用負担 
群馬県全域 
 

リクライニング車椅子使用料 2000 円 
ストレッチャー使用料 3000 円 
＋基本介助料 1000 円 
＋時間制運賃（10 分まで毎） 1070 円 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
福祉車両、福祉機器（車椅子）貸出事
業 

前橋市社会福祉協議会 大胡支所 
前橋市堀越町 1658-1 
027-283-2001  

内容詳細 
《福祉車両》スペーシア GBGB 号 3 人乗り（車いす 1 名+2 名） 
対象者は前橋市に居住し、一般の交通機関では移動が困難と認められる高齢者・障害児者が
対象です。車椅子利用者で申込時に認め印、運転免許証が必要となります。自動車保険加入
内容の確認があります。仕事としての利用はできません。連続での利用は３日以内、また４
回以内/月です。 
《車椅子》 
対象者は介護保険利用対象者以外（要支援 1～要介護 1）の方と日常的に車椅子が必要な
方。貸出条件については直接事務所に確認してください。利用期間はおよそ 1 週間です（要
相談）。 
【受付】午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 
【利用時間】午前 8 時 30 分～午後 5 時 
  
 
対象地区・対象者情報 費用負担 
【対象地区】《福祉車両・車いす》全
市 
【対象者】 
《福祉車両》一般の交通機関では移動
が困難と認められる高齢者・障害児者
が対象です。 
《車いす》介護保険利用対象者以外
(要支援 1～要介護 1)の方で、日常的
に車いすが必要な方です。 

【利用料】無料。福祉車両は消費した燃料の補充が
必要となります。 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
福祉車両、福祉機器（車椅子）貸出事
業 

前橋市社会福祉協議会 宮城支所 
前橋市鼻毛石町 2271-8 
027-280-2230  

内容詳細 
《福祉車両》NBOX 号 3 人乗り（車いす 1 名+2 名） 
対象者は前橋市に居住し、一般の交通機関では移動が困難と認められる高齢者・障害児者が
対象です。（車椅子利用者。申込時は認め印、運転免許証が必要となります。自動車保険加
入内容の確認があります。仕事としての利用はできません。） 
連続での利用は３日以内としています。 
《車椅子》 
対象者は介護保険利用対象者以外の方（要支援 1～要介護 1）。貸出条件については直接事
務所に確認してください。 
利用期間はおよそ 1 週間です（要相談）。 
【受付】平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 
【利用時間】午前 8 時 30 分～午後 5 時 
 
対象地区・対象者情報 費用負担 
【対象地区】《福祉車両・車いす》全
市 
【対象者】 
《福祉車両》一般の交通機関では移動
が困難と認められる高齢者・障害児者
が対象です。 
《車いす》介護保険利用対象者以外
（要支援 1～要介護 1）の方で、短期
間の車いすの利用が必要な方が対象で
す。 

【利用料】無料です。福祉車両の返却時には消費し
た分の燃料の補充が必要となります。 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
福祉機器（車椅子）貸出事業 前橋市社会福祉協議会 粕川支所 

前橋市粕川町前皆戸 189-1 
027-285-3801  

内容詳細 
対象者は介護保険の利用対象以外（要支援 1～要介護 1）の方や日常的に車椅子が必要な方
です。貸出条件については直接確認をしてください。利用期間はおおよそ 1 週間です（要相
談）。 
【受付】平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 
対象地区・対象者情報 費用負担 
【対象地区】全市 
【対象者】介護保険の利用対象以外
(要支援 1～要介護 1)の方や日常的に
車いすが必要な方と対象としていま
す。 

無料です。 
 

 



高齢者向け生活支援サービス【外出支援】 対象地区:中央ブロック 

※詳細については、各事業所・団体にお問い合わせください 

11 

サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
福祉機器（車いす）短期貸出事業 前橋市社会福祉協議会 富士見支所 

前橋市富士見町田島 866-1 
027-288-6113  

内容詳細 
車椅子短期貸出 
対象地区・対象者情報 費用負担 
市内に在住の方で、短期間の車椅子の
利用が必要な方 
 

無料 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
福祉車両貸出事業 前橋市社会福祉協議会 富士見支所 

前橋市富士見町田島 866-1 
027-288-6113  

内容詳細 
福祉車両貸出事業 
原則として、連続した利用は 3 日以内です。 
当日のみの利用時間は 8:30～17:00 までとなります。 
 
対象地区・対象者情報 費用負担 
市内に居住し、車いすを使用もしく
は、移動の際に使用する必要がある
方。 
事前登録者。 

利用料金は無料です。 
車両の返却時に消費した燃料は補充してお戻し下さ
い。 
 

 


