
【別紙】 

愛知県 104 台  79 団体     

施設名称 
施設 

市区町村 
事業名 

事業費 

総額 
助成金額 

ヘルパーステーションみどり 碧南市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

れすぱ 春日井市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

ヘルパーステーションぬかた 岡崎市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

豊橋市社会福祉協議会ホームヘルパ

ー中部 
豊橋市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

豊橋市社会福祉協議会ホームヘルパ

ー南部 
豊橋市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

豊橋市社会福祉協議会ホームヘルパ

ー東部 
豊橋市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

豊橋市社会福祉協議会ホームヘルパ

ー中部 
豊橋市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

阿久比一期一会ホームヘルプサービ

ス 
知多郡阿久比町 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

訪問介護フラワーコート江南 江南市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

ケアセンターよつ葉 名古屋市西区 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

さん・さん稲沢居宅介護支援事業所 稲沢市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

老人居宅介護等事業ほほえみの里 知立市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

ヘルパーステーションそら 名古屋市北区 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

夢愛ケア 名古屋市瑞穂区 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

生活支援センターPAN 長久手市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

飛島村やすらぎの里居宅介護支援事

業所 
海部郡飛島村 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

中村・中川障害者地域生活支援セン

ター 
名古屋市中村区 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

生活サポート 119 ら・ばるか 豊橋市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

居宅介護支援事業所たんぽぽ祢々の

里 
一宮市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

蒲郡市社会福祉協議会 蒲郡市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

ゆめじろう 知多郡武豊町 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

児童発達支援・放課後等デイサービ

ス Irie 
名古屋市熱田区 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

居宅介護事業所はるか 名古屋市東区 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

からし種 名古屋市港区 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

ヘルパーステーションサマリア 名古屋市港区 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

いずみ相談支援事業所 一宮市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

放課後等児童デイサービスきらり 半田市 ヘルパー車の整備 568,000  450,000 

平田豊生苑 名古屋市西区 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

むらさき野苑デイサービスセンター 常滑市 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

レスペート落合 名古屋市北区 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 



ショートステイ敬寿の里 名古屋市中川区 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

さん・さんガーデン訪問介護事業所 一宮市 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

老人短期入所事業春日井樹の里 春日井市 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

ショートステイ百華苑 蒲郡市 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

障害者福祉サービス事業所まつのき 稲沢市 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

いきいき介護サービス 一宮市 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

ふらっとヘルパーステーション 春日井市 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

東区障害者地域生活支援センター 名古屋市東区 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

放課後等児童デイサービスさくらんぼ

マーチ 
名古屋市昭和区 

車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

まんまる 安城市 
車いす対応車（軽自動

車）の整備 
1,098,000  870,000 

地域活動支援センターあちぇっとほー

む 
名古屋市港区 

車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

短期入所生活介護事業所ぬく森 犬山市 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

通所介護事業所ぬく森の館 犬山市 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

障害福祉サービス事業所かすみ草 一宮市 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

障害福祉サービス事業所コスモス 一宮市 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

ショートステイしょうなあさひが丘 春日井市 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

放課後等デイサービスちゃれっこくら

ぶ 
知多郡美浜町 

車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

特別養護老人ホームオーネスト熱田

の杜 
名古屋市熱田区 

車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

地域密着型小規模特別養護老人ホー

ムオーネスト紫の郷 
名古屋市中川区 

車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

さん・さん萩原 一宮市 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

さん・さん小牧 小牧市 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

さん・さんガーデン 一宮市 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

地域活動支援センターつくしの家 名古屋市西区 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

めいほく鳩岡の家 名古屋市北区 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

しおかぜ作業所 名古屋市港区 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

短期入所たんぽぽ加茂の里 一宮市 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

重症心身障がい者デイサービス

satsuki 
名古屋市港区 

車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

放課後等デイサービスハッジパッジ 犬山市 
車いす対応車（普通

車）の整備 
3,080,000  2,460,000 

児童発達支援センター豊橋あゆみ学

園 
豊橋市 

送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

障害者支援施設生活介護のん・たん

と 
名古屋市緑区 

送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

パレットハウス 春日井市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

はさま 春日井市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 



まごころ児童デイ 一宮市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

障害者支援施設サンホーム豊田 豊田市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

PakaPaka 知多郡武豊町 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

障害者福祉サービス事業所ほのくに 豊川市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

指定生活介護事業所富田作業所 名古屋市中川区 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

就労支援事業所どんぐり工房 豊川市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

あま市美和ひまわり作業所 あま市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

豊生ら・ばるか就労訓練工場 豊橋市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

放課後等デイサービスさざなみ 名古屋市中川区 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

児童デイ流・粒(北部) 岡崎市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

日中一時流・粒(竜美台) 岡崎市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

日中支援ジョイ 豊田市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

生活介護事業所こだわりの店ロゼ 安城市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

放課後等デイサービス事業所大地 安城市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

コアラハウス 名古屋市中川区 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

レインボーはうす 新城市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

やまぶきハウス 田原市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

こどもパレット虹 春日井市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

障がい児放課後等デイサービスなん

くる base 
名古屋市緑区 

送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

あすなろ 岡崎市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

放課後等ディサービス NCP さ～くる 春日井市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

指定障害福祉サービス事業所チャレ

ンジサポートたかはま 
高浜市 

送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

なごみ 豊橋市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

放課後等デイサービスルピナス 豊川市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

日中一時支援事業所あげはちょう 岡崎市 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

アネモネ 名古屋市緑区 
送迎車（普通車）の整

備 
1,629,000  1,300,000 

障がい者就労継続センターあいさん

ハウス 
津島市 送迎バスの整備 4,580,000  3,660,000 

ハートピア豊田の杜 豊田市 送迎バスの整備 4,580,000  3,660,000 

さん・さん木曽川 一宮市 送迎バスの整備 4,580,000  3,660,000 

エコラ東海 東海市 送迎バスの整備 4,580,000  3,660,000 

ドリームハウス 東海市 送迎バスの整備 4,580,000  3,660,000 

慈恵幼稚園 安城市 幼児用バスの整備 4,330,000  3,460,000 



第二慈恵幼稚園 安城市 幼児用バスの整備 4,330,000  3,460,000 

大野幼稚園 一宮市 幼児用バスの整備 4,330,000  3,460,000 

名古屋朝鮮初級学校付属幼稚園 名古屋市中村区 幼児用バスの整備 4,330,000  3,460,000 

光和寮 名古屋市昭和区 バン（軽自動車）の整備 684,000  540,000 

ホームワーク板屋 岡崎市 バン（軽自動車）の整備 684,000  540,000 

就労継続支援事業B型名古屋厚生会

館セルプ 
名古屋市西区 バン（普通車）の整備 1,700,000  1,360,000 

港ワークキャンパス 名古屋市港区 バン（普通車）の整備 1,700,000  1,360,000 

ドリームハウス 東海市 
トラック（軽自動車）の

整備 
641,000  510,000 

障害福祉サービス事業所ほっとはむ

4 
名古屋市天白区 

出張販売車（軽自動

車）の整備 
1,782,000  1,420,000 

あかつき共同作業所 北名古屋市 
出張販売車（軽自動

車）の整備 
1,782,000  1,420,000 

     

 助成金合計              146,030,000  

 

【展示車および贈呈先団体のご紹介】 

 

 

 

 

 

↑写真は⾞いす対応⾞（軽）です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

③ ヘルパー⾞：ヘルパーや看護師など在宅ケアの訪問に使⽤ 

贈呈先団体：蒲郡市社会福祉協議会 

使⽤⽬的：認知症や障害などで判断能⼒の不⼗分な⽅を⽀援する成年後⾒活動で

の⽀援員の移動に使⽤ 

② ⾞いす対応⾞（普通⾞）定員：⾞いす４台+４名 

贈呈先団体：特定⾮営利活動法⼈ ふれ愛名古屋 

使⽤⽬的：重度の⾝体障害と知的障害を併せ持つ重症⼼⾝障害児のデイサ

ービス送迎に使⽤ 

④ 出張販売⾞：地域で働く障害者が移動販売に使⽤ 

贈呈先団体：社会福祉法⼈ ほっとはむ 

使⽤⽬的：⾼齢者の弁当配⾷サービスやクッキーの販売に使⽤ 

 

① ⾞いす対応⾞（軽⾃動⾞）定員：⾞いす１台+３名 

贈呈先団体：社会福祉法⼈ 和進奉仕会 

使⽤⽬的：同法⼈が運営する⾼齢者のデイサービスへ参加のための送迎に

使⽤ 

⑤ トラック（軽⾃動⾞）の整備 

贈呈先団体：社会福祉法⼈ あゆみの会 

使⽤⽬的：地域で働く障害者が農作業を⾏う際に、耕運機の運搬や収穫した作物

の納品、運搬に使⽤ 


