
障がい者 ケアホーム・グループホームへの補助（２０１０年）
（２０１０年愛知自治体キャラバンまとめ）

※ホームへの独自補助をおこなっているのは昨年度と同じ 16 市（28％）となっている。

※愛知県では、新築及び改修に対する助成、住居を借り上げる際に発生する敷金礼金及び初度備品等

開設準備経費に対する助成を行っている。

「ケアホーム・グループホームの建設・設置費補助、運営費補助制度を設けていますか。」の文書回答

市町村名
国・愛知県

制度と同じ
設けている 補助内容

合計 ３７ １６ ―

１ 名古屋市

○

以下、国・愛知県制度とは別に本市独自で設けている設置費
補助、運営費補助制度の補助内容を記す。
【設置費】
・敷金・礼金４８０千円※県事業で同様の主旨の補助金受給
の場合は、交付しない。

・初度調弁：６００千円
・緊急通報設備費：４００千円
【運営費】※知的障害者を対象
・＠１，７２０（日額）×事業所毎の利用者延べ利用日数（市内
支給決定者）を上限

【運営費重度加算】※知的障害者を対象
・障害程度区分に応じた単価×事業所毎の対象者延べ日数
（市内支給決定者）を上限

※経過的ホームの入居者及びケアホーム内における個人単
位のホームヘルプを利用している入所者は対象外。
障害程度区分４：日額４６９円 区分５：日額７５０円 区分６：
日額１，００７円

【入院時支援】※精神障害者を対象
利用者が１月に１４日以上入院した場合に支給（支給期間は３
ヶ月を上限）

・入院期間１４日以上２０日以下：１１，８９３円
・入院期間２１日以上２７日以下：２３，７８６円
・入院期間２８日以上 ：３５，６７９円

２ 豊橋市

○

・ケアホーム・グループホームの初度設備補助（補助率１／２・

限度額３０万円）

平成２１年度実績 ５ヶ所 １，０３７，０００円

・ケアホーム・グループホームの運営費補助

平成２１年度実績

ケアホーム：４０，４１３人日 ２８，２８９，１００円

グループホーム：５，６４８人日 ２，２５９，２００円

３ 岡崎市

○

・社会福祉法人に対するグループホーム・ケアホーム建設補

助は国の要綱に基づいて実施しているところですが、本市に

おいてはさらに国の補助要綱から外れているＮＰＯ法人に対

しても市単独での同建設補助を行っております。

４ 一宮市

〇

・社会福祉法人等が社会福祉施設等を建設する際に、国及

び県が補助金を交付する場合には、一宮市からも国補助額

の４分の１を補助しております。この事業の対象施設にケアホ

ーム、グループホームも含まれています。

（２００９年度実績）

・生活介護（定員３０人） １件 １２，３８７千円

・ケアホーム（定員１０人）１件 ３，２６６千円

５ 瀬戸市 ○

６ 半田市 ○

７ 春日井市

○

・新築補助 上限５００万円

・開設の際の備品等購入補助 上限３０万円

・２００９年度実績 １件



市町村名
国・愛知県

制度と同じ
設けている 補助内容

８ 豊川市

○

ケアホーム・グループホームの初度備品・敷金・礼金に係る

補助基本額の１／４を上限として補助する。

（２００９年度実績 ４５０千円）

９ 津島市 ○

１０ 碧南市

○

２００９年度実績なし。

補助対象経費は、国又は県の基準による。補助率は、８分

の１以内、ただし、市長が特に必要と認める場合は補助事業

者の自己負担額の範囲内とする。

１１ 刈谷市

○

・日常生活用具の利用料負担軽減

補装具と日常生活用具を合算して、利用料負担の上限額を

設定している。

・グループホーム設置・運営に対する補助制度

「グループホーム等施設整備推進事業」により、整備費・運営

費補助を予算化

１２ 豊田市

○

ＮＰＯ法人や株式会社など、種別に関係なく全ての法人格

を補助対象とし、建設費・買取費・改修費・賃借運営費・開設

準備費及び運営費補助を行っています。

（補助内容）

・建設費補助 １５，０００千円

・運営費補助 ＧＨ ４００円／日

・買取費補助 ５，７５０千円 ＣＨ ７００～１，７００／日

・改修費補助 ４，５００千円 ・初年度備品 ４５０千円

・賃貸借補助 １，６８０千円 ・礼金 １８０千円

・家賃軽減 ２０千円／月

（補助実績）

運営費補助 ９，１５４，３００円、家賃軽減 ７，５７９，８００円

賃借費補助 ２，６４０，０００円

１３ 安城市

○

ケアホーム利用者の長期入院等により収入が減少した事業

所に対し、利用がなかった日数分の報酬額の２分の１を助成

しています。（２００９年度実績・・・１件：２２０，５００円）

１４ 西尾市 ○

１５ 蒲郡市 ○

１６ 犬山市 ○

１７ 常滑市 ○

１８ 江南市
○

・ケアホーム・グループホームの建設など、社会福祉施設整備

に対する補助を実施

１９ 小牧市 ○ 市単独の補助（上限１，０００万円）制度を設けています。

２０ 稲沢市

○

社会福祉施設等整備費補助金交付要綱により社会福祉法

人が、市内に社会福祉施設等の整備をした場合に国庫補助

対象事業等に対して補助基準額の１５／１００以内で補助金の

交付を行う。（実績 ケアホーム ２，８０５千円）

２１ 新城市 ○

２２ 東海市

○

・市独自のケアホーム・グループホームの建設・設置費につい

て補助する方針である。個別事業毎に助成することとしてい

る。

・平成２１年度は社会福祉法人さつき福祉会が建設するケア

ホーム・グループホームに実施設計料の補助を行いました。

平成２２年度は建設費の一部を補助。

２３ 大府市 ○



市町村名
国・愛知県

制度と同じ
設けている 補助内容

２４ 知多市

○

小規模なグループホーム・ケアホーム運営事業者に対し、

県とともに土日等休日の利用者１人１日当たり１，３９０円又は

２，２９０円を助成している。

２５ 知立市

無記入 無記入

ケアホーム・グループホームの建設・設置費補助、運営費

補助制度については、現段階では、考えていません。

なお、新設のケアホームの建設に際し、土地について無償

で提供しています。

２６ 尾張旭市 ○

２７ 高浜市
○

社会福祉法人が整備するケアホーム、グループホームの建

設費及び設置費の一部を補助。

２８ 岩倉市 ○

２９ 豊明市 ○ 市独自の補助制度はありません。

３０ 日進市 ○

３１ 田原市 ○

３２ 愛西市 ○

３３ 清須市 ○

３４ 北名古屋市

○

指定障害者福祉サービス事業者が行う共同生活介護又は

共同生活援助を行う場の整備に要する経費に対し、補助金を

交付し、施設の整備促進を図っている。

・初年度備品費３０万円以内 ・敷金礼金 ２０万円

（２００９年度実績 ０件）

３５ 弥富市 ○

３６ みよし市 ○

３７ あま市 ○

３８ 東郷町 ○

３９ 長久手町 ○

４０ 豊山町 ○

４１ 大口町 ○

４２ 扶桑町
無記入 無記入

ケアホーム・グループホームの建設・設置費補助、運営費

補助制度は設けていない。

４３ 大治町 ○

４４ 蟹江町 ○

４５ 飛島村 ○

４６ 阿久比町 ○

４７ 東浦町 ○

４８ 南知多町 ○

４９ 美浜町
無記入 無記入

ケアホーム・グループホームの建設・設置費補助、運営費

補助制度はありません。

５０ 武豊町 ○

５１ 一色町 ○

５２ 吉良町 ○

５３ 幡豆町 ○

５４ 幸田町 ○

５５ 設楽町 ○

５６ 東栄町 無記入 無記入

５７ 豊根村 ○


