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令和２年度愛知県高齢者安全運転支援装置設置 

促進事業費補助金の受付終了時期について 

 

 

前略 愛知県防災安全局県民安全課より、「後付けの安全運転支援装置（ペ

ダル踏み間違い急発進抑制装置）」係る補助制度について、各市町村の受付終

了時期（予定）がまとまった旨の連絡がありましたので、お知らせいたしま

す。 



令和３年２月 19 日 

 

「後付け装置取扱事業者」の愛知県内の店舗等の皆様へ 

 

                 愛知県防災安全局県民安全課 

 

   令和２年度愛知県高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金の 

受付終了時期について 

 

 日頃から、本県の交通安全行政に深いご理解とご協力を賜り、感謝申し上げま

す。 

 さて、本年 4 月に、県内市町村との協調により創設した「後付けの安全運転

支援装置（ペダル踏み間違い急発進抑制装置）」（以下「支援装置」という。）に

係る補助制度について、各市町村の受付終了時期（予定）をまとめました。 

 つきましては、「支援装置」に係る補助制度を利用して設置を希望される方が

いらっしゃいましたら、受付終了時期などを御確認・お声掛けいただきますよう

お願いします。 

 また、同補助制度について、当初計画では高齢者の安全運転を支える緊急的な

対策として、令和２年度限りで事業を終了する予定でおりましたが、国の「サポ

カー補助金」の実施期間が延長されたことに伴い、来年度も引き続き、事業を実

施する予定※です。 

つきましては、「実施市町村」、「受付開始時期」、「担当部署名・連絡先」等、

改めてお知らせさせていただきます。 

年度末に向け大変お忙しいところ、申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い

します。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（お問い合わせ先） 

愛知県防災安全局県民安全課（渥美・大倉） 

TEL：052-954-6177（ダイヤルイン） 

FAX：052-954-6910 

           E-mail：kenmin-anzen@pref.aichi.lg.jp 

または、各市町村担当課へお問い合わせください。 

※ 令和３年度事業は、令和３年４月１日以降に購入設置したものを対象と
する予定です。 

令和３年３月 31 日以前に購入設置したものは来年度事業の対象とはな 
りませんので、御注意ください。 

（来年度事業の実施は予算の成立が条件となります。） 

mailto:kenmin-anzen@pref.aichi.lg.jp


担当部署 電話番号(内線)

装置取付期限
2月14日

申請書提出期限
3月10日

一宮市 3月15日 市民協働課 0586-28-8671

犬山市 2月1日 市民部 防災交通課 0568-44-0347

江南市 1月31日 都市整備部 防災安全課 0587-54-1111(155)

稲沢市 2月26日 総務部 　危機管理課 0587-32-1159

岩倉市 2月5日 総務部 協働安全課 0587-38-5831

大口町 2月26日 地域協働部 町民安全課 0587-95-1966

扶桑町 2月9日 総務課 0587-93-1111

津島市 3月1日 市民生活部 市民協働課 0567-55-9298

愛西市 3月1日 企画政策部 危機管理課 0567-55-7130

弥富市 3月31日 介護高齢課 0567-65-1111

あま市 3月31日 安全安心課 052-444-0862

大治町 3月1日 建設部 都市整備課 052-444-2711

蟹江町 2月26日 総務部 安心安全課 　 0567-95-1111

飛島村 3月15日 開発部 建設課 0567-97-3464

瀬戸市 3月31日 市民生活部 生活安全課 0561-88-2601

春日井市 1月31日 総務部 市民安全課 0568-85-6053

小牧市 3月15日 市民生活部 市民安全課 0568-76-1137

尾張旭市 3月31日 市民生活部 市民活動課 0561-76-8128

豊明市 1月30日 市民生活部 防災防犯対策課 0562-92-8305

日進市 3月31日 市民生活部 生活安全課 0561-73-3494

清須市 3月1日 総務部総務課 052-400-2911

北名古屋市 3月1日 防災環境部 防災交通課 0568-22-1111

長久手市 3月31日 くらし文化部 安心安全課 0561-56-0611

東郷町 3月31日 総務部 安全安心課 0561-56-0719

豊山町 3月1日 総務部 防災安全課 0568-28-0355

半田市 2月26日 防災交通課 0569-84-0628

常滑市 2月26日 総務部 安全協働課 0569-47-6108

市町村名

お問い合わせ先
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張
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地
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受付終了時期
(予定)

名古屋市 スポーツ市民局 地域安全推進課 052-972-4410

2020年度「後付けの安全運転支援装置」設置補助制度 実施市町村一覧

別表



担当部署 電話番号(内線)
市町村名

お問い合わせ先
受付終了時期

(予定)

2020年度「後付けの安全運転支援装置」設置補助制度 実施市町村一覧

東海市 3月5日 総務部 交通防犯課 052-603-2211

大府市 2月28日 市民協働部 危機管理課 0562-45-6320

知多市 3月19日 市民生活部 市民協働課 0562-36-2645

阿久比町 2月26日 総務部 防災交通課 0569-48-1111(1210)

東浦町 2月28日 総務部 防災交通課 0562-83-3111

南知多町 2月28日 総務部 防災安全課 0569-65-0711

美浜町 3月15日 総務部 防災課 0569-82-1111(207)

武豊町 2月26日 総務部 防災交通課 0569-72-1111

岡崎市 3月5日 市民生活部 安全安心課 0564-23-6277

豊田市 3月10日 地域振興部 市民安全室交通安全防犯課 0565-34-6633

知立市 3月31日 危機管理局 安心安全課 0566-95-0115

みよし市 3月31日 総務部 防災安全課 0561-32-8046

幸田町 3月31日 総務部 防災安全課 0564-63-5148

碧南市 3月31日 地域協働課 0566-95-9873

刈谷市 3月31日 生活安全部 くらし安心課 0566-62-1010

安城市 3月31日 市民生活部 市民安全課 0566-71-2219

西尾市 3月31日 危機管理局 危機管理課 0563-65-2196

高浜市 3月31日 都市政策部 防災防犯グループ 0566-52-1111(229)

新城市 3月1日 総務部 行政課 0536-23-7611

設楽町 3月31日 町民課 0536-62-0519

東栄町 2月1日 総務課 0536-76-0501

豊根村 1月29日 総務課 0536-85-1311

豊橋市 3月1日 市民協創部 安全生活課 0532-51-2550

豊川市 3月1日 市民部 人権交通防犯課 0533-89-2149

蒲郡市 2月26日 総務部 交通防犯課 0533-66-1156

田原市 3月1日 総務課 0531-23-3504
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※組織改正などにより、担当課室名や電話番号が変更している場合があります。
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