
更新日：

本資料は、都道府県別に１シートに纏めています。
67件

No. 都道府県 掲載件数 No. 都道府県 掲載件数
1 北海道 3件 26 京都府 2件
2 青森県 1件 27 大阪府 1件
3 岩手県 1件 28 兵庫県 1件
4 宮城県 2件 29 奈良県 1件
5 秋田県 1件 30 和歌山県 2件
6 山形県 1件 31 鳥取県 1件
7 福島県 2件 32 島根県 1件
8 茨城県 1件 33 岡山県 4件
9 栃木県 1件 34 広島県 1件

10 群馬県 2件 35 山口県 1件
11 埼玉県 2件 36 徳島県 1件
12 千葉県 2件 37 香川県 1件
13 東京都 1件 38 愛媛県 1件
14 神奈川県 8件 39 高知県 1件
15 新潟県 1件 40 福岡県 3件
16 富山県 1件 41 佐賀県 1件
17 石川県 1件 42 長崎県 1件
18 福井県 0件 43 熊本県 1件
19 山梨県 1件 44 大分県 1件
20 長野県 1件 45 宮崎県 1件
21 岐阜県 1件 46 鹿児島県 1件
22 静岡県 1件 47 沖縄県 1件
23 愛知県 1件
24 三重県 1件
25 滋賀県 1件

※ 各都道府県ページにおいて、グレーアウトされた事業は11月15日（火）時点で
公募期間が終了したものになります。

令和4年11月

令和４年度　介護機器の導入に係る助成制度　一覧

掲載総件数



介護機器の導入に係る助成制度 北海道 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績

部署
高齢者保健福祉課介護人材
係

担当者
電話番号 011-204-5272
FAX番号 011-232-8308

E-mail
hofuku.kouhuku1@pref.
hokkaido.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.hokka
ido.lg.jp/hf/khf/119702.
html

2022年３月15日～４月８
日

部署
高齢者保健福祉課基盤整備
係

担当者
電話番号 011-206-6974
FAX番号 011-232-8308

E-mail
hofuku.kouhuku1@pref.
hokkaido.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.hokka
ido.lg.jp/hf/khf/index.ht
ml

2022年３月15日～４月８
日

部署
高齢者保健福祉課基盤整備
係

担当者
電話番号 011-206-6974
FAX番号 011-232-8308

E-mail
hofuku.kouhuku1@pref.
hokkaido.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.hokka
ido.lg.jp/hf/khf/index.ht
ml

←目次に戻る

介護ロボット・ICTの購入、リース契
約に係る経費とし、保険料、消費税及
び地方消費税は含まないものとする。

採択件数：未定

総額（予算）：
1,202,160,000円

採択件数：310件
総額：
477,608,000円
※令和４年度に
繰越した分は除
く

2

3

1 介護ロボット等導入支援
事業

北海道保健福祉部高齢者
支援局高齢者保健福祉課

北海道保健福祉部高齢者
支援局高齢者保健福祉課

北海道保健福祉部高齢者
支援局高齢者保健福祉課

介護サービス提供基盤等
整備事業費補助金
（介護施設等の大規模修
繕の際にあわせて行う介
護ロボット・ＩＣＴの導
入支援）

介護サービス提供基盤等
整備事業費交付金
（介護施設等の大規模修
繕の際にあわせて行う介
護ロボット・ＩＣＴの導
入支援）

・事前協議
　R4.7.19～8.19
　R4.10.12～10.28
（募集終了）

・交付申請（事前協議書
類を提出し、内示を受け
た事業者のみ）
　R4.10.3～10.31
　※２回目の交付申請受
付期間は未定

連絡窓口

介護施設等の大規模修繕の際に介護ロ
ボット・ICTをあわせて導入する場合
に、以下の項目について助成する。
・介護ロボットにより、介護環境の改善
に即効性を持たせるとともに、広く一般
に介護事業所による導入が可能となるよ
う先駆的な取り組みを実施するための経
費に対し助成する。
・介護分野におけるICT化を抜本的に進
めるため、ICTを活用して介護記録から
請求業務までが一気通貫となること等を
要件として、介護ソフト及びタブレット
端末等を導入するための経費に対し助成
する。

市町村

次の施設等の配置予定者
１　特別養護老人ホーム及び併設さ
　れるショートステイ（定員30人以
　上）
２　介護老人保健施設（定員30人以
　上）
３　介護医療院（定員30人以上）
４　特定施設入居者生活介護の指定
　を受けるケアハウス（定員30人以
　上）
５　養護老人ホーム（定員30人以
　上）
６　介護付きホーム（定員30人以
　上）

介護ロボット・ICTの購入、リース契
約に係る経費。

補助率は定額。

採択件数：３件
総額（予定）：
91,877,000円

１　介護ロボット・ICTの購入、リー
ス契約に係る経費。
２　上記１の経費を対象として、事業
者に交付する補助金。

補助率は定額。

採択件数：５件
総額（予定）：
83,792,000円

介護施設等の大規模修繕の際に介護ロ
ボット・ICTをあわせて導入する場合
に、以下の項目について助成する。
・介護ロボットにより、介護環境の改善
に即効性を持たせるとともに、広く一般
に介護事業所による導入が可能となるよ
う先駆的な取り組みを実施するための経
費に対し助成する。
・介護分野におけるICT化を抜本的に進
めるため、ICTを活用して介護記録から
請求業務までが一気通貫となること等を
要件として、介護ソフト及びタブレット
端末等を導入するための経費に対し助成
する。

介護従事者の負担軽減及び介護業務の効
率化に資する介護ロボット・ICTの購入
等の経費について、予算の範囲内で補助
する。

介護保険法に基づく介護サービス事業
者の指定・許可を受けた北海道内に所
在する事業所

北海道

mailto:hofuku.kouhuku1@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:hofuku.kouhuku1@pref.hokkaido.lg.jp
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/119702.html
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mailto:hofuku.kouhuku1@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:hofuku.kouhuku1@pref.hokkaido.lg.jp
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.html
mailto:hofuku.kouhuku1@pref.hokkaido.lg.jp
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https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.html


介護機器の導入に係る助成制度 青森県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 高齢福祉保険課
担当者
電話番号 017-734-9297
FAX番号 017-734-8090
E-mail

HP_URL

https://www.pref.aomo
ri.lg.jp/soshiki/kenko/k
oreihoken/kaigo-robot-
hojo.html
←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
（地域医療介護総合確保
基金）

青森県 ・介護ロボットの導入に関する費用の助
成

県内の介護事業所 介護ロボット
・補助率（1/2または3/4）。上限額は
導入機器によって異なる。

採択件数
未定
総額（予定）
70,200,000円

採択件数：
27件
総額：
42,088,000円

令和４年９月５日～令和
４年１０月１４日

青森県

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/kaigo-robot-hojo.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/kaigo-robot-hojo.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/kaigo-robot-hojo.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/kaigo-robot-hojo.html


介護機器の導入に係る助成制度 岩手県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
R4.8.26～R4.9.30 部署 保健福祉部　長寿社会課

担当者
電話番号 019-629-5435
FAX番号 019-629-5444

E-mail
ys-
komaki@pref.iwate.jp

HP_URL
https://www.pref.iwate.
jp/index.html
←目次に戻る

1
連絡窓口

岩手県 介護従事者が継続して就労するための環
境整備を図るため、身体的負担の軽減や
業務の効率化に資する介護ロボット又は
ICTを導入する経費に対し、補助を行う

岩手県内で介護サービス事業所を運営
する者

採択件数：
54件
総額：
88,385,000円

令和４年度介護ロボット
等導入支援事業

介護事業所が介護ロボット・ＩＣＴを
導入（購入・レンタル）する経費等を
補助するもの。補助金額の上限及び補
助率は原則として国の要綱に準じる。

採択件数：41件
総額：115,616千
円

岩手県

mailto:ys-komaki@pref.iwate.jp
mailto:ys-komaki@pref.iwate.jp
https://www.pref.iwate.jp/index.html
https://www.pref.iwate.jp/index.html


介護機器の導入に係る助成制度 宮城県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
令和4年8月～9月

部署
保健福祉部長寿社会政策課
介護人材確保推進班

担当者
電話番号 022－211－2554
FAX番号 022－211－2596

E-mail
choujuz@pref.miyagi.lg.j
p

HP_URL
https://www.pref.miyag
i.jp/soshiki/chouju/r4k
aigo-dounyu.html

令和4年7月～8月
部署

保健福祉部長寿社会政策課
施設支援班

担当者
電話番号 022-211-2549
FAX番号 022-211-2596

E-mail
choujut2@pref.miyagi.lg
.jp

HP_URL

https://www.pref.miyag
i.jp/soshiki/chouju/sou
goukakuhojigyou-kaigo-
seibi2.html
←目次に戻る

介護ロボット・ＩＣＴの導入による介護
職員の負担軽減と介護職の魅力向上を図
るため，事業者における機器導入等への
補助を行うもの。

宮城県内において介護サービス事業所
を運営する者

介護事業所が介護ロボット・ＩＣＴを
導入（購入・レンタル）する経費等を
補助するもの。補助金額の上限及び補
助率は原則として国の要綱に準じる。

2

連絡窓口
1 予算約153,000千

円
採択法人数：31
補助金総額：
165,295千円

介護施設等の大規模修繕
の際にあわせて行う介護
ロボット・ICTの導入支援
事業

宮城県保健福祉部長寿社
会政策課施設支援班

介護施設等において大規模修繕を実施す
る際に，介護ロボット導入支援事業及び
ICT導入支援事業において対象となって
いる機器等を導入するために必要な経費
について支援

・特別養護老人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
・介護老人保健施設
・介護医療院
・ケアハウス

ほか

介護施設等の大規模修繕の際に併せて
行う介護ロボット・ICTの導入に必要
な経費を補助するもの。
対象とする機器、補助上限額は原則と
して国の要綱に準じる。

予算約80,073千
円
実施予定約
73,920千円

採択法人数：4
補助金総額：
71,602千円

介護ロボット・ＩＣＴ導
入支援事業

宮城県保健福祉部長寿社
会政策課介護人材確保推
進班

宮城県

mailto:choujuz@pref.miyagi.lg.jp
mailto:choujuz@pref.miyagi.lg.jp
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r4kaigo-dounyu.html
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https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/sougoukakuhojigyou-kaigo-seibi2.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/sougoukakuhojigyou-kaigo-seibi2.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/sougoukakuhojigyou-kaigo-seibi2.html


介護機器の導入に係る助成制度 秋田県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
2022年7月以降開始予定 部署 秋田県長寿社会課

担当者
電話番号 018-860-1364
FAX番号 018-860-3867
E-mail chouju@pref.akita.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.akita.l
g.jp/pages/genre/1303
2
←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット等導入推進

支援事業
秋田県 健康福祉部 長寿社
会課

介護ロボット・ICTの導入経費について
一部助成

対象：秋田県内の介護サービス事業所
補助先：上記事業所を運営する者

介護従事者の身体的負担軽減や業務の
効率化に資する介護ロボット等
詳細は、2022年7月以降公表予定

総額
67，000千円

採択件数　83件
総額59,225千円

秋田県

mailto:chouju@pref.akita.lg.jp
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/13032
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/13032
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/13032


介護機器の導入に係る助成制度 山形県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
令和４年７月28日～令和
４年８月29日 部署 高齢者支援課

担当者
電話番号 023-630-2189
FAX番号 023-630-3321

E-mail
ykorei@pref.yamagata.j
p

HP_URL

https://www.pref.yama
gata.jp/090002/kenfuku
/koreisha/jigyosha/kaig
orobot_ict/22robot.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 令和４年度山形県介護ロ

ボット導入支援事業費補
助金

山形県健康福祉部高齢者
支援課

介護ロボット導入及び見守り機器の導入
に伴う通信環境整備をする際の経費の一
部を助成

介護保険法に基づく指定又は許可を受
けた山形県内の介護サービス事業所を
運営する者

事業所ごとに、事業に要する経費の
1/2を乗じた額と、次の対象区分に応
じた補助上限額とを比較して少ない方
の額を、１法人につき1,000万円を上
限に補助する。
（１）介護ロボット（１機器につき）
　移乗支援、入浴支援：補助上限額
100万円
　移動支援、排泄支援、見守り・コ
ミュニケーション支援、介護業務支
援：補助上限額30万円
（２）見守り機器の導入に伴う通信環
境整備（１事業所につき）：補助上限
額750万円

採択予定件数：
41件
総額：67,732,000
円

採択件数：
23件
総額：
21,997,000円

山形県

mailto:ykorei@pref.yamagata.jp
mailto:ykorei@pref.yamagata.jp
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/kaigorobot_ict/22robot.html
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/kaigorobot_ict/22robot.html
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/kaigorobot_ict/22robot.html
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/kaigorobot_ict/22robot.html


介護機器の導入に係る助成制度 福島県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績

部署 福島県高齢福祉課

担当者
電話番号 024-521-7533
FAX番号 024-521-7748

E-mail
kourei-
kaigorobot@pref.fukush
ima.lg.jp

HP_URL

部署 福島県高齢福祉課
担当者
電話番号 024-521-7533
FAX番号 024-521-7748

E-mail
kourei-
kaigorobot@pref.fukush
ima.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.fukus
hima.lg.jp/sec/21025c/r
4kaigorobot.html

←目次に戻る

連絡窓口
1

ICT等を活用した介護現場
生産性向上支援事業（介
護ロボット導入支援事
業）

福島県保健福祉部高齢福
祉課

介護ロボット導入による労働負担軽減の
取り組みを支援する。

福島県内の介護事業所（介護保険法に
基づく全サービスを対象とする）

介護支援ロボット
移乗支援（装着型・非装着型）、入浴
支援1,000千円/台以内
上記以外300千円/台以内
（補助率は1/2以内）（少なくとも見
守りセンサー、インカム・スマート
フォン等のICT機器、介護記録ソフト
の３点を活用し、従前の介護職員等の
人員体制の効率化を行うとともに、利
用者のケアの質の維持・向上や職員の
休憩時間の確保等の負担軽減に資する
取組を行うことを予定している場合
3/4以内）

総額（予定）：
55,000,000円

採択件数：
56事業所
総額：
52,706,000円

令和4年10月19日
～令和4年11月9日

ICT等を活用した介護現場
生産性向上支援事業（介
護支援ロボット導入促
進）

福島県保健福祉部高齢福
祉課

高齢者介護施設・事業所等における福島
県産介護支援ロボットの導入に対し、費
用の一部を補助する。

福島県内の高齢者施設・事業者等 対象機器は公募により決定
令和4年度は以下のとおり
・HAL®腰タイプ
・マッスルスーツ®Every
・Keipu-Sb
・「移乗です」

上記の介護支援ロボットの導入初年度
の購入に要する経費について、3/4以
内を補助。

総額（予定）：
10,180,000円

採択件数：
16台
総額：
2,933,000円

令和4年9月12日
～令和4年11月30日

2

福島県

mailto:kourei-kaigorobot@pref.fukushima.lg.jp
mailto:kourei-kaigorobot@pref.fukushima.lg.jp
mailto:kourei-kaigorobot@pref.fukushima.lg.jp
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mailto:kourei-kaigorobot@pref.fukushima.lg.jp
mailto:kourei-kaigorobot@pref.fukushima.lg.jp
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/r4kaigorobot.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/r4kaigorobot.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/r4kaigorobot.html


介護機器の導入に係る助成制度 茨城県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
2022/4/12～2022/5/20 部署 長寿福祉課

担当者
電話番号 029-301-3343
FAX番号 029-301-3348

E-mail
chofuku6@pref.ibaraki.l
g.jp

HP_URL

https://www.pref.ibarak
i.jp/hokenfukushi/chofu
ku/shisetsu/kaigorobott
odounyuusiennzigyou.ht
ml
←目次に戻る

連絡窓口
1 ロボット介護機器普及支

援事業
茨城県 介護現場へのロボット介護機器の導入に

よる介護従事者の負担軽減や雇用環境の
改善により、働きやすい介護の職場づく
りを推進する。

茨城県内にある、介護保険の指定を受
けている事業所

補助率は1/2。補助上限額は30万円と
する。
なお、見守り機器導入にかかる通信環
境整備費は750万円が上限である。

450台導入
総額：42,638千
円

（ロボット・ICT
合わせた総額は
81,354千円）

463台導入
総額：44,018千
円

（ロボット・ICT
合わせた総額は
79,143千円）

茨城県

mailto:chofuku6@pref.ibaraki.lg.jp
mailto:chofuku6@pref.ibaraki.lg.jp
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介護機器の導入に係る助成制度 栃木県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績

部署 高齢対策課

担当者
電話番号 028-623-3147
FAX番号 028-623-3058

E-mail
dambarah2201@pref.to
chigi.lg.jp

HP_URL
http://www.pref.tochigi.
lg.jp/e03/kaigozinzaika
kuho.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 2022年４月６日～介護ロボット導入支援事

業
栃木県高齢対策課 介護ロボット導入支援事業、見守り機器

の導入に伴う通信環境整備の補助
県内の介護サービス事業者 国の実施要綱に準じるが、補助上限

額、補助率は以下のとおり。

〇介護ロボット機器
１機器につき導入経費の２分の１（補
助限度額30 万円）
〇通信環境整備
１事業所につき整備経費の２分の１
（補助限度額150 万円）

介護ロボット
予算 19,000千円
・補助額
導入経費の1/2
(補助限度額　介
護ロボット　30
万円／台　通信
環境整備150万
円)

採択件数：19件
総額：16,524千
円

栃木県

mailto:dambarah2201@pref.tochigi.lg.jp
mailto:dambarah2201@pref.tochigi.lg.jp
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/kaigozinzaikakuho.html
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介護機器の導入に係る助成制度 群馬県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
事業募集：令和４年９月
１５日～１０月３日

部署
健康福祉部介護高齢課人材
確保係

担当者
電話番号 027-226-2564
FAX番号 027-223-6725

E-mail
kaigo-
kakuho@pref.gunma.lg.j
p

HP_URL
https://www.pref.gunm
a.jp/02/d2300345.html

部署
健康福祉部介護高齢課保
健・居住施設係

担当者
電話番号 027-226-2566
FAX番号 027-223-6725

E-mail
kaigo-
kiban@pref.gunma.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.gunma.j
p/02/d2300293.html

←目次に戻る

2

連絡窓口
1

群馬県介護基盤等整備事
業費補助金（介護施設等
の大規模修繕の際にあわ
せて行う介護ロボット・
ＩＣＴの導入支援）

群馬県 介護施設等において、大規模修繕（助成
を受けているかは問わない。）を実施す
る際に、介護ロボット・ＩＣＴ機器を導
入するために必要な経費を支援（実施期
間：令和5年度までの予定）

介護ロボット等導入支援
事業

群馬県 介護施設・事業所が行う介護ロボット等
の導入に要する経費の一部を補助

・特別養護老人ホーム、介護老人保健
施設、介護付ホーム等の対象施設の整
備事業を行う社会福祉法人その他の法
人
・認知症高齢者グループホーム等の対
象施設の整備事業に対して補助を行う
市町村

・大規模修繕を実施する際に、あわせ
て行う、介護ロボット・ＩＣＴ機器の
導入に必要な経費が対象
・定員数に420千円を乗じた額の範囲
で補助（定額）

採択件数：
11件
総額（予定）：
350,280千円

採択件数:６件
総額：118,457千
円（繰越含む）

前年度の要望調査によ
り、決定済。

介護保険法に基づくサービスを行う介
護施設・事業所

（内示の内容）
採択件数：126事
業所
総額：84,252千
円
（ICT機器導入を
含む）

採択件数：82事
業所
総額：58,572千
円
（ICT機器導入を
含む）

国の実施要綱に準じるが、補助上限
額、補助率等は以下のとおり。

◆介護ロボット機器
・１機器につき、a又はbのいずれか低
い額
a 所要経費の3/4または1/2
b 移乗支援、入浴支援：100万円
　その他機器：30万円
・前年度までの補助台数を含め、利用
者定員数の２割（小数点以下切り上
げ）を補助上限台数とする。

群馬県

mailto:kaigo-kakuho@pref.gunma.lg.jp
mailto:kaigo-kakuho@pref.gunma.lg.jp
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介護機器の導入に係る助成制度 埼玉県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績

部署 高齢者福祉課施設整備担当

担当者
電話番号 048-830-3260
FAX番号 048-830-4781

E-mail
a3240-
06@pref.saitama.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.saita
ma.lg.jp/a0603/kaigo-
net/robot/saitama.html

令和４年７月７日～８月
１０日

部署 高齢者福祉課施設整備担当

担当者
電話番号 048-830-3260
FAX番号 048-830-4781

E-mail
a3240-
06@pref.saitama.lg.jp

HP_URL

←目次に戻る

連絡窓口
1 交付件数

63件
交付額
40,249千円

予算
42,600千円
交付決定
46件
41,629千円

2 予算
252,000千円
交付申請
310,365千円

交付件数
21件
交付額
202,476千円

令和４年７月７日～８月
１０日

介護施設等の大規模修繕
の際にあわせて行う介護
ロボット・ＩＣＴの導入
支援

埼玉県高齢者福祉課 介護施設等において大規模修繕（助成を
受けているかは問わない。）を実施する
際に、県が実施する介護ロボット導入支
援事業又はＩＣＴ導入支援事業において
対象となっている機器等を導入するため
に必要な経費を県が補助する事業

埼玉県内の特別養護老人ホーム、介護
老人保健施設、介護付きホーム等

補助対象となる介護ロボット等は介護
ロボット普及促進事業及びＩＣＴ導入
支援事業に準じる
補助上限額：
定員30名以上の広域型施設等の場合
施設定員1人あたり420千円
（地域密着型施設に関しては埼玉県地
域密着型サービス等整備助成事業費等
補助金交付要綱参照）

介護ロボット普及促進事
業

埼玉県高齢者福祉課 介護ロボット導入及び見守り機器の導入
に伴う通信環境整備をする際の経費の一
部を助成

介護ロボット：
日常生活支援における①移乗介護、②移
動支援、③排泄支援、④見守り・コミュ
ニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務
支援のいずれかの場面において使用さ
れ、介護従事者の負担軽減効果のある介
護ロボットであること。

見守り機器の導入に伴う通信環境整備：
（１）Wi-Fi環境を整備するために必要
な経費
（２）職員間の情報共有や職員の移動負
担を軽減するなど効果・効率的なコミュ
ニケーションを図るためのインカム
（３）介護ロボット機器を用いて得られ
る情報を介護記録にシステム連動させる
ために必要な経費

介護保険法に基づく指定又は許可を受
けた埼玉県内に所在する介護サービス
事業者

１機器につき、a又はbのいずれか低い
額。
a 所要経費の3/4
b 移乗支援、入浴支援：100万円
見守り機器（導入に併せて実施する通
信環境整備費を含む）：30万円
その他機器：30万円
（申請総額が予算を超えた場合、上記
のとおり交付できないことがある）

埼玉県

mailto:a3240-06@pref.saitama.lg.jp
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https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/robot/saitama.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/robot/saitama.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/robot/saitama.html
mailto:a3240-06@pref.saitama.lg.jp
mailto:a3240-06@pref.saitama.lg.jp


介護機器の導入に係る助成制度 千葉県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 高齢者福祉課法人支援班
担当者 ー
電話番号 043-223-2593
FAX番号 043-227-0050
E-mail ー

HP_URL

https://www.pref.chiba.
lg.jp/cate/kfk/fukushi/
koureisha/service/inde
x.html

部署 介護保険管理課
担当者
電話番号 043-245-5206
FAX番号 043-245-5623

E-mail
kaigohokenkanri.HWS@
city.chiba.lg.jp

HP_URL

https://www.city.chiba.j
p/hokenfukushi/koreish
ogai/kaigohokenkanri/r
obot/daikiborobot_syuk
usya.html
←目次に戻る

千葉県介護ロボット導入
支援事業費補助金

千葉県 介護従事者の身体的負担の軽減や業務の
効率化を図ることなどを目的とし、県内
に所在する介護サービス事業者等が介護
ロボットを導入するために要する経費に
ついて補助

県内に所在する民間の介護サービス事
業者等

（範囲）
介護ロボット導入に係る経費の1/2を
補助（上限額あり）。申請件数に応じ
てさらに補助率を下げた。【令和３年
度現在】
（条件）
介護ロボット導入計画に基づき、導入
により得られた効果に関するデータ等
について、定期的に県へ報告する。

予算額：
64,000,000円

採択件数：
93件
総額：
60,051,000円
（うち繰越38件
29,543,000円）

2

連絡窓口
1 事前申請期間

R4.6.17～R4.7.18

大規模修繕時介護ロボッ
ト・ＩＣＴ導入支援事業

千葉市 大規模修繕の際にあわせて行う介護ロ
ボット・ＩＣＴの導入費用を助成する。

千葉市内の特別養護老人ホーム、介護
老人保健施設、認知症高齢者グループ
ホーム等

定員数に420千円を乗じた額の範囲で
市長が定める額

採択件数：5件
総額（予定）
約92,000千円

採択件数：1件
総額15,222千円

前年度調査により、決定
済（今年度、新規の受付
は予定していない）

千葉県
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介護機器の導入に係る助成制度 東京都 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
9月～10月頃

部署
福祉保健局高齢社会対策部
介護保険課

担当者
電話番号 03-5320-4267
FAX番号

E-mail
Satoshi_Ueda@member
.metro.tokyo.jp

HP_URL
https://www.fukushizai
dan.jp/206genbakaikak
u/jisedai/

←目次に戻る

連絡窓口
1 介現場改革促進事業

次世代介護機器導入促進
支援事業

東京都
(一部事務を公益財団法人
東京都福祉保健財団へ委
託)

移乗介護、移動支援、見守り・コミュニ
ケーション、見守り支援機器導入に伴う
通信環境整備等の機器の購入等に係る経
費の補助

介護保険法に基づく介護サービスを提
供する、東京都内に所在する介護施
設・事業所
※メニューにより対象となるサービス
種別は異なる。

〇次世代介護機器導入支援事業費補助
【補助内容】
・移乗介護・入浴支援
　補助基準額1,334千円
　補助率3/4
・移動支援、排泄支援、見守り・
　コミュニケーション、介護業務支援
　補助基準額600千円
　補助率1/2

〇次世代介護機器導入推進事業費補助
【補助内容】
・移乗介護・入浴支援
　補助基準額1,334千円
　補助率7/8
・移動支援、排泄支援、見守り・
　コミュニケーション、介護業務支援
　補助基準額600千円
　補助率3/4
　公益財団法人東京都福祉保健財団が
　実施する「アドバンストセミナー」
　への参加、「公開見学会」等への協
　力が条件

〇見守り支援機器および通信環境の
　一体的整備事業
【補助内容】
・見守り支援機器
　補助基準額600千円
　補助率1/2
・見守り支援機器の導入に伴う通信環
　境整備
　補助基準額15,000千円(法人内全事
業所合計)
　補助率1/2
　法人単位の申請
　過年度に補助を受けた法人は翌年度
　以降補助対象外

支援事業75件
推進事業20件
一体的整備事業
85件
総額1,289,180千
円

支援事業137件
推進事業20件
総額287,824千円

東京都

mailto:Satoshi_Ueda@member.metro.tokyo.jp
mailto:Satoshi_Ueda@member.metro.tokyo.jp
https://www.fukushizaidan.jp/206genbakaikaku/jisedai/
https://www.fukushizaidan.jp/206genbakaikaku/jisedai/
https://www.fukushizaidan.jp/206genbakaikaku/jisedai/


介護機器の導入に係る助成制度 神奈川県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 高齢福祉課

2022/6/13～2022/7/1 担当者

電話番号
045-210-1111（内線
4853）

FAX番号 045-210-8874

E-mail
fshisetsu.508@pref.kan
agawa.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.kanag
awa.jp/docs/u6s/cnt/f4
20373/p1075201.html

2022/6/1 部署 産業振興課
~ 担当者
2023/1/31 電話番号 045-210-5652

FAX番号 045-210-8871

E-mail

HP_URL
https://www.pref.kanag
awa.jp/docs/sr4/robot-
donyu-hojo.html

神奈川県産業振興課 「さがみロボット産業特区」で商品化さ
れたロボットの導入経費を補助
※介護ロボットに限りません

2

連絡窓口
1 介護サービス事業所等での移乗支援、

移動支援、排泄支援、見守り・コミュ
ニケーション、入浴支援、介護業務支
援のいずれかの場面において使用する
ことで、効率化や負担軽減などの効果
がある介護ロボット
神奈川県の介護ロボット導入支援事業
費補助金交付要領で定める目的要件・
技術的要件・市場的要件を満たすこと
１機器につき導入に係る費用の1/2又
は3/4を補助

補助件数：未定
総額（予定）：
372,021,000円

補助件数：61件
総額：
359,602,000円

対象ロボット
さがみロボット産業特区の取組を通じ
て商品化されたロボット

補助金額
ロボット１台ごとに導入経費(※)の１/
３
※購入の場合：本体価格+対象付属品
等の価格、
ロボット製造元等から貸与を受ける場
合：当該年度のおける賃料総額（本体
価格+対象付属品等の価格）
主な補助の条件

年度内の補助の上限
１申請者当たりの補助上限額　100万
円、補助上限台数　10台

補助条件
ロボット導入支援補助金交付要領で定
める要件を満たす事業（導入）計画で
あること

補助件数：未定
総額（予定）：
4,953,000円

補助件数：32件
総額：
4,338,000円

介護ロボット導入支援事
業補助

神奈川県高齢福祉課 介護従事者の身体的負担の軽減や業務の
効率化が期待できる介護ロボットについ
て、導入に係る経費の助成を行う

神奈川県内に所在する、介護保険法に
よる指定又は許可を受けている居宅
サービス事業者（居宅療養管理指導、
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を
除く。）、地域密着型サービス事業者
及び介護保険施設の開設者
（居宅介護支援事業者、介護予防サー
ビス事業者、地域密着型介護予防サー
ビス事業者及び介護予防支援事業者は
対象外。）

① 県内に事務所又は事業所を有する法
人・個人事業者等(地方公共団体等を
含む)
② 神奈川県内に在住している個人
③ ①・②にロボットを貸与するため、
ロボットを購入するリース業者・レン
タル業者

ロボット導入支援補助金

神奈川県

mailto:fshisetsu.508@pref.kanagawa.lg.jp
mailto:fshisetsu.508@pref.kanagawa.lg.jp
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f420373/p1075201.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f420373/p1075201.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f420373/p1075201.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/robot-donyu-hojo.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/robot-donyu-hojo.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/robot-donyu-hojo.html


No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績 連絡窓口

部署
経済労働局イノベーション
推進部

担当者
電話番号 044-200-2513
FAX番号 044-200-3920

E-mail
28innova@city.kawasak
i.jp

HP_URL
https://www.city.kawas
aki.jp/280/page/000014
0102.html

令和3年度調査により決定
済み 部署

健康福祉局長寿社会部高齢
者事業推進課

担当者
電話番号 044-200-2652
FAX番号 044-200-3926

E-mail
40kosui@city.kawasaki.j
p

HP_URL

部署
産業・雇用対策課
事業継続応援班

担当者

電話番号 042-707-7468

FAX番号 042-754-1064

E-mail
sangyou.k@city.sagami
hara.kanagawa.jp

HP_URL

https://www.city.sagam
ihara.kanagawa.jp/sang
yo/sangyo/1019826/10
23108.html

部署 健康福祉局高齢健康福祉課

担当者

電話番号 045-671-3920

FAX番号

E-mail
kf-
zinzai@city.yokohama.jp

4 川崎市公的介護施設等整
備費補助金（介護施設等
の大規模修繕の際にあわ
せて介護ロボット・ICTを
導入する事業）

川崎市 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて
行う介護ロボット・ICTの導入に必要な
経費を助成

市内で介護施設等を運営する法人 【補助対象経費】
介護施設等の大規模修繕の際にあわせ
て行う介護ロボット・ICTの導入に必
要な経費
【補助率】
10/10
【補助基準額】
定員×420千円

採択件数：7件
総額（予定）：
246,381,000円

採択件数：4件
総額：
131,460,000円

川崎市福祉製品導入促進
補助金

川崎市 かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品及
びかわさき基準（ＫＩＳ）プレミアム認
証福祉製品（いずれも認証期間内に限
る）を市内の事業所に設置又は配置する
際に必要な経費を助成

川崎市生活支援機器・施設内支援機器
等モニター評価等支援事業実施要綱に
基づき登録されたモニター評価等支援
事業所（市内に事業所を有して１年以
上、同一事業を行っていること）を有
する法人又は団体

【補助対象経費】
購入費又は借受料、運搬費、設置又は
配置にかかる工事費
【補助率】
１／２以下
【補助限度額】
３０万円
【条件】
・認証製品の購入又は３か月以上の借
受けであって、かつ、補助対象経費の
総額が６万円以上
・同一製品の導入は１つまで、等

採択件数：未定
総額（予定）：
1,500,000円

【対象事業】
製造、医療、物流、飲食・サービス業
等の現場へロボット、ＡＩ、ＩｏＴ及
びソフトウェアを導入する事業
※相模原市内の中小企業に発注する事
業に限る
【対象経費】
機械装置・器具・システム等導入費
など
【補助率】
中小企業：２／３以内
大企業 ：１／２以内
【補助金額】
チャレンジコース：３００万円
ステップアップコース：１，０００万
円

総額（予定）：
80,000,000円

採択件数：
5件
総額：
45,915,000円

2022年5月16日（月）
　　　　～7月8日（金）

5 相模原市ＤＸ化促進支援
補助金

相模原市 ポストコロナ時代における自動化や非接
触化を図る事業者を支援するため、ロ
ボットやＡＩ、ＩｏＴ等を活用した設備
投資・システム構築に係る経費の一部を
補助するもの

相模原市内に事業所を有する事業者

令和4年6月1日(水)から令
和5年1月31日(火)まで

採択件数：8件
総額：942,000円

3

6 横浜市介護ロボット等導
入支援事業費補助金

横浜市健康福祉局高齢健
康福祉課

介護ロボット等を導入する経費を助成す
ることにより、介護従事者の負担軽減や
働きやすい職場環境の整備を図る

市内特別養護老人ホーム、介護老人保
健施設、養護老人ホーム、介護付有料
老人ホーム、ケアハウス、認知症高齢
者グループホーム、ショートステイ等

補助金額：経費の９/10（上限45万
円）
対象機器：見守り支援・排泄支援・介
護業務支援において使用される機器、
ポータブル翻訳機
補助条件：補助年度に介護職員を新た
に雇用すること。ポータブル翻訳機は
外国人を２名以上。それ以外は中高齢
者、又は外国人を２名以上。

2022年5月1日～12月23日 40件
18,000,000円

17件
13,718,000円

神奈川県

mailto:28innova@city.kawasaki.jp
mailto:28innova@city.kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000140102.html
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000140102.html
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000140102.html
mailto:40kosui@city.kawasaki.jp
mailto:40kosui@city.kawasaki.jp
mailto:sangyou.k@city.sagamihara.kanagawa.jp
mailto:sangyou.k@city.sagamihara.kanagawa.jp
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1019826/1023108.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1019826/1023108.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1019826/1023108.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1019826/1023108.html
mailto:kf-zinzai@city.yokohama.jp
mailto:kf-zinzai@city.yokohama.jp


No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績 連絡窓口

HP_URL

https://www.city.yokoh
ama.lg.jp/kurashi/suma
i-
kurashi/shigoto/kaigo/z
inzaikakuho.html

部署 健康福祉局高齢施設課

担当者

電話番号 045-671-4119

FAX番号 045-641-6408

E-mail
kf-
tokuyouseibi@city.yoko
hama.jp

HP_URL －

部署 健康福祉局介護事業指導課

担当者

電話番号 045-671-3466

FAX番号 045-550-3615

E-mail
kf-
ictkaigorobot@city.yoko
hama.jp

HP_URL

https://www.city.yokoh
ama.lg.jp/business/bun
yabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/ictkaigorob
ot.html

←目次に戻る

7 横浜市介護施設等の大規
模修繕の際にあわせて行
う介護ロボット・ICTの導
入支援事業費補助金

横浜市健康福祉局高齢施
設課

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて
行う介護ロボット・ICTの導入に必要な
経費を助成

市内で介護施設等を運営する法人 【補助対象経費】
　介護施設等の大規模修繕の際にあわ
せて行う介護ロボット・ICTの導入に
必要な経費

【補助基準額】
　定員１人あたり×420千円

令和３年度の意向調査に
より決定済み

採択件数：未定
総額（予算
額）：
2,512,020,000円

採択件数：５件
総額：
157,553,000円

8 高齢者施設等におけるＩ
ＣＴ機器及び介護ロボッ
ト導入補助事業

横浜市健康福祉局介護事
業指導課

高齢者施設等における職員の負担軽減、
効率的な業務やＩＣＴ化の推進のため、
ICT機器や介護ロボット導入に対し、補
助金を交付します。

介護保険法に基づき指定・許可された
横浜市内に所在する介護サービス事業
所

次のICT関連機器又は介護ロボット対
象機器で、指定の期日までに取得、支
払いが完了しているもの
①ICT関連機器：記録から情報共有・
請求を転記等することなく一気通貫で
行うことができる介護ソフトウェアの
購入・設置費等及びそれに付随するタ
ブレット端末等のハードウエア、ネッ
トワーク機器等
②介護ロボット：移乗介護、移動支
援、排泄支援、見守り・コミュニケー
ション、入浴支援、介護業務支援のい
ずれかの場面において使用され、介護
従事者の負担軽減効果のある介護ロ
ボット

令和４年10月14日（金）
16時～令和４年11月14日
（月）10時まで

200件
90,000,000円

無

神奈川県
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介護機器の導入に係る助成制度 新潟県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 新潟県高齢福祉保健課
担当者
電話番号 025－280－5272
FAX番号 025－280－5229

E-mail
ngt040230@pref.niigata.
lg.jp

HP_URL
https://www.pref.niigat
a.lg.jp/sec/kourei/2022
06dx.html
←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
新潟県高齢福祉保健課 介護ロボットの試用的な導入を支援する

ことにより、介護ロボットの本格的な導
入を促進し、介護従事者の負担軽減を図
るとともに、介護従事者が継続して就労
するための環境整備を図るため、介護ロ
ボットの導入に要する経費を補助する。

次の①～③を満たす者
①介護保険法に基づく指定等を受けて
いる事業所
②新潟県内に所在する事業所
③新潟県から補助を受けて介護ロボッ
トを導入した実績がない事業所

・目的要件、技術的要件、市場的要件
を満たす介護ロボット
・見守り機器の導入に伴う通信環境整
備に係る経費
・総費用の1/2を補助（補助上限額あ
り）

採択予定件数：
80件
総額（見込
み）：
45,200千円

採択件数：
85件
総額：
34,716千円

1次募集：
R4.06.17～R4.07.19

2次募集：
R4.10.03～R4.12.23

新潟県

mailto:ngt040230@pref.niigata.lg.jp
mailto:ngt040230@pref.niigata.lg.jp
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/202206dx.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/202206dx.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/202206dx.html


介護機器の導入に係る助成制度 富山県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
令和4年7月15日～令和4
年9月9日

部署 高齢福祉課

担当者
電話番号 076-444-9625
FAX番号 076-444-3492

E-mail
koki.sakamoto@pref.toy
ama.lg.jp

HP_URL

https://www.pref.toyam
a.jp/1211/kurashi/kenk
ou/koureisha/robot.htm
l

←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット導入促進事

業
富山県厚生部高齢福祉課 介護ロボット機器等を導入することで業

務改善を図る事業者に対し、介護ロボッ
ト機器導入経費を補助

富山県内において介護保険サービスを
提供する指定事業者又は施設開設者
※処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取
得していること

【補助率】1/2（一定の要件を満たす
事業所については3/4）
【補助限度額】
(1)介護ロボットの購入、リース等に
かかる経費
・移乗支援又入浴支援⇒1機器につき
100万円
・上記以外⇒1機器につき30万円
(2)見守り機器の導入に伴う通信環境
整備に係る経費
⇒1事業所につき100万円
※1法人あたりの補助総額上限：200万
円

予算：
40,000,000円

採択件数：
36件
総額：
45,384,000円

富山県

mailto:koki.sakamoto@pref.toyama.lg.jp
mailto:koki.sakamoto@pref.toyama.lg.jp
https://www.pref.toyama.jp/1211/kurashi/kenkou/koureisha/robot.html
https://www.pref.toyama.jp/1211/kurashi/kenkou/koureisha/robot.html
https://www.pref.toyama.jp/1211/kurashi/kenkou/koureisha/robot.html
https://www.pref.toyama.jp/1211/kurashi/kenkou/koureisha/robot.html


介護機器の導入に係る助成制度 石川県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 健康福祉部長寿社会課
担当者
電話番号 076-225-1416
FAX番号 076-225-1418

E-mail
kaigo@pref.ishikawa.lg.j
p

HP_URL
https://www.pref.ishika
wa.lg.jp/ansin/ict-
iot.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 第1回：2022年6月30日

　　　　　　～8月19日
第2回：2022年11月1日
　　　　　～12月2日

介護施設ICT・ＩｏＴ導入
促進事業

石川県 介護事業所でのICT・IoT機器の導入に係
る経費について助成

石川県内の介護事業所（介護保険法に
基づく全サービス）

申請時点でICT・IoT機器導入に係る検
討チームを組織し検討を行い、そのメ
ンバー1名以上が、石川県が開催する
養成研修に参加できること
【補助率】
一定の要件を満たす場合、4分の3（満
たさない場合、2分の1）
【補助限度額】
ICT：750千円（500千円）/事業所
IoT：移乗支援機器、入浴支援機器900
千円（600千円）/台、その他の機器
300千円（200千円）/台
【IoT機器の補助限度台数】施設系は
定員の10分の1、在宅系は定員等の20
分の1

採択件数：
160件程度
総額（予定）：
183,000千円

採択件数：
133件
総額：
82,722千円

石川県

mailto:kaigo@pref.ishikawa.lg.jp
mailto:kaigo@pref.ishikawa.lg.jp
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/ict-iot.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/ict-iot.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/ict-iot.html


介護機器の導入に係る助成制度 福井県（該当無） 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
←目次に戻る

連絡窓口

福井県（該当無）



介護機器の導入に係る助成制度 山梨県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
R4.8.1～R4.8.31

部署 福祉保健部健康長寿推進課

担当者
電話番号 055-233-1451
FAX番号 055-223-1468

E-mail
chouju@pref.yamanashi
.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.yama
nashi.jp/chouju/technol
ogy_model.html
←目次に戻る

採択件数：5施設
5,911千円

連絡窓口
1 山梨県テクノロジーを活

用した業務効率化事業費
補助金

山梨県 介護ロボット導入、見守り機器の導入に
伴う通信環境整備及びICT導入に要する
費用を支援

山梨県内に所在する介護施設（山梨県
テクノロジーを活用した業務効率化モ
デル事業費補助金交付要綱に定める施
設、事業所）

介護ロボット導入費、見守り機器の導
入に伴う通信環境整備及びICT導入に
伴う費用を補助

ー

山梨県

mailto:chouju@pref.yamanashi.lg.jp
mailto:chouju@pref.yamanashi.lg.jp
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/technology_model.html
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/technology_model.html
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/technology_model.html


介護機器の導入に係る助成制度 長野県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 介護支援課
担当者
電話番号 026-235-7129
FAX番号 026-235-7394

E-mail
kaigo-
jinzai@pref.nagano.lg.jp

HP_URL

https://www.pref.nagan
o.lg.jp/kaigo-
shien/jinzai/kaigorobott
op.html
←目次に戻る

1 採択件数：
6件
総額：
6,823,000円

採択件数：
6件
総額：
2,637,000円

2021年8月3日～9月20日
※令和3年度中に募集終了

連絡窓口
介護ロボット導入支援事
業

長野県介護支援課 介護ロボットの導入に係る経費を助成 県内介護サービス事業者 介護職員の負担を軽減する介護ロボッ
ト
3年間効果の検証を行い報告すること
また、他の施設等からの視察など、照
会にも応じること
総費用の1/2を補助（1台当たり30万
円を上限。1事業所当たり利用定員の2
割までの台数制限あり。）

長野県

mailto:kaigo-jinzai@pref.nagano.lg.jp
mailto:kaigo-jinzai@pref.nagano.lg.jp
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/kaigorobottop.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/kaigorobottop.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/kaigorobottop.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/kaigorobottop.html


介護機器の導入に係る助成制度 岐阜県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 高齢福祉課
担当者
電話番号 058-272-8289
FAX番号 058-278-2639
E-mail c11215@pref.gifu.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.gifu.lg
.jp/page/130095.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 岐阜県介護ロボット導入

促進事業費補助金
岐阜県 介護人材の確保のため、働きやすい職場

環境の構築に有効性の高い介護ロボット
の導入に対して補助

岐阜県内のすべての介護保険事業所 ・介護ロボット導入及び見守り機器の
導入に伴う通信環境整備（「岐阜県介
護ロボット導入促進事業費補助金交付
要綱」に定義するもの）
・導入効果の報告及び他施設への周知
・一定の要件を満たす事業所は３/4
　それ以外の事業所は１/２

採択件数：
50件（予定）
総額：
197,016円（予
定）

採択件数：48件
総額：96,765千
円

○1次募集
令和4年6月20日～令和4
年7月25日(受付終了)

○追加募集
令和4年9月16日～令和4
年11月18日(必着)
　※先着順、予算に達し
次第受付終了

岐阜県

mailto:c11215@pref.gifu.lg.jp
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/130095.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/130095.html


介護機器の導入に係る助成制度 静岡県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 静岡県介護保険課
担当者
電話番号 054-221-2314
FAX番号 254-221-2142

E-mail
kaigohoken@pref.shizu
oka.lg.jp

HP_URL

http://www.pref.shizuo
ka.jp/kousei/ko-
220/jinzai/ict/r3hojyoki
n.html

←目次に戻る

令和４年8月24日～
令和４年９月15日

290,000千円
※ICT導入支援事
業メニューとの
合算

185件(事業所数)
107,970千円

連絡窓口
原則、国の実施要綱に沿った内容で実
施

1 介護分野ICT化等事業費補
助金（介護ロボット導入
支援事業）

静岡県 原則、国の実施要綱に沿った内容で実施 静岡県内に所在し、介護保険法（平成
９年法律第123号）に基づき指定又は
許可を受けた事業所等

静岡県

mailto:kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp
mailto:kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/r3hojyokin.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/r3hojyokin.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/r3hojyokin.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/r3hojyokin.html


介護機器の導入に係る助成制度 愛知県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 高齢福祉課
担当者
電話番号 052-954-6289
FAX番号 052-954-6919

E-mail korei@pref.aichi.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.aichi.j
p/soshiki/korei/

←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
愛知県高齢福祉課 地域医療介護総合確保基金を活用し、介

護事業所における介護ロボットの導入に
かかる経費を補助する。

愛知県内に所在する介護保険に基づく
指定介護サービス事業所及び施設の開
設者。

（範囲）
・日常生活支援における、移乗介護、
移動支援、排泄支援、見守り・コミュ
ニケーション、入浴支援、介護業務支
援のいずれかの場面において使用さ
れ、介護従事者の負担軽減効果のある
介護ロボット。
・次の１又は２のいずれかを満たすロ
ボットであること。
１　センサー等により外界や自己の状
況を認識し、これによって得られた情
報を解析し、その結果に応じた動作を
行い、従来の機器ではできなかった優
位性を発揮する介護ロボット。
２　経済産業省の「ロボット介護機器
開発・導入促進事業」又は「ロボット
介護機器開発・標準化事業」において
採択された介護ロボット。
・販売価格等が公表されており、一般
に購入又はリース等できる状態にある
こと。
・見守り機器を効果的に活用するため
に必要な通信環境整備に係る経費
・ロボット１機器当たり（通信環境整
備の場合は、１事業所当たり）3/4
（※）または1/2を補助（補助上限額
あり）
※一定の要件を満たす場合、補助率を
3/4とする。
（条件）
・介護ロボット等の導入計画書を作成
すること。
・介護ロボットの１回当たりの限度台
数は、知事が必要と認める台数。
・通信環境の整備は、１事業所につき
１回の補助。

総額（予定）：
322,300,000円

採択件数：1,716
台・式
総額：
282,704,000円

2022年8月12日～9月9日
事前協議受付。
内示を受けた事業所のみ
申請受付。
11月中に内示予定。

愛知県

mailto:korei@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/


介護機器の導入に係る助成制度 三重県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 医療保健部長寿介護課
担当者
電話番号 059-224-2235
FAX番号 059-224-2919
E-mail chojus@pref.mie.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.mie.lg.jp
/CHOJUS/HP/296450228
70_00050.htm

←目次に戻る

採択件数：62件
総額：
320,457,000円

採択件数：35件
総額：
137,789,000円

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
三重県 介護ロボットを導入する際の経費、及び

見守り機器を効果的に活用するために必
要な通信環境を整備するための経費につ
いて一部を補助

三重県内に所在し介護保険法（平成９
年１２月１７日法律第１２３号）第８
条（第６項、第１２項及び第１３項を
除く。）に掲げる事業を行う事業所及
び施設であって、次に掲げる要件を満
たすもの。
・ 少なくとも見守りセンサー、イン
カム・スマートフォン等の ICT 機器、
介護記録ソフトの３点を活用し、従前
の介護職員等の人員体制の効率化を行
うとともに、利用者のケアの質の維
持・向上や職員の休憩時間の確保等の
負担軽減に資する取組を行うことを予
定していること。

（範囲）
・「三重県介護ロボット導入支援事業
実施要領」第４条に掲げる補助対象範
囲に当てはまる介護ロボットの導入及
び見守り機器の導入に伴う通信環境整
備にかかる経費
・【介護ロボット】
１機器につき、対象経費の５分の４
（千円未満切り捨て）と基準額とを比
較し、少ない方の額を補助金額とす
る。
基準額：移乗支援・入浴支援にかかる
ロボットは１００万円、それ以外のロ
ボットは３０万円
【通信環境整備】
対象経費の５分の４（千円未満切り捨
て）と７５０万円とを比較し、少ない
方の額を補助金額とする。

（条件）
・「三重県介護ロボット導入支援事業
実施要領」第１０条に掲げる条件を満
たすこと
・導入年度の翌年度から３年間、各２
月末までに導入効果を報告すること
・他の補助金を受けて導入する介護ロ
ボット及び通信環境の整備でないこと

令和４年７月１日～令和
４年７月２９日

三重県

mailto:chojus@pref.mie.lg.jp
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/29645022870_00050.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/29645022870_00050.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/29645022870_00050.htm


介護機器の導入に係る助成制度 滋賀県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
2022年７月27日～８月31
日

部署 医療福祉推進課

担当者
電話番号 077-528-3597
FAX番号 077-528-4851
E-mail ed00@pref.shiga.lg.jp

HP_URL

http://www.pref.shiga.l
g.jp/ippan/kenkouiryou
hukushi/koureisya/319
188.html
←目次に戻る

連絡窓口
1 滋賀県介護職員職場環境

改善支援事業
滋賀県健康医療福祉部医
療福祉推進課

介護業務の効率化と介護従事者の負担軽
減を図るため、介護ロボットの導入に要
する経費を補助する

県内で介護保険法による居宅サービ
ス、地域密着型サービス、施設サービ
ス、介護予防サービス、地域密着型介
護予防サービスの指定・許可を受けて
いる施設・事業所

介護従事者の負担軽減効果のある介護
ロボットの導入
導入成果報告書の提出および公表　他
補助額：
【介護ロボット】１機器につき上限30
万円（移乗支援および入浴支援に限り
100万円）
【見守り機器の導入に伴う通信環境整
備】１事業所につき上限750万円
補助率：対象経費の1/2、一定の要件
を満たす場合は3/4

予算額：100,000
千円（ICT導入助
成を含む）

採択件数：
21件
総額：
63,328,000円

滋賀県

mailto:ed00@pref.shiga.lg.jp
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/319188.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/319188.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/319188.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/319188.html


介護機器の導入に係る助成制度 京都府 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 地域福祉推進課
担当者
電話番号 075-414-4675
FAX番号 075-414-4615

E-mail
k-
akazawa00@pref.kyoto.l
g.jp

HP_URL
https://www.pref.kyoto.
jp/chiiki/news/r4kaigor
oboict.html

部署 以下同
担当者
電話番号
FAX番号
E-mail

HP_URL

←目次に戻る

2

連絡窓口
1

・介護ロボット通信機器
等導入事業
※１，２はいずれも京都
府介護ロボット等導入支
援事業補助金事業の一環

同 同 同 対象機器：Wi-Fi機器、インカム、タ
ブレット端末、介護ソフト、ウェアラ
ブル機器、見守り支援介護ロボットと
介護ソフトを繋ぐゲートウェイ装置・
ソフトウェア・クラウドサービス、バ
イタル測定器

補助上限額：１事業所あたり７５０万
円

・介護ロボット導入事業 京都府 介護事業所に対し、介護ロボット等の導
入に関する費用について支援

（１）介護保険法に基づく指定又は許
可を受け、京都府内で介護サービスを
提供していること。

（２）きょうと福祉人材育成認証制度
の宣言法人・事業所、認証法人・事業
所、上位認証法人であること。

対象機器：移動支援介護ロボット、移
乗支援介護ロボット、排泄支援介護ロ
ボット、入浴支援介護ロボット、見守
り支援介護ロボット、コミュニケー
ション支援介護ロボット

補助上限額
1台あたり１００万円：移乗支援介護
ロボット、入浴支援介護ロボット
１台あたり３０万円：上記以外の機器

補助率４分の３：導入機器と見守り支
援機器、介護ソフト、インカムを連携
させることにより人員の配置を効率化
させるための体制を整備するとともに
介護サービスの質の維持及び向上又は
介護従事者の休憩時間の確保に取り組
む事業所

補助率２分の１：上記以外の事業所

採択件数：　件
（現在募集中）
総額（予定）：
117,000千円
（ICT含む）

採択件数：１２
６件
総額（予定）：
374,003千円
・介護ロボッ
ト、介護ロボッ
ト通信機器等事
業のみ
・R４繰り越し分
含む

令和４年9月27日～
令和4年11月4日

同 同同

京都府

mailto:k-akazawa00@pref.kyoto.lg.jp
mailto:k-akazawa00@pref.kyoto.lg.jp
mailto:k-akazawa00@pref.kyoto.lg.jp
https://www.pref.kyoto.jp/chiiki/news/r4kaigoroboict.html
https://www.pref.kyoto.jp/chiiki/news/r4kaigoroboict.html
https://www.pref.kyoto.jp/chiiki/news/r4kaigoroboict.html


介護機器の導入に係る助成制度 大阪府 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績

部署
福祉部高齢介護室介護事業
者課整備調整グループ

担当者
電話番号 06-6944-7104
FAX番号 06-6944-6670

E-mail
koreikaigo-
robot@gbox.pref.osaka.l
g.jp

HP_URL

http://www.pref.osaka.l
g.jp/koreishisetsu/kaig
orobo/kaigorobohozyo.h
tml
←目次に戻る

連絡窓口
1 大阪府介護ロボット導入

活用支援事業
大阪府 介護ロボット、見守り機器の導入に伴う

通信環境整備の費用について助成。
大阪府内の介護事業者
（居宅介護支援事業者、介護予防サー
ビス事業者は除く）

補助率は1/2又は3/4（上限あり）。
【介護ロボットの上限額】
移乗支援・入浴支援の機器は100万円/
台、それ以外は30万円/台。
１事業所あたりの上限額500万円。
【見守り機器の導入に伴う通信環境整
備の上限額】　750万円/事業所。
その他条件や詳細は要綱を参照。

採択件数：64件
（予定）
総額
  260,050,000円

採択件数：67件
総額
  174,872,000円

【事前エントリー】
2022年７月15日～８月５
日
【交付申請】
2022年８月17日～９月９
日

大阪府

mailto:koreikaigo-robot@gbox.pref.osaka.lg.jp
mailto:koreikaigo-robot@gbox.pref.osaka.lg.jp
mailto:koreikaigo-robot@gbox.pref.osaka.lg.jp
http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/kaigorobo/kaigorobohozyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/kaigorobo/kaigorobohozyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/kaigorobo/kaigorobohozyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/kaigorobo/kaigorobohozyo.html


介護機器の導入に係る助成制度 兵庫県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
令和４年９～10月 部署 高齢政策課

担当者
電話番号 078-3462-9117
FAX番号 078-362-9470
E-mail

HP_URL
https://web.pref.hyogo.l
g.jp/kf05/h30roudouka
nkyou.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 介護業務における労働環

境改善支援事業
兵庫県 介護職員の負担軽減を図ることを目的と

した介護ロボット等の導入に係る費用に
ついて補助

介護保険法に基づく指定を受けた兵庫
県内の介護保険施設・事業所

・補助事業の採択要件として、兵庫県
が実施する介護ロボットの活用法等に
関する研修受講を県独自で追加
・一定の要件を満たす場合、補助率を
3/4に引上げ

採択件数：
約200施設・事業
所

補助額（予定）
約788,130,000円

採択件数
約178施設・事業
所

補助額
742,931,000円

兵庫県

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/h30roudoukankyou.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/h30roudoukankyou.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/h30roudoukankyou.html


介護機器の導入に係る助成制度 奈良県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 長寿・人材確保対策課
担当者
電話番号 0742-27-8039
FAX番号 0742-26-1015

E-mail
fukushijinzai@office.pre
f.nara.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.nara.j
p/51822.htm
←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
奈良県 介護従事者の身体的負担の軽減や業務の

効率化を図るために介護ロボットを導入
するために要する経費を支援

奈良県内の介護施設又は事業所におい
て介護サービスを行う者

（Ｒ２）予算の範囲内で対象事業に要
する経費の1/2
（Ｒ３）予算の範囲内で対象事業に要
する経費の1/2
（R４）予算の範囲内で対象事業に要
する経費の1/2下限、一定の要件を満
たす場合経費の3/4下限（予定）

採択件数：５件
総額：15,553千
円

採択件数：8件
総額：4,512,000
円

令和４年８月１７日～
令和４年９月７日

奈良県

mailto:fukushijinzai@office.pref.nara.lg.jp
mailto:fukushijinzai@office.pref.nara.lg.jp
https://www.pref.nara.jp/51822.htm
https://www.pref.nara.jp/51822.htm


介護機器の導入に係る助成制度 和歌山県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 長寿社会課
担当者
電話番号 073-441-2519
FAX番号 073-441-2523

E-mail
e0403001@pref.wakaya
ma.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.waka
yama.lg.jp/prefg/04030
0/d00201773.html

部署 障害福祉課

担当者

電話番号 073-441-2537
FAX番号 073-432-5567

E-mail
e0404002@pref.wakaya
ma.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.waka
yama.lg.jp/prefg/04040
0/index.html

←目次に戻る

日常生活支援における、①移乗介護、
②移動支援、③排泄支援、④見守り・
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、⑤入浴支援のいずれかの
場面において使用され、介護従事者の
負担軽減効果があること
・１機器あたりの対象経費の合計額は
10万円以上30万円以下（上記①、⑤は
上限100万円）
・10/10補助（国2/3、県1/3）※上限
あり

非公募（予算編成時の需
要調査で当該補助事業の
活用希望のあった事業者
に対し再度意向確認を行
い、候補者を選定）

採択件数：
３件
総額：
2,800,000円

採択件数：
５件
総額：
4,352,000円

１次：R4.8.4~9.9
２次：R4.9.30~10.28

2 和歌山県障害福祉分野に
おける介護ロボット等導
入支援事業

和歌山県障害福祉課 障害者支援施設等事業者が介護従事者の
負担を軽減する効果のある介護ロボット
等を導入する際に必要な備品購入費、
リース・レンタル料、セットアップ費用
を助成

県知事が認めた社会福祉法人、公益社
団法人、公益財団法人及び特定非営利
活動法人等の団体が運営する障害者支
援施設事業者

連絡窓口
1 介護ロボット等導入支援

事業
和歌山県長寿社会課 介護事業所において介護従事者の負担を

軽減する効果のある介護ロボットやICT
の導入にかかる費用について助成

介護保険法に基づく指定又は許可を受
けている和歌山県内に所在する事業所

・介護負担を軽減する介護ロボットま
たはICT
・介護ロボット及びICTを導入した事
業所は得られた効果等を県に報告する
こと
・一定の要件を満たす場合総費用の
3/4、満たさない場合1/2を補助予定
（※補助上限額あり）

未定 採択件数：
67件
総額：
195,881,000円

和歌山県

mailto:e0403001@pref.wakayama.lg.jp
mailto:e0403001@pref.wakayama.lg.jp
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/d00201773.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/d00201773.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/d00201773.html
mailto:e0404002@pref.wakayama.lg.jp
mailto:e0404002@pref.wakayama.lg.jp
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/index.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/index.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/index.html


介護機器の導入に係る助成制度 鳥取県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績

部署
長寿社会課　介護保険・施
設担当

担当者
電話番号
FAX番号 0857-26-7175

E-mail
imotoma@pref.tottori.lg.
jp

HP_URL
https://www.pref.tottori
.lg.jp/item/1035334.htm

←目次に戻る

連絡窓口
助成件数：１９
事業所８１機器
交付決定額：４
０，７７２千円

補助上限額：１機器３０万円　※移乗
支援・入浴支援のみ１機器１００万円
見守りセンサー導入に伴う環境整備：
７５０万円（１事業所）
対象機器：移乗支援、入浴支援、見守
り機器、見守りセンサー導入に伴う通
信環境整備
補助率：県３／４（一定の要件を満た
した場合）左記以外１／２

予算額：１４
１，９３０千円

R4.4～R4.6.3介護従事者の身体的負担の軽減や業務の
効率化に資するため、介護事業所が介護
環境の改善のために整備する介護ロボッ
トの購入費について助成を行う。
以て、介護従事者が継続して就労するた
めの環境を整え、介護離職ゼロの環境を
整える。

介護事業所（介護保険法に基づく全
サービスを対象）

1 令和４年度介護ロボット
導入支援事業補助金

鳥取県

鳥取県

mailto:imotoma@pref.tottori.lg.jp
mailto:imotoma@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1035334.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1035334.htm


介護機器の導入に係る助成制度 島根県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
R4.10.11～R4.11.10 部署 島根県高齢者福祉課

担当者

電話番号 0852-22-6337

FAX番号 0852-22-5238

E-mail
kourei@pref.shimane.lg.
jp

HP_URL
https://www.pref.shima
ne.lg.jp/

←目次に戻る

島根県高齢者福祉課 介護ロボット・ICT機器等の購入、リー
スに係る費用について助成

介護サービス事業者の指定又は認可を
受けた県内に所在する事業所を運営又
は開設する者（福祉用具貸与・販売を
除く）

連絡窓口
採択件数：
119件
総額：
92,462,000円
(交付決定額）

1 介護ロボット等導入支援
事業

【補助対象範囲】
介護ロボット（機器導入に伴う通信環
境整備含む）及びICT
【補助条件】
・介護ロボット・・・1機器につき導
入経費の1/2（要件を満たす場合3/4）
または30万円のいずれか低い額。
・ICT・・・対象経費の1/2（要件を満
たす場合3/4）または職員数に応じた
上限額のいずれか低い額。（10名以下
50万、20名以下80万、30名以下100
万、31名以上130万円上限）
・導入後3年間の使用状況報告

予算額
118,000,000円

島根県

mailto:kourei@pref.shimane.lg.jp
mailto:kourei@pref.shimane.lg.jp
https://www.pref.shimane.lg.jp/
https://www.pref.shimane.lg.jp/


介護機器の導入に係る助成制度 岡山県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 保健福祉部長寿社会課
担当者
電話番号 086-226-7326
FAX番号 086-224-2215

E-mail
choju@pref.okayama.lg.
jp

HP_URL
https://www.pref.okaya
ma.jp/soshiki/35/

部署 保健福祉部長寿社会課
実施主体である市町村ご
とに公募

担当者

電話番号 086-226-7324
FAX番号 086-224-2215

E-mail
choju-
kaigo@pref.okayama.lg.j
p

HP_URL ―

部署
保健福祉局保健福祉部医療
政策推進課

担当者
電話番号 086-803-1638
FAX番号 086-803-1776

E-mail
iryou-
s@city.okayama.lg.jp

HP_URL
https://www.city.okaya
ma.jp/shisei/00000213
41.html

介護ロボット導入支援事
業

岡山県保健福祉部長寿社
会課

介護施設等の大規模修繕
の際にあわせて行う介護
ロボット・ICTの導入事業

岡山県保健福祉部長寿社
会課

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて
行う介護ロボット・ICTの導入に必要な
経費を助成

介護従事者の身体的負担の軽減や業務の
効率化を図るために介護ロボットを導入
するために要する経費を支援

【前期】
令和4年5月1日～令和4年
6月20日
【後期】
令和4年9月14日～令和4
年10月14日

市内の介護事業所 介護ロボットの導入効果等を測るた
め、介護従事者及び利用者（要介護者
等）について、貸与期間前、貸与期間
後に調査票を作成すること。

3

連絡窓口
1

2

【参加事業所】
45事業所
【事業費総額】
23,000,000円（予
算額）

【参加事業所】
49事業所
【事業費総額】
22,202,537円

介護ロボット普及推進事
業

岡山市保健福祉局保健福
祉部医療政策推進課及び
岡山市保健福祉局高齢福
祉部事業者指導課

市内介護事業所に無償で介護ロボットを
貸与（3カ月間）することで、市内事業
所への介護ロボットの普及や介護ロボッ
ト活用による介護職員のスキルアップを
図る。また、介護ロボットの効果的な支
援施策の導入に向けて、調査分析結果を
国へ報告する。

採択件数：
11件（予定）
総額：
10,411,000円（予
定）

採択件数：
12件
総額：
11,908,000円

・令和4年8月9日～令和4
年9月16日
・令和4年10月11日～令
和4年10月28日

岡山県内の介護施設又は事業所におい
て介護サービスを行う者

【対象機器】
　介護従事者の身体的負担の軽減や業
務の効率化を図るための介護ロボット
【補助率】
　1/2（一定の要件を満たす事業所に
ついては3/4）
【補助上限額】
(1)介護ロボットの購入、リース等に
係る経費：
１台あたり30万円（移乗介助機器、入
浴支援機器は１台あたり100万円）
(2)見守り機器の導入に伴う通信環境
整備に係る経費：
１事業所あたり150万円

採択件数：
27件（見込）
総額（予定）：
475,126,000円
（予算額）

採択件数：
9件
総額：
202,495,000円

県内の介護施設等 　特別養護老人ホーム等の大規模修繕
の際にあわせて行う、介護ロボット・
ＩＣＴの導入に必要な経費（令和元年
５月10日老総発0510第１号・老高発
0510第１号・老振発0510第１号厚生
労働省老健局総務課長・高齢者支援課
長・振興課長通知「地域医療介護総合
確保基金（介護従事者の確保に関する
事業）における「管理者等に対する雇
用管理改善方策普及・促進事業」の実
施について」の別紙１・別紙２を準用
する）。

岡山県

mailto:choju@pref.okayama.lg/jp
mailto:choju@pref.okayama.lg/jp
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/
mailto:choju-kaigo@pref.okayama.lg/jp
mailto:choju-kaigo@pref.okayama.lg/jp
mailto:choju-kaigo@pref.okayama.lg/jp
mailto:iryou-s@city.okayama.lg.jp
mailto:iryou-s@city.okayama.lg.jp
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000021341.html
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000021341.html
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000021341.html


No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績 連絡窓口
令和4年7月予定

部署
保健福祉局高齢福祉部事業
者指導課

担当者
電話番号 086-212-1014
FAX番号 086-221-3010

E-mail
ji-
shidou@city.okayama.lg
.jp

HP_URL －

←目次に戻る

市内の介護施設等 特別養護老人ホーム等の大規模修繕の
際にあわせて行う、介護ロボット・Ｉ
ＣＴの導入に必要な経費（令和元年５
月10日老総発0510第１号・老高発
0510第１号・老振発0510第１号厚生
労働省老健局総務課長・高齢者支援課
長・振興課長通知「地域医療介護総合
確保基金（介護従事者の確保に関する
事業）における「管理者等に対する雇
用管理改善方策普及・促進事業」の実
施について」の別紙１・別紙２を準用
する）。

【採択件数】
6施設(見込）
【総額】
104,548千円
（見込額）

０件4 介護施設等の大規模修繕
の際にあわせて行う介護
ロボット・ＩＣＴの導入
事業

岡山市保健福祉局高齢福
祉部高齢者福祉課及び事
業者指導課

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて
行う介護ロボット・ＩＣＴの導入に必要
な経費を助成

岡山県

mailto:ji-shidou@city.okayama.lg.jp
mailto:ji-shidou@city.okayama.lg.jp
mailto:ji-shidou@city.okayama.lg.jp


介護機器の導入に係る助成制度 広島県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績

部署
一般社団法人日本福祉用具
供給協会　広島県ブロック
事務局

担当者
電話番号 （082）877-1079

FAX番号 （082）877-1323

1
連絡窓口

介護ロボット導入支援事
業

一般社団法人日本福祉用
具供給協会中国支部広島
県ブロック

県内の介護事業者が介護ロボットを導入
する際にかかる経費の一部を補助する。

介護保険法の指定を受け、広島県内に
所在する介護サービス事業者

　（ⅰ）介護ロボット
　     次のア～ウの全ての要件を満た
す介護ロボットを導入する際の経費を
対象とする。
　　ア　目的要件
　　　　　日常生活支援における、①
移乗介護、②移動支援、③排泄支援、
④見守り・コミュニケーション、⑤入
浴支援、⑥介護業務支援のいずれかの
場面において使用され、介護従事者の
負担軽減効果のある介護ロボットであ
ること。
　　イ　技術的要件
　　　　次のいずれかの要件を満たす
介護ロボットであること。
　　　　・ロボット技術（※）を活用
して、従来の機器ではできなかった優
位性を発揮する介護ロボット
　　　　　※①センサー等により外界
や自己の状況を認識し、②これによっ
て得られた情報を解析し、③その結果
に応じた動作を行う介護ロボット
　　　　

　　　 　
　　　　

　

　　　 

　

　

　

　
　
　
　

採択件数：
50事業所
（34法人）
151台
総額：
15,284,908円

採択件数：
43件
総額：
11,239,527円

令和４年7月４日 ～ 令和
４年７月29日

広島県



No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績 連絡窓口

E-mail
jimukyoku@fukushiyogu
-hiroshima.jp

HP_URL

https://www.fukushiyo
gu-
hiroshima.jp/2022hiros
hima-robot/

←目次に戻る

　
　     

　　 　
　　　　　

　　 　
　　　　

　　　　

　　　　　

　　　　・経済産業省が行う「ロボッ
ト介護機器開発・導入促進事業」（平
成３０年度からは「ロボット介護機器
開発・標準化事業」）において採択さ
れた介護ロボット（「重点分野６分野
１３項目の対象機器・システムの開
発」に限る。」）

　　　ウ　市場的要件
　　　　・販売価格が公表されてお
り、一般に購入できる状態にあるこ
と。
　（ⅱ）見守り機器の導入に伴う通信
環境整備
　　　 見守り機器を効果的に活用する
ために必要な通信環境を整備するため
の経費として、次のいずれかを対象と
する。
・Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備するために必
要な経費
（モデム・ルーター、アクセスポイン
ト、システム管理サーバー、ネット
ワーク構築等）
・職員間の情報共有や職員の移動負担
を軽減するなど効果・効率的なコミュ
ニケー
　ションを図るためのインカム（デジ
タル簡易無線登録型等のＷｉ－Ｆｉ非
対応型の
　インカムを含む）
※既に見守り機器を導入している場合
において、見守り機器を効果的に活用
するために必要な通信環境の整備を行
う場合も対象とする。
ただし、（ⅰ）（ⅱ）ともに次に掲げ
る経費は補助の対象としない。
ア　メンテナンスに係る経費及び通信
費
イ　設置工事費
ウ　保険料
エ　消費税
オ　その他本事業として適当とは認め
られないと選定委員会が判断した経費

  

広島県

mailto:jimukyoku@fukushiyogu-hiroshima.jp
mailto:jimukyoku@fukushiyogu-hiroshima.jp
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/2022hiroshima-robot/
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/2022hiroshima-robot/
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/2022hiroshima-robot/
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/2022hiroshima-robot/


介護機器の導入に係る助成制度 山口県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
2022年６月１日～ 部署 長寿社会課

～７月29日 担当者
電話番号 083-933-2793
FAX番号 083-933-2809

E-mail
shisetsu-
choujyu@pref.yamaguc
hi.lg.jp

HP_URL
https://www.kaigo.pref.
yamaguchi.lg.jp/cms/27
80.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 山口県介護ロボット導入

支援事業
山口県健康福祉部長寿社
会課

介護従事者の身体的負担軽減や業務効率
化など、継続して就労するための職場環
境整備を支援するため、介護施設の介護
ロボット導入費用を一部助成

介護老人福祉施設等施設等居住系サー
ビス事業者及び通所介護等在宅系サー
ビス事業者

（１）介護ロボット
①移乗介護、移動支援、排泄支援、見
守り・コミュニケーション、入浴支
援、介護業務支援のいずれかの場面で
使用
②介護従事者の負担軽減効果のあるこ
と
③県が定める技術的・市場的要件を満
たすこと
④１機器につき、補助基準額上限３０
万円（ただし、60万円未満の機器につ
いては、その価格に2分の1（一定の要
件に該当する場合は3/4）を乗じて得
た額）
⑤介護ロボットを導入による介護ロ
ボット使用状況報告書導入年度の翌年
度から３年間報告すること。
（２）見守り機器の導入に伴う通信環
境整備
①見守り機器を効果的に活用するWIFI
環境の整備に必要な整備に必要な経費
を対象とする
②１事業所につき、補助基準額上限３
０万円（ただし、60万円未満の場合
は、その価格に2分の1（一定の要件に
該当する場合は3/4）を乗じて得た
額）

採択件数：
（１）介護ロ
ボット 35件、
（２）通信環境
整備 20件
総額（予定）：
16,500,000円

採択件数：
31件
総額：
9,890,000円

山口県

mailto:shisetsu-choujyu@pref.yamaguchi.lg.jp
mailto:shisetsu-choujyu@pref.yamaguchi.lg.jp
mailto:shisetsu-choujyu@pref.yamaguchi.lg.jp
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2780.html
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2780.html
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2780.html


介護機器の導入に係る助成制度 徳島県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 保健福祉部長寿いきがい課
担当者
電話番号 088-621-2182
FAX番号 088-621-2840

E-mail
choujuikigaika@pref.tok
ushima.jp

HP_URL

https://www.pref.tokus
hima.lg.jp/jigyoshanoka
ta/kenko/koreishafukus
hi/7207749/

←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
徳島県 介護従事者の介護負担の軽減を図る取組

が推進されるよう、介護保険施設・事業
所の介護ロボット導入経費を一部助成す
る。

徳島県内に所在する介護サービス事業
所を運営又は開設する者

要件：日常生活支援における、①移動
支援、②排泄支援、③見守り・コミュ
ニケーション、④入浴支援、⑤介護業
務支援のいずれかの場面において使用
され、介護従事者の負担軽減効果のあ
る介護ロボットであること。
※補助要綱より一部抜粋

補助率：3/4または1/2

採択件数（予
定）：
43件
総額（予定）：
35,000,000円

採択件数：
34件
総額：
22,852,000円

令和4年7月29日
　　　　～8月29日

徳島県

mailto:choujuikigaika@pref.tokushima.jp
mailto:choujuikigaika@pref.tokushima.jp
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/7207749/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/7207749/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/7207749/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/7207749/


介護機器の導入に係る助成制度 香川県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
・令和４年６月中旬に要
望調査を実施. 部署 健康福祉部長寿社会対策課

・令和４年８月中旬に交
付申請受付。 担当者

電話番号 087-832-3267

FAX番号 087-806-0206

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
香川県 介護職員の方々の身体的負担を軽減し、

業務を効率化する介護ロボット機器及び
見守り機器の導入に伴う通信環境整備に
係る経費の一部を助成する。

次の①から④の要件をすべて満たす事
業所
①香川県内に所在し、介護保険法（平
成９年法律第123号）に基づく介護
サービス事業所であること。
②香川県の県税に滞納がないこと。
③実地指導等で指摘があった場合は、
その改善状況報告書が指定・監督権限
者に提出され改善が確認されているこ
と。
④本事業を活用して、過去に助成を受
けたことがない法人の介護サービス事
業所であること。

○１法人当たりの補助上限額を１００
万円とする。
以下、補助対象範囲。
（１）介護ロボット
次のⅰからⅲの全ての要件を満たす介
護ロボットを導入する際の経費を対象
とする。（リース又はレンタルに要す
る経費も含む。保険料、工事費、メン
テナンス費等は対象外）
ⅰ 目的要件
・日常生活支援における、①移乗介
護、②移動支援、③排泄支援、④見守
り・コミュニケーション、⑤入浴支
援、⑥介護業務支援のいずれかの場面
において使用され、介護従事者の負担
軽減効果のある介護ロボットであるこ
と。
ⅱ 技術的要件
次のいずれかの要件を満たす介護ロ
ボットであること。
・ロボット技術（①センサー等により
外界や自己の状況を認識し、②これら
によって得られた情報を解析し、その
結果に応じた動作を行う技術をい
う。）を活用して、従来の機器ではで
きなか
った優位性を発揮する介護ロボット。
・経済産業省が行う「ロボット介護機
器開発・標準化事業」において採択さ
れた介護ロボット。
ⅲ 市場的要件
販売価格等が公表されており、一般に

  
 

  

 

 

令和５年１月ごろ
から実績報告書
受付予定。

採択件数（申請
計画書数）：
15件
総額：
5,615,000円

香川県



No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績 連絡窓口

E-mail
hs4106@pref.kagawa.lg.
jp

HP_URL
https://www.pref.kaga
wa.lg.jp/choju/choju/jig
yosya/kikin_hojyo.html

←目次に戻る

 

 

 

購入等ができる状態にあること。
（２）見守り機器の導入に伴う通信環
境整備
見守り機器を効果的に活用するために
必要な通信環境を整備するための経費
として、次のいずれかを対象とする。
（対象経費）
・ Wi-Fi 環境を整備するために必要な
経費（配線工事（Wi-Fi 環境整備のた
めに必要な 有線LAN の設備工事も含
む）、モデム、ルーター、アクセスポ
イント、システム管理サーバー、ネッ
トワーク構築など）
・ 職員間の情報共有や職員の移動負
担を軽減するなど効果・効率的なコ
ミュニケーションを図るためのインカ
ム（デジタル簡易無線登録型等のWi-
Fi 非対応型のインカムを含む。）
※既に見守り機器を導入している場合
において、見守り機器を効果的に活用
するために必要
な通信環境の整備を行う場合も対象と
する。
※介護ロボットのメンテナンスに係る
経費及び通信に係る経費は補助対象外
とする。

香川県

mailto:hs4106@pref.kagawa.lg.jp
mailto:hs4106@pref.kagawa.lg.jp
https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/choju/jigyosya/kikin_hojyo.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/choju/jigyosya/kikin_hojyo.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/choju/jigyosya/kikin_hojyo.html


介護機器の導入に係る助成制度 愛媛県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
令和4年7月4日～
令和4年7月29日 部署

愛媛県保健福祉部生きがい
推進局長寿介護課介護研修
係

担当者
電話番号 089-912-2338
FAX番号 089-935-8075

E-mail
choujukaigo@pref.ehim
e.lg.jp

HP_URL

http://www.pref.ehime.j
p/h20400/kaigohoken/
kaigorobotdounyuusienj
igyou.html
←目次に戻る

1
連絡窓口

介護業務支援機器導入促
進事業費

愛媛県 介護サービス事業者が介護ロボットの導
入及び見守り機器の導入に伴う通信環境
整備に要する経費の助成

愛媛県内の介護サービス事業者 介護負担の軽減や業務の効率化に資す
る介護ロボットの導入及び見守り機器
の導入に伴う通信環境整備に要する経
費
購入費、リース又はレンタル費用
3/4（※要件あり）又は1/2補助
（機器の対象範囲や補助額等は国の定
めによる）

予算額
79,668,000円

採択台数：
介護ロボット
535台
通信環境整備
14箇所
総額：
79,455,000円

予算額
39,010,000円

採択台数：
介護ロボット
243台
通信環境整備
14箇所
総額：
35,893,000円

愛媛県

mailto:choujukaigo@pref.ehime.lg.jp
mailto:choujukaigo@pref.ehime.lg.jp
http://www.pref.ehime.jp/h20400/kaigohoken/kaigorobotdounyuusienjigyou.html
http://www.pref.ehime.jp/h20400/kaigohoken/kaigorobotdounyuusienjigyou.html
http://www.pref.ehime.jp/h20400/kaigohoken/kaigorobotdounyuusienjigyou.html
http://www.pref.ehime.jp/h20400/kaigohoken/kaigorobotdounyuusienjigyou.html


介護機器の導入に係る助成制度 高知県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 長寿社会課

担当者

電話番号 088-823-9631

FAX番号 088-823-9259

E-mail
060201＠
ken.pref.kochi.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.kochi.
lg.jp/soshiki/060201/

←目次に戻る

連絡窓口
1 高知県介護福祉機器等導

入支援事業
高知県 職員の負担軽減や業務効率化を目的とし

て介護福祉機器・福祉用具・介護ロボッ
ト、ICT機器を導入する場合の経費につ
いての支援

・県内法人（独立行政法人、地方公共
団体、一部事務組合及び広域連合を除
く）のうち、介護保険法による指定又
は許可を受け、介護サービスを提供し
ている法人（居宅療養管理指導、福祉
用具貸与及び特定福祉用具販売を除
く）

・県内法人（独立行政法人、地方公共
団体、一部事務組合及び広域連合を除
く）のうち、障害者総合支援法及び児
童福祉法による指定又は許可を受け、
障害福祉サービスを提供している法人

＜福祉機器・用具＞
１　福祉機器
（１）高さ調節機能付き電動ベッド
（２）跳ね上げ式、ティルト式及びリ
クライニング式等の移乗が容易な車椅
子（シャワー用を含む）
２　福祉用具
（１）移乗用ボード（２）移乗用シー
ト・シーツ（３）移乗用グローブ
（４）自立型てすり及び低作業用チェ
ア等、作業姿勢を補助する用具
３　移動・昇降用リフト
補助率：1／2

＜介護ロボット＞
日常生活支援における①移乗支援（非
装着型）②移動支援③排泄支援④見守
り・コミュニケーション⑤入浴支援⑥
介護業務支援のいずれかの場面におい
て使用され、介護従事者の負担軽減効
果のある介護ロボット
補助率：3/4または1/2

【一次募集】8月29日～9
月30日
【二次募集】11月１日～
11月30日

採択件数：未定
総額（予定）：
145,637千円（予
算額）

採択件数：44件
総額：
30,455千円

高知県

mailto:060201%EF%BC%A0ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:060201%EF%BC%A0ken.pref.kochi.lg.jp
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/


介護機器の導入に係る助成制度 福岡県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
2022年7月12日～8月31日

部署
高齢者地域包括ケア推進課
介護人材確保対策室

担当者
電話番号 092-643-3327

FAX番号 092-643-3253

福岡県介護ロボット導入
支援事業

福岡県 介護ロボットを購入する経費及び見守り
機器を効果的に活用するために必要な通
信環境整備に係る経費の一部を補助す
る。

福岡県内に所在する介護保険法上の介
護サービスを実施する事業所

１　補助対象経費
（１）介護ロボットを導入する事業
次の①～③の全ての要件を満たす介護
ロボットを購入する際の経費
①目的要件
日常生活支援における、移乗介護、移
動支援、排泄支援、見守り・コミュニ
ケーション、入浴支援、介護業務支援
のいずれかの場面において使用され、
介護従事者の負担軽減に効果のある介
護ロボット
②技術的要件
経済産業省が行う「ロボット介護機器
開発・導入促進事業」（平成25年度～
平成29年度）、「ロボット介護機器開
発・標準化事業」（平成30年度～令和
２年度）、「ロボット介護機器開発等
推進事業（開発補助）」（令和３年度
～）において採択されたロボット
（「重点分野６分野13 項目の対象機
器・システムの開発」に限る。）、又
は、ロボット技術を活用して、従来の
機器ではできなかった優位性を介護分
野で発揮するロボット

　

　

連絡窓口
1 採択件数：未定

総額（予定）：
309,818,000円

採択件数：150件
総額：
263,255,000円

福岡県



No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績 連絡窓口

E-mail
k-
kaigojinzai@pref.fukuok
a.lg.jp

　

 

③市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購
入できる状態にあるロボット
（２）通信環境を整備するための事業
次の①～③のいずれかを対象とし、既
に見守り機器を導入している場合も対
象とする。
①Wi-Fi環境を整備するために必要な
経費
②職員間の情報共有や職員の移動負担
を軽減するなど効果・効率的なコミュ
ニケーションを図るためのインカムを
導入するために必要な経費
③介護ロボット機器を用いて得られる
情報を介護記録にシステム連動させる
ために必要な経費

２　補助金の交付額
（１）介護ロボットを導入する事業
①機器１台につき、補助対象経費の実
支出額に４分の３を乗じた額（千円未
満切捨てとする。）と、基準額とを比
較して、少ない方の額を補助額とす
る。

　

福岡県

mailto:k-kaigojinzai@pref.fukuoka.lg.jp
mailto:k-kaigojinzai@pref.fukuoka.lg.jp
mailto:k-kaigojinzai@pref.fukuoka.lg.jp


No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績 連絡窓口

HP_URL
https://www.pref.fukuo
ka.lg.jp/contents/kaigor
obotto04.html

部署
福祉局高齢社会部高齢社会
政策課　福祉人材係

担当者 川端
電話番号 092-711-4595
FAX番号 092-733-5587

E-mail
fukujin@city.fukuoka.lg.
jp

HP_URL

https://www.city.fukuo
ka.lg.jp/fukushi/shakais
anka/health/00/fukushi
jinzai.html

部署
保健福祉局　先進的介護シ
ステム推進室

担当者
電話番号 093-582-2712
FAX番号 093-582-2095

E-mail

ho-
senshin@city.kitakyush
u.lg.jp

HP_URL
https://www.city.kitaky
ushu.lg.jp/ho-huku/ho-
senshin.html

←目次に戻る

　

 

　

〇基準額
・移乗支援又は入浴支援…１００万円
・上記以外…３０万円
②１回あたりの限度台数は、利用定員
数の２割の数（１台未満は切り上げと
する。）とする。
（２）通信環境を整備する事業
１事業所につき、補助対象経費に４分
の３を乗じた額（千円未満切捨てとす
る。）と、１５０万円とを比較して、
少ない方の額を補助額とする。

３　条件
介護従事者の負担軽減のための介護ロ
ボット導入等計画を作成すること。

2 令和４年6月1日～令和４
年7月1日

令和４年度 「介護ロボッ
トエキスパート養成講
座」業務及び「介護ロ
ボット・ICTトライアル導
入支援事業」業務委託

福岡市
福祉局
高齢社会政策課

A「介護ロボットエキスパート養成講
座」:介護ロボット等に対する認識を深
め，具体的な活用方法を学ぶことで、現
場の職員の負担を軽減するとともに、介
護の質を高め，職員の定着を促進するこ
とを目指して「介護ロボットエキスパー
ト養成講座」を福岡市が実施
B 介護ロボット・ICTトライアル導入支
援事業：介護人材の確保及び定着を図る
ため、各事業所が介護ロボット・ICTを
気軽にトライアル（試用）できる環境を
整備し、介護ロボット・ICT機器の導入
促進につなげる

A:福岡市指定介護サ―ビス事業所の経
営者層及び現場リーダー層
B:福岡市指定介護サービス事業所

A:無料で講座を実施
B:無料で試用貸出を実施

予算額
8,210,000円
＜内訳＞
A：2,000,000円
B：6,210,000円

A：2,000,000円
B：4,796,000円

3 北九州市介護ロボット等
導入支援・普及促進セン
ター運営業務委託

北九州市
保健福祉局
先進的介護システム推進
室

A 介護ロボットマスター育成講習:「介
護ロボット等の活用を推進する専門人
材」の育成を目的に、①入門編②実践編
③管理編の３つのコースに分けた講習会
を実施。
B 北九州モデルの導入等に関する相談支
援:業務改善の手法である「北九州モデ
ル」の導入支援を行う。具体的には、業
務整理を行う目的の設定から、課題の抽
出、ICT等を活用した解決策の実践まで
伴走型の支援を実施。

A:北九州市指定介護サービス事業所の
介護従事者及び経営者
B:北九州市指定介護サービス事業所

A:講習料無料。Web等による事前申込
制
①入門編 介護ロボットを活用する意義
や基本的な知識の習得
②実践編 介護ロボットの分野毎に
メーカー講師によるデモを実施
③管理編 職場全体の作業効率を高め
るノウハウを先行事例を交えながら実
施

B:北九州市指定介護サービス事業所か
らの応募

A:随時募集
B:毎年春頃

A:①入門編
YouTub限定配信
(~23/2/19)
②実践編(8回) 各
回定員20名
③管理編 定員30
名、Zoom配信あ
り
B:採択件数５件

A:延べ165名参加
B:採択件数５件

福岡県

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaigorobotto04.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaigorobotto04.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaigorobotto04.html
mailto:fukujin@city.fukuoka.lg.jp
mailto:fukujin@city.fukuoka.lg.jp
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
mailto:ho-senshin@city.kitakyushu.lg.jp
mailto:ho-senshin@city.kitakyushu.lg.jp
mailto:ho-senshin@city.kitakyushu.lg.jp
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/ho-senshin.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/ho-senshin.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/ho-senshin.html


介護機器の導入に係る助成制度 佐賀県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
R4.7.15～R4.8.19

部署
佐賀県健康福祉部長寿社会
課

※R４年度募集は終了して
います

担当者

電話番号 0952-25-7266
FAX番号 0952-25-7265

E-mail
kaigohoken@pref.saga.l
g.jp

HP_URL
https://www.pref.saga.l
g.jp/kiji00368618/index.
html

←目次に戻る

連絡窓口
〇介護ロボット
　日常生活支援における移乗支援、移
動支援、排泄支援、見守り・コミュニ
ケーション、入浴支援、介護業務支援
で利用する介護ロボットが対象。
（補助額）
・1機器につき補助対象経費に1/2（一
定の要件を満たす場合には3/4）を乗
じて得た額と各区分の補助上限額のい
ずれか低い額
・移乗・入浴支援については補助上限
額100万円
・上記以外の場合は補助上限額30万円
・見守り機器導入に伴う通信環境整備
費の補助上限額は150万円
（補助上限台数）
・利用定員の2割に相当する額

〇ICT
　介護ソフトやタブレットなどの情報
端末等に係る導入費用が対象。
（補助額）
・補助対象経費に1/2（一定の要件を
満たす場合には3/4）を乗じて得た額
と各区分の補助上限額のいずれか低い
額
・補助上限は事業所規模（職員数）に
よる。1～10人100万円、11～20人
160万円、21～30人200万円、31人～
260万円

総額（予定）
91,961,000円

採択件数：
101件
総額：
106,391,000円

1 佐賀県介護現場における
先進機器導入支援事業

佐賀県 日常生活支援における移乗支援、排泄支
援、見守り・コミュニケーション、入浴
支援、介護業務支援で利用する介護ロ
ボット等の先進機器を介護事業所が導入
する際の経費に対し補助を行う。

介護事業所

佐賀県

mailto:kaigohoken@pref.saga.lg.jp
mailto:kaigohoken@pref.saga.lg.jp
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00368618/index.html
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00368618/index.html
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00368618/index.html


介護機器の導入に係る助成制度 長崎県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績

部署
長寿社会課・介護人材確保
推進班

担当者

電話番号 095-895-2440

FAX番号 095-895-2576

E-mail
kaigojinzai@pref.nagasa
ki.lg.jp

HP_URL ※掲載終了

←目次に戻る

連絡窓口
1 感染症対策に資する介護

ロボット等導入促進事業
長崎県福祉保健部長寿社
会課

介護施設の職員や利用者間の接触の機会
を減らし、新型コロナウイルス等の感染
症を防止するため、介護施設の介護ロ
ボット等の導入を支援

以下の全ての要件を見たす事業所
・長崎県内に所在する介護保険法に基
づく指定又は許可を受けた介護サービ
スを営む事業者。ただし、（介護予
防）訪問看護、（介護予防）訪問リハ
ビリテーション、（介護予防）居宅療
養管理指導、（介護予防）福祉用具貸
与、特定（介護予防）福祉用具販売は
除くものとする。
・県や他事業所から要請があれば、見
学等を受け入れ、導入事例を県のホー
ムページで公表することに同意できる
事業所。
・N-CHAT（長崎県独自の健康管理ア
プリ）、又はこれと同等とみなせる、
職員・利用者の日々の健康状態を入力
し、管理することができるシステムを
導入し、活用する事業所。

【補助対象範囲】
移乗支援、移動支援、排泄支援、見守
り・コミュニケーション（見守りに係
る通信環境整備等含む）、入浴支援の
介護ロボット、ICT
【補助上限額】
・共通…補助率3/4、補助上限額1事業
所あたり300万円
・介護ロボット…１機器あたりの上限
30万円（移乗、入浴は100万円）。
見守り機器の導入に伴う通信環境整備
は介護ロボット補助額と合わせて300
万円。
・ICT…職員数に応じた上限額（最大
130万円）。

採択件数：
186事業所程度
総額（予定）：
約2憶2千7百万円

採択件数：
76件（法人）
総額：
295,643,271円

2022年2月10日～
　　　　　　～4月12日

長崎県

mailto:kaigojinzai@pref.nagasaki.lg.jp
mailto:kaigojinzai@pref.nagasaki.lg.jp


介護機器の導入に係る助成制度 熊本県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
2022年7月28日
　～2022年8月22日 部署 高齢者支援課施設介護班

担当者
電話番号 096-333-2217
FAX番号 096-384-5052

E-mail
nakata-r-
dk@pref.kumamoto.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.kuma
moto.jp/soshiki/32/144
584.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 熊本県介護職員勤務環境

改善支援事業費（介護ロ
ボット）補助金

熊本県健康福祉部長寿社
会局高齢者支援課

介護ロボットの購入又は見守り機器の導
入に伴う通信環境整備に係る経費につい
て支援

介護保険法に基づく指定・許可を受け
た熊本県内に所在する事業所

○　補助対象の介護ロボットは以下の
要件を全て満たすもの。
・移乗介護、移動支援、排泄支援、見
守り・コミュニケーション、入浴支
援、介護業務支援のいずれかの場面に
おいて使用され、介護従事者の負担軽
減効果があること。
・経済産業省が行う「ロボット介護機
器開発・導入促進事業」において採択
されたロボット、又はセンサー等によ
り外界や自己の状況を認識し、これに
よって得られた情報を解析し、その結
果に応じた動作を行うロボットである
こと。
・販売価格が公表されており、一般に
購入できる状態にあること。
○　介護ロボット導入計画を提出する
こと。
○　補助率は４分の３又は２分の１
・移乗、入浴支援は上限100万円
・上記以外は上限30万円
・見守り機器の導入に伴う通信環境整
備（工事費含む。）については上限
150万円

採択件数(予定)
：82件
総額(予定)：
68,706,000円

採択件数：
110件
総額：
54,314,000円

熊本県

mailto:nakata-r-dk@pref.kumamoto.lg.jp
mailto:nakata-r-dk@pref.kumamoto.lg.jp
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/144584.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/144584.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/144584.html


介護機器の導入に係る助成制度 大分県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
８月１日～９月３０日

部署
高齢者福祉課介護サービス
事業班

担当者
電話番号 097-506-2685
FAX番号 097-506-1737

E-mail
kourei-
kaigoservice@pref.oita.j
p

HP_URL

←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
大分県福祉保健部
高齢者福祉課

介護サービス事業者が介護ロボットを導
入する経費の一部を助成

大分県内において介護サービス事業を
行う事業者

介護ロボット使用状況報告書を提出す
ること
費用の3/4又は１/2を補助
移乗・入浴支援100万円上限
上記以外30万円上限
通信環境整備150万円上限

採択件数（予
定）：
391台、22事業所
総額（予定）：
57,455,000円

採択件数：
341台、35事業所
総額：
42,781,000円

大分県

mailto:kourei-kaigoservice@pref.oita.jp
mailto:kourei-kaigoservice@pref.oita.jp
mailto:kourei-kaigoservice@pref.oita.jp


介護機器の導入に係る助成制度 宮崎県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 長寿介護課
担当者
電話番号 0985-26-7058
FAX番号 0985-26-7344

E-mail
shisetsu@pref.miyazaki.
lg.jp

HP_URL -

←目次に戻る

連絡窓口
1 労働環境改善に向けた介

護ロボット導入支援事業
宮崎県長寿介護課 介護保険施設・事業所における介護ロ

ボットの導入や通信環境の整備に係る経
費について補助。

宮崎県内の介護保険施設・事業所（一
部対象外のサービスあり）

介護負担を軽減する介護ロボットの
購入費用又は通信環境整備係る費用の
1/2を補助

一次募集
6月8日～7月6日

二次募集
9月1日～9月27日

採択件数（予
定）：104件
総額（予定）：
103,981,000円

採択件数：
80件
総額：
90,748,000円

宮崎県

mailto:shisetsu@pref.miyazaki.lg.jp
mailto:shisetsu@pref.miyazaki.lg.jp


介護機器の導入に係る助成制度 鹿児島県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
部署 介護保険室

令和４年８月18日～令和
４年９月16日

担当者

電話番号 099-286-2687
FAX番号

E-mail
ki-
jigyo@pref.kagoshima.lg
.jp

HP_URL

←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
鹿児島県高齢者生き生き
推進課

介護ロボットを導入する介護老人福祉施
設等の介護サービス事業所に介護ロボッ
ト導入費用及び見守りセンサー導入に伴
う通信環境整備費の一部を補助

介護保険法に基づくサービスを行う全
事業所 ロボット：344台

通信環境整備：
33式

補助総額：
81,564千円

　　対象経費の４分の３（以下の要件
を満たす場合）それ以外は２分の１
（条件）
・少なくとも見守りセンサー，インカ
ム・スマートフォン等のICT機器，介
護記録ソフトを活用し，従前の介護職
員等の人員体制の効率化を行うととも
に，利用者のケアの質の維持・向上や
職員の休憩時間の確保等の負担軽減に
資する取組を行うことを予定している
こと。

補助上限額
※移乗介護・入浴支援については100
万円を上限。
※その他のロボットについては30万円
を上限。
※見守りセンサー導入に伴う通信環境
整備費については150万円を上限。

予算　64,592千
円

鹿児島県

mailto:ki-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:ki-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:ki-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp


介護機器の導入に係る助成制度 沖縄県 更新日： 令和4年11月

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 公募期間 R4予定 R3実績
R4.9.12～R4.10.5 部署 高齢者福祉介護課

担当者
電話番号 098-866-2214
FAX番号 098-862-6325
E-mail

HP_URL
https://www.pref.okina
wa.jp/site/kodomo/kor
ei/zaitaku/roboto.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
沖縄県 事業所等が、介護従事者の身体的負担の

軽減や業務の効率化等を図るため、介護
ロボットを導入する場合に、経費の一部
を助成

沖縄県内において介護サービス事業を
行う事業者（一部対象外のサービスあ
り）

「地域医療総合確保基金（介護従事者
の確保に関する事業）における「管理
者等に対する雇用管理改善方策普及・
促進事業」の実施について」別紙１に
あるロボット
総費用の１／２を補助（従前の介護職
員等の人員体制の効率化を予定する
等、一定の要件を満たす場合は３／
４）
※補助上限額：移乗支援100万、その
他30万

採択件数：未定
総額：11,933,000
円

採択件数：
２法人(５施設)
総額：
5,397,000円

沖縄県

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html
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