
更新日：

本資料は、都道府県別に１シートに纏めています。
59件

No. 都道府県 掲載件数 No. 都道府県 掲載件数
1 北海道 1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 3件 29 奈良県 1件
5 秋田県 2件 30 和歌山県 2件
6 山形県 1件 31 鳥取県 2件
7 福島県 2件 32 島根県 1件
8 茨城県 1件 33 岡山県 1件
9 栃木県 1件 34 広島県 1件

10 群馬県 1件 35 山口県 1件
11 埼玉県 1件 36 徳島県 1件
12 千葉県 1件 37 香川県 1件
13 東京都 1件 38 愛媛県 1件
14 神奈川県 4件 39 高知県 1件
15 新潟県 1件 40 福岡県 2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 2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

令和２年度　介護機器の導入に係る助成制度　一覧

令和2年11月

掲載総件数



北海道

介護機器の導入に係る助成制度 北海道

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
高齢者支援局高齢者保健福
祉課介護運営係

担当者
電話番号 011-204-5176
FAX番号 011-232-8308
E-mail

HP_URL
http://www.pref.hokkai
do.lg.jp/hf/khf/informat
ion-robot-.htm

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数：247件

総額（予算）：
315,000,000円

採択件数：
60件

総額：
22,637,000円

1 介護ロボット導入支援事
業

北海道保健福祉部高齢者
支援局高齢者保健福祉課

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

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。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/information-robot-.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/information-robot-.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/information-robot-.htm


青森県

介護機器の導入に係る助成制度 青森県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 福祉人材課
担当者
電話番号 017-723-1391
FAX番号 017-718-2225
E-mail

HP_URL

http://aosyakyo.or.jp/welf
are/%e4%bb%8b%e8%ad
%b7%e3%83%ad%e3%83
%9c%e3%83%83%e3%83%
88%e3%82%92%e5%b0%8
e%e5%85%a5%e3%81%99
%e3%82%8b%e8%b2%bb
%e7%94%a8%e3%81%ae
%e8%a3%9c%e5%8a%a9%
e3%81%8c%e5%8f%97%e
3%81%91%e3%82%89%e3
%82%8c%e3%81%be-2/

←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）

青森県社会福祉協議会
（県の補助事業）

・介護ロボットの導入に関する費用の
助成
・介護ロボットの導入を推進するため
のセミナー（講演や介護ロボットの展
示）の開催

・介護ロボット：県内の介護事業所
・セミナー開催：青森県社会福祉協議
会

介護ロボット
・青森県介護サービス認証事業所認証
評価制度へ参加宣言事業所をしている
こと。
・補助率（1/2）で上限額は導入機器
によって異なる。詳細はホームページ
を参照。

セミナー
・介護ロボットの普及・啓発を図るた
めセミナーの実施。
・経費については県の10/10補助。

介護ロボット
・採択件数：18
事業所（予定）
・事業費：
32,000,000円
（予定）

セミナー（事務
費含む）
・事業費：
4,016,000円

介護ロボット
・採択件数：7事
業所_21台
・事業費：
1,853,536円

セミナー（事務
費含む）
・事業費：
3,412,100円



岩手県

介護機器の導入に係る助成制度 岩手県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
岩手県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

HP_URL
https://www.pref.iwate.
jp/kurashikankyou/fuku
shi/kaigo/1003676.html

←目次に戻る

連絡窓口
導入台数（予
定）：
・介護ロボット
299台
・ICT機器166台

総額（予定）：
279,070,000円

導入台数：介護ロ
ボット27台

総額：3,606,000
円

1 介護ロボット等導入支援
事業

岩手県保健福祉部長寿社
会課

事業者に対して介護ロボット等導入（購
入及びリース契約）に要する経費を補助
する。

岩手県内で介護サービス事業所を運営
する事業者

（予定）
・補助対象、補助上限額等については
国実施要綱と同じ。
・補助率は1/2。
・詳細については、県交付要綱（県
HPに掲載予定）を確認のこと。

※11/ ４時点で、県交付要綱はまだ公
開されていないこと。また、公開日に
ついては、未定であること。

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/1003676.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/1003676.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/1003676.html


宮城県

介護機器の導入に係る助成制度 宮城県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 長寿社会政策課
担当者
電話番号 022-211-2554
FAX番号 022-211-2596
E-mail

HP_URL
https://www.pref.miyag
i.jp/soshiki/chouju/r2ka
igo-dounyu.html

部署 長寿社会政策課
担当者
電話番号 022-211-2554
FAX番号 022-211-2596
E-mail

HP_URL
https://www.pref.miyag
i.jp/soshiki/chouju/r2ka
igo-dounyu.html

部署 長寿社会政策課
担当者
電話番号 022-211-2554
FAX番号 022-211-2596
E-mail

HP_URL
https://www.pref.miyag
i.jp/soshiki/chouju/lift-
jigyou02.html

←目次に戻る

介護負担を軽減する介護ロボットや介
護職の魅力向上に資する次世代型のロ
ボット等介護機器の導入に要する経費
の1/2を補助
※その他詳細な条件あり

「介護ロボット・
ICT導入支援事
業」として一括し
て実施
予算：
50,000千円

対象施設数：
１０件
総額：
25,324千円

2

3

(1)特別養護老人ホーム
(2)老人短期入所施設
(3)介護老人保健施設
(4)認知症高齢者グループホーム
(5)小規模多機能型居宅介護事業所
(6)看護小規模多機能型居宅介護事業
所

介護用移動リフト機器等のレンタルに
要する経費のうち229千円を補助
※その他詳細な条件あり

対象施設数：
７施設程度
予算：
6,202千円

対象施設数：
６件
総額：
3,844千円

ロボット等介護機器導入
支援事業

宮城県長寿社会政策課 介護用移動リフトのレンタルに要する経
費用について助成

(1)　特別養護老人ホーム
(2)　介護老人保健施設
(3)　認知症高齢者グループホーム
(4)　小規模多機能型居宅介護事業所
(5)　看護小規模多機能型居宅介護事
業所

介護職員勤務環境改善支
援事業

宮城県長寿社会政策課 ロボット等介護機器（介護ロボット＋介
護職の魅力向上に資する次世代型のロ
ボット等介護機器）の導入に関する費用
について助成

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業
宮城県長寿社会政策課 介護ロボットの導入に関する費用につい

て助成
宮城県内において介護サービス事業所
を運営する者

介護負担を軽減する介護ロボットの導
入に要する経費の1/2を補助
※その他詳細な条件あり

「介護ロボット・
ICT導入支援事
業」として一括し
て実施
予算：
50,000千円

対象施設数：
６件
総額：
3,985千円

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r2kaigo-dounyu.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r2kaigo-dounyu.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r2kaigo-dounyu.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r2kaigo-dounyu.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r2kaigo-dounyu.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r2kaigo-dounyu.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/lift-jigyou02.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/lift-jigyou02.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/lift-jigyou02.html


秋田県

介護機器の導入に係る助成制度 秋田県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
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

HP_URL

部署 秋田市介護保険課
担当者
電話番号 018-888-5674
FAX番号 018-888-5673
E-mail

HP_URL

←目次に戻る

https://www.city.akita.lg.jp/kuras
hi/kaigohoken/1006010/1013222.
html

2 介護ロボット導入促進事
業

秋田市福祉保健部介護保
険課

介護ロボットの導入経費について一部助
成

秋田市内で秋田市の介護保険サービス
の指定を受けている事業所

連絡窓口
採択件数　12件
総額　5,209千円

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

https://www.pref.akita.lg.jp/page
s/archive/52572

予算総額
19,129千円

採択予定　23件

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kaigohoken/1006010/1013222.html
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kaigohoken/1006010/1013222.html
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kaigohoken/1006010/1013222.html
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/52572
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/52572


山形県

介護機器の導入に係る助成制度 山形県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 長寿社会政策課
担当者
電話番号 023-630-2158
FAX番号 023-630-3321
E-mail

HP_URL

https://www.pref.yama
gata.jp/090002/kenfuku
/koreisha/jigyosha/kaig
orobot_ict/201012.html

←目次に戻る

連絡窓口
総額：
3,400万円

なし1 令和２年度山形県介護ロ
ボット導入支援事業費補
助金

山形県健康福祉部長寿社
会政策課

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

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

介護ロボット補助額
１機器につきａ又はｂのいずれか少な
い額。
ａ導入経費の１/２
ｂ移乗支援、入浴支援：100万円
　その他機器：30万円

見守り機器の導入に伴う通信環境整備
補助額
１事業所につきａ又はｂのいずれか少
ない額。
ａ導入経費の１/２
ｂ750万円

https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/kaigorobot_ict/201012.html
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/kaigorobot_ict/201012.html
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/kaigorobot_ict/201012.html
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/jigyosha/kaigorobot_ict/201012.html


福島県

介護機器の導入に係る助成制度 福島県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 福島県高齢福祉課
担当者
電話番号 024-521-7163
FAX番号 024-521-7748
E-mail

HP_URL
https://www.pref.fukus
hima.lg.jp/sec/21025c/
kaigosienrobotto.html

部署 福島県高齢福祉課
担当者
電話番号 024-521-7163
FAX番号 024-521-7748
E-mail

HP_URL
https://www.pref.fukus
hima.lg.jp/sec/21025c/
kaigosienrobotto.html

←目次に戻る

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　補助率1/2以
内
上記以外300千円/台以内　補助率1/2
以内

採択件数：
31件
総額（予定）：
13,500,000円

採択件数：
22件
総額：
9,624,000円

2 ICT等を活用した介護現場
資産性向上支援事業

福島県 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。

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）

連絡窓口
1 ICT等を活用した介護現場

資産性向上支援事業
福島県より一般財団法人
ふくしま医療機器産業推
進機構へ委託

高齢者介護施設・事業所等における介護
支援ロボットの導入に対し、費用の一部
を補助する。

高齢者介護施設・事業者等 HALⓇ腰タイプ介護支援用、HALⓇ腰
タイプ介護・自立支援用、腰補助用
マッスルスーツⓇ

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、2/3以
内を補助。

採択件数：
40件
総額（予定）：
10,250,000円

採択件数：
8件
総額：
4,171,000円

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/kaigosienrobotto.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/kaigosienrobotto.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/kaigosienrobotto.html


茨城県

介護機器の導入に係る助成制度 茨城県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署 長寿福祉推進課

担当者

電話番号 029-301-3321

FAX番号 029-301-3349

E-mail

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
採択数（予
定）：
介護ロボット：
27施設125台
通信環境整備：3
施設
総額（予定）：
20,500,000円

採択数：
33施設89台
総額：
13,543,000円

1 ロボット介護機器普及支
援事業

茨城県長寿福祉推進課 介護施設に対して介護ロボット導入に
要する経費について補助

介護保険サービスの指定を受けている
施設・事業所

１．ロボット介護機器導入に係る経費
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
センサー等による外界，自己状況の認
識，情報解析により動作を行う介護ロ
ボット
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
れた介護ロボット
販売価格等が公表されており，一般に
購入等ができる状態にあること
総費用の1/2を補助

２．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要する経費

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/kaigorobottodounyuusiennzigyou.html
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/kaigorobottodounyuusiennzigyou.html
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/kaigorobottodounyuusiennzigyou.html
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/kaigorobottodounyuusiennzigyou.html
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/kaigorobottodounyuusiennzigyou.html
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/kaigorobottodounyuusiennzigyou.html


栃木県

介護機器の導入に係る助成制度 栃木県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
栃木県保健福祉部高齢対策
課介護サービス班介護人材
チーム

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

←目次に戻る

・機器の対象範囲
次のアからウの全ての要件を満たす介
護ロボットであること。
ア　目的要件
　日常生活における、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。
（ア）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
（イ）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
ウ　市場的要件
販売価格等が公表されており、一般に
購入できる状態にあること。
・補助額等
　１機器につき導入経費の２分の１
（補助限度額30万円）を補助する。
　施設・居住系サービスは、利用定員
数を10で除した数を、在宅系サービス
は、利用定員数を20で除した数を限度
台数とする。

1 介護ロボット導入支援事
業

栃木県高齢対策課 介護サービス事業等での移乗介護、移動
支援、排泄支援、見守り、コミュニケー
ション、入浴支援、介護業務支援におけ
る介護従事者の負担軽減や業務の効率化
などの効果がある介護ロボットの導入に
対する補助

栃木県内の介護サービス事業者
連絡窓口

採択件数：18件
補助総額（予
定）：20,999,000
円

採択件数：13件
補助総額：
14,925,000円

HP_URL
https://www.eidell.co.jp

/tochigi-kaigo/

https://www.eidell.co.jp/tochigi-kaigo/
https://www.eidell.co.jp/tochigi-kaigo/


群馬県

介護機器の導入に係る助成制度 群馬県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 健康福祉部介護高齢課
担当者
電話番号 027-897-2732
FAX番号 027-223-6725

E-mail

HP_URL
http//www.pref.gunma.j
p/02/d23g_00178.html

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数：
介護ロボット、
ICT導入支援事業
併せて200件、見
守り機器通信環
境整備3件
総額：24,500千
円

採択件数：
介護ロボット182
台
総額：17,484千
円

1 介護ロボット等導入支援
事業

群馬県健康福祉部介護高
齢課

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、ICT導入
支援事業への補助

県内の介護保険サービス指定事業所 国の実施要綱のとおりだが、補助上限
額、補助率については異なる。



埼玉県

介護機器の導入に係る助成制度 埼玉県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1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

HP_URL
http://www.pref.saitama.l
g.jp/a0603/kaigo-
net/robot/saitama.html

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数
未定
総額（予算）：
47,500,000円
※募集期間終了

採択件数：
156件
総額：
15,064,000円

1 介護ロボット普及促進事
業

埼玉県高齢者福祉課 （予定）
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

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

（予定）
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

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/robot/saitama.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/robot/saitama.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/robot/saitama.html


千葉県

介護機器の導入に係る助成制度 千葉県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 高齢者福祉課法人支援班
担当者
電話番号 043-223-2350
FAX番号 043-227-0050
E-mail

HP_URL
https://www.pref.chiba.
lg.jp/koufuku/kaigorobo
t/

←目次に戻る

連絡窓口
予算額：
64,000,000円

採択施設数：
130
総額：
54,514,000円

1 千葉県介護ロボット導入
支援事業費補助金

千葉県（健康福祉部高齢
者福祉課）

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）。
（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。

https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigorobot/
https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigorobot/
https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigorobot/


東京都

介護機器の導入に係る助成制度 東京都

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
福祉保健局高齢社会対策部
介護保険課介護人材担当

担当者
電話番号 03-5320-4267
FAX番号 03-5388-1395
E-mail

HP_URL

https://www.fukushihoken
.metro.tokyo.lg.jp/kourei/h
oken/jisedaikaigo/index.ht
ml

←目次に戻る

連絡窓口
事業内容により異なる（詳細はＨＰに
掲載予定）

採択件数：未定
総額（予定）：未
定

採択件数：47
件
総額：
44,073,000円

1 次世代介護機器の活用支
援事業

東京都福祉保健局高齢社
会対策部介護保険課

介護従事者の身体的負担の軽減や業務の
効率化など、介護環境の改善に資する次
世代介護機器の導入に必要な経費の一部
を補助

事業内容により異なる（詳細はＨＰに
掲載）

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/jisedaikaigo/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/jisedaikaigo/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/jisedaikaigo/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/jisedaikaigo/index.html


神奈川県

介護機器の導入に係る助成制度 神奈川県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
高齢福祉課福祉施設グルー
プ

担当者

電話番号
045-210-1111（内線
4853）

FAX番号 045-210-8874

E-mail

HP_URL
http://www.pref.kanaga
wa.jp/docs/u6s/cnt/f42
0373/p1075201.html

連絡窓口
補助件数：
未定
総額（予定）：
120,000,000円

補助件数：
56件
総額：
59,744,000円

1 介護ロボット導入支援事
業

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。）

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を
補助

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f420373/p1075201.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f420373/p1075201.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f420373/p1075201.html


神奈川県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績 連絡窓口

部署 産業振興課

担当者

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/cnt/f4
30080/robothojo.html

部署 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

HP_URL
http://www.city.kawasa
ki.jp/index.html

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

主な補助の条件
・未使用のロボットを購入すること
・介護・医療・生活支援・災害対応な
どロボット本来の用途に沿って実際に
使用すること
・今回の導入にあたって、国・市町
村・本県又はこれらが出資している法
人から、他の補助金等の交付を受けな
いこと
・令和3年3月31日までに事業を完了
し、実績報告書の提出が可能であるこ
と
・申請者及び貸与先が暴力団排除の対
象に該当せず、当該確認のための県警
への照会について了承すること
・購入してリース・レンタルを行う場
合には、補助金相当額がリース料・レ
ンタル料に還元されること

対象経費
・ロボットを購入する場合
ロボット1台ごとに、購入価格に3分の
1を乗じた額。
・ロボット製造元等から直接貸与を受
ける場合
ロボット1台ごとに、当該年度におけ
る本体及び対象付属品等の貸与料金総
額に3分の1を乗じた額。

総額（予定）：
4,902,000円

交付件数：
26件
総額：
5,424,000円

2 ロボット導入支援事業 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

3 介護ロボット等導入支援
事業

川崎市健康福祉局高齢者
事業推進課

・介護ロボットの無料レンタル
・普及啓発イベントで発表する好事例の
選定及びアンケートの実施、分析
・介護ロボット導入支援マニュアルの作
成
・既存補助金導入の支援

市内介護サービス事業所、施設 総額：
4,550,000円（委
託料）

令和2年度開始事
業のため実績な
し。

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

・日常生活支援における移乗支援、移
動支援、排せつ支援、見守り・コミュ
ニケーション、入浴支援いずれかの場
面で使用され、介護負担軽減効果のあ
る介護ロボット
・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もの

http://www.city.kawasaki.jp/index.html
http://www.city.kawasaki.jp/index.html


神奈川県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績 連絡窓口
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

HP_URL

ama.lg.jp/kurashi/suma
i-
kurashi/shigoto/kaigo/z
inzaikakuho.html
https://www.city.yokoh
ama.lg.jp/kurashi/suma
i-
kurashi/shigoto/kaigo/z
inzaikakuho.html
←目次に戻る

補助金額：経費の９/10（上限90万
円）
対象機器：見守り支援、排せつ支援、
介護業務支援、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３名以上。

30件
27,000,000円

18件
15,074,000円

4 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、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



新潟県

介護機器の導入に係る助成制度 新潟県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1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

HP_URL
https://www.pref.niigata.lg
.jp/sec/kourei/135685195
2076.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 介護従事者の負担軽減に有効な介護ロ

ボットの導入に係る経費を補助する。
介護保険法に基づく指定又は許可を受
けた新潟県内に所在する事業所

・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）

採択件数：
148件
総額（予定）：
63,000,000円

採択件数：
236件
総額：
40,041,000円



富山県

介護機器の導入に係る助成制度 富山県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 高齢福祉課
担当者
電話番号 076-444-3414
FAX番号 076-444-3492
E-mail

HP_URL
http://www.pref.toyama
.jp/cms_sec/1211/index
.html

←目次に戻る

連絡窓口
予算：
50,000,000円

採択件数：
11件
総額：
3,974,000円

1 介護ロボット導入拡大支
援事業

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

(1)介護ロボットの購入、リース等に
係る経費
・移乗支援又は入浴支援⇒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

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1211/index.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1211/index.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1211/index.html


石川県

介護機器の導入に係る助成制度 石川県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 長寿社会課
担当者
電話番号 076-225-1416
FAX番号 076-225-1418
E-mail

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

←目次に戻る

連絡窓口
1 介護施設ICT・IoT導入促

進事業
石川県長寿社会課 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】2分の1
【補助限度額】ICT500千円/事業所
（オンライン面会に活用の場合1,000
千円）、IoT300千円/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：
20件程度
総額（予定）：
19,054千円

前身となる
「ICT・IoTを活
用した介護人材定
着促進事業（先進
的な取組を行うモ
デル施設のみを補
助）」では、
採択件数：4件
総額：7,814千円

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


福井県

介護機器の導入に係る助成制度 福井県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 長寿福祉課
担当者
電話番号 0776-20-0332
FAX番号 0776-20-0642
E-mail

HP_URL
https://www.pref.fukui.l
g.jp/doc/kourei/index.h
tml

部署 長寿福祉課
担当者
電話番号 0776-20-0332
FAX番号 0776-20-0642
E-mail

HP_URL
https://www.pref.fukui.l
g.jp/doc/kourei/index.h
tml

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数（予
定）：
介護ロボット65
事業所
通信環境整備13
施設
総額（予定）：
127,050千円

採択件数：
29事業所
総額：
11,706千円

介護負担を軽減する介護ロボットに精
通した者
補助率10/10

採択件数（予
定）：
10事業所
総額（予定）：
500千円

採択件数：
0事業所
総額：
0円

県内介護事業所

県内介護事業所 介護負担を軽減する介護ロボット
見守り機器の導入に伴う通信環境整備
介護ロボット導入計画の作成、導入効
果の報告
補助率1/2

1 介護ロボット導入支援事
業

福井県長寿福祉課 介護ロボットの購入経費に対して助成

2 介護ロボットアドバイ
ザー派遣事業

福井県長寿福祉課 介護ロボットに精通したアドバイザーを
導入済または導入予定の事業所に派遣
し、現場の職員等に効果的な使用方法等
を指導

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/index.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/index.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/index.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/index.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/index.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/index.html


山梨県

介護機器の導入に係る助成制度 山梨県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
健康長寿推進課介護基盤整
備担当

担当者
電話番号 055-223-1451
FAX番号 055-223-1469
E-mail

HP_URL
http://www.pref.yaman
ashi/chouju/kaigorobo2
015.html

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数：
介護ロボット
１０台
通信環境整備
１施設
総額（予定）：
14,000,000円

R2年度の募集は
終了。

採択件数：
１８台
総額：
2,932,000円

1 山梨県介護ロボット導入
支援補助金

山梨県健康長寿推進課 介護職員の負担軽減による離職防止及び
再就職を促進するため、介護施設等が実
施する介護ロボット導入事業に要する経
費に対して補助金を交付。

介護施設、事業所 ・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係る経費
を対象とする（他の補助金を受けてい
る機器は対象外）
・総費用の1/2と上限額のいずれか低
い額を補助
・導入後3年間、介護ロボット導入効
果報告書を提出すること
・他の施設等からの視察依頼に応じる
こと

http://www.pref.yamanashi/chouju/kaigorobo2015.html
http://www.pref.yamanashi/chouju/kaigorobo2015.html
http://www.pref.yamanashi/chouju/kaigorobo2015.html


長野県

介護機器の導入に係る助成制度 長野県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1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

HP_URL

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

←目次に戻る

連絡窓口
1 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かかる経費を助成 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事業所あたり利用定員の2割
までの台数制限有。）

採択件数：
9件
総額（予定）：
10,518千円

採択件数：
５件
総額：
3,482千円



岐阜県

介護機器の導入に係る助成制度 岐阜県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 高齢福祉課
担当者
電話番号 058-272-8296
FAX番号 058-278-2639

E-mail

HP_URL

https://www.pref.gifu.lg
.jp/page/61773.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

岐阜県内の特別養護老人ホーム（地域
密着型を含む）、介護老人保健施設、
介護療養型医療施設、及び上記施設に
併設する短期入所生活介護事業所又は
短期入所療養介護事業所

・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
すること
・補助対象経費の１／２を補助（上限
あり）。新型コロナ対応のため令和２
年度は３／４を補助

採択件数(予定)：
80事業所

総額(予定)：
219,810千円

採択件数：
30件
総額：
9,800千円

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/61773.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/61773.html


静岡県

介護機器の導入に係る助成制度 静岡県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1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 054-221-2142
E-mail

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

連絡窓口
36,000千円（予
定）

82件
38,128千円

1 介護分野ＩＣＴ化等事業
費補助金（見守り機器）

静岡県介護保険課 介護現場での日常生活支援における見
守り業務に、介護サービス利用者の状
態を遠隔把握できる見守り機器を導入
する事業所に助成

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

【範囲】
１　日常生活支援における見守りの場
面において使用され、介護職員の負担
軽減効果のある機器であること。
２　センサー等により利用者や周囲の
状況を認識し、これによって得られた
情報を解析してその結果に応じた動作
を行うことにより、介護サービス利用
者の状態を遠隔把握できる機器である
こと。
【経費】
見守り機器（ソフトウエアを含む。）
の購入費、導入時の使用環境整備のた
めのセットアップ等に要する初期費用
及び設置工事費の総額とし、保険料、
通信費、保守費用は含まない。
【基準額】
見守り機器１台につき、60万円
【補助率】
経費欄に掲げる経費と基準額欄に掲げ
る基準額とを比較していずれか少ない
額の２分の１以内とする

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/top.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/top.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/top.html


静岡県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績 連絡窓口
部署 静岡県介護保険課
担当者
電話番号 054-221-2314
FAX番号 054-221-2142
E-mail

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

←目次に戻る

【範囲】
介護分野ＩＣＴ化等事業費補助金交付
要綱に定める目的要件、技術的要件、
市場的要件を全て満たす移乗介助（非
装着型）、入浴支援機器であること。
【経費】
移乗介助・入浴支援機器導入促進事業
に要する経費のうち、機器（ソフトウ
エアを含む。）の購入費又はリース
費、導入時の使用環境整備のための
セットアップ等に要する初期費用及び
設置費の総額とし、保険料、通信費、
保守費用は含まない。
【基準額】
移乗介助（装着型）機器及び入浴支援
機器１台につき、200万円
【補助率】
経費欄に掲げる経費と基準額欄に掲げ
る基準額とを比較していずれか少ない
額の２分の１以内とする。

260,000千円（予
定）

2 介護分野ＩＣＴ化等事業
費補助金（移乗介助・入
浴支援機器）

静岡県介護保険課 介護職員による抱え上げ動作のパワー
アシストを行う移乗介助（非装着型）
機器、浴槽に出入りする際の一連の動
作を支援する入浴支援機器を導入する
事業所に助成

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

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/top.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/top.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/top.html


愛知県

介護機器の導入に係る助成制度 愛知県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 高齢福祉課
担当者
電話番号 052-954-6814
FAX番号 052-954-6919
E-mail

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。

・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。

・介護ロボット導入計画を作成するこ
と。

・ロボット１機器当たり1/2を補助
（補助上限額あり）

総額（予定）
109,000,000円

採択件数：
331台
総額：35,353,000
円

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/


三重県

介護機器の導入に係る助成制度 三重県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1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

HP_URL
https://www.pref.mie.lg
.jp/CHOJUS/HP/296450
22870_00012.htm

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数（見
込）：35件程度
総額（見込）：
49.930,000円

採択件数：
32件
総額：
10,930,000円

1 介護ロボット導入支援事
業

三重県医療保健部長寿介
護課

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

三重県内の介護事業所 介護負担を軽減する介護ロボット
介護ロボット導入により得られた効果
について、導入の翌年度から３年間報
告を行うこと
対象経費の1/2を補助（補助上限あ
り）

https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/29645022870_00012.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/29645022870_00012.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/29645022870_00012.htm


滋賀県

介護機器の導入に係る助成制度 滋賀県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 医療福祉推進課
担当者 介護・福祉人材確保係
電話番号 077-528-3597
FAX番号 077-528-4851
E-mail

HP_URL

http://www.pref.shiga.l
g.jp/ippan/kenkouiryou
hukushi/koureisya/3007
73.html

←目次に戻る

連絡窓口
予算額：31,000
千円（ICT導入助
成を含む）

採択件数：
7件
総額：
2,961,000円

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

http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/300773.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/300773.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/300773.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/300773.html


京都府

介護機器の導入に係る助成制度 京都府

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1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

連絡窓口
1 京都府介護ロボット導入

支援事業
京都府地域福祉推進課 介護ロボットの導入を促進することによ

り、介護に関するサービスに従事する者
の身体的な負担の軽減及び業務の効率化
を図るとともに、介護・障害福祉従事者
が継続して就労可能な環境を整備するた
め、予算の範囲内において補助金を交付
する。

次に掲げる要件の全てを満たす介護
サービス事業所
（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。
ただし、居宅療養管理指導、福祉用具
貸与、特定福祉用具販売、介護予防居
宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸
与及び特定介護予防福祉用具販売を除
く。

（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。

「介護ロボット」とは、次に掲げる要
件を満たす知能を備えた機械をいう。
　(1) 介護サービスにおける、介護・
障害福祉従事者による利用者の移乗、
移動、排泄及び入浴並びに利用者の状
態の確認、利用者との意思疎通その他
介護を行うときに使用され、介護従事
者の身体的な負担の軽減及び業務の効
率化に効果があること。
　(2) 次に掲げるいずれかの要件を満
たすものであること。
　　ア　自己及び周辺の状況を認識
し、これによって得られた情報を解析
し、その結果に応じて動作をすること
で、従来の機器よりも優れているこ
と。
　　イ　国立研究開発法人日本医療研
究開発機構が平成30年度から実施して
いるロボット介護機器開発・標準化事
業に採択されていること。
　(3) 販売価格が表示され、かつ、広
く販売されていること。
補助事業者は、補助事業の完了の日の
属する年度を初年度とする３年度が経
過するまでは、各年度ごとに、当該年
度に係る介護ロボットを導入して達成
した目標及び得られた効果について、
翌年度の４月10日までに、知事に報告
しなければならない。
総費用の１/２を補助
（限度額：介護ロボットの備品購入
費、使用料、賃借料及び初期設定に要
する費用
→導入する介護ロボット１台当たり30
万円。※従来の要綱通り
ただし、介護従事者による利用者の移
乗及び入浴に使用される介護ロボット
にあっては、導入する介護ロボット１
台当たり100万円　※要綱改正後適用
予定

　

採択件数（予
定）：
８５件
総額（予定）：
30,000,000円

採択件数：
２８件
総額：10,432,000
円



京都府

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績 連絡窓口

HP_URL 現在作成中

部署 介護ケア推進課
担当者
電話番号 075-213-5871
FAX番号 075-213-5801
E-mail

HP_URL
https://www.city.kyoto.l
g.jp/hokenfukushi/page
/0000275653.html

←目次に戻る

　  

　  

　　 　

　　 　

　  

　
予定

介護サービス事業者が行う介護サービ
スにおける、介護従事者による利用者
の状態の確認に使用される介護ロボッ
トを通信ネットワークに接続するため
に用いられる機器の備品購入費、使用
料、賃借料及び設置費
→導入する各介護サービス事業者あた
り７５０万円　※要綱改正後適用予
定）

特に配慮すべき高齢者を抱える社会福
祉施設である特別養護老人ホーム，介
護老人保健施設，介護医療院，養護老
人ホーム，ケアハウス，グループホー
ムのうち，非営利法人が運営する施設
が対象

Wi-Fi環境整備：上限7,500千円（補助
率10/10）

見守りセンサーの導入支援：上限300
千円（補助率10/10）

110施設を想定

Wi-Fi環境整備：
総額（予定）
328,000千円

見守りセンサーの
導入：総額（予
定）125,000千円

なし2 ウィズコロナ社会におけ
る安心安全な社会福祉施
設の環境整備事業

京都市保健福祉局健康長
寿のまち・京都推進室介
護ケア推進課

介護保険・障害者福祉施設において，無
線LAN環境の整備助成を行い，オンライ
ン面会等の環境整備を支援する。また，
夜間の直接介護の時間短縮など，介護現
場の負担軽減を図り，介護の担い手確保
に資するよう，見守りセンサーの導入経
費を助成する。

京都市内の社会福祉施設

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000275653.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000275653.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000275653.html


大阪府

介護機器の導入に係る助成制度 大阪府

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1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

HP_URL

http://www.pref.osaka.l
g.jp/koreishisetsu/kaigo
robo/kaigorobohozyo.ht
ml

←目次に戻る

連絡窓口
補助総額（予
算）47,000千円

補助台数　84台
補助総額
11,470千円

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（上限あり）。介護ロ
ボットの上限額は、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。見守り機器の導入に伴う通
信環境整備の上限額は、750万円/事業
所。
その他条件や詳細は要綱を参照。



兵庫県

介護機器の導入に係る助成制度 兵庫県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 高齢政策課
担当者
電話番号 078-362-3189
FAX番号 078-362-3470

E-mail

HP_URL
https://web.pref.hyogo.l
g.jp/kf05/h30roudoukan
kyou.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
兵庫県高齢政策課 介護職員の負担軽減を図ることを目的と

して介護ロボット等の導入に係る費用に
ついて補助

介護ロボット
　介護保険施設・事業所

見守りセンサーの導入に伴う通信環境
整備
　介護保険施設

・事前協議時に導入計画書を提出
・導入後及び翌年度から３年間報告書
を提出
・補助率
　１／２

８月に募集（今年
度は募集終了）

補助施設数
90施設
補助台数
287台
補助総額
44,122千円



奈良県

介護機器の導入に係る助成制度 奈良県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
福祉医療部長寿・福祉人材
確保対策課

担当者
電話番号 0742-27-8039
FAX番号 0742-26-1015
E-mail

HP_URL
http://www.pref.nara.jp
/49707.htm

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数（予
定）：
18件
総額（予定）：
15,256,000円

採択件数：
13件
総額：
9,494,000円

1 奈良県介護人材確保対策
総合支援補助金

奈良県長寿・福祉人材確
保対策課

介護従事者の身体的負担の軽減や業務の
効率化に資する先駆的な取組を実現する
ための経費に対し助成する。

県内介護保険事業所 ・介護負担を軽減する介護ロボット
・見守り機器にかかる経費…上限150
万円
・見守り機器以外にかかる経費…上限
30万円
・補助率1/2
（令和2年4月14日老高発0414第1号、
老振発0414第1号通知文に基づき実
施）

http://www.pref.nara.jp/49707.htm
http://www.pref.nara.jp/49707.htm


和歌山県

介護機器の導入に係る助成制度 和歌山県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1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

HP_URL
https://www.pref.wakay
ama.lg.jp/prefg/040300
/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

HP_URL
https://www.pref.wakay
ama.lg.jp/prefg/040400
/index.html

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数（予
定）：
61件
総額（予定）：
67,000,000円

採択件数：
75件
総額：
38,686,000円

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、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
・１施設あたり、全ての機器の合計額
は150万円以下
・国庫10/10補助

採択件数（予
定）：2件
総額：
414,000円

採択件数（予
定）：1件
総額：
300,000円
※モデル事業

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

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
総費用の1/2を補助（※補助上限額あ
り）

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

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障害福祉分
野の介護ロボット等導入支援事業を実
施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

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
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


鳥取県

介護機器の導入に係る助成制度 鳥取県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会
課

担当者
電話番号 0857-26-7179
FAX番号 0857-26-8168
E-mail

HP_URL
https://www.pref.tottori.lg.jp/129
008.htm

部署
福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会
課

担当者
電話番号 0857-26-7178
FAX番号 0857-26-8168
E-mail

HP_URL

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数：14法人
25事業所
総額（予定）：
15,069,000円

採択件数：
8事業者38機器
総額：
5,619,000円

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）。

採択件数：２施設
総額（予定）：
53,340千円

なし県内の介護施設等

県内の介護事業所 国要綱「３補助の対象範囲」と同様。
１事業所あたり、利用定員数の1/10（施
設・居宅サービス）、1/20（在宅系サー
ビス）を限度台数とする。
総費用の1/2を補助。

1 鳥取県介護ロボット導入
支援事業

鳥取県ささえあい福祉局
長寿社会課

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、通信環境整備費について助
成

2 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

鳥取県ささえあい福祉局
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の導入導入に
必要な経費を助成



島根県

介護機器の導入に係る助成制度 島根県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 島根県高齢者福祉課
担当者
電話番号 0852－22－5928
FAX番号 0852－22－5238
E-mail

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

←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット等導入支援

事業
島根県高齢者福祉課 介護ロボット・ＩＣＴ機器等の購入、

リースまたはレンタルに係る費用につい
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）

【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または30万円のいずれか低い
額。
・ICT…対象経費の1/2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130万上限）
・導入後３年間の使用状況報告

補助総額（予算）
26,000千円

採択件数：
30件
総額
12,359,000円

https://www.pref.shimane.lg.jp/
https://www.pref.shimane.lg.jp/


岡山県

介護機器の導入に係る助成制度 岡山県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

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

HP_URL
https://www.city.okaya
ma.jp/shisei/000002134
1.html

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.j
p

HP_URL
https://www.pref.okaya
ma.jp/page/678627.htm
l
←目次に戻る

・介護ロボット機器（移乗介助、移動
支援、排泄支援、入浴支援、見守り・
コミュニケーション支援、介護業務支
援）
・見守り機器の導入に伴う通信環境整
備
翌年度から３年間、各年度末までに、
導入した介護ロボットの評価について
報告すること

総額（予定）：
15,000千円

14事業所
総額：13,737千
円

2 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
を導入する経費について補助

岡山県内の介護事業所

連絡窓口
【参加事業所】
50事業所（見
込）
【事業費総額】
30,000,000円
（予算額）

【参加事業所】
53事業所
【事業費総額】
22,549,438円

1 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。

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。

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000021341.html
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000021341.html
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000021341.html
mailto:choju@pref.okayama.lg.jp
mailto:choju@pref.okayama.lg.jp
https://www.pref.okayama.jp/page/678627.html
https://www.pref.okayama.jp/page/678627.html
https://www.pref.okayama.jp/page/678627.html


広島県

介護機器の導入に係る助成制度 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 R2予定 R1実績

部署 事務局

担当者

電話番号 082-877-1079

FAX番号 082-877-1323

E-mail

HP_URL

https://www.fukushiyog
u-
hiroshima.jp/event/robo
t/2017/index.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 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　広島県ブ
ロック

広島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
※広島県福祉・介護人材確保等総合支
援協議会が実施する「魅力ある福祉・
介護の職場宣言ひろしま制度」の認証
を受けている介護サービス事業者を優
先する（申請中を含む）。

範囲は「実施要領」参照。
https://www.fukushiyogu-
hiroshima.jp/wp-
content/uploads/2020/10/0-
1_youryou2020.pdf

補助額
（ⅰ）介護ロボット
１機器につき補助額３０万円。ただ
し、６０万円未満のものは価格に２分
の１を乗じて得た額が上限。
（ⅱ）見守り機器の導入に伴う通信環
境整備
１事業所につき補助額３０万円。ただ
し、６０万円未満のものは経費に２分
の１を乗じて得た額が上限。

採択件数：
117件
総額（予定）：
10,060,000円

採択件数：
230件
総額：
24,926,855円

https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/event/robot/2017/index.html
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/event/robot/2017/index.html
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/event/robot/2017/index.html
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/event/robot/2017/index.html


山口県

介護機器の導入に係る助成制度 山口県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 長寿社会課
担当者
電話番号 083-933-2793
FAX番号 083-933-2809
E-mail

HP_URL
https://www.kaigo.pref.
yamaguchi.lg.jp/cms/22
42.html

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数：
19件（実績）
総額：5,764千円

採択件数：16件
総額：5,886千円

1 令和２年度山口県介護ロ
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。

https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2242.html
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2242.html
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2242.html


徳島県

介護機器の導入に係る助成制度 徳島県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 長寿いきがい課
担当者
電話番号 088-621-2213
FAX番号 088-621-2840
E-mail

HP_URL
pref.tokushima.lg.jp/kai
gohoken/

←目次に戻る

連絡窓口
補助事業所数：
37事業所
補助金額：
21,877千円

補助事業所数：
30事業所
補助金額：
9,423千円

1 介護ロボット導入支援事
業

徳島県長寿いきがい課 介護ロボット及び見守り機器の導入に伴
う通信環境整備を導入する経費の一部に
ついて助成

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

介護ロボット及び見守り機器の導入に
伴う通信環境整備
費用の1/2を補助



香川県

介護機器の導入に係る助成制度 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 R2予定 R1実績
部署 長寿社会対策課
担当者
電話番号 087-832-3267
FAX番号 087-806-0206
E-mail

HP_URL

https://www.pref.kaga
wa.lg.jp/content/etc/su
bsite/choju/jigyosya/ki
kin_hojyo.shtml

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数：
19件
総額（予定）：
6,339,000円
※2次募集実施予
定

採択件数：
25件
総額：
7,022,000円

1 介護ロボット導入支援事
業

香川県長寿社会対策課 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を
導入する際、これに要する経費の一部
を助成する。

県内に所在する介護保険法に基づく
指定介護サービス事業者

・目的要件、技術的要件、市場的要
件を全て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
補助率1/2（上限30万円）

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/choju/jigyosya/kikin_hojyo.shtml
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/choju/jigyosya/kikin_hojyo.shtml
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/choju/jigyosya/kikin_hojyo.shtml
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/choju/jigyosya/kikin_hojyo.shtml


愛媛県

介護機器の導入に係る助成制度 愛媛県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

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

HP_URL

http://www.pref.ehime.jp/
h20400/kaigohoken/kaigor
obotdounyuusienjigyou.ht
ml

←目次に戻る

連絡窓口
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
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
27,060,000円

採択台数：
介護ロボット
241台
通信環境整備
10個所
総額：
26,999,000円

採択台数：
74台
総額：
10,466,000円

1 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

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


高知県

介護機器の導入に係る助成制度 高知県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 地域福祉政策課

担当者

電話番号 088-823-9631

FAX番号 088-823-9207

E-mail

HP_URL
https://www.pref.kochi.
lg.jp/soshiki/060101/20
18061700027.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 高知県介護福祉機器等導

入支援事業費補助金
高知県地域福祉政策課 福祉機器・用具、介護ロボット、ＩＣＴ

の導入に関する費用について助成
県内の介護事業所（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）及び障害福祉サービス事業
所
※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

範囲
地域医療介護総合確保基金における
「介護ロボット導入支援事業」と同じ
（ただし「移乗介護」ロボットは補助
対象から除く）

補助率
１／２

補助上限額
・介護ロボットの導入に伴う経費 ：１
機器あたり30万円（ただし、入浴支援
の機器については、１機器あたり100
万円）
・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750万
円

ニーズ：29件
総額（予定）：
30,984千円

採択件数：４件
総額：445千円

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060101/2018061700027.html
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060101/2018061700027.html
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060101/2018061700027.html


福岡県

介護機器の導入に係る助成制度 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 R2予定 R1実績
部署 高齢社会政策課
担当者
電話番号 092-711-4595
FAX番号 092-733-5587
E-mail

HP_URL

https://www.facebook.c
om/fukushijinzai.fukuok
a1/?modal=admin_todo
_tour

連絡窓口
1 「介護ロボットエキス

パート養成講座」
福岡市
保健福祉局
高齢社会政策課

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

福岡市内の介護事業所の経営者・ス
タッフ等

ー（研修であり非該当） 研修費用
2,981千円
※3/4補助

なし

https://www.facebook.com/fukushijinzai.fukuoka1/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/fukushijinzai.fukuoka1/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/fukushijinzai.fukuoka1/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/fukushijinzai.fukuoka1/?modal=admin_todo_tour


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 R2予定 R1実績 連絡窓口
１　補助対象経費
（１）介護ロボットを導入する事業
国、都道府県その他公的機関が実施す
る介護ロボットに係る補助金その他の
公的事業において導入実績がある機器
又は介護従事者の身体的負担の軽減や
業務の効率化などに有効であると示さ
れた機器で、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効果のある
介護ロボットであること。

部署
高齢者地域包括ケア推進課
介護人材確保対策室

②　技術的要件
　次のいずれかの要件を満たすこと
・経済産業省「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、又は公益財団法人テクノエイド協
会が実施する介護ロボットに係る事業
において導入効果が示された介護ロ
ボット
・「福岡県ロボット・システム産業振
興会議」、又は「ふくおか医療福祉関
連機器開発・実証ネットワーク」のい
ずれかの会員である県内企業が開発、
製造した介護ロボット
・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

担当者 嶋村

予算の範囲内で実
施
予算額※(11月時
点)：4,500万円
※検討中

採択件数：
48件（174台）
補助実績：
20,209,000円

2 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



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 R2予定 R1実績 連絡窓口
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こと。
（２）通信環境を整備する事業
次の①、②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。
①　Wi-Fi環境の整備をするために必
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

電話番号 092-643-3327

２　補助金の交付額
（１）介護ロボットを導入する事業
①　機器一台につき、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、基準額とを比較し
て、少ない方の額を補助額とする。
〇基準額
・移乗支援又は入浴支援…１００万円
・上記以外　　　　　　　…３０万円
②　１回あたりの限度台数は、利用定
員数の２割の数（１台未満切り上げ）
とする。
（２）通信環境を整備する事業
　一事業所につき、補助対象経費に４
分の３を乗じた額（千円未満切捨て）
と、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。

FAX番号 092-643-3253

E-mail
HP_URL －



佐賀県

介護機器の導入に係る助成制度 佐賀県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
（補助対象経費）
（１）介護ロボット
ア 介護ロボットの購入若しくはリース
又はレンタルに係る経費
イ 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
のうち、いずれかの経費
（ア） 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）
（イ） 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。）
ウ 既に見守り機器を導入している場合
における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に必要な経
費

部署 長寿社会課介護指導担当

連絡窓口
補助事業所
（予定）
51事業所
補助台数
102台
総額
18,343千円

補助事業所
44事業所
補助台数
122台
総額
17,526千円

1 佐賀県介護現場における
先進機器導入支援事業費
補助金

佐賀県健康福祉部長寿社
会課

介護現場における先進機器（介護ロボッ
ト・ＩＣＴ）の導入に関する費用につい
て助成

佐賀県内で介護保険法上の指定又は許
可を受けた介護サービス事業者



佐賀県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績 連絡窓口

担当者

電話番号 0952-25-7105

（２）ＩＣＴ機器
ア ＩＣＴ機器の購入若しくはリース又
はレンタルに係る経費
イ ＩＣＴ機器導入に係る経費（クラウ
ドサービス、保守・サポート費、導入設
定、導入研修、セキュリティ対策等の経
費、wi-fi 環境整備費など）
ウ 各業務が一気通貫で行うことを可能
とするために複数の介護ソフトを連携さ
せることや、既に導入済みである介護ソ
フトに新たに業務機能を追加するための
経費（CHASE 対応のための改修経費も
含む。）
エ 既に介護ソフトによって各業務が一
気通貫となっている（又はなる予定の）
場合における以下の経費
（ア）タブレット端末等の増設経費
（イ）職員間の情報共有や職員の移動負
担軽減等のためのインカムの導入経費
（ウ）バックオフィス業務（業務効率化
に資する勤怠管理、シフト表作成、人
事、給与、ホームページ作成などの業
務）の導入経費
２ 保険料、メンテナンス費用、通信
費、消費税及び地方消費税は含まないも
のとする。
３ 機器の導入の方法がリース又はレン
タルによる場合は、原則３年以上のリー
ス又はレンタル契約を締結するものと
し、この場合において対象となる経費
は、申請する年度分のリース又はレンタ
ル料及び初期設定に要する費用の総額と
する。
４ 交付決定前に購入若しくはリース又
はレンタル契約を締結したものは補助の
対象外とする。
５ 本事業と同趣旨の事業による補助金
の交付を受けているもの又は受けること
を予定しているものは補助の対象外とす
る。



佐賀県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績 連絡窓口
（補助率等）
補助率1/2
補助上限額
介護ロボット移乗・入浴支援
１台あたり100万円
その他の機器１台あたり30万円
見守り機器導入に伴う通信環境整備費
１事業所150万円
ICT機器 職員数に応じて
（１人～10人 ) 1事業所100万円
（11人～20人 )１事業所160万円
（21人～30人 )１事業所200万円
（31人～ )１事業所260万円
補助上限台数　利用者定員の２割

FAX番号 0952-25-7265

E-mail
HP_URL

←目次に戻る



長崎県

介護機器の導入に係る助成制度 長崎県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1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

HP_URL

https://www.pref.nagas
aki.jp/object/shikaku-
shiken-
bosyu/boshu/444411.ht
ml

←目次に戻る

連絡窓口
事業計画提出期間
10/5～11/10
※予算の上限に達
した場合、募集締
め切り

採択件数：19件
総額：5,405,000
円

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
ボット等を導入する際の経費にについ
て、予算の範囲内において補助金を交付
する。

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。

【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、
介護業務支援の介護ロボット、ICT
【補助条件】
介護ロボット…１機器につき導入経費
の3／４または30万円（移乗、入浴は
100万円）のいずれか低い額。
見守り機器の導入に伴う通信環境整備
は対象経費の３／４または750万円の
いずれか低い額。
ICT…対象経費の３／４または職員数
に応じた上限額（最大130万円）のい
ずれか低い額。

https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/444411.html
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/444411.html
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/444411.html
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/444411.html
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/444411.html


熊本県

介護機器の導入に係る助成制度 熊本県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
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

HP_URL

←目次に戻る

○補助対象の介護ロボットの定義は以
下のとおり
・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
購入できる状態であること。
○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
備については、工事費も含む。上限
は、150万円

連絡窓口
採択件数：
82件
総額（予定）：
51,048,000円

採択件数：
78件
総額：
34,236,000円

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
て助成

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



大分県

介護機器の導入に係る助成制度 大分県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
高齢者福祉課介護サービス
事業班

担当者
電話番号 097-506-2683
FAX番号 097-506-1737
E-mail

HP_URL

←目次に戻る

連絡窓口
採択件数：
80台、3事業所
総額（予定）：
48,000,000円

採択件数：
68台
総額：
16,279,000円

1 介護ロボット導入支援事
業

大分県高齢者福祉課 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



宮崎県

介護機器の導入に係る助成制度 宮崎県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
子ども生活福祉部高齢者福
祉介護課

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

HP_URL

http://nirai.ext.pref.okin
awa.jp/cms8341/site/k
odomo/korei/zaitaku/ro
boto.html

←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

採択予定件数：
97件
総額：
83,906,000円

採択件数：
145件
総額：
14,643,000円

http://nirai.ext.pref.okinawa.jp/cms8341/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html
http://nirai.ext.pref.okinawa.jp/cms8341/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html
http://nirai.ext.pref.okinawa.jp/cms8341/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html
http://nirai.ext.pref.okinawa.jp/cms8341/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html


鹿児島県

介護機器の導入に係る助成制度 鹿児島県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績
部署 介護保険室
担当者
電話番号 099-286-2687
FAX番号 099-286-5554
E-mail

HP_URL
https://www.pref.kagos
hima.jp/

←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
ト導入費用の一部を補助

介護保険法に基づくすべてのサービス
を対象とする

1.日常生活における移乗支援，移動支
援，排泄支援，見守り・コミュニケー
ション，入浴支援，介護業務支援のい
ずれかの場合において使用されるこ
と。
2.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
ロボットであること。
3.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。
補助率：1/2

【予定】
事業所数：
69事業所
台数：
ロボット266台
通信環境整備22
式
総額：
78,634,000円

採択件数：
43事業所94台
総額：
13,476,000円



沖縄県

介護機器の導入に係る助成制度 沖縄県

No. 事業の名称 実施団体 事業内容 対象者 範囲または条件 R2予定 R1実績

部署
子ども生活福祉部高齢者福
祉介護課

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

HP_URL

http://nirai.ext.pref.okin
awa.jp/cms8341/site/k
odomo/korei/zaitaku/ro
boto.html

←目次に戻る

連絡窓口
1 介護ロボット導入支援事

業補助金
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（補助上限額：移
乗支援・入浴支援100万、その他30
万）

採択件数：
20事業所
総額（予定）：
7,000,000円

採択件数：
6事業所
総額：
1,667,000円

http://nirai.ext.pref.okinawa.jp/cms8341/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html
http://nirai.ext.pref.okinawa.jp/cms8341/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html
http://nirai.ext.pref.okinawa.jp/cms8341/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html
http://nirai.ext.pref.okinawa.jp/cms8341/site/kodomo/korei/zaitaku/roboto.html
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