
更新日：

本資料は、都道府県別に１シートに纏めています。

61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 1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 1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 2件

7 福島県 2件 32 島根県 1件

8 茨城県 1件 33 岡山県 3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 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 5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 1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3年11月

令和３年度　介護機器の導入に係る助成制度　一覧

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 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署
高齢者支援局高齢者保健福

祉課介護人材係

担当者 渡邉

電話番号 011-204-5272

FAX番号 011-232-8308

E-mail
hofuku.kouhuku1@pref.

hokkaido.lg.jp

HP_URL

部署
高齢者保健福祉課基盤整備

係

担当者 佐藤　健

電話番号 011-206-6974

FAX番号 011-232-8308

E-mail
satoutakeru1@pref.hok

kaido.lg.jp

HP_URL

http://www.pref.hokkai

do.lg.jp/hf/khf/index.ht

m

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
satoutakeru1@pref.hok

kaido.lg.jp

HP_URL

http://www.pref.hokkai

do.lg.jp/hf/khf/index.ht

m

←目次に戻る

連絡窓口

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。

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：１件

総額（予定）：

19,710,000円

０件

（令和３年度か

ら実施）

採択件数：

313件

総額：

335,273,000円

（R3へ繰越15件

分含む）

０件 ０件

（令和３年度か

ら実施）

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

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。

採択件数：未定

総額（予算）：

600,000,000円

2021年７月12日－

　　　　　－８月13日

2 2021年３月15日～

　　　　　～４月９日

2021年３月15日～

　　　　　～４月９日

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）

北海道保健福祉部高齢者

支援局高齢者保健福祉課

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。

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　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。

3 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）

北海道保健福祉部高齢者

支援局高齢者保健福祉課

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

mailto:hofuku.kouhuku1@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:hofuku.kouhuku1@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:satoutakeru1@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:satoutakeru1@pref.hokkaido.lg.jp
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.htm
mailto:satoutakeru1@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:satoutakeru1@pref.hokkaido.lg.jp
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.htm


青森県

介護機器の導入に係る助成制度 青森県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 高齢福祉保険課

担当者 古川　美帆

電話番号 017-734-9299

FAX番号 017-734-8090

E-mail
miho_kogawa@pref.ao

mori.lg.jp

HP_URL
青森県社会福祉協議会Ｈ

Ｐ内で案内

←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

・青森県介護サービス認証事業所認証

評価制度の参加宣言事業所であるこ

と。

・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

（予定）

15件

総額（予定）

43,900,000円

採択件数：

15件

総額：

43,547,850円

2021年8月26日

～10月15日

mailto:miho_kogawa@pref.aomori.lg.jp
mailto:miho_kogawa@pref.aomori.lg.jp


岩手県

介護機器の導入に係る助成制度 岩手県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 保健福祉部　長寿社会課

担当者 高橋　和豊

電話番号 019-629-5435

FAX番号 019-629-5444

E-mail
takahashi.kazuto@pref.i

wate.jp

HP_URL
https://www.pref.iwate.

jp/index.html

←目次に戻る

連絡窓口

国介護ロボット等導入支援事業実施用

王及びＩＣＴ導入支援事業実施要綱に

準じた補助率及び上限額とする。

予算額：172,745

千円

採択件数：

48件

総額：

88,029,000円

令和３年10月７日～令和

３年11月12日まで

1 令和３年度介護ロボット

等導入支援事業

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

mailto:takahashi.kazuto@pref.iwate.jp
mailto:takahashi.kazuto@pref.iwate.jp
https://www.pref.iwate.jp/index.html
https://www.pref.iwate.jp/index.html


宮城県

介護機器の導入に係る助成制度 宮城県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 長寿社会政策課

担当者 小笠原

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/r3k

aigo-dounyu.html

←目次に戻る

予算166,000千円 採択法人数：12

件

補助金総額：

14,703千円

連絡窓口

1 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

ロボット等介護機器（介護ロボット及び

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

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

を補助（その他詳細な条件，補助率は

検討中。）

令和3年8月27日～10月15

日

mailto:choujuz@pref.miyagi.lg.jp
mailto:choujuz@pref.miyagi.lg.jp
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r3kaigo-dounyu.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r3kaigo-dounyu.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r3kaigo-dounyu.html


秋田県

介護機器の導入に係る助成制度 秋田県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 秋田県長寿社会課

担当者 佐藤　博隆

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

詳細は県要綱等参照

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/a

rchive/57905

総額

67，000千円

採択件数　24件

総額19，028千円

（1次募集）

2021年5月27日～7月12日

（2次募集）

2021年10月6日~11月５

日

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


山形県

介護機器の導入に係る助成制度 山形県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 高齢者支援課

担当者 堀川　伸一

電話番号 023-630-2189

FAX番号 023-630-3321

E-mail
horikawas@pref.yamag

ata.jp

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

1 令和３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

補助率は1/2で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。

詳細は別添要綱を参照。

総額：

2,600万円

採択件数：

25件

総額：

32,837,000円

令和３年８月31日（火）

～令和3年10月1日（金）

mailto:horikawas@pref.yamagata.jp
mailto:horikawas@pref.yamagata.jp
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 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 福島県高齢福祉課

担当者 國井　圭介

電話番号 024-521-7533

FAX番号 024-521-7748

E-mail
koureihukushi_shisetsu

@pref.fukushima.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.fukus

hima.lg.jp/sec/21025c/

部署 福島県高齢福祉課

担当者 國井　圭介

電話番号 024-521-7533

FAX番号 024-521-7748

E-mail
koureihukushi_shisetsu

@pref.fukushima.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.fukus

hima.lg.jp/sec/21025c/

←目次に戻る

2 ICT等を活用した介護現

場資産性向上支援事業

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。

採択件数：

55台

総額：

5,339,000円

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

（検討中のため変更となる可能性があ

ります）

採択件数：

110件

総額（予定）：

40,000,000円

採択件数：

25事業所

総額：

15,764,000円

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）

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

2021年8月～

　　　　　　～10月

（追加募集の有無は未

定）

2021年7月～

　　　　　　～8月

（追加募集無）

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・事業所等における介

護支援ロボットの導入に対し、費用の

一部を補助する。

mailto:koureihukushi_shisetsu@pref.fukushima.lg.jp
mailto:koureihukushi_shisetsu@pref.fukushima.lg.jp
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/
mailto:koureihukushi_shisetsu@pref.fukushima.lg.jp
mailto:koureihukushi_shisetsu@pref.fukushima.lg.jp
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/


茨城県

介護機器の導入に係る助成制度 茨城県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 長寿福祉推進課

担当者 榎田

電話番号 029-301-3343

FAX番号 029-301-3348

E-mail
chofuku6@pref.ibaraki.j

p

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。

採択数：

ロボット528台

通信　16事業所

総額（予定）：

70,954,000円

採択件数：

ロボット135台

通信　7事業所

　

総額：

18,405,000円

2021年4月30日～

～6月4日

mailto:chofuku6@pref.ibaraki.jp
mailto:chofuku6@pref.ibaraki.jp
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 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 高齢対策課

担当者 岸本舞

電話番号 028-623-3057

FAX番号 028-623-3058

E-mail
kishimotom01@pref.toc

higi.lg.jp

HP_URL

http://www.pref.tochigi.

lg.jp/e03/kaigozinzaika

kuho.html

←目次に戻る

連絡窓口

採択件数：未定

介護ロボット、

ICT導入支援事

業、見守り機器

通信環境整備の

総額：28,500千

円

採択件数：122件

総額：20,982千

円

1 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、ICT導入支

援事業への補助

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）

〇ＩＣＴ機器

１事業所につき導入経費の２分の１

（補助限度額100 万円）

2021年４月１日～

mailto:kishimotom01@pref.tochigi.lg.jp
mailto:kishimotom01@pref.tochigi.lg.jp
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/kaigozinzaikakuho.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/kaigozinzaikakuho.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/kaigozinzaikakuho.html


群馬県

介護機器の導入に係る助成制度 群馬県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 介護高齢課人材確保係

担当者 中島

電話番号 027-226-2564

FAX番号 027-223-6725

E-mail
nakajima-

yu@pref.gunma.lg.jp

HP_URL
https://www.pref.gunm

a.jp/02/d2300345.html

←目次に戻る

連絡窓口

1 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の

導入に要する経費の一部を補助

介護保険法に基づくサービスを行う介

護施設・事業所

・補助対象経費に1／2あるいは3／4を

乗じた額と、１機器あたり30万円（移

乗支援・入浴支援は100万円）の基準

額とを比較して少ない方の額を補助。

・令和２年度までの補助台数を含め、

利用者定員数の２割を補助上限台数と

する。

採択件数：28件

総額：3,422万円

採択機器数：155

機器

総額：

11,038,000円

令和３年３月22日～

　　　　　～５月10日

mailto:nakajima-yu@pref.gunma.lg.jp
mailto:nakajima-yu@pref.gunma.lg.jp
https://www.pref.gunma.jp/02/d2300345.html
https://www.pref.gunma.jp/02/d2300345.html


埼玉県

介護機器の導入に係る助成制度 埼玉県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 高齢者福祉課施設整備担当

担当者 田川　健太

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

←目次に戻る

連絡窓口

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

（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）

採択件数：

117件

総額：

41,541,000円

採択件数

63件

総額（予定）：

41,013,000円

令和３年７月～８月

mailto:a3240-06@pref.saitama.lg.jp
mailto:a3240-06@pref.saitama.lg.jp
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


千葉県

介護機器の導入に係る助成制度 千葉県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 高齢者福祉課法人支援班

担当者 ー

電話番号 043-223-2350

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 髙山

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

連絡窓口

1 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）。【令和２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：

73件

総額：

57,639,000円

令和3年10月27日（水）

～令和3年11月17日

（水）【必着】

定員数に420千円乗じた額の範囲で市

長が定める額

前年度調査により、

決定済

1件　約15,000千

円

令和３年度新規

事業

2 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

https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kfk/fukushi/koureisha/service/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kfk/fukushi/koureisha/service/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kfk/fukushi/koureisha/service/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kfk/fukushi/koureisha/service/index.html
mailto:kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp
mailto:kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenkanri/robot/daikiborobot_syukusya.html
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenkanri/robot/daikiborobot_syukusya.html
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenkanri/robot/daikiborobot_syukusya.html
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenkanri/robot/daikiborobot_syukusya.html
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenkanri/robot/daikiborobot_syukusya.html


東京都

介護機器の導入に係る助成制度 東京都 更新日： 令和3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 R3予定 R2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 植田

電話番号 03-5320-4267

FAX番号 03-5388-1395

E-mail

HP_URL

https://www.fukushiho

ken.metro.tokyo.lg.jp/ko

urei/hoken/jisedaikaigo

/jisedaigaiyou.html

←目次に戻る

連絡窓口

1 次世代介護機器導入支援

事業

東京都 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

の一部を補助します。

事業内容により異なる 事業内容により異なる 採択件数：

未定

総額：

未定

採択件数：

71件

総額：

186,614,000円

令和３年８月上旬～９月

下旬

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


神奈川県

介護機器の導入に係る助成制度 神奈川県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

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/robot-

donyu-hojo.html

部署 健康福祉局高齢健康福祉課

担当者 酒井、仲野

電話番号 045-671-3920

FAX番号

E-mail
kf-

zinzai@city.yokohama.jp

HP_URL

https://www.city.yokoh

ama.lg.jp/kurashi/suma

i-

kurashi/shigoto/kaigo/z

inzaikakuho.html

連絡窓口

1 ロボット導入支援補助金 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

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

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

2021年６月１日～

　　　～2022年1月31日

※予算上限に達した場合

は期限前に終了

補助件数：

未定

総額（予定）：

4,953,000円

補助件数：

50件

総額：

4,862,000円

2 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90万

円）

対象機器：見守り支援・排せつ支援・

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３名以上。

20件

18,000,000円

15件

13,449,000円

2021年5月1日～

　　　　　＝12月17日

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
mailto:kf-zinzai@city.yokohama.jp
mailto:kf-zinzai@city.yokohama.jp
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/shigoto/kaigo/zinzaikakuho.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/shigoto/kaigo/zinzaikakuho.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/shigoto/kaigo/zinzaikakuho.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/shigoto/kaigo/zinzaikakuho.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/shigoto/kaigo/zinzaikakuho.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/shigoto/kaigo/zinzaikakuho.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 公募期間 R3予定 R2実績 連絡窓口

部署
経済労働局イノベーション

推進室

担当者 西勝

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/000010

7692.html

部署 高齢福祉課

担当者 草野

電話番号
045-210-1111（内線

4853）

FAX番号 045-210-8874

E-mail
fshisetsu.508@pref.kan

agawa.jp

HP_URL

https://www.pref.kanag

awa.jp/docs/u6s/cnt/f4

20373/p1075201.html

部署
産業・雇用対策課

事業継続応援班

担当者 神　正幸

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

←目次に戻る

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

4 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。）

2021年５月24日～６月25

日

補助台数（予

定）

457台

総額（予定）

183,000,000円

補助件数

1,321台

総額

161,422,000円

3 川崎市福祉製品導入促進

補助金

川崎市役所 産業と福祉の融合で新たな活力と社会

的価値を創造することを目指す「ウェ

ルフェアイノベーション」を推進する

ため、かわさき基準（KIS）認証福祉製

品等を市内の事業所に導入する際に必

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）

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：2分の1以下

補助限度額：30万円

採択件数：

未定

総額（予定）：

1,500,000円

採択件数：

8件

総額：

2,025,000円

2021年9月15日～10月29

日

【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やＡＩ、ＩｏＴ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、

委託費、専門家経費　など

【補助率】

中小企業：２／３以内

大企業 ：１／２以内

【補助金額】

１件あたり最大１，０００万円

総額（予定）

60,000,000円

なし

※R3創設

※R4以降未定

2021年6月1日（火）

　　　　～6月30日

（水）

5 相模原市ロボット・Ａ

Ｉ・ＩｏＴ活用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

mailto:28innova@city.kawasaki.jp
mailto:28innova@city.kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000107692.html
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000107692.html
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000107692.html
mailto:fshisetsu.508@pref.kanagawa.jp
mailto:fshisetsu.508@pref.kanagawa.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
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


新潟県

介護機器の導入に係る助成制度 新潟県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 新潟県高齢福祉保健課

担当者 田原　大樹

電話番号 025－280－5272

FAX番号 025－280－5229

E-mail
tahara.hiroki@pref.niiga

ta.lg.jp

HP_URL

https://www.pref.niigat

a.lg.jp/sec/kourei/2021

0527robot.html

←目次に戻る

連絡窓口

1 介護ロボット等導入支援

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等を受けた新

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：

94件

総額（見込

み）：

39,475千円

採択件数：

118件

総額：

56,156千円

2021年５月27日～

　　　　　　～6月28日

mailto:tahara.hiroki@pref.niigata.lg.jp
mailto:tahara.hiroki@pref.niigata.lg.jp
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/20210527robot.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/20210527robot.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/20210527robot.html


富山県

介護機器の導入に係る助成制度 富山県 更新日： 令和3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 R3予定 R2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

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】2/3（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

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

予算：

49,700,000円

採択件数：

28件

総額：

33,351,000円

2021年６月25日～

　　　　　　～7月26日

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


石川県

介護機器の導入に係る助成制度 石川県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 長寿社会課

担当者 藤田　彩花

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

採択件数：

80件程度

総額（予定）：

93,500千円

採択件数：

41件

総額：

19,679千円

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】

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

第1回：2021年4月1日

　　　　　　～7月1日

第2回：2021年9月30日

　　　　　～10月29日

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


福井県

介護機器の導入に係る助成制度 福井県 更新日： 令和3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 R3予定 R2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

←目次に戻る

連絡窓口

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 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

採択件数（予

定）：

介護ロボット33

事業所

通信環境整備13

施設

総額（予定）：

112,350千円

採択件数：

109事業所

総額：

85,401千円

2021年6月11日～

　　　　　　～7月9日

2021年10月8日～

　　　　　　～11月5日

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 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 福祉保健部健康長寿推進課

担当者 保坂

電話番号 055-223-1451

FAX番号 055-223-1468

E-mail
chouju@pref.yamanashi

.lg.jp

HP_URL

https://www.pref.yama

nashi.jp/chouju/kaigoro

bo2015.html

←目次に戻る

連絡窓口

1 2021年7月1日～

　　　　　～8月2日

― 採択件数：21施

設

13,546千円

山梨県介護ロボット導入

費補助金

山梨県 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費用を支

援

山梨県内に所在する介護施設（山梨県

介護ロボット導入費補助金交付要綱別

表に定める施設、事業所）

介護ロボット導入費及び見守り機器の

導入に伴う通信環境整備を補助

mailto:chouju@pref.yamanashi.lg.jp
mailto:chouju@pref.yamanashi.lg.jp
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/kaigorobo2015.html
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/kaigorobo2015.html
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/kaigorobo2015.html


長野県

介護機器の導入に係る助成制度 長野県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 介護支援課

担当者 福嶋　史皓

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

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：

6件

総額（予定）：

2,683,000円

採択件数

9件

総額

10,856,000円

2020年9月7日～9月30日

※令和2年度中に募集

終了

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


岐阜県

介護機器の導入に係る助成制度 岐阜県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 高齢福祉課

担当者 荒川　哲人

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（予

定）：50件

総額（予定）：

119,204千円

採択件数：94事

業所

総額：215,644千

円

2021年5月24日～

　　　　　　～6月21日

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


静岡県

介護機器の導入に係る助成制度 静岡県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 静岡県介護保険課

担当者 松島

電話番号 054-221-2084

FAX番号 054-221-2142

E-mail
kaigohoken@pref.shizu

oka.lg.jp

HP_URL

http://www.pref.shizuo

ka.jp/kousei/ko-

220/jinzai/ict/top.html

←目次に戻る

連絡窓口

1 介護分野ＩＣＴ化等事業

費補助金（介護ロボット

導入促進事業）

静岡県 介護業務の効率化を図ることで、介護職

員の身体的・精神的負担を軽減し、離職

防止や職場定着に資するため、介護ロ

ボット導入支援事業を実施する介護事業

所を運営する法人の長に対し、予算の範

囲内において補助する。

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

移乗介助機器、移動支援機器、排泄支

援機器、見守り機器（見守り機器導入

に伴う通信環境整備）、コミュニケー

ション機器、入浴支援機器、介護業務

支援機器の購入又はリース費用を補

助。

補助額は、補助対象経費の２分の１の

額と補助基準額を比較し、いずれか少

ない方の額。

補助上限台数を利用定員数を10で除し

た数。

340 ,400千円（予

定）

※ICT導入促進事

業メニューとの

合算

143件

84,339千円

令和３年９月22日～令和

３年10月15日

mailto:kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp
mailto:kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp
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 更新日： 令和3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 R3予定 R2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

←目次に戻る

連絡窓口

https://www.pref.aichi.j

p/soshiki/korei/
HP_URL

1 2021年6月1日～6月25日

事前協議受付

その後、内示を受けた事

業所のみ申請受付。

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）：

244,850,000円

採択件数：1,703

台・式

総額：199，

600，000円

mailto:korei@pref.aichi.lg.jp
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 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 医療保健部長寿介護課

担当者 井谷・水守

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/29645

022870_00012.htm

←目次に戻る

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

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

総費用の4/5を補助予定

採択件数：未定

総額：未定

採択件数：

33件

総額：

67,317,000円

2021年7月9日から7月30

日まで

mailto:chojus@pref.mie.lg.jp
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 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 医療福祉推進課

担当者 冨永

電話番号 077-528-3523

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：

53件

総額：

50,927千円

2021年6月11日～

　　　　　　～7月9日

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


京都府

介護機器の導入に係る助成制度 京都府 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 地域福祉推進課

担当者 赤澤

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/r3kaigor

oboict.html

←目次に戻る

連絡窓口

採択件数：未定

総額：未定

採択件数：27件

総額：

30,208,000円

1 京都府介護ロボット等導

入支援事業

京都府健康福祉部地域福

祉推進課

介護ロボット等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。

一定の条件を満たす場合は総費用の３／４を補助

それ以外の場合は総費用の１／２を補助

※一定の条件：見守り支援介護ロボット、介護従事者が見守り支援介護ロボットの

使用により得られた利用者の状態に係る情報を他の介護従事者に即時に伝達するこ

とを可能とする機能を有する機器（インカムなど）、介護サービスの利用者の脈

拍、呼吸、血圧及び体温を測定することを可能とする機能を有する機器から当該機

器が測定した情報を取得し、及び見守り支援介護ロボットの使用により得られる介

護サービスの利用者の状態に係る情報を取得し、かつ、介護従事者が介護に係る記

録の作成、情報の共有及び報酬の請求を一貫して処理することを可能とする機能を

有するソフトウェアに当該情報を接続送信する機能を有し、かつ、衣類、腕又は首

に装着することを可能とする機器（バイタル測定器と連携し、介護ソフトに情報接

続することができるウェアラブル機器）のうち複数の種類の機器又は介護ソフトを

導入し、かつ、介護従事者の人員の配置を効率化す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のために取り

組むことを予定していること

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。

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

通信機器等を導入する際の備品購入費、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

令和３年9月13日～令和

３年10月29日

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/r3kaigoroboict.html
https://www.pref.kyoto.jp/chiiki/news/r3kaigoroboict.html
https://www.pref.kyoto.jp/chiiki/news/r3kaigoroboict.html


大阪府

介護機器の導入に係る助成制度 大阪府 更新日： 令和3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 R3予定 R2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 麻野・小田

電話番号 06-6944-7104

FAX番号 06-6944-6670

E-mail

koreikaigo-

g07@sbox.pref.osaka.lg.

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。

採択件数：

69件

総額（予定）

177,150,000円

採択件数：

63件

総額

46,128,000円

2021年７月１日～

　　　　　～８月31日

mailto:koreikaigo-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp
mailto:koreikaigo-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp
mailto:koreikaigo-g07@sbox.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


兵庫県

介護機器の導入に係る助成制度 兵庫県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 高齢政策課

担当者

電話番号 078-362-9117

FAX番号 078-362-3470

E-mail

HP_URL

https://web.pref.hyogo.l

g.jp/org/koreitaisakuka

/index.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

（一定の要件を満たす場合は３／４）

採択施設

約200施設

補助額

未定

採択施設

101施設

補助額

162,767,000円

2021年8月～9月

https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/koreitaisakuka/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/koreitaisakuka/index.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/koreitaisakuka/index.html


奈良県

介護機器の導入に係る助成制度 奈良県 更新日： 令和3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 R3予定 R2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

←目次に戻る

連絡窓口

令和３年２月２６日～令

和３年３月１２日（金）

【採択件数】

8件

【採択総額】

7,555,000円

採択件数：

18件

総額：

14,119,000円

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

mailto:fukushijinzai@office.pref.nara.lg.jp
mailto:fukushijinzai@office.pref.nara.lg.jp


和歌山県

介護機器の導入に係る助成制度 和歌山県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 長寿社会課

担当者 佐藤

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 平原

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

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）

※精査中 採択件数：

60件

総額：

65,600,000円

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

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（予

定）：5件

総額（予定）：

3,062,000円

採択件数：1件

総額：

414,000円

令和3年7月1日～令和3

年8月2日

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


鳥取県

介護機器の導入に係る助成制度 鳥取県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 長寿社会課

担当者 岸本

電話番号 0857-26-7178

FAX番号 0857-26-8168

E-mail
kishimoto-

h@pref.tottori.lg.jp

HP_URL

部署 長寿社会課

担当者 阿部

電話番号 0857－26－7179

FAX番号 0857－26ー8168

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

HP_URL
https://www.pref.tottori

.lg.jp/129008.htm

←目次に戻る

連絡窓口

採択件数：14法

人25事業所　総

額（実績）：

14,920,000円

採択件数：２件

46,185,000円（繰

越予定含む）

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

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。

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を補助。

採択件数：19件

30事業所　総額

（見込）

45,181,000円

採択件数：３件

総額（予定）：

123,060,000円

令和2年9月~令和2年10月

令和3年4月23日～

　　　　　　～6月22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の導入に必要な

経費を助成

県内の介護事業所

2

1 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

mailto:kishimoto-h@pref.tottori.lg.jp
mailto:kishimoto-h@pref.tottori.lg.jp
mailto:abema@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/129008.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/129008.htm


島根県

介護機器の導入に係る助成制度 島根県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 島根県高齢者福祉課

担当者 中村

電話番号 0852-22-5718

FAX番号 0852-22-5238

E-mail kourei@pref.shi,mane.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）

連絡窓口

1 介護ロボット等導入支援

事業

R3.10.8からR3.11.12【補助対象範囲】（R3)

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

：66,000,000円

採択件数

：43件

総額

：19,704,000円

mailto:kourei@pref.shi,mane.lg.jp
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 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 保健福祉部長寿社会課

担当者 水田智之

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
保健福祉局保健福祉部医療

政策推進課

担当者 木村・村岡

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

部署
保健福祉局高齢福祉部事業

者指導課

担当者 岡本

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

【参加事業所】

50事業所（見

込）

【事業費総額】

25,000,000円（予

算額）

【参加事業所】

38事業所

【事業費総額】

18,220,097円

連絡窓口

1 介護ロボット導入支援事

業

岡山県 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

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

（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又は3/4

【参加事業所】

未定

【事業費総額】

15,000,000円（予

算額）

採択件数：

12件

総額：

7,979,000円

R3.8.23からR3.9.30

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）。

令和3年5月12日～令和3

年5月21日

【採択件数】

１施設

【総額】

8,693千円

（予定額）

【採択件数】

６施設

【総額】

20,437千円

2 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。

3 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

市内の介護施設等

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。

【前期】

令和3年5月14日～令和3

年6月18日

【後期】

令和3年9月9日～令和3年

10月18日

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


広島県

介護機器の導入に係る助成制度 広島県 更新日： 令和3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 R3予定 R2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 神田，角南

電話番号 （082）877-1079

FAX番号 （082）877-1323

E-mail
jimukyoku@fukushiyogu

-hiroshima.jp

HP_URL

https://www.fukushiyo

gu-

hiroshima.jp/index.php/

robot_2021/

←目次に戻る

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

連絡窓口

　（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

　　　　・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

採択件数：

55件

総額：（予定）

11,250,000円

採択件数：

55件

総額：

11,427,175円

令和3年7月1日 ～

　　～令和3年11月30日

※予算限度額到達のた

め，7月30日で受付終

了。

mailto:jimukyoku@fukushiyogu-hiroshima.jp
mailto:jimukyoku@fukushiyogu-hiroshima.jp
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/index.php/robot_2021/
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/index.php/robot_2021/
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/index.php/robot_2021/
https://www.fukushiyogu-hiroshima.jp/index.php/robot_2021/


山口県

介護機器の導入に係る助成制度 山口県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 長寿社会課

担当者 廣中

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/25

04.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。

採択件数：

40件

総額（予定）：

12,000,000円

採択件数：

19件

総額：

5,764,000円

(一次募集）

2021年６月１日～

　　　　　～７月30日

(二次募集）

2021年9月１日～

　　　　　～9月30日

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/2504.html
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2504.html
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2504.html


徳島県

介護機器の導入に係る助成制度 徳島県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 保健福祉部長寿いきがい課

担当者 志摩　知哉

電話番号 088-621-2247

FAX番号 088-621-2840

E-mail
shima_tomoya_1@pref.t

okushima.jp

HP_URL

https://www.pref.tokus

hima.lg.jp/jigyoshanoka

ta/kenko/koreishafukus

hi/5048995/

←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 介護ロボットの導入を支援し、介護ロ

ボットを活用することにより、介護従事

者の負担軽減等を図り、もって介護従事

者の確保につながるものとなるよう、徳

島県地域医療介護総合確保基金事業費補

助金（介護分）を活用し支援

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）：

42件

総額（予定）：

35,000,000円

採択件数：

36件

総額：

21,601,000円

2021年7月30日～

　　　　　～8月20日

mailto:shima_tomoya_1@pref.tokushima.jp
mailto:shima_tomoya_1@pref.tokushima.jp
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/5048995/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/5048995/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/5048995/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/5048995/


香川県

介護機器の導入に係る助成制度 香川県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 健康福祉部長寿社会対策課

担当者 宮宇地

電話番号 087-832-3267

FAX番号 087-806-0206

E-mail
sf6384@pref.kagawa.lg.j

p

HP_URL

https://www.pref.kaga

wa.lg.jp/choju/choju/jig

yosya/kikin_hojyo.html

←目次に戻る

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。

香川県内に所在する介護保険法に基づ

く介護サービス事業所

１法人当たりの補助上限額を100万円

とした上で、次の（ⅰ）及び（ⅱ）で

算出された額以内の金額で実施。

（ⅰ）介護ロボットの導入に伴う経費

（ア）移乗支援（装着型・非装着

型）、入浴支援

１機器につき補助上限額は100万円。

補助率は２分の１。

（イ）上記以外

１機器につき補助上限額は30万円。補

助率は２分の１。

（ⅱ）見守り機器の導入に伴う通信環

境整備に係る経費

１事業所につき補助上限額は100万円

とする。補助率は２分の１。

採択件数（申請

計画書数）：

28件

総額（予定）：

7,300,000円

採択件数(申請計

画書数）：

33件

総額：

8,328,000円

2021年3月26日～

　　　　　　～5月21日

mailto:sf6384@pref.kagawa.lg.jp
mailto:sf6384@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


愛媛県

介護機器の導入に係る助成制度 愛媛県 更新日： 令和3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 R3予定 R2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 寳生

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

39,010,000円

採択台数：

介護ロボット

249台

通信環境整備

17箇所

総額：

38,984,000円

予算額

27,060,000円

採択台数：

介護ロボット

251台

通信環境整備

10個所

総額：

26,972,000円

令和3年6月14日～

　　　～令和3年7月30日

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


高知県

介護機器の導入に係る助成制度 高知県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 地域福祉政策課

担当者 若江、岡林

電話番号 088-823-9631

FAX番号 088-823-9207

E-mail
060101@ken.pref.kochi.

lg.jp

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

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

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

一次募集：令和３年６月

23日～7月30日

二次募集：準備中

採択件数：公募

中

総額（予定）：

177,880千円（予

算額）

採択件数：

9法人13事業所

総額：9,448千円

mailto:060101@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:060101@ken.pref.kochi.lg.jp
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 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署

保健医療介護部高齢者地域

包括ケア推進課介護人材確

保対策室

担当者 小野山　心

電話番号 092-643-3327

FAX番号 092-643-3253

E-mail

k-

kaigojinzai@pref.fukuok

a.lg.jp

HP_URL

https://www.pref.fukuo

ka.lg.jp/contents/kaigor

obotto03.html

連絡窓口

1 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

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。

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。

採択件数：未定

総額（予定）：

245,068,000円

採択件数：100件

総額：

194,873,000円

2021年７月２日～８月末

mailto:k-kaigojinzai@pref.fukuoka.lg.jp
mailto:k-kaigojinzai@pref.fukuoka.lg.jp
mailto:k-kaigojinzai@pref.fukuoka.lg.jp
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaigorobotto03.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaigorobotto03.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaigorobotto03.html


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 R3予定 R2実績 連絡窓口

部署 高齢社会政策課

担当者 熊丸

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/hofuku/shakais

anka/health/00/fukushi

jinzai.html

部署 高齢社会政策課

担当者 熊丸

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/hofuku/shakais

anka/health/00/fukushi

jinzai.html

←目次に戻る

2 「令和３年度　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

福岡市指定介護サ―ビス

事業所の経営者層及び現

場リーダー層

予算額

2,000千円

3 「介護ロボット・ICTトラ

イアル導入支援事業の試

行に係る支援業務」

福岡市

保健福祉局

高齢社会政策課

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。

福岡市指定介護サ―ビス

事業所

予算額

3,000千円

講座受講料は無料

未定

2021年７月14日～

　　　　　　～8月4日

予算額

4,796千円

なし低額料金で試用貸出を実施予定

mailto:fukujin@city.fukuoka.lg.jp
mailto:fukujin@city.fukuoka.lg.jp
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
mailto:fukujin@city.fukuoka.lg.jp
mailto:fukujin@city.fukuoka.lg.jp
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/shakaisanka/health/00/fukushijinzai.html


佐賀県

介護機器の導入に係る助成制度 佐賀県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署
長寿社会課サービス指導担

当

担当者 上瀧

電話番号 0952-25-7266

FAX番号 0952-25-7265

E-mail
kaigohoken@pref.saga.l

g.jp

HP_URL

http://www.pref.saga.lg

.jp/kiji00368618/index.

html

←目次に戻る

連絡窓口

【補助対象範囲】

介護ロボット及びICT導入に係る経費

【補助条件等】

・ロボット・・１機器につき導入経費

に補助率（1/2、3/4）を乗じて得た額

または補助基準額のいずれか低い額

・ICT・・対象経費に補助率

（1/2,3/4）を乗じて得た額または職

員数に応じた上限額のいずれか低い額

・導入後３年間の報告等

※詳細については要綱参照

未定

総額（予定）

12,572,000円

（ロボットの

み）

30事業所

総額：17,031,000

円

（ロボットの

み）

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

2021年５月27日～

　　　　　　6月30日

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


長崎県

介護機器の導入に係る助成制度 長崎県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署
長寿社会課・介護人材確保

推進班

担当者 宮﨑

電話番号 095-895-2440

FAX番号 095-895-2576

E-mail
kaigojinzai@pref.nagasa

ki.lg.jp

HP_URL

http://www.pref.nagasa

ki.jp/bunrui/hukushi-

hoken/koreisha/kaigoji

nnzaikakuho/kaigorobot

/

←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、

介護業務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500万円

・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500

万円。

・ICT…職員数に応じた上限額（最大

130万円）。

<R2募集>

採択件数：

63件（法人）

総額（予定）：

238,993,000円

※R2予算を繰越

<R3募集>

採択件数：

11～12事業所程

度

総額（予定）：

約6千万円

採択件数：

25件（法人）

総額：

210,926,000円

2021年6月30日～

　　　　　　～8月10日

mailto:kaigojinzai@pref.nagasaki.lg.jp
mailto:kaigojinzai@pref.nagasaki.lg.jp
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/kaigojinnzaikakuho/kaigorobot/
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/kaigojinnzaikakuho/kaigorobot/
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/kaigojinnzaikakuho/kaigorobot/
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/kaigojinnzaikakuho/kaigorobot/
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/kaigojinnzaikakuho/kaigorobot/


熊本県

介護機器の導入に係る助成制度 熊本県 更新日： 令和3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 R3予定 R2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

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。

○　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：

約200件

総額（予定）：

100,350,000円

採択件数：

78件

総額：

47,536,000円

2021年6月7日～

　　　　　　～7月7日



大分県

介護機器の導入に係る助成制度 大分県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署
高齢者福祉課介護サービス

事業班

担当者 久松

電話番号 097-506-2683

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 採択件数：

325台、9事業所

総額：

43,738,000円

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：

115台、6事業所

総額（予定）：

44,000,000円

８月２日～９月３０日

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


宮崎県

介護機器の導入に係る助成制度 宮崎県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 長寿介護課

担当者 山口

電話番号 0985-26-7058

FAX番号 0985-26-7344

E-mail
shisetsu@pref.miyazaki.

lg.jp

HP_URL

https://www.pref.miyaz

aki.lg.jp/choju/kenko/k

oresha/2020052715510

4.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

2021年6月28日

～7月21日

総額：

100,000,000円

採択件数：

94事業所

総額：

83,133,000円

mailto:shisetsu@pref.miyazaki.lg.jp
mailto:shisetsu@pref.miyazaki.lg.jp
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kenko/koresha/20200527155104.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kenko/koresha/20200527155104.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kenko/koresha/20200527155104.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kenko/koresha/20200527155104.html


鹿児島県

介護機器の導入に係る助成制度 鹿児島県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 介護保険室

担当者 熊手

電話番号 099-286-2687

FAX番号 099-286-5554

E-mail

k-

jigyo@pref.kagoshima.lg

.jp

HP_URL
https://www.pref.kagos

hima.jp/index.html

←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

ト導入及び見守り機器の導入に伴う通信

環境整備費用の一部を補助

介護保険法に基づくすべてのサービス

を行う事業所

○補助率

費用の3/4(一定の要件を満たす場合)

又は１/2を補助

（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ことを

予定していること。

・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・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

○補助上限台数

定員の2割まで

未定 ロボット：366台

通信環境整備：

23式

補助総額：

60,858千円

令和３年10月11日～

令和３年10月17日

mailto:k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
https://www.pref.kagoshima.jp/index.html
https://www.pref.kagoshima.jp/index.html


沖縄県

介護機器の導入に係る助成制度 沖縄県 更新日： 令和3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 R3予定 R2実績

部署 高齢者福祉介護

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

 令和３年10月25日（月）

～令和３年11月22日

（月）

採択件数：

９件

総額（予定）：

6,000,000円

採択件数：

９事業所

総額：

6,114,000円

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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