令和 3 年度

介護ロボット導入支援補助金

2021.06.08 現在 各都道府県の実施状況をまとめています。
北海道地域
〇北海道
「未定」
【締め切り】開始前のため未定
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/index.htm
上記、北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課の介護人材係・介護支援係「介護
ロボット導入支援事業」にて更新予定
東北地方
〇青森県 「未定」
〇岩手県 「未定」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/index.html
上記、岩手県ホームページ「介護福祉」にて更新予定
〇秋田県 「介護ロボット導入支援事業」
【締め切り】第１回：５月２８日 （※予算に余剰が出た場合は第２回募集を実施予定）
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kaigohoken/1006010/1013222.html
〇宮城県 「介護ロボット・ICT 導入支援事業」
（予定）
【締め切り】６月募集開始予定
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/
上記、宮城県長寿社会政策課のページにて更新予定
〇山形県 「未定」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/koreisha/robot/index.html
上記、山形県「介護ロボット・ICT 等」にて更新予定
〇福島県 「未定」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025c/
上記、福島県高齢福祉課のページにて更新予定
関東地方
〇茨城県 「地域医療介護総合確保基金「ロボット介護機器普及支援事業」及び「ICT 導
入支援事業」
」
【予算】予算は ＩＣＴ、介護ロボット含め 8,000 万円
【締め切り】 令和 3 年 4 月 30 日（金）～令和 3 年 6 月 4 日（金）
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shisetsu/kaigorobottodounyuusiennz

igyou.html
〇栃木県 「介護人材確保対策事業の介護労働環境・処遇改善事業」
【締め切り】先着順
（１）本事業による補助を受けようとする者は、交付要領第３条に定める書類を提出する
ものとする。
（２）本事業に係る実績報告を行おうとする者は、当該事業が完了した日若しくは廃止の
承認を受けた日から起算して１か月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の４月
10 日のいずれか早い期日までに、交付要領第７条に定める書類を提出するものとする。
優先枠受付開始日

令和 3（2021）年 4 月 1 日（木曜日） 【レベル 3 認証法人（優先枠）
】

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/kaigozinzaikakuho.html
〇群馬県 「介護ロボット等導入支援事業」
【締め切り】５月１０日 ※終了
https://www.pref.gunma.jp/02/d23g_00178.html
〇千葉県 「未定」
【予算】予算は 要綱見直し中 6 月後半には予算が見えてくる
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kfk/fukushi/koureisha/service/index.html
上記、千葉県「高齢者向け福祉サービス」ページ内にて更新予定
〇埼玉県 「未定」
【予算】予算は 介護ロボットで 4,260 万円
【締め切り】7 月募集開始予定
https://www.pref.saitama.lg.jp/kenko/fukushi/kaigo/joho/index.html
上記、埼玉県「介護サービス事業者向け情報」にて更新予定
〇東京都 「次世代介護機器の活用支援事業」
【締め切り】
（予定）
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/jisedaikaigo/jisedaigaiyou.ht
ml
〇神奈川県 「介護ロボット導入補助金」
【予算】予算は 介護ロボット＋通信環境整備で 1 億 8 千万円
【締め切り】5 月 24 日～６月２５日
https://carerobot.kanafuku.jp/introduction/prerobot_R3/
※対象の参考機器一覧が掲載。マインレット未掲載のため 5/28(金)問い合わせ 5/30 以降確
認の上連絡来る。登録依頼。
中部地方
〇新潟県 「介護ロボット導入補助金」
【締め切り】令和 3 年 5 月 27 日（木曜日）から令和 3 年 6 月 28 日（月曜日）まで

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/20210527robot.html
〇長野県 「未定」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/kaigorobottop.html
上記、長野県「介護ロボット・ICT 導入支援について」にて更新予定
〇山梨県 「未定」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/index.html
上記、山梨県健康長寿推進課のページにて更新予定
〇静岡県 「未定」
【予算】予算は
ＩＣＴ、介護ロボット全体
3 億円計上
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-220/jinzai/ict/top.html
上記、静岡県介護保険課「介護分野 ICT 化等事業費補助金トップページ」にて更新予定
〇富山県 「未定」
〇岐阜県 「介護ロボット導入支援事業」
【締め切り】令和 3 年 5 月 24 日（月曜日）～令和 3 年 6 月 21 日（月曜日）※必着
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/130095.html
〇愛知県 「介護ロボット導入支援事業」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kaigorobotto.html
〇石川県 「介護施設 ICT・IoT 導入促進事業」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/ict-iot.html
〇福井県 「未定」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/index.html
上記、福井県長寿福祉課のページにて更新予定
関西地方
〇滋賀県 「未定」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/
上記、滋賀県高齢者福祉・介護のページにて更新予定
〇三重県
事業）
」

「介護従事者確保事業費補助金（ＩＣＴ導入支援事業・介護ロボット導入支援

【締め切り】７月以降開始予定
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/29645022870_00038.htm
〇京都府 「未定」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/074/shinchaku.html
上記、京都府健康福祉部 地域福祉推進課の「新着情報」にて更新予定
〇大阪府 「介護ロボット導入活用支援事業」と「ICT 導入支援事業補助金」
【締め切り・介護ロボット】６月下旬案内掲載、募集期間は７月～８月頃（予定）
https://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/kaigorobo/
【締め切り・ICT】開始前のため未定
https://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/ict/
〇奈良県 「令和 3 年度奈良県介護人材確保対策総合支援補助金」
【締め切り】３月１２日
http://www.pref.nara.jp/item/193319.htm
〇和歌山県 「介護ロボット等導入支援事業」
【締め切り】開始前のため未定
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/d00201773.html
上記、和歌山県長寿社会課(介護サービス指導室）の「介護ロボット等導入支援事業」にて
更新予定
〇兵庫県 「未定」
【締め切り】開始前のため未定
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/h30roudoukankyou.html
上記、兵庫県「介護業務における労働環境改善支援事業の実施について」のページにて更
新予定
中国地方
〇鳥取県 「介護分野ＩＣＴ導入支援事業」と「介護ロボット導入支援事業」
【締め切り】６月２２日
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1035334.htm
〇島根県 「令和３年度介護ロボット導入支援事業」
【締め切り】６月２２日
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/hojokin/
上記、島根県「各種助成制度」のページ
〇岡山県 「未定」
〇広島県 「未定」
〇山口県 「令和３年度介護ロボット導入支援事業」

【締め切り】令和３年６月１日（火）～令和３年７月３０日（金）必着
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1621313443462/index.html

四国地方
〇香川県 「介護事業所に対する業務改善支援事業補助金の要望調査」
【締め切り】５月２１日
https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/choju/jigyosya/kikin_hojyo.html
〇高知県 「
「介護福祉機器等導入支援事業費補助金」における「障害福祉分野のロボット
等導入支援事業」及び「障害福祉分野の ICT 導入モデル事業」の活用意向調査」
【締め切り】５月２１日
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060101/2021051000168.html
〇徳島県 「未定」
〇愛媛県 「未定」
九州地方
〇福岡県 「未定」
〇佐賀県 「未定」
〇長崎県 「未定」
〇大分県 「未定」
〇熊本県 「未定」
〇宮崎県 「未定」
〇鹿児島県 「未定」
〇沖縄県 「未定」

