介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱
（趣旨）
第１条

知事は、介護従事者の負担の軽減や業務の効率化により介護従事者が継続して就

労できる環境整備を図るため、介護保険法（平成９年法律第 123 号）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（以下｢補助事業者｣という。）がロボッ
ト技術を用いた介護業務の用に供する機器又はＩＣＴ（以下、「介護ロボット等」とい
う。）を導入するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、
その交付に関しては、地域医療介護総合確保基金管理運営要領（平成 26 年９月 12 日付
け医政発 0912 第５号、老発 0912 第１号及び保発 0912 第２号厚生労働省医政局長、
老健局長及び保健局長連名通知）、和歌山県補助金等交付規則（昭和 62 年和歌山県規則
第 28 号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところによる。
（定義）
第２条

この要綱において｢介護ロボット｣とは、次の各号のいずれにも該当するものをい

う。
（１）日常生活における移乗介護、移動支援、排せつ支援、見守り、コミュニケーショ
ン又は入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担を軽減する
効果のあるもの。
（２）次のア又はイのいずれかに該当するものであること。
ア

ロボット技術（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技術）を活用することに
よって、従来の機器と比較して、より介護従事者の負担の軽減に寄与すると認
められるものであること。

イ

経済産業省が行う「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ものであること。

（３）販売価格が公表されており、一般に購入できるものであること。
２

この要綱において「ＩＣＴ」とは、次の第１号又は第２号のいずれかに該当し、かつ
第３号にも該当するものをいう。
（１）記録業務、情報共有業務（事業所内外の情報連携を含む。）、請求業務（以下こ
の号及び次号においてこれらを「業務」という。）について、転記等の付随業務が発
生することのないよう一貫したサービスを提供するソフトウェア（以下、「介護ソフ
ト」という。）であって、次のアからウまでのいずれにも該当するものであること。
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ア

居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等（居宅介護支援事業所又は介護予防
支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画又は介護予防サー
ビス計画に基づきサービス提供をするものに限る。）が、介護ソフトを導入す
る場合は、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間にお
ける情報連携の標準仕様」（令和元年５月 22 日付け老振発 0522 第１号厚生労
働省老健局振興課長通知）に準じたものを導入する場合に限るものであるこ
と。

イ

有償であるか否かにかかわらず、介護ソフトの使用に当たっては、その方法
等について、随時の照会が可能であり、当該照会への対応が常に行われるもの
であること。

ウ

研究開発品ではなく、企業が保証する商用のものであること。

（２）介護ソフトをインストールしたタブレット端末、スマートフォン等のハードウェ
アであること。ただし、業務に限定して使用するものに限る。
（３）個人情報保護のため、十分なセキュリティ対策が講じられているものであること。
３

この要綱において｢介護ロボット等導入計画｣とは、介護ロボット等を導入する補助事
業者が作成する計画であって、介護従事者の負担を軽減するため、導入後３年間の達成
すべき目標、導入する介護ロボット等及び期待される効果等を記載し、実際の活用モデ
ルを示すことにより他の介護施設等の参考となり得る計画として作成されるものをい
う。
（補助対象経費等）

第３条

補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助事業者が

前条第１項に規定する介護ロボット又は同条第２項に規定するＩＣＴを導入する事業と
し、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表に掲げ
るとおりとする。
（補助額等）
第４条

前条の経費に対する補助額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

方法により算出された額とする。
（１）介護ロボット
ア

介護ロボットの導入
導入する介護ロボット１機器当たりの補助額（導入する介護ロボット１機器につ
き、補助対象経費に、次の（ア）の表の補助事業者の区分に応じ、それぞれ同表の
補助率の欄に定める補助率を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があ

-2-

るときは、当該端数を切り捨てた額。算出された額が次の（イ）の表の介護ロボッ
トの区分に応じ、それぞれ同表の基準額の欄に定める基準額を超えるときは、その
基準額。）に機器の数を乗じて得た額
（ア）補助率
補助事業者

補助率

以下の全ての要件を満たす補助事業者
ａ

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 機器及び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予定
していること。

ｂ

４分の３

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。

上記以外の補助事業者

２分の１

（イ）基準額
介護ロボット
移乗支援（装着型・非装着型）
入浴支援
上記以外
イ

基準額
１００万円
３０万円

見守り機器の導入に伴う通信環境整備
補助事業者において見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費につき、補
助対象経費に次の表の補助事業者の区分に応じ、それぞれ同表の補助率の欄の補助
率を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切
り捨てた額。算出された額が７５０万円を超えるときは、７５０万円。）
補助事業者

補助率

以下の全ての要件を満たす補助事業者
ａ

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 機器及び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予定
していること。

ｂ

利用者のケアの質の維持・向上、職員の休憩時
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４分の３

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。
上記以外の補助事業者
（２）ＩＣＴ

２分の１

補助事業者においてＩＣＴの導入に要する経費（補助事業者の事業所１か

所に係るものに限る。）につき、補助対象経費に、次の（ア）の表の補助事業者の区
分に応じ、それぞれ同表の補助率の欄に定める補助率を乗じて得た額（その額に１，
０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。算出された額が次の（イ）
の表の職員数の欄に掲げる職員数の区分に応じ、それぞれ同表の基準額の欄に定める
基準額を超えるときは、その基準額。）
（ア）補助率
補助事業者

補助率

以下の要件のいずれかを満たす補助事業者
LIFE （ ラ イ フ ） （ 科 学 的 介 護 情 報 シ ス テ ム

ａ

（ Long-term

care

Information

system

For

Evidence）であって、厚生労働省が従来のシステム
を一体的に運用し、利用者の状態やケアの実績等の
データを収集・蓄積等するものをいう。以下単に

４分の３

「LIFE」という。）にデータを提供している又は提
供を予定していること。
ｂ

事業所内・事業所間で居宅サービス計画書等のデ
ータ連携を行っている又は行うことを予定している
こと。

上記以外の補助事業者

２分の１

（イ）基準額

２

職員数

基準額

1 名以上 10 名以下

１００万円

11 名以上 20 名以下

１６０万円

21 名以上 30 名以下

２００万円

31 名以上

２６０万円

補助金の交付の申請は、前項第１号アについては、一の介護ロボット等導入計画
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につき１回、前項第１号イ及び第２号については、原則として１事業所につき１回
に限るものとする。ただし、前項第２号に掲げるＩＣＴの導入に係る補助事業につ
いては、第１回目の補助額が基準額の範囲内である場合に限り、第２回目の補助金
の交付の申請を可能とし、第２回目の補助金の交付の申請を行う場合には、基準額
から第１回目の補助金の交付額を除いた金額を補助金の交付申請額の上限とする。
（補助金交付申請）
第５条

補助金の交付の申請をしようとする事業者は、別に知事が定める期日までに、介

護ロボット等導入支援事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に、以下の書類を添え
て知事に提出しなければならない。
（１）介護ロボット等導入計画書（別記第２号様式）
（２）介護ロボット等導入支援事業補助金所要額調書（別記第３号様式）
（３）収支予定額内訳書（別記第４号様式）
（４）役員等名簿（補助事業者が法人である場合に限る。）
（５）補助事業者が介護保険法に基づく指定又は許可を受けていることがわかる書類
（６）職員数がわかる書類（ＩＣＴを導入する場合に限る。）
（７）導入する介護ロボット等の概要が分かる資料（カタログ等。２部提出すること。）
（８）見積書の写し
（９）その他知事が必要と認める書類
２

第１項の規定による申請書を提出するに当たって、補助事業者について、当該補助金
に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消
費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税
額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定
による地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助額を補助対象経費で除して
得た割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）がある場
合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金
に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
（交付条件）

第６条

規則第６条の規定により補助金の交付に際し付する条件は、次に掲げるとおりと

する。
（１）次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、あらかじめ知事の承認を受けるこ
と。
ア

補助事業の内容の変更（知事が軽微な変更と認める場合を除く。）をする場合

イ

補助事業を中止し、又は廃止する場合
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（２）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難になっ
た場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
（３）補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が
明らかでないため、消費税及び地方消費税相当額を含めて申請した場合は、次の条
件に従わなければならないこと。
ア

実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明
らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならないこと。

イ

実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る
消費税等仕入控除税額が確定した場合（消費税等仕入控除税額が０円の場合を含
む。）には、その金額（実績報告において、アにより減じた額を上回る部分の金
額）を消費税等仕入控除税額報告書（別記第５号様式）により速やかに知事に報
告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならないこと。

（４）この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下、この条において
「財産」という。）については、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の
注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を
図らねばならないこと。
（５）財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）
に定められている耐用年数に相当する期間を経過するまで、知事の承認を受けない
で、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に
供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
（６）この補助金の収支に関する帳簿を備え、預金通帳、領収書等の関係書類を整理し、
並びにこれらの帳簿及び書類を、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から
起算して５年間保存しなければならないこと。
（７）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入
の全部又は一部を県に納付させることがあること。
（８）交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交
付されている場合は、別途知事が指定する期限までにその超える部分について県に
納付しなければならないこと。
（変更の承認等）
第７条

前条第１号の規定により、同号アの補助事業の内容の変更について知事の承認を

受けようとする場合には、介護ロボット等導入支援事業変更承認申請書（別記第６号様
式）に変更後の介護ロボット等導入計画書（別記第２号様式）、介護ロボット等導入支
援事業補助金所要額調書（別記第３号様式）及び収支予定額内訳書（別記第４号様式）
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を添付してあらかじめ知事に提出しなければならない。ただし、第８条の規定により、
同時に補助金の変更交付を申請する場合は、この変更承認申請を省略することができる。
２

前条第１号の規定により、同号イの補助事業の中止又は廃止について知事の承認を受
けようとする場合には、介護ロボット等導入支援事業中止（廃止）承認申請書（別記第
７号様式）をあらかじめ知事に提出しなければならない。

（補助金の変更交付申請）
第８条

この補助金の交付決定後の事情により補助金の変更交付を申請しようとする場合

には、介護ロボット等導入支援事業補助金変更交付申請書（別記第８号様式）に変更後
の介護ロボット等導入計画書（別記第２号様式）、介護ロボット等導入支援事業補助金
所要額調書（別記第３号様式）及び収支予定額内訳書（別記第４号様式）を添付して知
事に提出しなければならない。
（実績報告）
第９条

補助事業者は、補助事業が完了（補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。）

したときは、その日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定があった日
の属する年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに規則第１３条の規定によ
り、介護ロボット等導入支援事業補助金実績報告書（別記第９号様式）に次に掲げる書
類を添えて、知事に提出しなければならない。
（１）介護ロボット等導入支援事業補助金精算額調書（別記第１０号様式）
（２）収支決算額内訳書（別記第１１号様式）
（３）補助事業に係る契約書等の写し
（４）補助事業に係る支払いが確認できる書類（領収書等）の写し
（５）導入した介護ロボット等の写真
（６）その他知事が必要と認める書類
（導入効果の報告）
第１０条

本事業により介護ロボットを導入した補助事業者は、得られた効果等について、

導入した日の属する年度の翌年度から３年間、知事が別に定める期日までに、介護ロボ
ット使用状況報告書（別記第１２号様式）により、知事に報告しなければならない。
２

本事業によりＩＣＴを導入した補助事業者は、得られた効果等について、別に定める
ところにより知事に報告しなければならない。
（情報収集への協力）

第１１条

本事業によりＩＣＴの導入（タブレット端末等のみを導入する場合を含む。）
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を行った補助事業者は、LIFE による情報収集に協力しなければならない。
（その他）
第１２条

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に

定めるものとする。
附

則

この要綱は、令和元年６月２８日から施行する。
附

則

この要綱は、令和２年７月１５日から施行する。
附

則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
附

則

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。
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別表（第３条関係）

介護ロボット

区分

ICT

次の（１）から（６）までに掲げる項目ごとに掲
げた機器等の購入、リース、レンタル等に要する
経費。ただし、補助対象外経費の欄に掲げる経費
を除く。
（１）移乗介護ロボット
・ ロボット技術を用いて介助者のパワーア
シストを行う装着型の機器
・ ロボット技術を用いて介助者による抱え
上げの動作のパワーアシストを行う非装着
型の機器

補

助

対

象

経

費

（２）移動介護ロボット
・ 高齢者等の外出をサポートし、荷物等を
安全に運搬できるロボット技術を用いた歩
行支援機器
・ 高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポー
トし、特にトイレへの往復やトイレ内での
姿勢保持を支援するロボット技術を用いた
歩行支援機器
・ 高齢者等の外出をサポートし、転倒予防
や歩行等を補助するロボット技術を用いた
装着型の移動支援機器
（３）排せつ支援介護ロボット
・ 排せつ物の処理にロボット技術を用いた
設置位置の調整可能なトイレ
・ ロボット技術を用いて排せつを予測し、的
確なタイミングでトイレへ誘導する機器
・ ロボット技術を用いてトイレ内での下衣
の着脱等の排せつの一連の動作を支援する
機器

次の（１）から（１０）までに掲げる機器等の
購入、リース、レンタル等に要する経費。ただ
し、補助対象外経費の欄に掲げる経費を除く。
（１）タブレット端末・スマートフォン等ハード
ウェア（介護に関する記録を現地で完結でき、
その場で利用者の情報を確認できるもの又はイ
ンカム等の職員間の情報共有及び職員の移動負
担を軽減するために、効果的かつ効率的なコ
ミュニケーションを図ることができるもの等の
生産性向上に効果のあるＩＣＴ技術を活用した
ものに限る。）
（２）ソフトウェア（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、ホームページ作成等）が単体となってい
るソフトウェアも含む。）
（３）標準仕様やＬＩＦＥ対応のためのソフト
ウェアの改修
（４）ネットワーク機器の購入・設置
（５）クラウドサービス
（６）保守・サポート
（７）導入設定
（８）導入研修
（９）セキュリティ対策
（10）ICT導入に関する他事業者からの照会等に応
じた場合の経費

（４）見守り介護ロボット
・ 介護施設において使用する、センサーや
外部通信機能を備えたロボット技術を用い
た機器のプラットフォーム
・ 在宅介護において使用する、転倒検知セ
ンサーや外部通信機能を備えたロボット技
術を用いた機器のプラットフォーム
・ 見守り介護ロボットを効果的に活用するた
めに必要な通信環境整備
（５）コミュニケーション介護ロボット
・ 高齢者等とのコミュニケーションにロボ
ット技術を用いた生活支援機器
（６）入浴介護ロボット
・ ロボット技術を用いて浴槽に出入りする
際の一連の動作を支援する機器
・

補助金の交付決定前に購入、リース又はレンタル契約を締結したもの

・

補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に当該介護ロボット等の納品や支払いが完了しないもの

・

補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度以降の購入、リース又はレンタルに要する費用

・

保守、サポート、セキュリティ対策等の補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度まで継続
して発生する費用のうち当該翌年度以降相当分

対

・

介護ロボット等の導入について、他の補助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

象

・

介護ロボットのメンテナンスに要する費用

外

・

インターネット回線使用料等の通信費

・

設置工事費、施設（修繕）工事費用（介護ロボット（４）、及び ICT（４）に掲げる経費は除く。）

・

保険料

・

開発の際の開発基盤のみのソフトウェアの購入、リース又はレンタルに要する費用

補
助

経
費

・

事業所等において、専らその位置を変更せず使用するパソコン及びプリンターの購入、リース又はレ
ンタルに要する費用
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