
　高齢者施設等におけるＩＣＴ機器及び介護ロボット導入事業補助金交付要綱　FAQ

項番 質問内容 回答 更新日

1　補助金事業について

1 この補助金事業の目的は。

介護サービス事業所及び介護保険施設へのＩＣＴ機器や
介護ロボットの導入に対し補助金を交付することにより、
事業所・施設の職員の業務負担の軽減及び人材不足の
解消を図ることを目的としています。

10月14日

2 補助金額はいくらか。
補助対象経費の9/10（上限は45万円）です。
※千円未満の端数は、切り捨てです。

10月14日

3 申請したら補助がもらえると思っていいのか。
当該年度の予算の範囲内での執行になりますので、必ず
補助金の交付ができるものではありません。

10月14日

4 申請はだれができるのか。

介護保険法に基づき指定・許可された
横浜市内に所在する事業所・施設を運営する法人の代
表者です。
詳細は、「高齢者施設等におけるＩＣＴ機器及び介護ロ
ボット導入事業補助金交付要綱」第３条を確認ください。

10月14日

5
介護保険法（平成9年法律第123号）に基づく指定又
は許可はいつの時点で受けている必要があるか。

補助金の申請をする時点での指定又は許可が必要で
す。ただし、すでに購入している場合は、購入日に指定又
は許可されていることが必要です。

10月14日

6
住宅型有料老人ホームは補助金を申請することがで
きるか。

介護サービス事業所ではないため、申請することはでき
ません。

10月14日

7
優先される条件に１つも該当がないと申請してはい
けないのか。

市内事業所（要綱第３条のサービス種別に限る）であれ
ば申請可能です。

10月14日

8 同一法人で複数事業所分の申請をしてよいのか。
サービス事業所ごとに申請が可能です。
例えば、同一事業所番号で複数事業所を運営している場
合は、それぞれで申請が可能です。

10月14日

9
同一法人で複数事業所分を一括で申請してよいの
か。

サービス事業所ごとに申請が必要です。
例えば、同一事業所番号で複数事業所を運営している場
合は、それぞれで申請が必要です。

10月14日

10 補助金がもらえるかを申請前に知りたい。
申請書を提出していただき、交付又は不交付を決定した
通知をもって回答とします。

10月14日
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項番 質問内容 回答 更新日

11 申請方法は選べますか。

原則として、電子申請システムで申請をしてください。電
子申請システム上で必要事項を入力すると、申請書類が
出来上がる仕組みになっています。申請が完了すると、
完了した旨のメールが届きます。
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/reside
nts/procedures/apply/a6ada683-711d-4199-ba0a-
4ea2c4b6d8ef/start

10月14日

12
横浜市の電子申請を利用したことがありません。申
請書を郵送で提出してもいいですか。

項番11をご確認ください。
電子申請によることが困難な場合は、郵送又は持参で申
請をしてください。申請は、ホームページに掲載している
「高齢者施設等におけるＩＣＴ機器及び介護ロボット導入
事業補助金交付要綱」の第１号様式を用いてください。

10月14日

13
電子申請の使い方が分からない。ログイン方法が分
からない。

電子申請・届出システムの操作については、下記のホー
ムページからお問い合わせいただけます。
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/reside
nts/procedures/apply/b7977ff0-9301-4ddb-b712-
181c2396de01/start
手続きの内容や進捗状況、制度に関するお問い合わせ
につきましては、介護事業指導課へお問い合わせくださ
い。

10月14日

14 交付が決定したことはどのようにわかりますか。

本補助金交付が適当と認めるときは、「高齢者施設等に
おけるＩＣＴ機器及び介護ロボット導入事業補助金交付決
定通知書（第３号様式）」により、不交付の場合は、「高齢
者施設等におけるＩＣＴ機器及び介護ロボット導入事業補
助金不交付決定通知書（第４号様式）」により通知しま
す。事前の問い合わせには応じられませんので、ご容赦
ください。

10月14日

15 もう購入してもいいのか。

補助金交付をお約束しているものではありませんので、
ご留意ください。また、交付対象になるのは、当該年度内
に実施する事業です。ただし、事業完了報告の日（令和５
年１月31日（火））までに契約・取得・支払いが全て完了し
たもののみが対象です。
また、優先順位を設け、交付の決定をしているため、購入
のタイミングで優先順位が変わる可能性があります。

10月20日

16 ４月に購入した物も対象になるのか。

交付対象になるのは、当該年度内に実施する事業です。
ただし、令和４年４月１日から事業完了報告の日（令和５
年１月31日（火））までに契約・取得・支払いが全て完了し
たもののみが対象です。
また、優先順位を設け、交付の決定をしているため、購入
のタイミングで優先順位が変わる可能性があります。

10月20日

17 ICT機器も介護ロボットも購入したい。 いずれかの申請になります。 10月14日

18 来年度も同類の補助はあると見込んでいいか。 未定です。 10月14日
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項番 質問内容 回答 更新日

19 見積は１社から取ればいいのか。

１件の金額が100万円未満であれば、１社で構いません。
ただし、１件の金額が100万円以上になると見込まれると
きは、市内事業者により入札を行い、又は２人以上の市
内事業者から見積書の徴収を行わなければなりません。
１件の金額が100万円以上の場合は、すべての見積書を
添付してください。
詳細は、「横浜市補助金等の交付に関する規則」第24条
をご確認ください。

10月14日

20 見積業者は事業所判断で選定していいのか。

１件の金額が100万円未満の発注については、補助事業
者に市内発注を義務付けてはいませんが、「横浜市中小
企業振興条例」の趣旨を踏まえて市内中小事業者への
発注を検討してください。
項番19も併せてご確認ください。

10月14日

21
複数者から見積を取ったが、どれを付ければいいの
か。

補助対象経費の根拠になるもののみを添付してください。
ただし、項番19も確認ください。

10月14日

22
購入予定の介護ロボットは120万円しますが、市外業
者しか取り扱っていません。この場合は補助対象と
なりますか。

原則、市内業者で該当の製品を取り扱っている業者を探
して契約してください。（横浜市中小企業振興条例の趣旨
を踏まえて市内中小事業者への発注を検討してくださ
い。）
対応が難しい場合は、介護事業指導課まで相談してくだ
さい。

10月14日

23
９つ以上の製品を購入する場合、電子申請に入力が
できない。どうすれば良いか。

介護事業指導課までお問い合わせください。 10月14日

24 申請期限を超えても申請できるか。 申請できません。必ず期限内に申請してください。 10月14日

25 リース契約をしている物も対象か。

対象です。ただし、補助対象経費となるのは当該年度中
に係る経費のみを対象とし、令和４年４月１日から補助金
交付決定通知書（第３号様式）に記された事業完了報告
の日（令和５年１月31日（火））までに契約・取得・支払い
が全て完了したものが対象です。

10月20日

26 月賦（分割）払いで購入した場合も対象か。

対象です。ただし、補助対象経費となるのは当該年度中
に係る経費のみを対象とし、令和４年４月１日から補助金
交付決定通知書（第３号様式）に記された事業完了報告
の日（令和５年１月31日（火））までに契約・取得・支払い
が全て完了したものが対象です。

10月20日

27 書類作成者は、法人本部の職員がしてもいいのか。
可能です。書類作成者は、申請内容について、把握し、
対応ができる方としてください。

10月14日

28 申請日はいつの日にちを書くのか。
電子申請の登録日（郵送・持参の場合は、申請書の記載
日）を入力してください。

10月14日
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項番 質問内容 回答 更新日

29
支払い予定日が未定の場合、どのように記載すれば
いいのか。

見込みの日にちを記入してください。ただし、補助対象経
費となるのは当該年度中に係る経費のみを対象とし、令
和４年４月１日から補助金交付決定通知書（第３号様式）
に記された事業完了報告の日（令和５年１月31日（火））ま
でに契約・取得・支払いが全て完了したものが対象です。

10月20日

30 型番が分からない場合、どうすればいいか。 各メーカーにお尋ねいただき、正確に記入してください。 10月14日

31
納品が遅れてしまって令和５年３月となる場合は、補
助対象になりますか。

補助対象とはなりませんので、購入業者等と納品スケ
ジュールの確認を行ってください。

10月14日

32
補助対象外になる「国や他の自治体、横浜市が実施
するその他の補助を受けているもの」とは。

今回補助申請をする対象製品に対し、本補助金以外の
補助を受けていないことです。
例えば、見守り介護ロボットAを導入する補助を神奈川県
から受けていた場合、見守り介護ロボットAに対し、補填
する形での本補助金は対象外です。ただし、新たに見守
り介護ロボットBを導入する補助申請は可能です。

10月20日

33
交付決定を受けたあとに、補助金を受け取る意思が
なくなった場合はどうすればいいのか。

高齢者施設等におけるＩＣＴ機器及び介護ロボット導入事
業補助金交付申請取下届（第５号様式）を速やかにご提
出ください。

10月20日

34
他の補助金を受けているが、購入金額にその補助が
達していないため、補填するように本事業の補助金
を充てていいか。

補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われてお
り、補助対象経費との支払の区別が難しいものは補助対
象外になります。国や他の自治体、横浜市が実施するそ
の他の補助を受けているものも対象外です。

10月20日

35 「① ICT機器の優先順位」（エ）とはどういうことか？
交付決定後に契約・発注したものが、交付決定前に契
約・発注したものよりも優先されるということです。

10月20日

36
補助対象補助対象経費になる備品等は、どこに帰属
するものでなければならないのか。また、法人でまと
めて１つの申請にしていいのか。

事業所・施設の職員の業務負担の軽減及び人材不足の
解消を図ることを目的としている補助金です。各事業所・
施設に帰属するものをそれぞれの事業所ごとに申請して
ください。

11月2日

2　申請書類（添付書類）について

37
消費税は補助対象外とのことですが、業者から提出
された見積書は、税込価格しか表示されていませ
ん。このまま提出してもよいですか。

税抜き価格が記載されているものをご用意ください。
税込み価格のみ記載の見積書しか取得できない場合
は、介護事業指導課までお問い合わせください。

10月14日

38 見積りの宛名は。
補助対象者となる事業所名が望ましいですが、法人名で
も構いません。

10月14日
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項番 質問内容 回答 更新日

39
申請書に添付する「購入予定機器の仕様等が確認
できる資料」とはなにを指すのか。

製品のパンフレット（製品名や型番が記載されているも
の）を想定しています。これを用いて補助対象経費となる
条件をクリアしているかを確認します。

10月14日

40
提出書類の添付漏れがわかった場合、どうすればい
いのか。

交付決定をするあたり必要な書類の提出がない場合は、
補助金の交付ができないことがありますので、速やかに、
介護事業指導課まで連絡をしてください。

10月14日

41

「ICT機器を導入する場合の優先項目の確認」の項
目で、“LIFEにデータを提供している又は提供を予定
していること。”にチェックを入れた場合は「科学的介
護情報システム(LIFE)に関するお知らせ」の写しを提
出すること。となっているが、CHASEから登録してい
る場合はどうすればいいのか。

「科学的介護データ提供関連サービス（CHASE）に関する
お知らせ」を添付してください。

11月2日

3　ICT機器について

42 ICT機器とは何を指しますか。

詳細は、要綱別表１の１を参照してください。

10月14日

43 一気通貫とはどういう意味ですか。
「 初から 後まで一貫したサービスが可能であること。」
を指します。

10月14日

44
購入したい物が補助対象となる経費か分からない場
合は、どこに相談したらいいのか。

要綱の別表１の１の要件に合致しているか確認をしてくだ
さい。不明点がある場合は、介護事業指導課にメールで
お問い合わせください。（その際には、製品情報が確定で
きるように、型番やカタログを添付し、要件のどこに該当
しているか否かの照会をしてください）
回答までに２営業日程度かかりますので、余裕をもってお
問い合わせください。

10月14日

45
令和４年１月に介護ソフトを導入しました。現在、ソフ
トの利用料を支払っていますが、この利用料は補助
対象になりますか。

補助対象外です。補助対象となる介護ソフトの利用料
は、令和４年４月以降に導入した介護ソフトでその導入に
必要な経費のみとなります。

10月20日

46
ICT機器として、セキュリティ対策ソフトのみ購入して
も補助対象か。

補助対象ではありません。
10月14日

ICT機器
⼀気通貫の

ネットワーク
クラウドサービス
セキュリティ等

ソフト・ハードウエア（持ち運びできるもの）
+
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項番 質問内容 回答 更新日

47 タブレット端末のカバーやフィルムは補助対象か。 補助対象ではありません。 10月14日

48 通信費は補助対象か。 補助対象ではありません。 10月14日

49 施設外で使用する携帯型Wi-Fi機器は補助対象か。 補助対象ではありません。 10月14日

50

本事業で導入したタブレットを職員のシフト調整等の
バックオフィス業務やオンライン面会等、転記不要
（一気通貫）と関係ない業務に利用することは可能
か。

本事業は、介護記録入力、情報共有、報酬事務といった
事務が転記不要（一気通貫）になっていない介護事業所
がＩＣＴを導入することで業務負担軽減することを主目的と
しています。本事業により導入したタブレット端末は、本来
は転記不要（一気通貫）のために使用されるべきもので
すが、過去に本事業による補助を受けたかどうかに関わ
らず、転記不要（一気通貫）が実現できていれば、補助的
にバックオフィス業務やオンライン面会に利用して差し支
えありません。

10月14日

51
介護ソフトの５年間の使用権(ライセンス）を購入する
場合、「全額」が補助対象となるのか、それとも按分
して「3月末までの経費」が対象となるのか。

使用権（ライセンス）購入型の介護ソフトは、使用期限は
あるものの、購入時に一括して費用を支払うものであり、
性質としてはパッケージ型の介護ソフトの購入と同質であ
ると考えれれることから、全額補助対象となります。

10月14日

52
ICT導入に要する経費のうち、情報機器（タブレット端
末等）の対象は具体的にどのようなものが対象とな
るのか。

専ら介護ソフトを使用するための端末であって、事務負担
軽減に効果のある情報機器が対象です。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
きるタブレット等のほか、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などＩＣＴ技術を活用したものを対象
とします。
なお、生産性向上の観点から、持ち運びを前提にせず事
業所に置くパソコンやプリンターは対象外となります。

10月14日

53

ICT導入に要する経費として、バックオフィス業務（人
事、給与、ホームページ作成などの業務）が単体と
なっているソフトの導入に要する経費は補助対象と
なるのか。

対象となります。
ただし、介護ソフトにより一気通貫を満たしていることが前
提となります。

10月14日

54 介護ソフトウェアの買い替えでも対象か。

対象です。例えば、介護ソフトを今回の補助で一気通貫ソ
フトに買い替えをした場合や既に一気通貫ソフトを使用し
ているが、別の一気通貫ソフトに買い替えをする場合で
す。ただし、既に一気通貫ソフトを使用している事業所は
優先順位（要綱第８条第３項(1)イ）の項目は非該当であ
る点にご留意ください。

10月20日

55 ハードウェアの買い替えでも対象か。 対象外です。 10月20日
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項番 質問内容 回答 更新日

56 ノートパソコンは対象になるか。

一気通貫ソフトを導入したノートパソコンであっても、生産
性向上の観点から、持ち運びを前提とせず、事業所に置
くパソコンは補助対象外です。
ノートパソコンが一律不可ということではありませんが、上
記の趣旨を踏まえて必要と判断した場合には、申請してく
ださい。（使用方法を申請書に具体的に記載してくださ
い。）

10月20日

57 医療保険の請求も兼ねたソフトの購入は可能か。
可能です。ただし、医療保険にのみ対応した介護ソフトは
対象外です。

10月20日

58
購入予定の機器は、横浜市が作成した介護ソフトの
例示一覧に掲載されていませんが、補助対象となり
ますか。

条件（項番40）が一致していれば、補助対象となります。 10月20日

59
医療保険にのみ対応したシステムにオプションで介
護ソフト（一気通貫であるもの）を追加していいか。

対象になります。ただし、医療保険にのみ対応したソフト
（システム）の導入費は対象外です。

10月20日

4　介護ロボットについて

60 介護ロボットとは何を指しますか。

詳細は、要綱別表１の２を参照してください。

10月20日

61 ナースコールは対象となりますか。

要綱の別表１の２の要件に合致しているか確認をしてくだ
さい。不明点がある場合は、介護事業指導課にメールで
お問い合わせください。その際には、製品のパンフレット
（製品名や型番が記載されているもの）を添付し、要件の
どこに該当しているか否かの照会をしてください）
回答までに２営業日程度かかりますので、余裕をもってお
問い合わせください。

10月14日

62
現在、研究機関と連携して介護ロボットを導入してい
ます。この介護ロボットを買い取った場合、補助対象
となりますか。

補助対象外です。申請日時点で市販品であることが条件
です。

10月14日

63 介護ロボットの補助台数に上限はあるか。 ありません。 10月14日

介護ロボット
移乗 情報を感知（センサー系）
移動 判断し（知能・制御系）
排泄 動作する（駆動系）
⾒守り・コミュニケーション +の場⾯で OR +市販品
（通信環境整備含む）
⼊浴
介護業務⽀援

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
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64
見守り機器導入に伴う通信環境整備が補助対象と
なっているが、具体的な補助対象としてはどのような
ものか。

具体的な対象は以下のとおりです。
・Wi-Fi環境を整備するために必要な経費
（配線工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システ
ム
管理サーバー、ネットワーク構築など）
・職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど
効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム
・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
（・介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連
動可能な介護記録ソフトウェア（既存の介護記録ソフト
ウェアの改修経費も含む）、
・バイタル測定が可能なウェアラブル端末、
・介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接
続するためのゲートウェイ装置等）

10月20日

65
既に見守り機器を導入している場合において、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
合は補助対象となるか。

対象となります。 10月14日

66 通信費は補助対象か。 補助対象ではありません。 10月14日

67
購入予定の機器は、横浜市が作成した介護ロボット
の例示一覧に掲載されていませんが、補助対象とな
りますか。

条件（項番60）が一致していれば、補助対象となります。 10月20日

68
県のロボット（ＩＣＴ）補助事業に申請しているが、横浜
市の補助金も申請できるのか。

申請することはできますが、例えば、見守り介護ロボットA
を導入する補助を神奈川県から受けていた場合、見守り
介護ロボットAに対し、補填する形での本補助金は対象外
です。ただし、新たに見守り介護ロボットBを導入する補助
申請は可能です。

10月20日

69
横浜市高齢健康福祉課のロボット（ＩＣＴ）補助事業に
申請しているが、横浜市の補助金も申請できるの
か。

申請することはできますが、例えば、見守り介護ロボットA
を導入する補助を横浜市高齢健康福祉課から受けてい
た場合、見守り介護ロボットAに対し、補填する形での本
補助金は対象外です。ただし、新たに見守り介護ロボット
Bを導入する補助申請は可能です。

10月20日

70 入浴支援の介護ロボットの特徴は。

以下の通りです。
・要介護者が一人で使用できる又は一人の介助者の支
援の下で使用できる。
・要介護者の浴室から浴槽への出入り動作、浴槽をまた
ぎ湯船につかるまでの一連の動作を支援できる。
・機器を使用しても胸部まで湯に浸かることができる。
・要介護者の家族が入浴する際に邪魔にならないよう、
介助者が一人で取り外し又は収納・片付けをすることが
できる。
・特別な工事なしに設置できる。

11月2日

5　実績報告（令和５年１月31日(火曜日)までに提出）について

71
ネットバンキングで支払い、領収書がない。実績報告
の際に提出すべきものは何か。

特定の取引について受発注を行うシステムから送信及び
受信したデータやインターネットバンキングによる取引情
報（入金・振込等）が確認できる資料の提出が必要になり
ます。

11月2日
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6　支払いについて

72
請求書を提出したら何日以内に入金が確認できるの
か。

適法な請求書を受理した後、30日以内に支払いをしま
す。

10月14日
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