
令和4年6月29日時点

No. 事業名 URL 主催・管轄 締め切り 問い合わせ先

1
令和4年度次世代介護機器導入

促進支援事業

https://www.fukushizaidan.jp/206gen

bakaikaku/jisedai-2/
公益財団法人　東京都福祉保健財団

R4/7/中旬～8月中旬

※詳細は7月頃にHP掲載

公益財団法人東京都福祉保健財団　福祉情報部　福祉人材対策室 介護現場改革担当

（補助金）　03-3344-8532

2

令和4年度デジタル機器導入促

進支援事業

https://www.fukushizaidan.jp/206gen

bakaikaku/digital-2/ 公益財団法人　東京都福祉保健財団
R4/7/中旬～8月中旬

※導入前セミナーは申込終了

公益財団法人東京都福祉保健財団　福祉情報部　福祉人材対策室 介護現場改革担当

（補助金）　03-3344-8532

3

介護現場改革促進等事業

生産性向上セミナー

https://www.fukushizaidan.jp/206gen

bakaikaku/seisan_seminar/ 公益財団法人　東京都福祉保健財団

申込期限

第1期_7月26日（火曜日）～第6期_10月25日（火曜日）

公益財団法人東京都福祉保健財団　福祉情報部　福祉人材対策室　介護現場改革担当

（セミナー）03-3344-7275

4 IT導入補助金2022 https://www.it-hojo.jp/

独立行政法人中小企業基盤整備機構委託

サービス等生産性向上IT導入支援事業費

補助金事務局（一般社団法人 サービス

デザイン推進協議会）

第3次　2022/7/11（予定）

第4次　2022/8/8（予定）

詳細：https://www.it-hojo.jp/schedule/

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター　0570-666-424

5

AMED ロボット介護機器開発等

推進事業（環境整備）第一回セ

ミナー「開発企業によるロボッ

ト介護機器の施設導入サポート

のご紹介」（Webexウェビナー

開催）

介護ロボットポータルサイト

(robotcare.jp)

 国立研究開発法人日本医療研究開発機

構（AMED）

2022年7月14日（木）15：00－16：15（75分）(Webex

ウェビナー開催)※事前に登録

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）

医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業（ロボット介護機器開発等

推進事業）

ロボット介護機器普及啓発のための環境整備・エコシステム構築プロジェクト

セミナー開催事務局（PwC コンサルティング合同会社）

E-mail: jp_robot-care“AT”pwc.com（“AT”は@に置き換えてください。）

6
在宅介護者応援事業補助金（令

和4年度新規事業）

https://www.city.minamiuonuma.niigat

a.jp/docs/30685.html
新潟県　南魚沼市 令和4年5月2日～令和5年3月31日

介護保険課 介護保険係

025-773-6675

7
令和4年度 「ロボット介護機器

開発等推進事業（開発補助）」

https://www.amed.go.jp/koubo/12/02

/1202B_00012.html

 国立研究開発法人日本医療研究開発機

構（AMED）
令和4年8月1日（月） 【正午】

医療機器・ヘルスケア事業部ヘルスケア研究開発課 ロボット介護機器開発等推進事業

担当

E-mail: robot-kaigo"AT"amed.go.jp

備考:（E-mailは上記アドレス"AT"の部分を@に変えてください）

8

令和4年度 「医療・介護・健康

データ利活用基盤高度化事業

（高度遠隔医療ネットワーク実

用化研究事業）」

https://www.amed.go.jp/koubo/12/01

/1201B_00036.html

 国立研究開発法人日本医療研究開発機

構（AMED）
令和4年7月21日（木） 正午【厳守】

医療機器・ヘルスケア事業部医療機器研究開発課 医療・介護・健康データ利活用基盤

高度化事業（高度遠隔医療ネットワーク実用化研究事業） 担当

E-mail: enkaku-net“AT”amed.go.jp

備考:E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

お問い合わせは必ずE-mailでお願い致します。

電話およびFAXでのお問い合わせは受付できません。

9 介護資格取得促進支援金
https://www.city.uonuma.niigata.jp/do

cs/2022060200013/
新潟県　南魚沼市 2022/6/8～2023/3/31

市民福祉部　介護福祉課

025-792-9755

10
佐賀県介護事業所による留学生

への奨学金等支給に係る補助金

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003682

16/index.html
佐賀県

令和4年11月30日（水曜日）まで（※事業を行う前に当該

交付申請を行うこと）

受付時間：8時30分～17時15分

（注）郵送の場合は、11月30日（水曜日）の時間内必着の

こと。

佐賀県健康福祉部長寿社会課介護指導担当

0952-25-7105

11

令和４年度

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護 開設事業者 公募

https://www.city.imabari.ehime.jp/kaig

o/kaigo_osirase/20220629/teiki02.pdf
愛媛県　今治市

【申込意向確認書の提出期限】

 令和４年８月 31 日（水）午後５時まで

今治市 健康福祉部 健康福祉政策局

介護保険課 介護保険係

Ｆ Ａ Ｘ：０８９８－３４－５０７７

※質問は質問票様式に沿ってFAXかメールにて（訪問・電話NG）

12

令和4年度介護事業所の業務改

革の推進に係るモデル事業所の

募集

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/k

o-220/consul2022.html
静岡県 令和4年6月24日（金曜日）から7月11日（月曜日）まで

静岡県健康福祉部介護保険課介護人材班

TEL）054-221-2084

FAX）054-221-2352

13

令和4年度（2022年度）越谷市

特定施設入居者生活介護事業者

の公募について（2022.6.30掲

載）

https://www.city.koshigaya.saitama.jp

/kurashi_shisei/fukushi/kaigohoken/s

hisetsuseibi/tokuteikobo.html

埼玉県　越谷市

14
令和4年度事業　認知症対応型

共同生活介護整備事業者公募

http://www.city.wakayama.wakayama.

jp/kurashi/kourei_kaigo/1001248/1036

753.html

和歌山県　和歌山市
事前協議受付期間　令和3年10月11日（月曜日）から令和3

年11月30日（火曜日）まで（土日祝を除く。）

健康局　保険医療部　介護保険課

電話：073-435-1190

ファクス：073-435-1296

15
特定施設入居者生活介護事業者

の公募（令和4年度募集）

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/ka

igohoken/1006010/1009973/1034789.

html

秋田県　秋田市
令和4年7月25日（月曜日）から令和4年7月29日（金曜

日）まで

秋田市福祉保健部　介護保険課　施設管理担当

電話：018-888-5674

FAX：018-888-5673

16
令和4年度（2022年度）地域密

着型サービス事業者公募

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigy

osha/011/002/p029015.html
東京都　八王子市

第2回締め切り：令和4年（2022年）9月16日（金）※第2

回の公募内容については、第1回の結果により内容が変更

になる場合があります。応募に際しては、最新の状況をご

確認ください。

八王子市　福祉部　高齢者いきいき課

電話番号　　　042-620-7452（直通）

17
令和４年度 地域密着型サービス

事業者公募

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res

/projects/default_project/_page_/001/

038/658/20220407_1.pdf

東京都　板橋区

第３回※２ 令和４年８月 22 日（月）

 ～９月９日（金）※２ 令和５年度に工事着工予定の整備

計画についても、第１回・第２回に申込み可能

です。

板橋区健康生きがい部介護保険課施設整備・事業者指定係

F A X：03－3579－3402

※メール又は FAX の送信後は、受信確認のために必ず事務局宛に電話連絡。問い合わ

せ電話はNG

18
令和4年度定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業者の公募

http://www.city.nakama.lg.jp/hayamim

i/documents/2022kouboyoukou.pdf
福岡県　中間市 令和4年7月11日(月曜日)から29日(金曜日)まで

中間市保健福祉部介護保険課 給付係

電 話 ０９３－２４６－６２８３

ＦＡＸ ０９３－２４４－０５７９

※原則FAX

19
令和４年度　民間事業者による

高齢者施設整備事業の公募

https://www.city.suginami.tokyo.jp/_re

s/projects/default_project/_page_/001

/073/730/r4kouboyouko.pdf

東京都　杉並区

①認知症高齢者グループホーム

令和５年度中に着工する施設の事前協議分のみを対象とし

ます。

令和４年 ９月１６日（金）事業計画書提出【厳守】

②小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居

宅介護事業所

令和５年度中に着工する施設の事前協議分のみを対象とし

ます。なお、認知症高齢者グループホームとの併設を検討

している場合には、令和４年９月１６日（金）までに事業

計画書を提出してください。

令和４年１１月１８日（金）事業計画書提出【厳守】

杉並区保健福祉部 高齢者施策課 施設整備推進担当

電話０３（３３１２）２１１１

内線３２８２・３２８３

20

令和４年度 施設公募等スケ

ジュール（予定）

https://www.city.sendai.jp/korekikaku

-

shisetsu/jigyosha/fukushi/fukushi/kor

esha/koresha/documents/r4koubo_sc

hedule.pdf

宮城県　仙台市 URL参照

健康福祉局介護事業支援課施設指導係

電話：022-214-8318

ＦＡＸ：022-214-4443

21
令和4年度地域密着型サービス

拠点整備・運営事業者の募集

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji

/fukushi/001/003/001/d00185453.htm

l

東京都　世田谷区
第2回　質問：7月15日(金曜日)午後5時

書類提出：7月25日(月曜日)～7月29日(金曜日)

世田谷区高齢福祉部高齢福祉課 事業担当

ＦＡＸ ０３（５４３２）３０８５

ＴＥＬ ０３（５４３２）２４０８

※電話・訪問口頭NG
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