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助成事業の実績 

○事業開始の平成5～24年度までに、合計202件を採択。 

○この期間の平均倍率は約10倍。 

○201件が開発を終了、そのうち100件が製品化を達成。  

実用化の例               （実用化率：50％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間企業等 ＮＥＤＯ 

補助 
（2/3～1/2） 交付金 

○「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」に基づき、

高齢者や障害者の自立促進、介護者の負担軽減を図るため、福

祉用具の研究開発を実施します。 

○具体的には、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

において、福祉用具の実用化研究を行う民間企業等の公募を行

い、優れた創意工夫ある研究開発に対して補助(2/3以内)を行

います。 

○この事業により、高齢者や障害者、介護者の福祉の増進に寄与

するとともに、我が国福祉用具産業の競争力強化を図ります。 

「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」（抜粋） 
○第４条第１項：国は､この法律の目的を達成するために必要な福祉用具の研究開

発及び普及の促進を図るための財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずる 
 ように努めなければならない。 
○第７条第１項第１号：産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に

係る技術の向上に資するものを助成すること。（NEDOが行う業務として規定。） 

車椅子乗車用 
電動三輪車 

簡便に機能調整が 
できる短下肢装具 

介護労働支援 
筋力補助スーツ 

ワンタッチ操作 
車イス型移乗器 

手足が不自由でも首だけで 
操作可能な電動車いす 

事業の内容 事業イメージ 

特記事項 

失語症の会話能力 
回復用訓練装置 
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