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令和４年度 災害歯科保健医療チーム養成支援事業 実施団体公募要領 

 

 

１ 総則 

 災害時には被災地の歯科保健医療提供能力が低下するため、災害医療に従事する歯

科保健医療チームが被災地内外から参集し、被災地の医療提供能力が回復するまでの

間、歯科医療機関及び避難所等において歯科保健医療支援を継続しなければなりませ

ん。 

今後、発生が想定される首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害では、歯科

保健医療支援が長期間かつ広範囲になることが想定されることから、災害発生後にお

ける歯科医療機関及び避難所等への歯科保健医療支援を担うチームの養成や災害対

策に係る保健医療活動を行うチームとの円滑な引継ぎが重要な課題となっています。 

厚生労働省では、災害発生後から被災地の歯科保健医療提供能力が回復するまでの

間に、歯科医療機関及び避難所等において歯科保健医療支援を行うチームを有する団

体に対して、当該チームの養成研修を支援する事業（以下「本事業」という。）を実施

します。本事業を実施する団体（以下「実施団体」という。）を選定するため、以下

の要領で実施団体の公募を行います。 

 

２ 事業目的 

  本事業は、災害発生直後から被災地の歯科保健医療提供能力が回復するまでの間に

切れ目のない支援を行うため、その他の支援チーム等と連携するなどして、災害時に

歯科保健医療支援を行うチームを有する団体等に対して、当該チームに所属する歯科

医療従事者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、業務調整員等）の養成及び当該チ

ームの活動に必要な研修を支援することを目的とします。 

 

３ 支援する研修の内容等 

本事業は災害時に歯科保健医療支援を行うチームに所属する歯科医療従事者の養

成のため以下の研修を行うものとし、併せて研修の実施に必要となる標準的なテキス

トを作成するものとする。 

（１）受講対象者は、災害時に、歯科医療機関及び避難所等において歯科保健医療支援

に関わる次のいずれかに該当する者とする。 

① 災害歯科保健医療チームの活動の調整を行う歯科医師 

② 災害歯科保健医療チームに所属する（又は所属を予定する）歯科医療従事者

（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、業務調整員等） 

③ 都道府県の災害時歯科保健医療関係部局の担当者 

④ その他必要に応じて、災害時の歯科保健医療に携わる歯科医療関係者（災害歯

科保健医療チームと連携が想定される病院の歯科医師等） 

 

（２）研修内容は、災害時に歯科保健医療支援を行う能力の向上を図るために実施する

講義及び演習等とし、以下に掲げる内容を含むものとする。 



 

  ① 災害時（主に急性期以降）の歯科保健活動（避難所等における口腔衛生を中心

とした公衆衛生活動、要援護者に対する口腔ケアや啓発活動等）や歯科保健医療

チームの役割・活動に関すること 

② 災害対策に係る歯科保健医療活動以外の保健医療活動を行うチームとの役割

分担・連携等に関すること 

③ 災害時の歯科保健活動以外の歯科医療活動（応急歯科治療、遺体の身元確認等）

に関すること 

④ 各地域における災害歯科保健医療チームの養成に関すること 

 

（３）研修への参加者数は合計で 100名以上とする。また、災害歯科保健医療チームの

養成に係る研修の講義及び演習等の時間数は 1 回当たり 10 時間程度を目安とする

が、必要に応じて検討すること。 

 

（４）災害発生時、必要な時期に速やかに歯科保健活動を開始できるよう、各地域にお

ける災害歯科保健医療チームの養成を推進するため、本研修受講者が各地域におい

て伝達講習を実施できるように助言等の必要な支援を行うこと。 

 

（５）研修の開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分留意

し、実施方法等は状況に応じて検討すること。 

 

４ 応募団体に関する諸条件 

本事業への応募者(以下「応募団体」という。)は、次の条件をいずれも満たす団体

であることとします。 

（１）本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有すること。 

（２）本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤、資金等に関する管理能力、及び適

正に精算を行う経理体制を有すること。 

（３）災害時における歯科医療機関及び避難所等での歯科保健医療支援について十分な

知見を有し、厚生労働省と密接かつ協調的に連絡体制を構築しつつ、本事業を円滑

に実施できること。 

（４）日本に拠点を有していること。 

（５）災害発生後から被災地の歯科保健医療提供能力が回復するまでの間に、歯科医療

機関及び避難所等において歯科保健医療支援を行う災害歯科保健医療チームが全

国規模で対応可能なこと。 

（６）厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けて

いる期間中でないこと。 

（７）予算決算及び会計令第 70条及び第 71条の規定に該当しないこと。 

（８）その他参加資格として、別紙－１に掲げる公募参加適合条件を満たすこと 



 

５ 事業期間 

厚生労働省において事業の採択を決定した日から令和５年３月 31日（金） 

 

６ 事業団体の評価 

（１）評価の方法 

事業実施団体の採択については、医政局歯科保健課において応募団体に関する諸

条件に該当する旨を確認した後、提出された企画書等を評価します。 

   評価に当たっては、令和４年度災害歯科保健医療チーム養成支援事業実施団体評

価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置します。 

評価委員会は、応募団体から提出された企画書等の内容について書類評価及び必

要に応じてヒアリングを行い、それらの評価結果を基に、最も評価の高い１団体を

事業実施団体として選定します。 

企画書等を提出した者が、提出書類に虚偽記載等の不正を行ったことが発覚した

場合、８（２）③エの申立書を提出せず、又は虚偽の申立をし、若しくは申立書に

反することとなった場合は、当該者の企画書等を無効とします。 

評価は非公開で行い、選定経緯は通知しません。また、問い合わせにも応じられ

ません。 

なお、提出された企画書等の資料は返却しませんのでご了承ください。 

 

（２）評価の手順 

評価は、以下の手順により実施されます。 

①  形式評価 

提出された企画書等について、医政局歯科保健課において、応募条件への適合

性を評価します。 

なお、応募の条件を満たしていないものについては、以降の評価の対象から除

外されます。 

② 書類評価 

評価委員会により、書類評価を実施します。 

③ ヒアリング 

必要に応じて評価委員会より、応募団体の代表者（代理も可能とします。）に

対してヒアリングを実施します（電話等の手段による場合もあります）。 

ヒアリングの実施に当たって、応募が多数の場合は、書類評価等の状況を踏ま

え、一部の応募団体のみ実施する場合もあります。なお、ヒアリングに出席しな

かった場合は、辞退したものとみなします。 

④ 最終評価 

書類評価及びヒアリングにおける評価を踏まえ、評価委員会において最終評価

を実施し、実施団体を選定します。 

 

（３）評価の観点 

評価の観点は、以下のとおりです。 



 

① 事業を的確に遂行することができる実施体制であるか。 

② 災害歯科保健医療チームをどの程度の都道府県で有しているか、災害発生時に

どの程度のチームを派遣できる体制であるか。 

③ 研修内容は、事業目的と合致しているか。 

④ 研修は、何人の災害歯科保健医療チームに所属する医療従事者を養成する計画

になっているか。 

⑤ 研修内容は効果的であり、配慮や工夫された内容となっているか。 

⑥ 事業目的、内容に対し、研修計画は、実現可能かつ妥当なものになっているか。 

 

（４）評価結果の通知等 

評価の結果については、評価委員会における最終評価後、速やかに応募団体に対

して通知する予定です。 

なお、補助金については、事業実施団体選定の通知後に必要な交付申請手続きを

経て、正式に交付されます。 

 

７ 本事業に係る補助金の交付について 

本事業に係る補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）及び厚生労働省所管補助

金等交付規則（平成 12 年厚生省・労働省令第 6 号）の規定によるほか、別に定める

「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めると

ころにより交付します。 

本事業に係る補助金の交付については、以下のとおりであり、対象とする経費は、

研修に関する非常勤の講師や演習助手の人件費（職員諸手当、非常勤職員手当、社会

保険料）、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料（会場借

料、機器借料）に限りますが、最終的な経費については、「医療施設運営費等補助金及

び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めるところによります。また、基準

額を超えた金額及び基準額のうち補助金額以外の金額については、事業実施団体の負

担になります。 

（補助率）１／２ 

（基準額の上限）10,866,000円 

 

８ 応募方法等 

（１）企画書等の作成及び提出 

「災害歯科保健医療チーム養成支援事業企画書」及び自己申告書その他必要資料

を作成し、必要部数を以下の提出期間内に提出してください。 

企画書には公募要領に示されている評価の観点を盛り込んだ上、別に定める様式

により作成してください。 

 

（２）応募方法 

提出期間及び提出先（問い合わせ先）は以下のとおりです。 



 

① 提出期間 

 令和４年３月 24日（木）から令和４年４月６日（水）まで 

 (期間内に必着すること。送付は余裕を持って行うこと。) 

② 提出先・問い合わせ先 

提出先：〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 

厚生労働省医政局歯科保健課 総務係 宛 

     ※ 郵送の場合、封筒の宛名面には、「災害歯科保健医療チーム養成支援事

業企画書在中」と朱書きにより、明記してください。 

※ 応募書類は、原則として郵送又は宅配便により提出してください。

なお、郵送の場合、簡易書留等、配達証明可能な方法をとってくだ

さい。 

 

問い合わせ先：厚生労働省医政局歯科保健課総務係 

電話：03-5253-1111(内線 2583) 

   FAX：03-3598-8687 

※ 問い合わせは、平日（月曜日～金曜日）午前 9 時 30 分～午後 5 時 00

分（11時 30分～12時 30分迄を除く。）とします。 

③ 提出書類及び部数 

ア 「災害歯科保健医療チーム養成支援事業企画書」（様式１） ３部 

（企画書については、正本１部、副本２部とし、副本２部については応募した 

事業者名がわかる文字や図案等を入れていないものとすること。） 

イ 応募団体の概要が分かる資料              各１部 

・パンフレット等 

・定款又は寄付行為 

・団体の直近の年から過去１年分の財務諸表（写） 

ウ その他必要に応じて作成した資料             ３部 

エ 保険料納付に係る申立書（別紙－２）           １部 

 

（３）提出書類の真正性確保 

押印が省略され担当者等から提出される書類については、応募団体として決

定されたものであること。 

なお、提出書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、実施団体として選考

した後においても、補助金不交付等の措置を行う場合があり得る。 

 

  



 

令和４年度 災害歯科保健医療チーム養成支援事業 応募書類記入要領 

 

 

○企画書（様式１） 

様式１の記載例に従って[概要]と[本文]を作成すること。用紙サイズは原則Ａ４両

面とする。必要に応じて記入した内容の詳細を説明する資料を添付すること。 

採択された場合は、本企画書に従い事業を実施していただくことになるので、実現

可能な内容とすること。採択後、事業内容の大幅な変更が生じた場合は、採択の取消

等となる場合があります。 

記載内容の説明であるため、様式中のイタリック体（斜字体）は削除すること。 

 

  



 

（様式１） 

番  号 

日  付 

 

 

 

令和４年度 災害歯科保健医療チーム養成支援事業 

 

企画書 

 

 

 

団体名  ○○○○  

 

代表者名 ○○○○  

 

所在地  ○○県○○市 

 

連絡先 所 属 

    役 職 

氏 名 

    所在地 

    ＴＥＬ △△－△△△△－△△△△（代表） 内線△△△△ 

    ＦＡＸ △△－△△△△－△△△△ 

    e－mail ****@******** 

  



 

[概要] 

災害歯科保健医療チーム養成支援事業企画書[概要] 

１．事業実施体制 （１）団体組織図（別添で組織図等の添付でも可） 

事業実施について団体内のどの部署が担当するのかについて記載

し、本事業の経理事務等を行う経理部門についても記載してくださ

い。 

（２）実施体制（別添で体制図等の添付でも可） 

本事業を実施する体制について、実施人員や業務分担など簡潔に記

載してください。なお、本事業を専任で行う者はその旨、本事業以外

の業務を兼務する者はその従事割合が分かるように記載してくださ

い。 

２．災害歯科保健医療

チームの保有状況・派

遣体制 

（１）災害歯科保健医療チームの保有状況 

団体傘下の各組織で何チームの災害歯科保健医療チームを保有し

ているか記載してください。（当該チームを全国規模で保有しているこ

とがわかる保有組織の所在地、保有チーム数が分かる一覧も添付してく

ださい。） 

（２）災害歯科保健医療チームの派遣体制 

  災害発生時に最大何チームの災害歯科保健医療チームを派遣でき

る体制になっているか記載してください。 

３．研修内容 研修内容を簡潔に記載してください。その際、災害対策に係る保健医

療活動を行うチームとの役割分担・連携や円滑な引継ぎ等に関すること

及び災害時の歯科医療活動（応急歯科治療、歯科保健活動、遺体の身元

確認等）に関することが研修に盛り込まれているか分かるようにしてく

ださい。（研修プログラム案の添付でも可） 

４．事業運営 研修事業の運営体制、講師の確保方法、厚生労働省との連携等につい

て簡潔に記載してください。（災害時における歯科医療機関及び避難所

等での歯科保健医療支援について十分な知見を有する講師等の確保及

び厚生労働省と密接かつ協調的に連絡体制を構築しつつ、本事業を円滑

に実施できる体制をどのように構築していくか記載してください。） 

５．研修計画、養成人

数 

研修計画について簡潔に記載してください。（何日間の研修を何回行

い、何人の災害医療チームに所属する医療従事者（歯科医師、歯科衛生

士、歯科技工士、業務調整員等）を養成する計画か分かるようにしてく

ださい。資料添付も可） 

６．その他 

 

研修事業全体において、配慮や工夫している点やアピール点等につい

て簡潔に記載してください。 

７．過去の実績等 類似の研修事業の経験や実績等について、あれば簡潔に記載してくだ

さい。 

※ この概要については、それぞれの項目のポイントとなる部分を簡潔に記載すること。
詳細は本文に記載し、概要には参照ページを記載すること。 



 

※ 別様で事業全体スケジュールも作成すること。（Ａ４で１枚、様式任意。） 

[本文] 

 

１．本事業の実施体制 

  事業実施について団体内のどの部署が担当するのかについて記載し、本事業の経理

事務等を行う経理部門についても記載してください。 

  また、本事業を実施する体制について、実施人員や業務分担など詳細に記載してく

ださい。なお、本事業を専任で行う者はその旨、本事業以外の業務を兼務する者はそ

の従事割合が分かるように記載してください。 

 

２．災害歯科保健医療チームの保有状況・派遣体制 

  団体傘下の各組織で何チームの災害歯科保健医療チームを保有しているか記載し

てください。（当該チームをどの程度の都道府県で保有していることがわかる保有組

織の所在地、各組織の保有チーム数が分かる一覧も添付してください。） 

  また、災害発生時に最大何チームの災害歯科保健医療チームを派遣できる体制にな

っているか記載してください。（必要に応じて図を添付してください） 

 

３．研修内容 

研修内容を詳細に記載してください。その際、災害対策に係る保健医療活動を行う

チームとの役割分担・連携や円滑な引継ぎ等に関すること及び災害時の歯科医療活動

（応急歯科治療、歯科保健活動、遺体の身元確認等）に関することが研修に盛り込ま

れているか分かるようにしてください。 

 

４．事業運営 

研修事業の運営体制、講師の確保方法、厚生労働省との連携等について詳細に記載

してください。（災害時における歯科医療機関及び避難所等での歯科保健医療支援に

ついて十分な知見を有する講師等の確保及び厚生労働省と密接かつ協調的に連絡体

制を構築しつつ、本事業を円滑に実施できる体制をどのように構築していくか記載し

てください。） 

 

５．研修計画、養成人数 

研修計画について詳細に記載してください。（何日間の研修を何回行い、何人の災

害医療チームに所属する医療従事者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、業務調整

員等）を養成する計画か分かるようにしてください。資料添付も可） 
 

６．その他 

研修事業全体において、配慮や工夫している点やアピール点等について詳細に記載

してください。 
 

７．過去の実績等 



 

類似の研修事業の経験や実績、その他、類似の国の委託事業又は補助事業の実績に

ついて、あれば詳細に記載すること。 

 

  ※ 別添として別紙様式による経費明細書を作成し、添付してください。なお、対

象とする経費が限られているので、作成に当たっては、公募要領７（本事業に係

る補助金の交付について）に留意してください。 

※ 本文については、上記の他に記入しておきたい項目を追加しても結構です。 

また、別に資料を添付することは制限しませんが、本文の参考資料という位置付

けにして、過度な資料の添付は避けてください。 

 

 

  



 

別紙 

 

災害歯科保健医療チーム養成支援事業に必要な経費内訳書 

（単位：円） 
 

区  分 金 額 内  容 

 

職員諸手当 

 

 

非常勤職員手当 

 

 

諸謝金 

 

 

旅費 

 

消耗品費 

 

 

印刷製本費 

 

 

通信運搬費 

 

 

借料及び損料（会場借料、

機器損料） 

 

 

社会保険料 

 

 

合  計 

  

 

 

 

  



 

別紙－１ 

 

公募参加適合条件 

 

 

本事業に応募しようとする者のうち、次に掲げる制度が適用される者にあっては、

この公募の提出期限の直近２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料の滞納

がないこと。 

 

        ①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

        ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

 

      ※ 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完

了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を

完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞

納がない（分納が認められているものについては納付期限が到来しているも

のに限る。）こと。 

  



 

別紙－２ 

 

保険料納付に係る申立書 

 

 

  当団体は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国

健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２

保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をい

う。）について、一切滞納がないことを申し立てます。 

  なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わ

ず当社に対する一切の処分を受けることに異議はありません。 

  また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められ

たときは、速やかに対応することを確約いたします。 

 

 

                                                          年  月  日  

 

 

                           住所又は所在地 

                                                  

                           商号又名称 

                                                  

                           代表者名                               

                                                 

 

 

 

     厚生労働省医政局長  殿 

 

 


