令和３年度 地域医療介護総合確保事業に係る提案募集要領

１

趣旨

・ 団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年を展望すれば，病床の機能分化・連携，
在宅医療・介護の推進，医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等，
「効率的かつ質の高
い医療提供体制の構築」
，
「地域包括ケアシステムの構築」と「医療・福祉・介護人材の確
保・育成」を一体的に推進することが喫緊の課題となっています。
・ このため，
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」
（以下「法
律」という。）に基づき，消費税増収分を財源とした「地域医療介護総合確保基金」が平成
26 年度から各都道府県に設置され（国 2/3，都道府県 1/3）
，各都道府県が作成する計画に
基づき事業を実施しています。
（介護分野については平成 27 年度から実施しています。
）
・

今回は，令和３年度の広島県計画に盛り込む事業について，提案募集を行うものです。

（国の内示が得られ，県計画に位置付けられた事業が実施されます。
）
２

地域医療介護総合確保事業の対象事業
対象となる事業は，次のとおり大きく医療と介護に分かれています。詳細は，別紙１「地

域医療介護総合確保事業（医療分）事業例」，別紙２「地域医療介護総合確保事業（介護分）
事業例」を参照してください。

【医療分】
(1)病床の機能分化・連携の
ために必要な事業
(2)在宅医療（歯科・薬局を
含む）を推進するための
事業

①医療提供体制の改革に向けた施設・設備の整備 等
①在宅医療を支える体制整備（地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築）
②在宅医療（歯科）を推進するために必要な事業
③在宅医療（薬剤）を推進するために必要な事業 等

(3)医療従事者等の確保・
養成のための事業

①医師の地域偏在対策のための事業
②診療科の偏在対策，医科・歯科連携のための事業
③女性医療従事者支援のための事業
④看護職員等の確保のための事業
⑤医療従事者の勤務環境改善のための事業 等
(6)勤務医の労働時間短縮に ①追加的健康確保措置，時短計画の総合的な取組のための
向けた体制の整備に関す
事業
る事業 【新規】
※ 概要は別紙１−２「勤務医の労働時間短縮に向けた体
制の整備に関する事業【概要】」のとおり。詳細が分か
り次第，希望者に情報提供を行いますので，希望者は，
医務課医務グループまでご連絡ください。
※

病床機能分化・連携促進基盤整備事業（回復期病床への転換に係る施設・設備整備な
ど）については，別途，医療機関に照会します。
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【介護分】

３

(4)介護施設等の整備のため
の事業 ※提案者は市町

①地域密着型サービス等整備等助成事業
②介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
③介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止
対策支援事業 等

(5)介護従事者の確保のため
の事業

①人材のマッチングのための事業
②職場改善，資質向上のための事業
③イメージ改善，理解促進のための事業

留意事項など
※

国がこれまでと相違する対象事業等を明示した場合は，変更する可能性があります。

（１）国の補助制度との関係
・ 既存の国庫補助制度があるものは，事業対象とはなりません。
（例：休日夜間急患セ
ンター施設・設備整備事業，病院群輪番制病院施設・設備整備事業，救命救急センタ
ー施設・設備整備事業，共同利用施設・設備整備事業など）
・

国庫補助制度はあるが，補助基準に該当しないものも，事業対象とはなりません。

（２）「病床の機能分化・連携のために必要な事業」の取扱い
・

２の（１）「病床の機能分化・連携のために必要な事業」については，原則として，
施設・設備整備事業（ハード事業）及び国が示しているソフト事業が対象となります。

（３）ＩＣＴ関係事業の取扱い
・

医療連携情報ネットワーク関係事業
「ひろしま医療情報ネットワーク（ＨＭネット）
」に関連する事業が対象となります。
ネットワークの維持費（ランニングコスト）は，事業対象となりません。

・

電子カルテの整備事業
電子カルテの整備は，事業対象とはなりません。
（ただし，勤務医の労働時間短縮に

向けた体制の整備のための事業は対象）
（４）介護保険制度における地域支援事業との関係
・

提案書の提出を行った自治体のみが対象となる事業は，原則，対象とはなりません

（ただし，国庫補助金から当該補助金に移行するものは除く。
）
。
・

複数の自治体が対象となる広域的な事業であっても，県が広域的に取り組んでいる

既存事業（認知症施策等）と類似する場合は，対象とならない場合があります。
・

平成 27 年度以降，市町が実施することとされている地域支援事業における在宅医

療・介護連携推進事業で位置づけられた事業（その一部を含む。
）と同じ内容について
は，対象とはなりません。
（５）自治体事業の取扱い
・

自治体が実施する事業については，民間事業者を対象とする研修など，民間事業者

や住民に広く恩恵を及ぼすものは基金の対象としますが，自治体の行政経費（検討会
経費等）については，対象となりません。
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（６）診療報酬・介護報酬との関係
・

診療報酬や介護報酬で措置されているものや，措置が想定されているものは，事業

対象とはなりません。
（７）食糧費の取扱い
・

弁当や，水・茶等の購入費（食糧費）は対象とはなりません。

（８）事業者負担
・

特定の事業者の資産形成につながる事業については，必ず事業者負担を求めます。

政策上必要なもので，資産形成につながらない事業については，負担を求めないこと
もあります。
（参考）令和２年度補助率

施設整備：1/2，設備整備：2/3，ソフト事業：10/10

（９）事業の評価
・ 事業ごとに具体的な指標や目標値及び達成年度を設定する必要があります。毎年度，
事業ごとに評価を行います。
（10）法律に基づく市町計画との整合性
・

在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業については，別途，法律に基づ

く市町計画を提出する必要がありますので，関係市町と協議を行ってください。
・

介護関係事業については，市町介護保険事業計画との整合を図ってください。
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「介護施設等の整備のための事業」に係る留意事項

１

提案者は市町のみとします。

２

令和３年度提案募集は，市町の第８期介護保険事業計画（予定）に基づく整備です。

３

対象事業の詳細は，別添Ａ−２を参照してください。なお，別添Ａ−２に記載されてい
る令和３年度単価（予定）額は，あくまでも予定額であり，国の通知等により示される上
限単価等を踏まえ，県が定める補助単価等とする予定です。

４

各市町においては，次の書類を提出してください。
提
出 書
類
Ａ−１：市町基金所要額一覧
Ａ−２：令和３年度介護施設等の整備に関する事業見込量等調査票（市区町分）

なお，介護施設等の整備のための事業がない市町にあっては，別添Ａ−１に該当ない旨
を記載して地域福祉課に提出してください。
今後，国からの通知等により事業内容等に変更があり得るとともに，国からの事業見込
量等の調査依頼があれば，追加で調査することがありますので，御留意ください。
５ 「市町の第８期介護保険事業計画（予定）に基づく整備」分提出に当たっては，事業が，
市町の第８期介護保険事業計画（予定）に基づく介護サービス量の増を図るための整備で
あることなど，市町の第８期介護保険事業計画（予定）との整合性や必要性，優先度を十
分に検討のうえ提出してください。また，必要に応じて，民間事業者等に対して照会のう
え提出してください。
６

介護施設等の整備のための事業については，広域型施設（定員 30 名以上の特別養護老人
ホーム等）も含め，実施主体を市町（市町の助成により事業者が実施する事業に対して，
補助事業として市町へ補助）とする予定ですので，御留意ください。

７

介護施設等の整備に係る提案を希望する民間事業者等は，市町の第８期介護保険事業計
画（予定）との整合性を図る観点などから，施設を設置しようとする市町に相談してくだ
さい。
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４

事業の提案について

（１）募集期限
令和２年 10 月 26 日（月）

※電子データで提出してください。

（２） 事業の提案方法
・

提案書を作成の上，必ず以下のいずれかの団体を通じて提出してください。

・

また，以下の各団体において，提案事業の内容（事業の実現可能性等）を十分確認

の上，提出してください。（必要に応じて，個別ヒアリング等を実施します。
）
※

地域保健対策協議会の場合，二次保健医療圏を対象地域とし，地域の関係機関の協力
により実施するもので，協議会として実施すべきと判断したものを提出してください。

一般社団法人広島県医師会

広島県国民健康保険団体連合会

一般社団法人広島県歯科医師会

公益社団法人日本認知症グループホーム協会広島県支部

公益社団法人広島県薬剤師会

全国軽費老人ホーム協議会中国ブロック

公益社団法人広島県看護協会

広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会

一般社団法人広島県病院協会

広島県訪問介護事業連絡協議会

全国自治体病院協議会広島県支部

広島市域通所サービス連絡協議会

広島大学

広島市域訪問介護事業者連絡会

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構

一般社団法人広島県介護支援専門員協会

一般社団法人広島県精神科病院協会

公益社団法人広島県介護福祉士会

広島県訪問看護ステーション協議会

公益社団法人広島県社会福祉士会

一般社団法人広島県助産師会

広島県社会保険労務士会

公益社団法人広島県理学療法士会

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会中国四国ブロック会広

一般社団法人広島県作業療法士会

島県代表校

広島県言語聴覚士会

公益社団法人介護労働安定センター広島支部

一般社団法人広島県歯科衛生士会

一般社団法人広島県シルバーサービス振興会

広島市連合地区地域保健対策協議会

一般社団法人日本在宅介護協会

海田地域保健対策協議会

一般社団法人日本福祉用具供給協会中国支部広島県ブロック

芸北地域保健対策協議会

一般社団法人全国特定施設事業者協議会（広島県特定施設連絡会）

広島県西部地域保健対策協議会

広島県民生委員児童委員協議会

呉地域保健対策協議会

公益財団法人広島県老人クラブ連合会

広島中央地域保健対策協議会

公益社団法人認知症の人と家族の会広島県支部

尾三地域保健対策協議会

特定非営利活動法人ひろしま NPO センター

福山・府中地域保健対策協議会

広島県商工会連合会

備北地域保健対策協議会

広島県生活協同組合連合会

広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会

広島県農業協同組合中央会

社会福祉法人広島県社会福祉協議会

広島県労働者福祉協議会

広島県社会福祉法人経営者協議会

公益財団法人さわやか福祉財団中国ブロック

広島県老人福祉施設連盟

広島県地域包括ケア推進センター

公益社団法人広島市老人福祉施設連盟

各市町

広島県老人保健施設協議会
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（３）提出書類
・提案様式１
・提案様式２及び事業費に係る積算資料
※

介護分の施設整備については，別添Ａ−１・２及び第８期介護保険事業計画（予
定）における位置付けが分かるものを添付

５

提出先・問合せ先
以下，広島県健康福祉局内の担当課へ提出してください。

※

令和２年度の実施事業の継続，事業内容の変更等による提案は，以下によることなく，
当該事業に係る調整等を行った担当課と調整してください。
事業区分

地域医療介護総合確保事業

提出先・問合せ先
医療介護計画課

の全般

電話

病床の機能分化・連携のため

メールアドレス

医療・介護連携ｸﾞﾙｰﾌﾟ

塚本，青木，藤川

０８２−５１３−３０８１（ダイヤルイン）
fuiryoukeikaku@pref.hiroshima.lg.jp

に必要な事業
在宅医療（歯科・薬局を含む）
を推進するための事業
医療従事者等の確保・養成の

【医師の確保・養成】

ための事業

医療介護人材課
電話

医療支援グループ 神笠，赤木

０８２−５１３−３０６２（ダイヤルイン）

メールアドレス

fuiryoujinzai@pref.hiroshima.lg.jp

【看護職員の確保・養成】
医療介護人材課 医療人材グループ 小西，地村，木村
電話 ０８２−５１３−３０５７（ダイヤルイン）
メールアドレス
勤務医の労働時間短縮に向

医務課

けた体制の整備に関する事

電話

業

メールアドレス

fuiryoujinzai@pref.hiroshima.lg.jp

【新規】

介護施設等の整備のための
事業

医務グループ

安部，六箱

０８２−５１３−３０５６（ダイヤルイン）
fuimu@pref.hiroshima.lg.jp

地域福祉課 老人福祉施設グループ 岡田，的場
電話

０８２−５１３−３１９９（ダイヤルイン）

メールアドレス

fuchiiki@pref.hiroshima.lg.jp

＜別添Ａ−１・２関係＞
介護従事者の確保のための
事業

医療介護人材課
電話

介護人材グループ 向井，妹尾

０８２−５１３−３１４２（ダイヤルイン）

メールアドレス fuiryoujinzai@pref.hiroshima.lg.jp
＜別紙２事業例の事業番号 1〜23，29〜33 関係＞
医療介護計画課
電話

医療・介護連携グループ

青木，藤川

０８２−５１３−３０８１（ダイヤルイン）

メールアドレス fuiryoukeikaku@pref.hiroshima.lg.jp
＜別紙２事業例の事業番号 6,18,24〜28,34〜36 関係＞
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