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新型コロナウイルス感染症への対応について(第４４報) 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

  

 

 

(1) 三田市介護・障害福祉サービス事業所等への事業継続支援のためのマスク配付について     

     (福祉共生部健康推進室介護保険課他)        別紙 1 のとおり 

 

(2) 国民健康保険税等の減免について      別紙２のとおり 

   (福祉共生部健康推進室国保医療課他) 

 

(3) オンライン診療について    別紙３のとおり 

   (福祉共生部健康推進室健康増進課) 



別紙１                              

 

三田市介護・障害福祉サービス事業所等への事業継続支援のためのマスク配付について 

 

  新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言を受け、社会・経済活動が縮小す

る中、市内介護・障害福祉サービス事業所、保育施設、医療機関等は、社会生活を

維持するうえで必要な施設であることから、適切な感染防止対策を講じつつ、利用

者の受け入れなどを継続されています。 

  更なる緊急事態宣言の延長を受け、各事業所等の事業継続を支援するため、マス

クを再度配付します。 

 

 (１)配付方法 

 日時・場所など 

介護保険サービス事業所 各事業所に下記日程で取りに来ていただきます。 

５月１５日（金）午後３時～午後５時 

  市役所本庁舎３階 ３０２B 会議室 
障害福祉サービス事業所 

民間保育施設 ５月１５日（金）市職員が各施設を訪問し配付。 

医療機関等 ５月１５日（金）に三田市医師会、歯科医師会、薬

剤師会へ一括して 15,000 枚を提供し、医療機関等

に配付していただきます。 

(２)配付内訳 

 対象施設数 配付枚数 

介護保険サービス事業所 57か所 

３５，０００枚(７００箱) 障害福祉サービス事業所 27か所 

両方のサービス事業所 11か所 

民間保育施設 26か所 １０，０００枚(２００箱) 

医療機関等 150か所 １５，０００枚(３００箱) 

合   計  ６０，０００枚（１，２００箱） 

    ※従事者数を基に配付予定枚数を算出。１箱（50枚入り）単位で配付 

         医療機関等については 1 か所当たり１００枚（2箱）を配付 

 

(３)問い合わせ 

【介護保険サービス事業所】 

介護保険課（担当：岸田） 直通 559-5078 内線 2530 

      いきいき高齢者支援課（担当：喜多） 直通 559-5070 内線 2540 

    【障害福祉サービス事業所】 

障害福祉課（担当：鶴） 直通 559-5075 内線 2520 

    【民間保育施設】 

保育振興課（担当：松本） 直通 559-5073 内線 2650   

    【医療機関等】 

健康増進課（担当：多田） 直通 559-6155 



別紙２ 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等への 

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免について 

 

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し又は重篤な負傷を負った世帯

や、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、給与収入等の減

少が見込まれる場合について、下記の要件により保険料(税)の減免を実施します。 

 

 

《国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免内容》 

【対象となる保険税（料）】 

令和元年度・２年度分の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料 

（納期限が令和２年２月１日から令和３年３月３１日までのもの） 

 

【対象と減免額】 

 １．全額減免 

新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は

重篤な傷病を負った世帯（人）に対して保険税（料）の全額を減免します。 

 ２．一部減免 

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収

入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」）が前年より１０分の３以上

減少が見込まれ、前年の合計所得金額が１,０００万円以下、かつ前年の主たる生計維持者

の事業収入等に係る所得以外の所得額が４００万円以下に該当する世帯（人）に対して保

険税（料）の一部を減免します。 

  

《介護保険料の減免内容》 

【対象となる第一号保険料】 

令和元年度・２年度分の介護保険料 

（納期限が令和２年２月１日から令和３年３月３１日までのもの） 

 

【対象者と減免額】 

 １．全額減免 

新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は

重篤な傷病を負った第一号保険者に対して保険料の全額を減免します。 

 ２．一部減免 

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収

入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」）が前年より１０分の３以上

減少が見込まれ、かつ前年の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の所得額が４

００万円以下である第一号保険者に対して保険料の一部を減免します。 

 



《周知方法》 

５月１５日号広報紙及び市ホームページにて周知します。 

 

《申請》 

 上記に該当すると思われる場合、まずは担当課までお問い合わせください。 

 

《問い合わせ》 

【国民健康保険・後期高齢者医療保険に関すること】 

国保医療課（担当：藤田） 直通 559-5050（内線 2550） 

【介護保険に関すること】 

介護保険課（担当：岸田）直通 559-5077（内線 2530） 

 

 



別紙３ 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について 

 

 新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつある

ことから時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬

指導が、市内医療機関及び市内調剤薬局において開始されました。 

今後も長期化が予測される中、医療を必要とする市民が安心して受診するた

めの情報の発信を実施します。 

 

１ 実施内容 

  厚生労働省ホームページに掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止策と

しての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについ

て（令和 2 年 4 月 10 日事務連絡）」に基づく対応を行っている医療機関一覧

より、市内医療機関を抜粋し、市ホームページ、広報紙等を用いて周知を行い

ます。 

 

 １）市ホームページでの発信 

   「新型コロナウイルス感染症の予防について」のページに、対応医療機関

リスト及び手順を掲載。 

 

 ２）市広報紙による発信 

   5月 15日号市広報紙に、実施医療機関及び手順を掲載。 

 

２ 対応医療機関数 

   市内 19医療機関（5月 11日時点） 

今後、順次更新予定。 

 

 

 ※オンライン診療 

    医師-患者間において、パソコンや電話、スマートフォンを通じて、患

者の診察及び診断を行い、診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアル

タイムにより行う遠隔医療のこと。 

電話等での事前予約後、指定時間に医療機関側からの着信、もしくはオ

ンラインで接続され、診療が開始される。また、必要に応じ、薬の処方及

び服薬指導が行われる。 

   

 

 

  

  

福祉共生部健康推進室 

健康増進課（担当：鹿嶽） 

直通 ５５９－６１５５ 



施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウエブサイトURL
初診の電話等を用い
た診療の実施の有無

再診の電話等を用い
た診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名 対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

エバラこどもクリニック 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘1-11
080-2041-5261
(オンライン診療
専用ダイヤル）

http://www.ebara-clinic.jp/ ○ ○
小児科
アレルギー科

江原　伯陽
済生会兵庫県病院（兵庫県神戸市北区藤原台中町5-1-1）
三田市民病院（三田市けやき台3-1-1）
兵庫県立こども病院（兵庫県神戸市中央区港島南町1-6-7）

さくらこころのクリニック 669-1546
兵庫県三田市弥生が丘1-11
フラワータウン駅ビル503

079-553-5687 https://sakua212.com ○
精神科
心療内科

南中　さくら
三田市民病院（兵庫県三田市けやき台3-1-1）
有馬高原病院（兵庫県神戸市北区長尾町上津4663-3）

田場医院 669-1322 兵庫県三田市すずかけ台1丁目12 079-565-2525 https://www.taba-shonika.jp/ ○ ○
内科
小児科

田場　隆介
三田市民病院（兵庫県三田市けやき台3-1-1）
兵庫中央病院（兵庫県三田市大原1314）

おかもと小児科 669-1321 兵庫県三田市けやき台3-76-5 079-565-1699 ○ 小児科内科 岡本　光治

どうもと内科クリニック 669-1322
兵庫県三田市すずかけ台2-3-1
えるむプラザ3階

079-565-3322 https://elmplaza.jp/domoto/ ○
内科
循環器内科

堂本　康治
松浦　弘之

三田市民病院（兵庫県三田市けやき台3-1-1）

藤村耳鼻咽喉科医院 669-1322
兵庫県三田市すずかけ台2-3-1
えるむプラザ３０２

079-565-5977 http://www.fujimura-jibika.com/ ○ ○
耳鼻咽喉科
気管食道科

藤村　英一 三田市民病院（兵庫県三田市けやき台3-1-1）

医療法人山西会
三田西病院

669-1357 兵庫県三田市東本庄2017番地 079-568-0025 http://www.sandanishi.sakura.ne.jp/ ○ 精神科

山西　幸男
熨斗　孝充
好井　基博
荒井　正克

医療法人社団
いまだ内科クリニック

669-1544
兵庫県三田市武庫が丘7-7-4
エムズⅡビル2階

079-553-6500 http://www.imadanaika.com/ ○ ○

内科
消化器内科
外科
泌尿器科

今田　世紀

澤外科 669-1532 兵庫県三田市屋敷町17-4 079-563-2713 sawa-geka.com/ ○

内科
外科
消化器内科
肛門科

粟根　雅章 三田市民病院（兵庫県三田市けやき台3-1-1）

平島病院 669-1531 兵庫県三田市天神1丁目2番15号 079-564-5381 https://www.mc-shojin.or.jp/ ○ ○

小児科
内科
外科
整形外科
眼科

武富　浩也
藤本　篤山
岡　麻由
平島　知圭
長尾　嘉晃
金村　博成
水野　謙
天野　良成

三田市民病院（兵庫県三田市けやき台３丁目１−１）

きしもと泌尿器科クリニック 669-1528 兵庫県三田市駅前町8-4 079-564-2002 http://hineno-clinic.com/ 〇 泌尿器科 岸本　涼

山西会
宝塚三田病院

669-1537 兵庫県三田市西山2丁目22-10 079-563-4871 http://www.takarazukasanda-hosp.jp/ 〇 精神科

前林
新田
山西敏
長尾
本多
南川
村松知
上坂
李
徳本
村松武
金
宇野
谷口
中嶋

いとうメンタルクリニック 669-1528 兵庫県三田市駅前町1-38-402 079-564-9600 https://itomental.com/ ○
精神科
心療内科

伊藤　毅 当院のみ

基本情報 対応について

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧



すぎたファミリークリニック 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台2-25-1 079-562-2700 https://yurinokidai.com/ ○ ○
内科
小児科

杉田　亮

山口内科医院 669-1321 兵庫県三田市けやき台1-10-1 079-559-2628 ○ 内科 山口　浩三

かみはらペインクリニック 669-1541 兵庫県三田市貴志141-1 079-564-1715 https://kamihara-pain.com/ 〇 ペインクリニック 神原　政仁 三田市民病院（兵庫県三田市けやき台3-1-1）

冨田クリニック 669-1354 兵庫県三田市下相野319-1 079-560-7700 〇 〇

外科
胃腸科
リハビリ科
肛門科

冨田　政雄 三田市民病院（兵庫県三田市けやき台3-1-1）

とくやまクリニック 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘2丁目13番4 079-562-0002 http://www.tokuyama-clinic.com/ 〇
外科
小児科

徳山　彰俊

なんりクリニック 669-1512 兵庫県三田市高次2丁目151 079-553-6161 http://nanriclinic.deca.jp/ 〇
内科
消化器内科

南里　昌史


