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お め で と う ご ざ い ま す

　令和３年春の叙勲が、4 月 29 日付で

発令となり、元道志小学校校長の中野

恭志さんが「瑞宝双光章（教育功労）」を

受章されました。

　中野さんは、昭和 39 年に道志小学校

に赴任以来、38 年間の長きにわたり、

山梨県の公立小中学校に勤務され、主

にへき地教育の振興に努め、地域に根

差した教育に尽力されました。

　教員退職後は、平成 16 年 4 月から道

志村教育委員会教育委員として務めら

れ、平成 18 年 8 月からの１年間は教育

委員長として、平成 21 年 4 月からの２

年間は教育長として道志村の教育行政

の発展に寄与し、そのような功績が認

められこの度の受章となりました。

　受章、おめでとうございます。

　６月７日に道の駅

どうしにおいて、大月

警察署、都留市消防本

部等の関係機関と連

携した、テロ対策訓練

が実施されました。当

日は、爆発物を持った

不審者の検挙や負傷

者の救護、機動隊によ

る爆発物の撤去など

が実演され、会場内に

おける避難誘導訓練

等が行われました。

令和３年 春の叙勲　中野恭志氏　「瑞宝双光章」受章

令和３年度 テロ対策訓練の実施について

県警職員による不審者の制圧検挙

救急隊員による負傷者の救護

長田村長による開会のあいさつ

訓練後の車両展示の様子
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道志村役場

やまゆり
センター

道の駅
どうし

道 志 川

　村では、村内における犯罪の予防や

抑止を図り、村民生活の安心・安全を

確保するために村内６ケ所に防犯カメ

ラを設置・運用を開始しました。

　防犯カメラの運用にあたっては、「道

志村防犯カメラの設置及び管理運用に

関する要綱」を遵守し、個人情報の保護、

映像の目的外利用の禁止など厳格な運

用を行っています。

防犯カメラの設置・運用開始について

設置場所 住所

国道 413 号　両国橋付近 道志村 48番地 3

県道 24 号　道坂トンネル付近 道志村 9507 番地 165

国道 413 号　山伏トンネル付近 道志村 12753 番地

道志小中学校体育館 道志村 7568 番地

道志村学童保育所 道志村 7698 番地

道志村保育所 道志村 7779 番地

・防犯カメラは 24 時間常時作動していますが、個人のプライバシーに配慮し、モニターなどに

よる監視は行いません。

・撮影した映像は一定期間保存していますが、自動的に上書き消去されます。

・撮影された映像の利用や外部提供は、警察などから犯罪捜査を目的として文書で提供を求められ

たとき、村民などの生命・身体・財産を保護するために緊急かつやむを得ないときなどに限ります。

運用のルール

防犯カメラ設置場所

防犯カメラ設置場所マップ

国道 413 号 両国橋付近

道志小中学校体育館道志村学童保育所

県道 24 号 道坂トンネル付近

国道 413 号 山伏トンネル付近

道志村保育所
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　台風などの災害発生時に開設する避難所では、「3 密（密閉・密集・密接）」が重なりやすく、新型

コロナウイルスの感染リスクが高くなると考えられます。村では、避難所における新型コロナウイル

ス感染症対策として、密集・密接を避けるためのスペースの確保、換気や消毒などの衛生対策の徹底

などに努めていきますので、感染症対策の趣旨を十分にご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。住民の皆様におかれましても、地震や台風のときにどうすればよいのか「新型コロナウイルス

の感染リスク」も踏まえ、日ごろからの備えと災害時の避難行動を改めて確認してください。また、

避難を開始する前に検温等を行い、発熱や咳などの症状がある際には、事前に道志村役場までご連絡

をお願いいたします。併せて、避難所における 3 密を避けるために、安全な場所にある親戚・知人の

自宅など事前に避難所以外にも、避難先の検討をお願いいたします。

避難所における新型コロナウイルス感染症対策

❶検温・健康相談の実施
❷避難所の清掃・消毒
❸マスク着用・咳エチケットの徹底
❹うがい・手洗いの徹底
❺避難スペース（ソーシャルディスタンス）の確保
❻体調不良者専用の避難所の確保
❼感染症対策資機材の確保
　（マスク・消毒液・間仕切りテント等）

❶安全な場所にある親戚・知人の自宅な
どへの避難の検討

❷避難する前に検温の実施
　（発熱・咳などの症状がある際には、

　事前に役場に連絡）

❸マスクの着用、うがい・手洗いの徹底
❹マスクや手指消毒液、スリッパなどの
感染症対策用品の持参

避難所における新型コロナウイルス感染症対策 住民の皆様にご協力をお願いしたいこと
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　「食生活改善推進員会」とは、食を通した健康づくりのボランティア活動を行う団体です。全国1,301
市町村（R2.4 現在）に協議会組織があり、道志村では 9名の会員で活動をしています。（R3.4 現在）
　主な活動の一つとして、「家庭の塩分濃度調査」があります。毎年、道志村のお宅約 100件に訪問し、
みそ汁等の塩分濃度を測定させていただいています。体に良いとされる塩分濃度は、0.8％以下とさ
れています。令和 2年度道志村の結果は、0.83％と少し高い結果となりま した。

男性で7.5 ｇ未満

女性で6.5 ｇ未満

（1日の食事あたり）

日本人の食事摂取基準 2020 より

Vol.1

　減塩することで、食塩の過剰摂取によって生じうる健康へのリスクを下げることができます。リ
スクには高血圧、腎機能低下、骨粗鬆症、胃がんなどが挙げられ、中でも高血圧によって動脈硬
化が進行すると脳卒中や心不全など命に関わる病気を引き起こします。

この「働き世代」を中心に、村全体で減塩を心がけていくことが大切です。

　これはどのくらいの量なの？と言うと、即席みそ汁（平均塩
分量 2.0 ｇ程）を 1回飲むと、1日の約 3分の 1を摂取してし
まうことになります。かなり厳しい目安となります…。

※日本高血圧学会では 1日 6ｇ未満
　また、伝統的な日本食にはしょうゆやみそなど塩分を多く含
む調味料が使われるため、諸外国と比べ塩分摂取量が多い傾向
にあります。

塩分濃度 1～ 1.4％（塩分摂取量高め）と回答した人

⇒　「30 ～ 60歳の働き世代」

なぜ減塩は必要か？

食塩摂取量の目安は？

だより村 推志 改道 食
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　塩辛い味を好む日本人にとって実際はなかなか難しいと思います。
　塩分を抑えるポイントを紹介しますので、日ごろの食事から減塩を心がけて継続
できるものから取り組みましょう。

❶ 汁物は飲み干さない

・そば、うどん、ラーメンのスープは飲み干
さない。

・みそ汁は具沢山にして汁気を減らす。

❹ 加工食品の塩分

・漬物、加工食品（ハム、ちくわなど）練り
製品（かまぼこなど）は意外と塩分が多い
ので、量を減らすなど調整するように気を
つける。

❺ 塩分カット調味料

・しょうゆやみそ、顆粒だしなど塩分を含む
調味料には、塩分量を調節した商品が多く
出回っています。ただし、塩分が入ってい
ないわけではないのでたっぷり使うことは
控えましょう。

・マヨネーズやケチャップは、
しょうゆより塩分量が少な
いので料理の種類に応じて
調味料を置き換えてみる。

・薬味や香辛料を活
用して味にメリハ
リをつけて食べる
のもオススメ。

❷ 外食の際

・外食のメニューには味付けが濃く塩分が多
い傾向にあるため、しょうゆをかけすぎな
い、つけすぎない。

❸ カリウムを摂取する

・カリウムには体内の塩分を排出する働きが
あります。野菜・果物・いも類・海藻など
に多く含まれています。
＜カリウム多く含む食材＞
　アボカド、ほうれん草、大豆、納豆
　りんご、じゃがいも、わかめ　など
＜カリウムを減らさない調理法＞
　焼く、蒸す、レンジでの加熱、
　切らずに丸ごと茹でる（茹でる、煮るは×）

ま 　まめ　　　や 　やさい

ご 　ごま　　　さ 　さかな

わ 　わかめ　　し 　しいたけ　　い 　いも

減塩するには？

まごわやさしい
キーワード

食生活を豊かにする

ワンポイントアドバイス

道志村食生活改善推進員会
公式マスコットキャラ  メイちゃん

食生活を豊かにする

ワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス

道志村食生活改善推進員会
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　毎年 7 月は「社会を明るくする運動」の強調月間です。

　「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの立ち直りについてみんなで

考え、犯罪や非行のない明るい地域社会をつくろうという全国で行われている法務省主唱の運動です。

　「社会を明るくする運動」にご理解とご協力をお願いいたします。

　また、国とボランティアが力を合わせて、犯罪から立ち直りを支えていくのが “ 更生保護 ” という

活動です。本村では 3 名の保護司が活動をしています。

“ 第 71 回社会を明るくする運動 ”
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

　後期高齢医者医療制度とは、75 歳以上の方または一定の障害のある 65 歳以上の方を対象とした医

療制度です。今回は、『後期高齢者医療被保険者証』と『限度額適用・標準負担額減額認定証及び限

度額適用認定証』に関するお知らせです。

●後期高齢者医療被保険者証
　7 月に、後期高齢者医療の被保険者証が新しく更新されます。

◎新しい被保険者証の有効期限は令和 4 年 7 月 31 日で、色は桜色となります。7 月中に簡易書留　

　で送付し、お手元に届いた日からお使いいただけます。

※令和 2 年度までの後期高齢者医療保険料を完納されていない方につきましては、有効期限が短い

　ものとなる場合もありますので、ご了承ください。

●限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証は、既に認定を受けている方で今年度も適用要件に該当する場

合は、引き続き交付させていただきます。

　限度額適用・標準負担額減額認定証の発送日及び有効期限は、被保険者証と同様です。

7 月は新しい後期高齢者医療被保険者証等の更新月です！

長期に入院されている皆さまへ
区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された方で、過去 12 カ月で入院日数が

90 日（区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間に限る）を超え

た場合には、入院日数のわかる病院の領収書または入院証明書を添えて申請をすることで申請

日以降の入院時の食事代が減額されます。

また、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されていない方でも、令和 2 年 10 月以降

に区分Ⅱに該当する方については、該当期間中に 90 日を超えた入院日数のわかる病院の請求

書または入院証明書を添えて申請をすることで、申請日以降の入院時の食事代が減額されます。

　有効期限の切れた被保険者証等については、個人情報が記載されていますので、道志村国保診療所・

歯科診療所、又は役場住民健康課まで返還していただくか、はさみ等で細かく裁断するなど廃棄処理

してください。



広報どうし 487 号（9）

介護保険料「特別徴収」納付額平準化
－ 8 月の徴収額が変更になります－

　介護保険料の支払方法が特別徴収（年金天引き）の方は、年６回ある納期のうち、前半（４・６・８月分）

を『仮徴収』、後半（10・12・２月分）を『本徴収』として納付していますが、収入の変動や介護保険
料の改定があると、仮徴収と本徴収でバラツキが生じてしまいます。
　 こうした額のバラツキを是正するため、村では年間を通じてできるだけ均等な額となるように、
８月の徴収額を変更し保険料額の増減の幅が緩和される処理を行います。

『仮徴収』・『本徴収』

保険料の『平準化』とは？
　これまで、保険料が特別徴収（年金天引き）される時に、年度の前半と後半で保険料の額に大きな
差が出てきてしまうことがありました。これは、以前の介護保険法では、仮徴収額は前年度２月期と
同額を天引きすることになっていたからです。しかし法の改正により仮徴収額の増額・減額の調整が
できるようになりました。そこで、１年間を通じて保険料額ができるだけ均等になるように８月の徴
収額を変更します。
 　保険料段階に変更がなければ、令和 3 年 10 月以降に天引きされる保険料額の差が緩和されます。
これを「平準化」といいます。

【参考例】保険料が第５段階の方（年額 72,000 円）の場合

◎平準化しない場合（変更前）

◎平準化した場合（変更後）

８月の保険料額から調整することで増減の幅が緩和されます。必要に応じて、次年度に再度平準化を行い保険料の均等化を図ります。

仮　徴　収
４月・６月・８月

保険料は、前年の所得などに応じて決まりますが、決定するまでの前半（４月、６月、８月）
は、前年度の２月の天引き額をもとに計算した額を仮に納めていただきます。

本　徴　収
10 月・12 月・２月

前年の所得などに応じて年間の保険料が決定し、仮徴収で納めていただいた額を差し引い
た残りの額を後半（10 月、12 月、２月）で納めていただきます。

図1令和 2年度

20,000

15,000

10,000

5,000

仮徴収（前半） 本徴収（後半）
4 月 6 月 8月 2月10 月 12 月

0

9,600 9,600 9,600

14,400 14,400 14,400プラス 4,800 円

年額 72,000 円

図2

20,000

15,000

10,000

5,000

仮徴収（前半） 本徴収（後半）
4 月 6 月 8月 2月10 月 12 月

0

9,600 9,600 9,600

14,400 14,400 14,400

年額 72,000 円

マイナス 4,800 円

令和 3年度

図3令和 2年度

20,000

15,000

10,000

5,000

仮徴収（前半） 本徴収（後半）
4 月 6 月 8月 2月10 月 12 月

0

9,600 9,600

16,800

12,000 12,000 12,000

プラス 7,200 円 マイナス 4,800 円

年額 72,000 円

これまでは、前半（仮徴収）と後半（本徴収）で介護保険料額のバラツキが続いていました。

図4令和 3年度

20,000

15,000

10,000

5,000

仮徴収（前半） 本徴収（後半）
4 月 6 月 8月 2月10 月 12 月

0

12,00012,000 12,00012,000 12,00012,000

年額 72,000 円

保険料額の差が緩和されます。必要に応じて６月ま
たは８月に再度平準化を行い更に差を緩和します。
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7 月 21 日（ 水 ） ～ 8 月 20 日（ 金 ）

までの 31 日間、「夏の交通事故防止県

民運動」が実施されます。児童・生徒等

の夏休みと夏の行楽シーズンが重なり交

通事故が発生しやすくなる夏季におい

て、交通ルールの遵守と正しい交通マ

ナーの実践を徹底し、交通事故を防ぎま

しょう。

令和３年度「夏の交通事故防止県民運動」の実施について

　5 月 18 日（火）に集団献血を実施いたしました。村内各事業所の

ご理解と村民の皆様のご協力により、69 名の参加をいただきました。

将来にわたる血液の安定的な確保が重要課題となっている中で、多

くの方にご協力をい ただき感謝いたします。

12 歳以上接種開始日 　７月 21 日（火）～

○重点目標
　・飲酒運転の根絶

　・高齢者と子どもの安全な通行の確保と高齢運転

者の交通事故防止

　・二輪車の交通事故防止

　・自転車の安全適正利用の推進

※予約は接種券到着後順次開始します。予約方法はこれまで同様ワクチン専用ダイヤル（52-2118）に

て受け付けます。

※令和 3 年度中に 12 歳に到達する方（小学６年生）は、12 歳の誕生日後に接種することができます。

※道志村の集団接種終了後（9/30）に誕生日を迎える方は、個別に対応いたします。

※接種する際には、必ず保護者の方が同伴してください。

　６月１日から、ファイザー社製の新型コロナワクチンの接種対象年齢が 12 歳以上になりました。

　対象者には、７月上旬に接種券（クーポン券）を郵送いたします。

新型コロナワクチンの対象年齢が 12 歳以上になりました

献血のご協力ありがとうございました
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子育て世帯の支援のため､ 新たな給付金の支給を実施します !
１. 支給対象者
　　①②の両方に当てはまる方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）

　　　①令和 3 年 3 月 31 日時点で 18 歳未満の児童を養育する父母等（障害児の場合､ 20 歳未満）

　　　②令和３年度住民税（均等割）が非課税の方

　　　　または令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

２. 支給額
　　児童 1 人当たり 一律５万円　※支給にあたっては､ 申請が不要な場合と必要な場合があります。

３. 給付金の支給手続き
〇令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方

▶給付金は､ 申請不要で受け取れます。

▶令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

【ご注意ください】

※ 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を返送してください。

※給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをし

てください。

〇上記以外の方（例 . 高校生のみ養育している方、収入が急変した方）

▶給付金を受け取るには､ 申請が必要です。

▶申請書に振込先口座などを記入して､ 必要書類とともに窓口に直接､ または郵送でご提出ください。

▶給付金の支給要件に該当する方に対して､ 申請内容を確認して指定口座に振り込みます。

問い合わせ　厚生労働省 コールセンター　☎ 0120-811-166　受付時間：平日 9:00 ～ 18:00

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

○こんなことで悩んでいませんか？
　いじめ、虐待、差別、借地、借家、親子・夫婦などの家庭内のこと、DV、セクシャルハラスメント、

近隣間のもめごと等の法律相談や心配ごとの悩みごと。

　相談所では、毎日の暮らしの中で起こる様々な問題についてのご相談に応じます。

　また、新型コロナウイルス感染症による差別や偏見についても、ご遠慮なくご相談ください。

　相談は、秘密厳守で無料です。一人で悩まず相談してください。法務局職員、人権擁護員が相談に

応じます。

　・常設人権相談所（平日　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）

　・全国共通人権相談専用ナビダイヤル（みんなの人権 110 番）　0570-003-110

　・子どもの人権 110 番　0120-007-110

　・女性の人権ホットライン　0570-070-810

主催　甲府地方法務局大月支局／都留人権擁護委員協議会　☎ 22-07999

人権・困りごと相談所
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日時／会場　※時間は 13:45 受付、14:00 ～ 16:00 の間

　　　
東部エリア

6月 9日（水）

大月総合福祉センター

3階研修室・食堂

9月 15 日（水） 6階大ホール

12 月 8日（水） 3階研修室・食堂

富士北麓エリア
7月 28 日（水）・10 月 13 日（水）・

1月 26 日（水）
富士吉田合同庁舎　１階精神保健相談室

内容　個別相談会、ミニ講座（30 分程度）／予約時点でご要望を伺います。

　　　事前予約制（開催２日前までの申込みで〆切、申し込みがなければ実施しない。）

連絡先　山梨県高次脳機能障害者支援センター　☎ 055-262-3121

令和３年度　山梨県高次脳機能障害者支援センター
サテライト相談窓口の開設について

A: 全死亡者数
B: うち介護認定され
ていた人� B/A（％）　

C: うち看取りがされ
た人� C/B（％）　　

H29 年度 19 人 14 人（73.7%） 2人（14.3%）
H30 年度 16 人 　8人（50,0%） 3人（37.5%）
R元年度 31 人 18 人（58.1%） 2人（11.1%）
R2 年度 21 人 12 人（57.1%） 1人（4.8%）
合計 87 人 52 人（59.8%） 8人（15.4%）

エンディング
ノート

伝えておきたいことを書き留める
介護や治療の方針をはじめ、財産や遺品の一覧、家族へのメッセージなど伝え
ておきたいさまざまなことを書き留めておくものです。市販されているものも
ありますので、難しく考えず、思いついたことから書き留めてみましょう。

アドバンス・ケア・
プランニング

どのような治療・介護を受けたいのか、あらかじめご家族や身近な方と話し合っ
てまとめておきます。もし意思決定能力が無くなっても話し合いや書き残した
ものから、医療スタッフやご家族に自分の意思を尊重して最善の方法を選択し
てもらえます。

リビングウィル
延命治療に関する意思表示最期を迎えるときに延命治療を望むかどうか、あら
かじめ希望を明らかにしておくものです。意思表示ができなくなった時など、
医療スタッフやご家族はこれをもとに治療方針を決定します。

自宅で最期を迎える看取りについて考えてみませんか？

【道志村での看取りの状況】
　表は、平成 29 年から令和 3

年 3 月末までの死亡状況です。

全死亡者のうち介護認定されて

いた方は半数以上となっていま

す。また看取りで自宅で亡くなっ

た方は、毎年みられ、4 年間でみると介護認定されていた方の 15.4% が看取りによるものとなってい

ます。すべて主治医は道志村診療所所属の水嶋医師となっています。

看取りに関しては、ご本人の自己決定が重要です
　在宅での死とは、命の営みを自然な形で終えることです。在宅で最期の時を迎えるということは、

最期まで自分が生きたいように生きること。そして自らの死を、ご家族とともに作ることです。いざ

という時に困らないように元気なうちに準備できることがあります。

　まずは、ご家族や身近な人と話し合っておきましょう。
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問い合わせ　［利用する］（一財）日本財団電話リレーサービス　☎ 03-6275-0910   FAX 03-6275-0913

　　　　　　［制度を知る］総務省（電気通信消費者相談センター）　☎ 03-5253-5900

「電話リレーサービス」をご利用ください

　電話リレーサービスは、聴覚や発話に困難がある方ときこえる方を、通訳オペレータが手話・文字

と音声とを通訳することにより、24 時間 365 日、電話で双方向につなぐサービスです。
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　村では、道志みちの交通状況の把握を目的として、毎年 5 月、8 月、11 月に交通量調査を実施し

ています。5 月 1 日（土）から 5 月 2 日（日）までの 2 日間、やまゆりセンター前において実施した

交通量調査の結果は次のとおりです。調査時間　7:00 ～ 19:00　　調査方法　目視

道志みち交通量調査結果（5 月実施）

国道 413 号線相模原方面の交通量【１日目】

国道 413 号線相模原方面の交通量【2 日目】

県道 24 号線都留方面の交通量【2 日目】

県道 24 号線都留方面の交通量【１日目】

国道 413 号線山中湖方面の交通量【１日目】

国道 413 号線山中湖方面の交通量【2 日目】

県道 24 号線道志方面の交通量【2 日目】

県道 24 線道志方面の交通量【１日目】
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道志村青年団よりお知らせいたします。8 月 14 日に開催を予定してお

りました納涼・盆踊り花火大会は、新型コロナウィルス感染防止拡大の

状況や来場される皆様の安全面を考慮し 、今年度も開催を中止させてい

ただきます。

開催を心待ちにされていた皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、

再び開催となった際は皆様のご参加を心よりお待ちしております。

令和３年納涼・盆踊り花火大会の中止について

　下記のとおり、粗大ゴミの収集を実施しますのでご利用ください。当日は収集場所に回収業者がおります。

７月粗大ゴミの収集について

日 場所 時間

7月 4日（日） やまゆりセンター駐車場（下） 7:00 ～ 12:00

7 月 11 日（日） 善之木体育館 7:00 ～ 12:00

7 月 18 日（日）
道志小中学校 7:00 ～ 10:00

旧道志小学校 10:00 ～ 12:00

8 月 1 日（日）
みなもと体験館 7:00 ～ 10:00

月夜野消防団詰所 10:00 ～ 12:00

※粗大ごみは、必ず当日お持ちください。

◎その他、産業廃棄物・ワイヤー・電線類・ドラム缶
◎収集できないごみは、販売店・専門店などに相談、引き取ってもらうか、
産業廃棄物処理業者（専門業者）に依頼してください。（ただし有料とな
ります。）

◎家庭用パソコンは、「資源有効利用法」に基づき各パソコンメーカー
に直接お申し込みください。

◎冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・テレビ・エアコン・衣類乾燥機は、家電リ
サイクル法に基づき適正に処理してください。

左記は一例です。疑問な物はお問い合わせください。
ガスボンベ
消火器

風呂釜浴槽

オートバイ 農機具、農工、針金類
太陽熱温水器

耐火金庫
タイヤ、バッテリー、オイル
チェーン等（自動車部品）

土砂、灰、かわら、レンガ
ブロック、建築廃材等

専門業者に引き取りを依頼してください

ガスコンロ
ビデオデッキ 旅行カバン掃除機

家具類

扇風機

ふとん、毛布 ドア、フスマ、障子ウレタンマットレス、ジュータン
（3分の1に切断）、カーペット
クッション

自転車

ベッド、アコーディオンカーテン
ソファ、座椅子（解体してください）

畳、雨戸、アルミサッシ 解
体

収
集
○

収
集
×
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１．募集職種　学童保育所指導員（保育士・小学校教諭等の資格を持っている方、未経験の方）

２．雇用形態　パートタイム会計年度任用職員

３．採用予定人数　１名

４．勤務条件　(1)　時給　　842 円～

　　　　　　　(2)　諸手当　一定の条件を満たす場合に通勤手当、期末手当等を支給

　　　　　　　(3)　勤務時間等　週５日　（平日）14:00 ～ 18:00　（長期休暇）8:15 ～ 17:45（交代制）

　　　　　　　　　※学校休業日は１日保育となるため、１日シフトとなります。

５．選考方法　書類及び面接

６．応募方法　役場総務課にある募集申込書に記入の上、7 月 20 日（火）までに提出してください。

７．任用期間　令和 3 年 8 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日　問い合わせ　総務課　☎ 52-2111

急募！！学童保育所指導員の募集

令和 3 年度  道志村職員採用試験案内

職　　種 受験資格 採用予定者数

事務職Ⅰ 平成 3年 4月 2日から平成 12 年 4月 1日までに生まれた者
大学を卒業した者及び卒業見込みの者並びに同程度の学力を有する者 事務職Ⅰ・Ⅱ

共通
若干名事務職Ⅱ 平成 8年４月２日から平成 16 年 4月 1日までに生まれた者

高校を卒業した者及び卒業見込みの者並びに同程度の学力を有する者

保健師職 昭和 56 年 4月 2日から平成 12 年 4月 1日までに生まれた者で、
保健師の資格を取得している者または令和 4月 3月末までに取得見込みの者 1名

受付期間
※窓 口 受 付　7月 13 日（火）～8月 13 日（金）（土・日を除く）�����午前 8時 30 分～午後 5時 15 分まで
※郵 送 受 付　8月 13 日（金）の消印まで有効
※インターネット受付　7 月 13 日（火）午前 0時～ 8月 5日（木）午後 5時 15 分まで

試験案内 7 月 5 日（月）から役場窓口で交付を行います。

試　　験
第１次試験

日時　9月 19 日（日）　受付：事務職　午前 8時 30 分～午前 9時
保健師職　午後 0時 40 分～午後 1時 10 分

場所　山梨大学（甲府西キャンパス）　甲府市武田 4-4-37

第２次試験 10 月下旬、道志村内で実施予定

募集要件

次のいずれかに該当する者は、受験できません。
ア　日本の国籍を有しない者
イ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者
ウ　本村において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
エ　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
　　し、又はこれに加入した者

留意事項

【新型コロナウイルス感染症等への対応について】受験される方は、次の点に留意してください。
①マスクの着用をお願いします。
②体調不良の方は、当日の試験を控えてください。
③なるべくインターネット（やまなしくらしねっと電子申請サービス）での申込みをお願いします。
④上記のほか、新型コロナウイルス感染症への対応を含め、試験に関し緊急のお知らせがある場合に
は、山梨県町村職員統一試験実施委員会（山梨県町村会）ホームページでお知らせしますので、ご
確認ください。

問い合わせ 道志村役場総務課総務行政グループ　☎ �52-2111 まで

村では、令和 4 年４月１日採用の職員採用試験を次のとおり実施します。
【山梨県町村職員統一採用試験】
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令和 3 年度  都留市消防署・道志出張所職員採用試験案内

職　　種
消防職（上級） 平成 6年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれた者

大学を卒業した者、卒業見込みの者並びに同等以上の資格を有する者

消防職（初級） 平成 9年４月２日から平成 16 年４月１日までに生まれた者
高校を卒業した者、卒業見込みの者並びに同等以上の資格を有する者

募集要件 消防職共通

採用時以後、勤務地（都留市または道志村）に居住できる者
普通自動車運転免許（令和4年3月取得見込みを含み、オートマチック限定免許を除く）を有する方
男性：身長おおむね 160cm以上、体重おおむね 50kg 以上、視力等正常な方
女性：身長おおむね 155cm以上、体重おおむね 45kg 以上、視力等正常な方

募集人員
消防職（上級）

消防士　都留市消防署勤務又は道志出張所勤務　2名程度
消防職（初級）

試験案内 ７月 1日（木）から都留市役所総務課及び都留市消防署道志出張所で配布します。

手続及び
受付期間

受験申込書を 8月 2日（月）～ 8月 16 日（月）までに都留市役所総務部総務課職員担当まで提出し
てください。インターネットによる受付期間は、8月１日（日）から 8月 8日（日）です。
申込方法等の詳細については、職員採用試験案内及び都留市ホームページへ掲載します。

試　　験

第１次試験
日時���9 月 19 日（日）都留文科大学 1号館／試験方法���筆記試験
※救急救命士資格を有する者（資格取得見込みを除く）は、第１次試験（能力検査・性格検査）を免除し
ます。ただし、消防適性検査Ａ及び消防適性検査Ｂは受検する必要があります。

第２次試験 日時���10 月下旬（第 1次試験合格者のみ）／試験方法���作文・面接・体力検査

第３次試験 日時���11 月上旬／試験方法　面接

問い合わせ 都留市役所総務部総務課職員担当　☎ �43-1111　内線 203 番

【令和 4 年度採用】

令和 3 年度 横 浜市職員（水道技術職）採用試 験 案内（高校卒程 度）

職　　種 水道技術 受験資格年齢　18 歳から 21 歳まで（令和 4年 4月 1日現在）

採用予定人員 5 人程度

申込受付
期　　間

インターネット申込　6月 24 日（木）午前 10 時 00 分～７月 21 日（水）午前 10 時 00 分
（※申込みはインターネットで行ってください。）

試験案内 採用試験に関することは、横浜市職員採用案内ホームページ「始動。」より確認してください。
※横浜市水道局　水源林管理所（道志村 9020）でも配布しています。

試　　験
第１次試験 令和 3年 9月 26 日（日）

集合時間や会場の詳細は、受験票で指定しますので、必ず確認してください。

最終合格発表 令和 3年 11 月 12 日（金）

受験資格

次のア、イに該当する人は受験できません。
ア　地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する者
　　・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　　・横浜市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者
　　・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ
　　　とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
�イ　平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外）

問い合わせ 横浜市水道局総務部人事課
〒 231-0005　横浜市中区本町 6丁目 50 番地の 10　☎ �045�-671-�3111

横浜市では、令和 3 年度（2021 年度）の水道技術職の採用試験を実施します。



令和 3 年 7 月１日 （18）

募集種目 資格 受付期間 試験期日 待遇・その他

一般曹候補生 18 歳以上 33 歳未満の方 7/1 ～ 9/6
1 次：9/16 ～ 19
2 次：10/9 ～ 24

※いずれか１日を指定

入隊後２年９か月以降、選考によ
り３等陸・海・空曹

自衛官候補生 18 歳以上 33 歳未満の方 随時 受付時にお知らせしま
す。

所要の教育を経て、３か月後に２等
陸・海・空士に任用
陸上（技術系を除く）は１年９か月
陸上（技術系）・海上・航空は２年
９か月を 1任期として任用

航空学生

海：18 歳以上 23 歳未満の方
空：18 歳以上 21 歳未満の方
共通：高卒（見込含）または
高専 3年次修了（見込含）

7/1 ～ 9/9

1 次：9/20
2 次：10/16 ～ 21

3 次：海 11/19 ～ 12/15
　　　空 11/13 ～ 12/16

入隊後約６年で３等海・空尉

防衛
大学校
学生

推薦

21 歳未満の成績優秀かつ生
徒会生徒会活動などに顕著な
実績を修め、学校長が推薦で
きる者 9/5 ～ 10

9/25・26

修学年限４年
卒業後約１年で３等陸・海・空尉総合選抜

高校または高専 3 年次修了
（見込含）で 21 歳未満の方

1次：9/25
2 次：10/30・31

一般 7/1 ～ 10/27 1 次：11/6・7
2 次：12/7 ～ 11

防衛医科大学校
医学科学生 高校または高専 3 年次修了

（見込含）で 21 歳未満の方

7/1 ～ 10/13 1 次：10/23
2 次：12/15 ～ 17

修学年限６年
医師免許取得後２等陸・海・空尉

防衛医科大学校
看護学科学生 7/1 ～ 10/6 1 次：10/16

2 次：11/27・28
修学年限４年
看護師免許取得後３等陸・海・空尉

自衛官等募集

お問い合わせ　■自衛隊山梨地方協力本部　　甲府市丸の内 1-1-18　甲府合同庁舎 2F　☎ 055-253-1591
　　　　　　　■山梨地本大月地域事務所　　大月市御太刀 2-8-10　大月合同庁舎 2F　☎ 0554-22-1298

１．募集職種　交通量調査員

２．雇用形態　パートタイム会計年度任用職員

３．採用予定人数　６名程度

４．勤務条件
　　(1)　時給　　871 円

　　(2)　諸手当　一定の条件を満たす場合に通勤手当を支給

　　(3)　調査実施日　令和 3 年 8 月 7 日（土）、8 日（日）予定

令和 3 年 11 月 6 日（土）、7 日（日）予定

(4)　勤務時間　午前 7 時から午後 7 時まで（休憩時間 1 時間）

(5)　調査場所　水源の郷やまゆりセンター入口

(6)　調査路線　国道 413 号線上下線、県道 24 号線上下線

５．選考方法　書類選考

６．応募方法　役場総務課にある募集申込書に記入の上、7 月 16 日（金）までに提出してください。

問い合わせ　総務課　☎ 52-2111

交通量調査員の募集
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発　行　大月警察署
　　　　道志駐在所

若狭　庄　　　　
☎  52-2033

 1 . 夏の水難・遭難事故にご注意を

駐在所だより　 令和 3年 7月号

どうし駐在所 7月号令和3年版
広　報

 2 . 子どもの非行や犯罪から守ろう

 3. 道志駐在所から…

　連日、郡内地域において、息子や孫などを騙った詐欺の電話が多数確認さ

れています。被害に遭わないためにも一人で判断せず、家族に相談して、必

ず道志駐在所（0554-52-2033）にも連絡してください。

　いまだにコロナウイルス感染症が収まる気配がなく、みんな不安に思って

いると思います。これまで通りになるべく人混みは避け、うがい・手洗いや

マスク着用等の予防をして、みんなで一緒に乗り越えましょう。

水の事故から子どもを守る
●水遊びは、必ず保護者が見守りを

●体調不良や危険な場所では遊ばせない

●飛び込みなどの危険な行為はさせない

　毎年、子どもたちが夏休みに入ると、開放感から

●オートバイ・自転車などの乗り物盗・万引き等の

●喫煙・夜遊び・暴走行為・飲酒等の

●スマートフォンのインターネット利用に起因した

遭難事故に遭わないために
●体力・技術に合った登山を選ぶ

●経験のある人と一緒に行動する

●行動予定を事前に知らせておく

●「早立ち・早着く」が原則

●時には避難や引き返す勇気を

●単独で登山は慎む

ルールを守って夏を楽しく過ごして、良い思い出だけを作りましょう。

非行行為
不良行為
性的犯罪

　子どもが非行に走る前には、生活態度や行動に何らかの変化が現れま

す。家庭では、こうした状況にいち早く気づき、温かい「家庭の会話」、「心

のふれあい」などを通じて助言してあげることが大切です。
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TOKYO2020
みんなの輝き、つなげていこう。

Unity in Diversity

2021.7.1 現在
オリンピック開会式まで

22 日
オリンピック

特　集
VOL.30

○自転車競技ロードレースについて
　自転車競技ロードレースとは、ひとことで表現すると『自転車版のマラソン』です。一斉にスター
トし、誰が一番早くフィニッシュするかを競います。日本ではあまり馴染みのない競技ですが、ヨー
ロッパを中心に根強い人気を誇ります。
　新型コロナウイルスにより１年間延期されていましたが、いよいよ今月末にオリンピック自転車競技ロー
ドレースが開催されます。今後二度とない貴重な機会になりますので、楽しんで観戦してください。

＜コース紹介＞

女子　2021 年７月 25 日（日）13 時スタート

区　間 通過予想時間
両国橋 12:45 頃
やまゆりセンター 13:08 頃
山伏トンネル 13:25 頃
平野 13:29 頃

通過予想時間：男子

通過予想時間：女子
区　間 通過予想時間

両国橋 14:54 頃
やまゆりセンター 15:21 頃
山伏トンネル 15:40 頃
平野 15:45 頃

※当日のレースの状況により多少前後する可能性があります。

男子　2021 年７月 24 日（土）11 時スタート

スタート：武蔵野の森公園（東京都）～
フィニッシュ：富士スピードウェイ（静岡県）
全長 244km（パレード区間 10km 含む）
道志村走行区間（65.0km ～ 90.4km）

スタート：武蔵野の森公園（東京都）～
フィニッシュ：富士スピードウェイ（静岡県）
全長 147km（パレード区間 10km 含む）
道志村走行区間（65.0km ～ 90.4km）
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＜参加国＞

○大会関係車両
　自転車競技ロードレースは自転車以外の様々な車両がコースを通りま
す。審判車やチームカーなどの４輪車両をはじめ、ブラックボードモトや
セキュリティモトなどの２輪車両も走行します。レース中は適宜関係車両
が追い越しを行い、大変危険になりますので、コース内には絶対に立ち入
らないようにしてください。また、交通規制解除が分かるように、最後尾
に規制解除グループとして警察車両等が走行します。その車両が通るまで
は交通規制中ですので、コース内に入らないようにしてください。

参加資格人数 国数
５人 ６か国※
４人 ７か国
３人 ８か国
２人 12 か国
１人 24 か国

日本は２人の出場枠を獲得

参加資格人数 国数
４人 ５か国※

３人 １か国
２人 ８か国
１人 28 か国

○ロードレース観戦マナー・ルール
　ロードレースを観戦するうえで、やってしまいがちな危険行為ややってはいけない禁止行為があり
ます。適切に守り、楽しんで観戦しましょう。

＜日本人選手＞

57
か
国
（
130
名
）

男
子

42
か
国
（
67
名
）

女
子●男子　新

あらしろ

城幸
ゆ き や

也
　　　　増

ま す だ

田成
なりゆき

幸
●女子　與

よ な み ね

那嶺恵
え り

理
　　　　金

か ね こ ひ ろ み

子広美 ※ベルギー、コロンビア、スペイン、
オランダ、フランス、イタリアの６か国

※オーストラリア、ドイツ、イタリア、
オランダ、アメリカの５か国

日本は２人の出場枠を獲得
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※撮影時のみマスクを外しています

○コロナから心と体の健康を守る全校集会
　６月７日（月）の３～４校時に、「コロナから心と体

の健康を守る全校集会」を行いました。

　はじめに、校長先生からこの全校集会の目標や新型コ

ロナウイルスの現在の状況、話し合いでの約束について

のお話がありました。

　①新型コロナウイルス感染症についての正しい知識と

対応を学び進んで行動しよう。②道志小学校の課題につ

いて知恵を出し合い、工夫して生活できるようにしよう。

③コロナから心と体の健康を守るため道志小をワンチー

ムにしよう。以上 3つの目標をめざし取り組むことを確

かめました。その後、養護教諭から新型コロナウイルス

感染症について、栄養教諭から給食についての留意点が

話されました。

　そして、各学年で学校生活の中での課題・困っている

ことをみんなで出し合い、自分たちができること、知恵

や工夫を話し合いました。１年生から６年生まで、みん

な素直で真剣に話し合いを進めることができました。

　４校時は、話し合いの成果をみんなで共有するため学

年ごとに発表しました。課題や困っていることを解決す

るための知恵を出し合い、工夫して生活をしていこうと

する前向きな意見が出されました。

　各学年からの発表を受けて、この全校集会のまとめを

行いました。素直な七里っ子でしっかり話し合いができ

たこと、道志小を誇りに、自分を誇りに自信を持って行

動をしてほしいこと、困難なことも工夫して乗り越えて

いけばさらにたくましく、友だちと元気に、なかよく、

楽しく活動できる学校になれることを確認し、全校のみ

んなで共有しました。

　今後も、コロナから心と体の健康を守るため一人一人
ができることを進んで行い、協力して道志小学校をワン

チームにし、日本一の学校をめざしていきます。
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道志小学校学校だより　

○道志の春を探しにがんばって歩いた春の遠足
　連休明けの５月７日（金）に、道志の春を探しに春の

遠足が行われました。３密にならないようにして、コロ

ナ対策を十分に施し実施しました。

　１・２年生は、森のコテージと的様の滝まで、２年生

がしっかり１年生をリードしてがんばって歩きました。

普段では、あまり体験できない長い距離を歩きましたが、

みんなで楽しく歩きました。

　的様の滝では、階段を降りて滝の近くまで行き、「的様」

の模様を間近で眺めました。模様はとてもきれいでした。

また、順番に鐘もつきました。

　的様の滝を下り、森のコテージでは、広場で縦割り班

ごと密に気を付けながら仲良くおいしいお弁当を食べま

した。また、お弁当を食べ終わってから「猛獣狩り」「ハ

ンカチ落とし」「爆弾ゲーム」を楽しみました。みんな

の願いが通じたのか、雨も降らず天気にも恵まれ１・２

年生のみんなが春の遠足を楽しむことができました。

　また、３・４年生は鳥の胸山に登りました。道の駅道

志から頂上まで時おり休憩をとりながら登っていきまし

た。途中の険しい坂道を登りながら、「がんばれー」「こ

こ滑るよー」と、みんなで声をかけ合い励まし合いなが

ら、登っていきました。ようやく頂上にたどり着くこと

ができました。頂上では、道志村が一望できる絶景で、

雄大な富士山も少しだけでしたが眺めることができまし

た。みんなでおいしいお弁当を食べたり、周りの景色を

見たり、道志の春の自然を楽しむことができました。こ

の遠足を通し、「地域の自然を感じ、親しもう。」「集団

の一員として進んで決まりを守ろう。」「山頂までの山道

を歩き、あきらめずに最後までがんばろう」という３・

４年生の遠足のめあてを達成することができました。
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　村では、空き家物件や空き地の売買・賃貸を希望する所有者と村

内への移住希望者を仲介する空き家バンク制度を実施しています。

村内への移住希望者が増加する中、紹介する物件や空き地が不足し

ています。ぜひ、使用しなくなった空き家物件や空き地がございま

したら、ふるさと振興課☎ 52-2115 までお問い合わせください。

空き家・空き地 を募集しています

自慢のペット写真募集中！

ご自宅で飼っている愛犬・愛猫をわが家の自慢のペットに

載せて、その可愛らしさをシェアしませんか？

掲載対象  村内にお住まいの方が飼っている愛犬・愛猫など

掲載方法  道志村役場広報担当メールアドレ

スに画像と下記の情報をお送りください。

①愛犬・愛猫のお名前、性別、年齢、品種

②飼い主さんのお名前、お住まいの地区名、

　電話番号
広報担当アドレス
kouhou@vill.doshi.
lg.jp

　6 月 10 日、虫歯の予防推進を目的に

道志小学校において「虫歯ゼロの小学

６年生の表彰（学校内オンライン）」「保

健給食委員会から歯の健康の話・クイ

ズ（動画）」「常盤歯科衛生士・山本歯科

衛生士から講義と歯磨き指導」が行わ

れました。コロナ感染予防対策をとり

ながら、小学２年生・３年生の児童は、

染め出しでの磨けていない部分の確認

・正しい歯磨き方法・歯間フロスの使

用法の指導していただきました。虫歯

予防への知識を高め、正しい歯磨きの

習慣を身につけ、80 歳まで自分の歯が

20 本あることを目指しましょう。

虫歯のない児童の表彰、
歯磨き指導を行いました

左から　加藤　輝、池谷圭胡、佐藤佳太、金子想空、入井祿太、
渡辺脩大、水越三代

道志村村民憲章
　私たちの七里は、緑と清流と歴史の郷です。
この地に生きることに誇りをもち、平和な村
を築くため、ここに憲章を定めます。
私たちは、
　一、自然を愛し、平和な村をつくります。
　一、生産に励み豊かな村をつくります。
　一、伝統を重んじ、教養を高め、文化の村
　　　をつくります。
　一、人情といたわりの心を養い、福祉の村
　　　をつくります。
　一、  明るく健康で、活力ある村をつくります。



8/ １　　　 粗大ごみ収集
　　　　　　 みなもと 7:00 〜10:00  月夜野 10:00 〜12:00

8/ ８　　　 オリンピック閉会式
8/12　　　 パラリンピック採火式
8/13 〜15　パラリンピック聖火ビジット
8/24　　　 パラリンピック閉会式

★ 8 月の主な予定

７

公共施設電話番号

■医科診療所…☎５２－２０４０

■歯科診療所…☎５２－２１５５

■保　育　所…☎５２－２２３９

■都留市消防署
　　道志出張所 …☎５２－１１１９

■道志駐在所…☎５２－２０３３

■道志村役場 ( 代 )…☎５２−２１１１

■教育委員会…… ☎５２−１０２０

ＨＰアドレス
http://www.vill.doshi.lg.jp

納期のお知らせ

可1 ……可燃ごみ収集（長又〜川原畑）

可2 ……可燃ごみ収集（和出村〜月夜野）

不 ……不燃ごみ収集（長又〜月夜野）

再 ……再資源化物収集（長又〜久保）

缶 ……アルミ缶・スチール缶収集 （長又〜月夜野）

国民健康保険料（第2期）
介 護 保 険 料（第2期）
後期高齢者医療保険料（第1期）
固 定 資 産 税（第2期）

8/2

ワクチン ……コロナワクチン接種

Jul. 2021  文月

日� Sun. 月� Mon.　火� Tue. 水� Wed. 木� Thu. 金� Fri. 土� Sat.
１ ２� 可1 ３� 可2

●流しうどん体験
　みなもと体験館
　7/1 〜 9/30 まで
　（要予約）

４ ５ ６� ワクチン 可1 缶 ７� ワクチン 可2 不 ８ ９� 可1 10� 可2

●村長選挙投開票日
　各投票所 7:00 〜 20:00
　月夜野 7:00 〜 18:00
●粗大ごみ収集
　やまゆり駐車場
　7:00 〜 12:00

●村長選挙
　当選証書付与式
　やまゆり 10:00 〜
●浜ちゃん運動教室
　馬場つどいの家
　14:00 〜 15:00
●ズンバ教室
　やまゆり
　19:30 〜 20:30

●つぼみっこくらぶ
　（シューフィッター）
　やまゆり 10:30

11 12 13 ワクチン �可1 缶 14 ワクチン 可2 不 15 16� 可1 17� 可2

●粗大ごみ収集
　善之木体育館
　7:00 〜 12:00

●浜ちゃん運動教室
　馬場つどいの家
　14:00 〜 15:00
●ズンバ教室
　やまゆり
　19:30 〜 20:30

●民生委員・
　児童委員会定例会
　やまゆり 19:00

18 19 20 ワクチン 可1 缶 21 ワクチン �可2 不 22　海の日 23　スポーツの日 24� 可2

●粗大ごみ収集
　道志小学校
　7:00 〜 10:00　
　旧道志小学校
　10:00 〜 12:00

●ズンバ教室
　やまゆり
　19:30 〜 20:30

●つぼみっこくらぶ
　やまゆり 10:00

●農業委員会総会
　やまゆり 19:00

●オリンピック開会式
　開催期間
　7/23 〜 8/8

●オリンピック
　ロードレース（男子）

25 26 27 ワクチン �可1 缶 28 ワクチン �可2 不 29 30� 可1 31� 可2 再
●オリンピック
　ロードレース（女子）

●ズンバ教室
　やまゆり
　19:30 〜 20:30

●道志渓谷もろこし祭り
　道の駅どうし
　10:00 〜
　7/31 〜 8/1 まで

●資源ごみ収集
　みなもと体験館 7:30 〜 7:50
　道志小学校跡地 8:00 〜 8:30
　やまゆりセンター 9:00 〜 9:30
　善之木いこい 10:00 〜 10:30

広報どうしとカレンダーに記載し
ているイベントは新型コロナウイ
ルスの影響により中止または延期
の可能性があります。
イベントの開催に関しては村の行
政情報提供システム（告知端末）
または村の HP でご確認下さい。



日� Sun. 月� Mon.　火� Tue. 水� Wed. 木� Thu. 金� Fri. 土� Sat.
１ ２ ３

ＡＭ

休診 水島
（内科）

休診日
ＰＭ

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
ＡＭ

休診日 水島
（内科）

コロナ
ワクチン

接種

コロナ
ワクチン

接種
休診 水島

（内科）
休診日

ＰＭ

11 12 13 14 15 16 17
ＡＭ

休診日 水島
（内科）

コロナ
ワクチン

接種

コロナ
ワクチン

接種
休診 水島

（内科）
休診日

ＰＭ

18 19 20 21 22 23 24
ＡＭ

休診日 水島
（内科）

コロナ
ワクチン

接種

コロナ
ワクチン

接種
海の日 スポーツ

の日
水島
（内科）ＰＭ

25 26 27 28 29 30 31
ＡＭ 水島

（内科）
休診

コロナ
ワクチン

接種

コロナ
ワクチン

接種

佐藤
（小児科）

水島
（内科）

休診日
ＰＭ

道志村国民健康保険診療所

新型コロナウィルスワクチンについては、毎週火・水曜日に実施

いたします。予約については、予約専用ダイヤル（52-2118）に電

話してください。

診療所の受診前には必ず事前に電話連絡（52-2040）をお願いします。

●診療時間
午前の部　　 8:30 ～ 12:00
 （受付 11:30 まで）

午後の部  13:00 ～ 17:00
 （受付 16:30 まで）

問い合わせ　道志村役場住民健康課　☎ 52-2113　道志村国民健康保険診療所　☎ 52-2040

令和 3 年 7 月の診療予定カレンダー

コロナ コロナ

コロナワクチン接種期間中の整形外科（一瀬先生）の診療については、水曜日の午後 3 時以降に予約者の
み行いますので、診療所にお問い合わせください。


