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発行日 令和３年４月１７日
発

行 都留市役所

４月号より変更がありますのでお知らせします！
本誌では４月13 日時点での情報をお知らせします。
最新の情報は市ホームページなどをご覧ください。

新型コロナワクチン接種

問合先
本紙の内容に関すること
総務課 ☎ （43） 1111
ワクチン接種に関すること
ワクチン対策班 ☎ （46） 0555

市民の皆さまへ
引き続きの感染防止対策の実施についてのお願い

高齢者（65 歳以上）の方うち、75 歳以上の方への接種を優先して行います。

接種券の発送
75 歳以上の方

⇒

65 ～ 74 歳の方 ⇒

市民の皆さまには、新型コロナウイルス感染症対策に
ご尽力いただき、心から感謝申し上げます。

①飲食を伴う懇親会

さ て、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 全 国 の 新 規 感 染 者 数 は ３

月上旬以降増加がみられ、現在、東京都などに「まん延
防 止 等 重 点 措 置 」 が 適 用 さ れ て い る と こ ろ で あ り ま す。

県内においても、新たな変異株が確認されるなど予断を許

★感染リスクが高まる
「5 つの場面」

さない状況が続いております。

こうした中、全国民を対象としたワクチン接種がいよ
いよ実施されます。本市におきましても、市民の皆さま
に安心して接種していただけるよう、市立病院での集団
接種のみならず、身近な医療機関での個別接種を選択可

○密閉・密集・密接の「３つの密」を避ける！
○外出時はマスクを着用する！
○石けんによる手洗いや手指消毒の実施！
○咳エチケットを心がける！

能といたしました。また、接種会場への移動が困難な高
齢者の方のために会場までの送迎などの支援も予定して
おります。接種開始につきましては、
高齢者（ 歳以上）
の方から順次、市民の皆さまにワクチン接種のご案内を

しておりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
市民の皆さまには、改めて「３密」回避、手洗いや手
指消毒、マスクの着用など、感染症対策の徹底をお願い

するとともに、飲食店などを利用する場合には、「やま
なしグリーン・ゾーン認証施設」のご利用をお願いいた
します。

最後に、世界中の全て

に多大な影響を与えてい
る新型コロナウイルス感
染症を我々が乗り越えた

先に、明るい未来がある
と信じ、共に頑張ってい
きましょう。

基本的な対策の徹底と
５つの場面に気をつけよう！

75

今後のワクチン供給状況などを勘案し、
新型コロナウイルスワクチン接種のスケジュールの変更を行いました。

②大人数や長時間
に及ぶ飲食

◇予約について
４月 20 日（火）に通知を発送します。

予約方法などの詳細は、
通知でご案内します。

75 歳以上の方の接種状況やワクチ

なお、集団接種を希望される場合は 4 月 26

ンの供給状況を考慮した上で発送し

日
（月）
から都留市ワクチン接種コールセンター

ます。

にて予約可能です。

接種のスケジュール（予定）
接種順位

対象者

４月

５月

接種券

１

75 歳以上の方

２

65 歳～ 74 歳の方

３

※接種を受けるには予約をする必要があります。

郵

送

６月
接

７月以降

種

ワクチンの供給状況を考慮した
上で接種を開始します。

新型コロナウイルスワクチ
ン接種を円滑に進めるための

〇高齢者以外で基礎疾患を有する方
〇高齢者施設などで働いている方

４

◇相談窓口

◇安心して接種が受け
られる体制を整備し
ています！

上記以外の方

高齢者の方の接種状況・ワクチン

支援策として、要援護者など

の供給状況により、順次接種を開

に対し、接種会場へ移動する

始します。

ための交通手段を用意します。

下記連絡先にてワクチンに関する相談を受け付けています。

ワクチンの接種予定に関すること

都留市ワクチン接種コールセンター

☎ 0570（200）759

ワクチンの効果、安全性などに関すること

山梨県コロナワクチン専門専用ダイヤル

☎ 055（223）8878

ワクチンの施策などに関すること

厚生労働省新型コロナワクチンセンター

☎ 0120（761）770

新規・追加支援策
経済支援など

◇地域経済活性化支援事業

※６月配布予定です。

売り上げが減少している商店などを支援する取り組みとして、市内の商店な

厚生労働省ホームページより

どで使用できる商品券を市民一人につき 5,000 円分を再び配布し、生活支援
③マスクなしでの会話

④狭い空間での共同生活

と消費喚起を推進します。

⑤居場所の切り替わり

◇学生生活支援事業

学生への生活支援策として、市内の高等教育機関（都留文科大学、健康科学
大学、産業技術短期大学校）に在籍する学生に対し、市内の商店などで使用で

地元を応援！やまなしグリーン・ゾーン認証施設
やまなしグリーン・ゾーン認証とは、「山梨全体で安心・信頼を提供」をテーマとして、感染症に強い事業
環境づくりを後押しし、利用者の安心・信頼を獲得するための認証制度です。認証を得るには、施設ごとの基
準に沿った感染症予防対策を実施し、山梨県が作成した「感染症予
防対策に係る基準」に適合していることが認められれば、右に記載
する「認証マーク」が交付されます。
外食・会食をする際は、予防対策が講じられている「やまなしグ
リーン・ゾーン認証施設」を利用するとともに、少人数・短時間・
▲グリーン・ゾーン認証施設は
マスクの着用などを徹底し、感染症予防と経済活性化を両立させま
しょう！市内認証施設一覧は裏面をご確認ください。
このマークが目印！

※６月配布予定です。

きる商品券 3,000 円分を配布します。

感染予防など
◇社会福祉施設等感染防止対策支援事業 ◇小・中学校等感染症防止対策事業
社会福祉施設など、市内の介護サービス事業所、福祉

小・中学校や公共施設の手洗い場を自動水洗化し、

事業所、保育園、認定こども園、放課後児童クラブ、子

感染症対策の徹底を図ります。

育て支援団体に新型コロナウイルス感染防止対策に必要

◇避難所安定電源確保対策事業

な物品を配布します。

コロナ禍でも安心して避難所を利用できるよう、安
定した電源の確保に要する機材を整備します。

４月

都留市内 の やまなし
やまなしグリーン
グリーン ・ ゾーン認証施設
ゾーン 認証施設 全 123 店舗 紹介！
≪谷村地区≫
飲食店（74 店舗）
施設名

≪三吉・開地地区≫
所在地

飲食店
施設名

所在地

飲食店（8 店舗）
施設名

９日

≪禾生地区≫
飲食店（23 店舗）
施設名

所在地

所在地

   風来坊

   田原 1-3-5

   粋心

   下谷 3-1278-1

   お食事処 花膳

   法能 550

   sugeez 都留店

   四日市場 29-1

   インドレストランマハラジャ

   田原 2-11-26

   創旬割烹 光千

   下谷 4-2-20

   小俣うどん店

   法能 672-2

   食事処「ふじや」

   四日市場 30-4

   MARRYS

   田原 2-12-23

スターらんど 食事処うまいもん屋    下谷 2450-1

   ミッシェル

   法能 779-7

   マクドナルド 都留店

   四日市場 45-1

   らくしょう

   田原 2-12-24

㈱富士リゾートカントリークラブ

   下谷 3572

   八起

   法能 949

   和食 じゅげむ

   四日市場 58-1

cafe sowers

   田原 2-14-8

   松鶴

   中央 1-2-17

   めん処 寿美吉

   法能 2494-2

   自家製麺 しゅん作

   四日市場 91

BAR sol noche

   田原 2-14-8

   焼き鳥 FUJI。

   中央 1-2-21

   芭蕉 月待ちの湯「食堂」

   戸沢 874-1

   炭火串焼 兜

   四日市場 139-1

   酒処厨

   田原 2-14-12

   すみ吉

   中央 1-3-12

   来入華

   小野 338-1

   すき家 139 号都留田野倉店

   田野倉 102

   カフェ＆ランチ菓々茶寮 都留店

   田原 2-641

   和食 あまの

   中央 1-3-21

   居酒屋いろり

   小野 1387-1

   牛角 都留店

   田原 2-978-4

La Bonne Table A.La.Carte.

   田原 3-1-3

Buono

手打うどんこみや

   中央 1-4-18

   中華料理 龍苑

   中央 1-5-10

だるま寿し

中央 1-6-7

宿泊施設（1 店舗）
施設名

   中央 1-7-15

   和風コテージ 一位の宿

所在地

田野倉 182-1

   回転寿し活鮮 田野倉店

   田野倉 241-1

   チュイール

   田野倉 328-2

   かふぇぎゃるりぃ我逢人

   田野倉 532-4

   食彩酒房 きく屋

   田野倉 650

   手打ちうどん 我夢者来

   田野倉 841-2

   大衆割烹 森川

   田野倉 916

   大衆割烹 春波

   田野倉 1071-3

   三ッ星マート 都留店

   田原 3-1-22

   手打ちうどん石井

   田原 3-2-26

   ツイステッドホイール

   田原 3-2-26

のんき

   うまいもん酒場あやの 都留店

   田原 3-2-26

   みなきん

   中央 2-4-2

田原 3-2-30

   ことぶき

   中央 2-4-7

   田原 3-4-2

   魚藤

   中央 2-4-8

   雅龍

   田原 3-6-5

   割烹 山富

   中央 2-6-10

   えびすや

   桂町 814-4

   都留文科大学 学生食堂

   田原 3-8-1

   割烹ふるや

   中央 3-1-15

   すき家 139 号都留桂店

   桂町 876-1

   和処 天寿

   中央 3-6-2

   アルバム

   桂町 996-28

   吉廣

   中央 3-6-26

   鹿留ドライブイン

   桂町 1051

   cafe 織水

   井倉 234-1

   夏狩 2561-2

   CAFE BRICCO 都留店

   井倉 494-1

天浜
NAKAYAN

   都留文科大学コミュニケーション
ホールラウンジ喫茶室

   田原 3-8-1

   蘭月

   戸沢 1126

中央 1-8-24

≪東桂地区≫
飲食店（9 店舗）
施設名

やきとり

所在地

くろべえ

田野倉 1205-3

アロー

古川渡 336

   手打ち山もとうどん
居酒屋

   古川渡 397-1

蔵

古川渡 876-1

   季節料理 鶴水

   田原 4-6-3

   串焼 びー吉

   つる 1-5-11

   中国料理 イタリアン 菊翠

   上谷 1-3-14

   居酒屋 いわむら

   つる 1-5-16

   やきとり桂

   夏狩 3886

   そば処ミヤモト

   井倉 556

   寿司もちづき

   つる 1-5-17

   居酒屋だるま

   夏狩 3886-1

   道の駅つる

   大原 88

   割烹 奥

   つる 1-7-24

   シンキョウ

   十日市場 609

   くつろぎイタリアン Sonoda

   十日市場 926-9

   本格手打うどん荻窪

   上谷 2-2-10

   味酒房 伊万里

   上谷 3-3-9

   山一 yamaichi

   上谷 3-3-17

   鳥文

   つる 1-8-24

   純喫茶 旅苑

   上谷 4-1-10

   cafe Naturalrhythm

   つる 3-5-16

   焼き鳥 喜笑。

   上谷 4-3-6

   都留寿司

   つる 5-1-73

   にしき

   上谷 4-3-6

   中央自動車道谷村 PA 下り線

   川棚 216-3

   R3

   上谷 5-2-7

   ダイニング月の庭

   上谷 5-8-2

   居酒屋どんぐり

   上谷 5-8-7

   呑喰処 松葉

   上谷 5-8-8

   宿ぽっぽや

   上谷 1-5-14

   レストラン鎌倉

   上谷 5-9-15

   スターらんど

   下谷 2450-1

   有限会社 弘三館

   中央 4-1-5
   つる 1-13-31

じゅーり

上谷 5-9-18

森嶋

宿泊施設（5 店舗）
施設名

つる 1-8-16

所在地

   割烹 い志ばし

   上谷 6-6-8

   山梨泊まれる温泉 より道の湯

   割烹好浩

   上谷 6-7-11

   ビジネスホテルインターフジモト    つる 4-2-21

   ガキ大将 都留店

   上谷 6-9-26

   レストラン トレゾール

   上谷 6-9-29

   またぎや

   上谷 6-10-2

   ピップス

   上谷 6-10-14

飲食店（1 店舗）
施設名

   和風レストラン高野

   上谷 6-11-18

   ファミリー食堂 宝来

   うどん彩食 きくや

   下谷 2-1-29

   うおいち

   下谷 3-8-11

注 意 事 項
○本紙に記載している店舗は、４月９日時点で山梨県の特設サイトに掲載されている認証施設です。最新
の認証施設については、下記ＱＲコードから特設サイトをご確認ください。
「グリーン・ゾーン認証移行中の施設（旧 休業協力要請個別解除施設）
」の一覧は、山梨県ホームペー
○
ジからご覧ください。
○施設を利用される際は施設側の指示に従い、手指消毒やマスクの着用、黙食などの感染症対策に努めて

≪宝地区≫

ください。
所在地
   大幡 1517-9

ひとりひとりの取り組みが

関 連 サ イ ト

感染の抑え込みにつながるよ！
日々の積み重ねで
コロナを乗り越えよう！

★

   上谷 1569-6

   小形山 43

   夏狩 2493

グリーン・ゾー
ン認証移行中の施
設の一覧

   うなぎ 川藤

   湯之沢渓山荘

特設サイト内認
証施設検索ページ

   上谷 1563-6

所在地

所在地

やまなしグリー
ン・ゾーン認証特
設サイト

   Nagomi Dokoro わ

宿泊施設（1 店舗）
施設名
   ビジネスホテル泉屋

宿泊施設（1 店舗）
施設名

▼

中国風家庭料理

お好み焼き

▼

上谷 1-5-21

▼

利休

Locanda Abbracci

時点

