
第一中学校
（全国中学校体育大会3位）

加
か

藤
と う

綾
あ や

乃
の

さん「優勝を目指していたので、3位と
いう結果は悔しかったですが、どんなときも支
え合い高め合ってきた仲間と“絆のリレー”で
バトンをつなぐことができました。私たちを応
援してくださった方々に感謝をしたいです」

栗ケ沢中学校（全国中学生弓道大会5位）
ラヒップ・イヴェスさん「昨年の女子に続いて
全国制覇を目指しましたが、残念ながら5位で終
わってしまいました。大舞台で力を発揮する難
しさを痛感しました」

河原塚中学校・青
あ お

沼
ぬ ま

德
の り

大
ひ ろ

さん
（ジュニアオリンピック陸上競技大会優勝・

全国中学校体育大会7位）
「全国中学校体育大会で7位という結果に納得が
いかず、日々練習に励んできました。その結果、
中学チャンピオンになることができ、とても嬉

う れ

し
いです」

第六中学校
（全国中学生弓道大会ベスト16）

キャプテン・岩
い わ

本
も と

茉
ま

子
こ

さん「全国制覇を目標に3年
女子7人全員で戦い抜くことができました。大会で
敗れはしましたが、最高の試合をすることができま
した。ライバルの栗ケ沢中学校の存在も大きかった
です」

常盤平中学校
（全国中学校体育大会ベスト16）

主将・齋
さ い

藤
と う

太
た か

志
ゆ き

さん「部員全員で目標に向かって、
切
せ っ

磋
さ

琢
た く

磨
ま

し合った日々がとても思い出深いです。
毎日の積み重ねが結果につながり、とても嬉し
く思うとともに達成感でいっぱいです」

第四中学校
（全国中学校体育大会ベスト16）

キャプテン・菊
き く

地
ち

真
ま

結
ゆ

さん「全国大会出場をか
けた試合で勝ったときはみんなで嬉し涙を流し
て喜びました。今までの努力が報われたことや
周囲の期待に応えることができたことが本当に
嬉しかったです。たくさんの応援ありがとうご
ざいました」

陸上競技 4×100ｍリレー女子

弓道 男子

走高跳

弓道 女子

軟式野球

バレーボール 女子

市立中学校運動部が全国大会で健闘
高く、強く、速く

12/1
2016（平成28年）

No.1560

●松戸神社の天井絵等を文化財指定
●松戸駅開業120周年記念イベント
●AED設置場所が増えました
●児童手当受給の届け出 
●ゆいの花公園他のクリスマスイベント
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 1 職員の任免および職員数等に関する状況
①部門別職員数の状況および増減理由（各年4月1日現在）　　　　　　　　　単位：人

　市民の皆さんに松戸市人事行政の運営等の状況について理解していただ
くため、その概要をお知らせします。松戸市人事行政の運営等の公表

区分 職員数 対前年
増減数 主な増減理由等平成27年 平成28年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 20 20 0
総務企画 417 406 △ 11 新規事業等への充当による
税務 146 146 0
民生 683 710 27 業務増による
衛生 247 245 △ 2 新規事業等への充当による
労働 0 0 0

農林水産 13 14 1 業務増による
商工 27 28 1 業務増による
土木 269 272 3 業務増による
小計 1,822 1,841 19 《参考》人口 1万人当たり職員数 37.59 人

特別
行政
部門

教育 445 450 5 業務増による
消防 498 497 △ 1 短時間再任用職員の活用
小計 943 947 4

合計 2,765 2,788 23 《参考》人口 1万人当たり職員数 56.93 人
公
営
企
業
等

会
計
部
門

病院 1,044 1,070 26 欠員補充による
水道 20 20 0
下水道 49 51 2 災害地派遣等による
その他 117 121 4 業務増による
合計 1,230 1,262 32

総合計 3,995 4,050 55 《参考》人口 1万人当たり職員数 82.70 人[4,192] [4,192] ［0］

 4 職員の分限および懲戒処分の状況
①分限処分の処分別人数（平成27年度）

 6 職員の研修および勤務成績の評定と状況
①研修の実績（平成27年度）

※職員数は、一般職（常勤）の職員数。[　]内は、条例定数の合計。

※市長部局等には教育委員会を除く各行政委員会を含む。

②職員の採用および退職の状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）        単位：人
採用者数 退職者数

時期・事由 年度当初採用 中途採用 合計 自己都合等退職 定年退職 合計
市長部局等 138 3 141 28 55 83
教育委員会 39 0 39 25 12 37
消防局 18 2 20 5 18 23
病院 92 27 119 71 14 85
水道 0 0 0 0 0 0
合計 287 32 319 129 99 228

 2 職員の給与の状況
①人件費の状況（普通会計決算）

※人件費には給料、報酬、諸手当、共済費等を含む。

区分 住民基本台帳
人口（年度末） 歳出額A 実質収支 人件費 B 人件費率

（B/A）
（参考）平成 26
年度の人件費率

平成
27年度

(H28.3.31)
490,773人

千円 
143,284,464

千円 
7,178,535

千円
25,659,676 17.9％ 18.4％

区分 報酬等月額 区分 報酬等月額 期末手当（平成 27年度支給割合）

市長 1,050,000 円 議長 720,000 円   6 月期　1.975 月分
12月期　2.225 月分
合 計  　4.20 月分

副議長 660,000 円
副市長 860,000 円 議員 590,000 円

※「職員手当」には、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当等を含み、
児童手当、退職手当は含まない。

区分 職員数　A 給与費 1人当たり
給与費（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 合計　B

平成
27年度

(H27.4.1)
2,668人

千円 
10,135,968

千円 
3,177,790

千円
4,188,821

千円
17,502,579

千円
6,561

②職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 松戸市 国
初任給 採用 2年経過日の給料額 初任給 採用 2年経過日の給料額

一般
行政職

大学卒 183,300 円 197,200 円 Ⅰ種 181,200 円 202,600 円
Ⅱ種 176,700 円 188,600 円

高校卒 149,000 円 158,900 円 144,600 円 153,000 円

④職員の初任給の状況（平成28年4月1日現在）

⑥特別職の報酬等の状況  （平成28年4月1日現在）

※一般行政職は、税務職、福祉職、医療職、消防職、教育職、企業職、技能労務職等を除いた職員。技能労務職は、
自動車運転手、守衛、業務員、用務員、給食調理員等。給与月額とは、月々支給される給料と職員手当（期末・勤勉・
児童・退職手当を除く全ての手当）の合計。

区分 一般行政職 技能労務職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均勤続年数 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均勤続年数

松戸市 306,357 円 419,508 円 40.9 歳 13.9 年 334,172 円 398,307 円 53.1 歳 17.2 年
国 331,816 円 ̶ 43.6 歳 ̶ 287,447 円 ̶ 50.4 歳 ̶

③職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況（平成28年4月1日現在）

 3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
①勤務時間（1週間当たりの勤務時間、標準的な勤務時間）

勤務時間 始業時間 8 時 30分
終業時間 17 時

週当たりの勤務時間 38 時間 45分
週休日 土・日曜日

※職員の勤務時間および週休日は、原則左表のとおり。また、国
民の休日および年末年始の期間（12月29日～1月3日）も休日。た
だし、クリーンセンター、病院、消防などの変則勤務体制の職場
はこの限りではない。

②休暇制度
年次有給休暇 毎年度4月1日に最高20日付与。翌年度に20日まで繰り越すことが可能
特別休暇 結婚休暇、忌引休暇、夏季休暇、子の看護休暇、母体保護時間、育児時間など

介護休暇（無給） 配偶者、父母、子等が疾病、老齢により日常生活を営むにあたり支障がある場合、
一の疾病に対し180日間

病気休暇 負傷、疾病にかかったとき、医師が療養に必要と認めた期間
組合休暇（無給） 登録された職員団体の業務、または活動に従事する期間、1年度で30日間

区分 分限休職処分者
数（延べ人数）

処分の
種類 処分事由

市長部局等 47 休職 心身の故障
（地方公務員
法第 28条第
2項第 1号）

教育委員会 10 休職
消防局 14 休職
病院 49 休職
水道 0
合計 120

 5 職員の服務の状況
①年次有給休暇使用状況

区分 平均取得日数
（平成 27年度）

平成28年4月1日
の平均付与日数

市長部局等 11.5 37.8
教育委員会 14.6 37.5
消防局 13.4 38.6
病院 11.3 36.2
水道 10.9 38.0

②育休・部分休業取得状況（平成27年度）

区分 育児休業
新規取得者数

部分休業
新規取得者数

市長部局等 29 19
教育委員会 0 1
消防局 1 0
病院 29 1
水道 0 0

区分 研修内容 コース数 人数
基本研修 役職および勤務年齢等に応じた基本的な知識・技能の習得 26 1,344
特別研修 特定の行政課題に対応するために必要な知識・技能の習得 27 1,673
実務研修 実務遂行に必要な知識・技能の習得 11 803
派遣研修 職務の専門的かつ総合的な知識・技能の習得のため専門機関へ派遣 273 354

合計 337 4,174

②人事評価の状況（平成27年度）
評価期間 平成26年10月1日～平成27年9月30日
対象者数 平成27年9月末日に在職する職員（臨時職員、非常勤職員、条件付採用期間中職員等を除く）
被評価者数 2,999人

評価項目
独創性、理解判断力、評価力、指導監督力、職務知識、企画立案力、折衝力、協調性、積
極性、責任感、研究心、服務規律、正確性、仕事の早さ、仕事の成果、応対力、言語表現力、
文書表現力、計数力、勤勉性、即応性、熟練性

 7 職員の福祉および利益の保護の状況
公務・通勤災害件数（平成27年度）

区分 公務災害 通勤災害
申請 認定 申請 認定

市長部局等 10 8 3 3
教育委員会 5 4 0 0
消防局 7 6 0 0
病院 2 1 1 1
水道 0 0 0 0
合計 24 19 4 4

 8 公平委員会の業務の状況
1 勤務条件に関する措置の要求の状況 該当なし

2 不利益処分に関する不服申し立ての状況 該当なし区分　　　     級 9級 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級
合計

代表的な職名 部長 部長
次長 課長 補佐 主幹

係長 係長 主任主事
主任技師

主事
技師

主事補
技師補

職員数 33人 103人 105人 318人 151人 219人 423人 48人 1,400人
構成比 2.4% 7.4% 7.5% 22.7% 10.8% 15.6% 30.2% 3.4% 100%

1 年前の構成比 0.0％ 1.8% 8.0% 8.8% 21.0% 11.7% 14.9% 27.8% 6.0% 100%
5 年前の構成比 0.6％ 1.7% 12.6% 15.8% 25.2% 10.1% 8.9% 17.2% 7.9% 100%

※給与条例に基づく給料表の級区分による職員数。　※平成28年度より9級（部長）は廃止。

⑤一般行政職の級別職員数の状況（平成28年4月1日現在）

参
考

※認定には、前年度申請分も含む。

区分 懲戒処
分者数

処分の
種類 処分事由

市長部局等 1 免職（1人） 地方公務員法第29条第
1項第1号および第3号

教育委員会 0

消防局 2 減給（1人）、
戒告（1人）

地方公務員法第29条第
1項第1号および第3号

病院 0
水道 0
合計 3

②懲戒処分の処分人数(平成27年度）

人事課☎366－7306

※紙面の都合上、一部省略して掲載し
ています。詳細は市ホームページを
ご覧ください。

　　　　　 シニアパソコン教室 要申込

内容 日程
① パソコン入門 1/10㈫
② Word基礎〔全2回〕 1/11㈬・18㈬
③ Excel基礎〔全2回〕 1/26㈭、2/2㈭
④ パソコンで確定申告 2/  2㈭
⑤ Windows10の操作 1/12㈭
⑥ タブレット入門 1/24㈫
⑦ タブレット実用 1/26㈭
⑧ スマートフォン 1/17㈫
⑨ デジカメ取込・印刷 1/18㈬
⑩ インターネット 1/11㈬
⑪ 個人授業 1/31㈫
⑫ 自宅訪問授業 日程等応相談

時間①④⑤⑦⑨～⑪13時～16時②③⑥⑧9時～12時　
会場シニア交流センター（⑥のみ常盤平市民センター）　対
象40歳以上の人　費用①④～⑪各3,000円②③各6,000円
（別途教材費各約500円）
12月22日㈭〔必着〕までに、はがきまたはＦＡＸに住所・氏
名・電話番号・希望コース・年齢を記入して、〒271－0043
松戸市旭町1の174（公社）松戸市シルバー人材センター　
シニアパソコン教室係 330－5008（☎330－5005）へ

●住民税の給与所得控除の見直し
　給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。

●国外居住親族の扶養控除等書類の添付等を義務化
　日本国外に居住する親族の扶養控除や配偶者控除などを受けようとする個人市民税・県民
税の申告は、親族関係書類および送金関係書類の添付または申告書提出の際の提示が義務付
けられます。外国語で作成された書類は、該当書類の和訳文も添付する必要があります。
※給与・公的年金等の源泉徴収や年末調整の際に源泉徴収義務者に提出・提示したこれらの
書類は、申告の際に添付・提示する必要はありません。
●金融所得課税の一体化による改正
　公社債等と株式等の課税方式が統一されました。また、特定公社債の利子や譲渡損益、上
場株式等金融商品の損益通算の範囲が拡大され、3年間の繰越控除ができるようになりまし
た。所得税の確定申告については、松戸税務署（☎363－1171）にお問い合わせください。

  平成29年度 個人市民税・県民税の主な改正 市民税課
　☎366－7322

個人市民税・県民税適用時期 平成26～28年度 平成29年度 平成30年度以降
上限額が適用される給与収入 1，500万円 1，200万円 1，000万円
給与所得控除上限額 245万円 230万円 220万円

市民税・県民税
申告会場を
開設します

　毎年、各支所・市民センターに開設します。平成29年度の
開設期間は、後日町会・自治会等に送付する回覧もしくは「広
報まつど税特集号」（平成29年2月発行予定）等に掲載します。

シルバー
人材センター

給与所得控除の適用時期・上限額一覧

●広報まつど　2016年（平成 28年）12月 1日

2支給の可能性がある人には申請書を送付しています。ご提出はお早めに！　□問同給付金コールセンター☎366－8192



お知らせ

C
ク ー ル チ ョ イ ス

OOL CHOICEを始めませんか
　12月は地球温暖化防止月間です。高
効率照明に替える、公共交通機関を使う、
ウォームビズを実践する等、省エネ・低
炭素型の製品・サービス・行動で環境に
配慮した「賢い選択」をしましょう　 環
境政策課☎366－7089

地球温暖化防止活動推進員を募集
募集期間平成29年1月20日㈮まで　 温
暖化防止活動を実践し、自主的な普及啓
発活動ができる県内在住・在勤・在学の
成人　 千葉県循環型社会推進課☎043
－223－4645

12月10日㈯～19日㈪は冬の交通安全
運動期間です  「スローガン～その酒で
失う信頼　家族の未来～」
重点目標①飲酒運転の根絶②子どもと高
齢者の交通事故防止③夕暮れ時と夜間の
歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
④全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底　 市民安全
課☎366－7341、松戸警察署☎369－
0110、松戸東警察署☎349－0110

12月28日㈬まで「ハラスメント対応特
別相談窓口」を開設しています
受付時間平日の8時30分～17時15分　
妊娠・出産・育児休業・介護休業等を
理由とする解雇、雇い止め等でお困りの
人　 千葉労働局雇用環境・均等室☎
043－221－2307

小規模保育施設①へいわこえだ保育室
②へいわみのり保育室が開所します
所在地松戸1227の1アンセイエ松戸3階
開所予定日平成29年1月4日㈬　年齢資格
平成28年4月1日現在①0～2歳②1～2
歳　保育時間月～土曜日7時～19時　
①0歳児3人、1歳児4人、2歳児4人②1・2
歳児各6人　 幼児保育課入所入園担当
室☎366－7351

歳末たすけあい募金にご協力を（12月
31日㈯まで）
　松戸市の平成27年
度実績は19,426,261円
で、生活困窮者世帯
への支援や地域在宅
福祉活動等に配分され
ました　 千葉県共同
募金会松戸市支会（地
域福祉課）☎366－3019

看護師の非常勤職員を募集
業務内容幼児健診等　勤務日月に5回程
度火・水・金曜日のみの9時～16時15
分　 市内医療機関に勤務していない有
資格者　募集人数若干名　 電話で子ど
も家庭相談課母子保健担当室☎366－
5180へ

松戸都市計画生産緑地地区の変更案の
縦覧
12月8日㈭～22日㈭（閉庁日を除く）
8時30分～17時　縦覧場所みどりと花の
課　 生産緑地地区の機能喪失に伴う変
更、追加指定に伴う変更　 同課保全班
☎366－7378

家具転倒防止器具等取付費を助成
市内在住で住民登録をしている①～③

の人のみで構成される市民税非課税世帯
の世帯主①65歳以上（障がい者含む）②
65歳未満で要介護または要支援の認定を
受けている③65歳未満で身体障害者手帳
（1、2級）・療育手帳・精神障害者保健福
祉手帳（1級）のいずれかを持っている
転倒防止器具の範囲家具（タンス、食器
棚等）の転倒・落下防止に有効な器具、
ガラスの飛散防止に有効なフィルム　
助成額購入、取り付け費用1万円を上限
に①②9割③10割　 市へ事前相談後、
必要書類を提出　 ①②介護保険課給付
班☎366－7067③障害福祉課☎366－
7348

看護職員業務従事者および就業歯科衛
生士・歯科技工士は届け出を
　届出票は県ホームページからダウン
ロードできる他、保健所窓口で配布し
ます　 提出期限 平成29年1月13日㈮　
提出先 郵送で〒271－8562松戸市小根
本7松戸健康福祉センター（松戸保健所）
企画課（☎361－2139）へ

ひったくり撲滅を目指し「ひったくり防
止自転車かごカバー」を配布します
　カバーを取り付ける自転車でお越しく
ださい(その場で取り付け、1人1個)。移
動交番車で警察への手続きや相談等もで
きます　 12月15日㈭10時～10時30
分〔雨天中止〕　 五香公園(五香西1の
21)　 先着100人　 市民安全課☎
366－7285

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出について
対象店舗マミーマート松戸中和倉店　
縦覧および意見書提出期限平成29年2月28
日㈫　縦覧場所商工振興課　 同課☎
711－6377

借金問題に助言します（必要に応じて法
律専門家を紹介、秘密厳守）
受付時間平日8時30分～12時、13時～
16時30分　 財務省千葉財務事務所債
務相談窓口☎043－251－7830

松戸市書道展覧会の作品を募集
市内在住・在勤・在学の16歳以上の人

部門漢字、かな、詩文書、てん刻・刻
字、高校生、その他〔出品は1人2点ま
で（同部門不可）、高校生は1人1点〕　
規格各部門とも小画仙紙半切以内。縦横
自由。作品は未発表で表装（仮巻きは不
可）。てん刻＝41cm×45cm以内、刻字
＝140cm×35cm以内。額装にはひも
3,000円（高校生1,000円）　 平成
29年3月18日㈯11時～15時の間に、作
品を直接文化ホールへ　※申込書は1月
11日㈬から公共施設で配布予定　 同展
事務局☎090－9967－3960（出品規格
等）、生涯学習推進課☎367－7810（会
期等）

明るい選挙啓発習字作品を募集
応募資格市内在住・在学の小・中学生、
高校生　規格書き初め用紙（縦83cm×
横21.5cm）に準ずるもの（1人1点）　※
応募作品は原則返却しません。入選作品
は2月11日㈷～20日㈪10時～18時（最
終日は15時まで）の間、アートスポットま
つど（伊勢丹松戸店新館9階）に展示　
1月17日㈫〔必着〕までに、市内在学
者は各学校を通じて、市外在学者は直接
または郵送で〒271－8588松戸市選挙管
理委員会事務局（☎366－7386）へ

戸定邸庭園を公開休止しています
　戸定邸庭園は、復元工事に伴い、庭
園の公開を当面休止します。詳細は、広

市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（記載のないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板
報まつど等で順次お知らせしていきます。
歴史館、戸定邸は開館しています　 戸
定歴史館☎362－2050

門松カードをご利用ください
　市ホームページに正月用の門松カード
を2種類用意しています。データをダウン
ロードの上、印刷してご利用ください　
広報広聴課☎366－7320

市立病院神経内科の新患外来は12月以
降の毎週金曜日が休診となります
同病院神経内科外来☎363－2171（内
線1132）

講座・講演・催し

松戸一日吹奏楽団ミニコンサート
12月3日㈯16時から（15時30分開場）
市民会館　 1日限りの特別メンバーが
宝島、エル・クンバンチェロ、他ポップス
曲を演奏　 当日会場で　 生涯学習推
進課☎367－7810

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
12月8日㈭11時～11時30分　 ふれ
あい22　演奏者日

ひ

向
が

野
の

のりえ氏（歌）、
德川眞弓氏（ピアノ）　 ふれあい22☎
383－0022

野鳥観察会(八柱霊園)
12月10日㈯8時30分八柱霊園正門内
集合、11時30分頃現地解散〔雨天時は集
合場所で開催可否を決定〕　 筆記用具・
観察用具等　 100円（保険料）　※別
途交通費　 当日集合場所で　 （公財）
松戸みどりと花の基金☎710－2851

ロービジョン用具展示会
12月11日㈰10時～16時　 ふれあい
22　 見えにくさで困っている人に役立
つ拡大読書器、遮光眼鏡、便利グッズ等
の説明・相談　※販売はありません　
視覚障害者総合支援センターちば支援担
当☎043－424－2582

松戸からいわきへ・復興支援歌謡ショー
12月11日㈰13時30分から　 市民劇
場　出演上條操、泉珠里、吉崎さとし、
山田修とニューハローナイツ　 前売り
1,000円（当日1,500円）　 松戸探検隊
ひみつ堂☎727－7825

ふれあい教室「朗読をきくかい」
12月14日㈬10時～11時30分　 ふ
れあい22　 松戸朗読奉仕会会員によ
る短編・エッセー等の朗読　 障害者手
帳を持っている人等　 障害者福祉セン
ター☎383－7111

消費生活教室「高齢者を狙う悪質商法」
12月16日㈮10時～11時30分　 稔
台市民センター　 消費生活相談員　
60歳以上の人　 先着30人　 筆記用
具、飲み物　 電話で明第1高齢者いき

いき安心センター☎700－5881へ

シニア世代向け再雇用促進セミナー～
55歳からの就職活動～
12月17日㈯10時～12時30分　 勤
労会館　 シニアの面接対策（ロールプ
レイ含む）　 2級キャリアコンサルティン
グ技能士・菊地克幸氏　 おおむね55歳
～64歳の人　 先着30人　 電話で商
工振興課☎711－6377へ

羽田空港機能強化等に関する市民相談
会
12月18日㈰11時～17時・19日㈪13
時～19時　 ゆうまつど　 パネル展示
と来場者の質問に国の担当者が答える　
当日会場で　 国土交通省 ｢羽田空港
のこれから｣ に関するご意見窓口☎0570
－001－160、環境保全課☎366－7337

まつど市民活動サポートセンターの催し
なないろのもり・クリスマスフェスティバル
～季節の小物づくり＆ダンスを親子で楽し
む～ 12月18日㈰10時30分～15時　
子育て世代の家族　 一部ブース有料

まつど0円マーケット＆映画「エディブル・
シティ」無料上映会～0円食堂も 12月
25日㈰12時から（上映は13時30分か
ら）　共通 まつど市民活動サポートセン
ター　 同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.com

学生観光サポーター養成講座成果発表
会
12月19日㈪14時50分～18時5分　
流通経済大学新松戸キャンパス2号館　
同大学生が作成した観光コンテンツを
発表　 先着20人　 電話で文化観光
国際課☎366－7327へ

シティー・ミニコンサート～夢で逢えたら～
12月21日 ㈬12時15分 ～12時45分

（開場11時30分）　 市議会議場　曲目
アメージンググレイス（黒人霊歌）、クリ
スマスソングメドレー他　演奏者小

こ

室
むろ

るか
（ソプラノ）、宗

むな

形
かた

くみ（ピアノ）　 先
着150人　 当日会場で　 生涯学習
推進課☎367－7810（演目）、市議会事
務局☎366－7381（会場）

会 議

教育委員会会議
12月14日㈬14時から　 京葉ガスＦ
松戸ビル5階会議室（傍聴受付は開会30
分前から）　 教育企画課☎366－7455

松戸市戸定邸保存活用審議会
12月22日㈭13時30分から　 戸定が
丘歴史公園内松雲亭　傍聴定員先着６人
(13時20分まで会場前で受け付け)　
戸定歴史館☎362－2050

　12月は大掃除などでごみが多く出ます。分別を正しく守り、計画的に
家庭ごみ集積所に出しましょう。
　年末年始は粗大ごみ（1点1,000円）の受け付けが混み合います。お申
し込み（粗大ごみ受付センター☎391－0007）の際はご注意ください。

ごみ収集・し尿のくみ取り年末年始 問環境業務課
　☎366－7333

12月 1月
28㈬ 29㈭ 30㈮ 31㈯ 1㈷  2（休） 3㈫ 4㈬

ごみ収集・し尿くみ取り
粗大ごみ・し尿の受け付け

休み休み
休み休み

COOL CHOICE
ホームページ

●広報まつど　2016年（平成 28年）12月1日

3 平成28年度臨時福祉給付金の申請期限は平成29年2月1日です。



●広報まつど　2016年（平成28年）12月1日

4より見やすく、読みやすい紙面を目指します。　問広報広聴課☎366－7320

　

v　

  

12月22日㈭13時から、15時から　会
場松戸駅びゅうプラザ横　出演アイ
リッシュバンドt

ト リ コ ロ ー ル

ricolor　費用無料
※tricolorはNHK連 続 テ レ ビ 小 説

「マッサン」の楽曲演奏を担当しました。
文化観光国際課☎366－7327

12月16日㈮～18日㈰　会場文化ホール
内容タイ人アーティストのプリン・パニ
チュパン氏によるさわって遊べる作品展
示　※17日㈯・18日㈰は子ども向けワー
クショップも開催。 費用無料

（一社）P
ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

12月24日㈯午前0時30分～4
時15分　会場JR松戸駅　内容
駅のシャッター閉め体験、駅員
の仕事体験他　対象市内在住の
小学4～6年生の子と保護者
定員20組40人（抽選）　費用無料
申 12月7日㈬〔消印有効〕まで
に、はがきに住所・子と保護者
の氏名・年齢・電話番号を記入
して、〒271－0092松戸市松
戸1181　JR松戸駅「夜の駅体
験」係へ

同 駅 ☎090－9680－2007
（催事専用）、文化観光国際課☎
366－7327

tricolor

　衣類や布団がストーブ等の暖房器具に接
触して起きる火災が多くなっています。
火災を防ぐポイント
● 近くに洗濯物を干したり、布団やカーテ

ン等の可燃物の近くで使用しない
● 近くでスプレー缶を使わない、置かない
● きちんと消してから就寝や外出をする
● 給油は必ず火を消してから、給油ポンプ

を正しく使い、給油後はフタをしっかり
閉める

● シーズン前は点検し、定期的に清掃する
※電気ストーブでも、近くに物を置くと、

火がつくおそれがあります。
灯油缶の管理も気を付けて
● ガソリンは絶対に入れない
● キャップはしっかり締める
● シーズン後は中身を空にし

て、直射日光が当たらない
場所に保管する

● 5年を目安に取り替える

暖房器具は正しく使って
問消防局予防課☎363－1114

意外と多い「ストーブ火災」
松戸駅開業120周年記念常磐線

P
パ ラ ダ イ ス

ARADISE A
エ ア

IR特別企画 松戸駅

PARADISE AIR ロングステイ・プログラム

夜の親子
探検ツアー 要申込

駅内コンサート「駅コン」

「地球温暖化」テーマ 松戸滞在制作展

天井絵の一部を特別公開
　通常一般公開はしていません。この
機会にぜひご覧ください。
日時12月2日㈮～11日㈰10時～16時
会場松戸神社神楽殿　費用無料

問社会教育課☎366－7462

ワークショップ 「杉板に絵を描いてみよう～日本画～」 要申込
①1月26日㈭②2月9日㈭各9時30分戸定歴史館集合、13時文化ホール
解散　内容展覧会観覧後、明治21年当時と同じ材料の杉板に画を描く
講師日本画家・泉晴

せ い

行
こ う

氏　対象市内在住・在勤の人　定員各15人（抽選）
費用600円
申 1月11日㈬〔必着〕までに、往復はがきに、イベント名・希望日①か②・
郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・返信用宛名を記入
して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階　生涯学習
推進課（☎367－7810）へ　※はがき1枚につき1人（本人）のみ。 ※
定員に満たない場合は1月12日㈭から電話で受け付け。
　　　　　　　　　      　〔小雨決行〕 要申込
2月21日㈫①10時～11時30分②13時～14時30分・28日㈫③10時～
11時30分④13時～14時30分　会場松戸神社周辺の旧松戸町付近　講
師郷土史研究家・八嶋正典氏　定員各先着10人　費用100円（資料代）
申 電話で松戸探検隊ひみつ堂☎727－7825へ

　天井絵および杉戸絵は、佐竹永
え い

湖
こ

と錦
き ん

谿
け い

が明治21（1888）年に描きました。天井絵は36面に描かれ、杉戸
絵は4 面1図となっています。いずれも伝統的な江戸絵画の画風を継承した格調高い絵画であり、奉納者の銘
が記された歴史資料となっています。明治中期の美術界を語る美術的にも歴史的にも貴重な資料です。

講演会 ①佐竹永湖―文
ぶん

晁
ちょう

派の伝道者として②松戸神社神楽殿絵画
の保存と修復 要申込
2月①5日㈰②11日㈷各14時～15時30分　会場市民会館　講師①東京文化
財研究所文化財情報資料部近・現代視覚芸術研究室長・塩

し お

谷
や

純氏②東京藝術
大学大学院保存修復日本画研究室准教授・荒井経

け い

氏　定員各70人（抽選）　
費用無料
申 1月13日㈮〔必着〕までに、往復はがきに希望日①か②・郵便番号・住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・返信用宛名を記入して、〒271－8588松戸市
役所　社会教育課美術館準備室（☎366－7462）へ　※はがき１枚につき1
講演（2人まで）。 ※定員に満たない場合は1月16日㈪から電話で受け付け。
ギャラリートーク 「松戸神社神楽殿絵画の保存修復」

①1月22日㈰②2月4日㈯③2月18日㈯④3月4日㈯14時～14時30分　会場戸
定歴史館　講師①②伝世舎・三浦功

く

美
み

子
こ

氏③東京藝術大学大学院保存修復日
本画研究室・久

く

下
げ

有
ゆ う

貴
き

氏④おいかわ美術修復・及
お い

川
か わ

崇
たかし

氏　費用無料　※戸定
歴史館観覧券が必要です。

社会教育課☎366－7462

松戸市有形文化財に新指定
松戸神社神

か ぐ ら

楽殿天井絵・杉戸絵

松戸宿まち歩きツアー

松戸神社神楽殿の絵画と修復展
―明治21年の佐竹永湖とその周辺

企画展関連イベント

企画展
1月21日㈯～3月5日㈰ 会場戸定歴史館
9時30分～17時（入館は16時30分まで。月曜日休館）
費用一般150円、高校・大学生100円

問社会教育課美術館
　準備室
　☎366－7462

杉
戸
絵

冬の講座 要申込

申 12月8日㈭〔必着〕までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講座名・郵便番号・住所・氏
名・ふりがな・年齢・電話番号・返信用宛名（保育付き講座の保育希望者は、子どもの氏名・ふり
がな・性別・生年月日・食べ物のアレルギーの有無）を記入して、〒271－0092松戸市松戸1307
の1松戸ビルヂング4階　生涯学習推進課（☎367－7810）へ　※はがき1枚につき1講座（本人のみ）。 ※応募多
数の場合は抽選。定員に満たない場合は12月9日㈮から電話で受け付け。　※申し込みフォームからの申し込みは、
mcsyogaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.jpからのメールを受信可能な設定にしてください。

　生涯学習推進課は、各講座が終わった後も皆さんが学び続けること、学習の輪が広がることを応援しています。そのため、
講座修了生のグループによる企画を支援し、皆さんに身近なことや松戸を知るための学習機会の充実を図っています。

対象市内在住・在勤・在学の人

申込フォーム

「講座サポーター」を募集
　成人講座のみ、受講希望者の中から2
人まで「講座サポーター」を募集します。
会場の設営や受付等の講座補助をお願い
します。申し込みはがきに「講座サポー
ター希望」と記入してください。

講座名 日時 会場 内容 講師 費用 定員
親の家の片付け～
困っていませんか？
実家の問題〔全2回〕

1/27㈮、2/3㈮
各10:00～11:30 文化ホール ①なぜ片付かないのか？②仕分け・処分・思い出

との向き合い方
実家片付けアドバイザー・
渡
わた

部
なべ

亜
あ

矢
や

氏
無料 30人

講座名 日時 会場 内容 講師 費用 一時保育 定員

【なでしこパンダの会】
リラックスタイムを楽しもう〔全3回〕

1/24㈫・31㈫、2/7㈫
10:00～12:00
（2/7は12:30まで）

矢切公
民館 他

①指ヨガ②子どもを犯罪から守るために（講義）
③バレンタインのお菓子を作ろう

国際総合ヨガ協会認定指導士・
星
ほし

名
な

恵
けい

子
こ

氏他
材料費
800円

あり
（要予約、5人、

1回200円）
20人

成人講座

市民自主企画講座



●広報まつど　2016年（平成28年）12月1日

5 広報まつどは平成29年1月1日号より、開き方向をこれまでの右とじから左とじに変更します。

●絵本はじめのいーっぽ〜乳幼児のための読み聞かせサポート〜
日程 時間 会場（駐車場はありません）

12/  9㈮ 10:30〜11:00 常盤平児童福祉館
12/13㈫ 10:00〜10:30 河原塚第一町会公民館
12/16㈮ 10:30〜11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
12/20㈫ 11:00〜11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野保育園内)
12/22㈭ 10:30〜11:00 矢切公民館
12/23㈷ 11:20〜11:50 根木内こども館(晴香園内)
対象0〜3歳くらいの子と保護者

　どんぐりや枝などの自然素材でクリスマスリースを
作ろう！あったかいお茶・絵本の時間もあるよ。
日時12月3日㈯10時30分〜12時30分　会場21世紀の森と広場内
森の工芸館　対象幼児〜18歳の人（幼児は保護者同伴）　費用無料

野菊野こども館☎331－1144（月曜日、第1土曜日を除く13時〜
17時）

●親子絵本講座
12月9日㈮10時30分〜11時10分　会場子ども読書
推進センター　対象0〜3歳くらいの子と保護者

●小さい子のためのおはなし会
12月8日㈭・13日㈫･16日㈮･20日㈫･22日㈭･27日㈫各10時30分〜11時、
14時30分〜15時　会場子ども読書推進センター　
対象0〜3歳くらいの子と保護者

●市民センターおはなし会
日程 会場

12/  9㈮ 明市民センター
12/16㈮ 五香市民センター
12/20㈫ 小金原市民センター

日程 会場
12/21㈬ 常盤平市民センター
12/23㈷ 馬橋市民センター
12/27㈫ 小金市民センター（分館内）

時間各15時30分〜16時　対象幼児〜小学生と保護者

  救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。
休日土曜日夜間
歯科診療所
竹ケ花45の53
衛生会館2階
☎365−3430
土・日曜日・祝日
20時〜23時

夜間小児
急病センター

上本郷4005
市立病院となり
☎360−8900
毎日18時〜23時

（小児初期内科系疾患）
テレホン案内サービス☎366−0010

〔当日の医療機関（待機病院、休日在宅当直医、夜間小
児急病センター、休日土曜日夜間歯科診療所等）を案内〕
平日16時30分〜翌日9時
休日と土曜日9時〜翌日9時
※ 当日案内への切り替えを毎朝８時45分〜９時の間に実施。

12月22日㈭①おはなし会14時30分〜15時②門松作り15時〜16時
講師おはなしボランティアBLP　会場和名ケ谷スポーツセンター和室　
対象5歳〜小学3年生　定員②先着30人

①当日会場で②電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

「おはなし会を聞いて、画用紙でミニ門松を作ろう！」要申込

和名ケ谷クリーンセンター＆市立図書館コラボ企画

森の中でクリスマス

  つなげ！命のバトン

健康松戸21応援団からの特典が増えました！（平成28年11月17日現在）

電動アシスト自転車（東葛クリニック病院）＝1人、テーマパークチケッ
ト（第一生命保険㈱）＝10人、体組成計（千葉西総合病院）＝12人、血
圧計（松戸市医師会）＝10人、腹筋鍛え器具（ウエルシア薬局）＝35人、
スポーツジム・フィットネスクラブ無料体験チケット・施設利用券セット（マ
イル対象スポーツジム）＝50人、デンタルウォータージェット（松戸歯科
医師会）＝10人、マスク・絆

ば ん

創
そ う

膏
こ う

・消毒液セット（松戸市薬剤師会）＝10人、
ノンアルコール飲料（合同酒精㈱東京工場）＝400人、歯ブラシ（イオン北
小金店）＝150人、ボックスティッシュ（ダイエー新松戸店）＝12人

健康推進課
　☎366－7486

消防局救急課☎363－1145

まつど健康マイレージ
　各種健（検）診を受診、松戸市の健康に関連するイベントに参加、松戸市で
健康づくりを行う団体が行うスポーツ活動等に参加してマイルを貯めると、抽
選で特典がもらえます。まだ応募していない人はお忘れなく！
対象平成29年3月31日時点で20歳以上の市内在住・在勤・在学の人　
抽選対象期間平成28年7月1日〜平成29年2月28日　
応募締め切り平成29年3月7日〔必着〕

抽選でクオカード1,000円分（1,000人）や
特典がもらえる！

愛の献血（まつど健康マイレージ15マイル対象）
12月3日㈯9時30分〜11時45分、13時〜15時30分　会場稔台市民セン
ター　持ち物保険証・運転免許証等本人確認ができる物

健康推進課☎366－7487

肝臓病教室
12月10日㈯14時〜16時　会場国際医療研究センター国府台病院肝炎・
免疫研究センター研修室Ａ　内容Ｃ型肝炎ウイルス治療後における食事・
栄養療法の進め方、Ｃ型肝炎治療の現状と未来　費用無料

同病院同センター・村田☎047－375－4738

第88回がん患者・家族①集いの場②緩和ケア教室 要申込
12月①12日㈪13時30分〜15時30分②19日㈪14時〜15時　会場市立病
院①2号館5階会議室（がんの相談も受け付けています）②4号館地下1階
会議室　内容①フリートーキング②がんになっても、元気で過ごすための
抗がん剤の使い方の工夫

定員各先着15人　費用無料
①電話またはFAXで同病院がん診療対策室☎363－2171（内線1667）、
363－1489へ②当日会場で

健康塾「感染予防に努めよう～しっかり手洗い・きちんと
マスク～」 要申込
12月14日㈬14時30分〜16時　会場東松戸病院大会議室　講師同病院看
護師　定員先着60人　費用無料

電話で同病院保健福祉医療室☎391－5500へ

いきいき料理教室～冬至料理で寒さを乗り切ろう～ 要申込
12月15日㈭11時〜14時　会場馬橋市民センター　講師新松戸中央総合
病院栄養科・長谷川紗

さ

也
や

氏　対象おおむね65歳以上の人　定員先着15人
費用500円（食材費）

電話で新松戸高齢者いきいき安心センター☎346－2500へ

在宅医療・介護連携推進事業　地域別講演会「最期まで自
分らしく生きる」
12月16日㈮14時〜15時30分　会場ふれあい22　内容①講演「在宅医療
とは〜終末期を乗りきるために〜」②事例紹介等「自宅で受けられる介護
サービス〜地域密着型サービスとは〜」　講師①梨香台診療所・中島雅央
氏②セントケア・ホールディング㈱課長・小松崎隆太氏
定員先着100人　費用無料

当日会場で
介護制度改革課☎366－4101

共 通  費用無料　  同センター☎331－0077
子ども読書推進センターからのお知らせ

AED設置場所が増えました
事業者名 店舗数

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

セブンイレブン 64
ファミリーマート 41
ローソンストア100 8
サンクス 16
ミニストップ 12
デイリーヤマザキ 4

ガソリンスタンド 9

合計 154

設置協力事業者
（平成28年10月15日現在）

※市内の全ての24時間営
業の店舗に設置している
わけではありません。同
系列でも設置していない
店舗もあります。

　市内の24時間営業のコンビ
ニエンスストアとガソリンス
タンド（松戸市危険物安全協
会加入事業所）計154店舗に
AED （自動体外式除細動器）
を設置しました。
　お近くのAEDは、パソコン・
スマートフォンから「やさシ
ティマップ（地図情報提供サ
ービス）」でご覧ください。

やさシティ
マップ（AED）

設置協力
事業者は

このマーク
が目印



　

市民劇場
☎368－ 0070   ★は有料

休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。 

市民会館
☎368－ 1237   ★は有料

休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。

森のホール21 チケットセンター
☎384－3331

受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し、翌日休館）
※大・小ホールは森のホール21です。
※完売の場合あり。
※詳細はホームページで。
 http://www.morinohall21.com/

※申し込みは全て当日会場で。

児童給付担当室からのお知らせ児童給付担当室からのお知らせ

　手続きが遅れた場合、受給できない月が発生する可能性があります。

1.生活状況が変わった場合
　下記の手続きはお近くの支所・市民課・子育て支援課の窓口で行っ
ています。 ※申請（認定請求）および額改定（増額）届は、原則請求
をした月の翌月分からが支給対象になります。
①市外に転出するとき⇒消滅届　※転出先の市区町村で新たに申請
（認定請求）が必要です。 ②受給者または児童が亡くなったとき⇒消
滅届または額改定（減額）届　※受給者が亡くなった場合は、新しい
受給者からの申請（認定請求）が必要です。 ③受給者が公務員になっ
たとき⇒消滅届　※勤務先での申請（認定請求）が必要です。 ④受給
者または児童の住所・氏名が変わったとき⇒住所・氏名変更届 ⑤お
子さんが生まれたとき⇒額改定（増額）届 ⑥児童と別居することに
なったとき⇒別居監護申立書 ⑦児童の養育状況が変わったとき⇒
申立書 ⑧振込先の金融機関を変えるとき（名義変更は不可、統廃合
により支店名等が変わったときなど）⇒金融機関変更届　※⑧のみ市
ホームページから申請可能。
2.現況届（毎年６月に提出）
　現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を
引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのもので
す。提出をしないと6月分より差止めとなりますのでご注意ください。

児童手当受給に関する届け出

子育て支援課児童給付担当室
　☎366－3127

　児童扶養手当12月期分（8～11月分）を12月9日㈮以降に受給者の指定
口座に振り込みます。

　遺児手当12月期分（8～11月分）を12月9日㈮以降に受給者の指定口座
に振り込みます。
支給額（児童１人につき）片親と死別＝月額5,500円、両親と死別＝月額
10,500円（8月・12月・4月の年3回支給）　対象市内に居住し、父母の一
方または両親と死別した児童（中学校卒業まで）を扶養している人　※新
たに手当の支給を希望する人は、申請してください。

　来春、高等学校（高等専門学校を含む）に進学を希望する生徒のいる家
庭に入学資金をお貸しします。
貸付額公立8万円以内、私立30万円以内　対象①経済的理由で生徒の高校
入学が困難な世帯②保護者が市の住民基本台帳に登録されていて、引き続
き市内に１年以上居住している（平成28年3月10日以前に松戸市に住民登
録がある人）③市内に居住する確実な連帯保証人が得られる　※生活保護世
帯は除く (私立進学希望者は対象)。 申請期間平成29年1月6日㈮～3月10日
㈮（閉庁日を除く）　受付窓口子育て支援課　※申請書は市民課・各支所に
もあり。 ※志望校が決まれば申請できます。早めの申請をお願いします。

児童扶養手当12月期分を支給します

遺児手当12月期分を支給します

高校入学資金をお貸しします

児童手

ご確認
ください

漸寺本道裏広場（JR北小金駅下
車、駐車場使用不可）   スポー
ツ推進委員・堀☎344－1735
◆グラウンド・ゴルフ大会
12/11㈰9:00～13:00　会場新
松戸西小学校　費用200円　
スポーツ推進委員・矢野☎090
－3107－0348

◆カローリング教室
12/14㈬17:30～20:30　会場
小金原体育館　対象小学生以上
(小学生は保護者同伴)　 ス
ポーツ推進委員・市村☎342－
6190
◆初心者グラウンド・ゴルフ教室
12/18㈰9:00～12:00　会場幸
谷小学校　 スポーツ推進委
員・峯田☎341－2978

◆松戸一日吹奏楽団ミニコンサ
－ト
12/3㈯16:00
生涯学習推進課☎367－7810

◆人権週間記念事業・人権講演
と合唱
12/4㈰12:40
行政経営課☎366－7311

◆松戸民演発表会
12/13㈫11:00
同連盟・成嶋☎３41－3572 

◆松戸芸術舞踊協会チャリティ
－公演　★
12/17㈯17:00
同協会・大川☎090－5347

－0693
◆松戸民謡協会民謡民舞大会
12/25㈰11:00
同協会・工藤☎388－1321

◆常盤平老人福祉センター演芸
大会
12/3㈯10:00
石崎☎382－5125

◆藤間流日本舞踊「亀
かめ

志
し

穂
ほ

の会」
おさらい会
12/4㈰12:00
藤間☎385－8915

◆健康カラオケコンテスト＆発表
12/6㈫13:30
冨永☎341－3623

◆常磐線開業120周年記念松戸
からいわきへ・復興支援歌謡
ショー　★

12/11㈰13:30
松戸探検隊ひみつ堂☎727－

7825
◆心の健康づくり講演会・心の
声に耳を傾ける
12/１7㈯14:00
中央保健福祉センター☎366

－7489
◆アルハンブラの想い出をひく会
12/18㈰13:00
きしきギター☎363－5439

◆松戸童謡の会・童謡を歌う
（月例会）　★
12/21㈬13:55
鈴木　☎343－6631

◆松戸クリスマス音楽祭「工藤
重典・工藤セシリア（ピアノ）フ
ルートコンサート」　★
12/21㈬19:00
大谷☎090－1805－2206

◆ピアノ発表会
12/23㈷12:00
長久保☎346－6681

◆平成28年度県民芸術劇場公
演奥村愛with 千葉交響楽団ス
トリングス～バロックからジブリ
まで珠玉の名曲～
1/28㈯14:00
会場小ホール　費用全席指定
2,000円　※未就学児入場不可
※事前予約で有料託児あり（発
売中）
◆宇崎竜童～弾き語りLIVE２０１７
～JUST GUITAR JUST VOCAL
2/4㈯16:00
会場市民会館　費用全席指定
5,500円　※未就学児入場不可

（発売中）

◆①ヨガ②ピラティス
①12/3～24の土曜日9:30～
11:00②12/7～28の水曜日
11:00～12:00　会場小金原体
育館　対象18歳以上の人　定
員各先着30人　費用1回500円
同体育館☎341－2242

◆①ピラティス②骨盤ヨガ
①12/5㈪・19㈪13:30～14:30
②12/13㈫・27㈫13:30～15:00
会場常盤平体育館　対象18歳
以上の人　定員各先着30人　
費用1回500円　 同体育館☎
386－0111
◆コンディショニングエクササ
イズ
12月の毎週水曜日13:30～14:30
会場柿ノ木台公園体育館　対象
18歳以上の人　定員先着30人
費用1回500円　 同体育館☎
331－1131
◆軽スポーツ、グラウンド・ゴ
ルフ教室
12/①10㈯ ②17㈯ 各9:00～
12:00　会場①寒風台②稔台各
小学校　対象小学生以上　内容
カローリング、ペタンク、バド
ミントン他　 スポーツ推進委
員①内田☎364－8920②高橋
☎363－3064
◆ソフトバレーボール教室
12/11㈰9:00～11:00　会場常
盤平体育館　 スポーツ推進委
員・浅野☎090－4012－7686
◆ファミリースポーツ教室
12/11㈰9:00～12:00　会場新
松戸西小学校　 スポーツ推進
委員・宮崎☎346－4327
◆グラウンド・ゴルフ教室
12/11㈰9:00～12:00　会場東

休館日…月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。
※チケットは完売している場合があります。

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050
日程 内容（★は有料） 開演

時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

2 金
しまじろうコンサート「し
まじろうとクリスマスのね
がいごと」　★

14:00
16:40 しまじろうコンサート

お客様窓口
 0120－988－883

3 土 9:30
12:10
14:50
17:304 日

7 水 三山ひろしコンサート～演歌の夜明け～　★ 13:30
アイエムオープロモー
ション
☎048－645－9009

10 土 稲垣潤一コンサート2016★ 17:00 Ro-Onチケット☎365－9960

11 日
「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～ファミリース
テージ〔2回公演〕　★

13:30
16:30

森のホール21チケット
センター
☎384－3331

17 土 立教大学庶民吹奏楽団定期演奏会 18:00 浅野☎080－9290－0787

18 日 松戸市民吹奏楽団定期演奏会 14:00 同団・円城寺☎090－9296－2047

20 火
大和証券グループ　Presents　
辻井伸行　日本ツアー「バッ
ハ・モーツァルト・ベートー
ヴェン」　★

19:00 チケットスペース☎03－3234－9999

23 祝 共栄学園合同音楽祭ジョイフルコンサート 13:30
同学園中学高等学校・
吉田
☎03－3601－7136

25 日
松戸市民コンサート　ベー
トーヴェン作曲　「ミサ・ソ
レムニス」　★

13:30 松戸市音楽協会・八嶋☎383－0111

小
ホ
ー
ル

11 日 松戸市子ども夢フォーラム 13:30 子ども政策課☎704－4007

17 土 女声合唱団瑞
みず

季
き

演奏会～30
周年記念～ 18:00 長谷川☎090－2554－8916

24 土 幼児バレエの会「おひろめ会」 14:15 同会・桃井☎090－7719－3179

　大人への仲間入りをする節目となる、一生に一度の成人式です。ぜひお越しください。
日時1月9日㈷10時30分から　会場森のホール21　対象平成8年4月2日～平成9年4月1
日生まれの人　※対象者には12月上旬に案内書を発送します。12月14日㈬までに届かな
い人は、12月22日㈭までにお問い合わせください。 ※車での来場はご遠慮ください。 ※
新京成八柱駅南口から無料送迎バス（9時45分始発）を順次運行します（当日の天候状況
等により発着場所が変更となる場合あり）。 ※手話通訳・要約筆記あり。 ※詳細は市ホー
ムページをご覧ください。
社会教育課社会教育班☎366－7462

平成29年

松戸市
成人式

詳細は市ホームページをご覧ください。□問人事課給与班☎366－7306 6

●広報まつど　2016年（平成 28年）12月 1日

12月10日㈯に「広報まつど 松戸市病院事業特集号」を発行します。　問経営企画課☎363－2206
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今月の相談案内 お気軽にご相談ください　★は昼休みを除く
※相談は全て無料です。閉庁日の相談はありません。

※公益通報者保護法による外部通報の受け付け、相談については
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）が窓口です。

相談名 期　日 時　間 会　場 問い合わせ
市政・一般民事 平日 8:30 ～17:00★ 広報広聴課相談コー

ナー（本館2階）
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前
※不動産・税務・登
記相談については、
相談日の1カ月前から
前々日の17時までに、
電話（☎366－1162）
または直接広報広聴
課相談コーナーへ
※法律相談について
は、裁判中や調停中の
事件は相談できません

広報広聴課
広聴担当室
（一般民事相談

専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相
続・離婚等家庭問
題の簡単な法的解
釈を要する相談

行政書士相談
事務局予約専用
☎368－0779
（平日9時～17時）

法律相談
（随時予約）

第1～4月・火・木
（第1月を除く） 13:00 ～17:00

第1月 9:00 ～12:00
交通事故相談 毎週月・火・木 9:00 ～17:00★

不動産相談（予約制） 毎週水 13:00 ～17:00
税務相談（予約制） 第2・3金 13:00 ～17:00
登記相談（予約制） 第3金 13:00 ～16:30
外
国
人

相
談

英語・中国語 第1・3火
9:00 ～12:00

タガログ語・スペイン語 第2・4火
行政相談  第2・4月 13:00 ～16:00

行政書士相談（予約制） 第1月 13:00 ～16:00

建築士相談 第2水（予約優先） 9:00 ～12:00 市役所相談コーナー
建築士会相談窓口
☎362－8401

住宅リフォーム相談 第3水 10:00 ～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談 第1水（予約優先） 9:00 ～12:00 市役所新館6階会議室

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています   
（平日8:30～17:15）

第1火

10:00～15:00★

六実支所
行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第1木 小金原市民センター

第1金 青少年会館

第1～3金 行政経営課相談コーナー
家庭児童・婦人相談 平日 9:00 ～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
ひとり親（就労等）相談 平日 9:00 ～17:00 子育て支援課☎366－7347

子育て相談 平日 8:30 ～17:00

CMS子育て支援センター☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム

☎308－5880
子すずめ子育て支援センター

☎387－0124
あおば子育て支援センター☎387－5456

ドリーム子育て支援センター
☎070－3935－1230

消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 平日 8:30 ～16:00 消費生活センター☎365－6565

相談名 期　日 時　間 会　場 問い合わせ

福祉なんでも相談
電話相談専用ダイヤル
毎週水、第1金10:00
～15:00☎368－1333

毎週水、第1金

10:00 ～15:00

社会福祉協議会
（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368－0912

第1火 六実支所

第4水 東部支所
障
が
い
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

平日
8:30 ～19:00 総合福祉会館（2階）※訪問可

 ☎308－5028
 366－1138

ふれあい相談室 9:00 ～17:00
   （予約優先）

ふれあい22（3階）
※訪問可

☎388－6222・6225
383－5552

障がい者虐待防止
障がい者差別相談センター 平日 8:30 ～19:00

基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階）

☎366－8376　 366－1138
高齢者・障がい者
成年後見制度相談

毎週火・金（祝日
の場合は前日）

9:00 ～17:00
   （要予約）

NPO成年後見センター
しぐなるあいず　☎702－7868

労働相談 毎週月・木
（第3木を除く） 17:00 ～20:00

勤労会館
（第3木曜日休館）

商工振興課
☎711－6377

経営相談（起業を含む）
毎週月・水 13:00 ～17:00 松戸地域職業訓練

センター第3金 16:00 ～20:00
第3土 13:00 ～17:00 勤労会館

若者の就労相談
毎週火～土
（祝日休み・
予約制）

9:30 ～17:00 松戸地域職業
訓練センター内

まつど地域若者サ
ポートステーション
☎703－8301

高齢者無料職業紹介所
（65歳以上） 平日 9:00 ～17:00★ （社福）松戸市社会福祉協議会

（市役所本館1階）☎365－4712

生活困窮者相談 平日 9:00 ～17:00 松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階）☎366－0077

就学・教育相談（予約制） 平日 8:30 ～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600
青少年相談（電話）

平日
8:30 ～16:30 子どもわかもの課

☎363－7867（相談専用）青少年相談（来所予約制） 8:30 ～17:00
いじめ電話相談 平日 8:30 ～19:00 指導課☎703－0602（本人・保護者対象）

ゆうまつどこころの相談
（女性対象、予約制）

第2～4月・木 10:00 ～16:00★ 男女共同参画課（相談室直通）
☎363－0505第1月・木 14:00 ～20:00

女性のしごと
情報相談

毎週火・木
（第5木を除く）10:00 ～15:00★

ゆうまつど（2階）
しごとサポートコーナー

男女共同参画課
☎364－8778

●健康麻雀見学・体験会
12月の毎週月・水～金曜日12時～17

時　 新八柱駅近くの事務所　 各
1,200円　 健康麻雀サークルひまわり
の会・千

ち

田
だ

☎070－6436－3577
◆こころの家族・当事者・ピア相談（秘
密厳守）
毎月第1・3土曜日10時～15時　※同日
時に電話でも受け付け（☎383－5551）
ふれあい22　 こころの病を抱える人
とその家族　 NPO土曜会・福良☎385
－7070
●取手宿周辺散策とビール工場見学
12月4日㈰9時松戸駅市民ギャラリー

前集合、15時現地解散　 歩行距離約
8km　 弁当・飲み物　 400円(交通
費別)　 当日会場で　 松戸歩こう会・
出
いず

原
はら

☎386－5611
◆①②年賀状教室③パソコン相談会
12月6日㈫①10時～12時②13時30

分～15時30分、③12月～１月の第3木
曜日各11時～14時30分　 ①②まつど
市民活動サポートセンター③根木内会館
各先着9人　 ①②2,500円③500円

（1人50分）　 電話でぱそこん119☎
090－4428－8931へ
●自分の考えをよく分かってもらう能
力を身につける話し方講座〔全8回〕
12月6日㈫・13日㈫・20日㈫、1月17
日㈫・24日㈫・31日㈫、2月7日㈫・14日
㈫各18時45分～20時45分　 市民劇場
筆記用具　 8,000円(別途テキスト

代1,000円)　 HR松戸話し方研究会・
中島☎090－2147－7612(夜間のみ)
◆足うらリフレクソロジー体験会
12月7日㈬・13日㈫各10時～12時　
新松戸4丁目（詳しい場所はお問い合

わせください）　 先着12人　 電話で
足がる隊・川野☎389－1902へ
◆税理士税務無料相談会
12月8日㈭、1月26日㈭各10時～15

時　 松戸商工会館3階（松戸駅下車）
電話で千葉県税理士会松戸支部☎366

－2174へ
●やさしい囲碁(入門・初級)〔全4回〕
12月8日～29日の毎週木曜日各13時

30分～17時　 日本棋院松戸生涯学習
支部(新京成五香駅下車)　 2,000円

電話で松戸生涯学習支部入門サーク
ル・岩島☎388－3022へ
◆お祭囃

ばや

子
し

・獅子舞・神
かぐ

楽
ら

見学会
12月 ①10日 ㈯18時 ～20時 ②19日

㈪・26日㈪9時～11時　 ①六実市民
センター②六実第二小学校　 電話で
五香六実お囃子の会・白石☎387－
1522へ
●ターゲット・バードゴルフ教室
12月11日㈰10時～12時　 六高台

スポーツ広場B　※用具の貸し出しあり
電話で松戸市ターゲット・バードゴル

フ協会・斎藤☎388－2524へ
認知症予防フェア・ワイヤークラ

フトでお正月飾りづくり
12月14日㈬9時～12時　 六実市民

センター　 先着20人　 1,000円　
電話でしゃぼん玉倶

く

楽
ら

部
ぶ

・片岡☎080
－3462－3481へ
◆歳末ふれあいの集い（笑いヨガ他）
12月17日㈯14時～15時40分　 ふ

れあい22　 電話で松戸市身障運転者
協会・河原☎090－5393－4264へ
●女声合唱団瑞

みず

季
き

30周年演奏会
12月17日㈯18時～19時30分　 森

のホール21　 電話で同合唱団・長谷
川☎090－2554－8916へ
◆日本画「ひぐらしの会」展
12月20日㈫～25日㈰10時～18時　
アートスポットまつど（伊勢丹松戸店

新館9階）　 同会・柳☎384－5219
●男の料理教室体験会
12月21日㈬17時～20時　 市民会館
先着3人　 バンダナ・エプロン・手

ぬぐい・布巾　 電話でにんじんクラブ・
斉藤☎388－2667(昼間のみ)へ
◆けん玉教室（指導と段級認定）
12月24日㈯14時～16時　 六実市

民センター　 電話で昔のあそびと遊
ぼう会・白石☎387－1522へ
●松戸市民コンサート(ベートーヴェン
作曲「ミサ・ソレムニス」)
12月25日㈰13時30分～16時　 森

のホール21　 前売券1,200円(当日券
1,500円)　 松戸市音楽協会・八嶋☎
383－0111
◆新春子ども凧

たこ

あげ大会
1月8日㈰12時30分～15時　 江戸

川河川敷野球場（古ケ崎地先）　 市内
在住の小学生以下の人　 先着300人　
12月25日㈰までに、電話で松戸南ラ

イオンズクラブ事務局☎703－3100へ
◆市民後見人養成講座〔全４回〕
1月14日㈯・21日㈯、2月4日㈯・11日

㈷各9時～17時　 松戸商工会議所4階
市内在住・在勤の20歳以上の人　

先着40人　 5,000円　 12月31日㈯
〔必着〕までに、往復はがきに「市民後見

人養成講座」・住所・氏名・電話番号を
記入して、〒270－0023松戸市八ケ崎5
の14の10　認定NPO東葛市民後見人の
会松戸支部・堀井（☎344－1834）へ
◆視覚障がい者と点訳会・朗読奉仕会
との交流会（タップダンス・ゲーム他）
1月21日㈯11時～14時　 ふれあい

22　 市内在住・在勤の視覚障がい者
500円　 12月15日㈭までに、電話で

松戸朗読奉仕会・榎本☎344－2772へ

※都合により会場は変更になる場合があります。  ※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

ヒマワリ会ダンスサークル〔社交ダン
ス(ラテン・モダン、初級・中級)〕
毎週月曜日15時～17時　 馬橋東

市民センター　 月3,000円(入会金
500円)　 江

え

種
ぐさ

☎341－1250(昼間の
み)
心スッキリ☆私にあったお片づけを見
つける会
毎月第3木曜日10時～11時30分
市民会館　 月500円(入会金

1,500円)　 山﨑☎090－2545－
4746(昼間のみ)
東部健康体操クラブ
月4回木曜日14時～15時30分　
東部スポーツパーク体育館　 50

歳以上　 月2,000円（入会金1,000
円）  七田☎392－9477
爽健美体操サークル(ストレッチ、リズ
ム体操等)
毎週木曜日9時30分～11時　 運

動公園小体育館　 30歳以上の女性
先着10人　 月2,200円（入会金

500円）　 三田村☎345－2128
新松戸カンフークラブ
毎週金曜日17時～18時45分 青

少年会館　 小学生　 先着10人　
月3,000円（入会金3,000円） 長

塚☎090－5754－8925
松戸中央軟式テニスクラブ
毎週日曜日（第１を除く）8時～14

時　 中央公園庭球場　 成人（経
験者）　 先着3人　 月1,000円
（入会金2,000円）　 阿部☎090－
2655－5956

マロニエ（フランス語会話）
月3回水曜日13時30分～14時50

分　 常盤平市民センター他　 月
3,750円（入会金なし）　 石井☎
090－5755－6867
仏像彫刻同好会
毎月第1・3火曜日14時～17時　

東部市民センター　 月1,000円（入
会金なし）　 西山☎090－6102－
2751
マーガレット（ヨガサークル）
毎週水曜日19時～21時　 勤労会

館　 月2,000円（入会金500円）　
名
な

和
わ

☎080－5435－6537
峰
ほう

墨
ぼく

会
かい

（書道・墨彩画）
毎月第1木曜日10時～12時　 タウ

ンスクール根木内　 月2,000円（入
会金なし）　 高野☎387－7825
K
ケー

U
ユー

J
ジェイ

松戸静
せい

座
ざ

倶
く

楽
ら

部
ぶ

(座禅)
毎週木曜日（第3除く）19時～21時
勤労会館　 1回300円（入会金

1,000円）　 小松☎03－3602－
1090
常盤平英会話サークルけやき
毎週水曜日①10時～11時（中級）

②11時～12時（初級）　 常盤平市
民センター　 月3,800円（入会金な
し）　 石井☎090－5755－6867
日本将棋連盟松戸支部
毎週水・土・日曜日10時～16時30分
八柱市民センター　 小学生以上の

人　 1,000円（入会金なし）　 岡
崎☎090－1839－5314
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平成27年12月１日号に掲載した「松戸市人事行政の運営等の状況の公表」に一部追加があります。



8広報まつどは、グリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

松戸市長   本
ほん

郷
ごう

谷
や

 健
けん

次
じ

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX
（ 366－2301）および市ホームページに市長メール送信
窓口を設けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せ
ください（住所・氏名等をご記載ください）。
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会場市民劇場　出演L
ラ

a V
ビ ー タ

ita〔石川寛子氏（ヴァイオリン）・
大塚幸

さ ち

穂
ほ

氏（チェロ）・大村典子氏（ハープ）・長谷川芙
ふ

佐
さ

子
こ

氏（ピアノ）〕　曲目ジュピター、タイス
の瞑

め い

想
そ う

曲、ツィゴイネルワイゼン他　定員
先着300人　費用無料

松戸商工会議所ホームページから
松戸商工会議所商工業振興課

　☎364－3111

   クリスマスコンサート
「大切なあなたへ」
12月16日㈮18時から

大村典子氏
（ハープ）

石川寛子氏
（ヴァイオリン）

長谷川芙佐子氏
（ピアノ）

大塚幸穂氏
（チェロ）

松戸商工会議所創立65周年記念 要申込

松戸商工会議所
ホームページ

　11月7日、江戸川の松戸緊急用船着場で、松戸
市漁業協同組合が20cm程度のウナギ稚魚40kgの
放流を行いました。来年1月中旬頃にはフナの稚
魚放流も行い、魚類の資源保護と生産性の向上、
魚場の適正な維持・管理を図っています。
同組合は、アユの稚魚の捕獲・出荷などにより漁
場の適正管理を行い、江戸川の豊かな生物を守っ
ています。同組合☎362－3462

ウナギの稚魚を

放流

江戸川の資源を守ろう！

　12月3日～9日は、障害者基本法に定められた障害者
週間です。期間中、各種の催しを行います。　

ふれあい２２フェスタ
障害者週間記念事業

障害者福祉センター

健康福祉会館（ふれあい22）☎383－7111

ふれあい
コンサート

アトラク
ション

参加・
体験できる
コーナー

プレゼン＆トーク・相談コーナー 
（ほほえみ相談室）

◦10時～10時55分
松戸市立第四中学校吹奏楽部
◦14時～14時55分　
松戸スウィングセピア（ビッグバンド）
※入場者が多数の場合、入場制限あり。
◦ 11時10分～13時45分
障害者福祉センターふれあい教室・登録
団体のイベント
◦朗読・点訳ボランティア体験
◦疑似体験（視覚障がい・高齢者の状態他）
◦創作体験（絵手紙、さをり織り他）

日時12月4日㈰10時～15時

福祉施設紹介・製品の販売、
作品展示（特別支援学校生徒）
※記念品あり（先着200人）

ふれあい教室の
作品を展示

日時12月3日㈯～9日
㈮9時～21時（9日は
15時まで）

みんな
スマイル！

◆花苗販売（13時から）
◆サンタさんから素敵なプレゼント
（13時～17時）※なくなり次第終了
◆クリスマス音楽会・紙芝居（15時～17時）
出演者女声アンサンブルD

デ ィ ヴ ァ

iva-R
レ ン ジ ャ ー

anger（15時
から）、てるさんの紙芝居（15時50分から）、
松戸児童合唱団（16時40分から）
◆キャンドルで灯すフラワーロード
（16時30分から）
◆クリスマスプレゼント抽選会
（17時30分～18時30分　※引換券配布は
17時から）
◆東

ひ が

松
ま つ

タウンカフェ（13時～17時）
※イルミネーション期間中も営業（16時30
分～19時、13日㈫は除く）。

12月17日㈯13時～19時　会場同公園　費用無料（一部有料）

クリスマスイルミネーション
12月9日㈮～17日㈯（12日㈪は除く）
16時30分～19時
◆みんなで飾ろう手作りランタン
　作製したランタンは、芝生広場に展示
します。 
日時12月9日㈮～16日㈮9時～16時30分

問同公園管理センター☎384－4187

東松戸ゆいの花公園 クスマス会リ

新婚カップル（2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年月・電話番号・

コメント(50字以内)・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、〒271－8588松戸市役所　広報広聴課 
mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

平成26年12月生
自然いっぱいの21世紀の森と
広場が大好き。たくさんお外で
遊ぼうね！

平成28年5月生
いっぱい笑って、飲んで、泣いて、
遊んで、寝て。毎日大忙しですが、
人生とっても楽しそうです！

平成28年5月生
ぱっちりした二重がチャームポイント
です。笑顔も泣き顔もぜーんぶ可愛く
て家族みんなの癒やしになってます！

茂も

木ぎ

琴こ
と

音ね

ち
ゃ
ん

咲さ
く

良ら

ち
ゃ
ん

怜れ

美み

ち
ゃ
ん

さらなる飛躍に向けた1年
　今年も残すところあと1カ月となりました。振り返る
と、2月に松戸駅前で開催した琴奨菊関の優勝祝賀パ
レードに約5万5,000人の方が詰めかけ、松戸市にとっ
てにぎやかな1年になることを予感させました。そのと
おり、6月1日時点の市の人口が6年ぶりに過去最多を更
新し、11月1日には初めて48万6,000人を超えました。
　子育て・教育関係では、4月に待機児童ゼロを達成しま
した。私立幼稚園の預かり保育に対する助成を充実させ
た他、他市に先駆けて市内全公立保育所で5歳児から英
語に親しめる環境を整備し、小学校の英語教育につなげ
ています。市内全駅の駅前・駅中に小規模保育所を開設
する見通しが立ち、引き続き『共働き子育てしやすい街ラ
ンキングの全国トップレベル』を維持したいと思います。
　7月に始まった『まつど健康マイレージ』は、各種健
診や健康関連イベントに参加するとマイルが貯まり、抽
選でクオカードや特典がもらえる事業です。11月中旬で
400件を超える応募があり、今後も引き続き応募でき
るので、市民みんなで参加して健康で長生きできる街
を目指しましょう。
　8・9月に開催されたリオのオリンピック・パラリンピッ
クでは松戸市ゆかりの選手が活躍し、ウィルチェアーラ
グビーで銅メダルを獲得した羽

は

賀
が

理
ま さ

之
ゆ き

さんに、市民栄
誉賞を授与しました。4年後の東京大会に向けて、松戸
市を事前キャンプの候補地として、オランダ・ドミニカ
共和国・ルーマニアの誘致が進んでおり、異文化交流
の促進にさらに弾みがつきそうです。
　また、8月の常盤平駅南口のエレベーター完成、10月
の松戸駅西口駅前広場のバリアフリー整備工事の開始
など、人にやさしいまちづくりがさらに進みました。8月
に新松戸にオープンした『市民交流会館』は、イベン
トを通じて市民の交流を活性化しています。
　来年に目を向けると、年末には『新しい市立病院』が
開院し、市内初の高速道路となる『東京外かく環状道路』
の開通も目前に迫ります。よりやさしく、より便利になる
松戸の来年にも期待してください。

人口 486,327人 
世帯 219,530世帯 

男　　242,062人
女　　244,265人

〔＋ 282 〕
〔＋ 228 〕

〔＋ 73 〕
〔＋ 209 〕

人口と世帯（平成28年11月1日現在） 〔　　〕内は前月比

※平成27年国勢調査の確定値を基準として、集計した常住人口です

市の公式ホームページ
右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2016.12.1
（平成28年）




