
ファミリー機能
　家族でお子さんの成長
記録を共有できます！

松戸市の子育て支援が高評価！

  まつどD
で

E子育てアプリ
（母

ボ

子
シ

モ）の配信スタート!

アプリ
ホーム画面

　忙しいママもパパも簡単・便利！母子手帳アプリ「まつどDE子育てアプリ」の配信がスタート
しました。市の子育て情報サイト「まつどDE子育て」とも連動しているので、松戸市の子育て支
援情報や、市からのお知らせもアプリを通じて受け取れます。ぜひご利用ください。

問	子ども政策課☎704－4007（アプリに関すること）
	 子ども家庭相談課母子保健担当室☎366－5180（健診に関すること）
	 健康推進課☎366－7484（予防接種に関すること）
	 ㈱エムティーアイ	コンタクトセンター boshi_info@cc.mti.co.jp（アプリ登録に関すること）

　「共働き子育てしやすい街ランキング2017」が発表され、松戸市が全国編（東京を除く）
で、全国1位を受賞しました。このランキングは、全国の自治体を対象に、日経D

デ ュ ア ル

UALと
日本経済新聞社が共同で実施した「自治体の子育て支援制度に関する調査」の結果を元に、

「子育てしながら働きやすい都市」を独自の指標で評価したものです。
　今回の受賞は、松戸市が実施する市内全23駅の駅前・駅中への保育施設整備、幼稚園
預かり保育の利用促進、保育士確保、保育の質の向上、市内公立小学校全校での放課後児
童クラブの実施の他、5歳児の英語体験、病児・病後児保育の支援、産後ケア、任意予防
接種費用の一部助成、ブックスタートなどの取り組みが高評価につながりました。

全国1位を受賞
「共働き子育てしやすい街ランキング2017」

予防接種の
スケジュール管理＆通知
　予防接種の事前通知、スケジュー
ル管理、忘れ防止アラート機能で、
接種予定日を忘れず安心！

地域情報が手元に届く
　子育てに役立つ市の育児情報、
必要な手続き、施設・イベント
情報を見逃しません！

妊婦健診記録、
体重管理グラフ

　出産前や妊娠管理用の機能も充実！

できたよ記念日
　毎日が何かの「できたよ記念日」！ 寝返り、ひと
り歩き等、お子さんの成長を写真付きで残せます！

市内公立
小学校全校で
放課後

児童クラブ
実施

共働き世帯の
子どもも

幼稚園で
学べる

待機児童
2年連続

ゼロ

登録料・利用料 無料！

問幼児保育課
　☎366－7351

対応OS Android4.1 以上、iOS8.0 以上
費用無料（通信料は利用者負担）
※このアプリは母子健康手帳を補完するもので、健診や
予防接種の際は、市が交付した母子健康手帳が必要です。

Android iOS

アプリの入手は
QRコードから！

予防接種プッシュ通知画面のイメージ

定期健診の数値も
自動グラフ化

　母子健康手帳を開かなくても、
アプリで成長記録（グラフ表示
も可能）を確認できます！

保育士の
給与UP

宿泊型・
訪問型・
日帰り型の
産後ケア
実施
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●個人市民税・県民税の主な改正
●施設予約システム・予約方法が変わります
●児童手当受給・支給に関するお知らせ
●「すまいる」市民交流会館の愛称決定
●平成30年成人式を開催します



●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。

●セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）の適用
　健康の維持増進、疾病の予防への一定の取り組みを行っている個人が、本人または本人と生
計を一にする配偶者や親族にかかる、一定の「スイッチOTC医薬品」の購入費用を支払った場
合で、その年中の購入費用の合計が12,000円を超えるときには、その超える部分の金額につい
て所得控除（限度額88,000円）の対象となります。 ※スイッチOTC医薬品とは医師によって
処方される医療用薬品から転用された、ドラッグストアで購入できる医薬品のこと。
対象期間平成29年1月1日～平成33年12月31日　条件申告者本人が特定健康診査、予防接種、
定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていること　注意事項①セルフメディケー
ション税制と従来の医療費控除の両方を適用することはできません（どちらか一方の適用を申
告者が選択）。②申告の際は、一定の取り組みを行った証明書類と、スイッチOTC医薬品を購入
した領収書に基づく明細書の添付が必要です。  ※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

  平成30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

　各支所・市民センターに開設します。平成30年度の開設期間は、
町会・自治会等に送付する回覧および2月発行予定の「広報まつど
税特集号」等でお知らせします。

給与所得控除の適用時期・上限額一覧

防災行政無線放送防災行政無線放送を専用端末で配信！を専用端末で配信！

松戸市人事行政の運営等の公表松戸市人事行政の運営等の公表

　市が発信する防災行政
無線の内容を、自宅の中
にいても聞くことができ
る「防災情報サービス」
を開始しました。
　防災情報サービスは、
J:COMの回線を専用端末
（FMラジオ・LEDライト
付き）に接続し利用でき
ます。気象庁が発信する緊急地震速報、全国瞬時警
報システム（J

ジェイ

-A
ア ラ ー ト

LERT）にも対応し、災害や有事の
際に身を守る手段としても活用できます。
費用月額540円（J:COM加入者は324円） ※初回
設置の場合は、設置工事費・手数料・利用料・撤去
費が1年間無料。
問㈱ジェイコム東葛葛飾☎0120－914－000（サー
   ビス内容）、危機管理課☎366－7309（防災情報）

防災情報サービス専用端末
（縦8cm、横8cm、高さ8cm）

J:COM「防災情報サービス」

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）　　　　　

　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。

区分 職員数 対前年
増減数 主な増減理由等平成28年 平成29年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 20 20 0
総務企画 406 412 6 業務増による
税務 146 149 3 業務増による
民生 710 706 △ 4 業務の見直しによる
衛生 245 251 6 新規施設準備のため
労働 0 0 0

農林水産 14 14 0
商工 28 28 0
土木 272 273 1 業務増による
小計 1,841 1,853 12 《参考》人口 1万人当たり職員数　37.65 人

特
別
行

政
部
門

教育 450 454 4 業務増による
消防 497 497 0
小計 947 951 4

合計 2,788 2,804 16 《参考》人口 1万人当たり職員数　56.97 人
公
営
企
業
等

会
計
部
門

病院 1,070 1,072 2 欠員補充による
水道 20 21 1 業務増による
下水道 51 50 △ 1 再任用職員の活用により
その他 121 132 11 業務増による
合計 1,262 1,275 13

総合計 4,050 4,079 29
《参考》人口 1万人当たり職員数　82.87 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28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28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28年4月1日～平成29年3月31日） 
区分 採用者数 退職者数

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 83 0 83 33 50 83
教育委員会 32 0 32 38 13 51
消防局 20 0 20 2 16 18
病院 86 13 99 62 13 75
水道 2 0 2 0 1 1
合計 223 13 236 135 93 228

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 27
年度の人件費率

平成
28年度

(H29.3.31)
492,787人

千円 
150,994,793

千円 
5,763,449

千円
25,903,627 17.2％ 17.9％

区分 報酬等月額 区分 報酬等月額 期末手当（平成 28年度支給割合）

市長 1,050,000 円 議長 720,000 円  　　　　 6 月期　2.025 月分
　　　　12月期　2.275 月分
　　　　　  合 計   4.30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
28年度

(H28.4.1)
2,691人

千円 
10,091,883

千円 
3,226,038

千円
4,262,158

千円
17,580,079

千円
6,533

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 184,800 円 198,700 円 Ⅰ種 182,700 円 204,100 円
Ⅱ種 178,200 円 190,100 円

高校卒 150,500 円 160,400 円 146,100 円 154,500 円

④職員の初任給の状況（平成29年4月1日現在）

⑥特別職の報酬等の状況  （平成29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 304,282円 418,540円 41.0歳 13.4年 328,025円 389,519円 53.6歳 16.8年
国 330,531円 ̶ 43.6歳 ̶ 286,833円 ̶ 50.6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29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 00分

週当たりの勤務時間  38 時間 45分
週休日 土・日曜

※職員の勤務時間および週休日は、原則として左表のとおり。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）も休日と
なる。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 延べ人数 処分の
種類 処分事由

市長部局等 53 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 18 休職
消防局 4 休職
病院 30 休職
水道 0
合計 105

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 28年度）
平成29年4月1日
の平均付与日数

市長部局等 12.0 37.9
教育委員会 14.4 37.6
消防局 12.7 38.8
病院 12.6 37.9
水道 12.0 38.0

②育休・部分休業取得状況（平成28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 28 25
教育委員会 5 0
消防局 1 0
病院 33 2
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 21 1,045
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 32 2,295
実務研修 実務遂行に必要な知識・技能の習得 11 747
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 270 345

合計 334 4,432

②人事評価の状況（平成28年度）
評価期間 平成27年10月1日～平成28年9月30日
対象者数 平成28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 2,978人

評価項目
創意工夫力、研究心、企画立案力、応対力、理解判断力、表現力、説明力、職務知識、正
確性、仕事の遂行力、仕事の効率性、即応性、熟練性、評価力、人材育成力、折衝力・調
整力、管理統率・組織運営能力、経営感覚、協調性、勤勉性、積極性、責任感、倫理の保
持及び服務規律、職務意欲

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28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 12 12 3 1
教育委員会 5 5 3 3
消防局 1 1 1 1
病院 1 0 2 2
水道 0 0 0 0
合計 19 18 9 7

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
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 31人 104人 102人 312人 167人 246人 396人 54人 1,412人
構成比 2.2% 7.4% 7.2% 22.1% 11.8% 17.4% 28.1% 3.8% 100%

1 年前の構成比 2.4% 7.4% 7.5% 22.7% 10.8% 15.6% 30.2% 3.4% 100%
5 年前の構成比 0.5％ 1.5% 11.6% 12.6% 25.5% 9.5% 10.8% 22.3% 5.7% 100%

※給与条例に基づく給料表の級区分による職員数。

⑤一般行政職の級別職員数の状況（平成29年4月1日現在）

参
考

※認定には、前年度申請分も含む。

区分 人数 処分の
種類

処分
事由

市長部局等 0
教育委員会 0
消防局 0
病院 0
水道 0
合計 0

②懲戒処分の処分人数（平成28年度）

問人事課☎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。

単位：人

単位：人

2 常盤平市民センターの空調機器改修工事に伴い、図書館常盤平分館は平成30年1月4日㈭まで臨時休館します。

●広報まつど　2017年（平成 29年）12月1日



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
お知らせ

松戸市安全で快適なまちづくり条例の一
部を改正する条例（案）のパブリックコメ
ント（意見募集）手続き実施結果を公表
公表内容 ①意見の概要②意見に対する市
の考え方 公表方法 12/5㈫から市民安全
課、行政資料センター、図書館（本館・
分館）、各支所および市ホームページで
市民安全課☎366－7285

歳末たすけあい募金にご協力ください
（12/1㈮～31㈰まで）
　松戸市の平成28
年度実績は1,404
万3,249円でした。
いただいた募金は
新年を迎える時期に
援助や支援を必要と
する世帯や福祉施
設・団体、防災・減災活動等の支援に活
用しました 千葉県共同募金会松戸市支
会（地域福祉課内）☎366－3019

介護予防に関する調査にご協力ください
　介護予防施策の基礎資料として活用す
るための調査票を送付します 11/20現
在、市内に住民登録をしている65歳以
上で、要介護・要支援の認定および事業
対象者の特定を受けていない人 回答期限
12/22㈮ 健康とくらしの調査コールセ
ンター☎0120－900－678（調査）、介
護制度改革課☎366－4101（事業内容）

松戸市総合計画後期基本計画進行管理
のための平成29年度市民意識調査の結
果をお知らせします
　詳細は市ホームページ・行政資料セン
ター・各支所・図書館（本館・分館）で
閲覧できます 広報広聴課広聴担当室☎
366－1162

～今日からあなたもW
ウ ォ ー ム

ARM B
ビ ズ

IZ～ 
12月は地球温暖化防止月間です
　暖房時の室温を20℃で快適に過ごす
ライフスタイル「ウォームビズ」を始めま
せんか。寒い季節は、マフラー、機能性
素材の靴下や下着、湯たんぽを使う、根
菜類・しょうが等旬の食材を食べるなど、
ひと工夫して体の中も外も温かくして、
暖房利用によるCO₂（二酸化炭素）を減
らして地球温暖化を防止しましょう　※詳
細は環境省ホームページで 環境政策課
☎366－7089

12月は大気汚染防止推進月間です
　冬期は、気象条件等により大気が汚れ
やすくなります。自動車を利用するときは
アイドリングストップを心掛けましょう　
※詳細は千葉県および環境省ホームペー
ジで 環境保全課☎366－7337

～気のゆるみ 一杯だけが 命とり～
12/10㈰～19㈫は冬の交通安全運動期
間です
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

松戸市安全・快適まちづくり協議会の委
員を公募
委嘱期間 2/16㈮から2年間資格 ①市内
在住の20歳以上②他の公募委員と重複
していない 3人以内 12/28㈭〔必着〕
までに、郵送またはEメールに件名「協議

会委員応募」、本文に住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・800字程度のレポート
「私の思う、松戸市安全で快適なまちづ
くり条例第4条に規定する市民等の責務
について」を記入して、〒271－8588松
戸市役所　市民安全課 mcanzen@city.
matsudo.chiba.jp（☎366－7285）へ　
※条例文は、市ホームページまたは市民
安全課、各支所で閲覧できます

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
募作品は原則返却不可。入選作品は2/9
㈮から22㈭の10時から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 1/16㈫
〔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

松戸市書道展覧会の作品募集
市内在住・在勤・在学・出身の16歳以

上 部門 漢字、かな、詩
し

文
ぶん

書
しょ

、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〕
規定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） 3/17㈯11
時から15時の間に、作品と費用を直接文
化ホールへ　※申込書は1月下旬から公
共施設で配布予定 同展覧会事務局☎
090－9967－3960（出品規定等）、生涯
学習推進課☎367－7810（会期等）

市立保育所職員（任期付短時間勤務職
員）募集
募集職種 ①保育士②保育従事職③調理
員 勤務時間 1日①A6.25時間B6.25時
間（朝夕2回勤務あり）②A3時間B4
時間C6時間（朝夕2回または1日2回）
③6時間 募集人数 ①A40人 B20人 ②
70人程度③若干名　※詳細は受験案
内書で 受験案内書配布期間 12/15㈮まで
配布方法市ホームページまたは幼児保育
課・各支所・各保育所・ハローワーク松
戸で配布（土・日曜除く） 12/15㈮〔消
印有効〕までに郵送で 試験日 1/14㈰ 市
役所議会棟受験資格 S28/4/2以降に生ま
れた人（①のみ、保育士登録を受けてい
る人または3/31までに登録を受ける見込
みの人） 幼児保育課☎366－7351

自衛官等募集
応募種目 ①高等工科学校（一般）②予備
自衛官補（一般公募）③予備自衛官補（技
能公募）応募資格 ①17歳未満の男性（中
卒見込み含む）②18歳以上34歳未満③
国家資格等を有する18歳以上 受付期間
①1/9㈫まで②③12月下旬～4月上旬（1
回目）、7月初旬～9月中旬（2回目） 自
衛隊千葉地方協力本部柏募集案内所☎
04－7163－6884

平成30年度小・中学校派遣人材募集
応募職種①小・中学校派遣スタッフA学力
対策支援B教育課題支援（児童生徒活動
支援・日本語指導支援）②特別支援教育
補助教員③特別支援教育補助員・支援員
任用期間平成30年4月～平成31年3月
勤務時間原則週5日、1日6.5時間 勤務場所
市立小・中学校 時給 教員免許等の資
格あり＝1,450円、資格なし＝880円
2/23㈮〔必着〕までに、登録申請書、履
歴書を直接または郵送で〒271－8588松

戸市教育委員会　教育研究所（☎366－
7461）へ
※日本語指導支援は指導課（☎366－
7458）へ　※資格要件等詳細および申
請用紙は、市教育委員会ホームページで

市立病院臨時職員（①看護師②看護補助
者）募集
勤務内容 ①病棟における看護業務②看護
師の補助業務（ベットメイク等）資格①看
護師免許勤務時間 ①A二交替勤務（8時
30分～17時、16時30分～9時）B三交
替勤務（8時30分～17時、16時30分～
1時、0時30分～9時）C夜勤専従（16時
30分～9時、16時30分～1時、0時30分
～9時）②日勤8時30分～16時30分、早
出7時～15時、遅出13時～21時勤務日
①週4日②週5日　※各ローテーション勤
務時給①1,800円～2,080円②1,000円
～1,100円　※別途①夜勤手当②早出・
遅出勤務手当支給　※詳細は同病院ホー
ムページで 同病院総務課☎363－2171
（内線2413）

講座・講演・催し

松戸駅西口デッキステージイベント
①12/3㈰11時30分～16時②12/9㈯

14時～18時③12/17㈰12時～18時
①音楽の駅まつど ジャズ＆ポップス②ゴ
スペルクリスマス③ハーモニークリスマス
コンサート 松戸駅周辺商業協同組合☎
365－0100

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
12/7㈭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）
12/9㈯8時30分八柱霊園正門内集合、

11時30分現地解散〔雨天時は集合場所
で開催可否を決定〕 同園 筆記用具・
観察用具等 100円（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

ふれあい教室「朗読をきくかい」
12/13㈬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

在宅医療・介護連携推進事業 地域別講演
会「住み慣れた地域で最

さ い

期
ご

まで暮らすた
めには」
12/14㈭14時～15時30分 馬橋市民

センター ①講演「かかりつけ医の行う
在宅医療の実際」②事例紹介等「自宅で
受けられる介護サービス」 ①高田外科
胃腸内科院長・高田丈

たけし

氏②㈱アース訪問
看護サボテン松戸駅前営業所副所長・司

し

関
せき

和子氏 先着100人 当日会場で
介護制度改革課☎366－4101

パッと目を引くチラシのデザイン
～明日から使えるテクニックを伝授～
12/14㈭18時～20時 新松戸市民活

動支援コーナー まつど市民活動サポー
トセンター長 ボランティア団体やNPO
の運営に関わっている人 先着15人
電話またはEメールでまつど市民活動サ
ポートセンター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.com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
　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 12/15㈮10時～10時30分 稔台
第2公園（稔台7の22の4） 先着100人
市民安全課☎366－7285

まつど市民活動サポートセンターの催し
①広報宣伝力UPシリーズ～活動が魅力
的に伝わる！リーフレットデザイン～
12/16㈯14時～16時 同センター長
市民活動を始めるまたは広げたい人・団
体 先着15人　②なないろのもり・クリ
スマスフェスティバル～作って、歌って、
踊って、子どもも大人も一緒に楽しい～
12/17㈰10時30分～15時30分 子

どもとその家族 入場無料（一部有料）
③3/24㈯松戸駅前開催「みらいフェス
タ2018」出展団体募集 募集期間 1/15㈪
まで 市民活動をPRしたい団体説明会
1/20㈯18時から 同センター ①
③電話またはEメールで同センター☎365
－5522、 hai_saposen@matsudo-
sc.comへ 同センター☎365－5522

シティー・ミニコンサート～歌声で届ける
クリスマスプレゼント～
12/20㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市役所市議会議場曲目オ
ンブラ・マイ・フ（ヘンデル）、アヴェ・マ
リア、ホワイト・クリスマス他演奏者武井
直美氏（ソプラノ）、串田真理氏（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）

シルバー人材センターパソコン教室
コース ①Windows10の操作②個人授業
③パソコン入門〔全2回〕④AWord・
BExcel基礎〔各全2回〕⑤タブレット（iPad）
A入門・B実用⑥L

ラ イ ン

INE⑦デジカメ取り込
み・印刷⑧スマホ入門⑨スマホ・アプリ
⑩パソコンで確定申告 日程 ①1/9㈫②
1/9㈫・10㈬ ③1/10㈬・17㈬ ④
A1/11㈭・18㈭B1/24㈬・31㈬⑤
A1/11㈭B1/30㈫⑥⑦1/23㈫⑧1/25
㈭⑨1/30㈫⑩2/1㈭ 時間①③④B⑤A
⑦⑨⑩各13時～16時②④A⑤B⑥⑧各
9時～12時 シニア交流センター（⑤⑧
⑨は常盤平市民センター） 40歳以上
③④各6,000円①②⑤～⑩各3,000円
（別途教材費各500円程度） 12/20㈬
〔必着〕までに、はがきまたはFAXに住所・
氏名・年齢・電話番号・希望コースを記
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
ターパソコン教室係 330－5008（☎
330－5005）へ

会 議

環境審議会地球温暖化対策部会
12/13㈬14時から 京葉ガスF松戸ビ

ル6階会議室 傍聴定員 先着5人（開会10
分前まで受け付け） 環境政策課☎366
－7089

教育委員会会議
12/13㈬14時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は開会30分前から受
け付け） 教育企画課☎366－7455

※臨時休館中も、常盤平分館の返却ポストは使用できます（年末年始を除く）。　問図書館☎365－5115 3
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◦インターネット予約（抽選）対象施設

◦利用者番号（文化会館等予約システムを利用していた人のみ）

※この他ホール等の施設は新システムによるインターネッ
ト予約（抽選）の対象外です（空き状況の照会のみ可）。今
までどおり各施設で抽選会を行います。

森のホール21・市民劇場・市民会館の施設予約システムが変わります

矢切公民館・青少年会館（樋野口分館含む）の施設予約の方法が変わります

問社会教育課（森のホール21・市民劇場のみ）☎366－7462、市民会館☎368－1237

問生涯学習推進課☎367－7810（矢切公民館）、青少年会館☎344－8556〔青少年会館（樋野口分館含む）〕

　森のホール21・市民劇場・市民会館の施設予約や空き状況が確認できる「文化会館等予約システム」を、平成30年2月1日㈭から市民センターやスポー
ツ施設の予約ができる「松戸市公共施設インターネット予約システム」と統合します。システム統合に伴い、市民会館の施設予約（抽選）もインターネッ
トで行えるようになります。  ※予約システムの統合に伴い、平成30年1月下旬に、両予約システムが一時停止します。

　2月以降、新システムにロ
グインして施設予約を行う場
合は、現行予約システムの利

◦抽選日程
　5月利用分以降のイン
ターネット抽選は新シス
テムで行います。 
※1月に予定していた森
のホール21と市民劇場
の5月利用分の抽選は、
2月1日㈭から新システ
ムで行います。 ※詳細
は市ホームページまた
は各施設で配布するシ
ステム変更案内書をご
覧ください。

　平成30年2月1日㈭から、矢切公民館・青少年会館（樋野口分館含む）の施設予約は窓口での受け付けから、インターネット予約（抽
選）に変わります。インターネットから各施設の予約を行うには「松戸市公共施設インターネット予約システム」の利用者登録が必
要になります。登録手続き、予約方法・利用料の納付などの詳細は、市ホームページまたは各施設にお問い合わせください。

対象市内在住・在勤・在学の人（個人・団体は問いません）
応募方法①アイデア作品=応募は書類のみ（作品は後日提出）。応募作品は2月9日㈮から16日㈮の間、市役
所1階連絡通路に展示します。
②もったいない標語=応募は1人3点まで。同一応募者が複数作品で入賞することはありません。全応募作
品の中から最優秀賞1点、優秀賞2点を選考します。入賞者には記念品と表彰状を贈呈。最優秀賞の標語は、
来年度のもったいない運動の推進・広報に活用します。
 12月28日㈭〔消印有効〕までに、郵送またはFAX・Eメールで、①アイデア作品は所定の応募用紙で②もっ
たいない標語は自由な様式に作品（33字以内の標語）・住所・氏名・電話番号を記入して、〒271－8588もっ
たいない運動推進市民会議事務局（行政経営課内） 364－6919、 mcgyousei@city.matsudo.chiba.jpへ
※詳細は募集要領をご覧ください。応募用紙・募集要領は同事務局で配布または市ホームページからダウ
ンロードできます。

市ホームページ

松戸市公共施設
インターネット予約

システム

現 利用者番号 新 利用者番号
　例）　　  1 1200001
　例）9999 1209999

施設
森のホール21 会議室、和室、リハーサル室、音楽練習室、

スタジオ
市民劇場 会議室
市民会館 会議室、料理教室、和室、音楽室、ながいき

室（17時～21時）
※市民会館を利用する個人・営利団体は、インターネット
抽選には参加できません。個人は利用3カ月前の16日から、
営利団体は利用2カ月前の1日から随時予約可能です。

抽選申込
期間 利用3カ月前の1日～7日

抽選日 利用3カ月前の8日に自動抽選

結果確認
予約手続き
利用料納付

利用3カ月前の9日～15日
※森のホール21・市民劇場は、15日までに利
用料の納付がない場合は自動キャンセル（休
館日除く）。
※市民会館は、15日までにシステム上で確定
手続きを行わない場合は当選無効。使用料は、
当日払いも可能。

随時予約
開始日時

利用3カ月前の16日9時から
※窓口で予約する場合で、16日が休館日の場
合は、翌営業日9時から。

平成30年
2月1日㈭から

平成30年
2月1日㈭から

4月（優先団体は5月）以降利用分（2月1日㈭以降受け付け）の予約（抽選）の流れ

※一般団体および社会教育関係団体
の青少年会館の3月利用分予約受付
は、2月1日㈭に同館で抽選会を行い
ます。 
※新規に利用する一般団体は各施設
にお問い合わせください。

一般団体、矢切公民館利用の青少年団体・
青少年会館利用の社会教育関係団体

矢切公民館利用の社会教育関係団体・
青少年会館利用の青少年団体

抽選申込期間 利用2カ月前の1日～7日 利用3カ月前の1日～7日
抽選日 利用2カ月前の8日に自動抽選 利用3カ月前の8日に自動抽選
結果確認
予約手続き 利用2カ月前の9日～15日（休館日除く）　 利用3カ月前の9日～15日（休館日除く）

随時予約開始日 利用2カ月前の16日9時から 利用3カ月前の16日9時から

予約システム統合による主な変更点 

用者番号の先頭に「12」を付けて下5桁を足した7桁で使用で
きます。パスワードは、新予約システムへ統合後も、そのま
ま使用できます。

もったいない①アイデア作品②標語を募集
　市では、毎年2月15日を「松戸
市もったいないの日」と定め、「もっ
たいない運動」を推進しています。
　この運動に合わせ、3R（リデュー
ス・リユース・リサイクル）を実践
した「アイデア作品」と、もった
いない運動を広く市民に普及啓発
できるような「もったいない標
語」を募集します。

12月11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・性別・電話番号・返信用宛名・一
時預かりを希望する人は、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　※連名での申し込みはできません。 ※定員に満たない場合は、12月12日㈫から電話で受け付け。 
※申し込みフォームからの返信は mcsyogaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.jpからになります。受信可能な設定にしてください。 ※公共交通
機関をご利用ください。

会場矢切公民館他　定員20人（抽選）　※一時預かりあり（6カ月～未就学児）。
持ち物①動きやすい服装③エプロン、三角巾　費用900円

申し込みフォーム

市民自主企画講座 日時 内容 講師

【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 1/23 ㈫ 10:00 ～ 12:00 リラックス指ヨガ 国際総合ヨガ協会認定指導士・星
ほ し

名
な

恵子氏
② 1/30 ㈫ 10:00 ～ 12:00 思春期の子育て 臨床心理士・花澤佳

よ し

子
こ

氏
③ 2/  6 ㈫ 10:00 ～ 13:00 冬の食材を使ったあたたか料理 料理研究家・元橋美登利氏

冬の講座 要申込

（平成28年度もったいない標語）松戸から 世界に広げるMOTTAINAI
も っ た い な い

問行政経営課☎366－7311
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市ホームページに門松カードをご用意しています。市ホームページ上で「門松カード」と検索してください。



12月7日㈭・12日㈫・14日㈭・15日㈮・19日㈫・22日㈮・26日㈫
各10時30分～11時、14時30分～15時　会場同センター　
対象0歳～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①20日㈬②23日㈷各14時30分～15時　会場①図書館小金分
館②同センター　内容冬・クリスマスを題材にした絵本の読み聞か
せ、手遊び等。おみやげあり　対象幼児～小学生

冬のおはなし会

12月8日㈮10時30分～11時10分
会場同センター　
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座
日時 会場（駐車場はありません）

12/  8㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
12/12㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
12/15㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）

12/19㈫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㈮11:20～11:50 根木内こども館
12/27㈬10:30～11:00 E-子どもの森ほっとるーむ新松戸
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

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 会場
12/  8㈮ 明市民センター
12/15㈮ 五香市民センター
12/19㈫ 小金原市民センター
12/20㈬ 東部スポーツパーク
12/22㈮ 新松戸市民センター
12/26㈫ 小金市民センター（分館内）

時間15時30分～16時　
対象幼児～小学生と保護者

市民センターおはなし会

◆サンタさんからのプレゼント（13時～17時）　
※なくなり次第終了。
◆クリスマス音楽会・紙芝居（14時～17時20分）
出演者女声アンサンブル ・ D

デ ィ ヴ ァ

iva-R
レ ン ジ ャ ー

anger（14時から）、東
松戸小学校音楽部（15時から）、てるさんの紙芝居（16時
から）、松戸児童合唱団（16時50分から）
◆クリスマス抽選会（17時30分から）　定員先着100人
◆クリスマス工作づくり
（13時～17時）
※12月5日㈫～24日㈰
　 各9時～16時も開催。
◆花苗販売（13時～17時）
◆緑の相談室（13時～17時）

イルミネーション・キャンドルで灯
とも

すフラワーロード
12月16日㈯～24日㈰（18日㈪は除く）各16時30分～19時

東松戸ゆいの花公園
クリスマス会

共	通  費用無料　問同センター☎331－0077

　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、各支所・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（ただし、支給開始月の特例
があります）。
①市外に転出するとき⇒消滅届　※転出先の市区町村でも新たに申請

（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子どもが生まれたとき⇒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（統廃合により支店名等が
変わったときなど。口座の名義人変更は不可）⇒金融機関変更届

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月分以降も児童手当等を引
き続き受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。提出
しないと6月分から差し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

問同課同担当室☎366－3127

　児童扶養手当12月期分（8～11月分）を、12月11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8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◦経済的理由で生徒の
高校入学が困難な世帯◦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29年3月12日以前に松戸市に住
民登録がある人）◦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1月9日㈫～3月12
日㈪（閉庁日を除く）　受付窓口子育て支援課児童給付担当室　※申請書
は市民課・各支所にもあります。 ※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

NAOKO SPACE 
PLANETARIUM
①クリスマス特別投影「クリスマスツリーの星」〈30分〉
②キッズ＆ジュニアアワーのクリスマス「サンタさんのお話」〈20分〉
12月16日㈯・17日㈰・23日㈷・24日㈰　開始時刻①10時30分、15時30分②13時30分、
14時30分  ※投影開始30分前から同館2階で受け付け。 内容クリスマスの星空と①ク
リスマスツリーの星のお話②サンタクロースのお話　定員各先着80人　費用50円（中
学生以下無料）　※期間中先着400人に、オリジナル12星座シールをプレゼント。

　戸定が丘歴史公園内にある茶
室「松

しょう

雲
う ん

亭
て い

」で、紅葉を見なが
ら癒

い や

されませんか。
日時12月9日㈯・10日㈰各10時
～15時　費用将軍コーヒーまた
は抹茶と菓子をセットで500円

　千葉大学園芸学部の西欧風庭園と与
謝野晶子の歌碑を松戸シティガイドが
ご案内します。
日時12月9日㈯・10日㈰各10時、13時
に戸定邸玄関前集合（1時間程度、小雨
決行）　※開始15分前から開始後30分
まで受け付け。  費用200円

問同館☎368－1237市 民 会 館 プ ラ ネ タ リ ウ ム 室 の 投 影

問	公園緑地課☎366－7380、
　 同公園管理センター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

問（一社）松戸市観光協会（松戸探検隊ひみつ堂）☎727－7825

12月16日㈯ 13時～19時〔雨天決行〕　
費用無料（一部有料）

戸定カフェ紅葉の回廊ツアー

穏や
かな冬の日差

しの中で、名残の紅葉を楽しみませんか

子育て支援課児童給付担当室からのお知らせ
お忘れ
なく！

子ども読書推進センターからのお知らせ  
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データをダウンロードの上、印刷してご利用ください。  ※紙での配布は行っていません。  問広報広聴課☎366－7320



◆「標的の島」上映会　★
12/1㈮10:30、14:30、18:30
杉見☎090－3248－3433

◆常盤平老人福祉センター演芸
大会
12/2㈯10:00
石崎☎382－5125

◆平和大使長崎派遣10周年記念
イベント
12/3㈰13:30
総務課☎366－7305

◆松戸童謡の会　童謡を歌う（月
例会）　★
12/6㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆クリスマス音楽祭　レミ・バ
ロー、ヴァイオリンリサイタル
12/9㈯19:00
松戸クラシック音楽を楽しむ

会☎090－1805－2206
◆人権週間記念事業「人権講演
と合唱のつどい」
12/10㈰13:10
行政経営課人権担当☎366－

7311
◆松戸ギタークラブ定期演奏会
12/16㈯13:00
同クラブ・永松☎342－3825

◆歌って健康！歌声コンサート　
★
12/19㈫13:00
㈱マイソング☎03－5774－

1414
◆アルハンブラの想い出をひく会
12/22㈮14:00
きしきギター☎363－5439

◆千葉工業大学ギタークラブ定
期演奏会
12/23㈷17:30
同クラブ・高橋☎080－1398

－6997

◆X
ク リ ス マ ス

masフェス F
フ ル ー ツ

ruit B
バ ス ケ ッ ト

asket
12/3㈰17:00
幼児教室ふるーつばすけっと・

穀山☎080－3421－5373
◆本庁地区ふれあい音楽祭
12/9㈯12:00
本庁地区社会福祉協議会事

務局☎368－0547

◆松戸市民コンサート　「レクイ
エム」（フォーレ）
12/17㈰13:30
会場大ホール　費用自由席1,200
円　※当日券1,500円　※未就学
児入場不可（発売中）
◆三山ひろしコンサートツアー
2018
1/19㈮13:30
会場大ホール　費用S席5,800円
※未就学児入場不可（発売中）
◆ベルリン・フィル弦楽四重奏団
ヴァリアン・フライ・カルテット
1/30㈫19:00
会場大ホール　費用S席6,000
円、A席5,500円、B席5,000円
※未就学児入場不可（発売中）
◆加山雄三　祝！80歳　幸せだ
なあ。若大将の一夜限りの“全箇
所”スペシャルライブ
2/3㈯17:30
会場大ホール　費用S席8,000
円、A席7,000円　※未就学児
入場不可（発売中）
◆大黒摩季　Maki Ohguro

日は電話受け付けのみ。

◆①骨盤ヨガ②コンディショニン
グエクササイズ
①12/4～18の月曜9:30～10:30
②12月の火曜13:30～14:30
会場常盤平体育館　対象18歳以上
定員各先着30人　費用1回500
円　 同体育館☎386－0111
◆①体幹美Body②コンディショ
ニングエクササイズ
①12/4㈪・18㈪の11:00～12:00
②12月の水曜13:30～14:30　
会場柿ノ木台公園体育館　対象
18歳以上　定員各先着30人　
費用1回500円　 同体育館☎
331－1131
◆①ヨガ②ビューティーピラティス
12/14～28の木曜①13:00～13:50
②14:00～14:50　会場小金原
体育館　対象18歳以上　定員
各先着30人　費用1回500円　

同体育館☎341－2242
●軽スポーツ教室（カローリング、
バドミントン他）
12/9㈯9:00～12:00　会場寒風
台小学校　持ち物上履き　 内
田☎364－8920
●軽スポーツ（カローリング他）、
グラウンド・ゴルフ教室
12/16㈯9:00～12:00　会場稔
台小学校　持ち物上履き　 髙
橋☎363－3064
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
12/17㈰9:00～12:00　会場幸
谷小学校　 峯田☎341－2978
●グラウンド・ゴルフ教室
12/17㈰9:00～12:00　会場東
漸寺本堂裏広場（駐車場使用不
可）　 堀☎344－1735
●ファミリースポーツ教室
12/17㈰9:00～12:00　会場新
松戸西小学校　 宮崎☎346－
4327
●グラウンド・ゴルフ大会
12/17㈰9:00～13:00　会場新
松戸西小学校　費用200円　
矢野☎090－3107－0348

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

テレホン案内サービス☎366－0010
平日16時30分～翌日9時、 休日と土曜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。 〔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〕
※夜間小児急病センターは、12月27日㈬に松戸市立総合医療セ
ンター内に移転予定

2018 Live-STEP！！
2/10㈯17:00
会場大ホール　費用全席指定 
6,800円　※4歳以上有料。3歳以
下膝上可（席が必要な場合は有
料）（発売中）
◆綾小路きみまろ笑撃ライブ
2/16㈮14:00
会場大ホール　費用S席5,500
円、A席5,000円　※18歳未満
入場不可（発売中）
◆梅沢富美男劇団特別公演　梅
沢富美男＆研ナオコ　アッ！とお
どろく「夢芝居」
2/21㈬14:00、18:00〔2回公演〕
会場大ホール　費用全席指定 
7,560円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆小林研一郎指揮　読売日本交響
楽団特別演奏会（曲目：チャイコフ
スキー　交響曲第6番「悲愴」他）
2/27㈫19:00
会場大ホール　費用S席4,000
円、A席3,000円　※未就学児
入場不可（発売中）
◆布施明 AKIRA FUSE LIVE
2018
3/3㈯17:00
会場大ホール　費用全席指定
6,800円　※18歳未満入場不可
（発売中）
◆「おかあさんといっしょ」ガラ
ピコぷ～がやってきた！！
3/10㈯ 13:30、16:00〔2回公演〕
会場大ホール　費用全席指定
2,500円　※1歳未満で保護者
の膝上で鑑賞する場合は1人まで
無料（12/17㈰発売）　※森のホー
ル21チケットセンターでの一般発
売の初日は電話受け付けのみ。
◆松戸市制施行75周年記念・森
のホール21開館25周年記念事業
「玉置浩二　PREMIUM
SYMPHONIC CONCERT2018 
（指揮：栁澤寿男、管弦楽：東京フィ
ルハーモニー交響楽団）」
4/1㈰16:00
会場大ホール　費用S席10,000
円、A席7,500円　※未就学児入
場不可（12/16㈯発売）　※同チ
ケットセンターでの一般発売の初

集団乳がん検診
（マンモグラフィー）の
お知らせ 要申込
実施日平成30年2月下旬の平日　会場中央保健
福祉センター　対象松戸市に住民登録があり、平
成30年3月31日時点で、40・42・44・46・48歳、
50歳以上の女性　持ち物共通受診券または特定
健康診査等受診券（黄色）　費用400円　※75歳
以上、後期高齢者医療被保険者証を持つ人、生
活保護世帯（夜間・休日受診証を提示）、市民税
非課税世帯（受診時に申請書を記入）は無料。
12月28日㈭〔消印有効〕までに、以下のいずれ
かの方法で●電話で健康推進課（☎366－7487）
へ　※12月1日は電話が混み合います。ご了承く
ださい。●直接市役所・各支所の市民健康相談室
へ●はがき（封書可）に郵便番号・住所・氏名・
生年月日・年齢・電話番号・登録番号を記入し、
〒271－0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課

「集団乳がん検診」担当へ　※以下のいずれかに
該当する人は、マンモグラフィー検査を受診でき
ません●妊娠中、妊娠の可能性がある●出産後1
年以内●シリコン等使用の豊胸術を受けた●胸部
に医療機器を挿入している　※平成29年4月以降
に同検診を受けた人は受診できません。
問健康推進課☎366－7487

肝炎ウイルス検診
　肝炎ウイルスに感染した場合、自覚症状がな
いことが多く、気づかないうちに進行し、肝硬変・
肝がんに至ることもあります。同検診を受けて
早期発見・治療に結びつけましょう。
実施場所市内委託医療機関（下記受診券に同封さ
れた市内委託医療機関一覧または市ホームペー
ジをご覧ください）　内容問診・血液検査（B型
およびC型肝炎ウイルス検査）　対象者松戸市に
住民登録がある40歳以上で、過去に肝炎ウイル
ス検診を未受診の人　持ち物松戸市特定健康診
査等受診券（黄色）または松戸市健康診査共通受診
券（黄色）または肝炎ウイルス検診受診券、本人

確認ができるもの（保険証、運転免許証）　費用
無料
直接電話で市内委託医療機関へ
 問健康推進課☎366－7487

歯科医が教える！口
こう

腔
くう

ケアと口腔体操 要申込
12月14日㈭10時～11時30分　会場新松戸市民
センター　内容正しい口腔ケアを学び免疫力
アップ　講師松戸歯科医師会理事・岸田雄大氏
対象60歳以上　定員先着40人　費用無料
電話で新松戸高齢者いきいき安心センター☎
346－2500へ

介護予防教室 要申込　
12月22日㈮14時～15時30分　会場小金市民セ
ンター　内容①介護予防体操②介護予防のため
の活動を知る（体験談）　講師看護師　対象市内
在住の65歳以上　定員先着30人　費用無料
電話で小金高齢者いきいき安心センター☎374
－5221へ

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、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

1 金 杉良太郎＆伍代夏子夫婦詩コンサート　★
14：00
18：30

MIN-ONインフォメー
ションセンター
☎03－3226－9999

2 土

ルーマニア国立ブラショフ・フィ
ルハーモニー交響楽団　★
(演奏者指揮：曽我大介、ピアノ：
モナ＝飛鳥・オット、ブラショフ・
フィルハーモニー交響楽団）

14:00 森のホール21チケットセンター☎384－3331

14 木 高橋優　全国LIVE TOUR2017-2018「ROAD MOVIE」　★ 18:30
㈱ディスクガレージ
☎050－5533－0888

17 日 松戸市民コンサート「レクイエム」（フォーレ）　★ 13:30 松戸市音楽協会事務局・八嶋☎383－0111

24 日 クリスマス・チャリティー公演★ 16:30 野
の

垣
がい

内
と

☎090－9970－2919

小
ホ
ー
ル

3 日 遠藤音楽教室ピアノ発表会2017 13:30 同教室☎701－8141
10 日 松戸民演発表会 10:00 成嶋☎341－3572

26 火 市立松戸高校合唱部演奏会　★ 18:00 玉谷☎080－3086－6681

　12月は大掃除などで多くのごみが出ます。正しく分別し、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）・し尿くみ取りの受け付けが混み合
います。お申し込みの際はご注意ください。

ごみ収集・し尿くみ取り  問環境業務課 ☎366－7333

12月 1月
28㈭ 29㈮ 30㈯ 31㈰ 1㈷ 2㈫ 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

年 末 年 始

市民劇場
☎368－0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
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（祝・休日の場合は開館
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。

※申し込みは全て当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

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（祝・休日の場合は開館
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/

6

●広報まつど　2017年（平成 29年）12月1日

スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」を利用して広報まつどを配信しています。ぜひご利用ください。スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」を利用して広報まつどを配信しています。ぜひご利用ください。



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 日程 時間 会場 問い合わせ

市政・一般民事 平日 8:30～17:00★

本館2階相談コーナー
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前

※〔予約〕相談日の1カ
月前から（税務：前々
日17時まで　不動産・
登記：前日17時まで）
電話（☎366－1162）
※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
☎316－1950（初見）
（平日9時～17時）

法律相談（随時予約）
第1～4月・火・木
（第1月・第4木を除く） 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） 第1～3水 13:00 ～17:00
税務相談（予約制） 第2・4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 市役所本館2階
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金

10:00 ～15:00★

新松戸市民センター

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火 六実支所
第4水 東部支所
第1・3金 行政経営課相談コーナー
第2金 ふれあい22

家庭児童相談 平日 9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
婦人相談 平日 9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3955

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

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

CMS☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム

☎308－5880
子すずめ☎387－0124
あおば☎387－5456

ドリーム☎070－3935－1230
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

松戸市消防救急相談 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

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1木 小金原市民センター
第4金 市役所相談コーナー

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）
（予約制） 平日 9:00～17:00 松戸商工会議所

会館
松戸商工会議所
☎364－3111

若者の就労相談
（予約制）

毎週火～土
（祝日休み） 9:30～17:00 松戸商工会議所

別館
まつどサポステ
☎703－8301

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

65歳未満 （社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階）☎366－0077

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）来所予約制 8:30～17:00
いじめ電話相談 平日 8:30～19:00 ☎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
（第4木を除く） 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
男性対象 第1・3金 17:00 ～20:00

まつど女性就労・
両立支援相談

毎週火・木
（第4木を除く） 10:00 ～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

●健康麻雀見学・体験会
12月の㈪㈬㈭㈮12時～17時 JR新

八柱駅周辺（ひまわりの会事務所） 中
級者以上 各1,200円 電話で健康麻雀
サークルひまわりの会・千

ち

田
だ

☎070－
6436－3577（昼間のみ）へ
●健康体操教室（ストレッチ体操、リズ
ムダンス等）
12月の㈮14時～15時30分 青少年

会館 60歳以上の女性 先着10人 各
500円 電話でさわやか体操クラブ・
鈴木☎090－2259－9442へ
◆こころの家族・当事者・ピア相談（秘
密厳守）
第1・3㈯10時～15時　※電話でも受け
付け可（☎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
ふく

良
ら

☎385－7070
●キッズリズム体操体験会
12/2㈯・9㈯各16時30分～18時 運

動公園他 ダンス、平均台等 5歳～小
学生 各先着10人 各500円 電話で
キッズリズム体操ホップアップ・安本☎
349－1185へ
●神宮外苑いちょう並木から新宿御苑ハ
イキング（歩行距離約7.5km）
12/3㈰8時20分松戸駅市民ギャラリー
前集合、14時新宿駅解散 弁当・飲み物
550円（別途交通費） 松戸歩こう会・

出
いず

原
はら

☎386－5611
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体
操）
12月の第1～3㈪9時20分～10時50

分 小金原体育館 成人女性 各500
円 電話で健康体操ひまわり・斉藤☎
341－0025へ
◆パソコンお困り解決相談会
①12/5㈫13時～16時②第2～4㈮13

時30分～15時30分③第3㈭10時～14
時 ①アトレ松戸店②コミュニティー

サロン胡桃(JR新松戸駅下車)③根木内会
館 先着①②6人③9人 ①③50分500
円②2時間500円 電話でぱそこん119
☎090－4428－8931へ
◆股関節柔軟体操体験会
12/6㈬10時～11時 市民会館 冷

え症・腰痛・膝痛・高低血圧の解消
先着10人 1,000円 電話で同体操会・
長谷部☎090－6535－2133へ
●やさしい囲碁（入門・初級）〔全4回〕
12/6～27の㈬14時～17時30分 日

本棋院松戸生涯学習支部（新京成五香駅
下車） 2,000円 電話で同支部入門
サークル・岩島☎388－3022へ
◆松戸市ごみ減量作戦説明会＆みんなで
考えるごみ減量ワークショップ
12/8㈮10時～12時 市民交流会館

先着40人 電話で食の安全安心を考える
市民の会・白石☎080－6586－0570へ
◆歳末ふれあいの集い
12/8㈮13時30分～15時45分 ふれ

あい22 笑いヨガ、落語家・桂
かつら

歌
うた

助
すけ

氏
による出前寄席 FAXで松戸市身障運
転者協会・川嶋 ☎387－8332へ
◆いきいき終活カフェ
12/10㈰13時30分～15時30分 稔

台市民センター別館 先着20人 500
円 電話で（一社）ゆい・奈良☎713－
7865へ
◆親子で楽しむクリスマスミニコンサート
12/12㈫10時10分～11時30分 馬橋
相川公園内中央会館 NPO風の子サーク
ル・岡部 info@kazenoko-circle.com
◆税理士税務無料相談会
12/14㈭、1/25㈭各10時～15時 松

戸商工会議所3階 電話で千葉県税理士
会松戸支部☎366－2174へ
●松戸ギタークラブ定期演奏会（クラ
シックギター）
12/16㈯13時～15時30分 市民劇

●ホーム指圧指友会
㈭13時 ～17時 市民会館 月

2,000円 1,000円 大橋☎387－
0556

◆元気いきいき体操
㈭13時15分～14時45分 新松戸市

民センター 月2,000円 1,000円
酒井☎345－1482

場 松戸ギタークラブ・永松☎342－
3825
◆成人環境講座「里山保全と動物愛護か
ら考える地球環境問題」
12/16㈯13時30分～15時30分 市

民会館 一橋大学名誉教授・関啓子氏
先着50人 電話でアースコンマツド・

竹林☎344－8152へ
●松戸市民コンサート「レクイエム」
（フォーレ）
12/17㈰13時30分～15時30分 森

のホール21 1,200円（当日券1,500
円） 松戸市音楽協会・八嶋☎383－
0111（昼間のみ）
●ガールスカウトと一緒にクリスマスを
楽しもう！
12/17㈰14時～16時 青少年会館樋

野口分館 3歳以上の女児 上履き
100円 電話でガールスカウト千葉県第
20団・池田☎090－8342－2806へ
●社交ダンス初心者無料講習会（マンボ、
ジルバ、ブルース）〔全2回〕
12/18㈪・25㈪各14時～16時 常盤

平市民センター JDC東部総局選手会
所属・中村宏子氏 パピヨンダンスサー
クル・田中☎090－7906－9002
◆ユニセフボランティア体験・学習会
12/20㈬10時～12時 コーププラザ

東葛（馬橋駅下車） 先着20人 電話で
千葉県ユニセフ協会☎043－226－
3171へ

行こう！あそぼう！わいわいキッズ
（クリスマス会）
12/20㈬10時～13時30分 ゆうま

つど 0歳以上の未就園の子と保護者
まつど一時保育ネットワーク h_

net2017@yahoo.co.jp
●コーロ・さくら クリスマスコンサート
（テノール独唱、ピアノソロ、合唱他）
12/21㈭11時～12時40分 市民会

館 先着30人 FAXでコーロ・さくら・
服部 362－8615（夜間のみ）へ
◆青少年健全育成新春凧

たこ

あげ大会
1/7㈰12時～15時〔雨天中止〕 江戸
川河川敷野球場（古ケ崎） 市内在住の
小学生以下 先着300人 12/25㈪ま
でに、電話で松戸南ライオンズクラブ事
務局☎703－3100へ
●シニアオイリュトミーアンサンブルΩ

オメガ

ホレおばさん（二部構成）
1/13㈯14時～16時30分 市民劇場
①グリムのメルヘン「ホレおばさん」

②オイリュトミー 2,500円（小学生以
下1,000円） FAXで季節を感じる会
311－0326へ
◆成年後見制度を学び超高齢社会に備え
る～市民後見人養成講座〔全4回〕
1/20㈯、2/3㈯・10㈯・17㈯各9時～

17時 松戸商工会議所 市内在住・在勤
の成人 先着40人 5,000円 1/10㈬
までに、FAXで認定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・点訳会・朗読奉仕会と
の交流会（マリンバ演奏、ゲーム他）
1/20㈯11時～14時 ふれあい22

市内在住・在勤の視覚障がい者 500円
12/15㈮までに、電話で松戸朗読奉仕
会・榎本☎344－2772へ

7
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アプリは無料でダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。　問広報広聴課（広報担当）☎366－7320アプリは無料でダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。　問広報広聴課（広報担当）☎366－7320

このコーナーは市民団体等からのお知らせです（●マークは社会教育関係団体
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用　（ …入会金）  ※記載のないものは無料　 …申込方法、申込先　 …問い合わせ先

、 マークは市民活動助成事業です）



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。

　200点の応募の中から選考委員会で決定した愛称をお知
らせします。たくさんのご応募ありがとうございました。
　決定した愛称は市の広報活動等に広く使用していきます。

　大人への仲間入りをする節目となります。新成人の皆さん、
一生に一度の成人式にぜひお越しください。
日時1月8日㈷10時30分から　
会場森のホール21　対象平成9年4月2日～平成10年4月1日生ま
れの人　※対象者には12月上旬に案内書を送付します。 ※森の
ホール21の駐車場には限りがあります。混雑が予想されるため、
車でのご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になる場合あり）。 ※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。
問社会教育課社会教育班☎366－7462、 mcshakaikyouiku@city.matsudo.chiba.jp

1月20日㈯ 9時15分市役所駐車場入り口集合、15時
解散　内容市内の畑で矢切ねぎを収穫・皮むき体験、そ
の他葉物野菜を収穫。収穫した野菜を鍋にして、フリー
トークをしながら食事会　対象20歳から35歳までの独
身で、農作物に興味がある人　募集人数男女各先着13人
費用男性2,000円、女性1,000円
 12月28日㈭までに、FAXまたはEメールに件名「畑
婚収穫体験ツアー」、本文に住所・氏名・年齢・生年月
日・電話番号・職業・簡単なプロフィール（趣味等）
を記入して、NPOクリエイティブまつど工房 713－
0530、 eno55@ebony.plala.or.jp（☎090－8946
－9554）へ

12月3日㈰10時～15時  会場ふれあい22

ふれあいパフォーマンス
　市立松戸高校合唱部（10時40
分～11時10分）、栗ケ沢中学校
特別支援学級によるエイサー

（14時30分～14時50分）　※入
場者多数の場合、入場制限をす
る場合があります。
アトラクション
（11時25分～14時15分）
　障害者福祉センターふれあい
教室（朗読をきくかい、車椅子
レクダンス、カラオケ、フラダ
ンス、コーラス）の発表

最優秀賞（1点）	「すまいる」	 佐々木風
ふ う

子
こ

さん
　  優秀賞（2点） 「まつどみんなテラス」 小島千恵野さん
 「ココイーネ」 赤松沙織さん

に決まりました

みんなスマイル！ふれあい22フェスタ

平成30年松戸市成人式

問健康福祉会館☎383－7111

参加・体験コーナー
◦朗読・点訳ボランティア体験◦疑似体験（視覚障が
い・高齢者の状態を体験、車いす試乗体験、サウンド・
テ－ブル・テニス体験）◦創作体験〔ふれあい教室の
講座（絵手紙、さをり織り、編み物）体験〕
福祉施設紹介・特別支援学校生徒の作品展示コーナー
　福祉施設の製品の販売もあります
記念品配布
　先着200人に市内障害者施設の製品を配布
ふれあい教室作品展示
12月3日㈰～8日㈮各9時～21時（8日は15時まで）  
展示作品陶芸、編み物、さをり織り、バードカービング、
書道、絵手紙、水彩画、墨絵、生け花、押し花

要申込

収穫
体験ツア ー

障 害 者週 間 記 念 事 業

問市民自治課☎366－7318

「すまいる」は旧新松戸北小学校・
中学校の跡地にある複合施設です

自然の恵みを味わいながらパートナーを探してみませんか

松戸市市民交流会館の愛称が

「すまいる」

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28年2月生
去年は大きかったこの服も今
年はぴったり！大きくなった
ね。大好きだよ！

内な
い

藤と
う

朝あ
さ

陽ひ

ち
ゃ
ん

杏あ
ん

莉り

ち
ゃ
ん

平成29年5月生
子育てしやすいと評判の松
戸に引っ越して来て早1年。
楽しく子育てしたいです♪

平成29年1月生
甘えん坊で抱っことおんぶが大
好き！困ったちゃんだけど、こ
の笑顔で全部許せちゃいます。

菅す
が

原は
ら

葵あ
お

唯い

ち
ゃ
ん

　今年も残すところあと1カ月となりました。振り返ると
3月には大変痛ましい事件がありましたが、松戸市にとっ
て大変いい年でもありました。
　子育て環境の整備については、松戸市として力を入
れて推進してきました。「共働き子育てしやすい街ラン
キング全国編（東京を除く）」で、松戸市は昨年5位と
いう高い評価を得ていましたが、今年は見事、全国1位
に選ばれました。小規模保育施設を市内全23駅に設置
するなど、子育て支援の充実が評価されたようです。
全国1位になったことは、松戸市にとっても、市民の皆
さんにとっても大変名誉なことです。子育て環境の整
備は短期間でできるものではありません。おやこD

で

E広
場や365日間実施している夜間小児急病の診療など、
多くの人が長い間努力してきた結果、全国1位になるこ
とができたのだと思っています。これからも、子どもた
ちのためできることは皆さんと力を合わせて頑張ってい
きたいと思います。
　今年は市内（出身）の中学生、高校生が各分野で大
活躍しました。スポーツでは、六実出身の須

す

﨑
さ き

優
ゆ

衣
い

さ
んがレスリング世界選手権で金メダルを獲得しました。
高校生での世界選手権の金メダル獲得は、オリンピック
4連覇の伊

い

調
ちょう

馨
かおり

さん以来の快挙だそうです。
　音楽では、全国大会で第一中・第四中・第六中・小
金中・小金南中の吹奏楽部と管弦楽部が金賞、最優秀
賞を受賞し、第一中合唱部が銀賞を受賞しました。大
変な偉業です。松戸市の中学校5校が、全国大会でトッ
プレベルの評価を得ています。まさに「音楽のまち松戸」
です。生徒と指導者の皆さんの日頃の努力に敬意を表
します。また、この活躍は、松戸市民の文化レベルも
高くなければ成しえないことだと思います。
　科学では、小金中科学部がロボカップ世界大会のパ
フォーマンス部門で見事、世界1位に輝きました。この
他にもさまざまな分野で多くの方が輝いた1年でした。
　来年に目を向けますと、東京外郭環状道路の開通に
よって、街の骨格を成すインフラの整備が進みます。来
年、そして未来の松戸市が、より住みやすく、魅力ある
街となるよう市政運営に全力で取り組んでいきます。

来年、そして未来へつながります

人口と世帯（平成29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。

人口 488,514 人 〔 +327 〕 男 243,023 人〔 +185〕
世帯 222,842 世帯 〔 +387 〕 女 245,491 人〔 +142〕

市公式ホームページ
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

2017.12.1
（平成29年）

　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）。

松戸市長   本
ほん

郷
ごう

谷
や

 健
けん

次
じ

080




