
新型コロナウイルスに関する総合相談窓口を設置しました新型コロナウイルスに関する総合相談窓口を設置しました

緊急事態宣言が解除されました

新型コロナウイルスに伴う市の取り組み

緊急小口資金の一時立て替え
　（社福）松戸市社会福祉協議会
に緊急小口資金の特例貸し付け
を申し込んでいる世帯に対し、
国から貸付金が入金されるまで
のつなぎ資金を、一時的に立て
替えて貸し付けします。
貸付上限額20万円

同協議会☎368－0912

　社会福祉士などが生活に関する不安や悩みの相談を受け付けます。新
型コロナウイルスの影響に関することであれば、内容は問いません。
時間9時～16時（一人30分程度、市役所開庁日のみ）
会場市役所本館2階大会議室（電話予約者優先）
電話相談・来庁予約電話で松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
☎0120－415－111（音声ダイヤルで5を選択）へ

市では、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた皆さんの相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

　5月25日㈪、全国で緊急事態宣言
が解除されました。しかし、国内で
の感染者は未だ確認されており、確
立された治療法やワクチンがないこ
とから、新型コロナウイルスへの対
応は長期化することが予想されま
す。引き続き、適切な感染予防対策
をお願いします。

法外援護事業の対象者・限度額を拡充
　生活保護や年金など既存の制度による経
済支援を受けられない人へ緊急資金支給を
行う法外援護事業の対象者に、緊急小口資
金の貸し付け対象に当てはまらない人を追
加し、限度額を4万円から10万円に拡充し
ます。
（社福）松戸市社会福祉協議会☎36８－0912

準要保護世帯への緊急支援
　市立小・中学校で就学援助を
受けている世帯に対し、給付金
を支給します。
支給額1人3万円（一世帯上限
10万円、同世帯の未就学児童も
対象） 対象者に申請書を郵送
します

地域福祉課☎366－3019

介護施設等感染拡大防止対策
補助金
　高齢者などが入所する施設内の集
団感染防止のため、対策を行う施設
運営者に対し、補助金を交付します。
交付額1施設あたり20～70万円

（施設の定員により異なります）
介護保険課☎366－4101

介護施設等集団感染拡大
（クラスター化）防止緊急補助金
　新型コロナウイルスの感染者が
複数人発生した施設に対し、補助
金を交付します。
交付額1施設あたり100万円

介護保険課☎366－4101

市内の介護従事者などに
民泊施設を無償提供しています
　医療従事者に加え、市内の介護施
設に勤める介護従事者などに対し、
市内の民泊施設を市の負担で無償提
供しています。詳細はお問い合せく
ださい。

健康福祉政策課☎710－6080

タクシーデリバリー「まつタク出前便」導入促進支援
　市内飲食店の宅配をタクシー会社が代行して実施する際、配送料を
市が負担します。
対象総額1,000円以上の注文
（一社）松戸市観光協会☎703－1100

※「まつタク出前便」の詳細は2面をご覧ください。

小規模事業者等事業継続給付金
　市内に主たる事務所・事業所があり、常
時雇用の従業員数が2～5人の事業者に対
し、給付金を支給します。
給付額一律10万円

商工振興課☎711－6377

生活に困っている個人・世帯や事業者への緊急支援を行います

福祉・介護を
支える人への支援

第2弾

個人向け総合相談窓口 事業者向け総合相談窓口（要予約）

生活に困っている
世帯・個人への支援

事業者支援

　社会保険労務士や中小企業診断士などによる中小企業・小規模事
業者向けの各種助成金申請のサポートや、融資制度の紹介などを行
います。
時間10時～16時（土・日曜、祝・休日を除く）
会場松戸商工会議所会館2階（松戸駅下車）

電話で同会議所☎364－3111へ

各事業の詳細は
市ホームページ
をご覧ください

市ホームページ

公共施設を順次再開します
　これまで利用を中止していた
公共施設は、感染防止対策を
行ったうえで、随時再開する予
定です。最新の情報
は、市ホームページ
をご覧いただくか、
各施設に直接お問い
合わせください。 市ホームページ

「公共施設の
利用再開情報」

今後も以下の対策は継続してください
●「三つの密」を極力避ける
●他人との間隔を2m程度とる
●マスクを着用する
●丁寧な手洗いを行う
●長距離の外出を避ける
●在宅勤務、時差出勤などのワークスタイル
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●特別定額給付金に関するよくある質問
●市の医療体制の整備状況
●子育て世帯に臨時特別給付金を支給
●放火されない・放火させない環境づくりを
●ストップ熱中症！



特別定額給付金の詐
サ ギ

欺に注意！

　新型コロナウイルス感染症に便乗したマスクなどの送りつけに関す
る相談が増えています。身に覚えのない商品が届いたら、落ち着いて
対応しましょう。

身に覚えのない商品が届いたら
●ひとまず、落ち着きましょう
●自分を含め、家族・親戚・知人などが注文
をしていないか「確認」をしましょう
●注文していないことが明らかな場合は、商品を開封する前に配送
業者に対し受け取り拒否をすることもできます
●代金を請求されたら、「送りつけ商法」のトラブルが考えられま
す。事業者に連絡をしたり、請求金額を支払う必要はありませ
ん。「送りつけ商法」の場合、身に覚えのない商品が届いてから事
業者の引き取りがないまま14日間を経過したときは、自由に処分
することができます。
消費生活センター☎365－6565（相談専用）

マスクなどの送りつけの
相談が増えています

～身に覚えのない商品の送りつけにご注意ください！～

特別定額給付金の申請書を世帯主宛てに送付しています特別定額給付金の申請書を世帯主宛てに送付しています

デマや悪質商法にご注意ください
　この他にも、新型コロナウイルス感染症に便乗したデマや
悪質商法の情報を市ホームページに掲載しています。ぜひご
覧ください。 市ホームページ

松戸市特別定額給付金事務センター
☎0120－537－095または050－5371－1779

提出書類振込先の口座番号などの必要事項を記入した申請書、口座の確認書類、本人確認
書類の写し
申請方法提出書類を申請書と同封の返信用封筒に入れ、郵送してください。

マイナンバーの通知カード（紙製）は本人確認書類に
なりますか？

「通知カード」は本人確認書類にはなりません。プラスチック製の
「マイナンバーカード」は本人確認書類として利用できます。

マイナンバーカードを本人確認書類として提出する場
合、裏表両方の写しが必要ですか？
顔写真のある表面の写しのみを添付してください。マイナンバー
が記載されている裏面は添付しないでください。

インターネットバンキングのみ利用しているため、通帳
がありません。口座確認書類として何を添付したら
いいですか？
口座情報がわかる画面の写しを添付してください。

振込通知は届きますか？
送付する予定です。

申請してから振り込まれるまでどのくらいかかりま
すか？
書類に不備がなければ、最短2週間程度で支給しています。

特別定額給付金は課税対象になりますか？
法律により非課税と定められています。

よくある質問
特別定額給付金に関する

申請書がまだ届いていませんが、いつ届きますか？
申請書はすでに市内の全世帯へ発送済みです。各世帯への配送状況を
個別に確認することは困難ですので、もし6月8日㈪になっても届かない場
合は、お手数ですが特別定額給付金事務センターまでお問合せください。

給付金の対象者は誰ですか？
令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人です。

外国人には給付されますか？
住民基本台帳に記録されている人は、外国人でも給付対象者になり
ます。

給付金を受け取るのは誰ですか？
受給対象者の属する世帯の世帯主にまとめて支給されます。

本人確認書類は何を提出すればいいですか？
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、在留カー
ド、健康保険証、年金手帳などの写し1点を添付してください。

生活保護受給中のため、保険証などの本人確認書類がな
い場合はどうすればいいですか？
生活保護受給証明書の写しを添付してください。

＆

お店のお料理をお店のお料理を
タクシーでお届け！タクシーでお届け！
まつタク出前便まつタク出前便

　市内飲食店の料理を注文すると、タクシー
で自宅付近まで届けてくれる「まつタク出前
便」が始まりました。
　面倒な会員登録や手数料、配送料は不要。
気軽に市内のお店の味を自宅で楽しめます。
この機会にぜひご利用ください！
期間6月30日㈫まで
利用条件●注文する飲食店と自宅の距離が
3km以内●購入代金1,000円以上
受取方法タクシーが自宅付近に到着後、ドラ
イバーから電話連絡があります。注文者がタ

クシーの停車場所まで行き、トランクから商
品を取り出し、ドライバーに料理の代金を支
払ってください。
※自宅の玄関まではお届けできません。

 希望配達時間の2時間前までに、電話で参
加店に注文
※メニューや配送時間の目安は
各店舗に直接ご確認ください。
※参加店の一覧は（一社）松戸市
観光協会ホームページをご覧く
ださい。

同協会
ホームページ

（一社）松戸市観光協会☎703－1100、
文化観光国際課☎366－7327

おうちで！おうちで！
便利！便利！

絶対にあり
ません！
市などの公共機関が、以下のような依頼を行うことは絶対にあり
ません！
●現金自動預払機（ATM）の操作をお願いする
●受給にあたり手数料の振り込みを求める
●メールを送りURLをクリックして申請手続きを求める

以下のものを他人に教えたり、渡したりしては絶対にいけません！
●暗証番号●マイナンバー●口座番号●通帳●キャッシュカード

消費生活センター☎365－6565（相談専用）、
新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン
（国民生活センター）☎0120－213－188、
警察相談専用電話☎#9110
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音声案内により、相談内容に応じて担当部署に直接おつなぎする「松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル」をご利用ください。



同ダイヤル☎0120－415－111〔9時～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕　※左記がつながらないときは☎0570－200－613へ
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夏のボランティア体験講座Let’s体
験 !! 2020

　教育・福祉・子育てなど、今だか
ら必要とされているボランティア活動
をしませんか。オンラインや在宅でで
きるものもあります　※詳細はまつど
市民活動サポートセンターにお問い合
わせください 中学生～29歳申7/20
㈪から、電話またはEメールで同セン
ター☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo-sc.comへ

市などからのお知らせをお伝えするコーナーです。協働 は協働事業です。
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物
…費用（記載がないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先　

高齢者とその家族向けの、介護や福祉
サービスなどの情報を掲載した冊子

「令和2年度版ながいき手帳」を発行
しました 
配布場所高齢者支援課、各
支所など　※市ホームペー
ジからダウンロードもでき
ます 同課☎366－7346

文化ホール(展示)の使用受け付け
日6/10㈬10時30分から会同ホール　
使用期間 7月～9月 使用料・社会教育
関係団体登録証（該当団体のみ） ※抽選
会の参加は各団体2人以内にしてくださ
い　※6月分の使用は受け付けません

生涯学習推進課☎367－7810

今年の松戸市美術展覧会（公募・審
査・展示）は中止になりました
生涯学習推進課☎367－7810 

北千葉広域水道企業団職員募集 
募集職種電気・土木（経験者）・電気主任
技術者（経験者）募集人数各
1人程度 同企業団総務
調整室☎345－3211　
※詳細は同企業団ホーム
ページをご覧ください 

講座・講演・催し

お知らせ 6月の松戸競輪開催日程 
千葉代替開催6㈯～8㈪（FⅡガールズ） 
場外開催6㈯～9㈫久留米記念（GⅢ）、
11㈭～14㈰青森（国際自転車競技支援
GⅢ）、12㈮～14㈰伊東（FⅡ）、18㈭～
21㈰和歌山（高松宮記念杯GⅠ）、19㈮
～21㈰川崎（FⅠ）、22㈪～24㈬松山（F
Ⅰ）・伊東（FⅠナイター） 公営競技事務
所☎362－2181 

教科書展示会 
日①6/12㈮～7/1㈬9時～17時（平日
のみ）②7/4㈯9時30分～16時30分会
①松戸教科書センター（東葛飾合同庁
舎内）②ゆうまつど ①千葉県教育庁
東葛飾教育事務所☎361－4103②ゆ
うまつど☎364－8778 

新松戸出張！NPO・市民活動よろず
相談室「安い！早い！キレイに仕上が
るチラシや資料の印刷術」 
日6/23㈫13時30分～15時30分会新
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人申電話またはEメール
で同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ
 

「犯罪ゼロ」を目指し、ひったくり防止
自転車かごカバーや自転車盗・空き
巣対策グッズを配布します 

　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）
日6/15㈪10時～10時30分会旭ケ丘
第3公園（岩瀬620） 先着100人
市民安全課☎366－7285 

教育委員会会議 
日6/4㈭14時から会京葉ガスF松戸ビ
ル5階会議室（傍聴は13時30分から受
け付け） 教育企画課☎366－7455 

会議

同企業団
ホームページ

市ホームページ

まちづくりキーパーソン養成講座～初
回オープン講座「子どもを置き去りにし
ない、これからの“あそびとまなび”の
姿を考える」～
6月21日㈰13時30分～16時　
講師NPO Chance for All 代表理
事・中山勇

い さ な

魚氏
対象NPOや地域活動に取り組んでみた
い人、団体を活性化するために学びた
い人
定員先着30人

「活動を加速させる『広報・PR戦略』を
語ろう！」実践者情報交換会
6月27日㈯14時～16時
対象NPOや市民活動の運営や広報に
携わっている人
定員先着15人
共通
申電話またはEメールで同センター☎365
－5522、 hai_saposen@matsudo-
sc.comへ　※オンライン配信の方法な
どの詳細はお問い合わせください。

オンライン配信

市内小中学校で
分散登校をしています

学務課☎366－7457

まつど市民活動サポートセンターの催し

松戸市PCR検査センターが設置されました
　松戸市・松戸市医師会と民間検査機関の連携によ
り、保健所を介さずにかかりつけ医の判断でPCR検査
を行えるようになりました。

地域医療課☎366－7771

市内ホテルが軽症者向け
宿泊療養施設になりました
　県により全館一括で借り上げられ、新型コロナウイルス感染症の軽症者を
受け入れています。
施設名東横I

イ ン

NN 松戸駅東口
期間6月30日㈫まで（予定）
部屋数140室程度

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部ホテル班☎043－223－4301

新型コロナウイルス感染症に
関する市の医療体制の整備状況

災害時には、感染症対策をして
避難所を開設します

　十分な換気やスペースの確保など、感染リスクを少しでも軽減する
ための対策をして避難所を開設します。
　本格的な梅雨や台風シーズンを迎えますが、台風やゲリラ豪雨など
の風水害時には、以下に留意して避難を検討してください。
●安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません
●安全な親戚・知人宅に避難することも考えましょう
●マスク・消毒液・体温計は、各自持参してください

危機管理課☎366－7309

衣類・布類のごみ出しを衣類・布類のごみ出しを
控えてください控えてください
　新型コロナウイルスの影響で、東南アジアへ
の輸出ができず、布類のリサイクル事業者の業
務が停止しています。当面の間、布類の排出は
控え、各家庭で保管するようにご協
力をお願いします。
　再開の状況は市ホームページをご
覧いただくか、廃棄物対策課（☎704
－2010）にお問い合わせください。

廃棄物対策課☎704－2010

松戸市ごみ減らし
シンボルキャラクター
「クリンクルちゃん」

市ホームページ

　6月1日から、週１回程度・在校時間3時間程度から始め、段階的に登
校日数と在校時間を増やしていきます。
　授業日数を補うために、6月15日㈪、7月4日㈯・18日㈯、8月1日㈯
を授業日とし、夏休み期間を8月2日㈰から23日㈰までにします。

感染拡大予防のため、以下のことに注意して分散登校を行います
●学校生活全ての場面で、3密（密閉・密集・密接）にならないように配

慮します
●児童・生徒のソーシャルディスタンスへの意識や、他者への思いやり

の気持ちを育む教育活動を行います
●手洗い・うがい、マスクの着用、咳エチケット、換気を徹底します
●他の児童・生徒との接触を伴う教育活動は行いません
●教材を共用する場合は消毒をします

放課後児童クラブも6月1日
から再開しています

子育て支援課☎366－7347



国民健康保険料の納入通知書を
6月中旬に発送します 

国民健康保険料が減額される場合があります

　1人あたりの基準額が変わります。 
5割軽減（28万円→28万5千円）
2割軽減（51万円→52万円） 

軽減制度の概要 
　世帯主および国保加入者の2019年分の総所得金額等の合計が一定の基準額以下の
世帯は、均等割額・平等割額が軽減されます。軽減割合は2020（令和2）年4月1日現
在で判定します（以後の新規加入世帯は適用開始年月日で判定します）。 

　介護保険料を普通徴収（納付書または口座振替）で納付する人に、納入通知書を6月中旬に送付します。 
※特別徴収（年金からの天引き）で納付する人と、8月または10月に特別徴収に変更になる人には、7月上
旬に「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」を送付する予定です。

問国民健康保険課（コールセンター）☎712－0141

滞納すると 
　保険料の未納が1年以上ある
と、介護サービス利用時に費用
の全額をいったん支払う償還払
いになる場合や、利用者負担が
引き上げられる場合があります。 

2020（令和2）年度の保険料の内訳
（医療分・介護分の限度額が変更されました ）

医療分 
所得割額 （総所得金額等－基礎控除額33万円）×7.52% 
均等割額 1人につき19,500円 
平等割額 1世帯につき18,000円 
限度額（賦課の上限額） 630,000円（前年度から20,000円増） 

2020（令和2）年度の軽減基準 
軽減割合 世帯主および国保加入者の2019年

分の総所得金額等の合計 
7割軽減 33万円以下
5割軽減 33万円+（28万5千円×国保加入者数）

以下 
2割軽減 33万円+（52万円×国保加入者数）以下 

後期支援分  
所得割額 （総所得金額等－基礎控除額33万円）×2.24%
均等割額 1人につき6,000円 
限度額（賦課の上限額） 190,000円 

※年間の保険料は、医療分と後期支援分の合計額です。40歳から65歳の人は
さらに、介護分も加えた金額となります。

介護分 
所得割額 （総所得金額等－基礎控除額33万円）×1.61% 
均等割額 1人につき12,900円 
限度額（賦課の上限額） 170,000円（前年度から10,000円増） 

国民健康保険（国保）料の軽減範囲が拡大します 

国民健康保険料の納付方法〜納付は原則口座振替で〜 

後期高齢者医療保険料納入通知書は、7月中旬に発送予定です。 

●口座振替＝指定の金融機関口座から引き落とし
●納付書で納付
●特別徴収＝年金からの天引き（納付方法を口座振替に変更することができます）

問介護保険課資格保険料班☎366－7370 

減免制度があります（要申請） 
　災害など特別な事情や低所得のため生活が困難な人で、市民税非
課税世帯の場合に、資産状況を考慮して減免の可否を決定します。 
※新型コロナウイルスの影響により収入が著しく減少した人は、減免

または徴収猶予が認められる場合があります。詳細は同課にお問
い合わせください。 

65歳以上の人に
介 護 保 険 料
納 入 通 知 書
を6月中旬に発送します

　新型コロナウイルス感染症の影響で、次の要件を満たす世帯の人は申請により国民健
康保険料が減額される場合があります。
●主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
●主たる生計維持者の収入（事業収入、給与収入等）の減少が見込まれる世帯
※国や県の基準などの改正により、内容が一部変更になる場合があります。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合は新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合は
1年間徴収の猶予を受けることができます1年間徴収の猶予を受けることができます 債権管理課☎704－4004

子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

　担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。詳細は同課にお問
い合わせください。
対象の市税2020（令和2）年2月1日～2021（令和3）年1月31日の間
に納期限が到来する、個人住民税、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税（種別割）など
対象者新型コロナウイルスの影響により、以下のすべての条件を満た
す納税者・特別徴収義務者
●2020（令和2）年2月以降の任意の期間（1カ月以上）において、事業
などに係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少している
●市税の納付・納入が一時的に困難である

子育て世帯へ臨時特別給付金を支給します

児童手当6月期分（2〜5月分）を6月10日㈬に指定口座に振り込みます
対象2019（平成31）年度現況届を提出し、引き続き受給資格があると認められた人
または転入・出生などにより松戸市で児童手当の認定を受けた人
支給月額（児童1人あたり）
●3歳未満（一律）=15,000円
●3歳以上小学校修了前の第1子・第2子=10,000円、
　第3子以降=15,000円
●中学生（一律）=10,000円
●所得制限限度額以上世帯=5,000円
※金融機関により振り込み時間が異なることがあります。

　政府による、新型コロナウイルスの影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、6月中に児童手当の指定口座と同じ口座に
振り込みます。　※公務員は職場ではなく居住自治体からの振り込みになるため、別途申し込みが必要です。詳細は職場でご確認ください。
支給対象2020（令和2）年4月分（3月に中学校を卒業した子の分は3月分）の児童手当の支給を受けている、所得制限限度額以上世帯ではない人
支給額児童1人あたり10,000円

児童手当現況届を提出してください
　児童手当を6月分以降（10月支給分以降）も継続して受給す
るためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
　対象者には、6月上旬までに現況届を送付します。受付期間
内に提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますの
でご注意ください。

 6月30日㈫〔必着〕までに、郵送で子育て支援課児童給付担
当室（☎366－3127）へ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での提出は

ご遠慮ください。

市ホームページ

　 　 　 　 　 松 戸 市 独 自 の 対 応
収入減少の制限なし
　減少の割合に関わらず、収入の減少が確認できた場合は、
猶予の対象になります。
申請の確認を簡素に
　直近の給与明細・通帳、十分な聞き取りなどにより、柔軟に認定します。
徴収猶予対象の拡大
　事情があり、分納による納付を行っている納税者（不履行者除く）が申請した
場合は、納付計画の見直しを行い、その期間の延滞金を免除します。

広報まつど　2020（令和2）年6月1日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。
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6月7日㈰～13日㈯は
危険物安全週間です 

　灯油やガソリンなどの身近な危険物の安全
な取り扱い方法を確認しましょう。特にガソ
リンは揮発・引火しやすい性質で、セルフ式
ガソリンスタンドなど、自身で取り扱う場面
も多くあります。取り扱いには
十分注意しましょう。
※詳細は市ホームページをご覧

ください。 
市ホームページ問消防局予防課☎363－1114

2019年度ダイオキシン類測定結果
　市では、一般環境大気、河川水、地下水、底質のダイオキシン類の濃度を測定して
います。2019年度は、全ての測定地点で環境基準以内でした。
一般環境大気（単位:pg-TEQ/㎥）
測定地点 測定結果 環境基準

根本測定局 0.034
0.6以下五香測定局 0.031

二ツ木測定局 0.024

測定地点 測定結果 環境基準
坂川（弁天橋） 0.24

1以下
新坂川（さかね橋） 0.16

測定地点 測定結果 環境基準
坂川（弁天橋） 5.2

150以下
新坂川（さかね橋） 0.77

測定地点 測定結果 環境基準
紙敷 0.016

1以下
幸田 0.017

河川水（単位:pg-TEQ/L）

河川底質（単位:pg-TEQ/g）地下水（単位:pg-TEQ/L）

※一般環境大気の結果は年平均値。　※1pg（ピコグラム）とは、1兆分の1グラム。
※TEQとは、ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性の強い「2,3,7,8–四塩

化ジベンゾ–パラ–ジオキシン」の量に換算した量で「毒性等量」という。

　家庭ごみなどの焼却は法律で禁止されています。ダイオキシンや微小粒子状物質
（PM2.5）の濃度上昇にも影響を与える可能性があるので、市の収集日に指定され
た場所に出してください。

環境保全課☎366－7337

訓練で  確かな信頼  積み重ね
危険物安全週間推進標語

　市内で県営水道を利用している場合、水道料金は県企
業局、下水道使用料は市が別々に請求していますが、来年
１月検針（2月請求）分から、水道料金と下水道使用料を一
括し、上下水道料金として請求を開始します。
対象地域県営水道の給水区域に住む世帯
請求方法県企業局が請求
※水道料金と下水道使用料で支払い方法や送付先が異

なっている場合は、原則水道料金の請求方法に統一とな
ります。変更を希望する場合はお問い合わせください。
請求書発送日検針翌月の1日
口座振替日・納期限検針翌月の16日（土・日曜、祝・休日
の場合は前後することがあります）
※12月末以降は、口座振替の引き落としがで

きなかった場合の再振替は行いません。
後日送付する納付書でお支払いください。

※詳細は、市ホームページをご覧ください。

井戸水を使用している場合
　県営水道給水区域に住んでいて、井戸水を使用してい
る世帯にも県企業局が下水道使用料の請求を行います。
※引き続き口座振替での支払いを希望する場合は、改めて

届け出が必要になります。後日送付される届出書を提出
してください。

下水道経営課☎366－7394

　　来年から来年から上下水道料金の 上下水道料金の 
 請求を 請求を一括します一括します

市ホームページ

松戸駅構内の「行政サービスセンター」
をご利用ください 同センター☎331－8780

　市民課☎366－7340

平日（夜間）・土日も証明書を発行

受付時間 平日 10時～20時（祝・休日を除く）
　　　　 土曜日、第2・4日曜 9時～17時（祝日を除く）
場所新京成松戸駅改札口前
主な取扱証明書●住民票の写し●住民票記載事項証明書●不在住証明書●身分証明書
●戸籍謄抄本●除籍謄抄本●戸籍の附票の写し●不在籍証明書●各種年金の現況証明
●印鑑登録証明書●住民税証明書・住所証明書・納税証明書（平日のみ受け付け。17
時以降の申請は翌日以降の平日渡し）
※マイナンバーカードの手続きはできません。
※戸籍の届け出や引っ越しの手続きなど、一部できない業務があります。
※各種証明書発行の際は、事故防止のため本人確認を行っています。

人権擁護委員制度人権擁護委員制度
電話相談みんなの人権110番☎0570－003－110

ご存じ
ですか

　人権擁護委員は、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりしている民間ボラン
ティアです。相談は無料で、秘密は堅く守られます。
問行政経営課☎366－7311
人権擁護委員一覧〔順不同・敬称略、2020（令和2）年5月１日現在〕
高橋むつき、若林桂子、島尻武雄、野村義

ただし

、藪
や ぶ た

田京子、森めぐみ、山口勤、飯箸秀行、
青木早智子、河西光江、荒

あ ら

久美子、大井博美、藤田宗晴、町田達雄、西村隆一

人権啓発キャッチコピー 「誰か」のこと　じゃない。

放火されない・放火させない
環境づくりを

　2019年の松戸市の火災総数103件のうち、火災原因は
「放火」が16件、「放火の疑い」が14件でした。これは
原因の第2位と第4位で、合わせると全火災の29%を占め
ます。
　放火火災を防ぐには、各家庭や各事業所、町会・自治会
など、地域全体の「放火されない・放火させない」環境づ
くりが大切です。みんなで放火対策を行いましょう！

消防局予防課☎363－1114

2020（令和2）年度全国統一防火標語

その火事を　防ぐあなたに
金メダル

●屋外に置いた不用品や古新聞などに放火される
●部外者の侵入が容易な自宅の車庫に駐車した

バイクに放火される
●郵便受けの新聞やチラシなどに放火される
●施錠されていないドアから侵入して放火される
●ごみ収集日前夜に出したごみに放火される

放火の
実例

放火の
対策

家庭では
●家の周囲を明るくし、死角を作らない
●燃えやすい物は屋外に置かない
●屋外の自転車などのかごや

荷台に荷物を残さない（カ
バーには燃えにくい防炎製
品を使用する）

●ごみは収集日の朝に出す

事業所では
●燃えやすい物は、目に付きやすい場所に放置

しない
●部外者が容易に侵入できないようにする
●敷地内や周辺の見回りをする

詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。

広報まつど　2020（令和2）年6月1日 ５
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総合医療センター小児脳神経外科外来は、6月5日㈮に休診します
同センター☎712－2511（代表）

小児慢性特定疾病・指定難病・肝炎・特定不妊などの
医療費公費負担・助成制度のお知らせ
松戸健康福祉センター（松戸保健所）地域保健課☎361－2138

●受給者証の有効期限が1年延長されます
　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2020（令和2）年3月1日から2021（令
和3）年2月28日までの間に有効期間が満了する受給者証は、有効期間が手続きなしで
1年間延長されます。
※対象者には5月中に千葉県から案内が郵送されます。受給者証の記載内容に変更が
ある場合は届け出てください。

●2020（令和2）年度に限り、特定不妊治療費の対象年齢・通算助成回数の適用年齢
を緩和します（要件あり）

　詳細は千葉県松戸健康福祉センター（松戸保健所）ホームページをご覧ください。
市ホームページ

健康ファイル

　集団がん検診再開時には、安全確保のため人数制限や
受付時間の変更など、例年と異なる方法で実施します。希
望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
　検診の再開時期や実施方法などの情報は、市ホームペー
ジをご覧いただくか、健康推進課へお問い合わせください。
※すでに子宮頸がん集団検診・乳がん集団検診の日程通
知が届いている人には、改めて通知を送付します。

※各医療機関でのがん検診は、緊急事態宣言
の解除に伴い再開していますが、受診前に
各医療機関にお問い合わせください。
健康推進課☎366－7487

夜間小児急病センター（18時～23時）
千駄堀993の1 ☎712－2513

休日土曜日夜間歯科診療所（20時～23時）
竹ケ花45の53衛生会館2階 ☎365－3430
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線 国

道
6号

県立松戸高校
北松戸駅

運動公園

新京成線

旧市立病院

八柱駅

みのり台
駅

千駄堀隧道

総合医療センター

新八柱駅

夜間小児急病
センター

※	総合医療センターの救
命救急センター側入口
から入ってください。

☎366−0010
テレホン案内サービス

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
診療所など）を案内〕。

救急医療体制  ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

婦人・DV相談 ㈪〜㈮ 9:00〜17:00		 子ども家庭相談課☎366－3955

家庭児童相談 ㈪〜㈮ 9:00〜17:00 子ども家庭相談課☎366－3941

消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119

消費生活相談 ㈪〜㈮ 8:30〜16:00 消費生活センター☎365－6565

福祉まるごと相談 ㈪〜㈮ 8:30〜17:00 高齢者支援課☎366－1100

障
害
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

㈪〜㈮
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
（予約優先） 9:00〜17:00 ふれあい22（3階）※訪問可

☎388－6222・6225
388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪〜㈮ 9:00〜17:00 障害者就業・生活支援センタービック・ハート松戸☎343－8855

障害者虐待防止・
障害者差別相談 ㈪〜㈮ 8:30〜19:00

障害者虐待防止・障害者差別相談セン
ター（基幹相談支援センターCoCo内）
☎366－8376、 366－1138

高齢者・障害者成年
後見制度相談（予約制）

㈫㈮（祝日の場
合は前日） 9:00〜17:00	 NPO成年後見センターしぐなるあいず☎702－7868

経営相談（起業を含む）
（予約制） ㈪〜㈮ 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） ㈪〜㈯ 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
㈪〜㈮ 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 市役所本館3階
☎366－0077

生活に困っている人の
相談 ㈪〜㈮ 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） ㈪〜㈮ 8:30〜17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600

青少年相談
電話

㈫〜㈯ 9:30〜17:00 常盤平児童福祉館☎384－7867
来所予約制

いじめ電話相談 ㈪〜㈮ 8:30〜19:00 ☎703－0602（本人・保護者対象）

ゆうまつど
こころの
相談

（電話相談）

女性対象
（予約制）

第1㈪㈭ 14:00〜20:00
男女共同参画課（予約・相談専用）
☎363－0505第2〜4㈪㈭ 10:00〜16:00	

男性対象 第1・3㈮ 17:30〜20:30

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

市政相談・一般民事相談 ㈪〜㈮ 8:30〜17:00★
市役所本館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
※法律相談は、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
（予約）☎366－1162
（一般民事相談専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相続
等の簡単な法解釈
を要する相談

法律相談（随時予約）
第1㈪ 		9:00〜12:00

第1〜4㈫㈭ 13:00〜17:00
交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00〜17:00★

行政相談 第2・4㈪ 		9:30〜12:00

外
国
人
相
談

English
Mon,	Tue,	Wed 13:00〜16:00 City	Hall	main	Bld.	Level2

☎366－9151
※Telephone	consultation	in	English	
is	available	within	the	time	on	the	
left	schedule.
※电话中文咨询时间表如左图
※Your	 information	will	be	strictly	
protected.
※咨询之事保守秘密

※その他
ほか

の言
げ ん ご

語については、モバイル
通
つ う や く き

訳機（テレビ電
でん わ つ う や く

話通訳）を利
り よ う

用して相
そうだん

談
できます。

Thu,	Fri 10:00〜13:00

中文	Chinese
星期一・二・三 10:00〜13:00
星期四・五 13:00〜16:00

Tagalog・Filipino Thu 10:00〜13:00

建築士相談（予約優先） 第2㈬ 		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

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局で行っています

㈪〜㈮ 8:30〜17:15 法務局人権ダイヤル☎0570－003－110

子育て相談 ㈪〜㈮
		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
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182
風の丘☎375－8447

		8:30〜22:00 ドリーム☎070－3935－1230
ひとり親（就労等）相談 ㈪〜㈮ 9:00〜17:00★ 子育て支援課☎366－7347

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付・相談窓口は、　
広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）です。

	松戸保健所
ホームページ

新型コロナウイルス感染拡大新型コロナウイルス感染拡大防止のため防止のため
6月の全ての集団がん検診および6月の全ての集団がん検診および
7月の肺がん・大腸がん7月の肺がん・大腸がん集団集団検診を検診を

中止します中止します
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。



このコーナーは市民団体などからのお知らせです（●マークは社会教育関係団体、助成マークは市民活動助成事業です）
日…日時、日程　会…会場　内…内容　講…講師　対…対象　定…定員　持…持ち物　
費…費用（ …入会金） ※記載がないものは無料　申…申し込み先　問…問い合わせ先

常盤平団地60年の生活史に向けて
　1960（昭和35）年4月に入居を開始した常盤平団地（約5,000戸）は、今
年4月に60周年を迎えました。
　常盤平団地は、日本住宅公団（現在のUR都市再生機構）が建設し
た初期の代表的な団地の一つです。「50万坪の新都市　常盤平誕生」
と名付けられたパンフレットに、ガ
ス・電気・下水道などの施設が整っ
た「田園に生まれた衛星住宅都市　
TOKIWADAIRA NEW TOWN」と
宣伝しています。その建設の様子は
記録映画『新しい都市』として撮影
され、海外紹介用の英語版も作られ
ました。当初の入居者は若い夫婦が
中心で、世帯主の多くは東京都区部
に勤める20代から30代のサラリーマ
ンでしたが、現在の入居者は高齢化
し、一人暮らしが増加しています。
そのような状況に対して、自治会を

中心に高齢の居住者への見守り活動や集いの場所「いきいきサロン」の
運営などが活発に行われています。
　市立博物館では、団地居住者の皆さんと「常盤平団地の生活史を考え
る勉強会」を立ち上げて、常盤平団地60年の生活史を共に学んでいます。

1962年の生活を再現した展示（市立博物館）

市立博物館学芸員による

◆①体幹美Body②ヨガ
①6月の㈪（6/22を除く）11:10～12:00
②6月の㈮15:00～16:30　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　問同体育館☎
331－1131
●軽スポーツ教室（カローリング・ボッ
チャ・グラウンドゴルフなど）
6/20㈯9:00～12:00　会場稔台小学校
問髙橋☎363－3064

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※費用の記載がないものは無料。
※申し込みは当日会場で。
※●はスポーツ推進委員主催。

問市立博物館☎384－8181

◆①ピラティス＆ヨガ②ボールdeリズム
①6月の㈪（6/22を除く）10:00～10:50
②6月の㈫11:10～12:10　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　問同体育館☎341－
2242
◆①リズムエクササイズ＆ストレッチ
②初めてのフラ
6月の①㈫ 13:10～14:00②㈯ 11:10～
12:00　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　
問同体育館

☎386－0111

常盤平団地中央商店街交差点(1960年頃）

●太極拳無料体験会
日①6/1㈪・15㈪・29㈪各14時～16
時②6/10㈬・17㈬・24㈬各13時～15
時会①稔台②明各市民センター申電話
で健身まほろば太極 拳・ 芦沢☎080－
2010－1170へ
●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
日6/9～6/30の㈫13時30分～17時会
日本棋院松戸生涯学習支部（新京成線五
香駅下車）費2,000円申電話で同支部入
門サークル・岩島☎388－3022へ
●だれにでもできる！やさしい詩吟教室
〔全2回〕
日6/11㈭・18㈭各10時～12時会稔台市
民センター持筆記用具申電話で松

しょうほうかい

鳳会・
長谷川☎090－3046－4991へ

●ディスクゴルフ体験会
日6/6㈯13時～15時会千駄堀スポーツ
広場定先着15人問新井 arai@jiritsufc.
com
◆成年後見制度の個別相談会
日6/8㈪、7/6㈪各13時～16時会勤労
会館申電話でNPO東葛市民後見人の会
松戸支部・上野☎090－6156－0673へ
◆伝統文化こども生け花教室
日①6/20㈯または7/18㈯②6/27㈯ま
たは7/25㈯各14時～15時　※3月末ま
で月1回程度開催会①八柱②稔台各市民
センター対3歳～高校生費1回2,000円申
電話で華道育成会・藤平☎090－2909
－6159へ

◆税理士税務無料相談会
日6/11㈭・25㈭、7/9㈭・22㈬各10
時～15時定松戸商工会館（松戸駅下
車）申電話で千葉県税理士会松戸支部☎
366－2174へ
◆成年後見無料相談会
日6/21㈰10時～12時会千葉県社会保険
労務士会東葛支部（JR新松戸駅下車）
定先着2人申電話で社労士成年後見セン
ター千葉東葛支部・金子☎090－8497
－6526へ
●子ども盆太鼓教室〔全3回〕
日6/27㈯、7/5㈰・11㈯各11時～12
時会八柱門前町会集会所対小学生持太鼓
のバチ申当日会場で問御

お じ ん や

陣屋太鼓を守る
会・内田☎090－4438－9865

●松戸市文化祭（古典舞踊公演）出演者
募集
日10/25㈰11時30分～18時会森のホー
ル21費要問い合わせ問松戸日本古典舞
踊連盟 ・ 小

こ ぬ ま

沼☎368－9583

　市立博物館を中心に、隣接している21世紀の森と広場・森のホール21
のイベント情報などをお届けします。
　Twitter、Facebook、Instagramの「フォロー」や「いいね！」と
「＃松戸市立博物館」をつけた投稿をお願いします。

Facebook
アカウント名：@matsudomuseum

市立博物館のSNSを開設しました

Instagram
アカウント名：@matsudo_museum

Twitter
アカウント名：@matsudo_museum

市民会館
☎368－1237

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）

　開館状況などは同館ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください。

森のホール21 今月の催し物
☎384－5050

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）

　公演状況などはホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。

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、翌平日休館）

　公演状況などはホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。

市民劇場
☎368－0070

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）

　公演状況などはホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。

●松戸市柔道修錬会
日㈪㈬㈯19時～21時会運動公園
武道館対 5歳以上費月2,500円
1,000円問茂

も ぎ

木☎386－1071　
●実践話し方研究会
日第2・4㈭18時30分～20時30分 
会市民会館費月500円問田中☎090
－4374－3931（昼間のみ）

会 員 募 集

　自宅で過ごす子どもたちが退屈しないで楽しみながら学べる「お
うちミュージアム」を同館ホームページで発信して
います。
　松戸市以外の、全国各地のミュージアムと協力
して、ぬりえ・工作・ゲームなどの自宅で楽しく
学べるコンテンツを子どもたちにお届けします。
　詳細は同館ホームページをご覧ください。 同館ホームページ 

市立博物館☎384－8181

広報まつど　2020（令和2）年6月1日

詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。
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問各保健福祉センター（中央☎366－7489、小金☎346－5601、常盤平☎384－1333）

ドミニカ共和国の料理

東京2020大会に向けたルーマニア、ドミニカ共和
国とのホストタウン交流情報や、本市の取り組み・
関連情報などを発信します。

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

サンコーチョ
　肉、ユカ芋（キャッサバ）、野菜
などを煮込んだシチューのような
スープで、米と一緒に食べるのが
一般的です。塩味で少しとろみがあり、冠婚葬祭や誕生
日、来客など特別な日に出されることが多い料理です。 

ドミニカ共和国観光省提供 

　新型コロナウイルス感染症に伴う市の取り組みを紹介
します。不要不急の外出を控え、休業要請に応じていた
だいた皆さんのご協力により、市内新型コロナウイルス
感染者数は4月中旬以降大幅に減少していますが、ワク
チンや治療薬のない新型コロナウイルスは大変恐ろしい
病気です。緊急事態宣言が解除されましたが、今後、米
国・ニューヨーク州のような感染拡大が市内で起こらな
いとは限りません。そのため、松戸保健所長・松戸市医
師会長・松戸市病院事業管理者と意見交換をしながら医
療体制の整備を進めてきました。
　ドライブスルー方式によるPCR検査は県内でも他市に
先駆け4月4日から実施しています。主に、重・中等症患
者用の病床として、総合医療センターに35床、千葉西
総合病院に30床確保し、治療にあたっています。また、
県と連携し、軽症者の宿泊療養施設として東横I

イ ン

NN松
戸駅東口に140部屋を確保しています。
　個人・家庭への支援では、1人10万円の特別定額給
付金の支給を5月7日から開始しました。支給業務は膨
大な作業ですが、職員を100人配置して申請から数日で
支給することができる自治体は全国でも少ないと思いま
す。ひとり親家庭、準要保護世帯には、緊急支援給付金
を支給し、緊急小口貸付資金の申請をした方には、貸付
金が入金されるまでの間のつなぎ資金を一時的に立て
替える制度を創設しました。また、新型コロナウイルス
の影響により内定取消となった方や退職を余儀なくされ
た方を市の職員として採用し、雇用の場を提供していま
す。さらに、新型コロナウイルス感染症に関する総合相
談窓口（詳細は1面）も開設しています。どんなことでも
不安に思うことがあれば相談してください。
　事業者への支援では、2～5人の従業員を雇用してい
る小規模事業者に事業継続と雇用維持のため10万円を
支給します。また、新たにテイクアウトを始めるなど売り
上げ回復に取り組む事業者には最大100万円を補助し、
市内飲食店がタクシーを利用して宅配するための配送料
を全額負担する制度も創設しました。介護・障害者の入
所施設には、新型コロナウイルス感染症の集団感染を防
止するための経費を最大70万円、集団感染が発生した
場合には感染拡大防止策をとりつつ事業を継続できるよ
う100万円を支給します。
　今後も、新型コロナウイルスとの長く厳しい戦いは続
きますが、松戸市は新型コロナウイルスに負けません。
みんなで協力し合い、この難局を乗り越えましょう。

新型コロナに伴う市の取り組み

　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・氏名などをご記載ください）。

松戸市長   本
ほ ん ご う や

郷谷 健
け ん じ

次

人口と世帯 〔2020（令和2）年5月1日現在〕 〔　〕内は前月比

※住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口です。

人口 499,307  人 〔 313 〕 男 248,473  人〔 213〕
世帯 242,421  世帯〔 556 〕 女 250,834  人〔 100〕

市ホームページ

パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2020.6.1
（令和2年）

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。
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2020（令和2）年1月生
一生懸命おしゃべりしてくれる姿
とニコニコ笑顔に家族一同癒

いや

され
ています。元気に大きくなーれ☆ 

2019（令和元）年9月生
お兄ちゃんのことが大好き！ 
これからも元気に育ってね！ 

瑛茉ちゃん2018（平成30）年6月生
丹菜ちゃん2020（令和  2）年1月生
妹が生まれてとっても嬉しそう！
兄妹3人仲良くね。

直接またはＥメールに写真データ（本人のみ）、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、広報広聴課 mckouhou@ 
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

市内在住の新婚カップル（応募時に2年以内）・赤ちゃん（応募時に2歳未満）の写真募集中!

もっと
知りたい
もっと
知りたい

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマ
ニア
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健康松戸21マスコットキャラクター「けあら」

　気象庁の予報によると、今年の夏（6月～8月）の平均気温は平年
並みかそれより高くなるといわれています。新型コロナウイルスに
より医療機関がひっ迫している今、夏本番前から熱中症予防に取り組
み、夏を乗り切りましょう！

●めまいや顔のほてりがある
●筋肉痛や筋肉がけいれんしている
●だるさ、吐き気がある
●汗のかき方がおかしい
●体温が高い、皮膚に異常がある
●呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない
●水分補給ができない

●涼しい場所へ移動し、衣服を緩め、
体を冷やす

●水分と塩分を補給する
※水分を自力で飲めない、症状が改善

しない、意識や言動がおかしい場合
はすぐに119番通報し、体を冷やしな
がら救急車の到着を待ちましょう。

今年特に行うべき予防方法
●3食バランスよく食事をとる
●喉が渇いていなくても小まめに
水分を補給する

●十分な睡眠をとる
●早めにエアコンの点検
を行い、夏本番前から
暑いときには我慢せず
に冷房を使用する

●毎日の気温と湿度を
チェックする

●夏本番前に、人混みを避けた散歩や屋内
での軽い運動で、汗をかく練習をする

　高温・多湿などの環境や栄養状態、睡眠不足などの体調不良によって体に熱がこもり、
発散できない状態です。重症の場合は生命にかかわります。

その理由は
●外出自粛により、自宅で過ご

していたことで春季に汗をか
くことが少なく、暑さに慣れ
ていない

●運動を控えていたことで体
に水分を貯める筋肉量が低
下し、脱水になりやすい

●マスクを常時つけているこ
とで、体に熱がこもりやす
くなるだけではなく、喉の
渇きにも気づきにくく、水
分摂取量が低下しやすい

熱中症とは？

次のような症状がある場合は
熱中症の可能性があります

熱中症が疑われたら
応急処置を

今年は新型コロナウイルスの流行の影響で
熱中症のリスクが例年より高くなっています！
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