
災害時には積極的な情報収集を心掛け
正しい情報を確認しましょう

　インターネットやSNSには誤った情報が掲載される場合があります。市が発
信する情報を確認してください。

松戸市安全安心メール
　災害時は「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」「避難指示（緊急）」
「避難所開設情報」などの災害時の緊急情報や防災情報を発信します。
※災害情報の他に、新型コロナウイルス感染者情報、行方不明者

や不審者・犯罪などの情報も配信しています。　
利用登録ページ https://service.sugumail.com/matsudo/
　QRコードの読み取りができない場合は上記のURLを入力してく
ださい。

防災行政用無線
　災害情報などの重要な情報を発信します。
※重要な情報は同様の内容を松戸市安全安心メールでも配信します。
放送がよく聞こえなかった場合や、もう一度確認したい場合は、下記の電話番号で
聞くことができます　

0800－800－9366（無料）
※緊急時はつながりにくくなる場合があります。

　9月1日は防災の日です。日頃から災害時の備えを見直し、この機会に自分の周囲で起こる可能性がある災害や身の回りの危険な箇所、避難場所や
避難経路などを確認して、災害に備えましょう。

危機管理課☎366－7309

松戸市
安全安心メール

公式ツイッター
「Yahoo! 防災速報」

アプリ

大規模な地震地震・・水害水害・・
土砂災害土砂災害に備えましょう

　避難所では災害用の備蓄品を準備していますが、数に限り
があるため不足する場合があります。避難する際は、マスク
や災害用備蓄品などの持参にご協力ください。
※避難所ではマスクの着用をお願いします。
※避難所内が過密になることを防ぐため、避難者の収容状況

に応じて、別の避難所を案内する場合もあります。

　災害時の避難所は、感染症のリス
クが高い環境での生活が想定されるた
め、特に対策が必要です。
　感染拡大を防止するため、十分な換
気やスペースの確保など、少しでも感
染リスクが軽減されるよう対策をして
避難所を開設します。
　皆さんも感染拡大防止対策へのご協
力をお願いします。

ファミリールームを設置し、
接触・飛沫感染を防止します

発熱などの症状がある人は別室の
プライベートルームにご案内し、必要
に応じて医療機関などに移送します

避難所では「避難者カード」「体調チェック
シート」の記入をお願いします 避難所に持参するもの

マスク

アルコール消毒液や
ウェットティッシュなど

体温計

飲食物

毛布などの寝具

常備薬

その他自分に
必要だと思うもの

避難所の感染症対策 避難するときの持ち物

松戸市公式ツイッター
　防災情報、市政
情報、イベント情
報などを発信して
います。

「Yahoo！ 防災速報」アプリ
　災害発生時や災害が発生
するおそれがある場合に、
緊急情報を配信します。

災害はいつ起こるかわかりません！
日頃から準備しておきましょう

●安否確認の方法、集合場所、帰宅経路の状況を確認し
ておく

●スニーカー、懐中電灯、モバイルバッテリー、手袋、
飲料水、食料、マスク、除菌シートなどの非常持ち出
し品を用意する

●携帯ラジオや地図を持ち歩く
●「災害用伝言ダイヤル（1

い な い

71）」、
「災害用伝言版」の使い方を確認する

●家の中・周りの安全確認をし、家具
の安全な配置と転倒防止対策をする

自宅の外で大規模災害に遭遇したら
むやみに移動を開始せず、
落ち着いた行動を

●身の安全を確保し、職場や集客施設
などの安全な場所にとどまりましょう

●災害用伝言サービスなどで家族の安否
などを確かめましょう

●交通情報や被害情報などを入手しましょう

事前登録をお願いします

在宅避難も検討しましょう在宅避難も検討しましょう
　自宅での安全確保が可能な場合は、必ずしも避難所に行く必要はありま
せん。感染症のリスクなどを考慮して行動してください。また、避難所だ
けでなく、安全な親戚や友人宅に避難することも考えましょう。

事前ダウンロードをお願いします
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●国勢調査を実施します
●就学時健康診断のお知らせ
●新型コロナウイルス関連情報
●9月9日は救急の日
●下水道の整備にご協力をNo.1680
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広報広聴課シティプロモーション担当室☎366－7320
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ウェブ会議やオンライン通話の機会が増えています。自宅の部屋などが背
景に映りこんでしまうのが気になる…と心配する声に応えるため、市ホームページで、ウェブ会議やオンライン通話の
バーチャル背景に設定できる画像を配信中です。
　市内の観光スポットや季節を感じるバーチャル背景を楽しみつつ、リラックスした雰囲気での会議や会話などにぜひご
活用ください！

バーチャル背景画像の使い方
●市ホームページからお好みの画像をダウンロー
ドしてご利用ください　●ウェブ会議サービスは
「Zoom」のみ、画像はWindowsOSとMacOSの
パソコンとiPadOSのタブレットのみ動作確認してい
ます　●バーチャル背景の設定方法は「Zoom」の
ホームページをご覧ください　※画像はバーチャル
背景としての利用に限ります。複製・転用・販売など
の二次利用、別の用途での使用はできません。

ウェブ会議用バーチャル背景ウェブ会議用バーチャル背景を使ってまつど観光できます!を使ってまつど観光できます!

お気に入りの
１枚がきっと
見つかるよ！

松戸市公式ホームページの
妖精「まつまつ」

　他にも市内のステキな画像
がたくさんあります。

※詳細は市ホームページ
をご覧ください。

市ホームページ戸定邸江戸川より松戸市街を望む

ウェブ会議用バーチャル背景イメージ

市職員を募集します市職員を募集します

を実施します
調査内容 世帯員数、世帯員の男女の別、出生の年月、就業状態、住居の種

類など19項目

回答方法 インターネットまたは郵送　※いずれの方法も難しい場合は、
松戸市国勢調査コールセンター☎0570－020－755にお問い合わせください。

調査票の配布方法
　9月14日㈪から順次調査員が各世帯を訪問し、インターネット回答用の
「ID・パスワード」と、「調査票」（紙）を配布しますので、いずれかの方法で
回答してください。
※訪問の際は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、直接対面を控え、イン
ターフォン越しの説明・書類のポスト投函などで対応します。

国勢調査員 調査票を配布する国勢調査員は、総務大臣が任命する非常勤の
国家公務員です。調査中は「調査員証」を携帯しています。

個人情報の保護
　国勢調査は、統計法によって厳格な個人情報保護
が定められています。インターネットからの回答
データは全て暗号化（SSL/TLS方式）され、総務省
に直接送信されます。
　また、不正アクセス防止のための24時間監視体
制を敷き、回答データは厳重に保護されます。

調査結果の公表
　人口・世帯数の速報結果は、2021（令和3）年6月に公表予定です。
※調査の結果は、高齢者の介護・医療、若者の雇用対策、児童福祉、

地域の活性化など、私たちの暮らしのさまざまな分野で活用するた
めの基礎データになります。

受験案内書配布市ホームページまたは保育課、各
支所、ハローワーク松戸（閉庁日を除く）で
試験日11月23日㈷　試験会場市役所　採用期間
2021（令和3）年4月1日から2024（令和6）年3月
31日まで　勤務場所市立保育所（松戸市内17カ
所）他　受験資格1956（昭和31）年4月2日以降に
生まれた人（①②⑦は有資格者または2021（令和
3）年3月31日までに登録を受ける見込みの人）　
※詳細は受験案内書をご覧ください。

11月6日㈮〔消印有効〕までに、郵
送で保育課（☎366－7351）へ

回答期間 9月14日㈪〜10月7日㈬〔調査票（紙）での回答は10月1日㈭から〕

　国勢調査は、日本に住んでいる全ての人・世帯が対象となる統計調査で、1920（大正9）年から実施され、今年で100周年の節目（21回目）にあたります。
国の重要な統計調査（基幹統計調査）として実施されるものであり、調査対象者には報告義務があります。

かたり調査にご注意をかたり調査にご注意を
　国勢調査では、回答内容をEメールで尋ねたり、金品を請求すること
はありません。国勢調査を装った不審な訪問者、電話・Eメールなどにご注意
ください。

総務省 ☎0570－07－2020または☎03－6636－9607（IP電話）
設置期間9月7日㈪～11月30日㈪　受付時間8時～21時
松戸市 ☎0570－020－755
設置期間9月10日㈭～10月20日㈫　受付時間9時～18時

国勢調査コールセンター
※どちらも土・日曜、祝日も利用できます。

こども発達センター保育士（会計年度任用職員）

職種 募集人数 1日の勤務時間 月額給与（別途交通費） 賞与 雇用保険 健康保険 厚生保険
①

保育士
100人程度 6時間15分 173,470円～　

(昇給制度あり）

4.5月 
※R1
実績。

○ ○ ○

② 20人程度 6時間15分
（朝夕2回勤務） ○ ○ ○

③
保育従
事職員

10人程度 4時間（朝夕2回勤務） 87,942円 ○ × ×
④ 50人程度 6時間（朝夕2回勤務） 131,914円 ○ ○ ○

⑤ 20人程度 3時間（朝夕2回または 
いずれか1回勤務） 65,957円 × × ×

⑥ 調理師 10人程度 6時間 127,059円 ○ ○ ○

⑦ 看護師 1人程度 6時間15分 194,590円～
(昇給制度あり） ○ ○ ○

市立保育所職員（任期付短時間勤務職員）

市ホームページ

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。

国勢調査松戸市実施本部（総務課内）☎366－8056

国勢調査

勤務日数（平日）①週3日②週5日③週4日　時間①8時30分～15時または
11時30分～17時②8時30分～15時③8時30分～16時30分　勤務先同
センター　時給1,270円（別途交通費支給）　応募資格保育士　募集人数
①3人②③各1人

電話で同センター☎383－8803へ

小金・常盤平保健福祉センター看護師
（会計年度任用職員）
勤務日数月6日程度　時間9時～15時45分　※応相談　業務内容幼児健康診
査未受診者の訪問など　勤務先同センター　時給1,468円（別途交通費支給）
応募資格市内医療機関に勤務していない正看護師有資格者　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

あなたのお部屋が
〇〇に変身！

広報まつど　2020（令和2）年9月1日2
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同ダイヤル☎0120－415－111〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕　※左記がつながらないときは千葉県☎0570－200－613へ

環境部からのお知らせ

なくそう！ごみの不法投棄なくそう！ごみの不法投棄

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

環境業務課指導係☎366－7333

未然防止策
●警告の看板などを設置する
●空地などの敷地周囲に柵、ネット、

ロープなどの囲いを設け、侵入防止
策をとる

●視界を広くするために、草刈りや剪
せ ん て い

定
などを定期的に行い、清潔にする

●土地の見回りを定期的に行う
●近隣住民と協力し、不審者や見慣れ

ない車などを情報共有する

市では、不法投棄防止対策として、警告
用の看板やシールなども配布していま
す。詳細は同課にお問い合わせください

しっかり管理している
土地・ごみ集積所で
あることを印象付ける
のが効果的です！

警告用の看板

空地などへの
不法投棄を未然に
防ぎましょう

　不法投棄した人を特定
できない場合は、その土
地の所有者（管理者）が
自らの責任でごみを処理
しなければなりません。
不法投棄を未然に防ぐた
めに、土地の適正管理を
お願いします。

不法投棄は犯罪です
　不法投棄には厳しい罰則があり、5年以下の懲役または1,000万円
以下（法人は3億円以下）の罰金、もしくはその両方が科せられます。

ごみ集積所に出されたごみも
特に悪質な場合は不法投棄と
見なされる場合があります

　以下のものはごみ集積所に出せません。
●有料の粗大ごみ（粗大ごみ処理券が貼ってな
いもの）　●事務所などから出るごみ　●市で
は取り扱いできないごみ（テレビ・冷蔵庫・
洗濯機・エアコンなど）

　市は、家庭ごみの削減と資源物の再利用・再資
源化のため、リサイクル活動を推進しています。
リサイクル活動とは

町会・自治会などの団体が、家庭から出たリサ
イクル品（紙類、びん類、缶、ペットボトル）を
品目ごとに分別し、市に登録された資源回収業者
へ引き渡す、民間の活力を利用した資源回収活動
です。

リサイクル活動には奨励金を交付します
市は、リサイクル活動を実施している団体に対して、リサイクル品

の回収実績に応じて奨励金を交付し、活動を支援しています。奨励金
は団体の活動資金にもなるため、積極的にご活用くださ
い。また、全品目の回収を実施していない団体は、全品
目の回収にご協力をお願いします。
※詳細は環境業務課☎366－7332にお問い合わせいた

だくか、市ホームページをご覧ください。

町会・自治会等の
リサイクル活動（集団回収）に

ご協力を！

環境保全課☎366－7337

2019年度 市内の大気環境測定結果
●二酸化硫黄・二酸化窒素・浮遊粒子状物質・微小粒

子状物質（PM2.5）は全ての測定局で環境基準を達
成しましたが、光化学オキシダントは全ての測定局
で環境基準未達成でした。

●松戸市には2回光化学スモッグ注意報が発令され、健康
被害の報告はありませんでした。

●有害大気汚染物質のベンゼン、トリクロロエチレン、テ
トラクロロエチレン、ジクロロメタンは、全ての局で環
境基準を達成しました。

大気汚染物質の発生を抑えるために
　自動車の不要なアイドリングや空ぶかし・急発進・
急加速はやめましょう。

項目 環境基準（環境上の条件）

二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下で
あること

浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10mg/㎥以下であり、かつ1時間値が0.20mg/㎥以下で
あること

微小粒子状物質
（PM2.5）

1年平均値が15μg/㎥以下であり、かつ1日平均値の98%値が35μg/㎥以下であ
ること

ベンゼン 年平均値が3.0μg/㎥以下であること

二酸化窒素 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質（PM2.5） ベンゼン
98%値
（ppm） 適否

2%除外値
（mg/㎥） 適否

年平均値
（μg/㎥）

98%値
（μg/㎥） 適否 年平均値

（μg/㎥） 適否

一般大気測定局
根本 0.032 適 0.036 適 10.4 26.5 適 1.3 適
五香 0.029 適 0.037 適 測定無し 測定無し － 1.6 適

二ツ木 0.026 適 0.022 適 測定無し 測定無し － 1.1 適
自動車排ガス局 上本郷 0.038 適 0.031 適 13.9 32.5 適 1.3 適

項目
測定局名

測定結果

消費生活講演会冷蔵庫収納＆食品保存のコツ

10月2日㈮14時～15時30分　会場市民劇場　講師（一社）食エ
コ研究所代表理事・島本美由紀氏　定員先着65人　費用無料
※手話通訳・要約筆記あり。　※マスク着用。

9月18日㈮17時までに、ちば電子申請サービ
ス・電話またはFAXに氏名（ふりがな）・電話番
号・手話通訳・要約筆記希望の有無を記入して、
消費生活課☎366－7329、 365－9606へ

島本美由紀氏

要申込

ちば電子申請
サービス

市ホームページ

　消費生活センター等の消費生活相談窓口を案内するな
ど、専門の相談員がトラブル解決を支援します。困った
ときは1人で悩まずに、気軽にお問い合わせください。

そんなときは消費者ホットライン
☎１

い

８
や

８
や

（局番なし）にご相談ください

悪質商法等による
被害にあった

ある製品を使って
けがをしてしまった

　再開直後は排出の量が多くなることが予想されるので、少量ずつ排
出するなどご協力をお願いします。
　これまで布類の排出自粛にご協力いただきありがとうございました。
雨天時に衣類は出さないでください
　衣類はそのまま古着としてリサイクルするので、着られるものを目
安に出してください。

廃棄物対策課☎704－2010、環境業務課☎366－7332（集団回
収について）

排出自粛をお願いしていた
布類の回収（集団回収も含む）を

再開しました



就学時健康診断のお知らせ

実施校（五十音順） 受付日時
旭町小学校 11/12 ㈭ 13:00 ～ 13:15
大橋小学校 10/19 ㈪ 13:00 ～ 13:20
貝の花小学校 11/17 ㈫ 13:00 ～ 13:15
柿ノ木台小学校 10/15 ㈭ 13:00 ～ 13:20
金ケ作小学校 10/14 ㈬ 13:00 ～ 13:15
上本郷小学校 11/16 ㈪ 12:45 ～ 13:00
上本郷第二小学校 11/ 2 ㈪ 13:10 ～ 13:30
河原塚小学校 11/20 ㈮ 12:45 ～ 13:15
栗ケ沢小学校 11/18 ㈬ 12:50 ～ 13:05
幸谷小学校 11/11 ㈬ 13:00 ～ 13:20
古ケ崎小学校 11/10 ㈫ 13:00 ～ 13:20
小金北小学校 10/13 ㈫ 13:00 ～ 13:15
小金小学校 11/10 ㈫ 13:10 ～ 13:30
相模台小学校 10/29 ㈭ 12:45 ～ 13:15
寒風台小学校 11/18 ㈬ 12:50 ～ 13:10

実施校（五十音順） 受付日時
新松戸西小学校 10/21 ㈬ 13:00 ～ 13:20
新松戸南小学校 11/ 5 ㈭ 13:00 ～ 13:15
高木小学校 11/12 ㈭ 12:45 ～ 13:00
高木第二小学校 11/17 ㈫ 12:45 ～ 13:00
中部小学校 10/20 ㈫ 12:45 ～ 13:15
東部小学校 11/18 ㈬ 12:50 ～ 13:20
常盤平第一小学校 10/30 ㈮ 13:15 ～ 13:30
常盤平第三小学校 10/20 ㈫ 12:45 ～ 13:00
常盤平第二小学校 11/ 6 ㈮ 12:45 ～ 13:00
殿平賀小学校 11/25 ㈬ 13:20 ～ 13:40
南部小学校 10/28 ㈬ 12:50 ～ 13:10
根木内小学校 10/21 ㈬ 12:45 ～ 13:00
八ケ崎小学校 11/19 ㈭ 13:15 ～ 13:30
八ケ崎第二小学校 10/29 ㈭ 12:40 ～ 13:00
東松戸小学校 11/25 ㈬ 13:20 ～ 13:40

実施校（五十音順） 受付日時
北部小学校 11/20 ㈮ 13:00 ～ 13:20
牧野原小学校 11/ 2 ㈪ 13:00 ～ 13:20
松ケ丘小学校 10/26 ㈪ 13:00 ～ 13:20
松飛台小学校 10/19 ㈪ 13:15 ～ 13:30
松飛台第二小学校 10/26 ㈪ 13:15 ～ 13:30
馬橋北小学校 11/24 ㈫ 12:45 ～ 13:15
馬橋小学校 10/28 ㈬ 13:00 ～ 13:15
稔台小学校 10/21 ㈬ 13:00 ～ 13:20
六実小学校 11/ 6 ㈮ 13:00 ～ 13:15
六実第三小学校 10/30 ㈮ 13:10 ～ 13:30
六実第二小学校 11/10 ㈫ 13:10 ～ 13:25
矢切小学校 10/14 ㈬ 12:40 ～ 12:55
横須賀小学校 10/14 ㈬ 12:50 ～ 13:05
梨香台小学校 10/28 ㈬ 13:00 ～ 13:20
和名ケ谷小学校 11/12 ㈭ 13:00 ～ 13:15

問保健体育課☎366－7459（就学時健康診断について）、
　子育て支援課☎366－7347（放課後児童クラブについて）

　2021（令和3）年4月に小学校に入学する子どもの健康診断を行います。対象者には10月上旬に就学時健康診断通知書（はがき）を送付します。
対象2014（平成26）年4月2日から2015（平成27）年4月1日生まれの子ども
持ち物健診前に必要事項を記入して持参してください●通知書裏面の予備調査票●健康チェックシート（市ホームページおよび各学校のホームページでダウ
ンロードまたは実施校で配布）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。
※参加者および同居人に発熱などの体調不良や感染の疑いがある場合は、会場校に電話連絡の上、受診を見合わせてください。
※通知書が届かない場合や、10月1日㈭以降に転入届を出した場合は、保健体育課にご連絡ください。　※当日は放課後児童クラブの案内もあります。

市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE PLANETARIUM

9月の番組
投影日土・日曜、祝日（21日㈷は敬老の日特別投影のため、内
容が異なります）　定員各先着30人　費用各50円（65歳以上、
中学生以下、障害者手帳などを持つ人とその人1人につき付き添
いの人1人は無料。年齢を確認できる物の提示が必要）

投影開始30分前から、同館2階で受け付け

キッズ＆ジュニアアワー いるか座のおはなし
開始時刻13時30分、14時30分（各20分）
内容星と星座にまつわる子ども向けのやさしい話

一般投影 月にまけるな 赤い星 ～火星準大接近～
開始時刻10時30分（文字解説付き）、15時30分（各40分）
内容季節の行事「お月見」と、2年ぶりに秋空に赤く輝く火星を紹介

秋の青少年教室
教室名 日時 講師 対象（市内在住・在学） 定員（抽選） 締切日

①秋の陶芸教室
9/20㈰・27㈰、10/18㈰・25㈰ の
9:15～10:45または11:15～12:45
※ともに同じ内容。

NPO子どもっとまつど
陶芸倶

く ら ぶ

楽部 小学3年～6年生 各8人 9/ 9 ㈬

②キッズ☆ヒップホップダンス〔全7回〕 10月の金曜、11/2 ㈪ 19:15～20:15
※11/3 ㈷に発表あり。

㈱One play・
KASUMI 氏 

全回参加できる
小学3年～6年生
※保護者の送迎必要。

30人 9/16 ㈬

③楽しく学ぼう！発見しよう！夢化学
～うがい薬でマジック、酸性・アルカリ
性を調べよう～

10/18㈰10:00～12:00 夢化学実験隊代表・
青山好延氏 小学3年～6年生 15人 9/24 ㈭

④ぬり絵みたいに楽しめる☆
チョークアート体験

10/25 ㈰🄰13:00～14:30
B15:30～17:00

チョークアーティスト・
玉井知子氏

🄰小学1年～3年生
B小学4年～中学生 各15人 10/ 4 ㈰

⑤初めてでも楽しい！本格ダーツ教室 11/1㈰の13:00～15:00または
15:30～17:30　※ともに同じ内容。

ダーツ講師・
熊木祐介氏 小学2年～中学生 各14人

10/18 ㈰
⑥ユニカール～氷がなくてもカーリング～ 11/3㈷14:00～16:00 日本ユニカール協会・

川村光廣氏 小・中学生 24人

⑦キッズ・けん玉教室 11/15㈰10:00～12:30 （一社）日本けん玉協会
指導員・川田嘉夫氏 小学2年～6年生 15人

10/28 ㈬⑧オリエンテーリング体験教室
～ 21世紀の森と広場をめぐり、隠された
暗号を解き明かせ！～

11/15㈰13:00～15:00〔小雨決行〕 千葉大学体育会オリエ
ンテーリング部

小学3年～6年生と
保護者 10組

会場①～⑦青少年会館⑧21世紀の森と広場　費用①500円②⑤～⑧無料③200円④300円
各締め切り日〔必着〕までに、ちば電子申請サービスまたは直接窓口（はがき持参）、往復はがきに教室名・住所・氏名（ふりがな）・

性別・学校名・学年・電話番号・返信用宛名を記入して、〒270－0035新松戸南2の2　青少年会館（☎344－8556）へ
※はがき・往復はがきは1教室につき1枚必要です。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3密を避けるなど十分に対策を講じて講座を実施します。

ちば電子申請サービス

要申込

10月の水曜14時～16時
会場ふれあい22　内容さ
まざまな要因による聞こえ
にくさからコミュニケー
ションに不自由を感じてい
る人と筆談で対話する技術を学ぶ　※受講者に対す
る情報保障はつきません。　対象市内在住・在勤で、
全回出席可能な人　定員20人程度（抽選）　費用無料

9月15日㈫〔消印有効〕までに、はがきに住所・
氏名（ふりがな）・年齢・職業・電話・FAX番号を
記入して、〒271－8588松戸市役所　障害福祉課

（☎366－7348、 366－7613）へ

聞こえのサポーター講座
〔全4回〕 　　要申込同館☎368－1237

広報まつど　2020（令和2）年9月1日4

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。



五香市民センターは12/1㈫から2021
(R3)/1/3㈰まで、防火シャッター改
修工事のため臨時休館します
同センター☎386－8300

クリーンセンター温水プールの回数券
の払い戻しは9/30㈬までです
持回数券、口座情報（金融機関名・口座
番号・口座名義など）、認め印申 9/30
㈬までに、電話で同センター☎385－
7100に連絡し、本人（未成年の場合
はその保護者）が直接同センター体育
事務室〔月曜休館（ 9/21は開館し、
9/23は休館）〕へ　※1人当たりの上限
枚数あり

松戸都市計画変更案の縦覧
縦覧期間9/15㈫までの8時30分～17時 

（平日のみ）縦覧場所 都市計画課内都
市計画用途地域および高度地区の変
更 案 （ 旧 国 保 松 戸 市 立 病 院 跡 地 ）
意見書の提出方法 9/15㈫〔消印有効〕
までに、直接または郵送で住所・氏名・
電話番号・意見を記入して、〒271－
8588松戸市役所　都市計画課（☎366
－7372）へ

借金返済のお悩みはご相談ください
　解決のための助言を行い、必要に応
じて法律専門家を紹介します。相談は
無料で、秘密は守られます受付時間8時
30分～12時、13時～16時30分（土･
日曜、祝・休日を除く） 財務省千葉
財務事務所債務相談窓口☎043－251
－7830

栗山特別緑地保全地区緑地管理協定締
結に関する案の縦覧
縦覧期間 9/15㈫までの8時30分～17時
（平日のみ）縦覧場所みどりと花の課

同課保全班☎366－7378 

住宅用火災警報器は10年を目安に交
換しましょう

　古くなると電子部品の寿命や電池切
れなどで、火災を感知しなくなること
があるためとても危険です。火災警報
器の「設置年月」または本体に記載の
「製造年」を確認してください。また、
定期的にボタンを押すかひもを引いて、
警報音が鳴るか確認しましょう。音が鳴
らない場合は交換してください 消防
局予防課☎363－1114

9月の松戸競輪開催程
本場開催11㈮～13㈰(FⅡナイター・ガー
ルズケイリン)、25㈮～27㈰(FⅡナイ
タ ー )場外開催1㈫ ～2㈬ 防 府(FⅠ)、
1㈫ ～3㈭ 豊 橋(FⅠ)・ 静 岡(FⅠ ナ イ
ター )、3㈭～6㈰京都向日町記念(G
Ⅲ)、9㈬ ～11㈮ 伊 東(FⅠ)、10㈭ ～
13㈰岐阜記念(GⅢ)、18㈮～21㈷伊
東(共同通信社杯GⅡ)、19㈯～21㈷松
阪(FⅠ）、25㈮～27㈰岐阜(FⅠ)、26
㈯～29㈫青森記念(GⅢ) 公営競技事
務所☎362－2181

さわやかヨガ教室
日9月の㈭10時～11時会東部市民セ
ンター対高校生以上定各先着18人費
各800円申電話で同センター☎391－
3701へ

認知症を知ろう！パンフレットの配布
やパネルを掲示します

　9月21日は世界アルツハイマーデー
です。市では「認知症になっても安心
して暮らせる街まつど」を目指して、
認知症を正しく理解し、地域全体で支
える取り組みを推進しています日9/7
㈪～11㈮9時30分～16時会市役所1階
連絡通路 高齢者支援課地域包括ケア
推進担当室☎366－7343

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日9/9㈬10時～11時30分会ふれあい
22内松戸朗読奉仕会による短編・エッ
セーなどの朗読対障害者手帳を持って
いる人など 障害者福祉センター☎
383－7111

子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場まつど」
日9/12㈯13時30分 ～15時30分会松
戸観光案内所（松戸駅下車）対マウス
操作ができる小学生（要保護者同伴）
定先着8人持ノートパソ
コン（貸し出しあり）　
申 C

コ ー ド

ode f
フ ォ ー

or M
マ ツ ド

atsudo
ホ ー ム ペ ー ジ で 文
化 観 光 国 際 課 ☎366－
7327

花づくり講習会「夏を乗り越えた秋
花壇のはなし」
日9/15㈫13時30分 ～15時30分会21
世紀の森と広場パークセンター講上

か ず さ

総
更
さらしな

級公
こうえん

園園芸アドバイザー・ 白
しらたき

瀧嘉
よ し こ

子
氏定先着15人申電話で(公財)松戸みど
りと花の基金☎710－2851へ

住宅リフォーム①相談②市民講座
日9/12㈯①10時 ～13時、14時 ～16
時②13時～14時会六実市民センター

松戸住宅リフォーム相談員協議会☎
365－5252

NPO・市民活動よろず相談室「ファシ
リテーションを基礎から学んで活気あ
ふれるコミュニティづくり～オンライ
ンにも活かせるコツを伝授～」
日9/16㈬10時～12時会新松戸市民活
動支援コーナー講まつど市民活動サ
ポートセンター長対NPOや市民活動の
運営に関わっている人定先着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

後期危険物取扱者試験
日①11/22㈰②11/29㈰会①日本大学
実
み も み

籾校舎（習志野市）他②清和大学木
更津総合高等学校（木更津市）費甲種
6,600円、 乙 種4,600円、 丙 種3,700
円　※詳細は(一財)消防試験研究セン
ター千葉県支部のホーム
ページまたは消防局・各消
防署で配布する試験案内で

同支部☎043－268－
0381

教育委員会会議
日9/9㈬15時から会京葉ガスF松戸ビ
ル5階会議室（傍聴は14時30分から受
け付け） 教育企画課☎366－7455

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　

同支部
ホームページ

Code for 
Matsudo

ホームページ

広告の規格縦8cm×横9cm、単色刷り　※版代・印刷費用は市が負担
します。

10月30日㈮〔必着〕までに、申込書に広告原稿案を添付して、直接
または郵送で〒271－8588松戸市教育委員会　教育財務課
（☎366－7460）へ
※ 申込書は同課で配布または市教育委員会ホームページか

らダウンロードできます。

封筒の種類 印刷部数 募集枠数 広告掲載料（消費税を含む）
長3封筒 22,000部 先着2枠 22,000円
角2封筒 17,000部 先着6枠 17,000円

教育委員会用封筒の裏面に
広告を掲載しませんか

同ホームページ

松戸市七草マラソン大会
　次回は2022（令和4）年1月9日㈰の開催を予定しています。

同大会実行委員会事務局（スポーツ課内）
☎703－0601

秋の市民ぐるみでクリーンデー
環境業務課指導係☎366－7333

松戸市ご長寿ハッピーコンテスト
同コンテスト事務局☎366－7486

毎年行っている催しの中止のお知らせ毎年行っている催しの中止のお知らせ
下記の催しは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になりました。ご了承ください。
その他のイベント中止の情報は市ホームページをご覧ください。 市ホームページ

「中止・延期になったイベント等」

松戸市文化祭、オープニング「一日文化祭」
生涯学習推進課☎367－7810、松戸市文化団体連盟・加藤☎080－5435－2337

成人講座「音楽の広場～合唱の楽しみ～」
生涯学習推進課☎367－7810

幼児家庭教育学級講座、小学校入学直前家庭教育学級講座、
中学校家庭教育学級講座
　市ホームページの「松戸市家庭教育学級の広場」で、子どもの発達段階
に応じた情報を掲載しています。ぜひご覧ください。

生涯学習推進課☎367－7810、 mckakyo@city.matsudo.chiba.jp
市ホームページ

「松戸市家庭教育学級の
広場」

お知らせ

講座・講演・催し
会議

NPO・市民活動よろず講座「NPO法人・一般社団法人どっち
を選ぶ？法人格取得ノウハウ集中セミナー」
9月19日㈯10時～12時　講師同センター副センター長　対象NPOや市
民活動の団体運営に関わっている人　定員先着15人
まちづくりキーパーソン養成講座報告会＆実践家と出会う交流会
10月10日㈯14時～16時　講師同センター長　対象NPOや市民活動に
関心がある人　定員先着15人
市民活動助成サポート講座「想いが伝わるプレゼンのコツを実
践で学ぶ」
10月11日㈰13時30分～16時30分　講師同センター長　対象NPOや
市民活動の助成金申請などに関わっている人　定員先着30人
共通 会場同センター

電話またはEメールで同センター☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo-sc.comへ

まつど市民活動サポートセンターの催し 要申込
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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。



　新型コロナウイルスの影響で、社会生活の変化など今までに経験した
ことのないストレスを感じたり、心の不調を抱えたりしていませんか。
「こころの健康づくりのためのポイント」に注意して、自分のこころと
からだを大切にして過ごしましょう。

各保健福祉センター（中央☎366－7489、小金☎346－5601、常盤平
☎384－1333）

こころの健康づくりのためのポイント
●生活のリズムやペースを保ち、自分らしい生活を心掛ける
●趣味や楽しみの時間を持つ
●安心できる相手と、電話やメールなど、いろいろな形でつながる
●新型コロナウイルスに関する情報を取り入れすぎないようにする
●こころの健康状態を確認する

「こころの体温計」でこころの
健康状態をチェックしましょう
　パソコンやスマホ・
携帯電話で、気軽にい
つでもどこでもメンタ
ルヘルスチェックと各
種相談窓口を知ること
ができるシステムです。

市ホームページ内「こころの健康」でこころの健康づくりに
関する情報をお知らせしています
　こころのケアに役立ててください。
　また各保健福祉センターではこころの健康相談をはじ
め、各種健康に関する相談をお受けしています。気軽にお
問い合わせください。

新型コロナウイルス関連情報

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。

6 広報まつど　2020（令和2）年9月1日

高齢者高齢者やや高齢者施設で働く皆さん高齢者施設で働く皆さんにに
新型コロナウイルス感染症の新型コロナウイルス感染症の抗原検査の費用を補助抗原検査の費用を補助しますします

検査の流れ
①抗原検査を実施している市内医療機関へ予約

 

②医療機関で受け付け
保険証など、住所が記載された本人確認書類を提示してください。

※高齢者が入所・入居する施設で働く人は職場の身分証明書も併せて提示してください。
③抗原検査を受検
④費用を支払い

検査費用から市の補助額5,000円を差し引いた額を医療機関の窓口で支払います。
※検査費用は医療機関により異なります。また、検査は自由診療となるので、健康保険は適用

されません。検査費用は、検査を受ける医療機関にお問い合わせください。

地域医療課☎366－7771

新型コロナウイルスに関する
相談窓口

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。

個人向け総合相談窓口
　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（1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
メール相談Eメールで mccoronasoudan@city.matsudo.
chiba.jpへ

　中小企業・小規模事業者向けの各種助成金の申請サポートや融
資制度の紹介など、さまざまな相談に対応します。
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）　相談員中小企業診断士、松戸商工会議所経
営指導員、市職員など

電話で同会議所☎364－3111へ

事業者向け総合相談窓口（要予約）

対象
　抗原検査を希望する、市内在住の65歳以上
または高齢者が入所・入居する市内の施設で働
く人
※検査結果は本人の同意を得た上で医療機関か

ら市に提供されます。市では、個人が特定で
きない形式で集計・公表し、今後の感染防止
対策に活用します。

※詳細は市ホームページをご覧ください。

抗原検査とは？
ウイルスに特有のたんぱく質を検出し

て、「現時点で新型コロナウイルス感染症
に感染しているか」を調べる検査です。　
　PCR検査も現時点の感染状況を調べる
検査ですが、ウイルスの遺伝子を検出す
る検査です。

　高齢者は感染時に重症化するリスクが高く、高齢者が入所・入居する施設では感染拡大のリスクが高いことから、市では感染に不安を抱える
無症状の高齢者や高齢者施設で働く皆さんを対象に、抗原検査の費用を補助します。
　8月15日号の1面で概要をお知らせしましたが、今回は抗原検査を実施している市内医療機関と検査の流れをお知らせします。
※実施医療機関は変更となる場合があります。最新の情報は市ホームページをご覧いただくか、同課までお問い合わせください。

※8月24日㈪現在の情報のため、変更となる場合があります。
※予約受付の時間に指定のない医療機関については、各医療機関の診療時間内にお問い合わせ

ください。なお、検査の日時については医療機関の指示に従ってください。

医療機関名 所在地 電話番号
市立総合医療センター 千駄堀993の1 予約受付☎070－4080－6030（平日9時～16時）
市立福祉医療センター
東松戸病院 高塚新田123の13 ☎391－5500（平日14時～16時）

東葛クリニック病院 樋野口865の2 予約受付☎331－2025（平日14時～16時）
☎364－5121

新松戸中央総合病院 新松戸1の380 ☎345－1111
山本病院 小金きよしヶ丘2の7の10 ☎341－3191
いらはら診療所 小金原4の3の2 ☎347－2231
小山内科クリニック 小山189 ☎710－5173
加賀谷正クリニック 東松戸3の7の19 ☎312－7707

市ホームページ

コロナ疲れしていませんか
9月10日～16日は自殺予防週間です”

こころの体温計

市ホームページ

　事業範囲を広げたい、新たな顧客をみつけたい、効果的なPR方
法を知りたい…そんな売上回復のための悩みに、専門家がともに
課題解決に取り組みます。
日時月曜10時～16時　会場松戸商工会議所会館2階（松戸駅下車）
対象市内事業者、市内で創業予定の人

電話で商工振興課☎711－6377へ

コロナ禍の売上回復相談
～県よろず支援拠点のサテライト窓口～（要予約）

本人モード　結果画面の例

”
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同ダイヤル☎0120－415－111〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕　※左記がつながらないときは千葉県☎0570－200－613へ

救急搬送のうち、4割以上が軽症者
　年々高まる救急需要に対応するため、今年4月に五香消防署の救急隊が新たに発隊し、現在市内には12台の救急車を配置していますが、救急搬送のうち
軽症者が4割以上を占めています。一刻を争うような大ケガや急病での救急要請に対し、迅速に対応するために、救急車の適正利用にご協力ください。

みんなでつなぐ命のバトンみんなでつなぐ命のバトン

軽症の場合は民間救急をご利用ください
　市内の４業者を患者等搬送事業者（民間救急）として認定してい
ます。救急車を利用する程でもないけれど、病院などに連れて行き
たいときや、退院・転院時に車いすなどで移動する際などに有料で
利用できます。詳細は、各事業者にお問い合わせください。

救急車内での新型コロナウイルス
感染拡大防止対策
　救急車内は３密が発生しやすい空間ですが、車内
の消毒や換気、ビニールシートなどでベッドを覆う
など、常に感染防止対策を徹底しています。
　搬送者の他に、家族などから状況の聞き取りをす
る場合もありますが、より適した医療機関へ搬送す
るために重要です。皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

いざというときのために
応急手当を学びましょう
　新型コロナウイルス感染拡大防
止対策を行いながら心肺蘇生法を
実践する動画を市ホームページで
紹介しています。
　助かる命を救うためにも正しい
応急手当を身に付けましょう。

家族や自分が急にけがや病気をしたとき、冷静になれず、家族や自分が急にけがや病気をしたとき、冷静になれず、
どうしたらよいか困った経験はありませんか。どうしたらよいか困った経験はありませんか。

応急手当の重要性や救急車の適正利用などについて紹介します。応急手当の重要性や救急車の適正利用などについて紹介します。

9月9日は救急の日

消防局救急課☎363－1145

救急出動件数の推移
　2019（令和元）年の市消防局の救急出動件数は27,446件で、
1日平均75.2件、19分に1件の割合で救急車が出動しました。
　救急車は、救急要請場所から最も近い出動可能な救急車が
出動しますが、救急出動が増えると、遠方から救急車が来る
ことになり、到着時間がかかることがあります。　

救急車による傷病程度別搬送人員構成比〔2019（令和元）年〕
　搬送人員を傷病程度別に見ると、比較的症状が軽く、入院の必要がないと
思われる「軽症」と診断された傷病者が全体の42.8%を占めていました。

認定事業所名 所在地 連絡先
ケアタクシーたなか 新松戸北1の2の1 ☎︎090－4835－8349
介護タクシーミント 日暮3の16の46 0120－911－776
エムズケアタクシー 小金原5の13の36 ☎︎080－4083－7926
オネストケアタクシー 秋山373の39 ☎︎080－1105－2010

市内AEDマップ

市消防局
ホームページ

口と鼻をハンカチなどで覆う
救急車内
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家族や自分が急にけがや病気をしたとき、冷静になれず、
どうしたらよいか困った経験はありませんか。

応急手当の重要性や救急車の適正利用などについて紹介します。

迷ったときはご相談ください

救急安心電話相談

病院に行くか？

平日・土曜 18時～翌日6時 日曜、祝・休日 9時～翌6時
☎︎#7009

または ☎03－6735－8305

こども急病電話相談
毎日 19時～翌日6時

☎︎#8000
または ☎043－242－9939

利用上の注意　電話相談は医療行為ではありません。
千葉県健康福祉部医療整備課☎︎043－223－3886
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AED設置場所のマップを公開しています
　「救急救命ステーション」として、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）各所にAEDを設置し、市ホームページに設置箇所のマップを掲載しています。『いざ』と
いう時にすぐに使用できるように、自宅や勤務先の近くなど、どこにAEDが設置されているか確認しましょう。

救急車を呼ぶか？



健康寿命を延ばすために
タバコについて考えましょう

9月は
健康増進普及月間

 〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
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

JR
武
蔵
野
線

JR常
磐
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。
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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。

健康ファイル まつど健康マイレージ付与…

要申込 15

要申込 5

総合医療センター血液内科外来は9月14日㈪に休診します
同センター同外来☎712－2511（代表）

脳の健康度検査と認知症予防教室〔全3回〕
10月6日㈫・13日㈫・20日㈫各10時〜12時　会場古ケ崎市民センター
対象同講座を初めて受講する樋野口・古ケ崎・栄町・栄町西在住の65歳以上
定員30人（抽選）　費用無料
電話で明第２西高齢者いきいき安心センター☎382－5707へ

松戸市国民健康保険に加入している40歳～74歳の人は、
無料の特定健康診査（①個別健診②集団健診）を受けま
しょう
受診場所①委託医療機関②中央・小金・常盤平各保健福祉センター、東部
スポーツパーク、六実市民センター、総合福祉会館　検査内容身体計測、診
察、問診、血圧測定、尿検査、心電図検査、血液検査、医師が必要と認め
た人は眼底検査　持ち物松戸市国民健康保険被保険者証、特定健康診査受
診券（きみどり色・3つ折り）　受診結果①約2週間後に各委託医療機関で医
師から説明②約6週間後に市から郵送で通知　※詳細は受診
券に同封のお知らせまたは市ホームページをご覧ください。
①直接委託医療機関へ②電話で国民健康保険課専用コール

センター☎712－0141へ
同課専用コールセンター☎712－0141

新型コロナウイルスの影響で受給者証の有効期間が１年間延長
になった人に、県の医療費公費負担・助成制度（①小児慢性
特定疾病②指定難病・肝炎）の受給者証を発行します
発送予定日①9月末まで（自己負担上限額管理ノートを同封）②12月末まで
（自己負担限度額管理手帳を同封）
松戸健康福祉センター（松戸保健所）地域保健課☎361－2138

市ホームページ

いきいきほっといきいきほっと
ふれあい風呂で健康づくりふれあい風呂で健康づくり

　毎週火曜と第1・2金曜（各浴場の定休日を除く）15時〜18時
対象市内在住の65歳以上　入浴料1回200円（同伴の小学生は無
料）　利用方法住所と年齢が確認できる物を直接実施店で提示	

お風呂で健康相談～心も体も元気！～
　健康相談日に、健康講話・相談・健康体操の指導を受けられます。
入浴もできます。
時間12時20分〜15時　対象市内在住の55歳以上　定員各先着
20人　費用無料
電話で各実施店へ
下記の実施店または高齢者支援課☎366－7346

その他優待入浴
●お風呂の日優待入浴デー開催日毎月26日（定休日の場合は翌日）
入浴料300円（中学生200円、小学生以下無料）　●親子de銭湯
開催日土曜　対象小学生以下の子と保護者　入浴料小学生以下無料
●夫婦de銭湯開催日毎月22日　入浴料2人で500円　●ゆず湯
開催日12月21日㈪　●ボンタン湯開催日2021（令和3）年1月11日㈷
●中学生特別料金入浴料300円	

タバコは吸わない人にも害を与えます～受動喫煙～
　受動喫煙により、喫煙者本人だけではなく、その周囲の人の健
康にも悪影響を与えます。
　受動喫煙は肺がんや虚血性心疾患などのリスクが高まることが

分かっており、子どもの健康や成長発達にも影響を与えます。
　また、室内の壁紙などに吸着したタバコの有害物質が化学変化を起こし、より
有害な発がん性物質に変化します。そして壁や床についた有害物質を吸い込んだ
り、触った手を舐めたりすることで体内に取り込まれます。

加熱式タバコも有害な物質を吸い込むことに変わりはありません
　加熱式タバコは、電気でタバコを加熱して発生した蒸気を吸い込むものです。
煙や臭いはありませんが、有害な物質を吸い込むことに変わりはありません。紙
巻タバコと同様に、禁煙エリアでは使用が禁止されています。

タバコをやめるとうれしい変化（効果）が
　禁煙すると味覚や嗅覚が改善し、食べ物をおいしく感じるようになります。さ
らに、咳

せ き

・たんなどの症状が改善し、風邪やインフルエンザにかかりにくくなり
ます。また、肺機能の改善および心臓の病気やがんにかかるリスクが低下します。

　タバコの煙には約4,000種類の化学物質が含まれています。喫
煙は、がんだけではなく心疾患・脳卒中などの循環器の病気や、
肺炎・慢性閉塞性肺疾患（C

シーオーピーディー

OPD）、歯周病など多くの病気の原
因となることが分かっています。

要申込

市ホームページ

禁煙外来などを上手に利用して、卒煙にチャレンジ！
　禁煙は自力でも可能ですが、医療機関での禁煙治療や禁煙補助薬
を利用すると、比較的楽に、自力と比べて3倍から4倍成功しやすく
なることが分かっています。また、禁煙支援薬局では無料で気軽に
禁煙相談を受けることができます。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

松戸市禁煙支援マップを利用しましょう
　禁煙外来や禁煙支援薬局を掲載した同マップは各保健福祉セン
ターや各支所内の市民健康相談室で配布する他、市ホームページで
ダウンロードできます。

各保健福祉センター（中央☎366－7489、小金☎346－5601、常盤平☎384－1333）

松戸市禁煙支援薬局はこのステッカーが目印です

実施店 電話番号 健康相談日
小金バスランド
（小金きよしケ丘2の9の1） 341－1126 9/4㈮、10/2㈮、11/6㈮

松戸ヘルスランド（松戸新田580の1）366－2467 9/25㈮、10/30㈮

宮前湯（松戸1766） 362－2819 11/27㈮

平和湯ランド（五香西1の12の12） 387－2044 12/4㈮・11㈮

馬橋湯（馬橋95） 341－3247 12/18㈮・25㈮
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詳細は、各行事などのお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページ（右記 QR コード）をご覧ください。

まつど創業塾の受講生募集〔全8回〕

9月26日㈯・30日㈬各13時15分同邸（紙敷588）集合、
15時30分解散　※両日とも同じ内容です。
講師日本画家・泉

いずみ

晴
せ い こ う

行氏　定員各先着9人
持ち物飲み物、虫よけスプレー　費用無料
9月18日㈮までに、電話で社会教育課☎366－7462へ

　独立開業を目指す人、開業して間もない人を
対象に、実践的なカリキュラムで創業実現をサ
ポートします。6回以上受講した人には、開業
資金の借り入れや会社設立登録時に特例が受け
られる証明書を発行します。
※創業後5年未満の個人が法人化する際も利用
できます。

日時10月16日〜12月4日の金曜各18時〜21時（12月4日は22時ま
で）
会場松戸商工会議所会館（松戸駅下車）
内容●創業者の心構え●創業計画書の作成方法●事業コンセプト
の設定●マーケティングの考え方●事業に係る税金●帳簿付け、
確定申告●社会・労働保険●各種支援策など
定員20人（申し込み多数の場合は選考あり）　費用無料
9月25日㈮までに、電話で同会議所☎364－3111へ

河川をきれい河川をきれいにするために下水道の整備下水道の整備にご協力を

要申込

古民家「旧齋藤邸」造形講座
～鳥獣戯画の模写に挑戦しよう！～

勤労会館 ふれあい教室勤労会館 ふれあい教室
講座名 日程 内容

① スキルアップコース
「シナプソロジー」
〔全2回〕

10/7㈬、
10/21㈬

●笑顔で楽しく脳の機能をアップ
●脳に心地よい刺激を与えて活性化し、認
知力・注意力向上、ストレス除去を図り
ます

② スキルアップコース
「職場のマナー」 10/14㈬ 働く際の基本的なマナー5原則（あいさつ、

表情、態度、身だしなみ、言葉づかい）

③ スキルアップコース
「中堅社員の方」
〔全2回〕

10/28㈬、
11/4日㈬

●とりまく環境変化の認識
●キャリア開発とは
●キャリア目標と自己開拓
●行動計画〜実践のために

④ ヨガでリフレッシュ
〔全4回〕　 10月の水曜 ゆったりとしたヨガの動きで身体をほぐし

ます

同会館
お問い合わせ
フォーム

創業の夢を応援します

9月10日は下水道の日

時間19時〜20時30分　会場勤労会館　対象市内在住・在勤の勤労者または就
職を希望する人　定員①②③各20人④25人（いずれも抽選）　持ち物①②③
筆記用具④運動着、ドリンク、ヨガマット、フェイスタオル　費用無料
9月15日㈫〔必着〕までに、直接または同会館ホームページ

のお問い合わせフォーム・往復はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・性別・年齢・電話番号・就労の有無・講座名・返信用宛名
を記入して、〒271－0077松戸市根本8の11　勤労会館（☎
365－9666）へ

要申込

市内の下水道普及率は86.54％
　2020（令和2）年３月末日現在の下水道普及率は86.54％で、
水洗化率（下水道が使える区域で実際に接続している人の割
合）は95.96％です。

改造資金融資あっせん・利子補給制度
　浄化槽やくみ取り便所を利用している人が下水道への接続工
事を行うときに、改造資金の融資を金融機関にあっせんしま
す。その際、融資に伴う利子の一部を市が補給し、実質的に年
1.2%の利率で融資を受けることができます。
対象以下の全てに該当する人●自己資金のみでは改造資金を一
括で負担することが困難●建築物の所有者または所有者の同意
を得た占有者●市税・受益者負担金・下水道使用料を滞納して
いない●償還能力がある●あっせん額が50,000円以上
※融資の可否は各金融機関の融資規定に基づき決定されます。

私道に共同排水設備を敷設する場合の補助制度
　以下の要件を満たして申請すると、工事費用の全額が補助さ
れます。下水道が使える区域の建物所有者には、市からお知ら
せします。補助制度の利用を希望する場合は、私道ごとに説明
会を開催します。詳細は下水道維持課にお問い合わせくださ
い。
交付要件●隣接する既存家屋が2戸以上ある幅員1m以上の私道
●敷設工事完了と同時に2戸以上の既存家屋が下水道への接続
工事を行う●受益者負担金を滞納していない

　下水道が使える区域では、水洗便所・風呂・台所などから出る汚水は下水道へ流し、くみ取り便所は3年以内に下水道に接続された水洗便所に改
造するように下水道法で義務付けられています。改造が済んでいない建物は、工事をお願いします。また下水道への接続工事は必ず松戸市下水道
指定工事店に依頼してください。

下水道整備課☎366－7361（計画・工事）
下水道経営課☎366－7394（使用料・受益者負担金の賦

ふ か

課・支払い）
下水道維持課☎366－7393（管理・下水道への接続・私道下水道敷設補助金）

サテライトオフィス等サテライトオフィス等
立地促進補助金をご活用ください立地促進補助金をご活用ください

　複数の企業が入居または一時利用できるサテライトオフィスな
どを設置する事業者に対し、初期費用やその運営費の一部を補助
します。
初期費用に対する補助補助対象経費の1/2以内（最大800万円）
運営費に対する補助補助対象経費の1/2以内（最大300万円を2年間）
※不特定多数の利用者に対し、年間を通じて新たなビジネス創出や
起業家支援サービスなどを提供する設置事業者には補助金額を上
乗せします。

※予算額に達した時点で、受け付けを終了します。
※交付には条件があります。詳細は市ホームペー
ジをご覧いただくか、同課までお問い合わせく
ださい。

サテライトオフィス
等立地促進補助金

商工振興課企業立地担当室☎711－6377

下水道を適切に利用してください
　市の下水道は一部の地域を除き汚水と雨水を分けて処理する「分流式」
です。雨水が汚水管に入ると、管からあふれ出したり、下水処理場で処
理しきれなくなったりします。雨水を汚水管に流さないよう、誤接続や
雨天時に下水道の蓋

ふた

を開放することはやめましょう。
　また、下水道に食べ残しや油を流すと、下水道管を詰まらせる原因に
なるので、燃やせるごみとして処理しましょう。使い終わった天ぷら油
や油汚れは、新聞紙などで吸い取ってください。事業所の厨房や食堂な
どにはグリストラップを必ず設置して、1週間に1回以上点検・清掃して
ください。

市ホームページ

来年から流山市営水道区域の下水道使用料請求元は
松戸市水道部になります

　1月検針（2月請求）分から、流山市営水道区域の下水道使用料は、徴
収事務を松戸市水道部に委託するため、使用料の請求元が松
戸市水道部になります。
※支払方法などの詳細は、お問い合わせいただくか市ホーム
ページをご覧ください。
下水道経営課☎366－7394



市民劇場
☎368−0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。
◆浜島代志子傘寿記念公演　★

　9/1号では「スポーツ」コーナーの掲載
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（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※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。
https://www.morinohall21.com/

　開館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。

市民会館
☎368−1237

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※駐車場は大変混雑いたします。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
日時 内容（★は有料） 問い合わせ

大
ホ
ー
ル

5㈯ 14:00
Ａ
アドリブ

Ｄ−ＬＩＶＥ　２０２０　★ 
（無観客配信ライブ）

ホットスタッフ・プロモーショ
ン☎03−5720−9999

（平日１２時～１5時）
18:00

6㈰ 13:00
17:00

小
ホ
ー
ル

4㈮ 19:15
バトン・パスコンサートVoI.3　　　　　　　　　　　　　　　　　
新進気鋭のアーティストが人から人へ
つなぐコンサートシリーズ　★

中川☎070−5580−9717

12㈯ 18:00 トモコバレエアカデミー発表会 トモコバレエアカデミー高倉
☎090−7847−3626

松戸地域職業訓練センター後期講座募集松戸地域職業訓練センター後期講座募集 要申込

9月20日～26日は動物愛護週間です9月20日～26日は動物愛護週間です

※1人で複数人分の申し込みはできません。 ※受付開始時間に定員を超えた場合はその場で抽選。 ※受付当日は車での来所はご遠慮ください。 
※受講費用の一部を助成する若年者職業訓練講座助成金制度があります。詳細は商工振興課☎711−6377へお問い合わせください。　

9月5日㈯9時から、受講料を添えて直接同センター（小金原1の19の3、☎349−3200）へ

問松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎361−2139（犬、猫の飼い方）
　環境保全課環境衛生係☎366−7336（地域猫活動）

講座名 日時 定員 受講料（別途実費あり）
※（　）内は会員事業所の料金です。

日商簿記3級受験講座〔全13回〕 12/7 ～ R3/2/1の㈪㈭9：30 ～12：30（12/28・31、R3/1/4・11を除く） 20人 22,000（20,000）円
日商簿記２級受験講座〔全14回〕 10/24 ～ R3/2/6の㈯10：00 ～16：00（12/5、R3/1/2は除く）　　 20人 39,000（35,000）円
宅地建物取引士受験講座〔全27回〕 R3/2/20 ～ R3/9/4の㈯13：30 ～16：30（R3/3/20、Ｒ3/8/14は除く） 20人 50,000（45,000）円
スペイン語入門講座〔全12回〕 10/12～R3/1/25の㈪10：30～12：00（11/23、12/28、R3/1/4・11は除く） 20人 14,000円
スペイン語初級講座〔全12回〕 10/12～R3/1/25の㈪13：00～14：30（11/23、12/28、R3/1/4・11は除く） 20人 14,000円
やさしい中国語会話講座〔全12回〕 9/29～12/22の㈫19：00～20：30（11/3は除く） 20人 14,000円
かんたん英会話講座〔全10回〕 10/5～12/14の㈪10：00～11：30（11/23は除く） 25人 11,000円
実用英会話基礎講座〔全10回〕 10/6～12/15の㈫10：00～11：30（11/3は除く） 25人 11,000円
実用英会話初級講座〔全12回〕 9/30 ～12/16の㈬13：00 ～14：30 25人 14,000円
実用英会話中級講座〔全12回〕 9/30 ～12/16の㈬10：00 ～11：30 25人 14,000円
韓国語初級講座〔全12回〕 10/2 ～12/18の㈮11：45 ～13：15 25人 14,000円
韓国語中級講座〔全12回〕 10/2 ～12/18の㈮10：00 ～11：30 25人 14,000円
陶芸入門講座〔全12回〕 10/1 ～12/17の㈭10：00 ～12：30 18人 13,000円
実用書道講座〔全12回〕 10/3 ～12/19の㈯10：00 ～11：30 25人 13,000円

　動物の殺傷・遺棄・虐待は犯罪です。子犬・子猫を適切に飼えない場合は不妊去勢措置をしましょう。
　また、日頃から災害時に備え迷子札やマイクロチップを装着するなど、動物を適切に飼育し、人と動物の共生
を目指しましょう。

9/26㈯15:00、18:00
問劇団天童・浜島☎090−7810−6645
（事前申込制）
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犬の飼い主の方へ
◦ 放し飼いやノーリードの散歩は千葉県条例で禁止されています
◦ 登録鑑札と狂犬病注射済票の装着は義務付けられています
◦ トイレは散歩の前に済ませ、もし散歩中にしてしまった場合は

責任を持って処理しましょう
◦ 人に危害を加えたり、鳴き声などで周囲に迷惑を掛けたりしな

いように日頃からしつけや訓練をしましょう

猫の飼い主の方へ
◦ 外に出さず屋内で飼いましょう。ふん尿や鳴き声による被害を

防止でき、事故やさまざまな感染症から猫も人間も守ることが
できます

運行日9月20日㈰～22日㈷　所要時間片道約40分
運行区間五香駅西口～旧六高台病院～六実駅入口～白井聖地公園

※子ども運賃は半額。　※往路は乗車のみ、復路は降車のみの運行。
※運賃は前払いです。降車する停留所を告げて運賃を支払ってください。

ちばレインボーバス㈱☎0476−46−0022

白井聖地公園墓地使用者の公募は9月30㈬まで
申込書類配布場所健康推進課、市民課、各支所、行政サービスセンター
※詳細は申込書類をご覧ください。

健康推進課☎366−7485

白井聖地公園行き季節バスを
運行します

白井聖地公園行き（往路）
停留所 五香駅西口 旧六高台病院 六実駅入口

運賃
現金 630円 550円 510円

ICカード 629円 546円 504円

時刻

8時 00　30 05　35 10　40

10時 50 55

11時 20 25 00　30

13時 40 45 50

五香駅西口行き（復路）
停留所 白井聖地公園

運賃 往路区間と同額

時刻

10時 00　30

12時 50

13時 20

15時 40

地域猫活動にご理解ご協力をお願いします
　地域猫活動とは、地域で協力して飼い主のいない猫を適切に管理する活動
です。さまざまな被害を減らすことができ、環境衛生改善にもつながります。
※猫好きのための動物愛護活動ではありません。
主な活動内容
◦ 餌や水を適正に与える（置き餌はしない）
◦ トイレの設置や周辺の清掃などを行う
◦ 飼い主のいない猫が増えないよう不妊去勢手術をする
◦ 活動への理解や協力が得られるよう近隣の人とコミュニケーションを図る
市の地域猫活動への支援
◦ 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部助成
◦ 地域猫活動を周知・啓発するための地域猫活動バッチの貸与
◦ 不妊去勢手術のための捕獲器の貸し出し
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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

◆パソコン初心者講習「基本操作と名簿
作り」
日10/31㈯までの希望日の10時～12時、
13時～15時、15時～17時、18時～20時
会NPO快適IT空間・松戸教室（市民劇場
向かい）定各回1人費2,000円申電話で
同NPO・石井☎703－7284へ
●24式太極拳無料体験会
日①9/2㈬・16㈬各13時～15時②9/7㈪
・21㈷・28㈪各14時～16時会①明②稔
台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
●健康マージャン点数教室
日9/4㈮10時30分 ～11時30分会 松 戸
駅周辺の麻雀サロン定先着20人費800
円申9/3㈭までに、電話で健康麻雀サー
クル笑

えごころ

心・鈴木☎080－6566－5260へ
◆司法書士法律相談会
日9月・10月の㈯10時～15時（9/19、
10/3を除く）会松戸商工会議所（松戸駅
下車）定各先着4人申電話でちば司法書
士総合相談センター☎043－204－8333
へ
●ディスクゴルフ体験会
日9/5㈯、10/3㈯各13時～15時会千駄
堀スポーツ広場定先着15人問松戸ディ
スクゴルフ体験クラブ・新井 arai@
jiritsufc.com
◆松戸市母親大会記念講演「コロナ社
会で見えてきたこと」
日9/19㈯13時～16時会森のホール21
講弁護士・宗

そう

みなえ氏定先着100人費
500円申FAXで新日本婦人の会松戸支部

388－8733（☎388－8636）へ

●ターゲットバードゴルフ体験教室
日9月の㈪9時～12時会千駄堀スポーツ
広場定各先着5人問ウイングメイト・八

や も と

本
☎080－6659－1621
◆成年後見制度個別相談会
日9/7㈪、10/5㈪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
●大和盆地最初の聖地アスカ（明日香:
奈良県）の原初的由来と「登

と み ぞ く

美族」
日9/8㈫13時30分 ～16時30分会 市 民
会館申電話で古代史研究会松戸〔葛飾
塾〕・櫛

く し だ

田☎070－6520－2267へ
●だれにでもできる！やさしい詩吟教室
〔全2回〕
日9/9㈬・16㈬各18時～20時会常盤平市
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
◆生涯現役ときわ会作品展
日9/16㈬～19㈯10時～18時（9/16は
13時から、9/19は17時まで）会パレッ
ト柏（柏市）問同会・石

い し ご う お か

郷岡☎080－
5078－1160
●防災から暮らしを考える
日9/17㈭10時～11時30分会市民会館
持筆記用具費500円申電話で心スッキリ
☆私にあったお片づけを見つける会・山
﨑☎090－2545－4746（昼間のみ）へ
●歴史散歩「神明神社（百

ひゃくこうしん

庚申）、小金
城本城跡、女体神社他を訪ねる」
日9/27㈰13時30分JR北小金駅集合、
16時30分流鉄流山線小金城址駅解散費
300円申当日集合場所で問松戸史談会・
鈴木☎331－0398（夜間のみ）

●バドミントン練習会
日9/18㈮9時～13時会小金原体育館対
女性定先着15人費600円申電話でウイ
ングス事務局☎090－9838－5529へ
◆成年後見無料相談会
日9/20㈰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人申電話で同支部・金子☎090
－8497－6526へ
●フォトサークル光

こうりゅう

粒写真展
日9/22㈷ ～27㈰10時 ～18時（ 9/22

は12時から、9/27は15時まで）会文
化ホール問同会・若林☎080－8706－
6969（昼間のみ）
◆障害年金無料個別相談会
日9/23㈬13時30分～16時30分会松戸
商工会議所定先着16人問NPOみんなで
サポートちば☎070－1541－7661
◆休日乳がん検査
日10/18㈰9時～17時会新松戸中央総
合病院定各先着80人費要問い合わせ問
同病院地域医療連携室☎309－4186

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。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
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

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 ㈪～㈮ 9:00～16:30 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

労働相談 ㈪㈭
（第3㈭を除く）17:00～20:00 勤労会館☎365－9666

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

まつど女性就労・
両立支援相談

（第2㈭は起業相談も）

㈫㈬㈭
（祝日・月末日を

除く）
10:00～15:00 ゆうまつど（2階）

男女共同参画課
☎364－8783

（予約優先）

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
※不動産・登記相談
の予約は、相談日の１
カ月前から前日の17
時まで
※ 税 務 相 談の予 約
は、相談日の１カ月前
から前々日の17時ま
で

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
等の簡単な法解釈
を要する相談

（法律・不動産・税
務・登記相談予約）
☎366－1162

（行政書士相談予約）
行政書士相談事務
局・初

は つ み

見☎316－
1950（予約専用㈪
～㈮9時～17時）

法律相談（随時予約）
第1㈪のみ   9:00～12:00

㈪㈫㈭
 (第3㈪・第4㈫を除く）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

行政書士相談（予約制） 第2㈭   9:00～12:00

不動産相談（予約制） ㈬ 13:00～17:00

税務相談（予約制） 第2㈮ 13:00～17:00

登記相談（予約制） 第3㈮ 13:00～16:30

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

住宅リフォーム相談 第3㈬ 10:00～16:00
住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談

（予約優先） 第1㈬   9:00～12:00 市役所新館6階
会議室

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

●松戸ハワイアンフラ協会（脳活フラ
ダンス）
日①第2・4㈬②㈮各10時～12時会①
常盤平老人福祉センター②常盤平市民
センター問蜷

にながわ

川☎388－7365
●フレンズ（バレーボール）
日㈮19時30分～21時会小金中学校
体育館費年500円 500円問川合☎
090－6495－1879
●体操クラブはつらつ柿の木台（スト
レッチ体操）
日㈭13時～15時会市内体育館対60
歳以上費月1,000円 1,000円問菅

す が の

野
☎080－1037－0883
●コモクラブ（ソフトバレーボール）
日㈫11時～13時会和名ケ谷スポーツ
センター費月500円 500円問前谷
☎090－6028－7870

●史の会（自作文章の発表など）
日第4㈬9時～13時会稔台市民センター
費月500円問福田☎367－3208
●笹俳句会（オンライン参加可）
日第1㈰13時～16時会市民会館費月
1,000円問山越☎343－2081
●明ペン習字サークル
日第2・3・4㈫各13時～15時会明市
民センター費月2,500円 1,000円問
中里☎392－5736
●和名ケ谷レディースバドミントンク
ラブ
日㈬9時30分～13時会運動公園体育館
対女性費月1,500円問上野☎702－
7176
●健やかクラブ（健康体操）
日㈬13時～15時会運動公園小体育室
対60歳以上定先着10人費月1,500円
問北川☎360－3422

会 員 募 集
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　皆さんの自慢の花壇や、花づくりの作業風景の写真をご応募ください。
募集内容①市内で自分たちが育てている花（庭や花壇など）の写真②花壇づくりや花を育
てている作業風景の写真　写真サイズ2L（17.8cm×12.7cm）　表彰等団体・学校、保
育園・個人の各部門で選考　応募用紙配布場所（公財）松戸みどりと花の基金、市役所（み
どりと花の課・正面玄関・地下玄関）、21世紀の森と広場パークセンター、東松戸ゆい
の花公園、各支所または（公財）松戸みどりと花の基金ホームページで　応募方法9月30日
㈬〔必着〕までに、応募用紙に写真（①②合わせて4枚・過不足不可）・コメント・エピソー
ドを添えて、直接または郵送で〒271－0065松戸市南花島4の63の5　（公財）松戸みど
りと花の基金（☎710－2851）へ　※詳細は応募用紙をご覧ください。

「（仮称）まつどの暮らしに関する冊子まつどの暮らしに関する冊子」
作成の調査メンバーを募集します

松戸松戸みどりみどりとと花花のコンクール作品募集のコンクール作品募集

　市では、市民が活躍中の「まつどやさしい暮らしラ
ボ」の活動の一環として、まつどの暮らしを伝える冊
子の制作を進めています。一緒に冊子に載せる内容を
調べる調査メンバーになりませんか。
※報酬等の支払いはありません。
活動内容●事務局が開催するワークショップ（11〜12月頃に開催予定）への参加　
●各自で松戸の暮らしに関する情報の収集　●グループ（3〜5人程度）ごとでの情報共有
活動予定期間10月下旬〜2021（令和3）年3月頃
応募資格●市内に在住・在学・在勤の18歳〜おおむね40歳　●パソコンやタブレット型
端末を所有し、使用できる人　●松戸に関する生活情報を日常的に収集し、SNSを使用し
た情報検索に慣れている人　

9月30日㈬18時までに、Eメールに住所・氏名・年齢・電話番号・あなたが思う松戸の
魅力（150字程度）・志望動機（100字程度）を記入して、広報広聴課シティプロモー
ション担当室 mcpromo@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ
※応募メール受信後、3〜4日以内に受付確認メールを送信し、10月15日㈭までに結果を
通知します。　※申込情報は、関係書類の発送や情報提供などに使用します。個人情報の
管理は、当事務局で厳重に行い、第三者に開示・漏洩することはありません。
募集人数10人程度（抽選）　※ワークショップの様子（写真など）は、まつ
どライフプロモーションのホームページなどに掲載します。　※ワーク
ショップの開催日時や回数などは、詳細が決まり次第お知らせします。また、
ワークショップには、まつどライフプロモーションの関係者（プロジェクト
メンバーや市民ライターなど）も参加予定です。
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ルーマニアの観光スポット

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

サリナ・トゥルダ
　もともとはルーマニア最大級
の岩塩坑があった場所です。岩
塩坑が閉鎖された後は、坑道を
改装した「遊園地」として再利用されています。地下空
洞に作られた観覧車や地下水の上を漕ぐことができる
ボートなど、不思議な空間が広がります。 

　千葉県の新型コロナウイルス感染者数は2,700人を
超え、第2波と捉えてもおかしくない状況です。市内
でも8月23日現在271人の感染が確認されており、20
代から50代の感染が約77％と多く、また、市内での
感染が約36％となっています。今後、高齢者や子ど
もたちに感染が拡大する恐れは否めません。
　市内での感染拡大を防止するためには、医療体制の充
実が重要であることは、これまでもコラムの中で皆さん
にお伝えしてきました。特に「検査体制の拡充」は市の
最重要政策であり、これにより市民の皆さんの感染リス
クを軽減させます。また、感染者を早期に発見し、適切
に治療できるよう新しい施策を実施しています。
　現状、PCR検査は陽性・陰性を判定する精度が高い
ものの判定結果が分かるまでに時間がかかることや自
由診療での検査費用が3万円程度と高額であることな
どの課題がありました。
　そこで市では、判定結果が短時間で分かり、検査費
用が1万円程度とPCR検査と比較して安価である抗原検
査の費用を5,000円補助する支援制度を創設しました
（詳細は6面）。対象は検査を希望する65歳以上の高齢
者と高齢者施設で働く方で、抗原検査の公的助成は全
国的にも類をみないものだと思います。今後は検査を
実施する医療機関を増やして対象を拡大できればと考
えています。
　PCR検査については、採取した検体の分析処理能力
の向上と判定時間の短縮を図るため、市内医療機関が
自動分析機器を購入した費用を補助する他、市内入所
型介護施設で3人以上の感染者が発生した際に、行政
検査の対象とならなかった施設利用者および施設で働
く職員に対して無償で検査を行っています。
　この他、コロナ禍に最前線で闘う医療・介護現場で
働く方など社会生活を維持するために不可欠な人たち
やそのご家族に対する差別・偏見やいじめ等が社会問
題になっていることから「新型コロナウイルス感染症
の感染拡大に伴う人権尊重緊急宣言」を行いました。
感染が拡大する状況においては誰が感染してもおかし
くありません。また、医療・介護関係者は誰よりも感
染予防に努めています。私たちが闘う相手は「ウイル
ス」です。コロナ禍に最前線で闘う方たちへの偏見や
差別的な言動には同調せず、正しい情報と知識に基づ
いた行動をとることを市民の皆さんとともに推進し、
新型コロナウイルスに関する偏見や差別を松戸からな
くしていきましょう。

検査体制の拡充と人権尊重緊急宣言

　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
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人口と世帯 〔2020（令和2）年8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 499,071  人 〔 △ 125 〕 男 248,382  人〔 △ 53〕
世帯 242,604  世帯〔 79 〕 女 250,689  人〔 △ 72〕

市ホームページ

パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2020.9.1
（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5月生
ミルクをいっぱい飲んで、すくす
く成長中！元気に大きく育ってね。

2020（令和2）年4月生
コロナに負けず、大きく成長
中です！

2019（令和元）年7月生
大きいけど甘えん坊な息子。お姉
ちゃんと遊ぶのが大好きです！

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

12

前回の団体の部・市長賞入賞作品 前回の学校の部・市長賞入賞作品 前回の個人の部・市長賞入賞作品

応募者全員に
参加賞
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	広報まつど2面_0824
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	広報まつど12面_0824



