
問障害福祉課☎366－7348、 366－7613

右手でこぶしを作
り、こめかみのあた
りにあててから、下
ろします。

鼻の前に置いたこぶ
しを少し前に出して
（良い)、そのこぶし
を開きながら頭を下
げます（お願い）。

右手の人差し指と中
指を立て、人差し指
側をひたいにあてま
す。

右手の手のひらに小
指側を下にして垂直
に上げます。

手話を使ってみよう

手話でつなげる手話でつなげる
「「共生社会共生社会」」

　12月3日～9日は「障害者週間」です。
　障害者週間の目的は、障害福祉に対する市民の理解と関心を深め、障
害のある人が積極的に社会に参加する意欲を高めることです。
　市では2019（令和元）年12月に「松戸市手話言語条例」を制定し、
手話を利用しやすい環境の整備を進めています。手話に興味を持っ
てもらい、手話への理解を広げることで、手話を使う人も使わない人
もお互いを理解・尊重し、安心して暮らせる「共生社会」を目指しま
す。この機会に皆さんも手話という言語に触れてみませんか。

　手指の動きや表情などを使って自分の意思を伝える言語です。耳が
聞こえない人（ろう者）が、他者とコミュケーションをとり、情報・
知識を得るために大切に育んできたものです。

　「耳の聞こえない人（ろう者）と話してみたい」「手話に興味はあ
るけど、どこで学ぶの？」といった人のために「松戸市手話サーク
ルゆうかりの会」が活動していま
す。また、テラスモール松戸内の
「ネコサポステーション」では手
話体験講座を行っています。

手話って？

手話を学んでみませんか
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●人事行政の運営等の公表
●年末年始のごみ収集・し尿くみ取り
●冬の青少年教室
●オンラインを活用した市民活動の講師を派遣
●マンホールグッズを販売していますNo.1687
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右手の人差し指と中指
を頬に当て（松）、右手
の手のひらを相手に向
け戸が閉まるように左
手につけます（戸）。

ネコサポ
ステーション
手話体験講座

松戸市
手話サークル
ゆうかりの会

こんにちは ありがとう

両手人差し指を向
かい合わせ、交互
に前へクルクル回
します。

手話 松戸
おはよう
ございます

よろしく
お願いします

手話通訳者等の派遣
　学校の説明会や病院などで、手話でのコミュニケーションが必
要なときに、手話通訳者等を派遣しています。

手話通訳者等の設置
　手話通訳士の資格を持つ職員が障害福祉課に
います。手話通訳者は市役所での手続き等に同
行し、円滑なコミュニケーションができるよう
支援します。

YouTubeで動画を配信
　家でも簡単に手話を学べるように、動画を作
成しました。松戸市公式YouTubeチャンネル
「まっちゃんねる」でぜひご覧ください。

ネコサポの手話体験講座

市の取り組み市の取り組み

手話通訳者等の
派遣と設置

松戸市公式
YouTube

「まっちゃんねる」

聴覚障害者の住みやすいまちづくり
市民の会（手話を広める会）
委員長・関口光男氏

　手話は長い間言語として認められず、ろう者や手話サークルなど
の限られた範囲でしか使われてきませんでした。私自身もろう者であ
り、コミュニケーションをとることに不便や不安を感じながら生活し
ていました。
　令和元年12月25日に「松戸市手話言語条例」が制定・施行さ
れ、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及・理解促進を
進めていくことが決まりました。これからはあらゆる場所で市民の
皆さんと手話での会話を楽しめる
ようになってほしいです。「手話
を広める会」は「松戸市ろうあ協
会」、「松戸市手話サークルゆう
かりの会」をはじめとする市民の
方々を中心に手話の普及を目指し
て活動していきたいと考えています。

手話の普及活動の様子
（松戸市手話サークルゆうかりの会）

市公式ホームページの
妖精「まつまつ」



　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。	 人事課☎366－7306

冬に向けて感染者が増えています！冬に向けて感染者が増えています！

松戸市人事行政の運営等の公表
1職員の任免および職員数等に関する状況
①部門別職員数および増減理由（各年4月1日現在）

区分 職員数 対前年
増減数 主な増減理由等2019（平成31）年 2020（令和2）年

一般 
行政 
部門

議会 20人 20人 0人
総務企画 428人 437人 9人 業務増による

税務 152人 153人 1人 欠員補充による
民生 739人 737人 △2人 業務の見直しによる
衛生 252人 250人 △2人 業務の見直しによる
労働 0人 0人 0人

農林水産 14人 14人 0人
商工 33人 33人 0人
土木 282人 287人 5人 欠員補充による
小計 1,920人 1,931人 11人 参考：人口1万人当たり職員数　38.70人

特別 
行政 
部門

教育 463人 463人 0人
消防 500人 502人 2人 業務増による
小計 963人 965人 2人

合計 2,883人 2,896人 13人 参考：人口1万人当たり職員数　58.04人
病院 1,101人 1,158人 57人 医療職補充による
水道 21人 21人 0人

下水道 52人 52人 0人
その他 138人 146人 8人 欠員補充による
小計 1,312人 1,377人 65人

総合計 4,195人 4,273人 78人 参考：人口1万人当たり職員数　85.63人[4,271人] [4,366人] ［95人］
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門

普
通
会
計
部
門

※職員数は、一般職（常勤）の職員数。[　]内は、条例定数の合計。

②職員の採用および退職〔2019（平成31）年4月1日～2020（令和2）年3月31日〕

※市長部局等には、教育委員会を除く各行政委員会を含む。

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 98人 13人 111人 32人 47人 79人
教育委員会 35人 0人 35人 30人 18人 48人

消防局 17人 1人 18人 6人 9人 15人
病院 85人 12人 97人 74人 17人 91人
水道 0人 1人 1人 2人 1人 3人
合計 235人 27人 262人 144人 92人 236人

④職員の初任給〔2020（令和2）年4月1日現在〕
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 188,700円 202,400円 総合職		186,700円 207,800円
一般職		182,200円 193,900円

高校卒 154,900円 164,700円 150,600円 158,900円

③職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢〔2020（令和2）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、技能労務職などを除いた職員。技能労務職
は、自動車運転手、守衛、業務員、用務員、給食調理員など。給与月額とは、月々支給される給料と職員手当
（期末・勤勉手当・児童手当・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 304,968円 419,514円 41.0歳 13.3年 307,474円 359,370円 55.1歳 14.6年
国 327,564円 － 43.2歳 － 287,283円 － 50.9歳 －

2職員の給与の状況
①人件費（普通会計決算）

※人件費には、給料・報酬・諸手当・共済費などを含む。

区分 住民基本台帳人口
〔2020(Ｒ2)/1/1時点〕 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率

（B/A）
参考：2018（平成

30）年度の人件費率
2019（令
和元）年度 498,473人 千円

150,134,908
千円

5,763,158
千円

26,606,033 17.7% 17.8%

②職員給与費（普通会計決算）

※「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、時間外勤務手当な
どを含み、児童手当、退職手当を含まない。

区分 職員数（A）
〔2019（H31）/4/1時点〕

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）

2019（令
和元）年度 2,883人 千円

11,288,573
千円

3,600,966
千円

4,911,342
千円

19,800,881
千円
6,869

⑥特別職の報酬等〔2020（令和2）年4月１日現在〕
区分 報酬等月額 区分 報酬等月額 期末手当〔2019（令和元）年度支給割合〕
市長 1,050,000円 議長 720,000円 6月期　2.225月分

12月期　2.275月分
合計　4.5 月分

副議長 660,000円
副市長 860,000円 議員 590,000円

⑤一般行政職の級別職員数〔2020（令和2）年4月1日現在〕

※給与条例に基づく給料表の級区分による職員数。標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名。

区分 　　     級 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級
合計標準的な職務内容 部長 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 32人 100人 127人 330人 136人 398人 325人 52人 1,500人
構成比 2.1% 6.7% 8.5% 22.0% 9.1% 26.5% 21.6% 3.5% 100%

1年前の構成比 2.2% 7.1% 8.3% 21.7% 10.0% 23.5% 23.5% 3.7% 100%
5年前の構成比 1.8% 8.0% 8.8% 21.0% 11.7% 14.9% 27.8% 6.0% 100%

参
考

市内の感染者数の推移
〔15日（半月）ごと〕

共通会場松戸商工会議所（松戸駅下車）　
12月①11日㈮②25日㈮までに、電話またはEメールで同説明会事務
局☎03－6368－4079、 matsudo@disc.co.jpへ　

若者の採用を検討している
企業の採用活動を支援します

参加
無料

室内での感染症対策
家庭・職場内 ●外から室内に入る時の
手洗い・手指消毒●こまめな換気●室内の
湿度は40～60％に保つ●ドアノブなどの
共用物の消毒

職場内 ●休憩時の休憩室・喫煙所など
での3密対策●体調が悪い時は休む

会食時の感染症対策
●食事中は会話を控えめに
（会話をするときはマスクを
着用）●座席は斜め向かい
●換気などの感染対策が徹底
された飲食店を利用●体調が
悪い時は参加しない

問健康福祉政策課☎704－0055

松戸市独自の
制度です

①オンライン同時開催！ 企業の経営者・人材採用担当
者向け「採用力強化セミナー」

　2021（令和3）年卒・2022（令和4）年新卒採用の動向と対策、オンライン
面接のメリット・デメリットをお伝えします。
日時12月14日㈪13時～16時
定員先着10人（予定）、オンライン20人　※オンライン参加の参加
URLは、申し込み後にメールでご案内します。

②WEB版「まつど合同企業説明会」参加企業を募集！ 
　地元での就職を考えている若年求職者に直接企業の魅力を発信できる
説明会をオンラインで開催します。　※撮影方法などの詳細は、申し込
み後に同事務局からご案内します。
撮影日1月12日㈫（予定）　定員企業数60社（予定）

12月5日㈯午前8時から、
千葉県発熱相談

コールセンターの
電話番号が変わります

12月5日㈯午前8時から
☎03－6747－8414
12月5日㈯午前8時まで
☎0570－200－613
※ともに24時間対応、土・
日曜、祝・休日含む。　

※11月24日㈫現在調整中の
ため、電話番号などが変更
になる場合もあります。

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。
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　市では、中小企業の支援のため、千葉県制度融資の事業資金や新型コロ
ナウイルス感染症対応特別資金、日本政策金融公庫のマル経融資や創業関
連融資を借り入れた事業者を対象に利子を補助します。

対象利子 初回の利子の支払い日から3年以内かつ2020（令和2）年1月1
日から12月31日の間に支払った利子

対象事業者 ●市税を滞納していない●市内に主たる事業所を有している
●市内に本店登記があること（法人の場合）　※主な事業実態が市内にあっ
ても、登記簿の本店登記が市外の場合は対象外。　●申請者の住所、事業
所所在地の双方が市内である（個人の場合）

　市内の新型コロナウイルスの感染者が増えています。また、冬は気温が低
くなるため、室内での滞在時間が長くなったり、換気の回数が減ってしまう
ことが懸念されます。窓を閉め切り、密閉状態になると室内にウイルスが広
がり、感染リスクが高まります。室温や湿度を確認しながら、しっかり換
気・感染症対策をして、感染リスクを下げましょう。

寒くてもしっかり換気をして、適度な加湿を心掛けましょう

1月31日㈰〔消印有効〕までに、申請書と
必要書類を郵送で〒271－8588松戸市役所　
商工振興課（☎711－6377）へ　※詳細は市
ホームページをご覧ください。

市内中小企業振興資金利子・
コロナ対策利子補給金の
申請受け付けを始めました

中小企業
振興資金利子

コロナ対策
利子補給金

※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。

市ホームページ

商工振興課☎711－6377

要申込

（人）

10/25～11/8 11/9～23

感染経路判明者
感染経路不明者
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47人

32人

42人

63人

広報まつど　2020（令和2）年12月1日



　「マイナンバーカード」または
「ID・パスワード」を取得すれ
ば、自宅などから申告できます。
3密回避のためにも、ご利用くだ
さい。詳細は国税庁ホームページ
をご覧ください。
※�ID・パスワードは、申告する本
人が顔写真付きの本人確認書類
を税務署に持参
すれば即日発行
します。

基礎控除の見直し	 � �
◦�基礎控除額が一律10万円引き上げられます
◦�前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、
控除額が逓減します�

給与所得控除の見直し
◦�給与所得控除額が一律10万円引き下げられます
◦�給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万
円に引き下げられます� �

公的年金等控除の見直し
◦�公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます
◦�公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の
控除額は195万5千円が上限になります

所得金額調整控除の創設� � �
◦�一定の条件に該当する場合、給与所得から所得金額
整調控除が控除されます� �

調整控除の見直し	 	 	
◦�合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除
が適用されません� � �

配偶者·扶養控除等および非課税措置に係る所得要件の
引上げ	 � �
◦�配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得
要件が10万円引き上げられます�

ひとり親控除の創設
◦�ひとり親控除が創設され、婚姻歴や性別にかかわら
ず生計を同じとする子（総所得金額が48万円以下）
を有する単身者について、｢ひとり親
控除｣（控除額30万円）が適用され
ます�

※�詳細は市ホームページをご覧くださ
い。�

確定申告は
税務署で並ばない
「スマホ申告」を
ご利用ください

2021
(令和3)
年度
個人市民税・県民税の改正点個人市民税・県民税の改正点

問松戸税務署個人課税第1部門
　☎363―1171（自動音声で2番）

問市民税課☎366－7322

※�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市・県民税の申告は郵送で、所得税（国税）の申告は、e
イータックス

-Taxでの提
出にご協力ください。

　

歳末たすけあい募金にご協力ください
(12/31㈭まで）
　市の昨年度実績は1,284万60円でし
た。いただいた募金は、福祉施設・団
体への助成、防災・減災活動の支援な
どに活用しました 千葉県共同募金会松
戸市支会（地域福祉課）☎366－3019

こども発達センター会計年度任用職員
①心理士②相談支援専門員の募集
勤務日㈪～㈮のうち週4日勤務時間9時
～17時業務内容①発達に心配がある未
就学児の療育・発達検査など②障害児
相談支援事業所での相談・助言・連絡
調整など募集人数①2人②1人必要資格
①公認心理師・臨床心理士・臨床発達
心理士のいずれか②相談支援専門員
時給①2,420円②1,490円　※別途交
通費支給 同センター☎383－6801

明るい選挙啓発習字作品募集
応募資格市内在住・在学の小学～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。申1/13㈬
〔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松戸市役所　選挙管
理委員会事務局（☎366－7386）へ

松戸市書道展覧会作品募集
応募資格市内在住・在勤・在学・出身
の16歳以上部門漢字、かな、詩文書、
てん刻・刻字、高校生、その他〔出品は
1人2点まで（同部門不可）、高校生は
1人1点〕規定小画仙紙半切以内。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
ひも費3,000円（高校生1,000円）申
3/20㈷11時～15時に、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（規定
など)、生涯学習推進課☎367－7810
（会期など）

放課後児童クラブ利用申し込みは、
12/28㈪までに直接各クラブへ
　結果は2月上旬ごろに子育て支援課
から書面で通知します 同課☎366－
7347

従業員の退職金に「中小企業退職金
共済制度」をご利用ください
　新規加入や月額掛け金を増額する場
合、掛け金の一部を国が助成します。掛
け金は全額非課税で、手数料もかかりま
せん　※市でも掛け金の一部を助成する
制度があります (独)勤労者退職金共済
機構中小企業退職金共済事業本部☎03－
6907－1234、商工振興課☎711－6377

12月の松戸競輪開催日程
本場開催18㈮～20㈰（FⅠナイター）、28
㈪～30㈬（FⅡナイター）代替開催10㈭～
13㈰千葉記念（GⅢ）場外開催3㈭～6㈰
別府記念（GⅢ）、4㈮～6㈰平塚（FⅡ）、
14㈪～16㈬川崎（FⅠ）、17㈭～19㈯
奈良（FⅠ）、17㈭～20㈰佐世保記念（G
Ⅲ）、24㈭～27㈰広島記念（GⅢ）、25
㈮～27㈰松阪（FⅠ）、28㈪～30㈬平塚
（GP） 公営競技事務所☎362－2181

①市内障害福祉事業所②ふれあい教室
受講生・特別支援学校生徒の作品展示
� �今年度のふれあいフェスティバルは
中止になりましたので、作品展示のみ
開催します日12/3㈭～９㈬8時30分～
17時（①は土・日曜を除く）会①市役
所本館1階連絡通路②ふれあい22 ①
障害福祉課☎366－7348②ふれあい
22☎383－7111

さわやかヨガ教室
日12/3～24の㈭10時～11時会東部市
民センター対16歳以上定各先着18人費
各800円申電話で同センター☎391－
3701へ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日12/9㈬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

(公社)松戸市シルバー人材センター入
会説明会
日①12/10㈭②12/21㈪各10時から
会①シニア交流センター②すぐやる馬
橋（馬橋駅下車）対臨時的・短期的
または軽易な就業を希望する市内在
住の健康な60歳以上定各先着①30人
②10人申①当日会場で②シルバー人
材センターホームページの入会申し込
みフォームまたは電話で同センター☎
330－5005へ

野鳥観察会（八柱霊園）
日 12/12㈯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〕持筆記用
具・観察用具など費100円（別途交通
費）申当日集合場所で (公財)松戸み
どりと花の基金☎710－2851

「はじめての寄附講座」～今から間に
合う！税から寄附へ気持ちを活かす
寄附の選び方～
日 12/13㈰14時～16時講税理士・
三
み そ え

添聡
さとし

氏定先着15人対寄附に関心の
ある人・団体会まつど市民活動サポー
トセンター申電話またはEメールで
同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

こんな制度があったんだ～任意後見・
相続・遺言について～
日12/14㈪14時～15時30分会新松戸
市民センター対おおむね60歳以上定先
着25人申電話で新松戸高齢者いきいき
安心センター☎346－2500へ

折り紙で指先を使って楽しく脳トレ
日12/18㈮13時～15時会常盤平市
民センター定先着12人費500円対20
歳以上申電話で同センター☎387－
2529へ

明日からの人生を考え、自分にあった
エンディングを迎えるための『エンディ
ングノート入門講座』講演会　
日1/15㈮・22㈮各13時30分～15時30
分会常盤平市民センター定各20人申
電話で常盤平高齢者いきいき安心セン
ター☎330－6150へ

NPO・市民活動よろず相談室「無料で
簡単に作れるWEBサイトのはじめ方」
日12/23㈬10時30分～12時30分会新
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
5人持Wi-Ｆiに接続できるパソコン申
電話またはEメールで同センター☎365
－5522、 hai_saposen@matsudo-
sc.com

労働・生活・健康なんでも相談会
日12/23㈬10時～14時会柏駅東口�
ダブルデッキ　※12/21㈪・22㈫各
10時～14時に電話相談も実施 ちば派
遣村in東葛実行委員会☎04－7132－
8710

介護のやさしい日本語教室〔全10回〕
日1/12～3/16の㈫13時30分～15時
30分会文化ホール内国際友好ルーム内
介護に必要な基本的な用語の学習、利
用者とのコミュニケーションのとり方
対市内在住・在学・在勤で初級日本語
を習得している外国人定先着15人費無
料（別途資料代）申電話で日本語ボラ
ンティア会・藤沢☎331－1525へ

創業プラン作成スクール(Zoomによ
るオンライン開催)〔全4回〕
日1/16～2/6の㈯対創業を考えている
または創業して間もない人定先着30人
申千葉県信用保証協会ホームページま
たは電話・FAXで同協会成長サポート
部創業サポートチーム☎043－311－
5001、 043－221－8424へ

高齢者を狙う「悪質商法」講演会
日1/27㈬13時30分～15時40分会常
盤平市民センター定先着20人申1/15
㈮までに、電話またはFAXで常盤平地
域包括支援センター☎330－6150、
330－6260へ

　　　　　　　　　

教育委員会会議
日12/3㈭9時から会京葉ガスF松戸ビ
ル5階会議室（傍聴は8時30分から受
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　

国税庁ホームページ

市ホームページ

お知らせ

講座・講演・催し

会議
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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）〕　
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12月19日㈯①15時～16時20分②16時30分～17時
実施方法Zoomでの閲覧
内容①アーティストの思考過程を辿ったり、ユニーク
な方法で作品鑑賞したりすることで、自分なりの視点
でものごとを捉え「自分だけの答え」を見つけるアー
ト思考を体験②独特のスタイルで事業を展開しテレ
ビ・ラジオ番組などでコメンテーターとして活躍している若

わ か し ん

新雄
ゆうじゅん

純氏との、教
育におけるアート思考やビジネスへの波及についての対談
講師東京学芸大学個人研究員・末永幸歩氏
特別対談ゲスト慶應義塾大学特任准教授・若新雄純氏
定員先着100人　費用無料

同オフィスホームページで
商工振興課企業立地担当室☎711－6377 同オフィス

ホームページ

ベストセラー「13歳からのアート思考」著者・末
す え な が

永幸
ゆ き ほ

歩さんによる
特別講座 ①アート思考で「自分なりの視点」を鍛えよう！
特別対談②アートにおける教育とビジネスの交差点

～正解のない ゆるくてゆたかな思考～

松戸スタートアップオフィス起業・創業セミナー

若新雄純氏末永幸歩氏

　履歴書などの書き方のポイント、面接の基本・立ち居振る舞いをお
伝えします。「面接の経験がない」「面接時の立ち居振る舞いに自信が
ない」人はぜひご参加ください。
日時1月15日㈮①12時50分～14時10分②14時15分～15時35分
※②の終了後に個別相談会あり（1人15分程度、要予約）。
会場勤労会館　講師ジョブカフェちば職員　対象就職を希望する15
～44歳　定員各先着10人　持ち物筆記用具　※雇用保険受給資格者
証を持つ人は、雇用保険受給中の就職活動実績となりますので持参
してください。　費用無料

電話またはEメールで商工振興課☎711－6377、
mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jpへ

就活セミナー
～応募書類の書き方・面接準備～

①応募書類の書き方セミナー②面接準備セミナー 要申込

生ごみリサイクル始めませんか？生ごみリサイクル始めませんか？
　生ごみを処理する容器・機器を購入した人に、購入費の一部を補助します。

対象者以下の全てに該当する人●市内に住民登録があり、実際に居住している
世帯主●市税の滞納がない●堆肥化・減量化された生ごみを自己の責任で処理
できる
申請に必要なもの●世帯主の氏名が記載された領収書の原本〔購入日から1年
以内のもので、金額は本体購入価格（税込み）に限られ、メーカー・品名・型
番などが記載されていること〕●補助金を振り込むための金融機関の普通口座
番号（世帯主名義）●認め印

直接環境業務課（☎366－7332）または各支所へ
※申請に必要な書類は、市ホームページでダウンロードできます。

種類 補助金額 補助限度額 補助回数（1年度につき）
コンポスト容器 購入価格の2分の1 6,000円 2基まで
EM 菌等使用容器 購入価格の2分の1 6,000円 4基まで
電気式生ごみ処理機

（市で認定済みのもの） 購入価格の3分の1 20,000円 1基まで

生ごみリサイクル始めませんか？

市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE PLANETARIUM

12月の番組
投影日12月5日㈯以降の土・日曜（19日㈯・20日㈰はクリスマス特別投影の
ため、内容が異なります）

キッズ＆ジュニアアワー エリダヌス座のおはなし
　お子さん向けのやさしい星のお話と星座にまつわるお話
開始時刻13時30分、14時30分（各20分）

一般投影 流れ星注意報～流星群のひみつ～
　「流星群」の見える日がわかる理由や観察方法を紹介
開始時刻10時30分（文字解説付き）、15時30分（各40分）

同館☎368－1237

クリスマス特別投影
　来場者に特製シールをプレゼントします。
投影日12月19日㈯・20日㈰

キッズ＆ジュニアアワー サンタさんのおはなし
　星空やクリスマスにまつわる楽しいお話をします。
開始時刻13時30分、14時30分（各20分）

一般向け クリスマスの星空と「クリスマスツリーの星」
　冬の星空やクリスマスツリーの“あの星”にまつわるお話。
開始時刻10時30分、15時30分（各30分）

共通 定員各先着40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

特製シール
（デザインは複数あり）

　年末年始は粗大ごみ（1点1,000円）やし尿のくみ取りの受け付け
が大変混み合います。急ぎでないものはなるべく排出を控えるよう
ご協力お願いします。

松戸市家庭ごみ相談コールセンター 0120－264－057〔IP電話
の場合は☎050－5358－9687（有料）〕、粗大ごみ受付センター
☎391－0007
※電話受付は8時30分～17時。年末年始は電話がつながりにく

くなる可能性があります。

12月 1月
28㈪ 29㈫ 30㈬ 31㈭ 1㈷ 2㈯ 3㈰ 4㈪

ごみ収集・し尿のくみ取り 休 休 休 休
家庭ごみコールセンター 休 休 休 休
粗大ごみ・し尿の受付 休 休 休 休 休 休

年末年始のごみ収集や
し尿のくみ取りのお知らせ

　クイズの全問正解者には記念品をプレゼント！ ぜひご参加ください。
期間2月26日㈮まで　※記念品はなくなり次第配布終了。
費用無料（交通費実費）
参加方法下記施設などに設置する専用の参加用紙を使用
参加用紙配布場所社会教育課、市立博物館、戸定歴史
館、市立図書館（本館・分館）　※市ホームページから
ダウンロードもできます。
参加用紙提出方法直接社会教育課（☎366－7462）へ

市ホームページ

戦国時代の城跡を公園として整備した
「根木内歴史公園」

大正時代に開校した旧陸軍工兵学校の正
門門柱が残る「松戸中央公園」

クイズラリーで巡る文化財を一部ご紹介！

市内の文化財がある場所に隠された
QRコードを探して、

出題されるクイズに答えよう！

松戸市文化財クイズラリー

記念品
あり

職種保育士または保育従事職員　受験案内書配布方法市ホームペー
ジまたは保育課・各支所・ハローワーク松戸で　試験日1月24日㈰　
試験会場市役所　採用期間2021（令和3）年4月1日～2024（令和6）年
3月31日　勤務場所市立保育所（17カ所）

1月13日㈬〔必着〕までに、郵送で保育課（☎366
－7351）へ　※詳細は市ホームページまたは受験案
内書をご覧ください。

市立保育所職員を募集
(任期付短時間勤務職員)

市ホームページ

オンライン開催 要申込
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　市の観光地をPRし、子どもたちに地域への愛着を持ってもらう
ために、市内史跡・名所などの観光絵画コンクールを実施しまし
た。595点の応募があり、142点が入選しました。市長賞入賞者
は以下の通りです。なお、市長賞・観光協会会長賞の作品は、市
ホームページで紹介しています。ぜひご覧ください。

市ホームページ
　子どもたちを取り巻く現状を知り、子どもが未来
に夢や希望を持って成長していくために、私たちに
できることを一緒に考えてみませんか。
日時1月16日㈯14時～15時30分
会場市民劇場
講師NPOキッズドア理事長・渡辺由美子氏
定員先着100人
費用無料
※手話通訳、要約筆記あり。
●Zoomによるオンライン参加もできます
定員先着50人

1月15日㈮までに、市ホームページの申し込み
フォームで　※申し込みフォームを利用できない場合
は、電話で子ども政策課子どもの未来応援担当室☎366－5181へ

子どもの未来応援講演会子どもの未来応援講演会
学習支援で拓く子どもの未来学習支援で拓く子どもの未来
～貧困の連鎖を防ぐために～～貧困の連鎖を防ぐために～ 要申込

オンラインで同
時開催松戸市小中学生観光絵画コンクール

受賞者（市長賞）を紹介します

教室名 日時 講師 対象（市内在住・在学）定員（抽選） 締切日

❶ドラム入門教室〔全 10回〕
12/20 ～ 2/21（1/3 を除く）の日曜
9:00 ～ 12:00
※ 2/28 ㈰に発表を予定。

ローランドミュージックス
クール認定講師・加藤勝吾氏

全回出席できる
中学・高校生 10 人 12/  9 ㈬

❷冬の陶芸教室〔全 4回〕
1/16 ㈯、1/23 ㈯、2/13 ㈯、2/20 ㈯ 
A 9:15 ～ 10:45B 11:15 ～ 12:45
※ABともに同じ内容。

NPO 子どもっとまつど陶芸
倶楽部

全回出席できる
小学3年～6年生 各 8 人 12/20 ㈰

❸「パント！」の振付師で松戸出身のカンジヤマ・マイムと
パントマイム体験と鑑賞 1/23 ㈯ 10:00 ～ 11:30 カンジヤマ・マイム 小学3年～6年生 25 人

1 /  5 ㈫Zoom
オンライン
講座

❹お寿司にお花を咲かせよう！
千葉の郷土料理・太巻き祭り寿司 1/31 ㈰ 10:30 ～ 12:00 栄養教諭・關

せ き

和子氏 小学生と保護者 20 組

❺デザイン書道
～筆文字アートに挑戦しよう～〔全 2回〕 2/6 ㈯、2/11 ㈷各 9:30 ～ 11:30 書道眞和会講師・青木澄

ちょうふう

風氏 小学2年～6年生 15 人
1 /13 ㈬

❻塗り絵みたいに楽しめる☆チョークアート体験 2/7 ㈰A 13:00 ～ 14:30
B 15:30 ～ 17:00

チョークアーティスト・
玉井知子氏

A小学1年～3年生
B小学4年～中学生 各 20 人

❼バドミントン教室〔全 4回〕 2/14 ～ 3/7 の日曜 14:00 ～ 16:00 松戸市バドミントン協会 小学3年～6年生 25 人

1 /27 ㈬
❽本は心の冒険！～英語たっぷり読み聞かせ＆ワーク
ショップとアメリカ文化にふれる～ A 2/21 ㈰B 2/28 ㈰各 10:00 ～ 11:30 市国際交流員・

ギテレス・ハビア
A小学1年～3年生
B小学4年～6年生 各 20 人

❾レザークラフト体験
～お財布とミニチャームを作ってみよう！～

2/23 ㈷A 11:00 ～ 12:00
B 13:30 ～ 14:30C 15:00 ～ 16:00
※ABCは同じ内容。

ももはら靴工房・桃原佐和氏 小学3年～6年生 各 10 人

�つまみ細工でマグネット教室
3/6 ㈯A 13:00 ～ 14:30

B 15:30 ～ 17:00
※ABともに同じ内容。

つまみかんざし彩野・
藤井彩野氏 小学3年～中学生 各 20 人

2 /14 ㈰
Zoom
オンライン
講座

�暗号に挑戦☆ひらめきと発想力で暗号の謎を
解き明かせ！

3/7 ㈰A 10:00 ～ 11:30
B 14:00 ～ 15:30

東京大学サイエンスコミュニ
ケーションサークル CAST

A小学1年～2年生
B小学3年～6年生 各 24 人

各締切日〔必着〕までに、ちば電子申請サービス、直接窓口
（はがき持参）または往復はがきに、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。
※Zoomオンライン講座は視聴環境を各自ご用意ください
（Zoom利用の通信費は各自負担）。

会場❶～❸、❺～�青少年会館❹�Zoomによるオンライン配信
費用❶❸❹❺❼❽�無料❷500円❻300円❾1,000円�300円

※❶はスティック持参（350円で販売あり）、❹は材料・料理器具など実費。

ちば電子申請
サービス

文化観光国際課☎366－7327

学校名 学年 氏名（敬称略） 作品名
小金小学校 1年 原

は ら だ

田美
み あ

亜 東漸寺の紅葉

上本郷第二小学校 2年 鈴
す ず き

木日
ひ か り

伽里 夏の本土寺

矢切小学校 3年 内
う ち や し き

屋敷あい
私の大好きな野菊苑
から見た景色

小金小学校 4年 渡
わ た な べ

邊結
ゆ み

美 本土寺

小金小学校 5年 植
う え ま つ

松未
み ひ ろ

裕 夏の松戸神社

古ケ崎小学校 6年 平
ひ ら が き

垣莉
り な

奈 夕焼けと松戸神社

金ケ作中学校 1年 飯
い い じ ま

嶋姫
ひ め か

愛叶 蘇羽鷹神社

市長賞

市長賞「私の大好きな野菊苑
から見た景色」

市長賞「夕焼けと松戸神社」

渡辺由美子氏

市ホームページ

子どもがいる家庭への手当・貸付制度のご案内子どもがいる家庭への手当・貸付制度のご案内 子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

児童手当 生活状況が変わったら届け出を忘れずに
　下記の手続きは同担当室・市民課・各支所の窓口で行っています。
※申請（認定請求）と額改定（増額）届け出は、原則として請求をした月の
翌月分からが支給対象になります（手続きが遅れた場合は、受給できない月
が発生する可能性があります）。
●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。　●受給者が亡くなったとき⇒新しい受給者からの申請（認
定請求）　●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。　●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　●子どもが生まれたとき⇒額改定（増額）届　●児童と別
居することになったとき⇒別居監護申立書　●児童の養育状況が変わったと
き⇒養育状況等申立書　●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も含む。名義変更は不可）⇒金融機関変更届　※口座
の名義人変更は不可。　※支払いがある前月の15日までに届け出が必要。

児童扶養手当 11月分以降の受給には現況届の提出が必要です
　提出の際に生活状況などを確認するため面談をします。届出用紙を紛失
した人は同担当室にお問い合わせください。

遺児手当 12月10日㈭以降に12月期分（8月～11月分）を受給者
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。

高等学校入学資金貸付制度 申請のご案内
貸付額公立=8万円以内、併願=14万円以内、私立=30万円以内
対象以下の全てに該当する世帯●経済的理由で高校に入学困難な児童の
保護者●保護者が2020（令和2）年3月10日以前から松戸市に住民登録があ
り、引き続き市内に1年以上居住している●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6日㈬～3月10日㈬（閉庁日を除く）

直接同担当室へ
※申請書は同担当室および市民課・各支所で配布しています。志望校が決

まれば申請できますので、早めの申請をお願いします。

冬の青少年教室

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。



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・3㈪
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4㈪・第5㈫㈭

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1・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

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

健康ファイル まつど健康マイレージ付与 …

こころの体温計

検診日 実施会場
1/21㈭ 常盤平保健福祉センター
2/ 9㈫ 新松戸市民センター
2/10㈬ 中央保健福祉センター

ちば電子申請
サービス

ステッカー

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

心の不調はひとりで悩まず相談を
　全国的に自殺者が増加しています。新型コロナウイルス感染症による
社会生活の変化がストレスとなり、気付かないうちに心の不調をきたす
ことがあります。
自分で気づく変化　●悲しい、沈んだ気分が続く●訳もなく疲れたよう
な感じがする●楽しんでやれていたことがおっくうに感じる
●食欲がなくなる、不眠　など
周りの人が気づく変化　●表情が暗く、元気がなくなった
●体調不良を訴えることが増えた●飲酒量が増えた　など
少しでも気になる様子が見られたら声を掛けましょう。

こころの健康状態をパソコンや携帯電話から簡単にチェックでき、
各種相談窓口を知ることができる「こころの体温計」をご利用ください

　その他にも、市ホームページ「こころの健康」ではさ
まざまなこころの健康づくりに関する情報を掲載してい
ますので、ぜひご覧ください。
※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。
各保健福祉センター（中央☎366－7489、小金☎346－5601、常盤平
☎384－1333）

企業・職域型認知症サポーター養成講座を受講しませんか
要申込
　コロナ禍で地域における見守りの必要性が高まっていることから、事業
者向けの講座を開催します。ご希望の日時・場所に講師が伺います（参加
者は10人以上。10人未満の場合またはオンライン受講を希望する場合は高
齢者支援課にご相談ください）。　※参加者にオレンジリングを、松戸市
あんしん一声運動に参加して頂ける団体にステッカーを
差し上げます。
所要時間90分　申込要件松戸市暴力団排除条例第2条に
該当せず、政治活動・宗教活動を事業目的としない市内
事業者　費用無料

高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

①肺がん②大腸がん集団検診は完全予約制（定員あり）です
 要申込 15

　どちらか一方のみの受診も可能です。
検診受付時間9時30分、10時、10時30
分、13時30分、14時、14時30分から
各30分間　対象40歳以上　定員各日
240人　費用①100円②300円

12月18日㈮8時30分から、ちば電子申請サービスまたは電話で健康推進
課☎366－7487へ
※②大腸がん検診の検体提出日は、受診券（きみどり色）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。検体提出日にも受診券を持参
してください。

※会場や日時など、ご希望に添えない場合があります。また、
新型コロナウイルス感染拡大状況により中止となる場合があ
ります。受診日の直前に市ホームページでご確認ください。

※会場は駐車場台数に限りがあるため、公共交通機関などをご
利用ください。
健康推進課☎366－7487

介護予防運動教室 要申込 5

12月9日㈬・18日㈮各10時30分〜11時30分　会場六実市民センター
対象六実・六高台地域在住の65歳以上　※参加はどちらか1日のみできま
す。　定員各先着15人　費用無料

12月1日㈫9時から、電話で六実六高台高齢者いきいき安心センター
☎383－0100へ

薬との上手な付き合い方～よくある質問に答えます～ 要申込
12月21日㈪10時〜11時30分　会場新松戸市民センター
対象おおむね60歳以上　定員先着20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

認知症サポーター養成講座 要申込 5

12月22日㈫10時〜11時30分　会場馬橋市民センター
対象市内在住・在勤　定員先着10人　費用無料

電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター☎711－9430へ

6 広報まつど　2020（令和2）年12月1日

新型コロナウイルスの影響で生活に関する不安や悩みがある方は、「個人向け総合相談窓口」へ。市役所本館2階大会議室



市民活動団体のオンライン活動を市民活動団体のオンライン活動を
支援する講師を派遣します支援する講師を派遣します

　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）

市民劇場
☎368−0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。

◆思い出の童謡・昭和の歌謡コンサート
12/6㈰13時30分
問佐々木☎090－5197－4286
◆松戸ギタークラブ定期演奏会
12/26㈯13時30分
問同クラブ代表・徳田☎090－3048－
8225

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※マスク着用。
※申し込みは当日会場で。

◆①リズム運動②ヨガ＆ピラティス
①12/1〜22の㈫11時10分〜12時②12/7
㈪・14㈪・21㈪各10時〜10時50分
会場小金原体育館　対象18歳以上　定
員各先着16人　費用1回500円　問同体
育館☎341－2242
◆①火曜ヨガ②初めてのフラ
①12/1〜22の㈫13時10分〜14時②12/5
〜26の㈯11時10分〜12時　会場常盤平
体育館　対象18歳以上　定員各先着①
15人②17人　持ち物①ヨガマット　費用
1回500円　問同体育館☎386－0111

森のホール21 チケットセンター
☎384−3331

受付時間…10時～19時
休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日）
※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/

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。
※チケットが完売している場合には、ご容赦ください。

  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

11㈮
18:30

access2020 LIMITED CONCERT 
SYNC–STR　★

ホットスタッフ・プロモーショ
ン☎03－5720－9999
(平日12時〜18時)

12㈯ 松戸シティフィルハーモニー管弦楽団 
定期演奏会（創立４０周年記念）　★ 宮城☎070－4134－1175

　全国のシャープ製コピー機を設置しているコンビニエンスストア（ローソ
ン・ファミリーマート・ポプラグループ）で、下記の申請書を印刷できるよう
になりました。事前にアップロードや会員登録などの操作を行う
必要はありません。パソコンがなくても、市役所・支所に行かな
くても書類を入手できますので、ぜひご利用ください。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

●郵送による住民税証明書等交付●児童手当●子ども医療費助成制度●ひとり
親家庭等医療費助成制度●ひとり親家庭養育支援給付金〔2021(令和3)年2月
まで〕●はり、きゅう、あん摩等施術費助成金●人間ドック受診費助成●住宅
用省エネルギー設備設置費補助金●省エネルギー住宅等普及促進事業費補助金
●事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金●クリーンエネルギー自動
車導入補助金
角松カードも印刷できます
　デザインは2種類ありますので、どちらかを選択してカラー印刷
してください。　※市ホームページからダウンロードもできます。

コピー機の画面で「プリントサービス」を選択➡次の画面で「ネット
ワークプリント」を選択➡ユーザー番号に「MATSUDOSHI」の10
文字を入力➡印刷したい書類を選択➡白黒かフルカラーを選択➡
表示された料金を入れて「プリント開始」を選択
A4サイズの印刷費用 白黒20円、フルカラー60円

　　　　　　　　　　　　　で
一部の市の申請書を印刷できます
ローソン ファミリーマート

問広報広聴課☎366－7320

　オンラインを活用した会議や配信の方法、SNS（Twitter・
Facebookなど）を活用したPR方法などをお伝えする講師を、ご希
望の場所に派遣します。
派遣期間3月31日㈬まで　派遣条件まつど市民活動サポートセン
ターに登録済みの市民活動団体　※会場は各団体で準備してくださ
い。 ※1回2時間まで、1団体につき1回まで利用できます。　
講師同センターコーディネーター　費用無料

電話で同課☎366－7318へ
※ 詳細は同課および同センターで配布するチラシま

たは市ホームページをご覧ください。　　　　　

市民自治課☎366－7318

家にパソコンがなくても大丈夫！ オンライン会議 ＳＮＳ活用

☎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。
利用方法

◆松戸シティフィルハーモニー管弦楽
団　定期演奏会（創立40周年記念）
12/12㈯18時30分　会場大ホール
費用全席自由 800円（当日900円）
※未就学児入場不可。

●マージャン点数計算勉強会
日①12/4㈮18時15分〜20時15分②
12/10㈭10時〜11時40分会松戸駅周
辺の麻雀店費①1,600円②1,000円申各
回の前日までに、電話で健康麻雀サーク
ル笑

えごころ

心・鈴木☎080－5888－8624へ
◆税理士税務無料相談会
日12/10㈭・17㈭、1/28㈭各10時〜15時
会松戸商工会議所（松戸駅下車）申電話で
千葉県税理士会松戸支部☎366－2174へ
●健康体操体験教室
日12/10㈭10時〜11時会勤労会館対
65歳以上の女性定先着3人申電話で健
康体操もくれん・加藤☎348－0292へ
◆ストレッチ＆太極拳初心者無料体験会
日12/11㈮13時〜15時会馬橋市民セン
ター定先着10人申電話で日本健康太極
拳協会・早

は や た

田☎342－1527へ
●剣道体験会
日12/6㈰・13㈰、1/24㈰・31㈰各9時
30分〜11時会六実小学校対小学生定各
先着2人申電話で六実剣道会・高橋☎
080－5467－4153へ

◆現役中国人女性留学生による中国語教
室・見学会
日12/5㈯13時15分〜15時45分会常盤
平市民センター定先着2人申電話で五香
中国語会話教室・諏訪☎090－9817－
2314へ
◆粗大ごみリユース品年末大感謝市（木製
家具など）
日12/6㈰10時〜14時会リユース工房み
らいず駐車場（稔台）問みらいず・清水
☎710－7201
◆健康マージャン体験会
日12/7㈪〜12㈯12時〜16時会NPO健
康マージャンやまがクラブ事務局（新京
成常盤平駅下車）費1日1,000円申電話
で同NPO・徳光☎090－8583－1506
へ
●健康体操ポルカ体験会
日①12/14㈪10時〜11時30分②12/21
㈪13時〜14時30分会①新松戸市民セン
ター②市民交流会館文化施設対50歳以
上の女性費各500円申電話でポルカ・
篠崎☎309－3600へ

●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
日12月の㈪13時30分〜17時会日本棋院
松戸生涯学習支部（新京成五香駅下車）
費2,000円申電話で同支部入門サーク
ル・岩島☎388－3022へ
◆干支（うし）を創りましょう
日12/12㈯・14㈪各10時〜12時会市民
交流会館文化施設定先着5人費3,500円
申電話で木目込み人形・羽

は が わ

川☎342－
8229へ
●松戸シティフィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会
日12/12㈯18時30分開演会森のホール
21費800円（当日900円）問同楽団・
宮城☎070－4134－1175
◆終活全般・成年後見の無料相談会
日12/13㈰14時〜16時30分会常盤平
市民センター問(一社)コスモス成年後見
サポートセンター千葉県支部・藤倉☎
388－3060
◆モンテッソーリリフレッシュ講座「親
子でクリスマス小物を作ろう」
日12/14㈪10時〜11時45分会常盤平

市民センター定先着10人費500円申ま
まぷりもブログ http://ameblo.jp/
montessorimamapurimo/へ
◆久保内百合子門下生の会サークル「ピ
アチェーレ」ウインターコンサート
日1/28㈭14時〜16時30分会市民劇
場定先着100人問同サークル・徳田☎
080－3708－9201

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

申請書が印刷できる手続き ※今後も随時追加する予定です｡

市ホームページ

市ホームページ

●小金原テニスクラブ
日要問い合わせ会栗ケ沢公園庭球場
対市内在住・在勤・在学の小学生以
上費月1,250円 5,000円（高校生
3,000円、小・中学生無料）問井本
ktc–web@ktctennis.com
●常盤平トキワクラブ（ストレッチ・
リズム運動）
日㈬9時30分〜11時会常盤平体育館
対60歳以上費月1,800円 1,000円
問松本☎385－4892

会 員 募 集

角松カード
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（９時〜16時、電話相談・来庁予約）☎0120－415－111へ　※音声ダイヤルで「５」（症状・検査は「1」、保育・教育は「3」）を選択。



12月16日㈬～25日㈮（21日㈪を除く）
16時30分～19時
※来園の際は、マスク着用や利用者間の距離

確保などの感染拡大防止対策にご協力くだ
さい。

東松戸ゆいの花公園東松戸ゆいの花公園イイルルミミネネーーシショョンン

　下水道に親しみを持っていただくきっかけとして
市でマンホールグッズを制作しました。
販売場所同課
販売時間9時～16時（閉庁日を除く）

販売グッズ

※支払い方法は現金のみで、事前予約・取り
置きなどはできません。数に限
りがあります。

※12月10日㈭から、インターネッ
トでも販売予定です。詳細は市
ホームページをご覧ください。

12月28日㈪〔消印有効〕までに、郵送またはFAX・Eメールに作品・住
所・氏名・電話番号を記入して、〒271－8588松戸市役所　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。募集要領・応募用紙は同事務局で配布

または市ホームページでダウンロードできます。

陽よ

う

た大
ち
ゃ
ん

禄ろ
く

ち
ゃ
ん

怜れ

い

な奈
ち
ゃ
ん

2020（令和2）年3月生
大好きなパパと遊んでニコ
ニコ(*^^*)

2019（平成31）年4月生
食べることが大好きな禄くん！
これからもたくさん食べてすく
すくと育ってね！

2018（平成30）年8月生 
食べることと踊ること、お歌が大
好き！たくさん食べて遊んで大
きくなってね。

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!

ご当地マンホールグッズを販売しています！
問下水道経営課☎710－3082

問公園緑地課☎366－7380、
　同公園管理センター☎384－4

よ い は な

187

ご当地マンホール
ラバープレート
550円（税込）

リアル
ご当地マンホール
ミニ（直径 9cm）
1,650円（税込）

ご当地マンホール
ストラップ

440円（税込）市ホームページ

もったいない標語を募集
～ぼくたちの もったいないとは 何だろう？～

（令和元年度もったいない標語　最優秀賞）

問行政経営課☎366－7311

人口と世帯 〔2020（令和2）年11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 498,531  人 〔 △ 250 〕 男 248,027  人〔 △130〕
世帯 242,752  世帯〔 △ 19 〕 女 250,504  人〔 △120〕

市ホームページ

パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2020.12.1
（令和2年）
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　今年も残すところあと1カ月となりました。
　この1年を振り返りますと何よりも新型コロナウイ
ルスとの闘いの1年だったと思います。ワクチンや治療
薬がない新型コロナウイルスは世界各国で瞬く間に感
染拡大し、都市封鎖や入国制限、東京オリンピック・
パラリンピックの延期など、私たちが過去に経験した
ことがない事態を引き起こしました。
　日本国内でも新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、3月には小・中学校が休校となり、4月には全国
に緊急事態宣言が発令され、外出制限や営業自粛、 
イベントを中止せざるを得ない状況になりました。
　市としてはこの1年間、市民の皆さんの生命に直結
する医療体制の整備を最重点政策として進めてきまし
た。感染者が増加していく中で、市総合医療センター
や千葉西総合病院などの協力を得て、感染症患者を受
け入れるための病床を確保しました。ドライブスルー
方式のPCR検査は保健所や松戸市医師会と連携し、県
内で初めて実施しました。
　子育て世代への支援では、生活困窮に拍車がかかる
養育費をもらえていないひとり親世帯への支援を行
い、また、自宅で過ごす時間が多くなった子どもたち
には図書カードを配付しました。
　この他、高齢者施設などが集団感染防止対策に取り
組む費用の補助や、事業者が新規にデリバリーやテイ
クアウトを始めるなど、売り上げ回復に取り組む費用
の補助もしました。
　新型コロナウイルスへの対応が長期化する中で、感
染者や医療従事者への差別や偏見、いじめなどが社会
問題となりました。そこで市は「人権尊重緊急宣言」
を発し、新型コロナウイルスに関する「差別・偏見や
いじめ等のないまち、まつど」を目指し、市民の皆さ
んと一丸となって推進することを宣言しました。
　10月以降、新型コロナウイルスの感染が急拡大し、
流行の第3波が押し寄せて来ています。市としては感
染すると重症化しやすい高齢者や有疾患者の他、集団
感染を未然に防止できるよう高齢者施設の職員がPCR
検査を受けやすい体制を緊急に整備しました。
　本コラムは今年最後になりますが、来年は新型コロ
ナウイルスに打ち勝ち、東京オリンピック・パラリン
ピックを笑顔で迎えたいと思っています。市民の皆さ
ん、少し早いですが、よいお年をお迎えください。

　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

ドミニカ共和国のお土産

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

顔のない人形
　ドミニカ共和国は、原住民や
ヨーロッパ、アフリカなどさま
ざまな民族が混ざり合い、独自
の文化が形成されました。多民
族国家の象徴として有名なお土
産「顔のない人形」があります。 

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

ドミニカ共和国観光省提供 

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。また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

新型コロナウイルスと闘った1年
～キャンドルで灯すフラワーロード～

　市では、毎年2月15日を「松戸市もったいないの日」に定め、「もったいない運動」を
推進しています。この運動の一環として、より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。　※今年度はアイデア作品の募集はありません。

今年度のテーマ まちの中のもったいない
対象市内在住・在勤・在学（個人・団体は問いません）　応募上の注意●20字以内●様式自
由●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します
●入賞した標語は、来年度のもったいない運動の推進・広報に活用することがあります。

市ホームページ
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