
松戸市新型コロナウイルス感染症
相談専用ダイヤル

　音声が流れますので、相談内容に応じて
1～９の番号を選択してください。

☎0120－415－111
〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕

一都三県（東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県）一都三県（東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県）はは、現在の感染状況を踏まえ、、現在の感染状況を踏まえ、
1月4日㈪に新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「緊急事態行動」として新たな協力要請を行いました。1月4日㈪に新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「緊急事態行動」として新たな協力要請を行いました。

　市内でも新型コロナウイルス感染症の感染者が1,178人（1月6日㈬現在）確認されている他、　市内でも新型コロナウイルス感染症の感染者が1,178人（1月6日㈬現在）確認されている他、
近隣自治体でも感染者が急増しており、感染爆発の瀬戸際といえる状況です。近隣自治体でも感染者が急増しており、感染爆発の瀬戸際といえる状況です。

何としても、感染拡大を止めるため、市民や事業者の皆さんのご協力をお願いします何としても、感染拡大を止めるため、市民や事業者の皆さんのご協力をお願いします
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●コロナ禍で収入が減少した人の減免・猶予措置
●市民税・県民税の申告はお早めに
●テレワークによる働き方改革を応援します
●コロナ禍においても安心して暮らすために
●市主催のオンライン講座No.1691
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イベントの中止・延期、公共施設の利用中止に関する情報
　今号に掲載されている催し物などは、今後中止・延期さ
れる可能性があります。また、緊急事態宣言発令などによ
り、公共施設の利用中止や開設時間短縮を実施する可能性
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、各問い合わせ先にご連絡ください。

事業者への要請内容の詳細や協力金などに関する情報は、市ホームページをご覧ください。

20時以降 は不要不急の外出を自粛してください
20時以前 も感染リスクの高い場所への不要不急の外出を自粛してください
感染リスクの高い場所の例
●感染が拡大している地域
●「飲食を伴う懇親会など」「大人数や長時間におよぶ飲食」「マスクなしでの会話」
「寮などの狭い空間での共同生活」「休憩所・喫煙所など居場所の切り替わり」の 

感染リスクが高まる5つの場面
●「密閉」「密集」「密接」の3つの密のある場所
不要不急の外出に該当しない外出
●通院・通勤・通学（塾・習い事含む）　●買い物　●健康維持のための運動
※飲食のための外出については、感染予防対策を必ず実施するなど慎重に対応してください。

営業時間を20時まで短縮してください（酒類の提供は19時まで）
●屋内の催しは上限人数5,000人かつ定員の半分以下で、 

屋外の催しは上限人数5,000人以下かつ人と人との距離を十分に（できれば2m）確保
して実施してください（1月6日㈬現在の情報です。その後変更される場合があります）

●イベント参加者に対して、感染防止対策の徹底やイベント前後の飲食自粛を呼びかけ
てください

以下の徹底をお願いします。
●イルミネーションの早めの消灯　
●テレワークや在宅勤務、時差出勤の実施
●職場・寮における感染防止策の実施
●従業員への基本的な感染防止策の実施や会食自粛の呼びかけ

※1月6日㈬時点では1月31日㈰までが協力要請期間です。

不要不急の外出は控え、慎重な行動を

最新の情報はホームページをご覧ください
※1月6日㈬時点の情報を掲載しています。1月7日
㈭以降、国の緊急事態宣言などにより、内容や期
間などが変更している場合があります。

厚生労働省
ホームページ

市ホームページ
「感染拡大防止のためのお願い」

千葉県
ホームページ

市ホームページ
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新型コロナウイルス感染症
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コロナ禍で収入が減少した人のコロナ禍で収入が減少した人の減免・猶予措置減免・猶予措置

広報まつど　2021（令和3）年1月15日2

　現在の市役所は、老朽化・分散化・狭あい化に加え、大規模災害発生時の対
応力強化が求められているなど、さまざまな課題を抱えています。これらの課
題を整理し、これからの社会に求められる市役所機能のあり方に関する基本的
な考え方を示した「市役所機能再編整備基本構想（案）」を取りまとめました。
　この構想に市民の皆さんの意見を広く取り入れるため、パブリックコメント

（意見募集）手続きを実施しています。詳細は市ホームページをご覧ください。
閲覧方法市ホームページまたは財産活用課・行政資料センター・各
支所・図書館（本館・分館）・まつど市民活動サポートセンターで
意見の提出方法2月2日㈫（消印有効）までに、書面に住所・氏
名・表題「市役所機能再編整備基本構想（案）について」を記入
して、持参（各支所可）・郵送・FAX・Eメール・市ホームページ
専用フォームのいずれかで、〒271－8588松戸市役所　財産活
用課 366－1160、 mczaisan@city.matsudo.chiba.jp（☎
366－7316）へ　※意見に対する個別回答は行いません。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険に加入している人の世帯の主な生計維
持者の収入が減少した場合、申請により保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。
対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により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
②新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者の2020（令和2）年の事業・不動産・山林・
給与収入（以下「事業収入など」）が減少し、次の全てに当てはまる世帯 ●2020（令和2）年の
事業収入などのいずれかの減少額が2019（令和元）年の当該事業収入などの額の10分の3以上 
●2019（令和元）年の合計所得金額が1,000万円以下●減少した事業収入などの所得以外の2019

（令和元）年の所得の合計額が400万円以下
3月31日㈬〔必着〕までに、申請書類（市ホームページからダウンロード可）を

〒271－8588松戸市役所　国民健康保険課新型コロナウイルス減免担当へ　※減額
となっても納付が困難な場合、徴収猶予または換価の猶予の申請ができます。詳細は
市ホームページをご覧ください。
問国民健康保険課専用コールセンター☎712－0141

　すでに臨時特別給付金を支給済みの世帯に対しては、2020（令和2）
年12月24日に同給付金（基本給付）の再支給分を支給しました。
まだ同給付金を申請していない場合は、2回分の給付金が受け取れ
ます。
申請期限2月28日㈰〔必着〕　対象2002（平成14）年4月2日以降に
生まれた子を養育している児童扶養手当を受給していないひとり親
世帯　※20歳未満の障害のある子は対象になる場合があります。　
※支給要件（所得制限あり）などあり。詳細はお問い合わせくださ
い。　支給額1世帯5万円（第2子以降1人につき3万円）

直接または郵送で申請書（市ホームページでダウン
ロード可）と必要書類を〒270－8588松戸市役所　
子育て支援課児童給付担当室へ

　新型コロナウイルス感染症の影響で、水道
料金などの支払いが困難な場合、2020（令和
2）年4月23日から12月31日まで申請を行っ
た人の支払いを猶予していましたが、1月以
降も申請日から最長6カ月間支払いを猶予し
ます。詳細はお問い合わせください。
問市営水道給水区域の問い合わせ

お客様センター（第一環境㈱）
☎383－2100
県営水道給水区域の問い合わせ
千葉県企業局☎368－6143

市役所機能再編整備基本構想（案）に
対するご意見をお寄せください

国民健康保険料の減免・猶予措置

ひとり親世帯ひとり親世帯臨時特別給付金臨時特別給付金
の申請はお済みですか？の申請はお済みですか？

新型コロナウイルス感染拡大の影響で
家計が急変したひとり親世帯の皆さん

パブリックコメント（意見募集）実施中

市ホームページ
松戸市営水道

キャラクター・
まってぃ〜

水道料金・下水道使用料
の猶予措置

監査結果を公表します監査結果を公表します

監査結果の全文は、行政資料センター・図書館本館・市ホームページで閲覧できます。

　2020（令和2）年8月27日から
2020（令和2）年10月15日までの
期間に実施した定期監査結果の概
要を公表します。

2020（令和2）年11月19日
松戸市監査委員　高橋　正剛

同　　　　三好　徹
同　　　　伊東　英一
同　　　　二階堂　剛

監査の対象 総務部（6課）、選
挙管理委員会事務局、総合政策部

（7課）、会計課、市議会事務局（2
課）、財務部（9課）
監査の結果 監査の結果は、監

査した限りにおいて、おおむね適
正に執行されているものと認めら
れた。
　なお、意見および指摘事項は次
のとおり。

意見
行政経営課 市全体における情

報共有の仕組みの構築については
鋭意努力をされているところであ
るが、監査結果において、依然と
して不適切な事務処理が繰り返さ
れていることから、内部統制機能
について、より一層の強化を図ら
れたい。
財政課 財政状況はより一層厳

しさを増すことが懸念される中、
公共施設の更新等の大規模事業や
多くの市民ニーズに対応するため
に、引き続き財源の確保や経費の
節減を進めるとともに行財政改革
の推進に努め、健全で安定した行
財政運営を図られたい。
債権管理課 税以外の市債権に

ついて、債権所管課の自主的な回
収を支援すべく引き続き指導を推
進するとともに、市税徴収率の向
上に努力されたい。

契約課 契約全般について、透
明性と公平性の確保に努めている
ところであるが、適正な契約事務
の執行について引き続き研究をさ
れたい。
市民税課 公平な課税と課税客

体の把握に努めているところであ
るが、税の重要性に対する市民の
理解を得ながら関係機関と協力
し、特別徴収の更なる推進と適正
な課税に向け、引き続き努力をさ
れたい。
固定資産税課 課税客体の把握

に努めているところであるが、税
の公平性の観点から、今後も適正
な実態調査や評価を実施するとと
もに、関係機関との連携を図り、
保有する課税客体のデータを的確
に把握し、適正な課税に向け、よ
り一層の努力をされたい。
収納課 市税収納率の向上につ

いては、継続的な取組をされてい

るところであるが、納期内納付の
推進に向けた啓発に努めるととも
に、関係部課と連携を図り、引き
続き努力をされたい。

問監査委員事務局☎366－7385

区分 内容 件数

契約

予算執行科目が適切
でなかったもの 1 件

決裁区分が適切でな
かったもの 1 件

予定価格調書の記載
が適切でなかったも
の

2 件

予定価格の設定が適
切でなかったもの 1 件

契約保証金の事務処
理が適切でなかった
もの

2 件

その他
郵券類等受払簿の管
理が適切でなかった
もの

1 件

合計 8 件

指摘事項

問子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

市ホームページ 市ホームページ

同基本構想（案）

問財産活用課☎366－7316

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。



確定申告書作成会場を開設します
期間2月16日㈫～3月15日㈪（土・日曜、祝日を除く。ただし、2月21日㈰・28日㈰
は開設）　受付時間8時30分～16時（提出は17時まで）　相談時間9時
～17時　会場松戸税務署プレハブ会場　入場整理券配付方法●会場で
当日配付●国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することによ
る事前配付　※公的年金を受給している人は、2月16日㈫以前も相談
を受け付けています。

税理士による無料申告相談
期間2月1日㈪～15日㈪（土・日曜、祝日を除く）　受付時間9時30分～15時30分
会場松戸税務署プレハブ会場　入場整理券配付方法会場で当日配付
共通持ち物●前年の申告書などの控えや源泉徴収票など申告に必要な書類●筆記具
●計算器具●印鑑●マイナンバーに係る本人確認書類
●銀行などの口座番号（還付金がある場合）

混雑（3密）回避のため入場整理券を配付します
会場への入場には「入場整理券」が必要です。
※入場整理券の配付状況に応じて受け付けを早めに締め切ること
があります。

松戸税務署からの
お知らせ

確定申告書などの作成は、国税庁ホームペー
ジ「確定申告書等作成コーナー」が便利です
　画面の案内に従って金額などを入力すると税
額などが自動計算され、確定申告書が作成でき
ます。スマートフォンやタブレットでも作成で
きます。

申告に必要なもの
●市民税・県民税申告書（申告書が必要な場合は、2月1日㈪から市民税
課・各支所で配布します。特定の人には2月上旬に郵送します）　●2020

（令和2）年分給与所得の源泉徴収票または給与明細書　●2020（令和2）
年分公的年金等の源泉徴収票　●2020（令和2）年分国民健康保険・国民
年金等社会保険料控除証明書（納付済証明書）　●2020（令和2）年分生
命保険料・地震保険料・長期損害保険料の払込証明書　●その他控除資
料（医療費の明細書など）　●給与、公的年金等以外の収入が分かる物

（個人年金、配当所得など）　●本人確認書類、扶養している親族の個人
番号が分かる物　●印鑑　●返信用封筒（郵送申請の場合）

※公的年金等の収入が400万円以下かつその他の所得が20万円以下の人
は、確定申告が不要です。

※市民税・県民税で公的年金等の源泉徴収票に記載された控除〔社会保
険料控除・扶養控除・寡婦（夫）控除など〕以外の控除（医療費控除・
生命保険料控除など）の適用を受ける場合や、その他の所得がある場
合には、市民税・県民税の申告が必要です。

※源泉徴収の対象とならない公的年金（外国で支払われる年金）などを
受給している人は、所得税の確定申告不要制度は対象外です。　

※所得税の確定申告をした場合、市民税・県民税の申告は必要ありません。

注意事項
●市役所本館2階大会議室以外の会場や松戸税務署に
設置されるプレハブ会場では、所得税の確定申告書の
作成ができます。
●各会場とも駐車場の数に限りがあるため、公共交通機
関をご利用ください。
●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-Taxで
の提出にご協力ください。
●会場の都合により、日程を変更すること
があります。市ホームページなどをご覧く
ださい。

問市民税課☎366－7322

申告書の提出期間は2月16日㈫～3月15日㈪です
市民税・県民税の申告はお早めに市民税・県民税の申告はお早めに

2021（令和3）年度市民税・県民税申告受付会場（○印が実施日、★印の会場にはエレベーターがありません）
受付時間9時～11時30分、13時～16時（提出のみの場合は17時まで）※土・日曜、祝日の受け付けは行いませんので、ご注意ください。

市ホームページ
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市役所本館2階大会議室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新松戸市民センター3階 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
矢切支所2階★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小金原市民センター2階 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
六実市民センター2階 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
常盤平市民センター1階 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －
小金保健福祉センター3階 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － －
東部支所2階★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

会場
期日

※5月下旬まで松戸税務署の駐車場は使用できません。車での来署はご遠慮ください。
※マスクを着用し、できる限り少人数で来場してください。また、入場時の検温で
37.5度以上の場合は、入場できません。

問松戸税務署☎363－1171

3密回避のため郵送での
申告をお願いします

　申告期間は、会場が大変混雑します。3密を避け、新型コロナウイルス感染
拡大を防止するため、市・県民税の申告は郵送でのご提出にご協力ください。
送付先申告書に住所・氏名・電話番号を記入し、押印の上、必要書類を同封して
〒271－8588松戸市役所　市民税課へ
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　柿ノ木台公園（ライオンズの森）の将来像に
ついて、近隣に住む市民の皆さんとともに考え
るワークショップを開催します。
日時3月7日㈰13時～16時　
会場二十世紀が丘市民センター　
対象柿ノ木台公園からおおむね500m圏内在住
※小学生は保護者同伴。　定員先着40人

2月26日㈮までに、電話またはEメールに住所・氏名（ふりがな）・電話番号を
記入して、公園緑地課☎366－7380、 mckouen@city.matsudo.chiba.jpへ 
※感染症対策のため、当日は検温しマスクを着用してください。また、当日ま
たは当日までの14日以内に37.0度以上の発熱、咳、下痢などの症状が出た場
合、参加できません。その場合は事前に上記連絡先までご連絡ください。

柿ノ木台公園(ライオンズの森）の
ワークショップを開催します 要申込

柿ノ木台公園から500mにある
施設はこんなところがあるよ！
目安にしてみてね！

◦第二中学校
◦鴻

こうのだい

之台公園
◦いちご公園
　など

矢切
地域

みらい分校は、公立の夜間中学校です
◦授業は週5日、年間約200日◦中学校の教科を勉強します◦教員
免許を持つ教員が教えます◦しっかりと勉強すれば、卒業証書をも
らえます◦授業料はかかりません
所在地古ケ崎1の3073（旧古ケ崎南小学校）　入学時期4月　※入
学前に体験期間があります。　募集期間1月29日㈮まで　
入学資格以下の全てに該当する人◦義務教育の年齢（満15歳）を
超えている◦原則として市内在住（県内の市外在住の人は要問い
合わせ）◦中学校を卒業していない、または卒業し
ていても不登校などの理由により学び直しを希望する
◦みらい分校の生活に支障がない
※詳細は市ホームページをご覧ください。

公立夜間中学｢市立第一中学校みらい分校」
2021（令和3）年度入学生徒募集 要申込

問学務課☎366－7457
問公園緑地課☎366－7380

市公式
ホームページの妖精

「まつまつ」

市ホームページ

国税庁ホームページ
国税庁LINE

公式アカウント

同ダイヤル☎0120－415－111〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕



　現在は旧東葛飾旅券事務所（ちばぎん松戸ビル3階）での申請受付は終了
していますので、ご注意ください。
所在地松戸1307の1キテミテマツド9階
申請受付・交付時間月曜～土曜9時～16時30分　※土曜は交付のみ。
休所日日曜、祝・休日、キテミテマツドの休館日、年末年始（12月29日～
1月3日）
対象県内に住民登録をしている人
※詳細は市ホームページをご覧ください。

4月1日～2022（令和4）年3月31日採用の
会計年度任用職員（パートタイム）を募集します

職種 勤務場所 時給（※）

社会教育関係

①旧齋藤邸管理人 旧齋藤邸の管理運営 旧齋藤邸（紙敷588） 957円

②美術資料整理職員 松戸ゆかりの作家の調査、所蔵作品・資料整
理など

社会教育課または美術資料整理室（子ど
も読書推進センター内） 1,240円

③埋蔵文化財発掘調査整理員 埋蔵文化財発掘調査出土遺物などの資料整理 社会教育課文化財整理室（北部小学校内） 1,020円
④埋蔵文化財発掘調査作業員 埋蔵文化財発掘調査現場作業 発掘調査現場 1,130円
施設受付（⑤文化ホール⑥
矢切公民館⑦タウンスクー
ル根木内⑧青少年会館⑨青
少年会館樋野口分館）

施設受付・管理など
⑤文化ホール⑥矢切公民館⑦タウンス
クール根木内⑧青少年会館⑨青少年会館
樋野口分館

957円⑩青少年会館講座補助　 講座の事務補助、施設受付など 青少年会館
⑪青少年会館樋野口分館
　プレイルーム 子どもの見守りなど 青少年会館樋野口分館

⑫市立図書館窓口業務 図書の貸出し、整理、受付業務など 図書館本館・分館、子ども読書推進センター

市立学校

⑬学校図書館専門員 学校図書館での資料整理など

市立小・中学校

1,100円
⑭学校図書館支援員 957円
⑮スクールアシスタント 校務補助 957円

⑯派遣スタッフ 学力向上や教育課題支援など 957円
（教員免許などあり1,470円）

⑰特別支援教育補助教員 特別支援学級担任の補助 1,470円
⑱特別支援教育補助員 特別支援学級児童生徒の支援 957円

⑲特別支援教育支援員 通常学級における支援を要する児童生徒への
支援

957円
（介護福祉士資格など

あり1,470円）
⑳看護師 医療的ケアを必要とする児童生徒へのケア 1,468円
㉑学校教育相談員・心理相

談員
児童生徒・保護者に対するカウンセリング、
教職員に対する助言・支援、就学に関する指
導・助言

教育研究所、同研究所古ケ崎分室・
常盤平分室・五香分室 2,420円

㉒非常勤講師 教科指導業務（生物・英語） 市立松戸高校
月額10,000円×1週間
当たりの授業数

㉓養護教諭補助 保健室業務補助（1学期のみ） 1,470円

市ホームページ

市ホームページ

問①～④社会教育課☎366－7462⑤～⑦生涯学習推進課☎367－7810⑧～⑪青少年会館☎344－8556⑫市立図書館☎365－5115⑬⑭指導課☎366－
7458⑮教育企画課☎366－7455⑯～㉑教育研究所☎366－7461㉒㉓市立松戸高校☎385－3201

（※）時給は令和2年度実績のため、給与改定や最低賃金の改定などにより変更する場合があります。

母子・父子自立支援員
勤務時間月曜～金曜のうち4日間各9時～17時　勤務場所子育て支援課
業務内容ひとり親家庭への自立支援、施設などへの同行、貸付金申請の対
応など　応募資格保健師、看護師、臨床心理士、社会福祉士、教員、保育
士または母子・父子自立支援員の経験を有する人など　※詳細はお問い合
わせください。　月給210,000円（別途賞与・交通費支給）

1月21日㈭〔必着〕までに、指定の履歴書（子育て支援
課で配布または市ホームページでダウンロード可）・資格証
の写しを直接または郵送で〒271－8588松戸市役所　子
育て支援課（☎366－7347）へ

総合医療センター職員
任用開始日2021（令和3）年4月1日以降
登録職種事務、事務（障害者）、クラーク、医師事務作業補助者、看護事
務補助者、保育士、薬剤師、管理栄養士、衛生検査技師、臨床検査技師、

診療放射線技師、理学療法士、臨床工学技士、救急救命士、診療情報管理
士、看護師、准看護師、助産師、保健師、看護補助者、業務員　
募集期間1月31日㈰〔消印有効〕まで　※申込書確認後、随
時選考を行います。　※詳細は同センターホームページをご
覧ください。
問同センター総務課人事係☎712－2511（内線2195）

事務補助員（登録者の中から必要に応じて選考し任用）
勤務時間月曜～金曜のうち4日間の9時30分～15時15分（休憩45分を含
む）　※勤務場所による。　勤務場所市役所・市内公共施設　業務内容パソ
コン（Excel・Word）事務、窓口・電話応対など　時給957円（別途賞
与・交通費支給） 

登録用紙（同課で配布または市ホームページでダウンロー
ド可）を直接または郵送で〒271－8588松戸市役所　人事
課（☎366－7306）へ

市ホームページ

市ホームページ

同センター
ホームページ

平日（夜間）・土日も証明書を発行
行政サービスセンター

　各種証明書発行の際は、事故防止のため、本人確認を厳格に行ってい
ますので、ご協力をお願いします。
受付時間平日10時～20時（祝・休日除く）

土曜、第2・第4日曜9時～17時（祝日を除く）
場所新京成松戸駅定期券売り場奥
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。土・日曜、平日17時以降の申請は翌日以
降の平日渡し）　※戸籍の届出や引っ越しの手続きなど、一部受け付け
ていない業務があります。

Matsudo City Passport Center
松戸市パスポートセンター

松戸駅周辺の公共施設ご利用ください！

市ホームページ

教育委員会の採用情報　※詳細は、直接各課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。

問同センター☎331－8780、市民課☎366－7340

キテミテ
マツド9階 松戸駅構内

4

申請から交付までの必要日数
申請内容 必要日数

新規 9日
記載事項変更 9日
査証欄の増補 7日

※必要日数に土・日曜、祝・休日、年末年始
は含みません。

同センター☎382－6722
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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。



　2020（令和2）年3月末にクリーンセンターが老朽化により稼働を停止したため、現在は和名ケ谷ク
リーンセンターの1施設で焼却処理しています。そのため「燃やせるごみ」の一部の焼却処理を市川市と
浦安市に委託していますが、収集した「燃やせるごみ」の中に包丁、
空き瓶、空き缶などの違反物が見つかりました。
　本市や両市のごみ処理に支障をきたすことがないよ
う、市役所・各支所・市民センターで配布または市
ホームページからダウンロードできる「家庭ごみの分
け方出し方〔2020（令和2）年度版〕」のちらしなどを
再度確認し、家庭ごみの分別の徹底をお願いします。

　市内ゴルフ練習場からネットの寄付
をいただきました。このネットを活用し
た、ごみ散乱防止用ネットを市民の皆さ
んに無料で配布します。
サイズ横2m（縦は希望の長さ）
※無くなり次第配布を終了します。
問環境業務課☎712－0028

家庭から出るごみの分別に
ご協力をお願いします

分別されていないごみ市ホームページ

問家庭ごみ相談コールセンター 0120－264－057
※IP電話☎050－5358－9687（有料）

ごみ散乱防止用ごみ散乱防止用
ネットを配布しますネットを配布します

包丁も！

ビン

空きカン

ごみ出しルール
を守ろう！

松戸市ごみ減量
シンボルキャラクター
「クリンクルちゃん」

令和2年度矢切公民館音楽祭は新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため中止
します
問生涯学習推進課☎367－7810

令和元年度千葉県災害義援金の受け付
けを終了します

　2019(令和元)年台風第15号、第19
号、10月25日の大雨により、住んで
いた家屋が被害を受けられた世帯に配
分している義援金の受け付けを1/29㈮
〔必着〕で終了します問地域福祉課☎
366－3019

宝くじの助成金で町会の備品を整備し
ました

　金ケ作門前町会は、(一財)自治総合
センターの助成金を活用して和太鼓な
どを購入しました。同センターは、宝
くじの社会貢献広報事業として、地域
の健全な発展を図っています問市民自
治課☎366－7318

12 月は防災行政無線で 2件の行方不
明高齢者の探索を行い、全て発見され
ました

　ご協力ありがとうございました。な
お、情報提供は最寄りの交番または警
察署へお願いします問高齢者支援課地
域包括ケア推進担当室☎366－7343

一般国道 464 号北千葉道路（市川市
～船橋市）環境影響評価書と都市計画
決定図書の縦覧
縦覧期間 1/12㈫〜2/15㈪（平日のみ）
縦覧場所都市計画課　※環境影響評価
書は県ホームページで随時縦覧可。
※都市計画決定図書は2/16㈫以降も同
課で縦覧可問同課☎366－7372

日本語指導支援スタッフ募集
採用期間4月以降、2022(R4)/3/31ま
で勤務日平日週2日〜5日、8時〜16時
45分のうち学校長が定める時間（勤務
場所により異なる）勤務場所市立小・
中学校　※長期休業期間は勤務なし内
外国人の小・中学生に対する日本語の
マンツーマン指導時給957円（別途交
通費支給）申1/29㈮〔必着〕までに、
申請書類（市ホームページからダウン
ロード可）と所持資格などの写しを郵
送で〒271－8588松戸市
教育委員会　指導課へ　
※後日面談あり　※詳細
は市ホームページで問指
導課☎366－7458

市営住宅入居者募集
入居資格 ◦市に住民登録をしている
市内在住または市内在勤の人◦同居
する親族がいる人（単身申込要件を
満たす人を除く）◦持ち家を有して
いないことなど、現に住宅に困窮し
ていることが明らかな人◦所定の方
法により算出した月収が、一般=15
万8千円以下、高齢者・身体障害者
など（条件あり）=21万4千円以下
募集案内書の配布 1 / 2 9 ㈮ か ら 2 / 1 0
㈬ の 間 に 、 住 宅 政 策 課 ・ 支 所 ・ 行
政 サ ー ビ ス セ ン タ ー で 入居時期 3 月 
下旬ごろ申 2/1㈪から2/10㈬〔消印 
有効〕の間に、郵送でのみ受け付け　
※応募者多数の場合は公開抽選。家
賃・必要書類他は、募集案内書をご覧
ください問住宅政策課☎366－7366

国民健康保険料納入通知書送付用封筒
の裏面に広告を掲載しませんか
予定通数127,000通 募集枠 1枠
広告の規格縦7cm×横16.5cm、単色刷
り（緑色）選考方法市の広告掲載審査基
準に適合した申込者の中から、金額が
最も高い者を選定広告掲載料 127,000
円以上（税込み）申2/26㈮〔必着〕
までに、申込用紙（市ホームページで 
ダウンロード可）に広告原稿案を添付し
て、直接または郵送で
〒271－8588松戸市
役所　国民健康保険課 

（☎366－7353）へ

12/25 ㈮から千葉県の最低賃金が改
正されました
鉄鋼業 995円（従来993円）電子部品・
デバイス・電子回路・電気機械器具・情報
通信機械器具製造業 954円（従来951円)
※上記以外の業種は千葉県最低賃金の
925円問千葉労働局労働基準部賃金室
☎043－221－2328

令和3・4年度松戸市簡易修繕（営繕)
業務受注資格審査申請を受け付け

　入札の対象とならない市発注の簡
易修繕（営繕）業務の受注資格（有
効期間2年）審査申請を受け付けます
受付期間 2/1㈪〜26㈮各9時〜16時
（平日のみ）対市内に本店のある法人
または個人事業者（令和2・3年度の松
戸市入札参加資格審査申請をしている
場合は申請不要）申契約課で配布また
は市ホームページでダウンロードでき
る申請書を直接同課へ問契約課☎366
－1151

　　　

古民家「旧齋藤邸」造形講座～アボリ
ジニアートに挑戦しよう！～
日1/23㈯13時15分旧齋藤邸（紙敷
588）集合、15時30分解散内ドットペ
インティング技法を使ったアボリジニ
アート講日本画家・泉晴

せいこう

行氏 飲み物
定先着9人申1/22㈮までに、電話で社
会教育課☎366－7462へ

小中学校造形作品展をオンラインで開
催します

  市教育委員会ホームページで図画工
作・美術の授業などで制作した絵画や
工作作品の写真を掲出します日1/27㈬
〜31㈰問指導課☎366－7458

千葉県東葛地区人権サミット
日2/5㈮18時〜20時（17時開場）会
アミュゼ柏定先着190人内講演「聴覚
障害者と手話の歴史〜そして地域で生
きること〜」、東葛地区5市長による意
見交換申1/29㈮〔必着〕までに、郵送
またはFAXに住所・氏名・年齢・電話
番号・要約筆記と手話通訳の希望の有
無を記入して、〒277－0081柏市富
里1の1の1M＆Rビル3階　NPO人権
ネットワークPEaCE21、 04－7165
－0723（☎04－7166－2625）へ

里親制度説明会
日2/6㈯13時〜15時会さわやかちば
県民プラザ（柏市）内制度説明、体験
談、個別面談申電話で子ども家庭サ
ポートセンターちば「オレンジの会」
☎0470－28－4288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)。移動交番車で警察への手続きや相
談などもできる他、電話d

で

e詐欺撃退機
器などを展示します日2/15㈪10時〜
10時30分会稔台公園（稔台2の21の
16)、中道公園（西馬橋蔵元町9）定先
着100人問市民安全課☎366－7285

日本語教育講演会「つながるひろがる
にほんごでのくらし」活用講座
日2/15㈪13時〜15時会文化ホール講
インターカルト日本語学校講師・有田
玲子氏定先着35人費500円〔(公財)
松戸市国際交流協会会員は無料〕申
電話またはEメールで同協会☎366－
7310、 office@miea.or.jpへ

ふれあいサービス基礎研修・元気応援
サービス実務者研修〔全3回〕
日2/22㈪・24㈬・26㈮各9時〜16時
30分会松戸市社会福祉協議会対全日程
参加できる市内在住・在勤の20歳以上
定先着10人申電話でふれあいサービス
☎368－2941へ

入札監視委員会
日1/18㈪14時から会市役所新館5階市
民サロン傍聴定員先着5人（13時40分ま
で受け付け）問契約課☎366－1151

都市公園整備活用推進委員会
日1/25㈪10時〜12時会市役所新館5
階市民サロン傍聴定員先着5人（9時30
分から受け付け）問公園緑地課☎366
－7380

環境審議会地球温暖化対策部会
日1/25㈪10時から会市役所議会棟2階
第3委員会室　※新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、傍聴につい
ては未定です。詳細はお問い合わせく
ださい問環境政策課☎366－7089

国民健康保険運営協議会
日1/25㈪13時30分から会市役所新館
7階大会議室傍聴定員先着5人程度（13時
まで国民健康保険課窓口で受け付け）
問同課企画調整班☎366－7307

支所出張所諮問委員会
日2/3㈬10時から会市役所新館5階市民
サロン傍聴定員先着5人（9時45分から
受け付け）問市民自治課☎366－7318

地域自立支援協議会
日2/3㈬14時30分〜16時30分会市役
所新館7階大会議室傍聴定員先着5人
(14時15分から受け付け）問障害福祉課
☎366－7348、 366－7613

男女共同参画推進協議会
日2/4㈭13時30分から会ゆうまつど
傍聴定員先着5人（13時20分まで受け
付け）問男女共同参画課☎364－8783

市などからのお知らせをお伝えするコーナーです。 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　

市ホームページ

市ホームページ

イベントお知らせ

会議
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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（右記QRコード）をご覧ください。



2011（平成23）年度～2019（令和元）年度の景観表彰受賞者を展示します。
期間1月22日㈮12時15分まで　会場市役所1階連絡通路

松戸市の景観の軌跡
パネル展示を開催

こどもミュージアム
「松戸探検 90年前からの「松戸探検 90年前からの
くらしのくらしのうつりかわり」うつりかわり」  

市立博物館学習資料展

3月21日㈰は千葉県知事選挙の投票日です。貴重な一票を大切にしましょう。　 選挙管理委員会事務局☎366－7386

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎368－1237

2月星空観望会 「月とM42」
2月20日㈯18時～20時
内容プラネタリウムで星空解説後、屋外で天体望遠鏡を
使った星空観望（雨天曇天の場合はプラネタリウムのみ）
定員先着40人（中学生以下は保護者同伴）
費用無料
1月19日㈫8時30分から、電話で同館☎368－1237へ

※1組5人まで申し込み可（同一世帯の場合は応相談）。

要申込

M42（イメージ）

問都市計画課☎366－7372

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、首都圏を中心にテレワークによる在宅勤務が急速に進みました。しかし、自宅
では思うようにパフォーマンスを上げるのが難しいという声もあります。
　市では、松戸駅前に松戸スタートアップオフィスを設置している他、市内の主要駅に託児機能付きのコワーキングスペー
スの設置を進めています。テレワーク環境での業務効率向上のため、ぜひご活用ください。

　創業の促進、起業家の支援・育成、多様な働き方の推進を目的に設置された施設です。起業家・起業
準備者向けに専門家による相談などのサポートの提供や、講座・イベントの開催なども行っています。
場所松戸1307の1松戸ビル13階（キテミテマツド隣）　利用時間9時～21時（窓口10時～17時）
問松戸スタートアップオフィス 0120－917－854、 office@matsudo-startup.jp
※緊急事態宣言などにより新規会員の受け付けを停止している場合があります。

乳幼児一時預かり
（料金別途）との
併用もできます
利用希望日の

3日前までに、電
話でほっとるー
む松戸☎393－
8531へ

送迎保育ステーション
新松戸駅前

ほっとるーむ八柱
新京成線
東武アーバン
パークライン

武蔵野線

流鉄流山線

北総線

常磐線

八柱・新八柱駅前

送迎保育
ステーション

東松戸駅前

松戸スタートアップ
オフィス

松戸駅前

送迎保育ステーション
（4月開設予定）

北小金駅前

同オフィスホームページ

同じビルの4階に
ほっとるーむ松戸が

あります

松戸スタートアップオフィス

対象市内で起業予定または創業5年以内でIT・
コンテンツ産業などに携わっている人
費用個室38,000円から、ブース席18,000円から

個室（6室）・ブース席（5席）

利用者のコメント ㈱トライアングルステージ・元木さん（個室利用）
　広報まつどで開設を知り早速問い合わせ見学したところ、明るくきれいでしか
もお手頃価格であったことから入会しました。起業をするまでは都内で勤務して
いたので、長年住んでいた地元・松戸には不案内でしたが、交流会やセミナーな
どへの参加を通して少しずつ地元とのつながりもできました。運営事務局の方々
も懇切丁寧に対応してくださり快適に利用しています。

対象テレワーク環境で働きたい人
または起業家・起業予定の人
費用1時間300円（要会員登録）

クラウドオフィス（30席）

利用者のコメント N.Hさん
　最初に見学に来た時に、内装がきれいで窓が大きく明るいのが気に入
り、すぐに登録しました。印刷も簡単にできて、文具も揃っているので
ちょっとした事務手続きをするのにも困りません。補助金や事業に関する
相談に乗ってもらえ、法人化の際の登記や住所利用の手続きもできるた
め、フリーで仕事をしていた身としては大変助かりました。

託児機能付きコワーキングスペース

　子どもを預けながら仕事ができるよう、乳幼
児の一時預かりを行っている駅前施設にコワー
キングスペースの設置を進めています。
※詳細は広報まつど2020年12月15日号をご
覧ください。

送迎保育ステーション（新松戸・東松戸駅前）
問保育課保育運営担当室☎366－7351

ほっとるーむ八柱
（コワーキング＆カフェスペース付き一時預かり）
問子育て支援課☎366－7347

東松戸駅前送迎保育ステーション

ほっとるーむ八柱

市はテレワークによる市はテレワークによる 働き方改革を応援します働き方改革を応援します

サテライトオフィス等サテライトオフィス等
立地促進補助金立地促進補助金

　市内に新たにサテライトオフィスやイノベーション施設などを設置し、運営する事業者に対して、その費用の
一部を補助します。
対象事業者類似の施設を過去に整備・運営したことがあるなど、事業を遂行できる実施体制や実施
能力がある事業者　補助額初期費用の1/2（上限800万円、初年度のみ）、運営費の1/2（上限300万
円、2年間）など　※詳細は市ホームページをご覧ください。
問商工振興課企業立地担当室☎711－6377 市ホームページ

民営のサテライトオフィスも
応援します

6 広報まつど　2021（令和3）年1月15日

問同館☎384－8181

　小学3年生社会科の単元「市の様子と人々のくらしのうつりかわり」の学習
内容に合わせた展覧会です。昔のくらしの道具を「食べる」や「くらす」など
のテーマに分けて展示しています。今年は松戸のうつりかわりを写真で見るこ
とができるコーナーを新設しました。中学生以上の人もぜひご覧ください。
会期1月20日㈬～3月31日㈬　会場同館企画展示室
開館時間9時30分～17時（入館は16時30
分まで）
休館日月曜（祝日の場合は翌平日休館）、館
内整理日（1月22日㈮、2月26日㈮）　観覧料
無料

農家の台所 火鉢

第1回（平成23年）
景観大賞（建築物・工作物部門）
流通経済大学新松戸キャンパス

第3回（平成25年）
景観大賞（建築物・工作物部門）
マブチモーター㈱本社棟

第1回（平成23年）
景観大賞（景観づくり活動部門）
里やま保全活動ネットワーク

第5回（平成27年）
景観大賞（景観づくり活動部門）
松戸花壇づくりネットワーク
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投票日当日に投票所に行けないと見込まれる場合、期日前投票をご利用ください。

原
は ら

太
た い ち

一展
～うさぎのギアス氏と相棒の犬の旅～

　擬人化されたうさぎが広い世界を旅す
る姿を描く、ストーリー仕立ての個展で
す。ぜひご覧ください。
会期1月19日㈫～3月21日㈰
会場森のホール21 1階エントランス
ホール内アートスペース
開館時間9時～22時
休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、
翌平日休館）
費用無料
問社会教育課美術館準備室☎366－7463

「未明の出発」2017年

ハーブドライフラワーで作るスワッグ
1月26日㈫11時～12時
講師松戸ハーブボランティア・林みよ子氏
定員先着8人
持ち物花ばさみまたはせん定ばさみ、新聞紙、
持ち帰り袋
費用800円

ナチュラルな花束の壁飾り
1月27日㈬10時30分～11時30分
講師アトリエフラワーフラワー代表・
倉原由加氏
定員先着8人
持ち物持ち帰り袋
費用2,000円

春摘みバスケットアレンジ
2月5日㈮11時～12時
講師フラワースクールF

エ フ コ コ

COCO主宰・河野史子氏
定員先着8人
持ち物持ち帰り袋
費用2,000円

バレンタインの
ハートアレンジメント（生花）
2月10日㈬10時30分～11時30分
講師フローリスト花

はなしょう

笙NFD講師・須賀倫子氏
定員先着8人
持ち物花ばさみ、工作用はさみ、平皿、持ち
帰り袋
費用1,300円

共通 会場同公園マグノリアハウス
1月16日㈯9時から、電話で同公園管理センター☎384－4

よ い は な

187へ

要申込東松戸ゆいの花公園の講座東松戸ゆいの花公園の講座
　新型コロナウイルスの影響で活動を中止している認知症カフェなどの日どの日
常の居場所を利用していた人のための音楽会を開催します。
　感染対策を講じた環境で、つかの間の癒しを体感しませんか？バレンタタ
イン前の昼下がりに優雅なティータイムを楽しみましょう。
日時2月12日㈮13時45分～15時15分
会場カフェ・シャコンヌ（八ケ崎7の45の3）
演奏者オカリナ・アンサンブル・クローバー、聖徳大学音楽学部
曲目ショパン『ノクターン』第2番他
対象認知症の人（介護者の付き添い可）
定員先着6人
費用500円（洋菓子・1ドリンク付き）

1月29日㈮までに、電話で高齢者支援課
地域包括ケア推進担当室☎366－7343へ
※参加者はマスクの着用、

入場時の検温、手指の消
毒、健康チェックシート
の提出をお願いします。

認知症の人向け

認知症支援に携わる専門職スタッフがお待ちしています

日ごろの思い
を打ち

明けてみません
か？

——冬場において特に注意すべきことは何でしょうか
　新型コロナウイルスは飛沫（マイクロ飛沫）感染と接触感染によって感染し
ますが、どちらかというと飛沫の方が感染経路は多いといわれています。「食
べるところ」と「話すところ」、つまり大勢の人が集まって食事や会話を楽しむ
イベントでの感染リスクが高いのです。
　新型コロナウイルスの感染リスクを高める行動や場面として、国の新型コ
ロナウイルス感染症対策分科会では感染リスクを高める「5つの場面」を示
しています。「①飲酒を伴う懇親会など」「②大人数や長時間におよぶ飲
食」「③マスクなしでの会話」「④狭い空間での共同生活」「⑤居場所の
切り替わり（休憩室や、喫煙室など）」の5つが感染リスクを高める場面
です。
　感染リスクが少ないところも日常にはたくさんあります。散歩をして感染
するわけではありません。買い物の際にレジなどで店員が商品を触っただけ
で感染が広がるわけでもありません。また、電車でも会話をしている人がい
なければ、乗車中の感染リスクはそれほどではありません。ただしこれらの
場面でも、会話をする際はマスクをお互いに付けましょう。

——自分もいつか新型コロナウイルスに感染するのではないかと恐怖心を
抱いている人も多いと思いますが、どのように対応していけばよいでしょ
うか
　感染自体は決して悪ではなく、責められるべきではありません。感染者が
責められるような社会だと、陽性と診断されたくないために検査を受けなく
なります。そうなると、感染は地域に徐々に広がりやがて爆発的に拡大して
しまいます。

　PCR検査を受けることや、検査結果が陽性だった感染者を隔離すること
は、感染拡大を予防する重要な対策の1つです。つまり検査を受け、隔離に
応じてくださる人は、感染予防に協力してくださっているのです。それが理
解できれば、感染者への偏見はなくなるでしょう。ある意味、隔離に応じて
くださっている方に私たちは感謝すべきです。
　今冬は新型コロナウイルスと共に過ごす初めての冬となります。欧州のよ
うなロックダウンとならないよう、感染予防を地域で行い、支え合っていか
なければなりません。新型コロナウイルスは、地域での交流やつながりを分
断した側面があります。この冬を乗り越えるためにも、まずは地域で支えて
いくという雰囲気をつくり、感染対策を講じながら、万が一感染者が発生し
ても、助け合い、支え合える社会をみんなでつくっていきましょう。

——多くのことを自粛する生活が続いていますが、生活を豊かにしていく
ためにはどのように考えたらよいでしょうか
　人と接することは大事なことですが、感染拡大している中では、家族や本
当に親しい人以外とは電話やオンラインで話し、お互いに困っていることを
支え合ってください。特に、孤立しがちな方には対面以外の手段で積極的に
声掛けをしていくことが必要だと思います。
　しばらく感染対策は必要になりますが、できるだけ前向きに、この冬で新
しい価値観を作るくらいの気持ちで考えてみてはいかがでしょうか。近所を
散歩したり、巣ごもりしながら新しいことに挑戦したりするのも良いかもし
れません。自分や周りの人、そして地域のために何ができるかを考えてみて
ください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により多くの制約が課せられている中、
高齢者を中心に社会活動の自粛が進んでいます。

特に注意して取り組まなければいけないことを2人の有識者に伺いました。
※もう1人のインタビューは2月1日号に掲載します。

問健康福祉政策課☎704－0055

カフェ・シャコンヌ

国際医療福祉大学
教授・和田耕治氏

（厚生労働省新型コロナウ
イルス感染症対策アドバ
イザリーボードメンバー）

インタビュー対象

　やしの音楽会　やしの音楽会

コロナ禍においても安心して暮らすために
～有識者特別インタビュー Vol.1～

要申込癒
い

やしの音楽会



歯を大切に 歯丈夫 胃丈夫 大丈夫
健康で明るい未来のために

消火器の使い方を動画で学ぼう！
　乾燥する冬に入り、火災が発生しやすい時期を迎えました。もし火災が
発生した場合に、皆さんの大切な人や財産を守れるよう、消火器の使い方
を動画で学びましょう！
　パソコンやスマートフォンで消防
局ホームページから気軽にご覧くだ
さい。あのまつど応援キャラクター
も登場！？

予防課☎363－1114

　新型コロナウイルス感染拡大の中、ウイルス感染対策として、うが
い・手洗い・マスク・アルコール消毒などさまざまなことが言われてい
ます。お口のケアも重要な感染対策です。以前このコーナーでも紹介し
ましたが、ウイルスは主に目、鼻、口などの粘膜から感染しやすいと言
われています(もちろんそれ以外の感染ルートもあります)。口

こ う く う

腔粘膜はウ
イルス感染の防御壁となっているのですが、口の中が汚れているとそこ
に潜む細菌により口腔粘膜が損傷を受けます。また口の中では免疫反応
がありウイルスや細菌と戦ってくれていますが、汚れている状態だとそ
の免疫反応もうまく作用しなくなり、それに伴いウイルスへの感染リス
クが高まると言われています。
　また、通常は食べた物や唾液などは食道を通過していきますが、それ
が気管に入ってしまうことがあります。これを誤

ご え ん

嚥と言います。口の中
が汚れていると、その中の細菌が肺に達してしまい、誤嚥性肺炎を引き
起こすことがあります。
　これらのリスクをできるだけ小さくする手段として、日々のブラッシ
ングにより口の中を清潔に保つことが重要になります。ただし、むし歯
や歯周病に罹患していると自宅でのブラッシングだけでは不十分です。

そのような状況の方は歯科医院を受診し治療やブラッシング指導を受け
ましょう。歯科治療によりお口の中を安定した状態に保つことは、ブ
ラッシングの効果を高め、何よりも正しいブラッシング方法を身に付け
ることにより、今後のむし歯や歯周病の予防にもつながります。
　コロナ禍で治療が中断してしまっている方も多いと聞きます。数カ月
ぶりに歯科を受診したら、その間にむし歯や歯周病が進行し抜歯せざる
を得ないということが実際の治療の現場では見受けられます。このよう
な状態だと口の中を安定させるのにはとても難しくなります。むし歯や
歯周病でなくても、定期的に歯科健診やクリーニングを受けることはと
ても重要なのです。
　一時、「歯科は感染リスクが高い」などと言われていましたが、松戸
市内の歯科医院での院内感染・集団感染などは報告されていません。以
前より歯科治療においてマスクやグローブ、アルコール消毒、手洗いは
行われており、コロナ禍においては各歯科医院でさらにしっかりと感染
対策を行っています。その上、松戸歯科医師会では新型コロナウイルス
など感染症対策チェックリストを定め、より徹底した感染防止策を講じ
ていますので、必要性がある方はしっかりと歯科を受診してください。
　ワクチン開発などが進んでいますが、日々の体調管理や歯磨きなど、
今できることから感染対策を心掛けましょう。そして何より、一人ひと
りが思いやりをもって行動し感染防止に努めましょう。

松戸市医師会  https://www.matsud-med.or.jp/

歯科とコロナについて②
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　災害から自分たちの住む地域の安全・安心を守るため、消防団活動に参
加しませんか。

消防団とは
　江戸時代に組織化された町火消しが
前身といわれる、伝統ある組織です。
普段は仕事や家事をしながら、地域防
災のリーダーとして「わが街を災害か
ら守る」という使命感のもと、地域に
根ざした幅広い活動を行っています。

活動内容
災害活動
　火災などが発生した場合に、市消防局
と共に迅速に消火活動などを行い、街
と住民を守ります。
地域と協働した活動
　地域の催し物などでの火災予防の呼
び掛けや、日常的な警戒活動を行います。
地域防災のリーダーとしての活動
　住民一人ひとりの防災行動力を高めるため、出火防止、初期消火、応急
救護などの指導を行います。
教育訓練
　消火訓練や救出救護訓練を行い、専
門的な知識と技術を養うことで、消防
団の災害活動力を高めています。

消防団の特性
地域密着性
　地域の事情などに精通し、地域に密着した存在です。
即時対応力
　日頃から教育訓練を受けているため、有事の際に即時対応できる能力が
あります。

消防団の活躍
　阪神淡路大震災では、地理や地域の実情に詳しい地元消防団がいち早く
現場に駆け付けて人命救助活動・消火活動を行った他、危険箇所の警戒・
巡回による住民の安全確認など、多岐にわたる活動を行いました。
　東日本大震災では、多くの消防団員が自らも被災しているにもかかわら
ず、人命救助活動、住民の避難誘導、救援物資の搬送などの活動に従事し
ました。このとき、顔見知りの消防団員の協力の求めに、多くの住民が心
を開いて応じたことが、効果的な災害対応につながりました。
　台風や豪雨による災害では、河川の警戒、土のう積み作業などの浸水防
止活動、住民への広報、避難誘導や行方不明者の捜索活動に従事して、住
民の安心・安全の確保に貢献しました。
　地域に密着し、即時に対応する消防団の活動は、安心した住民生活を送
る上で、精神的な支えとなっています。

松戸市消防団のご紹介
　1団本部、10方面隊、36個分団からなる約600人の消防団員が地域住民
の安全と安心を守るために、さまざまな活動をしています。
消防団員の身分
　消防団員の身分は、特別職の地方公務員として保障されますが、それに
伴う身分上の制約はほとんどありません。
消防団の待遇
　年報酬や、災害や訓練に出場した場合の費用弁償としての出動手当が支
給されます。また、5年以上勤務し、退団した場合には、退職報償金が支
給されます。
　また、公務災害補償制度や被服の支給、表彰制度があります。
応募資格
　心身ともに健康な市内在住・在勤の18歳〜54歳

消防音楽隊員も同時募集
　音楽（吹奏楽）経験者を募集していま
す。現在22人の消防団員が市消防局員と
ともに音楽隊活動を行っています。
　演奏を通じて、火災予防運動などの消防
団活動をしてみませんか。
  
「消防団員証」の提示でお得なサービス
　地域防災の担い手である消防団員を地域ぐるみで応援すると
いう趣旨に賛同する「消防団応援の店」で「消防団員証」を提
示することで、料金の割引など一定のサービスを受けられる制
度があります。

相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ
思春期相談（電話のみ・予約不要） ㈪〜㈮9:00〜17:00（祝日を除く）

☎361－2138精神保健福祉
相談

こころの健康相談 2/4㈭・15㈪各14:00〜16:00
酒害相談 2/18㈭14:00〜16:30

DV相談 電話（予約不要） ㈪〜㈮9:00〜17:00（祝日を除く）☎361－6651来所 原則㈮9:00〜17:00
障害者
差別相談

電話（予約不要） ㈪㈫㈭㈮9:00〜17:00 ☎361－2346
367－7554来所

松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談・検査 要申込

消防局
ホームページ

自分たちの街は自分たちで守る！自分たちの街は自分たちで守る！
松戸市消防団員募集松戸市消防団員募集

消防総務課消防団担当☎363－1116または地元消防団
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1月20日㈬に、自転車特集号を発行します。　問交通政策課☎366－7439



特定健康診査を受けて生活習慣病をストップ！

　自覚症状のない糖尿病などの生活習慣病の予防と早期発見のための健
診です。年に1回必ず受けましょう。治療中の人も受けられます。
健診期限3月31日㈬　実施場所①市内委託医療機関（例年2月～3月は大変
混み合います）②集団健診（日程は要問い合わせ）　対象40歳～74歳
の国民健康保険加入者　持ち物国民健康保険被保険者証、特定健康診査
等受診券（きみどり色、三つ折り）　費用無料　※35歳～39歳の人は
国保健康診査、千葉県後期高齢者医療制度に加入している人は後期高齢
者健康診査を、同様に無料で市内委託医療機関で受けられます。
電話で①市内委託医療機関②国民健康保険課専用コールセンター☎

712－0141へ

認知症サポーター養成講座（①馬橋西②新松戸③明第1）
要申込  

①1月26日㈫14時～15時30分②2月6日㈯10時～11時30分③2月9日㈫10
時～11時30分　会場各市民センター（①馬橋②新松戸③稔台）　対象市内
在住・在勤　定員各先着①10人②15人③30人　費用無料
電話で各高齢者いきいき安心センター（①馬橋西☎711－9430②新松戸

☎346－2500③明第1☎700－5881）へ

健康ファイル
まつど健康マイレージ
付与…

介護者のつどい　 要申込
2月5日㈮10時～11時　会場馬橋市民センター　対象現在介護をしてい
るまたは過去に介護をしていた人　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

主任ケアマネによる介護保険利用についてのお話　 要申込  
2月10日㈬14時～15時　会場馬橋市民センター　対象馬橋西地区在住
のおおむね65歳以上　定員先着25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

3月31日㈬までに、麻しん・風しん混合（MR）第2期予防
接種を受けましょう
対象2014(平成26)年4月2日～2015(平成27)年4月1日生まれの人　
※�松戸市で接種歴が確認できない人には、1月下旬ごろ案内を送付しま
す。母子健康手帳を確認し、既に接種が済んでいる人は、接種の必要
はありません。

ご注意ください
◦3月31日㈬を過ぎると無料での接種はできません
◦�麻しん（はしか)、風しん（三日はしか）の両方にかかった人は、接
種の必要はありません

◦�県内の他市町村の医療機関で接種を希望する場合は、お問い合わせく
ださい

問�健康推進課予防衛生班☎366－7484

要申込

問子どもわかもの課☎366－7464

1月26日㈫八柱駅ビル内に1月26日㈫八柱駅ビル内に 中高生の居場所中高生の居場所
「青少年プラザ八柱」オープン！「青少年プラザ八柱」オープン！ 他にもあります！青少年プラザ

　現在、その他に松戸・新松戸・五香六実の各地区に設置さ
れています。詳細は市ホームページをご覧ください。

青少年プラザ松戸（P
ポ ッ プ

op c
コ ー ン

orn Matsudo）

開催日土・日曜10時～17時30分　場所文化ホール
まつどNPO協議会☎090－9397－4830

青少年プラザ新松戸（ユースペース）

開催日金曜15時30分～20時　場所青少年会館
NPO子どもの環境を守る会Jワールド☎344－0544

青少年プラザ五香六実
開催日月・金曜15時～20時（土曜、日曜・祝日・夏
休みは13時～20時）　場所新京成元山駅ビル3階
NPOキャリアデザイン研究所☎080－2560－

5134

　中高生世代が自由に利用でき、自主的な活動や体験、悩みの相談
などが気軽にできる居場所として「青少年プラザ八柱」をオープン
します。
会場新京成八柱駅第2ビル3階
開館日時火・木曜15時～20時、
土・日曜、祝・休日、夏休み期間
13時～20時　費用無料

●椅子・ソファー・机があり、くつろげる空間です
●本・雑誌・ボードゲームなどを用意しているので、手ぶらで
来ても楽しめます

●カウンセラー資格を持つスタッフが常駐しているので、気軽
に相談できます

●パソコンやタブレット端末を自由に利用できます

八柱駅第2ビル3階

エレベーター

エレベーター

通路

飲食店

飲食店サロン

サロン
飲食店

青少年プラザ八柱ってどんな場所？

市ホームページ

　
　
　

●常盤平児童福祉館☎387－3320
水曜広場①3日㈬②10日㈬③17日㈬④24日㈬各
16時～16時45分　内容①まとあて大会②ぶん
ぶんごまを作ろう③名前ことばあそび④毛糸の
ポンポンマスコットを作ろう　対象主に小学生
中高生の広場（TAPS）①毎週水曜②6日㈯③
13日㈯④20日㈯⑤27日㈯各17時～19時　内容
①フリータイム②検索達人クイズハッカー③バ
レンタイン企画④ゲーム大会⑤プラバン工作
歌の広場6日㈯15時～15時30分　内容季節の歌
を歌おう　対象小学生以上
卓球広場13日㈯14時～15時　内容基礎を学ぼ
う　対象小・中学生　持ち物上履き
あそび広場①20日㈯②27日㈯各15時～16時　
内容①ジャンボゲームであそぼう②プラバン工
作　対象主に小学生
●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 稔台市民センター ①5日㈮・12日
㈮・19日㈮②26日㈮各10時30分～11時45分
内容①バレンタイン製作②運動あそび　対象乳
幼児と保護者15組　※1月16日㈯から電話予約
のみ、月2回まで。
あそぼう会 東部スポーツパーク 2日㈫・9日㈫・16
日㈫各15時～16時45分　 運動公園会議室 毎週水

曜15時～17時　八ケ崎市民センター 4日㈭・18
日㈭・25日㈭各15時～17時（18日㈭はお話広
場あり） 稔台市民センター 毎週金曜15時～17時
明市民センター 6日㈯・20日㈯各14時～17時
内容デコスイーツを作ろう、マンカラ大会、牛
乳パック工作、ジャンボゲームで遊ぼう　対象
主に小学生
●根木内こども館☎315－2985
開館日・時間 火～金曜15時30分～16時
30分、土・日曜、祝・休日14時～16
時30分
おやこDE広場月～金曜10時～17時
※時間および人数制限を行っています。詳細は
同館ホームページをご確認ください。

●野菊野こども館☎331－1144
開館日・時間 火・木・日曜13時～18
時、水・金曜10時～18時、土曜（6日
㈯を除く）10時～20時（小学生はよい
このチャイムまで）
おやこDE広場水・金曜10時～18時、土曜10時
～17時、火・木・日曜13時～18時
対象 0歳～未就学児とその保護者（3歳までは要
予約）
絵本のじかん12日㈮10時45分から　対象乳幼
児とその保護者（要予約）
中高生タイム土曜（6日を除く）17時30分～20
時　対象中学・高校生

※時間および人数制限を行っています。詳細は
同館ホームページをご確認ください。

●森のこども館（21世紀の森と広場内森
の工芸館）☎080－7323－9980（開館
日のみ）
開館日・時間 6日㈯・7日㈰各10時～
16時　内容森の中であそぼう！　
対象 18歳以下（未就学児は、保護者
同伴）
※日程を変更する場合があります。同館ホーム
ページをご確認ください。

●六実こども館☎080－3507－3538
開館日・時間 月・水曜（1日㈪を除く）14時30分
～17時、土・日曜、祝・休日10時30分～17時
内容折り紙教室、節分を楽しもう、光の箱を
作ってみよう、手作りカーリングで遊ぼう他　
対象18歳未満と保護者
科学館第3日曜14時から
●樋野口こども館　
※問い合わせは常盤平児童福祉館☎387－3320
へ。
開館日・時間 月・水曜（22日㈪を除く）15時～
18時、土・日曜、祝・休日10時30分～17時30
分（小学生はよいこのチャイムまで）　内容節
分イベント他　対象18歳未満とその保護者　

2月 児童福祉館・
こども館の催し物 無料無料

同館
ホームページ

同館
ホームページ

同館
ホームページ

広報まつど　2021（令和3）年1月15日 9



企業の経営者・人材採用担当者向け
採用力強化セミナー採用力強化セミナー

2月9日㈫13時～16時　会場松戸商工会議所（松戸駅下車）
定員先着10人（オンライン先着20人）　費用無料　

1月26日㈫までに電話またはEメールに件名「採用力強化セミナー申
込み」、本文に社名（ふりがな）・部署名・役職（任意）・担当者名（ふ
りがな）・住所・電話番号・担当者メールアドレス・希望の参加形式 

（来場・オンライン）を記入して、同セミナー事務局（㈱ディスコ） 
☎03－6368－4079、 matsudo@disc.co.jpへ　※オンライン参加
の場合は、受付完了後に参加URLをメールで送ります。
問商工振興課☎711－6377

要申込

採用活動で陥りやすい罠
わ な

や中小企業の戦略的採用手法を学ぶ

55歳からの実践就職活動55歳からの実践就職活動〔全2回〕

　定年後の再就職活動のノウハウについて、ワークやロールプレイを交
えて深く学んでいきます。
日時①1月30日㈯10時～12時30分②2月13日㈯14時～16時30分
会場勤労会館　講師1級キャリアコンサルティング技能士・菊

き く ち

地克
か つ ゆ き

幸氏
対象おおむね55歳以上　定員先着20人（①②のどちらかのみの受講も
可）　持ち物雇用保険受給資格者証（持っている人のみ。雇用保険受給
中の就職活動実績になります）　費用無料

電話で高齢者支援課☎366－7346へ

シニア世代向け再雇用促進セミナー

①シニアの働き方を見つけよう ②応募書類の作成から面接対策まで

要申込

10

市民活動団体がオンライン活動を
行うために必要な備品を貸し出します要申込

対象まつど市民活動サポートセンターに登録している市民
活動団体
貸出備品ノートパソコン、プロジェクター、組み立て式ス
クリーン（50インチ）、PC用カメラ、マイクスピーカー、
非接触型電子体温計
貸出期間3日以内　費用無料

利用予定日の2カ月前から、電話でまつど市民活動サポートセンター☎365－5522
へ予約後、備品貸出依頼書を当日までに同センターに提出
※詳細は市ホームページをご覧ください。

市民自治課☎366－7318、
mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp

松戸市協働のまちづくり
公式キャラクター・

芽でるくん＆芽るるちゃん

ちば電子申請サービス

市ホームページ

費用無料
1月24日㈰までに、ちば電子申請サービスまたはEメールに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・講座名・メールアドレス

を記入して、生涯学習推進課 mcsyogaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.jp（☎367－7810）へ
※1回の申し込みで全講座受講できます。連名での申し込みはできません。

YouTube
配信 オンライン生涯学習講座〔全3回〕

要申込市主催のオンライン講座

配信期間 内容 講師
2/ 2㈫～2/ 8㈪ 人類の果てしない夢～宇宙開発～ 元国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）広報部・中沢孝氏
2/ 9㈫～2/15㈪ 知って防ごう特殊詐欺！ （一社）シニア消費者見守り倶楽部理事・吉村俊恵氏
2/16㈫～2/22㈪ 今話題の講談を楽しもう 講談師 真打・田ノ中星之助氏

Zoom
開催 ブックスタート講演会

～今も、昔も、これからも…読み継がれる絵本の魅力と子育てのこと～
　読み聞かせの魅力をお伝えする、大人向けオンライン講演会です。
日時2月18日㈭11時～12時30分　講師㈱福音館書店こどものとも第二編集部編集長・一

い ち の へ

戸盟
ち か こ

子氏
対象子育てに携わる全ての人　費用無料

市ホームページをご覧ください
幼児教育課☎701－5126 市ホームページ

上段左からノートパソコン、プロジェクター、
非接触型電子体温計
下段左からマイクスピーカー、スクリーン、
PC 用カメラ

●視聴するためのURLは申し込み後にEメールでお送りします。
●視聴環境は各自ご用意ください。
●受講にかかる通信費は各自負担です。

ちば電子申請サービス

用意する物（必須ではありません）①牛乳パック③紅茶のティーバッグ　定員各先着35人　費用無料
1月25日㈪までに、ちば電子申請サービスまたはFAXに氏名（ふりがな）・住所・電話番号・メールアドレス・参加希望教室名

（複数可）を記入して、消費生活課 365－9606（☎366－7329）へ
※定員に満たない場合は1月26日㈫からEメールまたはFAXで受け付け（その場合は市ホームページでお知らせします）。

Zoom
開催 冬の消費者教室

日時 内容 講師

① 2/12㈮10時～12時 身近でできる牛乳パックリサイクル
（手すきはがき作りの実演付き） 全国牛乳パックの再利用を考える連絡会

② 2/17㈬10時～12時 今日から使える！冷凍食品Q＆A講座 （一社）日本冷凍食品協会・鈴木規
の り お

雄氏
③ 2/19㈮10時30分～12時 プロが実践！冬は暖まる紅茶の淹れかたを学ぼう 日本紅茶協会認定シニアティーインストラクター・有田由美夏氏

コース 日程

① スマホの選び方 2/ 3㈬

② スマホの操作 2/ 3㈬

③ タブレットの操作 2/10㈬

④ Windows10の操作 2/11㈷

⑤ Word・Excel 2/16㈫

⑥ 個別相談 2/23㈷

時間①③⑤9時30分～12
時②④⑥13時30分～16時
会場新松戸市民センター他
対象40歳以上
費用各3,000円

はがきまたはFAXに住
所・氏名・年齢・電話番
号・希望コースの番号を
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
タースマホ・パソコン教室
係 330－5008（☎330
－5005）へ

シルバー人材センターシルバー人材センター
スマホ・パソコン教室スマホ・パソコン教室  要申込

広報まつど　2021（令和3）年1月15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。



●健康体操教室
日1/15㈮・22㈮・29㈮各14時～15時
30分会青少年会館対60歳～80歳の女
性内ストレッチ、リズム体操定先着10
人申電話でさわやか体操クラブ・鈴木
☎090－2259－9442へ
◆ひきこもり、社会や学校を離れてお休
み・充電中の方の交流会
日1/19㈫15時15分～17時30分会市民
会館定先着18人費100円申Eメールで
ひきこもり・充電中さん当事者会よっと
いで・高野 ykktkn@gmail.comへ
●健康体操体験教室（ストレッチ、リズ
ム体操等）
日1/20㈬・27㈬各9時20分～10時50
分会小金原体育館対50歳以上の女性費
各500円申電話で健康体操さざんか・
大沢☎080－5037－6658へ

◆狭山事件講演会
日1/31㈰13時30分～16時会市民会館
講弁護士・指

い ぶ す き

宿昭
しょういち

一氏定先着75人費
300円申当日会場で問狭山事件にとり
くむ東葛住民の会・神

かんばやし

林☎343－3803
●松戸あひる会人物画体験会〔各全4回〕
日①2月の㈫②3/2 ～23の㈫各18時30
分～20時30分会市民会館持クロッキー
帳、濃い目の鉛筆費①②各1,000円申電
話で同会・坂本☎080－5420－3492へ
◆松戸子育てカレッジ「子育て広場 お
やこで“ゆるりん”」 
日2月の㈮、2/8㈪・22㈪各10時～12
時会聖徳大学10号館（松戸駅下車）対
2歳までの子と保護者費各100円問聖
徳大学☎365－1111（代表）　※最新
情報は同大学ホームページをご覧くだ
さい。

●2021(令和3)年松戸市野球協会大会
申込受付
日2/14㈰9時～15時会運動公園武道館
対市内在住・在勤の人で構成されたチ
ーム費1チーム35,000円（前年度登録
チームは17,500円）申参加費を添えて
当日会場で問同協会・長

お さ な い

内☎367－
8990

以下の人は、博物館と戸定歴史館は観覧無料◦中学生以下◦市内在住の70歳以上（博物館のみ）◦身体障害
者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人とその人1人につき付き添いの人1人

21世紀の森と広場内

博物館
〒270−2252松戸市千駄堀671
☎384−8181

開館時間…9時30分～17時（入館は
16時30分まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館）、1/22㈮の館内整理
日、年末年始
常設展観覧料…一般310円、高校・大学
生150円（20人以上団体料金あり）

◆博物館プレイルーム無料開
放実施中！（一部見学のみ）
　縄文時代の布である編

あんぎん

布や糸
紡ぎの見学、同館の展示物を題 パークセンター講座

☎345−8900

21世紀の森と広場

講座は全て電話による申込制。電話
でパークセンターへ（9時～17時）

運動公園
☎363−9241

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みは全て当日会場で。
※マスク着用。

◆①パワーヨガ②いすd
デ

e体操
①1/18㈪、2/1㈪・8㈪・15㈪
各11時10分～12時②1/21
㈭・28㈭、2/4㈭・11㈷各10
時～10時50分　会場運動公園
武道館　対象18歳以上　持ち
物上履き　定員各先着15人　
費用各500円

　1/15号では「スポーツ」
コーナーの掲載はありません。

開館時間…9時30分～17時まで（入
館は16時30分まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開
館し、翌平日休館)、年末年始など
入館料…共通券一般320円など。個
別券一般250円（戸定邸)、150円（歴
史館）など

戸定歴史館
☎362−2050

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

※みどりの相談室は、水・土・日曜と
祝日の、10時～12時と13時～15時
30分（電話相談のみ）。
※バーベキューのお問い合わせは、市
ホームページまたは☎385－1815へ。

◆寒さに負けず、冬鳥を楽しも
う！
2/11㈷10時～11時30分、13時
30分～15時　講師自然解説
員・金子雅幸氏　定員各先着
10人　費用無料
◆栽培に役立つ肥料とヒモの
はなし
2/13㈯10時～11時30分　講
師みどりの相談員・宮本光昭氏
定員先着15人　費用無料

◆冬芽は誰のため
2/16㈫10時～12時　講師自
然解説員・渡邊勲氏　定員先着
15人　費用無料
◆自然観察おもしろ講座　虫
メガネで探る小さな植物たち～
冬の公園でコケを観察しよう～
2/20㈯9時30分～12時30分
講師東葛しぜん観察会　対象20
歳以上　定員先着13人　費用
無料
◆こも巻きで越冬する虫を観
察しよう
2/21㈰13時30分～15時　講
師自然解説員・室

む ろ

智
と も ひ ろ

大氏　定員
先着15人　費用無料
◆春の寄せ植え
2/23㈷10時～11時30分　講
師グリーンアドバイザー・福岡
美津江氏　定員先着15人　費
用2,500円
◆竹ひごでつくる花かご
2/27㈯10時～12時　講師千
葉県森林インストラクター会・
菅
す が の

野興
お き ふ み

文氏　対象18歳以上　
定員先着15人　費用200円
◆自然観察入門「アカガエル
の卵を探そう」
2/28㈰10時～11時、13時30
分～14時30分　講師自然解説
員・加藤裕一氏、村井みとい氏
定員各先着12人　費用無料

　海外アーティストの来日が難しい中、パラダイス
エアはロシア在住のアーティストのアンドレイ・ビ
エルゲル氏とオンラインで交流しています。彼が松
戸に来た時に作品を描ける『壁』やシャッター、乗
り物などを市民の皆さんから大募集！アーティスト
と一緒に選考します。

Eメール（パラダイスエアウェブサイ
トに記載）で
問�(一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、文化観
光国際課☎366－7327

　入賞者の作品はポスターにして公共施設などに掲示
されます。
テーマ「地域の魅力、再発見！」
撮影対象東葛飾地域（松戸市、野田市、柏市、流山
市、我孫子市、鎌ケ谷市）のおすすめスポットまたは
同地域を走る鉄道の車両・駅舎など
賞品チーバくんグッズ（最優秀賞6,000円相当、
優秀賞4,000円相当）
※その他、各市賞や鉄道会社にちなんだ賞あり。

2月15日㈪〔必着〕までに、インスタグラム、郵送
などで　※詳細は県ホームページをご覧ください。
問�千葉県東葛飾地域振興事務所☎361－2111

松戸の新名物になるかも？

アーティストが壁画を描くアーティストが壁画を描く
「壁」を募集中！「壁」を募集中！

あなたの写真で地域の魅力をPR！

東葛飾フォトコンテスト東葛飾フォトコンテスト

アンドレイ・ビエルゲル氏

PARADISE AIR

　詳しくは　　　　　　　　　　　　 で検索

上映開始時間 内容

ミュージアムシアター 
(平日）13:15、15:15
(土・日曜、祝日）15:15
※2/7・2/28を除く

1
月

「日本の味のルーツを探るシリーズ
第1集　京湯波をつくる～日本的乳
（豆乳）文化の生成～」（31分）

2
月

「昭和子どもキネマ　児童映画篇1
　名探偵ヒロシ君」（35分）

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15

1
月

アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「夢を買った男」他2話（25分）

2
月

アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「八つ化け頭巾」他2話（25分）

◆博物館ミュージアムシアター
会場講堂　定員各先着37人（申込不要）　※新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、座席指定。　費用無料

材とした「ぬりえ」「江戸パズ
ル」などの体験ができます。
◆学芸員講演会①「北国からみ
た松戸の縄文土器」②「戦国時
代/松戸まわりの四

よ も や ま

方山噺
ばなし

」
①2/7㈰②2/28㈰各13時～15
時　会場講堂　講師同館学芸員
定員各30人（抽選）　費用無料
申①1/28㈭②2/4㈭〔いずれ
も必着〕までに、同館ホーム
ページまたは往復はがき（1人
1枚）に郵便番号・住所・氏名
（ふりがな)・電話番号・返信
用宛名を記入して、｢①2月7日
②2月28日 学芸員講演会」係へ

開館時間…10時～18時（初日と最終日は
公開時間が変更になる場合があります）
休館日…月曜

◆富士百景写真展
1/19㈫～24㈰
問横山☎080－6673－3842
◆雁

が ん こ う か い

鴻会書展・和洋女子大学
書道専修卒業書道作品展
2/5㈮～7㈰
問龍

りゅうたに

谷☎348－7849

文化ホールギャラリー
☎367−7810

●健康体操もくれん（リズム体操他）
日㈭ 10 時 ～ 12 時会勤 労 会 館対
65歳以上の女性費月2,000円
1,000円問加藤☎348－0292
●新松戸カンフークラブ
日㈮17時30分～19時会青少年会館
対小・中学生定先着10人費月3,000
円問長塚☎090－5754－8925
●リンリーズ（混声合唱）
日㈯10時～12時30分会明市民セ
ンター他内1年半ごとに定期演奏会
あり費月4,000円問浅井☎090－
1111－5825
●潮

うしお

俳句会
日第4㈰13時～17時会市民会館持
筆記用具費月500円問岩井☎080
－7601－3738

会 員 募 集

パラダイスエア
ウェブサイト 県ホームページ

東葛飾　フォトコン

千葉県マスコット
キャラクター・

チーバくん

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（右記QRコード）をご覧ください。
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　内閣府が進めるエイジレス・ライフ（年齢にとらわれず自らの責任と能力におい
て自由で生き生きとした生活を送ること）を実践している高齢者の好事例として、
浜野君世さんが県内で唯一2020（令和2）年度の「エイジレス章」を受章しました。
　浜野さんは保育士経験を生かし、25年間常盤平第三放課後児童クラブ（旧風の
子学童）の指導員を務め、現在は常盤平第三小学校特別
支援学級の補助員として、71歳になっても同校の子ども
達の成長を見守っています。
　受章を市長に報告した浜野さんは、「年齢によらずに
その人自身が働けるかどうかを判断し、いくつになっ
ても働きたい人は働ける社会になれば」と語り、同年
代のシニアへ「『もう年だから』と働くことを躊

ちゅうちょ

躇しな
いで」とメッセージを送りました。

元常盤平第三放課後児童クラブ指導員・
浜
は ま の

野君
き み よ

世さんがエイジレス章を受章しました
問高齢者支援課☎366－7346

年齢にとらわれず
活躍できる社会を

2月1日㈪は固定資産税・都市計画税（償却資産を含む）第4期の納期限です。 収納課☎366－7325

松戸市安全安心情報市ホームページ
緊急重要情報のメール配信を
行っています。サービスの利用
は登録が必要です

パソコン・スマートフォン版 モバイル版 パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2021.1.15
（令和3年）

12

喜き

い衣
ち
ゃ
ん

陽は

る

と斗
ち
ゃ
ん

令は

る琉
ち
ゃ
ん

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！

2019（令和元）年8月生 
歯磨きが大好き！きれいな歯
でモリモリご飯を食べて、元気
に遊んで、大きくなってね！

2019（令和元）年10月生
1歳おめでとう！
出来ることがたくさん増えたね。
毎日笑顔を届けてくれてありが
とう。

2020（令和2）年9月生
パパとママの可愛い宝物。
じぃじもばぁばもみんな
きいたんにメロメロ♡大
好きだよ♡

　女性活躍推進法に基づき、女性活躍推進に関する優良な取り組
みを行う事業者を認定する厚生労働省のえるぼし認定制度。昨年
10月に、建設業では県内で初めて認定を受けた㈱新松戸造園は、
「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様
なキャリアコース」の5つの評価項目全ての基準を満たし、初申
請にして3ツ星認定を受けました。市内では㈱マツモトキヨシ、
マブチモーター㈱に次ぐ快挙です。
　そんな女性活躍に力を入れる同社にあって、入社4年で難関国
家資格「1級造園技能士」の県内民間女性初の合格者となったの
が、廣川真知子さん。「造園女子」として街路樹の剪定や現場作
業をする傍ら、緑化事業部の課長として若手を引率し、同社の
「えるぼし」認定に大きく貢献しています。
　「女性だからという縛りがなく、たくさんの仕事を任せてもら
えています」と語る廣川さんは、趣味のガーデニングが高じて、
６年前に栄養士から転職。自然尊重型の公園で働きたいと思っ
ていたところ、新松戸造園が21世紀の森と広場の維持管理に携
わっていることを知り、入社に至りました。「現在は県立手賀
沼自然ふれあい緑道の指定管理者として、地域の団体と連携し
た管理・整備を任されていて、とてもやりがいを感じます」と、
利用者に心地よい空間を提供することに力を注いでいます。ま
た、課長という立場で男女10人以上の部下の指導を任されてお
り「若手の成長もやりがいを感じます。部下の技術面から生活面
の成長までサポートできれば」と管理職の顔ものぞかせます。
　あの二十世紀梨の発見者・松戸覚之助の血縁で、今では市内で
ほとんど栽培されていない二十世紀梨の復活プロジェクトを進め
ている、同社の代表取締役・松戸克浩社長は「父から事業を受け
継ぎ、妻とともに時代背景と相談しながら進めてきた結果、える
ぼし認定を受けることができました。男性の意識改革は難しかっ
たですが、これからも女性の感性を造園業に生かしていきたいで
す」と、今まで男性社員を含めた会社全体で取り組んできた努力
があったからこその認定であったと言います。
　「色彩の組み合わせやレンガの敷設など、造園業には女性ならで
はの感性を生かせる部分が多くあります。また、来園者に女性の
方が話しかけやすいと言われたこともあ
ります」と、女性が造園業で働く魅力を
語る廣川さん。「自らのスキルに磨きを
かけることはもちろん、造園業界に女性
が入ってきやすい雰囲気を作る存在でい
たい」と同じ目標を目指す
女性が増えることに期待を
寄せ、今日も四季を感じな
がら造園の仕事に向き合い
ます。

女性も輝く造園建設業

1級造園技能士・廣
ひ ろ か わ

川真
ま ち こ

知子さん

高
こうぼくせんてい

木剪定をする廣川さん

　2019（令和元）年度に完成した建設工事の中で、特に
優良と認められた工事を11月24日㈫に表彰しました。
工事名称松戸市営幸田第二住宅給排水管改修その他工
事（第1期）　施工業者㈱早見設備　表彰理由居住者が
生活しながらの改修という制約の下、特に水回りで生活への影響を最小限に留め
るため、住民との徹底した調整・周知や綿密な施工管理によりトラブルなく良好
に工事を完遂し、また、住民の清掃活動への積極的な参加や当該住宅敷地内に清
掃作業員を駐在させるなど、環境美化に努め、地域への貢献を行いました。
問技術管理課☎366－7308

優良建設工事を表彰しました

Matsudo City International Portal

Adaption
　2020 has ended, but it held a lot of memorable events, some even 
beyond my imagination. A virus appeared, and almost all my plans for 
2020, from travel to returning to my home country, were turned upside 
down. From a person who loves to plan and follow plans, I became a 
person with no plans. But now, looking back on my 2020, I have actually 
done more than I thought. During the lockdown, I learned how to make 
bread, and even cinnamon rolls now. Thanks to corona, I have raised my 
hygiene and health awareness. I have trained myself to do at least 10 
minutes of exercise every day. As for my job, I have developed an idea of 
supporting Matsudo city's foreign residents in their efforts to make their 
own communities in order to help each other. To that end I spearheaded 
a workshop series called ＂Your Voice in Matsudo＂ in November and 
December. ＂Adaptation＂ is my key word for 2020. Through adaptation, 
I became more creative, stepped out of my comfort zone, and still 
managed to achieve goals in my life and work. This 2021, I wish to become 
even more adaptable to situations and create more miracles in my life. 

2020年のいい思い出@松戸市国際文化祭
One of my happy moments in 
2020 @Matsudo International 

Cultural Festival

Discover Matsudo's many charms with CIR Le Ngan Ha
国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

 Here comes Ha!

気軽に連絡してください！　Please contact us anytime!
mccir@city.matsudo.chiba.jp （English・Tiên g Viêt・Español・日本語= OK!）
文化観光国際課☎366－7327

助け合うための「Your Voice in Matudo」
というコミュニティを形成することを応援す
る連続講座を企画・実施しました。「適応」
は私の2020年のキーワードです。「適応」で
よ り 創 造 的 に
な り 、 自 分 の
新 た な 可 能 性
に 出 会 う こ と
ができました。
2021年も、人
生 に 奇 跡 を 起
こせるよう変化
に適応したいと
思っています。

適応
　2020年はたくさんの記憶に残るイベント
がありました。新型コロナウイルスは、旅
行、帰省、イベントなど年間の全てのプラ
ンをひっくり返しました。企画を立てて、実
行することが大好きな私は、手持ち無沙汰
になってしまいました。しかし1年間を振り
返ると、予期していなかったことがありま
した。外出自粛期間に、パン作りを始めまし
た。今では、シナモンロールも作ることがで
きます。新型コロナウイルスを通じて、衛生
と健康に対する意識が高まり、毎日10分間
運動することを習慣にしました。仕事では、
11月・12月に市内在住の外国人がお互いに 

新松戸造園
ホームページ
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	広報まつど8面_0106
	広報まつど9面_0106
	広報まつど10面_0106
	広報まつど11面_0106
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