
緊急事態宣言緊急事態宣言がが再延長再延長されましたされました

●飲酒を伴う懇親会など	
●大人数や長時間におよぶ飲酒
●マスクなしでの会話
●狭い空間での共同生活
●居場所の切り替わり

感染リスクが高まる5つの場面

松戸市の新型コロナウイルス
ワクチン準備状況 

対象新型コロナウイルス感染症の症状がなく、医療機関（市内外問わず）が
実施する自費診療のPCR検査を受検した、市内在住者または市内在勤の教育・ 
保育・介護・障害福祉サービス施設勤務者
助成額月1回1人当たり最大20,000円（検査費用は医療機関により異なります）

PCR検査を受検後、地域医療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・領収書の原本・振込先の通帳などの写しを直
接または郵送で〒271－8588松戸市役所地域医療課（☎366－
7771）へ
※詳細は市ホームぺージをご覧ください。 市ホームページ

注意
●保険診療の検査は助成の対象外です。
●民間検査機関（衛生検査所）に申し込んで行う検査など、

医師が介在しない検査は助成の対象外です。
●医療機関が実施する検査であれば、インターネットなどの

申し込みによる検査も助成の対象になります。
※助成対象になるか分からない場合は、地域医療課へお問

い合わせください。

PCR検査の費用を助成しています全市民対象 最大2万円

（3月5日現在）

（3月5日現在）

3月21日㈰
まで

　医療従事者、感染者やその周囲の方々、障害や病気などによりマスクを着けられない方々に対する誤った
情報や認識による差別や偏⾒、SNSでの誹謗中傷などは決して許されません。正しい情報に基づいた、配慮 
ある行動をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する
「差別・偏見やいじめ等のないまち、
まつど」を目指して

約3,000回分のワクチンが供給される予定　※集団感染のリス
クが高い高齢者施設入所者への優先接種を検討中。
65歳以上の高齢者全員が2回接種できる量のワクチンが供給 
される予定

ワクチン供給のスケジュール（予定）

　国が示すスケジュールに基づき、65歳以上の高齢者、高齢者施設などの従
事者、基礎疾患を有する人、それ以外の人の順に接種を実施します。65歳以上
の高齢者には4月中旬以降に接種券を発送する予定です。

ワクチン接種のスケジュール（予定）

4月

6月末まで

　市民の皆さんが個々の事情に応じて利用できるよう、下記の接種場所を準
備しています。

接種場所を複数準備します

集中（1カ所で集中的に） キテミテマツド、運動公園体育館、和名ケ谷スポーツ
センター体育室

分散（身近で集中的に） 全市立小学校の体育館
個別（地域で身近に） 病院・診療所（接種協力医療機関）

予約方法、接種の受け方など不明な点は
ご相談ください
松戸市ワクチン接種コールセンター
0120－684－389

※上記フリーダイヤルが利用できない場合は☎050－5526－1081へ。
対応時間8時30分～17時（土・日曜、祝・休日も対応）
相談窓口を開設しました
本町17の11芹澤ビル2F（松戸駅西口下車）
対応時間8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）

新型コロナウイルスワクチンに関する全般的な相談は
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

0120－761770（9時～21時）へ
接種後の副反応など医学的な相談は
千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口
☎03－6412－9326（24時間対応）へ

問地域医療課☎366－7771

市公式
ホームページの
妖精「まつまつ」
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●令和3年度 施政方針・教育施策方針
●中小法人・個人事業者のための一時支援金
●「通信販売」に関するトラブルが増えています
●引っ越しごみの分け方・出し方
●自宅の外で大規模災害に遭遇したらNo.1696
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　新型コロナウイルスの新規陽性者数が下がりきっていない
ことや病床のひっ迫が続いているため、千葉県を含む1都3県
への緊急事態宣言が再延長されました。
　例年、この時期は歓送迎会、謝恩会、お花⾒に伴う宴会
など、感染リスクの高い会食機会が増える時期です。感染
の再拡大が起きないよう、感染リスクが高まる場面の回避
や感染防止策の徹底など、引き続きご協力をお願いします。
問健康福祉政策課☎704－0055

感染リスクが高まる場面を避けましょう



　昨年は新型コロナウイルス感染症との闘いの
1年でした。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。
　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。
　10月以降は流行の第3波が押し寄せ、感染が

市議会で施政方針を発表する本郷谷健次市長

急拡大しました。市内の新規感染者数も、首都
圏の感染状況に比例して12月末頃から急増し
ました。第1波や第2波とは比較にならないほ
ど感染リスクが高まり、年明けには、再び、緊
急事態宣言が発令されました。
　市民の皆さまには、生活や仕事にご負担やご
苦労をおかけする中で、今日に至るまで感染拡
大防止にご協力いただき、心から感謝申し上げ
ます。そして、新型コロナウイルス感染症によ
り、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔や
みを申し上げますとともに、療養中の方々にお
見舞い申し上げます。
　そうした中、子育て世代への支援では、保育
所・保育園や放課後児童クラブなどの評価に加
え、養育費をもらえていないひとり親家庭への
支援や、託児機能付きコワーキングスペースの
開設など、ウィズコロナ時代の施策も評価さ
れ、日本経済新聞社関連の「共働き子育てしや
すい街ランキング」の総合編1位に選ばれまし
た。東京を含めた総合編での1位受賞は初めて
のことで、子育て支援に関わる皆さまの努力に
支えられての結果と思います。誠にありがとう
ございます。

　本年は、昨年に引き続き、新型コロナウイル
ス感染症対策が最優先です。特にワクチン接種
に関しては、大勢の医師・看護師の皆さまのご
協力や接種会場の確保などが必要となります。
市民の皆さまが日常生活を取り戻すため、いち
早く接種できるよう、全力を挙げて最優先で進
めてまいります。
　本市のまちづくりに関しては、昭和40年代
から整備されてきた良好な都市基盤が更新時期
を迎え、近隣都市における大型商業施設の出店
などもあり、松戸駅周辺は商業・業務面におい
ての活力が薄れつつあり、より良い市街地環境
の再構築が必要となっています。松戸駅東口の
新拠点ゾーンの整備計画は、まちのリニューア
ルに向けた大変重要なプロジェクトだと考えて
おります。
　また、持続可能なまちづくりには、まちの
活力維持が欠かせませんが、「共働き子育てし
やすい街」という本市の特色は、若い世代を松
戸に呼び込む魅力の一つであることから、本年
も引き続き、「子どもは、社会で育てていくも
の」という理念を貫き、子どもと子育て家庭の
支援に力を入れてまいりたいと考えております。

放課後KIDSルーム

（仮称）東松戸複合施設（完成イメージ）

子育て・教育・文化を軸とした
都市ブランドづくり

◎子育て
◦民間保育園、小規模保育施設を整備
◦養育費をもらえていないひとり親家庭を支援
◦学習意欲の高いひとり親家庭の生徒に、塾費用

を助成
◦離婚前後の養育費等相談支援の拡充
◦長時間の預かり保育を行う幼稚園を支援
◦産婦健康診査費用を助成
◦新生児聴覚スクリーニング検査費用を助成
◦医療的ケア児や重度心身障害児の一時預かり体

制などを整備
◦幼児同乗用自転車の購入費を補助
◦全ての小学校に放課後KIDSルームの設置完了
◦放課後児童クラブ利用児童の習い事への送り出

しを一部試行的に実施
◦（仮称）東松戸複合施設に青少年プラザを開設
◦職業体験イベントを開催
◦結婚新生活にかかる住宅支援を実施
◦市内外でのプロモーション活動を継続

◎教育
◦児童生徒1人1台タブレット導入後の効果的な活

用を研究
◦児童生徒指導対策室を設置
◦河原塚中学校の校舎の増築工事を実施
◦相模台小学校の校舎増築に向けた基本設計を

実施
◎文化
◦「科学と芸術の丘」を開催

◦新たな音楽フェスティバルを開催
◦図書館・支所・青少年プラザを併設した（仮称）

東松戸複合施設の建設
◦50周年を迎えるオーストラリア・ホワイトホー

ス市との姉妹都市交流
◦ホストタウン相手国のルーマニア・ドミニカ共

和国との交流

◦健康寿命の延伸、フレイル予防・介護予防を推進
◦（仮称）まつどDEつながるステーションを開設
◦ひきこもりにも対応した包括的な相談体制づくり
◦在宅介護サービスなどの充実と在宅医療介護連

携を推進
◦「いきいき安心プランⅦまつど」に基づく施設整備
◦介護人材の確保・定着に向けた取り組みを推進

◦新拠点ゾーン整備基本計画を推進
◦市役所機能再編整備基本計画の策定を推進
◦公共サインのガイドラインを作成
◦松戸駅西口駅前広場整備の推進
◦エリアマネジメント体制整備を調査研究
◦矢切の渡し公園および外周道路を整備
◦新松戸駅東側の土地区画整理事業を推進
◦21世紀の森と広場の新たな遊び空間を整備
◦小金原公園の再整備工事に着手

◦北千葉道路と接続される3・3・7号横須賀紙敷
線を整備

◦道路インフラの予防型修繕による長寿命化
◦八柱駅周辺の交通バリアフリー整備を推進
◦JR北松戸駅・馬橋駅・新松戸駅・北小金駅ホー

ムドア設置を支援
◦水道管の耐震性向上、老朽管の更新などを実施
◦下水道普及率や経費回収率を向上

◦大規模なサテライトオフィスの誘致を促進
◦新型コロナウイルス感染症対応特別資金等を借

入れた市内中小企業に利子補給
◦市内中小企業のデジタル化を支援
◦就職氷河期キャリアチャレンジ事業を実施
◦松戸産農産物のブランド力・生産性向上を支援

◦水害ハザードマップの全戸配布
◦土砂災害ハザードマップの作成・配布
◦マイ・タイムライン啓発冊子を作成
◦収容避難所・垂直避難施設にピクトグラムを設置
◦紙敷川などの改修整備を引き続き実施
◦自転車盗、電話d

で

e詐欺への対策を強化
◦消費者行政の体制充実
◦総合医療センターの新型コロナウイルス感染症重

点医療機関と急性期総合病院の通常診療との両立
◦福祉医療センター東松戸病院・梨香苑の今後の

あり方の具体化
◦（仮称）リサイクルプラザの建設工事を引き続き

実施
◦新焼却施設の建設について、現状の課題を整理

し、引き続き検討
◦平和事業を推進
◦新たな総合計画と都市計画マスタープランを 

策定

高齢者がいつまでも
元気に暮らせるまちづくり

まちが再生し、
賑わいのあるまちづくり

経済が活性化し、安心して
働けるようになるまちづくり

安全・安心なまちづくりなどに
関連する主要な施策

新年度の主要な施策

2021（令和3）年度
2月22日の市議会3月定例会において、本郷谷市長が令和
3年度の施政方針演説を行いましたので、その概要をお知
らせします。　※全文は市ホームページに掲載しています。施政方針

市ホームページ
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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。



　さて、今年の7月には、昨年延期となった
東京オリンピック・パラリンピック競技大会
の開催が予定されております。
　それらに先立ち、東日本大震災から10年
となる節目の聖火リレーが福島県をスタート
し、7月3日には、千葉県内最終日の、県内
最終区間として本市を聖火ランナーが走るこ
とになります。感染症対策を徹底しての開催
となる見込みですが、そのコンセプトである
「希望の道を、つなごう。」を大切に、万全
の準備で聖火を迎えたいと思います。
　先日放送が始まりました今年のNHK大河ド
ラマ「青天を衝け」の主人公・渋沢栄一は、

◎ 歳出
　新年度の一般会計予算は、ワクチン接種をはじめ新型コロナウイ
ルス感染症対策に要する経費や、最終年次となる（仮称）リサイク
ルプラザ・（仮称）東松戸複合施設の建設事業費、その他保育需要
への対応、重層的支援体制整備事業、G

ギ ガ

IGAスクール構想に伴う教
育の情報化経費などを盛り込み、2020（令和2）年度より7.5%増の
1,667億4,000万円を計上しました。

◎ 歳入
　歳入の根幹をなす市税は、法人市民税の法人税割の引き下げ、新
型コロナウイルス感染症対策としての固定資産税・都市計画税の特
例措置により、2020（令和2）年度より3.9%減の663億2,000万円
を見込む一方、国からの補てん措置として創設される新型コロナウ
イルス感染症対策減収補填特別交付金18億2,000万円などを計上し
ました。

2021（令和3）年度 当初予算（案）

戸定邸の主
あるじ

・徳川昭武のパリ万博派遣に随行
し、フランスに渡りました。この渡欧が渋
沢の人生を変え、のちの活躍の礎になりまし
た。昭武と渋沢、2人の視点を探しながら、
明治に思いを馳

は

せる場所として松戸を訪れ、
散策していただければと思います。
　来月開幕する、春のセンバツ高校野球の出
場校に専修大学松戸高等学校が選ばれた、と
いう嬉

う れ

しいニュースも飛び込んでまいりまし
た。甲子園で奮闘する球児たちの姿は私たち
に再び大きな感動と勇気を与えてくれるもの
と期待しております。
　結びになりますが、本市を取り巻く時々刻々

と変化する社会経済環境につよくしなやかに
対応するには、これまでの実績をベースとし
て、広い視野で将来の予測をしつつ、課題
に優先順位をつけながら、しっかりと取り組
む必要があります。今後のまちづくりの方向
性を市民の皆さまと共有し、力を合わせて、
誰もが安心して暮らし、誇れるまちになるよ
う、市政運営に全力で取り組んでまいります
ので、改めて、市民の皆さまをはじめ、議員
各位のご支援、ご協力を賜りますことをお願
い申し上げ、新年度の施政方針とさせていた
だきます。

2021（令和3）年度

教育施策
方針

市議会で教育施策方針を発表する伊藤純一教育長

2030年に向けた松戸市教育委員会の指針「学びの松戸モデル」を 
策定し実践
　社会が激しく変化する中で、現在進めている計画や施策をより強く 
結びつける指針として策定しました。これからのニューノーマルにおい
ても、「教育は、みんなで」を合言葉として施策を展開してまいります。
※全文は市ホームページに掲載しています。

学力向上への取り組み
◦1人1台タブレットを活用した子どもたちの
「主体的で協働的な学び」を推進

◦ICT支援員の巡回やヘルプデスクなどによる
ICT活用サポート体制を整備

◦小学校1年生から9年間学ぶ「言語活用科」
で、論理的・批判的思考力を育成

◦全小学校で、読み書き指導ツール「M
ミ ム

IM」
を使い、日本語を正確に読む力を育て、読
解力を向上

◦小学校1年生からの「ジョリーフォニックス」
による、アルファベットと音の関係の学び
を、中学校英語へ接続できるよう、教材・
指導内容の研究を推進

◦英語を「聞く」「読む」「書く」「話す」の
4技能をバランスよく取り入れ、主体的に
学ぶ生徒の育成を目指したT

テ ィ ー ソ ル

ESOLベースの 
「松戸A

トリプルエー

AAプログラム」を作成

特別支援教育の充実
◦知的障害特別支援学級を小学校3校・中学校

1校に、自閉症・情緒障害特別支援学級を小
学校1校・中学校1校に設置予定

◦インクルーシブ教育システムの構築に向け、
巡回指導員を増員。専門家の援助による、
支援体制の強化と教員の指導力を向上

知の拠点づくり
◦令和3年12月の開館に向け、課題解決支援

サービスの充実と地域の交流拠点を目指し
た図書館「（仮称）東松戸地域館」を整備

魅力ある市立高校創り
◦新たな教育課程の実施に伴う第二外国語（中

国語・スペイン語）の開講に向けて準備
◦予備校講師による補習授業の実施により、

大学進学志望者をサポート

教職員の働き方改革
◦会議や研修会のオンライン開催など、業務

改善に向けたICT活用
◦事務負担軽減や学校給食会計の公正性・透

明性の確保を目指し、公会計化に向け準備

生涯学習の推進
◦市民の学びの変化に対応するため、文化

ホールに個人が自由に利用できる学びのフ
リースペースを提供

◦東北大学川島教授の講演動画の上映などに
より、家庭教育の重要性を発信

生涯学習関係の計画策定
◦社会教育に関わる政策を効果的に実現する

ために、第二次社会教育計画を策定
◦「こども歴史体験ゾーン」の整備を盛り込

んだ「松戸市立博物館リニューアル基本構
想・基本計画」を策定

スポーツの拠点づくり
◦誰もがスポーツを楽しむきっかけづくりな

どを盛り込んだ「松戸市スポーツ推進計画」
を策定

◦松戸運動公園武道館の耐震改修・空調整備
などの設計委託を実施

学校教育環境の整備・充実
◦いじめの未然防止・早期発見の環境を整備

するため、「児童生徒指導対策室」を新設
◦早期対応が可能となる、Web版のQ-U調査

導入により、児童生徒のさらなる人権尊重
と豊かな人間関係の構築を推進

◦本市独自の不登校児童生徒支援システム「ふ
れあい学級」「ほっとステーション」を有効
活用

◦教育と福祉の連携を図るため、松戸市版ス
クールソーシャルワーク事業を充実

◦学校施設の老朽化対策として、長寿命化・
再整備計画の策定を推進

◦小・中学校の体育館トイレを車椅子利用者
も使用できるよう整備

文化の拠点づくり
◦NHK大河ドラマ「青天を衝け」に関連し

て戸定歴史館では、特別展をシリーズで開
催。博物館では、渋沢栄一の書を公開

◦3館連携文化交流事業の一環として、博物館
の企画展「（仮称）古墳時代のマジカルワー
ルド」を開催

◦「地域学習の教材化」のモデルとして、博物
館と常盤平第一小学校との協働により、「常
盤平の歴史と文化」学習プログラムを作成

◦「音楽のまち松戸」づくりの一環として、
小・中学生や市内の音楽家の祭典「（仮称）
松戸音楽フェスティバル」を開催

市ホームページ
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3月20日㈷まで市内13カ所で行える期日前投票をご利用ください。　問選挙管理委員会事務局☎366－7386



監査結果を公表します監査結果を公表します
　2020（令和2）年10月2日から11月
25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。
2021（令和3）年2月4日
松戸市監査委員　高橋　正剛

同　　　　三好　徹
同　　　　高橋　伸之
同　　　　大塚　健児

問監査委員事務局☎366－7385

指摘事項

和名ケ谷クリーンセンターの
ダイオキシン類測定結果

アスベスト（石綿）規制が強化されます

　市では、毎年1回ダイオキシン類を測定して公表しています。
市内のごみ焼却施設では、法に基づく維持管理基準を順守した運
転管理を行い、排出ガス中の濃度も国の排出基準を十分満たして
います。

排出ガス中のダイオキシン類濃度〔測定日：7月31日、単位：ng-TEQ/㎥(N)〕

※（　）内は前年度の測定数値。
※有効数字2桁、小数点以下第3位を四捨五入して第2位まで表記。

単位の意味
ng（ナノグラム）＝1g（グラム）の10億分の1
TEQ＝毒性等量
㎥（N）＝0℃、1気圧に換算した状態の気体1㎥

同センター管理係☎392－1118

令和
2年度

炉 測定結果（国の排出基準は1.00）
1 号炉 0.03（0.01 未満）
2 号炉 0.01 未満（0.01 未満）
3 号炉 0.01 未満（0.01）

環境保全課☎366－7337

市ホームページ

環境省ホームページ

区分 内容 件数
支出 支出時期が適切でなかったもの 1 件

契約

仕様書の記載が適切でなかったもの 3 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
履行保証保険証券の提出時期が適切でなかったもの 1 件

その他 備品の管理が適切でなかったもの 1 件
合計 9 件

監査の対象 市民部（11課）・環境部
（7課）・経済振興部（5課）・農業委員会
事務局

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、指摘事項は次のとおり。

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

　建築物などの解体・改造・補修工事に伴うアスベスト（石綿）飛散防止徹
底のため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され、令和3年4月1
日より順次施行されます。詳細は環境省・市ホームページをご覧ください。
主な改正内容
●規制対象の拡大「石綿含有成形板等」が対象に加わります。従来規制対象

である「吹付け石綿」「石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材」は変
わりません。

●事前調査の信頼性確保元請業者に対し、一定規模以上な
どの建築物などの解体等工事について、石綿含有建材の
有無に関わらず、調査結果の都道府県などへの報告が義
務付けられます（令和4年4月1日施行）。

●直接罰の創設隔離などをせずに吹付け石綿などの除去作
業を行った者に対する直接罰が創設されます。

●不適切な作業の防止元請業者に対し、石綿含有建材の除
去等作業結果の発注者への報告や作業に関する記録の作
成・保存が義務付けられます。

　同一の職種に30年以上従事し、市内に20年以上在勤している50歳以上
の技能職7人を「技能功労者」として表彰し、記念楯を贈呈しました。
※新型コロナウイルスの影響により、授賞式は中止になりました。

問商工振興課☎711－6377

表彰者氏名 職種 店舗・会社名 在職地
小崎　喜雄 建築大工 小崎リフォーム 下矢切
滝口　敏之 理容 R

リ ラ ク ゼ ー シ ョ ン

ELAXATION S
ス ペ ー ス

PACE H
ホ ッ プ

OP 小金きよしケ丘
千葉　二三男 建築大工 三良建設㈱ 南花島
中島　順一 左官 中島左官 五香西
矢
や お い た

尾板　義久 配管 松戸市上下水道管工事業協同組合 稔台
湯浅　英夫 造園 ㈲五

い つ き

起庭園 東松戸

松戸市技能功労者表彰松戸市技能功労者表彰

技能功労者受賞者（50音順・敬称略）

①いきいき安心プランⅦまつど（第9期松戸市高齢者保健
福祉計画・第8期松戸市介護保険事業計画）（案）
②第3次松戸市障害者計画・第6期松戸市障害
福祉計画・第2期松戸市障害児福祉計画（案）
③松戸市駐車場事業経営計画（案)

公表内容意見、意見に対する市の考え方、計画案
公表方法3月①②16日㈫③18日㈭から、行政資料センター、市立図書
館（本館・分館）、各支所、まつど市民活動サポートセンター①高齢者
支援課②障害福祉課③街づくり課、市ホームページで
問①高齢者支援課☎366－7346②障害福祉課☎366－7348③街づく

り課☎366－7376

パブリックコメント（意見募集）
手続き実施結果の公表

市ホームぺージ

　固定資産税の納税者が自己の土地・家屋の価格と、市内の他の土地・家
屋の価格とを比較することができる制度です。
縦覧期間4月1日㈭～30日㈮（閉庁時を除く）
会場固定資産税課　持ち物運転免許証など、法人の場合は代表者印、代理
人の場合は委任状（詳細は市ホームページでご確認ください)
※自己所有の固定資産の課税内容は4月1日㈭発送予定の納税

通知書で確認できます。
問同課☎366－7323

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

市ホームページ

※その他、建築大工1人。

※3月2日㈫時点での情報です。最新の情報は一時支援金事務局のホー
ムページをご覧ください。

最大給付額法人60万円、個人事業者30万円
対象1月8日発令の緊急事態宣言による、対象地域の飲食店の時短営業
や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受け、1月～3月のいずれかの
月の売上額が対前年または対前々年比50%以上減少した中堅・中小企
業、個人事業主　※県の時短営業の協力金の対象にならない飲食店も
本一時金の対象になる場合があります。

5月31日㈪までに、中小企業庁一時支援金事務局ホームページまた
は各都道府県の申請サポート会場で
※申請前に、中小企業庁が登録した各地の「登録確認

機関」の確認を受ける必要があります。
問一時支援金相談窓口 0120－211－240または☎

03－6629－0479（8時30分～19時）

緊急事態宣言により影響を受けた緊急事態宣言により影響を受けた
中小法人・個人事業者のための中小法人・個人事業者のための

一時支援金のご案内一時支援金のご案内

一時支援金事務局
ホームページ

　広報まつど3月1日号で公表日を3月8日㈪とお知らせしましたが、公
表を延期します。公表時期については、改めてお知らせします。
問財産活用課☎366－7316

市役所機能再編整備基本構市役所機能再編整備基本構想想（案（案））
のパブリックコメンのパブリックコメントト（意見募集（意見募集））
手続き実施結果の公表を延期します手続き実施結果の公表を延期します

4 広報まつど　2021（令和3）年3月15日

3月20日㈷に、広報まつど防犯特集号を発行します。　問市民安全課☎366－7285　



3/30㈫で市民が自家栽培した農産物
の放射性物質測定を終了します
問農政課☎366－7328

江戸川河川敷スポーツ施設出入口ゲー
トの開放時間は、4/1㈭〜9/30㈭の
間、7時30分〜18時30分になります
問スポーツ課☎703－0601

2月は防災行政無線で1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

2021(令和3)年度市立小・中学校特別
支援学級新規開設
知的障害特別支援学級 根木内小学校、寒
風台小学校、新松戸南小学校、新松戸南
中学校自閉症・情緒障害特別支援学級常盤
平第二小学校、第三中学校問教育研究
所☎366－7461（就学相談は教育研
究所相談受付☎366－7600へ）

4/1㈭までに、原動機付自転車や軽自
動車などの名義変更や廃車の手続き
を済ませてください

　期日までに行わない場合、1年分の
税金が課税されます。排気量が125cc
を超える二輪車や、三・四輪の軽自動

車は、自動車検査登録事務所・軽自動
車検査協会へお問い合わ
せください｡　※詳細は市
ホームページで問税制課
☎366－7321

植木の剪
せんてい

定（4月〜6月）
内枝おろし・刈り込み定月100件程度
費作業内容による（ごみは自己処理）
申電話で(公社)松戸市シルバー人材セ
ンター☎330－5005へ

県営住宅入居者募集
募集期間 4/1㈭～15㈭入居資格◦住宅
に困窮していて、同居親族がいる人
◦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
障害者等（条件あり）=21万4千円以下
申込書配布3/25㈭ごろから、住宅政策
課・各支所・行政サービスセンター・
東葛飾地域振興事務所で問千葉県住宅
供給公社県営住宅管理部募集課☎043
－222－9200

国税専門官募集
受付期間 3/26㈮～4/7㈬申人事院ホー
ムページで問松戸税務署総務課☎363
－1171（内線205）

2021(令和3)年度慰霊巡拝の実施予定
　戦没者遺族を対象とした戦跡慰霊巡拝
を予定しています。詳細はお問い合わせ
ください問千葉県健康福祉部健康福祉指
導課遺族等援護班☎043－223－2354

戦中・戦後の市民生活や戦争に関する
資料の寄贈をお願いします

　資料は平和事業で活用します。事前
に必ずご連絡ください募集資料日用品、
ポスター・ビラ、軍用品、学用品、防
空活動用品など問総務課☎366－7305

再生自転車を販売
日 3/27㈯9時～12時（8時30分から
整理券配布）会シニア交流センター
販売台数約20台価格6,000～12,000円
問 (公社)松戸市シルバー人材センター
☎330－5005

古民家「旧齋藤邸」造形講座〜絵筆を
使わず絵を制作しよう！〜
日3/27㈯13時15分～15時30分会同邸
(紙敷588）内スタンピングやコラー
ジュ、霧吹きなどの技法を使って、絵
を制作講日本画家・泉晴

せいこう

行氏定先着9
人持飲み物申3/26㈮までに、電話で
社会教育課☎366－7462へ

講座「介護保険について①知っておく
と安心！介護保険制度②何が利用で
きるの？事例を踏まえて」
日①4/6㈫②4/16㈮各10時～11時30
分会新松戸市民センター定先着15人申
電話で新松戸高齢者いきいき安心セン
ター☎346－2500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4/15㈭10時～10時
30分〔雨天中止〕会小根本公園（小根
本94の2）定先着100人問市民安全課
☎366－7285

博物館協議会
日3/20㈷14時から会市立博物館実習
室傍聴定員先着4人（13時50分まで受
け付け）問同館☎384－8278

松戸市緑推進委員会
日3/26㈮10時～12時会市役所新館5
階市民サロン傍聴定員先着3人（開会直
前まで受け付け）問みどりと花の課保
全班☎366－7378

都市公園整備活用推進委員会
日3/29㈪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

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　

　生育状況を見ながら収穫体験ができます。新鮮な
えだまめを家族で味わってみませんか。
収穫期間6月下旬～7月中旬（天候などにより時期な
どが変更となる場合があります）
費用1区画（12m）3,000円

3月26日㈮ 〔必着〕までに、はがきに農園名・希望区画数・郵便番号・
住所・氏名（ふりがな)・日中連絡可能な電話番号を記入して、〒271－
8588松戸市役所 松戸市都市農業振興協議会（農政課内)「えだまめ係」
（☎366－7328）へ
※ 先着順ですが、申し込み多数の場合、区画数や農園が希望通りになら

ない場合があります。
※5月上旬までに案内書を送付します。

変更点
◦ 児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差

額を受給できるようになります
　 ※ 障害基礎年金等以外の公的年金（遺族年金、老齢年金など）を受給し

ている人は変更ありません。
◦ 受給資格者の支給制限に関する「所得」に、これまで算入されなかった

非課税公的年金給付（障害年金、遺族年金など）が含まれます
支給開始月申請の翌月から
※ これまで障害年金を受給していて、児童扶養手当を受給できていなかっ

た人は、6月30日㈬までに申請すれば、3月分から受給できます。その
場合、3月1日時点で受給要件を満たしている必要があります。
児童扶養手当の認定を受けている人は申請不要。認定を受けていない人

は、子育て支援課児童給付担当室（☎366－3127）へお問い合わせくだ
さい。

農園 農園所在地 募集区画 品種（予定）
横山農園 旭町 60

サッポロミドリ
恩田農園 旭町 100
正木農園 常盤平 100
及
およかわ

川農園 常盤平双葉町 70
高橋農園 二十世紀が丘美野里町 125

湯あがり娘宮山農園 大橋 150
須藤農園 幸田 60
谷口農園 流山市野々下 60

えだまめ農園オーナー募えだまめ農園オーナー募集集  要申込
 ひとり親家庭の皆さんへ

障害基礎年金等受給者の
児童扶養手当算出方法が変わります

実習期間（予定）合同実習7月25日㈰実務実習7月29日㈭～8月4日㈬また
は8月5日㈭～11日㈬（月曜を除く）
対象以下の全てに当てはまる人
◦ 現在、大学または大学院に在学中で、学芸員資格取得に必要な単位のう

ち、博物館実習以外の単位を全て取得している
◦ 学部生の場合、最終学年に在籍している
◦ 歴史学・考古学・民俗学などの人文科学系の学問分野を専攻している
◦ 全ての日程に参加できる（やむを得ない事情で出席できない期間がある

場合は､「博物館実習申込書」の備考欄に理由と期間を記入）
定員8人程度（書類選考、定員を上回った場合は各大学１人まで、市内在
住・出身者優先）

市立博物館実習生募集 要申込
 申請書類

◦ 博物館実習申込書(博物館ホームページからダウンロードし、大学が作成）
◦ 単位取得証明書または博物館実習以外の学芸員課程の必修単位が取得済

み（取得見込み）であることが分かる大学発行の書類
◦ 身上書（各大学所定の書式。学歴は中学校卒業以上を記入）
◦ 志望理由書（書式自由。800字以内）
◦ 返信用封筒（宛先に所属する大学の実習担当部署を記入して、切手84円

分を貼付）
選考結果5月14日㈮に在学校に発送（提出された書類は返却しません）

4月6日㈫～22日㈭〔必着〕の間に、申請書類を直接または郵送で
〒270－2252松戸市千駄堀671　松戸市立博物館学芸班博物館実習担当
（☎384－8272）へ
※ 実習修了後に「修了証明書」を各大学に送付しますが、実習生の成績評

価は行いません。

松戸市子育て
応援マスコット
「まつドリ」

3月分(5月支払い分)から

市ホームページ

イベント

お知らせ

会議
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3月26日㈮に、広報まつど「いきいき安心プランⅦまつど」特集号を発行します。　問高齢者支援課☎366－7343



新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。
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どんな相談が多いの？
●注文した覚えのないマスクが自宅に届いた
●海外の通販サイトで海外ブランドの洋服を格安で注文したが、ニセモノが届い
た。サイト運営者に問い合わせても返事がない

●電気製品を注文したところ、届いた製品が故障していた。返品したいが応じてく
れない

●健康のためにテレビで宣伝していた健康器具を注文した。使用してみたが、効果
がないため返品したい

●インターネット通販で靴を注文した。履いてみるとサイズが合わず返品を申し出
たが、送料を請求された

●大手通販業者をかたり、「料金が未納。少額訴訟する」とのEメールが届いたが心
当たりがない

定期購入に関するトラブルが増えています

例 「1回目90％OFF」とあり、1回だけのつもりで健康食品をインターネットで
購入したが2回目の商品が自宅に届いた。申し込みの時には気付かなかったが、数
カ月間の定期購入が条件となっていた。

定期購入のトラブルにあわないために
　しっかりと注文条件を確認することが大切です。
●定期購入が条件となっていないかを確認する
●解約・返品ができるかとその条件を確認する
●通販サイトの最終注文画面などを保存する

未成年からの相談が特に増えています
　未成年者のトラブルは、家族など周りの保護者が目を配って
防ぎましょう。
●インターネットでコンサートのチケットを注文したが、届かない
●SNSで「必ず儲

もう

かる」という情報商材を勧誘され、高額な金額を
振り込んでしまった

●視聴していた動画配信サイトを解約したが、料金の請求が止
まらない

●親のスマートフォンを使用し、オンラインゲームに高額課金
してしまった

●SNSの広告にあった出会い系有料サイトに登録をしたとこ
ろ、高額なポイント料金を請求された

トラブルに巻き込まれないためのポイント

　あらかじめ手口を知っておくことでトラブルの未然防止につ
ながります。最近は手口が巧妙になってきているので、少しで
も不安に感じた場合は購入をやめましょう。

確認事項 チェック
URLが正規のサイトと異なっていたり、サイト内の漢字
に旧字体が混在しているなど不自然な表記はありませんか
所在地の住所が番地まで記載されていますか
連絡先に固定電話の記載はありますか
連絡先のEメールアドレスが個人用のフリーメール（※）
となっていませんか
一般に流通している価格より極端に安価ではないですか
支払方法は銀行振込（前払い）以外にも選択できますか
支払い先が個人名義となっていませんか
購入条件（例 :1回だけの利用の場合、定期購入となっ
ていないか）は確認しましたか
解約・返品条件を確認しましたか
不安な点や心配な点はありませんか

（※）フリーメールとは、誰でも無料で取得できるEメールアドレスのことです。

今すぐ申し込む！！

お試し価格
500円！！

通常価格 5,000 円

ダイエットサプリ

初回を含め 4回以上の購入が条件となります。

SALE 価格
90％OFF

低価格が強調されて表示されています

「モニター」「初回実質無料」と表示
されていることもあります

健康食品、化粧品などの事例が多い

強調文字に比べて小さい文字で記載
されています

通信販売を利用するときは、
よくカンガェルー♪

　悪質商法の情報や講座・
イベント情報などを発信し
ています。

松戸市消費生活センター☎365－6565（相談専用）
相談時間8時30分～16時（土・日曜、祝・休日、年末年始を除く）
消費者ホットライン☎1

い や や

88（局番なし） 激安！！

チケットが届かない

消費生活相談

市消費生活センター公式ツイッターをご覧ください悪質商法や商品トラブルについての相談はまずは電話で

一般向け 若者向け

　皆さんはオーストラリアの人種を考えると
き、先住民アボリジニと白人が住む国と考えが
ちではないでしょうか。
　実は、オーストラリア、特にホワイトホース
市は多民族・多文化のコミュニティーです。同
市の住民の約40%は海外生まれ、約30%は非
英語圏のバックグラウンドを持っています。
　同市のボックス・ヒル地区は、中国にルー
ツを持つ住民が多いので、本格的なアジアン
レストランは数えきれないほどあり、英語を
話せなくても生活できます。日本文化に関心
を持つ住民も多いため、かつて松戸市も参加

したことのあるジャパンフェスティバルが定
期的に開催されています。日本の和太鼓・舞
踊・空手・三味線などを
体験できる他、約100店
もの屋台が出店し、日本
の食べ物を思う存分楽し
めます。

（公財）松戸市国際交流協会
国際交流員・トン・アイリス
（オーストラリア出身）

ホワイトホース市では、たくさんの民族と文化が共存しています

姉妹都市通信

2021（令和3）年は
姉妹都市締結50周年！

問�文化観光国際課☎366－7327

★

シドニー

キャンベラ

ホワイト
ホース

メルボルン

タスマニア

アデレード
パース

オーストラリアvol.2

国際交流員・トン・アイリスが
ホワイトホース市を紹介します

姉妹都市交流45周年（2016年）にホワイトホース市で行われた
ジャパンフェスティバルで、現地の子どもたちが和太鼓を披露する様子

「新しい生活様式」の実践例にも挙げられている通信販売に関する相談が、例年以上に多く寄せられています。
トラブルに巻き込まれないように、相談事例などを確認し、注意して利用しましょう。

「通信販売」に関するトラブルが増えています

注目！

相談
急増！
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　昨年末に世界に向けて公募を行い、83カ国・地域、513組のアー
ティストから応募が集まりました。専門家や地元の人たちによる審査
を経て、滞在が決定したアーティストたちが滞在中の計画を発表する
オンライントークイベントを開催します。
　離れていても松戸とつながり、プロジェクトに取り組
む彼らの提案をぜひお聞きください。
日時3月20日㈷18時～20時
開催方法オンライン配信　※詳しくはパラダイスエア
ウェブサイトで。
問�(一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

ロングステイ・プログラム2020－21
招へいアーティスト決定！
オープニング・トークを開催

パラダイスエア
ウェブサイト

パラダイスエア

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎368－1237

4月から投影スケジュールが変わります
　市民会館外壁改修工事（11面参照）により、投影スケジュールが変
わります。　※平日の団体投影（予約制）はありません。

キッズ＆ジュニアアワー 
内容子ども向けのやさしい星のお話と星座にまつわるお話
時間日曜・祝日10時30分～10時50分、13時30分～13時50分、14
時30分～14時50分
一般投影 
内容その日に見られる星や星座の紹介とテーマ番組
時間日曜・祝日11時30分～12時10分（文字解説付き）、15時30分～
16時10分
きっずほしぞらシアター
内容動物キャラクターが登場するファミリー向けアニメ番組
時間金・土曜18時～18時20分
ヒーリングタイム　お仕事帰りの星空時間
内容仕事帰りに星空の下でゆったりと過ごす、大人向けの時間
時間金・土曜19時～19時40分

4月星空観望会 要申込
4月24日㈯18時30分～20時30分
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

3月16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）。

　
　「通いの場」などの地域活動への参加が介護予防に与える効果を検証し、
都市型介護予防モデルの確立を目指す、市と千葉大学予防医学センターの
共同プロジェクトです。

松戸市虐待防止条例制定記念講演会
虐待のない誰もが安心して
暮らせるまち まつど

　市では、児童・高齢者・障害者に対して、市・関係団体・地域社会が協力し
て虐待を防止する「松戸市虐待防止条例」を2020（令和2）年4月1日に制定しま
した。児童・高齢者・障害者への虐待に対する連携した防止対策をテーマに、
オンライン講演会を配信しています。ぜひご覧ください。
内容●児童虐待から考える児童・高齢者・障害者への虐待の連携について●弁護士
から見る児童・高齢者・障害者への虐待への連携について●市民や関
係団体の人などの応援メッセージパネルの紹介など　講師総合医療セ
ンター小児科副部長・小

こ は し

槗孝介、ななつぼし法律事務所所長・神
じ ん ぼ

保正
宏氏　費用無料　※詳細は市ホームページをご覧ください。

YouTubeで
オンライン配信中

市ホームページ

松戸市虐待防止推進
キャラクター・ハートはと

3月28日㈰13時～15時
内容松戸プロジェクト第2期の取り組み、オンラインを活用し
た介護予防　講師千葉大学予防医学センター社会予防医学研
究部門教授・近藤克則氏他　定員先着70人

Eメールに氏名・電話番号・所属している団体など（ある
場合）を記入して、 mckoureisha-online@city.matsudo.
chiba.jpへ
問�高齢者支援課☎366－7343

都市型介護予防モデル都市型介護予防モデル
「松戸「松戸プロプロジジェェククト」第2期報告ト」第2期報告会会 要申込

近藤克則氏

都市型介護予防モデル「松戸プロジェクト」とは

参加団体を募集 要申込

市ホームページ

　今年も、消費者問題全般に関するテーマで開催します。パネ
ルや展示物を通じて研究結果を多くの人に知ってもらう良い機
会となります。
日時10月2日㈯10時～17時、3日㈰10時～16時　会場市内施設
対象市内に活動拠点を持ち、消費生活に関わる展示などを実施
できる団体

4月23日㈮までに、市ホームページ内のちば電子申請サービ
ス、FAX、Eメールに団体名、代表者の氏名・住所・電話番号・大
まかな展示などの内容を記入して、消費生活課 365－9606、
mcshouhiseikatsu2@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7329）へ
事前説明会（任意参加）
　展示に興味がある団体は、ぜひ参加してください。
日時4月16日㈮14時から　会場ゆうまつど

当日会場で

問�消費生活課☎366－7329

昨年度のパネル展示の様子

　子どもからシニアまで楽しめる、子どもが主役の市民活動フェスタです。子
どもたちが参加できて学べて楽しめるステージや約40のブースが集まります！ 

特別企画「こどものまち（はたらく＆つかう）」
日時3月27日㈯10時30分～12時、12時～13時30分、13時30分～15時（各開始
30分前から受け付け）〔雨天中止〕　会場松戸中央公園　定員各先着300人
参加方法参加者の集中を防ぐため、3月22日㈪までに、電話ま
たは申し込みフォームでまつど市民活動サポートセンター☎
365－5522への事前申し込みにご協力をお願いします。
※当日参加枠も用意しています。

問�まつど市民活動サポートセンター☎365－5522

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。

ブースで働いてもらえるみらい通貨を会場で使って楽しもう！

Zoom配信

松戸市消費生活展

10人のファイナリストから招へいが決定したアーティストがトークに登場

申し込みフォーム

ちょっとお洒落な小さな寄せ植え
3月28日㈰10時～11時
会場同公園マグノリアハウス
講師花

か き

卉園芸家・後
ご か ん

閑早苗氏
定員先着8人　持ち物持ち帰り袋
費用1,200円

3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

東松戸ゆいの花公園の講座東松戸ゆいの花公園の講座 要申込

問�障害福祉課☎366－7348



　短期間に多量に出る引っ越しごみは、家庭ごみ集積所に出すことができません。分別区分や持ち込み
基準に従い、処理施設へ自分で運ぶか、一般廃棄物処理業者に収集を依頼してください。

布団・座椅子・家具などの粗大ごみ
　電話で粗大ごみ受付センター☎391－0007へ。
受付時間月曜～土曜8時30分～17時（祝・休日を除く）　費用1点につき粗大ごみ処理券1枚（1,000円）
家電リサイクル法対象品目

（洗濯機・テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・衣類乾燥機など）
　市外の指定引取場所へ自分で運ぶか、購入した店舗や一般廃棄物処理業者に収集を依頼。
家庭用パソコン
　各メーカーの受付窓口または国の認定事業者であるリネットジャパンリサイクル㈱
の宅配便回収へ。
※ノートパソコンは、市役所・支所・市民センターなど市内20カ所の公共施設に設置

されている小型家電回収ボックスに出すこともできます。

　珪藻土製品は他のものとは混ぜずに、透
明または半透明のポリ袋に入れ、「有害ごみ」
と明記し、袋の口をしっかり結んで「有害
などのごみ」の日に出してください。
※厚生労働省が発表した、法令の基準を超

えるアスベストを含んだ珪藻土バスマッ
トなどは、自主回収を
していますので各メー
カーにお問い合わせく
ださい。

家庭ごみ集積所に出せないごみの処理方法

有害ごみ

4月から変わります！
珪
け い そ う ど

藻土バスマット
などの処分方法

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」
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2021（令和3）年度
集合狂犬病予防注射

引っ越しごみの分け方・出し方

　令和3年度は規模を縮小して実施します。

開催中止時のご案内
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止になる場合
は、4月1日以降に市ホームページなどで公表します。
　雨や強風により中止する場合（和名ケ谷スポーツセンター
を除く）は、会場ごとに開始10分前までに決定
し、市公式ツイッターや市ホームページでお知
らせします。中止の場合の振り替え日はありま
せん。

P…駐車場あり（駐車場がない会場には、車での来場はできません）
☂…雨天でも実施する会場

来場時の注意
●当日の朝に体温37.5度以上または体調が悪い場合は参加しないでください●必ずマス
クを着用してください●開始直後は混雑が予想されます。密を避けるために、開始直後
の来場は避けてください●受付票（はがき）裏面の問診票はあらかじめ記入してくださ
い●犬同士のトラブルは飼い主同士の責任で解決してください

飼い犬は生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が必要です
集合注射費用3,500円（注射済票交付手数料を含む）
※会計時の接触を減らすため、おつりのないようお願いします。
※初めて登録する犬は、別途登録手数料3,000円が必要です。

以下に当てはまる犬は予防注射を接種できない場合があります
動物病院にご相談ください
●現在、重い病気にかかっている●今まで予防注射などでアレルギーなどを起こした
り、体調が悪くなったりしたことがある●予防注射の接種の際に、飼い主が犬を押さえ
ることができない●人を噛

か

んだことがある（保健所にご相談ください）●現在、発情中ま
たは妊娠の疑いがある●30日以内に獣医師にかかった

日時 会場 所在地
4/  6 ㈫ 9:30 ～ 10:20 二三ケ丘公園 三ケ月 1510

11:00 ～ 11:50 中和倉公園 中和倉134
4/  7 ㈬ 9:30 ～ 10:30 新京成ドッグラン松戸P 高塚新田 18 の 5

11:10 ～ 12:00 八柱霊園西門横広場 霊園内ふれあい広場の西側
4/  8 ㈭ 9:30 ～ 10:20 三矢小台公園 三矢小台 2 の 18

11:10 ～ 12:00 花之台公園 上本郷 1 の 3310

4/  9 ㈮ 9:30 ～ 10:20 金ケ作公園 常盤平 3 の 27 の 1
（公園の南東側）

11:00 ～ 11:50 稔台公園 稔台 2 の 21 の 16
4/12 ㈪ 9:30 ～ 10:20 六実第２公園 六高台 2 の 97

11:00 ～ 11:50 五香公園 五香西 1 の 21

日時 会場 所在地
4/13 ㈫ 9:30 ～ 10:20 ユーカリ交通公園隣広場 小金原 1 の 25（公園の北側）

11:00 ～ 11:50 中堀込公園 八ケ崎5の35
4/14 ㈬ 9:30 ～ 10:20 浅間公園 中金杉 4 の 208

11:00 ～ 11:50 新松戸第 1 公園 新松戸 1 の 327
4/15 ㈭ 9:30 ～ 10:20 新松戸南公園 新松戸南中学校の東隣

11:00 ～ 11:50 広田公園 西馬橋広手町 9
4/16 ㈮ 9:30 ～ 10:20 古ケ崎第２公園 古ケ崎 3 の 3383 の 1

11:00 ～ 11:50 つつみ公園 樋野口 563
4/19 ㈪ 10:00 ～ 11:30 和名ケ谷スポーツセンターP☂ 和名ケ谷 1360

市ホームページ

環境保全課環境衛生係☎366－7336

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

リネットジャパン
リサイクル㈱

駐輪場名 200m 屋根 車種 空き台数
松戸駅
東口

東口高架下 超 有 原・普二 8
★指定駐輪場は東口

松戸駅
西口

西口公園下 ★ 超 有 自 450
西口高架下 超 有 原・普二 24

北松戸駅
東口

東口第1 有 自 51
原 39

★指定駐輪場は東口第 2
北松戸駅

西口 西口 ★ 超 有 自 738
原・普二 39

馬橋駅
東口 東口高架下 ★ 超

有 自 51
自 335
原・普二 78

馬橋駅
西口

西口高架下 超 自 291
原・普二 16

★指定駐輪場は西口

新松戸駅

東口第 1 原・普二 3

西口第 1 自 141
原 48

西口第 3 自 98
西口第 4 自 56
西口第 5 自 27
西口高架下第 1 有 自 272

西口高架下第 2 超 自 720
原・普二 37

西口高架下第 3 超 自 551
原・普二 6

★指定駐輪場は西口第 7

北小金駅
南口

南口第 1 ★ 自 254
南口第 2 原・普二 32
南口高架下 有 自 53

北小金駅
北口

北口第 2 ★ 有 自 127
北口高架下 有 原 45
北口参道第 1 有 自 420

駐輪場名 200m 屋根 車種 空き台数
八柱駅
南口

南口第 2 超 自 157
★指定駐輪場は南口第 1

八柱駅
北口

北口第 2 ★ 原・普二 46

北口第 3 自 114
原・普二 66

常盤平駅

北口第 1 有 自 228
原・普二 27

北口第 2 有 自 40
原・普二 35

北口第 3 ★ 有 自 196

五香駅

東口第 2 超 有 自 169
原・普二 49
自 316

東口第 3 ★ 有 自 207
東口第 4 超 自 203
西口第 2 有 自 61

松戸
新田駅 北口第 1 ★ 自 127

原・普二 5
みのり
台駅 南口第 1 ★ 有 自 325

原・普二 20

六実駅

第 1 自 699

第 2 ★ 有 自 162
原・普二 33
自 250

矢切駅

第 2 自 101

第 3 自 30
原・普二 9

★指定駐輪場は第 1

2021（令和3）年度
市営有料駐輪場
定期使用者の随時募集を
開始しました

交通政策課☎366－7439

使用できる車種防犯登録を受けた自転車、50cc以下の原
動機付自転車、50cc超125cc以下の普通自動二輪車
定期使用料（月額）

申請書の配布場所（右表★印）
申請方法申請書を指定駐輪場の管理棟窓口に直接提出
申請期間・使用料の納付期限

結果通知申請を受け付けた約1週間後（月末・月初の受
け付けの場合は2～3週間後）に通知書を郵送
注意点●月初から使用したい場合は、前月の20日までに
申請してください●受け付けは先着順です。定数を超え
た場合は待機となります●電子申請はできません 市ホームページ

※各駐輪場の詳細は、1月20日発行の
広報まつど自転車特集号、交通政策
課または指定駐輪場で配布している
パンフレット、市ホームページをご
覧ください。

★=指定駐輪場　自=自転車　原=50cc以下の原動機付自転車　普二=50cc超125cc以下の普通自動二輪車
空きのある有料駐輪場（随時募集開始時点）

使用開始時期 申請期間 使用料の納付期限
4/1㈭ 3/15㈪～20㈷の 7:00 ～ 19:30 4/10㈯
5/1㈯以降 3/21㈰以降の 7:00 ～ 19:30 使用開始月の前月末

屋根あり 屋根なし
 区分 最寄り駅から

駐輪場までの距離
200m
以内

200m
超

200m
以内

200m
超

自転車 一般 1,570 円 1,250 円 1,040 円 830 円
高校生以下 1,040 円 830 円 730 円 520 円

原動機付自転車
普通自動二輪車 2,300 円 1,880 円 1,780 円 1,460 円

税の申告期限は4月15日㈭まで延長されました。申告書の提出は郵送でお願いします。　問市民税課☎︎366－7322



2021（令和3）年度用
はり、きゅう、あん摩等施術費助成券

交付申請のご案内

受付開始日3月29日㈪（利用開始日は4月1日㈭）　受付場所高齢者支援課、各支所
助成内容市に登録している施術所で利用できる助成券を申請月～3月の各月2枚分交
付　※各種健康保険や生活保護法による施術との併用はできません。
助成額1回800円（1日1回のみ利用可）　対象市に住民登録がある65歳以上または身
体などの障害に関する手帳の交付を受けている18歳以上
持ち物住所・氏名・生年月日を確認できる身分証明書（健康保険証、運
転免許証など）、認め印、64歳以下は身体などの障害に関する手帳
※市に登録している施術所の一覧は、市ホームページをご覧ください。

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

　新型コロナウイルスはいまだ衰えを見せません。世界中で混乱が続き、
人々にさらなる不安を生じさせています。それどころかウイルスの変異
種が出現し、先行きすらも見通せない状況にあります。いくつかの国で
はロックダウンが行われ、日本では2度目の緊急事態宣言が発出されるな
ど、さまざまな対策が実施されていますが、なかなか良い結果が得られて
いません。
　ウイルス感染対策には、うがい・手洗い・アルコール消毒などが大切と
いうことは周知の通りですが、口の中をきれいに保つことも大切な要素と
言われています。ウイルス感染は口・鼻・目などの粘膜から生じやすいと
言われていますが、むし歯や歯周病などで口の中が悪い環境になっている
と、粘膜の防御作用に支障をきたしウイルス感染のリスクを高める可能性
があります。
　昨年4月～5月の1回目の緊急事態宣言のころ、歯科での新型コロナウイ
ルス感染リスクについてテレビ・新聞・SNSなどで大きく報じられ、いわ
ゆる“受診控え”という現象が起こりました。その結果、治療を中断する
人やむし歯・歯周病の状態が悪いまま我慢した人が多く見られ、その後治
療再開のため受診すると、本来なら保存可能だった歯が状態の悪化に伴い

抜歯が避けられない事例が確認されました。また、今まで定期的にクリー
ニングなどメンテナンスを受けていた人にむし歯や歯肉の炎症が見られる
こともありました。このことは年齢・性別に関係なく生じています。もちろ
んこのような状況になったのは、受診控えだけでなく、働き方や学校など
さまざまな生活習慣の変化も要因として考えられます。
　現在では、歯科治療での新型コロナウイルス感染に関する誤った情報も
なくなりつつあり、徐々に必要な治療を受けていただけるようになってき
ました。ただ、それでも不安が解消できないのは事実だと思います。
　松戸歯科医師会では、「院内における新型コロナウイルス等感染症対策リ
スト」を作成し、各診療所での感染症防止対策を実施しています（松戸歯
科医師会ホームページをご覧ください）。また、このような状況下では正し
い情報を得て先々に生かしていくことがとても重要です。そのために、リ
モートなどで情報共有をしっかり行い、患者の皆さんが安心して歯科を受
診できるよう連携を図っています。
　個別でも時短診療、患者様の人数制限、感染防止設備の拡充などさまざ
まな対策をして感染対策に努めています。ただ、中には自分が受診してい
いのだろうかと遠慮されている人もいるようです。もし分からないことや
不安なことがある場合は、かかりつけの歯科医や近医にご相談ください。
　歯を抜かなければならなくなってからでは遅すぎます。そうならないう
ちに早めの受診をお願いします。

（公社）松戸歯科医師会  https://matsudo.cda.or.jp/

歯科とコロナについて③
218

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 4/ 1㈭・19㈪各14:00～16:00

酒害相談 4/15㈭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

千葉県松戸保健所（松戸健康福祉センター）
各種無料相談・検査 要申込

市ホームページ

3月18日㈭は「春の睡眠の日」、前後1週間は睡眠健康週間です
各保健福祉センター（中央☎366－7489、小金☎346－5601、常盤平
☎384－1333）

　寝つきが悪い、眠りが浅く途中で何度も目が覚める、ぐっすり眠れた満
足感がないなど、「不眠」になっていませんか？質の良い睡眠は生活習慣病
の予防やこころの健康づくりにつながり、生活の質を高めると言われてい
ます。まずは、自分でできることから試してみましょう。

不眠への対処法
●就寝・起床時間を一定にする●早朝に太陽の光を浴びる●負担にならな
い適度の有酸素運動をする●ストレスをためないようにする　など

メンタルチェックシステム「こころの体温計」内の
「睡眠障害チェック」で現在の睡眠状態を確認できます

　「健康づくりのための睡眠指針」なども掲
載しています。パソコンやスマートフォンか
ら気軽にアクセスできますので、睡眠につい
て見直す機会として、ぜひご活用ください。

介護者のつどい（①馬橋②本庁③矢切④馬橋西）要申込
3月①18日㈭13時30分～15時30分②30日㈫10時～11時30分③30日㈫
14時～15時④4月1日㈭10時～11時　会場①馬橋東市民センター②市民
会館③総合福祉会館④馬橋市民センター　対象家族の介護をしている人ま
たは介護の経験がある人　※要マスク着用。　定員各先着10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☎374－5533②本庁☎
363－6823③矢切☎710－6025④馬橋西☎711－9430）へ

安心した老後を迎えるために
～エンディングノートの書き方～ 要申込
3月26日㈮10時～11時30分　会場まつど市民活動サポートセンター　
対象市内在住　定員先着30人　講師（一社）コスモス成年後見サポートセ
ンター職員　費用無料

電話で矢切高齢者いきいき安心センター☎710－6025へ

シルバー消費者教室 要申込
3月29日㈪10時～11時　会場馬橋市民センター　対象市内在住のおおむ
ね65歳以上　定員先着30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

認知症サポーター養成講座 要申込  
3月30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

愛の献血
3月31日㈬10時～11時45分、13時～16時　会場市役所
持ち物保険証・運転免許証など本人確認ができる物
※松戸献血ルームP

ピ ュ ア

ure（☎703－1006）では随時受け付けています。
健康推進課☎366－7487

元気アップ教室（介護予防体操教室）要申込  
4月5日㈪9時45分～10時30分、10時45分～11時30分　会場古ケ崎市民
センター　対象明第2西地域在住の65歳以上　定員各先着25人　費用無料

3月15日㈪10時から、電話で明第2西高齢者いきいき安心センター申込
専用ダイヤル☎070－5582－0243へ　※申し込み以外のお問い合わせは
同センター☎382－5707へ（申し込みは専用ダイヤル以外では受け付け
ません）。

頭と身体を使った体操教室
（自主トレーニングメニュー付き） 
4月～2022（令和4）年3月の毎月第1・第3金曜各9時30分～10時30分　
会場小金原体育館　内容介護予防のための運動習慣を身に付ける
講師旭神経内科リハビリテーション病院理学療法士・小笠原千佳氏
対象介護認定を受けていない小金原地域在住のおおむね65歳以上
定員先着40人（予定）　費用無料

当日会場で
小金原高齢者いきいき安心センター☎383－3111

健康ファイル まつど健康マイレージ付与 …

高齢者支援課☎366－7346

こころの体温計
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　大規模な地震などの災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、
帰宅が困難になることが予想されます。
　その際、多くの人が一斉に徒歩で帰宅を始めると、火災や沿道の建物か
らの落下物などによりけがをする危険がある上、災害時に優先されるべき
救助・救急活動の妨げとなります。

まず、どうする？
◦安全な場所にとどまり、自分の身の安全を確保
◦災害用伝言ダイヤルなどで、家族の安否などを確認
◦交通情報や被害情報などを入手

情報収集
松戸市安全安心メール 
　事前に登録しておくと、災害が発生した場合、市の各種避
難情報や避難所の開設情報などが配信されます。
ちば防災メール
　事前に登録しておくと、県内の地震情報、津波情報、土砂
災害情報などが配信されます。
アプリ「Yahoo!防災速報」
　事前にスマートフォンにインストールし、
位置情報の利用を許可しておくと、今いる場
所に応じた災害情報が配信されます。

　全館で時間・人数制限を行っています。詳細
は各館ホームページをご確認ください。
●常盤平児童福祉館☎387－3320
開館日・時間 火曜～日曜9時30分～17時　対象 0
歳～18歳未満　※小学生未満の乳幼児は要保護
者同伴。
水曜広場毎週水曜16時～17時　
内容友達作ろうゲーム大会など
あそび広場毎週土曜15時～16時　
内容卓球・歌・工作など
中高生の広場（TAPS）毎週水・土曜17時～19
時
●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 稔台市民センター 16日㈮・23日
㈮・30日㈮各10時30分～11時45分　対象乳幼
児と保護者　※3月16日㈫10時から、
月1回電話予約のみ。
あそぼう会 東部スポーツパーク 13日㈫・
20日㈫・27日㈫各15時～16時45分
運動公園会議室 21日㈬・28日㈬各15時
～17時　八ケ崎市民センター15日㈭・22日㈭各15

時～17時　稔台市民センター 16日㈮・23日㈮・
30日㈮各15時～17時　対象主に小学生
●根木内こども館☎315－2985
開館日・時間 火曜～金曜15時30分～17
時、土・日曜、祝・休日14時～17時
おやこDE広場月曜～金曜10時～16時
●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（3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9日㈮10時45分から　
対象乳幼児親子（要予約）
中高生タイム土曜17時30分～20時（3日㈯を除
く）　対象中学・高校生
●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 2日㈮～4日㈰各10時～16
時　内容森の中であそぼう！　対象18
歳以下（未就学児は要保護者同伴）

●六実こども館☎080－3507－3538
開館日・時間 月・水曜（5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、鯉の
ぼり作り、お楽しみ会（要予約）他
対象18歳未満とその保護者
科学館第3日曜14時から
●樋野口こども館☎393－8415
開館日・時間月・水曜（26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｡　内容アートアート
D
デ イ

AY、わくわくDAY他　対象 18歳未
満とその保護者

4月 児童福祉館・
こども館の催し物 無料無料

コース 日程
① スマホの選び方 4/  6㈫
② スマホの操作 4/  6㈫
③ タブレットの操作 4/  8㈭
④ Windows10の操作 4/15㈭
⑤ Zoom会議 4/20㈫
⑥ 個別相談 4/21㈬

時間①⑥各9時30分～12時②〜⑤各13時30分～16時　
会場新松戸・常盤平各市民センター他　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

講座名 午前 ＝  9:30 ～ 12:30日時  午後 ＝13:30 ～ 16:30
初めてのパソコン＆インターネット講座 4/13㈫～16㈮　午前
Wordを使った文書作成講座 4/  6㈫～  9㈮　午前
Word応用講座（Word経験者） 4/20㈫～23㈮　午前
Excelを使った表計算講座 4/  6㈫～  9㈮　午後
Excel応用講座（Excel経験者） 4/13㈫～16㈮　午後
Excel活用講座（Excel経験者） 4/20㈫～23㈮　午後
Access基礎講座 4/26㈪・27㈫　午前・午後
PowerPoint基礎講座（Word経験者） 4/10㈯・17㈯　午前・午後

定員各先着5人  費用各13,000円（会員事業所または団体会員は11,000円）
※開催日の7日前に申し込みが1人以下の場合は中止。　
※ 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の詳細は、電話で商工

振興課☎711－6377へ。
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

要申込
Windows10

使用

松戸地域職業訓練センター 
講座のお知らせ　

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

危機管理課☎366－7309

徒歩で帰宅する場合
情報収集と状況判断を
　ラジオやテレビなどで正確かつ最新の情報を集め、安全に帰るための状
況判断を行いましょう。
安全を最優先した帰宅ルートを
　少し遠回りになっても、幅の広い道路などできるだけ安全と思われる道
を選びましょう。
災害時徒歩帰宅者支援ステーションを利用できます
　千葉県を含む九都県市では、各コンビニエンスストアやガソリンスタン
ドなどと徒歩帰宅支援協定を締結しており、水道水・トイレ・交通情報な
どを可能な範囲で提供してもらえます。

事業者の対策
　帰宅困難者対策として、建物内に待機できるよう必要な水・食料・毛布
などの備蓄に努めましょう。

日頃からの備えも大切です
◦安否確認の方法や集合場所を、家族で話し合っておく
◦ 職場などに歩きやすいスニーカー・懐中電灯・手袋・

飲料水・食料などを用意しておく
◦ 帰宅経路の状況やコンビニエンスストア・ガソリンス

タンドなどの場所を確認しておく

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

同館
ホームページ

松戸市安全
安心メール

ちば防災
メール

Yahoo!
防災速報

同館
ホームページ

同館
ホームページ 同館

ホームページ

同館
ホームページ

同館
ホームページ

同館
ホームページ

常盤平児童福祉館公式ツイッターを
開設しました
　市内の児童館・こども館の
催しなどの情報を発信してい
きます。ぜひフォローなどを
お願いします。

被
害
情
報

公式ツイッター
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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。



Facebook
アカウント名：

@matsudomuseum

改修工事のため
市民会館の

貸し出しを制限します

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）
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）

◆学習資料展 こどもミュージ
アム「松戸探検 90年前から
のくらしのうつりかわり」
会期3/31㈬まで　会場企画展
示室　観覧料無料

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

◆松戸市書道展覧会
3/23㈫～28㈰
問生涯学習推進課☎367－7810
◆アートクチュール コレクショ
ン展
4/14㈬～18㈰
問千

せ ん だ

田☎364－2859 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
①3/15㈪・29㈪、4/5㈪・12
㈪各11時～11時50分②3/18
㈭・25㈭、4/1㈭・8㈭各10時
～10時50分　会場武道館　対
象18歳以上　持ち物上履き　定
員各先着15人　費用各500円

　3/15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

◆プリンス・トクガワ−新時
代への布石
6/13㈰まで　

※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。

◆植物ウォッチング「美しき
雑草の花たち」
4/10㈯10時～11時、13時30
分～14時30分　講師自然解説
員・加藤裕一氏　定員各先着
10人　費用無料
◆種をまいて草花を楽しもう
4/11㈰13時30分～15時　講
師みどりの相談員・秋元満司氏
定員先着15人　費用500円
◆夏野菜の植え付け
4/18㈰10時～11時30分　講
師みどりの相談員・橋本倉司氏
定員先着15人　費用無料
◆植物ウォッチング「木々の
芽吹きの観察」
4/20㈫10時～11時、13時30
分～14時30分　講師自然解説
員・加藤裕一氏　定員各先着
10人　費用無料

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）

文化ホールギャラリー
☎367−7810

Twitter
アカウント名：

@matsudo_museum

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

●健康体操教室 
日3/12㈮・19㈮・26㈮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、リズム体操定各先着
10人申電話でさわやか体操クラブ・鈴
木☎090－2259－9442へ
●健康体操教室 （ストレッチ、リズム体
操など） 
日3/16㈫・23㈫・30㈫各13時～15時
会矢切公民館対50歳以上定各先着5人
申電話で活き活き体操クラブ・関☎
361－2637へ
●健康体操体験教室（ストレッチ、リズ
ム体操など）
日3/17㈬・24㈬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
500円申電話で健康体操さざんか・大
沢☎080－5037－6658へ
●健康マージャン初心者教室体験会
日3/20㈷・26㈮各10時30分～11時30
分会松戸駅西口周辺の麻雀サロン対未
経験者費各500円申各前日までに、電
話で健康麻雀サークル笑

えごころ

心・鈴木☎080
－5888－8624へ
◆現役中国人女性留学生による中国語
教室・見学会
日3/20㈷13時15分～15時45分会五香
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

◆日本の音風景100選とマンホールカー
ドツアー
日3/21㈰9時松戸駅西口エスカレータ
ー前集合、11時京成線柴又駅解散定先
着20人費300円（小学生以下無料）申
電話で L

エルエルピー

L P 松戸学会・須藤☎343－
3376へ
●太極拳無料体験会
日3/26㈮9時30分から会二十世紀が丘
市民センター申電話で楊

よ う め い じ

名時太極拳柿
の木台教室・坂口☎367－5368へ
助成 飼い主のいない屋外猫を合法的に
減らして、ご近所トラブルをなくしまし
ょう相談会 !
①3/31㈬②4/17㈯③4/24㈯各13時
30分～16時30分会①まつど市民活動
サポートセンター②新松戸③二十世紀
が丘各市民センター定各先着10人問松
戸地域猫スタートサポート・川野☎
080－3405－8986
●松戸シルバーテニス連盟①シルバーシ
ョートテニス（スポンジボールを使用）
教室②シルバーテニス初心者教室
日①4～6月の㈪11時30分～12時50分
②4月～2022(令和4)年3月の㈪8時～9
時20分会①運動公園体育館②IHSMテニ
スアリーナ（新京成上本郷駅下車）定先
着①20人②30人費①1回500円②2カ月
6,000円対市内在住で60歳以上申電話
で同連盟・藤井☎366－3600へ

◆松戸子育てカレッジ「子育て広場 お
やこで“ゆるりん”」 
日4/12㈪・16㈮・23㈮・26㈪・30㈮
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
●ナガセケンコー旗争奪レディースソフ
トボール大会
日4/18㈰8時30分から会古ケ崎河川敷
ソフトボール場対市内在住・在勤の15
歳以上の女性チーム費1チーム5,000円
申3/20㈷16時から、運動公園会議室で
開催される代表者会議で問松戸市レデ
ィースソフトボール連盟・平城☎090
－2736－1811
●科学技術週間関連講座「レーシングカ
ーを作って競争させよう」
日4/18㈰10時～12時、13時～15時会新
松戸未来館対小学3年～中学3年定各先
着40人申はがきに住所・氏名・電話番
号・学校名・学年を記入して、〒270－
0034松戸市新松戸3の1の4新松戸未来
館2F　松戸市少年少女発明クラブ・羽
根（☎384－8124）へ
●松戸市ソフトテニス連盟春季クラブ対
抗大会（団体戦）
日4/29㈷8時受け付け会栗ケ沢公園庭
球場内詳細は同連盟のホームページで

費1チーム6,000円申4/7㈬までに、所
定の振込用紙で問同連盟・藤井☎090
－4014－9753
◆シニア向け離職者訓練「基本を学べ
るマンション管理員養成科」
日5/10㈪～8/7㈯のうち57日間会日建
学院船橋校（船橋駅下車）定15人（選
考試験あり）費10,000円申3/31㈬ま
でに、ハローワーク松戸で問（独）高齢・
障害・求職者雇用支援機構千葉支部・
福島・藤田☎043－422－7774

◆母の日に贈るプリザーブド
フラワーアレンジメント
4/24㈯10時30分～11時30分
講師フルーデリー代表・堂前絵
美子氏　定員先着15人　費用
2,200円
◆万葉集に詠われた春の草花
と樹木①草花編②樹木編
4/25㈰①10時～11時30分②
13時30分～15時　講師自然解
説員・渡邊勲氏　定員各先着
15人　費用無料

◆市立博物館公式SNSで情報
発信中！

　外壁改修工事と空調機改修工事のた
め、貸し出しを制限します。ご理解・ご
協力をお願いします（制限期間は都合に
より変更になる場合があります)。
会議棟
使用できる日時平日・土曜の18時～21時、日曜・祝日
の9時～21時

ホール棟
使用できる日時日曜・祝日の21時まで（前日の夜に準
備で使用する場合は応相談)　※2022(令和4)年1月・2
月は、日曜・祝日も含め使用不可。
使用できる施設1階席（500席)、ホワイエ、ステージ、
第1楽屋、第2楽屋、第3楽屋、楽屋控室、来賓室
使用できない施設2階席、3階席、浴室、搬入口駐車
場、駐車場、バイク置場、自転車置場

貸し出し制限期間
4月1日〜2022(令和4)年3月31日

問同館☎368－1237

Instagram
アカウント名：

@matsudo_museum

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

3
月

「奇跡の映像　よみがえる100年前
の世界6　勝者と敗者」(50分)

4
月 未定

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15

3
月

アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「桃太郎」他2話（25分）

4
月 未定

◆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

●S
サ ン

UN体操クラブ
日第1～3㈪9時30分～11時会常盤
平体育館対50歳以上費月2,000円
500円問高橋☎387－5585
◆正伝まろばし空手道扱心会松戸道場
（空手道・棒術杖術・短棒術・長捲術
など）
日㈪19時～21時会小金中学校費月
2,000円問後藤☎090－9808－8881
◆S

サ ン フ ラ ワ ー

UNFLOWER（英会話）
日第1・2・4㈪10時30分～11時30分
会 明 市民センター費月3,000円
1,000円問大浜☎090－2759－4230

会 員 募 集
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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。



　ロバ隊長は、「認知症になっても安心して暮らせる街づくり」への道のりの先頭
を、急がず、確実に一歩ずつ進んでいく認知症サポーターキャラバンのマスコットです。
　市内介護事業所に通う認知症などの皆さんが、ロバ隊長のフェ
ルトアクセサリーをゆっくり丁寧に作ってくれました。
配布場所高齢者支援課、各支所、各市民センター、各地域包括支
援センター（1人2個まで）　※団体で希望する場合は、同課まで。
サイズ3.5cm×4cm

認知症サポーターキャラバンマスコット
「ロバ隊長」のフェルトアクセサリーを
無料で配布します

問同課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

同組合の皆さん

2020（令和2）年8月生
最近よくお喋りしてくれる
りほちゃん♪成長がとって
も楽しみ！

2019（令和元）年11月生
毎日元気に遊び尽くしていま
す！動物も大好き！すくすく
大きくなりますように。

2019（令和元）年9月生
あっという間に大きくなった
ね。これからもよろしくね！

直接またはＥメールに写真データ（本人のみ）、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・
生年月・電話番号・コメント50字以内・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、広報広聴課 

mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

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

柚ゆ
ず
あ
き晃

ち
ゃ
ん

亮り
ょ
う
ご吾

ち
ゃ
ん

里り

ほ歩
ち
ゃ
ん

　11月9日㈪、1月20日㈬に同組合が江戸川の松戸
緊急用船着場で、ウナギ・フナの稚魚の放流を行
いました。
　同組合は魚類の資源保護と生産性の向上、漁場の
適正な維持・管理を行い、江戸川の豊かな生物を
守っています。

問松戸市漁業協同組合☎362－3462
農政課☎366－7328 フナ放流の様子

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。

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
2021.3.15
（令和3年）
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　「目がとてもきれいなんです。彼らには言葉がないかもしれない
けれど、その分表情を読み取る力が長けていて、こちらの些

さ さ い

細な表
情の変化も分かるんです」と優しく語るのは、約40年間、上野動
物園や多摩動物園などでゴリラ・オランウータン・チンパンジーな
どの大型類人猿たちの飼育員として過ごした黒鳥英俊さん。働き始
めた当初は、本来の自然環境からは程遠い、殺風景な檻

おり

の中で彼ら
を飼育していたそうですが、「展示スペースでも自然に近い環境で
過ごせるよう工夫し、バックヤードでも群れで過ごす動物には群れ
で暮らせる環境を用意するよう努力しました」と動物本位の飼育体
制づくりへと職員の意識が変わっていったと言います。「彼らは頭
が良く、初めのうちは試されることが多く苦労しました」と餌を食
べてもらえなかったり、フンを投げられたりした当時のことを笑い
ながら振り返ります。「彼らに仕えているという感覚で接し、うま
くコミュニケーションを取っていくことで、彼らが望んでいること
が次第に分かっていくんです」と愛情と時間をかけること、また動
物の種類によって向き合い方を変えることが相手との信頼関係を築
くために何より大切なことだと語ります。普通、類人猿は出産する
と赤ちゃんをすぐに隠してしまいますが、多摩動物公園にいたオラ
ンウータンが出産した際には、黒鳥さんに「ほら、見て」とばかり
に腕に抱いた赤ちゃんを見せに来てくれたそうです。まさに言葉を
超えた信頼関係があってこそ成り立つエピソードです。
　退職後は、大学での講義や講演、テレビの動物番組の監修など休
む間もなく各地を飛び回っていた黒鳥さん。オランウータンやゴリ
ラに関する著書も執筆し、小学6年生の国語の教科書の文章に掲載
されたこともあります。現在では、ボルネオ保全トラストジャパン
理事として、パーム油の開発地で多くの森が伐採されてしまったボ
ルネオ島の川岸の土地を買い取り、国立公園まで土地をつないでオ
ランウータンやゾウなどの住処を守る活動に尽力しています。「オ
ランウータンは絶滅危惧種となっていて、我々の手で守る必要があ
ります。そのためには、現地の人への啓発や技術指導も必要です」
と保全だけでなく、国内外の教育など活動は多岐にわたります。
　「松戸は自然を多く残し、住みやすい場所。21世紀の森と広場
のように動物の寄り付く場所も残っていますよね」と千葉大学大
学院に在学時から住み続ける松戸につ
いて語る黒鳥さん。「松戸の動物の保
全活動にも力を入れたい」と黒鳥さん
は失われつつある市内の自然を気に掛
けます。「外ばかり見ていたけれど、
今後は地元に貢献したいですね」と笑
顔を見せる黒鳥さんは、動物の種類に
関係なく愛情と時間をかけながら一つ
ひとつの命に向き合います。

愛情・時間・コミュニケーションで
動物と分かり合う
日本オランウータン・リサーチセンター

代表　黒
く ろ と り

鳥英
ひ で と し

俊さん

稚魚の放流を行いました

Matsudo City International Portal

Bring Matsudo to the world
　Look at the picture in this article. What do you think it's about? To 
spread the word about the appeal of Matsudo to the whole world, we are 
creating a promotion video in multiple languages. This picture shows me 
sitting in the Shouun-tei House as I field questions for an interview. 
　The video will capture and convey the appeals of Matsudo, in part 
through interviews with several people connected to the city. The theme of 
the interview was ＂My Matsudo,＂ but there were some questions that really 
stumped me, that made me realize at times ＂Huh, I had never thought 
about Matsudo in such a way＂ . Through a collection of viewpoints from 
many different people, the video aims to showcase Matsudo from a variety 
of angles. I believe this project will be able to show everyone some of the 
appealing aspects of Matsudo that one may not have been aware of. 
　We plan to release the video this April on the city's homepage, so 
please keep an eye out for it!

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

松戸を世界へ
　下の写真は何をしていると思いますか？市では、松戸市の魅力を世界へ発信する
ために、多言語のプロモーション動画を制作しています。写真は、私が松雲亭で質
問に答えている姿です。
　動画は、市にゆかりのある人々がインタビューに答
え、市の魅力を伝える構成になっています。インタビュー
は、「My Matsudo」をキーワードにしたもので、意外と
戸惑う質問もあり、そういう視点で松戸のことを考えたこ
とはないなと思うこともありました。動画では、さまざま
な人の視点で、さまざまな角度から松戸を紹介しており、
皆さんが知っているようで知らない新しい松戸の魅力を
伝えることができると思っています。
　4月から市ホームページなどで公開予定です。楽しみに
していてください！

江戸川の豊かな資源を守るために

撮影日和でした。
It was a perfect day for filming.

黒鳥英俊さんの著書4冊は市立図書館でも貸し出しています。また最新の著書
『恋するサル 類人猿の世界で愛について考えた』は全国の書店で販売中です。

人工哺育中のオランウータンのリュウ
（オス）と黒鳥さん（1988年）
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	広報まつど4面_0305
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