
ＰＣＲ検査の費用の助成を継続します
問地域医療課☎366－7771

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1人当たり最大20,000円を月2回まで（検査費用は医療機関により異なり
ます）　※詳細は市ホームぺージをご覧ください。
※令和3年3月31日㈬までに受けた検査は、4月23日㈮までに申請

してください。
※保険診療の検査および民間検査機関（衛生検査所）に申し込んで

行う検査は助成の対象外です。 市ホームページ

　妊婦が電車やバスなどを利用せずに安心して妊婦健診の
受診などができるよう、産科医療機関までタクシーを利用
した際の費用の一部を助成します。
助成額1回3,000円以内（最大30回）
※詳細は市ホームページをご覧ください。
※令和3年3月31日㈬までに利用した分は、

4月30日㈮までに申請してください。
子ども家庭相談課母子保健担当室☎366－5180

市ホームページ

妊婦向け妊婦向けタクシー料金タクシー料金のの
助成助成をを継続継続しますします
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●千葉県知事選挙の結果
●65歳以上の介護保険料が変わります
●新生児聴覚スクリーニング検査費用の助成
●生涯学習講座のご案内
●「MATSUDO USUAL」を発行しましたNo.1699
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　緊急事態宣言は解除されましたが、市内の新規陽性者
数は下げ止まりの状況にあります。
　変異株ウイルスは、これまでのものより感染力が強い
ため、感染が急拡大する恐れがあります。変異株ウイル
スであっても、基本的な感染防止対策はこれまでと同様
に有効です。引き続き、感染防止対策の徹底にご協力を
お願いします。また、歓送迎会やお花見に伴う宴会など、
感染リスクの高い会食は控えましょう。

接種券は大事に保管してください
　高齢者の皆さんには4月中旬以降、それ以外の皆さんにはワク
チンの供給量に合わせて接種券を発送する予定です。接種には
予約が必要であり、すぐに接種が受けられるものではありませ
ん。また、現在承認されているワクチンは2回接種しますので、
接種券や予診票などをなくさないようにしてください。なお、
予約受付は、接種券の送付時期に合わせて開始する予定です。

　これまでのウイルスとは違う
性質をもったウイルスのことで、
国内では主に、英国型、ブラジ
ル型、南アフリカ型、フィリピ
ン型の4種類が確認されています。
これまでのウイルスよりも感染
性が高く、感染の急拡大が懸念
されています。 緊急事態宣言再発令後は大きく減少しましたが、

解除前に微増に転じています

市内の新規感染者数の推移（2週間ごと）

変異株であっても基本的な感染防止対策はこれまでと同様です。引き続き感染防止対策の徹底を

変異株ウイルスとは？

4月1日から
助成回数を
拡大

(3月25日現在)
松戸市の新型コロナウイルスワクチン接種準備状況

4月12日以降 1,950回分
4月中旬以降 975回分
5月9日までに 約15,000回分
5月10日以降 毎週約35,000回分
6月末までに 全ての高齢者が接種できる
 数量が配布されます

4月12日以降 高齢者施設入所者から
 接種を開始
4月中旬以降 65歳以上の高齢者へ
 接種券の発送
5月10日以降 施設入所者以外の高齢者の
 接種開始予定

ワクチン供給の
スケジュール
（予定）

ワクチン接種の
スケジュール
（予定）

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）

新型コロナワクチン全般のお問い合わせ
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 0120－761770
対応時間9時～21時（土・日曜、祝・休日も対応）

基礎疾患がある人はかかりつけ医に接種の相談をしてください
　「自分の持病は基礎疾患に当たるのか」「接種を受けて大丈夫なのか」とい
うお問い合わせが増えています。慎重な判断が必要ですので、まずは、かか
りつけ医に相談してください。かかりつけ医がいない場合や判断に迷う場合
は、千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口へ連絡してください。
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）
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感染力の強い感染力の強い変異株ウイルス変異株ウイルスへのへの
置き換わりが置き換わりが懸念懸念されていますされています

市の割り当て分

千葉県発熱相談
コールセンターの

電話番号が変わりました

☎0570－200－139
※24時間対応、土・日曜、

祝・休日含む。



問行政経営課☎366－7311市役所の組織を見直しました

新設

●オフィス・サービス創造課（新館6階）：これからの社会に求められる市役所
の「あり方」や「機能」を再構築するため

●地域包括ケア推進課（本館1階）：包括的な相談支援などの強化を図るため
●指導課児童生徒指導対策室：いじめの対応の強化および学習指導力の向上を
図るため

廃止

●高齢者支援課地域包括ケア推進担当室：課へ格上げするため
●市民自治課特別定額給付金担当室：事業終了のため
●市民自治課新生児臨時給付金担当室：業務縮小のため
●環境政策課放射能対策担当室：業務を環境保全課に移管するため

移管 ●教育財務課・教育施設課：学校との連携・情報共有・調整などをより円滑に進
めるため、生涯学習部から学校教育部へ移管

特定個人情報保護評価書全項目評価書①松戸市住民基本台帳
に関する事務（案）②地方税に関する事務（案）
案の公表日と公表方法4月7日㈬から、市ホームページへの掲載、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①市民課②税制課での閲覧　
意見の提出期間と方法5月6日㈭〔必着〕までに、書面に住所・氏名・
表題を記入して、持参（各支所可）または郵送・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①市民課

364－3295、 mcshimin@city.matsudo.chiba.jp
（☎366－7340）②税制課 360－1300、 mczeisei@
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7321）へ　※意見に
対する個別回答は行いません。

松戸市病院事業の組織改正
新設病院政策課、経営課、人事課　廃止経営企画課、総務課、地域連携課
病院事業の運営を効率的かつ効果的に進めるため

パブリックコメント（意見募集）手続きを実施します

市ホームページ

届出
番号 候補者氏名 党派名 得票数（※）

松戸市 千葉県
1 当 くまがい　俊人 無所属 88,969 　　票 1,409,496 　　票
2 ごとう　てるき ベーシックインカム党 891 　　票 12,150 　　票
3 加藤　けんいちろう 無所属 1,149 　　票 15,986 　　票
4 かなみつ　理恵 無所属 12,099 　　票 122,932 　　票
5 皆川　真一郎 無所属 1,593 　　票 20,256 　　票
6 関　まさゆき 無所属 28,312.522票 384,723.033票
7 平塚　正幸 国民主権党 1,586.477票 19,372.920票
8 河合　ゆうすけ 千葉県全体を夢と

魔法の国にする党 1,147 　　票 15,166 　　票 ※得票数欄の小数点以下は按分票によるものです。
問選挙管理委員会事務局☎366－7386

選挙人名簿
登録者数

（松戸市）
当日有権者数 
（松戸市）

投票者数 
（松戸市）

投票率
松戸市 千葉県

計 414,997人 408,537人 137,640人 33.69% 38.99%

男 205,639人 202,198人 66,092人 32.69% 38.04%

女 209,358人 206,339人 71,548人 34.67% 39.91%

千葉県知事選挙の結果 千葉県明るい選挙
シンボルキャラクター

「せんきょ君」

　市役所・各支所・金融機関などの窓口での納付の他に、口
座振替やインターネットを利用したクレジット決済など便利な納
付方法があります。詳細は市ホームページ「市税の納付」を
ご覧ください。納期限までに納付が確認できない場合は、市か
ら督促状を送付します。また、納期限の翌日から延滞金が加
算されますので、期限内の納付をお願いします。

市ホームページ
「市税の納付」

令和3年度の各納税通知書を発送します令和3年度の各納税通知書を発送します

市・県民税（普通徴収分） 市民税課☎366－7322
発送日 6月上旬　 納期限 第1期6月30日㈬　第2期8月31日㈫　
第3期11月1日㈪　第4期12月28日㈫

軽自動車税（種別割） 税制課☎366－7321
発送日 5月7日㈮　 納期限 全期5月31日㈪

固定資産税・都市計画税、固定資産税（償却資産）
固定資産税課☎366－7323

発送日 4月1日㈭　 納期限 第1期4月30日㈮　第2期8月2日㈪　
第3期11月30日㈫　第4期令和4年1月31日㈪

65歳以上の
介護保険料が
変わります

　令和3年度～令和5年度（第8期松戸市介護保険事業計画期間）
の65歳以上の人の介護保険料基準額は、1カ月当たり5,600円

（平成30年度～令和2年度は5,500円）です。
　介護保険料は3年に一度、高齢者数・要介護（要支援）認定者
数・介護サービス量などから算出し、改定します。

所得区分 1カ月当たりの
保険料（円）

生活保護を受給している
1,570

本人が
市民税
非課税

同じ世帯の
全員が市民
税非課税

老齢福祉年金受給者、本人の前年の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が120万円以下 2,410

上記以外 3,750
同じ世帯に
市民税課税
の人がいる

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が80万円以下 5,040

上記以外 5,600（基準額）

本人が
市民税
課税

本人の前年
の合計所得

金額が

120万円未満 6,160
120万円以上200万円未満 7,000
200万円以上300万円未満 8,400
300万円以上400万円未満 8,960
400万円以上500万円未満 9,520
500万円以上600万円未満 10,640
600万円以上700万円未満 11,480
700万円以上800万円未満 12,040
800万円以上900万円未満 12,600
900万円以上1,000万円未満 13,160

1,000万円以上1,500万円未満 13,720
1,500万円以上2,000万円未満 14,280
2,000万円以上 15,400

令和3年度～令和5年度の介護保険料

●普通徴収（納付書または口座振替）の人
6月中旬に納入通知書を送付予定

●特別徴収（年金からの天引き）の人
7月に決定通知書を送付予定

改定後の介護保険料の
通知書を送付します

第8期松戸市
介護保険事業

計画

介護保険課☎366－7370

3月21日執行

インターネットで簡単に
口座振替の手続きができます

　納期限日に、指定の金融機関の口座から自動引落しで納付ができる
口座振替の手続きが、インターネットで簡単にできます。
市税の他、各種利用料も納付可能で、一度手続きをする
と、翌年度以降は自動更新されます。詳細は市ホームペー
ジ「Web口座振替受付サービス」をご覧ください。
対象科目 市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市
計画税、固定資産税（償却資産）、軽自動車税（種別割）、他

市ホームページ
「web口座振替

受付サイト」

市税の口座振替の手続きは金融機関や市役所・各支所でも
できます
①金融機関などの窓口②収納課または各支所
持ち物 届け出印　※②はキャッシュカードがあれば届け出印不要で手続
き（ペイジー口座振替受付）できます。

収納課☎366－7325

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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就職・退職したら

国民健康保険の資格変更手続きを

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　

　

4/6㈫～15㈭は春の全国交通安全運動
期間～手をあげて　じぶんで　まもろう
いのちのあいず～
交通事故死ゼロを目指す日は4/10㈯
　一人一人が交通ルールを守り、正し
い交通マナーを実践しましょう
重点目標
1.子供と高齢者の安全確保　2.安全運
転の励行　3.自転車の安全利用の推進
4.飲酒運転の根絶

松戸警察署☎369－0110、松戸東
警察署☎349－0110、市民安全課☎
366－7341

市内各駅で放置自転車の即時撤去を
実施しています

　詳細は市ホームページを
ご覧ください

交通政策課☎366－
7439

大橋自転車保管所は閉鎖しました
　詳細は市ホームページを
ご覧ください

交通政策課☎366－
7439

ユスリカ駆除（薬剤散布）の窓口と
電話番号が変わりました

日㈪～㈮8時30分～17時 環境保全課
分室☎392－0477

令和２年度修正松戸市地域防災計画素
案のパブリックコメント（意見募集）
手続き実施結果の公表

公表内容 意見の概要、意見に対する市
の考え方公表方法 4/15㈭から、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、危機管理課、市ホームページで

同課☎366－7309

文化ホール（展示）の使用受け付け
日 4/14日㈬10時30分から会 同ホー
ル使用期間 7月～9月　※7月から開館
時間を21時までに変更区画の種類市民
ホール（300㎡)、ギャラリー1～3（各
150㎡）持使用料、社会教育関係団体
登録証（該当団体のみ)　※抽選会の参
加は各団体2人まで 生涯学習推進課
☎367－7810

（特養）｢秋
こすもす
桜」の定員が40人増えました

所在地栄町西3の1036の2対要介護3
～5の認定を受け在宅での介護が困難
な人または要介護1・2の認定を受けて
いる、特例入所要件に該当する人定ユ
ニット型110人（既存70人、新規40人)
併設ショートステイ（ユニット型10人)
サービス内容、入所申込について同特

養☎703－1275（平日9時～18時)、
介護保険制度について介護保険課☎
366－4101　

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術
費用を補助します

対市の住民基本台帳に記録され、市税
の滞納がないなどの条件を満たす人
対象手術飼い主のいない市内の猫に対し
て、市が指定する動物病院で今年度に行
う不妊・去勢手術限度額オス5,000円、
メス9,000円（妊娠中10,000円)　※1
人につき年度内に10件まで　※予算額
に達し次第終了申R4/3/30㈬までに、
申請書に必要書類を添付して、直接環境
保全課環境衛生係（☎366－7336）へ
※申請書は同課で配布する他、市ホー
ムページでダウンロード可

飼い主のいない猫に不妊・去勢手術な
どをする目的で捕獲するための保護器
を貸し出します

  貸し出しには条件があります。詳細
は環境保全課環境衛生係（☎366－
7336）にお問い合わせください

地域福祉計画推進委員会「市民公募委
員」を募集

委嘱期間委嘱日～R5/3/31まで開催日年
2回程度（平日昼間予定）選考方法 意
見・提言の内容を審査の上、選考結果
を応募者に通知対市内在住の18歳以上
定2人以内 報償 日額8,500円（税・交
通費込み）申4/30㈮〔消印有効〕まで
に、地域における活動の経歴などを記
載した履歴書と作文「松戸市の地域福
祉についての意見・考え｣（800字以内）
を直接または郵送・FAX・Eメールで、
〒271－8588松戸市役所 地域福祉課

366－1392、 mccomhukushi@
city.matsudo.chiba.jp（☎366－
3019）へ　※履歴書・原稿用紙は、市
のホームページからもダウンロード可

松戸市協働のまちづくり協議会「市民
公募委員」を募集

委嘱期間 9月～令和5年8月　※会議は
年10回程度（主に平日昼間）対市内在
住の18歳以上定2人報償 日額8,500円
（税・交通費込み）申5/31㈪〔必着〕
までに、履歴書（写真を貼付し、市民活
動経歴がある場合は内容を記載）と作
文「私が考える松戸市の協働のまちづく
り」（800字程度）を直接窓口、郵送ま
たはEメールで〒271－8588松戸市役
所　市民自治課（☎366－7318)、
mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp
へ　※履歴書は市ホームページでダウン
ロード可（市販使用可）

(公財)松戸市国際交流協会賛助会員
募集～いろいろな国の人と交流して
みませんか？～

年会費 日本人3,000円、外国人1,000
円（団体・学生・家族会員あり）申直
接同協会（☎366－7310）へ

4 月の松戸競輪開催日程
本場開催12㈪～14㈬（FⅡナイター・ガー
ルズケイリン）場外開催2㈮～4㈰大宮（F
Ⅰ）、3㈯～6㈫四日市（GⅢナイター）、4
㈰～6㈫伊東（FⅠ）、7㈬～9㈮前橋（FⅠ）、
8㈭～11㈰川崎記念（GⅢナイター）、
9㈮～11㈰豊橋（FⅠ）、12㈪～14㈬宇
都宮（FⅠ）、15㈭～18㈰西武園記念（G
Ⅲ）、16㈮ ～18㈰ 大 垣（FⅠ）、22㈭ ～
25㈰武雄記念（GⅢ）、22㈭～24㈯小
田原（FⅠ）、29㈷～5/2㈰奈良（施設整
備等協賛競輪 GⅢ） 公営競技事務所☎
362－2181

外国人初級日本語教室
日㈫～㈰の週1回（5/9㈰から順次開講)
費1,000円（別途年会費1,000円）申
4/5㈪から、直接 (公財)松
戸市国際交流協会（☎366
－7310）で　※詳細は同
協会ホームページで

さわやかヨガ教室
日 4月の㈭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

住宅リフォーム①相談②市民講座
日4/10㈯①10時～13時、14時～16時
②13時～14時会明市民センター 松
戸住宅リフォーム相談員協議会☎365
－5252

たけのこ掘り農園(新作)が開園
日4/10㈯～30㈮費１㎏当たり600円
申電話で斎藤農園（松戸市都市農業振
興協議会）☎362－5042（19時～21
時）へ

法人運営ノウハウシリーズ「実務者＆
理事監事対象・NPO 法人の年度末
事務と総会準備」

日4/11㈰14時～16時会まつど市民活
動サポートセンター講 まつどNPO協
議会副理事長・小熊浩典氏対NPOの
事務局・理事・監事定先着15人申電話
またはEメールで同センター☎365－
5522、 hai_saposen@matsudo-
sc.comへ

腰痛予防体操
日 4/12㈪10時～11時会 明市民セン
ター費800円定先着20人申電話で同セ
ンター☎368－6700へ

（公社 )松戸市シルバー人材センター
入会説明会

日①4/12㈪②4/21㈬③4/26㈪各10
時から会①③シニア交流センター②ゆ
うまつど対臨時的・短期的または軽易
な就業を希望する市内在住で健康な60
歳以上定各先着①③30人②30人申シ
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

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日4/14㈬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 障害者手帳を持つ
人など 障害者福祉センター☎383－
7111

教育委員会会議
日4/7㈬10時から会京葉ガスＦ松戸
ビル5階会議室（傍聴は9時30分か
ら受け付け） 教育企画課☎366－
7455

会社に就職した人は、
国保喪失の届け出を
　届け出をしないと国保の
保険料の請求が続き、未納
の場合は督促状・催告書が
送付されます。
届出場所同課または各支所
持ち物国保の保険証と職場
の健康保険証（未発行の場
合は、加入したことを証明
する物）

対象離職時の年齢が65歳未満で、次のいずれかに該当する失業
等給付を受けている人
◦ 雇用保険の特定受給資格者（倒産、事業主都合の解雇などによ

る離職）
◦ 雇用保険の特定理由離職者　
※ 共に雇用保険受給資格者証に記載された離職理由の番号が

11・12・21～23・31～34の場合。
軽減内容前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料・
高額療養費等の所得区分を算定します。
※給与所得以外の所得がある場合は、別途合算して算定。
軽減期間離職日の翌日が属する年度から、翌年度末まで（最長2
年間）

公共職業安定所（ハローワーク）から交付された雇用保険受給
資格者証、国民健康保険証（新規加入の場合は不要）を持参し
て、直接国民健康保険課へ

リストラなど非自発的失業者の
国民健康保険料等の軽減措置国民健康保険料等の軽減措置 要申込

国民健康保険課コールセンター☎712－0141 国民健康保険課コールセンター☎712－0141

　国民健康保険（国保）の資格変更は自動的に行われません。会社に就職または
退職した人は14日以内に届け出てください。　※マイナンバーカードの健康保険
証利用の申し込みを済ませた人でも、手続きは必要です。

会社を退職した人は、国保加入の届け出を
　職場の健康保険をやめて無保険になった場合
は、国保に加入する届け出が必要です。
届出場所同課または各支所
持ち物今まで加入していた健康保険の資格喪失
証明書、本人確認書類（運転免許証など)、マイ
ナンバーが分かる物
国保加入の届け出が不要の人任意継続保険に加
入している人、社会保険の被扶養者、後期高齢
者医療制度の対象となる人、生活保護を受けて
いる人

14日以内に

市ホームページ

市ホームページ

同協会
ホームページ

講座・講演・催し

会議

お知らせ
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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）〕　



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
（まつど3つのあいプラン）を策定しました

　社会情勢の変化や法制度の改
正等に柔軟に対応するために、
令和3年度から3年間を計画期間
として、3つの計画を統合し、策
定しました。

障害福祉課☎366－7348

基本理念
「ふれあい・認め合い・支えあい」
―交流を通して、相互に尊重し、共に生きる―
　障害の有無にかかわらず“住んでよいまち”と実感でき、基本理念を実現
していくため、「誰もが自分らしく、お互いの存在を認め合い、安心して暮
らせるまち」―地域共生社会の実現をめざして―を将来像として、地域・住
民、障害のある人、行政が一体となって施策を推進します。

計画の基本目標
基本理念の実現に向け、3つの基本目標を設定し、計画を推進します。
基本目標1  お互いに個性を尊重し、人格を認め合う地域共生社会の実現
　障害のある人・ない人の交流を通して、相互理解を深め、地域における
支え合い活動を進めます。
　また、障害を理由に不利益を被らないよう、人権の尊重や権利擁護の取
り組みを推進します。
基本目標2  自分らしく生きがいのある生活の実現
　障害のある人の雇用・就労の機会の拡充に努め、人とのふれあいの場と
なるスポーツや文化活動を通した社会参加を促進します。
　また、地域で障害のある人が自立した生活を送れるように、障害福祉
サービスや相談支援体制の充実を図ります。
基本目標3  安心して暮らせるまちの実現
　障害の原因となる傷病の予防や早期発見、早期療育・早期治療を充実
し、医療的ケア児などの支援体制を整備し、障害のある人のライフステー
ジに応じた切れ目のない支援の充実を図ります。
　また、公共施設などのバリアフリー化のさらなる推進や、災害時に対応
できる体制の整備・充実に努めます。

障害者計画

松戸市地域福祉計画

障害福祉計画 障害児福祉計画

松戸市総合計画

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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①住宅用省エネルギー設備設置費補助金
対象4月1日㈭から令和4年3月10日㈭の間に、未使用の
補助対象設備を購入して設置または未使用の補助対象設
備が設置された住宅を購入し、引き渡しを受けた市内在住の個人

②省エネルギー住宅等普及促進事業費補助金
対象市内に自ら居住するゼロエネルギー住宅等を購入・改修等した個人

③クリーンエネルギー自動車導入補助金
対象クリーンエネルギー自動車を新規に購入・リースした市内在住の個
人または市内事業所で事業を営んでいる事業者

④事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金
対象事業用省エネルギー設備等の導入を行う市内の事業者

共通申請期限令和4年3月①10日㈭②③④31日㈭〔必着〕
※各種要件あり。予算額に達し次第終了。
申請場所環境政策課（支所などでは受け付けできません）
※詳細は、同課・各支所・市ホームページで入手できるパ

ンフレット・申請書などをご覧ください。

省エネに関する補助金をご活用ください省エネに関する補助金をご活用ください

市ホームページ

環境政策課☎366－7089

　基幹相談支援センターは、障害のある人やその家族などから、生活
の困りごとや福祉サービスの情報提供などの相談を受け付ける窓口で
す。また、必要に応じて自宅などにも訪問しています。
　今年度から、同センターが市内1カ所から3カ所に増え、ひきこもり
に関する相談も受け付けるようになりました。
※各センターには担当地域があります。詳細な担当地域は

市ホームページをご覧いただくか、各センターにお問い
合わせください。

中央圏域
月～金曜8時30分～19時　所在地上矢切299の1総合福祉会館2階
問�中央基幹相談支援センターCoCo☎308－5028、 366－1138

小金圏域
月～金曜8時30分～17時　所在地五香5の10の3相談支援センター
エール内※10月頃移転予定。
問�小金基幹相談支援センター☎710－0080、 386－7770

常盤平圏域
月～金曜8時30分～17時　所在地五香西3の7の1健康福祉会館内
問�常盤平基幹相談支援センターふれあい☎388－6225、 388－

6222

市ホームページ

障害福祉課☎366－7348、 366－7613

子育て家庭が購入する
幼児同乗用自転車などの
費用の一部を助成します

　経済的負担の軽減とともに、安全基準を満
たす自転車や幼児用ヘルメットを普及させ、
お子さんの安全確保の向上を図るために助成
します。
助成額購入金額の2分の1（上限5万円）
対象未就学児の子どもを2人以上養育していて、以下に当てはまる保護
者●購入日および申請日に市内に居住している●購入した自転車等が
安全基準を満たしている（BAAマークがついているなど）●自転車等を
市内の店舗で令和3年4月１日以降に購入した　他
申請開始日（予定）7月上旬頃
※その他の要件などの詳細は市ホームページをご覧くだ

さい。
市ホームページ

今年度から

障害分野の専門的な相談窓口

基幹相談支援センターが
３カ所に増えました

ひきこもりに関する相談も受け付け

問�子育て支援課☎366－7347

松戸市お知らせ
キャラクター

まつまつ

新生児聴覚スクリーニング
検査の費用を一部助成します

　早期に難聴の有無を発見するため、生後間もない赤
ちゃんの聴覚スクリーニング検査の費用を一部助成し
ます。詳細は市ホームページをご覧ください。
対象令和3年4月1日以降に生まれ、本人または出産し
た人が検査当日に市に住民票がある生後50日以内の子
助成額3,000円まで（初回のみ）
申請に必要なもの新生児聴覚スクリーニング検査受診票　
※出産予定日が4月1日以降の人には個別に送付します。
※受診票が利用できない医療機関で検査を受けた場合は、

償還払いにより助成します。

問�子ども家庭相談課母子保健担当室☎366－5180

市ホームページ

今年度から

　毎日保育所（園）を利用するほどではないけれど、お子さん
を家庭で見ることが困難になった場合に保育所（園）を一時的
に利用できます。詳細は市ホームページをご覧ください。

保育所（園）での一時預かりを
利用できる施設が2カ所増えました

施設名 住所 電話番号
八柱保育所 日暮4の5の2 392－2955
新松戸中央保育所 新松戸3の111 344－7221

時間月～土曜8時30分～17時（土曜は12時30分まで）
利用料一時利用（4時間）3歳児未満＝1,400円、3歳児以上＝700円
定期利用（週①2日②3日利用）3歳児未満＝①18,300円②26,100円、3歳児
以上＝①9,400円②13,500円　給食費 1食250円（おやつ代含む）

問�保育課☎366－7351

追加施設 市ホームページ
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NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎368－1237

4月15日㈭までに、市ホームページまたは往復はがき・Eメールに講座名・郵便番
号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・返信用宛て名・市外在住の人は
「市内在勤」と記入して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階　生涯
学習推進課 mcsyogaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.jp（☎367－7810）へ
※複数講座の申し込み可、各申し込み1件につき1講座、本人のみ。
※定員に満たない場合は、4月16日㈮から電話で受け付け。
※手話通訳・要約筆記などの配慮が必要な人のみ 360－0945でも受け
付け。

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。

会場A運動公園陸上競技場B～H青少年会館I21世紀の
森と広場　対象市内在住・在学のAE小学3年～6年生B
小学4年～6年生CG小学3年・4年生D小学5年・6年生
FI小学2年～6年生H小学5年～中学生
定員（全て抽選）A100人B24人CD各10人E20人F
各30人GH各24人I15人　費用AE～I無料B内容
により実費C1,000円D500円　締め切り日4月A6日㈫
B13日㈫、5月C～E11日㈫F～I23日㈰
各締め切り日〔必着〕までに、直接（はがき持参）

またはちば電子申請サービス、往復はがきに教室名・住
所・氏名（ふりがな）・性別・学校名・新年
度の学年・電話番号・返信用宛て名を記入し
て、〒270－0035新松戸南2の2　青少年会
館（☎344－8556）へ
※各はがきは1教室につき1枚必要。

　郷土の歴史や産業、環境などについて市職員がお話しする
①松戸と、教員経験がある講師による②英語③社会④国語⑤
数学の計5科目をやさしい内容で学びます。申し込み前に、講
座内容などの詳細を市ホームページでご覧いただくか、お問
い合わせください。
日程5月11日～9月28日（8月10日・17日を除く）の火曜
（①は月1回）①9時30分②10時45分③13時40分④14時55
分から各60分⑤16時10分～17時　会場矢切公民館　定員各
15人（抽選）　対象市内在住・在勤　費用テキスト代実費

　卓球・バドミントン・バスケットボールのドリブルやシュート練習・自由遊びなど、スポーツを楽
しみたい子も、自由に遊びたい子もいつでも参加できます。
日時4月14日㈬以降の毎週水曜15時～17時　会場同館体育室　対象小学生　持ち物上履き　費用無料

青少年会館
放課後体育室スポーツ広場

やさしい教養講座①松戸〔全5回〕②英語③社会④国語⑤数学〔各全19回〕要申込

松戸駅西口～三井アウトレットパーク木更津間
を高速バスが運行中

生涯学習講座のご案内

春の青少年教 室 要申込

市ホームページ

4月の番組
①キッズ＆ジュニアアワー
「おおぐま座のおはなし」
　子ども向けのやさしい星のお話と星座にまつわるお話
②一般投影「宇宙の食卓リポート～最新宇宙食事情～」
　宇宙での食べ方や必要な栄養など、最新の宇宙食事情を紹介
③きっずほしぞらシアター
　「春の星座の物語～ヘルクレスの怪物退治～」
　動物キャラクターが登場するファミリー向けのアニメ番組を上映
④ヒーリングタイム　お仕事帰りの星空時間
　「大人のためのギリシア神話　おおぐま座」
　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

共通 日程①②4月4日㈰～29日㈷の日曜、祝日　※18日㈰は「まつど宇
宙と科学の日特別投影」を実施。　③④4月2日㈮～5月1日㈯（24日㈯
を除く）の金・土曜　開始時間①10時30分、13時30分、14時30分（各
20分）② 文字解説付き 11時30分、15時30分（各40分）③18時（20分間）
④19時（40分間）　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

勤労会館ふれあい教室勤労会館ふれあい教室〔各全8回〕〔各全8回〕要申込

①アロマでリラックス②ヨガでゆったり①アロマでリラックス②ヨガでゆったり
日時①4月28日～7月7日（5月5日・19日、6月23日を除く）の水曜各19
時～20時30分②5月12日～6月30日の水曜19時～20時30分　会場同館
対象市内在住・在勤または就職を希望する人　定員各20人（抽選）
持ち物②運動着、ドリンク、ヨガマット、フェイスタオル
費用①3,000円②無料
4月15日㈭〔必着〕までに、同館ホームページの問い合わせフォー

ムまたは直接、電話、往復はがきに住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号・性別・就労の有無・講座名・返信
用宛て名を記入して、〒271－0077松戸市根本8の11　
勤労会館☎365－9666へ

松戸駅発9時50分西口9番乗り場発→11時5分着
三井アウトレットパーク木更津発15時35分1番乗り場発→17時5分着
料金1,500円（小学生750円）
※詳細は市ホームページをご覧いただくか、京成バス㈱松戸営業所
（☎362－1256）にお問い合わせください。

問い合わせフォーム

市ホームページ

消費者月間教室 要申込

会場①YouTubeでのオンライン開催②③ゆうまつど　定員（全て抽選）①30
人②③20人　持ち物①②筆記用具③筆記用具、はさみ、速乾性木工用接着剤、
持ち帰り用袋　費用①②無料③1,000円
※②③一時保育あり（3歳～小学2年生、各先着3人、当選後に要申込）。
4月9日㈮17時〔必着〕までに、①市ホームページで②③往復はがきに希望教

室名（1枚で複数教室可）・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記
入して、〒271－8588松戸市役所　消費生活課消費者月間教室係
（☎366－7329）へ　※往復はがき1枚につき1人まで。　※抽選結
果は4月12日㈪以降にお知らせ。定員に満たない場合は4月14日㈬
から①市ホームページ②③電話で受け付け。

テーマ 日時（❶は視聴期間）
①【オンライン開催】はじめての資産運用
～N

ニ ー サ

ISAと i
イ デ コ

DeCoのしくみを学ぼう～ 5/21㈮ 9時～5/31㈪17時

②シニア向け！初めてのスマートフォン
（アンドロイド端末）教室～不当請求対策編～ 5/11㈫10時～12時

③クラフトバンドでつくろう！便利なマルチボックス 5/28㈮10時～12時

市ホームページ

日付 検査会場
4/12㈪・13㈫ 総合福祉会館
5/13㈭・14㈮ 運動公園武道館
5/18㈫・19㈬ 東部クリーンセンター

5/25㈫・26㈬ 和名ケ谷クリーンセン
ター

6/ 2㈬・ 3㈭ 馬橋市民センター
6/10㈭・11㈮ 古ケ崎市民センター
7/ 6㈫・ 7㈬ 市役所計量検査室

商取引・証明用の計量器定期検査
　家庭用はかりの無料検査も同時実施します。
検査地域郵便番号が「271」で始まる地区
および稔台、稔台1～8丁目、和名ケ谷、紙
敷、紙敷1～3丁目、東松戸1～4丁目、高塚
新田、秋山、秋山1～3丁目、大橋、仲井町1
～3丁目、松戸新田、野菊野、外河原
※上記以外の地区は来年度に実施。
時間10時～15時　持ち物はかり、申請書、手数料

同館☎344－8556

ちば電子申請
サービス

消費生活課計量担当☎366－7329

5分で空気が
入れ替わる！

教室名 日時
A運動会直前攻略法 !! ～かけっこで速く走れるコツ～ 4/17 ㈯ 14:00 ～ 15:30〔雨天中止〕
Bなんでも体験団〔全11回〕 5/8 ㈯ 13:00 ～ 15:00　以降月 1回程度

春のレザークラフト体験

Cお財布とミニチャームを
作ってみよう！

5/29 ㈯ 11:00 ～ 12:00 または13:30～ 14:30
または15:15～ 16:15

D世界にひとつのコイン
ケースを作ってみよう！ 5/30 ㈰ 10:00 ～ 12:00 または 13:15 ～ 15:15

E松戸市・ホワイトホース市姉妹都市交流50周年記念
～英語でオーストラリアどうぶつ教室とペーパーマ
シュ工作体験～〔全 2回〕

6/5 ㈯・6㈰ 10:00 ～ 11:30

FK-POPを体験しよう！ 6/12 ㈯ 10:00 ～ 11:30 または 13:00 ～ 14:30
ロボットの操縦にチャレ
ンジ！

G中学年クラス 6/12 ㈯または 6/13 ㈰各 9:30 ～ 12:00
H高学年・中学生クラス 6/12 ㈯または 6/13 ㈰各 13:30 ～ 16:00

I初夏の自然観察～野外で探る生き物のふしぎ !? ～ 6/13 ㈰〔雨天の場合は6/20㈰〕10:00～ 12:00



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。

◆松戸ピアノ教室 松戸バイオリン教室
発表会
4/3㈯①10時②13時　問電話で同教室
☎367－8338（事前申込制） 
◆バレエ・歌・ダンス発表会
4/4㈰14時　問JOYFUL WORLD・タ
ネル☎080－2026－4795

シニアのための転倒予防教室 5各　  マイル要申込
4月①6日㈫②22日㈭③23日㈮①10時〜11時②③14時〜15時　
会場①矢切公民館②柿ノ木台公園体育館③ゆうまつど
対象おおむね65歳以上で、会場まで自力で来れる、医師から運動
制限をされていない人　定員各先着20人

電話で各高齢者いきいき安心センター（①矢切☎710－6025②③
本庁☎363－6823）へ
ゆっくりプログラム（体操教室）要申込 5

4月9日㈮10時〜11時　会場柿ノ木台公園体育館　対象医師から運
動制限をされていないおおむね65歳以上　定員先着20人

電話で本庁高齢者いきいき安心センター☎363－6823へ
認知症サポーター養成講座 5各　  マイル要申込
4月①19日㈪10時〜11時30分②20日㈫9時30分〜11時　会場①馬橋
②六実各市民センター　対象市内在住・在勤　定員先着①10人②15人

電話で各高齢者いきいき安心センター（①馬橋西☎711－9430②六
実六高台☎383－0100）へ
自宅で取り組む認知症予防（DASC）要申込
4月23日㈮10時〜11時　会場六実六高台高齢者いきいき安心センター
対象六実六高台地区在住の65歳以上　定員先着3人

4月1日㈭9時から、電話で同センター☎383－0100へ
介護予防教室「正しいウオーキング講習会」要申込 5

4月27日㈫13時30分〜15時30分　会場常盤平市民センター
対象おおむね65歳以上　定員先着20人　持ち物運動できる服装、運
動靴、飲み物、フェイスタオル

電話で常盤平高齢者いきいき安心センター介護予防教室担当
☎330－6150へ
あたまとカラダの健康体操教室〔全2回〕 10要申込
5月6日㈭・17日㈪各10時〜11時　会場馬橋市民センター　内容体操
と脳トレ　対象馬橋西地区在住のおおむね65歳以上　定員先着30人

電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター☎711－9430へ
介護予防体操教室 5各　  マイル要申込
5月①11日㈫②18日㈫各14時〜15時30分　会場①八ケ崎②馬橋東
各市民センター　対象馬橋地域在住の65歳以上
定員先着①35人②25人　持ち物飲み物、フェイスタオル

4月1日㈭9時から、電話で馬橋高齢者いきいき安心センター☎374－
5533へ
認知症講演会「コロナ禍に考える認知症ポジティブ！
共生と予防～発症を遅らせつつ、なっても安心の松戸
市～」要申込 5

5月16日㈰13時30分〜15時30分（12時30分開場）　会場市民会館
ホール　講師認知症介護研究・研修東京センター長・山口晴保氏　
定員先着300人

電話またはFAX に氏名、電話・FAX番号、「認知症講演会申込み」
を記入して、地域包括ケア推進課☎366－7343、 366－7748へ

市民劇場
☎368−0070   ★は有料

※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。
※●はスポーツ推進委員主催
※日時は各体育館のホームページまたは電話で。

◆ハワイアンフラ、らくらくエアロ
会場柿ノ木台公園体育館　対象18歳以
上　定員各先着25人　費用1回500円
問同体育館☎331－1131
◆①チェアヨガ②生活筋力向上スロー
トレーニング
会場常盤平体育館　対象18歳以上
定員先着①17人②15人　費用1回500円
問同体育館☎386－0111
◆美脚美レッスン、土曜ヨガ
会場小金原体育館　対象18歳以上
定員先着16人　費用1回500円　問同体
育館☎341－2242

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/

健康ファイル まつど健康マイレージ付与 …
費用無料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館） ※チケットは完売している場合があります。
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。

  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

3㈯ 16:00 及川光博ワンマンショーツアー
２０２１『SOUL TRAVELER』★ ディスクガレージ☎050－5533－

0888（平日12時〜15時）6㈫ 19:00
BALLISTIK BOYZ PROLOGUE 
LIVE TOUR2021 "PASS THE MIC" 
〜 WAY TO THE GLORY 〜 ★

10㈯ 15:00 Hello！ Project2021 春
 「花鳥風月」★

オデッセー☎03－4426－6303
〔㈪㈬㈮13時〜17時（㈷を除く）〕18:15

18㈰ 15:00 「新ミナキーの洒落と歌の日々」
公開収録

㈱ミュージックアトリエ・ミナキ
☎090－4545－3131

24㈯ 14:00 井上芳雄by MYSELFスペシャルライ
ブ 20ｔｈ Anniversary Live Tour ★

サンライズプロモーション東京☎
0570－00－3337（平日12時〜15時）

25㈰ 14:00 高嶋ちさ子〜ゆかいな音楽会〜 ★ MASエンターテイメント☎03－
5746－9900（平日11時〜19時）

27㈫ 13:30 水森かおり 25周年記念コンサート
〜歌謡紀行〜 ★

ベルワールドミュージック☎03－
3222－7982（平日12時〜18時）

小ホール 30㈮ 18:30 松島奈穂　ピアノリサイタル ★ 松島 recital.naho.matsushima@
gmail.com

検査日時4月〜令和4年3月の検査予約が可能な日時　検査機関新松戸中央総
合病院　※甲状腺外来のある医療機関または専門医による検査を受けた場合
も償還払いで助成します。　対象以下の全てに該当する人●平成4年4月2日
〜平成23年4月1日生まれ●福島第一原子力発電所事故当時と検査日に市に
住民登録がある●検査日において自覚症状などがない　※昨年度同検査を受
けた人は対象外。　定員先着124人　費用 検査 4,400円 結果説明 3,110円
助成額 検査 2,000円（生活保護受給・非課税世帯などは4,000円）
結果説明1,000円（生活保護受給・非課税世帯などは2,000円）

令和4年1月31日㈪までに、申込書兼同意書を直接健康推進課（☎366－
7486）へ
※医師による結果説明は別途予約が必要。
※申込書兼同意書は各保健福祉センター・市民健康相談室で配

布する他、市ホームページからダウンロードできます。詳細
は市ホームページをご覧ください。

問健康推進課☎366－7486

甲状腺超音波検査の費用を一部助成します要申込

実施時期5月〜7月　対象市内に住民登録があり令和4年3月31日時点の年
齢が以下のいずれかに該当する女性①30・32・34歳〜39歳、41・43・
45・47・49歳②40・42・44・46・48歳③50歳以上の偶数年齢
※4月以降に医療機関で市の乳がん検診を受けた場合は受診できません。
※31歳・33歳、50歳以上の奇数年齢で、令和2年度松戸市乳がん検診を未受

診の女性は、特例対象者として受診できます。4月13日㈫以降に同課にお
問い合わせください（集団検診を希望の場合はその旨も伝えてください）。

会場中央・常盤平・小金各保健福祉センター、新松戸市民センター（③は東
部スポーツパーク、六実・小金原各市民センター、総合福祉会館でも実施）
持ち物共通受診券または特定健康診査等受診券（いずれもピンク色）　※受
診券がない場合は同課にお問い合わせください。
費用①③400円②700円　※以下に該当する人は無料●75歳以上●後期高
齢者医療被保険者証を持つ●生活保護世帯●市民税非課税世帯

4月1日㈭からちば電子申請サービスで、4月6日㈫〜30日㈮に以下のいずれ
かで●電話で健康推進課●市役所・各支所の市民健康相談室に直
接（土・日曜、祝・休日を除く）
※乳がん検診の対象年齢で、令和2年度（52歳以上は令和元年度）

に同集団検診の受診者には日程通知を送付しますので、申し
込みは不要です。

※検診日から1年以内に肩・胸・脇などを手術した人は、集団検診でマンモ
グラフィは受診できません。直接医療機関にご相談ください。　

※対象でも以下の人はマンモグラフィを受診できません。エコーは受診でき
ますので、同課に電話または同相談室に直接お申し込みください。●妊娠
中または妊娠の可能性がある●出産後1年以内●豊胸術を受けた●胸部に
医療精密機器を挿入している

問健康推進課☎366－7487

集団乳がん検診①エコー（超音波検診）、
マンモグラフィ②2方向③1方向 要申込

ちば電子申請
サービス

　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）

◆井上芳雄　by MYSELF スペシャル
ライブ 20th Anniversary Live Tour
4/24㈯14時　会場大ホール　費用S席
9,000円、A席7,500円　※電話予約の
み、1人2枚まで。未就学児入場不可

◆高嶋ちさ子〜ゆかいな音楽会〜
4/25㈰14時　会場大ホール　費用全席指
定5,500円（当日6,000円）　※未就学児
入場不可
◆バトン・パスコンサート松戸公演
vol.6
5/28㈮19時15分　会場小ホール　費用
全席自由2,500円　※保護者同伴の小学
生以下は無料
◆フジコ・ヘミング スペシャルコン
サート
6/16㈬15時　会場大ホール　費用全席
指定S席10,000円、A席8,000円、B席
6,000円、C席4,000円　※未就学児入
場不可

6

市ホームページ

広報まつど　2021（令和3）年4月1日

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



●ディスクゴルフ体験会
日4/3㈯13時～15時会千駄堀スポーツ
広場定先着15人問新井 arai@jiritsufc.
com
◆健康マージャン地区選考会（①ねんり
んピック岐阜、国民文化祭②みやざき
③わかやま）
日①②4/4㈰③4/25㈰、6/13㈰各11時
30分～17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）
対県内在住①60歳以上費①②2,300円
③1,800円申電話で同クラブ・徳光☎
090－8583－1506へ
◆成年後見制度の個別相談会
日4/5㈪、5/10㈪各13時～16時会勤労
会館申電話でNPO東葛市民後見人の会
松戸支部・上野☎090－6156－0673へ
●イスラエル部族の後

こうえい
裔が何故飛鳥の里

(雷
らい
・牟

む さ
佐・軽

かるしま
島・橘

たちばな
など）に居住したのか？

日4/6㈫13時30分～16時30分会市民劇
場費1,000円申電話で古代史研究会松戸
〔葛飾塾〕・櫛

く し だ

田☎070－6520－2267へ
◆税理士税務無料相談会
日4/8 ㈭・22㈭、5/13 ㈭・27㈭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
●やさしい囲碁（入門～上級)〔全4回〕
日4/8㈭・15㈭・22㈭・29㈷各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
話で松戸生涯学習支部入門サークル・岩
島☎388－3022へ

●外国人教師による英会話体験教室
日4/6㈫・13㈫・20㈫各19時～20時会
勤労会館定各先着3人申電話で松戸英会
話同好会・大貫☎090－2729－0882へ
●だれにでもできる！やさしい詩吟教室
〔全2回〕
日4/8㈭・15㈭10時～12時会稔台市民
センター持筆記用具申電話で松

しょうほうかい

鳳会・
長谷川☎090－3046－4991へ
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操等)
日4/8㈭・15㈭・22㈭各14時～15時30
分会東部スポーツパーク体育館定各先着
10人費各体験500円申電話で東部健康体
操クラブ・岸本☎090－6925－8112へ
◆まつなしくんと謎ときおさんぽ。
日4/14㈬～30㈮内JR松戸駅で配布する
謎とき問題に従い各自で松戸・流山の
スポットを巡り、謎ときを達成した先
着3,000人にゴールで賞品を贈呈問 JR
東日本・松戸謎ときイベント係☎090－
9680－2007（10時～17時）
◆遺言・相続の無料法律相談会（電話相談)
日4/15㈭13時～16時（相談時間1人40
分）定先着20人申4/6㈫10時から、電
話で千葉県弁護士会松戸支部☎366－
6611へ
●歴史散歩「江戸川左岸の樋野口、古ケ
崎の寺社、他を訪ねる」
日4/18㈰13時30分松戸駅西口デッキ集
合、16時30分同駅解散費300円申当日
集合場所で問松戸史談会・松田☎342－
1764（夜間のみ）

◆流山本町の史跡巡り
日4/22㈭9時30分流鉄平和台駅前集合
15時30分流山セントラルパーク駅解
散持弁当、飲み物、敷き物費500円申
4/10㈯までに、電話でご近所探訪・地域
を学ぶ・村上☎080－1152－1427へ
●春季市民ソフトボール大会（クラス別
トーナメント戦）

日5/16～6/13の㈰8時30分から（5/16
㈰は9時から）会古ケ崎河川敷ソフトボー
ル場他対市内在住・在勤者で編成された
チーム費一般男子1チーム11,000円、一
般女子1チーム8,000円申4/3㈯18時30
分から、運動公園武道館会議室で問松
戸市ソフトボール協会・鈴木☎345－
7912

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

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。　※新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、日時の変更または中止とする可能性があります。

※公益通報者保護法による外部通報の
受け付け・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

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 地域包括ケア推進課☎366－1100

障
害
者
相
談

中央基幹相談支援
センターCoCo

㈪～㈮

8:30～19:00 総合福祉会館（2階）
※訪問可

☎308－5028
366－1138

小金基幹相談支援
センター 8:30～17:00

相談支援センター
エール内　※訪問可

☎710－0080
386－7770

常盤平基幹相談支援
センターふれあい

ふれあい22（3階）
※訪問可

☎388－6225
388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪～㈮ 9:00～18:00 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（中央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

女性対象
（予約制）

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

第2～4㈪㈭ 10:00～16:00 
男性対象

（電話相談） 第1・3㈮ 17:30～20:30

まつど女性就労・
両立支援相談

（第3㈭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）第1・3㈮ 17:30～20:30

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政相談・一般民事相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00★ 市役所本館2階相談

コーナー
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前
※法律相談は、裁判
中や調停中の事件は
相談できません
※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（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
同相談事務局・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

不動産相談（予約制） ㈬ 13:00～17:00
税務相談（予約制） 第2㈮ 13:00～17:00
登記相談（予約制） 第3㈮ 13:00～16:30

 行政書士相談（予約制） 第2㈭   9:00～12:00

外
国
人
相
談

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

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

※その他
ほか

の言
げ ん ご

語については、モバイル
通
つ う や く き

訳機（テレビ電
で ん わ つ う や く

話通訳）を利
り よ う

用して相
そうだん

談
できます。

Thu, Fri 10:00～13:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00～13:00

星期四・五 13:00～16:00

Tagalog・Filipino
Tue 13:00～16:00

Fri 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

子育て相談 ㈪～㈮
  8:30～17:00

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

CMS☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム
☎308－5880
子すずめ☎387－0124
あおば☎387－5456
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182
風の丘☎375－8447

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

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

●もくれん会（硬式テニス）
日㈮9時～13時会小暮コート（金ケ作
198）対60歳以上費年24,000円問清水
☎090－7019－8540
●まつどテニス6期会（硬式）
日㈮9時～13時会六実スポーツ広場テ
ニスコート対60歳以上の男性、55歳以
上の女性定先着6人費月300円問岩本☎
080－1019－1988
●健身まほろば太極拳（24式太極拳等、
1カ月無料体験可）
日①㈪14時～16時②㈬13時～14時30
分会①稔台②明各市民センター対20歳～
89歳費月①3,000円②2,000円 1,000
円問芦沢☎080－2010－1170
●松戸太極拳同好会（気功八

はちだんにしき
段錦等)

日①㈫13時～15時②㈭③㈮④㈯各10時
～12時会①柿ノ木台公園④常盤平各体
育館②運動公園武道館③明市民センター
費各月3,000円 各2,000円問髙

たかしな

科☎
362－6080
 

●フローレ・ジュニアテニスチーム(硬式)
日 ㈰8時～10時会 金ケ作公園庭球場
対 小学生定先着20人費 月2,000円
2,000円問野尻☎090－4012－8250
●ウイングメイト（ターゲットバードゴルフ)
日㈪9時～12時会千駄堀スポーツ広場
費年3,600円 2,000円問八

や も と

本☎080－
6659－1621
●松戸市パークゴルフ協会
日第2㈯8時30分～12時会白井遊楽パー
クゴルフ場対10歳以上費年2,000円、
月例会1,600円問桜井☎090－2409－
4671
●心スッキリ☆私にあったお片づけを見
つける会（ライフオーガナイザー）
日第3㈮10時～11時30分会勤労会館持
筆記用具費月500円 1,500円問山

やまさき

﨑☎
090－2545－4746（昼間のみ)
●光

こうぼくかい
墨会（水墨画・絵手紙・美文字）

日第2・4㈭13時～15時会市民会館定
先着10人費月3,000円 2,000円問青
柳☎090－4955－3459

会 員 募 集

☎366−0010テレホン案内サービス 平日16時30分〜翌日9時　休日と土曜 9時〜翌日9時
※当日案内への切り替えを毎朝８時45分～９時の間に実施 〔当日の医療機関（待機病院、休日在宅当直医、夜間小児急病センター、休日土曜日夜間歯科診療所など）を案内〕。

救急医療体制  ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。
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　21世紀の森と広場内の田んぼで、昔ながらの手作業での
お米づくりを体験します。最終日には餅つきをします。
日時5月9日、6月13日、7月11日、9月12日、10月10日、
11月7日の日曜各9時50分～10時50分または11時～12時
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、二部制で実施

します。参加時間は選べません。
対象保護者も一緒に原則参加できる市内在住・在学の小学4
年～6年生（保護者にも手伝ってもらいます）　定員25人（抽選）
※活動内容は市ホームページなどに掲載します。

4月16日㈮〔必着〕までに、Eメールに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学校名・学年を
記入して、21世紀の森と広場パークセンター mckouen21@city.matsudo.chiba.jp

（☎345－8900）へ

　“まつどでの暮らしを、ありのままに伝える”
　公募した調査メンバー4人の協力のもと、自分らし
く、自分好みな“まつど暮らし”にスポットを当て
た、これまでにない市外向けのPR冊子です。
　市ホームページからダウンロードできます。ぜひご覧ください。

まつどの暮らしの市外向けPR冊子
「M

マ ツ ド

ATSUDO U
ユ ー ジ ュ ア ル

SUAL」を発行しました
問広報広聴課シティプロモーション担当室☎366－7320

こめっこクラブこめっこクラブ参加者募参加者募集集〔全6回〕要申込

　開通前は、見通しが悪く歩
道もないことから、渋滞が発
生し、事故の危険性が高かっ
たため、整備を進めてきまし
た。当道路の完成により、円
滑な交通の確保と市民の安
全性の向上が図られます。
問千葉県東葛飾土木事務所

☎364－5143

チーパスの対象年齢を引き上げ、18歳未満までの子どもまた
は妊娠中の人がいる家庭に配布します。　
使用期限18歳になって最初に迎える3月31日まで
※従来の背景が黄色のチーパスは、3月末が使用期限のため今後使用できません。
配布窓口市役所（子育て支援課・市民課）、各支所、行政サービスセンター
※その他、母子健康手帳交付時に市民健康相談室で配布します。
紙のチーパスを忘れたときにも利用できる「電子版チーパス」も配信
　専用ウェブサイト・アプリ「チーパス・スマイル」で利用登録してください。

問県子育て支援課☎043－223－2589、市子育て支援課☎366－7347

4月から使用できるちばの子育て優待カード
『チーパス』を配布しています

対象年齢が18歳未満に 電子版もスタート

県道市川柏線紙敷地先
（約270m）が
開通しました

4月から使用可能なチーパス

チーパス・
スマイル

人口と世帯 〔2021（令和3）年3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 498,063  人 〔 △ 313 〕 男 247,735  人〔 △232〕
世帯 243,193  世帯〔 10 〕 女 250,328  人〔 △81〕

市ホームページ

パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2021.4.1
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　松戸市における新型コロナウイルスの感染状況です
が、緊急事態宣言が発出された1月中旬には1日に62
人の感染者が確認された日もありましたが、その後大
幅に減少しています。しかし、ここにきて感染者数が
1日に10人程度と下げ止まりの状況が続いています。
市内においては、病院や高齢者施設などで集団感染の
発生があったものの爆発的な感染拡大は防げていると
いう状況です。
　全国的に感染が広がっている変異株ウイルスです
が、市内においても昼カラオケといわれる場所で60
代から80代の人が感染し、その家族を含めますと17
人が感染しています。変異株ウイルスは感染力が強い
といわれており、緊急事態宣言解除後の現在も変異株
ウイルスによる感染者のリバウンド（再拡大）が危惧
されており、気を抜けない状況です。私たちができる
ことは基本的な感染防止策を引き続き実行することで
す。3密の回避やマスクの着用、せっけんで手を洗
う、手指の消毒などの徹底をお願いいたします。
　新型コロナウイルスのワクチン接種については、市
内においても医療従事者への接種が始まっています。
65歳以上の高齢者の接種は4月12日以降に開始予定で
すが、4月中に供給されるワクチンの量が約3千回分
と限定的であるため、集団感染のリスクが高い高齢者
施設の入所者から接種を行う予定です。それ以外の高
齢者の接種は5月10日以降の開始を予定しており、6
月末までには市内の全高齢者が2回接種できる約25万
6千回分のワクチンが供給される予定です。
　接種場所については、キテミテマツド・松戸運動公
園体育館・和名ケ谷スポーツセンター体育室など1カ
所で集中的に、地域に密着した市内45校の小学校体
育館で、そしてかかりつけ医のいる診療所のそれぞれ
で接種できるよう検討しています。なお、今月中には
集団接種の模擬訓練を実施する予定です。一般の方の
接種スケジュールについては国からのワクチンの供給
と準備が整い次第、お知らせします。
　昨年から実施している全市民を対象としたPCR検査
費用の補助や妊婦の方が安心して妊婦健診を受診でき
るようタクシー利用料金の一部を助成する制度につい
ては4月以降も引き続き実施します。感染拡大防止の
ためご活用ください。よろしくお願いします。

　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

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。

感染症対策の徹底で再拡大を防ぐ

夢や目標に向かって突き進む選手の皆さんを応援しましょう！

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

　東京2020大会へ向けて 
頑張っている松戸市にゆかり
のあるアスリート6人を市ホー
ムページで紹介
しています。選手
からのメッセー
ジ付き！ぜひご
覧ください。

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

市ホームページ

レスリング
（女子フリー76㎏級）

皆
みながわ

川博
ひ ろ え

恵選手

パラ卓球
竹
たけもり

守 彪
たけし

選手
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り

の

凜
乃
ち
ゃ
ん

飯い

い

お尾
颯は

や

と翔
ち
ゃ
ん

健け

ん

と人
ち
ゃ
ん

2020（令和2）年6月生
元気に生まれてきてくれてあり
がとう！

2019（令和元）年11月生
これからも元気いっぱい遊
ぼうね！

2019（令和元）年11月生
最近はパパにもおやつを分けてくれる
ように。ママの抱っこが大好きで泣き
顔と笑顔がいっぱいの女の子です。

直接またはＥメールに写真データ（本人のみ）、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年月・ 
電話番号・コメント50字以内・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、広報広聴課 mckouhou@ 
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

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

市ホームページ

JR
武
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線

高塚十字路
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東松戸駅

東部
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	広報まつど2面_0325
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