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ニュース 
水曜日が休日の場合は翌開庁日発行 

Weekly Matsudo News 

 

 
 
 
最近の主な更新情報 【Ｐ.3】 

・PM2.5に関する情報（10/22～10/28） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 

問：社会教育課美術館準備室☎366 －7463 

 板倉 鼎と須美子は２０世紀初めに生きた松戸ゆかりの画家です。２人は大正末期
から昭和初期にかけてパリに留学し、優れた絵画を描きましたが、２人とも若くし
てこの世を去りました。 
現在開催中の「よみがえる画家 板倉 鼎・須美子展」は一部展示替えを行ない、１
１月３日からは新たに３８点の作品を展示しています。１１月２９日までの展示と
なりますので、お見逃しのないようご来館ください。 

10/10㈯～11/29㈰ 
●後期展示：11月3日㈷～11月29日㈰ 

会 場:市立博物館 
休館日:毎週月曜日 
※但し11/23㈷は開館し、11/24㈫に休館。 
開館時間:9時30分～17時（入館は16時30分まで） 
観覧料: 
●一般400（320）円、高大生200（160）円。中学生以下無料。 
※（ ）内は20名以上の団体料金。常設展示は別料金。 
●常設展示との共通観覧料は一般600円、高大生300円。 

板倉 鼎・須美子 

 JR松戸駅西口から徒歩5分、女性センターゆうまつどで「ゆうまつどフェスタ２０１５」を開催しています。
オープニング記念講演会『性差から個性へ～「私らしく生きる」ためにできること～』、ゆうまつど利用団体の
活動発表会「みんなの祭」、市民グループによる自主企画が目白押しの8日間です。もちろん小さいお子さん向け
のイベントや、ママパパと参加できるイベントもあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

問：男女共同参画課☎047－364－8778 

11月1日～8日 
会場：ゆうまつど（松戸駅西口から徒歩5分)） 

昨年度の様子 

●宮崎アニメを読み解く～ヒロインと
ジェンダー～ 
11月4日㈬14時～16時 
 宮崎アニメに出てくるヒーロー・ヒロインを分析し、宮崎駿監督
が作品に込めた思い、隠れたメッセージを読み解いていきます。宮
崎アニメには自立した女性が多く描かれている事を知っていました
か？いつもとは違った視点でアニメを読み解いていきます。 

講師：山形大学学術研究院 助教 小林直美氏 
定員：40人 費用：無料 
申し込み：電話で男女共同参画課へ 

板倉 鼎「風景 秋更け行く」1920年 

板倉 鼎「赤衣の女」
1929年 
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松戸市の主な放射線量測定値 

放射能関連問い合わせ 

 

放射能対策担当室 
☎047－704－3994 
（測定器貸出予約ダイヤル） 

 

※各地点の数値は、上から 
5、50、100cm。 

ニュース 

〈数値について〉 
松戸市では、低減対策
実施の目安値として、
環境省より示された、
事故による追加被ばく
線量が年間１ｍＳｖ
（ミリシーベルト）以
内をめざす考えに準じ、
平成23 年12 月6 日
より毎時0.23μ(マイ
クロ)Ｓｖの指標値を
用いています。 

国分川について：数値は千葉
県による測定値。100cm 

問い合わせ  担当部署 電話番号 

空間放射線測定  環境保全課 366－7337  

剪定枝収集運搬 環境業務課 366－7333 

健康  健康推進課 366－7485  

保育所  幼児保育課 366－7351  

公園 公園緑地課 366－7380 

問い合わせ  担当部署 電話番号 

学校（給食） 保健体育課 366－7459 

学校（除染） 教育施設課 366－7456 

学校周囲側溝 道路維持課 366－7358 

農作物 農政課 366－7328 

水道水 水道部 341－0430 

流通品 消費生活課 366－7329 

地点 

測定値 
µSｖ/ｈ 

10/1 

市役所 
新館10階 
屋上緑化 

0.144  

0.122  

0.107  

市役所議会棟
北側駐車場 

0.108  

0.094  

0.099  

根本測定局(市
役所本館屋上) 

0.061  

0.061  

0.057  

国分川 7月  

測点１ 
(右岸)  

堤防  0.15 

水際  0.37 

測点２ 
(左岸)  

堤防  0.14 

水際  0.37 

測点３ 
(右岸)  

堤防  0.13 

水際  0.45 

保育所名 空間線量 

9月1日 

所庭内 所庭内 

最大値 最小値 

（µSv/ｈ） （µSv/ｈ） 

北松戸 0.105  0.085  

小金原 0.108  0.065  

コアラ 0.098  0.073  

梨香台 0.094  0.045  

六実 0.140  0.054  

牧の原 0.096  0.061  

馬橋西 0.124  0.072  

古ヶ崎 0.094  0.062  

八柱 0.104  0.046  

小金北 0.121  0.055  

二十世紀ヶ丘 0.080  0.050  

松ヶ丘 0.111  0.062  

新松戸中央 0.119  0.056  

松飛台 0.117  0.058  

新松戸南部 0.131  0.053  

新松戸北 0.099  0.050  

古ヶ崎第二 0.082  0.062  

中学校 
 （平成27年4月） 

校庭平均値 

（µSv/ｈ） 

1  第一中 0.112  

2  第二中 0.092  

3  第三中 0.089  

4  第四中 0.101  

5  第五中 0.090  

6  第六中 0.087  

7  小金中 0.097  

8  常盤平中 0.086  

9  栗ヶ沢中 0.099  

10  六実中 0.100  

11  小金南中 0.116  

12  古ヶ崎中 0.116  

13  牧野原中 0.098  

14  河原塚中 0.101  

15  根木内中 0.104  

16  新松戸南中 0.098  

17  金ヶ作中 0.104  

18 和名ヶ谷中 0.103  

19  旭町中 0.094  

20 小金北中 0.117  

学校名 空間線量 

（平成27年4月） 
校庭平均値 

（µSv/ｈ） 

1 市立松戸高校 0.061  

学校名 空間線量 

小学校 
 （平成27年4月） 

校庭 

平均値 

（µSv/ｈ） 

1  中部小 0.114  

2  東部小 0.102  

3  北部小 0.092  

4  相模台小 0.094  

5  南部小 0.125  

6  矢切小 0.102  

7  高木小 0.099  

8  高木第二小 0.104  

9  馬橋小 0.094  

10  小金小 0.088  

11  常盤平第一小 0.102  

12  常盤平第二小 0.082  

13  稔台小 0.092  

14  常盤平第三小 0.110  

15  上本郷小 0.104  

16  小金北小 0.091  

17  根木内小 0.078  

18  栗ヶ沢小 0.090  

19  松飛台小 0.100  

20  松ヶ丘小 0.112  

21  柿ノ木台小 0.087  

22  古ヶ崎小 0.131  

23  六実小 0.109  

24  八ヶ崎小 0.076  

25  梨香台小 0.091  

26  寒風台小 0.093  

27  河原塚小 0.077  

28  和名ヶ谷小 0.110  

29  旭町小 0.099  

30  牧野原小 0.094  

31  貝の花小 0.092  

32  金ヶ作小 0.119  

33  馬橋北小 0.085  

34  殿平賀小 0.091  

35  横須賀小 0.101  

36  八ヶ崎第二小 0.115  

37  六実第二小 0.087  

38  新松戸南小 0.128  

39  松飛台第二小 0.080  

40  上本郷第二小 0.078  

41  大橋小 0.114  

42  六実第三小 0.108  

43  幸谷小 0.099  

44  新松戸西小 0.101  



学校 
給食食材 

食材の放射性物質測定 

松戸市産農作物 流通食品・飲料水           

 この間の保育所（園）47園、市立小
中学校64校で給食を検査した結果、放
射性セシウム134、137ともに、すべ
て「検出せず」でした。 

給食のまるごと放射性 
物質検査(ミキシング) 

P.3 

保育所 
給食食材 

放射性セシウム134・137ともに、すべて「検出
せず」 

「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、または測定下限値未満であることを示す。 
（ ）内の数字は測定下限値  単位：ベクレル/kg 

食品区分 基準値 

飲料水 10 

牛乳 50 

乳児用食品 50 

一般食品 100 

〈数値について〉厚生労働省が示した 
放射性セシウムの基準 
(単位：ベクレル/kg) 

ニュース 

 

微小粒子状物質(PM2.5) 
に関する情報 
 

高濃度予測時の注意喚起について 

注意喚起時の行動の目安（例） 
・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできる
だけ減らす。  
・屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなど
により、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その
吸入を減らす。  
・特に呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢
者などは、体調に応じてできるだけ外出を控える。  
   
            環境保全課☎047-366-7337 

注意喚起の判断基準 
各地域内の一般環境大気測定局の測定値をもって、以下の判
断基準により2段階で注意喚起を行います。 
（1）当日午前5時から7時までの測定値による注意喚起 
各地域内の一般環境大気測定局において、午前5時、6時、7
時の1時間値の平均値の中央値が日平均値1立方メートル当
たり70マイクログラムに対応する1立方メートル当たり85
マイクログラムを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断
される場合に、午前9時頃を目途に千葉県が注意喚起を行い
ます。 
（2）当日午前5時から12時までの測定値による注意喚起 
各地域内の一般環境大気測定局において、いずれか1局の午
前5時から12時までの1時間値の平均値が1立方メートル当
たり80マイクログラムを超え、かつ高濃度の状態が継続す
ると判断される場合に、午後1時頃を目途に千葉県が注意喚
起を行います。 

表は水曜日朝 更新 

表は水曜日朝 更新 

検査品目 生産地 

9/7 

ピーマン 青森県 

なす 群馬県 

梨 千葉県 

もち米 千葉県 

玄米 千葉県 

精白米 千葉県 

いわし 千葉県 

さんま 北海道 

いか 青森県 

ピーナッツ 千葉県 

大豆 北海道 

飲用牛乳 千葉県 

検査品目 生産地 

9/29 

じゃがいも 北海道 

だいこん 北海道 

長ねぎ 千葉県 

ほうれん草 北海道 

かぶ 千葉県 

さつまいも 千葉県 

れんこん 茨城県 

検査品目 地区名  
セシウム 

134 
セシウム 

137 

10/15 

えだまめ 幸田 
検出せず 検出せず 

(13.30未満) (12.30未満) 

10/14 

キウイ 
フルーツ 

高塚新田 
検出せず 検出せず 

(6.03未満) (4.67未満) 

10/1 

かき 松戸新田 
検出せず 検出せず 

(7.01未満） (4.96未満） 

さつまいも 松戸新田 
検出せず 検出せず 

(6.19未満) (4.08未満) 

検査品目 地区名  
セシウム 

134 
セシウム 

137 

9/1～9/30 

井戸水 日暮 
検出せず 

（4.4未満） 
検出せず 

（2.4未満） 

5/1～5/31 

井戸水 福島県産 
検出せず 

（5.3未満） 
検出せず 

（3.1未満） 

井戸水 福島県産 
検出せず 

（4.9未満） 
検出せず 

（2.8未満） 

        ＜µｇ/㎥＞ 

場所 日付 5時 6時 7時 

松戸市根本測定局 
松戸市根本387-5 

10/29 （木曜） 9 3 8 

10/30 （金曜） 13 15 13 

11/2 （月曜） 20 25 23 

11/4 （水曜） 5 8 8 

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度
が非常に低い場合、マイナス値になることがあります 
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ツイッター や 
フェイスブックで 
情報発信中！ 

twitter facebook 
Weekly Matsudo News 
ニュース 

2015/11/4 No.736 

イベントカレンダー 11/4（水）～11/11（水） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

問：生涯学習推進課☎367-7810 

10月18日㈰～11月23日㈷ 
   ●展覧会 

菊花、洋蘭、写真、いけばな、絵
画、華道、書道 他 
会場：戸定邸、松雲亭、文化ホー
ル、市民会館 

●催し 
フラダンス、マジック、俳句、短
歌、茶会、伝統芸能 他 
会場：市民会館、森のホール21、
市民劇場 

●地域文化祭 
稔台・小金・小金原・新松戸・と
きわ平地区・常盤平文化祭 
会場：稔台・小金・小金原・新松
戸・常盤平市民センター 

●矢切公民館文化祭 
10/31㈯～11/3㈷ 
書道・陶芸・華道・茶道・俳
句・つまみ画 他 

●青少年会館文化祭＆ 
フェスティバル 
11/3㈷演劇、吹奏楽、ヒップ
ホップ、模擬店 他 

●図書館本館（耐震補強工事） 9月1日㈫～11月30日㈪まで 
●二十世紀が丘分館（空調設備工事） 9月17日㈭～11月30日㈪まで 
※各休館期間中も返却ポストは利用できます。         問：図書館☎047-365-5115 

図書館休館のお知らせ 

11月4日 水曜   

11月5日 木曜 
うたのおもちゃばこ<11時から11時30分まで、ふれあい22で。無料> 
（ふれあい２２☎047-383-0022） 

11月6日 金曜   

11月7日 土曜 

市内中学校、高等学校各種音楽コンクール受賞記念演奏発表会  
〈9時40分〜11時30分、森のホール21で。出場予定校 合唱の部＝第一中学校・専修大学
松戸中学校・市立松戸高等学校合奏 
の部＝第一中学校・第四中学校・第六中学校・小金中学校・和名ケ谷中学校・市立松戸高等学
校 費用無料。 ※入場を制限する場合があります〉 
（指導課☎047－366－7458） 
シニア交流センターまつり〈10時から14時にシニア交流センターで。（９時20分から馬橋
駅西口発臨時無料送迎バスを随時運行）小・中学校吹奏楽部による演奏・和太鼓・餅つき・野
菜販売・フリーマーケット他〉 
（シニア交流センター☎047-343-0521） 
カフェ＆甲冑〈6日までの10時から15時に、戸定が丘歴史公園内「松雲亭」で。先着100人。
５00円〉 
（松戸手作り甲冑愛好会☎☎080－5438－4039） 

11月8日 日曜   

11月9日 月曜   

11月10日 火曜 
庭からみよう！戸定邸〈9時30分～16時30分〔雨天の場合は、11日（水）も実施〕。費用
戸定邸入館料〉 
（戸定歴史館☎047－362－2050） 

11月11日 水曜 
朗読をきくかい〈10時から11時30分までふれあい22で。松戸朗読奉仕会会員による短編・
エッセイ等の朗読。障害者手帳を持っている人等対象。無料〉 
（障害者福祉センター☎047-383-7111） 
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