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最近の主な更新情報 

まつどニュースは松戸市公式ホームページからダウンロードできます。市民の皆さん、事業者の皆さんも掲示・配布にご協力ください。 

【Ｐ.3】 
・夜間・休日当番医など医療機関の
ご案内 
・PM2.5に関する情報 

【Ｐ.４】 
・イベントの紹介「松戸一日吹奏
楽団」 
 

【Ｐ.2】 
 

   
 
 
 

    

 松戸市では、麻しんの感染予防を目的に、麻しんの予防接種を一度も受けていないお子様を

対象に、臨時的措置として接種費用の助成を行なっています。詳細は、健康推進課予防衛生

班（☎047－366-7484）にお問い合わせください。 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             問：市民安全課☎047-366-7285  

 自転車盗が1１月末時点で1,534件発生、前年同期比では276件
増加（約22パーセント増加）しています。自転車盗が増えると、
ひったくりや住宅侵入盗といった他の犯罪を誘発する要因にもなりま

す。被害の半数以上が「無施錠」の自転車でした。駐輪場や学校、
スーパーなどではもちろん、自宅の敷地内であっても、油断すること

なくツーロック（自転車に備え付けの鍵とは別にもう一つ、ワイヤー
錠やU字型錠などの鍵をかけること）をしましょう。 

 平成２８年度臨時福祉給付金及び 
 障害・遺族年金受給者向け給付金 

松戸市の申請期限は、２月１日(水)〔消印有効〕です。 
  支給の可能性がある人には申請書を送付しています。申請がまだの人は、 
返信用封筒でお早めに申請してください。 

問：臨時福祉給付金コールセンター☎047-366-8192 
  

申請期限 
間近！ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

公表日1月4日(水)から 公表方法市ホームページへの掲載、介護保険課・行政資料センター・
各支所での閲覧 意見の提出方法1月25日(水)〔必着〕までに、書面に住所・氏名・表題
「『松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例』
について」を記入して、持参（各支所可） 、郵送、FAX、Ｅメールまたは市ホームページ専
用フォームで、〒271－8588松戸市役所 介護保険課FAX047－363－4008、
✉mckaigo@city.matsudo.chiba.jp（☎047－366－7370）へ ※意見に対する個別回答
は行いません。 

市ホームページ 
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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 

7/4 

市役所 
新館10階 
屋上緑化 

0.128  

0.097  

0.077  

市役所議会棟
北側駐車場 

0.097  

0.092  

0.093  

国分川 7月  

測点１ 
(右岸)  

堤防  0.17 

水際  0.25 

測点２ 
(左岸)  

堤防  0.18 

水際  0.36 

測点３ 
(右岸)  

堤防  0.16 

水際  0.32 

学校名 空間線量 

小学校 
 （平成28年8月） 

 

校庭 

平均値 

（µSv/ｈ） 

1  中部小 0.105  

2  東部小 0.092  

3  北部小 0.081  

4  相模台小 0.089  

5  南部小 0.101  

6  矢切小 0.087  

7  高木小 0.088  

8  高木第二小 0.075  

9  馬橋小 0.085  

10  小金小 0.081  

11  常盤平第一小 0.090  

12  常盤平第二小 0.069  

13  稔台小 0.081  

14  常盤平第三小 0.097  

15  上本郷小 0.095  

16  小金北小 0.090  

17  根木内小 0.071  

18  栗ヶ沢小 0.084  

19  松飛台小 0.089  

20  松ヶ丘小 0.091  

21  柿ノ木台小 0.085  

22  古ヶ崎小 0.090  

23  六実小 0.093  

24  八ヶ崎小 0.083  

25  梨香台小 0.075  

26  寒風台小 0.089  

27  河原塚小 0.072  

28  和名ヶ谷小 0.095  

29  旭町小 0.083  

30  牧野原小 0.092  

31  貝の花小 0.090  

32  金ヶ作小 0.103  

33  馬橋北小 0.071  

34  殿平賀小 0.081  

35  横須賀小 0.095  

36  八ヶ崎第二小 0.111  

37  六実第二小 0.088  

38  新松戸南小 0.106  

39  松飛台第二小 0.077  

40  上本郷第二小 0.070  

41  大橋小 0.094  

42  六実第三小 0.076  

43  幸谷小 0.097  

44  新松戸西小 0.110  

45 東松戸小 0.068  

学校名 空間線量 

中学校 
 （平成28年8月） 

 

校庭 

平均値 

（µSv/ｈ） 

1  第一中 0.112  

2  第二中 0.084  

3  第三中 0.078  

4  第四中 0.098  

5  第五中 0.086  

6  第六中 0.080  

7  小金中 0.103  

8  常盤平中 0.067  

9  栗ヶ沢中 0.090  

10  六実中 0.089  

11  小金南中 0.081  

12  古ヶ崎中 0.111  

13  牧野原中 0.095  

14  河原塚中 0.088  

15  根木内中 0.098  

16  新松戸南中 0.084  

17  金ヶ作中 0.080  

18 和名ヶ谷中 0.089  

19  旭町中 0.078  

20 小金北中 0.106  

学校名 空間線量 

1 市立松戸高校 0.047  

保育所名 空間線量 

10月1日 

所庭内 所庭内 

最大値 最小値 

（µSv/ｈ） （µSv/ｈ） 

北松戸 0.094  0.050  

小金原 0.087  0.059  

コアラ 0.086  0.054  

梨香台 0.077  0.051  

六実 0.110  0.070  

牧の原 0.079  0.050  

馬橋西 0.110  0.068 

古ヶ崎 0.094  0.068  

八柱 0.077  0.047  

小金北 0.108  0.060  

二十世紀ヶ丘 0.076  0.059  

松ヶ丘 0.091  0.060  

新松戸中央 0.088  0.061  

松飛台 0.100  0.058  

新松戸南部 0.106  0.067  

新松戸北 0.082  0.062  

古ヶ崎第二 0.080  0.059  



表は水曜日
朝 更新 

 

※受診する前に、必ず電話にて確認をしてください。 
※当番医は都合により変更することがあります。 ※健康保険証を忘れずにお持ちください。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 夜間・休日当番医など医療機関のご案内 問：地域医療課☎047-366-7771 

P.3 

表は発行日
朝 更新 

 

●高濃度予測時の注意喚起につい
て 
 

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5～7時の1時間値の平均値の中央
値が日平均値1立法メートル当たり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立法メートル当た
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。 
注意喚起時には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
し、呼吸器系や循環器系疾患のある者、
小児、高齢者等においてはより慎重に行
動してください。また屋内においても窓
の開閉は最小限にするようにしてくださ
い。 

 
 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報 問：環境保全課☎047-366-7337 

●広報まつどの宅配サービスを行っています 
 新聞未購読で広報まつどをご覧になりたい人には、宅配サービスを行っています。なお、宅配サービス利用  
 者で、市外に転居する・新聞購読を始めるという場合は宅配を停止しますので、広報広聴課にご連絡ください。 

 費用：無料 
 申し込み：電話で広報広聴課☎047－366－7320へ 

１ 医科診療                   

①昼間（9時～17時）在宅当番医 

診療日 曜日 主な診療科目 医療機関名 所在地 電話番号 

1/15 日 

内科・神経内科 西内科神経内科クリニック 下矢切83-4 047-311-4063 

外科・内科・整形外科 古池外科胃腸科 八ヶ崎1-32-5 047-342-1062 

耳鼻咽喉科 吉野耳鼻咽喉科医院 根本472-4 047-362-3490 

②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター 

診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号 

毎日 小児科 夜間小児急病センター 上本郷4005 047-360-8900 

③平日夜間（17時から翌朝9時）土曜・日曜・祝日（9時～翌朝9時）待機病院 

診療日 曜日 内科系 小児科 外科系       

1/11 水 東葛クリニック病院 松戸市立病院 新松戸中央総合病院       

1/12 木 千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院       

1/13 金 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 山本病院       

1/14 土 新東京病院 千葉西総合病院 千葉西総合病院       

1/15 日 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院       

1/16 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院       

1/17 火 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 千葉西総合病院       

※待機病院の所在地・電話番号 

医療機関名 所在地 電話番号         

五香病院 五香8-40-1 047-311-5550         

新東京病院 和名ヶ谷1271 047-711-8700         

新松戸中央総合病院 新松戸1-380 047-345-1111         

千葉西総合病院 金ヶ作107-1 047-384-8111         

東葛クリニック病院 樋野口865-2 047-364-5121         

松戸市立病院 上本郷4005 047-363-2171         

山本病院 小金きよしケ丘2-7-10 047-341-3191         

２ 歯科診療                   

①夜間（20時～23時）休日土曜日夜間歯科診療所 

診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号 

1/14 土 
歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ヶ花45-53衛生会館２階 047-365-3430 

1/15 日 

左記の待機病院等は、 
テレフォンサービス 
（☎047-366-0010） 
で案内をしています。 
※かかりつけ医・薬局を 
もちましょう。 

    ＜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 

1/5 (木) 8 10 6 

1/6 (金) 1 3 4 

1/7 (土) 18 18 16 

1/8 (日) 29 29 24 

1/9 (月) 4 3 -1 

1/10 (火) 1 1 5 

1/11 (水) 0 2 -1 

※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 

2017/1/11 No.798 

イベントカレンダー 1/11（水）～1/18（水） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域でつながる音楽の輪 
～松戸一日吹奏楽団 

 12月3日(土曜)に市民会館で「松戸一日吹奏楽団」の演奏会が開かれ、会場全体に音楽を響かせました。
吹奏楽団はこの日1日だけ「一期一会」で集まった年齢も性別も音楽レベルも超えたメンバーで構成され、
合奏・リハーサル時間が約3時間しかなかったことを感じさせない堂々とした演奏を観客に届けました。 

会場が一体となって作り上げた演奏会 
 講師のプロトランペット奏者・双木博和氏の指導のもと、合奏を重ねたメンバーたち。コンサートでは、
「銀河鉄道999」「宝島」「ふるさと」「演歌メドレー」「エル・クンバンチェロ」の5曲に加え、アン
コールで「そりすべり」を演奏しました。途中サプライズで特別ゲストでプロのパーカッション奏者・見谷
聡一氏によるブラジルの打楽器「パンデイロ」のパフォーマンスや、観客も手拍子で演奏に参加できる場面
もあり、会場が一体となって演奏会を作り上げました。 

講師の双木博和氏 
「パンデイロ」を 
演奏する見谷聡一氏 松戸一日吹奏楽団とゲストの成人講座「音楽の広場」のメンバー 

1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） 

1月12日 木曜   

1月13日 金曜 
ひったくり防止自転車かごカバー配布〈10時から10時30分まで、新松戸第一公園（新松戸1の
327）、籠益第一公園(六高台4の143） 、先着100人。その場で取り付け、1人1個〉 
（市民安全課☎047－366ー7285） 

1月14日 土曜 

松戸市消防出初式〈10時（演技は11時）から、八ヶ崎4－50－2の松戸市消防訓練センターで。消
防音楽隊とピンクダイヤモンズの共演、粋なはっぴ姿のはしご乗り、幼年消防クラブ員のマーチング
および消防局･消防団による消防演習〉 
（消防総務課☎047-363-1116） 

1月15日 日曜   

1月16日 月曜   

1月17日 火曜 

防災講演会「阪神・淡路大震災、東日本大震災からの復興に向けた取組と課題～地域コミュニティー
の大切さ～」〈14時～16時（13時30分開場）、市民会館で。講師兵庫県西宮市都市局開発指導課
長・畑文隆氏、費用無料 ※手話通訳、要約筆記あり〉 
（危機管理課☎047－366－7309） 

1月18日 水曜 

シティー・ミニコンサート～トロンボーンの魅力～〈12時15分～12時45分（開場11時30分）、
市役所市議会議場、曲目ゴッドファーザー愛のテーマ（ニノ・ロータ）、兄弟船（鳥羽一郎）他。演
奏者山口尚人（トロンボーン）、大堀晴津子（ピアノ）。先着150人〉 
【生涯学習推進課☎047－367－7810（演目）、市議会事務局☎047－366－7381（会場）】 
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