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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 
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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 

【Ｐ.４】 
・風を切って走り抜け！ かけっ
こが速くなるコツ！ 
 

【Ｐ.2】 
・松戸市の主な放射線量測定値（市
立学校） 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 今年の大型連休は、松戸市の中心にある21世紀の森と広場で子ども向けイベントを連日開催します。緑に
包まれた広場で、お子さんやお孫さんと自然と触れ合いながら思いっきり楽しみませんか？ 

5月3日㈷ 
10時～15時 

5月5日㈷・6日㈯ 
10時～16時 

5月3日㈷～7日㈰ 
10時～16時 

(内容) 
●こどもエコみこし 
●ミニSL 
●中央ステージショー 
 

※雨天の場合4日(祝)に順延 

松戸市こども祭り 
※小雨決行、荒天中止 

松戸モリヒロフェスタ 
こどもの王国 会場:つどいの広場 

会場:水とこかげの広場 

(内容) 
●モリヒロキッズパーク（5日） 
 コマやアクセサリーなどの工作教室を開催 

●モリヒロキッズコンサート（6日） 
●モリヒロキッズシネマ（5・6日） 

森の子ども館 
会場:森の工芸館 
※5・6日は水とこかげの広場 

(内容) 
●ハンモック 
●竹馬 
●落ち葉プール など 
 

問：同祭り実行委員会（子どもわかもの課）☎366－7464 
 

問：21世紀の森と広場管理事務所 ☎345－8900 
 
 

キッチンカーや飲食屋台 
など計17店舗が出店する 
「松戸集まるしぇ」で 
飲食もできます 

 など30以上の楽しいイベントがいっぱい！ 

 

 

松戸市立博物館 
9時30分～17時 

●館蔵資料展「木の造形 東北の伝統こけし」 
●キッズシアター（アニメ上映）※土日祝日のみ 

☎047-384－8181 

問：野菊野こども館 ☎047-331-1144  
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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 

国分川 1月  

測点１ 
(右岸)  

堤防  0.19 

水際  0.37 

測点２ 
(左岸)  

堤防  0.20 

水際  0.44 

測点３ 
(右岸)  

堤防  0.17 

水際  0.28 

地点 

測定値 
µSｖ/ｈ 

4/4 

市役所 
新館10階 
屋上緑化 

0.123  

0.111  

0.088  

市役所議会
棟北側駐車
場 

0.100  

0.095  

0.089  

保育所名 空間線量 

平成29年 
2月1日 

所庭内 所庭内 

最大値 最小値 

（µSv/ｈ） （µSv/ｈ） 

北松戸 0.090  0.054  

小金原 0.079  0.059  

コアラ 0.063  0.053  

梨香台 0.085  0.046  

六実 0.110  0.060  

牧の原 0.073  0.056  

馬橋西 0.102  0.073  

古ヶ崎 0.096  0.075  

八柱 0.081  0.054  

小金北 0.108  0.060  

二十世紀ヶ丘 0.070  0.056  

松ヶ丘 0.083  0.056  

新松戸中央 0.082  0.058  

松飛台 0.087  0.057  

新松戸南部 0.110  0.062  

新松戸北 0.077  0.057  

古ヶ崎第二 0.074  0.060  

小学校 
 （平成29年2月） 

 

校庭 

平均値 

（µSv/ｈ） 

1  中部小 0.115  

2  東部小 0.091  

3  北部小 0.082  

4  相模台小 0.087  

5  南部小 0.082  

6  矢切小 0.089  

7  高木小 0.090  

8  高木第二小 0.074  

9  馬橋小 0.089  

10  小金小 0.080  

11  常盤平第一小 0.083  

12  常盤平第二小 0.068  

13  稔台小 0.092  

14  常盤平第三小 0.096  

15  上本郷小 0.095  

16  小金北小 0.090  

17  根木内小 0.072  

18  栗ヶ沢小 0.093  

19  松飛台小 0.094  

20  松ヶ丘小 0.075  

21  柿ノ木台小 0.092  

22  古ヶ崎小 0.100  

23  六実小 0.087  

24  八ヶ崎小 0.088  

25  梨香台小 0.084  

26  寒風台小 0.087  

27  河原塚小 0.074  

28  和名ヶ谷小 0.096  

29  旭町小 0.080  

30  牧野原小 0.090  

31  貝の花小 0.085  

32  金ヶ作小 0.096  

33  馬橋北小 0.077  

34  殿平賀小 0.088  

35  横須賀小 0.079  

36  八ヶ崎第二小 0.115  

37  六実第二小 0.092  

38  新松戸南小 0.114  

39  松飛台第二小 0.087  

40  上本郷第二小 0.071  

41  大橋小 0.091  

42  六実第三小 0.087  

43  幸谷小 0.091  

44  新松戸西小 0.106  

45 東松戸小 0.074  

学校名 空間線量 

中学校 
 （平成29年2月） 

 

校庭 

平均値 

（µSv/ｈ） 

1  第一中 0.102  

2  第二中 0.087  

3  第三中 0.080  

4  第四中 0.098  

5  第五中 0.089  

6  第六中 0.090  

7  小金中 0.103  

8  常盤平中 0.068  

9  栗ヶ沢中 0.087  

10  六実中 0.090  

11  小金南中 0.082  

12  古ヶ崎中 0.100  

13  牧野原中 0.096  

14  河原塚中 0.097  

15  根木内中 0.092  

16  新松戸南中 0.079  

17  金ヶ作中 0.087  

18 和名ヶ谷中 0.086  

19  旭町中 0.084  

20 小金北中 0.109  

学校名 空間線量 

1 市立松戸高校 0.051  



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 

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 

5/3 祝 

内科 栗原医院 根本453 047-362-3105 

内科 けやきトータルクリニック 新松戸3-114 047-309-2299 

耳鼻咽喉科 渡辺医院 松戸1147涌井ビル3Ｆ 047-367-3388 

5/4 祝 

外科・内科・小児科 高木クリニック 栄町5-313 047-364-0979 

内科・皮膚科 ながと内科皮膚科クリニック 小金原4-9-19 047-309-7011 

耳鼻咽喉科 エマオ耳鼻科医院 稔台1-10-11 047-368-0731 

5/5 祝 

小児科 林こどもクリニック 根本7-11藤沢ビル 047-330-1301 

内科・小児科 髙江医院 小金原8-17-2 047-341-3286 

耳鼻咽喉科 こばやし耳鼻咽喉科 新松戸2-115-1松本ビル2F 047-374-6066 

5/7 日 

内科 西村内科循環器科 仲井町3-79-2 047-369-1011 

内科・小児科 大久保医院 小金きよしケ丘1-13-6 047-342-1076 

眼科 かとれあ眼科 松戸1181アトレ松戸7F 047-362-1191 

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     

5/2 火 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院     

5/3 祝 新東京病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院     

5/4 祝 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 五香病院     

5/5 祝 千葉西総合病院 千葉西総合病院 松戸市立病院     

5/6 土 新東京病院 千葉西総合病院 千葉西総合病院     

5/7 日 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院     

5/8 月 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 東葛クリニック病院     

5/9 火 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院 

※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昼間（9時～17時）応急歯科在宅当直医（13時～14時は除く） 

診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号 

5/3 祝 歯科 
植田歯科クリニック 和名ケ谷1428-3 047-392-5665 

藤田歯科医院 西馬橋2-19-1 047-347-9723 

5/4 祝 歯科 
武田歯科医院 松戸新田279 047-365-2232 

こうで歯科 幸田2-155-2 047-347-8824 

5/5 祝 歯科 
らいおん歯科 東松戸1-8-8 047-710-8881 

あらき歯科クリニック 西馬橋蔵元町6飯島ビル2階202号 047-309-2610 

②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 

5/3 祝 

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 

5/4 祝 

5/5 祝 

5/6 土 

5/7 日 

左記の待機病院等は、 
テレフォンサービス 
（☎047-366-0010） 
やホームページで 
案内をしています。 
 
 
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。 
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ツイッター や 
フェイスブックで 
情報発信中！ 
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イベントカレンダー 5/3（水）～5/10（水） 

5月3日 水曜 

こども祭り（10時～15時〔雨天の場合4日(祝)に順延）、21世紀の森と広場で。 
問:こども祭り実行委員会事務局（子どもわかもの課 ) ☎ 366－7464（当日は、同祭り実行委員会☎ 
090－1773－7464） 
こども体験教室「親も楽しむ勾玉づくり」①10時～11時②13時30分～14時30分 
（博物館☎047-384－8181） 

緑の回廊ツアー（10時～13時、戸定邸玄関前集合、費用200円） 
（松戸探検隊ひみつ堂☎727-7825） 5月4日 木曜 

5月5日 金曜 松戸モリヒロフェスタ・こどもの王国 
モリヒロキッズパーク（5日(祝)10時～15時）モリヒロキッズコンサート♪（6日(土)1回目11時から、2
回目14時から）松戸集まるしぇ（5日(祝)・6日(土)10時～16時）モリヒロキッズシネマ（5日(祝)・6日
(土)10時～16時の間に随時上映） 

5月6日 土曜 星空観望会（18時30分～20時30分 ）市民会館プラネタリウム室（NAOKO SPACE 
PLANETARIUM）で。星空案内と天体望遠鏡での観望（雨天曇天の場合はプラネタリウムのみ） ※子ど
もは保護者同伴。先着80人、無料。 （同館☎368－1237） 

5月7日 日曜   

5月8日 月曜   

5月9日 火曜   

5月10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） 

  

臨時福祉給付金（経済対策分）を支給します 

松戸市の申請期間：平成29年3月1日～7月31日 
  問：臨時福祉給付金コールセンター☎047-366-8192 

  

支給対象となる可能性のある人へ、申請書を３月１日（水）から順次郵送しました。 

詳細は、２/2５発行の広報まつど「臨時福祉給付金 （経済対策分）」特集号をご覧
ください。 
申請期間中に、お早めに申請してください。 
 
 

   
 
 
 

    

風を切って走り抜け！ かけっこが速くなるコツ！ 
 平成29年4月15日、松戸運動公園で春の青少年
教室「運動会直前攻略法！～かけっこで速く走れる
コツ～」が開催されました。 
 抽選で選ばれた110人の小・中学生が、日立物流
陸上部の選手たちから直接、走り方の基本を教えて
もらいました。 
 選手たちの優しい指導のもと、子どもたちは技術
を学んだだけではなく、走る楽しさも感じられたよ
うでした。 
 日立物流陸上部は、松戸運動公園で練習を行い、
新京成線沿いをランニングするなど、松戸市に拠点
を置いて活動しています。 

青少年教室は、青少年自ら、芸術・文化・スポーツにかか
わり自己表現活動を深め、学校外の学習を生き生きと取り
組む機会として松戸市教育委員会が開催しています。 
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