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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 

P.１ 

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。 

 
 

イベントカレンダー 3/27（水）～4/3（水） 

開催日 内容 

3／ 27(水)   

28(木) 
～認知症になっても輝き続ける～プラチナカフェ（13時～16時、カフェ・シャコンヌで。問：高齢者支援課☎047-366-
7343） 

29(金) 愛の献血（10時～11時45分、13時～16時、市役所正面玄関前で。問：健康推進課☎047-366-7487） 

30(土) 

桜の回廊ツアー（9時45分・12時45分から、戸定邸玄関前集合、費用200円。問：松戸市観光協会松戸探検隊ひみつ堂
☎047-727-7825） 
カフェ戸定（10時～15時、戸定が丘歴史公園内松雲亭で。費用500円。問：松戸市観光協会松戸探検隊ひみつ堂☎047- 
727-7825） 
コビトフェスタ～Let's 縁 joy!～（10時～15時、柿ノ木台公園体育館で。上履き持参。問：同体育館☎047-331-1131） 

31(日) 

桜の回廊ツアー（9時45分・12時45分から、戸定邸玄関前集合、費用200円。問：松戸市観光協会松戸探検隊ひみつ堂
☎047-727-7825） 
カフェ戸定（10時～15時、戸定が丘歴史公園内松雲亭で。費用500円。問：松戸市観光協会松戸探検隊ひみつ堂☎047- 
727-7825） 
国分川桜まつり（10時～15時、国分川沿い高坏橋～子の神橋の間で。問：同まつり実行委員長・江原☎090-1434-9417） 

4／ 1(月)   

2(火)   

3(水)   

4月7日(日)は千葉県議会議員一般選挙の投票日です 
●投票所整理券が各世帯に届きます 
 原則として、世帯主宛てに郵送します。1枚の
はがきに最大4人までの整理券が印刷されていま
す。投票の際は、自身の記載部分をミシン目に
沿って切り離して、投票所までお持ちください。 
 

※はがきを破損・紛失した場合や、まだ届いていない場合 
 でも、松戸市の選挙人名簿に登録されている人であれば 
 投票できますので、投票所係員に申し出てください。 
 

●投票方法は自書式投票です 
 候補者氏名を投票用紙に記入してください。 
 

期日前投票所（※1） 投票時間 

①松戸市役所 本館２階 大会議室 

 8時30分 
  ～20時 

②常盤平市民センター １階 第１会議室 

③小金支所(ピコティ西館) ３階 待合室 

④小金原市民センター ２階 会議室 

⑤六実市民センター別館 ２階 第１会議室 

⑥馬橋集会所(王子神社内) １階 集会室 

⑦新松戸市民センター ３階 第２会議室 

⑧総合福祉会館 １階 ロビー 

⑨東部クリーンセンター 管理棟１階 大会議室 

⑩ダイエー新松戸店 ３階 南側エスカレーター奥 

10時～20時
（※2） 

⑪ザ・プライス五香店 ２階 衣料品売場奥 

⑫イトーヨーカドー八柱店 地下１階 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ横催事場 

⑬プラーレ松戸 ６階 パティオ 

投票日に投票に行けないと見込まれる人は 
期日前投票をご利用ください 
期間：3月30日(土)～4月6日(土) 

※1 各会場は1階もしくはエレベーターが設置されている建物です。 
  （①松戸市役所では、車椅子用階段昇降機を利用できます） 
※2 ⑩ダイエー新松戸店は4/4(木)･5(金)のみ21時まで投票できます。 

問：選挙管理委員会事務局☎047-366-7386 
  〔投票日当日の問合せは☎047-366-7222(7時～21時)〕 

平成30年12月29日以降に
千葉県内の他市町村から転入
した人は、松戸市では投票で
きません。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。 

千葉県明るい選挙シンボル 
キャラクター「せんきょ君」 

市ホームページ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表は水曜日
朝 更新 

P.2 

 

※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 

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 

3/31 日 

小児科 ひがしまつど小児科 東松戸２－２７－１ 047-391-7001 

内科・小児科 伊藤医院 大金平４－３３５ 047-341-1368 

皮フ科 北松戸皮膚科クリニック 上本郷４３６ＹＭＣビル５Ｆ 047-361-4800 

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（内科系） 夜間小児急病センター 千駄堀993-1 047-712-2513 

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 ※小児科は18時～23時は②の夜間小児急病センターへ 

診療日 曜日 内科系 小児科（内科系） 外科系       

3/27 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院       

3/28 木 東葛クリニック病院 市立総合医療センター 山本病院       

3/29 金 千葉西総合病院 千葉西総合病院 市立総合医療センター       

3/30 土 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 山本病院       

3/31 日 新東京病院 千葉西総合病院 千葉西総合病院       

4/1 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院       

4/2 火 新東京病院 市立総合医療センター 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 和名ケ谷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 金ケ作107-1 047-384-8111         

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

市立総合医療センター 千駄堀993-1 047-712-2511         

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 

3/30 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 

3/31 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。 

給食食材 

市有施設の空間放射線量 

水道水（市営水道区域） 

問い合わせ  担当部署 電話番号 

市立保育所  幼児保育課 366－7351  

市立小学校 
・中学校 

保健体育課 366－7459 

公園 公園緑地課 366－7380 

全般・測定
器貸出予約 

環境政策課 
放射能対策担当室 

704－3994  

問い合わせ  担当部署 電話番号 

農作物 農政課 366－7328 

流通品 消費生活課 366－7329 

平成29年度及び平成30年12月までに実施した
市有施設の定期測定で、指標値を超えた地点は
ありませんでした。 

平成30年12月までの市立小中学校・保育所給
食食材の放射性物質検査において、放射性物質
(セシウム134・137)は検出されませんでした。 

問い合わせ  担当部署 電話番号 

保育所給食 幼児保育課 366－7351  

学校給食 保健体育課 366－7459 

平成30年4月から12月の市内産農作物・流通
食品・飲料水の放射性物質検査において、放
射性物質(セシウム134・137)は全て基準値
を下回っています。 

問い合わせ  担当部署 電話番号 

水道水 水道部 341－0430 

その他問い合わせ先 

問い合わせ  担当部署 電話番号 

健康 健康推進課 366－7486 

平成30年4月から12月の水道水の放射性物質
検査において、放射性物質（セシウム134・
137）は検出されませんでした。 

 
 大気環境情報  
 松戸市では、「光化学スモッグの注意報
等」および「微小粒子状物質(PM2.5)の注
意喚起」の周知を防災無線・安全安心メー
ル・公式ツイッター等で行います。 
 また、千葉県は毎日の大気環境情報を公
開しています。 
 下記サービスにて情報を受信できますの
でご利用ください。 

問：環境保全課☎047-366-7337 

ちば大気環境メール 

松戸市安全安心メール 

千葉県大気環境情報 

松戸市公式Twitter 

市産農作物・流通食品 

放射能関連情報 

ニュース 
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