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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。
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新型コロナウイルス感染症の対策

感染症予防のため中止が決定したイベント
日程 イベント名 問い合わせ

2/26(水) 松戸スタートアップオフィス起業・創業セミナー 商工振興課企業立地担当室☎047-711-6377

2/28(金)
第1回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画
整理審議会【延期・後日開催予定】

街づくり課区画整理担当室☎047-366-7375

2/29(土)
アートパフォーマンスまつり（芸術祭） 青少年会館☎047-344-8556

MATSUDOING2050～わたしたちがつくる！
まつどのみらい～第6回ワークショップ

財産活用課☎047-366-7316

3/ 1(日)

松戸子育てフェスティバル2020 子育て支援課☎047-366-7347

犬のしつけ教室 環境保全課環境衛生係☎047-366-7336

松戸市消防音楽隊定期演奏会 消防総務課☎047-363-1116

3/ 4(水)

松戸スタートアップオフィス 創業者向け資金調達
セミナー

商工振興課企業立地担当室☎047-711-6377

マンション管理相談会 住宅政策課☎047-366-7366

新型コロナウイルス感染症予防のためには、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様
に一人一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。基本的な感染症対策
に努めていただくようお願いいたします。

次の症状がある人は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください
●風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）

●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※高齢者、基礎疾患がある人、透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人は
重症化しやすいため、上記のいずれかの症状が2日程度続く場合はご相談ください。

※妊娠している人は、念のため、重症化しやすい人と同様に早めにご相談ください。
帰国者・接触者相談センター
松戸保健所☎047-361-2140（平日9時～17時）
千葉県電話相談受付☎043-223-2989（土・日曜、祝日9時～17時）
松戸保健所コールセンター☎047-361-2139（17時～翌朝9時）

●21世紀の森と広場パークセンターの講座●生涯学習推進課主催の各講
座●青少年会館 青年講座・青少年教室●図書館のおはなし会●市立博物
館の催し物●市民会館プラネタリウム室 一般投影・星空観望会●古民家
「旧齋藤邸」で行われるイベント●総合医療センター 健康教室・緩和ケ
ア教室●東松戸病院 健康塾

最新の情報は市ホーム
ページをご覧ください

下記のイベントは2月・3月は全て中止です。



表は水曜日
朝 更新
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※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

3/1 日

内科 まつど内科 松戸1834-15 キュービック松戸ビル２階 047-308-6121

内科 脇坂内科クリニック 馬橋1770-1-1階 047-700-5572

整形外科 上本郷レディース整形外科 上本郷2672-9 上本郷駅ビル1階 047-308-6600

②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター ※外科系は待機病院へ

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

2/26 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

2/27 木 東葛クリニック病院 市立総合医療センター 五香病院

2/28 金 千葉西総合病院 千葉西総合病院 山本病院

2/29 土 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

3/ 1 日 新東京病院 千葉西総合病院 千葉西総合病院

3/ 2 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院

3/ 3 火 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

※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

2/29 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/ 1 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 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年度から令和元年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。

令和元年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 保育課 366－7351 

学校給食 保健体育課 366－7459

平成31年1月から令和元年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31年1月から令和元年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
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