
新型コロナウイルス感染症
一人一人の予防と拡大防止対策が大切です

最新の情報はホームページをご覧ください

厚生労働省
ホームページ

千葉県
ホームページ

市ホームページ

　政府の専門家会議の分析・提言を受け、松戸市感染症対策本部では、近隣地域
の感染状況を踏まえて感染拡大防止の対策を継続していくことを決定しました。4
月以降の市主催のイベントの開催や市の公共施設の利用再開については、市が独
自に作成したチェックシートを用いて十分に検討を行い、慎重に判断していきます。
　市民の皆さんには引き続き、手洗い・咳

せ き

エチケットの徹底や集団感染のリスクを
避けるなど、感染予防に取り組んでいただくようお願いします。

　新型コロナウイルスへの対策として、クラスター
（集団）の発生を防止することが重要です。
　イベントや会合・集会などを行うときは、3つの「密」
が重ならないようにご注意ください。

※3つの条件の他、共同で使う物品には
　消毒などを行ってください。

※首相官邸ホームページ「『密』を避けて外出しましょう（チラシ）」（ https://www.kantei.go.jp/jp/content/000061234.pdf）、
　「手洗い（チラシ）」（ https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059529.pdf）をもとに市が作成

3つの「密」を
避けましょう！ 

正しい手の洗い方で感染予防を

　新型コロナウイルスに関すること、感染の予防に関すること、心配な症状が出たときの対応などをご相談ください。
☎ 710－4107〔8時 30分～
17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕

松戸市新型コロナウイルス感染症相談専用ダイヤルを開設しました

①風邪の症状や37.5度以上の発熱が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も含む）
②強いだるさ（倦

けんたい
怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

※高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患の基礎疾患がある人、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、①②のどちらか1つの症状がみられる場合はすぐにご相談ください。

※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。
※子どもに関しては、現時点で重症化しやすいとの報告はありませんが、上記の目安どおりの対応をお願いします。

☎361－2140〔9時～17時
（土・日曜、祝・休日を除く）〕
※上記がつながらない時間は
☎0570－200－613へ

以下の①②どちらか1つに該当する場合は帰国者・接触者相談センターへ

　ドアノブや電車のつり革などさまざまなものに触れると、自分の手にウイルス
が付着する可能性があります。
外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに手を洗いましょう。

3つの条件がそろう場所が
クラスター（集団）
発生のリスクが

高い！

換気の悪い密閉空間

多数が集まる密集場所
間近で会話や発声をする
密接場面

❶
流水でよく手をぬらし
た後、石けんをつけ、手
をよくこすります。

❷
手の甲をのばすように
こすります。

❸
指先・爪の間を念入りに
こすります。

❹
指の間を洗います。

❺
親指と手のひらを
ねじり洗いします。

❻
手首も忘れずに洗います。

正しい手の洗い方

手洗いの前に
◦爪は短く切っておきましょう
◦時計や指輪は外しておきましょう

手洗いの後は
◦十分に水で流しましょう
◦清潔なタオルやペーパータオルで
よく拭き取って乾かしましょう

2面にも新型コロナウィルス感染症関連情報
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●市営水道料金と下水道使用料がLINE Payでも
●手話の普及にご協力ください
●集団乳がん検診のご案内
●消費者月間教室
●「松戸ナンバー」5月11日㈪交付開始



新設した組織
● 地域共生課（市役所別館4階）: 複合化する地域の課題
を年齢や分野などで区別することなく、切れ目・境の
ない対応がとれる仕組みを構築するため

● 消防局警防課指令センター担当室 : 千葉北西部消防指
令センターの受信地域拡大に対応するため
廃止した組織
● クリーンセンター : 焼却施設の稼働停止のため　
　※業務は廃棄物対策課清掃施設担当室に移管します。
● 健康福祉政策課プレミアム付商品券事業担当室 : 事業
終了のため

　国民健康保険（国保）の資格変更は自動的に行われません。会社に就職または退職した
人は14日以内に届け出てください。

会社に就職した人は、国保喪失の届け出を
　届け出をしないと国保の保険料の請求が続き、未納の場合は督促状・催告書が送付され
ます。
届出場所同課または各支所
持ち物国保の保険証と職場の健康保険証（未発行の場合は、加入したことを証明する物）

会社を退職した人は、国保加入の届け出を
　職場の健康保険をやめて無保険になった場合は、国保に加入する届け出が必要です。
届出場所同課または各支所
持ち物今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類（運転免許証など）、
マイナンバーが分かる物
届け出が不要の人任意継続保険に加入している人、社会保険の被扶養者、後期高齢者医療
制度の対象となる人、生活保護を受けている人

対象離職時の年齢が65歳未満で、次のいずれかに該当する失業等給付を受けている人
●雇用保険の特定受給資格者（倒産、事業主都合の解雇などによる離職）
●雇用保険の特定理由離職者　※共に雇用保険受給資格者証に記載された離職理由の番
号が11・12・21～23・31～34である場合。
軽減内容前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料・高額療養費等の所得区
分を算定　※給与所得以外の所得がある場合は、別途合算して算定します。
軽減期間離職日の翌日が属する年度から、翌年度末まで（最長2年間）
 公共職業安定所（ハローワーク）から交付された雇用保険受給資格者証、国民健康保険証

（新規加入の場合は不要）、認め印を持って同課へ

市役所の組織を見直しました 就職・退職したら就職・退職したら
国民健康保険の資格変更手続きを国民健康保険の資格変更手続きを

問国民健康保険課コールセンター☎712－0141

リストラなど非自発的失業者の
国民健康保険料等の軽減措国民健康保険料等の軽減措置置  要申込

問行政経営課☎366－7311

問国民健康保険課コールセンター☎712－0141

　子育て支援課児童給付担当室は、4月6日㈪から、
市役所新館7階から9階に移転します。
問財産活用課☎ 366－7316

　ごみ集積所にごみを捨てることが難しい世帯を戸別
に訪問し、ごみを収集します。
対象次のいずれかに該当する人で構成され、同居人やヘ
ルパーなど他の人の協力を得られない世帯
●介護保険の要介護認定を受けている
●身体障害者手帳1級・2級で肢体不自由または視覚障
害があるなど
収集方法
　自宅の敷地内（共同住宅の場合は玄関を出た先の共用部
分）に設置した蓋

ふた

付きごみ箱に、正しく分別されたごみを、
週1回決められた曜日に収集します。
※ごみ箱の購入は自己負担となります。
※詳細はお問い合わせください。
問環境業務課指導係☎366－7333

家庭ごみ訪問収集事業を
ご利用ください

市民税・県民税の申告は、できる限り郵送で

中小企業者への支援情報

市営水道料金・下水道使用料の支払いや
納税についてのご相談

申告期限4月16日㈭〔郵送の場合は消印有効〕
　申告期限が延長され、市役所市民税課で受け付けて
いますが、できる限り郵送での申告をお願いします。　
※所得税の確定申告の相談は、税務署で受け付けます。
問市民税課☎366－7322

　以下の施設は4月より利用を再開します。ただし、今後
の感染拡大の状況により、再度利用中止になる場合があ
ります。最新の情報は市ホームページをご覧ください。

　上記以外の3月に利用中止していた施設や、3月に中止
していたイベントは、4月も当分の間中止しますが、今後
再開される可能性があります。最新の情報は市ホームペー
ジをご覧ください。

　不足する授業時間の確保や感染予防のため、
学校行事の一部は縮小・中止・延期などの対応
を行います。詳細は市ホームページをご覧くだ
さい。

　市役所市民課の混雑による感染リスク回避のため、同課窓口に加えて2支
所を臨時開設します。
開設時間9時～17時　主な取扱業務●転入、転出、市内転居の届け出●印鑑
登録の受け付け●戸籍届け出の預かり●住民票、戸籍謄抄本、印鑑登録証明
書の発行など
※他市町村や関係機関に確認が必要な手続きなど、一部取り扱いできない業
務があります。詳細はお問い合わせください。　※他の支所は開設しません。
問市民課☎366－7340、常盤平支所☎387－2131、新松戸支所☎343－5111

　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業
者に対し、国・県などによる各相談窓口の開設、金融支
援、雇用調整助成金などの支援があります。詳細は市
ホームページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、料金の支払いや市税の納付
が困難な場合は、各担当課へご相談ください。
問市営水道について水道部総務課☎341－0430、下水道について下水道
　経営課☎366－7394、納税について債権管理課☎704－4004

　住民票などの証明書の申請や転出届など、各種手続
きの中には郵送・インターネット・コンビニエンスス
トアでできる手続きもあります。
　詳細は、各手続きのお問い合わせ先にご確認いただ
くか、市ホームページをご覧ください。

窓口に行かずにできる手続きもあります公共施設の利用を一部再開します

4月5日㈰に市民課窓口・常盤平支所・
新松戸支所を臨時開設します

ジ 覧く さ 。

市立小・中・高等学校は4月から再開します

新型コロナウイルス感染症関連情報

利用を再開した施設（3月26日現在）
●市立博物館(展示のみ)●戸定歴史館・戸定邸
●古民家「旧齋藤邸」(見学のみ)
●市民交流会館屋外運動場・3on3コート
●まつど市民活動サポートセンター印刷室

市ホームページ
「臨時休校終了
後の対応」

市ホームページ
「中止・延期にな
ったイベント等」

市ホームページ
「中小企業者への
支援情報」

市ホームページ
「窓口に行かずに
できる手続き」

市ホームページ
「申告期限延長の
お知らせ」

市ホームページ
「公共施設の利用中止・

利用再開情報」
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●広報まつど　2020（令和2）年4月1日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。



市などからのお知らせをお伝えするコーナーです。 協働は協働事業です。
日…日時、日程　会…会場　内…内容　講…講師　対…対象　定…定員　持…持ち物　
費…費用（記載がないものは無料）　申…申し込み先　問…問い合わせ先

掲 示 板
お知らせ

クリーンセンター内スポーツ施設の専用
使用料を納付する際は、本人確認（運転
免許証・マイナンバーカード・健康保険
証など)が必要です
問廃棄物対策課清掃施設担当室クリーン
センター体育事務室☎385－7100

文化ホール（展示）の使用受け付け
日4/8㈬10時30分から会同ホール
使用期間 7月～9月区画の種類市民ホール
（300㎡）、ギャラリー1～3（各150㎡）持使
用料、社会教育関係団体登録証（該当団
体のみ）問生涯学習推進課☎367－7810

ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸
「抱っこd

で

eシネマ」のチケットプレゼント
　赤ちゃんと一緒に鑑賞できる特別上映
に招待します対市内在住・在勤の3歳未
満の子どもの保護者申4/20㈪〔消印有
効〕までに、はがきに郵便番号・住所・氏
名・子どもの年齢・4月のキーワード「ベ
ビーベッド」を記入して、〒105－0021東
京都港区東新橋2の16の1ルーシスビル
㈱シネブリッジ「抱っこdeシネマチケット
プレゼント係」へ　※新型コロナウイルス
感染症対策で、現在特別上映を中止して
います。当選者への対応は
市ホームページをご覧くださ
い問子ども政策課☎704－
4007

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出
縦覧・意見書提出期限 6/18㈭縦覧場所商工
振興課 対象店舗アトレ松戸問同課☎711
－6377

河川愛護モニター募集
委嘱期間 7/1㈬から2年間活動内容江戸
川・坂川の情報を月1回以上報告
応募資格 河川からおおむね5km以内に
居住している20歳以上手当実費程度
申5/18㈪〔必着〕までに、郵送または
FAXで〒278－0005野田市宮崎134　
江戸川河川事務所管理課 04－7125
－0679（☎04－7125－7319）へ

介護相談員を募集
任期7月～2023（令和5）年6月業務内容
介護保険サービス提供施設などへの訪問
（月4回）・活動報告書の提出・毎月第1
月曜開催の連絡会への出席・6/30㈫～
7/3㈮、9/11㈮開催の養成研修への参
加対介護保険事業関係者以外の市内在
住者募集人数若干名報酬施設訪問1回に
つき3,000円（交通費を含む）選考書類、
面接申4/24㈮〔必着〕までに、履歴書と応
募の動機（800字以内）を直接または郵送で
〒271－8588松戸市役所　介護保険課
給付班へ　※応募書類は返却不可
事前説明会日4/16㈭10時～11時会市
役所9階会議室定先着20人申電話で同
課同班☎366－7067へ

緑推進委員会委員募集
任期 7月～2022（令和4）年6月応募資格
市内在住で平日の会議（年6回程度）に参
加できる人定6人（レポートを元に選考）
申5/7㈭〔消印有効〕までに、直接または
郵送で住所・氏名・年齢・性別・電話番
号・みどりのある暮らしについてのレポー
ト（1,000字程度）を記入して、〒271－
8588松戸市役所　みどりと花の課（☎
366－7378）へ

（公財）松戸市国際交流協会賛助会員募集
年会費日本人3,000円、外国人1,000円
（団体・学生・家族会員あり）申直接同協
会（☎366－7310）へ　※通訳・翻訳ボラ
ンティアなどの登録も受け付けています

2020（令和2）年度前期技能検定
受付期間 4/6㈪～17㈮ 職種機械加工、
造園など51職種80作業　※詳細はお問
い合わせください問千葉県職業能力開
発協会技能検定課☎043－296－1150

2020（令和2）年度①労働基準監督官
②国税専門官募集
申4/8㈬までに、人事院ホームページで
※詳細はお問い合わせください問①千
葉労働局労働基準部監督課☎043－
221－2304②松戸税務署総務課☎363
－1171（内線205）

千葉県動物愛護センター東葛飾支所を
ご利用ください
内犬のしつけ方教室、ペットの飼い方講
座、一般譲渡会、子猫の一時飼養ボラン
ティア講習会問同センター同支所☎04
－7191－0050

4月の松戸競輪開催日程
本場開催25㈯～27㈪（FⅠナイター・ガー
ルズケイリン）場外開催 2㈭～5㈰高知記
念（GⅢ）、9㈭～12㈰平塚記念（GⅢ）、
10㈮～12㈰奈良（FⅠナイター）・いわき
（FⅡナイター）、13㈪～15㈬豊橋（FⅠ）・
久留米（FⅠナイター）・弥彦（FⅡナイター）、
16㈭～19㈰西武園記念（GⅢ）、17㈮～
19㈰千葉（FⅡ）、23㈭～26㈰武雄記念
（GⅢ）、25㈯～27㈪弥彦（FⅠ）問公営競
技事務所☎362－2181

講座・講演・催し

たけのこ掘り農園（新作）が開園
期間4/10㈮～30㈭費1kg当たり600円
申電話で斎藤農園（松戸市都市農業振興
協議会）☎362－5042（19時～21時）へ

花づくり体験講座〔全5回〕
日 4/28㈫、5/12㈫・26㈫、6/9㈫・23
㈫各10時～11時30分会金ケ作育

い く び ょ う ほ

苗圃
内草花の種まき、鉢上げ、植え付けなど
の実習講松戸花壇づくりネットワーク
会員他定先着20人費150円申4/10㈮
までに、電話でみどりと花の課☎366－
7378へ

福祉のしごと就職フェア in ちば
日4/29㈷13時～16時（12時開場）会京
成ホテルミラマーレ（千葉市）内就職面談
問（社福）千葉県社会福祉協議会千葉県
福祉人材センター☎043－222－1294

外国人初級日本語教室（1学期）
日5/7㈭～7/15㈬の週1回費1,000円
（別途年会費1,000円）申
4/6㈪から、直接（公財）松
戸市国際交流協会（☎366
－7310）へ　※詳細は同
協会ホームページで

まつど市民活動サポートセンターの催し
①法人運営ノウハウシリーズ「忘れて
ませんか？貸借対照表の公開～NPO
法改正と総会の準備～」
②パソコンスキルアップシリーズ「はじめ
てのオンライン会議～ツールの基本を
学ぶ～」
日①4/11㈯14時～16時②4/25㈯10
時～12時会同センター講①NPOまつど
NPO協議会副理事長・小熊浩典氏②同
センター長対ボランティア団体やNPOの
運営に関わっている人定各先着15人申
電話またはEメールで同センター☎365－
5522、 hai_saposen@matsudo-sc.
comへ

NPO・市民活動よろず相談室「チーム力
がぐっと上がる年間計画の作り方～新
しいミーティングの方法を学ぶ～」
日4/22㈬10時～12時会新松戸市民活
動支援コーナー講まつど市民活動サポー
トセンター長対ボランティア団体やNPO
の運営に関わっている人定先着15人申
電話またはEメールで同センター☎365－
5522、 hai_saposen@matsudo-sc.
comへ

会議

教育委員会会議
日4/9㈭14時から会京葉ガスF松戸ビル
5階会議室（傍聴は13時30分から受け付
け）問教育企画課☎366－7455

環境審議会
日4/17㈮14時から会市役所新館5階市
民サロン　※新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、傍聴については未定
です。詳細はお問い合わせください問環
境政策課☎366－7089

　スマートフォンのLINEアプリ内の決済機能「LINE Pay」で、市営
水道料金と下水道使用料が支払えるようになりました。　
※事前にLINE Payへの利用登録とチャージが必要です。　

利用方法  
①「ウォレット」タブ内の「請求書支払」をタップ
②起動したコードリーダーで納付書のバーコードを
　読み込む
③内容を確認して支払う
※詳細はLINE Payホームページをご覧ください。
注意事項  
●一度に支払いできる限度額は49,999円です●バーコードのない
納付書や納期限（使用期限）を過ぎた納付書は使えません●領収書
は発行されません（領収書が必要な場合は、金融機関・コンビニエ
ンスストアで支払ってください）●タブレット・パソコン・フィー
チャーホン（ガラケー）では、LINE Payでの支払いはできません
●LINE Payでの支払いと納付書での支払いの二重
納付にご注意ください
※市営水道の給水区域は、市ホームページをご覧
　ください。

時間10時～15時　
対象地域郵便番号が「270」で始まる
地区（稔台、稔台1～8丁目、和名ケ
谷、紙敷、紙敷1～3丁目、東松戸1
～4丁目、高塚新田、秋山、秋山1～
3丁目、大橋、仲井町1～3丁目、松
戸新田、野菊野を除く）
※上記以外の地域は来年度に実施。
持ち物はかり、申請書、手数料

市営水道料金と下水道使用料が
L
ラ イ ン

INE P
ペ イ

ayで支払い可能に！

商取引証明用の計量器定期検査商取引証明用の計量器定期検査
※家庭用はかりの無料検査も同時実施します。※家庭用はかりの無料検査も同時実施します。

問消費生活課計量担当☎366－7329

日程 検査会場
4/21 ㈫ 青少年会館
5/12 ㈫ 小金原体育館
5/19 ㈫・20㈬ 六実支所
5/25 ㈪ 小金北市民センター
6/  2 ㈫～ 4 ㈭ 常盤平市民センター
6/  8 ㈪ 小金市民センター
6/16 ㈫・17㈬ 市役所計量検査室

問水道部総務課☎341－0430、下水道経営課☎366－7394
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため3月3日㈫から一時休業したまま、
3月22日㈰に営業を終了しました。このため回数券を払い戻します。　
※1人当たりの払い戻し枚数には限度があります。
受付期間4月7日㈫～9月30日㈬　
持ち物回数券、口座情報（金融機関名・口座番号・口座名義など）、認め印　
手続き方法本人が同センター同事務室へ　
※未成年の場合は保護者が手続きをしてください。　
※詳細はお問い合わせください。

クリーンセンター温水プール回数券をクリーンセンター温水プール回数券を
払い戻します払い戻します 問同センター体育事務室☎385－7100

同協会
ホームページ

LINE Pay
ホームページ

市ホームページ

市ホームページ
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詳細は、各記事の問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。



補助額修繕工事費用の20%（上限500,000円）
受付期間11月30日㈪まで
対象住宅市が発行した罹

り さ い

災証明書の判定結果が「半壊」または「一部損
壊」である住宅
対象工事屋根や外壁などの修繕工事で、2019（令和元）年9月9日㈪以
降に着手した工事（既に完了したものを含む）
対象者自らが居住する対象住宅の修繕工事費用を負担す
る人（既にこの補助金や同趣旨の補助金の交付を受けて
いないこと、市税の滞納がないなどの条件があります）
※詳細は建築指導課（☎366－7368）にお問い合わせ
　または市ホームページをご覧ください。

2019（令和元）年台風第15号・19号
10月25日の大雨による被災住宅の
修繕工事費用の20%を補助します

市ホームページ

春の全国交通安全運動

手話の普及にご協力ください

聴覚障害の支援に関する講座 要申込

4月6日㈪～15日㈬は 春の全国交通安全運動期間
4月10日㈮は 交通事故死ゼロを目指す日
スローガン 見過ごすな　信じて挙げた　小さな手
重点目標

1.子供をはじめとする歩行者の安全の確保
2.高齢運転者などの安全運転の励行
3.飲酒運転などの危険運転の防止
4.自転車の安全利用の推進

　入園・入学のこの時期は、子どもの交通事故の増加が懸念されます。
また、依然として高齢者が関係する死亡事故の割合が高く、特に歩行中
の事故が多く発生しています。
　交通事故防止のため、一人一人が交通ルールを守り、正しい交通マ
ナーを実践しましょう。
問松戸警察署☎369－0110、松戸東警察署☎349－0110、市民安全課
　☎366－7341

　市は、2019（令和元）年12月25日に「松戸市手話言語条例」を制定し
ました。
　手話は、手指の動きや顔の表情で視覚的に表現する言語ですが、これ
まで手話が「言語」であることがあまり認識されていませんでした。そのた
め、条例により手話が言語であることを明確にし、誰もが手話でコミュニ
ケーションを図る権利を尊重するよう定めました。
　この条例に基づき、市は手話を利用しやすい環境を整備し、手話の普
及と理解の促進に取り組んでいきます。

①手話奉仕員養成講座（後期）〔全27回〕
5月19日から12月1日までの火曜14時～16時（9月22日、11月3日を
除く。初日は13時30分から）　内容手話を学び、聴覚障害者に関する福祉の
理解と認識を深める　対象同講座（前期）修了者
定員25人程度（抽選）　持ち物前期のテキスト（ない場合は要購入）　
費用無料

②聞こえのサポーター講座〔全4回〕
6月1日㈪・8日㈪・15日㈪・22日㈪各18時～20時　内容筆談技術を学ぶ
対象市内在住・在勤　 定員20人程度（抽選）　費用無料

共通 会場ふれあい22　※手話通訳・要約筆記はつきません。
4月①15日㈬②22日㈬〔消印有効 〕までに、はがきに住所・氏名（ふり

がな）・年齢・職業・電話番号・FAX番号を記入して、〒271－8588松戸市
役所　障害福祉課（☎366－7348、 366－7613）へ

問障害福祉課☎366－7348、 366－7613

おはようございます

よろしくおねがいします

こんにちは

ありがとう

右手のこぶしを鼻につけ、前に下げな
がら手を開く。こぶしを鼻につける「よ
い」と、手を下げる「お願い」で「よろし
くお願いします」となります。

右手でこぶしを作り、こめかみの
あたりにあててから、下ろします。

右手の人差し指と中指を立て、
人差し指側をひたいにあてます。

右手の小指側を下にして垂直に
あげます。

手話を使ってみよう

横から
みたとき

手話は言語です

チーバくん

①住宅用省エネルギー設備設置費補助金
対象4月1日㈬から2021（令和3）年3月10日㈬の間に、未使用の補助対象
設備を購入して設置または未使用の補助対象設備が設置された住宅を購入
し引き渡しを受けた市内在住の個人
②省エネルギー住宅等普及促進事業費補助金
対象市内に自ら居住するゼロエネルギー住宅等を購入・改修等した個人
③クリーンエネルギー自動車導入補助金
対象クリーンエネルギー自動車を新規に購入・リースした市内在住の個人ま
たは市内事業所で事業を営んでいる事業者
④事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金
対象事業用省エネルギー設備等の導入を行う市内の事業者

共通 申請期限2021（令和3）年3月①10日㈬②③④31日㈬〔必着 〕　
※各種要件あり。予算額に達し次第終了。　
申請場所環境政策課（支所などでは受け付けできません）　
※詳細は、同課・各支所・市ホームページで入手できるパンフ
レット・申請書などをご覧ください。

省エネに関する補助金を
ご活用ください

問環境政策課☎366－7089

対象者市に住民登録があり、市税の滞納がないな
どの条件を満たす人
対象手術飼い主のいない市内の猫に対して、市が
指定する動物病院で今年度に行う不妊・去勢手術
補助限度額オス5,000円、メス9,000円（妊娠中
10,000円）　
※1人につき年度内に10件まで。　※予算額に達し次第終了。

2021（令和3）年3月30日㈫までに、申請書に必要書類を添付して、
直接環境保全課環境衛生係（☎366－7336）へ
※申請書の様式が変わりました。従来の申請書は使用できません。
※申請書は同課同係で配布する他、市ホームページでダウンロードできま
　す。

不妊・去勢手術をするため飼い主のいない猫を捕獲
する際に、保護器を貸し出します　
　貸し出しには条件があります。詳細は同課同係にお問い合わせくだ
さい。

飼い主のいない猫の不妊・去勢
手術費用を補助します 要申込

市ホームページ
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。



シニアのための転倒予防教室（本庁地区）要申込  
4月から9月までの第4金曜14時～15時　会場ゆうまつど　
対象医師から運動を制限されていないおおむね65歳以上　
定員30人程度（抽選、本庁地区在住の初参加者優先）　費用無料

4月10日㈮までに、電話で本庁高齢者いきいき安心センター
☎363－6823へ

シニアのための転倒予防教室（本庁・矢切地区）
要申込  
4月から2021（令和3）年3月までの第4木曜14時～15時　
会場柿ノ木台公園体育館（7月以降は二十世紀が丘市民センター）　
対象医師から運動を制限されていないおおむね65歳以上　
定員先着30人程度　費用無料
 電話で矢切高齢者いきいき安心センター☎710－6025へ

ゆっくりプログラム（体操） 要申込  
4月から2021（令和3）年3月までの第2金曜11時～12時　
会場キテミテマツド10階アジアンフードガーデン　
対象医師から運動を制限されていないおおむね65歳以上　
定員25人（抽選）　費用無料
 電話で本庁高齢者いきいき安心センター☎363－6823へ

まつど健康マイレージ付与 …

集団乳がん検診のご案内  
問健康推進課☎366－7487

実施時期5月～7月　
対象市に住民登録があり、2021（令和3）年3月31日時点で下表の年齢に該当する女性　
持ち物共通受診券（きみどり色）または特定健康診査等受診券（きみどり色）　※受診券がな
い場合は健康推進課にお問い合わせください。　
費用下表のとおり（ただし、次のいずれかに該当する人は無料◦75歳以上◦後期高齢者医療
被保険者◦生活保護世帯◦市民税非課税世帯）　
注意事項◦2019（令和元）年度に同集団検診を受診した人には、3月下旬に日程通知を送付
していますので申し込み不要です◦4月以降に医療機関で市の乳がん検診を受けた人は受診
できません◦会場や曜日の希望に沿えない場合があります

検査内容 エコー マンモグラフィ
（2方向撮影）

マンモグラフィ
（1方向撮影）

対象年齢 30・32・34～39歳と
40歳代の奇数年齢

40歳代の
偶数年齢

50歳以上の
偶数年齢

実
施
会
場

中央保健福祉センター
（土曜あり） ○ ○ ○

常盤平保健福祉センター ○ ○ ○
小金保健福祉センター ○ ○ ○
新松戸市民センター ○ ○ ○
東部スポーツパーク － ○ ○
六実市民センター別館 － ○ ○
小金原市民センター － － ○
総合福祉会館 － － ○

費用 400円 700円 400円

 4月8日㈬から30日㈭の間に、次の
いずれかの方法で◦市役所・各支所
の市民健康相談室で直接（土・日曜、
祝日を除く）◦電話で健康推進課☎
366－7487へ（土・日曜、祝日を除く）
◦ちば電子申請サービスで◦はがき（封書可・消印
有効）に郵便番号・住所・氏名・生年月日・年齢・電
話番号・登録番号（共通受診券に記載された8桁以
内の番号）・検査名（以下のA～Dに該当する人は該
当項目を記入）・希望会場・土曜希望の有無（中央保
健福祉センターのみ）・検査中の子どもの見守りの希
望の有無（平日のエコーのみ）を記入して、〒271－
0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課「集団乳が
ん検診担当」へ
※検査日から1年以内に胸・脇・肩などを手術した人

は、集団検診でマンモグラフィを受診することが
できません。医療機関にご相談ください。

※次のいずれかに該当する40歳以上の人はマンモ
グラフィを受診できませんが、エコーを受診できま
す。申し込みの際に該当事項を記入してください。
A妊娠中または妊娠している可能性があるB出
産後1年以内または授乳中Cシリコンなどを使用
した豊胸術を受けた D 胸部に医療精密機器を挿
入している

※左表以外の年齢の人は市の乳がん検診を受診で
きません。ただし、31歳・33歳・50歳以上の奇数
年齢の人で2019（令和元）年度の市の乳がん検
診を未受診の場合は、受診することができます。
希望する場合は4月15日㈬以降に、健康推進課に
お申し込みください。集団乳がん検診を希望する
場合は、お申し込みの際にお申し出ください。

甲状腺超音波検査の実施と費用の一部
助成 

検査日時4月～2021（令和3）年3月の検査予約が可能な日時　
検査機関新松戸中央総合病院（JR新松戸駅下車）　
対象次の全てに該当する人
◦1992（平成4）年4月2日～2011（平成23）年4月1日生まれ
◦福島第一原子力発電所事故当時と検査日に市に住民登録がある
◦検査日時点で自覚症状がない
◦昨年度に同検査を受けていない
※医師による結果説明は別途要予約。
定員先着112人　
費用 検査4,400円 結果説明 3,110円　
助成額 検査 2,000円 結果説明1,000円　※生活保護受給世帯や市民税
非課税世帯などは 検査 4,000円 結果説明 2,000円。

2021（令和3）年1月29日㈮までに、申込書兼同意書を直接
健康推進課（☎366－7486）へ
※申込書兼同意書は、各保健福祉センター と市役所・各支

所の市民健康相談室で配布する他、市ホームページでダ
ウンロードできます。

2020（令和2）年度から助成額の償還払いが始まります
　甲状腺外来のある医療機関や、専門医が検査を実施する医療機
関などで検査を受けた場合に対象となります。詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。

市ホームページ

2020（令和2）年度から乳がん検診が変わります
◦50歳以上の人は、2年に1回（偶数年齢の年度）のマンモグラフィ（1方向撮影）に
　なります。
◦40歳代の偶数年齢の人は、マンモグラフィ（2方向撮影）になります。
◦エコーの対象年齢が拡大され、30・32・34歳の人も対象になります。
◦視触診が廃止になります。

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

休日土曜日夜間歯科診療所（20時～23時）
竹ケ花45の53衛生会館2階 ☎365－3430

夜間小児急病センター（18時～23時）
千駄堀993の1 ☎712－2513

JR
武
蔵
野
線

JR常
磐
線 国

道
6号

県立松戸高校
北松戸駅

運動公園

新京成線

旧市立病院

八柱駅

みのり台
駅

千駄堀隧道

総合医療センター

新八柱駅

夜間小児急病
センター

※ 総合医療センターの救
命救急センター側入口
から入ってください。

☎366−0010
テレホン案内サービス

平日16時30分〜翌日9時
休日と土曜 9時〜翌日9時

※当日案内への切り替えを毎朝８時45分～９時の
間に実施。 〔当日の医療機関（待機病院、休日在
宅当直医、夜間小児急病センター、休日土曜日夜
間歯科診療所等）を案内〕

ちば電子申請
サービス
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詳細は、各記事の問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。



◆春のハワイアンカーニバル
4/19㈰13:00　問マハロ・クラ
ブ・神崎☎04－7175－1770

◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月
例会） ★
4/22㈬13:55　問鈴木☎343
－6631

◆アンジュルム コンサートツアー
2020春 LOCK ON！ ROCK ON！ 
4/11㈯ 15:00、18:30　会場大
ホール　費用全席指定7,500円
（一般席・ファミリー席）　※3歳
以下膝上1人無料　※4歳以上
有料　※ファミリー席は着席観
覧。大人のみの観覧可。チケッ
トは1人1枚必要
◆楽しく歌おう！日本の歌 in 松戸
4/21㈫14:00　会場小ホール
費用全席自由1,500円　※未就
学児入場不可

◆創立40周年記念 松戸シティ
フィルハーモニー管弦楽団 ファ
ミリーコンサート
4/26㈰14:00　会場大ホール
費用全席自由900円（前売り
800円）　※高校生以下と60歳
以上は500円（当日券のみ）　※
未就学児は親子室にご案内
◆ S

ソ ナ ー

onar P
ポ ケ ッ ト

ocket全 国ツアー
2020「あなたが最後のo

ワ ン

neピー
ス」
6/19㈮18:30　会場大ホール
費用全席指定6,800円　※3歳
以上有料　※3歳未満入場不可
◆21世紀オーケストラ特別公演
in 松戸2020
6/20㈯14:00　会場小ホール
費用全席自由2,500円、 学生
2,000円（前売りは共に500円引
き）　※小学生以上有料　※未就
学児は親子室にご案内

4/1号では「スポーツ」コーナーの
掲載はありません

さだまさしコンサートツアー2020  
存在理由～存在理由～RR

レ ゾ ン

aisonaison  dd
デ ー ト ル

'être'être～～
5月29日㈮18時 会場森のホール21大ホール　費用全席指定8,800円（一般席・車椅子席）
※チケット購入後に席の変更はできません。　※未就学児入場不可。
問森のホール21チケットセンター☎384－3331〔10時～19時。月曜休館（祝・休日の場合は 開館し、翌平日休館）〕

森のホール21 チケットセンター
☎384－3331
受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館）
※大・小ホールは森のホール21です。
※完売の場合あり。
※詳細はホームページで。
 https://www.morinohall21.com/

市民劇場
☎368－0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。

市民会館
☎368－1237

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。
※チケットは完売している場合があります。

  森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050
日時 内容（★は有料） 問い合わせ

大
ホ
ー
ル

2㈭ 17:00 松戸六実高校吹奏楽部定期演奏会
同校同部・吉田
☎385－5791

11㈯
15:00 アンジュルム コンサートツアー

2020 春 LOCK ON！ ROCK 
ON！　★

オデッセー☎03－5444
－6966(平日11時～18
時)18:30

25㈯ 17:30 T
テ ィ ー ボ ラ ン

－BOLAN LIVE HEAVEN 
2020 the Best T

ツ ナ グ

SUNAGU ★

Ro-Onチケット☎365－
9960(平 日 10時～18
時、土曜10時～14時)

26㈰ 14:00 松戸シティフィルハーモニー管弦楽団 ファミリーコンサート　★
同楽団・宮城
☎070－4134－1175

29㈷ 14:30 専修大学松戸中学校・高校吹奏楽部記念定期演奏会
同高校・石川
☎362－9101

小
ホ
ー
ル

18㈯ 17:30 谷山浩子 弾き語りコンサート2020 ★

Ro-Onチケット☎365－
9960(平 日 10時～18
時、土曜10時～14時)

21㈫ 14:00 楽しく歌おう！日本の歌 in 松戸 ★
㈱ミラーコロ音楽事務所
☎042－201－3325

今月の相談案内 お気軽にご相談ください　★は昼休みを除く
※相談は全て無料です。閉庁日の相談はありません。

※公益通報者保護法による外部通報の受付・相談窓口は、
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）です。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

家庭児童相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941

消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119

消費生活相談 ㈪～㈮ 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565

福祉まるごと相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00 高齢者支援課☎366－1100

障
害
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

㈪～㈮
8:30～19:00 総合福祉会館（2階）※訪問可

☎308－5028
366－1138

ふれあい相談室
（予約優先） 9:00～17:00 ふれあい22（3階）※訪問可

☎388－6222・6225
388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪～㈮ 9:00～17:00 障害者就業・生活支援センタービック・ハート松戸☎343－8855

障害者虐待防止・
障害者差別相談 ㈪～㈮ 8:30～19:00

障害者虐待防止・障害者差別相談セン
ター（基幹相談支援センターCoCo内）
☎366－8376、 366－1138

高齢者・障害者成年
後見制度相談（予約制）

㈫㈮（祝日の場
合は前日） 9:00～17:00 NPO成年後見センターしぐなるあいず☎702－7868

経営相談（起業を含む）
（予約制） ㈪～㈮ 9:00～17:00 松戸商工会議所会館 松戸商工会議所☎364－3111

若者の就労相談
（予約制） ㈫～㈯ 9:30～17:00 松戸商工会議所別館 まつどサポステ☎703－8301

無料職業
紹介所

65歳以上
㈪～㈮ 9:00～17:00★

（社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館1階）☎365－4712

65歳未満 （社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階）☎366－0077

生活に困っている人の
相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 松戸市自立相談支援センター（市役所本館3階）☎366－0077

就学・教育相談（予約制） ㈪～㈮ 8:30～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600

青少年相談
電話

㈫～㈯ 9:30～17:00 常盤平児童福祉館☎384－7867
来所予約制

いじめ電話相談 ㈪～㈮ 8:30～19:00 ☎703－0602（本人・保護者対象）

ゆうまつど
こころの
相談

女性対象
（予約制）

第1㈪㈭ 14:00～20:00

男女共同参画課（予約・相談専用）
☎363－0505

第2～4㈪㈭ 10:00～16:00 

男性対象
（電話相談） 第1・3㈮ 17:30～20:30

まつど女性就労・両立支援
相談（第2㈭は起業相談も）

㈫㈬㈭
（月末日を除く）10:00～15:00 ゆうまつど（2階）

男女共同参画課
☎364－8778

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

市政相談・一般民事相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00★
市役所本館2階相談
コーナー
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前
※法律相談は、裁判
中や調停中の事件は
相談できません

広報広聴課広聴担
当室
（予約）☎366－1162
（一般民事相談専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相続
等の簡単な法解釈
を要する相談

法律相談（随時予約）
第1㈪   9:00～12:00

第2～4㈪
第1～4㈫㈭ 13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★

行政相談 第2・4㈪   9:30～12:00

外
国
人
相
談

English
Mon, Tue, Wed 13:00～16:00 City Hall main Bld. Level2

☎366－9151
※Telephone consultation in English 
is available within the time on the 
left schedule.
※
※Your information will be strictly 
protected.
※
※その他

ほか

の言
げ ん ご

語については、モバイル
通
つ う や く き

訳機（テレビ電
でん わ つ う や く

話通訳）を利
り よ う

用して相
そうだん

談
できます。

Thu, Fri 10:00～13:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00～13:00

星期四・五 13:00～16:00

Tagalog・Filipino Thu 10:00～13:00

建築士相談（予約優先） 第2㈬   9:00～12:00 市役所本館2階相談コーナー
建築士会相談窓口
☎362－8401

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています

第1㈫
10:00～15:00★

六実支所
行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－ 003－
110（㈪～㈮ 8時
30分～17時15分）

第1㈭ 行政経営課相談コー
ナー

子育て相談 ㈪～㈮
  8:30～17:00 子育て

支援セ
ンター

CMS☎394－5590

チェリッシュ・サポート・システム
☎308－5880

子すずめ☎387－0124

あおば☎387－5456

はなみずき☎710－8070

グレース☎382－6182

風の丘☎375－8447

  8:30～22:00 ドリーム☎070－3935－1230

ひとり親（就労等）相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00★ 子育て支援課☎366－7347

婦人・DV相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00  子ども家庭相談課☎366－3955

6

●広報まつど　2020（令和2）年4月1日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。



●健康体操体験教室（ストレッチ、リズム
体操など）
日4月の㈬9時20分～10時50分会小金
原体育館対50歳以上の女性費各500円
申電話で健康体操さざんか・加藤☎342
－8095へ
●ソフトテニス教室
日 4月～2021（令和3）年3月の①㈫13
時～15時②㈫19時～21時③㈬12時～
14時④⑤㈫⑥㈬⑦㈭⑧㈮⑨㈯各10時～
12時会①④⑦栗ケ沢②⑤⑥⑨金ケ作③
⑧中央各公園庭球場対中学生以上定各
先着40人費1回500円申電話で松戸市
ソフトテニス連盟・塩島☎090－1708－
9990へ
◆健康麻雀
日4月の①22㈬・29㈷②㈭③20㈪・27
㈪④25㈯各12時～17時会①④六実市
民センター②もとやま会館（新京成五香
駅下車）③松飛台市民センター対65歳
以上定各先着20人費各1,000円申電話
でNPOメーク・小

こ が ね や

金谷☎090－6187－
5060へ
●ディスクゴルフ体験会
日4/4㈯13時～15時会千駄堀スポーツ
広場定先着15人問松戸ディスクゴルフ
体験クラブ・新井 arai@jiritsufc.com
◆税理士税務無料相談会
日4/8㈬・23㈭、5/13㈬・28㈭各10時
～15時会松戸商工会議所（松戸駅下車）
申電話で千葉県税理士会松戸支部☎
366－2174へ
●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
日4/8～29の㈬13時30分～17時会日
本棋院松戸生涯学習支部(新京成五香
駅下車）費2,000円申電話で同支部入門
サークル・岩島☎388－3022へ
●諏

す わ み ち

訪道を歩く
日4/9㈭9時30分JR我孫子駅北口改札
前集合、東武野田線豊四季駅解散持弁
当、飲み物費500円申4/5㈰までに、電
話でご近所探訪・地域を学ぶ・村上☎
080－1152－1427へ
◆パソコンお困り解決相談会
日第2～4㈮10時30分～12時30分、
13時30分～15時30分会コミュニティ
サロン胡

く る み

桃（JR新松戸駅下車）定各先着
5人費各800円（会員500円）申電話で
ぱそこん119☎090－4428－8931へ
◆遺言・相続の無料法律相談会
日4/15㈬13時～16時（1人45分）会千
葉県弁護士会松戸支部（松戸駅下車）定
先着20人申4/3㈮10時から、電話で同
支部☎366－6611へ

●歴史散歩「樋野口、古ケ崎の寺社他を
訪ねる」
日4/12㈰13時30分松戸駅集合、16時
30分同駅解散費300円申当日集合場
所で問松戸史談会・松田☎342－1764
（夜間のみ）
●ターゲット・バードゴルフ体験教室
日4/19㈰9時～11時30分会六高台ス
ポーツ広場B問松戸市ターゲット・バード
ゴルフ協会・伊藤☎090－4739－3829
●尺八入門者講習会〔全3回〕
日 4/26㈰、5/17㈰・24㈰ 各 12時～
13時会矢切公民館定先着5人費1,000
円申電話で尺八むつき会・石井☎090－
5755－6867へ
●初心者一輪車教室〔全5回〕
日5/17～6/14の㈰9時30分～12時会
運動公園小体育室対小学生以上定30人
（抽選）申4/15㈬までに、松戸市一輪車
協会ホームページで
●吹

ふ き や

矢体験会
日4/26㈰12時～15時会新松戸市民セ
ンター定先着5人費500円申電話で日本
吹矢検定松戸支部・前野☎080－5380
－1728へ
●詩吟を楽しむ会
日5月の㈭13時～15時会新松戸市民セ
ンター申電話で輝

き り ゅ う か い

龍会・紺野☎090－
1425－0487へ
●春季市民ソフトボール大会
日5/17～6/28の㈰（6/14を除く）8時
30分（5/17㈰は9時）から会古ケ崎ソ
フトボール場他内クラス別トーナメント
市内在住・在勤者で編成するチーム

費一般男子1チーム11,000円、一般女
子1チーム8,000円申4/4㈯18時30分
から、運動公園武道館会議室で問松戸
市ソフトボール協会・鈴木☎345－7912
●バンドとフラの競演“ハワイアンカー
ニバル”
日4/19㈰13時～16時会市民会館問マ
ハロ・クラブ・神崎☎04－7175－1770
助成 外国人の子どもの日本語学習支援
スタッフ養成講座〔全9回〕
日 5/20㈬、6/3㈬・5㈮・12㈮・17㈬、
7/1㈬・8㈬・10㈮・22㈬各13時30分
～16時（初回のみ13時から）会新松戸市
民活動支援コーナー定先着40人申電
話でNPO外国人の子どものための勉強
会・飯野☎090－2940－5814へ
●松の実コーラス定期演奏会
日5/23㈯14時～16時会森のホール21
問同団体・久

く が い

貝☎364－6369

このコーナーは市民団体などからのお知らせです（●マークは社会教育関係団体、助成マークは市民活動助成事業です）
日…日時、日程　会…会場　内…内容　講…講師　対…対象　定…定員　持…持ち物　
費…費用（ …入会金） ※記載がないものは無料　申…申し込み先　問…問い合わせ先

4月9日㈭〔必着〕までに、往復はがきに希望教室名（1人1枚で複数教室可）・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を
記入して、〒271－8588松戸市役所　消費生活課消費者月間教室係（☎366－7329）へ
※定員に満たない場合は4月13日㈪から電話で受け付け。　
※5月①1日㈮④20日㈬以降のキャンセルや当日欠席の場合は費用がかかります。
※②③一時保育あり（6カ月～小学2年生、各先着6人、無料、当選後に要申込）。

教室名 日時 会場 講師 定員（抽選） 持ち物 費用

① 美
お い

味しい紅茶の淹
い

れかた
～英国菓子とともに～

5/8㈮
10:00～13:00 京葉ガスF松戸第2ビル

日本紅茶協会認定シ
ニアティーインストラク
ター・有田由

ゆ み か

美夏氏
20人

筆記用具、
エプロン、
三角巾、布巾

1,000円

② シニア向け！初めてのスマートフォン（アンドロイド端末）教室～不当請求対策編～
5/13㈬
10:00～12:00 ゆうまつど KDDI㈱認定講師 20人 筆記用具 無料

③ もうだまされない！広告・ウェブサイトを見る“チカラ”養成講座
5/15㈮
10:00～12:00 ゆうまつど

（公社）日本広告審査
機構事務局次長・井尻
靖彦氏

40人 筆記用具 無料

④ 天然酵母でパン作り 5/22㈮
10:00～13:00 京葉ガスF松戸第2ビル 松戸市消費者の会 20人

筆記用具、
エプロン、
三角巾、布巾

600円

消費者月間教室
要申込

※今号から「サークルメンバー募集」を
　「会員募集」に名称変更しました。

●松戸市少年少女発明クラブ
日㈯14時30分～16時30分または
㈰10時～12時　※開講式は5/10㈰
会新松戸未来館（JR新松戸駅下車）対
小学3年～中学生定各先着40人費各
年10,000円問難波☎090－5766－
3751
●フォトサークルアイリス
日第3㈯17時～20時 常盤平市民セ
ンター費月1,500円 1,000円問宮本
☎090－4713－7481
●二十世紀が丘ペン習字サークル
日第1を除く㈪10時～12時会二十世
紀が丘市民センター費月2,500円
1,000円問直江☎363－0769
●松戸ブラスオルケスター（吹奏楽）
日㈯17時～21時会青少年会館他対高
校生以上持楽器費月3,000円 1,000
円問本

もとやま

山☎360－2169（夜間のみ）
●心スッキリ☆私にあったお片づけを
見つける会
日第3㈭10時～11時30分会市民会館
持筆記用具費月500円 1,500円問
山
やまさき

﨑☎090－2545－4746（昼間のみ）
●松戸版

はんゆうかい

遊会（木版画）
日第1・3㈯9時～12時会勤労会館他
費月3,000円問土屋☎080－1155－
2041
●日本スポーツウェルネス吹

ふ き や

矢協会松
戸支部
日①第1・3㈰9時～12時②第2・3㈭
13時30分～17時会①運動公園体育館
②常盤平体育館定各先着5人費各月
1,000円 1,000円 問丸山☎366－
6543
◆伝統工芸つまみ細工
日第2・4㈫10時～12時会常盤平市
民センター費月500円問蜷

にながわ

川☎388－
7365

●健身まほろば太極拳（24式太極拳、
推
すいしゅ

手、32式剣など）　※1カ月無料体験
可
日①㈪14時～16時②㈬13時～14時
30分会①稔台②明各市民センター対
20歳～89歳費各月3,000円（初心者
2,000円） 1,000円問芦沢☎080－
2010－1170
●健康体操ひまわり（ストレッチ、リズム
体操）
日第1・2・3・5㈪のうち3回9時20分～
10時50分会小金原体育館対50歳以上
の女性費月1,500円 1,000円問田中
☎385－5614
●まつどテニス6期会（硬式）
日㈮9時～13時会六実スポーツ広場テ
ニスコート対55歳以上の女性、60歳以
上の男性定先着6人費月300円問岩本
☎080－1019－1988
●松戸21RC（ランニング）
日㈯㈰㈷㉁9時～12時会21世紀の森
と広場対経験者費年1,000円問遠藤☎
080－1197－3511
●活

い

き活
い

き体操クラブ（ストレッチ、リ
ズム体操）
日㈫13時～15時会柿ノ木台公園体育
館対50歳以上定先着5人費月1,000円
1,000円問関☎361－2637

●もくれん会（硬式テニス）
日㈮9時～13時会小暮コート（金ケ作
198）対55歳以上の女性、60歳以上の
男性定先着5人費月2,000円問飛

とびやま

山☎
090－4750－5970
●松戸市パークゴルフ協会
日第2㈯8時30分～12時会白井遊

ゆ ら く

楽
パークゴルフ場（白井市）対10歳以上
費年2,000円問桜井☎090－2409－
4671
◆ベーシックダンスサークル
日㈬12時～14時会小金市民センター
費月2,800円 1,000円問飯村☎080
－5659－5058

会 員 募 集

広報まつどが読める
「マチイロ」をご利用ください
　スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」で
広報まつどを配信しています。
　アプリは無料でダウンロードできます。
詳細は市ホームページをご覧ください。

問広報広聴課（広報担当）☎366－7320 市ホームページ

7

●広報まつど　2020（令和2）年4月1日

詳細は、各記事の問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。
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図柄入りナンバー
モノトーン

　交付料金（中型標板は7,500
円程度）を支払うことにより、モ
ノトーンの図柄入りナンバーを
選択できます。
フルカラー
　交付料金に加えて、1,000円
以上の寄付金を支払うことによ
り、フルカラーの図柄入りナン
バーを選択できます。

事前申込方法 4月13日㈪から、ナンバーセンター野田の窓口または専用ホーム
ページで　※お近くのディーラー・整備工場などにご相談ください。　
※詳細は市ホームページをご覧ください。

注意事項
◦市役所では申し込めません
◦希望番号がなく、図柄入りを希望しない場合は、事前申込は不要です

　地域全体で子どもと子育て中の家庭を支援するという視点のもと、2020（令和2）年度か
ら5年間を計画期間として策定しました。

「松戸ナンバー」の交付が5月11日㈪
から開始されます！

第2期松戸市子ども総合計画を策定しました
問子ども政策課☎704－4007

基本理念～子ども力
ぢから

でつながる未来～
　子どもは、生まれながらにして大きな可能性を持ったかけがえのない存在です。
　子どもは、多くの人に支えられながら、夢と希望を持って成長し、やがて社会を支え
る側、すなわち未来の力となります。
　子どもが本来持っている力を最大限に発揮するため、本市では、全ての子どもの最
善の利益を尊重し、「子ども・家庭・地域がそれぞれに力を発揮しつながることで、子ど
もが夢と希望を持って自分らしく成長できるまち」を地域全体で目指していきます。

基本目標1  子どもの力～子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる～
重点施策乳幼児期の教育・保育環境の充実、地域における子どもの居場所づくりの
推進、子どもが参画できる機会の充実、児童虐待や子どもの貧困への対策など
基本目標2  家庭の力～家庭の子育て力が向上し、安心して子育てができる～

重点施策安心して妊娠・出産できる支援体制の充実、ひとり親家庭・外国籍の家庭・
障害や発達の不安などを抱える子どもの家庭への支援など
基本目標3  地域の力～地域の特色と活力を活

い

かし、子どもと家庭を支える～
重点施策安全対策や防災対策の強化、子どもや子育て家庭に関心を持つ人の増加
など

　21世紀の森と広場内の田んぼで、田植えやかか
し作り、脱穀など、昔ながらの手作業でお米づくり
を体験。最終日には餅つきを行います。
　田んぼは無農薬のため、バッタなどの生き物も観
察できます。子どもと一緒に貴重な自然体験をして
みませんか？
活動日5月～11月（8月を除く）の第2日曜10時～12
時（最終日は13時まで）
対象保護者も一緒に参加できる市内在住・在学の小学4年～6年生（活動中の写真を市ホー
ムページに掲載します）
定員25人（抽選）

 4月17日㈮〔必着 〕までに、はがきまたはEメールに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
子の学校名と学年を記入して、〒270－2252松戸市千駄堀269　21世紀の森と広場パー
クセンター mckouen21@city.matsudo.chiba.jp（☎345－8900）へ

こめっこクラブ参加者募集〔全6回〕要申込

希望番号・図柄入りナンバーの事前申し込みが4月13日㈪から始まります

問政策推進課☎ 366－7072

通常のナンバー
　5月11日以降に松戸市を使
用の本拠として登録される自動
車は、自動的に「松戸ナンバー」
になります。現在の「野田ナン
バー」はそのまま使用できます
が、有料で「松戸ナンバー」に
変更することができます。

ドミニカ共和国の歴史スポット

東京2020大会に向けたルーマニア、ドミニカ共和国
とのホストタウン交流情報や、本市の取り組み・関連
情報などを発信します。

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマニア

コロンブス像
　探検家クリストファー・コロンブスが、
1492年に現在のドミニカ共和国がある
イスパニョーラ島に漂着したことから、首
都サント・ドミンゴの旧市街にはコロンブ
スの像が建てられています。 コロンブス像

　3月1日号に引き続き、新型コロナウイルス感染症に
関する情報を市民の皆さんにお伝えしたいと思います。
　現在、日本のみならず世界中で新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のための対応に追われていま
す。市民の皆さんは、いつ終息するのか分からないこの
状況に不安を抱いているではないでしょうか。
　これまで市では感染拡大を防止するための対策とし
て、市内公共施設を閉鎖し、市主催のイベントなどを
中止としてきました。国の要請を受けて実施した学校
の休校措置では、共働き世帯やひとり親家庭などの保
護者の負担を軽減できるよう放課後児童クラブを午前
中から開設し、小学校では全学年の児童を受け入れまし
た。また、経済への影響も懸念されていることから松戸
商工会議所と連携し、市内中小企業に対する国や県の
金融支援や経営上の相談を受け付けています。
　市内においては、3月26日現在、9人の感染症患者
が確認されています。海外渡航歴のある方や市外で勤
務されている方など、いずれの方も市内で感染した経
緯はなく、現在のところ、市内で集団感染は発生してい
ません。しかし、都市部を中心に感染経路が不明な患
者が増加していることや、松戸は人の往来が多い街で
あることから、今後いつ市内で集団感染が発生してもお
かしくありません。今後も感染拡大防止の対策を継続
しつつ、市民の皆さんが活動できる環境を整備してい
きたいと考えています。
　したがって、4月以降の市内公共施設の利用や市主
催のイベントなどの開催については、3月19日に公表
された政府の専門家会議の提言を踏まえた市独自の
チェックシートを用いて、十分に検討を行い、慎重に
再開や実施を判断していきます。なお、新学期を迎え
る小・中学校、高等学校については、国のガイドライン
を参考にしながら再開に向けて準備を進めます。
　今後も日々状況が変わる中で、国や県が発信する情
報の収集に努めるとともに、松戸保健所、松戸市医師
会、松戸商工会議所などの関係団体と意見交換を行い
ながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に
取り組んでいきます。この事態を終息させるためには、
市民の皆さんのご協力が必要不可欠です。みんなで力
を合わせ、この難局を乗り越えましょう。

新型コロナウイルス感染症に
関する対応について②

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX（
366－2301）および市ホームページに市長メール送信窓口を設
けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せください（住
所・氏名などをご記載ください）。

松戸市長   本
ほ ん ご う や

郷谷 健
け ん じ

次

市ホームページ

人口と世帯 〔2020（令和2）年3月1日現在〕 〔　〕内は前月比

※住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口です。

人口 498,375 人 〔 16 〕 男 248,137 人〔 61〕
世帯 240,669 世帯〔 175 〕 女 250,238 人〔 △ 45〕

広報まつどは、グリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。
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