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●市民PCR検査・医療用抗原検査キット費用助成を継続
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●市役所・教育委員会の組織を見直しました
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●子育て世帯向けの新しい助成制度
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ご相談
ください

あなたのまちの相談役

民生委員・児童委員
新型コロナウイルス感染症の影響でますます地域のつながりが薄れ、高齢者や障害がある人、子育てや介護
をしている人などが、相談できずに社会的に孤立することが問題となっています。
そんなときに頼りになるのが民生委員
そんなときに頼りになるのが
民生委員・
・児童委員
児童委員です。見守り活動
です。見守り活動や
や、相談内容に応じた支援
、相談内容に応じた支援・
・
サービスを紹介する「つ
サービスを紹介する「
つなぎ役
なぎ役」として活動しています。
」として活動しています。
相談などで知った個人情報は守秘義務により守られますので、安心してご相談ください。
市ホームページ

松戸市民生委員児童委員協議会事務局（地域福祉課内）☎366－3019

お気軽に

福祉全般の
さまざまな問題を
相談できます

●高齢者の1人暮らしで頼れる人がいない
●妊娠・子育て中で頼れる人がいない
●障害のある家族がいる
●子どものいじめや不登校で悩んでいる
●家庭内暴力を受けている

相談したいときは
どうすれば良いの？

①民生委員・児童委員に連絡

松戸市お知らせ
キャラクター・
まつまつ

※住んでいる地域の民生委員・児童委員が
分からない場合は地域福祉課（☎366－3019、
366－1392）にお問い合わせください。

民生委員・主任児童委員さんに

実際に活動して感じたことを聞きました
自分に合った方法で地域の皆さんに寄り添いながら

私は自治会などの行事に積極的に参加し、何気ない
会話から隠れた悩みを聞き出せるように心掛けてい
ます。なので、時には電話の操作方法などを聞かれる
こともあります。民生委員同士で情報交換をしていま
すが、やり方は人それぞれです。自分なりのやり方で
地域の皆さんに寄り添えればと思います。

②電話で相談日時を調整

すがやよしお

菅谷良男さん（8年目）

さ さ い

些細なことも傾聴・共感すること

③相談
オンラインでも
行政と連携して
活動しています

東部地区民生委員・児童委員

明第一地区主任児童委員

わたなべ ま き こ

渡邉眞規子さん（15年目）

家庭の多様化とともに育児や子育ての悩みも変化
し、支援できる範囲が限られる中で、傾聴や共感する
ことを大切にしています。本人も気付かない些細な
ことから、悩みを聞き出し支援につなげられたときは
存在意義を感じました。そのために、常にアンテナを
張って、起こり得る問題を見逃さないように心掛けて
います。

オンラインで会議を行う民生委員・児童委員

民生委員・児童委員とは
地域に暮らす身近な「まちの相談役」として厚生労働
大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。児童委員
も兼ねていて、子どもに関する問題を専門に担当する主
任児童委員がいます。
コロナ下でも、対面の相談に加えオンラインを利用す
るなどして行政と連携して活動しています。

その気持ち
届けよう

地域の皆さんに寄り添う最も身近な存在に

私たちは、コロナ下でも感染防止対策をしながら相談や
高齢者・子どもたちの見守り活動や、行政との架け橋とし
て関係団体と連携協働し、日々活動しています。これから
も気軽に福祉相談ができる存在として、地域の皆さんに寄
り添いながら活動してまいります。
今年は3年に一度の一斉改選の年でもあります。委員は各
地域の中から推薦で選ばれます。皆さんが安心して暮らし続
けていけるよう、推薦へのご理解・ご協力をお願いします。

松戸市民生委員
児童委員協議会会長・
平川茂光氏

ウクライナ人道支援募金を受け付けています
総務課☎366－7305
市では紛争が続くウクライナへの支援のため、募金を受け付けています。集まった募金は
ウクライナ大使館を通じて活用されます。皆さんの温かいご支援をよろしくお願いします。
募金場所●市役所正面玄関●総務課（市役所4階）●各支所●地域福祉課（京葉ガス第2ビル）
受付期間5月31日㈫まで

市ホームページ

2
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新型コロナワクチン接種のご案内
接種券が届かなかった人は別途申請が必要です

令和3年12月までに2回目の接種を完了している人には、既に
3回目用接種券を送付しています。接種券の送付や
再発行を希望する場合は、ちば電子申請サービス・
郵送・市役所新館9階窓口のいずれかで申請してく
市ホームページ
ださい。詳細は市ホームページをご覧ください。
集団接種会場
●キテミテマツド新館8階 ●運動公園（八柱駅北口から送迎バス
あり） ●和名ケ谷スポーツセンター（イトーヨーカドー松戸店前
から送迎バスあり） ●中央保健福祉センター ●常盤平・六実各
市民センター ●市民交流会館文化施設

5歳～11歳への
新型コロナワクチン接種について

12歳以上17歳以下も
3回目接種の対象と
なりました

接種には保護者の同意・同伴が必要となり
ます。
接種するワクチン小児用ファイザー社製ワクチン
接種回数3週間の間隔を空けて2回接種
集団接種会場（小児専用）
平日 中央保健福祉センター
土・日曜、祝・休日 常盤平保健福祉センター（ふれ
あい22）
※一部の市内医療機関でも接種を行っています。

2回目接種の6カ月後から
接種が可能です。接種券は
対象者へ順次発送します。
接種するワクチン
ファイザー社製ワクチン

※接種は義務ではなく任意です。※集団接種会場は会場により、予約できる曜日・時間が異なります。
※6月以降の予約枠は、準備が出来次第追加します。

ワクチン接種の予約方法

●新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

●予約サイト

0120－684－389、☎050－5526－1081

市民PCR検査・医療用抗原検査キットの 費用助成 を継続

地域医療課☎366－7771

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、引き続き各費用の助成を行います。

市民PCR検査

医療用抗原検査キット

対象市内在住または市内の教育・保育・介護・障害福祉サービス各施設に勤務し、医療機関の自費診
療PCR検査を受検した無症状の人 ※保険診療の検査、民間検査機関（衛生検査所）に申し込む検査
は対象外です。詳細は市ホームページをご覧ください。
助成方法
●受領委任払い市指定医療機関で行う検査は、自己負担額無しで受けられます。
●償還払い医療機関の窓口で検査費用全額を支払った後に、後日申請をすることで助成額分
の払い戻しが受けられます。国内の医療機関であれば市内外を問わず、直接来院せずにイン
ターネットなどで申し込む検査も対象です。 ※検査費用は医療機関により異なります。
助成額１回当たり上限20,000円（月2回まで）
同検査
費用助成
※3月31日㈭までに受けた検査は、4月11日㈪までに申請してください。

パブリックコメント（意見募集）
手続き実施結果の公表

松戸市国民健康保険保健事業実施計画
（第2期データヘルス計画）及び
第3期特定健康診査等
実施計画中間評価・見直し計画を策定

①松戸市都市計画マスタープラン（案）②松戸市みどりの基本計画（案）
③第二期松戸市住生活基本計画（案）④松戸市空家等対策計画（案）
⑤予防接種に関する事務に係る特定個人情報保護評価書の全項目評価書（案）
公表内容寄せられた意見の概要、意見に対する市の考え方、計画書
※③④に意見はありませんでした。
公表方法市ホームページへの掲載、行政資料センター・各支所・
市立図書館（本館・地域館・分館）・まつど市民活動サポートセ
ンター、①都市計画課②みどりと花の課③④住宅政策課⑤健康推
進課、中央・小金・常盤平各保健福祉センターでの閲覧
市ホームぺージ

市役所

問 行政経営課☎366－7311
の拡大や多文化共生社会推進の体制強化のため

●情報政策課デジタル戦略担当室：デジタル化推進事業の

統合

361－7016

専門部門を整備するため
●税制課市税分析担当室：市税の分析結果を政策・施策へ
反映させる体制強化のため
●地域包括ケア推進課地域支援担当室：介護予防施策の体
制強化のため
●消防局情報通信課：災害発生時などの初動体制強化のため

●教育政策研究課●同課教育研究所：教育政策・ICT情報化政策の推進と研究

体制強化のため

●文化財保存活用課●同課戸定歴史館●同課博物館：社会教育課の文化財関連

業務と博物館・戸定歴史館業務を統合。文化財政策の推進体制強化のため

新設

る体制強化のため

●東京オリンピック・パラリンピック推進課：事業終了のため
●国民健康保険課広域保険担当室：国保年金課に統合

のため

●学務課学校保健担当室：学校保健や通学路など安全指導の推進体制強化のため

統合
名称変更

室・第三方面本部予防担当室：事務移管のため

●社会教育課：生涯学習推進課・社会教育課の文化財関連を除く業務を統合
●学習指導課：教科指導の体制強化のため

●教育総務課（旧教育企画課）
：管理体制強化のため

●学校財務課（旧教育財務課）
：総合調整機能強化のため
●学校施設課（旧教育施設課）
：担当業務明確化のため
●保健体育課：業務適正化のため

署組織へ変更するため

●消防局第一方面本部予防担当室・第二方面本部予防担当

要な児童生徒への対応体制強化のため

●学校財務課学校給食担当室：学校給食公会計の推進体制強化のため

●消防局第一方面本部・第二方面本部・第三方面本部：消防
●消防局警防課指令センター担当室：情報通信課新設のため

●児童生徒課：不登校対応・総合相談・いじめ対策業務を統合し、支援が必
●社会教育課施設担当室：施設管理の効率化・新拠点複合文化施設開設対応

●国保年金課：国民年金課と国民健康保険課を統合
※各窓口の場所は変更なし。

●松戸駅周辺整備振興課（旧新拠点整備課）
：松戸駅周辺が

問教育総務課☎366－7455

2030年に向けた市教育委員会の指針「学びの松戸モデル」を推進するため、
体制強化と規模適正化を図るために組織を改編しました。

都市再生緊急整備地域の指定を受けたため

廃止

国保年金課☎366－1121、

教育委員会

●にぎわい創造課（旧文化観光国際課）
：賑わいの創出を図

名称変更

策定目的国民健康保険加入者の健康保持増進のため
閲覧方法市ホームページ、行政資料センター・各支所・市立図書館
（本館・地域館・分館）
・まつど市民活動サポートセンター・国保
年金課（本館2階）で

市役所・教育委員会の組織を見直しました
●国際推進課（京葉ガスF松戸第2ビル5階）
：海外都市交流

新設

対象市内在住・在勤・在学者、市内事業所
助成対象の抗原検査キット
●チェックMR－COV19
●SARS－CoV－2 ラピッド抗原テスト
※国が承認した「体外診断用医薬品」です。
購入額1キット500円（助成
後の金額）
※協力店舗や購入方法などの
詳細は市ホームページをご
同検査キット
覧ください。
購入費用助成

廃止

●教育研究所●教育企画課教育改革室●同課教育情報センター：教育政策研究

課に統合

●指導課児童生徒指導対策室：児童生徒課に統合

音声案内により、相談内容に応じて担当部署に直接おつなぎする「松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル」をご利用ください。
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就職・退職したら

14日以内に

リストラなど非自発的失業者の

国民健康保険の資格変更手続きを
国民健康保険コールセンター☎712－0141
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。 ※マイナンバーカードの
健康保険証利用の申し込みを済ませた人も手続きは必要です。

会社に就職したら
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。
届出場所国保年金課（本館1階）
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）

3

会社を退職したら国保加入の届け出を

他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。
届出場所国保年金課（本館1階）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)、マイナンバーが確認できる物
国保加入の届け出が不要の人以下のいずれ
かの人◦他の健康保険に加入している◦後
期高齢者医療制度の対象となる◦生活保護
を受けている

国民健康保険料等の軽減措置

要申込

国民健康保険コールセンター☎712－0141
対象離職時の年齢が65歳未満で、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の以下のいずれか
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、事業主都合による解雇などで
離職した人）
◦雇用保険の特定理由離職者（正当な理由の自己都合等による離職)
※対 象外の人も上記に準ずる場合は、減免の申請を受け付けていま
す（雇用保険法適用外の会社の代表者・役員、公務員など雇用保
険と同等の給付がある場合も、雇用保険受給資格者証が交付され
ない職種は対象外)。詳細はお問い合わせください。
算定方法前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料・高額
療養費などの所得区分を算定します｡
※給与所得以外の所得がある場合は、別途合算して算定。
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）を持って、直接
国保年金課（本館1階）へ

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。
…日時、日程
…会場
…内容
…講師
…対象
…定員
…持ち物
…費用
（記載がないものは無料） …申し込み先
…問い合わせ先

お知らせ

市内各駅で放置自転車の即時撤去を
実施しています
詳細は市ホームページを
ご覧ください 交通政策課
☎366－7439
市ホームページ

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費
用を補助します
対 市の住民基本台帳に記録され、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 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頭まで。予算額に達
し次第終了 申 R5/3/31㈮までに、環境
保全課で配布または市ホームページでダ
ウンロードできる申請書に必要書類を添
付して、直接同課環境衛生係（☎366－
7336）へ ※同手術など
をする目的で捕獲するため
の保護器を貸し出します。
詳細は同係にお問い合わせ
市ホームページ
ください

水洗便所改造資金を無利息で貸し付け
しています
対象工事 ①くみ取り便所を水洗便所に
改造②浄化槽を廃止して公共下水道へ
接続 貸付額 ①40万円以内②30万円以内
要件 ◦建物の所有者または所有者の工事
に関する同意を得た占有者◦下水道事業
受益者負担金などを滞納していない◦償
還能力がある◦連帯保証人を有するなど
※その他詳細は市ホーム
ページをご覧ください
下水道維持課普及班☎366
－7393
市ホームページ

上下水道使用料等の徴収・収納業務を
委託しました
委託期間 R4/4/1～R5/3/31 委託対象 ①
県営水道区域内の下水道使用料②下水
道事業受益者負担金（分担金）③市営
水道区域内の上下水道料金、根木内霜
田地区の下水道使用料 委託先 ①徴収・
収納業務千葉県企業局②コンビニ収納
業務㈱千葉銀行③徴収・収納業務第一
環境㈱、コンビニ収納業務SMBCファ
イナンスサービス㈱ ①②下水道経営
課☎366－7394③水道部総務課☎341
－0430

住宅ローン「フラット35」がさらに利
用しやすくなりました
｢結婚新生活住宅支援補助金」の利用
で、当初10年間借入金利から0.25%引
き下げられます。また､「松戸市子育て
世帯親元近居・同居住宅取得補助金」
の対象者は、借入金利の引き下げが5
年間から10年間になりました。希望者
は事前にお問い合わせください 住宅
政策課☎366－7366

庁舎整備検討委員会「市民公募委員」
を募集
委嘱期間 2年間（月1回程度、平日昼間
予定) 対 市内在住の18歳以上 定 2人 報酬
日額 8,500円（交通費込み）申 4/15㈮ま
でに、募集要領を確認の上、応募の動
機・理由などを記入した申込書と作文
「これからの松戸市役所のあり方・必
要な機能について」(800字以内）を、
郵送・Eメールまたは直接〒271－8588
松戸市役所オフィス・サービス創造課
mcos@city.matsudo.chiba.jp（☎
701－8611）へ ※郵送は消印有効、
直接またはEメールは17時
まで。募集要領・申込書は
市 ホ ー ム ペ ー ジ で ダ ウン
ロードできます
市ホームページ

4/6㈬～15㈮は春の全国交通安全運
動期間～手を上げる 子どもはあなた
を信じてる～
4/10㈰は交通事故死ゼロを目指す日
重点目標 ◦子供を始めとする歩行者の安
全確保◦歩行者保護や飲酒運転根絶等
の安全運転意識の向上◦自転車の交通
ルール遵守の徹底と安全確保 市民安
全課☎366－7341、松戸警察署☎369
－0110、松戸東警察署☎349－0110

「放置自転車Q&A」

(公財)松戸市国際交流協会の賛助会員
を募集
賛助会費 日本人3,000円、外国人1,000
円（団体・学生・家族会員あり) ※通
訳・翻訳ボランティアなどの登録も受
け付け 申 直接同協会☎711－9511へ

同ダイヤル☎0120－415－111〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕

文化ホール（展示）の使用受け付け

日 4/13㈬10時30分から 会 同ホール
使用期間 7月～9月（除外日あり）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）※抽
選会の参加は各団体2人まで 社会教
育課☎367－7810

4月の松戸競輪開催日程
本場開催 24㈰～26㈫
（FⅠナイター・ガー
ルズケイリン）
、30㈯～5 / 2㈪
（FⅡナイ
ター・競輪ルーキーシリーズ2022）
場外開催 7㈭～10㈰平塚記念
（G Ⅲ）
、8
㈮～10㈰防府
（FⅠ）
、11㈪～13㈬大垣
（F
Ⅰ）
・前橋
（FⅠ）
、14㈭～17㈰川崎記念
（G
Ⅲ）
、15㈮～17㈰岸和田
（FⅠ）
、18㈪～
20㈬豊橋
（FⅠ）
、20㈬～22㈮西武園
（F
Ⅰ）
・高知
（FⅠ）
、23㈯～25㈪静岡
（FⅡ）
、
23㈯ ～26㈫ 武 雄 記 念
（G Ⅲ）
、28㈭ ～
5 / 1㈰青森
（GⅢ）
、30㈯～5 / 2㈪防府
（F
Ⅰ） 公営競技事務所☎362－2181
障害者福祉センターふれあい教室（書
道A）のボランティア講師を募集
日 4月から毎月第1・3㈫14時～15時
30分 謝礼 １回3,000円（交通費込み）
募集人数 1人 同センター☎383－7111
たけのこ掘り農園（新作）が開園

開園日 4/9㈯ 費 １㎏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

講座・講演・催し
住宅リフォーム相談

日 4/9㈯10時～16時 会 明市民センター

松戸住宅リフォーム相談員協議会☎
365－5252

(公社)松戸市シルバー人材センター
入会説明会
日 4/11㈪・25㈪各10時から 会 シニア
交流センター 対 臨時的・短期的または
軽易な就業を希望する市内在住の60歳
以上 定 各先着30人 申 同センター入会
申し込みフォームまたは電話で同セン
ター☎330－5005へ

外国人初級日本語教室

日 ㈫～㈮・㈰の週1回（5/8㈰から順次

開講）会 文化ホール 対 市内または近隣に
在住・在勤・在学の外国人 費 各1,000円
(別途年会費1,000円）申 4/5㈫から、
直接(公財)松戸市国際交流
協会（☎711－9511）へ
※オンラインでも開講。詳
細は同協会ホームページで
同協会
ホームページ

ふれあい教室「朗読をきくかい」

日 4/13㈬10時～11時30分 会 ふれあ

い22 内 松戸朗読奉仕会による短編・
エッセーなどの朗読 対 障害者手帳を持
つ人など 障害者福祉センター☎383
－7111
女性のエンパワメント講座～等身大で
考える仕事と家庭の両立～〔全2回〕
日 ①4/19㈫②4/26㈫各10時～12時 会
ゆうまつどまたはオンライン（Zoom）
内 ①雇用形態の違いや、労働に関する
法律について②共働きをスムーズに始め
る10のコツ 対 市内在住の女性 定 会場・
オンライン各先着30人 ※会場は一時
預かりあり（6カ月～小学2年生、先着8
人、要申し込み） ※①の
み後日オンデマンド配信
あり 申 市ホームページで
男女共同参画課☎364
市ホームページ
－8778

会議
農業委員会総会

日 4/8㈮15時から 会 市役所新館7階大

会議室 傍聴定員 先着5人（14時40分から
受け付け） 同委員会事務局☎366－7387
教育委員会会議

日 4/13㈬9時30分から 会 京葉ガスＦ

松戸ビル5階会議室（傍聴は9時から受
け付け） 教育企画課☎366－7455
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子育て世帯向けの新しい助成制度（拡大含む）
高校生相当
年齢まで

対象を
拡大

子ども医療費の助成対象を拡大
子育て支援課児童給付担当室☎3︎66－3127

子育て支援課☎366－7347

これまで中学生までだった対象年齢を、4月1日から高校生相当年齢
（18歳到達後最初の3月31日まで）まで拡大します。対象者には3月末
に通知文を送付しています。

対象要件

3月31日まで 未就学児を2人以上養育している保護者

助成方法（償還払い）
窓口では、いったん自己負担額
（3割）
を支払い後日申請による払い戻し
（償還払い）をしてください。
※申請時期などの詳細は決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。
令和4年4月1日以降の領収書は保管しておいてください。
※ひとり親医療費助成制度の対象者は、これまで通り同助成制度をご利用ください。

4月1日から 上記に加えて、児童扶養手当受給者で未就
学児を1人養育している保護者
補助額購入金額の2分の1（上限５万円）
※その他にも要件などがあります。詳細
は市ホームページをご覧ください。
市ホームページ

市ホームページ

NEW

NEW

産婦を対象にタクシー料金を助成

多胎妊婦健康診査費用を助成

子ども家庭相談課母子保健担当室☎366－5180

出産して間もない産婦が安全に安心して産婦健康診査を受診し、産後うつな
どの予防・早期発見ができるようタクシー利用料の一部を助成します。
※妊婦を対象とした助成は終了しました。
助成額片道3,000円以内（最大6回）
対象期間4月1日から 対象出産に伴う入退院から産後1カ月健診までのタク
シー利用日に、市に住民票がある母子健康手帳の交付を受けている人
対象経費以下に該当する自宅（里帰り先も含む）と医療機関を往復するタクシー
利用料●出産に伴う産科医療機関への入退院●産婦健康診査（産後約2週間また
は1カ月）の産科医療機関への受診 必要書類タクシー・病院の領収書など
申し込み方法などの詳細は市ホームページをご覧ください

子ども家庭相談課母子保健担当室☎366－5180

市ホームページ

お早めの申請を

マイナポイント第2弾
ト 第2弾 を 実施中

消費生活課計量担当☎366―7329
商取引・証明用計量器検査は計量法により義務付けられています。必ず検査を受
けてください。家庭用はかり（ヘルスメーター、キッチンスケール）の無料検査も同
時に実施します。
日程
4/19㈫
5/10㈫
5/17㈫・18㈬
5/23㈪
6/ 2㈭・ 3㈮
6/ 6㈪
6/14㈫・15㈬

多胎妊娠（2人以上の胎児を同時に妊娠）は身体への負
担だけでなく、妊婦健康診査の回数が多く経済的な負担
も大きくなるため、多胎妊婦健康診査費用を助成します。
対象市内に住民票があり、妊婦健康診査受診票14回分を
超えて自費で妊婦健康診査を受診した多胎妊娠の人
助成方法償還払い 助成額1回の健診で上限
4,500円 助成回数最大5回まで
必要書類母子健康手帳、病院の領収書など
市ホームページをご覧ください

市ホームページ

商取引・証明用の計量器定期検査

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、野菊野は除く）
※上記以外の地域は来年度に実施。
時間10時～15時
持ち物はかり、申請書、手数料

幼児同乗用自転車等
購入支援・助成

検査会場
青少年会館
小金原体育館
六実支所
小金北市民センター
常盤平市民センター
小金市民センター
市役所計量検査室

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120－95－0178
〔9時30分～20時（土・日曜、祝・休日は17時30分まで）
〕
、
情報政策課☎366－7399
令和４年９月末までにマイナンバーカードを申請
し、第１弾に申し込みをしていない人は、最大5,000
ポイント（5,000円相当）付与対象となります。詳細
はマイナポイントホームページをご覧ください。
６月頃
実施予定

マイナンバーカードの健康保険証・
公金受取口座とのひも付けによる各
7,500ポイント付与は、令和4年6月
ごろに開始される予定です。

省エネに関する各種補助金を拡充

環境政策課☎366－7089

各種補助金の対象項目を拡充しました。申請は同課窓口または郵送で (支所は不可)、予算に達し次第終了します。
詳細は同課・各支所で配布するパンフレットまたは市ホームページをご覧ください。

住宅省エネルギー設備の導入補助

令和5年3月10日㈮まで

対象設備
補助上限金額
停電時自立運転機能なし： 5万円
家庭用燃料電池システム
NEW 停電時自立運転機能あり：10万円
（エネファーム）
定置用リチウム蓄電システム ※1 7万円
窓の断熱改修 ※2
8万円
太陽熱利用システム ※3
5万円
NEW V2H ※4
25万円

対象者未使用の補助対象設備を購入して設置または未使用の同設備が設置
された住宅を購入し、引き渡しを終えた市内在住の個人
※1 住宅用太陽光発電設備が設置されていること。 ※2 新築住宅への設
置は対象外。 ※3 集熱方法が「自然循環型」に分類されるものを除く。
※4 住宅用太陽光発電設備および電気自動車が導入されていること。

電気自動車・燃料電池自動車導入補助

令和5年3月30日㈭まで

対象車両

補助上限金額
3万円
電気自動車 NEW 住宅用太陽光発電設備併設：10万円（個人のみ）
NEW 住宅用太陽光発電設備・V2H併設：15万円（個人のみ）
燃料電池自動車 5万円

※住宅用太陽光発電設備または住宅用太陽光発電設備とV2Hを併設する電
気自動車は令和5年3月10日㈮まで。
対象者未使用の電気自動車や燃料電池自動車を購入した市内在住の個人また
は市内の事業者

NEW

電気自動車用充電設備設置補助

対象車両
急速充電設備
普通充電設備

市ホームページ

市ホームページ

令和5年3月30日㈭まで

補助金額
補助対象経費の1/2（上限40万円）
補助対象経費の1/2（上限10万円）

対象者広く一般利用できる電気自動車用の充電設備を設置する市内の事業者

これまでの補助金もご利用ください
省エネルギー住宅購入補助

対象住宅

令和5年3月30日㈭まで

補助金額

ゼロエネルギー住宅（ZEH）
20万円
ライフサイクルカーボンマイナス住宅（LCCM）
80万円
※住宅などの工事完了日または引き渡し日から1年以内に申請すること。
対象者ZEHまたはLCCMを購入・改修した市内在住の個人

事業用省エネルギー設備等導入補助
対象事業

令和5年3月30日㈭まで
補助金額

ゼロエネルギービルの購入・改修
100万円
省エネ診断による設備改修等 ※
補助対象経費の1/3（上限40万円）
※対象事業の工事等完了日または引き渡し日から1年以内に申請すること。
対象者市内の事業所に、太陽光発電設備・LED照明・高効率空調など
省エネルギー設備を導入する改修工事などをした市内の事業者

電気自動車に企業広告を掲載しませんか？
クリーンエネルギー自動車の普及促進を図るため、公用車に電気自動
車を導入しています。電気自動車に企業広告（1カ所縦16cm×横65cm
年間5万円）を掲載しませんか。詳細は同課までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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。
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生涯学習講座のご案内
や さ し い 教 養 講 座 ①松戸〔全5回〕②英語③社会④国語⑤数学〔各全19回〕要申込
教員経験を持つ講師（①は市職員）が、各分野からピックアップ
した内容を楽しく分かりやすく教えます。
日程5月10日～9月27日（8月9日・16日を除く）の火曜（①は月1回）
①9時30分②10時45分③13時40分④14時55分から各60分⑤16時
10分～17時 会場矢切公民館 定員各20人（抽選）
対象市内在住・在勤 費用テキスト代実費

春の青少年教室

要申込

4月11日㈪〔消印有効〕までに、ちば電子申請サービスまたは往復はがきに講座
名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号・返信用宛て
名・市外在住の人は「市内在勤」と記入して、〒271－0092松戸市
松戸1307の1松戸ビルヂング４階 社会教育課（☎367－7813）へ
※複数教科の申し込み可（本人のみ）
。
ちば電子申請
※定員に満たない場合は、4月12日㈫から電話で受け付け。
サービス

会場①運動公園陸上競技場②～⑧青少年会館（②は他会場の日あり） 定員①
100人②⑧20人③各30人④⑤各10人⑥⑦各24人（全て抽選） 費用無料（②は
内容により実費） 各締め切り日〔必着〕までに、ちば電子申請サービスで

ちば電子申請
サービス

教室名
①運動会直前攻略法！～かけっこで速く走れるコツ～
②なんでも体験団〔全９回〕
③ K-POP を体験しよう！
④春のレザークラフト体験～世界にひとつのコインケースを作ってみよう！～
⑤春のレザークラフト体験～お財布とミニチャームを作ってみよう！～
⑥ロボットの操縦にチャレンジ！～小学 3 年・4 年生～
⑦ロボットの操縦にチャレンジ！～小学 4 年から中学生～

日時
4/30㈯14:00～15:30〔雨天中止〕
5/ 7㈯10:00～12:00 以降月１回程度
6/ 4㈯10:00～11:30、13:00～14:30
6/11㈯10:00～12:00、13:15～15:15
6/12㈰11:00～12:00、13:30～14:30、15:15～16:15
6/18㈯・19㈰各 9:30～12:00
6/18㈯・19㈰各13:30～16:00

対象（市内在住・在学）
小学3年～6年生
小学4年～6年生
小学4年～6年生
小学4年～6年生
小学3年～5年生
小学3年～4年生
小学4年～中学生

⑧塗り絵みたいに楽しめる☆チョークアート体験

6/26㈰ A13:00～14:30
B15:15～16:45

A小学1年～3年生
B小学4年～6年生

青少年会館 放 課 後 体 育 室 ス ポ ー ツ 広 場
卓球・バドミントン・バスケットボールのドリブルやシュート練習・自由遊び
など、スポーツを楽しみたい子も、自由に遊びたい子もいつでも参加できます。

NAOKO SPACE PLANETARIUM

４月から投影時間が
変わります

投影日4月の土・日曜、祝日
16日㈯・17日㈰は特別投影のため内容が異なります。
た

い

じ

星と星座にまつわる子ども向けのやさしいお話
日時土・日曜、祝日10時30分、14時30分 (各20分)
※9日㈯・23日㈯は10時30分の投影を休演します。

一般投影 宇宙望遠鏡～宇宙から見る宇宙～

通常投影 土・日曜、祝・休日
10時30分 キッズ＆ジュニアアワー
11時30分 一般投影（文字解説付）
14時30分 キッズ＆ジュニアアワー
15時30分 一般投影
※イブニングプラネタリウムと星空観望
会の開催日は、10時30分・11時30分
の投影を休演します。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST、次世代宇宙望
遠鏡）の開発が大詰めを迎えています。これまで天体観測を
支えてきたハッブル宇宙望遠鏡を振り返るとともに、宇宙望
遠鏡の魅力を紹介します（当日の星空の紹介もあります）
。
日時土・日曜、祝日11時30分 (文字解説付き)、15時30分(各
40分)
※9日㈯・23日㈯は11時30分の投影を休演します。

共通 定員各先着50人 費用各50円（65歳以上、中学生以下、障害者手帳などを持つ人とその人1人につ
き付き添いの人1人は無料。年齢を確認できる物の提示が必要）
投影開始30分前から2階で受け付け

定期連載コラム

vol.3

コロナ下の活動自粛で

5/31㈫
6/ 6㈪

さまざまな要因による聞こえにくさか
らコミュニケーションに不自由を感じて
いる人と、手話や筆談で対話する技術を
学びませんか。
日程①5月18日～11月30日の水曜（8月
17日、11月23日を除く) 14時～16時
※初回13時30分からオリエンテーション
あり。②6月6日～27日の月曜18時～20時
会場ふれあい22 対象市内在住・在勤
で、全回出席できる人（①は前期を修了済
みの人）
定員各20人程度（抽選） 費用無料
4月15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・受講動機を記入して、
郵送で〒271－8588松戸市役所 障害福
祉課（☎366－7348、 366－7613）へ

「松戸プロジェクト」とは高齢者の社会参加と介護予防にかかる研究を松戸市と千葉大
学予防医学センターなどが共同で行うプロジェクトです。
全6回でお届けするコラムの第3回は高齢者の活動を応援するイベント「元気応援フェス
タまつど2022」をご案内します。

高齢者 の 健康 が 危ない！？
元気応援フェスタまつど2022を開催
コロナ禍による活動自粛の影響で体力が落ちてしまった高齢者が
増えています。第3回コラムでは、コロナに負けない体力を取り戻
すきっかけづくりとして、4月28日㈭に開催する「元気応援フェス
タまつど2022」をご案内します。参加費用は無料で、市内在住の
高齢者や高齢者の活動に関心のある人は誰でも参加できます。
第1部は13時から市民劇場ホールで、千葉大学予防医学セン
ターの近 藤克則教授より、松戸プロジェクトの成果報告や高齢者
の社会参加と健康に関する講演を行う他、ゲスト講師による講演
を予定しています。第2部は14時30分から市民劇場ホールや会議
こんどうかつのり

5/30㈪

①手話奉仕員養成講座
〔全27回〕
（後期）
②聞こえのサポーター
講座〔全4回〕要申込

キッズ＆ジュニアアワー ヘルクレスのしし退 治

金・土曜の月1回
18時 ファミリーシアター
19時 星と癒やしの時間
4月は22日㈮・23日㈯開催

5/18㈬

日時4月6日以降の毎週水曜15時～17時 会場同館
体育室 対象小学生 持ち物上履き 費用無料

4月の番組

イブニングプラネタリウム

4/11㈪

同館☎344－8556

同館☎368－1237

市 民 会 館 プ ラ ネ タリ ウ ム 室

締切日

地域包括ケア推進課☎366－7343

室にブースを設け、医師会・歯科医師会・栄養士などがフレイル
予防など高齢者の活動に役立つ情報や通いの場を紹介します。第1
部はオンライン（Zoom）で配信し、第2部も可能な範囲でオンラ
イン配信を行う予定です。元気応援フェスタまつど2022への参加
を通して、活動再開や元気を取り戻すきっかけとしましょう。詳
細は、市ホームページをご覧ください。
4月25日㈪までにちば電子申請サービス、電話、FAXの
いずれかにより地域包括ケア推進課☎366－7343、 366
－7748へ
次回 社会参加による介護予防効果について

詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページ（右記QR コード）をご覧ください。

市ホームページ

近藤克則氏

ちば電子
申請サービス

6

広報まつど 2022
（令和4）年4月1日

介護支援ボランティアとして
活動しませんか？ 要申込

甲状腺超音波検査費用の一部を助成 要申込
健康推進課☎366－7486

「無理なく元気に介護予防」をテーマに、高齢者の皆さ
んが介護支援ボランティアとして、いきいきと地域で活
動しています。登録説明会を行いますので、ぜひご参加
ください。 ※詳細は市ホームページをご覧ください。
市ホームページ
登録説明会開催日程
時間13時30分～14時30分 対象市
開催日
会場
内在住の65歳以上 持ち物筆記用具
各開催日の前日までに、電話で(社 4/14㈭ 新松戸市民センター
福)松戸市社会福祉協議会☎362－ 5/16㈪ 松戸市社会福祉協議会
6/15㈬ 古ケ崎市民センター
5963へ
7/15㈮ 東部市民センター

検査可能期間4月～令和5年3月まで 検査会場①新松戸中央総合病院②東葛クリ
ニック病院 ※甲状腺外来のある医療機関または専門医による検査を受けた場合
も償還払いで助成します。 対象以下の全てに該当する人●平成4年4月2日～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●検査日において自覚症状がない●昨年度同検査を受けていない 定員先
着124人 自己負担費用① 検査 2,400円 ※後日結果通知を郵送。 結果説明
2,110円（生活保護受給者、非課税世帯などは検査400円、結果説明1,110円）
※A判定の希望者のみ別途要予約② 検査・結果説明 4,510円（生活保護受給、非課
税世帯等は1,510円）
令和5年1月31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・市民健康相談室で配布す
る他、市ホームページから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。

救急医療体制

テレホン案内サービス

平日16時30分〜翌日9時

市ホームページ

高齢者 い き い き 安心センター

（地域包括支援センター）の 催 し
明第1 ☎700－5881
介護予防（体操）教室

700－5567

※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

☎366−0010

休日と土曜9時〜翌日9時

…日時、日程
…会場
…内容
…講師
…対象（記載がないものはどなたでも） …定員
…持ち物
…費用（記載がないものは無料） …申し込み先（記載がないものは当日会場で）
…問い合わせ先
…まつど健康マイレージ付与

矢切 ☎710－6025 710－6027
矢切いきいきライフ応援クラブ（体操教室）

新松戸 ☎346－2500 346－2514
コロナ禍に負けない！フレイル予防

①5/11㈬②5/18㈬各9時45分～11時 ①勤労
会館②稔台市民センター別館 おおむね65歳以
上 各 先着20人 4/1㈮10時から電 話または
FAXで ※①②両方の参加不可

4/11㈪10時～11時②4/13㈬・19㈫各13時
30分～14時30分 ①矢切公民館②まつど市民
活動サポートセンター おおむね65歳以上 各
先着25人 4/1㈮9時から電話またはFAXで

4/14㈭10時～11時30分 新松戸市民セン
ター おおむね60歳以上 先着20人 電話また
はFAXで

介護者のつどい

六実
認知症サポーター養成講座

4/20㈬10時～11時30分 新松戸市民セン
ター 先着15人 電話またはFAXで

☎383－0100

4/25㈪14時～15時30分 稔台市民センター
家族の介護をしている・経験がある人 先着8人
平日9時～17時に電話またはFAXで

本庁 ☎363－6823 710－7198
ゆっくりプログラム（体操教室）

4/8㈮10時～11時 柿ノ木台公園体育館 椅子
に座ってできるストレッチなど おおむね65歳以上
（同地区優先） 先着20人 上履き 4/4㈪〜6
㈬の間に電話またはFAXで（4/4㈪は10時から）

今月の相談案内

383－2288

4/20㈬9時30分～11時 六実市民センター
同地区優先 先着15人 4/15㈮までに電話で

馬橋西 ☎711－9430 711－9433
認知症サポーター養成講座

知って得する！老人ホームの選び方

馬橋 ☎374－5533
介護予防教室

4/18㈪14時～15時30分 馬橋市民センター
市内在住・在勤 先着15人 筆記用具 電話
またはFAXで

374－5501

①5/10㈫②5/17㈫各13時45分～15時30分
①八ケ崎②馬橋東各市民センター 65歳以上
（同地区優先） 各先着①25人②20人 長めの
フェイスタオル 4/1㈮9時から電話で ※体操
中も要マスク着用

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。 ※新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、日時の変更または中止とする可能性があります。

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

相談名
市政相談・
一般民事相談

障害者相談

日程
時間
会場
問い合わせ
相談名
日程
時間
会場
問い合わせ
市役所本館2階相談 広報広聴課広聴担
行政経営課
㈪〜㈮
人権相談（予約制 ）
第1㈪
10:00～15:00 行政経営課相談コーナー
8:30～17:00★
当室
☎366－7311
(原則電話のみ)
コーナー
一般民事相談専用
人権相談
㈪〜㈮
8:30～17:15 法務局人権ダイヤル☎0570－003－110
第1㈪のみ
9:00～12:00 ※最終受付は、各相
（金
談の終了時間のおお ☎366－7319
無戸籍相談
㈪〜㈮
8:30～17:00 市民課☎710−6080（無戸籍相談ダイヤル）
法律相談（随時予約 ）
銭・身の上・相続等
㈪㈫㈭
13:00～17:00 むね30分前
消防救急相談
毎日
24時間
消防局☎363－1119
の簡単な法解釈を
※法律相談は、裁判
消費生活相談
㈪〜㈮
8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565
中や調停中の事件は 要する相談）
交通事故相談
㈪㈫㈭
9:00～17:00★
法律・不動産・税務・
福祉まるごと相談
㈪〜㈮
9:00～16:30 地域包括ケア推進課☎366－1100
相談できません
登記相談予約
福祉なんでも相談
㈬
10:00～12:00 （社福 ）松戸市社会福祉協議会☎368－1333
行政相談
第2・4㈪
9:30～12:00 ※ 不 動 産・登 記 相 談
の予約は、相談日の１ ☎366－1162
中央基幹相談支援
総合福祉会館（2階） ☎308－5028
行政書士相談（予約制 ）
第2㈭
9:00～12:00 カ月前から前日の17 行政書士相談予約
366－1138
センターCoCo
※訪問可
は つ み
時まで
見
同相談事務局・初
不動産相談（予約制 ）
㈬
13:00～17:00
小金基幹相談支援
秋山ビル3階（小金442 ☎712－2112
㈪〜㈮
8:30～19:00
※税務相談の予約は ☎316－1950
（予
712－2126
センターおんぷ
の14）※訪問可
税務相談（予約制 ）
第2㈮
13:00～17:00
相談日の１カ月前から 約専用㈪～㈮9時
常盤平基幹相談支援
ふれあい22
（1階）
☎388－6225
登記相談（予約制 ）
第3㈮
13:00～16:30 前々日の17時まで
～17時）
388－6222
センターふれあい
※訪問可
City Hall main Bld. Level2
障害がある人や
Mon, Tue, Wed 13:00～16:00
障害者就業・生活支援センター
☎366－9151
事業主からの就労相談
㈪～㈮
9:00～18:00
English
ビック・ハート松戸☎343－8855
※Telephone consultation in English
（予約制 ）
Thu, Fri
10:00～13:00
is available within the time on the
障害者虐待防止・ 障害者差別相談セン
障害者虐待防止・
㈪〜㈮
8:30～19:00 ター（中央基幹相談支援センターCoCo
left schedule.
障害者差別相談
星期一・二・三 10:00～13:00 ※电话中文咨询时间表如左图
内）
☎366－8376、 366－1138
中文 Chinese
※Your information will be strictly
高齢者・障害者成年
松戸市成年後見相談室（中核機関 ）
㈪〜㈮
9:00～17:00
星期四・五
13:00～16:00 protected.
後見制度相談
☎︎702－3033
咨询之事保守秘密
※
㈪㈭
ほか
げ ん ご
労働相談
17:00～20:00 勤労会館☎365−9666
Tue
13:00～16:00 ※その他 の 言 語については、モバイル
（第3㈭を除く）
つ う や く き
でんわつうやく
り よ う
そうだん
Tagalog・Filipino
松戸商工会議所
（テレビ電話通訳）
を利用して相談 経営相談（起業を含む）
通訳機
㈪〜㈮
9:00～17:00 松戸商工会議所会館
（予約制 ）
☎364−3111
Fri
10:00～13:00
できます。
若者の就労相談
まつどサポステ
㈪〜㈯
9:30～17:00 松戸商工会議所別館
建築士会相談窓口
（予約制 ）
☎703−8301
建築士相談（予約優先）
第2㈬
9:00～12:00 市役所本館2階
☎362－8401
相談コーナー
市役所本館1階
65歳以上
住宅リフォーム相談
第3㈬
10:00～16:00
無料職業
（社福 ）
松戸市社会福祉 ☎365－4712
住宅政策課
㈪〜㈮
9:00～17:00★
マンション管理相談
紹介所
協議会
市役所本館3階
☎366－7366
第1㈬
9:00～12:00 要問い合わせ
65歳未満
（予約優先 ）
☎366－0077
外国人相談

ひとり親
（就労等）
相談
婦人・DV相談
家庭児童相談

㈪〜㈮

㈪〜㈮
㈪〜㈮
㈪〜㈮

8:30～17:00

8:30～22:00
9:00～17:00★
9:00～17:00
9:00～17:00

子育て支援センター

子育て相談

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
ドリーム☎070－3935－1230
子育て支援課☎366－7347
子ども家庭相談課☎366－3955
子ども家庭相談課☎366－3941

生活に困っている人の
相談

㈪〜㈮

9:00～17:00

就学・教育相談
（予約制）

㈪〜㈮

8:30～17:00 児童生徒課（予約専用）
☎366－7600

電話
青少年相談
来所予約制

㈫〜㈯

9:30～17:00 常盤平児童福祉館☎384－7867

いじめ電話相談

㈪〜㈮

8:30～19:00 ☎703－0602（本人・保護者対象）

松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階 ）
☎366－0077

第1㈪ ㈭
14:00～20:00
女性対象
ゆうまつど （予約制） 第2〜4㈪ ㈭ 10:00～16:00
男女共同参画課（予約・相談専用 ）
こころの
☎363－0505
男性対象
相談
第1・3㈮ 17:30～20:30
（電話相談 ）
まつど女性就労・
男女共同参画課
祝日・ ㈫ ㈬ ㈭ 10:00～15:00
ゆうまつど（2階）
☎364−8783
月末日
両立支援相談
（予約優先 ）
（第2㈭は起業相談も） を除く 第1・3㈮ 17:30～20:30

広報まつど 2022
（令和4）年4月1日

森のホール21

チケットセンター

☎384−3331

受付時間…10時～19時
休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）
※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/

◆バトンパスコンサート松戸公演vol.11
新進気鋭のアーティストが、人から人へ
つなぐコンサートシリーズ ピアノデュオ
「４手で織りなすピアノの世界」
4/22㈮19時 会場小ホール 費用全席
自由2,500円 ※保護者同伴の場合は小
学生以下無料

森のホール21 今月の催し物
日時

◆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
5/15㈰14時 会場大ホール 費用全席
自由前売り800円（当日900円)、60歳
以上・高校生まで500円（当日のみ）
※未就学児入場不可
◆JUJU HALL TOUR 2022 不思議
の国のジュジュ苑 －ユーミンをめぐ
る物語－ 演出：松任谷正隆
5/19㈭18時30分 会場大ホール 費用
全席指定8,900円 ※未就学児入場不可
◆松戸混声合唱団定期演奏会
5/22㈰14時 会場大ホール 費用全席
自由1,500円 ※高校生以上要チケット

◆熱唱 北島兄弟コンサート
6/18㈯11時30分、15時15分 会場市
民会館 費用全席指定S席5,000円、A
席4,000円 ※未就学児入場不可

市民会館

休館日…月曜
（祝・休日の場合は翌平日休館）

●ダンス発表会
4/９㈯17時45分
問 わんつうすてっぷ・甲斐☎090－9296
－3920
●春のハワイアンカーニバル
4/10㈰13時
問 マハロクラブ・神崎☎04－7175－1770

☎384－5050
内容（★は有料）

問い合わせ

大ホール

11
：00
NHKチャリティーステージ ワンワンわんだーらんど 松戸公演 ★
3㈰
14：30

ハローダイヤル☎050－5541－8600

9㈯ 17:30 布施明 祭りのあとの歌ものがたり ★

Ro-Onチケット☎365－9960

☎368−0070

★は有料

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

◆松戸ギタークラブミニコンサート
4/2㈯18時20分 問 松戸ギタークラブ・
徳田☎090－3048－8225
◆ タップ ダ ン スショー「 T I M E T O
TAP｣ ★
4/16㈯14時、17時30分
問 タップダンスラボラトリー t a p@
tapdance-laboratory.com
※3歳未満入場不可 ※事前申込制
◆小谷久美子ピアノ音楽教室2022発
表会「HAPPY!」
4/29㈷13時30分
問 小谷☎047－705－8112

インフォメーションデスク
https://information-desk.info/

10㈰ 18:00 ULTRAMANワールドプレミアム＆オーケストラコンサート ★
16㈯ 17:00 LIVE DA PUMP 2022 TOUR DA POP COLORS ★

ディスクガレージ☎050－5533－0888
23㈯ 17:00 ナオト・インティライミ 全国LIVEキャラバン2022-春- ! ホップ・ステップ・
(平日12:00 〜15:00)
24㈰ 15:00 スプリング！みんな引き連れ、おまっとぅり！！ ★

小ホール

12：30
17：00 ＥＣＣジュニア・ＢＳ三ヶ月教室２０周年記念チャリティーミュージカル
ｓ
ｔＴｈｒｏｕｇｈｔｈｅ Ｗｉ
ｎｄ”
12：30 “Ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅ Ｍｉ
3㈰
17：00

2㈯

22㈮ 19:00

●専修大学松戸中学校・高等学校吹奏
楽部第41回定期演奏会
4/24㈰14時 問 石川☎362－9101

市民劇場
☎368−1237

7

ＥＣＣジュニア・ＢＳ三ヶ月教室
３１２－１３００
mikozeclassroom@icloud.com
サ ガ カ レ ン

バトンパスコンサート松戸公演Ｖｏ
ｌ.１１新進気鋭のアーティストが人から人へ 嵯峨歌連
つなぐコンサートシリーズ ピアノデュオ「４手で織りなすピアノの世界」 ★
batonpass20220422@gmail.com

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館） ※駐車場は大変混雑いたします。電車・バスをご利用ください。
※会員先行販売で予定枚数が終了した場合、一般販売はありません。

※飲み物を持参してください。
※申し込みは全て当日会場で。
※マスク着用。 ●はスポーツ推進委員主催

●①グラウンド・ゴルフ教室②ファミ
リースポーツ教室
4/10㈰9時～12時 会場新松戸南小学校
問 ①矢野☎090－3107－0348②宮崎☎
346－4327
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
4/17㈰9時～12時 会場幸谷小学校
問 倉澤☎347－5314

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
●無料詩吟体験会
日 ①4/2〜16の㈯②4/6㈬・20㈬各10
時～12時 会 ①馬橋東②六実各市民セン
ター 申 電話で新松戸馬橋吟 道会・大澤
☎345－0329へ
◆健康麻雀
日 ①4/4㈪・18㈪・25㈪②㈭③㈯各
12時～17時 会 ①松飛台市民センター②
もとやま会館（新京成五香駅下車）③
六実市民センター 定 各先着20人 費 1日
1,000円 申 電話でNPOメーク・小金谷
☎090－6187－5060へ
●ソフトテニス教室
日 4月～令和5年3月の①②㈫10時～12
時③㈫13時～15時④㈫19時～21時⑤
㈬10時～12時⑥㈬12時～14時⑦㈭⑧
㈮⑨㈯各10時～12時 会 ①③⑦栗ケ沢公
園②④⑤⑨金ケ作公園⑥⑧中央公園各庭
球場 対 中学生以上（初心者も可） 定 各
40人 費 1回500円 申 電話で塩島☎090－
1708－9990へ
●健康体操（ストレッチ、フレイル予防体操)
日 ①4/5㈫・12㈫各15時～16時30分
②4/19㈫③4/26㈫各13時30分～15時
会 ①②矢切公民館③まつど市民サポー
トセンター 持 室内用シューズ 費 各500
円 申 電話で矢切レクリエーションクラ
ブ・田中☎090－6525－1215へ
●だれにでもできる！やさしい詩吟教室
日 4/6㈬・13㈬各18時～20時 会 常盤平
市民センター 持 筆記用具 申 電話で松 鳳
会・長谷川☎090－3046－4991へ
●健康体操体験教室（ストレッチ、リズム体操)
日 4月の㈭各13時～14時30分 会 東部
スポーツパーク体育館 費 500円 申 電話
で東部健康体操クラブ・岸本☎090－
6925－8112へ
●レーシングカーを作って競走させよう
日 4/17㈰10時～12時、13時～15時 会新
松戸未来館 対 小学3年～中学3年生 持 上
履き、単3乾電池1本 申 4/16㈯までに、
はがきで〒270－0034新松戸3の1の4新
松戸未来館2階 松戸市少年少女発明ク
ラブへ 問 同クラブ・羽根☎384－8124
ぎんどうかい

しょうほう

かい

●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
日 4/7〜28の㈭各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
●詩を唄って楽しむ会（初心者）
日 4/8〜29の㈮㈷10時～12時 会 五香
市民センター 持 筆記用具 申 電話で翔 龍
会・廣野☎080－1087－1494へ
●バンドとフラのコラボ ハワイアンカーニバル
日 4/10㈰13時～16時 会 市民会館 申 電
話でマロハクラブ・神崎☎04－7175－
1770へ
◆マイカーでボランティアしませんか？
活動説明会
日 4/10㈰、5/8㈰、6/5㈰各10時～12時
会 勤労会館 対 第1種普通運転免許証保有者
定 先着10人 申 電話でNPOたすけあいの
会ふれあいネットまつど☎710－7450へ
◆成年後見制度の個別相談会
日 4/11㈪、5/9㈪各13時～15時 会 勤労
会館 申 電話でNPO東葛市民後見人の会
松戸支部・上野☎090－6156－0673 へ
◆松戸のみどり再発見ツアー「市ざかい
に残る豊かな自然をたずねる」
日 4/14㈭9時30分北総線大町駅改札口
集合、12時30分同駅解散〔小雨実施〕
持 帽子、マスク、手指消毒品 費 300円
（小学生以下無料）定 先着20人 申 電話
で緑のネットワークまつど・藤田☎090
－4078－3703へ（18時以降）
◆税理士税務無料相談会
日 4/14㈭・28㈭、5/12㈭・26㈭各
10時～15時 会 松戸商工会館（松戸駅下
車） 申 電話で千葉県税理士会松戸支部
☎366－2174へ
◆飼い主のいない屋外猫を合法的に減ら
して御近所トラブルをなくそう！(情報
交換・相談会)
日 ①4/17㈰②5/7㈯各18時～20時 会 ①
小金原市民センター②市民交流会館（す
まいる） 定 各 先着①20人②10人 問 松戸
地域猫スタートサポート・川野☎080－
3405－8986
しょうりゅう

かい

●古民家旧斎藤邸で短歌を詠む
日 4/18㈪10時30分JR東松戸駅改札口集
合 持 筆記用具 申 電話で松戸短歌会・川上
☎387－2440へ
●松戸あひる会 人物画体験会〔全4回〕
日 4/26～5/17の㈫、5/24～6/14の㈫
各18時30分～20時30分 会 市民会館 持
クロッキー帳、スケッチブック、画板、濃
い鉛筆などの画材 費 1,000円 申 電話で同
会・坂本☎080－5420－3492へ

●初心者一輪車教室
日 5/22㈰・29㈰、6/12㈰各9時～12時
会 運動公園小体育室 対 小学生以上 定 10
人（抽選） 費 1,000円 申 松戸市一輪車協
会ホームページ http://www9.plala.
or.jp/m-koara/より

会 員 募 集
●アートシップ絵画教室
日 第1・3㈬各13時～17時 会 八柱市民セ
ンター 内 主に水彩画・鉛筆画の実習 費
月2,000円 1,000円 問 清水☎080－
6537－9803（昼間のみ）
●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 対
家を片づけたい人 持 筆記用具 費 月500円
1,500円 問 山崎☎090－2545－4746
（昼間のみ）
●松戸釣りクラブ（釣り・講習会・料理教室)
日 毎月4回 会 県内河川、房総、東京湾 費
月1,000円 2,000円 問 青山☎080－
3388－4590
●健康体操ひまわり（ストレッチ、リズム
体操）
日 第4を除く㈪9時20分～10時50分 会 小
金原体育館 対 50歳以上 費 月1,500円
1,000円 問 増田☎344－3493
●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 60歳以上の男性、55歳以
上の女性 定 先着6人 費 月300円 問 岩本
☎080－1019－1988
●健身まほろば太極拳（24式太極拳、推
手、32式剣など、1カ月無料体験可）
日 ①㈪14時～16時②㈬13時～15時 会
①稔台②明各市民センター 対 20歳～89
歳 費 各月3,000円 1,000円 問 芦沢☎
080－2010－1170

は ち だ ん にしき

よう

●松 戸 太 極拳同好 会（ 気 功八 段 錦・楊
め い じ
名時太極拳）
日 ①㈫13時～15時②㈭③㈮④㈯各10時
～12時 会 ①柿ノ木台公園体育館②運動
公園武道館③明市民センター④常盤平体
育館 費 各月3,000円 2,000円 問 髙 科
☎362－6080
●フローレ・ジュニアテニスチーム
スポーツ少年団（硬式）
日 ㈰8時～10時 会 金ケ作公園庭球場 対 小
学生 定 先着20人 費 月2,000円 2,000
円（保険料含む）問 野尻☎090－4012－
8250
●グローリーテニスクラブ（硬式）
日 ㈪13時～17時 会 栗ケ沢公園庭球場
対 60歳以上の男性、55歳以上の女性 費
年3,000円、1回300円 問 服部☎080－
8740－6732
●ビビットF・C（フィットネス）
日 ㈪9時30分～11時 会 運動公園体育館
対 18歳以上 定 先着20人 費 月1,500円
500円 問 飯塚☎070－1315－3025
●松戸市パークゴルフ協会
日 第2㈯8時15分～12時 会 白井遊楽パー
クゴルフ場 対 10歳以上 費 月1,600円、年
2,000円 問 桜井☎090－2409－4671
●松戸21RC（フルマラソン・ハーフマラ
ソン）
日 ㈯㈰㈷9時～12時 会 21世紀の森と広
場 費 年1,000円 問 遠藤☎080－1197－
3511
たかしな
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アプリ「カタログポケット」
広報まつどをスマートフォンで閲覧でき
ます。 10言語・自動読み上げに対応。
Read in multi languages!

2022.4.1

（令和4年）

人口と世帯 〔2022（令和4）年3月1日現在〕

カタログポケット

〔

〕内は前月比

人口 496 , 622人 〔

△63 〕

男

246, 676人〔

△85 〕

世帯 244 ,495世帯〔

77 〕

女

249, 946人〔

22 〕

※住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口です。

東京2020大会開催を記念して、

127

「銘板モニュメント」
「夢のポスト」設置
「夢のポスト」
政策推進課☎366－7072

「持続可能なやさしいまち」の実現に向けて
ロシア軍によるウクライナ侵攻という暴挙によりウクライナ
では多大な被害が出ています。東京2020大会のホストタウン
相手国として交流を深めたルーマニアにも多くのウクライナの
方が避難されており、その方々の保護と支援についても大変憂
慮しています。市では、ウクライナへの人道支援を目的とした
募金活動を行っています。市役所・各支所に募金箱を設置して
いますので皆様のご支援をよろしくお願いします。
さて、新年度を迎えるにあたり、市の取り組みの一部につい
て説明させていただきます。
子育て支援では、ヤングケアラーなど保護者による適切な
養育を受けることができない子どもたちへの支援サービスを
強化します。子育てに不安を抱える家庭への訪問支援につい
ては、支援対象を今までの就学前の子どもがいる家庭に加
え、就学後の子どもがいる家庭にも拡大します。L INEを利用
したプッシュ型情報配信ツールを導入し、全ての子育て世帯
を対象に、必要な人へ必要な情報をタイムリーに発信できる
ようにします。1回･1日200円で受診･入院できる子ども医療
費助成の対象を中学3年生までから高校3年生相当までに拡大
します｡
新しい移動手段として時速20キロ未満で走行する電動車
「グリーンスローモビリティ」を2地区に導入します。松戸版
「グリスロ」は、地域の人が地域のために運行するもので、
「動くサロン」として、住民の社会参加やコミュニティの活性
化につながるものと考えています。低速の電動車が住環境にや
さしく、ゆっくり走行し、それを地域全体で支えるような、持
続可能な互助の取り組みとして定着することを目指します。
オリンピックで注目を集めたスケートボード競技が楽しめる
施設を松戸運動公園内に整備します。
昨年、松戸駅周辺地域が国から「都市再生緊急整備地域」に
指定されたことに続き、今年は松戸中央公園の南側にある国有
地を購入し、土地区画整理事業により、松戸中央公園一帯のリ
ニューアルを行います。
この他、電気自動車用充電設備を設置する事業者に対して補
助を行い、温暖化対策を進めるなど、「持続可能なやさしいま
ち」の実現に向け、取り組みを進めます。
新年度予算と主な事業については、4月15日号の『広報まつ
ど』に掲載しますのでご覧ください。
ラ

松戸市長

イ

ン

ほ ん ご う や

け ん じ
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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）。

こめっこクラブ
こめっこクラ
ブ 参加者募集
〔全6回〕要申込

21世紀の森と広場内の田んぼで、昔
ながらの手作業でお米づくりを体験し
ます。最終日には餅つきを行います。
日時5月7日㈯、6月19日㈰、7月10
日㈰、9月25日㈰、10月23日㈰、11
月20日㈰各9時30分または11時から
※参加時間は選べません。
対象市内在住・在学の小学4年～6年生
※保護者にも手伝ってもらいます（1人での参加も可能）
。
※活動内容の詳細は、市ホームページに掲載します。
定員24人（抽選）
4月15日㈮〔必着〕までに、Eメールに住所・氏名（ふりが
な）
・電話番号・学校名・学年を記入して、21世紀の森と広場
パークセンター mckouen21@city.matsudo.chiba.jp（☎
345－8900）へ

聖火リレー開催記念銘板モニュメント

松戸中央公園において、東京2020
オリンピック聖火リレーの点火セレモ
ニーと東京2020パラリンピック聖火の
採火が開催されました。市内で灯った2
つの聖火の光が、後世にも受け継がれ
ることを祈念して銘板モニュメントを
設置したので、ぜひご覧ください。
設置場所松戸中央公園（テニスコート横）

夢のポスト

東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会という貴重な体験の中で、市
ゆかりの選手が素晴らしいパフォーマン
スを発揮し、勇気と感動を与えてくれた
ことや、ご協力いただいた市民の皆さん
への感謝、また将来にわたって人々が夢
を抱き、輝き続けることを祈念してダブ
ルレインボーをデザインした郵便ポスト
を設置しました。
設置場所東武アーバン
パークライン六実駅前

ダブルレインボー（二重虹）は“願いが叶う”
“祝福”という意味があると言われ、なかなか
見ることができない貴重なものとされています。

消費者月間教室

要申込

消費生活課☎366－7329
①5月10日㈫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～
②5月13日㈮季節を楽しむ消しゴムはんこ
③5月17日㈫日本茶を楽しもう～おいしいお茶の淹れ方～
④5月20日㈮はじめよう終活～エンディングノートの書き方～
時間各10時〜12時 会場ゆうまつど 定員各20人（抽選）
持ち物筆記用具（②はカッターも） 費用②のみ1,000円
い

4月11日㈪までに、ちば電子申請サービスまたは往復はがきに①～④の希望
教室名・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へ
※1枚のはがきで1人まで（複数教室可）
。
※抽選結果は4月13日㈬以降に通知。定員に満たない場合は4月
18日㈪から電話で受け付け。
ちば電子
※一時保育あり（3歳～小学2年生、各先着3人、当選後に要申込） 申請サービス

Zoom開催
4月23日～5月12日は

こども の 読書週間

無料オンラインイベント
市立図書館☎365－5115

要申込

こどもの読書週間に合わせて、本を読む楽しさを
知ってもらうイベントを無料で実施します。家族で
の読書や読み聞かせなど、本に親しむ機会を増やし
てみませんか。
親子で楽しむ図書館ミニ工作講座
～ガリレオの世界とかんたんな望遠鏡
づくり～
日時4月30日㈯10時～11時
講師学習支援専門員・小林
志貴子氏
対象市内在住・在学の小学
ちば電子申請
生とその保護者

中学生の国語の勉強法と
おすすめ本の紹介
日時5月7日㈯10時～10時40分
講師学習支援専門員・松葉修一氏
対象市内在住・在学
の中学生とその保
護者

サービス

共通

4月19日㈫17時までに、ちば電子申請サービスで

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。また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

ちば電子申請
サービス

