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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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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 4/18（水）～4/25（水） 

開催日 曜日 内容 

4月18日 水 
シティー・ミニコンサート～音楽が架ける虹の橋～（12時15分～12時45分、松戸市役所議会議場で。問：生涯学
習推進課☎047-367-7810） 

19日 木 
童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」（11時～11時30分、ふれあい22で。問：ふれあい22☎047-383-
0022） 

20日 金   

21日 土 森と古墳めぐりツアー（9時JR東松戸駅集合、12時頃現地解散。問：みどりと花の課☎047-366-7378） 

22日 日 
森めぐりツアー(9時30分JR東松戸駅集合、14時頃現地解散、弁当持参。問：みどりと花の課☎047-366-7378) 
マグノリア・コンサート（14時から、東松戸ゆいの花公園で。問：同公園管理センター☎047-384-4187） 

23日 月   

24日 火   
25日 水   

オープンフォレストin松戸 
～子どもも大人も 森へ行こう 森で遊ぼう～ 

 普段入ることのできない個人の森を所有者の協力
を得て公開し、ボランティアが案内します。 

森の公開日（午前10時から） 

 都市に残された貴重な森を未来の子どもたちに引き継ぐために、何ができるかを考えるきっかけ
になることを願って、毎年開催しているオープンフォレスト。今年は花の季節に合わせて4月に行
います。 みどりと花の課☎047-366-7378 

オープンフォレスト実行委員会事務局☎090-3313-0921 

※自由散策に○がついている場所は、4/21～28の公開日以外の日に自由に入れます。 

森の位置 

地域 名称 公開日 自由散策
①関さんの森 4/21㈯・28㈯ ○
②溜ノ上の森 4/21㈯・27㈮ ○
③根木内歴史公園 4/27㈮ ○
④八ケ崎の森 4/21㈯・22㈰・25㈬
⑤ホダシの森 4/21㈯・25㈬
⑥囲いやまの森 4/21㈯・22㈰
⑦三吉の森 4/21㈯～23㈪・28㈯
⑧立切の森 4/21㈯～23㈪・28㈯
⑨芋の作の森 4/21㈯・26㈭・28㈯
⑩しんやまの森 4/21㈯・28㈯
⑪縄文の森 4/21㈯・22㈰ ○
⑫河原塚古墳の森 4/21㈯・28㈯ ○
⑬紙敷石みやの森 4/22㈰・28㈯
⑭紙敷みなみの森 4/22㈰・28㈯
⑮野うさぎの森 4/22㈰・28㈯
⑯秋山の森 4/28㈯
⑰小浜屋敷の森 4/26㈭・28㈯
⑱甚左衛門の森 4/28㈯

幸谷・根
木内地域

八ヶ崎・金
ケ作地域

千駄堀地
域

紙敷・秋
山・高塚
新田地域
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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 

4/22 日 

内科・小児科 柿の木台クリニック 二十世紀が丘萩町７４ 047-308-6671 

内科 新松戸ハートクリニック 新松戸２－１１５－１松本ビル３Ｆ 047-374-4810 

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 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 

診療日 曜日 内科系 小児科 外科系       

4/18 水 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       

4/19 木 東葛クリニック病院 松戸市立総合医療センター 五香病院       

4/20 金 千葉西総合病院 千葉西総合病院 山本病院       

4/21 土 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       

4/22 日 新東京病院 千葉西総合病院 千葉西総合病院       

4/23 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院       

4/24 火 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       

※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 

4/21 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 

4/22 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年度の測定で、市有施設の主な生活空間
において除染の指標値を超えた地点はありませ
んでした。 

平成29年度の市立保育所及び市立小・中学校給
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1月から3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1月から3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」及び「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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