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ニュース
水曜日が休日の場合は翌開庁日発行
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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。

発行／松戸市 お問い合わせ TEL 047－366－7320
FAX 047－362－6162

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月24日(火)まで市立小中高等学校を臨時休業
いたしました。 ※修了式、卒業式は実施する予定で検討中(3月4日現在)です。
感染状況と沈静化状況を考慮し、詳細が決まりましたらお知らせします。
臨時休業措置中は児童生徒の一時預かりを行っています
対象小学生、中学校の特別支援学級に在籍する生徒 ※詳細は市ホームページをご覧ください。 市ホームページ

小学校の臨時休業期間中、放課後児童クラブを朝8時から開設しています。
※詳細は市ホームページをご覧ください。 市ホームページ

※こちらに記載されていない施設やイベントも今後中止・延期になる可能性があります。

《利用中止施設》●運動公園体育館・武道館●おやこDE広場●柿ノ木台公園体育館（全館）●勤労会館

●栗ヶ沢公園庭球場（コート・トイレ以外の屋内施設）●クリーンセンター内スポーツ施設体育室・温水プール
●小金原体育館●子育て支援センター●児童館・こども館●シニア交流センター会議室●市民会館●市民交
流会館（すまいる）●市民センター●市立図書館（本館・分館・子ども読書推進センター）●市立博物館●女性
センターゆうまつど 個育てサロン（フリースペース）●青少年会館（樋野口分館含む)●タウンスクール根木内
●東部スポーツパーク屋内施設●常盤平体育館●戸定歴史館・戸定邸・松雲亭●中高生の居場所●テクノ21
松戸地域職業訓練センター●21世紀の森と広場パークセンター・自然観察舎●東松戸ゆいの花公園マグノ
リアハウス●文化ホール●まつど市民活動サポートセンター●松戸市民劇場●森のホール21 地下施設●老
人福祉センター●矢切公民館●ユーカリ交通公園の乗り物の貸し出し●和名ケ谷スポーツセンター（全館）

《中止・延期のイベント》 ※【延期】の記載がないイベントは全て中止です。

利用中止施設
の情報

市立小中高等学校を臨時休業しています

放課後児童クラブを臨時開設しています

利用中止の施設と中止・延期のイベント（3月4日現在）

日程 イベント名 問い合わせ

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

3/  5(木)

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」 健康福祉会館☎047-383-0022

木造住宅耐震相談会 建築指導課☎047-366-7368

みらい分校学校見学・入学相談【延期】 学務課047-366-7457

3/  7(土)
あなたのじん臓を守ろう！ 国民健康保険課☎047-712-0141

松戸宿坂川河津桜まつり 同まつり実行委員会事務局☎047-362－5356

3/  8(日)
松戸宿坂川河津桜まつり 同まつり実行委員会事務局☎047-362－5356

「松戸プロジェクト」成果報告会【延期】 地域包括ケア推進担当室☎047-366-7343

3/ 9(月) 松戸市みんなが元気になる公共交通の検討会議 交通政策課☎047-704-3996

3/10(火) 松戸スタートアップオフィス マッチングイベント 商工振興課企業立地担当室☎047-711-6377

イベントの
中止・延期情報



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

3/8 日

内科 一条会クリニック 大橋415-1 047-372-5111

内科・小児科 伊藤医院 大金平4-335 047-341-1368

眼科 かとれあ眼科 松戸1181 アトレ松戸5階 047-362-1191

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

3/ 4 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

3/ 5 木 東葛クリニック病院 市立総合医療センター 五香病院

3/ 6 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/ 7 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

3/ 8 日 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

3/ 9 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

3/10 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/ 7 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/ 8 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

ちばの大気環境

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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