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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。

個人向け

総合相談窓口

事業者向け
（要予約） 会場：松戸商工会議所会館2階（松戸駅下車）

申込：電話で同会議所☎047-364-3111へ

10時～16時（土・日曜、祝・休日を除く）

平日9時～16時（一人30分程度、市役所開庁日のみ）

会場：市役所本館2階大会議室（電話予約者優先）
電話相談・来庁予約：電話で松戸市新型コロナウイルス感染症
相談ダイヤル☎0120-415-111（音声ダイヤルで「5」を選
択) ※症状・受診・検査は「1」、保育・教育は「3」を選択へ
メール相談✉mccoronasoudan@city.matsudo.chiba.jp

ワクチン接種コールセンター

新型コロナウイルス感染症

8時30分～17時（土・日曜、祝・休日も対応）

☎0120－684－389
※利用できない場合は☎050－5526－1081へ

●接種後の副反応など医学的な相談
千葉県新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ副反応等専門相談窓口
☎03－6412－9326（24時間対応）へ
●ワクチンに関する全般的な相談
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎0120－761770（9時～21時）へ

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。

市内新規陽性者数の推移

宣言解除後の感染再拡大（リバウンド）を防ぐため、
引き続き、感染防止対策の徹底をお願いします

緊急事態宣言が解除されました！

感染リスクが高い場面に
気をつけましょう！

市ホームページ

市内居住患者
累計

（3/23時点）

人2,421

感染者の詳細は
こちらから市内療養者の状況

区分 入院中 自宅療養
入院・ホテル
療養等調整中

ホテル療養
療養者数

合計

3月18日時点 68人 ４7人 7人 14人 136人

前週比 -6 +1３ +2 +5 +14

（千葉県集計データ）

療養者数が
増加傾向！

新規感染者数の移動平均は、依然として高い水準で推移

（～3/21）

緊急事態宣言
再延長（3/21まで）

緊急事態宣言が解除されましたが、感染の

再拡大を防ぐため、感染リスクが高い場面

（会食やカラオケの場）においては以下の感染

防止策の徹底をお願いします。

 会話の際・歌唱中はマスクの着用

 利用前後の手洗い・手指の消毒

 こまめな換気

緊急事態宣言
解除

新型コロナウイルス



表は水曜日
朝更新

P.2 ニュース

※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。

※新型コロナウイルス対応のため、電話で予約してから来院してください。発熱等の症状がある方については診察
をお断りさせていただく場合があります。

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

3月21日(日)執行千葉県知事選挙
開票結果 ※得票数欄の小数点以下は按分票によるものです。

届出
番号

候補者氏名 党派名
得票数

松戸市 千葉県

1 当 くまがい 俊人 無所属 88,969票 1,409,496票

2 ごとう てるき ベーシックインカム党 891票 12,150票

3 加藤 けんいちろう 無所属 1,149票 15,986票

4 かなみつ 理恵 無所属 12,099票 122,932票

5 皆川 真一郎 無所属 1,593票 20,256票

6 関 まさゆき 無所属 28,312.522票 384,723.033票

7 平塚 正幸 国民主権党 1,586.477票 19,372.92票

8 河合 ゆうすけ 千葉県全体を夢と魔法の国にする党 1,147票 15,166票

投票結果

選挙人名簿登録者数
（松戸市）

当日有権者数
（松戸市）

投票者数
（松戸市）

投票率

松戸市 千葉県

計 414,997人 408,537人 137,640人 33.69% 38.99%

男 205,639人 202,198人 66,092人 32.69% 38.04%

女 209,358人 206,339人 71,548人 34.67% 39.91%

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

3/28 日

外科・内科 高木クリニック 栄町5-313 047-364-0979

内科 けやきトータルクリニック 新松戸3-114 047-309-2299

整形外科 北原整形外科 小金原7-20-15 047-343-1016

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

※18時から23時は②の夜
間小児急病センターへ

外科系

3/24 水 新東京病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

3/25 木 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

3/26 金 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院

3/27 土 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 五香病院

3/28 日 新東京病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

3/29 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

3/30 火 新東京病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

3/31 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院

※待機病院の所在地・電話番号

五香病院 五香8-40-1 047-311-5550

新東京病院 和名ヶ谷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 金ヶ作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 （電話受付22時45分まで）

診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

3/27 土
歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ヶ花45-53衛生会館２F 047-365-3430

3/28 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。

3月25日㈭9時プレイボール！ VS中京大中京高校

応援ポスターを2パターン
作成しました。市ホームペー
ジでダウンロードできます。
ぜひオフィスや店舗、ご自宅
などに掲示してください。 市ホームページ

雨天のため24日から順延

展示スケジュール

日程 会場

4/ 1㈭まで 新松戸支所

4/ 2㈮～15㈭ 矢切支所

4/16㈮～30㈮ 東部支所

問：選挙管理委員会事務局☎047-366-7386

姉妹都市交流50周年を記念して、ホワイト
ホース市に贈るため市民有志が手作りした
日本の伝統手芸品「つるし雛」が各支所を
巡っています。

問：文化観光国際課047‐366-7327

市内を巡る「つるし雛」に
会いに来てください！
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