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発行／松戸市 お問い合わせ TEL047－366－7320
FAX047－362－6162

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

まん延防止等重点措置 が適用中

ご協力をお願いします！
市ホームページ

市内居住患者
累計

（4/20時点）

人2,670

感染者の詳細は
こちらから

（～4/18）

P.1

予約のキャンセルで予約枠に空きがでる場合や接種医療機関等の調整により、
予約枠が追加される場合があります。最新情報は市ホームページをご覧ください。
※7月以降の接種スケジュールや会場等も随時、市ホームページ、広報まつど、まつどニュースなどで
お知らせします。
※６４歳以下の接種券発送時期は、高齢者の接種状況及びワクチンの供給状況により判断します。

問い合わせ：０１２０－６８４－３８９（フリーダイヤル）
上記フリーダイヤルが利用できない場合は、０５０－５５２６－１０８１ へ
※間違い電話が多発しています。番号のお間違いに注意してください。

市ホームページ

受付時間 ： ８時３０分～１７時（土日・祝日も実施）
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感染経路等判明者

感染経路不明者

7日間移動平均

新規陽性者数の平均が前週の7.4人から10.3人に増加
（単位：人）

大型連休中も
不要不急の外出・移動は自粛

店舗の営業時間は20時まで
（酒類提供は19時まで）

・飲食は、昼夜・場所を問わず黙食・少人数で

・お店から求められる感染対策への協力

・営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店へ

の出入りは自粛

・飲食を主として業とする店舗でのカラオケ設備

の利用自粛

・業種別ガイドラインの遵守
まん延防止等重点措置

の詳細はこちら

千葉県ホームページ

5月・6月のワクチン接種の予約枠は
おおむね満席です（4月21日時点）



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

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

4/25 日

内科
もりた内科・眼科クリニッ
ク

松戸1343-3 グランマノワール1階 047-362-3136

内科・小児科 森内科クリニック 新松戸6-125 047-346-1818

産婦人科 湯原産婦人科医院 小金原5-20-7 047-341-6185

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

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

4/21 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院

4/22 木 千葉西総合病院 千葉西総合病院 山本病院

4/23 金 新東京病院 市立総合医療センター 新松戸中央総合病院

4/24 土 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 五香病院

4/25 日 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

4/26 月 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

4/27 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

4/28 水 東葛クリニック病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

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
4/24 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
4/25 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。

市ホームページ
「International Portal」

Multilingual Video Guides and PR Videos are available on the City Website and YouTube channel

マルチリンガル動画チャンネルを配信中!!

日本語を母語としない市民が必要な情報を取得し、安心して暮らす
ことができるよう、多言語による行政制度の案内動画を制作しまし
た。また、松戸の魅力を世界に伝えるためのPR動画も公開していま
す。詳細は市ホームページ「International Portal」をご覧くださ
い。

問：文化観光国際課☎366－7327

①多言語による行政制度案内②松戸の魅力を世界に発信する PR 動画

In order to assist Matsudo residents we have created a series of 
multilingual video guides concerning various municipal procedures and 
institutions. We hope that these videos provide plenty of helpful 
information. The promotion videos were created with the goal of 
introducing the appeal of Matsudo to potential tourists.


