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７月11日㈰までまん延防止等重点措置継続中
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市民のみなさんへ 飲食店、喫茶店、遊興施設※

※食品衛生法の飲食店営業許可を受けている

不要不急の外出・移動は自粛
～都道府県間の移動は極力控える～
飲食は、昼夜・場所を問わず黙食・少人数で
● 飲食店での飲酒は、入店から90分以内

1グループ2人まで
● 路上・公園での集団の飲酒や宅飲み、ホー
ムパーティーは自粛

● 人が集まる場所での食べ歩きを控え、持ち
帰りに

● お店から求められている感染対策に協力
飲食を主としている店舗でのカラオケ自粛
感染対策が徹底されていないお店
時短要請に応じていないお店

営業時間は 5時 ～ 20時
酒類提供は 11時 ～ 19時
※ただし、以下の要件を満たした場合
● 入店から90分以内、1グループ2人まで
● 換気の徹底
● 人と人との間隔、テーブル間の距離を

1m～2m確保（距離の確保が困難な場合は
アクリル板などを設置）

● 手指消毒の徹底
● 食事中以外のマスク着用の推奨
飲食を主としている店舗でのカラオケ自粛
店内での会話が大きくならないようBGMの
音量を最小限に

利用自粛

飲酒運転「 しない！させない！許さない！」

６月２８日に、八街市で酒気帯び運転により小学生を
死傷させる痛ましい事故が発生しました。
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。市民の皆さん

一人一人が「飲酒運転はしない・させない・許さない」
という強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。
松戸市では改めて、通学路の危険個所の総点検を速やか

に実施する予定です。
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※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

7/ 4 日

外科・内科 柳澤医院 古ヶ崎803 047-364-1300

内科 宇野医院 金ケ作408の290 047-386-4822

整形外科 せき整形外科クリニック 五香7の55の1 第一国分ビル1階 047-311-7770

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 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

6/30 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院

7/ 1 木 新東京病院 市立総合医療センター 山本病院

7/ 2 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

7/ 3 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

7/ 4 日 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

7/ 5 月 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 五香病院

7/ 6 火 新東京病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

7/ 7 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

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
7/ 3 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
7/ 4 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。

ニュース

感染力の強い変異株（デルタ株）に備え
これまで以上に感染対策の徹底をしましょう

●マスクを正しく着用（隙間をつくらない）

2歳未満のお子さんは窒息や熱中症のリスクがあるためマスクを
着用しないでください。

熱中症予防のため、屋外で人との距離が十分に取れる場合は
マスクを外しましょう。

障害や病気などによりマスクをつけられない方へのご理解もお願いします。

●換気を徹底（二方向の窓を開ける）

●会話をする時は距離をとり、短時間で （飛沫の浴びる量・時間を少なくする）
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				受付開始日 ウケツケ カイシ ビ		対象者 タイショウシャ

				５月25日（火）		１回目の予約が5月に入っている人 ヒト

				５月２８日（金） キン		１回目の予約が6月に入っている人 ヒト
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				運動公園 ウンドウ コウエン		小学校 ショウガッコウ



								接種会場 セッシュ カイジョウ		予約できる日程 ヨヤク ニッテイ		予約枠数 ヨヤク ワク スウ

								松戸運動公園体育館
小山内科クリニック
島村トータルケアクリニック マツド ウンドウ コウエン タイイクカン コヤマ ナイカ シマムラ		６月１日（火）～３０日（水） ガツ ニチ カ ニチ スイ		約3,600回 ヤク カイ

								小学校体育館 ショウガッコウ タイイクカン		５月３０日（日） ガツ ニチ ニチ		1,800回 カイ

								対象者 タイショウシャ		接種券発送日 セッシュ ケン ハッソウ ビ		予約開始日 ヨヤク カイシ ビ

								12歳～54歳のうち下記のいずれかに当てはまる人
①基礎疾患がある人
②高齢者施設等従事者
③子ども関連事業従事者 サイ サイ カキ ア ヒト キソ シッカン ヒト コウレイシャ シセツ トウ ジュウジ シャ コ カンレン ジギョウ ジュウジシャ		６月30日㈬ ガツ ニチ		7月　5日㈪ 8：30 ガツ ニチ

								40歳～54歳 サイ サイ				7月　7日㈬ 8：30 ガツ ニチ

								12歳～39歳 サイ サイ				7月14日㈬ 8：30 ガツ ニチ











Sheet4





Sheet1 (2)

		和名ケ谷スポーツセンター

		松戸駅東口・和名ケ谷スポーツセンター間



		松戸駅東口発
（イトーヨーカドー前）		スポーツセンター発

		reserved-00x2		reserved-00x2

		reserved-00x2		reserved-00x2

		reserved-00x2		reserved-00x2

		12時20分
※6月1日より運行停止		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		―		reserved-01x2

		松戸運動公園

		八柱駅北口・運動公園間

		八柱駅北口発		松戸運動公園発 マツド

		reserved-00x2		reserved-00x2

		reserved-00x2		reserved-00x2

		reserved-00x2		reserved-00x2

		reserved-00x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		reserved-01x2		reserved-01x2

		―		reserved-01x2

		※運動公園は、乗る場所と降りる場所が異なりますのでお気を付けください。 ウンドウ コウエン



https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/sports/wanagaya_sports/index.htmlhttps://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/sports/unndoukouen.html
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				開設日 カイセツ ビ

				・２回目の予約ができていない人
・76歳以上 カイメ ヨヤク ヒト サイ イジョウ		6月5日㈯～27日㈰の土・日曜 ガツ ニチ ニチ ツチ ニチヨウ

				　70歳以上 サイ イジョウ		6月12日㈯～27日㈰の土・日曜 ガツ ニチ ニチ ツチ ニチヨウ

				　65歳以上 サイ イジョウ		6月19日㈯～27日㈰の土・日曜 ガツ ニチ ニチ ツチ ニチヨウ
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