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11月3日（祝）に新型コロナワクチンの予約枠を追加します

P.1

実施日 11月6日（土）～30日（火） 追加枠 6,000回分
場所●新松戸駅前クリニック●島村トータルケアクリニック●加賀谷正クリニック
●新松戸診療所●東葛クリニック病院●桐友クリニック新松戸●小山内科クリニック
●いらはら診療所●矢切クリニック●高塚団地診療所●新松戸中央総合病院
使用ワクチン ファイザー社製 対象 12歳以上で松戸市に住民登録がある人
持ち物 接種券・予診票・身分証明書 ※詳細は市ホームページをご覧ください。

市ホームページ

千葉県明るい選挙シンボル

キャラクター「せんきょ君」

市ホームページ

区分 計

松戸市
全体

有権者数 414,470人

投票者数 221,310人

投票率 53.4%

千葉県
第6区

(松戸市)

有権者数 271,633人

投票者数 143,496人

投票率 52.83%

千葉県
第7区

(松戸市)

有権者数 142,837人

投票者数 77,814人

投票率 54.48%

候補者氏名
（届出順）

党派名 得票数

内山 あきら 日本維新の会 9,125

さいとう 健 自由民主党 41,033

竹内 千春 立憲民主党 24,250

渡辺 くにひろ
NHKと裁判してる党
弁護士法７２条違反で

1,664

●比例代表選出議員選挙

政党等の名称
（届出順）

千葉県
第6区

千葉県
第7区

得票数

社会民主党 2,184 1,107 3,291

れいわ新選組 5,451 2,764 8,215

日本共産党 11,764 5,903 17,667

立憲民主党 25,330.981 16,845.817 42,176.798

公明党 18,149 9,241 27,390

国民民主党 7,593.018 3,835.182 11,428.2

自由民主党 44,895 25,591 70,486

日本維新の会 23,102 9,957 33,059

NHKと裁判してる党
弁護士法７２条違反で

2,150 1,135 3,285

●小選挙区選出議員選挙

候補者氏名
（届出順）

党派名 得票数

藤巻 けんた 日本維新の会 36,137

渡辺 ひろみち 自由民主党 58,683

浅野 ふみ子 日本共産党 22,863

生方 幸夫 21,764

候補者別得票数
千葉県第6区・松戸市

千葉県第7区・松戸市

区分 計

松戸市
全体

有権者数 414,470人

投票者数 221,285人

投票率 53.39%

千葉県
第6区

(松戸市)

有権者数 271,633人

投票者数 143,483人

投票率 52.82%

千葉県
第7区

(松戸市)

有権者数 142,837人

投票者数 77,802人

投票率 54.47%

名簿届出政党等別得票数(松戸市)

令和3年10月31日執行

衆議院議員総選挙の結果をお知らせします
公示日:10月19日、投票日:10月31日

※得票数欄の小数点以下は按分票によるものです。



表は水曜日
朝更新

※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

ニュースP.2

市ホームページ

予約なしで新型コロナワクチンを接種できます

１　医科診療

診療日 曜日 電話番号
047-308-6671

047-388-2870

047-712-0015

047-362-8237

047-387-4121

047-710-5571

診療日 曜日 電話番号

047-712-2513

診療日 曜日

11/2 火

11/3 祝

11/4 木

11/5 金

11/6 土

11/7 日

11/8 月

11/9 火

11/10 水

※待機病院の所在地・電話番号

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 電話番号
11/3 祝

11/6 土

11/7 日
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

山本病院 小金きよしケ丘2-7-10 047-341-3191

診療科目 医療機関名 所在地

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

金ヶ作107-1 047-384-8111

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

東葛クリニック病院 市立総合医療センター 新松戸中央総合病院

千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

新東京病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

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

新東京病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

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

千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院

千葉西総合病院 千葉西総合病院 市立総合医療センター

千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院

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

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

診療科目 医療機関名 所在地

毎日 小児科（内科系） 夜間小児急病センター 千駄堀993-1

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

①昼間（9時～17時）在宅当番医
主な診療科目 医療機関名 所在地

11/3 祝

内科・小児科 柿の木台クリニック 二十世紀が丘萩町74
内科 上野内科クリニック 五香5-27-4
眼科 東松戸はなぞの眼科 東松戸2-3-2

11/7 日

外科・内科 高田外科胃腸内科 古ヶ崎101-2
内科・外科 常盤平中央病院 常盤平6-1-8
眼科 いわあさ眼科 日暮5-228

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。

実施日 11月4日（木）・5日（金） 接種場所 キテミテマツド（第2会場）

時間 17時～19時 定員 各日先着50人（15時30分整理券配布）
対象 12歳以上で松戸市に住民登録がある人

※16歳未満は原則保護者の同伴が必要です。
持ち物 接種券・予診票・身分証明書
使用ワクチン ファイザー社製
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