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相談名 期　日 時　間 会　場 問い合わせ
市政・一般民事 平日

法律相談（随時予約）
月・火・木

（第1月を除く）
第1月

13:00～17:00

9:00～12:00

8:30～17:00★

9:00～17:00★交通事故 月・火・木
不動産相談（予約制） 毎週水 13:00～17:00

税務相談（予約制） 第2金 ※第1金
に臨時相談 13:00～17:00

登記相談（予約制） 第3金 13:00～16:30

10:00～16:00

9:00～12:00
第4火
第1・3火

行政相談 第2・4月 13:00～16:00

行政書士相談（予約制） 第1月 13:00～16:00

住宅政策課
☎366－7366第1水（予約優先）

第3水
9:00～12:00マンション管理相談

住宅リフォーム相談

8:30～19:00

10:00～15:00★
人権相談

第1木
第1金

第1火 六実支所
市役所本館2階相談室

小金原市民センター
新松戸市民センター

第1～4金 市役所相談コーナー

行政経営課
☎704－3983
法務局松戸支局
☎363－6278

家庭児童・母子婦人相談 平日

平日

8:45～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941

障害者虐待防止センター（総合福祉会館2階）
☎366－8376　 366－1138

月・木 10:00～16:00★ 男女共同参画課（相談室直通）☎363－0505

相談名 期　日 時　間 会　場 問い合わせ

平日 ☎388－6222

☎308－5028
　366－1138

基幹相談支援
センターCoCo

おおぞら
（精神障がい）

ほほえみ
（身体・知的障がい）

☎388－6225

労働相談 毎週月・木
勤労会館

（第3木曜日休館）
若者個別就職相談
（就職活動など）

第2土・第1・4水
（要予約）
月・水
第2・4金

経営相談（起業を含む）

高齢者無料職業
紹介所（65歳以上） 平日

就学・教育相談（予約制） 平日
青少年相談（電話）

いじめ電話相談
青少年相談（来所予約制） 平日

平日

子育て相談 平日
消防救急なんでも相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119

広報広聴課相談コー
ナー（本館2階）
※最終受付は、各相談
の終了時間のおおむね
30分前
※ただし、不動産・税
務・登記相談について
は、相談日の1カ月前か
ら前々日の17時までに、
電話（☎３６６－1162）
または直接広報広聴課
相談コーナーへ
※法律相談について
は、裁判中や調停中の
事件は相談できません

※人権相談は法務局
松戸支局でも行って
います。

あおば子育て支援センター☎387－5456
子すずめ子育て支援センター☎387－0124
チェリッシュ・サポート・システム☎308－5880
CMS子育て支援センター☎394－5590

子どもわかもの課
☎363－7867（相談専用）

指導課☎703－0602（本人・保護者対象）

教育研究所（予約専用）☎366－7600

（社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館1階）☎365－4712

商工振興課
☎711－6377

9:00～17:00
（予約優先）

8:30～19:00

17:00～20:00

15:00～19:00

13:00～17:00
16:00～20:00

9:00～17:00★

8:30～17:00
8:30～16:30
8:30～17:00
8:30～19:00

8:30～17:00

障
が
い
者
相
談

ゆうまつどこころの
相談（予約制）

障がい者虐待相談

※労働相談は第3木曜日休み

福祉なんでも相談
第1火 六実支所
毎週水 社会福祉協議会
第1木 小金原市民センター

第4水 東部支所
第4金 市役所相談コーナー

第1金 新松戸市民センター
10:00～15:00

ふれあい22（3階）

総合福祉会館（2階）
※訪問可

ふれあい22（3階）
※訪問可

※一般民事相談は
金銭・身の上・相
続・離婚等家庭問
題の簡単な法的解
釈を要する相談

行政書士相談
事務局予約専用
☎368－0779
（平日9時～17時）

広報広聴課
（相談専用）
☎366－7319
（相談予約専用）
☎366－1162

※公益通報者保護法による外部通報の受け付け、相談については
広報広聴課広聴担当（☎366－1162）が窓口です。今月の相談案内 ※相談は全て無料です。閉庁日の相談はありません。

お気軽にご相談ください ★は昼休みを除く

（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368－0912

電話相談専用ダイヤル
毎週水10:00～15:00
☎368－1333

外
国
人

相
談

英語・中国語
タガログ語・スペイン語

消費生活相談 平日 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565

人口と世帯市の公式ホームページ （1月1日現在） 〔 〕内は前月比

※平成22年国勢調査の確定値を基準として、集計した常住人口です。

人口 人　〔－      　〕
世帯 世帯〔－   〕

男 人　〔－      　   〕
女 人　

480,004 
211,200 

282
109

237,679
242,325

125
157〔－  〕

モバイル版パソコン・スマートフォン版

右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます

洋画家・大隈武夫さんに文部科学大臣から
平成25年度地域文化功労者表彰（芸術文化分野）

七草マラソン大会七七七七草草草草マママララララソソソソソンンンン大大大大会会会会七草マラソン大会
初のハーフマラソンが
開催されました！

6000人が健脚競う

　二科会の理事を務める大隈さん（胡録台在住）は、インドを
はじめ世界中を巡り、自然や人を描き続けています。
　今回、地域の芸術文化発展への長年の貢献が認められまし
た。松戸では多くの画家を指導し、市の絵画文化の基礎を築き
ました。「これからも後進の指導を通じて松戸に貢献したい」
と79歳の現在も意欲的です。佐賀県出身。

「沙漠の村の村祭」（2,273×1,818㎜）

037

本郷谷本郷谷
GO

03777

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX
（　366－2301）および市のホームページに市長メール送信
窓口を設けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せ
ください（住所・氏名等をご記載ください）。

松戸市長  本郷谷 健次
ほん ごう や けん じ

　先月12日の七草マラソンには北は北海道、南は沖縄か
ら6,500人を超える方の申し込みがあり、本市初のハー
フマラソンの参加者はそのうちの3,076人でした。大変
な難コースでしたが、住宅街を駆け抜けるということで
ランナーも沿道の声援に後押しされたようです。800人
以上のボランティアの皆さん、沿道で声援を送っていた
だいた皆さん、ありがとうございました。
　さて、子育て・教育・文化を軸とした都市ブランド創
りの中でも、文化の新しい取り組みとして始まった「松
戸アートラインプロジェクト」も4年目を迎えました。
現在は、松戸駅周辺の住民を主体とした会議で運営し、
地域の若手や芸術家など多様な人たちと一緒に、「暮ら
しの芸術都市」として、日常生活と芸術の接点を探るアー
トの裾野を広げる活動を行っています。
　昨年6月には主に海外の芸術家が松戸駅前に滞在する
「PARADISE AIR（パラダイスエア）」が始動し、松戸宿
と呼ばれた時代から続く「一宿一芸」をコンセプトに、
これまで海外から7組の芸術家が来ています。1月下旬か
らは公募で選ばれたポーランドの芸術家が来ています
が、主に映像メディア作品の制作に取り組んでいる芸術
家で、地域の子どもたちなどに聞き取りしながら、ここ
でしか作れない作品を制作する予定です。また、被災地
で活動する芸術家と一緒に活動もされるようです。
　最近は、一時滞在する芸術家だけでなく、松戸に移り
住んでくる芸術家もいます。こうした芸術家等が、市民
と交流しながら一緒にまちづくりやアートについて考え
ていける土壌を育んでいければと思っています。
　また、昨年12月には聖徳大学・三越伊勢丹と松戸市の
三者で連携協定を締結しました。今までもさまざまな協
力を互いにしてきていましたが、さらに地域の子ども子
育て力の向上や、地域産業の活性化などの分野で連携
し、いろいろな方々と一緒になって活力のみなぎる街づ
くりにつなげていければと思っています。

　第59回松戸市七草マラソンが1月12日に開か
れ、全国から集まった6,000人以上が健脚を競い
ました。市制施行70周年を記念して行われた初の
ハーフマラソンは3,076人が参加し、例年にも増し
て熱気ある大会となりました。
　ランナーはアップダウンが続く難コースに苦し
められましたが、風景を楽しみながら松戸の街を駆け抜け
ました。市外から参加したランナーの中には、眼下に広が
る21世紀の森と広場を見て「松戸にはすごく素敵な場所
があるんだね」と足を止め、記念撮影をする人もいました。

　ランナーだけでなく、ボラ
ンティアの皆さんの貢献も光
りました。いくつものフルマ
ラソン・ハーフマラソンに参
加したことのあるボランティ
アの女性は「走っている人の
ことを考えて、給水方法にも
気をつかいました」と、経験を
生かしてランナーを裏で支え
ました。
　ハーフの部の優勝は、一
般男子が大野紘崇さん（1時
間6分15秒）、一般女子が水
清田有紀さん（1時間15分
47秒）でした。

　先月12日の七草マラソンには北は北海道、南は沖縄か先月12日の七草マラソンには北は北海道 南は沖縄か
ら6,500人を超える方の申し込みがあり、本市初のハー

参加者 ち 人 た 大変

４年目のアートラインプロジェクト


