
 市の人口と予算 〈2月1日現在〉

人口・世帯   （　） 内は前月比／前年同月比
 合計 ＝ 190,299 人 （＋154／＋5,228）
 男 ＝ 93,952 人 （＋  82／＋2,424）
 女 ＝ 96,347 人 （＋  72／＋2,804）
 世帯 ＝   79,395 世帯 （＋143／＋2,930）
予算
 一 般 会 計 ＝ 587億5,574万8千円
 特別・公営企業会計 ＝ 433億4,822万9千円

平成31年
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地域の「あそびの場」を通じて
乳幼児・児童の健やかな成長を
支援

学童クラブでは友達と元気に
楽しく過ごせます

地域のみんなで子育てを応援。共働き世
帯の仕事と子育ての両立や育児中のリ
フレッシュをサポート

　流山市で子育て世代が増えているのには理由があります。それは関係機関や施設に
よる充実したサポートと、子育て世代以外の地域の皆さんとのあたたかいつながり。
一緒に子育てを楽しみましょう。

特集：子育て・教育

笑顔で育ち
笑顔で学べるまち
〜地域ぐるみの子育てを応援〜

妊娠から出産まできめ細やかな
アドバイスと地域の仲間づくり
をお手伝い

平成31年市議会第1回定例会が2月14日㈭13時から開会される予定です。 問 総務課☎7150－6067市議会が2月14日から開会

市独自の教育体制で児童・生徒が互いに成長。
自立して学びに向かう力を育みます



メンテナンス中はシステムが使用できません。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
▷停止期間＝2月13日㈬20時〜14日㈭8時　問情報政策・改革改善課☎7150－6078　 1010245

ページIDで関連ページを
一発検索

市ホームページでは、ID（ 0000000が目印）をトップページ中央の検索ボックス「広報ID検索」に入力すると、関連ペー
ジがご覧になれます。問秘書広報課☎7150－6063

第1524号　平成31年2月11日㈷ 2

　流山市ファミリー・サポート・センターは、地域で育児の援助を受けたい「利用
会員」と、援助を行う「提供会員」が助け合う組織です。利用会員が仕事などで
保育施設への送迎ができない時や育児中のリフレッシュなどの際に、代わりに
提供会員が子どもの送迎や一時預かりなどを有料で行います。
◆利用料を助成
　ひとり親家庭などに加え、今年度から新たに、未就学児3人以上の世帯に利用
料の助成を行っています。申請方法や所得制限など詳細は、市役所子ども家庭課
にお問い合わせください。
対同センター利用会員のうち、次のいずれかに該当する世帯①ひとり親または
両親が育てることができない児童を養育している世帯（児童扶養手当支給に準
じる所得制限あり）②未就学児を3人以上養育している世帯
▷助成額＝利用会員が提供会員に支払う報酬の2分の1（1カ月の限度額3万円）
問子ども家庭課☎7150－6082　 1001147

仕事と子育ての両立や育児中の息抜きに
流山市ファミリー・サポート・センターの活用を

楽しく充実した放課後を

学童クラブから習字、プールと習い事を掛け持ちするお子さんを送迎。暗くなっても提供会員が責任を
持って送り届けてくれるので、忙しい保護者も安心して任せられます

　学童クラブは、就労などで保護者が昼間不在となる児童を放課後お預かりし、遊び
や生活を通して、児童の健全な育成を図る施設です。市では、全16小学校区ごとに学
童クラブを設置しています。増加する入所希望に対応するため、平成29年度の整備
により、今年度からは、南流山小学校区の定員を70人から200人に、長崎小学校区の
定員を50人から100人に拡大しました。 
　また今年度からは、従来の公設学童クラブに加えて、小山小学校区に開設された社
会福祉法人が設置・運営する民設学童クラブが、市の委託として事業を実施していま
す。
　来年度に向けて、現在、おおたかの森小学校区に定員400人の学童クラブを整備し
ているほか、西初石小学校区では170人、八木北小学校区では165人規模の定員に対
応できるよう増設し、学童クラブに6年生まで入所できるよう整備を進めています。

　

問教育総務課☎7150－6103　 1001222

【学童クラブの整備状況】 （単位：人）

小学校区 平成30年
4月の定員

平成31年度の定員
※太字は増員後の定員

4月 7月（予定）

江戸川台 160 160 160

東深井 120 120 120

西初石 50 170 170

新川 50 50 50

西深井 45 45 45

八木北 45 165 165

小山 210 210 210

小山（民設） 80 80 80

長崎 100 100 100

小学校区 平成30年
4月の定員

平成31年度の定員数
※太字は増員後の定員

4月 7月（予定）

流山北 90 125 125

流山 130 130 130

鰭ヶ崎 90 90 170

南流山 200 200 200

八木南 45 45 45

向小金 70 70 70

東 60 60 140

おおたかの森 90 400 400

総定員数 1,635 2,220 2,380

仕事をしながら提供会員をしています   
提供会員 渡辺 まゆみさん（西初石在住）

　　　私は仕事が休みの日にファミリー・サポートの活動をしてい
ます。地域リーダーに誘われたことをきっかけに、これまで6
年ほどで15人以上のお子さんの送迎などをしてきました。お
子さんのお預かりやお宅へ伺っての見守りの経験もあります。
現在は週1〜2回程度、送迎のサポートをしています。自分の
子どもが大学生・高校生になったので、小さな子を見ると昔を
思い出してかわいく思いますね。

かわいいお子さんの成長の応援をしてみませんか

流山市ファミリー・サポート・センター
提供会員 登録・活動説明会

日 ／所2月13日㈬／南流山センター、3月13日㈬／生涯学習センター（流山エルズ）
時間はいずれも9時15分〜10時45分
内保育サービスを提供するために、実際に活動を行うための手順やルールについて
対地域の子育て援助に興味がある方※利用会員になりたい方も参加可
費無料（利用会員の登録をする方は入会金2,000円）
持筆記用具、身分証明書
申おおたかの森ファミリー・サポート・センターに電話
問同ファミリー・サポート・センター☎7199－2282

1001272

室内遊びの時間では、一人で、また友だちと一緒に、ゲー
ムなどを楽しんでいます

学習の時間には、学校の宿題や自主学習用のドリ
ルなどに取り組む姿もみられます

　学童クラブでは、学校の同級生だけでなく違う学年の児童とも遊ぶことができ
ます。学習や読書、ゲームなど室内で静かな時間を過ごすほか、ドッジボールや一
輪車などの外遊びでのびのび活動をしています。　

15:20　外遊び・室内遊び

16:00　おやつ

16:45　学習

17:25　室内遊び（学習を続ける子も）

18:00　静かな遊び

ある日の学童スケジュール

小学生

電子申請システム（ながれやまeいい申請）
の計画停止

メンテナンス中はシステムが使用できません。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
▷停止期間＝2月13日㈬20時〜14日㈭8時　問情報政策・改革改善課☎7150－6078　 1010245
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出産 産後妊娠 幼児乳児

妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
安心して健やかに産み育てるために

　市内に7館ある児童館・児童センター
では、さまざまなプログラムで子どもの
遊びだけでなく、子どもへの接し方や子
育て仲間づくりを支援しています。
　午前は、0歳から参加できる「にこにこ
サロン」や2・3歳児対象の年間活動「幼
児グループ」、育児相談や子育て情報の
提供など、主に未就学児の親子向けの催
しを行っています。
　放課後の時間帯には、小学生などが自
由に来館し、ボール遊びやカードゲーム、
読書などを楽しむことができます。工作・
ドッジボール大会・卓球大会などの行事
や、「あそびっこクラブ」など登録制の
活動もあります。

　平日はなかなかお子さんと触れ合う
時間が取れないパパも思いきり遊べる

催しで、マット
運動などでさ
まざまな体の
使い方を学べ
ます。

　共働きの子育て世代が多い流山市では、保育園の整備を行
い、低年齢児の受け入れ拡大に重点的に取り組んでいます。
　昨年4月には、認可保育園や小規模保育事業所を17カ所開
園し、待機児童の解消に努めてきました。
　今年度は、新たに認可保育園3カ所および小規模保育事業
所2カ所を整備し、定員は昨年4月と比べ462人増えます。
問子ども家庭課☎7150－6082

　「子どもが病気に…。でも仕事を休めない!」など、お子さんが病気または病気の回
復期で集団保育や家庭での保育が困難な時に、一時的にお預かりします。
　また、冬の時期に流行するインフルエンザにかかった場合もご利用になれます。

【病児保育施設】
　回復期に至らない場合であり、かつ症状の急変が認められない場合や、病気の回復期に
あり集団保育が困難で安静が必要な場合にご利用になれます。
●	 オハナゆめキッズハウス	病児保育室（愛称：キッズケアブルーム）（南流山4－13

－8 MOM-HOUSE 1階）／定3人
 ▷電話＝☎7197－1344
●	 けやきの森保育園西初石園	病児保育室（西初石4－1408－2）／定 2人※兄弟姉妹の

場合は応相談
 ▷電話＝☎7156－7555
【病後児保育施設】
　回復期にあり、集団保育が困難で安静が必要な場合にご利用になれます。
●	 	生活クラブ風の村	わらしこ保育園流山	病後児保育室（加4－12）／定3人
 ▷電話＝☎7150－2654 

保育園・小規模保育事業所が増えました

地域の中で子育ての輪を広げよう

病児・病後児保育のご利用を

　産後、特に支援が必要な方を対象に、医療機関や助産院などの施設で、自宅で安
心して育児をしていくための育児相談や、授乳指導、育児サポートを受けることが
できます。利用にあたっては、申し込み後に審査があります。手続きの方法や利用
料金など詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問専用相談スペース☎7170－0111（直通）／保健センター☎7154－0331 

1016119

産後ケアを実施しています

保健センター内妊婦さん専用相談スペース
「コウノトリプラン」を作成します

　流山市では、共働き世帯の方や転入されて
間もない方が出産を迎えるケースが増えてい
ます。地域でのつながりがまだ少ない妊産婦
の方は、妊娠や子育てに関する不安を自分一
人で抱えてしまうことがあります。そのよう
な不安を和らげるのが妊婦さん専用相談ス
ペースです。お子さん連れの方でも安心し
て話ができるよう、おもちゃなども用意し
ています。
　保健センターでは、母子健康手帳を交付する際に保健師などがお話を伺い、妊婦
さん全員が安心して出産・子育てにのぞめるように「コウノトリプラン」を作成し
てお渡ししています。コウノトリプランは、妊婦健診の受け方や妊娠中の過ごし方、
ハローベイビー（両親学級）（下記参照）の案内だけでなく、出産準備や産後の手続き、
過ごし方などもきめ細かく説明しています。不安や困りごとがある方には保健師な
どがゆっくりお話を伺い、妊娠期から産後、子育て期まで安心して健やかに過ごせ
るよう、よりよい方法を一緒に考えます。
問専用相談スペース☎7170－0111（直通）／保健センター☎7154ー0331

ハローベイビー（両親学級）で
子育ての準備も万全

　妊娠中、健康に過ごし、元気な赤ちゃんを産
み育ててもらえるよう、ハローベイビー（両親
学級）を毎月開催しています。
　出産の準備や経過を学ぶほか、妊婦体操や
調理実習、お住まいの地区ごとに分かれての
交流の時間もあります。
　全3回のコースですが、空きがある場合は1回
または2回だけの参加も可能です。
　日程などは、広報ながれやま毎
月1日号に掲載の「健康保健あん
ない」をご覧ください。
問保健センター☎7154ー0331

1000655 妊婦体験スーツで臨月の
おなかの重さ（10㎏）を体験

地域での知り合いができました   
井上 大輔さん・明日香さん（東初石在住、ともに33歳）

　初めての妊娠なので夫婦で参加しました。講座
では知識を得るだけでなく、妊婦体操で実際に体
を動かしておなかが大きくなっても楽に過ごせるコツを
教えてもらいました。この講座はパートナーも参加でき
ますし、他の参加者とも交流できるのが良いですね。

QRコード

昨年4月に新設された流山さんぴこ
保育園

コウノトリプランで出産の具体的なイメージができました   
影沢 ともさん（市野谷在住、２８歳）

　妊娠から出産後までのプランを作成してもらいました。初めて
の出産なので不安もありましたが、赤ちゃんを迎える具体的なイ
メージができ、安心して妊婦生活を送ることができています。

寝返りが打てないし、

子どもだと思うと

ぞんざいに扱えない……

毎週楽しみに通っています  
鈴木 千洋さん（東深井在住、34歳）
汐理ちゃん（4歳）、美和ちゃん（2歳）

　昨年流山市に越して
きて、まず足を運んだ
のが児童センターでし
た。新しい土地での不
安もありましたが、先

生方がすぐに3人の娘たちを名前で呼
んでくれて、うれしかったです。今年度
は次女が幼児グループに登録し、活動
を楽しみにしています。長女を幼稚園
に送りがてら児童センターに向かうこ
ともあり、週に2回ほど通っています。
同年代の子どもを持つお母さんと情報
交換ができ、親子ともども充実した時
間を過ごせています。

幼児グループでは、工作や手遊び、季節にちなんだ行
事などを行っています。

問子ども家庭課☎7150－6082

パパと遊ぼう

　利用条件や、利用の流れなど詳細は、
市ホームページをご覧ください。また、
施設によってお預かりできない症状・病
名が異なりますので、詳細は各園にお問
い合わせください。
問保育課☎7150－6124　 1001179

◆施設利用料
4時間以内の
場合

4時間を超える場合
（1時間あたり）

昼食・
おやつ代

2,000円 300円

実費
※弁当持参の

場合もあります。

前年分の市区町村民税が
非課税の世帯 : 1,000円

生活保護を
受けている世帯 : 無料



掲載記事へのお問い合わせの際は、電話番号の押し間違えのないようにお願いします。古紙 70％再生紙、 植物油インキ使用
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井崎市長からのメッセージ

　全国的に人口減少・少子化が進む中、流山市の
人口は昨年12月14日に19万人を突破しました。
市では、増加する子育て世代に向け、安心して子
どもを産み育てられる環境の整備と充実に力を
注いできました。
　親が子育てを楽しみ、また、子どもたちがのび
のびと育つためには、周囲のさまざまな世代の理
解と支えが必要です。皆さんも一歩踏み出して、次
世代を担う子どもたちを笑顔にしてみませんか。

地域の支えで笑顔あふれる子育てを

流山市長
井崎 義治

　つくばエクスプレス沿線整備に伴う新市街地地区の児童数の増加に対応するた
め、平成33年4月の開校をめどに、大畔地区に新たに小学校を建設します。今年度は、
設計を行うとともに造成工事を実施し、来年度は、建築工事に着手します。
　また、新市街地地区の通学区域の見直しに併せて、八木北小学校の校舎を増改築
し、平成32年度中に供用を開始します。
　さらに、増加する生徒数に対応するため、新設小学校の北側に新たに中学校を建
設します。平成34年4月の開校を予定し、今年度から設計を行っています。

問学校施設課☎7157－2755
新設小学校について… 1020596 　八木北小学校について… 1017015

新設中学校について… 1020610

小・中学校の施設整備

小学生 中学生

従来の校庭の広さを確保しながら増築を行う八
木北小学校

新設小学校は周囲の緑と調和した木の香り漂う
校舎を予定

名称 場所 開催日時 料金 問い合わせ

子ども食堂
流山・から風

ふ
流

る

ダイニングカフェ
から風流
 (東深井 )

毎月第2木曜
17時～18時

高校生以下：無料
大人：200円

☎7153－6333
（新保）

駒木台
子ども食堂 駒木台福祉会館 月１回

（不定期）
高校生以下：無料

大人：200円
☎7103－3627

（西尾）

おひさま
子ども食堂

おひさま保育園
（東葛病院内

保育園）
（前平井）

毎月第3土曜
12時～13時30分

無料
（先着30食）

☎7159－1011
（東葛病院・上村）

南流山
子ども食堂 南流山センター 月１回

（不定期）
中学生以下：100円
高校生以上：300円

☎090－6048－5603
（金川）

生涯大学校
こども食堂

千葉県生涯大学校
東葛飾学園

江戸川台校舎
毎月第３土曜

16時30分～18時
高校生以下：無料

大人：200円
☎7152－1181

（川嶋）

キッチン菜の花
こども食堂

キッチン菜の花
(流山 1)

毎月第３日曜
12時～14時

高校生以下：無料
大人：300円

（先着20食）
☎7159－5749

（宇本）

ほっとほーむ
初石食堂 初石公民館 月１回

（不定期）
高校生以下：100円

大人：300円
（先着50食）

☎7156－1101
（橘）

市内の「子ども食堂」を紹介

　子ども食堂は、市民の方による取り組みで、温かく栄養のある食事を、低
額または無料で提供しています。また、食を通して人々をつなぐ地域の居場
所にもなっています。
　市内には、子どもから高齢者まで、誰でも自由に参加できる子ども食堂が
７カ所あります。おひとりでもご家族でも、気軽に参加してみませんか。
　また、子ども食堂では、食材の提供や食事作りのお手伝いなどに協力して
いただけるボランティアの方を随時募集しています。子どもを中心とした
地域づくりの輪を広げてみませんか。興味のある方は、ぜひ各子ども食堂に
お問い合わせください。

問流山子ども食堂ネットワーク事務局☎7159－5749
子ども家庭課☎7150－6082　 1020650  

【流山子ども食堂ネットワーク】

　市では、それぞれの学校規模に応じて、学校行事などの教育活動が児童・生徒一
人ひとりの活躍の場や成長の発表の場となるよう、配慮しながら取り組んでいま
す。大規模校の学校運営の課題や、良質な教育環境の維持のための取り組みなど、
詳細は、市ホームページをご覧ください。
問学校教育課☎7150－6104

1020390

 大規模校の学校運営

　小学校の登下校にあたっては、
保護者だけでなく、自治会の方々
や青少年補導員など、地域の大人
たちが児童に付き添い、安全の見
守りや通学路のパトロールを行っ
ています。学校や地区の実情に応
じた活動には、さまざまな形で地
域の皆さんが協力しています。
　あいさつや声掛けを行いながら
の活動は、地域の見守り活動や防
犯にもつながっています。 
問自主防犯パトロールについて…コミュニティ課☎7150－6076　 1002736

青少年補導員について…青少年指導センター☎7159－5400　 1001621

地域で見守る子どもたちの安全

　今年度、文部科学省が全国
の小学6年生・中学3年生を
対象に行った全国学力・学習
状況調査では、国語・算数（数
学）・理科の全ての問題で、市
内の小・中学校の平均正答率
が全国・県の平均を上回りま
した。
　平成26年度から4年間、南
流山中・西初石中・南流山小・
鰭ヶ崎小・西初石小が文部科
学省「外国語教育強化地域拠
点事業」の研究開発学校として指定を受け、小・中学校で学びの継続性を意識した英
語教育を進めてきました。また、市内の公立小学校では、平成32年度の外国語の教科
化に先立ち、平成26年度から段階的に、小学3・4年では外国語活動を、5・6年では
教科としての外国語を行っています。その結果、英語検定3級程度以上の力がある中
学3年生の割合が、昨年度の調査で流山市では60％となり、文部科学省が示す目標
値の50％を超えました。
　今後も、市独自に「学習サポート教員・指導員」「算数・数学学習指導員」「小学校英
語活動指導員」「小・中学校ALT（外国語指導助手）」を配置し、児童・生徒一人ひとり
へのきめ細かな学習指導を行っていきます。
問指導課☎7150－6105

確かな学力の育成

 実践的な英語教育に力を入れている西初石中学校




