
 市の人口と予算 〈8月1日現在〉
人口・世帯   （　） 内は前月比／前年同月比
 合計 ＝198,046 人 （＋165／＋4,907）
 男 ＝ 97,692 人 （＋  96／＋2,335）
 女 ＝ 100,354 人 （＋  69／＋2,572）
 世帯 ＝   83,703 世帯 （＋108／＋2,626）
予算
 一 般 会 計 ＝ 910億6,348万5千円 
特別・公営企業会計 ＝ 451億 3,189万5千円

令和2年
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防災特集号 　昨年10月の令和元年東日本台風
（19号）では、市内でも江戸川の
水位が上昇し、避難準備や高齢
者などの避難開始となる警戒レ
ベル3が出されました。自然災害
の発生は避けられませんが、日ご
ろからの備えによって、被害は減
らすことができます。災害時に自
分と家族の命を守れるよう、正し
い防災知識を身に付けましょう。
問防災危機管理課
☎7150－6312

災害からあなたの命を守るために

博物館企画展「流山の災害史～史料は語る～」
防災について知る・考える

防災展
　家庭でできる防災対策から市の取り組み
まで、パネルや資機材を展示する防災展を行
います。
日 8月18日㈫～28日㈮
所市役所1階ロビー
問防災危機管理課☎7150－6312

　江戸時代以降の流山での地震、水害
などの災害関連資料の展示や、現代にお
ける防災対策の紹介を行います。また、
関連する講演会などもあります。申し込
み方法など詳細は、今後の広報ながれや
までお知らせします。

日 9月19日㈯～11月29日㈰（9月23日・
３０日および月曜休館。祝日の場合は翌
日。9月22日は開館）
所博物館
問博物館☎7159－3434

1027500

令和２年度は
市総合防災訓練を

中止
　令和2年度の市総合防災訓練
は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止します。

　私たちの自主防災組織は、コープ野村南流山壱番街に居住する約350世帯で
組織されています。堅

け ん

牢
ろ う

な建物の強みを活
い

かした「在宅避難」を前提として、地
震に備えた家具の固定や、在宅避難用の備蓄を各世帯に呼び掛けています。
　地震災害時の活動マニュアル「防災計画／運用編」を定めて、共助活動の円滑
な着手を目指しています。また、ライフライン寸断時の在宅避難を支えるため、
市の補助金制度を活用して発電機や投光器などの資機材を拡充しました。
　今年度は「洪水対策編」のまとめに取り組んでいます。江戸川から約800メー
トルの比較的低地に位置し、市の洪水ハザードマップでは7階建てのうち2階ま
で浸水が予測されています。警戒レベルに応じた避難の呼び掛けなどを通じて
避難遅れゼロを重点にします。
　地震にも洪水にも備え、自分の身は自分で守ることのできる自主防災会を目指しています。

コープ野村南流山壱番街 自主防災会 代表 髙
た か

崎
さ き

 雅
ただし

さん（65歳）(左)   委員 千
ち

田
だ

 雄
ゆ う

康
こ う

さん（71歳）（右）

在宅避難を前提に日ごろからの備えを啓発「自助・共助・公助」の連携で
地域防災力アップ!

共助
自分たちの
地域は

自分たちで守る

公助
市などの

公的機関による
救助や支援・
防災対策

自助
自分や家族の
生命・財産は
自分で守る

　防災に欠かせな
い考え方が 「自助・
共助・公助」です。 
三者が一体となり、
地域防災力を強化
しましょう。

写真：関東地方整備局江戸川河川事務所提供

警戒レベルと避難のタイミング
「警戒レベル」は、災害発生の危険度が高くなるほど、数字
が大きくなります。自分のいる地域が対象となった場合に
適切な行動がとれるよう、内容を理解しておきましょう。

覚えて
おこう！ 

早期注意情報
[気象庁が発表]

台風や大雨に備えて情
報収集を始め、災害へ
の心構えを高めましょ
う。

3面もチェック
情報収集の方法

2面もチェック
風水害時の避難先 自宅が安全な方は、無理に避難する必要はありません

避難するときは…

大雨注意報・
洪水注意報など
[気象庁が発表]

避難に備え、ハザード
マップなどにより、自分
の避難行動を確認しま
しょう。

避難準備・
高齢者等避難開始
[市が発令]

避難に時間を要する人（高齢
者、障害のある方、乳幼児な
ど）とその支援者は避難しま
しょう。
その他の人は避難の準備を
整えましょう。

避難勧告・
避難指示（緊急）
[市が発令]

速やかに避難先へ避難しま
しょう。指定避難場所まで
の移動が危険と思われる場
合は、近くの安全な場所や自
宅内のより安全な場所に避
難しましょう。

災害発生情報
[市が発令]

既に災害が発生している状況
です。命を守るための最善の
行動をとりましょう。

早めに、
安全に

緊急時

高台の避難先に移動する
①明るいうちに
②暴風雨になる前に

逃げ遅れたら、命を守るために
少しでも高い場所へ

垂
直
避
難

水平避難

警戒レベル１ 警戒レベル2 警戒レベル3 警戒レベル4 警戒レベル5
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災害時の
ペット同行避難

食料・飲料などの備蓄、
十分ですか？

　災害発生時、自宅での安全が確保できる場
合は、原則として自宅で待機（在宅避難）しま
しょう。大勢の人が避難所に詰めかけると、
自宅外への避難が本当に必要な方の受け入れ

が難しくなります。また、いざというときに
親戚や知人宅が安全であれば避難（分散避難）
できるよう、普段から相談しておくことも大
切です。

自宅が安全なら 在宅避難を原則
避難所に行くだけが避難じゃない！

　マイ・タイムラインは、台風の接近時に各自の状況や地域の災害リスクに応じて、「いつ」「どこへ」
「どのようなルートで」逃げるかを一人ひとりが考えて作る行動リストです。
　もしものときに慌てないよう、自宅や学校、会社周辺の危険度をハザードマップで調べて、マイ・
タイムラインを作成してみましょう。

余裕を持って避難  逃げ遅れゼロに

マイ・タイムラインを作っておこう!

避難所での
新型コロナウイルス感染症対策

　発熱や咳などの症状がある方がいる場合は、避難所内に別室
を設けるなど、可能な限り生活環境を区分します。

発熱や咳
せき

などの症状がある方の避難所・スペースの確保

　換気を徹底するとともに、避難者同士が十分な区画を確保で
きるように、これまでよりも多くの避難所を開設します。
　また、避難所内が過密になることを防ぐため、近隣の避難
所を案内する場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いし
ます。

十分な換気の実施、区画の確保

　マスクの着用や手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染症
対策の徹底をお願いするとともに、毎日、感染症チェックシー
ト記入へのご協力をお願いします。

感染症対策やチェックシートへのご協力を

問防災危機管理課 ☎7150－6312 1025623

　災害時、避難所にペットと同行避
難をすることができます。日ごろか
ら、いざというときの準備をして
おくことが重要です。また、避難所
では、決められた場所で、飼い主自
身による管理
が原則となり
ます。動物が
苦手な方やア
レルギーの方
にも配慮しま
しょう。

　防災のために特別なものを用意するのではなく、日
ごろから食べ慣れている食品などを備えましょう。ま
た、大規模災害発生時には、「1週間分」の備蓄が望ま
しいとされています。賞味期限切れを起こさないため
にも、「日常的に非常食を食べて、食べたら買い足す」
を繰り返す、ローリングストック法が有効です。

※飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水も必
要です。日ごろから、水道水を入れたポリタンクを用意する、お
風呂の水をいつも張っておく、などの備えをしておきましょう。
首相官邸ホームページ（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/
sonae.html）をもとに作成

・ しつけや健康管理（ワクチン接種）
・ 迷子札などでの身元（所有者）表示
・ ペット用防災用品の確保（飲食料
品、トイレ用品など）

日ごろの準備

・ ケージやリードの利用
・ 避難所における飼育マナーの順守
と健康管理
・ ペットの避難用品や備蓄品の持参

避難時の対策

警戒レベル4が出たら、安
全な場所にある親戚や知
人宅に避難（分散避難）し
ましょう。※日ごろから相
談しておきましょう。

警戒レベル3が出たら、
安全な場所にある親
戚や知人宅に避難しま
しょう（日ごろから相
談しておきましょう）。

はい はい

警戒レベル4が
出たら、市が開
設する指定避
難所に避難しま
しょう。

警戒レベル3が
出たら、市が開
設する指定避
難所に避難しま
しょう。

いいえ いいえ

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

はい

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地
や崖のそばなどにお住まいの方は、市からの避
難情報を参考に必要に応じて避難してください。

いいえ

例外

※ハザードマップは洪水や浸水、土砂災害などが発生す
る恐れの高い区域を着色した地図です。着色されて
いないところでも災害が起こる可能性があります。

避 難 行 動 判 定 フ ロ ー

※浸水の危険があっても、次の場合は自宅にと
どまり安全確保をすることも可能です。
①洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう
恐れの高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食料
などの備えが十分にある
※土砂災害の危険があっても、十分堅

けん

牢
ろう

なマン
ション等の上層階に住んでいる場合は自宅にと
どまり安全確保することも可能です。

いいえ

ご自身または一緒に避難する方は
避難に時間がかかりますか？

あなたがとるべき避難行動は？

はい

ハザードマップで自宅がある場所に
色が塗られていますか？

災害の危険があるので、原則として、
自宅の外に避難が必要です。

備蓄の例(人数分用意しましょう）

■飲料水
3日分

（1人1日3リットルが目安）
■非常食
3日分の食料として、
ご飯（アルファ米など）、
乾麺、レトルト食品、
缶詰、ビスケット、
板チョコ など
■生活必需品
トイレットペーパー、
ティッシュペーパー、
マッチ、ろうそく、カセットコンロ など

小・中学生向け
マイ・タイムライン
検討ツール
～逃げキッド～

Web上で
マイ・タイムラインを
作成

情報収集の方法を知っておこう
　災害時に適切な行動をとるためには、情報収集が重要です。あらか
じめ登録したり日ごろから使ったりして、情報のみかたに慣れておき
ましょう。

関係機関からの情報源

◆防災アプリYahoo! 防災速報
　緊急地震速報、豪雨情報、避難所開設情報等
がプッシュ通知で確認できます。 1023362

◆流山市安心メール
　あらかじめ登録されたメールアドレスに防災情報などを
配信します。二次元コードから登録手続き、または登録用
メールアドレス（ nagareyama-address@anshin-bousai.net）
に空メールを送信。自動返信されたメールから手続きができます。

1002709

◆流山市公式Twitter
@nag_anshinanzen

◆国土交通省「川の防災情報」
https://www.river.go.jp/portal/#80

◆千葉県防災ポータルサイト
http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/

◆銚子地方気象台
https://www.jma-net.go.jp/choshi/

◆防災行政無線・テレホンサービス
　市内79カ所に設置している防災行政無線から、情報を放送します。
また、放送内容が確認できるテレホンサービス（ 0120－ 7

 ナガレヤマ

8 －
3
サ イ ナ ン ゼ ロ

170）では、最新のものから順に、放送された日時と放送内容が自
動的に流れます。 1003713

◆テレビのデータ放送（dボタン）
　NHK、千葉テレビ、J：COM東葛・葛飾のデータ放送

（dボタン）で、災害・避難情報を確認できます。

流山市からの情報

iOS Android

　新型コロナウイルス感染症が蔓
ま ん え ん

延する状況下で、避難所を開設す
る場合には、感染症対策を講じます。

側溝や雨水ますをきれいに

　土砂や落ち葉などのごみが側溝や雨水ますに詰まることで、雨
水が流れず道路上にあふれ、道路冠水が発生することがありま
す。
　ふたの上のごみを取り除くだけでも冠水防止に効果がありま
す。これからの台風シーズンだけでなく、日ごろからご自宅前の
側溝や雨水ます周辺の清掃にご協力お願いします。

問道路管理課☎7150－6093　 1027471

　各種ハザードマップを活用し、自宅や周辺地域でどのような被害が想定され
ているかあらかじめ確認し、屋外へ避難する際のルートを決めておきましょう。

　江戸川が大雨によって増水し、氾濫した場合
の浸水想定区域や浸水深さ、避難所などを示し

たものです。
洪水ハザードマップ 1003697   問 河川課☎7150－6095

　過去の台風や局地的大雨、集中豪雨の浸水履
歴を基に、家屋の浸水や道路冠水など危険のあ

る場所を示したものです。
浸水（内水）ハザードマップ 1003698   問 河川課☎7150－6095

　「揺れやすさ・防災マップ」「液状化危険度マッ
プ」のほか、地域での建物倒壊の危険性を評価

した「地域の危険度マップ」の3つを取りまとめ
たものです。

地震ハザードマップ 1003694   問 防災危機管理課☎7150－6312

　がけ崩れなどの土砂災害の恐れがある地区と
して県から指定された13カ所をまとめたもの

です。土砂災害警戒区域等は、名都借、思井、前
ケ崎、中、下花輪、芝崎の一部地域です。

土砂災害ハザードマップ 1003702   問 防災危機管理課☎7150－6312

ハ ドザ マー ッ プ で
危険なエリアを確認しておきましょう

逃げ遅れたら
命を守るために
少しでも
高い場所へ

・災害発生情報

・氾濫発生情報

3日前

情報収集
心構えを高める

避難の準備

避難の実施

避難行動の確認

（避難情報）

（防災気象情報）
気象庁などの情報

《洪水に備えたマイ・タイムラインの例》

・氾濫注意情報

・洪水警報
・氾濫警戒情報

・氾濫危険情報

市が発令

警戒レベル5 雨が強くなってきたら、
田んぼや水路の
見回りは危険です。

避難所の感染症対策に整備した飛
ひ

沫
まつ

感染防止のテント

避難所へ避難する際に

マスク 体温計 消毒液
貴重品 食料品水

常備薬 毛布

以下の備えもあると安心です

できる限り持参をお願いします

子どもがいる家庭の備え

衣類・下着

ガムテープ（布製）

カッパ

筆記用具

ホイッスル・ヘルメット

子どもの靴

抱っこひも

懐中電灯

ティッシュ

救急セット

ロープ

軍手

油性マジック

ミルク（キューブタイプ）

離乳食

携帯ラジオ

缶切り・携帯ナイフ

タオル

ライター・マッチ・ろうそく

洗面具

簡易トイレ

女性の備え
防犯ブザー生理用品

おりものシート

サニタリーショーツ

中身の見えないごみ袋

高齢者がいる家庭の備え
デリケートゾーンの洗浄剤大人用紙パンツ

つえ

入れ歯・洗浄剤

補聴器 お薬手帳のコピー

子ども用紙オムツ

お尻ふき

・避難勧告
・避難指示（緊急）

警戒レベル4
・避難準備	
・高齢者等避難開始

警戒レベル3
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古紙100％再生紙、 植物油インキ使用

市総合運動公園に整備した防災施設

市の防災対策

　市民一人ひとりの生命・財産が守られる
よう、市では、災害時の防災・減災対策とし
て、被害を最小限に抑えるために、防災施
設の整備や浸水対策などさまざまな事業
を進めています。

　自主防災組織は、「自分たちの地域は自分たちで守る」という「共助」の精
神に基づき、災害から住民の命と生活を守るため、地域の皆さんが協力し
て防災活動に取り組むことを目的に、自治会単位で構成される組織です。
資機材の整備や防災活動などを通じて、地域の防災力向上にご尽力いただ
いています。設立に必要な手続きなど詳細はお問い合わせください。
問防災危機管理課☎7150－6312　 1003611

公園などに防災施設を整備災害医療体制を強化

　木造住宅の耐震診断と耐震改修の費用一部を助成します。特に昭和56年以
前の建築物は古い基準で建てられているため、耐震性が不足している可能性が
あります。交付決定前に実施してしまうと補助金の交付ができなくなりますので、
必ず実施前に申請してください。
なお、予算に限りがありますの
で、お早めに申請してください。
詳細はお問い合わせください。
対次の全てを満たす木造住宅①
自ら所有し、居住している②昭和
56年5月31日以前の建築③在
来軸組工法④地上階数が2階以
下で一戸建て
▷補助金額＝震耐診断：診断費の
3分の2以内（上限5万円）、耐震
改修：工事費、設計費、監理費の
合計の8割以内（上限100万円）
問建築住宅課☎7150－6088

1001913

　災害や水質事故などで市内の広範囲で断水が起きた場合に、飲料水を迅速に供給
するため、市内公立小学校の受水槽に応急給水栓を整備しています。既に15校には
整備し、小山小学校には9月中に整備する予定です。
　なお、これまでどおり、おおたかの森・西平井・江戸川台・東部の市内4浄水場の給水
拠点でも応急給水を行います。
　皆さんが水を持ち帰りやすいように、リュックにもなる容量6リットルの応急給水用
水袋を用意していますので、徒歩や自転車でも運ぶことができます。
問経営業務課☎7159－5315

耐震診断・耐震改修費の一部を助成応急給水栓を市内公立小学校に整備

自主防災組織を作りませんか

医薬品の備蓄

　避難場所の防災機能を強化するため、市総合運動公園や大堀川水辺公
園、南流山中央公園などに、災害時に一時避難する被災者が利用できるマン
ホールトイレやかまどベンチ、太陽光LED照明、災害用井戸などの防災施設
の整備を進めています。
問防災危機管理課☎7150－6312

　災害時に食料や飲
料水、生活必需品を
迅速に供給できるよ
う、市内35カ所の防
災備蓄倉庫に分散し
て備 蓄しています。
併せて、発電機や投
光器などの資機材も
配備しています。
問防災危機管理課☎7150－6312　 1003743

水位監視装置（右側）が設置されている和田堀都市下水路

　地震が起きても漏水が発生しないよう、つなぎ
目の抜けにくい耐震管へ更新する工事を計画的に
実施しています。 昨年度までに、市内の水道管
690キロメートルのうち410キロメートル、59%を
耐震化しました。引き続き、耐震化率100%に向
けて整備を進めます。
問水道工務課☎7159－3233

　台風や局地的大雨による
浸水被害を軽減するため、
水路などの補修工事を行い
ます。
　大雨時には水位監視を行
い、迅速で的確な水防活動
を行います。
問河川課
☎7150－6095

　災害時に備え、救護所用
の医療資器材や医薬品を備
蓄して医療救護体制を整備
しています。
　また、新たな感染症など
の発生に備え、ワクチン接
種体制の整備や、感染者に
対応する職員などの個人防
護具や消毒薬の備蓄などを
進めています。
問保健センター☎7154－0331

防護服やマスクなどの個人防護具

食料・飲料や避難所の資機材などを備蓄

浸水被害の軽減に向けて

地震に強い耐震管へ

耐震管敷設工事の様子

小学生でも持ち運びしやすい
給水用水袋

耐震改修例
大きな窓を小さな窓に変更（右側）、耐力壁を新設（左側）

おおたかの森浄水場応急給水栓

市総合運動公園に整備した防災施設
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