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人口・世帯（    ）内は前月比／前年同月比

予算

合計＝ 200,298 人 （＋ 162 ／＋ 4,616）
男 ＝ 98,747 人 （＋ 70 ／＋ 2,179）
女 ＝ 101,551 人 （＋ 92 ／＋ 2,437）
世帯＝ 84,907 世帯 （＋ 107 ／＋ 2,655）

市の人口と予算〈3月1日現在〉

一　般　会　計＝ 952億4,552万6千円
特別・公営企業会計＝ 451億9,485万1千円

令和3年

113 No.1599

　　　　　　　令和
３年度中に65歳に達
する方（昭和３２年４月
１日以前に生まれた
方）には、4月末までに
接種券（クーポン券）を
同封した案内がお手
元に届くよう発送する
予定です。
　　　　　　　接種
時期が決まり次第お
知らせします。
◆接種券（クーポン券）
をなくしたら……
　接種券（クーポン券）を紛失した場合は、流山市新型コロナウイルスワ
クチン接種コールセンターにご連絡ください。なお、再発行には１週間程
度かかります。
◆住民票がある市区町村以外での接種について
　接種券（クーポン券）・予診票は、原則として住民票の住所に届きます
が、下記に当てはまる方は、住民票がある市区町村以外での接種も可
能です。手続きなど詳細は、決まり次第お知らせします。
•出産のために里帰りしている妊産婦 • 入院・入所している方
•単身赴任をしている方 • 下宿している学生
• DV、ストーカー行為、児童虐待などを理由に避難されている方
•基礎疾患のある方がかかりつけ医で接種する場合　ほか

　ワクチンは、感染症に対する免疫をつけたり、個人の発症・重症化を
予防するものです。多くの方が接種を受けることで、ご自身はもちろん、
身近な方々を感染から守ることが期待されます。
　しかし、ワクチン接種により副反応が起こることもあります。新型コロ
ナウイルスワクチンについては、接種部位の痛み・倦

け ん

怠
た い

感・発熱などの副
反応が報告されています。治療を要したり、障害が残ったりするほどの
重度なものは、極めて稀

ま れ

であり、過度に心配することはないものの、す
べてのワクチンにおいて何らかの副反応が起こる可能性をなくすことは
できません。
　ワクチンについて理解した上で、接種の判断をお願
いします。
　なお、市では皆さんにワクチン接種を受けていただ
くようお勧めしていますが、強制ではありません。治療
中の方や体調に不安のある人は、かかりつけ医などに
相談してください。

今号に掲載の令和3年度の事業については、市議会第1回定例会の議決を経て実施されます。

　市では、2月1日に新型コロナウイルスワクチン接種担当室を
設置し、市民の皆さんが安心してスムーズにワクチン接種を行
えるよう、国の方針に従って準備を進めています。
　また、本日３月１１日からは、流山市新型コロナウイルスワクチン
接種コールセンターを開設し、ワクチンの接種方法や安全性な
ど、ワクチンに関する相談をお受けします。

　今後も、随時市ホームページや広報ながれやまなどで最新情
報をお知らせします。
問流山市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎0570－017－894 FAX050－3819－8335
保健センター☎７１５4－0331　 ID 1029641

ワクチン接種の準備を
進めています

新型コロナ
ウイルス

65歳以上の方へ4月末までに接種券を郵送でお届け  　　

　重症化リスクの高い方から順に接種をする方針です。全国統一の基
準により、接種日時点で16歳以上の方を対象とします。
①新型コロナウイルス感染症患者などに頻繁に接する医療従事者など
②65歳以上の方（昭和３２年４月１日以前に生まれた方）
③６４歳以下で基礎疾患を有する方
④一般の方
※妊娠中や妊娠の可能性のある方・授乳中の方はかかりつけ医にご相談
ください。

接種の優先順位

新型コロナウイルスワクチンについて

☎0570－017－894
（平日8時30分～17時15分）

FAX050－3819－8335

ワクチン接種に関するお問い合わせは

流山市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンターへ

65歳以上の方

64歳以下の方

見本

　接種の開始など、今後のスケジュールは、現在のところ未定となって
います。接種可能時期や、市内の接種可能な医療機関などについては、
決まり次第お知らせします。

接種開始など今後の見込み

予診票の発送
　　　　　　　4月以降、接種券（クーポン券）とは別に郵送する予定
です。
　　　　　　　接種時期が決まり次第お知らせします。

65歳以上の方

64歳以下の方

65歳以上の方への接種券（ク－ポン券）の
お届けは4月末までを予定

※予定は3月5日時点の国のスケジュールによるものです。
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　千葉県知事選挙が3月21日に行われます。市では皆さんが安心して投票できるよう、投
票所における新型コロナウイルス感染症の対策を徹底します。投票にお越しの際は、マス
ク着用や咳

せ き

エチケットなどにご協力をお願いします。また、期日前投票もご検討ください。
◎期日前投票所の場所、期間

場所 期間／投票時間
市役所 開設中～3月20日㈷8時30分～20時

北部公民館

3月13日㈯～3月20日㈷9時～20時東部公民館
初石公民館

南流山センター
スターツおおたかの森ホール 3月13日㈯～3月20日㈷9時～21時

※期日前投票をご利用の方は、期日前投票宣誓書兼請求書（入場整理券の裏面）の太枠内を記入の上、投票所にお
持ちください。

◎投票日・投票時間
3月21日㈰7時～20時
◎投票できる方
　市の選挙人名簿に登録されている方（平成15年3月22日までに生まれた日本国籍を有
する方で、令和2年12月3日までに本市に住民登録をし、引き続き3カ月以上居住されて
いる方）です。※投票日までに県外へ転出された方は投票できません。

《流山市に転入した方》
　令和2年12月4日以降に本市に転入届出をした方で、千葉県内の前住所地の選挙人名
簿に登録されている方は、前住所地での投票になります（※各市町村で発行する「引き続
き県内に住所を有する証明書」の提示が必要）。
《市内転居した方》
　令和3年2月13日以降に市内転居した方は、前住所地の投票所での投票となります。
◎投票所
　入場整理券に書かれている投票所で投票してください。投票所となる公民館（図書館
分館を含む）や福祉会館は、投票日当日は全館休館となります。

《投票所の場所の変更について》
投票区 変更前 変更後

第3投票区 流山小学校閲覧室 流山小学校体育館
第6投票区 鰭ケ崎小学校特別支援教室 鰭ケ崎小学校体育館
第21投票区 八木北小学校特別支援教室 八木北小学校体育館（※）

※八木北小学校は改装工事中のため、東門はご利用できません。また、車での来場はご遠慮ください。

◎投票方法
　投票用紙に候補者名を書いて投票します。候補者名以外の事項を記載したものや、記
載の不明瞭なものは無効となる場合があります。
◎入場整理券
　入場整理券が届いていない場合や紛失した場合でも「投票できる方」に該当すれば投
票できます。投票所の係員に申し出てください。なお、今回の選挙から、入場整理券を
見やすいデザインに変更しました。入場整理券（封書タイプ・６名連記式）は世帯ごとに郵
送のため、切り離して本人が投票所へ持参してください。
◎代理・点字投票
　心身の故障その他の事由により字が書けない方のために、代理人が代わって記入し本
人が投

と う か ん

函する制度や、点字による点字投票制度があります。投票所で申し出てください。
◎不在者投票は3月20日まで
　投票用紙の請求や交付などを郵送で行いますので、お早めに請求してください。

《郵便などによる不在者投票》
　体が不自由で投票所に行くことができない方のために郵便など（信書便）による不在者
投票制度があります。対象となるには、要件がありますので、お問い合わせください。

《病院などの施設での不在者投票》
　病院や老人ホームなどの施設に入院・入所中の方は、その施設で不在者投票を行うこ
とができる場合があります。対象となる病院など詳細はお問い合わせください。
《他市区町村滞在地での不在者投票》
　仕事などの理由で他の市区町村に滞在中の方も滞在先の市区町村の選挙管理員会で
不在者投票ができます。
◎選挙公報の配布
　候補者の政見や略歴などを掲載した選挙公報は、本日の朝刊（朝日、産経、東京、日経、
毎日、読売）に折り込まれています。

【持参した筆記具で記載できます】
　皆さんが安心して投票できるよう、投票所では、消毒液の設置、従事者のマスクの着用、
投票所内の換気、投票所内の適宜消毒などの感染症対策を徹底します。また、投票用紙に
記載するための筆記具（鉛筆またはシャープペンシル）を持参し、使用することも可能です。

【前回選挙の混雑状況を配信】
　市ホームページで、前回選挙（令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙）の期日前
投票所と当日投票所の混雑状況を掲載していますので混雑回避の参考にしてください。
問選挙管理委員会事務局☎7150－6100　 ID 1009303

3月21日㈰は千葉県知事選挙の投票日 期日前投票のご検討を 
ぼくせんきょ君です

　「流山都市計画事業鰭ケ崎・思井地区一体型特定土地区画
整理事業」の換地処分が5月21日に行われる予定で、翌日に同
事業区域内の字の区域及び名称が変更になります。詳細は、
今後の広報ながれやまや市ホームページでお知らせします。
　変更区域にお住まいの方や事業主の方には、変更日の約1
カ月前に住所変更通知書、変更手続きの手引きなどを配布し
ます。変更図面などは、市ホームページでご覧になれます。
▷変更日＝5月22日
問総務課☎7150－6067　 ID 1029625

５月２２日から 鰭ケ崎・思井地区の
字の区域および名称の変更

　軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日（基準日）に軽三
輪、軽四輪、原動機付自転車、自動二輪車などを所有し
ている方へ課税します。他の人に譲った、処分した、盗
難にあったなどの理由で所有していない場合は、3月中
に別表の手続き先で名義変更や廃車の手続きをしてくだ
さい。
　流山市ナンバーの廃車手続きには、①ナンバープレート
②標識交付証明書③印鑑④身分証明書が必要です。な
お、本人以外が手続きをする場合は委任状が必要です。 問市民税課☎7150－6073

軽自動車などの廃車手続きを忘れずに
4月1日現在の所有者が課税の対象に

種類 手続き先（土・日曜、祝日は休業）

流山市
ナンバー

125cc以下の
バイク、小型特殊

自動車など
流山市役所市民税課　

☎7150－6073

野田
ナンバー

125ccを超える
バイク

千葉運輸支局
野田自動車検査登録事務所

☎050－5540－2023

軽三輪、
軽四輪自動車

軽自動車検査協会
千葉事務所野田支所

☎050－3816－3117

国民健康保険・後期高齢者医療制度　人間ドックおよび脳ドックの助成　本日から申請を受け付け
　国民健康保険と後期高齢者医療制度の令和３年度分「人間ドックおよび脳ドック助成」
の申請を本日から受け付けます。また、今回から人間ドックおよび脳ドック助成事業の内
容が変更になります。詳細は市ホームページをご覧ください。

【変更点】
 標準検査項目の変更
　全ての検査医療機関で実施する標準検査項目が一部変更になりました。主な変更点
として、eGFRとアルブミンの検査項目を追加し、免疫に係る検査項目の一部と腫瘍マー
カーがなくなりました。
 自己負担額の変更
　標準検査項目の変更など、助成額の見直しを行ったことにより自己負担額（別表）が変
更になりました。
 検査医療機関の追加
　5月7日から「まとばクリニック」が追加になります。
対申請日現在で次の全てを満たす方①国民健康保険に継続して１年以上加入している、ま
たは後期高齢者医療制度に加入している②令和3年度中に特定健康診査または健康診査
を受診する予定がない③人間ドックは満35歳以上、脳ドックおよび脳検査は満40歳以上
◆申請・検査の注意事項
・国民健康保険料の滞納がある世帯や後期高齢者医療保険料の滞納がある方は助成が
受けられません。
・ペースメーカーなどを装着されている方は、頭部MRI・MRAを受診できない場合がありま
すので、事前に医療機関にご確認ください。
・人間ドック＋脳検査および脳ドックの助成は３年度ごとに１回です。
・市で実施するがん検診（胃がん・肺がん・大腸がん）と検査項目が重複します。受診予定
の方は、保健センター（☎７１５４－０３３１）へお問い合わせください。
▷助成金額＝人間ドック・脳ドック：各２万３，０００円、人間ドック＋脳検査：２万８，０００円

申電子申請、または被保険者証と身分証明書をお持ちの上、市役所保険年金課へ（各出張所
での申請（注）も可。あらかじめ、受診予定の検査医療機関を決めてから申請してください。）
注：申請書の様式は市役所、各出張所で配布。市ホームページ（ ID 1010317 ）からダウン
ロードも可

【別表】令和３年度人間ドック等実施医療機関・検査費用一覧　　　　　 ※いずれも税込み
医療機関名
電話番号

人間ドック 人間ドック＋脳検査 脳ドック
検査費用

（自己負担額）
流山中央病院（東初石）

☎７１５４－５７４１
４万１，５００円

（１万８，５００円）
６万２，８００円

（３万４，８００円）
３万５，０００円

（１万２，０００円）
千葉愛友会記念病院（鰭ケ崎）

☎７１５９－１６１１
４万１，５００円

（１万８，５００円）
６万４，０００円

（３万６，０００円）
３万５，０００円

（１万２，０００円）
東葛病院（中）

☎７１２８－９３９３
４万１，８００円

（１万８，８００円）
６万１，６００円

（３万３，６００円）
３万５，７５０円

（１万２，７５０円）
横田医院（江戸川台東）

☎７１５２－０１０１
４万２，０００円

（１万９，０００円）
東医院（江戸川台東）

☎７１５５－５４９９
４万１，５００円

（１万８，５００円）
流山東部診療所（名都借）

☎７１４７－７８７８
４万１，５００円

（１万８，５００円）
田村内科クリニック（野々下）(※１)

☎７１４６－００１７
４万１，５００円

（１万８，５００円）
藤澤内科クリニック（加）

☎７１５０－１４４１
４万１，５００円

（１万８，５００円）
まとばクリニック（おおたかの森西）（※２）

☎７１５８－３０００
４万２，０００円

（１万９，０００円）
小野クリニック（中野久木）（※３）

☎７１７８－３００６
３万５，０００円

（１万２，０００円）
※1　月の受入可能件数に限りがあります。事前に予約の空き状況について医療機関にご確認ください。
※2　令和３年５月7日以降検査実施予定（新規登録）　※3　令和３年９月１日以降検査実施予定
問保険年金課☎７１５０－６０７７（国民健康保険）／☎７１９９－３３０６（後期高齢者医療）
ID 1000575

イベント参加の際は
事前に確認を

今号に掲載のイベントなどは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期となる場合があります。詳細は、各主催団体にお
問い合わせください。また、参加の際はマスクの着用や手指の消毒にご協力ください。問秘書広報課☎7150－6063　 ID 1024371
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達検査の経験がある
内児童・生徒の発達検査の実施および資
料の作成　申市役所指導課で配布の申
込書（市ホームページからダウンロードも
可）に必要事項を明記の上、〠270－0192
流山市役所指導課へ郵送または持参
問教育研究企画室☎7150－8388
ID 1029543

 その他

★再生自転車の販売

▷応募期間＝3月15日㈪～29日㈪9時～
17時※祝日を除く　
対市内在住・在勤・在学の方※1年以内に当
選した方を除く　申クリーンセンターに
展示する自転車から希望する自転車（1世
帯1台）を選び、申請者本人が申込用紙に必
要事項を明記の上、直接窓口へ※多数抽選
▷引き渡し＝現金と引き換え。運搬など
は各自
問クリーンセンター☎7157－7411
ID 1002487

第1回東北希望の襷
たすき

マラソン
北上大会

　6月26日、姉妹都市の岩手県北上市で
「東北希望の襷マラソン」が開催されます。

東日本大震災から10年。地元の皆さんに
元気と希望をつないでいくことをコンセ
プトとして、今後順次開催予定の他東北5
県と「希望の襷」を継承していきます。
　申込方法など詳細は、市ホームページ
をご覧ください。
日6月26日㈯　所北上総合運動公園 北
上陸上競技場（岩手県北上市相去町高前
檀27－36）
▷種目＝①ハーフマラソン②8㎞③4㎞
④3㎞⑤1㎞キッズラン
問東北希望の襷マラソン実行委員会

info@kibou-tasuki.jp
ID 1029739

日 ＝日時　所＝場所　講＝講師　内＝内容　対＝対象　定＝定員　費＝費用　持＝持ち物　申＝申し込み　問＝問い合わせ

　障害基礎年金は、国民年金加入期間中の病気やけがなどによって、日常生活が困難に
なった方の生活を支えるために支給されます。請求・相談先は、障害の原因となった病気
やけがの初診日が国民年金第１号被保険者（注１）期間の方と２０歳未満または６０歳以上
６５歳未満で年金制度に加入していない期間の方は市役所保険年金課、国民年金第３号
被保険者（注２）期間の方は松戸年金事務所です。詳細は、日本年金機構ホームページを
ご覧ください。相談を希望される方は、まずお問い合わせください。
対次の全てに該当する方①障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入
期間または20歳未満、もしくは60歳以上65歳未満（年金制度に加入していない期間で
日本に住んでいる期間）にある②保険料の納付要件を満たしている③障害認定日におい
て、一定の障害の状態にある※初診日が20歳未満の場合は、国民年金に20歳で加入し
た後、障害基礎年金を請求することができます。また、障害者手帳をお持ちでない場合
も請求することができます。
注１：２０歳以上６０歳未満の自営業者・農業者、学生、無職の方など
注２：国民年金加入者のうち、厚生年金等に加入している被保険者に扶養されている２０
歳以上６０歳未満の配偶者
問保険年金課☎7150－6110／松戸年金事務所☎047－345－5517

　国民健康保険または後期高齢者医療制度の令和3年度分「あんま、マッサージ、指圧、
はり及びきゅう施設利用券」の申請を本日から受け付けます。あんま等施設利用券が使
用できる指定施設については、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
市役所または出張所でも案内チラシを配布しています。
▷助成額＝利用券1枚500円（保険適用の治療は対象外。最大24枚）
対次の全てを満たす方①国民健康保険に加入している60歳以上の方または後期高齢者
医療制度に加入している方②各保険料に滞納がない方
申被保険者証と身分証明書をお持ちの上、市役所保険年金課または各出張所へ。申請書

（市ホームページからダウンロードも可）に必要事項を記入の上、〠270－0192市役所
保険年金課へ郵送も可
問保険年金課　
国民健康保険について…☎7150－6077　 ID 1000574
後期高齢者医療について…☎7199－3306　 ID 1000605

障害基礎年金をご存じですか
病気やけがなどによる障害のある方を支援

あんま等施設利用券の申請
本日から受け付け開始

 講座

★ハンドメイド教室　スプリング
リースを作ろう

　アーティフィシャルローズを一度ばら
して花を大きく見せる技法「メリア」を習
いながら、ドライフラワーを使ってリー
スにアレンジします。
日4月3日㈯13時～15時　所向小金福祉
会館　講エム・ポワール・藤本ますみさん
対市内在住・在勤・在学　定5人（先着順）
費3,000円（材料代含む）
持グルーガン、グルースティック、持ち帰
り用の袋、マスク　申3月12日から電話
問向小金福祉会館☎7173－9320
ID 1029520

★いきいきスクエアステップ

　高齢者の転倒防止と脳トレに有効なス
クエアステップを楽しみましょう。
日4月14日 ㈬・28日 ㈬13時 ～14時30
分　所東部公民館　定各30人（先着順）
費各100円　持マスク、上履き、タオル、
飲み物、動きやすい服装　
申電話または直接窓口へ
問東部公民館☎7144－2988

 展示

★流山市書道・硬筆展

日3月24日㈬～28日㈰9時～17時(28

日は16時まで)※授賞式は中止します。
所生涯学習センター(流山エルズ)
費無料
問生涯学習課☎7150－6106

 求人

★会計年度任用職員　特別支援学
級介添員

▷勤務日時＝平日8時～16時30分※学
校により変動あり。長期休業期間を除く
▷勤務場所＝特別支援学級設置校（市内
小・中学校）
▷時間給＝1,085円（交通費別途）
内特別支援学級の児童・生徒の指導補助
など担任の補助　申市役所人材育成課で
配布の申込書（市ホームページからダウン
ロードも可）に必要事項を明記の上、3月
19日（必着）までに〠270－0192流山
市役所学校教育課へ郵送または持参
問学校教育課☎7150－6104
ID 1001358

★会計年度任用職員　教育支援調査員

▷勤務時間＝年150時間以内（1日6時
間以内）　▷勤務場所＝教育研究企画室

（生涯学習センター（流山エルズ）内）　
▷時間給＝1,255円（交通費別途）　
▷応募資格＝次の全てに該当する方①特
別支援教育の専門的な指導に関して豊か
な識見を有する②児童・生徒を対象とし
た相談業務に3年以上の経験がある③発

　入居の選考は、住宅の困窮度に応じて市が行い、順位が定めがたいときは公開抽選で
決定します。詳細はお問い合わせください。※物件を確認される際は、お住まいの方に
十分な配慮をお願いします。
対次の全てに当てはまる方①市内に1年以上住民登録があるか勤めている②同居する
親族が居る（注１）③月の世帯総所得額が15万8,000円以内（注２）④住宅に困っている
申市営住宅申込書一式（市役所建築住宅課および各出張所で配布）を3月25日までに建
築住宅課へ持参
注１：単身可能住宅は、60歳以上の方、4級以上の障害者手帳をお持ちの方は、単身で入
居可能
注２：高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯などの方は、月の世帯総所得が21万4,000円
以内

【募集市営住宅一覧（入居はいずれも6月予定）】
名　　称 所　在　地 間取り 入居人数 家　　賃 募集戸数 前回倍率 階　数
若宮団地 加3－9－1

3DK 2人以上
2万3,400円から 4戸 無抽選 3～4階

柳田団地 流山9－500－3 2万2,900円から 3戸 1.8倍 2・5階
大橋団地 東深井698－1 2万1,400円から 無抽選 2～4階
三輪野山

団地
三輪野山
1－1078 1DK 単身可能 2万円から

1戸

10.0倍 4階
西初石団地

（障害者専用） 西初石
3－1455－1

2DK
（車いすタイプ） 2人以上 2万8,600円から 3.0倍 1階

西初石団地 1DK 単身可能 2万600円から 12.0倍
ミヤマエ
ハイツ

三輪野山
2－335－4 3DK 2人以上 2万8,400円から 6.0倍 3階

※共益費が別途かかります。家賃は、収入に応じて決定します。
問建築住宅課（市営住宅専用）☎7168－1101

市営住宅の入居者を募集
申し込みは3月25日まで

　統計調査に従事する統計調査員に登録していただける方を募集しています。登録さ
れた方には、調査の際に市から調査票の配布などの業務を依頼します。令和３年は、６月
１日を基準日として「経済センサス－活動調査」を実施する予定です。詳細はお問い合わ
せください。
対２０歳以上の方
▷報酬＝調査活動に応じて、国の基準に従い支払い
申市役所企画政策課で配布の申込書と意向確認書（いずれも市ホームページからダウン
ロードも可）に必要事項を明記の上、〠270－0192市役所企画政策課へ郵送または持参
問企画政策課☎７１５０－６０６４　 ID 1008430

統計登録調査員を募集　随時申し込み受付中

　掲載を希望する方は、掲載申込書（一
部の市内公共施設に備え付け、市ホーム
ページからダウンロードも可）を、秘書広
報課へ提出してください。なお、イベント
掲載希望者は、掲載希望号の１カ月前まで
に提出してください。
問秘書広報課☎7150−6063 ID 1007526

■英会話体験レッスン(初級～中級程度) 
(トドラ主催)=3月13日・20日・27日の土
曜13時～14時30分、生涯学習センター
(流山エルズ)。無料※体験は1人１回まで
問平井☎090－7802－1840
■盆栽技術講習会(流山市文化協会盆栽
部主催)=3月20日㈷9時30分～12時、初
石公民館。無料問井上☎7152－6561

イベント

★は市または指定管理者などの主催のもの

選挙人名簿登録者数の公表
　公職選挙法に基づく3月1日現在の
選挙人名簿の登録者数は、160,892
人(前回比599人増)です。男女別で
は、男78,828人、女82,064人となっ
ています。
　この選挙人名簿の登録は、正確な
有権者数を把握するため、年4回行っ
ているものです。
問選挙管理委員会事務局
☎7150－6100　 ID 1029973

　元教員の流山市シルバー人材センター会員が、小学生に国語と算数を、中学生に数学
を教えます。
所流山市シルバー人材センター

（東初石3）　
申電話または直接窓口へ
問同センター☎7155－3669

小・中学生対象 初石学習教室（流山市シルバー人材センター主催）

対象 定員※先着順 曜日・時間 月額
小学3・4年生

各学年10人

土曜10時～12時
4,000円小学5・6年生 木曜17時～19時

土曜13時～15時
中学1・2年生 水曜18時～19時 3,000円
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人口・世帯（    ）内は前月比／前年同月比

予算

 合計 ＝ 200,298 人 （＋ 162 ／＋ 4,616）
 男 ＝ 98,747 人 （＋ 70 ／＋ 2,179）
 女 ＝ 101,551 人 （＋ 92 ／＋ 2,437）
 世帯 ＝ 84,907 世帯 （＋ 107 ／＋ 2,655）

市の人口と予算〈3月1日現在〉

一　般　会　計＝ 952億4,552万6千円
特別・公営企業会計＝ 451億9,485万1千円

令和3年
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　市内でも震度５弱を観測した東日本大震災から10年が経ちました。本市では約1,000
棟の家屋が一部損壊するなどしましたが、幸いにも大きな人的被害はありませんでした。
一方で、帰宅困難者の発生や道路渋滞、食料品の品切れ、電話が通じにくくなるなどの問
題や、放射能による影響が発生しました。
　国の中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」によると「東京湾北部地震」や「茨城
県南部地震」が発生した場合、本市では広い範囲で震度６弱になると予測されています。
　災害はいつどこで起こるか分かりません。自分や大切な家族を守るために、改めて災害
への備えを確認しましょう。
家庭で備える
　災害が発生した直後には、物流機能が停止し食品が届くまでに時間がかかります。ま
た、電気・ガス・水道などのライフラインが停止すると、復旧までに1週間以上かかることも
あります。災害に備え、非常持出品・非常備蓄品などを家庭で準備しましょう。
　また、新型コロナウイルス感染症が蔓

まん

延
えん

している場合、避難所では感染症対策が重要に
なります。マスクやアルコール消毒液、体温計なども持ち出せるように備えておきましょう。
【非常持出品の例（災害発生時に最初に持ち出すもの）】
□非常食（缶詰など） □飲料水
□ラジオ、懐中電灯 □ヘルメット
□救急医薬品、持病の薬、お薬手帳 □マスク、アルコール消毒液、体温計
□貴重品
【非常備蓄品の例（最低3日分、できれば1週間分の準備を）】
□食料（レトルト食品など） □飲料水（1人1日3リットル目安）
□高齢者・乳幼児用食品 □携帯用トイレ
□モバイルバッテリー □カセットコンロと燃料
　食糧の備蓄には、普段から少し余分に買っておき、賞味期限前に定期的に消費する
ローリングストック法が便利です。
自宅から離れた場所で災害が発生したら
むやみに移動を開始せず、落ち着いた行動を
　大規模な災害が発生して公共交通機関が停止すると、職場や学校、外出先からの帰宅
が困難になることが予想されます。災害発生時は、火災や沿道の建物からの落下物など

により負傷する危険があるだけでなく、多くの人が一斉に移動することで災害時に優先
されるべき救助・救急活動の妨げとなることもあります。むやみに移動せず、適切に状況
を判断し、落ち着いて行動しましょう。
【災害発生時のポイント】
•まずは自分の身の安全を確保しましょう。
•職場や集客施設などの安全な場所にとどまりましょう。
•災害用伝言ダイヤル（171）などで家族の安否や自宅の無事を確かめましょう。
•交通情報や被害情報などを入手しましょう。
【徒歩帰宅に備えておきたいこと】
• 家族と安否確認の方法や集合場所について話し合っておきましょう。
•職場などに飲料水や食料、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、地図、運動靴、懐中電灯な
どを用意しましょう。
•徒歩での帰宅に備えて、帰宅経路の状況を確認しておきましょう。
【徒歩で帰宅する方への支援】
　2つのステッカー（＝右記）の表示のある
コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、
ガソリンスタンドなどでは、災害発生時に
水道水やトイレ、道路交通情報などを可能
な範囲で提供していただけます。日ごろから
ステッカーのある店舗の場所を確認しておく
と安心です。
Jアラート（全国瞬時警報システム）と安心メールの連携
　市では、Jアラート（全国瞬時警報システム）と連携し、緊急地震速報や弾道ミサイル攻
撃などの情報を、人手を介さず自動で瞬時に防災行政無線を通じて市民の皆さんにお知
らせしています。
　これに加え、本日３月１１日から安心メールとJアラートの連携も始まり、大雨警報などの
防災気象情報や震度速報などの情報が、安心メールを通じて瞬時に配信されるようにな
ります。
問防災危機管理課☎7150－6312

　ながぽん全加盟店で、ながぽんポイントの付与が10倍になる「10倍出しポイントセー
ル～最後の倍出しセール～」を行います。キャンペーン期間にながぽんポイントを貯め
て、4月に開催予定の「最後の大ポイント交換会」でお得にお買物券と交換できます。な
お、ながぽんポイント発行は、令和3年3月31日をもって終了します。ポイントの利用期
限は発行から1年（最長令和4年3月31日まで）となりますので、あらかじめご了承くだ
さい。
▷キャンペーン期間＝3月25日～28日
▷対象店舗＝ながぽん全加盟店（加盟店一覧は流山商工会議所で配布）
問流山商業協同組合（流山商工会議所内）☎7158－6111

3月25日～28日開催
ながぽんファイナルキャンペーン

あなたのスマホや
タブレットが本に!

いつでもどこでも借りられる電子書籍のご利用を

3.11 東日本大震災から10年 日ごろから災害への備えを

　女性が抱えるさまざまな悩みを、経験豊富な女性相談員やカウンセラーが一緒に考
える「女性の生き方相談」を実施しています。
　一人で悩まずに、まずはご相談ください。電話による相談も受け付けています。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。
▷開設日時＝相談：毎月第1･2金曜、カウンセリング：毎月第4金曜いずれも10時～16
時（祝日を除く）※1回50分以内。予約優先。カウンセリングは面談のみ
所市役所　
費無料
申電話※1歳6カ月～就学前児の一時保育あり（相談希望日の2週間前までに要申し
込み）
問企画政策課男女共同参画室☎7150－6091　
ID 1003431

女性の生き方相談のご利用を
一人で悩まず相談ください

　図書館では、スマートフォンやタブレット、パソコンなどで読むことができる電子書
籍の貸し出しを行っています。現在、料理や手芸、育児書、語学、絵本など、約370点
のコンテンツがあり、来館が難しい方でも、市立図書館のホームページから時間や
場所を気にすることなく借り
ることができます。ぜひ電子
書籍で、読書をお楽しみくだ
さい。
▷利用できる方＝市内在住で
図書館の利用カードをお持ち
の方※市立図書館ホームペー
ジでパスワードの発行が必要
▷貸し出し点数＝1人1点
▷貸し出し期間＝2週間
▷予約可能点数＝１点
◆図書館の利用カードをお持
ちでない方へ
　電子書籍の利用には、図書
館の利用カードが必要です。運
転免許証・健康保険証・学生証
など、氏名・住所が分かるもの
を持参の上、お近くの図書館
で登録を行ってください。
問中央図書館☎7159－4646
ID 1004313

電子書籍の利用はこちらから

パスワードの発行はこちらから

日4月15日㈭9時30分～11時30分、13時～15時　所おおたかの森センター　
講h

ハ ル ミ エ ン

arumien店主・柿澤友美さん　定各16人（先着順。親子での参加も可）　
費各2,500円　持汚れても良い服装、持ち帰り用の袋、マスク　
申3月11日１０時から電話または直接窓口へ
問おおたかの森センター☎7159－7031

おおたかの森 Green Days
ミニバラとグリーンで作る
爽やかな寄せ植え

千葉県を含む九都県市
が協定を締結

1,000円ごとに300円の割引！
テイクアウト・デリバリー
応援事業を延長

3/31
まで

　緊急事態宣言の延長に伴い時短営業が続いている市内飲食
店を引き続き応援するため、取扱飲食店のテイクアウトなどの割
引を3月31日まで延長します。
　本事業に登録している取扱店でテイクアウト（デリバリーを含
む）を利用していただくと、支払額1,000円ごとに300円の割引
（注）が受けられます。テイクアウトなどの割引を利用して市内飲
食店を応援しましょう。
注：割引限度額は1会計1,500円まで

▽取扱店＝市および流山商工会議所ホームページで一覧を掲載
しています。※取扱店は、のぼり旗とポスターが目印

▽期間＝3月31日まで※取扱店の割引配当（最大15万円分）がなくなり次第終了
問商工振興課☎7150－6085　 ID 1029598
流山商工会議所☎7158－6111


