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来年 4月開館予定

新市民総合体育館の愛称は

キッコーマン アリーナ に決定！
（Kikkoman Arena）

平成28年4月に開館予定の新市民総合体育館では、
市では、ネーミングライツを導入することで、新体育
ネーミングライツパートナーにキッコーマン株式会社 館の持続可能な運営を行い、市民サービスの維持・向上
を選定し、愛称は ｢キッコーマン アリーナ｣ に決定しま を図り、末永く愛される施設を目指し運営していきます。
問 生涯学習課☎ 7150－6106
した。
完成パース図

施設概要（延べ床面積 10,648.04㎡、3階建て）
○メインアリーナ
（観覧席 2,162席、
バスケットコート 2面分）
○サブアリーナ
（バスケットコート 1面分）
○武道場 ○弓道場
（和弓・洋弓、
6人立）
○トレーニング室 ○会議室 ○防災備蓄倉庫 など
ＴＸ流山セントラルパーク駅から徒歩 7分

ネーミングライツ
パートナーとは
契約によって公共施設などに愛称
をつけ、それによる命名権料を払っ
ていただくスポンサーのことです。
スポンサー側は企業名や商品名を
付けることによって施設利用者など
に広く PRすることができ、市として
は施設の管理・運営資金を得ること
ができます。
今 回、ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ パ ー ト
ナーとなったキッコーマン株式会社
からは、年間 1,200万円の命名権料
をいただき、契約期間は平成 28年 4
月 1日から 5年間です。
流山市は、同社の主要ブランドの
１つである ｢マンジョウ本みりん｣
の原型となる白みりん発祥の地で
あり、現在も市内工場でみりんが製
造されているなど、市と同社には歴
史的な深い関わりがあります。

み

指定管理者は
東京ドームグループ
管 理・運 営 を 行 う 指 定 管 理 者
には、東京ドームグループを指
定しました。今後は、チアーリー
ディングスクール、ボクササイ
ズなどの自主事業や、バスケッ
トボールやバレーボールなどプ
ロスポーツ誘致、東京五輪に向
けたボランティア講習会などが
予定されています。

市議会が
11月26日から開会

の拠点に
「するスポーツ「
」観るスポーツ「
」支えるスポーツ」
【するスポーツ】
新体育館は、日ごろのスポーツ活動の場としてバスケットボールやバレーボール、卓球など
ができるメインアリーナやサブアリーナを整備し、個人でも利用ができるトレーニング室も
あります。小さなお子さんから高齢者の方まで、幅広い年代の方が参加できるスポーツ教室
やイベントの開催なども予定しており、
皆さんがさまざまな形でご利用になれる施設です。
【観るスポーツ】
アリーナには多くの観覧席を備え、プロバスケットボールの試合や全日本クラスの卓
球大会といったトップアスリートの大会を開催するなど、さまざまなスポーツ大会が観
戦できます。
【支えるスポーツ】
市では、この施設を拠点として、2020年に行われる東京オリンピック・パラリンピッ
クに参加する選手の合宿地として立候補するなど、スポーツ活動をサポートしていきま
す。それにより国際交流などの機会が期待できます。

平成27年市議会第4回定例会が11月26日㈭13時から開会される予定です。問 総務課☎7150－6067

防災機能も
充実した体育館
防災備蓄倉庫をはじ
め、自家発電設備（72時
間運転可能）や貯水タン
ク、雨水利用トイレなど
を 備 え て い ま す。 大 規
模災害時には、市内最大
の避難所として命を守
るための機能を備えて
いる施設です。
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パブリックコメントを実施 各計画などの策定・改定にご意見を
平成 28年度から①流山市手数料条例の一部を改
正する条例（案）
、②流山市教育振興基本計画（案）
・流
山市教育大綱（案）
、③流山市敬老祝金支給条例の一
部改正（案）などを策定・改定します。 各計画などに市
民の皆さんの意見などを反映させるため、パブリック
コメントを実施しますので、ぜひ皆さんの声をお聞かせ
ください。なお、いただいた意見に対する市の考え方
は、市ホームページで公表します。 個別の回答はしま
せんのでご了承ください。
問コミュニティ課☎ 7150－6076 ID 9030
【意見の提出】
▷対象＝市内在住・在勤・在学の方、
または事業者など
▷募集期間＝11月24日～12月24日
（必着）
▷素案の閲覧＝市ホームページ、各担当課
（注）
、市役所
情報公開コーナー、各公民館、各図書館、各出張所、生
涯学習センター※③は保健センター、
各福祉会館、
高齢
者福祉センター森の倶楽部でも閲覧可
注：①宅地課、②指導課、生涯学習課または企画政策
課③高齢者生きがい推進課
▷意見の提出方法＝自由様式に意見、住所、氏名、電
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国民健康保険に加入されている方へ

話番号を明記の上、〠 270－0192流山市役所各担当
課へ郵送または持参。ファクス、
メールでも受け付け
問宅地課☎ 7150－6089 FAX 7159－0954
takuchi@city.nagareyama.chiba.jp
指導課☎ 7150－6105 FAX 7150－0809
shidou@city.nagareyama.chiba.jp
生涯学習課☎ 7150－6106 FAX 7150－6521
shougaigakushu@city.nagareyama.chiba.jp
企画政策課☎ 7150－6064 FAX 7150－0111
kikakukeiei@city.nagareyama.chiba.jp
高齢者生きがい推進課☎7150－6080 FAX 7159－5055
koureishien@city.nagareyama.chiba.jp
説明会を開催
①流山市手数料条例の一部を改正する条例
（案）
につ
いて、説明会を開催します。説明会の後には意見交換
を行う予定です。
日 ❶12月5日㈯16時～17時 30分❷12月6日㈰10時
～11時 30分 所 ❶おおたかの森センター❷市役所第
2庁舎 3階 301会議室 申不要
問宅地課☎ 7150－6089

流山市男女共同参画啓発事業の
業務受託者を募集

マイナンバーの通知カードは
月末までに発送完了予定
届きましたか

9月1日から30日まで実施した
「流山市国民健康保険料の一部
を改正する条例
（案）
」
に関するパ
ブリックコメントに対し、54人の
方からご意見をいただきました。
いただいたご意見に対する市の
考え方は、市ホームページおよ
び市役所国保年金課でご覧にな
れます。
問 国保年金課☎ 7150－6077

票の住所
【発送状況の確認】マイナン
▽発送期間＝ 月末まで
（予定）
バー総合フリーダイヤル
▽発送方法＝簡易書留※転送
0120ー９５ー0178
はされません。
（無料）
外国語
（英語、中国語、韓国語、
郵便局での保管期限後は
スペイン語、
ポルトガル語）
市役所市民課窓口へ
１２０ー０１７８ー２７
通知カードは、郵便局の保
※ 時 分～ 時（土・日曜、
管期間を過ぎると流山市役所
祝日は 時 分～ 時 分）
に戻 されます。その場 合は、
電話などからは☎050ー
次のいずれかの書類をお持ち
3818ー1250
（有料）
の上、市民課の窓口にお越し
ください。
現在、マイナンバーをお知 ▽受け取れる方＝世帯主また
（注）
らせする「通知カード」を順次 は同一世帯の方
発送しています。カードには ▽必要書類＝①次の書類のう
（パ
住所、氏名、性別、生年月日と ち１点…運転免許証、旅券
、住民基本台帳カー
マイナンバーが記載されてお スポート）
、身体障
り、中長期在留者や特別永住 ド（写真付きに限る）
者など、外国人の方にも届き 害者手帳、在留カード、特別永
住者証明書など
ます。
マイナンバーは一生涯利用 ② 次 の 書 類 の う ち ２ 点 以 上
するもので、
今後 （ ①の書類をお持ちでない場
…健康保険証、
年金手帳、
社
マ イ ナ ン バ ー を 合）
利 用 す る 手 続 き 員証、学生証、預金通帳などで
に は 通 知 カ ー ド 「氏名と生年月日」または「氏名
が記載されているもの
の 提 示 が 必 要 と と住所」
なりますので、
大 注：代理人の方が受け取る場
切 に 保 管 し て く 合は右記①②に加えて委任状
が必要です。
ださい。
▽発 送 先＝ 月
市民課
日 現 在 の 住 民 ☎ 7150ー6075

パブリック
コメントの結果が
まとまりました
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社会保険の被扶養者に該当していませんか？
国民健康保険に加入されている方で、
ご家族の加入している社
会保険の被扶養者要件に該当している方はいませんか。また、社
会保険と重複して加入している方は国民健康保険をやめる手続き
（喪失手続き）
が必要です。ぜひ一度ご確認ください。
【社会保険の被扶養者になれる要件】
○社会保険に加入している本人
（被保険者）
と三親等以内の親族
（祖父母、父母、配偶者、子、孫、弟、妹以外は同居であることが必
要）
で、
主として被保険者の収入によって生計維持されていること
○年間収入が１
３０万円未満
（60歳以上または一定の障害がある方
は１
８０万円未満）
で、
かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
※要件の詳細は、ご家族の勤務先または健康保険組合などにご
確認ください。
【国民健康保険と社会保険の保険料の算定の違い】
社会保険は扶養する人数による保険料額の増減はありません
が、
国民健康保険は加入者数に応じて保険料を計算します。
【国民健康保険をやめる場合】
①社会保険証②国民健康保険証をご持参の上、市役所国保年金
課または各出張所で手続きをしてください。
問 国保年金課☎ 7150－6077

よりよい市民サービスのためにアンケートにご協力を
問 行政改革推進課☎7150－6078

参加申し込みは来年1月8日まで

窓口対応に関するアンケート

まちづくり達成度アンケート

平成 28年度流山市男女共同参画啓発事業の業務受託者を募集し
ます。 審査は公募型プロポーザル方式（注 1）で行います。 必要書類
は説明書
（注 2）
をご覧ください。詳細はお問い合わせください。
▷提出期限 =①参加申込書：平成 28年 1月8日㈮ 15時まで②提案書
など：平成 28年 1月21日㈭ 17時まで
▷提出先 =いずれも〠 270－0192流山市役所企画政策課へ郵送ま
たは持参
▷事業実施期間 =契約日の翌日〜平成 29年 2月28日
注 1：応募者の提案の中から企画力、技術力、実績、見積金額などを適
切に判断して受託者を選定する方法
注 2：市ホームページからダウンロードまたは企画政策課で配布
問 企画政策課☎ 7150－6064 ID 24518

迅速な対応や分かりやすい説明など、市民の皆さ
んに満足していただけるよう、常に窓口対応の向上
に努めています。
窓口対応の現状を把握するため
「窓口対応に関す
るアンケート」
を今年も実施しますので、市役所や出
張所に来庁の際には、ご協力をお願いします。なお、
アンケートの集計結果は、市役所情報公開コーナー、
各出張所、
市ホームページでお知らせする予定です。
▷実施期間＝11月24日～平成28年1月8日※土・日
曜、
祝日、
年末年始を除く
▷回答方法＝市役所の各課窓口および各出張所で
配布するアンケート用紙に回答を記入の上、庁舎また
は出張所の回収箱に投函

効率的な行財政経営を推進するため、まちづくり
の達成度や市民満足度などを把握する事業の行政
評価を行っています。
現在実施している事業の成果を把握するため、
市民の皆さんへのアンケート調査を行いますので、
対象となった方はご協力をお願いします。なお、ア
ンケートの集計結果は、市ホームページでお知らせ
する予定です。
▷調査対象＝20歳以上の市民の方 3,000人（無作
為抽出）
▷回答方法＝郵送した調査用紙に必要事項を明記
の上、12月17日（消印有効）までに同封の返信用
封筒で返送

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練を実施

災害時などに
備えて

地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、Jアラート
（全国瞬時警
報システム）
（注）を利用した情報伝達訓練を行います。この訓練は全
国一斉に行われ、市内 79カ所に設置した防災行政無線から試験放送
が流れます。

日 11月25日㈬ 11時ごろ ▷放送内容 =上りチャイム音→「これはテ
ストです」
×3→
「こちらは、ぼうさいながれやまです」
→下りチャイム音
注：地震や津波、武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通
じて瞬時に伝達するシステム
問 防災危機管理課☎ 7150－6312

住民基本台帳カード
をご利用の方へ

個人事業者対象の青色申告決算などの説明会を開催
個人事業者を対象とした青色申告決算・消費税などの説明会を別表の通り開催します。
また、国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp/）
の
「確定申告書作成コーナー」
では、同時に青色
申告決算書も作成できます。金額が自動計算され大変便利ですので、ぜひご利用ください。
持筆記用具※青色申告決算書、
青色申告決算書の書き方、決算の手引きなどは会場で配布 申不要
【確定申告書作成会場が変更】
来年の所得税などの確定申告書作成会場が、
「ダイエー松戸西口店」
から
「松戸税務署」
へ変更となります。これ
に伴い、松戸税務署の駐車場にプレハブを設置する予定
期日
会場
時間／内容
①10時～12時／不動産所得
12月3日㈭
流山市文化会館
です。12月1日から平成28年4月下旬までの間は、駐車
を有する方対象
12月4日㈮ 松戸市新松戸市民センター
場が使用できなくなりますので、
ご注意ください。
②14時～16時／事業所得を
12月9日㈬ 鎌ケ谷市総合福祉保健センター
有する方対象
問松戸税務署個人課税第１部門☎047－363－1171

お持ちのカードは有効期限までご利用になれますが、カードおよび電子証明書の新規発行・更新は即日発行を除き12月11日に受け付けを
終了します。今後は、同カードに替わるものとしてマイナンバーの個人番号カードを申請の上、ご利用ください。問 市民課☎7150－6075

第1408号 平成27年11月21日㈯

3

農業共進会 染谷敏夫さんの｢アオネギ｣が県知事賞に

節電チャレンジ
2015・冬

前年より10％節電した世帯に
ながぽんポイントをプレゼント!

11月 8日、生涯学習センターで農業共進会の表彰が行われました。 農業共進会
は市内産農作物の出来栄えを競うもので、575点の出品がありました。 今年は全体
的に生育状況もよく品質は良好で、農家の皆さんが日ごろから栽培管理に努力され
た成果がうかがえました。 審査の結果、千葉県
知事賞には前平井の染谷敏夫さん（品名「アオネ
ギ」
）
、流山市長賞には平方の矢口友梨子さん
（品
名「ホウレンソウ」
）
、流山市議会議長賞には前ケ
崎の水野敬久さん（品名「キウイフルーツ」
）が輝
きました。
問 農政課☎ 7150－6086 ID 13640

12月から来年 2月までの期間に、前年同月比１日当たり10％以上の節電に挑戦しま
せんか。期間中にひと月でも達成した世帯のうち、抽選で 240世帯にながぽんポイント
（500ポイント）
をプレゼント。
なお、昨年度の節電チャレンジ 2014・冬に応募した世帯および前年同月に10％以上
の節電を証明できる世帯は、１日当たりの電気使用量が前年同月比で 1％以上減少して
いれば応募可能です。
▷応募方法＝市役所や各出張所、クリーンセンター、公民館などで配布の応募用紙（市
ホームページからもダウンロード可）に必要事項を明記の上、節電を達成した月の「電気
使用量のお知らせ」
（コピー可。 今年 1％、前年 10％の節電で応募の場合は前年分も必
要）を添付し、平成 28年 3月11日（必着）までに〠 270－0192流山市役所環境政策・放
射能対策課へ郵送、ファクスまたは持参※応募書類は返却しません。
問環境政策・放射能対策課☎ 7150－6083 FAX 7150－6521 ID 3254

クリスマス・お正月の寄せ植えを作ろう

ルールを守った資源ごみの持ち込みを

ガーデニング講習会を開催

改善されない場合は回収中止も

講師に園芸アドバイザーの白瀧嘉子さんを迎え、作業を通してガーデニングの基礎な
どを学びます。
日 12月8日㈫ 14時〜16時 所クリーンセンター 対 市内在住の方 定 30人（多数抽
「ガーデニング講習
選） 費 1,500円（花材代） 申 往復ハガキに
会受講希望」
、住所、氏名、電話番号、返信用に宛名を明記の上、
11月30日（必着）までに〠 270－0192流山市役所みどりの課
へ※返信用裏面には何も記入しないでください。
問みどりの課☎ 7150－6092
ID 27864

市では、集団回収で資源ごみを出せない方のために、平成 24年 4月から市内 5カ所
の公共施設を活用して資源ごみの拠点回収を行っていますが、資源ごみ以外の持ち込
みが非常に多くなっています。 今後もルールに違反したごみの持ち込みが続く場合、
拠点回収を中止する場合があります。
資源ごみは出し方を守って回収ボックスへ入れてください。
▷拠点回収施設＝南流山センター、文化会館、東部公民館、初石公民館、江戸川台福祉
会館
▷拠点回収で出せる資源ごみ＝紙類、布類、空き缶類、金属類、空きビン類
問クリーンセンター☎ 7157－7411 ID 1366

健康・福祉
健康・医療情報講座
50歳を超えたら要注意 !
増えている前立腺がん

男性特有の前立腺がんは増加傾向にあ
ります。ただし、早期発見できれば治癒率
の高い病気でもあります。 今回の講座で
は、前立腺がんとその早期発見について学
びます。
日 11月28日㈯ 15時～16時 30分
所 県立西部図書館（松戸市） 講 帝京大学
医学部附属病院泌尿器科准教授・井手久
満さん 対 市内在住の中高年の男性とご
（先着順） 費 無料
家族 定 30人
申 件名に「健康・医療情報講座」
、本文に氏
名、電話番号を明記の上、メール
（ wlib‐
kouza@mz.pref.chiba.lg.jp）
、電話また
は直接窓口へ
問 同図書館☎ 047－385－4133

笑いヨガで健康を
ヨガと笑いをミックスした
健康法

笑いの健康体操とヨガの呼吸法を合わせ
た運動で、介護予防・認知症予防・健康増進
を目指しませんか。
日 12月2日㈬ 15時 30分～16時 30分
所 北部公民館 講 介護予防運動指導員・シ
ニアヨガインストラクター・出口真由子さん
定 30人
（先着順） 費 500円
持タオル、
飲み物、
動きやすい服装
申電話または直接窓口へ
問北部公民館☎ 7153－0567

プレミアム商品券の使用
期限はあとわずか!

流山市歯科医師会による
市民公開講座
ひ けつ

こうくう

介護予防教室を開催
ひ けつ

予防の秘訣をお伝えします !!

健康長寿の秘訣、口腔ケア
～口腔トラブルと全身疾患の関係～

住み慣れた地域で生き生きと過ごすために、介護予防は元気
なうちから取り組むことが重要です。 介護予防の基礎知識を
今年も日本大学教授の落合邦康さんを講師に招き、これか
学び、地域の皆さんと楽しく介護予防を始めてみませんか。
日 12月 17日㈭ 13時 30分～16時
らの時期に流行するインフルエンザや誰もが不安を抱く認知
所 生涯学習センター
症や全身疾患と、口腔ケアの関係についてお話ししていただき
講たちばな歯科医院院長・橘子寛さん、ながいき応援団
ます。テレビにも多数出演されている落合さんの楽しい講話
こう くう
内
を聴いて健康長寿を目指しませんか。手話通訳もあります。
「健口で介護予防」
（口 腔 機能の維持・向上について）
、
日 12月6日㈰ 14時〜16時 所初石公民館
「ながいき体操」
、軽体操※ 7月実施のものと同内容
対市内在住・在勤・在学の方 費無料
対 65歳以上の市内在住の方
申 11月27日（必着）
定 100人（先着順） 費 無料 持 筆記用具、動きやすい服装と
までに①往復ハガキ（返信用に宛名を明
記）
で〠 270－0121流山市西初石 4－1433－1保健センター
室内用靴、飲み物
申 11月 24日から市役所介護支援課へ電話
内流山市歯科医師会へ ②流山市歯科医師会または保健セン
ターへファクス
またはファクス
問 介護支援課☎ 7150－6531
※ファクスの場合、
案内は届きません。直接会場へお越しください。
問流山市歯科医師会☎・FAX 7155－3355
FAX 7159－5055
FAX
ID 27053
7155－5949
保健センター☎ 7154－0331

12月と1月の障害者の料理講座
クリスマスメニューと
正月疲れの胃にやさしいメニュー

12月はローストポーク野菜添え、ホタテのハーブな
ど、1月はロールキャベツ、レンコンきんぴらなどを作
ります。なお、講座は1回ごとに申し込みが必要です。
日 ① 12月8日 ㈫ ② 平 成 28年 1月12日 ㈫ い ず れも
10時～13時 所 ①初石公民館②南流山センター
対 市内在住で障害者手帳をお持ちの方 定 各 20人
（先着順） 費 ① 700円以内② 500円以内（材料代）
持 エプロン、三角巾 申 身体障害者福祉センターへ
電話またはファクス※送迎あり、バス停要相談
問 身体障害者福祉センター☎ 7155－3638
FAX 7153－3437

流山市地域包括支援センターの
第三者評価結果を公表
地域包括支援センター（高齢者なんでも相談室）は、高齢者およびその
家族からの介護や福祉に関する相談を受けて、その内容に応じた支援を
行う高齢者の総合的な相談窓口です。
市では、昨年度から、4カ所ある地域包括支援センターのサービスの質
の向上や各種事業の公平・公正な運営の確保を図るために、第三者評価
事業に取り組んでいます。 平成 26年度事業の評価結果がまとまりまし
た。 次の場所または市ホームページで閲覧できます。
▷閲覧場所＝市役所情報公開コーナー、市役所介護支援課、各地域包括
支援センター（高齢者なんでも相談室）
、高齢者福祉センター森の倶楽
部、各福祉会館、各コミュニティホーム、生涯学習センター、各公民館、各
図書館
▷閲覧期間＝通年
問 介護支援課☎ 7150－6531 ID 19717

プレミアム商品券の有効期限は12月2日です。期限を過ぎた場合は無効となり使用できなくなりますので、期限までにご使
用ください。問 商工課☎7150－6085／流山商工会議所☎7158－6111 ID 25079
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流山市の決算について

平成26年度一般会計・特別会計・企業会計の決算について、９月の定例市議会で認定されました。なお、決算書および監査
委員による監査審査書などは、市ホームページに掲載しているほか、市役所情報公開コーナーや図書館でもご覧になれます。
問 財政調整課☎7150－6071

歳

歳

一般会計の決算状況

入

住民誘致や企業誘致、ＴＸ沿 線開発事業の進捗
により、市税で前年に比べて3.2％増加した一方で、
地域元気臨時交付金や社会資本整備総合交付金の
減額、国庫支出金や地方交付税の減少などの影響
もあり、歳入全体として、前年度比6.1％減少となり
ました。

※単位未満の数値については、端数処理していますので、合計と合わない場合があります。
諸収入 10億1,751万円

使用料及び手数料 5億8,201万円

分担金及び負担金 10億3,375万円
繰越金
15億967万円

出

その他 7,986万円
繰入金 4,257万円

歳入歳出の差引額は、11億2,782万円の黒字となり、
平成27年度に繰り越す事業の財源と、災害救助基金
への積立額を差し引いた8億9,175万円を平成27年度
へ繰り越しました。

公債費
40億
2,630万円

歳入

474億9,875万円
前年度比5.5%減
市税
243億
6,869万円

歳入の用語解説

市
税：市民税や固定資産税など皆さんに納めていただいたお金です
国庫支出金：特定の事業を行うために国から交付されたお金です
市
債：特定の事業を行うために国などから借り入れたお金です
譲与税・交付金：国に納められたお金を一定のルールで地方に配分したお金です
県 支 出 金：特定の事業を行うために県から交付されたお金です
繰 入 金：特別会計や基金から繰り入れたお金です
繰 越 金：前年度の決算で余ったお金です
地方交付税：財源不足を補うために、財政事情に応じて国から交付されるお金です
使用料及び手数料：公共施設の使用料や行政サービスの手数料としていただいたお金です
分担金及び負担金：費用の一部を他の団体や個人に負担してもらったお金です
そ の 他：諸収入や財産収入などその他のお金です

民生費
196億
6,990万円

歳出

486億2,657万円
前年度比6.1%減
衛生費
48億
9,397万円

教育費
60億7,353万円

国庫支出金
71億2,631万円

特別会計の決算状況

農林水産業費 2億4,851万円
諸支出金 4,093万円
労働費 2,771万円

総務費
33億
9,472万円

市債
52億
4,950万円

支

土木費 63億6,620万円

歳出の用語解説

民 生 費：幼児やお年寄り、体の不自由な人のために使われたお金です
総 務 費：市役所の全般的な事務や戸籍、徴税などに使われたお金です
土 木 費：道路や河川、公園などの土木工事に使われたお金です
衛 生 費：健康診断や各種検診事業、ごみ処理などに使われたお金です
教 育 費：小・中学校の経費、生涯学習、スポーツ活動に使われたお金です
公 債 費：借入金を返済するために使われたお金です
消 防 費：消防活動や災害を防ぐために使われたお金です
議 会 費：議会運営のために使われたお金です
商 工 費：商業や工業の発展のために使われたお金です
農林水産業費：農業振興や農地保全のために使われたお金です
労 働 費：失業対策や労働者のための施設に使われたお金です

企業会計の決算状況

介護保険
特別会計

後期高齢者医療
特別会計

国民健康保険
特別会計

歳入

97億6,370万円

16億2,761万円

163億4,602万円

収入

37億1,684万円

歳出

97億1,988万円

16億1,839万円

161億6,116万円

支出

33億8,359万円

土地区画整理
事業特別会計

公共下水道
特別会計

歳入

25億5,014万円

39億1,678万円

歳出

20億8,954万円

36億5,701万円

平成26年度決算における
健全化判断比率と
資金不足比率

消防費 20億3,256万円

譲与税・交付金
24億
1,458万円
県支出金
32億
3,471万円

商工費 3億1,533万円
議会費 4億889万円

地方交付税
19億6,741万円

民生費は、私立保育所整備費補助金や臨時福祉給
付金、子育て世帯臨時特例給付金などが増額し、対
前年度比で10.9%増加しました。
土木費は、土地区画整理事業特別会計繰出金や公
有財産取得費の減額などにより、対前年度比で9.4%
減少しました。
教育費は、おおたかの森小・中学校用地取得や中
学校武道場新築工事などが終了したことにより、対
前年度比で34.3%減少しました。

収

ID 27489

市債残高

水道事業会計
（収益的収支・税抜き額）
一般会計

特別会計

平成26年度は、3億3,325万円
の純利益を得ました。

企業会計

土木債
教育債
衛生債
臨時財政対策債
その他
計
土地区画整理事業特別会計
公共下水道特別会計
水道事業会計
合計

106億4,179万円
49億6,112万円
34億6,131万円
193億9,530万円
27億4,329万円
412億 281万円
23億8,914万円
184億4,437万円
97億 633万円
717億4,265万円

人口1人当たりの市債残高（全会計）
41万3,369円
平成27年3月31日末現在の住民基本台帳人口 173,556人

区分
実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

平成22年度
－
－
7.3%
38.6%

平成23年度
－
－
6.4%
33.1%

健全化判断比率

平成24年度
－
－
5.5%
18.3%

平成25年度
－
－
4.7%
23.4%

平成26年度
－
－
24.1%
46.0%

早期健全化基準
11.89%
16.89%
25.0%
350.0%

財政再生基準
20.00%
30.00%
35.0%

平成26年度決算における健全化判断比率につい
実質赤字比率：一般会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模
（注）
に対する比率です。
て、実質赤字比率と連結実質赤字比率は、黒字決
連結実質赤字比率：全会計を対象とした実質赤字額または資金不足額の標準財政規模に対する比率です。
算であったことから比率は算定されませんでした。
実質公債費比率：一般会計が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。
将来負担比率：一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。
実質公債費比率については、普通交付税に算入
早期健全化基準：実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のいずれかが基準値以上である場合は、
「早期健全化
される公債費の元利償還額が増加していることか
団体」
に指定され、
「財政再建計画」
の策定が義務づけられます。
ら、比率は年々減少しています。
財政再生基準：実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率のいずれかが基準値以上である場合には、
「財政再生団体」
に指定され、
将来負担比率は、地方債残高が増加したことな 「財政再生計画」の策定が義務付けられます。実質的に国の管理下に置かれて財政再建を行うことになります。
どにより、昨年度に比べて22.6ポイント上昇しま
経営健全化基準：資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、
「経営健全化計画」
を定めなければなりません。
した。
注：標準財政規模とは市町村が標準的な状態で通常収入されるであろう経常一般財源の額を表すものです。
公営企業の資金不足比率については、いずれも、
資金不足比率
資金の不足が無かったことから比率は算定されま
区分
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
経営健全化基準
せんでした。
水道事業会計
－
－
－
－
－
20.0%
これらのいずれの数値とも、国が定めた健全化
公共下水道事業会計
－
－
－
－
－
20.0%
土地区画整理事業特別会計
－
－
－
－
－
20.0%
の基準を下回っていることから、本市の健全性は
保たれていることを示しています。
資金不足比率：公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。

電算入力事務の ▷勤務日／時間＝平成28年１月14日～５月中旬の週３～５日／９時～17時 ▷勤務場所＝市役所 ▷応募資格＝パソコン操作ができ
臨時職員を募集 る方 ▷時間給＝870円
（交通費別途） 申 電話 問 市民税課☎7150－6073
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平成26年度決算に基づく指標
市債残高の推移
（一般会計）

総額（億円）
市民1人当たり（千円）
412
395

382

374

370

375

368

372

245
230
236

H19
年度

H20
年度

H21
年度

227

224

H22
年度

222

H23
年度

90.3

H25
年度

H24
年度

経常収支比率の推移

237

232

H26
年度

（％）

89.6
89.3
87.3
84.7 85.4

85.5

85.4

目標：90%以内
H26年 度 千 葉 県
内37市平均値は
91.5%です。
H19
年度

H20
年度

H21
年度

H22
年度

H23
年度

平成27年度
一般会計

H24
年度

H25
年度

H26
年度

財政構造の弾力性を測るため
の比率で、人件費、扶助費、公債
費などの経常的経費に、
経常的
な一般財源
（注）
がどの程度使わ
れているかを示す指標です。流
山市は90%を超えないように、
経費の削減に努めています。
こ
の指数が100%を超えると、経
常的な一般財源で経常的な事業
を実施できない状態となってお
り、
財政構造の硬直化が進んで
いると判断されます。数値が増
加した主な要因は、児童運営業
務委託料や子ども医療費の増加
によるものです。
注：経常的に収入される何にでも
使える歳入のこと。代表的な歳入と
して、市税、普通 交付税、地方消費
税交付金などがあります。

国庫支出金

地方消費税
交付金

21億9,200万円
14億4,797万円

諸収入

14億3,813万円
1億8,588万円

分担金及び
負担金

10億6,599万円
4億3,955万円

使用料及び
手数料

7億3,744万円
3億6,828万円

予算
現額

566億4,227万円

歳入
収入
済額

予算現額
収入済額

253億6,377万円

29億2,053万円
38億3,521万円

その他

225

39.0

38.1

38.3

H21
年度

37.5

H23
年度

H22
年度

236

232

230

244

36.6

35.3

H24
年度

H25
年度

34.1

H26
年度

（％）

0.949 0.961 0.945

0.922
0.892 0.899

H19
年度

H20
年度

H21
年度

H22
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

0.914

人件費の割合（％）

一般会計の一般職員
人件費が市税収入に占
め る 割 合 は、 平 成19
年度の41.6%から平成
26年度は34.1%になり
ました。平成26年度は、
人件費が約3,760万円
減少し、市税収入が増
加となりましたので、
比率は1.2ポイント減
少しました。
こ の 割 合 を40%以
内に抑えるとする目標
は達成されています
が、今後も引き続き人
件費の削減に努めてい
きます。
地方公共団体の財
政力を示す指数で、数
値が1に近いほど財源
に余裕があることを
示します。
指 数 が1を 超 え る
と、財政的に自立した
団体として普通地方交
付税の不交付団体とな
り、普通交付税が交付
されなくなります。

H26
年度

平成27年9月30日現在の執行状況をお知らせします。
※単位未満の数値については、端数処理していますので、合計と合わない場合があります。

民生費

82億9,351万円

土木費

54億975万円

20億1,448万円

公債費

38億8,301万円
18億9,297万円

総務費

37億1,504万円
16億7,498万円

議会費
商工費

93億564万円

43億3,678万円

衛生費

消防費

19億8,138万円
8億7,922万円
4億3,657万円
2億4,188万円
5億6,043万円
4億3,930万円

農林水産業費

1億9,188万円
1億209万円

その他

1億1,473万円
1,469万円

特別会計

199億308万円

111億4,074万円

34億8,263万円

教育費

歳 出

歳 入

8億3,557万円
11億2,731万円

繰越金

0.928

31億3,105万円

15億7,000万円
13億4,021万円

227

市税収入額（億円）

目標
40％以内

財政力指数の推移

90億8,830万円

6億5,704万円

227

H20
年度

H19
年度

94億1,210万円

33億775万円
0万円

地方交付税

41.6

242億5,116万円

126億5,456万円

県支出金

220

予算執行状況

市税

市債

平成26年度決算では、
平成25年度と比較して
残高が約17億円増加し
ました。また市民1人当
たりでは、約5千円増加
し ま し た。 こ れ は、 人
口増加に伴う地域開発
のための道路整備など
の大規模事業や、中学
校エアコン整備などに
必要な市債の借入額の
ほか、国の交付税の不
足分を立て替えて発行
する臨時財政対策債の
残高が増加したことに
よるものです。

市税収入に占める一般職員
人件費の割合
（一般会計）

予算
現額

566億4,227万円

歳出
支出
済額

予算現額
支出済額

233億7,254万円

企業会計

介護保険
特別会計

後期高齢者医療
特別会計

国民健康保険
特別会計

土地区画整理
事業特別会計

予算現額

102億8,175万円

17億1,173万円

183億6,317万円

31億9,296万円

収入済額

47億4,472万円

7億4,007万円

79億5,914万円

8億8,814万円

支出済額

41億4,251万円

3億5,756万円

78億7,046万円

8億6,035万円

上下水道事業会計
（収益的収支・税抜き額）
予算現額（収入） 36億 138万円

28億7,267万円

収入額

18億 635万円

15億1,889万円

予算現額（支出） 33億6,769万円

28億7,734万円

17億 779万円

9億9,589万円

支出額
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双樹記念館 定 40人（先着順）
費 500円
（お茶とお菓子付き）
申電話、ファクスまたはメール※当日申
し込みも可
問一茶双樹記念館☎・FAX 7150－5750
info@issasoju-leimei.com

厚生労働省では、
「国民お一人お一人、
「ねんきんネット」などを活用しながら、
高齢期の生活設計に思いを巡らしていた
いい
みらい
「年金の日」
だく日」
として、
11月3 0日を
としました。この機会に、
「ねんきん定期
便（注1）
」や「ねんきんネット（注2）
」で、
ご自身の年金記録と年金受給見込額を確
認し、未来の生活設計について考えてみ
ませんか。
注1：日本年金機構が毎年1回、誕生月に
国民年金および厚生年金保険の加入者に
郵送するもの
注2：日本年金機構のウェブサービスで、
年金加入記録の照会、年金見込額の試算
などが可能
問松戸年金事務所☎047－345－5517

流山市青少年相談員連絡協議会では、来年 4月から活動する青少年相談員を募集
しています。 青少年相談員は、千葉県と流山市から委嘱を受けて、青少年の健全育
成や社会的自立などを目的とし、キャンプやゲームなどのさまざまな体験活動・イベン
トを企画・実施しています。また、流山ロードレース大会や親子たこあげ大会など、市
のイベントへの協力も行っています。
現在、普段仕事をしている方や主婦の方など、さまざまな方が相談員として活動し
ています。 仕事やご家庭の都合に合わせて、無理なく活動できます。 資格や技能は
必要ありません。 子どもが好き、キャンプなどの野外活動が好き、イベントの企画が
好き、地域の仲間をつくりたい…そんな気持
ちがあれば大丈夫です。 少しでも活動にご
興味のある方は、市役所生涯学習課までお気
軽にお問い合わせください。 子どもたちと一
緒に楽しく活動してみませんか。
対 20〜55歳の方
問生涯学習課☎ 7150－ 6106

11月は労働保険適用促進
強化期間
労働者を１人でも使用する事業主 (農
林水産業の一部を除く)は、
労働保険(労
災保険・雇用保険 )への加入が法律で義
務付けられています。加入していない
事業主の方は至急、手続きをしてくだ
さい。
問千葉労働局☎043－221－4317

第68回うんがいい! 朝市
紅葉・食欲 深まる運河

11月30日は
「年金の日」
です
高齢期の生活設計を考える
きっかけに

楽しく子どもたちと活動しませんか

千葉県内の事業所で働くすべての労
働者（パート、アルバイトなどを含む）
と、その使用者に適用される千葉県最低
賃金が、10月 1日から時間額 817円に
改正されました。詳細はお問い合わせ
ください。
問千葉労働局労働基準部賃金室
☎043－221－2328
柏労働基準監督署☎7163－0245

成人式の案内状を平成7年4月2日～
平成8年4月1日に生まれた方へ11月末
までに発送する予定です。
平成 28年成人式は、来年 1月 10日㈰
の開催に向けて、成人式実行委員会が
中心となって、一人でも多くの方が参
加できるよう、式典、記念行事などのプ
ランを検討しています。ぜひご参加く
ださい。
問生涯学習課☎7150－6106

日 11月 28日㈯ 8時 30分～12時 30分
※雨天中止 所 運河水辺公園 内「集
まれ ! ぼく・わたしの、ビリケンさん☆」
コンテスト結果発表、近隣農家の産直
野菜・生花、地域商店の総菜、手作り雑
貨、子どもワークショップ、流山市ふる
さと産品、姉妹・友好都市の名産品、降
雨体験車など。ライブは、
ピアノ＆ジャ
ジ ュ ン マ ナ
ズヴォーカル・Junmana※駐車場はあ
りません。
問利根運河交流館☎7153－8555（24
日・25日は休館）

青少年相談員
（ボランティア）
を募集!!

千葉県最低賃金が改正

★平成28年成人式の
案内状を発送
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クリスマス・イブニングコンサート
ソプラノ・バリトン声楽とハープの音色

静かな夕闇に輝くツリーの光の中で、美しいハープの音色や歌声が奏でるクリス
マスコンサートです。
日 12月22日㈫ 15時 45分〜17時 所東深井福祉会館
▷出演=武富節子
（ソプラノ）
、栗原尚見
（バリトン）
、佐々木冬彦
（ハープ）
定 80人
（先着順） 費無料
申 11月22日 9時から窓口で整理券を配布
問東深井福祉会館☎ 7155－3638 ID 27596

第331回サロンコンサート
▶日時＝11月27日㈮12時15分から
▶場所＝市役所1階ロビー
▶テーマ＝今年記念の作曲家
〜現代も輝きを放つ大作曲家たち‼ ～
▶曲目＝｢5つの小品｣より 樅 の木／シベ
リウス、｢カンタータ156番より｣ アリオーソ
（アダージョ）／バッハ、オペラ
「友人フリッ
ツ」
より わずかな花／マスカーニ、鐘が鳴
ります・中国地方の子守歌／山田耕筰、
オペラ
「リナルド」
より 涙の流れるままに／
ヘンデル、練習曲 Op.8-11 ／スクリャー
ビン、あなたが欲しい ／サティ
▶出演＝了寛明日香（ソプラノ）
、橘秀樹
（オーボエ）
、稲葉紀子（ピアノ）
問 流山市音楽家協会・橘☎7158－4543
も み

クリスマスコンサートinナイトミュージアム
トリオの競演

昨年大好評だった「スターダストデュオ」がトリオになって戻ってきます! クリスマス音
楽を夜の博物館で楽しみませんか。
日 12月15日㈫ 18時 30分～19時 30分 所博物館
▷出演＝スターダストトリオ（日本フィルハーモニー交響楽団・本田純一（ヴァイオリン）
、
同楽団・久保公人
（チェロ）
、西川裕子
（キーボード）
）
▷曲目＝G線上のアリア、アヴェ・マリア、
クリスマス・フェスティバル ほか
対市内在住で小学生以上の方※小学生は保護者同伴 定 60人
（先着） 費無料
申 11月22日 9時から中央図書館へ電話
問中央図書館☎ 7159－4646 ID 27889

ID 995

鰭ケ崎三本松古墳現地説明会を開催

お詫びと訂正

発掘調査で明らかになる古代の流山

号 2面
「善意」
の記事中、
「流山ライオンズク
ラブ株式会社」および「荘栄建設」
とあるの
は、
それぞれ
「流山ライオンズクラブ」
および
「株式会社

荘栄建設」の誤りでした。お

詫びして訂正します。
問秘書広報課☎ 7150－6063

水見壽男

江戸川台東

野々下

野々下

山﨑 純子

鈴木 寛

浅利 ミチ

今田 素土

津金 實

十一月作品

宮園

選 （流山市東深井８６５ ︱１１１）

こうのす台

原稿は直接選者へお送りください。※必ず住所・氏名（フリガナ）を明記してください

つ つき

）
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千枚に仕切らる山田曼珠沙華
人の業あばき切りたる西鶴忌
惜しからぬ命惜しみて日向ぼこ
てにをはの推敲続く秋灯下
き つ つき ねぐら
ぶな
啄木鳥の塒かまへし橅林

き

選 （流山市松ケ丘４ ︱５０５ ︱

西田 晃二

【評】一句目 里山の大景。千枚田を縁取る曼珠沙華の花が狐火のように燃え盛る
絶勝である。念力の一句。二句目 江戸前期の戯作者でかつ俳諧師西鶴の忌日は
陰暦八月十日。矢数俳諧興業で知られ、人間の業を主題に散文浮世草子の作者で
もある。上五中七に句作の気合いが隠る。三句目 長寿を自祝自戒を宗とする境
涯句である。俳句十七音字に託す思いが濃く、上五中七が絶唱の独白と解したい。
一層の寿を祝いたい。四句目 句作歴三年五年十年の俳人の歩み、そして七十年
の選者にして、毎日が初心者の心得で明ける。秋灯下に俳句を紡ぐ心中が窺える。
五句目 純正の写生句。塒は啄木鳥の宿りの一樹である。橅林という舞台が、主
役の啄木鳥を引立たせる役目を果たす。自然界の生命謳歌の一脈も。

武田静江

松ケ丘

ざ んか

池田 朋代

戸谷 ヤエノ

落ち着けと己に命ずる真夜の地震照明器具の揺れまだ止まぬ

さ

東深井

東深井

ひた む

）

秋雷はたちまち激しき雨となり盛れる山茶花を散らすいたずら

きずな

眞理子

選 （埼玉県吉川市平沼２２６ ︱

佐瀬

文化祭壁画作りに紙丸め「絆」くっきりデイの合作

小林稔

平和台

【評】
西田氏 巨大地震がもつ非常な側面への恐怖を、非力な人間からみつつも、ただ
のたじろぎに終らせない潔よさを示して居り、厳しく暗い大自然が襲ってきて不安の
中にある日本の一断面を表現した作品の一つであり、その時の昂ぶる感情をきっちり
と言い止めて迫力がある。池田氏 雷は突然はげしい雨と共に盛りの山茶花をたた
く。結句の
「いたずら」
という名詞止めがこの歌のアクセントとなって、自然現象の腹
立たしさをユーモアな言い切りの形で結んだところに作者の個性が出ており、言葉ひ
とつで歌全体がぐっと生きてくる例を示している。戸谷氏 デイサービスでの文化
「絆」
の名の味わいと共
祭発表のひとこま、上句
「壁画作りに紙丸め」
の具象の直向きさ
に、
共存共栄の
「デイの合作」
は温かな友情の思恵といえよう。

定年退職

とうとうその日が来た

もう少し働いていたいと思った
一緒に働いていた仲間が
送別会を開いてくれた
職場には定年というものがある
乾杯のビールが飲み干せない

思い出がつぎつぎよみがえる

走馬灯のように
苦しかったあの時
仲間に勇気づけられたあの日
その仲間に送られる今日

涙が止まらず
抱えた花束のリボンがふるえている
明日からは
第二の人生に向って

新しい旅が始まる

1
【評】人生において仕事に占める割合は実に大きい。定年
まで勤め上げたという自負と、見えないレールを目前にし
た時の期待と不安。人生での別れの時の切なさを幾度経
験しても哀しさで後ろ髪を引かれ、時間は一刻も待ってく
れないことを実感する瞬間である。自由とは、自らに依っ
て立つことだという。最終ゴールに向けた新しい人生が
始まる。多くの仲間たちから与えられた思い出という力
を礎にたくましく歩いて行こう。

はに わ

発掘調査により、
発見された周溝から現在よりも大きな古墳であったことや、
埴輪が
多数あったことが明らかになってきました。今から約1,500年前に坂川の低地や、柏・
松戸方面を見渡せる場所に作られた前方後円墳。
初冬の休日に古代のロマンを感じてみませんか。
日 11月 28日㈯ 10時～14時※雨天時は 29日㈰
所鰭ケ崎三本松古墳 費無料
申不要※駐車場はありません。
問博物館☎ 7159－ 3434 ID 27188

広 報 な が れ やま平 成 27年 11月11日

ミュージカル 親子で環境を考え、語り合える冒険ミュージカルです。 日 12月6日㈰14時から 所 文化会館 ▷チケット販売場所＝文化会館、紀伊國屋書店流山おお
天狗のかくれ里 たかの森店、e+(イープラス) ▷チケット代＝2,000円
（全席指定）
※詳細は市ホームページをご覧ください。 問 生涯学習課☎7150－6106 ID 1054

第1408号 平成27年11月21日㈯
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ながれやまノート
★は市または指定管理者などの主催のもの

しかないオリジナルのリースを作ってみ
ませんか。
日 12月 10日㈭ 13時～15時 所 北部
公民館 講 ローヤルフラワースクール
「ラビンナミスト」インストラクター・
常光賀世子さん 定 20人（先着順）
費 2,500円（材料代） 申 電話または直
接窓口へ
問北部公民館☎7153－0567

講座・講演
★北部公民館 折り紙教室
え と

さる

お正月に向けて、来年の干支「申」を折
り紙で作ってみませんか。
日 ①12月3日㈭②12月9日㈬いずれも
13時～16時 所北部公民館 定各16
人（先着順） 費 100円 申 電話または
直接窓口へ
問北部公民館☎7153－0567

★コミプラパソコン教室
日 12月15日㈫・16日㈬9時30分～12

★木の図書館教養講座
はじめてのラッピング講座

時30分 所 コミュニティプラザ 内 ①
入門 ②エクセル ③ワード ④デジカメ
写真編集 ⑤ホームページ作成 ⑥メール・
インターネット※①～⑥のうち1つ選
（先着順）
択。個人指導 定 10人
費 2,500円 申電話
問コミュニティプラザ☎7155－5701

贈り物の際に使えるラッピング技術の
入門編です。
「基本の包み方」
「リボンの
掛け方」
などを学んでみませんか。
日 12月5日㈯10時～11時30分 所 東
部公民館 対中学生以上の方 定 20人
（先着順） 費 300円（材料代） 申 11月
22日10時から木の図書館に電話または
直接窓口へ
問木の図書館☎7145－8000

★野々下福祉会館パソコン教室
パソコン初心者のためのマンツーマン
による教室です。
日 12月18日 ㈮・19日 ㈯13時30分 ～
16時30分 所野々下福祉会館 内①パ
ソコン入門 ②ワード ③エクセル ④メー
ル・インターネット ⑤デジカメ編集 ⑥
ホームページから1つ選択 対市内在住
（先着順） 費 2,500円
（2
の方 定 10人
（貸し出し可）
、
日分） 持ノートパソコン
筆記用具 申 11月22日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

★いろいろアート～さまざまな
創作活動でリフレッシュ！！～
キャンドルホルダーを作ろう
認知症の予防などの効果が期待される
いろいろアート。今回はクリスマス用とし
て使えるキャンドルホルダーを作ります。
日 12月8日㈫13時30分～14時30分
所 野々下福祉会館 講造形作家・臨床美
術士・上谷知沙子さん 定 10人（先着
順） 費 1,000円（資料・材料代含む）
申 11月22日から電話
問野々下福祉会館☎7145−9500

ID 26832

展示

お正月飾りにピッタリな、世界に1つ

アートクレイシルバー
（銀粘土）
で制作

生涯学習センターの講座
講座名
①ハーモニカ教室
体験会

期

日

時

間

費

用

❶15時～16時 無料
❷16時30分～ ※要申し込み
持Ｃ調ハーモニカ
17時30分

12月9日㈬

②墨彩画
（開講中）
12月１日～平成28年3月15日の第1・3 9時45分～
※随時入会受け付け。
火曜
11時45分
体験・見学もできます
❶パソコン入門：12月2日㈬～4日㈮
❷ワード入門：12月7日㈪～9日㈬
❸ワード中級：12月22日㈫～25日㈮
❹エクセル入門：12月2日㈬～4日㈮
❺インターネット：12月7日㈪～9日㈬

8,000円
（全８回）

❶❷❸：
10時～12時
❹❺：
13時～15時

❶❷❹❺：
3,000円
（全3回）
❸4,000円
（全4回）

④ゾーンとヨーガの
12月1日・15日の火曜
スぺシャル
（昼コース）

13時15分～
14時45分

2,000円
（全2回）
持 バスタオル

⑤糸と針で編む
ビーズステッチと
ジュエリークロッシェ

❶10時～12時 各1,200円
❷13時～15時 （材料代別途）

③パソコン講座

12月2日㈬

保証
数値

測定
数値

硫黄酸化物
（ppm）

—

10以下

1未満

窒素酸化物
（ppm）

250以下

30以下

10

塩化水素
（ppm）

430以下

10以下

2未満

ばいじん
（㎎ /㎥ N）

80以下

5以下

1未満

水銀
（㎎ /㎥ N）

—

0.03
以下

0.005
未満

ダイオキシン類
（ng−TEQ/㎥ N）

1以下

0.01
以下

0

大気質・排出ガス

環 境 測 定 結 果

（平成27年9月）

法・条例に
よる規制値

項目

問 クリーンセンター☎7157－7411
ID 17353

★補助金等審議会
日 12月2日・9日・16日の水曜いずれも

9時30分から 所市役所 内平成28年
度予算における補助金などについて
問財政調整課☎7150－6071
ID 13155

資格・求人
★臨時職員
（言語聴覚士
（有資格者）
）
を募集
▷勤務日＝週2日
（平日のみ。夏季・冬季・
春季休園を除く）
※12月からの勤務
▷勤務時間＝9時～16時
▷勤務場所＝地域ふれあいセンター（ケ
アセンター内） ▷勤務内容＝構音・吃音
児童などの支援、
保護者への助言
▷日給=18,000円
（交通費含む）
▷選考方法＝書類選考の上、
面接
申履歴書に必要事項を明記の上、〠270
－0113流山市駒木台221－3児童発達

常磐自動車道
項目
①騒音

時間

②NO2

日

③SPM

有無

④日平均
交通量

（平成27年9月）
若葉台 西初石 東初石

青田

300

327

299

147

0
（0） 0
（0） 0
（0） 0
（0）
無

無

その他
★歌のひろば
みんなが知っている歌を楽しく歌いま
しょう。リクエストも受け付けます。ク
リスマスにちなんだ企画もあります。
日 12月2日㈬13時～14時30分 所 北
部公民館 講音楽講師・比嘉りとさん
定 180人
（先着順） 費無料 申不要
問北部公民館☎7153－0567

★ふれあいサロン
老化防止や介護予防など、元気で長生
きすることを目的に、軽体操で体をほ
ぐし、一緒におしゃべりを楽しみま
しょう。
日 12月 11日㈮ 15時～16時 30分
所南流山センター 定 50人（先着順）
費 100円
（お茶とお菓子付き） 申不要
問南流山センター☎ 7159－ 4511

★一茶双樹記念館
お抹茶を楽しむ会
流山市茶道親和会のご協力により、月
に 1度開催しています。どなたでも普
段着のままで、お気軽に参加できます。
りん
冬枯れの凛 とした庭園を眺めながら、
ゆったりとしたひとときをお過ごしく
ださい。
日 12月 13日㈰ 10時～15時 所 一茶

教 えて 消 費 生 活 ガイド

No.

55

近所を車で巡回している業者が、無料の廃品回収をアナウンスしていたので声を
かけたところ、高額な見積もり金額を提示され、積み込んだ後はさらに高額な料金
を請求された、という相談があります。また、エアコン、テレビ、冷蔵庫や洗濯機な
どの家電製品なども回収すると宣伝している場合もありますが、家電リサイクル法
により、これらの家電製品をごみとして搬出する場合は、購入した販売店や買い替
えをする販売店に回収の依頼や相談が必要です。粗大ごみや不用品の処分につい
ては市ホームページをご覧ください。
一般廃棄物の収集・運搬は市の許可を受けた業者しか行えませんので、巡回して
いる業者が許可業者かどうかはクリーンセンター（☎ 7157－ 7411）までお問い合
わせください。なお、廃品回収業者とのトラブルは消費生活センターにご相談くだ
さい。
問消費生活センター☎ 7158－ 0999
ID 8560（家庭ごみの出し方） ID 22725（悪質な不用品などの回収業者について）

問 秘書広報課☎ 7150−6063

ID 393

イベント

申 問 生涯学習センター☎ 7150－7474

クリーンセンター大気質

会議 どなたでもお聴きになれます

支援センターへ郵送
問 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー ☎7154－
4822

年末の大掃除シーズン !
廃品回収業者とのトラブルにご注意ください !

大人カワイイ
シルバーアクセサリー展

★お正月リース作り

したアクセサリーを展示します。
日 12月2日㈬～6日㈰10時30分〜17
時30分（6日は17時まで） 所 蔵のカ
と わ
（流山1）
フェ+ギャラリー灯環
シルバーアクセサリーワークショップを
同時開催
日 12月3日㈭・6日㈰10時30分～12時
30分※詳細は灯環のホームページをご
覧ください。
問商工課☎7150－6085

無

無

上り

下り

合計

46,474

47,473

93,947

①昼60デシベル・朝夕55デシベル・夜50デシ
ベルの協定値を超えた時間
※夏はセミの影響で数値が高くなる傾向があります。
②連続した3カ月間に日平均値が0.04ppmを
超えた日数
（0.06ppmを超えた日数）
③日平均値が0.10㎎／㎥を超えた日が2日以
上連続したことの有無
問 環境政策・放射能対策課
☎7150−6083

■第 7回フォトサークル陽だまり写真展 =開
催中～25日㈬ 9時～21時（25日は 16時ま
で）
、生涯学習センター。無料 問菊地☎080
－3017－0353
む え
■夢 絵の会 絵画展 =開催中～25日㈬ 10
時～16時、生涯学習センター。無料 問中川
☎ 7158－7116
■ 60歳以上対象「初めてのピアノ」楽譜が
読めなくてもたった 30分で両手演奏ができ
ます（ドルチェ会主催）=① 11月27日㈮ 10
時から② 12月4日㈮ 13時から、いずれも文
化会館。 各 1,000円※要申し込み 問 ひが
☎ 080－5527－8018
や いままつ
■第 8回えにし寄席 ～むかし家今松の会～
（江戸川台地区住民有志主催）=11月29日

㈰ 15時 30分～17時 30分、ぶらっとえにし
（江戸川台西 2）
。2,500円※要申し込み 問
矢吹☎ 090－7720－2769
■第 13回流山スケッチの会 グループ展
=12月1日㈫～26日㈯ 9時～17時（1日は
12時から、26日は 15時まで）
、南流山セン
さ こう
ター。無料 問佐向☎ 7147－9510
■愛着障害の対処法（千葉県里親会柏支部
主催、市教委後援）=12月5日㈯ 9時 30分
～12時、生涯学習センター。無料 問日髙☎
080－6736－0930
■完コピ風ダンス ! 忘年会シーズンに向
けて AKBや少女時代を楽しく踊りましょう
♪（な が れ やま☆ 美ヨガ サ ークル 主 催 ）
=11月 22日、12月 20日の日曜いずれも
12時 30分 ～14時 30分、生 涯 学 習 セン
ター。 900円 問 つ ち や ☎ 050－3555－
3169
■大人のクリスマスコンサート～ひと足お
先に 素敵なクリスマスを～（流山市音楽家
協会主催、市教委後援）=12月5日㈯ 14時
～15時、生涯学習センター。1,000円 問橘
☎ 7158－4543

日 12月5日㈯13時～15時30分
（ミュージカル落語は14時ごろから） 所 文化会館 費 無料 申 不要※1歳半～就学前
流山市人権フェスティバル
いじめ撲滅！人権ミュージカル落語！ 児の一時保育あり
（11月25日までに市役所秘書広報課へ要申し込み） 問 秘書広報課☎7150－6063
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【予算】
一 般 会 計 ＝ 389億3,562万6千円
特別・企業会計 ＝ 352億5,136万8千円

サンタクロースとクリスマス＆
ミュージックコンサート in 東深井福祉会館

123456789

【当日の催し】
★お子さん限定 ! サンタとの記念撮影
▷時間＝10時～12時 定 60家族 (先着順 ) 費 無料
申 11月 22日 9時から窓口で整理券を配布
★楽しいクリスマスメドレーコンサート♪
▷時間＝10時 30分から 費 無料 申 不要
★クッキーアート
（キッズ）
おいしいクッキーをかわいくデコレーション。パティシエのアドバイスもあります。
▷時間＝10時～12時 30分 定 100人(先着順 ) 費 1枚100円 申 11月22日9時から直接窓口へ

第1回こども図書館クリスマス会 〜はじめてのクリスマスおはなし会〜
をお持ちの、
幼児･児童と保護者※お持ちでない方は
（先着順） 費無料 申 11月22日
ご登録を 定 20組
10時からこども図書館カウンターでチケットを配布
問こども図書館☎ 7159－7041

博物館 子ども教室

シネマトーク＆映画上映会

どんぐりなどの木の実を使って、オリジナ
ルのリースをつくってみませんか。
日 12月5日㈯ 13時 30分～15時 30分
所おおたかの森センター 対 小・中学生と保
護者 定 20人（先着順） 費 無料 申 11月
22日から博物館に電話
問博物館☎ 7159－3434 ID 27851

「ロボッツ」
に関連するシネマトークと、同作品
（吹き替え
版）
の上映を行います。旧型ロボットのロドニーが、大都会
で恐ろしい陰謀に立ち向かうアドベンチャーアニメです。
日 12月12日㈯ 12時 45分～14時 30分
所 東部公民館 定 50人（先着順） 費 無料 申 11月
22日 10時から木の図書館に電話または直接窓口へ
問木の図書館☎ 7145－8000

図画・習字・
読書感想文作品展

ママのための
リフレッシュサロン

市内各小・中学校の図画・習字・読書感想
文の優秀作品、約 1,200点を一堂に集め展
示します。
日 12月 5日㈯・6日㈰ 9時～18時
所生涯学習センター
費無料
問教育研究企画室☎ 7150－ 8388

日 12月8日㈫①お子さん連れ：10時 30分～11時 30
分②大人のみ：11時 30分～12時 30分
所 野々下福祉会館 講スポーツインストラクター・安立
まきさん 対市内在住・在勤・在学の方
定各 10人
（先着順）
費大人 500円、子ども100円
持飲み物、
タオル、
ヨガマットまたはバスタオル
申 11月22日から電話
ID 25799
問野々下福祉会館☎ 7145－9500

木の実工作

至柏IC

江戸川台駅

道

車

江戸川

常

流山IC

至つくば駅

初石駅

つ

く

ば
エ
ク
ス

プ
レ
ス

流山おおたかの森駅

東武
パー アー
クラ バン
イン
（野
田

市役所
流山駅

線） 至柏駅

流山セントラルパーク駅

線
山
流
鉄
流

武
蔵
野
線

平和台駅

鰭ケ崎駅

南流山駅

至馬橋駅

線

常磐

至柏駅

至松戸駅

古紙70％再生紙、植物油インキ使用

簡単に世界とつながることができるインターネット。 正しい知識を
持って使いこなせるようになるために、親子で考える講座です。
日 12月17日㈭ 14時 10分～15時 10分 所 八木中学校 講 NPO法
人企業教育研究会「考えようケータイ」事務局・飯島淳さん 費無料
申文化会館へ電話
問文化会館☎ 7158－3462 ID 21546

おもちゃドクターが壊れたおもちゃを修理します。親子で修理
体験もできます。また、他会場での実施予定についてはおもちゃ病
院ホームページ（http://nagareyamatoy.web.fc2.com/）をご覧
になるか、クリーンセンターにお問い合わせください。
日 11月 28日㈯ 9時～12時 所クリーンセンター
費無料
（材料代かかる場合あり） 申不要

おもちゃのリサイクル

壊れたり使わなくなったりして不用になったおもちゃがあ
りましたら、おもちゃ病院にお持ちください。ご提供いただい
たおもちゃは修理し、または、ほかのおもちゃの部品として再
生し、必要としている子どもたちの手に届けます。
問 クリーンセンター☎ 7157－7411

ID 12867

流山高校ボクシング部に
フィリピンから感謝状

ながれや ま

運河駅

正しく便利な使い方を考えてみませんか

おもちゃ病院

マニー・パッキャオ氏が来場したイベントで会場整理

すたいる

8月 25日から 9月 30日まで、市内 28店舗で「第 3回流山
まちゼミ」
（流山商工会議所主催）が開催されました。 和菓子司
清 水 屋（流 山 2）では従
利根運河
①
業 員 の 藤 原 直 也さん
（22歳）が、朝日が昇る
深井新田付近
(12月16日〜18日・
瞬間と夕日が沈む瞬間
26日〜28日）
に富士山頂にかかる太陽がダイヤモンドのように輝いて
見える光景「ダイヤモンド富士」についての講座を行いま
した。
4年前、ダイヤモンド富士のテレビ番組を見て、その美
流山広小路裏土手
(11月28日、
1月14日）
しさに魅了された藤原さんは「ダイヤモンド富士は観測場
所、富士山頂、太陽が一直線上に結ばれた時に見られ、市
②
内では 11月23日～来年 1月20日の間、日没時に見られ
ます。 観測場所は、市の南から徐々に北上し、玉葉橋
（野
③
田市）
を北限に、冬至後は再び南下します。お薦めの観測
場所は①深井新田付近②流山広小路裏土手③武蔵野線
武蔵野線橋梁南
(11月25日、
1月17日）
橋梁南です」
と話してくださいました。
至野田市駅

所杜のアトリエ黎明
問一茶双樹記念館☎ 7150－ 5750

八木中学校家庭教育講座
ケータイ・スマホ安全教室

ボディメンテナンス

市内で
「ダイヤモンド富士」
を
楽しもう

動
自
磐

【共通事項】

「ロボッツ」
（吹き替え版）

児童・生徒たちの力作がずらり

杜のアトリエ黎明のクリスマスイベント
①親子で作るクリスマスリース講座
木の実や毛糸玉を使って、お子さんと一緒にカラフルでかわ
いいリースを作りませんか。講座終了後には、会場の壁に作ら
れた大きなツリーに、折り紙や木の実などを使い、皆で自由に飾
り付けて楽しみましょう !
日 12月 13日㈰ 13時 30分～15時 30分 講 フラワーコーディ
ネーター・三上久美子さん 定 8組(1組につきお子さん2人まで)
費 リース１個につき 1,000円※ 2個作成ご希望の方は申し込み
の際にお伝えください。 持 ワイヤーが切れるはさみ、ラジオペ
ンチ、普通のはさみ 申 一茶双樹記念館に電話
②聖夜を彩るプリザーブドフラワー作品展 &
子どもたちの手作りツリー
フラワーコーディネーター・三上久美子さ
んが主宰するカンパニュラの皆さんによる華
やかなプリザーブドフラワー作品と、壁いっ
ぱいに飾られた子どもたちの手作りツリーや
塗り絵の同時展示です。
日 12月 15日㈫〜25日㈮ 9時〜17時
費 入館料無料

サンタクロースとの記念撮影やコンサートなどでクリスマスを楽しみ
ましょう。手作りクッキーの販売や飲み物の無料サービスもあります。
日 12月23日㈷ 10時～12時 30分 所 東深井福祉会館
ID 27599
問 東深井福祉会館☎ 7155－3638

日 12月20日㈰10時 30分～11時 30分 所 おおた
かの森センター 内エプロンシアター、パネルシア
ター、大型絵本、クリスマス手遊びなど、いつもより
ちょっぴり豪華なおはなし会 対図書館利用カード
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市の人口と予算〈8月1日現在〉

（ ）内は前月比／前年同月比
【人口・世帯】
合計 ＝ 158,329 人 （＋113 ／＋ 2,619 ）
男 ＝ 78,672 人 （＋ 66 ／＋ 1,311 ）
女 ＝ 79,657 人 （＋ 47 ／＋ 1,308 ）
世帯 ＝ 62,081 世帯（＋ 89 ／＋ 1,881 ） ※通信費利用者負担

11月 10日、県立流山高校で、同校ボクシング部員の皆さんに、フィリピ
ンフェスティバル実行委員長とフィリピン大使館連名の感謝状と盾などが
手渡されました。 9月 19日・20日、代々木公園で開催されたイベント
「フィ
リピンフェスティバル 2015」
（在日フィリピンコミュニティー主催）で、ボク
シング 6階級制覇の元世界王者・マニー・パッキャオ氏の来日が急に決まっ
たことにより、ボランティアスタッフとして会場整理を担当することになっ
た流山高校ボクシング部員の皆さん。 同国で英雄として人気のパッキャ
オ氏を間近で見ようと、会場では大勢のファンが取り巻く中、部員たちが
手をつないで通路を確保するなど大活躍。 その姿勢に感動した主催者か
ら、今回の感謝状が贈られま
した。 ボクシング 部 部 長 の
中野弘紹さん（2年生）は「今
回の貴重な体験を糧として、
ボクシング の 練 習に励 みま
す」と喜びを語ってください
ました。
ID 28136
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