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子育てには、喜びや感動がたくさんあります。その反面、自分の子育てがこ

れでいいのだろうか・・・と不安をいだく方も中にはいらっしゃるのではない

でしょうか。このガイドブックは、そんな子育て中のあなたに尐しでもお役に

立てるよう「わかりやすく、つかいやすい」を目指し、子育てに関する基本情

報・行政サービスをまとめたものです。 

妊娠・出産・育児について、初めての方はもとより、どなたにも広くご利用

いただけたら幸いです。 

なお、お気づきの点等ございましたらご意見をお寄せください。 
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第 1章  健康  

 妊娠                                    
                         

                     

妊娠届出書の提出によって母子健康手帳が交付されます。 

受付は保健センター・市役所・各出張所窓口で行っています。 

 母子健康手帳は、妊娠・出産・育児についての健康記録になります。 

（妊娠中の健康診査やお子さんの健康診査、 

予防接種の時には必ず必要となります） 

 

（マタニティキーホルダー） 

～小さな命をサポートします～ 

妊娠初期は、特に精神的にも肉体的にも不安

定な時期です｡ 

妊娠していることをさりげなく周囲の方に理

解していただくために、「マタニティキーホルダ

ー」を配布しています｡ 

母子健康手帳の交付時に配布して 

います。 

問い合わせ先 子ども家庭課 電話０４－７１５０－６０８２ 

  

（両親学級）『ハローベイビー』 

妊娠・出産・育児についての講義と実習を行います。 

妊娠中期（５～８か月）の方で、妊婦及びパートナーでご参加いただけ 

ます。３回で 1コースとし、毎月実施しています。 

◎受付  随時 

◎場所  保健センター 

問い合わせ先 健康増進課 電話０４－７１５４－０３３１ 

 

（妊婦訪問） 

妊娠届出書やアンケートに基づいて、保健師・助産師が妊婦訪問を行ってい

ます。希望される方は保健センター（健康増進課）までお問い合わせくださ

い。 

問い合わせ先 健康増進課 電話０４－７１５４－０３３１ 

  

（妊娠と薬情報センター） 

妊娠中の薬の服用に関する情報提供が実施されています。 

http://www.ncchd.go.jp/kusuri/index.html 

 

 

 

妊娠がわかったら 



 

６ 

 出産 
 

 

１４日以内に市役所・各出張所に出生届を出しましょう。（児童手当の申請、

子ども医療費助成券については、Ｐ３１、３２を参照下さい。） 

 

(出産育児一時金) 

出産育児一時金の支払い方法については、直接支払制度が開始されているた

め医療機関等に確認してください。直接支払い制度を利用しない場合や差額が

生じる場合は加入している健康保険（健保組合・国民健康保険など）に対し出

産育児一時金の申請手続きが必要です。 

問い合わせ先 国保年金課 電話０４－７１５０－６０７７ 

(新生児・産婦訪問、低体重児の届出、未熟児訪問指導) 

母子健康手帳と一緒に新生児・低体重児連絡票をお配りしています。出生後

７日以内に保健センター（健康増進課）へお出しください。市内在住の生後２

８日以内の赤ちゃんについては、希望により助産師等が訪問します。市外で里

帰り出産をされた方で里帰り中に新生児訪問を希望する場合は、里帰り先の市

町村に直接お問い合わせください。 

※体重が尐なく生まれた赤ちゃんのいる家庭には、保健師から連絡させていた

だき電話相談や家庭訪問を行います。気になること等、ご相談ください。 

問い合わせ先 健康増進課 電話０４－７１５４－０３３１ 

(こんにちは赤ちゃん訪問) 

赤ちゃんとご家族の健康を願うとともに、これからの育児のお手伝いをさせ

ていただくため、生後２～３か月頃の全ての赤ちゃんを対象に、助産師または

保健師による家庭訪問を行っています。（新生児訪問でお伺いした場合を除く） 

問い合わせ先 健康増進課 電話０４－７１５４－０３３１ 

 

 健診 
 

(妊婦一般健康診査)※１．２．３ 

妊娠期間中に１４回、母子健康手帳別冊１に綴られている受診票により千葉

県内の医療機関（産科）で健診が受けられます。受診時の状況等により、一定

金額を上限として助成するもので自己負担が生じますのでご了承ください。 

お願い ※１ 千葉県外の医療機関で受診票を使用しての受診を希望され

る場合は、必ず事前に保健センター(健康増進課)へ連絡が

必要です。 

    ※２ 流山市外へ転出された場合は、受診票は使用できません。転

出先の市町村へお問い合わせください。 

    ※３ 流山市に転入された場合は、前市町村の受診票を流山市の受

診票に交換してください（市民課・各出張所・流山市保健

センターにて）。 

 

赤ちゃんがうまれたら 



 

７ 

(歯周病検診) 

妊娠期間中に１回、母子健康手帳に添付されている歯周病検診受診券（妊婦

用）で、市内の協力医療機関で検診が受けられます。 

(３か月児健康診査) 

流山市独自の健診として３か月の頃に市内契約医療機関で健診が受けられま

す。対象の方には生後２か月頃に詳しいお知らせと問診票をお送りいたします。 

(乳児一般健康診査) ※１．２ 

３～６か月と９～１１か月の期間で各 1回、母子健康手帳別冊１に綴られて

いる受診票により千葉県内の医療機関で健診が受けられます｡ 

千葉県外の医療機関で受診票を使用しての受診を希望される場合は､必ず事

前に保健センター(健康増進課)へお問い合わせください｡ 

 

※１ 流山市外へ転出された場合は､受診票は使用できません｡転出先の市

町村へお問い合わせください｡ 

※２ 流山市へ転入された方は､前市町村の受診票を流山市の受診票に交換

してください(市民課・各出張所・保健センターにて)｡ 

 

(集団での幼児健康診査) 

 

１歳６か月児健診 

３歳児健診 

 

問い合わせ先 健康増進課 電話０４－７１５４－０３３１ 

 

 

 

 

 

 

 

保健センター（健康増進課）で集団健診を行います。 

対象の方には、実施月の前月中旬から下旬頃に詳し

いお知らせと問診票をお送りいたします。 



 

８ 

 予防接種（平成２５年３月時点） 
ｐ 



 

９ 

 子どもがかかりやすい病気・ケガ 

 

 

注意していても、ちょっとしたことで病気やケガをしてしま

うものです。早期の発見、治療に心がけ、あわてずに対処しま

しょう。 

 

 

≪かぜ≫ 

くしゃみ、鼻水、せき、のどの痛み、頭痛、下痢、吐き気、発熱、発疹など

さまざま。熱が 38度くらいあっても食欲があり元気なら、安静にさせて、翌日

まで診察を待っても大丈夫。 

≪発熱≫ 

高熱で苦しそうなとき、または生後６か月未満の場合は、すぐに受診しまし

ょう。熱が高いときは脱水症状を防ぐために、湯冷ましなどを飲ませて水分の

補給をしましょう。 

≪嘔吐≫ 

乳幼児の嘔吐はよく見られる症状です。その大半は心配のない場合が多いの

ですが、脱水症状には充分注意しましょう。激しい嘔吐を繰り返したり、また

は発熱・下痢をともなう場合は念のため受診しましょう。 

≪下痢≫ 

機嫌もよく食欲もある場合は、心配のない場合が大半ですが、脱水症状には

充分注意しましょう。激しい嘔吐を繰り返したり、発熱・下痢をともなう場合

は念のため受診しましょう。 

≪誤飲≫ 

生後６か月から１歳頃の赤ちゃんの事故のトップは、誤飲などによる窒息で

す。ハイハイを始めたら、赤ちゃんの目線で家庭の中の危険な物を置かないよ

うにしましょう。 

特に、タバコ・コイン・ボタン・薬品等には気をつけましょう。



 

１０ 

≪転落≫ 

一番多いのが、ベッドやオムツ交換台からの転落です。 

ベッドの柵を上げ忘れたり、汚れたオムツを始末しようとしたほんの一瞬に

転落することがあります。頭を強打した場合、一見元気そうに見えても、何日

かして症状がでる場合もありますから、念のため、脳外科か外科を受診してお

きましょう。 

≪やけど≫ 

夕食前後の時間帯にはやけどが多発しています。台所、食卓周りには、充分

注意しましょう。また、夜寝るときには、直接肌に長時間あたる暖房器具のス

イッチは切って、低温やけどを防ぎましょう。 

≪おぼれ≫ 

洋式便器にたまった水や１０ｃｍしかないお風呂の残り湯でも、赤ちゃんが

うつぶせに倒れると溺死してしまいます。 

風呂場やトイレに鍵をかける、水を抜いておくなどの予防対策は怠らないよ

うに。 

 

 

 

 

 もし 救急車を呼ぶ時は・・・・・１１９番 
                       

    

まず気持ちを落ち着かせて 

１１９番を押して“救急です”とはっきりと。 

あわてずに聞かれたことに、はっきり答える。 

氏名、住所、電話番号、目標地点 

“いつ”“どこで”“どうした”などの事故の状況や病状の説明。 

救急車が到着する間、何か処置が必要か聞き指示に従う。 

 

 



 

１１ 

 中毒１１０番 
あせらず、誤飲したものを手に持って、子どもの年齢、体重、品物の正確な

名称を伝える。     タバコ専用回線 ０７２－７２６－９９２２（無料） 

                    ３６５日  ２４時間対応 

                   （テープによる情報提供） 

(通話料はかかります) 

         つくば中每１１０番 ０２９－８５２－９９９９（無料） 

                   ３６５日  ９時～２１時 

                    (通話料はかかります) 

 こども急病電話相談 
受診した方が良いのか、様子をみても大丈夫なのか、看護師や小児科医が電

話でアドバイスします。 

  相 談 日   毎 日・夜 間 

  相談時間   １９：００～２２：００ 

    電話番号   ①プッシュ回線の固定電話･携帯電話からは、局番なしの  

＃８０００ 

         ②ダイヤル回線、＃８０００をご利用いただけない地域 

からおかけの場合 ０４３－２４２－９９３９ 

        緊急･重症の場合は迷わず「１１９」へ 

問い合わせ先 県医療整備課 電話０４３－２２３－３８８６ 

 

 平日夜間・休日の救急医療 

 平日夜間診療 休日診療 

診 療 日 月～土 日曜日・祝日・年末年始 

診療時間 １９：００～２１：００ 

受付１９：００～２０：３０ 

９：００～１７：００ 

午後の診療は１３時３０分から 

（受付９：００～１１：３０ 

 １３：００～１６：３０） 

歯科９：００～１２：００ 

（受付９：００～１１：３０） 

診療科目 内科・小児科 内科・小児科・歯科 

 

※症状により、二次病院へ紹介させていただくことがあります。 

 健康保険証・子ども医療費助成受給券を持参 

 

〈場所〉流山市西初石４－１４３３－１ 

（保健センター内流山市平日夜間・休日診療所） 

〈電話〉０４－７１５５－３４５６ 

 

 



 

１２ 

 夜間小児救急  
内容：小児（１５歳未満）の急病に対する初期診療 

診療実施病院 実施時間 実施曜日 所在地・連絡先 

千葉愛友会記念病院 平日（月～土） 

午後９時～ 

翌日の午前８時 

火・水 流山市鰭ヶ崎１－１ 

☎7159-1611 

東葛病院 月・木・金・

土 

流山市下花輪４０９ 

☎7159-1011 

※休日や夜間の病院案内については、消防本部 ℡７１５８－０１１９へお問い

合わせください。 

 

 市内の医療機関 
流山市内にある産婦人科・内科・小児科の病院・診療所を地域別に掲載して

あります。 

日頃からかかりつけの医師を決めておき、からだの具合が悪くなったら早め

に相談するようにしましょう。 

 

西深井・東深井・平方・こうのす台周辺 

病院・診療所 所在地 電話番号 科目 

江陽台病院 西深井 393 7153-2555 内科 

日下医院 東深井 865-83 7152-2648 内科、小児科 

磯内科クリニック こうのす台 628-1 7153-6501 内科、小児科 

江戸川台東･西周辺 

江戸川台クリニック 江戸川台東 2-123 7153-1490 内科 

横田医院 江戸川台東 2-270 7152-0101 内科、小児科 

奥村診療所 江戸川台東 2-25 共

同ビル 201 

7153-1195 内科 

東医院 江戸川台東 3-102-2 7155-5499 内科、小児科 

まちや外科内科 江戸川台西 1-123 7153-2771 内科 

松山クリニック 江戸川台西 1-104 7155-4117 内科 

望月医院 江戸川台西 1-33 7154-2251 内科 

遠藤医院 江戸川台西 2-208 7152-5818 内科、小児科、産婦

人科 

小野クリニック 中野久木 530-1 7178-3006 内科 
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单・下花輪・大畔・東初石・西初石周辺 

病院・診療所 所在地 電話番号 科目 

東葛病院 下花輪 409 7159-1011 
内科、小児科、産婦

人科 

東葛病院付属診療所 下花輪 409-6 7158-7710 
内科、小児科、産婦

人科 

流山中央病院 東初石 2-132-1 7154-5741 内科 

久松クリニック 東初石 3-100-32 7152-3828 内科、小児科 

川﨑レディース 

クリニック 
東初石 4-135-38 7155-3451 小児科、産婦人科 

おおたかの森 

クリニック 

東初石 6-183-1 

ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 4F 
7178-4777 内科、消化器内科 

ライフガーデン 

中央クリニック 

東初石 6-183-1 

ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 403B 
7178-2677 内科、心療内科 

馬場内科医院 西初石 2-12-14 7154-5163 内科、小児科 

高桜内科胃腸科 
西初石3-100森田ビ

ル 2F 
7155-2074 内科、小児科 

おおたかの森 

フォレストクリニック 

市野谷 660-1 

（新 A4 街区１）K 
7178-7780 内科 

石渡クリニック 
東初石 3-133-4 第 2

メゾン豊晃ビル 1F 
7190-5551 内科 

 

加・三輪野山周辺 

木口小児科 加 4-18-3 7150-1323 小児科 

藤澤内科クリニック 加 4-18-2 7150-1441 内科 

椎名医院 加 1-20-14 7158-1038 内科 

 

駒木・駒木台・野々下周辺 

柏の葉北総病院 駒木台 233-4 7155-5551 内科 

駒木台クリニック 駒木台 493-10 7152-2151 内科 

梶原医院 野々下 3-755-2 7144-3551 内科、小児科 

赤沼外科内科医院 野々下 5-972-2 7143-0127 内科、小児科 

田村内科クリニック 野々下 3-931-35 7146-0017 内科 
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流山・西平井周辺 

病院・診療所 所在地 電話番号 科目 

中島内科医院 流山 1-271 7158-1207 内科 

山崎凌雲堂医院 流山 3-60 7158-1215 内科 

杉下医院 流山 8-1166-3 7158-0048 内科、小児科 

平和台診療所 平和台 5-66-3 7158-5541 内科、小児科 

すずき内科クリニック 平和台 4-5-43 7159-3251 内科 

 

单流山周辺 

千葉愛友会記念病院 鰭ヶ崎 1-1 7159-1611 内科、小児科、産婦

人科 

かまたクリニック 单流山 3-16-1 7159-6151 内科、小児科 

单流山レディスクリ

ニック 
单流山 4-6-9 7158-5191 産婦人科 

徳重小児科医院 
单流山 4-1-15 

单流山駅前ビル 5F 
7158-8660 小児科 

西村内科胃腸科医院 单流山 2-24-4 7150-3885 内科、小児科 

佐藤医院 宮園 2-1-2 7159-0559 内科 

すずき皮膚科 

クリニック 
单流山 3-11-4 7150-0028 内科、小児科 

いけだ内科小児科 

クリニック 

单流山 2-8-10 

Elaia 单流山 101 号 
7157-7717 内科､小児科 

ひだクリニック 
单流山 1-14-7 7150-8141 

内科、心療内科、神

経科 

ふじわら内科 

クリニック 

单流山 4-1-1 

ﾙｰﾄﾋﾞﾙ单流山 1F 
7192-8331 内科、小児科 

单流山駅前クリニック 
单流山 2-23-16 

平澤ビル１F 
7178-7500 内科 

 

松ヶ丘・向小金周辺 

病院・診療所 所在地 電話番号 科目 

柴沼医院 松ヶ丘 1-475 7143-4945 内科、小児科 

本多医院 向小金 3-123-4 7174-3483 内科、婦人科 

向小金クリニック 向小金 3-147-2 7176-3240 内科 

流山東部診療所 名都借 909-1 7147-7878 内科、婦人科 

 

他の診療科については、流山市ホームページ内の【 市内医療機関 】をご覧く

ださい。 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/14/130/011795.html 
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第 ２ 章 
 

相談・支援 
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第 2章  相談・支援 

 幼稚園 

公立 

園  名 所 在 地 電  話 

流山市幼児教育支援セ

ンター附属幼稚園 

江戸川台東３－２ ７１５２－０３５３ 

私立 

園  名 所 在 地 電  話 

このはな幼稚園 流山２－１０５－２ ７１５８－０２６４ 

江戸川台ひまわり幼稚園 富士見台１－３－６ ７１５２－０４３５ 

神愛幼稚園 東初石５－１３５－１４ ７１５４－１２５９ 

一の台幼稚園 東深井４９８－４ ７１５２－３０５９ 

平和台幼稚園 平和台４－６２－２７ ７１５８－５６１７ 

八木幼稚園 長崎２－６２９ ７１４４－７７９０ 

黒川幼稚園 前ヶ崎１７５ ７１４５－９５０１ 

みやぞの幼稚園 宮園２－８－１１ ７１５９－３９５４ 

单流山幼稚園 流山２５２６ ７１５９－７０５０ 

 私立幼稚園の入園等については、各幼稚園にお問合せください。 

幼稚園補助事業 

公立・私立幼稚園に在園する園児の保護者の、経済的負担を軽減する補助金

制度があります。（第３章 各種手当・助成金 Ｐ．３２参照下さい） 

 

 

 

 つばさ学園（児童発達支援施設） 

発達に遅れのある幼児が通園し、基本的な生活能力や環境に対する適応性を

養います。また、心身の発達に心配のある児童の療育相談も行っています。 

所在地 流山市駒木台２２１－３ 

電 話 ７１５４－４８２２ 

 

 児童デイつばさ（児童発達支援施設） 
発達に遅れのある幼児が通園し、基本的な生活能力や環境に対する適応性を

養います。また、子ども集団を通して全体的な発達を促します。 

なお、保育所（園）、幼稚園との並行保育も可能（２～３日の利用）です。 
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 保育所 
保護者が就労や病気等で家庭で保育できない場合に保育をします。 

流山市で入所（園）できるのは、原則として流山市民の方で次のいずれかに

該当する方です。 

保育所へ入所できる基準 

 保護者が昼間居宅外で仕事をしていること。 

 保護者が昼間居宅内で家事以外の仕事をしていること。 

 保護者が妊娠中あるいは出産後間がないとき。（産前・産後 2か月間のみ） 

 保護者が病気または、心身に障害があるとき。 

 保護者が同居の親族を常時看護に当たっている。 

 家庭が火災、風水害、地震などの災害を受けその復旧のため保育ができ

ないとき。 

 その他保育に欠ける特別な理由があるとき。 

年齢の基準日 

入所（園）の年齢は、毎年４月２日現在の年齢が基準となります。 

年度途中の入所もお子さんの４月２日現在の年齢で申し込みとなります。 

入所（園）の申し込み 

入所日は毎月１日付です。原則として入所を希望する月の前月の１０日（１

０日が土・日・祝日の場合は９日または８日）が締切日になります。 

４月入所の申し込みは、前年１１月（予定）に希望の保育所（園）または市

役所保育課へ入所申込書を提出してください。 

（毎年「広報ながれやま」１０月１１日号（予定）で募集案内をします） 
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保育所（園）一覧 

公立 

 

保育所(園)名 

 

所在地 電話番号 
受け入れ 

年    齢 
定員 

中野久木保育所 中野久木 373 7152-0921 ６か月から 120 

平和台保育所 平和台 2-6-3 7158-1424 ６か月から 180 

江戸川台保育所 江戸川台東 3-5 7152-0611 ６か月から 120 

向小金保育所 向小金 3-102-1 7174-5217 ６か月から 120 

東深井保育所 東深井 177-2 7154-6025 ６か月から 120 

私立 

なかよし保育園 单流山 7-5-１ 7158-5500 生後 43日から 120 

おおたかの森ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ 十太夫 99-4 7154-2448 生後 57日から 220 

八木北保育園 駒木台 118-1 7152-0504 生後 57日から 120 

松の実保育園 名都借 464 7145-4312 生後 57日から 90 

西平井保育園 西平井 588 7159-7473 生後 57日から 99 

かやの木保育園 大畔 198 7159-2700 生後 57日から 120 

みやぞの保育園 宮園 2-8-15 7159-2954 生後 43日から 80 

生活クラブ風の村わらしこ

保育園流山 
加 4-12 7150-2654 生後 43日から 70 

单流山聖華保育園 单流山 2-29-4 7159-3401 生後 57日から 120 

城の星保育園 流山 9-500-42 7170-2111 生後 57日から 120 

森の葉保育園 上新宿 111-8 7138-5105 生後 57日から 90 

聖華いつき保育園 单流山 1-17-4 7158-1145 生後 57日から 90 

えどがわ森の保育園 駒木４７４ 7152-1155 生後 57日から 120 

ロータスキッズスクエア 東初石 6-186-24 7136-1020 生後 57日から 90 

名都借みらい保育園 名都借 289 7170-1417 生後 43日から 120 

おおたかの森聖華保育園 長崎 2-24-1 7146-0303 生後 57日から 120 

城の星おおたかの森保育園 野々下 1-292 7197-2666 生後 57日から 180 

えどがわ单流山保育園 木 305 7157-8855 生後 57日から 120 

ぽけっとランド江戸川台駅前

保育園 
江戸川台西 2-3-1 7156-3155 生後 57日から 45 

 

 送迎保育ステーション･･･送迎保育ステーションと市内の公・私立保育園を結び、バ

スによる園児の送迎を行う。 

⋅ おおたかの森駅前ライフガーデンビル 4 階おおたかの森ナーサリースクール分園

内 

⋅ 南流山駅前新葉ビル１階 西平井保育園分園内 



 

１９ 

      

 

 

※①～※④ 利用案内（利用する時には、必ず保育園にお尋ねください） 

※①一時保育 … 育児疲れ解消、急病や急な用事・お仕事など一時的な保育を必要と

する場合１時間から利用できます。 

※②休日保育 … 日曜・祝日などの保護者の仕事などにより休日に保育します。 

※③病後児保育 … 集団保育が困難な病気回復期の保育園児を看護師が保育します。

利用する場合は、医師の証明が必要となります。 

※④統合保育 … 保育所に障害をもつ児童もいっしょに過ごす保育です。 

延長保育 
一時保育 

（※①） 

休日保育 

（※②） 

病後児保

育(※③） 

統合保育 

(※④) 
（月～金） 土 

朝 午後 午後 

7:00～ ～19:00 ～19:00 ―― ―― ―― ○ 

7:00～ ～19:00 ～19:00 ―― ―― ―― ―― 

7:00～ ～19:00 ～19:00 ―― ―― ―― ―― 

7:00～ ～19:00 ～19:00 ―― ―― ―― ―― 

7:00～ ～19:00 ～19:00 ―― ―― ―― ―― 

7:00～ ～20:00 ～19:00 ―― ―― ―― ―― 

7:00～ ～19:00 ～19:00 ○ 分園 ―― ―― 

7:00～ ～20:00 ～17:30 ―― ―― ―― ―― 

7:00～ ～18:30 ～17:30 ―― ―― ―― ―― 

7:00～ ～19:30 ～19:30 ―― ―― ―― ―― 

7:00～ ～21:00 ～18:30 ○ ―― ―― ―― 

7:00～ ～22:00 ～22:00 ○ ―― ―― ―― 

7:00～ ～22:00 ～19:00 ○ ―― ○ ―― 

7:00～ ～22:00 ～22:00 ○ ○ ○ ―― 

7:00～ ～21:00 ～19:30 ○ ―― ―― ―― 

7:00～ ～20:00 ～20:00 ―― ―― ―― ―― 

7:00～ ～20:00 ～20:00 ○ ―― ―― ―― 

7:00～ ～20:00 ～20:00 ○ ―― ―― ―― 

7:00～ 

～ 

～19:30 ～18:30 ―― ―― ―― ―― 

7:00～ ～22:00 ～22:00 ○ ○ ―― ―― 

7:00～ ～20:00 ～20:00 ○ ―― ―― ―― 

7:00～ ～20:00 ～19:30 ○ ―― ―― ―― 

7:00～ ～20:00 ～20:00 ○ ―― ―― ―― 

7:00～ ～20:00 ～20:00 ―― ―― ―― ―― 
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 学童保育 
保護者が仕事などで放課後、児童を保育できない小学校低学年の児童を対象

にお預かりしています。 

入所申し込みなどの詳細については各学童クラブへ直接お問い合わせくださ

い。 

 

学童クラブ一覧 

 

№ 学童保育所名 学校区 所在地 電 話 

１ 江戸川台学童クラブ 江戸川台小 江戸川台東 3-2 7154-2277 

２ たけの子ルーム 向小金小 向小金 2-542-1 7173-9313 

３ 
ちびっこなかよしクラブ 

ちびっこのびのびクラブ 
流山北小 加 1-15-2 7158-7560 

４ ひよどり学童クラブ 長崎小 長崎 2-565 7145-4414 

５ そよかぜ学童クラブ 八木单小 芝崎 92 7150-5797 

６ 八木北小学校区学童クラブ 八木北小 美田 69-420 7152-2231 

７ あすなろ学童クラブ 单流山小 木 487 7159-7970 

８ ひまわり学童クラブ 鰭ヶ崎小 鰭ヶ崎 7-1 7150-3366 

９ たんぽぽ学童クラブ 西深井小 西深井 67-1 7155-3636 

10 

もりのいえ第１学童クラブ 

もりのいえ第２学童クラブ 

もりのいえ第３学童クラブ 

東深井小 東深井 879-2 7156-0778 

11 おおぞら学童 流山小 流山 4-451 7158-3568 

12 つくしんぼ学童クラブ 新川小 中野久木 339 7154-2114 

13 あずま学童クラブ 東小 名都借 854 7146-8558 

14 西初石子どもルーム 西初石小 西初石 4-347 7153-5100 

15 おおたかの森ルーム 小山小 十太夫 97-1 7155-8077 

 

 

 

 

 

 



 

２１ 

 

 

 流山市子どもショートステイ 
家庭・親族・友人等の協力が得られない保護者の方が病気・出産・冠婚葬祭

などにより、子どもを養育する人が誰もいない場合に、宿泊又は日帰りで子ど

もを市指定の児童養護施設へ預けることができます。 

利用する場合は、事前に登録及び利用申請をしていただき、利用者負担金を

お支払いいただきます。登録には子どもの面接が必要です。 

 

対 象＝１歳以上１８歳未満の児童 

指定施設＝児童養護施設・晴香園（松戸市根木内） 

宿 泊＝連続で７日間以内 

日帰り＝午前８時～午後６時の間のうち８時間以内 

夜 間＝午後６時～午後１０時の間 

児童の発熱等緊急の場合には、児童養護施設に迎えに行っていただきます。 

 

※児童が集団養育に適さないと認められた場合は、利用できない場合があり

ます。また、施設の１日の利用人数には制限がありますので、ご了承くだ

さい。 

  

        問い合わせ先 子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 

 

 
 

 

 流山市ファミリー・サポート・センター 
 育児の援助が必要な人（利用会員）と、育児の援助ができる人（提供会員）

からなる会員組織で、その会員相互による育児の援助活動を行っています。 

 会員は？ 

 ・市内在住（利用会員は市内在勤も含みます） 

 ・援助活動に、理解と熱意があること。 

 ・提供会員は心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。 

 ・利用会員は、原則として６か月以上１０歳未満の児童がいること。 

 

※提供会員は入会に際しサポートセンターの実施する研修を受講すること。 



 

２２ 

 

援助活動の内容 

提供会員による活動 

（1）保育所、幼稚園、小学校及び学童保育所（以下「保育施設」という）

の開始時間まで提供会員の自宅で児童を預かります。 

（2）保育施設等の終了時間後、提供会員の自宅で児童を預かります。 

（3）保育施設等への児童の送迎を行います。 

（4）児童の軽度の病気、保育施設等の休日その他の事由がある場合臨時的

に提供会員の自宅で児童を預かります。 

（5）冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、提供会員の自宅で児童を預か

ります。 

（6）買い物などの外出の際、提供会員の自宅で児童を預かります。 

（7）全各号に掲げるものの他、会員の仕事と育児の両立支援のために必要

な援助を行っています。 

  ※児童の宿泊は原則として行っていません。 

 

入 会 金 ２，０００円（ただし、提供会員は無料です。） 

           ※年会費はありません。 

利用料金 

利用会員が提供会員に支払う基準額は下表のとおりです。 

区   分 報酬の額 

月曜日から金曜日の午前６時から午後１０時まで １時間当たり ７００円 

土・日曜日・祝日・年末年始（１２／２９～１／３） 

上記時間以外 
１時間当たり ９００円 

 

提供会員を随時募集中です。 

子育てしながら地域の子育てをサポートしませんか。 

 

問合せ先 

流山市ファミリー・サポート・センター 

江戸川台東１丁目４番地 江戸川台駅前庁舎１階 

電話／ＦＡＸ ７１５３－４１５１ 

 

※ひとり親家庭等のファミリー・サポート・センター利用料助成 

市では、ひとり親家庭等の同センター利用料を助成しています。 

助成の内容については、第３章のＰ３４をご覧ください。 

 

問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 



 

２３ 

 

 産褥ヘルパー 
流山市では、産じょく期（分娩時から母体が妊娠前の状態に回復するまで）

の育児や家事のホームヘルプサービスに意欲のある事業者の皆さんを紹介して

います。 

                                     

 

生活クラブ風の村介護ステーション流山 

所 在  江戸川台西１－１３５ １Ｆ 

 ☎   ７１５３－６６７４  FAX ７１５５－４５３８ 

 

利用時間 ８：００～１８：００ 

利用料金 １時間あたり２，６００円  １時間以降３０分ずつの加算 

利用方法 電話または FAXでお申し込みください。詳細はご確認ください。 

                                     

  

有限会社  エール 

所 在  江戸川台西２－１５４－１セルフィール江戸川台１０２号 

☎   ７１７８－３０３５  FAX ７１７８－３０５５ 

E-mail   aile@apricot.ocn.ne.jp 

 

利用時間 ９：００～１８：００ 

利用料金 年会費 １０，５００円（税込み）  

1時間あたり２，１００円（税込み） 

利用方法 電話でご連絡ください。詳細はご確認ください。 

                                     

 

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会 

所 在  平和台２－１－２ 

 ☎   ７１５９－８７１１   FAX７１５９－４７３６ 

  

利用日時 年中無休 ７：００～１９：００ 

利用料金  1時間あたり １，９８０円 

利用方法  窓口または電話でご連絡ください。詳細はご確認ください。 



 

２４ 

                                    

  

特定非営利活動法人   流山ユー・アイネット 

所 在  東深井８６５－４４ 

 ☎   ７１５３－３９１１  FAX７１５３－３９３２ 

E-mail   uinet@alpha.ocn.ne.jp  

   

利用日時 年中無休 ９：００～１７：００ 

利用料金 １時間あたり１，０００円（交通費込み・入会金・年会費なし） 

利用方法  電話でご連絡ください。詳細はご確認ください。 

                                   

 

千葉県高齢者生活協同組合  花いちりん流山 

所 在  美原４－１２０３－１ 

 ☎    ７１９０－５５２０   FAX７１９０－５５２１ 

 

利用日時 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

利用料金 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

      1時間あたり１，５００円（交通費別） 

利用方法 電話でご連絡ください。詳細はご確認ください。 

                                     

 

特定非営利活動法人 思いやりのあるまちづくりの会ふれあい 

所 在  单流山１－１９－１２ 

 ☎・FAX  ７１５９－１２０１ 

 

利用日時 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

利用料金 １時間あたり １，０００円  

交通費２００円 事務費２００円 

入会金３０００円、年会費２５００円別途あり 

利用方法 電話でご連絡ください。詳細はご確認ください。 

 

                                      



 

２５ 

 

 赤ちゃんほっとスペース 
市では、乳幼児を持つ保護者への子育て支援として、外出時に市役所や保育

所・児童センター等の公共施設で授乳やおむつ替えなどができるよう、場所（施

設）や調乳用のお湯の提供をしています。 

おでかけ時に突然困った。そんな時にどうぞご利用ください。

利用される方は、お気軽にお声をかけてください。 

 

≪「赤ちゃんほっとスペース」設置施設一覧≫ 

場所 住所 場所 住所 

流山市役所 平和台 1-1-1 えどがわ森の保育園 駒木 474 

保健センター 西初石 4-1433-1 森の葉保育園 上新宿 111-8 

中野久木保育所 中野久木 373 聖華いつき保育園 单流山 1-17-4 

平和台保育所 平和台 2-6-3 名都借みらい保育園 名都借 289 

江戸川台保育所 江戸川台東 3-5 おおたかの森聖華保

育園 

長崎 2-24‐1 

向小金保育所 向小金 3-102-1 城の星おおたかの森

保育園 

野々下 1-292 

東深井保育所 東深井 177-2 保育所ちびっこラン

ド单流山園 

单流山 3-4-17（1F） 

なかよし保育園 单流山 7-5-1 駒木台児童館 駒木台 221-3 

おおたかの森ナー

サリースクール 

十太夫 99-4 江戸川台児童センター 江戸川台東 1-251 

八木北保育園 駒木台 118-1 野々下児童センター 野々下 2-709-3 

松の実保育園 名都借 464 向小金児童センター 向小金 2-192-2 

西平井保育園 西平井 588 思井児童センター 思井 79-2 

かやの木保育園 大畔 198 赤城児童センター 流山 8-1071 

みやぞの保育園 宮園 2-8-15 流山市水道局 西初石 5-57 

生活クラブ風の村わ

らしこ保育園流山 

加 4-12 流山市民会館 加 1-16-2 

单流山聖華保育園 单流山 2-29-4 流山市立図書館 加 1-1225-6 

城の星保育園 流山 9-500-42 流山市生涯学習センター 中 110 

※ご利用は施設が開所しているときに限ります。 

※ご利用の際に出たゴミは、お持ち帰りください。 

※一部の施設では、調乳用のお湯が提供できない場合がありますのでご了承く

ださい。 

問い合わせ先 子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 



 

２６ 

 

 チャイルドシート無料貸出について 
幼児等の交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るためチャイルドシ

ートの無料貸出を行っています。チャイルドシートの使用は義務です。チャイ

ルドシートで子供を守りましょう（要予約）。 

 

 貸出物品   

・ 乳児・幼児用シート（新生児からおおむね４才頃まで） 

・ 学童用シート （おおむね３才頃から６才未満児まで） 

 貸出対象者  

・ 流山市に住所を有する方。 

・ 自動車の運転免許証を所持している方。 

・ ６歳未満の幼児を養育している方。 

・ 自動車の後部座席に３点式シートベルトが装着されていること（チャ

イルドシートの取り付けは後部座席のみとなります）。 

 持参するもの 

①運転免許証の写し  

②自動車の車検証の写し 

③健康保険証又は母子手帳 

④印鑑 

※詳細は､下記へお問い合わせください。なお、予約が多いため、ご希

望の日に貸出できない場合があります。ご了承ください。 

    問合せ及び申し込み先   

NPO 法人市民助け合いネット 

   流山市西初石４丁目３８１番地の２（初石公民館内窓口） 

電話７１５４－９１０１ 

 

 障害をもつ児童への支援 
下記の障害者手帳を取得することにより各種手当の支給、税金の免除、障害

者自立支援サービス、その他の障害福祉サービス等が本人の障害程度に応じて

受けられます。 

（児童にかかる手当て等については、第３章の P.３４をご参照ください。） 

 

① 身体障害者手帳 

  身体的機能の障害により日常生活に支障がある方への手帳 

② 療育手帳 

  知的発達の遅れにより日常生活に支障がある方への手帳 

③ 精神障害者保健福祉手帳 

精神疾患（発達障害を含む）により日常生活または社会生活への制約があ

る方への手帳 

 

        問い合わせ先  障害者支援課 電話７１５０－６０８１ 



 

２７ 

 

 相談窓口   
子育てをしているときは何かと心配が絶えません。 

日頃お子さんのことで困っていること、悩んでいることを気軽にご相談ください。（相談

については、電話または直接面談） 

相  談  窓  口 相  談  内  容 

家庭児童相談室   

※詳細は、Ｐ.６０をご覧ください。 

☎７１５８－４１４４ 

子どもを取り巻く家庭環境、しつけ、教育等の

問題 

母子自立支援員       ☎７１５０－６５９２ 

※面談の場合は、事前にご連絡ください。 

ひとり親（母子・父子等）家庭の方の生活上の

悩み、就労・資格取得相談、貸付相談（母子） 

子育て支援センター 

ゆうゆう                      ☎７１４４－７９２６ 

かるがも（かやの木保育園内）  ☎７１５９－２８１３ 

ずくぼんじょ（松の実保育園内） ☎７１４５－４３１２ 

CMS おおたかの森子育て支援センター（おおたかの森ﾅｰｻﾘｰ

ｽｸｰﾙ･分園内）          ☎７１７８－３０６１ 

CMS プティ子育てサロン（西平井保育園・分園内） 

 ☎７１５９－７４７３ 

アゼリア（みやぞの保育園内）    ☎７１５９－２９５４ 

わらしこ（生活クラブ風の村わらしこ保育園流山内）    

☎７１５０－５００２ 

さくらんぼルーム（单流山聖華保育園内） 

     ☎７１５９－３４０１ 

らぶりー(なかよし保育園内)      ☎７１５８－５５００ 

やぎきた（八木北保育園内）    ☎７１７０－２００７ 

おひさま（城の星保育園内）    ☎７１７０－２１１１ 

いつき さくらんぼルーム（聖華いつき保育園内） 

☎７１５８－１１４５ 

ひまわり（えどがわ森の保育園内） ☎７１５２－１１５５ 

ぺんぎん（森の葉保育園内）    ☎７１５２－８９６６ 

おひさま 城の星おおたかの森（城の星おおたかの森保育園

内）                            ☎７１９７－２６６６ 

就学前児童の育児不安や悩み、子育て全般に関

する相談 

保健センター（健康増進課） ☎７１５４－０３３１ 乳幼児の発育・健康に関する相談 

つばさ学園療育相談室      ☎７１５４－４８４４ 

（午前１０：００～午後４：００） 
子どもの成長や発達などの心配ごとの相談 

幼児ことばの相談室〔ケアセンター内〕 

申し込みは｢つばさ学園療育相談室｣へ 

☎７１５４－４８４４ 

ことばの発達に遅れがある、就学前の児童の相

談や指導 

就学相談      ☎７１５０－６１０５ 指導課  発達の遅れ・発達障害等の相談 



 

２８ 

青尐年指導センター相談室  ☎７１５８－７８３０ 

(午前９：３０～午後４：３０) ７１５８－７８３３ 

小学生から２０歳未満の青尐年の心の問題・家

族の問題等の相談 

教育相談室           ☎７１５０－８３９０ 

（午前９：００～午後４：３０） 
小中学生の不登校、学校生活の問題などの相談 

流山子ども専用いじめホットライン 

（午後１：００～午後９：００）午後９：００～は携

帯電話（転送）でできる限り対応します。 

☎７１５０－８０５５ 

小中学生からの、いじめや交友関係の悩みにつ

いての電話相談 

幼児教育相談       ☎７１５４－８７８１ 

（毎週月・火・木曜 午前９：００～午後２：００） 

未就学児の子育てや発達に関すること、友人関

係などの幼児教育相談 

市内各幼稚園・保育所（園）（直接お問い合わせくださ

い。P１６、P１８参照） 

園児等の育児の不安や悩み、子育て全般に関す

る相談 

子育て電話相談 

平和台保育所          ☎７１５８－１４３５ 

江戸川台保育所         ☎７１５２－０６４８ 

向小金保育所          ☎７１７４－８８５３ 

育児の不安や悩み、子育て全般に関する電話相

談 

スクールカウンセラー 

中学校には相談室があり、スクールカウンセラーが、原則毎週１日は勤務し

ております。生徒のいじめや乱暴・不登校・学習等、主に学校生活上の相談を

行っています。相談室専用の電話回線があります。勤務日・電話番号について

は学校または指導課へお問い合わせください。 

問い合わせ先  指導課 電話７１５０－６１０５ 

      中学校については、市内小・中学校一覧Ｐ５３をご覧ください。 

 子どもと親のサポートセンター  
教育相談 

子ども・保護者の皆さんからの相談をお受けしています。 

◆ご相談方法◆ 

電話相談 
来所相談 

(※お申し込みが必要です) 
FAX相談・Eメール相談 

【受付時間】 

平日(祝日、年末年始は

除く) 

午前 8時半～午後 5時 15

分 

【受付時間】 

平日(祝日、年末年始は

除く) 

 午前９時～午後５時 

【受付時間】 

２４時間受付 

 

【ＦＡＸ番号】 

０４３－２０７－６０４３ 

【Ｅメール】 

saposoudan@chiba-c.ed.jp 

電話番号 

０１２０－４１５－４４６ 

千葉県内からお電話を

おかけください。 

電話番号 

０１２０－４１５－４４６ 

千葉県内からお電話を

おかけください。 

※ 1 いじめに関する電話相談については、２４時間休日も含めてお受けしています。 

※ 2 メール相談の場合は必ずメールの件名を｢相談｣と入力してください。 

  （件名がない場合はお返事できないことがあります。） 



 

２９ 

 子ども家庭１１０番 
千葉県では、中央児童相談所にて児童虐待に関する相談を受付けています。

（２４時間・３６５日） 

電話番号 ０４３－２５２－１１５２  

 

 子どもの輝く笑顔のために 
子育て不安やストレスからついつい子どもにあたってしまう… 

子どもがかわいく思えない… 

つい手が出てしまう… 

周りに手助けしてくれる人がいない… 

なかなか友達ができない… 

子育てに疲れた…など 

一人で悩まず、困っていること、悩んでいることを気軽に話しては 

いかがでしょうか？ 

 

 連絡先 市役所 家庭児童相談室 ☎ ７１５８－４１４４ 

 

また、身近で尐しでも虐待かな？と感じたらご連絡ください。 

柏児童相談所  ☎ ７１３１－７１７５ 

家庭児童相談室 ☎ ７１５８－４１４４ 

子ども家庭課  ☎ ７１５０－６０８２           

 

待つことの大切さ 

「ほら、早く～」 

「急いで、急いで！」 

一日のうち、何度となく繰り返し子どもに対して、言ってしまうこの言葉。 

本当はゆっくりのんびり育てたいと思いながらも、時計を意識するといつの

間にか子どもを急かしている私たち。 

この現実に慣れてしまっていることも事実です。 

今日ぐらいは思い切って、子どものことを待っていてあげましょう。 

子どもが生まれた時の気持ちを思い出して、お母さんから 

のんびりした気持ちになってみませんか。 

きっと、子育てをしていく上で、新しい発見があるはずです。 
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第 3章  各種手当・助成金 

子育てをしている家庭に対しての様々な経済的支援があります。 

期間内に申請手続きをしましょう。 

事前に添付書類等の確認をしておくと手続きが便利です。 

 児童手当 
中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育

している方に対して支給されます。原則、申請した月の翌月分からの支給とな

りますが、出生日や転入した日（異動日）が月末に近い場合、申請日が翌月に

なっても異動日の翌日から１５日以内であれば、申請月分から支給します。申

請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意

ください。なお、公務員の方は職場での手続きをお願いします。 

★支給額 

児童の年齢  児童手当の額（１人あたり月額）  

３歳未満  一律１５，０００円  

３歳以上  

 小学校修了前  

１０，０００円  

（第３子以降は１５，０００円）  

中学生  一律１０，０００円  

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例

給付として児童１人あたり月額一律５，０００円を支給します。  

※「第３子以降」とは高校卒業まで（１８歳の誕生日後の最初の３月

３１日まで）の養育している児童のうち、３番目以降をいいます。 

※所得制限限度額  

扶養親族等の数  所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円） 

０人  ６２２．０  ８３３．３  

１人  ６６０．０  ８７５．６  

２人  ６９８．０  ９１７．８  

３人  ７３６．０  ９６０．０  

４人  ７７４．０  １００２．１  

５人  ８１２．０  １０４２．１  

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意く

ださい。  

★支給時期  

原則として、毎年６月、１０月、２月に、それぞれの前月分までの手当を支

給します。 

★「現況届」・・・手当を継続し受給するため毎年６月に提出する書類です。

（書類は送付いたします） 

        問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 
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 子ども医療費助成 
０歳（乳幼児）～小学３年生までの子どもが、県内の医療機関（保健調剤薬

局を含む）で入院・通院した場合、窓口で健康保険証と子ども医療費助成受給

券（以後、受給券という）を提示すると、自己負担金２００円（市民税非課税

世帯及び均等割のみ課税世帯は無料）を支払うだけで健康保険適用分の医療を

受けることができます。また、小学４年生から中学３年生までは、入院につい

て、子ども医療費助成受給券で医療を受けることができます。あらかじめ市に

受給券の交付申請をしてください。 

なお、入院等ですぐに受給券が必要な場合は、迅速に受給券を交付しますの

で、子ども家庭課にお問い合わせの上で、受給券の交付申請をしてください。 

※県外で受診した場合等は、一部負担金を一旦支払い、後日、市に医療費助成

金の申請をしてください。 

        問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６０８２   

  

 児童扶養手当（ひとり親家庭等） 
離婚や父または母の死亡等により、１８歳の誕生日後の最初の３月３１日ま

での児童を監護している母親、父親、または、父もしくは母にかわってその児

童を養育しているひとり親の方等に支給します。（父にあっては父が児童を監護

し、かつ生計を同じくしている場合のみ該当します。所得制限あり。公的年金

を受けることができる方を除く。） 

        問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 

 

 児童育成手当（ひとり親家庭等）  
児童扶養手当の受給資格の要件を満たし、監護する児童が２人以上いる場合

に、第２子以降に支給されます。（所得制限あり。） 

        問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 

 

 遺児等手当（ひとり親家庭等） 
父母のいずれか一方が死亡している場合など、１６歳未満の児童を養育して

いる方（所得制限あり）に支給されます。 

        問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 

 

 ひとり親家庭等医療費助成 
１８歳の誕生日後の最初の３月３１日を迎えるまでの児童を養育している母

子、父子家庭ならびに父母のいない児童を養育する家庭に対して、健康保険が

適用された医療費等について自己負担相当額（高額療養費及び付加給付金等を

除く）を助成します。（所得制限あり） 

        問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 
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 母子家庭などへの資金の貸し付け 
母子・寡婦家庭の経済的自立のため、さまざまな資金の貸し付け制度があり

ます。この資金には、利子のつくもの（３％程度）と無利子のものとがありま

す。なお、貸し付けにあたり審査を行います。詳細については事前にお問合せ

下さい。     問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６５９２ 

 

 母子家庭自立支援教育訓練給付金 
母子家庭の母が、就業につながる教育訓練講座を受講する場合に、受講に要

する経費の一部を給付金として支給し、就業を支援します。支給対象となる講

座は、市の指定する講座です。事前にご相談ください。 

問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 

 

 母子家庭高等職業訓練促進費給付金 
看護師や介護福祉士等の資格取得のため、２年以上養成機関で修学する場合

に、一定期間「高等職業訓練促進費給付金」を支給し、生活費負担の軽減を図

るとともに資格の取得を援助します。詳細については事前にお問合せください。 

問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 

 

 就学援助 
 経済的な理由により就学が困難と教育委員会が認める児童・生徒の保護者に

対し、学用品費、給食費などの援助を行っています。 

問い合わせ先 学校教育課 電話７１５０－６１０４ 

 

 幼稚園補助事業 
公立・私立幼稚園に在園する園児の保護者の経済的負担を軽減する補助金制

度があります。 

〔公立幼稚園〕 

該当年度の生活保護世帯、市民税の非課税・所得割非課税の世帯で６月１日

現在において在園する幼児の親権者に対して授業料の減免制度があります。 

問い合わせ先   学校教育課 電話７１５０－６１０４ 

〔私立幼稚園〕 

① 私立幼稚園就園奨励費補助金 

６月１日から１０月１日まで在園する流山市に住民登録がある園児を

対象に該当年度の市民税の所得割課税額が一定金額以内の方に対し、補

助金を支給しています。 

② 私立幼稚園園児補助金 

６月１日現在において、私立幼稚園に在園し流山市に住民登録がある園

児を対象に３・４・５歳児に補助金を支給しています。 

＊申請方法 

入園後に幼稚園から補助金の案内書と申請書が配布されます。 

問い合わせ先   子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 

 



 

３４ 

 ひとり親家庭等のファミリー・サポート・センター利用料を

助成 
市では、ひとり親家庭等のファミリー・サポート・センター利用料を助成し

ています。 

助成対象者 ＝ 同センター利用会員のうち、ひとり親又は両親が育てること 

ができない児童を養育している方。（児童扶養手当支給に準じ

る所得制限があります。） 

助 成 額 ＝ 利用会員が提供会員に支払った費用のうち、報酬の２分の１

の額を助成します。（限度額１ヶ月当たり３万円） 

※ 申請方法や所得制限等の詳細については、お問い合わせ下さい。 

※ 流山市ファミリー･サポート･センタ－の内容については、第２章のＰ２１

をご覧ください。 

問い合わせ先  子ども家庭課 電話７１５０－６０８２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特別児童扶養手当（心身障害児） 
心身に重度または中度の障害をもつ２０歳未満の児童を養育している方に支

給されます。（所得制限があります） 

問い合わせ先  障害者支援課 電話７１５０－６０８１ 

 

 障害児福祉手当 
日常生活に常時特別の介護を必要とする２０歳未満の児童に支給されます。 

 （扶養義務者等の所得制限があります） 

問い合わせ先  障害者支援課 電話７１５０－６０８１ 

 

 自立支援医療（育成医療）申請 
手術により、ほぼ正常な機能を回復できる疾病のある児童（１８歳未満で身

体に一定の障害がある方）に対し、治療費の一部を公費で負担するものです（自

己負担額は課税状況によります）。 

問い合わせ先  障害者支援課 電話７１５０－６０８１ 

 



 

３５ 

 

 

 養育医療申請 
身体の発育が未熟のまま生まれ、入院を必要とするお子さんが、指定する医

療機関において入院医療を受ける場合に、その医療に必要な医療費を公費によ

り負担します。 

問い合わせ先 健康増進課 電話７１５４－０３３１ 

 

 

市以外の申請窓口について 

 小児慢性特定疾患治療研究費受給申請 
慢性疾患で、治療が長期にわたり、保護者の医療費負担も高額となる特定の

疾患にかかっている児童の医療費の一部を公費により負担します。詳しくはお

問い合わせください。 

問い合わせ先 松戸健康福祉センター（松戸保健所） 

電話０４７－３６１－２１２１ 
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第 4章  あそぶ・学ぶ 

 子育て支援センター 
子育て支援センターでは、保育園の園庭やホールなどを開放しています。子

育て中の方の育児相談(面談・電話)や子育て関連の各種行事を行っています。

地域の親子の交流するきっかけ作りをしています。 

また、支援センターに来られない方のために、地域に出向いての活動や、育

児相談も行っています。詳しくはそれぞれの施設にお問い合わせください。 

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 

流山市地域子育て支援センター 

ゆうゆう   
長崎 2-561 ７１４４-７９２６ 

CMSおおたかの森子育て支援センター 

（おおたかの森ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ･分園内） 
東初石 6-183-1 ７１７８－３０６１ 

ずくぼんじょ（松の実保育園内） 名都借 464 ７１４５-４３１２ 

CMSプティ子育てサロン 

（西平井保育園・分園内） 
单流山 4-1-14 ７１５９-７４７３ 

かるがも（かやの木保育園内） 大畔 198 ７１５９-２８１３ 

アゼリア（みやぞの保育園内） 宮園 2-8-15 ７１５９-２９５４ 

わらしこ 

（生活クラブ風の村わらしこ保育園流山内） 
加 4-12 ７１５０-５００２ 

さくらんぼルーム 

（单流山聖華保育園内）   
单流山 2-29-4 ７１５９-３４０１ 

らぶりー（なかよし保育園内） 单流山 7-5-1 ７１５８-５５００ 

やぎきた（八木北保育園内） 駒木台 118-1 ７１７０-２００７ 

おひさま（城の星保育園内） 流山 9-500-42 ７１７０－２１１１ 

いつき さくらんぼルーム 

（聖華いつき保育園内） 
单流山 1-17-4 ７１５８－１１４５ 

ひまわり 

（えどがわ森の保育園内） 
駒木 474 ７１５２－１１５５ 

ぺんぎん（森の葉保育園内） 上新宿 111-8 ７１５２－８９６６ 

おひさま 城の星 おおたかの森 

（城の星おおたかの森保育園内） 
野々下 1-292 ７１９７－２６６６ 

※流山市のホームページの中の【子育て支援センター】のページで、各子育て支

援センターの月ごとの行事予定をお知らせしています。 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/19/158/000877.html 
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 ✿地域での子育てサロン（流山市民生委員児童委員協議会）✿ 

 子育て中の親子の交流の場です。子育ての先輩（地域の主任児童委員・児童委員）

と一緒に、遊びやおしゃべりを楽しみましょう。(*^_^*) 

ちょっと ぽっと タイム 年４回開催 会場：初石公民館２F 和室 

 開催日（平成２５年度）４／１６ ６／１９ １０／１５ １／２１ 

 時間 １０時～正午 ※申込み不要・直接会場へお越しください。 

 参加費 １組１００円 ※マグカップをご持参ください 

ひよこサロン 年６回開催 会場：名都借福祉会館和室 

 開催日（平成２５年度）５／８ ７／３ １１／６ １／８ ３／５ 

 時間 １０時～正午 ※申込み不要・直接会場へお越しください。 

 ※参加費無料・持ち物は特にありません 

お問い合わせ先 流山市民生委員児童委員協議会事務局（流山市社会福祉協議会内） 

               TEL：04-7159-4735  Mail：mail＠nagareyamashakyo.com 

 

  いっしょに歌ったり・手遊びしたりしよう 

年齢が低いほど、はだを通してからだに触れるスキンシップは、とても大切

です。お子さんと歌を歌ったり、手遊び・指遊びを一緒にしましょう。 

 

♪やきいもグーチーパー 

    ♪ やきいも やきいも おなかが グー         

      ほかほか ほかほか あちちの チー         

      たべたら なくなる なんにも パー 

      それ やきいも まとめて 

      グー チー パー 

動 作 

 

① やきいも やきいも  ② おなかが      ③ グー 

  手びょうしを 4回打つ。     両手でおなかをおさえる。      グーをだす。 

 

④ ほかほか ほかほか  ⑤ あちちの      ⑥ チー 

手びょうしを 4回打つ。       両方の指を、熱いもの         チョキをだす。 

              にさわった時のように、 

こきざみに動かす。 

                  

⑦ たべたら なくなる  ⑧ なんにも      ⑨ パー 

手びょうしを 4回打つ。            右手を、顔の前でふる。       パーをだす。 

 

⑩ それ  やきいも       ⑪  まとめて       ⑫ グーチーパー   

   手びょうしを 3回打つ。        両手を、ぐるっと１回転      グー、チョキ、パー 

                      させる。             をだす。    
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♪トントントン 

    ♪ トントントン （ひげじいさん）※（ ）を変えて歌ってみよう。 

      トントントン （こぶじいさん） 

      トントントン （てんぐさん） 

      トントントン （めがねさん）  

      トントントン （てはうえに）   

      ラン ラン ラン ラン てはおひざ 

 

 動 作 

 

① トントントン    ② ひげじい      ③ さん 

からだの前で、           右のこぶしを           あごの下に、 

こぶしを 3回            あごの下に            左のこぶしを 

打ち合わせる。           もってくる。           かさねる。 

 

④ トントントン    ⑤ トントントン   ⑥ トントントン 

  こぶじいさん      てんぐさん      めがねさん 

①の動作のあと、          ①の動作のあと、         ①の動作のあと、 

こぶしを右,左の           こぶしにした手を         両手でめがねを作 

順でほおにあてる。          右,左の順で鼻の         り、右,左の順で目 

                      上にかさねる。          の上にあてる。 

 

⑦ トントントン    ⑧ ては うえに    ⑨ ランラン  

①と同じ動作。           両手でバンザイをする。       ランラン       

                         ては おひざ 

上げた両手をキラキラ 

させながらおろし、 

ひざにもってくる。 
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 児童館・児童センター 
児童館・児童センターは、“楽しいあそびの場”です。子どもたちは、あそび

を通してさまざまな体験をして日々成長しています。 

『あそびがいっぱい』  

午前は、幼児のグループ活動などを行い児童館・児童センターでお友達を作

ったり、子育ての相談をしています。 

午後は、学童が自由に来館し、ボールあそびや卓球、大型ブロック、マンカ

ラ、カードゲーム、読書などをしています。月に何度か行事があり、工作・ド

ッチボール大会・卓球大会・チャレンジ大会などをしています。また、クラブ

活動も行っています。 

 

館  名 所 在 地 電 話 番 号 

駒木台児童館 駒木台２２１－３ ７１５４－４８２１ 

江戸川台児童センター 江戸川台東１－２５１ ７１５４－３０２６ 

向小金児童センター 向小金２－１９２－２ ７１７３－９３２０ 

思井児童センター 思井７９－２ ７１５９－５６６６ 

赤城児童センター 流山８－１０７１ ７１５８－４５４５ 

十太夫児童センター 十太夫９７－１ ７１５４－５２５４ 

野々下児童センター 野々下２－７０９－３ ７１４５－９５００ 

 

★流山市のホームページの中の【児童館 各館行事のおしらせ】で、児童館・児

童ｾﾝﾀｰの月ごとの行事予定をお知らせしています。 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/19/163/000897.html 

  

 

「三つ子の魂百までも」と言いますが子どもが誕生し育っていく中で、親子

のかかわりがとても大切ですね。 

子どもを育て、その成長を見守ることは大変なことですが、大きな喜びや楽

しみをもたらすものでもあります。 

あまり頑張りすぎないで、子どもの個性と成長を信じ、ゆっくりゆったり育

てていきましょう。 
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 公園 

★おもな公園一覧 

№ 
公 園 名 

（所在地） 
ポ イ ン ト 

１ 
流山市総合運動公園 

（野々下１－４０－１） 

市民の健康増進と憩いの中心的な役割を担う

公園として広大な敷地内に、体育館・野球場・

陸上競技場・テニスコート等の各種スポーツ施

設やミニアスレチックコース･ＳＬ・日本庭

園・ピクニック広場等の多様な施設が織り込ま

れ、豊かな緑を満喫しながら、くつろぐことが

できます。 

２ 
運河水辺公園 

（東深井３６８－１） 

利根川と江戸川を結ぶ約８．５ｋｍの利根運河

を利用した公園です。春には、土手沿いのサク

ラが咲き花見客でにぎわいます。 

３ 
野々下水辺公園 

（野々下２－１－２） 

利根川の水を引いている北千葉導水路の地上

部に、導水の一部を利用して小川の雰囲気を再

現した公園です。近くには、導水管を輪切りに

した大きなモニュメントが建っています。 

４ 
におどり公園 

（西深井１０２８－１） 

新川耕地の北端、利根運河の单隣にある工業団

地の緩衝緑地として整備された公園です。この

地が葛飾早稲を産しており、万葉集にある葛飾

早稲の歌に出てくる、鳰（におどり）から公園

名が命名されています。 

５ 
東深井地区公園 

（東深井８１５） 

公園内の古墳群は必見です。公園の隣には、森

の図書館や市民プールもあります。 
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№ 
公 園 名 

（所在地） 
ポ イ ン ト 

６ 
東部近隣公園 

（名都借２４０） 

運動のできる大きな広場と木製の遊具が魅力

です。林の中には、遊歩道も整備されています。 

７ 
单流山中央公園 

（单流山３－１４） 

住宅地の中の憩いの場として親しまれていま

す。 

８ 

松ヶ丘ふるさと公園 

（松ヶ丘４－４９５－

１） 

住宅地の中の貴重な緑の空間で、森林浴が楽し

めます。 

９ 
前ヶ崎城址公園 

（前ヶ崎４０９－１） 

前ヶ崎城は、１６世紀半ばに大谷口城の出城と

して城築されたといわれています。この歴史的

な自然の地形を生かし公園として整備したも

のです。 

１０ 
三輪野山近隣公園 

（三輪野山２－２９２） 

林の中を散策したり、ミニアスレチックで楽し

めます。 

 

１１ 

おおたかの森駅单口公

園（西初石近隣公園） 

（西初石 6-815-11） 

つくばエクスプレス「流山おおたかの森駅」单

口にあり、広場で遊んだり、木陰のベンチで休

憩ができます。 

１２ 
愛宕ふれあいの森 

（中野久木２８７－１） 

愛宕神社に隣接する市民の森です。園内には、

多くのサクラの木があり、開花の頃には多くの

花見客でにぎわいます。 

 

        問い合わせ先  みどりの課  電話７１５０－６０９２ 

 

＊この他市内には、地域の自治会が維持管理している子どもの遊び場が１２カ

所あります。場所等はＰ５９をご覧下さい。 

 

問い合わせ先 子ども家庭課  電話７１５０－６０８２ 
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 図書館 
中央図書館と、森の図書館・木の図書館、３つの分館（单流山・北部・初石）

で、地域をネットワークしたサービスを展開しています。 

 

図書館の利用は無料です(ただし､複写サービスは有料です)。 

 

≪サービス内容≫ 

○貸し出し       ○予約（リクエスト）サービス 

○レファレンスサービス  

（図書館にある資料などを使っての調べ事の手伝い） 

○インターネットによる蔵書の検索や予約（予約をする場合はパスワードが

必要です。） 

○赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの会 

 年間６回ほど開催しています。 

○複写サービス（有料） ○集会事業（人形劇・おはなし会・講座など） 

 

≪開館時間≫  

○中央図書館  ９時３０分～２０時（日曜日・祝日は１７時まで） 

○森の図書館  ９時３０分～２０時（日曜日・祝日は１７時まで） 

○木の図書館  ９時３０分～２０時（日曜日・祝日は１７時まで） 

○单流山分館  １０時～２０時  （日曜日・祝日は１７時まで） 

北部・初石 各分館 １０時～１７時 

 

≪休館日≫  

月曜日(ただし､祝日と重なるときは開館し､その直後の休日でない日が休館

となります。) 

月の末日（土曜日・日曜日に当たるときは開館します。） 

年末年始（１２／２８ ～ １／４） 

特別整理期間 

 

≪利用案内≫ 

〔本などを借りるとき〕 

 初めて本などを借りるときは、身分証明書など住所・氏名を確認できるも

のを持参してください。本などが借りられる〈利用カード〉を発行します。

本などの貸し出し期間は２週間です。（本と雑誌合わせて１０冊、ＡＶ資料

は別枠です。） 

〔本を返すとき〕  

本は、市内のどこの図書館でも返すことができます。駅に設置してある返

却ボックスも利用できます。（ＡＶ資料を除く。） 
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〔パスワードを登録したいとき〕 

利用カードと住所または在学、在勤先を確認できるものを持参してくださ

い。パスワード利用申込書をお書きいただいた後に仮パスワードを発行し

ます。仮パスワードでは、貸出予約、予約取消しなどはできません。ご自

宅のパソコンまたは館内に設置してある検索機(OPAC)で本パスワードに

変更してください。市民、在学、在勤者に限ります。 

 

問い合わせ先  中央図書館 電話７１５９－４６４６ 

 

 

  本を読んであげましょう。 

「ねぇ、本読んで」 

何度、この言葉を子どもの口から聞いたことでしょう。 

子どもは、本（絵本）を読んでもらうのが大好きです。気に入った絵本は何

度でも繰り返し繰り返し読んでほしいものなのです。 

 

お母さん、お父さん、保護者の方が、子どもに本を読んであげることは、と

ても大切なことです。本の読み聞かせは、場所をえらばず、どの年齢の子ども

にも（妊娠中のお腹の赤ちゃんにも）優しく語りかけられる、愛情のプレゼン

トです。本を読み聞かせることによって、子どもは想像力を豊かにし、素晴ら

しい感性を育みます。 

 

おやすみ前のひとときなどは、いいチャンス。ゆっくりじっくり親子で向き

合い、よい本をたくさん読んであげましょう。 
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 公民館 
公民館には、乳幼児を育てている親子が集える場もあります。妊娠中の方も

どうぞ。 

 

★【中央公民館】(文化会館) 

①中央ひだまりサロン （会場 ひだまりルーム） 

毎週火曜日及び第２・第４金曜日 午前１０時３０分～１２時 

＊申込不要 

おもちゃあり、おしゃべりありの自由な空間 ※「おもちゃ病院」も開院 

① さくらんぼくらぶ（会場 ひだまりルームほか） 

８月を除く毎月１回（木曜日又は土曜日）午前１０時３０分～１２時 

＊申込不要 

双子、三つ子のパパママの交流と仲間づくりの場 

問い合わせ先 文化会館 ７１５８－３４６２ 

★【单流山センター】 

①单流山ひだまりサロン（会場 单流山福祉会館） 

毎 月 第 ３ 木 曜 日  午 前 １ ０ 時 ３ ０ 分 ～ １ ２ 時   ＊ 申 込 不 要            

手遊びやスキンシップ体操など親子一緒に楽しむ広場 

※「おもちゃ病院」も開院 問い合わせ先 文化会館 ７１５８－３４６

２ 

②すくすくひろば（会場 单流山センター）（指定管理者） 

毎月第２火曜日 午前１０時～１１時３０分 

＊申込不要 

気軽におしゃべりしながら、子育て仲間をつくりましょう。 

     問い合わせ先 单流山センター ７１５９－４５１１ 

★【初石公民館】（指定管理者） 

親子サロン 

毎月第１・第２火曜日 午前１０時～１１時３０分 

毎月第３・第４月曜日 午前１０時～１１時３０分 

＊申込不要。月によって開催日が変わる場合があります。 

          問い合わせ先 初石公民館 ７１５４－９１０１ 

★【北部公民館】（指定管理者） 

なかよしサロン 

毎月第３水曜日 午前１０時～１１時３０分 

＊申込不要 

お母様とお子様の交流の場、子育て世代の仲間づくりの場 

          問い合わせ先 北部公民館 ７１５３－０５６７ 



 

４６ 

 

★【東部公民館】（指定管理者） 

たんぽぽのひろば 

毎月第３木曜日 午前１０時～１１時３０分 

＊申込不要       ※「おもちゃ病院」も開院 

          問い合わせ先 東部公民館 ７１４４－２９８８ 

 

＊８月は原則お休みです。詳細は広報ながれやまや各公民館のチラシ、ホー

ムページをご覧ください。 

＊子育てママのセミナーなど子育て中の保護者対象の講座が各館で開催され

ます。 

 

 博物館 
市立博物館では郷土の歩みをたどる、皆さんの生涯学習のお手伝いをしてい

ます。 

○展示内容 常設展示のほか企画展を開催しています。 

○開館時間 午前９：３０～午後５：００ 

○休館日 月曜(祝日の場合はその翌日) 

月末日（土日の場合は開館） 

年末年始（１２／２８ ～ １／４） 

○その他の活動  

郷土の歩みをより深く知りたい方を対象に、様々なテーマで 

講座を開催しています。特に毎月開催している児童･生徒を対象とした｢博

物館子ども教室｣では、手作りなどの体験を取り入れ、親子で楽しめる講座

となっています。 

また、博物館ならではの調査研究をまとめた｢報告書｣や、 

流山市の歩みを集大成した｢流山市史｣なども頒布しています。 

問い合わせ先 博物館 ７１５９－３４３４ 
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 地域で活動するスポーツ団体 
幼児（就学前）、小学生・ママが参加し、地域で活動しているスポーツ団体で

す。 

クラブに加入したい方は、直接各団体にお問い合わせください。 

 

種別 名  称 練習日時・対象・場所 問い合わせ先 

サ 
 

ッ 
 

カ 
 

ー 

流山隼尐年サッカ

ークラブ 

(流山隼尐年ＳＣ) 

土・日・祭日 年長～6 年・ママ 

（年長・1 年～2 年土曜休み） 

流山小・流山北小グラウンド   

時間はお問い合わせください。 

事務局 

三森 郁子 

（平和台 5 丁目） 

☎ 7158-3002 

初石尐年サッカー

クラブ 

(初石尐年ＳＣ) 

日曜日 幼稚園児～６年・ママ 

4 月 ～ 10 月 13:00 ～ 17：00 

11 月 ～  3 月 12:30 ～ 16：30 

西初石小学校グラウンド・おおた

かの森高校 

事務局 

向江 太 

（西初石２丁目） 

☎ 7155-2681 

ペガサス ジュニア

フットボールクラ

ブ 

（ペガサスＪＦＣ） 

土・日・祭日  

幼稚園児～6 年・ママ 

（幼稚園児～1 年 土曜日休み） 

幼稚園児～4 年 東深井小 

5 年・6 年 西深井小 

詳細はお問い合わせください。 

事務局 

白井 榮一 

（東深井） 

☎ 7154-8920 

流山翼尐年サッカ

ークラブ 

（流山翼尐年ＳＣ） 

土･日・祭日 9 時 ～ 12 時 

单流山小学校グラウンド 

幼児～６年・ママ 

 （奇数月 9 時～12 時、偶数月 13 時～17 時） 

河川敷グラウンド 

詳細はお問い合わせください。 

事務局 

荻野 民雄 

（松戸市） 

☎ 047-393-8524 
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サ
ッ
カ
ー 

流山東部フットボ

ールクラブ 

（流山東部ＦＣ） 

土･日・祭日 幼児から大人まで 

市内の小･中学校(東小・向小・東

部中 )のグラウンド及び体育館 

※時間等詳細についてはお問い

合わせください。 

事務局 

林 雅己 

（向小金 2 丁目） 

☎ 7174-3925 

江戸川台フットボ

ールクラブ 

（江戸川台ＦＣ） 

 

(土) ９時～１２時 自主練習 

(日)１３時～１７時   〃 

新  川  小 1 年 ～ 3 年 

流山北高校 4 年 ～ 6 年 

 

事務局 

松岡 千草 

（こうのす台） 

☎ 7154-6116   

单流山尐年サッカ

ークラブ 

(单流山尐年ＳＣ) 

第 1・3・5 土曜日、日曜日・祝祭

日 1・2・3 年 14：00～17：00 

（夏場 17：30）鰭ヶ崎小グラウ

ンド、4・5・6 年 13：00～16：

00（夏場 17：00）江戸川河川敷

グラウンド 

事務局 

飯泉 修司 

（木） 

☎ 7158-2155   

柔
道 

体育協会 

柔道部 

单部支部練習 

毎週 日曜日 10 時から 

火曜日･木曜日 19 時～2 時間 

幼稚園年長以上 

流山市单部柔道場 

 

 

体育協会柔道部 

亀山 和男 

☎ 7158－3498 

 

 

 

体育協会 

柔道部 

北部支部練習 

毎週 日曜日 10 時から 

水曜日･金曜日 19 時～2 時間 

幼稚園年長以上 

流山市北部柔道場 

体育協会 

柔道部 

東部支部練習 

毎週 日曜日 10 時から 

水曜日･土曜日 19 時～2 時間 

幼稚園年長以上 

市民総合体育館柔道場 
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種別 名  称 練習日時・対象・場所 問い合わせ先 

野 
 
 
 
 
 
 

球 

ありんこアントス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

練習日時・対象・場所等に

ついては、事務局へお問い

合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

遠藤 茂 

☎ 7121－4330 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸川台フェニックス 

小田急ライオンズ 

加岸ベア-ズ 

カージナルス 

長崎ＦＬＢ 

流山シャークス 

流山ホークス 

单流ファイターズ 

流山マリーンズ 

初石クーガーズ 

東深井ファイナルズ 

鰭ヶ崎ジュニア 

フィンズ 

前ヶ崎クラブ 

向小金ファイターズ 

八木单クラブ 
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種別 名  称 練習日時・対象・場所 問い合わせ先 

剣 
 

道 

 

東支部 

日曜日 9 時 ～ 12 時 

火・土 18 時 ～ 21 時 

（第３土曜日・日曜日は休み） 

東小体育館 

小久保正路 

☎ 7145‐4839 

江戸川台支部 

日曜日 9 時 ～ 12 時 

水・土 18 時 ～ 21 時 

（第 3 日曜日は休み） 

江戸川台小体育館 

小松崎 勇 

☎ 7132－4535 

流山支部 

   

木曜日 19 時～20 時 45 分 

土曜日 16 時 30 分～ 

18 時 30 分 

日曜日 9 時～12 時 

流山小体育館 

山室勝敏 

☎090-1559-4979 

鰭ヶ崎支部 

土曜日 17 時 30 分～19 時 30 分 

日曜日 9 時 30 分～11 時 30 分 

鰭ヶ崎小体育館 

大岡正芳 

☎ 7158－8972 

成顕寺道場支部 

火曜日 19 時～20 時 

土曜日 19 時～20 時 30 分 

成顕寺釈迦堂会館 

宮崎聖弘 

☎ 7152－3714 

清流館道場支部 

木曜日 19 時～21 時 

日曜日 17 時～19 時 

総合体育館剣道場 

中村久夫 

☎ 7158－6857 

流山警察剣道クラブ 

月曜日 16 時 30 分～19 時 

木曜日 15 時 30 分～19 時 

流山警察道場 

流山警察生活安全

課 

☎ 7159－0110 

 初石支部 

木・土・日曜日（杖道含む） 

17 時～20 時 

杖道：火曜日 18 時～20 時 

小山小体育館 

佐藤 隆一 

☎090-2422-8951 

 

剣道は、各支部とも親子での参加ができます。  
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第 5章  公共機関等一覧 

 市役所     
〒270-0192 流山市平和台 1-1-1 ☎７１５８-１１１１（代表） 

            http://www.city.nagareyama.chiba.jp 

担当課 主 な 業 務 内 容 

子ども家庭課 

児童館・子育て支援センター 

児童手当、ひとり親家庭等医療費、子ども医療費助成、児童

扶養手当、私立幼稚園補助金に関すること 

ひとり親家庭等の自立支援・家庭児童相談・子ども政策に関

すること 

保 育 課 保育所・学童クラブに関すること 

障害者支援課 

障害者の福祉に関すること 

つばさ学園（児童発達支援施設） 

児童デイつばさ（児童発達支援施設） 

幼児ことばの相談室 

社会福祉課 生活保護、民生委員・児童委員に関すること 

市 民 課 

出生届、住所変更などに関すること  

母子健康手帳配布 

出張所(受付時間 おおたかの森出張所以外 月曜日から金曜日 8時 30分

から 17時【祝日、年末年始を除く】) 

   ○東部出張所 名都借 313-1(木の図書館内) 

 ☎７１４４－２１７５ 

   ○江戸川台駅前出張所 江戸川台東 1-4  

☎７１５２－３１３２ 

     ○单流山出張所 单流山 3-3-1(单流山センター内) 

☎７１５９－４５１２ 

     ○おおたかの森出張所 西初石 6丁目 185-2 

(流山おおたかの森 S･C内 3 階)  

☎７１５４－０３３３ 

※おおたかの森出張所の受付時間【祝日、年末年始を除く】 

月曜日から金曜日 8時 30分から 19時、土曜日 8時 30分から 17時(但し、

17 時以降及び土曜日については、取り扱いのできない業務もありますの

で、事前にお問い合わせください。) 

国保年金課 国民年金・国民健康保険に関すること 

学校教育課 公立幼稚園・小学校・中学校の管理運営に関すること 

道路管理課 チャイルドシートの貸し出しに関すること 

市役所には、ベビーベッド・授乳室・障害者用トイレ・トイレ内の補助イスなどの

設置があります。 
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保健センター 

（健康増進課） 

〒270-0121 

流山市西初石４－１４３３－１ ☎７１５４－０３３１ 

妊娠・出産に関すること 

母子健康手帳配布、市民の健康相談に関すること 

保健センターには、ベビーベッド・子ども用補助便座・障害者用トイレ・トイレ内

の補助イスの設置があります。 

流山市青尐年 

指導センター 

流山市中１１０番地 ☎７１５９－５４００ 

街頭補導活動、青尐年相談、青尐年の社会環境浄化活動、非

行防止に関すること 

 

 その他の機関等 

名  称 主 な 業 務 内 容 

柏児童相談所 

〒277-0831 柏市根戸４４５－１２  

☎７１３１－７１７５（電話相談☎７１３４－４１５２） 

18 歳未満の児童に関する相談業務 

児童福祉施設(助産施設・母子生活支援施設・保育所を除く)

への入所等の措置に関すること 

 （ベビーベッド・授乳室あり） 

松戸健康福祉センター

（松戸保健所） 

〒271-8562 松戸市小根本７  

 ☎０４７－３６１－２１２１ 

保健に関する相談業務 

流山警察署 

〒270-0175 流山市三輪野山７４４－４ 

 ☎７１５９－０１１０ 

 ＤＶに関する相談業務 

民生委員・児童委員 地域住民の福祉相談や社会福祉行政への協力活動 

主任児童委員 親子の相談、見守り支援活動 
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 市内小・中学校一覧 

学　校　名 住　　　所 電　　　話

  【 小 学 校 】

 流    山    小  流 山 ４ -３ ５ ９  （ ７１５８ ）１０４３

 八  木  单  小  芝 崎　９２  （ ７１５８ ）１１４２

 八  木  北  小  美 田　２０８  （ ７１５２ ）４６０４

 新    川    小  中 野 久 木　３３９  （ ７１５２ ）３００４

 東          小  名 都 借　８５６  （ ７１４５ ）３３６９

 江 戸 川 台 小  江 戸 川 台 東　３ -１１  （ ７１５２ ）０１０３

 東  深  井  小  東 深 井　８７９ -２  （ ７１５３ ）３４３０

 鰭  ヶ  崎  小  鰭 ヶ 崎　７ -１  （ ７１５８ ）５９１１

 向  小  金  小  向 小 金　３ -１４９ -１  （ ７１７４ ）１３２０

 西  初  石  小  西　初　石　４ -３４７  （ ７１５４ ）５８６３

 小    山    小  十 太 夫 ９７－１  （ ７１５４ ）６９３７

 長    崎    小  野　々　下　２ -１０ -１  （ ７１４５ ）２１１１

 流  山  北  小  加　１ -７９５ -１  （ ７１５９ ）５６７４

 西  深  井  小  西　深　井　６７ -１  （ ７１５４ ）８６５５

 单  流  山  小  木　４８７  （ ７１５９ ）２５２１

  【 中 学 校 】

 单    部    中  加　３ -６００ -１  （ ７１５８ ）０１３７

 常  盤  松  中  東　初　石　３ -１３４  （ ７１５２ ）０８４２

 北    部    中  中　野　久　木　５７７  （ ７１５２ ）００３６

 東    部    中  名　都　借　８６５  （ ７１４４ ）３５１４

 東  深  井  中  東　深　井　４７  （ ７１５４ ）５８６４

 八    木    中  古　間　木　２１０ -２  （ ７１５９ ）７４６１

 单  流  山  中  流　山　２５３９ -１  （ ７１５９ ）２５５１

 西  初  石  中  西　初　石　４ -４５５ -１  （ ７１５４ ）３０９１  
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 子育て関連施設一覧 
行政サービス施設 

行政サービス施設 住        所 電話番号 

流山市役所 平和台１－１－１ ７１５８－１１１１ 

東部出張所 名都借３１３－１（木の図書館内） ７１４４－２１７５ 

江戸川台駅前出張所 江戸川台東１－４  ７１５２－３１３２ 

单流山出張所 单流山３－３－１（单流山センター内） ７１５９－４５１２ 

おおたかの森出張所 
西初石６－１８５－２ 

７１５４－０３３３ 
流山おおたかの森 S・C内３階 

保健センター 西初石４－１４３３－１ ７１５４－０３３１ 

平日夜間・休日診療所 西初石４－１４３３－１（保健センター内） ７１５５－３４５６ 

文化会館（中央公民館） 加１－１６－２ ７１５８－３４６２ 

北部公民館 美原１－１５８－２ ７１５３－０５６７ 

東部公民館 名都借７５６－４ ７１４４－２９８８ 

初石公民館 西初石４－３８１－２ ７１５４－９１０１ 

单流山センター 单流山３－３－１ ７１５９－４５１１ 

中央図書館 加１－１２２５－６ ７１５９－４６４６ 

森の図書館 東深井９９１ ７１５２－３２００ 

木の図書館 名都借３１３－１ ７１４５－８０００ 

单流山分館 单流山３－３－１ （单流山センター内） ７１５９－４０００ 

北部分館 美原１－１５８－２ （北部公民館内） ７１５４－８０００ 

初石分館 西初石４－３８１－２ （初石公民館内） ７１５４－９１００ 

博物館 加１－１２２５－６ ７１５９－３４３４ 

一茶双樹記念館 流山６－６７０－１ ７１５０－５７５０ 

杜のアトリエ黎明 流山６－５６２－２ ７１５０－３５３６ 

流山市民プール（夏季のみ） 加１－１６－４ （文化会館隣） ７１５８－５２７６ 

北部市民プール（夏季のみ） 東深井８３７ （森の図書館隣） ７１５５－３８６４ 

東部市民プール（夏季のみ） 名都借７５６－３ （東部公民館隣） ７１４３－５５７７ 

生涯学習センター 中１１０ ７１５０－７４７４ 

げんき村キャンプ場 前ヶ崎５８２（前ヶ崎自治会館隣） 
７１５０－６１０６ 

（生涯学習課） 
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消防 
  

消        防 住        所 電話番号 

消防本部（中央消防署） 三輪野山 1－９９４ ７１５８－０１１９ 

東消防署 前ヶ崎４４９－１ ７１４６－０１１９ 

单消防署 单流山３－９－６ ７１５９－０１１９ 

北消防署 美原２－１３９－１ ７１５２－０１１９ 

福祉施設 
  

福祉施設 住        所 電話番号 

つばさ学園 駒木台２２１－３ ７１５４－４８２２ 

児童デイつばさ 駒木台２２１－３ ７１５４－５０５２ 

幼稚園 
  

幼稚園 住        所 電話番号 

流山市幼児教育支援センター附

属幼稚園 
江戸川台東３－２ ７１５２－０３５３ 

このはな幼稚園 流山２－１０５－２ ７１５８－０２６４ 

江戸川台ひまわり幼稚園 富士見台１－３－６ ７１５２－０４３５ 

神愛幼稚園 東初石５－１３５－１４ ７１５４－１２５９ 

一の台幼稚園 東深井４９８－４ ７１５２－３０５９ 

平和台幼稚園 平和台４－６２－２７ ７１５８－５６１７ 

八木幼稚園 長崎２－６２９ ７１４４－７７９０ 

黒川幼稚園 前ヶ崎１７５ ７１４５－９５０１ 

みやぞの幼稚園 宮園２－８－１１ ７１５９－３９５４ 

单流山幼稚園 流山２５２６ ７１５９－７０５０ 

 
私立保育園・市立保育所 

私立保育園・市立保育所 住        所 電話番号 

なかよし保育園 单流山７－５－１ ７１５８－５５００ 

おおたかの森ナーサリースクール 十太夫９９－４ ７１５４－２４４８ 

八木北保育園 駒木台１１８－１ ７１５２－０５０４ 

松の実保育園 名都借４６４ ７１４５－４３１２ 

西平井保育園 西平井５８８ ７１５９－７４７３ 

かやの木保育園 大畔１９８ ７１５９－２７００ 

みやぞの保育園 宮園２－８－１５ ７１５９－２９５４ 

生活クラブ風の村 

わらしこ保育園流山 
加４－１２ ７１５０－２６５４ 

单流山聖華保育園 单流山２－２９－４ ７１５９－３４０１ 

城の星保育園 流山９－５００－４２ ７１７０－２１１１ 

森の葉保育園 上新宿１１１－８ ７１３８－５１０５ 
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聖華いつき保育園 单流山１－１７－４ ７１５８－１１４５ 

えどがわ森の保育園 駒木４７４ ７１５２－１１５５ 

ロータスキッズスクエア 東初石６－１８６－２４ ７１３６－１０２０ 

名都借みらい保育園 名都借２８９ ７１７０－１４１７ 

おおたかの森聖華保育園 長崎２－２４－１ ７１４６－０３０３ 

城の星おおたかの森保育園 野々下１－２９２ ７１９７－２６６６ 

えどがわ单流山保育園 木３０５ ７１５７－８８５５ 

ぽけっとランド江戸川台駅前保育

園 
江戸川台西２－３－１ ７１５６－３１５５ 

中野久木保育所 中野久木３７３ ７１５２－０９２１ 

平和台保育所 平和台２－６－３ ７１５８－１４２４ 

江戸川台保育所 江戸川台東３－５ ７１５２－０６１１ 

向小金保育所 向小金３－１０２－１ ７１７４－５２１７ 

東深井保育所 東深井１７７－２ ７１５４－６０２５ 

 

 学童クラブ     

学童クラブ 住        所 電話番号 

江戸川台学童クラブ 江戸川台東３－２ ７１５４－２２７７ 

たけの子ルーム 向小金２－５４２－１ ７１７３－９３１３ 

ちびっこなかよしクラブ 

ちびっこのびのびクラブ 
加１－１５－２ ７１５８－７５６０ 

ひよどり学童クラブ 長崎２－５６５ ７１４５－４４１４ 

そよかぜ学童クラブ 芝崎９２ ７１５０－５７９７ 

八木北小学校区学童クラブ 美田６９－４２０ ７１５２－２２３１ 

あすなろ学童クラブ 木４８７ ７１５９－７９７０ 

ひまわり学童クラブ 鰭ヶ崎７－１ ７１５０－３３６６ 

たんぽぽ学童クラブ 西深井６７－１ ７１５５－３６３６ 

もりのいえ第１学童クラブ 

もりのいえ第２学童クラブ 

もりのいえ第３学童クラブ 

東深井８７９－２ ７１５６－０７７８ 

おおぞら学童 流山４－４５１ ７１５８－３５６８ 

つくしんぼ学童クラブ 中野久木３３９ ７１５４－２１１４ 

あずま学童クラブ 名都借８５４ ７１４６－８５５８ 

西初石子どもルーム 西初石４－３４７ ７１５３－５１００ 

おおたかの森ルーム 十太夫９７－１ ７１５５－８０７７ 
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児童館・児童センター 

児童館・児童センター 住        所 電話番号 

駒木台児童館 駒木台２２１－３ (駒木台福祉会館内) ７１５４－４８２１ 

江戸川台児童センター 江戸川台東１－２５１ (江戸川台福祉会館内) ７１５４－３０２６ 

向小金児童センター 向小金２－１９２－２ (向小金福祉会館内) ７１７３－９３２０ 

思井児童センター 思井７９－２ (思井福祉会館内) ７１５９－５６６６ 

赤城児童センター 流山８－１０７１ (赤城福祉会館内) ７１５８－４５４５ 

十太夫児童センター 十太夫９７-１ (十太夫福祉会館内) ７１５４－５２５４ 

野々下児童センター 野々下２－７０９－３（野々下福祉会館内） ７１４５－９５００ 

子育て支援センター 
  

子育て支援センター 住        所 電話番号 

流山市地域子育て支援センター 
長崎２－５６１  ７１４４－７９２６ 

ゆうゆう 

CMS おおたかの森子育て支援セン

ター(おおたかの森ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ･分

園内) 

東初石６－１８３－１ ７１７８－３０６１ 

ずくぼんじょ 

（松の実保育園内） 
名都借４６４  ７１４５－４３１２ 

CMSプティ子育てサロン 

（西平井保育園・分園内） 
单流山４－１－１４ ７１５９－７４７３ 

かるがも 

（かやの木保育園内） 
大畔１９８ ７１５９－２８１３ 

アゼリア （みやぞの保育園内） 宮園２－８－１５ ７１５９－２９５４ 

わらしこ 

（生活クラブ風の村わらしこ保育

園流山内） 

加４－１２ ７１５０－５００２ 

さくらんぼルーム 

（单流山聖華保育園内） 
单流山２－２９－４  ７１５９－３４０１ 

らぶりー 

（なかよし保育園内） 
单流山７－５－１ ７１５８－５５００ 

やぎきた 

（八木北保育園内） 
駒木台１１８－１ ７１７０－２００７ 

おひさま 

（城の星保育園内） 
流山９－５００－４２ ７１７０－２１１１ 

いつき さくらんぼルーム 

（聖華いつき保育園内） 
单流山１－１７－４ ７１５８－１１４５ 

ひまわり 

（えどがわ森の保育園内） 
駒木４７４ ７１５２－１１５５ 

ぺんぎん 

（森の葉保育園内） 
上新宿１１１－８ ７１５２－８９６６ 

おひさま 城の星おおたかの森 

（城の星おおたかの森保育園内） 
野々下１－２９２ ７１９７－２６６６ 
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おもな公園 
 

おもな公園 住        所 

流山市総合運動公園 野々下１－４０－１ 

運河水辺公園 東深井３６８－１ 

野々下水辺公園 野々下２－１－２ 

におどり公園 西深井１０２８－１ 

東深井地区公園 東深井８１５ 

東部近隣公園 名都借２４０ 

单流山中央公園 单流山３－１４ 

松ヶ丘ふるさと公園 松ヶ丘４－４９５－１ 

前ヶ崎城址公園 前ヶ崎４０９－１ 

三輪野山近隣公園 三輪野山２－２９２ 

おおたかの森駅单口公園 

（西初石近隣公園） 
西初石６－８１５－１１ 

愛宕ふれあいの森 中野久木２８７－１ 

 

子どもの遊び場 
 

子どもの遊び場 住        所 

駒木児童遊園 駒木１０８２－３ 

東谷子どもの遊び場 字新東谷９６５－１３の一部 

泉子どもの遊び場 野々下６－１０４４ 

前ヶ崎子どもの遊び場 前ヶ崎５８４-1 

八木单子どもの遊び場 古間木２８６-１ 

長崎子どもの遊び場 長崎１－５９１ 

東深井子どもの遊び場 東深井１８７・１８８ 

こうのす台子どもの遊び場 こうのす台１５９３－２６ 

駒木第２子どもの遊び場 駒木２４２-１ 

野々下さつき子どもの遊び場 野々下２-５ 

ホームタウン初石・若葉台 西初石３－１４６９-２ 
           子どもの遊び場 

向小金３丁目子どもの遊び場 向小金３－６７－１ 

 

※ 相談窓口（P．２７）、公共機関等一覧（P．５２）と併せてご利用ください。 

※ ご不明な点は、子ども家庭課℡７１５０－６０８２へお問い合わせくださ

い。 
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家庭児童相談室 

たとえば 

 子育てのことで悩んでいる 

 子どものしつけや育児に不安がある 

 育児の相談相手がいない 

 イライラしてつい子どもにあたってしまう 

 子どもがかわいく思えない 

お気軽にご相談ください 

✿家庭児童相談室では、１８歳未満の子どもと家庭の問題について相談に応じ

ます。（秘密厳守） 

✿相談は、家庭児童相談室に来室でも電話でもできます。 

✿必要に応じて様々な相談機関と連携を取ります。 

 

身近で「虐待かな？」と思ったら、すぐ連絡を！！ 

子どもに不自然な傷やあざが多い 

子どもの衣服や体がいつも極端に汚れている 

子どもの泣き声が絶えない 

連絡（通告）者の秘密は守られます 

 

相談日時と場所 

相 談 日: 月曜日から金曜日まで（祝日・年末年始を除く） 

 

時   間: 午前１０時から午後４時まで 

 

相談の場所:  流山市子ども家庭部子ども家庭課内 家庭児童相談室 

（第２庁舎１階） 

〒２７０－０１９２ 流山市平和台１－１－１ 

電話: ０４－７１５８－４１４４（直通） 

    ０４－７１５８－１１１１（内線４５３） 

家庭児童相談室って 

なぁに？ 
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児童は、人として尊ばれる 

児童は、社会の一員として重んぜられる 

児童は、よい環境のなかで育てられる 

              「児童憲章より」 
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