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　流山市では、市民の皆様が、楽し
みながら、安心して子どもを育てら
れるような環境づくりに取り組んで
います。このガイドブックは、子育
て中の方々に、少しでもお役に立て
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、新型コロナウイルス感染
症の感染状況により内容に変更が
生じる場合がございます。詳細は
各記事のお問い合わせ先へご確認
ください。
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【お断り】
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が一致しない場合があります。また、目標名称などは
見やすさを優先し正式名称などを一部割愛して表現
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