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電話ダイジェスト 

◎行政サービス施設 
●市役所・出張所 
流山市役所 7158-1111 〒270-0192 平和台 1-1-1 
 市民相談室 7158-1616 〃 
 家庭児童相談室 7158-4144 〃 
 おやこあんしん相談 7158-1710 〃 
 消費生活センター 7158-0999 〃 
江戸川台駅前出張所 7152-3132 〒270-0111 江戸川台東 1-4 

おおたかの森市民窓口センター 7154-0333 
〒270-0119 おおたかの森北 1-2-1 
（スターツおおたかの森ホール２階） 

東部出張所 7144-2175 〒270-0145 名都借 313-1（木の図書館内） 

南流山出張所 7159-4512 
〒270-0119 南流山 3-3-1 
（南流山センター内） 

●その他 
保健センター（健康増進課） 7154-0331 〒270-0121 西初石 4-1433-1 
平日夜間・休日診療所 7155-3456 〒270-0121 西初石 4-1433-1（保健センター内） 
西平井・鰭ケ崎区画整理室 7157-6100 〒270-0192 平和台 1-1-1 
クリーンセンター 7157-7411 〒270-0174 下花輪 191 
森のまちエコセンター 7154-5736 〒270-0102 こうのす台 1594 
上下水道局（お客様センター） 7159-5311 〒270-0128 おおおたかの森西 1-19  
地域職業相談室（ジョブサポート流山） 7156-7888 〒270-0111 江戸川台東 1-4 

◎消防署 
消防本部・中央消防署 7158-0119 〒270-0175 三輪野山 1-994  
東消防署 7146-0119 〒270-0144 前ケ崎 449-1 
南消防署 7159-0119 〒270-0163 南流山 3-9-6 
北消防署 7152-0119 〒270-0103 美原 2-139-1 

◎社会教育施設 
●公民館 
文化会館（中央公民館・市民会館） 7158-3462 〒270-0176 加 1-16-2 
北部公民館 7153-0567 〒270-0103 美原 1-158-2 
東部公民館 7144-2988 〒270-0145 名都借 756-4 
初石公民館 7154-9101 〒270-0121 西初石 4-381-2 
南流山センター 7159-4511 〒270-0163 南流山 3-3-1 
おおたかの森センター 7159-7031 〒270-0128 おおたかの森西 2-13-1 
●図書館 
中央図書館 7159-4646 〒270-0176 加 1-1225-6 
森の図書館 7152-3200 〒270-0101 東深井 991 
木の図書館 7145-8000 〒270-0145 名都借 313-1 
北部分館 7154-8000 〒270-0103 美原 1-158-2 
初石分館 7154-9100 〒270-0121 西初石 4-381-2 
南流山分館 7159-4000 〒270-0163 南流山 3-3-1 
おおたかの森こども図書館 7159-7041 〒270-0128 おおたかの森西 2-13-1 
●博物館 
博物館 7159-3434 〒270-0176 加 1-1225-6 
●記念館 
一茶双樹記念館 7150-5750 〒270-0164 流山 6-670-1 
●文化施設 
杜のアトリエ黎明 7150-5750 〒270-0164 流山 6-562-2 
●生涯学習施設 
生涯学習センター（流山エルズ） 7150-7474 〒270-0153 中 110 
青少年指導センター 7159-5400 〒270-0153 中 110（生涯学習センター内） 

スターツおおたかの森ホール 7186-7638 〒270-0119 おおたかの森北 1-2-1 

げんき村キャンプ場 
7150-6106
（生涯学習課） 

〒270-0144 前ケ崎 582 
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●体育施設 
キッコーマン アリーナ 7159-1212 〒270-0135 野々下 1-40-1 
総合運動公園 野球場 7159-1212 〒270-0135 野々下 1-29-4 
総合運動公園 庭球場 7159-1212 〒270-0135 野々下 1-29-4 
流山市民プール 7158-5276 〒270-0176 加 1-16-4 
北部市民プール 7155-3864 〒270-0101 東深井 837 
東部市民プール 7143-5577 〒270-0145 名都借 756-3 
河川敷野球場 7159-1212 〒270-0162 木地先 
おおたかの森スポーツフィールド 7157-2225 〒270-0122 大畔 113-3 他 
東部スポーツフィールド 7157-2225 〒270-0145 名都借 121-1 他 
流山スポーツフィールド 7157-2225 〒270-0174 大字下花輪 337-1 他 
南部柔道場 7159-1212 〒270-0164 流山 965-1 
北部柔道場 7159-1212 〒270-0112 青田 109-3 
コミュニティプラザ 7155-5701 〒270-0122 大畔 25-17 

◎福祉・児童施設 
ケアセンター 7159-7377 〒270-0157 平和台 2-1-2 

・社会福祉協議会 7159-4735 
〒270-0157 平和台 2-1-2（ケアセンター3
階） 

・ボランティアセンター 7159-4939 
〒270-0157 平和台 2-1-2（ケアセンター3
階） 

北部高齢者なんでも相談室      7155-5366 
〒270-0111 江戸川台東 2-19（旧江戸川台出

張所） 

北部西高齢者なんでも相談室 7197-1378 
〒270-0116 大字中野久木 421 番地（花の
いろ内） 

中部高齢者なんでも相談室 7150-2953 
〒270-0174 下花輪 409-6 
（東葛病院付属診療所内） 

東部高齢者なんでも相談室 7148-5665 〒270-0135 野々下 2-488-5（あざみ苑内） 

南部高齢者なんでも相談室 7159-9981 
〒270-0157 平和台 2-1-2（ケアセンター2
階） 

高齢者福祉センター森の倶楽部 7152-2373 〒270-0101 東深井 989 
おおたかの森児童センター 7150-7331 〒270-0128 おおたかの森西 2-7-1 
駒木台福祉会館、駒木台児童館 7154-4821 〒270-0113 駒木台 221-3 
流山福祉会館 7159-1520 〒270-0164 流山 2-102 
江戸川台福祉会館 7154-3026 

〒270-0111 江戸川台東 1-251 
江戸川台児童センター 7154-3015 
西深井福祉会館 7154-3120 〒270-0107 西深井 313 
思井福祉会館・思井児童センター 7159-5666 〒270-0154 思井 79-2 
向小金福祉会館・向小金児童センター 7173-9320 〒270-0143 向小金 2-192-2 
東深井福祉会館 7155-3638 〒270-0101 東深井 498-30 
南福祉会館 7155-3160 〒270-0124 南 102-2 

十太夫福祉会館・十太夫児童センター 7154-5254 
〒270-0138 おおたかの森東 2-5-3 
（小山小学校内） 

名都借福祉会館 7144-5510 〒270-0145 名都借 274 
赤城福祉会館・赤城児童センター 7158-4545 〒270-0164 流山 8-1071 
野々下福祉会館・野々下児童センター 7145-9500 〒270-0135 野々下 2-709-3 
南流山福祉会館 7150-4320 〒270-0163 南流山 3-3-1 
平和台福祉会館 7158-4264 〒270-0157 平和台 5-45-34 
下花輪福祉会館【ほっとプラザ下花輪】 7150-4126 〒270-0174 下花輪 227 
北部高齢者趣味の家 

7152-2373 
(森の倶楽部) 

〒270-0101 東深井 989（森の倶楽部内） 
南部高齢者趣味の家 〒270-0164 流山 9-500-39 

東部高齢者趣味の家 
〒270-0145 名都借 274（名都借福祉会館
内） 

障害者福祉センター 
7155-3638 
FAX7153-3437 

〒270-0101 東深井 498-30（東深井福祉会
館内） 

児童発達支援センター【療育相談室】 
7154-4844 〒270-0113 駒木台 221-3 児童発達支援センター【幼児ことばの相

談室】 
さつき園（心身障害者福祉作業所） 7154-5188 〒270-0113 駒木台 238-1 
障害者就労支援センター 7155-6421 〒270-0113 駒木台 238-1（さつき園内） 
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県立特別支援学校流山高等学園 7148-0200 〒270-0135 野々下 2-496-1 

江戸川台ファミリーサポートセンター 7153-4151 
〒270-0111 江戸川台東 1-4 
江戸川台駅前庁舎１階 

おおたかの森ファミリーサポートセンター 7199-2282 
〒270-0138 おおたかの森東 1-2-1  
ライフガーデン流山おおたかの森３階 302 号 

◎コミュニティ施設 
第 2 コミュニティホーム 7144-4258 〒270-0135 野々下 3-797 

第 3 コミュニティホーム 7158-8465 〒270-0146 芝崎 373-3 

市民活動推進センター 7150-4355 〒270-0153 中 110（流山エルズ内） 

◎官公署 
国土交通省江戸川河川事務所運河出張所 7152-0102 〒270-0107 西深井 836 
東葛飾地域整備センター・流山区画整理事務所 7150-4500 〒270-0163 南流山 1-13 
都市再生機構千葉常磐開発部(流山) 7153-8011 〒270-0132 駒木 709-3 
北千葉広域水道企業団北千葉浄水場 7159-4231 〒270-0172 桐ケ谷 130 
流山運転免許センター 7147-2000 〒270-0144 前ケ崎 217 

◎郵便局 
流山郵便局（代） 7155-7117 〒270-0199 西初石 4-1423-1 
新川郵便局 7152-4252 〒270-0101 東深井 318 
八木郵便局 7152-4254 〒270-0113 駒木台 209-１ 
流山江戸川台郵便局 7152-4253 〒270-0111 江戸川台東 3-2 
流山松ヶ丘郵便局 7145-9743 〒270-0141 松ケ丘 1-456-10 
流山西初石郵便局 7152-4255 〒270-0121 西初石 3-104-3  
流山鰭ヶ崎郵便局 7158-1200 〒270-0161 鰭ケ崎 1307-2 
流山富士見台郵便局 7155-1258 〒270-0127 富士見台 2-2-5 
南流山郵便局 7159-7633 〒270-0163 南流山 6-7-1 
流山加台郵便局 7158-3401 〒270-0176 加 4-17-26 
流山平和台郵便局 7158-4760 〒270-0157 平和台 5-42-19 

流山おおたかの森郵便局 7156-2228 
〒270-0139 おおたかの森南 1-5-1 
流山おおたかの森 S・C ANNEX 1F 

◎警察署 
流山警察署 7159-0110 〒270-0128 おおたかの森西 3-744-4 
・流山おおたかの森駅前交番 7152-5234 〒270-0139 おおたかの森南 1-2-4 
・流山セントラルパーク駅前駐在所 7159-2565 〒270-0152 前平井 154-2 
・流山中央交番 7159-5641 〒270-0176 加 6-1579  
・江戸川台交番 7153-4093 〒270-0115 江戸川台西 2-4-2 
・初石交番 7154-2364 〒270-0114 東初石 3-94 
・東部交番 7146-0892 〒270-0144 前ケ崎 756-9 
・南流山駅前交番 7159-6211 〒270-0163 南流山 1-1-1 
・運河交番 7153-3409 〒270-0101 東深井 381 
・鰭ヶ崎駐在所 7159-2566 〒270-0155 宮園 1-1-1 

◎農協 
JA とうかつ中央 
・南流山支店 7159-7111 〒270-0163 南流山 4-3-8 
・流山支店 7159-1001 〒270-0157 平和台 3-5-1 
・八木支店 7158-2211 〒270-0135 野々下 1-307 
・十太夫支店 7152-2211 〒270-0119 おおたかの森北 3-30-4 
・新川支店 7152-3171 〒270-0116 中野久木 439 
・運河支店 7153-0121 〒270-0107 西深井 597-1 
・流山経済センター（八木支店となり） 7150-2255 〒270-0135 野々下 1-304 

◎交通機関 

JR 武蔵野線南流山駅 お問い合わせｾﾝﾀｰ 
050-2016-1600 

〒270-0163 南流山 1-25 

JR 常磐線南柏駅 〒277-0855 柏市南柏 1-1 

つくばエクスプレス南流山駅 
TX ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 
0570-000-298 

〒270-0163 南流山 2-1 

つくばエクスプレス流山セントラルパーク駅 〒270-0152 前平井 119 

つくばエクスプレス流山おおたかの森駅 〒270-0128 おおたかの森西 1-1-1 
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流鉄流山線流山駅 7158-1010 〒270-0164 流山 1-264 

東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝ運河駅 7152-4050 〒270-0101 東深井 405 

東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝ江戸川台駅 7152-9310 〒270-0111 江戸川台東 1-3 
東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝ初石駅 7154-2818 〒270-0121 西初石 3-100 
東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝ流山おおたかの森駅 7153-2277 〒270-0138 おおたかの森東 1-1-1 
東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝ豊四季駅 7143-3725 〒277-0863 柏市豊四季 159 
東武バスイースト西柏営業事務所 7144-5011 〒277-0861 柏市高田 1345 
東武バスセントラル吉川営業所 048-982-0052 〒342-0050 埼玉県吉川市栄町 698 
京成バス松戸営業所 047-362-1256 〒271-0068 松戸市古ケ崎 101 

◎市外の主な官公署 
東葛飾地域振興事務所 047-361-2111 〒271-8560 松戸市小根本７ 東葛飾合同庁舎 5 階 
松戸税務署㈹ 047-363-1171 〒271-8533 松戸市小根本 53-3 
松戸県税事務所㈹ 047-361-2112 〒271-8564 松戸市小根本 7 東葛飾合同庁舎 2 階 
千葉地方法務局松戸支局 047-363-6278 〒271-8518 松戸市岩瀬 473-18 
千葉地方裁判所松戸支部 松戸簡易裁判所 047-368-5141 〒271-8522 松戸市岩瀬無番地 
松戸健康福祉センター(松戸保健所) 047-361-2121 〒271-8562 松戸市小根本 7 
柏児童相談所 7131-7175 〒277-0831 柏市根戸 445-12 
みどり園（障害者支援施設） 7187-0511 〒270-1121 我孫子市中峠 2310 
東葛飾土木事務所 047-364-5136 〒271-0072 松戸市竹ケ花 24  
松戸年金事務所 047-345-5517 〒270-8577 松戸市新松戸 1-335-2 
ﾊﾛｰﾜｰｸ松戸(公共職業安定所)㈹ 047-367-8609 〒271-0092 松戸市松戸 1307-1 松戸ビル 3 階 
交通事故相談所東葛飾支所 047-368-8000 〒271-8560 松戸市小根本 7 東葛飾合同庁舎 4 階 
松戸公証役場 047-363-2091 〒271-0091 松戸市本町 11-5 明治安田生命松戸ビル 3 階 
柏公証役場 7166-6262 〒277-0011 柏市東上町 7-18 柏商工会議所 5 階 
柏土木事務所 7167-1201 〒277-0005 柏市柏 745 
柏労働基準監督署 7163-0245 〒277-0005 柏市柏 255-31 
関東運輸局千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所 
検査・登録・案内 050-5540-2023 〒278-0013 野田市上三ケ尾 207-22 

軽自動車検査協会千葉事務所野田支所 
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 
050-3816-3117 

〒278-0013 野田市上三ケ尾 207-26 

ウイングホール柏斎場 7131-6649 〒277-0825 柏市布施 281-1 

◎商工会議所 
流山商工会議所 7158-6111 〒270-0164 流山 2-312 

◎保育所・認定こども園・幼稚園・学童クラブ 
●公立保育所 
中野久木保育所 7152-0921 〒270-0116 中野久木 373 
平和台保育所 7158-1424 〒270-0157 平和台 2-6-3 
江戸川台保育所 7152-0611 〒270-0111 江戸川台東 3-5 
向小金保育所 7174-5217 〒270-0143 向小金 3-102-1 
東深井保育所 7154-6025 〒270-0101 東深井 177-2 
●私立保育園 
南流山そらいろ保育園（旧なかよし保
育園） 

7158-5500 〒270-0163 南流山 7-5-1 

八木北保育園 7152-0504 〒270-0113 駒木台 118-1 

松の実保育園 7145-4312 〒270-0145 名都借 464 

かやの木保育園 7159-2700 〒270-0122 大畔 198 

生活クラブ風の村わらしこ保育園流山 7150-2654 〒270-0176 加 4-12 

南流山聖華保育園 7159-3401 〒270-0163 南流山 2-29-4 

城の星保育園 7170-2111 〒270-0164 流山 9-500-42 

森の葉保育園 7138-5105 〒270-0125 上新宿芝山 111-8 

聖華いつき保育園 7158-1145 〒270-0163 南流山 1-17-4 

えどがわ森の保育園 7152-1155 〒270-0132 駒木 474 

ロータスキッズスクエア 7136-1020 
〒270-0138 おおたかの森東 1-10-３ 
ロータススクエアおおたかの森１F 

名都借みらい保育園 7170-1417 〒270-0145 名都借 289 
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●私立保育園 

おおたかの森聖華保育園 7146-0303 〒270-0134 長崎 2-24-1 

城の星おおたかの森保育園 7197-2666 〒270-0135 野々下 1-292 

えどがわ南流山保育園 7157-8855 〒270-0162 木 305 
ぽけっとランド江戸川台駅前保育園 7156-3155 〒270-0115 江戸川台西 2-3-1 

けやきの森保育園おおたかの森園 7155-8022 〒270-0119 おおたかの森北 2-8 

おおたかの森ヒルズナーサリー   
スクール 

7197-7068 
〒270-0138 おおたかの森東 1-2-１ ライ
フガーデン流山おおたかの森 301 

聖華マリン保育園 7154-5252 〒270-0119 おおたかの森北 3-9-1 

慶櫻おおたかの森保育園 7189-8900 〒270-0139 おおたかの森南 1-23-11 

暁の星保育園 7197-7756 〒270-0128 おおたかの森西 4-17-1 

南流山保育園ひびき 7199-7815 〒270-0163 南流山 6-13-4 

けやきの森保育園おおたかの森第二 7197-1880 〒270-0119 おおたかの森北 1-11-１ 

南流山ちとせ保育園 7157-6002 〒270-0162 流山 2580-1（木 B109 街区） 

南流山ナーサリースクール 7157-8300 〒270-0163 南流山 2-8-3 

アートチャイルドケア南流山保育園 7158-0123 〒270-0162 木 480（木 B67 街区 15） 

けやきの森保育園 西初石園 7156-7555 〒270-0121 西初石 4-1408-2 

ピオーネ流山保育園 7178-7311 〒270-0156  西平井 2-17-３ 

ミルキーホーム向小金園 7186-7031 〒270-0143 向小金 3-174-1 

慶櫻ハナミズキ保育園 7196-6706 〒270-0139 おおたかの森南 1-20-８ 

流山おおたかの森きらきら保育園 7157-6464 〒270-0128 おおたかの森西 1-20-1 

こころおおたかのもり保育園 7189-7191 
〒270-0138 おおたかの森東 3-15-2 ア
リエッタ ボスカート 1F 

森のまち南流山保育園 7157-9900 
〒270-0162  木 1413-1 

（木 A5-3 街区 5 画地） 

市野谷つばさ保育園 7197-4346 〒270-0137 市野谷 117-27 

流山さんぴこ保育園 7137-9645 〒270-0137 市野谷字梶内 397-1 

慶櫻市野谷保育園 7190-5302 
〒270-0137 市野谷 562 

（運 A28-1 街区 2） 

そらまめ保育園おおたかの森 7157-0346 〒270-0128 おおたかの森西 1-14-4 

流山こばと保育園 7190-5572 〒270-0138 おおたかの森東 2-12-1 

アスクおおたかの森保育園 7178-9830 
〒270-0139 おおたかの森南 3-8  
LEVEN おおたかの森 2F 

Kanade 流山セントラルパーク保育園 7199-7039 〒270-0151 後平井 170（運 B102 街区 1） 

慶櫻ゆりのき保育園 7192-7366 〒270-0119 おおたかの森北 2-27-3 

チャレンジキッズおおたかの森園本園 7157-0615 〒270-0128 おおたかの森西 1-22-1 

森のまちひなた保育園 7189-8988 〒270-0163 南流山 6-2-3 

けやきの森保育園 おおたかの森第三 7155-0700 〒270-0119 おおたかの森北 1-11-4 

Nest 南流山保育園 7150-1236 
〒270-0163 南流山 2-4-1  

ザ・サバービア 2 階 

ことのは保育園 
7189-7135 
（開設準備室） 

〒270-0128 おおたかの森西 4-20-1 
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●私立保育園 

チャレンジキッズ第二おおたかの森園 7128-8361 〒270-0128 おおたかの森西 1-22-5 

あい・あい保育園 流山おおたかの森
園 

7199-2083 
〒270-0137 市野谷 244 番地 

（運 A1-2 街区 5） 

オハナゆめ保育園 7170-0895 
〒270-0153 中 116 番地の 1 
       （運 B186-2 街区 4） 

流山さんぴこ第 2 保育園 7186-7541 
〒270-0137 市野谷３９８ 
       （運 A42 街区 11） 

森のまちはやて保育園 7186-7800 〒270-0162 木 513-1（木 A29 街区 2） 

あい・あい保育園第二流山おおたかの
森園 

03-6284-1627

（開設準備室） 

〒270-0137 市野谷 204 番地 2 
（運 A5 街区 3） 

ありす南流山保育園 
7199-8614 

（開設準備室） 

〒270-0162 大字流山 2505 番地 
（木 B88 街区 6） 

エンゼルあいりす保育園南流山 
7154-3336 

（開設準備室） 

〒270-0163 南流山 1-10-８ 
ロッシェル南流山 1-2F 

キッズラボ南流山園 
03-5955-1777

（開設準備室） 

〒270-0162 大字木 18 番地 
（木 A51 街区 4） 

きゃんばす流山おおたかの森保育園 
03-3519-7787

（開設準備室） 
〒270-0139 おおたかの森南 2-30-2 

コビープリスクールみなみながれやま 

0120-158-415 

03-6452-3891

（開設準備室） 

〒270-0154 思井 644-1 

城の星第２保育園 
7189-7135 

（開設準備室） 
〒270-0164 流山 9-500-31 

スターリーフ 
7189-7606 

（開設準備室） 

〒270-0137 市野谷 441 番地の 3 
（運 A85 街区６） 

ちゃいれっく初石保育園 
080-3532-2680

（開設準備室） 

〒270-0199 西初石 2-930 
クレフィール流山 

流山さんぴこ第３保育園 
7186-7541 

（開設準備室） 
〒270-0156 西平井 2-22-5、22-8 

森のまちあおば保育園 
7189-8988 

（開設準備室） 

〒270-0162 大字流山 2525 番地の１ 
（木 B85-1 街区 3） 

Nest おおたかの森保育園 
047-704-8347

（開設準備室） 

〒270-0199 おおたかの森北 1-6-1 
果樹園 ST-2 階 

●認定こども園  

たかさごスクールおおたかの森 7154-2448 〒270-0138 おおたかの森東 4-99-4 

たかさごスクールセントラル 7159-7473 〒270-0156 西平井三丁目２番地９ 

幼保連携型認定こども園 みやぞの
幼稚園（旧みやぞの保育園） 

7159-2954 〒270-0155 宮園 2-8-11 

●小規模保育事業所 

スターキッズ 7178-7234 〒270-0139 おおたかの森南 1-25-２ 

キッズルームアリス南流山保育園 7186-7887 〒270-0163 南流山 2-21-6 

リリィキッズルームおおたかの森駅前 7193-8041 
〒270-0128 おおたかの森西 1-6-1 レフ
ィナード 2 号室 
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●小規模保育事業所 

オハナゆめキッズハウス南流山 7197-7642 〒270-0163 南流山 4-13-8MOM-HOUSE 1F 

リリィキッズルームおおたかの森第二 7170-4031 
〒270-0138 おおたかの森東 3-38-1 け
やきロード彩どり 101 

リリィキッズルームおおたかの森第三 7128-7783 
〒270-0128 おおたかの森西 1-８-6 クオ
リスタおおたかの森１F 

エンゼルゆめの保育室南流山 7159-3373 〒270-0163 南流山 1-9-14 

エンゼルみらい保育室南流山 7157-6227 〒270-0163 南流山 1-9-14 

キッズフィールドおおたかの森園 7128-9250 
〒270-0128 おおたかの森西 2-20-6 ア
イリス 1F 

オハナゆめキッズハウスおおたかの森 7199-2093 
〒270-0128 おおたかの森西 2-10-19 ル
ピナスおおたかの森 1F 

スタービスケ 7189-7606 〒270-0119 おおたかの森北 1-26 

アルタベビーおおたかの森園 7157-0636 〒270-0139 おおたかの森南 1-6-13 

ゆずのき保育おおたかのもり園 7193-8093 〒270-0128 おおたかの森西 4-1-3 

生活クラブ虹の街小規模保育おおたか
の森 

7193-8925 〒270-0119 おおたかの森北 2-50-2 

MIRATZ 流山向小金園 7193-8158 〒270-0143 向小金 2-542-1 

アルタベビーセントラルおおたかの森
園 

7157-1972 〒270-0119 おおたかの森北 3-40-1 

キッズルームアリス南流山駅前園 7199-8614 〒270-0163 南流山 1-6-10 

エンゼルさくら保育室南流山 7150-1173 〒270-0163 南流山 4-1-16 

Nest 松ケ丘保育室 
047-704-8347
（開設準備室） 

〒270-0141 松ケ丘 5-692-28 

エンゼルつばさ保育室 
7164-3336 
（開設準備室） 

〒270-0199 おおたかの森北 1-9-10 

●病児・病後児保育施設 

わらしこ保育園流山併設病後児保育室 7150-2654 〒270-0176 加 4-12 

オハナゆめキッズハウス南流山併設病
児保育室 

7197-1344 
〒270-0163 南流山 4-13-8 
MOM-HOUSE１F 

けやきの森保育園西初石園併設病児保
育室 

7156-7555 〒270-0121 西初石 4-1408-2 

オハナゆめ保育園併設病児保育室 7197-1344 〒270-0153 中 116-1 

●送迎保育ステーション 

流山市送迎保育ステーション 
（フォレストキッズガーデン） 

7153-4123 
〒270-0138 おおたかの森東 1-2-1  
ライフガーデン流山おおたかの森 ４階 

南流山送迎保育ステーション 
（サウスキッズプラザ） 

7159-7473 
〒270-0119 南流山 4-1-14 
パティーナ南流山 1 階 

●市立幼稚園 

幼児教育支援センター附属幼稚園 7152-0353 〒270-0111 江戸川台東 3-2 

●私立幼稚園 

このはな幼稚園 7158-0264 〒270-0164 流山 2-105-2 

江戸川台ひまわり幼稚園 7152-0435 〒270-0127 富士見台 1-3-6 

神愛幼稚園 7154-1259 〒270-0119 おおたかの森北 2-58-22 

一の台幼稚園 7152-3059 〒270-0101 東深井 498-4 

平和台幼稚園 7158-5617 〒270-0157 平和台 4-62-27 
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●私立幼稚園 

八木幼稚園 7144-7790 〒270-0134 長崎 2-629 

黒川幼稚園 7145-9501 〒270-0144 前ケ崎 175 

南流山幼稚園 7159-7050 〒270-0164 流山 2526 

暁星国際流山幼稚園 7150-2014 〒270-0152 前平井 177-1 

●地域子育て支援センター 

かるがも（かやの木保育園内） 7159-2813 〒270-0122 大畔 198 

CMS おおたかの森子育て支援セン
ター 
（たかさごスクールおおたかの森分園
内） 

 

7178-3061 

〒270-0138 おおたかの森東 1-2-1 

ライフガーデン流山おおたかの森 401 

わらしこ 
（生活クラブ風の村わらしこ保育園 
流山内） 

7150-5002 〒270-0176 加 4-12 

さくらんぼルーム 
（南流山聖華保育園内） 

7159-3401 〒270-0163 南流山 2-29-4 

おひさま（城の星保育園内） 7170-2111 〒270-0164 流山 9-500-42 

いつきさくらんぼルーム 
（聖華いつき保育園内） 

7158-1145 〒270-0163 南流山 1-17-4 

ひまわり（えどがわ森の保育園内） 7152-1155 〒270-0132 駒木 474 

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 〒270-0135 野々下 1-292 

ぺんぎん（森の葉保育園内） 7152-8966 〒270-0125 上新宿 111-8 

かもめルーム 
（聖華マリン保育園内） 

7154-5252 〒270-0119 おおたかの森北 3-9-1 

子育て支援センターみんなの Fratto 
（オハナゆめ保育園内） 

7168-0827 
〒270-0153 中 116 番地の 1 

(運 B186-2 街区 4) 

●公設学童クラブ  

江戸川台小学校区第 1 江戸川台 
学童クラブ 

7154-2310 〒270-0111 江戸川台東 3-2 

江戸川台小学校区第 2・第 3 
江戸川台学童クラブ 

7154-2277 〒270-0111 江戸川台東 3-11 

東深井小学校区第 1・第 2・第 3  
もりのいえ学童クラブ 

7156-0778 〒270-0101 東深井 879-2 

西初石小学校区第 1 西初石子どもル
ーム 

7153-5100 〒270-0121 西初石 4-347 

西初石小学校区第２西初石子どもル
ーム 

7179-5190 
〒270-0122 大畔 25-1 
 

新川小学校区つくしんぼ学童クラブ 7154-2114 〒270-0116 中野久木 339 

西深井小学校区たんぽぽ学童クラブ 7155-3636 〒270-0107 西深井 67-1 

八木北小学校区第１学童クラブ 7152-2231 〒270-0131 美田 69-420 

八木北小学校区第２学童クラブ 7199-3446 〒270-0131 美田 69-420 

八木北小学校区第３学童クラブ 

7196-7904 

(指定管理者  NPO

法人でんでんむし) 

 

〒270-0131 美田 208 

小山小学校区第 1 おおたかの森 
ルーム 

7155-8077 〒270-0138 おおたかの森東 2-5-3 

小山小学校区第 2 おおたかの森 

ルーム 
7154-1131 

〒270-0138 おおたかの森東 1-12-2 

 

小山小学校区第 3・第 4 おおたかの
森ルーム 

7199-8222 〒270-0138 おおたかの森東 2-5-3 
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●公設学童クラブ 

長崎小学校区ひよどり学童クラブ 7145-4414 〒270-0134 長崎 2-565 

流山北小学校区第１ちびっこなかよ
し・第２ちびっこのびのびクラブ 

7158-7560 〒270-0176 加 1-15-2 

流山北小学校区第３ちびっこクラブ 7168-0520 〒270-0176 加 1-795-1 

流山小学校区第 1 おおぞら学童クラ
ブ 

7158-3568 〒270-0164 流山 4-451 

流山小学校区第 2 おおぞら学童クラ
ブ 

7159-1980 〒270-0164 流山 4-410-2 

流山小学校区第 3 おおぞら学童クラ
ブ 

7186-7152 〒270-0164 流山 9-500-43 

鰭ケ崎小学校区第１ひまわり学童 
クラブ 

7150-3366 〒270-0161 鰭ケ崎 7-1 

鰭ケ崎小学校区第２ひまわり学童 
クラブ 

7158-7850 〒270-0161 鰭ケ崎 7-1 

鰭ケ崎小学校区第３ひまわり学童 
クラブ 

7192-8851 〒270-0161 鰭ケ崎 7-1 

南流山小学校区第１あすなろ学童 

クラブ 
7159-7970 〒270-0162 木 487 

南流山小学校区第２あすなろ学童 

クラブ 

7159-4735 
(指定管理者 流山市
社会福祉協議会) 

〒270-0162 木 487 

八木南小学校区そよかぜ学童クラブ 7150-5797 〒270-0146 芝崎 92 

向小金小学校区第 1・第 2 学童 
クラブ 

7173-9313 〒270-0143 向小金 3-149-1 

東小学校区第１あずま学童クラブ 7146-8558 〒270-0145 名都借 854 

東小学校区第２あずま学童クラブ 7157-3565 〒270-0145 名都借 856 

おおたかの森小学校区学童クラブ 7197-7231 〒270-0128 おおたかの森西 2-13-1 

おおぐろの森小学校区学童クラブ 

03-3452-3350 

(指定管理者  

株式会社明日葉) 

〒270-0122 大畔 316-1 

●届出事業者  

チャイルドスターズ 7153-4855 〒270-0138 おおたかの森東 4-99-86 

◎小・中学校、高等学校、大学、短大、専門学校 

●小学校 

流山小学校 7158-1043 〒270-0164 流山 4-359 

八木南小学校 7158-1142 〒270-0146 芝崎 92 

八木北小学校 7152-4604 〒270-0131 美田 208 

新川小学校 7152-3004 〒270-0116 中野久木 339 

東小学校 7145-3369 〒270-0145 名都借 856 

江戸川台小学校 7152-0103 〒270-0111 江戸川台東 3-11 

東深井小学校 7153-3430 〒270-0101 東深井 879-2 

鰭ケ崎小学校 7158-5911 〒270-0161 鰭ケ崎 7-1 

向小金小学校 7174-1320 〒270-0143 向小金 3-149-1 

西初石小学校 7154-5863 〒270-0121 西初石 4-347 

小山小学校 7154-6937 〒270-0138 おおたかの森東 2-5-3  
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●小学校 

長崎小学校 7145-2111 〒270-0135 野々下 2-10-1 

流山北小学校 7159-5674 〒270-0176 加 1-795-1 

西深井小学校 7154-8655 〒270-0107 西深井 67-1 

南流山小学校 7159-2521 〒270-0162 木 487 

おおたかの森小学校  7159-7001 〒270-0128 おおたかの森西 2-13-1 

おおぐろの森小学校 7159-1900 〒270-0122 大畔 316 番地の１ 

●中学校 

南部中学校 7158-0137 〒270-0176 加 3-600-1 

常盤松中学校 7152-0842 〒270-0138 東初石 3-134 

北部中学校 7152-0036 〒270-0116 中野久木 577 

東部中学校 7144-3514 〒270-0145 名都借 865 

東深井中学校 7154-5864 〒270-0101 東深井 47 

八木中学校 7159-7461 〒270-0136 古間木 210-2 

南流山中学校 7159-2551 〒270-0164 流山 2539-1 

西初石中学校 7154-3091 〒270-0121 西初石 4-455-1 

おおたかの森中学校 7159-7002 〒270-0128 おおたかの森西 2-13-1 

●高等学校  

県立流山高等学校 7153-3161 〒270-0114 東初石 2-98 

県立流山おおたかの森高等学校 7154-3551 〒270-0122 大畔 275-5 

県立流山南高等学校 7159-1231 〒270-0164 流山 9-800-1  

県立流山北高等学校  7154-2100 〒270-0116 中野久木 7-1 

●大学、短大、専門学校 

江戸川大学 7152-0661 〒270-0198 駒木 474 

江戸川学園おおたかの森専門学校 0120-538-505 〒270-0198 駒木 474 

 


