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　那須町の子どもたちは、雄大な自然に囲まれながらたくましく、そして

のびのびと育っています。その笑顔は人々を癒し、その笑い声は町に活気

と潤いを与えてくれています。

　そんな子どもたちを安心して子育てできる環境を提供し、「那須町に住

んで良かった」「那須町に住んでみたい」と思っていただけるような町にな

るよう取り組んでいるところです。

　このガイドブックは、那須町で提供している子育てに関するサービスや

施設などの情報を一冊にまとめておりますので、那須町で子育てをする際

に大変便利な冊子となっております。

　これからの那須町を担う子どもたちのため、那須町子ども・子育て支援

事業計画に掲げたスローガン「すべての子どもが輝くまち那須　～つなげ

よう未来へ～」の実現に向け、保護者、地域、行政、その他関係機関・団体等

が互いに協力しながら安心して子育てできる

環境づくりを展開してまいります。

　この那須町子育て支援ガイドブックが子育

てに関わる多くの方に活用され、子どもたちが

健やかに成長することを期待しております。

那須町長 平山幸宏

子育て支援ガイドブック

町長あいさつ
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