
令和４年度　区民協働花壇一覧 更新日：令和５年２月15日

地名 〒
花
壇
No.

花壇所在地（名称） 花壇所在地（住所） 管理団体名称
面積
(㎡)

旭町 (179) 67 旭町はんの木緑地 旭町2-9-4 光が丘エコクラブ 6㎡

(178) 34 学園原っぱ公園 大泉学園町2-27-24 みどりの大泉花の会 26㎡

(178) 41 大泉さくら運動公園 大泉学園町9-4-5 越後山菜の花の会 4.4㎡

(178) 35 越後山の森緑地 大泉町1-19-40 みどりの大泉花の会 54㎡

(178) 24 大泉橋戸公園 大泉町2-9-34 弁天池花壇管理委員会 14㎡

(178) 44 大泉橋戸公園 大泉町2-9-34 かたくり福祉作業所 4㎡

(178) 23 大泉町なかよし児童遊園 大泉町3-38-49 大泉北泉町会花壇管理委員会 7㎡

(178) 61 大泉町五丁目緑地 大泉町5-17-16 緑地のおはな 33㎡

(179) 58 春日町さつき緑地 春日町2-30-17 さつき緑地クラブ 11㎡

(179) 4 春日なかよし公園 春日町2-7-16 春日なかよし公園花壇管理委員会 14㎡

(179) 22 こんにちは公園 春日町4-21-23 こんにちは公園花壇管理委員会 12㎡

(179) 31 中ノ宮竹林公園 春日町6-13-28 クモリン緑化花の会 29㎡

(177) 10 上石神井駅（北口駅前広場） 上石神井1-2-45 上石神井花壇愛好会 1.4㎡

(177) 33 さくらの辻公園 上石神井3-19-10 石神井花はなクラブ 3㎡

(179) 7 田柄川緑道 北町1-16地先、北町2-15地先 田柄川緑道(北町1,2丁目)花壇管理委員会 38㎡

(179) 65 田柄川緑道 北町3-1地先 北町中保花壇の会 12㎡

(176) 17 向山一丁目公園 向山1-13-14 向山一丁目公園花壇管理委員会 4㎡

(176) 5 向山公園 向山3-13-5 練馬みどりの会 14㎡

(176) 25 向山わんぱく公園 向山4-3-26 シルバー人材センター第３班 11㎡

栄町 (176) 15
江古田駅（地下横断歩道北口出口
横）

栄町32-2地先 花サカス 1.2㎡

(176) 14 桜台駅（北口駅前広場） 桜台1-5-1 お花・るんるん 1.4㎡

(176) 18 しいのみ公園 桜台2-49-15 桜台親和町会花壇管理委員会 4㎡

(176) 19 三丁目森公園 桜台3-39-20 桜台親和町会花壇管理委員会 2㎡

(176) 37 シダ公園 桜台5-22-19 シダとさくらの会 60㎡

下石神井 (177) 3 上久保児童遊園 下石神井6-1-18 上久保児童遊園花壇委員会 7㎡

石神井台 (177) 42 花の木憩いの森 石神井台5-14 いずみ花の会 14㎡

(177) 32 長光寺橋公園 石神井町1-1-58 石神井花はなクラブ 18㎡

(177) 16 石神井公園駅（北口歩道） 石神井町2-14-1地先 石神井ﾃｨﾝｸﾙﾃｨﾝｸﾙ管理委員会 1.6㎡

(177) 51 石神井保健相談所 石神井町7-3-28 石神井障害者地域生活支援センターういんぐ 19㎡

(177) 55 石神井町つつじ保育園 石神井町8-1-10 石神井町つつじ保育園 5㎡

(177) 56 すきま緑化 石神井町8-23-2地先 石神井町つつじ保育園 2㎡

(177) 11 武蔵関駅（南口駅前広場） 関町北2-29-1 武蔵関花壇愛好会 1.4㎡

(177) 43 関町風の道公園 関町北4-25-11 関町風の道クラブ 7㎡

(177) 36 大関山の森緑地 関町北4-33-19 大関山森もりクラブ 16㎡

関町南 (177) 1 竹のこ児童遊園 関町南1-4-36 竹のこ児童遊園花壇管理委員会 3㎡

(177) 9 練馬高野台駅（南口駅前広場） 高野台1-3-1地先 練馬・野草四季の会 2.4㎡

(177) 64 高野台ひがし公園 高野台2-21-3 パワカレ11期花咲かせ隊 4㎡

田柄 (179) 13 田柄中央児童公園 田柄4-5-2 シルバー人材センターフラワー友の会 8㎡
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地名 〒
花
壇
No.

花壇所在地（名称） 花壇所在地（住所） 管理団体名称
面積
(㎡)

土支田 (179) 68 つつじ山児童遊園 土支田1-37-1 土支田フローリストの会 10㎡

豊玉上 (176) 29 中新井公園 豊玉上2-18-1 はまぁず花の会 10㎡

(176) 49 豊玉すこやかセンター 豊玉北5-15-19 練馬区立豊玉障害者地域生活支援センターきらら 1㎡

(176) 48 生涯学習センター 豊玉北6-8-1 練馬区立豊玉障害者地域生活支援センターきらら 4㎡

豊玉中 (176) 38 豊玉さくら公園 豊玉中3-18-1 シダとさくらの会 32㎡

豊玉南 (176) 39 学田公園 豊玉南3-32-27 シダとさくらの会 2㎡

(176) 47 中村児童館 中村2-25-3 なかむらモクレンの会 9㎡

(176) 60 中村橋駅（南口駅前広場） 中村北4-2-1 中村橋フラワーステーション 18㎡

(176) 59 貫井川緑地 貫井1-23-17 貫井川なごみの小道 7㎡

(176) 21 貫井南公園 貫井3-12-1 富士見台駅花だん管理委員会 0.8㎡

(176) 20 富士見台駅（北口駅前広場） 貫井3-9地先 富士見台駅花だん管理委員会 1.6㎡

(176) 27 練馬いちょう並木緑地 練馬1-17-14 練馬グリーンクラブ 10㎡

(176) 50 平成つつじ公園 練馬1-17-6 練馬区立豊玉障害者地域生活支援センターきらら 1.5㎡

(176) 26 練馬駅（北口2階デッキ） 練馬1-3-5地先 練馬グリーンクラブ 2.4㎡

(176) 2 練馬一丁目緑道 練馬1-6～1-18 練馬区小学校PTA連合協議会OB会花壇管理委員会 8㎡

(176) 53 練馬デイサービスセンター 練馬2-24-3 練馬デイ・花の会 3㎡

(179) 62 早宮公園 早宮2-13-5 東京都立練馬工業高等学校 2㎡

(179) 63 早宮こかげ緑地 早宮4-12-8 まりーごーるどの会 7㎡

(178) 8 東大泉二丁目公園 東大泉2-11-22 東大泉二丁目公園花壇管理委員会 5㎡

(178) 57 地域子ども家庭支援センター大泉 東大泉5-35-2 練馬区立大泉障害者地域生活支援センター 3㎡

(178) 12 大泉学園駅（南口歩道橋） 東大泉5-42地先 花とみどりの会 2.4㎡

(178) 28 大泉学園駅（南口歩道橋） 東大泉5-42地先 大泉はな咲クラブ 1.6㎡

(178) 72 東大泉木もれ陽公園 東大泉6-44-8 グリーンハート.kom 9㎡

(178) 71 大泉井頭公園 東大泉7-34-1 れいわグリーンボラ 11㎡

(178) 45 石庭の森緑地 東大泉7-50-48 石庭みどり会 7㎡

(179) 46 光が丘区民センター 光が丘2-9-6 はつらつセンター光が丘 16㎡

(179) 30 夏の雲公園 光が丘3-4-1 クモリン緑化花の会 32㎡

(179) 66 わかば緑地 光が丘7-6-21 わかば会 1㎡

氷川台 (179) 40
氷川台駅（1・2番出口　都道441号線
上）

氷川台3-38-18 花のEsplanade氷川台 1.6㎡

富士見台 (177) 54 陽だまり緑地 富士見台1-22-7 富士見台特別養護老人ホーム 1.5㎡

平和台 (179) 69 平和台児童公園 平和台1-25-3 すてきな散歩みち 2㎡

南大泉 (178) 70 南大泉第二児童遊園 南大泉3-1-13 育花会 13㎡

(177) 6 たかはら公園 谷原1-18-1 たかはら公園花壇管理委員会 5㎡

(177) 52 谷原児童公園 谷原5-5-30 チャイルドフラワー谷原フレンド 3.1㎡

※ 地名五十音順

※ 地名(〒)のセルの色：〒176 練馬地区（緑色）、〒177 石神井地区（青色）、〒178 大泉地区（赤色）、〒179 光が丘地区（黄色））

※ 花壇所在地…全72か所、花壇管理団体…全61団体（令和4年12月現在）
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【地区ごとの花壇数】

地区名

旭丘 0

向山 3

小竹町 0

栄町 1

桜台 4

豊玉上 1

豊玉北 2

豊玉中 1

豊玉南 1

中村 2

中村北 0

中村南 0

貫井 3

練馬 5

羽沢 0

上石神井 2

上石神井南町 0

下石神井 1

石神井台 1

石神井町 5

関町北 3

関町東 0

関町南 1

高野台 2

立野町 0

富士見台 1

南田中 0

三原台 0

谷原 2

大泉学園町 2

大泉町 5

西大泉 0

西大泉町 0

東大泉 7

南大泉 1

旭町 1

春日町 4

北町 2

高松 0

田柄 1

土支田 1

錦 0

早宮 2

光が丘 3

氷川台 1

平和台 1

〒179 光が丘地区 16 か所

合計 72

〒177 石神井地区 18 か所

〒178 大泉地区 15 か所

地名 花壇数

〒176 練馬地区 23 か所
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