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（資料）施設一覧

　　※　面積は、延床面積（㎡）を小数点以下四捨五入しています。

　　※　面積が空白のものは、他の施設の面積に含まれていることを示しています。

施設名称 併設施設 備考

公用財産
庁舎
庁舎
情報公開室 940 昭和37年
石神井庁舎 5,002 昭和45年 西部土木出張所（敷地内）

練馬区役所（東庁舎） 7,820 昭和55年
練馬区職員研修所 1,140 昭和56年 旧練馬区医師会館

練馬区役所（西庁舎） 11,163 昭和58年
中村北分館 2,085 平成元年
練馬区役所（本庁舎） 44,113 平成5年

区民事務所・出張所
第六出張所 205 昭和45年 旭町地域集会所、旭町保育園

大泉北出張所 251 昭和45年 大泉北地域集会所、大泉北敬老館

第七出張所 249 昭和47年 田柄地域集会所、田柄第二保育園

大泉西出張所 271 昭和47年 南大泉地域集会所、南大泉保育園

第五出張所 324 昭和48年
土支田児童館、土支田児童館学童クラブ、
土支田保育園、土支田中央地域集会所

上石神井出張所 326 昭和48年
上石神井区民地域集会所、上石神井児童
館、上石神井児童館学童クラブ

桜台出張所 610 昭和50年 桜台地域集会所

第二出張所 361 昭和50年 早宮地域集会所

大泉区民事務所 418 昭和50年 東大泉中央地域集会所

第四出張所 365 昭和52年 春日町地域集会所

第八出張所 199 昭和53年 北町地区区民館

第三出張所 487 昭和54年 中村橋区民センター内

光が丘区民事務所 360 平成元年 光が丘区民センター内

関出張所 1,096 平成7年 関区民センター内

谷原出張所 588 平成14年

清掃事務所
練馬清掃事務所 1,932 昭和46年 豊玉リサイクルセンター 旧桜台保健相談所

石神井清掃事務所 2,402 昭和50年
練馬清掃事務所桜台分室 421 昭和53年
谷原清掃事業所 4,977 平成12年

保健相談所
豊玉保健相談所 2,709 昭和41年 豊玉すこやかセンター内 旧都税事務所

石神井保健相談所 1,693 昭和53年 石神井障害者地域生活支援センター

北保健相談所 713 昭和58年 北町福祉作業所

大泉保健相談所 899 昭和63年
光が丘保健相談所 1,674 平成元年 光が丘区民センター内

関保健相談所 982 平成17年

庁舎のその他
東部土木出張所支所 626 昭和45年
西部土木出張所 昭和45年 石神井庁舎敷地内

光が丘区民センター 6,536 平成元年
光が丘総合福祉事務所 521 平成元年 光が丘区民センター内

東部土木出張所 767 平成3年 東部公園管理事務所

東部公園管理事務所 278 平成3年 東部土木出張所

大泉総合福祉事務所 861 平成13年
大泉学園ホール、大泉学園駅北口駐車場、
大泉学園駅北口地下自転車駐車場

その他の公用施設
防災施設
谷原備蓄倉庫 150 昭和39年 谷原材料置場敷地内

大泉町備蓄倉庫 132 昭和52年
高野台備蓄倉庫 68 昭和52年 高野台運動場敷地内

春日町備蓄倉庫 145 昭和53年 春日町材料置場敷地内

栄町備蓄倉庫 75 昭和53年
南大泉備蓄倉庫 156 昭和55年 南大泉材料置場敷地内

関町北備蓄倉庫 105 昭和56年 関町北小学校敷地内

北町備蓄倉庫 123 昭和57年 北町中学校敷地内

練馬備蓄倉庫 146 昭和58年 練馬文化センター内

関町南備蓄倉庫 138 昭和59年 石神井西中学校敷地内

豊玉小学校防災備蓄倉庫 25 昭和60年
光が丘備蓄倉庫 210 平成元年 光が丘区民センター内

練馬区消防施設（練馬三丁目） 68 平成3年
大泉東小学校防災備蓄倉庫 15 平成10年
大泉南小学校防災備蓄倉庫 30 平成11年
旧光が丘第三小学校防災備蓄倉庫 30 平成12年

面積 建築年度
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（資料）施設一覧

施設名称 併設施設 備考面積 建築年度

上石神井小学校防災備蓄倉庫 15 平成12年
旭町小学校防災備蓄倉庫 30 平成12年
大泉学園緑小学校防災備蓄倉庫 30 平成12年
田柄中学校防災備蓄倉庫 30 平成12年
田柄第二小学校防災備蓄倉庫 30 平成13年
上石神井北小学校防災備蓄倉庫 30 平成13年
関町小学校防災備蓄倉庫 32 平成13年
大泉小学校防災備蓄倉庫 30 平成13年
小竹小学校防災備蓄倉庫 30 平成14年
中村西小学校防災備蓄倉庫 30 平成14年
早宮小学校防災備蓄倉庫 30 平成14年
南町小学校防災備蓄倉庫 26 平成14年
高松小学校防災備蓄倉庫 30 平成14年
光が丘夏の雲小学校防災備蓄倉庫 30 平成14年
北原小学校防災備蓄倉庫 15 平成14年
旭丘中学校防災備蓄倉庫 30 平成14年
開進第四小学校防災備蓄倉庫 30 平成15年
春日小学校防災備蓄倉庫 15 平成15年
大泉第三小学校防災備蓄倉庫 30 平成15年
大泉西小学校防災備蓄倉庫 15 平成15年
大泉北小学校防災備蓄倉庫 30 平成15年
開進第一中学校防災備蓄倉庫 34 平成15年
開進第四中学校防災備蓄倉庫 30 平成15年
石神井東中学校防災備蓄倉庫 15 平成15年
大泉学園中学校防災備蓄倉庫 30 平成15年
練馬小学校防災備蓄倉庫 30 平成16年
練馬東小学校防災備蓄倉庫 30 平成16年
開進第三中学校防災備蓄倉庫 15 平成16年
光が丘第一中学校防災備蓄倉庫 15 平成16年
光が丘第四中学校防災備蓄倉庫 30 平成16年
豊玉第二中学校防災備蓄倉庫 30 平成17年
橋戸小学校防災備蓄倉庫 15 平成17年
南が丘中学校防災備蓄倉庫 15 平成17年
中村小学校防災備蓄倉庫 30 平成17年
豊渓小学校防災備蓄倉庫 15 平成17年
大泉第六小学校防災備蓄倉庫 30 平成17年
練馬中学校防災備蓄倉庫 27 平成18年
大泉西中学校防災備蓄倉庫 30 平成18年
石神井東小学校防災備蓄倉庫 30 平成18年
旭丘小学校防災備蓄倉庫 15 平成18年
八坂小学校防災備蓄倉庫 15 平成19年
練馬東中学校防災備蓄倉庫 27 平成19年
大泉第二小学校防災備蓄倉庫 30 平成19年
石神井南中学校防災備蓄倉庫 27 平成19年
開進第二小学校防災備蓄倉庫 15 平成20年
光が丘四季の香小学校防災備蓄倉庫 29 平成20年
富士見台小学校防災備蓄倉庫 29 平成20年
田柄小学校防災備蓄倉庫 28 平成21年
光が丘春の風小学校防災備蓄倉庫 68 平成21年
大泉学園桜中学校防災備蓄倉庫 30 平成21年
石神井台小学校防災備蓄倉庫 30 平成21年
立野小学校防災備蓄倉庫 30 平成22年
豊玉南小学校防災備蓄倉庫 50 平成22年
大泉学園小学校防災備蓄倉庫 30 平成22年
八坂中学校防災備蓄倉庫 30 平成22年

材料置場
羽沢材料置場 99 昭和38年
谷原材料置場 303 昭和39年
春日町材料置場 36 昭和53年
南大泉材料置場 49 平成3年

その他の公用施設のその他
石神井南中学校大気汚染測定室 9 昭和47年
北町小学校大気汚染測定室 4 昭和58年
石神井西小学校大気汚染測定室 4 昭和58年
大泉北小学校大気汚染測定室 3 昭和59年
大泉町三丁目大気汚染騒音測定室 5 平成6年
田柄ストックヤード 131 平成7年
田柄第二ストックヤード 81 平成7年
大泉倉庫 178 平成7年
練馬豊玉中職員寮 369 平成8年
谷原交差点大気汚染測定室 3 平成17年
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（資料）施設一覧

施設名称 併設施設 備考面積 建築年度

高松一丁目大気汚染測定室 3 平成19年
くすのき緑地大気汚染測定室 3 平成20年
長光寺橋公園大気汚染測定室 3 平成20年
大泉町四丁目大気汚染騒音測定室 5 平成22年

公共用財産
区民館等施設
区民館
光が丘区民ホール 950 平成元年 光が丘区民センター内

関区民ホール 1,323 平成7年 関区民センター内

地区区民館
豊玉北地区区民館 678 昭和52年 豊玉北地区区民館学童クラブ

桜台地区区民館 845 昭和53年
桜台第二保育園、
桜台地区区民館学童クラブ

高松地区区民館 561 昭和53年 高松保育園、高松地区区民館学童クラブ

北町地区区民館 1,040 昭和53年 第八出張所

貫井地区区民館 1,289 昭和54年 中村橋区民センター内

早宮地区区民館 916 昭和54年

下石神井地区区民館 835 昭和54年
下石神井第三保育園、
下石神井地区区民館学童クラブ

氷川台地区区民館 978 昭和55年
氷川台第二保育園、
氷川台地区区民館学童クラブ

北町第二地区区民館 1,108 昭和55年 北町第二地区区民館学童クラブ

富士見台地区区民館 1,030 昭和55年 富士見台こぶし保育園

大泉学園地区区民館 905 昭和55年
大泉学園保育園、
大泉学園地区区民館学童クラブ

北大泉地区区民館 1,028 昭和57年 北大泉地区区民館学童クラブ

旭町南地区区民館 3,611 昭和58年
田柄地区区民館 1,127 昭和59年 田柄地区区民館学童クラブ

東大泉地区区民館 1,444 昭和59年 東大泉地区区民館学童クラブ

西大泉地区区民館 1,051 昭和59年 西大泉地区区民館学童クラブ

春日町南地区区民館 1,026 昭和60年
関町北地区区民館 1,065 昭和60年 関町北地区区民館学童クラブ

南大泉地区区民館 1,100 昭和61年
立野地区区民館 1,070 昭和61年 立野地区区民館学童クラブ

旭町北地区区民館 1,114 平成2年
光が丘地区区民館 1,238 平成6年

地域集会所
旭町地域集会所 405 昭和45年 第六出張所、旭町保育園 旧区民館

大泉北地域集会所 309 昭和45年 大泉北出張所、大泉北敬老館 旧区民館

田柄地域集会所 420 昭和47年 第七出張所、田柄第二保育園 旧区民館

南大泉地域集会所 462 昭和47年 大泉西出張所、南大泉保育園 旧区民館

土支田中央地域集会所 420 昭和48年
第五出張所、土支田児童館、
土支田保育園、土支田児童館学童クラブ

旧区民館

上石神井区民地域集会所 341 昭和48年
上石神井出張所、上石神井児童館、
上石神井児童館学童クラブ

旧区民館

桜台地域集会所 369 昭和50年 桜台出張所 旧区民館

早宮地域集会所 329 昭和50年 第二出張所 旧区民館

東大泉中央地域集会所 382 昭和50年 大泉区民事務所 旧区民館

春日町地域集会所 424 昭和52年 第四出張所 旧区民館

石神井台地域集会所 786 昭和60年
旭丘地域集会所 389 昭和62年
南田中地域集会所 333 昭和62年
谷原地域集会所 329 昭和62年
中村地域集会所 333 昭和63年
向山地域集会所 339 平成元年
上石神井地域集会所 345 平成2年
土支田地域集会所 349 平成3年
大泉町地域集会所 359 平成3年
高野台地域集会所 351 平成5年
大泉学園町地域集会所 349 平成5年
北町地域集会所 358 平成6年
三原台地域集会所 388 平成6年
東大泉地域集会所 383 平成8年
小竹地域集会所 226 平成9年 小竹住宅

石神井台みどり地域集会所 456 平成10年
関町地域集会所 353 平成14年

その他の区民施設
文化施設
練馬文化センター 13,111 昭和58年 練馬備蓄倉庫

大泉学園ホール 1,994 平成13年
大泉総合福祉事務所、大泉学園駅北口駐車
場、大泉学園駅北口地下自転車駐車場
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（資料）施設一覧

施設名称 併設施設 備考面積 建築年度

向山庭園 － 昭和55年 改築に伴い除却

美術館 2,928 昭和60年 貫井図書館

市民農園
西大泉市民農園 83 平成4年
高松市民農園 84 平成4年
旭町市民農園 63 平成5年
南大泉市民農園 99 平成6年
谷原東市民農園 73 平成6年
谷原西市民農園 73 平成6年

アパート
北町五丁目アパート 970 昭和56年 集会室有

上石神井一丁目第二アパート 5,134 昭和60年 集会室有

下石神井二丁目アパート 1,631 昭和62年 集会室有

下石神井四丁目アパート 3,679 昭和62年 集会室有

平和台三丁目アパート 1,844 昭和63年 集会室有

平和台三丁目第二アパート 2,094 昭和63年
東大泉一丁目アパート 2,382 昭和63年 集会室有

高野台四丁目アパート 4,500 昭和63年 集会室有

関町北二丁目アパート 1,845 昭和63年 集会室有

豊玉北一丁目アパート 2,878 平成元年 集会室有

桜台六丁目アパート 2,702 平成2年 集会室有

豊玉南三丁目アパート 2,126 平成2年 集会室有

北町五丁目第二アパート 3,479 平成2年
早宮三丁目第三アパート 2,988 平成3年 集会室有

高野台三丁目アパート 3,882 平成4年 集会室有

小竹町二丁目アパート 2,998 平成4年 集会室有

東大泉二丁目アパート 5,418 平成6年 集会室有

東大泉二丁目第二アパート 5,234 平成6年 集会室有

石神井台三丁目アパート 4,942 平成6年 集会室有

練馬住宅 590 平成9年
小竹住宅 512 平成9年 小竹地域集会所

豊玉北六丁目アパート 1,177 平成21年 豊玉第二保育園

駐車場・集積場
地下鉄赤塚駅南自転車駐車場 830 昭和63年
中村自転車集積所 167 平成元年
石神井公園駅北自転車駐車場 872 平成3年
光が丘自転車駐車場 1,971 平成3年
豊島園駅東自転車駐車場 100 平成4年
練馬タウンサイクル 708 平成4年
東武練馬タウンサイクル 9 平成4年
石神井公園駅北第二自転車駐車場 689 平成5年
上石神井自転車駐車場 552 平成5年 上石神井タウンサイクル

上石神井タウンサイクル 225 平成5年 上石神井自転車駐車場

石神井台自転車集積所 31 平成5年
石神井南自転車駐車場 1,098 平成6年 石神井公園タウンサイクル

石神井公園タウンサイクル 552 平成6年 石神井南自転車駐車場

南大泉自転車駐車場 1,699 平成6年
練馬春日町タウンサイクル 204 平成8年
平和台自転車集積所 48 平成9年
江古田駅自転車駐車場 1,335 平成11年

大泉学園駅北口駐車場 614 平成13年
大泉学園ホール、大泉総合福祉事務所、
大泉学園駅北口地下自転車駐車場

大泉学園駅北口地下自転車駐車場 1,445 平成13年
大泉学園ホール、大泉総合福祉事務所、
大泉学園駅北口駐車場

石神井公園駅北口駐車場 8,411 平成14年 石神井公園区民交流センター

大泉学園駅南口駐車場 5,371 平成14年
大泉学園駅南口地下自転車駐車場、
大泉学園駅南口タウンサイクル

大泉学園駅南口地下自転車駐車場 739 平成14年
大泉学園駅南口駐車場、
大泉学園駅南口タウンサイクル

大泉学園駅南口タウンサイクル 598 平成14年
大泉学園駅南口地下自転車駐車場、
大泉学園駅南口駐車場

大泉学園駅南第二自転車駐車場 720 平成14年
富士見台自転車集積所 47 平成17年
大泉学園駅北第三自転車駐車場 1,782 平成19年
練馬高野台駅南自転車駐車場 5 平成23年

リサイクル施設
関町リサイクルセンター 810 昭和46年 旧関出張所

豊玉リサイクルセンター 717 昭和46年 練馬清掃事務所 旧桜台保健相談所

(仮)資源循環センター光が丘保管所 400 平成4年
春日町リサイクルセンター 837 平成14年
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（資料）施設一覧

施設名称 併設施設 備考面積 建築年度

練馬区資源循環センター 1,940 平成22年

その他の区民施設のその他
東京中高年齢労働者福祉センター 2,471 昭和56年
勤労福祉会館 2,077 昭和60年
生涯学習センター 2,984 昭和60年 練馬図書館

文化交流ひろば 1,199 昭和61年 こども発達支援センター
旧光が丘第五小学校
平成25年４月開設予定

男女共同参画センター 1,676 昭和62年
石神井町つつじ保育園、
石神井町学童クラブ

石神井公園区民交流センター 2,101 平成14年 石神井公園駅北口駐車場

石神井公園ふるさと文化館 3,475 平成21年 石神井プール

保育所等施設
児童館

栄町児童館 420 昭和46年
栄町保育園、栄町敬老館、
栄町児童館学童クラブ

石神井児童館 458 昭和47年 石神井敬老館、石神井児童館学童クラブ

北大泉児童館 471 昭和47年
北大泉保育園、
子育てのひろば北大泉児童館ぴよぴよ

光が丘児童館 401 昭和48年 子育てのひろば光が丘児童館ぴよぴよ

上石神井児童館 509 昭和48年
上石神井出張所、上石神井区民地域集会
所、上石神井児童館学童クラブ

土支田児童館 462 昭和48年
第五出張所、土支田中央地域集会所、
土支田保育園、土支田児童館学童クラブ

春日町児童館 550 昭和48年 春日町敬老館、春日町児童館学童クラブ

中村児童館 717 昭和49年
中村敬老館、中村児童館学童クラブ、
中村児童館第二学童クラブ

南田中児童館 692 昭和49年 南田中敬老館、南田中児童館学童クラブ

北町児童館 493 昭和49年 北町第二保育園、北町児童館学童クラブ

関町児童館 530 昭和50年 関町児童館学童クラブ

東大泉児童館 708 昭和50年
東大泉敬老館、東大泉第二保育園、
東大泉児童館学童クラブ、
東大泉児童館第二学童クラブ

石神井台児童館 537 昭和52年
石神井台保育園、石神井台敬老館、
石神井台児童館学童クラブ

西大泉児童館 374 昭和52年 西大泉保育園、西大泉敬老館

三原台児童館 525 昭和53年
三原台温水プール、三原台敬老館、
三原台児童館学童クラブ

光が丘なかよし児童館 765 平成元年 光が丘区民センター内

平和台児童館 708 平成13年 平和台保育園、平和台児童館学童クラブ

学童クラブ
練馬第二小学童クラブ 昭和39年 校舎内

大泉小学童クラブ 昭和39年 校舎内

北町小学童クラブ 昭和40年 校舎内

旭町小学童クラブ 昭和40年 校舎内

仲町小学童クラブ 昭和43年 校舎内

栄町児童館学童クラブ 昭和46年 栄町児童館、栄町保育園、栄町敬老館

開進第四小学童クラブ 127 昭和47年 校舎内（一部平屋建て）

石神井児童館学童クラブ 昭和47年 石神井児童館、石神井敬老館

開進第四小第二学童クラブ 昭和47年 校舎内

上石神井児童館学童クラブ 昭和48年
上石神井出張所、上石神井区民地域集会
所、上石神井児童館

土支田児童館学童クラブ 昭和48年
第五出張所、土支田中央地域集会所、
土支田児童館、土支田保育園

大泉第三小学童クラブ 77 昭和48年
春日町児童館学童クラブ 昭和48年 春日町児童館、春日町敬老館

中村児童館学童クラブ 昭和49年
中村児童館、中村敬老館、
中村児童館第二学童クラブ

中村児童館第二学童クラブ 昭和49年
中村児童館、中村敬老館、
中村児童館学童クラブ

南田中児童館学童クラブ 昭和49年 南田中児童館、南田中敬老館

北町児童館学童クラブ 昭和49年 北町児童館、北町第二保育園

関町児童館学童クラブ 昭和50年 関町児童館

東大泉児童館学童クラブ 昭和50年
東大泉児童館、東大泉敬老館、東大泉第二
保育園、東大泉児童館第二学童クラブ

東大泉児童館第二学童クラブ 昭和50年
東大泉児童館、東大泉敬老館、東大泉第二
保育園、東大泉児童館学童クラブ

谷原小学童クラブ 84 昭和51年
大泉西小学童クラブ 90 昭和52年
豊玉北地区区民館学童クラブ 昭和52年 豊玉北地区区民館

石神井台児童館学童クラブ 昭和52年
石神井台児童館、石神井台保育園、
石神井台敬老館

南が丘小学童クラブ 73 昭和53年

5



（資料）施設一覧

施設名称 併設施設 備考面積 建築年度

桜台地区区民館学童クラブ 昭和53年 桜台地区区民館、桜台第二保育園

高松地区区民館学童クラブ 昭和53年 高松地区区民館、高松保育園

三原台児童館学童クラブ 昭和53年
三原台温水プール、三原台敬老館、
三原台児童館

大泉学園緑小学童クラブ 昭和53年 校舎内

貫井地区区民館学童クラブ 昭和54年 中村橋区民センター内

下石神井地区区民館学童クラブ 昭和54年
下石神井地区区民館、
下石神井第三保育園

氷川台地区区民館学童クラブ 昭和55年 氷川台地区区民館、氷川台第二保育園

北町第二地区区民館学童クラブ 昭和55年 北町第二地区区民館

大泉学園地区区民館学童クラブ 昭和55年 大泉学園地区区民館、大泉学園保育園

石神井台けやき学童クラブ 170 昭和56年 石神井台第二保育園

関町北学童クラブ 93 昭和57年 関町第三保育園

北大泉地区区民館学童クラブ 昭和57年 北大泉地区区民館

開進第三小学童クラブ 昭和57年 校舎内

大泉第六小学童クラブ 225 昭和57年
練馬東小学童クラブ 82 昭和58年
光が丘コスモス学童クラブ 160 昭和59年
田柄地区区民館学童クラブ 昭和59年 田柄地区区民館

東大泉地区区民館学童クラブ 昭和59年 東大泉地区区民館

西大泉地区区民館学童クラブ 昭和59年 西大泉地区区民館

石神井小学童クラブ 120 昭和60年
光が丘たんぽぽ学童クラブ 149 昭和60年 休室中

光が丘あさがお学童クラブ 151 昭和60年
関町北地区区民館学童クラブ 昭和60年 関町北地区区民館

早宮さくら学童クラブ 116 昭和61年 早宮保育園

豊玉第二小学童クラブ 81 昭和61年
開進第二小学童クラブ 69 昭和61年
光が丘どんぐり学童クラブ 202 昭和61年
光が丘コスモス第二学童クラブ 160 昭和61年 休室中

立野地区区民館学童クラブ 昭和61年 立野地区区民館

光が丘つくし学童クラブ 149 昭和61年

石神井町学童クラブ 146 昭和62年
男女共同参画センター、
石神井町つつじ保育園

光が丘なでしこ学童クラブ 152 昭和62年 休室中

光が丘すずらん学童クラブ 152 昭和62年
光が丘すみれ学童クラブ 217 昭和63年
光が丘第八小学童クラブ 125 平成元年
光が丘しいのき学童クラブ 162 平成2年
石神井東小学童クラブ 101 平成5年
厚生文化会館学童クラブ 平成5年 厚生文化会館

光が丘ひまわり学童クラブ 123 平成6年 休室中

泉新小学童クラブ 142 平成9年
豊玉学童クラブ 136 平成10年 母子生活支援施設

大泉東小学童クラブ 228 平成10年 大泉東小第二学童クラブ

大泉東小第二学童クラブ 平成10年 大泉東小学童クラブ

練馬小学童クラブ 145 平成11年
開進第一小学童クラブ 119 平成12年
中村小学童クラブ 138 平成12年
富士見台小学童クラブ 138 平成13年
石神井小第二学童クラブ 126 平成13年
早宮小学童クラブ 81 平成13年
平和台児童館学童クラブ 平成13年 平和台児童館、平和台保育園

八坂小学童クラブ 140 平成14年
北原小学童クラブ 154 平成15年
向山小学童クラブ 161 平成16年
谷原あおぞら学童クラブ 221 平成17年 障害者地域活動支援センター

石神井西小学童クラブ 151 平成18年
豊玉小学童クラブ 143 平成18年
大泉第二小学童クラブ 159 平成18年
北町西小学童クラブ 156 平成19年
大泉北小学童クラブ 227 平成21年 大泉北小・学校応援団ひろば室

春日小学童クラブ 157 平成21年 春日小・学校応援団ひろば室

中村西小学童クラブ 159 平成21年
石神井台小学童クラブ 297 平成21年 石神井台小・学校応援団ひろば室

富士見台小第二学童クラブ 173 平成22年 富士見台小・学校応援団ひろば室

田柄第二小学童クラブ 215 平成22年 田柄第二小・学校応援団ひろば室

高松小学童クラブ 358 平成22年 高松小・学校応援団ひろば室

関町小学童クラブ 225 平成22年 関町小・学校応援団ひろば室

豊玉南小学童クラブ 平成22年 校舎内
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施設名称 併設施設 備考面積 建築年度

田柄小学童クラブ 393 平成23年
田柄小第二学童クラブ、
田柄小・学校応援団ひろば室

田柄小第二学童クラブ 平成23年
田柄小学童クラブ、
田柄小・学校応援団ひろば室

大泉学園小学童クラブ 370 平成24年 大泉学園小・学校応援団ひろば室

上石神井学童クラブ 238 平成24年

保育園
東大泉保育園 316 昭和38年
桜台保育園 387 昭和41年
谷原保育園 389 昭和41年
上石神井保育園 316 昭和41年
田柄保育園 372 昭和42年
上石神井第二保育園 ― 昭和42年 改築に伴い除却

春日町第二保育園 400 昭和43年
貫井保育園 399 昭和43年
南田中第二保育園 407 昭和43年
南田中保育園 332 昭和43年
氷川台保育園 474 昭和44年
関町第二保育園 485 昭和44年
上石神井第三保育園 407 昭和44年
豊玉第三保育園 ― 昭和45年 改築に伴い除却

旭町保育園 618 昭和45年 第六出張所、旭町地域集会所

栄町保育園 743 昭和46年
栄町児童館、栄町敬老館、
栄町児童館学童クラブ

関町保育園 648 昭和46年
田柄第二保育園 634 昭和47年 第七出張所、田柄地域集会所

南大泉保育園 680 昭和47年 大泉西出張所、南大泉地域集会所

北大泉保育園 605 昭和47年
北大泉児童館、
子育てのひろば北大泉児童館ぴよぴよ

光が丘保育園 613 昭和48年

土支田保育園 651 昭和48年
第五出張所、土支田中央地域集会所、
土支田児童館、土支田児童館学童クラブ

北町第二保育園 746 昭和49年 北町児童館、北町児童館学童クラブ

向山保育園 1,090 昭和50年

東大泉第二保育園 1,167 昭和50年
東大泉児童館、東大泉敬老館、
東大泉児童館学童クラブ、
東大泉児童館第二学童クラブ

石神井台保育園 727 昭和52年
石神井台児童館、石神井台敬老館、
石神井台児童館学童クラブ

西大泉保育園 585 昭和52年 西大泉児童館、西大泉敬老館

高松保育園 717 昭和53年
高松地区区民館、
高松地区区民館学童クラブ

桜台第二保育園 755 昭和53年
桜台地区区民館、
桜台地区区民館学童クラブ

下石神井第三保育園 769 昭和54年
下石神井地区区民館、
下石神井地区区民館学童クラブ

春日町第三保育園 606 昭和54年
富士見台こぶし保育園 407 昭和55年 富士見台地区区民館

氷川台第二保育園 775 昭和55年
氷川台地区区民館、
氷川台地区区民館学童クラブ

大泉学園保育園 768 昭和55年
大泉学園地区区民館、
大泉学園地区区民館学童クラブ

豊玉第四保育園 558 昭和55年
石神井台第二保育園 739 昭和56年 石神井台けやき学童クラブ

関町第三保育園 779 昭和57年 関町北学童クラブ

豊玉保育園 680 昭和58年
旭町第二保育園 784 昭和58年
光が丘第二保育園 760 昭和58年
光が丘第三保育園 827 昭和59年
光が丘第四保育園 789 昭和59年
光が丘第五保育園 867 昭和60年
光が丘第六保育園 875 昭和60年
貫井第二保育園 783 昭和60年
早宮保育園 749 昭和61年 早宮さくら学童クラブ

光が丘第七保育園 834 昭和61年

石神井町つつじ保育園 899 昭和62年
男女共同参画センター、
石神井町学童クラブ

春日町保育園 749 昭和62年
光が丘第八保育園 911 昭和62年
光が丘第九保育園 847 昭和63年
光が丘第十保育園 894 平成元年
光が丘第十一保育園 866 平成元年
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施設名称 併設施設 備考面積 建築年度

練馬保育園 762 平成2年
高野台保育園 990 平成6年
石神井町さくら保育園 851 平成11年
平和台保育園 826 平成13年 平和台児童館、平和台児童館学童クラブ

北町保育園 602 平成14年
東大泉第三保育園 495 平成18年
豊玉第二保育園 1,065 平成21年 豊玉北六丁目アパート

保育所等施設のその他

練馬子ども家庭支援センター分室 161 昭和39年
子育てのひろば練馬ぴよぴよ、
練馬区ファミリーサポートセンター

旧区民相談所

子育てのひろば練馬ぴよぴよ 55 昭和39年
練馬子ども家庭支援センター分室、
練馬区ファミリーサポートセンター

旧区民相談所

練馬区ファミリーサポートセンター 55 昭和39年
練馬子ども家庭支援センター分室、
子育てのひろば練馬ぴよぴよ

旧区民相談所

子育てのひろば北大泉児童館ぴよぴよ 昭和47年 北大泉児童館、北大泉保育園

子育てのひろば光が丘児童館ぴよぴよ 昭和48年 光が丘児童館

関子ども家庭支援センター 165 昭和57年
総合教育センター分室関教育相談室、
子育てのひろば関ぴよぴよ

旧関保健相談所

子育てのひろば関ぴよぴよ 92 昭和57年
関子ども家庭支援センター、
総合教育センター分室関教育相談室

旧関保健相談所

病児・病後児保育センター 139 昭和58年
練馬区医師会病児保育セン
ターぱるむ光が丘

旧子育てのひろば光が丘ぴよぴよ 210 昭和63年 休室中

光が丘子ども家庭支援センター 189 平成元年 光が丘区民センター内

子育てのひろば光が丘ぴよぴよ 95 平成元年 光が丘区民センター内

母子生活支援施設 1,594 平成10年 豊玉学童クラブ

大泉第一小学校内保育所 248 平成12年 マーガレット保育園分園

旭丘中学校内保育所 405 平成12年 神の教会保育園分園

上石神井北小学校内保育所 264 平成15年 大泉にじのいろ保育園分園

大泉子ども家庭支援センター 408 平成22年
大泉障害者地域生活支援センター、
子育てのひろば大泉ぴよぴよ

子育てのひろば大泉ぴよぴよ 99 平成22年
大泉子ども家庭支援センター、
大泉障害者地域生活支援センター

その他の福祉施設
高齢者センター・デイサービスセンター
練馬中学校デイサービスセンター 204 昭和45年 練馬中学校敷地内

光が丘高齢者センター 959 平成元年 光が丘区民センター内
光が丘デイサービスセンター
含む

関高齢者センター 1,227 平成7年 関区民センター内

東大泉デイサービスセンター 559 平成8年
練馬デイサービスセンター 590 平成8年
錦デイサービスセンター 567 平成9年

大泉ケアハウス 8,203 平成11年
大泉特別養護老人ホーム、
大泉デイサービスセンター
含む

高野台デイサービスセンター 588 平成13年
豊玉高齢者センター 1,243 平成16年

敬老館
高野台敬老館 207 昭和42年 総合教育センター

大泉北敬老館 264 昭和45年 大泉北出張所、大泉北地域集会所

栄町敬老館 218 昭和46年
栄町児童館、栄町保育園、
栄町児童館学童クラブ

石神井敬老館 304 昭和47年 石神井児童館、石神井児童館学童クラブ

春日町敬老館 359 昭和48年 春日町児童館、春日町児童館学童クラブ

中村敬老館 458 昭和49年
中村児童館、中村児童館学童クラブ、
中村児童館第二学童クラブ

南田中敬老館 446 昭和49年 南田中児童館、南田中児童館学童クラブ

東大泉敬老館 331 昭和50年
東大泉児童館、東大泉第二保育園、
東大泉児童館学童クラブ・第二学童クラブ

石神井台敬老館 376 昭和52年
石神井台児童館、石神井台保育園、
石神井台児童館学童クラブ

西大泉敬老館 298 昭和52年 西大泉児童館、西大泉保育園

三原台敬老館 528 昭和53年
三原台温水プール、三原台児童館、
三原台児童館学童クラブ

福祉園
石神井町福祉園 516 昭和45年
氷川台福祉園 1,501 昭和58年
関町福祉園 1,078 昭和60年
光が丘福祉園 959 昭和62年
大泉町福祉園 1,492 平成3年
大泉学園町福祉園 1,800 平成8年
貫井福祉園 1,348 平成15年 貫井福祉工房
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施設名称 併設施設 備考面積 建築年度

作業室・作業所
東大泉作業所 342 昭和36年 ねりま第二事業所

白百合福祉作業所 532 昭和57年
北町福祉作業所 785 昭和58年 北保健相談所

精神障害者通所訓練室 201 昭和62年 ワークショップ石神井

中村作業所 346 平成元年 松の実事業所

富士見台作業所 497 平成3年 山彦作業所

かたくり福祉作業所 1,009 平成4年
大泉福祉作業所 1,170 平成6年 大泉つつじ荘

練馬作業所 522 平成11年 たんぽぽ

豊玉作業所 522 平成11年 ねりま事業所

その他の福祉施設のその他
豊玉障害者地域生活支援センター 259 昭和41年 豊玉すこやかセンター内 旧都税事務所

石神井障害者地域生活支援センター 194 昭和53年 石神井保健相談所

心身障害者福祉センター 2,998 昭和54年 中村橋区民センター内

こども発達支援センター 2,803 昭和61年 文化交流ひろば
旧光が丘第五小学校
平成25年１月開設

心身障害者福祉集会所 657 平成元年 光が丘区民センター内

光が丘障害者地域生活支援センター 124 平成元年 光が丘区民センター内

光が丘在宅介護支援センター 24 平成元年 光が丘区民センター内

厚生文化会館 1,670 平成5年 厚生文化会館学童クラブ

大泉つつじ荘 870 平成6年 大泉福祉作業所

練馬区障害者就労支援室 67 平成10年 こぶし事業所

貫井福祉工房 356 平成15年 貫井福祉園

障害者地域活動支援センター 346 平成17年 谷原あおぞら学童クラブ

大泉障害者地域生活支援センター 299 平成22年
大泉子ども家庭支援センター、
子育てのひろば大泉ぴよぴよ

しらゆり荘 896 平成24年

公園等施設
公園
大泉交通公園 130 昭和51年
武蔵関公園 214 昭和54年
花とみどりの相談所 1,451 昭和62年
土支田農業公園 126 平成5年
牧野記念庭園 388 平成22年
中村かしわ公園 66 平成23年

公園等施設のその他
（仮）練馬総合運動場 330 昭和46年
（仮）日本銀行石神井運動場跡地公園 2,160 昭和61年

学校
小学校
小竹小学校 5,371 昭和34年
向山小学校 5,952 昭和34年
上石神井北小学校 6,154 昭和34年
練馬東小学校 6,661 昭和35年
関町北小学校 6,967 昭和35年
石神井小学校 6,614 昭和36年
中村西小学校 5,173 昭和37年
豊渓小学校 6,232 昭和37年
立野小学校 5,441 昭和37年
開進第二小学校 5,745 昭和38年
開進第一小学校 6,827 昭和38年
練馬小学校 6,003 昭和38年
大泉東小学校 7,088 昭和38年
豊玉第二小学校 4,885 昭和39年
練馬第二小学校 6,595 昭和39年 練馬第二小学童クラブ

大泉小学校 6,529 昭和39年 大泉小学童クラブ

大泉第二小学校 6,725 昭和39年
旭丘小学校 6,572 昭和40年
豊玉東小学校 5,898 昭和40年
北町小学校 7,413 昭和40年 北町小学童クラブ

中村小学校 6,946 昭和40年
旭町小学校 5,981 昭和40年 旭町小学童クラブ

関町小学校 6,938 昭和40年
大泉第一小学校 6,129 昭和40年
大泉第三小学校 7,072 昭和40年
田柄小学校 6,341 昭和41年
石神井東小学校 5,994 昭和41年
大泉南小学校 6,265 昭和41年
北町西小学校 6,911 昭和42年
大泉第四小学校 6,276 昭和42年
仲町小学校 6,045 昭和43年 仲町小学童クラブ

高松小学校 6,240 昭和43年
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南田中小学校 6,395 昭和43年
上石神井小学校 6,370 昭和43年
大泉学園小学校 5,880 昭和43年
泉新小学校 4,702 昭和44年
田柄第二小学校 6,617 昭和45年
石神井西小学校 5,126 昭和45年
大泉第六小学校 4,937 昭和45年
豊玉小学校 5,868 昭和46年
南町小学校 5,811 昭和46年
八坂小学校 5,339 昭和46年
下石神井小学校 5,348 昭和46年

開進第四小学校 5,833 昭和47年
開進第四小学童クラブ、
開進第四小第二学童クラブ

富士見台小学校 4,850 昭和48年
大泉西小学校 5,717 昭和49年
大泉北小学校 5,659 昭和49年
練馬第三小学校 6,700 昭和51年
南が丘小学校 4,744 昭和51年
早宮小学校 5,596 昭和52年
光が丘秋の陽小学校 5,695 昭和52年
石神井台小学校 5,293 昭和52年
橋戸小学校 5,392 昭和52年
大泉学園緑小学校 5,301 昭和53年 大泉学園緑小学童クラブ

北原小学校 5,469 昭和54年
大泉学園桜小学校 4,808 昭和55年 小中一貫教育校　大泉桜学園

春日小学校 4,658 昭和56年
開進第三小学校 6,961 昭和57年 開進第三小学童クラブ

光が丘四季の香小学校 6,119 昭和58年
光が丘春の風小学校 6,324 昭和59年
光が丘第八小学校 6,246 平成元年
光が丘夏の雲小学校 7,398 平成2年
光和小学校 9,438 平成16年
豊玉南小学校 7,783 平成22年 豊玉南小学童クラブ

谷原小学校 8,593 平成24年
平成24年11月新校舎棟竣工
面積に旧校舎棟は含まず

中学校
豊玉第二中学校 5,815 昭和35年
田柄中学校 7,322 昭和35年
開進第四中学校 6,850 昭和36年
石神井南中学校 6,075 昭和36年
開進第三中学校 6,505 昭和37年
上石神井中学校 6,971 昭和37年
大泉学園中学校 6,650 昭和37年
旭丘中学校 7,111 昭和38年
貫井中学校 7,686 昭和38年
大泉中学校 10,962 昭和39年
豊玉中学校 6,454 昭和40年
石神井西中学校 8,491 昭和40年
開進第二中学校 7,456 昭和41年
豊渓中学校 5,310 昭和41年
石神井中学校 8,409 昭和41年
開進第一中学校 8,051 昭和43年
練馬中学校 7,902 昭和45年
中村中学校 7,624 昭和46年
北町中学校 7,670 昭和47年
八坂中学校 6,451 昭和47年
大泉第二中学校 7,469 昭和47年
練馬東中学校 7,018 昭和48年
大泉西中学校 6,157 昭和48年
関中学校 7,263 昭和50年
谷原中学校 6,801 昭和52年
石神井東中学校 7,110 昭和53年
三原台中学校 6,333 昭和53年
大泉北中学校 6,142 昭和53年
南が丘中学校 6,706 昭和54年
大泉学園桜中学校 5,181 昭和56年 小中一貫教育校　大泉桜学園

光が丘第一中学校 6,590 昭和59年
光が丘第四中学校 6,829 昭和59年
光が丘第二中学校 6,765 昭和62年
光が丘第三中学校 8,617 昭和63年

幼稚園
北大泉幼稚園 931 昭和50年
光が丘あかね幼稚園 974 昭和60年
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光が丘むらさき幼稚園 979 昭和61年
光が丘わかば幼稚園 1,263 昭和63年
光が丘さくら幼稚園 1,079 平成元年

校外施設等
校外施設
下田学園 3,041 昭和41年 閉鎖中

その他の教育施設
体育施設
総合体育館 6,003 昭和47年
石神井プール 61 昭和49年 石神井公園ふるさと文化館

北大泉野球場 119 昭和52年
大泉学園少年野球場 12 昭和52年

三原台温水プール 1,659 昭和53年
三原台敬老館、三原台児童館、
三原台児童館学童クラブ

学田公園野球場 59 昭和54年
豊玉中公園庭球場 58 昭和56年
桜台体育館 1,360 昭和57年 開進第三中学校敷地内

高野台運動場 133 昭和58年
東台野球場 53 昭和61年
びくに公園多目的広場 45 昭和62年
夏の雲公園庭球場 69 平成元年
上石神井体育館 4,234 平成2年
平和台体育館 4,636 平成5年
光が丘体育館 8,787 平成6年
大泉学園町体育館 4,634 平成9年
土支田庭球場 200 平成10年
大泉さくら運動公園多目的運動場 290 平成16年
中村南スポーツ交流センター 6,268 平成20年
大泉学園町希望が丘公園運動場 87 平成23年

図書館
石神井図書館 2,442 昭和45年
平和台図書館 2,078 昭和51年
大泉図書館 1,975 昭和54年
関町図書館 1,553 昭和57年
練馬図書館 1,638 昭和60年 生涯学習センター

貫井図書館 1,431 昭和60年 美術館

稲荷山図書館 913 昭和63年
小竹図書館 794 平成2年
南大泉図書館 711 平成5年 南大泉青少年館

光が丘図書館 3,576 平成6年
春日町図書館 1,709 平成8年
南田中図書館 920 平成21年 南田中小敷地内

少年自然の家
下田少年自然の家 2,997 昭和45年
武石少年自然の家（本館） 昭和55年
武石少年自然の家（新館） 平成6年
岩井少年自然の家 6,298 昭和60年
軽井沢少年自然の家 8,704 平成2年

その他の教育施設のその他
総合教育センター分室練馬教育相談室 308 昭和41年 豊玉すこやかセンター内 旧都税事務所

総合教育センター 2,497 昭和42年 高野台敬老館 旧練馬福祉会館

春日町青少年館 1,891 昭和44年
秩父青少年キャンプ場 510 昭和52年

総合教育センター分室関教育相談室 390 昭和57年
関子ども家庭支援センター、
子育てのひろば関ぴよぴよ

旧関保健相談所

総合教育センター分室光が丘教育相談室 328 昭和59年 旧光が丘出張所

（仮）学校教育支援センター 5,674 昭和62年 旧光が丘第二小学校

南大泉青少年館 617 平成5年 南大泉図書館

大泉北小・学校応援団ひろば室 105 平成21年 大泉北小学童クラブ

春日小・学校応援団ひろば室 83 平成21年 春日小学童クラブ

石神井台小・学校応援団ひろば室 117 平成21年 石神井台小学童クラブ

富士見台小・学校応援団ひろば室 131 平成22年 富士見台小第二学童クラブ

田柄第二小・学校応援団ひろば室 119 平成22年 田柄第二小学童クラブ

高松小・学校応援団ひろば室 120 平成22年 高松小学童クラブ

関町小・学校応援団ひろば室 123 平成22年 関町小学童クラブ

田柄小・学校応援団ひろば室 106 平成23年 田柄小学童クラブ、田柄小第二学童クラブ

大泉学園小・学校応援団ひろば室 99 平成24年 大泉学園小学童クラブ

その他の公共用財産
その他の公共用財産
練馬区江古田駅南北自由通路 938 平成22年

普通財産

5,839
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旧練馬福祉事務所 720 昭和33年
旧平和台授産場 499 昭和33年
旧第二出張所 177 昭和34年
旧南町出張所 199 昭和34年
旧練馬授産場 204 昭和37年
旧学校給食第二総合調理場 2,095 昭和41年
旧北保健相談所 336 昭和45年 やまびこ第二作業所

旧光が丘第三小学校 5,345 昭和60年
旧光が丘第七小学校 5,057 昭和60年
練馬光が丘病院 17,489 昭和61年

田柄特別養護老人ホーム 4,974 平成元年
田柄デイサービスセンター
含む

旧千川通り自転車駐車場 150 平成3年

関町特別養護老人ホーム 4,166 平成5年
関町デイサービスセンター
含む

富士見台特別養護老人ホーム 3,021 平成6年
富士見台デイサービスセン
ター含む

練馬区役所豊玉中分室 437 平成7年
土支田中央土地区画整理事業現場管理事務所 236 平成20年
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