
心身障害者福祉センター
心身障害者福祉センター
（中村橋福祉ケアセンター）
（中村橋区民センター内）3926-7211
福祉作業所等

大泉（〒178-0063東大泉2-11-22）3922-6193
北町（〒179-0081北町8-2-12） 3559-0361
かたくり
（〒178-0062大泉町3-27-10） 5387-4610
白百合
（〒177-0041石神井町5-13-10） 3995-7796
貫井福祉工房（就労サポートねりま）
（〒176-0021貫井2-16-12） 5987-0401
福祉園

大泉町
（〒178-0062大泉町3-29-20） 5387-4681
氷川台
（〒179-0084氷川台2-16-2） 3931-0167
関町（〒177-0053関町南3-15-35）3594-0217
光が丘
（〒179-0072光が丘2-4-10） 3976-5100
石神井町
（〒177-0041石神井町2-12-5） 5393-7438
大泉学園町
（〒178-0061大泉学園町3-9-20） 3923-8540
貫井
（〒176-0021貫井2-16-12） 5987-0400
障害者地域活動支援センター

谷原フレンド
（〒177-0032谷原5-6-5） 5910-8488
障害者地域生活支援センター

きらら
（〒176-0012豊玉北5-15-19
豊玉すこやかセンター内） 3557-9222

すてっぷ
（光が丘区民センター内） 5997-7858
ういんぐ
（石神井保健相談所内） 3997-2181
さくら
（〒178-0063東大泉5-35-2） 3925-7371
軽費老人ホ－ム

練馬区立大泉ケアハウス
（〒178-0063東大泉2-11-21
大泉特別養護老人ホーム内） 5387-3699

区民相談所（室）など
練馬区区民相談所（区役所内）5984-4523
石神井庁舎区民相談室
（石神井庁舎内） 3995-1100
職員研修所
（〒176-0012豊玉北5-27-2）3993-3286
（公財）練馬区環境まちづくり公社・
練馬まちづくりセンター
（〒176-0012豊玉北5-29-8
練馬センタービル3階・8階）3993-8011

練馬区保健所（区役所内） 3993-1111
生活衛生課石神井分室（石神井保健相談所内）
（〒177-0041石神井町7-3-28） 3996-0633
豊玉保健相談所
（〒176-0012豊玉北5-15-19） 3992-1188
北保健相談所
（〒179-0081北町8-2-11） 3931-1347
光が丘保健相談所
（光が丘区民センター内） 5997-7722
石神井保健相談所
（〒177-0041石神井町7-3-28） 3996-0634
大泉保健相談所
（〒178-0061大泉学園町5-8-8） 3921-0217
関保健相談所
（〒177-0052関町東1-27-4） 3929-5381
練馬区医師会医療健診センター
（〒177-0033高野台2-23-20） 3997-6175
（公社）地域医療振興協会練馬光が丘病院
（〒179-0072光が丘2-11-1） 3979-3611
順天堂大学医学部附属練馬病院
（〒177-8521高野台3-1-10） 5923-3111

総合福祉事務所
練馬（区役所内） 3993-1111
光が丘
（光が丘区民センター内）5997-7713
石神井（石神井庁舎内） 5393-2801
大泉
（〒178-8601東大泉1-29-1ゆめりあ1内）

5905-5262

区役所
練馬区役所
（〒176-8501豊玉北6-12-1） 3993-1111

夜間 3993-1101
石神井庁舎
（〒177-8509石神井町3-30-26） 3995-1101

夜間 3995-1113
区民センタ－

光が丘（〒179-0072光が丘2-9-6） ※
関（〒177-0051関町北1-7-2） ※
中村橋（〒176-0021貫井1-9-1） ※
※電話番号は各施設参照
区民事務所

練馬（区役所内） 3993-1111
光が丘（光が丘区民センター内）5997-7711
石神井（石神井庁舎内） 3995-1103
大泉（〒178-0063東大泉3-18-9）3922-1171
出張所

桜台（〒176-0002桜台1-22-9） 3993-6446
第二（〒179-0085早宮1-44-19） 3994-6705
第三（中村橋区民センター内）3990-4234
第四（〒179-0074春日町5-30-1）3990-4424
第五（〒179-0076土支田2-32-8）3924-1777
第六（〒179-0071旭町3-11-6） 3939-0349
第七（〒179-0073田柄2-6-22） 3939-1415
第八（〒179-0081北町2-26-1） 3937-1591
谷原（〒177-0033高野台1-7-29）3996-2195
関（関区民センター内） 3928-3046
上石神井
（〒177-0044上石神井1-6-16） 3920-0342
大泉西
（〒178-0064南大泉5-26-19） 3922-1013
大泉北
（〒178-0061大泉学園町4-21-1） 3922-0185
土木出張所

東部（〒176-0013豊玉中3-28-8）3994-0083
西部
（〒177-0041石神井町3-30-26） 3995-0083
公園管理事務所

東部（〒176-0013豊玉中3-28-8）3994-8141
西部（石神井庁舎内） 3904-7557

施 設 一 覧
平成24年9月1日現在

区役所・区民事務所・出張所

保健・医療関係施設

福祉関係施設
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介護老人福祉施設
（特別養護老人ホ－ム）
（福）練馬区社会福祉事業団 田柄
（〒179-0073田柄4-12-10） 3825-1551
（福）練馬区社会福祉事業団 富士見台
（〒177-0034富士見台1-22-4） 5241-6010
（福）練馬区社会福祉事業団 関町
（〒177-0053関町南4-9-28） 3928-8115
（福）練馬区社会福祉事業団 大泉
（〒178-0063東大泉2-11-21） 5387-2201
（福）育秀会 第2育秀苑
（〒176-0003羽沢2-8-16） 3991-0523
（福）安心会 豊玉南しあわせの里
（〒176-0014豊玉南2-26-6） 5946-2323
（福）育秀会 育秀苑
（〒176-0002桜台2-2-8） 3557-7637
（福）キングス・ガーデン東京 練馬
キングス・ガーデン

（〒179-0085早宮2-10-22） 5399-2201
（福）東京福祉会 練馬高松園
（〒179-0075高松2-9-3） 3926-8341
（福）東京福祉会 第2練馬高松園
（〒179-0075高松2-9-19） 5987-2333
（福）創生 土支田創生苑
（〒179-0076土支田3-4-20） 3978-0801
（福）シルヴァーウィング みさよはうす土支田
（〒179-0076土支田3-27-27） 5947-2555
（福）練馬豊成会 フローラ石神井公園
（〒177-0042下石神井3-6-13） 3996-6600
（福）泉陽会 第二光陽苑
（〒177-0051関町北5-7-22） 5991-9917
（福）泉陽会 光陽苑
（〒178-0065西大泉5-21-2） 3923-5264
（福）章佑会 やすらぎミラージュ
（〒178-0062大泉町4-24-7） 5905-1191
（福）東京雄心会 こぐれの里
（〒178-0061大泉学園町2-26-28）3925-0477
（福）東京雄心会 こぐれの杜
（〒178-0061大泉学園町5-18-41）5935-9158
（福）北山会 さくらヶ丘
（〒178-0061大泉学園町5-30-36）3978-1094
（福）章佑会 やすらぎの里大泉
（〒178-0061大泉学園町7-12-32）5387-5577
介護老人保健施設

ミレニアム桜台
（〒176-0002桜台2-1-13） 5946-5508
平和台アバンセ
（〒179-0083平和台1-16-12） 5922-2300
葵の園・練馬
（〒179-0074春日町4-37-30） 5971-1166
カタクリの花
（〒177-0033高野台5-32-12） 5393-6201
神石
（〒177-0044上石神井3-33-6） 3594-0088

練馬ゆめの木
（〒178-0062大泉町2-17-1） 3923-0222
大泉学園ふきのとう
（〒178-0061大泉学園町8-24-25）3924-2215
橘苑
（〒179-0081北町3-7-22） 5921-3722
区立デイサ－ビスセンター

豊玉デイサービスセンター
（豊玉高齢者集合住宅併設）
（〒176-0014豊玉南3-9-13） 3993-1341
練馬デイサービスセンター
（〒176-0001練馬2-24-3） 5984-1701
錦デイサービスセンター
（〒179-0082錦2-6-14） 3937-5031
練馬中学校デイサービスセンター
（〒179-0075高松1-24-1） 5241-5451
高松デイサービスセンター
（高松高齢者集合住宅併設）
（〒179-0075高松6-3-24） 3995-5107
光が丘デイサービスセンター
（光が丘区民センター内） 5997-7706
土支田デイサービスセンター
（土支田高齢者集合住宅併設）
（〒179-0076土支田2-40-18） 5387-6760
高野台デイサービスセンター
（〒177-0033高野台5-24-1） 5923-0831
東大泉デイサービスセンター
（〒178-0063東大泉5-15-2） 5387-1021
高齢者相談センター
（地域包括支援センター）
練馬
（練馬総合福祉事務所内） 5984-2774
光が丘
（光が丘総合福祉事務所内） 5997-7716
石神井
（石神井総合福祉事務所内） 5393-2814
大泉
（大泉総合福祉事務所内） 5905-5271
高齢者相談センター（地域包括支援センター）支所
（在宅介護支援センター併設）
第2育秀苑
（〒176-0003羽沢2-8-16） 5912-0523
桜台
（〒176-0002桜台2-1-6） 5946-2311
豊玉
（〒176-0014豊玉南3-9-13） 3993-1450
練馬
（〒176-0001練馬2-24-3） 5984-1706
練馬区役所
（区役所内） 5946-2544
錦
（〒179-0082錦2-6-14） 3937-5577
練馬キングス・ガーデン
（〒179-0085早宮2-10-22） 5399-5347

田柄
（〒179-0073田柄4-12-10） 3825-2590
練馬高松園
（〒179-0075高松2-9-3） 3926-7871
光が丘
（光が丘区民センター内） 5968-4035
高松
（〒179-0075高松6-3-24） 5372-6064
練馬ゆめの木
（〒178-0062大泉町2-17-1） 3923-0269
富士見台
（〒177-0034富士見台1-22-4） 5241-6013
石神井
（石神井庁舎内） 5923-1250
フローラ石神井公園
（〒177-0042下石神井3-6-13） 3996-0330
第二光陽苑
（〒177-0051関町北5-7-22） 5991-9919
関町
（〒177-0053関町南4-9-28） 3928-5222
やすらぎミラージュ
（〒178-0062大泉町4-24-7） 5905-1190
ふきのとう
（〒178-0061大泉学園町8-24-25）3924-2006
大泉学園
（〒178-0061大泉学園町2-20-21）5933-0156
光陽苑
（〒178-0065西大泉5-21-2） 3923-5556
大泉
（大泉学園ゆめりあ1内） 5387-2751
敬老館、高齢者センター等

栄町（〒176-0006栄町40-7） 3994-3286
中村（〒176-0024中村2-25-3） 3998-2036
春日町（〒179-0074春日町2-28-3）3998-8798
南田中
（〒177-0035南田中5-15-25） 3995-5538
高野台（〒177-0033高野台2-25-1）3996-5135
三原台
（〒177-0031三原台2-11-29） 3924-8834
石神井
（〒177-0041石神井町7-28-21） 3996-2900
石神井台
（〒177-0045石神井台2-18-13） 3995-8270
東大泉（〒178-0063東大泉7-20-1）3921-9129
西大泉
（〒178-0065西大泉3-21-16） 3924-9545
大泉北
（〒178-0061大泉学園町4-21-1） 3925-7105
光が丘高齢者センター
（光が丘区民センター内） 5997-7717
関高齢者センター
（関区民センター内） 3928-1987
豊玉高齢者センター
（〒176-0013豊玉中3-3-12） 5912-6401
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厚生文化会館
敬老室（〒176-0001練馬4-2-3）3991-3080
高齢者就業等相談施設

（社）練馬区シルバー人材センター
アクティブシニア支援室

（〒177-0041石神井町2-14-1
石神井公園区民交流センター内）

5910-3455
その他の福祉関係施設

厚生文化会館
（〒176-0001練馬4-2-3） 3991-3080
心身障害者福祉集会所
（光が丘区民センター内） 5997-9700
（財）練馬区障害者就労促進協会
〔レインボーワ－ク〕（〒176-0012豊玉北6-15-14-402）

3557-8182
（社）練馬区シルバー人材センター
（〒176-0012練馬区豊玉北5-29-8）3993-7168
（福）練馬区社会福祉事業団
（区役所内） 5999-7377
練馬介護人材育成・研修センター
（区役所練馬区社会福祉事業団内）

5999-7745
（福）練馬区社会福祉協議会
（区役所内） 3992-5600
権利擁護センターほっとサポートねりま
（区役所練馬区社会福祉協議会内） 5912-4022
ボランティア・地域福祉推進センター
（区役所練馬区社会福祉協議会内） 3994-0208
光が丘ボランティア・地域福祉推進コーナー
（光が丘区民センター内） 5997-7721
大泉ボランティア・地域福祉推進コーナー
（〒178-0063東大泉2-8-7-101） 3922-2422
関町ボランティア・地域福祉推進コーナー
（〒177-0051関町北1-7-14
関町リサイクルセンター内） 3929-1467

しらゆり荘〔グループホーム・ケアホーム〕
（〒176-0001練馬3-20-7） 5946-9172
しらゆり荘〔短期入所・日中一時支援施設〕
（〒176-0001練馬3-20-7） 3948-0090

大泉つつじ荘〔知的障害者生活寮〕
（〒178-0063東大泉2-11-22） 3922-7657
大泉つつじ荘〔心身障害者緊急一時保護施設〕
（〒178-0063東大泉2-11-22） 3922-7658

練馬障害者支援ホーム〔障害者支援
施設〕
（〒178-0065西大泉5-36-2） 3925-0088
大泉障害者支援ホーム〔障害者支援
施設〕
（〒178-0061大泉学園町9-4-2） 3978-5581

民間事業所については障害者施策推進
課発行の「障害者福祉のしおり」をご
覧ください。

東京都石神井学園〔児童養護施設〕
（〒177-0045石神井台3-35-23） 3996-4191
錦華学院〔児童養護施設〕
（〒176-0004小竹町1-60-8） 3955-0988

清掃関連施設
練馬清掃事務所
（〒176-0011豊玉上2-22-15） 3992-7141
石神井清掃事務所
（〒177-0044上石神井3-34-25） 3928-1353
谷原清掃事業所
（〒177-0032谷原5-5-11） 5393-3001
資源循環センター
（〒177-0032谷原1-2-20） 3995-6711
練馬清掃工場
（〒177-0032谷原6-10-11） 建替中
光が丘清掃工場
（〒179-0072光が丘5-3-1） 3977-5311
リサイクルセンター

関町リサイクルセンター
（〒177-0051関町北1-7-14） 3594-5351

春日町リサイクルセンター
（〒179-0074春日町2-14-16） 3926-2501

豊玉リサイクルセンター
（〒176-0011豊玉上2-22-15） 5999-3196

地区区民館
桜台（〒176-0002桜台3-39-17） 3993-5461
豊玉北（〒176-0012豊玉北3-7-9）3948-3061
貫井（〒176-0021貫井1-9-1） 3926-7217
富士見台
（〒177-0034富士見台3-10-1） 3926-1091
下石神井
（〒177-0042下石神井6-8-15） 3904-5061
関町北
（〒177-0051関町北4-12-21） 3594-2603
立野（〒177-0054立野町15-42）3928-6216
大泉学園
（〒178-0061大泉学園町8-9-5） 3922-4101
北大泉
（〒178-0062大泉町2-41-26） 3978-0324
東大泉（〒178-0063東大泉3-53-1）3921-8296
南大泉
（〒178-0064南大泉2-19-26） 3978-9791
西大泉（〒178-0065西大泉5-3-32）3921-6493
旭町北（〒179-0071旭町2-30-16）5998-0511
光が丘（〒179-0072光が丘3-9-4）3979-6911
田柄（〒179-0073田柄3-28-13） 3926-4932
春日町南
（〒179-0074春日町5-20-25） 3926-4971
高松（〒179-0075高松3-24-27） 3999-7911
旭町南（〒179-0075高松5-23-15）3904-5191

北町（〒179-0081北町2-26-1） 3937-1931
北町第二
（〒179-0081北町6-24-101） 3931-1270
氷川台
（〒179-0084氷川台2-16-14） 3932-3656
早宮（〒179-0085早宮4-14-5） 3994-7961
地域集会所

桜台（桜台出張所併設）
（〒176-0002桜台1-22-9） 3993-6699
小竹（〒176-0004小竹町1-63-2）3554-3100
旭丘（〒176-0005旭丘1-58-10） 3950-4842
向山（〒176-0022向山4-21-12） 3999-9696
中村（〒176-0025中村南2-23-12）3999-9560
三原台
（〒177-0031三原台3-13-17） 3925-4790
谷原（〒177-0032谷原5-6-7） 3997-5673
高野台
（〒177-0033高野台3-28-11） 5372-1277
南田中
（〒177-0035南田中2-18-36） 3997-5700
上石神井区民（上石神井出張所併設）
（〒177-0044上石神井1-6-16） 3920-0620
上石神井
（〒177-0044上石神井2-36-18） 5991-3600
石神井台みどり
（〒177-0045石神井台2-13-6） 5393-5200
石神井台
（〒177-0045石神井台4-5-14） 3594-1203
関町（〒177-0053関町南4-22-1）5991-0555
大泉北（大泉北出張所併設）
（〒178-0061大泉学園町4-21-1） 3922-0191
大泉学園町
（〒178-0061大泉学園町6-20-36）5387-6315
大泉町
（〒178-0062大泉町4-35-17） 5387-5490
東大泉中央（大泉区民事務所併設）
（〒178-0063東大泉3-18-9） 3922-1260
東大泉
（〒178-0063東大泉7-27-51） 3923-3037
南大泉（大泉西出張所併設）
（〒178-0064南大泉5-26-19） 3922-1130
旭町（第六出張所併設）
（〒179-0071旭町3-11-6） 3939-0374

清掃・リサイクル

区 民 施 設

田柄（第七出張所併設）
（〒179-0073田柄2-6-22） 3939-6735
春日町（第四出張所併設）
（〒179-0074春日町5-30-1） 3990-4680
土支田中央（第五出張所併設）
（〒179-0076土支田2-32-8） 3924-1990
土支田
（〒179-0076土支田2-40-21） 3978-8190
北町
（〒179-0081北町8-28-10） 3550-7719
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早宮（第二出張所併設）
（〒179-0085早宮1-44-19） 3994-6977
教室開放

小竹小（〒176-0004小竹町2-6-7）3956-0681
豊玉小（〒176-0013豊玉中4-2-20）3992-1527
開進第二小
（〒176-0002桜台5-10-5） 5999-4301
開進第三小
（〒176-0002桜台2-18-1） 3992-7372
北町小（〒179-0081北町1-14-11） 3559-6256
練馬小
（〒179-0074春日町6-11-36） 3926-2379
練馬第三小
（〒176-0021貫井1-36-15） 3926-7478
練馬東小
（〒179-0074春日町1-30-11） 3577-0460
豊溪小
（〒179-0076土支田2-26-28） 3923-0217
石神井東小
（〒177-0035南田中3-9-1） 5923-0755
上石神井小
（〒177-0044上石神井4-10-9） 3920-1461
光和小
（〒177-0041石神井町2-16-34） 5393-7465
谷原小（〒177-0032谷原2-9-26） 3997-9316
大泉小
（〒178-0063東大泉4-25-1） 3924-0366
大泉第三小
（〒178-0061大泉学園町3-22-1） 3867-5554
大泉東小
（〒178-0063東大泉1-22-1） 3922-2485
大泉南小
（〒178-0063東大泉6-28-1） 3925-2769
橋戸小
（〒178-0062大泉町2-11-25） 3925-8044
八坂小
（〒179-0076土支田4-48-1） 3922-2126

練馬（〒176-0012豊玉北6-8-1） 3992-1580
石神井
（〒177-0045石神井台1-16-31） 3995-2230
平和台
（〒179-0083平和台1-36-17） 3931-9581
大泉
（〒178-0061大泉学園町2-21-17）3921-0991
関町（〒177-0053関町南3-11-2）3929-5391
貫井（〒176-0021貫井1-36-16） 3577-1831
稲荷山
（〒178-0062大泉町1-3-18） 3921-4641
小竹（〒176-0004小竹町2-43-1）5995-1121
南大泉
（〒178-0064南大泉1-44-7） 5387-3600
春日町
（〒179-0074春日町5-31-2-201 エリム春日町2階）

5241-1311
南田中
（〒177-0035南田中5-15-22） 5393-2411
文化的施設

練馬区立美術館
（〒176-0021貫井1-36-16） 3577-1821
石神井公園ふるさと文化館
（〒177-0041石神井町5-12-16） 3996-4060
練馬文化センター
（〒176-0001練馬1-17-37） 3993-3311
大泉学園ゆめりあホール
（〒178-0063東大泉1-29-1 ゆめりあ1内）

5947-2351
生涯学習センター
（〒176-0012豊玉北6-8-1） 3991-1667
光が丘区民ホール
（光が丘区民センター内） 5997-7712
関区民ホール
（関区民センター内） 3928-1987
総合教育センター
（〒177-0033高野台2-25-1） 3904-4881
練馬教育相談室
（〒176-0012豊玉北5-15-19
豊玉すこやかセンター内） 3991-3666

光が丘教育相談室
（〒179-0072光が丘3-3-1-102） 5998-0091
関教育相談室
（〒177-0051関町北1-21-15） 3928-7200
春日町青少年館
（〒179-0074春日町4-16-9） 3998-5341
南大泉青少年館
（〒178-0064南大泉1-44-7） 3924-3500
男女共同参画センターえーる
（〒177-0041石神井町8-1-10） 3996-9005
相談室 3996-9050

花とみどりの相談所・温室植物園
（四季の香公園内、〒179-0072光が丘5-2-6）
事務所 3976-9402
相談コーナー 3976-8787

石神井公園区民交流センター
（〒177-0041石神井町2-14-1） 5910-3451

都営バス
東京都交通局北自動車営業所練馬支所
（〒176-0011豊玉上2-7-1） 3993-0432
ねりまタウンサイクル

練馬（〒176-0001練馬1-17-39） 3992-5445
練馬春日町
（〒179-0074春日町5-31-2-102） 5241-9555
東武練馬
（〒179-0081北町2-39-3） 5399-4545
石神井公園
（〒177-0041石神井町3-20-3） 5372-0809
上石神井
（〒177-0044上石神井2-34-13） 5991-8225
大泉学園駅北口
（〒178-0063東大泉1-33-6） 3867-4545
大泉学園駅南口
（〒178-0063東大泉5-43-1） 5387-9777
公共駐車場

練馬駅北口地下駐車場
（〒176-0001練馬1-17-5） 3557-5190
石神井公園駅北口駐車場
（〒177-0041石神井町2-14-15） 5910-3981
大泉学園駅北口駐車場
（〒178-0063東大泉1-29-1） 5387-2600
大泉学園駅南口駐車場
（〒178-0063東大泉5-43-1） 5933-1711

少年自然の家
ベルデ軽井沢
（〒389-0115長野県北佐久郡軽井沢町大字追
分1341-1） 0267-46-4141

サンライフ練馬〔東京中高年齢労働者
福祉センター〕

（〒176-0021貫井1-36-18） 3990-0185

図書館
光が丘（〒179-0072光が丘4-1-5） 5383-6500

消費生活センター
（〒177-0041石神井町2-14-1 石神井公園区民
交流センター内） 5910-4860
ワークサポートねりま
（石神井公園区民交流センター内）

3904-8609
勤労福祉会館
（〒178-0063東大泉5-40-36） 3923-5511

消費者・勤労者施設

文化・学習施設

交      通

保 養・宿泊施設

ベルデ下田
（〒415-0014静岡県下田市須崎73）

0558-22-5650
ベルデ武石
（〒386-0507長野県上田市武石上本入2469）

0268-86-2525
ベルデ岩井
（〒299-2216千葉県南房総市久枝837）

0470-57-4141
キャンプ場

秩父青少年キャンプ場
（〒369-1873埼玉県秩父市浦山304）
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公園・庭園
武蔵関公園（〒177-0051関町北3-45-1）
3904-7557（西部公園管理事務所）

大泉交通公園
（〒178-0064南大泉6-16-1） 3924-0996
土支田農業公園
（〒179-0076土支田3-34-26） 5387-8931
向山庭園
（〒176-0022向山3-1-21） 3926-7810
（平成25年3月まで改築工事のため休園）
牧野記念庭園
（〒178-0063東大泉6-34-4） 3922-2920
都立城北中央公園
（〒179-0084氷川台1-3-1） 3931-3650
都立光が丘公園
（〒179-0072光が丘4-1-1） 3977-7638
都立石神井公園
（〒177-0045石神井台1-26-1） 3996-3950
都立大泉中央公園
（〒178-0061大泉学園町9-4-3） 3867-8096
スポ－ツ施設

総合体育館
（〒177-0032谷原1-7-5） 3995-2805
桜台体育館
（〒176-0002桜台3-28-1） 3992-9612
平和台体育館（温水プール併設）
（〒179-0083平和台2-12-5） 5920-3411
光が丘体育館（温水プール併設）
（〒179-0072光が丘4-1-4） 5383-6611
上石神井体育館（温水プール併設）
（〒177-0044上石神井1-32-37） 5991-6601
大泉学園町体育館（温水プール併設）
（〒178-0061大泉学園町5-14-24）5905-1161
中村南スポーツ交流センター（温水プール併設）
（〒176-0025中村南1-2-32） 3970-9651
三原台温水プール
（〒177-0031三原台2-11-29） 3924-8861
石神井プール
（〒177-0041石神井町5-12-16） 3997-6131

東台野球場
（〒177-0041石神井町1-11-32） 3996-3519
北大泉野球場
（〒178-0062大泉町3-31-44） 3921-6297
総合体育館東側多目的広場
（〒177-0032谷原1-7-5） 3995-2805
夏の雲公園庭球場・多目的広場
（〒179-0072光が丘3-5-1） 5997-7630
びくに公園庭球場・多目的広場
（〒178-0063東大泉2-28-31） 3921-5203
豊玉中公園庭球場
（〒176-0013豊玉中4-1-17） 3991-3461
土支田庭球場
（〒179-0076土支田4-31-24） 3921-7566

栄町（〒176-0006栄町40-7） 3994-3287
中村（〒176-0024中村2-25-3） 3998-4890
平和台
（〒179-0083平和台2-18-14） 3933-0297
春日町（〒179-0074春日町2-28-3）3998-8799
北町（〒179-0081北町1-19-17） 3931-5481

光が丘（〒179-0072光が丘1-3-1） 3975-7137
光が丘なかよし
（光が丘区民センター内）

（平成25年4月中旬（予定）から改修工事のため移転〒179-0081北町2-17）

5997-7720
土支田
（〒179-0076土支田2-32-8） 3925-4784
南田中
（〒177-0035南田中5-15-25） 3995-5534
三原台
（〒177-0031三原台2-11-29） 3924-8796
石神井
（〒177-0041石神井町7-28-21） 3996-3800
石神井台
（〒177-0045石神井台2-18-13） 3995-8267
上石神井
（〒177-0044上石神井1-6-16） 3929-0999
関町
（〒177-0053関町南4-15-7-102） 3920-1601
東大泉（〒178-0063東大泉7-20-1）3921-9128
西大泉
（〒178-0065西大泉3-21-16） 3924-9537

関子ども家庭支援センター
（〒177-0051関町北1-21-15） 5927-5911
光が丘子ども家庭支援センター
（光が丘区民センター内） 5997-7759
貫井子ども家庭支援センター
（〒176-0021貫井3-25-15） 3577-9820
大泉子ども家庭支援センター
（〒178-0063東大泉5-35-1） 3925-6713
子育てのひろば

練馬ぴよぴよ
（〒176-0012豊玉北5-18-12練馬子ども家庭支援
センター分室） 3993-8200
光が丘ぴよぴよ
（光が丘区民センター内） 5997-7763
関ぴよぴよ
（〒177-0051関町北1-21-15） 5991-4711
貫井ぴよぴよ
（〒176-0021貫井3-25-15） 3577-9820
西大泉ぴよぴよ
（〒178-0065西大泉1-27-10） 3978-8881
大泉ぴよぴよ
（〒178-0063東大泉5-35-1） 3925-6716
北大泉児童館ぴよぴよ
（北大泉児童館内） 3921-4856
光が丘児童館ぴよぴよ
（光が丘児童館内）

（ひろば用携帯）

3975-7137
民設子育てのひろば

かるがも親子の家
（〒179-0081北町2-35-4） 090-5777-0104

ありんこぽてと
（〒176-0022向山4-28-15） 3970-3932
あいあいあい東大泉
（〒178-0063東大泉3-41-7-201） 3924-3508
ほっぷ・すてっぷ
（〒177-0035南田中1-6-14-102） 3995-1720
光が丘プレパひろば
（〒179-0071旭町1-16-1） 3976-3113
千川バンビ
（〒177-0042下石神井1-1-3） 6807-0977
あいあいあい南大泉
（〒178-0064南大泉4-32-19） 6750-7081
かるがも親子・氷川台
（〒179-0084氷川台3-24-17） 3934-5314
未来こどもランド　すまいる石神井
（〒177-0041石神井町3-27-14） 3995-7860
未来こどもランド　すまいる高野台
（〒177-0033高野台3-12-9） 5923-7555

公園・スポーツ施設

児  童  館

北大泉
（〒178-0062大泉町4-15-15） 3921-4856
厚生文化会館児童室
（〒176-0001練馬4-2-3） 3991-3080

練馬子ども家庭支援センター
（区役所内） 3993-8155
（石神井庁舎内） 3995-1108
練馬区ファミリーサポートセンター
（〒176-0012豊玉北5-18-12） 3993-4100

子育て支援

練馬総合運動場
（〒176-0001練馬2-29-10） 3994-3086
高野台運動場
（〒177-0033高野台3-8-8） 3904-0407
日本銀行石神井運動場
（〒177-0045石神井台1-33-44） 5372-2455

大泉さくら運動公園多目的運動場
（〒178-0061大泉学園町9-4-5） 3921-7088
大泉学園町希望が丘公園運動場
（〒178-0061大泉学園町9-1-2） 3921-6850
学田公園野球場
（〒176-0014豊玉南3-32-27） 3992-2070

がくでん

ひがしだい

小学校併設の学童クラブ
豊玉第二小
（〒176-0011豊玉上2-16-1） 3994-6764

学童クラブ

（平成24年10月から工事のため閉場、26年開場予定）
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開進第二小
（〒176-0002桜台5-10-5） 3994-6814
開進第三小
（〒176-0002桜台2-18-1） 3993-2653
開進第四小
（〒176-0003羽沢2-33-1） 3994-3008
開進第四小第二（ 〃 ）5984-1883
仲町小
（〒179-0084氷川台2-18-24） 3550-9539
北町小
（〒179-0081北町1-14-11） 3550-8057
北町西小
（〒179-0081北町7-3-8） 3931-5148
練馬小
（〒179-0074春日町6-11-36） 3970-8654
練馬第二小
（〒176-0021貫井2-31-13） 3999-1190
練馬東小
（〒179-0074春日町1-30-11） 3970-0820
田柄小
（〒179-0073田柄2-19-34） 3975-5436
田柄小第二（ 〃 ） 5998-7602
旭町小（〒179-0071旭町2-29-1） 3975-5438
富士見台小
（〒177-0034富士見台4-16-10） 3999-5355
富士見台小第二
（〒177-0034富士見台4-16-10） 3970-5065
向山小
（〒176-0022向山2-14-11） 3926-0958
南が丘小
（〒177-0035南田中2-13-1） 3995-7138
谷原小（〒177-0032谷原2-9-26） 3904-2605
北原小（〒177-0032谷原4-9-1） 3904-5739
石神井小
（〒177-0045石神井台1-1-25） 5393-1909
石神井小第二（ 〃 ） 3995-1565
石神井東小
（〒177-0035南田中3-9-1） 3995-6561
石神井台小
（〒177-0045石神井台8-6-33） 3929-4926
大泉小（〒178-0063東大泉4-25-1）3921-3639
大泉第三小
（〒178-0061大泉学園町3-22-1） 3921-7937
大泉第六小
（〒178-0064南大泉5-25-29） 3978-0326

大泉東小
（〒178-0063東大泉1-22-1） 3923-9214
大泉東小第二（ 〃 ） 3922-0672
大泉西小
（〒178-0065西大泉4-25-1） 3925-8755

大泉学園緑小
（〒178-0061大泉学園町5-11-47）3922-8662
泉新小
（〒177-0031三原台3-18-30） 5387-0775
中村小（〒176-0024中村2-8-1）3577-0530
早宮小（〒179-0085早宮4-10-17） 5999-9531
八坂小
（〒179-0076土支田4-47-15） 5387-0712
豊玉小
（〒176-0013豊玉中4-2-20） 3993-6200
石神井西小
（〒177-0051関町北1-1-5） 3594-8020
大泉第二小
（〒178-0064南大泉4-29-11） 3924-8771
中村西小
（〒176-0023中村北4-17-1） 3990-2977
大泉北小
（〒178-0062大泉町4-28-22） 3925-2690
春日小
（〒179-0074春日町5-12-1） 3926-7414
高松小
（〒179-0075高松3-16-1） 3998-1020
田柄第二小
（〒179-0073田柄1-5-27） 5997-0023
関町小
（〒177-0051関町北3-23-34） 3929-0311
光が丘第八小
（〒179-0072光が丘1-4-1） 3930-1223
大泉学園小
（〒178-0061大泉学園町4-7-8） 3867-3561
単独施設の学童クラブ

豊玉
（〒176-0014豊玉南3-32-11） 3991-2580
早宮さくら
（〒179-0085早宮3-13-31） 3993-3153
光が丘すずらん
（〒179-0072光が丘2-7-6-102） 3979-9320
光が丘しいのき
（〒179-0072光が丘2-10-4-201） 5998-3088
光が丘コスモス
（〒179-0072光が丘3-3-4-105） 3976-4575
光が丘どんぐり
（〒179-0072光が丘3-8-12） 3939-8568
光が丘すみれ
（〒179-0072光が丘5-2-5-104） 3976-8231
光が丘あさがお
（〒179-0072光が丘5-5-5） 3976-6345
光が丘つくし
（〒179-0072光が丘7-3-4-101） 3977-9168
石神井町
（〒177-0041石神井町8-1-10） 3995-8424

石神井台けやき
（〒177-0045石神井台6-2-10） 3924-1882

谷原あおぞら
（〒177-0032谷原5-6-5） 3996-9500
児童館等併設の学童クラブ

栄町児童館
（〒176-0006栄町40-7） 3994-3287
中村児童館
（〒176-0024中村2-25-3） 3998-4890
中村児童館第二（ 〃 ）3998-4890
平和台児童館
（〒179-0083平和台2-18-14） 3550-8058
春日町児童館
（〒179-0074春日町2-28-3） 3998-8799
北町児童館
（〒179-0081北町1-19-17） 3931-5481
土支田児童館
（〒179-0076土支田2-32-8） 3925-4794
南田中児童館
（〒177-0035南田中5-15-25） 3995-5534
三原台児童館
（〒177-0031三原台2-11-29） 3924-8796
石神井児童館
（〒177-0041石神井町7-28-21） 3996-3800
石神井台児童館
（〒177-0045石神井台2-18-13） 3995-8267
上石神井児童館
（〒177-0044上石神井1-6-16） 3929-0999
関町児童館
（〒177-0053関町南4-15-7-102） 3920-1601
東大泉児童館
（〒178-0063東大泉7-20-1） 3921-9128
東大泉児童館第二（ 〃 ）3921-9128
厚生文化会館
（〒176-0001練馬4-2-3） 3991-3080
地区区民館併設の学童クラブ

桜台地区区民館
（〒176-0002桜台3-39-17） 3993-5461
豊玉北地区区民館
（〒176-0012豊玉北3-7-9） 3948-3061
貫井地区区民館
（〒176-0021貫井1-9-1） 3926-7218
下石神井地区区民館
（〒177-0042下石神井6-8-15） 3904-5061
関町北地区区民館
（〒177-0051関町北4-12-21） 3594-2604
立野地区区民館
（〒177-0054立野町15-42） 3928-6217

大泉学園地区区民館
（〒178-0061大泉学園町8-9-5） 3922-4101

豊玉南小
（〒176-0014豊玉南2-14-1） 3993-0044
開進第一小
（〒179-0085早宮2-1-31） 3931-5482

上石神井
（〒177-0044上石神井4-21-2） 3928-4640

関町北
（〒177-0051関町北5-4-12） 3929-3290

（平成24年11月（予定）移転〒177-0044上石神井4-10-4）
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田柄地区区民館
（〒179-0073田柄3-28-13） 3926-4932
高松地区区民館
（〒179-0075高松3-24-27） 3999-7911
北町第二地区区民館
（〒179-0081北町6-24-101） 3931-1276
氷川台地区区民館
（〒179-0084氷川台2-16-14） 3932-2065
放課後児童等の広場（民間学童保育）事業

こどもクラブ「赤とんぼ」
（〒179-0083平和台3-22-11） 6766-8553
ゆうゆうぽてと
（〒176-0006栄町35-7 サンヒルズ201）

5999-9691
こどもフローラ
（〒177-0042下石神井2-35-16） 3996-6699
こどもくらぶ じゃんけんぽん
（〒178-0065西大泉2-12-5） 3925-2150
あっぷるぽてと
（〒179-0081北町8-32-8） 3559-5584

区立保育園
栄町（〒176-0006栄町40-7） 3994-3285
豊玉（〒176-0013豊玉中4-13-6）3991-4484
豊玉第二
（〒176-0012豊玉北6-17-9） 3992-3322
豊玉第三

（

（平成25年3月（予定）まで工事のため移転
　　　　　　　　　　　　　　 豊玉南3-29-11）
〒176-0014豊玉南3-32-37） 3991-6762

豊玉第四
（〒176-0013豊玉中1-9-11） 3948-2391
桜台（〒176-0002桜台5-41-12） 3993-6735
桜台第二
（〒176-0002桜台3-39-17） 3993-5126
練馬（〒176-0001練馬2-13-3） 3991-5133
向山（〒176-0022向山1-5-7） 3970-6088
貫井（〒176-0021貫井4-24-9） 3990-3320
貫井第二
（〒176-0021貫井4-13-4） 3990-8291
氷川台（〒179-0084氷川台4-47-12）3931-2603
氷川台第二
（〒179-0084氷川台2-16-14） 3932-6227
平和台
（〒179-0083平和台2-18-14） 3932-1484

早宮（〒179-0085早宮3-13-31） 3993-3151

春日町
（〒179-0074春日町5-17-10） 3990-1843
春日町第二
（〒179-0074春日町1-29-8） 3990-3325
春日町第三
（〒179-0074春日町5-30-5） 3926-5461
高松（〒179-0075高松3-24-27） 3999-7910
北町（〒179-0081北町3-3-14） 3933-6497
北町第二
（〒179-0081北町1-19-17） 3931-3318
田柄（〒179-0073田柄4-36-4） 3939-4519
田柄第二
（〒179-0073田柄2-6-22） 3938-8100
光が丘
（〒179-0072光が丘1-3-104） 3975-7139
光が丘第二
（〒179-0072光が丘1-6-3-101） 3977-1311
光が丘第三
（〒179-0072光が丘3-3-2-101） 3976-4551
光が丘第四
（〒179-0072光が丘7-3-1-102） 3976-1562
光が丘第五
（〒179-0072光が丘7-3-3-101） 3976-6316
光が丘第六
（〒179-0072光が丘7-7-2-101） 3976-6321
光が丘第七
（〒179-0072光が丘2-7-4-105） 3976-7291
光が丘第八
（〒179-0072光が丘5-2-3） 3979-9215
光が丘第九
（〒179-0072光が丘2-4-9） 3976-9011
光が丘第十
（〒179-0072光が丘3-7-3-101） 5997-6011
光が丘第十一
（〒179-0072光が丘2-4-11-101） 5997-6021
旭町（〒179-0071旭町3-11-6） 3938-3680
旭町第二
（〒179-0071旭町1-33-22-107） 3977-1611
土支田
（〒179-0076土支田2-32-8） 3925-4787
富士見台こぶし
（〒177-0034富士見台3-10-1） 3926-1071
南田中
（〒177-0035南田中5-25-16） 3996-7800
南田中第二
（〒177-0035南田中3-31-4） 3997-3568
高野台
（〒177-0033高野台3-25-17） 3996-4615
谷原（〒177-0032谷原5-16-41） 3996-0020
石神井町さくら
（〒177-0041石神井町7-25-45） 3997-0070
石神井町つつじ
（〒177-0041石神井町8-1-10） 3997-8646

石神井台
（〒177-0045石神井台2-18-13） 3995-8271
石神井台第二
（〒177-0045石神井台6-2-10） 3925-8301
上石神井
（〒177-0044上石神井4-21-3） 3920-3567
上石神井第二
（〒177-0044上石神井1-5-3） 3929-3247
上石神井第三
（〒177-0045石神井台4-5-20） 3928-1451
下石神井第三
（〒177-0042下石神井6-8-15） 3904-3061
関町（〒177-0053関町南3-9-29）3929-2600
関町第二
（〒177-0051関町北3-20-30） 3928-1487
関町第三
（〒177-0051関町北5-4-12） 3929-3285
東大泉
（〒178-0063東大泉3-60-2-101） 3924-0966
東大泉第二
（〒178-0063東大泉7-20-1） 3921-9126
東大泉第三
（〒178-0063東大泉2-42-5） 3922-0550
西大泉
（〒178-0065西大泉3-21-16） 3924-9500
南大泉
（〒178-0064南大泉5-26-7） 3921-4851
北大泉
（〒178-0062大泉町4-15-15） 3921-4852
大泉学園
（〒178-0061大泉学園町8-9-5） 3922-3811
私立保育園

神の教会
（〒176-0003羽沢2-12-9） 3991-3745
神の教会分園（いずみ保育園旭丘）
（〒176-0005旭丘中学校内、旭丘2-40-1）

5964-8160
練馬二葉
（〒176-0014豊玉南3-31-15） 3993-5540
アスク豊玉中
（〒176-0013豊玉中1-2-7） 3557-5755
にじいろ保育園練馬中村
（〒176-0024中村1-19-9） 5848-7281
アンジェリカ桜台
（〒176-0002桜台2-34-9） 6914-5368
平和（〒176-0025中村南2-24-3）3990-6358
練馬和光
（〒176-0001練馬1-18-21） 3992-8279
練馬仲町
（〒179-0085早宮2-3-22） 3933-0861
最勝寺みのり
（〒179-0081北町6-16-14） 3931-9444

保  育  園

エンゼル
（〒179-0073田柄2-37-10） 3938-6401

北大泉地区区民館
（〒178-0062大泉町2-41-26） 3978-0324
東大泉地区区民館
（〒178-0063東大泉3-53-1） 3921-8299
西大泉地区区民館
（〒178-0065西大泉5-3-32） 3921-6494
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くりのみ
（〒178-0063東大泉7-14-13） 3925-5435
妙福寺
（〒178-0064南大泉5-6-47） 3922-3368
マーガレット
（〒178-0061大泉学園町6-15-34）3924-2003
マーガレット分園
（〒178-0062大泉第一小学校内、
大泉町3-16-23） 5387-3114

道灌山
（〒179-0075高松6-16-30） 5910-4671
大泉にじのいろ
（〒178-0062大泉町6-30-3） 5933-2788
大泉にじのいろ分園
（上石神井にじのいろ）
（〒177-0045上石神井北小学校内、
石神井台5-1-10） 5927-0087

どんぐり山
（〒179-0074春日町2-14-45） 3825-3550
アスク関町北
（〒177-0051関町北4-35-14） 5927-4681
ベネッセチャイルドケアセンター大泉学園
（〒178-0063東大泉1-17-3） 5947-6066
なんこう
（〒177-0034富士見台4-5-14） 3990-1755
エンゼルベア石神井
（〒177-0044上石神井3-6-35） 5393-5395
アスク石神井まち
（〒177-0041石神井町8-53-32） 5923-0530
アスク石神井台
（〒177-0045石神井台6-7-17） 3924-5810
Nicot富士見台
（〒176-0021貫井1-30-5） 5987-2185
にじいろ保育園上石神井
（〒177-0044上石神井1-37-18） 6904-7873
ピジョンランド上石神井
（〒177-0044上石神井2-11-9） 3928-1120
南大泉にじのいろ
（〒178-0064南大泉3-17-21） 3925-8851
茶々おおいずみ
（〒178-0065西大泉5-30-13） 5947-6640
春アンミッコ
（〒179-0074春日町3-31-42） 5848-3905
ベネッセチャイルドケアセンター氷川台
（〒179-0085早宮1-6-13） 5912-0415

光が丘わかば
（〒179-0072光が丘7-6-19-101） 3976-6556
光が丘さくら
（〒179-0072光が丘2-4-8-101） 3976-2562

私立幼稚園
江古田（〒176-0005旭丘1-68-2） 3951-6312
力行（〒176-0004小竹町2-43-12）3972-1152
みのり（〒176-0003羽沢1-8-10） 3991-1058
浄風（〒176-0014豊玉南1-7-18） 3993-6010
桜台（〒176-0012豊玉北3-7-14） 3994-1664
中新井（〒176-0023中村北3-7-2）3999-5062
ビクタ－
（〒176-0002桜台5-11-5） 3991-8090
武蔵野音楽大学第一
（〒176-0002桜台6-13-3） 3991-0741
向南（〒176-0022向山2-22-30） 3999-1939
信愛学舎みどり
（〒179-0083平和台1-23-2） 3933-2650
寿福寺（〒179-0074春日町3-2-22）3998-2162
寿福寺第二
（〒179-0074春日町4-33-2） 3990-1987
練馬（〒179-0075高松1-10-5） 3999-4010
さかえ（〒179-0075高松4-8-13） 3999-3009
高松（〒179-0075高松6-16-28） 3996-8101
北町カトリック
（〒179-0081北町3-16-1） 3931-1661
不二（〒179-0081北町7-2-8） 3931-9234
田柄（〒179-0073田柄2-17-27） 3930-4406
旭（〒179-0071旭町3-31-3） 3939-1696
練馬白菊
（〒179-0076土支田3-12-23） 3922-1835
南光（〒177-0034富士見台4-11-3） 3990-5171
愛和（〒177-0035南田中2-23-30） 3996-8259
練馬ひかり
（〒177-0031三原台1-11-34） 3924-8383
清心（〒177-0041石神井町6-20-12） 3996-0374
石神井
（〒177-0041石神井町8-45-7） 3997-2539
白ふじ
（〒177-0045石神井台4-21-22） 3920-4335
上石神井
（〒177-0045石神井台8-10-28） 3920-5121
石神井南
（〒177-0042下石神井4-21-23） 3995-4373
大泉（〒178-0063東大泉1-27-30）3922-0072

みずほ（〒178-0063東大泉5-27-8）3922-1208
進（〒178-0065西大泉1-23-1） 3924-4423
大泉富士
（〒178-0064南大泉2-31-20） 3925-2525
ほうや
（〒178-0064南大泉4-45-5） 3922-3323
中里（〒178-0062大泉町1-19-6）3922-0095
大泉文華
（〒178-0061大泉学園町2-6-19） 3922-1003
大泉小鳩
（〒178-0061大泉学園町3-17-67）3924-8280
大泉学園
（〒178-0061大泉学園町4-5-10） 3923-0123
大泉双葉
（〒178-0061大泉学園町7-10-23）3924-2303
関町カトレヤ
（〒177-0053関町南4-1-27） 3920-0316
関町ちぐさ
（〒177-0051関町北2-11-3） 3920-9110
関町白百合
（〒177-0051関町北4-16-50） 3920-1883

区立小中一貫教育校
大泉桜学園
（〒178-0061大泉学園町9-2-1） 3924-1126

区立小学校
旭丘（〒176-0005旭丘2-21-1） 3957-2151
小竹（〒176-0004小竹町2-6-7） 3956-8391
豊玉（〒176-0013豊玉中4-2-20）3993-4286
豊玉第二
（〒176-0011豊玉上2-16-1） 3993-0421
豊玉東（〒176-0012豊玉北1-16-1）3993-4217
豊玉南（〒176-0014豊玉南2-14-1）3993-6425
中村（〒176-0024中村2-8-1） 3990-4241
中村西（〒176-0023中村北4-17-1）3990-4237
早宮（〒179-0085早宮4-10-17） 3993-5165
開進第一
（〒179-0085早宮2-1-31） 3932-3170
開進第二
（〒176-0002桜台5-10-5） 3993-2425
開進第三
（〒176-0002桜台2-18-1） 3993-4263
開進第四
（〒176-0003羽沢2-33-1） 3993-6153
仲町（〒179-0084氷川台2-18-24）3932-5360
南町（〒176-0001練馬2-7-5） 3993-2438
北町（〒179-0081北町1-14-11） 3932-3296
北町西（〒179-0081北町7-3-8）3932-7234
練馬（〒179-0074春日町6-11-36）3990-4244
練馬第二
（〒176-0021貫井2-31-13） 3990-4247

区立幼稚園
北大泉
（〒178-0062大泉町2-46-6） 3925-6092
光が丘あかね
（〒179-0072光が丘6-1-1-101） 3976-6306
光が丘むらさき
（〒179-0072光が丘3-3-5-101） 3976-7221

幼  稚  園
青い鳥
（〒177-0034富士見台3-30-11） 3998-1461
石神井
（〒177-0035南田中5-20-2） 3996-0040
にじいろ保育園大泉学園
（〒178-0063東大泉2-15-15） 5935-8576
大泉（〒178-0063東大泉5-38-24）3922-0875

小中一貫教育校

小  学  校
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大泉学園桜
（区立小中一貫教育校大泉桜学園欄参照）
泉新（〒177-0031三原台3-18-30）3925-4343
橋戸（〒178-0062大泉町2-11-25）3925-8620
南田中
（〒177-0035南田中5-15-37） 3997-1145
南が丘（〒177-0035南田中2-13-1）3904-1282
富士見台
（〒177-0034富士見台4-16-10） 3998-6351
八坂（〒179-0076土支田4-48-1）3922-7625
国立小学校

東京学芸大学附属大泉
（〒178-0063東大泉5-22-1） 5905-0200
私立小学校

学校法人三育学院東京三育
（〒177-0053関町南2-8-4） 3920-2450

区立中学校
旭丘（〒176-0005旭丘2-40-1） 3957-3133
豊玉（〒176-0014豊玉南2-1-20）3994-1451
豊玉第二
（〒176-0012豊玉北2-24-5） 3993-4212
中村（〒176-0025中村南1-32-21）3990-4436
開進第一
（〒179-0085早宮1-16-50） 3993-2417
開進第二
（〒176-0001練馬2-27-28） 3993-1348
開進第三
（〒176-0002桜台3-28-1） 3993-4265
開進第四
（〒176-0003羽沢3-24-1） 3993-1481
北町（〒179-0081北町3-1-34） 3932-7231
練馬（〒179-0075高松1-24-1） 3990-5451
練馬東
（〒179-0074春日町2-14-22） 3998-0231
貫井（〒176-0021貫井2-14-13） 3990-6412
田柄（〒179-0073田柄3-3-1） 3990-4403
豊渓（〒179-0071旭町3-5-10） 3939-0245
光が丘第一
（〒179-0072光が丘6-5-1） 3976-5871
光が丘第二
（〒179-0072光が丘7-1-1） 3976-9202
光が丘第三
（〒179-0072光が丘3-2-1） 3977-3521

光が丘第四
（〒179-0072光が丘2-5-1） 3976-5891
石神井
（〒177-0045石神井台1-32-1） 3997-3131
石神井東
（〒177-0033高野台1-8-34） 3996-2157
石神井西
（〒177-0053関町南3-10-3） 3920-1034
石神井南
（〒177-0042下石神井2-7-23） 3997-3315
上石神井
（〒177-0044上石神井4-15-27） 3920-1126
南が丘（〒177-0035南田中4-8-23）3904-5782
谷原（〒177-0032谷原4-10-5） 3995-8036
三原台
（〒177-0031三原台3-13-41） 3925-9564
大泉（〒178-0063東大泉4-27-35）3924-0771
大泉第二
（〒178-0063東大泉6-21-1） 3922-0165
大泉西
（〒178-0065西大泉3-19-27） 3921-7101
大泉北
（〒178-0062大泉町5-4-32） 3925-9230
大泉学園
（〒178-0061大泉学園町4-17-32）3925-4492
大泉学園桜
（区立小中一貫教育校大泉桜学園欄参照）
関（〒177-0051関町北4-34-23） 3929-0048
八坂（〒179-0076土支田4-47-21）3924-0399
都立中学校

大泉高等学校附属
（〒178-0063東大泉5-3-1） 3923-4107
私立中学校

武蔵（〒176-8535豊玉上1-26-1）5984-3741
富士見（〒176-0023中村北4-8-26）3999-2136
早稲田大学高等学院
（〒177-0044上石神井3-31-1） 5991-4151
東京女子学院中学校
（〒177-0051関町北4-16-11） 3920-5151

国立中等教育学校
東京学芸大学附属国際中等教育学校
（〒178-0063東大泉5-22-1） 5905-1326

都立高等学校
井草
（〒177-0044上石神井2-2-43） 3920-0319
大泉（〒178-0063東大泉5-3-1） 3924-0318
大泉桜
（〒178-0062大泉町3-5-7） 3978-1180
石神井
（〒177-0051関町北4-32-48） 3929-0831

中  学  校

中等教育学校

高 等 学 校

光が丘四季の香
（〒179-0075高松5-24-1） 3977-2711
光が丘春の風
（〒179-0072光が丘7-2-1） 3976-5861
光が丘夏の雲
（〒179-0072光が丘3-6-1） 5998-0501
光が丘秋の陽
（〒179-0072光が丘2-1-1） 3976-6331
光が丘第八
（〒179-0072光が丘1-4-1） 5997-4828
石神井
（〒177-0045石神井台1-1-25） 3997-3277
石神井東
（〒177-0035南田中3-9-1） 3997-3312
石神井西
（〒177-0051関町北1-1-5） 3920-0382
石神井台
（〒177-0045石神井台8-6-33） 3928-7124
上石神井
（〒177-0044上石神井4-10-9） 3920-0805
上石神井北
（〒177-0045石神井台5-1-32） 3920-1011
下石神井
（〒177-0042下石神井2-20-18） 3997-5241
光和（〒177-0041石神井町2-16-34）3997-3261
谷原（〒177-0032谷原2-9-26） 3997-3271
北原（〒177-0032谷原4-9-1） 3904-5172
立野（〒177-0054立野町17-13）3920-9101
関町（〒177-0051関町北3-23-34）3929-1290
関町北
（〒177-0051関町北5-13-40） 3920-1027
大泉（〒178-0063東大泉4-25-1）3924-0144
大泉第一
（〒178-0062大泉町3-16-23） 3925-2455
大泉第二
（〒178-0064南大泉4-29-11） 3924-2127
大泉第三
（〒178-0061大泉学園町3-22-1） 3925-2466
大泉第四
（〒178-0065西大泉1-24-1） 3925-2478
大泉第六
（〒178-0064南大泉5-25-29） 3925-2471

大泉東（〒178-0063東大泉1-22-1）3922-1355
大泉西（〒178-0065西大泉4-25-1）3925-5832
大泉南（〒178-0063東大泉6-28-1）3922-1371
大泉北
（〒178-0062大泉町4-28-22） 3925-5912
大泉学園
（〒178-0061大泉学園町4-7-1） 3923-0006
大泉学園緑
（〒178-0061大泉学園町5-11-47）3925-7233

旭町（〒179-0071旭町2-29-1） 3939-0362
高松（〒179-0075高松3-16-1） 3999-3376
春日（〒179-0074春日町5-12-1）3926-7102

練馬第三
（〒176-0021貫井1-36-15） 3970-5641
練馬東
（〒179-0074春日町1-30-11） 3990-9142
田柄（〒179-0073田柄2-19-19） 3939-0351
田柄第二
（〒179-0073田柄1-5-27） 3938-8826
向山（〒176-0022向山2-14-11） 3999-9145
豊渓（〒179-0076土支田2-26-28）3925-2444
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道路
東京都建設局第四建設事務所
練馬工区

（〒179-0081北町6-30-1） 3933-6121
石神井工区

（〒178-0065西大泉2-12-18） 3867-7816
法務

東京法務局練馬出張所
（〒179-8501春日町5-35-33） 5971-3681
登記電話相談室 5913-2525
練馬公証役場
（〒176-0012豊玉北5-17-12、
練馬駅前ビル3階） 3991-4871
電気・ガス

東京電力荻窪支社
（〒167-8534杉並区南荻窪4-40-11）
「お引っ越し」「ご契約の変更」

0120-995-005
「停電」「電気料金」その他電気
に関すること

0120-995-006

03-6375-9786（有料）
東京ガス株式会社

0120をご利用になれない場合

・東京ガスお客さまセンター
0570-002211

（PHS、IP電話からは5394-7700）

（PHS、IP電話からは6735-8899）

・ガス漏れ通報専用電話
0570-002299

上・下水道
東京都水道局お客さまセンター
「お引っ越し」「ご契約の変更」

5326-1100
「料金」「漏水修繕」その他に
関すること 5326-1101

東京都水道局北部支所
（〒176-0023中村北1-9-4） 3999-3127
練馬営業所
（〒176-8540中村北1-9-4） 5987-5330
東京都下水道局西部第二下水道事務所
（〒115-0051北区浮間4-27-1） 3969-2311
練馬出張所
（〒176-0012豊玉北4-15-1） 5999-5650

日本郵便
練馬支店
（〒176-8799豊玉北6-4-2） 3994-0421
石神井支店
（〒177-8799石神井台3-3-7） 3904-1892
大泉支店
（〒178-8799大泉学園町4-20-23）3923-3353
光が丘支店
（〒179-8799光が丘2-9-7） 5998-5002

NTT東日本
（〒163-8019新宿区西新宿3-19-2）
電話に関するご相談・お申込み

116（携帯・PHSからは0120-116000）
インターネットに関するご相談・お申込み

0120-116116
電話の故障

113（携帯・PHSからは0120-444113）
農業協同組合

JA東京あおば（本店）
（〒179-0075高松5-23-27） 5372-1311
その他

東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所
（〒179-0081北町2-8-6） 050-5540-2032
東京少年鑑別所
（〒179-0084氷川台2-11-7） 3931-1141
ねりま青少年心理相談室 3550-8802
陸上自衛隊練馬駐屯地
（〒179-8523北町4-1-1） 3933-1161
（社）練馬産業連合会
（〒176-0011豊玉上2-23-10
練馬産業会館1階） 3991-0530

東京商工会議所練馬支部
（〒176-0011豊玉上2-23-10
練馬産業会館1階） 3994-6521

（社）練馬東法人会
（〒176-0011豊玉上2-23-10
練馬産業会館3階） 3994-7272

（社）練馬西法人会
（〒178-0063東大泉6-47-15
アプローズ大泉学園1階） 3923-7272

練馬区商店街連合会
（〒176-0013豊玉中4-13-22  2階）3991-2241
練馬区商店街振興組合連合会
（〒176-0013豊玉中4-13-22  2階）3991-2241
練馬アニメーション協議会
（〒176-0012豊玉北6-7-8-202） 6795-8886
練馬区観光協会
（〒176-8501豊玉北6-12-1） 5984-1032
独立行政法人科学技術振興機構情報資料館
（〒179-0071旭町2-8-18） 3976-4141
農文協図書館
（〒177-0054立野町15-45） 3928-7440
（株）ジェイコム東京
（〒177-0033高野台5-22-1） 0120-999-000

富士見（〒176-0023中村北4-8-26）3999-2136
早稲田大学高等学院
（〒177-0044上石神井3-31-1） 5991-4151
東京女子学院高等学校
（〒177-0051関町北4-16-11） 3920-5151

私立大学
日本大学芸術学部
（〒176-8525旭丘2-42-1） 5995-8201
武蔵野音楽大学
（〒176-8521羽沢1-13-1） 3992-1121
武蔵大学
（〒176-8534豊玉上1-26-1） 5984-3713
上智大学神学部
（〒177-0044上石神井4-32-11） 5991-0343

都立特別支援学校
大泉特別支援学校〔肢体不自由教育：
小学部、中学部、高等部〕

（〒178-0061大泉学園町9-3-1） 3921-1381
石神井特別支援学校〔知的障害教育：
小学部、中学部〕

（〒177-0045石神井台8-20-35） 3929-0012
練馬特別支援学校〔知的障害教育：高
等部〕

（〒179-0075高松6-17-1） 5393-3524
私立特別支援学校

旭出学園（特別支援学校）〔（知的障が
い教育）幼稚部、小学部、中学部、
高等部、専攻科寮〕
（〒178-0063東大泉7-12-16） 3922-4134

年金事務所
練馬（〒177-8510石神井町4-27-37）3904-5491
警察署

練馬（〒176-0012豊玉北5-2-7） 3994-0110
光が丘（〒179-0072光が丘2-9-8）5998-0110
石神井
（〒177-0041石神井町6-17-26） 3904-0110
消防署

練馬（〒176-0013豊玉中3-9-11）3994-0119
光が丘（〒179-0072光が丘2-9-1）5997-0119

石神井（〒177-0042下石神井5-16-8）3995-0119
税務

練馬東税務署
（〒176-8503栄町23-7） 3993-3111

練馬西税務署
（〒178-8624東大泉7-31-35） 3867-9711
練馬都税事務所
（〒176-8511豊玉北6-13-10） 3993-2261
練馬自動車税事務所
（〒179-0081北町2-8-6） 3932-7321

公 共 機 関

その他の学校

大     学

私立高等学校
武蔵（〒176-8535豊玉上1-26-1）5984-3741

田柄（〒179-0072光が丘2-3-1） 3977-2555
練馬（〒179-8908春日町4-28-25）3990-8643
光丘（〒179-0071旭町2-1-35） 3977-1501
練馬工業
（〒179-8909早宮2-9-18） 3932-9251
第四商業
（〒176-0021貫井3-45-19） 3990-4221
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