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44 杉並区役所 ☎03-3312-2111（代表）　※施設の問い合わせは44～57ページをご参照ください

保健センター
和泉 ☎3313-9331 FAX3313-4384 和泉4-50-6
荻窪 ☎3391-0015 FAX3391-1926 荻窪5-20-1
上井草 ☎3394-1212 FAX3394-6330 上井草3-8-19
高円寺 ☎3311-0116 FAX3311-4871 高円寺南3-24-15
高井戸 ☎3334-4304 FAX3334-4525 高井戸東3-20-3

産業振興センター

産業振興センター ☎5347-9134
FAX3392-7052

上荻1-2-1
Daiwa荻窪
タワー2階

受付時間／午前8時30分～午後5時
お休み／土・日曜日、祝日、12/29～1/3

産業振興センター

くらしのサポートステーション
くらしのサポート
ステーション

☎3391-1751 FAX3391-1752
kurashi@sugisyakyo.com 天沼3-19-16

受付時間／午前8時30分～午後5時
お休み／土・日曜日・祝日、12/29～1/3

くらしのサポートステーション～生活自立支援窓口

福祉事務所
荻窪 ☎3398-9104 FAX3398-9598 天沼3-19-16
高円寺 ☎5306-2611 FAX5306-2620 高円寺南2-24-18
高井戸 ☎3332-7221 FAX3335-5641 高井戸東3-26-10

受付時間／午前8時30分～午後5時
お休み／土・日曜日、祝日、12/29～1/3

福祉事務所

杉並保健所
杉並保健所 荻窪5-20-1
健康推進課 ☎3391-1355 FAX3391-1377
健康推進課健診係 ☎3391-1015          　
生活衛生課 ☎3391-1991 FAX3391-1926
保健予防課 ☎3391-1025 FAX3391-1927
保健サービス課 ☎3391-0015 FAX3391-1926

受付時間／午前8時30分～午後5時
お休み／土・日曜日、祝日、12/29～1/3

保健所、保健センター

利用時間／午前9時～午後5時
お休み／土曜日（一部開館）・日曜日、祝日、12/29～1/3

就労支援センター

杉並区就労支援センター
若者就労支援コーナー ☎3398-1136 天沼3-19-16

ウェルファーム
杉並1階

ハローワークコーナー ☎3398-8619
ジョブトレーニングコーナー ☎6383-6500

土木事務所
杉並土木事務所 ☎3315-4178 成田東3-17-30

受付時間／午前8時30分～午後5時
お休み／土・日曜日、祝日、12/29～1/3

土木事務所

食器・生活雑貨等の展示・販売など

リサイクルひろば高井戸 ☎3331-4360
高井戸東3-7-4
環境活動推進
センター1・2階

販売時間／お休み　P82 をご覧ください。
リサイクル施設

公園緑地事務所
北公園緑地事務所 ☎3396-5261

FAX5382-5241 下井草4-21-8

南公園緑地事務所 ☎3304-0521
FAX3304-4016 高井戸東1-18-5

受付時間／午前8時30分～午後5時
お休み／土・日曜日、祝日、12/29～1/3

公園事務所

公園管理事務所
井草森公園 ☎5310-4515 井草4-12-1
大田黒公園 ☎3398-5814 荻窪3-33-12
柏の宮公園 ☎3329-5686 浜田山2-5-1
角川庭園・幻戯山房 ☎6795-6855 荻窪3-14-22
蚕糸の森公園 ☎3315-7247 和田3-55-30
下高井戸おおぞら公園 ☎3321-5022 下高井戸2-28-23
杉並児童交通公園 ☎3315-4564 成田西1-22-13
塚山公園 ☎3302-8989 下高井戸5-23-12
成田西ふれあい農業公園 ☎5347-2115 成田西3-18-9
馬橋公園 ☎3336-1105 高円寺北4-35-5
桃井原っぱ公園 ☎3390-3154 桃井3-8-1

受付時間／午前8時30分～午後5時
※ 桃井原っぱ公園は午前6時～午後6時、大田黒公園・角川庭園・下高

井戸おおぞら公園・成田西ふれあい農業公園は午前9時～午後5時
お休み／12/29～1/3
※ 大田黒公園は12/29～1/1、角川庭園は水曜日、12/29～1/1、下

高井戸おおぞら公園・桃井原っぱ公園は無休

施設一覧

清掃事務所
杉並清掃事務所 ☎3392-7281 成田東5-15-20
杉並清掃事務所方南支所 ☎3323-4571 方南1-3-4
杉並清掃事務所高円寺車庫 ☎3317-6771 高円寺南2-36-31

受付時間／午前8時30分～午後5時
※ 高円寺車庫の受付時間は午後4時25分まで
※ 事業系ごみ持ち込み受付時間は午後2時30分まで（高円寺車庫では

受け付けしていません）
お休み／日曜日、12/31～1/3

清掃施設
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特別養護老人ホーム
愛敬苑 ☎6304-8746 和田1-3-7
和泉サナホーム ☎6379-3195 和泉4-16-10
永福南社会福祉ガーデン ☎6379-3011 永福1-7-6
おぎくぼ紫苑 ☎6915-1593 荻窪3-7-30
かえで園 ☎5344-7117 宮前5-5-1
上井草園 ☎3394-1094 上井草3-33-10
救世軍恵みの家 ☎3381-7243 和田1-41-11
沓掛ホーム ☎3395-0900 本天沼3-34-28
山河 ☎5935-8806 高井戸東3-30-13
さんじゅ阿佐谷 ☎5373-3911 阿佐谷北1-2-1
さんじゅ久我山 ☎5346-5351 久我山3-47-16
サンフレンズ善福寺 ☎5303-0756 善福寺3-27-11
新泉サナホーム ☎6379-0182 和泉1-44-19
すぎなみ正吉苑 ☎5303-5822 清水2-15-24
南陽園 ☎3334-2159 高井戸西1-12-1
第二南陽園 ☎3334-2197 高井戸西1-12-1
第三南陽園 ☎3334-2193 高井戸西1-12-1
ハートフル成田東 ☎6454-6811 成田東3-26-6
マイルドハート高円寺 ☎5345-5981 高円寺北1-28-1

相談受付時間／午前9時～午後4時
お休み／土・日曜日、祝日、12/29～1/3

消費者センター

消費者センター
消費者センター ☎3398-3141 天沼3-19-16

ウェルファーム杉並3階
相談専用電話 ☎3398-3121 （午前9時～午後4時）

利用時間／午前10時～午後6時
お休み／�日曜日、第2・4火曜日、第3水曜日、祝日、振替休日、

12/28～1/4

すぎなみ協働プラザ

すぎなみ協働プラザ

すぎなみ協働プラザ ☎3314-7260
FAX3314-7265

阿佐谷南1-47-17
阿佐谷地域区民
センター4階

開設時間などはP34をご覧ください。
急病診療

休日等夜間急病診療所
杉並区休日等夜間急病診療所
（杉並保健所2階）

☎3391-1599
FAX3391-6099 荻窪5-20-1

歯科休日急病診療
杉並区歯科保健医療センター
（杉並保健所5階） ☎3398-5666 荻窪5-20-1

開設時間などはP114をご覧ください。
歯科診療・相談施設

歯科保健医療センター
杉並区歯科保健医療センター
（杉並保健所5階）

☎3391-1385
FAX3391-1387 荻窪5-20-1

ゆうゆう館
天沼 ☎3391-8540 天沼2-42-9
井草 ☎3390-9672 井草2-15-15
和泉 ☎3323-5663 和泉4-16-22
今川 ☎5303-1501 今川4-12-10
梅里堀ノ内 ☎3313-4319 堀ノ内3-37-4
永福 ☎3321-6632 永福2-4-9
大宮堀ノ内 ☎3317-9156 堀ノ内1-27-9
大宮前 ☎3334-9640 宮前5-19-8
荻窪 ☎3335-1716 南荻窪2-25-17
荻窪東 ☎3398-8738 荻窪4-23-12
上荻窪 ☎3395-1667 上荻3-16-6
上高井戸 ☎3306-0441 高井戸東2-6-17
久我山 ☎3332-2011 久我山5-8-8
高円寺北 ☎3337-2266 高円寺北3-20-8
高円寺東 ☎3315-1816 高円寺南1-7-22
高円寺南 ☎5378-8179 高円寺南4-44-11
四宮 ☎3396-7692 上井草2-28-3

開館時間／お休み　P108をご覧ください。
高齢者の交流・活動施設

高齢者活動支援センター
高齢者活動支援センター ☎3331-7841 高井戸東3-7-5

下井草 ☎3396-8882 下井草3-13-9
下高井戸 ☎3302-2161 下高井戸4-19-6
善福寺 ☎3394-8963 善福寺2-26-18
高井戸西 ☎3332-1076 高井戸西1-17-5
高井戸東 ☎3304-9573 高井戸東3-14-9
西荻北 ☎3396-8871 西荻北2-27-18
西田 ☎3391-8747 荻窪1-56-3
浜田山 ☎3315-7815 浜田山4-18-31
方南 ☎3324-1171 方南1-51-7
堀ノ内松ノ木 ☎3315-7760 松ノ木2-38-6
桃井 ☎3399-5025 桃井1-35-2
和田 ☎3384-3751 和田1-41-10

地域包括支援センター
ケア24�阿佐谷 ☎3339-1588 FAX3339-1600 阿佐谷北1-3-12
ケア24�梅里 ☎5929-1924 FAX5929-1925 梅里1-7-17
ケア24�永福 ☎5355-5124 FAX5355-5125 永福3-35-11
ケア24�荻窪 ☎3391-0888 FAX3391-2304 荻窪5-20-1
ケア24�上井草 ☎3396-0024 FAX5311-1291 上井草3-33-10
ケア24�上荻 ☎5303-6851 FAX5303-6853 上荻3-16-6
ケア24�久我山 ☎5346-3348 FAX5336-3370 久我山3-47-16
ケア24�高円寺 ☎5305-6151 FAX5305-6152 高円寺南4-26-16
ケア24�清水 ☎5303-5823 FAX5382-2633 清水2-15-24
ケア24�下井草 ☎5303-5341 FAX5303-5342 下井草2-44-4
ケア24�善福寺 ☎5311-1024 FAX5311-1027 西荻北4-31-11
ケア24�高井戸 ☎3334-2495 FAX3334-2307 高井戸西1-12-1
ケア24�成田 ☎5307-3822 FAX5307-3820 成田西3-7-4
ケア24�西荻 ☎3333-4668 FAX3333-3968 西荻南4-2-7
ケア24�浜田山 ☎5357-4944 FAX5357-4966 浜田山1-36-3
ケア24�方南 ☎5929-2751 FAX5929-2757 方南2-6-28
ケア24�堀ノ内 ☎5305-7328 FAX5305-7331 堀ノ内1-6-6
ケア24�松ノ木 ☎3318-8530 FAX3318-8533 松ノ木3-3-4
ケア24�南荻窪 ☎5336-3724 FAX5336-3727 南荻窪2-28-13
ケア24�和田 ☎5305-6024 FAX5305-6023 和田3-52-4

高齢者の福祉施設
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46 杉並区役所 ☎03-3312-2111（代表）　※施設の問い合わせは44～57ページをご参照ください

障害者の福祉施設

障害者福祉会館
杉並障害者福祉会館 ☎3332-6121

FAX3335-3581 高井戸東4-10-5

障害者交流館
高円寺障害者交流館 ☎5306-2627

FAX5306-2628 高円寺南2-24-18

和田障害者交流館 ☎・FAX5340-5921 和田2-31-21

視覚障害者会館
杉並視覚障害者会館
（杉並アイプラザ） ☎・FAX3333-3444 南荻窪3-28-10

軽費老人ホーム（ケアハウス）
愛の家都市型軽費老人ホーム
杉並上高井戸 ☎5336-3380 上高井戸2-8-27

ケアハウス上井草 ☎6913-5056 上井草1-12-14

ケアハウス杉並桃井 ☎6915-0230 桃井2-5-5

松風園 ☎3334-5062 高井戸西1-12-1

ニチイケアハウス井草 ☎5303-1811 井草3-13-18

ベネッセケアハウス今川 ☎5303-1165 今川2-5-18

浴風会ケアハウス ☎3334-2597 高井戸西1-12-1

介護老人保健施設
介護老人保健施設
ウェルファー ☎5305-7330 堀ノ内1-6-6

介護老人保健施設
シーダ・ウォーク ☎5311-6262 桃井3-4-9

ブース記念老人保健施設
グレイス ☎3380-1248 和田1-40-15

老健くぬぎ ☎5336-7701 高井戸西1-12-1

養護老人ホーム
浴風園 ☎3334-2673 高井戸西1-12-1

障害者福祉施設

杉並区立
すぎのき生活園

すぎのきグループ
☎3399-8953
けやきグループ
☎3301-4160

井草3-18-14 生

杉並区立こすもす
生活園 ☎3317-9312 堀ノ内1-27-9 生 自機

杉並区立なのはな
生活園 ☎3335-0415 宮前2-22-4 生 自機

アゲイン ☎5300-2834 永福1-27-31 就続B

あけぼの作業所 ☎3395-1441 上井草4-3-11 就続B 生

阿佐谷福祉工房 ☎3392-7347 天沼1-15-18 就続B 生

あすなろ作業所・
ぽぷら ☎3322-1020 方南1-3-4 就続B 生

ウェルビー荻窪
駅前センター ☎6915-1421 上荻1-5-7 

ハザマビル7階 就移

永福南社会福祉
ガーデン ☎6379-3011 永福1-7-6

生 自機
入

S.Uストリート ☎5374-2505 上高井戸1-1-9 就続B

かいとー ☎5374-3033 浜田山3-1-9 就続B

希望の家 ☎3335-3774 久我山5-36-17 就続B

グッドスマイル ☎6454-2081 松庵2-3-13 生

けやき亭 ☎3311-6101 成田東3-1-3 就続B

工房ラルゴ ☎3399-1338 上荻4-29-22 
ケイショーA.r.k.5 就続B

koen�the�TAO ☎6383-0445 高円寺北3-6-2 1階 就続B

Conatus
Suginami ☎5311-1237 西荻北2-1-10

並の一ビル1階、2階 自生

済美職業実習所 ☎3312-0566 堀ノ内1-26-6 就続B 生

凡例：就労移行支援→ 就移  就労継続支援→ 就続
生活介護→ 生  自立訓練（機能訓練）→ 自機 　
自立訓練（生活訓練）→ 自生  入所施設→ 入

作業所にしおぎ館 ☎3397-3154 西荻北4-31-12 
西荻マンション1階 就続B

SAKURA
杉並センター ☎5327-8223 高円寺北2-1-24

Core高円寺ビル3階 就移

しもたか
希望の家ibuki ☎5374-1151 下高井戸1-28-11 就続B 生

シャローム
上井草さくら ☎5311-1077 上井草3‐8‐7 生

杉並・あしたの会
福祉作業所 ☎5397-3636 阿佐谷南3-12-1 

第三栄ビル 就続B

杉並いずみ第一 ☎5377-2121 和泉4-44-4 就続B

杉並いずみ第二 ☎3321-4485 方南1-52-20 就続B

杉並区障害者雇
用支援センター ☎5346-3250 高井戸東4-10-26 就移

すだちの里
すぎなみ ☎5310-3361 今川2-14-12

就移 生
自生 入

地球儀 ☎5300-0310 永福2-23-7 
キャッスルプラザ永福 就続B

チャレンジ ☎5310-5052 桃井4-4-3
スカイコート西荻窪2 就続B

tori�dori ☎6383-2424
阿佐谷南1-18-6
第7スカイビル
402、403号

就続B

どんまい福祉工房 ☎3396-2881 本天沼1-24-9 就移 就続B

パソコン工房
ゆずりは ☎6383-5364 荻窪1-20-15 

ハイツ森島1階 就続B

パルテ ☎3392-7939
上荻1-13-10
共栄ビル302・
303・401号室

就続B

パン工房プクプク ☎6795-5695 南荻窪4-1-15 
春日屋ビル1階 就続A

ひまわり作業所 ☎3333-9724 松庵2-22-22 就続B 生

マイルドハート
高円寺（なでしこ） ☎5345-6740 高円寺北1-28-1

生 自機
入

マカナ ☎6279-9579 天沼2-3-9
伊藤ビル3階 就続B

魔法陣 ☎3393-5522 阿佐谷南3-9-2 
新光ハイツ1階 就続B

マングローブ ☎6379-2563 和泉1-32-6 生

ゆい企画 ☎3220-7880 成田東5-15-21 
成宗マンション1階 就移 就続B

リブレ ☎3392-7946 上荻1-5-8 
フカザワビル 就続B

ワークショップ・
かたつむり ☎3381-4278 和田1-5-18 

アテナビル2階 就続B

ワークみらい
阿佐谷 ☎6915-1562 阿佐谷南3-11-3

南阿佐ヶ谷ハイツ 生

ワークみらい
荻窪 ☎6383‐5746 天沼3‐3‐6

吉田ビル201 就続B

リバービレッジ杉並 ☎6913-8185 清水3-3-13

和田堀ホーム ☎3316-2943 和田2-27-8

プライムガーデンズ高円寺 ☎5377-3333 高円寺南5-33-7
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受付時間／午前8時30分～午後5時
お休み／土・日曜日、祝日、12/29～1/3

地域活動係

地域活動係

阿佐谷地域活動係※1 ☎3314-7435
阿佐谷南1-47-17

（阿佐谷地域区民
センター1階）

井草地域活動係 ☎3394-0462
下井草5-7-22

（井草地域区民
センター1階）

永福和泉地域活動係 ☎5300-9311
和泉3-8-18

（永福和泉地域区民
センター1階）

荻窪地域活動係 ☎3398-8261
荻窪2-34-20

（荻窪地域区民
センター1階）

高円寺地域活動係※2 ☎3317-6561
梅里1-22-32

（高円寺地域区民
センター1階）

高井戸地域活動係 ☎3333-5399
高井戸東3-7-5

（高井戸地域区民
センター1階）

西荻地域活動係 ☎3301-0981
桃井4-3-2

（西荻地域区民
センター2階）

こども発達センター
こども発達センター ☎5317-5661

FAX5317-5664 高井戸東1-18-5

障害児通所施設
重症心身障害児通所施設
わかば

☎5347-0550
FAX5347-0551 天沼3-15-20

コミュニティふらっと
阿佐谷 ☎5364-9360 阿佐谷北2-18-17
永福 ☎3322-7141 永福3-51-17
東原 ☎3397-7225 下井草1-23-23
馬橋 ☎3315-1249 高円寺南3-29-5

勤労福祉会館
勤労福祉会館
（西荻地域区民センターと併設） ☎3301-0811 桃井4-3-2

産業商工会館
産業商工会館 ☎3393-1501 阿佐谷南3-2-19

杉並会館
杉並会館　 ☎3399-9436 上荻3-29-5

開館時間／お休み　P124をご覧ください。
文化・学習施設

図書館
中央 ☎3391-5754 荻窪3-40-23
阿佐谷 ☎5373-1811 阿佐谷北3-36-14
今川 ☎3394-0431 今川4-12-10
永福 ☎3322-7141 永福3-51-17
柿木 ☎3394-3801 上井草1-6-13
高円寺 ☎3316-2421 高円寺南2-36-25
下井草 ☎3396-7999 下井草3-26-5
高井戸 ☎3290-3456 高井戸東1-28-1
成田 ☎3317-0341 成田東3-28-5
西荻 ☎3301-1670 西荻北2-33-9
方南 ☎5355-7100 方南1-51-2
南荻窪 ☎3335-7377 南荻窪1-10-2
宮前 ☎3333-5166 宮前5-5-27

区民会館
久我山 ☎3333-3436 久我山3-23-20
浜田山 ☎3302-4555 浜田山1-36-3
方南 ☎3311-4201 和泉4-42-5

博物館・分館
郷土博物館 ☎3317-0841

FAX3317-1493 大宮1-20-8

郷土博物館分館
（天沼弁天池公園内）

☎5347-9801
FAX5347-9802 天沼3-23-1

社会教育センター
社会教育センター ☎3317-6621

FAX3317-6620
梅里1-22-32

（セシオン杉並内）

芸術会館
杉並芸術会館（座・高円寺） ☎3223-7500

FAX3223-7501 高円寺北2-1-2

杉並公会堂〔PFI事業〕
杉並公会堂 ☎3220-0401 上荻1-23-15

※1  令和4年4月阿佐谷北1-1-1（阿佐谷地域区民センター2階）に移
転予定

※2  センターの改修に伴い、令和3年11月から令和5年3月末（予定）ま
で和田1-41-10へ移転

区民集会所

天沼 ☎5335-7330
天沼3-19-16

（ウェルファーム杉
並4階）

梅里 ☎3317-3310 梅里2-34-20
上高井戸 ☎3329-0605 上高井戸1-15-5
高円寺北 ☎3330-7255 高円寺北3-25-9
四宮 ☎3395-5085 上井草2-28-13
下高井戸 ☎5374-6192 下高井戸3-26-1
西荻南 ☎3335-5444 西荻南3-5-23
八成 ☎3394-0989 井草1-3-2
方南 ☎3322-4225 方南1-27-8

開館時間／お休み　P126をご覧ください。
コミュニティ施設

地域区民センター
阿佐谷※1 ☎3314-7211 阿佐谷南1-47-17
井草 ☎3301-7720 下井草5-7-22
永福和泉 ☎5300-9411 和泉3-8-18
荻窪 ☎3398-9125 荻窪2-34-20

高円寺※2 ☎3317-6611 梅里1-22-32
（セシオン杉並内）

高井戸 ☎3331-7841 高井戸東3-7-5
西荻 ☎3301-0811 桃井4-3-2

※1 令和4年4月阿佐谷北1-1-1に移転予定
※2  令和5年4月（予定）まで改修により休館

※ 令和5年4月（予定）まで改修により休館

本天沼 ☎5310-4633 本天沼2-12-10
和田 ☎5340-6272 和田2-31-21
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48 杉並区役所 ☎03-3312-2111（代表）　※施設の問い合わせは44～57ページをご参照ください

私立保育園
あい・あい保育園
荻窪園 ☎6915-1161 荻窪5-15-21

トライアード2階 　 ◯産  ◯延

あい・あい保育園　
西荻窪園 ☎5941-5802 松庵3-15-3 　　  ◯延

あい保育園久我山 ☎5941-8784 久我山5-28-13 　 ◯産  ◯延

あい保育園下井草 ☎6454-7582 下井草3-13-5 　 ◯産  ◯延

アウル宮前 ☎5941-5112 宮前2-11-11 　 ◯産  ◯延

Agape井草 ☎6454-7141 井草1-31-9
ビラニューロード1階 　 ◯6  ◯延

阿佐谷 ☎3338-9418 阿佐谷北3-36-20 ◯一  ◯産  ◯延

阿佐ヶ谷たいよう ☎5378-7866 阿佐谷南1-48-5
み空ビル2・3階 　 ◯産  ◯延

⇒◯延 は延長保育（午後7時30分まで）を実施
⇒◯8 は8カ月児保育を実施
⇒◯産 は産休明け保育を実施
⇒◯障 は障害児保育を実施
⇒◯一 は一時保育を実施
※ 堀ノ内東保育園、上高井戸保育園は1時間延長保育を実施、高井戸

保育園、高円寺北保育園、高円寺南保育園は2時間延長保育を実施、
荻窪北保育園は3時間延長保育を実施（以上6園は、公設民営）

利用時間／お休み　P129をご覧ください。
スポーツ施設

運動場
井草森公園 ☎5310-4515 井草4-12-1
柏の宮公園（庭球場） ☎3329-5686 浜田山2-5-1
上井草 ☎3390-5707 上井草3-34-1
蚕糸の森公園 ☎3318-8763 和田3-55-49
下高井戸 ☎5374-6191 下高井戸3-26-1
塚山公園 ☎3302-8989 下高井戸5-23-12
松ノ木 ☎3311-7410 松ノ木1-3-22
馬橋公園（運動広場） ☎3336-1105 高円寺北4-35-5

和田堀公園（野球場） ☎3311-7410
大宮1-6

（窓口は
松ノ木運動場）

プール
大宮前体育館 ☎3334-4618 南荻窪2-1-1
上井草温水 ☎3390-5707 上井草3-34-1
杉並第十小学校温水 ☎3318-8763 和田3-55-49
高井戸温水 ☎3331-7841 高井戸東3-7-5
和田堀公園（7/1～9/10） ☎3313-4455 大宮2-2-10

体育館
永福 ☎3328-3146 永福1-7-6
大宮前 ☎3334-4618 南荻窪2-1-1
荻窪 ☎3220-3381 荻窪3-47-2
上井草 ☎3390-5707 上井草3-34-1
高円寺 ☎3312-0313 高円寺南2-36-31
妙正寺 ☎3399-4224 清水3-20-12

保育施設

区立保育園
阿佐谷北 ☎3396-0051 下井草1-25-9 　 ◯8  ◯障  ◯延

阿佐谷東 ☎3314-4535 阿佐谷南1-42-7 　 ◯産  　 ◯延

阿佐谷南 ☎3398-2231 阿佐谷南3-12-12 　 ◯8  ◯障  ◯延

天沼 ☎3398-2207 天沼2-42-9 　 　 　 ◯延

井草 ☎3395-8257 井草2-15-15 　 　 ◯障  ◯延

和泉 ☎3323-7249 和泉4-16-22 　 　 　 ◯延

今川 ☎3394-2831 今川3-3-18 ◯一  ◯8  ◯障  ◯延

永福北 ☎3325-6761 永福4-25-4 　 ◯産  　 ◯延

永福南 ☎3323-4151 永福2-6-12 　 ◯8  ◯障  ◯延

大宮 ☎5300-1080 永福3-51-17 　 ◯産  　 ◯延

大宮前 ☎3333-7609 宮前5-19-8 　 　 　 ◯延

荻窪 ☎3333-6988 南荻窪2-25-17 　 ◯8  　 ◯延

荻窪北 ☎3391-5171 荻窪5-17-8 　 ◯産  　 ◯延

荻窪東 ☎3220-1621 荻窪4-23-20 　 ◯産  　 ◯延

荻窪南 ☎3398-9168 荻窪1-1-6 　 　 ◯障  ◯延

上荻 ☎3392-6742 上荻1-20-13 　 ◯8  ◯障  ◯延

上高井戸 ☎3333-1777 久我山1-4-15 　 　 　 ◯延

久我山 ☎3331-5141 久我山5-8-8 　 ◯8  　 ◯延

久我山東 ☎3333-7450 久我山5-24-19 　 ◯8  ◯障  ◯延

高円寺北 ☎3338-2110 高円寺北2-32-7 　 ◯産  　 ◯延

高円寺東 ☎3316-1938 高円寺南1-28-4 　 ◯産  ◯障  ◯延

高円寺南 ☎3315-1391 高円寺南4-44-11 　 ◯産  　 ◯延

四宮 ☎3390-5288 上井草2-28-3 　 　 　 ◯延

下井草 ☎3394-4323 下井草3-13-9 　 ◯産  　 ◯延

松庵 ☎3332-1751 松庵2-23-34 　 ◯産  　 ◯延

善福寺 ☎3394-8961 善福寺2-26-18 　 ◯8  ◯障  ◯延

高井戸 ☎3332-0124 高井戸西1-31-3 　 ◯産  　 ◯延

高井戸東 ☎3304-9572 高井戸東3-14-9 　 ◯8  ◯障  ◯延

成田 ☎3315-6272 成田東2-16-5 　 　 　 ◯延

西荻北 ☎3396-8427 西荻北2-27-18 　 　 ◯障  ◯延

浜田山 ☎3315-7811 浜田山4-18-31 　 ◯産  ◯障  ◯延

堀ノ内 ☎3313-7536 堀ノ内2-8-7 　 ◯8  　 ◯延

堀ノ内東 ☎3315-7922 堀ノ内3-49-19-101 　 ◯産  　 ◯延

本天沼 ☎3395-3802 本天沼3-34-35 　 ◯8  　 ◯延

松ノ木 ☎3315-4534 松ノ木2-33-6 　 　 ◯障  ◯延

宮前 ☎3333-1935 宮前2-24-38 ◯一  ◯産  　 ◯延

和田 ☎3382-5218 和田1-66-19 　 　 ◯障  ◯延

利用時間／お休み　P126をご覧ください。
男女平等推進センター

男女平等推進センター
男女平等推進センター ☎3393-4410 荻窪1-56-3

開館時間／お休み　P125をご覧ください。
環境活動推進センター

環境活動推進センター
環境活動推進センター ☎5336-7352

FAX3331-5212 高井戸東3-7-4

アニメーションミュージアム
東京工芸大学�杉並アニメーション
ミュージアム ☎3396-1510 上荻3-29-5

（杉並会館3・4階）
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アスクおぎくぼ ☎5311-5803 清水1-18-11 　 ◯産  ◯延

アスク上高井戸保育園
～都会のふるさと～ ☎5316-2281 上高井戸1-7-6 　 ◯産  ◯延

アスク西荻南 ☎5336-9077 西荻南1-6-3 　 ◯産  ◯延

井荻 ☎3399-7267 善福寺1-5-17 　 ◯産  ◯延

和泉ここわ ☎6265-7228 和泉2-17-5
オイスカビル1階 　 ◯産  ◯延

うぃず阿佐ヶ谷駅前 ☎5327-8622 阿佐谷北1-15-3 　 ◯産  ◯延

うぃず杉並和泉 ☎6379-0620 和泉2-42-12 　 ◯産  ◯延

うぃず成田東 ☎6454-6974 成田東3-17-32 　 ◯産  ◯延

ウィズブック保育園
高円寺南 ☎6383-1791 高円寺南5-23-25 　　  ◯延

ウィズブック保育園
東高円寺 ☎5929-8718 高円寺南2-34-14

チアフルCOCO1階 　 ◯産  ◯延

うぃず本天沼 ☎6454-7144 本天沼2-42-24 　 ◯産  ◯延

ヴィラまなびの森
保育園高井戸 ☎5941-5130 高井戸西2-7-32 　　  ◯延

永福ここわ ☎6379-3061 和泉2-23-4 　 ◯産  ◯延

えがおの森保育園・
あさがや ☎3337-7521 阿佐谷北4-21-9 　　  ◯延

エンジェル高円寺 ☎6304-9322 高円寺南3-38-14 　　  ◯延

大空と大地のなーさりぃ
高円寺南園 ☎5929-8720 高円寺南4-37-23 　　  ◯延

大空と大地のなーさりぃ
下井草駅前園 ☎6913-7072 井草1-6-11 　 ◯産  ◯延

大空と大地のなーさりぃ
中野富士見町駅前園 ☎6382-5950 和田1-1-6

アイビーアネックス杉並1階 　　  ◯延

荻窪コスモ ☎3220-3535 荻窪5-6-5
ガーデニア荻窪1階 　 ◯産  ◯延

荻窪すきっぷ ☎5335-9731 荻窪2-28-14 　 ◯産  ◯延

荻窪
りとるぱんぷきんず ☎5347-2088 荻窪3-7-29 ◯一  ◯産  ◯延

おぎぶんコスモ ☎5347-1866 天沼3-11-1
プラウドフラット荻窪Ⅰ　1階 　　  ◯延

かえで保育園
杉並いずみ ☎5305-3070 和泉4-42-23 　　  ◯延

上井草 ☎3395-3648 上井草3-25-19 　 ◯産  ◯延

キッズガーデン
高円寺北 ☎5356-9906 高円寺北2-2-4 　　  ◯延

キッズガーデン
杉並和泉 ☎6304-7861 和泉3-15-4 　 ◯産  ◯延

キッズガーデン
杉並堀ノ内 ☎5929-9381 堀ノ内3-16-1 　　  ◯延

キッズガーデン
浜田山 ☎6379-7052 浜田山2-7-14 　 ◯産  ◯延

キッズフォレ西荻窪 ☎6913-5907 西荻北2-15-12 　 ◯産  ◯延

京進のほいくえん
ビーフェア阿佐谷南 ☎5913-7226 阿佐谷南1-9-8　

1階 　 ◯産  ◯延

きらきらぼし ☎6915-0080 清水2-17-11 　　  ◯延

グローバルキッズ
荻窪 ☎3220-8686 阿佐谷南3-13-12 　 ◯産  ◯延

グローバルキッズ
松庵園 ☎5344-9733 松庵2-23-6 　 ◯産  ◯延

グローバルキッズ
浜田山園 ☎6379-6881 浜田山3-22-13 　 ◯産  ◯延

京王キッズ
プラッツ永福町 ☎5376-1555 永福2-60-31

京王リトナード永福町3階 　 ◯産  ◯延

高円寺
りとるぱんぷきんず ☎5318-5605 高円寺北1-27-3 　 ◯産  ◯延

佼成育子園 ☎3381-0398 和田1-16-7 　 ◯産  ◯延

ココファン・ナーサリー
浜田山 ☎5305-6133 浜田山3-18-8

ケイワンビル1階 　 ◯産  ◯延

ココファン・ナーサリー
桃井 ☎5311-7570 桃井4-7-17 　 ◯産  ◯延

コンビプラザ善福寺 ☎6913-5081 善福寺1-16-19 　 ◯産  ◯延

コンビプラザ桃井 ☎5311-3255
桃井3-7-3
プロムナード荻窪
3号棟1階

　 ◯産  ◯延

さくらさくみらい　
西永福 ☎5913-9439 大宮2-10-25 　 ◯産  ◯延

さくらさくみらい　
堀ノ内 ☎5929-9322 堀ノ内3-5-12 　 ◯産  ◯延

下高井戸 ☎3303-1221 下高井戸3-31-11 　 ◯産  ◯延

下高井戸ここわ ☎6379-2041 下高井戸2-6-19 　 ◯産  ◯延

下井草すきっぷ ☎6913-7871 井草2-17-12 　　  ◯延

頌栄 ☎3399-8585 上荻3-15-12 　 ◯4  　

頌栄しらゆり ☎5311-1877 桃井2-19-2 　　  ◯延

頌栄しらゆり保育園
杉並分園 ☎6913-6148 桃井4-3-2 　 ◯4  ◯延

小学館アカデミー
にしおぎ駅前 ☎5336-7861 松庵3-35-15 　 ◯産  ◯延

小学館アカデミー
にしおぎ南 ☎5336-6141 西荻南4-14-4 　 ◯産  ◯延

上水 ☎3333-8626 高井戸東2-3-4 　 ◯産  ◯延

上水保育園清水分園 ☎6454-7011 清水3-22-11 　　  ◯延

上水保育園西荻分園 ☎5303-8188 西荻北3-5-5
ドムス荻生101 　 ◯産  ◯延

杉並 ☎3313-7508 梅里2-34-22 　　  ◯延

杉並井荻雲母 ☎5311-3031 今川1-15-16 　 ◯産  ◯延

杉並大宙みたけ ☎3334-6711 上高井戸2-12-30 　 ◯産  ◯延

杉並元氣 ☎3394-9300 上井草4-6-6 　 ◯産  ◯延

杉並コスモス ☎6454-6037 成田東4-24-2 　 ◯産  ◯延

杉並さゆり ☎3337-1374 高円寺北4-34-22 　 ◯産  ◯延

杉並さゆり保育園
幼児分園 ☎5373-3530 高円寺北4-33-1 　　  ◯延

杉並たかいどいちご ☎3334-1555 高井戸東4-5-7 　 ◯産  ◯延

杉並西荻窪雲母 ☎5336-3201 西荻南1-1-27 　　  ◯延

杉並の家 ☎3312-3737 浜田山4-31-5 　　  ◯延

杉並の家けやき ☎3329-3737 浜田山1-33-1 　　  ◯延

杉並の家ことり ☎6383-2161 浜田山4-9-15 　 ◯産  ◯延

杉並の家さくら ☎6383-5615 成田東4-9-19 　　  ◯延

杉並の家ちゅうりっぷ ☎6379-7861 浜田山2-23-13 ◯一  ◯産  ◯延

杉並の家保育園
浜田山駅前分園 ☎3313-3211

浜田山3-35-38
ハイタウン浜田山
1号館2階

　 ◯産  ◯延

すぎなみのぞみ ☎6913-6340 桃井4-13-19 　　  ◯延

杉並ひまわり ☎5913-8722 成田東3-32-26 　　  ◯延

杉並ゆりかご ☎3312-5851 成田東1-18-8 ◯一  ◯産  ◯延

聖心 ☎3395-1005 桃井2-24-18 　 ◯6  　

第二永福ここわ ☎6304-7841 和泉2-23-3 　　  ◯延

テンダーラビング
保育園天沼 ☎6913-7677 本天沼3-13-21 　 ◯産  ◯延

施
設
一
覧

２１１１杉並区4(SG330)行政最終.indd   49 2021/09/21   14:38:05



区
役
所
・
区
民
事
務
所
・
施
設
一
覧

50 杉並区役所 ☎03-3312-2111（代表）　※施設の問い合わせは44～57ページをご参照ください

⇒◯延 延長保育を実施
⇒◯産 は産休明け保育を、◯一 は一時保育を実施
⇒◯4 は4カ月児保育を、◯6 は6カ月児保育を実施

東京立正 ☎3312-6600 松ノ木2-29-19 　 ◯産  ◯延

成田コスモ ☎3311-6060 成田西3-8-12 　 ◯産  ◯延

Nicot井荻 ☎5311-8650 井草3-1-8 2階 　 ◯産  ◯延

にじいろ保育園
上井草 ☎6913-9830 上井草1-32-5 　 ◯産  ◯延

にじいろ保育園
浜田山 ☎6304-9231

浜田山3-17-8
グリナージュ浜田山
1・2階

　 ◯産  ◯延

にじいろ保育園
南荻窪 ☎5344-9450 南荻窪2-33-5 　 ◯産  ◯延

西荻窪きらきら ☎5336-0231 西荻南4-30-9 　 ◯産  ◯延

にじのいるか保育園
杉並井草 ☎6913-7227 下井草5-7-19 　 ◯産  ◯延

にじのいるか保育園
杉並松の木 ☎6454-6625 松ノ木1-12-39 　 ◯産  ◯延

のはら ☎5930-3236 阿佐谷南1-14-8 　　  ◯延

パピーナ荻窪天沼 ☎3398-1155 天沼3-15-20 　　  ◯延

パピーナ荻窪北口 ☎3391-0220 天沼3-6-27
エクレール飯田 　 ◯産  ◯延

パピーナ久我山 ☎5941-9022 久我山3-1-24 　 ◯産  ◯延

パピーナ西荻北 ☎3395-1313 西荻北2-4-8 　 ◯産  ◯延

パピーナ本天沼 ☎6913-8911 本天沼3-35-4 　 ◯産  ◯延

Picoナーサリ
久我山 ☎5941-3020 久我山3-37-24 　 ◯産  ◯延

Picoナーサリ
久我山駅前 ☎3332-7776 久我山4-2-15 　 ◯産  ◯延

Picoナーサリ
新高円寺 ☎6304-9580 梅里2-24-6 　 ◯産  ◯延

Picoナーサリ
玉川上水公園 ☎3333-1808 久我山1-6-12 　 ◯産  ◯延

Picoナーサリ
和田堀公園 ☎5913-9888 大宮1-20-22 　 ◯産  ◯延

ぴっころきっず
西荻窪北口園 ☎6454-7780 西荻北2-5-3

杏順ビル1階 　　  ◯延

ピノキオ幼児舎
阿佐谷北 ☎6383-0791 阿佐谷北6-26-13 　 ◯産  ◯延

ピノキオ幼児舎井荻 ☎5311-1055 井草4-15-16 　 ◯産  ◯延

ピノキオ幼児舎井草 ☎5303-2735 井草3-17-14
サイレンスミヨシ202 　 ◯産  ◯延

ピノキオ幼児舎
浜田山 ☎6383-2446 浜田山3-27-2 　 ◯産  ◯延

ピノキオ幼児舎桃井 ☎5303-2761 上荻4-29-15
さくら上荻ビル2階 　 ◯産  ◯延

ピノキオ幼児舎和田 ☎6382-4620 和田2-21-8 　 ◯産  ◯延

ひのまるキッズ
ガーデンナーサリー ☎3391-1747 荻窪5-17-15

ふたばクラブ
浜田山駅前 ☎5357-8328 浜田山3-24-4 　 ◯産  ◯延

ふたばクラブ浜田山
柏の宮 ☎6304-6528 浜田山2-8-11 　 ◯産  ◯延

ベネッセ杉並和泉 ☎5355-6700 和泉2-32-6 　　  ◯延

保育センター
こどもの木かげ
野のはな空のとり

☎3332-5345 松庵1-9-33 　 ◯産  

方南隣保館 ☎3321-4815 方南1-4-7 ◯一  ◯産  ◯延

ポピンズナーサリー
スクール久我山 ☎5941-5174 久我山5-12-23 　 ◯産  ◯延

ポピンズナーサリー
スクール方南町 ☎5913-8077

方南2-14-1
シティテラス杉並
方南町1・2階

　 ◯産  ◯延

まことたかいど ☎5941-5152 高井戸西1-26-1 　　  ◯延

まなびの森保育園
永福町 ☎6304-3553 和泉4-13-2 　 ◯産  ◯延

まなびの森保育園
荻窪 ☎3398-7400 荻窪4-11-23 　 ◯産  ◯延

まなびの森保育園
高井戸 ☎3334-8686 高井戸西1-9-4 　 ◯産  ◯延

馬橋 ☎3314-0287 高円寺南3-16-14 　 ◯産  ◯延

マミー高円寺 ☎6383-1348 高円寺南2-40-45 　 ◯産  ◯延

マミーズエンジェル
高円寺駅前 ☎3223-8882 高円寺北3-20-4 　　  ◯延

マミーズエンジェル
高円寺通り ☎5327-8588 高円寺北2-41-21 　　  ◯延

ミアヘルサ保育園
ひびき永福町 ☎6379-2815

永福2-54-8
プレミール永福
1・2階

　　  ◯延

宮前おおぞら ☎5336-1234 宮前2-24-22 　 ◯産  ◯延

むさしの ☎3383-1589 和田1-8-20 ◯一  ◯産  ◯延

むさしの保育園
方南分園 ☎3327-7552 方南1-51-2 　 ◯産  ◯延

明愛 ☎5340-7825 和田1-61-15 　 ◯産  

もりのなかま保育園
松ノ木園 ☎6304-9703 松ノ木1-2-23 　 ◯産  ◯延

山吹あさがやきた ☎5356-5531 阿佐谷北3-29-12 　 ◯産  ◯延

ゆめの樹保育園
おぎくぼ ☎6915-1457 荻窪1-3-16 　 ◯産  ◯延

ゆめの樹保育園
たかいどにし ☎5941-9321 高井戸西1-1-32

シャトレー高井戸1・2階 　 ◯産  ◯延

ゆめの樹保育園
なりたにし ☎6276-9805 成田西2-24-20 　 ◯産  ◯延

ゆらりん荻窪 ☎5335-9613 上荻1-21-20 　 ◯産  ◯延

よつぎ永福 ☎6304-3195 永福1-7-6 　 ◯産  ◯延

ラ・プリマブランカ
えいふく ☎6304-3245 永福2-17-12 　 ◯産  ◯延

レイモンド下高井戸 ☎6379-8742 下高井戸3-23-10 　 ◯産  ◯延

レイモンド中瀬 ☎3399-9150 下井草4-25-10 　 ◯産  ◯延

和田ここわ ☎5340-7412 和田1-5-7 　 ◯産  ◯延
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区保育室－直営型－
善福寺 ☎3301-0870 善福寺1-11-11

堀ノ内 ☎3313-7266 堀ノ内1-16-7

南阿佐ヶ谷 ☎3220-1773 成田東5-41-7
杉並区職員会館内

若杉 ☎3391-6533 天沼3-15-20

区保育室－委託型－

荻窪第三 ☎6383-5336 荻窪5-30-12
グローリアビル3階

荻窪第四 ☎6915-1880 荻窪5-26-9
シェモア荻窪参番舘2階

上井草西 ☎3395-0595 今川4-8-22
上井草会議室1階

高円寺 ☎5327-6721 高円寺北2-1-24
Core高円寺ビル1・2階

高円寺第二 ☎5356-1630
高円寺北2-5-1
JR東日本ホテルメッツ
高円寺3階

下井草北 ☎3399-8813 下井草4-30-2
井草区民事務所2階

区立小規模保育事業所

小規模保育事業所宮前北 ☎3334-7971 宮前3-9-3
シャトー5　1階

私立小規模保育事業所
アロハエンジェルナーサリー
荻窪駅前園 ☎6915-1191 上荻1-20-6

スターフィールド2階

おうち保育園あさがや ☎5356-8337 阿佐谷北5-47-11
ルセーヌ阿佐ヶ谷1階

おうち保育園えいふく町 ☎5913-9223 大宮2-1-4  1階

Kangaルーのへや ☎080-3534-
5772

阿佐谷北1-26-18
世尊院幼稚園2階

きらら保育園杉並松庵 ☎5941-6972 松庵3-18-17
オールメゾン西荻窪1階

こどもヶ丘保育園�阿佐谷南園 ☎4285-3997 阿佐谷南1-13-16
フエンテTAMAKI1階

こどもヶ丘保育園�成田西園 ☎6279-9218 成田西3-19-6
菊地ビル1階

小鳥の詩 ☎3315-1008 堀ノ内2-6-21
パークハイム杉並D-103

コロボックル保育室 ☎3316-5041 高円寺南2-32-5

シュシュ保育室 ☎6913-5210 上荻3-22-13

小規模保育園�ぴーかーぶぅ ☎3311-4141 和泉4-42-5
方南会館2階

杉並保育園ソラグミ ☎5941-9370 西荻南2-18-20
若見ハイツ101

スクルドエンジェル保育園
下高井戸園 ☎6379-9790 下高井戸3-3-6  

ヒデ．スタープラザ1階

スクルドエンジェル保育園
方南町園 ☎5929-7440 方南2-12-16

トウトハウス1・2階

ソラーナやなぎくぼ ☎5941-3988 高井戸東4-10-30
サンハイム高井戸101

西永福らる小規模保育園 ☎6379-7577 永福3-33-10
鈴木ビル1階

ハーモニー・キッズ ☎5941-5960 高井戸東2-29-13-101

ビーフェア中野富士見町保育園 ☎5340-7266 和田1-17-12 
ソサエティ中野富士見町1階

ぴっぴのもり保育園 ☎6315-6908 永福4-18-5 
フェリーチェ杉並2階

ピヨピヨおうちえん荻窪駅前 ☎6383-5928 上荻1-18-3 

ふたばクラブ西永福保育園 ☎5913-8728 永福4-19-17  1階

ふたばクラブ
浜田山井の頭通り保育園 ☎6383-2287 浜田山4-10-5

稲葉ビル2階

ほっぺるランド西荻窪 ☎5382-8777 西荻北4-8-2 
ベルハイム西荻窪Ⅲ  104号室

マグハウス西荻 ☎5941-3150 西荻南2-8-16 
メゾン・ド・エテルナ1階

マグハウス西荻第2 ☎5344-9130 松庵3-41-1

南阿佐ヶ谷どみそ保育園 ☎6276-9399 阿佐谷南3-5-2
牧野ビル1階

認証保育所

アスク永福保育園 ☎3327-1951 永福1-39-24
水本ビル2階

にじいろ保育園　荻窪 ☎5397-3974 荻窪5-30-3

ピノキオ幼児舎荻窪園 ☎3393-1988 上荻1-18-7
オギヨンビル1・2階

ピノキオ幼児舎新高円寺園 ☎5929-1522
梅里1-13-12
新高円寺第一生命
ビルディング1階

保育園　夢未来　井荻園 ☎6913-8691 上井草1-23-15
シャルマン井荻1階

ポピンズナーサリースクール
阿佐ヶ谷 ☎5327-2108 阿佐谷北1-4-2

マリア保育園 ☎3338-9634 高円寺北2-41-6

ゆらりんMOMOの家保育園 ☎5335-5667 阿佐谷南3-1-21
徳和ビル2階

グループ保育室
桃井グループ保育室
（保育室モモ） ☎3399-5188 桃井1-35-2
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定期利用保育施設－委託型－

高井戸 ☎3332-0721
高井戸東3-7-5
高齢者活動支援セ
ンター内

下井草 ☎5311-8331 下井草4-21-9
北公園緑地事務所内

和田堀 ☎3315-0521 堀ノ内2-22-3
旧和田堀会館

一時預かり（子ども・子育てプラザ）
子ども・子育てプラザ和泉
一時預かり担当窓口 ☎3328-6561 和泉2-36-14

子ども・子育てプラザ天沼
一時預かり担当窓口 ☎5335-9721 天沼3-19-16

（ウェルファーム杉並1階）

子ども・子育てプラザ成田西
一時預かり担当窓口 ☎6915-1633 成田西3-10-38

子ども・子育てプラザ高円寺
一時預かり担当窓口 ☎6383-2616 高円寺南2-52-2

定期利用保育施設－直営型－

久我山東 ☎5370-1480 久我山5-24-19
区立久我山東保育園2階

善福寺 ☎3397-0266 善福寺2-26-22

南阿佐ヶ谷第二 ☎3398-5230 阿佐谷南3-7-3
阿佐ヶ谷進和ビル1・2階

高井戸北 ☎3331-6577 高井戸西2-5-10

居宅訪問型保育事業
アニー ☎6811-0907

マミー東京 0120-892-414

ル・アンジェ訪問保育サービス ☎3477-1287

サニーサイドキッズルーム ☎3338-5505 阿佐谷北3-26-8

しまキッズナーサリー ☎5364-9773 荻窪3-35-5
ハウスMM101号

なないろ ☎090-1105-
2890

下井草2-39-8
プチフルール102

ひまわり園 ☎6379-5239 和泉3-13-15
プラザ永福町

Fun�Fun保育室 ☎5364-9828 阿佐谷北4-7-11
パルテールビル1階

保育ルーム方南 ☎5932-1051 方南1-46-2

保育ルームリカリロ ☎6913-5048 清水1-16-10
レジデンス荻窪102号

マザーズハート成田東園 ☎5913-8553 成田東3-16-12　1階

家庭福祉員グループ・家庭福祉員

「アレーズ」　今井　七津子 ☎3337-4337 高円寺北3-28-12
メゾンあづみ野101

石川　禎子 ☎5377-7451 高円寺南3-7-6

木村　環 ☎5942-1231 永福2-6-21

中田　美香 ☎6762-1122 成田東2-9-6

家庭的保育事業所

あおぞら保育園 ☎6276-9383 天沼3-2-3
光ビル1階

おうち保育0・1・2 ☎6762-9050 今川4-13-17

家庭的保育室のぞみ ☎6454-6900 和田3-57-2
岸コーポ101

こどもの広場ソレイユ ☎5303-9353 井草2-2-9
シティドルチェ井荻101

事業所内保育事業所
あすもベビーホーム松庵 ☎5930-0415 松庵3-1-3

かわきたおひさま保育所 ☎5327-8671 阿佐谷北1-3-10
Baum1階

doors新高円寺 ☎5913-7544 梅里1-8-10
ドゥエル佐藤1階

doors南阿佐ヶ谷 ☎5913-7377 阿佐谷南1-11-8
Bell House Asagaya101

ピヨピヨおうちえん ☎6913-5617 上荻2-7-9
イタール上荻1階

よくふう保育園 ☎5941-1036 高井戸西1-12-1

ひととき保育

ひととき保育阿佐谷 ☎3338-2107
阿佐谷北1-4-2
認証保育所 ポ ピ
ンズナーサリース
クール阿佐ケ谷内

ひととき保育荻窪 ☎3391-5176 荻窪5-17-8　
荻窪北保育園内

ひととき保育上荻※
（つどいの広場併設） ☎3395-0135 上荻3-22-13

ひととき保育高円寺南 ☎3315-1378 高円寺南4-44-11
高円寺南保育園内

ひととき保育高井戸 ☎5346-1930
高井戸東3-7-5　
高井戸地域区民
センター内

ひととき保育八成
（つどいの広場併設） ☎6915-0233 井草2-27-13

ひととき保育方南 ☎6802-4084 方南1-33-19

ひととき保育宮前
（つどいの広場併設） ☎3333-5114 宮前5-24-18

ファミリー・サポート・センター

杉並ファミリー・サポート・センター
（杉並区社会福祉協議会） ☎5347-1021

天沼3-19-16
ウェルファーム杉
並2階

病児保育

すぎなみ病児保育室しーず ☎5340-7895 和田2-25-1
佼成病院併設

ちぎら医院ラビットルーム ☎6765-7771 西荻北3-4-4

東京衛生病院こひつじハウス ☎3392-8880 天沼3-7-14

たむら医院こねこ ☎070-3195-
0100 南荻窪3-25-19

※令和3年度は一時休止
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利用時間／お休み　P60・99・100をご覧ください。
児童の福祉施設

子ども家庭支援センター
杉並子ども家庭支援センター ☎5929-1902

FAX5929-1903 阿佐谷南1-14-8

相談専用窓口（ゆうライン） ☎5929-1901

高円寺子ども家庭支援センター ☎3315-2800
FAX3315-2805 高円寺南3-31-3　2階

受付時間などはP100をご覧ください。
子どもセンター

子どもセンター
和泉 ☎3312-3671 和泉4-50-6

荻窪 ☎5347-2081 荻窪5-20-1

上井草 ☎3399-1131 上井草3-8-19

高円寺 ☎3312-2811 高円寺南3-31-3　1階

高井戸 ☎5941-3839 高井戸東3-20-3

私立幼稚園
阿佐谷 ☎3339-8401 阿佐谷北5-13-2

井荻聖母 ☎3395-4040 井草4-19-21

井草 ☎3399-4131 善福寺1-17-1

和泉町 ☎3321-4510 和泉2-25-7

大宮 ☎3313-7373 大宮2-3-1

観泉寺 ☎3399-5613 今川2-20-7

玉成 ☎3332-5973 松庵1-9-33

久我山 ☎3333-7777 久我山3-37-24

くまの ☎3323-0189 和泉3-21-29

光塩女子学院 ☎3315-0512 高円寺南5-11-35

國學院大學附属 ☎3334-4761 久我山1-9-1

左内坂 ☎3313-2521 堀ノ内3-8-4

杉並 ☎3311-2733 阿佐谷南2-4-36

杉並央文 ☎3315-1715 高円寺南5-37-15

杉並教会 ☎3313-7171 和田3-48-8

杉並東洋 ☎3311-0086 成田東3-7-36

杉並日の出 ☎3391-8938 成田西2-12-29

聖心学園 ☎3312-5701 高円寺南2-32-30

世尊院 ☎3338-6368 阿佐谷北1-26-18

高千穂 ☎3315-4171 大宮2-19-1

たから ☎3333-9162 西荻南1-12-12

ちどり ☎3399-8611 下井草2-30-9

角笛 ☎3331-0391 高井戸西1-27-18

常盤ヶ丘 ☎3302-0683 高井戸東3-5-23

中瀬 ☎3395-3636 下井草4-20-3

西荻学園 ☎3396-8466 西荻北2-11-3

西荻まこと ☎3334-7223 松庵3-37-14

日本大学 ☎3392-8118 天沼1-31-14

のぞみ ☎3337-6633 阿佐谷北6-25-17

八幡 ☎3399-8134 善福寺1-33-11

ひこばえ ☎3399-9527 井草1-45-15

富士 ☎3332-2111 南荻窪4-5-7

宝陽 ☎3332-5916 上高井戸2-16-31

明愛 ☎3381-4590 和田1-61-18

桃井 ☎3301-1123 清水2-18-16

裕和 ☎3390-3989 清水2-21-15

レストナック ☎3323-1666 和泉2-41-18

区立子供園・私立幼稚園

区立子供園
高円寺北 ☎3330-0340 高円寺北2-14-13

下高井戸 ☎3303-9485 下高井戸4-38-15

高井戸西 ☎3332-9020 高井戸西3-15-4

成田西 ☎3311-3876 成田西2-24-21

西荻北 ☎3399-0848 西荻北1-19-22

堀ノ内 ☎3313-3437 堀ノ内1-9-26

児童青少年センター（ゆう杉並）
児童青少年センター ☎3393-4760

FAX3393-4714 荻窪1-56-3

児童館
阿佐谷 ☎3337-7481 阿佐谷北1-6-14 ◯目

阿佐谷南 ☎3315-0439 阿佐谷南1-14-8

天沼 ☎3398-8717 天沼1-6-25 ◯目

井草 ☎3390-9666 井草2-15-15

今川 ☎3394-5302 今川3-3-18

荻窪 ☎3391-0017 荻窪2-40-2 ◯目

上井草 ☎3390-2228 上井草3-6-24

上荻 ☎3392-2356 上荻1-20-13

上高井戸 ☎3304-4773 高井戸東1-18-5 ◯目

高円寺東 ☎3315-1802 高円寺南1-7-22

高円寺南 ☎3315-1866 高円寺南3-24-15

四宮森 ☎3395-1574 上井草2-41-11 ◯目

下高井戸 ☎3304-0260 下高井戸4-19-6

松庵 ☎3334-0067 松庵2-23-34

善福寺 ☎3395-1576 善福寺1-18-9 ◯目

善福寺北 ☎3396-7936 善福寺3-13-10

高井戸 ☎3334-0902 高井戸西2-5-10 ◯目

高井戸西 ☎3332-0438 高井戸西1-17-5

西荻南 ☎3334-0903 西荻南3-5-23

西荻北 ☎3395-3461 西荻北1-9-5 ◯目

方南 ☎3323-6105 方南1-51-7 ◯目

堀ノ内東 ☎3315-7923 堀ノ内3-49-19-101

子ども・子育てプラザ
天沼 ☎5335-7319 天沼3-19-16

（ウェルファーム杉並1階）

和泉 ☎3328-6550 和泉2-36-14

高円寺 ☎3315-0395 高円寺南2-52-2

下井草 ☎3396-8888 下井草3-13-9

成田西 ☎3391-1857 成田西3-10-38
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54 杉並区役所 ☎03-3312-2111（代表）　※施設の問い合わせは44～57ページをご参照ください

本天沼 ☎3395-3803 本天沼3-34-35 ◯目

松ノ木 ☎3315-6028 松ノ木2-33-6

馬橋 ☎3330-0794 高円寺北4-2-17 ◯目

宮前 ☎3332-0455 宮前4-15-13

宮前北 ☎3332-0431 宮前3-29-6

桃井 ☎3396-4527 桃井2-10-9 ◯目

和田中央 ☎3382-0400 和田1-38-18 ◯目

⇒◯目 は目的外利用が可能な施設

学童クラブ
阿佐谷 ☎3337-7481 阿佐谷北1-6-14

天沼 ☎3398-8717 天沼1-6-25

井草 ☎3390-9666 井草2-15-15

和泉学園 ☎3323-6107 和泉2-17-14 ◯小 ◯単

今川 ☎3394-5302 今川3-3-18

今川北 ☎3397-1201 今川2-22-23 　 ◯単

永福南 ☎3322-6148 永福2-6-12 　 ◯単

大宮小 ☎3317-1718 堀ノ内1-12-16 ◯小 ◯単

荻窪 ☎3391-0017 荻窪2-40-2

上井草 ☎3390-2228 上井草3-6-24

上荻 ☎3392-2356 上荻1-20-13

上高井戸 ☎3304-4773 高井戸東1-18-5

上高井戸第二 ☎3306-4485 高井戸東1-12-1 ◯小 ◯単

久我山 ☎3331-4180 久我山5-18-7 ◯小 ◯単

沓掛 ☎6913-9885 清水3-1-9 ◯小 ◯単

高円寺学園 ☎5942-8501 高円寺北1-4-11 ◯小 ◯単

高円寺東 ☎3315-1802 高円寺南1-7-22

高円寺南 ☎3315-1866 高円寺南3-24-15

四宮森 ☎3395-1574 上井草2-41-11

松庵 ☎3334-0067 松庵2-23-34

杉二 ☎3314-2208 成田西3-4-1 ◯小 ◯単

杉三 ☎5929-7531 高円寺南1-15-13 ◯小 ◯単

杉七 ☎5347-0661 阿佐谷南3-19-2 ◯小 ◯単

杉九 ☎6913-5385 本天沼1-2-19 ◯小 ◯単

善福寺 ☎3395-1576 善福寺1-18-9

善福寺北 ☎3396-7936 善福寺3-13-10

⇒◯小 は小学校内、◯単 は単独のクラブ（無印は児童館内）

高井戸 ☎3334-1071 高井戸西2-5-10 2階 　 ◯単

高井戸西 ☎3332-0438 高井戸西1-17-5

高二 ☎3332-7812 久我山4-49-1 ◯小 ◯単

高三 ☎3303-0563 下高井戸4-16-24 ◯小 ◯単

西荻南 ☎3334-0903 西荻南3-5-23

西荻北 ☎3395-3461 西荻北1-9-5

西田 ☎5335-7753 荻窪1-38-15 ◯小 ◯単

浜田山
（校外育成室） ☎3317-5166 浜田山4-21-3 　 ◯単

浜田山
（校内育成室） ☎5306-6678 浜田山4-23-1 ◯小 ◯単

東田 ☎5378-8831 成田東1-21-1 ◯小 ◯単

方南 ☎3323-6105 方南1-51-7

堀ノ内東 ☎3315-7923 堀ノ内3-49-19-101

堀ノ内南 ☎3316-5090 堀ノ内1-9-26 　 ◯単

本天沼 ☎3395-3803 本天沼3-34-35

松ノ木 ☎3315-6028 松ノ木2-33-6

松ノ木小 ☎3316-9294 松ノ木1-2-26 ◯小 ◯単

馬橋 ☎3330-0794 高円寺北4-2-17

宮前 ☎3332-0455 宮前4-15-13

宮前北 ☎3332-0431 宮前3-29-6

桃井 ☎3396-4527 桃井2-10-9

桃二 ☎3392-8027 荻窪5-10-25 ◯小 ◯単

桃五 ☎3399-5185 下井草4-23-8 　 ◯単

和田中央 ☎3382-0400 和田1-38-18

子育てサポートセンター
今川（今川保育園内） ☎3394-3935 今川3-3-18

宮前（宮前保育園内） ☎3333-4699 宮前2-24-38
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私立小学校
光塩女子学院初等科 ☎3315-1911 高円寺南2-33-28
立教女学院 ☎3334-5102 久我山4-29-60

利用時間／午前8時30分～午後5時
お休み／土・日曜日、祝日、12/29～1/3
※教育相談の利用時間、休業日はP60をご覧ください。

利用時間／午前8時30分～午後5時
お休み／土・日曜日、祝日、12/29～1/3
※ 特別支援教育課就学支援相談係の利用時間は午前9時～午後5時
（予約制）

教育研究施設

済美教育センター
済美教育センター ☎3311-0021

FAX3311-0402
堀ノ内2-5-26

教育相談担当 ☎3311-1921
FAX3311-0770

就学前教育支援センター
就学前教育支援センター ☎5929-9480

FAX3311-0050
成田西2-24-21

特別支援教育課 ☎5929-9481
FAX3311-0050

小学校（私立校含む）　

区立小学校
天沼 ☎3392-6428 天沼2-46-3 　 ◯障

井荻 ☎3390-3141 善福寺1-10-19
永福 ☎3322-7391 永福2-16-33
大宮 ☎3313-2164 堀ノ内1-12-16
荻窪 ☎3333-6628 宮前2-13-18
久我山 ☎3331-3631 久我山5-18-7
沓掛 ☎3390-4158 清水3-1-9
高円寺（高円寺学園） ☎5318-1532 高円寺北1-4-11 　 ◯障

三谷 ☎3390-0164 上井草3-14-12
四宮 ☎3390-3147 上井草2-12-26 　 ◯障

松庵 ☎3333-7928 松庵2-23-24
新泉和泉
（杉並和泉学園） ☎3322-4254 和泉2-17-14 　 ◯障

杉並第一 ☎3338-8367 阿佐谷北1-5-27
杉並第二 ☎3313-0564 成田西3-4-1
杉並第三 ☎3314-1564 高円寺南1-15-13 　 ◯障

杉並第六 ☎3314-2164 阿佐谷南1-24-21
杉並第七 ☎3392-6328 阿佐谷南3-19-2
杉並第九 ☎3390-0167 本天沼1-2-19
杉並第十 ☎3313-1364 和田3-55-49 　 ◯言

済美 ☎3313-2364 堀ノ内1-17-24 　 ◯障

高井戸 ☎3333-7628 高井戸西2-2-1 ◯言  ◯難  
高井戸第二 ☎3333-7728 久我山4-49-1 　 ◯障

高井戸第三 ☎3302-0181 下高井戸4-16-24
高井戸第四 ☎3333-7828 西荻南1-8-16 　 ◯言

高井戸東 ☎3304-5711 高井戸東1-12-1
西田 ☎3392-6828 荻窪1-38-15
八成 ☎3399-3138 井草2-25-4 　
浜田山 ☎3313-1564 浜田山4-23-1
東田 ☎3313-1464 成田東1-21-1
富士見丘 ☎3333-7028 上高井戸2-16-13
方南 ☎3322-7661 方南1-52-14
堀之内 ☎3313-2264 堀ノ内3-24-11
松ノ木 ☎3313-2464 松ノ木1-2-26
馬橋 ☎3330-3411 高円寺北4-28-5 　 ◯障

⇒◯障 は固定の知的障害学級がある小学校
⇒◯言 は通級指導の言語障害学級がある小学校
⇒◯難 は通級指導の難聴学級がある小学校

桃井第一 ☎3390-3178 桃井2-6-1
桃井第二 ☎3392-6728 荻窪5-10-25 　 ◯障

桃井第三 ☎3399-3135 西荻北2-10-7 　 ◯障

桃井第四 ☎3390-3185 善福寺3-3-5
桃井第五 ☎3390-3188 下井草4-22-4
和田 ☎3383-2425 和田2-30-21

私立中学校
光塩女子学院中等科 ☎3315-1911 高円寺南2-33-28

佼成学園 ☎3381-7227 和田2-6-29

國學院大學久我山 ☎3334-1151 久我山1-9-1

女子美術大学付属 ☎5340-4541 和田1-49-8

東京立正 ☎3312-1111 堀ノ内2-41-15

日本大学第二 ☎3391-5739 天沼1-45-33

文化学園大学杉並 ☎3392-6636 阿佐谷南3-48-16

立教女学院 ☎3334-5103 久我山4-29-60

中学校（私立校含む）　

区立中学校
阿佐ヶ谷 ☎3314-2261 阿佐谷南1-17-3 　 ◯障

天沼 ☎3390-0161 本天沼3-10-20

井荻 ☎3399-0148 今川2-13-24

井草 ☎3390-3144 上井草3-20-11 　 ◯障

和泉（杉並和泉学園） ☎3322-7671 和泉2-17-14 　 ◯障

大宮 ☎3313-2161 堀ノ内1-16-38 　 ◯障

荻窪 ☎3399-0196 善福寺1-8-3

高円寺（高円寺学園） ☎3389-1581 高円寺北1-4-11 　 ◯障

高南 ☎3313-1361 和田3-40-10

向陽 ☎3302-2989 下高井戸3-24-1

松溪 ☎3392-7328 荻窪2-3-1

神明 ☎3333-7428 南荻窪2-37-28

杉森 ☎3330-3431 阿佐谷北5-45-24

泉南 ☎3313-2361 堀ノ内1-3-1

高井戸 ☎3302-1762 高井戸東1-28-1 　 ◯難

中瀬 ☎3399-2196 下井草4-3-29

西宮 ☎3333-8828 宮前5-1-25

東田 ☎3313-1461 成田東3-19-17

東原 ☎3390-0148 下井草1-28-5

富士見丘 ☎3333-8928 久我山2-20-1

松ノ木 ☎3313-1561 松ノ木1-4-1

宮前 ☎3333-8728 宮前2-12-1 　 ◯障

和田 ☎3383-2428 和田2-21-8

⇒◯障 は固定の特別支援学級がある中学校
⇒◯難 は通級指導の難聴学級がある中学校
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56 杉並区役所 ☎03-3312-2111（代表）　※施設の問い合わせは44～57ページをご参照ください

公益法人など

公益法人その他

杉並区交流協会 ☎5378-8833
FAX5378-8844

阿佐谷南1-14-2
みなみ阿佐ヶ谷
ビル5階

杉並区シルバー人材センター ☎3317-2217
FAX3317-9090

阿佐谷南1-14-2
みなみ阿佐ヶ谷
ビル6階

杉並区シルバー人材センター
荻窪分室

☎3220-9804
FAX3220-9806 荻窪2-29-3

杉並区シルバー人材センター
清水分室

☎3394-2253
FAX3394-5004 清水3-22-4

杉並区社会福祉協議会 ☎5347-1010
FAX5347-2061

天沼3-19-16
ウェルファーム
杉並2階

杉並ボランティアセンター ☎5347-3939
FAX5347-2063

天沼3-19-16
ウェルファーム
杉並4階

杉並区障害者雇用支援事業団 ☎5346-3250
FAX5346-3253

高井戸東4-10-26
杉並障害者福祉
会館1階

杉並区スポーツ振興財団 ☎5305-6161
FAX5305-6162

阿佐谷南1-14-2
みなみ阿佐ヶ谷
ビル8階

NPO法人
すぎなみ環境ネットワーク

☎5941-8701
FAX3331-5212

高井戸東3-7-4
環境活動推進
センター内

区内の官公署

警察署
杉並警察署 ☎3314-0110 成田東4-38-16
荻窪警察署 ☎3397-0110 桃井3-1-3
高井戸警察署 ☎3332-0110 宮前1-16-1

都税事務所
杉並都税事務所 ☎3393-1171 成田東5-39-11

税務署
杉並税務署 ☎3313-1131 成田東4-15-8
荻窪税務署 ☎3392-1111 荻窪5-15-13

消防署
杉並消防署 ☎3393-0119 阿佐谷南3-4-3
荻窪消防署 ☎3395-0119 桃井3-4-1

公証役場
杉並公証役場 ☎3391-7100 天沼3-3-3

澁澤荻窪ビル4階

法務局－登記所－
東京法務局杉並出張所 ☎3395-0255 今川2-1-3

建設局－都立公園管理所－
善福寺川緑地サービスセンター ☎3313-4247 成田西1-30-27
善福寺公園サービスセンター ☎3396-0825 善福寺3-9-10
高井戸公園サービスセンター ☎3331-1336 久我山2-19-43

⇒都立和田堀公園は善福寺川緑地サービスセンターが管理

私立専修学校
阿佐ヶ谷美術専門学校 ☎3313-8655 梅里1-3-3
玉成保育専門学校 ☎3332-5973 松庵1-9-33
佼成看護専門学校 ☎3384-6161 和田1-3-14
専修学校中央ゼミナール ☎3316-1231 高円寺南4-45-10
専門学校�日本鉄道＆スポーツ
ビジネスカレッジ ☎5378-5081 高円寺南5-32-10

東京ITプログラミング＆
会計専門学校杉並校 ☎3336-8601 高円寺南4-21-8

東京ゴルフ専門学校 ☎3247-3636 高井戸東3-27-11
東京保育専門学校 ☎3311-7014 高円寺南2-32-30

私立各種学校
東京朝鮮第九初級学校 ☎3338-9525 阿佐谷北1-39-3

大学、専門学校（私立校）

私立大学・短大
女子美術大学・大学短期大学部 ☎5340-4500 和田1-49-8
高千穂大学・大学院 ☎3313-0141 大宮2-19-1
東京女子大学・大学院 ☎5382-6340 善福寺2-6-1
東京立正短期大学 ☎3313-5101 堀ノ内2-41-15
明治大学　和泉キャンパス ☎5300-1121 永福1-9-1

私立高校
光塩女子学院高等科 ☎3315-1911 高円寺南2-33-28
佼成学園 ☎3381-7227 和田2-6-29
國學院大學久我山 ☎3334-1151 久我山1-9-1
女子美術大学付属 ☎5340-4541 和田1-49-8
杉並学院 ☎3316-3311 阿佐谷南2-30-17
専修大学附属 ☎3322-7171 和泉4-4-1
中央大学杉並 ☎3390-3175 今川2-7-1
東京立正 ☎3312-1111 堀ノ内2-41-15
日本大学第二 ☎3391-9700 天沼1-45-33
日本大学鶴ヶ丘 ☎3322-7521 和泉2-26-12
文化学園大学杉並 ☎3392-6636 阿佐谷南3-48-16
立教女学院 ☎3334-5103 久我山4-29-60

高等学校（都立・私立）

都立高校
荻窪 ☎3392-6436 荻窪5-7-20
杉並 ☎3391-6530 成田西4-15-15
杉並工業 ☎3394-2471 上井草4-13-31
杉並総合 ☎3303-1003 下高井戸5-17-1
豊多摩 ☎3393-1331 成田西2-6-18
西 ☎3333-7771 宮前4-21-32
農芸 ☎3399-0191 今川3-25-1

都立特別支援学校
中央ろう学校（聴覚障害） ☎5301-3034 下高井戸2-22-10
永福学園
（知的障害、肢体不自由） ☎3323-1380 永福1-7-28

大塚ろう学校永福分教室
（聴覚障害） ☎3323-8376 永福1-7-28

東京法律公務員専門学校杉並校 ☎3337-8751 高円寺北3-4-21
東放学園専門学校 ☎3323-8531 和泉2-4-1
日本医歯薬専門学校 ☎5377-2200 高円寺南2-44-1
日本動物専門学校 ☎5306-3211 高円寺南4-6-8
野田鎌田学園杉並高等専修学校 ☎6913-5655 上荻4-29-8
芳澍女学院情報国際専門学校 ☎5340-2700 和田1-3-20

特別支援学校　

区立特別支援学校
済美養護学校 ☎3313-0561 堀ノ内1-19-25
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児童相談所
東京都杉並児童相談所 ☎5370-6001 南荻窪4-23-6

救急医療機関
荻窪病院 ☎3399-1101 今川3-1-24
浜田山病院 ☎3311-1195 浜田山4-1-8
河北総合病院 ☎3339-2121 阿佐谷北1-7-3
清川病院 ☎3312-0151 阿佐谷南2-31-12
城西病院 ☎3390-4166 上荻2-42-11
東京衛生アドベンチスト病院 ☎3392-6151 天沼3-17-3
山中病院 ☎3335-5611 南荻窪1-5-15
寺田病院 ☎3332-1166 宮前5-18-16
佼成病院 ☎3383-1281 和田2-25-1

バス�－営業所－
都バス�小滝橋自動車営業所杉並支所 ☎3311-2079 梅里1-14-22
関東バス�阿佐谷営業所 ☎3399-3185 下井草1-5-3
関東バス�五日市街道営業所 ☎3398-2211 成田西2-18-20
京王バス�永福町営業所 ☎5300-6011 永福2-60-19

鉄道

JR東日本
お問い合わせセンター

列車時刻、運賃・料金、空席案内情報
☎050-2016-1600

お忘れ物
☎050-2016-1601

東京メトロお客様センター 0120-104106
東京メトロ丸ノ内線東高円寺駅 ☎3311-3024 和田3-55-42
東京メトロ丸ノ内線新高円寺駅 ☎3312-3570 高円寺南2-20-1
東京メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅 ☎3312-3564 阿佐谷南1-15-7
東京メトロ丸ノ内線荻窪駅 ☎3392-3878 荻窪5-31-7
東京メトロ丸ノ内線方南町駅 ☎3311-3069 堀ノ内1-1-1
京王お客様センター ☎042-357-6161
京王井の頭線永福町駅 ☎3321-1527 永福2-60-31
京王井の頭線西永福駅 ☎3323-5480 永福3-36-1
京王井の頭線浜田山駅 ☎3303-6116 浜田山3-31-2
京王井の頭線高井戸駅 ☎3332-7847 高井戸西2-1-26
京王井の頭線富士見ヶ丘駅 ☎3333-7097 久我山5-1-25
京王井の頭線久我山駅 ☎3332-9254 久我山4-1-11
京王線八幡山駅 ☎3303-4160 上高井戸1-1-11 

下水道局�－西部第一下水道事務所－
杉並出張所 ☎3394-9457 下井草2-6-13

区内の公的機関など

年金事務所
杉並年金事務所 ☎3312-1511 高円寺南2-54-9

郵便局
杉並郵便局 成田東4-38-14
集荷・配送について ☎5377-1464（代） 0120-950-489
窓口（保険・郵便・貯金） ☎0570-943-725
荻窪郵便局 桃井2-3-2
集荷・配送について ☎3301-5514（代） 0120-950-489
窓口（保険・郵便） ☎0570-943-036
窓口（貯金） ☎3301-5518
杉並南郵便局 浜田山4-5-5
集荷・配送について ☎3315-4313（代） 0120-950-489
窓口（保険・郵便） ☎0570-943-311
窓口（貯金） ☎3315-4317

電気
東京電力東京カスタマーセンター
引越し・契約変更 0120-995-005
停電 0120-995-007
その他 0120-995-006

水道局
東京都水道局
お客様センター
引越し・契約変更 ☎5326-1100
料金・漏水修繕・その他 ☎5326-1101
杉並営業所 ☎5300-8261 和泉3-8-10

ガス
東京ガスお客さまセンター 0570-002211

西武鉄道お客様センター ☎04-2996-2888 
西武新宿線下井草駅 ☎3390-4431 下井草2-44-10
西武新宿線井荻駅 ☎3390-4533 下井草5-23-15
西武新宿線上井草駅 ☎3390-5727 上井草3-32-1
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