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３ 杉並区施設一覧 令和２年４月１日現在（学校及び子供園は令和２年５月１日現在） 

■行政系施設 

○本庁舎等 

 

 

○その他庁舎等 

 

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 本庁舎（東棟） 阿佐谷南1-15-1 ― 昭和38 11639.42

2 本庁舎（西棟） 阿佐谷南1-15-1 ― 平成元 10516.01

3 本庁舎（中棟） 阿佐谷南1-15-1 ― 平成3 9957.57

4 本庁舎（地下駐車場） 阿佐谷南1-15-1 阿佐谷南災害備蓄倉庫 平成元 5828.81

5 本庁舎（地下鉄連絡口） 阿佐谷南1-15-1 ― 平成2 54.66

6 分庁舎 成田東4-36-13 ― 昭和57 994.03

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 統計係
阿佐谷南1-14-2
みなみ阿佐ヶ谷ビル3階

― ― 186.19

2 消費者センター
天沼3-19-16
ウェルファーム杉並3階

杉並福祉事務所荻窪事務所、在宅医療・
生活支援センター、就労支援センター、くら
しのサポートステーション、子ども・子育て
プラザ天沼、天沼区民集会所、杉並区社
会福祉協議会、杉並区成年後見センター、
ウェルファーム災害備蓄倉庫

平成29 650.76

3 男女平等推進センター 荻窪1-56-3 児童青少年センター 平成9 487.77
4 井草区民事務所 下井草4-30-2 保育室下井草北 平成5 282.74
5 西荻区民事務所 西荻北2-2-1 ― ― 135.28

6 高円寺区民事務所 梅里1-22-32
高円寺地域区民センター、社会教育セン
ター

昭和63 149.00

7 高井戸区民事務所 高井戸西2-1-26 ― ― 171.81
8 永福和泉区民事務所 和泉3-8-18 永福和泉地域区民センター 平成3 217.38
9 荻窪区民事務所 上荻1-2-1 産業振興センター、都市再生担当分室 ― 260.45

10 すぎなみ協働プラザ 阿佐谷南1-47-17
阿佐谷地域区民センター、阿佐谷キック・
オフ／オフィス

― 93.40

11 産業振興センター 上荻1-2-1 荻窪区民事務所、都市再生担当分室 ― 825.22

12 阿佐谷キック・オフ／オフィス 阿佐谷南1-47-17
阿佐谷地域区民センター、すぎなみ協働プ
ラザ

― 148.62

13 就労支援センター
天沼3-19-16
ウェルファーム杉並1階

杉並福祉事務所荻窪事務所、在宅医療・
生活支援センター、消費者センター、くらし
のサポートステーション、子ども・子育てプ
ラザ天沼、天沼区民集会所、杉並区社会
福祉協議会、杉並区成年後見センター、
ウェルファーム災害備蓄倉庫

平成29 456.19

14 児童発達相談係 阿佐谷南1-14-8
のはら保育園、阿佐谷南児童館、杉並子
ども家庭支援センター

昭和45 51.38

15 杉並福祉事務所荻窪事務所
天沼3-19-16
ウェルファーム杉並2階

在宅医療・生活支援センター、就労支援セ
ンター、消費者センター、くらしのサポート
ステーション、子ども・子育てプラザ天沼、
天沼区民集会所、杉並区社会福祉協議
会、杉並区成年後見センター、ウェル
ファーム災害備蓄倉庫

平成29 4,145.81

16 杉並福祉事務所高円寺事務所 高円寺南2-24-18
障害者地域相談支援センター高円寺、高
円寺障害者交流館

平成13 1,135.20

17 杉並福祉事務所高井戸事務所 高井戸東3-26-10 ― 平成11 749.10

18 くらしのサポートステーション
天沼3-19-16
ウェルファーム杉並1階

杉並福祉事務所荻窪事務所、在宅医療・
生活支援センター、就労支援センター、消
費者センター、子ども・子育てプラザ天沼、
天沼区民集会所、杉並区社会福祉協議
会、杉並区成年後見センター、ウェル
ファーム災害備蓄倉庫

平成29 104.96
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○災害備蓄倉庫 

 

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

19 在宅医療・生活支援センター
天沼3-19-16
ウェルファーム杉並3階

杉並福祉事務所荻窪事務所、就労支援セ
ンター、消費者センター、くらしのサポート
ステーション、子ども・子育てプラザ天沼、
天沼区民集会所、杉並区社会福祉協議
会、杉並区成年後見センター、ウェル
ファーム災害備蓄倉庫

平成29 169.70

20 都市再生担当分室 上荻1-2-1 産業振興センター、荻窪区民事務所 ― 36.79

21 南公園緑地事務所 高井戸東1-18-5
上高井戸児童館、こども発達センター、高
井戸災害備蓄倉庫

平成8 887.96

22 北公園緑地事務所 下井草4-21-8 ― 昭和54 876.32

23 杉並土木事務所 成田東3-17-30 ― 昭和53 1,126.85
24 環境活動推進センター 高井戸東3-7-4 ― ― 750.80
25 杉並清掃事務所 成田東5-15-20 ― 昭和41 896.34
26 杉並清掃事務所下井草分室 下井草3-7-5 ― 昭和58 608.26
27 杉並清掃事務所高円寺車庫 高円寺南2-36-31 高円寺体育館 平成11 2,461.73
28 杉並清掃事務所方南支所 方南1-3-4 あすなろ作業所 昭和53 1,875.64
29 済美教育センター 堀ノ内2-5-26 ― 平成元 2,998.53
30 就学前教育支援センター 成田西2-24-21 成田西子供園 令和元 1,134.42
31 荻窪教職員住宅 荻窪1-17-12 ― 平成2 1,083.36

32 職員高円寺防災住宅 高円寺南4-44-11
ひととき保育高円寺南、高円寺南保育園、
ゆうゆう高円寺南館、防災会議室、高円寺
南災害備蓄倉庫

平成20 425.01

33 職員成田防災住宅 成田東4-14-34 ― 平成13 626.81

34 職員中瀬寮 下井草4-25-10
レイモンド中瀬保育園（旧区立中瀬保育
園）

平成4 757.17

35 職員会館 成田東5-41-7 保育室南阿佐ヶ谷 昭和47 599.12
36 旧杉並中継所 井草4-15-18 ― 平成7 6,311.73

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 阿佐谷南災害備蓄倉庫 阿佐谷南1-15-1 本庁舎 昭和38 238.00
2 天沼災害備蓄倉庫 天沼3-23-1 郷土博物館分館、中央図書館臨時窓口 平成18 68.40

3 井草災害備蓄倉庫 井草4-12-1
井草森公園管理事務所、井草森公園運動
場

平成7 299.89

4 和泉第二災害備蓄倉庫 和泉2-36-11 ― 昭和58 150.00
5 梅里堀ノ内災害備蓄倉庫 堀ノ内3-37-4 ゆうゆう梅里堀ノ内館 平成9 100.19
6 永福災害備蓄倉庫 永福2-6-12 永福南保育園、永福南児童館 昭和51 42.52
7 永福第二災害備蓄倉庫 永福1-3-1 ― 昭和55 30.25
8 上井草災害備蓄倉庫 上井草2-12-26 ― 昭和52 30.00
9 上井草第二災害備蓄倉庫 上井草3-16-21 ― 昭和56 482.48
10 久我山災害備蓄倉庫 久我山5-18-7 ― 昭和52 65.33
11 久我山第二災害備蓄倉庫 久我山5-36-17 ― 昭和55 90.32
12 高円寺北災害備蓄倉庫 高円寺北4-35-4 ― 昭和59 156.00

13 高円寺南災害備蓄倉庫 高円寺南4-44-11
ひととき保育高円寺南、高円寺南保育園、
ゆうゆう高円寺南館、防災会議室、職員高
円寺防災住宅

平成20 50.73

14 高円寺南第二災害備蓄倉庫 高円寺南3-29-5 馬橋区民集会所、ゆうゆう馬橋館 平成29 24.84
15 下高井戸災害備蓄倉庫 下高井戸2-28-23 下高井戸おおぞら公園管理事務所 平成28 170.00
16 善福寺災害備蓄倉庫 善福寺2-26-18 善福寺保育園、ゆうゆう善福寺館 昭和51 30.00
17 善福寺第二災害備蓄倉庫 善福寺1-8-4 ― 昭和57 124.15

18 高井戸災害備蓄倉庫 高井戸東1-18-5
上高井戸児童館、こども発達センター、南
公園緑地事務所

平成8 247.15

19 高井戸西災害備蓄倉庫 高井戸西2-5-10
高井戸児童館、高井戸学童クラブ、杉並区
定期利用保育施設高井戸北

昭和57 108.35

20 成田西災害備蓄倉庫 成田西3-4-1 ― 昭和52 90.00
21 浜田山災害備蓄倉庫 浜田山4-21-3 浜田山学童クラブ（校外育成室） 昭和55 77.25
22 堀ノ内災害備蓄倉庫 堀ノ内2-5-27 ― 昭和55 90.00
23 松ノ木災害備蓄倉庫 松ノ木2-33-6 松ノ木保育園、松ノ木児童館 昭和49 149.50
24 松ノ木第二災害備蓄倉庫 松ノ木1-3-11 ― 昭和56 71.71
25 南荻窪災害備蓄倉庫 南荻窪2-1-1 大宮前体育館 平成25 68.36
26 桃井災害備蓄倉庫 桃井4-3-2 西荻地域区民センター、勤労福祉会館 昭和59 70.98
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■文化系施設 

○地域区民センター・区民集会所 

 

※和田会議室は、保育室和田南としての活用を令和２年３月末で終了後、会議室再開に向けて準備中。 

 

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

27 桃井第二災害備蓄倉庫 桃井3-8-1 ― 平成23 156.00

28 和田災害備蓄倉庫 和田2-31-18 ― 昭和52 40.00

29 和田第二災害備蓄倉庫 和田3-55-46 ― 昭和60 165.00
30 柏の宮公園災害備蓄倉庫 浜田山2-5-1 ― 平成12 388.29

31 ウェルファーム災害備蓄倉庫

天沼3-19-16

ウェルファーム杉並

地下1階

杉並福祉事務所荻窪事務所、在宅医療・

生活支援センター、就労支援センター、消

費者センター、くらしのサポートステーショ
ン、子ども・子育てプラザ天沼、天沼区民

集会所、杉並区社会福祉協議会、杉並区

成年後見センター

平成29 60.00

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 井草地域区民センター 下井草5-7-22 ― 平成5 3,374.83
2 西荻地域区民センター 桃井4-3-2 勤労福祉会館、桃井災害備蓄倉庫 昭和59 2,918.41
3 荻窪地域区民センター 荻窪2-34-20 保育室荻窪第五 昭和53 3,719.15

4 阿佐谷地域区民センター 阿佐谷南1-47-17
阿佐谷キック・オフ／オフィス、すぎなみ協
働プラザ

― 3,277.03

5 高円寺地域区民センター 梅里1-22-32 高円寺区民事務所、社会教育センター 昭和63 3,854.11

6 高井戸地域区民センター 高井戸東3-7-5

ひととき保育高井戸、高井戸温水プール、
高齢者活動支援センター、杉並区定期利
用保育施設高井戸、高井戸地域区民セン
ター図書室

昭和57 5,010.89

7 永福和泉地域区民センター 和泉3-8-18 永福和泉区民事務所 平成3 3,234.06
8 四宮区民集会所 上井草2-28-13 ― 昭和59 299.34
9 八成区民集会所 井草1-3-2 ― 平成8 471.44
10 西荻南区民集会所 西荻南3-5-23 西荻南児童館 昭和63 347.66
11 本天沼区民集会所 本天沼2-12-10 ― 平成4 433.96

12 天沼区民集会所
天沼3-19-16
ウェルファーム杉並4階

杉並福祉事務所荻窪事務所、在宅医療・
生活支援センター、就労支援センター、消
費者センター、くらしのサポートステーショ
ン、子ども・子育てプラザ天沼、杉並区社
会福祉協議会、杉並区成年後見センター、
ウェルファーム災害備蓄倉庫

平成29 459.59

13 梅里区民集会所 梅里2-34-20 ― 昭和58 243.04

14 馬橋区民集会所 高円寺南3-29-5
ゆうゆう馬橋館、高円寺南第二災害備蓄倉
庫

平成29 308.65

15 和田区民集会所 和田2-31-21
和田図書サービスコーナー、和田障害者
交流館、和田小学校

昭和39 453.77

16 高円寺北区民集会所 高円寺北3-25-9 ― 昭和63 534.24
17 上高井戸区民集会所 上高井戸1-15-5 ― 昭和59 296.30
18 方南区民集会所 方南1-27-8 ― 平成2 608.88
19 下高井戸区民集会所 下高井戸3-26-1 下高井戸運動場 平成3 506.58
20 上荻窪会議室 上荻3-16-6 ゆうゆう上荻窪館、ケア24上荻 昭和38 201.72
21 上井草会議室 今川4-8-22 保育室上井草西 昭和44 142.99
22 天沼会議室別館 天沼3-34-38 ― 昭和41 128.06
23 荻窪会議室 南荻窪2-28-13 ケア24南荻窪 昭和50 420.33
24 成田会議室 成田西3-7-4 ケア24成田 昭和46 174.21
25 高円寺中央会議室 高円寺南2-32-5 コロボックル保育室 昭和61 290.25

26 和田会議室※ 和田1-41-10
さざんかステップアップ教室和田教室、ゆ
うゆう和田館

昭和45 155.37

27 方南和泉会議室 和泉4-42-5 方南会館、小規模保育園ぴーかーぶぅ 昭和57 307.49
28 桜上水北会議室 下高井戸1-24-15 桜上水北図書サービスコーナー 平成8 100.99
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○区民会館 

 

 

○その他集会施設 

 

 

○文化施設 

 

■スポーツ施設 

○スポーツ施設 

 

  

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 久我山会館 久我山3-23-20 ― 平成元 825.07
2 方南会館 和泉4-42-5 方南和泉会議室、小規模保育園ぴーかーぶぅ 昭和57 643.26
3 浜田山会館 浜田山1-36-3 ケア24浜田山 平成5 894.53

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 産業商工会館 阿佐谷南3-2-19 阿佐谷南ゆうゆうハウス 昭和40 999.34
2 勤労福祉会館 桃井4-3-2 西荻地域区民センター、桃井災害備蓄倉庫 昭和59 2,910.00
3 杉並会館 上荻3-29-5 杉並アニメーションミュージアム 昭和42 3,597.54

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 杉並アニメーションミュージアム 上荻3-29-5 杉並会館 昭和42 495.74
2 杉並芸術会館 高円寺北2-1-2 ― 平成20 4,977.74
3 杉並公会堂 上荻1-23-15 ― 平成18 9,846.27

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 上井草スポーツセンター 上井草3-34-1 ― 平成9 10,279.17
2 荻窪体育館 荻窪3-47-2 ― 平成3 2,324.21

3 高円寺体育館 高円寺南2-36-31 杉並清掃事務所高円寺車庫 平成11 1,604.26
4 妙正寺体育館 清水3-20-12 ― 平成28 2,448.61
5 永福体育館 永福1-7-6 ― 昭和61 2,855.11

6 大宮前体育館 南荻窪2-1-1 南荻窪災害備蓄倉庫 平成25 5,612.35
7 松ノ木運動場 松ノ木1-3-22 ― 昭和46 268.37

8 下高井戸運動場 下高井戸3-26-1 下高井戸区民集会 平成3 608.38
9 塚山公園運動場 下高井戸5-23-12 ― ― ―

10 井草森公園運動場 井草4-12-1 井草災害備蓄倉庫、井草森公園管理事務所 ― ―
11 和田堀公園野球場 大宮1-6 ― ― ―

12 柏の宮公園庭球場 浜田山2-5-1 ― ― ―
13 馬橋公園運動広場 高円寺北4-35-5 ― ― ―
14 蚕糸の森公園運動場 和田3-55-49 杉並第十小学校温水プール、杉並第十小学校 ― ―

15 高井戸温水プール 高井戸東3-7-5

ひととき保育高井戸、高井戸地域区民セン
ター、高齢者活動支援センター、杉並区定期利

用保育施設高井戸、高井戸地域区民センター
図書室

昭和57 1,702.14

16 杉並第十小学校温水プール 和田3-55-49 蚕糸の森公園運動場、杉並第十小学校 昭和60 1,855.84
17 和田堀公園プール 大宮2-2-10 ― 昭和39 680.33
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■保健・福祉施設 

○高齢者支援施設 

 

○ふれあいの家 

 

  

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 高齢者活動支援センター 高井戸東3-7-5
ひととき保育高井戸、高井戸地域区民センター、
高井戸温水プール、杉並区定期利用保育施設
高井戸、高井戸地域区民センター図書室

昭和57 2,231.56

2 ゆうゆう上荻窪館 上荻3-16-6 上荻窪会議室、ケア24上荻 昭和38 182.35
3 ゆうゆう下高井戸館 下高井戸4-19-6 下高井戸児童館 昭和53 221.17
4 ゆうゆう西田館 荻窪1-57-4 旧西田保育園 昭和39 174.08
5 ゆうゆう堀ノ内松ノ木館 松ノ木2-38-6 ― 平成元 377.86
6 ゆうゆう阿佐谷館 阿佐谷北2-18-17 ― 平成5 603.75
7 ゆうゆう高円寺北館 高円寺北3-20-8 高円寺北ふれあいの家 平成元 288.37
8 ゆうゆう大宮前館 宮前5-19-8 大宮前保育園 昭和40 199.44
9 ゆうゆう馬橋館 高円寺南3-29-5 馬橋区民集会所、高円寺南第二災害備蓄倉庫 平成29 179.29
10 ゆうゆう方南館 方南1-51-7 方南児童館 昭和63 163.38
11 ゆうゆう荻窪館 南荻窪2-25-17 荻窪保育園 平成10 222.00
12 ゆうゆう四宮館 上井草2-28-3 四宮保育園 昭和41 202.59
13 ゆうゆう今川館 今川4-12-10 今川図書館 平成19 393.50
14 ゆうゆう天沼館 天沼2-42-9 天沼保育園 昭和42 221.88
15 ゆうゆう上高井戸館 高井戸東2-6-17 ― 平成10 247.02

16 ゆうゆう高円寺南館 高円寺南4-44-11
ひととき保育高円寺南、高円寺南保育園、防災
会議室、高円寺南災害備蓄倉庫、職員高円寺
防災住宅

平成20 461.88

17 ゆうゆう桃井館 桃井1-35-2 桃井グループ保育室 昭和44 225.42
18 ゆうゆう高円寺東館 高円寺南1-7-22 高円寺東児童館 昭和45 236.51

19 ゆうゆう和田館 和田1-41-10
さざんかステップアップ教室和田教室、和田会
議室

昭和45 199.10

20 ゆうゆう梅里堀ノ内館 堀ノ内3-37-4 梅里堀ノ内災害備蓄倉庫 平成9 287.94
21 ゆうゆう和泉館 和泉4-16-22 和泉保育園 昭和43 193.51
22 ゆうゆう高井戸西館 高井戸西1-17-5 高井戸西児童館 昭和47 242.55
23 ゆうゆう西荻北館 西荻北2-27-18 西荻北保育園 昭和48 229.77
24 ゆうゆう高井戸東館 高井戸東3-14-9 高井戸東保育園 昭和48 212.04
25 ゆうゆう井草館 井草2-15-15 井草保育園、井草児童館 昭和49 227.22
26 ゆうゆう善福寺館 善福寺2-26-18 善福寺保育園、善福寺災害備蓄倉庫 昭和51 219.36
27 ゆうゆう久我山館 久我山5-8-8 久我山保育園 昭和52 247.49
28 ゆうゆう浜田山館 浜田山4-18-31 浜田山保育園 昭和53 235.04
29 ゆうゆう下井草館 下井草3-13-9 下井草保育園、子ども・子育てプラザ下井草 昭和55 329.67
30 ゆうゆう永福館 永福2-4-9 ― 昭和59 317.80
31 ゆうゆう荻窪東館 荻窪4-23-12 荻窪東保育園 昭和61 268.95
32 ゆうゆう大宮堀ノ内館 堀ノ内1-27-9 こすもす生活園 平成4 299.15

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 大宮ふれあいの家 堀ノ内1-16-38 大宮中学校、大宮中学校クラブハウス 昭和40 207.09
2 荻窪ふれあいの家 荻窪2-29-3 杉並区シルバー人材センター荻窪分室 平成6 594.20

3 上荻ふれあいの家 上荻2-26-7 ― 平成7 517.02
4 高円寺北ふれあいの家 高円寺北3-20-8 ゆうゆう高円寺北館 平成元 435.37

5 松渓ふれあいの家 荻窪2-3-1 松溪中学校 昭和41 223.50
6 八成ふれあいの家 井草2-25-4 八成小学校 昭和44 213.25

7 ふれあいの家しみず正吉苑 清水3-22-4 杉並区シルバー人材センター清水分室 平成4 445.55
8 方南ふれあいの家 方南1-52-14 方南小学校 昭和58 130.47

9 松ノ木ふれあいの家 松ノ木2-14-3 ― 平成8 523.83
10 宮前ふれあいの家 宮前5-17-15 ― 平成12 1,044.19

11 桃三ふれあいの家 西荻北2-10-7 桃井第三小学校 昭和39 187.58
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○地域包括支援センター 

 

○その他高齢者福祉施設 

 

○障害者福祉会館 

 

○障害者（児）通所施設 

 

  

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 ケア24荻窪 荻窪5-20-1

障害者地域相談支援センター荻窪、荻窪

子どもセンター、杉並保健所、荻窪保健セ

ンター

平成10 89.76

2 ケア24上井草 上井草3-33-10
おあしす上井草小規模多機能ホーム、特

別養護老人ホーム上井草園
平成8 145.57

3 ケア24上荻 上荻3-16-6 上荻窪会議室、ゆうゆう上荻窪館 昭和38 89.61

4 ケア24成田 成田西3-7-4 成田会議室 昭和46 194.88
5 ケア24浜田山 浜田山1-36-3 浜田山会館 平成5 95.25

6 ケア24松ノ木 松ノ木3-3-4 旧堀ノ内松ノ木会議室 昭和39 99.38

7 ケア24南荻窪 南荻窪2-28-13 荻窪会議室 昭和50 87.62

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1
高齢者交流スペース
（旧新泉小学校学童クラブ）

和泉1-44-26 ― 平成16 87.76

2 高齢者ゲートボール場 荻窪1-56-35 ― 平成9 29.04
3 シャローム本天沼 本天沼2-36-17 本天沼二丁目第三アパート 平成19 296.40

4 なごみ高井戸 高井戸西2-5-1 ― 平成16 264.70

5 特別養護老人ホーム上井草園 上井草3-33-10
おあしす上井草小規模多機能ホーム、ケア

24上井草
平成8 3,415.40

6 ニチイケアハウス井草 井草3-13-18 ― 平成17 2,477.28

7 ベネッセケアハウス今川 今川2-5-18 ― 平成15 1,990.04

8
おあしす上井草小規模多機能

ホーム
上井草3-33-10

ケア24上井草、特別養護老人ホーム上井

草園
平成8 373.26

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 杉並障害者福祉会館 高井戸東4-10-5
障害者地域相談支援センター高井戸、杉
並区障害者雇用支援事業団

昭和56 1,744.33

2 杉並視覚障害者会館 南荻窪3-28-10 ― 昭和56 167.00

3 和田障害者交流館 和田2-31-21
和田図書サービスコーナー、和田区民集
会所、和田小学校

昭和39 301.75

4 高円寺障害者交流館 高円寺南2-24-18
障害者地域相談支援センター高円寺、杉

並福祉事務所高円寺事務所
平成13 391.12

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 すぎのき生活園（すぎのき棟） 井草3-18-14 ― 昭和57 1,525.22

2 すぎのき生活園（けやき棟） 井草3-18-19 ― 平成5 903.29

3 こすもす生活園 堀ノ内1-27-9 ゆうゆう大宮堀ノ内館 平成4 794.48

4 なのはな生活園 宮前2-22-4 ― 平成11 1,018.77

5 こども発達センター 高井戸東1-18-5
上高井戸児童館、南公園緑地事務所、高

井戸災害備蓄倉庫
平成8 1,774.94

6 重症心身障害児通所施設わかば 天沼3-15-20

保育室若杉、パピーナ荻窪天沼保育園、さ

ざんかステップアップ教室荻窪教室、旧若

杉小学校

昭和42 212.83
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○障害者地域相談支援センター 

 

 

○その他障害者福祉施設 

 

 

○保健所・保健センター 

 
 

  

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1
障害者地域相談支援センター

すまいる荻窪
荻窪5-20-1

荻窪子どもセンター、ケア24荻窪、杉並保

健所、荻窪保健センター
平成10 154.32

2
障害者地域相談支援センター

すまいる高円寺
高円寺南2-24-18

高円寺障害者交流館、杉並福祉事務所高

円寺事務所
平成13 137.90

3
障害者地域相談支援センター

すまいる高井戸
高井戸東4-10-5

杉並障害者福祉会館、杉並区障害者雇用

支援事業団
昭和56 44.23

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 あけぼの作業所 上井草4-3-11 ― 昭和62 1,365.75
2 あすなろ作業所 方南1-3-4 杉並清掃事務所方南支所 昭和53 1,517.64
3 杉並いずみ第一 和泉4-44-4 ― 昭和63 334.75
4 希望の家 久我山5-36-17 ― 昭和62 279.45
5 ひまわり作業所 松庵2-22-22 ― 平成6 1,362.31

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 杉並保健所 荻窪5-20-1

障害者地域相談支援センター荻窪、荻窪

子どもセンター、ケア24荻窪、荻窪保健セ

ンター

平成10 5,861.71

2 荻窪保健センター 荻窪5-20-1
障害者地域相談支援センター荻窪、荻窪

子どもセンター、ケア24荻窪、杉並保健所
平成10 208.10

3 高井戸保健センター 高井戸東3-20-3 高井戸子どもセンター 昭和41 1,330.54

4 生活衛生課分室 高井戸東3-20-3 ― 昭和56 1,591.81
5 和泉保健センター 和泉4-50-6 和泉子どもセンター 昭和54 640.53

6 高円寺保健センター 高円寺南3-24-15 高円寺南児童館、高円寺子どもセンター 昭和51 1,442.45

7 上井草保健センター 上井草3-8-19 上井草子どもセンター 昭和59 762.27
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■子育て支援施設 

○児童館・学童クラブ 

 

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 児童青少年センター 荻窪1-56-3 男女平等推進センター 平成9 2,378.90
2 天沼児童館 天沼1-6-25 ― 昭和58 580.86

3 上高井戸児童館 高井戸東1-18-5
こども発達センター、南公園緑地事務所、高
井戸災害備蓄倉庫

平成8 591.59

4 大宮児童館 大宮2-16-16 大宮保育園 昭和44 148.08
5 宮前児童館 宮前4-15-13 ― 昭和44 458.06

6 荻窪児童館 荻窪2-40-2 ― 平成16 599.40
7 桃井児童館 桃井2-10-9 ― 平成11 599.54

8 西荻北児童館 西荻北1-9-5 ― 昭和45 461.88
9 高円寺東児童館 高円寺南1-7-22 ゆうゆう高円寺東館 昭和45 449.41

10 成田児童館 成田東2-16-5 成田保育園 昭和45 429.42
11 本天沼児童館 本天沼3-34-35 本天沼保育園 昭和45 415.40

12 堀ノ内東児童館 堀ノ内3-49-19 堀ノ内東保育園 昭和46 865.58

13 阿佐谷児童館 阿佐谷北1-6-14 ― 昭和46 471.49
14 高井戸西児童館 高井戸西1-17-5 ゆうゆう高井戸西館 昭和47 515.23

15 宮前北児童館 宮前3-29-6 ― 昭和47 557.15
16 上荻児童館 上荻1-20-13 上荻保育園 昭和49 427.92

17 井草児童館 井草2-15-15 井草保育園、ゆうゆう井草館 昭和49 545.40
18 松ノ木児童館 松ノ木2-33-6 松ノ木保育園、松ノ木災害備蓄倉庫 昭和49 619.16

19 松庵児童館 松庵2-23-34 松庵保育園 昭和50 523.62
20 永福南児童館 永福2-6-12 永福南保育園、永福災害備蓄倉庫 昭和51 523.72

21 高円寺南児童館 高円寺南3-24-15 高円寺子どもセンター、高円寺保健センター 昭和51 633.60
22 善福寺児童館 善福寺1-18-9 ― 昭和53 661.50

23 下高井戸児童館 下高井戸4-19-6 ゆうゆう下高井戸館 昭和53 371.65
24 今川児童館 今川3-3-18 今川保育園 昭和54 598.75

25 上井草児童館 上井草3-6-24 ― 昭和54 599.84

26 高井戸児童館 高井戸西2-5-10
高井戸学童クラブ、高井戸西災害備蓄倉

庫、杉並区定期利用保育施設高井戸北
昭和57 997.25

27 善福寺北児童館 善福寺3-13-10 ― 昭和58 593.23

28 四宮森児童館 上井草2-41-11 ― 昭和59 878.19
29 高円寺中央児童館 高円寺南2-52-2 ― 昭和60 607.91

30 和田中央児童館 和田1-38-18 ― 昭和61 599.83
31 西荻南児童館 西荻南3-5-23 西荻南区民集会所 昭和63 580.47

32 方南児童館 方南1-51-7 ゆうゆう方南館 昭和63 667.20
33 馬橋児童館 高円寺北4-2-17 馬橋ふれあい図書室 平成3 601.91

34 阿佐谷南児童館 阿佐谷南1-14-8
児童発達相談係、のはら保育園、杉並子ど
も家庭支援センター

昭和45 917.26

35 和泉学園学童クラブ 和泉2-17-14 新泉和泉小学校、和泉中学校 平成26 380.68
36 今川北学童クラブ 今川2-22-23 ― 平成21 383.59

37 大宮小学童クラブ 堀ノ内1-12-16 大宮小学校 昭和40 119.00

38 上高井戸第二学童クラブ 高井戸東1-12-1 高井戸東小学校 昭和47 63.75

39 久我山学童クラブ 久我山5-18-7 久我山小学校 昭和52 256.00

40 高円寺学園学童クラブ 高円寺北1-4-11 高円寺小学校、高円寺中学校 令和元 528.15
41 杉九学童クラブ 本天沼1-2-19 杉並第九小学校 昭和44 340.20

42 杉七学童クラブ 阿佐谷南3-19-2 杉並第七小学校 平成24 245.85
43 杉二学童クラブ 成田西3-4-1 杉並第二小学校 昭和34 323.00

44 高井戸学童クラブ 高井戸西2-5-10
高井戸児童館、高井戸西災害備蓄倉庫、杉
並区定期利用保育施設高井戸北

昭和57 379.90

45 高三学童クラブ 下高井戸4-16-24 高井戸第三小学校 昭和38 401.10
46 高二学童クラブ 久我山4-49-1 高井戸第二小学校 平成25 162.38

47 浜田山学童クラブ（校内育成室） 浜田山4-23-1 浜田山小学校 平成30 332.62
48 浜田山学童クラブ（校外育成室） 浜田山4-21-3 浜田山災害備蓄倉庫 昭和55 599.92

49 東田学童クラブ 成田東1-21-1 東田小学校 昭和46 236.25
50 堀ノ内南学童クラブ 堀ノ内1-9-26 堀ノ内子供園 昭和49 550.20

51 松ノ木小学童クラブ 松ノ木1-2-26 松ノ木小学校 平成17 138.41
52 桃五学童クラブ 下井草4-23-8 ― 平成21 571.40

53 桃二学童クラブ 荻窪5-10-25 桃井第二小学校 平成30 436.16
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○子ども・子育てプラザ 

 

○保育園 

 

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 子ども・子育てプラザ和泉 和泉2-36-14 ― 昭和58 808.85

2 子ども・子育てプラザ天沼
天沼3-19-16

ウェルファーム杉並1階

杉並福祉事務所荻窪事務所、在宅医療・

生活支援センター、就労支援センター、消

費者センター、くらしのサポートステーショ

ン、天沼区民集会所、杉並区社会福祉協

議会、杉並区成年後見センター、ウェル

ファーム災害備蓄倉庫

平成29 663.12

3 子ども・子育てプラザ成田西 成田西3-10-38 ― 昭和58 840.69

4 子ども・子育てプラザ下井草 下井草3-13-9 下井草保育園、ゆうゆう下井草館 昭和55 597.93

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 堀ノ内保育園 堀ノ内2-8-7 ― 昭和47 671.49
2 上高井戸保育園 久我山1-4-15 ― 平成28 728.56
3 下高井戸保育園 下高井戸3-31-11 ― 平成27 1,080.23
4 高井戸保育園 高井戸西1-31-3 ― 平成15 781.11
5 大宮前保育園 宮前5-19-8 ゆうゆう大宮前館 昭和40 331.02
6 荻窪保育園 南荻窪2-25-17 ゆうゆう荻窪館 平成10 429.10
7 四宮保育園 上井草2-28-3 ゆうゆう四宮館 昭和41 355.60
8 高円寺北保育園 高円寺北2-32-7 ― 昭和46 768.81
9 天沼保育園 天沼2-42-9 ゆうゆう天沼館 昭和42 483.86
10 和泉保育園 和泉4-16-22 ゆうゆう和泉館 昭和43 372.33
11 阿佐谷南保育園 阿佐谷南3-12-12 ― 平成30 1,193.58
12 大宮保育園 大宮2-16-16 大宮児童館 昭和44 611.16

13 高円寺南保育園 高円寺南4-44-11
ひととき保育高円寺南、ゆうゆう高円寺南
館、防災会議室、高円寺南災害備蓄倉庫、
職員高円寺防災住宅

平成20 1,466.98

14 成田保育園 成田東2-16-5 成田児童館 昭和45 499.09
15 本天沼保育園 本天沼3-34-35 本天沼児童館 昭和45 642.52
16 宮前保育園 宮前2-24-38 ― 昭和45 621.12
17 堀ノ内東保育園 堀ノ内3-49-19 堀ノ内東児童館 昭和46 816.72
18 久我山東保育園 久我山5-24-19 杉並区定期利用保育施設久我山東 昭和47 570.97
19 荻窪南保育園 荻窪1-1-6 ― 昭和47 662.87
20 西荻北保育園 西荻北2-27-18 ゆうゆう西荻北館 昭和48 648.65
21 高井戸東保育園 高井戸東3-14-9 ゆうゆう高井戸東館 昭和48 650.46
22 阿佐谷東保育園 阿佐谷南1-42-7 ― 昭和49 656.70
23 上荻保育園 上荻1-20-13 上荻児童館 昭和49 788.19
24 井草保育園 井草2-15-15 井草児童館、ゆうゆう井草館 昭和49 668.09
25 松ノ木保育園 松ノ木2-33-6 松ノ木児童館、松ノ木災害備蓄倉庫 昭和49 604.49
26 荻窪北保育園 荻窪5-17-8 ひととき保育荻窪 昭和49 974.22
27 阿佐谷北保育園 下井草1-25-9 ― 平成30 997.86
28 松庵保育園 松庵2-23-34 松庵児童館 昭和50 712.78
29 永福南保育園 永福2-6-12 永福南児童館、永福災害備蓄倉庫 昭和51 725.57
30 善福寺保育園 善福寺2-26-18 ゆうゆう善福寺館、善福寺災害備蓄倉庫 昭和51 648.42
31 久我山保育園 久我山5-8-8 ゆうゆう久我山館 昭和52 643.38
32 和田保育園 和田1-66-19 ― 昭和52 672.79
33 永福北保育園 永福4-25-4 ― 昭和52 758.01
34 浜田山保育園 浜田山4-18-31 ゆうゆう浜田山館 昭和53 751.84
35 高円寺東保育園 高円寺南1-28-4 ― 昭和53 786.07
36 今川保育園 今川3-3-18 今川児童館 昭和54 706.27

37 下井草保育園 下井草3-13-9
子ども・子育てプラザ下井草、ゆうゆう下井
草館

昭和55 814.14

38 荻窪東保育園 荻窪4-23-20 ゆうゆう荻窪東館 昭和61 634.17
39 小規模保育事業所宮前北 宮前3-9-3シャトー5　1階 ― ― 86.78
40 保育室堀ノ内 堀ノ内1-16-7 ― 平成27 284.61
41 保育室善福寺 善福寺1-11-11 ― 昭和41 344.40

42 保育室南阿佐ヶ谷
成田東5-41-7
杉並区職員会館内

職員会館 昭和47 229.01
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○子供園 

 

 

○その他保育施設 

 

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

43 保育室若杉 天沼3-15-20
パピーナ荻窪天沼保育園、重症心身障害
児通所施設わかば、さざんかステップアッ

プ教室荻窪教室、旧若杉小学校

昭和42 1,524.15

44 保育室高円寺
高円寺北2-1-24

Core高円寺ビル1階・2階
― ― 127.01

45 保育室下井草南
下井草3-3-21

サンライトマンション1階
― ― 117.60

46 保育室荻窪第三
荻窪5-30-12

グローリアビル3階
― ― 201.00

47 保育室荻窪第四
荻窪5-26-9
シェモア荻窪参番館2階

― ― 284.18

48 保育室荻窪第五
荻窪2-34-20
荻窪地域区民センター1階

荻窪地域区民センター 昭和53 98.80

49 保育室上井草西
今川4-8-22
上井草会議室1階

上井草会議室 昭和44 140.01

50 保育室下井草北
下井草4-30-2
井草区民事務所2階

井草区民事務所 平成5 274.01

51 保育室高円寺第二
高円寺北2-5-1
ホテルメッツ高円寺3階

高円寺駅前図書サービスコーナー ― 297.52

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 下高井戸子供園 下高井戸4-38-15 ― 平成29 1,007.12

2 堀ノ内子供園 堀ノ内1-9-26 堀ノ内南学童クラブ 昭和49 700.47

3 高円寺北子供園 高円寺北2-14-13 旧杉並第四小学校 平成3 421.00

4 成田西子供園 成田西2-24-21 就学前教育支援センター 令和元 859.59

5 高井戸西子供園 高井戸西3-15-4 ― 昭和47 703.34

6 西荻北子供園 西荻北1-19-22 ― 昭和51 727.53

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 桃井グループ保育室 桃井1-35-2 ゆうゆう桃井館 昭和44 165.04

2
杉並区定期利用保育施設
久我山東

久我山5-24-19 久我山東保育園 昭和47 301.40

3
杉並区定期利用保育施設
下井草

下井草4-21-9 ― 平成28 158.15

4
杉並区定期利用保育施設
善福寺

善福寺2-26-22 ― 平成28 201.57

5
杉並区定期利用保育施設
高井戸

高井戸東3-7-5
ひととき保育高井戸、高井戸地域区民セン
ター、高井戸温水プール、高齢者活動支援
センター、高井戸地域区民センター図書室

昭和57 96.81

6
杉並区定期利用保育施設
高井戸北

高井戸西2-5-10
高井戸児童館、高井戸学童クラブ、高井戸
西災害備蓄倉庫

昭和57 285.56

7
杉並区定期利用保育施設
南阿佐ヶ谷第二

阿佐谷南3-7-3
阿佐ヶ谷進和ビル1階・2階

― ― 200.20

8
杉並区定期利用保育施設
和田堀

堀ノ内2-22-3 ― 昭和43 219.81

9 ひととき保育阿佐谷 阿佐谷北1-4-2 ポピンズナーサリースクール阿佐ヶ谷 平成18 75.33
10 ひととき保育荻窪 荻窪5-17-8 荻窪北保育園 昭和49 79.80

11 ひととき保育高円寺南 高円寺南4-44-11
高円寺南保育園、ゆうゆう高円寺南館、防
災会議室、高円寺南災害備蓄倉庫、職員
高円寺防災住宅

平成20 79.24

12 ひととき保育高井戸 高井戸東3-7-5

高井戸地域区民センター、高井戸温水
プール、高齢者活動支援センター、杉並区
定期利用保育施設高井戸、高井戸地域区
民センター図書室

昭和57 172.03

13
井荻保育園（旧区立井荻保
育園）

善福寺1-5-17 ― 平成2 591.96
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○子ども家庭支援センター、子どもセンター 

 

  

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

14
きらきらぼし保育園（旧清沓
中通会議室）

清水2-17-11 ― 昭和54 535.39

15
小学館アカデミーにしおぎ
駅前保育園

松庵3-35-15 ― 平成21 429.70

16 上水保育園清水分園 清水3-22-11 ― 平成22 343.37

17
杉並の家さくら保育園（成田
東五丁目用地活用）

成田東4-9-19 ― 平成28 966.06

18
杉並ひまわり保育園
（旧区立杉並保育園）

成田東3-32-26 ― 昭和37 416.85

19
杉並保育園
（梅里二丁目国有地活用）

梅里2-34-22 ― 平成28 841.51

20 のはら保育園 阿佐谷南1-14-8
児童発達相談係、阿佐谷南児童館、杉並

子ども家庭支援センター
昭和45 553.60

21 パピーナ荻窪天沼保育園 天沼3-15-20
保育室若杉、重症心身障害児通所施設わ
かば、さざんかステップアップ教室荻窪教
室、旧若杉小学校

昭和42 1,203.28

22
ポピンズナーサリースクー

ル阿佐ヶ谷
阿佐谷北1-4-2 ひととき保育阿佐谷 平成18 344.52

23 むさしの保育園方南分園 方南1-51-2 方南図書館 平成17 362.69

24
レイモンド中瀬保育園
（旧区立中瀬保育園）

下井草4-25-10 職員中瀬寮 平成4 786.58

25 小規模保育園ぴーかーぶぅ
和泉4-42-5

方南会館2階
方南和泉会議室、方南会館 昭和57 180.50

26 コロボックル保育室 高円寺南2-32-5 高円寺中央会議室 昭和61 271.12

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 杉並子ども家庭支援センター 阿佐谷南1-14-8
児童発達相談係、のはら保育園、阿佐谷

南児童館
昭和45 395.49

2 高円寺子ども家庭支援センター 高円寺南3-31-3 旧ひととき保育馬橋 平成3 197.14

3 荻窪子どもセンター 荻窪5-20-1
障害者地域相談支援センター荻窪、ケア24

荻窪、杉並保健所、荻窪保健センター
平成10 112.24

4 高井戸子どもセンター 高井戸東3-20-3 高井戸保健センター 昭和41 26.20

5 和泉子どもセンター 和泉4-50-6 和泉保健センター 昭和54 43.50

6 高円寺子どもセンター 高円寺南3-24-15 高円寺南児童館、高円寺保健センター 昭和51 36.50

7 上井草子どもセンター 上井草3-8-19 上井草保健センター 昭和59 53.10
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■公営住宅 

○区営住宅 

 

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 井草四丁目アパート 井草4-16-20 ― 昭和54 932.28

2 上井草四丁目第二アパート 上井草4-22-13 ― 昭和58 974.58

3 方南一丁目第二アパート１号棟 方南1-45-16 ― 昭和49 618.00

4 方南一丁目第二アパート２号棟 方南1-45-17 ― 昭和49 617.00

5 方南一丁目第二アパート３号棟 方南1-45-19 ― 昭和49 463.10

6 方南一丁目第二アパート４号棟 方南1-45-20 ― 昭和49 435.10

7 下高井戸五丁目アパート 下高井戸5-1-1 ― 昭和54 5,502.70

8 久我山四丁目アパート１８号棟 久我山4-13-18 ― 昭和51 1,222.33

9 久我山四丁目アパート２４号棟 久我山4-13-24 ― 昭和51 507.54

10 下高井戸一丁目アパート１号棟 下高井戸1-12-1 ― 昭和57 676.38

11 下高井戸一丁目アパート２号棟 下高井戸1-12-2 ― 昭和57 676.38

12 本天沼二丁目第二アパート２６号棟 本天沼2-40-26 ― 昭和53 595.73

13 本天沼二丁目第二アパート２８号棟 本天沼2-40-28 ― 昭和53 495.70

14 上井草二丁目アパート１６号棟 上井草2-39-16 ― 昭和50 602.04

15 上井草二丁目アパート２３号棟 上井草2-39-23 ― 昭和50 428.74

16 高井戸東四丁目アパート 高井戸東4-8-5 ― 昭和49 1,314.75

17 井草一丁目アパート１号棟 井草1-32-1 ― 昭和54 1,829.28

18 井草一丁目アパート３号棟 井草1-34-3 ― 昭和55 947.28

19 下井草二丁目アパート１９号棟 下井草2-16-19 ― 昭和51 1,044.00

20 下井草二丁目アパート８号棟 下井草2-17-8 ― 昭和51 441.00

21 松ノ木二丁目第二アパート６号棟 松ノ木2-3-6 ― 昭和59 1,508.23

22 松ノ木二丁目第二アパート７号棟 松ノ木2-3-7 ― 昭和61 780.70

23 本天沼二丁目第三アパート 本天沼2-36-17 シャローム本天沼 平成19 927.08

24 井草三丁目第二アパート３号棟 井草3-23-3 ― 昭和61 681.30

25 井草三丁目第二アパート１４号棟 井草3-23-14 ― 昭和61 1,362.60

26 井草三丁目第二アパート１５号棟 井草3-23-15 ― 昭和61 681.30

27 今川三丁目アパート 今川3-13-13 ― 昭和63 901.00

28 上井草一丁目アパート１１号棟 上井草1-25-11 ― 昭和58 990.84

29 上井草一丁目アパート１４号棟 上井草1-26-14 ― 昭和56 522.00

30 上井草一丁目アパート１９号棟 上井草1-26-19 ― 昭和56 797.48

31 高井戸東四丁目第二アパート１３号棟 高井戸東4-11-13 ― 昭和51 1,015.95

32 高井戸東四丁目第二アパート１８号棟 高井戸東4-11-18 ― 昭和62 710.00

33 高井戸東四丁目第三アパート１６号棟 高井戸東4-12-16 ― 昭和60 699.30

34 高井戸東四丁目第三アパート１８号棟 高井戸東4-12-18 ― 昭和60 699.30

35 高井戸東四丁目第三アパート２０号棟 高井戸東4-12-20 ― 昭和60 699.30

36 高井戸東四丁目第三アパート２２号棟 高井戸東4-12-22 ― 昭和60 699.30

37 高井戸東四丁目第三アパート２４号棟 高井戸東4-12-24 ― 昭和60 699.30

38 下井草四丁目アパート 下井草4-16-18 ― 昭和53 1,233.46

39 善福寺三丁目アパート１０号棟 善福寺3-32-10 ― 昭和51 579.77

40 善福寺三丁目アパート９号棟 善福寺3-33-9 ― 昭和51 705.05

41 善福寺三丁目アパート１４号棟 善福寺3-34-14 ― 昭和51 391.84

42 成田東二丁目第二アパート 成田東2-29-5 ― 平成2 1,376.69

43 上井草三丁目アパート１２号棟 上井草3-3-12 ― 昭和55 812.37

44 上井草三丁目アパート１４号棟 上井草3-3-14 ― 昭和55 801.42

45 高井戸西二丁目アパート２６号棟 高井戸西2-7-26 ― 平成元 1,287.19

46 高井戸西二丁目アパート２６-Ａ号棟 高井戸西2-7-26 ― 平成2 1,208.90

47 高井戸西二丁目アパート２６-Ｂ号棟 高井戸西2-7-26 ― 平成2 697.82

48 宮前四丁目アパート１号棟 宮前4-13-1 ― 平成4 638.70

49 宮前四丁目アパート２号棟 宮前4-13-2 ― 平成4 671.57

50 宮前四丁目アパート３号棟 宮前4-13-3 ― 平成4 671.57

51 宮前四丁目アパート４号棟 宮前4-13-4 ― 平成4 671.57

52 宮前四丁目アパート５号棟 宮前4-13-5 ― 平成4 671.57

53 久我山四丁目第二アパート１３号棟 久我山4-50-13 ― 平成6 1,005.96

54 久我山四丁目第二アパート１４号棟 久我山4-50-14 ― 平成6 1,457.36

55 久我山四丁目第二アパート１５号棟 久我山4-50-15 ― 平成6 1,198.31

56 南荻窪四丁目アパート 南荻窪4-34-12 ― 平成16 782.22

57 松ノ木二丁目第三アパート 松ノ木2-11-1 ― 平成6 1,596.15

58 久我山五丁目第二アパート１号棟 久我山5-19-1 ― 平成5 1,593.15

59 久我山五丁目第二アパート２号棟 久我山5-19-2 ― 平成7 1,013.28
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○高齢者住宅（みどりの里） 

 

 

○不燃化促進住宅 

 

■公園 

○公園施設 

 

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

60 阿佐谷北三丁目第二アパート 阿佐谷北3-36-6 ― 平成9 1,406.12

61 浜田山二丁目アパート 浜田山2-15-43 ― 平成12 1,933.49

62 成田東一丁目アパート（成田東みどりの里） 成田東1-23-14 ― 平成11 1,148.56

63 富士見丘アパート１号棟（一部富士見丘みどりの里） 久我山2-21-1 ― 平成10 2,394.26

64 富士見丘アパート２号棟 久我山2-21-2 ― 平成10 2,254.30

65 富士見丘アパート３号棟 久我山2-21-3 ― 平成10 2,329.30

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 松庵みどりの里 松庵3-4-17 ― ― 479.24
2 高円寺南みどりの里 高円寺南2-48-11 ― ― 912.35
3 和泉みどりの里 和泉4-40-31 ― ― 941.43
4 南荻窪みどりの里 南荻窪3-21-4 ― ― 1,069.80
5 浜田山みどりの里 浜田山3-27-21 ― ― 906.67
6 井草みどりの里 井草1-19-21 ― ― 856.87
7 下井草みどりの里 下井草3-13-12 ― ― 931.84
8 堀ノ内みどりの里 堀ノ内3-4-12 ― ― 791.58
9 宮前みどりの里 宮前4-26-17 ― ― 969.55
10 荻窪みどりの里 荻窪1-11-6 ― ― 987.30
11 桃井みどりの里 桃井2-12-12 ― ― 1,022.23
12 井草第二みどりの里 井草5-17-14 ― ― 1,055.48
13 和田みどりの里 和田3-52-4 ― ― 1,785.72
14 上高井戸みどりの里１、２号棟 上高井戸2-12-8 ― 平成4 1,568.07
15 上高井戸みどりの里３、４号棟 上高井戸2-12-8 ― 平成5 1,557.28

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 馬橋不燃化促進住宅 阿佐谷北5-8-16 ― 昭和60 457.29

2 和田不燃化促進住宅 和田3-41-27 ― 昭和61 406.08

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 井草森公園管理事務所 井草4-12-1 井草災害備蓄倉庫、井草森公園運動場 平成7 3,055.21

2 大田黒公園管理事務所 荻窪3-33-12 ― 昭和56 337.81
3 柏の宮公園管理事務所 浜田山2-5-1 ― 昭和31 896.10
4 角川庭園・幻戯山房 荻窪3-14-22 ― 昭和30 327.72

5 蚕糸の森公園管理事務所 和田3-55-30 ― 昭和61 37.74
6 下高井戸おおぞら公園管理事務所 下高井戸2-28-23 下高井戸災害備蓄倉庫 平成28 399.01
7 杉並児童交通公園管理事務所 成田西1-22-13 ― 昭和46 240.00

8 塚山公園管理事務所 下高井戸5-23-12 ― 昭和62 312.19
9 成田西ふれあい農業公園管理事務所 成田西3-18-9 ― 平成27 89.59
10 馬橋公園管理事務所 高円寺北4-35-5 ― 昭和59 108.27

11 桃井原っぱ公園管理事務所 桃井3-8-1 ― 平成23 194.22
12 遊び場108番（荻外荘公園）建物 荻窪2-43-36 ― 平成25 450.56
13 遊び場106番倉庫 下高井戸2-28-23 ― 平成24 16.56
14 青葉公園便所 松庵2-20-3 ― 昭和60 1.65

15 阿佐谷かりん公園便所 阿佐谷北4-20-13 ― 昭和61 1.10
16 阿佐谷北児童遊園便所 阿佐谷北1-11-3 ― 平成4 5.76
17 阿佐谷北第二児童遊園便所 阿佐谷北6-7-8 ― 昭和46 3.40

18 阿佐谷ことり公園便所 阿佐谷南3-4-16 ― 昭和61 1.10
19 阿佐谷児童遊園便所 阿佐谷南1-18-9 ― 昭和48 3.32
20 阿佐谷中央公園便所 阿佐谷北1-39-24 ― 昭和45 3.40

21 阿佐谷西公園便所 阿佐谷北2-32-21 ― 昭和51 3.30
22 阿佐谷にしはら公園便所 阿佐谷南1-21-28 ― 昭和53 3.30
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№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

23 阿佐谷東公園便所 阿佐谷南1-42-6 ― 昭和48 3.32

24 阿佐谷南公園便所 阿佐谷南3-16-18 ― 昭和45 3.40

25 遊び場35番便所 下井草2-34-9 ― ― 1.30

26 遊び場87番便所 大宮1-22-39 ― ― 1.30

27 遊び場90番便所 和泉2-17-47 ― ― 1.30

28 天沼一丁目児童遊園便所 天沼1-2-11 ― 昭和58 1.33

29 天沼地蔵前公園便所 天沼1-1-4 ― 平成5 9.69

30 天沼児童遊園便所 本天沼2-38-32 ― 昭和48 3.32

31 天沼西公園便所 天沼3-17-27 ― 平成2 4.93

32 天沼東公園便所 天沼1-32-11 ― 昭和47 3.32

33 天沼弁天池公園便所 天沼3-23-1 郷土博物館分館、天沼災害備蓄倉庫 平成19 17.18

34 井荻公園便所 西荻北4-38-17 ― 平成3 7.70

35 井草北公園便所 井草3-20-10 ― 昭和48 3.32

36 井草公園便所 井草2-21-1 ― 昭和48 3.32

37 井草さくら公園便所 井草1-17-16 ― 昭和58 5.46

38 井草東公園便所 井草1-10-18 ― 平成10 2.00

39 井草森公園便所Ａ 井草4-12-1 ― 平成7 34.56

40 井草森公園便所Ｂ 井草4-12-1 ― 平成7 41.72

41 和泉がけ公園便所 和泉4-18-5 ― 昭和56 5.46

42 和泉児童遊園便所 和泉4-16-23 ― 昭和56 3.30

43 和泉西公園便所 和泉3-47-17 ― 平成6 2.14

44 和泉二丁目公園便所 和泉2-45-10 ― 昭和55 5.59

45 銀杏稲荷児童遊園便所 下井草2-15-13 ― 昭和62 5.56

46 一本松公園便所 下井草1-3-12 ― 昭和61 1.65

47 今川一丁目公園便所 今川1-19-8 ― 昭和57 7.28

48 今川二丁目公園便所 今川2-12-7 ― 平成元 1.65

49 今川三丁目公園便所 今川3-3-7 ― 平成8 6.15

50 今川児童遊園便所 今川4-6-1 ― 平成15 1.53

51 上ノ台児童遊園便所 下井草2-31-1 ― 昭和48 3.32

52 梅里児童遊園便所 梅里1-14-2 ― 平成7 3.75

53 永福北公園便所 永福4-26-4 ― 昭和46 4.96

54 永福中央公園便所 永福2-1-12 ― 平成3 11.32

55 永福南公園便所 永福2-6-23 ― 昭和46 4.96

56 Ａさんの庭便所・防災倉庫 阿佐谷北5-45-13 ― 平成22 26.65

57 大宮児童公園便所 大宮2-4-10 ― 昭和61 5.46

58 大宮前公園便所 宮前3-15-10 ― 平成7 13.20

59 大宮前児童遊園便所 西荻南1-6-19 ― 平成5 4.00

60 大谷戸けやき緑地便所・倉庫 荻窪3-7-51 ― 平成24 11.07

61 荻窪第一児童遊園便所 南荻窪2-25-16 ― 平成7 2.01

62 荻窪つどい公園便所 荻窪4-15-27 ― 平成30 6.96

63 おしかわ公園便所 荻窪5-2-13 ― 平成5 1.65

64 乙女橋児童遊園便所 高井戸東1-1-38 ― 昭和46 4.96

65 柿木公園便所 上井草1-26-18 ― 平成6 2.47

66 柿木北公園便所 上井草1-33-3 ― 平成5 7.29

67 柏の宮公園便所（北） 浜田山2-5-1 ― 平成16 8.31

68 柏の宮公園便所（南） 浜田山2-5-1 ― 平成16 31.90

69 上井草向山公園便所 上井草2-39-19 ― 昭和50 3.32

70 上荻窪児童遊園便所 上荻2-21-6 ― 昭和46 4.96

71 上荻窪第三児童遊園便所 上荻2-36-6 ― 平成5 1.65

72 上瀬戸公園便所 上井草3-16-23 ― 昭和59 1.10

73 上高井戸宿公園便所 上高井戸1-24-5 ― 平成2 6.50

74 上高井戸第二児童遊園便所 上高井戸3-11-17 ― 昭和63 1.65

75 上高井戸南公園便所 上高井戸1-15-3 ― 昭和52 3.30

76 観泉寺児童遊園便所 今川2-6-12 ― 昭和50 3.32
77 切通し公園便所 上井草4-3-10 ― 昭和59 10.90

78 桐の木公園便所 高井戸西2-7-36 ― 平成4 1.65

79 久我山公園便所 久我山3-37-3 ― 昭和46 4.96

80 久我山児童遊園便所 久我山4-36-1 ― 昭和60 5.46

81 久我山中央緑地便所 久我山3-25-21 ― 平成元 5.43

82 久我山東児童遊園便所 久我山5-30-25 ― 昭和45 3.40

83 久我山東原公園便所 久我山5-12-27 ― 平成5 8.06

84 くつかけ公園便所 清水3-7-18 ― 平成6 4.49

85 熊野橋児童遊園便所 堀ノ内2-19-6 ― 昭和46 4.96
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86 高円寺いこい公園便所 高円寺南5-13-23 ― 平成2 1.65

87 高円寺北一児童遊園便所 高円寺北1-15-22 ― 昭和46 4.96

88 高円寺北一みどり公園便所 高円寺北1-28-2 ― 平成23 5.70

89 高円寺北二公園便所 高円寺北2-16-15 ― 昭和53 3.30

90 高円寺南公園便所 高円寺南3-30-26 ― 平成8 7.47

91 高円寺東公園便所 高円寺南5-11-7 ― 平成14 7.92

92 神戸町あけぼの公園便所 下井草5-8-24 ― 平成3 5.55

93 神戸町児童遊園便所 下井草5-19-8 ― 平成4 7.29

94 高南小公園便所 高円寺南2-47-7 ― 昭和49 3.32

95 高南みどり公園便所 高円寺南4-1-8 ― 昭和62 1.65

96 高南幼児公園便所 高円寺南4-37-15 ― 平成7 2.36

97 小七山公園便所 阿佐谷北6-30-14 ― 平成4 2.35

98 小鳩公園便所 宮前3-29-2 ― 昭和48 3.32

99 こぶし公園便所 宮前4-13-6 ― 平成6 2.13

100 こりす公園便所 高円寺南1-4-16 ― 平成3 3.56

101 さざんか公園便所 久我山4-30-19 ― 平成元 1.65

102 蚕糸の森公園便所Ａ 和田3-55-30 ― 昭和61 37.88

103 蚕糸の森公園便所Ｂ 和田3-55-30 ― 昭和61 45.00

104 三泉淵第二公園便所 高井戸東1-15-8 ― 昭和53 3.30

105 三谷公園便所 上井草3-12-10 ― 昭和61 7.29

106 三谷南公園便所 今川3-6-14 ― 平成3 2.52

107 四宮公園便所 上井草2-27-12 ― 昭和48 3.32

108 四宮森公園便所 上井草2-41-25 ― 昭和54 6.00

109 清水一丁目公園便所 清水1-28-11 ― 昭和59 6.30

110 清水森公園便所 清水2-9-17 ― 昭和60 7.68

111 下高井戸おおぞら公園便所 下高井戸2-27-5 ― 平成10 9.83

112 下高井戸児童遊園便所 下高井戸3-25-5 ― 昭和54 3.30

113 下高井戸西公園便所 下高井戸5-9-24 ― 昭和47 3.32

114 松庵公園便所 松庵1-14-22 ― 昭和48 3.32

115 松庵三丁目公園便所 松庵3-5-21 ― 平成5 2.11

116 松庵東公園便所 松庵2-10-9 ― 昭和51 3.30

117 松庵わかくさ公園便所 松庵3-24-8 ― 平成12 1.76

118 昭栄公園便所 高井戸西1-12-2 ― 昭和51 3.30

119 松渓公園便所 荻窪1-39-1 ― 平成25 4.98

120 松渓橋公園便所 荻窪2-40-1 ― 平成21 4.74

121 定塚橋公園便所 堀ノ内2-1-28 ― 平成19 23.97

122 正保公園便所 井草1-32-2 ― 昭和56 5.46

123 白幡児童遊園便所 成田東3-17-29 ― 平成4 5.72

124 新高円寺公園便所 高円寺南3-16-5 ― 昭和63 1.65

125 新町鳥居先公園便所 今川4-11-7 ― 平成27 5.17

126 すぎのこ公園便所 下井草1-25-39 ― 昭和51 3.30

127 すずかけ公園便所 浜田山4-3-16 ― 平成12 1.32

128 住吉公園便所 井草3-15-5 ― 平成3 5.41

129 済美公園便所 堀ノ内1-27-40 ― 昭和62 12.96

130 済美児童遊園便所 堀ノ内2-6-7 ― 平成5 3.92

131 関根文化公園便所 上荻4-2-10 ― 平成7 5.55

132 浅間橋公園便所 上高井戸2-16-10 ― 昭和47 3.32

133 善福寺一丁目公園便所 善福寺1-18-7 ― 昭和53 3.30

134 善福寺西の山公園便所 善福寺4-8-2 ― 昭和50 3.32

135 だいしょうじ公園便所 堀ノ内1-9-26 ― 昭和63 1.65

136 大善公園便所 宮前2-15-3 ― 昭和54 5.46

137 高井戸正用公園便所 高井戸東3-14-23 ― 昭和55 4.70

138 高井戸西公園便所 高井戸西3-6-18 ― 昭和48 3.32

139 高井戸東公園便所 高井戸東4-19-10 ― 昭和47 3.32
140 高井戸東三丁目児童遊園便所 高井戸東3-7-8 ― 昭和57 5.46

141 高井戸みどり公園便所 高井戸西1-9-4 ― 昭和60 10.90

142 高井戸わんぱく公園便所 高井戸西2-5-10 ― 平成6 3.29

143 たかはら公園便所 高円寺北1-10-1 ― 昭和49 3.32

144 玉川上水公園便所 和泉2-7-19 ― 平成8 9.90

145 玉川上水永泉寺緑地便所 永福1-4-1 ― 昭和54 3.30

146 玉川上水第三公園便所 下高井戸2-1-1 ― 昭和46 3.40

147 たんぽぽ公園便所 南荻窪3-28-7 ― 平成7 2.10

148 塚山公園便所（西） 下高井戸5-23-12 ― 昭和62 35.59
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149 塚山公園便所（東） 下高井戸5-23-12 ― 昭和62 35.59

150 つくだ公園便所 高井戸東2-13-16 ― 昭和48 3.32

151 道潅公園便所 今川4-27-2 ― 昭和47 3.32

152 道潅橋公園便所 上井草3-14-23 ― 平成2 6.00

153 東二公園便所 成田東1-39-1 ― 平成元 7.34

154 東二児童遊園便所 成田東3-7-17 ― 平成5 6.25

155 東二第三公園便所 成田東3-27-24 ― 昭和62 2.92

156 どんぐり山児童遊園便所 上井草3-4-17 ― 平成2 5.72

157 中瀬児童遊園便所 下井草4-7-15 ― 昭和52 3.13

158 中通公園便所 桃井1-33-9 ― 昭和51 3.30

159 なかよし公園便所 宮前5-19-2 ― 昭和54 5.26

160 成三公園便所 成田東2-19-8 ― 平成4 7.35

161 成田かっぱ公園便所 成田西1-2-30 ― 昭和61 19.10

162 成田西公園便所 成田西2-12-4 ― 平成4 3.60

163 成宗公園便所 成田東5-15-12 ― 平成28 5.38

164 なりむね児童遊園便所 成田東5-5-5 ― 平成元 2.52

165 なりむね第二児童遊園便所 成田西1-22-16 ― 平成17 1.54

166 西永福公園便所 永福3-40-6 ― 昭和54 3.30

167 西荻北公園便所 西荻北4-5-14 ― 平成3 5.43

168 西荻北中央公園便所 西荻北3-25-3 ― 平成2 2.52

169 西荻窪平和児童遊園便所 西荻南3-18-9 ― 昭和46 4.96

170 西荻南児童公園便所 西荻南3-4-5 ― 平成元 1.65

171 西荻わかば公園便所 西荻北2-9-17 ― 平成4 4.90

172 西田公園便所 荻窪2-15-11 ― 平成3 5.72

173 西田第二児童遊園便所 荻窪1-57-33 ― 平成10 2.14

174 西宮公園便所 宮前5-14-7 ― 昭和47 3.32

175 八成公園便所 井草2-27-8 ― 昭和45 3.40

176 浜田山一丁目公園便所 浜田山1-25-24 ― 平成元 1.65

177 浜田山かなめ公園便所 浜田山3-35-7 ― 昭和52 3.30

178 浜田山公園便所 浜田山2-17-1 ― 昭和61 11.70

179 浜田山東公園便所 浜田山3-11-17 ― 昭和45 3.40

180 浜田山南公園便所 浜田山1-17-10 ― 昭和48 3.32

181 はら公園便所 成田西1-16-4 ― 平成元 5.04

182 東田児童遊園便所 成田東4-15-18 ― 平成2 5.80

183 東原公園便所 下井草1-29-1 ― 昭和45 3.40

184 ひかり公園便所 高井戸東2-2-8 ― 昭和60 2.99

185 ひとみ公園便所 高円寺南5-35-3 ― 平成5 2.14

186 ひまわり公園便所 永福1-7-6 ― 昭和60 4.41

187 兵庫橋公園便所 久我山3-5-37 ― 平成23 4.66

188 富士見丘北公園便所 久我山5-24-23 ― 昭和47 3.32

189 富士見丘西公園便所 久我山5-19-1 ― 平成8 5.23

190 べんてんばし公園便所 和泉4-17-29 ― 昭和46 4.96

191 方南公園便所 方南2-28-24 ― 平成27 7.12

192 方南中央公園便所 方南1-51-20 ― 昭和47 3.32

193 方南二丁目公園便所 方南2-6-11 ― 昭和54 5.59

194 堀ノ内三丁目公園便所 堀ノ内3-44-10 ― 昭和62 1.65

195 堀ノ内山谷児童遊園便所 堀ノ内3-20-23 ― 昭和63 1.65

196 堀ノ内東公園便所 堀ノ内3-49-11 ― 昭和46 4.96

197 堀ノ内南公園便所 堀ノ内2-17-32 ― 昭和51 3.30

198 本天沼東公園便所 本天沼1-9-8 ― 平成4 2.34

199 本天沼南公園便所 本天沼2-3-10 ― 平成26 6.76

200 松ノ木公園便所 松ノ木2-20-5 ― 平成3 5.43

201 松ノ木北公園便所 松ノ木3-17-16 ― 昭和50 3.32

202 松山児童遊園便所 阿佐谷北3-35-2 ― 昭和48 3.32
203 三井の森公園西便所 高井戸東1-28-2 ― 平成22 22.94

204 三井の森公園東便所 高井戸東1-28-2 ― 平成22 17.36

205 南荻窪公園便所 南荻窪1-28-11 ― 昭和49 3.32

206 宮前公園便所 宮前2-12-18 ― 平成4 7.45

207 宮下橋公園便所 久我山3-27-15 ― 昭和63 5.56

208 宮下公園便所 宮前2-27-30 ― 昭和54 5.24

209 宮元公園便所 大宮2-13-13 ― 平成10 2.00

210 妙正寺公園便所 清水3-21-21 ― 昭和43 3.32

211 向井公園便所 下井草3-13-7 ― 平成8 2.99
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■学校教育系施設 

○小学校 

 

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
212 向井東公園便所 下井草2-17-2 ― 平成10 2.00

213 桃井原っぱ公園便所 桃井3-8-1 ― 平成23 31.20

214 桃園川緑道便所 高円寺南1-34-10 ― 平成3 13.00
215 谷中公園便所 堀ノ内2-38-11 ― 昭和48 3.32

216 やなぎ橋公園便所 高井戸西1-31-5 ― 平成22 6.04

217 柳窪公園便所 高井戸東4-12-26 ― 昭和55 6.00

218 柳窪南公園便所 高井戸東4-15-1 ― 平成3 2.13
219 山中公園便所 高井戸西1-5-33 ― 平成7 2.49

220 山葉名いこいの森便所 上井草4-6-10 ― 平成28 5.53

221 与謝野公園便所 南荻窪4-3-22 ― 平成24 5.64

222 わかたけ公園便所 本天沼3-39-7 ― 平成5 11.96
223 和田北公園便所 和田3-41-20 ― 昭和46 4.96

224 和田さくらの坂公園便所 和田1-54-28 ― 平成23 5.70

225 和田中央公園便所 和田1-38-19 ― 昭和61 6.80

226 和田西公園便所 和田3-15-18 ― 昭和54 6.00
227 和田堀公園便所 松ノ木1-3-24 ― 昭和54 3.30

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 杉並第一小学校 阿佐谷北1-5-27 ― 昭和31 4,275.06
2 杉並第二小学校 成田西3-4-1 杉二学童クラブ 昭和34 6,347.20
3 杉並第三小学校 高円寺南1-15-13 ― 昭和46 5,273.39
4 杉並第六小学校 阿佐谷南1-24-21 ― 昭和38 5,241.69
5 杉並第七小学校 阿佐谷南3-19-2 杉七学童クラブ 昭和40 5,651.62
6 杉並第九小学校 本天沼1-2-19 杉九学童クラブ 昭和44 5,968.27
7 杉並第十小学校 和田3-55-49 蚕糸の森公園運動場、杉並第十小学校温水プール 昭和60 9,657.32
8 西田小学校 荻窪1-38-15 西田ゆうゆうハウス、西田小学校郷土資料展示室 昭和41 6,653.49
9 東田小学校 成田東1-21-1 東田学童クラブ 昭和46 5,406.23
10 馬橋小学校 高円寺北4-28-5 ― 昭和46 5,874.34
11 桃井第一小学校 桃井2-6-1 ― 昭和38 5,820.85
12 桃井第二小学校 荻窪5-10-25 桃二学童クラブ 平成30 10,008.97
13 桃井第三小学校 西荻北2-10-7 桃三ふれあいの家 昭和39 5,293.44
14 桃井第四小学校 善福寺3-3-5 ― 昭和39 5,252.88
15 桃井第五小学校 下井草4-22-4 ― 平成6 7,973.18
16 四宮小学校 上井草2-12-26 ― 昭和46 6,139.07
17 荻窪小学校 宮前2-13-18 ― 平成20 8,258.41
18 井荻小学校 善福寺1-10-19 ― 昭和46 5,134.04
19 沓掛小学校 清水3-1-9 ― 昭和43 6,834.41
20 高井戸小学校 高井戸西2-2-1 高井戸北自転車駐車場 昭和56 8,971.05
21 高井戸第二小学校 久我山4-49-1 高二学童クラブ 平成25 9,670.14
22 高井戸第三小学校 下高井戸4-16-24 高三学童クラブ 昭和38 6,153.31
23 高井戸第四小学校 西荻南1-8-16 ― 昭和44 5,077.07
24 松庵小学校 松庵2-23-24 ― 昭和45 4,837.52
25 浜田山小学校 浜田山4-23-1 浜田山学童クラブ（校内育成室） 昭和40 6,834.37
26 富士見丘小学校 上高井戸2-16-13 ― 昭和41 6,039.29
27 大宮小学校 堀ノ内1-12-16 大宮小学童クラブ 昭和40 5,192.90
28 堀之内小学校 堀ノ内3-24-11 ― 昭和39 6,666.07

29 和田小学校 和田2-30-21
和田障害者交流館、和田図書サービスコーナー、
和田区民集会所

昭和39 5,587.18

30 方南小学校 方南1-52-14 方南ふれあいの家 昭和58 8,566.64
31 済美小学校 堀ノ内1-17-24 ― 昭和42 5,691.16
32 八成小学校 井草2-25-4 八成ふれあいの家 昭和44 5,962.97
33 三谷小学校 上井草3-14-12 ― 昭和40 5,181.82
34 松ノ木小学校 松ノ木1-2-26 松ノ木小学童クラブ 昭和43 4,675.89
35 高井戸東小学校 高井戸東1-12-1 上高井戸第二学童クラブ 昭和47 5,277.56
36 久我山小学校 久我山5-18-7 久我山学童クラブ 昭和52 5,678.66
37 天沼小学校 天沼2-46-3 ― 平成22 8,693.19
38 永福小学校 永福2-16-33 ― 昭和44 6,160.92
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○中学校 

 

○特別支援学校 

 

 

○その他教育施設 

 

  

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
39 新泉和泉小学校 和泉2-17-14 和泉中学校、和泉学園学童クラブ 平成26 7,737.76

40 高円寺小学校 高円寺北1-4-11 高円寺中学校、高円寺学園学童クラブ 令和元 10,517.14

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 高南中学校 和田3-40-10 ― 昭和44 6,810.99

2 杉森中学校 阿佐谷北5-45-24 ― 昭和49 8,352.06
3 阿佐ケ谷中学校 阿佐谷南1-17-3 ― 平成元 8,764.19
4 東田中学校 成田東3-19-17 ― 昭和41 6,975.52
5 松溪中学校 荻窪2-3-1 松渓ふれあいの家 平成22 8,594.54

6 天沼中学校 本天沼3-10-20 さざんかステップアップ教室天沼教室 昭和34 6,469.28
7 東原中学校 下井草1-28-5 ― 昭和42 6,873.23
8 中瀬中学校 下井草4-3-29 ― 昭和34 7,129.09
9 井荻中学校 今川2-13-24 ― 平成11 8,269.64

10 井草中学校 上井草3-20-11 ― 平成23 10,414.31
11 荻窪中学校 善福寺1-8-3 ― 昭和41 5,446.09
12 神明中学校 南荻窪2-37-28 ― 昭和35 5,958.42
13 宮前中学校 宮前2-12-1 ― 昭和54 9,188.59

14 富士見丘中学校 久我山2-20-1 ― 昭和47 6,453.72
15 高井戸中学校 高井戸東1-28-1 高井戸図書館 昭和58 8,102.94
16 向陽中学校 下高井戸3-24-1 向陽中学校クラブハウス 昭和40 6,317.81
17 松ノ木中学校 松ノ木1-4-1 ― 昭和40 6,359.05

18 大宮中学校 堀ノ内1-16-38 大宮ふれあいの家 昭和40 7,402.32
19 泉南中学校 堀ノ内1-3-1 ― 昭和53 7,013.15
20 和田中学校 和田2-21-8 ― 昭和45 6,747.83
21 西宮中学校 宮前5-1-25 ― 昭和35 5,946.72

22 和泉中学校 和泉2-17-14 新泉和泉小学校、和泉学園学童クラブ 昭和58 7,116.53
23 高円寺中学校 高円寺北1-4-11 高円寺小学校、高円寺学園学童クラブ 令和元 7,379.00

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 済美養護学校 堀ノ内1-19-25 ― 昭和44 4,664.00

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1
さざんかステップアップ教室

天沼教室
本天沼3-10-20 天沼中学校 昭和34 187.56

2
さざんかステップアップ教室
荻窪教室

天沼3-15-20
パピーナ荻窪天沼保育園、保育室若杉、重症心
身障害児通所施設わかば、旧若杉小学校

昭和42 348.50

3
さざんかステップアップ教室
宮前教室

宮前5-5-27 宮前図書館 昭和47 350.63

4
さざんかステップアップ教室

和田教室
和田1-41-10 和田会議室、ゆうゆう和田館 昭和45 212.63
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■社会教育系施設 

○図書館 

 

 

○生涯学習施設 

 

○その他社会教育施設 

 

  

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 中央図書館 荻窪3-40-23 ― 昭和57 4,397.14
2 永福図書館 永福4-25-7 ― 昭和40 1,190.85
3 柿木図書館 上井草1-6-13 ― 昭和40 1,162.61

4 高円寺図書館 高円寺南2-36-25 ― 昭和42 1,895.28
5 宮前図書館 宮前5-5-27 さざんかステップアップ教室宮前教室 昭和47 1,974.02
6 成田図書館 成田東3-28-5 ― 昭和60 851.38
7 西荻図書館 西荻北2-33-9 ― 平成元 1,195.38
8 阿佐谷図書館 阿佐谷北3-36-14 ― 平成4 1,086.67
9 南荻窪図書館 南荻窪1-10-2 ― 平成5 1,061.24
10 下井草図書館 下井草3-26-5 ― 平成8 1,104.30

11 高井戸図書館 高井戸東1-28-1 高井戸中学校 平成9 1,622.89
12 方南図書館 方南1-51-2 むさしの保育園方南分園 平成17 815.16
13 今川図書館 今川4-12-10 ゆうゆう今川館 平成19 1,096.04

14 高円寺駅前図書サービスコーナー
高円寺北2-5-1
ホテルメッツ高円寺3階

保育室高円寺第二 ― 85.18

15 桜上水北図書サービスコーナー 下高井戸1-24-15 桜上水北会議室 平成8 99.98

16 和田図書サービスコーナー 和田2-31-21
和田障害者交流館、和田区民集会所、
和田小学校

昭和39 ―

17 高井戸地域区民センター図書室 高井戸東3-7-5

高井戸地域区民センター、ひととき保育
高井戸、高井戸温水プール、高齢者活
動支援センター、杉並区定期利用保育
施設高井戸

昭和57 ―

18 馬橋ふれあい図書室 高円寺北4-2-17 馬橋児童館 平成3 ―

19 中央図書館臨時窓口 天沼3-23-1 郷土博物館分館、天沼災害備蓄倉庫 平成18 ―

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 社会教育センター 梅里1-22-32 高円寺区民事務所、高円寺地域区民センター 昭和63 4,003.12

2 西田ゆうゆうハウス
荻窪1-38-15

（西田小学校内）
西田小学校郷土資料展示室、西田小学校 昭和41 250.06

3 阿佐谷南ゆうゆうハウス
阿佐谷南3-2-19
（産業商工会館内）

産業商工会館 昭和40 71.10

4 郷土博物館 大宮1-20-8 ― 昭和63 1,495.88

5 郷土博物館分館 天沼3-23-1 天沼災害備蓄倉庫、中央図書館臨時窓口 平成18 437.45

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積

1 向陽中学校クラブハウス
下高井戸3-24-1
（向陽中学校敷地内）

向陽中学校 平成14 300.11

2 西田小学校郷土資料展示室 荻窪1-38-15 西田ゆうゆうハウス、西田小学校 昭和41 200.00
3 松ノ木遺跡竪穴住居址上屋 松ノ木1-3-22 ― 昭和43 61.05
4 松ノ木古代復原住居 松ノ木1-3-22 ― 平成元 51.73
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■その他の施設 

○有料制自転車駐車場 

 

○自転車集積所 

 
 

○その他の施設 

 

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 下井草南自転車駐車場 下井草2-36-16 ― ― ―
2 下井草北第一自転車駐車場 井草1-10-17 ― ― ―
3 下井草北第二自転車駐車場 井草1-2-4 ― ― ―
4 井荻南地下自転車駐車場 上井草1-24-16 ― 平成10 1,124.84
5 井荻北地下自転車駐車場 井草3-3-10 ― 平成10 544.74
6 上井草北自転車駐車場 井草5-6-1 ― ― ―
7 高円寺北自転車駐車場 高円寺北3-20-23 ― 平成14 1,996.61
8 高円寺東高架下自転車駐車場 高円寺南4-50-2 ― ― ―
9 阿佐ヶ谷東自転車駐車場 阿佐谷南2-41-1 ― ― ―
10 阿佐ヶ谷西高架下自転車駐車場 阿佐谷南3-58-1 ― ― ―
11 荻窪東地下自転車駐車場 上荻1-2-1 ― ― ―
12 荻窪北第一自転車駐車場 天沼3-3-19 ― ― ―
13 荻窪北第二自転車駐車場 天沼3-2-13 ― ― ―
14 荻窪北第三自転車駐車場 天沼3-30-40 ― ― ―
15 荻窪西第一自転車駐車場 上荻1-20-3 ― ― ―
16 荻窪西第二自転車駐車場 上荻1-21-25 ― ― ―
17 荻窪南第一自転車駐車場 荻窪4-21-16 ― 平成6 1,449.31

18 荻窪南第二自転車駐車場
荻窪5-15-13
荻窪税務署地下1階

― ― ―

19 西荻窪西自転車駐車場 松庵3-41-1 ― ― ―
20 新高円寺地下自転車駐車場 梅里1-7-20 ― 平成7 2,360.00
21 南阿佐ヶ谷第一自転車駐車場 成田東4-37-6 ― ― ―
22 南阿佐ヶ谷第二自転車駐車場 阿佐谷南1-15-19 ― ― ―
23 中野富士見町自転車駐車場 和田1-1-9 ― ― ―
24 方南町東自転車駐車場 方南2-20-2 ― ― ―
25 方南町西自転車駐車場 和泉4-51-7 ― ― ―
26 永福町南自転車駐車場 永福2-53-5 ― ― ―
27 永福町北第一自転車駐車場 永福4-7-8 ― ― ―
28 永福町北第二自転車駐車場 和泉3-12-15 ― ― ―
29 永福町北第三自転車駐車場 和泉3-7-3 ― ― ―
30 浜田山南自転車駐車場 浜田山2-22-12 ― ― ―
31 浜田山北第一自転車駐車場 浜田山3-24-13 ― ― ―
32 浜田山北第二自転車駐車場 浜田山3-27-21 ― ― ―
33 高井戸東自転車駐車場 高井戸東2-30-25 ― ― ―
34 高井戸北自転車駐車場 高井戸西2-2-1 高井戸小学校 平成19 658.13
35 久我山西自転車駐車場 久我山3-35-29 ― ― ―
36 久我山南自転車駐車場 久我山3-25-6 ― ― ―
37 久我山北自転車駐車場 久我山5-38-10 ― ― ―
38 桜上水北自転車駐車場 下高井戸1-24-15 ― ― ―
39 富士見ヶ丘北自転車駐車場 久我山5-1-24 ― ― ―
40 富士見ヶ丘南自転車駐車場 高井戸西1-32先 ― ― ―
41 西永福北自転車駐車場 永福3-55-7 ― ― ―
42 西永福南第一自転車駐車場 永福3-38-10 ― ― ―
43 西永福南第二自転車駐車場 浜田山1-33-3 ― ― ―

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 永福自転車集積所 永福2-1-11 ― 平成5 155.68
2 上井草四丁目自転車集積所 上井草4-25-22 ― 平成4 13.68
3 高円寺自転車集積所 高円寺北1-5-2 ― 平成17 20.28
4 高井戸自転車集積所 高井戸西1-9-24 ― 平成2 21.88
5 富士見ヶ丘自転車集積所 久我山2-19 ― ― ―

№ 施設名称 所在地 併設施設・機能 建築年度 延床面積
1 妙法寺境内公衆便所 堀ノ内3-48-12 ― 昭和61 24.08

2 阿佐ヶ谷駅南口公衆便所 阿佐谷南3-36-1 ― 平成11 33.30
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3 高円寺駅北口公衆便所 高円寺北2-5-1 ― 昭和63 20.86
4 西永福公衆便所 永福3-36-1 ― 平成20 30.40

5 富士見丘公衆便所 久我山2-22-64 ― 平成2 26.05
6 堀ノ内公衆便所 梅里1-1-55 ― 平成10 30.52

7 西高井戸公衆便所 松庵3-28-1 ― 平成4 12.64

8 和田公衆便所 和田2-1-11 ― 昭和62 25.00

9 東高円寺公衆便所 高円寺南1-13-8 ― 平成5 31.56
10 桃井公衆便所 桃井1-19-6 ― 平成6 21.65

11 永泉寺坂公衆便所 下高井戸2-21-29 ― 昭和44 18.00

12 矢頭公衆便所 井草4-3-5 ― 平成9 9.97

13 高円寺北公衆便所 高円寺北3-20-15 ― 平成3 23.68
14 妙正寺公衆便所 清水3-21-21 ― 平成7 26.01

15 高円寺中央公衆便所 高円寺南4-31-7 ― 平成6 21.12
16 高井戸西公衆便所 高井戸西1-7-3 ― 昭和49 16.40

17 杉並区社会福祉協議会
天沼3-19-16
ウェルファーム杉並2階

杉並福祉事務所荻窪事務所、在宅医

療・生活支援センター、就労支援セン

ター、消費者センター、くらしのサポート
ステーション、子ども・子育てプラザ天

沼、天沼区民集会所、杉並区成年後見

センター、ウェルファーム災害備蓄倉庫

平成29 574.40

18 杉並区成年後見センター
天沼3-19-16

ウェルファーム杉並3階

杉並福祉事務所荻窪事務所、在宅医
療・生活支援センター、就労支援セン

ター、消費者センター、くらしのサポート

ステーション、子ども・子育てプラザ天

沼、天沼区民集会所、杉並区社会福祉
協議会、ウェルファーム災害備蓄倉庫

平成29 117.61

19 杉並区障害者雇用支援事業団 高井戸東4-10-26
杉並障害者福祉会館、障害者地域相

談支援センター高井戸
昭和56 562.21

20
杉並区シルバー人材センター

荻窪分室
荻窪2-29-3 荻窪ふれあいの家 平成6 115.46

21
杉並区シルバー人材センター

清水分室
清水3-22-4 ふれあいの家しみず正吉苑 平成4 784.13

22
専修大学附属高等学校

（旧新泉小学校）
和泉1-44-26 ― 昭和45 1,419.20

23 バイパーク東高円寺自転車駐車場 和田3-55-40 ― 平成20 840.07

24 コニファーいわびつ

群馬県吾妻郡東吾妻町

大字原町字岩櫃山4399

番地

― 平成6 6,964.69

25 富士学園
山梨県南都留郡忍野村

忍草2997番地
― 平成2 3,811.87

26 弓ヶ浜クラブ
静岡県賀茂郡南伊豆町

湊字新田谷戸781番地
― 昭和54 3,976.94

27 旧若杉小学校 天沼3-15-20

パピーナ荻窪天沼保育園、保育室若

杉、重症心身障害児通所施設わかば、

さざんかステップアップ教室荻窪教室

昭和42 2,142.92

28 旧杉並第四小学校 高円寺北2-14-13 高円寺北子供園 平成3 5,902.84
29 旧杉並第八小学校 高円寺南2-40-24 ― 昭和41 5,025.51

30 旧南伊豆健康学園
静岡県賀茂郡南伊豆町
湊字新田谷戸781番地

― 平成7 806.67

31 旧西田保育園 荻窪1-57-4 ゆうゆう西田館 昭和39 334.25

32 旧浜田山会議室 浜田山4-15-12 ― 昭和37 341.26

33 旧堀ノ内松ノ木会議室 松ノ木3-3-4 ケア24松ノ木 昭和39 296.93
34 旧ひととき保育馬橋 高円寺南3-31-3 高円寺子ども家庭支援センター 平成3 208.20

35 旧東原児童館 下井草1-23-23 ― 昭和61 685.55

36 旧宮前自転車集積所 宮前2-24-28 ― 平成3 54.36
37 資器材倉庫 堀ノ内2-1 ― 平成18 5.20

38 土木材料置場（堀ノ内）資器材倉庫 堀ノ内1-9 ― 平成19 124.95

39 下井草駅南北自由通路 下井草2-44-10 ― 平成19 421.89

40 防災会議室 高円寺南4-44-11

ひととき保育高円寺南、高円寺南保育

園、ゆうゆう高円寺南館、高円寺南災

害備蓄倉庫、職員高円寺防災住宅

平成20 50.73

41 消防団第８分団本部 下高井戸3-26-1 ― 昭和53 45.00



 

 


