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図 8.1.1-3 土地利用現況図 
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表 8.1.1-12(1) 事業区間周辺の主な公共施設等（教育施設） 

地点
番号 

区分 種別 名称 区域名 住所 

A１ 

幼稚園 

私立 井荻聖母幼稚園 杉並区 井草四丁目 19番 21 

A２ 私立 石神井南幼稚園 練馬区 下石神井四丁目 21番 23 

A３ 私立 関町白百合幼稚園 練馬区 関町北四丁目 16番 50 

A４ 私立 関町ちぐさ幼稚園 練馬区 関町北二丁目 11 番３ 

A５ 私立 東京女子学院幼稚園 西東京市 富士町二丁目 13番 24 

A６ 

小学校 

区立 四宮小学校 杉並区 上井草二丁目 12番 26 

A７ 区立 石神井西小学校 練馬区 関町北一丁目１番５ 

A８ 区立 上石神井小学校 練馬区 上石神井四丁目 10 番９ 

A９ 区立 関町小学校 練馬区 関町北三丁目 23番 34 

A10 区立 関町北小学校 練馬区 関町北五丁目 13番 40 

A11 市立 東伏見小学校 西東京市 東伏見六丁目１番 28 

A12 市立 本町小学校 西東京市 保谷町一丁目 14番 23 

A13 

中学校 

区立 井草中学校 杉並区 上井草三丁目 20番 11 

A14 区立 上石神井中学校 練馬区 上石神井四丁目 15番 27 

A15 区立 関中学校 練馬区 関町北四丁目 34番 23 

A16 私立 東京女子学院中学校 練馬区 関町北四丁目 16番 11 

A17 市立 保谷中学校 西東京市 保谷町一丁目 17 番４ 

A18 

高等学校 

都立 石神井高等学校 練馬区 関町北四丁目 32番 48 

A19 都立 井草高等学校 練馬区 上石神井二丁目２番 43 

A20 私立 東京女子学院高等学校 練馬区 関町北四丁目 16番 11 

A21 短大･大学･ 
その他 

私立 上智大学石神井キャンパス 練馬区 上石神井四丁目 32番 11 

A22 私立 早稲田大学東伏見キャンパス 西東京市 東伏見三丁目４番１ 

出典:「私立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の一覧（平成 31 年４月現在）」 
（令和元年 10 月 東京都生活文化局ウェブサイト） 
「令和元年度 東京都公立学校一覧（令和元年 10 月現在）」 
（令和元年 10 月 東京都教育委員会ウェブサイト） 
「教育」（令和元年 10 月 文部科学省ウェブサイト） 
「施設案内 私立幼稚園」（令和元年10月 杉並区ウェブサイト） 
「施設案内（区立幼稚園・私立幼稚園）」（令和元年10月 練馬区ウェブサイト） 
「子育て・教育（私立幼稚園）」（令和元年10月 西東京市ウェブサイト） 
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表 8.1.1-12(2) 事業区間周辺の主な公共施設等（福祉施設） 

地点 

番号 
区分 種別 名称 区域名 住所 

B１ 

保育施設 

（認可保育園） 

区立 四宮保育園 杉並区 上井草二丁目 28 番３ 

B２ 私立 上井草保育園 杉並区 上井草三丁目 25 番 19 

B３ 私立 にじいろ保育園上井草 杉並区 上井草一丁目 32 番５ 

B４ 私立 Nicot 井荻 杉並区 井草三丁目１番８ 

B５ 私立 ピノキオ幼児舎井荻保育園 杉並区 井草四丁目15 番 16 

B６ 私立 ピノキオ幼児舎井草保育園 杉並区 井草三丁目17 番 14 

B７ 区立 関町第二保育園 練馬区 関町北三丁目 20 番 30 

B８ 区立 上石神井保育園 練馬区 上石神井四丁目21 番３ 

B９ 区立 上石神井第二保育園 練馬区 上石神井一丁目５番３ 

B10 私立 にじいろ保育園上石神井 練馬区 上石神井一丁目37 番 18 

B11 私立 ピジョンランド上石神井保育園 練馬区 上石神井二丁目11 番９ 

B12 私立 ピノキオ幼児舎関町保育園 練馬区 関町北一丁目 14 番２ 

B13 私立 愛里武蔵関保育園 練馬区 関町北四丁目 21 番７ 

B14 私立 アスク関町北保育園 練馬区 関町北四丁目 35 番 14 

B15 私立 いずみ保育園 練馬区 関町東一丁目 21 番４ 

B16 私立 茶々むさしせき保育園 練馬区 関町東二丁目９番 11 

B17 私立 コビープリスクールしゃくじいだい 練馬区 石神井台七丁目18 番 12 

B18 市立 ひがしふしみ保育園 西東京市 東伏見二丁目 11 番 11 

B19 市立 ほうやちょう保育園 西東京市 保谷町三丁目 13 番１ 

B20 

認証保育所 

私立 保育園 夢未来 井荻園 杉並区 上井草一丁目 23 番 15 

B21 私立 ソラスト武蔵関 練馬区 関町北四丁目２番 13 

B22 私立 ビーフェアこども愛々保育園武蔵関 練馬区 関町北二丁目 27 番 11 

B23 私立 ドリームキッズ東伏見保育園 西東京市 富士町四丁目 13 番 25 

B24 

福

祉

施

設 

介護保険 

施設等 

民間 特別養護老人ホーム上井草園 杉並区 上井草三丁目33 番 10 

B25 民間 ニチイケアハウス井草 杉並区 井草三丁目13 番 18 

B26 民間 ケアハウス上井草 杉並区 上井草一丁目12 番 14 

B27 民間 ライフ＆シニアハウス井草 杉並区 井草四丁目６番20 

B28 民間 グランダ上井草弐番館 杉並区 上井草二丁目25 番 23 

B29 民間 やすらぎの里井荻 杉並区 井草三丁目８番19 

B30 民間 そんぽの家S井荻 杉並区 井草三丁目17 番 13 

B31 民間 第二光陽苑 練馬区 関町北五丁目７番 22 

B32 民間 上石神井特別養護老人ホーム 練馬区 上石神井二丁目17 番 23 

B33 民間 ミモザ上石神井 練馬区 上石神井三丁目28 番２ 

B34 民間 介護老人保健施設エスポワール練馬 練馬区 関町東一丁目１番９ 

B35 民間 都市型ｹｱﾊｳｽﾊｰﾄﾌﾙｺｰﾄ石神井 練馬区 下石神井四丁目34 番７ 

B36 区立 はつらつセンター関 練馬区 関町北一丁目７番２ 

B37 民間 グランダ武蔵関 練馬区 関町北三丁目11 番９ 

B38 民間 ＴＡＫＵＭＩ 練馬武蔵関 練馬区 関町北一丁目15 番 15 

B39 民間 ファミニュー石神井 練馬区 関町東一丁目１番５ 

B40 民間 シルバーシティ石神井北館 練馬区 関町東一丁目15 番 12 

B41 民間 シルバーシティ石神井南館 練馬区 関町東一丁目16 番 14 

B42 民間 
放課後等デイサービス 

ホウェイルリゾート武蔵関 
練馬区 関町東二丁目 14 番４ 

B43 民間 そんぽの家S上石神井 練馬区 上石神井二丁目22 番 27 

B44 民間 ソナーレ石神井 練馬区 関町南一丁目２番 32 

B45 市立 富士町福祉会館 西東京市 富士町六丁目６番 13 

B46 

児童福祉 

施設等 

区立 四宮森児童館 杉並区 上井草二丁目41 番 11 

B47 民間 カリタスの園つぼみの寮 杉並区 井草四丁目19 番 28 

B48 民間 カリタスの園小百合の寮 杉並区 井草四丁目19 番 28 

B49 区立 上石神井児童館 練馬区 上石神井一丁目５番２ 

B50 区立 関町北地区区民館 練馬区 関町北四丁目12 番 21 

B51 

障害児通所 

支援等事業所 

民間 ヘルプメイト井草相談支援部 杉並区 井草三丁目２番４ 

B52 民間 ヘルプメイト関町相談支援部 練馬区 関町北四丁目２番 12 

B53 民間 発達支援研究所 スプラウト武蔵関教室 練馬区 関町北二丁目24 番 10 

B54 民間 あいの風キッズステーション 練馬区 関町東二丁目15 番８ 

B55 民間 児童デイサービス 陽（てぃーら） 練馬区 石神井台七丁目26 番６ 

B56 民間 ウイング西東京 西東京市 東伏見二丁目４番 10 
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表 8.1.1-12(3)  事業区間周辺の主な公共施設等（福祉施設） 

地点 

番号 
区分 種別 名称 区域名 住所 

B57 

福

祉

施

設 

障害児通所 

支援等事業所 
民間 りぼんＵ 西東京市 柳沢六丁目４番３ 

B58 
障害者 

支援施設 
民間 やすらぎの杜 練馬区 関町北五丁目７番 10 

B59 
障害者サービス

等事業所 

民間 Ｈｏｔ Ｊｏｂ 練馬区 関町東一丁目１番８ 

B60 民間 
ワークステーション ウーノ 

（手づくり工房めぇ） 
西東京市 保谷町三丁目８番７ 

B61 
保健所･市町村 

保健センター 
区立 関保健相談所 練馬区 関町東一丁目27 番４ 

出典:「施設案内（区立保育園・認証保育所・私立保育園）」（令和元年10月 杉並区ウェブサイト） 
   「施設案内（認可保育園・認証保育所）」（令和元年10月 練馬区ウェブサイト） 
   「子育て・教育（認可保育園一覧・認可外保育施設）」（令和元年10月 西東京市ウェブサイト） 
   「社会福祉施設等一覧（令和元年５月現在）」（令和元年10月 東京都福祉保健局ウェブサイト） 

表 8.1.1-12(4) 事業区間周辺の主な公共施設等（図書館） 

地点 
番号 

区分 種別 名称 区域名 住所 

C１ 
図書館 

区立 柿木図書館 杉並区 上井草一丁目６番 13 

C２ 市立 柳沢図書館 西東京市 柳沢一丁目 15 番１ 

出典:「都内公立図書館一覧」（令和元年10月 東京都立図書館ウェブサイト） 

表 8.1.1-12(5)  事業区間周辺の主な公共施設等（医療施設） 

地点 
番号 

区分 種別 名称 区域名 住所 

D１ 
医療施設 

民間 医療法人社団 はなぶさ会 島村記念病院 練馬区 関町北二丁目４番１ 

D２ 民間 医療法人社団 遼山会 関町病院 練馬区 関町北一丁目６番 19 

出典:「医療機関名簿 平成 30 年」（平成 30 年 東京都） 
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表 8.1.1-12(6)  事業区間周辺の主な公共施設等（都市公園） 

地点 
番号 

区分 種別 名称 区域名 住所 

E１ 

都市公園 

区立 井草北公園 杉並区 井草三丁目 20番 10

E２ 区立 住吉公園 杉並区 井草三丁目 15 番５ 

E３ 区立 井草森公園 杉並区 井草四丁目 12 番１ 

E４ 区立 井草ひまわり公園 杉並区 井草四丁目８番 21 

E５ 区立 柿木北公園 杉並区 上井草一丁目 33 番３ 

E６ 区立 柿木公園 杉並区 上井草一丁目 26番 18 

E７ 区立 矢頭公園 杉並区 井草四丁目３番５ 

E８ 区立 四宮森公園 杉並区 上井草二丁目 41番 25 

E９ 区立 四宮公園 杉並区 上井草二丁目 27番 12 

E10 区立 上井草向山公園 杉並区 上井草二丁目 39番 19 

E11 区立 上瀬戸公園 杉並区 上井草三丁目 16番 23 

E12 区立 桃井原っぱ公園 杉並区 桃井三丁目８番１ 

E13 都立 善福寺公園 杉並区 善福寺三丁目９番 10 

E14 区立 上石神井東公園 練馬区 上石神井二丁目 16番 27

E15 区立 平成公園 練馬区 上石神井一丁目 32番 33

E16 区立 上石神井公園 練馬区 石神井台四丁目５番 56

E17 区立 関町ひがし公園 練馬区 関町東一丁目 19 番４

E18 区立 関町北公園 練馬区 関町北五丁目 12 番１ 

E19 区立 せきまち公園 練馬区 関町北三丁目 22番 16 

E20 区立 関町風の道公園 練馬区 関町北四丁目 25番 11 

E21 区立 武蔵関公園 練馬区 関町北三丁目 45 番１ 

E22 区立 石神井松の風文化公園 練馬区 石神井台一丁目 33番 44 

E23 都立 石神井公園 練馬区 石神井台一丁目 26 番１ 

E24 区立 立野公園 練馬区 立野町 32 番１ 

E25 市立 下野谷遺跡公園 西東京市 東伏見六丁目４番 

E26 市立 東伏見緑道公園 西東京市 
東伏見一丁目７番、 
二丁目 13、14、15 番 

E27 都立 東伏見公園 西東京市 東伏見一丁目 

E28 市立 保谷第一公園 西東京市 
保谷町二丁目３、６、８

番 

E29 市立 しじゅうから公園 西東京市 柳沢一丁目 14 番 

E30 市立 柳沢せせらぎ公園 西東京市 柳沢六丁目４番 

E31 都立 武蔵野中央公園 武蔵野市 八幡町二丁目４番 22 

出典：「東京都の公園緑地マップ 2019」（平成 31 年３月 東京都建設局） 
「施設案内（区立公園・都立公園・いこいの森）（平成 27年 12 月現在）」 
（令和元年 10 月 杉並区ウェブサイト） 
「練馬区都市計画情報システム」（令和元年 10 月 練馬区ウェブサイト） 
「地図情報ねりまっぷ」（令和元年10月 練馬区ウェブサイト） 
「施設案内（公園・緑地）」（令和元年 10 月 西東京市ウェブサイト） 
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