
対象の要配慮者施設等一覧

No 名称 所在地 施設種別

1 東京メトロ　荻窪駅 東京都杉並区荻窪5丁目31-7 地下街等

2 東京メトロ　南阿佐ヶ谷駅 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15-7 地下街等

3 東京メトロ　新高円寺駅 東京都杉並区高円寺南2丁目20-1 地下街等

4 東京メトロ　東高円寺駅 東京都杉並区和田3丁目55-42 地下街等

5 東京メトロ　方南町駅 東京都杉並区堀ノ内1丁目1-1 地下街等

6 荻窪東地下自転車駐車場（短時間利用） 東京都杉並区上荻1丁目4-8 地下街等

7 井荻南地下自転車駐車場 東京都杉並区上井草1丁目24-16 地下街等

8 井荻北地下自転車駐車場 東京都杉並区井草3丁目3-10 地下街等

9 一般社団法人衛生文化協会　城西病院 東京都杉並区上荻2丁目42-11 医療機関

10 医療法人社団静山会　清川病院 東京都杉並区阿佐谷南2丁目31-12 医療機関

11 河北リハビリテーション病院 東京都杉並区堀ノ内1丁目9-27 医療機関

12 医療法人社団君真光　寺田病院 東京都杉並区宮前5丁目18-16 医療機関

13 河北総合病院 東京都杉並区阿佐谷北1丁目7-3 医療機関

14 ふれあいの家　しみず正吉苑 東京都杉並区清水3丁目22-4 高齢者施設

15 デイサービス　あすなろの家 東京都杉並区成田東5丁目36-11 高齢者施設

16 優っくりデイサービス沓掛 東京都杉並区本天沼3丁目34-28 高齢者施設

17 デイサービス　凛 東京都杉並区阿佐谷北1丁目17-3 高齢者施設

18 デイホーム　フレイア 東京都杉並区井草1丁目23-4 高齢者施設

19 ＳＯＭＰＯケア　堀之内デイサービス 東京都杉並区堀ノ内2丁目19-26 高齢者施設

20 もえぎ西荻北 東京都杉並区西荻北1丁目19-17 高齢者施設

21 上井草グルップボエンデ 東京都杉並区上井草4丁目3-22 高齢者施設

22 杉並区グループホーム　なごみ高井戸 東京都杉並区高井戸西2丁目5-1 高齢者施設

23 グループホーム豊生 東京都杉並区高円寺南3丁目43-11 高齢者施設

24 マザアスホームだんらん　杉並・松庵 東京都杉並区松庵1丁目13-21 高齢者施設

25 グルップボエンデ井荻 東京都杉並区下井草5丁目22-4 高齢者施設

26 グループホームなごみ松ノ木 東京都杉並区松ノ木1丁目12-50 高齢者施設

27 セントケアホーム上井草 東京都杉並区上井草2丁目26-10 高齢者施設

28 フォービスライフ松庵　英 東京都杉並区松庵1丁目2-8 高齢者施設

29 グループホームふくろう宮前 東京都杉並区宮前2丁目11-11 高齢者施設

30 グループホームきらら荻窪 東京都杉並区清水1丁目28-1 高齢者施設

31 ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家　GH堀ノ内 東京都杉並区堀ノ内2丁目19-26 高齢者施設

32 ライフコミューン杉並松庵 東京都杉並区松庵2丁目22-28 高齢者施設

33 有料老人ホーム　ルフラン荻窪 東京都杉並区天沼2丁目3-16 高齢者施設

34 グランダ新高円寺 東京都杉並区堀ノ内3丁目10-11 高齢者施設

35 介護付有料老人ホーム白寿園　ヴィラフォーレ荻窪 東京都杉並区本天沼3丁目34-20 高齢者施設

36 ツクイ・サンシャイン杉並 東京都杉並区下井草4丁目31-2 高齢者施設

37 くらら上井草 東京都杉並区上井草4丁目15-26 高齢者施設

38 フローレンスケア荻窪 東京都杉並区荻窪2丁目4-29 高齢者施設

39 トラストガーデン杉並宮前 東京都杉並区宮前2丁目11-10 高齢者施設

40 ライフステージ阿佐ヶ谷 東京都杉並区阿佐谷北1丁目9-5 高齢者施設

41 ゆめふる天沼店 東京都杉並区本天沼3丁目44-12 高齢者施設

42 高齢者在宅サービスセンター　和泉ふれあいの家 東京都杉並区和泉4丁目40-31 高齢者施設

43 （株）ケアサービス　デイサービスセンター下井草 東京都杉並区下井草4丁目4-4 高齢者施設

44 ＮＰＯ法人デイサービスセンター　夢の飛行船 東京都杉並区高円寺南3丁目48-5 高齢者施設

45 エンジョイ音楽デイサービスひばり高円寺 東京都杉並区高円寺南1丁目22-20 高齢者施設

46 デイサービスまごころ高円寺 東京都杉並区高円寺南5丁目20-3 高齢者施設

47 デイサービスセンターなごやか方南町 東京都杉並区方南2丁目3-5 高齢者施設

48 デイサービスセンターなごやか杉並 東京都杉並区高円寺南5丁目6-4 高齢者施設

49 スマイルデイサービス　西荻窪店 東京都杉並区西荻北5丁目2-13 高齢者施設

50 スマイルデイサービス　荻窪店 東京都杉並区荻窪5丁目10-25 高齢者施設

51 スマイルデイサービス　本天沼店 東京都杉並区本天沼3丁目44-2 高齢者施設

52 デイサービスあすなろ 東京都杉並区久我山2丁目1-22 高齢者施設

53 魔法のつえ 東京都杉並区成田西3丁目3-25 高齢者施設

54 デイサービス太陽スポーツ館　成田東 東京都杉並区成田東3丁目13-6 高齢者施設

55 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ荻窪店 東京都杉並区荻窪3丁目13-8 高齢者施設

56 デイサービス　孫の家 東京都杉並区井草3丁目26-14 高齢者施設

57 デイサービス太陽スポーツ館　西荻南 東京都杉並区西荻南2丁目18-8 高齢者施設

58 スリーベルデイ阿佐ヶ谷 東京都杉並区阿佐谷北5丁目12-24 高齢者施設

59 短時間リハビリデイサービス　柿ノ木 東京都杉並区南荻窪3丁目30-15 高齢者施設

60 ローズ療養通所介護 東京都杉並区高円寺南4丁目29-2 高齢者施設



61 こすもすリハビリデイサービス井草 東京都杉並区井草4丁目2-14 高齢者施設

62 だんらんの家　デイサービス永福 東京都杉並区永福1丁目30-2 高齢者施設

63 ナイス杉並なでしこ倶楽部 東京都杉並区阿佐谷北1丁目3-5 高齢者施設

64 デイサービスほっとらいふ　ふじみ橋 東京都杉並区和田1丁目18-3 高齢者施設

65 りはびり空間　プレミア・ケア　阿佐ヶ谷店 東京都杉並区阿佐谷南2丁目32-9 高齢者施設

66 リゾートデイサービス　プルメリア 東京都杉並区西荻南2丁目18-17 高齢者施設

67 健康ぷらす　高円寺 東京都杉並区高円寺南3丁目50-15 高齢者施設

68 Ｒｅｈａ　Ｌａｂｏ　和田 東京都杉並区和田1丁目55-10 高齢者施設

69 團ライフ 東京都杉並区荻窪2丁目34-3 高齢者施設

70 リハラボ高円寺 東京都杉並区高円寺北3丁目17-3 高齢者施設

71 ツクイ杉並下井草 東京都杉並区下井草4丁目31-7 高齢者施設

72 せらび荻窪 東京都杉並区今川4丁目8-8 高齢者施設

73 高齢者ショートステイマイルドハート西荻 東京都杉並区西荻北1丁目19-9 高齢者施設

74 ＳＯＭＰＯケア　堀ノ内　ショートステイ 東京都杉並区堀ノ内2丁目19-26 高齢者施設

75 セントケア看護小規模荻窪 東京都杉並区宮前2丁目21-19 高齢者施設

76 さんじゅ久我山 東京都杉並区久我山3丁目47-16 高齢者施設

77 さんじゅ阿佐谷 東京都杉並区阿佐谷北1丁目2-1 高齢者施設

78 すぎなみ正吉苑 東京都杉並区清水2丁目15-24 高齢者施設

79 特別養護老人ホーム愛敬苑 東京都杉並区和田1丁目3-7 高齢者施設

80 特別養護老人ホーム沓掛ホーム 東京都杉並区本天沼3丁目34-28 高齢者施設

81 特別養護老人ホームおぎくぼ紫苑 東京都杉並区荻窪3丁目7-30 高齢者施設

82 特別養護老人ホーム　和泉サナホーム 東京都杉並区和泉4丁目16-10 高齢者施設

83 メディカルナーシングホーム杉並 東京都杉並区宮前5丁目18-13 高齢者施設

84 ゆうゆう上荻窪館 東京都杉並区上荻3-16-6 高齢者施設

85 ゆうゆう西田館 東京都杉並区荻窪1丁目57-4 高齢者施設

86 ゆうゆう方南館 東京都杉並区方南1丁目51-7 高齢者施設

87 ゆうゆう荻窪館 東京都杉並区南荻窪2丁目25-17 高齢者施設

88 ゆうゆう桃井館 東京都杉並区桃井1丁目35-2 高齢者施設

89 ゆうゆう梅里堀ノ内館 東京都杉並区堀ノ内3丁目37-4 高齢者施設

90 ゆうゆう和泉館 東京都杉並区和泉4-16-22 高齢者施設

91 ミモザ久我山 東京都杉並区宮前4丁目30-3 高齢者施設

92 グループホーム　なごみ松ノ木 東京都杉並区松ノ木1丁目12-50 高齢者施設

93 エフリオ訪問看護・定期巡回ステーション 東京都杉並区阿佐谷北2丁目14-5 高齢者施設

94 スギコー定期巡回 東京都杉並区高井戸東3丁目18-7 高齢者施設

95 おおきなき杉並 東京都杉並区南荻窪4丁目29-10 高齢者施設

96 ヘルパーステーションたいせい 東京都杉並区浜田山3丁目23-9 高齢者施設

97 看護小規模多機能型居宅介護　しもいぐさ正吉苑 東京都杉並区下井草4丁目23-11 高齢者施設

98 デイサービスセンター　しもいぐさ正吉苑 東京都杉並区下井草4丁目23-11 高齢者施設

99 ソフィア訪問看護ステーション下井草 東京都杉並区下井草2丁目19-19 高齢者施設

100 ケアリッツ永福町 東京都杉並区永福2丁目42-4 高齢者施設

101 エルダーハウスフレイア 東京都杉並区荻窪2丁目36-3 高齢者施設

102 ジョイフルデイサービス高円寺南 東京都杉並区阿佐谷南1丁目23-20 高齢者施設

103 杉並第九小学校 東京都杉並区本天沼1丁目2-19 教育施設

104 桃井第二小学校 東京都杉並区荻窪5丁目10-25 教育施設

105 井荻小学校 東京都杉並区善福寺1丁目10-19 教育施設

106 杉並第七小学校 東京都杉並区阿佐谷南3丁目19-2 教育施設

107 高井戸第四小学校 東京都杉並区西荻南1丁目8-16 教育施設

108 松庵小学校 東京都杉並区松庵2丁目23-24 教育施設

109 方南小学校 東京都杉並区方南1丁目52-14 教育施設

110 済美小学校 東京都杉並区堀ノ内1丁目17-24 教育施設

111 松ノ木小学校 東京都杉並区松ノ木1丁目2-26 教育施設

112 東田中学校 東京都杉並区成田東3丁目19-17 教育施設

113 東原中学校 東京都杉並区下井草1丁目28-5 教育施設

114 向陽中学校 東京都杉並区下高井戸3丁目24-1 教育施設

115 和田中学校 東京都杉並区和田2丁目21-8 教育施設

116 宮前中学校 東京都杉並区宮前2丁目12-1 教育施設

117 高井戸中学校 東京都杉並区高井戸東1丁目28-1 教育施設

118 杉並和泉学園 東京都杉並区和泉2丁目17-14 教育施設

119 済美養護学校 東京都杉並区堀ノ内1丁目19-25 教育施設

120 永福図書館 東京都杉並区永福4丁目25-7 教育施設

121 南荻窪図書館 東京都杉並区南荻窪1丁目10-2 教育施設

122 高井戸図書館 東京都杉並区高井戸東1丁目28-1 教育施設

123 堀ノ内子供園 東京都杉並区堀ノ内1丁目9-26 教育施設

124 高円寺北子供園 東京都杉並区高円寺北2丁目14-13 教育施設

125 西荻北子供園 東京都杉並区西荻北1丁目19-22 教育施設



126 光塩女子学院幼稚園 東京都杉並区高円寺南5丁目11-35 教育施設

127 杉並教会幼稚園 東京都杉並区和田3丁目48-8 教育施設

128 たから幼稚園 東京都杉並区西荻南1丁目12-12 教育施設

129 角笛幼稚園 東京都杉並区高井戸西1丁目27-18 教育施設

130 日本大学幼稚園 東京都杉並区天沼1丁目31-14 教育施設

131 富士幼稚園 東京都杉並区南荻窪4丁目5-7 教育施設

132 阿佐谷幼稚園 東京都杉並区阿佐谷北5丁目13-2 教育施設

133 和泉町幼稚園 東京都杉並区和泉2丁目25-7 教育施設

134 佼成学園中学校 東京都杉並区和田2丁目6-29 教育施設

135 東京朝鮮第9初級学校 東京都杉並区阿佐谷北1丁目39-3 教育施設

136 永福学園 東京都杉並区永福1丁目7-28 教育施設

137 中央ろう学校 東京都杉並区成田西4丁目-15-15 教育施設

138 荻窪児童館 東京都杉並区荻窪2丁目40-1 児童福祉施設

139 堀ノ内南児童館 東京都杉並区堀ノ内1丁目9-26 児童福祉施設

140 永福南児童館 東京都杉並区永福2丁目6-12 児童福祉施設

141 高円寺南児童館 東京都杉並区高円寺南3丁目24-15 児童福祉施設

142 今川児童館 東京都杉並区今川3丁目3-18 児童福祉施設

143 善福寺北児童館 東京都杉並区善福寺3丁目13-10 児童福祉施設

144 四宮森児童館 東京都杉並区上井草2丁目41-11 児童福祉施設

145 子ども・子育てプラザ高円寺 東京都杉並区高円寺南2丁目52-2 児童福祉施設

146 和田中央児童館 東京都杉並区和田1丁目38-18 児童福祉施設

147 方南児童館 東京都杉並区方南1丁目51-7 児童福祉施設

148 児童青少年センター 東京都杉並区荻窪1丁目56-3 児童福祉施設

149 高井戸児童館 東京都杉並区高井戸西2丁目5-10 児童福祉施設

150 プレミア・ケア・ジュニア西荻窪店 東京都杉並区上荻3丁目5-4 児童福祉施設

151 よりみちくらぶ　ヤギのサンダル 東京都杉並区宮前2丁目10-42 児童福祉施設

152 よりみちくらぶ　ネコのトランク 東京都杉並区成田東4丁目1-26 児童福祉施設

153 プレミア・ケア・ジュニア阿佐ヶ谷店 東京都杉並区阿佐谷南2丁目32-9 児童福祉施設

154 発達支援ルーム　にこっと 東京都杉並区高円寺北3丁目40-13 児童福祉施設

155 カノン 東京都杉並区高円寺南3丁目16-20 児童福祉施設

156 LITALICOジュニア高円寺教室 東京都杉並区高円寺南2丁目7-1 児童福祉施設

157 心理・発達相談室　こぐま 東京都杉並区高円寺南3丁目31-18 児童福祉施設

158 第２ドルフィンキッズ 東京都杉並区上荻1丁目4-5 児童福祉施設

159 障害児保育園ヘレン 東京都杉並区天沼3丁目12-12 児童福祉施設

160 八成れいんぼう 東京都杉並区清水2丁目16-20 児童福祉施設

161 子どもの家エラン 東京都杉並区南荻窪1丁目34-21 児童福祉施設

162 小学館アカデミーにしおぎ駅前保育園 東京都杉並区松庵3丁目35-15 児童福祉施設

163 ピノキオ幼児舎新高円寺園 東京都杉並区梅里1丁目13-12 児童福祉施設

164 荻窪コスモ保育園 東京都杉並区荻窪5丁目6-5 児童福祉施設

165 ビーフェア中野富士見町保育園 東京都杉並区和田1丁目17-12 児童福祉施設

166 きらら保育園杉並松庵 東京都杉並区松庵3丁目18-17 児童福祉施設

167 こどもヶ丘保育園阿佐谷南園 東京都杉並区阿佐谷南1丁目13-16 児童福祉施設

168 杉並保育園ソラグミ 東京都杉並区西荻南2丁目18-20 児童福祉施設

169 ふたばクラブ西永福保育園 東京都杉並区永福4丁目19-17 児童福祉施設

170 マグハウス西荻第２ 東京都杉並区松庵3丁目41-1 児童福祉施設

171 マグハウス西荻 東京都杉並区西荻南2丁目8-16 児童福祉施設

172 西永福らる小規模保育園 東京都杉並区永福3丁目33-10 児童福祉施設

173 ハーモニー・キッズ 東京都杉並区高井戸東2丁目29-13 児童福祉施設

174 保育室下井草北 東京都杉並区下井草4丁目30-2 児童福祉施設

175 定期利用保育施設高井戸北 東京都杉並区高井戸西2丁目5-10 児童福祉施設

176 ピヨピヨおうちえん 東京都杉並区上荻2丁目7-9 児童福祉施設

177 doors 新高円寺 東京都杉並区梅里1丁目8-10 児童福祉施設

178 かわきたおひさま保育所 東京都杉並区阿佐谷北1丁目3-10 児童福祉施設

179 桃井グループ保育室 東京都杉並区桃井1丁目35-2 児童福祉施設

180 ぴーかーぶぅ 東京都杉並区和泉4丁目42-5 児童福祉施設

181 あい・あい保育園荻窪園 東京都杉並区荻窪5丁目15-21 児童福祉施設

182 アウル宮前保育園 東京都杉並区宮前2丁目11-11 児童福祉施設

183 和泉ここわ保育園 東京都杉並区和泉2丁目17-5 児童福祉施設

184 うぃず阿佐ヶ谷駅前保育園 東京都杉並区阿佐谷北1丁目15-3 児童福祉施設

185 うぃず成田東保育園 東京都杉並区成田東3丁目17-32 児童福祉施設

186 荻窪りとるぱんぷきんず 東京都杉並区荻窪3丁目7-29 児童福祉施設

187 グローバルキッズ松庵園 東京都杉並区松庵2丁目23-6 児童福祉施設

188 高円寺りとるぱんぷきんず 東京都杉並区高円寺北1丁目27-3 児童福祉施設

189 佼成育子園 東京都杉並区和田1丁目16-7 児童福祉施設

190 小学館アカデミー にしおぎ南保育園 東京都杉並区西荻南4丁目14-4 児童福祉施設



191 上水保育園 清水分園 東京都杉並区清水3丁目22-11 児童福祉施設

192 上水保育園 西荻分園 東京都杉並区西荻北3丁目5-5 児童福祉施設

193 杉並さゆり保育園 東京都杉並区高円寺北4丁目34-22 児童福祉施設

194 杉並ゆりかご保育園 東京都杉並区成田東1丁目18-8 児童福祉施設

195 成田コスモ保育園 東京都杉並区成田西3丁目8-12 児童福祉施設

196 ピノキオ幼児舎和田保育園 東京都杉並区和田2丁目21-8 児童福祉施設

197 マミー高円寺保育園 東京都杉並区高円寺南2丁目40-45 児童福祉施設

198 むさしの保育園 東京都杉並区和田1丁目8-20 児童福祉施設

199 ゆめの樹保育園たかいどにし 東京都杉並区高井戸西1丁目1-32 児童福祉施設

200 和田ここわ保育園 東京都杉並区和田１丁目5-7 児童福祉施設

201 高井戸保育園 東京都杉並区高井戸西1丁目31-3 児童福祉施設

202 和泉保育園 東京都杉並区和泉4丁目16-22 児童福祉施設

203 今川保育園 東京都杉並区今川3丁目3-18 児童福祉施設

204 永福南保育園 東京都杉並区永福2丁目6-12 児童福祉施設

205 大宮前保育園 東京都杉並区宮前5丁目19-8 児童福祉施設

206 荻窪保育園 東京都杉並区南荻窪2丁目25-17 児童福祉施設

207 高円寺東保育園 東京都杉並区高円寺南1丁目28-4 児童福祉施設

208 レイモンド中瀬保育園 東京都杉並区下井草4丁目25-10 児童福祉施設

209 グローバルキッズ荻窪 東京都杉並区阿佐谷南3丁目13-12 児童福祉施設

210 大空と大地のなーさりぃ高円寺南園 東京都杉並区高円寺南4丁目37-23 児童福祉施設

211 定期利用保育施設下井草 東京都杉並区下井草4丁目21-9 児童福祉施設

212 サポートセンター今川 東京都杉並区今川3丁目3-18 児童福祉施設

213 はっぴーほーむ 東京都杉並区和田1丁目17-11 児童福祉施設

214 まことのぶどうの木Nursery 東京都杉並区松庵3丁目38-4 児童福祉施設

215 ハーモニー・キッズ高井戸 東京都杉並区高井戸東2丁目26-3 1F 児童福祉施設

216 杉九学童クラブ 東京都杉並区本天沼1丁目2-19 児童福祉施設

217 高井戸学童クラブ 東京都杉並区高井戸西2丁目5-10 児童福祉施設

218 桃二学童クラブ 東京都杉並区荻窪5丁目10-25 児童福祉施設

219 えがおの森保育園・あさがや 東京都杉並区阿佐谷北4丁目21-9 児童福祉施設

220 ふたばクラブ浜田山駅前保育園 東京都杉並区浜田山3丁目24-4 児童福祉施設

221 大空と大地のなーさりぃ中野富士見町駅園 東京都杉並区和田1丁目1-6 児童福祉施設

222 エンジェル高円寺保育園 東京都杉並区高円寺南3丁目38-14 児童福祉施設

223 すぎなみのぞみ保育園 東京都杉並区桃井4丁目13-19 児童福祉施設

224 きらきらぼし保育園 東京都杉並区清水2丁目17-11 児童福祉施設

225 保育ルームリカリロ 東京都杉並区清水1丁目16-10 児童福祉施設

226 しまキッズナーサリー 東京都杉並区荻窪3丁目35-5 児童福祉施設

227 エンジョイ 東京都杉並区下井草4丁目30-1 障害者施設

228 堀ノ内ハイム 東京都杉並区堀ノ内3丁目16-31 障害者施設

229 宮前ホーム 東京都杉並区宮前1丁目2-4 障害者施設

230 ワルツ 東京都杉並区上荻2丁目7-9 障害者施設

231 笑がおの里杉並 東京都杉並区下井草1丁目24-6 障害者施設

232 グループホーム　ゲンキ永福 東京都杉並区永福2丁目4-13 障害者施設

233 杉並区下井草カラフルホーム 東京都杉並区下井草4丁目30-1 障害者施設

234 フォレス 東京都杉並区成田西4丁目8-5 障害者施設

235 パルテ 東京都杉並区上荻1丁目13-10 障害者施設

236 杉並いずみ第一 東京都杉並区和泉4丁目44-4 障害者施設

237 けやき亭 東京都杉並区成田東3丁目1-3 障害者施設

238 アゲイン 東京都杉並区永福1丁目27-31 障害者施設

239 かいとー 東京都杉並区浜田山3丁目1-9 障害者施設

240 工房ラルゴ 東京都杉並区上荻4丁目26-11 障害者施設

241 杉並いずみ第一 東京都杉並区堀ノ内3丁目9-11 障害者施設

242 杉並いずみ第二 東京都杉並区方南1丁目52-20 障害者施設

243 済美職業実習所 東京都杉並区堀ノ内1丁目26-6 障害者施設

244 どんまい福祉工房 東京都杉並区本天沼1丁目24-9 障害者施設

245 パソコン工房ゆずりは 東京都杉並区荻窪1丁目20-15 障害者施設

246 ゆい企画 東京都杉並区成田東5丁目15-23 障害者施設

247 ワークショップ・かたつむり 東京都杉並区和田1丁目5-18 障害者施設

248 ホーム中條 東京都杉並区高円寺南1丁目4-18 障害者施設

249 ジョイス 東京都杉並区上荻3丁目16-14 障害者施設

250 フォレス西荻窪 東京都杉並区善福寺1丁目11-7 障害者施設

251 グループホームみらい清水 東京都杉並区清水3丁目26-9 障害者施設

土砂災害

No 名称 所在地 施設種別

1 高井戸東小学校 東京都杉並区高井戸東1丁目12-1 教育施設


