
東区地域包括支援センター・介護予防センター担当区域

住所：北23条東15丁目5－26　昌栄堂ビル3階

℡：711-4165

担当地区： 下記の地区すべて

担当地区 担　当　区　域

北11条　東11丁目　２番１～３

北12条　東１丁目～10丁目

北12条　東11丁目　１番、２番５～16

北13条　東１丁目～９丁目

北13条　東10丁目の内　３番（３番１～13を除く）を除く

北14条　東１丁目～９丁目

北14条　東10丁目（３番11～30、４番18～32、５番を除く）

北15条　東１丁目～９丁目

北15条　東10丁目　１番１～６、２番（２番21～41を除く）

北16条　東１丁目～10丁目

北17条　東１丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北18条　東１丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北19条　東１丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北20条　東１丁目～３丁目

北21条　東１丁目～３丁目

北22条　東１丁目～３丁目

北23条　東１丁目～３丁目

北24条　東１丁目～３丁目

北25条　東１丁目～３丁目

北20条　東４丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北21条　東４丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北22条　東４丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北23条　東４丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北24条　東４丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北25条　東４丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北26条　東１丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北27条　東１丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北28条　東１丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北30条　東１丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北31条　東１丁目～10丁目、12丁目～16丁目

北31条　東17丁目（５番を除く）

北32条　東１丁目～10丁目、12丁目～17丁目

北33条　東１丁目～２丁目、４丁目～10丁目、12丁目～17丁目

北33条　東18丁目　１番

北５条　東４丁目～７丁目

北６条　東１丁目～８丁目

北７条　東１丁目～８丁目

北８条　東１丁目～７丁目

北８条　東８丁目（４番を除く）

北８条　東11丁目　４番１

北９条　東１丁目～10丁目

北９条　東11丁目　１番５～14

北10条　東１丁目～11丁目

北11条　東１丁目～10丁目、12丁目～16丁目

北11条　東11丁目（２番１～３を除く）

北12条　東11丁目（１番、２番５～16を除く）

北12条　東12丁目～16丁目

北13条　東10丁目　３番（３番１～13を除く）

北13条　東12丁目～15丁目

北13条　東16丁目　１番

北14条　東10丁目　３番11～30、4番18～32、５番

北14条　東12丁目～15丁目

北15条　東10丁目の内　１番１～６及び２番（２番21～41を除く）を除く

北15条　東12丁目～17丁目

北16条　東12丁目～15丁目

北16条　東16丁目（２番除く）

北16条　東17丁目（３番除く）

北４条　東10丁目～16丁目

北５条　東８丁目～17丁目

北６条　東12丁目～20丁目

北７条　東９丁目、11丁目～20丁目

北８条　東８丁目　４番

北８条　東11丁目（４番１を除く）

北８条　東９丁目～10丁目、12丁目～19丁目

北９条　東11丁目（１番５～14を除く）

北９条　東12丁目～16丁目

北10条　東12丁目～17丁目

北11条　東17丁目

北12条　東17丁目

本　町　１条　10丁目　４番　

本　町　１条　11丁目（１番20～50を除く） 　

苗穂町　１丁目～16丁目

雁来町（番地）

鉄東

苗穂東

介護予防センターなえぼ

（住所）
東区本町2条5丁目7-10
竹田ビル1階

（℡）
７８２－７０１０

北光

北栄

東区第１地域包括支援センター

名称・住所・電話番号

介護予防センター北光

（住所）
東区北17条東5丁目2-5
大友恵愛園(特養)内

（℡）
７５２－６１１０

介護予防センター北栄

（住所）
東区北23条東15丁目5－26
昌栄堂ビル3階

（℡）
７５１－１２９４



東区地域包括支援センター・介護予防センター担当区域

住所：本町2条5丁目7-10　竹田ビル１階

℡：781-8061

担当地区： 下記の地区すべて

担当地区 担　当　区　域

本　町　１条　10丁目 　３番

本　町　１条　11丁目　１番20～50

本　町　２条　10丁目（１番を除く）

本　町　２条　11丁目

東雁来町（番地）

中沼町（番地）

東苗穂町（番地）の内　次の区域を除く　626番地、1060番地、1088番地～1098番地

東苗穂　１条　３丁目

東苗穂　２条　３丁目

東苗穂　３条　２丁目～３丁目

東苗穂　４条　２丁目～３丁目

東苗穂　５条　２丁目の内　１番地～４番地及び５番地（５番地19～33を除く）を除く

東苗穂　５条　３丁目

東苗穂　６条　１丁目～３丁目

東苗穂　７条　１丁目～３丁目

東苗穂　８条　１丁目～３丁目

東苗穂　９条　１丁目～３丁目

東苗穂　10条　１丁目～３丁目

東苗穂　11条　１丁目～３丁目

東苗穂　12条　１丁目～４丁目

東苗穂　13条　１丁目～４丁目

東苗穂　14条　１丁目～４丁目

東苗穂　15条　２丁目～４丁目

東雁来　１条　１丁目

東雁来　２条　１丁目

東雁来　３条　１丁目

東雁来　４条　１丁目

東雁来　５条　１丁目

東雁来　６条　１丁目～３丁目

東雁来　７条　１丁目～３丁目

東雁来　８条　１丁目～４丁目

東雁来　９条　１丁目～４丁目

東雁来　10条　１丁目～４丁目

東雁来　11条　１丁目～４丁目

東雁来　12条　２丁目～４丁目

東雁来　13条　２丁目～４丁目

東雁来　14条　２丁目～４丁目

中沼西　１条　１丁目～２丁目

中沼西　２条　１丁目～２丁目

中沼西　３条　１丁目～２丁目

中沼西　４条　１丁目～２丁目

中沼西　５条　１丁目～２丁目

中沼　　１条　１丁目～３丁目

中沼　　２条　１丁目～２丁目

中沼　　３条　１丁目～２丁目

中沼　　４条　１丁目～２丁目

中沼　　５条　１丁目～２丁目

中沼　　６条　１丁目～３丁目

北34条　東28丁目　７番～９番

本　町　１条　１丁目～９丁目

本　町　１条　10丁目（３番・４番を除く）

本　町　２条　１丁目～９丁目

本　町　２条　10丁目　１番

伏　古　１条　２丁目～５丁目

伏　古　２条　３丁目～５丁目

伏　古　３条　２丁目～５丁目

伏　古　４条　２丁目～５丁目

伏　古　５条　２丁目～５丁目

伏　古　６条　２丁目～５丁目

伏　古　７条　２丁目～５丁目

伏　古　８条　１丁目～５丁目

伏　古　９条　１丁目～５丁目

伏　古　10条　１丁目～５丁目

伏　古　11条　１丁目～５丁目

伏　古　12条　２丁目（１番１～11・28及び９番１～９・28を除く）

伏　古　13条　３丁目（13番～16番を除く）

伏　古　12条　３丁目～５丁目

伏　古　13条　３丁目

伏　古　13条　４丁目～５丁目

伏　古　14条　４丁目～５丁目

東苗穂　１条　１丁目～２丁目

東苗穂　２条　１丁目～２丁目

東苗穂　３条　１丁目

東苗穂　４条　１丁目

東苗穂　５条　１丁目
東苗穂　５条　２丁目　１番～４番、５番（５番19～33を除く）

北13条　東16丁目（１番を除く）

北14条　東16丁目

北15条　東18丁目

北16条　東16丁目　２番

北16条　東17丁目　３番

北16条　東18丁目～19丁目

北17条　東16丁目～20丁目

北18条　東16丁目～21丁目

北19条　東16丁目～22丁目

北20条　東16丁目～22丁目

北21条　東16丁目～23丁目

北22条　東16丁目～23丁目

北23条　東16丁目～23丁目

北24条　東16丁目～22丁目

北25条　東16丁目～22丁目

北26条　東16丁目～22丁目

北27条　東16丁目～20丁目

北27条　東21丁目の内　３番（３番19～30を除く）及び４番11～14を除く

北27条　東22丁目の内、次の区域を除く　１番10～15、２番、３番、４番（４番１・２・16～30を除く）、６番６～12

北28条　東16丁目～19丁目

北28条　東20丁目　１番

北30条　東16丁目～19丁目

北30条　東20丁目　１番１～８・22～26、２番

北31条　東17丁目　５番

北31条　東18丁目～19丁目

北32条　東18丁目

北33条　東18丁目（１番を除く）

介護予防センター元町

（住所）
東区北24条東18丁目4-30
慈徳ハイツ(特養)内

（℡）
７８４－０８０８

東区第２地域包括支援センター

名称・住所・電話番号

介護予防センター東苗穂

（住所）
東区東苗穂町1089-１
ウィズ東苗穂（特養）内

（℡）
７８９－６０５０

介護予防センター伏古本町

（住所）
東区伏古7条3丁目1-33
藤苑(特養)内

（℡）
７８１－１１００

元町

札苗

伏古本町



東区地域包括支援センター・介護予防センター担当区域

住所：北40条東15丁目3-19　新和北40条ビル3階

℡：722-4165

担当地区： 下記の地区すべて

担当地区 担　当　区　域

北33条　東３丁目

北34条　東１丁目～７丁目

北35条　東１丁目～７丁目

北36条　東１丁目～７丁目

北37条　東１丁目～７丁目

北38条　東１丁目～７丁目

北39条　東１丁目～７丁目

北40条　東１丁目～７丁目

北41条　東１丁目～７丁目

北42条　東１丁目～７丁目

北43条　東１丁目～７丁目

北44条　東１丁目～７丁目

北45条　東１丁目～７丁目

北46条　東１丁目～７丁目

北47条　東１丁目～７丁目

北48条　東１丁目～７丁目

北49条　東２丁目～７丁目

北50条　東２丁目～８丁目

北50条　東９丁目（１番及び８番～10番を除く）

北51条　東２丁目～８丁目

北51条　東９丁目　１番～３番

北34条　東８丁目～10丁目、12丁目～21丁目

北35条　東８丁目～10丁目、12丁目～21丁目

北36条　東８丁目～10丁目、12丁目～20丁目

北36条　東21丁目　４番、５番、６番10～23

北37条　東８丁目～10丁目、12丁目～20丁目

北38条　東８丁目～10丁目、12丁目～20丁目

北39条　東８丁目～10丁目、12丁目～20丁目

北39条　東21丁目の内　２番（２番１～53・58～79を除く）及び３番28～40を除く　

北40条　東８丁目～10丁目、12丁目～20丁目

北41条　東８丁目～10丁目、12丁目～20丁目

北42条　東８丁目～10丁目、12丁目～19丁目

北43条　東８丁目～10丁目、12丁目～19丁目

北44条　東８丁目～10丁目、12丁目～15丁目

北45条　東８丁目～10丁目、12丁目～19丁目

北46条　東８丁目～10丁目、12丁目～19丁目

北47条　東８丁目～10丁目、13丁目～19丁目

北48条　東８丁目～10丁目、13丁目～19丁目

北49条　東８丁目～10丁目、13丁目～17丁目

北50条　東９丁目　１番、８番～10番

北50条　東10丁目、13丁目～15丁目

北51条　東９丁目（１番～３番を除く）

北51条　東10丁目、14丁目～15丁目

栄町（番地）

北27条　東21丁目　３番（３番19～30を除く）、４番11～14

北27条　東22丁目　１番10～15、２番、３番、４番（４番１・２・16～30を除く）、６番６～12

北28条　東20丁目（１番を除く）

北28条　東21丁目

北30条　東20丁目（１番１～８・22～26及び２番を除く）

北34条　東22丁目～27丁目

北34条　東28丁目（７番～９番を除く）

北35条　東22丁目～28丁目

北36条　東21丁目　４番、５番、６番10～23

北36条　東22丁目～29丁目

北37条　東21丁目～22丁目、25丁目～30丁目

北38条　東21丁目

北39条　東21丁目　２番（２番１～53・58～79を除く）、３番28～40

東苗穂町（番地）　626番地、1060番地、1088番地～1098番地

丘珠町（番地）

伏　古　12条　２丁目　１番１～11・28、９番１～９・28

伏　古　13条　３丁目　13番～16番

伏　古　14条　３丁目

北丘珠　１条　２丁目～４丁目

北丘珠　２条　１丁目～４丁目

北丘珠　３条　１丁目～４丁目

北丘珠　４条　１丁目～４丁目

北丘珠　５条　１丁目～４丁目

北丘珠　６条　４丁目

モエレ沼公園

東区第３地域包括支援センター

名称・住所・電話番号

介護予防センター栄町

（住所）
東区北45条東9丁目2-7
禎心会東センター

（℡）
７４８－８４８４

介護予防センター栄・丘珠

（住所）
東区丘珠町167-13
おおぞら(老健)敷地内

（℡）
７８６－００３０

栄東

丘珠

栄西


