
中央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：南2条西10丁目1001-５　パールタウン内

℡：209-2939

担当地区： 下記の地区すべて

担当地区 担　当　区　域

大　通　東１丁目～６丁目

大　通　東７丁目（１番地４～165、２番地２、３番地を除く）　

南１条　東１丁目～７丁目

南２条　東１丁目～６丁目

南３条　東１丁目～６丁目

南４条　東１丁目～５丁目

南５条　東１丁目～５丁目

南６条　東１丁目～３丁目

南７条　東１丁目～２丁目

北１条　東１丁目～６丁目

北１条　東７丁目の内次の区域を除く　１番地、80番地

北２条　東１丁目～６丁目

北２条　東７丁目（80番地を除く）

北３条　東１丁目～６丁目

北３条　東７丁目の内次の区域を除く　346番地～349番地、364番地～368番地

北４条　東１丁目～６丁目

北４条　東７丁目（374番地４・９・13～18を除く）

北５条　東１丁目～３丁目

大　通　東７丁目　１番地４～165、２番地２、３番地

大　通　東８丁目～14丁目

南１条　東８丁目

北１条　東７丁目　１番地、80番地

北１条　東８丁目～19丁目

北２条　東７丁目　80番地

北２条　東８丁目～20丁目

北３条　東７丁目　346番地～349番地、364番地～368番地

北３条　東８丁目～15丁目

北４条　東７丁目　374番地４・９・13～18

北４条　東８丁目

南４条　西１丁目～４丁目

南５条　西１丁目～４丁目

南６条　西１丁目～４丁目

南７条　西１丁目～４丁目

南８条　西１丁目～４丁目

南９条　西１丁目～４丁目

南10条　西１丁目～３丁目

南11条　西１丁目

南12条　西１丁目

南13条　西１丁目

南14条　西１丁目

南15条　西１丁目

中島公園

名称・住所・電話番号

中央区第１地域包括支援センター

介護予防センター北一条

（住所）
中央区北1条東1丁目2-3
時計台記念病院内

（℡）
２５１－１３４０

東北・東

苗穂

豊水



中央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：南2条西10丁目1001-５　パールタウン内

℡：209-2939

担当地区： 下記の地区すべて

担当地区 担　当　区　域名称・住所・電話番号

中央区第１地域包括支援センター

大　通　西１丁目～８丁目

大　通　西９丁目　３番

南１条　西１丁目～８丁目

南２条　西１丁目～８丁目

南３条　西１丁目～４丁目

北１条　西１丁目～９丁目

北２条　西１丁目～７丁目

北３条　西１丁目～７丁目

北４条　西１丁目～７丁目

北５条　西１丁目～８丁目

南３条　西５丁目～８丁目

南４条　西５丁目～８丁目

南５条　西５丁目～８丁目

南６条　西５丁目～８丁目

南７条　西５丁目～７丁目

南７条　西８丁目（1024番地、1032番地を除く）

南８条　西５丁目～７丁目

南８条　西８丁目　290番地

南９条　西５丁目～７丁目

南10条　西６丁目～７丁目

南11条　西６丁目（２番除く）

南11条　西７丁目（２番、３番除く）

大　通　西９丁目　（３番を除く）

大　通　西10丁目～19丁目

南１条　西９丁目～19丁目

南２条　西９丁目～19丁目

南３条　西９丁目～18丁目

南４条　西９丁目～18丁目

南５条　西９丁目～18丁目

南６条　西９丁目～18丁目

南７条　西８丁目　1024番、1032番

南７条　西９丁目～18丁目

南８条　西８丁目　1032番地

南８条　西９丁目　1030番地～1032番地

南８条　西10丁目　1034番地、1035番地

南８条　西11丁目　１番

南８条　西12丁目　１番

南８条　西13丁目　１番、２番

南８条　西14丁目　１番

南８条　西15丁目　１番

南８条　西16丁目　１番

南８条　西17丁目　１番

南８条　西18丁目　１番

北１条　西10丁目（１番を除く）

北１条　西11丁目　３番

北１条　西12丁目　４番

北１条　西13丁目　７番

北１条　西14丁目　４番～８番

北１条　西15丁目　１番３～45・47～196

北１条　西16丁目　１番１～37・39～42・47

北１条　西17丁目　１番１・２・16～66

北１条　西18丁目　１番１、34～36、38～48、51、54　

北１条　西19丁目　１番

北１条　西10丁目　１番

北１条　西11丁目（３番を除く）

北１条　西12丁目（４番を除く）

北１条　西13丁目（７番を除く）

北１条　西14丁目（４番～８番を除く）

北１条　西15丁目（１番３～45・47～196を除く）

北１条　西16丁目（１番１～37・39～42・47を除く）

北１条　西17丁目（１番１・２・16～66を除く）

北１条　西18丁目（１番１・34～36・38～48・51・54を除く）

北１条　西19丁目（１番を除く）

北２条　西８丁目～19丁目

北３条　西８丁目～21丁目

北４条　西８丁目～21丁目

北５条　西９丁目～21丁目

北６条　西10丁目～21丁目

北７条　西11丁目～20丁目

北７条　西21丁目の内　次の区域を除く　１番７～19、２番（ただし２番５～18は含む）

北８条　西12丁目～20丁目

北８条　西21丁目の内　次の区域を除く　１番10、２番（ただし２番１・２・19～26は含む）

北９条　西13丁目～21丁目

北10条　西14丁目～20丁目

北10条　西21丁目　１番

北11条　西13丁目～20丁目

北12条　西15丁目～19丁目

北12条　西20丁目（１番10、２番２を除く）

北13条　西15丁目～19丁目

北14条　西15丁目、18丁目～19丁目

北14条　西20丁目（１番８を除く）

北15条　西15丁目、19丁目

北16条　西15丁目～16丁目、20丁目～21丁目

北17条　西15丁目

北18条　西15丁目

北20条　西15丁目

北21条　西15丁目
北22条　西15丁目

西創成

大通・西
介護予防センター大通公園

（住所）
中央区南2条西10丁目1001-５
パールタウン内

（℡）
２７１－１２９４

桑園

本府・中央



中央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：旭ヶ丘5丁目6－51　慈啓会特別養護老人ホーム内

℡：520-3668

担当地区： 下記の地区すべて

担当地区 担　当　区　域

北５条　西29丁目　２番

北６条　西28丁目　２番10～16、３番７～20

円山西町（番地）

盤渓（番地）

宮の森１条１丁目～18丁目

宮の森２条１丁目～17丁目

宮の森３条１丁目～13丁目

宮の森４条１丁目～13丁目

宮の森（番地）　（３番地１・50、474番地48・117を除く）
円山西町１丁目～10丁目

大　通　西20丁目～28丁目

南１条　西20丁目～28丁目

南２条　西20丁目～28丁目

南３条　西20丁目～28丁目

南４条　西28丁目

南５条　西28丁目

北１条　西20丁目～28丁目

北２条　西20丁目～28丁目

北３条　西22丁目～30丁目

北４条　西22丁目～30丁目

北５条　西22丁目～28丁目

北５条　西29丁目（２番を除く）

北６条　西22丁目～27丁目

北６条　西28丁目（２番10～16、３番７～20を除く）

北７条　西21丁目　１番７～19、２番（ただし２番５～18を除く）

北７条　西22丁目～27丁目

北８条　西21丁目　１番10、２番（ただし２番１・２・19～26を除く）

北８条　西22丁目～26丁目

北９条　西22丁目～24丁目

北10条　西21丁目（１番を除く）

北10条　西22丁目～24丁目

北11条　西21丁目～24丁目

北12条　西20丁目　１番10、２番２

北12条　西23丁目

北14条　西20丁目　１番８

宮の森（番地）　３番地１・50、474番地48・117

宮ケ丘（番地）

宮ケ丘１丁目～３丁目

南４条　西20丁目～27丁目

南５条　西20丁目～27丁目

南６条　西20丁目～27丁目

南７条　西20丁目～26丁目

南８条　西20丁目～26丁目

南９条　西20丁目～23丁目

南10条　西20丁目～23丁目

南11条　西20丁目（３番及び４番を除く）

南11条　西21丁目（２番及び３番を除く）

南11条　西22丁目　１番

南11条　西23丁目（２番を除く）

南12条　西23丁目　２番、３番

円山（番地）

双子山１丁目～４丁目

界川１丁目～４丁目

旭ケ丘１丁目～６丁目

伏見１丁目　1番（ただし１番１～33を除く）

介護予防センター円山

（住所）
中央区円山西町4丁目3-20
西円山敬樹園(特養)内

（℡）
６３３－６０５６

円山

南円山

中央区第２地域包括支援センター

名称・住所・電話番号

介護予防センター宮の森

（住所）
中央区宮の森1237-1
えん(老健)内
（℡）
６１１－７７４１

宮の森



中央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：南19条西8丁目1－14　第18ふじい宅建ビル2階

℡：205-0537

担当地区： 下記の地区すべて

担当地区 担　当　区　域

南14条　西６丁目　５番、６番
南14条　西７丁目　３番
南14条　西８丁目　５番
南14条　西９丁目　３番
南14条　西10丁目（１番を除く）
南14条　西11丁目　３番
南14条　西12丁目（１番を除く）
南15条　西４丁目～12丁目
南16条　西１丁目、４丁目～12丁目
南17条　西４丁目～15丁目
南17条　西16丁目　４番～６番
南17条　西17丁目　３番、４番
南18条　西５丁目～17丁目
南19条　西５丁目～16丁目
南20条　西５丁目～16丁目
南21条　西５丁目～16丁目
南22条　西６丁目～15丁目
南23条　西７丁目～15丁目
南24条　西７丁目～15丁目
南25条　西７丁目～14丁目
南26条　西７丁目～14丁目
南27条　西７丁目～14丁目
南28条　西７丁目～13丁目
南29条　西８丁目～12丁目
南30条　西９丁目～11丁目
伏見４丁目（１番～３番を除く）
伏見５丁目

南８条西13丁目（１、２番を除く）

南８条西14丁目（１番を除く）

南８条西15丁目（１番を除く）

南８条西16丁目（1番を除く）

南８条西17丁目（1番を除く）

南８条西18丁目（1番を除く）

南９条　西13丁目～18丁目

南10条　西13丁目～18丁目

南11条　西13丁目～18丁目

南11条　西20丁目　３番、４番

南11条　西21丁目　２番、３番

南11条　西22丁目（１番を除く）

南11条　西23丁目　２番

南12条　西13丁目～18丁目、20丁目～22丁目

南12条　西23丁目（２番、３番を除く）

南13条　西13丁目～18丁目、20丁目～23丁目

南14条　西13丁目～19丁目

南15条　西13丁目～19丁目

南16条　西13丁目～19丁目

南17条　西16丁目（４番～６番を除く）

南17条　西17丁目（３番、４番を除く）

南17条　西18丁目

伏見１丁目（１番を除く。ただし１番１～33は含む）

伏見２丁目～３丁目

伏見４丁目１番～３番

南８条　西８丁目（290番地、1032番地を除く）

南８条　西９丁目（1030番地～1032番地を除く）

南８条　西10丁目（1034番地、1035番地を除く）

南８条　西11丁目（１番を除く）

南８条　西12丁目（１番を除く）

南９条　西８丁目～12丁目

南10条　西８丁目～12丁目

南11条　西６丁目　２番

南11条　西７丁目　２番、３番

南11条　西８丁目～12丁目

南12条　西６丁目～12丁目

南13条　西５丁目～12丁目

南14条　西５丁目

南14条　西６丁目（５番、６番を除く）

南14条　西７丁目（３番を除く）

南14条　西８丁目（５番を除く）

南14条　西９丁目（３番を除く）

南14条　西10丁目　１番

南14条　西11丁目（３番を除く）

南14条　西12丁目　１番

介護予防センター曙・幌西

（住所）
中央区円山西町4丁目3-20
西円山敬樹園(特養)内

（℡）
６３３－６０５５

幌西

曙

介護予防センター旭ヶ丘

（住所）
中央区旭ヶ丘5丁目6-51
慈啓会(特養)内

（℡）
５３２－６１１０

山鼻

中央区第3地域包括支援センター

名称・住所・電話番号


