協力施設３２３ヶ
協力施設３２３ヶ所
３２３ヶ所

H２９.２.１３現在
H２９.２.１３現在

中島橋

市街地

平原大橋

Ｎ

十勝大橋

西帯広①地区

国道38号

北部～柏林台地区

中央～東地区

帯広
競馬場

新緑通り

札内橋

柏林台～緑ヶ丘地 鉄南～東地区
区
緑ヶ丘
国道２３６号
公園

西帯広②地区

JR根室本線

札内清柳大橋
南町～稲田地区

稲田
小学校

大空地区

稲田～下川西地区

畜産
大学

鉄南～東地区・・・・・・P２
中央～東地区・・・・・・P３
柏林台～緑ヶ丘地区・・・P３
北部～柏林台地区・・・・P４

【区域表示について】
アシスト事業協力施設を探しやすくする都合上、防
災マップをもとに区域を分けて表示していますが、区
域境界線付近では隣接する区域のほうが近い場合もあ
るため、一部重複した区域分けとしています。

南町～稲田地区・・・・P４
稲田～下川西地区・・・P４
大空地区・・・・・・・P５
西帯広①地区・・・・・P５

西帯広②地区・・・・P５
川西地区・・・・・・P６
大正地区・・・・・・P６

鉄南～
鉄南～東地区
施設名称

株式会社 北のハウス
帯広ビル管理
帯広市図書館
コスモ歯科高田
鉄南コミュニティセンター
帯広信用金庫 中央支店
イオン 帯広店
明星小学校
ベルコセレモニーホール
パチンコプレイランド宝
北海道ホテル
有限会社 髙橋加工部
十勝道路株式会社

住所

大通南１７丁目６番地１
大通南１５丁目１９番地
西２条南１４丁目３番地１
西２条南２１丁目２番地
西２条南２４丁目１６番地
西３条南１４丁目１番地１
西４条南２０丁目１番地
西４条南２３丁目１番地
西４条南２７丁目１番地
西５条南１８丁目６番地
西７条南１９丁目１番地
東１条南１４丁目２番地
東１条南２３丁目８番地

施設名称

帯広藤幼稚園
サービス付き高齢者向け住宅
おびこハウス
正木歯科医院
グループマンション しらゆり
帯広市立光南小学校
光南小学校屋内プール
生活協同組合
コープさっぽろ かしわ店
ジョイフルエーケー
帯広ひまわり
あじさい保育園
コムニの里おびひろ
ダイナム帯広店

住所

東４条南1４丁目１番地
東４条南２０丁目６番４
東４条南２０丁目６番地１０
東４条南２３丁目４番地
東５条南２０丁目１番地
東５条南２０丁目１番地３
東７条南１５丁目２番地２
東７条南１６丁目２番地１
東８条南１４丁目１番地２
東９条南１９丁目１番地１
東９条南１３丁目２番４号
東１０条南１５丁目４番地２

施設名称

シニア・ハイツ 鳳悠
帯広市総合体育館
帯広警察署
日本年金機構 帯広年金事務所
５番館ビル
北の屋台
ホテルグランテラス帯広
プレミアムホテルＣＡＢＩＮ帯広
㈱ふく井ホテル
アパホテル 帯広駅前
株式会社トヨタレンタリース帯広
帯広駅前店
コンフォートホテル
宗教法人 永祥寺
すいせい保育所
ふじまるビル
わたなべビル歯科医院
日専連ジェミス
天然温泉白樺の湯
ドーミーイン帯広
株式会社 みずほ銀行帯広支店
有限会社ホテル十勝屋
十勝ガーデンズホテル
帯広駅
ホテル日航ノースランド帯広
森の泉歯科医院
シルバーヒルズ るくる
㈱商工組合中央金庫帯広支店
帯広信用金庫 本店
十勝農業協同組合連合会
帯広商工会議所
（帯広経済センタービル）
ＪＲイン帯広

施設名称
花園小学校
船津歯科・矯正歯科クリニック
帯広市グリーンプラザ
さくら保育園
帯広市児童会館
帯広百年記念館
帯広少年院
みどりと花のセンター
帯広市動物園
㈱帯広自動車学校
株式会社 市川組
第四中学校
ケアタウンとてっぽの丘 るくる
鉄南保育園
シニア・ハウス ａｎｎのいえ

住所

中央～
中央～東地区

大通南５丁目１１番地１
大通北１丁目
西１条北１丁目1番地
西１条南１丁目１１番地１
西１条南１０丁目５番地
西１条南１０丁目７番地
西１条南１１丁目２番地
西１条南１１丁目１０番地１
西１条南１１丁目１９番地２
西１条南１２丁目８番地
西１条南１２丁目１５番地
西１条南１３丁目２番地
西２条南２丁目11番地
西２条南６丁目１４番地
西２条南８丁目1番地
西２条南８丁目４番地
渡辺ビル２Ｆ
西２条南８丁目８番地
西２条南９丁目１１番地１
西２条南１０丁目１７番地１
西２条南１１丁目１６番地
西２条南１２丁目
西２条南１３丁目１番地
西３条南４丁目１４番地
西３条南６丁目２番地１
西３条南６丁目２０番地１
西３条南７丁目２番地
西３条南７丁目１４番地
西３条南９丁目１番地
西３条南１２丁目６番地

施設名称

西江建設株式会社
帯広開発建設部
宮坂建設工業株式会社
帯広市帯広中央駐車場
とかちプラザ
東和工研株式会社
十勝毎日新聞社
帯広信用金庫 東支店
帯廣神社
北海道十勝総合振興局
本願寺帯広別院
帯広東幼稚園
株式会社トヨタレンタリース帯広
帯広店
帯広市医師会舘
川田工業株式会社
ベル ラヴィ るくる
帯広市立翔陽中学校
東小学校
萩原建設工業株式会社
東コミュニティセンター
シニア・ハウス ａｎｎのいえⅡ
東日本宇佐美北海道
３８号帯広東SS
柏小学校
帯広市保健福祉センター
徳井建設工業株式会社
第一いずみ幼稚園
市民活動プラザ六中
愛の家グループホーム
帯広東１２条
西岡建設株式会社

柏林台～
柏林台～緑ヶ丘地区

住所
公園東町２丁目３番地
公園東町３丁目１１番地４
公園東町３丁目９番地１
公園東町４丁目７番地の２
緑ヶ丘２番地
緑ヶ丘２番地
緑ヶ丘３番地２
緑ヶ丘字２番地
緑ヶ丘字２番地
緑ヶ丘９丁目2番地
緑ヶ丘２条通５丁目４番地
西５条南２５丁目１番地
西７条南２６丁目１３番地１
西９条南１４丁目２番地
西９条南１７丁目１番地

施設名称
株式会社 福寿草
愛の家グループホーム
帯広西１１条
牧野歯科医院
緑丘小学校
第五中学校
ときわの森保育所
デイサービス はるこま
株式会社曽我
デイサービスセンター愛仁園
生活協同組合
コープさっぽろ ベルデ店
緑西コミュニティセンター
帯広市立若葉小学校
第八中学校
愛仁園
普仁園

住所

西４条北２丁目２０番地
西４条南８丁目１番地
西４条南８丁目１２番地
西４条南９丁目２番地
西４条南１３丁目１番地
東１条南１丁目１０番地
東１条南８丁目２番地
東２条南１０丁目１番地１
東３条南１丁目
東３条南３丁目１番地
東３条南５丁目３番地
東３条南７丁目１番地
東３条南１０丁目５番地１
東３条南１１丁目２番地
東５条南５丁目１番地
東４条南１０丁目１５番地
東６条南１２丁目２番地
東７条南２丁目１番地９
東７条南８丁目２番地
東７条南９丁目１番地
東７条南１１丁目２番地
東８条南４丁目３番地１
東８条南１１丁目１番地
東８条南１３丁目１番地
東９条南８丁目１番地
東１０条南１３丁目１番地
東１１条南９丁目１番地
東１２条南４丁目１番地７５
依田町１８番地２番地

住所
西９条南１８丁目２番地
西１１条南１５丁目２番地１
西１３条南１７丁目１番地５
西１４条南１７丁目２番地
西１６条南４丁目２９番地４２
西１６条南５丁目２２番地５
西１６条南５丁目４３番地
西１５条南２８丁目１番地8
西１６条南２８丁目２番地１
西１７条南４丁目１１番地
西１７条南４丁目３０番地４
西１７条南６丁目１番地
西１７条南６丁目１番地
西１７条南２８丁目１番地１
西１７条南２８丁目１番地１

施設名称

住所

北部～
北部～柏林台地区

㈱ダイイチ白樺店
ディノス帯広
ケアーセンター白樺
小規模多機能ホーム
ほっとふるさと
帯広公共職業安定所
帯広財務事務所
帯広市役所本庁舎
北海道電力株式会社 帯広支店
帯広市川西農業協同組合
帯広中央支店
帯広市民文化ホール
介護付有料老人ホーム 川北クラブ
藤花保育園
クリエート株式会社 ソネビル
シルバーシティ十勝おびひろ
北栄小学校
カラダラボ帯広中央
一般社団法人
日本自動車連盟帯広支部
帯広小学校
ゴールデンキング
らいふてらす帯広西８条
公益社市民斎場
つがやす歯科医院

白樺１６条西２丁目２番地
白樺１６条西２丁目２番地５
白樺１６条西２丁目７番地
白樺１６条東５丁目１０番地
西５条南５丁目２番地
西５条南６丁目１番地１
西５条南７丁目１番地
西５条南７丁目２番地１
西５条南９丁目１番地
西５条南１１丁目４８番地２
西６条北５丁目14-5
西６条南２丁目１１番地
西６条南６丁目３番地
西６条南１０丁目５１番地１
西７条南１丁目２番地
西７条南１０丁目２１番地
西８条北１丁目１４番１号
西８条南５丁目１番地
西８条南１１丁目５番地
西８条南１２丁目２番地１
西１０条南４丁目１１番地
西１０条南９丁目５番地５

はるすのお家 とかち

西１２条北２丁目３番地１５

東洋印刷株式会社

施設名称

イトーヨーカ堂 帯広店
スズランボウル
ライジング帯広
ホーマック スーパーデポ稲田店
有限会社
ランドマークスリースリー
帯広市川西農業協同組合 稲田支店
ベルクラシック帯広
イノタニ
帯広至心寮
カーブス帯広西５条
ジョイリハ西５条
南コミュニティセンター
ひまわり温泉 森の郷

施設名称

帯広農業高等学校
帯広北高等学校
㈱帯広第一自動車学校
豊成小学校屋内プール
豊成小学校

西１０条南９丁目７番地

住所

南町～
南町～稲田地区

稲田町南８線西１０番地１
稲田町南８線西１２番地１
稲田町南８線西１２番地１３
稲田町南９線西９番地１
西２条南３３丁目２０番地
西２条南３４丁目２３番地
西２条南３５丁目１番地２７
西５条南３０丁目１３番地
西５条南３０丁目１４番地
西５条南３１丁目１番地２
西５条南３４丁目７０番地
西１０条南３４丁目１番地
西１１条南３２丁目７番地２

住所

稲田町西１線９番地
稲田町基線８番地２
稲田町東１線１２番地
清流西１丁目１番地
清流西１丁目１番地１

施設名称

愛の家グループホーム 帯広共栄
啓北コミュニティセンター
第一中学校
帯広競馬場
㈱オカモトスポーツクラブ
ＪＯＹＦＩＴ ＢＩＯ
こでまり保育園
あんさんぶる 川北
啓北小学校
十勝農業協同組合連合会
畜産検査センター
株式会社 カーオート・ジーエム
アメニティ帯広
ケアハウス そうび苑
地域密着型介護老人福祉施設
ななかまど
株式会社オカモトセルフ３８
カーブス帯広北
帯広信用金庫 西支店
栄小学校
帯広市栄児童保育センター
栄保育園
介護老人保健施設
ケアステーション アンダンテ
啓西小学校
啓西小学校屋内プール
帯広市生活舘

施設名称

公益社中央斎場
帯広ひまわり幼稚園
稲田児童保育センター
修道館
帯広市立南町中学校
ホーマック株式会社 帯広南町店
帯広市川西農業協同組合
みなみ野支店
みなみ野福祉センター
帯広学校給食センター
帯広の森幼稚園
すぱーく帯広
帯広の森・はぐくーむ

稲田～
稲田～下川西地区

施設名称

帯広コア学園 帯広コア専門学校
稲田小学校
稲田保育園
帯広第二ひまわり幼稚園

住所

西１２条南４丁目１番地
西１３条北２丁目１番地
西１３条北７丁目１番地
西１３条南９丁目１番地
西１３条南１０丁目１番地
西１４条北２丁目１番地８
西１４条北２丁目２番地３９
西１４条北７丁目３番地
西１４条南７丁目１４番地
西１５条南１丁目７番地
西１６条北１丁目２７番地
西１６条北１丁目２７番地１２７
西１６条北１丁目２７番地５０
西１６条南１丁目３３番地１０
西１７条北１丁目２２番地９８
西１７条北１丁目３０番地１１
西１７条北１丁目４４番地２９
西１７条北１丁目４４番地２７
西１７条北２丁目３０番地２４
西１７条南３丁目２４番地２４
柏林台中町４丁目１番地
柏林台中町４丁目１番地１
柏林台東町２丁目２番地５

住所

西１２条南２９丁目１番地
西１２条南３０丁目１番地２
西１５条南３６丁目１番地１
西１７条南３１丁目４番地２
西１７条南３５丁目１番地１
西１８条南２７丁目１番地３４
南の森西１丁目１番地
南の森東２丁目７番地
南町南８線４２番地３
南町南８線４６番地９
南町南９線３７番地１８
南町南９線４９番地１

住所

西１１条南４１丁目３番地５
西１５条南３９丁目１番地１
西１５条南４０丁目２番地１
西１５条南４１丁目１１番地１４

施設名称

帯広若光福祉会 森の子保育園
太陽園小規模多機能ホーム
杜のそら
大空小学校
大空中学校

施設名称

株式会社 ズコーシャ
十勝川浄化センター
柏林台ひまわり
西陵中学校
やよい乃湯
小規模多機能ホーム はるか
帯広信用金庫 柏林台支店
キャタピラー北海道㈱道東本店
東北海道日野自動車株式会社
本館事務所
帯広運転免許試験場
十勝地区トラック協会
広陽小学校
東北海道日野自動車株式会社
部品・整備事務所
東北海道いすゞ自動車株式会社
帯広支店
㈱ＤＩＳＰＯ
日本通運株式会社帯広支店
㈱マテック 帯広本店
帯広地方卸売市場株式会社
北海電気工事株式会社 帯広支店
ベルコ西シティホール
ライジング西帯広
にれの木
帯広市川西農業協同組合
農産部 西帯広事業所
ヴィラかいせい
開西小学校
つばさ保育所
十勝バス株式会社
萩原敬造商店
東光舗道

施設名称

帯 体育館
研修センター
広 アイスアリーナ
の 市民プール
森 スポーツセンター
運 テニスコート
動 野球場
公 陸上競技場
園 弓道場・アーチェリー場
球技場
内 明治北海道十勝オーバル
地域密着型介護老人福祉施設
アルペジオ
明和小学校

大空地区

住所

大空町１丁目１２番地
大空町３丁目１５番地２
大空町３丁目１６番地
大空町１１丁目４番地

住所

西帯広①
西帯広①地区

西１８条北１丁目１７番地
西１８条北３丁目１３番地
西１８条南１丁目４番地１
西１８条南２丁目２番地
西１８条南２丁目５番地
西１８条南２丁目６番地４
西１８条南３丁目２５番地１
西１９条北１丁目３番地５
西１９条北１丁目７番地６
西１９条北２丁目１番地
西１９条北２丁目４番地
西１９条南３丁目２０番地３
西２０条北１丁目２番地４
西２０条北１丁目３番地２
西２０条北４丁目２番地
西２０条南１丁目１番地
西２１条北１丁目３番地２０
西２１条北１丁目５番地1
西２１条北２丁目２６番地４
西２１条南１丁目１５番地１
西２１条南３丁目１７番地８
西２２条南１丁目１１番地１３
西２２条南１丁目６番地
西２２条南２丁目２番地１０
西２２条南３丁目３番地
西２２条南３丁目１３番地１
西２３条北１丁目１番１号
西２３条北1丁目１番地１３
西２３条北１丁目１番地１６

住所

南町南７線５６番地７

自由が丘５丁目１６番地９
西１９条南４丁目２４番地

施設名称

帯広市川西農業協同組合
大空支店
特別養護老人ホーム 帯広慈恩の里
特別老人ホーム 帯広信楽苑
帯広の森コミニュティーセンター

施設名称

(有）タナベ
㈱エルバ北海道
十勝環境複合事務組合
中島処理場
㈱ウインクリン
西小学校
公益社メモリアルホール
グループホーム かたらい
帯広市川西農業協同組合
西帯広支店
西帯広コミュニティセンター
あんさんぶる 開西
株式会社 ケイセイ運輸
コマツ道東株式会社
六花亭製菓株式会社（本社工場）
菱中産業株式会社
マルハチ軽金属株式会社
北海道道路整備株式会社
十勝環境複合事務組合
くりりんセンター
東日本宇佐美北海道
３８号帯広SS
第二中学校
リハビリデイ・
りすたおびひろ西
つつじが丘小学校
つつじが丘福祉センター
パナソニック
デバイス帯広株式会社
株式会社 アイテス帯広支店
あけぼの保育園
北海道帯広養護学校
つつじが丘幼稚園
障害者支援施設 愛灯学園

西帯広②
西帯広②地区

施設名称

やまびこ保育所
帯広大谷高等学校
森の交流館・十勝
ＪIＣＡ 北海道国際センター
（帯広）
アートシステム株式会社
帯広南商業高等学校
みのり保育園
森の里コミュニティセンター
森の里小学校
帯西幼稚園
緑園中学校
グループホーム 鶴栖

住所

大空町１２丁目２番地
空港南町３０３番地１
空港南町３４５番地２
空港南町南１１線４３番地

住所

西２３条北４丁目１番地２
西２３条北４丁目１番地２７
西２３条北４丁目５番地
西２３条北４丁目６番地５
西２３条南１丁目８３番地
西２３条南１丁目１３２番地１０
西２３条南２丁目１６番地３６
西２３条南２丁目１番地
西２３条南２丁目８番地
西２３条南３丁目２７番地４
西２４条北１丁目３番地２
西２４条北１丁目３番４号
西２４条北１丁目３番地19
西２４条北１丁目３番地２８
西２４条北２丁目５番地
西２４条北２丁目５番地２７
西２４条北４丁目１番地５
西２４条南１丁目４番地７
西２４条南１丁目７番地
西２４条南２丁目２１番地８
西２４条南３丁目３９番地
西２４条南３丁目４０番地
西２５条北１丁目２番地１
西２５条北１丁目３番地２
西２５条南１丁目１４番地１１
西２５条南２丁目７番地３
西２５条南３丁目９番地
西２５条南４丁目８番地

住所

西１９条南４丁目３２番地１７
西１９条南４丁目３５番地１
西２０条南６丁目１番地２
西２０条南６丁目１番地２
西２０条南６丁目３番地２０
西２１条南５丁目３６番地１
西２２条南４丁目１１番地１
西２２条南４丁目１番地
西２２条南４丁目３番地
西２２条南４丁目２６番地１
西２２条南４丁目2番地
西２４条南５丁目１０番地１

Ｎ

市街地
川西ＩＣ

大正地区
川西地区

幸福ＩＣ
とかち帯広空港
中札内ＩＣ

施設名称

住所

帯広市川西農業協同組合
上帯広町基線７４番地
上帯広店
障害者福祉施設 光り園
上帯広町西１線７６番地２
帯広市川西農業協同組合 戸蔦店 上清川町西１線１８３番地
特別養護老人ホーム 帯広けいせい苑 川西町西１線４７番地
高齢者生活福祉センター ハイム悠遊 川西町西１線４７番地３
グループホーム ベルエポック
川西町西１線４７番地６
帯広火葬場
川西町西２線２５番地１３
川西農業者研修センター
川西町西２線５９番地４８
川西保育所
川西町西２線５９番地７
帯広市川西農業協同組合 本店
川西町西２線６１番地１
川西中学校
川西町西３線６０番地
川西小学校
川西町西３線６６番地

施設名称

愛国小学校
愛国保育所
とかち帯広空港
株式会社トヨタレンタリース帯広
帯広空港店
独立行政法人
種苗管理センター十勝農場
セブンイレブン大正町店
ことぶき保育所
第七中学校

住所

愛国町基線２３番地
愛国町基線３７番地
泉町西９線中８番地
泉町西１０線中８番２９
幸福町東４線２１０番地６
昭和町基線１０５番地１３
昭和町東１線１０８番地６
大正町４４４番地２

川西地区

施設名称

清川保育所
有限会社 白樺
清川中学校
帯広市川西農業協同組合
清川支店
清川小学校
広野小学校
八千代中学校
帯広市川西農業協同組合
広野支店
広野保育所
グループホーム広野の家
帯広市川西農業協同組合 青果部

大正地区

施設名称

大正小学校
救護施設 東明寮
大正農業者トレーニングセンター
特別養護老人ホーム 太陽園
帯広大正農業協同組合
帯広慈光学園
帯広はちす園
富士保育所

住所

清川町西２線１２５番地
清川町西２線１２６番地
清川町西２線１２６番地
清川町西２線１２８番地
清川町西３線１２７番地
広野町西１線１４９番地
広野町西１線１４９番地
広野町西２線１５２番地
広野町西３線１４９番地
広野町西３線１５２番地
別府町南１８線３２番地

住所

大正町５５０番地３
大正町基線１００番地３４
大正本町西１条１丁目１番地
大正町西１線９６番地１
大正町東１条２丁目１番地
大正町東１線１０２番地
大正町東１線１０２番地１
富士町西３線５３番地２

