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センター名 電話番号 FAX番号所 在 地 主な担当区域（学区）

五橋 青葉区五橋2-12-2　仙台市福祉プラザ7F 五橋中716-5460 213-6457
上杉 青葉区上杉1-17-20 第6銅谷ビル1・２F 上杉山中221-5569 713-3377
国見 青葉区八幡4-2-1　早美ビル102号 第一中727-8923 727-8924
木町通 青葉区木町通1-4-15　仙台市交通局庁舎3F 第二中216-3722 216-3723
双葉ケ丘 青葉区双葉ケ丘2-9-2 北仙台小275-3881 275-4786
葉山 青葉区葉山町8-1 三条中、荒巻小273-4910 725-3110
台原 青葉区台原森林公園1-3 台原中727-5360 233-4248

高森 泉区高森4-2-608 高森中、将監東中（将監担当圏域を除く）341-3665 777-8188

長命ケ丘 泉区長命ケ丘1-12-11　モウジュンビル101 長命ケ丘中725-3068 725-3069

花京院 青葉区宮町2-2-6　アルデール宮町1F 五城中716-5390 263-5889
大沢広陵 青葉区赤坂2-16-1 大沢中、広陵中399-6154 399-6185
あやし 青葉区落合4-2-22 広瀬中、錦ケ丘中392-2230 392-8828
国見ケ丘 青葉区国見ケ丘7-141-9 吉成中、中山中303-3805 303-3803
南吉成 青葉区南吉成7-14-1 南吉成中、折立中719-5733 719-5733
桜ケ丘 青葉区桜ケ丘2-19-1　みやぎ生協1F 桜丘中303-5870 719-2505
小松島 青葉区小松島新堤7-1 幸町中、鶴谷中（安養寺1丁目、自由ケ丘）233-6954 233-6948
岩切 宮城野区岩切字稲荷14 岩切中255-2524 255-2534
東仙台 宮城野区新田3-28-20 東仙台中782-3511 782-2372

榴岡 宮城野区榴岡4-2-8　テルウェル仙台ビル2F 榴岡小、連坊小路小（五橋圏域を除く）等297-5906 297-5916
高砂 宮城野区高砂1-24-9 中野中、高砂中（七北田川左岸）388-7828 259-7882
福田町 宮城野区田子字富里223 田子中、高砂中（七北田川右岸）388-6101 388-8778
燕沢 宮城野区燕沢東3-8-10 西山中（鶴ヶ谷担当圏域を除く）388-3690 253-3356

六郷 若林区上飯田4-9-16　田中ハイツ102 六郷中289-2111 289-8111
沖野 若林区沖野6-34-5 沖野中294-0380 294-0382
河原町 若林区河原町2-5-36　パストラル河原町1F 八軒中262-1180 262-1186
七郷 若林区伊在3-4-1 ディオ・ホリⅡ号棟105 七郷中290-6761 290-6762
大和蒲町 若林区大和町3-1-1 蒲町中、東宮城野小（卸町）783-6656 783-6657
遠見塚 若林区遠見塚1-14-30 南小泉中781-3877 286-2859
愛宕橋 太白区向山4-19-10　共立愛宕橋ビル1F 愛宕中215-8822 215-2955
八木山 太白区桜木町1-10 八木山中229-0811 229-9811
西多賀 太白区西多賀1-19-8　キャピタル西多賀104号 西多賀中307-3383 307-3116
長町 太白区長町5-3-20　NTT東日本仙台長町ビル1F 長町中（富沢担当圏域を除く）304-2154 249-8562
郡山 太白区郡山字行新田9-5 郡山中748-0455 308-5334

西中田 太白区西中田3-23-3　ハイツ安久B-103 柳生中、中田小741-5290 741-5291
袋原 太白区東中田3-26-54 袋原小、袋原中（袋原1～3丁目、4丁目の一部）393-6533 393-6534
四郎丸 太白区四郎丸字大宮46 袋原中（袋原担当圏域を除く）242-6351 242-6352
富沢 太白区南大野田24-4　メゾンド・エイコーⅡ105号 富沢中、長町中（長町南3・4丁目）748-0503 748-0504
茂庭 太白区茂庭台2-15-20 茂庭台中、生出中281-4115 281-1357
秋保 太白区秋保町長袋字清水久保51-4 秋保中399-2205 399-2213
泉中央 泉区泉中央2-16-1　トレスピーノ泉中央1F 七北田中372-8079 343-6526
将監 泉区将監10-18-13 将監中、将監東中（東北自動車道東側）772-5501 772-5502

松森 泉区鶴が丘1-30-3 Ｄ-2 鶴が丘中、松陵中（向陽台担当圏域を除く）772-6220 772-6221

八乙女 泉区黒松2-19-7　第３えりあビル101 八乙女中301-9811 301-9813
虹の丘・加茂 泉区虹の丘1-10-6 加茂中373-9333 373-6657

根白石 泉区根白石字清水屋敷35-1 根白石中、館中、住吉台中376-8310 348-2131
南中山 泉区南中山3-2-15 南中山中343-5561 343-5562

向陽台 泉区向陽台4-7-14　伊藤コーポ102号 向陽台中、松陵中（永和台、歩坂町）343-1512 343-1513
南光台 泉区南光台南1-14-27　コーポUMEMORI 1F 南光台中、南光台東中　251-8850 251-8860

寺岡 泉区寺岡1-2-5 寺岡中378-8886 347-3323

山田 太白区鈎取本町1-16-57 阿部ハイツビル1F 山田中、人来田中307-4440 307-4441

宮城野 宮城野区五輪2-12-13　ライオンズマンション五輪第2 1F 原町小、宮城野小、東宮城野小（卸町を除く）355-2381 355-2382

鶴ヶ谷 宮城野区鶴ケ谷2-1-13 鶴谷中（小松島担当圏域を除く）、
西山中（鶴ケ谷1・6・7・8丁目、鶴ケ谷東2・4丁目の一部）388-3802388-3801
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　令和4年4月1日現在の情報です。最新の情報は仙台市のホームページ（https://www.city.sendai.jp/kurashi/kenkotofukushi/korenokata/
hokatsushien/index.html）でご確認ください。

課税所得（※1） 基準総所得金額（※3）

690万円以上 901万円超

210万円以下

212万円

141万円

67万円

141万円

212万円

67万円

60万円

34万円

145万円未満 56万円

31万円

19万円

区分Ⅱ

区分Ⅰ（※2）
市町村民税
非課税世帯

市町村民税
非課税世帯

380万円以上～
690万円未満
145万円以上～
380万円未満

600万円超～
901万円以下
210万円超～
600万円以下

限度額 限度額

　各医療保険（国民健康保険、健康保険組合などの社会保険（被用者保険）、後期高齢者医療制度）
と介護保険の1年間の利用者負担額を合計して一定の金額（限度額）を超えた場合に、申請によ
りその超えた金額が支給されます。

◆利用者負担限度額（合算する場合の世帯の限度額の年額）

（※1）課税所得とは、医療保険の被保険者の総所得金額等から所得控除（扶養控除や社会保険料控除など）を引いた
金額です。

（※2）70歳以上の区分 Ⅰ の市町村民税非課税世帯で、介護（予防）サービスの利用者が複数いる世帯については、
区分Ⅱの限度額で計算されます。

（※3）基準総所得金額とは、医療保険の被保険者の総所得金額等から43万円（合計所得金額が2,400万円超の場合
は別途定まった額。また令和3年7月サービス利用分までは33万円）を引いた金額です。

　医療保険および介護保険の両制度ともに利用者負担額がある世帯が対象になります。ただし、同一
世帯内で異なる医療保険に加入している場合は、医療保険ごとに計算をします。
※世帯は、住民票（住民基本台帳）における世帯とは異なる場合があります。

◆支給対象となる世帯

　仙台市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、支給の対象となる被保険者の方
には、お知らせをお送りします。ただし、対象の方全員にお知らせすることができない場合もあります
ので、お知らせが届かない場合や対象になると思われる方は、区役所保険年金課または介護保険課へ
お問い合わせください。

◆高額医療合算介護（予防）サービス費等の支給を受けるためには申請が必要です

　総合事業の訪問型サービスや通所型サービスを利用している方は、計算により該当した場合、高額医
療合算介護予防サービス費とは別に、高額医療合算介護予防サービス費相当事業分が支給される場合
があります。

◆高額医療合算介護予防サービス費相当の事業

　毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療保険および介護保険にかかる利用者負担額を対象
として計算を行います。

◆計算期間

70歳以上の方 70歳未満の方
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高額医療合算介護（予防）サービス費高額医療合算介護（予防）サービス費高額医療合算介護（予防）サービス費高額医療合算介護（予防）サービス費
医療保険と介護保険の利用者負担が高額になったとき
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