
市町村名 予防接種担当課 郵便番号 住所 メールアドレス 電話番号 FAX

仙台市 健康福祉局感染症対策室 980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7－1 022-214-8452 022-211-1915

 〃 青葉区 保健福祉センター家庭健康課 980-8701 仙台市青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211(代)

 〃 青葉区 宮城総合支所保健福祉課 989-3125 仙台市青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111(代）

 〃 宮城野区 保健福祉センター家庭健康課 983-8601 仙台市宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111(代)

 〃 若林区 保健福祉センター家庭健康課 984-8601 仙台市若林区保春院前丁3-1 022-282-1111(代)

 〃 太白区 保健福祉センター家庭健康課 982-8601 仙台市太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111(代)

 〃 太白区 秋保総合支所保健福祉課 982-0243 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111（代）

 〃 泉区 保健福祉センター家庭健康課 981-3189 仙台市泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111(代)

石巻市 健康部健康推進課 986-8501 石巻市穀町14-1
市ホームページアドレス
https://www.city.ishinomaki.lg.jp
問合せホームをご利用ください。

0225-95-1111
（内2427） 0225-23-3618

健康推進課 985-0003 塩竈市北浜4-8-13 kenkou@city.shiogama.miyagi.jp 022-364-4786 022-364-4787

子育て支援課塩竈市子育て世代包括
支援センター

985-0052 塩竈市本町１－１ nikosapo@city.shiogama.miyagi.jp 022-354-1225 022-354-1025

気仙沼市 保健福祉部健康増進課 988-0066 気仙沼市東新城二丁目2－1 kenko@kesennuma.miyagi.jp 0226-21-1212 0226-21-1016

白石市 保健福祉部健康推進課 989-0292 白石市大手町1-1 kenkou@city.shiroishi.miyagi.jp 0224-22-1362 0224-22-1320

名取市 健康福祉部保健センター 981-1224 名取市増田字柳田244 hoken@city.natori.miyagi.jp 022-382-2456 022-382-3041

角田市 健康長寿課 981-1505 角田市角田字柳町35－1 kenko@city.kakuda.lg.jp 0224-62-1192 0224-63-3975

多賀城市 健康課 985-8531 多賀城市中央二丁目1-1
市ホームページアドレス
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/
問い合わせフォームをご利用ください。

022-368-1141 022-368-7394

岩沼市 健康増進課 989-2480 岩沼市桜一丁目6－20 hokenshi@city.iwanuma.miyagi.jp 0223-22-1111
(内）345 0223-22-1315

登米市 市民生活部健康推進課 987-0446 登米市南方町新高石浦130 kenkosuisin@city.tome.miyagi.jp 0220-58-2116 0220-58-3345

栗原市 市民生活部健康推進課 987-2293 栗原市築館薬師一丁目7-1 kenko@kuriharacity.jp 0228-22-0370 0228-22-0350

東松島市 保健福祉部健康推進課 981-0503 東松島市矢本字上河戸36－1
市ホームページアドレス
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/
問い合わせフォームをご利用ください

0225-82-1111(代) 0225-82-1244

大崎市 民生部健康推進課 989-6154 大崎市古川三日町二丁目5－1 kenko@city.osaki.miyagi.jp 0229-23-5311 0229-23-9880

とみや子育て支援センター 981-3332 富谷市明石台七丁目２番地１ tomicoco@tomiya-city.miyagi.jp 022-343-5528 022-343-6608

健康推進課 981-3392 富谷市富谷坂松田３０ kenkousuishin@tomiya-city.miyagi.jp 022-358-0512 022-358-9915

保健福祉課 989-0892 刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10 hofuku@town.zao.miyagi.jp 0224-33-2003 0224-33-2988

子育て支援課 989-0892 刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10 kosodate@town.zao.miyagi.jp 0224-33-2122 0224-22-7010

七ヶ宿町 健康福祉課 989-0512 刈田郡七ヶ宿町字関94 shichi52@town.shichikashuku.miyagi.jp 0224-37-2331 0224-37-2340

大河原町 健康推進課 989-1295 柴田郡大河原町字新南19 kenko@town.ogawara.miyagi.jp 0224-51-8623 0224-53-3818

村田町 健康福祉課（保健センター内） 989-1305 柴田郡村田町大字村田字西田35 mura-hok@town.murata.miyagi.jp 0224-83-2312 0224-83-3188

柴田町 健康推進課 989-1692 柴田郡柴田町船岡中央二丁目3－45 health@town.shibata.lg.jp 0224-55-2160 0224-55-4172

川崎町 保健福祉課 989-1501 柴田郡川崎町大字前川字北原23-1 kawa-fuku@muse.ocn.ne.jp 0224-84-6009 0224-84-6090

丸森町 保健福祉課　健康支援班 981-2192 伊具郡丸森町字鳥屋120 fukushika@town.marumori.miyagi.jp 0224-51-9903 0224-72-3040

亘理町 健康推進課健康推進班 989-2393 亘理郡亘理町字悠里1番地 kenkou21@town.watari.miyagi.jp 0223-34-0524 0223-34-1361

山元町 保健福祉課 989-2292 亘理郡山元町浅生原字作田山32 hokenfukushi.k@town.miyagi-yamamoto.lg.jp 0223-37-1113 0223-37-4144

松島町 健康長寿課 981-0203 宮城郡松島町根廻字上山王6－27 info@town.matsushima.miyagi.jp 022-355-0703 022-353-3722

健康福祉課 985-8577 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1 hofuku@shichigahama.com 022-357-7449 022-357-2118

子ども未来課 985-8577 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1 kodomo@shichigahama.com 022-357-7454 022-357-5744

健康推進課（親子保健係） oyako@rifu-cho.com

健康推進課（健康総務係） kenkou@rifu-cho.com

大和町 健康支援課 981-3680 黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1-1 kenkou@town.taiwa.miyagi.jp 022-345-4857 022-345-7240

保健福祉課 981-3592 黒川郡大郷町粕川字西長崎5-8 kenkou@town.miyagi-osato.lg.jp 022-359-5507 022-359-3287

町民課　こども健康室 981-3502 黒川郡大郷町粕川字東長崎31-7 oyako@town.miyagi-osato.lg.jp 022-359-3030 022-359-8022

大衡村 健康福祉課 981-3692 黒川郡大衡村大衡字平林62 kenkou@village.ohira.miyagi.jp 022-345-0253 022-345-6630

色麻町 保健福祉課 981-4122 加美郡色麻町四竃字杉成27－2 hoken@town.shikama.miyagi.jp 0229-66-1700 0229-66-1717

加美町 保健福祉課健康推進係 981-4252 加美郡加美町字西田四番7番地1 k-suishin@town.kami.miyagi.jp 0229-63-7871 0229-63-7873

涌谷町 健康課健康づくり班 987-0121 遠田郡涌谷町涌谷字中江南278 gr-suishin@town.wakuya.miyagi.jp 0229-43-5111 0229-43-5717

美里町 健康福祉課 987-0004 遠田郡美里町牛飼字新町51番地 kenkou@town.misato.miyagi.jp 0229-32-2945 0229-32-2942

女川町 健康福祉課 986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ seapal@town.onagawa.lg.jp 0225-54-3131 0225-53-5248

南三陸町 保健福祉課健康増進係 986-0725 本吉郡南三陸町志津川字沼田14-3 kenkou@town.minamisanriku.miyagi.jp 0226-46-5113 0226-46-4587

大郷町

塩竈市

七ヶ浜町

各市区町村予防接種担当課(令和３年度）
令和3年4月1日現在　

蔵王町

富谷市

利府町 981-0133 宮城郡利府町青葉台1－32 022-356-1334 022-356-1303

fuk005530_10@city.sendai.jp
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