
市区町村 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

仙台市
青葉区

保健福祉センター 管理課 総務係 022-225-7211 980-8701 仙台市青葉区上杉１－５－１

仙台市
宮城総合支所

管理課 管理・保護係 022-392-2111 989-3125 仙台市青葉区下愛子字観音堂５

仙台市
宮城野区

保健福祉センター 管理課 総務係 022-291-2111 983-8601 仙台市宮城野区五輪２－１２－３５

仙台市
若林区

保健福祉センター 管理課 総務係 022-282-1111 984-8601 仙台市若林区保春院前丁３－１

仙台市
太白区

保健福祉センター 管理課 総務係 022-247-1111 982-8601 仙台市太白区長町南３－１－１５

仙台市
秋保総合支所

保健福祉課 福祉係 022-399-2111 982-0243 仙台市太白区秋保町長袋字大原４５－１

仙台市
泉区

保健福祉センター 管理課 総務係 022-372-3111 981-3189 仙台市泉区泉中央２－１－１

石巻市 保健福祉部 保健福祉総務課 福祉総務係 0225-95-1111 986-8501 石巻市穀町１４－１

河北総合支所 市民福祉課 保健福祉係 0225-62-2116 986-0195 石巻市相野谷字旧会所前１２－１

雄勝総合支所 市民福祉課 保健福祉係 0225-57-2113 986-1333 石巻市雄勝町雄勝字下雄勝12-42

河南総合支所 市民福祉課 保健福祉係 0225-72-2113 987-1101 石巻市前谷地字黒沢前７

桃生総合支所 市民福祉課 保健福祉係 0225-76-2111 986-0313 石巻市桃生町中津山字江下１０

北上総合支所 市民福祉課 保健福祉係 0225-67-2113 986-0201 石巻市北上町十三浜字小田９３－４

牡鹿総合支所 市民福祉課 保健福祉係 0225-45-2113 986-2523 石巻市鮎川浜鬼形山１－１３

塩竈市 福祉こども未来部 生活福祉課 福祉総務係 022-364-1131 985-0052 塩竈市本町１－１ 壱番館庁舎１Ｆ

気仙沼市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係 0226-22-3428 988-8501 気仙沼市八日町１－１－１

唐桑総合支所 保健福祉課 保健福祉係 0226-32-4811 988-0532 気仙沼市唐桑町石浜２８２－３

本吉総合支所 保健福祉課 保健福祉係 0226-42-2975 988-0393 気仙沼市本吉町津谷舘岡１０

白石市 保健福祉部 福祉課 総務係 0224-22-1400 989-0231 白石市福岡蔵本字茶園６２－１

名取市 健康福祉部 社会福祉課 福祉総務係 022-724-7106 981-1292 名取市増田字柳田８０

角田市 市民福祉部 社会福祉課 総務係 0224-61-1185 981-1505 角田市角田字柳町３５－１

多賀城市 保健福祉部 社会福祉課 地域福祉係 022-368-1141 164 985-8531 多賀城市中央２－１－１

岩沼市 健康福祉部 社会福祉課 社会係 0223-22-1111 989-2427 岩沼市里の杜３－４－１５

登米市 福祉事務所 生活福祉課 福祉総務係 0220-58-5552 987-0446 登米市南方町新高石浦１３０

迫総合支所 市民課 市民係 0220-22-2213 987-0511 登米市迫町佐沼字中江２－６－１
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登米総合支所 市民課 市民係 0220-52-2111 987-0702 登米市登米町寺池目子待井３８１－１

東和総合支所 市民課 市民係 0220-53-4111 987-0901 登米市東和町米川字六反５５－１

中田総合支所 市民課 市民係 0220-34-2313 987-0602 登米市中田町上沼字西桜場１８

豊里総合支所 市民課 市民係 0225-76-4111 987-0362 登米市豊里町小口前８０

米山総合支所 市民課 市民係 0220-55-2111 987-0321 登米市米山町西野字的場１８１

石越総合支所 市民課 市民係 0228-34-2111 989-4703 登米市石越町南郷字愛宕８１

南方総合支所 市民課 市民係 0220-58-2112 987-0401 登米市南方町新高石浦１３０

津山総合支所 市民課 市民係 0225-68-3112 986-0401 登米市津山町柳津字本町２１８

栗原市 市民生活部 社会福祉課 社会福祉係 0228-22-1340 987-2293 栗原市築館薬師１－７－１

築館総合支所
市民
サービス課

福祉係 0228-22-1111 987-2216 栗原市築館伊豆２－６－１

若柳総合支所
市民
サービス課

福祉係 0228-32-2121 989-5592 栗原市若柳字川南戸ノ西４

栗駒総合支所
市民
サービス課

福祉係 0228-45-2111 989-5392 栗原市栗駒岩ケ崎円鏡寺後１５５

高清水
総合支所

市民
サービス課

市民福祉係 0228-58-2111 987-2186 栗原市高清水中町３９

一迫
総合支所

市民
サービス課

市民福祉係 0228-52-2111 987-2392 栗原市一迫真坂字清水田河前５

瀬峰
総合支所

市民
サービス課

市民福祉係 0228-38-2111 989-4592 栗原市瀬峰長者原３７－２

鶯沢
総合支所

市民
サービス課

市民福祉係 0228-55-2111 989-5492 栗原市鶯沢南郷辻前７４－１

金成
総合支所

市民
サービス課

市民福祉係 0228-42-1111 989-5171 栗原市金成沢辺町沖２００

志波姫
総合支所

市民
サービス課

市民福祉係 0228-25-3111 989-5692 栗原市志波姫沼崎南沖４５２

花山
総合支所

市民
サービス課

市民福祉係 0228-56-2111 987-2592 栗原市花山字本沢北ノ前７７

東松島市 保健福祉部 福祉課 福祉総務係 0225-82-1111 981-0503 東松島市矢本字上河戸３６－１

大崎市 民生部 社会福祉課 地域福祉担当 0229-23-6012 989-6188 大崎市古川七日町１－１

松山
総合支所

市民福祉課 地域福祉担当 0229-55-5020 987-1395 大崎市松山千石字広田３０

三本木
総合支所

市民福祉課 地域福祉担当 0229-52-2114 989-6321 大崎市三本木字大豆坂２４－３

鹿島台
総合支所

市民福祉課 地域福祉担当 0229-56-9029 989-4192 大崎市鹿島台平渡字上戸下２６－２

岩出山
総合支所

市民福祉課 地域福祉担当 0229-72-1214 989-6492 大崎市岩出山字船場２１
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鳴子
総合支所

市民福祉課 地域福祉担当 0229-82-3131 989-6892 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣８６－１

田尻
総合支所

市民福祉課 地域福祉担当 0229-38-1155 989-4308 大崎市田尻沼部字富岡１８３－３

富谷市 保健福祉部 長寿福祉課 社会福祉担当 022-358-0513 981-3392 富谷市富谷坂松田３０

蔵王町 保健福祉課 福祉係 0224-33-2003 989-0892 刈田郡蔵王町大字円田字西浦北１０

七ヶ宿町 町民税務課 町民係 0224-37-2114 989-0592 刈田郡七ヶ宿町字関１２６

大河原町 福祉課 社会福祉係 0224-53-2115 989-1295 柴田郡大河原町字新南１９

村田町 健康福祉課 社会福祉班 0224-83-6402 989-1392 柴田郡村田町大字村田字迫６

柴田町 福祉課 社会福祉班 0224-55-5010 989-1692 柴田郡柴田町船岡中央２－３－４５

川崎町 保健福祉課 福祉係 0224-84-6008 989-1501 柴田郡川崎町大字前川字北原２３－１

丸森町 保健福祉課 社会福祉班 0224-72-2115 981-2192 伊具郡丸森町字鳥屋１２０

亘理町 福祉課 社会福祉班 0223-34-1114 989-2393 亘理郡亘理町字悠里１

山元町 保健福祉課 福祉班 0223-37-1113 989-2292 亘理郡山元町浅生原字作田山３２

松島町 町民福祉課 福祉班 022-354-5706 981-0215 宮城郡松島町高城字帰命院下一１９－１

七ヶ浜町 長寿社会課 地域福祉係 022-357-7448 985-8577 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺５－１

利府町 保健福祉部 地域福祉課 福祉総務係 022-767-2148 981-0112 宮城郡利府町利府字新並松４

大和町 福祉課 社会福祉係 022-345-7221 981-3680 黒川郡大和町吉岡まほろば１－１－１

大郷町 保健福祉課 社会福祉係 022-359-5507 981-3592 黒川郡大郷町粕川字西長崎５－８

大衡村 健康福祉課 社会福祉係 022-345-0253 981-3692 黒川郡大衡村大衡字平林６２

色麻町 保健福祉課 福祉係 0229-66-1700 981-4122 加美郡色麻町四竃字杉成２７－２

加美町 保健福祉課 福祉係 0229-63-7870 981-4252 加美郡加美町字西田四番７－１

涌谷町 町民生活課 町民生活班 0229-43-2113 987-0192 遠田郡涌谷町字新町裏１５３－２

美里町 町民生活課 生活環境係 0229-33-2114 987-8602 遠田郡美里町北浦字駒米１３

女川町 健康福祉課 福祉係 0225-54-3131 122 986-2265 牡鹿郡女川町女川１－１－１

南三陸町 保健福祉課 社会福祉係 0226-46-2601 986-0725 本吉郡南三陸町志津川字沼田１４－３


