
１　各市町村障害者虐待防止センター

名　　称 電　　話 Ｆ　Ａ　Ｘ 休日・夜間の連絡先 メ　ー　ル

仙台市障害者虐待防止相談ダイヤル 022-214-8551 022-214-8552 022-214-8551 fuk005330@city.sendai.jp

（通報・受付窓口） （24時間365日） （24時間365日）

青葉区障害高齢課 022-225-7211（代表） 022-225-7721 ― aob012250@city.sendai.jp

宮城総合支所保健福祉課 022-392-2111（代表） 022-392-2233 ― mis012670@city.sendai.jp

宮城野区障害高齢課 022-291-2111（代表） 022-298-0717 ― miy013250@city.sendai.jp

若林区障害高齢課 022-282-1111（代表） 022-282-1280 ― wak014250@city.sendai.jp

太白区障害高齢課 022-247-1111（代表） 022-247-3824 ― tai015250@city.sendai.jp 

秋保総合支所保健福祉課 022-399-2111（代表） 022-399-2580 ― aks015630@city.sendai.jp  

泉区障害高齢課 022-372-3111（代表） 022-372-8005 ― izu016280@city.sendai.jp

（障害者総合相談窓口） (平日8：30～17：00）

石巻市福祉部障害福祉課 0225-95-1111 0225-22-6610 ― ishandwelf@city.ishinomaki.lg.jp

石巻市虐待防止センター（虐待を伴う権利擁護） （8:30～17:00） 0225-95-1137 ― isabuprev@city.ishinomaki.lg.jp

塩竈市健康福祉部生活福祉課障がい者支援係　 022-364-1131 022-366-7167 022-364-1111 syogaifukushi@city.shiogama.miyagi.jp

気仙沼市障害者生活支援センター 0226-24-5161 0226-24-5169 電話対応 senshin-shien01@car.ocn.ne.jp

（8:30～17:15） （職員の電話へ転送）

白石市福祉事務所社会福祉係 0224-22-1400 0224-26-2699 0224-25-2111 fukushi@city.shiroishi.miyagi.jp

（8:30～17:15） （警備室）

名取市健康福祉部社会福祉課福祉係 022-384-2111 022-384-2101 022-384-2111 fukushi-syogai@city.natori.miyagi.jp

角田市社会福祉課障害福祉係 0224-61-1185 0224-63-3975 0224-61-1185 syafuku@city.kakuda.ｌｇ.jp

（警備室転送）

多賀城市保健福祉部社会福祉課障害福祉係 022-368-1141 022-368-1747 ― hukusi@city.tagajo.miyagi.jp

（8:30～17:15）

岩沼市健康福祉部社会福祉課障害福祉係 0223-22-1111（内線356） 0223-24-0406 0223-22-1111 fukushi@city.iwanuma.miyagi.jp

（ＦＡＸによる通報等は翌開庁日対応）

登米市福祉事務所生活福祉課障害福祉係 0220－58－5552 0220－58－2375 ― seikatufukusi@city.tome.miyagi.jp

（8:30～17:15）

栗原市社会福祉課障害福祉係 0228-22-1340 0228-22-0340 ― shakaifukushi@kuriharacity.jp

（8:30～17:15）

東松島市保健福祉部福祉課障害福祉班 0225-82-1111 0225-82-1392 0225-82-1111 syofuku@city.higashimatsushima.miyagi.jp

（8:30～17:15） （当直経由）

大崎市社会福祉課障害福祉係 0229-23-2167 0229-23-2418 0229-23-2167 shafuku@city.osaki.miyagi.jp

（8:30～17:15） （警備室）

蔵王町保健福祉課障害福祉係 0224-33-2003 0224-33-2988 0224-33-2211 hofuku@town.zao.miyagi.jp

（8:30～17:15） （夜間警備経由）

七ヶ宿町保健センター包括支援係 0224-37-2331 0224-37-2340 ― shichi52@town.shichikashuku.miyagi.jp

（9:00～17:00）

大河原町健康福祉課障害福祉係 0224-53-2115 0224-53-3818 0224-53-2115 syo-fuku1@town.ogawara.miyagi.jp

（9:00～17:00） （当直対応）

村田町健康福祉課社会福祉班 0224-83-6402 0224-83-2952 ― mura-fuk@town.murata.miyagi.jp

（8:30～17:15）

柴田町福祉課障害福祉班 0224-55-5010 0224-55-4172 0224-55-2111 welfare@town.shibata.miyagi.jp

（8:30～17:15） (警備室)

川崎町保健福祉課福祉推進係 0224-84-6008 0224-84-6090 ― kawa-fuku@muse.ocn.ne.jp

（8:30～17:30）

丸森町保健福祉課社会福祉班 0224-72-2115 0224-72-3040 ― syakaifukushi@town.marumori.miyagi.jp

（8:30～17:15）

亘理町福祉課福祉班 0223-34-1114 0223-34-7341 0223-34-1114 fukushi1@town.watari.miyagi.jp

(警備室)

山元町役場保健福祉課すこやか福祉班 0223-37-1113 0223-37-4144 ― hohuku.f@town.yamamoto.miyagi.jp

（9:00～17:00）

松島町町民福祉課福祉班 022-354-5706 022-353-2041 022-354-5701 fukushi@town.matsushima.miyagi.jp

（8:30～1715） （警備室）

七ヶ浜町地域福祉課障害福祉係 022-357-7449 022-357-2118 ― fukushi@shichigahama.com

（8:30～17:00）

利府町保健福祉課福祉班 022-356-1334 022-356-1303 ― fukushi406@rifu-cho.com

（8:30～17:15）

大和町保健福祉課社会福祉係 022-345-7221 022-345-7240 022-345-1111（代） hukusi@town.taiwa.miyagi.jp

（8:30～17:30） （警備室）

大郷町保健福祉課社会福祉係 022-359-5507 022-359-3287 ― hoken@town.miyagi-osato.lg.jp

（8:30～17:15）

富谷市保健福祉部地域福祉課 022-358-3294 022-358-9915 ― chiikihukushi@tomiya-city.miyagi.jp

（8:30～17:30）

大衡村健康福祉課 022-345-0253 022-345-6630 022-345-5111 fukushi@village.ohira.miyagi.jp

（8:30～17:30） （警備室）

色麻町福祉課福祉係 0229-66-1700 0229-66-1717 ― fukushi@town.shikama.miyagi.jp

（8:30～17:30）

加美町保健福祉課障害福祉係 0229-63-7871 0229-63-7873 0229-63-3111 syougai-fukushi@town.kami.miyagi.jp

（8:30～17:15） （警備室）

涌谷町健康福祉課地域福祉班 0229-43-5111 0229-43-5717 ― ―

（9:00～17:00）

美里町健康福祉課障害福祉係 0229-32-2941 0229-32-2942 ― kenkou@town.misato.miyagi.jp

（8:30～17:15）

女川町健康福祉課 0225-54-3131 0225-53-5482 ― fukushi@town.onagawa.miyagi.jp

（8:30～17:15）

南三陸町保健福祉課社会福祉係 0226-46-2601 0226-46-4587 ― fukushi@town.minamisanriku.miyagi.jp

（8:30～17:15）

２　宮城県障害者権利擁護センター
名　　称 電　　話 Ｆ　Ａ　Ｘ 休日・夜間の連絡先 メ　ー　ル

宮城県障害者権利擁護センター 022-727-6101 022-727-6102 022-727-6101（留守番電話） kenriyougo@iris.ocn.ne.jp

（宮城県社会福祉士会） （9:00～17:00） 022-727-6102（ＦＡＸ）
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