
宮城県　地域包括支援センター一覧 （宮城県）

令和５年３月１４日現在

市町村名 番号 名      　　 称 所　  在 　 地 電話番号

仙台市 1
五橋地域包括支援セン
ター

青葉区五橋2-12-2　仙台市福祉プラザ
7F

022-716-5460

仙台市 2
上杉地域包括支援セン
ター

青葉区上杉1-17-20　第6銅谷ビル1･
2F

022-221-5569

仙台市 3
国見地域包括支援セン
ター

青葉区八幡4-2-1 早美ビル102号 022-727-8923

仙台市 4
木町通地域包括支援セ
ンター

青葉区木町通1-4-15　仙台市交通局庁
舎3F

022-216-3722

仙台市 5
双葉ヶ丘地域包括支援
センター

青葉区双葉ヶ丘2-9-2 022-275-3881

仙台市 6
葉山地域包括支援セン
ター

青葉区葉山町8-1 022-273-4910

仙台市 7
台原地域包括支援セン
ター

青葉区台原森林公園1-3 022-727-5360

仙台市 8
花京院地域包括支援セ
ンター

青葉区宮町2-2-6　アルデール宮町1F 022-716-5390

仙台市 9
大沢広陵地域包括支援
センター

青葉区赤坂2-16-1 022-399-6154

仙台市 10
あやし地域包括支援セ
ンター

青葉区落合4-2-22 022-392-2230

仙台市 11
国見ヶ丘地域包括支援
センター

青葉区国見ヶ丘7-141-9 022-303-3805

仙台市 12
南吉成地域包括支援セ
ンター

青葉区南吉成7-14-1 022-719-5733

仙台市 13
桜ヶ丘地域包括支援セ
ンター

青葉区桜ヶ丘2-19-1　みやぎ生協1階 022-303-5870

仙台市 14
小松島地域包括支援セ
ンター

青葉区小松島新堤7-1 022-233-6954

仙台市 15
岩切地域包括支援セン
ター

宮城野区岩切字稲荷14 022-255-2524

仙台市 16
東仙台地域包括支援セ
ンター

宮城野区新田3-28-20 050-3317-7065

仙台市 17
宮城野地域包括支援セ
ンター

宮城野区五輪2-12-13　ライオンズマン
ション五輪第2 1F

022-355-2381

仙台市 18
榴岡地域包括支援セン
ター

宮城野区榴岡4-2-8　テルウェル仙台ビ
ル2Ｆ

022-297-5906

仙台市 19
高砂地域包括支援セン
ター

宮城野区高砂1-24-9 022-388-7828

仙台市 20
福田町地域包括支援セ
ンター

宮城野区田子字富里223 022-388-6101

仙台市 21
燕沢地域包括支援セン
ター

宮城野区燕沢東3-8-10 022-388-3690

仙台市 22
鶴ヶ谷地域包括支援セ
ンター

宮城野区鶴ケ谷2-1-13 022-388-3801

仙台市 23
六郷地域包括支援セン
ター

若林区上飯田4-9-16　田中ハイツ102 022-289-2111

仙台市 24
沖野地域包括支援セン
ター

若林区沖野6-34-5 022-294-0380
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仙台市 25
河原町地域包括支援セ
ンター

若林区河原町2-5-36  パストラル河原町
1F

022-262-1180

仙台市 26
七郷地域包括支援セン
ター

若林区伊在3-4-1　ディオ・ホリⅡ号棟
105

022-290-6761

仙台市 27
大和蒲町地域包括支援
センター

若林区大和町3-1-1 022-783-6656

仙台市 28
遠見塚地域包括支援セ
ンター

若林区遠見塚1-8-1 022-781-3877

仙台市 29
愛宕橋地域包括支援セ
ンター

太白区向山4-19-10　共立愛宕橋ビル
1F

022-215-8822

仙台市 30
八木山地域包括支援セ
ンター

太白区桜木町1-10 022-229-0811

仙台市 31
西多賀地域包括支援セ
ンター

太白区西多賀1-19-8　キャピタル西多
賀104号

022-307-3383

仙台市 32
長町地域包括支援セン
ター

太白区長町5-3-20  NTT東日本仙台長
町ビル1F

022-304-2154

仙台市 33
郡山地域包括支援セン
ター

太白区郡山字行新田9-5 022-748-0455

仙台市 34
山田地域包括支援セン
ター

太白区鈎取本町1-16-57 阿部ハイツビ
ル1F

022-307-4440

仙台市 35
西中田地域包括支援セ
ンター

太白区西中田3-23-3  ハイツ安久B-
103

022-741-5290

仙台市 36
袋原地域包括支援セン
ター

太白区東中田3-26-54 022-393-6533

仙台市 37
四郎丸地域包括支援セ
ンター

太白区四郎丸字大宮46 022-242-6351

仙台市 38
富沢地域包括支援セン
ター

太白区南大野田24-4　メゾンドエイコー
Ⅱ105号

022-748-0503

仙台市 39
茂庭地域包括支援セン
ター

太白区茂庭台2-15-20 022-281-4115

仙台市 40
秋保地域包括支援セン
ター

太白区秋保町長袋字清水久保51-4 022-399-2205

仙台市 41
泉中央地域包括支援セ
ンター

泉区泉中央2丁目16-1
ﾄﾚｽﾋﾟｰﾉ泉中央1F

022-372-8079

仙台市 42
将監地域包括支援セン
ター

泉区将監10-18-13 022-772-5501

仙台市 43
寺岡地域包括支援セン
ター

泉区寺岡１丁目2-5 022-378-8886

仙台市 44
高森地域包括支援セン
ター

泉区高森4-2-608 022-341-3665

仙台市 45
松森地域包括支援セン
ター

泉区鶴が丘１丁目30-3　D-2 022-772-6220

仙台市 46
向陽台地域包括支援セ
ンター

泉区向陽台4-7-14　伊藤コーポ102号 022-343-1512

仙台市 47
南光台地域包括支援セ
ンター

泉区南光台南1-14-27　コーポＵＭＥＭ
ＯＲＩ　1Ｆ

022-251-8,850

仙台市 48
八乙女地域包括支援セ
ンター

泉区黒松2-19-7　第3えりあビル101 022-301-9811
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仙台市 49
虹の丘・加茂地域包括
支援センター

泉区虹の丘1-10-6 022-373-9333

仙台市 50
長命ヶ丘地域包括支援
センター

泉区長命ケ丘1-12-11　モウジュンビル
101

022-725-3068

仙台市 51
根白石地域包括支援セ
ンター

泉区根白石字清水屋敷35-1 022-376-8310

仙台市 52
南中山地域包括支援セ
ンター

泉区南中山3-19-18 022-343-5561

石巻市 1
石巻市中央地域包括
支援センター

石巻市門脇町一丁目２番２１号 0225-21-5171

石巻市 2
石巻市稲井地域包括
支援センター

石巻市大瓜字箕輪１７番地 0225-93-8166

石巻市 3
石巻市蛇田地域包括
支援センター

石巻市蛇田字小斎６１番地１ 0225-92-7355

石巻市 4
石巻市山下地域包括
支援センター

石巻市山下町二丁目１番５号 0225-96-2010

石巻市 5
石巻市渡波地域包括
支援センター

石巻市新成一丁目７番地１ 0225-25-3771

石巻市 6
石巻市湊地域包括支
援センター

石巻市吉野町一丁目５番１６号 0225-90-3146

石巻市 7
石巻市河北地域包括
支援センター

石巻市大森字内田１番地２８ 0225-61-1252

石巻市 8
石巻市雄勝地域包括
支援センター

石巻市雄勝町小島字和田１２３番地 0225-61-3732

石巻市 9
石巻市河南地域包括
支援センター

石巻市鹿又字八幡前１５番地 0225-86-5501

石巻市 10
石巻市ものう地域包
括支援センター

石巻市桃生町中津山字八木４６番地
３

0225-76-5581

石巻市 11
石巻市北上地域包括
支援センター

石巻市北上町橋浦字大須２１５番地 0225-61-7023

石巻市 12
石巻市牡鹿地域包括
支援センター

石巻市鮎川浜清崎山７番地 0225-44-1652

塩竈市 1
塩竈市西部地区地域包
括支援センター

塩竈市清水沢1-12-2 022-367-0414

塩竈市 2
塩竈市南部・東部地区
地域包括支援センター

塩竈市東玉川町8-8 022-290-7185

塩竈市 3
塩竈市北部１地区地域
包括支援センター

塩竈市北浜4-6-52 022-361-3822

塩竈市 4
塩竈市北部２地区地域
包括支援センター

塩竈市杉の入1-20-12 022-362-1911

塩竈市 5
塩竈市浦戸地区地域包
括支援センター

塩竈市浦戸野々島字河岸50 022-361-2931

気仙沼市 1
気仙沼市気仙沼地域包
括支援センター

気仙沼市上田中一丁目4-2 0226-25-7285

気仙沼市 2
気仙沼市大島地域包括
支援センター

気仙沼市廻舘55-2 0226-25-8570

気仙沼市 3
気仙沼市鹿折・唐桑地
域包括支援センター

気仙沼市唐桑町石浜282番地77 0226-25-9755
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気仙沼市 4
気仙沼市本吉地域包括
支援センター

気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番地６ 0226-31-1052

気仙沼市 5
気仙沼市松岩・新月地
域包括支援センター

気仙沼市松崎柳沢228番地68 0226-24-2820

気仙沼市 6
気仙沼市階上・面瀬地
域包括支援センター

気仙沼市最知南最知148 0226-25-8481

白石市 1
白石市地域包括支援セ
ンター

白石市福岡蔵本字茶園６２番地１ 0224-22-1466

名取市 1
名取東地域包括支援セ
ンター

名取市下余田字鹿島86-5 022-784-0850

名取市 2
名取南地域包括支援セ
ンター

名取市名取が丘四丁目17-7 022-399-7570

名取市 3
名取西地域包括支援セ
ンター

名取市高舘熊野堂字岩口下1-2 022-386-7225

名取市 4
名取中部地域包括支援
センター

名取市大手町四丁目１３－４（大手町プ
ラザ内）

022-796-1503

角田市 1
角田市地域包括支援セ
ンター

角田市角田字柳町３５番地１ 0224-61-1288

多賀城市 1
多賀城市西部地域包括
支援センター

多賀城市高橋４丁目２４－１ 022-309-3950

多賀城市 2
多賀城市中央地域包括
支援センター

多賀城市中央２丁目１－１ 022-368-6350

多賀城市 3
多賀城市東部地域包括
支援センター

多賀城市下馬４丁目１-３３ 022-363-4055

岩沼市 1
岩沼西地域包括支援セ
ンター

岩沼市たけくま３－６－８ 0223-36-7266

岩沼市 2
岩沼市社会福祉協議会
地域包括支援センター

岩沼市中央１－４－２７ 0223-25-6834

岩沼市 3
南東北地域包括支援セ
ンター

岩沼市里の杜１－２－６ 0223-23-7543

岩沼市 4
マリンホーム地域包括
支援センター

岩沼市恵み野１－７－１ 0223-25-6656

登米市 1
登米市迫地域包括支援
センター

登米市迫町佐沼字中江二丁目６－１ 0220-22-1152

登米市 2
登米市中田・石越地域
包括支援センター

登米市中田町上沼字西桜場１８ 0220-34-7611

登米市 3
登米市東和・登米地域
包括支援センター

登米市東和町米川字六反５５－１ 0220-53-4811

登米市 4
登米市米山・南方地域
包括支援センター

登米市米山町西野字的場１８１ 0220-29-5821

登米市 5
登米市津山・豊里地域
包括支援センター

登米市津山町柳津字本町218 0225-68-3780

栗原市 1
栗原市築館・志波姫
地域包括支援セン
ター

栗原市志波姫沼崎南沖４５２番地
（志波姫総合支所内）

0228-24-8080

栗原市 2
栗原市若柳・金成地
域包括支援センター

栗原市金成沢辺町沖２００番地（金
成総合支所内）

0228-42-3233
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栗原市 3
栗原市栗駒・鶯沢地
域包括支援センター

栗原市栗駒岩ケ崎円鏡寺後１５５番
地（栗駒総合支所内）

0228-45-2471

栗原市 4
栗原市瀬峰・高清水
地域包括支援セン
ター

栗原市高清水中町３９番地（高清水
総合支所内）

0228-59-3861

栗原市 5
栗原市一迫・花山地
域包括支援センター

栗原市一迫真坂字清水田河前５（一
迫総合支所内）

0228-52-2110

東松島市 1
東松島市東部地域包括
支援センター

東松島市小松字上浮足252番地3（東松
島市老人福祉センター内）

0225-83-1966

東松島市 2
東松島市中部地域包括
支援センター

東松島市小松字上浮足１８２番地１１ 0225-84-3811

東松島市 3
東松島市西部地域包括
支援センター

東松島市小野字中之関６番地２（ケアハ
ウスはまなすの里内）

0225-90-3757

大崎市 1
大崎市古川地域包括支
援センター

大崎市古川大宮７丁目２－３ 0229-87-3113

大崎市 2
大崎市志田地域包括支
援センター

大崎市三本木字大豆坂２４－３ 0229-53-1271

大崎市 3
大崎市玉造地域包括支
援センター

大崎市岩出山字下川原町１００－８ 0229-72-4888

大崎市 4
大崎市田尻地域包括支
援センター

大崎市田尻沼部字富岡浦２９ 0229-39-3601

富谷市 1
富谷市保健福祉総合支
援センター

富谷市富谷桜田１－１ 022-348-1138

富谷市 2
富ケ丘・日吉台圏域地
域包括支援センター

富谷市富ケ丘二丁目10-15 022-343-5920

富谷市 3
東向陽台・成田圏域地
域包括支援センター

富谷市成田一丁目５-7（特別養護老人
ホームせせらぎの里内）

022-205-2571

富谷市 4
富谷中央・あけの平圏
域地域包括支援セン
ター

富谷市富谷桜田1-11（特別養護老人ホー
ム杜の風内）

022-779-0633

蔵王町 1
蔵王町地域包括支援セ
ンター

蔵王町大字円田字愛宕前３３ 0224-33-2003

七ヶ宿町 1
七ヶ宿町地域包括支援
センター

七ヶ宿町字関94 0224-37-2331

大河原町 1
大河原町地域包括支援
センター

大河原町字新南１９番地 0224-51-3480

村田町 1
村田町地域包括支援セ
ンター

村田町大字村田字迫６ 0224-83-6413

柴田町 1
柴田町地域包括支援セ
ンター

柴田町船岡中央１丁目9-2 0224-86-3340

柴田町 2
槻木地域包括支援セン
ター

柴田町海老穴字丸山40番地２ 0224-56-5764

川崎町 1
川崎町地域包括支援セ
ンター

川崎町大字前川字北原２３－１ 0224-84-6021

丸森町 1
丸森町地域包括支援セ
ンター

丸森町字鳥屋120 0224-72-3023

亘理町 1
亘理町地域包括支援セ
ンター

亘理郡亘理町字悠里1番地 0223-34-1331
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山元町 1
山元町地域包括支援セ
ンター

山元町高瀬字合戦原100番地 0223-37-1171

松島町 1
松島町地域包括支援セ
ンター

松島町根廻字上山王6番地の２７ 022-354-6525

七ヶ浜町 1
七ヶ浜町地域包括支援
センター

七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺５番地の１ 022-357-7447

利府町 1
利府町中央地域包括支
援センター

利府町中央二丁目１１番地１（利府町社
会福祉協議会内）

022-353-7322

利府町 2
利府町北部地域包括支
援センター

利府町しらかし台一丁目１番地４１ 022-767-7677

大和町 1
大和町地域包括支援セ
ンター

大和町吉田字新要害10 022-343-5175

大郷町 1
大郷町地域包括支援セ
ンター

大郷町粕川字東長崎３１－７ 022-341-1414

大衡村 1
大衡村地域包括支援セ
ンター

大衡村大衡字平林６２（大衡村社会福祉
協議会内）

022-739-7411

色麻町 1
色麻町地域包括支援セ
ンター

色麻町四釜字杉成27-2 0229-66-1071

加美町 1
加美町地域包括支援セ
ンター

加美町字町裏320番地 0229-63-3600

涌谷町 1
涌谷町地域包括支援セ
ンター

涌谷町涌谷字中江南278 0229-43-5111

美里町 1
美里町地域包括支援セ
ンター

美里町牛飼字新町５１番地 0229-32-2944

女川町 1
女川町地域包括支援セ
ンター

女川町鷲神浜字堀切山107番地17 0225-53-2272

南三陸町 1
南三陸町地域包括支援
センター

南三陸町志津川字沼田14番地3
（総合ケアセンター南三陸内）

0226-46-5588

合計132箇所


