
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

保険年金課 医療助成係 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

保険年金課 医療助成係 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

保険年金課 医療助成係 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

保険年金課 医療助成係 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

保険年金課 医療助成係 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

保険年金課 医療助成係 ０２２－３７２－３１１１ ９８１－３１８９ 仙台市泉区泉中央２－１－１

石巻市 福祉部 福祉総務課 総務グループ ０２２５－９５－１１１１ ９８６－８５０１ 石巻市穀町１４－１

河北総合支所 保健福祉課
高齢福祉
グループ

０２２５－６２－２１１７ ９８６－０１９５ 石巻市相野谷字旧会所前１２－１

雄勝総合支所 保健福祉課 福祉グループ ０２２５－５７－２１１３ ９８６－１３３２ 石巻市雄勝町小島字和田１８－１３

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

桃生総合支所 保健福祉課 福祉グループ ０２２５－７６－２１１１ ９８６－０３１３ 石巻市桃生町中津山字江下１０

北上総合支所 保健福祉課
高齢・介護
グループ

０２２５－６７－２１１３ ９８６－０２０２ 石巻市北上町橋浦字大須２１５

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

塩竈市 健康福祉部 生活福祉課 総務係 ０２２－３６４－１１３１ ９８５－８５０１ 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 民生部 福祉事務所 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 庶務係 ０２２－３８４－２１１１ ９８１－１２２４ 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 総務企画係 ０２２－３６８－１１４１ 162 ９８５－８５３１ 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 ９８９－２４８０ 岩沼市桜１－６－２０

登米市 福祉事務所 生活福祉課 福祉総務係 ０２２０－５８－５５５２ ９８７－０４０１ 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 ９８９－５５０２ 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 ９８９－５３０１ 栗原市栗駒岩ヶ崎円鏡寺後１５５

高清水総合支所
市民
サービス課

市民祉係 ０２２８－５８－２１１１ ９８７－２１８６ 栗原市高清水字中町３９

一迫総合支所
市民
サービス課

市民祉係 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

市民祉係 ０２２８－３８－２１１１ ９８９－４５９２
栗原市瀬峰長者原３７－２
「瀬峰保健センター」内

鶯沢総合支所
市民
サービス課

市民祉係 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

市民祉係 ０２２８－２５－３１１１ ９８９－５６９２ 栗原市志波姫沼﨑南沖４５２

花山総合支所
市民
サービス課

市民祉係 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 福祉総務班 ０２２５－８２－１１１１ 1173 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 地域福祉係 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 ９８７－１３０４ 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 ９８９－４１０３ 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 ９８９－６４０１ 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 ９８９－６８０１ 大崎市鳴子温泉字新屋敷６５

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 福祉部 長寿福祉課
社会福祉
援護担当

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 保健福祉課 福祉係 ０２２４－３７－２１１４ ９８９－０５９２ 刈田郡七ヶ宿町字関１２６

大河原町 健康福祉課 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 福祉班 ０２２３－３４－１１１４ ９８９－２３９３ 亘理郡亘理町字下小路７－４

山元町 保健福祉課 福祉係 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１－１９－１

七ヶ浜町 地域福祉課 社会福祉係 ０２２－３５７－７４４９ ９８５－８５７７ 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺５－１

利府町 保健福祉課 福祉班 ０２２－３５６－１３３４ ９８１－０１３３ 宮城郡利府町青葉台１－３２

大和町 保健福祉課 福祉班 ０２２－３４５－７２２１ ９８１－３６８０ 黒川郡大和町吉岡字西桧木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 保健福祉課 保健福祉係 ０２２－３４５－０２５３ ９８１－３６９２ 黒川郡大衡村大衡字平林６２

色麻町 福祉課 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 住民係 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 ９８６－２２６１ 牡鹿郡女川町女川浜字女川１３６

南三陸町 保健福祉課 社会福祉係 ０２２６－４６－２６０１ ９８６－０７９２ 本吉郡南三陸町志津川字沼田５６－２
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