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こ
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■交通事故の相談

きかんめい

でんわばんごう

機関名

じゅうしょ

電話番号

みやぎけんちょうこうつうじこそうだんしつ

宮城県庁交通事故相談室（咨询室）

住所

022-211-2432
022-211-2433

せんだいしあおばくほんちょう

0224-52-5700

おおがわらまちあざみなみ

けんおおがわらごうどうちょうしゃ

0224-22-5700

おおさきしふるかわあさひ

けんおおさきごうどうちょうしゃ

0228-23-5700

くりはらしつきだてふじき

けんくりはらごうどうちょうしゃ

0220-22-5700

とめしはさまちょうさぬまあざにしさぬま

みやぎけんちょう

仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁

おおがわらちほうしんこうじむしょ

大河原地方振興事務所
けんみん

県民サービスセンター（服务中心）
ほくぶちほうしんこうじむしょ

けんみん

北部地方振興事務所 県民サービスセンター

大河原町字南129-1 県大河原合同庁舎
大崎市古川旭4-1-1 県大崎合同庁舎

ほくぶちほうしんこうじむしょ くりはらちいきじむしょ

北部地方振興事務所 栗原地域事務所
けんみん

県民サービスセンター

栗原市築館藤木5-1 県栗原合同庁舎

とうぶちほうしんこうじむしょとめちいきじむしょ

東部地方振興事務所登米地域事務所
けんみん

県民サービスセンター

いしのまきしへびたあざしんぬまた
と う ぶちほうしんこうじむしょ

けんみん

東部地方振興事務所 県民サービスセンター
けせんぬまちほうしんこうじむしょ

けんみん

気仙沼地方振興事務所 県民サービスセンター

0225-93-5700

けんとめごうどうちょうしゃ

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 県登米合同庁舎
がいく かくち

石巻市蛇田字新沼田12 4街区1画地
けんいしのまきごうどうちょうしゃ

県石巻合同庁舎
0226-22-7000

けせんぬましあかいわすぎのさわ

けんけせんぬまごうどうちょうしゃ

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 県気仙沼合同庁舎
せんだいし あ お ば く いちばんちょう

こうつう じ こ ふんそう

しょり

せんだいしぶ

交通事故紛争（纠纷）処理センター 仙台支部
せんだいべんごしかい

022-263-7231

仙台市青葉区一番町4-6-1
せんだいだいいちせいめい

仙台第一生命タワービルディング11F

こうつうじこむりょうでんわそうだん

仙台弁護士会（律师会）交通事故無料電話相談

0570-078325

せんだいしあおば く いちばんちょう

せんだいべんごしかいかん

022-745-1171

せんだいしあおばくいちばんちょう

たいようせいめいせんだい

仙台市青葉区一番町2-9-18 仙台弁護士会館

（免费电话咨询）
にほんそんがいほけんきょうかい

日本損害保険協会

とうほく

そんぽADRセンター東北

1

仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル9F

がいこくご

しんりょうかのう

い りょう き か ん

せんだいしない

■外国語で診療可能な医療機関（仙台市内）
しめ い

誌名
SENDAI HOSPITALS & CLINICS（仙台的医院和诊所）

でんわばんごう

はっこうきかん

電話番号

発行機関
せんだいかんこうこくさいきょうかい

022-268-6260

仙台観光国際協会(SenTIA)

たげんごいりょうもんしんひょう

こくさいこうりゅう

多言語医療問診票

こうなんだい

こくさいこうりゅうざいだん

国際交流ハーティ港南台、かながわ国際交流財団

きゅうきゅうこくじいりょうきかん

■救急告示医療機関
びょういんめい

病院名
とうほくだいがくびょういん

でんわばんごう

じゅうしょ

電話番号

住所

022-717-7000

東北大学病院

やかん きゅうじつ

〃

夜間・休日

せんだいしあおばくせいりょうまち

仙台市青葉区星陵町1-1

022-717-7024

せんだいこうせいびょういん

022-222-6181

仙台市青葉区広瀬町4-15

いとうびょういん

022-222-8688

仙台市青葉区二日町8-8

とうほくろうさいびょういん

022-275-1111

せんだいしあおばくだいのはら

せんだいびょういん

022-275-3111

せんだいしあおばくつつみまち

とうほくこうさいびょういん

022-227-2211

せんだいしあおばくこくぶんちょう

022-268-3150

せんだいしあおばくちゅうおう

022-266-9671

せんだいしあおばくいつつばし

仙台厚生病院
伊藤病院

東北労災病院
仙台病院

東北公済病院

めいりかいせんだいそうごうびょういん

イムス明理会仙台総合病院
せんだいびょういん

JR仙台病院

せんだいしあおばくひろせまち
せんだいしあおばくふつかまち

仙台市青葉区台原4-3-21
仙台市青葉区堤町3-16-1
仙台市青葉区国分町2-3-11
仙台市青葉区中央4-5-1
仙台市青葉区五橋1-1-5

せんだいいりょう

022-293-1111

仙台市宮城野区宮城野2-8-8

やすだびょういん

022-256-5166

仙台市宮城野区小田原2-2-40

022-252-1111

仙台市宮城野区鶴ケ谷5-22-1

なかじまびょういん

022-291-5191

仙台市宮城野区大梶15-27

せんだいひがしのうしんけいげかびょういん

022-255-7117

仙台市宮城野区岩切1-12-1

とうほくいかやっかだいがくびょういん

022-259-1221

仙台市宮城野区福室1-12-1

ひかりがおか

022-257-0231

せんだいしみやぎのくひがしせんだい

とうほくいかやっかだいがくびょういんわかばやしびょういん

022-236-5711

せんだいしわかばやしくやまとまち

かわらまちびょういん

022-222-8657

せんだいしわかばやしくみなみこいずみあざはちけんこうじ

せんだいしりつびょういん

022-308-7111

せんだいしたいはくく

せんだいせきじゅうじびょういん

022-243-1111

せんだいしたいはくくやぎやまほんちょう

ひろみなみびょういん

022-248-2131

せんだいしたいはくくながまちみなみ

せんだいみなみびょういん

022-306-1711

せんだいしたいはくくなかだまちあざまえおき

いずみびょういん

022-378-5361

せんだいしいずみくちょうめいがおか

まつだびょういん

022-378-5666

せんだいしいずみくさねざわあざたつたやしき

せんだいとくしゅうかいびょういん

022-372-1110

仙台医療センター
安田病院
せんだい

びょういん

仙台オープン病院
中嶋病院

仙台東脳神経外科病院
東北医科薬科大学病院

びょういん

光ヶ丘スペルマン病院

東北医科薬科大学病院若林病院
河原町病院

仙台市立病院

仙台赤十字病院
広南病院

仙台南病院
泉病院

松田病院

仙台徳洲会病院

せんだいしみやぎのくみやぎの
せんだいしみやぎのくおだわら

せんだいしみやぎのくつるがや

せんだいしみやぎのくおおかじ
せんだいしみやぎのくいわきり
せんだいしみやぎのくふくむろ

仙台市宮城野区東仙台6-7-1
仙台市若林区大和町2-29-1
仙台市若林区南小泉字八軒小路4
ながまち

仙台市太白区あすと長町1-1-1
仙台市太白区八木山本町2-43-3
仙台市太白区長町南4-20-1
仙台市太白区中田町字前沖143
仙台市泉区長命ケ丘2-1-1
仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1
せんだいしいずみくななきたあざかごさわ

仙台市泉区七北田字駕籠沢15
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びょういんめい

病院名

でんわばんごう

じゅうしょ

電話番号

住所

せんだいじゅんかんきびょう

022-372-1111

せんだいしいずみく
いずみちゅうおう

いずみせいけいげかびょういん

022-373-7377

せんだいしいずみくかみやがりまるやま

せんだいほくぶせいけいげか

022-776-1888

せんだいしいずみくおおさわ

いしのまきせきじゅうじびょういん

0225-21-7220

いしのまきしへびたあざにしみちした

さいとうびょういん

0225-96-3251

いしのまきしやましたちょう

いしのまきしりつびょういん

0225-25-5555

いしのまきし こくちょう

いしのまきしりつおしかびょういん

0225-45-3185

いしのまきしあゆかわはまあざきよさきやま

さかそうごうびょういん

022-365-5175

しおがましにしき ちょう

しおがましりつびょういん

022-364-5521

しおがましこうづまち

あかいしびょういん

022-362-8131

しおがましはなだてちょう

けせんぬましりつびょういん

0226-22-7100

いなわしろびょういん

0226-22-7180

けせんぬましみなみまち

こうりつかったそうごうびょういん

0224-25-2145

しろいししふくおかくらもとあざしもはらおき

おおいずみきねんびょういん

0224-22-2111

しろいししふくおかふかやいっぽんまつ

かながみびょういん

0224-63-1032

かくだしかくだあざたまち

そうごうみなみとうほくびょういん

0223-23-3151

いわぬましさと

とめしりつとめしみんびょういん

0220-22-5511

とめしはさまちょうさぬまあざしもたなか

とめしりつまいやびょういん

0220-42-2007

登米市東和町米谷字元町200

とめしりつとよさとびょういん

0225-76-2023

登米市豊里町土手下74-1

くりはらしりつわかやなぎびょういん

0228-32-2335

くりはらしりつくりこまびょういん

0228-45-2211

くりはらしりつくりはらちゅうおうびょういん

0228-21-5330

けんりつじゅんかんき

0228-38-3151

仙台循環器病センター
泉整形外科病院

仙台北部整形外科スポーツクリニック
石巻赤十字病院
齋藤病院

石巻市立病院

石巻市立牡鹿病院
坂総合病院

塩竈市立病院
赤石病院

気仙沼市立病院
猪苗代病院

公立刈田綜合病院
大泉記念病院
金上病院

総合南東北病院

登米市立登米市民病院
登米市立米谷病院
登米市立豊里病院
栗原市立若柳病院
栗原市立栗駒病院

栗原市立栗原中央病院

こきゅうきびょう

県立循環器 ・ 呼吸器病センター

仙台市泉区泉中央1-6-12
仙台市泉区上谷刈丸山6-1
仙台市泉区大沢2-13-4
石巻市蛇田字西道下71
石巻市山下町1-7-24
石巻市し穀町15-1
石巻市鮎川浜字清崎山7
塩竈市錦 町16-5
塩竈市香津町7-1
塩竈市花立町22-42
けせんぬましあかいわすぎさわ

気仙沼市赤岩杉ノ沢8-2
気仙沼市南町1-3-7
白石市福岡蔵本字下原沖36
白石市福岡深谷一本松5-1
角田市角田字田町1-2-3
もり

岩沼市里の杜1-2-5
登米市迫町佐沼字下田中25
とめしとうわちょうまいやあざもとまち
とめしとよさとちょうどてした

くりはらしわかやなぎあざかわきたはらはた

栗原市若柳字川北原畑 23-4
くりはらしくりこまいわがさきまつきだ

栗原市栗駒岩ケ崎松木田10-1
くりはらしつきだてみやのちゅうおう

栗原市築館宮野中央3-1-1
くりはらしせみねねぎし

栗原市瀬峰根岸55-2

せんせきびょういん

0225-83-2111

ひがしまつしましあかいあざだい

まかべびょういん

0225-82-7111

ひがしまつしましやもとあざししいしまえ

おおさきしみんびょういん

0229-23-3311

おおさきしふるかわほなみ

とくながせいけいげかびょういん

0229-22-1111

おおさきしふるかわきたまち

ふるかわみんしゅびょういん

0229-23-5521

おおさきしふるかわえきひがし

ふるかわせいりょうびょういん

0229-23-8181

おおさきしふるかわみなみまち

0229-21-8155

おおさきしふるかわあざもとかしま

0229-56-2611

おおさきしかしまだいひらわたあざひがしようがい

仙石病院
真壁病院

大崎市民病院

徳永整形外科病院
古川民主病院
古川星陵病院

ほくぶ じゅんかんきか

みやぎ北部循環器科

おおさきしみんびょういんかしまだいぶんいん

大崎市民病院鹿島台分院

東松島市赤井字台53-7
東松島市矢本字鹿石前109-4
大崎市古川穂波3-8-1
大崎市古川北町2-5-12
大崎市古川駅東2-11-14
大崎市古川南町3-1-3-5
大崎市古川字本鹿島145
大崎市鹿島台平渡字東要害20
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びょういんめい

病院名

でんわばんごう

じゅうしょ

電話番号

住所

おおさきしみんびょういんなるこおんせんぶんいん

0229-82-2311

おおさきしなるこおんせんあざすえざわ

おおさきしみんびょういんいわでやまぶんいん

0229-72-1355

おおさきしいわでやまあざしもかわらまち

ざおうまちこくほざおうびょういん

0224-33-2260

ざおうまちおおあざえんだあざわだ

0224-51-5500

おおがわらまちあざにし

こくほかわさきびょういん

0224-84-2119

かわさきまちおおあざまえかわあざきたはら

まるもりまちこくほびょういん

0224-72-2131

まるもりまちあざとりや

とよませいけいげか げ か い い ん

0224-72-2266

まるもりまちあざせんがりば

ひらたげかいいん

0223-37-4055

やまもとちょうやまでらあざいしだ

みやぎびょういん

0223-37-1131

やまもとちょうたかせあざかっせんはら

まつしまびょういん

022-354-5811

まつしままちたかぎあざはま

みやぎりふえきさいかいびょういん

022-767-2151

りふちょうもりごうあざしんたいしどう

せんえんりふびょういん

022-355-4111

りふちょうあおばだい

こうりつくろかわびょういん

022-345-3101

たいわちょうよしおかあざにしひのき

わくやちょうこくほびょういん

0229-43-5111

わくやちょうわくやあざなかえみなみ

とうせんどうびょういん

0229-42-3333

わくやちょうあざおいまわしちょう

みさとちょうりつなんごうびょういん

0229-58-1234

こうりつかみびょういん

0229-66-2500

しかまちょうしかまあざすぎなり

おながわちょうちいきいりょう

0225-53-5511

おながわちょうわしのかみはまあざほりきりやま

みなみさんりくびょういん

0226-46-3646

みなみさんりくちょうしづがわあざぬまだ

大崎市民病院鳴子温泉分院
大崎市民病院岩出山分院
蔵王町国保蔵王病院

けんなんちゅうかくびょういん

みやぎ県南中核病院
国保川崎病院

丸森町国保病院

登米整形外科・外科医院
平田外科医院
宮城病院
松島病院

宮城利府掖済会病院
仙塩利府病院
公立黒川病院

涌谷町国保病院
東泉堂病院

美里町立南郷病院
公立加美病院

女川町地域医療センター
南三陸病院

大崎市鳴子温泉字末沢１

大崎市岩出山字下川原町84-29
蔵王町大字円田字和田130
大河原町字西38-1
川崎町大字前川字北原23-1
丸森町字鳥屋27
丸森町字千刈場7

山元町山寺字石田21-3
山元町高瀬字合戦原100
松島町高城字浜1-26
利府町森郷字新太子堂51
利府町青葉台2-2-108
大和町吉岡字西桧木60

涌谷町涌谷字中江南278
涌谷町字追廻町70-3
みさとまちきまづかあざはらだ

美里町木間塚字原田5
色麻町四竃字杉成9

女川町鷲神浜字堀切山51-6
南三陸町志津川字沼田14-3
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でんき

■電気（电气）
ないよう

内容

でんわばんごう

じゅうしょ

電話番号

とうほくでんりょく

住所
せんだいしあおばくほんちょう

東北電力

とうほくでんりょく

仙台市青葉区本町1-7-1 東北電力

周一～周五（节假日除外） 9:00～20:00
ひっこし

へんこう

└ 引越・アンペア変更（搬家・变更电力容量）

0120-175-266

周六（节假日除外） 9:00～17:00
周日・节假日（3月份） 9:00～17:00

ていでん

きんきゅう

└ 停電 ・ 緊急のとき（停电・ 紧急时）
た

と

あ

└ その他の問い合わせ（其他咨询）

0120-175-366
0120-175-466

包括节假日在内24小时受理
周一～周五（节假日除外） 9:00～20:00
周六（节假日除外） 9:00～17:00

■ガス（煤气）
きかんめい

機関名
せんだいし

きょく

でんわばんごう

022-256-2111

仙台市ガス局（煤气局）
ひっこし

0800-800-8978

└ 引越（搬家）

じゅうしょ

電話番号

住所
せんだいしみやぎのくさいわいちょう

仙台市宮城野区幸町5-13-1
周一～周五 8:30～19:00 周六 8:30～17:00
（3/4～4/2 : 周六・周日・节假日 8:30～19:00）

も

022-292-6663

└ ガス漏れ（漏煤气）

じかんたいおう

24時間対応

いしのまき

かぶしきがいしゃ

0225-22-1500

いしのまきしみょうじんちょう

しおがま

かぶしきがいしゃ

022-362-5191

しおがましみなとまち

ふるかわ

かぶしきがいしゃ

0229-23-1100

おおさきしふるかわわかばちょう

せんなん

かぶしきがいしゃ

0224-55-4141

なとりしもり

0226-22-7090

けせんぬましさいわいちょう

石巻ガス株式会社
塩釜ガス株式会社
古川ガス株式会社
仙南ガス株式会社
けせんぬまし

すいどうぶ

か

気仙沼市ガス水道部ガス課

石巻市明神町2-3-48
塩竈市港町1-5-17
大崎市古川若葉町2-14-1
名取市杜せきのした5-31-9
気仙沼市幸町1-1-26

すいどう

■水道（自来水）
きかんめい

機関名

でんわばんごう

じゅうしょ

電話番号

住所

せんだいしたいはくくみなみおおのだ

仙台市太白区南大野田29-1
せんだいしすいどうきょく

仙台市水道局コールセンター（电话服务中心）

022-748-1111

周一～周五 8:30～19:00 周六 8:30～17:00
（节假日、12/29～1/3除外）

いしのまきちほうこういきすいどう

石巻地方広域水道
きゃくさま

いしのまきしへびたあざしんしもぬま

0225-96-4955

お客様センター（客服中心）

石巻市蛇田字新下沼9-6
周一～周五(节假日和年末年初除外) 8:30～18:00
とめしはさまちょうさぬまあざはぎあらい

とめしすいどう

きゃくさま

登米市水道お客様センター（客服中心）

0120-023-151

登米市迫町佐沼字萩洗2-2-3
周一～周五 8:00～18:00 周六 8:00～12:00

た

ちいき

その他の地域（其他地区）

し

く

ちょうそんやくば

☞ ■市（区）町村役場
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こうえいじゅうたく

■公営住宅

きかんめい

でんわばんごう

機関名

じゅうしょ

電話番号

住所

みやぎけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ（けんえいじゅうたく）

宮城県住宅供給公社 （県営住宅）
〃

と し き こ う こうしゃじゅうたく

022-224-0014

せんだいしあおばくかみすぎ

仙台市青葉区上杉1-1-20 ふるさとビル

（都市機構・公社住宅）

し

かくしちょうそん こうえいじゅうたく

く

ちょうそんやくば

☞ ■市（区）町村役場

各市町村の公営住宅

りゅうがくせいようしゅくしゃ

■留学生用宿舎

し せ つ めい

でんわばんごう

施設名

じゅうしょ

電話番号

住所

とうほくだいがく

さんじょう

022-274-7305

とうほくだいがく

さんじょう

022-718-2021

とうほくだいがく

さんじょう

022-718-2021

とうほくだいがく

かたひら

022-797-9301

せんだいしあおばくいちばんちょう

とうほくだいがく

ながまち

022-718-2021

せんだいし

とうほくだいがくこくさいこうりゅうかいかんさんじょうだいいちかいかん

022-275-9901

せんだいしあおばくさんじょうまち

とうほくだいがくこくさいこうりゅうかいかんさんじょうだいにかいかん

022-218-7850

せんだいしあおばくさんじょうまち

とうほくだいがくこくさいこうりゅうかいかんひがしせんだいかいかん

022-293-5591

せんだいしみやぎのくひがしせんだい

東北大学ユニバーシティハウス三条

東北大学ユニバーシティハウス三条Ⅱ
東北大学ユニバーシティハウス三条Ⅲ
東北大学ユニバーシティハウス片平
東北大学ユニバーシティハウス長町

東北大学国際交流会館三条第一会館
東北大学国際交流会館三条第二会館
東北大学国際交流会館東仙台会館

ほいくしょ

■保育所

し

く

せんだいしあおばくさんじょうまち

仙台市青葉区三条町19-1

仙台市青葉区一番町1-14-15
ながまち

仙台市青葉区三条町19-1
仙台市青葉区三条町10-１5
仙台市宮城野区東仙台6-14-15

ちょうそんやくば

☞ ■市（区）町村役場
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たいはく く

仙台市太白区長町8-6-10

ほうりつそうだん

■法律相談（法律咨询）
きかんめい

でんわばんごう

機関名

じゅうしょ

電話番号

住所

せんだいべんごしかいそうだん

022-223-2383

せんだいしあおばくいちばんちょう

せんだいべんごしかいふるかわほうりつそうだん

0229-22-4611

おおさきしふるかわえきみなみ

せんだいべんごしかいとめほうりつそうだん

0220-52-2348

せんだいべんごしかいけんなんほうりつそうだん

0224-52-5898

しばたぐんおおがわらまちあざまち

せんだいべんごしかいいしのまきほうりつそうだん

0225-23-5451

いしのまきしこくちょう

せんだいべんごしかいけせんぬまほうりつそうだん

0226-22-8222

けせんぬまし たなかまえ

にほん し ほ う し え ん

ほう

みやぎ

050-3383-5535

せんだいしあ お ば く いちばんちょう

にほ ん し ほ う し え ん

ほう

みなみさんりく

050-3383-0210

みなみさんりくちょうしづがわあざぬまだ

にほん しほうしえん

ほう

やまもと

050-3383-0213

やまもとちょうあそうはらあざひなた

にほ ん し ほ う し え ん

ほう

ひがしまつしま

050-3383-0009

ひがしまつしましやもとあざおおだめ

0570-078377

英语、中国语、韩国语、西班牙语、葡萄牙语、越南语、他加禄语

仙台弁護士会相談センター（律师会咨询中心)

仙台弁護士会古川法律相談センター
仙台弁護士会登米法律相談センター
仙台弁護士会県南法律相談センター
仙台弁護士会石巻法律相談センター
仙台弁護士会気仙沼法律相談センター
日本司法支援センター 法テラス宮城

日本司法支援センター 法テラス南三陸
日本司法支援センター 法テラス山元

日本司法支援センター 法テラス東松島
ほう

たげんごじょうほうていきょう

法テラス多言語情報提供サービス

せんだいべんごしかいかん

仙台市青葉区一番町2-9-18仙台弁護士会館１Ｆ
いずみ

とう

大崎市古川駅南3-15 泉ビルB棟101
とめしとよままちてらいけさく らこ うじ

登米市登米町寺池桜小路89-1
柴田郡大河原町字町91
えきまえ

石巻市穀町12-18 駅前ビル4F
気仙沼市田中前1-6-1
いちばんちょうへいわ

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F
南三陸町志津川字沼田56

山元町浅生原字日向13-1
東松島市矢本字大溜1-1

しょうひせいかつそうだん

■消費生活相談（消费生活咨询）
きかんめい

でんわばんごう

機関名

しょざいち

電話番号

所在地

みやぎけんしょうひせいかつ

022-261-5161

せんだいしあおばくほんちょう

こくみんせいかつ

188

しょうひしゃ

0224-52-5700

おおがわらまちあざみなみ

けんおおがわらごうどうちょうしゃ

0229-22-5700

おおさきしふるかわあさひ

けんおおさきごうどうちょうしゃ

0228-23-5700

くりはらしつきだてふじき

けんくりはらごうどうちょうしゃ

宮城県消費生活センター（中心）
国民生活センター

みやぎけんちょう

仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁1F
ぜんこくとういつばんごう

消費者ホットライン 全国統一番号

おおがわらちほうしんこうじむしょ

大河原地方振興事務所
けんみん

大河原町字南129-1 県大河原合同庁舎

県民サービスセンター
ほくぶちほうしんこうじむしょけんみん

北部地方振興事務所県民サービスセンター

大崎市古川旭4-1-1 県大崎合同庁舎

ほくぶちほうしんこうじむしょくりはらちいきじむしょ

北部地方振興事務所栗原地域事務所
けんみん

栗原市築館藤木5-1 県栗原合同庁舎

県民サービスセンター

いしのまきしへびたあざしんぬまた
とうぶちほうしんこうじむしょけんみん

東部地方振興事務所県民サービスセンター

がいく

かくち

石巻市蛇田字新沼田12 4街区1画地

0225-93-5700

けんいしのまきごうどうちょうしゃ

県石巻合同庁舎

とうぶちほうしんこうじむしょとめちいきじむしょ

東部地方振興事務所登米地域事務所
けんみん

0220-22-5700

とめしはさまちょうさぬまあざにしさぬま

0226-22-7000

けせんぬましあかいわすぎのさわ

県民サービスセンター
けせんぬまちほうしんこうじむしょけんみん

気仙沼地方振興事務所県民サービスセンター

けんとめごうどうちょうしゃ

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 県登米合同庁舎
けんけせんぬまごうどうちょうしゃ

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 県気仙沼合同庁舎
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じ ど う そうだん

■児童相談(儿童咨询）
きかんめい

でんわばんごう

機関名
こ

しょざいち

電話番号

そうごう

022-784-3580

ちゅうおうじどうそうだんじょ

022-784-3583

ほくぶじどうそうだんじょ

0229-22-0030

とうぶじどうそうだんじょ

0225-95-1121

子ども総合センター（儿童综合中心）
中央児童相談所（咨询所）
北部児童相談所

所在地
なとりしみたぞの

名取市美田園2-1-4
おおさきしふるかわえきみなみ

大崎市古川駅南2-4-3
いしのまきしへびたあざしんぬまた

東部児童相談所

がいく

かくち

石巻市蛇田字新沼田12 4街区1画地
けんいしのまきごうどうちょうしゃ

県石巻合同庁舎

とうぶじどうそうだんじょけせんぬまししょ

けせんぬまひがししんじょう

0226-21-1020

東部児童相談所気仙沼支所

気仙沼市東新城3-3-3

022-718-2580
（咨询专用）
022-219-5111

せんだいしじどうそうだんじょ

仙台市児童相談所

じょせいそうだん か て い な い ぼうりょく けっこん

り こ ん もんだい

せんだいしあおばくとうしょうぐう

仙台市青葉区東照宮1-18-1

きんきゅういちじほご

■女性相談（家庭内暴力、結婚・離婚問題、緊急一時保護）
きかんめい

でんわばんごう

機関名
みやぎけんじょせいそうだん

宮城県女性相談センター(咨询中心）

しょざいち

電話番号

所在地

022-256-0965
022-268-8302
よやく

せんだいしだんじょきょうどうさんかくすいしん

仙台市男女共同参画推進センター
せんだい

（エル・ソーラ仙台）

（仙台市男女共同企划推进中心）

と

あ

(予約・問い合わせ）
(预约・问讯）

せんだいしあおばくちゅうおう

仙台市青葉区中央1-3-1 アエル29F

022-224-8702
でんわそうだん

(電話相談）
（电话咨询）
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ざいりゅうてつづ

さいにゅうこくきょか

えいじゅうきょか

き か

こくせきしゅとく

■在留手続き、再入国許可、永住許可、帰化・国籍取得
きかんめい

でんわばんごう

機関名

しょざいち

電話番号

せんだいにゅうこくかんりきょく

所在地
せんだいしみやぎのくごりん

022-256-6076

仙台入国管理局

せんだい だい ほうむごうどうちょうしゃ

仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台 第2法務合同庁舎

がいこくじんざいりゅうそうごう

外国人在留総合インフォメーションセンター

0570-013904

（外国人在留综合服务中心）

03-5796-7112

（英语、中国语、韩国语、西班牙语等）

（IP，PHS，海外）

せんだいほうむきょく

022-225-5611

かいがい

仙台法務局

ざいりゅうしかく

さ いに ゅう こく てつ づき

き か

こくさいけっこん

せんだいしあおばくかすがまち

せんだい だい ほうむそうごうちょうしゃ

仙台市青葉区春日町7-25 仙台 第3法務総合庁舎

ほうりつ

しゅうろう

そうだん

■在留資格、再入国手続き、帰化、国際結婚、法律、就労など相談
きかんめい

機関名
みやぎけんしほうしょしかい

宮城県司法書士会（免费电话咨询）

みやぎけんしほうしょしかい

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

0120-216-870
022-221-6870

每周一～周五 13:00～20:00
每周一～周五 14:00～16:00

そうごうそうだん

宮城県司法書士会 総合相談センター

022-263-6755

(预约受理：每周一～周五 9:00～17:00)

（免费面谈咨询）

せんだいしあおばくかすがまち

仙台市青葉区春日町8-1
だい すいようび

第3水曜日（周三）13:00～16:00

しゅつにゅうこくかんりもんだいけんきゅうかい

出入国管理問題研究会

あおばくやくしょ

とみやしひよしだい

ぎょうせいほうむけんきゅうかい

富谷市日吉台1-17-3

みやぎ（宫城）行政法務研究会

まいつきだい
がいこくじん

外国人のための無料相談会

せんだいこくさい

仙台国際センター1F（仙台国际中心1楼）
090-7937-6716

こうりゅう

けんしゅうしつ

交流コーナー研修室
まいつきだい

てつづ

すいようび

毎月第2・4水曜日（周三）15:00～18:00

むりょうそうだんかい

（为外国人的免费咨询）

し みん そうだんしつ

青葉区役所4F 市民相談室

げつようび

毎月第2・4月曜日（周一）15:00～18:00

むりょうそうだんかい

くらしと手続きの無料相談会

せ ん だ い し し み ん かつどう

仙台市市民活動サポートセンター3F

（生活及有关手续的免费咨询）

（仙台市民活动支援中心3楼）
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ほ け ん ふ く し じ む し ょ けん

■保健福祉事務所（県）
きかんめい

機関名

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

せんなんほけんふくしじむしょ

0224-53-3111

おおがわらまちあざみなみ

せんだいほけんふくしじむしょ

022-363-5502

しおがましきたはま

せんだいほけんふくしじむしょ いわぬまししょ

0223-22-2188

いわぬましちゅうおう

せんだいほけんふくしじむしょ くろかわししょ

022-358-1111

ほくぶほけんふくしじむしょ

0229-91-0707

おおさきしふるかわあさひ

けんおおさきごうどうちょうしゃ

きたぶほけんふくしじむしょ くりはらちいきじむしょ

0228-22-2111

くりはらしつきだてふじき

けんくりはらごうどうちょうしゃ

とうぶほけんふくしじむしょ

0225-95-1416

いしのまきしへびたあざしんぬまた

とうぶほけんふくしじむしょ とめちいきじむしょ

0220-22-6111

とめしはさまちょうさぬまあざにしさぬま

けせんぬまほけんふくしじむしょ

0226-22-6661

けせんぬましひがししんじょう

仙南保健福祉事務所
仙台保健福祉事務所
仙台保健福祉事務所 岩沼支所
仙台保健福祉事務所 黒川支所
北部保健福祉事務所
北部保健福祉事務所 栗原地域事務所
東部保健福祉事務所
東部保健福祉事務所 登米地域事務所
気仙沼保健福祉事務所

ほ け ん ふ く し じ む しょ

けんおおがわらごうどうちょうしゃ

大河原町字南129-1 県大河原合同庁舎
塩竈市北浜4-8-15
岩沼市中央3-1-18
と みや し

だい

富谷市ひより台2-42-2
大崎市古川旭4-1-1 県大崎合同庁舎
栗原市築館藤木5-1 県栗原合同庁舎
がいく

かくち

けんとめごうどうちょうしゃ

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 県登米合同庁舎
気仙沼市東新城3-3-3

し

■保健福祉事務所（市）
きかんめい

機関名

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地
せんだいしあ お ば く かみすぎ

せんだいしあ お ば く ほけん ふ く し

022-225-7211

せんだいしみやぎのくほけんふくし

022-291-2111

せんだいしわかばやしくほけんふくし

022-282-1111

せんだいしわかばやしくほしゅんいんまえちょう

せんだいしたいはくくほけんふくし

022-247-1111

せんだいしたいはくくながまちみなみ

せんだいしいずみくほけんふくし

022-372-3111

せんだいしいずみくいずみちゅうおう

いしのまきししゃかいふくしじむしょ

0225-95-1111

いしのまきしこくちょう

しおがましし ゃかいふくし じむしょ

022-364-1131

しおがましもとまち

けせんぬまし し ゃかいふ くし じ む し ょ

0226-22-6600

しろいししふくしじむしょ

0224-22-1400

しろいししふくおかくらもとあざちゃえん

なとりししゃかいふくしじむしょ

022-724-2111

なとりしますだあざやなぎだ

かくだししゃかいふくしじむしょ

0224-61-1185

かくだしかくだあざだいぼう

たがじょうしふくしじむしょ

022-368-1141

たがじょうしちゅうおう

いわぬましふくしじむしょ

0223-22-1111

いわぬましさくら

とめしふくしじむしょ

0220-58-2111

とめしみなみかたまちしんたかいしうら

くりはらしふくしじむしょ

0228-22-1340

くりはらしつきだてやくし

ひがしまつしまししゃかいふくしじむしょ

0225-82-1111

ひがしまつしましやもとあざかみかわど

おおさ きし し ゃかいふくし じむしょ

0229-23-2111

おおさきしふるかわなのかまち

と みや し ふ く し じ む しょ

022-358-3111

とみやしとみやさかまつた

仙台市青葉区保健福祉センター（中心）
仙台市宮城野区保健福祉センター
仙台市若林区保健福祉センター
仙台市太白区保健福祉センター
仙台市泉区保健福祉センター
石巻市社会福祉事務所
塩釜市社会福祉事務所
気仙沼市社会福祉事務所
白石市福祉事務所
名取市社会福祉事務所
角田市社会福祉事務所
多賀城市福祉事務所
岩沼市福祉事務所
登米市福祉事務所
栗原市福祉事務所
東松島市社会福祉事務所
大崎市社会福祉事務所
富谷市福祉事務所

けんいしのまきごうどうちょうしゃ

石巻市蛇田字新沼田12 4街区1画地 県石巻合同庁舎

仙台市青葉区上杉1-5-1
せんだいしみやぎのくごりん

仙台市宮城野区五輪2-12-35
仙台市若林区保春院前丁3-1
仙台市太白区長町南3-1-15
仙台市泉区泉中央2-1-1
石巻市穀町14-1
塩竈市本町1-1
けせんぬましようかまち

気仙沼市八日町1-1-1
白石市福岡蔵本字茶園62-1
名取市増田字柳田80
角田市角田字大坊41
多賀城市中央2-1-1
岩沼市桜1-6-20
登米市南方町新高石浦130
栗原市築館薬師1-7-1
東松島市矢本字上河戸36-1
大崎市古川七日町1-1
富谷市富谷坂松田30
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ねんきん じ む し ょ

■年金事務所
きかんめい

でんわばんごう

機関名

しょざいち

電話番号

所在地

せんだいきたねんきんじむしょ

022-224-0891

せんだいひがしねんきんじむしょ

022-257-6111

せんだいみなみねんきんじむしょ

022-246-5111

せんだいしたいはくくながまちみなみ

おおがわらねんきんじむしょ

0224-51-3111

おおがわらまちあざしんみなみ

いしのまきねんきんじむしょ

0225-22-5115

いしのまきしなかさと

ふるかわねんきんじむしょ

古川年金事務所

0229-23-1200

おおさきしふるかわえきみなみ

ねんきんダイヤル（年金电话咨询）

0570-05-1165
03-6700-1165

いっぱんてき ねんきんそうだん かん

と

022-262-5527

せんだいしあおばくこくぶんちょう

せんだい

022-716-5001

せんだいしあおばくちゅうおう

仙台北年金事務所
仙台東年金事務所
仙台南年金事務所
大河原年金事務所
石巻年金事務所

まちかど ねんきんそうだん

せんだい

街角の年金相談センター 仙台
にほんねんきんきこうとうほくちいきぶ

日本年金機構東北地域部

せんだいしあおばくみやまち

仙台市青葉区宮町4-3-21
せんだいしみやぎのくみやぎの

仙台市宮城野区宮城野3-4-1
仙台市太白区長町南1-3-1
大河原町字新南18-3
石巻市中里4-7-31
大崎市古川駅南2-4-2
あ

一般的な年金相談に 関する問い合わせ
仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2F（面谈）
すみともせいめいせんだいちゅうおう

仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル17F
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きょういくそうだん けん

■教育相談（県）
きかん めい

でんわばんごう

機関名

みやぎけんきょういくちょうそうむか

宮城県教育庁総務課
おおがわらきょういくじむしょ

大河原教育事務所
せんだいきょういくじむしょ

仙台教育事務所
ほくぶきょういくじむしょ

しょざいち

電話番号

所在地
せんだいしあおばくほんちょう

022-211-3611
ない

0224-53-3111（内570）
ない

022-275-9111(内2515)
ない

北部教育事務所

0229-91-0739（内578）

ほくぶきょういくじむしょ くりはらちいきじむしょ

0228-22-2139

北部教育事務所 栗原地域事務所

みやぎけんちょうない

仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁内
おおがわらまちあざみなみ

けんおおがわらごうどうちょうしゃ

大河原町字南129-1 県大河原合同庁舎
せんだいしあおばくつつみどおりあまみやまち
おおさきしふるかわあさひ

けんおおさきごうどうちょうしゃ

くりはらしつきだてふじき

けんくりはらごうどうちょうしゃ

大崎市古川旭4-1-1 県大崎合同庁舎
栗原市築館藤木5-1 県栗原合同庁舎
いしのまきしへびたあざしんぬまた

とうぶきょういくじむしょ

東部教育事務所
とうぶきょういくじむしょ とめちいきじむしょ

0225-95-7016

けんいしのまきごうどうちょうしゃ

県石巻合同庁舎
ない

0220-22-6111(内663)

けせんぬまきょういくじむしょ

0226-24-2573

じかんこども

24時間子供SOSダイヤル

022-784-3568

こども

022-784-3569

そうだん

子供の相談ダイヤル
ふ と う こ う そうだん

022-784-3567

とくべつしえんきょういくそうだん

022-784-3565

不登校相談ダイヤル
特別支援教育相談ダイヤル

とめしはさまちょうさぬまあざにしさぬま

けんとめごうどうちょうしゃ

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 県登米合同庁舎
けせんぬましあかいわすぎのさわ

けんけせんぬまごうどうちょうしゃ

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 県気仙沼合同庁舎
もんぶ かがくしょう きょういくいいんかい ぜんこくきょうつう

0120-0-78310

きょういくそうだん

教育相談ダイヤル（教育咨询电话）

がいく かくち

石巻市蛇田字新沼田12 4街区1画地

東部教育事務所 登米地域事務所
気仙沼教育事務所

けんせんだいごうどうちょうしゃ

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 県仙台合同庁舎

文部科学省（教育委員会） 全国共通

な と り し みたぞの

みやぎけんそうごうきょういく

名取市美田園2-1-4 宮城県総合教育センター

きょういくそうだん しちょうそん

■教育相談（市町村）
きかん めい

でんわばんごう

機関名
せんだいしきょういくそうだんしつ

仙台市教育相談室
かくしちょうそん

各市町村

しょざいち

電話番号

所在地
せんだいし あ お ば く かみすぎ

022-214-0002
し

く

かみすぎぶんちょうしゃきょういくそうだんか

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎 教育相談課

ちょうそんやくば

☞ ■市（区）町村役場
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こうてき き か ん

し み ん だんたい

にほんごこうざ

■公的機関や市民団体による日本語講座
こ う ざ めい

たくじ

と

講座名 （☆託児あり）

あ

さき

かいこうばしょ

問い合わせ先

開講場所

にほんごこ う ざ

ＭＩＡ日本語講座
がつ

がつ

【4～9月コース・10～3月コース】
しょきゅう

ちゅうきゅう かんじ

やかんしょきゅう

初級1・2 / 中級 / 漢字1・2 / 夜間初級1・2
にほんご

しょうかい

022-275-3796

せんだいしあおばくつつみどおりあまみやまち

けんせんだいごうどうちょうしゃ

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 県仙台合同庁舎7F

みやぎけんこくさいかきょうかい

宮城県国際化協会

MIA日本語サポーター紹介
こじん

（個人レッスン）(日语支援志愿者个别辅导）
022-224-1919
せんだいかんこうこくさいきょうかい

仙台観光国際協会

にほんごこ う ざ

せんだい（仙台）日本語講座

せんだいしあおばくいちばんちょう

あおば く ちゅうおうしみん

仙台市青葉区一番町2-１-4 青葉区中央市民センター

022-223-2516
あおばくちゅうおうしみん

青葉区中央市民センター
にほんご

こじん

SenTIA日本語ボランティア(個人レッスン)

022-223-6260
せんだいかんこうこくさいきょうかい

仙台観光国際協会

(志愿者个别辅导）
にほんごこ う ざ

ICAS日本語講座

npo.icas@gmail.com

にほんごのもり

022-272-7278 黒川

せんだいしあおばくさんじょうまち

くろかわ

にほんごこ う ざ

こどものための日本語講座（儿童日语讲座）

とうほくだいがくこくさいこうりゅうかいかん

仙台市青葉区三条町19-1 東北大学国際交流会館
せんだいしあ お ば く あおばやま せんだいこくさい

こうりゅう

仙台市青葉区青葉山 仙台国際センター 交流コーナー

022-223-2516

せんだいしあおばくいちばんちょう

あおばくちゅうおうしみん

あおばくちゅうおうしみん

「さっと日本語クラブ」

青葉区中央市民センター

仙台市青葉区一番町2-1-4 青葉区中央市民センター

にほんご

022-226-1190

せんだいしたいはくくやぎやまほんちょう

にほん ご

日本語ティールーム（☆）

八木山市民センター

も にわだいにほんご

茂庭台日本語サロン（☆可带婴幼儿）
いずみにほんご

泉日本語サロン
いしのまきし たの
けせんぬまし

おかざき

せんだいしたいはくくもにわだい

よこた

せんだいしいずみかつら

しみず

いしのまきしひより

022-392-1580 岡崎

に ほ ん ご きょうしつ

けせんぬましちい

こくさいたいしかん

0225-23-2863 清水

ち いき

〔名取市〕 ともだちｉｎ名取 日本語講座
（☆可带孩子）
かくだ し

かくだ し にほんごこ う ざ

〔角田市〕 角田市日本語講座（☆）
いわぬまし

すいしんか

地域づくり推進課
にほんごこ う ざ

にほんごこ う ざ

〔岩沼市〕いわぬま日本語講座（☆）

おか

いしのまきしちゅうおうこうみんかん

ない

に ほ ん ご きょうしつ

なとり

かつらしみん

石巻市日和が丘1-2-7 石巻市中央公民館

0226-22-6600（内335)

なとり し

もにわだいしみん

仙台市泉区桂3-19-1 桂市民センター

〔気仙沼市〕 気仙沼市小さな国際大使館
日本語教室（☆）

ない

仙台市太白区茂庭台4-1-10 茂庭台市民センター

022-378-6199 横田

〔石巻市〕 楽しい日本語教室

やぎやましみん

仙台市太白区八木山本町1-43 八木山市民センター内

やぎやましみん

けせんぬましうおいちばまえ

けせんぬまちゅうおうこうみんかん

気仙沼市魚市場前1-1 気仙沼中央公民館

080-5226-5931
tomodachi_in_natori@yahoo.co.jp

名取市大手町5-6-1 名取市市民活動支援センター

0224-63-2112

かくだしかくだあざやなぎまち

せいさくきかくかきょうどうこうりゅうがかり

政策企画課協働交流係
かわむら

0223-24-1225 川村

なとりしおおてまち

なとりししみんか つどうし えん

角田市角田字柳町35-1 ウエルパークかくだ
いわぬましさと

もり

いわぬましちゅうおうこうみんかん

岩沼市里の杜1-2-45 岩沼市中央公民館

0220-54-2144
と め し

にほんごこ う ざ

〔登米市〕 登米市日本語講座

とめしこくさいこうりゅうきょうかい

とめしはさまちょうさぬまあざなかえ

登米市国際交流協会

とめしはさまこうみんかん

登米市迫町佐沼字中江2-6-1 登米市迫公民館

おのでら

0220-45-2538 小野寺
くりはら し

たの

に ほ ん ご きょうしつ

〔栗原市〕 楽しい日本語教室

（☆可带婴幼儿以上的孩子）
おおさきし

ふるかわ

きょうしつ

〔大崎市〕 古川にほんご教室
わ たり ちょう

たの

0228-52-3644 班目

くりはらししみんかつどうしえん

栗原市市民活動支援センター

おおうち

おおさきしふるかわきたまち

おおさきしちゅうおうこうみんかん

ぬまべ

わたりちょうよしだあざおおつか

わたりちょうのうそんかんきょうかいぜん

お の

まつしままちいそざきあざはま

090-9635-5965 大内

大崎市古川北町5-5-2 大崎市中央公民館

にほんごこ う ざ

〔亘理町〕 わたり楽しい日本語講座
（☆有接送）
まつしままち まつしまにほんごきょうしつ

〔松島町〕 松島日本語教室
みさとまち みさとまち

〔美里町〕美里町いろはサロン
みなみさんりくちょう みなみさんりくちょうにほんごきょうしつ

〔南三陸町〕

くりはらしつきだていず

栗原市築館伊豆2-6-1

まだらめ

南三陸町日本語教室

0223-34-3036 沼辺

亘理町吉田字大塚185 亘理町農村環境改善センター

022-354-3178 小野

まつしままちぶんかかんこうこうりゅうかん

松島町磯崎字浜1-2 松島町文化観光交流館

0229-33-2180

みさとまちきたうらあざこまごめ

みさとまちちゅうおう

美里町北浦字駒米13 美里町中央コミュニティセンター

すいしんか

まちづくり推進課

きかく か

0226-46-1371 企画課
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みなみさんりくちょうしづがわあざごぜんした

みなみさんりく

南三陸町志津川字御前下51-1 南三陸ポータルセンター

に ほ ん ご がっこう

■日本語学校
がっこうめい

でんわばんごう

学校名

しょざいち

電話番号

かんきゅうにほんごがくしゅういん

所在地

022-726-7888

せんだいしあおばくつちとい

022-221-2555

せんだいしあおばくちゅうおう

せんだいこくさいにほんごがっこう

022-224-6509

せんだいしあおばくかきょういん

せんだい

022-266-8181

せんだいしあおばくいちばんちょう

とうほくがいごかんこうせんもんがっこう

022-267-3847

せんだいしあおばくいつつばし

あおばがいこくごがくいん

022-234-6883

せんだいしあおばくはちまん

とうようこくさいぶんか

022-398-6818

せんだいしあおばくみやまち

こくさい

022-298-7031

せんだいしみやぎのくつつじがおか

環球日本語学習院
せんだい

にほんご か

仙台イングリッシュセンター 日本語科
仙台国際日本語学校

仙台ランゲージスクール
東北外語観光専門学校
青葉外国語学院

東洋国際文化アカデミー
国際アカデミーランゲージスクール

仙台市青葉区土樋1-1-15
仙台市青葉区中央4-3-12
とうほくでんしせんもんがっこう

仙台市青葉区花京院1-3-1 東北電子専門学校 7F
仙台市青葉区一番町1-14-32 フライハイトビル8F
仙台市青葉区五橋2-1-13
仙台市青葉区八幡2-16-25
仙台市青葉区宮町1-4-18
仙台市宮城野区榴岡1-5-3

がいこくじんがっこう

■外国人学校
がっこうめい

学校名
とうほく

東北インターナショナルスクール(东北国际学校）

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

022-348-2468

せんだいしいずみくやかた

022-229-2131

せんだいしたいはくくながまちあざこえじ

仙台市泉区館7-101-1

みやぎちょうせんがくえん

宮城朝鮮学園

とうほくちょうせんしょちゅうこうきゅうがっこう

東北朝鮮初中高級学校
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仙台市太白区長町字越路19-558

た げんご

そうだんまどぐち

■多言語による相談窓口

きかんめい

でんわばんごう

機関名

しょざいち

電話番号

所在地
せんだいしあおばくつつみどおりあまみやまち

みやぎけんせんだいごうどうちょうしゃ

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎７F
みやぎけんこくさいかきょうかいない

宮城県国際化協会内
たいおうじかん

【対応時間】 周一～周五 9:00～17:00
たいおうげんご

がいこくじんそうだん

【対応言語】

みやぎ外国人相談センター
（宫城外国人咨询中心）

★日语

★英语

★韩国语

022-275-9990

みやぎけんこくさいかきょうかいない

（MIA 宮城県国際化協会内）

★印度尼西亚语
★葡萄牙语
た

げんご

そうだん

★中国语

★越南语

★他加禄语

★尼泊尔语

等

おう

※その他の言語の相談にも応じます。（其他语种也可）
ど

にち しゅくじつねんまつねんし やす

※土・日・祝日・年末年始は休み（周末，节假日，年末年初休息）
022-265-2471
こうりゅう
仙台国際センター 交流コーナー（国际中心交流角） fax: 022-265-2472
せんだいこくさい

つうやく

でんわ

通訳サポート（翻译支援）電話
（英语、中国语、韩国语、他加禄语、葡萄牙

022-224-1919

せんだいしあおば く あおばやま せんだいこくさい

そうだんまどぐち つ

9:00～20:00
そ

ほしゅてんけんび ねんまつねんし やす

ボランティアによる相談窓口 ・ 付き添いボランティア
（志愿者咨询窗口・陪同志愿者）
がいこくじんしえん

ない

仙台市青葉区青葉山 仙台国際センター内

语、越南语、尼泊尔语）

かい

ボランティアグループ外国人支援の会OASIS

※保守点検日、年末年始は休み（维修日和年末年初休息）
022-265-2471
fax: 022-265-2472

（外国人支援志愿者会）

た げ ん ご じ ょ う ほ うし

■多言語情報誌
しめい

でんわばんごう

誌名
たげんご

はっこう

電話番号

発行

ばん

MIA 多言語かわら版（多语种瓦版）
【日语、英语、中国语、韩国语、葡萄牙语 (～

http://mia-miyagi.jp/publication.html#kawaraban

Vol.60)、越南语 (Vol.61～)、印度尼西亚语
022-275-3796

(Vol.67～)】

みやぎけんこくさいかきょうかい

宮城県国際化協会（MIA）
しんろ

進路ガイドブック（升学指南）
http://shinro-miyagi.jimdo.com/

（日语、英语、中国语、韩国语、他加禄语、西
班牙語）
022-265-2471

せんだいせいかつべんりちょう

仙台生活便利帳

せんだいこくさい

(日语、英语、中国语、韩国语、越南语)
にほん

しょうがっこう

日本の小学校

http://int.sentia-sendai.jp/foreigner/

仙台国際センター
こうりゅう

交流コーナー
022-265-2480
せんだいかんこうこくさいきょうかい

(日语、英语、中国语、韩国语)
仙台市政だより
(日语、英语、中国语、韩国语)
Sendai at a Glance
ち ず

http://www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/jp/index.html（日本語）
https://www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/en/index.html (英語)
https://www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/cn/index.html (中国語)
https://www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/ko/index.html (韓国語）

（SenTIA)
022-261-1111

せんだいしせい

せんだいし

仙台市

にじ

せいかつじょうほう

(日语／英语： 地図と生活情報)

http://int.sentia-sendai.jp/child/school/j/

仙台観光国際協会

http://www.group-niji.org/

グループ虹
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こうきょうしょくぎょうあんていじょ

■公共職業安定所（ハローワーク）
きかん めい

機関名
せんだい

ハローワーク仙台
せんだい

仙台わかものハローワーク

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

022-299-8811

せんだいしみやぎのくつつじがおか

せんだい

022-207-6800

せんだいしみやぎのくつつじがおか

せんだい

022-726-8055

せんだいしあおばくちゅうおう

仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台ＭＴビル 3～5F
仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台ＭＴビル5F

せんだいしんそつおうえん

仙台新卒応援ハローワーク
（新毕业生就职支援）
あおば

マザーズハローワーク青葉

022-266-8604

せんだい

仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン12F

せんだいしあおばくちゅうおう

せんだい

仙台市青葉区中央2-11-1 オルタス仙台ビル4F

あおば

022-266-8609

いずみ

022-771-1217

せんだいしいずみくいずみちゅうおう

たいわ

022-345-2350

たいわちょうよしおかみなみ

いしのまき

0225-95-0158

いしのまきしいずみちょう

しおがま

022-362-3361

しおがまししんはまちょう

ふるかわ

0229-22-2305

おおさきしふるかわなかざと

おおがわら

0224-53-1042

おおがわらまちおおやあざまちむかい

しろいし

0224-25-3107

しろいししあざちょうしがもり

つきだて

0228-22-2531

はさま

0220-22-8609

とめしはさまちょうさぬまあざうちまち

けせんぬま

0226-41-6720

けせんぬましひがししんじょう

ハローワークプラザ青葉
ハローワークプラザ泉
ハローワーク大和
ハローワーク石巻
ハローワーク塩釜
ハローワーク古川

ハローワーク大河原
ハローワーク白石
ハローワーク築館
ハローワーク迫

ハローワーク気仙沼

ちかてついずみちゅうおうえき

仙台市泉区泉中央1-7-1 地下鉄泉中央駅ビル4F
大和町吉岡南2-3-15
いしのまきごうどうちょうしゃ

石巻市泉町4-1-18 石巻合同庁舎
塩竈市新浜町3-18-1

ふるかわごうどうちょうしゃ

大崎市古川中里6-7-10 古川合同庁舎
大河原町大谷字町向126-4 オーガ1F
白石市字銚子ケ森37-8
くりはらしつきだてやくし

つきだてごうどうちょうしゃ

栗原市築館薬師2-2-1 築館合同庁舎
登米市迫町佐沼字内町42-10
気仙沼市東新城1-7-1

ろ う ど う きじゅん かんとく し ょ

■労働基準監督署
きかん めい

機関名
みやぎろうどうきょく

宮城労働局

でんわばんごう

022-299-8833

せんだいろうどうきじゅんかんとくしょ

022-299-9071

いしのまきろうどうきじゅんかんとくしょ

0225-22-3365

仙台労働基準監督署
石巻労働基準監督署

しょざいち

電話番号

所在地
せんだいしみやぎのくてっぽうまち

せんだい だい ごうどうちょうしゃ

仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台 第4合同庁舎
いしのまきしいずみちょう

いしのまきごうどうちょうしゃ

石巻市泉町4-1-18 石巻合同庁舎

いしのまきろうどうきじゅんかんとくしょ

石巻労働基準監督署
けせんぬまりんじまどぐち

0226-25-6921

（気仙沼臨時窓口）

けせんぬまし よ う か まち

ふるかわろうどうきじゅんかんとくしょ

0229-22-2112

おおさきしふるかわえきみなみ

おおがわらろうどうきじゅんかんとくしょ

0224-53-2154

おおがわらまちあざしんひがし

せみねろうどうきじゅんかんとくしょ

0228-38-3131

古川労働基準監督署

大河原労働基準監督署
瀬峰労働基準監督署
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けせんぬましょうこうかいぎしょかいかん

気仙沼市八日町2-1-11 気仙沼商工会議所会館4F
大崎市古川駅南2-9-47
大河原町字新東24-25
くりはらしせみねしもだ

栗原市瀬峰下田50-8

ぜいむしょ

こくぜい

■税務署（国税）
きかん めい

機関名

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

せんだいこくぜいきょく

022-263-1111

せんだいしあおばくほんちょう

せんだいきたぜいむしょ

022-222-8121

せんだいしあおばくかみすぎ

せんだいなかぜいむしょ

022-783-7831

せんだいしわかばやしくおろしまち

せんだいみなみぜいむしょ

022-306-8001

せんだいしたいはくくやなぎう

いしのまきぜいむしょ

0225-22-4151

いしのまきしせんごくちょう

しおがまぜいむしょ

022-362-2151

しおがましあさひちょう

ふるかわぜいむしょ

0229-22-1711

おおさきしふるかわあさひ

けせんぬまぜいむしょ

0226-22-6780

けせんぬましふるまち

おおがわらぜいむしょ

0224-52-2202

おおがわらまちおおやあざすえひろ

つきだてぜいむしょ

0228-22-2261

さぬまぜいむしょ

0220-22-2501

仙台国税局

仙台北税務署
仙台中税務署
仙台南税務署
石巻税務署
塩釜税務署
古川税務署

気仙沼税務署
大河原税務署
築館税務署
佐沼税務署

せんだいごうどうちょうしゃ とう

仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎 A棟
仙台市青葉区上杉1-1-1
仙台市若林区卸町3-8-5
仙台市太白区柳生2-28-2
石巻市千石町2-35
塩竈市旭町17-15
大崎市古川旭6-2-15
気仙沼市古町3-4-5
大河原町大谷字末広12-1
くりはらしつきだてやくし

つきだてごうどうちょうしゃ

栗原市築館薬師2-2-1 築館合同庁舎
とめしはさまちょうさぬまあざぬまむかい

登米市迫町佐沼字沼向109

けんぜい じ む し ょ

■県税事務所
きかん めい

機関名

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

おおがわらけんぜいじむしょ

0224-53-3111

おおがわらまちあざみなみ

せんだいみなみけんぜいじむしょ

022-248-2961

せんだいしたいはくく ながまち

せんだいちゅうおうけんぜいじむしょ

022-715-0621

せんだいしあおばくかみすぎ

022-232-5702

せんだいしみやぎのくおうぎまち

せんだいきたけんぜいじむしょ

022-275-9111

せんだいしあおばくつつみどおりあまみやまち

しおがまけんぜいじむしょ

022-365-4191

しおがましにしきちょう

ほくぶけんぜいじむしょ

0229-91-0701

おおさきしふるかわあさひ

けんおおさきごうどうちょうしゃ

くりはらしつきだてふじき

けんくりはらごうどうちょうしゃ

大河原県税事務所
仙台南県税事務所

仙台中央県税事務所

けんおおがわらごうどうちょうしゃ

大河原町字南129-1 県大河原合同庁舎
仙台市太白区長町7-22-20
じちかいかん

仙台市青葉区上杉1-2-3 自治会館

せんだいちゅうおうけんぜいじむしょ

仙台中央県税事務所
おうぎまちしゅっちょうじょ

扇町出張所

仙台北県税事務所
塩釜県税事務所
北部県税事務所
ほくぶけんぜいじむしょ

くりはらちいきじむしょ

北部県税事務所 栗原地域事務所

0228-22-2111

こうつうかいかんない

仙台市宮城野区扇町3-3-10 交通会館内

塩竈市錦町5-28
大崎市古川旭4-1-1 県大崎合同庁舎
栗原市築館藤木5-1 県栗原合同庁舎
いしのまきしへびたあざしんぬまた

とうぶ けん ぜい じむ しょ

東部県税事務所

0225-95-1413

けんいしのまきごうどうちょうしゃ

県石巻合同庁舎
0220-22-6111

とめしはさまちょうさぬまあざにしさぬま

けせんぬまけんぜいじむしょ

0226-24-2530

けせんぬましあかいわすぎのさわ

気仙沼県税事務所

しちょうそんぜい

■市町村税

がいく かくち

石巻市蛇田字新沼田12 4街区1画地

とうぶけんぜいじむしょ とめちいきじむしょ

東部県税事務所 登米地域事務所

けんせんだいごうどうちょうしゃ

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 県仙台合同庁舎

し

く

けんとめごうどうちょうしゃ

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 県登米合同庁舎
けんけせんぬまごうどうちょうしゃ

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 県気仙沼合同庁舎

ちょうそんやくば

☞ ■市（区）町村役場
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てつどう

■鉄道

かいしゃめい

会社名

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

ひがしにほん と
あ
JR東日本お問い合わせセンター（问讯处） 050-2016-1600
え いご かんこくご ちゅうごくご

JR East Infoline(英語・韓国語・中国語)
あぶくまきゅうこう

050-2016-1603
024-577-7132

阿武隈急行

ふくしまけんだてしやながわまちあざごたんだ

福島県伊達市梁川町字五反田100-1

■バス（巴士）
かいしゃめい

会社名
せんだいしこうつうきょくあんない

仙台市交通局案内センター
とうほく せんだいしてん

022-222-2256
022-256-4512

JRバス東北 仙台支店
とうほくきゅうこう

でんわばんごう

せんだいえいぎょうしょ

しょざいち

電話番号

所在地
せんだいしあおばくきまちどおり

仙台市青葉区木町通1-4-15
せんだいしみやぎのくみやぎの

仙台市宮城野区宮城野2-2-36

022-262-7031

せんだいしあおばくほんちょう

ひがしにっぽんきゅうこう

022-218-3131

せんだいしいずみくのむらあざしんばばやしき

みやぎこうつう

022-771-5310

せんだいしいずみくいずみがおか

東北急行バス 仙台営業所
東日本急行
宮城交通
やまこう

せんだいえいぎょうしょ

山交バス 仙台営業所
あやしかんこう

022-392-6355

愛子観光バス

おと

022-236-6995

もの わす

仙台市青葉区本町1-1-7
仙台市泉区野村字新馬場屋敷14
仙台市泉区泉ヶ丘3-13-20
せんだいしみやぎのくひ

で まち

仙台市宮城野区日の出町1-3-28
せんだいしあおばくかみあやしあざおおいわ

仙台市青葉区上愛子字大岩1-3

もの

■落とし物・忘れ物（遗・丢失物品）
こうつうきかんめい

交通機関名
せんだいしえい

ちかてつ

でんわばんごう

022-223-4812

仙台市営バス・地下鉄
みやぎこうつう

びこう

電話番号

備考
せんだいしこうつうきょく わす

022-771-5310

宮城交通バス
ひがしにほんせんだいえき わす

もの

JR東日本 仙台駅お忘れ物センター

022-227-0255

（失物招领处）
ひがしにほん
と
あ
JR東日本 お問い合わせセンター（问讯处） 050-2016-1601
え いご かんこくご ちゅうごくご

JR East Infoline (英語・韓国語・中国語)

050-2016-1603
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もの

ちかてつせんだいえきこうない

仙台市交通局 忘れ物センター（地下鉄仙台駅構内）

わす

もの

忘れ物（丢失物品）

うんてんめんきょ

■運転免許（汽车驾驶执照）
きかん めい

でんわばんごう

機関名

しょざいち

電話番号

所在地

みやぎけんうんてんめんきょ

022-373-3601

せんだいしいずみくいちなざかあざたかくら

いしのまきうんてんめんきょ

0225-83-6211

ひがしまつしましやもとあかいあざみなみいち

ふるかわうんてんめんきょ

0229-22-8011

おおさきしふるかわおおみや

せんなんうんてんめんきょ

0224-53-0111

おおがわらまちあざなんぺい

0226-22-7171

けせんぬましあかいわすぎのさわ

0226-46-3131

みなみさんりくちょうしづがわあざぬまだ

宮城県運転免許センター
石巻運転免許センター
古川運転免許センター
仙南運転免許センター
けせんぬまけいさつしょ

気仙沼警察署

（更新手续）

みなみさんりくけいさしつしょ

南三陸警察署

（更新手续）

う ん ゆ きょく しゃけん

じどうしゃ

仙台市泉区市名坂字高倉65
東松島市矢本赤井字南一134
大崎市古川大宮3-4-30
大河原町字南平3-1
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
南三陸町志津川字沼田150-118

とうろく

■運輸局（車検・自動車の登録）
きかん めい

機関名

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

050-5540-2011
とうろくあんない

とうほくうんゆきょくみやぎうんゆしきょく

東北運輸局宮城運輸支局

（登録案内）

せんだいしみやぎのくおうぎまち

0570-030-330

仙台市宮城野区扇町3-3-15

しゃけんよやく

（車検予約）

にほんじどうしゃれんめい

■JAF(日本自動車連盟）
きかん めい

機関名
みやぎしぶ

JAF宮城支部

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

022-783-2800
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所在地
せんだいしわかばやしくおろしまち

仙台市若林区卸町3-8-105

し

く

ちょうそんやくば

■市(区）町村役場
しくちょうそんめい

市区町村名

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

せんだいし

022-261-1111

せんだいしあおばくこくぶんちょう

せ んだ い し あ おば く

022-225-7211

せんだいしあおばくかみすぎ

せんだいしみやぎのく

022-291-2111

せんだいしわかばやしく

022-282-1111

せんだいしわかばやしくほしゅんいんまえちょう

せんだいしたいはくく

022-247-1111

せんだいしたいはくくながまちみなみ

せんだいしいずみく

022-372-3111

せんだいしいずみくいずみちゅうおう

いしのまきし

0225-95-1111

いしのまきしこくちょう

しおがまし

022-364-1111

しおがましあさひちょう

けせんぬまし

0226-22-6600

気仙沼市八日町1-1-1

しろいし し

0224-25-2111

白石市大手町1-1

なとりし

022-384-2111

名取市増田字柳田80

かくだし

0224-63-2111

角田市角田字大坊41

たがじょうし

022-368-1141

たがじょうしちゅうおう

いわぬまし

0223-22-1111

いわぬましさくら

と め し

0220-22-2111

とめしはさまちょうさぬまあざなかえ

くりはら し

0228-22-1122

ひがしまつしまし

0225-82-1111

ひがしまつしましやもとあざかみかわど

おおさきし

0229-23-2111

おおさきしふるかわなのかまち

とみやし

022-358-3111

ざおうまち

0224-33-2211

ざおうまちおおあざえんだあざにしうらきた

しちかしゅくまち

0224-37-2111

しちかしゅくまちあざせき

おおがわらまち

0224-53-2111

おおがわらまちあざしんみなみ

むらたまち

0224-83-2111

むらたまちおおあざむらたあざはさま

しばたまち

0224-55-2111

しばたまちふなおかちゅうおう

かわさきまち

0224-84-2111

かわさきまちおおあざまえかわあざうらちょう

仙台市

仙台市青葉区
仙台市宮城野区
仙台市若林区
仙台市太白区
仙台市泉区
石巻市
塩竈市
気仙沼市
白石市
名取市
角田市
多賀城市
岩沼市
登米市
栗原市
東松島市
大崎市
富谷市
蔵王町
七ヶ宿町

大河原町
村田町
柴田町
川崎町
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仙台市青葉区国分町3-7-1
仙台市青葉区上杉1-5-1
せんだいしみやぎのくごりん

仙台市宮城野区五輪2-12-35
仙台市若林区保春院前丁3-1
仙台市太白区長町南3-1-15
仙台市泉区泉中央2-1-1
石巻市穀町14-1
塩竈市旭町1-1
けせんぬましようかまち
しろいししおおてまち

なとりしますだあざやなぎだ
かくだしかくだあざだいぼう

多賀城市中央2-1-1
岩沼市桜1-6-20
登米市迫町佐沼字中江2-6-1
くりはらしつきだてやくし

栗原市築館薬師1-7-1
東松島市矢本字上河戸36-1
大崎市古川七日町1-1
とみやしとみやあざさかまつた

富谷市富谷字坂松田30
蔵王町大字円田字西浦北10
七ヶ宿町字関126
大河原町字新南19

村田町大字村田字迫6

柴田町船岡中央2-3-45
川崎町大字前川字裏丁175-1

しくちょうそんめい

市区町村名

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

まるもりまち

0224-72-2111

まるもりまちあざとりや

わたりちょう

0223-34-1111

わたりちょうあざしもこうじ

やまもとちょう

0223-37-1111

やまもとちょうあそうはらあざさくたやま

まつしままち

022-354-5701

まつしままちたかぎあざきみょういんしたいち

しちがはままち

022-357-2111

しちがはままちとうぐうはまあざうしやべ

りふちょう

022-767-2111

りふちょうりふあざしんなみまつ

たいわちょう

022-345-1111

たいわちょうよしおかあざにしひのき

おおさとちょう

022-359-3111

おおさとちょうかすかわあざにしながさき

おおひらむら

022-345-5111

おおひらむらおおひらあざたいらばやし

し か ま ちょう

0229-65-2111

しかまちょうしかまあざきたやち

かみまち

0229-63-3111

かみまちあざにしださんばん

わくやちょう

0229-43-2112

わくやちょうあざしんまちうら

みさとまち

0229-33-2111

みさとまちきたうらあざこまごめ

おながわちょう

0225-54-3131

おながわちょうおながわはまあざおおはら

みなみさんりくちょう

0226-46-2600

みなみさんりくちょうしづがわあざぬまだ

丸森町
亘理町
山元町
松島町

七ヶ浜町
利府町
大和町

大郷町
大衡村
色麻町

加美町
涌谷町
美里町
女川町

南三陸町
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丸森町字鳥屋120
亘理町字下小路7-4
山元町浅生原字作田山32
松島町高城字帰命院下一19-1
七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1
利府町利府字新並松4
大和町吉岡字西桧木1-1
大郷町粕川字西長崎5-8
大衡村大衡字平林62

色麻町四竃字北谷地41
加美町字西田三番5
涌谷町字新町裏153-2
美里町北浦字駒米13
女川町女川浜字大原316

南三陸町志津川字沼田56-2

けいさつしょ

■警察署

けいさつしょめい

警察署名

でんわばんごう

しょざいち

電話番号

所在地

せんだいちゅうおうけいさつしょ

022-222-7171

せんだいしあおばくいつつばし

せんだいみなみけいさつしょ

022-246-7171

せんだいしたいはくくながまち

せんだいきたけいさつしょ

022-233-7171

せんだいひがしけいさつしょ

022-231-7171

せんだいしみやぎのくみなみのめたて

いずみけいさつしょ

022-375-7171

せんだいしいずみくいずみちゅうおう

しおがまけいさつしょ

022-362-4141

しおがましきたはま

いわぬまけいさつしょ

0223-22-4341

いわぬましすえひろ

たいわけいさつしょ

022-345-0101

たいわちょうよしだあざきたやち

いしのまきけいさつしょ

0225-95-4141

いしのまきしやましたちょう

けせんぬまけいさつしょ

0226-22-7171

けせんぬましあかいわすぎのさわ

さぬまけいさつしょ

0220-22-2121

とめしはさまちょうさぬまあざなかえ

とめけいさつしょ

0220-52-2121

かほくけいさつしょ

0225-62-3411

いしのまきしあいのやあざすぎがさき

みなみさんりくけいさつしょ

0226-46-3131

みなみさんりくちょうしづがわあざぬまだ

ふるかわけいさつしょ

0229-22-2311

おおさきしふるかわおおみや

とおだけいさつしょ

0229-33-2321

みさとまちふじがさき

わかやなぎけいさつしょ

0228-32-3111

くりはらしわかやなぎあざかわきたはらはた

つきだてけいさつしょ

0228-22-1101

くりはらしつきだてあざとめばなかだ

なるこけいさつしょ

0229-82-2249

おおさきしなるこおんせんあざくるまゆ

かみけいさつしょ

0229-63-2311

かみまちあざまちうら

おおがわらけいさつしょ

0224-53-2211

おおがわらまちあざおしま

しろいしけいさつしょ

0224-25-2138

しろいししおおだいらもりあいあざしみずだ

かくだけいさつしょ

0224-63-2211

かくだしかくだあざおうぎまち

わたりけいさつしょ

0223-34-2111

わたりちょうあざきゅうかん

仙台中央警察署
仙台南警察署
仙台北警察署
仙台東警察署
泉警察署

塩釜警察署
岩沼警察署
大和警察署
石巻警察署

気仙沼警察署
佐沼警察署
登米警察署
河北警察署

南三陸警察署
古川警察署
遠田警察署
若柳警察署
築館警察署
鳴子警察署
加美警察署
大河原警察署
白石警察署
角田警察署
亘理警察署
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仙台市青葉区五橋1-3-19
仙台市太白区長町6-2-7
せんだいしあおばくしょうわまち

仙台市青葉区昭和町3-13
仙台市宮城野区南目館21-1
仙台市泉区泉中央1-2-5
塩竈市北浜4-6-41
岩沼市末広2-1-23
大和町吉田字北谷地27-1
石巻市山下町1-6-20
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
登米市迫町佐沼字中江5-11-5
とめしとよままちてらいけめごまちい

登米市登米町寺池目子待井265
石巻市相野谷字杉ケ崎20
南三陸町志津川字沼田150-118
大崎市古川大宮1-1-17
美里町藤ケ崎1-81
栗原市若柳字川北原畑4-4

栗原市築館字留場中田201-2
大崎市鳴子温泉字車湯92-12
加美町字町裏103-1
大河原町字小島21-8
白石市大平森合字清水田4-1
角田市角田字扇町5-7
亘理町字旧舘61-21

けんない

りょうじかん め い よ り ょ う じ か ん と う

■県内の領事館・名誉領事館等
りょうじかんとうめい

でんわばんごう

領事館等名

しょざいち

電話番号

所在地

ちゅうせんだいだいかんみんこくそうりょうじかん

022-221-2751～3

せんだいしあおばくかみすぎ

ざいせんだい

022-227-1345

せんだいしあおばくちゅうおう

022-791-8042

せんだいしみやぎのくつつじがおか

駐仙台大韓民国総領事館

めいよりょうじかん

在仙台フランス（法国）名誉領事館
ざいせんだい

めいよ りょうじかん

在仙台ドイツ（德国）名誉領事館
ざいせんだい

みやぎぶんかふくそうせんもんがっこうない

仙台市青葉区中央3-4-8 宮城文化服装専門学校内
かぶ

めいよ

せんだいしあおばくたちまち

かぶ はしもとてんない

仙台市青葉区立町27-21 （株）橋本店内

れんぽう

在仙台ミクロネシア連邦（密克罗尼西
めいよそうりょうじかん

022-721-3961

せんだいしあおばくほんちょう

022-291-4401

せんだいしみやぎのくつつじがおか

きょうわこく

在仙台キリバス（基里巴斯）共和国
めいよ りょうじかん

かい

仙台市青葉区本町2-17-15 コマツビル2階

亚联邦）名誉総領事館
ざいせんだい

ない

仙台市宮城野区榴岡4-1-1 （株）ユアテック内

在仙台ニュージーランド（新西兰）名誉 022-208-7700
りょうじかん
領事館
ざいせんだい

仙台市青葉区上杉1-4-3

仙台市宮城野区榴岡4-1-8-204

名誉領事館
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こくさいこうりゅうきょうかい

■国際交流協会

きかんめい

でんわばんごう

機関名

しょざいち

電話番号

所在地

みやぎけんこくさいかきょうかい

022-275-3796

せんだいしあおばくつつみどおりあまみやまち

せんだいかんこうこくさいきょうかい

022-268-6260

せんだいしあおばくおおまち

宮城県国際化協会（MIA）
仙台観光国際協会(SenTIA)

いしのまきしいずみちょう

石巻市国際交流協会
けせんぬましちい

こくさいたいしかん

けせんぬましこくさいこうりゅうきょうかい

せんだいあおば

とう

仙台市青葉区大町2-2-10 仙台青葉ウィングビルA棟11F

いしのまきしこくさいこうりゅうきょうかい

気仙沼市小さな国際大使館

みやぎけんせんだいごうどうちょうしゃ

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎7F

いしのまきし

しえん

ない

石巻市泉町3-1-63 石巻市NPO支援オフィス内#4
ない

0226-22-6600(内331)
ない

けせんぬましようかまち

気仙沼市八日町1-1-1
けせんぬまししんさいふっこう き か く ぶ ち い き

すいしんかない

気仙沼市国際交流協会

0226-22-6600(内331)

気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課内

しろいししこくさいこうりゅうきょうかい

0224-22-1331

白石市大手町1-1 白石市総務部総務課内

080-5226-5931

名取市大手町5-6-1 名取市市民活動支援センター内

022-364-1478

多賀城市下馬4-20-9

白石市国際交流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

なとり

国際交流協会ともだちin名取
たがじょうしこくさいこうりゅうきょうかい

多賀城市国際交流協会
いわぬましみんこうりゅうきょうかい

しろいししおおてまち

しろいししそうむぶそうむかない

な と り し おおてまち

なとりししみ んか つ ど うし えん

ない

たがじょう し げ ば

ない

いわぬましさくら

いわぬまし

しせいすいしんかない

岩沼市民交流協会

0223-22-1111（内643）

いわぬまししまいとししんぜんきょうかい

0223-22-2112

とめしこくさいこうりゅうきょうかい

0220-52-2144

登米市登米町寺池目子待井381-1 登米総合支所2F

くりはらしこくさいこうりゅうきょうかい

090-7791-3159

栗原市築館伊豆2-6-1 栗原市市民活動支援センター貸事務室3

おおさきしふるかわこくさいこうりゅうきょうかい

090-3120-0466

おおさきしふるかわきたまち

おおさきしさんぼんぎこくさいこうりゅうきょうかい

0229-52-2112

おおさきしさんぼんぎあざまめざか

岩沼市姉妹都市親善協会
登米市国際交流協会
栗原市国際交流協会

大崎市古川国際交流協会

大崎市三本木国際交流協会
いわでやまこうりゅうきょうかい

岩沼市桜1-6-20 岩沼市さわやか市政推進課内
いわぬましちゅうおう

岩沼市中央2-5-18
とめしとよままちてらいけめごまちい

くりは らしつ きだ ていず

くりはらししみんかつどうしえん

大崎市古川北町5-4-8-3
おおさきしさんぼんぎそうごうししょちいきしんこうかない

大崎市三本木字大豆坂24-3 大崎市三本木総合支所地域振興課内

0224-33-2212

ざおうまちおおあざえんだあざにしうらきた

むらたまちこくさいこうりゅうきょうかい

0224-83-2112

むらたまちおおあざむらたあざはさま

まるもりちょうしまいとしこうりゅうきょうかい

0224-72-3024

まるもりまちあざとりや

こくさいこうりゅうきょうかい

0223-34-6396

わたりぐんわたりちょうよしだあざなかはら

まつしま
まちこくさいこうりゅう
きょうかい

022-354-3424

まつしま
まちたかぎあざもとかまや

しちがはまこくさいこうりゅうきょうかい

022-357-5931

しちがはままちはなぶちはまあざおおやま

りふちょうこくさいこうりゅうきょうかい

022-767-2113

りふちょうりふあざしんなみまつ

かみまちこくさいこうりゅうきょうかい

0229-63-3215

わくやちょうこくさいこうりゅうきょうかい

0229-43-2112

わくやちょうあざしんまちうら

みさとまちこくさいこうりゅうきょうかい

0229-33-2180

みさとまちきたうらあざこまごめ

みなみさんりくちょうこくさいこうりゅうきょうかい

0226-46-1371

みなみさんりくちょうしづがわあざぬまだ

丸森町姉妹都市交流協会
国際交流協会わたり
松島町国際交流協会
七ヶ浜国際交流協会

利府町国際交流協会
加美町国際交流協会
涌谷町国際交流協会
美里町国際交流協会

南三陸町国際交流協会

ない

大崎市岩出山字下真山清水50-2 オフィスTADANO内

ざおうまちこくさいこうりゅうきょうかい

村田町国際交流協会

かしじむしつ

おおさきしいわでやまあざしもまやましみず

岩出山交流協会

蔵王町国際交流協会

とめそうごうししょ

ざおうまち

すいしんかない

蔵王町大字円田字西浦北10 蔵王町まちづくり推進課内
村田町大字村田字迫 6

むらたまちきかくざいせいかない

村田町企画財政課内

まるもりまちきかくざいせいかない

丸森町字鳥屋120 丸森町企画財政課内
亘理郡亘理町吉田字中原55-412
松島町高城字元釜家17-2
七ヶ浜町花渕浜字大山1-1

しちがはまこくさいむらない

七ヶ浜国際村内

りふちょうせいさくかちいききょうどうはんない

利府町利府字新並松4 利府町政策課地域協働班内
かみま ちあざに しだ

かみまちきょうどう

すいしんかない

加美町字西田3-5 加美町協働のまちづくり推進課内
わくやちょうきかくざいせいかない

涌谷町字新町裏153-2 涌谷町企画財政課内
みさとまち

すいしんかない

美里町北浦字駒米13 美里町まちづくり推進課内

みなみさんりくちょうきかくかない

南三陸町志津川字沼田56-2 南三陸町企画課内
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