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電話番号 ＦＡＸ番号

022-211-2972 022-268-4639

022-214-1252 022-211-1917

0225-95-1111 0225-22-4995

022-355-5631 022-367-3124

0226-22-3409 0226-24-1226

0226-32-4520 0226-32-3092

0226-42-2973 0226-42-2465

0224-22-1331 0224-24-4861

022-724-7143 022-384-9030

0224-63-2112 0224-62-4829

022-368-1141 022-368-2369

0223-22-1111 0223-22-2143

0220-23-7331 0220-22-9164

0228-22-1164 0228-22-0313

0225-82-1111 0225-82-8143

0229-23-7097 0229-23-7578

022-358-0517 022-358-2365

0224-33-2212 0224-33-3284

0224-37-2194 0224-37-2468

宮城県・市町村国際交流担当窓口

担 当 課 名 郵 便 番 号 所　　在　　地
Ｅ－ｍａｉｌ

宮城県 国際企画課 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
kokusai@pref.miyagi.lg.jp

仙台市
交流企画課
交流係

〒980-8671
仙台市青葉区国分町3-7-1
仙台市役所本庁舎4階 kiki002040@city.sendai.jp

石巻市
地域振興課
交流グループ

〒986-0001 石巻市穀町14-1
islocpromo@city.ishinomaki.lg.jp

塩竈市
政策課
企画係

〒985-8501 塩竈市旭町1-1
seisaku@city.shiogama.miyagi.jp

〒988-0393 気仙沼市本吉町津谷舘岡10
mt-somu@kesennuma.miyagi.jp

白石市
総務課
国際交流係

〒989-0292 白石市大手町1-1
somu@city.shiroishi.miyagi.jp

気仙沼市

地域づくり推進
課交流促進係

〒988-8501 気仙沼市八日町1-1-1
chiiki@kesennuma.miyagi.jp

唐桑総合支所
総務企画課
地域づくり推進
係

〒988-0535 気仙沼市唐桑町馬場181-1
kr-somu@kesennuma.miyagi.jp

本吉総合支所
総務企画課
地域づくり推進
係

名取市
なとりの魅力創
生課国際交流・
広報係

〒981-1292 名取市増田字柳田80
voice@city.natori.miyagi.lg.jp

角田市
まちづくり交流
課
定住交流係

〒981-1592 角田市角田字大坊41
machidukuri@city.kakuda.lg.jp

多賀城市
地域コミュニ
ティ課
市民活動推進係

〒985-8531 多賀城市中央2-1-1
simin-power@city.tagajo.miyagi.lg.jp

岩沼市
さわやか市政推
進課
広報広聴係

〒989-2480 岩沼市桜1-6-20
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp

登米市
観光シティプロ
モーション課
ふるさと定住係

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江2-6-1
kanko-pro@city.tome.miyagi.jp

栗原市
市民協働課
地域振興係

〒987-2293 栗原市築館薬師1-7-1
kyodo@kuriharacity.jp

東松島市
復興政策課基地
対策・地域振興
課

〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36-1
kikaku@city.higashimatsushima.miyagi.jp

大崎市 観光交流課 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1
kk@city.osaki.miyagi.jp

富谷市 企画政策課 〒981-3392 富谷市富谷字坂松田30
kikakuseisaku@tomiya-city.miyagi.jp

蔵王町

まちづくり推進
課
まちづくり推進
係

〒989-0892
刈田郡蔵王町大字円田字西浦北
10 machidukuri@town.zao.miyagi.jp

七ヶ宿町
ふるさと振興課
企画係

〒989-0592 刈田郡七ヶ宿町字関126
shichi24@town.shichikashuku.miyagi.jp
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電話番号 ＦＡＸ番号

0224-53-2112 0224-53-3818

0224-83-2112 0224-83-5740

0224-54-2111 0224-55-4172

0224-84-2111 0224-84-6789

0224-72-3024 0224-72-1540

0223-34-0505 0223-32-1433

0223-36-8948 0223-37-4144

022-354-5708 022-354-5708

022-357-5931 022-357-5932

022-767-2119 022-767-2105

022-345-1115 022-345-4852

022-359-5537 022-359-3287

022-345-5111 022-345-4853

0229-65-2111 0229-65-2685

0229-63-5611 0229-63-2037

0229-43-2112 0229-42-2693

0229-33-2180 0229-33-2160

0225-54-3131 0225-53-5483

0226-46-1371 0226-46-5348

担 当 課 名 郵 便 番 号 所　　在　　地
Ｅ－ｍａｉｌ

大河原町
企画財政課
政策企画係

〒989-1295 柴田郡大河原町字新南19
sato-masa@town.ogawara.miyagi.jp

村田町
企画財政課
まちづくり推進
班

〒989-1392 柴田郡村田町大字村田字迫6
mura-kik@town.murata.miyagi.jp

柴田町
まちづくり政策
課まちづくり推
進班

〒989-1692 柴田郡柴田町船岡中央2-3-45
plan@town.shibata.miyagi.jp

川崎町 地域振興課 〒989-1592
柴田郡川崎町大字前川字裏丁
175-1 chishin@town.kawasaki.miyagi.jp

丸森町
企画財政課
企画班

〒981-2192 伊具郡丸森町字鳥屋120
kikaku@town.marumori.miyagi.jp

亘理町 企画課企画班 〒989-2393 亘理郡亘理町字悠里１
kikaku1@town.watari.miyagi.jp

山元町
生涯学習課
生涯学習班

〒989-2203
亘理郡山元町浅生原字日向12-
1 shougaigakusyu.s@town.miyagi-yamamoto.lg.jp

松島町 産業観光課 〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一
19-1 kankou@town.matsushima.miyagi.jp

七ヶ浜町
七ヶ浜国際村
国際交流係

〒985-0803
宮城郡七ヶ浜町花渕浜字大山１-
1 kokusai@shichigahama.com

利府町
生活安全課
環境協働班

〒981-0112 宮城郡利府町利府字新並松4
kankyou-kyoudou@rifu-cho.com

大和町
まちづくり
政策課

〒981-3680
黒川郡大和町吉岡まほろば1-1-
1 seisaku@town.taiwa.miyagi.jp

大郷町 まちづくり政策課 〒981-3592 黒川郡大郷町粕川字西長崎5-8
kikaku@town.miyagi-osato.lg.jp

大衡村 総務課 〒981-3692 黒川郡大衡村大衡字平林62
soumu@village.ohira.miyagi.jp

色麻町 総務課総務係 〒981-4122 加美郡色麻町四竃字北谷地41
soumu@town.shikama.miyagi.jp

加美町
ひと・しごと推
進課

〒981-4292 加美郡加美町字西田三番5
hito-shigoto@town.kami.miyagi.jp

涌谷町
企画財政課
企画班

〒987-0192 遠田郡涌谷町字新町裏153-2
gr-kikaku@town.wakuya.miyagi.jp

南三陸町
企画課
企画情報係

〒986-0725
本吉郡南三陸町志津川字沼田
101 plan-ict@town.minamisanriku.miyagi.jp

美里町
まちづくり推進
課

〒987-8602 遠田郡美里町北浦字駒米13
machizukuri@town.miyagi-misato.lg.jp

女川町
企画課
企画調整係

〒986-2261 牡鹿郡女川町女川1-1-1
joho@town.onagawa.lg.jp


