相談

相 談

Ө

相談の窓口



Ө

１Ө 保健福祉センター（福祉事務所・保健所）Ө
保健福祉センターは、障害のある方の相談に応じ、各種福祉サービスの窓口となります。Ө
区Ө

担当課Ө
障害高齢課Ө

青葉区Ө

宮城野区Ө

若林区Ө

太白区Ө

泉区Ө

障害者支援係Ө

所在地Ө
青葉区上杉 ӻӷӿӷӻӨ
青葉区役所 ӽＦӨ

障害高齢課Ө

〒ԃԂӽӷԂԀӺ１Ө
宮城野区五輪 ӼӷӻӼӷӽӿӨ

地域支援係Ө

宮城野区役所２ＦӨ

障害高齢課Ө

〒ԃԂӾӷԂԀӺӻӨ

障害者支援係Ө

若林区保春院前丁 ӽӷӻӨ

地域支援係Ө

若林区役所 ӻＦӨ

障害高齢課Ө

〒ԃԂӼӷԂԀӺӻӨ

障害者支援係Ө

ԐԋԧӨ

ӼӼӿӷԁӼӻӻӨ

ӼӻӻӷӿӻӻԁӨ

ӼԃӻӷӼӻӻӻӨ

ӼԃӻӷӼӾӻӺӨ

ӼԂӼӷӻӻӻӻӨ

ӼԂӼӷӻӼԂӺӨ

ӼӾԁӷӻӻӻӻӨ

ӼӾԁӷӽԂӼӾӨ

ӽԁӼӷӽӻӻӻӨ

ӽԁӼӷԂӺӺӿӨ

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

ӽԃӼӷӼӻӻӻӨ

ӽԃӼӷӺӿԁӻӨ

ӽԃԃӷӼӻӻӻӨ

ӽԃԃӷӼӿԂӺӨ

〒ԃԂӺӷԂԁӺӻӨ

地域支援係Ө
障害者支援係Ө

電話番号Ө

太白区長町南 ӽӷӻӷӻӿӨ

地域支援係Ө

太白区役所 ӼＦӨ

障害高齢課Ө

〒ԃԂӻӷӽӻԂԃӨ

障害者支援係Ө

泉区泉中央 ӼӷӻӷӻӨ

地域支援係Ө

泉区役所東庁舎 ӻＦӨ

※Ө 上記のほかに、総合支所においても相談に応じます。Ө
Ө
名称Ө
青葉区Ө
宮城総合Ө
支所Ө

担当課Ө
障害高齢課Ө
障害者支援係Ө
保健福祉課Ө

〒ԃԂԃӷӽӻӼӿӨ
青葉区下愛子字観音堂 ӿӨ

保健係Ө

太白区Ө
秋保総合Ө

所在地Ө

保健福祉課Ө

支所Ө

〒ԃԂӼӷӺӼӾӽӨ
太白区秋保町長袋字大原 ӾӿӷӻӨ

Ө

２Ө 障害者総合支援センター（ウェルポートせんだい）Ө
障害のある方が自立した生活を送れるよう、専門的な相談や支援及び補装具等の判定業務を行っ
ています。Ө
※Ө 相談は予約制です。あらかじめ電話でお申込みください。Ө
所在地Ө
〒ԃԂӻӷӽӻӽӽӨ 泉区泉中央 ӼӷӼӾӷӻӨ

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

ԁԁӻӷԀӿӻӻӨ

ӽԁӻӷԁӽӻӽӨ

Ө
―
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北部発達相談支援センター（北部アーチル）Ө
南部発達相談支援センター（南部アーチル）Ө

相談

３Ө

自閉スペクトラム症、学習障害、知的障害、脳性まひなど、あらゆる発達障害の方々の相談・支援を
行っています。Ө
※Ө 相談は予約制です。あらかじめお住まいの区を担当するアーチルへ電話でお申し込みください。
担当区域については次の表をご確認ください。Ө
Ө

担当区域Ө

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

北部アーチルӨ 青葉区・宮城野区・泉区Ө 泉区泉中央 ӼӷӼӾӷӻӨ

ӽԁӿӷӺӻӻӺӨ

ӽԁӿӷӺӻӾӼӨ

南部アーチルӨ

ӼӾԁӷӽԂӺӻӨ

ӼӾԁӷӽԂӻԃӨ

若林区・太白区Ө

所在地Ө
太白区長町南 ӽӷӻӷӽӺӨ

４Ө 精神保健福祉総合センター（はあとぽーと仙台）Ө
（１）Ө 精神保健福祉相談（来所相談）Ө
ご自身やご家族のこころの悩み（ひきこもりやアルコール・薬物・ギャンブル依存症に関する相談も
含む）について、来所による相談を随時お受けいたします。Ө
※Ө 相談は、予約が必要です。あらかじめ電話でお申し込みください。Ө
【電話】ӼԀӿӷӼӻԃӻӨ 月曜日～金曜日Ө ８：３０～１７：００Ө
※Ө 土・日・祝日、年末年始（ӻӼӹӼԃ～ӻӹӽ）はお休みです。Ө
・相談は無料ですが、医師の診察が必要な場合は有料です。（各種健康保険適用）Ө
・秘密は厳守いたします。Ө
（Ӽ）Ө 電話相談Ө
こころの悩みに関するさまざまな相談（ひきこもりやアルコール・薬物・ギャンブル依存症に関する
相談も含む）をお受けいたします。Ө
※Ө 匿名の相談が可能です。秘密は厳守いたします。Ө
Ө
電話番号Ө

はあとラインӨ

ナイトラインӨ

ӼԀӿӷӼӼӼԃӨ

ӼӻԁӷӼӼԁԃӨ

月曜日～金曜日Ө
電話のӨ
相談時間Ө

ӻӺ：ӺӺ～ӻӼ：ӺӺӨ ӻӽ：ӺӺ～ӻԀ：ӺӺӨ

年中無休Ө

金曜日の午前中は精神科医師による精神医学相談を実施Ө

ӻԂ：ӺӺ～ӼӼ：ӺӺӨ

※土・日・祝日、年末年始（ӻӼӹӼԃ～ӻӹӽ）はお休みです。Ө
（ӽ）Ө 精神科デイケアӨ
精神科の通院医療の一環として、講座やグループ活動・レクリエーションなどを行っています。Ө
・こころの病気で通院治療している方が、就労や安定した社会生活が送れることを目指した「就労支
援・社会参加コース」、うつ病等のために休職中の方が、復職を目指すために自宅療養から慣らし勤
務へ一歩踏み出すための「リワーク準備コース」があります。Ө
・利用については、主治医にご相談ください。Ө
・各種健康保険を適用できます。Ө
・自立支援医療（精神通院）が利用できます。Ө
４）Ө こころの絆センターӨ
保健、福祉、医療、労働、教育、警察等の関係機関と連携しながら、自死を考えている方などの相談
支援を行います。Ө
【相談専用電話番号】Ө ӼӼӿӷӿӿԀӺ（こころまる）Ө
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相談

【開設時間】Ө ԃ：ӺӺ～ӻԁ：ӺӺӨ ※土・日・祝日、年末年始（ӻӼӹӼԃ～ӻӹӽ）はお休みです。Ө
（１）～（４）【問合先】Ө
所在地Ө

電話Ө

ԐԋԧӨ

〒ԃԂӺӷӺԂӾӿӨ 青葉区荒巻字三居沢 ӻӷԀӨ

ӼԀӿӷӼӻԃӻӨ

ӼԀӿӷӼӻԃӺӨ

Ө

５Ө 障害者の相談支援Ө
（１）Ө 障害者相談支援事業Ө
障害のある方を対象とした地域の相談窓口です。Ө
①Ө 青葉区Ө
事業所名Ө
障害者相談支援事業所Ө
ふらっと青葉Ө
障害者相談支援事業所Ө
ほっとすぺーすӨ

所在地Ө

電話番号

ԐԋԧӨ

青葉区二日町 ӾӷӽӨ
仙台市役所二日町分庁舎Ө

ӼԀӿӷӿӽӼӺӨ ӼԀӿӷӿӼԀӼӨ

（青葉区社会福祉協議会内）Ө
青葉区荒巻字三居沢 ӻӼӷӻӨ

障害者相談支援事業所Ө

青葉区支倉町 ӼӷӽӿӨ

とびらӨ

（ぴぼっと支倉内）Ө

ӼӼӿӷԀӿӿӻӨ

ӼӻӼӷӼӿӼӺӨ

ӼԀӻӷӽԀԀӾӨ

ӼԀӻӷӽԀԀӻӨ

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

②Ө 宮城野区Ө
事業所名Ө

所在地Ө

障害者相談支援事業所Ө

宮城野区大梶 ӻԀӷӼӨ

ハンズ宮城野Ө

（宮城野障害者福祉センター内）Ө

障害者相談支援事業所つるが

ӼԃӿӷԁӾӾӺӨ ӼԃӿӷԁӾӾӺӨ

宮城野区鶴ヶ谷 ӽӷӽӷӿӨ

ӽԂԂӷӾӽԂԂӨ ӽԂԂӷӾӽԁԁӨ

宮城野区出花 ӻӷӽӷӻӻӨ

ӼӿӾӷԀԁӿԁӨ ӼӿӾӷԀԁӿԁӨ

宮城野区二の森 ӻӾӷӽӨ

ӼԃӽӷӻӺӿӻӨ

ӼԃӿӷԁӻԃӾӨ

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

ӼԂӼӷӿӻԂԂ

ӼԂӼӷӿӻԂԂӨ

若林区石名坂 ԁӺӨ

ԁӻԀӷԂӻӿӼ

ԁӻԀӷԂӻӻԂӨ

障害者相談支援事業所Ө

若林区遠見塚 ӼӷӻԀӷӻӿӨ

くれよんӨ

（ピボット若林内）Ө

ӼԂӼӷӾԀԁӻ

ӼԂӼӷӾԀԁӼӨ

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

や地域生活支援センターӨ
障害者相談支援事業所Ө
宮城野雲母倶楽部＋ら Ժ ふӨ
障害者相談支援事業所Ө
「ホープ」Ө
③Ө 若林区Ө
事業所名Ө

所在地Ө

障害者相談支援事業所Ө

若林区遠見塚東８ӷ１Ө

ぴあら若林Ө

（若林障害者福祉センター内）Ө

障害者相談支援事業所Ө
てれんこӨ

④Ө 太白区Ө
事業所名Ө

所在地Ө

障害者相談支援事業所Ө

太白区長町南 ӻӷԀӷӻӺӨ

ハンズ太白Ө

（太白障害者福祉センター内）Ө

Ө
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ӽӺԂӷԂԂӽӾӨ ӽӺԂӷԂԂӽӾӨ

事業所名Ө
障害者相談支援事業所Ө
向日葵ライフサポートセンターӨ
障害者相談支援事業所Ө
サポートはぎӨ

所在地Ө

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

太白区袋原 ӿӷӻԁӷӽӽӨ

ԁӾӻӷӼԂԂӺӨ

ԁӾӻӷӽԁӽӿӨ

太白区大野田 ӿӷӼӽӷӽӨ

ӽӺӼӷԁӾԀӺӨ ԁӾԀӷԀԂԂӼӨ

⑤Ө 泉区Ө
事業所名Ө

所在地Ө

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

ԁԁӻӷӼԁӼԂӨ

ԁԁӻӷӼԁӼԂӨ

泉区南光台 ӼӷӻӾӷӿӿӨ

ԁӻԂӷӺԁԀԂӨ

ԁӻԂӷӺԁԀԃӨ

泉区上谷刈字長命 ӽӷӼӨ

ӽԁԂӷӽԀӽӺӨ ӽӾӼӷӿԀԀӼӨ

障害者相談支援事業所Ө

泉区七北田字道 ӾԂӷӻӼӨ

ふらっと泉Ө

（泉障害者福祉センター内）Ө

障害者相談支援事業所Ө
ソキウスӨ
障害者相談支援事業所Ө
ピース・スマイルӨ
Ө
（２）Ө その他の相談支援Ө
①Ө 発達障害児・者Ө

自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群などの発達障害児者を対象に支援を行っています。北部
発達相談支援センター（北部アーチル）・南部発達相談支援センター（南部アーチル）と連携して、訪問等
による各種相談や支援活動、交流の場の提供など、地域生活に密着した支援を行います。Ө
事業所名Ө

所在地Ө

仙台市自閉症児者相談センター

若林区遠見塚東 ԂӷӻӨ

（ここねっと）Ө

（若林障害者福祉センター内）Ө

仙台市第二自閉症児者相談セ 泉区泉中央 ӼӷӼӾӷӻӨ
ンター（なないろ）Ө

（北部発達相談支援センター内）Ө

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

ӼԃӾӷӺӾӿӼӨ ӼԂӿӷӼӾӽӺӨ
ӽӾӽӷԁӾԂӿӨ ӽӾӽӷԁӾԂԀӨ

Ө
②Ө 視覚障害者Ө
視覚障害者の方やその家族に対して日常生活上の助言や各種福祉サービスの利用援助などの相談
支援を行います。また視覚障害者どうしの交流会の開催、就労継続・就職を希望する方への就労支援
として白杖歩行訓練やパソコン操作訓練などを行います。Ө
事業所名Ө

所在地Ө

仙台市視覚障害者支援センター

仙台市泉区泉中央２丁目 ӼӾӷӻӨ

（アイサポート仙台）Ө

（障害者総合支援センター内）Ө

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

ӽӾӻӷӻԁӼԂӨ

ӽӾӻӷӻԁӼԃӨ

在宅の視覚障害者の方の社会参加・社会復帰を支援するため、日常生活のための身辺・家事動作の
訓練、白杖を使用した歩行訓練、パソコン訓練、点字訓練、ロービジョン訓練などを行います。Ө
事業所名Ө
日本盲導犬協会仙台訓練センターӨ

所在地Ө
青葉区茂庭字松倉 ӻӼ－ӼӨ

Ө
③Ө 就労Ө
ԟԀӺ「就労」をご参照ください。Ө
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電話番号Ө

ԐԋԧӨ

ӼӼԀӷӽԃӻӺӨ

ӼӼԀӷӽԃԃӺӨ

相談

④Ө 太白区（つづき）Ө

相談

④Ө ひきこもりӨ
ひきこもりでお悩みのご本人やご家族からの相談をお受けします。電話相談、面接相談のほか、家
庭訪問も行っています。Ө
①Ө 電話相談：月曜日～金曜日Ө ӻӺ：ӺӺ～ӻԁ：００（祝日、年末年始を除く）Ө
②Ө 面接相談：要予約Ө
③Ө 家族教室：母親教室（月 Ӿ 回）、父親教室（月１回）Ө
事業所名Ө

所在地Ө

仙台市ひきこもり地域支援Ө

若林区遠見塚 ӻӷӻԂӷӾԂӨ

センター「ほわっと・わたげ」Ө

（社会福祉法人わたげ福祉会内）Ө

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

ӼԂӿӷӽӿԂӻӨ

ӼԂӿӷԁӿӺӿӨ

Ө
⑤Ө 難病Ө
市内で生活する難病患者やご家族の方からの相談に対し、難病相談支援員が電話や面談、訪問等に
よる支援を行います。また、就労支援や難病に関する情報提供を行います。Ө
事業所名Ө
仙台市難病サポートセンターӨ

所在地Ө
青葉区木町通 ӻӷӾӷӻӿӨ
交通局本局庁舎７階Ө

電話番号Ө

ԐԋԧӨ

ԁԃԀӷԃӻӽӻӨ

ӼӻӻӷӻԁԂӻӨ

Ө
県内で生活する難病患者やご家族の方からの相談に対し、難病相談支援員が応じます。Ө
宮城県難病相談支援センターӨ 【電話】Ө ӼӻӼӷӽӽӿӻӨ 【ＦＡＸ】Ө ӼӻӻӷӻԁԂӻӨ

相談・支援


Ө

１Ө 高次脳機能障害者の生活相談・支援Ө
脳の病気や頭のけがによる後遺症「高次脳機能障害」のある方とその家族の相談に応じ、地域生活

の支援を行います。Ө
【問 合 先】Ө 障害者総合支援センター（ウェルポートせんだい）Ө
【電

話】Ө ԁԁӻӷԀӿӻӻӨ 【Ԑԋԧ】Ө ӽԁӻӷԁӽӻӽӨ

２Ө 進行性神経難病の方など重度障害者のコミュニケーション相談･支援Ө
会話や筆談が困難な重度障害者の方を対象に、コミュニケーションの確保に向けた相談支援、また
重度障害者用意思伝達装置等の適切な使用を図るための技術的支援を行います。Ө
【問 合 先】Ө
障害者総合支援センター（ウェルポートせんだい）Ө Ө 【電話】Ө ԁԁӻӷԀӿӻӻӨ 【Ԑԋԧ】Ө ӽԁӻӷԁӽӻӽӨ
仙台市重度障害者コミュニケーション支援センターӨ 【電話】Ө ԁԁԃӷԀԂԁӽӨ 【Ԑԋԧ】Ө ԁԁԃӷԀԂԁӾӨ

３Ө 精神障害のある方に対する訪問指導Ө
精神保健福祉相談員や保健師などが、各家庭を訪問して、精神障害のある方とそのご家族に対し、
医療の継続や受診の勧め、生活環境の調整など、生活支援を行います。Ө
【問 合 先】Ө 各区役所Ө 障害高齢課、総合支所Ө 保健福祉課Ө

４Ө 精神障害者家族教室Ө
精神障害のある方のご家族を対象に、精神障害についての学習や話し合いなどを通して、本人との
よりよい関係づくりや家族同士の交流を図ります。Ө
【問 合 先】Ө 各区役所Ө 障害高齢課、宮城総合支所Ө 保健福祉課Ө
―
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障害のある方が地域で自立した生活が送れるよう、身体の危害や財産侵害に関すること、家族や職
場での人間関係など、生活全般にわたる様々な相談に応じています。Ө
【相談時間】Ө 日・月曜日Ө ӻӼ：ӺӺ～ӻԁ：ӺӺӨ 精神障害のある方の相談日Ө
火曜日Ө Ө Ө 定休日（留守番電話とファクスで受付します。）Ө
水・木曜日Ө ӻӼ：ӺӺ～ӻԁ：ӺӺӨ 身体障害のある方の相談日Ө
金・土曜日Ө ӻӼ：ӺӺ～ӻԁ：ӺӺӨ 知的障害のある方の相談日Ө
※Ө 上記時間外と祝日及び年末年始は留守番電話とファクスで受付します。Ө
【問 合 先】Ө 障害者でんわ相談室Ө 【電話】Ө ӼԃԀӷӿӺӿӽӨ 【Ԑԋԧ】Ө ӼԃԀӷӿӺӿӽӨ

６Ө 民生委員児童委員Ө
民生委員児童委員は、厚生労働大臣の委嘱をうけ、地域において各種の相談・支援活動を行うとと
もに、区役所保健福祉センターその他関係機関等への協力活動を行っています。Ө
【問 合 先】Ө 各区役所Ө 保健福祉センター管理課Ө

７Ө 障害者相談員Ө
市長より委嘱された見識の高い民間の協力者です。身体障害・知的障害・精神障害また、難病や高次
脳機能障害の相談と助言を行っています。Ө
【問 合 先】Ө 仙台市障害者福祉協会Ө 【電話】Ө ӼԀԀӷӺӼԃӾӨ 【Ԑԋԧ】Ө ӼԀԀӷӺӼԃӼӨ
障害者総合支援センター（ウェルポートせんだい）Ө
【電話】Ө ԁԁӻӷԀӿӻӻӨ 【Ԑԋԧ】Ө ӽԁӻӷԁӽӻӽӨ

８Ө 聴覚障害者福祉相談員Ө
聴覚障害のある方の福祉の増進を図るため、相談員が相談と助言を行っています。Ө
【問 合 先】Ө 健康福祉局障害企画課Ө 【電話】Ө ӼӻӾӷԂӻӿӻӨ 【Ԑԋԧ】Ө ӼӼӽӷӽӿԁӽӨ

ԃӨ 障害者差別解消相談員Ө
障害を理由とした差別（不当な差別的取扱い・合理的配慮の不提供）に関する相談について、専門の
相談員が対応します。Ө
不当な差別的取扱い：障害があるというだけで、正当な理由もなく、サービスの提供をしないことや障
害のない人と異なる不利な取り扱いをすることӨ
合 理 的 配 慮 の提 供：障害のある人から、社会の中にある困りごとを取り除くために、何らかの対応を
必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応す
ることӨ
【問 合 先】Ө 各区役所・宮城総合支所Ө 障害高齢課Ө

ӻӺӨ 仙台市総合コールセンター「杜の都おしえてコール」Ө
仙台市総合コールセンター「杜の都おしえてコール」では、市役所・区役所のさまざま制度や手続き
など、市政に関するお問い合わせを年中無休で受け付けています。どの部署に問い合わせたらよいの
かわからないときでも、安心してご利用ください。Ө
あわせて、市民の皆さまが必要な情報をより手軽に入手できるよう、専用ホームページに市政に関
する「よくある質問と回答（ԐԋԠ）」を掲載していますのでご利用ください。Ө
Ө
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相談

５Ө 障害者でんわ相談室Ө

相談

※Ө 個人情報が必要となるお問い合わせや、申請に対する許可といった担当部署の判断を要するお
問い合わせなど、コールセンターで回答を完結できない場合は、担当部署に取り次ぎます。Ө
【受付時間】Ө 午前 Ԃ 時から午後 Ԃ 時まで（年中無休）Ө
（土曜日・日曜日・祝日および年末年始（ӻӼ 月 Ӽԃ 日～ӻ 月 ӽ 日）は午後 ӿ 時まで）Ө
「よくある質問と回答（ԐԋԠ）」Ө
【ＵＲＬ】Ө ԸՈՈՄՇԄӹӹԶԱՅӸԳԱՀՀԳԵՂՈԵՆӸԳԺՈՍӸՇԵՂԴԱԺӸԻՄӹӨ
【問 合 先】Ө 仙台市総合コールセンター「杜の都おしえてコール」Ө
▲ＱＲコードӨ

【電話】Ө ӽԃԂӷӾԂԃӾӨ 【ＦＡＸ】Ө ӽԃԂӷӿӺԁӺӨ

健康に関する相談


Ө

１Ө こころの健康相談Ө
精神科医、精神保健福祉相談員、保健師などが、こころの健康や精神障害者の日常生活・社会参加

に関する各種相談をお受けします。Ө
※Ө 相談を希望される方は、あらかじめ電話で予約をお願いします。Ө
【問 合 先】Ө 各区役所Ө 障害高齢課、総合支所Ө 保健福祉課Ө

２Ө アルコール健康相談Ө
お酒に関する問題についてのご相談をお受けします。また、家族を対象にミーティングも実施してい
ますのでお問い合わせください。Ө
【問 合 先】Ө 各区役所Ө 障害高齢課、総合支所Ө 保健福祉課、精神保健福祉総合センターӨ

３Ө てんかんに関する相談Ө
てんかんによる悩みを解決するための相談を行っています。Ө
【問 合 先】Ө 日本てんかん協会宮城県支部Ө 【電話】ӼӾԁӷӺӽӿԀӨ 【Ԑԋԧ】ӼӾԁӷӺӽӿԀӨ
Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө カーレ仙台（てんかん情報・相談センター仙台Ө 代表：海野美千代Ө 氏）Ө
Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【電話】Ө ӺӼӼӽӷӼӾӷӻӽԀӼӨ Ө 【ԏӷՁԱԺՀ】Ө ՈԵՂӷԻՃԸՃԊԳԵՀՀՃӸՃԳՂӸՂԵӸԻՄӨ
Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【Ԑԋԧ】Ө ӺӼӼӽӷӼӾӷӼӼԀӿӨ 【Ԥԡԙ】Ө ԸՈՈՄՇԄӹӹՋՋՋӸՇԵՂԴԱԺӷԳԱՆԵӸՃՆԷӨ

４Ө ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）に関する相談Ө
ＨＩＶ感染者・エイズ患者の方に対する相談支援を行っています。支援団体や当事者団体等の紹介も
行っています。Ө
【問 合 先】Ө 各区役所Ө 管理課

Ө
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Ө

１Ө 仙台市権利擁護センター「まもりーぶ仙台」Ө
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力の十分でない方が、地域で福祉サービスなどを適切に

利用し自立した生活が送れるよう、本人との契約に基づいて下記のサービスを提供します。（利用料負
担あり。ただし、生活保護受給者・市民税非課税の方には減免制度があります。）Ө
名Ө 称Ө

内Ө 容Ө
福祉サービスの情報提供や申し込み手続きの支援、事業者から提供されるサ

利用援助サービスӨ

ービス内容の確認、福祉サービスについての苦情解決制度を利用する際の支
援、区役所等から送付される通知などの確認Ө

金銭管理サービスӨ

日常的な生活費のための預貯金の払戻、公共料金の支払などの代行・代理Ө

あずかりサービスӨ

通帳、証書、実印などを預かり金融機関の貸金庫に保管Ө

【相談方法】Ө 面接・電話・Ԑԋԧ ご本人またはご家族、関係者からの相談に応じます。（無料）Ө
※Ө 面接による相談は、電話での事前予約をお勧めします。Ө
【相談時間】Ө 月曜日〜金曜日Ө ԃ：ӽӺ～ӻԀ：ӺӺ（土日、祝日、ӻӼӹӼԃ～ӻӹӽ は休館日）Ө
【問 合 先】Ө 仙台市権利擁護センターӨ
【所 在 地】Ө 〒ԃԂӺӷӺӺӼӼӨ 青葉区五橋 ӼӷӻӼӷӼӨ 仙台市福祉プラザ７階Ө
【電

話】Ө ӼӻԁӷӻԀӻӺӨ 【Ԑԋԧ】Ө ӼӻӽӷԀӾӿԁӨ

ӼӨ 仙台市成年後見総合センターӨ
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した状態になっても、自立した生活を送れるよ
う、地域包括支援センター等と連携し、市民の成年後見制度の利用を支援します。Ө
【相談方法】Ө 面接・電話・訪問により、成年後見制度に精通している専門の相談員が対応します。Ө
（無料・要予約）Ө
【相談時間】Ө 月曜日〜金曜日Ө ԃ：ӽӺ～ӻԀ：ӺӺ（土日、祝日、ӻӼӹӼԃ～ӻӹӽ は休館日）Ө
【問 合 先】Ө 仙台市成年後見総合センターӨ
【所 在 地】Ө 〒ԃԂӺӷӺӺӼӼӨ 青葉区五橋 ӼӷӻӼӷӼӨ 仙台市福祉プラザ ԁ 階Ө
【電

話】Ө ӼӼӽӷӼӻӻԂӨ 【Ԑԋԧ】Ө ӼӻӽӷԀӾӿԁӨ

ӽӨ 成年後見制度利用支援Ө
（１）Ө 市長による後見等開始の審判請求Ө
次のような場合で、特に必要と認められるときに、家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求を
します。Ө
判断能力が不十分な知的障害や精神障害のある方でӨ
①Ө 配偶者及び Ӿ 親等内の親族がいないときӨ ②Ө 親族による申立が期待できないときӨ
（２）Ө 後見人等報酬の助成Ө
市長が家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求を行った場合や、親族が審判の請求を行う者
のうち、一定の条件を満たした場合で、本人が成年後見人等に対して報酬支払い能力がないときは、
一定の基準により後見人等の報酬を助成します。Ө
【助成対象者】Ө 生活保護受給者及びそれに準ずる方（親族等が後見等開始の審判請求を行う場合は、
仙台市成年後見総合センターから後見人候補者の推薦を受けた方）Ө
【問 合 先】Ө 各区役所・宮城総合支所Ө 障害高齢課Ө
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相談

権利擁護に関する相談

相談

ӾӨ 障害者虐待防止・差別解消相談ダイヤルӨ
障害のある方が、「家族・親族・同居している人」や「障害者施設・障害福祉サービス事業所の職員」、
「事業主」から虐待を受けている場合の相談・通報等を受け付けます。また、事業者から障害を理由と
する差別的取扱いを受けたり、合理的配慮を得られずに困っているときも相談を受け付けます。Ө
【問 合 先】Ө 障害者虐待防止・差別解消相談ダイヤルӨ Ө
【電話】Ө ӼӻӾӷԂӿӿӻ（ӼӾ 時間・ӽԀӿ 日対応）Ө 【ＦＡＸ】Ө ӼӻӾӷԂӿӿӼӨ
各区役所・宮城総合支所Ө 障害高齢課、秋保総合支所Ө 保健福祉課、障害者総合支援セン
ター、精神保健福祉総合センター、北部発達相談支援センター、南部発達相談支援センタ
ーӨ

５Ө 宮城県障害者権利擁護センターӨ
障害のある方に対する虐待や障害を理由とする差別に関する県の相談窓口です。障害のある方や
その御家族はもちろんのこと、障害者福祉施設や企業等からの相談にも随時応じます。Ө
【相談時間】Ө 月曜日〜金曜日Ө ԃ：ӺӺ～ӻԁ：ӺӺ（土日、祝日、年末年始を除く）Ө
【問 合 先】Ө 宮城県社会福祉士会Ө 【電話】Ө ԁӼԁӷԀӻӺӻӨ 【ＦＡＸ】Ө ԁӼԁӷԀӻӺӼӨ

６Ө 補助犬に関する相談Ө
公共の施設等における補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）の同伴や使用についての苦情相談をお受け
しています。Ө
【問 合 先】Ө 健康福祉局障害企画課Ө 【電話】Ө ӼӻӾӷԂӻӿӻӨ 【Ԑԋԧ】Ө ӼӼӽӷӽӿԁӽӨ

―
20 ―
ӼӺӨ



