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施設名
開館時間

休館日
火〜金 土・日、祝日

市民図書館 9：30～
20：00

9：30～
18：00

・月曜（祝日除く）
・�祝日の翌日（土日また
は祝日を除く）
・�毎月第4木曜（祝日、
12月を除く）
・�年末年始（12月28日
から1月4日）
・特別整理期間
※�詳しくは下記ホーム
ページをご覧ください。

広瀬図書館
榴岡図書館
若林図書館

9：30～
19：00宮城野図書館

太白図書館
泉図書館

9：30～
17：00

施設名 所在地 電話番号
FAX番号

市民図書館 青葉区春日町2-1
（せんだいメディアテーク内）

261-1585
213-3524

広瀬図書館 青葉区下愛子字観音堂5
（広瀬文化センター内）

392-8421
391-6113

宮城野図書館 宮城野区五輪2-12-70
（宮城野区文化センター内）

256-7361
256-7363

榴岡図書館 宮城野区榴岡4-1-8
（パルシティ仙台4階）

295-0880
295-0891

若林図書館 若林区南小泉1-1-1
（若林区文化センター内）

282-1175
282-1176

太白図書館 太白区長町5-3-2
（太白区文化センター内）

304-2742
304-2526

泉図書館
（子供図書室） 泉区泉中央1-8-6 375-6161

375-6165

青葉の森管理センター
263-2101   263-2102

377-8441   377-8484

❷緑と公園

❶図書館

　散策路が整備され、青葉山の豊かな自然に親しめ
ます。また親子を対象にしたイベントなども実施し
ています。
青葉区荒巻字青葉260

移動図書館 
　移動図書館車に3,500冊の本を積んで2週間ごと
に市内を巡回しています。貸し出しは仙台市図書館
全館合わせて、1人10冊まで。

利用方法 
　仙台市図書館全館合わせて、本・雑誌は1人10冊
まで、視聴覚資料は1人3点まで、2週間貸し出しま
す。利用の際は利用者カードが必要です。カード発
行の際には、現住所・氏名を確認できるもの（健康保
険証、運転免許証等）が必要となります。

青葉の森緑地

施設名 所在地 電話番号
三居沢 青葉区荒巻字三居沢1 221-5059
南小泉 若林区古城3-26-10 285-4603

　幼児から小学生まで、自転車やゴーカートを利用
し、楽しみながら交通ルールを学べます。
9：00～16：00
月曜（祝日の場合は翌日）、12月28日～1月4日

交通公園

宮城県図書館

図書館

市の施設・
公共機関

図書等の郵送貸し出し 
　障害などで来館の困難な方に、市民・宮
城野・若林・太白・泉図書館で郵送による貸
し出しをしています。

　図書は1人5冊、視聴覚資料は1人5点、合わせて
10点まで、貸出日から各15日間借りられます。
�9：00～19：00（日曜、祝日9：00～17：00）
�月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始、そのほか
臨時休館があります。詳しくは下記ホー
ムページをご覧ください。
泉区紫山一丁目1-1

229-0631   229-8419
八木山動物公園フジサキの杜

アフリカゾウやキリンなどが一緒に見
渡せるアフリカ園や、ガラス越しにホッ
キョクグマやカバが間近に見られる展示
が魅力。また、ふれあいの丘では動物たちとのふれ
あいを行っています。
�3月～10月…9：00～16：45（入園は16：00まで）��
11月～2月…9：00～16：00（入園は15：00まで）
�月曜（祝日の場合は火曜）、12月28日～1月4日
太白区八木山本町一丁目43

せんだい電子図書館
　仙台市にお住まいで、有効期限内の利用
者カードをお持ちの方はどなたでも利用
できます。（1人3点まで2週間）

２２０７仙台市(SG90)行政最終.indd   74２２０７仙台市(SG90)行政最終.indd   74 2022/06/20   10:33:192022/06/20   10:33:19



青 葉 区 役 所　 022-225-7211
宮城野区役所　 022-2９1-2111

泉 区 役 所　 022-372-3111
宮城総合支所　 022-392-2111

秋保総合支所　 022-399-2111区役所の代表電話番号 若 林 区 役 所　 022-282-1111
太 白 区 役 所　 022-247-1111

青 葉 区 役 所　 022-225-7211
宮城野区役所　 022-2９1-2111

泉 区 役 所　 022-372-3111
宮城総合支所　 022-392-2111

秋保総合支所　 022-399-2111区役所の代表電話番号 若 林 区 役 所　 022-282-1111
太 白 区 役 所　 022-247-1111

75

開館時間・受付時間 休館日・休所日 所在地

市
の
施
設
・
公
共
機
関センターハウス　 288-4021   288-4021

　七北田川河口から名取川河口に至る延長9km、海岸
線から600mの幅を持つ帯状の公園。野球場・庭球場・
運動広場・馬術場・冒険広場・デイキャンプ場・パークゴ
ルフ場などさまざまな施設を楽しむことができます。
若林区荒浜字北官林30

海岸公園

宮城野区役所公園課
　伊達家四代藩主綱村が生母三沢初子の冥福を祈
るため釈迦堂を建て、桜・松・楓などを植えて「四民
遊覧」の地としたことがこの公園のはじまり。芝生
広場、噴水彫刻のほか、野外音楽堂、歴史民俗資料館
などがある総合公園です。

榴岡公園

管理事務所　 275-7185
　園内一周約3km。ピクニック、オリエンテーリン
グなどが楽しめる憩いの森です。科学館、ホタルの
生息する池などもあります。
青葉区台原森林公園4-4

台原森林公園

青葉区役所公園課
　仙台市役所や宮城県庁に隣接する都心の公園。市民広場
や野外音楽堂があり、さまざまなイベントが行われます。

勾当台公園

自然観察センター
244-6115   244-6133

　太白山周辺は、多くの動植物をはぐくむ貴重なエ
リア。楽しみながら自然を知ることができます。
太白区茂庭字生出森東36-63

太白山自然観察の森

399-2324   399-6814
秋保ビジターセンター

　登山、ハイキングなど自然を満喫できる二口峡
谷。自然の素晴らしさ、大切さを紹介する施設です。
開館期間=4月～11月
9：00～16：30
火曜（祝日の場合は翌日）
太白区秋保町馬場字本小屋16-1

399-2761   797-2645
秋保大滝植物園

　秋保大滝に隣接する植物園。蔵王山系の植物を中
心に15,000本の草木が植栽されています。
開館期間=4月～11月（期間中無休）
9：00～16：30
太白区秋保町馬場字大滝5

　梅やバラなど、四季折々の花や植物のほか、農業
体験や多彩なイベントを楽しむことができます。ま
た、季節の果物やトマトの摘み取り体験ができる観
光農園や、カフェ・直売コーナーもあります。
9：00～17：00（11～2月は、9：00～16：00）
�月曜（祝日の場合は翌日）、12月29日～1月4日
若林区荒井字切新田13-1

せんだい農業園芸センター（愛称：みどりの杜）
公園・イベントに関すること
288-0811   288-1772

観光農園に関すること
762-9688

795-6760   795-6766
東北大学植物園

　天然記念物に指定されている青葉山の中の植物園で、
宮城県の丘陵地の自然生態系がよく保存されています。
開園期間=春分の日～11月
　詳細はHPをご確認ください。
青葉区川内12-2

野草館　 222-2324   222-9155
　自然の地形を生かして、高山植物、水生植物など
野草を中心に観察できます。
開園期間=�3月20日～11月30日（期間中無休）、野

草館は1月5日～12月27日
9：00～16：45
太白区茂ケ崎二丁目1-1

野草園

　仙台城跡を中心とした緑深い公園です。五色沼は日本
フィギュアスケート発祥の地として知られ、本丸跡の伊
達政宗公騎馬像（令和4年3月の地震により現在修復中）、
仙台城見聞館や土井晩翠「荒城の月」碑などもあります。

青葉山公園
青葉区役所公園課

　お花見、七夕花火祭など季節感あふれる市民の憩
いの公園。伊達政宗公が朝鮮から持ち帰ったとされ
る臥竜梅、キリシタン殉教碑、国内で唯一現存する
C60型のSLなどがあります。

西公園
青葉区役所公園課
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都市緑化ホール
375-9911   375-9912

湯元公園管理事務所
398-2578   398-4110

　泉中央の七北田川沿いの総合公園。園内には、ユ
アテックスタジアム仙台、都市緑化ホール、体育館、
テニスコート、野球場、大型遊具などがあります。
泉区七北田字赤生津4

　秋保温泉郷のそばに位置し、テニスコート、野球
場などのスポーツ施設、散策路、隣には「秋保工芸の
里」があります。
太白区秋保町湯元字上原54-19

七北田公園

湯元公園

225-3074   225-2558

❸文化施設

スリーエム仙台市科学館

博物館

　重要文化財の伊達政宗所用具足をはじ
め、江戸時代を中心とした仙台に関わる歴
史・文化・美術工芸資料など約98,000点を
収蔵しています。
�大規模改修工事のため、令和6年3月31日（予定）
まで休館しています。休館中の活動（イベントや
講座）について、博物館公式ツイッターやホーム
ページで随時お知らせしています。
青葉区川内26<仙台城三の丸跡>

276-2201   276-2204
　仙台の自然をさまざまな面から調べら
れる自然史系、実験装置がそろった理工
系、生活や遊び、環境の科学を扱った生活
系などのフロアで、「ふれる科学、ためす科学」を体
験できます。小さなお子さんも遊びながら楽しく科
学を学べます。

246-9153   246-9158

391-1300   391-1301

271-3020   271-3044

地底の森ミュージアム（富沢遺跡保存館）

天文台

仙台文学館

　土井晩翠をはじめとする明治以降近代
の文学者に加え、現在活躍中の作家を大き
く取り上げて学都仙台の文学を紹介しま
す。レストランや子どもの本の部屋もあります。
9：00～17：00（入館は16：30まで）
�月曜（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日・祝日、10
月11日を除く）、1月～11月の第4木曜（祝日は開
館）、年末年始（12月28日～1月4日）
青葉区北根二丁目7-1

　口径1.3mの「ひとみ望遠鏡」や、直径
25mのドームにリアルな星空を投映する
プラネタリウム、天体や宇宙等について楽
しく学ぶことのできる展示室を備えています。土曜
の夜、晴天時には天体観望会を開催します。
�9：00～17：00（土曜は21：30まで※展示室は
17：00まで）（入館は閉館の30分前まで）
�水曜、毎月第3火曜（祝日にあたるときは、その直
後の平日 ※ただし、学校長期休業期間中は開
館）、年末年始（12月29日～1月3日）
青葉区錦ケ丘九丁目29-32

　富沢遺跡から発見された旧石器時代の
人類の活動跡や森の跡をそのまま保存・公
開しています。当時の様子を紹介する常設
展示や氷河期の森を復元した野外展示もあります。
9：00～16：45（入館は16：15まで）
�月曜（祝日、10月11日を除く）、祝日の翌日（土・
日曜、祝日を除く）、1月～11月の第4木曜（祝日
は開館）、年末年始（12月28日～1月4日）
太白区長町南四丁目3-1

太白区役所公園課
　標高120mの公園からは、市街地をはじめ、遠く
太平洋まで望むことができます。丘の上には、茶室
仙庵や茂ケ崎庵、野草園があります。

大年寺山公園 9：00～16：45（入館は16：00まで）
�月曜（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日曜、祝日、
10月の第2月曜の翌日を除く）、第4木曜（祝日・
12月を除く）、年末年始（12月28日～1月4日）
青葉区台原森林公園4-1
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307-5665   743-6771
縄文の森広場

　山田上ノ台遺跡で発見された約4千年
前のムラの様子を復元しています。竪穴住
居を復元した野外広場、ガイダンス施設が
あり、展示見学やさまざまな縄文体験活動が楽しめ
ます。
�9：00～16：45（入館は16：15まで）体験活動は
ホームページ等で確認ください。
�月曜（祝日、10月11日を除く）、祝日の翌日（土・
日曜、祝日を除く）、1月～11月の第4木曜（祝日
は開館）、年末年始（12月28日～1月4日）
太白区山田上ノ台町10-1

391-4126   391-4127
　作並温泉にある観光交流館。足湯や物産販売等も
あります。
�9：00～17：00（冬期間は変更になる場合があります）
年末年始
青葉区作並字元木2-7

湯のまち 作並観光交流館 ラサンタ

224-3548

263-6931   262-5465

295-3956   257-6401

　郷土の詩人、土井晩翠が晩年を過ごした住居。当
時のたたずまいを保存・展示しています。
9：00～17：00
�月曜（祝日の場合はその翌日）・年末年始（12月
29日～1月3日）
青葉区大町一丁目2-2

晩翠草堂

戦災復興記念館「資料展示室」

歴史民俗資料館

　明治初期に建てられた洋風建築（市指定
有形文化財）で、職人の道具や玩具、農具な
ど、仙台の暮らしの変遷がわかる展示をし
ています。
9：00～16：45（入館は16：15まで）
�月曜（祝日、10月11日を除く）、祝日の翌日（土・
日曜、祝日を除く）、1月～11月の第4木曜（祝日
は開館）、年末年始（12月28日～1月4日）
宮城野区五輪一丁目3-7（榴岡公園内）

　昭和20年7月10日の仙台空襲の記録や
戦後の復興事業の写真、模型などを展示し
ています。
9：00～17：00（入館は16：30まで）
�改修工事のため、令和4年11月30日（予定）まで
休館となります。
青葉区大町二丁目12-1

393-2188   393-2188
水道記念館

　仙台の水道の歴史とそのしくみについ
て、映像や実物の展示で分かりやすく紹介
しています。また、水循環や森林の働きな
ど、水と環境についてゲームやクイズで楽しみなが
ら学ぶことができます。
　記念館の周りには自然豊かな青下水源地が広が
り、桜や紅葉などの四季折々の風景や、昭和初期に
建設された歴史ある青下ダムなどを見ることがで
きます。周囲のハイキングコースを散策し、自然を
満喫するのもおすすめです。
　来館された方には、青下ダムのダムカードを差し
上げています。
9：30～16：00
�月曜（祝休日を除く）、祝日の翌日（土・日曜、祝休
日を除く）、冬期間（12月1日～3月31日）
青葉区熊ケ根字大原道地内

244-1267
市電保存館

　昭和51年に廃止された仙台市電の車両
と資料の展示、ビデオ上映などを行ってい
ます。
10：00～16：00
�月曜（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日曜、祝日を
除く）、12月28日～1月3日

　※�冬期間（12月1日～3月19日）は土・日曜、祝日
のみ開館（日曜日が祝日の場合、翌日も開館）
太白区富沢字中河原2-1（地下鉄富沢車両基地内）

304-9151   304-9152
秋保・里センター

　秋保の自然・歴史・文化・観光など、魅力
のすべてを紹介。観光案内所のほか地元の
工芸品などの展示や秋保電鉄コーナー、昔
遊びコーナーもあります。
9：00～18：00（年中無休/年2回保守点検日あり）
太白区秋保町湯元字寺田原40-7
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221-2111
　日本の近代以降の作品、宮城県および東北地方ゆ
かりの作品、また、カンディンスキーやクレーなど
海外作家の作品を所蔵しています。また、ものを作
る楽しみを体験することができる創作室も備えて
います。
9：30～17：00（発券は16：30まで）
�月曜（祝休日の場合は翌平日）、年末年始
（12月29日～1月3日）ほか、詳しくは
HPでご確認ください。
青葉区川内元支倉34-1

宮城県美術館

六幽庵・緑水庵　青葉区役所公園課
仙庵・茂ケ崎庵　太白区役所公園課
・六幽庵（青葉区木町通二丁目4-51）
・緑水庵（青葉区片平一丁目2-5）
・仙庵（太白区茂ケ崎三丁目10-19）
・茂ケ崎庵（太白区茂ケ崎三丁目10-20）
9：00～17：00

茶　室

245-6665   743-1382
　市指定文化財の旧伊達邸を復元。仙台箪笥料理を
はじめとした季節の料理を味わうことができます。
�営業時間 ①11：30～14：00/②17：00～20：00��
※②は要予約
太白区茂庭字人来田西143-3

旧伊達邸「鐘景閣」

391-2060   391-2064
大倉ふるさとセンター

　市指定文化財の「旧石垣家住宅」を復元した茅葺
き屋根の古民家と、体験活動やワークショップなど
に利用できる工房・多目的室があります。キャンプ
エリアではキャンプや芋煮会もできます。また、自
然体験活動等のイベントも行っています。
（利用には申し込みが必要です。）

オーエンス泉岳自然ふれあい館
379-2151   379-2152

　宮城県産の木材をふんだんに使用した木の香り豊
かな施設です。泉ケ岳を訪れる皆様に各種の情報を
提供するほか、休憩コーナーや売店、軽食堂も備えて
います。泉ケ岳での自然体験活動の拠点として宿泊
や日帰りで利用できるほか、市民キャンプ場も併設
しています。（施設利用には申し込みが必要です。）
�宿泊室 宿　泊 14：00～翌10：00� �
　　　 日帰り 9：00～17：00� �
体育館・研修室・多目的ホール 9：00～21：00� �
市民キャンプ場 宿　泊 16：30～翌9：30� �
　　　　　　　 日帰り 10：00～16：00
�12月29日～1月3日� �
（総合案内・休憩コーナーは年中無休）
泉区福岡字岳山9-8

仙台城見聞館
　仙台城と城下町の歴史やこれまでの発掘調査成
果・仙台城の中心建物である本丸大広間の様子など
をパネル・各種模型・レプリカ、映像などでわかりや
すく展示しています。
9：00～17：00
年中無休
�青葉区川内1-11（仙台城本丸跡・伊達政宗騎馬像西側）

史跡陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設
　陸奥国分寺や尼寺の歴史や、史跡地内の文化財に
ついて、パネル解説や出土遺物の展示等を行って
おり、ガイドボランティアがわかりやすく解説しま
す。隣にはかつての「廻廊」を再現しました。
9：00～17：00
年中無休
�若林区木ノ下2丁目5-1

�古 民 家 10：00～17：00� �
工　　房 9：00～18：00� �
多目的室 9：00～22：00� �
管 理 棟 �9：00～18：00（施設利用時22：00まで）��

（11月～3月は18：00まで）
　キャンプサイト� �
　日帰り 9：00～18：00（通年）� �
　宿　泊 18：00～翌9：00� �
　（4月～10月）
�第3水曜（祝日の場合は翌日）、11月～3月は毎週
水曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月28日
～1月4日）
青葉区大倉字若林14-2

265-2211   265-2485
せんだい青葉山交流広場

　地下鉄東西線国際センター駅北側にあ
り、大型テント等の設置もできるイベント
会場。バス駐車場、一般駐車場としても利
用できます。
青葉区青葉山2
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施設名 所在地 電話番号
FAX番号 施設内容

仙台銀行ホールイズミティ21★
（泉文化創造センター） 泉区泉中央2-18-1 375-3101

375-4229
大ホール（1,456席）、小ホール（408席）、展示室、
スタジオ他

エル・パーク仙台★ 青葉区一番町4-11-1 141ビル
（仙台三越定禅寺通り館）5・6階

268-8300
268-8304

ギャラリーホール（248席）、スタジオホール
（190席）、セミナーホール、和室他

エル・ソーラ仙台★ 青葉区中央1-3-1
アエル28・29階

268-8041
268-8045 大研修室（72席）、研修室（30席）他

シルバーセンター★ 青葉区花京院1-3-2 215-3191
215-4140 交流ホール（304席）、研修室、和室他

日立システムズホール仙台★
（青年文化センター） 青葉区旭ケ丘3-27-5 276-2110

276-2108
コンサートホール（804席）、シアターホール
（588席）、交流ホール（300人収容）他

戦災復興記念館★ 青葉区大町2-12-1 263-6931
262-5465 記念ホール（270席）、展示ホール、研修室他

せんだい演劇工房
10-BOX（テン・ボックス）・
能-BOX（ノウ・ボックス）

若林区卸町2-12-13・
2-15-6（能-BOX）

782-7510
235-8610

演劇等のための練習室、作業場他（10-BOX）
能舞台のある練習・発表用スペース（能-BOX）

仙台国際センター 青葉区青葉山 無番地 265-2211
265-2485

大ホール（1,000席）、展示室（3,000㎡）、
大会議室、レセプションホール他

仙台サンプラザ 宮城野区榴岡5-11-1 257-3300
257-3331

イベントホール（最大2,710席）、ホテル棟に会
議・宴会場、宿泊施設を併設

トークネットホール仙台★
（仙台市民会館） 青葉区桜ケ岡公園4-1 262-4721

215-3950
大ホール（1,265席）、小ホール（500席）、展示室、
会議室他

せんだいメディアテーク★ 青葉区春日町2-1 713-3171
713-4482

オープンスクエア、ギャラリー、会議室、スタジオ
シアター（180席）

太白区文化センター★ 太白区長町5-3-2 304-2211
304-2746

ホール（442席～674席の可変式）、展示ホール、
スタジオ他

電力ホール 青葉区一番町3-7-1
電力ビル7階

225-2251
267-4860 ホール（1,000席）

中小企業活性化センター★ 青葉区中央1-3-1
アエル5階～7階

724-1200
724-1210 多目的ホール（600人収容）、会議室他

広瀬文化センター★ 青葉区下愛子字観音堂5 392-8401
392-8410 ホール（605席）、リハーサル室他

❺会館・ホール

利用者登録 �
　パソコン・携帯電話等から、施設の利用申し込み
を行うには利用者登録が必要です。
　利用者登録は市民利用施設予約システムの主な
対象施設で受け付けています。登録には運転免許
証等の本人確認書類（団体登録の場合には団体の名
簿、運営規約等の資料など）が必要です。

❹ 会館・ホールやスポーツ施設の利用申し込み
　施設の窓口で直接お申し込みください。
　なお、電話やファクスによるお申し込みは各施設にお問い合わせください。

利用申し込み �
　→ 79〜85ページの施設名のあとに★印のつ
いている施設の利用申し込
み・空き情報照会は、インター
ネット等を通してパソコン・
携帯電話等から行うことがで
きます。

パソコン 携帯電話

システム操作方法等の問い合わせ
市民利用施設予約システムコールセンター
050-3531-1388

市民利用施設予約システム
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　★印のついている施設の利用申し込み、空き情報照会は、インターネット等を通してパソコン・スマート
フォン等から行うことができます。

施設名 所在地 電話番号
FAX番号 体育館

広瀬 青葉区下愛子字観音堂5

（講座受付電話番号）
392-8405
（施設受付電話番号）
392-8401
（共通FAX番号）
392-8410

宮城西 青葉区熊ケ根字石積47 393-2829
393-2491 あり

吉成 青葉区国見ケ丘2-2-1 279-2033
279-9431 あり

宮城野区
中央 宮城野区五輪2-12-70

（講座受付電話番号）
791-7015
（施設受付電話番号）
257-1213
（講座受付FAX番号）
295-2337
（施設受付FAX番号）
352-6221

あり

岩切 宮城野区岩切字
三所南88-2

255-7728
255-2075 あり

幸町 宮城野区幸町3-13-13 291-8651
291-8561 あり

高砂 宮城野区高砂1-24-9 258-1010
259-7577 あり

田子 宮城野区田子2-4-25 254-2721
254-2722 あり

榴ケ岡 宮城野区五輪1-3-1 299-5666
299-5690 あり

鶴ケ谷 宮城野区鶴ケ谷2-1-7 251-1562
251-1564 あり

東部 宮城野区平成1-3-27 237-0092
235-7634 あり

施設名 所在地 電話番号
FAX番号 体育館

生涯学習支援
センター 宮城野区榴岡4-1-8 295-0403

295-0810 あり

青葉区中央 青葉区一番町2-1-4 223-2516
261-3251

旭ケ丘 青葉区旭ケ丘3-25-15 271-4729
271-7984

折立 青葉区折立3-20-1 226-1226
226-2660 あり

貝ケ森 青葉区貝ケ森1-4-6 279-6320
279-6704 あり

柏木 青葉区柏木3-3-1 233-8066
233-8484 あり

片平 青葉区米ケ袋1-1-35 227-5333
268-0234 あり

北山 青葉区新坂町8-4 272-1020
272-1036

木町通 青葉区木町通1-7-36 711-2561
212-4330 あり

三本松 青葉区堤町3-23-1 274-3955
234-5355 あり

中山 青葉区中山3-13-1 279-9216
719-2150 あり

福沢 青葉区福沢町9-9 223-9095
213-1647 あり

水の森 青葉区水の森4-1-1 277-2711
277-8863 あり

大沢 青葉区芋沢字要害65 394-6891
394-6439 あり

落合 青葉区落合2-15-15 392-7301
392-6737 あり

市民センター★
　全ての市民センターで市民利用施設予約システムの利用が可能です。なお、工事等で休館してい
る市民センターがありますので、詳細は各市民センターにお問い合わせください。
9：00～21：00　 月曜（祝日を除く）、祝日の翌日（土曜、日曜、祝日を除く）、年末年始

施設名 所在地 電話番号
FAX番号 施設内容

福祉プラザ★ 青葉区五橋2-12-2 213-6237
213-6467

ふれあいホール（302席）、プラザホール、研修室、
創作室他

東京エレクトロンホール宮城
（宮城県民会館） 青葉区国分町3-3-7 225-8641

223-8728
大ホール（1,590席）、会議室、展示室、教養室、リ
ハーサル室、和室、ミーティングカルチャールーム

夢メッセみやぎ
（みやぎ産業交流センター） 宮城野区港3-1-7 254-7111

254-7110
展示場、大ホール（シアター最大504席）、会議室、
屋外展示場

若林区文化センター★ 若林区南小泉1-1-1 282-1171
282-1180 ホール（700席）、展示ホール、スタジオ他

のびすく泉中央 泉区泉中央1-8-6
仙台市泉図書館・のびすく泉中央4階

772-7340
375-0671 ホール（200席）他

宮城野区文化センター★ 宮城野区五輪2-12-70 257-1213
352-6221

コンサートホール（384席）、シアターホール
（198席）、スタジオ、リハーサル室　他

市民活動サポートセンター 青葉区一番町4-1-3 212-3010
268-4042 市民活動シアター（定員167人）
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施設名 所在地 電話番号
FAX番号 体育館

福室 宮城野区福室5-9-36 786-3540
388-6320 あり

若林区
中央

若林区南小泉1-1-1
（別棟）若林区保春院前丁3-1

（講座受付電話番号）
282-1173
（施設受付電話番号）
282-1171
（共通FAX番号）
282-1180

あり
（別棟）

荒町 若林区荒町86-2 266-3790
266-5436 あり

沖野 若林区沖野7-34-43 282-4571
285-4681 あり

七郷 若林区荒井3-7-2 288-8700
288-2340 あり

六郷 若林区今泉1-3-19 289-5127
289-6359 あり

若林 若林区若林3-15-20 282-4541
282-2637 あり

太白区
中央 太白区長町5-3-2

（講座受付電話番号）
304-2741
（施設受付電話番号）
304-2211
（共通FAX番号）
304-2526

あり

生出 太白区茂庭2-8-1 281-2040
281-4319 あり

富沢 太白区富沢南1-18-
10

244-3977
307-5101 あり

中田 太白区中田4-1-5 241-1459
242-2535 あり

西多賀 太白区西多賀3-6-8 244-6721
244-0524 あり

八本松 太白区八本松2-4-20 246-2426
246-9023 あり

東中田 太白区四郎丸字吹上51 242-1185
242-7053 あり

茂庭台 太白区茂庭台4-1-10 281-3293
281-4349 あり

八木山 太白区八木山本町1-43 228-1190
228-1689 あり

柳生 太白区柳生7-20-7 306-6750
306-7081 あり

施設名 所在地 電話番号
FAX番号 体育館

山田 太白区山田北前町13-1 244-0213
244-1843 あり

秋保 太白区秋保町長袋字
大原44-1

399-2316
399-2394 あり

馬場 太白区秋保町馬場字
竹林45-1 秋保にて受付 あり

湯元 太白区秋保町湯向2-20 秋保にて受付
泉区
中央 泉区市名坂字東裏53-1 372-8101

372-2447 あり

桂 泉区桂3-19-1 375-0550
771-5931 あり

加茂 泉区加茂4-2 378-2970
377-4565 あり

黒松 泉区黒松1-33-40 234-5346
219-2038 あり

将監 泉区将監8-1-18 372-0923
374-8704 あり

松陵 泉区松陵5-20-2 375-8101
375-6101 あり

高森 泉区高森6-1-2 378-9950
378-9969 あり

長命ケ丘 泉区長命ケ丘2-14-15 377-3504
377-3508 あり

寺岡 泉区寺岡2-14-4 378-4490
378-4534 あり

南光台 泉区南光台7-1-30 253-1023
253-1024 あり

根白石 泉区根白石字杉下前24 379-2108
376-5769 あり

松森 泉区松森字城前9-2 776-9510
776-9512 あり

南中山 泉区南中山2-24-12 379-4780
348-4340 あり

各区役所・宮城総合支所まちづくり推進課
コミュニティ・センター

　大広間、和室、会議室など、地域活動・交流の場として利用できます。
9：00～21：00
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機
関 市民センターの体育館 �

　体育館が併設されている市民センターもあります。

9：00～21：00 シェルコムせんだいは4～1月 6：00～22：00 12～3月 9：00～22：00

施設名 所在地 電話番号
FAX番号 施設内容

カメイアリーナ仙台★
（市体育館） 太白区富沢1-4-1 244-1111

244-1115 競技場、体育室、トレーニング室、温水プール他

本山製作所青葉アリーナ★
（青葉体育館） 青葉区堤町1-1-5 717-1191

717-1533 競技場、トレーニング室、会議室

本山製作所仙台市武道館★
（市武道館） 青葉区堤町1-1-5 717-1191

717-1533 柔道場、剣道場、弓道場、武道館会議室

仙台環境開発スポーツパーク宮城
広瀬★（宮城広瀬総合運動場） 青葉区上愛子字松原39-1 392-5340

392-1731
競技場、野球場、グラウンド、庭球場、温水プー
ル他

新田東総合運動場★
（元気フィールド仙台） 宮城野区新田東4-1-1 231-1221

231-1230
競技場、温水プール、トレーニング室、野球場、
ボルダリング室、アーチェリー場、スケート
ボードパーク他

出花体育館★ 宮城野区出花1-13-7 786-3446
786-3447 競技場、会議室

若林体育館★ 若林区卸町東2-8-10 236-0011
236-0012 競技場、小体育室、トレーニング室、会議室

秋保体育館★ 太白区秋保町長袋字上原21-3 399-2757
399-2793 競技場、小ホール

泉総合運動場★ 泉区野村字新桂島前60 372-1019
372-0151

競技場、サッカー場、グラウンド、庭球場、武道
館、弓道場、トレーニング室他

泉海洋センター★ 泉区七北田字田中1-2 373-9561
373-9562 競技場、ミーティングルーム

屋内グラウンド★
（シェルコムせんだい） 泉区野村字新桂島前48 218-5656

776-1090 競技場（屋根付・砂入人工芝）、集会室

七北田公園体育館★ 泉区七北田字赤生津4 375-9914
375-9913 体育室、トレーニング室、研修室

　★印のついている施設の利用申し込み、空き情報照会は、インターネット等を通してパソコン・スマート
フォン等から行うことができます。

体育館など屋内施設

スポーツ施設の総合案内 スポーツナビゲーションセンターせんだい
9：00～19：00（年末年始を除く）　 215-3233

体育館などの問い合わせ総括 スポーツ振興課　 214-8895
公園施設の問い合わせ総括 公園管理課　 214-8395

各市民センター → 80ページ

❻スポーツ施設

団体など専用使用 �
　「市民利用施設予約システム」のページ（→79
ページ）をご覧ください。

個人使用 �
　一般公開日の当日、窓口で個人使用券をお求めく
ださい。
�9：00～21：00 シェルコムせんだいは4～11月
6：00～22：00 12～3月9：00～22：00

�年末年始、保守点検日　施設内容により、利用できる時間が異なる場合があります。また、工事等で利用で
きない場合がありますので、直接施設へお問い合わせください。
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名称 所在地 電話番号
FAX番号 施設内容

宮城県宮城野原公園総合運動場 宮城野区宮城野2-11-6 256-2488
299-3895 庭球場、相撲場

宮城県第二総合運動場 太白区根岸町15-1 249-1216
246-7736

武道館、弓道場、合宿所、クライミングウォー
ル他

宮城県障害者総合体育センター 宮城野区幸町4-6-1 295-6550
295-6868 体育館、陸上競技場

幸町ウエルフェア温水プール 宮城野区幸町4-6-1 295-6550
295-6868 温水プール

宮城県の体育施設

256-2488   299-3895

弘進ゴム アスリートパーク仙台
（仙台市陸上競技場）

　トラック（400m×8レーン）、フィールド、室内雨
天練習場（100m×5レーン）などを備えた日本陸連
第3種公認の施設です。
宮城野区宮城野2-11-6

375-7800   375-7744
　七北田公園内にあるサッカー・ラグ
ビー・アメリカンフットボール専用公式競
技場。収容人数約2万人の劇場型スタジア
ムです。
泉区七北田字柳78

ユアテックスタジアム仙台

名称 利用期間 休館日 所在地 電話番号
FAX番号

シルバーセンター 60歳以上　10：00～20：00
一般　17：00～20：00

・保守点検日
・12/29～1/3 青葉区花京院1-3-2 215-3191

215-4140

TAC葛岡ウォーターパーク
（葛岡温水プール）

9：00～21：00
日曜、祝日9：00～20：00
7/21～8/24は8：00～

・保守点検日
・12/28～1/4

青葉区郷六字葛岡57-1 277-8598
277-8659

TAC水の森ウォーターパーク
（水の森温水プール）

9：00～20：00
7/21～8/24は8：00～ 青葉区水の森4-1-1 277-2713

277-2883

宮城広瀬温水プール 9：00～21：00
7/21～8/24は8：00～ 青葉区上愛子字松原39-1 392-2595

392-1731
TAC鶴ケ谷ウォーターパーク
（鶴ケ谷温水プール） 9：00～20：00 宮城野区鶴ケ谷8-19-1 252-1186

252-1189

宮城野体育館温水プール 10：00～21：00
7/18～8/21は9：00～ 宮城野区新田東4-1-1 231-1221

231-1230

今泉温水プール 10：00～20：00
7/21～8/24は9：00～ 若林区今泉字鹿子穴140 289-4235

289-4786

カメイアリーナ仙台（市体育館）
温水プール

10：00～21：00
日曜・祝日10：00～20：00
7/1～8/31は9：30～

太白区富沢1-4-1 244-1111
244-1115

プール
屋内温水プール �
※プールを利用するときは、水着と水泳帽を着用してください。

テニスコート、多目的広場および屋内施設　 375-5550   375-5610
フットサル場　 218-6006

スポパーク松森

　温水プール、温浴施設、屋根付きフットサル場（3面）、テニスコート（2面）などを備えた施設です。
泉区松森字城前122-1
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施設名 所在地 電話番号
宮城広瀬球場★
（硬式野球可）

青葉区上愛子字
松原39-1

392-5340
宮城広瀬グラウンド★
（サッカー可） 青葉区上愛子字松原39-1

桜ケ丘公園野球場★ 青葉区桜ケ丘8-2-1

263-7486
（青葉山公園管理事務所）

西花苑公園野球場★ 青葉区西花苑1-4
評定河原公園野球場★
（硬式野球可） 青葉区花壇1-1

広瀬川牛越緑地運動広場★
（サッカー可） 青葉区荒巻字三居沢地内

広瀬川仲ノ瀬緑地運動広場★ 青葉区川内仲ノ瀬地内
仙台市民球場★
（硬式野球可、照明設備あり） 宮城野区新田東4-1-1 231-1123

弘進ゴムアスリートパーク
仙台（仙台市陸上競技場） 宮城野区宮城野2-11-6 256-2488

扇町一丁目公園野球場★ 宮城野区扇町1-4

254-5700
（海岸公園管理事務所）

扇町四丁目公園運動広場★ 宮城野区扇町4-9
日の出町公園野球場★ 宮城野区日の出町3-6
海岸公園野球場★ 宮城野区蒲生字八郎兵工谷地
今泉野球場★ 若林区今泉字鹿子穴140

289-4235若林日辺グラウンド★
（ニッペリア） 若林区日辺字沖田東15

卸町五丁目公園野球場★ 若林区卸町5-4

236-1919
（卸町東二丁目公
園管理事務所）

卸町東二丁目公園野球場★
（照明設備有） 若林区卸町東2-4-1

広瀬川中河原緑地A・B・C運
動広場★（C運動広場では中
学生以上はソフトボール）

若林区若林7丁目地先

広瀬川若林緑地野球場★ 若林区若林4丁目地先
海岸公園運動広場 若林区荒浜字今切1-1 288-0390

野球場・運動広場
団体など専用使用 �
　「市民利用施設予約システム」のページ（→ 79
ページ）をご覧ください。
　仙台市陸上競技場の競技場及び海岸公園運動広
場の予約は、直接施設へお問い合わせください。

名称 利用期間 休館日 所在地 電話番号
FAX番号

中田温水プール 10：00～21：00
土曜・日曜10：00～20：00

・保守点検日
・12/28～1/3 太白区中田町字二軒橋14-30 306-5971

306-5972

根白石温水プール
9：30～20：00
火曜・水曜・木曜（祝日を除く）
9：30～21：00
7/21～8/25は9：00～

・保守点検日
・12/28～1/4 泉区根白石字杉下前18-2 376-5124

376-5109

スポパーク松森
月～木曜9：00～23：00
土曜9：00～20：00
日曜・祝日9：00～20：00

・毎週金曜
・施設点検日
・12/31～1/3

泉区松森字城前122-1 375-5550
375-5610

施設名 所在地 電話番号

鈎取球場★ 太白区山田北前町3-98 289-4235
（中田温水プール事務所）

長袋グラウンド★ 太白区秋保町
長袋字大原160-2 399-2757

（秋保体育館事務所）
馬場グラウンド★ 太白区秋保町馬場字竹林45
太白公園野球場★ 太白区太白1-23-1

398-2578
（湯元公園管理事務所）

富沢公園運動広場★ 太白区富沢1-2-2
中田中央公園運動広場★
（サッカー可） 太白区東中田5-12

名取川富田緑地運動広場★ 太白区富田字京の南50
西中田公園野球場★ 太白区西中田7-1

湯元公園野球場★ 太白区秋保町湯元字
上原54-19

泉サッカー場★
（天然芝サッカー場） 泉区野村字小菅東5 771-5950

泉グラウンド★
（人工芝サッカー場） 泉区野村字新桂島前60 372-1019

北中山コミュニティ
グラウンド★ 泉区北山4-26-14 348-2515

屋内グラウンド★
（シェルコムせんだい） 泉区野村字新桂島前48 218-5656

北河原公園野球場★ 泉区上谷刈字北河原地内

375-4704
（七北田公園管理事務所）

将監公園野球場★ 泉区将監10-9
松陵公園野球場★ 泉区松陵2-4
寺岡中央公園野球場★ 泉区寺岡2-12-9
長命ケ丘公園野球場★ 泉区長命ケ丘5-14
七北田公園野球場★ 泉区七北田字欠下60-19
虹の丘公園野球場★
（高校生以上はソフトボール） 泉区虹の丘2-10-10

　休館日は主なもののみ示しています。年末年始・保守点検日などは休館となりますのでご注意ください。

　★印のついている施設の利用申し込み、空き情報
照会は、インターネット等を通してパソコン・携帯
電話等から行うことができます。
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開館時間・受付時間 休館日・休所日 所在地
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施設名 所在地 電話番号
川内庭球場★
（照明設備有・砂入人工芝10面） 青葉区川内元支倉35-2 216-3861

宮城広瀬庭球場★
（砂入人工芝3面）

青葉区上愛子字
松原39-1 231-1221

青葉山公園庭球場★
（硬式）（クレー6面） 青葉区川内追廻地内

263-7486
（青葉山公園管理事務所）

青葉山公園庭球場★
（軟式）（クレー16面） 青葉区川内追廻地内

桜ケ丘公園庭球場★
（全天候4面） 青葉区桜ケ丘8-2-1

評定河原公園庭球場★
（硬式）（砂入人工芝4面） 青葉区花壇1-1

高砂庭球場★
（全天候2面） 宮城野区福田町1-15-1 786-3446

（出花体育館事務所）
海岸公園庭球場★
（砂入人工芝5面・全天候5面）

宮城野区蒲生字
八郎兵工谷地

254-5700
（海岸公園管理事務所）

今泉庭球場★
（砂入人工芝7面） 若林区今泉字鹿子穴140 289-4235

卸町東二丁目公園庭球場★
（照明設備有・砂入人工芝4面） 若林区卸町東2-4-1

236-1919
（卸町東二丁目公
園管理事務所）

茂庭庭球場★
（砂入人工芝4面）

太白区茂庭字
人来田西143-23

398-2578
（湯元公園管理事務所）

中田中央公園庭球場★
（砂入人工芝4面） 太白区東中田5-13

湯元公園庭球場★
（全天候3面）

太白区秋保町湯元字
上原54-19

泉庭球場★
（砂入人工芝18面）

泉区野村字
新桂島前60 372-1024

シェルコムせんだい★
（砂入人工芝6面）

泉区野村字
新桂島前48 218-5656

向陽台五丁目緑地庭球場★
（全天候1面） 泉区向陽台5丁目地内

375-4704
（七北田公園管理事務所）

将監公園庭球場★
（クレー2面） 泉区将監10-9

松陵公園庭球場★
（全天候2面） 泉区松陵2-4

住吉台西四丁目公園庭球場★
（全天候2面） 泉区住吉台西4-2-5

長命ケ丘公園庭球場★
（クレー3面） 泉区長命ケ丘5-14

寺岡中央公園庭球場★
（砂入人工芝2面） 泉区寺岡2-12-9

七北田公園庭球場★
（砂入人工芝8面） 泉区七北田字欠下60-19

虹の丘公園庭球場★
（砂入人工芝2面） 泉区虹の丘10-10

団体など専用使用 �
　「市民利用施設予約システム」のページ（→ 79
ページ）をご覧ください。

テニスコート

288-0390
　23ホールある天然芝のパークゴルフ場です。パー
クゴルフ用具の貸出もおこなっており、初心者から
愛好者まで気軽にプレーを楽しむことができます。
�火曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～1/4）
若林区荒浜字川向10番地外

海岸公園パークゴルフ場

379-1250

❼スキー場・キャンプ場

　春から秋には、手ぶらでBBQ、いも煮会プランも
あり、オールシーズン楽しめる仙台西部エリア「泉
ケ岳」。
　令和4年夏より山空カフェもオープン！！

773-0496   773-0559
　青葉区と泉区にまたがる市街地に近い場所に位
置し、日帰りキャンプも楽しめます。
・宿泊棟1棟（24人）
・テントサイト14区画
・デイキャンプサイト20区画
利用期間＝4～11月（期間中無休）
泉区上谷刈字堤下8

水の森公園キャンプ場

泉ケ岳スキー場

379-3755
　泉ケ岳の北側斜面にあるスキー場で、冬はナイ
ターも営業しています。夏から秋はBBQやいも煮
会、ジップラインや展望リフトなどアクティビティ
も充実。

スプリングバレー仙台泉スキー場

349-5038
　馬術馬場や練習馬場、厩舎などを備えた馬術競技
用施設です。ふれあい乗馬、えさやり体験や馬の生
態学習などが体験できます。
�火曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～1/4）
若林区井土字沼向1番地

海岸公園馬術場

　★印のついている施設の利用申し込み、空き情報
照会は、インターネット等を通してパソコン・携帯
電話等から行うことができます。
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施設名 所在地 電話番号
さねや・ちるどれ
んず・ふぁあむ 青葉区上杉1-10-25 227-8341

台の原保育園 青葉区台原3-29-28 234-5059
○ 堤町あしぐろ保育所 青葉区堤町3-12-5 347-3661

中江保育園 青葉区中江1-20-21 223-9346
中山保育園 青葉区中山1-6-2 278-0549

○◎ 支倉保育所 青葉区支倉町2-35 261-3277
保育所八幡こばと園 青葉区八幡1-1-25 266-3688
杜のみらい保育園 青葉区柏木1-1-36 234-0553
和敬保育園 青葉区新坂町12-1 272-0131

○◎ ワッセ森のひろば保育園 青葉区北根黒松2-8 727-5271
第2コスモス錦保育所 青葉区錦ケ丘3-8-9 226-8878
コスモス大手町保育園 青葉区大手町4-3 724-7347

○ メリーポピンズ
エスパル仙台ルーム 青葉区中央1-1-1 354-1330

パリス錦町保育園 青葉区錦町1-9-24 797-0062

朝市センター保育園 青葉区中央4-3-28
朝市ビル3F 221-9350

中山とびのこ保育園 青葉区中山2-17-1 279-1187

マザーズ・エスパル保育園 青葉区中央1-1-1
エスパル仙台6F 716-3002

ロリポップクラブ
マザリーズ電力ビル園

青葉区一番町3-7-1
電力ビル1F 721-2030

通町ハピネス保育園 青葉区通町1-4-1 341-8096
仙台らぴあ保育園 青葉区一番町3-3-16 213-6474
マザーズ・かみすぎ保育園 青葉区上杉4-2-2 796-8177
ファニーハート保育園 青葉区土樋1-10-4 726-7555

○ 川前ぱれっと保育園 青葉区芋沢字赤坂53-1 395-8486
○ 南吉成すぎのこ保育園 青葉区南吉成6-6-9 346-9121

ふれあい保育園 青葉区旭ヶ丘1-42-55-101 273-3671
アスク小鶴新田保育園 宮城野区新田東3-12-2 782-6616
扇町まるさんかく
しかく保育園 宮城野区扇町4-5-39 782-0034

小田原保育園 宮城野区幸町3-9-13 256-1859
五城保育園 宮城野区五輪1-4-20 257-0458

◎ 仙台岩切あおぞら保育園 宮城野区岩切字三所南1-2 290-7318
◎ 高砂保育所 宮城野区高砂1-24-13 258-0019

小田原ことりのうた保育園 宮城野区鉄砲町中5-14 292-3483
田子希望園 宮城野区田子2-33-28 786-2040
乳銀杏保育園 宮城野区銀杏町7-6 256-4267

○◎ 鶴ケ谷希望園 宮城野区鶴ケ谷5-17-1 251-4654
鶴ケ谷第二保育所 宮城野区鶴ケ谷3-11 252-3366
鶴ケ谷マードレ保育園 宮城野区鶴ケ谷4-13 251-1822
鶴巻保育所 宮城野区鶴巻1-21-5 258-7542

◇ ニチイキッズ
仙台さかえ保育園 宮城野区栄1-3-15 387-0250

萩野町保育所 宮城野区萩野町3-4-9 238-0866
東仙台保育所 宮城野区東仙台3-6-45 295-6635
福田町保育所 宮城野区福田町1-12-24 258-0311

289-6232
　海岸公園冒険広場の中にあるデイキャンプ場で
す。子どもたちがのびのび遊べる「冒険広場」や「大
型遊具広場」が近くにあり、家族で楽しむことがで
きます。
・�デイキャンプサイト54区画� �
利用期間＝4～11月� �
�火曜（祝日の場合は翌日）
若林区井土字開発139-1

海岸公園冒険広場キャンプ場

秋保ビジターセンター　 399-2324
　二口峡谷に位置し、登山やハイキングの拠点とし
て利用できます。
・バンガロー12棟　・テントサイト4張
利用期間＝4～11月
太白区秋保町馬場字中小屋

秋保二口キャンプ場

施設名 所在地 電話番号
愛隣こども園 青葉区五橋1-6-15 726-6185
旭ケ丘保育所 青葉区旭ケ丘4-34-34 234-7356

○ あさひの森保育園 青葉区旭ケ丘3-27-2 233-7682
アスク愛子保育園 青葉区愛子中央5-7-18 302-8030

○ あっぷる愛子保育園 青葉区愛子東5-4-12 226-7811
荒巻保育所 青葉区荒巻中央8-1 234-3915

○◎ 落合保育所 青葉区落合2-12-7 392-5550
折立保育所 青葉区折立3-5-21 226-1055
柏木保育園 青葉区柏木1-5-35 275-2525
マザーズ・
ばんすい保育園

青葉区春日町5-26
第2えりあビル 223-2341

かたひら保育園 青葉区片平2-1-2 267-5995

◎ 国見ケ丘
せんだんの杜保育園 青葉区国見ケ丘7-141-9 277-1155

国見保育所 青葉区子平町10-5 234-2269
熊ケ根保育所 青葉区熊ケ根字石積48 393-2030
コスモス錦保育所 青葉区錦ケ丘7-22-1 391-0306
コスモスひろせ保育園 青葉区栗生7-7-7 392-4649
ことりの家保育園 青葉区星陵町3-38 274-5820

◎ 桜ケ丘保育所 青葉区桜ケ丘8-1-2 278-9333

保育所 → 44ページ

❽ 子どものための施設   
（令和4年4月1日現在）

○一時預かり（一般型）（→ 47ページ）実施保育所
◇一時預かり（余裕活用型）（→ 47ページ）実施保育所
◎保育所等地域子育て支援（→ 49ページ）実施保育所
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施設名 所在地 電話番号
○ 福田町あしぐろ保育所 宮城野区福田町1-15-2 781-8011
○◎ 福室希望園 宮城野区福室6-19-14 786-5650

保育園ワタキュー
キンダーハイム 宮城野区榴岡3-7-30-2F 298-0831

◎ 保育所新田こばと園 宮城野区新田東2-5-5 237-3793
幸町すいせん保育所 宮城野区幸町3-12-18 385-7530

○ 岩切どろんこ保育園 宮城野区岩切分台2-12-10 253-6288
榴岡はるかぜ保育園 宮城野区榴岡5-7-1 794-8320

岩切たんぽぽ保育園 宮城野区岩切字
三所南88-1 794-8560

つつじがおか
もりのいえ保育園

宮城野区小田原
弓ノ町101-8 253-7101

パプリカ保育園 宮城野区苦竹2-3-75 782-8751
つばめ保育園 宮城野区燕沢東3-9-25 253-6618
榴岡なないろ保育園 宮城野区二十人町301-18 766-8931
鶴ケ谷はぐくみ保育園 宮城野区鶴ケ谷8-19-16 352-4218
アスクやまとまち保育園 若林区大和町4-15-25 782-3550

○ あっぷる保育園 若林区荒井7-21-2 287-8851
○ 荒井青葉保育園 若林区伊在3-2-4 288-2821

沖野保育所 若林区沖野3-20-25 286-7110
○ 卸町光の子保育園 若林区卸町2-1-17 782-3617
○◎ 蒲町保育所 若林区蒲町24-1 285-0755

上飯田くるみ保育園 若林区上飯田1-3-46 286-2899
上飯田横堀保育所 若林区上飯田1-17-47 285-7270
木ノ下保育所 若林区大和町1-16-2 231-0034
穀町保育園 若林区元茶畑10-21 385-7251

◎ ダーナ保育園 若林区若林2-3-7 282-5623
能仁保児園 若林区新寺3-8-5 256-1877
マザーズ・サンピア保育園 若林区蒲町東4-2 207-8880

◎ 南小泉保育所 若林区遠見塚1-14-1 286-5224
やまとまちあから保育園 若林区大和町5-6-33 239-4833
ニチイキッズ仙台あらい保育園 若林区荒井3-28-5 288-5331
仙台こども保育園 若林区新寺1-4-16 791-7202
チャイルドスクエア
仙台六丁の目元町 若林区六丁の目元町15-5 288-1131

○ 若林どろんこ保育園 若林区古城3-22-15 290-9457
チャイルドスクエア
仙台荒井南 若林区荒井南1-1 288-6860

仙台荒井雲
きらら
母保育園 若林区荒井東1-4-8 287-1191

○ あそびまショー保育園 若林区伊在3-9-4 355-8741
◇ ビックママランド卸町園 若林区卸町1-1-1 355-4503
○ 六郷ぱれっと保育園 若林区上飯田2-26-63 349-9735

青山保育所 太白区青山1-10-28 229-0927
アスク富沢保育園 太白区大野田4-9-2 304-4355
アスク長町南保育園 太白区長町7-20-5-5F 398-3551
アスク南仙台保育園 太白区柳生2-23-3 306-3551
飯田保育所 太白区東郡山2-9-1 248-5669

◎ 上野山保育所 太白区上野山1-21-8 244-1454
クリムスポーツ保育園 太白区山田字大石38-2 302-5586

施設名 所在地 電話番号
コスモス〆木保育園 太白区八本松2-4-15 399-7123
しげる保育園 太白区郡山4-9-12 746-1570

◎ 仙台袋原あおぞら保育園 太白区袋原4-32-1 397-9258
仙台保育所こじか園 太白区砂押町23-1 248-2268
太白保育所 太白区太白2-18-13 244-0715
宝保育園 太白区袋原字内手71 241-3017
富沢アリス保育園 太白区富沢南2-10-2 307-5552

○ 富沢みなみ保育園 太白区富沢南2-15-6 307-3133
富沢わかば保育園 太白区富沢2-5-22 244-8836
中田保育所 太白区中田4-1-3 241-1641

○◎ 長町自由の星保育園 太白区長町4-7-15 748-0383
根岸保育所 太白区根岸町5-19 247-7271
人来田保育所 太白区人来田1-3-1 243-0676
袋原保育所 太白区袋原5-1-10 241-7810
ポポラー仙台長町園 太白区あすと長町1-2-1-4F 748-0070
ますみ保育園 太白区向山4-26-34 227-7080
まつぼっくり保育園 太白区金剛沢1-11-1 743-6631

○◎ 向山保育所 太白区向山4-27-11 225-2567
茂庭ピッパラ保育園 太白区茂庭台4-22-22 281-3248
柳生もりの子保育園 太白区柳生字北20-1 741-5381
湯元保育所 太白区秋保町湯向24-11 398-2647
YMCA長町保育園 太白区長町4-3-32 397-6842
YMCA西中田保育園 太白区西中田7-4-1 306-0730
YMCA南大野田
保育園 太白区南大野田9-1 748-0130

○ 八木山あおば保育園 太白区八木山本町1-26-1 302-5688
アスク山田かぎとり保育園 太白区山田北前町6-32 307-1870
あい保育園長町南 太白区長町南2-6-2 395-5172

○ 鹿野なないろ保育園 太白区鹿野3-17-43 304-3115
富沢自由の星保育園 太白区富沢西3-10-1 797-8813
ロリポップクラブ
マザリーズ柳生 太白区柳生字荒田16-2 242-3546

あすと長町めぐみ保育園 太白区郡山3-13-24 797-8230
○ 仙台元氣保育園 太白区郡山5-5-1-8 248-0003
◇ 諏訪ぱれっと保育園 太白区郡山8-2-24 796-4677

ぷらざ保育園長町 太白区長町6-7-17 304-5254
もりのなかま保育園
四郎丸園もぐもぐ＋ 太白区四郎丸字神明29-1 738-7202

NOVAバイリンガ
ル仙台富沢保育園 太白区富沢西2-17-21 796-0640

アスイク保育園中田町 太白区中田町字境35-35 393-8315
NOVAインターナショナ
ルスクール仙台八木山校 太白区八木山南2-1-120 398-4205

アスク八乙女保育園 泉区八乙女2-9-4 771-7022
泉中央保育園 泉区七北田字日野3-3 776-2340
黒松保育所 泉区黒松1-9-17 271-4671
向陽台はるかぜ保育園 泉区向陽台5-1-10 346-9651
そらのこ保育園 泉区東黒松19-34 343-0654

○◎ 長命ケ丘保育所 泉区長命ケ丘5-2-1 378-6776
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施設名 所在地 電話番号
◎ 鶴が丘保育所 泉区鶴が丘3-33-1 373-6615

七北田保育所 泉区七北田字東裏60 372-7341
南光台すいせん保育所 泉区南光台5-27-18 271-5616
南光台保育園 泉区南光台1-42-16 271-0366

南光のぞみ保育園 泉区松森字新田187 771-7667

虹の丘保育園 泉区虹の丘2-9-7 771-5630
YMCA加茂保育園 泉区加茂5-5-29 777-6776

◎ コスモス将監保育園 泉区将監8-9-23 342-0501
仙台いずみの森保育園 泉区七北田字大沢小松27-1 772-3028

○ 泉すぎのこ保育園 泉区市名坂字明神31-6 347-4357
パリス将監西保育園 泉区将監6-4-28 347-4551

◇ 仙台八乙女雲
きらら
母保育園 泉区みずほ台51 771-1022

八乙女らぽむ保育園 泉区八乙女中央2-2-10 218-4777
やまとみらい南光台東保育園 泉区松森字後沢1-5 341-7355
紫山いちにいさん保育園 泉区紫山4-20-2 378-7799

◇ いずみ保育園 泉区泉中央3-28-11 372-0788

施設名 所在地 電話番号
おひさま保育園 青葉区落合2-6-8-1F 398-5248
にじいろ保育園 青葉区柏木1-3-23 344-9533

◇ ニチイキッズ仙台
くろまつ保育園 青葉区北根3-21-24-1F 728-7551

パティ保育園 青葉区一番町1-12-8 阿部ビル4F 281-8201
WACまごころ保育園 青葉区上杉2-3-19 オオノビル2F 215-0132

◇ おうち保育園こうとう台 青葉区上杉1-4-10-1F 395-7032
○ カール高松ナーサリー 青葉区高松2-11-55 342-8615
◇ おひさま原っぱ保育園 青葉区角五郎1-9-5 264-4773
◇ おうち保育園木町どおり 青葉区木町通1-3-10 797-7560

小規模保育事業所
ココカラ荒巻 青葉区荒巻神明町16-39 725-8677

北・杜のみらい保育園 青葉区北山1-1-18-1F 343-9139
○ みのり保育園 青葉区木町通2-3-39 779-5535
○ かみすぎさくら保育園 青葉区上杉4-5-5 225-6095

すまいる立町保育園 青葉区立町20-4 797-1318

○ ぷりえ〜る保育園
あらまき 青葉区荒巻本沢3-1-32 276-3322

◇ ぶんぶん保育園二日町園 青葉区二日町14-3 223-2122
愛児園 青葉区高松1-11-13 233-4350
たっこの家 青葉区西花苑1-10-7 226-0819
青葉・杜のみらい保育園 青葉区柏木1-1-37 347-3623

○ 共同保育所ちろりん村 青葉区東勝山1-19-7 271-0797
◇ きまちこころ保育園 青葉区木町通2-4-16 272-7077

◇ こどもの家エミール 青葉区二日町17-17
BRAVI北四番丁2F 264-1007

小規模保育事業 A型 → 45ページ
○一時預かり（一般型）（→ 47ページ）実施保育所
◇一時預かり（余裕活用型）（→ 47ページ）実施保育所

施設名 所在地 電話番号

朝市っこ保育園 青葉区中央4-3-28
朝市ビル5F 221-9351

かみすぎさくら第2保育園 青葉区上杉4-5-5 398-3343
◇ さくらっこ保育園 青葉区昭和町3-1 739-8212

ピーターパン東勝山園 青葉区東勝山2-8-37
サクセスタウン2 101号 739-8760

栗生ひよこ園 青葉区栗生4-13-5 398-4620
カールリトルプリスクール 青葉区中江1-10-28 748-5011

◇ ぶんぶん保育園小田原園 青葉区小田原5-2-54 223-2124
さくらんぼ保育園 宮城野区出花1-3-10 352-3808

○ 新田ナーサリー 宮城野区新田東1-8-4
クリアフォレスト1F 237-0132

◇ ブルーベリーズ保育園 宮城野区萩野町3-8-11
木村ビル1F 237-4178

ぼだい保育園 宮城野区中野字
阿弥陀堂39 290-7235

しらとり保育園 宮城野区白鳥
2-11-24 290-0979

◇ もりのなかま保育園
宮城野園

宮城野区宮城野
2-14-11-1F 253-6695

スクルドエンジェル保
育園仙台宮城野原園 宮城野区五輪1-6-9 794-9962

○ ちゃいるどらんど
岩切駅前保育園

宮城野区岩切字
洞ノ口180-5 255-3975

ハニー保育園 宮城野区萩野町3-8-12 284-4715
保育園レインボー
ナーサリー田子館 宮城野区田子2-10-2 290-0626

キッズフィールド
新田東園 宮城野区新田東1-18-1 352-7905

◇ つつじがおか保育園 宮城野区榴岡5-13-18 353-9550
ペンギンナーサリー
スクールせんだい

宮城野区榴岡5-12-55
NAViS仙台ビル2F 355-2812

○ 苦竹ナーサリー 宮城野区苦竹1-6-27
ハイツ昭和仙台1F 353-5839

◇ ハピネス保育園中野栄 宮城野区中野字寺前33-3 353-5445

パリス榴岡保育園 宮城野区榴岡5-12-55
NAViS仙台ビル1階 206-3577

しあわせいっぱい
保育園 新田

宮城野区新田東3-3-4
コージ―コート新田 369-3976

もりのなかま保育園
小田原園もぐもぐ＋

宮城野区
小田原1-5-15 253-7268

◇ ちゃいるどらんど
六丁の目南保育園

若林区六丁の目
南町1-1 352-3105

保育ルームきらきら 若林区南小泉4-9-7 253-6355
カール大和町ナーサリー 若林区大和町4-15-21 355-8703
小規模保育事業所
ココカラ五橋 若林区清水小路5-1 724-7438

◇ ちびっこひろば保育園 若林区若林1-6-17 286-1936
カール荒井ナーサリー 若林区荒井3-26-8 794-8793
すまいる新寺保育園 若林区新寺3-5-40 354-1161
ろりぽっぷ小規模
保育園おほしさま館

若林区沖野字
高野南197-1 285-5212

バイリンガル保育園
なないろの里

若林区なないろの
里3-10-11 766-8664
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施設名 所在地 電話番号
○ 空飛ぶくぢら保育所 若林区木ノ下4-8-6 295-7057

ろりぽっぷ第2小規
模保育園おひさま館 若林区下飯田字西田132 794-8766

◇ グレース保育園 若林区河原町1-5-15-1F 302-7433
六丁の目保育園中町園 若林区六丁の目中町31-45 253-7036
アスイク保育園
薬師堂前

若林区木ノ下4-3-20 アー
バンハウス奈良坂1F 290-9316

◇ 六郷保育園 若林区六郷7-10 0120-149-730

とみざわ保育園 太白区富沢1-8-10
ロジュマンⅡD棟 743-3531

◇ ぴっころきっず長町南 太白区泉崎1-1-20
ラフェリオ長町南101号 743-2261

◇ もりのなかま保育園南仙台園 太白区西中田3-13-32 797-8201
スクルドエンジェル
保育園仙台長町園 太白区長町1-6-5 209-4609

星の子保育園 太白区泉崎1-33-10-106 243-4152
バンビのおうち保育園 太白区西中田5-11-1 306-6454

◇ アテナ保育園 太白区西多賀3-7-22 1F 302-6640
おおぞら保育園 太白区八本松1-13-21 746-2767

◇ 砂押こころ保育園 太白区砂押町22-23-1F 797-8031
◇ 時のかけはし保育園 太白区長町5-9-13-2F 226-7254
◇ 袋原ちびっこひろば保育園 太白区袋原4-25-59 797-6877

○ こぶたの城
おおのだ保育園 太白区大野田4-3-1-1F 395-7064

◇ 杜のぽかぽか保育園 太白区大野田5-30-1 247-5908

◇ 富沢こころ保育園 太白区富沢南2-20-6
グランメゾン七福1F 281-8879

恵和町いちにいさん保育園 太白区恵和町35-35 247-2123

◇ 大野田こころ保育園 太白区大野田5-38-1
brandz�tomizawa1F 796-8821

バイリンガル保育園八木山 太白区八木山南3-3-5 796-0830
キッズフィールド富沢園 太白区富沢西5-2-1 399-8964

◇ もりのなかま保育園
富沢駅前園 太白区南大野田3-7 748-4146

◇ りありのきっず仙台郡山 太白区郡山4-5-24 796-2895
◇ ビックママランドあすと長町園 太白区郡山6-1-20 397-7484

◇ 長町南こころ保育園 太白区長町南3-9-28
バリーハイツ2F 398-5527

◇ 太陽と大地の長町南保育園 太白区長町南3-16-1-1F 797-5627
サン・キッズ保育園 泉区将監10-33-17 772-8423

◇ やまとみらい八乙女保育園 泉区七北田字八乙女21-109 341-7370
アートチャイルドケア
仙台泉中央保育園

泉区泉中央3-18-4
オフィス21泉1F 739-8123

リコリコ保育園 泉区泉中央1-45-3 375-8501
◇ 森のプーさん保育園 泉区七北田字東裏41-11 375-3748

ハピネス保育園南光台東 泉区南光台東1-1-19 253-7935
ピーターパン北中山園 泉区北中山4-32-7 341-7221
泉中央さんさん
保育室

泉区泉中央3-18-6
DOMUS赤坂103 725-5470

泉の杜保育園 泉区小角字大満寺22-4 348-2531
ミッキー小規模保育園 泉区八乙女中央3-13-5 343-8330

施設名 所在地 電話番号
◇ みなみの光保育園 泉区南光台3-17-22 781-5288

第2紫山いちにいさん保育園 泉区紫山4-20-4 377-0377

施設名 所在地 電話番号
◇ ビックママランド北目町園 青葉区北目町5-7-1F 261-7570
◇ ワタキュー保育園北四番丁園 青葉区上杉1-17-20-6F 797-2251

せせらぎ保育園 青葉区芋沢字横前1-1 394-8188
◇ エスパルキッズ保育園 青葉区中央1-1-1 224-3691
◇ ビックママランド支倉園 青葉区支倉町1-31 796-2231

◇ ヤクルト二日町
つばめ保育園

青葉区二日町10-20
アルコイリス二日町 1F 399-6551

◇ わくわくモリモリ保育所 青葉区五橋1-6-2 KJビル3F 797-3858
◇ ヤクルトあやし つばめ保育園 青葉区下愛子字町15-3 748-6821

◇ りありのきっず仙台錦町公園 青葉区本町1-10-28
FUKUDA本町ビル1F 208-7611

東北大学川内けやき保育園 青葉区川内41 217-4811
◇ コープこやぎの保育園 宮城野区苦竹3-4-41 290-6822

◇ あすと長町保育所 太白区あすと長町
1-6-37-2F 399-6633

◇ りっきーぱーく保育園
あすと長町

太白区郡山6-7-20
DPL仙台長町1F 797-0947

南中山すいせん保育園 泉区南中山4-3-12 346-0230
◇ もりのひろば保育園 泉区松森字沢目14-2 779-7256

きらきら保育園 泉区住吉台東3-2-4 341-7475
キッズ・マークトゥエイン 泉区実沢字立田屋敷17-1 777-9130

事業所内保育事業 → 45ページ

小規模保育事業 B型 → 45ページ

○一時預かり（一般型）（→ 47ページ）実施保育所
◇一時預かり（余裕活用型）（→ 47ページ）実施保育所

○一時預かり（一般型）（→ 47ページ）実施保育所
◇一時預かり（余裕活用型）（→ 47ページ）実施保育所

施設名 所在地 電話番号
キッズガーデン・グランママ 青葉区宮町3-7-40 267-5070
ぷらむ保育園 青葉区錦町1-12-1 217-3705
愛子つぼみ保育園 青葉区郷六字沼田45-6 797-1260

◇ ひよこ保育園 青葉区大町2-7-20-102 225-6254
まんまる保育園 青葉区東照宮2-1-2 3F 341-4486

◇ 保育園ソレイユ 宮城野区幸町2-11-2
ノーブル幸町102号 257-1720

○ にこにこハウス 宮城野区岩切字洞ノ口43-1 255-2810
○ ぽっかぽか彩保育園 宮城野区幸町2-16-13 352-4767
◇ KIDS-Kan 若林区南小泉3-10-12 208-3965

太白だんだん保育園 太白区長町南3-35-10 796-7261
◇ 小羊園 泉区高森3-4-169 378-4804
◇ フレーベル保育園 泉区将監11-7-3 374-7104

泉ヶ丘保育園 泉区泉ヶ丘5-16-37 773-1473
パパママ保育園 泉区山の寺3-27-10 209-4739
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施設名 所在地 電話番号
幼保連携型
認定こども園
泉ヶ丘幼稚園・
アルル保育園

青葉区川平1-7-16 278-1231

★ 認定こども園
仙台YMCA幼稚園 青葉区立町9-7 222-7533

福聚幼稚園
青葉区国見4-5-1
（3歳以上児）
青葉区国見4-6-3
（1・2歳児）

234-7757

★ 幼保連携型認定
こども園みどりの森 青葉区柏木1-7-45 234-3769

○★
宮城学院女子大学
附属認定こども園
森のこども園

青葉区桜ヶ丘9-1-1 279-1344

認定こども園
友愛幼稚園

青葉区上愛子字
下遠野原15-59 392-6971

認定こども園
旭ケ丘幼稚園 青葉区旭ケ丘2-22-21 234-6459

幼保連携型認定
こども園
はせくらまち
杜のこども園

青葉区支倉町2-55 264-2486

○ 青葉こども園 青葉区宮町1-4-47 261-6731
幼保連携型認定こども園
折立幼稚園・ナーサリールーム 青葉区折立3-17-10 226-0760

○ 栗生あおばこども園 青葉区栗生3-22-1 391-1616
○ 愛子すぎのここども園 青葉区下愛子字横町前45-1 797-7811
○◎ 落合はぐくみこども園 青葉区落合4-1-10 397-9353

○ カール英会話
チルドレン

青葉区錦ケ丘1-3-1
錦ケ丘ヒルサイドモール内 797-5970

○ カール英会話
プリスクール

青葉区中江1-10-10
ファーストレイト25 1F 748-5010

食と森のこども園小松島 青葉区小松島4-17-22 275-8625
ミッキー北仙台こども園 青葉区昭和町4-11 219-1232

◎ 立華認定こども園 宮城野区中野字
大貝沼20-17 259-0526

○ 新田すいせんこども園 宮城野区新田4-13-5 232-5181
○ 原町すいせんこども園 宮城野区清水沼3-6-11 385-5833

新田東すいせんこども園 宮城野区新田東3-6 762-5110
ますえの森どうわこども園 宮城野区枡江8-10 295-0750
幼保連携型認定こども園
岩切東光第二幼稚園・
ひかり保育園

宮城野区岩切字高江45 255-0881

ちゃいるどらんど岩切こども園 宮城野区岩切字洞ノ口40-1 255-1760
認定こども園
東盛マイトリー幼稚園 宮城野区新田2-20-38 231-2223

認定こども園東仙台幼稚園 宮城野区燕沢1-15-25 251-1870
認定こども園ナザレト愛児園 宮城野区東仙台6-8-20 291-5335
さゆりこども園 宮城野区枡江1-2 293-2653

認定こども園 → 44ページ
○一時預かり（一般型）（→ 47ページ）実施園
◎保育所等地域子育て支援（→ 49ページ）実施園
★幼稚園等地域子育て支援（広場事業）（→ 49ページ）実施園

施設名 所在地 電話番号
ありすの国こども園 宮城野区岩切字洞ノ口103 255-0431
認定こども園
れいんぼーなーさりー原ノ町館 宮城野区銀杏町14-12 290-7345

○ 幼保連携型認定こども園
中野栄あしぐろこども園 宮城野区出花1-279 254-2555

認定こども園
ろりぽっぷ出花園 宮城野区出花2-5-12 290-9477

ニューフィールド保育園 宮城野区新田東2-1-20 353-5837

ピースフル保育園 宮城野区平成1-18-28
グリーンコート宮城野1F 353-5838

★ 学校法人七郷学園
蒲町こども園 若林区蒲町42-10 285-7015

○ 河原町すいせんこども園 若林区河原町2-8-10 397-9817

○◎ 幼保連携型認定こども園
荒井マーヤこども園 若林区荒井字沓形85-1 354-0654

ちゃいるどらんど荒井こども園 若林区荒井東1-8-3 349-9605
認定こども園るり幼稚園 若林区六丁の目南町4-38 287-3610
幼保連携型認定こども園
仙台保育園 若林区南鍛冶町96-8 223-9024

六丁の目マザーグース
こども園【保育所型】 若林区六丁の目中町1-38 288-6008

★ 認定ろりぽっぷこども園 若林区沖野字高野南197-1 285-5212
認定こども園
ろりぽっぷ保育園 若林区沖野字高野南197-1 285-5212

カール英会話
こども園

若林区卸町3-1-2
卸町コミュニティプラザHORUSE 1F 355-5093

蒲町おもちゃばここども園 若林区蒲町7-8 285-2956

◇ ちゃいるどらんどな
ないろの里こども園

若林区なないろの里
2-12-1 290-5905

カール英会話ほいくえん 若林区大和町4-14-18 355-8702
六丁の目こども園 若林区六丁の目東町3-17 287-3006

認定こども園
くり幼稚園
くりっこ保育園

太白区西中田6-8-
20（3歳以上児）
太白区中田7-14-
40（1・2歳児）

242-0283
（3歳以上児）
796-2045
（1・2歳児）

★ 認定向山こども園 太白区八木山緑町21-10 229-0169
ゆりかご認定こども園 太白区袋原6-6-10 241-1453
幼稚園型認定こど
も園若竹幼稚園 太白区四郎丸字吹上23 241-2712

○◎ 西多賀チェリーこども園 太白区西多賀3-1-20 307-3380
○ 太子堂すいせんこども園 太白区太子堂1-21 748-7424
◇ 太白すぎのここども園 太白区富沢西4-12-1 743-3715
○◎ バンビの森こども園 太白区中田4-1-3-1 242-1178
○ 大野田すぎのここども園 太白区大野田5-23-2 304-3715

あすと長町こぶたの城こども園 太白区あすと長町3-2-23 249-8518
ひまわりこども園 太白区鹿野3-14-15 308-3715

◇ 仙台ちびっこ
ひろばこども園 太白区袋原1-9-10 796-5782

泉第2チェリーこども園 泉区泉中央2-1-12 374-8002

○★ 認定こども園
やかまし村 泉区野村字東原屋敷3-2 739-7456

○◎ 泉チェリーこども園 泉区泉中央2-1-56 771-8005
○ 寺岡すいせんこども園 泉区寺岡3-1-4 772-0670
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施設名 所在地 電話番号
幼保連携型
認定こども園
泉の杜幼稚園

泉区小角字
大満寺22-4 379-4141

○◎ 幼保連携型認定こども園
高森サーラこども園 泉区高森4-2-615 377-0045

社会福祉法人一寿会
住吉台こども園 泉区住吉台西2-7-6 379-0164

社会福祉法人一寿会
長命ヶ丘つくしこども園 泉区長命ヶ丘3-20-10 772-0035

鶴が丘マミーこども園【保育所型】 泉区鶴が丘3-24-7 373-7752
泉第二幼稚園【幼稚園型】 泉区将監13-1-1 372-6900
ねのしろいし幼稚園
【幼稚園型】 泉区根白石字新坂上29 379-2376

○ 幼保連携型認定こども園
明石南こどもの城 泉区明石南2-3 344-9546

幼稚園型認定こども園
南光紫陽幼稚園 泉区明石南6-13-2 771-1366

ミッキー泉中央こども園 泉区泉中央1-40-2 771-6625

◎ 認定こども園
ろりぽっぷ泉中央南園 泉区泉中央南9 371-2833

幼保連携型認定こども園
桂こどもの城 泉区桂3-19-6 776-7767

幼稚園型認定こども園
いずみ松陵幼稚園 泉区松陵2-19-1 374-5420

幼稚園型認定こども園
南光幼稚園 泉区南光台2-2-3 233-1901

幼稚園型認定こども園
南光第二幼稚園 泉区南光台南1-18-1 251-6331

認定こども園
ろりぽっぷ赤い屋根の保育園 泉区野村字一本杉3-21 773-0296

幼稚園型認定こども園
南光シオン幼稚園 泉区松森字陣ヶ原30-10 373-8355

ぷりえ〜る南中山
こども園

泉区南中山1-42-5
判場ビル2F、4F 352-8263

ミッキー八乙女こども園 泉区八乙女4-21-1 773-0887

施設名 所在地 電話番号
愛子幼稚園 青葉区愛子東6-4-15 392-2504
あらまき幼稚園 青葉区荒巻中央11-5 275-5807
大沢幼稚園 青葉区芋沢字平36-2 394-7585
おたまや幼稚園 青葉区霊屋下23-5 227-4292
音の光幼稚園 青葉区南吉成4-13-1 277-5080
お人形社幼稚園 青葉区木町通2-1-48 234-0175
聖クリストファ幼稚園 青葉区小松島3-1-77 234-5719
聖ドミニコ学院幼稚園 青葉区角五郎2-2-14 222-6337
聖ドミニコ学院
北仙台幼稚園 青葉区堤通雨宮町11-11 234-3615

仙台バプテスト教会幼稚園 青葉区木町通2-1-5 272-1911

幼稚園 → 44ページ
★�幼稚園等地域子育て支援（広場事業）（→ 49ページ）実施園

※�幼稚園等地域子育て支援については令和3年度の
実施状況です。現在の実施状況は、各施設にお問
い合わせください。

施設名 所在地 電話番号
双葉幼稚園 青葉区中山8-12-15 278-5150

★ 緑ヶ丘第二幼稚園 青葉区旭ケ丘4-8-17 234-3030
ふたばバンビ幼稚園 青葉区中山吉成2-2-27 278-0004
わかくさ幼稚園 青葉区北根黒松16-1 234-5587
東二番丁幼稚園 青葉区一番町2-1-4 222-2337
宮城教育大学附属幼稚園 青葉区上杉6-4-1 234-0390
あけぼの幼稚園 宮城野区高砂1-7-1 254-5350
お人形社第二幼稚園 宮城野区鶴ケ谷2-2 251-7670
上田子幼稚園 宮城野区田子3-13-36 258-8511
さいわい幼稚園 宮城野区幸町3-3-3 256-8051
清水幼稚園 宮城野区清水沼3-4-10 256-8950
しらとり幼稚園 宮城野区白鳥2-11-24 259-2369
志波幼稚園 宮城野区宮千代2-20-6 231-8002
鶴ケ谷幼稚園 宮城野区鶴ケ谷4-13 251-1561
東岡幼稚園 宮城野区原町2-1-66 293-4930
なかの幼稚園 宮城野区中野字阿弥陀堂39 259-2969
ナザレト幼稚園 宮城野区東仙台6-8-15 256-0941
はなぶさ幼稚園 宮城野区小鶴1-9-20 251-0940
ふくだまち幼稚園 宮城野区福田町2-26-1 259-3105

★ ふくむろ幼稚園 宮城野区福室5-11-30 258-0026
みやぎ幼稚園 宮城野区幸町2-9-25 291-1447
エコールノワール幼稚園 若林区大和町1-17-25 231-3175
七郷幼稚園 若林区荒井3-15-9 288-7773
聖ウルスラ学院
英智幼稚園 若林区木ノ下1-25-25 293-4024

★ 聖和幼稚園 若林区木ノ下4-3-14 256-0762
小さき花幼稚園 若林区畳屋丁31 222-6786
ドリーム幼稚園 若林区下飯田字築道11 289-4181
古城幼稚園 若林区河原町2-2-7 222-8480
やまと幼稚園 若林区大和町3-15-28 235-3209
六郷幼稚園 若林区沖野5-4-33 286-0795
若林幼稚園 若林区若林4-1-24 286-3250
大野田幼稚園 太白区大野田4-8-12 247-6750
光塩幼稚園 太白区鈎取2-2-6 244-2939
しげる幼稚園 太白区郡山4-13-4 246-1561
すがわら幼稚園 太白区郡山6-2-40 247-9638
聖ルカ幼稚園 太白区八木山南3-3-4 245-3137
太陽幼稚園 太白区砂押南町1-10 248-3711
富沢幼稚園 太白区富沢3-1-13 244-4165
中田幼稚園 太白区中田1-8-17 241-0253
西多賀幼稚園 太白区金剛沢1-5-35 245-5151
ひろせ幼稚園 太白区長町4-2-37 248-1263
袋原幼稚園 太白区東中田3-25-6 241-2258
ますみ幼稚園 太白区向山4-26-34 225-5020
茂庭幼稚園 太白区茂庭台4-22-22 281-3244
八木山カトリック幼稚園 太白区松が丘44-1 229-0114
やまびこ幼稚園 太白区旗立3-8-30 245-2248
仙台市立あきう幼稚園 太白区秋保町長袋字大原45-4 304-7714
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※�幼稚園等地域子育て支援については令和3年度の
実施状況です。現在の実施状況は、各施設にお問
い合わせください。

施設名 所在地 電話番号
ふたばエンゼル幼稚園 泉区南中山6-3-1 379-4385
こどもの国幼稚園 泉区寺岡6-7-6 377-1555
将監幼稚園 泉区将監2-10-1 372-5337
第二向陽台幼稚園 泉区七北田字寺沢17-3 373-9615
明泉高森幼稚園 泉区高森2-1-3 378-0221
鶴が丘幼稚園 泉区鶴が丘3-17-1 373-7444
ふたばハイジ幼稚園 泉区北中山2-6-3 376-4821
明泉丸山幼稚園 泉区上谷刈4-1-1 372-3764
めるへんの森幼稚園 泉区加茂2-24-2 378-2048
仙台白百合学園幼稚園 泉区紫山1-2-1 777-6777

施設名 所在地 電話番号
旭ケ丘児童館 青葉区旭ケ丘3-27-1 718-6628
愛子児童館 青葉区上愛子字新宮前1 391-9801
荒巻マイスクール児童館 青葉区荒巻神明町21-1 728-5921
大沢児童館 青葉区芋沢字要害65 394-6891
折立児童館 青葉区折立3-20-1 226-1226
貝ケ森児童館 青葉区貝ケ森1-4-6 279-6320
片平児童館 青葉区米ケ袋1-1-35 227-5333
上杉児童館 青葉区上杉4-1-45 268-3840
川平マイスクール児童館 青葉区川平3-36-1 279-1884
川前児童館 青葉区芋沢字赤坂32-19 394-7386
北六番丁コミュニティ児童館 青葉区宮町4-4-12 714-1021
木町通児童館 青葉区木町通1-7-36 711-2561
国見児童館 青葉区国見2-16-48 272-1822
栗生児童館 青葉区栗生6-5-19 392-3475
小松島児童館 青葉区小松島2-1-8 728-5682
桜ケ丘マイスクール児童館 青葉区桜ケ丘8-1-1 278-3055
台原児童館 青葉区台原5-2-5 233-5420
立町マイスクール児童館 青葉区立町8-1 266-1851
通町児童館 青葉区通町1-1-1 728-3520
中山児童館 青葉区中山3-13-1 279-9216
錦ケ丘児童館 青葉区錦ケ丘7-2-3 391-5058
八幡児童館 青葉区八幡2-9-1 272-6806
東二番丁マイスクール児童館 青葉区一番町2-1-4 738-8836
東六番丁児童館 青葉区宮町1-2-2 266-0135
広瀬マイスクール児童館 青葉区下愛子字二本松40 392-5711
水の森児童館 青葉区水の森4-1-1 277-2711
南吉成児童館 青葉区南吉成5-18-1 278-5160
吉成児童館 青葉区国見ケ丘2-2-1 279-2033
岩切児童館 宮城野区岩切字今市東91-1 396-8701
岡田児童館 宮城野区岡田字北在家65-1 254-2568
幸町児童館 宮城野区幸町3-13-13 291-8651

児童館・児童センター → 51ページ

施設名 所在地 電話番号
幸町南児童館 宮城野区大梶10-27 296-8125
新田児童館 宮城野区新田2-22-38 783-7848
高砂児童館 宮城野区高砂1-24-9 258-1010
田子児童館 宮城野区田子2-4-25 254-2721
榴岡児童館 宮城野区榴ケ岡103-2 299-0604
燕沢児童館 宮城野区燕沢東3-6-1 253-2701
鶴ケ谷西児童館 宮城野区鶴ケ谷3-17 252-4595
鶴ケ谷東マイスクール児童館 宮城野区鶴ケ谷6-2 251-0675
鶴巻児童館 宮城野区鶴巻1-15-32 259-8920
東部児童館 宮城野区平成1-3-27 237-0093
中野栄児童館 宮城野区栄3-11-11 786-7257
西山児童館 宮城野区安養寺3-15-10 251-0556
原町児童館 宮城野区五輪2-12-70 352-9811
東宮城野マイスクール児童館 宮城野区東宮城野5-1 239-5484
福室児童館 宮城野区福室5-9-36 786-3540
枡江児童館 宮城野区安養寺2-2-1 292-5223
宮城野児童館 宮城野区東宮城野2-40 236-0804
荒井児童館 若林区伊在3-2-1 290-6955
荒町児童館 若林区荒町86-2 266-6023
沖野児童館 若林区沖野7-34-43 290-0139
沖野マイスクール児童館 若林区沖野3-20-1 282-6394
蒲町児童館 若林区蒲町41-3 294-6353
七郷児童館 若林区荒井3-7-2 288-8700
遠見塚児童館 若林区遠見塚1-14-20 286-2066
古城児童館 若林区古城1-1-15 282-8020
南小泉児童館 若林区保春院前丁3-1 285-2154
南材木町児童館 若林区南小泉字八軒小路5-1 215-5025
大和児童館 若林区中倉2-19-25 283-3350
連坊小路マイスクール児童館 若林区連坊1-7-27 792-3251
六郷児童館 若林区今泉1-3-19 289-5138
若林児童館 若林区若林3-15-20 282-4541
芦の口児童館 太白区西の平2-36-10 243-4505
大野田児童館 太白区大野田5-23-5 247-2112
鹿野児童館 太白区鹿野2-9-2 249-0526
上野山児童館 太白区上野山1-11-1 243-5401
郡山児童館 太白区郡山字行新田9-5 308-5620
金剛沢児童館 太白区金剛沢1-27-1 243-2558
太白マイスクール児童館 太白区太白1-5-1 245-8956
富沢児童館 太白区富沢西4-12-1 743-8085
中田児童館 太白区中田4-1-2 306-8967
長町児童館 太白区長町5-3-2 304-2743
長町南児童館 太白区長町南1-6-15 308-3153
西多賀児童館 太白区西多賀3-6-8 244-6753
西中田児童館 太白区西中田7-23-35 242-2901
八本松児童館 太白区八本松2-4-20 249-1821
東四郎丸児童館 太白区四郎丸字大宮26-10 242-2845
東中田児童館 太白区四郎丸字吹上51 395-5001
東長町児童館 太白区郡山6-5-2 246-6560
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施設名 所在地 電話番号
人来田マイスクール児童館 太白区人来田1-1-1 743-3782
袋原コミュニティ児童館 太白区中田町字法地南4-2 241-8701
向山児童館 太白区向山3-19-5 715-0565
茂庭台児童館 太白区茂庭台4-1-10 281-3293
八木山児童館 太白区八木山本町1-40-1 229-0833
八木山南児童館 太白区鈎取3-13-1 743-0258
柳生児童館 太白区柳生7-20-7 306-6751
湯元児童館 太白区秋保町湯向24-21 397-1255
泉ケ丘児童センター 泉区泉ケ丘4-11-29 372-1002
市名坂児童館 泉区市名坂字明神31-2 375-8836
桂児童センター 泉区桂3-19-1 375-0550
加茂児童センター 泉区加茂3-5-1 378-1980
北中山児童センター 泉区北中山2-16-1 379-5568
黒松児童館 泉区黒松1-15-4 233-6059
向陽台児童館 泉区向陽台5-19-14 373-8003
将監児童館 泉区将監8-9-1 373-2002
将監児童センター 泉区将監8-1-18 373-6611
将監西児童館 泉区将監10-19-1 372-0836
松陵児童センター 泉区松陵3-28-2 372-7907
住吉台児童センター 泉区住吉台西4-2-3 376-5969
高森児童センター 泉区高森3-4-346 378-6778
高森東児童センター 泉区高森7-1-3 377-4480
長命ケ丘児童センター 泉区長命ケ丘6-10-12 378-5444
鶴が丘児童センター 泉区鶴が丘3-17-20 373-3832
寺岡児童センター 泉区寺岡3-1-3 378-3288
七北田児童センター 泉区泉中央3-33-5 372-3051
南光台児童館 泉区南光台7-10-40 253-3410
南光台東児童センター 泉区南光台東1-49-22 252-2993
虹の丘児童センター 泉区虹の丘1-9-5 373-3510
根白石児童館 泉区根白石字町西上12 379-2469
南中山児童センター 泉区南中山4-18-1 379-3695
八乙女児童館 泉区松森字不動148 272-1230
館児童センター 泉区館7-1-11 376-5149

施設名 所在地 電話番号
亀岡 青葉区川内亀岡町62-2 225-2811
台原 青葉区台原森林公園1-3 233-3901
小鶴 宮城野区仙石2-1 236-4171
高砂 宮城野区高砂1-24-9 259-7860
沖野 若林区沖野7-34-43 282-0531
大野田 太白区大野田5-23-5 247-1005
郡山 太白区郡山字行新田9-5 308-5332
泉中央 泉区七北田字菅間38 373-1285

老人福祉センター → 33ページ
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施設名 所在地 電話番号
あやし 青葉区落合4-2-22 392-2230
五橋 青葉区五橋2-12-2 仙台市福祉プラザ7階 716-5460
大沢広陵 青葉区赤坂2-16-1 399-6154
花京院 青葉区宮町2-2-6 アルデール宮町1階 716-5390
上杉 青葉区上杉1-17-20 第6銅谷ビル1・2階 221-5569
木町通 青葉区木町通1-4-15 仙台市交通局庁舎3階 216-3722
国見 青葉区八幡4-2-1早美ビル102号 727-8923
国見ケ丘 青葉区国見ケ丘7-141-9 303-3805
小松島 青葉区小松島新堤7-1 233-6954
桜ケ丘 青葉区桜ケ丘2-19-1 みやぎ生協1階 303-5870
台原 青葉区台原森林公園1-3 727-5360
葉山 青葉区葉山町8-1 273-4910
双葉ケ丘 青葉区双葉ケ丘2-9-2 275-3881
南吉成 青葉区南吉成7-14-1 719-5733
岩切 宮城野区岩切字稲荷14 255-2524
高砂 宮城野区高砂1-24-9 388-7828
榴岡 宮城野区榴岡4-2-8 テルウェル仙台ビル2階 297-5906
燕沢 宮城野区燕沢東3-8-10 388-3690
鶴ヶ谷 宮城野区鶴ケ谷2-1-13 388-3801
東仙台 宮城野区新田3-28-20 782-3511
福田町 宮城野区田子字富里223 388-6101

宮城野 宮城野区五輪2-12-13
ライオンズマンション五輪第2 1階 355-2381

沖野 若林区沖野6-34-5 294-0380

河原町 若林区河原町2-5-36
パストラル河原町1階 262-1180

七郷 若林区伊在3-4-1 ディオ・ホリⅡ号棟105号 290-6761
遠見塚 若林区遠見塚1-14-30 781-3877
大和蒲町 若林区大和町3-1-1 783-6656
六郷 若林区上飯田4-9-16 田中ハイツ102 289-2111
秋保 太白区秋保町長袋字清水久保51-4 399-2205
愛宕橋 太白区向山4-19-10 共立愛宕橋ビル1階 215-8822
郡山 太白区郡山字行新田9-5 748-0455
四郎丸 太白区四郎丸字大宮46 242-6351
富沢 太白区南大野田24-4 メゾンド・エイコーⅡ105号 748-0503
長町 太白区長町5-3-20 NTT東日本仙台長町ビル1階 304-2154
西多賀 太白区西多賀1-19-8 キャピタル西多賀104号 307-3383
西中田 太白区西中田3-23-3 ハイツ安久B-103 741-5290
袋原 太白区東中田3-26-54 393-6533
茂庭 太白区茂庭台2-15-20 281-4115
八木山 太白区桜木町1-10 229-0811
山田 太白区鈎取本町1-16-57 阿部ハイツビル 1階 307-4440
泉中央 泉区泉中央2-16-1 トレスピーノ泉中央1階 372-8079
向陽台 泉区向陽台4-7-14 伊藤コーポ102 343-1512
将監 泉区将監10-18-13 772-5501
高森 泉区高森4-2-608 341-3665
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※令和4年4月1日時点の情報です。

施設名 所在地 電話番号
長命ケ丘 泉区長命ケ丘1-12-11 モウジュンビル101 725-3068
寺岡 泉区寺岡1-2-5 378-8886
南光台 泉区南光台南1-14-27 コーポUMEMORI1階 251-8850
虹の丘・
加茂 泉区虹の丘1-10-6 373-9333

根白石 泉区根白石字清水屋敷35-1 376-8310
松森 泉区鶴が丘1-30-3 D-2 772-6220
南中山 泉区南中山3-2-15 343-5561
八乙女 泉区黒松2-19-7第3えりあビル101 301-9811

施設名 所在地 電話番号
光陽ホーム 青葉区荒巻字三居沢1-5 214-7111
サウスコーゼ吉成 青葉区南吉成7-14-1 719-1614
フェリコ館 青葉区国見ケ丘7-141-9 277-3866
ケアハウス青葉ハイツ 青葉区八幡4-7-6 341-1402
ケアハウスインいわきり 宮城野区岩切字稲荷24-1 396-7277
ひまわり 宮城野区岩切字東河原352-3 396-8082
宮城野の里 宮城野区田子字富里223 388-8777
千年の杜仙台 若林区荒井東2-12-1 289-5111
ケアハウス大宮 太白区四郎丸字大宮26-3 306-2710
それいゆ 泉区本田町20-15 218-7476
橘館 泉区実沢字橘川屋敷1 376-8051
ドルフィン 泉区上谷刈字長命10 777-7682
松森の郷 泉区松森字岡本前27 771-8057
松香の郷 泉区泉中央南15 347-3297

施設名 所在地 電話番号
あけの星荘 宮城野区安養寺2-24-1 297-1359

施設名 所在地 電話番号
仙台長生園 青葉区葉山町8-1 271-7255
吉成苑 青葉区南吉成7-14-1 719-1720

養護老人ホーム → 37ページ

軽費老人ホーム → 37ページ

ケアハウス �

A型 �

名称 所在地 電話番号
二日町駐車場 青葉区二日町1-30 261-6036
勾当台公園地下駐車場 青葉区国分町3-7-1 266-3813
泉中央駅前駐車場 泉区泉中央1-8-4 218-2650

八木山動物公園駅駐車場 太白区八木山本町1-43
（八木山動物公園南側） 397-6228

�市営駐車場

名称 所在地 電話番号
仙台市消防局 青葉区堤通雨宮町2-15 234-1111
青葉消防署 青葉区堤通雨宮町2-15 234-1121
荒巻出張所 青葉区川平3-3-48 278-5980
片平出張所 青葉区片平1-5-13 225-1050
国見出張所 青葉区国見3-11-19 234-5241
小松島出張所 青葉区小松島4-7-1 234-7266
宮城消防署 青葉区落合2-15-1 392-8119
熊ケ根出張所 青葉区熊ケ根字町一番の五1-7 393-2488
宮城野消防署 宮城野区苦竹3-6-1 284-9211
高砂分署 宮城野区高砂1-30-15 258-0900
岩切出張所 宮城野区岩切字三所南1-4 255-8249
鶴谷出張所 宮城野区鶴ケ谷8-19-6 251-1563
原町出張所 宮城野区原町1-3-54 256-5732
若林消防署 若林区遠見塚2-25-20 282-0119
六郷分署 若林区今泉字久保田東32-65 289-4365
河原町出張所 若林区河原町1-2-1 215-0015
太白消防署 太白区山田北前町15-1 244-1119
秋保出張所 太白区秋保町湯向29-7 398-2632
中田出張所 太白区中田4-14-5 241-1450
長町出張所 太白区大野田5-5-1 248-9284
茂庭出張所 太白区茂庭台4-1-34 281-4789
八木山出張所 太白区八木山香澄町25-20 229-4639
泉消防署 泉区将監4-4-1 373-0119
八乙女分署 泉区八乙女中央3-7-60 776-0119
松陵出張所 泉区松陵5-20-3 372-9955
高森出張所 泉区高森4-2-616 377-1252
根白石出張所 泉区小角字館前12-1 376-8870

救急ステーション 太白区あすと長町1-1-1
（市立病院敷地内） 308-5119

中央救急出張所 宮城野区名掛丁207 295-7220
消防航空センター 岩沼市空港西1-7 0223-23-7850

�消防施設
消防署

都市整備局総務課（二日町、勾当台公園地下、泉中央駅前）
214-8287   211-0017

市営駐車場

太白区道路課（八木山動物公園駅）
247-1195   249-1134
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名称 所在地 電話番号
仙台中央警察署 青葉区五橋1-3-19 222-7171
仙台北警察署 青葉区昭和町3-13 233-7171
仙台東警察署 宮城野区南目館21-1 231-7171
仙台南警察署 太白区長町6-2-7 246-7171
泉警察署 泉区泉中央1-2-5 375-7171
若林警察署 若林区荒井東1-8-2 390-7171

名称 所在地 電話番号

仙台市防災安全協会 青葉区柏木1-2-45
フォレスト仙台ビル3階 271-1211

�その他の公共機関など
警察署

名称 所在地 電話番号
仙台高等裁判所 青葉区片平1-6-1 222-6111
仙台地方裁判所 青葉区片平1-6-1 222-6111
仙台家庭裁判所 青葉区片平1-6-1 222-4165
仙台簡易裁判所 青葉区片平1-6-1 222-6111

裁判所

仙台市防災安全協会

検察庁

名称 所在地 電話番号
仙台高等検察庁 青葉区片平1-3-1 222-6153
仙台地方検察庁 青葉区片平1-3-1 222-6151

出入国在留管理局

名称 所在地 電話番号
仙台出入国
在留管理局

宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎 256-6076

法務局

名称 所在地 電話番号

仙台法務局 青葉区春日町7-25
仙台第三法務総合庁舎 225-5611

年金事務所

名称 所在地ほか 電話番号
日本年金機構
仙台北年金事務所 青葉区宮町4-3-21 224-0891

日本年金機構
仙台東年金事務所 宮城野区宮城野3-4-1 257-6111

日本年金機構
仙台南年金事務所 太白区長町南1-3-1 246-5111

街角の年金相談
センター仙台

青葉区国分町3-6-1
仙台パークビル2階

262-5527
（電話での相談は
行っておりません）

ねんきん定期便・
ねんきんネット等
専用ダイヤル

ねんきん定期便・ねんきん
ネットに関するお問い合わせ

0570-058-555
（IP電話・PHS）
03-6700-1144

ねんきんダイヤル 年金請求などの相談・年金受
給者の相談

0570-05-1165
（IP電話・PHS）
03-6700-1165

ねんきん加入者
ダイヤル 国民年金の一般的な相談

0570-003-004
（IP電話・PHS）
03-6630-2525

国税局・税務署・県税事務所

名称 所在地 電話番号

仙台国税局 青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎A棟 263-1111㈹

仙台北税務署 青葉区上杉1-1-1 222-8121
仙台中税務署 若林区卸町3-8-5 783-7831
仙台南税務署 太白区柳生2-28-2 306-8001
仙台南県税事務所 太白区長町7-22-20 248-2961
仙台中央県税事務所 青葉区上杉1-2-3 715-0621
仙台中央県税事務所
扇町出張所 宮城野区扇町3-3-10 232-5702

仙台北県税事務所 青葉区堤通雨宮町4-17 275-9117

行政困りごと相談所   
（総務省東北管区行政評価局）

名称 所在地 電話番号

行政苦情110番 青葉区本町3-2-23
（仙台第2合同庁舎11階） 0570-090110

行政困りごと相談所 青葉区一番町3-4-1
（藤崎一番町館6階） 263-6201

詳しくは
→ 17〜18ページへ
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郵便局名 所在地 窓口 配達 集荷
仙台中央郵便局 青葉区北目町1-7 0570-083-765 0570-083-765

※�コ ー ル センター
（0 8 0 0 - 0 8 0 0 -
111）にお問い合わ
せください。

仙台北郵便局 青葉区台原3-17-10 0570-006-671 0570-006-671

仙台中郵便局 青葉区一番町1-3-3

267-8116
※�貯金サービスについては
併設のゆうちょ銀行仙台
支店（0570-001-685）に
お問い合わせください。

※�仙台中央郵便局（0570-
083-765）にお問い合わせ
ください。

愛子郵便局 青葉区下愛子観音40-5 392-2901 ※�新仙台郵便局（0570-006-
174）にお問い合わせくだ
さい。作並郵便局 青葉区作並相ノ沢32-11 395-2501

仙台東郵便局 宮城野区原町6-2-32

0570-073-156
※�貯金サービスについては併
設のゆうちょ銀行仙台東店
（0570-001-751）にお問い
合わせください。

0570-073-156

若林郵便局 若林区かすみ町17-44 0570-066-359 0570-066-359

卸町郵便局 若林区卸町2-15-2
（卸商センター1階） 284-0033

※�若林郵便局（0570-066-
359）にお問い合わせくだ
さい。

新仙台郵便局 太白区鈎取字谷地田80 － 0570-006-174

仙台南郵便局 太白区長町7-21-12 248-0983
※�新仙台郵便局（0570-006-
174）にお問い合わせくだ
さい。

泉郵便局 泉区将監8-10-3 0570-943-924 0570-943-924
泉西郵便局 泉区寺岡6-8-1 0570-943-588 0570-943-588

日本郵便株式会社（郵便局窓口での取り扱い、郵便・ゆうパック等の配達、集荷についてのお問い合わせ）

公　庫

名称 所在地 電話番号
住宅金融支援機構 青葉区片平1-3-18 （ご融資について）0120-086-035　（ご返済について）0120-086-016
日本政策金融公庫
仙台支店 青葉区中央1-6-35 （国民生活第一事業）0570-005843　（国民生活第二事業）0570-005864

（農林水産事業）221-2331　（中小企業事業）223-8141

・�仙台市交通局案内センター（総合案内）� �
222-2256�  224-5126

・�仙台市交通局忘れ物センター� �
223-4812

地下鉄・バス

名称 所在地 電話番号

仙
台
市
交
通
局

川内営業所 青葉区荒巻字三居沢1 221-3326

白沢出張所 青葉区上愛子字
下十三牧田30-1 392-2557

長町営業所 太白区長町5-8-18 248-2514
霞の目営業所 若林区かすみ町9-1 286-2131
東仙台営業所 宮城野区燕沢1-27-10 251-1420
七北田出張所 泉区八乙女中央3-7-55 372-3201
実沢営業所 泉区実沢字宮西8 379-2422

宮
城
交
通

本社 泉区泉ケ丘3-13-20 771-5310
仙台営業所 太白区山田字山田山24-2 243-2131
富谷営業所 富谷市三ノ関太子堂西108 358-9031
泉営業所 泉区明通4-1 772-0501
泉営業所野村車庫 泉区野村字馬場屋敷5-1 371-7571
仙台北営業所 泉区泉ケ丘3-14-15 218-0041
宮交仙台高速バスセンター 青葉区中央1-6-35 261-5333

仙台南営業所 名取市高舘熊野堂字五反田76 381-3230

→ 64〜67ページでも関連情報を掲載バ　ス 名称 所在地 電話番号
愛
子
観
光
バ
ス

本社・営業所／
定期券発売所 青葉区愛子字大岩1-3 392-6139

JR東日本お問い合わせセンター �
・�お忘れ物案内　 050-2016-1601
・�列車時刻、運賃・料金、空席情報案内� �
050-2016-1600

列車時刻や忘れ物の問合せなど、詳しくは64ページへ鉄　道

・�郵便物等の転送サービスをご希望の方は、お近くの郵便局窓口に転居届をお出しください。
 ホームページからもお申し込みいただけます。
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名称 問い合わせ
全日本空輸（ANA） 国内線予約・案内センター 0570-029-222
日本航空（JAL） 国内線お問い合わせ窓口 0570-025-071
IBEXエアラインズ 国内旅客予約案内センター 0120-686-009
AIRDO 予約・案内センター（札幌） 011-707-1122

スカイマーク 予約センター
0570-039-283
（予約・運行状況）
0570-055-283
（直前予約）

フジドリームエアラインズ コールセンター 0570-55-0489
ピーチ・アビエーション コンタクトセンター 0570-001-292
アシアナ航空 予約営業センター 0570-082-555
中国国際航空 仙台支店 221-2025
エバー航空 予約センター 0570-666-737
タイガーエア台湾 日本地区コールセンター 03-6455-0242

航空（仙台空港 就航エアライン問い合わせ先）

名称 所在地 電話番号
太
平
洋
フ
ェ
リ
ー

予約センター 名古屋市中村区名駅4-24-8
いちご名古屋ビル6階 388-8757

仙台港営業所 宮城野区港3-7-1
フェリーターミナルビル内 259-0211

船　舶

名称 問い合わせ内容 電話番号
（
公
財
）日
本
道
路
交
通
情
報
セ
ン
タ
ー

仙台センター 東北地方・宮城情報 050-3369-6604

高速
東北センター 東北地方高速情報 050-3369-6761

道路交通情報

名称 電話番号
N
E
X
C
O
東
日
本

お客様センター
ナビダイヤル
（24時間・365日） 0570-024-024

PHS・IP電話ご利用の場合 03-5308-2424

高速道路

→ 56〜58ページでも関連情報を掲載電気・ガス・水道

名称 問い合わせ内容 電話番号

東北電力
コールセンター

お引っ越し・アンペ
ア変更のお申し込み 0120-066-774

その他のお問い合わせ 0570-550-220

東北電力ネットワーク
コールセンター

停電・緊急時のお問い
合わせ（24時間対応） 0120-175-366

電気設備のお問い
合わせ 0120-175-377

電気 �

名称 所在地 電話番号

仙台市ガス局
仙台市ガス局
お客さまセンター 宮城野区幸町5-13-1 0800-800-8977

Gas�Salon 青葉区中央2-10-24 264-0220

（一社）宮城県LPガス協会 青葉区本町3-5-22
宮城県管工事会館5階 262-0321

ガス �

名称 問い合わせ内容 電話番号

仙台市水道局

水道局
コールセンター

水道に関するお申し
込み・お問い合わせ 748-1111

水道修繕
受付センター

漏水を発見した際
のお問い合わせ 304-3299

（公財）仙台市
水道サービス公社

水道の新設・改造工
事のお問い合わせ 304-0162

水道 �

→ 9ページでも関連情報を掲載休日・夜間医療機関案内
・�おとな救急電話相談� �
♯7119（プッシュ回線以外の固定電話等からは
022-706-7119）

・�宮城県こども夜間安心コール� �
♯8000（プッシュ回線以外の固定電話等からは
022-212-9390）

・粗大ごみ・・・粗大ごみ受付センター　 716-5301
・し尿くみ取り・・・廃棄物企画課　 214-8231
・電気・・・東北電力コールセンター　 0120-066-774
・水道・・・水道局コールセンター　 748-1111
・�ガス（都市ガス）・・・引っ越し専用電話　 0800-800-8978
・ガス（LPガス）・・・取引先LPガス販売店
・NHK・・・ 0120-151515
・電話（NTT東日本）・・・　 116番
 （携帯電話、NTT以外の固定電話から）・・・　 0120-116-000
 インターネット（フレッツ）に関するお問い合わせ・・・　 0120-116-116
・郵便・・・お近くの郵便局に転居届けを

引っ越しのとき

・電話の新設・移転・各種ご相談・・・　 116番
 （携帯電話、NTT以外の固定電話から）・・・　 0120-116-000
 インターネット（フレッツ）に関するお問い合わせ・・・　 0120-116-116
・電話の故障・・・　 113番
 （携帯電話・NTT以外の固定電話から）・・・　 0120-444-113
・電報のお申し込み・・・　 115番
 （クレジットカード払いでの申込）・・・　 0120-759-560
・番号案内　 104番
・料金に関するお問い合わせ
　�NTTファイナンスより請求の方　 0800-333-0111
　NTT東日本より請求の方　 0120-002-992

電報・電話（NTT東日本）
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