
             

 
生活保護受給の方で，身体・知的・精神障害等により，自立生活が困難な方に，生活の場を提供し

支援をしています。 
■一時入所 
〒982-0215 仙台市太白区旗立 2-3-1  TEL 022-245-3721 
 

 

 

○ぱれっとさとのもり  ■特定相談支援・障害児相談支援，岩沼市障害者相談支援事業 
〒989-2432 岩沼市中央 2-5-26 TEL 0223-29-4989（相談 TEL 0223-24-1712） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

   社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 概要 

 

【法人本部】 
〒980-0011 
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目２番３号 宮城県自治会館 
３Ｆ 総務部，人材育成部 

〒980-0014              
宮城県仙台市青葉区本町三丁目７番４号 宮城県社会福祉会館 
   震災復興・地域福祉部 
１Ｆ 福祉人材課（宮城県福祉人材センター） 

中国帰国者支援・交流センター  
２Ｆ 生活支援課（生活資金係） 
３Ｆ 地域福祉課，宮城県地域支え合い・ 

生活支援推進連絡会議事務局 
４Ｆ  生活支援課 

（みやぎ地域福祉サポートセンター） 

 

宮城県社会福祉協議会は，本県における地域福祉推進の中核機関として,市町村社会福祉協議会をはじめ，福祉諸団体，ＮＰＯ 
法人，ボランティア等，幅広い関係者との連携・協働のもと，高い公益性とともに民間法人としての自主性，創造性を発揮して 
『誰もが身近な地域で安心していきいきと暮らせる地域づくり』に取り組み，豊かな福祉社会の実現を目指します。 

理 事 会 評議員会 監   事 

会  長 常務理事 副 会 長 専務理事 

 

事 務 局 
総 務 部 

【 事務局 】         【 施 設 】 

 

 

 

福祉サービス利用 
に関する運営適正化委員会  

仙台市青葉区本町三丁目７番４ 

宮城県社会福祉会館 4F 

事務局 TEL 022-716-9674 

高齢者，障害者，児童等の方々が、福祉施

設や在宅で受ける、社会福祉事業・福祉サー

ビスの苦情解決に向けてお手伝いをします。 

 

震災復興・地域福祉部 

法人及び事務局の総務・経理関係，災害対策，施設管理事業の進行管理，広報等を行なっています。 

【企画係】TEL：022-263-4744 
【財務係】TEL：022-263-0949 

【施設管理係】TEL：022-263-4744 【総務係】 
【職員係】 

TEL：022-225-8476 

生 活 支 援 課 

 
地 域 福 祉 課 

 

福 祉 人 材 課 

（宮城県福祉人材センター） 

 

中国帰国者支援・交流センター 

 

 

宮城県地域支え合い・ 

生活支援推進連絡会議事務局 
【生活資金係】 

TEL：022-225-8478 
低所得世帯，障害者世帯，高

齢者世帯等に対して，経済的自
立と社会参加の促進，安定した
生活が送れるよう，市町村社協
や民生委員による相談・援助を
通じて支援します。 

  
  

TEL：022-212-3388 
  認知症高齢者や知的・精神障

害で判断能力が不十分な方に
対して，福祉サービス利用援助
や日常的な金銭管理のお手伝
いをします。自立した地域生活
を継続できるよう市町村社協
とともに支援します。 

【地域福祉推進係】 
 TEL：022-266-3950 
  住民が積極的に地域福祉活動できる

よう，市町村社協・民児協・関係団体
等と連携・協働し支援します。 

また，社会福祉法人や施設の経営上
の課題について改善へ向けた支援，福
祉サービス第三者評価事業を行なっ
ています。 

 【みやぎボランティア総合センター】 
 TEL：022-266-3951 

住民が市民活動やボランティア活動
に参加できるよう，社協や NPO 法人，
ボランティアグループの活動を「研修・
相談・連絡調整・情報発信」等で支援を
します。 

 

【人材確保・支援係】 
TEL：022-262-9777 
福祉施設・事業所と福祉分野への求

職者との橋渡しを行なう「福祉人材無
料職業紹介事業」等を実施しています。 

 
【震災復興支援係】 

TEL：022-266-3952 
被災地域社協等へ情報提供・運営支援

や地域コミュニティ構築支援等を行な
っています。 

TEL：022-2６6-2621 
 介護予防・日常生活支援総合事業
等に取り組む市町村への支援を行な
っています。 

（日本語対応） TEL：263-0948 
（中国語対応） TEL：223-1152 

中国帰国者とその家族の社会的
自立を支援するための日本語学習，
各種教室，生活・就業相談などを行
なっています。 

施 設 

○障害者支援施設 定員２３０人 
重度知的障害者への日中活動・生活の支援，地域生活移行の取組を行なってい

ます。  

〒981-3625 黒川郡大和町吉田字上童子沢 21 

TEL 022-345-3282 

事務管理センター，地域移行推進部，おおくら園・ 

かまくら園・とがくら園，なでくらセンター，  
■施設入所支援，生活介護，短期入所  

○まつくらセンター 定員２０人 

■就労継続支援 B 型 

 

宮城県船形の郷 

 
 
○在宅心身障害者保養施設 定員 80 人 

在宅の障害者とその家族の保養の場です。 
レクリエーション・ボランティア育成も行なっています。 

〒981-3625 黒川郡大和町吉田字上童子沢 21  

TEL 022-345-3701 
■短期入所，日中一時支援事業 

○放課後等デイサービス事業所 なないろくれよん 

■放課後等デイサービス 

 

〒981-3621 黒川郡大和町吉岡字館下 46－1 
TEL022-344-3596 

○ひなた      ■共同生活援助 

           グループホーム体験ステイ推進事業 

○ぱれっとよしおか ■特定相談支援・障害児相談支援，大和町障害者相談支援事業 

○吉岡すまいる   ■生活介護 

○ふわり      ■児童発達支援・放課後等デイサービス 

○障害者就業・生活支援センター わ～く（仙台市を含む仙台圏域） 

〒983-0014 仙台市宮城野区高砂 1-154-10  TEL022-353-5505 

 

仙台北地域福祉サービスセンター 

 宮城県七ツ森希望の家 

地域支援センターぱれっと 

 
 
○自立訓練（生活訓練）・宿泊型自立訓練 定員２０人 

精神疾患等をお持ちの方へ，自立・自活に向けた生活訓練等の支援をしています。 
〒989-6117 大崎市古川旭 5-7-21   TEL 0229-23-1513 

■自立訓練（生活訓練），宿泊型自立訓練，短期入所 
 
 
 

〒989-6117 大崎市古川旭４―３－７   TEL 0229-21-0266 
○さくら      ■共同生活援助 
○障害者就業・生活支援センターLink（大崎圏域） 

TEL 0229-21-7466 

県北地域福祉サービスセンター 

 宮城県援護寮 

地域支援センターほほえみ 

県中央地域福祉サービスセンター 

 
 

 
知的障害児の保護・療育及び生活の支援をします。 
■福祉型障害児入所施設，経過的施設入所支援 ，経過的生活介護 ，短期入所 
〒981-3213 仙台市泉区南中山 5-2-1 TEL 022-379-5001 

 

 
 

TEL 022-379-5001 
重度知的障害者への日中活動・生活の支援，地域生活移行の取組を行なっています。  
■施設入所支援，生活介護 ，短期入所 

 
 
 

発達障害に関する総合相談窓口 
TEL 022-376-5306 
 

 
 

〒981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘 4-31-22  TEL 022-343-6904 
○ひだまり     ■生活介護 

○わがや      ■共同生活援助 

宮城県啓佑学園 

宮城県第二啓佑学園 

宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」 

地域支援センターしんぼし 

なごみなの里地域福祉サービスセンター 

              

 
要介護高齢者に対して日常生活等の支援をしています。 
■短期入所生活介護，短期宿泊事業 
〒981-3623 黒川郡大和町小野字前沢 1  TEL 022-346-2229 

             
 

養護を必要とする高齢者に対して日常生活等の支援をしています。  
■生活管理指導短期宿泊事業 
〒981-3623 黒川郡大和町小野字前沢 31-1  TEL 022-346-2221 

 
 
 

〒981-3623 黒川郡大和町小野字前沢 31-1  TEL 022-341-0220 

○やわらぎ    ■通所介護，基準該当生活介護    

○なごみな    ■居宅介護支援 

○むつみ     ■訪問介護 

○富ヶ丘ホーム  ■共同生活援助 

 

和風園 

偕楽園 

地域支援センターなごみな 

仙台西地域福祉サービスセンター 

 
太白荘 

地域支援センターはたたて 

 
※地域福祉サービスセンターとは、その組織内にある施設・事業所・各種事業が一体的となり、高齢者・障害児者等の地域生活支援等に取り組むための運営形態を意味します。 
 
 

 

 

 

指定管理者施設 

 
部 

 
課 

指定管理者施設に

付属する本会設置

事業所，事業 

 

 

 

本会設置施設 

 
 

本会設置施設に

付 属 す る 事 業

所，事業 

 
 

（各圏域 電話番号） 
 仙南 0224-86-3811 
 大崎 0229-25-3032 
 栗原 0228-21-2245 
 登米 0220-21-5380 
 石巻 0225-96-2531 

気仙沼・南三陸  
0226-23-1182 

【みやぎ地域福祉サポートセンター】 

 

○養護老人ホーム 定員 80 人 

 

 

○特別養護老人ホーム 定員 200 人 

 

 

○救護施設 定員 100 人 

 

 

○福祉型障害児入所施設  定員 60 人 

 

 

 
○障害者支援施設  定員 30 人 

 

 

 

 

令和４年４月 1 日現在 

総 務 課 

 

企画・財 務課 

 
施 設 管 理 課 

 

 

また，介護福祉士，保育士等の修学
資金や再就職準備金などの各種貸付
を行っています。 

宮城県社会福祉協議会 

 

 人 材 育 成 部 

研 修 課 

 【研修係】 
TEL：022-225-8479 
県内の福祉従事者の育成，法人内職員のスキルア

ップを図るための研修を行なっています。 
その他，介護支援専門員実務研修受講試験や資格

取得研修等を実施しています。 
 
■各種専門研修 ■宮城県社会福祉従事者研修 

  

 

 
【宮城いきいき高齢者センター】 

TEL：022-223-1171 
  元気高齢者に対する生きがい・健康 

づくりの取組を行なっています。 
【宮城いきいき学園】 

TEL：022-225-8477 
シニアのための学びの場として， 

「宮城いきいき学園」の運営を 
行っています。 

 

 

いきがい健康課 

 

○介護研修施設 
高齢者等への介護に関する講座や福祉用具の 

紹介，住宅改修等の相談を行なっています。 
〒989-4103 
大崎市鹿島台平渡字上敷 19-7  
TEL 0229-56-9608 

 

宮城県介護研修センター 


