宮城県内に所在する国の行政機関等ガイド
平成28年12月1日
(注)

①

この表には、宮城県内に置かれている①国の行政機関、②独立行政法人・国立研究開発法人、③国立大学法人、④特殊法
人等について、当該機関の協力を得て掲載しました。
国の行政機関
機

府省・法人名等
人事院

関

名

郵便番号

所在地

東北事務局

980-0014

仙台市青葉区本町3-2-23
舎5階

東北管区警察局

980-8408 仙台市青葉区本町3-3-1

東北管区警察学校

985-0834 多賀城市丸山1-1-1

事務総局東北事務所

980-0014

電話番号
仙台第2合同庁

022-221-2001

内閣府
警察庁

公正取引委員会
復興庁

総務省

宮城復興局

986-0864 石巻市新境町1-1-7

気仙沼支所

988-0073

東北総合通信局
法務省

矯正局

仙台法務局

022-221-7181
022-366-2121

仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁
022-225-7095
舎
仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命
980-0811
022-266-2164
タワービル13階

石巻支所

東北管区行政評価局

仙台合同庁舎

セシカ117

2階

気仙沼市笹が陣3-5 気仙沼市シルバー人
材センター2階
仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁
980-0014
舎10階・11階
仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁
980-8795
舎
仙台市青葉区春日町7-25 仙台第3法務総
980-8601
合庁舎

0225-23-0860
0226-23-5301
022-262-7831
022-221-0638
022-225-5611

塩竈支局

985-0043 塩竈市袖野田町3-20

022-362-2338

大河原支局

989-1217 柴田郡大河原町字錦町1-1

0224-52-6053

古川支局

989-6117 大崎市古川旭6-3-1

0229-22-0510

石巻支局

986-0868 石巻市恵み野6-5-6

0225-22-6188

登米支局

987-0702 登米市登米町寺池桜小路70-2

0220-52-2070

気仙沼支局

988-0022

名取出張所

981-1224 名取市増田字柳田570-2

大和法務局証明サービスセン
ター

981-3621

黒川郡大和町吉岡字町裏16
コミュニティセンター1階

栗原法務局証明サービスセン
ター

987-2216

栗原市築館伊豆2-6-1
所1階

気仙沼市河原田2-2-20
階

NTT気仙沼ビル1

0226-22-6692
022-382-3694

大和町吉岡

022-225-5767
（仙台法務局不
動産登記部門）

栗原市築館総合支 0229-22-0510
（古川支局）

仙台矯正管区

984-0825 仙台市若林区古城3-23-1

022-286-0111

宮城刑務所

984-8523 仙台市若林区古城2-3-1

022-286-3111

仙台拘置支所

984-0825 仙台市若林区古城2-2-1

022-286-3115

石巻拘置支所

986-0874 石巻市双葉町3-48

0225-22-2555

古川拘置支所

986-6174 大崎市古川千手寺町2-2-2

0229-22-0472

－1－

保護局

入国管理局

東北少年院

984-0825 仙台市若林区古城3-21-1

022-285-4270

青葉女子学園

984-0825 仙台市若林区古城3-24-1

022-286-1551

仙台少年鑑別所

984-0825 仙台市若林区古城3-27-17

022-286-2311

矯正研修所仙台支所

984-0825 仙台市若林区古城3-23-1

022-286-0217

東北地方更生保護委員会

980-0812

仙台保護観察所

980-0812

更生保護拠点石巻

986-0832

更生保護拠点気仙沼

988-0042

仙台入国管理局
仙台空港出張所

983-0842
989-2401

仙台市青葉区片平1-3-1 仙台法務総合庁
舎4階
仙台市青葉区片平1-3-1 仙台法務総合庁
舎3階
石巻市泉町4-1-9 仙台地方検察庁石巻支
部
気仙沼市本郷19-2 仙台地方検察庁気仙
沼支部
仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第2法務
合同庁舎
名取市下増田字南原 仙台空港ターミナ
ルビル

法務総合研究所

仙台支所

980-0855 仙台市青葉区川内澱橋通12-5

検察庁

仙台高等検察庁

980-0812

仙台地方検察庁

仙台市青葉区片平1-3-1
舎
仙台市青葉区片平1-3-1
980-0812
舎

仙台区検察庁

仙台地方検察庁内

大河原支部・大河原区検察庁

仙台地方検察庁内

古川支部・古川区検察庁

関税局・税関

0225-92-1571
0226-21-5335
022-256-6076
022-383-4545
022-222-9016
022-222-6153
022-222-6151

0229-22-1751

仙台地方検察庁古川支部内

石巻支部・石巻区検察庁

986-0832 石巻市泉町4-1-9

0225-22-3345

気仙沼支部・気仙沼区検察庁

988-0042 気仙沼市本郷19-2

0226-22-6755

東北公安調査局
東北財務局

仙台市青葉区春日町7-25 仙台第3法務総
022-721-2701
合庁舎
仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎Ｂ
980-8436
022-263-1111
棟

980-0821

横浜税関
仙台塩釜税関支署

983-0001

仙台市宮城野区港3-1-3 仙台港国際ビジ
022-259-4306
ネスサポートセンター5階

塩釜事務所

985-0011 塩釜市貞山通3-4-1

塩釜港湾合同庁舎

022-362-5271

石巻出張所

986-0845 石巻市中島町15-2

石巻港湾合同庁舎3階

0225-22-4649

気仙沼出張所

988-0034 気仙沼市朝日町1-2

気仙沼合同庁舎5階

0226-23-1023

仙台空港税関支署
国税庁

022-221-1451

仙台地方検察庁古川支部内

登米支部・登米区検察庁

財務省

仙台法務総合庁

989-6174 大崎市古川千手寺町2-2-1

築館区検察庁

公安調査庁

仙台法務総合庁

022-221-3536

仙台国税局

989-2401

名取市下増田字南原
客ターミナルビル内

仙台空港国際線旅

980-8430 仙台市青葉区本町3-3-1

仙台合同庁舎

022-383-2390
022-263-1111

仙台北税務署

980-8402 仙台市青葉区上杉1-1-1

022-222-8121

仙台中税務署

984-0015 仙台市若林区卸町3-8-5

022-783-7831

仙台南税務署

982-8551 仙台市太白区柳生2-28-2

022-306-8001

塩釜税務署

985-8601 塩釜市旭町17-15

022-362-2151

－2－

古川税務署

989-6185 大崎市古川旭6-2-15

築館税務署

987-2292 栗原市築館薬師2-2-1

佐沼税務署

987-0511 登米市迫町佐沼字沼向109

0220-22-2501

石巻税務署

986-0827 石巻市千石町2-35

0225-22-4151

気仙沼税務署

988-0077 気仙沼市古町3-4-5

0226-22-6780

大河原税務署

989-1201 柴田郡大河原町大谷字末広12-1

0224-52-2202

国税庁仙台派遣監督評価官室
仙台派遣国税庁監察官
税務大学校

仙台研修所

国税不服審判
仙台国税不服審判所
所
厚生労働省

地方厚生局麻
薬取締部

東北厚生局

仙台市青葉区本町3-2-23
舎
仙台市青葉区本町3-2-23
980-0014
舎

980-0014
980-8426

麻薬取締部

980-0014
985-0011
989-2401

石巻出張所

986-0832 石巻市泉町4-1-9

石巻労働基準監督署
気仙沼臨時窓口

仙台第2合同庁

仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁
舎
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スク
エア21階
仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁
舎2階
仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁
舎
塩竈市貞山通3-4-1 塩釜港湾合同庁舎2
階
名取市下増田字南原 仙台空港ターミナ
ルビルM2階

仙台空港検疫所支所

仙台労働基準監督署

仙台第2合同庁

980-0874 仙台市青葉区角五郎2-12-18

983-0861

宮城労働局

築館合同庁舎

980-0014

年金審査課

仙台検疫所

0229-22-1711

022-263-1111
022-222-8532
022-221-7561
022-726-9260
022-207-3688
022-221-3701
022-367-8100
022-383-1854
022-367-8100

仙台市宮城野区鉄砲町1
舎
仙台市宮城野区鉄砲町1
983-8507
舎

988-0084

022-263-1111

（仙台検疫所）

983-8585

986-0832 石巻市泉町4-1-18

0228-22-2261

仙台第4合同庁
仙台第4合同庁

石巻合同庁舎

気仙沼市八日町2-1-11
所会館4階

気仙沼商工会議

022-299-8846
022-299-9071
0225-22-3365
0226-25-6921

古川労働基準監督署

989-6161 大崎市古川駅南2-9-47

0229-22-2112

大河原労働基準監督署

989-1246 柴田郡大河原町字新東24-25

0224-53-2154

瀬峰労働基準監督署

989-4521 栗原市瀬峰下田50-8

0228-38-3131

ハローワーク仙台

983-0852

ハローワークプラザ青葉

980-0021

マザーズハローワーク青葉

980-0021

仙台新卒応援ハローワーク

980-8485

仙台わかものハローワーク

983-0852

ハローワークプラザ泉

981-3133

ハローワーク大和

981-3626 黒川郡大和町吉岡南2-3-15

022-345-2350

ハローワーク石巻

986-0832 石巻市泉町4-1-18

0225-95-0158

ハローワーク塩釜

985-0001 塩釜市新浜町3-18-1

－3－

仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル3
～5階
仙台市青葉区中央2-11-1 オルタス仙台
ビル4階
仙台市青葉区中央2-11-1 オルタス仙台
ビル4階
仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン
12階
仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル5
階
仙台市泉区泉中央1-7-1 地下鉄泉中央駅
ビル4階

石巻合同庁舎

022-299-8811
022-266-8609
022-266-8604
022-726-8055
022-207-6800
022-771-1217

022-362-3361

農林水産省

ハローワーク古川

989-6143 大崎市古川中里6-7-10

ハローワーク大河原

989-1201

ハローワーク白石

989-0229 白石市字銚子ヶ森37-8

ハローワーク築館

987-2252 栗原市築館薬師2-2-1

ハローワーク迫

987-0511 登米市迫町佐沼字内町42-10

0220-22-8609

ハローワーク気仙沼

988-0066 気仙沼市東新城1-7-1

0226-41-6720

国立療養所東北新生園

989-4692 登米市迫町新田字上葉ノ木沢1

0228-38-2121

東北農政局

980-0014 仙台市青葉区本町3-3-1

022-263-1111

古川合同庁舎

柴田郡大河原町大谷字町向126-4
（Orga）1階

オーガ

0229-22-2305
0224-53-1042
0224-25-3107

築館合同庁舎

仙台合同庁舎

消費･安全部業務課消費安全
チーム、生産部業務管理課、統
計部調整課、統計企画課、経
983-0038 仙台市宮城野区新田2-22-1
営･構造統計課、生産流通消費
統計課、統計調査チーム

宮城野庁舎

0228-22-2531

022-236-6661

宮城県拠点（支局）

980-0014 仙台市青葉区本町3-3-1

土地改良技術事務所

983-0836 仙台市宮城野区幸町3-14-1

022-295-5544

中津山農業水利事業所

986-0101 石巻市相野谷字飯野川町159-1

0225-62-8730

986-0832 石巻市泉町4-1-118 石巻合同庁舎

0225-25-4588

河南二期山農業水利事業建
設所

仙台合同庁舎

022-266-8778

仙台市宮城野区五輪1-3-20（仙台第2法務
022-292-6877
合同庁舎4階）
亘理・山元土地改良建設事業建
亘理郡亘理町江下124（亘理土地改良区
989-2351
0223-33-1301
設所
内）
仙台東土地改良建設事業所

植物防疫所

横浜植物防疫所
塩釜支所

石巻出張所

986-0845 石巻市中島町15-2

林野庁

東北森林管理局

国土交通省

989-2401

塩釜港湾合同庁舎内

名取市下増田字南原
ルビル

989-2401

仙台空港出張所

経済産業省

985-0011 塩釜市貞山通3-4-1

仙台空港分室

動物検疫所

水産庁

983-0842

仙台空港ターミナ

石巻港湾合同庁舎内

名取市下増田字南原
ルビル

仙台空港ターミナ

022-362-6916
022-383-4585
0225-95-0261
022-383-2302

宮城北部森林管理署

989-6166 大崎市古川東町5-32

0229-22-2074

仙台森林管理署

981-0908 仙台市青葉区東照宮1-15-1

022-273-1111

仙台市宮城野区五輪1-3-15
庁舎

仙台第3合同

仙台漁業調整事務所

983-0842

東北経済産業局

980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1

関東東北産業保安監督部東北支部

980-0014

東北地方整備局

980-8602 仙台市青葉区二日町9-15

022-225-2171

982-8566 仙台市太白区あすと長町4-1-60

022-248-4131

989-2441 岩沼市館下1-2-9

0223-22-2801

989-2383 亘理郡亘理町逢隈田沢字砂押35-1

0223-34-6941

981-1523 角田市梶賀字高畑北322-3

0224-63-2315

仙台河川国道事務所
岩沼出張所
阿武隈大堰管理分室
角田出張所

－4－

仙台市青葉区本町3-2-23
舎8階・9階

仙台合同庁舎
仙台第2合同庁

022-291-2774
022-263-1111
022-263-1111

名取川出張所

982-0003 仙台市太白区郡山字源兵衛東63

仙台海岸出張所

989-2435 岩沼市阿武隈1-2-16

仙台東国道維持出張所

982-0003 仙台市太白区郡山字源兵衛東63

仙台西国道維持出張所

982-0261 仙台市青葉区折立1-1-1

022-226-1493

気仙沼国道維持出張所

988-0121 気仙沼市松崎萱33-10

0226-23-5801

石巻国道維持出張所

986-0861 石巻市蛇田字新谷地前116

0225-95-5237

岩沼国道維持出張所

989-2426 岩沼市末広1-6-24

0223-22-3039

古川国道維持出張所

989-6145 大崎市古川北稲葉2-6-33

0229-22-1421

鳴子国道維持出張所

989-6711 大崎市鳴子温泉字石ノ梅111-1

0229-84-7574

三陸道維持出張所

986-0861 石巻市蛇田字新金沼244

0225-96-7651

気仙沼分室

988-0122 気仙沼市松崎五駄鱈202-3

0226-24-3212

986-0861 石巻市蛇田字新下沼80

0225-95-0194

大崎出張所

989-6111 大崎市古川鶴ヶ埣字鶴田154-3

0229-22-0336

鹿島台出張所

989-4102 大崎市鹿島台木間塚字小谷地496-1

0229-56-2617

飯野川出張所

986-0102 石巻市成田字根岸山畑5-7

0225-62-3102

米谷出張所

987-0902 登米市東和町米谷字古館5-4

0220-42-2211

涌谷出張所

987-0112 遠田郡涌谷町字桑木荒156-1

0229-43-3218

鳴瀬出張所

981-0215 宮城郡松島町高城字水溜下1-1

022-354-3101

鳴瀬川総合開発調査事務所

989-6117 大崎市古川旭3-8-18

0229-22-7811

鳴子ダム管理所

989-6806 大崎市鳴子温泉字岩渕2-8

0229-82-2341

釜房ダム管理所

989-1505 柴田郡川崎町大字小野字大平山10-6

0224-84-2171

七ヶ宿ダム管理所

989-0536 刈田郡七ヶ宿町字切通52-40

0224-37-2122

東北技術事務所

985-0842 多賀城市桜木3-6-1

022-365-8211

東北国営公園事務所

989-1505 柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9

0224-84-6211

塩釜港湾・空港整備事務所

985-0843 多賀城市明月1-4-6

022-362-6211

仙台港湾空港技術調査事務所

983-0852

北上川下流河川事務所

東北運輸局

2階

022-248-2249
0223-25-5431

1階

022-246-4151

仙台市宮城野区榴岡5-1-35 三共仙台東
022-791-2111
ビル7階
仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁
983-8537
022-299-8851
舎

宮城運輸支局

983-8540 仙台市宮城野区扇町3-3-15

022-235-2517

気仙沼海事事務所

988-0034 気仙沼市朝日町1-2

気仙沼合同庁舎4階

0226-22-6906

石巻海事事務所

986-0845 石巻市中島町15-2

石巻港湾合同庁舎3階

0225-95-1228

東京航空局
仙台空港事務所

989-2401 名取市下増田字南原

－5－

022-383-1211

航空保安大学校

岩沼研修センター

989-2421 岩沼市下野郷字北長沼4

国土地理院

東北地方測量部

983-0842

海難審判所

仙台地方海難審判所

気象庁

仙台管区気象台

海上保安庁

環境省

022-297-8100

985-8507 塩釜市貞山通3-4-1

塩釜港湾合同庁舎

022-363-0111

宮城海上保安部

985-0011 塩釜市貞山通3-4-1

塩釜港湾合同庁舎

022-363-0114

石巻海上保安署

986-0845 石巻市中島町15-2

気仙沼海上保安署

988-0034 気仙沼市朝日町1-2

仙台航空基地

989-2421 岩沼市下野郷字北長沼4

0223-22-2891

989-2421 岩沼市下野郷字北長沼4

0223-24-2338

仙台事務所
東北地方環境事務所

022-383-3795

石巻港湾合同庁舎
気仙沼合同庁舎5階

0225-22-8088
0226-22-7084

仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第3合同
022-295-7313
庁舎8階
仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁
980-0014
022-722-2870
舎6F

983-0842

東北地方環境事務所内
986-0832 石巻市泉町4-1-9

女川原子力規制事務所

986-0824 石巻市立町1-4-15

東北防衛局

983-0842

自衛隊宮城地方協力本部

陸上自衛隊

仙台第3合同

022-295-7311

第二管区海上保安本部

石巻自然保護官事務所

防衛省

仙台第3合同

022-295-8611

989-2401 名取市下増田字南原

仙台自然保護官事務所

原子力規制委員
会

仙台第3合同

仙台航空測候所

海上保安学校 宮城分校
運輸安全委員会

仙台市宮城野区五輪1-3-15
庁舎9階
仙台市宮城野区五輪1-3-15
983-0842
庁舎8階
仙台市宮城野区五輪1-3-15
983-0842
庁舎

0223-22-5511

石巻法務合同庁舎1階
石巻ビルディング5階

仙台市宮城野区五輪1-3-15
庁舎
仙台市宮城野区五輪1-3-15
983-0842
庁舎

仙台第3合同
仙台第3合同

0225-24-8217
0225-23-5622
022-297-8209
022-295-2612

登米地域事務所

987-0621 登米市中田町宝江黒沼字下道67-5

0220-34-2244

栗原地域事務所

987-2252 栗原市築館薬師1-8-49

0228-22-4299

石巻地域事務所

981-0501 東松島市赤井字鷲塚1-6

0225-83-6789

大崎地域事務所

989-6221 大崎市古川駅東2-6-10

0229-23-1178

仙台募集案内所

983-8580 仙台市宮城野区南目館1-1

022-284-5001

仙台東口案内所

983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-2-48桜井ビル内

022-293-5559

名取地域事務所

981-1224 名取市増田4-3-15

022-383-8752

大河原地域事務所

989-1201

柴田郡大河原町大谷字町向126-4
ル1階

ORGAビ

0224-53-2185

東北方面隊
東北方面総監部、東北方面混成
団、東北方面後方支援隊、東北
方面特科隊、東北方面通信群、
983-8580 仙台市宮城野区南目館1-1
東北方面会計隊、東北方面衛生
隊、東北方面音楽隊、東北補給
処、仙台病院（仙台駐屯地）

022-231-1111

第2施設団、第10施設群（船岡
駐屯地）

0224-55-2301

989-1694 柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1-1

東北方面航空隊、東北方面輸送
984-8580 仙台市若林区霞目1-1-1
隊（霞目駐屯地）

－6－

022-286-3101

航空自衛隊
②

第22普通科連隊、第38普通科連
隊、第119教育大隊（多賀城駐 985-0834 多賀城市丸山2-1-1
屯地）

022-365-2121

第6戦車大隊、第6偵察隊（大和
981-3684 黒川郡大和町吉岡字西原21-9
駐屯地）

022-345-2191

第4航空団、松島救難隊、松島管制
隊、松島気象隊（松島基地）

981-0503

東松島市矢本字板取85（松島基地第4航空
団司令部監理部広報班）

0225-82-2111

郵便番号

所在地

電話番号

独立行政法人・国立研究開発法人
府省・法人名等

機

関

名

情報通信研究機構

耐災害ＩＣＴ研究センター

国際協力機構

ＪＩＣＡ東北

国立青少年教育振興機
国立花山青少年自然の家
構

仙台市青葉区片平2-1-3 東北大学片平南
キャンパス内
仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命
980-0811
タワービル20階
980-0812

022-713-7511
022-223-5151

987-2593 栗原市花山字本沢沼山61-1

0228-56-2311

989-0731 白石市福岡深谷字白萩山39

0224-24-8126

980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉519-1399

022-228-2111

宇宙航空研究開発機構 角田宇宙センター

981-1525 角田市君萱字小金沢1

0224-68-3111

日本スポーツ振興セン
仙台支所
ター

980-0011

南蔵王野営場
理化学研究所

日本学生支援機構

仙台地区(光量子工学研究領域)

東北支部

国立高等専門学校機構 仙台高等専門学校

仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命勾当
台南ビル8階
仙台市青葉区一番町2-4-1 仙台興和ビル
980-0811
10階

022-391-5508

名取キャンパス

981-1239 名取市愛島塩手字野田山48

022-381-0253

広瀬キャンパス

989-3128 仙台市青葉区愛子中央4-16-1

022-391-5508

多賀城市明月2-2-1
進センター内

022-362-2253

985-8550

宮城職業能力開発促

宮城職業能力開発促進センター 985-8550 多賀城市明月2-2-1
名取実習場

国立病院機構

022-212-3611

989-3128 仙台市青葉区愛子中央4—16—1

高齢・障害・求職者雇
宮城支部
用支援機構

労働者健康安全機構

022-716-2106

022-362-2253

981-1226 名取市植松字錦田110

022-784-2820

東北職業能力開発大学校

987-2223 栗原市築館字萩沢土橋26

0228-22-2082

宮城障害者職業センター

983-0836 仙台市宮城野区幸町4-6-1

022-257-5601

東北労災病院

981-8563 仙台市青葉区台原4-3-21

022-275-1111

宮城産業保健総合支援センター

980-6015

東北労災看護専門学校

981-0911 仙台市青葉区台原4-6-10

022-233-0617

北海道東北グループ

983-0045 仙台市宮城野区宮城野2-8-8

022-291-0411

仙台医療センター

983-8520 仙台市宮城野区宮城野2-8-8

022-293-1111

983-0045 仙台市宮城野区宮城野2-8-8

022-293-1312

仙台西多賀病院

982-8555 仙台市太白区鈎取本町2-11-11

022-245-2111

宮城病院

989-2202 亘理郡山元町高瀬字合戦原100

0223-37-1131

附属仙台看護助産学校

地域医療機能推進機構 北海道東北地区事務所
仙台病院

980-0822

仙台市青葉区中央4-6-1
央ビル15階

仙台市青葉区立町27-21
ング7階701区

981-8501 仙台市青葉区堤町3-16-1

－7－

住友生命仙台中

022-267-4229

仙台橋本ビルヂ
022-275-3111

仙台病院健康管理センター
仙台南病院

仙台病院に併設

022-275-3528

981-1103 仙台市太白区中田町字前沖143

022-306-1711

仙台南病院健康管理センター

仙台南病院に併設

022-306-1721

仙台南病院附属介護老人保健施
設

仙台南病院に併設

022-306-1731

農林水産消費安全技術
仙台センター
センター

983-0842

仙台市宮城野区五輪1-3-15
庁舎

仙台第3合同

050-3797-1888

森林総合研究所
森林整備センター 東北北海道整備局

980-0011 仙台市青葉区上杉5-3-36

第三勝山ビル

022-723-8808

水産研究・教育機構

東北区水産研究所【塩釜庁舎】

985-0001 塩釜市新浜町3-27-5

022-365-1191

産業技術総合研究所

東北センター

983-8551 仙台市宮城野区苦竹4-2-1

022-237-5211

仙台青葉サイト（東北サテライト）

980-0811

製品評価技術基盤機構 東北支所
仙台貿易情報センター（ジェトロ
仙台）

仙台市青葉区一番町 4-7-17
ビル3階

983-0833 仙台市宮城野区東仙台4-5-18

仙台市青葉区一番町4-6-1
タワービル18階
仙台市青葉区一番町4-6-1
中小企業基盤整備機構 東北本部
980-0811
タワービル6階
仙台市青葉区一番町4-6-1
中小企業復興支援センター仙台 980-0811
タワービル6階
日本貿易振興機構

中小企業大学校仙台校

小田急仙台

仙台第一生命

980-0811

仙台第一生命
仙台第一生命

022-726-6030
022-256-6423
022-223-7484
022-399-6111
022-399-9077

989-3126 仙台市青葉区落合4-2-5

022-392-8811

海上･港湾･航空技術研
岩沼分室
究所 電子航法研究所

989-2421 岩沼市下野郷字北長沼4

0223-24-3871

航空大学校

仙台分校

989-2421 岩沼市下野郷字新拓1-7

0223-22-3853

自動車技術総合機構

東北検査部

983-0034 仙台市宮城野区扇町3-3-15

022-782-2261

自動車事故対策機構

仙台主管支所

984-0015

東北療護センター

982-0012 仙台市太白区長町南4-20-6 (広南病院)

宮城・福島震災復興支援本部

983-0852

都市再生機構

仙台市宮城野区榴岡4-6-1
ビル7階

宮城県トラック

東武仙台第1

022-204-9902
022-247-1171
022-355-4531

気仙沼復興支援事務所

988-0066 気仙沼市東新城3-10-3

0226-23-4001

南三陸復興支援事務所

986-0724 本吉郡南三陸町志津川字平井田85-8

0226-46-3341

女川復興支援事務所

986-2261

石巻復興支援事務所

986-0812 石巻市東中里1-11-2

0225-96-0911

東松島復興支援事務所

981-0301 東松島市牛網字駅前1-3-1

0225-86-1311

宮城北復興住宅工事事務所
気仙沼分室
宮城南復興住宅工事事務所
住宅金融支援機構

仙台市若林区卸町5-8-3
会館2階

東北支店

牡鹿郡女川町女川浜字大原376（女川町総
合運動公園第二多目的運動場隣）

石巻市中里1-3-3 中里セントラルビル4
階
気仙沼市東新城3-10-3（気仙沼復興支援
988-0066
事務所内）
仙台市宮城野区榴岡4-6-1 東武仙台第1
983-0852
ビル6階
986-0815

980-0812 仙台市青葉区片平1-3-18

－8－

0225-54-2811

0225-92-1471
0226-25-7940
022-292-6077
022-227-5012

③

国立大学法人
府省・法人名等

国立大学法人

④

機

関

名

郵便番号

所在地

電話番号

東北大学

980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1

022-217-4807

宮城教育大学

980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉149

022-214-3306

特殊法人等
府省・法人名等

機

関

名

東日本電信電話株式会
宮城支店
社
日本放送協会

仙台放送局
ＮＨＫ石巻支局
ＮＨＫ気仙沼支局

郵便番号

所在地

電話番号

984-8519 仙台市若林区五橋3-2-1
980-8435 仙台市青葉区錦町1-11-1

022-211-1001

石巻市日和が丘2－4－12 フレグランス
パーク202号
気仙沼市東新城1-7-6 プリンセスコート
988-0066
東新城103号室
986-0833

日本郵政株式会社

ホテルメルパルク

983-0852 仙台市宮城野区榴岡5-6-51

日本郵便株式会社

東北支社

980-8797 仙台市青葉区一番町1-1-34

日本たばこ産業株式会
東北支社
社
株式会社日本政策金融
仙台支店
公庫
（国民生活事業）
（農林水産事業）
（中小企業事業）

0226-22-6517
022-792-8111

984-8585 仙台市若林区五橋3-4-12

ＪＴ仙台ビル

仙台市青葉区中央1-6-35
ビル9階
仙台市青葉区中央1-6-35
980-8454
ビル11階
仙台市青葉区中央1-6-35
980-8453
ビル10階

東京建物仙台

980-8452

0225-95-5359

東京建物仙台
東京建物仙台

022-222-5173
022-221-2331
022-223-8141

石巻支店
986-0825 石巻市穀町16-1

明治中央ビル

0225-94-1201

（国民生活事業）
株式会社日本政策投資
東北支店
銀行
日本私立学校振興・共
宮城会館｢仙台ガーデンパレス｣
済事業団
共済業務課
放送大学学園

日本年金機構

宮城学習センター

980-0021

仙台市青葉区中央1-6-35
ビル

東京建物仙台

022-227-8181

983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-1-5

022-299-6211

983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-1-5

022-299-6231
（直通）

980-8577

仙台市青葉区片平2-1-1
キャンパス内

東北大学片平

気仙沼市笹が陣3-30
988-0037 気仙沼分館
（仮移転場所）

気仙沼中央公民館

気仙沼視聴学習室
角田視聴学習室

981-1505 角田市角田字牛舘10

角田市図書館2階

石巻視聴学習室

986-0102

石巻市成田字小塚58
階

022-224-0651
0226-22-6778

石巻市情報プラザ2

0224-63-2223
0225-61-1200

石巻年金事務所

986-8511 石巻市中里4-7-31

0225-22-5115

大河原年金事務所

989-1245 柴田郡大河原町字新南18-3

0224-51-3111

街角の年金相談センター仙台

980-0803

仙台北年金事務所

980-8421 仙台市青葉区宮町4-3-21

022-224-0891

仙台東年金事務所

983-8558 仙台市宮城野区宮城野3-4-1

022-257-6111

－9－

仙台市青葉区国分町3-6-1
ル2階

仙台パークビ

022-262-5527

仙台南年金事務所

982-8531 仙台市太白区長町南1-3-1

022-246-5111

古川年金事務所

989-6195 大崎市古川駅南2-4-2

0229-23-1200

株式会社商工組合中央
仙台支店
金庫

980-0021 仙台市青葉区中央2-10-30

022-225-7411

日本貨物鉄道株式会社 東北支社

980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-1

022-227-2482

東日本高速道路株式会
東北支社
社

980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1

日本銀行

青葉通プラザ

022-711-6411

仙台管理事務所

989-3121 仙台市青葉区郷六字庄子40

022-226-0631

仙台東管理事務所

984-0031 仙台市若林区六丁目字南99番1

022-390-0741

仙台工事事務所

982-0023 仙台市太白区鹿野3-4-8

022-248-4551

980-0811 仙台市青葉区一番町3-4-8

022-214-3111

仙台支店

日本司法支援センター 法テラス宮城
法テラス南三陸

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビ
0503383-5535
ル6階
本吉郡南三陸町志津川字沼田56（ベイサ
986-0725
0503383-0210
イドアリーナ横）

980-0811

法テラス山元

989-2203 亘理郡山元町浅生原字日向13-1

法テラス東松島

981-0503

－10－

0503383-0213

東松島市矢本字大溜1-1（市コミュニティ
0503383-0009
センター西側）

