
市町村支援物資受付窓口

窓口開設日 受付窓口施設名称等 施設住所 受付時間 連絡先 受付窓口ＨＰのＵＲＬ

1 名古屋市 平成23年3月22日 旧名古屋市立六反小学校体育館 名古屋市中村区名駅南四丁目6番38号
午前9時から午後5時まで
（土日受付可）
（3月22日（火）～3月28日（月））

０９０ｰ３２５３ｰ８１７０
（3月22日以降午前9時から午後5時まで）
０５２－９７２－３１９２
（3月21日のみ　正午から午後5時まで）

http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000022699.html

旧母子保健センター 豊橋市松葉町三丁目１（こども未来館東側） 午前９時～午後５時（土日可）

石巻窓口センター 豊橋市石巻本町字市場１１１

東部窓口センター 豊橋市中岩田一丁目１２－２

大清水窓口センター 豊橋市大清水町字彦坂１０－７

西部窓口センター 豊橋市牟呂町字内田２２－２

3 一宮市 平成23年3月22日 一宮市産業体育館 一宮市野口一丁目6番22号
午前9時から午後5時まで
（土日も可）
（3月22日（火）～3月28日（月））

０５８６－２８－８９５９ http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/kikikanri/higashinihon_daishinsai/help.html

資源リサイクルセンター 瀬戸市東吉田町２－１

瀬戸市役所１階防災安全課 瀬戸市追分町６４－１1

水野支所 瀬戸市中水野町1－１５０

幡山支所 瀬戸市幡山町７１

品野支所 瀬戸市品野町６－１０５

パルティせと市民サービスセンター 瀬戸市栄町４５（パルティせと１階）

菱野団地市民サービスセンター 瀬戸市菱野台１－２－２０１（菱野郵便局の西隣）

瀬戸蔵 瀬戸市蔵所町１－１（１階事務室）

やすらぎ会館（社会福祉協議会） 瀬戸市川端町１－３１ http://www.seto-shakyo.or.jp/

5 半田市 平成23年3月23日 半田市青年の家 半田市東洋町１－９ 午前９時から午後５時（土日も実施） 0569-22-1184 http://www.city.handa.lg.jp/contents/99999005.html

6 春日井市 ３月２２日～３月２８日 市役所1階正面玄関　受付 春日井市鳥居松町5-44　 午前8時30分～午後5時（土日も実施） 0568-85-6191 http://www.city.kasugai.lg.jp/information/16831/016806.html

豊川市役所 豊川市諏訪１丁目１番地 0533-89-2194

豊川市小坂井支所 豊川市小坂井町大堀１０番地 0533-78-2113

豊川市御津支所 豊川市御津町西方日暮３０番地 0533-76-4704

豊川市音羽支所 豊川市赤坂町松本２５０番地 0533-88-8000

豊川市一宮総合支所 豊川市一宮町豊１番地 0533-93-3111

津島市立東小学校　体育館 津島市立込町１丁目１７番地

津島市立西小学校　体育館 津島市大和町１丁目１４番地

津島市立南小学校　体育館 津島市常磐町４丁目２０番地

津島市立北小学校　体育館 津島市松原町３７番地

津島市立神守小学校　体育館 津島市神守町字中町１３番地

津島市立蛭間小学校　体育館 津島市蛭間町字逆川東８４８番地

津島市立高台寺小学校　体育館 津島市神尾町字江西６１番地

津島市立神島田小学校　体育館 津島市中一色町東郷８０番地

9 碧南市 平成23年3月22日 碧南市役所１階情報コーナー 碧南市松本町２８
午前8時30分から午後5時15分まで
（土日受付可）
（3月22日（火）～3月28日（月））

０５６６‐４１‐３３１１(内線２９２) http://www.city.hekinan.aichi.jp/saigai/saigai1-4.htm

刈谷市役所南庁舎　1階　ロビー 刈谷市東陽町1丁目1番地 0566-62-1012（障害福祉課）

富士松支所 刈谷市今川町２丁目１５２番地（富士松市民センター１階） 0566-36-1111

南部生涯学習センター 刈谷市野田町西田７８番地２ 0566-62-8555

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2011032400063/

０５３２－５１－２０２７（行政課）

午前8時30分から午後5時15分まで（土日祝も可）

http://www.city.toyohashi.aichi.jp/simin/map.html#n3豊橋市
午前９時～午後５時（土日不可）

３/２４(木)～２８(月)

午前9時から午後5時まで（土日も受付可） http://www.city.kariya.lg.jp/hp/page000302400/hpg000302360.htm

http://www.city.tsushima.lg.jp/index.php?oid=6675&dtype=1000&pid=282ＡＭ９：００～ＰＭ４：００（土日も可）

３月２２日～３月２８日

３月２４日～２８日 午前９時から午後５時まで受付（土日も可） http://www.city.toyokawa.lg.jp/safe/201103140003.html

0561-88-2600（防災安全課）

0567-24-1111平成23年3月25日

平成23年3月23日

市町村名
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窓口開設日 受付窓口施設名称等 施設住所 受付時間 連絡先 受付窓口ＨＰのＵＲＬ市町村名

11 豊田市 平成23年3月23日 豊田スタジアム 豊田市千石町７丁目２番地 午前９時から午後５時まで（土日祝も可） ０５６５－３４－６７５０ http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ad00/ad18/1223620_7094.html#02_1

０５６６－７１－２２２０（安城市防災危機管理課） http://www.city.anjo.aichi.jp/

０５６６－７７－７８８８（総合福祉センター） http://www.anjo-syakyo.or.jp/

13 西尾市 3月23日 市役所本庁舎東側倉庫 西尾市寄住町下田２２番地 午前9時から午後5時まで（土日も可） 0563-56-2111（内線2501） http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,14789,71,347,html

14 蒲郡市 ３月２２日～３月２８日 蒲郡市役所1階ロビー、ただし土日は北棟集会室 蒲郡市旭町17番1号
毎日午前9時から午後5時まで
（3月22（火）～3月28日（月））（土日も可）

0533-66-1156（安全安心課防災係） http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/anzen/bushi.html

15 犬山市 平成23年3月22日 犬山市役所（市民課） 犬山市大字犬山字東畑３６番地
平日8:30-17:00
土日祝は不可

0568-44-0303 http://www.city.inuyama.aichi.jp/cgi-bin/news/detail.cgi?no=881

16 常滑市 平成23年3月23日 常滑市福祉会館 常滑市新開町６－１－１０
午前９時～午後５時
(３月２３日(水)～２８日(月))(土日も可) 0569-34-4018 http://www.city.tokoname.aichi.jp

17 江南市 ３月２２日～３月２８日 江南市役所本庁舎１階ロビー 江南市赤童子町大堀９０番地 午前9時から午後5時まで（土日も可） 0587-54-1111（内線253・477） http://www.city.konan.lg.jp/osirase_hisaiti_sien.html

小牧市役所南庁舎東側 小牧市堀の内一丁目１番地 0568-76-1156     090-3480-0163

東部市民センター 小牧市篠岡二丁目２３番地 0568-79-8008

味岡市民センター 小牧市久保新町６０番地 0568-76-2821

北里市民センター 小牧市下小針中島二丁目１３０番地 0568-76-2822

19 稲沢市 平成23年3月22日 稲沢市役所第３分庁舎（旧消防庁舎） 稲沢市稲府町１番地 午前8時30分から午後6時まで（土日受付可） ０５８７‐３２‐１１１１ http://www.city.inazawa.aichi.jp/

新城市役所東庁舎 新城市字東入船６番地１ 0536-23-1111

新城市役所鳳来総合支所 新城市長篠字下り筬１番地２ 0536-32-0511

新城市役所作手総合支所 新城市作手高里字縄手上32番地 0536-37-2211

21 東海市 3月23日 東海市役所 東海市中央町一丁目１番地 ９：００～１７：００（土日祝も可） ０５２－６０３－２２１１ http://www.city.tokai.aichi.jp/

22 大府市 ３月２２日～３月２８日 大府市役所第二駐車場前　シャッター付駐車場 大府市中央町五丁目70番地
22日：午後1時から午後5時まで
23日から27日まで：午前9時から午後5時まで
28日：午前9時から正午まで

0562-45-6228 http://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.php?co=tpc&frmId=11841

23 知多市 ３月２２日～３月２８日 看護専門学校　体育館 知多市新知字七五三山1番地の2
午前10時から午後４時まで（土日受付可）
※28日は正午まで

0562-33-3151（代表）
（福祉課または、防災安全課）

http://www.city.chita.aichi.jp/kenkouhukusi/hukusi/fukusika.htm

24 知立市 平成23年3月23日 知立市役所現業棟 知立市広見三丁目１番地
午前９：００から午後４：３０ｍまで（土日も可）
受付期間3月23日（水）から３月２８日（月）

０５６６(８３)１１１１内線３８１ http://www.city.chiryu.aichi.jp/0000007264.html

25 尾張旭市 平成２３年３月２２日（火） 尾張旭市リサイクル広場（環境事業センター） 尾張旭市稲葉町五丁目４０番地 午前９時から午後４時まで（土日祝も可） ０５６１－５２－８０００ http://www.city.owariasahi.lg.jp/saigai/index.html

26 高浜市 ３月２２日～３月２８日 高浜エコハウス 高浜市沢渡町四丁目６番地２
午前９時～午後５時まで（土・日も受け付けま
す） 0566-52-2299 http://www.city.takahama.lg.jp/news/n11/110311jishin.html

岩倉市 岩倉市役所　１階　介護福祉課 岩倉市栄町一丁目66番地 平日午前8時30分から午後5時まで（土日も可） ０５８７－６６－１１１１

ふれあいセンター　2階　岩倉市社会福祉協議会 岩倉市西市町無量寺2-1 平日午前8時30分から午後5時まで（土日は不可） ０５８７－３７－３１３５

28 豊明市 3月23日（水） 市役所東側倉庫（市役所徒歩１分） 新田町吉池20-4 午前9時～午後5時　※土日も受付けます。
産業振興課
0562-92-8312

http://www.city.toyoake.aichi.jp/higashinihon_daishinsai.html#kyuen

29 日進市 平成23年3月22日 日進市役所南庁舎車庫 日進市蟹甲町池下２６８番地 午前８時３０分～午後５時（土日祝も可） ０５６１－７３－３２７９ http://www.city.nisshin.lg.jp/event/1967/touhokujishin_taiou.html

田原福祉センター 田原市赤石二丁目2

田原市渥美支所 田原市古田町岡ノ越6-4

田原市赤羽根市民センター 田原市赤羽根町赤土1

愛西市役所総務部　安全対策課 愛西市稲葉町米野３０８番地 0567-26-8111内線512

愛西市役所立田庁舎　総合支所 愛西市石田町宮東６８番地 0567-28-7278内線111

愛西市役所ハ開庁舎　総合支所 愛西市江西町大縄場１５１番地１ 0567-37-0231内線110

愛西市役所佐織庁舎　総合支所 愛西市諏訪町池埋５００番地１ 0567-25-1111内線330

http://www.city.iwakura.aichi.jp/guide/utrv8o0000006dsf.html

http://www.city.komaki.aichi.jp/

http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/1,0,178,848,html

午前8時30分～午後5時15分（土日祝も可）

平成23年3月23日 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝も可）

０５３１－２３－３５１２

愛西市 平成23年3月23日

平成23年3月22日 8:30～17:00(3/22は13:00～)(土日も可)田原市

新城市

小牧市

http://www.city.tahara.aichi.jp/news/20110311_tohoku_zishin.html

http://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=4017

３月２２日～３月２８日

平成23年3月22日 午前9時から午後5時まで（土日祝も可）

平成23年3月22日 安城市総合福祉センター 安城市赤松町大北７８番地１ 午前９時から午後５時まで（土日受付可）12
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30

安城市
（安城市社会福祉協議会）

（安城市防災危機管理課）
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窓口開設日 受付窓口施設名称等 施設住所 受付時間 連絡先 受付窓口ＨＰのＵＲＬ市町村名

32 清須市 平成23年3月23日 清須市役所本庁舎 清須市須ヶ口１２３８番地 午前８時３０分から午後５時１５分（土日祝も可） ０５２－４００－２９１１ http://www.city.kiyosu.aichi.jp/

33 北名古屋市 平成２３年３月２４日から２８日 北名古屋市健康ドーム 北名古屋市九之坪笹塚１番地 午前９時から午後５時まで（土日祝も可） ０８０－４０８４－９７８０ http://www.city.kitanagoya.lg.jp/snew/2011/4.php

34 弥富市 平成23年3月23日 弥富市役所 愛知県弥富市前ケ須町南本田３３５ 午前9時から午後5時まで（土日も可） ０５６７－６５－１１１１ http://www.city.yatomi.aichi.jp/

35 みよし市 平成23年3月22日 みよし市役所第４駐車場内車庫 みよし市三好町小坂５０番地 午前9時から午後5時まで（土日も可） 0561-32-2111 http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/bosai/shobo-bosai/touhokushien.html

あま市役所　本庁舎サービスセンター あま市木田戌亥１８番地１

あま市役所　七宝庁舎サービスセンター あま市七宝町桂城之堀１番地

あま市役所　甚目寺庁舎サービスセンター あま市甚目寺二伴田７６番地

37 東郷町 3月23日 東郷町役場　地階 東郷町大字春木字羽根穴１ 午前９時から午後５時（土日も実施） ０５６１－３８－３１１１ http://www.town.aichi-togo.lg.jp/anzen/anzen/kurashi_bousai/bousai/bousai/sienbussi.html

38 長久手町 ３月２２日～３月２８日 ながくてエコハウス（長久手町役場北東） 長久手町大字岩作字宮前99番地 午前8時30分から午後5時まで（土日祝も可） 0561-64-5374 http://www.town.nagakute.aichi.jp/kurashi/bousai/salon/touhokueathquake2.html

39 豊山町
平成２３年３月２３日（水）
～平成２３年３月２８日
（月）

豊山町役場１階福祉課 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝も可） ０５６８－２８－６００３ http://www.town.toyoyama.lg.jp/3tyousei/01yakuba/3f/soumu/sien-madoguti.html

40 大口町 ３月１７日～３月３１日 旧大口北小学校体育館 大口町大字小口字城屋敷123 午前10時から午後3時まで（土日祝も可）
0587-96-1144（社団法人丹羽青年会議所事務局）
0587-95-1111（役場　政策推進課）

http://www.town.oguchi.aichi.jp/seisaku/saigai_sien.html

41 扶桑町 平成23年3月23日 扶桑町役場東車庫 扶桑町大字高雄字天道３３０番地 午前8時３０分から午後５時まで(土日祝日も可） 0587-93-1111 http://www.town.fuso.aichi.jp/soumu/touhokujisin_bussibosyuu_yakuba.html

42 大治町 平成23年3月22日 大治町役場　（総務課） 海部郡大治町大字馬島字大門西１番地の１ 午前8時30分から午後5時30分まで（土日祝も可） 052-444-2711 http://www.town.oharu.aichi.jp/topics/201103_sienbussiuketuke.html

43 蟹江町 平成23年3月23日 蟹江町役場 愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目１番地 午前8時30分から午後5時15分まで（土日も可） 0567-95-1111 http://www.town.kanie.aichi.jp/

44 飛島村
平成23年３月23日～平成
23年３月28日
（土日も開設。）

飛島村役場　総務部総務課 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目１番地 午前9時から午後5時まで（土日祝も可） 0567-52-1231 http://www.vill.tobishima.aichi.jp/shincyaku/busshi_uketsuke.html

45 阿久比町 平成23年3月22日 阿久比町役場(住民福祉課) 知多郡阿久比町大字卯坂字殿越５０ 平日午前８時半から午後５時まで（土日祝は不可） ０５６９－４８－１１１１ http://www.town.agui.lg.jp

東浦町役場玄関ロビー 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所２０番地 0562－83－3111

森岡公民館 愛知県知多郡東浦町大字森岡字杉ノ内15-3 0562－83－3005

緒川公民館 愛知県知多郡東浦町大字緒川字屋敷弐区58-1 0562－83－3006

新田公民館
愛知県知多郡東浦町大字緒川字雁狭間山１１－
８

0562－34－4822

石浜公民館 愛知県知多郡東浦町大字石浜字下庚申坊６１ 0562－83－3007

生路公民館 愛知県知多郡東浦町大字生路字森腰１－１ 0562－83－3008

南部ふれあいセンター 愛知県知多郡東浦町大字藤江字仏１３２－１ 0562－83－3009

47 南知多町 平成23年3月23日 南知多町役場 知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪１８番地 午前９時から午後４時まで（土日祝も可） ０５６９－６５－０７１１ http://www.town.minamichita.lg.jp/main/

平成23年3月24日 南知多町役場篠島サービスセンター 知多郡南知多町大字篠島字浦磯３番地の３ 午前９時から午後４時まで（土日祝は不可） ０５６９－６７－２００１ http://www.town.minamichita.lg.jp/main/

http://www.town.higashiura.aichi.jp/

http://www.city.ama.aichi.jp/contents/kinkyu.htm３月２３日～３月２８日 052-444-0862

東浦町 平成23年3月23日 午前９時から午後４時まで（土、日可）

あま市 午前9時から午後5時まで（土日も可）
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市町村支援物資受付窓口

窓口開設日 受付窓口施設名称等 施設住所 受付時間 連絡先 受付窓口ＨＰのＵＲＬ市町村名

平成23年3月24日 南知多町役場日間賀島サービスセンター 知多郡南知多町大字日間賀島字永峯１８番地 午前９時から午後４時まで（土日祝は不可） ０５６９－６８－２００１ http://www.town.minamichita.lg.jp/main/

美浜町役場 美浜町大字河和字北田面106 平日午前9時から午後5時まで（土日祝は不可） 0569-82-1111

布土公民館 美浜町大字布土字南亀井79 平日午前9時から午後5時まで（土日祝は不可） 0569-82-0623

河和港観光総合センター 美浜町大字河和字北屋敷276 平日午前9時から午後5時まで（土日祝は不可） 0569-82-0028

河和南部公民館 美浜町大字古布字平井5 平日午前9時から午後3時まで（土日祝は不可） 0569-82-3657

野間公民館 美浜町大字野間字石名原26-1 平日午前9時から午後4時まで（土日祝は不可） 0569-87-0004

奥田公民館 美浜町大字奥田字儀路67-1 平日午前9時から午後3時まで（土日祝は不可） 0569-87-1666

上野間公民館 美浜町大字上野間字泉乙18 平日午前9時から午後5時まで（土日祝は不可） 0569-88-5153

49 武豊町 平成23年3月25日 武豊町民会館　屋内駐車場 武豊町字大門田１１番地 9:00～17:00（3/25～3/27）（土日可） 0569-72-1111 http://www.town.taketoyo.lg.jp/

50 一色町 3月23日から28日 一色町役場総務課 愛知県幡豆郡一色町大字一色字伊那跨６１ 9：00～17：00（土日祝も可） 0563-72-7111 http://www.town.isshiki.lg.jp

51 吉良町 3月25日～27日 吉良町公民館 吉良町大字荻原字川畑20番地 午前9時～午後8時まで（土日も可） 0563-32-1112 http://www.town.kira.lg.jp/toppage/index.html

52 幡豆町 平成２３年３月２３日 幡豆町いきいきセンター 幡豆町大字西幡豆字仲田14－2 平日午前9時から午後5時まで（土日祝は不可） 0563-62-5511 http://www.town.hazu.aichi.jp

53 幸田町 平成23年3月22日 幸田町消防署　２階（予防防災課） 額田郡幸田町大字菱池字前田４１番地１ 午前9時から午後5時まで（土日祝も可） ０５６４－６３－０５１３ http://www.town.kota.lg.jp/index.cfm/1,17991,html

設楽町役場本庁 北設楽郡設楽町田口字居立2番地

津具総合支所 北設楽郡設楽町津具字下川原5番地1

段嶺窓口センター 北設楽郡設楽町田峯字竹桑田5番地10

名倉窓口センター 北設楽郡設楽町東納庫字若林21番地2

神田窓口センター 北設楽郡設楽町神田字大石5番地7

55 東栄町 平成23年3月23日 東栄町役場 東栄町大字本郷字上前畑25番地 午前9時から午後5時まで（土日祝も可） 総務課行政改革係 http://www.town.toei.aichi.jp/

豊根村役場庁用車車庫 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平２番地 午前９時から午後５時まで（土日祝も可） 0536-85-1311

豊根村役場富山支所 北設楽郡豊根村富山字下栃１３番地３ 平日午前９時から午後５時まで（土日祝は不可） 0536-89-2011

※受付の一時休止にともない、一部の市町村受付窓口HPが閉鎖しております。ご承知おきください。

http://www.town.shitara.aichi.jp/events/index.cfm/detail.1.2101.html
午前8時30分から午後5時まで
※各窓口センターは、平日のみで午前9時から
午後4時まで。金曜日は午後3時まで

http://www.town.mihama.aichi.jp/

0536-62-0511（代）（総務課）
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48 美浜町

設楽町 3月22日～3月27日

豊根村 3月23日

平成23年3月24日～4月28日


