
 

市町村の新型コロナワクチン接種に関する相談窓口一覧 
市町村名 電話番号 受付日 受付時間

備考（聴覚障害者相談用ＦＡＸ番号、
多言語対応情報）

名古屋市 050-3135-2252 毎日 午前9時〜午後5時30分 FAX:052-972-4386

豊橋市 0570-09-5670 毎日（年末年始は除く） 午前8時30分〜午後5時15分 FAX:0532-38-0780

岡崎市 0570-049-900 毎日（年末年始は除く） 午前9時〜午後6時
FAX:050-3512-4223

cvaccine@city.okazaki.lg.jp

一宮市 0586-52-7755 毎日 午前8時30分〜午後5時15分 FAX:0586-72-2056

瀬戸市 0561-56-0200 毎日 午前8時30分〜午後5時15分

半田市 0120-228-567 毎日 午前9時〜午後9時
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、

スペイン語、ベトナム語対応

春日井市 0120-567-350
平日、土曜日

（祝日、年末年始は除く）
午前9時〜午後6時

豊川市 0533-56-2210 毎日 午前9時〜午後5時
英語（平日）、中国語（木曜日）

ポルトガル語（水・金曜日）
FAX:0533-89-5960

津島市 0567-22-2115 平日 午前8時30分〜午後5時15分

碧南市 0566-48-8011 平日 午前9時〜午後5時
ポルトガル語（火・木曜日）
ベトナム語（火・木曜日）

FAX:0566-48-2165

刈谷市 0570-047-055
平日、土曜日

（祝日、年末年始は除く）
午前9時〜午後6時

FAX:0566-26-0505
kenkou@city.kariya.lg.jp

豊田市 0565-34-6975 毎日 午前9時〜午後5時 FAX:0565-34-6929

安城市 0566-91-3567 平日 午前8時30分〜午後5時15分 ポルトガル語対応

西尾市 0563-32-0832 毎日 午前9時〜午後5時
ポルトガル語、ベトナム語

（土曜日）

蒲郡市 0533-56-2353 毎日 午前9時〜午後5時
英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、

フィリピン語、韓国・朝鮮語（毎日）
FAX:0533-67-9101

犬山市 0568-39-5795 毎日（年末年始は除く） 午前9時〜午後5時 英語（毎日）
スペイン語、ポルトガル語（月・水・金曜日）

常滑市 0120-277-323 毎日（年末年始は除く） 午前9時〜午後5時

江南市 0587-50-0150 毎日（祝日は除く） 午前8時30分〜午後5時

小牧市 0568-48-7311 平日 午前9時〜午後5時 ポルトガル語、スペイン語、英語対応

稲沢市 0120-542-500
平日、日曜日

（祝日は除く）
午前9時〜午後6時

新城市 0536-22-0290
平日、土曜日

（祝日、年末年始は除く）
午前9時〜午後5時 FAX:0536-24-9008

東海市
0120-123-912
052-601-6555

毎日 午前9時〜午後5時

大府市
0120-08-5544
0562-38-5544

毎日（年末年始は除く） 午前9時〜午後8時

知多市 0120-165-569 毎日（年末年始は除く） 午前8時30分〜午後5時15分

知立市 0566-93-3320
平日、土曜日

（祝日は除く）
午前9時〜午後5時

ポルトガル語、英語、
タガログ語、ベトナム語対応

尾張旭市 0561-55-0911
平日、土曜日

（祝日は除く）
午前9時〜午後5時

高浜市 0566-53-5353
平日、土曜日

（祝日は除く）
午前9時〜午後5時 ポルトガル語、ベトナム語対応

0120-056-712 毎日 午前9時〜午後7時

0587-37-3511 平日 午前8時30分〜午後5時
FAX:0587-37-3931

coronataisaku@city.iwakura.lg.jp
岩倉市

mailto:cvaccine@city.okazaki.lg.jp
mailto:kenkou@city.kariya.lg.jp
mailto:coronataisaku@city.iwakura.lg.jp


 
 

 新型コロナワクチンに便乗した詐欺、行政機関を
かたった「なりすまし」にご注意ください︕︕ 

2023 年 1 月作成 

※年末年始の具体的な日にちは市町村によって異なります。 

市町村名 電話番号 受付日 受付時間
備考（聴覚障害者相談用ＦＡＸ番号、

多言語対応情報）

豊明市 0562-92-8362 平日（祝日は除く） 午前9時〜午後5時

日進市 0120-833-667 毎日（年末年始は除く） 午前9時〜午後5時 FAX:0561-74-0244

田原市 0570-07-5670 毎日 午前9時〜午後5時 FAX:0531-23-3810

0120-890-034 毎日 午前9時〜午後4時

0567-28-5833 平日 午前8時30分〜午後5時15分 FAX:0567-28-8001

清須市
052-408-0900
0120-80-5670

平日、土曜日
（祝日も受付）

午前9時〜午後5時 FAX:052-400-2963

北名古屋市 0568-22-8809 平日 午前9時〜午後5時 FAX:0568-23-0501

弥富市 0567-66-0097 平日 午前8時30分〜午後5時15分

みよし市
0570-03-5675
0120-489-116

毎日 午前9時〜午後5時

あま市 0120-301-339 毎日 24時間

長久手市 0561-56-0120 毎日（祝日は除く） 午前9時〜午後4時45分

東郷町 0120-307-345 平日（祝日は除く） 午前9時〜午後5時

豊山町 0568-39-6166 平日 午前9時〜午後5時

大口町 0120-861-501
平日

（祝日、年末年始は除く）
午前9時〜午後5時 FAX:0587-94-0052

扶桑町 0120-002-720 毎日 午前8時30分〜午後5時15分

大治町 052-444-8211 平日 午前8時30分〜午後5時

蟹江町 0567-94-3211
平日

（祝日、年末年始は除く）
午前9時〜午後5時

飛島村 0567-52-1001
平日

（祝日、年末年始は除く）
午前8時30分〜午後5時15分

阿久比町 0569-48-0900 平日（祝日は除く） 午前8時30分〜午後5時15分

東浦町 0562-84-3415 平日（祝日は除く） 午前9時〜午後5時15分 FAX:0562-83-9678

南知多町 0800-222-5150 毎日（年末年始は除く） 午前9時〜午後5時

美浜町 0800-300-1900 平日 午前9時〜午後5時

0569-47-7155 平日（祝日は除く） 午前9時〜午後5時

幸田町 0570-090-072 毎日 午前9時〜午後6時

英語、韓国語、中国語、ベトナム語
ポルトガル語の5言語を三者通話で対応可能

FAX:050-3512-1453
kenko@town.kota.lg.jp

設楽町 0536-62-2121 平日 午前9時〜午後5時

東栄町 0536-76-1815 平日 午前9時〜午後5時

豊根村 0536-85-1313 平日 午前8時30分〜午後5時

武豊町

愛西市

mailto:kenko@town.kota.lg.jp

