






ホームページでも見る事が出来ます。









オリコフォレントインシュア保証は、コンビニ収納葉書を送付しますので、コンビニで入金

してください。なお、コンビニ取扱手数料がかかります。

オリエントコーポレーション保証は、翌月１２日に再振替がかかります。
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〒446－0008 安城市今本町東向山６－１



市区町村機関　（ 水　道　局 ）          ★名簿順は５０音順（名古屋市内・その他）

業務所等 電話番号 市外管轄区域

名
古
屋
市
上
下
水
道
局
業
務
所

熱　田 （052）682-1267

北 （052）981-2556

昭　和 （052）852-9501

千　種 （052）722-8750

天　白 （052）802-7361

中 （052）322-7760

中　川 （052）352-2511

中　村 （052）483-1411 あま市（甚目寺町）・
大治町・清須市

西 （052）531-5336  北名古屋市

東 （052）931-4511

瑞　穂 （052）841-7146

緑 （052）621-6161

港 （052）661-5226

南 （052）811-9261

名　東 （052）703-1181

守　山 （052）791-6311

名古屋市上下水道局
お客様受付センター

（全ての水道局の窓口）

（052）884-5959（名水ダイヤル）

年中無休 受付時間

平　日
土 ・日 / 休　日

8:00 ～ 19：00
8:00 ～ 17：00

業務所等 電話番号 / 水道企業団名

愛西市
佐屋・立田　→

愛西市　上下水道課
（0567）26-8111

佐織・八開　→
海部南部水道企業団

（0567）32-3111（代）

阿久比町 上下水道課 （0569）48-1111（代）

海部市
七宝町・美和町→

あま市上水道課
（052）441-7119

甚目寺町→
名古屋市上下水道局中村事業所

（052）884-5959（名水ダイヤル）

一宮市 上下水道お客様センター （0586）28-8622

稲沢市 水道お客様窓口 （0587）21-2181

犬山市 水道お客様センター （0568）61-8711

岩倉市 上下水道課 （0587）38-5815

大口町
丹羽広域事務組合水道部

（0587）95-3400（代）

大治町
名古屋市上下水道局中村事業所

（052）884-5959（名水ダイヤル）

大府市 水道業務課 （0562）45-6238

岡崎市 水道局 （0564）23-6350

尾張旭市 上下水道課 （0561）76-8168

春日井市 上下水道業務課 （0568）85-6411 ～ 6415

蟹江町 水道課 （0567）95-3636

愛知中部水道企業団 （0561）38-0030（代） 豊明市・日進市・東郷町・長久手市・三好町

北名古屋水道企業団 （0568）22-1251（代） 豊山町・北名古屋市

海部南部水道企業団 （0567）32-3111（代） 弥富市・愛西市（旧佐屋町・旧立田村）飛島村・蟹江町一部

丹羽広域事務組合水道部 （0587）95-3400（代） 大口町・扶桑町

業務所等 電話番号 / 水道企業団名

北名古屋市

久地野地区の一部　→

北名古屋水道企業団
（0568）22-1252
名古屋市上下水道局西事業所

（052）884-5959（名水ダイヤル）

清須市

西枇杷島町　　　
新川町・清洲町→

名古屋市上下水道局中村事業所
（052）884-5959（名水ダイヤル）

春日町→
上下水道課

（052）400-2911（代）

幸田町 水道課 （0564）63-5127

江南市 水道課 （0587）53-3511

小牧市 水道業務課 （0568）79-1320

瀬戸市 水道課 （0561）85-1177

武豊町 水道お客様窓口 （0569）72-1111（代）

田原市 水道課 （0531）23-3532

津島市 水道お客様センター （0567）24-1111（代）

東海市 経営課 （052）603-2211（代）

東郷町
愛知中部水道企業団

（0561）38-0030（代）

常滑市 水道課 （0569）47-6125

飛島村
海部南部水道企業団

（0567）32-3111（代）

豊明市
愛知中部水道企業団

（0561）37-0141・0151

豊川市 水道業務課 （0533）93-0153　

豊田市 水道局料金課 （0565）34-6654・6655

豊橋市 上下水道局営業課 （0532）51-2712

豊山町
北名古屋水道企業団料金課

（0568）22-1252

長久手市
愛知中部水道企業団

（0561）38-0030（代）

西尾市 水道管理課 （0563）57-1213

日進市
愛知中部水道企業団

（0561）38-0030（代）

半田市 水道課お客様センター （0569）21-3111（代）

東浦町 水道業務課 （0562）83-3111（代）

扶桑町
丹羽広域事務組合水道部

（0587）95-3400（代）

南知多町 水道課 （0569）65-0711（代）

美浜町 業務係 （0569）82-1111（代）

みよし市
愛知中部水道企業団

（0561）38-0030（代）

弥富市
海部南部水道企業団

（0567）32-3111（代）



ガ　ス　（ 都 市 ガ ス ）          

営業所 電話番号 供給区域

東邦ガス

星ヶ丘営業所 （052）781-6131 千種 ・ 昭和 ・ 名東 ・ 天白

北 営業所 （052）902-1111 北 ・東 ・守山・豊山町

日進営業所 （052）802-1234 東郷町 ・ 長久手市 ・ 日進市

中村営業所 （052）471-1151 中 ・ 中川 ・ 中村西 ・ 港・北名古屋市

笠寺営業所 （052）821-7141 瑞穂 ・ 南 ・ 熱田・緑・豊明市

東海営業所 （0562）32-2101 大府市 ・ 東海市 ・知多市

半田営業所 （0569）21-1526 半田市 ・常滑市・ 武豊町 ・阿久比町 ・
東浦町

刈谷営業所 （0566）21-1647 刈谷市 ・ 高浜市 ・知立市 ・碧南市 ・
安城市

受付時間 ( 平日）　9：00 ～ 19：00　お客様センターへ接続　　※ガス漏れなど安全の関する用件は 365 日 24 時間受付

営業所 電話番号 供給区域

小牧営業所 （0568）73-1551 小牧市 ･ 江南市 ・ 犬山市 ・ 大口町 ・ 
扶桑町

春日井営業所 （0568）31-6144 春日井市

一宮営業所 （0568）73-0101 一宮市 ・ 岩倉市・稲沢市

瀬戸営業所 （0561）82-6105 瀬戸市 ・ 尾張旭市

岡崎営業所 （0564）21-2231 岡崎市 ・ 豊川市 ・蒲郡市 ・ 幸田町

豊田営業所 （0565）32-3070 豊田市 ・みよし市

あま営業所 （052）442-5732 愛西市 ・清須市 ・あま市 ・ 津島市  ・
弥冨市 ・大治町 ・ 蟹江町 ・ 飛島村

西尾
サービスセンター（0563）53-7400 西尾市

津島ガス

本社 （0567）28-1331 津島市（一部東邦ガス） ・愛西市

犬山ガス

本社 （0568）61-0002 犬山市

中部ガス

豊橋支店 （0532）32-5511
FAX　　32-1185 豊橋市 ・ 蒲郡市 ・ 田原市

豊川ガスショップ 0533-86-3012
FAX 　85-6016 豊川市

ガ　ス　（ プ ロ パ ン ガ ス ）          

JA 供給会社名 電話番号 備　考

㈱ JA 名古屋サービス プロパン庫・ガスボンベに明示
JA トービス㈱瀬戸販売所（0561）42-6106

JA 尾張中央 JA 尾張中央 LP ガスサービスセンター （0568）28-0393
FAX　28-4900 左記以外はプロパン庫確認要

JA 西春日井 JA 西春日井エナジー （0568）22-1621
FAX   23-9735 夜間（0568）79-1001

あいち尾東

本店

JA トービス㈱　瀬戸販売所 / その他業者 （0561)42-6106
FAX　42-6107 左記以外はプロパン庫確認要南部

北部

JA 愛知北 燃料課ふれあいプラザ （0587）92-3434
FAX　92-3436 JA 愛知北管内

JA 愛知西 プロパン庫 ･ ガスボンベに明示

JA 海部東
JA 海部東　営農センター （0567）23-7322

左記以外はプロパン庫確認要
JA トービス㈱　名古屋営業所 （0568）23-7732

あいち知多

大府・常滑 知多 LPG ふれあいプラザ （0562）35-5252

左記以外はプロパン庫確認要東海 JA トービス㈱　安城営業所 （0566）99-2820

半田・美浜 奥田 LPG ふれあいプラザ （0569）87-1488

JA ひまわり
JA ひまわり　燃料課 （0533）89-5558　

FAX　85-0099
２４時間対応
左記以外はプロパン庫確認要

中部ガス㈱　豊川ガスショップ （0533）86-3012　
FAX　85-6016

JA 西三河 JA 西三河本店　機械燃料課 （0563）56-3341 西尾市

JA あいち豊田

LPG JA あいち豊田 　竹ガス事業所 （0565）52-1120 高岡町・三好町

LPG JA あいち豊田 　高橋ガス事業所 （0565）89-4466 上記以外

（東邦ガス）桶兼住設㈱ （0565）32-1420 全域

JA あいち中央

JA あいち　燃料センター （0566）73-4413 安城市

知立刈谷 LP 販売センター （0566）81-1364 刈谷市・知立市

碧南高浜燃料販売所 （0566）42-5576 碧南市・高浜市

JA あいち三河 JA あいち三河　LP センター （0564）47-3595 岡崎市・幸田町

JA 愛知東 JA 愛知東　LP ガスサービスセンター （0536）23-3291 新城市

JA 蒲郡 JA 蒲郡　燃料課 （0533）68-6655 蒲郡市

JA 愛知みなみ JA 愛知みなみ燃料センター （0531）22-4467 田原市

JA 豊橋 JA 豊橋 ( 東田）
JA 豊橋経済部生活燃料課 （0532）25-3556

FAX　25-4738 左記以外はプロパン庫確認要

中部ガス㈱ （0532）32-5511



電　気　（ 中 部 電 力  ）          

問合せ内容 連絡先電話番号 問合せ内容 連絡先電話番号

契約の開始・廃止 0120-921-691 名義変更・アンペア変更 0120-921-693

停電・電線垂れ下がり　等 0120-985-232 利用料金 0570-048-155( ナビダイヤル）

その他の内容 0120-921-697 休日・緊急対応 0120-921-697

★ 注意 ★

①連絡先番号は問合せ内容により設定（中部電力全ての管内同一）
②中部電力への申出は電気の契約が中部電力のみ受付可能（例）東邦ガス・携帯会社・インターネット会社　等は　その契約先へ連絡する

市区町村機関　（ 役　所 ）          ★名簿順は５０音順（名古屋市内・その他）

市区町村機関 電話番号

熱田 （052）681-1431

北
（052）911-3131

楠支所 （052）901-2261

昭和 （052）731-1511

千種 （052）762-3111

天白 （052）803-1111

中 （052）241-3601

中川
（052）362-1111

富田支所 （052）301-8141

中村 （052）451-1241

西
（052）521-5311

山田支所 （052）501-1311

東 （052）935-2271

瑞穂 （052）841-1521

緑 （052）621-2111

港
（052）651-3251

南陽支所 （052）301-8118

南 （052）811-5161

名東 （052）773-1111

守山
（052）793-3434

志段味支所 （052）736-2000

名古屋市役所 (052)961-1111

名古屋おしえてダイヤル
（市政問い合わせ）

（052）953-7584

市区町村機関 電話番号

愛西市役所 （0567）26-8111

阿久比町役場 （0569）48-1111

あま市役所 （052）444-1001

安城市役所 （0566）76-1111

一宮市役所 (0586)28-8100

稲沢市役所 （0587）32-1111

犬山市役所 （0568）61-1800

岩倉市役所 （0587）66-1111

大口町役場 （0587）95-1111

大治町役場 （052）444-2711

大府市役所 （0562）47-2111

岡崎市役所 （0564）23-6000

尾張旭市役所 （0561）53-2111

春日井市役所 （0568）81-5111

蟹江町役場 （0567）95-1111

蒲郡市役所 （0533）66-1111

刈谷市役所 （0566）23-1111

北名古屋市役所 （0568）22-1111

清須市役所 （052）400-2911

幸田町役場 （0564）62-1111

江南市役所 （0587）54-1111

小牧市役所 （0568）72-2101

設楽町役場 （0536）62-0511

新城市役所 （0536）23-1111

瀬戸市役所 （0561）82-7111

高浜市役所 （0566）52-1111

市区町村機関 電話番号

武豊町役場 （0569）72-1111

田原市役所 （0531）22-1111

知多市役所 （0562）33-3151

知立市役所 （0566）83-1111

津島市役所 （0567）24-1111

東栄町役場 （0536）76-0501

東海市役所 （052）603-2211

東郷町役場 （0561）38-3111

常滑市役所 （0569）35-5111

飛島村役場 （0567）52-1231

豊明市役所 （0562）92-1111

豊川市役所 （0533）89-2111

豊田市役所 （0565）31-1212

豊根村役場 （0536）85-1311

豊橋市役所 （0532）51-2111

豊山町役場 （0568）28-0001

長久手市役所 （0561）63-1111

西尾市役所 （0563）56-2111

日進市役所 （0561）73-7111

半田市役所 （0569）21-3111

東浦町役場 （0562）83-3111

扶桑町役場 （0587）93-1111

碧南市役所 （0566）41-3311

南知多町役場 （0569）65-0711

美浜町役場 （0569）82-1111

みよし市役所 （0561）32-2111

弥富市役所 （0567）65-1111



（

警　察　署　　　　　　　　　　　　　　★名簿順は５０音順（名古屋市内・その他）

警察署 電話番号

熱　田 （052）671-0110

北 （052）981-0110

昭　和 （052）852-0110

千　種 （052）753-0110

天　白 （052）802-0110

中 （052）241-0110

中　川 （052）354-0110

中　村 （052）452-0110

西 （052）531-0110

東 （052）936-0110

瑞　穂 （052）842-0110

緑 （052）621-0110

港 （052）661-0110

南 （052）822-0110

名　東 （052）778-0110

名古屋水上 （052）653-0110

守　山（尾張旭市含む） （052）798-0110

警察署 電話番号 管轄区域

愛　知 （0561）39-0110 日進市・東郷町・長久手市・豊明市

足　助 （0565）62-0110 豊田市（足助町・下山町・旭町・稲武町）

安　城 （0566）76-0110 安城市・知立市

一　宮 （0586）24-0110 一宮市

稲　沢 （0587）32-0110 稲沢市

犬　山 （0568）61-0110 犬山市・扶桑町

岡　崎 （0564）58-0110 岡崎市・幸田町

春日井 （0568）56-0110 春日井市

蟹　江 （0567）95-0110 弥冨市・蟹江町・飛島村

蒲　郡 （0533）68-0110 蒲郡市

刈　谷 （0566）22-0110 刈谷市・知立市

江　南 （0587）56-0110 江南市・岩倉市・大口町

小　牧 （0568）72-0110 小牧市

設　楽 （0536）62-0110 設楽町・東栄町・豊根村

新　城 （0536）22-0110 新城市

瀬　戸 （0561）82-0110 瀬戸市

田　原 （0531）23-0110 田原市

知　多 （0562）36-0110 知多市

中部空港 （0569）38-0110 常滑市セントレア

津　島 （0567）24-0110 津島市・愛西市・あま市・大治町

東　海 （0562）33-0110 東海市・大府市

常　滑 （0569）35-0110 常滑市 ( 除く中部空港警察管内）

豊　川 （0533）89-0110 豊川市

豊　田 （0565）35-0110
豊田市（除く足助警察署管内）・
みよし市

豊　橋 （0532）54-0110 豊橋市

西　尾 （0563）57-0110 西尾市・一色町・吉良町・幡豆町

西枇杷島 （052）501-0110 清須市・北名古屋市・豊山町

半　田 （0569）21-0110
半田市・美浜町・南知多町・阿久比町・
武豊町・東浦町

碧　南 （0566）46-0110 碧南市・高浜市

消　防　署　　　　　　　　　　　　　　★名簿順は５０音順（名古屋市内・その他）

消防署名 電話番号

名古屋市消防局 （052）972-3504

熱田消防署 （052）671-0119

 北  消防署 （052）981-0119

昭和消防署 （052）841-0119

千種消防署 （052）764-0119

天白消防署 （052）801-0119

中　消防署 （052）231-0119

中川消防署 （052）363-0119

中村消防署 （052）481-0119

西　消防署 （052）521-0119

東　消防署 （052）935-0119

瑞穂消防署 （052）852-0119

緑　消防署 （052）896-0119

港　消防署 （052）661-0119

南　消防署 （052）825-0119

名東消防署 （052）703-0119

守山消防署 （052）791-0119

消防署名 電話番号 管轄地域

愛西市消防本部 （0567）26-1100 愛西市

海部東部消防組合（052）442-0119 あま市・大治町
海部南部消防組合

消防本部
（0567）52-0119 弥富市・飛島村

一宮市消防本部 （0586）72-1191 一宮市

稲沢市消防本部 （0587）22-0119 稲沢市

犬山市消防本部 （0568）65-0119 犬山市

岩倉市消防本部 （0587）37-5333 岩倉市

大府市消防本部 （0562）47-0119 大府市

岡崎市消防本部 （0564）21-5151 岡崎市

尾張旭消防本部 （0561）51-0827 尾張旭市

春日井市消防本部（0568）82-0119 春日井市

蟹江町消防本部 （0567）95-5121 蟹江町
衣浦東部広域連合

消防局
（0566）63-0119

刈谷市・知立市・安城市・碧南市・
高浜市

蒲郡市消防本部 （0533）68-5119 蒲郡市

幸田町消防本部 （0564）62-3822 幸田町

江南市消防本部 （0587）55-2258 江南市

小牧市消防本部 （0568）73-5611 小牧市

新城市消防本部 （05362）2-1119 新城市・設楽町・東栄町・豊根村

瀬戸市消防本部 （0561）85-0119 瀬戸市

田原市消防本部 （05312）3-1231 田原市

知多市消防本部 （0562）56-0119 知多市
知多中部広域消防

本部
（0569）21-0119 半田市・阿久比町・武豊町・東浦町

知多南部消防組合
消防本部

（0569）64-0119 美浜町・南知多町

津島市消防本部 （0567）23-0119 津島市

東海市消防本部 （0562）36-0119 東海市

常滑市消防本部 （0569）35-0119 常滑市

豊明市消防本部 （0562）92-0119 豊明市

豊川市消防本部 （0533）89-0119 豊川市

豊田市消防本部 （0565）35-9700 豊田市

豊橋市消防本部 （0532）51-3107 豊橋市

長久手市消防本部（0561）62-0119 長久手市

西尾市消防本部 （0563）56-2110 西尾市
西春日井広域事務

組合消防本部
（0568）22-2511 清須市・北名古屋市・豊山町

丹羽広域事務組合
消防本部

（0587）95-5151 大口町・扶桑町

幡豆郡消防組合消
防本部

（0563）72-2110 一色町・幡豆町・吉良町

尾三消防本部 （05613）8-0119 日進市・東郷町・みよし市



（

ケーブルテレビ

ケーブル会社名 問い合わせ 供　給　区　域

スターキャット・ケーブルネットワーク㈱ 0120-181-374
名古屋市（守山区・緑区除く）豊山町・岩倉市

清須市 ( 旧西枇杷島町）春日・北名古屋市・江南市

中部ケーブルネットワーク㈱ ( 東名局）

0120-441-061

緑区・豊明市・日進市・東郷町

中部ケーブルネットワーク㈱ ( 春日井局） 小牧市・犬山市・扶桑町・大口町・春日井市

中部ケーブルネットワーク㈱ ( 豊川局） 豊川市

グリーンシティーケーブルテレビ㈱ 0120-150-676 守山区・瀬戸市・尾張旭市

ひまわりネットワーク㈱

0120-210-114
( 総合案内用）

0120-921-006
( サポートセンター時間外緊急対応）

長久手市・豊田市・みよし市

知多半島ケーブルネットワーク㈱ 0120-344-868 常滑市・武豊町（石川・中蓮・豊成　除く）美浜町・南知多町

知多メディアスネットワーク㈱ 0120-237-707 大府市・知多市・東海市・東浦町

CATV 愛知㈱（CAC ㈱） （0569）21-0070 半田市・武豊町（石川・中蓮・豊成　のみ）阿久比町

㈱アイ ･ シー ･ シー 0120-993-138 一宮市

㈱キャッチネットワーク 0120-239-391
西尾市・安城市・刈谷市・知立市・碧南市・高浜市・幡豆町・一色町・
吉良町

西尾張シーエーティーヴィ㈱
　( クローバー TV)

0120-240-968
( 地域限定ダイヤル）
（0567）25-8561

供給地域外から

あま市・大治町・清須市 ( 旧枇杷島町・春日除く）愛西市・稲沢市・津島市・
弥富市・蟹江町

稲沢シーエーティーヴィ㈱ 0120-303-399 稲沢市 ( 旧稲沢市）

ミクスネットワーク㈱ 0120-345-739 岡崎市

三河湾ネッワーク㈱ 0120-794-934 蒲郡市・幸田町

豊橋ケーブルネットワーク㈱ 0120-816-142 豊橋市・田原市



市区町村機関　（ 環境事業所 ）          ★名簿順は５０音順（名古屋市内・その他）

清掃・環境 電話番号

名古屋市役所 （052）961-1111

熱田環境事業所 （052）671-2200

北　環境事業所 （052）981-0421

昭和環境事業所 （052）871-0504

千種環境事業所 （052）771-0424

天白環境事業所 （052）833-4031

中　環境事業所 （052）251-1735

中川環境事業所 （052）361-7638

中村環境事業所 （052）481-5391

清掃・環境 電話番号

西　環境事業所 （052）522-4126

東　環境事業所 （052）723-5311

瑞穂環境事業所 （052）882-5300

緑　環境事業所 （052）891-0976

港　環境事業所 （052）382-3575

南　環境事業所 （052）614-6220

名東環境事業所 （052）773-3214

守山環境事業所 （052）798-3771

粗大ゴミ受付センター 0120-758-530

※名古屋市環境事業所　業務時間 ： 8:00 ～ 16:45　休業日：　土曜・日曜・12/31 ～ 1/3

清掃・環境 電話番号

愛西市環境課 （0567）55-7114

阿久比町環境係 （0569）48-1111( 代）

あま市環境衛生課 （052） 444-3132

安城市環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ （0566）92-0178

一宮市清掃対策課 （0586）45-7004

稲沢市資源対策課 （0587）36-0135

犬山市環境課 （0568）44-0344

岩倉市環境保全課 （0587）38-5808

大口町環境経済課 （0587）95-1111( 代）

大治町産業環境課 （052） 444-2711

大府市環境課 （0562）45-6223

岡崎市ごみ対策課 （0564）22-1153

尾張旭市環境課 （0561）76-8134

春日井市ごみ減量推進課 （0568）85-6223

蟹江町環境課 （0567）95-1111( 代）

蒲郡市環境清掃課 （0533）57-4100

刈谷市ごみ減量推進課 （0566）21-1705

北名古屋市環境課 （0568）22-1111( 代）

清須市生活環境課 （052） 400-2911( 代）

幸田町役場環境課 （0564）62-1111( 代）

江南市環境課 （0587）54-1111( 代）

小牧市ごみ政策課 （0568）76-1187

設楽町生活と管理課 （0536）62-0511( 代）

新城市生活環境課 （0536）23-1111( 代）

瀬戸市環境課 （0561）88-2674

清掃・環境 電話番号

高浜市役所市民生活Ｇ （0566）52-1111( 代）

武豊町環境課 （0569）72-1111( 代）

田原市環境政策課 （0531）22-1111( 代）

知多市ごみ対策課 （0562）32-5300

知立市環境課 （0566）83-1111( 代）

津島市生活環境課 （0567）24-1111( 代）

東栄町住民福祉課 （0536）76-0503

東海市清掃ｾﾝﾀｰ （052） 601-2053

東郷町環境課　 （0561）38-3111( 代）

常滑市生活環境課 （0569）35-5111( 代）

飛島村保健環境課 （0567）52-1001

豊明市環境課 （0562）92-1113

豊川市清掃事業課 （0533）89-2166

豊田市清掃業務課 （0565）71-3003

豊橋市環境政策課 （0532）61-4136

豊山町環境保全係 （0568）28-0916

長久手市環境課 （0561）56-0612

西尾市ごみ減量課 （0563）34-8113

日進市ごみ減量推進課 （0561）73-2883

半田市ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ （0569）23-3567

東浦町環境課 （0562）83-3111( 代）

扶桑町環境課 （0587）93-1111( 代）

碧南市生活環境課 （0566）41-3311( 代）

南知多町環境課 （0569）65-0711( 代）

美浜町衛生係 （0569）82-1111

みよし市環境課 （0561）32-8018

弥富市環境課 （0567）65-1111( 代）




