
緑区地域防災協力事業所の一覧
（順不動・敬称略）

事業所名 所在地 協力内容 協力先学区

1 学校法人名鉄学園名鉄自動車学校 鳴海町文木９０ 一時避難場所の提供／救急救護資器材等の貸出／その他 鳴海

2 ㈱光金属工業所 鳴海町中汐田１３０ 一時避難所の提供（水害）／その他 緑

3 ㈱三洋製作所　本社工場 鳴海町下汐田１７７ 一時避難所の提供（水害）／その他 緑

4 ㈱萩原商店 大高町上塩田６０ 一時避難所の提供／応急救護資器材等の貸出／その他 大高北

5 岡田金属㈱ 大高町上塩田５８ 一時避難所の提供／応急救護資器材等の貸出／その他 大高北

6 鈴豊精鋼㈱ 清水山一丁目１３２ 一時避難所の提供／その他 大高北

7 中部電力㈱　技術開発本部 大高町北関山２０の１ 一時避難所（駐車場）の提供 大高北

8 ㈱大須ういろ　営業本部 清水山二丁目１６１９ 一時避難所の提供／井戸水の提供／その他 大高北

9 小池理化学工業㈱　大高工場 大根山二丁目１０１ 一時避難所の提供／その他 大高北

10 名古屋ボデー㈱ 大根山二丁目２０３ 一時避難所の提供／その他 大高北

11 ゴムノイナキ㈱ 大高町奥中道４１ 一時避難所の提供／その他 大高北

12 三井食品㈱　中部支社 大高町南関山２８ 避難者への一時的支援 大高北

13 太陽日酸㈱中部支社 大根山二丁目１０４ 避難者への一時的支援 大高北

14 ㈱鳴海カントリー倶楽部 鳴海町横吹５１ 一時避難所の提供／応急救護資機材等の貸出／その他 鳴海東部

15 有松ジャンボリー 南陵６０１ 一時避難所の提供／応急救護資器材等の貸出／その他 南陵

16 東山㈱ 大高町二番割２３－１ 一時避難所の提供／応急救護資器材等の貸出／その他 大高

17 イオン大高ショッピングセンター 南大高二丁目４５０ 一時避難所（駐車場）の提供
大高・大高南・
大高北
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18 ㈱人形劇団むすび座 大高町字川添 避難所への慰問 全学区

19 滝ノ水インドアテニススクール 小坂一丁目１０１－２ 一時避難所の提供／その他
小坂・滝ノ水・
鳴海東部

20
㈱アイチコーポレーション
名古屋支店 大高町丸の内 資機材（重機）の貸出／その他 大高

21 ㈱フジケンコーポレーション 黒沢台二丁目１４２７ 資機材の貸出／ダンプの運搬業務 黒石

22 ㈱ヤマダ工業 大高町字東千正坊１１ 資機材（救助用）の貸与 大高

23
医療法人　清水会
相生山病院 藤塚三丁目２７０４ 一時避難所の提供／その他 熊の前

24
医療法人　清水会
ひかり老人保健施設 藤塚三丁目２８０２ 一時避難所の提供／その他 熊の前

25
医療法人　清水会
まこと老人保健施設 藤塚三丁目２６０４ 一時避難所の提供／その他 熊の前

26
スポーツクラブアクトス
滝ノ水店

滝ノ水四丁目２３０１－１ 一時避難所の提供／その他 小坂

27 名鉄自動車整備㈱ 曽根二丁目４２７ 一時避難所の提供／資器材（重機・救助用）の貸与／その他 平子

28 ㈱鳴海合金製作所 漆山１０７ 一時避難所の提供／井戸水の提供／救助用資機材等の貸出 平子

29 ㈱稲熊造園土木 神の倉4丁目１７４ 資器材（救助用）の貸与／井戸水の提供／その他 神の倉

30 山城土木㈱ 浦里3丁目３９ 一時避難所の提供／備蓄飲料水等の提供／資器材（救助用）の貸与 浦里

31 なるぱーく 浦里3丁目２３２ 一時避難所の提供／その他 浦里

32 鳴海防災設備㈲ 鳴海町鳴海裏７１－５４ 資機材（消火・救助用）の貸与／その他 東丘

33 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ 鳴海町字徳重１８－４４ 一時避難場所の提供／その他 徳重・常安

34 東亜道路工業㈱ 大高町二番割７２－１ 一時避難場所（建物内）の提供／資器材（救助用）の貸与／その他 大高

35 コナミスポーツ鳴海山下 鳴海町字山下７８－１ 一時避難所（建物内）の提供／井戸水の提供／その他 片平
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36 荏原商事㈱　中部支社 南大高三丁目１４０１ 備蓄食料・飲料水の提供／資機材（水中ポンプ等）の貸与 大高南

37 太陽工業㈱ 大高町字己新田１１４ 一時避難所（建物内）の提供／資機材の貸与／その他 大高

38 ㈱平成観光　ＫＥＩＺ大高店 大高町西正地４５ 一時避難所（駐車場）の提供／その他 大高

39 ユニー㈱　アピタ鳴海店 鳴海町字伝治山３－９ 一時避難所の提供／その他
片平・鳴子
長根台

40 ㈱平和堂グリーンプラザ店 篠の風二丁目２５１ 一時避難場所の提供／商品の提供／その他 戸笠

41 ㈱菱庄 鹿山一丁目４０ 資器材（救助用）の貸与／その他 旭出

42 ㈲征曾興業 鳴海町大清水 資機材（救助用）の貸与／人的支援／その他 鳴海東部

43 コメダ　篭山店 鴻仏目一丁目６０５ 一時避難所（駐車場）の提供／生活用品の貸与／その他 小坂

44
愛知トヨタ自動車㈱
緑営業所

乗鞍二丁目３０１－２ 一時避難所の提供／生活用品等の提供／資器材（救助用）の貸与 常安

45
トヨタカローラ愛豊㈱
有松インター店

桶狭間切戸１３１４ 一時避難所の提供／生活用品等の提供／資器材（救助用）の貸与 南陵

46
トヨタカローラ愛豊㈱
滝の水公園店

篠の風三丁目１９４ 一時避難所の提供／生活用品等の提供／資器材（救助用）の貸与 滝ノ水

47
トヨタカローラ愛豊㈱
フォルクスワーゲン滝ノ水

鴻仏目二丁目３０６ 一時避難所の提供／生活用品等の提供／資器材（救助用）の貸与 小坂

48 ネッツトヨタ愛知㈱　プラザ鳴海 浦里三丁目１００ 一時避難所の提供／生活用品等の提供／資器材（救助用）の貸与 浦里

49 ネッツトヨタ愛知㈱　プラザ緑 白土５０１ 一時避難所の提供／生活用品等の提供／資器材（救助用）の貸与 神の倉

50 ネッツトヨタ東海㈱　徳重店 徳重五丁目８０１ 一時避難所の提供／生活用品等の提供／資器材（救助用）の貸与 徳重

51
㈱トヨタレンタリース愛知
徳重駅前店

元徳重一丁目６１１ 一時避難所の提供／生活用品等の提供／資器材（救助用）の貸与 徳重

52
㈱トヨタレンタリース愛知
滝ノ水店

相原郷一丁目２６１０ 一時避難所の提供／生活用品等の提供／資機材（救助用）の貸与 相原

53
中日新聞みどり台専売店
近藤新聞店

篠の風二丁目１９１ 資機材（原動機付自転車等）の貸与／その他 戸笠
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54
㈱平安閣
平安会館有松斎場

有松１２４ 一時避難所の提供／その他 有松

55 ヤマト運輸㈱　名古屋緑支店 大清水一丁目１１０６ 一時避難所の提供／資機材（救助用）の貸与／その他 大清水

56 ユニー㈱　ピアゴ清水山店 清水山一丁目５０１ 一時避難所の提供／その他 桶狭間

57
㈱鈴木石油商会
フレックス篠ノ風給油所

篠の風二丁目１８７ 燃料等の優先提供／資器材（救助用）の貸与／その他 戸笠

58 桃山の湯 桃山四丁目３２９－１ 一時避難所の提供／その他 桃山

59 名古屋競馬㈱ 大将ヶ根一丁目２８１８ 一時避難所の提供／その他 太子

60 レクサス緑 浦里五丁目１３８ 一時避難所の提供／資器材（救助用）の貸与／生活用品等の提供 鳴海

61 グランドオータ888　鳴海店 鳴海町柳長３２ 一時避難所（駐車場）の提供／その他 鳴海・緑

62 マックスバリュ　鳴子店 鳴子町四丁目１－１ 一時避難所（駐車場）の提供／生活用品等の提供 鳴子

63 鳴海製陶㈱ 鳴海町字伝治山３ 資器材（救助用）の貸与／その他 長根台

64 ㈱五大 鳴海町上ノ山１８－５ 一時避難所の提供／資器材（救助用）の貸出／その他 片平

65
㈱イヤマトータルブリッジサポー
ト

野末町１４１１ 車両及び運転手の提供／備蓄食料・飲料水の提供・人的支援 南陵

66
㈱ドラッグスギヤマ
黒沢台店

黒沢台四丁目１６１０ 一時避難場所（駐車場）の提供／その他 黒石

67
㈱ドラッグスギヤマ
神の倉店

藤塚一丁目１０３ 一時避難場所（駐車場）の提供／その他 熊の前

68 瀬戸信用金庫　鳴海支店 鳴海町上汐田２５７－５ 一時避難所の提供／その他 鳴海

69 ㈱スギ薬局　大高南店 大高一丁目１０８ 一時避難場所（駐車場）の提供／その他 大高南

70 西友　鳴海店 黒沢台四丁目８０１ 一時避難場所（駐車場）の提供 黒石

71 B＆Dドラッグストア　滝ノ水店 滝ノ水一丁目４０１ 一時避難場所（駐車場）の提供／その他 滝ノ水
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72 B＆Dドラッグストア　篭山店 砂田2丁目１０１ 一時避難場所（駐車場）の提供／その他 大清水

73 B＆Dドラッグストア　鳴海店 水広二丁目１２１７ 一時避難場所（駐車場）の提供／その他 鳴海東部

74 B＆Dドラッグストア　鳴子店 鳴子町1丁目５４－１ 一時避難場所（駐車場）の提供／その他 鳴子

75 マックスバリュ　左京山店 四本木５３０ 一時避難場所（駐車場）の提供／トイレの開放 平子

76 セイホーマックス㈱ 大高町字己新田１０３－１ 一時避難所（建物内）の提供／飲料水の提供／その他 大高

77 ㈱エス・ユナイテッド 神の倉二丁目２４１８ 一時避難所（建物内）の提供／緊急生活物資の提供／その他 神の倉

78 名田工業㈲ 桶狭間巻山３１９ 資器材（救助用）の貸与／その他 桶狭間

79
愛知スズキ販売㈱
野並南店

鳴海町山下２５－１ 資機材（救助用）の貸与／その他　 片平

80 長田電機工業㈱ 大高町字中道１１ 一時避難場所の提供／その他 大高北

81 ㈱プロスチール 大根山一丁目１９０８ 一時避難場所の提供／資器材（救助用）の貸与／その他 桶狭間

82 イオンタウン有松 鳴海町有松裏200 一時避難場所の提供／トイレの開放／その他 東丘・太子

83 マックスバリュ有松駅前店 鳴海町有松裏200 一時避難場所の提供／トイレの開放／その他 東丘・太子

84 株式会社ヤマケン 篭山三丁目406番地 一時的な避難スペース／浴室・トイレの開放／資器材(救助用)の貸与／その他 小坂

85 鮨処たつみ 有松愛宕1405 一時的な避難スペース、避難所の提供／トイレの開放／飲料水及び食料の提供／その他 新中第五町内会（有松）

86 諸の木テニス倶楽部 諸の木二丁目446番地 一時的な集合場所、避難場所の提供／トイレの開放／資器材（救助用）の貸与／その他 鳴海東部

87 ヨコハマタイヤジャパン愛知南営業所 鳴海町山下90 一時的な集合場所／フォークリフトの貸与／その他 片平

※ 2事業所は公開を辞退されています。

※ 本体制での事業所の協力は大災害発生時に限り、原則指定された学区のみが対象となります。

※ 提供する一時集合場所は事業所が指定した場所であり、敷地内全てではありません。


