
　　　　

市町村 担当課室 電話 所在地

052-972-2423

（直通）

0586-28-8982

（直通）

0561-88-2651

（直通）

0568-85-6247

（直通）

0568-44-0340

（直通）

0587-54-1111

（代表）

0568-76-1135

（直通）

0587-32-1346

（直通）

0561-76-8132

（直通）

0587-38-5832

（直通）

0562-92-8332

（直通）

0561-76-7377

（直通）

052-400-2911

（代表）

0568-22-1111

（代表）

0561-56-0641

（直通）

0561-56-0741

（直通）

0568-28-0944

（直通）

0587-95-1623

（代表）

0587-93-1111

（代表）

〒489-8701
瀬戸市追分町64番地1

犬山市 経済環境部産業課
〒484-8501
犬山市大字犬山字東畑36（本庁舎）

岩倉市 建設部企業立地推進室
〒482-8686
岩倉市栄町1丁目66番地

各市町村届出窓口

尾張地方（名古屋）

名古屋市 経済局イノベーション推進部産業立地交流室
〒460-8508
名古屋市中区三の丸3丁目1番1号（本庁舎）

尾張地方（尾張）

江南市 経済環境部商工観光課
〒483-8701
江南市赤童子町大堀90

春日井市 産業部企業活動支援課
〒486-8686
春日井市鳥居松町5-44

工場立地法の届出事務は平成２９年度から全市町村の所管となっております。詳細は特定工場所在地の各市町村へご相談ください。

一宮市 経済部企業立地推進課
〒491-8501
一宮市本町2丁目5番6号（本庁舎）

瀬戸市 地域振興部産業政策課

経済建設部産業支援課
〒470-1195
豊明市新田町子持松1番地1

稲沢市 経済環境部商工観光課企業立地推進室
〒492-8269
稲沢市稲府町1（本庁舎）

尾張旭市 市民生活部産業課
〒488-8666
尾張旭市東大道町原田2600-1

小牧市 地域活性化営業部企業立地推進課
〒485-8650
小牧市堀の内3丁目1番地（本庁舎）

大口町 企業支援課
〒480-0144
丹羽郡大口町下小口7丁目155番地

日進市 産業政策部産業振興課企業誘致室
〒470-0192
日進市蟹甲町池下268番地（北庁舎）

清須市 市民環境部産業課
〒452-8569
清須市須ケ口1238番地（本庁舎）

豊山町 経済建設部産業・都市政策課
〒480-0292
西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地

東郷町 経済環境部産業振興課
〒470-0198
愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1番地

北名古屋市 建設部商工農政課
〒481-8501
北名古屋市熊之庄御榊60番地（東庁舎）

長久手市 くらし文化部たつせがある課
〒480-1196
長久手市岩作城の内60番地1

豊明市

扶桑町 総務部政策調整課
〒480-0102
丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330



　　　　

0567-24-1111

（代表）

0567-55-7127

（直通）

0567-65-1111

（代表）

052-444-1372

（直通）

052-444-2711

（代表）

0567-95-1111

（代表）

0567-97-3464

（直通）

0569-84-0638

（直通）

0569-47-6119

（直通）

052-603-2211

（代表）

0562-45-6227

（直通）

0562-36-2663

（代表）

0569-48-1111

（代表）

0562-83-6118

（直通）

0569-65-0711

（代表）

0569-82-1111

（代表）

0569-72-1111

（代表）

0564-23-6287

（直通）

0566-41-3311

（代表）

0566-62-1016

（直通）

0565-34-6641

（直通）

大治町 建設部産業環境課
〒490-1192
海部郡大治町大字馬島字大門西1-1

弥富市 市民生活部商工観光課
〒490-1405
弥富市神戸三丁目25番地（十四山支所）

あま市 建設産業部企業誘致対策課
〒497-8522
あま市七宝町桂城之堀1番地(七宝庁舎)

尾張地方（海部）

津島市 建設産業部産業振興課
〒496-8686
津島市立込町2丁目21番地

愛西市 産業建設部企業誘致課
〒496-8555
愛西市稲葉町米野308番地

常滑市 環境経済部企業立地推進室
〒479-8610
常滑市新開町4丁目1番地

東海市 環境経済部商工労政課
〒476-8601
東海市中央町1丁目1番地

蟹江町 政策推進室ふるさと振興課
〒497-8601
海部郡蟹江町学戸3丁目1番地

尾張地方（知多）

半田市 市民経済部経済課
〒475-8666
半田市東洋町2丁目1番地

飛島村 開発部建設課
〒490-1436
海部郡飛島村竹之郷3丁目1番地

阿久比町 建設経済部産業観光課
〒470-2292
知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50

東浦町 生活経済部商工振興課
〒470-2192
知多郡東浦町大字緒川字政所20番地

大府市 産業振興部商工労政課
〒474-8701
大府市中央町5丁目70番地

知多市 環境経済部商工振興課
〒478-8601
知多市緑町1番地

三河地方（西三河）

岡崎市 経済振興部商工労政課
〒444-8601
岡崎市十王町2丁目9番地　(西庁舎)

南知多町 産業振興課
〒470-3495
知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地

美浜町 産業建設部産業課
〒470-2492
知多郡美浜町大字河和字北田面106番地

碧南市 経済環境部商工課
〒447-8601
碧南市松本町28

刈谷市 産業環境部商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地

武豊町 生活経済部産業課
〒470-2392
知多郡武豊町字長尾山2番地

豊田市 産業部産業労働課
〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地（西庁舎）



　　　　
0566-71-2235

（直通）

0563-65-2158

（直通）

0566-95-0141

（直通）

0566-52-1111

（代表）

0561-32-8015

（直通）

0564-62-1111

（代表）

0532-51-2640

（直通）

0533-89-2287

（直通）

0533-66-1211

（直通）

0536-23-7634

（直通）

0531-23-3549

（直通）

0536-62-0514

（直通）

0536-76-1812

（直通）

0536-85-1311

（代表）

西尾市 産業部商工振興課
〒445-8501
西尾市寄住町下田22番地（本庁舎）

知立市 企画部企業立地推進課
〒472-8666
知立市広見3丁目1番地

安城市 産業振興部商工課
〒446-8501
安城市桜町18番23号（北庁舎）

幸田町 企画部企業立地課
〒444-0192
額田郡幸田町大字菱池字元林1番地1

三河地方（東三河）

豊橋市 産業部産業政策課
〒440-8501
豊橋市今橋町1番地（東館)

高浜市 都市政策部企業支援グループ
〒444-1398
高浜市青木町4丁目1番地2

みよし市 環境経済部産業課
〒470-0295
みよし市三好町小坂50番地

新城市 産業振興部商工政策課
〒441-1392
新城市字東入船6番地1（本庁舎）

田原市 企画部企業立地推進室
〒441-3492
田原市田原町南番場30番地1（南庁舎）

豊川市 産業環境部企業立地推進課
〒442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地（本庁舎）

蒲郡市 都市開発部企業立地推進課
〒443-8601
蒲郡市旭町17番1号

豊根村 商工観光課
〒449-0403
北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2番地

設楽町 企画ダム対策課
〒441-2301
北設楽郡設楽町田口字辻前14番地

東栄町 経済課
〒449-0214
北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25番地


