
（2018.05.17改） 

社会貢献活動REPORT 

「災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定」を 
愛知県と締結しました 

当社グループでは大規模災害発生に向けた事業継続基本方針を制定し、その一項に「地

域との連携～常に『共助』の意識を持ち、地域社会の一員として行動します」と地域と

の共生を謳っております。 

この度、その一環として、愛知県と｢災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定｣を

締結、弊社グループ事業会社の拠点※を災害時の「徒歩帰宅支援ステーション」として

登録いたしました。 
※愛知県内258 カ所…立地条件、規模等を考慮し対応不可と判断した拠点を除く 

○愛知県HP/愛知県防災局防災情報 twitter 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/saigaitaisaku/tohokitaku180517.html 

https://twitter.com/aichi_bousai/status/997031407519129600 

 

■協定に基づく徒歩帰宅者への支援内容 

（１）当社グループの拠点において、災害時の徒歩帰宅者に対し、水道水やトイレの

利用、ラジオ等のメディアを通じた災害情報および市町村から提供を受けた地

図等による帰宅可能な道路情報などを提供します。 

（２）支援を行う拠点は、前記の支援事項の全部または一部について支援可能な拠点

とします。 

（３）支援可能な拠点を「徒歩帰宅支援ステーション」と呼称し、広く住民の方々に

協力拠点の取組の周知を図り、防災に対する意識啓発のため「徒歩帰宅支援ス

テーション・ステッカー」を掲出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

株式会社ＡＴグループ 
ＣＳＲ推進部 

052-883-6845 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/saigaitaisaku/tohokitaku180517.html
https://twitter.com/aichi_bousai/status/997031407519129600


（2018.05.17改） 

［参考］徒歩帰宅支援ステーション一覧                                                       

 愛知スズキ販売                    15拠点

豊橋営業所 納屋橋営業所 プラザ鳴海 岡崎東店 本社営業所（スズキアリーナ愛知）

東豊橋営業所 西営業所 高辻店 プラザ岡崎南 野並南店

高師営業所 西春営業所 南陽通店 岡崎西店 中川営業所（スズキアリーナ中川）

田原営業所 小田井営業所 プラザ緑 碧南店 守山吉根営業所

豊川営業所 康生通マイカーセンター 天白店 西尾店 ユーズステーションとよあけ

新城営業所 中川営業所 東浦店 プラザ豊橋 味岡営業所（スズキアリーナ味岡）

蒲郡営業所 港営業所 東海店 岩田店 小牧営業所

キャラット豊川店 当知営業所 阿久比店 高師店 春日井営業所（スズキアリーナ春日井）

豊田営業所 豊成営業所 半田店 田原店 スズキアリーナ春日

元町営業所 蟹江営業所 プラザ安城 豊川店 半田営業所

高岡営業所 津島営業所 刈谷店 新城店 岡崎営業所

猿投営業所 春日井営業所 知立店 蒲郡店 岡崎南営業所（スズキアリーナ岡崎南）

岡崎営業所 サンマルシェ営業所 プラザ岡崎 レクサス豊橋 豊田営業所

六名営業所 瀬戸営業所 三好ヶ丘営業所（スズキアリーナ三好ケ丘）

大樹寺営業所 旭営業所 刈谷営業所（スズキアリーナ刈谷）

宇頭営業所 守山営業所 呼続店 加木屋店

キャラット豊田店 味美営業所 徳重店 蒲郡店 アトコ                                  1拠点

大樹寺マイカーセンター 茶屋坂営業所 半田店 豊明店 クラウン自動車学校

刈谷営業所 北営業所 西尾店 名和店

安城営業所 キャラット尾張旭店 安城店 大府店 トヨタホーム愛知                   1拠点

知立営業所 一宮営業所 岡崎北店 豊橋柱店 安城営業所

西尾営業所 尾西営業所 豊橋東店 高浜店

碧南営業所 稲沢営業所 豊川店 岡崎東店 ＡＴビジネス                         3拠点

半田営業所 江南営業所 刈谷店 レクサス緑 高辻事務センター

阿久比営業所 桜井営業所 岡崎中店 グッドラック

キャラット安城店 小牧営業所 ナイスラック

キャラット知立店 犬山営業所

南営業所 キャラット小牧店 高辻営業所 三好営業所

緑営業所 キャラット一宮店 小牧営業所 豊橋営業所

天白営業所 レクサス挙母

名東営業所 レクサス刈谷

ツインカム営業所 レクサス昭和 名古屋駅前店 日進駅前店

東海営業所 レクサス名古屋西 名古屋新幹線口店 一宮店

豊明営業所 レクサス春日井 ささしまライブ東口店 一宮駅西店

高針マイカーセンター レクサスＣＰＯ昭和 柳橋店 稲沢

高辻営業所 Volkswagen昭和 名駅南店 稲沢駅東口店

GR Garage 高辻 Volkswagen安城 名古屋牛島店 犬山店

川原通営業所 Volkswagen守山 桜通伝馬橋店 春日井店

中営業所 白川店 神領駅前店

鶴舞店 蟹江店

テレビ塔店 江南店

高辻店 城北店 高辻店 小牧インター店

茶屋が坂店 楠インター店 杁中店 瀬戸店

千代田橋店 鳥居松店 池下店 共和駅前店

名古屋インター店 出川店 今池店 東海店

晴丘店 高蔵寺店 吹上店 半田店

瀬戸店 米野木駅前店 志賀本通店 新安城駅前店

天白原店 三好店 浄心店 岡崎店

滝の水公園店 猿投店 小田井店 岡崎南店

有松インター店 豊田美里店 植田店 ＪＲ岡崎駅西口店

星崎店 豊田店 天白店 刈谷店

神宮店 豊田中町店 新瑞橋店 知立店

昭和橋店 岡崎店 笠寺店 知立駅前店

当知店 法性寺店 本郷駅前店 豊田店

八田店 安城南店 高針店 豊田寿店

万場大橋店 東刈谷店 滝ノ水店 西尾店

豊公橋店 刈谷店 徳重駅前店 碧南中央駅前店

新大治橋店 高浜店 守山店 豊橋新幹線口店

津島店 碧南店 中川店 豊橋駅前店

稲沢店 牛久保店 高畑店 豊橋佐藤店

尾西店 新栄店 一色大橋店 豊川店

一宮インター店 豊橋佐藤店 名古屋空港店 蒲郡店

西春店 レクサス中川 豊明店

犬山店 Volkswagen滝ノ水

小牧店 Volkswagen春日井

小牧原店 合計258拠点

愛知トヨタ自動車                                  77拠点 ネッツトヨタ愛知                                  26拠点

ネッツトヨタ東海                                  19拠点

トヨタＬ＆Ｆ中部                                    4拠点

トヨタレンタリース愛知                         63拠点

トヨタカローラ愛豊                               49拠点


