
北 海 道 消 防 本 部 消 防 署 一 覧 表

消防名上段 消防名下段 郵便番号 住所 TEL URL 都道府県 備考

あ

旭川市消防本部 070-8525 旭川市7条通10丁目 0166-25-8270 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/311/index.html 北海道
旭川市消防本部（旭川市、上川町、鷹栖
町）

　南消防署 070-8525 旭川市7条通10丁目 0166-23-4649 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/311/313/p007359.html 北海道
旭川市内の牛朱別川（旭橋下流は石狩
川）以南の地域

　北消防署 070-0843 旭川市大町3条5丁目 0166-51-8138 北海道
旭川市内の牛朱別川（旭橋下流は石狩
川）以北の地域

　上川消防署 078-1744 上川郡上川町北町202番地 0165-82-1040 北海道 上川町

　鷹栖消防署 071-1201 上川郡鷹栖町南1条3丁目 0166-87-2042 北海道 鷹栖町

網走地区消防組合消防本部 093-0012 網走市南2条西4丁目2番地 0152-43-9486 http://a-fire.jp/ 北海道
網走地区消防組合消防本部（網走市、
大空町）

　網走消防署 093-0012 網走市南2条西4丁目2番地 0152-43-2221 北海道

　大空消防署 099-2323 網走郡大空町女満別西3条4丁目1番5号 0152-74-2619 http://www.town.ozora.hokkaido.jp/docs/2014112100112/ 北海道

石狩北部地区消防事務組合消防本部 061-3211 石狩市花川北1条1丁目2番地3 0133-74-5119 http://www.ishikarihokubu.jp/ 北海道
石狩北部地区消防事務組合消防本部
（石狩市、当別町、新篠津村）

　石狩消防署 061-3211 石狩市花川北1条1丁目2番地3 0133-74-7111 北海道 石狩市

　当別消防署 061-0226 石狩郡当別町錦町351番地 0133-23-2537 北海道 当別町

　新篠津消防署 068-1100 石狩郡新篠津村第46線北12番地 0126-57-2034 北海道 新篠津村

胆振東部消防組合消防本部 059-1604 勇払郡厚真町錦町47番地の2 0145-26-7100 http://iburi119.sakura.ne.jp/ 北海道
胆振東部消防組合消防本部／消防署
（安平町、厚真町、むかわ町）

岩内・寿都地方消防組合消防本部 045-0013 岩内郡岩内町字高台8番地1 0135-62-2403 https://iwanai-suttsu-area119.jp/ 北海道
岩内・寿都地方消防組合消防本部（島牧
村、寿都町、黒松内町、共和町、岩内
町、泊村、神恵内村）

　岩内消防署 045-0013 岩内郡岩内町字高台8番地1 0135-62-1141 北海道

岩見沢地区消防事務組合消防本部 068-0008 岩見沢市8条東10丁目2-47 0126-22-4301 http://www.hamanasu.com/syoubou/ 北海道
岩見沢地区消防事務組合消防本部（岩
見沢市、月形町）

　岩見沢消防署 068-0008 岩見沢市8条東10丁目2-47 0126-24-0119 北海道

歌志内市消防本部 073-0403 歌志内市字本町1027-55 0125-42-3255 http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000106.html 北海道 歌志内市消防本部／消防署

恵庭市消防本部 061-1431 恵庭市有明町2丁目4番14号 0123-33-5191
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/genre/0000000000000/1361414967
695/index.html

北海道 恵庭市消防本部／消防署

江別市消防本部 069-0817 江別市野幌代々木町80番地8 011-382-5432 http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/firedep/ 北海道 江別市消防本部／消防署

遠軽地区広域組合消防本部 099-0492 紋別郡遠軽町１条通北3丁目1番地1 0158-42-7600 http://www.engarukouiki.jp/ 北海道
遠軽地区広域組合消防本部／消防署
（遠軽町、湧別町、佐呂間町）

渡島西部広域事務組合消防本部 049-1331 松前郡福島町字三岳45-1 0139-47-4018 http://oshimaseibu.jp/syoubou 北海道
渡島西部広域事務組合消防本部（松前
町、福島町、知内町、木古内町）

　松前消防署 049-1501 松前郡松前町字建石216-1 0139-42-2119 北海道

　福島消防署 049-1331 松前郡福島町字三岳45-1 0139-47-2119 北海道

　知内消防署 049-1103 上磯郡知内町重内24-1 01392-5-5064 北海道

　木古内消防署 049-0412 上磯郡木古内町大平27-11 01392-2-2058 北海道

長万部町消防本部 049-3521 山越郡長万部町字長万部450-21 01377-2-2049 http://www.town.oshamambe.lg.jp/modules/fire/ 北海道 長万部町消防本部／消防署

小樽市消防本部 047-0024 小樽市花園2丁目12番1号 0134-22-9130 https://www.city.otaru.lg.jp/simin/anzen/shobo/ 北海道 小樽市消防本部／消防署
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上川北部消防事務組合消防本部 096-0034 名寄市西4条北3丁目 1654-3-2627 https://www.kh119.jp/~honbu/ 北海道
上川北部消防事務組合消防本部（名寄市、
下川町、美深町、中川町、音威子府村）

　名寄消防署 096-0034 名寄市西4条北3丁目 1654-3-3319 北海道

　下川消防署 098-1206 上川郡下川町幸町63 1655-4-2119 北海道

　美深消防署 098-2230 中川郡美深町大通南4-1 1656-2-1136 北海道

　中川消防支署 098-2802 中川郡中川町字中川274-1 1656-7-2119 北海道
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　音威子府消防支署 098-2501 中川郡音威子府村字音威子府453 1656-5-3200 北海道

北後志消防組合消防本部 046-0003 余市郡余市町黒川町6丁目25番地2 0135-23-3711 http://park19.wakwak.com/~yoichi-fd/ 北海道
北後志消防組合消防本部（積丹町、古
平町、仁木町、余市町、赤井川村）

　余市消防署 046-0003 余市郡余市町黒川町6丁目25番地2 0135-23-3711 北海道

北広島市消防本部 061-1132 北広島市北進町1丁目3-1 011-373-3100 http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/category/459.html 北海道 北広島市消防本部／消防署

北見地区消防組合消防本部 090-0065 北見市寿町2丁目1番28号 0157-25-1515 http://www.city.kitami.hokkaido.jp/kafd/index.htm 北海道
北見地区消防組合消防本部（北見市、
置戸町、訓子府町）

　北見消防署 090-0065 北見市寿町2丁目1番28号 0157-25-1525 北海道

北留萌消防組合消防本部 078-4105 苫前郡羽幌町南5条4丁目 01646-2-1246 http://www.town.haboro.lg.jp/shisetsu/kankoucho/syoubousyo.html 北海道
北留萌消防組合消防本部／消防署（羽
幌町、苫前町、遠別町、天塩町、初山別
村、幌延町）

釧路市消防本部 085-0022 釧路市南浜町4番8号 0154-22-2156 https://www.city.kushiro.lg.jp/bousaikyu/shoubou/s_gaiyou/taisei/0001.html 北海道 釧路市消防本部（釧路市、白糠町）

　中央消防署 085-0022 釧路市南浜町4番8号 0154-23-0431 北海道 新釧路川以東の区域

　西消防署 084-0905 釧路市鳥取南4丁目4番22号 0154-51-1658 北海道 新釧路川以西の区域及び白糠町の区域

釧路東部消防組合消防本部 088-1124 厚岸郡厚岸町宮園2丁目414番地2 0153-52-5111 http://www6.marimo.or.jp/kushiro-tobu/ 北海道
釧路東部消防組合消防本部（釧路町、
厚岸町、浜中町）

　厚岸消防署 088-1124 厚岸郡厚岸町宮園2丁目414番地2 0153-52-5111 北海道

　浜中消防署 088-1551 厚岸郡浜中町霧多布西1条1丁目23番地 0153-62-2150 北海道

　釧路消防署 088-0605 釧路郡釧路町字別保原野南25線54番地3 0154-40-5131 北海道

釧路北部消防事務組合消防本部 088-3215 川上郡弟子屈町美里3丁目8番1号 015-482-3276 http://kushirohokubu.com/ 北海道
釧路北部消防事務組合消防本部（弟子
屈町、標茶町、鶴居村）

　弟子屈消防署 088-3215 川上郡弟子屈町美里3丁目8番1号 015-482-2073 北海道

　標茶消防署 088-2301 川上郡標茶町旭4丁目6番2号 015-485-2021 http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/~sfsma/ 北海道

　鶴居消防署 085-1203 阿寒郡鶴居村鶴居西3丁目24番地 0154-64-2344 http://www.tsurui119.org/ 北海道
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札幌市消防局 064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003 011-215-2010 http://www.city.sapporo.jp/shobo/ 北海道 札幌市消防局

　中央消防署 064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目 011-215-2120 北海道

　北消防署 001-0024 札幌市北区北24条西8丁目2-10 011-737-2100 北海道

　東消防署 065-0024 札幌市東区北24条東17丁目1-1 011-781-2100 北海道

　白石消防署 003-0023 札幌市白石区南郷通6丁目北2-1 011-861-2100 北海道

　厚別消防署 004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-1 011-892-2100 北海道

　豊平消防署 062-0051 札幌市豊平区月寒東1条8丁目1-22 011-852-2100 北海道

　清田消防署 004-0871 札幌市清田区平岡1条1丁目2-2 011-883-2100 北海道

　南消防署 005-0014 札幌市南区真駒内幸町1-3-3 011-581-2100 北海道

　西消防署 063-0830 札幌市西区発寒10条4丁目1-1 011-667-2100 北海道

　手稲消防署 006-0022 札幌市手稲区手稲本町2条5丁目1-1 011-681-2100 北海道

士別地方消防事務組合消防本部 095-0016 士別市東6条4丁目 0165-23-4709 http://shibetsu119.com/top.html 北海道
士別地方消防事務組合消防本部／消防
署（士別市、和寒町、剣淵町）

斜里地区消防組合消防本部 099-4113 斜里郡斜里町本町14番地3 0152-23-2435 http://www.sharifd.jp/ 北海道
斜里地区消防組合消防本部 ／消防署
（斜里町、清里町、小清水町）

白老町消防本部 059-0997 白老郡白老町字石山20-24 0144-83-1119 http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/bunya/syoubou/ 北海道 白老町消防本部／消防署

砂川地区広域消防組合消防本部 073-0152 砂川市東2条北7丁目1番5号 0125-54-2196 http://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/shisei/bousai_bouka/shoubou/ 北海道
砂川地区広域消防組合消防本部（砂川
市、奈井江町、浦臼町、上砂川町）

　砂川消防署 073-0152 砂川市東2条北7丁目1番5号 0125-54-2196 北海道
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大雪消防組合消防本部 071-0208 上川郡美瑛町本町4-5-20 0166-92-2029 http://www.town.biei.hokkaido.jp/life/fire-fighting/ 北海道
大雪消防組合消防本部（美瑛町、東川町、
東神楽町、当麻町、比布町、愛別町）

　美瑛消防署 071-0208 上川郡美瑛町本町4-5-20 0166-92-2029 北海道

　東消防署 071-1545 上川郡東神楽町15号南3 0166-83-0119 https://www.town.higashikagura.lg.jp/section/shobo/ 北海道

　当麻消防署 078-1313 上川郡当麻町3条東3-10-15 0166-84-2135 北海道

　比布消防署 078-0348 上川郡比布町北町1-3-22 0166-85-2224
http://www.town.pippu.hokkaido.jp/cms/section/shoubou/i9kb6d0000005by
q.html

北海道

　愛別消防署 078-1405 上川郡愛別町字本町345-1 01658-6-5509 北海道

滝川地区広域消防事務組合消防本部 073-0014 滝川市文京町4丁目1番5号 0125-23-0119 http://takifire.com/ 北海道
滝川地区広域消防事務組合消防本部
（滝川市、芦別市、赤平市、新十津川
町、雨竜町）

　滝川消防署 073-0014 滝川市文京町4丁目1番5号 0125-23-1252 北海道

　芦別市消防署 075-0041 芦別市本町42番地1 0124-22-3106 北海道

　赤平市消防署   079-1141 赤平市大町4丁目5番地2 0125-32-3181 北海道

千歳市消防本部 066-0042 千歳市東雲町4丁目1-7 0123-23-5312 https://www.city.chitose.lg.jp/95/95_168/95_168_895/ 北海道 千歳市消防本部／消防署

とかち広域消防局 080-0016 帯広市西6条南6丁目3番地1 0155-26-0119 http://fire-tokachi.hokkaido.jp/ 北海道

とかち広域消防局（帯広市、音更町、士
幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水
町、芽室町、中札内村、更別村、大樹
町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、
本別町、足寄町、陸別町、浦幌町）

　帯広消防署 080-0016 帯広市西6条南6丁目3番地1 0155-26-9128 北海道

　音更消防署 080-0302 河東郡音更町木野西通16丁目1番地22 0155-30-3322 北海道

　士幌消防署 080-1223 河東郡士幌町字士幌西2線161番地 01564-5-2323 北海道

　上士幌消防署 080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地 01564-2-2519 北海道

　鹿追消防署 081-0213 河東郡鹿追町西町3丁目10番地 0156-66-2201 北海道

　新得消防署 081-0014 上川郡新得町4条南3丁目1番地 0156-64-5103 北海道

　清水消防署 089-0114 上川郡清水町南6条4丁目1番地2 0156-62-2519 北海道

　芽室消防署 082-0012 河西郡芽室町東2条3丁目1番地 0155-62-2821 北海道

　中札内消防署 089-1330 河西郡中札内村大通南1丁目12番地 0155-67-2111 北海道

　更別消防署 089-1502 河西郡更別村字更別南1線93番地 0155-52-2201 北海道

　大樹消防署 089-2106 広尾郡大樹町字下大樹224番地1 01558-6-2199 北海道

　広尾消防署 089-2624 広尾郡広尾町並木通東4丁目4番地 01558-2-2730 北海道

　幕別消防署 089-0604 中川郡幕別町錦町90番地 0155-54-2434 北海道

　池田消防署 083-0022 中川郡池田町字西2条11丁目1番地の12 015-572-3119 北海道

　豊頃消防署 089-5312 中川郡豊頃町茂岩本町116番地 015-574-2310 北海道

　本別消防署 089-3334 中川郡本別町北2丁目4番地1 0156-22-2007 北海道

　足寄消防署 089-3701 足寄郡足寄町北1条4丁目52番地 0156-25-2619 北海道

　陸別消防署 089-4316 足寄郡陸別町字陸別原野分線8－55 0156-27-2524 北海道

　浦幌消防署 089-5614 十勝郡浦幌町字桜町4番地3 015-576-2419 北海道

苫小牧市消防本部 053-0052 苫小牧市新開町2-12-7 0144-84-5014 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/shobo/ 北海道 苫小牧市消防本部／消防署
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西胆振行政事務組合消防本部 052-0012 伊達市松ヶ枝町13番地1 http://nfd119.sakura.ne.jp/ 北海道
西胆振消防組合消防本部（伊達市、洞
爺湖町、豊浦町、壮瞥町）
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　伊達消防署 052-0012 伊達市松ヶ枝町13番地1 北海道

根室市消防本部 087-0028 根室市大正町1丁目30番地 0153-24-3164 https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/syoubou/index.html 北海道 根室市消防本部／消防署

根室北部消防事務組合消防本部 086-1164 標津郡中標津町丸山2丁目22 0153-72-9114 http://www.nakashibetsu.jp/kurashi/bohanbosai/shobo/ 北海道
根室北部消防事務組合消防本部（中標
津町、標津町、別海町、羅臼町）

　中標津消防署 086-1164 標津郡中標津町丸山2丁目22 0153-72-2181 https://www.nakashibetsu.jp/kurashi/bohanbosai/shobo/ 北海道

　標津消防署 086-1651 標津郡標津町南1条西6丁目2-1 0153-82-2319 https://www.shibetsutown.jp/shisetsu/seikatsu/fire/ 北海道

　別海消防署 086-0204 野付郡別海町別海新栄町2-3 0153-75-0119 https://betsukai.jp/anzen/syobou/syouboutyousya/ 北海道

　羅臼消防署 086-1823 目梨郡羅臼町栄町100-83 0153-87-2119 http://www.rausu-town.jp/kurashi/17/ 北海道

登別市消防本部 059-8701 登別市中央町6丁目11番地 0143-85-9611 http://www.city.noboribetsu.lg.jp/categories/soshiki/shobo/ 北海道 登別市消防本部／消防署

は

函館市消防本部 040-0036 函館市東雲町5-9 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/fire_dep/ 北海道 函館市消防本部

　北消防署 041-0806 函館市美原3-36-10 0138-46-2201 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016112900068/ 北海道

　東消防署   042-0952 函館市高松町269-2 0138-36-0119 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012800341/ 北海道

日高西部消防組合消防本部 055-0001 沙流郡日高町富川北7-1-10 01456-2-1521 http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/site/hidakaseibushobo/ 北海道
日高西部消防組合消防本部（日高町、
平取町）

　富川消防署 055-0001 沙流郡日高町富川北7-1-10 01456-2-1521 北海道

　平取消防署 055-0107 沙流郡平取町本町37-1 01457-2-2361 北海道

日高中部消防組合消防本部 056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目1-1 0146-45-0119 http://www.hidaka-chubu-119.jp/ 北海道
日高中部消防組合消防本部／消防署
（新ひだか町、新冠町）

日高東部消防組合消防本部 057-0024 浦河郡浦河町築地1-2-9 0146-22-2144 https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/syoubousyo/ 北海道
日高東部消防組合消防本部（浦河町、
様似町、えりも町）

　浦河消防署 057-0024 浦河郡浦河町築地1-2-9 0146-22-0991 北海道

美唄市消防本部 072-0022 美唄市西1条北6丁目1番30号 0126-66-2221 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/bibaifd/bibaifdmain.html 北海道 美唄市消防本部／消防署

美幌・津別広域事務組合消防本部 092-0012 網走郡美幌町字栄町1丁目4 0152-73-1211 http://kouiki.town.bihoro.hokkaido.jp/ 北海道
美幌・津別広域事務組合消防本部（美幌
町、津別町）

　美幌消防署 092-0012 網走郡美幌町字栄町1丁目4 北海道

　津別消防署 092−0232 網走郡津別町字新町１番地 0152−76−2189
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/03shisetsu/10koukyou/2007-1026-
1018-2.html

北海道

檜山広域行政組合消防本部 043-0052 檜山郡江差町字茂尻町96番地 01395-2-3026 http://www.hiyama.or.jp/ 北海道
檜山広域行政組合消防本部（江差町、
上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、
今金町、せたな町）

　江差消防署 043-0052 檜山郡江差町字茂尻町96番地 01395-2-1072 北海道

　上ノ国消防署 049-0601 檜山郡上ノ国町字勝山146番地 01395-5-2071 北海道

　厚沢部消防署 043-1113 檜山郡厚沢部町新町207番地 01396-4-3064 北海道

　乙部消防署 043-0103 爾志郡乙部町緑町180番地14 01396-2-2114 北海道

　奥尻消防署 049-1401 奥尻郡奥尻町字奥尻429番地 01397-2-2047 北海道

　せたな消防署 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡246番地 0137-84-5709 北海道

　今金消防署 049-4308 瀬棚郡今金町字今金48番地 01378-2-0519 北海道

深川地区消防組合消防本部 074-0008 深川市8条10番20号 0164-22-3160 https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/shoubou/ 北海道
深川地区消防組合消防本部／消防署
（深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜
町、沼田町、幌加内町）

富良野広域連合消防本部 071-0596 空知郡上富良野町大町2丁目2番46号 0167-45-1119 http://furanokouiki.server-shared.com/ 北海道
富良野広域連合消防本部（富良野市、
上富良野町、中富良野町、南富良野町、
占冠村）

　富良野消防署 076-0023 富良野市栄町18番20号 0167-23-5119 北海道

　上富良野消防署 071-0596 空知郡上富良野町大町2丁目2番46号 0167-45-2119 北海道



北 海 道 消 防 本 部 消 防 署 一 覧 表

消防名上段 消防名下段 郵便番号 住所 TEL URL 都道府県 備考

ま

増毛町消防本部 077-0205 増毛郡増毛町弁天町3丁目61 0164-53-2175 北海道 増毛町消防本部／消防署

三笠市消防本部 068-2157 三笠市若松町9-5 01267-2-2033 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/group/125.html 北海道 三笠市消防本部／消防署

南渡島消防事務組合消防本部 049-0162 北斗市中央2-6-6 0138-73-5130 http://www.minamioshima-syoubou.jp/ 北海道
南渡島消防事務組合消防本部（北斗
市、七飯町、鹿部町）

　北斗消防署 049-0162 北斗市中央2-6-6 0138-73-3191 北海道

　七飯消防署 041-1105 七飯町桜町2-3-1 0138-65-2244 北海道

　鹿部消防署 041-1403 鹿部町字宮浜286-1 01372-7-3331 北海道

南宗谷消防組合消防本部 098-5808 枝幸郡枝幸町新港町908番地4 0163-62-1421 http://www.nansoufd.sakura.ne.jp/ 北海道
南宗谷消防組合消防本部（枝幸町、浜
頓別町、中頓別町）

　枝幸消防署   098-5808 枝幸郡枝幸町新港町908番地4 北海道

南空知消防組合消防本部 069-1511 夕張郡栗山町中央3丁目309番地2 0123-72-0150 http://www.kuriyamafd.jp/index.html 北海道
南空知消防組合消防本部／消防署（栗
山町、由仁町、長沼町、南幌町）

室蘭市消防本部 050-0083 室蘭市東町2丁目28番7号 0143-41-4040 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8800.html 北海道 室蘭市消防本部／消防署

森町消防本部 049-2313 茅部郡森町森川町280-4 01374-2-2125 http://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/syobo/ 北海道 森町消防本部／消防署

紋別地区消防組合消防本部 094-0005 紋別市幸町2丁目1-18 0158-23-0119 http://mombetsu.jp/emergency/kinkyu/syoubou.html 北海道
紋別地区消防組合消防本部／消防署（紋別
市、滝上町、興部町、西興部村、雄武町）

や

八雲町消防本部 049-3104 二海郡八雲町内浦町191番地1 0137-63-2686 http://www.town.yakumo.lg.jp/modules/fire/ 北海道 八雲町消防本部

　八雲消防署 049-3104 二海郡八雲町内浦町191番地1 0137-63-2686 北海道

　熊石消防署 043-0416 二海郡八雲町熊石雲石町155番地2 01398-2-3393 北海道

夕張市消防本部 068-0534 夕張市清水沢宮前町20番地 0123-53-4121 http://yubari-hokkaido.jp/ 北海道 夕張市消防本部／消防署

羊蹄山ろく消防組合消防本部 044-0003 虻田郡倶知安町北3条東4丁目1番地3 0136-22-2822
http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/Living_Information/bouhan-bousai-
syobo/

北海道
羊蹄山ろく消防組合消防本部（倶知安
町、ニセコ町、蘭越町、喜茂別町、京極
町、真狩村、留寿都村）

　倶知安消防署 044-0003 虻田郡倶知安町北3条東4丁目1番地3 0136-22-1089 北海道

ら

利尻礼文消防事務組合消防本部 097-0401 利尻郡利尻町沓形字泉町68番地 0163-84-2742 http://www.town.rebun.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001457.html 北海道
利尻礼文消防事務組合消防本部／消防
署（利尻町、利尻富士町、礼文町）

留萌消防組合消防本部 077-0021 留萌市高砂町3-6-11 0164-42-2212 北海道
留萌消防組合消防本部（留萌市、小平
町）

　小平消防署 078-3301 留萌郡小平町字小平町397-9 0164-56-2221 http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/category/109.html 北海道

わ

稚内地区消防事務組合消防本部 097-0021 稚内市港5丁目1-37 0162-23-2177 http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/shobou/ 北海道
稚内地区消防事務組合消防本部（稚内
市、豊富町、猿払村）

　稚内消防署   097-0021 稚内市港5丁目1-37 0162-23-2176 北海道

宛先に、消防長又は消防署長の氏名を記載する消防本部又は消防署もありますので、詳しくは消防署へお問い合わせ下さい。



消防署の管轄区域

函館市 消防署 函館市 消防署

あ 青柳町 北 か 亀田本町 北

赤川１丁目 北 亀尾町 東

赤川町 北 亀田港町 北

赤坂町 東 川上町 東

浅野町 北 川原町 東

旭岡町 東 き 桔梗1～5丁目 北

旭町 北 桔梗町 北

い 庵原町 東 北浜町 北

石川町 北 北美原1～3丁目 北

石倉町 東 吉畑町 東

石崎町 東 木直町 東

入舟町 北 こ 古武井町 東

岩戸町 東 駒場町 東

う 上野町 東 五稜郭町 東

宇賀浦町 東 さ 栄町 北

臼尻町 東 し 汐首町 東

え 絵紙山町 東 東雲町 北

恵山町 東 志海苔町 東

恵山岬町 東 島泊町 東

榎本町 東 昭和1～4丁目 北

お 追分町 北 昭和町 北

大川町 北 白鳥町 北

大手町 北 白石町 東

大縄町 北 新恵山町 東

大船町 東 陣川1・2丁目 東

大町 北 新川町 北

大澗町 東 陣川町 東

大森町 北 新八幡町 東

尾札部町 東 新浜町 東

小安町 東 新二見町 東

小安山町 東 新湊町 東

か 海岸町 北 す 末広町 北

鍛治1・2丁目 東 杉並町 東

柏木町 東 鈴蘭丘町 東

柏野町 東 住吉町 北

川汲町 東 せ 瀬田来町 東

金堀町 東 瀬戸川町 東

蛾眉野町 東 銭亀町 東

釜谷町 東 た 高丘町 東

上新川町 北 高岱町 東

神山1～3丁目 東 高松町 東

神山町 東 高盛町 東

上湯川町 東 滝沢町 東

亀尾町 東 館町 東

亀田大森町 北 田家町 北

亀田中野町 北 ち 千歳町 北



消防署の管轄区域

函館市 消防署 函館市 消防署

ち 銚子町 東 ほ 宝来町 北

千代台町 東 堀川町 東

つ 鶴野町 東 本町 東

て 鉄山町 東 本通1～4丁目 東

と 銅山町 東 ま 米原町 東

時任町 東 鱒川町 東

戸倉町 東 松陰町 東

泊町 東 松風町 北

富浦町 東 松川町 北

富岡町1～3丁目 北 的場町 東

豊浦町 東 丸山町 東

豊川町 北 み 御崎町 東

豊崎町 東 水元町 東

豊原町 東 三森町 東

寅沢町 東 港町1～3丁目 北

な 中島町 東 美原1～5丁目 北

中野町 東 見晴町 東

中浜町 東 宮前町 北

中道1・2丁目 東 め 女那川町 東

に 西旭岡町1～3丁目 東 も 元町 北

西桔梗町 北 元村町 東

ね 根崎町 東 紅葉山町 東

の 乃木町 東 や 安浦町 東

は 八幡町 北 谷地頭町 北

花園町 東 梁川町 東

浜町 東 柳町 東

原木町 東 山の手1～3丁目 東

万代町 北 弥生町 北

ひ 日浦町 東 ゆ 湯川町1～3丁目 東

東川町 北 湯浜町 東

東畑町 東 よ 吉川町 北

東山1～3丁目 東 わ 若松町 北

東山町 東

人見町 東 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

日乃出町 東 合わせ下さい。

日ノ浜町 東

日吉町1～4丁目 東

日和山町 東

広野町 東

ふ 深堀町 東

双見町 東

船見町 北

古川町 東

古部町 東

へ 弁才町 東

弁天町 北



消防署の管轄区域

二海郡八雲町 消防署 二海郡八雲町 消防署

あ 相生町 八雲 み 三杉町 八雲

旭丘 八雲 緑町 八雲

熱田 八雲 宮園町 八雲

い 出雲町 八雲 も 元町 八雲

入沢 八雲 や 山越 八雲

う 内浦町 八雲 山崎 八雲

お 大新 八雲 わ わらび野 八雲

落部 八雲

か 春日 八雲 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

上の湯 八雲 合わせ下さい。

上八雲 八雲

く 熊石相沼町 熊石

熊石鮎川町 熊石

熊石泉岱町 熊石

熊石雲石町 熊石

熊石大谷町 熊石

熊石折戸町 熊石

熊石黒岩町 熊石

熊石見日町 熊石

熊石関内町 熊石

熊石平町 熊石

熊石畳岩町 熊石

熊石館平町 熊石

熊石泊川町 熊石

熊石鳴神町 熊石

熊石西浜町 熊石

熊石根崎町 熊石

黒岩 八雲

さ 栄町 八雲

栄浜 八雲

桜野 八雲

し 東雲町 八雲

下の湯 八雲

す 末広町 八雲

住初町 八雲

た 立岩 八雲

と 富咲 八雲

豊河町 八雲

な 鉛川 八雲

の 野田生 八雲

は 花浦 八雲

浜松 八雲

ひ 東野 八雲

東町 八雲

ふ 富士見町 八雲

ほ 本町 八雲



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消 防 署 の 管 轄 区 域

旭川市消防本部 管轄区域

　南消防署 旭川市内のうち牛朱別川（旭橋下流は石狩川）以南の区域

　北消防署 旭川市内のうち牛朱別川（旭橋下流は石狩川）以北の区域

　上川消防署 上川郡上川町　全域

　鷹栖消防署 上川郡鷹栖町　全域

網走地区消防組合消防本部 管轄区域

　網走消防署

　大空消防署

石狩北部地区消防事務組合消防本部 管轄区域

　当別消防署 石狩郡当別町　全域

　新篠津消防署 石狩郡新篠津村　全域

　石狩消防署 石狩市　全域

渡島西部広域事務組合消防本部 管轄区域

　松前消防署 松前郡松前町　全域

　福島消防署 松前郡福島町　全域

　知内消防署 上磯郡知内町　全域

　木古内消防署 上磯郡木古内町　全域

上川北部消防事務組合消防本部 管轄区域  

　名寄消防署 名寄市　全域 

　下川消防署 上川郡下川町　全域

　美深消防署 中川郡美深町　全域

　中川消防支署 中川郡中川町　全域 

　音威子府消防支署 中川郡音威子府村　全域

釧路市消防本部 管轄区域

　中央消防署 新釧路川以東の区域

　西消防署 新釧路川以西の区域、白糠町の区域

釧路東部消防組合消防本部 管轄区域 

　釧路消防署 釧路郡釧路町　全域

　厚岸消防署 厚岸郡厚岸町　全域

　浜中消防署 厚岸郡浜中町　全域

釧路北部消防事務組合消防本部 管轄区域 

　弟子屈消防署

　標茶消防署

　鶴居消防署

管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い合わせ下さい。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消 防 署 の 管 轄 区 域

札幌市消防局 管轄区域

　中央消防署 中央区の区域

　北消防署 北区の区域

　東消防署 東区の区域

　白石消防署 白石区の区域

　厚別消防署 厚別区の区域

　豊平消防署 豊平区の区域

　清田消防署 清田区の区域

　南消防署 南区の区域

　西消防署 西区の区域

　手稲消防署 手稲区の区域

大雪消防組合消防本部 管轄区域

　美瑛消防署

　東消防署

　当麻消防署

　比布消防署

　愛別消防署

滝川地区広域消防事務組合消防本部 管轄区域

　滝川消防署 滝川市全域、樺戸郡新十津川町全域、雨竜郡雨竜町全域

　芦別市消防署 芦別市　全域

　赤平市消防署   赤平市　全域

とかち広域消防局 管轄区域

　帯広消防署 帯広市　全域

　音更消防署 河東郡音更町　全域

　士幌消防署 河東郡士幌町　全域

　上士幌消防署 河東郡上士幌町　全域

　鹿追消防署 河東郡鹿追町　全域

　新得消防署 上川郡新得町　全域

　清水消防署 上川郡清水町　全域

　芽室消防署 河西郡芽室町　全域

　中札内消防署 河西郡中札内村　全域

　更別消防署 河西郡更別村　全域

　大樹消防署 広尾郡大樹町　全域

　広尾消防署 広尾郡広尾町　全域

　幕別消防署 中川郡幕別町　全域

　池田消防署 中川郡池田町　全域

　豊頃消防署 中川郡豊頃町　全域

　本別消防署 中川郡本別町　全域

　足寄消防署 足寄郡足寄町　全域

　陸別消防署 足寄郡陸別町　全域

　浦幌消防署 十勝郡浦幌町　全域

管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い合わせ下さい。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消 防 署 の 管 轄 区 域

根室北部消防事務組合消防本部 管轄区域

　中標津消防署

　標津消防署

　別海消防署

　羅臼消防署

日高西部消防組合消防本部 管轄区域

　富川消防署

　平取消防署

美幌・津別広域事務組合消防本部 管轄区域

　美幌消防署 美幌町　全域

　津別消防署 津別町　全域

檜山広域行政組合消防本部 管轄区域

　江差消防署

　上ノ国消防署

　厚沢部消防署

　乙部消防署

　奥尻消防署

　せたな消防署

　今金消防署

富良野広域連合消防本部 管轄区域

　富良野消防署

　上富良野消防署 

南渡島消防事務組合消防本部 管轄区域

　北斗消防署 北斗市　全域

　七飯消防署 亀田郡七飯町　全域

　鹿部消防署 茅部郡鹿部町　全域

管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い合わせ下さい。

平成31年2月版

出典 ： 全国消防便覧（平成29年度総務省消防庁）

各自治体及び事務組合の消防本部等設置条例
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