
消防名上段 消防名下段 郵便番号 住所 TEL URL 都道府県 備考

東京消防庁　秋川消防署長 190-0142 あきる野市伊奈466番地 042-595-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akigawa/index.html 東京都 あきる野市、日の出町、檜原村

東京消防庁　昭島消防署長 196-0003 昭島市松原町一丁目14番1号 042-545-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akisima/index.html 東京都 昭島市

東京消防庁　青梅消防署長 198-0031 青梅市師岡町3-2-5 0428-22-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-oume/index.html 東京都 青梅市

東京消防庁　奥多摩消防署長 198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川952番 0428-83-2299 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-okutama/index.html 東京都 奥多摩町

東京消防庁 北多摩西部消防署長 207-0023 東大和市上北台一丁目956番地の1 042-565-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kitatamaseibu/index.html 東京都 東大和市、武蔵村山市

東京消防庁　清瀬消防署長 204-0012 清瀬市中清戸二丁目850番1号 042-491-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kiyose/index.html 東京都 清瀬市

東京消防庁　小金井消防署長 184-0004 小金井市本町六丁目6番1号 042-384-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-koganei/index.html 東京都 小金井市

東京消防庁　国分寺消防署長 185-0011 国分寺市本多一丁目7番15号 042-323-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kokubunji/index.html 東京都 国分寺市

東京消防庁　小平消防署長 187-0042 小平市仲町21番地 042-341-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kodaira/index.html 東京都 小平市

東京消防庁　狛江消防署長 201-0003 狛江市和泉本町一丁目23番10号 03-3480-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-komae/index.html 東京都 狛江市

東京消防庁　立川消防署長 190-0015 立川市泉町1156番地の1 042-526-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-tatikawa/index.html 東京都 国立市、立川市

東京消防庁　多摩消防署長 206-0025 多摩市永山4-9 042-375-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-tama/index.html 東京都 多摩市

東京消防庁　調布消防署長 182-0035 調布市上石原三丁目1番地1 042-486-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-cyoufu/index.html 東京都 調布市

東京消防庁　西東京消防署長 202-0013 西東京市中町一丁目1番6号 042-421-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nisitokyo/index.html 東京都 西東京市

東京消防庁　八王子消防署長 192-0902 八王子市上野町33番地 042-625-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-hatiouji/index.html 東京都 八王子市

東京消防庁　東久留米消防署長 203-0052 東久留米市幸町三丁目4番34号 042-471-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-higasikurume/index.html 東京都 東久留米市

東京消防庁　東村山消防署長 189-0023 東村山市美住町二丁目28番地16 042-391-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-higasimurayama/index.html 東京都 東村山市

東京消防庁　日野消防署長 191-0016 日野市神明二丁目14番地の3 042-581-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-hino/index.html 東京都 日野市

東京消防庁　府中消防署長 183-0056 府中市寿町一丁目5番地 042-366-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-fucyu/index.html 東京都 府中市

東京消防庁　福生消防署長 197-0011 福生市福生1072番地 042-552-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-fussa/index.html 東京都 羽村市、福生市、瑞穂町

東京消防庁　町田消防署長 194-0032 町田市本町田2380番地3 042-794-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-matida/index.html 東京都 町田市

東京消防庁　三鷹消防署長 181-0004 三鷹市新川六丁目28番14号 0422-47-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-mitaka/index.html 東京都 三鷹市

東京消防庁　武蔵野消防署長 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町四丁目6番1号 0422-51-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-musasino/index.html 東京都 武蔵野市

稲城市消防本部　消防長 206-0802 稲城市東長沼2111番地 042-377-7119　 https://www.city.inagi.tokyo.jp/iza/inagishisyoubouhonbu/index.html 東京都

稲城市　稲城消防署長 206-0802 稲城市東長沼2111番地 042-377-7119　 https://www.city.inagi.tokyo.jp/shisetsu/anzen/shoubou.html 東京都

大島町消防本部　消防長 100-0101　 大島町元町字北の山270番2 04992-2-0119 https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/syoubou/ 東京都

三宅村消防本部  消防長 100-1211 三宅島三宅村坪田1378番地 04994-6-0119 https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/syoubouhonbu/index.html 東京都

八丈町消防本部  消防長 100-1401 八丈島八丈町大賀郷2928番地2 04996-2-0119 http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/syoubou/syoubou-top.htm 東京都

東 京 都 ２３ 区 外 消 防 本 部 消 防 署 一 覧 表



消防署の管轄区域

市町村 消防署

あ 昭島市 昭島

あきる野市 秋川

お 青梅市 青梅

奥多摩町 奥多摩

き 清瀬市 清瀬

く 国立市 立川

こ 小金井市 小金井

国分寺市 国分寺

小平市 小平

狛江市 狛江

た 立川市 立川

多摩市 多摩

ち 調布市 調布

に 西東京市 西東京

は 八王子市 八王子

羽村市 福生

ひ 東久留米市 東久留米

東村山市 東村山

東大和市 北多摩西部

日野市 日野

日の出町 秋川

檜原村 秋川

ふ 府中市 府中

福生市 福生

ま 町田市 町田

み 瑞穂町 福生

三鷹市 三鷹

む 武蔵野市 武蔵野

武蔵村山市 北多摩西部

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）

東京消防庁の設置等に関する条例（平成29年11月21日）

各自治体の消防本部等設置条例


