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千葉市　消防長 260-0854 千葉市中央区長洲1-2-1 043-202-1611 http://www.city.chiba.jp/shobo/somu/somu/shobo_top.html 千葉県 千葉市消防局

千葉市 中央消防署長 260-0854 千葉市中央区長洲1丁目2－1 043-202-1615 http://www.city.chiba.jp/shisetsu/shobo/0002.html 千葉県 千葉市中央区

千葉市 花見川消防署長 262-0013 千葉市花見川区犢橋町107－2 043-259-2544 http://www.city.chiba.jp/shisetsu/shobo/0007.html 千葉県 千葉市花見川区

千葉市 稲毛消防署長 263-0024 千葉市稲毛区穴川4丁目12－2 043-284-5111 http://www.city.chiba.jp/shisetsu/shobo/0011.html 千葉県 千葉市稲毛区

千葉市 若葉消防署長 264-0001 千葉市若葉区金親町244－1 043-237-7998 http://www.city.chiba.jp/shisetsu/shobo/0013.html 千葉県 千葉市若葉区

千葉市 緑消防署長 266-0031 千葉市緑区おゆみ野3丁目15－1 043-292-6111 http://www.city.chiba.jp/shisetsu/shobo/0019.html 千葉県 千葉市緑区

千葉市 美浜消防署長 261-0011 千葉市美浜区真砂5丁目15－6 043-279-0119 http://www.city.chiba.jp/shisetsu/shobo/0023.html 千葉県 千葉市美浜区

銚子市　消防長 288-0801 銚子市唐子町371-2 0479-22-0119 http://www.city.choshi.chiba.jp/shobo/ 千葉県 銚子市消防本部／消防署

市川市　消防長 272-0021 市川市八幡1-8-1 047-333-2144 http://www.city.ichikawa.lg.jp/catpage/cat_00000167.html 千葉県 市川市消防局

市川市　東消防署長 272-0021 市川市八幡1丁目8-1 047-334-0119 千葉県

市川市　西消防署長 272-0034 市川市市川1丁目24-2 047-323-0119 千葉県

市川市　南消防署長 272-0133 市川市行徳駅前4丁目6-19 047-397-0119 千葉県

市川市　北消防署長 272-0805 市川市大野町4丁目2163-1 047-338-0119 千葉県

船橋市　消防局長 273-0011 船橋市湊町2-6-10 047-435-1112 http://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/shoubou/ 千葉県 船橋市消防局

船橋市　中央消防署長 273-0011 船橋市湊町2-6-10 047-435-8664 http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/shoubou/0002/0001/0001/p011311.html 千葉県

船橋市　東消防署長 274-0063 船橋市習志野台3-18-23 047-464-1515 http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/shoubou/0002/0004/0001/p011314.html 千葉県

船橋市　北消防署長 273-0851 船橋市馬込町902番地2 047-438-2238 http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/shoubou/0002/0009/0001/p011319.html 千葉県

安房郡市広域市町村圏事務組合 　消防長 294-0045 館山市北条686番地1 0470-22-0119 http://awakouiki.jp/shobo_honbu/index.html 千葉県
安房郡市広域市町村圏事務組
合消防本部（館山市、鴨川市、
南房総市、鋸南町）

安房郡市広域市町村圏事務組合 　館山消防署長 294-0045 館山市北条686番地1 0470-22-2903 千葉県 館山市、南房総市、鋸南町

安房郡市広域市町村圏事務組合 　鴨川消防署長 296-0001 鴨川市横渚1393番地 04-7093-2131 千葉県 鴨川市

木更津市　消防長 292-0834 木更津市潮見2-8 0438-23-9182 http://www.city.kisarazu.lg.jp/sections/50.html 千葉県 木更津市消防本部／消防署

松戸市　消防局長 270-2241 松戸市松戸新田114-5 047-363-1111 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/ 千葉県 松戸市消防局

松戸市　中央消防署長 270-2241 松戸市松戸新田114－5 047-368-0119 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/shoukai/syoubousyo_itiran/chuuou.html 千葉県

松戸市　西口消防署長 271-0068 松戸市古ヶ崎67 047-367-0119 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/shoukai/syoubousyo_itiran/nishiguchi.html 千葉県

松戸市　二十世紀が丘消防署長 271-0083 松戸市二十世紀が丘梨元町1 047-392-0119 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/shoukai/syoubousyo_itiran/21seikigaoka.html 千葉県

松戸市　小金消防署長 270-0027 松戸市二ツ木2003－3 047-340-0119 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/shoukai/syoubousyo_itiran/kogane.html 千葉県

松戸市　馬橋消防署長 271-0046 松戸市西馬橋蔵元町179番地 047-344-0119 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/shoukai/syoubousyo_itiran/mabashi.html 千葉県

松戸市　大金平消防署長 270-0006 松戸市大金平5-414 047-348-0119 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/shoukai/syoubousyo_itiran/ooganedaira.html 千葉県

松戸市　八ヶ崎消防署長 270-0023 松戸市八ケ崎6丁目47番1 047-347-0119 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/shoukai/syoubousyo_itiran/hachigasaki.html 千葉県

松戸市　五香消防署長 270-2218 松戸市五香西3－8－1 047-387-0119 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/shoukai/syoubousyo_itiran/gokou.html 千葉県

松戸市　六実消防署長 270-2203 松戸市六高台7－94 047-383-0119 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/shoukai/syoubousyo_itiran/mutsumi.html 千葉県

松戸市　東部消防署長 270-2222 松戸市高塚新田359の19 047-391-0119 http://www.city.matsudo.chiba.jp/matfd/shoukai/syoubousyo_itiran/toubu.html 千葉県

野田市　消防長 278-0005 野田市宮崎126-2 04-7124-0128 http://www.city.noda.chiba.jp/qa/seikatsu/shobo/index.html 千葉県 野田市消防本部／消防署

長生郡市広域市町村圏組合 　消防長 297-0026 茂原市茂原598 0475-24-0119 http://fdhp.choseikouiki.jp/ 千葉県
長生郡市広域市町村圏組合消防
本部（茂原市、一宮町、睦沢町、長
生村、白子町、長柄町、長南町）

長生郡市広域市町村圏組合 　中央消防署長 297-0026 茂原市茂原598番地 0475-24-0119 千葉県 茂原市

長生郡市広域市町村圏組合 　北消防署長 299-4211 長生郡白子町五井2359番地1 0475-33-1119 千葉県 白子町、長生村

長生郡市広域市町村圏組合 　南消防署長 299-4301 長生郡一宮町一宮8664番地 0475-42-2123 千葉県 一宮町、睦沢町
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長生郡市広域市町村圏組合 　西消防署長 297-0115 長生郡長南町千田495番地2 0475-46-1196 千葉県 長南町、長柄町

成田市　消防長 286-8585 成田市花崎町760 0476-20-1590 https://www.city.narita.chiba.jp/anshin/index0069.html 千葉県 成田市消防本部（成田市､神崎町）

成田市　成田消防署長 286-8585 成田市花崎町760 0476-20-1594 http://www.city.narita.chiba.jp/shisetsu/page000126_00001.html 千葉県

成田市　赤坂消防署長 286-0017 成田市赤坂3丁目-3 0476-26-3210 http://www.city.narita.chiba.jp/shisetsu/page000127.html 千葉県

成田市　三里塚消防署長 286-0111 成田市三里塚2番地 0476-35-1007 http://www.city.narita.chiba.jp/shisetsu/page000124.html 千葉県

成田市　大栄消防署長 287-0236 成田市津富浦1230 0476-73-4141 http://www.city.narita.chiba.jp/shisetsu/page000129.html 千葉県

佐倉市八街市酒々井町消防組合 　消防長 285-8619 佐倉市大蛇町281 043-481-0119 http://www.119-sys.jp/home/home.html 千葉県
佐倉市八街市酒々井町消防組
合消防本部（佐倉市、八街市、
酒々井町）

佐倉市八街市酒々井町消防組合 　佐倉消防署長 285-0043 佐倉市大蛇町281 043-481-1135 千葉県

佐倉市八街市酒々井町消防組合 　志津消防署長 285-0858 佐倉市ユーカリが丘1丁目1-28 043-487-0119 千葉県

佐倉市八街市酒々井町消防組合 　八街消防署長 289-1115 八街市八街ほ584-2 043-440-0119 千葉県 八街市

佐倉市八街市酒々井町消防組合 　酒々井消防署長 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋1168番1 043-497-0119 千葉県 酒々井町

山武郡市広域行政組合　消防長 283-0062 東金市家徳384番地2 0475-52-8751 http://www.sanbukouiki-chiba.jp/FDHP/newfd119.html 千葉県
山武郡市広域行政組合消防本
部（東金市、山武市、大網白里
市、九十九里町、芝山町）

山武郡市広域行政組合 　中央消防署長 283-0062 東金市家徳384番地2 0475-50-2500 千葉県 東金市、九十九里町

山武郡市広域行政組合 　東消防署長 289-1313 山武市上横地6710 0475-82-3119 千葉県 山武市、芝山町

山武郡市広域行政組合 　南消防署長 299-3221 大網白里市富田860‐1 0475-72-3208 千葉県 大網白里市

旭市消防本部　消防長 289-2511 旭市イ2953-1 0479-63-0119 https://www.city.asahi.lg.jp/section/shoubou/index.html 千葉県 旭市消防本部／消防署

習志野市　消防長 275-0014 習志野市鷺沼2丁目1番43号 047-452-1212 https://www.city.narashino.lg.jp/kurashi/shobo/index.html 千葉県 習志野市消防本部

習志野市　中央消防署長 275-0014 習志野市鷺沼2丁目1番43号 047-452-1212 千葉県

習志野市　東消防署長 275-0001 習志野市東習志野2丁目2番15号 047-472-1498 千葉県

柏市　消防長 277-0827 柏市松葉町7-16-7 04-7133-0115 http://www.city.kashiwa.lg.jp/fdk/ 千葉県 柏市消防局

柏市　西部消防署長 277-0827 柏市松葉町7-16-7 04-7133-8794 千葉県

柏市　東部消防署長 277-0023 柏市中央2-10-3 04-7164-0119 千葉県

柏市　旭町消防署長 277-0862 柏市篠籠田944-1 04-7144-6750 千葉県

柏市　沼南消防署長 277-0921 柏市大津ケ丘1-56-12 04-7191-4500 千葉県

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 　消防長 298-0204 夷隅郡大多喜町船子73-2 0470-80-0119 http://www.isumi-kouiki.com/syoubou.htm 千葉県
夷隅郡市広域市町村圏事務組
合消防本部（勝浦市、いすみ
市、大多喜町、御宿町）

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 　勝浦消防署長 299-5231 勝浦市沢倉78-32 0470-80-0134 千葉県 勝浦市、大多喜町、御宿町

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 　大原消防署長 298-0004 いすみ市大原6779-1 0470-80-0137 千葉県 いすみ市

市原市　消防長 290-0073 市原市国分寺台中央1丁目1番地1 0436-23-0119 http://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/bohanbosai/200ichiharafire/ 千葉県 市原市消防局

市原市　中央消防署長 290-0073 市原市国分寺台中央1丁目1番地1 0436-22-8110 千葉県

市原市　五井消防署長 290-0056 市原市五井5500番地1 0436-20-0119 千葉県

市原市　八幡消防署長 290-0062 市原市八幡254番地2 0436-42-0119 千葉県

市原市　市津消防署長 290-0171 市原市潤井戸35番地1 0436-75-0602 千葉県

市原市　姉崎消防署長 299-0107 市原市姉崎海岸49番地1 0436-61-0642 千葉県

市原市　南総消防署長 290-0501 市原市米沢727番地1 0436-92-0119 千葉県

流山市　消防長 270-0175 流山市三輪野山1-994 04-7158-0299 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/1010106/index.html 千葉県 流山市消防本部

流山市　中央消防署長 270-0175 流山市三輪野山1丁目994番地 04-7158-0119 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/1010106/1010110.html 千葉県
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流山市　東消防署長 270-0144 流山市前ケ崎449番地の1 04-7146-0119 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/1010106/1010111.html 千葉県

流山市　南消防署長 270-0163 流山市南流山3丁目9番地の6 04-7159-0119 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/1010106/1010112.html 千葉県

流山市　北消防署長 270-0103 流山市美原2丁目139番地の1 04-7152-0119 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/1010106/1010113.html 千葉県

八千代市　消防長 276-0046 八千代市大和田新田186 047-459-2441 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/kurashi/category00000364.html 千葉県 八千代市消防本部

八千代市　中央消防署長 276-0046 八千代市大和田新田186 047-458-0119 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/702500/index.html 千葉県

八千代市　東消防署長 276-0015 八千代市米本1932-1 047-488-0119 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/704000/index.html 千葉県

我孫子市　消防長 270-1166 我孫子市我孫子1847-6 04-7181-7700 http://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/shobou_kyukyu/index.html 千葉県 我孫子市消防本部

我孫子市　西消防署長 270-1166 我孫子市我孫子1847-6 04-7184-0119 http://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/shobou_kyukyu/honbu/nishi.html 千葉県

我孫子市　東消防署長 270－1101我孫子市布佐1114の3 04-7189-2110 http://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/shobou_kyukyu/honbu/higashi.html 千葉県

鎌ケ谷市　消防本部 273-0102 鎌ケ谷市右京塚10-12 047-444-3221 http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sisetsu/shoubousho/index.html 千葉県 鎌ケ谷市消防本部

鎌ケ谷市　中央消防署 273-0102 鎌ケ谷市右京塚10-2 047-444-3222 http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sisetsu/shoubousho/chuuousyoubou.html 千葉県

鎌ケ谷市　くぬぎ山消防署 273-0121 鎌ケ谷市初富23-72 047-442-1119 http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sisetsu/shoubousho/kunugiyamasyoubou.html 千葉県

鎌ケ谷市　鎌ケ谷消防署 273-0121 鎌ケ谷市初富928-472 047-442-6119 http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sisetsu/shoubousho/kamagayasyoubou.html 千葉県

君津市　消防長 299-1163 君津市杢師3-1-25 0439-53-0119 http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/9.html 千葉県 君津市消防本部／消防署

富津市　消防長 293-0006 富津市下飯野2509-1 0439-88-0119 http://www.city.futtsu.lg.jp/soshiki/11-1-0-0-0_1.html 千葉県 富津市消防本部／消防署

浦安市　消防長 279-0004 浦安市猫実1-19-22 047-304-0119 http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/anzen/shobo/index.html 千葉県 浦安市消防本部／消防署

四街道市消防本部　消防長 284-0003 四街道市鹿渡934-26 043-422-0119 http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/shobo/ 千葉県 四街道市消防本部／消防署

袖ケ浦市　消防長 299-0261 袖ケ浦市福王台4-10-7 0438-64-0119 http://www.city.sodegaura.lg.jp/life/1/1/8/ 千葉県 袖ケ浦市消防本部／消防署

印西地区消防組合　消防長 270-1387 印西市牧の原2-3 0476-46-4321 http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/ 千葉県
印西地区消防組合消防本部
（印西市、白井市）

印西地区消防組合 　牧の原消防署長 270-1331 印西市牧の原二丁目３番地 0476-46-9992 http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/index1-1.html 千葉県

印西地区消防組合 　印西消防署長 270-1325 印西市竹袋４０３番地１５ 0476-42-0119 http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/index1-2.html 千葉県

印西地区消防組合 　本埜消防署長 270-2322 印西市笠神２５８７番地 0476-97-0119 http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/index1-3.html 千葉県

印西地区消防組合 　印西西消防署長 270-1352 印西市大塚一丁目４番１ 0476-47-0119 http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/index1-4.html 千葉県

印西地区消防組合 　白井消防署長 270-1422 白井市復１１４７番地１ 047-491-1111 http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/index1-5.html 千葉県

印西地区消防組合 　西白井消防署長 270-1433 白井市けやき台二丁目８番 047-492-4321 http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/index1-6.html 千葉県

印西地区消防組合 　印旛消防署長 270-1613 印西市鎌苅１６０７番地３ 0476-99-0119 http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/index1-7.html 千葉県

匝瑳市横芝光町消防組合 　消防長 289-2146 匝瑳市八日市場ホ715番地 0479-72-0119 http://www.sosa119.jp/ 千葉県
匝瑳市横芝光町消防組合消防
本部（匝瑳市、横芝光町）

匝瑳市横芝光町消防組合 　匝瑳消防署長 289-2146 匝瑳市八日市場ホ715番地 0479-72-0119 千葉県 匝瑳市、横芝光町白浜地区

匝瑳市横芝光町消防組合 　横芝光消防署長 289-1732 横芝光町横芝1164番地1 0479-80-0119 千葉県 横芝光町（白浜地区を除く）

香取広域市町村圏事務組合 　消防長 287-0001 香取市佐原ロ2127番地 0478-52-0119 https://katorikouiki.com/syobohonbu.html 千葉県
香取広域市町村圏事務組合消防
本部（香取市、多古町、東庄町）

香取広域市町村圏事務組合 　佐原消防署長 287-0001 香取市佐原ロ2127番地 0478-52-4111 千葉県 多古町、香取市

香取広域市町村圏事務組合 　小見川消防署長 289-0314 香取市野田53番地 0478-83-0119 千葉県 東庄町、香取市

富里市　消防長 286-0221 富里市七栄735-2 0476-92-1311 http://www.city.tomisato.lg.jp/0000002953.html 千葉県 富里市消防本部／消防署

栄町　消防長 270-1546 印旛郡栄町生板鍋子新田乙20-71 0476-95-8980 http://www.town.sakae.chiba.jp/dir.php?code=2490 千葉県 栄町消防本部／消防署



消防署の管轄区域

我孫子市 消防署 我孫子市 消防署

あ 相島 東 な 中峠村下 東

相島新田 東 並木5～9丁目 西

青山 西 ね 根戸 西

青山台1～4丁目 西 根戸新田 西

我孫子 西 は 白山1～3丁目 西

我孫子1～4丁目 西 ひ 東我孫子1・2丁目 西

我孫子新田 西 日の出 西

新木 東 日秀 東

新木野1～4丁目 東 日秀新田 東

新木村下 東 ふ 布佐 東

い 泉 西 布佐1丁目 東

都部 東 布佐下新田 東

都部新田 東 布佐酉町 東

都部村新田 東 布佐平和台1～7丁目 東

え 江蔵地 東 布施 西

お 大作新田 東 布施下 西

岡発戸の一部 西 船戸1～3丁目 西

岡発戸の一部 東 古戸 東

岡発戸新田の一部 西 へ 弁天下 西

岡発戸新田の一部 東 ほ 本町1～3丁目 西

か 上沼田 東 み 三河屋新田 東

き 北新田 西 緑1・2丁目 西

く 久寺家 西 南青山 西

久寺家1・2丁目 西 南新木1～4丁目 東

こ 高野山 西 都 東

高野山新田 西 よ 呼塚新田 西

寿1・2丁目 西 わ 若松 西

湖北台1～10丁目 東

さ 栄 西 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

下ヶ戸の一部 西 合わせ下さい。

下ヶ戸の一部 東

し 柴崎 西

柴崎台1～5丁目 西

下沼田 東

新々田 東

せ 浅間前 東

浅間前新田 東

た 台田1～4丁目 西

つ つくし野 西

つくし野1～7丁目 西

て 天王台1～6丁目 西

な 中里 東

中里新田 東

中沼田 東

中峠 東

中峠台 東



消防署の管轄区域

市川市 消防署 市川市 消防署

あ 相之川 南 ち 千鳥町 南

新井 南 と 稲荷木 東

い 伊勢宿 南 富浜 南

市川 西 な 中国分 西

市川南1～5丁目 西 中山 東

稲越町 北 に 新浜 南

入船 南 は 原木 東

お 大洲 西 原木1～4丁目 東

大野町1～4丁目 北 ひ 東大和田 東

大町 北 東国分 北

大和田 西 東菅野 東

押切 南 東浜1丁目 東

鬼越 東 日之出 南

鬼高 東 平田1～4丁目 西

か 欠真間 南 広尾 南

柏井町 北 ふ 福栄 南

加藤新田 南 二俣 東

上妙典 東 二俣1～2丁目 東

河原 南 二俣新町 東

香取 南 ほ 奉免町 北

き 北方1～3丁目 東 北方町4丁目 東

北国分 西 堀之内 西

行徳駅前 南 本行徳 南

こ 国府台 西 本塩 南

高谷 東 ま 真間 西

高谷1～3丁目 東 み 湊 南

高谷新町 東 湊新田 南

国分 西 湊新田1～2丁目 南

さ 幸 南 南大野 北

し 塩浜 南 南行徳 南

塩焼 南 南八幡 東

島尻 南 宮久保 北

下貝塚 北 妙典 南

下新宿 南 も 本北方 東

下妙典 南 や 八幡 東

新田1～5丁目 西 わ 若宮 東

す 末広 南

菅野 西 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

須和田 西 合わせ下さい。

せ 関ケ島 南

そ 曽谷 北

た 高石神 東

高浜町 南

宝 南

田尻 東

田尻1～5丁目 東



消防署の管轄区域

市原市 消防署 市原市 消防署

あ 相川 中央 う 潤井戸 市津

青葉台1～8丁目 姉崎 うるいど南1～7丁目 市津

青柳 五井 え 江子田 南総

青柳1～3丁目 五井 お 大桶 中央

青柳北1～4丁目 五井 大久保 南総

青柳緑地 五井 大蔵 南総

安久谷 南総 大作 市津

浅井小向 中央 大坪 中央

旭五所 八幡 大戸 南総

安須 中央 大厩 八幡

朝生原 南総 大和田 南総

姉崎 姉崎 荻作 市津

姉崎海岸 姉崎 奥野 南総

姉崎西1～3丁目 姉崎 押沼 市津

姉崎東1～3丁目 姉崎 小田部 市津

海士有木 中央 折津 南総

天羽田 姉崎 か 海保 中央

新井 南総 柿木台 南総

新生 中央 風戸 南総

新巻 中央 神代 中央

い 飯沼 五井 柏原 姉崎

池和田 南総 片又木 姉崎

石神 南総 勝間 市津

石神入会 南総 金沢 南総

石川 南総 上高根 南総

石塚 南総 加茂 中央

泉台1～5丁目 姉崎 加茂1・2丁目 中央

磯ケ谷 中央 栢橋 南総

板倉 市津 川在 中央

飯給 南総 神崎 市津

市場 南総 き 菊間 八幡

市原 八幡 喜多 市津

糸久 中央 北国分寺台1～5丁目 中央

犬成 市津 吉沢 南総

今津朝山 姉崎 君塚 五井

今富 中央 君塚1～5丁目 五井

不入斗 姉崎 く 久々津 市津

岩 南総 草刈 八幡

岩崎 五井 久保 南総

岩崎1・2丁目 五井 久保入会 南総

岩崎西1丁目 五井 こ 五井 五井

岩崎緑地 五井 五井海岸 五井

岩野見 五井 五井金杉1～4丁目 五井

う 上原 南総 五井中央西1～3丁目 五井

牛久 南総 五井中央東1・2丁目 五井

馬立 南総 五井西1～7丁目 五井



消防署の管轄区域

市原市 消防署 市原市 消防署

こ 五井東1～3丁目 五井 た 辰巳台東 八幡

高坂 中央 立野 姉崎

光風台1～5丁目 中央 五井南海岸 五井

小折 中央 田尾 南総

郡本 八幡 田淵 南総

郡本1～6丁目 八幡 田淵旧日竹 南総

小草畑 南総 玉前 五井

国分寺台中央1～7丁目 中央 玉前西1～3丁目 五井

国本 南総 玉前緑地 五井

古敷谷 南総 ち 千種1～4丁目 姉崎

古敷谷入会 南総 千種5～7丁目 五井

五所(字一番囲・二番囲) 五井 千種海岸 五井

五所(字一番囲・二番囲を除く) 八幡 ちはら台西1～6丁目 市津

古都辺 市津 ちはら台東1～9丁目 市津

駒込 南総 ちはら台南1～6丁目 市津

小谷田 南総 つ 廿五里 中央

権現堂 中央 月崎 南総

金剛地 市津 月出 南総

さ 西広 中央 土宇 中央

西広1～6丁目 中央 鶴舞 南総

桜台1～4丁目 姉崎 て 出津 五井

佐是 南総 出津西1丁目 五井

更級1～5丁目 五井 寺谷 南総

し 椎津 姉崎 と 徳氏 南総

椎の木台1・2丁目 姉崎 戸面 南総

島田 南総 外部田 南総

島野 中央 豊成 姉崎

下野 市津 な 中 南総

下矢田 南総 中高根 南総

十五沢 中央 中野 市津

宿 南総 永吉 市津

白塚 姉崎 奈良 市津

白金町1～6丁目 五井 に 新堀 中央

真ケ谷 南総 西国吉 南総

す 菅野 南総 西国分寺台1・2丁目 中央

諏訪1・2丁目 中央 西五所 八幡

せ 瀬又 市津 西野 中央

そ 惣社 中央 西野谷（一部） 中央

惣社1～5丁目 中央 西野谷（一部を除く） 八幡

た 高倉 市津 ね 根田 中央

高田 市津 根田1～4丁目 中央

高滝 南総 の 能満 八幡

高滝入会 南総 野毛 中央

滝口 市津 は 葉木 市津

武士 中央 畑木 姉崎

辰巳台西 八幡 原田 南総



消防署の管轄区域

市原市 消防署 市原市 消防署

は 番場 市津 や 山田橋 八幡

ひ 東国吉 市津 山田橋1～3丁目 中央

引田 中央 山之郷飛地 市津

櫃狭 中央 東国分寺台1～5丁目 中央

平田 五井 東五所 八幡

平野 南総 八幡 八幡

平野入会 南総 八幡石塚1・2丁目 八幡

ふ 深城 姉崎 八幡浦1・2丁目 八幡

福増 中央 八幡海岸通 八幡

藤井（一部） 中央 八幡北町1～3丁目 八幡

藤井（一部を除く） 八幡 ゆ 有秋台西1・2丁目 姉崎

藤井1～4丁目 八幡 有秋台東1～3丁目 姉崎

二日市場 中央 よ 養老 南総

不入 南総 米沢 南総

古市場 八幡 米原 南総

へ 平蔵 南総 わ 若宮1～7丁目 八幡

ほ 奉免 南総 分目 中央

堀越 南総

本郷 南総 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

ま 町田 中央 合わせ下さい。

松ケ島 五井

松ケ島1・2丁目 五井

松ケ島西1丁目 五井

松ケ島緑地 五井

松崎 中央

万田野 南総

み 水沢 南総

南岩崎 南総

南国分寺台1～5丁目 中央

皆吉 南総

皆吉大蔵入会 南総

宮原 中央

妙香 南総

む 迎田 姉崎

村上 中央

も 門前 八幡

門前1・2丁目 八幡

や 矢田 南総

柳川 南総

柳原 中央

藪 南総

山木 八幡

山口 南総

山倉 中央

山小川 南総

山田 中央



消防署の管轄区域

印西市 消防署 印西市 消防署

あ 相嶋 印西 せ 瀬戸 印旛

安食卜杭 本埜 瀬戸干拓 印旛

い 泉 印西西 浅間前 印西

和泉 印西 そ 草深 牧の原

泉野1～3丁目 印西西 惣深新田飛地 印旛

和泉屋 本埜 宗甫 牧の原

岩戸 印旛 た 高花1～6丁目 牧の原

岩戸干拓 印旛 滝 本埜

う 内野1～3丁目 印西西 滝野1～7丁目 本埜

浦幡新田 印西西 竹袋 印西

浦部 印西 多々羅田 印西西

浦部村新田 印西 立埜原 本埜

お 大塚1～3丁目 印西西 ち 中央北1～3丁目 印西西

大廻 印旛 中央南1・2丁目 印西西

大森 印西 つ 造谷 印旛

小倉 印西西 つくりや台1・2丁目 印旛

小倉台1～4丁目 印西西 角田 印旛

押付 本埜 と 戸神 印西西

か 鹿黒 印西 戸神台1・2丁目 印西西

鹿黒南1～5丁目 印西西 な 中 本埜

笠神 本埜 中田切 本埜

鎌苅 印旛 長門屋 本埜鎌苅 印旛 長門屋 本埜

鎌苅干拓 印旛 中根 本埜

亀成 印西 に 西の原1～5丁目 牧の原

川向 本埜 は 萩埜 本埜

き 木下 印西 萩原 印旛

木下東1～4丁目 印西 萩原干拓 印旛

木下南1・2丁目 印西 原1～4丁目 牧の原

木刈1～7丁目 印西西 原山1～3丁目 印西西

行徳 本埜 ひ 東の原1～3丁目 牧の原

け 結縁寺 印西西 平岡 印西

こ 高西新田 印西西 平賀 印旛

荒野 印旛 平賀学園台1～3丁目 印旛

小林 本埜 平賀干拓 印旛

小林北1～6丁目 本埜 ふ 船尾 印西西

小林浅間1～3丁目 本埜 へ 別所 印西

小林大門下1～3丁目 本埜 ほ 発作 印西

さ 酒直卜杭 本埜 ま 舞姫1～3丁目 印旛

桜野 本埜 牧の木戸1丁目 印西西

佐野屋 本埜 牧の台1～3丁目 牧の原

し 下井 本埜 牧の原1～6丁目 牧の原

下曽根 本埜 松木 本埜

将監 本埜 松崎 牧の原

白幡 印西西 松崎台1・2丁目 牧の原

白幡飛地 印西西 松虫 印旛白幡飛地 印西西 松虫 印旛

甚兵衛 本埜 み 美瀬1・2丁目 印旛



消防署の管轄区域

印西市 消防署 白井市 消防署

み みどり台1～3丁目 印旛 い 池の上1～3丁目 白井

む 武西 印西西 今井 白井

武西学園台1～3丁目 印西西 お 大山口1・2丁目 西白井

も 本埜小林 本埜 折立 白井

物木 本埜 か 河原子 白井

師戸 印旛 き 木 白井

師戸干拓 印旛 清戸 白井

や 山田 印旛 け けやき台1・2丁目 西白井

山田干拓一区 印旛 さ 桜台1～5丁目 印西西

山田干拓二区 印旛 笹塚1～3丁目 白井

山平 印旛 し 神々廻 白井

山平一区 印旛 清水口1～3丁目 西白井

山平二区 印旛 白井 白井

よ 吉田 印旛 た 大松一丁目 西白井

吉田干拓 印旛 と 富塚 西白井

吉高 印旛 十余一 白井

吉高干拓 印旛 な 名内 白井

り 竜腹寺 本埜 中 白井

わ 若萩1～4丁目 印旛 七次台1～4丁目 西白井

に 西白井1～4丁目 西白井

ね 根の一部 西白井

根の 部 白井根の一部 白井

の 野口 西白井

ひ 平塚 白井

ふ 復 白井

冨士 西白井

ほ 堀込1～3丁目 白井

み 南山1～3丁目 白井

む 武西 白井

や 谷田 白井

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

柏市 消防署 柏市 消防署

あ 青田新田飛地 旭町 か 上三ヶ尾飛地 旭町

青葉台1・2丁目 東部 上利根 西部

あかね町 東部 かやの町 旭町

明原1～4丁目 旭町 き 北柏1～5丁目 西部

あけぼの1～5丁目 旭町 北柏台 西部

曙橋 沼南 亀甲台町1・2丁目 東部

旭町1～8丁目 旭町 こ 小青田 西部

東1～3丁目 東部 小青田1～5丁目 西部

東上町 東部 高南台1～3丁目 沼南

東台本町 東部 五條谷 沼南

い 泉 沼南 さ 酒井根 東部

泉町 東部 酒井根1～7丁目 東部

泉村新田 沼南 逆井 東部

伊勢原1丁目 旭町 逆井1～5丁目 東部

今谷上町 東部 逆井藤ノ台 東部

今谷南町 東部 桜台 東部

岩井 沼南 し しいの木台1～5丁目 沼南

岩井新田 沼南 篠籠田の一部 旭町

え 永楽台1～3丁目 東部 篠籠田の一部 西部

お 大青田の一部 旭町 下三ヶ尾飛地 旭町

大青田の一部 西部 宿連寺 西部

大井 沼南 正連寺 西部

大井新田 沼南 新柏1～4丁目 東部

大島田 沼南 新逆井1・2丁目 東部

大島田1・2丁目 沼南 新利根 西部

大津ヶ丘1～4丁目 沼南 新富町1・2丁目 旭町

大塚町 東部 新十余二の一部 旭町

大室 西部 新十余二の一部 西部

大室1～3丁目 西部 す 水道橋 沼南

大山台1・2丁目 西部 末広町 旭町

か 加賀1～3丁目 東部 せ 関場町 東部

風早1・2丁目 沼南 千間橋 沼南

柏1～7丁目 東部 そ 染井入新田 沼南

柏の一部（常磐線以西） 西部 た 高田 西部

柏の一部（常磐線以東） 東部 高柳 沼南

柏インター東 西部 高柳1・2丁目 沼南

柏インター南 旭町 高柳新田 沼南

柏下の一部（常磐線以西） 西部 ち 中央1・2丁目 東部

柏下の一部（常磐線以東） 東部 中央町 東部

柏中村下 東部 千代田1～3丁目 東部

柏の葉1～6丁目 旭町 つ 塚崎 沼南

柏堀之内新田の一部 西部 塚崎1～3丁目 沼南

柏堀之内新田の一部 東部 つくしが丘1～5丁目 東部

片山 沼南 て 手賀 沼南

片山新田 沼南 手賀新田 沼南

金山 沼南 手賀の杜1～5丁目 沼南



消防署の管轄区域

柏市 消防署 柏市 消防署

と 常盤台 東部 ふ 布施新町1～4丁目 西部

戸張 東部 船戸 西部

戸張新田 東部 船戸1～3丁目 西部

富里1・2丁目 東部 船戸山高野 西部

富里3丁目 旭町 へ 弁天下 西部

豊上町 旭町 ま 増尾 東部

豊四季の一部（常磐線以西） 旭町 増尾1～8丁目 東部

豊四季の一部（常磐線以東） 東部 増尾台1～4丁目 東部

豊四季台1～4丁目 旭町 松ヶ崎 西部

豊住 東部 松ヶ崎新田 西部

豊住1～5丁目 東部 松葉町1～7丁目 西部

豊平町 旭町 み 緑ヶ丘 東部

十余二の一部 旭町 みどり台1～5丁目 旭町

十余二の一部 西部 緑台 沼南

な 中新宿1～3丁目 東部 南柏1・2丁目 旭町

中十余二の一部 旭町 南柏中央 東部

中十余二の一部 西部 南逆井1～7丁目 東部

中原 東部 南高柳 沼南

中原1・2丁目 東部 南増尾 東部

名戸ヶ谷 東部 南増尾1～8丁目 東部

名戸ヶ谷1丁目 東部 箕輪 沼南

に 西柏台1・2丁目 旭町 箕輪新田 沼南

西三ヶ尾飛地 旭町 む 向原町 旭町

西町 旭町 や 柳戸 沼南

西原1～7丁目 旭町 弥生町 東部

西山1・2丁目 東部 ゆ 豊町1・2丁目 旭町

ね 根戸 西部 よ 吉野沢 旭町

根戸新田 西部 呼塚新田 西部

は 八幡町 東部 わ 若柴 西部

花野井 西部 若白毛 沼南

ひ 東柏1・2丁目 東部 若葉町 東部

東逆井1丁目 東部 鷲野谷 沼南

東中新宿1～4丁目 東部 鷲野谷新田 沼南

東山1・2丁目 東部

光ケ丘1～4丁目 東部 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

光ケ丘団地 東部 合わせ下さい。

日立台1・2丁目 東部

ひばりが丘 東部

ふ 藤ヶ谷 沼南

藤ヶ谷新田 沼南

藤心 東部

藤心1～5丁目 東部

布施 西部

布瀬 沼南

布施下 西部

布瀬新田 沼南



消防署の管轄区域

香取市 消防署 香取市 消防署

あ 阿玉川 小見川 き 北1～3丁目 佐原

阿玉台 小見川 北原地新田 小見川

油田 小見川 木内 小見川

荒北 佐原 木内虫幡上小堀入会地大平 小見川

い 飯島 佐原 桐谷 小見川

和泉 小見川 く 久保 小見川

磯山 佐原 九美上 佐原

一ノ分目 小見川 こ 笄島 佐原

一ノ分目新田 佐原 公官洲 佐原

伊地山 佐原 公官洲新田 佐原

市和田 佐原 高野 小見川

入会地 小見川 石納 佐原

岩ヶ崎台 佐原 五郷内 小見川

岩部 佐原 米野井 小見川

う 内野 小見川 さ 境島 佐原

お 扇島 佐原 沢 佐原

大倉 佐原 佐原（イ・ロ・ハ・ニ・ホ） 佐原

大倉新田 佐原 三ノ分目 小見川

大倉丁子 佐原 三ノ分目新田 佐原

大崎 佐原 し 志高 小見川

大島 佐原 篠原（イ・ロ） 佐原

大戸 佐原 下飯田 小見川

大戸新田 佐原 下小川 小見川

大角 小見川 下小野 佐原

大戸川 佐原 下小堀 小見川

大根 佐原 下小堀新田 佐原

岡飯田 小見川 昭和町（い・ろ・は・に） 佐原

小川 小見川 白井 小見川

小見 小見川 新々田 小見川

小見川 小見川 す 助沢 佐原

小見川新田 佐原 せ 関 佐原

織幡 小見川 た 高萩 佐原

か 貝塚 小見川 竹之内 小見川

片野 佐原 多田 佐原

加藤洲 佐原 多田島 佐原

香取 佐原 田部 小見川

釜塚 佐原 玉造 佐原

上小川 佐原 玉造1～3丁目 佐原

上小堀 小見川 つ 附洲新田 佐原

返田 佐原 津宮 佐原

苅毛 佐原 津宮新田 佐原

川頭 小見川 て 寺内 佐原

川上 小見川 と 鴇崎 佐原

川尻 佐原 鳥羽 佐原

観音 佐原 富田 小見川

神生 小見川 富田新田 佐原



消防署の管轄区域

香取市 消防署 香取広域市町村圏事務組合 消防署

な 長岡 小見川 た 多古町（香取郡） 佐原

長島 佐原 と 東庄町（香取郡） 小見川

中州 佐原

長山 佐原 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

に 新市場 佐原 合わせ下さい。

新寺 佐原

西坂 佐原

西田部 佐原

西部田 佐原

西和田 佐原

新里 小見川

新部 佐原

仁良 小見川

の 野田 小見川

野間谷原 佐原

は 旗鉾 小見川

八本 小見川

鳩山 小見川

羽根川 小見川

ふ 福田 佐原

布野 小見川

府馬 小見川

古内 小見川

ほ 堀之内 佐原

本郷 小見川

ま 牧野 佐原

増田 小見川

み 三島 佐原

みずほ台1～3丁目 佐原

南原地新田 小見川

む 虫幡 小見川

も 本矢作 佐原

森戸 佐原

や 八筋川 佐原

谷中 佐原

山川 小見川

山倉 小見川

山之辺 佐原

よ 八日市場 小見川

八日市場新田 佐原

丁子 佐原

与倉 佐原

吉原 佐原

り 龍谷 小見川

わ 分郷 小見川



消防署の管轄区域

鎌ケ谷市 消防署

あ 粟野の一部 くぬぎ山

粟野の一部 鎌ケ谷

う 右京塚 中央

か 鎌ケ谷1～9丁目 中央

軽井沢 鎌ケ谷

き 北中沢1～3丁目 くぬぎ山

北初富 くぬぎ山

く 串崎新田 くぬぎ山

くぬぎ山1～5丁目 くぬぎ山

さ 佐津間の一部 くぬぎ山

佐津間の一部 鎌ケ谷

し 新鎌ケ谷1～4丁目 鎌ケ谷

ち 中央1・2丁目 鎌ケ谷

と 富岡1～3丁目 中央

な 中佐津間1・2丁目 鎌ケ谷

中沢の一部 くぬぎ山

中沢の一部 中央

中沢新町 中央

に 西佐津間1・2丁目 鎌ケ谷

西道野辺 中央

は 初富の一部 くぬぎ山

初富の一部 鎌ケ谷

初富本町1丁目 鎌ケ谷

初富本町2丁目 中央

ひ 東鎌ケ谷1～3丁目 中央

東中沢1～4丁目 くぬぎ山

東初富1～6丁目 中央

東道野辺1～7丁目 中央

ま 馬込沢 中央

丸山1～3丁目 中央

み 道野辺 中央

道野辺中央1～5丁目 中央

道野辺本町1・2丁目 中央

南鎌ケ谷1～4丁目 中央

南佐津間 鎌ケ谷

南初富1・2丁目 鎌ケ谷

南初富3～6丁目 中央

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

佐倉市 消防署 佐倉市 消防署

あ 青菅 志津 か 鏑木仲田町 佐倉

畔田 佐倉 鏑木町 佐倉

天辺 佐倉 上勝田 佐倉

い 飯重 佐倉 上志津 志津

飯田 佐倉 上志津原 志津

飯田干拓 佐倉 上代 佐倉

飯田台 佐倉 上別所 佐倉

飯塚 佐倉 き 木野子 佐倉

飯野 佐倉 こ 神門 佐倉

飯野干拓 佐倉 小篠塚 佐倉

飯野町 佐倉 米戸 佐倉

石川 佐倉 さ 栄町 佐倉

稲荷台 佐倉 坂戸 佐倉

井野 志津 寒風 佐倉

井野町 志津 山王 佐倉

岩富 佐倉 し 下勝田 佐倉

岩富町 佐倉 下志津 志津

岩名 佐倉 下志津原 志津

印南 佐倉 下根 佐倉

う 臼井 佐倉 下根町 佐倉

臼井田 佐倉 樹木町 佐倉

臼井台 佐倉 城 佐倉

臼井台干拓 佐倉 上座 志津

臼井田干拓 佐倉 城内町 佐倉

内田 佐倉 白銀 佐倉

内田飯塚宮内入会 佐倉 新臼井田 佐倉

裏新町 佐倉 新町 佐倉

瓜坪新田 佐倉 せ 千成 佐倉

え 江原 佐倉 そ 染井野 佐倉

江原新田 佐倉 た 高岡 佐倉

江原台 佐倉 高崎 佐倉

お 王子台 佐倉 田町 佐倉

大崎台 佐倉 つ 土浮 佐倉

大作 佐倉 土浮干拓 佐倉

大佐倉 佐倉 坪山新田 佐倉

大佐倉干拓 佐倉 て 寺崎 佐倉

大篠塚 佐倉 寺崎北 佐倉

大蛇町 佐倉 と 藤治台 佐倉

太田 佐倉 直弥 佐倉

小竹 志津 長熊 佐倉

小竹干拓 志津 な 中志津1～7丁目 志津

生谷 佐倉 中尾余町 佐倉

表町 佐倉 七曲 佐倉

か 海隣寺町 佐倉 鍋山町 佐倉

角来 佐倉 並木町 佐倉

鹿島干拓 佐倉 に 西志津1～8丁目 志津



消防署の管轄区域

佐倉市 消防署 佐倉市八街市酒々井町消防組合

に 西御門 佐倉 し 酒々井町全域 酒々井

西ユーカリが丘1～7丁目 志津 や 八街市全域 八街

は 萩山新田 佐倉

萩山新田干拓 佐倉

八幡台 佐倉

羽鳥 佐倉

春路 佐倉

ふ 藤沢町 佐倉

ま 将門町 佐倉

先崎 志津

先崎干拓 志津

馬渡 佐倉

み 南臼井台 佐倉

南ユーカリが丘 志津

宮内 佐倉

宮小路町 佐倉

宮ノ台1～6丁目 志津

宮前 佐倉

宮本 佐倉

弥勒町 佐倉

む 六崎 佐倉

も 最上町 佐倉

本町 佐倉

や 八木 佐倉

野狐台町 佐倉

山崎 佐倉

ゆ ユーカリが丘1～7丁目 志津

よ 吉見 佐倉

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

流山市 消防署 流山市 消防署

あ 青田 北 へ 平和台1～5丁目 中央

い 市野谷 中央 ま 前ケ崎 東

う 後平井 中央 前平井 中央

え 江戸川台西1～4丁目 北 松ケ丘1～6丁目 東

江戸川台東1～4丁目 北 み 美田 中央

お 大畔 中央 南流山1～8丁目 南

思井 南 南 北

か 加 中央 美原1～4丁目 北

加1～6丁目 中央 宮園1～3丁目 南

上貝塚 中央 三輪野山1～5丁目 中央

上新宿新田 北 三輪野山 中央

上新宿 北 む 向小金1～4丁目 東

き 北 北 わ 若葉台 中央

桐ケ谷 中央

木 南 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

こ こうのす台 北 合わせ下さい。

駒木 中央

駒木台 北

小屋 北

し 芝崎 東

下花輪 中央

十太夫 中央

た 谷 中央

な 中 中央

長崎1・2丁目 東

中野久木 北

流山1～4丁目 中央

流山5～9丁目 南

流山 南

名都借 東

に 西初石1・2丁目 北

西初石3～6丁目 中央

西平井 南

西深井 北

西松ケ丘1丁目 東

の 野々下1～6丁目 東

ひ 東初石1・2丁目 北

東初石3～6丁目 中央

東深井 北

平方村新田 北

平方 北

鰭ケ崎 南

ふ 深井新田 北

富士見台 北

富士見台1・2丁目 北

古間木 東



消防署の管轄区域

習志野市 消防署

あ 茜浜1～3丁目 中央

秋津1～5丁目 中央

い 泉町1～3丁目 東

お 大久保1～4丁目 東

か 香澄1～6丁目 中央

奏の杜1～3丁目 中央

さ 鷺沼1～5丁目 中央

鷺沼台1～4丁目 中央

し 芝園1～3丁目 中央

新栄1・2丁目 東

そ 袖ケ浦1～6丁目 中央

つ 津田沼1～7丁目 中央

は 花咲1・2丁目 中央

ひ 東習志野1～8丁目 東

ふ 藤崎1～7丁目 東

み 実籾1～6丁目 東

実籾本郷 東

も 本大久保1・4・5丁目 東

本大久保2・3丁目 中央

や 屋敷1～5丁目 東

谷津1～7丁目 中央

谷津町1・4丁目 中央

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

成田市 消防署 成田市 消防署

あ 青山 大栄 こ 小泉 成田

赤荻 成田 公津の杜1～6丁目 赤坂

赤坂1～3丁目 赤坂 郷部の一部 赤坂

芦田 成田 郷部の一部 成田

東町 成田 御所の内 成田

吾妻1～3丁目 赤坂 小菅の一部 三里塚

荒海 成田 小菅の一部 成田

安西 成田 小浮 大栄

い 飯田町 赤坂 駒井野 三里塚

飯仲の一部 赤坂 さ 幸町の一部 赤坂

飯仲の一部 成田 幸町の一部 成田

囲護台 赤坂 桜田 大栄

囲護台1～3丁目 赤坂 佐野 成田

磯部 成田 猿山 大栄

伊能 大栄 三里塚 三里塚

飯岡 成田 三里塚御料 三里塚

う ウイング土屋 成田 三里塚光ケ丘 三里塚

臼作 大栄 し 地蔵原新田 大栄

え 江弁須の一部 赤坂 下方 赤坂

江弁須の一部 成田 芝 成田

お 大生 成田 柴田 大栄

大清水 三里塚 下金山 成田

大菅 大栄 下福田 赤坂

大竹 赤坂 新泉 成田

大沼 大栄 新川 大栄

大袋 赤坂 新駒井野 三里塚

大室 成田 新田 大栄

大山 成田 新町 赤坂

大和田 大栄 せ 関戸 成田

押畑 赤坂 浅間 大栄

小野 大栄 そ 宗吾1～4丁目 赤坂

か 上町 成田 た 大栄十余三 大栄

上福田 赤坂 台方 赤坂

加良部1～6丁目 赤坂 高 大栄

川上 大栄 高岡 大栄

川栗 三里塚 高倉 大栄

官林 大栄 宝田 赤坂

き 北須賀 赤坂 竜台 成田

北羽鳥 成田 田町 成田

吉岡 大栄 玉造1～7丁目 赤坂

木の根 三里塚 多良貝 大栄

く 久井崎 大栄 つ 土室 成田

久住中央1～4丁目 成田 土屋の一部 赤坂

久米 成田 土屋の一部 成田

久米野 三里塚 津富浦 大栄

倉水 大栄 て 寺台 成田



消防署の管轄区域

成田市 消防署 成田市 消防署

て 天神峰 三里塚 ひ 一坪田 大栄

天浪 三里塚 平川 大栄

と 稲荷山 大栄 ふ 不動ケ岡 成田

東峰 三里塚 船形 赤坂

東和田 成田 古込 三里塚

所 大栄 ほ 堀籠 大栄

取香の一部 三里塚 北部 成田

取香の一部 成田 堀之内の一部 三里塚

冬父 大栄 堀之内の一部 成田

十余三の一部 三里塚 本三里塚 三里塚

十余三の一部 成田 本城 三里塚

な 中里 大栄 本町 成田

長田 成田 ま 前林 大栄

中台1～6丁目 赤坂 馬乗里 大栄

長沼 成田 松子 大栄

中野 大栄 馬橋 赤坂

仲町 成田 松崎 赤坂

名木 大栄 み 美郷台1～3丁目 赤坂

名古屋 大栄 水掛 成田

南敷 大栄 水の上 大栄

奈土 大栄 南三里塚 三里塚

七沢 大栄 南羽鳥 成田

並木町 成田 む 村田 大栄

滑川 大栄 や 八代 赤坂

成田 成田 山口 赤坂

成井 大栄 山之作 成田

成毛 成田 よ 横山 大栄

南部 成田 吉倉の一部 三里塚

南平台 赤坂 吉倉の一部 成田

に 西和泉 成田 四谷 大栄

西大須賀 大栄 米野 赤坂

西三里塚 三里塚 わ 和田 成田

新妻 成田

の 野毛平 成田

野馬込 大栄 香取郡神崎町 消防署

は 橋賀台1～3丁目 赤坂 こ 神崎町全域 大栄

畑ケ田 三里塚

幡谷 成田

花崎町 成田 香取郡多古町 消防署

はなのき台1～3丁目 赤坂 ひ 一鍬田 大栄

馬場 成田

ひ 東和泉 成田 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

東金山 成田 合わせ下さい。

東三里塚 三里塚

東ノ台 大栄



消防署の管轄区域

船橋市 消防署 船橋市 消防署

あ 旭町 北 つ 坪井西1・2丁目 東

旭町1～6町目 北 坪井東1～6丁目 東

東町 中央 と 豊富町 北

市場1～5丁目 中央 な 中野木1・2丁目 東

い 印内1～3丁目 北 夏見1～7丁目 中央

印内町 中央 夏見台1～5丁目 中央

お 大穴北1～8丁目 北 夏見台6丁目 北

大穴町 北 夏見町2丁目 中央

大穴南1～5丁目 北 七林町 東

大神保町 北 習志野1～5丁目 東

か 海神1～6丁目 中央 習志野台1～8丁目 東

海神町2・3丁目 中央 に 西浦1～3丁目 中央

海神町西1丁目 中央 西習志野1～4丁目 東

海神町東1丁目 中央 西船1丁目 中央

海神町南1丁目 中央 西船2・3丁目 北

葛飾町2丁目 中央 西船4・5丁目 中央

金杉1～9丁目 北 西船6・7丁目 北

金杉台1・2丁目 北 二宮1・2丁目 東

金杉町 北 は 飯山満1～3丁目 東

金堀町 北 浜町1～3丁目 中央

上山町1～3丁目 北 ひ 東中山1丁目 中央

き 北本町1・2丁目 中央 東中山2丁目 北

行田1～3丁目 北 東船橋1～7丁目 中央

行田町　　 北 日の出1・2丁目 中央

く 楠が山町 北 ふ 藤原1～8丁目 北

車方町 北 二子町 中央

こ 高野台1～5丁目 北 二和西1～6町目 北

古作1～4丁目 北 二和東1～6丁目 北

古作町 北 ほ 本郷町 中央

小野田町 北 本町1～7丁目 中央

小室町 北 ま 前貝塚町 北

米ケ崎町 中央 前原西1～8丁目 東

古和釜町 東 前原東1～6丁目 東

さ 栄町1・2丁目 中央 馬込町 北

咲が丘1～4丁目 北 馬込西1～3丁目 北

し 潮見町 中央 松が丘1～5丁目 東

芝山1～7丁目 東 丸山1～5丁目 北

新高根1～6丁目 北 み 三咲1～9丁目 北

神保町 北 三咲町 北

す 鈴身町 北 緑台1・2丁目 北

駿河台1・2丁目 中央 湊町1～3丁目 中央

た 高瀬町 中央 南海神1・2丁目 中央

高根台1～7丁目 東 南本町 中央

高根町 北 南三咲1～4丁目 北

滝台1・2丁目 東 みやぎ台1～4丁目 北

滝台町 東 三山1～9丁目 東



消防署の管轄区域

船橋市 消防署

み 宮本1～9丁目 中央

も 本中山1～7丁目 中央

や 八木が谷1～5丁目 北

八木が谷町 北

薬円台1～6丁目 東

薬園台町1丁目 東

山手1～3丁目 中央

山野町 中央

わ 若松1～3丁目 中央

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

松戸市 消防署

あ 秋山 東部

秋山1～3丁目 東部

旭町 馬橋

い 岩瀬 中央

お 大金平1～5丁目 大金平

大橋 二十世紀が丘

大谷口（字忠仲及び指向） 馬橋

大谷口（字忠仲及び指向を除く） 大金平

大谷口新田 馬橋

か 上総内 小金

金ケ作（字大作・ホダシ内・小作・小作台・横堀・小塚前・佐野・騎射立場及び五本木外） 八ケ崎

金ケ作（字大作・ホダシ内・小作・小作台・横堀・小塚前・佐野・騎射立場及び五本木外を除く） 五香

紙敷 東部

紙敷1～3丁目 東部

上本郷のうち常磐線以東 中央

上本郷のうち常磐線以西 西口

上矢切 二十世紀が丘

河原塚 東部

き 北松戸のうち常磐線以東（1丁目の一部、2・3丁目） 中央

北松戸のうち常磐線以西（1丁目の一部） 西口

く 串崎新田 五香

串崎南町 五香

久保平賀 小金

栗ケ沢 小金

栗山 二十世紀が丘

こ 幸田 大金平

幸田1～5丁目まで 大金平

幸谷 小金

古ケ崎 西口

小金（字出作及び金切） 馬橋

小金飛地 馬橋

小金（字西のうち常磐線以北） 大金平

小金（字出作・金切及び字西のうち常磐線以北を除く） 小金

小金上総町 小金

小金きよしケ丘 小金

小金清志町 小金

小金原1～9丁目まで 小金

五香1丁目 五香

五香2～8丁目 六実

五香西1～6丁目 五香

五香南1～3丁目 六実

五香六実（字元山を除く） 六実

五香六実（字元山） 五香

小根本 中央

小山（字浅間台・浅間下のうち国道6号線以南及び鴻ノ台） 二十世紀が丘

小山（字浅間台・浅間下のうち国道6号線以南及び鴻ノ台を除く） 西口



消防署の管轄区域

松戸市 消防署

こ 胡録台 中央

さ 栄町1～4丁目 西口

栄町5～8丁目 馬橋

栄町西 （馬橋）

し 七右衛門新田 馬橋

下矢切 二十世紀が丘

新作 馬橋

新松戸1丁目 大金平

新松戸2～7丁目 馬橋

新松戸北1・2丁目 大金平

新松戸東 小金

新松戸南1～3丁目 馬橋

せ 千駄堀（字駒形・来葉・一年栗・新山・清水台及び外清水を除く） 八ケ崎

千駄堀（字駒形・来葉・一年栗・新山・清水台及び外清水） 五香

そ 外河原 馬橋

た 高柳新田 六実

高柳 六実

高塚新田 東部

竹ケ花のうち常磐線以東 中央

竹ケ花のうち常磐線以西 西口

竹ケ花西町 （西口）

田中新田 東部

と 常盤平1～7丁目 五香

常盤平陣屋前 五香

常盤平西窪町 五香

常盤平双葉町 五香

常盤平松葉町 五香

常盤平柳町 五香

殿平賀（字慶林寺台のうち常磐線以南を除く） 大金平

殿平賀（字慶林寺台のうち常磐線以南） 小金

な 仲井町1～3丁目 中央

中金杉1～5丁目 大金平

中根 馬橋

中根長津町 馬橋

中矢切 二十世紀が丘

中和倉 八ケ崎

に 西馬橋1～5丁目 馬橋

西馬橋相川町 馬橋

西馬橋蔵元町 馬橋

西馬橋幸町 馬橋

西馬橋広手町 馬橋

二十世紀が丘柿の木町 二十世紀が丘

二十世紀が丘戸山町 二十世紀が丘

二十世紀が丘中松町 二十世紀が丘

二十世紀が丘梨元町 二十世紀が丘

二十世紀が丘萩町 二十世紀が丘



消防署の管轄区域

松戸市 消防署

に 二十世紀が丘丸山町 二十世紀が丘

二十世紀が丘美野里町 二十世紀が丘

ね 根木内 小金

根本のうち常磐線以東 中央

根本のうち常磐線以西 西口

の 野菊野 中央

は 八ケ崎 八ケ崎

八ケ崎1丁目 小金

八ケ崎2～8丁目 八ケ崎

八ケ崎緑町 八ケ崎

ひ 東平賀 小金

東松戸1～4丁目 東部

日暮 五香

日暮1～8丁目 五香

樋野口 西口

平賀 大金平

ふ 二ツ木（字押出及び町田） 馬橋

二ツ木（字押出及び町田を除く） 小金

二ツ木二葉町

ほ 本町 西口

ま 牧の原 五香

牧の原1・2丁目 五香

松戸（国道464号線及び国道6号線以南） 二十世紀が丘

松戸（常磐線以東で国道6号線及び国道464号線以北） 中央

松戸（常磐線以西） 西口

松戸新田 中央

松飛台（字上馬原作） 東部

松飛台（字上馬原作を除く） 五香

馬橋（字北竜房､南竜房､前田及び城之腰） 八ケ崎

馬橋（字北竜房､南竜房､前田及び城之腰を除く） 馬橋

み 三ケ月 馬橋

三ケ月飛地 小金

緑ケ丘 中央

南花島（常磐線以東） 中央

南花島（常磐線以西） 西口

稔台 中央

稔台1～8丁目 中央

三矢小台 二十世紀が丘

む 六実1～7丁目 六実

も 主水新田 馬橋

よ 横須賀1・2丁目 大金平

吉井町 中央

ろ 六高台1～9丁目 六実

六高台西 六実

わ 和名ケ谷 中央

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

八千代市 消防署

い 神久保 中央

お 大和田 中央

大和田新田 中央

尾崎 中央

か 勝田 東

勝田台1～7丁目 東

勝田台北1～3丁目 東

勝田台南1～3丁目 東

神野 東

上高野 東

萓田 中央

萓田町 中央

桑納 中央

こ 小池 中央

さ 佐山 中央

し 島田 中央

島田台 中央

下市場1・2丁目 東

下高野 東

そ 桑橋 中央

た 大学町1～6丁目 中央

高津 中央

高津東1～4丁目 中央

ひ 平戸 中央

ほ 保品 東

堀の内 東

ま 真木野 中央

み 緑が丘1～5丁目 中央

緑が丘西1～8丁目 中央

む 麦丸 中央

村上の一部 中央

村上の一部 東

村上南1～5丁目 東

八千代台北1～17丁目 中央

八千代台西1～10丁目 中央

八千代台東1～6丁目 中央

八千代台南1～3丁目 中央

ゆ ゆりのき台1～8丁目 中央

よ 吉橋 中央

米本 東

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

匝瑳市横芝光町消防組合 消防署

そ 匝瑳市 匝瑳

よ 横芝光町白浜地区 匝瑳

横芝光町（白浜地区を除く） 横芝光

山武郡横芝光町　白浜地区 消防署

お 尾垂イ 匝瑳

尾垂ロ 匝瑳

か 上原 匝瑳

き 木戸 匝瑳

は 原方 匝瑳

み 宮川の一部 匝瑳

め 目篠 匝瑳

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。
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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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