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東京消防庁　赤坂消防署長 107-0062 港区南青山2-16-9 03-3478-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akasaka/index.html 東京都

東京消防庁　赤羽消防署長 115-0043 北区神谷3-11-22（仮庁舎） 03-3902-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akabane/index.html 東京都

東京消防庁　浅草消防署長 111‐0043 台東区駒形1-5-8 03-3847-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-asakusa/index.html 東京都

東京消防庁　麻布消防署長 106-0046 港区元麻布3-4-42 03-3470-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-azabu/index.html 東京都

東京消防庁　足立消防署長 121-0816 足立区梅島2-1-1 03-3852-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-adati/index.html 東京都

東京消防庁　荒川消防署長 116-0002　 荒川区荒川2-1-13 03-3806-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-arakawa/index.html 東京都

東京消防庁　池袋消防署長 171-0021 豊島区西池袋2-37-8 03-3988-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-ikebukuro/index.html 東京都

東京消防庁　板橋消防署長 173-0004 板橋区板橋2-60-15 03-3964-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-itabasi/index.html 東京都

東京消防庁　上野消防署長 110-0015 台東区東上野5-2-9 03-3841-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-ueno/index.html 東京都

東京消防庁　牛込消防署長 162-0815 新宿区筑土八幡町5-16 03-3267-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-usigome/index.html 東京都

東京消防庁　江戸川消防署長 132-0021 江戸川区中央2-9-13 03-3656-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-edogawa/index.html 東京都

東京消防庁　荏原消防署長 142-0051 品川区平塚3-16-20 03-3786-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-ebara/index.html 東京都

東京消防庁　王子消防署長 114-0002 北区王子4-28-1 03-3927-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-ouji/index.html 東京都

東京消防庁　大井消防署長 140-0011 品川区東大井3-6-12 03-3765-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-ooi/index.html 東京都

東京消防庁　大森消防署長 143-0012 大田区大森東1-32-8 03-3766-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-oomori/index.html 東京都

東京消防庁　荻窪消防署長 167-0034 杉並区桃井3-4-1 03-3395-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-ogikubo/index.html 東京都

東京消防庁　尾久消防署長 116-0012 荒川区東尾久8-44-4 03-3800-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-ogu/index.html 東京都

東京消防庁　葛西消防署長 134-0083 江戸川区中葛西1-29-1 03-3689-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kasai/index.html 東京都

東京消防庁　金町消防署長 125-0042 葛飾区金町4-15-20 03-3607-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kanamati/index.html 東京都

東京消防庁　蒲田消防署長 144-0053 大田区蒲田本町2-28-1 03-3735-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kamata/index.html 東京都

東京消防庁　神田消防署長 101-0021 千代田区外神田4-14-3 03-3257-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kanda/index.html 東京都

東京消防庁　京橋消防署長 104-0031 中央区京橋3-14-1 03-3564-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kyoubasi/index.html 東京都

東京消防庁　小石川消防署長 112-0001 文京区白山3-3-1 03-3812-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-koisikawa/index.html 東京都

東京消防庁　小岩消防署長 133-0073 江戸川区鹿骨2-42-11 03-3677-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-koiwa/index.html 東京都

東京消防庁　麹町消防署長 102-0083 千代田区麹町1ｰ12 03-3264-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-koujimati/index.html 東京都

東京消防庁　品川消防署長 140-0001 品川区北品川3-7-31 03-3474-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-sinagawa/index.html 東京都

東京消防庁　芝消防署長 105-0021 港区東新橋2-13-7 03-3431-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-siba/index.html 東京都

東京消防庁　渋谷消防署長 150-0041 渋谷区神南1-8-3 03-3464-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-sibuya/index.html 東京都

東京消防庁　志村消防署長 174-0044 板橋区相生町17-1 03-5398-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-simura/index.html 東京都

東京消防庁　石神井消防署長 177-0042 練馬区下石神井5-16-8 03-3995-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-syakujii/index.html 東京都

東京消防庁　城東消防署長 136-0071 江東区亀戸6-42-9 03-3637-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-jyoutou/index.html 東京都

東京消防庁　新宿消防署長 169-0073 新宿区百人町3-29-4 03-3371-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-sinjyuku/index.html 東京都

東京消防庁　杉並消防署長 166-0004 杉並区阿佐谷南3-4-3 03-3393-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-suginami/index.html 東京都

東京消防庁　成城消防署長 157-0066 世田谷区成城1-21-14 03-3416-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-seijyo/index.html 東京都

東京消防庁　世田谷消防署長 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-33-21 03-3412-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-setagaya/index.html 東京都

東京消防庁　千住消防署長 120-0035 足立区千住中居町9-14 03-3882-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-senjyu/index.html 東京都

東京消防庁　高輪消防署長 108-0072 港区白金2-4-12 03-3446-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-takanawa/index.html 東京都

東京消防庁　滝野川消防署長 114-0024 北区西ヶ原2-1-1 03-3916-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-takinogawa/index.html 東京都

東京消防庁　玉川消防署長 158-0091 世田谷区中町3-1-19 03-3705-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-tamagawa/index.html 東京都

東 京 都 ２３ 区 消 防 署 一 覧 表
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東 京 都 ２３ 区 消 防 署 一 覧 表

東京消防庁　田園調布消防署長 145-0067 大田区雪谷大塚町13-22 03-3727-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-denencyofu/index.html 東京都

東京消防庁　豊島消防署長 170-0013 豊島区東池袋3-19-20 03-3985-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-tosima/index.html 東京都

東京消防庁　中野消防署長 164-0011 中野区中央3-25-3 03-3366-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nakano/index.html 東京都

東京消防庁　西新井消防署 121-0823 足立区伊興2-5-11 03-3853-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nisiarai/index.html 東京都

東京消防庁　日本堤消防署長 111-0031 台東区千束4-1-1 03-3875-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nihondutumi/index.html 東京都

東京消防庁　日本橋消防署長 103-0026 中央区日本橋兜町14-12 03-3666-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nihonbasi/index.html 東京都

東京消防庁　練馬消防署長 176-0012 練馬区豊玉北5-1-8 03-3994-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nerima/index.html 東京都

東京消防庁　野方消防署長 165-0021 中野区丸山2-21-1 03-3330-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nogata/index.html 東京都

東京消防庁　光が丘消防署長 179‐0072 練馬区光が丘2-9-1 03-5997-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-hikarigaoka/index.html 東京都

東京消防庁　深川消防署長 135-0042 江東区木場3-18-10 03-3642-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-fukagawa/index.html 東京都

東京消防庁　本郷消防署長 113-0033 文京区本郷7-1-11 03-3815-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-hongou/index.html 東京都

東京消防庁　本所消防署長 130-0003 墨田区横川4-6-6 03-3622-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-honjyo/index.html 東京都

東京消防庁　本田消防署長 124-0013 葛飾区東立石3-12-7 03-3694-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-honden/index.html 東京都

東京消防庁　丸の内消防署長 100-0004 千代田区大手町1-3-5 03-3215-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-marunouti/index.html 東京都

東京消防庁　向島消防署長 131-0032 墨田区東向島6-22-3 03-3619-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-mukoujima/index.html 東京都

東京消防庁　目黒消防署長 153-0064 目黒区下目黒 6-1-22 03-3710-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-meguro/index.html 東京都

東京消防庁　矢口消防署長 146-0095 大田区多摩川2-5-20 03-3758-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-yaguti/index.html 東京都

東京消防庁　四谷消防署長 160-0004 新宿区四谷3-10 03-3357-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-yotuya/index.html 東京都

東京消防庁　臨港消防署長 104-0053 中央区晴海5-1-27 03-3534-0119 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-rinkou/index.html 東京都



消防署の管轄区域

足立区 消防署 足立区 消防署

あ 青井1～6丁目 足立 せ 千住柳町 千住

足立1～4丁目 足立 た 竹ノ塚1～7丁目 足立

綾瀬1～7丁目 足立 辰沼1・2丁目 足立

い 伊興1～5丁目 西新井 ち 中央本町1～5丁目 足立

伊興本町1・2丁目 西新井 つ 椿1・2丁目 西新井

入谷1～9丁目 西新井 と 東和1～5丁目 足立

入谷町 西新井 舎人1～6丁目 西新井

う 梅島1～3丁目 足立 舎人町 西新井

梅田1～8丁目 足立 舎人公園 西新井

お 扇1～3丁目 西新井 な 中川1～5丁目 足立

大谷田1～5丁目 足立 に 西綾瀬1～4丁目 足立

興野1・2丁目 西新井 西新井1～7丁目 西新井

小台1・2丁目 千住 西新井栄町1～3丁目 西新井

か 加賀1・2丁目 西新井 西新井本町1～5丁目 西新井

加平1～3丁目 足立 西伊興1～4丁目 西新井

き 北加平町 足立 西伊興町 西新井

く 栗原1・2丁目 足立 西加平1・2丁目 足立

栗原3・4丁目 西新井 西竹の塚1・2丁目 西新井

こ 弘道1・2丁目 足立 西保木間1～4丁目 足立

江北1～7丁目 西新井 は 花畑1～8丁目 足立

古千谷1・2丁目 西新井 ひ 東綾瀬1～3丁目 足立

古千谷本町1～4丁目 西新井 東伊興1～4丁目 西新井

さ 佐野1・2丁目 足立 東保木間1・2丁目 足立

皿沼1～3丁目 西新井 東六月町 足立

し 鹿浜1～8丁目 西新井 一ツ家1～4丁目 足立

島根1～4丁目 足立 日ノ出町 千住

新田1～3丁目 千住 平野1～3丁目 足立

神明1～3丁目 足立 ほ 保木間1～5丁目 足立

神明南1・2丁目 足立 保塚町 足立

せ 関原1～3丁目 西新井 堀之内1・2丁目 西新井

千住1～5丁目 千住 み 南花畑1～5丁目 足立

千住曙町 千住 宮城1・2丁目 千住

千住旭町 千住 む 六木1～4丁目 足立

千住大川町 千住 も 本木1・2丁目 西新井

千住河原町 千住 本木北町 西新井

千住寿町 千住 本木西町 西新井

千住桜木1・2丁目 千住 本木東町 西新井

千住関屋町 千住 本木南町 西新井

千住龍田町 千住 や 谷在家1～3丁目 西新井

千住仲町 千住 谷中1～5丁目 足立

千住中居町 千住 柳原1・2丁目 千住

千住橋戸町 千住 ろ 六町1～4丁目 足立

千住東1・2丁目 千住 六月1～3丁目 足立

千住緑町1～3丁目 千住

千住宮元町 千住 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

千住元町 千住 合わせ下さい。



消防署の管轄区域

板橋区 消防署 板橋区 消防署

あ 相生町 志村 ほ 本町 板橋

赤塚1～8丁目 志村 ま 前野町1～6丁目 志村

赤塚新町1～3丁目 志村 み 三園1・2丁目 志村

小豆沢1～4丁目 志村 南町 板橋

い 泉町 志村 南常盤台1・2丁目 板橋

板橋1～4丁目 板橋 宮本町 志村

稲荷台 板橋 む 向原1～3丁目 板橋

お 大原町 志村 や 大和町 板橋

大谷口1・2丁目 板橋 弥生町 板橋

大谷口上町 板橋 よ 四葉1・2丁目 志村

大谷口北町 板橋 わ 若木1～3丁目 志村

大山町 板橋

大山金井町 板橋

大山西町 板橋

大山東町 板橋 荒川区 消防署

か 加賀1・2丁目 板橋 あ 荒川1～8丁目 荒川

上板橋1～3丁目 板橋 に 西尾久1～7丁目 尾久

く 熊野町 板橋 西日暮里1～6丁目 荒川

こ 小茂根1～5丁目 板橋 ひ 東尾久1～8丁目 尾久

さ 幸町 板橋 東日暮里1～6丁目 荒川

栄町 板橋 ま 町屋1～8丁目 尾久

坂下1～3丁目 志村 み 南千住1～8丁目 荒川

桜川1～3丁目 板橋

し 清水町 志村 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

志村1～3丁目 志村 合わせ下さい。

新河岸1～3丁目 志村

た 大門 志村

高島平1～8丁目 志村

と 常盤台1～4丁目 板橋

徳丸1～8丁目 志村

な 中板橋 板橋

仲宿 板橋

中台1～3丁目 志村

中丸町 板橋

仲町 板橋

成増1～5丁目 志村

に 西台1～4丁目 志村

は 蓮根1～3丁目 志村

蓮沼町 志村

ひ 東坂下1・2丁目 志村

東新町1・2丁目 板橋

東山町 板橋

氷川町 板橋

ふ 富士見町 板橋

双葉町 板橋

舟渡1～4丁目 志村



消防署の管轄区域

江戸川区 消防署 江戸川区 消防署

い 一之江1～8丁目 江戸川 ま 松本1・2丁目 小岩

一之江町、宇喜田町、堀江町 葛西 み 瑞江1～4丁目 江戸川

え 江戸川1～4丁目 江戸川 南葛西1～7丁目 葛西

江戸川5・6丁目 葛西 南小岩1～8丁目 小岩

お 大杉1～4丁目 江戸川 南篠崎町1～5丁目 小岩

大杉5丁目1～29・32～37番 江戸川 や 谷河内1・2丁目 江戸川

大杉5丁目30・31番 小岩 り 臨海町1～6丁目 葛西

興宮町 小岩

か 上一色1～3丁目 小岩 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

上篠崎1～4丁目 小岩 合わせ下さい。

き 北葛西1～5丁目 葛西

北小岩1～8丁目 小岩

北篠崎1・2丁目 小岩

こ 小松川1～4丁目 江戸川

し 鹿骨1～6丁目 小岩

篠崎町1～6丁目 小岩

篠崎町7丁目1番 江戸川

篠崎町7丁目2～31番 小岩

篠崎町8丁目1・2・8～11番 江戸川

篠崎町8丁目3～7・12～15番 小岩

下篠崎町 小岩

せ 清新町1・2丁目 葛西

ち 中央1～4丁目 江戸川

な 中葛西1～8丁目 葛西

に 新堀1・2丁目 江戸川

西一之江1～4丁目 江戸川

西葛西1～8丁目 葛西

西小岩1～5丁目 小岩

西小松川町 江戸川

西篠崎1・2丁目 小岩

西瑞江3・4丁目 江戸川

西瑞江5丁目 葛西

は 春江町1～4丁目 江戸川

春江町5丁目 葛西

ひ 東葛西1～9丁目 葛西

東小岩1～6丁目 小岩

東小松川1～4丁目 江戸川

東篠崎1・2丁目 小岩

東松本1・2丁目 小岩

東瑞江1～3丁目 江戸川

平井1～7丁目 江戸川

ふ 二之江町 葛西

船堀1～7丁目 葛西

ほ 本一色1～3丁目 小岩

ま 松江1～7丁目 江戸川

松島1～4丁目 江戸川



消防署の管轄区域

大田区 消防署

い 池上1・2丁目 大森

池上3丁目1～11番、12・13番の各一部、14～41番 田園調布

池上3丁目12・13番の各一部 大森

池上4丁目1～24・29・30番 大森

池上4丁目25～28・31・32番 田園調布

池上5丁目1～22・25・26番 大森

池上5丁目23・24・27・28番 矢口

池上6丁目 田園調布

池上7丁目1～23・25・26・29番 田園調布

池上7丁目24・27・28・30・31番 矢口

池上8丁目1～19番 田園調布

池上8丁目20～27番 矢口

石川町1・2丁目 田園調布

う 鵜の木1～3丁目 田園調布

お 大森北1～6丁目 大森

大森中1～3丁目 大森

大森西1～6丁目 大森

大森西7丁目1～6番、7番の一部 大森

大森西7丁目7番の一部、8・9番 蒲田

大森東1～5丁目 大森

大森本町1・2丁目 大森

大森南1丁目1～3番、4・5・12番の各一部、13～16番、17・18番の各一部、19～24番 蒲田

大森南1丁目4・5番の各一部、6～11番、12・17・18番の各一部 大森

大森南2丁目1～16番、17番の一部、20～25番 大森

大森南2丁目17番の一部、18・19番 蒲田

大森南3～5丁目 大森

か 蒲田1～5丁目 蒲田

蒲田本町1・2丁目 蒲田

上池台1～5丁目 田園調布

き 北糀谷1・2丁目 蒲田

北千束1～3丁目 田園調布

北馬込1・2丁目 大森

北嶺町 田園調布

く 久が原1～6丁目 田園調布

け 京浜島1～3丁目 大森

さ 山王1～4丁目 大森

し 下丸子1～4丁目 矢口

城南島1～7丁目 大森

昭和島1・2丁目 大森

新蒲田1・2・3丁目 矢口

た 多摩川1・2丁目 矢口

ち 千鳥1丁目1～19番、20・21番の各一部、22番、23番の各一部、24～26番 田園調布

千鳥1丁目20番4号、21番1～4・13～20号、23番1～4・16～24号 矢口

千鳥2丁目1～4番、6番の一部、7～26番、28～35・37番 田園調布

千鳥2丁目5番、6番1～4・17～24号、27・36・38～41番 矢口

千鳥3丁目1～2番、3番4～29号、4～6番、7番1～6・11～24号、8～25番 矢口



消防署の管轄区域

大田区 消防署

ち 千鳥3丁目3・7番の各一部 田園調布

中央1～8丁目 大森

て 田園調布1～5丁目 田園調布

田園調布本町 田園調布

田園調布南 田園調布

と 東海1～6丁目 大森

な 仲池上1丁目 田園調布

仲池上2丁目1～16番、20～28番 田園調布

仲池上2丁目17～19・29・30番 大森

中馬込1～3丁目 大森

仲六郷1～4丁目 蒲田

に 西糀谷1～4丁目 蒲田

西蒲田1～8丁目 矢口

西馬込1・2丁目 大森

西嶺町 田園調布

西六郷1～4丁目 矢口

は 萩中1～3丁目 蒲田

羽田1～6丁目 蒲田

羽田旭町 蒲田

羽田空港1～3丁目 蒲田

ひ 東蒲田1・2丁目 蒲田

東糀谷1～6丁目 蒲田

東馬込1・2丁目 大森

東嶺町 田園調布

東矢口1丁目1～4・8番、9・10番の各一部 田園調布

東矢口1丁目5～7番、9番8～17号、10番1～7号、11～18番 矢口

東矢口2・3丁目 矢口

東雪谷1～5丁目 田園調布

東六郷1～3丁目 蒲田

ふ ふるさとの浜辺公園 大森

へ 平和島1～6丁目 大森

平和の森公園 大森

ほ 本羽田1～3丁目 蒲田

み 南蒲田1～3丁目 蒲田

南久が原1・2丁目 田園調布

南千束1～3丁目 田園調布

南馬込1～6丁目 大森

南雪谷1～5丁目 田園調布

南六郷1～3丁目 蒲田

や 矢口1・2・3丁目 矢口

ゆ 雪谷大塚町 田園調布

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

葛飾区 消防署 北区 消防署

あ 青戸1～8丁目 本田 あ 赤羽1～3丁目 赤羽

お 奥戸1～9丁目 本田 赤羽北1～3丁目 赤羽

お花茶屋1～3丁目 本田 赤羽台1～4丁目 赤羽

か 金町1～6丁目 金町 赤羽西1～6丁目 赤羽

金町浄水場 金町 赤羽南1・2丁目 赤羽

鎌倉1～4丁目 本田 い 岩淵町 赤羽

亀有1～5丁目 金町 う 浮間1～5丁目 赤羽

こ 小菅1～4丁目 本田 お 王子本町1～3丁目 王子

し 柴又1～7丁目 金町 王子1～6丁目 王子

白鳥1・2・4丁目 本田 か 上十条1～5丁目 王子

白鳥3丁目 金町 上中里1～3丁目 滝野川

新小岩1～4丁目 本田 神谷1～3丁目 赤羽

た 宝町1・2丁目 本田 き 岸町1・2丁目 王子

高砂1～5丁目 本田 桐ヶ丘1・2丁目 赤羽

高砂6～8丁目 金町 さ 栄町 滝野川

立石1～8丁目 本田 し 志茂1～5丁目 赤羽

に 新宿1～6丁目 金町 十条台1・2丁目 王子

西亀有1・2丁目 本田 十条仲原1～4丁目 王子

西亀有3・4丁目 金町 昭和町1～3丁目 滝野川

西新小岩1～5丁目 本田 た 滝野川1～7丁目 滝野川

西水元1～6丁目 金町 田端1～6丁目 滝野川

ひ 東金町1～8丁目 金町 田端新町1～3丁目 滝野川

東新小岩1～8丁目 本田 と 豊島1～8丁目 王子

東立石1～4丁目 本田 な 中里1～3丁目 滝野川

東堀切1～3丁目 本田 中十条1～4丁目 王子

東水元1～6丁目 金町 に 西が丘1～3丁目 赤羽

東四つ木1～4丁目 本田 西ケ原1～4丁目 滝野川

ほ 細田1～5丁目 本田 ひ 東十条1～6丁目 王子

堀切1～8丁目 本田 東田端1・2丁目 滝野川

み 水元1～5丁目 金町 ほ 堀船1～4丁目 王子

水元公園 金町

南水元1～4丁目 金町

よ 四つ木1～5丁目 本田

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

江東区 消防署 渋谷区 消防署

あ 青海1～4丁目 深川 う 上原1～3丁目 渋谷

有明1～4丁目 深川 鴬谷町 渋谷

い 石島 深川 宇田川町 渋谷

う 海辺 深川 え 恵比寿1～4丁目 渋谷

亀戸1～9丁目 城東 恵比寿西1･2丁目 渋谷

え 永代1・2丁目 深川 恵比寿南1～3丁目 渋谷

枝川1～3丁目 深川 お 大山町 渋谷

越中島1～3丁目 深川 か 神山町 渋谷

お 扇橋1～3丁目 深川 さ 桜丘町 渋谷

大島1～9丁目 城東 笹塚1～3丁目 渋谷

き 北砂1～7丁目 城東 猿楽町 渋谷

木場1～6丁目 深川 し 渋谷1～4丁目 渋谷

清澄1～3丁目 深川 松涛1･2丁目 渋谷

さ 佐賀1・2丁目 深川 神宮前1～6丁目 渋谷

猿江1・2丁目 深川 神泉町 渋谷

し 塩浜1・2丁目 深川 神南1･2丁目 渋谷

潮見1・2丁目 深川 せ 千駄ヶ谷1～6丁目 渋谷

東雲1・2丁目 深川 た 代官山町 渋谷

白河1～4丁目 深川 と 道玄坂1･2丁目 渋谷

新大橋1～3丁目 深川 富ヶ谷1･2丁目 渋谷

新木場1～4丁目 城東 な 南平台町 渋谷

新砂1～3丁目 城東 に 西原1～3丁目 渋谷

す 住吉1・2丁目 深川 は 幡ヶ谷1～3丁目 渋谷

せ 千石1～3丁目 深川 鉢山町 渋谷

千田 深川 初台1･2丁目 渋谷

た 高橋 深川 ひ 東1～4丁目 渋谷

辰巳1～3丁目 深川 広尾1～5丁目 渋谷

と 東陽1～7丁目 深川 ほ 本町1～6丁目 渋谷

常盤1・2丁目 深川 ま 円山町 渋谷

富岡1・2丁目 深川 も 元代々木町 渋谷

豊洲1～6丁目 深川 よ 代々木1～5丁目 渋谷

ひ 東砂1～8丁目 城東 代々木神園町1～4丁目 渋谷

平野1～4丁目 深川

ふ 深川1・2丁目 深川 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

福住1・2丁目 深川 合わせ下さい。

冬木 深川

古石場1～3丁目 深川

ぼ 牡丹1～3丁目 深川

み 南砂1～7丁目 城東

三好1～4丁目 深川

も 毛利1・2丁目 深川

森下1～5丁目 深川

門前仲町1・2丁目 深川

ゆ 夢の島1～3丁目 城東

わ 若洲1～3丁目 城東



消防署の管轄区域

品川区 消防署

え 荏原1丁目1・2・5・6・9・10・13・14番の各一部 品川

荏原1丁目1・2・5・6・9・10・13・14番の各一部 荏原

荏原1丁目3・4・7・8・11・12・15～25番 荏原

荏原2～7丁目 荏原

お 大井1丁目 大井

大井2丁目1番の一部、2～18番 大井

大井2丁目1番の一部 荏原

大井3～7丁目 大井

大崎1～5丁目 品川

か 勝島1～3丁目 大井

上大崎1～4丁目 品川

き 北品川1～6丁目 品川

こ 小山1丁目1～4番の各一部 品川

小山1丁目1～4番の各一部、5～11番 荏原

小山2～7丁目 荏原

小山台1丁目1～31番、32・33番の各一部 荏原

小山台1丁目32・33番の各一部 品川

小山台2丁目 荏原

と 戸越1丁目1～24番、25～27番の各一部、28番、29番の一部、30番 荏原

戸越1丁目25～27・29番の各一部、31番 品川

戸越2～6丁目 荏原

な 中延1～6丁目 荏原

に 西大井1～5丁目 大井

西大井6丁目1番 荏原

西大井6丁目2～18番 大井

西五反田1～8丁目 品川

西品川1丁目1～24番、25～27番の各一部、28～30番 荏原

西品川1丁目25～27番の各一部 品川

西品川2丁目1～8番、9番の一部、10～24番 品川

西品川2丁目9番の一部 荏原

西品川3丁目 品川

西中延1～3丁目 荏原

西大井1～5丁目 大井

は 旗の台1～6丁目 荏原

ひ 東大井1～6丁目 大井

東五反田1～5丁目 品川

東品川1～5丁目 品川

東中延1・2丁目 荏原

東八潮 大井

平塚1～3丁目 荏原

広町1丁目 品川

広町2丁目1番の一部 大井

広町2丁目1番の一部 品川

ふ 二葉1丁目1～20番、21・22番の各一部、23番 荏原

二葉1丁目21・22番の各一部 大井

二葉2丁目1～25番、26番の一部 荏原



消防署の管轄区域

品川区 消防署

ふ 二葉2丁目26番の一部 大井

二葉3丁目 荏原

二葉4丁目1～22番、23番の一部、24～27番 荏原

二葉4丁目23番の一部 大井

み 南大井1～6丁目 大井

南品川1～6丁目 品川

や 八潮2～5丁目 大井

八潮1丁目 品川

ゆ 豊町1丁目1番、2番の一部、3～18番 荏原

豊町1丁目2番の一部 品川

豊町2～6丁目 荏原

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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新宿区 消防署

あ 愛住町 四谷

赤城下町 牛込

赤城元町 牛込

揚場町 牛込

荒木町 四谷

い 市谷加賀町1・2丁目 牛込

市谷甲良町 牛込

市谷砂土原町1～3丁目 牛込

市谷左内町 牛込

市谷田町1～3丁目 牛込

市谷台町 牛込

市谷鷹匠町 牛込

市谷長延寺町 牛込

市谷仲之町 牛込

市谷八幡町 牛込

市谷船河原町 牛込

市谷本村町 牛込

市谷薬王寺町 牛込

市谷柳町 牛込

市谷山伏町 牛込

岩戸町 牛込

え 榎町 牛込

お 大久保1～3丁目 新宿

か 改代町 牛込

神楽河岸 牛込

神楽坂1～6丁目 牛込

霞ヶ丘町 四谷

霞岳町 四谷

片町 四谷

歌舞伎町1丁目1番の一部、ゴールデン街 四谷

歌舞伎町1丁目1番の一部 新宿

歌舞伎町2丁目 新宿

上落合1～3丁目 新宿

河田町 牛込

き 喜久井町 牛込

北町 牛込

北新宿1～4丁目 新宿

北山伏町 牛込

さ 細工町 牛込

坂町 四谷

左門町 四谷

し 信濃町 四谷

下落合1～4丁目 新宿

下宮比町 牛込

白銀町 牛込

新小川町 牛込



消防署の管轄区域

新宿区 消防署

し 新宿1・2丁目 四谷

新宿3丁目1～14番、15の一部、16番、17番の一部、30番、31番の一部、32番 四谷

新宿3丁目15・17番の一部、18～29番、31番の一部、33～38番 新宿

新宿4丁目 四谷

新宿5丁目1～12番、13・14番の一部、15～17番、18番の一部 四谷

新宿5丁目13・14・18番の一部 新宿

新宿6・7丁目 新宿

す 水道町 牛込

須賀町 四谷

住吉町1番、2番の一部、3～7番、8番の一部、9～15番 牛込

住吉町2・8番の各一部 四谷

た 大京町 四谷

高田馬場1～4丁目 新宿

簟笥町 牛込

つ 築地町 牛込

津久戸町 牛込

筑土八幡町 牛込

て 天神町 牛込

と 戸塚町1丁目※ 新宿

富久町 牛込

戸山1・2丁目 牛込

戸山3丁目1～14番、15～20番の一部 牛込

戸山3丁目15～20番の一部、21番 新宿

な 内藤町 四谷

中町 牛込

中井1・2丁目 新宿

中落合1～4丁目 新宿

中里町 牛込

納戸町 牛込

に 西落合1～4丁目 新宿

西五軒町 牛込

西新宿1～8丁目 新宿

二十騎町 牛込

西早稲田1丁目 新宿

西早稲田2丁目1番の一部、2番 牛込

西早稲田2丁目1番の一部、3～21番 新宿

西早稲田3丁目 新宿

は 馬場下町 牛込

原町1～3丁目 牛込

払方町 牛込

ひ 東榎町 牛込

東五軒町 牛込

百人町1～4丁目 新宿

ふ 袋町 牛込

舟町 四谷

へ 弁天町 牛込



消防署の管轄区域

新宿区 消防署

ほ 本塩町 四谷

み 南町 牛込

南榎町 牛込

南山伏町 牛込

南元町 四谷

や 山吹町 牛込

矢来町 牛込

よ 横寺町 牛込

余丁町1～7番、8番の一部、9～14番 牛込

余丁町8番の一部 新宿

四谷1～4丁目 四谷

四谷三栄町 四谷

わ 若葉1～3丁目 四谷

若松町 牛込

若宮町 牛込

早稲田町 牛込

早稲田鶴巻町 牛込

早稲田南町 牛込

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

杉並区 消防署 墨田区 消防署

あ 阿佐谷北1～6丁目 杉並 あ 吾妻橋1～3丁目 本所

阿佐谷南1～3丁目 杉並 い 石原1～4丁目 本所

天沼1～3丁目 荻窪 お 押上1丁目 本所

い 井草1～5丁目 荻窪 押上2丁目1～26番 本所

和泉1～4丁目 杉並 押上2丁目27～43番 向島

今川1～4丁目 荻窪 押上3丁目 向島

う 梅里1・2丁目 杉並 か 亀沢1～4丁目 本所

え 永福1～4丁目 杉並 き 菊川1～3丁目 本所

お 大宮1・2丁目 杉並 京島1～3丁目 向島

荻窪1・3丁目 杉並 錦糸1～4丁目 本所

荻窪2・4・5丁目 荻窪 こ 江東橋1～5丁目 本所

か 上井草1～4丁目 荻窪 す 墨田1～5丁目 向島

上荻1～4丁目 荻窪 た 太平1～4丁目 本所

上高井戸1～3丁目 杉並 立川1～4丁目 本所

く 久我山1～5丁目 荻窪 立花1～6丁目 向島

こ 高円寺北1～4丁目 杉並 ち 千歳1～3丁目 本所

高円寺南1～5丁目 杉並 つ 堤通1～2丁目 向島

し 清水1～3丁目 荻窪 な 業平1～5丁目 本所

下井草1～5丁目 荻窪 ひ 東駒形1～4丁目 本所

下高井戸1～5丁目 杉並 東墨田1～3丁目 向島

松庵1～3丁目 荻窪 東向島1～6丁目 向島

ぜ 善福寺1～4丁目 荻窪 ぶ 文花1～3丁目 向島

た 高井戸西1～3丁目 杉並 ほ 本所1～4丁目 本所

高井戸東1～4丁目 杉並 み 緑1～4丁目 本所

な 成田西1～4丁目 杉並 む 向島1～3丁目 本所

成田東1～5丁目 杉並 向島4丁目1～13番、17～30番 本所

に 西荻北1～5丁目 荻窪 向島4丁目14～16番 向島

西荻南1～4丁目 荻窪 向島5丁目（48～50番） 向島

は 浜田山1～4丁目 杉並 向島5丁目（48番～50番を除く） 本所

ほ 方南1・2丁目 杉並 や 八広1～6丁目 向島

堀ノ内1～3丁目 杉並 よ 横川1～5丁目 本所

本天沼1～3丁目 荻窪 横網1・2丁目 本所

ま 松の木1～3丁目 杉並 り 両国1～4丁目 本所

み 南荻窪1～4丁目 荻窪

宮前1～5丁目 荻窪

も 桃井1～4丁目 荻窪

わ 和田1～3丁目 杉並

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

世田谷区 消防署 世田谷区 消防署

あ 赤堤1～5丁目 世田谷 な 中町1～5丁目 玉川

い 池尻1～4丁目 世田谷 の 野毛1～3丁目 玉川

う 宇奈根1～3丁目 成城 野沢1～4丁目 世田谷

梅丘1～3丁目 世田谷 は 八幡山1～3丁目 成城

お 大蔵1～6丁目 成城 羽根木1・2丁目 世田谷

大原1・2丁目 世田谷 ひ 東玉川1・2丁目 玉川

岡本1～3丁目 成城 ふ 深沢1～8丁目 玉川

奥沢1～8丁目 玉川 船橋1～7丁目 成城

尾山台1～3丁目 玉川 ま 松原1～6丁目 世田谷

か 粕谷1～4丁目 成城 み 三宿1・2丁目 世田谷

鎌田1～4丁目 成城 南烏山1～6丁目 成城

上馬1～5丁目 世田谷 宮坂1～3丁目 世田谷

上北沢1～5丁目 世田谷 よ 用賀1～4丁目 玉川

上祖師谷1～7丁目 成城 わ 若林1～5丁目 世田谷

上野毛1～4丁目 玉川

上用賀1～6丁目 玉川 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

き 北烏山1～9丁目 成城 合わせ下さい。

北沢1～5丁目 世田谷

喜多見1～9丁目 成城

砧1～8丁目 成城

砧公園・給田1～5丁目 成城

経堂1～5丁目 世田谷

こ 豪徳寺1・2丁目 世田谷

駒沢1・2丁目 世田谷

駒沢3～5丁目 玉川

駒沢公園 玉川

さ 桜1～3丁目 世田谷

桜丘1～5丁目 世田谷

桜上水1～5丁目 世田谷

桜新町1・2丁目 玉川

三軒茶屋1・2丁目 世田谷

し 下馬1～6丁目 世田谷

新町1～3丁目 玉川

せ 成城1～9丁目 成城

瀬田1～5丁目 玉川

世田谷1～4丁目 世田谷

そ 祖師谷1～6丁目 成城

た 代沢1～5丁目 世田谷

太子堂1～5丁目 世田谷

代田1～6丁目 世田谷

玉川1～4丁目 玉川

玉川台1・2丁目 玉川

玉川田園調布1・2丁目 玉川

玉堤1・2丁目 玉川

ち 千歳台1～6丁目 成城

つ 弦巻1～5丁目 世田谷

と 等々力1～8丁目 玉川



消防署の管轄区域

台東区 消防署 中央区 消防署

あ 秋葉原 上野 あ 明石町 京橋

浅草1～7丁目 日本堤 い 入船1～3丁目 京橋

浅草橋1～5丁目 浅草 か 勝どき1～6丁目 臨港

い 池之端1～4丁目 上野 き 京橋1～3丁目 京橋

今戸1・2丁目 日本堤 ぎ 銀座1～8丁目 京橋

入谷1・2丁目 上野 し 新川1・2丁目 京橋

う 上野1～7丁目 上野 新富1・2丁目 京橋

上野公園 上野 ち 中央防波堤内側埋立地 臨港

上野桜木1・2丁目 上野 中央防波堤外側その1・2埋立地 臨港

か 雷門1・2丁目 浅草 つ 築地1～7丁目 京橋

き 北上野1・2丁目 上野 月島1～4丁目 臨港

清川1・2丁目 日本堤 佃1～3丁目 臨港

く 蔵前1～4丁目 浅草 と 豊海町 臨港

こ 小島1・2丁目 浅草 に 日本橋1～3丁目 日本橋

寿1～4丁目 浅草 オ 日本橋大伝馬町 日本橋

駒形1・2丁目 浅草 カ 日本橋蛎殻町1・2丁目 日本橋

し 下谷1～3丁目 上野 日本橋兜町 日本橋

せ 千束1丁目 日本堤 日本橋茅場町1～3丁目 日本橋

千束2丁目1～32番 日本堤 コ 日本橋小網町 日本橋

千束2丁目33～36番 上野 日本橋小伝馬町 日本橋

千束3～4丁目 日本堤 日本橋小舟町 日本橋

た 台東1～4丁目 上野 ト 日本橋富沢町 日本橋

と 鳥越1・2丁目 浅草 ナ 日本橋中州 日本橋

に 西浅草1・2丁目 浅草 ニ 日本橋人形町1～3丁目 日本橋

西浅草3丁目 日本堤 ハ 日本橋馬喰町1・2丁目 日本橋

日本堤1丁目 日本堤 日本橋箱崎町 日本橋

日本堤2丁目1～35番 日本堤 日本橋浜町1～3丁目 日本橋

日本堤2丁目36～39番 上野 ヒ 日本橋久松町 日本橋

ね 根岸1～5丁目 上野 ホ 日本橋堀留町1・2丁目 日本橋

は 橋場1・2丁目 日本堤 日本橋本石町1～4丁目 日本橋

花川戸1・2丁目 日本堤 日本橋本町1～4丁目 日本橋

ひ 東浅草1・2丁目 日本堤 ム 日本橋室町1～4丁目 日本橋

東上野1～5丁目 上野 ヨ 日本橋横山町 日本橋

東上野6丁目 浅草 は 八丁堀1～4丁目 京橋

ま 松が谷1・2丁目 浅草 浜離宮庭園 京橋

松が谷3丁目1～9番 浅草 晴海1～5丁目 臨港

松が谷3丁目10～23番 上野 ひ 東日本橋1～3丁目 日本橋

松が谷4丁目 上野 み 湊1～3丁目 京橋

み 三筋1・2丁目 浅草 や 八重洲1丁目 日本橋

三ノ輪1・2丁目 上野 八重洲2丁目 京橋

も 元浅草1～4丁目 浅草

や 谷中1～7丁目 上野

柳橋1・2丁目 浅草

り 竜泉1～3丁目 上野

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

千代田区 消防署 千代田区 消防署

1番町 麹町 こ 皇居外苑 丸の内

2番町 麹町 麹町1～6丁目 麹町

3番町 麹町 そ 外神田1～6丁目 神田

4番町 麹町 ち 千代田 丸の内

5番町 麹町 な 永田町1・2丁目 麹町

6番町 麹町 に 西神田1～3丁目 神田

い 飯田橋1～4丁目 麹町 は 隼町 麹町

岩本町1～3丁目 神田 ひ 東神田1～3丁目 神田

う 内神田1～3丁目 神田 一ツ橋1丁目 麹町

内幸町1・2丁目 丸の内 一ツ橋2丁目 神田

お 大手町1・2丁目 丸の内 日比谷公園 丸の内

か 鍛冶町1・2丁目 神田 平河町1・2丁目 麹町

霞が関1丁目 丸の内 ふ 富士見1・2丁目 麹町

霞が関2・3丁目 麹町 ま 丸の内1～3丁目 丸の内

ア 神田相生町 神田 ゆ 有楽町1・2丁目 丸の内

神田淡路町1・2丁目 神田

イ 神田和泉町 神田

神田岩本町 神田

オ 神田小川町1～3丁目 神田 豊島区 消防署

カ 神田鍛冶町3丁目 神田 い 池袋本町1～4丁目 池袋

キ 神田北乗物町 神田 池袋1～4丁目 池袋

コ 神田紺屋町 神田 か 要町1～3丁目 池袋

サ 神田佐久間河岸 神田 上池袋1～4丁目 豊島

神田佐久間町1～4丁目 神田 き 北大塚1～3丁目 豊島

神田猿楽町1・2丁目 神田 こ 駒込1～７丁目 豊島

シ 神田神保町1～3丁目 神田 す 巣鴨1～5丁目 豊島

ス 神田須田町1・2丁目 神田 せ 千川1～2丁目 池袋

神田駿河台1～4丁目 神田 ぞ 雑司が谷1～3丁目 豊島

タ 神田多町2丁目 神田 た 高田1～3丁目 豊島

ツ 神田司町2丁目 神田 高松1～3丁目 池袋

ト 神田富山町 神田 ち 千早1～4丁目 池袋

ニ 神田錦町1～3丁目 神田 な 長崎1～6丁目 池袋

神田西福田町 神田 に 西池袋1～5丁目 池袋

ネ 神田練塀町 神田 西巣鴨1～4丁目 豊島

ハ 神田花岡町 神田 ひ 東池袋1～5丁目 豊島

ヒ 神田東紺屋町 神田 み 南池袋1～4丁目 豊島

神田東松下町 神田 南大塚1～3丁目 豊島

神田平河町 神田 南長崎1～6丁目 池袋

マ 神田松永町 神田 め 目白1・2丁目 豊島

ミ 神田美倉町 神田 目白3～5丁目 池袋

神田三崎町1～3丁目 神田

神田美土代町 神田 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

き 紀尾井町 麹町 合わせ下さい。

北の丸公園 麹町

く 九段北1～4丁目 麹町

九段南1～4丁目 麹町



消防署の管轄区域

中野区 消防署

あ 新井1丁目1～3番の一部 中野

新井1丁目1～3番の一部、4～43番 野方

新井2～5丁目 野方

え 江古田1～5丁目 野方

江原町1～3丁目 野方

か 上鷺宮1～5丁目 野方

上高田1丁目1～3番、26・27・30・31番、34～37番の各一部 中野

上高田1丁目4～25番、28・29番、32～33番、34～37番の各一部、38～50番 野方

上高田2丁目1番の一部、2番、3番の一部、4～39番、40番の一部、41～58番 野方

上高田2丁目1・3・40番の各一部 中野

上高田3～5丁目 野方

さ 鷺宮1～6丁目 野方

し 白鷺1～3丁目 野方

ち 中央1～5丁目 中野

な 中野1～3丁目 中野

中野4丁目1～2番、6・7番の一部、8～10番、13～22番 中野

中野4丁目3～5番、6・7番の一部、11・12・23番 野方

中野5丁目1～67番、68番の一部、 中野

中野5丁目68番の一部 野方

中野6丁目 中野

ぬ 沼袋1～4丁目 野方

の 野方1～6丁目 野方

野方1・2丁目 野方

ひ 東中野1～5丁目 中野

ほ 本町1～6丁目 中野

ま 松が丘1・2丁目 野方

丸山1・2丁目 野方

み 南台1～5丁目 中野

や 大和1～4丁目 野方

弥生町1～6丁目 中野

わ 若宮1～3丁目 野方

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

練馬区 消防署 港区 消防署

あ 旭町1～3丁目 光が丘 あ 赤坂1～9丁目 赤坂

旭丘1・2丁目 練馬 麻布十番1～4丁目 麻布

お 大泉町1～6丁目 石神井 麻布台1～3丁目 麻布

大泉学園町1～9丁目 石神井 麻布永坂町 麻布

か 春日町1～6丁目 練馬 麻布狸穴町 麻布

上石神井1～4丁目 石神井 愛宕1・2丁目 芝

上石神井南町 石神井 か 海岸1～3丁目 芝

き 北町1～8丁目 光が丘 き 北青山1～3丁目 赤坂

こ 向山1～4丁目 練馬 こ 港南1～5丁目 高輪

小竹町1・2丁目 練馬 し 芝1～5丁目 芝

さ 栄町 練馬 芝浦1～4丁目 芝

桜台1～6丁目 練馬 芝公園1～4丁目 芝

し 下石神井1～6丁目 石神井 芝大門1・2丁目 芝

石神井町1～8丁目 石神井 白金1～6丁目 高輪

石神井台1～8丁目 石神井 白金台1～5丁目 高輪

せ 関町北1～5丁目 石神井 新橋1～6丁目 芝

関町南1～4丁目 石神井 た 台場1・2丁目 芝

関町東1～2丁目 石神井 高輪1～4丁目 高輪

た 高野台1～5丁目 光が丘 と 虎ノ門1丁目 芝

高松1～6丁目 光が丘 虎ノ門2丁目1・2・10番 赤坂

田柄1～5丁目 光が丘 虎ノ門2丁目3～9番 芝

立野町 石神井 虎ノ門3～5丁目 芝

と 土支田1～4丁目 光が丘 に 西麻布1～4丁目 麻布

豊玉上1・2丁目 練馬 西新橋1～3丁目 芝

豊玉北1～6丁目 練馬 は 浜松町1・2丁目 芝

豊玉中1～4丁目 練馬 ひ 東麻布1～3丁目 麻布

豊玉南1～3丁目 練馬 東新橋1・2丁目 芝

な 中村1～3丁目 練馬 み 三田1～5丁目 芝

中村北1～4丁目 練馬 南青山1～7丁目 赤坂

中村南1～3丁目 練馬 南麻布1～5丁目 麻布

に 西大泉1～6丁目 石神井 も 元赤坂1・2丁目 赤坂

西大泉町 石神井 元麻布1～3丁目 麻布

錦1・2丁目 練馬 ろ 六本木1～7丁目 麻布

ぬ 貫井1～5丁目 練馬

ね 練馬1～4丁目 練馬 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

は 羽沢1～3丁目 練馬 合わせ下さい。

早宮1～4丁目 練馬

ひ 東大泉1～7丁目 石神井

光が丘1～7丁目 光が丘

氷川台1～4丁目 練馬

ふ 富士見台1～4丁目 石神井

へ 平和台1～4丁目 練馬

み 南大泉1～6丁目 石神井

南田中1～5丁目 石神井

三原台1～3丁目 光が丘

や 谷原1～6丁目 光が丘



消防署の管轄区域

文京区 消防署

お 大塚1～6丁目 小石川

音羽1・2丁目 小石川

か 春日1・2丁目 小石川

こ 小石川1～5丁目 小石川

後楽1・2丁目 小石川

小日向1～4丁目 小石川

す 水道1・2丁目 小石川

せ 関口1～3丁目 小石川

千石1～4丁目 小石川

千駄木1～5丁目 本郷

に 西片1丁目1～18番、20番 本郷

西片1丁目19番、道路 小石川

西片2丁目 本郷

ね 根津1・2丁目 本郷

は 白山1丁目1・2・5～8・11～14・16～22番、23番の一部、29番の一部、30～37番 小石川

白山1丁目3・4・9・10・15番、23番の一部、24～28番、29番の一部 本郷

白山2～5丁目 小石川

ほ 本郷1丁目1～32番、35番の一部 本郷

本郷1丁目33・34番、35番の一部 小石川

本郷2～3丁目 本郷

本郷4丁目15番の一部 本郷

本郷4丁目15番の一部、春日駅 小石川

本郷5～7丁目 本郷

本駒込1丁目 本郷

本駒込2丁目1～8番、9番の一部、12～27番、28番の一部 本郷

本駒込2丁目9番の一部、10・11番、28番の一部、29番 小石川

本駒込3～5丁目 本郷

本駒込6丁目1～6番、7～12番の一部 小石川

本駒込6丁目7～12番の一部、13～25番 本郷

む 向丘1・2丁目 本郷

め 目白台1～3丁目 小石川

や 弥生1・2丁目 本郷

ゆ 湯島1～4丁目 本郷

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

目黒区 消防署

あ 青葉台1～4丁目 目黒

お 大岡山1･2丁目 目黒

大橋1･2丁目 目黒

か 柿の木坂1～3丁目 目黒

上目黒1～5丁目 目黒

こ 五本木1～3丁目 目黒

駒場1～4丁目 目黒

し 下目黒1～6丁目 目黒

自由が丘1～3丁目 目黒

せ 洗足1･2丁目 目黒

た 平町1･2丁目 目黒

鷹番1～3丁目 目黒

ち 中央町1･2丁目 目黒

な 中町1･2丁目 目黒

中根1･2丁目 目黒

中目黒1～5丁目 目黒

は 原町1･2丁目 目黒

ひ 東が丘1･2丁目 目黒

東山1～3丁目 目黒

碑文谷1～6丁目 目黒

み 三田1･2丁目 目黒

緑が丘1～3丁目 目黒

南1～3丁目 目黒

め 目黒1～4丁目 目黒

目黒本町1～6丁目 目黒

や 八雲1～5丁目 目黒

ゆ 祐天寺1･2丁目 目黒

   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）
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