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さいたま市　消防長 330-0061 さいたま市浦和区常盤6丁目1-28 048-833-1231 http://www.city.saitama.jp/006/015/040/index.html 埼玉県 さいたま市消防局

さいたま市　西消防署長 331-0078 西区西大宮3丁目48番地 048-623-1199 http://www.city.saitama.jp/nishi/005/003/p008213.html 埼玉県 さいたま市西区

さいたま市　北消防署長 331-0812 北区宮原町4丁目66番地14 048-654-3456 http://www.city.saitama.jp/kita/005/003/p008214.html 埼玉県 さいたま市北区

さいたま市　大宮消防署長 330-0834 大宮区天沼町1丁目893番地 048-648-6505 http://www.city.saitama.jp/omiya/005/003/p008215.html 埼玉県 さいたま市大宮区

さいたま市　見沼消防署長 337-0002 見沼区春野2丁目6番1号 048-687-0151 http://www.city.saitama.jp/minuma/005/003/p008216.html 埼玉県 さいたま市見沼区

さいたま市　中央消防署長 338-0002 中央区下落合5丁目7番18号 048-852-9119 http://www.city.saitama.jp/chuo/005/003/p008217.html 埼玉県 さいたま市中央区

さいたま市　桜消防署長 338-0837 桜区田島4丁目23番7号 048-836-0119 http://www.city.saitama.jp/sakura/005/003/p008218.html 埼玉県 さいたま市桜区

さいたま市　浦和消防署長 330-0061 浦和区常盤6丁目1番28号 048-833-1319 http://www.city.saitama.jp/urawa/005/003/p008219.html 埼玉県 さいたま市浦和区

さいたま市　南消防署長 336-0024 南区根岸3丁目10番7号 048-861-0119 http://www.city.saitama.jp/minami/005/003/p008220.html 埼玉県 さいたま市南区

さいたま市　緑消防署長 336-0923 緑区大字大間木472番地 048-873-0119 http://www.city.saitama.jp/midori/005/003/p008221.html 埼玉県 さいたま市緑区

さいたま市　岩槻消防署長 339-0043 岩槻区城南1丁目2番3号 048-797-0119 http://www.city.saitama.jp/iwatsuki/005/003/p008222.html 埼玉県 さいたま市岩槻区

熊谷市　消防長 360-0811 熊谷市原島675-1 048-501-0119 http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/syobo/index.html 埼玉県 熊谷市消防本部

熊谷市　熊谷消防署長 360-0811 熊谷市原島675-1 048-501-0120 http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/syobo/honbusosiki/kumagayasyoubousyo.html 埼玉県

熊谷市　中央消防署長 360-0031 熊谷市末広2-134 048-528-0119 http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/syobo/honbusosiki/tyuuousyoubousyo.html 埼玉県

熊谷市　妻沼消防署長 360-0201 熊谷市妻沼1720-1 048-567-0119 http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/syobo/honbusosiki/menuma-fd.html 埼玉県

川口市　消防長 333-0848 川口市芝下2-1-1 048-261-3119 http://www.kawasho119.jp/ 埼玉県 川口市消防局

川口市南消防署長 332-0012 川口市本町2-4-39 048-222-8281 http://www.kawasho119.jp/summary/minami/ 埼玉県

川口市北消防署長 333-0848 川口市芝下2-1-1 048-261-3173 http://www.kawasho119.jp/summary/kita/ 埼玉県

行田市　消防長 361-0023 行田市長野4389-1 048-550-2119 https://www.city.gyoda.lg.jp/gyosejoho/gaiyo/soshiki/shobo/index.html 埼玉県 行田市消防本部／消防署

春日部市　消防長 344-0035 春日部市谷原新田2097番地1 048-738-3111 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisei/gaiyou/soshikiannai/shoubou/index.html 埼玉県 春日部市消防本部

春日部市　春日部消防署長 344-0035 春日部市谷原新田2097番地1 048-738-3119 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisei/gaiyou/soshikiannai/shoubou/kasukabe-fs.html 埼玉県

春日部市　庄和消防署 344-0117 春日部市金崎914番地1 048-746-5080 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisei/gaiyou/soshikiannai/shoubou/shouwa-fs.html 埼玉県

羽生市　消防長 348-0065 羽生市大字藤井下組990-1 048-565-1919 http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2009060103179/ 埼玉県 羽生市消防本部／消防署

深谷市消防本部　消防長 366-0029 深谷市上敷免858 048-571-0119 http://www.city.fukaya.saitama.jp/shobo/ 埼玉県
深谷市消防本部（深谷市、寄
居町）

深谷市　深谷消防署 366-0029 深谷市上敷免858 048-571-0916 http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/shobo/fukayashobosho/index.html 埼玉県

深谷市　花園消防署 369-1246 深谷市小前田537 048-584-0119 http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/shobo/hanazonoshobosho/index.html 埼玉県

上尾市　消防長 362-0013 上尾市大字上尾村537 048-775-1311 http://www.city.ageo.lg.jp/site/shoubou/ 埼玉県 上尾市消防本部

上尾市　東消防署長 362-0013 上尾市大字上尾村537 048-775-1310 http://www.homemate-research-fire-department.com/dtl/00000000000000114157/ 埼玉県

上尾市　西消防署長 362-0067 上尾市中分1丁目232 048-725-2624 http://www.homemate-research-fire-department.com/dtl/00000000000000113573/ 埼玉県

越谷市　消防長 343-0025 越谷市大沢2-10-15 048-974-0102 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/syobohonbu/index.html 埼玉県 越谷市消防本部／消防署

蕨市　消防長 335-0005 蕨市錦町5-1-22 048-441-0119 https://www.city.warabi.saitama.jp/hp/menu000010400/hpg000010303.htm 埼玉県 蕨市消防本部／消防署

戸田市　消防長 335-0021 戸田市新曽1875-1 048-420-2119 http://www.city.toda.saitama.jp/site/firedepartment/ 埼玉県 戸田市消防本部／消防署

三郷市　消防長 341-0038 三郷市中央5-45-4 048-952-1211 http://www.city.misato.lg.jp/shobo/index.html 埼玉県 三郷市消防本部／消防署

蓮田市　消防長 349-0133 蓮田市閏戸178-1 048-768-0119 http://www.city.hasuda.saitama.jp/kurashi/shobo/ 埼玉県 蓮田市消防本部／消防署

伊奈町消防本部　消防長 362-0806 北足立郡伊奈町小室4885 048-722-8111 http://www.town.saitama-ina.lg.jp/category/11-0-0-0-0.html 埼玉県 伊奈町消防本部／消防署

朝霞地区一部事務組合 埼玉県南西部消防本部　消防長 351-0023 朝霞市溝沼一丁目2番27号 048-460-0119 https://www.kennanseibu119.jp/firedepartment/ 埼玉県
埼玉県南西部消防本部（朝霞
市・志木市・和光市・新座市）

朝霞地区一部事務組合 　朝霞消防署長 351-0023 朝霞市溝沼一丁目2番27号 048-463-0119 https://www.kennanseibu119.jp/firedepartment/about/cat30/shisetu_asaka.html 埼玉県 朝霞市

朝霞地区一部事務組合 　志木消防署長 353-0004 志木市本町一丁目3番1号 048-472-0119 https://www.kennanseibu119.jp/firedepartment/about/cat30/shisetu_shiki.html 埼玉県 志木市

朝霞地区一部事務組合 　和光消防署長 351-0106 和光市広沢1番3号 048-461-0119 https://www.kennanseibu119.jp/firedepartment/about/cat30/shisetu_wakou.html 埼玉県 和光市
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朝霞地区一部事務組合 　新座消防署長 352-0011 新座市野火止二丁目9番45号 048-482-0119 https://www.kennanseibu119.jp/firedepartment/about/cat30/shisetu_niiza.html 埼玉県 新座市

秩父広域市町村圏組合 　秩父消防本部　消防長 368-0021 秩父市下宮地町10-25 0494-21-0119 http://www.c-kouiki.jp/cfd/ 埼玉県
秩父消防本部（秩父市・横瀬
町・皆野町・長瀞町・小鹿野

秩父広域市町村圏組合 　秩父消防署長 368-0021 秩父市下宮地町10-25 0494-21-0119 https://www.c-kouiki.jp/cfd/honbu/ 埼玉県

入間東部地区事務組合 　消防本部　消防長 356-0058 ふじみ野市大井中央1丁目1-19 049-261-6000 http://www.irumatohbu119.jp/shobo/index.html 埼玉県
入間東部地区事務組合消防
本部（富士見市・ふじみ野市・
三芳町）

入間東部地区事務組合 　消防本部　西消防署長 356-0058 ふじみ野市大井中央1丁目1-19 049-261-5837 埼玉県

入間東部地区事務組合 　消防本部　東消防署長 354-0021 富士見市鶴馬1850-1 049-255-4119 埼玉県

吉川松伏消防組合 　消防本部　消防長 342-0016 吉川市大字会野谷481番地 048-982-3931 http://www.yoshimatsu-119.jp/ 埼玉県
吉川松伏消防組合消防本部
（吉川市・松伏町）

吉川松伏消防組合 　消防本部　吉川消防署長 342-0016 吉川市大字会野谷481番地 048-982-3931 埼玉県

吉川松伏消防組合 　消防本部　松伏消防署長 343‐0111 北葛飾郡松伏町大字松伏813番地 048‐991‐2231 埼玉県

児玉郡市広域消防本部　消防長 367-0035 本庄市西富田904-3 0495-24-0119 http://www.kodamakouiki.jp/syoubouindex/syoubouhomepage.html 埼玉県
児玉郡市広域消防本部（本庄
市・美里町・神川町・上里町）

児玉郡市広域消防本部 　中央消防署長 367-0035 本庄市西富田904-3 0495-24-8395 埼玉県

坂戸・鶴ヶ島消防組合　消防長 350-0221 坂戸市鎌倉町16-16 049-281-3119 http://sakatsuru119.jp/ 埼玉県
坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本
部（坂戸市・鶴ヶ島市）

坂戸・鶴ヶ島消防組合 　坂戸消防署長 350-0221 坂戸市鎌倉町16-16 049-281-3494 埼玉県

坂戸・鶴ヶ島消防組合 　鶴ヶ島消防署長 350-2217 鶴ヶ島市大字三ッ木378番地2 049-285-3119 埼玉県

比企広域消防本部　消防長 355-0073 東松山市上野本1300-1 0493-23-2266 http://www.hiki-saitama.jp/119/ 埼玉県
比企広域消防本部（東松山
市・滑川町・嵐山町・小川町・
吉見町・ときがわ町・東秩父

比企広域消防本部 　東松山消防署長 355-0073 東松山市上野本1300-1 0493-23-2269 埼玉県

比企広域消防本部 　小川消防署長 355-0312 小川町上横田1247-2 0493-72-3565 埼玉県

川越地区消防組合　消防長 350-0823 川越市神明町48-4 049-222-0700 http://www.119kawagoechiku.jp/ 埼玉県
川越地区消防局（川越市、川
島町）

川越地区消防組合 　川越北消防署長 350-0823 川越市神明町48-4 049-222-0700 埼玉県

川越地区消防組合 　川越中央消防署長 350-1125 川越市新宿町2丁目14番地7 049-242-2365 埼玉県

川越地区消防組合 　川越西消防署長 350-1108 川越市伊勢原町5丁目3番地 049-231-2066 埼玉県

川越地区消防組合 　川島消防署長 350-0131 比企郡川島町大字平沼888番地 049-297-1891 埼玉県

埼玉県央広域消防本部　消防長 365-0062 鴻巣市箕田1638-1 048-597-2002 http://www.ken-o.or.jp/firehead/index.html 埼玉県
埼玉県央広域消防本部（鴻巣
市、桶川市、北本市）

埼玉県央広域消防本部 　鴻巣消防署長 365-0062 鴻巣市箕田1638-1 048-597-2005 埼玉県 鴻巣市

埼玉県央広域消防本部 　桶川消防署長 363-0011 桶川市北1丁目25番23号 048-773-1190 埼玉県 桶川市

埼玉県央広域消防本部 　北本消防署長 364-0032 北本市緑3丁目396番地 048-592-5005 埼玉県 北本市

西入間広域消防組合　消防長 350-0441 入間郡毛呂山町大字岩井2451 049-295-0119 http://www.119nishiiruma.jp/ 埼玉県
西入間広域消防組合消防本
部／消防署（毛呂山長、越生
町、鳩山町）

埼玉西部消防組合　消防長 359-1118 所沢市けやき台1-13-11 04-2924-0119 http://www.saisei119.jp/ 埼玉県
埼玉西部消防局（所沢市、飯
能市、狭山市、入間市、日高

埼玉西部消防組合 　所沢中央消防署長 359-1118 所沢市けやき台1-13-11 04-2929-9125 http://www.saisei119.jp/shisetsu/shobosho/000368.html 埼玉県

埼玉西部消防組合 　所沢東消防署長 359-0025 所沢市大字上安松974番地の1 04-2998-1190 http://www.saisei119.jp/shisetsu/shobosho/000371.html 埼玉県

埼玉西部消防組合 　狭山消防署長 350-1333 狭山市大字上奥富1172番地 04-2953-7111 http://www.saisei119.jp/shisetsu/shobosho/000373.html 埼玉県 狭山市

埼玉西部消防組合 　入間消防署長 358-0026 入間市大字小谷田581番地 04‐2962‐7255 http://www.saisei119.jp/shisetsu/shobosho/000377.html 埼玉県 入間市

埼玉西部消防組合 　飯能日高消防署長 357-0015 飯能市大字小久保291番地 042-973-9119 http://www.saisei119.jp/shisetsu/shobosho/000380.html 埼玉県 飯能市、日高市

埼玉東部消防組合　消防長 346-0021 久喜市上早見396 0480-21-0119 http://saitamatobu-119.jp/stfb/ 埼玉県
埼玉東部消防組合消防局（加
須市、久喜市、幸手市、白岡
市、宮代町、杉戸町）
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埼玉東部消防組合 　久喜消防署長 346-0021 久喜市上早見396番地 0480-21-0190 http://saitamatobu-119.jp/stfb/sosiki/gaiyo/map/0100.html 埼玉県 久喜市

埼玉東部消防組合 　加須消防署長 347-0011 加須市北小浜780番地1 0480-61-0119 http://saitamatobu-119.jp/stfb/sosiki/gaiyo/map/0310.html 埼玉県 加須市

埼玉東部消防組合 　幸手消防署長 340-0114 幸手市東4丁目5番10号 0480-42-9119 http://saitamatobu-119.jp/stfb/sosiki/gaiyo/map/0410.html 埼玉県 幸手市

埼玉東部消防組合 　白岡消防署長 349-0214 白岡市寺塚162番地1 0480-92-1800 http://saitamatobu-119.jp/stfb/sosiki/gaiyo/map/0510.html 埼玉県 白岡市

埼玉東部消防組合 　杉戸消防署長 345-0024 杉戸町大字堤根4750番地1 0480-33-0119 http://saitamatobu-119.jp/stfb/sosiki/gaiyo/map/0610.html 埼玉県 杉戸町

埼玉東部消防組合 　宮代消防署長 345-0831 宮代町大字須賀650番地1 0480-34-0119 http://saitamatobu-119.jp/stfb/sosiki/gaiyo/map/0710.html 埼玉県 宮代町

草加八潮消防組合　消防長 340-0012 草加市神明2-2-2 048-924-0119 http://soka-yashio119.jp/ 埼玉県
草加八潮消防局（草加市、八
潮市）

草加八潮消防組合 　草加消防署長 340-0012 草加市神明2-2-2 048-924-0119 http://soka-yashio119.jp/facility/honbu.html 埼玉県 草加市

草加八潮消防組合 　八潮消防署長 340-0802 八潮市大字鶴ケ曽根1185番地 048-996-0119 http://soka-yashio119.jp/facility/yashio.html 埼玉県 八潮市



消防署の管轄区域

上尾市 消防署 上尾市 消防署

あ 上尾下（大字） 東 に 西宮下1～4丁目 西

上尾宿（大字） 東 西門前（大字） 東

上尾村（大字） 東 は 原市北1丁目 東

浅間台1～4丁目 西 原市中1・3丁目 東

東町1～3丁目 東 原市（大字） 東

畔吉（大字） 西 原新町 東

愛宕1・2丁目 東 ひ 日の出1丁目 西

愛宕3丁目 西 日の出2～4丁目 東

い 泉台1～3丁目 西 平方領々家（大字） 西

壱丁目（大字） 西 平方（大字） 西

井戸木1～4丁目 西 平塚1・2丁目 東

今泉一丁目 西 平塚（大字） 東

今泉（大字） 西 ふ 藤波1～4丁目 西

う 上野本郷（大字） 西 富士見1・2丁目 西

上野（大字） 西 二ツ宮 東

お 大谷本郷（大字） 西 へ 弁財1・2丁目 西

沖ノ上（大字） 西 ほ 本町1～6丁目 東

か 柏座1丁目1番～4番 東 み 緑丘1～5丁目 東

柏座1丁目7番～13番 西 南（大字） 東

柏座2～4丁目 西 宮本町 東

春日1・2丁目 西 む 向山1～4丁目 西

上町1・2丁目 東 向山（大字） 西

上平中央1～3丁目 東 や 谷津1・2丁目 西

上（大字） 東 り 領家（大字） 西

川1・2丁目 西

瓦葺（大字） 東 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

川（大字） 西 合わせ下さい。

く 久保（大字） 東

こ 小泉1～9丁目 西

小泉（大字） 西

小敷谷（大字） 西

五番町 東

さ 栄町 西

し 地頭方（大字） 西

す 須ヶ谷1～3丁目 東

菅谷1～6丁目 東

菅谷（大字） 東

つ 堤崎（大字） 西

と 戸崎（大字） 西

な 中新井（大字） 西

仲町1・2丁目 東

中妻1～5丁目 西

中妻（大字） 東

中分1～6丁目 西

に 西貝塚（大字） 西

錦町 東



消防署の管轄区域

川口市 消防署 川口市 消防署

あ 青木1～5丁目 南 さ 坂下町1～4丁目 南

赤井1～4丁目 南 桜町1～6丁目 南

赤井（大字） 南 差間1～3丁目 北

赤芝新田（大字） 北 差間（大字） 北

赤山（大字） 北 里（大字） 南

朝日1～6丁目 南 し 芝1～5丁目 北

新井宿（大字） 北 芝下1～3丁目 北

新井町 南 芝新町 北

荒川町 南 芝園町 北

安行北谷（大字） 南 芝高木1・2丁目 北

安行吉蔵（大字） 南 芝塚原1・2丁目 北

安行小山（大字） 南 芝中田1・2丁目 北

安行慈林（大字） 南 芝西1・2丁目 北

安行出羽1～5丁目 南 芝東町 北

安行藤八（大字） 南 芝樋ノ爪1・2丁目 北

安行西立野（大字） 南 芝富士1・2丁目 北

安行原（大字） 南 芝宮根町 北

安行吉岡（大字） 南 芝（大字） 北

安行領家（大字） 南 す 末広1～3丁目 南

安行領在家（大字） 北 ち 長蔵1～3丁目 北

安行領根岸（大字） 北 長蔵新田（大字） 北

安行（大字） 南 つ 辻（大字） 南

い 飯塚1～4丁目 南 と 藤兵衛新田（大字） 北

飯原町 南 戸塚1～6丁目 北

伊刈（大字） 北 戸塚境町 北

石神（大字） 北 戸塚鋏町 北

え 江戸1～3丁目 南 戸塚東1～4丁目 北

江戸袋1・2丁目 南 戸塚南1～5丁目 北

お 大竹（大字） 南 戸塚（大字） 北

か 金山町 南 な 中青木1～5丁目 南

上青木1～6丁目 北 仲町 南

上青木町4丁目 北 並木1～4丁目 南

上青木西1～5丁目 北 並木元町 南

川口1～6丁目 南 に 新堀町 南

河原町 南 新堀（大字） 南

き 木曽呂（大字） 北 西青木1～5丁目 南

北園町 北 西新井宿（大字） 北

北原台1～3丁目 北 西川口1～6丁目 南

久左衛門新田（大字） 北 西立野（大字） 北

行衛（大字） 北 は 榛松1～3丁目 南

け 源左衛門新田（大字） 北 榛松（大字） 南

こ 神戸（大字） 北 蓮沼（大字） 南

小谷場（大字） 北 八幡木1～3丁目 南

さ 在家町 北 鳩ヶ谷本町1～4丁目 南

幸町1～3丁目 南 鳩ヶ谷緑町1・2丁目 南

栄町1～3丁目 南 原町 南



消防署の管轄区域

川口市 消防署

ひ 東内野（大字） 北

東貝塚（大字） 南

東川口1～6丁目 北

東本郷1・2丁目 南

東本郷（大字） 南

東領家1～5丁目 南

ふ 舟戸町 南

ほ 本町1～4丁目 南

本蓮1～4丁目 南

本前川1～3丁目 北

ま 前上町 北

前川1～4丁目 北

前川町3・4丁目 北

前田（大字） 南

前野宿（大字） 南

み 道合（大字） 北

三ツ和1～3丁目 南

緑町 南

南町1・2丁目 南

南鳩ヶ谷1～8丁目 南

南前川1・2丁目 北

峯（大字） 南

宮町 南

も 元郷1～6丁目 南

や 柳崎1～5丁目 北

柳根町 北

弥平1～4丁目 南

り 領家1～5丁目 南

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

川越市 消防署 川越市 消防署

あ 安比奈新田（大字） 川越西 か 川越（大字） 川越北

青柳（大字） 川越中央 川鶴1～3丁目 川越西

旭町1～3丁目 川越中央 かわつる三芳野 川越西

天沼新田（大字） 川越西 き 岸町1～3丁目 川越中央

新宿町1～6丁目 川越中央 岸（大字） 川越中央

新宿（大字） 川越中央 北田島（大字） 川越北

い 池辺（大字） 川越中央 喜多町 川越北

伊佐沼（大字） 川越北 木野目（大字） 川越北

石田本郷（大字） 川越北 く 久下戸（大字） 川越北

石田（大字） 川越北 鯨井新田（大字） 川越西

石原町1・2丁目 川越北 鯨井（大字） 川越西

泉町 川越北 久保町 川越北

伊勢原町1～5丁目 川越西 熊野町 川越中央

稲荷町 川越中央 郭町1・2丁目 川越北

今泉（大字） 川越北 こ 広栄町 川越中央

今成1～4丁目 川越北 小仙波町1～3丁目 川越北

今福（大字） 川越中央 小仙波町4・5丁目 川越中央

う 牛子（大字） 川越北 小仙波（大字） 川越中央

上戸新町 川越西 小堤（大字） 川越西

上戸（大字） 川越西 寿町1・2丁目 川越中央

お 扇河岸（大字） 川越中央 小中居（大字） 川越北

大仙波新田（大字） 川越中央 小室（大字） 川越中央

大仙波（大字） 川越中央 さ 幸町 川越北

太田ケ谷（大字） 川越西 栄（大字） 川越西

大塚1・2丁目 川越中央 三久保町 川越北

大塚新田（大字） 川越中央 三光町 川越北

大塚新町 川越中央 し 鹿飼（大字） 川越北

大手町 川越北 志多町 川越北

大中居（大字） 川越北 渋井（大字） 川越北

大袋新田（大字） 川越中央 清水町 川越中央

大袋（大字） 川越中央 下赤坂（大字） 川越中央

小ケ谷（大字） 川越中央 下老袋（大字） 川越北

御成町 川越北 下小坂（大字） 川越西

か 萱沼（大字） 川越北 下新河岸（大字） 川越中央

笠幡（大字） 川越西 下広谷（大字） 川越西

かし野台1・2丁目 川越中央 下松原（大字） 川越中央

霞ケ関北1～6丁目 川越西 城下町 川越北

霞ケ関東1～5丁目 川越西 新富町1丁目 川越北

かすみ野1～3丁目 川越西 新富町2丁目 川越中央

上老袋（大字） 川越北 神明町 川越北

上新河岸（大字） 川越中央 す 末広町1～3丁目 川越北

上寺山（大字） 川越北 菅間（大字） 川越北

上野田町 川越中央 菅原町 川越中央

上広谷（大字） 川越西 砂久保（大字） 川越中央

上松原（大字） 川越中央 砂新田1～6丁目 川越中央

鴨田（大字） 川越北 砂新田（大字） 川越中央



消防署の管轄区域

川越市 消防署 川越市 消防署

す 砂（大字） 川越中央 ふ 富士見（大字） 川越西

諏訪町 川越中央 藤原町 川越中央

せ 仙波町1～4丁目 川越中央 古市場（大字） 川越北

た 高島（大字） 川越北 古谷上（大字） 川越北

竹野（大字） 川越西 古谷本郷（大字） 川越北

田町 川越北 ま 増形（大字） 川越中央

つ 月吉町 川越北 松江町1・2丁目 川越北

て 寺井（大字） 川越北 松郷（大字） 川越北

寺尾（大字） 川越中央 的場1・2丁目 川越西

寺山（大字） 川越北 的場北1・2丁目 川越西

と 東明寺（大字） 川越北 的場新町 川越西

通町 川越中央 的場（大字） 川越西

豊田新田（大字） 川越中央 み 南大塚1～6丁目 川越中央

豊田町1～3丁目 川越中央 南大塚（大字） 川越中央

豊田本1・2丁目 川越中央 南台1～3丁目 川越中央

豊田本（大字） 川越中央 南田島（大字） 川越北

問屋町 川越北 南通町 川越中央

な 中老袋（大字） 川越北 宮下町1・2丁目 川越北

中台1～3丁目 川越中央 宮元町 川越北

中台南1～3丁目 川越中央 む むさし野 川越中央

中台元町1・2丁目 川越中央 むさし野南 川越中央

仲町 川越北 も 元町1・2丁目 川越北

中原町1・2丁目 川越北 や 八ツ島（大字） 川越北

中福東 川越中央 谷中（大字） 川越北

中福（大字） 川越中央 山城（大字） 川越中央

並木新町 川越北 山田（大字） 川越北

並木西町 川越北 よ 吉田新町1～3丁目 川越西

並木（大字） 川越北 吉田（大字） 川越西

に 西小仙波町1丁目 川越北 芳野台1～3丁目 川越北

西小仙波町2丁目 川越中央 四都野台 川越中央

日東町 川越中央 れ 連雀町 川越北

の 野田町1・2丁目 川越中央 ろ 六軒町1・2丁目 川越北

野田（大字） 川越北 わ 脇田新町 川越中央

ひ 東田町 川越中央 脇田本町 川越中央

東本宿（大字） 川越北 脇田町 川越中央

氷川町 川越北

平塚新田（大字） 川越西

平塚（大字） 川越西

広谷新町 川越西 比企郡川島町 消防署

ふ 府川（大字） 川越北 か 川島町　全域 川島

福田（大字） 川越北

藤木町 川越北 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

藤倉1・2丁目 川越中央 合わせ下さい。

藤倉（大字） 川越中央

藤間（大字） 川越中央

富士見町 川越中央
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熊谷市 消防署 熊谷市 消防署

あ 相上 中央 く 久保島 熊谷

赤城町1～3丁目 中央 熊谷 中央

曙町1～5丁目 中央 こ 小泉 中央

い 飯塚 妻沼 肥塚の一部 熊谷

池上 中央 肥塚の一部 中央

石原の一部 熊谷 肥塚1～4丁目 中央

石原の一部 中央 江南中央1～3丁目 熊谷

石原1～3丁目 中央 小島 熊谷

伊勢町 中央 小八林 中央

板井 熊谷 さ 桜木町1・2丁目 中央

市ノ坪 妻沼 桜町1・2丁目 中央

今井 熊谷 佐谷田 中央

え 江波 妻沼 し 塩 熊谷

榎町 中央 柴 熊谷

円光1・2丁目 中央 四方寺 熊谷

お 小江川 熊谷 下恩田 中央

大麻生 熊谷 下川上 中央

太井 中央 下奈良 熊谷

大塚 中央 下増田 熊谷

大野 妻沼 拾六間 熊谷

大原1～3丁目 中央 新川 中央

大原4丁目 熊谷 す 末広1～4丁目 中央

押切 熊谷 須賀広 熊谷

小曽根 熊谷 せ 瀬南 中央

男沼 妻沼 善ヶ島 妻沼

か 柿沼 熊谷 千代 熊谷

籠原南1～3丁目 熊谷 た 代 熊谷

冑山 中央 高本 中央

鎌倉町 中央 高柳 熊谷

上江袋 妻沼 田島 妻沼

上恩田 中央 玉井 熊谷

上川上 中央 玉井1～5丁目 熊谷

上新田 熊谷 玉井南1～3丁目 熊谷

上須戸 妻沼 玉作 中央

上中条 熊谷 俵瀬 妻沼

上奈良 熊谷 ち 中央1～5丁目 中央

上根 妻沼 つ 月見町1・2丁目 中央

上之 中央 筑波1～3丁目 中央

川原明戸 熊谷 津田 中央

河原町1・2丁目 中央 津田新田 中央

き 吉所敷 中央 て 出来島 妻沼

銀座1～7丁目 中央 手島 中央

く 久下 中央 と 道ケ谷戸 妻沼

久下1～4丁目 中央 戸出 中央

葛和田 妻沼 問屋町1～4丁目 中央

屈戸 中央 な 永井太田 妻沼
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熊谷市 消防署 熊谷市 消防署

な 中恩田 中央 み 宮町1・2丁目 中央

中曽根 中央 宮前町1・2丁目 中央

仲町 中央 宮本町 中央

中奈良 熊谷 む 向谷 中央

中西1～4丁目 中央 村岡の一部 熊谷

奈良新田 熊谷 村岡の一部 中央

成沢 熊谷 め 妻沼 妻沼

に 新島 熊谷 妻沼小島 妻沼

新堀 熊谷 妻沼台 妻沼

新堀新田 熊谷 妻沼中央 妻沼

西城 妻沼 妻沼西1・2丁目 妻沼

西野 妻沼 妻沼東1～5丁目 妻沼

西別府 熊谷 や 楊井 中央

ぬ 沼黒 中央 八木田 妻沼

の 野原の一部 熊谷 八ツ口 妻沼

野原の一部 中央 弥藤吾 妻沼

は 箱田 中央 弥生1・2丁目 中央

箱田1～7丁目 中央

原井 妻沼 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

原島 熊谷 合わせ下さい。

ひ 東別府 熊谷

日向 妻沼

樋春 熊谷

平塚新田の一部 熊谷

平塚新田の一部 中央

平戸 中央

広瀬の一部 熊谷

広瀬の一部 中央

ふ 武体 熊谷

船木台1～5丁目 中央

へ 別府1～5丁目 熊谷

弁財 妻沼

ほ 星川1・2丁目 中央

本石1・2丁目 中央

本町1・2丁目 中央

ま 万吉の一部 熊谷

万吉の一部 中央

間々田 妻沼

万平町1・2丁目 中央

み 御稜威ケ原 熊谷

三ケ尻 熊谷

御正新田 熊谷

三本 熊谷

美土里町1～3丁目 熊谷

箕輪 中央

見晴町 中央



消防署の管轄区域

所沢市 消防署 所沢市 消防署

あ 青葉台 所沢中央 と 所沢新町 所沢東

旭町 所沢東 な 中新井1～5丁目 所沢東

荒幡（大字） 所沢中央 中新井（大字） 所沢東

い 泉町 所沢中央 中富南1～4丁目 所沢東

岩岡町の一部 所沢中央 中富（大字） 所沢東

岩岡町の一部 所沢東 並木1～8丁目 所沢東

う 牛沼（大字） 所沢東 に 西新井町 所沢東

え 榎町 所沢中央 西狭山ケ丘1・2丁目 所沢中央

か 金山町 所沢中央 西住吉 所沢中央

上新井1～5丁目 所沢中央 西所沢1・2丁目 所沢中央

上安松（大字） 所沢東 は 花園1～4丁目 所沢東

上山口（大字） 所沢中央 林1～3丁目 所沢中央

神米金（大字） 所沢東 ひ 東新井町 所沢東

亀ケ谷（大字） 所沢東 東狭山ケ丘1～6丁目 所沢中央

き 北秋津（大字）の一部 所沢中央 東住吉 所沢中央

北秋津（大字）の一部 所沢東 東町 所沢中央

北岩岡（大字）の一部 所沢中央 東所沢1～5丁目 所沢東

北岩岡（大字）の一部 所沢東 東所沢和田1～3丁目 所沢東

北所沢町 所沢東 日比田（大字） 所沢東

北中1～4丁目 所沢中央 日吉町 所沢中央

北野1～3丁目 所沢中央 ほ 星の宮1・2丁目 所沢中央

北野新町1 2丁目 所沢中央 堀之内 所沢中央北野新町1・2丁目 所沢中央 堀之内 所沢中央

北野南1～3丁目 所沢中央 本郷（大字） 所沢東

北原町 所沢東 ま 松が丘1・2丁目 所沢中央

喜多町 所沢中央 松郷（大字） 所沢東

北有楽町 所沢中央 松葉町 所沢東

く くすのき台1～3丁目 所沢東 み 三ケ島1～5丁目 所沢中央

久米（大字）の一部 所沢中央 緑町1～4丁目 所沢中央

久米（大字）の一部 所沢東 南住吉 所沢中央

け けやき台1・2丁目 所沢中央 南永井（大字） 所沢東

こ 糀谷 所沢中央 美原町1～5丁目 所沢東

向陽町 所沢中央 宮本町1・2丁目 所沢中央

小手指台 所沢中央 御幸町 所沢中央

小手指町1～5丁目 所沢中央 も 元町 所沢中央

小手指南1～6丁目 所沢中央 や 山口（大字） 所沢中央

小手指元町1～3丁目 所沢中央 弥生町 所沢東

寿町 所沢中央 ゆ 有楽町 所沢中央

こぶし町 所沢東 わ 若狭1～4丁目 所沢中央

さ 坂之下（大字） 所沢東 和ケ原1～3丁目 所沢中央

狭山ケ丘1・2丁目 所沢中央 若松町 所沢東

し 下新井（大字） 所沢東

下富（大字） 所沢東 い 入間市全域 入間

下安松（大字） 所沢東 さ 狭山市全域 狭山

勝楽寺（大字） 所沢中央 は 飯能市及び日高市全域 飯能日高

城（大字） 所沢東 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い城（大字） 所沢東 管轄消防署の区域詳細については消防署へお問い

新郷（大字） 所沢東 合わせ下さい。



消防署の管轄区域

深谷市 消防署 深谷市 消防署

あ 秋元町 深谷 し 宿根 深谷

明戸 深谷 上敷免 深谷

新井 深谷 白草台 花園

荒川 花園 新戒 深谷

い 石塚 深谷 す 菅沼 花園

伊勢方 深谷 せ 瀬山 花園

稲荷町1～3丁目 深谷 た 高島 深谷

稲荷町北 深谷 高畑 深谷

今泉 深谷 田所町 深谷

う 後榛沢 深谷 田中 花園

内ヶ島 深谷 田谷 深谷

上野台 深谷 ち 血洗島 深谷

え 江原 深谷 て 天神町 深谷

お 大塚 深谷 と 常盤町 深谷

大塚島 深谷 戸森 深谷

大谷 深谷 な 長在家 花園

岡 深谷 中瀬 深谷

岡里 深谷 永田 花園

岡部 深谷 仲町 深谷

起会 深谷 成塚 深谷

小前田 花園 に 西大沼 深谷

折之口 深谷 西島 深谷

か 柏合 深谷 西島4・5丁目 深谷

樫合 深谷 西島町1～3丁目 深谷

上柴町西1～7丁目 深谷 西田 深谷

上柴町東1～7丁目 深谷 ぬ 沼尻 深谷

上手計 深谷 は 蓮沼 深谷

上原 花園 畠山 花園

上増田 深谷 幡羅町1丁目 深谷

萱場 深谷 原郷 深谷

萱場 深谷 針ヶ谷 深谷

川本明戸 花園 榛沢 深谷

き 北阿賀野 深谷 榛沢新田 深谷

北根 花園 ひ 東大沼 深谷

く 櫛引 深谷 東方 深谷

櫛挽 深谷 東方町1～5丁目 深谷

沓掛 深谷 人見 深谷

黒田 花園 ふ 深谷 深谷

こ 国済寺 深谷 深谷字西原 深谷

国済寺町 深谷 深谷字町端 深谷

寿町 深谷 深谷町 深谷

さ 境 深谷 普済寺 深谷

栄町 深谷 藤野木 深谷

桜ヶ丘 深谷 ほ 堀米 深谷

し 柴崎 深谷 本郷 深谷

下手計 深谷 本田 花園



消防署の管轄区域

深谷市 消防署 大里郡寄居町 消防署

ほ 本田ヶ谷 深谷 よ 寄居町　全域 花園

ま 曲田 深谷

町田 深谷

み 緑ヶ丘 深谷

南阿賀野 深谷

見晴町 深谷

宮ヶ谷戸 深谷

む 武蔵野 花園

も 本住町 深谷

や 矢島 深谷

谷之 深谷

山河 深谷

山崎 深谷

よ 横瀬 深谷

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

入間東部地区事務組合消防本部 消防署

ふじみ野市の東武東上線西側の区域 西

ふじみ野市の東武東上線東側の区域 東

富士見市の東武東上線西側の区域 西

富士見市の東武東上線東側の区域 東

三芳町の区域 西

吉川松伏消防組合消防本部 消防署

吉川市　　旭、大字上内川、大字拾壱軒 松伏

吉川市　（旭、大字上内川、大字拾壱軒　を除く） 吉川

松伏町 松伏

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部 消防署

坂戸市 坂戸

鶴ヶ島市　　富士見1～6丁目、大字五味ヶ谷、大字町屋 坂戸

鶴ヶ島市　（富士見1～6丁目、大字五味ヶ谷、大字町屋を除く） 鶴ヶ島

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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