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代表消防機関・代表消防機関代行一覧表

Ｎｏ 都道府県名 名称等 代表消防機関 代表消防機関代行 代表消防機関代行 備考

名称 札幌市消防局 函館市消防本部 苫小牧市消防本部

所在地 札幌市中央区南４条西１０丁目 函館市東雲町５番９号 苫小牧市旭町４丁目５番６号

名称 小樽市消防本部 旭川市消防本部

所在地 小樽市花園２丁目１２番１号 旭川市７条通１０丁目

名称 釧路市消防本部

所在地 釧路市南浜町４番８号

名称 青森地域広域消防事務組合 弘前地区消防事務組合 八戸地域広域市町村圏事務組合

所在地 青森市長島２－１－１ 弘前市大字本町２－１ 八戸市内丸１－１－２

名称 盛岡地区広域行政事務組合消防本部 両磐地区消防組合消防本部

所在地 盛岡市内丸８番５号 一関市山目字中野１４０－３

名称 仙台市消防局 塩釜地区消防事務組合消防本部 大崎地域広域消防事務組合消防本部

所在地 仙台市青葉区堤通雨宮町２－１５ 塩釜市尾島町１７－２２ 古川市北町三丁目２－１０

名称 秋田市消防本部 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部

所在地 秋田市山王一丁目１番１号 大曲市栄町１３番４７号

名称 山形市消防本部 鶴岡地区消防事務組合消防本部

所在地 山形市緑町四丁目１５番７号 鶴岡市馬場町８番１３号

名称 福島市消防本部 郡山地方広域消防組合消防本部

所在地 福島市天神町１４－２５ 郡山市堂前町５－１６

名称 水戸市消防本部 日立市消防本部 つくば市消防本部

所在地 水戸市緑町２－１－２ 日立市弁天町１－１７－１３ つくば市春日１－９

名称 宇都宮市消防本部 小山市消防本部

所在地 宇都宮市大曽２丁目２番２１号 小山市大字神鳥谷９３４

名称 前橋広域消防本部 高崎市等広域消防局 太田地区消防組合消防本部

所在地 前橋市朝日町４－２２－２ 高崎市八千代町１－１３－１０ 太田市鳥山下町４０９－１

名称 さいたま市消防局 川口市消防本部

所在地 さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 川口市芝下２－１－１

名称 千葉市消防局 船橋市消防局

所在地 千葉市中央区長洲１－２－１ 船橋市湊町２－６－１０

名称 東京消防庁

所在地 東京都千代田区大手町１－３－５

名称 川崎市消防局 横浜市消防局

所在地 川崎市川崎区南町２０－７ 横浜市保土ヶ谷区川辺町２－９

名称 新潟市消防局 長岡市消防本部

所在地 新潟市東大畑通１番町６４３番地２ 長岡市西千手１丁目３番１号

名称 富山市消防本部 高岡市消防本部

所在地 富山市今泉１９１番地の１ 高岡市広小路５番１０号

名称 金沢市消防本部 松任石川広域事務組合消防本部

所在地 金沢市広坂２丁目１番５号 松任市徳丸町３７番地

名称 福井地区消防本部 敦賀美方消防組合消防本部

所在地 福井市和田東２丁目２２０７ 敦賀市中央町２丁目１番２号

名称 甲府地区広域行政事務組合消防本部

所在地 山梨県甲府市伊勢３丁目８－２３

名称 長野市消防局 松本広域消防局 上田地域広域連合消防本部

所在地 長野市大字鶴賀字苗間平１７３０－２ 松本市渚１丁目７番１２号 上田市大手２丁目７番１６号

名称 岐阜市消防本部 大垣消防組合

所在地 岐阜市美江寺町２丁目９番地 大垣市丸の内２－２８

名称 静岡市消防本部

所在地 静岡市追手町６番２号
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名称 名古屋市消防局 岡崎市消防本部

所在地 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 岡崎市朝日町三丁目四番地

名称 四日市市消防本部 津市消防本部

所在地 四日市市西新地１４－４ 津市寿町１４ー２０

名称 大津市消防局 東近江行政組合消防本部

所在地 大津市御陵町３番１号 八日市市東今崎町５番３３号

名称 京都市消防局 舞鶴市消防本部

所在地 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町４５０－１ 舞鶴市字北吸小字糸１０４４番地

名称 大阪市消防局 堺市高石市消防組合消防本部

所在地 大阪市西区新町１－２６－３ 堺市大浜南町３－２－５

名称 神戸市消防局 姫路市消防局 尼崎市消防局

所在地 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 姫路市安田４丁目１番地 尼崎市昭和通２丁目６番７５号

名称 奈良市消防局 中和広域消防組合消防本部

所在地 奈良市八条５丁目４０４－１ 橿原市慈明寺町１４９－３

名称 和歌山市消防局 田辺市消防本部

所在地 和歌山市１番丁３番地 田辺市新屋敷町１番地

名称 鳥取県東部広域行政管理組合消防局 鳥取県西部広域行政管理組合消防局

所在地 鳥取市吉成６４０－１ 米子市両三柳５４５２

名称 松江地区広域行政組合消防本部 浜田広域行政組合浜田地区消防本部

所在地 松江市学園１丁目１７番３号 浜田市原井町９０８ー１１

名称 岡山市消防局 倉敷市消防局 津山圏域消防組合消防本部

所在地 岡山市大供一丁目１番１号 倉敷市白楽町１６２番地５ 津山市林田９５番地

名称 広島市消防局 福山地区消防組合消防局

所在地 広島市中区大手町五丁目２０ー１２ 福山市沖野町五丁目１３－８

名称 下関地区広域行政事務組合消防本部 周南市消防本部

所在地 下関市南部町１番２号 周南市新宿通５丁目１番３号

名称 徳島市消防局 阿南消防組合消防本部 徳島中央広域連合消防本部

所在地 徳島市新蔵町１丁目８８番地 阿南市辰巳町１番地３３ 麻植郡鴨島町上下島４３１番地の１７

名称 高松市消防局 丸亀市消防本部

所在地 高松市宮脇町１－２－３４ 丸亀市大手町２－４－１

名称 松山市消防局 新居浜市消防本部

所在地 松山市本町６丁目６－１ 新居浜市一宮町１丁目５－１

名称 高知市消防局 嶺北広域行政事務組合消防本部

所在地 高知市本町４丁目１番２７号 長岡郡本山町本山９９５番地

名称 福岡市消防局 北九州市消防局

所在地 福岡市中央区舞鶴３－９－７ 九州市小倉北区大手町３－９

名称 佐賀広域消防局 唐津・東松浦広域市町村圏組合消防本部

所在地 佐賀市兵庫町大字藤木９４７－２ 唐津市二夕子３丁目２番４６号

名称 長崎市消防局 佐世保市消防局

所在地 長崎市興善町２番２８号 佐世保市平瀬町９番地２

名称 熊本市消防局 有明広域行政事務組合消防本部

所在地 熊本市大江３丁目１－３ 玉名市築地４６８

名称 大分市消防局 別府市消防本部

所在地 大分市舞鶴町１丁目１番１号 別府市上野口町１９番２７号

名称 宮崎市消防局 都城北諸県広域市町村圏事務組合消防本部

所在地 宮崎市和知川原１丁目６４番地２ 都城市菖蒲原町１９番７号

名称 鹿児島市消防局 川内地区消防組合消防本部

所在地 鹿児島市山下町１５－１ 川内市原田町２２－１０

名称 那覇市消防本部 沖縄市消防本部

所在地 那覇市銘苅２丁目３番８号 沖縄市美里５丁目２９ー１
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