
 

平成２６年７月２５日 

消 防 庁 

防火対象物に係る表示制度の表示マークの掲出開始 

 平成 24 年５月に広島県福山市で発生したホテル火災（死者７名、負傷者３名）

を受け、全国の消防本部等においては、消防法令等の防火基準に適合している建物

の情報を利用者に提供する「表示制度」の運用を開始しているところです。 

平成 26 年８月１日から、表示基準に適合しているホテル・旅館に対し交付され

る表示マークの掲出が全国的に開始されますのでお知らせします。また、各消防本

部等においては、掲出開始に併せ、交付式等の実施を予定しています。 

 

１ 制度の概要 

ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防

法令のほか、重要な建築構造等の基準に適合していると認められた建物に対して、

消防機関から表示マークを交付する制度です。（詳細は別添のとおり。） 

 

〈制度の背景・目的〉 

ホテル・旅館等は、不特定多数の者が利用する就寝施設であり、利用者は、そ

の地域の住民に限らず全国から集まるため、建物の防火安全に関する情報を有し

ていないことが多いことから、建築構造等を含めた防火基準への適合性について

利用者等に情報提供し、利用者等の選択を通じて防火安全体制の確立を促すこと

が重要です。 

こうした必要性から、平成 15 年まで実施していた「旧適マーク制度」の仕組

みを再構築し、新たな制度として今年４月から運用を開始したものです。 

 

２ 表示マーク掲出開始日 

各消防本部等（消防本部を置かない町村を含む。以下同じ。）における掲出開

始日は、下表のとおりです。（詳細は別紙１のとおり） 

 

 

 

 

 
注）管轄内に本表示制度の対象となるホテル・旅館等の施設（３階建て以上で収容人員が 30 人以上のもの） 

が所在していない等の 197 本部等は集計に含まない。 

 

３ 交付式を開催する消防本部等 

  170 本部等（詳細は別紙２のとおり） 

 

 

【問い合わせ先】 

消防庁予防課  千葉・桂川 

ＴＥＬ：03-5253-7523（直通） 

ＦＡＸ：03-5253-7533 

掲出開始日 消防本部等数

８月１日 529

９月中 ９
10月中 52

合計 590



別紙１

8月1日 9月中 10月中 合計
北海道 45 3 48
青森県 9 1 10
岩手県 12 12
宮城県 8 3 11
秋田県 8 8
山形県 10 1 11
福島県 9 1 1 11
茨城県 17 1 18
栃木県 13 13
群馬県 11 11
埼玉県 24 3 27
千葉県 18 3 21
東京都 2 2
神奈川県 1 1 17 19
新潟県 12 12
富山県 8 8
石川県 4 4
福井県 9 9
山梨県 2 7 9
長野県 13 1 14
岐阜県 19 19
静岡県 16 3 19
愛知県 18 18
三重県 15 15
滋賀県 7 7
京都府 9 1 1 11
大阪府 17 17
兵庫県 20 20
奈良県 2 2
和歌山県 9 2 11
鳥取県 3 3
島根県 6 1 7
岡山県 10 10
広島県 9 1 10
山口県 10 10
徳島県 6 6
香川県 6 2 8
愛媛県 13 1 14
高知県 15 15
福岡県 14 2 16
佐賀県 4 4
長崎県 8 1 9
熊本県 11 11
大分県 10 10
宮崎県 9 9
鹿児島県 16 1 17
沖縄県 14 14
合計 529 9 52 590

掲出開始日別消防本部等数（都道府県別）

都道府県名
消防本部等数
掲出開始日

注）管轄内に本表示制度の対象となるホテル・旅館等の施設（３階建て以上で収容人員が30人

以上のもの）が所在していない等の197本部等は集計に含まない。



別紙２

掲出
開始日

交付式
実施

表示マークを交付したホテル旅館等をホームページ上で公開している消防本部のURL

北海道

札幌市消防局 8月1日 〇 http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/oshirase/hyoujikouhyou.html

江別市消防本部 8月1日 http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/firedep/

千歳市消防本部 8月1日 〇

恵庭市消防本部 8月1日 http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1393564944677/index.html

北広島市消防本部 8月1日 http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/

石狩北部地区消防事務組合消防本部 8月1日 http://www.ishikarihokubu.jp

函館市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunya/syobou/

長万部町消防本部 ※

森町消防本部 8月1日

八雲町消防本部 ※

南渡島消防事務組合消防本部 8月1日

渡島西部広域事務組合消防本部 8月1日

檜山広域行政組合消防本部 ※

小樽市消防本部 8月1日 http://www.city.otaru.lg.jp/simin/anzen/shobo/hyoujiseido.html

岩内・寿都地方消防組合消防本部 ※

羊蹄山ろく消防組合消防本部 8月1日

北後志消防組合消防本部 8月1日 〇

夕張市消防本部 8月1日

美唄市消防本部 ※ http://www.city.bibai.hokkaido.jp/bibaifd/bibaifdmain.htm

歌志内市消防本部 8月1日

三笠市消防本部 ※

岩見沢地区消防事務組合消防本部 ※ http://www.hamanasu.com/syoubou/index.htm　　

砂川地区広域消防組合消防本部 ※

滝川地区広域消防事務組合消防本部 8月1日 http://takifire.com/

深川地区消防組合消防本部 8月1日

南空知消防組合消防本部 8月1日

旭川市消防本部 8月1日 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/yoboshido/

上川北部消防事務組合消防本部 8月1日 〇 http://www.kh119.jp/~honbu/

富良野広域連合消防本部 8月1日 〇 http://www1.ocn.ne.jp/~f-kouiki/

大雪消防組合消防本部 8月1日

士別地方消防事務組合消防本部 8月1日 http://www2.ocn.ne.jp/~sfs119/top.html

増毛町消防本部 ※

留萌消防本部 10月1日

北留萌消防組合消防本部 ※

稚内地区消防事務組合消防本部 ※

南宗谷消防組合消防本部 8月1日 http://www4.ocn.ne.jp/~nansoufd/

利尻礼文消防事務組合消防本部 8月1日

北見地区消防組合消防本部 8月1日 〇 http://www.city.kitami.hokkaido.jp/kafd/

網走地区消防組合消防本部 8月1日 http://a-fire.jp/

紋別地区消防組合消防本部 8月1日 〇

斜里地区消防組合消防本部 8月1日 http://www.sharifd.jp

美幌・津別広域事務組合消防本部 8月1日 〇 http://kouiki.town.bihoro.hokkaido.jp/

遠軽地区広域組合消防本部 8月1日

苫小牧市消防本部 8月1日 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/shobo/kasaiyobo/

室蘭市消防本部 8月1日 http://www.city.muroran.lg.jp/

登別市消防本部 8月1日 http://www.city.noboribetsu.lg.jp/

白老町消防本部 8月1日 http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp

西胆振消防組合消防本部 8月1日 http://www6.ocn.ne.jp/~nfd119

胆振東部消防組合消防本部 ※

日高西部消防組合消防本部 ※

日高中部消防組合消防本部 8月1日

日高東部消防組合消防本部 ※

帯広市消防本部 8月1日 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/syoubouhonnbu/syoubouka/hyoujiseido.html

北十勝消防事務組合消防本部 8月1日

西十勝消防組合消防本部 8月1日 〇

南十勝消防事務組合消防本部 8月1日 http://www.minami119.hiroo.hokkaido.jp/

東十勝消防事務組合消防本部 8月1日 〇 http://www.town.makubetsu.lg.jp/bousai/syoubou/

池北三町行政事務組合消防本部 ※

釧路市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.kushiro.lg.jp/bousaikyu/shoubou/k_yobou/taisaku/page00013.html

釧路北部消防事務組合消防本部 10月1日

釧路東部消防組合消防本部 8月1日

根室市消防本部 10月1日 http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/dcitynd.nsf/doc/68d3ed6fd9601b2849257b03004832bf?OpenDocument

根室北部消防事務組合消防本部 8月1日

青森県

青森地域広域消防事務組合消防本部 8月1日 〇

弘前地区消防事務組合消防本部 8月1日 〇

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 8月1日 〇 http://www.city.hachinohe.aomori.jp/koiki/

五所川原地区消防事務組合消防本部 10月1日

十和田地域広域事務組合消防本部 8月1日

三沢市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/11,13145,47,301,html

交付式等の実施状況（消防本部等別）

消防本部（消防の事務を処理する一部事務組合等
を含む。）



下北地域広域行政事務組合消防本部 8月1日 http://shimoko.e-shimokita.jp/

つがる市消防本部 ※

北部上北広域事務組合消防本部 8月1日

中部上北広域事業組合消防本部 8月1日 〇 http://www.chubukamikita-fd.jp/

鰺ヶ沢地区消防事務組合消防本部 8月1日

岩手県

盛岡地区広域消防組合消防本部 8月1日 〇 http://www.morioka-fire.jp/

宮古地区広域行政組合消防本部 8月1日

一関市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/syobo/

釜石大槌地区行政事務組合消防本部 8月1日 http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/6,0,26,html

奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 8月1日 〇 http://www.tanko119.jp/

久慈広域連合消防本部 8月1日 〇 http://www.kuji-kouiki.jp/syobo/index.html

花巻市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.hanamaki.iwate.jp

北上地区消防組合消防本部 8月1日 〇 http://www.firedp.kitakami.iwate.jp/

大船渡地区消防組合消防本部 8月1日 〇 http://www.fd-ofunato.jp/

遠野市消防本部 8月1日

陸前高田市消防本部 8月1日 http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/

二戸地区広域行政事務組合消防本部 8月1日

宮城県

仙台市消防局 10月1日 〇

名取市消防本部 8月1日

岩沼市消防本部 8月1日

栗原市消防本部 8月1日 〇 http://www.kuriharacity.jp/

塩釜地区消防事務組合消防本部 8月1日 〇

大崎地域広域行政事務組合消防本部 8月1日

亘理地区行政事務組合消防本部 ※

石巻地区広域行政事務組合消防本部 10月1日 http.//isyoubou.jp/

登米市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.tome.miyagi.jp/firehouse/index.html

仙南地域広域行政事務組合消防本部 8月1日 〇 http://www.az9.or.jp/syoubou/index.php

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 8月1日 〇 http://www.km-fire.jp/

黒川地域行政事務組合消防本部 10月1日 〇

秋田県

秋田市消防本部 8月1日 http://www.city.akita.akita.jp/city/fr/default.htm

横手市消防本部 ※

大館市消防本部 8月1日

由利本荘市消防本部 8月1日

北秋田市消防本部 ※

にかほ市消防本部 8月1日

五城目町消防本部 ※

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 8月1日 〇

能代山本広域市町村圏組合消防本部 8月1日 〇 http://www.noshiroyamamotokouikiken.jp/

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 8月1日

鹿角広域行政組合消防本部 8月1日 〇 http://www.fdkazuno.jp/

男鹿地区消防一部事務組合消防本部 ※

湖東地区消防本部 ※

山形県

山形市消防本部 8月1日 http://www.city.yamagata-amagata.lg.jp/shiseijoho/sub2/kakuka/shobo/yobo/oshirase/hyoujiseido.html

上山市消防本部 8月1日

天童市消防本部 8月1日 http://www.city.tendo.yamagata.jp/index.html

西村山広域行政事務組合消防本部 8月1日

村山市消防本部 ※

東根市消防本部 8月1日 http://www.city.higashine.yamagata.jp/38.html

尾花沢市消防本部 8月1日

最上広域市町村圏事務組合消防本部 8月1日 http://www.ecopolis.or.jp/kouiki/

置賜広域行政組合消防本部 8月1日 http://www.okikou.or.jp/syoubou/syoubou.html

西置賜行政組合消防本部 8月1日

鶴岡市消防本部 10月1日 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/080100/index.html

酒田地区広域行政組合消防本部 8月1日 http://www.city.sakata.lg.jp/ou/koikigyosei/syobo/firedept.html

福島県

福島市消防本部 8月1日 http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/69/cyousa14032601.html

いわき市消防本部 10月1日 〇 http://www.city.iwaki.fukushima.jp/shobo/4499/017804.html

伊達地方消防組合消防本部 8月1日

安達地方広域行政組合消防本部 8月1日 http://www.union.adachi.lg.jp/

郡山地方広域消防組合消防本部 8月1日 〇

須賀川地方広域消防本部 8月1日 http://www.sukagawa119.jp

白河地方広域市町村圏消防本部 8月1日

喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 8月1日 〇 http://119.kouiki.kitakata.fukushima.jp/

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 8月1日 〇 http://www.119-aizu.jp/

南会津地方広域市町村圏組合消防本部 8月1日

相馬地方広域消防本部 9月1日 〇 www.soma119.com/index.htm

双葉地方広域市町村圏組合消防本部 ※

茨城県

水戸市消防本部 8月1日 http://www.city.mito.lg.jp/

日立市消防本部 8月1日

土浦市消防本部 8月1日 http://www.city.tsuchiura.lg.jp/section.php?code=52

石岡市消防本部 8月1日 http://fd.city.ishioka.lg.jp

常陸太田市消防本部 8月1日



高萩市消防本部 8月1日 http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/index.php?code=1474

北茨城市消防本部 8月1日 http://www.city-kitaibaraki.jp/

笠間市消防本部 ※

取手市消防本部 ※

つくば市消防本部 8月1日

常陸大宮市消防本部 8月1日 http://www.city.hitachiomiya.ibaraki.jp/~syoubou/

那珂市消防本部 8月1日

かすみがうら市消防本部 8月1日

小美玉市消防本部 8月1日

茨城町消防本部 ※

大洗町消防本部 ※

大子町消防本部 ※

阿見町消防本部 ※

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 8月1日

筑西広域市町村圏事務組合消防本部 8月1日 〇 http://www.tikusei.or.jp/pickup/f-119.htm

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 8月1日 〇 http://www.jyouso-koiki.or.jp/

鹿行広域事務組合消防本部 8月1日 http://rokkou-kouiki.jp/wp/

稲敷地方広域市町村圏事務組合事務組合消防本部 9月1日 http://www.inashiki-kouiki.jp

鹿島地方事務組合消防本部 8月1日

ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 ※

栃木県

宇都宮市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/

足利市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/syobou/

栃木市消防本部 8月1日 http://www.city.tochigi.lg.jp

鹿沼市消防本部 8月1日

日光市消防本部 8月1日

小山市消防本部 8月1日

佐野市消防本部 8月1日 http://www.city.sano.lg.jp/119/disaster/03.html

石橋地区消防組合 8月1日

大田原地区広域消防組合消防本部 8月1日 〇 http://www.fire119-ohtawara.jp

芳賀地区広域行政事務組合消防本部 8月1日 http://hagakouiki.jp/syoubou/　　　　

黒磯那須消防組合消防本部 8月1日 〇

南那須地区広域行政事務組合消防本部 8月1日 http://www.minaminasukouiki.jp

塩谷広域行政組合消防本部 8月1日 http://www.shioyakouiki.or.jp/fire/

群馬県

前橋市消防局 8月1日 〇 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/188/202/203/p003698.html

高崎市等広域消防局 8月1日 〇 http://ted.city.takasaki.gunma.jp/shoubou/top.htm

桐生市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/doc/fd-kiryu?OpenDocument

伊勢崎市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.isesaki.lg.jp/www/contents/1400828280310/index.html

太田市消防本部 8月1日 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0150-001shoubou/01news/2014-0325-1443-177.html

利根沼田広域消防本部 8月1日 http:∥www.oze.or.jp/～fire/

館林地区消防組合 8月1日

渋川広域消防本部 8月1日 〇 http://www.sknet.or.jp/fd/

多野藤岡広域振興整備組合消防本部 8月1日

富岡甘楽広域消防本部 8月1日

吾妻広域消防本部 8月1日 〇

埼玉県

さいたま市消防局 8月1日 〇 http://www.city.saitama.jp/001/011/014/010/006/p035175.html

熊谷市消防本部 8月1日

川口市消防局 8月1日 http://www.kawasho119.jp/

行田市消防本部 8月1日

春日部市消防本部 8月1日

羽生市消防本部 8月1日

深谷市消防本部 8月1日 http://www.city.fukaya.saitama.jp/shobo/index.html

上尾市消防本部 8月1日 http://www.city.ageo.lg.jp/site/shoubou/055114042101.html

草加市消防本部 8月1日

越谷市消防本部 8月1日 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/syobohonbu/ansin/index.html

蕨市消防本部 10月1日

戸田市消防本部 8月1日

八潮市消防本部 8月1日

三郷市消防本部 8月1日 http://www.city.misato.lg.jp/shobo/

蓮田市消防本部 8月1日

伊奈町消防本部 8月1日 http://www.town.saitama-ina.lg.jp

埼玉県南西部消防本部 8月1日 http://www.kennanseibu119.jp/

秩父消防本部 8月1日

入間東部地区消防組合消防本部 8月1日

吉川松伏消防組合消防本部 ※

児玉郡市広域消防本部 8月1日 http://www.kodamakouiki.jp/syoubouindex/syoubouhomepage.html

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部 8月1日

比企広域消防本部 8月1日 http://www.hiki-saitama.jp/119/

川越地区消防局 8月1日 〇 http://www.119kawagoechiku.jp

埼玉県央広域消防本部 10月1日 http://www.ken-o.or.jp/firehead/index.html

西入間広域消防組合消防本部 10月1日 http://www.119nishiiruma.jp/

埼玉西部消防局 8月1日 http://www.saisei119.jp

埼玉東部消防組合消防局 8月1日 http://saitamatobu-119.jp/fb/

千葉県

千葉市消防局 10月1日 〇 http://www.city.chiba.jp/shobo/yobo/yobo/tekima-ku.html



銚子市消防本部 8月1日

市川市消防局 8月1日    http://www.city.ichikawa.lg.jp/fir04/1111000055.html

船橋市消防局 8月1日 http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/shoubou/0002/hyoujiseido.htmi

木更津市消防本部 ※

松戸市消防局 8月1日

野田市消防本部 8月1日

成田市消防本部 8月1日

旭市消防本部 8月1日

習志野市消防本部 ※

柏市消防局 8月1日 〇 http://fdk.city.kashiwa.lg.jp/index.asp

市原市消防局 ※

流山市消防本部 ※

八千代市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/

我孫子市消防本部 8月1日 http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/19,0,23,392,html

鎌ケ谷市消防本部 8月1日

君津市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.kimitsu.lg.jp/contents_detail.php?frmId=7749

富津市消防本部 ※ http://www.city.futtsu.lg.jp/

浦安市消防本部 8月1日 http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=13652

四街道市消防本部 ※

袖ケ浦市消防本部 ※

富里市消防本部 ※

栄町消防本部 ※

香取広域市町村圏事務組合消防本部 10月1日

安房郡市広域市町村け事務組合消防本部 8月1日 http://awakouiki.jp/shobo honbu/oshirase/boukakizyuntekigou.html

長生郡市広域市町村圏組合消防本部 ※

匝瑳市横芝光町消防組合消防本部 8月1日

山武郡市広域行政組合消防本部 8月1日

佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 10月1日 〇 http://www.119-sys.jp/home/home.html

印西地区消防組合 8月1日

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 8月1日

東京都

東京消防庁 10月中

稲城市消防本部 ※

大島町消防本部 10月31日

三宅村消防本部 ※

八丈町消防本部 ※ http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/syoubou/kofu.htm

利島村 ※

新島村 ※

神津島村 ※

御蔵島村 ※

青ヶ島村 ※

小笠原村 ※

神奈川県

横浜市消防局 10月1日 〇 http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/

川崎市消防局 10月1日 〇 http://www.city.kawasaki.jp/840/page/0000058314.html

相模原市消防局 10月1日

横須賀市消防局 10月1日 〇 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7410/syoubou/index.html

平塚市消防本部 8月1日

鎌倉市消防本部 10月1日 http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/bousai/shoubou/kasaiyobou

藤沢市消防局 10月1日 〇 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sasatu/index.shtml

小田原市消防本部 10月1日 〇 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/

茅ヶ崎市消防本部 10月1日

逗子市消防本部 10月1日 http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/syoubou/index2.html

三浦市消防本部 10月1日

秦野市消防本部 ９月中 〇 http://www.city.hadano.kanagawa.jp/shobo/anzen-anshin/setsume.html

厚木市消防本部 10月中

大和市消防本部 10月1日 http://www.city.yamato.lg.jp/web/yobou/yobou0121979.html

伊勢原市消防本部 10月1日 http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kakuka/shobo/yobou/yobou_index.htm

海老名市消防本部 10月31日 http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/genre/0000000000000/1000000000394/index.html

座間市消防本部 ※

綾瀬市消防本部 ※

葉山町消防本部 10月1日 http://www.town.hayama.lg.jp/manabu/profile/firestation.html

寒川町消防本部 ※

大磯町消防本部 11月1日

二宮町消防本部 ※

箱根町消防本部 10月1日 〇 http://www.town.hakone.kanagawa.jp

湯河原町消防本部 10月1日

愛川町消防本部 ※

清川村 ※

新潟県

阿賀町消防本部 ※

阿賀野市消防本部 8月1日 〇 city.agano.niigata.jp/shobo/index.html

燕・弥彦総合事務組合消防本部 8月1日 http://www.tysogo.jp

魚沼市消防本部 ※ http://www.city.uonuma.niigata.jp/

見附市消防本部 ※ http://www.city.mitsuke.niigata.jp/4395.htm

五泉市消防本部 8月1日

佐渡市消防本部 ※ http://www.city.sado.niigata.jp/fire119/



三条市消防本部 ※

糸魚川市消防本部 ※

十日町地域消防本部 8月1日

小千谷市消防本部 ※

上越地域消防事務組合 8月1日 〇 http://www.joetsuarea-firedept.jp/

新潟市消防局 8月1日 〇 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/shobo/oshirase/hyoujiseido.html

新発田地域広域消防本部 8月1日 http://www.shibata-kouiki.jp/119/

村上市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/58/

南魚沼市消防本部 8月1日 〇

柏崎市消防本部 8月1日 http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/detail/1978310410.html

長岡市消防本部 8月1日 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate16/index.html

加茂地域消防本部 8月1日

富山県

富山市消防局 8月1日 http://www.city.toyama.toyama.jp/shobokyoku/fd_toyama_info.html

高岡市消防本部 8月1日

射水市消防本部 8月1日 http://www.city.imizu.toyama.jp/hp/svSecHp.aspx?seccd=8000000

富山県東部消防組合消防本部 8月1日 http://www.toyama-toubu119.jp/

氷見市消防本部 8月1日

新川地域消防本部 8月1日 http://www.niikawa119.jp/

砺波地域消防組合 8月1日 http://www.fire.tonami.toyama.jp/

立山町消防本部 8月1日

石川県

金沢市消防局 8月1日 〇 http://fire.city.kanazawa.ishikawa.jp/

七尾鹿島消防本部 8月1日 http://www.nanaka-fd.jp/

小松市消防本部 8月1日 〇 http://www.komatsu-fire.com/

加賀市消防本部 8月1日 http://www.city.kaga.ishikawa.jp/article/ar_detail.php?ev_init=1&arm_id=301-0534-3648

かほく市消防本部 ※

津幡町消防本部 ※

内灘町消防本部 ※ http://www.town.uchinada.ishikawa.jp/osirase/shobo/

能美広域事務組合消防本部 ※ http://www.nomi-119.jp/

羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 ※ http://www.hakuikouiki.jp/syoubou/content.html

白山野々市広域消防本部 ※

奥能登広域圏事務組合消防本部 ※ http://www.okunoto119.jp/

福井県

福井市消防局 8月1日 〇 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/bosai/syoubo/p014704.html

大野市消防本部 8月1日

勝山市消防本部 8月1日 http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/

永平寺町消防本部 8月1日 http://www.shobo.town.eiheiji.lg.jp/

嶺北消防組合消防本部 8月1日 http://www.reihoku-fd.jp/

鯖江・丹生消防組合消防本部 8月1日 http://www.fd-sabaenyu.jp/

南越消防組合消防本部 8月1日 http://fd-nanetsu.mitelog.jp/

敦賀美方消防組合消防本部 8月1日 http://fire119.ton21.ne.jp/

若狭消防組合消防本部 8月1日

山梨県

甲府地区広域行政事務組合消防本部 10月中 〇 http://www.kfd.or.jp/

都留市消防本部 10月中 〇 http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/menutop/menutop.aspx?menu_id=486

 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部 10月1日 〇 http://www.mfi.or.jp/fg-kanrika/

大月市消防本部 10月31日 〇 http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/anshin/bosai_saigai/syoubou.html

峡北広域行政事務組合消防本部 10月1日 〇 http;//kyohoku.blogzine.jp/syobo/

笛吹市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/shisei/syoubou/

峡南広域行政組合消防本部 ※ http://www.kyonan.jp/

東山梨行政事務組合東山梨消防本部 8月1日 〇 www.ey119.jp/

上野原市消防本部 10月中 〇 http://www.city.uenohara.yamanashi.jp/index/shobo.html

南アルプス市消防本部 10月中 〇 http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp

長野県

長野市消防局 8月1日

松本広域消防局 8月1日 〇 http://www.m-kouiki119.jp/

佐久広域連合消防本部 8月1日

飯田広域消防本部 8月1日 http://www.119.iida.nagano.jp/

上田地域広域連合消防本部 8月1日

諏訪広域消防本部 8月1日

伊那消防組合消防本部 8月1日

岳南広域消防本部 8月1日 http://www1.ocn.ne.jp/~gakunan/

須坂市消防本部 9月1日 http://www.city.suzaka.nagano.jp/seikatsu/bousai/syoubousyo/

千曲坂城消防本部 8月1日

北アルプス広域消防本部 8月1日

伊南行政組合消防本部 8月1日 〇 http://www.cek.ne.jp/~fdinan/

岳北消防本部 8月1日 〇

木曽広域消防本部 8月1日 〇

岐阜県

岐阜市消防本部 8月1日

大垣消防組合消防本部 8月1日 www.ogaki-syoubou.or.jp

高山市消防本部 8月1日

多治見市消防本部 8月1日

中濃消防組合 8月1日

中津川市消防本部 8月1日

瑞浪市消防本部 8月1日



羽島市消防本部 8月1日

恵那市消防本部 8月1日 〇

可茂消防事務組合 8月1日

土岐市消防本部 8月1日

各務原市消防本部 8月1日 https://www.city.kakamigahara.lg.jp/4925/109/5046/009647.html

山県市消防本部 8月1日 〇 www.city.yamagata.gifu.jp/

飛騨市消防本部 8月1日

本巣消防事務組合消防本部 8月1日

郡上市消防本部 8月1日 http://www.city.gujo.gifu.jp/fire/

下呂市消防本部 8月1日

海津市消防本部 ※

羽島郡広域連合消防本部 8月1日

養老町消防本部 ※

不破消防組合消防本部 ※

揖斐郡消防組合消防本部 8月1日 http://www.fd-ibi.jp/

静岡県

静岡市消防局 8月1日

浜松市消防局 10月1日

沼津市消防本部 8月1日

熱海市消防本部 8月1日

三島市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/

富士宮市消防本部 8月1日

伊東市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.ito.shizuoka.jp/yobou/20140325164922.html　

島田市消防本部 ※

富士市消防本部 8月1日 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/menu000000300/hpg000000203.htm

磐田市消防本部 8月1日 http://www.city.iwata.shizuoka.jp/shoubou/boukataisyou.php

掛川市消防本部 8月1日

裾野市消防本部 8月1日

湖西市消防本部 8月1日

御前崎市消防本部 8月1日 http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/

菊川市消防本部 10月1日

牧之原市相良消防本部 ※

東伊豆町消防本部 ※ http://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/ 

清水町消防本部 ※

長泉町消防本部 ※

御殿場市・小山町広域行政組合消防本部 8月1日

袋井市森町広域行政組合袋井消防本部 10月1日 〇 http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/

田方消防本部 8月1日

志太広域事務組合志太消防本部 8月1日 http://www.shida.or.jp/

吉田町牧之原市広域施設組合消防本部 ※

下田消防本部 8月1日 http://shimoda-fd.jp/

愛知県

名古屋市消防局 8月1日 〇 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/20-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html

豊橋市消防本部 ※ http://www.city.toyohashi.lg.jp/item/17224.htm#moduleid4830

岡崎市消防本部 8月1日 http://www.city.okazaki.aichi.jp/1100/1113/1176/p003386.html

一宮市消防本部 8月1日

瀬戸市消防本部 8月1日  http://www.city.seto.aichi.jp/

春日井市消防本部 8月1日 http://www.city.kasugai.lg.jp/syobo/yobo/index.html

豊川市消防本部 8月1日 http://www.city.toyokawa.lg.jp

津島市消防本部 ※

豊田市消防本部 8月1日

西尾市消防本部 8月1日 http://www.city.nishio.aichi.jp/

蒲郡市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.gamagori.lg.jp/site/shobo/

犬山市消防本部 ※

常滑市消防本部 8月1日 http://www.city.tokoname.aichi.jp/ctg/C21/21.html

江南市消防本部 8月1日 http://www.city.konan.lg.jp/

小牧市消防本部 ※

稲沢市消防本部 ※

新城市消防本部 8月1日

東海市消防本部 8月1日 〇

大府市消防本部 8月1日

知多市消防本部 ※

尾張旭市消防本部 ※

岩倉市消防本部 ※

豊明市消防本部 ※

田原市消防本部 8月1日 http://www.city.tahara.aichi.jp/section/syoubou/

愛西市消防本部 ※

長久手市消防本部 ※

蟹江町消防本部 ※

幸田町消防本部 ※

知多中部広域事務組合消防本部 8月1日 www.cac-net.ne.jp/~chitachu/

尾三消防本部 ※

海部東部消防組合 ※ http://www.amatobu-119.jp/

海部南部消防組合 ※

丹羽広域事務組合消防本部 ※

知多南部消防組合消防本部 ※

西春日井広域事務組合消防本部 8月1日 http://www6.ocn.ne.jp/~n-kouiki/index.html



衣浦東部広域連合消防局 8月1日 http://www.kinutoh.jp/hp/yobou/bokahyozi/itiran.pdf

三重県

桑名市消防本部 8月1日 http://www.city.kuwana.lg.jp/

四日市市消防本部 8月1日 http://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/fpdp/pdf/hyoujimark_list_260331.pdf

菰野町消防本部 8月1日 http://www2.town.komono.mie.jp/menu3357.html

鈴鹿市消防本部 8月1日

亀山市消防本部 8月1日

津市消防本部 8月1日 〇 http://www.info.city.tsu.mie.jp/

松阪地区広域消防組合 8月1日 http://www.mie-matsusaka119.jp/

伊勢市消防本部 8月1日

志摩広域消防組合 8月1日 www.shima-area.or.jp/

鳥羽市消防本部 8月1日

紀勢地区広域消防組合消防本部 8月1日

三重紀北消防組合消防本部 8月1日

熊野市消防本部 8月1日

名張市消防本部 8月1日 http://www.city.nabari.lg.jp/index.htm

伊賀市消防本部 8月1日

滋賀県

大津市消防局 8月1日 http://www.city.otsu.lg.jp/fire119/kokai/1397020969454.html

湖南広域消防局 8月1日 〇 http://www.konan-kouiki.jp/

甲賀広域行政組合消防本部 8月1日 http://www.koka-koiki.jp/shoubou/ir/index.html

東近江消防本部 8月1日

彦根市消防本部 8月1日

湖北地域消防本部 8月1日

高島市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.takashima.shiga.jp/www/contents/1395820732300/index.html

京都府

京都市消防局 9月20日 〇 http://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/

福知山市消防本部 8月1日 〇 http://119.city.fukuchiyama.kyoto.jp

舞鶴市消防本部 8月1日

綾部市消防本部 8月1日

宇治市消防本部 8月1日

城陽市消防本部 ※

八幡市消防本部 8月1日 http://www.city.yawata.kyoto.jp/

京田辺市消防本部 ※

京丹後市消防本部 10月1日 〇 http://www.city.kyotango.lg.jp/kcfd/index.html

久御山町消防本部 ※

精華町消防本部 8月1日 http://www.town.seika.kyoto.jp/

相楽中部消防組合消防本部 8月1日 〇 http://www.sourakuchubu119-kyoto.jp/

宮津与謝消防組合消防本部 8月1日 http://www.miyayo119.jp/

京都中部広域消防組合消防本部 8月1日 http://www.kyoto-chubu119.jp/

乙訓消防組合消防本部 ※

大阪府

大阪市消防局 8月1日 〇 http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/index.html

堺市消防局 8月1日 〇

岸和田市消防本部 8月1日 http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/77/

豊中市消防本部 8月1日

池田市消防本部 ※

吹田市消防本部 8月1日 http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shoubo.html

泉大津市消防本部 8月1日 http://www.city.izumiotsu.lg.jp/syoubou/index.html

高槻市消防本部 8月1日 http://www.fd-takatsuki.jp/cgi-bin/119/rescue/rescue.cgi?method=top

貝塚市消防本部 ※

茨木市消防本部 ※

八尾市消防本部 ※

富田林市消防本部 8月1日

河内長野市消防本部 8月1日

松原市消防本部 ※

和泉市消防本部 ※

箕面市消防本部 8月1日

摂津市消防本部 ※

東大阪市消防局 8月1日

交野市消防本部 8月1日

大阪狭山市消防本部 ※

島本町消防本部 ※

豊能町消防本部 ※

能勢町 ※

忠岡町消防本部 8月1日

河南町消防本部 ※

守口市門真市消防組合消防本部 8月1日

枚方寝屋川消防組合消防本部 8月1日 〇

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 8月1日

泉州南広域消防本部 8月1日 http://www.senshu-minami119.jp/

大東四條畷消防本部 ※

兵庫県

神戸市消防局 8月1日 http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/information/hyoujiseidounyoukaisi.html

姫路市消防局 8月1日 〇 http://www.city.himeji.lg.jp/syoubou/_11304/_32124.html



尼崎市消防局 8月1日

明石市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.akashi.lg.jp/

西宮市消防局 8月1日

淡路広域消防事務組合 8月1日

芦屋市消防本部 8月1日 http://www.city.ashiya.lg.jp/

伊丹市消防局 8月1日

西はりま消防本部 8月1日

豊岡市消防本部 8月1日 http://119.city.toyooka.lg.jp/

加古川市消防本部 8月1日 www.city.kakogawa.lg.jp　

赤穂市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.ako.lg.jp/bosai/

北はりま消防本部 8月1日 〇 http://www.kitaharima119.net/

宝塚市消防本部 ※

三木市消防本部 8月1日 http://www.city.miki.lg.jp

高砂市消防本部 8月1日 http://www.city.takasago.hyogo.jp/

川西市消防本部 ※

小野市消防本部 ※

三田市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.sanda.lg.jp/anzen/shoubou/oshirase/index.html

篠山市消防本部 8月1日 http://www.city.sasayama.hyogo.jp/

南但消防本部 8月1日

丹波市消防本部 ※

美方広域消防本部 8月1日 http://www.nosai-mikata.or.jp/mikata-fd/

猪名川町 8月1日 http://www.town.inagawa.hyogo.jp/

奈良県

奈良市消防局 8月1日 〇 http://www.city.nara.lg.jp

生駒市消防本部 ※

奈良県広域消防組合消防本部 8月1日 〇

和歌山県

和歌山市消防局 10月1日 〇 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/syoubou/kasaiyobou/hotelhyouji/ichiran.html

海南市消防本部 8月1日

橋本市消防本部 ※

有田市消防本部 ※

御坊市消防本部 8月1日 http://www.city.gobo.wakayama.jp/

田辺市消防本部 8月1日

新宮市消防本部 8月1日 http://www.city.shingu.lg.jp/forms/top/top.aspx

紀美野町消防本部 ※

那賀消防組合消防本部 10月1日 http://www.naga119.gr.jp

高野町消防本部 ※

伊都消防組合消防本部 ※ http://www.ito119.or.jp

湯浅広川消防組合消防本部 8月1日 http://www5.ocn.ne.jp/~yuhirofd/

有田川町消防本部 8月1日

日高広域消防組合消防本部 ※ http://hidakafire.or.jp

白浜町消防本部 8月1日

串本町消防本部 8月1日

那智勝浦町消防本部 平成27年3月 〇

太地町役場 8月1日

北山村役場 ※

鳥取県

鳥取県東部広域行政管理組合消防局 8月1日 〇 http://www.east.tottori.tottori.jp/kirint_cgi/wnew/script/shoubou.cgi

鳥取中部ふるさと広域連合消防局 8月1日 〇 http://www.chubu-furusato-tottori.jp/1538

鳥取県西部広域行政管理組合消防局 8月1日 http://www.tottori-seibukoiki.jp/syobo/index.html

島根県

松江市消防本部 ※

安来市消防本部 8月1日

雲南広域連合雲南消防本部 ※

出雲市消防本部 8月1日 〇 http://www.izumo119.or.jp/

大田市消防本部 8月1日 http://www.city.ohda.lg.jp/tag/15/

江津邑智消防組合消防本部 8月1日 〇

浜田市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/genre/0000000000000/1000170010007/index.html

益田広域消防本部 10月1日 〇 http://www.fd-masuda.net/

隠岐広域連合消防本部 8月1日

岡山県

岡山市消防局 8月1日 http://www.city.okayama.jp/shoubou/yobou/yobou00368.html

倉敷市消防局 8月1日 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1434

津山圏域 ※

玉野市消防本部 8月1日 http://www.city.tamano.lg.jp/

笠岡地区消防組合消防本部 8月1日

井原市消防本部 8月1日 http://www.city.ibara.okayama.jp/ibarasyoubou/index.htm

総社市消防本部 ※

高梁市消防本部 ※ http://www.city.takahashi.okayama.jp/site/shoubou

新見市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.niimi.okayama.jp/usr/syoubou/

東備組合消防本部 8月1日 http://www.tfd119okayama.jp/

真庭市消防本部 8月1日

美作市消防本部 8月1日

赤磐市消防本部 ※

瀬戸内市消防本部 8月1日 http://www.city.setouchi.lg.jp/^fire/index.html

広島県

広島市消防局 8月1日 〇

呉市消防局 8月1日 〇 http://www.city.kure.lg.jp/~119/



三原市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

尾道市消防局 8月1日 http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/www/life/result.jsp?life_genre=018

大竹市消防本部 8月1日

東広島市消防局 8月1日 http://www.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/soshiki/48/hyoujiseido.html

廿日市市消防本部 ※

安芸高田市消防本部 ※

江田島市消防本部 8月1日 〇

府中町消防本部 8月1日 http://www2.town.fuchu.hiroshima.jp

北広島町消防本部 ※

備北地区消防組合消防本部 9月1日 http://www.119-bihoku.jp/

福山地区消防組合消防局 8月1日 〇

山口県

下関市消防局 8月1日 http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html

宇部・山陽小野田消防局 8月1日

山口市消防本部 8月1日 http://www.city.yamaguchi.lg.jp

萩市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=93

下松市消防本部 8月1日 http://www.city.kudamatsu.lg.jp/yobou/boukakijyuntekigouhyouji.html

防府市消防本部 8月1日 https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/7.html 

岩国地区消防組合消防本部 8月1日 http://www.iwakuni-fd.or.jp/

光地区消防組合消防本部 8月1日 http://119.city.hikari.yamaguchi.jp/

長門市消防本部 8月1日

柳井地区広域消防組合消防本部 8月1日 〇 http://www.yanai119.jp/

美祢市消防本部 ※ 〇 http://www2.city.mine.lg.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html

周南市消防本部 8月1日 http://www.city.shunan.lg.jp/section/syobo/yobo/index.html

徳島県

徳島市消防局 8月1日 〇 http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shobo/yobo/gaiyo19.html

鳴門市消防本部 ※

小松島市消防本部 8月1日

阿南市消防本部 ※

美馬市消防本部 8月1日

那賀町消防本部 ※

名西消防組合消防本部 ※

海部消防組合消防本部 8月1日

板野東部消防組合消防本部 ※

板野西部消防組合消防本部 ※

徳島中央広域連合消防本部 8月1日

美馬西部消防組合消防本部 ※

みよし広域連合消防本部 8月1日

勝浦町 ※

上勝町 ※

佐那河内村 ※

香川県

高松市消防局 8月1日 〇 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/23209.html

丸亀市消防本部 8月1日 http://www.city.marugame.lg.jp/

坂出市消防本部 10月1日

善通寺市消防本部 8月1日 http://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/30/yobo-hyoujiseido-2.html

多度津町消防本部 ※

仲多度南部消防組合 8月1日

大川広域消防本部 8月1日 http://www.o-kouiki.jp/119/

三観広域行政組合消防本部 8月1日 〇 http://www.niji.jp/public/119mitoyo-kagawa/

小豆地区消防本部 10月1日

直島町 ※

愛媛県

松山市消防局 8月1日 https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/kakukaichiran/sbkouhou/yobouka.html

今治市消防本部 8月1日 http://www.islands.ne.jp/imabari/shoubou/hotel/

新居浜市消防本部 8月1日 http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=26604

西条市消防本部 8月1日

四国中央市消防本部 8月1日 https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/

西予市消防本部 8月1日

東温市消防本部 8月1日

上島町消防本部 8月1日

久万高原町消防本部 10月1日

愛南町消防本部 8月1日

八幡浜地区施設事務組合消防本部 8月1日 http://fd-yawatahama-ehime-.jp/index.php

伊予消防等事務組合消防本部 8月1日

宇和島地区広域事務組合消防本部 8月1日 http://www.119.uwajima.nanpu.or.jp/

大洲地区広域消防事務組合 8月1日 http://www4.ocn.ne.jp/~ozu119/

高知県

高知市消防局 8月1日 https://www.city.kochi.kochi.jp/bousai/

室戸市消防本部 8月1日 www.city.muroto.kochi.jp

安芸市消防本部 8月1日

香南市消防本部 8月1日

香美市消防本部 8月1日

南国市消防本部 8月1日

土佐市消防本部 8月1日

土佐清水市消防本部 8月1日

高幡消防組合消防本部 8月1日

中芸広域連合消防本部 8月1日

高吾北広域町村事務組合消防本部 8月1日

仁淀消防組合消防本部 8月1日

嶺北広域行政事務組合消防本部 8月1日



幡多西部消防組合消防本部 8月1日 www.city.sukumo.kochi.jp/syoubou/index.html

幡多中央消防組合消防本部 8月1日

福岡県

北九州市消防局 8月1日 〇 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_00092.html

福岡市消防局 9月1日以降 http://119.city.fukuoka.lg.jp

大牟田市消防本部 8月1日 〇

直方市消防本部 ※

柳川市消防本部 8月1日 〇 http://www.yanagawa119.jp/

筑後市消防本部 8月1日

大川市消防本部 8月1日以降 http://www.city.okawa.fukuoka.jp/shiyakusyo/syobos/index.html

行橋市消防本部 ※ http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/fire/

中間市消防本部 8月1日 http://www.nakama.lg.jp

みやま市消防本部 ※

糸島市消防本部 8月1日 http://www.city.itoshima.lg.jp/soshiki/36/

苅田町消防本部 8月1日

八女消防本部 8月1日

筑紫野太宰府消防組合消防本部 ※

飯塚地区消防本部 8月1日 〇 http://www.iizuka119.jp/

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部 9月1日 http://fukuoka.kon119.or.jp

田川地区消防本部 ※

久留米広域消防本部 8月1日 http://www.fire-city.kurume.fukuoka.jp/fire/index.html

京築広域圏消防本部 ※

直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部 8月1日 httm://ww36.tiki.ne.jp/～fdnksoumu/index.htm/

甘木・朝倉消防本部 ※ 〇 http://www.amagi-asakura.jp/fire-department/news.php

粕屋南部消防組合消防本部 8月1日

宗像地区消防本部 8月1日 〇 http://www.munakata119.jp/

粕屋北部消防本部 ※

遠賀郡消防本部 5月1日

佐賀県

佐賀広域消防局 8月1日 〇 http://www.chubu.saga.saga.jp/f-syoubou.htm

伊万里・有田消防本部 8月1日 〇 http://www.imari-arita119.saga.jp

唐津市消防本部 8月1日 〇 http://www.karatsu119.jp/

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部 ※

杵藤地区広域市町村圏組合消防本部 8月1日 〇

長崎県

長崎市消防局 8月1日 〇 http://www.city.nagasaki.lg.jp/bousai/220000/226000/p025410.html

佐世保市消防局 8月1日 〇

県央地域広域市町村圏組合消防本部 8月1日 http://www.nagasaki-kenoukumiai.jp/

島原地域広域市町村圏組合消防本部 8月1日 http://www.shimabara-area.net/site/ffh.php

五島市消防本部 8月1日 http://www3.city.goto.nagasaki.jp/

平戸市消防本部 ※

松浦市消防本部 8月1日 http：//www.matsusho.net/

壱岐市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.iki.nagasaki.jp/modules/ecology/index.php?cat_id=6

対馬市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/fire_fighting/

新上五島町消防本部 9月1日

熊本県

熊本市消防局 8月1日 http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=5425&class_set_id=2&class_id=62

山鹿植木広域行政事務組合消防本部 8月1日 〇  http://www.yamagaueki119.com/

人吉下球磨消防組合 8月1日

上益城消防組合消防本部 8月1日

上球磨消防本部 ※

八代広域行政事務組合消防本部 8月1日 http//fd.yatsushiro.jp/

阿蘇広域行政事務組合消防本部 8月1日 〇

有明広域行政事務組合消防本部 8月1日 http://www.ariake-119.or.jp/

水俣芦北消防本部 8月1日 〇 http://www.mafd119.com/

宇城広域連合消防本部 8月1日 〇 http://ukisyobo.or.jp/

菊池広域連合消防本部 8月1日

天草広域連合消防本部 8月1日 〇 www.amakusa-kouikirengo.or.jp

大分県

大分市消防局 8月1日 〇 http://www.city.oita.oita.jp

別府市消防本部 ※ www.city.beppu.oita.jp/fire-dep/

中津市消防本部 8月1日

佐伯市消防本部 8月1日 http://www.city.saiki.oita.jp/syoubo119/index.html

臼杵市消防本部 8月1日

津久見市消防本部 ※

竹田市消防本部 8月1日 http://www.city.taketa.oita.jp/syoubou/

豊後高田市消防本部 8月1日 http://www.city.bungotakada.oita.jp

宇佐市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.usa.oita.jp

豊後大野市消防本部 ※

由布市消防本部 8月1日 〇

国東市消防本部 ※ syobo@city.kunisaki.lg.jp

日田玖珠広域消防組合消防本部 8月1日 〇 http://www.b-net.kcv.jp/~hita-fd/

杵築速見消防組合消防本部 8月1日

宮崎県

宮崎市消防局 8月1日 〇

都城市消防局 8月1日 http://www.119syoubou.miyakonojo.miyazaki.jp/

延岡市消防本部 8月1日

日南市消防本部 8月1日 http://www.city.nichinan.lg.jp/modules/contents17/index.php?content_id=40

日向市消防本部 8月1日 http://www.city.hyuga.miyazaki.jp

串間市消防本部 8月1日 http://www.city.kushima.lg.jp/

西都市消防本部 ※ http://www.city.saito.miyazaki.jp/



宮崎県東児湯消防組合消防本部 8月1日

西諸広域行政事務組合消防本部 ※ http://www.nisimoro.jp/

西米良村 ※

諸塚村 ※

椎葉村 ※

美郷町 ※

高千穂町 8月1日 〇

日之影町 ※

五ヶ瀬町 8月1日

鹿児島県

鹿児島市消防局 8月1日 〇 http://www.kagoshima-fd.jp/

枕崎市消防本部 10月1日 http://www11.ocn.ne.jp/^msyoubou/

出水市消防本部 ※ http://www.city.izumi.kagoshima.jp/

垂水市消防本部 ※

薩摩川内市消防局 8月1日

日置市消防本部 8月1日

霧島市消防局 8月1日 〇

いちき串木野市消防本部 ※

南さつま市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/

姶良市消防本部 8月1日 http://www.aira-fd.jp/

さつま町消防本部 8月1日 〇 http://www.satsuma-net.jp/119/m/

指宿南九州消防組合 8月1日 〇

阿久根地区消防組合消防本部 8月1日 〇 http://www9.ocn.ne.jp/~akunefd/

伊佐湧水消防組合 8月1日

大隅曽於地区消防組合 8月1日

大隅肝属地区消防組合 8月1日 fd-kimotsuki.jp

沖永良部与論地区広域事務組合 8月1日

徳之島地区消防組合 8月1日

熊毛地区消防組合 8月1日 〇

大島地区消防組合 8月1日

三島村（島） ※

十島村（島） ※

沖縄県

那覇市消防局 8月1日 〇 http://www.city.naha.okinawa.jp/fire/

宜野湾市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.ginowan.okinawa.jp/organization/syoubouhonbu/2481.html

石垣市消防本部 8月1日 http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/home/syoubou/index.htm

浦添市消防本部 ※

名護市消防本部 ※

糸満市消防本部 8月1日

沖縄市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.okinawa.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=124&id=11935&page=1

豊見城市消防本部 8月1日 〇

うるま市消防本部 8月1日 〇 http://www.city.uruma.lg.jp/1/189.html

宮古島市消防本部 ※

久米島町消防本部 8月1日

本部町今帰仁村消防組合消防組合 8月1日

島尻消防、清掃組合消防本部 8月1日 http://www.southern-links.co.jp/index.jsp

東部消防組合消防本部 ※

中城北中城消防本部 8月1日 http://www.nakakita-fd-okinawa.jp/

金武地区消防衛生組合消防本部 8月1日 〇

国頭地区行政事務組合消防本部 8月1日

比謝川行政事務組合ニライ消防本部 8月1日 〇 http://www.nirai119.jp/

伊江村（島） ※

渡嘉敷村（島） ※

座間味村（島） ※

栗国村（島） ※

渡名喜村（島） ※

南大東村（島） ※

北大東村（島） ※

伊平屋村（島） ※

伊是名村（島） ※

多良間村（島） ※

与那国町（島） ※

竹富町（島） ※

注１）管轄内に本表示制度の対象となるホテル・旅館等の施設（３階建て以上で収容人員が30人以上のもの）が所在していない等の消防本部等については、「掲出開始日

欄」に※を記載。

注２）掲出開始に併せ、交付式の実施を予定している消防本部等については、「交付式実施」欄に〇を記載。

なお、交付式の日時や場所等、詳細については、各消防本部等へ直接お問い合わせ下さい。
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