
学年 その他 所管部署 電話番号
北海道 清水町 御影少年消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで 清水町御影に居住する小学校４年生から中学校３年生 清水消防署御影分遣所　予防係 0156-63-2212
北海道 広尾町 広尾少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 広尾小学校に通学する児童 広尾消防署　予防係 01558-2-2730
北海道 本別町 南４丁目防火クラブ 小学１年生から中学３年生まで 南４丁目の自治会に加入している小学１年生から中学３年生 本別消防署　予防係 0156-22-2007

北海道 遠軽町 丸瀬布・白滝少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで
遠軽町内に在住の小学生及び中学生で、わくわく自然体験教室の
参加者

遠軽地区広域組合消防本部予防課予防係 0158-42-7600

北海道 岩見沢市 第二区会少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 第二区会町会に居住する６歳から１５歳までの学生　など 岩見沢地区消防事務組合（消防本部）予防課 0126-22-4301
北海道 岩見沢市 若駒少年消防クラブ 小学１年生から中学２年生まで 若駒町会に居住する６歳から１５歳までの学生　など 岩見沢地区消防事務組合（消防本部）予防課 0126-22-4301
北海道 釧路市 共栄小学校少年少女消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 釧路市立共栄小学校に通学する児童など 釧路市中央消防署予防広報査察担当 0154-23-0431
北海道 釧路市 光陽児童館少年少女消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 釧路市光陽児童館に通う児童など 釧路市中央消防署予防広報査察担当 0154-23-0431
北海道 釧路市 鶴ケ岱児童センター少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 釧路市鶴ケ岱児童センターに通う児童など 釧路市中央消防署予防広報査察担当 0154-23-0431
北海道 釧路町 別保少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 釧路町立別保小学校に通学する児童 釧路東部消防組合釧路消防署予防広報係 0154-40-5131

北海道 厚岸町 松葉少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで
松葉地区内に在住する小中学生の希望者又は地区外の参加を希望
する小中学生

釧路東部消防組合厚岸消防署予防広報係 0153-52-5111

北海道 厚岸町 上尾幌・片無去少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで
上尾幌地区及び片無去地区に在住する小中学生の希望者又は地区
外の参加を希望する小中学生

釧路東部消防組合厚岸消防署予防広報係 0153-52-5111

北海道 標茶町 磯分内少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 磯分内小学校に通学する児童 標茶消防署予防救急課予防広報係 015-485-2021

北海道 恵庭市 島松仲町少年火防クラブ 小学１年生から中学３年生まで
少年消防クラブは概ね１０歳～１５歳以下の少年少女により編成
入会は各町内会の判断

恵庭市消防本部 0123-33-0990

北海道 恵庭市 相生町自治会少年火防クラブ 小学１年生から中学３年生まで
少年消防クラブは概ね１０歳～１５歳以下の少年少女により編成
入会は各町内会の判断

恵庭市消防本部 0123-33-0990

北海道 恵庭市 駒場南少年火防クラブ 小学１年生から中学３年生まで
少年消防クラブは概ね１０歳～１５歳以下の少年少女により編成
入会は各町内会の判断

恵庭市消防本部 0123-33-0990

北海道 恵庭市 駒場中央少年火防クラブ 小学１年生から中学３年生まで
少年消防クラブは概ね１０歳～１５歳以下の少年少女により編成
入会は各町内会の判断

恵庭市消防本部 0123-33-0990

北海道 恵庭市 和光町少年火防クラブ 小学１年生から中学３年生まで
少年消防クラブは概ね１０歳～１５歳以下の少年少女により編成
入会は各町内会の判断

恵庭市消防本部 0123-33-0990

北海道 恵庭市 駒場北少年火防クラブ 小学１年生から中学３年生まで
少年消防クラブは概ね１０歳～１５歳以下の少年少女により編成
入会は各町内会の判断

恵庭市消防本部 0123-33-0990

北海道 恵庭市 有明町少年火防団 小学１年生から中学３年生まで
少年消防クラブは概ね１０歳～１５歳以下の少年少女により編成
入会は各町内会の判断

恵庭市消防本部 0123-33-0990

北海道 江別市 幸町少年防火クラブ 小学１年生から小学６年生まで 幸町自治会内に居住する６歳から１２歳までの少年少女 江別市消防本部予防課 011-382-5430
北海道 江別市 上江別自治連合会ジュニア消防クラブ 小学３年生から小学６年生まで 上江別自治連合会会員の８歳から１２歳までの男女児童 江別市消防本部予防課 011-382-5430 現在活動休止中
北海道 根室市 花咲港少年消防クラブ 全学年 根室市立花咲港小学校に通学する児童 根室市消防本部　警防課 0153-24-3163
北海道 根室市 歯舞少年消防クラブ 全学年 根室市立歯舞学園（前期）に通学する（歯舞地区）児童 根室市消防本部　警防課 0153-24-3163
北海道 根室市 双友少年消防クラブ 全学年 根室市立歯舞学園（前期）に通学する（友知・双沖地区）児童 根室市消防本部　警防課 0153-24-3163
北海道 砂川市 砂川市少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 砂川、豊沼、中央、空知太、北光小学校に通学する児童 砂川地区広域消防組合　砂川消防署　予防課 0125-54-2196
北海道 札幌市 苗穂少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局中央消防署予防課 011-215-2120
北海道 札幌市 桑園少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局中央消防署予防課 011-215-2120
北海道 札幌市 幌西少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局中央消防署予防課 011-215-2120
北海道 札幌市 山鼻少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局中央消防署予防課 011-215-2120
北海道 札幌市 円山少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局中央消防署予防課 011-215-2120
北海道 札幌市 新琴似少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局北消防署予防課 011-737-2100
北海道 札幌市 篠路少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局北消防署予防課 011-737-2100
北海道 札幌市 新琴似西少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局北消防署予防課 011-737-2100
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北海道 札幌市 新川少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局北消防署予防課 011-737-2100
北海道 札幌市 屯田少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局北消防署予防課 011-737-2100
北海道 札幌市 北光しらゆり少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局東消防署予防課 011-781-2100 休止中
北海道 札幌市 栄東ひのまる少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局東消防署予防課 011-781-2100
北海道 札幌市 丘珠はまなす少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局東消防署予防課 011-781-2100
北海道 札幌市 札苗しんせい少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局東消防署予防課 011-781-2100
北海道 札幌市 伏古本町ひまわり少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局東消防署予防課 011-781-2100
北海道 札幌市 北白石少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局白石消防署予防課 011-861-2100
北海道 札幌市 東札幌少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局白石消防署予防課 011-861-2100
北海道 札幌市 厚別中央しなの少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局厚別消防署予防課 011-892-2100
北海道 札幌市 厚別西少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局厚別消防署予防課 011-892-2100
北海道 札幌市 厚別南少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局厚別消防署予防課 011-892-2100
北海道 札幌市 もみじ台少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局厚別消防署予防課 011-892-2100
北海道 札幌市 平岸中の島少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局豊平消防署予防課 011-852-2100 休止中
北海道 札幌市 月寒少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局豊平消防署予防課 011-852-2100
北海道 札幌市 西福少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局豊平消防署予防課 011-852-2100
北海道 札幌市 美園あっぷる少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局豊平消防署予防課 011-852-2100
北海道 札幌市 清田少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局清田消防署予防課 011-883-2100
北海道 札幌市 北野少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局清田消防署予防課 011-883-2100
北海道 札幌市 平岡少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局清田消防署予防課 011-883-2100
北海道 札幌市 里美少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局清田消防署予防課 011-883-2100
北海道 札幌市 清田中央少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局清田消防署予防課 011-883-2100
北海道 札幌市 ふじの少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局南消防署予防課 011-581-2100
北海道 札幌市 芸術の森少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局南消防署予防課 011-581-2100
北海道 札幌市 みすまい少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局南消防署予防課 011-581-2100
北海道 札幌市 川沿少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局南消防署予防課 011-581-2100
北海道 札幌市 澄川少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局南消防署予防課 011-581-2100
北海道 札幌市 琴似少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局西消防署予防課 011-667-2100
北海道 札幌市 発寒北少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局西消防署予防課 011-667-2100
北海道 札幌市 八軒少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局西消防署予防課 011-667-2100
北海道 札幌市 西野少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局西消防署予防課 011-667-2100
北海道 札幌市 西町少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局西消防署予防課 011-667-2100
北海道 札幌市 手稲鉄北少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局手稲消防署予防課 011-681-2100
北海道 札幌市 星置少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局手稲消防署予防課 011-681-2100
北海道 札幌市 前田少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局手稲消防署予防課 011-681-2100 休止中
北海道 札幌市 手稲中央少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局手稲消防署予防課 011-681-2100
北海道 札幌市 稲穂金山少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 原則、当該クラブが結成された連合町内会に居住していること 札幌市消防局手稲消防署予防課 011-681-2100
北海道 三笠市 三笠市少年消防クラブ 小学４年生から６年生 三笠市立三笠小学校及び三笠市立岡山小学校の児童 三笠市消防署消防課消防係 01267-2-3499
北海道 士別市 多寄少年消防クラブ 小学１年生から小学校６年生まで 士別市多寄地区に居住する小学生 士別地方消防事務組合 0165-23-4709

北海道 斜里町 斜里町少年消防クラブ 小学５年生から中学３年生まで 斜里地区に居住する小学５年生から中学３年生まで
斜里地区消防組合消防本部（斜里消防署）予防
課

0152-23-2435

北海道 小樽市 桂岡少年（少女）消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市桂岡地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181
北海道 小樽市 銭函少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市銭函地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181
北海道 小樽市 花園西３丁目会少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市花園西３丁目地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181



学年 その他 所管部署 電話番号
都道府県

加入対象 問合せ先情報
備考少年消防クラブ名市区町村

北海道 小樽市 清水町会少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市清水町地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181

北海道 小樽市 オタモイ少年少女消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市オタモイ地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181
クラブ員０名(活
動中)

北海道 小樽市 蘭島町会少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市蘭島地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181
北海道 小樽市 新光西アカシヤ少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市新光地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181 活動休止中
北海道 小樽市 東小樽少年少女消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市東小樽地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181 活動休止中
北海道 小樽市 若竹少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市若竹町地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181 活動休止中
北海道 小樽市 花園東３丁目連合会少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市花園東３丁目地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181 活動休止中
北海道 小樽市 高島少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小樽市高島地区及び地区付近に居住する小学生 小樽市消防本部予防課予防係 0134-22-9181 活動休止中

北海道 名寄市 大町少年消防クラブ 小学２年生から高校３年生まで 大町町内会に居住する生徒　など
上川北部消防事務組合(名寄消防署)予防課予防
係

01654-3-3319

北海道 名寄市 智恵文少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 智恵文小学校又は智恵文中学校に通学する生徒　など
上川北部消防事務組合(名寄消防署)予防課予防
係

01654-3-3319

北海道 下川町 下川少年消防クラブ 小学３年生から小学６年生まで 下川町に居住する少年（少女）　など 上川北部消防事務組合（下川消防署）予防係 01655-4-2119
北海道 森町 森町少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 森町内の小・中学校に通学する児童・生徒 森町消防本部　予防課　予防係 01374-2-2125

北海道 妹背牛町 妹背牛町少年防火クラブ 中学１年生から中学３年生まで 妹背牛町立妹背牛中学校に通学する学生
深川地区消防組合  深川消防署妹背牛支署  予防
係

0164-32-2026

北海道 秩父別町 秩父別少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで ボーイスカウト秩父別第１団が母体
深川地区消防組合  深川消防署秩父別支署  予防
係

0164-33-3850

北海道 伊達市 青空少年消防クラブ 小学校１年生から小学校６年生 関内地区に居住する小学生 西胆振行政事務組合　伊達消防署　予防課 0142-23-8119
北海道 伊達市 有珠少年消防クラブ 小学校１年生から小学校６年生 有珠地区に居住する小学生 西胆振行政事務組合　伊達消防署　予防課 0142-23-8119
北海道 伊達市 黄金少年消防クラブ 小学校１年生から小学校６年生 黄金地区に居住する小学生 西胆振行政事務組合　伊達消防署　予防課 0142-23-8119
北海道 洞爺湖町 洞爺湖温泉小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 洞爺湖温泉小学校に通学する児童 西胆振行政事務組合洞爺湖支署　予防係 0142-76-2119
北海道 洞爺湖町 とうや小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで とうや小学校に通学する児童 西胆振行政事務組合洞爺湖支署　予防係 0142-76-2119
北海道 壮瞥町 壮瞥小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 壮瞥小学校に通学する児童 西胆振行政事務組合　壮瞥支署　予防係 0142-66-2119

北海道 石狩市 石狩市樽川少年消防クラブ 小学４年生から中学２年生まで 樽川なかよし子供会に在籍する児童および生徒
石狩北部地区消防事務組合消防本部
（石狩消防署予防課予防担当）

0133-74-7165

北海道 石狩市 石狩市厚田少年消防クラブ 小学３年生から小学８年生まで 厚田学園に在学する児童および生徒
石狩北部地区消防事務組合消防本部
（石狩消防署厚田支署）

0133-78-2131

北海道 当別町 当別町北栄町少年消防クラブ 小学１年生から小学３年生まで 北栄町地区に居住する児童
石狩北部地区消防事務組合消防本部
（当別消防署予防課予防係）

0133-23-2537

北海道 当別町 当別町西町少年消防クラブ 小学１年生から小学３年生まで 西町地区に居住する児童
石狩北部地区消防事務組合消防本部
（当別消防署予防課予防係）

0133-23-2537

北海道 千歳市 清流少年消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで 清流町内会の小学生及び中学生 千歳市消防本部予防課 0123-23-0420
北海道 千歳市 真々地少年消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで 真々地自治会の小学生及び中学生 千歳市消防本部予防課 0123-23-0420
北海道 千歳市 支笏湖少年消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで 支笏湖自治振興会の小学生及び中学生 千歳市消防本部予防課 0123-23-0420
北海道 千歳市 若草少年消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで 若草町内会の小学生及び中学生 千歳市消防本部予防課 0123-23-0420
北海道 千歳市 豊里少年少女消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで 豊里町内会の小学生及び中学生 千歳市消防本部予防課 0123-23-0420
北海道 千歳市 北栄東少年少女消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで 北栄東町内会の小学生及び中学生 千歳市消防本部予防課 0123-23-0420
北海道 千歳市 自由ヶ丘子供消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで 自由ヶ丘町内会の小学生及び中学生 千歳市消防本部予防課 0123-23-0420
北海道 千歳市 稲穂少年少女消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで 稲穂町内会の小学生及び中学生 千歳市消防本部予防課 0123-23-0420
北海道 美唄市 美唄市ジュニア消防クラブ　ライノ 小学５年生から小学６年生まで 市内小学校に通学する児童 美唄市消防本部予防課 0126-66-2225
北海道 美瑛町 美瑛町少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 美瑛町管内の学校に通学する児童 美瑛消防署　広報係 0166-92-2029
北海道 東神楽町・東川町 大雪東少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 東神楽町・東川町管内の学校に通学する児童 大雪東消防署　広報係 0166-83-0119
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北海道 滝川市 滝川市少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 入会を希望する者をもって作る自発的な組織体 滝川地区広域消防事務組合滝川消防署予防課保安係 0125-23-1252
北海道 赤平市 赤平市少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 市内に在住し赤平小学校に通学する児童 滝川地区広域消防事務組合赤平消防署予防課保安係 0125-32-3181
北海道 新十津川町 新十津川町少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 新十津川町立新十津川小学校に通学する児童 滝川地区広域消防事務組合滝川消防署新十津川支署 0125-76-2619
北海道 七飯町 軍川少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 軍川地区に居住する小学生 七飯消防署　予防課 0138-65-2244
北海道 平取町 平取町少年消防クラブ 小学３年生から小学６年生まで 平取町内に在住している小学生 日高西部消防組合平取消防署　予防課 01457-2-2361

北海道 浦河町 東町第５自治会少年少女消防クラブ 小学校１年生から小学校６年生まで 浦河町東町かしわ３丁目及び浦河町ちのみ４丁目に居住している小学生 日高東部消防組合（浦河消防署）予防課指導係 0146-22-2144
ura2144@town.u
rakawa.hokkaido
.jp

北海道 函館市 北星小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 北星小学校に通学する児童 函館市消防本部　予防課 0138-22-2144
北海道 函館市 鱒川小中学校少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 鱒川小中学校に通学する児童、生徒 函館市消防本部　予防課 0138-22-2144

北海道 上富良野町 上富良野町少年消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで 上富良野町内の小・中学校に通学する児童等 富良野広域連合上富良野消防署指導係 0167-45-2119
実態として小学
生のみ入隊

北海道 中富良野町 中富良野町少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 中富良野町内の各小学校（中富良野小学校、旭中小学校、宇分小学校、西中小学校）に通学する児童 富良野広域連合上富良野消防署中富良野支署指導係 0167-44-2119
北海道 北見市 北見市上仁頃少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 上仁頃地区に居住する１０歳から１２歳まで 北見市立端野小学校 0157-56-2016
北海道 北見市 北見市留辺蘂少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 北見市留辺蘂小学校に通学する児童　など 北見地区消防組合留辺蘂支署 0157-42-2049
北海道 北見市 北見市太陽わらべ太鼓少年消防クラブ 小学５年生から高校３年生まで 北見地区に居住する１０歳から１８歳までの学生　など 認定こども園北見太陽保育園内 0157-61-5096
北海道 羽幌町 天売オロロン少年消防クラブ 小学２年生から中学３年生まで 天売小中学校に通学する児童・生徒 北留萌消防組合消防署予防課予防係 0164-62-1246
北海道 遠別町 遠別町少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 遠別町立遠別小学校に通学する児童・生徒 北留萌消防組合消防署遠別支署予防係 01632-7-2119
北海道 網走市 網走少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 網走市内に在住の児童 網走地区消防組合網走消防署　南出張所警防係 0152-43-3016

北海道 大空町 女満別少年消防クラブ 小学３年生から小学６年生まで 大空町立女満別小学校に通学する児童
網走地区消防組合大空消防署　予防課予防調査
係

0152-74-2619

北海道 大空町 東藻琴少年消防クラブ 小学３年生から小学６年生まで 大空町立東藻琴小学校に通学する児童
網走地区消防組合大空消防署　東藻琴出張所予
防調査係

0152-66-3344

北海道 西興部村 西興部少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 村立西興部小学校に通学する児童 紋別地区消防組合消防署西興部支署予防係 0158-87-2537
北海道 夕張市 南部少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 夕張市南部地区に居住する学生 夕張市消防署　警防課救急係 0123-53-4122
北海道 夕張市 沼ノ沢少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 夕張市沼ノ沢地区に居住する学生 夕張市消防署　警防課救急係 0123-53-4122
北海道 夕張市 若菜少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 夕張市若菜地区に居住する学生 夕張市消防署　警防課救急係 0123-53-4122 休止中
北海道 夕張市 清陵２区少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 夕張市清水沢清陵地区に居住する学生 夕張市消防署　警防課救急係 0123-53-4122 休止中
北海道 夕張市 真谷地６区少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 夕張市真谷地地区に居住する学生 夕張市消防署　警防課救急係 0123-53-4122 休止中
北海道 夕張市 紅葉山少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 夕張市紅葉山地区に居住する学生 夕張市消防署　警防課救急係 0123-53-4122 休止中
北海道 倶知安町 倶知安町少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 倶知安町内の小学校に通学する児童 羊蹄山ろく消防組合倶知安消防署広報係 0136-22-1089
北海道 ニセコ町 ニセコ町少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで ニセコ町内の小学校に通学する児童 羊蹄山ろく消防組合消防署ニセコ支署広報係 0136-44-2354
北海道 利尻町 利尻町少年消防クラブ 小学３年生から小学６年生まで 沓形小学校に通学する児童 利尻礼文消防事務組合　消防署　予防係 0163-84-2119
北海道 留萌市 留萌少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 留萌市内に居住する小中学生を対象。 留萌消防組合留萌消防署　予防課予防係 0164-42-2296
北海道 小平町 小平少年消防クラブ 小学３年生から中学３年生まで 小平地区に居住する小学３年生から中学３年生までの学生 留萌消防組合小平消防署管理課予防保安係 0164-56-2221
北海道 小平町 鬼鹿少年消防クラブ 小学３年生から中学３年生まで 鬼鹿地区に居住する小学３年生から中学３年生までの学生 留萌消防組合小平消防署管理課予防保安係 0164-56-2221
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