
学年 その他 所管部署 電話番号

岩手県 盛岡市 南大通三丁目少年消防クラブ 小学１年から小学６年生まで
盛岡市大慈寺小学校及び岩手大学教育学部附属小学校に通学する
児童

盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署）予防係 019-626-7303

岩手県 盛岡市 第四分団少年消防クラブ 小学１年から小学６年生まで 盛岡市大慈寺小学校に通学する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署）予防係 019-626-7303
岩手県 盛岡市 紺屋町少年消防クラブ 小学１年から小学６年生まで 盛岡市立城南小学校に通学する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署）予防係 019-626-7303

岩手県 盛岡市 大工町少年消防クラブ 小学１年から小学６年生まで
盛岡市立仁王小学校及び岩手大学教育学部附属小学校に通学する
児童

盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署）予防係 019-626-7303

岩手県 盛岡市 花屋町少年消防クラブ 小学１年から小学６年生まで 盛岡市立仁王小学校に通学する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署）予防係 019-626-7303
岩手県 盛岡市 寺林地区少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 寺林地区に居住する６歳から１２歳までの児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署玉山出張所） 019-683-2050
岩手県 盛岡市 永井地区少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 永井地区に居住する６歳から１２歳までの児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署玉山出張所） 019-683-2050
岩手県 盛岡市 みどり学園少年消防クラブ 小学４年生から中学３年生まで みちのく・みどり学園に属する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署松園出張所） 019-664-0119
岩手県 盛岡市 高松団地少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 高松団地地区に居住する７歳から１２歳までの児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署山岸出張所） 019-601-8119

岩手県 盛岡市 青雲荘少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで
社会福祉法人小原慶福会青雲荘に入所している７歳から１８歳ま
での学生

盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署山岸出張所） 019-601-8119

岩手県 盛岡市 下米内少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 下米内地区に居住する７歳から１２歳までの児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署山岸出張所） 019-601-8119
岩手県 盛岡市 紅葉が丘児童部消防少年クラブ 小学１年生から小学６年生まで 紅葉が丘地区に居住する７歳から１２歳までの児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署山岸出張所） 019-601-8119
岩手県 盛岡市 青山三丁目少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 盛岡市青山三丁目に居住する10歳から１２歳までの学生 盛岡地区広域消防組合（盛岡西消防署）予防係 019-647-0119
岩手県 盛岡市 月小少年消防クラブ 小学１年生から高校３年生まで 盛岡市立月が丘小学校に通学する児童及び卒業生 盛岡地区広域消防組合（盛岡西消防署）予防係 019-647-0119
岩手県 盛岡市 中屋敷町少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 盛岡市中屋敷町に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡西消防署城西出張所） 019-643-0119
岩手県 盛岡市 みたけ北少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで みたけ北地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡西消防署厨川出張所） 019-641-0119
岩手県 盛岡市 野田地区少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 野田地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡南消防署）予防係 019-637-0119
岩手県 盛岡市 都南東小学校区少年消防クラブ 小学３年生から小学６年生まで 都南東小学校に通学する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡南消防署）予防係 019-637-0119
岩手県 盛岡市 手代森少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 手代森地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡南消防署）予防係 019-637-0119
岩手県 盛岡市 小中島少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 仙北三丁目地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡南消防署仙北出張所） 019-634-0119
岩手県 盛岡市 小鷹少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 南仙北二丁目及び南仙北三丁目地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡南消防署仙北出張所） 019-634-0119
岩手県 宮古市 高浜かもめ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 高浜小学校に通学する児童 宮古市消防対策課（宮古消防署　予防係） 0193-62-5533

岩手県 宮古市 津軽石白鳥少年少女消防クラブ 小学校４年生から小学校６年生まで
津軽石小学校に通学する児童のうち第２０分団管轄に居住する児
童

宮古市消防対策課（宮古消防署　予防係） 0193-62-5533

岩手県 大船渡市 末崎小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 末崎小学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 大船渡市 日頃市小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 日頃市小学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 大船渡市 越喜来小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 越喜来小学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 大船渡市 吉浜小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 吉浜小学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 大船渡市 赤崎小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 赤崎小学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 大船渡市 猪川小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 猪川小学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 大船渡市 立根小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 立根小学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 大船渡市 綾里小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 綾里小学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 大船渡市 末崎中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 末崎中学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 花巻市 轟木子供消防隊 小学１年生から小学６年生まで 轟木地区に居住する児童 花巻市消防本部予防課 0198-22-6123
岩手県 花巻市 太田小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 花巻市立太田小学校に通学する児童 花巻市消防本部予防課 0198-22-6123
岩手県 花巻市 四日町一丁目二区消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 四日町一丁目二区に居住する児童・生徒 花巻市消防本部予防課 0198-22-6123
岩手県 花巻市 城内ジュニア消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 城内地区に居住する児童 花巻市消防本部予防課 0198-22-6123
岩手県 花巻市 一善会少年消防クラブ 小学１年生から大学４年生まで 石鳥谷第17区地区に居住する児童、生徒、学生 花巻市消防本部予防課 0198-22-6123

岩手県 花巻市 清光少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 社会福祉法人青松会児童養護施設清光学園に入所する児童、生徒 花巻市消防本部予防課 0198-22-6123

岩手県 花巻市 大瀬川少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 大瀬川地区に居住する児童 花巻市消防本部予防課 0198-22-6123
岩手県 花巻市 新堀1区少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 新堀1区に居住する児童、生徒 花巻市消防本部予防課 0198-22-6123
岩手県 花巻市 東中島少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 東中島地区に居住する児童、生徒 花巻市消防本部予防課 0198-22-6123
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岩手県 北上市 下藤根少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 下藤根地区に在住する児童 北上地区消防組合消防本部　予防課 0197-65-5173
岩手県 北上市 口内小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 口内小学校に通学する児童 北上地区消防組合消防本部　予防課 0197-65-5173
岩手県 北上市 上長沼少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 上長沼地区に在住する児童 北上地区消防組合消防本部　予防課 0197-65-5173
岩手県 遠野市 遠野小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 遠野小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 遠野北小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 遠野北小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 綾織小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 綾織小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 小友小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 小友小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 附馬牛小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 附馬牛小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 土淵小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 土淵小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 青笹小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 青笹小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 上郷小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 上郷小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 宮守小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 宮守小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 達曽部小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 達曽部小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 鱒沢小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 鱒沢小学校に通学する児童 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 遠野中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学２年生まで 遠野中学校に通学する生徒 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 遠野東中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学２年生まで 遠野東中学校に通学する生徒 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 遠野市 遠野西中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学２年生まで 遠野西中学校に通学する生徒 遠野市消防本部遠野消防署予防係 0198-62-2119
岩手県 一関市 沢内少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 山目沢内民区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 山谷少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 厳美町山谷地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 富沢少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 弥栄地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 弥栄少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 弥栄地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 平沢少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 弥栄地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 鳥舘少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 大東町鳥海地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 大平少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 千厩町奥玉 大平地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 花貫少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 千厩町奥玉 花貫地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 天ケ森少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 千厩町奥玉 天ケ森地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 町下子供育成会少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 千厩町奥玉 町下地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 寺崎前少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 千厩町奥玉 寺崎前地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 宝築少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 千厩町奥玉 宝築地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 中日向少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 千厩町奥玉 中日向地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 一関市 松川少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 東山町松川地区に居住する児童 一関市消防本部防災課 0191-25-5913
岩手県 陸前高田市 小友小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小友小学校に通学する児童 陸前高田市消防本部予防係 0192-54-2119
岩手県 釜石市 釜石小学校ぼうさい安全少年団 小学１年生から小学６年生まで 釜石市立釜石小学校に通学する児童 釜石市消防課（釜石消防署予防係） 0193-55-6117
岩手県 釜石市 双葉小防災クラブ 小学１年生から小学６年生まで 釜石市立双葉小学校に通学する児童 釜石市消防課（釜石消防署予防係） 0193-55-6117
岩手県 釜石市 白山小学校防災少年団 小学１年生から小学６年生まで 釜石市立白山小学校に通学する児童 釜石市消防課（釜石消防署予防係） 0193-55-6117
岩手県 釜石市 平田っ子少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 釜石市立平田小学校に通学する児童 釜石市消防課（釜石消防署予防係） 0193-55-6117
岩手県 釜石市 小佐野小学校防災少年団 小学１年生から小学６年生まで 釜石市立小佐野小学校に通学する児童 釜石市消防課（釜石消防署予防係） 0193-55-6117
岩手県 釜石市 甲子小学校少年少女防災クラブ 小学１年生から小学６年生まで 釜石市立甲子小学校に通学する児童 釜石市消防課（釜石消防署予防係） 0193-55-6117
岩手県 釜石市 鵜住居小学校ぼうさい少年団 小学１年生から小学６年生まで 釜石市立鵜住居小学校に通学する児童 釜石市消防課（釜石消防署予防係） 0193-55-6117
岩手県 釜石市 栗橋こどもぼうさいクラブ 小学１年生から小学６年生まで 釜石市立栗林小学校に通学する児童 釜石市消防課（釜石消防署予防係） 0193-55-6117
岩手県 釜石市 唐丹小学校防災クラブ 小学１年生から小学６年生まで 釜石市立唐丹小学校に通学する児童 釜石市消防課（釜石消防署予防係） 0193-55-6117
岩手県 釜石市 釜中きずな防災クラブ 中学１年生から中学３年生まで 釜石市立釜石中学校に通学する生徒 釜石市消防課（釜石消防署予防係） 0193-55-6117
岩手県 二戸市 二戸市立御返地小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 御返地小学校に通学する児童 二戸地区広域行政事務組合消防本部　消防課 0195-26-8112
岩手県 八幡平市 西根第一少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 五百森、両沼及び山後地区に居住する児童及び生徒 盛岡地区広域消防組合（八幡平消防署）予防係 0195-76-2119
岩手県 八幡平市 松尾なかよし少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 八幡平市松尾地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（八幡平消防署松尾出張所） 0195-74-2119
岩手県 八幡平市 松野スポーツ少年団少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 松野スポーツ少年団の入団している団員 盛岡地区広域消防組合（八幡平消防署松尾出張所） 0195-74-2119
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岩手県 八幡平市 柏台少年消防クラブ 小学３年生から小学６年生まで 八幡平市柏台・松川地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（八幡平消防署松尾出張所） 0195-74-2119
岩手県 八幡平市 浅沢少年消防クラブ 小学校１年生から中学３年生まで 浅沢地区に居住する児童及び生徒 盛岡地区広域消防組合（八幡平消防署安代出張所） 0195-72-2119
岩手県 奥州市 衣川瀬原火の用心子供会 小学１年生から小学６年生まで 奥州市衣川瀬原行政区の子供会の小学生 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部予防課予防係 0197-24-7211
岩手県 滝沢市 下鵜飼少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 下鵜飼地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（滝沢消防署）予防係 019-687-5119
岩手県 滝沢市 巣子中央少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 南巣子地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（滝沢消防署秋沢北出張所） 019-688-0119
岩手県 雫石町 葛根田地区少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 雫石町葛根田地区の小学生 盛岡地区広域消防組合（盛岡西消防署雫石分署） 019-692-6119
岩手県 雫石町 中島地区少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 雫石町中島地区の小学生 盛岡地区広域消防組合（盛岡西消防署雫石分署） 019-692-6119
岩手県 雫石町 黒沢川地区少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 雫石町黒沢川地区の小学生 盛岡地区広域消防組合（盛岡西消防署雫石分署） 019-692-6119
岩手県 雫石町 雫石町児童館消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 雫石町立雫石町児童館の児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡西消防署雫石分署） 019-692-6119
岩手県 葛巻町 小屋瀬少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小屋瀬地区に居住する児童生徒 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署葛巻分署） 0195-66-2709
岩手県 葛巻町 小田少年消防クラブ 小学１年生から中学３年生まで 小田、垂柳、古川戸地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署葛巻分署） 0195-66-2709
岩手県 岩手町 舘・柳橋地区少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 舘・柳橋地区に居住する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署岩手分署） 0195-62-6119
岩手県 岩手町 川口地区少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 岩手町立川口小学校に通学する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡中央消防署岩手分署） 0195-62-6119
岩手県 紫波町 天八青空少年消防クラブ 小学１年生から６年生 青空子供会に属する小学生 盛岡地区広域消防組合（紫波消防署）予防係 019-676-7119
岩手県 紫波町 滝名川少年消防クラブ 小学１年生から６年生 滝名川子供会に属する小学生 盛岡地区広域消防組合（紫波消防署）予防係 019-676-7119
岩手県 紫波町 蔭沼少年消防クラブ 小学１年生から６年生 蔭沼子供会に属する小学生 盛岡地区広域消防組合（紫波消防署）予防係 019-676-7119
岩手県 紫波町 水分少年消防クラブ 小学４年生から６年生 水分地区の小学生 盛岡地区広域消防組合（紫波消防署）予防係 019-676-7119
岩手県 矢巾町 矢巾町少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 矢巾町立煙山小学校及び矢巾町立矢巾東小学校に通学する児童 盛岡地区広域消防組合（盛岡南消防署矢巾分署） 019-697-0119
岩手県 西和賀町 清水ヶ野樺沢少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 清水ヶ野樺沢地区に在住する児童 北上地区消防組合消防本部　予防課 0197-65-5173
岩手県 金ケ崎町 下永沢少年消防隊 小学１年生から小学６年生まで 金ケ崎町永沢下永沢地区の小学生 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部予防課予防係 0197-24-7211
岩手県 金ケ崎町 中組・黒沢少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 金ケ崎町永沢中組・黒沢地区の小学生 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部予防課予防係 0197-24-7211
岩手県 平泉町 長島少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 平泉町立長島小学校に通学する児童 平泉町立長島小学校 0191-46-2203
岩手県 住田町 有住小学校少年消防クラブ 小学５年生から小学６年生まで 有住小学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 住田町 世田米小学校少年消防クラブ 小学４年生から小学６年生まで 世田米小学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 住田町 有住中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 有住中学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 住田町 世田米中学校少年消防クラブ 中学１年生から中学３年生まで 世田米中学校に通学する児童 大船渡地区消防組合消防本部　消防課予防指導係 0192-27-2119
岩手県 大槌町 大槌学園防災クラブ １年生から９年生 大槌学園（小中一貫校）に通学する全児童、生徒 釜石大槌地区行政事務組合大槌消防署　予防係 0193-42-3121
岩手県 大槌町 吉里吉里少年防災クラブ １年生から９年生 吉里吉里学園（小中一貫校）に通学する全児童、生徒 釜石大槌地区行政事務組合大槌消防署　予防係 0193-42-3121
岩手県 岩泉町 安家少年少女消防クラブ 小学校４年生から小学校６年生まで 安家小学校に通学する児童 岩泉町役場　消防防災課防災室（岩泉消防署　予防係） 0194-22-3456
岩手県 岩泉町 釜津田小学校少年消防クラブ 小学校１年生から小学校６年生まで 釜津田小学校に通学する児童 岩泉町役場　消防防災課防災室（岩泉消防署　予防係） 0194-22-3456
岩手県 普代村 普代オーシャンズ少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 普代小学校に通学する児童 久慈広域連合　久慈消防署普代分署 0194-35-2119
岩手県 軽米町 小玉川地区少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小玉川地区に居住する児童 二戸地区広域行政事務組合消防本部　消防課 0195-26-8112
岩手県 野田村 野田村少年消防クラブ 小学４年生 野田小学校に通学する児童 久慈広域連合　久慈消防署野田分署 0194-78-2167
岩手県 九戸村 九戸村立山根小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 山根小学校に通学する児童 二戸地区広域行政事務組合消防本部　消防課 0195-26-8112
岩手県 洋野町 大沢少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 大沢地区に居住する６歳から12歳までの学生 久慈広域連合　洋野消防署 0194-65-6119
岩手県 洋野町 種市中央少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 種市小学校に通学する児童 久慈広域連合　洋野消防署 0194-65-6119
岩手県 洋野町 角浜少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 角浜小学校に通学する児童 久慈広域連合　洋野消防署 0194-65-6119

岩手県 洋野町 宿戸少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 宿戸小学校に通学する児童 久慈広域連合　洋野消防署 0194-65-6119
今年度クラブ員数
は０

岩手県 洋野町 水沢少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 水沢地区に居住する６歳から12歳までの学生 久慈広域連合　洋野消防署 0194-65-6119
岩手県 洋野町 向田少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 向田地区に居住する６歳から12歳までの学生 久慈広域連合　洋野消防署 0194-65-6119
岩手県 一戸町 一戸町立鳥海小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 鳥海小学校に通学する児童 二戸地区広域行政事務組合消防本部　消防課 0195-26-8112
岩手県 一戸町 一戸町立小鳥谷小学校少年消防クラブ 小学１年生から小学６年生まで 小鳥谷小学校に通学する児童 二戸地区広域行政事務組合消防本部　消防課 0195-26-8112
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