都道府県

市区町村

少年消防クラブ名

岐阜県

岐阜市

岐阜市明郷少年消防クラブ

岐阜県

岐阜市

岐阜市徹明少年消防クラブ

岐阜県

岐阜市

岐阜市華陽少年消防クラブ

岐阜県

岐阜市

岐阜県

加入対象
学年

問合せ先情報
その他

小学４年生から小学６年生まで

所管部署

電話番号

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜市京町少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜市

岐阜市本荘少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市金華少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市岩少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市日野少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市長森東少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市長森西少年消防クラブ

９歳から１３歳まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市芥見南少年消防クラブ

インリーダー生

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市芥見東少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市白山少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市鏡島少年消防クラブ

１０歳から１５歳まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市芥見少年消防クラブ

１０歳から１５歳まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市梅林少年消防クラブ

岐阜市立梅林小学校に通う４年生

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市木之本少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生のインリーダー加入生

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市長森北少年消防クラブ

１０歳から１２歳まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市加納西少年消防クラブ

加納地域の各支部から２名選出

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市長森南少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部

予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市三里少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部

予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市厚見少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部

予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市加納東少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部

予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市茜部少年消防クラブ

岐阜市消防本部

予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市市橋少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市鶉少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市日置江少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市柳津少年消防クラブ

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市木田少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市常磐少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市三輪南少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市七郷少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市長良少年消防クラブ

高学年

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市長良東少年消防クラブ

長良東子ども会育成会インリーダー生

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市合渡少年消防クラブ

１０歳から１２歳まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市岩野田少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

小学４年生から小学６年生までのボーイスカウト

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市岩野田北少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部

予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市則武少年消防クラブ

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市長良西少年消防クラブ

岐阜市消防本部

予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市島少年消防クラブ

１０歳から１５歳まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市網代少年消防クラブ

１０歳から１２歳まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市黒野少年消防クラブ

１０歳から１５歳まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市方県少年消防クラブ

１０歳から１２歳まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市西郷少年消防クラブ

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

７歳から１２歳まで

小学４年生から小学６年生まで

茜部地域に住む小学５年生及び６年生

柳津子ども会のインリーダーの会員

小学校高学年
小学５年生から小学６年生まで

小学４年生から小学６年生まで

備考

都道府県

市区町村

岐阜県

岐阜市

岐阜市鷺山少年消防クラブ

岐阜県

岐阜市

岐阜市城西少年消防クラブ

岐阜県

岐阜市

岐阜県

加入対象

少年消防クラブ名

学年

問合せ先情報
その他

小学４年生から小学６年生まで

所管部署

電話番号

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

１０歳から１５歳まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜市三輪北少年消防クラブ

岐阜市立三輪北小学校に通う６年生

岐阜市消防本部

予防課

058-262-7163

岐阜市

岐阜市藍川少年消防クラブ

１０歳から１５歳まで

岐阜市消防本部

予防課

058-262-7163

岐阜県

岐阜市

岐阜市早田少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

岐阜市消防本部 予防課

058-262-7163

岐阜県

高山市

高山市立小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

高山市立小学校に通学する児童

高山市消防本部 予防課

0577-32-3027

岐阜県

高山市

高山市立中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生

高山市立中学校に通学する全生徒

高山市消防本部 予防課

0577-32-3027

岐阜県

多治見市

滝呂小学校少年消防クラブ

小学校４年生

滝呂小学校に通学する児童

多治見市消防本部予防課

0572-22-9233

岐阜県

中津川市

中津川市福岡少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

全校生徒

中津川市消防本部

北消防署

0573-76-0119

岐阜県

中津川市

中津川市加子母少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

全校生徒

中津川市消防本部

加子母分署

0573-79-0119

岐阜県

中津川市

中津川市西七区少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

全校生徒

中津川市消防本部

中消防署

0573-66-1119

岐阜県

瑞浪市

土岐小学校少年消防クラブ

５年生及び６年生

土岐小学校に通学する児童

瑞浪市消防本部 予防課

0572-68-2001

岐阜県

恵那市

恵那市少年消防隊

小学５年生から小学６年生まで

市内の小学生が対象

恵那市消防本部予防課

0573-26-0119

岐阜県

各務原市

那加第一小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

那加第二小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

那加第三小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

尾崎小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

稲羽西小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

稲羽東小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

鵜沼第一小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

鵜沼第二小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

鵜沼第三小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

緑苑小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

八木山小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

陵南小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

各務小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

蘇原第一小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

蘇原第二小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

中央小学校少年防火クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

各務原市

川島小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

小学校児童全員

各務原市消防本部

予防課

058-382-3137

岐阜県

山県市

伊自良中学校少年消防クラブ

全学年

山県市役所総務課

0581-32-9100

岐阜県

山県市

富岡小学校少年消防クラブ

小学５年から６年まで

山県市役所総務課

0581-32-9100

岐阜県

山県市

美山小学校消防クラブ

小学５年から６年まで

山県市役所総務課

0581-32-9100

岐阜県

瑞穂市

瑞穂市少年少女消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

瑞穂市役所市民協働安全課

058-327-4130

岐阜県

本巣市

本巣市立本巣小学校少年消防クラブ

本巣市役所総務課

0581-34-5020

岐阜県

本巣市

本巣市立外山小学校少年消防クラブ

本巣市役所総務課

0581-34-5020

岐阜県

本巣市

本巣市立弾正小学校少年消防クラブ

本巣市役所総務課

0581-34-5020

岐阜県

本巣市

本巣市立真桑小学校少年消防クラブ

本巣市役所総務課

0581-34-5020

岐阜県

本巣市

本巣市立席田小学校少年消防クラブ

本巣市役所総務課

0581-34-5020

全校児童（小学１年生から小学６
年生まで）
全校児童（小学１年生から小学６
年生まで）
全校児童（小学１年生から小学６
年生まで）
全校児童（小学１年生から小学６
年生まで）
全校児童（小学１年生から小学６
年生まで）

瑞穂市内の小学校に通学する小学４年生から６年生までの児童

備考

都道府県

市区町村

岐阜県

本巣市

本巣市立土貴野小学校少年消防クラブ

岐阜県

本巣市

本巣市立一色小学校少年消防クラブ

岐阜県

本巣市

本巣市立根尾学園少年消防クラブ

岐阜県

本巣市

本巣市立本巣中学校少年消防クラブ

岐阜県

本巣市

本巣市立真正中学校少年消防クラブ

岐阜県

本巣市

本巣市立糸貫中学校少年消防クラブ

岐阜県

垂井町

不破中学校少年消防隊

岐阜県

垂井町

岐阜県

加入対象

少年消防クラブ名

学年

問合せ先情報
その他

全校児童（小学１年生から小学６

所管部署

電話番号

本巣市役所総務課

0581-34-5020

本巣市役所総務課

0581-34-5020

本巣市役所総務課

0581-34-5020

本巣市役所総務課

0581-34-5020

本巣市役所総務課

0581-34-5020

本巣市役所総務課

0581-34-5020

全学年

垂井町役場企画調整課

0584ｰ23ｰ0119

北中学校少年消防隊

全学年

垂井町役場企画調整課

0584ｰ23ｰ0119

垂井町

垂井小学校防災少年団

小学５年生から小学６年生まで

垂井町役場企画調整課

0584ｰ23ｰ0119

岐阜県

垂井町

東小学校防災少年団

小学５年生から小学６年生まで

垂井町役場企画調整課

0584ｰ23ｰ0119

岐阜県

垂井町

宮代小学校防災少年団

小学５年生から小学６年生まで

垂井町役場企画調整課

0584ｰ23ｰ0119

岐阜県

垂井町

表佐小学校防災少年団

小学５年生から小学６年生まで

垂井町役場企画調整課

0584ｰ23ｰ0119

岐阜県

垂井町

府中小学校防災少年団

小学５年生から小学６年生まで

垂井町役場企画調整課

0584ｰ23ｰ0119

岐阜県

垂井町

岩手小学校防災少年団

小学５年生から小学６年生まで

垂井町役場企画調整課

0584ｰ23ｰ0119

岐阜県

垂井町

合原小学校防災少年団

小学６年生

垂井町役場企画調整課

0584ｰ23ｰ0119

岐阜県

関ケ原町

関中生徒会

中学１年生から中学３年生まで

関ケ原中学校に通学する児童

など

不破消防組合

西消防署

0584-43-0119

岐阜県

関ケ原町

関ケ原小学校

小学１年生から小学６年生まで

関ケ原小学校に通学する児童

など

不破消防組合 西消防署

0584-43-0119

岐阜県

神戸町

神戸小学校少年消防クラブ

小学６年生

神戸小学校に通学する児童

神戸町役場総務課

0584-27-0171

岐阜県

神戸町

下宮小学校少年消防クラブ

小学６年生

下宮小学校に通学する児童

神戸町役場総務課

0584-27-0171

岐阜県

神戸町

南平野小学校少年消防クラブ

小学６年生

南平野小学校に通学する児童

神戸町役場総務課

0584-27-0171

岐阜県

神戸町

北小学校少年消防クラブ

小学６年生

北小学校に通学する児童

神戸町役場総務課

0584-27-0171

岐阜県

輪之内町

仁木小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

仁木小学校に在学する児童

輪之内町役場危機管理課

0584-69-3117

岐阜県

輪之内町

福束小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

福束小学校に在学する児童

輪之内町役場危機管理課

0584-69-3117

岐阜県

輪之内町

大藪小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大藪小学校に在学する児童

輪之内町役場危機管理課

0584-69-3117

岐阜県

輪之内町

輪之内中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

輪之内中学校に在学する児童

輪之内町役場危機管理課

0584-69-3117

岐阜県

安八町

安八町立結小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

結小学校に通学する児童

安八町役場総務課

0584-64-3111

岐阜県

安八町

安八町立名森小学校少年消防クラブ

小学６年生

名森小学校に通学する児童

安八町役場総務課

0584-64-3111

岐阜県

安八町

安八町立牧小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

牧小学校に通学する児童

安八町役場総務課

0584-64-3111

岐阜県

池田町

温知小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

池田町役場総務課

0585-45-0731

岐阜県

池田町

八幡小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

池田町役場総務課

0585-45-0731

岐阜県

池田町

宮地小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

池田町役場総務課

0585-45-0731

岐阜県

池田町

池田小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

池田町役場総務課

0585-45-0731

岐阜県

池田町

養基小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

池田町役場総務課

0585-45-0731

岐阜県

池田町

市橋少年消防クラブ

市橋地区の小学生

池田町役場総務課

0585-45-0731

岐阜県

北方町

北方町立北方小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

北方小学校に通学する児童

など

北方町役場総務危機管理課

058-323-1111

岐阜県

北方町

北方町立北方西小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

北方西学校に通学する児童

など

北方町役場総務危機管理課

058-323-1111

岐阜県

北方町

北方町立北方南小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

北方南学校に通学する児童

など

北方町役場総務危機管理課

058-323-1111

岐阜県

北方町

北方町立北方中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

北方中学校に通学する児童

など

北方町役場総務危機管理課

058-323-1111

岐阜県

白川村

白川村少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

白川郷学園に在学する中学１年生から中学３年生までの生徒

白川村役場総務課

05769-6-1311

防災少年団

年生まで）
全校児童（小学１年生から小学６
年生まで）
全校生（１年生から９年生まで）
全校生徒（中学１年生から中学３
年生まで）
全校生徒（中学１年生から中学３
年生まで）
全校生徒（中学１年生から中学３
年生まで）

備考

加入対象

少年消防クラブ名

問合せ先情報

都道府県

市区町村

岐阜県

郡上市

郡上市立八幡小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立八幡小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立川合小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立川合小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立相生小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立相生小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立口明方小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立口明方小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立大和西小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立大和西小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立大和南小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立大和南小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立大和北小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立大和北小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立大和第一北小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立大和第一北小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立牛道小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立牛道小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立那留小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立那留小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立白鳥小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立白鳥小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立大中小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立大中小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立北濃小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立北濃小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立石徹白小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

郡上市立石徹白小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立高鷲小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立高鷲小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立高鷲北小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立高鷲北小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立三城小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立三城小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立吉田小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立吉田小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立明宝小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

郡上市立明宝小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立和良小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

郡上市立和良小学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立八幡中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

郡上市立八幡中学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立八幡西中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

郡上市立八幡西中学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立大和中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

郡上市立大和中学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立白鳥中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

郡上市立白鳥中学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立高鷲中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

郡上市立高鷲中学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立郡南中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

郡上市立郡南中学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立明宝中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

郡上市立明宝中学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

郡上市

郡上市立郡上東中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

郡上市立郡上東中学校に通学する児童

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

岐阜県

下呂市

下呂市立小坂中学校少年消防クラブ

中学３年生

下呂市立小坂中学校に通学する学生

下呂市消防本部予防課

0576-25-6188

岐阜県

下呂市

下呂市立萩原南中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

下呂市立萩原南中学校に通学する学生

下呂市消防本部予防課

0576-25-6188

岐阜県

下呂市

下呂市立萩原北中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

下呂市立萩原北中学校に通学する学生

下呂市消防本部予防課

0576-25-6188

岐阜県

海津市

海津市立高須小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

高須地区に居住する６歳から１２歳までの学生

海津市消防本部 予防課

0584-53-4949

岐阜県

海津市

海津市立吉里小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

吉里地区に居住する６歳から１２歳までの学生

海津市消防本部 予防課

0584-53-4949

岐阜県

海津市

海津市立東江小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

東江地区に居住する６歳から１２歳までの学生

海津市消防本部 予防課

0584-53-4949

岐阜県

海津市

海津市立大江小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

大江地区に居住する６歳から１２歳までの学生

海津市消防本部 予防課

0584-53-4949

岐阜県

海津市

海津市立西江小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

西江地区に居住する６歳から１２歳までの学生

海津市消防本部 予防課

0584-53-4949

岐阜県

海津市

海津市立今尾小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

今尾地区に居住する６歳から１２歳までの学生

海津市消防本部 予防課

0584-53-4949

岐阜県

海津市

海津市立海西小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

海西地区に居住する６歳から１２歳までの学生

海津市消防本部 予防課

0584-53-4949

岐阜県

海津市

海津市立下多度小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

下多度地区に居住する６歳から１２歳までの学生

海津市消防本部 予防課

0584-53-4949

岐阜県

海津市

海津市立城山小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

城山地区に居住する６歳から１２歳までの学生

海津市消防本部 予防課

0584-53-4949

岐阜県

海津市

海津市立石津小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

石津地区に居住する６歳から１２歳までの学生

海津市消防本部 予防課

0584-53-4949

岐阜県

養老町

東部中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

養老町消防本部（養老消防署）予防課

0584-32-1510

岐阜県

養老町

養老小学校少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

養老町消防本部（養老消防署）予防課

0584-32-1510

岐阜県

養老町

広幡小学校少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

養老町消防本部（養老消防署）予防課

0584-32-1510

学年

その他

所管部署

電話番号

備考

加入対象

少年消防クラブ名

問合せ先情報

都道府県

市区町村

岐阜県

養老町

上多度小学校少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

養老町消防本部（養老消防署）予防課

0584-32-1510

岐阜県

養老町

池辺小学校少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

養老町消防本部（養老消防署）予防課

0584-32-1510

岐阜県

養老町

笠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

養老町消防本部（養老消防署）予防課

0584-32-1510

岐阜県

養老町

養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

養老町消防本部（養老消防署）予防課

0584-32-1510

岐阜県

養老町

日吉小学校少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

養老町消防本部（養老消防署）予防課

0584-32-1510

岐阜県

揖斐川町

揖斐小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

揖斐川町

大和小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

揖斐川町

北方小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

揖斐川町

清水小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

揖斐川町

小島小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

揖斐川町

谷汲小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

揖斐川町

春日小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

揖斐川町

揖斐川中学校少年消防クラブ

全校生徒

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

揖斐川町

北和中学校少年消防クラブ

全校生徒

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

揖斐川町

谷汲中学校少年消防クラブ

全校生徒

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

大野町

大野小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

大野町

東小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

大野町

西小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

大野町

中小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

大野町

南小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

大野町

北小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

大野町

大野中学校少年消防クラブ

全校生徒

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

大野町

揖東中学校少年消防クラブ

全校生徒

揖斐郡消防組合消防本部予防課

0585-32-2553

岐阜県

大垣市

大垣市立北小学校少年消防クラブ

小学生全学年

大垣市立北小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

西小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立西小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

綾里小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立綾里小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

興文小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立興文小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

日新小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立日新小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

静里小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立静里小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

中川小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立中川小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

東小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立東小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

川並小学校少年消防クラブ

小学６年生

大垣市立川並小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

南小学校少年消防クラブ

小学６年生

大垣市立南小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

小野小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立小野小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

江東小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立江東小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

安井小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立安井小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

宇留生小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立宇留生小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

青墓小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立青墓小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

荒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

大垣市立荒崎小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

赤坂小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立赤坂小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

墨俣小学校少年消防クラブ

小学６年生

大垣市立墨俣小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

多良小学校少年消防クラブ

小学６年生

大垣市立多良小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

時小学校少年消防クラブ

小学生全学年

大垣市立時小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

岐阜県

大垣市

一之瀬小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立一之瀬小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

学年

その他

所管部署

電話番号

備考

都道府県

市区町村

岐阜県

大垣市

岐阜県

加入対象

少年消防クラブ名

学年

問合せ先情報
その他

所管部署

電話番号

牧田小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

大垣市立牧田小学校通学する児童

大垣消防組合消防本部

予防課

0584-87-1512

関市

関市立田原小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

関市立田原小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立瀬尻小学校少年消防クラブ

小学６年生

関市立瀬尻小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立南ヶ丘小学校少年消防クラブ

小学４年生

関市立南ヶ丘小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立安桜小学校少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

関市立安桜小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立旭ヶ丘小学校少年消防クラブ

小学４年生

関市立旭ヶ丘小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立桜ヶ丘小学校少年消防クラブ

小学６年生

関市立桜ヶ丘小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立富野小学校少年消防クラブ

小学４年生

関市立富野小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立金竜小学校少年消防クラブ

小学６年生

関市立金竜小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立倉知小学校少年消防クラブ

小学４年生から小学６年生まで

関市立倉知小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立富岡小学校少年消防クラブ

小学４年生

関市立富岡小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立下有知小学校少年消防クラブ

小学３年生

関市立下有知小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立武儀小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

関市立武儀小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立上之保小学校少年消防クラブ

小学５年生から小学６年生まで

関市立上之保小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立寺尾小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

関市立寺尾小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立武儀小学校少年消防クラブ

小学３年生

関市立武儀小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立博愛小学校少年消防クラブ

小学６年生

関市立博愛小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立洞戸小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

関市立洞戸小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立板取小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

関市立板取小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立板取川中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

関市立板取川中学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立津保川中学校少年消防クラブ

中学１年生から中学３年生まで

関市立津保川中学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

関市

関市立武芸川中学校少年消防クラブ

中学３年生

関市立武芸川中学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

美濃市

美濃市立美濃小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

美濃市立美濃小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

美濃市

美濃市立藍見小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

美濃市立藍見小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

美濃市

美濃市立中有知小学校少年消防クラブ

小学１年生から小学６年生まで

美濃市立中有知小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

美濃市

美濃市立大矢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

美濃市立大矢田小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

岐阜県

美濃市

美濃市立牧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

美濃市立牧谷小学校に通学する児童

中濃消防組合消防本部

予防課

0575-23-0119

備考

