
第１２  そ  の  他

主な内容

○ 消防機関の名称及び所在地等





市町村組合名 消防機関の名称 郵便番号 所　　在　　地 設置年月日 電 話 番 号

名古屋市 名古屋市消防局 460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 S23.3.7 (052)972-3504

防災指令センター 〃 〃 S61.6.1 961-0119

消防研究室 463-0003  〃  守山区大字下志段味字長廻間2280-12 S45.6.1 736-2201

消防学校 〃 〃 S27.4.1 736-2731

特別消防隊
　　特別消防隊第一方面隊 454-0838 　〃  中川区太平通3-39 H13.4.1 361-3155

　　特別消防隊第二方面隊 451-0042 　〃  西区那古野2-26-16 〃 541-7440

　　特別消防隊第三方面隊 462-0804 　〃  北区上飯田南町4-1-11 〃 914-0119

　　特別消防隊第四方面隊 467-0027 　〃  瑞穂区田辺通5-9 〃 832-0119

　　特別消防隊第五方面隊 455-0848 　〃  港区金城ふ頭1-1-3 〃 398-1195

消防航空隊 480-0202 西春日井郡豊山町大字豊場（名古屋空港内） S48.4.1 (0568)28-0119

千種消防署 464-0016 名古屋市千種区希望ヶ丘2-6-21 S23.3.7 (052)764-0119

　　吹上出張所 464-0856 　〃  千種区吹上2-5-11 S45.3.30 731-2348

　　東山出張所 464-0807 　〃  千種区東山通2-19 S24.4.1 781-6271

　　覚王山出張所 464-0841 　〃  千種区覚王山通9-31 H11.3.24 752-0119

東消防署 461-0003 　〃  東区筒井1-8-30 S23.3.7 935-0119

　　富士塚出張所 461-0001 　〃  東区泉1-9-24 S24.4.1 971-4660

　　矢田出張所 461-0048 　〃  東区矢田南4-2-1 S30.7.26 711-0119

北消防署 462-0026 　〃  北区萩野通2-1 S23.3.7 981-0119

　　飯田出張所 462-0856 　〃  北区芦辺町3-4 S24.4.1 912-0119

　　楠出張所 462-0012 　〃  北区楠2-965 S41.4.5 901-0119

西消防署 451-0066 　〃  西区児玉2-25-22 S23.3.7 521-0119

　　押切出張所 451-0065 　〃  西区天神山町1-24 S24.4.1 531-1048

　　山田出張所 452-0815 　〃  西区八筋町56 S42.5.18 502-4411

　　大野木出張所 452-0803 　〃  西区大野木5-10 S57.4.8 501-0119

中村消防署 453-0821 　〃  中村区大宮町1-53 S23.3.7 481-0119

　　日比津出張所 453-0037 　〃  中村区高道町5-2-18 S48.8.21 471-0119

　　椿出張所　 453-0014 　〃  中村区則武2-1-21 S24.4.1 451-0119

　　岩塚出張所 453-0842 　〃　中村区剣町158 S44.4.21 411-0119

中消防署 460-0008 　〃  中区栄1-23-13 S23.3.7 231-0119

　　橘出張所 460-0016 　〃  中区橘1-22-15 S24.4.1 331-0119

　　老松出張所 460-0007 　〃  中区新栄1-46-12 S57.4.8 251-0119

昭和消防署 466-0015 　〃  昭和区御器所通2-16-1 S23.3.7 841-0119

　　八事出張所 466-0831 　〃  昭和区花見通3-29 S39.4.20 753-0119

　　白金出張所 466-0059 　〃  昭和区福江2-8-11 S44.11.25 871-1063

瑞穂消防署 467-0811 　〃  瑞穂区北原町3-17 S23.3.7 852-0119

　　堀田出張所 467-0851 　〃  瑞穂区塩入町13-11 S24.4.1 811-3880

熱田消防署 456-0015 　〃  熱田区高蔵町4-9 S23.3.7 671-0119

　　船方出張所 456-0053 　〃  熱田区一番2-42-2 S24.4.1 655-0119

中川消防署 454-0911 　〃  中川区高畑1-224 S23.3.7 363-0119

　　日置出張所 454-0802 　〃  中川区福住町6-39 S24.4.1 351-2009

　　尾頭橋出張所 454-0012 　〃  中川区尾頭橋1-1-41 S28.3.19 321-1042

　　下之一色出張所 454-0946 　〃　中川区一色新町3-105 S29.4.17 301-8500

　　富田出張所 454-0983 　〃  中川区東春田2-41 S43.5.23 302-1230

港消防署 455-0031 　〃  港区千鳥1-11-19 S23.3.7 661-0119

　　東海橋出張所 455-0073 　〃  港区川西通2-6 S24.4.1 661-0777

　　東築地出張所 455-0026 　〃  港区昭和町13 〃 611-0774

　　稲永出張所 455-0845 　〃  港区野跡1-1-9 S40.5.1 382-0119

　　南陽出張所 455-0873 　〃  港区春田野2-2904 S49.7.25 301-0119

　　荒子川出張所 455-0813 　〃  港区善進本町72-2 S58.4.1 383-0119

南消防署 457-0038 　〃  南区桜本町24 S23.3.7 825-0119

　　大同出張所 457-0811 　〃  南区大同町3-4-2 S24.4.1 614-0119

　　大江出張所 457-0836 　〃  南区加福本通1-11 〃 613-0119

　　道徳出張所 457-0852 　〃  南区泉楽通1-8 S47.4.11 692-2119

　　星崎出張所　 457-0066 　〃  南区鳴尾1-79 S52.4.1 612-0119

消防機関の名称及び所在地等（その１）
平成30年4月1日現在
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市町村組合名 消防機関の名称 郵便番号 所　　在　　地 設置年月日 電 話 番 号

名古屋市 守山消防署　 463-0055 　〃  守山区西新11-8 S38.2.15 791-0119

　　志段味出張所 463-0003 　〃  守山区大字下志段味字長廻間2280-12 S38.2.15 736-0119

　　守西出張所 463-0076 　〃　守山区鳥羽見2-20-12 S46.4.16 792-0119

　　大森出張所 463-0021 　〃　守山区大森1-2016 S53.5.17 798-0119

緑消防署 458-0021 　〃　緑区滝ノ水4-2007 S38.4.1 896-0119

　　大高出張所 459-8001 　〃  緑区大高町字下塩田41-1 S39.12.1 621-0119

　　有松出張所 458-0912 　〃  緑区有松町大字桶狭間字生山48-27 S50.4.1 623-0119

　　鳴海出張所　 458-0801 　〃  緑区鳴海町字乙子山85-11 H4.5.12 892-0119

　　徳重出張所 458-0811 　〃  緑区鳴海町字神ノ倉3-1244 H23.10.1 876-0119

名東消防署 465-0056 　〃  名東区野間町40 S50.2.1 703-0119

　　星ヶ丘出張所 465-0008 　〃  名東区名東本町162 S46.4.16 783-0119

　　猪子石出張所 465-0005 　〃  名東区香流1-1112 S48.3.26 771-0119

　　豊が丘出張所 465-0035 　〃  名東区豊が丘802 H3.5.13 776-0119

天白消防署 468-0015 　〃  天白区原5-2506 S50.2.1 801-0119

　　島田出張所 468-0056 　〃  天白区島田3-301 S50.12.9 803-7127

　　植田出張所 468-0002 　〃  天白区焼山1-807 S54.4.25 802-0119

豊橋市 豊橋市消防本部 440-8501 豊橋市今橋町1 S23.3.7 (0532)51-3107

　　消防指令センター 440-0874 　〃  東松山町23 H16.10.1 51-2075

中消防署 〃 〃 S55.4.1 52-0119

　　東分署 440-0832 　〃  中岩田2-7-4 S53.4.1 61-0119

　　前芝出張所 441-0151 　〃  日色野町字新切31-3 S43.10.1 31-0119

　　石巻出張所 441-1115 　〃  石巻本町字野添136 S41.9.1 88-0119

南消防署 441-8151 　〃  曙町字南松原118 S55.4.1 46-0119

　　西分署 441-8083 　〃  東脇1-1-8 S52.4.1 33-0119

　　二川出張所 441-3155 　〃  二川町字道賢田46-3 S31.8.8 41-0119

　　大清水出張所 441-8133 　〃  大清水町字娵田51 S44.10.1 26-0119

岡崎市 岡崎市消防本部 444-0022 岡崎市朝日町3-4 S23.3.7 (0564)21-5151

中消防署本署 〃 〃 〃 〃

　　北分署 444-2133 　〃  井ノ口町字楼65 S54.4.1 24-0119

　　花園出張所 444-2148 　〃  仁木町字川越254 H11.4.1 66-8119

東消防署本署 444-0005 　〃  岡町字下河原25-4 H9.4.1 53-0119

　　南分署 444-0836 　〃  中田町2-2 S56.4.1 54-0119

　　青野出張所 444-0244 　〃  下青野町字宮東49 S61.4.1 43-6119

　　額田出張所 444-3622 　〃  樫山町字山ノ神21-12 H10.4.1 82-4119

　　本宿出張所 444-3505 　〃  本宿町字西片山30-1 H17.4.1 48-1119

　　形埜出張所 444-3443 　〃  鍛埜町字中切22-6 H21.4.1 85-3119

西消防署本署 444-0941 　〃  暮戸町字元社口42 H14.4.1 34-0119

一宮市 一宮市消防本部 491-0862 一宮市緑1-1-10 S23.3.7 (0586)72-0119

一宮消防署本署 〃 〃  〃 72-1405

浅井西成消防出張所 491-0112 　〃　浅井町東浅井字新開前27 H29.4.1 72-4627

千秋消防出張所（整備工場） 491-0804 　〃  千秋町佐野字加村1-1 S61.1.1 72-4628

八幡分署 491-0903 　〃  八幡4-1-12 S48.10.1 72-1266

大和消防出張所 491-0934 　〃  大和町苅安賀字上東出37 S55.1.12 72-4626

丹陽消防出張所 491-0837 　〃  多加木4-30-13 S61.1.1 72-4625

尾西消防署 494-0005 　〃  西五城字中切浦13-1 H17.4.1 72-1461

萩原消防出張所 491-0376 　〃  萩原町串作字水絶15 S35.12.26 72-4624

今伊勢・奥消防出張所 491-0051 　〃 今伊勢町馬寄字東瀬古22-1 H25.4.1 72-4623

木曽川消防署 493-0001 　〃  木曽川町黒田字北宿二の切247-1 H17.4.1 72-1463

葉栗消防出張所 491-0132 　〃  大毛字御申塚19 S62.3.27 72-4622

北方消防出張所 493-8001 　〃  北方町北方字西金丸60 H3.4.1 72-4621

瀬戸市 瀬戸市消防本部 489-0983 瀬戸市苗場町101 S26.8.1 (0561)85-0119

消防署 〃 〃 S35.9.1 〃

　　東分署 480-1207 　〃  品野町1-190-1 S47.8.1 41-0119

　　南分署 489-0965 　〃  南山口町143 H3.3.1 21-0119

消防機関の名称及び所在地等（その２）
平成30年4月1日現在
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市町村組合名 消防機関の名称 郵便番号 所　　在　　地 設置年月日 電 話 番 号

春日井市 春日井市消防本部 486-8686 春日井市鳥居松町5-44 S24.4.1 (0568)82-0119

消防署 486-0856 　〃  梅ヶ坪町109-1 〃 56-0119

　　東出張所 487-0035 　〃  藤山台10-3 S53.10.1 92-6251

　　西出張所 486-0917 　〃  美濃町1-123 S45.10.30 31-4270

　　南出張所 486-0923 　〃  下条町3-6-2 S60.11.1  83-9119

　　北出張所 486-0808 　〃  田楽町1290 S56.10.1 32-3111

　　高蔵寺出張所 487-0013 　〃  高蔵寺町3-2-1 S33.4.1 51-1515

豊川市 豊川市消防本部 442-8601 豊川市諏訪1-1 S23.3.7 (0533)89-9516

消防署 442-0068 　〃　諏訪3-219 S30.2.1       89-0119

　　東分署 442-0013 　〃　大堀町108 S57.4.1       86-3662

　　一宮出張所 441-1231 　〃　一宮町豊1 S61.4.1       93-5491

　　西分署 441-0211 　〃  御油町行力19 S57.4.1       87-2414

    南分署 441-0302 　〃　御津町下佐脇野先52-4 H25.4.1       76-2770

津島市 津島市消防本部 496-0031 津島市埋田町2-70-1 S24.4.30 (0567)23-0119

消防署 〃 〃  S26.7.25 〃

豊田市 豊田市消防本部 471-0879 豊田市長興寺5-17-1 H6.10.1 (0565)35-0119

北消防署 470-0373 　〃  四郷町森前100 H15.3.10 43-0093

　　藤岡小原分署 470-0411 　〃  木瀬町桧本1525-1 H8.1.31 76-5560

　　保見出張所 470-0352 　〃  篠原町黒坪11-2 S57.3.30 43-1630

　　力石出張所 470-0318 　〃  力石町井ノ上81-2 H4.3.1 42-1751

中消防署 471-0879   〃  長興寺5-17-1 H6.7.1 35-9722

　　東分署 471-0003 　〃  岩滝町高入36-1 S55.3.30 87-0360

　　逢妻分署 471-0053 　〃  丸根町6-18-2 H14.2.21 36-2450

　　松平出張所 444-2216 　〃  九久平町百々8-7 H17.3.10 86-1190

南消防署 470-1216 　〃  和会町長田3-1 S62.3.20 25-9008

　　西分署 471-0844 　〃  聖心町4-44-5 H9.3.7 25-2570

　　末野原分署 470-1207 　〃  鴛鴨町新林127 H18.3.9 25-3070

　　高岡出張所 473-0921 　〃  高丘新町上平地135-1 H25.3.4 51-6111

足助消防署 444-2407 　〃  桑田和町中貝戸6 S56.4.1 62-0119

　　旭出張所 444-2832 　〃  浅谷町下万場303-2 H9.4.1 68-1119

　　稲武出張所 441-2513 　〃  稲武町宮ノヒラ8-7 H25.3.26       82-3099

　　下山出張所 444-3242 　〃  大沼町大官屋敷92-1 H7.10.1       90-4119

西尾市 西尾市消防本部 445-0872 西尾市矢曽根町赤地23-1 S30.5.1 (0563)56-2110

消防署 〃 〃 S36.1.28 〃

　　北出張所 445-0802 　〃  米津町天竺桂36-1 S47.12.1 56-7689

　　東出張所 445-0005 　〃  米野町松葉内7-1 S57.6.5 52-2119

　　西分署 444-0325 　〃  楠村町寺前12 S40.1.4 59-6419

　　一色分署 444-0423 　〃  一色町一色伊那跨53 H23.4.1 72-2110

　　吉良分署 444-0516 　〃　吉良町吉田宮前36 〃 32-3150

　　幡豆分署 444-0703 　〃　西幡豆町仲田14-2 H26.3.18 62-3119

　　佐久島分遣所 444-0416 　〃　一色町佐久島掛梨40 H28.4.1 78-2011

蒲郡市 蒲郡市消防本部 443-0005 蒲郡市水竹町下沖田25 S36.7.1 (0533)68-5119

消防署 〃 〃 S36.12.1 68-5110

　　東部出張所 443-0021 　〃  三谷町東2-222 S44.5.15 69-3702

　　西部出張所 443-0104 　〃  形原町中戸甫井19-1 S41.12.20 57-2400

犬山市 犬山市消防本部 484-0066 犬山市大字五郎丸字下前田1 S39.6.1 (0568)65-0119

消防署　 〃 〃 S39.10.20 〃

　　北出張所 484-0083 　〃  大字犬山字東古券334-1 S49.11.20 61-0999

484-0081 　〃  大字犬山字身打田11-5 H30.10～ 〃

　　南出張所 484-0888 　〃  大字羽黒新田字上島38-15 H23.4.1 68-0119

常滑市 常滑市消防本部 479-0868 常滑市飛香台3-1-2 S40.1.1 (0569)35-0119

消防署 〃 〃 〃 〃

　　南出張所 479-0805 　〃　苅屋字加茂151 H3.4.1 34-6119

　　空港出張所 479-0881 　〃　セントレア3-8-18 H17.2.8 38-0119

江南市 江南市消防本部 483-8221 江南市赤童子町大堀70 S39.4.1 (0587)55-2258

消防署 〃 〃 〃 〃

　　東分署 483-8116 　〃  安良町八王子121 H10.4.1 53-0818

消防機関の名称及び所在地等（その３）
平成30年4月1日現在
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市町村組合名 消防機関の名称 郵便番号 所　　在　　地 設置年月日 電 話 番 号

小牧市 小牧市消防本部 485-0014 小牧市安田町119 S39.4.1 (0568)76-0119

消防署 〃 〃 〃 〃

　　東支署 485-0804 　〃　大字池之内3428-2 S57.10.1 79-9011

　　南支署 485-0051 　〃　下小針中島2-130 H4.9.1 71-1181

　　北支署 485-0006 　〃　久保新町60 H8.4.1 76-7222

稲沢市 稲沢市消防本部 492-8267 稲沢市船橋町鯉坪321-1 H17.4.1 (0587)22-0119

消防署 〃 〃 〃 〃

　　稲沢東分署 492-8166 　〃　井之口沖ノ田町37 〃 21-2255

 　 祖父江分署 495-0031 　〃　祖父江町上牧下川田454　 〃 97-5000

  　平和分署 490-1311 　〃　平和町中三宅高道34 〃 (0567)46-3411

新城市 新城市消防本部 441-1361 新城市平井字新栄83 S40.4.1 (0536)22-1119

消防署 〃 〃 〃 〃

　　鳳来出張所 441-1944 　〃　門谷字万寿3-20 H8.4.1 32-2888

　　作手出張所 441-1423 　〃　作手高里字縄手上38-1 〃 37-2466

　　設楽分署 441-2301 北設楽郡設楽町田口字ヒロカイツ48-2、49-2合併地 H11.4.1 62-2119

　　津具分遣所 441-2601 　〃  設楽町津具字下川原6-1 〃 83-2486

　　東栄分署 449-0216 　〃　東栄町大字三輪字上奈根58-1 〃 76-1911

　　豊根出張所 449-0403 　〃　豊根村下黒川字蕨平2 〃 85-1199

　　富山駐在所 431-4121 　〃  豊根村富山字大谷下31 〃 89-2100

東海市 東海市消防本部 477-0037 東海市高横須賀町町新田1-1 S43.4.1 (0562)36-0119

消防署 〃 〃 〃 〃

　　北出張所 476-0003 　〃  荒尾町大脇141番地 S44.4.1 (052)601-0119

　　南出張所 477-0032 　〃  加木屋町夕霞松67 S46.4.1 (0562)39-0119

大府市 大府市消防本部 474-0023 大府市大東町3-202 S45.4.1 (0562)47-0119

消防署 〃 〃 〃 〃

　　共長出張所 474-0056 　〃  明成町1-90 S54.4.1 46-0119

知多市 知多市消防本部 478-0017 知多市新知字西新生73 S42.4.1 (0562)56-0119

消防署 〃 〃 〃 〃

　　八幡出張所 478-0006 　〃　三反田1-41 H18.4.1 31-0191

　　旭出張所 478-0036 　〃　新舞子字大口46 S50.12.15 (0569)43-1115

尾張旭市 尾張旭市消防本部 488-0802 尾張旭市東大道町曽我廻間2301-1 S45.9.1 (0561)51-0119

消防署 〃 〃 S47.4.1 〃

岩倉市 岩倉市消防本部 482-0015 岩倉市川井町北穴田119 S46.4.1 (0587)37-5333

消防署 〃 〃 〃 〃

田原市 田原市消防本部 441-3492 田原市田原町南番場30-1 S46.1.1 (0531)23-4073

消防署 441-3421 　〃　田原町丸田14 S47.4.1 23-0119

　　赤羽根分署 441-3502 　〃　赤羽根町大石畑6 H11.4.1 45-4119

　　渥美分署 441-3617 　〃　福江町中羽根104 H17.10.1 33-0119

愛西市 愛西市消防本部 496-0911 愛西市西保町西川原25 H17.4.1 (0567)26-1100

消防署 〃 〃 〃 〃

　　分署 496-8016 　〃　鷹場町孫田15 〃 37-1251

蟹江町 蟹江町消防本部 497-0033 海部郡蟹江町大字蟹江本町字クノ割10 S46.4.1 (0567)95-5121

消防署 〃 〃 S47.4.1 〃

幸田町 幸田町消防本部 444-0113 額田郡幸田町大字菱池字前田41-1 H17.7.1 (0564)63-0119

消防署 〃 〃 〃 〃

消防機関の名称及び所在地等（その４）
平成30年4月1日現在
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市町村組合名 消防機関の名称 郵便番号 所　　在　　地 設置年月日 電 話 番 号

知多中部 知多中部広域事務組合消防本部 475-0817 半田市東洋町1-6 S49.4.1 (0569)21-0119

広域事務組合 半田消防署 〃 〃 〃 〃

　　北部出張所 475-0014 　〃　一本木町3-107-1 H21.4.1 28-5119

　　成岩出張所 475-0975 　〃  彦洲町2-185 H15.4.1 24-0119

　　阿久比支署 470-2212 知多郡阿久比町大字卯坂字古見堂48 S50.2.1 47-0119

　　武豊支署 470-2346 　〃  武豊町字長尾山50 S50.2.1 73-0119

　　東浦支署 470-2103 　〃　東浦町大字石浜字中央8-1 S56.12.1 (0562)83-0119

    東浦西部出張所 470-2102 　　　   〃　 　  　緒川字北鶴根25-8 H29.4.1 82-1191

海部東部 海部東部消防組合消防本部 497-0002 あま市七宝町遠島十坪119-1 S46.6.1 (052)442-0119

消防組合 消防署 〃 〃 S46.9.10 〃

　　北分署 490-1105 　〃　新居屋岩屋75 S63.4.1 443-0119

　　南分署 490-1142 海部郡大治町三本木西之川102-1 H10.4.1 444-0119

尾三消防組合 尾三消防本部 470-0151 愛知郡東郷町大字諸輪字曙18 S47.4.1 (0561)38-0119

特別消防隊 〃 〃 S48.4.1 38-7241

日進消防署 470-0121 日進市本郷町宮下3 H2.6.1 73-0119

　　西出張所 470-0124 　〃　浅田町西浦15 H16.4.1 (052)809-0119

みよし消防署 470-0207 みよし市福谷町才戸50 H6.12.1 36-0119

　　南出張所 470-0214 　〃　　明知町西ノ口59-17 S59.4.1 34-0119

東郷消防署 470-0162 愛知郡東郷町大字春木字桝池16 H10.4.1 (0561)39-0119

豊明消防署 470-1109 豊明市沓掛町宿234 H30.4.1 (0562)92-0119

　　南部出張所 470-1154 　〃　新栄町3-376-2 H30.4.1 96-2119

長久手消防署 480-1103 長久手市岩作長池51 H30.4.1 (0561)62-0119

丹羽広域 丹羽広域事務組合消防本部 480-0141 丹羽郡大口町上小口1-624 H14.4.1 (0587)95-5151

事務組合 丹羽消防署 〃 〃 〃 〃

　　大口出張所 480-0132 　〃　　　　秋田1-18-1 〃 95-0119

　　扶桑出張所 480-0105 　〃　扶桑町大字南山名字仲畑119 〃 92-3100

海部南部 海部南部消防組合消防本部 490-1438 海部郡飛島村大宝5-182 S48.4.1 (0567)52-0119

消防組合 消防署 〃 〃 S48.9.1 〃

　　北分署 498-0007 弥富市鎌倉町123 S56.12.23 65-0119

　　南出張所 490-1444 海部郡飛島村木場2-3 S63.4.1 56-0119

知多南部 知多南部消防組合消防本部 470-2404 知多郡美浜町大字河和字南橘田106-126 S54.4.1 (0569)64-0119

消防組合 消防署 〃 〃 〃 〃

衣浦東部 衣浦東部広域連合消防局 448-8677 刈谷市小垣江町西高根204-1 H15.4.1 (0566)63-0119

広域連合 碧南消防署 447-0844 碧南市港本町1-29 〃 41-2400

　　北分署 447-0061 　〃　三度山町2-27 〃 48-3033

　　東分署 447-0027 　〃　照光町5-5 〃 43-3055

刈谷消防署 448-0856 刈谷市寿町1-201-1 〃 23-1119

　　北分署 448-0005 　〃　今川町鍋田69-2 〃 36-1119

　　南分署 448-0813 　〃　小垣江町西高根203 〃 29-1119

安城消防署 446-0045 安城市横山町浜畔上111 〃 75-0119

　　北分署 446-0007 　〃　東栄町5-26-48 〃 97-0119

　　南分署 444-1201 　〃　石井町石原31-1 〃 92-0119

　　西出張所 446-0052 　〃　福釜町細湫40 〃 72-0119

知立消防署 472-0052 知立市弘法2-1-5 〃 81-0119

高浜消防署 444-1321 高浜市稗田町6-2-15 〃 52-1190

西春日井 西春日井広域事務組合消防本部 481-0014 北名古屋市井瀬木狭場15 H15.4.1 (0568)22-2511

広域事務組合 東消防署 〃 〃 〃 〃

　　西春出張所 481-0033 　〃　　　西之保光明田68 〃 24-0119

西消防署 452-0933 清須市西田中白山88 〃 (052)409-2119

消防機関の名称及び所在地等（その５）
平成30年4月1日現在
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市町村組合名 名　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

豊橋市
豊川市
蒲郡市
新城市
田原市
岡崎市
幸田町
一宮市
稲沢市
瀬戸市
尾張旭市
春日井市 春日井市消防本部通信指令室 486-8686 春日井市鳥居松町5-44 - (0568)82-0119

西尾市 西尾市消防本部本署通信指令室 445-0872 西尾市矢曽根町赤地23-1 - (0563)56-2110

豊田市 豊田市消防本部指令課 471-0879 豊田市長興寺5-17-1 - (0565)35-9724

犬山市
江南市
小牧市
岩倉市
丹羽広域
西春日井
常滑市
東海市
大府市
知多市
知多中部
知多南部

津島市
愛西市
蟹江町
海部東部
海部南部
衣浦東部 消防局通信指令課 448-8677 刈谷市小垣江町西高根204-1 H15.4.1 (0566)63-0138

尾三

岡崎幸田消防指令センター 444-8601
岡崎市十王町2-9
（市役所東庁舎内）

H30.4.1 (0564)21-5151

半田市石塚町3-5 H24.4.1 (0569)20-1119

尾張中北消防指令センター

名古屋市 防災指令センター 460-8508
名古屋市中区三の丸3-1-1
（市役所東庁舎）

-

消防指令センター一覧
平成30年4月1日現在

(052)961-0119

指令センター
設置年月日

海部地方消防指令センター 490-1405
弥富市神戸3-25
（弥富市役所十四山支所内）

H25.4.1 (0567)-56-3119

485-0014 小牧市安田町118

尾三消防本部指令課 470-0151 愛知郡東郷町大字諸輪字曙18 - (0561)38-5119

(0568)72-0119

知多広域消防指令センター 475-0001

(0586)72-1191

瀬戸・尾張旭消防指令センター H24.12.1

H28.4.1

(0561)85-1119489-0983
瀬戸市苗場町101
（瀬戸市消防本部内）

(0532)51-2075

一宮市・稲沢市消防指令センター 491-0862 一宮市緑1-1-10 H28.4.1

東三河消防指令センター 440-0874
豊橋市東松山町23
（豊橋市中消防署内）

-
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