３．消防本部・署所一覧
平成１６年１２月１日現在
開署（所）
本部（局）名
署所名
郵便番号
所在地
電話番号
年度
千 葉 市 中央消防署
260-0854 千葉市中央区長洲１−２−１
043(202)1615 昭和２３年度
消 防 局 蘇我出張所
260-0834 千葉市中央区今井３−３０−２
043(264)1353 昭和２７年度
宮崎出張所
260-0805 千葉市中央区宮崎町５３１−６２
043(263)2583 平成 ４年度
生浜出張所
260-0813 千葉市中央区生実町１３
043(264)1300 昭和３８年度
臨港出張所
260-0024 千葉市中央区中央港１−５−１
043(246)0119 平成 ４年度
花見川消防署 262-0013 千葉市花見川区犢橋町１０７−２ 043(259)2544 平成 ４年度
幕張出張所
262-0013 千葉市花見川区幕張町５−２３１ 043(271)0253 昭和２９年度
畑出張所
262-0018 千葉市花見川区畑町６７５
043(271)0251 昭和４５年度
作新台出張所 262-0045 千葉市花見川区作新台１−２−１ 043(257)5681 平成 ４年度
稲毛消防署
263-0024 千葉市稲毛区穴川４−１２−２
043(284)5111 平成 ４年度
西千葉出張所 263-0023 千葉市稲毛区緑町１−５−１０
043(242)0119 昭和３６年度
若葉消防署
264-0004 千葉市若葉区千城台西２−１−１ 043(237)7998 平成 ４年度
桜木出張所
264-0017 千葉市若葉区加曽利町1590
043(232)0481 昭和３９年度
大宮出張所
264-0016 千葉市若葉区大宮町３０９０−１
043(237)0119 昭和４２年度
都賀出張所
264-0033 千葉市若葉区都賀の台２−２０−２ 043(255)0119 昭和５１年度
泉出張所
265-0043 千葉市若葉区中田町９７６−６
043(228)4567 昭和５４年度
殿台出張所
264-0036 千葉市若葉区殿台町４３６−４
043(253)1119 昭和５８年度
緑消防署
266-0012 千葉市緑区おゆみ野３−１５−１ 043(292)6111 平成 ４年度
誉田出張所
266-0005 千葉市緑区誉田町２−２６−１
043(291)1562 昭和４４年度
土気出張所
267-0061 千葉市緑区土気町１２９９−４
043(294)1119 昭和５５年度
越智出張所
267-0055 千葉市緑区越智町１７０１−６
043(294)3199 昭和５８年度
美浜消防署
261-0011 千葉市美浜区真砂５−１５−６
043(279)0119 平成 ２年度
高浜出張所
261-0003 千葉市美浜区高浜４−１−５
043(277)0119 昭和５３年度
打瀬出張所
261-0013 千葉市美浜区打瀬１−１
043(297)2929 平成 ５年度
救助救急ｾﾝﾀｰ 261-0004 千葉市美浜区高洲４−１−１６
043(248)5355 昭和６１年度
銚 子 市 銚子消防署
288-0056 銚子市新生町１−９−１２
0479(22)0119 昭和２３年度
消 防 本 部 高神分遣所
288-0024 銚子市天王台６９４−２
0479(22)0119 昭和２９年度
海上分遣所
288-0836 銚子市松岸町３−２７７−３１
0479(22)0119 昭和２７年度
西部分遣所
288-0863 銚子市野尻町１８３４−２
0479(22)0119 昭和３４年度
市 川 市 東消防署
272-0021 市川市八幡１−８−１
047(334)0119 昭和４５年度
消 防 局 中山出張所
272-0815 市川市北方３−１０−１１
047(332)0119 昭和２５年度
高谷出張所
272-0013 市川市高谷２０２３−１０
047(327)0119 昭和４２年度
西消防署
272-0034 市川市市川１−２４−２
047(323)0119 昭和２１年度
国府台出張所 272-0827 市川市国府台１−６−８
047(372)0119 昭和３１年度
大洲出張所
272-0032 市川市大洲１−１８−１
047(376)0119 平成１６年度
南消防署
272-0133 市川市行徳駅前４−６−１９
047(397)0119 昭和５３年度
行徳出張所
272-0103 市川市本行徳１２−１０
047(356)0119 昭和３０年度
北消防署
272-0832 市川市曽谷２−７−２
047(374)0119 昭和３７年度
大野出張所
272-0805 市川市大野町４−２１６１−４
047(338)0119 平成 ８年度
船 橋 市 中央消防署
273-0011 船橋市湊町２−６−１０
047(435)8664 昭和４８年度
消 防 局 夏見分署
273-0865 船橋市夏見２−１１−３
047(422)5344 昭和５７年度
本中山出張所 273-0035 船橋市本中山１−６−８
047(335)2697 昭和３９年度
東消防署
274-0063 船橋市習志野台３−１８−２３
047(464)1515 昭和４３年度
前原分署
274-0825 船橋市前原西１−６−１
047(478)3032 昭和５２年度
芝山分署
274-0816 船橋市芝山１−３９−１０
047(467)9535 昭和５７年度
三山分署
274-0072 船橋市三山５−２０−５
047(479)3966 昭和５３年度
薬円台出張所 274-0077 船橋市薬円台５−２４−１４
047(466)1523 昭和３６年度
北消防署
273-0851 船橋市馬込町９０２−２
047(438)2238 昭和４９年度
行田分署
273-0044 船橋市行田２−１−１
047(438)2117 昭和６１年度
三咲分署
274-0812 船橋市三咲３−６−１４
047(447)5432 昭和５５年度
小室出張所
270-1471 船橋市小室町３３２６
047(457)9146 平成 ２年度

３．消防本部・署所一覧
本部（局）名

署所名

木 更 津 市 木更津市消防署
消 防 本 部 長須賀分署
富来田分署
金田分署
高柳出張所
浪岡出張所
清川出張所
松 戸 市 中央消防署
消 防 局 西口消防署

野 田
消防本

成 田
消防本

習志野
消防本

柏
消防本

市 原
消 防

郵便番号

292-0834
292-0055
292-0201
292-0008
292-0015
292-0816
292-0035
270-2241
271-0068
二十世紀が丘消防署 271-0083
小金消防署
270-0013
馬橋消防署
271-0046
大金平消防署 270-0006
八ヶ崎消防署
271-0023
五香消防署
270-2218
六実消防署
270-2203
東部消防署
270-2222
市 野田市消防署 278-0005
部 中央分署
278-0035
北分署
270-0233
南分署
278-0016
関宿分署
270-0226
関宿北出張所 270-0216
市 成田消防署
286-8585
部 飯岡分署
286-0813
赤坂消防署
286-0017
三里塚消防署 286-0111
空港分署
282-0105
市 中央消防署
275-0014
部 藤崎分遣所
275-0017
実籾分遣所
275-0001
谷津分遣所
275-0026
南消防署
275-0025
市 西部消防署
277-0827
部 消防指令センター277-0827
根戸分署
277-0831
大室分署
277-0813
東部消防署
277-0023
逆井分署
277-0042
光ヶ丘分署
277-0061
旭町消防署
277-0862
西原分署
277-0872
市 中央消防署
290-0073
局 光風台分署
290-0255
五井消防署
290-0056
八幡消防署
290-0062
市津消防署
290-0171
姉崎消防署
290-0107
有秋分署
299-0123
南総消防署
290-0501
加茂分署
290-0541

所在地
木更津市潮見２−８
木更津市朝日３−４−１８
木更津市真理谷１５６
木更津市中島２１１３
木更津市本郷２−４−３１
木更津市下鳥田８１３−１
木更津市中尾１９１５
松戸市松戸新田１１４−５
松戸市古ケ崎６７
松戸市二十世紀が丘梨元町１
松戸市小金きよしヶ丘３−２０−４
松戸市西馬橋蔵元町１７９
松戸市大金平５−４１４
松戸市八ヶ崎６−４７−１
松戸市五香西３−８−１
松戸市六高台７−９４
松戸市高塚新田３５９−１９
野田市宮崎１２６−２
野田市中野台１７２
野田市船形１５５０−２
野田市二ツ塚１３９−９１
野田市東宝田珠花４３５−１
野田市西高野４５１−４
成田市花崎町７６０
成田市飯岡１０７−３
成田市赤坂３−３
成田市三里塚２の一部
成田市木の根１９
習志野市鷺沼２−１−４３
習志野市藤崎６−２０−１１
習志野市東習志野２−２−１５
習志野市谷津４−３−５
習志野市秋津３−７−１
柏市松葉町７−１６−７
柏市松葉町７−１７−１
柏市根戸４４３−２
柏市大室３２７−１
柏市中央２−１０−３
柏市逆井１４４４−１０
柏市東中新宿４−４−２５
柏市篠籠田９４４−１
柏市十余二１５５−１８
市原市国分寺台中央１−１−１
市原市光風台２−４６４−１
市原市五井５５００−１
市原市八幡２５４−２
市原市潤井戸３５−１
市原市姉ヶ崎海岸４９−１
市原市深城１６−３
市原市米沢７２７−１
市原市平野１６７−１

平成１６年１２月１日現在
開署（所）
電話番号
年度
0438(22)0119 昭和２６年度
0438(22)3285 昭和３２年度
0438(53)2160 平成１４年度
0438(40)1119 平成 ８年度
0438(41)1286 昭和３１年度
0438(36)3125 昭和５７年度
0438(98)7524 昭和６１年度
047(368)0119 昭和４０年度
047(367)0119 昭和４５年度
047(392)0119 昭和４８年度
047(340)0119 昭和４０年度
047(344)0119 昭和５２年度
047(348)0119 平成 ４年度
047(347)0119 平成 ８年度
047(387)0119 昭和４４年度
047(383)0119 昭和５４年度
047(391)0119 昭和６０年度
04(7124)0119 昭和２９年度
04(7122)2321 昭和４６年度
04(7129)3210 昭和５６年度
04(7122)0123 昭和６０年度
04(7198)0119 平成 元年度
04(7196)8119 平成１６年度
0476(20)1594 昭和４０年度
0476(36)0119 昭和５８年度
0476(26)3210 昭和４８年度
0476(35)1007 昭和４６年度
0476(30)1187 平成 ６年度
047(452)1212 昭和３２年度
047(473)3441 昭和３７年度
047(472)1498 昭和４０年度
047(454)0304 昭和４３年度
047(451)1101 昭和５６年度
04(7133)0119 昭和５４年度
04(7133)0119 平成 ９年度
04(7131)6751 昭和４２年度
04(7131)1424 昭和５５年度
04(7164)0119 昭和６０年度
04(7172)5031 平成 ７年度
04(7172)7799 昭和５９年度
04(7144)6750 昭和６３年度
04(7155)5119 平成 ２年度
0436(2390119 昭和５１年度
0436(36)7171 昭和５５年度
0436(22)8161 平成１３年度
0436(42)0119 昭和５７年度
0436(75)0602 平成１３年度
0436(61)0642 昭和５４年度
0436(66)0119 昭和６２年度
0436(92)0119 昭和６３年度
0436(96)0119 昭和５２年度

３．消防本部・署所一覧
平成１６年１２月１日現在
開署（所）
本部（局）名
署所名
郵便番号
所在地
電話番号
年度
流 山 市 中央消防署
270-0175 流山市三輪野山９９４
04(7158)0119 昭和４１年度
消 防 本 部 東分署
270-0144 流山市前ケ崎４４０−１
04(7146)0119 昭和６３年度
南分署
270-0163 流山市南流山３−９−６
04(7159)0119 昭和５７年度
北消防署
270-0103 流山市美原２−１３９−１
04(7159)0119 平成１４年度
八 千 代 市 中央消防署
276-0046 八千代市大和田新田１８６
047(459)2441 昭和４２年度
消 防 本 部 東消防署
276-0015 八千代市米本１９３２−１
047(488)0119 昭和５０年度
八千代台分署 276-0032 八千代市八千代台東１−１７−１ 047(484)0119 昭和５４年度
勝田台分署
276-0023 八千代市勝田台２−５−１
047(482)0119 昭和５４年度
睦分署
276-0004 八千代市島田台７６６−１５
047(450)9500 昭和６０年度
我 孫 子 市 西消防署
270-1166 我孫子市我孫子１８４７−６
04(7184)8673 昭和４０年度
消 防 本 部 つくし野分署 270-1164 我孫子市つくし野３−２１−１
04(7184)2630 昭和５３年度
東消防署
270-1101 我孫子市布佐１１１４−３
04(7189)2110 昭和４３年度
湖北分署
270-1132 我孫子市湖北台３−１−２
04(7188)2217 昭和４５年度
鎌 ヶ 谷 市 中央消防署
273-0102 鎌ヶ谷市右京塚１０−２
047(444)3222 昭和４５年度
消 防 本 部 くぬぎ山消防署 273-0121 鎌ヶ谷市初富２３−７２
047(444)8211 昭和５２年度
鎌ヶ谷消防署
273-0121 鎌ヶ谷市初富９２８−４７２
047(442)6119 平成 ９年度
君 津 市 君津市消防署 299-1163 君津市杢師３−１−２５
0439(53)0119 昭和４４年度
消 防 本 部 上総分署
292-0421 君津市久留里市場３８４
0439(27)3184 昭和４７年度
小糸分署
292-1158 君津市鎌滝４４１
0439(37)3101 昭和４７年度
富 津 市 富津市消防署 293-0042 富津市小久保２１０９
0439(65)0119 昭和４７年度
消 防 本 部 富津出張所
293-0013 富津市西川１５６１
0439(88)0119 昭和５７年度
天羽出張所
299-1607 富津市湊２９６−２
0439(67)0119 昭和５３年度
浦 安 市 浦安市消防署 279-0004 浦安市猫実１−１９−２２
047(352)3550 昭和４９年度
消 防 本 部 今川出張所
279-0022 浦安市今川４−１１−１
047(353)5682 昭和５４年度
堀江出張所
279-0041 浦安市堀江４−１８−６
047(355)0119 昭和６３年度
四 街 道 市 四街道市消防署 284-0003 四街道市鹿渡９３４−５
043(422)2442 昭和４６年度
消 防 本 部 千代田分署
284-0015 四街道市千代田５−３３
043(422)6511 昭和５２年度
旭分署
284-0023 四街道市みそら１−２５
043(432)0119 昭和５６年度
袖 ケ 浦 市 袖ケ浦市消防署 299-0266 袖ケ浦市福王台４−１０−７
0438(64)0119 昭和４８年度
消 防 本 部 平川分署
299-0236 袖ケ浦市横田213
0438(75)3116 昭和５１年度
長浦分署
299-0265 袖ケ浦市長浦５８０−１４６
0438(62)9728 昭和５３年度
富 里 市 富里市消防署 286-0221 富里市七栄７３５−２
0476(92)1311 昭和５４年度
消 防 本 部 北分署
286-0202 富里市日吉倉１０９６−２
0476(91)0119 平成 ５年度
沼 南 町 沼南町消防署 270-0921 東葛飾郡沼南町大津ヶ丘1-56-12 04(7191)4500 昭和５５年度
消 防 本 部 高柳分署
277-0941 東葛飾郡沼南町高柳８２６−５
04(7191)1144 昭和６１年度
栄町消防本部 栄町消防署
270-1546 印旛郡栄町生板鍋子新田乙20-71 0476(95)0119 平成 ６年度
小 見川 町外 小見川町外２町消防組合消防署289-0314 香取郡小見川町野田５３
0478(83)0119 昭和４２年度
２ 町 消 防 組 東庄分署
289-0615 香取郡東庄町青馬１８１４−１
0478(86)1150 昭和４３年度
消 防 本 部 山田分署
289-0407 香取郡山田町仁良３１２−７
0478(78)2814 昭和４３年度
佐原市外五町 佐原市外五町消防組合消防署 287-0001 佐原市佐原ロ２１２７
0478(52)4111 昭和４４年度
消 防 組 合 多古分署
289-2241 香取郡多古町多古２５０８−１
0479(76)3255 昭和４５年度
消 防 本 部 西分遣所
289-0111 千葉県香取郡下総町名木1055-1 0476(96)3000 平成１５年度
大栄分遣所
278-0236 香取郡大栄町津富浦１０７４−４
0478(73)4141 昭和４５年度
栗源分遣所
287-0102 香取郡栗源町岩部３１３５
0478(75)2131 昭和４６年度
十六島出張所 287-0011 佐原市津宮字新左衛門川５８５４ 0478(56)1115 昭和６３年度
旭 市 外 三 旭消防署
289-2511 旭市イ２９５３−１
0479(63)0119 昭和４５年度
消 防 組 合 飯岡分署
289-2705 海上郡飯岡町飯岡２１６４−１
0479(57)3324 昭和４６年度
消 防 本 部 海上分署
289-2612 海上郡海上町蛇園７８９
0479(55)2119 昭和４６年度
干潟分署
289-0512 香取郡干潟町南堀之内17
0479(68)2000 昭和４６年度

３．消防本部・署所一覧
平成１６年１２月１日現在
開署（所）
本部（局）名
署所名
郵便番号
所在地
電話番号
年度
安房郡市広域 館山消防署
294-0045 館山市北条１０８７−１
0470(22)2233 昭和４７年度
市町村圏事務 鋸南分署
299-2115 安房郡鋸南町下佐久間９５３−１ 0470(55)3250 昭和４８年度
組合消防本部 千倉分署
295-0011 安房郡千倉町北朝夷２８３０−２
0470(44)2100 昭和４８年度
富浦分遣所
299-2404 安房郡富浦町多田良１１９１
0470(33)3333 昭和５１年度
西岬分遣所
294-0303 館山市浜田１９９−１
0470(29)0119 昭和４７年度
神戸分遣所
294-0226 館山市犬石１４９６
0470(28)2660 昭和５０年度
白浜分遣所
295-0102 安房郡白浜町白浜５８４０−１
0470(38)4194 昭和４９年度
丸山分遣所
299-2501 安房郡丸山町珠師ヶ谷１２９９−２ 0470(46)3130 昭和５３年度
和田分遣所
299-2702 安房郡和田町柴１８０−５
0470(47)2200 昭和４９年度
犬掛分遣所
299-2205 安房郡富山町犬掛１６１−１
0470(58)3119 平成１５年度
鴨川消防署
296-0001 鴨川市横渚１４５０
0470(93)2131 昭和４８年度
長狭分遣所
296-0233 鴨川市金束１−１
0470(98)0256 昭和５５年度
天津小湊分遣所299-5502 安房郡天津小湊町内浦５２−３
0470(95)3610 昭和４９年度
長生郡市広域 中央消防署
297-0026 茂原市茂原５９８
0475(24)0119 昭和４６年度
市町村圏組合 本納分遣所
299-4114 茂原市本納２１４９−１
0475(34)2119 平成 ９年度
消 防 本 部 北消防署
299-4211 長生郡白子町五井２３５９−１
0475(33)1119 平成１３年度
入山津分遣所 299-4321 長生郡長生村入山津１４−７４０
0475(32)3369 昭和５７年度
南消防署
299-4300 長生郡一宮町一宮８６６４
0475(42)2123 昭和４７年度
佐貫分遣所
299-4425 長生郡睦沢町佐貫１０６１−６
0475(43)0430 昭和５９年度
西消防署
297-0115 長生郡長南町千田４９５
0475(46)1196 昭和４７年度
味庄分遣所
297-0202 長生郡長柄町味庄２１−１
0475(35)2441 昭和５８年度
八日市場市外 八日市場消防署 289-2146 八日市場市ホ７１５
0479(72)0119 昭和４５年度
三町消防組合 横芝分署
289-1732 山武郡横芝町横芝１１６４−１
0479(82)1347 昭和４６年度
消 防 本 部 野栄分署
289-3182 匝瑳郡野栄町今泉６５２１−８
0479(67)2291 昭和４６年度
山武郡市広域 中央消防署
283-0802 東金市東金９０８−１
0475(52)4137 昭和４８年度
行 政 組 合 九十九里分遣所283-0104 山武郡九十九里町片貝２５２０
0475(76)4550 昭和４９年度
消 防 本 部 東消防署
289-1313 山武郡成東町上横地４６７７−２
0475(82)3119 昭和５５年度
芝山分遣所
289-1605 山武郡芝山町大台２５６６
0479(77)1412 昭和４９年度
山武分遣所
289-1223 山武郡山武町埴谷９７６−３
0475(89)0020 昭和５０年度
南消防署
299-3221 山武郡大網白里町富田８６１−１ 0475(72)3208 昭和４９年度
白里救急隊
299-3202 山武郡大網白里町南今泉４６１６− 0475(77)2030 昭和６１年度
佐倉市八街市 佐倉消防署
285-8619 佐倉市大蛇町２８１
043(481)1119 平成１３年度
酒々井町消防 神門出張所
285-0803 佐倉市神門６４２−４
043(498)2200 昭和５３年度
組合消防本部 臼井出張所
285-0831 佐倉市染井野３−１−５
043(488)0119 平成 ５年度
角来出張所
285-0821 佐倉市角来１７３０
043(484)1052 昭和４９年度
志津消防署
285-0858 佐倉市ユーカリが丘１−１−２８
043(487)9319 昭和５８年度
志津南出張所 285-0843 佐倉市中志津３−３５−１
043(489)0119 平成 ６年度
八街消防署
289-1115 八街市八街ほ５８４−２
043(443)0111 昭和４７年度
八街南部出張所289-1125 八街市上砂４８−２０
043(445)1119 昭和５２年度
酒々井消防署 285-0905 印旛郡酒々井町上岩橋１１６８
043(496)5563 昭和４９年度
印西地区消防 印西消防署
270-1327 印西市大森２５１４−１０
0476(42)0119 昭和４７年度
組合消防本部 牧の原分署
270-1387 印西市草深１９０５番地７
0476(46)9992 平成１３年度
本埜分署
270-2322 印旛郡本埜村笠神４２８
0476(97)0119 昭和４８年度
印西西消防署 270-1352 印西市大塚１−４−１
0476(47)0119 昭和５９年度
白井消防署
270-1422 白井市復１１４７−１
047(491)1111 昭和４８年度
西白井消防署 270-1433 白井市けやき台二丁目８番
047(492)4321 平成 ５年度
印旛消防署
270-1613 印旛郡印旛村鎌苅１６０７−３
0476(99)0119 昭和４８年度
夷隅郡市広域 勝浦消防署
299-5231 勝浦市沢倉７８−３２
0470(73)2411 平成 ２年度
市町村圏事務 大多喜分署
298-0204 夷隅郡大多喜町船子７３−２
0470(82)4545 平成 ２年度
組合消防本部 御宿分署
299-5112 夷隅郡御宿町御宿台５３
0470(68)6310 平成 ５年度
大原消防署
298-0004 夷隅郡大原町大原６７７９−１
0470(62)9590 平成 ２年度
岬分署
299-4621 夷隅郡岬町東中滝７４５−１
0470(87)7574 平成 ３年度
夷隅分署
298-0124 夷隅郡夷隅町弥正７７０−１
0470(86)4213 平成 ４年度

