
消防署一覧表

府県名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ FAX

　650-8570  神戸市中央区加納町6-5-1（神戸市役所4号館3F） 078-325-8509 (直) 078-325-8525

　651-1131  神戸市北区北五葉2-1-9 078-591-0119 078-594-1119

　654-0035  神戸市須磨区中島町1-1-1 078-735-0119 078-734-4119

　650-0045  神戸市中央区港島3-2-2 078-302-0119 078-303-3119

兵庫県 　655-0052  神戸市垂水区舞多聞東1-10-30 078-786-0119 078-786-1119

（神戸市） 　651-0088  神戸市中央区小野柄通2-1-19 078-241-0119 078-261-1119

　653-0016  神戸市長田区北町3-4-8 078-578-0119 078-578-2119

　657-0057  神戸市灘区神ノ木通3-6-18 078-882-0119 078-802-7119

　651-2276  神戸市西区春日台5-1-10 078-961-0119 078-961-1119

　658-0052  神戸市東灘区住吉東町5-2-1 078-843-0119 078-854-3119

　652-0032  神戸市兵庫区荒田町1丁目21-1 078-512-0119 078-531-1119

　673-0044  明石市藤江924番地の8 078-918-5272 (直) 078-918-5983

　678-0239  赤穂市加里屋1120番地の120 0791-43-6882 (直) 0791-45-0119

　659-0064  芦屋市精道町8-26 0797-32-2345 (直) 0797-32-0119

　660-0881  尼崎市昭和通2丁目6番75号 06-6481-3964 (直) 06-6483-5022

　　　〃  　　　　　　〃 06-6401-0119 06-6401-0481

　660-0063  尼崎市大庄北3丁目30-20 06-6411-0119 06-6411-0218

　661-0014  尼崎市上ノ島町3丁目2-1 06-6421-0119 06-6428-5255

兵庫県 　661-0965  尼崎市次屋1丁目9-19 06-6494-0119 06-6494-0689

（その他） 　656-0021  洲本市塩屋1丁目2番32号 0799-24-2416 (直) 0799-24-4861 (直)

　　　〃  　　　　　　〃 0799-23-0119 (直) 0799-24-0261 (直)

　664-0881  伊丹市昆陽1-1-1 072-783-0799 (直) 072-783-4999

　664-0881  　　　　〃 072-783-0124 072-783-4986

　664-0836  伊丹市北本町2丁目133番地 072-772-0119 072-772-5119

　666-0233  川辺郡猪名川町紫合字古津側山4-10 072-766-0119 072-766-8831

　675-1378  小野市王子町809 0794-63-4634 (直) 0794-63-7199

　675-8501  加古川市加古川町北在家2000番地 079-427-6532 (直) 079-424-0530

　675-0037  加古川市加古川町本町194 079-427-0119 (直) 079-420-9530

　675-0115  加古川市平岡町一色797番地の317 079-430-0121 (直) 079-430-0120

※（直）は予防課直通番号です。

　　 〃　　 東消防署

 加古川市消防本部

　　〃　　西消防署

　　 〃　　 中央消防署

 伊丹市消防局

　　〃　　東消防署

 猪名川町消防本部

 尼崎市消防局

　　〃　　西消防署

　　〃　　北消防署

　　〃　　東消防署

 小野市消防本部

 淡路広域消防事務組合消防本部

　　　　　　　　　〃　　　　　洲本消防署

消防署名

 神戸市消防局

 北消防署

 須磨消防署

 水上消防署

 垂水消防署

 赤穂市消防本部

　　〃　　中消防署

 明石市消防本部

 中央消防署

 長田消防署

 灘消防署

 西消防署

 東灘消防署

 兵庫消防署

 芦屋市消防本部



消防署一覧表

府県名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ FAX消防署名

　666-0017  川西市火打1丁目15番23号 072-757-9946 (直) 072-757-3379

　　　〃  　　　　　　〃 072-757-1194 072-757-3395

　666-0105  川西市見野2丁目21－12 072-794-0119 072-794-5916

 北はりま消防本部   677-0054  西脇市野村町1796-502 0795-27-8122 (直) 0795-27-8124

 西脇消防署 　　　〃  　　　　　　〃 0795-23-6106 (直) 0795-23-6119

 加東消防署 　673-1464  加東市上中778-52 0795-42-3560 (直) 0795-42-6406

 加西消防署 　675-2321  加西市北条町東高室993-1 0790-42-9119 (直) 0790-42-3435

　669-1543  三田市下深田396番地 079-564-0119 079-563-1230

　669-2451  丹波篠山市北40-2 079-594-1118(直) 079-594-2070

　676-0078  高砂市伊保4丁目553-1 079-448-4019 (直) 079-448-0928

　665-0033   宝塚市伊孑志3丁目14番61号 0797-73-1953 (直) 0797-77-3951

　　　〃  　　　　　　〃 0797-73-1966 (直) 0797-77-3957

兵庫県 　665-0882  宝塚市山本南2丁目5-1 0797-88-5883 (直) 0797-89-1004

（その他） 　669-3311  丹波市柏原町母坪371-1 0795-72-0571 (直) 0795-72-1155

　668-0055  豊岡市昭和町4-33 0796-24-8045 (直) 0796-24-1176

　669-5261  朝来市和田山町牧田436番地1 079-672-0119 079-672-5046

　667-0043  養父市八鹿町高柳173 079-662-0119 079-662-7764

 西はりま消防本部 　671-1621  たつの市揖保川町正條279番地1 0791-76-7120 (直) 0791-72-6119

 相生消防署 　678-8585  相生市旭1丁目1番3号 0791-23-7119 (直) 0791-23-2119

 佐用消防署 　679-5307  佐用郡佐用町円応寺233-1 0790-82-3874 (直) 0790-82-0119

 宍粟消防署 　671-2542  宍粟市山崎町船元34-1 0790-62-8201 (直) 0790-63-0119

 たつの消防署 　679-4167  たつの市龍野町富永1005-1 0791-64-3175 (直) 0791-63-3042

 太子消防署 　671-1553  揖保郡太子町老原554-1 079-276-1191 (直) 079-276-2246

　662-0918  西宮市六湛寺町8-28　西宮市役所第二庁舎2階 0798-32-7327 (直) 0798-36-2475

　663-8241  西宮市津門大塚町1-32 0798-23-0119 0798-32-0019

　662-0073  西宮市松風町4-4 0798-74-0119 0798-73-3591

　669-1134  西宮市名塩新町7番地の1 0797-61-0119 0797-61-1641

　651-1412  西宮市山口町下山口4丁目1-20 078-904-0119 078-903-3924

※（直）は予防課直通番号です。

 西宮市消防局

 丹波市消防本部

 南但消防本部・朝来消防署

 　　　　〃　　　　 養父消防署

北
は
り
ま
消
防
組
合

　　〃　　  〃　  北夙川分署

　　〃　　北消防署

 三田市消防本部

 川西市消防本部

　　〃　　  〃　  山口分署

　　〃　　西消防署

 豊岡市消防本部

 丹波篠山市消防本部

　　〃　 　北消防署

　　〃　 　南消防署

　　〃　　西宮消防署

 高砂市消防本部

 宝塚市消防本部

　　〃　　東消防署

西
は
り
ま
消
防
組
合



消防署一覧表

府県名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ FAX消防署名

　663-8185  西宮市古川町2番12号 0798-49-0119 0798-43-1149

　662-0934  西宮市西宮浜3丁目5番地 0798-22-0119 0798-22-8849

　663-8033  西宮市高木東町15-11 0798-63-0119 0798-66-8286

　662-0891  西宮市上ヶ原一番町1-64 0798-54-0119 0798-51-5411

　670-0940  姫路市三左衛門堀西の町3番地　防災センター3階 079-223-9532 (直) 079-223-9540

　670-0012  姫路市本町68番地68 079-288-0119

　670-0061  姫路市西今宿三丁目7番20号 079-294-0119

　672-8035  姫路市飾磨区中島1130番地2 079-233-0119

　671-1233  姫路市網干区大江島古川町74番地 079-273-0119

　679-2214  神崎郡福崎町福崎新404番地2 0790-23-0119

　673-0433  三木市福井1933番15 0794-89-0171 (直) 0794-82-9167

　669-6803  美方郡新温泉町今岡257-1 0796-93-9019 (直) 0796-92-0594

※（直）は予防課直通番号です。

　　〃　　  〃　  甲東分署

　　〃　　  〃　  浜分署

兵庫県
（その他）

　　〃　　瓦木消防署

　　〃　　姫路西消防署

　　〃　　飾磨消防署

　　〃　　網干消防署

　　〃　　中播消防署

 三木市消防本部

 美方広域消防本部

　　〃　　姫路東消防署

 姫路市消防局

　　〃　　鳴尾消防署


