静岡県消防協会 消防団事務局 名簿
支部

消 防 団

賀茂 東伊豆町消防団

消防団事務所所在地

担当部署

413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取3354

東伊豆町役場 防災課 防災係

河津町消防団

413-0595 賀茂郡河津町田中212-2

河津町役場 総務課 消防防災係

下田市消防団

415-8501 下田市東本郷1-5-18

下田市役所 防災安全課 消防安全係

南伊豆町消防団

415-0392 賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1 南伊豆町役場 総務課 防災係

松崎町消防団

410-3696 賀茂郡松崎町宮内301-1

松崎町役場 総務課 消防防災係

西伊豆町消防団

410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科401-1

西伊豆町役場 防災課 防災安全対策係

413-0015 熱海市中央町1-1

熱海市消防本部 消防総務課

伊東市消防団

414-0013 伊東市桜木町1-1-3

伊東市役所企画部 危機対策課消防情報係

三島市消防団

411-0853 三島市大社町1-10

三島市役所企画戦略部 危機管理課消防連携係

田方 熱海市消防団

伊豆の国市消防団 410-2292 伊豆の国市長岡340-1

伊豆の国市役所 危機管理課

伊豆市消防団

410-2413 伊豆市小立野38-2

伊豆市役所 総務部防災安全課

函南町消防団

419-0192 田方郡函南町平井717-13

函南町役場 総務課

410-8601 沼津市御幸町16－1

沼津市役所 危機管理課 広域消防連携室

裾野市消防団

410-1192 裾野市佐野1059

裾野市役所 危機管理課

御殿場市消防団

412-0026 御殿場市東田中1-19-1

御殿場市･小山町広域行政組合消防本部 警防課

長泉町消防団

411-0942 駿東郡長泉町中土狩828

長泉町役場 地域防災課

清水町消防団

411-8650 駿東郡清水町堂庭210-1

清水町役場 くらし安全課

小山町消防団

410-1312 駿東郡小山町菅沼359-2

御殿場市･小山町広域行政組合消防本部 小山消防署

417-8601 富士市永田町1-100

富士市消防本部 消防総務課 消防団担当

418-8601 富士宮市弓沢町150

富士宮市消防本部 警防課

駿東 沼津市消防団

富士 富士市消防団
富士宮市消防団
静岡 静岡市消防団

422-8074 静岡市駿河区南八幡町10-30 静岡市消防局 警防部警防課 消防団係

志太 藤枝市消防団

426-0022 藤枝市稲川200-1

藤枝市役所 総務部 危機管理課（志太消防本部内）

焼津市消防団

425-0041 焼津市石津728-2

焼津市役所 危機管理部 危機対策課

島田市消防団

427-8501 島田市中央町1-1

島田市役所 危機管理部 危機管理課 消防担当

421-0495 牧之原市静波447-1

牧之原市役所 防災課消防係

吉田町消防団

421-0395 榛原郡吉田町住吉87

吉田町役場 防災課地域安全部門

川根本町消防団

428-0313 榛原郡川根本町上長尾627

川根本町役場 自治防災室

436-0079 掛川市掛川1102-2

掛川市消防本部 消防総務課 警防救急係

榛原 牧之原市消防団

小笠 掛川市消防団
御前崎市消防団

437-1612 御前崎市池新田5151番地の１ 御前崎市消防本部 消防総務課 消防団係

菊川市消防団

439-0022 菊川市東横地385番地

菊川市消防本部 消防総務課 消防団係

437-1292 磐田市福田400

磐田市消防本部 警防課 警防企画グループ

袋井市消防団

437-0064 袋井市川井996-2

袋井消防本部内 消防団事務局

森町消防団

437-0293 周智郡森町森2101-1

森町役場 総務課 防災係

430-0905 浜松市中区下池川町19-1

浜松市消防局 消防総務課 消防団グループ

431-0442 湖西市古見1076

湖西市消防本部 消防総務課 消防団係

磐周 磐田市消防団

西遠 浜松市消防団
湖西市消防団

電 話

ＦＡＸ

メールアドレス

消 防 団

0557-95-1103

0557-95-0122 bousai@town.higashiizu.shizuoka.jp

東伊豆町消防団

0558-34-1913

0558-34-0099 soumu@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町消防団

0558-36-4145

0558-22-3910 bousai@city.shimoda.ｌｇ.jp

下田市消防団

0558-62-6211

0558-62-1119 soumu@town.minamiizu.shizuoka.jp

南伊豆町消防団

0558-42-3963

0558-42-3183 soumu@town.matsuzaki.shizuoka.jp

松崎町消防団

0558-52-1965

0558-54-1906 bousai@town.nishiizu.shizuoka.jp

西伊豆町消防団

0557-86-6615

0557-86-6616 shobokanri@city.atami.shizuoka.jp

熱海市消防団

0557-36-3222

0557-36-1659 fd-ito.hq1@minos.ocn.ne.jp

伊東市消防団

055-972-5801

055-973-0125 syouren@city.mishima.shizuoka.jp

三島市消防団

055-948-1482

055-948-1169 syoubou@city.izunokuni.shizuoka.jp

伊豆の国市消防団

0558-72-9867

0558-72-6588 shobo@city.izu.shizuoka.jp

伊豆市消防団

055-979-8102

055-978-1197 soumu@town.kannami.shizuoka.jp

函南町消防団

055-934-4745

055-934-0027 fd-renkei@city.numazu.lg.jp

沼津市消防団

055-995-1817

055-992-4447 kiki-dan@city.susono.shizuoka.jp

裾野市消防団

0550-83-8151

0550-82-7153 syoubou-honbu1@gotemba-oyama-kouiki.jp

御殿場市消防団

055-989-5505

055-989-5656 bousai@nagaizumi.org

長泉町消防団

055-981-8205

055-973-1711 anzen@town.shimizu.shizuoka.jp

清水町消防団

0550-76-0119

0550-76-5435 oyama_syoubou@fuji-oyama.jp

小山町消防団

0545-55-2852

0545-53-4633 syoubou_soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

富士市消防団

0544-22‐1200

0544-23-9505 f-keibo@city.fujinomiya.lg.jp

富士宮市消防団

054-280-0165

054-280-0168 shobou-keibo@city.shizuoka.lg.jp

静岡市消防団

054-641-9200

054-646-1000 syobodan-f119@ka.tnc.ne.jp

藤枝市消防団

054-623-0119

054-623-7870 shobodan@city.yaizu.lg.jp

焼津市消防団

0547-36-7212

0547-35-6000 kikikanri@city.shimada.lg.jp

島田市消防団

0548-23-0057

0548-23-0049 bousai@city.makinohara.shizuoka.jp

牧之原市消防団

0548-33-2134

0548-32-6121 bousai@town.yoshida.shizuoka.jp

吉田町消防団

0547-56-2220

0547-56-2235 soumu@town.kawanehon.ｌｇ.jp

川根本町消防団

0537-21-6102

0537-21-6130 n-miyauti@city.kakegawa.shizuoka.jp

掛川市消防団

0537-85-2655

0537-85-2658 yoshihiro.m@city.omaezaki.shizuoka.jp

御前崎市消防団

0537-35-3282

0537-36-4996 syoubou@city.kikugawa.shizuoka.jp

菊川市消防団

0538-59-1716

0538-59-1766 shobo-shunin@city.iwata.lg.jp

磐田市消防団

0538-44-6092

0538-43-5751 bousai@city.fukuroi.shizuoka.jp

袋井市消防団

0538-85-6302

0538-85-5259 bousai@town.morimachi.shizuoka.jp

森町消防団

053-475-7523

053-475-7529 hfdsoum@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜松市消防団

053-574-0214

053-576-3679 fd.syoudan@city.kosai.lg.jp

湖西市消防団

