
消防署一覧表

府県名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ FAX

　563-0037  池田市八王寺1-2-1 072-754-3511 (直) 072-754-3515

　594-0054  和泉市一条院町140-2 0725-41-6326 (直) 0725-45-5157

　595-0024  泉大津市池浦町1丁目9番9号 0725-21-0119 0725-33-0531

　567-0885  茨木市東中条町2-13 072-622-6950 (直) 072-621-0119

　571-0056  門真市殿島町7番1号（消防本部3F） 06-6905-0119 06-6900-3222

　583-0015  藤井寺市青山3丁目613番地の8 072-958-9928 (直) 072-958-9900

　586-0094  河内長野市小山田町1663番地の3 0721-53-3699 (直) 0721-55-1199

　597-0084  貝塚市鳥羽122-1 072-422-9203 (直) 072-423-4648

　576-0034  交野市天野が原町4丁目8番1号 072-892-0012 (直) 072-891-2119

　596-0827  岸和田市上松町3丁目7番21号 072-426-8605 (直) 072-426-0900

　590-0976  堺市堺区大浜南町3丁2番5号 072-238-6005 (直) 072-228-8161

大阪府 　590-0951  堺市堺区市之町西1丁1番27号 072-228-0119 072-228-4087

（その他） 　599-8236  堺市中区深井沢町6番地6 072-277-0119 072-278-1999

　593-8323  堺市西区鶴田町29番18号 072-274-0119 072-271-1122

　599-8112  堺市東区日置荘原寺町138番地5 072-286-0119 072-286-0126

　590-0132  堺市南区原山台1丁14番1号 072-299-0119 072-298-0119

　591-8021  堺市北区新金岡町4丁1番2号 072-250-0119 072-253-2016

　592-0012  高石市西取石1丁目27番23号 072-266-0119 072-263-5295

　587-0002  堺市美原区黒山6番地1 072-362-0119 072-363-1414

　589-0005  大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1 072-366-0055 (直) 072-366-7666

　618-0024  三島郡島本町若山台1-2-5 075-962-1199 075-962-0119

　564-0063  吹田市江坂町1丁目21-6 06-6193-1116 (直) 06-6193-0101

　564-0063  吹田市江坂町1丁目21-6 （合同庁舎4F） 06-6384-0151 06-6338-1985

　565-0818  吹田市尺谷5-15 06-6876-9119 06-6876-7759

　564-0032  吹田市内本町1丁目23-14 06-6317-0119 06-6317-0700

　565-0873  吹田市藤白台1丁目1-50 06-6872-0766 06-6835-4085

　566-8555  摂津市三島1-1-2 06-6318-1199 (直) 06-6319-5791 (直)

※（直）は予防課直通番号です。

　 〃　　大阪狭山消防署

 吹田市消防本部

　 〃　　西消防署

 摂津市消防本部

　 〃　　東消防署

　 〃　　南消防署

　 〃　　北消防署

　 〃　　高石消防署

　 〃　　美原消防署

　 〃　　西消防署

　 〃　　東消防署

　 〃　　南消防署

 島本町消防本部

 茨木市消防本部

　 〃　　北消防署

 門真消防署

 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部

　 〃　　堺消防署

　 〃　　中消防署

消防署名

 池田市消防本部

 和泉市消防本部

 泉大津市消防本部

 岸和田市消防本部

 堺市　 消防局

 河内長野市消防本部

 貝塚市消防本部

 交野市消防本部



消防署一覧表

府県名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ FAX消防署名

泉州南消防組合消防本部 　598-0048  泉佐野市りんくう往来北1番地の20 072-469-0886 (直) 072-460-2119

泉佐野消防署 　598-0048  　　　　　　〃 072-469-0119 072-469-0050

熊取消防署 　590-0451  泉南郡熊取町野田1丁目1番19号 072-453-0119 072-453-1124

泉南消防署 　590-0504  泉南市信達市場2012番地の1 072-485-0119 072-483-7951

阪南消防署 　599-0236  阪南市桃の木台1丁目1番地1 072-476-0119 072-476-0122

岬消防署 　599-0303  泉南郡岬町深日1415番地 072-492-0119 072-492-2237

　574-0037  大東市新町13番35号（消防組合庁舎3F） 072-872-2342 (直) 072-870-0119

　595-0811  泉北郡忠岡町忠岡北1-1-23 0725-32-0119 0725-22-4000

　569-0067  高槻市桃園町4番30号 072-674-7985 (直) 072-675-8125

　　　〃  　　　　　　〃 072-674-7995 (直) 072-674-4995

　569-1026  高槻市緑が丘3-12-1 072-687-0119 072-688-7428

　560-0023  豊中市岡上の町1丁目8番24号 06-6846-8448 (直) 06-6843-0119

大阪府 　　　〃  　　　　　　〃 06-6846-8477 (直) 06-6857-4119

（その他） 　561-0833  豊中市庄内幸町5丁目7番1号 06-6334-3454 (直) 06-6331-0119

 消防本部 　573-1191  枚方市新町1-7-11 072-852-9903 072-852-9948

 枚方消防署 　573-0027  枚方市大垣内町2-10-22 072-852-9937 (直) 072-852-9927

 枚方東消防署 　573-0121  枚方市津田北町2-23-3 072-852-9976 (直) 072-852-9929

 寝屋川消防署 　572-0039  寝屋川市池田2丁目11番73号 072-852-9957 (直) 072-852-9928

　578-0925  東大阪市稲葉１丁目1番9号 072-966-9662 (直) 072-966-9669

　　　〃 　 　　　　　〃 072-966-0119 072-966-6465

　577-0036  東大阪市御厨栄町3丁目1番41号 06-6788-0119 06-6788-1374

　579-8035  東大阪市鳥居町3番3号 072-983-0119 072-985-6503

　580-0043  松原市阿保1丁目16番2号 072-332-3304 (直) 072-332-0003

　562-0001  箕面市箕面5丁目11番19号 072-724-9995 (直) 072-724-3999

　563-0103  豊能郡豊能町東ときわ台1-1-2 072-736-0119 072-738-2987

　570-0083  守口市京阪本通2丁目15-8 06-6993-0119 06-6994-6336

　581-0017  八尾市高美町5丁目3番4号 072-992-2275 (直) 072-992-7722

※（直）は予防課直通番号です。

0721-23-1124(直) 0721-23-9913
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　584-0036

 　 　　　〃　　　　豊能消防署

 豊中市消防本部

　　〃　　北消防署

　　〃　　南消防署

 富田林市消防本部

 守口消防署

 八尾市消防本部

　　〃　　　　東消防署

 松原市消防本部

 箕面市消防本部

 （富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村）

 東大阪市消防局

　　〃　　　　中消防署
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　　〃　　　　西消防署

 大東四條畷消防本部

 高槻市消防本部

　 〃　　中消防署

　 〃　　北消防署

 忠岡町消防本部

 富田林市甲田1丁目7番1号


