
【団本部】※女性分団、ラッパ隊、入団に関すること

　事務局：消防総務課　　042-751-9116　中央区中央2215

【中央方面隊】

　事務局：相模原消防署　042-751-0119　中央区中央2215
分団 部 地　域 所在地 担当消防署

第１部 上溝 中央区上溝7丁目7番17号

第２部 久保 中央区上溝4丁目8番43号

第３部 四ツ谷 中央区上溝2丁目2番1号

第４部 石橋 中央区上溝2463番地1

第５部 田尻 中央区上溝2556番地1

第６部 番田 中央区上溝778番地10

第７部 丸崎・虹吹 中央区上溝1611番地5

第１部 田名中央 中央区田名4838番地4

第２部 水郷田名 中央区水郷田名1丁目8番26号

第３部 陽原・望地 中央区田名5990番地2

第４部 塩田 中央区田名塩田4丁目1番17号

第５部 新宿 中央区田名7361番地14

第６部 葛輪 中央区田名2787番地1

第７部 清水 中央区田名2139番地3

第１部 淵野辺 中央区淵野辺3丁目20番9号

第２部 嶽之内 中央区東淵野辺4丁目26番17号

第３部 中淵 中央区淵野辺本町4丁目17番8号

第４部 山王 中央区淵野辺本町1丁目21番1号

第５部 上矢部 中央区上矢部4丁目11番1号

第１部 矢部 中央区矢部3丁目14番8号

第２部 宮下 中央区すすきの町41番8号

第３部 清新 中央区相模原2丁目16番5号

第４部 星が丘 中央区星が丘2丁目7番22号

第５部 光が丘 中央区青葉2丁目5番12号

 【南方面隊】
　事務局：南消防署　042-744-0119　南区相模大野5341

分団 部 地　域 所在地 担当消防署

第１部 下溝南 南区下溝1130番地

第２部 当麻 南区当麻578番地2

第３部 下溝北 南区下溝2015番地2

第４部 原当麻 南区当麻773番地1

第１部 新戸 南区新戸2368番地2

第２部 下磯部 南区磯部1269番地2

第３部 上磯部 南区磯部1341番地3

第４部 勝坂 南区磯部1760番地5

第５部 相武台前 南区新磯野4丁目8番8号

第１部 相模大野 南区相模大野6丁目10番8号

第２部 東林間 南区相南2丁目2番14号

第３部 大沼 南区東大沼2丁目9番11号

第４部 中和田 南区上鶴間本町7丁目23番36号

第５部 谷口 南区上鶴間本町4丁目25番2号

第６部 鵜野森 南区鵜野森3丁目2番19号

第７部 古淵 南区古淵1丁目13番26号

第８部 大野台 南区大野台5丁目16番37号

第１部 南台 南区南台4丁目12番57号

第２部 相模台 南区相模台1丁目13番5号

第３部 麻溝台 南区麻溝台6丁目23番4号

相模原市消防団　詰所・車庫一覧及び担当消防署

第１分団

上溝分署
042-762-0119

中央区上溝
21639

第２分団

田名分署
042-761-0119

中央区田名
48413

第３分団

淵野辺分署
042-758-0119

中央区淵野辺本町
318

第４分団

麻溝台分署
042-745-0119

南区麻溝台83820

緑が丘分署
042-759-0119

中央区緑が丘
13225

新磯分署
046-253-0119

南区磯部12291
第２分団

第３分団

第１分団

第４分団

上鶴間分署
042-743-0119

南区相模大野
7404



【北方面隊】

　事務局：北消防署　042-774-0119　緑区橋本4166
分団 部 地　域 所在地 担当消防署

第１部 相原 緑区相原4丁目14番7号

第２部 二本松 緑区二本松2丁目1番24号

第３部 橋本 緑区橋本4丁目16番11号

第１部 上大島 緑区大島721番地1

第２部 中の郷 緑区大島3201番地

第３部 常盤 緑区大島2231番地1

第４部 古清水 緑区大島2355番地

第５部 上九沢 緑区上九沢268番地2

第６部 下九沢 緑区下九沢2440番地

第７部 塚場 緑区下九沢1417番地1

第８部 宮下 緑区下九沢591番地

第９部 作の口 中央区上溝1丁目1番18号

第１部 町屋 緑区町屋4丁目27番14号

第２部 小松 緑区広田2番35号

第３部 城北 緑区広田15番10号

第１部 久保沢 緑区久保沢2丁目7番6号

第２部 向原 緑区向原3丁目1番11号

第３部 原宿 緑区原宿2丁目6番1号

第１部 都畑 緑区城山4丁目9番21号

第２部 谷ヶ原 緑区谷ヶ原1丁目9番14号

第３部 中沢 緑区中沢576番地1

第４部 若葉台 緑区若葉台4丁目1番5号

小倉 緑区小倉525番地1

葉山島 緑区葉山島397番地6

【津久井方面隊】

　事務局：津久井消防署　042-685-0119　緑区寸沢嵐5742
分団 部 地　域 所在地 担当消防署所

第１部 三井 緑区三井572番地1

第２部 太井 緑区太井290番地

第１部 中野 緑区中野1013番地2

第２部 又野 緑区又野689番地1

第３部 名手 緑区三井951番地4

第１部 三ヶ木 緑区三ケ木671番地5

第２部 青山 緑区青山3128番地1

第３部 鮑子 緑区青山3730番地6

第１部 根小屋 緑区根小屋1461番地1

第２部 根小屋中野 緑区根小屋1027番地4

第３部 稲生 緑区長竹158番地5

第１部 韮尾根 緑区長竹2894番地1

第２部 石ヶ沢 緑区長竹1649番地1

第３部 長竹 緑区長竹1425番地9

第４部 関 緑区青山1008番地10

第１部 道場 緑区鳥屋1489番地イ-1

第２部 宮ノ前 緑区鳥屋1045番地1

第３部 渡戸 緑区鳥屋335番地1

第１部 梶野 緑区青野原732番地1

第２部 東野 緑区青野原1240番地2

第３部 西野々 緑区青野原3346番地2

第１部 荒丸 緑区青根206番地1

第２部 上青根 緑区青根1944番地6

第３部 音久和 緑区青根2932番地7

第１分団
相原分署

042-773-0119
緑区相原4149

第２分団

大沢分署
042-763-0119

緑区大島17451

第３分団

第４分団

第６分団

城山分署
042-782-0119

緑区川尻16991

相原分署
042-773-0119
緑区相原4149

第４分団

鳥屋出張所
042-785-0119

緑区鳥屋7897

第６分団

第７分団

第３分団

第５分団

第８分団

第１分団

第５分団

津久井消防署警備課
042-685-0119

緑区寸沢嵐5742

青根分署
042-787-2724
緑区青根1372１

第２分団



【相模湖方面隊】

　事務局：津久井消防署　042-685-0119　緑区寸沢嵐5742
地　域 所在地 担当消防署

与瀬 緑区与瀬893番地1

小原 緑区小原421番地8

千木良 緑区千木良983番地3

内郷 緑区若柳985番地5

【藤野方面隊】

　事務局：津久井消防署　042-685-0119　緑区寸沢嵐5742
分団 部 地　域 所在地 担当消防署

第１部 上宿 緑区吉野391番地1

第２部 奈良本 緑区吉野1520番地1、2

第１部 藤野 緑区小渕1986番地

第２部 下小渕 緑区小渕728番地1

沢井分団 第１部 落合 緑区澤井992番地2

第１部 杉 緑区日連622番地3

第２部 日連 緑区日連1495番地1

第１部 葛原 緑区名倉3754番地1

第２部 名倉 緑区名倉2622番地3

第１部 中尾 緑区牧野4236番地9

第２部 菅井 緑区牧野11916番地3

第３部 篠原 緑区牧野2875番地3

第４部 大鐘 緑区牧野6928番地1

第１部 和田 緑区佐野川651番地6

第２部 上岩 緑区佐野川3287番地2

吉野分団

藤野分署
042-687-3401

緑区吉野433-1

小渕分団

日連分団

名倉分団

牧野分団

佐野川分団

分団

第１分団

第２分団

第３分団

第４分団

津久井消防署警備課
042-685-0119

緑区寸沢嵐5742


