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４ 消防団 
４－１ 消防分団 

名称 区域

松
山
方
面
隊

新橋分団 

西馬場三区 駅通り 西馬場一区 松山馬場 わらびの 前田 射場 久保園
東野久尾 野久尾 上野久尾 元まこも まこも 河床 宮田上 西豊留 下
豊留 中豊留 上豊留 井手間 上松 狩川一区 狩川二区 大谷 表 川路
三区 川路二区 川路一区 松山仮屋 草之瀬 東草之瀬 西馬場団地 馬場
団地 城西団地 あじさい団地

泰野分団 
畑村釘 京ノ峯 南中 堀ノ内 川東 市ノ原 白坂 本町 元町 上町 川
西 西之原 後町 畑中 上西中 新西中 川端 川中 池ノ上 宮ノ上 川
北 内之野 桜山団地 西之原団地 みどり団地 京ノ峯団地 なのはな団地

尾野見分団 
中原 宮下 下井手口 中井手口 上園 大谷 大野原 稲ケ迫 柏木 古渡
大続 上中村 下中村 桃木 有野 暁 尾野見住宅 中原団地 さゆり団地
さくら団地

志
布
志
方
面
隊

中央分団 

上西谷 中西谷 下西谷 中学校通り 新屋敷 大原 北大原 南大原 上田
屋敷 中田屋敷 下田屋敷 新田屋敷 宇都 沢目記 高浜 若宮 小渕 上
志布志屋敷 下志布志屋敷 上大性院 中大性院 下大性院 宝満 天神 上
天神 松原 向川原 小浜 大諏 金屋 新道 紺屋 上有明 下有明 海洋
団地 関屋団地 上関屋 中関屋 下関屋 西町 道場 横町関屋 仲町 東
水洗 西水洗 上八坂 下八坂 南下町 上大黒1 上大黒2 中大黒1 中大
黒2 下大黒1 下大黒2 下大黒3 大浜東 昭和 上昭和 上小西 下小西
興和 大浜西 新町1 新町2 新町3 駅通 朝日町 若浜 若浜中央 若浜
南 若浜西 若浜新生町 大浜 東町団地 町原 水ケ迫団地 六月坂 香月
清水 東清水 稚子松 鳥井下 高札 寿町 松波住宅 緑ケ浜団地 若葉団
地 昭和台 桜ケ丘 渚町 清水中央 南清水 寿住宅

安楽分団 
曲瀬 中島 大迫 上門 志布志高吉 上宮内 下宮内 平床 宮脇 前畑
安良 曙 中宮 一丁田 上之浜 平城

夏井陣岳分団 夏井 外之牧 益倉 別府 二反野

帖五区分団 
馬見ケ塚 横尾上 西内之倉 毛穴野 下柳 柳 東弓場ケ尾 西弓場ケ尾
弓里 平和 棚ケ下り 南高吉 東横尾下 西横尾下

森山分団 森山 今別府 山裾 樽野 上樽野 橋之口 道重 上道重

田之浦四浦分団 
吉原 牧野 志布志大久保 田吹野 志布志平山 宮地 大越 丸岡 上東谷
下東谷 井久保 山久保 提口 後谷

潤ケ野八野分団 
柳井谷 田床 天堤 鎌石 潤ケ野 大川内 中川内 片野 福島渡 上出水

佐野 横峯 坂之上 馬庭 倉園 八郎ケ野 池野

有
明
方
面
隊

第１分団 

風八重 室太郎 菅牟田 高下谷 竹崎 久木迫 土江 伊崎田鍋 下縄瀬
上縄瀬 黒葛 牛ケ迫 茗ケ谷 宝永 飯野 字尾 丸岡 宮塩 川路 伊崎
田中野 本村 楢ケ原 東山之口 中山之口 西山之口 伊崎田中央 伊崎田
団地 伊崎田小前住宅 伊崎田住宅

第２分団 

土橋 坪山 早馬 東吉村 中央吉村 中吉村 西吉村 野吉 小松 牧ノ内
ケ宇都 有明仮屋 野井倉 下野井倉 飯山 豊原 穂成 共和 中原 吉

野 志陽 吉村 南吉村 中次 西穂成 野吉団地 吉村住宅 前原団地 有
明高吉 上高吉 第一上苑 上肆部合 中肆部合 下肆部合 押切東 押切西
通山 下通山 肆部合住宅 通山住宅 通山山下団地 春日 ラフォーレ松原
団地 肆部合上東

第３分団 

蓬原中野 重田 上宇都 下宇都 有明平山 元平山 上馬場 西上馬場 有
明馬場 下馬場 西馬場 上大久保 有明大久保 東大久保 西大久保 普現
堂 西普現堂 上普現堂 片平 花立 蓬原団地 蓬原住宅 東原東 宇都鼻
下宇都鼻 供養松 荷返 中須 高井田 東下 西下 東中組 西中組 前村
原田団地 宇都住宅 原田住宅 下原

第４分団 

東原中 東原西 下方限 中方限 頭方限 岩屋 稲荷下 野神鍋 沢津ケ峯
立本 草野 宮下 野神小裏住宅 野神団地 野神住宅 芝用 川添 田淵
山重 柳谷 上山重 上平野 平野 下平野 倉ケ崎 水之谷 本地 曲 抜
谷 清水

しみず

 山重鍋 五ケ丘 山重団地 芝用住宅


