
世界の消防局 

…世界 130 主要都市の消防局ホームページのリスト… 

 

Ⅲ 世界の消防局リスト 

 
2020/05/25 現在 
色：HP が確認できた（独立した HP、または国・都市のサイト内にあるページ） 
色：HP は確認できていないが、公式 SNS アカウントが確認できたもの 
色：HP は確認できていないが、所管の国・都市のサイト 
色：ページ存在しない、アクセス不可、メンテナンス中 
 
*：消防行政を司る国の組織 
 

１ アジア 

日本 
*総務省消防庁   http://www.fdma.go.jp/ 
東京消防庁    http://www.tfd.metro.tokyo.jp/ 
大阪市消防局   https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/ 
横浜市消防局   https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/ 
名古屋市消防局  http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/62-18-0-0-0-0-0-0-0-0.html 
京都市消防局   https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/ 
札幌市消防局   https://www.city.sapporo.jp/org/shobo/ 
神戸市消防局   https://www.city.kobe.lg.jp/bosai/shobo/ 
福岡市消防局   https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/ 

 
台湾 

*内政部消防署     https://www.nfa.gov.tw/ 
台北市政府消防局   https://www.119.gov.taipei/ 
新北市政府消防局   https://www.fire.ntpc.gov.tw/ 
高雄市政府消防局   https://fdkc.kcg.gov.tw/ 
内政部空中勤務総隊  https://www.nasc.gov.tw/ 

 
韓国 

*安全行政部消防防災庁   廃止 
*中央 119 救助本部     http://www.rescue.go.kr/ 
ソウル消防災難本部    https://fire.seoul.go.kr/ 
プサン消防災難本部    http://119.busan.go.kr/ 
テグ消防安全本部     http://www.daegu.go.kr/119/ 



 
中国 

*応急管理部消防救援局（元公安部消防局）   https://www.119.gov.cn/ 
北京市消防救援総隊       https://www.weibo.com/p/1001062258833123/home?is_all=1 （SNS） 
上海市消防救援総隊（上海市消防局）     http://sh.119.gov.cn/ 
広州市消防救援支隊（広東省）  https://www.weibo.com/gzxiaofang?is_all=1 （SNS） 
深圳市消防救援支隊（広東省）  https://www.weibo.com/u/2216688114?is_all=1 （SNS） 
重慶市消防救援総隊             http://www.cqfire.com/ 

 
モンゴル 

*国家非常事態庁（NEMA）    https://nema.gov.mn/ 
ウランバートル首都非常事態局  http://nobg.nema.gov.mn/ 

 
シンガポール 

*シンガポール民間防衛隊（SCDF）  https://www.scdf.gov.sg/ 
 
マレーシア 

*マレーシア消防救助局（BOMBA）  http://www.bomba.gov.my/ 
クアラルンプール  http://www.bomba.gov.my/index.php/pages/view/757?mid=193 （上記サイト内） 

 
インドネシア 

*内務省    https://www.kemendagri.go.id/ 
ジャカルタ  https://www.jakartafire.net/ 
スラバヤ   https://surabaya.go.id/ （スラバヤ市 HP） 
メダン    https://p2k.pemkomedan.go.id/ 

 
フィリピン 

*消防庁（BFP） http://bfp.gov.ph/ 
マニラ消防本部 https://www.facebook.com/pages/Manila-Fire-District-Headquarters/164778216908976 （SNS） 
ダバオ     https://911.davaocity.gov.ph/ 

 
ベトナム 

*公安省消防・救難救助警察局   http://canhsatpccc.gov.vn/ 
ハノイ市公安局消防・救難救助警察部  http://canhsatpccc.hanoi.gov.vn/ （05/25 ページ存在しない） 
ホーチミン市公安局消防・救助警察部  http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn/ 

 
ラオス 

*公安省               http://www.laosecurity.gov.la/ 
ビエンチャン            https://vientianecity.gov.la/ （ビエンチャン都 HP） 
Vientiane Rescue（ボランティア）  https://vientianerescue.org/ 

 
 



カンボジア 
*内務省国家警察            http://cambodiapolice.com/ 
*Fire and Rescue Police Department  https://www.facebook.com/firefightercambodia/ （SNS） 
プノンペン              http://phnompenh.gov.kh/ （プノンペン市 HP） 

 
タイ 

*内務省防災局（DDPM）   http://www.disaster.go.th/ 
バンコク都消防局      http://www.bangkokfire.com/ 

 
香港 

*香港消防処  https://www.hkfsd.gov.hk/chi/ 
 

インド 
*内務省消防総局           https://dgfscdhg.gov.in/about-fire-service 
ムンバイ（マハーラーシュトラ州）  https://www.mahafireservice.gov.in/ 
デリー               http://dfs.delhigovt.nic.in/home/Delhi-Fire-Services 
コルカタ（西ベンガル州）      https://wbfes.gov.in/ 
チェンナイ（タミル・ナードゥ州）  https://www.tnfrs.tn.gov.in/ 
バンガロール（カルナータカ州）   https://karunadu.karnataka.gov.in/ksfes/ 

 
イラン 

*内務省      https://www.moi.ir/ 
テヘラン消防局  http://125.tehran.ir/ （05/25 アクセス不可） 

 
パキスタン 

*内務省市民防衛局       https://civildefence.gov.pk/ 
カラチ            http://www.kmc.gos.pk/ （カラチ市 HP） 
ラホール（パンジャーブ州）  http://www.rescue.gov.pk/ 

 
トルコ 

*災害、緊急事態管理局   https://www.afad.gov.tr/ 
イスタンブール      http://itfaiye.ibb.gov.tr/ 
アンカラ         https://itfaiye.ankara.bel.tr/ 

 
アラブ首長国連邦 

*内務省市民防衛総局   https://www.moi.gov.ae/ （内務省 HP） 
ドバイ市民防衛局    https://www.dcd.gov.ae/ 
アブダビ  https://www.tamm.abudhabi/ （アブダビ政府 HP、内務省市民防衛総局はアブダビにある） 

 
カタール 

*内務省市民防衛局   https://portal.moi.gov.qa/ （内務省 HP、05/25 アクセス不可） 
ドーハ        HP なし 



 
バーレーン 

*内務省市民防衛局   https://www.gdcd.gov.bh/ 
マナーマ       http://www.capital.gov.bh/ （マナーマ市 HP） 

 
イスラエル 

*イスラエル消防救助サービス  https://www.gov.il/he/Departments/firefighting_and_rescue_israel 
テルアビブ  https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/Pages/FireDepartment.aspx 

 
サウジアラビア 

*内務省市民防衛局   http://www.998.gov.sa/ （05/25 アクセス不可） 
リヤド        https://riyadh.sa/ （リヤド市 HP） 
ジッダ        http://jed.sa/ （ジッダ市 HP） 
メッカ        http://www.holymakkah.gov.sa/ （メッカ市 HP、05/25 アクセス不可） 

 
クウェート 

*内務省市民防衛局          https://www.moi.gov.kw/civildefense/ 
*クウェート消防局          http://www.kfsd.gov.kw/ （05/25 メンテナンス中） 
クウェートシティ（アースィマ県）  https://capital.gov.kw/ （アースィマ県 HP） 

 
ヨルダン 

*内務省市民防衛局   http://www.cdd.gov.jo/ 
アンマン       https://www.ammancity.gov.jo/ （アンマン市 HP） 

 
 

２ 北アメリカ 

アメリカ合衆国 
*アメリカ合衆国消防局（USFA）  https://www.usfa.fema.gov/ 
ニューヨーク市消防局（FDNY）  https://www1.nyc.gov/site/fdny/index.page 
ロサンゼルス市消防局（LAFD）   https://www.lafd.org/ 
シカゴ市消防局（CFD）      https://www.chicago.gov/city/en/depts/cfd.html 
サンフランシスコ市消防局（SFFD） https://sf-fire.org/ 
ボストン市消防局（BFD）     https://www.boston.gov/departments/fire-operations 
ヒューストン市消防局（HFD）   http://www.houstontx.gov/fire/ 
ダラス市消防局（DFR）      https://dallascityhall.com/departments/fire-rescue/ 
マイアミ市消防局（MFD）     http://ci.miami.fl.us/Fire/ 
アトランタ市消防局（AFRD）    https://www.atlantaga.gov/government/departments/fire 
シアトル市消防局（SFD）     http://www.seattle.gov/fire/ 
デンバー市消防局（DFD）https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/fire-department-home.html 
フィラデルフィア市消防局（PFD） https://www.phila.gov/departments/philadelphia-fire-department/ 
ホノルル市消防局（HFD）     http://www.honolulu.gov/hfd/ 



 
カナダ 

*カナダ公安           https://www.publicsafety.gc.ca/index-en.aspx 
トロント市消防局（TFS）    https://www.toronto.ca/fire-services 
モントリオール市消防局（SIM） https://montreal.ca/unites/service-de-securite-incendie-de-montreal 
バンクーバー市消防局（VFRS） https://vancouver.ca/your-government/vancouver-fire-and-rescue-services.aspx 
カルガリー市消防局（CFD） https://www.calgary.ca/SitePages/cocis/Scripts/SubCategory-CalgaryFireDepartment-Grid.aspx 

 
メキシコ 

*内務省      https://www.gob.mx/segob 
メキシコシティ  https://bomberos.cdmx.gob.mx/ 
グアダラハラ   https://www.facebook.com/PCyBomGDL/ （SNS） 

 
パナマ 

*Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá（BCBRP）http://www.bomberos.gob.pa/ 
パナマシティ  https://mupa.gob.pa/ （パナマ市 HP） 

 
ドミニカ共和国 

*911 システム  https://911.gob.do/ 
サントドミンゴ http://adn.gob.do/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=711 

 
キューバ 

*内務省   https://cbc.minint.gob.cu/ 
ハバナ   http://www.lahabana.gob.cu/ （ハバナ市 HP） 

 
 

３ 南アメリカ 

ブラジル 
*ブラジル軍 Exército Brasileiro   http://www.eb.mil.br/ 
 ブラジルの国の組織だが、軍の組織だけが確認できたのでそちらを載せておく 
サンパウロ            http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/ 
リオデジャネイロ（州）      http://www.cbmerj.rj.gov.br/ 

 
アルゼンチン 

*安全省       https://www.argentina.gob.ar/seguridad 
ブエノスアイレス  https://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/bomberos-de-la-ciudad 

 
コロンビア 

*国立消防局 Dirección Nacional de Bomberos de Colombia   http://bomberos.mininterior.gov.co/ 
ボゴタ                          http://www.bomberosbogota.gov.co/ 

 

http://www.eb.mil.br/


ベネズエラ 
*大統領府     http://www.presidencia.gob.ve/ 
カラカス首都圏  https://twitter.com/bomberos_dc （SNS） 
ベネズエラ中央大学消防団 

http://www.ucv.ve/navegacion-horizontal/areas/areas-generales/vida-en-el-campus/cuerpo-de-bomberos-volu
ntarios-universitarios-de-la-ucv.html 
 
ペルー 

*国立消防局 Intendencia Nacional de Bomberos del Perú（INBP） https://www.inbp.gob.pe/ 
*Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Peru        http://www.bomberosperu.gob.pe/ 
リマ  http://www.munlima.gob.pe/ （リマ市 HP、05/25 アクセス不可） 

 
チリ 

*国家消防庁 Junta Nacional de Bomberos de Chile  https://www.bomberos.cl/ 
サンティアゴ                   https://www.cbs.cl/ 

 
エクアドル 

*911 システム（ECU 911）   https://www.ecu911.gob.ec/ 
キト             https://www.bomberosquito.gob.ec/ 
グアヤキル          https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/ 

 
 

４ ヨーロッパ 

イギリス 
*内務省 HMICFRS  https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/fire-and-rescue-services/ 
ロンドン                 https://www.london-fire.gov.uk/ 
バーミンガム（ウェスト・ミッドランズ）  https://www.wmfs.net/ 
マンチェスター              https://www.manchesterfire.gov.uk/ 
スコットランド消防本部          https://www.firescotland.gov.uk/ 

 
オランダ 

*オランダ消防局   https://www.brandweer.nl/ 
アムステルダム   https://www.brandweer.nl/amsterdamamstelland （上記サイト内） 
ロッテルダム    https://www.brandweer.nl/rotterdam-rijnmond （上記サイト内） 

 
ベルギー 

*公安総局 Direction Générale Sécurité Civile  https://www.civieleveiligheid.be/ 
ブリュッセル  https://be.brussels/vivre-a-bruxelles/sante-securite/pompiers 

 
アイルランド 

*消防、緊急事態管理局 



https://www.housing.gov.ie/local-government/fire-and-emergency-management/national-directorate-fire-and
-emergency-management 

ダブリン http://www.dublincity.ie/main-menu-your-council-about-dublin-city-council-council-departments/dublin-fire-brigade 

 

フランス 
*Sapeurs-Pompiers de France         https://www.pompiers.fr/ 
パリ消防隊（BSPP、フランス陸軍）      https://www.pompiersparis.fr/ 
マルセイユ消防隊（BMPM、フランス海軍）  http://www.marinspompiersdemarseille.com/ 

 
ドイツ 

*市民保護、危機管理局（BBK）  https://www.bbk.bund.de/ 
ベルリン             https://www.berliner-feuerwehr.de/ 
フランクフルト          http://www.feuerwehr-frankfurt.de/ 
ミュンヘン            http://www.feuerwehr-muenchen.de/ 

 
スイス 

*連邦市民保護局（BABS）  https://www.babs.admin.ch/ 
チューリッヒ  https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/schutz_u_rettung_zuerich/feuerwehr.html 
ジュネーブ   https://www.geneve.ch/fr/themes/securite-prevention/sapeurs-pompiers-ambulanciers 

 
イタリア 

*Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  http://www.vigilfuoco.it/ 
ローマ                http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/roma/ （上記サイト内） 
ミラノ                http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/milano/ （上記サイト内） 
ナポリ                http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/napoli/ （上記サイト内） 

 
スペイン 

*市民保護、緊急事態局   http://www.proteccioncivil.es/ 
マドリード        http://madrid.es/bomberos 
バルセロナ        https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ 

 
ポルトガル 

*内務省   https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/area-de-governo/administracao-interna 
リスボン  https://www.lisboa.pt/cidade/seguranca-e-prevencao/regimento-de-sapadores-bombeiros 

 
オーストリア 

*内務省危機、災害管理局   https://www.bmi.gv.at/204/ 
ウィーン          https://www.wien.gv.at/menschen/sicherheit/feuerwehr/ 

 
チェコ 

*チェコ共和国消防救急隊（HZS ČR）  https://www.hzscr.cz/ 
プラハ首都消防救急隊  https://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx （上記サイト内） 



 
ポーランド 

*国家消防本部     https://www.straz.gov.pl/ 
ワルシャワ消防本部  https://warszawa-straz.pl/ 

 
ハンガリー 

*内務省防災総局       https://www.katasztrofavedelem.hu/ 
ブダペスト首都圏防災総局  https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/ 

 
ルーマニア 

*内務省緊急事態局   http://www.dsu.mai.gov.ro/ 
ブカレスト      http://www.pmb.ro/ （ブカレスト市 HP） 

 
モルドバ 

*内務省緊急事態監察局   http://www.dse.md/ 
キシナウ市        HP は無い 

 
ブルガリア 

*内務省火災安全、市民保護局（GDPBZN）  https://www.mvr.bg/gdpbzn 
ソフィア                  http://sofia-fire.bg/ 

 
セルビア 

*内務省緊急事態局   http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/ 
ベオグラード     https://www.beograd.rs/ （ベオグラード市 HP） 

 
ギリシャ 

*Hellenic Fire Service  https://www.fireservice.gr/ 
アテネ         http://www.cityofathens.gr/ （アテネ市 HP） 

 
ロシア 

*市民防衛、緊急事態省（EMERCOM）   https://en.mchs.ru/Ministry/Forces/fire-department 
モスクワ州消防救急センター        https://psc.mos.ru/ 
モスクワ市民防衛、緊急事態、火災安全部  https://www.mos.ru/emercom/ 
サンクトペテルブルク法律、秩序、セキュリティ委員会 https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_zakonnost/ 
ウラジオストック             http://vlc.ru/ （ウラジオストック市 HP） 

 
ウクライナ 

*内務省国家緊急事態サービス（DSNS）   https://www.dsns.gov.ua/ 
キエフ                  https://kyiv.dsns.gov.ua/ 

 
ベラルーシ 

*緊急事態省   https://mchs.gov.by/ 



ミンスク    https://minsk.mchs.gov.by/ 
 

アルメニア 
*緊急事態省  http://www.mes.am/ 
エレバン    https://www.yerevan.am/ （エレバン市 HP） 

 
スウェーデン 

*市民緊急事態庁（MSB）  https://www.msb.se/ 
ストックホルム       https://www.storstockholm.brand.se/ 

 
デンマーク 

*防衛省緊急事態管理局       https://brs.dk/ 
コペンハーゲン首都圏緊急事態局  https://hbr.dk/ 

 
ノルウェー 

*市民保護、緊急事態局  https://www.dsb.no/ 
オスロ  https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/brann-og-redningsetaten/ 

 
フィンランド 

*内務省救急サービス   https://www.pelastustoimi.fi/ 
ヘルシンキ市救急部   https://www.hel.fi/pela/fi 

 
 

５ アフリカ 

エジプト 
*内務省市民保護局   https://moi.gov.eg/ （内務省 HP、05/25 アクセス不可） 
カイロ        http://www.cairo.gov.eg/ （カイロ県 HP） 

 
南アフリカ 

*国家災害管理センター  http://www.fireservices.gov.za/ 
ヨハネスブルグ市緊急事態管理サービス（EMS） 

https://www.joburg.org.za/departments_/Pages/City%20directorates%20including%20departmental%20sub-
directorates/Emergency-Management%20Services.aspx 

ケープタウン  http://www.capetown.gov.za/Departments/Fire%20and%20Rescue%20Service%20Department 

 
ケニア 

*National Disaster Management Unit（NDMU）  http://disastermanagement.go.ke/ 
ナイロビ                     https://nairobi.go.ke/emergency-services/ 

 
ナイジェリア 

*連邦消防局    https://fedfire.gov.ng/ 



ラゴス州消防局  https://fireservice.lagosstate.gov.ng/ 
  アブジャ     https://fireservice.abj.gov.ng/ 
 
モロッコ 

*内務省市民保護局   http://www.protectioncivile.ma/ 
カサブランカ     http://casablanca.ma/ （カサブランカ市 HP） 

 
チュニジア 

*内務省国家市民保護局   http://www.onpc.nat.tn/ 
チュニス         http://www.commune-tunis.gov.tn/ （チュニス市 HP） 

 
エチオピア 

*エチオピア政府  http://www.ethiopia.gov.et/ （政府 HP、05/25 アクセス不可） 
アディスアベバ http://www.addisababa.gov.et/web/guest/fire-and-emergency-prevention-and-rescue-agency 

 
コンゴ民主共和国 

*内務、安全保障省   https://www.minintersec.cd/ （2018 年以降更新なし） 
キンシャサ      http://www.kinshasa.cd/ （キンシャサ市 HP、05/25 アクセス不可） 

 
 

６ オセアニア 

オーストラリア 
*内務省危機管理局（EMA）https://www.homeaffairs.gov.au/about-us/our-portfolios/emergency-management 

シドニー（ニューサウスウェールズ州）  https://www.fire.nsw.gov.au/ 
メルボルン               http://mfb.vic.gov.au/ 
ブリスベン（クイーンズランド州）    https://www.qfes.qld.gov.au/ 
パース（西オーストラリア州）      https://www.dfes.wa.gov.au/ 

 
ニュージーランド 

*Fire and Emergency New Zealand  https://fireandemergency.nz/ 
オークランド            https://www.facebook.com/AKLCityFire/ （SNS） 
ウェリントン            https://www.facebook.com/wellingtonfirebrigade/ （SNS） 

 
 


