
３０台

本
部
・
本
署

南
部
出
張
所

中
津
出
張
所 小型動力ポンプ（C1級)

小型動力ポンプ（C1級) １台 車両台数合計
小型動力ポンプ（B3級) １台

keibou@hidakafire.or.jp （警防課）

所在地：和歌山県日高郡日高町萩原930番地の1（〒649-1202）

電　話：0738-63-1119（代） 63-3634（総務課） 63-2000（予防課） 

ＦＡＸ：0738-63-3498（代） 63-3635（総務課・予防課）

E-mail

soumu@hidakafire.or.jp （総務課）

yobou@hidakafire.or.jp （予防課）

８６名

印
南
出
張
所

その他の車両 １台

小型動力ポンプ搬送車 １台 その他の車両

２台

救急車（高規格) １台 １台

１台

資器材積載車 １台 救急車（高規格) １台

小型動力ポンプ（B3級)

ポンプ車（CD-Ⅰ) １台 救助工作車（Ⅱ型） １台

２台 資器材積載車 １台

消防吏員数 １４名 小型動力ポンプ搬送車 １台

小型動力ポンプ（C1級)

その他の車両 ３台 消防吏員数 １６名

小型動力ポンプ（B3級) １台 ポンプ車（CD-Ⅰ) １台

指揮支援車 １台 小型動力ポンプ（C1級) １台

救急車（高規格・2B) ３台 小型動力ポンプ（B3級) １台

潜水資器材搬送車 １台 その他の車両 １台

救助工作車（Ⅱ型） １台 救急車（高規格) １台

小型動力ポンプ搬送車 １台 小型動力ポンプ搬送車 １台

資器材積載車 １台 資機材積載車 １台

１台

小型動力ポンプ付水槽車 １台 小型動力ポンプ付水槽車 １台

消防吏員数合計

本部・本署消防現勢力

消防力の現況（平成23年12月31日現在）
４２名消防吏員数 １４名消防吏員数

ポンプ車（CD-Ⅰ) １台 ポンプ車（CD-Ⅰ)



nakatsu@hidakafire.or.jp

３０台

本
部
・
本
署

南
部
出
張
所

中
津
出
張
所 小型動力ポンプ（C1級)

小型動力ポンプ（C1級) １台 車両台数合計

ポンプ車（CD-Ⅰ)

中津出張所消防現勢力

消防力の現況（平成23年12月31日現在）
４２名消防吏員数 １４名消防吏員数

所在地：和歌山県日高郡日高川町高津尾5番地の3（〒644-1122）

電　話：０７３８－５４－１１１９

ＦＡＸ：０７３８－５４－０３３７

E-mail

ポンプ車（CD-Ⅰ) １台

小型動力ポンプ付水槽車 １台 小型動力ポンプ付水槽車 １台

１台

資器材積載車 １台 資機材積載車 １台

小型動力ポンプ搬送車 １台 小型動力ポンプ搬送車 １台

１台 その他の車両 １台

救助工作車（Ⅱ型） １台 救急車（高規格) １台

指揮支援車 １台 小型動力ポンプ（C1級) １台

印
南
出
張
所

救急車（高規格・2B) ３台 小型動力ポンプ（B3級) １台

潜水資器材搬送車

その他の車両 ３台 消防吏員数 １６名

小型動力ポンプ（B3級) １台 ポンプ車（CD-Ⅰ) １台

小型動力ポンプ（C1級) ２台 資器材積載車 １台

１台 救助工作車（Ⅱ型） １台

消防吏員数 １４名 小型動力ポンプ搬送車 １台

ポンプ車（CD-Ⅰ)

救急車（高規格) １台 １台

１台

小型動力ポンプ（B3級)

小型動力ポンプ搬送車 １台 その他の車両

資器材積載車 １台 救急車（高規格) １台

小型動力ポンプ（B3級) １台 ８６名

２台

消防吏員数合計

その他の車両 １台



inami@hidakafire.or.jp

３０台

本
部
・
本
署

南
部
出
張
所

中
津
出
張
所 小型動力ポンプ（C1級)

小型動力ポンプ（C1級) １台 車両台数合計

ポンプ車（CD-Ⅰ)

印南出張所消防現勢力

消防力の現況（平成23年12月31日現在）
４２名消防吏員数 １４名消防吏員数

所在地：和歌山県日高郡印南町山口1507番地の6（〒649-1533）

電　話：０７３８－４２－０１１９

ＦＡＸ：０７３８－４２－１２０３

E-mail

ポンプ車（CD-Ⅰ) １台

小型動力ポンプ付水槽車 １台 小型動力ポンプ付水槽車 １台

１台

資器材積載車 １台 資機材積載車 １台

小型動力ポンプ搬送車 １台 小型動力ポンプ搬送車 １台

１台 その他の車両 １台

救助工作車（Ⅱ型） １台 救急車（高規格) １台

指揮支援車 １台 小型動力ポンプ（C1級) １台

印
南
出
張
所

救急車（高規格・2B) ３台 小型動力ポンプ（B3級) １台

潜水資器材搬送車

その他の車両 ３台 消防吏員数 １６名

小型動力ポンプ（B3級) １台 ポンプ車（CD-Ⅰ) １台

小型動力ポンプ（C1級) ２台 資器材積載車 １台

１台 救助工作車（Ⅱ型） １台

消防吏員数 １４名 小型動力ポンプ搬送車 １台

ポンプ車（CD-Ⅰ)

救急車（高規格) １台 １台

１台

小型動力ポンプ（B3級)

小型動力ポンプ搬送車 １台 その他の車両

資器材積載車 １台 救急車（高規格) １台

小型動力ポンプ（B3級) １台 ８６名

２台

消防吏員数合計

その他の車両 １台



中
津
出
張
所 小型動力ポンプ（C1級)

車両台数合計

印
南
出
張
所

消防吏員数合計小型動力ポンプ（B3級) １台

救急車（高規格) 小型動力ポンプ（B3級)

小型動力ポンプ（C1級) １台

所在地：和歌山県日高郡みなべ町徳蔵170番地6（〒645-0024）

電　話：０７３９－７４－３１１９

ＦＡＸ：０７３９－７４－３３４９

E-mail minabe@hidakafire.or.jp

本
部
・
本
署

南
部
出
張
所

３０台

８６名

その他の車両 １台 ２台

１台１台

資器材積載車 １台 救急車（高規格) １台

小型動力ポンプ搬送車 １台 その他の車両 １台

ポンプ車（CD-Ⅰ) １台 救助工作車（Ⅱ型） １台

消防吏員数 １４名 小型動力ポンプ搬送車 １台

小型動力ポンプ（C1級) ２台 資器材積載車 １台

小型動力ポンプ（B3級) １台 ポンプ車（CD-Ⅰ) １台

その他の車両 ３台 消防吏員数 １６名

指揮支援車 １台 小型動力ポンプ（C1級) １台

救急車（高規格・2B) ３台 小型動力ポンプ（B3級) １台

潜水資器材搬送車 １台 その他の車両 １台

救助工作車（Ⅱ型） １台 救急車（高規格) １台

小型動力ポンプ搬送車 １台 小型動力ポンプ搬送車 １台

資器材積載車 １台 資機材積載車 １台

１台

小型動力ポンプ付水槽車 １台 小型動力ポンプ付水槽車 １台

ポンプ車（CD-Ⅰ) １台 ポンプ車（CD-Ⅰ)

南部出張所消防現勢力

消防力の現況（平成23年12月31日現在）
４２名消防吏員数 １４名消防吏員数


