分団管轄一覧表
平成30年4月1日現在
方面隊の名称

分団名

位置

第1分団 磐田市下野部57番地1

第3分団 磐田市上神増986番地5

神田 栗下 本村 太郎馬 田川 雇用促進住宅 川原 新開
亀井戸 大楽地 合代島上 合代島下 大当所 仲明 西之谷南
家田 敷地中 敷地北 岩室 大平南 大平北 虫生 万瀬
上神増 社山 壱貫地 中野東川原

第4分団 磐田市下神増213番地29

神増

第2分団 磐田市敷地938番地2
豊岡方面隊

第1分団 磐田市向笠竹之内412番地7
磐田原方面隊

第2分団 磐田市大久保277番地31
第3分団 磐田市匂坂中960番地
第1分団 磐田市豊田326番地2

豊田方面隊

第2分団 磐田市長森211番地
第3分団 磐田市池田415番地2
第4分団 磐田市一言1496番地1
第1分団 磐田市見付6番地2
第2分団 磐田市見付3739番地1

見付方面隊
第3分団 磐田市西貝塚206番地
第4分団 磐田市鎌田2061番地2
第5分団 磐田市西島230番地
第1分団 磐田市国府台32番地2

中泉方面隊

第2分団 磐田市二之宮東26番地8
第3分団 磐田市大原1631番地1
第4分団 磐田市前野2669番地
第1分団 磐田市川袋585番地1

竜洋方面隊

管轄区域

第2分団 磐田市西平松249番地1
第3分団 磐田市高木233番地1
第4分団 磐田市平間1274番地118
第1分団 磐田市福田1552番地4
第2分団 磐田市福田4464番地10

福田方面隊
第3分団 磐田市福田中島551番地1
第4分団 磐田市豊浜中野948番地1

惣兵衛下新田

三家

下神増

平松

掛下

松之木島上

西之谷北

松之木島下

笠梅 向笠新屋 向笠竹之内 向笠西 岩井 篠原 笠梅原 向笠新屋原
向笠竹之内原 向笠西原 岩井原
大藤第一区 大藤第二区 大藤第三区 大藤第四区 大藤第五区 大藤第六
区 大藤第七区 大藤第八区 大藤第九区 大藤第十区 大藤第十一区
大藤第十二区 大藤第十三区 大藤団地 大藤市営住宅
匂坂新 匂坂中上 匂坂中下 寺谷新田 寺谷圦上 寺谷圦下 匂坂上
匂坂上原
匂坂西 匂坂中之郷 七蔵新田 中野戸 気賀西 上気賀 匂坂下 気賀東
加茂東 加茂西 加茂川原 富丘広野 富丘下原 富丘原新田 東原西
東原東
上新屋 小立野 豊田西之島 源平新田 長森 森下 立野 ｼﾞｪｲﾊｲﾑ豊田
立野 ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ豊田 森本 赤池 上本郷 下本郷 ｼﾞｪｲﾊｲﾑ豊田本郷
6上 6下 7上 7下
上万能 弥藤太島 森岡 一言里 一言北原 一言ｴｸﾚｰﾙ 中田 気子島
宮之一色 笹原島 海老塚 下万能
東大久保 富士見町 東坂町 権現町 住吉町 元宮町 元天神町 緑ヶ丘
今之浦五丁目 安久路 城之崎
宿町 中川町 新通町 清水町 天王町 地脇町 馬場町 元倉町 二番町
北見町 美登里町 今之浦三丁目 今之浦四丁目 西坂町 一番町 幸町
梅屋町 河原町 加茂川通 水堀
西貝塚 西之島 上南田 今之浦一丁目 今之浦二丁目 東脇 新出 和口
東新屋 大立野 東新町 東新町県営住宅 東新町公団住宅 東新町一丁目
鎌田鍬影 鎌田坊中 鎌田長江 東貝塚 拓東町 新貝 稗原
西島 玉越 三ケ野 三ケ野台 明ケ島 明ケ島原 彦島 明ケ島団地
東部台
栄町 田町 久保町 坂上町 西新町 石原町 泉町 旭ヶ丘 桜ヶ丘
本町 京見塚 一言南原
御殿 西町 中央町 中町 東町 七軒町 大泉町 二之宮浅間通
二之宮一丁目 二之宮二丁目 二之宮三丁目 二之宮四丁目 二之宮中通
二之宮宮本 鳥之瀬
天竜 豊島 北島 千手堂 万正寺 中野 上大之郷 上岡田 下岡田
大和田 上大原 中大原 下大之郷 川成 浜部 中野団地
鮫島 小島 野箱 白拍子 草崎 前野 新島 長須賀 刑部島 真光寺
掛塚本町 掛塚砂町 十郎島 川袋 野崎 吹上 内名 豊岡団地 白羽
敷地
掛塚中町 掛塚田町 掛塚大当町 掛塚横町 掛塚新町 掛塚蟹町
掛塚東町 駒場 西平松 中平松 飛平松 東平松 竜洋稗原 大中瀬
小中瀬
竜洋中島 宮本 高木 松本 堀之内 西堀
江口 金洗 平間 竜洋雇用促進 ニュータウン あおば 岡 海老島
1番組 2番組 3番組 4番組 5番組 8番組 9の1番組 9の2番組 12番組
五十子 南島 東小島 蛭池
6 の 1 番 組 6 の 2 番 組 6 の 3 番 組 10 の 1 番 組 10 の 2 番 組 10 の 3 番 組
11番組 13番組 14番組 14番北組 7番組 15番組 石田組 中島新町
昭和組 下太 本田東 本田中 本田西 新田東 新田中 新田西 塩新田
一色 清庵新田 太郎馬新田 南田 長池 大原 大原新町 宇兵衛新田
南田伊兵衛新田
豊浜中野 小島方 大島 雁代

