神奈川県の警察署・管轄区域一覧
警察署
加賀町警察署

所在地
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町203

電話・FAX
TEL：045-641-0110

【管轄区域】横浜市中区
（あ行）相生町、太田町、尾上町、
（か行）海岸通（1丁目[2番地、3番地]、2丁目〜5丁目）、北仲通、
（さ行）新山下、住吉町、
（た行）常盤町、
（な行）日本大通、
（は行）弁天通、本町、
（ま行）真砂町、港町、南仲通、元浜町、元町、
（や行）山下町（279番地の1、山下ふ頭を除く）、
（わ行）横浜公園

山手警察署

〒231-0804 神奈川県横浜市中区本牧宮原1-15

TEL：045-623-0110

【管轄区域】横浜市中区
（あ行）池袋、上野町、大芝台、大平町、
（か行）柏葉、かもめ町、北方町、
（さ行）小港町、鷺山、諏訪町、
（た行）滝之上、竹之丸、立野、千鳥町、千代崎町、塚越、寺久保、豊浦町、
（な行）仲尾台、錦町、西竹之丸、西之谷町、根岸旭台、根岸加曽台、根岸台、根岸町、
（は行）本郷町、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧原、本牧ふ頭、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧宮原、本
牧元町、本牧和田、
（ま行）豆口台、南本牧、簑沢、妙香寺台、麦田町、
（や行）矢口台、山手町、大和町、山元町、
（わ行）和田山

横浜市磯子区 上町[13番地〜15番地]、坂下町[5番地]、下町[13番地]、馬場町[13番地]
横浜市南区 「山谷」および「平楽」のうち（在日米軍の住宅専用地区[根岸住宅地区｜通称エリヤＸ]）

磯子警察署

〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子1丁目3-5

TEL：045-761-0110

【管轄区域】横浜市磯子区
（あ行）磯子、磯子台、鳳町、岡村、
（か行）上町[1番地〜12番地]、上中里町、栗木、
（さ行）坂下町[1番地〜4番地、6番地〜11番地]、汐見台、下町[1番地〜12番地]、新磯子町、新杉田町、新中原町、新森町、杉田、杉田坪呑、
（た行）滝頭、田中、
（な行）中浜町、中原、西町、
（は行）馬場町[1番地〜12番地]、原町、東町、久木町、氷取沢町、広地町、
（ま行）丸山、峰町、森、森が丘、
（や行）洋光台

金沢警察署

〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目10-1

TEL：045-782-0110

〒232-0061 神奈川県横浜市南区大岡2丁目31-4

TEL：045-742-0110

【管轄区域】横浜市金沢区

南警察署

【管轄区域】横浜市南区
（あ行）井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、浦舟町、永楽町、榎町、大岡、大橋町、
（か行）庚台、唐沢、共進町、弘明寺町、
（さ行）山王町、山谷（根岸住宅地区[通称エリアX]を除く）、清水ケ丘、宿町、白金町、白妙町、新川町、
（た行）高砂町、高根町、通町、
（な行）中里、中里町、中島町、永田北、永田山王台、永田台、永田東、永田南、永田みなみ台、中村町、西中町、
（は行）八幡町、花之木町、日枝町、東蒔田町、伏見町、二葉町、平楽（根岸住宅地区[通称エリアX]を除く）、別所、別所中里台、堀ノ内町、
（ま行）蒔田町、前里町、真金町、万世町、南太田、南吉田町、三春台、宮元町、六ツ川、睦町、
（や行）吉野町、（わ行）若宮町

伊勢佐木警察署

〒231-0038 神奈川県横浜市中区山吹町2-3

【管轄区域】横浜市中区
（あ行）赤門町、曙町、石川町、伊勢佐木町、打越、内田町、扇町、翁町、
（か行）黄金町、寿町、
（さ行）桜木町、末広町、末吉町、
（た行）千歳町、長者町、

TEL：045-231-0110

（な行）野毛町、
（は行）羽衣町、初音町、花咲町、英町、万代町、日ノ出町、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、富士見町、不老町、蓬莱町、
（ま行）松影町、宮川町、三吉町、
（や行）山田町、山吹町、弥生町、吉田町、吉浜町、
（わ行）若葉町

戸部警察署

〒220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町50-6

TEL：045-324-0110

〒221-0045 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目15-3

TEL：045-441-0110

【管轄区域】横浜市西区

神奈川警察署

【管轄区域】（あ行）青木町、旭ケ丘、出田町、泉町、入江、浦島丘、浦島町、恵比須町、大口通、大口仲町、大野町、
（か行）片倉、神奈川、神奈川本町、上反町、神之木台、神之木町、亀住町、神大寺、桐畑、金港町、栗田谷、幸ケ谷、子安台、子安通、
（さ行）斎藤分町、栄町、沢渡、三枚町、白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町、白幡東町、白幡南町、白幡向町、新浦島町、新子安、新町、菅
田町、
（た行）台町、高島台、宝町、立町、反町、千若町、鶴屋町、富家町、鳥越、
（な行）中丸、七島町、西大口、西神奈川、西寺尾、二本榎、
（は行）白楽、羽沢町、羽沢南、橋本町、東神奈川、平川町、広台太田町、二ツ谷町、星野町、
（ま行）松ケ丘、松見町、松本町、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、三ツ沢西町、三ツ沢東町、三ツ沢南町、守屋町、
（や行）山内町、（ら行）六角橋

鶴見警察署

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33-9

TEL：045-504-0110

【管轄区域】横浜市鶴見区
（あ行）朝日町、安善町、市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、市場富士見町、市場大和町、潮田町、江ケ崎町、小野町、
（か行）梶山、上末吉、上の宮、寛政町、岸谷、北寺尾、駒岡、
（さ行）栄町通、汐入町、獅子ケ谷、下野谷町、尻手、下末吉、末広町、菅沢町、諏訪坂、
（た行）大黒町、大黒ふ頭、大東町、佃野町、鶴見、鶴見中央、寺谷、豊岡町、
（な行）仲通、生麦、
（は行）馬場、浜町、東寺尾、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台、平安町、弁天町、本町通、
（ま行）三ツ池公園、向井町、元宮、
（ら行）矢向

保土ケ谷警察署

〒240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-7

TEL：045-335-0110

〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町33-5

TEL：045-361-0110

〒233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央通11-1

TEL：045-842-0110

〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町680-1

TEL：045-546-0110

〒226-0014 神奈川県横浜市緑区台村町135-14

TEL：045-932-0110

〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町29-1

TEL：045-972-0110

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央34-１

TEL：045-949-0110

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3158-1

TEL：045-862-0110

〒247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町320-2

TEL：045-894-0110

【管轄区域】横浜市保土ケ谷区

旭警察署
【管轄区域】横浜市旭区

港南警察署
【管轄区域】横浜市港南区

港北警察署
【管轄区域】横浜市港北区

緑警察署
【管轄区域】横浜市緑区

青葉警察署
【管轄区域】横浜市青葉区

都筑警察署
【管轄区域】横浜市都筑区

戸塚警察署
【管轄区域】横浜市戸塚区

栄警察署

【管轄区域】横浜市栄区

泉警察署

〒245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町5867-26

TEL：045-805-0110

〒246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町213-1

TEL：045-366-0110

〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1丁目1

TEL：045-212-0110

【管轄区域】横浜市泉区

瀬谷警察署
【管轄区域】横浜市瀬谷区

横浜水上警察署

【管轄区域】横浜市中区 海岸通（1丁目[1番地]）、新港、山下町（279番地の1、山下ふ頭）、
横浜市神奈川区 鈴繁町、瑞穂町、山内ふ頭

川崎警察署

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町25-1

TEL：044-222-0110

【管轄区域】川崎市川崎区
（あ行）浅田、旭町、池田、砂子、伊勢町、駅前本町、榎町、追分町、大島、大島上町、小川町、小田（1丁目〜6丁目）、小田栄（1丁目）、
（か行）貝塚、川中島、京町、鋼管通（1丁目[1番、2番]）、
（さ行）境町、下並木、新川通、鈴木町、
（た行）大師駅前、大師公園、大師本町、大師町、堤根、
（な行）中島、中瀬、日進町、
（は行）東田町、東門前、藤崎、富士見、堀之内町、本町、
（ま行）港町、南町、宮前町、宮本町、元木、
（わ行）渡田、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、渡田向町

川崎臨港警察署

〒210-0832 神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目17-14

TEL：044-266-0110

【管轄区域】川崎市川崎区
（あ行）浅野町、池上新町、池上町、浮島町、江川、扇町、大川町、扇島、小田（7丁目）、小田栄（2丁目）、
（か行）観音、鋼管通（1丁目[3番〜27番]、2丁目〜5丁目）、小島町、
（さ行）桜本、塩浜、昭和、白石町、
（た行）大師河原、台町、田島町、田辺新田、田町、千鳥町、出来野、殿町、
（は行）浜町、東扇島、日ノ出、
（ま行）水江町、南渡田町、
（や行）夜光、四谷上町、四谷下町
横浜市鶴見区 扇島

幸警察署

〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目154-4

TEL：044-548-0110

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目256

TEL：044-722-0110

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口4丁目5-1

TEL：044-822-0110

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目19-11

TEL：044-853-0110

〒214-0032 神奈川県川崎市多摩区枡形3丁目1-1

TEL：044-922-0110

〒215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢86-1

TEL：044-951-0110

〒238-0005 神奈川県横須賀市新港町1-10

TEL：046-822-0110

【管轄区域】川崎市幸区

中原警察署
【管轄区域】川崎市中原区

高津警察署
【管轄区域】川崎市高津区

宮前警察署
【管轄区域】川崎市宮前区

多摩警察署
【管轄区域】川崎市多摩区

麻生警察署
【管轄区域】川崎市麻生区

横須賀警察署

【管轄区域】横須賀市
（あ行）秋谷、芦名、阿部倉、安針台、池上、稲岡町、不入斗町、上町、大滝町、太田和、大矢部、小川町、荻野、
（か行）金谷、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、楠ヶ浦町、子安、小矢部、

（さ行）坂本町、佐島、佐島の丘、佐野町、猿島、汐入町、汐見台、湘南国際村、新港町、須軽谷、
（た行）武、田戸台、鶴が丘、泊町、
（な行）長井、長坂、西逸見町、林、
（は行）東逸見町、日の出町、平作、深田台、富士見町、平成町、平和台、逸見が丘、望洋台、本町、
（ま行）緑が丘、三春町、御幸浜、森崎、
（や行）安浦町、山科台、山中町、吉倉町、米が浜通、
（わ行）若松町

田浦警察署

〒237-0076 神奈川県横須賀市船越町5丁目31

TEL：046-861-0110

【管轄区域】横須賀市
（あ行）浦郷町、追浜町、追浜東町、追浜本町、追浜南町、
（さ行）湘南鷹取、
（た行）田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、鷹取、
（な行）長浦町、夏島町、
（は行）箱崎町、浜見台、船越町、
（ま行）港が丘

浦賀警察署

〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目1-1

TEL：046-844-0110

【管轄区域】横須賀市
（あ行）粟田、池田町、岩戸、内川、内川新田、浦賀、浦賀丘、浦上台、大津町、小原台、
（か行）鴨居、久比里、久村、久里浜、久里浜台、グリーンハイツ、光風台、
（さ行）桜が丘、佐原、神明町、
（た行）津久井、
（な行）長沢、長瀬、西浦賀、根岸町、野比、
（は行）ハイランド、走水、東浦賀、光の丘、二葉、舟倉、
（ま行）馬堀海岸、馬堀町、南浦賀、
（や行）吉井、
（わ行）若宮台

三崎警察署

〒238-0221 神奈川県三浦市三崎町六合3

TEL：046-881-0110

〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色2034

TEL：046-876-0110

〒249-0005 神奈川県逗子市桜山4丁目8-41

TEL：046-871-0110

〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2丁目11-26

TEL：0467-23-0110

【管轄区域】三浦市

葉山警察署
【管轄区域】三浦郡（葉山町）

逗子警察署
【管轄区域】逗子市

鎌倉警察署

【管轄区域】鎌倉市
（あ行）稲村ガ崎、扇ガ谷、大町、御成町、
（か行）梶原、鎌倉山、上町屋、極楽寺、腰越、小町、
（さ行）材木座、坂ノ下、笹目町、佐助、七里ガ浜、七里ガ浜東、十二所、浄明寺、
（た行）津、津西、手広、寺分、常盤、
（な行）二階堂、西鎌倉、西御門、
（は行）長谷、笛田、
（や行）由比ガ浜、雪ノ下

大船警察署

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1709-2

TEL：0467-46-0110

【管轄区域】鎌倉市
（あ行）今泉、今泉台、岩瀬、植木、大船、岡本、
（か行）小袋谷、
（さ行）城廻、関谷、
（た行）台、高野、玉縄、
（や行）山崎、山ノ内

藤沢警察署

〒251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目1-8

TEL：0466-24-0110

【管轄区域】藤沢市
（あ行）朝日町、江の島、
（か行）片瀬、片瀬海岸、片瀬目白山、片瀬山、柄沢、川名、鵠沼、鵠沼石上、鵠沼海岸、鵠沼桜が岡、鵠沼神明、鵠沼橘、鵠沼花沢町、鵠沼東、
鵠沼藤が谷、鵠沼松が岡、小塚、
（さ行）城南、
（た行）大鋸、高谷、辻堂、辻堂神台、辻堂新町、辻堂太平台、辻堂西海岸、辻堂東海岸、辻堂元町、
（な行）西富、
（は行）羽鳥、藤が岡、藤沢（1丁目〜5丁目、国道1号より南側の藤沢○○番地）、本鵠沼、本町、

（ま行）南藤沢、宮前、弥勒寺、村岡東、
（わ行）渡内

藤沢北警察署

〒252-0805 神奈川県藤沢市円行2丁目5-1

TEL：0466-45-0110

【管轄区域】藤沢市
（あ行）石川、稲荷、今田、打戻、円行、遠藤、大庭、獺郷、
（か行）亀井野、桐原町、葛原、
（さ行）下土棚、湘南台、菖蒲沢、白旗、善行、善行坂、善行団地、
（た行）高倉、立石、長後、土棚、天神町、
（な行）西俣野、
（は行）花の木、藤沢（国道1号より北側の藤沢○○番地）、本藤沢、
（ま行）みその台、宮原、
（や行）用田

茅ケ崎警察署

〒253-0041 神奈川県茅ケ崎市茅ケ崎3丁目4-16

TEL：0467-82-0110

【管轄区域】茅ヶ崎市、高座郡（寒川町）

平塚警察署

〒254-0073 神奈川県平塚市西八幡1丁目3-2

TEL：0463-31-0110

〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷207-1

TEL：0463-72-0110

【管轄区域】平塚市

大磯警察署

【管轄区域】中郡（大磯町、二宮町）

小田原警察署

〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪350-1

TEL：0465-32-0110

【管轄区域】小田原市、足柄下郡（箱根町、湯河原町、真鶴町）

松田警察署

〒258-0004 神奈川県足柄上郡松田町松田庶子477-1

TEL：0465-82-0110

【管轄区域】南足柄市、足柄上郡（中井町、大井町、松田町、山北町、開成町）

秦野警察署

〒257-0056 神奈川県秦野市新町5-5

TEL：0463-83-0110

〒259-1142 神奈川県伊勢原市田中819

TEL：0463-94-0110

〒243-0004 神奈川県厚木市水引1丁目11-10

TEL：046-223-0110

【管轄区域】秦野市

伊勢原警察署
【管轄区域】伊勢原市

厚木警察署

【管轄区域】厚木市、愛甲郡（愛川町、清川村）

大和警察署

〒242-0021 神奈川県大和市中央5丁目15-4

TEL：046-261-0110
Fax：046-261-0110

〒228-0024 神奈川県座間市入谷1丁目193

TEL：046-256-0110

〒243-0411 神奈川県海老名市大谷2-1

TEL：046-232-0110

〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見1丁目1-1

TEL：042-754-0110

〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵6丁目29-2

TEL：042-749-0110

【管轄区域】大和市、綾瀬市

座間警察署
【管轄区域】座間市

海老名警察署
【管轄区域】海老名市

相模原警察署
【管轄区域】相模原市中央区

相模原南警察署
【管轄区域】相模原市南区

相模原北警察署

〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4-25

TEL：042-700-0110

【管轄区域】相模原市緑区
（あ行）相原、大島、大山町、
（か行）上九沢、
（さ行）下九沢、
（た行）田名、
（な行）西橋本、二本松、
（は行）橋本、橋本台、東橋本、
（ま行）元橋本町

津久井警察署

〒252-0157 神奈川県相模原市緑区中野308

TEL：042-780-0110
Fax：042-780-0110

【管轄区域】相模原市緑区
（あ行）青根、青野原、青山、太井、小倉、小原、小渕、
（か行）川尻、久保沢、
（さ行）佐野川、澤井、城山、寸沢嵐、
（た行）谷ヶ原、
（な行）千木良、鳥屋、
（は行）中沢、長竹、中野、名倉、根小屋、葉山島、原宿、原宿南、日連、広田、
（ま行）牧野、又野、町屋、三井、三ケ木、向原、
（や行）吉野、与瀬、与瀬本町、
（わ行）若葉台、若柳

最終更新：2019年7月16日
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