大阪府の警察署・管轄区域一覧
警察署
大淀警察署

所在地
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1丁目5-25

電話・FAX
TEL：06-6376-1234

【管轄区域】大阪市北区 大淀北、大淀中、大淀南、国分寺、天神橋（7丁目、8丁目）、豊崎、中津、長柄中、長柄西、長柄東、本庄西、本庄東

曾根崎警察署

〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目16-14

TEL：06-6315-1234

【管轄区域】大阪市北区 池田町、浮田、梅田、扇町、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田、曾根崎、太融寺町、茶屋町、鶴
野町、天神橋（4丁目〜6丁目）、堂山町、兎我野町、中崎、中崎西、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町、山崎町

天満警察署

〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町6-3（仮庁舎）

TEL：06-6363-1234

【管轄区域】大阪市北区 紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地、天神西町、天神橋（1丁目〜3丁目）、天満、天満橋、堂島、堂島浜、同心、中之島
、西天満、東天満、松ケ枝町、南森町、与力町

都島警察署

〒534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目7-1

TEL：06-6925-1234

〒553-0006 大阪府大阪市福島区吉野3丁目17-19

TEL：06-6465-1234

〒554-0021 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目3-1

TEL：06-6466-1234

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1丁目3-18

TEL：06-6268-1234

【管轄区域】大阪市都島区

福島警察署
【管轄区域】大阪市福島区

此花警察署
【管轄区域】大阪市此花区

東警察署

【管轄区域】大阪市中央区 安土町、淡路町、和泉町、糸屋町、今橋、上町、内淡路町、内久宝寺町、内平野町、内本町、大阪城、大手通、大手前、
瓦町、神崎町、北久宝寺町、北新町、北浜、北浜東、久太郎町、高麗橋、粉川町、石町、材木町、島町、十二軒町、城見、船場中央、谷町（1丁目〜
5丁目）、玉造、釣鐘町、天満橋京町、常盤町、徳井町、道修町、農人橋、博労町、馬場町、東高麗橋、平野町、備後町、伏見町、船越町、法円坂、
本町、本町橋、松屋町住吉、南久宝寺町、南新町、南本町、森ノ宮中央、鎗屋町、龍造寺町

南警察署

〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目5-26

TEL：06-6281-1234

【管轄区域】大阪市中央区 安堂寺町、上汐、上本町西、瓦屋町、高津、島之内、心斎橋筋、千日前、宗右衛門町、谷町（6丁目〜9丁目）、道頓堀、
東平、中寺、難波、難波千日前、西心斎橋、日本橋、東心斎橋、松屋町、南船場

西警察署

〒550-0021 大阪府大阪市西区川口2丁目6-3

TEL：06-6583-1234

〒552-0012 大阪府大阪市港区市岡1丁目6-22

TEL：06-6574-1234

【管轄区域】大阪市西区

港警察署

【管轄区域】大阪市港区 池島、石田、磯路、市岡、市岡元町、海岸通（3丁目[府道5号大阪港八尾線より東側]、4丁目[府道5号大阪港八尾線より東側
]）、港晴、田中、築港、波除、福崎、弁天、三先、南市岡、八幡屋、夕凪

大正警察署

〒551-0011 大阪府大阪市大正区小林東3丁目4-21

TEL：06-6555-1234

〒543-0074 大阪府大阪市天王寺区六万体町5-8

TEL：06-6773-1234

〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目5-11

TEL：06-6633-1234

〒555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目6-24

TEL：06-6474-1234

【管轄区域】大阪市大正区

天王寺警察署
【管轄区域】大阪市天王寺区

浪速警察署
【管轄区域】大阪市浪速区

西淀川警察署
【管轄区域】大阪市西淀川区

淀川警察署

〒532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目7-27

TEL：06-6305-1234

〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目6-18

TEL：06-6325-1234

〒537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目25-15

TEL：06-6974-1234

〒544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北3丁目14-12

TEL：06-6712-1234

〒535-0003 大阪府大阪市旭区中宮1丁目4-1

TEL：06-6952-1234

〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央1丁目9-41

TEL：06-6965-1234

〒538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目1-1

TEL：06-6913-1234

【管轄区域】大阪市淀川区

東淀川警察署
【管轄区域】大阪市東淀川区

東成警察署
【管轄区域】大阪市東成区

生野警察署
【管轄区域】大阪市生野区

旭警察署
【管轄区域】大阪市旭区

城東警察署
【管轄区域】大阪市城東区

鶴見警察署

【管轄区域】大阪市鶴見区
大東市 諸福（7丁目[4番地の中央環状線より西側]、8丁目[5番地の中央環状線より西側]）

阿倍野警察署

〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13-5

TEL：06-6653-1234

〒559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目1-57

TEL：06-6682-1234

〒558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目28-3

TEL：06-6675-1234

〒546-0032 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目11-39

TEL：06-6697-1234

【管轄区域】大阪市阿倍野区

住之江警察署
【管轄区域】大阪市住之江区

住吉警察署
【管轄区域】大阪市住吉区

東住吉警察署

【管轄区域】大阪市東住吉区
松原市 天美北（4丁目と5丁目と8丁目の大和川より北側の区域）

平野警察署

〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町5-20

TEL：06-6794-1234

〒557-0004 大阪府大阪市西成区萩之茶屋2丁目4-2

TEL：06-6648-1234

〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1丁目5-1

TEL：06-6575-1234

【管轄区域】大阪市平野区

西成警察署
【管轄区域】大阪市西成区

大阪水上警察署

【管轄区域】大阪市港区
海岸通（1丁目、2丁目、3丁目[府道5号大阪港八尾線より西側]、4丁目[府道5号大阪港八尾線より西側と市道港区192号線より南側]）

高槻警察署

〒569-0077 大阪府高槻市野見町2-4

TEL：072-672-1234

【管轄区域】高槻市、三島郡（島本町）

茨木警察署

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積1丁目6-38

TEL：072-622-1234

【管轄区域】茨木市

摂津警察署

〒566-0021 大阪府摂津市南千里丘4-39

TEL：06-6319-1234

【管轄区域】摂津市
吹田市 南正雀（3丁目と4丁目の各一部、5丁目）

吹田警察署

〒564-0042 大阪府吹田市穂波町13-33

TEL：06-6385-1234

【管轄区域】吹田市（南正雀2丁目50番地と5丁目を除く）

豊能警察署

〒563-0121 大阪府豊能郡能勢町地黄650-4

TEL：072-737-1234

【管轄区域】豊能郡（豊能町、能勢町）

箕面警察署

〒562-0001 大阪府箕面市箕面5丁目11-35

TEL：072-724-1234

〒563-0054 大阪府池田市大和町1-1

TEL：072-753-1234

【管轄区域】箕面市

池田警察署

【管轄区域】池田市（空港2丁目を除く）
豊中市 石橋麻田町、待兼山町（22-2、23-5）

豊中警察署

〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚3丁目4-11

TEL：06-6849-1234

【管轄区域】豊中市 赤阪、旭丘、上野坂、上野西、上野東、永楽荘、岡上の町、岡町、岡町北、岡町南、春日町、勝部、上新田、北桜塚、北緑丘、
熊野町、栗ケ丘町、桜の町、柴原町、少路、城山町、新千里北町、新千里西町、新千里東町、新千里南町、末広町、清風荘、千里園、曽根西町、曽
根東町、立花町、玉井町、長興寺北、長興寺南、寺内、刀根山、刀根山元町、中桜塚、西泉丘、西緑丘、走井、服部緑地、原田中、原田西町、原田
元町、東泉丘、東寺内町、東豊中町、広田町、宝山町、蛍池北町、蛍池中町、蛍池西町、蛍池東町、蛍池南町、本町、待兼山町（22-2と23-5を除く
）、緑丘、南空港町、南桜塚、箕輪、宮山町、向丘、山ノ上町、夕日丘
池田市 空港（2丁目）

豊中南警察署

〒561-0832 大阪府豊中市庄内西町5丁目1-10

TEL：06-6334-1234

【管轄区域】豊中市 稲津町、今在家町、大島町、小曽根、神州町、北条町、上津島、三和町、島江町、庄内幸町、庄内栄町、庄内宝町、庄内西町、
庄内東町、庄本町、千成町、曽根南町、大黒町、利倉、利倉西、利倉東、野田町、服部寿町、服部西町、服部本町、服部南町、服部元町、服部豊町
、浜、原田南、日出町、二葉町、豊南町西、豊南町東、豊南町南、穂積、三国、名神口、若竹町

堺警察署

〒590-0951 大阪府堺市堺区市之町西1丁1-17

TEL：072-223-1234

〒591-8021 大阪府堺市北区新金岡町1丁1-1

TEL：072-250-1234

〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4丁388

TEL：072-274-1234

【管轄区域】堺市堺区

北堺警察署
【管轄区域】堺市北区

西堺警察署

【管轄区域】堺市中区、堺市西区

南堺警察署

〒590-0141 大阪府堺市南区桃山台2丁2-1

TEL：072-291-1234

〒592-0002 大阪府高石市羽衣4丁目2-23

TEL：072-265-1234

〒595-0062 大阪府泉大津市田中町2-12

TEL：0725-23-1234

【管轄区域】堺市南区

高石警察署
【管轄区域】高石市

泉大津警察署

【管轄区域】泉大津市（東豊中町3丁目を除く）
和泉市 伯太町1丁目及び府中町（JR阪和線より西側の区域）
泉北郡（忠岡町）

和泉警察署

〒594-0023 大阪府和泉市伯太町2丁目1-7

【管轄区域】和泉市（伯太町1丁目及び府中町[JR阪和線より西側の区域]を除く）

TEL：0725-46-1234

泉大津市 東豊中町（3丁目）

岸和田警察署

〒596-0826 大阪府岸和田市作才町1丁目1-36

TEL：072-439-1234

〒597-0083 大阪府貝塚市海塚167

TEL：072-431-1234

〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1

TEL：072-456-1234

【管轄区域】岸和田市

貝塚警察署
【管轄区域】貝塚市

関西空港警察署

【管轄区域】泉佐野市 泉州空港北
泉南市 泉州空港南
泉南郡（田尻町[泉州空港中]）

泉佐野警察署

〒598-0007 大阪府泉佐野市上町2丁目1-1

TEL：072-464-1234

【管轄区域】泉佐野市（泉州空港北を除く）
泉南郡（熊取町、田尻町[泉州空港中を除く]）

泉南警察署

〒599-0201 大阪府阪南市尾崎町70

TEL：072-471-1234

【管轄区域】泉南市（泉州空港南を除く）、阪南市、泉南郡（岬町）

羽曳野警察署

〒583-0857 大阪府羽曳野市誉田4丁目2-1

TEL：072-952-1234

【管轄区域】羽曳野市、藤井寺市

黒山警察署

〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾377-2

TEL：072-362-1234

【管轄区域】大阪狭山市、堺市東区、堺市美原区

富田林警察署

〒584-0032 大阪府富田林市常盤町2-7

TEL：0721-25-1234

【管轄区域】富田林市、南河内郡（河南町、太子町、千早赤阪村）

河内長野警察署

〒586-0024 大阪府河内長野市西之山町6-1

TEL：0721-54-1234

〒579-8047 大阪府東大阪市桜町1-8

TEL：072-987-1234

【管轄区域】河内長野市

枚岡警察署

【管轄区域】東大阪市 旭町、池島町、池之端町、出雲井町、出雲井本町、上石切町、上四条町、上六万寺町、河内町、神田町、北石切町、客坊町、
喜里川町、日下町、五条町、桜町、四条町、下六万寺町、昭和町、新池島町、新町、末広町、善根寺町、鷹殿町（26番地を除く）、宝町、立花町、
豊浦町、鳥居町、中石切町、南荘町、西石切町、額田町、布市町、箱殿町、東石切町、東豊浦町、東山町、瓢箪山町、本町、南四条町、御幸町、元
町、山手町、弥生町、横小路町、六万寺町、若草町

河内警察署

〒578-0925 大阪府東大阪市稲葉1丁目7-1

TEL：072-965-1234

【管轄区域】東大阪市 稲葉、今米、岩田町、瓜生堂、加納（6丁目[8番地から西へ9番地に至る水路北側以北の区域]を除く）、川田、川中、北鴻池町
、鴻池町、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪、島之内、新鴻池町、新庄、新庄西、新庄東、新庄南、角田、鷹殿町（26番地）、玉串町西、
玉串町東、玉串元町、中鴻池町、中新開、中野、中野南、西岩田、西鴻池町、花園西町、花園東町、花園本町、東鴻池町、菱江、菱屋東（1丁目、2
丁目[府道八尾茨木線北側以南の区域]）、本庄、本庄中、本庄西、本庄東、松原、松原南、三島、水走、南鴻池町、箕輪、横枕、横枕西、横枕南、
吉田、吉田下島、吉田本町、吉原、若江北町、若江西新町、若江東町、若江本町、若江南町

布施警察署

〒577-0803 大阪府東大阪市下小阪4丁目1-48

TEL：06-6727-1234

【管轄区域】東大阪市 足代、足代北、足代新町、足代南、荒川、荒本、荒本北、荒本新町、荒本西、稲田上町、稲田新町、稲田本町、稲田三島町、
永和、近江堂、大蓮北、大蓮東、大蓮南、柏田西、柏田東町、柏田本町、金岡、金物町、上小阪、川俣、川俣本町、岸田堂北町、岸田堂西、岸田堂
南町、衣摺、楠根、源氏ケ丘、小阪、小阪本町、寿町、小若江、三ノ瀬、新喜多、七軒家、渋川町、下小阪、俊徳町、新上小阪、新家、新家中町、
新家西町、新家東町、太平寺、高井田、高井田中、高井田西、高井田本通、高井田元町、長栄寺、長堂、寺前町、徳庵本町、友井（5丁目6番地を除
く）、中小阪、長瀬町、長田、長田中、長田西、長田東、西上小阪、西堤、西堤学園町、西堤楠町、西堤西、西堤本通西、西堤本通東、東上小阪、
菱屋西、菱屋東（2丁目[府道八尾茨木線北側以南の区域を除く]、3丁目）、藤戸新田、宝持、御厨、御厨栄町、御厨中、御厨西ノ町、御厨東、御厨
南、南上小阪、森河内西、森河内東、横沼町、吉松

八尾警察署

〒581-0073 大阪府八尾市高町3-18

【管轄区域】八尾市、東大阪市 友井（5丁目6番地）

TEL：072-992-1234

松原警察署

〒580-0043 大阪府松原市阿保1丁目2-26

TEL：072-336-1234

【管轄区域】松原市（天美北4丁目と5丁目と8丁目の大和川より北側の区域を除く）

柏原警察署

〒582-0008 大阪府柏原市古町2丁目9-9

TEL：072-970-1234

〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町2丁目16-8

TEL：072-845-1234

【管轄区域】柏原市

枚方警察署

【管轄区域】枚方市 朝日丘町、天之川町、伊加賀北町、伊加賀寿町、伊加賀栄町、伊加賀西町、伊加賀東町、伊加賀本町、伊加賀緑町、伊加賀南町
、池之宮、磯島北町、磯島茶屋町、磯島南町、磯島元町、磯島（大字）、印田町、上野、宇山町、宇山東町、大垣内町、岡東町、岡本町、岡南町、
岡山手町、岡（大字）、小倉町、小倉東町、甲斐田新町、甲斐田町、甲斐田東町、片鉾東町、片鉾本町、上島町、上島東町、川原町、菊丘町、菊丘
南町、北片鉾町、北楠葉町、北中振、北船橋町、禁野本町、楠葉朝日、楠葉丘、楠葉中之芝、楠葉中町、楠葉並木、楠葉野田、楠葉花園町、楠葉美
咲、楠葉面取町、楠葉（大字）、車塚、高田、交北、高野道、香里園桜木町、香里園町、香里園東之町、香里園山之手町、香里ケ丘、黄金野、御殿
山町、御殿山南町、阪（大字）、桜丘町、桜町、釈尊寺町、招提北町、招提田近、招提中町、招提東町、招提平野町、招提南町、招提元町、新之栄
町、新町、翠香園町、須山町、高塚町、田口、田宮本町、堤町、出口、出屋敷西町、藤田町、堂山、堂山東町、中宮大池、中宮北町、中宮西之町、
中宮東之町、中宮本町、中宮山戸町、渚内野、渚栄町、渚西、渚東町、渚本町、渚南町、渚元町、渚（大字）、茄子作、茄子作北町、茄子作東町、
茄子作南町、西禁野、西招提町、西田宮町、西船橋、西牧野、走谷、東香里、東香里新町、東香里南町、東香里元町、東田宮、東藤田町、東中振、
東船橋、東牧野町、東山、樋之上町、枚方上之町、枚方公園町、枚方元町、船橋本町、星丘、牧野北町、牧野阪、牧野下島町、牧野本町、町楠葉、
松丘町、三矢町、南楠葉、南中振、南船橋、都丘町、宮之阪、宮之下町、村野高見台、村野西町、村野東町、村野本町、村野南町、三栗、養父丘、
養父西町、養父東町、養父元町、山之上、山之上北町、山之上西町、山之上東町

交野警察署

〒576-0051 大阪府交野市倉治1丁目40-1

TEL：072-891-1234

【管轄区域】交野市
枚方市 大峰北町、大峰東町、大峰南町、大峰元町、春日北町、春日西町、春日野、春日東町、春日元町、北山、招提大谷、杉、杉北町、杉責谷、杉
山手、杉（大字）、宗谷、尊延寺、尊延寺（大字）、田口山、津田駅前、津田北町、津田西町、津田東町、津田南町、津田元町、津田山手、津田（
大字）、出屋敷元町、長尾荒阪、長尾家具町、長尾北町、長尾台、長尾谷町、長尾峠町、長尾西町、長尾播磨谷、長尾東町、長尾宮前、長尾元町、
野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町、藤阪南町、藤阪元町、穂谷、穂谷（
大字）、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町、王仁公園

寝屋川警察署

〒572-0831 大阪府寝屋川市豊野町26-26

TEL：072-823-1234

〒574-0072 大阪府大東市深野3丁目28-1

TEL：072-875-1234

【管轄区域】寝屋川市

四條畷警察署

【管轄区域】四條畷市
大東市 諸福（7丁目[4番地の中央環状線より西側]と8丁目[5番地の中央環状線より西側]を除く）
東大阪市 加納（6丁目[8番地から西へ9番地に至る水路北側以北の区域]）

門真警察署

〒571-0041 大阪府門真市柳町13-14

TEL：06-6906-1234

〒570-0083 大阪府守口市京阪本通2丁目2-10

TEL：06-6994-1234

【管轄区域】門真市

守口警察署
【管轄区域】守口市
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