
警察署の名称、位置及び管轄区域 
 

平成１８年４月１日現在 

名称 位置 管轄区域 

兵庫県東灘警察署 神戸市東灘区 神戸市のうち 

 東灘区（兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県灘警察署 神戸市灘区 神戸市のうち 

 灘区（兵庫県神戸水上警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県葺合警察署 神戸市中央区

吾妻通５丁目 

神戸市のうち 

  中央区のうち 

 旭通１丁目～５丁目 吾妻通１丁目～６丁目 生田町１丁目～４丁

目 磯上通１丁目～８丁目（神戸水上警察署の管轄区域を除く。） 

磯辺通１丁目～４丁目 小野柄通１丁目～８丁目 籠池通１丁目～７

丁目 加納町１丁目の一部 上筒井通１丁目～７丁目 神若通１丁

目～７丁目 北本町通１丁目～６丁目 国香通１丁目～７丁目 雲井

通１丁目～８丁目 熊内町１丁目～９丁目 熊内橋通１丁目～７丁目 

御幸通１丁目～８丁目 琴ノ緒町１丁目～５丁目 坂口通１丁目～７

丁目 三宮町１丁目の一部 東雲通１丁目～６丁目 神仙寺通１丁

目～４丁目 大日通１丁目～７丁目 筒井町１丁目～３丁目 中尾町 

中島通１丁目～５丁目 二宮町１丁目～４丁目 布引町１丁目～４丁

目 野崎通１丁目～７丁目 旗塚通１丁目～７丁目 八幡通１丁目～

４丁目 浜辺通１丁目～６丁目（神戸水上警察署の管轄区域を除

く。） 日暮通１丁目～６丁目 葺合町 真砂通１丁目及び２丁目 南

本町通１丁目～６丁目 宮本通１丁目～７丁目 八雲通１丁目～６丁

目 若菜通１丁目～６丁目 脇浜海岸通 脇浜海岸通１丁目～４丁

目 脇浜町１丁目～３丁目 割塚通１丁目～７丁目 

兵庫県生田警察署 神戸市中央区

中山手通２丁

目 

神戸市のうち 

 中央区（葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県兵庫警察署 神戸市兵庫区 神戸市のうち 

 兵庫区（神戸水上警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県長田警察署 神戸市長田区 神戸市のうち 

 長田区（神戸水上警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県須磨警察署 神戸市須磨区 神戸市のうち 



 須磨区（神戸水上警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県垂水警察署 神戸市垂水区 神戸市のうち 

 垂水区（神戸水上警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県神戸水上警

察署 

神戸市中央区

波止場町 

水上 

 阪神港神戸区（港則法施行令（昭和 40年政令第 219号）別表第１

に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則（昭和 23年運輸

省令第 29号）別表第１に規定する神戸区の区域をいう。）その他神

戸市沿海一円 

 

陸上 

神戸市のうち 

  中央区のうち 

 磯上通１丁目の一部 小野浜町 海岸通１丁目～６丁目の各一部 

神戸空港 新港町 波止場町 浜辺通１丁目～６丁目及び弁天町の

各一部 港島１丁目～９丁目 港島中町１丁目～８丁目 港島南町１

丁目～７丁目 

兵庫県神戸西警察

署 

神戸市西区 神戸市のうち 

 西区 

兵庫県神戸北警察

署 

神戸市北区甲

栄台３丁目 

神戸市のうち 

 北区（有馬警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県有馬警察署 神戸市北区藤

原台北町６丁

目 

神戸市のうち 

 北区のうち 

 有馬町 山田町の一部 大池見山台 有野町 有野中町１丁目～

４丁目、唐櫃六甲台 菖浦が丘１丁目～３丁目 西山１丁目及び２丁

目 藤原台北町１丁目～７丁目 藤原台中町１丁目～８丁目 藤原

台南町１丁目～５丁目 東有野台１丁目～５丁目 唐櫃台１丁目～４

丁目 西大池１丁目及び２丁目 東大池１丁目～３丁目 有野台１丁

目～９丁目 八多町 京地１丁目～４丁目 大沢町 道場町 長尾町 

赤松台１丁目及び２丁目 上津台１丁目～９丁目 鹿の子台北町１

丁目～８丁目 鹿の子台南町１丁目～６丁目 淡河町 

兵庫県芦屋警察署 芦屋市 芦屋市（神戸水上警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県西宮警察署 西宮市津田町 西宮市（甲子園警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県甲子園警察

署 

西宮市甲子園

七番町 

西宮市のうち 

 鳴尾支所の管轄する区域 



 

  市役所本庁の管轄する区域のうち 

 上甲子園５丁目 今津野田町 今津上野町 甲子園春風町 甲子

園浜田町 甲子園砂田町 甲子園六石町 甲子園浦風町 甲子園高

潮町 甲子園洲鳥町 甲子園網引町 甲子園三保町 今津真砂町の

一部 

 

  瓦木支所の管轄する区域のうち 

 甲子園口１丁目～６丁目 上甲子園１丁目～４丁目 

兵庫県尼崎南警察

署 

尼崎市昭和通

２丁目 

尼崎市（尼崎東警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県尼崎東警察

署 

尼崎市長洲本

通１丁目 

尼崎市のうち 

 大物町１丁目、東大物町１丁目及び扶桑町の各一部 今福１丁目

及び２丁目 梶ケ島 神崎町 金楽寺町１丁目及び２丁目 杭瀬北新

町１丁目～４丁目 杭瀬寺島１丁目及び２丁目 杭瀬本町１丁目～３

丁目 杭瀬南新町１丁目～４丁目 久々知１丁目～３丁目 久々知

西町１丁目及び２丁目 潮江１丁目～５丁目 下坂部１丁目～４丁目 

常光寺１丁目～４丁目 善法寺 善法寺町 高田 高田町 次屋１丁

目～４丁目 長洲中通１丁目～３丁目 長洲西通１丁目及び２丁目 

長洲東通１丁目～３丁目 長洲本通１丁目～３丁目 西川１丁目及

び２丁目 西長洲町１丁目～３丁目 額田 額田町 浜１丁目～３丁

目 名神町３丁目 弥生ケ丘町 猪名寺 猪名寺１丁目及び２丁目 

上食満 上坂部１丁目～３丁目 瓦宮１丁目及び２丁目 口田中１丁

目及び２丁目 食満１丁目～７丁目 小中島 小中島１丁目～３丁目 

椎堂１丁目及び２丁目 下食満 田能１丁目～６丁目 塚口本町８丁

目 戸ノ内 戸ノ内町１丁目～６丁目 中食満 若王寺１丁目～３丁

目 東園田町１丁目～９丁目 東塚口町１丁目及び２丁目 法界寺 

御園１丁目～３丁目 南清水 

兵庫県尼崎北警察

署 

尼崎市南塚口

町２丁目 

尼崎市のうち 

 大西町１丁目～３丁目 尾浜町１丁目～３丁目 上ノ島町１丁目～

３丁目 栗山町１丁目及び２丁目 三反田 三反田芦原町 三反田町

１丁目～３丁目 立花町１丁目～４丁目 塚口 塚口町１丁目～６丁

目 塚口本町１丁目～７丁目 富松町１丁目～４丁目 東七松町（東

七松町１丁目及び２丁目を除く。） 水堂町１丁目～４丁目 南塚口町１丁

目～８丁目 南武庫之荘１丁目～12丁目 武庫之荘東１丁目及び２



丁目 武庫之荘本町１丁目～３丁目 名神町１丁目及び２丁目 常

松１丁目及び２丁目 常吉１丁目及び２丁目 西昆陽１丁目～４丁目 

武庫町１丁目～４丁目 武庫の里１丁目及び２丁目 武庫之荘１丁

目～９丁目 武庫之荘西２丁目 武庫元町１丁目～３丁目 武庫豊

町２丁目及び３丁目 猪名寺３丁目 

兵庫県伊丹警察署 伊丹市 伊丹市 

兵庫県川西警察署 川西市 川西市 川辺郡猪名川町 

兵庫県宝塚警察署 宝塚市 宝塚市 

兵庫県三田警察署 三田市 三田市 

兵庫県篠山警察署 篠山市 篠山市 

兵庫県丹波警察署 丹波市 丹波市 

兵庫県明石警察署 明石市 明石市 

兵庫県三木警察署 三木市 三木市 

兵庫県社警察署 加東市 小野市 加東市 

兵庫県加西警察署 加西市 加西市 

兵庫県西脇警察署 西脇市 西脇市 多可郡多可町 

兵庫県加古川警察

署 

加古川市 加古川市 加古郡稲美町 加古郡播磨町 

兵庫県高砂警察署 高砂市 高砂市 

兵庫県姫路警察署 姫路市本町 姫路市（飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県飾磨警察署 姫路市飾磨区 姫路市のうち 

 家島町坊勢 家島町真浦 家島町宮 大塩町 大塩町汐咲１丁目

～３丁目 大塩町宮前 奥山 兼田 北原 木場 木場十八反町 木

場前中町 木場前七反町 飾磨区英賀 飾磨区英賀春日町１丁目及

び２丁目 飾磨区英賀清水町１丁目～３丁目 飾磨区英賀西町１丁

目～３丁目 飾磨区英賀東町１丁目及び２丁目 飾磨区英賀保駅前

町 飾磨区英賀宮台 飾磨区英賀宮町１丁目及び２丁目 飾磨区阿

成 飾磨区阿成植木 飾磨区阿成鹿古 飾磨区阿成下垣内 飾磨区

阿成中垣内 飾磨区阿成渡場 飾磨区今在家 飾磨区今在家２丁目

～７丁目 飾磨区今在家北１丁目～３丁目 飾磨区入船町 飾磨区

恵美酒 飾磨区大浜 飾磨区粕谷新町 飾磨区構 飾磨区構１丁目

～５丁目 飾磨区鎌倉町 飾磨区上野田１丁目～６丁目 飾磨区亀

山 飾磨区加茂 飾磨区加茂北 飾磨区加茂東 飾磨区加茂南 飾



磨区御幸 飾磨区栄町 飾磨区三和町 飾磨区思案橋 飾磨区清水 

飾磨区清水１丁目～３丁目 飾磨区下野田１丁目～４丁目 飾磨区

城南町１丁目～３丁目 飾磨区須加 飾磨区高町 飾磨区高町１丁

目及び２丁目 飾磨区蓼野町 飾磨区玉地 飾磨区玉地 1丁目 飾

磨区付城 飾磨区付城１丁目及び２丁目 飾磨区天神 飾磨区都倉

１丁目～３丁目 飾磨区中島 飾磨区中島１丁目～３丁目 飾磨区

中野田１丁目～４丁目 飾磨区中浜町１丁目～３丁目 飾磨区西浜

町１丁目～３丁目 飾磨区野田町 飾磨区東堀 飾磨区富士見ケ丘

町 飾磨区細江 飾磨区堀川町 飾磨区宮 飾磨区三宅１丁目～３

丁目 飾磨区妻鹿 飾磨区妻鹿東海町 飾磨区妻鹿常盤町 飾磨区

妻鹿日田町 飾磨区矢倉町１丁目及び２丁目 飾磨区山崎 飾磨区

山崎台 飾磨区若宮町 白浜町 白浜町宇佐崎北１丁目～３丁目 

白浜町宇佐崎中１丁目～３丁目 白浜町宇佐崎南１丁目及び２丁目 

白浜町神田１丁目及び２丁目 白浜町寺家１丁目及び２丁目 白浜

町灘浜 継 東山 広畑区吾妻町１丁目～３丁目 広畑区大町１丁

目～３丁目 広畑区蒲田 広畑区蒲田１丁目～５丁目 広畑区北河

原町 広畑区北野町１丁目及び２丁目 広畑区京見町 広畑区小坂 

広畑区小松町１丁目～４丁目 広畑区才 広畑区清水町１丁目～３

丁目 広畑区城山町 広畑区末広町１丁目～３丁目 広畑区正門通

１丁目～４丁目 広畑区高浜町１丁目～４丁目 広畑区鶴町１丁目

及び２丁目 広畑区長町１丁目及び２丁目 広畑区西蒲田 広畑区

西夢前台４丁目～８丁目 広畑区則直 広畑区早瀬町１丁目～３丁

目 広畑区東新町１丁目～３丁目 広畑区東夢前台４丁目 広畑区

富士町 広畑区本町１丁目～６丁目 広畑区夢前町１丁目～４丁目 

的形町福泊 的形町的形 八家 

兵庫県網干警察署 姫路市網干区 姫路市のうち 

 網干区網干浜 網干区大江島 網干区大江島寺前町 網干区大江

島古川町 網干区興浜 網干区垣内北町 網干区垣内中町 網干区

垣内西町 網干区垣内東町 網干区垣内本町 網干区垣内南町 網

干区北新在家 網干区坂出 網干区坂上 網干区新在家 網干区田

井 網干区高田 網干区津市場 網干区浜田 網干区福井 網干区

宮内 網干区余子浜 網干区和久 大津区恵美酒町１丁目及び２丁

目 大津区大津町１丁目～４丁目 大津区勘兵衛町１丁目～５丁目 

大津区北天満町 大津区吉美 大津区新町１丁目及び２丁目 大津

区天神町１丁目及び２丁目 大津区天満 大津区長松 大津区西土

井 大津区平松 大津区真砂町 勝原区朝日谷 勝原区大谷 勝原



区勝原町 勝原区勝山町 勝原区熊見 勝原区下太田 勝原区宮田 

勝原区山戸 勝原区丁 余部区上川原 余部区上余部 余部区下余

部 

兵庫県福崎警察署 神崎郡福崎町 神崎郡市川町 神崎郡神河町 神崎郡福崎町 

兵庫県たつの警察

署 

たつの市 たつの市 揖保郡太子町 

兵庫県相生警察署 相生市 相生市 赤穂郡上郡町 

兵庫県赤穂警察署 赤穂市 赤穂市 

兵庫県佐用警察署 佐用郡佐用町 佐用郡佐用町 

兵庫県宍粟警察署 宍粟市 宍粟市 

兵庫県朝来警察署 朝来市 朝来市 

兵庫県養父警察署 養父市 養父市 

兵庫県豊岡南警察

署 

豊岡市昭和町 豊岡市（豊岡北警察署の管轄区域を除く区域） 

兵庫県豊岡北警察

署 

豊岡市城崎町

桃島 

豊岡市のうち 

 小島 瀬戸 津居山 気比 田結 畑上 三原 城崎町湯島 城崎

町今津 城崎町桃島 城崎町来日 城崎町上山 城崎町結 城崎町

戸島 城崎町楽々浦 城崎町飯谷 竹野町椒 竹野町段 竹野町三

原 竹野町川南谷 竹野町桑野木 竹野町大森 竹野町須野谷 竹

野町門谷 竹野町河内 竹野町御又 竹野町小城 竹野町二連原 

竹野町森本 竹野町坊岡 竹野町林 竹野町金原 竹野町東大谷 

竹野町下塚 竹野町轟 竹野町鬼神谷 竹野町小丸 竹野町芦谷 

竹野町須谷 竹野町和田 竹野町阿金谷 竹野町羽入 竹野町松本 

竹野町草飼 竹野町竹野 竹野町宇日 竹野町田久日 竹野町切濱 

竹野町濱須井 竹野町奥須井 

兵庫県美方警察署 美方郡新温泉

町 

美方郡 

兵庫県洲本警察署 洲本市 洲本市 

兵庫県淡路警察署 淡路市 淡路市 

兵庫県南あわじ警

察署 

南あわじ市 南あわじ市 

 

 


