警察署の管轄区域の変更について（平成29年10月1日～平成30年4月1日）
平成29年10月1日～平成30年３月31日まで

平成30年４月１日から

熊本県熊 熊本市 熊本市中央区のうち
本中央警 中央区 熊本県熊本南警察署及び熊本県熊本東警察署の管轄区域を除く
察署
草葉町 区域
熊本市西区のうち
池亀町、池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、池田四丁目、
上熊本一丁目、上熊本二丁目、上熊本三丁目、京町本丁、津浦
町、出町、花園一丁目、花園二丁目、花園三丁目、花園四丁
目、花園五丁目、花園六丁目、花園七丁目、稗田町
熊本市北区のうち
熊本県山鹿警察署の管轄区域を除く区域

熊本県熊 熊本市 熊本市中央区のうち
本中央警 中央区 熊本県熊本南警察署及び熊本県熊本東警察署の管轄区域を除く
察署
草葉町 区域
熊本市西区のうち
池亀町、池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、池田四丁目、
上熊本一丁目、上熊本二丁目、上熊本三丁目、京町本丁、津浦
町、出町、花園一丁目、花園二丁目、花園三丁目、花園四丁
目、花園五丁目、花園六丁目、花園七丁目、稗田町

熊本県熊 熊本市 熊本市中央区のうち
本南警察 南区十 板屋町、魚屋町一丁目、魚屋町二丁目、魚屋町三丁目、鍛冶屋
署
禅寺三 町、川端町、紺屋阿弥陀寺町、小沢町、古城町、琴平一丁目、
丁目
琴平二丁目、琴平本町、米屋町一丁目、米屋町二丁目、米屋町
三丁目、呉服町一丁目、呉服町二丁目、呉服町三丁目、細工町
一丁目、細工町二丁目、細工町三丁目、細工町四丁目、細工町
五丁目、島崎一丁目、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、
新町四丁目、十禅寺一丁目、十禅寺町、段山本町、中唐人町、
西阿弥陀寺町、西唐人町、萩原町、八王寺町、春竹町大字春
竹、東阿弥陀寺町、古桶屋町、古大工町、平成一丁目、平成二
丁目、平成三丁目、本荘一丁目、本荘二丁目、本荘三丁目、本
荘四丁目、本荘五丁目、本荘六丁目、本荘町、南熊本一丁目、
南熊本二丁目、南熊本三丁目、南熊本四丁目、南熊本五丁目、
宮内、迎町一丁目、迎町二丁目、本山一丁目、本山二丁目、本
山三丁目、本山四丁目、本山町、弥生町、横手一丁目、横手二
丁目、横手三丁目、世安町、万町一丁目、万町二丁目
熊本市西区のうち
熊本県熊本中央警察署の管轄区域を除く区域
熊本市南区のうち
熊本県宇城警察署の管轄区域を除く区域

熊本県熊 熊本市 熊本市中央区のうち
本南警察 南区十 板屋町、魚屋町一丁目、魚屋町二丁目、魚屋町三丁目、鍛冶屋
署
禅寺三 町、川端町、紺屋阿弥陀寺町、小沢町、古城町、琴平一丁目、
丁目
琴平二丁目、琴平本町、米屋町一丁目、米屋町二丁目、米屋町
三丁目、呉服町一丁目、呉服町二丁目、呉服町三丁目、細工町
一丁目、細工町二丁目、細工町三丁目、細工町四丁目、細工町
五丁目、島崎一丁目、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、
新町四丁目、十禅寺一丁目、十禅寺町、段山本町、中唐人町、
西阿弥陀寺町、西唐人町、萩原町、八王寺町、春竹町大字春
竹、東阿弥陀寺町、古桶屋町、古大工町、平成一丁目、平成二
丁目、平成三丁目、本荘一丁目、本荘二丁目、本荘三丁目、本
荘四丁目、本荘五丁目、本荘六丁目、本荘町、南熊本一丁目、
南熊本二丁目、南熊本三丁目、南熊本四丁目、南熊本五丁目、
宮内、迎町一丁目、迎町二丁目、本山一丁目、本山二丁目、本
山三丁目、本山四丁目、本山町、弥生町、横手一丁目、横手二
丁目、横手三丁目、世安町、万町一丁目、万町二丁目
熊本市西区のうち
熊本県熊本中央警察署の管轄区域を除く区域
熊本市南区

熊本県熊 熊本市 熊本市中央区のうち
本東警察 東区東 出水一丁目、出水二丁目、出水三丁目、出水四丁目、出水五丁
署
町三丁 目、出水六丁目、出水七丁目、出水八丁目、江津二丁目、大江
目
二丁目（８番から２０番まで）、帯山一丁目、帯山二丁目、帯
山三丁目、帯山四丁目、帯山五丁目、帯山六丁目、帯山七丁
目、帯山八丁目、帯山九丁目、上京塚町、上水前寺一丁目、上
水前寺二丁目、神水一丁目、神水二丁目、神水本町、国府一丁
目（白山校区を除く｡)、国府二丁目（白山校区を除く。）、湖
東一丁目、三郎一丁目、新大江一丁目（７番から２７番ま
で）、新大江二丁目、新大江三丁目、水前寺一丁目、水前寺二
丁目、水前寺三丁目、水前寺四丁目、水前寺五丁目、水前寺六
丁目、水前寺公園、渡鹿一丁目、渡鹿二丁目、渡鹿三丁目、渡
鹿四丁目、渡鹿五丁目、渡鹿六丁目、渡鹿七丁目、東京塚町、
保田窪一丁目、保田窪二丁目
熊本市東区
菊池郡大津町(熊本空港の範囲)、菊陽町(熊本空港、同空港の誘
導路に隣接する空港外の施設並びに同空港に隣接する国土交通
大臣の管理地及び熊本空港給油施設株式会社の範囲)
上益城郡益城町(熊本空港、同空港の誘導路に隣接する空港外の
施設及び同空港に隣接する国土交通大臣の管理地の範囲)

熊本県熊 熊本市 熊本市中央区のうち
本東警察 東区東 出水一丁目、出水二丁目、出水三丁目、出水四丁目、出水五丁
署
町三丁 目、出水六丁目、出水七丁目、出水八丁目、江津二丁目、大江
目
二丁目（８番から２０番まで）、帯山一丁目、帯山二丁目、帯
山三丁目、帯山四丁目、帯山五丁目、帯山六丁目、帯山七丁
目、帯山八丁目、帯山九丁目、上京塚町、上水前寺一丁目、上
水前寺二丁目、神水一丁目、神水二丁目、神水本町、国府一丁
目（白山校区を除く｡)、国府二丁目（白山校区を除く。）、湖
東一丁目、三郎一丁目、新大江一丁目（７番から２７番ま
で）、新大江二丁目、新大江三丁目、水前寺一丁目、水前寺二
丁目、水前寺三丁目、水前寺四丁目、水前寺五丁目、水前寺六
丁目、水前寺公園、渡鹿一丁目、渡鹿二丁目、渡鹿三丁目、渡
鹿四丁目、渡鹿五丁目、渡鹿六丁目、渡鹿七丁目、東京塚町、
保田窪一丁目、保田窪二丁目
熊本市東区
菊池郡大津町(熊本空港の範囲)、菊陽町(熊本空港、同空港の誘
導路に隣接する空港外の施設並びに同空港に隣接する国土交通
大臣の管理地及び熊本空港給油施設株式会社の範囲)
上益城郡益城町(熊本空港、同空港の誘導路に隣接する空港外の
施設及び同空港に隣接する国土交通大臣の管理地の範囲)

新設

熊本県熊 熊本市 熊本市北区
本北合志 北区飛 合志市
警察署
田四丁
目

熊本県玉 玉名市 玉名市
名警察署
玉名郡玉東町、和水町、南関町

熊本県玉 玉名市 玉名市
名警察署
玉名郡玉東町、和水町、南関町

熊本県荒 荒尾市 荒尾市
尾警察署
玉名郡長洲町

熊本県荒 荒尾市 荒尾市
尾警察署
玉名郡長洲町

熊本県山 山鹿市 熊本市北区のうち
鹿警察署
植木町鐙田、植木町有泉、植木町石川、植木町伊知坊、植木町
今藤、植木町岩野、植木町植木、植木町上古閑、植木町後古
閑、植木町内、植木町円台寺、植木町大井、植木町荻迫、植木
町小野、植木町亀甲、植木町木留、植木町清水、植木町鞍掛、
植木町古閑、植木町色出、植木町正清、植木町鈴麦、植木町田
底、植木町滴水、植木町大和、植木町轟、植木町富応、植木町
豊岡、植木町豊田、植木町投刀塚、植木町那知、植木町一木、
植木町平井、植木町平野、植木町平原、植木町広住、植木町舟
島、植木町辺田野、植木町味取、植木町宮原、植木町舞尾、植
木町山本、植木町米塚
山鹿市

熊本県山 山鹿市 山鹿市
鹿警察署

熊本県菊 菊池市 菊池市
池警察署

熊本県菊 菊池市 菊池市
池警察署

熊本県大 菊池郡 合志市
津警察署 大津町 菊池郡大津町(熊本空港の範囲を除く。)、菊陽町(熊本空港、同
空港の誘導路に隣接する空港外の施設並びに同空港に隣接する
国土交通大臣の管理地及び熊本空港給油施設株式会社の範囲を
除く。)
阿蘇郡西原村

熊本県大 菊池郡 菊池郡大津町(熊本空港の範囲を除く。)、菊陽町(熊本空港、同
津警察署 大津町 空港の誘導路に隣接する空港外の施設並びに同空港に隣接する
国土交通大臣の管理地及び熊本空港給油施設株式会社の範囲を
除く。)
阿蘇郡西原村

熊本県小 阿蘇郡 阿蘇郡南小国町、小国町
国警察署 小国町

熊本県小 阿蘇郡 阿蘇郡南小国町、小国町
国警察署 小国町

熊本県阿 阿蘇市 阿蘇市
蘇警察署
阿蘇郡産山村

熊本県阿 阿蘇市 阿蘇市
蘇警察署
阿蘇郡産山村

熊本県高 阿蘇郡 阿蘇郡高森町、南阿蘇村
森警察署 高森町

熊本県高 阿蘇郡 阿蘇郡高森町、南阿蘇村
森警察署 高森町

熊本県御 上益城 上益城郡御船町、嘉島町、益城町(熊本空港、同空港の誘導路に
船警察署 郡御船 隣接する空港外の施設及び同空港に隣接する国土交通大臣の管
町
理地の範囲を除く。)、甲佐町

熊本県御 上益城 上益城郡御船町、嘉島町、益城町(熊本空港、同空港の誘導路に
船警察署 郡御船 隣接する空港外の施設及び同空港に隣接する国土交通大臣の管
町
理地の範囲を除く。)、甲佐町

熊本県山 上益城 上益城郡山都町
都警察署 郡山都
町

熊本県山 上益城 上益城郡山都町
都警察署 郡山都
町

熊本県宇 宇城市 熊本市南区のうち
城警察署
城南町赤見、城南町阿高、城南町碇、城南町出水、城南町今吉
野、城南町隈庄、城南町坂野、城南町さんさん一丁目、城南町
さんさん二丁目、城南町沈目、城南町島田、城南町下宮地、城
南町陳内、城南町高、城南町千町、城南町築地、城南町塚原、
城南町永、城南町丹生宮、城南町東阿高、城南町藤山、城南町
舞原、城南町宮地、城南町六田、城南町鰐瀬
宇土市
宇城市
下益城郡美里町

熊本県宇 宇城市 宇土市
城警察署
宇城市
下益城郡美里町

熊本県八 八代市 八代市
代警察署
八代郡氷川町

熊本県八 八代市 八代市
代警察署
八代郡氷川町

熊本県芦 葦北郡 葦北郡芦北町
北警察署 芦北町

熊本県芦 葦北郡 葦北郡芦北町
北警察署 芦北町

熊本県水 水俣市 水俣市
俣警察署
葦北郡津奈木町

熊本県水 水俣市 水俣市
俣警察署
葦北郡津奈木町

熊本県人 人吉市 人吉市
吉警察署
球磨郡錦町、相良村、五木村、山江村、球磨村

熊本県人 人吉市 人吉市
吉警察署
球磨郡錦町、相良村、五木村、山江村、球磨村

熊本県多 球磨郡 球磨郡あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村
良木警察 多良木
署
町

熊本県多 球磨郡 球磨郡あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村
良木警察 多良木
署
町

熊本県天 天草市 天草市のうち
草警察署 今釜新 熊本県牛深警察署の管轄区域を除く区域
町
天草郡苓北町

熊本県天 天草市 天草市のうち
草警察署 今釜新 熊本県牛深警察署の管轄区域を除く区域
町
天草郡苓北町

熊本県上 上天草 上天草市
天草警察 市
署

熊本県上 上天草 上天草市
天草警察 市
署

熊本県牛 天草市 天草市のうち
深警察署 久玉町 天草町(大江向)、牛深町、魚貫町、河浦町、久玉町、深海町、
二浦町亀浦、二浦町早浦

熊本県牛 天草市 天草市のうち
深警察署 久玉町 天草町(大江向)、牛深町、魚貫町、河浦町、久玉町、深海町、
二浦町亀浦、二浦町早浦

※

※

青字は、平成30年4月１日に他の警察署の管轄となる区域を示して
います。

赤字は、他の警察署から移管（一部移管も含む。）された区域等を
示しています。

