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はじめに 

 

平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した東日本大震災は、地震に伴い発生した

津波の規模が非常に大きく、震災による被害は津波に起因するものが大半であった。 

津波の浸水区域では、家屋や施設の破壊、船舶や車両等の流出など、津波があらゆる

ものを飲み込み、市街地を壊滅させた。そして、これらの地域において津波襲来直後か

ら複合的かつ同時多発的に災害が発生し、消火、救助及び救急活動は、がれき等の堆積

や津波による浸水といった、非常に厳しい環境下において実施された。 

また、多くの余震が発生するとともに、津波警報が発表される中での消防活動は、二

次災害のリスクが高く、各級指揮者は隊員の安全管理を図るために、的確な判断を迫ら

れる緊迫した活動が続いた。 

災害発生直後から活動にあたった消防隊員らの申述によると、その状況は、平常時や

他の状況下の活動と比べ、津波災害特有の状況が認められた。破壊された家屋等多くの

可燃物や油類等の危険物、船舶及び車両等が混在しながら市街地を埋め尽くし、がれき

や浸水が行く手を阻む状況の中、広範囲に多数の要救助者や負傷者が点在しており、優

先度を判断しながら活動を行わなければならず、かつ、その活動は複雑化、長期化した

ものであった。 

一方、東日本大震災の発生を受け、日本各地における地震想定が見直される中で、東

海地震、東南海・南海地震や首都直下地震等の大規模地震の発生の切迫性は一層高まっ

ており、東日本大震災を踏まえた消防活動の検証と効果的な対応策の検討が求められて

いる。 

このような状況を踏まえ、本研究会においては、津波災害が発生した際の消防活動の

あり方について、消火、救助及び救急の各分野において、東日本大震災で実際に活動し

た消防本部の知見をもとに、教訓事項及び今後の課題等の整理を行ったものである。 
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第１章 総括 

 
第１節 津波災害時における消防活動の困難性 
１ 津波発生後の市街地の状況 
  東日本大震災による被害の多くは津波によるものが大半であり、被害地域は沿岸

部に集中している。これらの地域では、津波の襲来によって木造住宅等の建物の多

くが破壊されるとともに、耐火構造等の堅強な建物であっても破損し、市街地を形

成していた建物等の存在が原型をとどめることなく変化した。また、建物だけでな

く、船舶や車両等も津波により至る所に流出し、市街地は平常時の様相を一変させ

壊滅状態となった。 

    津波により破壊された残骸等は、あらゆる道路や空地を埋め尽くし、しかも、幾

重にも堆積するがれき等の中には、家屋の残骸や収容物だけでなくガスボンベや石

油ストーブ、車両燃料等の引火性の高い物も混在した。 

    さらには、津波により多くの地域が浸水するとともに、泥水化した状態となり、

河川では津波の遡上により、がれきや油類等が入り混じった状態となっていた。 

 
２ 消防活動の困難性 

    津波の襲来は一気に市街地を飲み込み、広範囲に影響を及ぼした。ライフライン

が壊滅したことから、地域によっては消防への通報もままならず、情報の収集にも

時間を要した。このような中でも、消防職団員による発見や、関係機関、消防署所

への駆け付けなどにより、多くの災害を覚知し、消防隊等が災害現場へ出動したが、

上述のとおり、市街地そのものの様相が変化しているため、覚知した災害場所を特

定するための目標物がなく、地図上での災害地点と一致しないため、要救助者の位

置や消防隊等の位置の把握が非常に困難であった。 

    出動に際しては、道路をがれき等が埋め尽くすとともに、浸水箇所が多いことか

ら車両による現場到着は時間を要するとともに、ボート等を活用しなければ現場に

到着できない状況もあった。 

    また、現場活動にあっては、がれき等による障害のため、車両等が活用できない

ことから、人力による資機材の搬送やホースの延長など、マンパワーに頼らざるを

得なかった。消防職員は足場の悪いがれき等の上での活動を行ったが、釘の踏み抜

きをはじめ、鋭利ながれきによる損傷、がれきの隙間への転落、引火性物質の混在

による出火危険など、非常に危険な環境下での活動となった。 

さらに、津波浸水区域内であるため、津波警報の発表や余震発生の都度、退避し

なければならないという、極めて困難な活動となった。 

これらの危険リスクだけでなく、津波災害に適応した資機材の不足、夜間活動に

おける照明の不足、災害発生時期が冬期であったによる積雪や寒さへの対応、活動

が長期化したことによる隊員の疲労や燃料の不足など、多くのリスクを抱えた状態

であった。 
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第２節 効果的な消防活動方策 

  １ 情報の共有 
    津波災害発生後は、複雑に変化した市街地での広範囲に及ぶ活動となり、平常時

には想定できない場所で災害が発生している。これらの状況下で活動する場合、最

も重要となるのが「情報の共有」である。 

広範囲にわたる災害現場において目標物がない上、多くの要救助者が点在してい

る状況であり、いかに早期かつ効率的に人命救出活動を実施するかは、活動に必要

な情報を収集・伝達できなければ不可能であり、また、多くの活動障害の中で危険

を回避しながら活動するためには、安全に係る情報を常に共有する必要があり、二

次災害を防止する上でも部隊間、隊員間における情報の共有が重要となってくる。 

    そのためには、消防・救急無線だけでなく、多様な通信手段を確保するとともに、

共通した合図の使用や関係機関と協力した連絡体制の確保などを図る必要がある。

特に広範囲に及ぶ災害現場での活動は、消防機関だけでなく、警察等他の関係機関

も出動していることから、合同の指揮本部を設置し、災害情報や安全に関する情報

等を集約、共有し、確実に伝達していくことが重要となる。 

    また、被災地域では多くの負傷者が発生していることから、負傷者の搬送手段、

受け入れ可能病院の情報等についても関係機関の協力が必要となり、そのための情

報共有も必要である。 

 
２ 部隊活動 

   津波災害において最も重要なことは避難であり、地域住民の避難誘導を行うとと

もに、消防活動の継続を図るため消防職員にあっても、津波到達予想時刻等をもと

に退避を行うことや、消防車両を高台等へ移動させることなど、消防職員の確実な

安全対策と消防力の確保を図ることが基本となる。 

また、津波災害時には複合的かつ同時多発的に災害が発生することが想定される。

このような場合、早期に災害に対処できる消防力を集結させることは非常に困難と

なる。そのため、限られた消防力を活用して、より多くの人命救助、被害軽減を図

るには、災害状況を把握したうえで、人命を優先としながら、その対応の優先度に

応じた部隊活動をする必要がある。 

   例えば、火災を例にすると、「人命危険がない、延焼危険がない。」といった火災

に対し、「人命危険が迫っている、延焼危険が高い火災が発生している。」といった

場合、後者に対し優先的に部隊を出動させることとなる。また、救助活動では、「生

存者の発見される可能性が高い地域・箇所を重点的に検索する。」といった活動を行

うこととなり、これら優先順位を付けた活動については、災害状況や消防力に応じ

て活動方針を決定するとともに、時間の経過や状況の推移によって変化することも

留意する必要がある。 

 
３ 連携活動 

   津波災害のような広範囲な災害現場において、より効率的に人命救助、被害軽減

を図るためには消防機関だけの活動では対応できないため、警察、自衛隊、ＤＭＡ
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Ｔをはじめとする各関係機関や事業所等との協力が必要となる。 

   津波災害においては、前述しているとおり、がれき等多くの活動障害が存在する

ため、主として人力による活動となってくるが、重機等の活用を図ることにより道

路啓開や救助活動の効率化が図れるため、関係機関の保有する資器材や事業所の重

機等を活用できるよう事前の協定や連携活動訓練の実施等が必要である。 

また、広範囲にわたる現場において迅速確実に要救助者や負傷者を発見し、救出・

救護するためには、関係機関が重複することなく活動する必要があり、そのために

は活動の分担や指定など、共通した認識を持つ必要があることから、情報共有を図

るための通信手段や連絡体制の構築を図った上での連携活動が重要となってくる。 

 
４ 安全管理 

   消防活動する職員の生命を津波から守るためには、地震発生後に津波が到達する

時間は地域によって異なるため、あらかじめ津波の到達する時刻が早い地域におけ

る退避活動や、津波が到達するまでの間に消防活動が可能な地域においてそれぞれ

の実情に応じた退避ルールを事前に策定し、周知徹底しておく必要がある。 

   消防本部においては、それぞれの地域実情に応じた大規模災害発生時の活動計画

を策定されていることが多いが、東日本大震災による職員の被災状況を踏まえて、

津波による安全管理を十分に考慮した計画の見直しを行うとともに、計画に基づく

訓練の実施により安全管理体制を確立しておく必要がある。 

   また、津波発生後の浸水区域内での活動にあっては、津波の第２波、第３波の発

生が想定されることから、津波警報が発表された場合の活動の中断、退避の合図及

び退路の確保等について現場指揮所を中心に関係機関とも協力した安全管理体制を

構築する必要がある。 

   さらに、がれき等が堆積した場所や浸水地域内など、活動困難な状況下での長時

間に至る活動となることから、身体を防護する装備、資機材等に配慮する必要があ

り、余震による建物倒壊等も含めた活動指揮など、組織的な安全管理体制を講じる

必要がある。 
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 第３節 今後の対策 
 １ 共通課題に関する主な対策 

（１）事前計画の策定 

消防にとっては、東日本大震災のような津波災害に関する知見が多いとは言え

ないが、今回の震災を踏まえて、大規模な地震や津波が発生した場合の市町村等

の被害想定をもとに、同時多発災害が発生した場合の重要施設（避難施設、学校、

病院、危険物施設等）への対応方策、部隊の出動計画、津波発生時の消防車両の

高台等への移動方法など、地域実情に応じた活動計画を事前に策定しておくこと

が重要である。そして、あらかじめ策定されていた計画にあっても、地域防災計

画の見直し等が図られる中、再度、検証を行い、今後発生が懸念される大規模災

害に備えた計画とし、その計画に基づく訓練の実施に努めるべきである。 

また、消防職団員の津波による被災を踏まえ、安全管理に関しては退避に関す

る計画やルール作りについて地域の実情に応じて策定する必要がある。 

⇒ 計画の策定や見直しについては、各種会議の場等、あらゆる機会を通じて、

都道府県、市町村に対し、必要な助言等を実施していくものとする。 

（２）安全管理 

消防庁の検討会報告書等において提言された安全管理について、各消防本部に 

おける要領、マニュアル等の改善につなげていくことを推進する。 

（３）通信手段の複数確保と本部機能の維持 

・無線通信施設が被災したことなどから、通信手段の複数確保等について検討

を行う。 

⇒ 消防・救急活動時における情報伝達体制を強化するため、消防・救急デジ

タル無線の整備を推進する。 

また、平成２４年度に消防救急無線の中継機や衛星電話等の情報通信機器

を搭載した無線中継車２１台及び可搬型衛星地球局（ＶＳＡＴ）４０台を全

国の消防本部に配備し、情報伝達体制の強化を図っている。 

     ・消防活動の中枢となる消防本部にあっては、保有する消防力を最大限に発揮

できるようその機能の維持を図るため、津波被災時における代替施設の確保や、

発電設備、通信設備の上階への設置、非常電源の分散的な配置等についても検

討のうえ、強化する必要がある。 

     ⇒ 平成２４年４月「大規模災害発生時における消防本部の効果的な初動活

動のあり方検討会報告書」において、庁舎等の被災を想定した事前計画の策定

について報告を行い周知徹底を図っているところであり、引き続き各種会議の

場等、あらゆる機会を通じて、都道府県、市町村に対し、必要な助言等を実施

していくものとする。 

  （４）ヘリコプターの効果的な活用 

    災害情報の収集や、ヘリコプターテレビ電送システム等を活用した地上部隊へ

の情報伝達、大規模火災発生時における空中消火活動や救急搬送等、ヘリコプタ

ーの機動力を有効に活用した災害対応対策について必要な調整を行う。 

⇒ヘリコプターからの直接衛星通信システム（ヘリサット）の整備を促進すると 
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ともに、空中消火については「消防防災ヘリコプターの効果的な活用に関する検 

討会」（平成１９～２０年度）、において市街地空中消火のより効果的な活用や、 

救急活動へのより積極的な活用、空中消火活動における自治体と自衛隊の連携に 

ついてマニュアルを取りまとめ、各都道府県に周知しているところ。 

（５）関係機関との連携 

    消防機関と警察、自衛隊等の関係機関とのなお一層の連携を推進する。 

（６）長期化する活動に備えた対策 

    大規模災害が発生した場合、消防活動は長期化することが想定される。 

発災直後から一定期間は継続した消防活動を余儀なくされるため、活動要員の

負担軽減や安全管理、健康管理面にも考慮し、後方支援対策の充実を図り、交替

要員や休憩場所の確保について検討しておくとともに、飲料水・食料、燃料、ト

イレ等の確保など、災害状況に応じて対処できるよう事前の備蓄や調達方法等に

ついて計画しておく必要がある。 

    なお、多くの応援部隊が現地活動することを踏まえ、野営地等も含めた受援体

制の計画と準備を考慮するとともに、隣接市町村を応援拠点とするなどの被災地

市町村以外における拠点の活用を視野に入れておくべきである。 

   ⇒ 長期化する活動に備えた対策については、各種会議の場等、あらゆる機会を

通じて、都道府県、市町村に対し、必要な助言等を実施していくものとする。 

 （７）消防職団員の惨事ストレス対応 

     東日本大震災では、消防職団員は悲惨な現場の状況や困難な状況下において津

波災害活動を行っており、消防職団員に対する適切な惨事ストレスへの対応が必

要である。 

    ⇒ 消防庁では東日本大震災後に、被災三県（岩手県、宮城県、福島県）の消防

職員や消防団員に対する緊急時メンタルサポートチームの派遣や全国各ブロッ

クで惨事ストレスセミナー等を実施しており、平成２４年度においては「大規

模災害時に係る惨事ストレス対策研究会」を開催し、平成２３年度における惨

事ストレス対策の実施状況を踏まえ、より効果的な惨事ストレス対策について

検討を行っているところ。 

 

 ２ 消火活動に関する主な対策 

  （１）消防水利  

    大規模災害時には消火栓が使用できなくなるなど、消防水利が不足することか

ら、防火水槽の適正配置や耐震補強等を促進していく必要があるため、今後、検

討を行う。 

⇒ 平成２５年度に「消防水利の基準」の見直しについての検討会を開催し、検

討する予定 

  （２）水陸両用車、アルミボートの配備 

    津波災害において浸水区域内における物資搬送等に活用できる水陸両用車、ア

ルミボートを消防本部へ配備する必要性及び必要数等について検討を行う。 

⇒ 平成２５年度に「消防力の整備指針」の見直しについての検討会を開催し、
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検討する予定 

  （３）可搬消防ポンプの配備 

    津波災害後の消火活動において、がれき等により車両が進入できない場合や長

距離送水を行う場合に活用できる可搬消防ポンプの消防本部等への配備の必要性

及び必要数等について検討を行う。 

⇒ 平成２５年度に「消防力の整備指針」の見直しについての検討会を開催し、

検討する予定 

   （４）小型の水槽付ポンプ車の活用 

     大規模災害時には、がれき等の障害により狭隘な道路を走行しなければならな

い場合があるため、小型の水槽付ポンプ車の導入を促進する。 

    ⇒ ＣＤ－Ⅰ型車両に水槽を積載し、圧縮空気泡消火システムを導入できるよう

緊急消防援助隊整備費補助金における加算措置について検討しているところ。 

 

 ３ 救助活動に関する主な対策 

（１）人命検索・救助方法 

東日本大震災での経験、それぞれの消防本部における先進的な取組などについ

て積極的な情報の共有化を行いつつ、津波を想定した実践的な訓練等を繰り返し

実施することにより、人命検索・救助方法の充実を図り、各消防本部における救

助に係る要領、マニュアル等の改善につなげていくことを推進する。 

    ⇒ 人命検索・救助方法に係る事項について検討し、その成果を消防庁から各消

防本部への通知等により周知を図っていく。 

（２）重機の活用 

重機を活用した道路啓開、瓦礫除去と連携した人命検索・救助について実践的

な訓練等を実施し、必要な技術の習熟、重機を保有する建設業者・解体業者等と

の協定の締結、合同訓練の実施、消防団との連携を推進する。 

    ⇒ 緊急消防援助隊の無償使用制度を活用して重機を配備するとともに、その効

果的な活用方法などについて検討を行う。 

（３）津波浸水地域での検索・救助活動に有効な車両・資機材等 

     既に配備されつつある小型軽量な救助資機材、ドライスーツ、特別な車両等を

活用した人命検索・救助について実践的な訓練の実施、それに必要な技術の習熟

を推進するとともに、ボートや水上バイクなどの資機材については、地域の状況

に応じて配備を進めることを推進する。 

    ⇒ 緊急消防援助隊の無償使用制度を活用して車両、資機材の配備を図っていく

とともに、その効果的な活用方法などについて検討を行う。 

（４）海外救助隊との連携 

海外の救助隊の受入れや現場での活動支援のための体制整備について、内閣府

等と連携して早期に検討を行う。 

⇒ 内閣府等の関係機関との検討を進めるとともに、その成果を踏まえて、なお

一層の体制整備を図っていく。 
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  ４ 救急活動に関する主な対策 

  （１）大規模災害時の転院搬送のあり方  

    大規模災害時の転院搬送のあり方については、自衛隊、警察、DMATなど関係団体

と連携を図りつつ、災害対策本部、調整本部、緊急消防援助隊指揮支援本部、被災

地消防本部等で連絡を密にすることが重要であり、今後、東海・東南海・南海地震

や首都直下型地震等の発生に備え、被災都道府県災害対策本部や市町村災害対策本

部での転院搬送等における調整機能や関係機関との連携等について全国レベルで周

知を図る。 

   ⇒関係省庁を含めて今後、上記取組についての周知、徹底を図っていく。 

  （２）救急隊員の大規模災害時における安全管理の徹底  

    この度のアンケート調査では多数のヒヤリハット事例が報告されたが、報告書で

明らかにしたような事前の対策や津波到来までの活動可能時間の設定など、救急隊

員の安全管理等について各消防本部に対して周知、徹底を行う。 

    ⇒平成２４年４月「大規模災害発生時における消防本部の効果的な初動活動のあ

り方検討会報告書」において、上記安全管理を含め全国の消防本部に対して報告を

行ったところであり、この度の救急活動に焦点を絞った形での報告と合わせて、周

知徹底を図っていく。 

（３）ヒヤリハット事例の周知  

 この度の報告書では、各消防本部から収集したヒヤリハット事例について調査分

析を行い、その対策について明らかとしているが、今後、このような内容について

周知、徹底を行う。 

⇒平成２３年３月「警防活動時等における安全管理マニュアル」について、東日

本大震災を受けた津波活動時の教訓を付加した内容に改訂する予定（２４年度中）

としており、この中において、今回収集した救急活動時における困難事例の紹介や

対策等について盛りこみ、周知を図っていく。   

（４）必要となる救急資器材の検討  

各消防本部から収集した震災時に有用となった救急資器材や個人装備品等につい

て、各本部において必要な救急資器材の検討をすすめる。 

特に、津波災害で気候条件が厳しい場合には、保温用資器材が重要になることや、

広域にわたり被害が発生する津波災害においては、医療現場で必要となる資器材を 

救急資器材から提供した例があったこと（仮設診療所への応急用資器材、在宅医療

者への電源の提供など）などを踏まえ、適切かつ十分な量の資器材の準備が必要で

ある。 

⇒必要となる救急資器材等については、この度の報告書を参考に、各本部にて事

前に調達、準備を行うことが重要である。 

また、活動の長期化を視野に、備蓄する資器材や必要量を勘案し、備蓄が困難な

資器材にあっては、調達にあたっての協定の締結や事業所との協力体制の確立など

を図っておくことが望ましい。 
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５ 各分科会において考察された教訓事項と今後の課題 

 （１）消火活動分科会 

教訓事項 今後の課題 

【情報の収集と発信】 

① 津波により、住民が避難しているため、火災発見

の遅延や、初期消火が実施されないため、火災発

見時にはすでに延焼拡大している場合がある。ま

た、情報収集に時間を要するため、消防機関だけ

でなく、他の機関と連携した情報収集の協力が必

要である。 

 

② 浸水やがれき等の影響により火災現場へ接近が

出来ない場合、状況の把握が困難となり、情報の

不足等により効率的な活動が行えなくなるため、

ヘリコプター等を活用した積極的な情報収集を

行う必要がある。 

 

○ 高所見張り員の配置による情報収

集の実施や、消防機関だけでなく他

の機関との情報共有体制のより一

層の連携を推進する。 

 

○ ヘリサットの整備を促進し、ヘリコ

プターの機動力を活用した積極的

な情報収集、情報発信を推進する。 

【通信手段の複数確保等】 

③ 無線通信施設が被害を受け、被災地から県、国に

対して情報が発信できなかった例や、無線の不具

合により、出動中の消防隊に津波到達情報を伝達

することができず被災した事例がある。複数の通

信手段の確保や関係機関と連携した情報の収集、

発信も考慮する必要がある。 

 

○ 災害に強い情報通信システムにつ

いては、消防救急無線のデジタル

化、無線中継車、可搬型衛星地球局

（VSAT）等の整備などの取組が進行

中。 

 

【消防水利】 

④ 大規模災害時には消火栓が使用できなくなるな

ど、消防水利が不足することから、防火水槽の適

正配置や耐震補強等を促進していく必要がある。 

 

○ 平成２５年度に「消防水利の基準」

の見直しについての検討会を開催

し、検討する予定。 

【消火活動】 

⑤ がれき等が堆積している上を人力によりホース

延長する必要があることから大量のホースとと

もに、マンパワーが必要不可欠となるため、早期

の応援が必要である。 

 

⑥ 浸水やがれき等の堆積により、消防車両が火災現

場に近づけないことや、水利が使用できないこと

があるため、市町村地域防災計画に定める協定機

関等と消防隊が連携した道路啓開を実施する必

要がある。 

 

○ マンパワーが必要不可欠となるた

め、早期に応援を要請するとともに、

消防団との連携や他機関との連携

（例：自衛隊等）も考慮する。また、

応援隊として出動する際にはホース

を増載しておく。 

 

○ 消防機関での重機の保有は台数も限

られることから、関係機関等と事前

に協定等を締結しておくとともに、

連携を緊密にし、普段からの訓練等
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を通して協力体制を確立しておく。 

 

【部隊運用】 

⑦ 同時多発火災、大規模火災に対しては、要救助者

の有無、消防隊の現場到着の可否、重要施設の位

置等の情報をもとに、消防力に応じて優先順位を

つけて消火活動を実施する必要がある。 

 

⑧ 消防力が劣勢な場合には、災害の全体状況、地理

状況、水利状況等を踏まえ、重点的に防ぎょする

地域を定めて活動する必要がある。 

（例：病院、避難所等の重点防ぎょ） 

 

⑨ 消防力が限られる中、夜間の火災対応時には消防

隊と資機材（照明器具）等の不足により活動が困

難となったことから、電源照明部隊の配置や、関

係機関等による電気（照明）の供給についても検

討の必要がある。 

 

⑩ 地震災害時の部隊運用としては、１火災１隊とす

ることが原則的に運用されているが、津波の浸水

区域での火災にあっては、１隊だけの活動ではが

れき等の障害が大きいことから、延焼拡大し、大

火に発展する可能性が高いため、浸水区域での津

波火災への部隊運用を検討しておく必要がある。 

 

○ 同時多発火災、大規模火災が発生

し、消防力が劣勢な場合に消火活動

の優先順位をつける一つの判断基

準として、重点防ぎょが必要となる

施設（例：病院、避難所等）をあら

かじめ事前計画等で定めておく。 

 

○ 消防本部だけでなく、消防団、自衛

隊等と日頃から訓練等を通して連

携を緊密にし、協力体制の確立

（例：関係機関等による照明活動

等）に努める。 

 

○ 津波の浸水区域で火災が発生した

場合には、消火部隊を増隊し、１つ

の火災に対して出動する消火部隊

を増隊するなど、火災対応を主とし

た部隊運用について検討しておく。 

 

【管轄消防本部及び応援消防本部が消火活動上、有効

であったと考える資機材等】 

⑪ 浸水により近づけない地域への人員、資機材の搬

送においてアルミボートや、水陸両用車の活用に

ついて検討を行う必要がある。 

 

⑫ 火点近くまで消防車両が接近できない場合や長

距離送水を行う場合、可搬消防ポンプが有効とな

るため、可搬消防ポンプの消防本部への配備の必

要性及び必要数について検討しておく必要があ

る。 

⑬ 大規模災害時には、がれき等の障害により狭隘な

道路を走行しなければならない場合があるため、

小型の水槽付ポンプ車の導入を促進する。 

 

○ 緊急消防援助隊の即応体制の強化と

して、浸水地域でも走行が可能な水

陸両用車の整備について検討してい

るところ。 

 

○ 可搬消防ポンプの消防本部等への配

備の必要性及び必要数等について

は、平成２５年度の「消防力の整備

指針」の見直しについての検討会を

開催し、検討する予定。 

 

○ ＣＤ－Ⅰ型車両に水槽を積載し、圧

縮空気泡消火システムを導入できる
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⑭ ホース背負器はがれきの山を越えてホース延長

を実施する際、ホースを背負うため、隊員の体力 

面や、両手が使えることでの安全管理に有効であ

った。  

よう緊急消防援助隊整備費補助金に

おける加算措置について検討してい

るところ。 

 

○ ホース背負器やアルミボート等の活

動上有効であった資機材について、

地域の状況に応じて各消防本部にお

いて配備を進める。 

【安全管理】 

⑮ 隊員の安全管理を確保するには、津波発生時の退

避計画（マニュアル）が必要であり、津波到達時

刻が異なる場合は地域ごとに作成する必要があ

る。 

⑯ 退避計画（マニュアル）が機能しなかった場合も

あり、退避の徹底とともに確実な情報伝達が必要

である。   

 

○ 消防庁の検討会報告書等において

提言された安全管理について、各消

防本部における要領、マニュアル等

の改善、職員に対する周知の徹底を

推進する。 
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（２）救助活動分科会 

教訓事項 今後の課題 

【生存者の救助】 

① 生存者の救助は「時間との競争」である。発災直後、

可能な限り迅速に多くの救助隊員等を現場に投入

することが必要であり、特に津波災害であって気候

条件が厳しい場合にはその必要性が一層高まる。 

② 一方、津波災害の特徴として、72時間を超えても、

押し流された建物の中（二階部分等）などに閉じ込

められた要救助者を発見・救出する可能性は十分あ

るので、引き続き人命検索に取り組むことが必要で

ある。 

 

 

○ 津波災害時の人命検索・救助方法につ

いて、津波を想定した実践的な訓練等

を繰り返し実施することにより、その

充実に努める。 

 

○ 上記を実施するに当たって、東日本大

震災での経験、それぞれの消防本部に

おける先進的な取り組みなどについ

ての積極的な情報の共有化を行う。 

 

○ 以上のような実践を重ねつつ、人命検

索・救助方法の充実を図り、各消防本

部における救助に係る要領、マニュア

ル等の改善につなげていくことを図

る。 

 

【人命検索・救助方法】 

③ 広大な津波浸水地域では、要救助者の位置を特定す

るのは困難であり、人命検索においては人力活動、

人海戦術に頼らざるを得ない。 

④ 生存者の発見される可能性の高い地域・箇所を重点

的に検索するための優先順位付け（トリアージ）が

必要である。なお、この優先順位は時間の経過や状

況の推移ともに変わることに留意すべきである。 

⑤ 東日本大震災での経験を生かしつつ、津波災害に適

した人命検索・救助方法の更なる充実を図り、実践

していくことが必要である。 

【重機の活用（道路啓開、瓦礫除去と連携した検索・救

助）】 

⑥ 津波浸水地域での道路啓開や人命検索に当たって

は、瓦礫除去のため、重機の活用は不可欠である。 

⑦ 消防機関による重機の保有に加えて、建設業者・解

体業者等との事前協定、定期的な合同訓練等により

顔の見える関係の確立が有効である。また、重機を

保有する消防団員との連携も有効である。 

○ 消防庁では、重機及び搬送車を 19組

配備予定。これらの重機及び各消防本

部で独自に配備した重機を活用した

道路啓開、瓦礫除去と連携した人命検

索・救助について実践的な訓練等の実

施、それに必要な技術の習熟を推進す

る。 

○ 消防本部が重機を保有しない場合で

も、建設業者・解体業者等との協定の

締結、合同訓練の実施、消防団との連

携に努める。 

【津波浸水地域での検索・救助活動に有効な車両・資機

材等】 

⑧ 広大な津波浸水地域では、大型の車両の進入や資機

材の搬送は困難であり、小型で走破力の高い車両、

人員・資機材を輸送する小型の車両、軽量で携行が

 

 

○ 消防庁では、小型軽量な救助資機材

（バッテリーソー、バッテリードリ

ル）、ドライスーツ、大規模震災用高
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容易な資機材等が必要である。 

⑨ 津波浸水地域での救助活動のためにはボートは不

可欠であり、特に有効な軽量のアルミボート、プラ

スチックボートの充実が必要である。また、水上バ

イクが有効な場面があることに留意する。 

⑩ 津波災害では水難救助用の資機材に加えて、釘等の

踏抜きや水中に散らばる瓦礫から体を防御するた

めの頑強な胴付長靴やドライスーツが不可欠であ

る。 

⑪ 津波浸水により発生した孤立地域や建物の屋上等

に取り残された人々の救助などにはヘリコプター

は極めて有効であり、津波災害時におけるヘリコプ

ターと連携した人命検索・救助方法についての更な

る体制整備が必要である。 

度救助車、全地形型走行車等を配備予

定（一部配備済）。これらの資機材や

車両を活用した人命検索・救助につい

て実践的な訓練等の実施、それに必要

な技術の習熟を推進する。 

○ ボートや水上バイク、その他の資機材

については、地域の状況に応じて各消

防本部において配備を進める。 

○ ヘリコプターについては、緊急消防援

助隊動態情報システム、動態管理シス

テムなどの取り組みが進行中。 

【救助隊員等の安全管理・健康管理】 

⑫ 二次災害に対する安全性の確保等、隊員の安全管理

は最優先事項である。津波浸水地域での救助活動中

に発生する津波・余震等に関する情報伝達、退避の

命令系統、退避方法や退避時間の確保などのルール

化を進めるべきである。 

⑬ 厳しい環境下や活動が長期化するなどの状況では、

隊員の活力維持、健康管理、厳寒期の出動に備えた

防寒対策等について、万全の対策が必要である。 

⑭ 活動を支えるための野営地の確保、食糧や燃料の確

保、トイレの確保などについて、受援体制も含めて

周到に準備することが必要である。 

⑮ 後方支援は活動全体を支える重要な要素であり、東

日本大震災の経験を踏まえ、次なる大災害に向け

て、今後更に充実を図るべきである。 

○ 「大規模災害発生時における消防本

部の効果的な初動活動のあり方等に

関する検討会」、「大規模災害時におけ

る消防団活動のあり方等に関する検

討会」において、津波等に対する消防

職団員の安全管理について既に提言

されており、消防本部等の要領、マニ

ュアル等の改善につなげていくこと

を図る。 

○ 後方支援については、冷暖房器具を備

えたエアーテント、支援車Ⅰ型、物資

や人員の搬送用車両、燃料補給車等の

配備中。加えて、都道府県が緊急消防

援助隊の後方支援活動に関与しやす

い環境を整備するため、緊急消防援助

隊活動費負担金交付要綱の改正の予

定であり、これらを通じて後方支援機

能の充実を図る。 

【関係機関との連携】 

⑯ 数多くの機関が災害現場で救助活動を実施するに

当たっては、検索範囲について明確に分割・指定し

ておくことが効率的である。 

⑰ 検索範囲の区割り、検索における協力等について、

できる限り初期の段階から警察、自衛隊等の関係機

関との調整が不可欠である。 

 

 

○ 検索範囲の区割り、検索における協力

等について、消防と警察、自衛隊等と

のなお一層の連携を推進する。 

○ 海外の救助隊の受け入れや現場での

活動の支援のための環境整備・体制整
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⑱ 被害状況の的確な把握、効果的な救助活動、関係機

関間の連携等のためには、災害に強い情報通信シス

テム、連絡体制の整備が不可欠である。 

⑲ 検索・救助活動の効果を高めるためには、検索済み

を示す表示方法（マーキングシステム）の共有化や

共通理解の促進が必要である。 

⑳ 海外の救助隊が現場で効果的な活動を実施するた

めには、受け入れのためのなお一層の環境整備・体

制整備が必要である。 

備について、内閣府等の関係機関と連

携して引き続き検討し、早期に結論を

得ることに努める。 

○ 災害に強い情報通信システムについ

ては、消防救急無線のデジタル化、無

線中継車、可搬型衛星地球局（VSAT）

等の整備などの取り組みが進行中。 
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（３）救急活動分科会 

教訓事項 今後の課題 

【大規模災害時の転院搬送のあり方】 

① 災害初動において医療機関から消防に転院搬送

依頼があっても十分な対応が困難であった。 

消防以外の搬送手段の確保等が必要である。 

 

② 関係機関との情報共有不足、連絡体制の不備等に

より搬送手段の確保に課題があった。 

関係機関との連絡・調整等が必要である。 

 

③ 救急自動車による長距離搬送における燃料確保

や機関員の疲労等への対策が必要であった。 

事前の準備等が必要である。 

 

④ 上記取組の関係機関等への周知が必要である。 

 

○民間救急搬送事業所やタクシー協会

など関係機関・団体と平時から協定等

を締結し、地域防災計画などにあらか

じめ位置付けておくこと。 

○消防組織法第 44条の 2に規定する調

整本部の総合調整機能を最大限発揮

し、災害対策本部とも情報を共有し関

係機関との役割分担を図ること。 

○「ヒヤリハット事例」でそれぞれ挙げ

ている燃料確保への対策や長時間活

動への対応などを参考に、事前の対策

等を講じておくこと。 

○大規模災害時の転院搬送のあり方に

ついて、関係省庁を含め周知徹底を図

っていくこと。（消防庁） 

【救急活動におけるヒヤリハット事例の分析】 

⑤物理的リスク（瓦礫・道路破損等）への対応 

 ⇒道路の破損、陥没、冠水あるいは瓦礫等に起因

する二次災害発生の恐れについては地震・津波災

害において頻繁に起こりうる事象であり、必要な

対策を講じる必要がある。 

 ⇒津波により目印となる建物や道路が破損された

ことから、目的地に至るために苦労した事例が多

数発生した。 

 

○鉄板入りの作業靴の着用や、パンク対

策として予備タイヤ・パンク修理材を

準備するなどの事前対策を講じるこ

と。 

○活動の留意点として、車両走行時はで

きるだけ瓦礫を避け、徐行運転を心が

けることや道路状態等が分からない

場合には一旦停車するなど、安全確認

を徹底すること。 

○現地ではできるだけ地理に詳しい者

の案内を求めること。 

⑥津波・余震等によるリスクへの対応 

⇒津波に関する危険情報については、万が一被災

した場合には人命危険は大であり、情報入手の手

立てが重要である。 

⇒余震による障害として、余震の揺れによる二次

災害の危険性を指摘する事例が多く報告された。 

 

○浸水想定地域での活動では、安全監視

員を配置し、待避ルートや津波避難ビ

ル等を確認するとともに、活動可能時

間を判断し行動すること。 

○倒壊建物内等での活動については、安

全監視員の配置や待避ルートの確保

など、常に退路を考えた活動に留意す

ること。 
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⑦停電等によるリスクへの対応 

⇒停電による街路灯の消灯により、救急活動中、

照明が不足したことにより負傷しそうになったと

した事例や、車両走行中、明るさ不足による障害

物等への接触などに留意が必要である。 

 ⇒停電による信号機の消灯により交通事故の恐れ

があったためその対策が必要である。 

 

○事前の対策として、夜間の活動に備え

たライト、反射ベスト等を準備するこ

と。また、停電に備え発動発電機、予

備バッテリー等を準備しておくこと。 

○信号停電下での緊急走行については、

いつも以上に安全に留意し、特に交差

点への進入にあたっては一旦停止の

徹底など安全運転を心がけること。 

⑧燃料不足等によるリスクへの対応 

⇒東日本大震災では被災地での燃料確保が大きな

課題となり、今回の事例報告でも燃料の不足につ

いてその確保に多大な労力と時間を要しており活

動の障害になった。 

⇒資材についても消耗品を中心に不足が生じた。 

 

○被災地では入手が困難であることを

念頭に、燃料・資材等についてはあら

かじめ定めた計画等に基づき、事前に

調達、準備を行うこと。 

⑨寒さ・凍結等によるリスクへの対応 

⇒寒さ曝露・凍結等については、いずれも事前の

準備が十分でなかった（予想以上の寒さであった）

ため起こった事例（防寒不足・交通事故等）。 

 

○活動する地域の気候等を考慮した事

前対策を講じること。 

○雪道や道路凍結等にあっては、運転・

歩行に十分注意すること。 

⑩長時間活動等によるリスクへの対応 

⇒震災初動において長時間の活動を強いられ、睡

眠不足や疲労などにより集中力が低下、あるいは

判断力が低下したとする事例が報告された。 

 

○長時間の活動に備え、部隊を分けるな

ど交代要員・機関員の確保策を講じる

こと。 

【ヒヤリハット事例の周知】 

⑪上記で示されたヒヤリハット事例については、今

後の活動の参考とするため、各消防本部に対して

その内容や対策等について周知を図っていく必要

がある。 

 

○「警防活動時における安全管理マニュ

アル」の改訂に合わせ、今回収集され

た活動困難事例等の紹介や対策等に

ついて盛りこみ周知を図っていく。 

【救急隊員等の惨事ストレス対策】 

⑫悲惨な救急現場や活動困難事例等の活動を行った

救急隊員に対しては、適切な惨事ストレス対策を

講じていく必要がある。 

 

○平成 23年度補正予算において「消防

職団員の惨事ストレス対策」として必

要な対策を行い対応している。 

【活動に有用であった救急資器材等】 

⑬活動に有用であった救急資器材については、アン

ケート結果から、「搬送用資器材」、「保温用資器

材」、「感染防止用資器材」、「応急処置用資器材」、

「安全管理用資器材」、「通信連絡用資器材」、「そ

の他の資器材」に区分され、それぞれ事前の準備、

 

○資器材について、一定期間現場で活動

が実施できるように、備蓄とともに必

要な調達体制を確立しておくこと。 

○活動の長期化を視野に、備蓄する資器

材や必要量を勘案し、備蓄が困難な資
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調達体制の構築が必要である。 

（具体の資器材名等については本文参照） 

器材にあっては調達にあたっての協

定の締結や事業所との協力体制の確

立などを図っておくこと。 
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  第２章 津波災害に対する消火活動 
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第１節 目的等 

１ 目的 

東日本大震災では、津波に起因して多くの火災が発生するとともに、火源が漂流（移

動）することで広範囲に火災を拡大させ、また、散乱したがれきや道路に放置された

自動車等を介して大規模な火災に延焼拡大した。このような火災への消火活動は、津

波による浸水やがれきの堆積等、多くの活動障害がある非常に困難な状況下において

行われた。 

このことから、実際に発生した大規模火災（市街地広域火災）の事例をもとに、消

火活動を実施した被災地の管轄消防本部や、緊急消防援助隊として出動した応援消防

本部の知見を取りまとめ、今後の津波災害発生時における消火活動の実効性を高める

ための活動方策及び活動上の留意点等について検討を行ったものである。 

 
２ 検討対象とした火災 

検討対象とした火災は、消防研究センターが火災調査を実施した市街地広域火災の

うち、表１に掲げる４事例とした。 

 

表１ 市街地広域火災事例と消防活動を実施した消防本部 

 

市街地広域火災 

消防活動を実施した消防本部 

管轄消防本部 
緊急消防援助隊 

指揮支援隊消防本部 

岩手県 

下閉伊郡山田町火災 

宮古地区広域行政組合 

消防本部 
横浜市消防局 

宮城県 

気仙沼市火災 

気仙沼・本吉地域広域行政事務

組合消防本部 
東京消防庁 

宮城県 

石巻市火災 

石巻地区広域行政事務組合 

消防本部 
新潟市消防局 

宮城県 

名取市火災 
名取市消防本部 広島市消防局 

 

※以下、本報告書においては津波の浸水区域内で発生した火災を「津波火災」とする。 
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第２節 津波火災の特徴 

１ 火災発生状況について 

   火災の覚知については、１１９番通報によるものもあったが、地域によっては１１

９番通報の途絶等から、住民による駆けつけや職員による発見等により覚知されてい

る。 

火災の発生状況については、当初、津波発生後の水面上に複数の火災が発生してお

り、津波により火の付いたがれき等が流されている間に延焼拡大していったことなど

が消防隊等により確認されている。 

 

＜津波火災の発生状況＞ 

・津波の浸水区域において多くの火災が発生している。 

・津波の浸水により、火源が漂流（移動）する場合がある。 

・津波発生後、堆積したがれき等の中には出火源となり得るものが多く存在するため、

複数箇所から出火する場合がある。 

・津波により、住民が避難しているため、火災の発見が遅延し、また、初期消火が実施

されないため、すでに延焼拡大している場合がある（写真①）。 

 

 
  

 
 
 
 
２ 延焼拡大要因について 

津波で被災した地域では、通常、防火帯となり得る道路、空地等ががれきで埋め尽

くされ、広い空間はほぼ消滅している状況であった。また、がれきの中には石油スト

ーブや引火性の高いガスボンベ等が混在しており、延焼拡大の要因となったと考えら

れる。 

写真① 住宅周辺の道路をがれきが埋め尽くしている状況下における火災の

発生状況。（宮古地区広域行政組合消防本部提供） 
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＜主な延焼拡大要因＞ 

・火の付いた漂流物が集合したり、分散したりすることで火災が拡大したり、多発化し

ている。（写真②） 

・津波により建物が流され、がれき等が広範囲に散乱、堆積している状況であり、容易

に延焼しやすい状態である。 

・自動車燃料、ストーブ燃料、ガスボンベ等の引火性の高い物が漂流しており、出火危

険が高い。 

・津波により危険物施設等から油類が流出した場合、着火すると一気に拡大することも

あり、大火になりやすい。 

・複数の箇所から出火した火災が風向き等により集合し、大火になりやすい。 

・防火帯となり得る道路、空地等をがれき等が埋め尽くしているため、延焼拡大しやす

い状態である。 

・避難のため道路に放置された自動車が延焼媒体となって、隣接街区へ延焼している。 

・大火に発展すれば、周囲に可燃物が多いことから飛び火により新たに火災が発生する。 

・海岸と山林が近い場合、山際にがれきが集積し、火災が発生すれば山林に延焼しやす

い。 

・耐火建物内に津波により可燃物が押し込められ、内部が燃焼し、延焼の防止帯となら

ない場合がある（写真③）。 

・浸水等のため消防隊が火災現場へ接近することが困難となり、消火活動に時間を要す

るため延焼拡大しやすい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←写真② 

火の付いたがれきが漂流している状況。 

火勢が強く他のがれき等に延焼しやすい状態が認 

められる。 

（石巻地区広域行政事務組合本部提供） 

写真③→ 

津波により、耐火建物内にがれきが流れ込み、内 

部が燃焼し、防火帯とならない場合がある。                  

（石巻地区広域行政事務組合本部提供） 
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３ 焼け止まりの状況について 

津波により多くの道路や空地等が、がれき等で埋め尽くされたことで防火帯の効果

を果たさなかったことから、山際や高台、崖地、河川、水路等の自然の地形による焼

け止まり例が確認されている。 
 
第３節 津波火災における消火活動事例 

１ 管轄消防本部の消火活動状況 

   管轄消防本部における主な消火活動状況は次のとおり。 

（１）消防隊到着時の状況 

   消防隊（職員）の発見や住民からの通報等は、火炎や煙による発見であることか 

ら、消防隊の到着時にはすでに火災最盛期や延焼拡大している場合が多かった。 

（２）消防水利の選定状況 

   地震による断水のため、ほとんどの消火栓が使用不能であり、火点直近の防火水 

槽、プール、自然水利を選定したが、がれき等の堆積や浸水により使用できない場 

合もあり、火点から数百メートル離れた水利に部署しなければならない場合もあっ 

た。 

（３）情報収集状況 

    火災現場へ到着しても浸水やがれき等が障害となり、火点付近に近寄ることがで 

きないため、燃焼状況等に関する情報収集に時間を要した。 

（４）活動方針 

  ・人命救助を最優先として「救出できる」と判断したものを短時間のうちに救出し 

た。 

  ・地震災害時の火災出動は、「原則１火災１隊とし消防団との連携を図る」ことにな 

っていたが、被害が広範囲に及ぶため、災害現場ごとに状況を見極めながら対応 

した。 

 ・限られた水利、資機材、人員の状況から、消火ではなく延焼阻止に重点をおいた。 

・延焼阻止にあっては、進入方向が限られたため進入可能な位置での設定や地形等

を利用した。 

・隊員の安全確保を優先させるため、津波警報等が発表された場合には活動を中止

して退避した。 

  ・遠距離送水が必要であったことから、緊急消防援助隊、消防団、自衛隊と緊密な 

連携活動をとった（写真④） 

（５）消火活動 

  ・消防車両が火災現場近くまで進入できないため、可搬消防ポンプの活用や、人力

による長距離のホース延長を実施した。 

  ・道路啓開の必要性があったため、事業所の重機による協力を得ながら活動を実施

した。 

  ・浸水区域からしか活動できない場所については、ボートに人員、資機材を積載し、

現場へ搬送した。 
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２ 応援隊の消火活動状況 

応援消防本部における主な消火活動状況は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 消火活動の困難性 

   津波発生後の浸水区域内における消火活動にあっては、浸水、家屋の流出、がれき 
等の堆積などにより街区そのものの様相が変化した中で、活動を阻害する要因が多く 
存在したことから極めて困難な活動となった。 

  消火活動の困難性を大きく分類すると、次のとおりとなる。 
 

←写真④ 発災翌日に行われた自衛隊による

空中消火。                  

   （宮古地区広域行政組合消防本部提供） 

（１）現場到着の困難性 （２）状況把握の困難性 （３）消防水利確保の 

困難性 （４）放水活動の困難性 （５）その他の困難性 

（１）災害現場の状況把握方法等 

  ・被災地へ到着するまでの間、活動に関する情報が不足していたため、現地対策本

部到着後、口頭及び地図により情報提供を受けるとともに、火災現場において活

動中の消防隊から状況説明を受けた。 

  ・火災現場へは、管轄消防本部の職員の誘導により出動した。  

（２）活動方針 

  ・延焼危険が高い建物から救助活動、捜索活動及び消火活動を実施した。 

・がれき上のホース延長には多くの人員が必要であったことから、後方支援隊等も

活用した。 
（３）活動内容 

・延焼阻止線の設定とともに、がれき内における生存者の可能性があったため火災

現場へ積極的にホース延長を行った。 
・火災現場から離れた水利を活用する必要があったため、特殊装備（遠距離大量送

水システム）を活用した長距離送水活動を行った。 
・防火水槽の水量減少を補充するための中継送水を実施した。 
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（１）現場到着の困難性等 

・津波により市街地の様相が変化しているため、災害を覚知しても、災害発生場所

と地図が一致せず、現場の位置を把握できない。 

・がれき等で埋め尽くされているため、現場への道路選定が困難である。 

・火災現場へ到着するための道路に浸水やがれき等が堆積しており、車両の通行が

困難である（写真➄）。 

・進入路がない場合、消防隊だけでは道路啓開をすることが困難である。 

・現場によっては、地上から接近できない場合がある。 

 

（２）状況把握の困難性 

・津波によりほとんどの家屋が損壊、流出し、道路や空地をがれき等が埋め尽くし

た状態であり、火災現場周囲の状況確認ができないため火災規模の把握が困難で

ある。 

・建物、収容物、船舶、車両等が混在しながら流出しているため燃焼物の把握が困

難である。 

・火災現場付近に到着しても、がれき等が広範囲に堆積しているため検索活動が困

難であり、また、付近住民等が避難していることから要救助者の有無が判明しな

いなど、活動方針が決定しにくい。 

・限られた通信手段しかなく、また、現場での情報量の不足や、本部からの情報も

限られるため、応援要請等の判断が困難である。 

 

（３）消防水利確保の困難性 

・浸水やがれき等の堆積により消防水利の位置を把握するのが困難である。 

・浸水やがれき等の堆積、延焼拡大状況等により、使用できる消防水利は火災現場

から離れた水利に限定される。 

・複数隊が防火水槽に部署した場合、早期に水量不足となる。 

・津波により油等が自然水利（海、河川）に漂流し、吸水できない場合がある。 

・水量が不足するため、遠方の水利から中継による長距離送水を余儀なくされる。 

 

 

 

 

（４）放水活動の困難性 

・がれき等に阻まれ、ホースカー等は使用できず、資機材の搬送は人力となるため

活動内容が制限されるとともに、火点への接近が困難となる。 

・がれき等の劣悪な環境下において人力によるホース延長を余儀なくされるため、

ホース延長に時間を要する。 

・消防隊の到着時には火災がすでに最盛期または延焼拡大しているため、消防力劣

勢下での活動となる。 

・がれき等の堆積が障害となり、火点に近づけないため有効な放水が困難である。 

・がれき等に囲まれ、限られた場所から放水するため、転戦が困難である。 

・浸水等により、活動方面が限定され包囲隊形がとれない。 

  ・火災を制圧するための放水口数、放水量を得るには多くの消防部隊が必要となり、

（例） 火災現場から離れた防火水槽に部署し、ポンプ車 3 台と可搬消防ポンプ 2 台で

中継して放水したため、約１，３１０ｍを約６６本のホースを活用して延長した。 
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相当な時間を要する。 

（５）その他の困難性 

・津波警報が発表される都度、安全確保のため退避する必要があり、消火活動が中

断される。この繰り返しにより火災が延焼拡大する。 

・隊員の安全確保のため、活動中の退避場所を考慮した活動が必要となる。 

・がれき上でのホース延長のため、ホースの破損等でのホース交換が発生する。 

・道路を活用した延焼阻止が困難であるため、地形等を活用せざるを得ない。 

・浸水区域からの活動はボートを活用して人員、資機材を搬送せざるを得ないため、 

搬送に時間を要する。 

・長時間にわたる放水活動となるため、車両の燃料が不足する。また、津波による

被害により燃料の確保が困難となる。 

・庁舎が被災しているため、装備が不足した状態で活動せざるを得ない。 

・応援隊が到着するまでは、不眠不休の活動となり、隊員の疲労が大きい。 

・夜間の場合、照明装置等が不足することから、視界が悪く、周囲の安全確認が困

難である。 

↑写真➄ 

 がれきにより火災現場に近づくことが困難な状況。                  

（新潟市消防局提供） 

25



第４節 津波火災に対する消火活動のあり方 

１ 津波火災に対して効果的な消火活動 

管轄消防本部及び応援隊消防本部の実施した消火活動状況から、津波火災に対する

消火活動を行うには、次のような活動が効果的と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）災害情報管理 

・119番回線の途絶に伴う火災の覚知対策として、高所見張り員を配置することに

より、がれき等から発生した煙や火災を早期に発見する。 

・管内の災害状況を早期に収集し、自己本部だけで対応が困難と判断した場合は、

迅速な応援要請を行う。 
・応援隊の要請時に災害状況に関してできる限り詳細な情報を提供することによ

り、応援隊が効率的な部隊運用や資機材の準備をすることが可能になる。 
（例：大規模火災が発生している。建物内に要救助者が多数いる。など） 

・現場指揮本部において地図を活用し、活動隊情報や管轄消防本部が保有する活

動危険場所等の情報、進入可能場所の情報、活用できる水利の情報等を集約す

ることで、効率的な活動方針に繋がる。 
・火災現場へ接近ができない場合、燃焼範囲や状況把握が困難となることから、

地形等を活用し、高所からの情報収集や、ヘリコプター（以下「ヘリ」という。）

からの情報を活用する。なお、有人ヘリによる情報収集については限界がある

ため、消防研究センターにおいて、俯瞰的情報取得による状況把握を目的とす

る小型軽量の無線ヘリの研究開発を行っている。 
（２）消火活動方針 

ア 津波に対する退避 

・津波浸水想定区域内の消防署では、事前に退避計画を作成しておき、計画に

基づく退避を行う。 

・津波浸水想定区域内での活動に対する安全管理として、他機関からの情報収

集や、高台等の海面を目視できる位置（安全確保できる場所）への部隊等の

配置など、海面の変化等の情報を活動部隊へ発信し、危険時には早期に撤退

指示を行う。 

イ 道路啓開措置 

浸水やがれき等の堆積により、消防車両が火災現場に近づけないことや、水 
利が使用できないことがあるため、市町村地域防災計画に定める協定機関等と

消防隊が連携した道路啓開を実施する必要がある。また、効果的な活動を行う

ためには、普段からの連携訓練が必要である。 
ウ 部隊運用 

・同時多発火災、大規模火災に対しては、要救助者の有無、消防隊の現場到着

の可否、重要施設の位置等の情報をもとに、消防力に応じて優先順位をつけ

て消火活動を実施する必要がある。 

・消防力が劣勢な場合には、災害の全体状況、地理状況、水利状況等を踏まえ、

重点的に防ぎょする地域を定めて活動する必要がある。 

（例：病院、避難所等の重点防ぎょ） 

・管轄消防本部の消防力を超える災害への対応は、緊急消防援助隊、消防団、

自衛隊等との緊密な連携活動が効果的である。 

・現場へ早期に人員、資機材を搬送する方法としてヘリ等の活用も考慮する。 
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２ 消火活動上有効であった資機材等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）消火活動 

・火災現場が浸水区域で進入できず、包囲隊形をとることが困難な場合が多く、限ら 

れた消防力では延焼阻止を主眼として活動する必要がある。 

・がれき等により、通常の延焼防止帯を設定する道路や空地等が消滅している恐れが

あるため、崖地、河川、水路、高台等の地形を活用した延焼阻止が有効である。 
・震災時の消火活動は、消防力劣勢の場合、延焼阻止線を設定して消火活動を実施す

る場合が多いが、がれきの中に生存者がいる可能性が高い場合で、延焼までに時間

がある場合等、状況に応じて積極的な消火を実施する。 
・火災現場への進入方向が限られる場合、延焼阻止線の設定に際しては、進入可能な

方向から早期に設定する。 

・火勢に対して必要な放水口数を早期に配備するとともに、大量放水できる機材（放

水銃等）を活用できるよう配慮する。 

・プロパンガスボンベ等は、延焼拡大要因や活動の危険要因となることから、集積所

から移動する必要がある。 
・浸水やがれき等の堆積により、消防車両が近づけない火災現場では、状況に応じて

消防ヘリや自衛隊ヘリによる空中消火を有効に活用できるよう配慮する。 
・沿岸部からの接近が可能な場合、消防艇の活用にも配慮する。 
・使用可能な水利が限られるため、遠距離のホース延長が想定されることから、ホー

スの積載本数を増載して出動する必要がある。 
・大規模火災の場合、長時間の放水活動になることが想定されるため、部署している

防火水槽等への水の補充措置を後着隊へ早期に要請し、継続した放水活動ができる

よう配慮する。 

・後着隊として防火水槽等への補充措置に当たる消防隊は、水利間の距離を考慮しな

がらも、できる限り大容量の水利や河川等の無限水利に部署し、再補充の必要性を

避ける。 

（１）管轄消防本部及び応援消防本部が消火活動上、有効であったと考える資機材等 

ア 消火用資機材等 

・可搬消防ポンプ 

車両が進入出来ない場所においても搬送、設置できることから遠距離送水時の

中継送水や放水に有効であった。 

・ホース背負器 

がれきの山を越えてホース延長を実施する際、ホースを背負うため、隊員の体 

力面や、両手が使えることでの安全管理に有効であった。  

・アルミボート 

浸水により近づけない地域への人員、資機材の搬送時において有効であった。 

（がれき等に接触することでゴムボートは破損する場合がある。） 

   ・遠距離大量送水システム（海水利用型消防水利システム） 

大量放水が必要であるが水利が限られるため、海（無限水利）に水利部署する

ことで大量送水を行い、多くの放水口数を一度に確保できることから極めて有

効であった（写真⑥）。 
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イ 情報収集手段 

・高所監視システム 

早期に広範囲の被災状況を確認することが可能であり、活動方針の決定に有効

であった。 

ウ 消防水利 

通常は使用しない用水路や浅瀬の河川を、取水用のガイド等を設置することで

活用可能とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後、津波火災が発生した場合に、消火活動上有効であると考えられるため、整 

備が必要と考えられる資機材等 

ア 消火用資機材 

圧縮空気泡消火システムの活用が、水利不足時やがれき内部の燃焼に対して有 

効であり、ホースの重量も軽くなることから、隊員の負担軽減につながると考え

られる。 

イ 情報収集・通信手段 

    災害の全体状況の把握、早期の部隊運用を図るための情報収集手段としてヘリ 

コプターテレビ電送システムや映像監視システム等の構築が有効であると考え 

られる。 

ウ 消防水利 

・大規模火災における消火活動では、大量放水が必要である。通常の防火水槽で

は早期に水量不足となり、防火水槽に対して水の補充を行う部隊、資機材も必

要となってくることから大容量貯水槽の計画的な整備が必要である。 

・河川活用時に低水位でも給水できるディスク型のストレーナーの活用。 

エ その他 

    長時間の活動になることから、燃料補給車の配備や燃料携行缶の準備等、燃料 

の補給体制の確立が必要。 

（例：消防車両による 44時間の連続放水を実施。） 

 

←写真⑥  

遠距離大量送水システムの 

ホースから５線のホースを 

延長している。 

（東京消防庁提供） 
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３ 安全管理 

   ※津波に対する退避に係る事項を除く。（津波に対する退避については、「大規模災害発生時における

消防本部の効果的な活動のあり方検討会報告書」を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）出動～水利部署時 

 ・がれき等が堆積する中での走行となるため、周囲の安全確認を行い、浸水箇所を避

けて走行する。浸水箇所を走行する際には、深さ、障害物の有無の確認を行った上

で走行する。 
 ・道路上に架空電線等が垂れ下がっている場合には、接触に留意する。 
 ・自然水利に部署する場合には、車両の停車位置の強度等を確認するとともに、水面

に油類が浮遊していなか確認する。 
 ・車両の停車位置は、津波警報の発表や、急な延焼拡大があった場合に備え、できる

限り退路方面に向けて停車し、即時移動できる体制を確保する。 
（２）活動時 

・浸水想定区域内での活動では、指揮者の判断のもと、状況に応じてライフジャケッ

トを着用する。 
・がれき等の堆積物の上でホースを延長している際、がれきを踏み抜き、がれきで見

えなかった隙間に落ちることが想定されるため、がれき等の堆積物の上を移動する

ときには、ストックやとび口等を活用し、足場を確認してから移動する。また、状

況により先導する隊を指定して、足場等の安全確保を図りながら移動する。 
・浸水箇所に入って移動する場合は、とび口等を活用し、浸水の深さや足場を確認し

ながら移動する。 
・がれきの中には、石油ストーブ燃料、車両燃料、ガスボンベ等も混在していること

から、引火の危険性が高いため、活動エリアにおける異臭等に留意し、引火危険の

高い場所での活動を避ける。 
・周囲を可燃物で囲まれた中での活動となるため、風向きの変化や飛び火による延焼

拡大に留意し、退路の確保を図った上で活動する。 
・津波で流出しなかった建物であっても、余震等で倒壊する危険性があることから、

建物内部に進入しない。 
・津波後の家屋は、外観に異常が認められなくても、構造が脆弱になっている場合が

あるとともに、収容物が流出した空の状態では、燃焼速度が速いので留意する。 
・現場では、無線だけでなく、メガホン等を活用して指示の徹底を図る。 
・がれき等には、金属片、ガラス片等の突起物も多く含まれていることから、接触に

よる負傷を避けるよう行動する。 
・がれき等の上を人力でホース延長する場合は、できるだけ、ホース背負い器等を活

用し、障害を除去できる体制を確保しながら延長する。 
・夜間活動時には、両手が使えるようハンディライト以外の照明機器等を活用する。 
・燃焼物にガスボンベや燃料缶等が混在していれば爆発危険があるため、できる限り 

距離を確保して放水し、状況に応じて堅個な遮蔽物を活用するようにする。 
・がれき等の可燃物内での消火活動となることから、前方への放水活動に注視するだ

けでなく、後方のがれき内からの火炎の発生等にも留意する。 
（３）その他 

  津波の危険を避けるためには、職員の津波に関する知識向上を図る必要がある。 
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第５節 今後の課題 

今後、効果的な消火活動を実施するため以下の点が課題として考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 情報の収集と発信 

・情報収集に時間を要するため、消防機関だけでなく、他の関係機関と連携した情

報収集の協力が必要である。 

・ＧＰＳ波浪計等による津波に関する情報を、早期に活動部隊へ伝達する体制を確

立する必要がある。 

・発災初期に被害の全体把握が困難な中、緊急消防援助隊として出動した多くの都

道府県隊は、被災地においてどういった活動をするかを明確に示されていなかっ

たことから、津波災害への対応を主とした救助部隊、救急部隊を中心に部隊編成

し出動した。このため、応援部隊が被災地の活動内容に応じた部隊編成を行える

よう、出来るだけ早く被災地の災害状況等を情報発信していく。 

２ 通信手段の複数確保等 

無線通信施設が被害を受け、被災地から県、国に対して情報が発信できなかった 

例や、無線の不具合により、出動中の消防隊に津波到達情報を伝達することができ

ず被災した事例があることから、複数の通信手段の確保や関係機関と連携した情報

の収集、発信も考慮する必要がある。 

３ 隊員の安全管理の徹底 

・隊員の安全管理を確保するには、津波発生時の退避計画（マニュアル）が必要で

あり、津波到達時刻が異なる場合は地域ごとに作成する必要がある。 

・退避計画（マニュアル）が機能しなかった場合もあり、退避の徹底とともに確実

な情報伝達が必要である。   

・現場で活動をしている隊への津波情報の伝達手段を確保する。 

４ 部隊運用 

・消防力が限られる中、夜間の火災対応時には消防隊と資機材（照明器具）等の不

足により活動が困難となったことから、電源照明部隊の配置や、関係機関等によ

る電気（照明）の供給についても検討の必要がある。 

・地震災害時の部隊運用としては、１火災１隊とすることが原則的に運用されてい

るが、津波の浸水区域での火災にあっては、１隊だけの活動ではがれき等の障害

が大きいことから、延焼拡大し、大火に発展する可能性が高いため、浸水区域で

の津波火災への部隊運用を検討しておく必要がある。 

５ 消火活動 

・がれき等が堆積している上を人力によりホース延長する必要があることから大量 

のホースとともに、マンパワーが必要不可欠となるため、早期の応援が必要であ 

る。 

・がれき等により通行できる道路が限定され、狭隘な道路を活用した走行も必要と

なるため、浸水区域内での火災へ出動する車両の大きさ、車種も検討する必要が

ある。 
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・地震災害時には水利が不足するため水槽車を有効活用する必要があるが、大型で 

あるため、がれき等が多い浸水区域では進入できない場合もあることから、小型 

の水槽付ポンプ車の活用についても検討する必要がある。 

・火点近くまで消防車両が接近できない場合は、可搬消防ポンプが有効となるため、

可搬消防ポンプの配備とともに、水陸両用車両等を活用した搬送手段について検

討しておく必要がある。 
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「東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会 

（消火活動分科会）」開催要綱 

 

１ 目的 

  東日本大震災において津波発生後のがれき等が散乱する厳しい環境下で実施された消

火活動について検証し、活動した消防本部の経験等をもとに知見をまとめ、今後の津波

災害発生時における消火活動の実効性を高めるための活動方策及び活動上の留意点等

について検討する。 

 

２ 検討項目 

（１） 津波発生後の火災における燃焼状況の把握方法 

（２） 津波発生後の火災現場への消防隊の到着手段 

（３） 津波発生後の火災における指揮活動及び消火活動要領 

（４） 津波発生後の火災における消防水利の確保策 

（５） その他必要事項 

 

３ 分科会について 

（１）分科会は、座長及び委員をもって構成する。 

（２）消防・救急課長は委員を委嘱する。 

（３）座長は分科会を代表し、会務を総括する。また、座長に事故がある場合は、あらか

じめ座長の指名した委員がその職務を代理する。 

（４）座長は、必要に応じて委員以外の者を分科会に招聘し、意見を聴取することができ

る。 

 

４ 任期 

  座長及び委員の任期は、委嘱の日から 1 年間とする。 

 

５ 事務局  

  分科会に係る事務局を、消防庁消防・救急課に置く。 

 

６ 雑則 

（１）分科会の委員は、やむを得ない事情により分科会に出席できない場合は、代理の者

を指名し、出席できるものとする。 

（２）この要綱に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 

 

附則 

 この要綱は、平成２４年５月３０日から実施する。 
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消 火 活 動 分 科 会 構 成 員  
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「東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会 

（消火活動分科会）」構成員 

                  （敬称略：五十音順） 

 

【座長】 

  横田  真二   消防庁消防・救急課長 

 

【委員】 

  阿 部  寛  新潟市消防局警防課長補佐 

 

今宮  文生   石巻地区広域行政事務組合消防本部警防課長補佐 

 

神田  良彦   広島市西消防署警防課警防司令官 

 

小林  栄次   横浜市消防局警防部警防課長 

 

佐伯  孝夫   名取市消防本部警防課長補佐 

 

佐々木 重光  宮古地区広域行政組合消防本部消防課長補佐 

 

座間  信作   消防庁消防大学校消防研究センター火災災害調査部長 

 

藤原  正直   東京消防庁警防部救助課長補佐兼救助係長 

 

森  浩 一  気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部警防課長 

 

渡辺  又介   全国消防長会事業部事業企画課長 

 

合計１１名 
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東日本大震災における火災の概要等（広域火災事例） 
 

 東日本大震災による火災の状況            ・・・３８ 
・岩手県下閉伊郡山田町の火災            ・・・３８ 
・宮城県気仙沼市の火災               ・・・３９ 
・宮城県石巻市の火災                ・・・３９ 
・宮城県名取市の火災                ・・・４０ 

 
 火災防ぎょ活動図等                 ・・・４１ 

・岩手県下閉伊郡山田町火災部署位置図        ・・・４２ 
・宮城県気仙沼市の火災               ・・・４３ 
・宮城県石巻市の火災                ・・・４４ 

 
 事例写真                      ・・・５２ 
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（出典） 左図：東京理科大学GCOE現地調査報告会
右図：消防研究センター現地調査

※消防庁発表の「東北地方
太平洋沖地震」報（3月21日
時点）及び一部の消防本部
によるデータに基づき、作成
したものであり、消防庁にお
いて現在発表されている数値
とは異なる。

凡例

（１）

（２）

（３）

（４）

（１）岩手県 下閉伊郡山田町
（２）宮城県 気仙沼市
（３）宮城県 石巻市
（４）宮城県 名取市

広域火災の発生状況

東日本大震災による火災の状況

（１）岩手県下閉伊郡山田町の火災
山田町での主な火災は７件 市街地広域火災 ２件 町役場前 約6ha 陸中山田駅付近 約10ha

船越地区の火災（延焼範囲1ha以下） ３件（林野への延焼あり）

その他の火災 ２件

・ガレキで消防車両が火災現場に近
づけない。

・市街地火災から林野火災へと広
がった。（証言）

・焼け止まる可能性の高い道路に、
避難のために乗り捨てた駐車車両が
あり、車両を媒体に延焼してしまった。

・津波により倒壊した建物が押し寄
せた直後に出火しているという目撃
情報がある。出火原因は何か。
・防火水槽が５分くらいで空になった。

写真Ｃ 道路上の焼損跡の状況

写真Ｂ 街区から林野へ延焼
した状況（船越地区）

写真Ａ 町役場から見た
広域街区火災跡

船越地区の火災

（＊焼損面積は未確定）

（出典） 消防研究センター現地調査
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（２）宮城県気仙沼市の火災
大島を含む気仙沼での主な火災は１３件

広域街区火災 鹿折（ししおり）地区 約10ha

小々汐（こごしお）地区 約10棟、

南気仙沼駅付近 約1ha

※その他、大島地区及び大浦地区において林野火災が発生している。

・ガレキ、水没で消防車
両が火災現場に近づけ
ない。

・証言：岸壁に打ち上げ
られた船が燃え、津波
で破壊されたガレキ、林
野へと延焼。
・証言：海面上でガレキ
が燃えていた。炎が波
で移動していた。

写真Ａ 鹿折の歩道橋から見た焼損街区

写真Ｂ 鹿折地区火災
線路上の焼損状況

写真Ｃ 小々汐海岸
の延焼状況

状況

（ａ）湾の東側の海岸に多くの燃えたガレキが打ち上げ
られていた。

（ｂ）流され壊れたタンクが多い。

（ｃ）船舶が打ち上げられている。

（ｄ）ボンベ、ドラム缶の焼けたものが多く見つけられる。
（＊焼損面積は未確定）

（出典） 消防研究センター現地調査

（３）宮城県石巻市の火災
消防本部管内で20件の火災 広域街区火災 門脇町 約4ha（東西約900ｍ）

延焼火災 蛇田駅東側 住宅5棟と車両

・門脇小学校の校庭に避難者の車両があった。津波が押し寄せ、車両が流され始めた。その後車両から出
火し、さらに流された燃えた車両が延焼媒体となったのを目撃した人がいる。

・広域街区火災では、数か所で出火しているのを目撃している人がいる。

・門脇町の北側は崖になっていたため、ガレキが集まっていた。消防隊は崖の上への延焼阻止活動を実施。

・焼け跡には、車両、ボンベが多数確認できた。

・ガレキで消防車両が火災現場に
近づけない。
・津波に流された車両からの出火
を目撃する人が多い。

写真Ｄ 建物火災の状況 写真Ｅ 焼損建物隣の車両の状況

蛇田駅東側の住宅等火災

写真Ａ 門脇町北側崖部分の状況 写真Ｂ 門脇小学校校舎
1階付近の状況

写真Ｃ 門脇小学校校舎と校庭の状況

門脇町広域街区火災 （＊焼損面積は未確定）

（出典） 消防研究センター現地調査
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（４）宮城県名取市の火災
街区火災 閖上（ゆりあげ）7丁目 約1ha

延焼火災 平田橋付近 川沿いに約150ｍ

・平田橋付近の火災跡は、燃えたものが津波で流されて来てこの場所に溜まり火災を継続したと思われる
（ニュース映像等で確認）。

・焼損した車両、ボンベが多く見つけられる。

・ガレキ、水没で消防車両が火災現場に近づけない。
・燃えながら津波に流されたガレキが溜まり、火災現場となった（ネット上にニュース映像あり） 。
・プロパンと思われるボンベが津波で流され、内容物を噴霧していた（ネット上に映像あり）。

写真Ｅ 平田橋付近の
建物火災の状況

写真Ａ 閖上火災跡の北
西面の状況

写真Ｃ 閖上火災跡の道路
による焼け止まりの状況

写真Ｂ 火災には逢わな
かった老人ホームうらやす

写真Ｄ 平田橋付近の焼
損車両の状況

写真Ｆ 10号線から
100ｍ以上北の状況

平田橋付近火災閖上７丁目火災

（＊焼損面積は未確定）

（出典） 消防研究センター現地調査

市町村長等※ 【非常備消防】

798本部

1,716署

3,180所

2,275団

22,926分団

・ 消防署のもとに、より小規模な
出張所が設けられることがある

【常備消防】

・ 人口規模等に応じ、消防本部の
もとに設置

・ 火災の予防、警戒、鎮圧、救急、
救助、災害の防除等消防防災活
動の第一線を担う

・ 市町村の条例等により
市町村内の地域ごとに
設けられることが多い

○市町村は、当該区域における消防を十分に果たすべき責任を有している【市町村消防
の原則】

○市町村は、消防事務を処理するため、消防本部（常備消防）、消防団（非常備消防）を設
置している。

消防署

出張所

分団

消防本部 消防団

ほとんどの市町村で消防団設置（１市未設置）

※一部事務組合の管理者、広域連合の連合長を含む。

数値は平成２２年４月１日現在（消防本部数を除く。）

（平成２３年４月１日現在）

市町村の消防組織
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１－１ 岩手県下閉伊郡山田町火災 部署位置図（３月１１日）（宮古地区広域行政組合消防本部提供） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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１－２ 岩手県下閉伊郡山田町火災 部署位置図（３月１２日）（宮古地区広域行政組合消防本部提供） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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２－１ 宮城県気仙沼市鹿折地区火災 火災防ぎょ図 （気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部提供） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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３－１ 宮城県石巻市門脇地区火災 現場案内図 （石巻地区広域行政事務組合消防本部提供） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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３－２ 宮城県石巻市門脇地区火災 現場付近図（水利状況） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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３－３ 宮城県石巻市門脇地区火災 防ぎょ活動図（３月１１日第１隊形） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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３－４ 宮城県石巻市門脇地区火災 防ぎょ活動図（３月１１日第２隊形） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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３－５ 宮城県石巻市門脇地区火災 防ぎょ活動図（３月１１日第３隊形） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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３－６ 宮城県石巻市門脇地区火災 防ぎょ活動図（３月１２日第４隊形） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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３－７ 宮城県石巻市門脇地区火災 防ぎょ活動図（３月１３日第５隊形） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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３－８ 宮城県石巻市門脇地区火災 防ぎょ活動図（３月１４日以降） 

このページについては、著作権等の処理が

未完了のため、公開できません。 
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１ 津波による火災の特徴 

（１） 出火状況について 

（２） 延焼要因について 

写真① 

・浸水域付近において２箇所の黒煙が確認

できる。 

・浸水域が広いため、容易に火災現場へ到

着できないことが想定される。   

（ 名取市消防本部提供 ）              

                             

写真② 

・浸水域での火災。延焼拡大している様子が確

認できる。                

 （ 名取市消防本部提供 ）                             

写真③ 

・がれき等を媒介として延焼拡大している状況。 

・がれきの中には多数の車両も確認できる。 

・複数の箇所での燃焼が確認できる。 

（ 宮古地区広域行政事務組合消防本部提供 ） 
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写真④ 

・津波により破壊された住宅等のがれきが何重に

も堆積している状況であり、火災現場への導線（退

路等）は確認できない。 
・火災は山際で発生しており、山林に延焼する可

能性がある。 
（ 宮古地区広域行政事務組合本部提供 ） 

写真⑤ 

・がれきで埋め尽くされた中で煙が確認できる。 

・道路等は確認できず、浸水とがれきにより現場 
への導線がなく、火災現場への接近が困難な状態 
であるため、延焼拡大してしまう。 

（ 名取市消防本部提供 ） 

（３） 焼け止まり等の状況について 

写真⑥ 

・山際や高台等での焼け止まりが確認されてい 
る。写真では樹木が褐色に変色しており、火災 
の影響は受けていると思われるが、延焼は止ま 
っていることが確認できる。 

（ 消防研究センター提供 ） 
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２ 津波火災に対する消火活動の困難性 

（１） がれき、浸水により火災現場への接近が困難  

写真① 

・がれきにより火災現場に近づくのが困難 
な状況。 

（ 宮古地区広域行政組合消防本部提供 ） 

写真② 

・がれきを越えてのホース延長。 

・ホースの延長に時間を要する 

・転戦が困難。 

（気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部提供 ） 

写真③ 

・がれき等の上から放水する消防隊員。 

・火点に近寄れず、有効放水が困難。 

（ 宮古地区広域行政組合消防本部提供 ） 
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写真④ 

・がれき等が堆積している中、活動する消 
防隊員。 

・がれきにより道路はなく、足場が悪い状 
態である。 

（ 宮古地区広域行政組合消防本部提供 ） 

写真⑤ 

・浸水、がれきにより火災現場に近づくの 
が困難な状況。 

（ 石巻地区広域行政事務組合消防本部提供 ） 

写真⑥ 
・燃焼中の建物へ放水活動する消防隊員。 

・火勢に対して放水口数が少ない、消防力 
が劣勢な状態である。 
（ 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部提供 ） 
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（２） 火災の状況把握が困難  

写真⑦ 

・建物も流され、がれきの堆積によって、 
元の街区を残していない状況。 

（ 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部提供 ） 

写真⑧ 

・浸水やがれきの堆積により火点付近に 
近寄ることができず、燃焼状況等の情報 
収集に時間を要する。 

（ 石巻地区広域行政事務組合消防本部提供 ）  
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写真① 

・遠距離送水車から延長されたホース２線 
から、分岐を介して、それぞれ５線、計 
１０線をホース延長している。 
（ 新潟市消防局提供 ） 

（１）消火用資機材 

写真② 

・浅瀬の河川で石を使ってせき止めを行い 
揚水している。  

（ 横浜市消防局提供 ）            

                       

（２）消防水利 

3 津波火災における消火活動で有効であった資機材等（例） 
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  第３章 津波災害に対する救助活動 

 

『東日本大震災における津波災害に対する消防活動の 

あり方研究会（救助活動分科会）』報告書 
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第1節 序節 

1. 背景・目的 

未曾有の大災害である東日本大震災では、犠牲者の大部分は津波によるものであり、津波災

害という特性を有している。我が国は過去から幾度となく津波災害を経験してきた。昨年の東

日本大震災の被災地である三陸沿岸地域では、明治三陸地震津波（明治 29年）、昭和三陸地震

津波（昭和 8年）、チリ地震津波（昭和 35年）等、我が国の中で特に多くの津波災害を経験し、

また、その経験を踏まえ、我が国でも先進的な津波対策を講じてきたところである。なお、三

陸沿岸地域以外の地域では、日本海中部地震（昭和 58 年）北海道南西沖地震（平成 5 年）等

が近年に発生した主な津波災害である。 

消防機関の実施する人命検索・救助活動は、過去の大災害・事故等の経験を基にして発展し

てきた。近年では、平成 7年の阪神・淡路大震災を教訓に、全国の消防機関による応援を速や

かに実施するため緊急消防援助隊が創設され、平成 8年には、自治省省令改正により、救助隊

が装備すべき資機材として重量物排除用具、破壊用器具等が追加された。また、平成 13 年に

米国で発生した米国同時多発テロ、炭疽菌事件以降は、NBC テロ対策の充実が図られてきた。

さらに、平成 16年 10月の新潟県中越地震や平成 17年 4月の JR西日本福知山線列車事故を契

機に都市型捜索救助（US&R）の必要性が認識され、そのための技術や資機材の導入が推進され

てきた。更に平成 18 年には、全国的な救助体制の強化のため、新たに高度救助隊、特別高度

救助隊を創設するための総務省省令の改正が行われた。 

今回の東日本大震災では、全国から応援に駆け付けた数多くの消防、警察、自衛隊等の隊員

が人命検索・救助活動に従事した結果、多くの人々を生存救出するとともに、行方不明者の捜

索に長期間にわたり従事してきたところであり、その規模や困難さは過去に例のないものであ

る。そのような活動を通じて得られた救助活動に関する教訓や課題等については、既に多くの

消防本部等で活動記録誌などの形でとりまとめられており、今後発生が懸念されている南海ト

ラフ巨大地震等により引き起こされる津波災害などへの備え、特に人命検索・救助活動の更な

る高度化を図るために極めて貴重な財産である。 

「東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会」の救助活動分科会（消

防庁と全国消防長会の共催）では、前記の観点から、東日本大震災の津波災害に対する消防機

関の活動のうち、救助活動に関する教訓等を再整理しておくとともに、震災後の消防機関の対

応状況について把握し、今後の課題等を検討することにより、今後発生が懸念される同種の災

害への備えを推進することを目的としている。 

 

2. 調査研究手法 

本研究は、主に以下の手法により実施した。 

 

(1) 活動記録誌等の文献調査・再整理 

東日本大震災へ懸命の対応を行った消防本部等では、活動の内容やそこから得られた貴

重な教訓等を活動記録誌等としてとりまとめており、その多くは公表されている。これら

の資料には、困難な活動に従事した救助隊員の実体験、貴重な証言などが克明に記録され

ている。 

本分科会では、これらの資料から救助に関連する事項を抽出し、検証の材料とした。な
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お、普遍性の高いと思われる事項を抽出することを基本としているが、特異なもの、一見

個人的な考えと思われるものであっても示唆に富むものも抽出されている。活用された主

な資料は次の通りである。 

 第 14回全国消防救助シンポジウム記録集（消防庁） 

 東日本大震災における消防活動記録誌（仙台市消防局） 

 東日本大震災活動記録誌（全国消防長会） 

 消防団の闘い（日本消防協会） 

 東日本大震災に伴う緊急消防援助隊北海道東北ブロック活動検証会議報告書（東日本

大震災に伴う緊急消防援助隊北海道東北ブロック活動検証会議） 

 東日本大震災 検証（塩釜地区消防事務組合） 

 東日本大震災手記 現場の声（塩釜地区消防事務組合） 

 東日本大震災 川崎市消防局活動記録誌（川崎市消防局） 

 東日本大震災 最前線の証言（月刊消防 2012年 6月号臨時増刊、東京法令出版） 

 東日本大震災 消防隊員死闘の記（2012年 3月 5日発行、旬報社） 

 消防庁による聴き取り調査 

 

(2) グループインタビュー・ディスカッション 

前記(1)の活動記録誌等の文献調査・再整理に加えて、検索方法、検索の区域割り、活動

時の緊急避難などについて、実際の活動にたずさわった消防職員への聴き取り調査（イン

タビュー・ディスカッション）を実施した。調査にご協力頂いた消防本部・職員は次の通

りである（敬称略）。 

 

第 1回聴き取り調査（平成 24年 7月 17日 全国消防長会事務局会議室） 

・陸前高田市消防本部消防長 岩崎 亮 

・仙台市消防局若林消防署警防課警防第二係長 渡邊 薫 

 

第 2回聴き取り調査（平成 24年 7月 26日 全国消防長会事務局会議室） 

・石巻地区広域行政事務組合消防本部 石巻消防署主幹兼特別救助隊長 阿部 義弘 

・塩釜地区消防事務組合消防本部 多賀城消防署主幹兼救助隊長 鈴木 啓一 

 

(3) 関連分野の専門家からの意見聴取（ヒアリング） 

さらに、上記（１）や（２）で浮かび上がった課題について、関連分野の専門家の意見

も適宜伺ったところである。ご協力を頂いた専門家は次の方々である（敬称略）。 

 済生会千里病院千里救命救急センター長 甲斐 達朗 

 東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学分野教授 伊藤 潔 

 東北大学名誉教授（前国際保健学分野教授） 上原 鳴夫 

 

(4) 消防本部への聴き取り 

各消防本部において、東日本大震災の経験を踏まえ、救助活動分野を中心として独自に

取り組まれていること、特に新たな資機材・車両の整備、津波災害時の救助活動に関連す
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るマニュアルや活動要領等の改訂や新規策定、新たな訓練の導入・実施、津波災害時の救

助活動に関連する教育・講習の導入・実施などについて、電話等で聴き取り調査を実施し

た。 

 

(5) 考察 

上記(1)から(4)により抽出された諸課題に関し、その解決に向けて、上記④の結果も含

め、消防庁及び全国の消防関係機関における今日までの取り組みを再整理した上で、今後

更なる取り組みが必要な課題等について考察する。 

 

3. 調査研究体制 

本研究の実施のため、東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会

に救助活動分科会を消防庁と全国消防長会の共同で設置し、研究を実施した。救助活動分

科会の構成は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会 

救助活動分科会 

（五十音順） 

【委員】 

萱津 雅弘 消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室課長補佐 

是澤 優 消防庁国民保護・防災部参事官           （座長） 

佐藤 孝行 全国消防長会事業部事業企画課警防防災担当係長 

佐藤 恵 消防庁国民保護・防災部防災課 

広域応援室広域応援企画・広域応援調整係長 

松永 陽一 消防庁国民保護・防災部参事官補佐 

渡辺 又介 全国消防長会事業部事業企画課長 

 

【特別委員】 

岩崎 亮 陸前高田市消防本部消防長  

渡邊 薫 仙台市消防局若林消防署警防課警防第二係長  

阿部 義弘 石巻地区広域行政事務組合消防本部石巻消防署主幹兼特別救助隊長  

鈴木 啓一 塩釜地区消防事務組合消防本部 多賀城消防署主幹兼救助隊長  

 

【事務局】 

消防庁国民保護・防災部参事官付救助係 
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第2節 東日本大震災での救助活動 

１． 被災地での消防活動の特徴 

東日本大震災の被災地での消防活動の特徴としては、次のようなものが報告されている1。 

 

 東日本大震災の被災地では、多くの現場で、消防本部によって極めて困難な救助活動が展開

された。広い範囲にわたって津波に襲われた地区では目標となる建物等がなく、自隊の現在

位置や要救助者の位置を特定することに困難が生じた。余震が続き津波警報が継続している

中で、津波の再襲来に備えて高台に置いた監視員と無線で連絡をとり合いながら救助活動を

続けた消防本部もあった。 

 

  一面に散乱するがれきや泥水に阻まれて救助車両が救助現場に近づくことができないた

め、救助資機材を携行しながら徒歩でがれきを乗り越えて移動しなければならなかった。こ

の場合、大型の救助器具を持ち込むことができず、小型で軽量であるが出力が十分でない資

機材しか使えない場合も多かった。 

 

  浸水した地区ではウェットスーツやボートを使った救助活動となったが、泥水中の鋭利な

がれきによってゴム製の器具はすぐに破損した。また、行方不明が多数発生したため、長期

間にわたって継続した活動を続けることとなった。 

 

  消防団は、地域に密着しているという特性を生かし、発生直後から住民の高台への避難誘

導や孤立した住民の救助などを行った。また、消防本部や緊急消防援助隊等との連携により、

救助活動を行った。中には、一旦住民が避難した避難所が危険な状況になったため、漂流し

ていたボート 2隻とトラックなどの車両を用いて、約 400名の住民を安全な避難所に移動さ

せたといった事例などもあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 平成 23 年版 消防白書 32 頁 
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２． 救助活動に関する教訓事項 

(1) 生存者の発見・救助 

 

 

 

 

被災者の生存救出の可能性は時間の経過とともに急速に低下し、特に発災後 72時間を超え

ると生存率が急激に低下するとされている。こうした傾向は、阪神・淡路大震災等の過去の

災害で確認されており、今回も救助隊員の認識として報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災の経験を踏まえた防災基本計画の修正（平成 24年 9月 6日 中央防災会議決

定）では、「特に、発災当初の 72時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であ

ることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分する

ものとする。」の一文が新たに挿入されたところである2。 

今回の津波災害の特徴の一つとして、非常に厳しい気候条件（厳寒）の中で発生したこと

が挙げられており、それが生存率の低下に拍車をかけたと考えられる。救助隊員等からは次

のような生々しい報告があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場で医療活動に従事した医師からも同様の指摘がされている。 

 

 

 

 

 

2 防災基本計画（平成 24 年 9 月 中央防災会議）33 頁 

① 生存者の救助は「時間との競争」である。発災直後、可能な限り迅速に多くの

救助隊員等を現場に投入することが必要である。 

 大規模災害発生時における人命救助活動の課題として、災害発生から 72時間以内によ

り多くの人を救助することが挙げられます。（中略）この 72時間を一つの目安として、

できるだけ早期により多くの人を救助することができれば、生存者の増加につながり

ます。（文献４） 

 発災から 48時間、２日間過ぎて３日目になると私が行ったところではほとんど生存者

の救助はありませんでした。（文献 11） 

 致命傷の外傷はなく、津波により長時間、体が海水に浸かったことによる低体温症で

命を奪われた事例が多く見られた。我々が実施できた応急処置は停電で暖房器具が使

用できず、濡れた衣服を脱がせ毛布にくるむことであった。（文献 11） 

 一旦津波をかぶり身体が濡れると、低体温状態になり死亡するというケースが多く見

られた。例として、屋根や工作物の上に脱出したが亡くなっている方（中略）救助を

求めていた住民の全員が負傷の痛みなどよりも寒さを訴えていた。救助活動をしてい

た我々も身体が濡れたことにより低体温となり、意識を失いそうになった。（第 2回研

究会資料） 

 発災当日溺水・泥水誤嚥・呼吸不全の重症患者が 20名以上搬入され治療を行った。そ

のなかで、津波襲来後約 2時間半程度で日没となり、水温 7.2℃の水中から脱出でき

ずに泥水の誤嚥はあっても生命は維持できていた多数の要救助者は、3時間程度で低

体温により心肺停止となり水中に沈み、結果的には死因が溺水とされたと考えられる。

（文献 15） 
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平成 24年 7月 31日にまとめられた「防災対策推進検討会議 最終報告」においては、「災害

対応は、「人の命を救う」ことを始めとして、すべて「時間との競争」であることを意識すべきで

ある」としている3。このため、可能な限り早期に人命検索・救助に着手することが必要であ

り、特に気候条件が厳しい場合などでは、その必要性が一層高まることを示唆している。 

 

（資料）石巻地区広域行政事務組合消防本部 

 

 

 

 

 

 

前述の通り、生存救出の可能性が時間の経過とともに急速に低下する傾向は、今回の災害

でも報告されているが、その反面、一般的に生存の限界とされている「48時間」や「72時間」

を経過しても生存者を発見・救出した顕著な事例が報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 防災対策推進検討会議最終報告～ゆるぎない日本の再構築を目指して～ 8頁 

② 津波災害の特徴として、72時間を超えても、押し流された建物の中などに閉じ

込められた要救助者を発見・救出する可能性は十分あるので、引き続き人命検

索に取り組むことが必要である。 

 震災 3日目、津波被害による瓦礫の検索活動で生存者が発見された。時間にして約 48

時間が経過していた。建物は 1階部分が津波により潰され 2階部分が瓦礫に埋もれて

いた。建物内からかすかに傷病者の声が聞こえる。（中略）傷病者を励ましながら重な

った瓦礫を少しずつチェーンソーで除去していく。やがて瓦礫に埋もれた傷病者はな

んとか救助された（文献 10） 

 発災後 72時間以内が生存の 1つの目安としてありますが、それ以降でもさほど意識は

しませんでした。過去、それ以降でも生存されている方は一杯いますから。（文献 11） 

 救急隊が避難所になっていた大槌高校に行った際に、避難されていた息子さんから「母

親がいるかもしれない」という情報をえました。この情報が糸口となって、発災から

92時間後、救急隊と救助隊が生存しているお母様を発見・救助することができました。

避難所への情報収集をしていなかったらわからなかったかもしれません。(文献 11) 

 （上記と同じ案件について）生存率が急激に下がり始める 72時間を超え、救助できた

要因として、（中略）女性の生命力、津波の被害を受けた住宅が 1階部分の被害のみで

残存していたこと、大阪府各隊の迅速な連携と活動が挙げられます。（文献 4） 
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その後も、石巻市において、震災から 9日が経過した 3月 20日午後に老女（80歳）とそ

の孫（16歳）が救助されたケースが報告されており、救助隊員からは次のような意見が聞か

れた。 

 

 

 

 

 

 

医学等の観点からも同様の指摘がされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの報告では、津波災害の特徴の一つとして、生存限界時間といわれる「48時間」や

「72時間」を超えても、要救助者が閉じ込められた空間に生存のための条件（がれきの下敷

きにならない、水分を摂取できるなど）が満たされれば、生存救出の可能性は十分あるため、

人命検索に引き続き手を緩めずに取り組むことが必要であることの重要性を示唆している。 

 

  

 建物ごと流され、沈まず、波を被らない空間に避難していたため、生存していた事案

があった。震災後、波に流されていた人々の話を聞くと、類似した事例を多く聞いた。

大半の人々は津波が落ち着いた後、自身にて開口部から脱出し避難していた。72時間

が経過しても条件によれば生存の可能性は高く、早いサーチが必要である。（第 2回研

究会資料） 

 地震災害で救急の可能性が発災 3-4日というのは、地震災害で被災者が建築物の下敷

きになった患者の場合です。たとえば、地震で建物が倒壊し、被災者が倒壊した建物

の中の空間に閉じ込められ、負傷していない場合は上記の 3-4日の生存の可能性の時

期には当てはまりません。（中略）水分を何らかの形で摂取できる場合は、1-2週間後

に救出されても何ら大きな問題がないことが多いです。（中略）3月 11日に雪が降っ

ている東北地方で起こった津波災害ということです。これは、津波の発生が夏に起こ

ったのであれば、救助の可能性があった溺死者が大勢あったということです。（次頁参

照） 

 世界の 26地震における調査結果を用い分析を行っていますが、地震後との生存限界時

間にはおおきなばらつきがあり、平均値は 4.7日ほどですが、けがの状態・閉じ込め

環境・水・食料へのアクセスの有無によって最長 2週間となります。（消防庁聴き取り） 
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注）全国消防長会「東日本大震災における活動の記録」の数値によ
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「72時間」について専門家の意見 

 

済生会千里病院千里救命救急センター長 甲斐達朗 

地震災害で救急の可能性が発災３－４日というのは、地震災害で被災者が建築物の下敷きになっ

た患者の場合です。たとえば、地震で建物が倒壊し、被災者が倒壊した建物の中の空間に閉じ込め

られ、負傷していない場合は上記の３－４日の生存の可能性の時期には当てはまりません。過去に、

１－２週間後あるいはもっと日時が建ってから救出された被災者は時々報道されます。水分を何ら

かの形で摂取できる場合は、１－２週間後に救出されても何ら大きな問題がないことが多いです。 

津波災害に関しては、今回の東日本大震災では、津波に飲み込まれれば溺死、そうでなければ、

軽症が多かったと報道されていますが、注意すべき点は、３月１１日に雪が降っている東北地方で

起こった津波災害ということです。当然、死因は溺死となっていますが、低体温で溺死になった方

が大勢いると思われます。これは、津波の発生が夏に起こったのであれば、救助の可能性があった

溺死者が大勢あったということです。奥尻島の津波災害後に被災者のインタビュー調査を行いまし

た。「奥尻からの警鐘－今、再び北海道南西沖地震を検証する-」（荘道社１９９９年）に書いてい

ますが、９１名の被災者および負傷者に行ったインタビューです。溺水の定義を行い、これに該当

する負傷者４９名にもインタビューをしています。その結果、多くの方が、一旦津波にさらわれた

が、救助されている事実が分かります。気温がそれ程低くなければ、多くの溺水者の救助が可能と

考えています。 
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震災９日後に救出した事案概要 

      

石巻消防署特別救助隊 

副隊長 消防司令補 佐藤 潤 

 

 平成２３年３月２０日（日）１５時４２分入電（１１９携帯）の救助指令（１５時４６分）により

石巻救助２（１台５名）及び緊急援助隊（新潟県救助隊１台５名、救急隊１台３名及び石巻消防本部

案内人１名）出動。出動途上、通信指令課より「石巻市門脇町二丁目３－１０協和産業付近で屋根の

上で助けを求めている男性１名がいるもの。」との無線を傍受。 

 現着後、協和産業東側岸壁付近で警察車両１台を確認。呼びかけながら、東側から南側を回り、検

索するも応答は無かった。その後西側へ回った所で、北西側１５０ｍ程離れた日和山から２名の市民

の方が、手で方向を示し、声で誘導を促がしていたため、その方向へ瓦礫の上を進むと、家屋の屋根

の上に警察官１名と、靴を履いていない１０代の男性の計２名の姿があった。警察官から「この倒壊

した家屋の下に８０代の女性がいる。」との情報を得た。１０代男性は倒壊家屋にいる女性の孫で、

話によれば、「震災後９日間倒壊した家屋内に閉じ込められていました。余震で崩れた開口部を発見

し、そこから助けを求めるため出てきました。お婆さんは、足が不自由で衰弱しており自力では出れ

ない状態です。」との情報を得た。１０代男性は意識鮮明で怪我等も無かった。警察との協議により

消防隊と警察合同にて救出し、緊急援助隊（新潟県隊救急車）にて病院へ搬送する事を協議した。石

巻救助隊と緊急援助隊（新潟県隊救助隊）で、内部進入した所、内部は多くの瓦礫等が重なり合って

いたものの救助活動スペースは十分にあり、更に内部、外部から倒壊危険等の有無を確認した所、崩

れる危険は無いと判断し活動を継続した。８０歳女性は仰臥位の状態で、冷蔵庫の扉が開き両足が覆

われている状態であった。両足への圧迫は無く、人力で取り除く事が可能であった。又観察した所意

識は清明であったが、衰弱及び全身に脱力感があった。携行してきたバックボードに固定し、一担倒

壊建物外の屋根の上に救出した。倒壊した建物周辺は津波により瓦礫が集積していたため足場が悪

く、要救助者の搬送を１人ずつとし８０歳の女性から搬送を開始した。瓦礫を通過した所で、県警機

動隊と合流、患者の搬送についてもう一度協議した。県警機動隊から上空で県警ヘリを待機させてい

るとのことであった。現場からの道路状況を考慮し、県警ヘリに緊急援助隊の救急救命士１名同上す

ることで、協議の結果、救急車の搬送から県警ヘリでの搬送となった。１０代男性の話によれば、震

災後９日間倒壊した家屋に閉じ込められ食料等については冷蔵庫内に入っていた食料を二人で食べ

ていたとのことである。 
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(2) 人命検索・救助方法 

 

 

 

 

津波浸水地域では、水や津波瓦礫等が人や車両の進入を拒むとともに、建物の多くが流失・

倒壊しており、広大な地域の中で要救助者がどこにいるのか見つけることは非常に困難であ

ったと報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両の進入もできず、資機材等を持ち運ぶことも困難な状況の中で、人命検索の方法や資

機材が不足していたという意見が聞かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）石巻地区広域行政事務組合消防本部  

③ 広大な津波浸水地域では、要救助者の位置を特定するのは困難であり、人命検

索においては人力活動、人海戦術に頼らざるを得ない。 

 被災地域は、津波により家屋や車、工作物等がすべて押し流されており、あたり一面

に流木、瓦礫等が散乱し、街全体を飲み込んだ被害に、要救助者の位置を特定するこ

ともできませんでした。（文献４） 

 阪神のときには、ピンポイントでおじいちゃんが本当に倒壊した下敷きにおって、生

存した状態で助けたりすることもできたんですけど、今回は、みんなが被災されて、

近隣からの情報が全くとれなかったんですよ。（消防庁聴き取り） 

 小破壊や切断及び解体を行いながらの人海戦術による廃材、瓦礫除去が中心となり、

必要に応じ重機による重量物排除を行うというもので、近年の都市型捜索救助の手法

であるショアリングやブリーチングの救助技術より、『長崎大水害』同様、“人海戦術”

が有効であると強く感じた。（文献 4） 

 瓦礫を手で一個一個どけながら、声掛けをして探していきました。家だけではなく、

車や看板などいろいろな物が積み重なっていて、その瓦礫を検索していく作業です。

（文献 11） 

 今回の地震＋津波という災害形態に対しては、膨大な瓦礫を除去しながらの捜索活動

が必要であったが、そのための車両・資機材を消防機関は持ち合わせておらず、ほぼ

無力であったと言わざるを得ない。（文献 5） 
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津波浸水地域において要救助者の発見が困難であったのは、そのような経験や想定をあま

りしてこなかったことに起因する部分もあると思料される。この点については、救助隊員か

らも率直な意見が聞かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波により取り残され、その後に救助隊員等により救助された住民が見つかった場所には、

次のような特性があったと報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、前述のとおり長時間経過後に生存救出された事例が報告されているが、人命検索・

救助に当たった隊員からは、時間の推移ととともに生存者の発見可能性のある箇所も次のよ

うに変化するとも報告されている。 

 

 

 

 

 

 

④ 生存者の発見される可能性の高い地域・箇所を重点的に検索するための優先順

位付け（トリアージ）が必要である。なお、この優先順位は時間の経過や状況

の推移ともに変わることに留意すべきである。 

 想定していた大震災発生時の災害形態（家屋倒壊、建物火災等）とは異なった災害形

態（津波による流出被害）であったため、活動方針の決定に苦慮した。また、人命検

索活動は、家屋等の目標物が移動したこと及び被災範囲が広範囲であったため、検索

箇所の特定が難しく早期の要救助者救出には至らなかった。（文献 6） 

 これまでの自主防災訓練指導では震災に対して家屋倒壊ばかりを想定しており、救出

方法を主に実施してきた。（文献 11） 

 半壊建物や空間のあるところに生存者がいる可能性があったので、そういうところを

優先して検索することを考慮してよかったとも思います。（文献 11） 

生存者がいた場所 

（１）震災当日 

   震災直後は第 1 波による瓦礫集積と後続の津波襲来、余震や予測不可能な急激な

環境変化のため、視覚による確認、住民からの情報、出動指令があっても、沖方向

への救出活動は困難（ほぼ不可能）であった。 

生存者がいた場所： 

 津波到達地点の境付近（生存救出された多くの人は、到達付近の瓦礫などから救出さ

れていた。）； 

 高所建物で浸水していない場所（津波が到達していない上階、浸水はしたが流出しな

かった場所等）； 

 家屋の屋根、流出物等にしがみつき流されたが、引き波の影響を受けなかった場合（最

終到達地点で、引き波に影響されず付近住民に救助されたもの）； 

 半壊家屋の上階に居た場合（一階は流出したが、二階以上で浸水に耐えた場合） 

（第 1回研究会資料） 

71



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生存者が発見される可能性の高い地域・箇所については、津波の来襲状況、浸水状況、さ

らには被災地の地形や居住の状況等により異なることは当然であるが、これらの救助現場か

らの証言は今後の参考とすべきである。 

大規模な津波災害での救助活動としては、過去に同種の災害の経験が少ないため必ずしも

十分な知見が蓄積されているとは言えない。このため、今回の災害における救助活動の経験

は貴重であり、将来の災害への備えという観点からも極めて重要な意義を有する。 

  

危機的状況の中、少数で多くの人命を救出するには、「着手できることから、助け

やすい者から救出する」ことを活動方針に救出活動にとりかかった。 

そのような中、生命に危機のある状況におかれた生存者は以下の場所に多く見ら

れた。 

① 津波により押し上げられた瓦礫、車両などが集積した陸地との水際（一部水没

している車両は後部側が浮いているもの） 

② 水流が弱くなる道路から街区、住宅地などに入った建物と建物の間（本流から

支流） 

③ 屋根、工作物、電線、電柱、木の上など 

 

津波襲来直後、また、次々と余波が襲来する状況にあっては二次災害発生の危険

性が大であり、不用意に水上での活動を実施することはできない。また、1 件の事

案解決にもかなりの時間を要してしまい、救える人数も少なくなってしまう。その

ため、救助活動のトリアージとして、環境の変化、余波襲来の状況を把握、予想し

生存者がいた場所では、上記①②③の順での捜索、救出活動を実施した方が、活動

隊員の危険性は少なく、かつ、1 件ごとの事案解決の時間が早いため、結果、救え

る命を増やせる効率の良い活動になると思われる。 

 

（２）翌日以降 

震災翌日は屋外の屋根上などに避難していた要救助者は、低体温や津波外傷によ

り心肺停止状態であった。翌日以降の生存者は上記場所以外では以下の場所にみら

れた。 

① 破壊された建物内の隙間（非浸水部分） 

② 平屋住宅の屋根裏 

③ 非浸水建物内（2階建住宅など） 

 

津波が引いてきた翌日は、腰部付近の浸水高にいた住民は自力脱出しており、腰

部より高い浸水高で生命に危険があるもの（自宅療養者など含む）をボートにて救

出した。屋内外で死亡していた溺水、外傷以外の大半は低体温と思われた。気温の

高い時期であったならば、屋外であろうと助かった命は多々あったと推測される。

（第 2回研究会資料） 
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今回の津波災害の経験からは、津波災害に固有な救助方法をさらに整備することを提案す

る意見が出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの報告では、大規模地震による建物の倒壊・座屈現場で、瓦礫に埋もれた又は建物

内部に閉じ込められた要救助者の位置特定、救出・救助のための資機材や戦術と比較すると、

津波災害における人命検索や救助技術に関しては必ずしも十分な知見が蓄積されていない状

況を反映している。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの意見では、津波災害に適した救助方法についてさらに整備を進めること、実践的

な訓練等を積み重ねつつ習得に努めていくことの重要性を示唆している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）石巻地区広域行政事務組合消防本部  

⑤ 東日本大震災での経験を生かしつつ、津波災害に適した人命検索・救助方法の

更なる充実を図り、実践していくことが必要である。 

 あまりにも津波というものの知識がなくて（中略）阪神淡路大震災のイメージがあっ

たんですね。それで、やはり建物の倒壊に対応する救助資機材がいるんじゃないかと

いうことで、逆に積載しているボートまで降ろして、そこにさらに救助資機材、倒壊

建物に対応するような資機材を積み替えてわざわざ出場した。（消防庁聴き取り） 

 今回の活動では、全国的な検証、取り組みが進んでいる都市型捜索救助（ショアリン

グや閉鎖空間における救助等）を実施していないが、仮に流された木造家屋内に生存

者が確認されたとしても、津波により沼地のようになった場所において、都市型捜索

救助の技術は生かせず、救出は大変困難であったと思われる。（中略）今回の活動を通

して、津波災害での救助における最大の敵は『水』であった。（文献 4） 

 削岩機などの動力系救助資機材を使用せず、つるはし、唐桑などを使った掘削や活動

障害排除など、人力活動中心の救助訓練を定期的に計画するなど、効率的な救助技術

の習得に努めること。（文献 4） 

 救助活動の対策や訓練を水の中で行うなどという経験はなかったが、今後は、ビデオ

で見たり、図上訓練を行ったりすることが必要ではないかと感じた。（文献 7） 

 人命検索用の簡易な探知機があれば有効である。（文献 6） 
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(3) 重機の活用（道路啓開、瓦礫除去と連携した人命検索・救助） 

 

 

 

 

人力活動中心の救助活動を展開する中でも不可欠となるのが重機の活用である。津波浸水

地域における道路啓開や人命検索・救助活動のための瓦礫除去には重機が不可欠であるとい

う意見が数多く聞かれたところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路啓開のための重機の活用に加えて、検索や救助に当たっての重機の有用性についても

今回の災害現場での経験により再認識されたところであり、次のような報告がされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの報告や意見はいずれも重機の有用性を強く主張しており、今後、重機と連携した

救助活動についての実践的訓練を積み重ねることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

（

    資料）陸前高田市消防本部  

⑥ 津波浸水地域での道路啓開や人命検索・救助活動に当たっては、瓦礫除去のた

め、重機の活用は不可欠である。 

 救助工作車を最前線に部署させるためにも、重機による道路啓開が必要とされる。（中

略）救助活動の現場において、隊員の進入に際し、障害物が大きく、隊員の手作業で

は除去困難な場合に、重機による排除が必要とされる。（文献 4） 

 瓦礫撤去が本格化したのは、重機が入ってからで、11日、12日は捜索しても、人は見

つからなかった。（文献 7） 

 人力による活動には限界があり、重機投入の必要があったが、初期の救助活動に従事

する重機数が不足していたため、大規模震災時に重機を運用できる機関との連携体制

の構築が必要である。（消防庁聴き取り） 

 重機を活用した災害対応は、そう多くはないとおもわれますが、重機を保有すること

で、円滑な活動ができ活動の範囲が広がるものと考えます。（文献 4） 

 初期の活動では、行方不明者の人命を尊重して、重機等を使用せず、手作業による救

助活動を行った。その後、重機を使用して瓦礫を除去しながらの救助活動に移行した

が、重機の活動のパワフルさを改めて実感するとともに、かなり繊細な作業もできる

ことが認識された。（文献 5） 

 初動時期における捜索救助活動では、特殊重機を駆使して人間の指先のように操作し、

瓦礫を一つひとつ慎重に除去しながら捜索活動を支援していただいた。（文献 5） 
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前述のとおり、津波災害の救助現場では重機の活用は不可欠になる場合が多い。消防機関

が自ら重機を保有し、訓練しておくことは有効ではあるが、多くの消防機関が実際に重機を

保有し、その取扱いに習熟しておくのは難しいのが現状であり、様々な課題が指摘されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防機関が自ら保有する以外の手段として、示唆に富む提案が聞かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業との協定の締結にとどまらず、それが実際に機能するためには「顔の見える関係」を

構築すること、消防団員個人の所有の重機の活用など、いずれも経験に即した貴重な提案で

ある。 

⑦ 消防機関による重機の保有に加えて、建設業者・解体業者等との事前協定、定

期的な合同訓練等により顔の見える関係の確立が有効である。また、重機を保

有する消防団員との連携も有効である。 

 消防本部によっては、重機を保有する本部もあるが、中核市規模本部での保有は諸般

の事情から厳しいのが現状である。（文献 5） 

 各県、中核都市に 1台でも導入されれば、他都市で発生した災害事案にも有用であり、

各種応援協定等による要請にも円滑に対応できるものと確信します。それにより所有

された救助隊が重機を使用しながら救出活動を行うことにより効果的・効率的な活動

を実施できるのではないかと考えます。（文献 4） 

 他消防本部では、建設機器会社から重機を借り入れたり、消防本部独自で購入したり

している所がごく僅かあるようですが、大部分は企業や組合及び建設業者等に作業委

託契約を締結し、有事の際は出動を要請し現場活動を行っているのが現状です。しか

しながら委託契約では現場へ重機が到着するまでにかなりの時間を要し、特に土日祝

日、夜間等においては要請から数時間がかかるのが課題であります。（文献 4） 

 重機などの救助・捜索協力については、被災地での調達が困難となり、被災地以外の

他都道府県にも協力要請する必要が想定されることから、事前に、各都道府県へ地域

防災計画の見直し等を投げかけ、迅速な関係機関との連携づくりに努める。（文献 4） 

 応援側ではなく受援側になった場合、他機関・民間企業との応援協定等による重機の

調達が不可欠であり、費用等のさらなる制度上の改善を期待したい。（文献 4） 

 宮城県解体工事業共同組合との道路啓開に係る協定など、今回の震災において大変有

効に機能した協定があった反面、燃料不足等により実動しようとしてもできなかった

協定や、まったく実動なしの協定も見受けられたことから、協定内容の洗い直しを行

うとともに、定期的に合同訓練を行うなど、顔の見える関係を構築する必要がある。

（文献 5） 

 3月 12日 13時 30分に泉消防団副団長個人の所有の重機による、中野小学校までの道

路啓開活動を終了し、15時 16分には仙台市立工業高等学校までの市営バスによる全

避難者の輸送を完了している。（文献 5） 
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(4) 津波浸水地域での人命検索・救助活動に有効な車両・資機材等 

 

 

 

 

 

車両が進入できない広範囲にわたる津波被災地での移動手段としては徒歩が中心とならざ

るを得ず、また、携行できる救助資機材も限られたものにならざるを得ない。救助隊員等か

らも次のような報告が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの報告では、津波浸水地域のような広大な被災地でも携行が容易な小型・軽量の救

助資機材の整備の必要性を示唆している。 

車両については、道路状態が悪く大型の消防車両の通行は困難であり、人員の輸送用の車

両や車両の小型化を求める意見が多く聞かれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広大な津波災害地域において検索・救助活動を実施するためには、小型で走破力の高い車

両、人員・資機材を輸送する小型の車両、小型で携行が容易な資機材等の必要性は高い。し

かしながら、そのような車両や資機材を津波災害のためだけに整備することは必ずしも効率

的とは言えないので、その他の災害にも活用できる汎用性を勘案して更なる整備を進めてい

くことが重要である。 

 

 

 

  

⑧ 広大な津波浸水地域では、大型の車両の進入や資機材の搬送は困難であり、小

型で走破力の高い車両、人員・資機材を輸送する小型の車両、軽量で携行が容

易な資機材等が必要である。 

 救助工作車等は被災地に入れず、油圧救助器具も軽量で持ち運べるものが有効である。

（消防庁聴き取り） 

 資機材は後方の高速道路上、浮遊する瓦礫を乗り越え到達した現場、この場所に戻る

時間は無い、検索と同時に必要と思う資機材を隊員に携行させ、広大な被災地の中に

進入した。チェーンソー、手斧、携帯型油圧救助器具、資機材は十分とは言えない。

（文献 4） 

 津波襲来を想定した場合、車両の軽快性、乗車人員からもワゴン車等の車両やトラッ

クなどが適正であり、重厚長大なポンプ車、救助工作車の現場臨場は今回の現場にな

じむものではなかった。（文献 6） 

 大型車両は絶対現場に行けませんでしたからね。小型の車両ですよね。マイクロバス

みたいなのが一番有効だったと思います。そこへ人員だけ乗せて現場に行く。トラッ

クで資機材搬送するといったような形で、ピストン輸送でしょうかね、そういった形

で現場に消防隊員を派遣したといったような状況です。（消防庁聴き取り） 
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津波の浸水区域では、一部地域では地盤沈下も相まって、長期間にわたり水が滞留したた

め、泥水の中での検索・救助活動が行われた。そのような状況の中では、ボートは不可欠で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボートの種別としては、ゴムボートよりはアルミボートやプラスチックボートの方が使い

勝手が良い、また、ゴムボートについては、パンクしにくいものを装備すべきという意見が

ある。ただし、プラスチックボートのデメリットとして、軽量であるため、引き波などに巻

き込まれやすいという点も指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水難救助以外の場面ではあまり多く活用されてこなかった水上バイクについては、今回の

津波災害において有効に活用されたという報告がある。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、水上バイクについては、有効に活用されたという報告がある一方で、水中に散乱す

⑨ 津波浸水地域での救助活動のためにはボートは不可欠であり、特に有効な軽量

のアルミボート、プラスチックボートの充実が必要である。また、水上バイク

が有効な場面があることに留意する。 

 津波により浸水区域が広範囲であり、浸水時に対応する舟等の数が少なかったため、

活動が困難であった。（文献 6） 

 ハード面で一番必要と思ったのは舟、ボート。（中略）ボートがあれば、かなりの人を

助けることができたと思う。（文献 7） 

 初期の段階では水田等が冠水したまま排水されず、自衛隊とともに、ボートを使用し

ての検索活動を行った。（文献 5） 

 津波災害時の救助で大変有効だったのは、小型のプラスチックボートである。メリッ

トは、軽量であるため転戦移動が容易であること、途中で瓦礫に阻まれた場合でも 2

名で十分持ち運び瓦礫を乗り越えて進めたこと、瓦礫が接触しても破損しないこと、

小回りが効き、狭所進入ができたこと、などが挙げられた。（第 2回研究会資料） 

 ボートはアルミ製でなければ駄目でした。瓦礫が漂う海のような状態でしたので、ゴ

ムボートではすぐに穴が空いてしまいます。（文献 11） 

 河川や海に面しているところでは、パンクしにくいものを 2班くらいは装備しておく

べきではないかと思った。（文献 7） 

 水上バイクを活用して知人を救助している住民がいたことから、協力を要請したとこ

ろ快諾を得て、水上バイクとアルミボートをロープで連結しての救助活動が始まった。

（中略）何度も水バイクで搬送した。この活動は明け方 5時頃まで続き 100名以上を

救助した。（中略）水深が浅くても活用できる水上バイクは今回の浸水地域での救助活

動において機動性を発揮した。（文献 9） 
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るゴミを吸い込んだため故障につがったという報告もあることに留意が必要である。また、

消防機関が自ら保有することにとどまらず、それらを保有している関係機関との連携も有効

であろう。 

今後の津波災害対策を進める上で、軽量で頑強な小型ボートの配備、水上バイクの活や保

有のあり方について更に検討していくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）石巻地区広域行政事務組合消防本部 

 

 

（出典）http://ameblo.jp/mg-nori/entry-10869749813.html 
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津波浸水地域では、水中における人命検索や救助が必要であり、そのためには水難救助の

検索方法や資機材が有効であると数多く報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胸まで水に浸かるような状況での検索活動においては、十分な資機材、特に頑強な胴長や

ドライスーツが不十分であり、水中の瓦礫等により救助隊員等が切り傷を負うことや釘など

を踏み抜くなどのケースが多く報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後述（第３章）のとおり、消防庁や各消防本部では、東日本大震災の経験を踏まえ関連す

る資機材の配備を進めており、このうち胴付長靴、ドライスーツなどは比較的多くの消防本

部で配備が進められており、これらを活用したより実践的な訓練等を重ねておくことが必要

である。 

 

 

 

  

⑩ 津波災害では水難救助用の資機材に加えて、釘等の踏抜きや水中に散らばる瓦

礫から体を防御するための頑強な胴付長靴やドライスーツが不可欠である。 

 装備としては、丈夫な長靴や手袋、釘を通さない履物が欲しかった。実際、釘を踏み

抜いた団員もいた。支援物資で長靴は届いていたが、すぐにゴムが破れたり、釘を通

してしまった。（文献 7） 

 泥水下の活動では、水中に瓦礫が散乱していて、梁などによって足を負傷するなどの

事例が多くあったようです。踏抜防止の対策を各本部で工夫してやったという話を、

さまざまなところからきいたんですけども、その点についてどのような工夫をしたか、

（中略）胴付きの長靴の先とそれから底には踏抜防止のものを持たせて、それからパ

ーソナルフローティングデバイス、PFD（※ライフジャケット）等も付けさせて検索活

動にあたらせたということなので資機材は持たせました。（文献 4） 

 津波被害により、あらゆる場所が水没しており、水中内の検索に多くの労力を要した。

以上に加え、当時の外気温は非常に低く、氷点下に至ることもあり、活動に支障を生

じた。広範囲の検索のほか、水中の検索や防寒対策等様々な活動障害への対応が求め

られ、現場での活動は水難救助対策も必要であると感じた。（文献 4） 

 水難救助用資器材及び水難救助検索法を津波被害地区における人命検索法としての活

用を検討したところ、周辺環境に柔軟に対応し、臨機応変に装備を変更して活動でき

る点、組織的活動を行うことにより検索漏れを減らすことができる点等から、水難救

助用資器材、水難救助検索法とともに、あらゆる災害現場に安全、確実、迅速な対応

が可能なため、津波被害地区における人命救助法として有効であるという結論に達し

た。（文献 4） 
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津波災害の特徴として陸路が途絶した孤立地域、建物の屋上等に避難したが水が引かずに

取り残された多くの要救助者を救出するためには、ヘリコプターが幅広く活用されたことが

報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように津波災害時のヘリコプターの有効性が数多く報告されている一方で、今後

検討すべき諸課題も報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防防災ヘリコプターの配備は、都道府県や政令指定都市において推進されている。

今後ますます重要性が増していくことが予想されるので、臨時ヘリポートの確保、ヘリ

コプターによる活動の優先順位付け等の諸課題の解決を図りつつ、効果的な運用や陸上

の活動との連携などについて、更なる体制整備を図っていくことが必要である。  

⑪ 津波浸水により発生した孤立地域や建物の屋上等に取り残された人々の救助な

どにはヘリコプターは極めて有効であり、津波災害時におけるヘリコプターと

連携した人命検索・救助方法についての更なる体制整備が必要である。 

 今回は仙台市ヘリコプターによる吊り上げ救助人員は 143名、若林区救助人員の

31.5％を占め、ヘリコプターの機動性を活かした救助活動は、さらに重要性を増すと

思われる。（文献 4） 

 3月 11日の地震発生後、中野小学校（仙台市宮城野区）には地震発生及び津波被害に

より多くの市民が避難しており、津波による浸水のため、校舎に取り残されることと

なった。（中略）3月 11日は自衛隊ヘリ、3月 12日は仙台ヘリ 1・2、札幌市消防ヘリ、

自衛隊ヘリで中野小学校に取り残された避難者等を救助している。地上からの活動は、

津波による浸水のため現場まで到着できず（中略）今回のような津波災害の場合孤立

した人の救助、物資搬送はヘリが有効。（文献 5） 

 津波災害では、陸路遮断で孤立地域が多数発生したことから、ヘリコプター等航空機

の活用が有効であったが、調整結果が現地に届かず、ヘリポート運用と搬送先照会に

苦慮した事案が存在した。（文献 6） 

 今回のような津波災害の場合、孤立した人の救助、物資搬送はヘリが有効であること

から、各市町の地域防災計画見直しにあたり、十分市長と協議しヘリ専用で使用でき

る臨時ヘリポートの整備を進めるべきとした。（文献 9） 

 救助員、救急員をホイストで降ろす。すかさず無線で要救助者は数百人するとの報告。

周辺は全く水が引く気配がない。一人ひとりホイストで救助するほかない。気の遠く

なる話だ。（中略）今回の災害活動では、ヘリコプターによる救助という初動対応が大

きな存在を示すこととなった。その反面、新たに多くの課題も見えてきた。（文献 11） 

 活動は、ヘリコプターに対する要求が多い。いかに効率よくヘリコプターを運航する

かだ。（中略）ヘリコプターに係る業務の優先順位の決定に関しては今後も検討の余地

が多く残るものと思う。（文献 11） 
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(5) 救助隊員等の安全管理・健康管理 

 

 

 

 

 

 

今回の津波災害では、長時間にわたり津波が沿岸部に押し寄せる中で、住民の避難誘導や

救助活動に従事し、その中には津波により犠牲となり尊い命を失った多くの消防職団員がい

たことは誠に痛ましい出来事であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防職団員の安全性を確保することは最重要事項であり、そのための取り組みについても

多くの意見や提案が聞かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 二次災害に対する安全性の確保等、隊員の安全管理は最優先事項である。津波

浸水地域での救助活動中に発生する津波・余震等に関する情報伝達、退避の命

令系統、退避方法や退避時間の確保などのルール化を進めるべきである。 

 消防団員 34名が市民の避難誘導中に殉職したことは誠に残念であります。活動中の安

全確保、これについて消防団員も含め消防職員も万全を期さなければならないと深く

反省している。（文献 4） 

 一番重要なことは、2波、3波と繰り返し来る中での隊員の安全確保、消防団員の安全

確保というようなものを、今後検討して教育していかなければならないと痛切に感じ

ております。（文献 4） 

 津波が第 2波、第 3波と押し寄せる中での救助活動は、まず時間との戦い、来て引く

まで 10分ちょっとという間に救助しなければならないということで、資機材の活動は

非常に難しかった。（文献 4） 

 余震の中、津波警報が出ると、活動を中止せざるを得ない。隊員にとっては、いちい

ち中断しなくてはいけないことにいら立つし、効率が悪い。（中略）安全を第一に図る

ことは絶対であり、隊員の皆さんには本当に辛い活動を続けていただき、本当に申し

訳ない気持であった。（文献 11） 

 

 広範囲なエリアでの救助活動中、余震や津波の発生を早期に活動する隊員に知らせる

ため、陸上部隊の警戒情報だけを頼りにするのでは心配である。（中略）想定外の災害

が発生してもヘリコプターや船上に避難するなど、二重三重の避難体制がとれる安全

管理の徹底が必要と考える。（文献 4） 

 被災直後の現場の最前線における活動では、『退路』の確保とそのタイミングに係る情

報伝達など、『二次災害の防止』に関する事項が最重要課題のひとつに挙げられます。

（文献 4） 

 隊員の安全、消防団員の安全を確保するためにも、退避の時期、それからの退避の方

法、命令系統を明確にしておいたほうがよろしいかと思います。（文献 4） 

 避難が必要な場合は、消防車両のサイレンを断続的に鳴らすなどの方法をあらかじめ

周知しておくなどの措置が有効である。（文献 6） 
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消防庁では、「大規模災害発生時における消防本部の効果的な初動活動のあり方検討会」

を開催し、効果的な初動活動及び職員の安全対策を含めた具体的に取るべき方策などに

ついて検討し、その結果を報告書として公表した。このうち津波災害時における安全管

理としては、消防職員の安全及び消防活動の継続を図るとともに、住民の避難誘導を行

うため、職員の身に津波による危険が迫れば「消防職員も退避する。」ということを基本

とし、それを事前に住民に周知し、十分な理解を得ておくことが必要であるということ

としている（第３章参照）。4 

 

消防機関・職団員の被災状況 

 

消防職員 死者・行方不明者：27 名 
建物被害 （全壊、半壊又

は一部損壊） 消防本部・消防署：143 棟、分署・出張所：161 棟 

車両等被害 車両：86 台、消防艇：2 艇、*県防災ヘリ 1 機 
 

消防団員 死者・行方不明者：254 名 

建物被害（使用不能） 消防団拠点施設（詰所等）：420 箇所 

車両等被害 車両：261 台 

 

 

（資料）釜石大槌地区行政事務組合消防本部、宮古地区広域行政組合消防本部 

  

4 「大規模災害発生時における消防本部の効果的な初動活動のあり方について（通知）」（平成 24年4月 11日 消防庁消防・救急課

長） 
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今回の災害における救助活動等は、非常に厳しい環境（厳寒）の中で実施することとなっ

たが、隊員の安全管理と同様に重要なことは、隊員の活力の維持や健康管理であった。逆に、

活力や健康が維持されないと、隊員の安全管理に問題が生じかねない状況であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のような非常に厳しい経験を経て、隊員の体力維持、健康管理、防寒対策を充実すべ

きという意見が数多く聞かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑬ 厳しい環境下や活動が長期化するなどの状況では、隊員の活力維持、健康管理、

厳寒期の出動に備えた防寒対策等について、万全の対策が必要である。 

 ああいう現場で活動するに当たって、やっぱり食事というのは一つの活力になるんじ

ゃないかと感じました。どんなに頑張って帰ってきても、またアルファ米を食べて、

ちょっと休んで、また行って。何か士気が当然落ちていくのかなというふうに感じて。

（消防庁聴き取り） 

 不眠不休の活動からテントに帰れば、濡れたものを乾かす術もなく、簡易ベットも無

い状態であった。あまりの寒さに車で寝るしかなく、とても疲れがとれる状態ではな

かった。（文献 11） 

 野営の公園でほとんど一睡もできなかったと思います。風はきついし、寒いし、マイ

ナス 7度といっていましたし、ほとんど寝てないので。（中略）気持ちはあるけれども

事故が起きますね。（消防庁聴き取り） 

 今回の活動の中で必要な装備は（中略）カッパや長靴、防寒着は必須でした。一度濡

れたままで寒い中で過ごすのは大変でしたし、救助などで濡れた状態で屋外で過ごし

た団員もいました。（文献 7） 

  

 温暖な瀬戸内地域もある兵庫県と被災地の気候風土を比べたとき、やはり寒冷地対策

の充実の必要性があった。車両関係で言えば、タイヤ・ワイパー・バッテリー等に不

安の残るままの出動であったのは否めない。野営で使用したエアーテントも、氷点下

での就寝を想定した構造ではなく、寝袋やマット等の防寒対策に改善の余地（特に第

1次、第 2次隊において）があったと言える。また、雪中での救助・捜索活動に関し

ても不慣れな部分があった。（文献 5） 

 日頃体験したことがないような極寒状態での野営は、捜索活動の疲れを癒やすどころ

か、寒さによって一層疲れを蓄積させ、体調不良を誘発する要因にもなる為、極寒地

仕様の寝袋や屋内外用ジェットヒーターなど、九州地方の温暖地域で組織される緊急

消防援助隊においても、整備する必要性を痛感した。逆に、夏季に猛暑の中で、長時

間の活動を実施する可能性もありうることも視野に入れて、季節・気候を問わず対応

出来るような支援資器材も検討すべきである。また、体力維持や栄養補給、健康管理

を左右する給食器材も充実を図り、数十人規模で派遣される県下隊員へ効率的に食料

配給できるよう見直す必要がある。併せて、各資器材のみを搬送する為の、クレーン

付トラック等の配備も望まれる。（文献 5） 
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今回の災害では、県内外から多くの応援部隊が駆けつけたが、その際、野営地を確保する

ことが困難であったという報告がある。そのような中でも、各消防本部では様々な工夫を行

ったものの、検討すべき課題が指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の津波のような広域災害に備えた野営地の確保のあり方については、引き続き検討し

ていくことが必要である。加えて、食料や燃料の確保に様々な困難・課題があったことが多

く報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 活動を支えるための野営地の確保、食料や燃料の確保、トイレの確保などにつ

いて、受援体制も含めて周到に準備することが必要である。 

 被災地に対する緊急消防援助隊の数が大変膨大な数になりました。それに伴いまして

（中略）宿泊地の確保という点で難しかったということがありました。（文献 4） 

 大部隊が南三陸町内で宿営等ができる状態ではありませんでした。毎日、約４０キロ

を走行して南三陸町に入りました。（消防庁聴き取り） 

 緊援隊が５県隊来たわけですけれども、その野営地について当初は市内に設営しなけ

ればならないものだという固定観念のもとで探したわけですが、その後いろんな情報

を見ますと、数キロ、数十キロ離れた他市町村に野営地を求めて、そこから対応して

いたという事例も伺いました。ですから、頭の切り替えといいますか、災害によって

は通常の消防計画、地域防災計画を超えた対応も発想の中に入れておくべきだったと

感じております。（文献 4） 

 津波災害により、計画にあった沿岸部の野営場所が使用不能となり、一般団体の協力

を受けながら野営場所の確保を行ったところもあり、野営場所の確保・見直しは喫緊

の課題となっている。（文献 5） 

 震災で供給元が被災したり、停電等で給油所閉鎖が続き、燃料が不足し、燃料確保に

苦慮した。消防本部・県単位での自家給油施設等が望まれる。（文献 6） 

 沿岸部の給油取扱者がほとんど被災し、また、長期的な停電により給油所としての機

能が停止し、県内において深刻な燃料不足問題が生じた。当組合としてもある程度の

燃料備蓄はしていたが、長期的出動になると間に合わず、協定を結んでいた給油所に

あっても元売りからの供給が渋ったことから給油制限も生じた。（中略）。今後は元売

りを含めた業者との協定を締結、備蓄増量を図るべきと検証した。（文献 9） 

 当組合消防計画に基づき、非常食料は、1日主食 1食、副食 1食、飲料水３リットル

の３日分であった。（中略）震災後約 5日目までは食料補給が困難を極めた。このよう

な内容を検証し、備蓄食料等は、１日主食２食、副食１食、飲料水３リットルの５日

分は確保すべきと検証、併せて民間業者との更なる協力体制を構築していくべきとし

た。（文献 9） 
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さらに、燃料や食料に加えて、トイレの確保に苦労した、事前にあまり想定しておらず準

備していなかったなどの報告がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野営地の確保、食料や燃料の確保、トイレの確保などはいずれも活動を支えるための重要

な要素であり、応援する側及び受援する側の双方において適切に準備しておくことが課題で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）東京消防庁 

 

  

 寒冷地での野営で随分苦労をしたようです。困ったのは屋外トイレです。３つくらい

しかなく、寒い中を隊員がずっと並んで順番待ちです。消防本部さんに頼んで、第三

次隊は小学校の体育館をお借りできました。水洗トイレで水が出ました。夜間は暖房

してもらい、これは疲れをとったりするには良かったです。（消防庁聴き取り） 

 ストレスがたまるのはトイレだと思うんです。食料だとかテントだとか燃料だとかは

支援隊にはあるんですけれども、トイレのキャパ的なものは考えていなかったのは事

実です。長期化になれば、それを持って帰ったりしなければいけませんし、率直に感

じています。（消防庁聴き取り） 
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前述のような個々の課題に対応していくための後方支援のあり方についても今回の経験を

踏まえた積極的な意見が聞かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように多くの課題があった報告に加えて、後方支援がうまく機能したことが円滑な救

助活動につながったという趣旨の報告も散見される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような貴重な経験を踏まえつつ、次なる大災害へ向けた検討が必要である。後述のと

おり、消防庁においては、緊急消防援助隊の長期に及ぶ活動を支援するため、人員輸送車、

資機材搬送車、燃料補給車、支援車などの車両等を整備するとともに、緊急消防援助隊の長

期にわたる活動を支える広域活動拠点の整備についての調査検討を進めており、今後更なる

後方支援体制の充実が求められる。 

  

 被災地では、現場活動も含め、基本的に食事等身の周りのことも自衛で行わなければ

ならず、3日間の活動ではあったものの、疲労の度合いは大きく感じられました。こ

のようなことから、後方支援隊が組織的に野営や炊き出しなどを確実にサポートする

ことで派遣隊員の滞在期間も延長でき、効率的な部隊運用につながると思います。（文

献 4） 

 長期にわたる災害現場において、隊員が負傷なり、具合が悪くなった場合の救護体制。

自衛隊の場合は自己完結型で、宮城内陸に行った際も救護班が現地に入っているんで

すけれども、あれはあくまで自衛隊員のための救護班であって、被災者側の救護班で

はない。うちらの場合は、救急隊は行くんだけれども、救急隊は自分たちの救急活動

ではなくて、被災者のための救急活動。しかしながら、危険な場所に行っている我々

の救護体制はどうかと、そういうことをちょっと考慮して頂ければよろしいかなと。

（消防庁聴き取り） 

⑮ 後方支援は活動全体を支える重要な要素であり、東日本大震災の経験を踏まえ、

次なる大災害に向けて、今後更に充実を図るべきである。 

 発災直後から深刻な燃料不足が発生していたが、後方支援部隊の別部隊として新潟市

消防局内に神戸市消防局員による補給隊が派遣され、燃料・食料等の物資調達及び搬

送が行われた。この新潟補給隊のピストン輸送のおかげで、円滑な救助隊の活動が実

現された。（文献 5） 

 被災地にありながら「衣・食・住」などの後顧の憂いなく救助活動に集中することが

できた大きな理由として「後方支援隊」の存在が挙げられます。（中略）緊急消防援助

隊活動そのものを支える重要な部隊に位置付け、災害派遣に際しては「先遣隊」の編

成部隊に組み込み、経験値から割り出される車両装備をもって、主要部隊を前方から

受け入れるイメージで部隊運用していくことで、よりスムーズな現地支援活動への移

行が可能になるものと思慮します。（文献 4） 
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(6) 関係機関との連携 

 

 

 

 

 

津波浸水地域では、目標となる建物などが流失し、現在地の特定にも苦慮する状況があっ

たとされている。そのような困難な状況に関わらず、検索範囲の設定のためには様々な工夫

が行われたことが報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、多くの被災地では必ずしも明確な検索範囲の指定や他機関との連携が図ら

れていたわけではなく、様々な困難な課題に直面していたことが報告されており、そのよう

な経験に基づく重要な提案が聞かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に市町村、現場レベルでの検索範囲の分担、そのための機関間の連携をより効率的、効

果的に進めるための事前の計画作りやより実践的な訓練が必要である。 

 

  

⑯ 数多くの機関が災害現場で救助活動を実施するに当たっては、検索範囲につい

て明確に分割・指定しておくことが効率的である。 

 津波被災地域を道路や堀で区割りしメッシュ図を作成。津波被災当初は地域を 4分割

し、当局活動隊と緊急消防援助隊を各ブロックに投入し検索を実施。（消防庁聴き取り） 

 山元町では、未だ水没したままの地区もあり、消防は活動できる範囲での捜査活動と

なったが、第一次派遣隊時に水没し被害の大きな地区には、まず自衛隊の機械力を投

入して道路啓開をおこなって捜索活動の足がかりをつけ、消防は、対処できる部分か

ら活動を開始し、検索範囲を広げていくことで活動調整ができており、自衛隊と共通

の図面には共通のメッシュ番号を入れて、情報の共有化と検索エリアの塗りつぶしを

決めていたが、このまま引き継がれていた。（文献 12） 

 目標物が津波により流されていたことから、検索範囲の明示が難しく、重複の可能性

があった。（中略）広範囲の検索では、検索の漏れや重複を防ぐことが必要となるため、

明確な検索範囲の指定も必要となる。（文献 4） 

 津波で目標となる建物などが流出し、現在地の特定にも苦慮する状況でした。その結

果、愛知県隊の中でも検索箇所の重複が見受けられたことから、限られた時間を有効

に活用するために、自衛隊や警察等の他の機関と連絡を密にとり、捜索範囲が重複す

ることのない効率的な活動の必要性を認識しました。（文献 5） 

 現在地を認識するのに不可欠な目印が消失しているため、位置情報を伝えることが困

難であった。今後は GPS測位計を隊ごとに携行させて、座標対応の地図又はカーナビ

ゲーションで表示させるなどの対応が必要である。（文献 6） 
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検索範囲の区割りの実例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料提供）仙台市消防局 
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検索場所の区域割りについて 

（消防本部からの聴き取り結果） 

 

陸前高田市消防本部 

 ・自衛隊とは、区域割を指定して捜索の重複を招かないように調整した。 

 ・県内消防応援隊には、交通遮断地域の救急救助対応を要請した。 

 ・緊急消防援助隊各県隊には、区域を指定して捜索を要請した。 

 ・火災・救助は県隊別に対応順位を指定した。 

 

仙台市消防局 

津波被災地域を道路や堀で区割りしメッシュ図を作成。津波被災当初は地域を４分割し、当局活

動隊と緊急消防援助隊を各ブロックに投入し検索を実施、道路啓開後は沿岸部の集落近傍の空地

に、自衛隊、警察と共にそれぞれ現場指揮本部を設置した。メッシュ図を細分化し各機関の検索範

囲が重複しないように毎朝ミーティングを実施、各機関が持つ情報の交換、その日の活動内容等情

報の共有に努めた。また、資機材及び人的支援を相互に行った。 

 

石巻地区広域行政事務組合消防本部 

ア 震災当日 

眼の前の救助に追われ他機関との連携は全く取れなかったのが現状である。無線等による

情報も無く、自隊の活動で精いっぱいであった。発災後、3時間くらいが経過した後、地元消

防団と合流ができ活動できた。 

イ 翌日以降 

㋐ 翌日早朝に緊急消防援助隊が到着したが、自隊以外の管轄被害詳細が把握できなかったこ

と、また、生存者を優先し、少数で多数を救出することを活動方針としたため、人口割合

の高い石巻地区（特別救助隊活動地区）を中心として区域割を実施した。 

㋑ 警察、自衛隊とは救出活動においては連携できず、遺体収容にとりかかった震災から 5日

後に三者協議（毎日 20時）を実施、大きい地区ごとに消防、警察、自衛隊エリアを区域割

し活動した。しかし、特別救助隊においてはエリアを限定せず、救助資器材を使用しなけ

れば遺体を収容できない事象（瓦礫、車両の下敷きなど）や重機が進入できない場所など、

各機関から要請された特異事象を担当した。 

 

塩釜地区消防事務組合消防本部  

市災害対策本部で自衛隊，警察，消防の捜索区割りを決定。消防担当区域については更に分割し，

捜索範囲が重複しないよう注意した。 
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警察、自衛隊との連携の必要性については多くの意見が寄せられている。 

 

 

 

 

 

連携がうまく行われた事例と行われなかった事例は混在しているのが実態である。前者と

しては、次にように調整が効果的に実施されたと事例が報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他方で、連携が十分に図られなかったという事例としては、前述のように検索範囲の重複

等に関する事例が多く報告されている。このような状況を踏まえ、これらの機関間での調整・

連携をさらに充実すべきという提案が出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関間の連携は、国、都道府県、市町村、さらには救助現場のそれぞれのレベルにお

いて更に充実させていくことが今後の課題である。 

  

⑰ 検索範囲の区割り、検索における協力等について、できる限り初期の段階から

警察、自衛隊等の関係機関との調整が不可欠である。 

 今回のような大災害では、消防機関だけでは活動に限界があることを痛感した。自衛

隊や警察及び医療機関などが連携して活動しなければ効率的な活動ができないと思わ

れる。（文献 6） 

  

 自衛隊等との合同での救助活動、行方不明者の捜索活動が実施された。自衛隊とは当

初の 1週間くらいまでは、なかなか連携がとれず、個々の計画で救助活動等を行って

きた部分が多く見られたが、その後は次第に連携もとれ情報も共有できてくると、お

互いに資機材を融通することや、自衛隊の車両に指揮隊長が同乗して、情報収集や活

動方針の検討等を行うことができた。（文献 5） 

 署隊本部及び団本部合同による対応会議を毎日 18時から開催し、当日の活動概要説

明、翌日の活動方針等を決定し、職員、団員が共通認識をもって活動にあたった。ま

た、津波被災地では、毎朝、若林署現地指揮本部長が中心となって、緊急消防援助隊、

警察、自衛隊、環境局等と調整会議を開催し、活動区域割りや活動内容等の確認を行

い、救助・捜索活動の徹底を図った。（文献 5） 

 捜索活動時においても、自衛隊、警察及び消防の機関が、それぞれ独自の戦略により

活動したため頻繁に重複する場面が見られた。各機関間で協議し合理的な活動が可能

になるような体制整備が必要である。（文献 6） 

 民間も含めて、自衛隊や警察など、各機関が特色のある資機材を保有していると思い

ますので、調整本部がそれを把握した上で、現場活動の調整をすることができれば、

より効率的な活動ができるのではないかとは思います。（文献 4） 

 広域災害現場において多くの情報を一元化し、警察、自衛隊等との連携活動を円滑に

行うためにも、各関係機関による事前協議が必要である。（文献 4） 

90



 

 

 

 

今回の災害の初動時においては、通信システムの被害により通信が途絶し、情報伝達

に困難をきわめたことにより、効果的な救助活動を実施するに当たって様々な課題があ

ったことが報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような課題を踏まえ、災害に強い無線や衛星携帯電話の更なる活用、更に、通信

システムの代替性の確保などについての積極的な提案が多く聞かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁においては、後述のとおり、消防救急無線のデジタル化の推進、無線中継車及

び可搬型衛星地球局の整備等を図っており、今後、更なる充実が必要である。 

  

⑱ 被害状況の的確な把握、効果的な救助活動、関係機関間の連携等のためには、

災害に強い情報通信システム、連絡体制の整備が不可欠である。 

 応援現場と消防本部との通信手段が確保されず、使用資機材や現在の活動内容の共有

などができない状況が続いていた。隊員交代時に申し送り等を行い対処したが、無線

や衛星携帯電話の必要性を強く感じた。被災地に入り活動する消防隊として、食料、

宿泊及び通信手段については自己完結できるように資機材の整備が必要と感じた。（文

献 6） 

 今回の震災対応全般をとおして、消防団活動で明るみとなった教訓や課題として第一

に挙げられたのは、状況報告や任務確認のための連絡手段を確立することであった。

初期段階では、携帯電話はもとより受令機を介して行う無線通信でさえも、さまざま

な通信が錯綜混信し正確な情報が伝達できなかったことを受け、早急に組織的な情報

伝達体制の確立が必要である。（文献 5） 

 最も重要と感じたのは、やはり通信手段の確保です。特に外部との通信手段について

は、衛星携帯電話、当日夜には確保できましたが、通信手段あらゆるものが途絶した

時、またそれの代替となるものを何か必ず容易しておかなければならないということ

だと思います。（文献 4） 

 現場では情報の管理及び伝達に不備があり、検索の必要の無い現場で時間を費やし、

検索が必要である場合に有効な活動時間がとれませんでした。この様な事態を避ける

ためには情報の伝達と確認状態を明瞭にしなければならず、より確実に情報を管理す

る必要があります。（文献 4） 

 緊急消防援助隊の迅速出動となれば、災害発生直後に即時出動となるため、初動にお

ける情報は不十分で、活動の混乱が予想される。今回は、発災 3日後の派遣指示、1

週間後の活動開始であり、想定外の規模とはいえ、到着と同時に地元消防本部や先着

の他県隊と綿密に連携して活動するため、派遣先到着までにもっと積極的な情報収集

を行うことにより、県隊としての活動方法をさらに詳細に検討できたかもしれない。

（文献 4） 
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今回の災害における検索・救助活動の現場において、検索済みを示す表示方法（マーキン

グシステム）は、統一した方法がなく、機関ごとに異なっていたことが報告されており、方

法の統一を求める意見がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、海外の救助隊が活用するマーキング、INSARAG（国際捜索・救助諮問グループ）の

マーキングなに関する意見も出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、検索結果等の関係機関間の情報共有化を進めるためには、それぞれの機関が活用し

ているマーキング方法についての相互理解を更に促進するとともに、国際的なルールも勘案

しつつ、我が国に適合したマーキングについて更に検討することが必要である。 

  

⑲ 検索・救助活動の効果を高めるためには、検索済みを示す表示方法（マーキン

グシステム）の共有化や共通理解の促進が必要である。 

 各部隊（消防・警察・自衛隊）によってその方法は異なっていた。陸前高田市に残さ

れたマーキングには、赤いテープに 8桁ほどの数字が記載されている。（中略）陸前高

田市に残されたマーキングは、自衛隊のものである可能性が高いが、我々がマーキン

グを発見した時点では、それが自衛隊のものであると判断できる明確な標記は確認で

きなかった。（文献 4） 

 消防機関が検索に入った現場に、「検索完了・自衛隊」と張り紙があったが、現場では

他の機関との連絡が密にとられておらず、検索箇所が重複し効率が悪かった。また、

「検索完了」という表示では、要救助者はいるが死亡確認ができたために他の場所へ

移動したのか、又は、要救助者がおらず完全に活動が終了したのか理解できず結局再

度検索をしてしまうことになってしまったため、緊急消防援助隊だけでも統一した表

示方法が必要であると感じた。（文献 4） 

 その方法を統一することにより、現場における情報収集した内容や活動結果を、後着

した救助隊をはじめとした関係機関と共有することが可能となる。（文献 4） 

 現時点では、国内における災害での活動状況標記について特に標準化されたものはな

い。消防を例にあげると、平成 22年度救助技術の高度化等検討会報告書に参考例が掲

載されているだけである。また、海外における災害派遣の場合、国際緊急援助隊救助

チーム（JDR）において、INSARAG（国際捜索・救助諮問グループ）のマーキングシス

テムを使用している。今回の震災では、前述のとおり海外の救助チームも活動に参加

した。今後も予想される海外チームとの連携活動を視野に入れ、全消防本部に対しマ

ーキングシステムについて速やかに周知することが必要ではないかと考える。（文献4） 

 国際救助隊の中のルールで、検索した建物にマーキング。あれが日本家屋にそぐわな

い。あんなに書くスペースがない。あれの日本版があったらいいなってその時に思っ

たんです。（消防庁聴き取り） 
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活動状況等の表示（マーキング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）平成２２年度救助技術の高度化等検討会報告書 
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INSARAGマーキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典） INSARAG Guidelines 
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今回、我が国は 29ヶ国・地域・機関から救助を受け入れることとなったが、その規模は平

成 7年の阪神・淡路大震災をはるかに上回るものであるとともに、被災地が広範囲に及んで

いたため、海外の救助隊の活動地域も複数の地域に広がることとなった。被災地域における

連絡通信インフラの破損等もあいまって、海外の救助隊の受入れに当たっては多くの課題が

あったことは否めない事実であり、次のような報告がされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような経験を踏まえ、受け入れの制度全般に関する改善を求める声が多いところであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、内閣府を中心として関係省庁において、海外の救助等隊の受け入れに関する様々な

課題について検討していく中で、上記のような個別の課題の解決方法について具体的に検討

していくことが必要である。 

 

 

 

 

  

⑳ 海外の救助隊が現場で効果的な活動を実施するためには、受け入れのためのな

お一層の環境整備・体制整備が必要である。 

 同行の外務省担当者及び大使館員は活動現場入りすることなく、活動拠点又は大型バ

スでの待機となりました。通訳が同行しない捜索救助現場では言葉の壁が最大の障害

となり、当初個人間の意思疎通が困難でした（が、しばらくすると、身振り手振りで

ある程度伝えることができるようになりました。）（文献 4） 

 今回、オーストラリアチームは捜索の終了した場所にマーキングをしていたため、当

隊にもその場所や内容がよく分かりました。捜索終了場所を容易に把握するためには、

国際消防救助隊登録隊員だけではなく、国内の全救助隊員が国際ルールに基づくマー

キングシステムを理解しておく必要があると感じました。（文献 4） 

 最初に情報があったのが登米市消防本部さんからで、次の日に海外救助隊がそのまま

来られ、県隊長と協議して受け入れた。（消防庁聴き取り） 

 今後、受援国の立場として、再度国内での大規模な震災の発生を想定した場合には、

海外からの支援の受け入れ手続きや連携指針等の整備、また、これを調整して運用す

る専属要員等の検討が必要であり、何より国内全救助隊員に対する国際ルールの周知

も必要（文献 4） 

 海外救助隊と国内救助隊とを包括的に運用する態勢といいますか、どこが受け入れて、

どこが調整するかというような態勢づくりが必要ではないかというふうに感じた。（文

献 4） 
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各国の救助隊との調整状況 

 

[緊急消防援助隊指揮支援隊として、岩手県大船渡市で各国の救助隊との調整に当たった、大阪市大

正消防署長 辻美都利「岩手県での海外救助隊との活動」（近代消防 2012年 1月号）より抜粋] 

 

（2）消防隊活動調整会議 

大船渡市には関係各機関が応援に入っていたので、各機関の意思疎通を図るため毎日活動を終え

た夕方から大船渡市災害対策本部（大船渡市市役所内）で自衛隊、警察、大船渡消防本部、消防団、

指揮支援隊、市役所建設課、総務課等が入り、その日 1日の活動結果、明日の活動範囲と活動方針

について協議した。 

（中略） 

 21時頃から約 1時間各国の救助隊と山形県隊、高知県隊、大船渡消防本部、指揮支援隊との消

防隊活動調整会議を行い、円滑に活動ができるように情報交換と活動方針の徹底、活動範囲の設定

等を図った。 

一日の活動を終えて疲労が残る中での会議で、特にアメリカ隊、イギリス隊のキャンプ地は大船

渡消防本部から車で約 30分の内陸部にある住田町の世田米小学校だったにもかかわらず、前向き

に参加し意見を述べ、忌憚のない質問も出され、意思疎通が大いに図られたことは間違いない。 

なお、この会議の効果を次のとおりまとめてみた。 

・意思の疎通ができ、トラブルも事故もなかった。 

・活動方針をはじめ、活動拠点・活動範囲・緊急避難場所・通信連絡体制等の活動体制を確立して

いたために重複検索もなくスムーズに活動できた。 

・各国合同指揮本部を設営したことにより、各隊の活動の進捗状況が把握でき、遺体管理等も確実

に実施できた。 

(3)活動方針と活動中の徹底事項 

 各国の救助隊との消防隊活動調整会議では、その日の活動報告と次の日の活動範囲等の確認の

ほか、次のとおり活動方針と徹底事項を確認した。 

① 活動方針 

・生存者救出を最優先とし、最初に建物が残存している箇所を重点検索する。 

・重点検索と並行して手作業で確認できるところも検索する。 

・重点検索後には重機を活用して建物下の空間を検索する。 

・各国合同指揮本部を設置し、活動状況・要救助者（遺体も含めて）発見状況等は指揮支援隊が一

括管理する。 

・各国の救助隊には現地の案内と状況説明ができるよう、また指揮本部との連絡調整員として、大

船渡消防署員か指揮支援隊員 1名を随行させる。 

② 活動中の徹底事項 

・重複検索を避けるために、検索済みのラッカースプレーでのマーキングを徹底する。 

・余震による津波警報等の発令時には、無線等により大船渡市災害対策本部から活動停止命令を行

うものとし、必ず、活動場所ごとに事前に周知している緊急避難場所へ全員避難する。 
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第3節 東日本大震災の経験を踏まえた消防機関の対応状況 

１． 消防庁における対応 

(1) 消防審議会答申「東日本大震災を踏まえた今後の消防防災体制のあり方について」 

消防庁においては、東日本大震災を受け、消防庁長官の諮問機関である消防審議会に対

し、「広範な地域に甚大な被害を及ぼす大規模災害に対応するため、東日本大震災を踏まえ

た今後の消防防災体制のあり方について意見を示されたい」との諮問がなされ、平成 23

年 6月から 5回にわたり集中的に審議が行われた。審議等を踏まえ、平成 24年 1月 30日

に、消防審議会会長（吉井博明東京経済大学コミュニケーション学部教授）から消防庁長

官に対し、今後の対応について取りまとめた「東日本大震災を踏まえた今後の消防防災体

制のあり方について」の答申が行われた。本答申は広範な分野を包含しており、その中に

は、救助技術の高度化、消防機関と他機関との連携、緊急消防援助隊の効果的な運用・施

設整備等のあり方について等、救助活動又はそれに関連する事項が多く含まれている。そ

の概要は以下の通りである。 
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(2) 大規模災害発生時における消防本部の効果的な初動活動のあり方等に関する検討 

東日本大震災での被災地消防本部の活動等について調査を行い、大規模災害発生時にお

ける消防本部の効果的な初動活動のあり方や職員の安全対策を含め、消防本部が具体的に

取るべき方策等について検討した結果を平成 24年 4月に報告書として取りまとめた。その

概要は以下のとおりである。 
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(3) 大規模災害時における消防団活動のあり方等に関する検討 

津波災害時の消防団員の安全確保対策、消防団の装備・教育訓練等の充実、若者が入り

やすい消防団のあり方、地域の総合的な防災力の向上のための取り組み等についての考え

方等を示しており、国、都道府県、市町村、地域それぞれの立場で消防団の充実強化、地

域の総合的な防災力の向上の推進が図られている。また、具体的な取り組みとして、消防

団員の活動中の安全確保のための装備として、トランシーバー、ライフジャケット、投光

器などの配布が行われた。 

 

(4) 消防救急無線のデジタル化の推進 

東日本大震災では、地震動や津波による消防救急無線の機器や基地局の被害により、緊

急消防援助隊として出動している部隊と消防応援活動調整本部との通信、同県内で活動し

ている部隊同士の通信、緊急消防援助隊として出動している部隊と受援消防本部との通信

等の一部に問題が生じた。このような東日本大震災の教訓を踏まえ、今後の大規模災害に

おいて緊急消防援助隊の応援と受援をスムーズかつ一元的に行うため早急に消防救急無線

をデジタル化していく必要がある。消防庁では、財政支援措置、技術アドバイザーの派遣

等の支援策を講じ、全国の消防救急無線のデジタル化を推進している。 

 

(5) 緊急消防援助隊の効果的な運用・施設整備等 

東日本大震災においては、最終的には岩手県、宮城県及び福島県の主たる被災 3県を除

く全国 44都道府県から派遣総数 8,854隊 30,684名にも及ぶとともに、活動期間が 88日間

にも及ぶなど、過去に類のない活動となった。今回の活動経験等を貴重な教訓として、緊

急消防援助隊の活動がより効果的・効率的に行われるよう、長期に及び消防応援活動への

対応や消防力の確実かつ迅速な被災地への投入等の広範な課題に対応している。このうち

救助活動に密接に関連する取組には次のようなものが含まれている。 

 

○ 長期に及ぶ活動を支援する車両等の整備 

消防組織法第 50条の規定による無償使用制度を活用し、緊急消防援助隊の長期に及

ぶ活動を支援するため、人員輸送車、資機材搬送車、燃料補給車、支援車Ⅰ型を整備

することとしている。 

 
人員輸送車 

隊員の交替時等に輸送を行うほか、後方に資機材を搬送するスペースを有する。 
 

資機材搬送車 
重量物をも容易に積み下ろしすることができるようにパワーゲートを装備し、資機

材や後方支援物資の搬送を行う。 
 

燃料補給車 
被災地において活動する消防車両（軽油燃料車）を対象に燃料を補給する。 
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支援車Ⅰ型 
ボディが拡幅する機能を有し、トイレ、シャワー、固定式小型厨房等を装備すると

ともに、各種災害に対応した資機材収納室を有する。最大約 20 名の乗車が可能であ

る。 
 

○ 広域活動拠点の整備に関する検討 

航空機による人員・資機材の投入も想定しつつ、既存の資源の活用を含め、緊急消

防援助隊の活動を支援するのに必要とされる諸機能の具体的な実現手法等を調査検討

し、都道府県及び市町村の被災時における応援部隊の受援機能を含む地域防災力の更

なる向上を目指している。 

 

○ 空路や海路も利用した機動的な体制の構築 

発生の切迫性が指摘されている南海トラフの巨大地震、首都直下地震等においては、

被災地へのアクセス道路が相当程度寸断される事態が懸念されるため、空路、海路を

より機動的に用いた被災地への消防力の投入を早急に検討する必要がある。このため、

消防防災ヘリコプターの整備促進を図るとともに、自衛隊等関係機関との連携も進め

ながら、航空機を活用して車両、資機材等を搬送するため、技術面・運用面にわたっ

て検討を行っている。 

 

○ 機動力の高い車両等の配備 

がれきが山積している現場や広範囲に浸水が続く現場など、活動に苦慮した事例が

あったことから、走破力の向上や小型化等により、機動力の高い車両等の配備が必要

であることから、消防組織法第 50条の規定による無償使用制度を活用し、全地形対応

車及び搬送車、重機及び搬送車、大規模震災用高度救助車を整備することとしている。 

 

○ 広域的情報収集及び情報共有の体制強化 

大規模災害発生初期においては、的確に被害状況を把握することがとりわけ重要で

あることから、広域的な情報収集体制と消防庁及び緊急消防援助隊間の情報共有体制

を強化するため、ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）の整備、緊急消防援

助隊動態情報システム、ヘリコプター動態管理システム、無線中継車及び可搬型衛星

地球局（ＶＳＡＴ）の整備などの取り組みが進められている。 

 

○ 小型の救助用破壊器具、ドライスーツの配備 

東日本大震災において、津波が引いた後の、泥水中での活動が求められたことや、

瓦礫に阻まれて大型の救助資機材を搬送することが困難であったこと等を踏まえて、

消防組織法第 50条の規定による無償使用制度を活用し、ドライスーツ、小型・軽量の

バッテリー式救助用破壊器具等を整備している。 
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(6) 救助技術の高度化等の推進 

○ 大規模耐火建物倒壊／座屈現場での救助活動（救難技術・部隊運用）に関する検討 

東海地震、東南海・南海地震等の大規模地震発生時には、木造家屋の倒壊だけでは

なく、多くの耐火建物の倒壊／座屈によっても多数の要救助者が発生すると想定され

ている。そして、このような大規模な災害時には、救助隊、指揮隊、ポンプ隊、救急

隊、消防団等の部隊運用や警察、医療機関、建設業者など、多くの部隊や関係機関が

連携した救助活動を展開することとなる。この部隊運用は、東日本大震災において大

きな課題となった津波災害での活動にも通ずる部分が多く、この面からも早急に検討

を行う必要がある。 

このため、平成 23年度の「救助技術の高度化検討会」では、こうした災害時に、各

消防本部で円滑な行動が行えるよう、大規模かつ広い範囲に及ぶ耐火建物倒壊／座屈

現場における救助活動のあり方について検証・検討を行った。 

 

○ 全国消防救助シンポジウム「未曾有の大震災～東日本大震災の教訓を活かした今後の

救助活動～」の開催 

東日本大震災では、余震発生の懸念、広域的な停電などの状況下で、長時間にわた

る活動や、がれきを含んだ低温の泥水中での活動が求められるなど、厳しい救助活動

が強いられた。このような救助活動を通じて明らかとなった様々な教訓を共有するた

め、平成 23年度の「第 14回全国消防救助シンポジウム」では、「未曾有の大震災～東

日本大震災の教訓を活かした今後の救助活動～」をテーマにして開催した。 
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２． 広域的な対応 

(1) 活動記録誌等の編纂 

本報告で活用している活動記録誌等は、まさに活動に従事した隊員の生きた証言であ

り、「この記録誌は、東日本大震災により得られた多くの経験・教訓等を今後の震災対策

等に生かしていくために、消防の立場から後世に語り継ぐべきものについて収録したも

のであり、特に活動に従事した消防本部、緊急消防助隊の活動記録及びその活動を通し

て得られた隊員個々の体験談を中心として構成されたものであります。今後、発生が危

惧されている東海地震、東南海地震、南海地震、首都直下型地震などに対する震災対策

を樹立するうえで参考になれば幸甚に思います。」（「東日本大震災活動記録誌」（全国消

防長会）の全国消防長会北村吉男会長の発刊のことばより抜粋）とされている。 

本報告では、これらの多くの活動記録誌から救助活動に関連する箇所のごく一部を引

用しているにとどまっており、各活動記録誌等に込められた思いを体現しているとは言

い難い。活動記録誌等は、それぞれに非常に重要なメッセージが込められており、歴史

的価値を有することは言うまでも無く、今後とも幅広く活用されていくことになる。 

 

(2) 東日本大震災に伴う緊急消防援助隊北海道東北ブロック活動検証会議 

検証作業では、東日本大震災に伴う緊急消防援助隊の受援活動及び応援活動について

検証するため、消防応援活動調整本部グループ、受援消防本部グループ、応援道県隊グ

ループ、航空隊グループの 4つのグループに分け、それぞれに対応した北海道・東北ブ

ロック各道県及び各道県航空隊、各道県内消防本部に対してアンケート調査が行われた。

検証作業では、災害発生初動期、緊急消防援助隊出動期、緊急消防援助隊活動期、後方

支援活動等についての課題をアンケート調査結果から抽出整理し、今後の活動のあり方

等について考察が行われた。 

検証作業の結果、緊急消防援助隊北海道・東北ブロック各道県消防関係機関が今後取

り組むべき事項として、緊急消防援助隊関係計画の見直し、隣接消防本部相互の支援体

制の計画策定、情報連絡体制の強化、各防災関係機関との連携強化、災害発生時期や長

期活動を考慮した宿営スタイルの検討、燃料、食料及び資材の確保、原発事故への具体

的な対応計画の策定等が重要であるとしている。その上で、国や各地方自治体でそれぞ

れ対応すべき事項を整理している。 

検証会議報告書のまとめとして、「今後、北海道東北ブロックでは、本報告書に挙げら

れた問題点や課題の対応策について、緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練等で

実践的検証を行い、同ブロックでの新計画への反映、新資機材の有効活用、応援活動及

び受援活動体制の更なる充実強化に努めていく必要がある。」としている。 

 

(3) 平成 24年度緊急援助隊地域ブロック合同訓練 

緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練は、大規模災害発生時における緊急消防援助隊

の活動技術及び連携活動能力の向上を目的に、平成８年度から全国を６ブロック（北海

道東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州）に区分して毎年度実施されている。 

東日本大震災は、岩手・宮城・福島の主たる被災 3 県を除く全国 44 都道府県から派

遣人員総数 3 万人を越える消防隊員が出動するという過去に類のない事例となり、様々
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な課題や教訓を得たところである。このような背景のもと、平成 24年度のブロック訓練

においては、自衛隊や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の関係機関に加えて民間団体

との連携も図るほか、機能向上した緊急消防援助隊動態情報システム等の活用により情

報共有に取り組むなど、より実戦的な訓練を実施することとされた。 

5 ブロックにおいて津波に関連する訓練が以下のとおり含まれている。なお、各訓練

では、訓練想定を事前に明らかにしないブラインド型訓練を取り入れている。 

 

ブロック 想定（津波に関連する部分）・訓練項目 

北海道東北 

（訓練想定） 

 三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 を記録する地震が発生、宮

城県内では最大震度 7 を記録、仙台市、塩竃市及び周辺市町村では

震度 6強を観測するなど、この地震により甚大な被害が発生。 

 沿岸部では、大津波により家屋等が流出、多数の住民が高層建物な

どに避難し孤立状態となっている。宮城県東部沿岸にある原子力発

電所では電気設備から火災が発生し、さらに、港湾地区では石油コ

ンビナート等特別防災区域から火災が発生。 

（訓練の特色） 

 今回の訓練は昨年度において実施した活動検証会議における検証結

果により抽出された消防関係機関が今後取り組むべき事項に基づ

き、東日本大震災と同じ災害想定により活動した場合、より効率的・

効果的な災害活動になるとの想定で、いわば発表会スタイルで災害

対応の状況を提示することで、その有効性を客観的に評価・検証し

て頂くために実施するもの。 

 なお、今回の訓練は、図上訓練として実施された。 

中 部 

（訓練想定） 

 福井県嶺北北部を震源とするマグニチュード７．１の地震および福

井県嶺北北部沖を震源とするマグニチュード 7.4 の地震が相次いで

発生。 

 福井県沿岸部に大津波警報が発表された後、沿岸部には高さ最大 8m

の津波が押し寄せて、家屋に甚大な被害が発生。 

（訓練の特色） 

 福井国家石油備蓄基地を使用したコンビナート火災消火訓練、消

防・警察・自衛隊が連携し潜水活動を含んだ水難救助訓練、ＤＭＡ

Ｔと連携しながらの訓練、緊急消防援助隊動態情報システムを活用

しての図上訓練及び部隊運用訓練での情報伝達など、地域の特性を

踏まえた訓練内容や新たなシステムを積極的に活用した訓練内容

で、緊急消防援助隊ならびに防災関係機関の更なる連携強化を図る。 

近 畿 
（訓練想定） 

 東海、東南海、南海地震による揺れと津波を想定。 
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 洲本市、南あわじ市等で震度 7、神戸市内で震度 6弱を観測し、甚大

な被害が発生したため、兵庫県に進出した緊急消防援助隊及び県下

広域応援部隊は、各災害現場において消火、救助及び救急活動を実

施するとともに、関係防災機関と連携して総合的な部隊運用訓練を

実施。 

 

（訓練の特徴） 

 東日本大震災の教訓を踏まえ、部隊運用訓練において津波襲来前の

退避行動を実施。 

① 神戸市消防局（被災地消防本部） 

津波襲来予定時刻(9 時 20 分を予定)までに、全隊安全な場所へ退

避を開始する。津波襲来後、被害が甚大なため、県内応援及び緊

急消防援助隊の応援要請を行う。 

② 神戸市消防団(被災地消防団) 

管内の被害情報の収集、消火・救助活動等を実施。津波襲来に備

え、退避を開始するとともに、住民の避難誘導を実施する。 

中国・四国 

（訓練想定） 

 山口県山口市阿知須を震源とするマグニチュード 7.6 の直下型地震

が発生。山口市で最大震度 6 強、防府市及びその周辺市町で震度 6

弱を観測し、その後、山口市秋穂沖で発生した余震により津波も発

生。 

（訓練の特色） 

 東日本大震災の津波災害を教訓とし、また、山口県の地域特性（日

本海・響灘・瀬戸内海と三方を海に開かれ、全国 6 位の海岸線を有

する県）を踏まえ、部隊運用訓練会場の沖合において、消防、警察、

海上自衛隊並びに海上保安庁の関係機関による「津波漂流者救出訓

練」を実施し、津波災害に対する関係機関の連携強化を図る。 

九 州 

（訓練想定） 

 熊本県八代市を震源地とするマグニチュード 7.0 の地震が発生、八

代市内で震度 6強を観測し、同市において未曾有の被害が発生。 

 海岸部では津波による家屋の倒壊等が発生している。更に人的・物

的被害が拡大している模様である。 

（訓練の特色） 

 孤立者避難訓練等、地域住民の参加による訓練を取り入れている。 

 八代外港地区での漂流者救出訓練等、訓練会場の地形を活用した実

地での訓練を取り入れている。 

 

(4) 第 33回九都県市合同防災訓練 

平成 24年度の九都県市（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市、川崎市、千葉

市、さいたま市、相模原市）の合同訓練は、横浜市を中央会場として実施された。訓練
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では、「平成 24 年９月１日（土）午前 10 時 30 分、相模湾近海を震源とするマグニチ

ュード 7.9 の地震が発生し、横浜市内では、最大震度７を観測した。市内では、公共交

通機関の運行及びライフラインの供給が停止し、市内各所で火災の発生及び多数の負傷

者が発生している。また、午前 10 時 33 分には、東京湾内湾に津波警報が発令され、市

内沿岸等の８区に対して避難勧告を発令した。」という想定で実施された5。 

メイン会場で行われた救出・救助訓練では、警察・消防・海上保安庁・自衛隊ほか、

米国海軍なども協力して、陸、海、空の各種部隊が出動。がれきや倒壊した建物内に閉

じ込められた人を救出する訓練には、ＮＰＯ団体が育成した救助犬も導入された。さら

に津波によって河川に流された漂流者の救助には、空と海の両方からアプローチして救

出訓練を実施。負傷者の救護訓練にあたっては、民間病院の災害派遣医療チーム（ＤＭ

ＡＴ）が参加し、ヘリコプターが海上に停泊している海上医療拠点に着船、トリアージ

を行って迅速に重傷者から優先して手当を行うことも確認された。6 
 

３． 各消防本部における対応状況 

東日本大震災の経験を踏まえて、各消防本部においても、救助活動に関するものを中心と

して、それぞれ独自の取り組みが行われている。その状況を把握するため、各消防本部に対

してヒアリングを行った。その概要はつぎのとおりである。 

 

○ 計画、要領、マニュアルの策定や見直し 

 地域防災計画、震災警防計画、地震災害警防計画の見直し 

 緊援隊応援実施計画、指揮支援実施計画、緊援隊受援計画の改正 

 津波警報等発表時における避難広報等活動要領、津波対策警防活動方針の策定 

 震災警防本部運営要領の本部運営マニュアルの見直し（より具体化） 

 

○ 車両の配備 

 泥濘地走行用自動車 

 

○ 施設・資機材の配備 

 給油施設、空気充填施設、発動機付発電機、土砂排出ポンプ 

 ダブルブレードカッター、エアーネイラー、削岩機 

 水上バイク、ゴムボート、FRPボート、フローティングロープ、スケッドストレッ

チャー、ライフジャケット、PFD、ウエットスーツ、ドライスーツ、胴付長靴 

 救護所用救急資器材（除細動器、人工呼吸器、担架等）、N災害資機材 

 

○ 緊急援助隊用（応援用）装備の見直し 

 簡易ベット、毛布の充実 

 

5 九都県市合同防災訓練連絡部会「第 33 回九都県市合同防災訓練について」 
6 内閣府「防災情報のページ」http://www.bousai.go.jp/kouhou/h24/68/news_04.html 
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○ 震災訓練の実施 

・地震防災対策緊急点検（初動対応訓練） 

 

○ 津波対策拠点の整備について検討 

 

第4節 考 察 

本調査研究では、①各消防本部等がとりまとめた活動記録誌等の文献調査、②実際の活動にた

ずさわった消防職員への聞き取り調査（グループインタビュー・ディスカッション）、③関連分野

の専門家からの意見聴取により、東日本大震災における人命検索・救助活動に係る教訓事項を第

２章において整理した。これらの教訓事項はいずれも実体験に基づく貴重なものである。このリ

ストは必ずしも網羅的且つ詳細なものではないため、より具体的な情報を得るためには原典の一

つひとつに当たることが望ましいが、本報告書にはその端緒としての役割が想定される。 

これらの教訓事項と第３章で整理した東日本大震災の経験を踏まえた消防機関の対応状況を比

較分析し、今後の課題と対応方策について以下のとおり考察した。 

 

教訓事項 今後の課題 

【生存者の救助】 

① 生存者の救助は「時間との競争」である。発災直後、

可能な限り迅速に多くの救助隊員等を現場に投入す

ることが必要であり、特に津波災害であって気候条件

が厳しい場合にはその必要性が一層高まる。 

② 一方、津波災害の特徴として、72時間を超えても、

押し流された建物の中（二階部分等）などに閉じ込め

られた要救助者を発見・救出する可能性は十分あるの

で、引き続き人命検索に取り組むことが必要である。 

 

 

○ 津波災害時の人命検索・救助方法に

ついて、津波を想定した実践的な訓

練等を繰り返し実施することによ

り、その充実に努める。 

 

○ 上記を実施するに当たって、東日本

大震災での経験、それぞれの消防本

部における先進的な取り組みなどに

ついての積極的な情報の共有化を行

う。 

 

○ 以上のような実践を重ねつつ、人命

検索・救助方法の充実を図り、各消

防本部における救助に係る要領、マ

ニュアル等の改善につなげていくこ

とを図る。 

 

【人命検索・救助方法】 

③ 広大な津波浸水地域では、要救助者の位置を特定する

のは困難であり、人命検索においては人力活動、人海

戦術に頼らざるを得ない。 

④ 生存者の発見される可能性の高い地域・箇所を重点的

に検索するための優先順位付け（トリアージ）が必要

である。なお、この優先順位は時間の経過や状況の推

移ともに変わることに留意すべきである。 

⑤ 東日本大震災での経験を生かしつつ、津波災害に適し

た人命検索・救助方法の更なる充実を図り、実践して

いくことが必要である。 

【重機の活用（道路啓開、瓦礫除去と連携した検索・救助）】 

⑥ 津波浸水地域での道路啓開や人命検索に当たっては、

瓦礫除去のため、重機の活用は不可欠である。 

○ 消防庁では、重機及び搬送車を 19

組配備予定。これらの重機及び各消

防本部で独自に配備した重機を活用
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⑦ 消防機関による重機の保有に加えて、建設業者・解体

業者等との事前協定、定期的な合同訓練等により顔の

見える関係の確立が有効である。また、重機を保有す

る消防団員との連携も有効である。 

した道路啓開、瓦礫除去と連携した

人命検索・救助について実践的な訓

練等の実施、それに必要な技術の習

熟を推進する。 

○ 消防本部が重機を保有しない場合で

も、建設業者・解体業者等との協定

の締結、合同訓練の実施、消防団と

の連携に努める。 

【津波浸水地域での検索・救助活動に有効な車両・資機材

等】 

⑧ 広大な津波浸水地域では、大型の車両の進入や資機材

の搬送は困難であり、小型で走破力の高い車両、人

員・資機材を輸送する小型の車両、軽量で携行が容易

な資機材等が必要である。 

⑨ 津波浸水地域での救助活動のためにはボートは不可

欠であり、特に有効な軽量のアルミボート、プラスチ

ックボートの充実が必要である。また、水上バイクが

有効な場面があることに留意する。 

⑩ 津波災害では水難救助用の資機材に加えて、釘等の踏

抜きや水中に散らばる瓦礫から体を防御するための

頑強な胴付長靴やドライスーツが不可欠である。 

⑪ 津波浸水により発生した孤立地域や建物の屋上等に

取り残された人々の救助などにはヘリコプターは極

めて有効であり、津波災害時におけるヘリコプターと

連携した人命検索・救助方法についての更なる体制整

備が必要である。 

 

 

○ 消防庁では、小型軽量な救助資機材

（バッテリーソー、バッテリードリ

ル）、ドライスーツ、大規模震災用高

度救助車、全地形型走行車等を配備

予定（一部配備済）。これらの資機材

や車両を活用した人命検索・救助に

ついて実践的な訓練等の実施、それ

に必要な技術の習熟を推進する。 

○ ボートや水上バイク、その他の資機

材については、地域の状況に応じて

各消防本部において配備を進める。 

○ ヘリコプターについては、緊急消防

援助隊動態情報システム、動態管理

システムなどの取り組みが進行中。 

【救助隊員等の安全管理・健康管理】 

⑫ 二次災害に対する安全性の確保等、隊員の安全管理は

最優先事項である。津波浸水地域での救助活動中に発

生する津波・余震等に関する情報伝達、退避の命令系

統、退避方法や退避時間の確保などのルール化を進め

るべきである。 

⑬ 厳しい環境下や活動が長期化するなどの状況では、隊

員の活力維持、健康管理、厳寒期の出動に備えた防寒

対策等について、万全の対策が必要である。 

⑭ 活動を支えるための野営地の確保、食糧や燃料の確

保、トイレの確保などについて、受援体制も含めて周

到に準備することが必要である。 

⑮ 後方支援は活動全体を支える重要な要素であり、東日

○ 「大規模災害発生時における消防本

部の効果的な初動活動のあり方等に

関する検討会」、「大規模災害時にお

ける消防団活動のあり方等に関する

検討会」において、津波等に対する

消防職団員の安全管理について既に

提言されており、消防本部等の要領、

マニュアル等の改善につなげていく

ことを図る。 

○ 後方支援については、冷暖房器具を

備えたエアーテント、支援車Ⅰ型、

物資や人員の搬送用車両、燃料補給

車等の配備中。加えて、都道府県が

111



本大震災の経験を踏まえ、次なる大災害に向けて、今

後更に充実を図るべきである。 

緊急消防援助隊の後方支援活動に関

与しやすい環境を整備するため、緊

急消防援助隊活動費負担金交付要綱

の改正の予定であり、これらを通じ

て後方支援機能の充実を図る。 

【関係機関との連携】 

⑯ 数多くの機関が災害現場で救助活動を実施するに当

たっては、検索範囲について明確に分割・指定してお

くことが効率的である。 

⑰ 検索範囲の区割り、検索における協力等について、で

きる限り初期の段階から警察、自衛隊等の関係機関と

の調整が不可欠である。 

⑱ 被害状況の的確な把握、効果的な救助活動、関係機関

間の連携等のためには、災害に強い情報通信システ

ム、連絡体制の整備が不可欠である。 

⑲ 検索・救助活動の効果を高めるためには、検索済みを

示す表示方法（マーキングシステム）の共有化や共通

理解の促進が必要である。 

⑳ 海外の救助隊が現場で効果的な活動を実施するため

には、受け入れのためのなお一層の環境整備・体制整

備が必要である。 

 

 

○ 検索範囲の区割り、検索における協

力等について、消防と警察、自衛隊

等とのなお一層の連携を推進する。 

○ 海外の救助隊の受け入れや現場での

活動の支援のための環境整備・体制

整備について、内閣府等の関係機関

と連携して引き続き検討し、早期に

結論を得ることに努める。 

○ 災害に強い情報通信システムについ

ては、消防救急無線のデジタル化、

無線中継車、可搬型衛星地球局

（VSAT）等の整備などの取り組みが

進行中。 

 

 

全般的には、各教訓事項に対応して、消防機関により既に様々な取り組みは実施されているが、

それらの多くは緒に就いたばかりであり、その効果を発揮するためには更なる取組が必要である。

その中でも特に車両や資機材の配備はある程度先行しているものの量的にはまだ十分とは言えな

い状況である。 

津波災害時の人命検索・救助方法については、近年注目され導入が進んでいる都市捜索救助（Ｕ

Ｓ＆Ｒ）のブリーチング、ショアリング、ＣＳＲ（閉鎖空間からの救助）のように新たな資機材

や技術を必ずしも必要とするものではない。むしろ、広大な津波浸水地域における効率的な部隊

運用、多種多様な機関間の連携や協力、それらを可能にする指揮のあり方などの部隊の運用面、

戦術面などが特に重要であり、津波を想定した実践的な訓練などを重ねつつ、津波災害時の人命

検索・救助方法についての更なる充実を図るべきである。また、海外の救助隊の受け入れに当た

っての諸課題については、その解決のための検討を更に深めていくことが必要である。 

最後に、我が国に限らず津波災害における人命検索・救助の知見の蓄積は十分ではなく、東日

本大震災の経験、そこから得られた教訓等は非常に貴重なものであり、国内外で幅広く共有化す

るとともに、継承されていくことが必要である。本報告書がそのような活動の一助となることを

期待する。  
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（資料１）平成 24 年度 第 1 回東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研

究会（救助活動分科会） 議事概要 

 
日時 2012 年 7月 17 日（火） 13:30-15:30 
場所 全国消防長会事務局 会議室 

出席者 

（敬称略） 

【委 員】 
是澤 優   消防庁国民保護・防災部参事官（座長） 
萱津 雅弘  消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室課長補佐 
佐藤 恵   消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室広域企画・広域応援調整係長 
松永 陽一  消防庁国民保護・防災部参事官補佐 
渡辺 又介  全国消防長会事業部事業企画課長 
佐藤 孝行  全国消防長会事業部事業企画課警防防災担当係長 
 
【招聘委員】 
岩﨑 亮   陸前高田市消防本部 消防長 
渡邊 薫   仙台市消防局若林消防署警防課警防第二係長 
 

①．配布資料 

資料 1 東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会（救助活動分科会）

の進め方 
資料 2    第 1 回東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会（救助活動

分科会）出席者名簿 
資料 3    東日本大震災の課題と対応方策（救助関係） 
参考資料 1  平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の被害及び消防活動に関する調査報告

書（第 1 報） （消防研究センター 平成 23 年 11 月 消防研究技術資料第８２号）

（抄） 
参考資料 2  陸前高田市関係資料（第 14 回全国消防救助シンポジウム講演資料他） 
参考資料 3  仙台市関係資料（第 14 回全国消防救助シンポジウム事例研究発表資料他） 
追加資料   陸前高田市関係資料（３．１１東北地方太平洋沖地震津波） 
②．検討会の説明概要及び議事 

Ⅰ 検討会の趣旨説明 
事務局から配布資料 1～2ついて概要説明。 

 
Ⅱ 東日本大震災の課題と対応方策（救助関係） 

事務局から、配布資料 3 について説明。 
 

Ⅲ 被災消防本部からのヒアリング 
１ 陸前高田市消防本部 岩﨑消防長概要説明 
（１）捜索のポイント（生存者を捜索する場合に必要なこと） 
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   ●生存者がいた場所 
   ・津波到達地点の境付近 
    生存救出された多くの人は、到達付近の瓦礫などから救出されていた。 
   ・高所建物で浸水していない場所 
    津波が到達していない上階、浸水はしたが流失しなかった場所等 
   ・家屋の屋根、流失物等にしがみつき流されたが、引き波の影響を受けなかった場合 
    最終到達地点で、引き波に影響されず付近住民に救助されたもの 
   ・半壊家屋の上階に居た場合 
    一階は流失したが、二階以上で浸水に耐えた場合 
   ●遺体を発見した場合の処置 
   ・発災当初 
    遺体発見場所に目印（付近の棒・布きれ） 
    付近の毛布・布団・シートで覆う 
   ・発災数日後（警察機能回復後） 
    カードに状況記入 
   ●要救助者情報の取得方法など 
   ・駆けつけ、消防団無線、衛星携帯電話、自衛隊無線等 
 
（２）捜索場所の区域割り 
   ●他機関や他県隊との連携など 
   ・自衛隊とは、区域割を指定して捜索の重複を招かないように調整した。 
   ・県内消防応援隊には、交通遮断地域の救急救助対応を要請した。 
   ・緊急消防援助隊各県隊には、区域を指定して捜索を要請した。 
   ・火災・救助は県隊別に対応順位を指定した。 
 
（３）活動時の緊急避難について 
   ●退出路の確保 
   ・ＪＲ大船渡線以南（海側）での捜索救助活動の禁止 
   ・活動県隊に当消防本部職員２名を配置し、情報伝達と退出路の案内を実施。 
   ●安全管理員の指定 など 
   ・特になし（各機関、各県緊急消防援助隊による） 
 
（４）その他津波災害時の救助活動の特徴など 
   ・津波到達時刻から日没まで捜索救助活動を実施し、夜間は中止とした。 
   ・高所からの救助は、ヘリコプターが有効であった。 
   ・孤立地区での救助活動困難 
   ・浸水区域海岸線の捜索、救助は隊員安全確保から実施できない。 
   ・浸水区域での捜索は、消防隊員等では限界があり重機の活用が有効であった。 
   ・倒壊建物の瓦礫救助と同一との考えを持った緊急消防援助隊が存在した。 
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   ・活動期間の再検討（７２時間） 
 
２ 仙台市消防局 渡邉係長概要説明 
（１）捜索のポイント 

ア 生存者がいた場所 
    小学校等高層建築物、高台、家屋の屋根、木の上など 
    流出していない建物や木、高台などが捜索のポイント 

イ 遺体を発見した場合の措置 
    津波被災直後（３日間位）は高速道路上まで搬送、ＤＭＡＴ医師によるトリアージを実施。

その後は道路の啓開に併せ主要道路間で搬送し警察に引き渡し 
  ウ 要救助者情報の取得方法 
    航空隊からの情報や１１９入電によるもの 
 
（２）捜索場所の区域割について 
   他機関や他県隊との連携 
   津波被災地域を道路や堀で区割りしメッシュ図を作成。津波被災当初は地域を４分割し、当

局活動隊と緊急消防援助隊を各ブロックに投入し検索を実施、道路啓開後は沿岸部の集落近傍

の空地に、自衛隊、警察と共にそれぞれ現場指揮本部を設置した。メッシュ図を細分化し各機

関の検索範囲が重複しないように毎朝ミーティングを実施、各機関が持つ情報の交換、その日

の活動内容等情報の共有に努めた。また、資機材及び人的支援を相互に行った。 
 
（３）活動時の緊急避難について 
   退出路の確保、安全管理員の指定 
   余震に対する津波対応については、緊援隊の場合は県指揮隊に対し全国共通波にて周知、局

内活動隊の場合は活動拠点に応援署指揮隊員（係長職以上）を配置し、各隊に対する指揮命令

と安全管理を担当させた。 
   退避については、車両に無線傍受要員を残し無線傍受体制を図り、エリア主要場所に車両を

駐車させ避難体制を確保した。 
   また、ヘリでの海面監視を行った。 
 
（４）津波災害時の救助活動の特徴 
  ア 被災家屋の場所に住民がいないこと。 
  イ 活動区域が広範囲 
  ウ 水、流木、瓦礫による活動障害 
  エ 重機と連携した活動の必要性 
  オ 余震による津波への不安、終わりの見えない活動等精神的負担 

 
Ⅳ 討議 
  津波発生後のがれき等が散乱する環境下で実施された救助活動について（抜粋） 
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  ・当初は、表面上の声掛けによるローラー作戦を実施→その後、人力や救助資機材で排除可能

な瓦礫の際（きわ）を検索→さらに、重機により瓦礫を除去して検索。 
  ・発災初日、４日後、１０日後、それ以降で活動方針は変えていない。 
  ・一番有効だと感じたのは重機。重機を活用すると効率が一気に上がった。 
  ・活動隊員への精神的なケアは、消防職員、消防団員ともに実施している。 
  ・派遣された緊急消防援助隊の交代については、大体３日間程度の交代であったが、ほとんど

問題は感じなかった。これは指揮支援隊長として同じ人が来ていることも大きな理由ではない

かと思います。 
  ・交代は、1 日の活動が終了した時点（夕方）に実施した方が効率的である。日中に交代する

と当該日にほとんど活動ができなくなってしまうため。 
Ⅴ 今後の東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会（救助活動分科会）の

スケジュール  
  ●第 2 回救助活動分科会 7 月 26日（木）13:30～15:30 まで （予定） 
   場所は、第 1 回同様全国消防長会事務局 会議室 
   次回の招聘委員は、「石巻地区広域行政事務組合」及び「塩釜地区消防事務組合」 
 

●その他 
特になし 

 
以上 
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（資料２）平成 24 年度 第 2 回東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研

究会（救助活動分科会） 議事概要 

 
日時 2012 年 7月 26 日（木） 13:30-15:30 
場所 全国消防長会事務局 会議室 

出席者 

（敬称略） 

【委 員】 
是澤 優   消防庁国民保護・防災部参事官（座長） 
萱津 雅弘  消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室課長補佐 
松永 陽一  消防庁国民保護・防災部参事官補佐 
佐藤 孝行  全国消防長会事業部事業企画課警防防災担当係長 
（欠席者） 
佐藤 恵   消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室広域企画・広域応援調整係長 
渡辺 又介  全国消防長会事業部事業企画課長 
 
【招聘委員】 
阿部 義弘  石巻地区広域行政事務組合消防本部 石巻消防署主幹兼特別救助隊長 
鈴木 啓一  塩釜地区消防事務組合消防本部 多賀城消防署主幹兼救助隊長  

①．配布資料 

資料 1 第 2 回東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会（救助活動

分科会）出席者名簿 
資料 2 石巻地区広域行政事務組合消防本部資料 
資料 3 塩釜地区消防事務組合消防本部資料 
 
②．検討会の説明概要及び議事 

Ⅰ 検討会の趣旨説明 
 
Ⅱ 東日本大震災の課題と対応方策（救助関係） 
 
Ⅲ 被災消防本部からのヒアリング 
１ 石巻地区広域行政事務組合消防本部 阿部救助隊長概要説明 
（１）捜索のポイント（生存者を捜索する場合に必要なこと） 
  ① 生存者がいた場所 

 ア 震災当日 
   震災直後は第 1波による瓦礫集積と後続の津波襲来、余震や予測不可能な急激な環境変

化のため、視覚による確認、住民からの情報、出動指令があっても、沖方向への救出活動

は困難（ほぼ不可能）であった。危機的状況の中、少数で多くの人命を救出するには、「着

手できることから、助けやすい者から救出する」ことを活動方針に救出活動にとりかかっ

た。そのような中、生命に危機のある状況におかれた生存者は以下の場所に多く見られた。 
㋐ 津波により押し上げられた瓦礫、車両などが集積した陸地との水際 
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   （一部水没している車両は後部側が浮いているもの） 
㋑ 水流が弱くなる道路から街区、住宅地などに入った建物と建物の間（本流から支流） 
㋒ 屋根、工作物、電線、電柱、木の上など 

※ 救助活動、捜索優先順位のポイント 
津波襲来直後、また、次々と余波が襲来する状況にあっては二次災害発生の危険性が大で

あり、不用意に水上での活動を実施することはできない。また、1 件の事案解決にもかなり

の時間を要してしまい、救える人数も少なくなってしまう。そのため、救助活動のトリアー

ジとして、環境の変化、余波襲来の状況を把握、予想しながら、上記①②③の順での捜索、

救出活動を実施した方が、活動隊員の危険性は少なく、かつ、1 件ごとの事案解決の時間が

早いため、結果、救える命を増やせる効率の良い活動になると思われる。 
イ 翌日以降 

震災翌日は屋外の屋根上などに避難していた要救助者は、低体温や津波外傷により心肺

停止状態であった。翌日以降の生存者は上記場所以外では以下の場所にみられた。 
㋐ 破壊された建物内の隙間（非浸水部分） 

  ㋑ 平屋住宅の屋根裏 
  ㋒ 非浸水建物内（2 階建住宅など） 
※ 津波が引いてきた翌日は、腰部付近の浸水高にいた住民は自力脱出しており、腰部より高

い浸水高で生命に危険があるもの（自宅療養者など含む）をボートにて救出した。屋内外

で死亡していた溺水、外傷以外の大半は低体温と思われた。気温の高い時期であったなら

ば、屋外であろうと助かった命は多々あったと推測される。 
  ② 遺体を発見した場合の処置 
   ア 震災当日（直後） 
     搬送できる遺体は付近住民の手を借り、車両駐車位置へスペース（ブルーシート敷設の

み）を設け収容、管理した。その後、病院までのルートが開拓されるまでは資器材搬送車

（普通車バンタイプ）にて現場から避難所（中学校の倉庫）に搬送した。 
     搬送できない遺体は場所を手帳に記録し、後日対応とした。 
   イ 翌日以降 

      すぐに搬送できる遺体はレスキューシートに収容し、ポイントごとに集め、資器材搬送

車にて安置所に搬送した。 
      重機や救助資器材を使用しなければ搬送できない遺体は、地図と現場にマーキングし、

出しやすいものから優先順位をつけて収容し搬送した。 
  ③ 要救助者情報の取得方法など 
   ア 震災当日（直後） 

  震災発生当初は 119 通報、かけつけなどによる情報にて各方面に出動したが、現場到着

後は付近住民（高所建物上部からの呼びかけ）、被災生存者からの聴取、自らの呼びかけ、

視認での情報収集であった。 
   イ 翌日以降 

㋐ 各エリアにて救出活動を実施しながらの情報収集であった。膨大な救出活動事案のた

め、人手が足りない圧倒的な消防力劣性状態であり現場にて情報収集を専門とする職員
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を配置することができなかった。 
㋑ 地元消防団に情報収集作業を依頼した。 
㋒ ツイッターやメールなどによる依頼された通報などが多数あったが、大半が知人の安

否確認ためなどであり、結果、緊急性の無い通報への出動が多く現場が疲弊した。  
（２）捜索場所の区域割り 
  ① 他機関や他県隊との連携など 
   ア 震災当日 

眼の前の救助に追われ他機関との連携は全く取れなかったのが現状である。無線等によ

る情報も無く、自隊の活動で精いっぱいであった。発災後、3 時間くらいが経過した後、

地元消防団と合流ができ活動できた。 
イ 翌日以降 
㋐ 翌日早朝に緊急消防援助隊が到着したが、自隊以外の管轄被害詳細が把握できなかっ

たこと、また、生存者を優先し、少数で多数を救出することを活動方針としたため、人

口割合の高い石巻地区（特救隊活動地区）を中心として区域割を実施した。 
㋑ 警察、自衛隊とは救出活動においては連携できず、遺体収容にとりかかった震災から

5 日後に三者協議（毎日 20 時）を実施、大きい地区ごとに消防、警察、自衛隊エリアを

区域割し活動した。しかし、特別救助隊においてはエリアを限定せず、救助資器材を使

用しなければ遺体を収容できない事象（瓦礫、車両の下敷きなど）や重機が進入できな

い場所など、各機関から要請された特異事象を担当した。 
（３）活動時の緊急避難について 
  ① 退出路の確保 
   ア 震災当日 

 ㋐ 車両を第 1 波襲来浸水地区の高台に駐車したが、約 5 時間後の最大波により、車両は

一部波をかぶり、周囲も冠水し退出不能となった。 
 ㋑ 波の流れ、余震は予測不可能であり、激しい環境の変化を五感で感じとりながら必死

で活動した。結果、完全な退出路を確保しての活動はできなかった。 
   イ 翌日以降 
   ㋐ 津波の襲来も落着き、著しい環境の変化もおさまってきたので、波よりも余震による

建物の倒壊、道路陥没などの二次災害警戒を主とし、退出路を確保し活動した。 
㋑ 緊急消防援助隊と現場にて打ち合わせ調整をし、津波警報発令時の退避集合場所など

を事前に決めて活動を実施した。 
※ 実際に活動中、津波警報が発令、活動隊員と連絡をとり襲来前にスムーズに退避できた。 
② 安全管理員の指定 など 

   ア 震災当日 
  ㋐ 津波襲来直後の救出活動にあっては、圧倒的な消防力の劣性により安全管理員を指定

することなどはできないのが現状であった。目の前で次々と生命が奪われていく危機的

状況の中で、一人でも多くの命を救うため、隊長を含めた全員が救助員として活動しな

ければならず、目の前での救助案件、付近住民からの要請、本部通信からの指令と目ま

ぐるしいかぎりであり、それでもただ何もできず、流されていく人、息を引き取る人を
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見送るしかできない自分たちにただ情けなく、つらい思いであった。 
    ㋑ 第 1 波襲来から約 3 時間経過した後、地元消防団と現場合流、情報収集と危険事象発

生時の声掛けを依頼した。 
イ 翌日以降 

救助現場全体の安全管理（情報収集、他機関との調整含む）を地元消防の救助隊長が行

い、緊急消防援助隊の各隊長へ伝達し、現場及び隊員管理を実施した。 
（４）その他津波災害時の救助活動の特徴など 
   ア 津波災害は一気に広範囲に被害が及び、現場は一度に複数発生する。無線通信は混信、

情報が錯綜するため正確な情報が得られない。また、何度も津波が襲来し、被害が軽減せ

ず、長時間にわたり徐々に拡大していくという、進行型の特異性がある。災害対応は通常

発生した災害に対するような活動はできず、津波に襲われながらの活動は、生命の危機を

感じ、退避しながら行うのが精いっぱいであり、完全なる消防力の劣性状態である。正義

感や使命感のみでその場しのぎの活動を実施したならば、必ず自身の命を失うものであ

り、その後の活動に支障をきたした。我々消防隊は津波が襲来した後の活動が重要であり、

初動からそれらを考慮した活動を実施しなければならない。 
イ 津波災害での死者は溺水、津波外傷が主であると思われるが、東日本大震災のような冬

期に発生すると、一旦津波をかぶり身体が濡れると、低体温状態になり死亡するというケ

ースが多くみられた。例として、屋根や工作物の上に脱出したが亡くなっている者、救出

した後、白目をむき泡をはいて意識を失う者、救助隊が到着した直後に安心して緊張が解

け、眠るようにして意識を失う者、死亡した者などがあり、要救助者と接触した後は励ま

しの言葉よりも、叱咤をし続けた方が意識を保った。救助を求めていた住民の全員が負傷

の痛みなどよりも、寒さを訴えていた。救助活動していた我々も身体が濡れたことにより

低体温となり、意識を失いそうになった。 
ウ 津波災害での救助活動は一部入水し活動しなければならず、汚泥による感染、油類によ

る目の負傷、呼吸器の障害、瓦礫による切創、刺傷があり、活動隊員の負傷が数多くみら 

れた。 
エ 建物ごと流され、沈まず、波を被らない空間に避難していたため、生存していた事案が

あった。（9日ぶりの救助）震災後、波に流された人々の話を聞くと、類似した事例を多く

聞いた。大半の人々は津波が落ち着いた後、自身にて開口部から脱出し避難していた。72
時間が経過しても条件によれば生存の可能性は高く、早いサーチが必要である。しかし、

被害は広範囲でかつ瓦礫により車両や重機は入れないことにより、人海戦術にて瓦礫を一

つ一つ乗り越えて進まなければいけないことから、時間がかかり過ぎてしまう。大量の瓦

礫の上、閉所などでは、身軽で機動力のある災害救助犬の早期大量投入が有効ではないか

と思われた。今後、より一層の合同訓練や、災害救助犬を活用した救助法の確立が必要で

あると思われる。 
オ 津波災害時の救助で大変有効だったのは、小型のプラスチックボートである。メリット

は ①軽量であるため転戦移動が容易であること ②途中で瓦礫に阻まれた場合でも2名

で十分持ち運び瓦礫を乗り越えて進めたこと ③瓦礫が接触しても破損しないこと ④小

回りが効き、狭所進入ができたこと などが挙げられた。 
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２ 塩釜地区消防事務組合消防本部 鈴木救助隊長概要説明 
（１）捜索のポイント 

① 生存者がいた場所 
   ア 流出していない家屋の屋根上，２階居室内 

イ 車両の屋根上 
   エ 中高層建築物 ・歩道橋，フェンス，電柱等の工作物   

オ 流出していない樹木  
② 遺体を発見した場合の措置 
ア 震災当初：毛布又はブルーシートで被覆後，一時的に応急救護所へ収容。その後，車両

（本部所有のワゴン車）にて臨時遺体安置所へ搬送。 
   イ 震災２日目以降：遺体発見場所を集約し，車両にて遺体を収容し，臨時遺体安置所へ搬

送。（約５日間） ※５日以降については警察が対応。 
  ③ 要救助者情報の取得方法 
   ア 指令課からの通報   

イ 現場指揮本部への駈込み   
ウ 災害対策本部からの情報 

   エ 要救助者の所持品等（遺体の場合） 
（２）捜索場所の区域割について 
  ① 他機関や他県隊との連携について 
    市災害対策本部で自衛隊，警察，消防の捜索区割りを決定。消防担当区域については更に

分割し，捜索範囲が重複しないよう注意した。 
（３）活動時の緊急避難について 
  ① 退出路の確保 
    余震に対する津波対応については，捜索開始前ミーティングにおいて無線及びサイレンに

より傍受体制を徹底し，捜索場所付近の中高層建物を緊急避難場所とした。 
② 安全管理員の指定 

建物内の捜索時においては，少数にて捜索し残りの隊員については安全監理員とした。 
  ③ その他 

  他機関ヘリからの情報（潮位の変化，沖合の白波等）により捜索活動が頻繁に中止となり

移動時間を要した。（当時余震発生後の津波情報が錯綜していた） 
（４）津波災害時の救助活動の特徴 
  ① 要救助者，行方不明者が多数 
  ② 人（救助員），物（ボート等資機材），経験（津波経験）不足 
  ③ 捜索範囲が大規模で瓦礫等により要救助者の発見，救出まで時間を要する。 
  ④ 浸水，瓦礫等により車両接近が困難であり，使用資機材も限定される。 
  ⑤ 捜索場所付近に人もいなく情報が少ない。また津波により風景が変化している。 
  ⑥ 汚水，粉塵，冬季における防寒対策が必要 
  ⑦ 重機と連携した活動の必要性 
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Ⅳ 討議 
 １ 効果的な資機材等 

① がれき等でも破れないゴムボートボートが欲しい。アルミボートは多数の要救助者を載せ

られるが、水位が下がってくるとひざ下程度で沈んでしまう。また、引き吊りではスケッド

ストレッチャーが有効であった。 
② もう少し軽量で、ひとりでも扱える三連はしごのようなものがあれば活用できた。 
③ 浸水地区では、消防バイクが効果的であった（広報、警戒活動、資機材の搬送、安価、機

動力、燃費等）。 
④ 浸水のため車両整備するのが大変であったので、車両整備をする応援隊が必要である（大

した浸水をしていないにも係わらず、整備できないために活用できない事例があった）。 
⑤ 車両に積載していたミネラルウォーター（2ℓ×10本）が非常に役立った（要救助者、隊員

の目、口など洗浄に使用できた）。 
⑥ 民間のジェットスキーを活用して、歩道橋の上から１００名程度救出した事案があった。

また、消防隊のボートをロープで牽引した。一方でスクリューにビニールハウスのビニール

が入り使用できなかった事案もある。 
⑦ 夜間の活動は、自衛隊から投下された照明弾が非常に明るく効果的であった。 
⑧ 何重にも重なったがれきの現場では、発破する技術があれば有効であった。 
⑨ 車両等が折り重なった中に要救助者がいる場合は、重機がなくてはならないものであっ

た。 
 ２ その他 
  ・活動拠点は、１箇所ではなく複数あった方が効果的である。（活動場所への移動時間短縮のた

め） 
 
Ⅴ 今後の東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会（救助活動分科会）の

スケジュール  
  

特になし 
 

以上 
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第４章 津波災害に対する救急活動 

 

『東日本大震災における津波災害に対する消防活動の 
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第１節 はじめに 

 １．背景等 

⒧ 背景 

   昨年度「平成２３年度救急業務のあり方に関する検討会（以下、「あり方検討会」と

いう。」において、東日本大震災の発生を受けた大規模災害時における救急業務のあり

方について、①大規模災害時の救急搬送体制の強化、②大規模災害時の MC 体制のあり

方、③大規模災害時における消防と医療の連携等、５つのテーマについて有識者等に

よる作業部会を設け検討を進めるとともに、東日本大震災における救急活動の実態を

把握するため各消防本部に対して、救急活動中危険を感じた又は障害となった事例（以

下、「ヒヤリハット事例」という。）等のアンケート調査を実施した。 

   あり方検討会報告書では、このアンケート結果を受けてヒヤリハットの事例数や事

例の一部を紹介している。（あり方検討会報告書第８章「東日本大震災に関する実態調査」８９

頁～） 

   報告書では、これら大規模災害における救急業務のあり方の他にも傷病者の搬送及

び受入れの実施に関する基準や、救急業務の高度化、救急救命士の処置拡大、市民等

が行う応急手当、救急安心センター、さらには JRC ガイドライン２０１０改訂など、

極めて多岐に渡るテーマについて議論がなされた。 

  【参考】あり方検討会報告書 PDF※総務省消防庁 HP 

http://www.fdma.go.jp/html/intro/form/pdf/kyukyu_arikata_h23/houkokusyo/honbun.pdf 

   この内、あり方検討会で行った実態調査アンケートについては以下のとおりである。 

ア．調査対象 

     全国の７９８消防本部（全数） 

イ．調査方法 

     回答様式電子ファイルを電子メールにて都道府県所管課経由で配布・回収 

ウ．調査内容 

     ・救急活動の危機管理体制 ・救急活動で使用した資器材  

・１１９番の通報状況 ・被害の有無、緊急消防援助隊等の出動や受入状況 

     ・医療活動における特定行為の実施状況 ・救急搬送における病院選定状況 等 

 

⑵ 救急分科会の目的 

   この実態調査アンケートではすべての消防本部から回答が寄せられるなど貴重な事

例等が多数収集された。しかしながら、先に述べたとおり検討会では多岐に渡るテー

マを取り上げている関係上、ヒヤリハット事例の詳細な分析やその対策等についてま

で報告書では網羅していない。 

この度、「東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会（以下、

「津波研究会」という。）の救急活動分科会（以下、「救急分科会」という。）」では、

平成２３年度あり方検討会報告書より
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この収集されたデータを有効に活用し、さらなる調査・分析を加え、今後に対する事

前の備えや事故防止に寄与すべく検討を行うこととした。 

また、東日本大震災では、広範で発生した津波や火災など様々な災害対応を図る中、

被災地における長距離転院搬送を含む転院搬送のあり方について課題となった。今回、

先のあり方検討会では検討しきれなかった「大規模災害時における転院搬送のあり方」

についても検討を行い、報告書に盛りこむこととした。 

 

２．あり方検討会調査概要 

⑴ 【参 考】平成２３年度あり方検討会における調査結果の概要 

   あり方検討会で報告されたヒヤリハット事例、救急活動で使用した資器材の調査結

果の概要については以下の通りである。 

  ア．ヒヤリハット事例の有無  

    東日本大震災で救急活動中、ヒヤリハット事例を経験したとした消防本部数は 

１３４本部で約３割に上った。（図表１） 

 

 

図表 1 ヒヤリハット事例の有無（n＝469） 

 

 

 

 

 

 

 

  イ．ヒヤリハット事例の具体的内容（主な回答） 

    複数回答のあった消防本部を含め、調査では１９３に上るヒヤリハット事例が報

告された。検討会報告書に記載された主な回答については以下のとおりである。 

（余震や停電、瓦礫によるケガ） 

 ・傷病者搬送中、余震で家具が倒れそうになった。 

・瓦礫でケガをしそうになった。 

・救急車走行中、地震発生に気づかなかった。 

・長時間の停電により、信号機が不能となり、緊急走行に苦慮した。 

（津 波） 

・津波がどこまで来ているか分からなかった。 

・津波警報が聞こえなかった。 

・幸運にも人的被害はなかったが、津波の到達位置を過小評価していたため救急出
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動中の救急自動車とともに隊員が津波により流され車両が全損した。 

（不十分な防寒対策、隊員の疲労） 

・防寒対策が十分でなく体調管理が大変だった。 

・冬季であったために、寒さ対策の不足から体調を崩す隊員が出た。 

・往復６時間の長距離搬送で、機関員の注意力が低下し、ブレーキ等が遅れること

があった。 

（原発関連） 

・福島原発付近の病院から多数の入院患者及び関係者が自衛隊のヘリで搬送されて

きたが、放射能汚染に関する情報が入らなかったため、除染等を行わずに通常の

対応をしてしまった。 

・放射能の防護装備が不足していた。 

・原子力発電所事故情報の遅れにより防護服等未着装により現場活動を行っていた

時間があった。 

（その他） 

・水の確保が難しく、大量の血液等を洗い流すことに困難を極め、感染防止に不安

を感じた。 

   

ウ．救急活動で使用した資器材（不足していた資器材） 

    実態調査では、資器材について不足していなかったと回答するものが多かったが、

「酸素ボンベ（携帯用酸素）」、「毛布、タオルケットなど保温資器材」の不足を挙げ

る消防本部が比較的多かった。 

  エ．特に有用だった資器材 

    特に有用だった資器材として、バックボード、毛布、感染防止資器材、シート類、

感染防護服等が挙げられた。（図表２） 

 

特に有用だった資器材の品名 有用だったと考えた理由、活用方法 

バックボード、スクープストレッチャー
足場の悪い場所で傷病者を搬送する場合

の安定保持のため 

毛布、保温シート 傷病者の保温のため 

手袋、マスクなどの感染防止資器材 救急隊員の感染防止、放射線からの保護 

ブルーシート、アルミックスシート、ビ

ニールシート 

救急車内の放射線被爆防御、遺体搬送等の

ため 

感染防護服 放射線被爆防止のため 

懐中電灯、ヘルメットライト 夜間、停電時等の活動のため 

車両ナビゲーションシステム 
被災地の道路状況を把握し、地元消防本部

の同乗なしに活動できるようにするため 

図表 2 特に有用だった資器材 
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⑵  救急分科会での検討項目 

   このあり方検討会での検討結果を踏まえ、救急分科会では、①あり方検討会では検

討しきれなかった「大規模災害時の転院搬送のあり方」について検討を加えるととも

に、②さらなるヒヤリハット事例の調査、分析、③ケーススタディ（事例検討）、④震

災時の活動で有用であった救急資器材、の検討を行っていく。 
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１． 大規模災害時における転院搬送のあり方 

  ⑴  大規模災害時における転院搬送のあり方 

  ア．背 景 

   消防庁における東日本大震災に関する実態調査によると、発災後に救急搬送された

傷病者等については、地震を直接の原因とするものが 700 人、津波を直接の原因とす

るものが 499 人（3 月 11 日から 17 日までの津波被害を受けた青森、宮城、福島、茨

城及び千葉の各県における調査結果）となっており、また、その後の避難所等（体育

館、学校、公園等で避難所と認識されるもの）への出動件数は、岩手県で 974 件、宮

城県 2,625 件、福島県 985 件（いずれも震災当日から 6 月 10 日までの間）などとな

っている。（平成 23 年度版消防白書） 

   また、津波被災 6 県（青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉）における発災後 1 週

間の救急出動件数の合計は 1,287 件で、その内訳は「急病」が 60.8％、「一般負傷」が

12.0％、「転院搬送」が 9.3％などとなっている。（図表 3）このうち転院搬送に着目す

ると、岩手県で 17.0％、福島県で 15.4％など、平時（平成 22 年中全国平均 8.6％）に

比べ高くなっており、転院搬送の多さがうかがえる。 

図表 3 津波被災 6 県における救急出動及び救急搬送の状況 

 合 計 
自然災害 

(計) 

自然災害 
急 病

一般 
負傷 

転院 
搬送 

交通 
事故 

その他
地 震 津 波 左記以外

出動件数 
21,312 1,279 700 499 80 12,960 2,553 1,984 1,249 1,287

100.0% 6.0% 3.3% 2.3% 0.4% 60.8% 12.0% 9.3% 5.9% 6.0%

搬送人員(計) 19,701 1,324 643 597 84 11,847 2,385 2,151 1,230 764

 

 

搬 

 

送 

 

人 

 

員 

 

 

青森県 
1,158 14 3 11 0 749 137 134 72 52

100.0% 1.2% 0.3% 0.9% 0.0% 64.7% 11.8% 11.6% 6.2% 4.5%

岩手県 
2,189 239 33 204 2 1,212 229 372 67 70

100.0% 10.9% 1.5% 9.3% 0.1% 55.4% 10.5% 17.0% 3.1% 3.2%

宮城県 
4,326 532 210 255 67 2,580 376 529 106 203

100.0% 12.3% 4.9% 5.9% 1.5% 59.6% 8.7% 12.2% 2.5% 4.7%

福島県 
2,666 194 87 103 4 1,517 294 411 105 145

100.0% 7.3% 3.3% 3.9% 0.2% 56.9% 11.0% 15.4% 3.9% 5.4%

茨城県 
3,665 227 209 9 9 2,163 547 316 312 100

100.0% 6.2% 5.7% 0.2% 0.2% 59.0% 14.9% 8.6% 8.5% 2.7%

千葉県 
5,697 118 101 15 2 3,626 802 389 568 194

100.0% 2.1% 1.8% 0.3% 0.0% 63.6% 14.1% 6.8% 10.0% 3.4%

※平成 23 年度救急業務のあり方に関する検討会報告書より 

       

東日本大震災では、受入れ可能な少数の医療機関に搬送が集中し、また、医療機関

そのものが被災するといったことから、傷病者の受入先の確保についても苦慮した事

例などが報告されている。このような医療機関においては、入院患者等をやむなく転

院させる必要性が生じるとともに、被災地では受入れに必要な医療機関が近隣になく、

やむを得ず遠方の医療機関まで移送する必要性が生じ、結果として長距離転院搬送に

至った事例などが報告されている。 

第２節 大規模災害時における転院搬送のあり方
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 イ．大規模災害時の転院搬送 

   いわき市消防本部によれば、東日本大震災発災後 72 時間が経過し、地震、津波の自

然災害による救急搬送が落ち着いてくると、次第に被災した病院及びライフラインの

寸断により医療機能を維持できなくなった病院からの転院搬送が増加していったとの

ことで、特に津波で被災した病院からの転院搬送では、自隊（いわき市消防本部）だ

けでは対応できず、緊急消防援助隊及び県内応援隊の支援を受け、延べ 55 隊で 105 名

の転院搬送が実施された。 

大規模災害時では、このような消防機関の他、あらゆるリソースを活用し災害対応

（転院搬送）を図っていくことが必要となってくる。 

大規模災害時の被災地での転院搬送の手段としては、消防機関の他に、以下のよう

なものが活用できると考えられる。（図表 4） 

図表 4 転院搬送手段の例 

機関名 搬送手段の例 

消防機関 
消防救急自動車、消防ヘリ、人員搬送車など 

（被災地消防本部、県内応援消防本部、緊急消防援助隊） 

行政機関 防災ヘリ、自衛隊車両・ヘリ、警察車両・ヘリ、市バスなど 

医療機関 ドクターヘリ、ドクターカー、病院救急自動車など 

民  間 バス、タクシー、寝台車、民間救急搬送自動車など 

 

ウ．問題点・課題等 

   地震等大規模災害が発生した場合、災害が複合的かつ同時多発的に広範囲で発生す

ることが想定され、特に、地震後に二次的に発生する火災への対応を優先方針にして

いる消防本部が多い。（平成 24 年 4 月「大規模災害発生時における消防本部の効果的

な初動活動のあり方検討会報告書」より） 

例えば神戸市消防局の場合、先の阪神・淡路大震災を教訓として、「神戸市震災消防

計画」において“火災対応優先の原則”を掲げ、震災時においては火災、救助、救急

といった事案が同時に多発し、災害全般に対し消防力が劣勢になることが懸念される

が、このような状況下で人的・社会的被害を 小限に食い止めるためには、消防機関

の専管任務である”火災の早期発見と一挙鎮圧”を 優先とし、初動時において、全

組織力を挙げて消火活動に着手することを活動の方針としている。 

ここでは具体的に、震災初動時には本署以外の出張所救急隊についてはすべてポン

プ車等への乗り換えとし、未着手の火災現場をなくすよう部隊配備を行う他、本署救

急隊については消防署に応急救護所を開設し負傷者対応にあたることとしている。 

   このように、被災地消防本部では災害に全力で対応する中、震災初動時にあっては

転院搬送について十分に対応できないことが予測される。 
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   また、先に述べた図表 4 の様な転院搬送手段を活用するにあたっても、関係機関と

の連絡調整、情報共有等を図る必要があり、被災地消防本部ですべての調整を実施す

るのにも課題が多い。 

   さらに、先の東日本大震災では県域を超えた救急車による長距離転院搬送などもあ

ったことから、燃料の確保や機関員の疲労への対策など課題となった。 

 

【 転 院 搬 送 に お け る 主 な 問 題 点 ・ 課 題 等 】 

・災害初動において医療機関から消防に転院搬送依頼があっても十分な対応が困難 

・関係機関との情報共有不足、連絡体制の不備等により搬送手段の確保に課題 

・救急自動車による長距離搬送における燃料確保や機関員の疲労等への対策 

 

エ．解決策・方向性 

（ア）転院搬送手段の確保 

  ①事前の対策及び災害初動時における対応 

災害初動において必要となる転院搬送に対応するためには、あらゆる搬送手段を

活用し対処する必要がある。 

民間救急搬送事業所やタクシー協会など関係機関・団体と平時から協定等を締結

し、地域防災計画などにあらかじめ位置付けておくことは、大規模災害時の搬送手

段の確保において有用となる。 

また、消防を含めた関係機関との連絡調整、情報共有を図っていくため、関係機

関を含む被災消防本部や県応援消防隊、緊急消防援助隊の救急車、人員搬送車、消

防ヘリなど、転院搬送を実施する車両等の調整、関係機関への依頼等については、

消防応援活動調整本部（以下、「調整本部」という。）がこの任を担うとともに、災

害対策本部と情報を共有することでスムーズな調整、依頼を可能とする。（図表 5） 

  ②発災後数日経過後の対応 

    発災後１～２日が経過すると緊急消防援助隊などの応援部隊も被災地での活動を

開始し、また、いわき市消防本部の報告にもあるように被災医療機関からの転院搬

送依頼の増加が予測されることからも、消防機関による転院搬送について積極的に

対応することが望まれる。 

    ここでも出動部隊の調整などについて、被災市消防本部では対応が困難なことか

ら、調整本部や緊急消防援助隊指揮支援本部で調整を行っていく必要がある。 

 

    ①②いずれにおいても、消防組織法第 44 条の 2 に規定する調整本部の総合調整機

能を 大限発揮し、災害対策本部とも情報を共有し関係機関と役割を分担すること

が大規模災害時において重要である。また、関係団体との連携・協力等について、

各自治体において事前の協定締結等が望まれる。 
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図表 5 大規模災害時の転院搬送のあり方 

 

           被災県災害対策本部 DMAT 統括・自衛隊・警察等 

                              指揮支援部隊長 

 

被災市災害対策本部 

                                

                             指揮支援隊長 

被災市消防本部 県応援消防本部 緊急消防援助隊 

            a 救急隊  b 救急隊   A 市救急隊 B 市救急隊  D 市救急隊 E 市消防ヘリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）長距離転院搬送への対応 

   長距離転院搬送においてはヘリ搬送など長距離搬送に適した搬送手段を考慮すると

ともに、大人数を長距離転院搬送する必要が生じた場合においても、傷病者の症状・

病態を考慮しつつ、可能な場合にはバスや搬送車など一度に傷病者を搬送できる移動

手段を考慮することで燃料確保の課題や機関員の負担についても軽減できる。 

   また、このような場合にも（ア）で述べたような調整本部や緊急消防援助隊指揮支

援本部での調整や、災害対策本部との連携、事前の協定等が重要であり、搬送手段な

どについて被災地消防本部、指揮支援隊長、各道県隊長及び救急部隊長が調整を図り、

円滑な救急活動が実施できるような出動体制を確立することが必要である。 

 

（ウ）その他の必要事項 

   転院搬送を円滑に実施するために、燃料の確保については後述するヒヤリハット事

例の項で“燃料・資材不足によるリスク”で挙げられる燃料確保の対策について事前

の対策等を図り、後述の“ケーススタディ③”で挙げる事例なども参考にされたい。 

また、“長時間活動等によるリスク”で挙げられる機関員への対応等についても留意

②転院搬送要請 

③調整依頼 

④調整依頼 
（関係機関含む） 

⑤調整・搬送要請

⑥部隊出動調整 

ドクターヘリ 
ドクターカー 
防災ヘリ 
民間救急自動車 
寝台車・タクシー 
市バス等 
自衛隊車両・ヘリ 
警察車両・ヘリなど 

F 市搬送車 

⑦転院搬送対応 

関係機関 

①事前の協定締結等 

 
 

消防応援活動調整本部 

 
 

緊急消防援助隊指揮支援本部 

被災医療機関等 
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が必要である。 

さらに、被災地での転院搬送（長距離転院搬送含む）においては地理不案内なこと

が多いことから、被災市町村医療機関の周辺図や搬入口等の位置図など、あらかじめ

地元消防本部から入手できることが望ましい。 

 

⑵  まとめ 

    「大規模災害における転院搬送のあり方」について、課題等で明らかにしたよう

に、発災初動時において消防機関で転院搬送に十分に対応するのは困難であり、関

係団体等との連携を図っていく必要がある。 

    そのためには、自衛隊、警察、DMAT など関係団体と連携を図りつつ、災害対策本

部、調整本部、緊急消防援助隊指揮支援本部、被災地消防本部等で連絡を密にする

ことが重要となる。 

    緊急消防援助隊等が被災地で活動を開始した後などには順次、消防機関として転

院搬送にも積極的に対応を図っていく。 

    ここでも調整本部等の役割は重要であり、出動部隊の規模や部隊の種別（車両・

ヘリ等）などについて調整を図っていく。 

    また、要介護高齢者などを始めとした施設や医療機関からの広域避難搬送、広域

転院搬送についても災害対策本部が中心となった部局横断的な対応を実施する。 

    「解決策・方向性」で述べたような事前の対策や関係機関との連携を十分に図り、

今後発生する大規模災害に備えとするとともに、協定の締結など具体的な取り組み

に結びつけられたい。 

 

 

図表 6 【参考】東日本大震災：消防防災ヘリによる長距離転院搬送（宮古市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市消防局提供 
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第３節 ヒヤリハット事例の調査分析 

１．ヒヤリハット事例の調査分析 

「１．背景等」で述べたように、あり方検討会の開催にあたり、全国の消防本部から「東

日本大震災における救急活動中、身の危険を感じた又は活動障害となった事例（ヒヤリ

ハット事例）」を募集した結果、多数の事例が集まった。 

  今回の救急分科会では、収集されたヒヤリハット事例をさらに詳しく分析し、今後の

対策について、事例を基に紹介していく。 

  分析にあたっては、ヒヤリハット事例のリスクごとに分類を行うとともに、 “事前対

策”と“活動の留意点”としてそれぞれポイントとなる対策等について明らかにするこ

とで、今後の取り組みの参考とする。 

⑴  リスクの分類 

   あり方検討会で収集された１９３の事例のうち、原発関連を除いた１５１事例につ

いて、そのリスクとなる種別ごとに分類し分析を行った。（※原発関連については東日

本大震災を踏まえた NBC 災害に関する調査、検討として別途検討会を開催し、専門家

を交えて議論されることから、本救急分科会においては取り扱わないものとした。） 

   収集された１５１のヒヤリハット事例について、起因する障害（リスク）として以

下の６つに分類し、そのリスクごとに分析し対策等を挙げていく。（図表 7） 

 

図表 7 ヒヤリハット事例の分類（ｎ=151） 

物理的リスク（瓦礫・道路破損等）  

津 波 、 余 震 等 に よ る リ ス ク 

停 電 等 に よ る リ ス ク 

燃 料 不 足 等 に よ る リ ス ク 

寒 さ 、 凍 結 等 に よ る リ ス ク 

長 時 間 活 動 等 に よ る リ ス ク 
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⑵  リスクごとの分析・対策等 

物 理 的 リ ス ク                           

   ア．主な事例 

物理的リスクによる事例について、起因する障害としては「瓦礫等」「道路等の破

損など」に区分される。（図表 8） 

図表 8 物理的リスクによる主な事例 (n=52) 

リスク分類 内 容 主な事例 

瓦礫等※ 

(n=30) 

道路をふさぐ 
瓦礫で道幅が狭くなり、救急車の走行に危険を感

じた 

歩行障害（人）
瓦礫の上を歩行していて転倒しそうで不安定だっ

た 

走行障害（車）
瓦礫の上を救急車で走行中、パンクした（パンク

しそうになった） 

危険な物品等 
瓦礫の上を歩行中、釘に気付かず踏み抜いて負傷

した 

視野をふさぐ 
風にあおられた粉塵・瓦礫が視野をふさぎ走行危

険があった 

倒壊等 
近くの電灯が急に倒壊し、救急車と接触しそうに

なった 

道 路 

（トンネル・

橋） 

(n=22) 

破 損 
高速道路走行中、道路の亀裂により車体が揺れ危

険を感じた 

陥 没 
救急車走行中、段差により車両に衝撃を与え、危

険を感じた 

冠 水 
冠水により通行に支障をきたした（通行不能・

徐行等） 

危険情報が不明
通行するトンネル等が危険かどうかの情報がなく

不安だった 

※瓦礫等：家屋等の瓦礫、鉄くず、木材破片、釘、汚泥、電柱など 

    

 イ．障害の内容 

    物理的リスクのうち、回答した消防本部の多くが瓦礫等の障害を挙げており、具

体的な障害として瓦礫等による通行障害（人、車両）、釘や木材破片等の危険物品に

よる障害（人、車両）、汚泥等の粉塵などを挙げている。 

    実際の事例では、活動中釘を踏み抜きケガをした事例や、車両のパンク事例など

が報告されている。 

    その他には、柱や電柱の倒壊による通行障害や、道路の破損・冠水等による通行
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障害、トンネル・橋の破損等による通行障害などが挙げられた。 

    このうち道路については、道路の破損などによりカーナビゲーションが役に立た

ない、あるいは道路や建物自体の目印がないなど、目的地に至るために苦労した事

例がいくつかあった。 

    物理的リスクの中でも、道路の破損、陥没、冠水あるいは瓦礫等に起因される二

次災害発生の恐れについては、地震・津波災害で頻繁に起こりうる事象であり、こ

れら必要な対策を講じていく必要がある。 

 

   ウ．対策等 

   （ア）事前の対策 

瓦礫等の障害については、できるだけ瓦礫等がない場所を選択して活動するこ

とがリスク回避に繋がるものの、瓦礫下で活動するしかない場合には防護の対策

（手袋や踏み抜き防止用の鉄板が入った活動靴を着用する等）や、あるいはバッ

クアップの対策（予備タイヤの準備、パンク修理材の準備等）が必要である。 

   （イ）活動の留意点 

活動の留意点として、車両においては瓦礫等によりパンクの恐れがあるものと

してできるだけ瓦礫を避け徐行運転を心がける必要がある。また、瓦礫の撤去や

道路の一次補修、さらに、危険な箇所では誘導員を配置するなどを考慮する。 

     道路等の通行障害（地理不案内）に係る対策としては、現地職員に同乗しても

らうなど地理に詳しい者の案内を求めることが一番確実な対策といえる。実際に

この度の回答事例においても、誤った方向を示したカーナビゲーションに従いそ

ちらに向かおうとしたところ、現場の他隊の指摘により未然に防げたという事例

があった。 

 

 

『物理的リスク』に対する事前対策及び留意点 

【事前対策】 

・踏み抜け防止用として鉄板入りの作業靴を着用すること 

・パンク対策として予備タイヤ及びパンク修理材を準備すること 

【活動の留意点】 

・車両走行時はできるだけ瓦礫を避け、徐行運転を心がけること 

・道路状態等が分からない場合には一旦停車し安全を確認すること 

・道路の障害除去、一時補強、誘導員の配置などを考慮すること 

・現地ではできるだけ地理に詳しい者の案内を求めること 
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津波・余震等によるリスク                        

ア． 主な事例 

    津波・余震などリスクごとの主な事例については以下のとおりである。（図表 9） 

図表 9 津波、余震等による主な事例 (n=33) 

リスク分類 内 容 主な事例 

津 波 

(n=23) 

津波にのまれる

（のまれそうに

なる） 

救急出動中、車両とともに隊員が津波に流され車

両が全損した 

地震発生後救急出動し、津波に襲われ孤立した 

高台に避難した際、隊員がバラバラになり安否確

認がしばらくとれなかった 

危険情報が不明

現場活動中、津波警報発令情報が分からないまま

活動した 

津波警報発令時に人・車両が殺到し危険な状態だ

った 

警戒区域が地図等ではっきりせず、活動中危険を

感じた 

高潮による危険
救急活動中、高潮により急激に道路が冠水し現場

で立ち往生した 

余 震 

(n=10) 
揺れによる危険

傷病者搬送中、余震により家具が倒れそうになっ

た 

高層階で活動中、余震により倒壊の危険を感じた 

倒壊建物で活動中、余震により二次倒壊の危険が

あった 

  

イ．障害の内容 

    津波については、実際に津波にのみ込まれて流された（人・車両）という、ヒヤ

リハットの域を超えた非常に危険であった事例も報告され、それ以外においても津

波に飲み込まれそうになった、あるいは身の危険を感じたとする事例が報告されて

いる。実際に東日本大震災で津波等により使用不能となった救急車両は、宮城県内

で 7 台、岩手県内で 5 台、福島県内で 1 台の合計 13 台に上った。（消防庁被害報） 

    また、実際の津波の来襲とは別に、大津波警報の発令が分からなかった、あるい

は聞こえなかったなど、危険情報が不明であったため活動に支障があったとする事

例が報告されている。さらに津波警報の発令によって人や車が殺到し危険だったと

する事例もあった。 

    一方、余震による障害としては、余震の揺れによる二次災害の危険性を指摘する

事例が多く報告されている。 
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    津波以外では、高潮による道路冠水の障害が挙げられた。 

     このうち危険レベルとして津波に関する危険情報については、万が一被災した

場合には人命危険は大であり、情報入手の手立てが大変重要となる。また、余震

による建物倒壊等についても人命危険が高く、対策を講じていく必要がある。 

   ウ．対策等 

     津波など大規模災害時における事前の対策や初動活動のあり方等については、

平成２３年度「大規模災害発生時における消防本部の効果的な初動活動のあり方

検討会」（座長：関澤愛東京理科大学大学院国際火災科学研究科教授）で必要な検

討が進められ、平成２４年４月に報告書としてまとめられている。 

    【参考】初動活動のあり方検討会報告書 PDF※総務省消防庁 HP 

http://www.fdma.go.jp/disaster/syodokatudo_arikata_kento/houkoku.pdf 

     ここでは、この検討結果を基に津波等必要な対策について述べる。 

 （ア）事前の対策 

      津波への備え、対策などについては事前計画を策定し、これを定めておくこ

とが重要であり、特に、安全管理に十分配慮した計画の策定が必要である。 

      安全管理に関する事前策定（例）として、まず活動の基本として、活動中の

職員に身の危険が迫れば「消防職員も待避する。」ということを活動の基本に、

このことは事前に住民にも周知し理解を得ておく。 

      また、津波被害を受ける恐れがある消防署所については、救急車両や資器材

等の待避などについて事前に計画しておく必要がある。 

      津波の浸水想定区域内の活動については「活動可能時間」を判断するなどの

一定のルール作りを事前に計画し、その時間内で活動することを前提とする。 

      また、職員の待避について、職員全員が待避する場合の確認要領やサイレン

活用等による待避合図の確認、待避ルートの確保（人・車両）、待避後の集結場

所の指定、待避後の安全管理の徹底（活動再開時のルール等）など事前に計画

しておく。 

   （イ）活動の留意点 

      津波の浸水想定区域内で活動を行うにあたっては、上記事前計画に基づいた

待避ルートの確認、安全待避場所（津波避難ビル等）の位置の把握、高所など

への安全監視員の配置（他隊との連携による）等、安全管理策を考慮しつつ、

活動可能時間を判断して自隊の活動時間を設定し活動する。この場合、できる

だけ沿岸部での水平的な移動を避けて行動する。 

      また、余震下での倒壊建物内等での活動について、安全監視員の配置や、余

震発生時の待避ルートの確保など、常に退路を考えた行動が求められる。安全

管理策を講じてもなお危険が伴うと判断される場合は、安全が確保されるまで

活動を中止するという判断も必要となろう。 
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『津波余震等によるリスク』に対する事前対策及び留意点 

【事前対策】 

・連絡体制の構築や活動のルールについて事前に計画しておくこと 

・特に浸水想定区域内の活動については、活動可能時間の設定など安全

管理に留意した一定のルール作りを行うこと 

【活動の留意点】 

・上記事前計画に基づいた活動を徹底すること 

・特に浸水想定区域では、安全監視員を配置し、待避ルートや津波避難

ビル等を確認するとともに、活動可能時間を判断し行動すること 

・また、倒壊建物内等での活動については、安全監視員の配置や待避ル

ートの確保など、常に退路を考えた活動に留意すること 

 

 

図表 10･11 【参考】東日本大震災での緊急消防援助隊の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 10）              大阪市消防局提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京消防庁提供 （図表 11） 
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停電等によるリスク                           

ア． 主な事例 

    停電によるリスクごとの主な事例については以下のとおりである。（図表 12） 

図表 12 夜間、停電等による主な事例 (n=26) 

リスク分類 内 容 主な事例 

停 電 

(n=26) 

夜間の明るさ不

足 

夜間、街路灯がすべて停電しており路面が見づら

くストレッチャー曳航時にぐらついた（人） 

夜間の救急現場で、照明等の不足により負傷しそ

うになった（人） 

夜間救急車で走行中、道路の陥没に気が付かず、

強い衝撃を受けホイールが損傷した（車両） 

夜間救急車で走行中、明るさが不足したため道路

の冠水程度が分からず走行に不安があった（車両）

信号機の停電 

緊急走行中、信号機が機能していなかったため、

交差点で一時停止せず猛スピードで進入する車両

があり危険だった 

交通機能がマヒしており、交差点の走行時など、

等に注意が必要だった 

計画停電 
計画停電により信号機や街路灯が使用不能で、交

差点内での活動時、視界が悪く危険であった。 

イ．障害の内容 

     停電による障害については、主に夜間における明るさ不足と、信号機の停止に

よる車両の走行障害が挙げられる。 

     夜間については、停電による街路灯の消灯により、救急活動中、照明が不足し

たことにより負傷しそうになったとした事例や、車両走行中、明るさ不足による

障害物等への接触（車）、さらに道路の段差等に気がつくのが遅れるなど路面状態

の把握困難による障害（人・車）などが挙げられている。 

     また、停電により信号機の消灯による障害を挙げる消防本部が複数あり、これ

については、信号機の消灯により交通事故の恐れがあった（救急車と一般車両、

救急車と歩行者）、あるいは交通機能がマヒし渋滞等により走行に支障を来した、

などの事例が報告されている。 

     これら停電による危険レベルとしては、信号機の消灯による交通事故の発生や、

夜間明るさ不足による交通事故の発生など、ひとたび発生すれば重大な事故とな

ることから、必要な対策を講じる必要がある。 
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   ウ．対策等 

 （ア）事前の対策 

      夜間等の活動に備えて携帯ライトやヘッドライトを携行し、予備電池なども

併せて準備する。ある程度決められた範囲での夜間活動用として、バルーンラ

イトなどを準備しておく。 

      また、暗闇での活動では、他の一般車両などから活動隊員が視認しづらいこ

とから、夜間に隊員は反射ベストなどを着用することが望ましい。 

      ＡＥＤや吸引器、無線機や携帯電話など、使用する資器材には充電式のもの

が多く、あらかじめ発動発電機や予備バッテリーなどを準備するなど、停電に

備えた事前の対策も重要である。 

   （イ）活動の留意点 

      夜間の救急車の走行については、道路の破損や瓦礫など走行障害があること

を念頭にできるだけ徐行運転するとともに、助手席（隊長席）からも同乗者に

よる安全確認を実施する。場合によっては一旦停止し、車外で安全を確認した

後に再度進行することも必要となる。 

      また、隊員による夜間の活動については必ずライト等を携行して活動を行い、

この場合、両手が空くヘッドライトが活動には有利である。 

      信号機の停電下にあっては、緊急走行中であっても普段以上の注意が必要で

あり、交差点進入時の一時停止の徹底、徐行による交差点への進入、モーター

サイレンの吹鳴の徹底、など慎重な運転を心がける。 

      信号機停電による交通機能のマヒ（渋滞等）については、緊急走行時であっ

ても無理な動作はできるだけ、安全を心がけた運転が求められる。 

 

 

『停電等によるリスク』に対する事前対策及び留意点 

【事前対策】 

・夜間の活動に備えてライト、反射ベスト等を準備すること 

・停電にそなえ、発動発電機、予備バッテリー等を準備しておくこと 

   【活動の留意点】 

・停電時夜間の救急車の走行については、道路上に飛び出し、障害等が

あるものとして徐行運転を心がけるとともに、場合によっては一旦停

止し安全を確認すること 

・信号の停電下での緊急走行については、いつも以上に安全に留意し、

特に交差点への進入にあたっては一旦停止の徹底など、安全運転を心

がけること 
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燃料不足等によるリスク                       

ア． 主な事例 

    燃料・資材不足によるリスクごとの主な事例については以下のとおりである。（図

表 13） 

図表 13 燃料・資材不足による主な事例 (n=20) 

リスク分類 内 容 主な事例 

燃料不足 

(n=12) 
燃料不足 

遠距離搬送した際、給油可能なガソリンスタンド

の検索に苦慮した 

活動中燃料がなくなり、地元消防に連絡し調達し

てもらった 

資材不足 

(n=8) 

通信手段（無線）
活動エリアが広大となり、無線通信手段が確保さ

れなかった 

通信手段（携帯

電話） 

携帯電話が不通となり情報収集ができず、活動地

帯の危険情報が確認できなかった 

水（洗浄水） 
水がなかったため血液汚染等の洗浄ができず、感

染防止に不安を感じた 

酸素等消耗品 酸素を始めとした救急消耗品が不足した 

食料・飲料水 
活動期間が延長になり、隊員の食料・飲料水が不

足した 

地図等 
目的地が決定されていなかったため、活動被災地

の道路地図、市街地地図が持参できなかった 

救命胴衣 津波対策用として、救命胴衣がなかった 

 

イ．障害の内容 

     東日本大震災では被災地での燃料確保が大きな課題となった。今回の事例報告

でも燃料の不足について多くの消防本部がこれを挙げ、その確保に多大な労力と

時間を要しており活動の障害になっている。 

     一方、資材についても図表９で挙げたような資材について不足したとの回答が

あった。 

     これらについて、直接的な危険ではないが、万が一活動現場でガソリン切れ（エ

ンスト）で立ち往生するようなことがあった場合、沿岸部等活動地域によっては

危険度が高いと言えよう。 

   ウ．対策等 

 （ア）事前の対策 

      被災地での燃料確保が困難な中、予備の燃料は必携であり、緊急消防援助隊

の枠組みとして後方支援部隊として登録されている「燃料補給車（図表１０）」
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により、燃料の携行が実施されることとなっている。 

      ガソリンについては、例えば現地の災害対応型給油所の活用や緊急消防援助

隊受援計画等で計画されている給油所、さらには被災地からやや離れた地域に

後方支援拠点を構えるなどして営業している給油所から調達するなど、災害発

生地域の被災状況に応じた対応が必要である。 

      いくつかの消防本部では、消防署等に自家用給油取扱所を設置しガソリン確

保に努めている。さらに、保有するトラックにドラム缶を積載し、発災現場ま

でガソリンを搬送する体制を構築している消防本部などもある。 

      一方、携行していく救急資材等については、本報告書の「４．救急資器材の

検討」なども参考に、どのような物が必要かを勘案し、備蓄や調達方法を含め

計画しておくことが重要である。 

   （イ）活動の留意点 

      積載燃料がない中での活動は、エンストにより走行不能になる恐れがあり、

万が一発生すれば重大な活動障害となることから、常に残燃料を把握し、燃料

が半分を切った場合などのこまめな燃料補給を心がける。 

      また現地では、ドラム缶等から燃料補給を行うことも予想され、危険物の貯

蔵、取扱等については法令等を遵守し、火災危険がないよう十分留意する必要

がある。 

 

『燃料不足等によるリスク』に対する事前対策及び留意点 

【事前対策】 

・被災地では入手が困難であることを念頭に、燃料・資材等については

あらかじめ定めた計画等に基づき、事前に調達、準備を行うこと 

   【活動の留意点】 

・常に救急車両の残燃料を把握しておくとともに、こまめな給油を心が

けること 

    ・被災地等での燃料の取扱については法令等を遵守し、火災危険がな

いよう留意すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

東京消防庁ホームページより 

図表 14【参考】燃料補給車 
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寒さ・凍結等によるリスク                        

ア． 主な事例 

    寒さ・凍結等によるリスクごとの主な事例については以下のとおりである。（図表

15） 

図表 15 寒さ・凍結等による主な事例 (n=11) 

リスク分類 内 容 主な事例 

寒さ曝露 

(n=2) 
寒さ曝露 

派遣先の寒さが予想以上であったため、防寒対策

が十分でなく体調管理が大変であった 

活動拠点における寒冷地対策に不備があった 

凍結等 

(n=9) 

道路凍結 

ノーマルタイヤで走行中の救急車が、凍結した道

路でスリップした（車） 

道路が凍結していたため、活動中転倒する恐れが

あった（人） 

積 雪 
雪道を走行中、轍もない道路でハンドルを取られ

かけた（車） 

イ．障害の内容 

     寒さ曝露・凍結等については、いずれも事前の準備が十分でなかった（予想以

上の寒さであった）ため起こった事例といえる。 

     今後も派遣先や季節によっては同様の事例が発生することが予想され、事前の

対策が重要である。 

     特に、危険レベルとしては道路凍結・積雪に起因する交通事故の発生に十分な

注意が必要である。 

   ウ．対策等 

 （ア）事前の対策 

      防寒着や毛布、寝具（冬用寝袋）、携帯カイロ、暖房器具等、寒さ対策として

必要な資材の準備をあらかじめ計画しておく。 

      冬用タイヤやタイヤチェーンなど、雪道対策についても同様とする。 

      また、発災時期や活動場所によっては暑さ対策についても必要となる。 

   （イ）活動の留意点 

      雪道、凍結道路の走行にあたって、特に不慣れな機関員にあっては、急なブ

レーキ操作の禁止など、運転に十分注意が必要である。 

      また隊員自身も、雪道等の歩行時や活動時においては十分注意が必要である。 

活動拠点等については、活動当初は拠点を屋外（テント等）に設定していた

派遣隊が多かったが、その後、地元自治体等と交渉し屋内に拠点を移した部隊

もあった。今後、天候等も考慮した活動拠点の設定にも留意する必要がある。 
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『寒さ・凍結等によるリスク』に対する事前対策及び留意点 

【事前対策】 

・活動する地域の気候等を考慮した事前対策を講じること 

   【活動の留意点】 

・雪道や道路凍結等にあっては、運転・歩行に十分注意すること 

・活動拠点等については、気候や天候についても視野に入れた設定を考

慮すること 

 

 

図表 16【参考】東日本大震災：雪中の活動拠点状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 17【参考】東日本大震災：雪の中活動する緊急消防援助隊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市消防局提供 

神戸市消防局提供 
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長時間活動等によるリスク                        

ア． 主な事例 

    長時間活動等によるリスクごとの主な事例については以下のとおりである。（図表

１8） 

図表 18 長時間活動等による主な事例 (n=9) 

リスク分類 内 容 主な事例 

長時間活動 

(n=9) 

疲 労  

長時間の現場活動で、疲労や集中力の低下により

担架搬送中転倒しそうになった（人） 

往復６時間の長距離搬送で、機関員の注意力が低

下し、ブレーキ等が遅れることがあった（車） 

睡眠不足 
長距離搬送で睡眠不足により交通事故が発生した

（事故程度は不明） 

 

イ．障害の内容 

     東日本大震災では、特に初動において長時間の活動を強いられ、睡眠不足や疲

労などにより集中力が低下、あるいは判断力が低下したとする事例が報告されて

いる。 

     具体的には、図表１４に挙げたような事例や、地理に不慣れな中で隊列を組ん

での長時間緊急走行により、運転操作に危険を感じた事例などが挙げられた。 

   ウ．対策等 

 （ア）事前の対策 

      この度の東日本大震災にあっては陸路を長距離移動した応援部隊も多く、こ

のような車両の運転にあたっては可能な範囲で適宜休息を取るとともに、複数

の機関員を配置するなど、運転交替要員の確保に努める。 

   （イ）活動の留意点 

      活動についても同様に、適宜の休息・休憩と交替要員の確保に努める。 

 

 

『長時間活動等によるリスク』に対する事前対策及び留意点 

【事前対策】 

・被災地までの長距離走行に備え、機関員について複数の交代要員を確

保すること 

   【活動の留意点】 

・長時間の活動に備え部隊を分けるなど、交代要員を確保すること 
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⑶  危険レベルでみたヒヤリハット分類 

   リスクごとの障害の内容とその対策・留意点等を述べたが、各項でも触れた危険レ

ベルについて、その危険度の高さと頻度で分類を行った。（図表１５） 

   ここでいう「危険レベル」とは、二次災害に巻き込まれた場合、生命に重大な危険

が及ぶ恐れがあるもので、その危険が高いものを危険レベル「高」とした。 

   発生頻度については、アンケート集計結果からその件数が多いものを発生頻度「高」

とした。 

   危険レベルが高く、発生頻度が高いものほど優先的に対策を進めていく必要がある

が、例えば停電時の夜間暗闇下における道路の凍結など、複合的な要因によっては危

険度、頻度とも変化するため、いずれにおいても必要な対策を講じていく必要がある。 

   図表１9 について、各リスクへの対応を図る上での参考とされたい。 

 

図表 19 危険レベルと頻度でみたヒヤリハット分類 

 主なヒヤリハットの内容 

危 険 

レベル 

   

 

   

   

 
発 生 

頻 度 

 

 

高 

高

●【道 路】破損・陥没・冠水 
による二次危険（車） 

●【瓦礫等】瓦礫による走行危険（車） 

●【余 震】余震による二次危険（人） 

●【津 波】津波にのまれる 

●【長時間活動】長時間活動による二次危険 

●【停 電】夜間明るさ不足 
による二次危険（車・人） 

●【停 電】信号機停電による二次危険(車) 

●【資材不足】資材不足が起因の二次危険 

●【瓦礫等】瓦礫、危険物品による 
二次危険（人） 

●【津 波】津波の危険情報不足 

●【燃料不足】燃料不足が起因の二次危険 

●【凍 結】道路凍結・積雪 
による二次危険（車） 
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⑷  個別事例の分析（ケーススタディ） 

    ここでは、個別の活動事例についていくつか取上げ、対応策や工夫など、その活

動を通じて得られた教訓についてケーススタディとして紹介する。 

  ケーススタディ①（夜間・長距離の搬送） 

発生場所・日時 岩手県下閉伊郡田野畑村 23 年 3 月 11 日 17：05～ 

事案の内容 夜間、長距離の傷病者搬送に消防団と共同して活動した事例 

活動の概要 津波にのみ込まれたあと救助された傷病者に対して救急要請が

あったもので、救急車が進入できる 先端の位置に現場到着した

のち、道路上と思われる瓦礫の上を踏破しながら現場に向かった。

 ３０分後、現場から搬送途中の消防団員（約１０名）と合流し、

救急車に戻るまで長距離を搬送した際、日没で足元及び周囲が暗

くなり、また、瓦礫の上でバランスを崩し転倒しそうになった。

対応策や工夫点 ・ヘッドライトや懐中電灯の活用（活用したが暗かった） 

・折りたたみ担架の活用（瓦礫上の搬送に有用） 

・消防団員と交替しながらの長距離搬送（マンパワーの活用） 

この活動の教訓 ・瓦礫上など足場が悪い中での長距離搬送に際しては、軽量、コ

ンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ担架が有用である 

・夜間の活動には、十分な照度が得られる強力ライトが有用 

・長距離搬送では、マンパワーを活用した搬送が必要である 

 

  ケーススタディ②（活動中の津波危険情報） 

発生場所・日時 宮城県仙台市宮城野地区 平成 23 年 3 月 11 日 22：04～ 

事案の内容 津波被害建物での救急要請に救急隊 1 隊（3 名）で出動した事例

活動の概要  港に近い施設で妊婦が腹痛を訴えているとの事案で出動した。

建物は津波で孤立しており、浸水箇所を避け瓦礫を排除しつつ約

90 分（距離約 13 キロ）走行し現場到着した。 

 施設の到着直前に余震による津波来襲の危険情報があり、すぐ

に資器材を携行し施設上階に進入、施設内には約 600 名が避難中

であった。（パニック等はなかった） 

 その後、約 90 分間待機の後、施設内にいた医師により搬送が必

要と判断された計 3 名を救急搬送したもの。 

（総活動時間 4 時間 51 分。前の活動と合わせ計 6 時間の活動）

対応策や工夫 ・危険な状況の中の活動であったが、情報収集に努め、隊員の冷

静な判断により危険を回避した 

この活動の教訓 ・危険情報を含む情報収集の重要性 
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ケーススタディ③（燃料の確保策） 

発生場所・日時 福島県南相馬市鹿島区 平成 23 年 3 月 21 日 昼間 

事案の内容 長距離救急搬送に伴う燃料の確保 

活動の概要 出動場所の福島県から群馬県まで、片道約 250 キロに及ぶ転院

搬送を行った。 

 出動当時は深刻な燃料不足であったことから、現地での燃料の

確保が非常に困難であり、燃料確保について事前調整を行った上

で出動した。 

対応策や工夫 ・事前の燃料の確保（高速道路 SA 内のガソリンスタンドに事前

連絡を行い、搬送途上に燃料を補給する体制をとった） 

・該当する SA を見逃して通り過ぎた場合には燃料不足に陥るこ

とから、当該 SA 手前で指揮隊に無線で一報を入れることを徹底

し、危機を回避した 

この活動の教訓 ・事前の燃料確保の重要性 

 

ケーススタディ④（他隊との連携等） 

発生場所・日時 岩手県大槌町トンネル内 平成 23 年 3 月 28 日 11:44～ 

事案の内容 停電下でのトンネル内における交通事故 

活動の概要  停電下でのトンネル内（片道 1 車線）での交通事故による出動

で、救急隊２隊、消防隊１隊が出動したもの。 

 停電の影響で、トンネル内の照明及び空調設備が停止しており、

埃や粉塵がトンネル内に停滞し、視界が非常に悪く、二次災害の

危険が高い中、活動を行った。 

対応策や工夫 ・二次災害を防止するため、消防隊によりトンネル内を走行中の

車両に対して注意喚起を促し、安全管理を実施した 

・救急活動にあたって、できるだけ危険な場所での活動を避ける

ため傷病者を速やかに車内に収容し、安全を確保してから詳細な

観察等を実施した 

この活動の教訓 ・通常の災害現場以上に震災時の活動は困難を窮めたが、活動の

教訓として、隊での徹底した活動や隊員間の意思疎通を図ること

が非常に重要である。（個々の活動では不十分であり安全管理上も

問題がある） 

・隊員個人としては自身の安全管理を図り活動することが重要 

 

 

個別事案の分析（ケーススタディ） 
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⑸  ヒヤリハット事例における総括 

  【収集したヒヤリハット事例について】 

   今回の救急分科会では、収集された１５１のヒヤリハット事例をリスクの種別ごと

に６つに区分し分析を行い、その対策等を挙げた。この中には津波にのまれるといっ

た重大事故に区分されるような事例もあり、東日本大震災における活動がいかに過酷

であったかが垣間見える。 

   ６つのリスク分類のいずれにおいても事前の対策を十分に行うことで、多くの場合

そのリスクを回避することができると推測され、救急分科会では“燃料・資材不足に

よるリスク”に対する事前の調達や準備の体制の構築、“長時間活動によるリスク”に

対する事前の活動方針の策定などを挙げた。 

特に長時間活動において、被災地消防本部では、家族の安否確認もままならない状

況下での活動を強いられるなど、肉体的に加え精神的な疲労には多大なものがあり、

今後、家族の安否確認に対する事前の連絡体制の構築など、職員に一定の配慮を加え

た事前の対策が望ましい。 

   また、津波に関する活動方針については、“津波・余震等によるリスク”の項で述べ

たように、津波浸水想定区域内での活動可能時間を考慮した活動や、余震が続くなか

での倒壊建物内等で待避ルートを考慮した活動など、一定の活動ルールを事前に策定

しておくことが重要である。 

 

 【継続的な取組の必要】 

   あらかじめ事故を予防するためには、日頃からひとつひとつの事故要因（ひやっと

した、はっとした事例）を分析するとともに、トレーニング（危険予知トレーニング：

KYT）等が不可欠である。 

今後、各消防本部でこの報告書に挙げられたヒヤリハット事例等については、参考

にして頂くとともに、各消防本部で実施する危険予知トレーニング（KYT）などを通じ

て、津波等大規模災害に備える継続的な取組とされたい。 
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１．救急資器材に関する調査分析 

救急資器材については、「２．調査の概要」で述べた平成２３年度あり方検討会にお

けるアンケート調査結果で挙げられた「特に有用であった救急資器材（図表２）」を主

なものとして、３２種（原発対応除く）に上る救急資器材等（以下、「資器材」という。）

が活動に有用あるいは準備が必要であったと回答している。 

   回答があった資器材については、大きく以下の７つに分類される。 

    ・搬送用資器材     ・保温用資器材     ・感染防止用資器材 

    ・応急処置用資器材   ・安全管理用資器材   ・通信連絡用資器材 

    ・その他の資器材 

   ここでは、救急分科会開催に際して新たに募集した資器材について加え、その種別

ごとに資器材の活用例を交えて紹介する。 

 

⑴  種別ごとの資器材活用例 

搬送用資器材 

名称 理由・活用例等 

寝袋タイプの担架 気温が低い中、傷病者を保温しながら、かつ、瓦礫の中を長距

離搬送するのに適している。また、持ち手が多いため瓦礫の中

を安定して搬送することが可能である 

スクープストレッチャー・ 

バックボード 

キャスター付きのストレッチャーは瓦礫下では使用不可であ

った。また、布製担架では安定性に欠けると思われ、スクープ

ストレッチャー等を使用し瓦礫の中の搬送に活用する 

階段避難器具 階段避難器具を使用すれば、階段を一人でも傷病者が搬送で

き、停電でエレベーターが停止し使用できない場合等に活用が

可能である 

紙製担架 軽量で持ち運びが容易であり、ディスポのため常に清潔が図ら

れる。また、簡易ベッドとしても使用でき、ご遺体の場合、そ

のまま安置が可能である 

イーバックチェア 

（いす型担架） 

意識のある傷病者を少ない人員で安全に階段を降下できる 

ターポリン担架 

（布製担架） 

場所等を選ばず搬送に有用である。保温及び搬送用具としても

使用が可能である 

四つ折り型棒担架 

（折りたたみ担架） 

軽量、コンパクトで持ち運びに便利（遠距離の現場まで）。ま

た、交替で長時間の搬送が可能 

 

 

第４節 救急資器材に関する調査分析
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保温用資器材 

名称 理由・活用例等 

毛 布 

保温シート 

寒さのため体温の保持や保温に有効であり、使用機会が多かっ

た。また、傷病者の移動やご遺体への対応にも使用 

アルミシート 保温、低体温症の対応に使用し、毛布に比べてもかさばらない。

ご遺体への対応にも使用。避難所での配布用としても 

撥水性の防寒着（上下） 

※救急隊員用 

普段の感染防止衣では雨や雪を防ぎきれず、撥水性ならば多少

の汚物付着でも拭き取りが容易 

 

感染防止用資器材 

名称 理由・活用例等 

感染防止衣、マスク等 救急衣の交換、クリーニングが出来ない状況の下、それぞれデ

ィスポできることからも必要不可欠 

ウエットティッシュ 水が確保できない状況での洗浄、消毒に使用（消毒用ウエット

ティッシュ） 

ビニールシート 救急車内の感染防止、汚染防止に使用 

ディスポシート 担架の感染防止、汚染防止に使用。傷病者を搬送するにあたっ

てはディスポシートの上から毛布で保温 

ブルーシート 救急車内の汚染防止に使用。また、ご遺体の搬送、保護にも頻

繁に使用 

シューズカバー 被災地の活動で足元等が悪く、常に編み上げ靴等を履いており

脱ぎ履きが容易でないため、屋内への進入の際に使用 

手動式簡易シャワー 救急資器材の洗浄等に電源不要で活動できる 

 

応急処置用資器材 

名称 理由・活用例等 

酸素（予備ボンベ） 避難所等では呼吸器疾患が多く見られ、被災地での酸素充填が

困難であるため予備のボンベの確保（準備）は重要 

酸素マスク（鼻カニュー

レ） 

医療機関では酸素マスク等が不足しており、傷病者引き継ぎ時

に酸素マスクもそのまま引き継いだ。（多めに持参） 

除細動器（心電図） 仮設の診療所では心電図が不足していたため、救急隊所有の心

電計（心電図記録）が医師から重宝された 

その他の消耗品 ビトロード、除細動パッド、外傷セットなど多めに持参 

 

 

 

東日本大震災で有用であった資器材
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安全管理用資器材 

名称 理由・活用例等 

懐中電灯 

ヘッドライト 

停電が長期にわたり続いたため、夜間照明は必要 

ヘッドライト（ヘルメット用ライト）は両手が使えるので有用

ルーフサイド作業灯 災害現場では明かりが乏しく、作業灯が有用 

ケブラー入ゴム長靴 ある程度汚れた所まで活動ができ、また着脱が容易である 

安全帯 救急隊員にあっても瓦礫踏破など隊員自身の身体確保に有用 

 

通信連絡用資器材 

名称 理由・活用例等 

ナビゲーションシステム 地元消防の人員が少ないため、すべての事案に同乗は困難であ

り、車載ナビゲーションシステムが有用。 新データをインタ

ーネットからダウンロードして使用 

衛星電話 携帯電話が全く通じないため、衛星電話が唯一の通信手段とな

った 

無線機 

（１０Ｗ無線機） 

電話回線が途絶した状態であっても連絡が可能。主要医療機関

に連絡員及び無線機を配置し使用。ＤＭＡＴとの連絡調整用と

しても使用。特に１０Ｗ無線機が遠くまで飛ぶため有用 

パソコン及び 

インターネット回線 

現地での情報が不足していたため、パソコン及びインターネッ

ト回線を利用し情報を収集。また、パソコンの電子メールによ

る情報伝達は、離れた場所との連絡に有用 

隊員用トランシーバー 活動現場はもとより、待機中の隊員間の連絡に有用 

災害時優先電話（携帯） 一般の携帯電話が通じにくく、災害時優先電話は有効であっ

た。病院への連絡用として活用 

スマートフォン 現在地の把握や情報収集に活用。またナビとしても有用 

携帯ラジオ 

携帯テレビ 

情報不足により現場救急隊では津波警報の発表状況や広域災

害の全体像が把握できず危険であったため、情報収集に有用 

 

その他の資器材 

名称 理由・活用例等 

エアーテント 昼夜を問わず 24 時間体制で活動する救急隊とは別に、消防

隊・救助隊用として別途準備が必要。救急資器材の保管用にも

可搬式発電機 停電の際の電源確保に活用。管内医療機関（４カ所）へ貸し出

し入院患者のケアにも活用 

車内コンセント（電源） 停電の際の電源として活用。電源が必要な在宅療法資器材（人

工呼吸器、輸液ポンプ等）へ使用 

エンジン始動ブースター 長時間の活動で救急車のバッテリーがあがり４時間程度活動

できなかった。 終的に現場自衛隊のブースターを借用 

予備バッテリー（携帯等） 震災では現場活動が長時間に及ぶことと、野営による活動では

ＡＣ電源の確保が困難なことから準備が必要 

雨天用紙 天候不良時の屋外での活動に有用 

東日本大震災で有用であった資器材 
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⑵  個人装備及び携行品についての考察 

    前述した“東日本大震災で有用であった資器材”にも一部含まれているが、アン

ケートでは必要となる個人装備等（救急隊員用）についても意見があった。 

ここでは、東日本大震災の活動を通じた教訓として、釘の踏み抜き等による怪我

の防止や塵やほこり対策などの“安全管理用装備”、また“防寒用装備”や“感染防

止対策用装備”など、必要となる装備についていくつか挙げられている。 

そこで救急分科会では、津波等大規模災害に出動した場合の個人装備について、

今後の活動の参考となるような活動状況等に応じた装備及び携行品について標準的

なものを示す。 

    なお、装備等については各消防本部でそれぞれ整備されていることから、今回示

した装備等を必ず着装しなければならないものではなく、あくまで参考にそれぞれ

の消防本部で工夫されたい。 

 

 緊急消防援助隊救急部隊個人装備の例 

 ○ 着装する個人装備、携行品の例 

   救急帽、救急服及び短靴（救急靴）を基本とし、着装若しくは携行（車載）するこ

とが望ましいものとして一覧に挙げた。 

№ 
確

認 
名  称 

数

量

着

装

携

行
備  考 

１ □ 

保安帽 

通常タイプ １ ○  原則として、出動時から着装 

２ □ 妨害事案タイプ １  ○

装備している消防本部は、災害状況により、

頭頸部保護を強化する必要があると判断し

た場合、通常タイプの保安帽から変更し着

装 

３ □ 

感染防止衣 

（上衣・下衣）

ディスポーザブル 

タイプ 
10 ○ ○

原則として、出動時から上衣を着装 

※下衣については、災害状況から必要と判

断した場合に着装 

４ □ 
防湿・透過性繊維 

タイプ 
１  ○

装備している消防本部は、災害状況から必

要と判断した場合に着装 

５ □ 
感染防御強化型 

（タイベックス等） 
３  ○

災害状況（粉じん、NBC 等）から必要と判

断した場合、早期に着装 

６ □ 

マスク 

ディスポーサブル 

タイプ 
10 ○ ○ 原則として、出動時から着装 

７ □ N-95 タイプ ５  ○
携行し、現場の状況（感染・粉じん等）か

ら、必要と判断した場合、早期に着装 
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№ 
確

認 
名  称 

数

量

着

装

携

行
備  考 

８ □ 

手 袋 

ディスポーザブル 

タイプ 
20 ○ ○

活動開始時には、必ず着装し、災害状況に

よっては、二重着装等を考慮 

９ □ 
ケブラー繊維製、 

皮革製等 
１  ○

携行し、災害現場の状況から、必要と判断

した場合、着装 

10 □ 

ゴーグル 

メガネタイプ １  ○
装備している消防本部は、携行し、災害状

況から必要と判断した場合、早期に着装 

11 □ 保安帽装着タイプ １  ○

装備している消防本部は、事前に保安帽に

装着し、航空機連携等、防塵、防風への防

護の必要性が高い場合に、直ちに着装 

12 □ 

長 靴 

通常タイプ（ゴム製） １  ○
装備している消防本部は、携行し、災害現

場の状況から判断し着装 

13 □ 
つま先・靴底強化 

タイプ 
１  ○

装備している消防本部は、携行し、災害状

況（がれき等）により着装 

14 □ 
胴付長靴タイプ 

（ウェーダー） 
１  ○

装備している消防本部は、携行し、災害状

況（深い浸水地等）から必要と判断した場

合に着装 

15 □ 
編み上げ作業靴 

（つま先・靴底強化タイプ） 
１  ○

装備している消防本部は、携行し、災害状

況（がれき、山岳地域等）から必要と判断

した場合に着装 

16 □ 腕カバー（ビニール製） ５  ○
携行し、災害状況（感染危険等）から必要

と判断した場合に着装 

17 □ 靴カバー（ビニール製） ５  ○
携行し、災害状況（感染危険・屋内進入等）

から必要と判断した場合に着装 

18 □ 汚物袋（不透明ﾋﾞﾆｰﾙ製） ３  ○

携行し、災害現場の状況から、必要と判断

した場合、使用 

対応目的：感染性危険物処理、冷却、洗浄

用等 

19 □ 消毒用薬品（自己用） １  ○ 感染危険発生時、身体保護目的に使用 

20 □ 照明用ライト 中型携行用 １  ○

装備している消防本部は、活動環境状況（暗

所・夜間等）から必要と判断した場合、早

期に使用 

個人装備一覧 
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№ 
確

認 
名  称 

数

量

着

装

携

行
備  考 

21 □ 
照明用ライト 

（つづき） 
保安帽装着型 １  ○

装備している消防本部等は、事前に保安帽

に装着し、活動環境（暗所、夜間等）及び

活動内容（環境把握・救急処置等）から必

要と判断した場合、早期に使用 

22 □ 雨用外套（上衣・下衣） １  ○
携行し、環境（寒冷・荒天等）により、早

期に着装 

23 □ 
防寒衣 

（防寒用インナー・手袋・耳当等）
１  ○

災害発生時期、発生地域の状況により、携

行し、早期に着装 

24 □ 
衝撃吸収器材 

（膝・肘パッド等） 
１  ○

装備している消防本部等は、携行し災害状

況から必要と判断した場合、早期に着装 

25 □ 

各 種 

ベスト 

防 刃 １  ○
装備している消防本部等は、携行し災害現

場（暴徒・騒乱）の状況から、早期に着装

26 □ 反 射 １  ○
装備している消防本部等は、携行し災害現

場（暗所・夜間）の状況から、早期に着装

27 □ 冷 却 １  ○
装備している消防本部等は、携行し災害現

場（夏期・長時間）の状況から着装 

28 □ 保 温 １  ○
装備している消防本部等は、携行し災害現

場（冬期・強風等）の状況から着装 

29 □ 資器材携行用 １  ○
着装し、必要資器材を装備する。ｳｴｽﾄﾊﾞｯ

ｸや背負い式かばんによる代用も考慮する 

30 □ 

通信機器 

（災害現場～ 

    広域）

衛星携帯電話 １  ○
装備している消防本部等は、広域的（医療

との連携を含む。）な通信手段として携行 

31 □ 
通信機器 

（災害現場） 

特定小電力 

トランシーバー等 
２  ○

装備している消防本部等は、隊員間、部隊

間の通信手段として携行 

32 □ 

 

水 等 

 

２

日

分

 ○

水・食料等の補給体制が確立するまでの間、

自己完結型活動を目的として整備 

1 日当たり補給目安：約３ℓ（食糧等からの

補給含む） 

33 □ 食糧等 

２

日

分

 ○

水・食料等の補給体制が確立するまでの間、

自己完結型活動を目的として整備（基礎代

謝 1,200ｋCal）、 

災害活動時の補給目安：2,600kCal（成人男）

個人装備一覧
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（参 考）標準パターンの例  ※数字は前頁の一覧表の No.による 

 

【救急現場標準装備】           【夜間現場活動装備】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【感染防止強化装備①】     【感染防止強化装備②】       【浸水地域対応装備】 
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黒短靴等 

20

26

15

又は 

13
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又は 

1 11 
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13

14

又は 
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⑶  長期化する活動への備え 

   ア．現 状 

     先の「大規模災害発生時における消防本部の効果的な初動活動のあり方検討会」

報告によると、長期化に備えた計画を策定している消防本部は約２０％（７消防

本部）であり（報告書策定当時）、計画を策定していなかった消防本部では、市町

村や管内事業者の協力を得て食料などの調達を行った。（図表 20） 

図表 20 長期化に備えた計画の策定状況 

 

 

 

 

 

 

 

※大規模災害発生時における消防本部の効果的な初動活動のあり方検討会報告書より 

 

  イ．アンケート結果から 

    この度のアンケート結果からは、特に長期化への備えが必要な障害（リスク）に

ついては下記のようなものが挙げられた。 

リスク分類 内 容 対策の例 

燃料等の不足 
燃料の不足 

事前の備蓄、調達計画の策定等 
資材の不足 

長時間の活動 
疲労(長時間活動)

適宜の休息、交代要員の確保等 
睡眠不足 

対策等の詳細については各項を参照願いたい。 

 

  ウ．長期化する活動への備えについて 

資器材について、一定期間現場で活動が実施できるように、備蓄とともに必要な

調達体制を確立しておくことが必要となる。 

備蓄や調達については活動の長期化を視野に、備蓄する資器材や必要量を勘案し、

備蓄が困難な資器材にあっては調達にあたっての協定の締結や事業所との協力体制

の確立などを図ることが望ましい。 

特に、消耗品や燃料、食料、飲料水など、活動被災地での調達が困難なものにつ

いて、上で述べたような長期化に備えた備蓄や調達を計画するとともに、被災地で

は、道路の寸断等を考慮した備蓄の分散的な配置の検討や、被災地周辺での調達の

あり方についても検討が必要である。 
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第５節 まとめ 

１．今後の活動への課題等 

   この度の東日本大震災での救急活動を通じて回答頂いたアンケートでは、実際に身

の危険を感じたヒヤリハット事例や、活動に有用であった資器材など、具体的な事例

を多数得ることができた。 

   救急分科会においては、ヒヤリハット事例の分類を通じて各々必要な対策について

検討するとともにいくつかケーススタディを挙げ、また、有用であった資器材等につ

いても今後の活動の参考となるよう使用事例を通じて紹介したが、今後、このような

事例等を踏まえ、各消防本部において必要な対策を講じていくためには、以下の課題

等について取り組んでいく必要がある。 

   【事前計画等の策定】 

    ◇資器材の備蓄や調達等についての事前計画の策定 

    ◇以下に挙げる対策についての事前検討、計画の策定 

 

【部隊の連携・情報共有の徹底】 

◇安全管理上、救急部隊として活動する上での救助隊や指揮隊等、他の部隊との

連携、特に情報共有についてのあり方の検討 

 

   【津波の二次災害防止策の徹底】 

◇津波の浸水想定区域内での活動について、活動可能時間の設定とともに高所な

どの安全待避場所、待避のための合図、待避の伝達体制等についての事前確認 

◇津波警報の発令など、危険情報を確実に入手するための手段及び伝達方法等の

検討 

 

   【余震下での二次災害防止策の徹底】 

    ◇余震下での活動、特に倒壊建物内や高層階での活動について、安全監視員の配

置や待避ルートの確保、待避合図の周知など二次災害防止策の徹底 

 

   【瓦礫等の二次災害防止策の徹底】 

◇瓦礫下での活動や道路の陥没、亀裂等への対応について、救急隊員にあっては

必要となる安全装備等の事前準備、救急車の走行にあっては徐行運転や誘導員

の配置、瓦礫の一次撤去、道路の一次補強など交通事故防止策の徹底 

    

   【活動の長期化に備えた事前対策等】 

    ◇資器材の調達等に加え、活動の長期化に備えた現場交替要員の確保策や、活動

部隊を分けるなど活動の長期化を視野に入れた活動方針の決定 
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宮 古 市 視 察 結 果 等 

 

宮古地区広域行政組合消防本部概要 

  所在地：宮古市五月町 2 番 1 号 

  建築年月日：昭和 56 年 10 月 29 日     

構 造：鉄筋コンクリート 3 階建 

  敷地面積：11,900.23 ㎡           

面 積：2,899.61 ㎡ 

  

 

 

 

 

 

  職員数：185 人（定員 253 人） 

  車両等：ポンプ車等（13） 

      高規格救急車（11） 

      救助工作車（2）など計 47 台  

  ※全消長会からの寄贈車両 5 台を含む 

（23 年 7 月現在） 

 

  ※宮古地区広域行政組合は、宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村の 1 市 2 町 1 村で構成

され、消防本部 1、消防署 1、分署 3（田老地区、新里地区、川井地区）山田町及び岩

泉町に消防署が各 1、田野畑村に分署 1 が設置されている。 

 

東日本大震災における消防被害状況： 

  職 員：消防職員 4 名殉職（救急隊員 1 名、消防隊員 3 名）。1 名負傷 

  署 所：山田消防署庁舎半壊、田老分署庁舎全壊（平成 24 年 9 月現在も全壊状態であ

り、宮古市田老総合事務所を事務室として使用） 

  車 両：8 台損壊 

 

視察日程：平成 24 年 9 月 27 日（木）14:00～16:00 

 

主な視察先： 

  消防本部―宮古市役所前ー鍬ヶ先地区―蛸の浜―岩手県立宮古病院前―田老地区― 

  グリンピア田老（仮設住宅） 

【参考資料１】 

【宮古地区広域行政組合消防本部・宮古消防署】 

消防本部・宮古消防署 

川井分署 

山田消防署 

新里分署 

田老分署 

岩泉消防署 

田野畑分署 

【消防署所配置図】 
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【鍬ヶ崎地区】 

海沿いに面したこの地区では付近の建物がほとんど

流出し、この付近で救急隊員が被害に遭われた

【蛸の浜地区】 

湾を埋め尽くすように津波が襲い、下に見えている道

路が完全に波に浸かった。道路は今も破損したまま

【田老地区】 

田老地区の大堤防。この堤防を越えて津波が襲った

【田老地区】 

破損した大堤防。現在も破損した状態のままである

【第２回救急活動分科会の開催状況】（宮古市） 

【消防本部に併設される自家用給油所】 

震災時にはこの自家用給油所（ガソリン・軽油）が

役立ったとのこと 
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東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会 

救急活動分科会 開催要綱 

 

１ 目的 

  東日本大震災において津波発生後のがれき等が散乱する厳しい環境下で実施された救

急活動について検証し、活動した消防本部の経験等をもとに知見をまとめ、今後の津波

災害発生時における救急活動の実効性を高めるための活動方策及び活動上の留意点等に

ついて検討する。 

 

２ 検討項目 

（１） 東日本大震での活動におけるヒヤリハット事例 

（２） 東日本大震災での活動で特に必要性を感じた資機材・装備等 

（３） 前（１）、（２）に沿ったケーススタディ（活動障害となった活動事例） 

 

３ 分科会について 

（１）分科会は、座長及び委員をもって構成する。 

（２）救急企画室長は、委員を委嘱する。 

（３）座長は分科会を代表し、会務を総括する。また、座長に事故がある場合は、あらか

じめ座長の指名した委員がその職務を代理する。 

（４）座長は、必要に応じて委員以外の者を分科会に招聘し、意見を聴取することができ

る。 

 

４ 任期 

  座長及び委員の任期は、委嘱の日から 1 年間とする。 

 

５ 事務局  

  分科会に係る事務局を、消防庁救急企画室に置く。 

 

６ 雑則 

（１）分科会の委員は、やむを得ない事情により分科会に出席できない場合は、代理の者

を指名し、出席できるものとする。 

（２）この要綱に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 

 

附則 

 この要綱は、平成２４年６月１日から実施する。 

 

【参考資料２】 
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東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会 

救急活動分科会 会員名簿 

※敬称略 

  会 員 

氏 名 所 属 

岡本 征仁 札幌市消防局 救急課長 

里舘  敏彦 
宮古地区広域行政組合消防本部 消防課 

課長補佐（警防担当） 

結城 由夫 仙台市消防局 救急課長 

矢島   務 東京消防庁 救急部副参事（救急対策担当） 

平中   隆 横浜市消防局 救急課長 

礒淵 久德 大阪市消防局 救急課長 

秋葉 健次 全国消防長会 事業部事業管理課課長 

○ 海老原 諭 総務省消防庁 救急企画室長 

  ○印＝座長 

 

  事務局 

氏 名 所 属 

定岡 由典 総務省消防庁 救急企画室課長補佐 

草野 正孝 総務省消防庁 救急企画室救急企画係長 

全国消防長会 

練生川 有 全国消防長会 事業部事業管理課救急担当係長 
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東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方研究会 

救急活動分科会 開催状況 

 

 

第１回救急活動分科会 

 日 時：平成２４年７月２４日（火）１４：００～１６：００ 

 場 所：中央合同庁舎２号館第一会議室 

 出席者：参考資料２「会員名簿」のとおり 

（代理出席～札幌市消防局：菩提寺 浩、横浜市消防局：黒岩 大輔、大阪市消

防局：三浦 敏也） 

内 容： 

(1)東日本大震災における津波災害に対する消防活動のあり方（救急活動）検討項目に

ついて 

(2)救急隊員が身の危険を感じた事例（ヒヤリハット事例）の検討 

(3)ケーススタディの検討（各消防本部の回答から） 

(4)震災時に役立った救急資機材等の検討（  〃  ） 

 (5)その他 

 

 

 

第２回救急活動分科会 

 日 時：平成２４年９月２７日（木）１４：００～１８：００ 

 場 所：宮古市内及び休暇村陸中宮古会議室 

 出席者：参考資料２「会員名簿」のとおり 

（代理出席～札幌市消防局：菩提寺 浩、仙台市消防局：吉川 清志、 

横浜市消防局：芥田 真樹、大阪市消防局については欠席） 

内 容： 

(1)宮古市の被災状況及び復興状況等について（市内視察） 

(2)第１回会議議事要旨説明 

 (3)救急分科会報告書（案）について 

(4)大規模災害時における転院搬送のあり方について 

 (5)その他 
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