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緊急消防援助隊出動に係る消防庁長官表彰授与式の開催 

 

 

 

 

 

 

１ 功績 

平成28年に発生した平成28年熊本地震及び台風第10号による災害に際して、消防庁

長官の出動の求めに応じ、緊急消防援助隊として迅速に被災地へ出動し、救出活動、行

方不明者の捜索及び情報収集を行うなど消防活動に従事し、功労があったもの。 

 

２ 対象団体 

  別紙１のとおり。 

 

３ 授与式 

日 時  平成29年２月８日（水） 11時15分～12時00分 

場 所  主婦会館プラザエフ４階「シャトレ」 

     （東京都千代田区六番町15番地） 

出席者  別紙２のとおり。 

 

 

 平成28年に発生した平成28年熊本地震及び台風第10号による災害に際し、緊急消

防援助隊として出動した225消防本部及び14県（消防防災航空隊）に消防庁長官から

賞状を授与します。 

 連絡先 
 消防庁広域応援室 
 塩谷課長補佐・望月係長・北村事務官 
 ＴＥＬ ０３(５２５３)７５２７ 
 ＦＡＸ ０３(５２５３)７５３７ 

台風第10号による災害（仙台市消防局提供） 平成28年熊本地震（大阪市消防局提供） 



別紙１

東京都 東京消防庁※ 兵庫県 小野市消防本部

京都府 京都市消防局 姫路市消防局

舞鶴市消防本部 西はりま消防本部

福知山市消防本部 赤穂市消防本部

綾部市消防本部 豊岡市消防本部

 宮津与謝消防組合消防本部 南但消防本部

京丹後市消防本部 鳥取県 鳥取県東部広域行政管理組合消防局

宇治市消防本部 鳥取中部ふるさと広域連合消防局

久御山町消防本部 鳥取県西部広域行政管理組合消防局

城陽市消防本部 島根県 松江市消防本部

京田辺市消防本部 出雲市消防本部

八幡市消防本部 岡山県 岡山市消防局

乙訓消防組合消防本部 玉野市消防本部

 相楽中部消防組合消防本部 赤磐市消防本部

 京都中部広域消防組合消防本部 瀬戸内市消防本部

大阪府 大阪市消防局 東備消防組合消防本部

堺市消防局 倉敷市消防局

岸和田市消防本部 新見市消防本部

豊中市消防局 高梁市消防本部

池田市消防本部 総社市消防本部

吹田市消防本部 井原地区消防組合消防本部

高槻市消防本部  笠岡地区消防組合消防本部

貝塚市消防本部  津山圏域消防組合消防本部

茨木市消防本部 美作市消防本部

八尾市消防本部 真庭市消防本部

富田林市消防本部 広島県 広島市消防局

河内長野市消防本部 福山地区消防組合消防局

松原市消防本部 山口県 下関市消防局

和泉市消防本部 山口市消防本部

箕面市消防本部 萩市消防本部

摂津市消防本部 防府市消防本部

東大阪市消防局 下松市消防本部

交野市消防本部 長門市消防本部

守口市門真市消防組合消防本部 美祢市消防本部

枚方寝屋川消防組合消防本部 周南市消防本部

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 柳井地区広域消防本部

泉州南消防組合泉州南広域消防本部 光地区消防組合消防本部
大東四條畷消防組合大東四條畷消防本部 岩国地区消防組合消防本部

兵庫県 神戸市消防局 宇部・山陽小野田消防局

西宮市消防局 徳島県 徳島市消防局

尼崎市消防局 美馬市消防本部

伊丹市消防局  徳島中央広域連合消防本部

芦屋市消防本部  みよし広域連合消防本部

三田市消防本部  美馬西部消防組合消防本部

丹波市消防本部 小松島市消防本部

宝塚市消防本部 香川県 高松市消防局

川西市消防本部 坂出市消防本部

篠山市消防本部 丸亀市消防本部

猪名川町消防本部 善通寺市消防本部

明石市消防本部 三観広域行政組合消防本部

加古川市消防本部 仲多度南部消防組合消防本部

淡路広域消防事務組合消防本部 多度津町消防本部

北はりま消防本部 小豆地区消防本部

三木市消防本部 大川広域消防本部

高砂市消防本部

緊急消防援助隊出動に係る消防庁長官表彰　被表彰機関

１　平成28年熊本地震

（１）消防本部…201消防本部
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愛媛県 松山市消防局 宮崎県 宮崎市消防局

今治市消防本部 都城市消防局

 大洲地区広域消防事務組合消防本部 西諸広域行政事務組合消防本部

高知県 高知市消防局 西都市消防本部

香南市消防本部 日南市消防本部

福岡県 福岡市消防局 串間市消防本部

北九州市消防局 延岡市消防本部

直方市消防本部 日向市消防本部

行橋市消防本部 宮崎県東児湯消防組合消防本部

中間市消防本部 鹿児島県 鹿児島市消防局

苅田町消防本部 日置市消防本部

飯塚地区消防本部 いちき串木野市消防本部

田川地区消防本部 南さつま市消防本部

京築広域圏消防本部 枕崎市消防本部
直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部 指宿南九州消防組合消防本部

遠賀郡消防本部 霧島市消防局

糸島市消防本部 姶良市消防本部

筑紫野太宰府消防組合消防本部 伊佐湧水消防組合消防本部
春日・大野城・那珂川消防組合消防本部 薩摩川内市消防局

粕屋南部消防組合消防本部 出水市消防本部

宗像地区消防本部 さつま町消防本部

粕屋北部消防本部 阿久根地区消防組合消防本部

大牟田市消防本部 大隅肝属地区消防組合消防本部

柳川市消防本部 大隅曽於地区消防組合消防本部

筑後市消防本部 垂水市消防本部

大川市消防本部 大島地区消防組合消防本部

みやま市消防本部 熊毛地区消防組合消防本部

八女消防本部 沖縄県 那覇市消防局

久留米広域消防本部 沖縄市消防本部

甘木・朝倉消防本部 比謝川行政事務組合ニライ消防本部

佐賀県 佐賀広域消防局 うるま市消防本部

唐津市消防本部 宜野湾市消防本部
鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部 浦添市消防本部

杵藤地区広域市町村圏組合消防本部

伊万里・有田消防本部

長崎県 長崎市消防局 　　　 （２）県消防防災航空隊…10機関

佐世保市消防局 鳥取県 鳥取県危機管理局（消防防災航空隊）

県央地域広域市町村圏組合消防本部 島根県 島根県防災部（防災航空隊）

島原地域広域市町村圏組合消防本部 広島県 広島県危機管理監（防災航空隊）

平戸市消防本部 山口県 山口県総務部（消防防災航空隊）

松浦市消防本部 香川県 香川県危機管理総局（防災航空隊）

新上五島町消防本部 愛媛県 愛媛県県民環境部（消防防災航空隊）

五島市消防本部 　　　 高知県 高知県危機管理部（消防防災航空隊）

対馬市消防本部 長崎県 長崎県危機管理監（防災航空隊）

壱岐市消防本部 宮崎県 宮崎県総務部（防災救急航空隊）

大分県 大分市消防局 鹿児島県 鹿児島県危機管理局（防災航空隊）

別府市消防本部

佐伯市消防本部

日田玖珠広域消防組合消防本部

中津市消防本部

津久見市消防本部

臼杵市消防本部

 杵築速見消防組合消防本部

竹田市消防本部

豊後高田市消防本部

宇佐市消防本部

国東市消防本部

豊後大野市消防本部

由布市消防本部

注１　網掛けは授与式に出席する機関

注２　※は複数の災害で表彰を受ける機関
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青森県 青森地域広域事務組合消防本部

つがる市消防本部

中部上北広域事業組合消防本部

五所川原地区消防事務組合消防本部

弘前地区消防事務組合消防本部
八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部

下北地域広域行政事務組合消防本部

鰺ヶ沢地区消防事務組合消防本部

十和田地域広域事務組合消防本部

三沢市消防本部

北部上北広域事務組合消防本部

宮城県 仙台市消防局

塩釜地区消防事務組合消防本部

石巻地区広域行政事務組合消防本部

黒川地域行政事務組合消防本部

大崎地域広域行政事務組合消防本部

栗原市消防本部

登米市消防本部
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部

仙南地域広域行政事務組合消防本部

名取市消防本部

岩沼市消防本部

亘理地区行政事務組合消防本部

東京都 東京消防庁※
神奈川県 横浜市消防局

 （２）県消防防災航空隊…４機関

青森県 青森県危機管理局（防災航空隊）

宮城県 宮城県総務部（防災航空隊）

秋田県 秋田県総務部（消防防災航空隊）

福島県 福島県危機管理部（消防防災航空隊）

注１　網掛けは授与式に出席する機関

注２　※は複数の災害で表彰を受ける機関

（１）消防本部…25消防本部

２　台風第10号による災害
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緊急消防援助隊出動に係る消防庁長官表彰 出席者 

 

１ 平成 28 年熊本地震（29 名） 

  ○ 東京消防庁              消防総監 

  〇 京都市消防局             消防局長 

  〇 大阪市消防局             消防局長 

  〇 堺市消防局              消防局長 

  〇 神戸市消防局             消防局長 

  〇 松江市消防本部            消防長 

  〇 岡山市消防局             消防局長 

  〇 広島市消防局             消防局長 

  〇 下関市消防局             消防局長 

  〇 徳島市消防局             消防局長 

  〇 高松市消防局             消防局長 

  〇 松山市消防局             消防局長 

  〇 高知市消防局             消防局長 

  〇 福岡市消防局             警防部長 

  〇 佐賀広域消防局            消防署長 

  〇 長崎市消防局             消防局長 

  〇 大分市消防局             消防局長 

  〇 宮崎市消防局             消防局長 

  〇 鹿児島市消防局            消防局長 

  〇 那覇市消防局             消防局長 

  ○ 鳥取県危機管理局（消防防災航空隊）  隊長 

  〇 島根県防災部（防災航空隊）      隊長 

  〇 山口県総務部（消防防災航空隊）    隊長 

  〇 香川県危機管理総局（防災航空隊）   隊長 

  〇 愛媛県県民環境部（消防防災航空隊）  隊長 

  〇 高知県危機管理部（消防防災航空隊）  副隊長 

  〇 長崎県危機管理監（防災航空隊）    副隊長 

  〇 宮崎県総務部（防災救急航空隊）    隊長 

  〇 鹿児島県危機管理局（防災航空隊）   隊長 

 

２ 台風第 10 号による災害（７名） 

  〇 青森地域広域事務組合消防本部     消防長 

  〇 仙台市消防局             消防局長 

  〇 東京消防庁              消防総監 

  〇 横浜市消防局             警防部長 

  〇 青森県危機管理局（防災航空隊）    隊長 

  〇 宮城県総務部（防災航空隊）      隊長 

  〇 福島県危機管理部（消防防災航空隊）  隊長 

別紙２ 
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