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平成２９年６月３０日からの梅雨前線に伴う大雨及び台風第３号 
の被害状況及び消防機関等の対応状況について（第７７報） 

（これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。） 

※年について特段の記載のない場合は全て平成２９年である。 

 

平成３０年１０月３１日（水）１０時００分 

  消 防 庁 応 急 対 策 室 

U ※ 下 線 部 は 前 回 か ら の 変 更 点 

 

１ 気象の状況（気象庁情報） 

・ 梅雨前線が６月３０日から７月４日にかけて北陸地方や東北地方に停滞した 

・ ７月 ２日 ９時に沖縄の南で発生した台風第３号は、東シナ海を北上し、７月 ４日 ８時頃に長崎市に上陸し

た後東に進み、５日 ９時に日本の東で温帯低気圧に変わった 

・ 梅雨前線や台風第３号の影響により、西日本から東日本を中心に局地的に猛烈な雨が降り、大雨とな

った。特に７月５日から６日にかけて、島根県浜田市波佐、福岡県朝倉市朝倉、大分県日田市日田など

で、最大２４時間降水量が統計開始以来の１位の値を更新する記録的な大雨となった。この大雨について、

島根県、福岡県、大分県に特別警報を発表した 

 ・ ７月５日から６日に九州北部地方で発生した豪雨については、「平成２９年７月九州北部豪雨」と命名

(７月１９日) 

 

２ 被害状況  

人的・物的被害 

 

《死者の状況》 

【広島県】（７月４日から５日の大雨による被害） 

・１名(広島市：９０歳代男性を鈴張川で発見し、死亡を確認(７月５日)) 

・１名(北広島町：６０歳代男性。７月１２日に土師ダムで発見された男性の身元が判明) 

重傷 軽傷

人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

福島県 1 1

茨城県 28

埼玉県 1 10

千葉県 4

東京都 2 7 1

新潟県 1 1 3 3 234

富山県 3 17

石川県 1 13

長野県 1 24

岐阜県 3 5 40

静岡県 2

愛知県 18

和歌山県 1 1

島根県 1 1 3 13 48 1 7

広島県 2 1 8 46 4

福岡県 37 2 12 9 287 822 39 22 598 7 746

佐賀県 1 1 1 110

長崎県 1 2 5 13 4

熊本県 5 1 4 28 2 14 1 21

大分県 3 1 5 49 274 5 159 888 0 623

42 2 14 25 338 1,101 89 223 2,113 9 1,407

都道府県名

人　的　被　害 住　　家　　被　　害 非住家被害

死者
行　方
不明者

負 傷 者
その他

合　計

全壊 半壊
一部
破損

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物
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【福岡県】 

<朝倉市> 

・１名(杷木林田：６０歳代男性を発見し、死亡を確認（７月６日）） 

・２名(山田：８０歳代男性及び８０歳代女性を発見し、死亡を確認（７月６日）） 

・１名(宮野：７０歳代男性を発見し、死亡を確認（７月６日）） 

・１名(杷木星丸：２０歳代男性を発見し、死亡を確認（７月７日）） 

・３名(黒川:６０歳代女性、２０歳代女性、男児を消防隊が発見し、死亡を確認（７月７日）） 

・１名(杷木林田：５０歳代女性を消防団員が発見し、死亡を確認（７月７日）） 

・１名(杷木林田：３０歳代女性を市民が発見し、死亡を確認（７月７日）） 

・１名(杷木松末：９０歳代女性を消防隊が発見し、死亡を確認（７月８日）） 

・１名(杷木松末：８０歳代女性を消防隊が発見し、死亡を確認（７月８日）） 

・１名(杷木池田：６０歳代女性を自衛隊が発見し、死亡を確認（７月８日）） 

・１名(中：６０歳代女性を市民が発見し、死亡を確認（７月９日）） 

・１名(山田：８０歳代女性を自衛隊が発見し、死亡を確認（７月９日）） 

・１名(杷木松末：７０歳代男性を消防隊及び自衛隊が発見し、死亡を確認（７月１０日）） 

・１名(有明海：７０歳代男性。有明海で発見された男性の身元が判明（７月１０日）） 

・１名(杷木久喜宮：９０歳代女性を市民が発見し、死亡を確認（７月１０日）） 

・１名(杷木志波：６０歳代男性を自衛隊が発見し、死亡を確認（７月１０日）） 

・１名(杷木久喜宮：８０歳代女性を市民が発見し、死亡を確認（７月１２日)) 

・１名(杷木志波：７０歳代男性を消防隊が発見し、死亡を確認（７月１２日)) 

・１名(杷木松末：７０歳代女性を自衛隊が発見し、死亡を確認（７月１２日)) 

・１名(杷木志波：７０歳代男性を市民が発見し、死亡を確認（７月１２日)) 

・１名(有明海：６０歳代女性。有明海で発見された女性の身元が判明（７月１３日)) 

・１名(有明海：８０歳代男性。有明海で発見された男性の身元が判明（７月１４日)) 

・１名(古毛：８０歳代女性を自衛隊が発見し、死亡を確認（７月１４日)) 

・１名(有明海：７０歳代女性。有明海で発見された女性の身元が判明（７月１７日)) 

・１名(有明海：５０歳代女性。有明海で発見された女性の身元が判明（７月１７日)) 

・１名(筑後川：８０歳代男性。筑後川で発見された男性の身元が判明（７月２０日)) 

・１名(山田：８０歳代女性。山田で発見された女性の身元が判明(８月２日)) 

・１名(筑後川：６０歳代女性。筑後川で発見された女性の身元が判明（９月７日)) 

・１名(筑後川：８０歳代女性。筑後川で発見された女性の身元が判明（１２月６日)) 

・１名(筑後川：７０歳代男性。筑後川で発見された男性の身元が判明（１２月２１日)) 

・１名(災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの) 

<東峰村> 

・２名(８０歳代男性及び８０歳代女性を岩屋地区付近捜索中の警察及び自衛隊が発見し、死亡を確認

（７月８日）） 

・１名(宝珠山：６０歳代女性を自衛隊が発見し、死亡を確認（７月１２日）） 

【大分県】 

<日田市> 

・１名(４０歳代男性が崩土に巻き込まれ、その後、死亡を確認（７月６日）） 

・１名(７０歳代男性を君迫川で発見、その後、死亡を確認（７月６日）） 

・１名(７０歳代女性を田代川で発見、その後、死亡を確認（７月７日）） 

 

《行方不明者の状況》 

【福岡県】 

・２名(朝倉市) 

 

《重傷者の状況》 

【新潟県】 

・１名(糸魚川市：６０歳代男性が用水路に転落し骨折(７月１日）） 
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【福岡県】 

  ・１名(東峰村：１０歳代男性が家屋に入ってきた土砂により受傷(７月６日）） 

  ・１名(朝倉市：６０歳代男性が負傷 (７月５日）） 

  ・１名(朝倉市：６０歳代女性が自宅浸水により負傷(７月５日）） 

  ・１名(朝倉市：２０歳代男性が車で避難中に流され負傷(７月５日）） 

・１名(朝倉市：６０歳代男性が流木・土砂に押し流され負傷(７月５日）） 

・１名(朝倉市：３０歳代男性が自宅ごと流され負傷(７月５日）） 

・１名(朝倉市：７０歳代男性が負傷(７月５日）） 

・１名(朝倉市：７０歳代女性が負傷(７月５日）） 

・１名(朝倉市：７０歳代女性が負傷(７月５日）） 

・１名(朝倉市：６０歳代男性が負傷(７月５日）） 

・１名(朝倉市：６０歳代女性が負傷(７月５日）） 

・１名(朝倉市：７０歳代男性が負傷(７月５日）） 

【大分県】 

  ・１名(日田市：６０歳代女性が崩土に巻き込まれ負傷(７月６日)) 

 

３ 避難指示（緊急）・避難勧告の状況（７月３日から８月２日までに発令された市町村） 

   
 

４ 避難所の状況 

【福岡県】 

  １１月２５日をもって、全ての避難所を閉鎖 

【大分県】 

  ８月３１日をもって、全ての避難所を閉鎖 

 

５ 都道府県における災害対策本部の設置状況 

 【岐阜県】  ７月 ４日 １６時２５分 災害対策本部設置 

       →７月 ４日 ２３時０８分 廃止 

 【愛知県】  ７月 ４日 １７時３１分 災害対策本部設置 

       →７月 ５日  １時２５分 廃止 

 【三重県】  ７月 ４日 １５時３３分 災害対策本部設置 

→７月 ４日 ２０時３７分 廃止 

都道府県名 避難指示（緊急） 避難勧告

新潟県 上越市
長岡市、三条市、柏崎市、糸魚川市、
妙高市、上越市、出雲崎町

石川県 七尾市、中能登町、穴水町、能登町

長野県 長野市

岐阜県 多治見市、中津川市、土岐市、各務原市

和歌山県 那智勝浦町

島根県 浜田市、益田市、邑南町 浜田市、益田市、邑南町

広島県 安芸高田市
広島市、三原市、三次市、安芸高田市、
北広島町

山口県 下関市、岩国市

福岡県
北九州市、久留米市、うきは市、嘉麻市、
朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町、
添田町

北九州市、久留米市、小郡市、宗像市、
うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、
大刀洗町、苅田町

佐賀県 武雄市、江北町

熊本県 南阿蘇村

熊本市、菊池市、宇土市、上天草市、
宇城市、合志市、美里町、大津町、
菊陽町、南小国町、産山村、南阿蘇村、
益城町

大分県 中津市、日田市 中津市、日田市、竹田市、宇佐市
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【島根県】  ７月 ５日  ５時５５分 災害対策本部設置 

       →７月１０日 １０時００分 廃止 

 【広島県】  ７月 ５日  ０時０５分 災害対策本部設置 

       →７月 ５日 １７時００分 廃止 

【福岡県】  ７月 ５日 １５時３０分 災害対策本部設置 

     →１２月３１日 ２４時００分 廃止 

 

 【熊本県】  ７月 ５日  ８時３０分 災害対策本部設置 

       →７月１０日 １６時００分 廃止 

 【大分県】  ７月 ５日 １９時３０分 災害対策本部設置 

       →７月１５日 １４時００分 廃止 

 

６ 消防機関等の対応 

 (1) 島根県 

ア 地元消防機関による活動等 

    被災地では消防機関（消防吏員・消防団員）により救助等の活動を実施 

 

イ 相互応援協定による活動等 

    ７月５日  ９時０４分 島根県益田市において、相互応援協定に基づき、鳥取県防災ヘリコプター

が孤立者４名を救出 

 

ウ 広域航空消防応援による活動等 

   ７月５日 １５時３０分 島根県知事の要請に基づき、消防庁長官から鳥取県知事及び山口県知事に

対し、広域航空消防応援によるヘリコプターの出動を要請し、鳥取県防災

ヘリコプターが孤立者３名を救出 

 

(2) 福岡県及び大分県 

ア 地元消防機関による活動等 

    被災地では消防機関（消防吏員・消防団員）により救助等の活動を実施 

福岡市及び北九州市消防ヘリコプターにより情報収集活動を実施 

※日田市で巡回活動中の消防団員(４０歳代男性)が崩土に巻き込まれ死亡(７月６日) 

 

  イ 県内消防応援による活動実績 
【福岡県】 

  ・出動期間    ７月５日（水）～８月４日（金）計３１日間 
・延べ活動人員  １，０３４隊 ３，７８１名 
・最大派遣時人員    ５７隊   １９５名 
 
【大分県】 

  ・出動期間    ７月５日（水）～７月６日（木）計２日間 
・延べ活動人員      ４隊    ２０名 

   
ウ 地元消防機関及び県内消防応援による救助実績（※消防団による救助人員は除く。） 

 【福岡県】 
  ・１７０名（うち、消防ヘリによる救助１５名） 
 
  【大分県】 
  ・１６名 （うち、消防ヘリによる救助 ３名） 
 

エ 緊急消防援助隊による活動実績等（※緊急消防援助隊による活動等詳細については別紙のとおり） 
〈活動実績〉 

【福岡県】 
  ・出動期間    ７月６日（木）～７月２５日（火）計２０日間 
  ・出動人員    １２県   ９８８隊 ３，４０４名 
  ・延べ活動人員      ２，５６２隊 ９，１６６名 
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  【大分県】 

・出動期間    ７月５日（水）～７月１０日（月）計 ６日間 
  ・出動人員      ９県   ２１７隊   ８９９名 

・延べ活動人員          ５２８隊 ２，０９０名 
 
  〈救助実績〉 
  【福岡県】 
  ・３０名 （うち、消防ヘリによる救助２４名） 
 

【大分県】 
  ・２９名 （うち、消防ヘリによる救助１９名） 

 

７ 消防庁の対応 

 ７月 ３日 １２時３０分 関係省庁災害警戒会議に応急対策室長が出席 

      １５時０８分 全都道府県に対し「梅雨前線及び台風による大雨警戒情報」を発出 

 ７月 ４日  ６時３０分 応急対策室にて情報収集体制を強化 

 ７月 ５日  ５時５５分 応急対策室長を長とする災害対策室設置（第１次応急体制） 

       １１時３０分 関係省庁災害対策会議に応急対策室長が出席 

       １７時５１分 国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部へ改組（第２次応急体

制） 

７月 ６日  ５時２５分 現地活動支援及び現地広報のため、消防庁職員を福岡県へ６名、大分県へ６

名を派遣 

 ７時３０分 関係省庁災害対策会議に消防庁次長が出席 

８時００分 消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部へ改組(第３次応急体制) 

      →１２月３１日 ２４時００分 消防庁災害対策本部 廃止 

９時００分 関係閣僚会議に総務大臣が出席 

１６時３０分 関係省庁災害対策会議に消防・救急課長が出席 

１７時００分 政府調査団として、地域防災室長を福岡県に派遣 

７月 ７日 １０時００分 関係閣僚会議に総務大臣が出席 

 １６時００分 関係省庁災害対策会議に総務課長が出席 

７月 ９日  ９時３０分 政府調査団として、震災対策専門官を大分県に派遣 

       １１時３０分 関係省庁災害対策会議に消防・救急課長が出席 

 ７月１０日 １６時００分 関係省庁災害対策会議に総務課長が出席 

 ７月１１日 １５時５０分 関係閣僚会議に総務大臣が出席 

 ７月１２日        総務大臣と消防庁長官が、福岡県、大分県の現地を視察 

 ７月１３日 １６時００分 関係省庁災害対策会議に応急対策室長が出席 

 ７月１９日 １７時４５分 関係省庁災害対策会議に応急対策室長が出席 

 

問い合わせ先 

  消防庁応急対策室 

  浅見・濵田・高木・中尾 

  ＴＥＬ  03-5253-7527 

  ＦＡＸ  03-5253-7537 
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別紙 

「平成２９年７月九州北部豪雨」における緊急消防援助隊による活動等 

 

【7月 5日】  

 ＜福岡県関係＞ 

 《消防庁の対応》 

・消防庁から大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、香川県及び長崎県に対し、緊急消防援助隊の 

出動可能隊数の報告及び出動準備を依頼（23 時 20 分） 

 

＜大分県関係＞ 

《消防庁の対応》 

・消防庁から福岡県、佐賀県、熊本県及び宮崎県に対し、緊急消防援助隊の出動可能隊数の報告及び出動

準備を依頼（19 時 55 分） 

・消防庁から愛知県に対し、緊急消防援助隊（全地形対応車を含む部隊）の出動可能隊数の報告及び出動

準備を依頼（20 時 00 分） 

・消防庁から山口県、愛媛県、高知県及び長崎県に対し、緊急消防援助隊（航空小隊）の出動可能隊数の

報告及び出動準備を依頼（20 時 25 分） 

・大分県知事から消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の応援要請（21 時 12 分） 

・消防庁長官から愛知県知事、福岡県知事、佐賀県知事及び熊本県知事に対し、緊急消防援助隊の大分 

県への出動を求め（21 時 20 分） 

・消防庁長官から宮崎県知事に対し、緊急消防援助隊の大分県への出動を求め（21 時 25 分） 

・消防庁長官から山口県知事、愛媛県知事、高知県知事及び長崎県知事に対し、緊急消防援助隊の大分 

県への出動を求め（航空小隊）（22 時 30 分） 

 

《指揮支援隊》 

・福岡市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、大分県庁に向け出動（21 時 45 分） 

・熊本市消防局の指揮支援隊が、日田玖珠広域消防組合消防本部に向け出動（22 時 00 分） 

・北九州市消防局の指揮支援隊が、中津市消防本部に向け出動（22 時 50 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、大分県に向け出動（22 時 20 分） 

 

《宮崎県大隊》 

・宮崎県大隊（陸上部隊）が、大分県に向け出動（23 時 32 分） 

 

【7 月 6日】 

＜福岡県関係＞ 

《消防庁の対応》 

・福岡県知事から消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の応援要請（0時 00 分） 

・消防庁長官から岡山県知事及び広島県知事に対し、緊急消防援助隊の福岡県への出動を求め 

（0時 20 分） 

・消防庁長官から長崎県知事に対し、緊急消防援助隊の福岡県への出動を求め（0時 30 分） 

・消防庁長官から広島県知事に対し、緊急消防援助隊の福岡県への出動を求め（1時 15 分） 

・消防庁長官から大阪府知事、兵庫県知事、岡山県知事及び香川県知事に対し、緊急消防援助隊 

（航空小隊）の福岡県への出動を求め（1時 30 分） 

・消防庁長官から山口県知事に対し、緊急消防援助隊の福岡県への出動を求め（1時 40 分） 

・消防庁長官から奈良県知事に対し、緊急消防援助隊（航空小隊）の出動を求め（19 時 00 分） 

 

《指揮支援隊》 

・岡山市消防局の指揮支援隊が、甘木・朝倉消防本部に向け出動（1時 05 分） 

  → 岡山市消防局の指揮支援隊が、行き先を変更し朝倉市役所に到着（8時 09 分） 
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・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁に向け出動（1時 20 分） 

→ 広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁に到着（6時 00 分） 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、福岡県に向け出動（3時 25 分） 

  → 広島県大隊（陸上部隊）が、進出拠点（筑紫野市）に到着（9時 30 分） 

・朝倉市内の孤立地区に対応するため、進出拠点（筑紫野市）から指揮隊 1隊、救急隊８隊、救助隊１隊

出動（16 時 35 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、進出拠点（筑紫野市）に到着（6時 06 分） 

・東峰村小石原地区へ検索救助活動を実施するため移動開始（10 時 15 分） 

→ 同地区へ到着、検索救助活動を実施（12 時 30 分～16 時 20 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、進出拠点（筑紫野市）に到着（5時 37 分） 

・東峰村小石原地区へ検索救助活動を実施するため移動開始（10 時 15 分） 

→ 同地区へ到着、検索救助活動を実施（12 時 30 分～16 時 20 分） 

 

《消防ヘリ》 

・大阪市消防ヘリが、岩尾キャンプ場にて傷病者 2名を救急搬送（13 時 00 分～15 時 10 分） 

・兵庫県消防ヘリが、北九州空港に到着 

  → 朝倉市の孤立者を救助に向かうも天候不良のため引揚げ（14 時 15 分～14 時 45 分） 

・岡山県消防ヘリが、福岡空港に到着（16 時 26 分） 

  → 引き続き、高木地区にて 1名の救助・救急活動を実施（16 時 56 分～18 時 15 分） 

・香川県消防ヘリが、北九州空港に到着（13 時 43 分） 

 

＜大分県関係＞ 

《消防庁の対応》 

・大分県知事から消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の追加応援要請（11 時 41 分） 

・消防庁長官から宮崎県知事に対し、緊急消防援助隊の大分県への追加出動を求め（航空小隊に係る後 

方支援小隊）（12 時 15 分） 

 

《指揮支援隊》 

・福岡市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、大分県庁に到着（0時 20 分） 

・北九州市消防局の指揮支援隊が、中津市消防本部に到着（1時 13 分） 

・熊本市消防局の指揮支援隊が、日田玖珠広域消防組合消防本部に到着（1時 58 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、進出拠点（日田市）に到着（3時 39 分） 

・日田市内北西側において警察・自衛隊とともに検索救助活動開始（8時 10 分） 

 ※救急隊は日田市内の土砂災害現場で活動を実施 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、進出拠点（日田市）に到着（5時 00 分） 

・日田市内北西側において警察・自衛隊とともに検索救助活動開始（8時 10 分） 

 ※救急隊は日田市内の土砂災害現場で活動を実施 

 

《宮崎県大隊》 

・宮崎県大隊（陸上部隊）が、進出拠点（中津市）に到着（5時 43 分） 

・中津市内を６区画に分け検索活動を実施 

 ※５区画検索実施、残り１区画は明朝より再検索実施予定 
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・宮崎県大隊(航空小隊に係る後方支援小隊)が、大分県央空港に向け出動（15 時 50 分） 

 

《愛知県大隊》 

・愛知県大隊（陸上部隊）が、進出拠点（日田市）に到着（18 時 40 分） 

 

《消防ヘリ》 

・高知県消防ヘリが、日田市上空にて情報収集活動を実施（9時 55 分～11 時 35 分） 

  → 引き続き、東峰村上空にて情報収集活動を実施（14 時 02 分～15 時 37 分） 

・山口県消防ヘリが、日田市にて救助・救急活動を実施、2名救出（10 時 50 分～13 時 02 分） 

  → 日田市の孤立したデイサービスセンターで 4名救出（16 時 49 分～17 時 51 分） 

・愛媛県消防ヘリが、日田市の孤立したデイサービスセンターの情報収集活動を実施 

（13 時 13 分～14 時 05 分） 

  → 天候回復を待って、同デイサービスセンターの要救助者 12 名を救出（15 時 51 分～17 時 35 分） 

 

【7 月 7日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、東峰村の南側の検索活動を実施するため移動（5時 00 分） 

   → 東峰地区南側から東峰村役場まで進行、岩屋地区の検索活動を実施、80 歳代女性１名を避難所 

で発見し搬送 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、東峰村の北側の検索活動を実施するため移動（5時 00 分） 

  → 東峰地区から今道集会場まで進行し、村外から避難している 30 名と接触（11 時 10 分） 

  → 30 名は自衛隊の車両にて移動完了 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市の検索活動を実施 

  → 東峰村に移動し、検索活動を実施 

※うち救助隊 2隊は自衛隊のヘリにて移動し、朝倉市高木地区元の目にて検索活動を実施 

  → 朝倉市高木地区元の目にて、3名救出（14 時 47 分） 

 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外の自県ヘリを含む）》 

・福岡市消防ヘリが、朝倉市上空から情報収集活動を実施（5時 40 分～5時 43 分） 

   → 救助活動へ移行、朝倉市松末地区乙石にて 9名の救助救急活動を実施（5時 43 分～9時 21 分） 

   → 朝倉市高木地区元の目にて救助隊員 8名の現場投入を実施（14 時 29 分～18 時 15 分） 

 ・岡山県消防ヘリが、朝倉市松末地区乙石にて 10 名の救助救急活動を実施（6時 35 分～8時 15 分） 

・岡山県消防ヘリが、朝倉市高木地区元の目及び荒田にて 4名の救助救急活動を実施 

（15 時 28 分～16 時 40 分） 

・奈良県消防ヘリが、福岡空港へ到着（15 時 47 分） 

・奈良県消防ヘリが、朝倉市高木地区佐田牟田にて 4名の救助救急活動を実施（18 時 30 分～20 時 13 分） 

・大阪市ヘリが、朝倉市高木地区佐田田代にて救助隊員 3名の現場投入を実施（18 時 00 分～19 時 50 分） 

・北九州市消防ヘリが、朝倉市高木地区佐田田代にて 2名の救助救急活動を実施 

（18 時 52 分～19 時 57 分） 

 ・香川県消防ヘリが、朝倉市高木地区佐田田代にて 3名の救助救急活動を実施（18 時 53 分～20 時 19 分） 

・兵庫県消防ヘリが、朝倉市高木地区佐田牟田にて 2名の救助救急活動を実施（19 時 02 分～20 時 02 分） 
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《ドローン》 

・内閣府と連携し、東峰村役場付近においてドローンによる上空からの情報収集活動を実施 

  → 広島県大隊の無線中継車により、消防庁等へ画像伝送を実施（17 時 15 分） 

 

＜大分県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・福岡市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、大分県庁にて指揮支援活動を実施 

・北九州市消防局の指揮支援隊が、中津市消防本部にて指揮支援活動を実施 

  → 中津市における緊急消防援助隊の活動終了に伴い、引き揚げ（18 時 30 分） 

・熊本市消防局の指揮支援隊が、日田玖珠広域消防組合消防本部にて指揮支援活動を実施 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、日田市鶴城町及び上宮町の検索活動を実施（8時 30 分～22 時 00 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、日田市鶴城町及び上宮町の検索活動を実施（8時 30 分～22 時 00 分） 

 

《宮崎県大隊》 

・宮崎県大隊（陸上部隊）が、中津市 6区画のうち、未検索地区 1区画の検索活動を実施 

  → 中津市における緊急消防援助隊の活動終了に伴い、日田市へ部隊移動（18 時 30 分） 

 

《愛知県大隊》 

・愛知県大隊（全地形対応車を含む陸上部隊）が、日田市鶴城町の検索活動を実施 

（8時 30 分～22 時 00 分） 

 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外の自県ヘリを含む）》 

・長崎県消防ヘリが、日田市上空から情報収集活動を実施（14 時 36 分～16 時 01 分） 

・高知県消防ヘリが、日田市上空から情報収集活動を実施（15 時 45 分～17 時 16 分） 

  → 再度、日田市上空から情報収集活動を実施（17 時 54 分～19 時 03 分） 

・大分県消防ヘリが、日田市古田地区にて 2名の救助救急活動を実施（18 時 03 分～19 時 04 分） 

 

【7 月 8日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

 ・広島県大隊（陸上部隊）が、東峰村の岩屋地区で検索救助活動を実施（7時 00 分～7時 20 分） 

  → 東峰村の岩屋地区へ転進し検索救助活動を実施（10 時 20 分～15 時 47 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、東峰村の竹地区で検索救助活動を実施（7時 00 分～15 時 47 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、東峰村の栗松地区で検索活動を実施（7時 00 分～7時 20 分） 

  → 朝倉市松末中村地区へ転進し検索救助活動を実施（7時 20 分～15 時 47 分） 

 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外の自県ヘリを含む）》 

・香川県消防ヘリが、朝倉市高木地区元の目で救助隊員の現場投入活動を実施（6時 00 分～7時 20 分） 

・福岡市消防ヘリが、朝倉市高木地区元の目で救助隊員の現場投入活動を実施（7時 13 分～7時 58 分） 
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・奈良県消防ヘリが、朝倉市高木地区荒田で救助隊員の現場投入活動を実施（6時 11 分～7時 28 分） 

  → 帰投後、再度、朝倉市高木地区荒田で現場投入活動を実施（9時 10 分～10 時 35 分） 

 ・広島市消防ヘリが、北九州空港に到着（6時 50 分） 

 ・大阪市消防ヘリは、帰投（12 時 40 分） 

 

《ドローン》 

・内閣府と連携し、ドローンによる東峰村上空からの情報収集活動を実施（13 時 30 分～14 時 30 分） 

   → 消防庁へ撮影動画を伝送 

 

＜大分県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・福岡市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、大分県庁にて指揮支援活動を実施 

・熊本市消防局の指揮支援隊が、日田玖珠広域消防組合消防本部にて指揮支援活動を実施 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、日田市鶴城町で検索活動を実施（7時 20 分～9時 30 分） 

  → 日田市上宮町へ転進し検索救助活動を実施（9時 30 分～17 時 30 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、日田市鶴城町で検索活動を実施（7時 20 分～9時 30 分） 

  → 日田市上宮町へ転進し検索救助活動を実施（9時 30 分～17 時 50 分） 

 

《宮崎県大隊》 

・宮崎県大隊（陸上部隊）が、日田市鶴城町で検索活動を実施（7時 20 分～9時 30 分） 

  → 日田市上宮町へ転進し検索救助活動を実施（9時 30 分～15 時 20 分） 

 

《愛知県大隊》 

・愛知県大隊（全地形対応車を含む陸上部隊）が、日田市鶴城町で検索活動を実施 

    （7 時 20 分～9時 30 分） 

   → 日田市上宮町へ転進し検索救助活動を実施（9時 30 分～14 時 00 分） 

 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外の自県ヘリを含む）》 

・大分県消防ヘリが、日田市上空から情報収集活動等を実施（11 時 05 分～13 時 01 分） 

・高知県消防ヘリが、朝倉市杷木地区白木及び日田市上空で情報収集活動を実施 

（11 時 10 分～12 時 55 分） 

・熊本県消防ヘリが、日田市小野源栄町で医師搬送を実施（12 時 56 分～13 時 56 分） 

・愛媛県消防ヘリが、日田市小野源栄町で救助救急活動を実施（15 時 13 分～16 時 11 分） 

 ・山口県消防ヘリが、日田市小野源栄町で医師搬送を実施（15 時 54 分～17 時 14 分） 

 

 【7 月 9 日】 

 《消防庁の対応》 

 ・消防庁長官が、福岡県知事の要請に基づき、大分県知事及び日田市長の意見を踏まえ、佐賀県知事及び愛

知県知事に対し、緊急消防援助隊の大分県から福岡県への部隊移動を求め（12 時 35 分） 

 

 ＜福岡県関係＞ 

 《指揮支援隊》 

 ・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

 ・岡山市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

 《広島県大隊》 

 ・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区白木及び杷木地区林田で検索救助活動を実施 

（6時 00 分～16 時 00 分） 
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 《山口県大隊》 

 ・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸及び東峰村岩屋地区で検索救助活動を実施 

（6時 00 分～16 時 00 分） 

 《長崎県大隊》 

 ・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 00 分） 

 

 《佐賀県大隊》 

 ・佐賀県大隊（陸上部隊）が、大分県から福岡県（朝倉市）への転進に向け調整 

 

 《愛知県大隊》 

 ・愛知県大隊（全地形対応車を含む陸上部隊）が、大分県から福岡県（朝倉市）への転進に向け調整 

 

 《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外の自県ヘリを含む）》 

 ・広島市消防ヘリが、朝倉市及び東峰村上空から情報収集活動を実施（13 時 19 分～14 時 59 分） 

 ・兵庫県消防ヘリが、朝倉市松末地区上空から情報収集活動を実施（16 時 50 分～18 時 25 分） 

 ・福岡市消防ヘリが、朝倉市松末地区上空から情報収集活動を実施（16 時 49 分～17 時 46 分） 

 

＜大分県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・福岡市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、大分県庁にて指揮支援活動を実施 

・熊本市消防局の指揮支援隊が、日田玖珠広域消防組合消防本部にて指揮支援活動を実施 

 

 《熊本県大隊》 

 ・熊本県大隊（陸上部隊）が、日田市大鶴町で警戒活動を実施（13 時 00 分～17 時 00 分） 

 ・熊本県大隊（救急隊）が、避難所の傷病者 1名を救急搬送（11 時 57 分） 

 

 《宮崎県大隊》 

 ・宮崎県大隊（陸上部隊）が、日田市大鶴町で警戒活動を実施（8時 00 分～12 時 00 分） 

   → 日田市の警戒活動に備え、拠点にて待機 

 

【7 月 10 日】 

《消防庁の対応》 

・消防庁長官が、福岡県知事の要請に基づき、大分県知事及び日田市長の意見を踏まえ、高知県 

知事及び熊本県知事に対し、緊急消防援助隊の大分県から福岡県への部隊移動を求め（17 時 00 分） 

 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区林田で検索救助活動を実施（6時 00 分～18 時 02 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸で検索救助活動を実施（6時 00 分～17 時 00 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 00 分～17 時 33 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 00 分～17 時 00 分） 
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《愛知県大隊》 

・愛知県大隊（全地形対応車を含む陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸で検索救助活動を実施 

（6時 00 分～17 時 16 分） 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外の自県ヘリを含む）》 

・広島市消防ヘリが、朝倉市上空から筑後川支流の情報収集活動を実施（10 時 40 分～12 時 12 分） 

・福岡市消防ヘリが、朝倉市杷木地区で救助隊員 5名の現場投入活動を実施（13 時 38 分～14 時 38 分） 

・奈良県、岡山県及び香川県の消防ヘリが、帰投（15 時 30 分） 

 

＜大分県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・福岡市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、大分県庁にて指揮支援活動を実施 

  → 大分県での緊急消防援助隊としての活動終了に伴い、引き揚げ（17 時 00 分） 

・熊本市消防局の指揮支援隊が、日田玖珠広域消防組合消防本部にて指揮支援活動を実施 

   → 大分県での緊急消防援助隊としての活動終了に伴い、大分県から福岡県（朝倉市）への転進に向け

調整（17 時 00 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、日田市小野地区で警戒活動を実施（8時 55 分～15 時 00 分） 

  → 大分県での緊急消防援助隊としての活動終了に伴い、大分県から福岡県（朝倉市）への転進に向

け調整（17 時 00 分） 

 

《宮崎県大隊》 

・宮崎県大隊（陸上部隊）が、日田市小野地区で警戒活動を実施（8時 30 分～15 時 00 分） 

  → 大分県での緊急消防援助隊としての活動終了に伴い、引き揚げ（17 時 00 分） 

 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外の自県ヘリを含む）》 

・山口県及び長崎県の消防ヘリは、帰投（17 時 00 分） 

 ・高知県及び熊本県の消防ヘリは、大分県での緊急消防援助隊としての活動終了に伴い、大分県から福岡 

県（朝倉市）への転進に向け調整（17 時 00 分） 

 

【7 月 11 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区林田で検索救助活動を実施（6時 00 分～15 時 00 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸で検索救助活動を実施（6時 00 分～17 時 00 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 00 分～17 時 12 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 00 分～18 時 07 分） 

 

《愛知県大隊》 

・愛知県大隊（全地形対応車を含む陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸及び松末地区石詰で検索救助活動

を実施（6時 00 分～16 時 37 分） 
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《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（14 時 42 分～18 時 30 分） 

 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外のヘリを含む）》 

・広島市消防ヘリが、朝倉市上空からの情報収集活動を実施（15 時 29 分～16 時 50 分） 

・兵庫県、熊本県及び広島市の消防ヘリは、帰投（21 時 00 分） 

 

＜大分県関係＞ 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外のヘリを含む）》 

・大分県消防ヘリが、日田市上空からの情報収集活動を実施（9時 05 分～12 時 15 分） 

・愛媛県消防ヘリは、帰投（21 時 00 分） 

 

【7 月 12 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区林田で検索救助活動を実施（6時 00 分～17 時 00 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸で検索救助活動を実施（6時 00 分～17 時 00 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 20 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 55 分） 

 

《愛知県大隊》 

・愛知県大隊（全地形対応車を含む陸上部隊）は、全地形対応車の活用による緊急消防援助隊としての活 

動終了に伴い、引き揚げ（13 時 00 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 00 分～18 時 30 分） 

 

＜大分県関係＞ 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外のヘリを含む）》 

・大分県消防ヘリが、日田市上空からの情報収集活動を実施（13 時 09 分～14 時 45 分） 

 

【7 月 13 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区林田で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 50 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 45 分） 
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《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 10 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 00 分～17 時 02 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 30 分） 

 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外のヘリを含む）》 

・福岡市消防ヘリが、朝倉市上空からの情報収集活動を実施（15 時 28 分～16 時 43 分） 

 

【7 月 14 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区林田で検索救助活動を実施（6時 00 分～15 時 05 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸で検索救助活動を実施（6時 00 分～17 時 00 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 00 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 30 分～17 時 30 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 30 分～17 時 15 分） 

 

【7 月 15 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区林田で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 30 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 30 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 00 分～16 時 10 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 30 分～17 時 00 分） 
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《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 30 分～17 時 00 分） 

 

【7 月 16 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区林田で検索救助活動を実施（9時 30 分～17 時 00 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸及び松末小学校付近で検索救助活動を実施 

（9時 30 分～17 時 00 分） 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（9時 30 分～17 時 00 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰及び松末小学校付近で検索救助活動を実施   

（9 時 30 分～17 時 00 分） 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰及び松末小学校付近で検索救助活動を実施 

（9時 30 分～17 時 00 分） 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外のヘリを含む）》 

・福岡市消防ヘリが、筑後川周辺上空からの情報収集活動を実施（9時 32 分～11 時 27 分） 

 

【7 月 17 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区林田及び杷木地区古賀で検索救助活動を実施 

（6時 00 分～14 時 45 分） 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸で検索救助活動を実施（6時 00 分～13 時 55 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 00 分～15 時 20 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 30 分～13 時 40 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区石詰で検索救助活動を実施（6時 30 分～17 時 30 分） 

 

【7 月 18 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 
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・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 00 分～13 時 35 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区星丸で検索救助活動を実施（6時 00 分～13 時 30 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 00 分～13 時 30 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区で検索救助活動を実施（6時 30 分～14 時 00 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区で検索救助活動を実施（6時 30 分～14 時 30 分） 

 

【7 月 19 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（8時 00 分～15 時 00 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（8時 00 分～15 時 00 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（8時 00 分～15 時 00 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区で検索救助活動を実施（6時 30 分～16 時 30 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区で検索救助活動を実施（6時 25 分～16 時 30 分） 

 

【7 月 20 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（10 時 00 分～15 時 20 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（10 時 05 分～15 時 15 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（9時 10 分～15 時 00 分） 
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《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区で検索救助活動を実施（14 時 45 分～16 時 45 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区で検索救助活動を実施（14 時 30 分～17 時 00 分） 

 

【7 月 21 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（7時 00 分～16 時 30 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（7時 00 分～16 時 30 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（7時 00 分～15 時 00 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区で検索救助活動を実施（6時 30 分～16 時 00 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区で検索救助活動を実施（6時 30 分～20 時 00 分） 

 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外のヘリを含む）》 

・福岡市消防ヘリが、筑後川上空からの情報収集活動を実施（13 時 51 分～15 時 51 分） 

・北九州市消防ヘリが、筑後川上空からの情報収集活動を実施（13 時 52 分～15 時 32 分） 

 

【7 月 22 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（7時 00 分～15 時 00 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（7時 00 分～15 時 00 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（7時 00 分～15 時 00 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区で検索救助活動を実施（8時 55 分～14 時 00 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市松末地区で検索救助活動を実施（7時 00 分～14 時 00 分） 
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【7月 23 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（7時 00 分～14 時 00 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（7時 00 分～17 時 00 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（6時 55 分～15 時 00 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（13 時 35 分～16 時 30 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、朝倉市杷木地区古賀で検索救助活動を実施（13 時 00 分～16 時 30 分） 

 

【7 月 24 日】 

＜福岡県関係＞ 

※緊急消防援助隊の陸上隊（広島県、山口県、佐賀県、長崎県及び熊本県）、福岡県内応援隊及び地元消防 

が警察及び自衛隊と合同で筑後川流域の重点的な検索救助活動を実施 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）が、福岡県庁にて指揮支援活動を実施 

・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊が、朝倉市役所にて指揮支援活動を実施 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）が、筑後川流域で検索救助活動を実施（7時 45 分～16 時 05 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）が、筑後川流域で検索救助活動を実施（7時 45 分～16 時 00 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）が、筑後川流域で検索救助活動を実施（7時 40 分～16 時 05 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）が、筑後川流域で検索救助活動を実施（7時 30 分～16 時 00 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）が、筑後川流域で検索救助活動を実施（7時 30 分～16 時 05 分） 

 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外のヘリを含む）》 

・福岡市消防ヘリが、筑後川上空からの情報収集活動を実施（9時 45 分～11 時 35 分） 

 

【7 月 25 日】 

＜福岡県関係＞ 

《指揮支援隊》 

・広島市消防局の指揮支援隊（部隊長）は、福岡県災害対策本部に引継ぎを行い、引き揚げ（9時 00 分） 
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・岡山市消防局及び熊本市消防局の指揮支援隊は、朝倉市災害対策本部に引継ぎを行い、引き揚げ 

（9時 00 分） 

 

《広島県大隊》 

・広島県大隊（陸上部隊）は、県内応援隊等に引継ぎを行い、引き揚げ（9時 00 分） 

 

《山口県大隊》 

・山口県大隊（陸上部隊）は、県内応援隊等に引継ぎを行い、引き揚げ（9時 00 分） 

 

《長崎県大隊》 

・長崎県大隊（陸上部隊）は、県内応援隊等に引継ぎを行い、引き揚げ（9時 00 分） 

 

《佐賀県大隊》 

・佐賀県大隊（陸上部隊）は、県内応援隊等に引継ぎを行い、引き揚げ（9時 00 分） 

 

《熊本県大隊》 

・熊本県大隊（陸上部隊）は、県内応援隊等に引継ぎを行い、引き揚げ（9時 00 分） 

 

《消防ヘリ（※緊急消防援助隊以外のヘリを含む）》 

・高知県消防ヘリは、緊急消防援助隊としての活動終了（9時 00 分） 
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