
緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練は、大規模災害活動時における緊急消防援助隊の技術及び連携

活動能力の向上を目的に、平成8年度から全国を6ブロックに区分して毎年実施しております。

平成15年6月の消防組織法改正（緊急消防援助隊の法制化）以降は、「緊急消防援助隊の編成及び施

設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」において、消防庁主催としての位置付けを明確にして、

全国の自治体及び消防機関の協力のもと実施しています。

緊急消防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実施状況【H10～H30】

開催日 7/28.29 11/4.5 8/1.2 11/6.7 10/30.31 11/6.7 10/28.29 9/6.7 10/19.20 10/18.19 10/15.16 10/13.14 11/8.9 10/7.8 10/11.12 10/22.23 10/28.29 10/12.13 10/6.7 11/17.18

青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 宮城県 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 宮城県 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県

青森市 矢巾町 秋田市 山形市 福島市 新潟市 仙台市 函館市 八戸市 一関市 大仙市 鶴岡市 郡山市 利府町 苫小牧市 弘前市 北上市 能代市 米沢市 いわき市

楢葉町

 93隊  63隊  80隊  79隊  85隊  94隊 145隊 135隊 182隊 159隊 170隊 図上訓練のみ 208隊 213隊 195隊 202隊 194隊 179隊

404人 312人 365人 369人 380人 436人 550人 493人 650人 592人 709人 288人 758人 793人 703人 764人 747人 656人

開催日 9/1 10/22.23 10/16.17 11/11.12 10/27.28 10/23.24 10/29.30 11/11.12 10/20.21 11/19.20 11/14.15 11/20.21 11/1.2 11/29.30 10/30.31 11/5.6 11/4.5 10/17.18 10/24.25 11/30･12/1

千葉県 東京都 長野県 埼玉県 山梨県 静岡県 茨城県 栃木県 群馬県 神奈川県 千葉県 東京都 長野県 埼玉県 山梨県 静岡県 茨城県 栃木県 群馬県 神奈川県

千葉市 立川市 長野市 さいたま市 甲府市 静岡市 水戸市 宇都宮市 前橋市 横浜市 千葉市 中央区 松本市 新座市 富士吉田市 浜松市 東茨城郡 小山市 太田市 横浜市

清水市 磐田市 茨城町 栃木市 桐生市 川崎市

上三川町 高崎市 相模原市

浜松市 神栖市 那須町 厚木市

 85隊  77隊 151隊 233隊 189隊 193隊 200隊 194隊 207隊 262隊   465隊 246隊 　280隊

367人 333人 678人 914人 678人 688人 721人 696人 741人 926人 2,217人 909人 1,063人

開催日 10/30.31 8/7.8 10/9.10 10/30.31 10/16.17 10/9.10 9/4 10/25.26 10/13.14 12/5.6 11/6.7 10/15.16 10/14.15 11/9.10 10/18.19 11/15.16 10/23.24 9/23.24 11/17.18 11/4.5

福井県 愛知県 石川県 三重県 富山県 岐阜県 福井県 愛知県 石川県 三重県 富山県 岐阜県 静岡県 福井県 愛知県 石川県 三重県 富山県 岐阜県 静岡県

福井市 半田市 加賀市 名張市 高岡市 大垣市 勝山市 常滑市 かほく市 四日市市 射水市 可児市 静岡市 坂井市 碧南市 珠洲市 桑名市 滑川市 中津川市 浜松市

上野市 四日市市 富山市 恵那市 菊川市

鈴鹿市 瑞浪市 牧之原市

島田市

敦賀市  53隊  51隊  80隊  71隊  7隊  82隊  81隊 106隊 103隊 102隊  93隊 126隊 127隊 137隊 152隊 134隊 125隊 106隊

三国町 211人 204人 309人 301人  28人 331人 328人 378人 389人 389人 366人 477人 505人 528人 582人 514人 510人 424人

開催日 11/11 11/10 11/20.21 10/30.31 10/22.23 10/28.29 10/24.25 12/1.2 8/31.9/1 10/17.18 10/30.31 10/29.30 10/27.28 10/26.27 11/18.19 10/17.18 10/22.23 11/4.5 福井県

大阪府 奈良県 徳島県 兵庫県 滋賀県 和歌山県 京都府 奈良県 大阪府 福井県 三重県 徳島県 兵庫県 滋賀県 和歌山県 京都府 奈良県 大阪府 福井市

堺市 天理市 小松島市 神戸市 大津市 和歌山市 京都市 大和郡山市 岸和田市 坂井市 津市 小松島市 神戸市 近江八幡市 田辺市 城陽市 五條市 堺市 坂井市

枚方市 阿南市 田辺市 三木市 東近江市 白浜町 宇治市 橿原市 大阪市 永平寺町

藤井寺市 串本町 久御山市

165隊 227隊  86隊 201隊 126隊 203隊 102隊 176隊 103隊 205隊 154隊 142隊 143隊 145隊 130隊 127隊 154隊 194隊 153隊

681人 892人 353人 728人 468人 699人 436人 642人 431人 825人 618人 592人 617人 573人 558人 585人 605人 765人 586人

開催日 11/5.6 11/4.5 10/23.24 10/16.17 10/16.17 10/13.14 10/19.20 10/18.19 11/28.29 10/30.31 10/15.16 10/21.22 10/20.21 11/1.2 11/2.3 11/1.2 10/31.11/1 10/29.30 10/20.21 10/20.21

香川県 鳥取県 高知県 山口県 広島県 徳島県 香川県 岡山県 鳥取県 愛媛県 島根県 高知県 広島県 山口県 徳島県 岡山県 香川県 鳥取県 島根県 愛媛県

高松市 鳥取市 高知市 阿知須町 呉市 板野町 高松市 倉敷市 米子市 松山市 出雲市 高知市 福山市 山口市 那賀町 岡山市 高松市 倉吉市 安来市 宇和島市

 55隊 南国市 防府市 海陽町 坂出市 松江市 新居浜市

247名 阿南市 小豆島町 西予市

開催日 11/17.18 鬼北町

愛媛県

松山市

 66隊  39隊  59隊  79隊  88隊  86隊  85隊  90隊 101隊 104隊 107隊  94隊 125隊 135隊 134隊 161隊 153隊 142隊

280人 172人 280人 340人 374人 356人 341人 358人 404人 413人 417人 358人 597人 567人 493人 647人 588人 559人

開催日 10/5.6 10/19.20 10/2.3 11/6.7 10/8.9 10/6.7 11/22.23 10/20.21 10/12.13 11/21.22 10/9.10 10/8.9 11/4.5 11/17.18 11/27.28 11/22.23 11/7.8 11/5.6 11/11.12 11/10.11

大分県 長崎県 佐賀県 鹿児島県 宮崎県 熊本県 沖縄県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 鹿児島県 宮崎県 熊本県 沖縄県 福岡県 大分県 長崎県 佐賀県 鹿児島県

大分市 長崎市 佐賀市 鹿児島市 宮崎市 熊本市 うるま市 北九州市 中津市 佐世保市 佐賀市 薩摩川内市 宮崎市 八代市 西原町 久留米市 佐伯市 雲仙市 武雄市 鹿屋市

島原市 佐賀市 志布志市

大分市 大村市 東串良町

 87隊  36隊  74隊  67隊  84隊 104隊  72隊 129隊 131隊 134隊 121隊 116隊 145隊 192隊 102隊 170隊 201隊 235隊 227隊 216隊

370人 148人 320人 255人 340人 419人 305人 508人 539人 547人 529人 437人 556人 747人 410人 690人 757人 885人 826人 783人
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Sheet1

		緊急消防援助隊全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練の実施状況 キ ゼンコク ゴウドウ クンレン オヨ チイキ ゴウドウ クンレン ジッシ ジョウキョウ

		１　全国訓練 ゼンコク クンレン

		第１回全国合同訓練 ダイ カイ ゼンコク ゴウドウ クンレン								（平成７年度） ヘイセイ ネンド				開催日：H 7.11/28.29 カイサイビ						 開催地：東京都 カイサイチ トウキョウト								 参加本部数等： 98本部　135隊　1,500人 スウトウ ニン

		第２回全国合同訓練 ダイ カイ ゼンコク ゴウドウ クンレン								（平成12年度） ヘイセイ ネンド				開催日：H12.10/23.24 カイサイビ						 開催地：東京都 カイサイチ トウキョウト								 参加本部数等：148本部　206隊　1,922人   スウトウ ニン

		第３回全国合同訓練 ダイ カイ ゼンコク ゴウドウ クンレン								（平成17年度） ヘイセイ ネン ド				開催日：H17. 6/10.11 カイサイビ						 開催地：静岡県 カイサイ チ シズオカケン								 参加本部数等：206本部　386隊　1,953人     スウトウ ニン

		第４回全国合同訓練 ダイ カイ ゼンコク ゴウドウ クンレン				図上訓練 ズジョウ クンレン				（平成21年度） ヘイセイ ネン ド				開催日：H22. 1/28.29 カイサイ ヒ						 開催地：愛知県 ・ 和歌山県 ・ 徳島県 カイサイチ アイチケン ワカヤマケン トクシマケン								 参加本部数等： 81本部　　　　　 370人 スウトウ ホンブ ニン

						部隊運用訓練 ブタイ ウニョウ クンレン				（平成22年度） ヘイセイ ネン ド				開催日：H22. 6/ 4. 5 カイサイ ヒ						 開催地：愛知県 カイサイ チ アイチ ケン								 参加本部数等：223本部　411隊　2,138人      スウトウ ニン

		第５回全国合同訓練 ダイ カイ ゼンコク ゴウドウ クンレン								（平成27年度） ヘイセイ ネン ド				開催日：H27. 11/13.14 カイサイ ヒ						 開催地：千葉県 カイサイチ チバケン								 参加本部数等：280本部　582隊　2,361人 スウトウ ホンブ タイ ニン



		２　地域ブロック合同訓練 チイキ ゴウドウ クンレン

		　　　　　　　　　年度
 ブロック等 ネンド トウ				Ｈ10		Ｈ11		Ｈ12		Ｈ13		Ｈ14		Ｈ15		Ｈ16		Ｈ17		Ｈ18		Ｈ19		Ｈ20		Ｈ21		Ｈ22		Ｈ23		Ｈ24		Ｈ25		Ｈ26		Ｈ27		Ｈ28		Ｈ29		H30



		北海道東北

(１道・７県) ホッカイドウ トウホク ドウ ケン		開催日		7/28.29		11/4.5		8/1.2		11/6.7		10/30.31		11/6.7		10/28.29		9/6.7		10/19.20		10/18.19		10/15.16		10/13.14		11/8.9		東日本大震災
により中止 ヒガシ ニホン ダイシンサイ チュウシ		10/7.8		10/11.12		10/22.23		10/28.29		10/12.13		10/6.7		11/17.18

				開催地		青森県		岩手県		秋田県		山形県 ヤマガタケン		福島県 フクシマ ケン		新潟県 ニイガタケン		宮城県 ミヤギケン		北海道 ホッカイドウ		青森県 アオモリケン		岩手県 イワテケン		秋田県 アキタケン		山形県 ヤマガタ ケン		福島県 フクシマケン				宮城県 ミヤギケン		北海道 ホッカイドウ		青森県 アオモリケン		岩手県 イワテケン		秋田県 アキタ ケン		山形県 ヤマガタケン		福島県 フクシマケン

						青森市		矢巾町 ヤハバチョウ		秋田市		山形市 ヤマガタシ		福島市 フクシマシ		新潟市 ニイガタシ		仙台市 センダイシ		函館市 ハコダテシ		八戸市 ハチノヘシ		一関市 イチノセキシ		大仙市 ダイセン シ		鶴岡市 ツルオカシ		郡山市 コオリヤマシ				利府町 リフチョウ		苫小牧市 トマコマイシ		弘前市 ヒロサキシ		北上市 キタカミ シ		能代市 ノシロ シ		米沢市 ヨネザワシ		いわき市 シ

																																														楢葉町 ナラハマチ

				隊数等		 93隊		 63隊		 80隊		 79隊 タイ		 85隊 タイ		 94隊 タイ		新潟県中越地震により中止 ニイガタ ケン チュウエツ ジシン チュウシ		台風第14号
により
参集訓練のみ タイフウ ダイ ゴウ サンシュウ クンレン		145隊		135隊		182隊		159隊		170隊				図上訓練のみ ズジョウ クンレン		208隊 タイ		213隊 タイ		195隊 タイ		202隊 タイ		194隊 タイ		179隊 タイ

						404人 ニン		312人 ニン		365人 ニン		369人 ニン		380人 ニン		436人 ニン						550人 ニン		493人 ニン		650人 ニン		592人 ニン		709人 ニン				288人 ニン		758人 ニン		793人 ニン		703人 ニン		764人 ニン		747人 ニン		656人 ニン

		関  東

(１都・９県) ト ケン		開催日		9/1		10/22.23		全国訓練のため実施無 ジツ シ ナ		10/16.17		11/11.12		10/27.28		10/23.24		10/29.30		11/11.12		10/20.21		11/19.20		11/14.15		11/20.21		11/1.2		11/29.30		10/30.31		11/5.6		11/4.5		10/17.18		10/24.25		11/30･12/1

				開催地		千葉県		東京都				長野県 ナガノケン		埼玉県 サイタマケン		山梨県 ヤマナシケン		静岡県 シズオカケン		茨城県 イバラギケン		栃木県 トチギケン		群馬県 グンマケン		神奈川県 カナガワケン		千葉県 チバケン		東京都 トウキョウト		長野県 ナガノケン		埼玉県 サイタマケン		山梨県 ヤマナシケン		静岡県 シズオカケン		茨城県 イバラキケン		栃木県 トチギ ケン		群馬県 グンマケン		神奈川県 カナガワケン

						千葉市		立川市				長野市		さいたま市		甲府市		静岡市		水戸市		宇都宮市		前橋市		横浜市		千葉市		中央区		松本市		新座市		富士吉田市		浜松市		東茨城郡 ヒガシ グン		小山市 オヤマシ		太田市 オオタシ		横浜市 ヨコハマシ

																		清水市																				磐田市 イワタシ		茨城町 イバラキマチ		栃木市 トチギシ		桐生市 キリュウシ		川崎市 カワサキシ

																																										上三川町		高崎市 タカサキシ		相模原市 サガミハラシ

																		浜松市																						神栖市 カミ シ		那須町 ナスマチ				厚木市 アツギシ

				隊数等		 85隊		 77隊				151隊 タイ		233隊 タイ		189隊 タイ				193隊 タイ		200隊		194隊		207隊		262隊		  465隊		246隊		　280隊 タイ		台風26号により中止 タイフウ ゴウ チュウシ		293隊
1,167人 タイ ニン		平成27年９月関東・東北豪雨により中止 ヘイセイ ネン ガツ カントウ トウホク ゴウウ チュウシ		305隊
1,188人 タイ ニン		291隊
1,173人 タイ ニン		235隊
852人 タイ ニン

						367人 ニン		333人 ニン				678人 ニン		914人 ニン		678人 ニン				688人 ニン		721人 ニン		696人 ニン		741人 ニン		926人 ニン		2,217人 ニン		909人 ニン		1,063人 ニン

		中　部

(７県) ナカ ブ ケン		開催日		10/30.31		8/7.8		10/9.10		10/30.31		10/16.17		10/9.10				9/4		10/25.26		10/13.14		12/5.6		11/6.7		10/15.16		10/14.15		11/9.10		10/18.19		11/15.16		10/23.24		9/23.24		11/17.18		11/4.5

				開催地		福井県		愛知県		石川県		三重県 ミエケン		富山県 トヤマケン		岐阜県 ギフケン		関東・中部
合同訓練 カントウ チュウブ ゴウドウ クンレン		福井県 フクイケン		愛知県 アイチケン		石川県 イシカワケン		三重県 ミエケン		富山県 トヤマケン		岐阜県 ギフケン		静岡県 シズオカケン		福井県 フクイケン		愛知県 アイチケン		石川県 イシカワケン		三重県 ミエケン		富山県 トヤマケン		岐阜県 ギフケン		静岡県 シズオカケン

						福井市		半田市		加賀市		名張市 ナ ハ シ		高岡市 タカオカシ		大垣市 オオガキシ				勝山市 カツヤマシ		常滑市 トコナメシ		かほく市 シ		四日市市 ヨッカイチシ		射水市 イミズシ		可児市 カ ジ シ		静岡市 シズオカシ		坂井市 サカイシ		碧南市 ヘキナンシ		珠洲市 タマ シ		桑名市 クワナシ		滑川市 ナメリカワシ		中津川市 ナカツガワ シ		浜松市 ハママツシ

												上野市 ウエノ シ																												四日市市 ヨッカイチシ		富山市 トヤマシ		恵那市 エナシ		菊川市 キクガワシ

																																								鈴鹿市 スズカシ				瑞浪市 ミズナミ シ		牧之原市 マキノハラシ

																																														島田市 シマダシ

				隊数等		敦賀市 ツルガシ		 53隊		 51隊				 80隊 タイ		 71隊 タイ		台風第23号
により中止 タイフウ ダイ ゴウ チュウシ		 7隊 タイ		 82隊 タイ		 81隊 タイ		106隊 タイ		103隊 タイ		102隊 タイ		 93隊 タイ		126隊 タイ		127隊 タイ		137隊 タイ		152隊 タイ		134隊 タイ		125隊 タイ		106隊 タイ

						三国町 ミクニチョウ		211人 ニン		204人 ニン				309人 ニン		301人 ニン				 28人 ニン		331人 ニン		328人 ニン		378人 ニン		389人 ニン		389人 ニン		366人 ニン		477人 ニン		505人 ニン		528人 ニン		582人 ニン		514人 ニン		510人 ニン		424人 ニン

		近  畿

(２府・７県) フ ケン		開催日				11/11		11/10				11/20.21		10/30.31		10/22.23		10/28.29		10/24.25		12/1.2		8/31.9/1		10/17.18		10/30.31		10/29.30		10/27.28		10/26.27		11/18.19		10/17.18		10/22.23		11/4.5		福井県 フクイケン

				開催地		中部・近畿
合同訓練 チュウブ キンキ ゴウドウ クンレン		大阪府		奈良県		中部・近畿
合同訓練 チュウブ キンキ ゴウドウ クンレン		徳島県 トクシマケン		兵庫県 ヒョウゴケン		滋賀県 シガケン		和歌山県 ワカヤマケン		京都府 キョウトフ		奈良県 ナラケン		大阪府 オオサカフ		福井県 フクイ ケン		三重県 ミエ ケン		徳島県 トクシマケン		兵庫県 ヒョウゴ ケン		滋賀県 シガケン		和歌山県 ワカヤマケン		京都府 キョウトフ		奈良県 ナラケン		大阪府 オオサカフ		福井市 フクイシ

								堺市		天理市				小松島市 コマツシマ シ		神戸市 コウベシ		大津市 オオツ シ		和歌山市 ワカヤマシ		京都市 キョウトシ		大和郡山市 ヤマトコオリヤマシ		岸和田市 キシワダ シ		坂井市 サカイ シ		津市 ツ シ		小松島市 コマツシマ シ		神戸市 コウベ シ		近江八幡市 オウミハチマンシ		田辺市 タナベシ		城陽市 ジョウヨウシ		五條市 ゴジョウシ		堺市 サカイシ		坂井市 サカイ シ

								枚方市						阿南市 アナンシ						田辺市 タナベシ														三木市 ミキシ		東近江市 ヒガシ オウミ シ		白浜町 シラハマ マチ		宇治市 ウジシ		橿原市 カシハラ シ		大阪市 オオサカ シ		永平寺町 エイヘイジ マチ

								藤井寺市																														串本町 クシモト チョウ		久御山市 ヒサ オ ヤマ シ

				隊数等		165隊		227隊		 86隊		201隊 タイ		126隊 タイ		203隊 タイ		台風第23号
により中止 タイフウ ダイ ゴウ チュウシ		102隊 タイ		176隊 タイ		103隊 タイ		205隊 タイ		154隊 タイ		台風第14号
により中止 タイフウ ダイ ゴウ チュウシ		142隊 タイ		143隊 タイ		145隊 タイ		130隊 タイ		127隊 タイ		154隊 タイ		194隊 タイ		153隊 タイ

						681人 ニン		892人 ニン		353人 ニン		728人 ニン		468人 ニン		699人 ニン				436人 ニン		642人 ニン		431人 ニン		825人 ニン		618人 ニン				592人 ニン		617人 ニン		573人 ニン		558人 ニン		585人 ニン		605人 ニン		765人 ニン		586人 ニン

		中国・四国

(９県) ナカ クニ シコク ケン		開催日		11/5.6		11/4.5		鳥取県西部地震により中止 チュウシ		10/23.24		10/16.17		10/16.17		10/13.14		10/19.20		10/18.19		11/28.29		10/30.31		10/15.16		10/21.22		10/20.21		11/1.2		11/2.3		11/1.2		10/31.11/1		10/29.30		10/20.21		10/20.21

				開催地		香川県		鳥取県				高知県 コウチケン		山口県 ヤマグチケン		広島県 ヒロシマケン		徳島県 トクシマケン		香川県 カガワケン		岡山県 オカヤマケン		鳥取県 トットリケン		愛媛県 エヒメケン		島根県 シマネケン		高知県 コウチケン		広島県 ヒロシマケン		山口県 ヤマグチ ケン		徳島県 トクシマケン		岡山県 オカヤマケン		香川県 カガワケン		鳥取県 トットリ ケン		島根県 シマネケン		愛媛県 エヒメケン

						高松市		鳥取市				高知市 コウチシ		阿知須町 アチ ス チョウ		呉市 クレシ		板野町 イタノチョウ		高松市 タカマツシ		倉敷市 クラシキシ		米子市 ヨナゴシ		松山市 マツヤマシ		出雲市 イズモシ		高知市 コウチシ		福山市 フクヤマシ		山口市 ヤマグチ シ		那賀町 ナガチョウ		岡山市 オカヤマシ		高松市 タカマツシ		倉吉市 クラヨシシ		安来市 ヤスギ シ		宇和島市 ウワジマシ

				隊数等				 55隊				南国市																						防府市 ホウフシ		海陽町 カイヨウチョウ				坂出市 サカ デ シ				松江市 マツエシ		新居浜市 ニイハマシ

								247名																												阿南市 アナンシ				小豆島町 ショウドシマ チョウ						西予市 ニシ ヨ シ

				開催日				11/17.18																																						鬼北町 オニ キタ マチ

				開催地				愛媛県

								松山市

				隊数等		 66隊		 39隊				 59隊 タイ		 79隊 タイ		 88隊 タイ		 86隊 タイ		 85隊 タイ		 90隊 タイ		101隊 タイ		104隊 タイ		107隊 タイ		 94隊 タイ		125隊 タイ		135隊 タイ		134隊		161隊		153隊 タイ		平成28年10月鳥取県中部を震源とする地震により中止 ヘイセイ ネン ガツ トットリケン チュウブ シンゲン ジシン チュウシ		142隊 タイ		平成30年7月豪雨により中止 ヘイセイ ネン ガツ ゴウウ チュウシ

						280人 ニン		172人 ニン				280人 ニン		340人 ニン		374人 ニン		356人 ニン		341人 ニン		358人 ニン		404人 ニン		413人 ニン		417人 ニン		358人 ニン		597人 ニン		567人 ニン		493人 ニン		647人 ニン		588人 ニン				559人 ニン

		九　州

(８県) ケン		開催日		10/5.6		10/19.20		全国訓練のため実施無 ジッシ ナ		10/2.3		11/6.7		10/8.9		10/6.7		11/22.23		10/20.21		10/12.13		11/21.22		10/9.10		10/8.9		11/4.5		11/17.18		11/27.28		11/22.23		11/7.8		11/5.6		11/11.12		11/10.11

				開催地		大分県		長崎県				佐賀県 サガケン		鹿児島県 カゴシマケン		宮崎県 ミヤザキケン		熊本県 クマモトケン		沖縄県 オキナワケン		福岡県 フクオカケン		大分県 オオイタケン		長崎県 ナガサキケン		佐賀県 サガケン		鹿児島県 カゴシマ ケン		宮崎県 ミヤザキケン		熊本県 クマモト ケン		沖縄県 オキナワケン		福岡県 フクオカケン		大分県 オオイタケン		長崎県 ナガサキケン		佐賀県 サガケン		鹿児島県 カゴシマケン

						大分市		長崎市				佐賀市 サガシ		鹿児島市 カゴシマシ		宮崎市 ミヤザキシ		熊本市 クマモトシ		うるま市 シ		北九州市 キタキュウシュウシ		中津市 ナカツシ		佐世保市 サセボシ		佐賀市 サガシ		薩摩川内市 サツマ カワウチ シ		宮崎市 ミヤザキシ		八代市 ヤツシロ シ		西原町 ニシハラ マチ		久留米市 クルメシ		佐伯市 サエキ シ		雲仙市 ウンゼンシ		武雄市 タケオシ		鹿屋市 カノヤシ

																																										島原市		佐賀市 サガシ		志布志市 シブシシ

																																								大分市 オオイタシ		大村市 オオムラシ				東串良町 ヒガシ クシラ マチ

				隊数等		 87隊		 36隊				 74隊 タイ		 67隊 タイ		 84隊 タイ		104隊 タイ		 72隊 タイ		129隊		131隊		134隊		121隊 タイ		116隊		145隊		192隊 タイ		102隊 タイ		170隊 タイ		201隊 タイ		235隊 タイ		227隊 タイ		216隊 タイ

						370人 ニン		148人 ニン				320人 ニン		255人 ニン		340人 ニン		419人 ニン		305人 ニン		508人 ニン		539人 ニン		547人 ニン		529人 ニン		437人 ニン		556人 ニン		747人 ニン		410人 ニン		690人 ニン		757人 ニン		885人 ニン		826人 ニン		783人 ニン
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