
 
平成 31 年２月１日 

消 防 庁 

 

緊急消防援助隊の出動に係る消防庁長官賞状授与及び感謝状贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消防庁長官賞状授与 

（１） 功績 

緊急消防援助隊として出動し、被災地における人命の救助及び被害の軽減に貢献したもの。 

ア 大分県中津市土砂災害に際し、出動した緊急消防援助隊 

（３消防本部） 

イ 大阪府北部を震源とする地震に際し、出動した緊急消防援助隊 

（１消防本部、１県） 

ウ 平成 30年７月豪雨に際し、出動した緊急消防援助隊 

（210消防本部、12県） 

エ 平成 30年北海道胆振東部地震に際し、出動した緊急消防援助隊 

（33消防本部、７県） 

 

（２）対象団体 

   別紙１のとおり 

 

（３）賞状授与式     

ア 日 時  平成 31年２月５日（火） 10時 30分～11時 30分 

イ 場 所  主婦会館プラザエフ８階「スイセン」 

        （東京都千代田区六番町 15番地）  

ウ 次 第  開式、消防庁長官賞状授与、消防庁長官挨拶、閉式、記念撮影 

エ 出席者   別紙２のとおり 

 

 

 平成 30年に発生した大分県中津市土砂災害、大阪府北部を震源とする地震、平成 30年７月

豪雨及び平成 30年北海道胆振東部地震に際し、緊急消防援助隊として出動した 247消防本部、

20県（消防防災航空隊）に対し、消防庁長官から賞状の授与を行います。 

 また、平成 30年北海道胆振東部地震に際し、緊急消防援助隊の隊員、車両及び資機材の輸送

を支援した自衛隊に消防庁長官感謝状の贈呈を行います。 

 



 

２ 消防庁長官感謝状贈呈 

（１）功績 

平成 30年北海道胆振東部地震に際し、輸送機により、緊急消防援助隊の隊員、車両及び

資機材の輸送を支援し、被災地への迅速な出動に貢献したもの。 

 

（２）対象団体 

   海上自衛隊 第 61航空隊 

   航空自衛隊 第３輸送航空隊 

 

（３）感謝状贈呈式 

開催日時、場所等は調整中。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 連絡先 

 消防庁広域応援室 

 明田課長補佐・望月係長・石原事務官 

 ＴＥＬ ０３(５２５３)７５２７ 

 ＦＡＸ ０３(５２５３)７５３７ 

 緊急消防援助隊による救出活動 

（平成30年７月豪雨 奈良市消防局提供） 

自衛隊輸送機による輸送状況 

（平成30年北海道胆振東部地震） 



別紙１

（１）消防本部…３消防本部
福岡県 北九州市消防局（航空隊含む）

福岡市消防局（航空隊含む）
熊本県 熊本市消防局

（１）消防本部…１消防本部 （２）県消防防災航空隊…１機関
京都府 京都市消防局（航空隊） 兵庫県 兵庫県企画県民部　消防防災航空隊

３　平成30年７月豪雨に出動した消防本部及び防災航空隊

（１）消防本部…210消防本部
東京都 東京消防庁（航空隊） 滋賀県 大津市消防局
神奈川県 横浜市消防局（航空隊） 彦根市消防本部
愛知県 名古屋市消防局（航空隊含む） 高島市消防本部

豊橋市消防本部 湖南広域消防局
岡崎市消防本部 東近江行政組合消防本部
一宮市消防本部 甲賀広域行政組合消防本部
瀬戸市消防本部 湖北地域消防本部
春日井市消防本部 京都府 京都市消防局
豊川市消防本部 福知山市消防本部
津島市消防本部 舞鶴市消防本部
豊田市消防本部 綾部市消防本部
西尾市消防本部 宇治市消防本部
蒲郡市消防本部 八幡市消防本部
犬山市消防本部 京田辺市消防本部
常滑市消防本部 京丹後市消防本部
江南市消防本部 精華町消防本部
小牧市消防本部 相楽中部消防組合消防本部
稲沢市消防本部 宮津与謝消防組合消防本部
新城市消防本部 乙訓消防組合消防本部
東海市消防本部 大阪府 大阪市消防局（航空隊含む）
大府市消防本部 堺市消防局
知多市消防本部 岸和田市消防本部
尾張旭市消防本部 豊中市消防局
田原市消防本部 池田市消防本部
愛西市消防本部 吹田市消防本部
蟹江町消防本部 泉大津市消防本部
幸田町消防本部 高槻市消防本部
知多中部広域事務組合消防本部 貝塚市消防本部
海部東部消防組合消防本部 茨木市消防本部
尾三消防本部 八尾市消防本部
丹羽広域事務組合消防本部 富田林市消防本部
海部南部消防組合消防本部 河内長野市消防本部
知多南部消防組合消防本部 松原市消防本部
衣浦東部広域連合消防局 和泉市消防本部
西春日井広域事務組合消防本部 箕面市消防本部

三重県 津市消防本部 摂津市消防本部

四日市市消防本部 東大阪市消防局

伊勢市消防本部 交野市消防本部

桑名市消防本部 大阪狭山市消防本部

鈴鹿市消防本部 島本町消防本部

名張市消防本部 忠岡町消防本部

亀山市消防本部 守口市門真市消防組合消防本部

鳥羽市消防本部 枚方寝屋川消防組合消防本部

熊野市消防本部 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部

伊賀市消防本部 泉州南消防組合泉州南広域消防本部

菰野町消防本部 大東四條畷消防本部

三重紀北消防組合消防本部

松阪地区広域消防組合消防本部

志摩広域消防組合消防本部

紀勢地区広域消防組合消防本部

緊急消防援助隊の出動に係る消防庁長官賞状授与　

１　大分県中津市土砂災害に出動した消防本部

２　大阪府北部を震源とする地震に出動した消防本部及び防災航空隊



別紙１

兵庫県 神戸市消防局 徳島県 徳島市消防局
姫路市消防局 鳴門市消防本部
尼崎市消防局 小松島市消防本部
明石市消防局 阿南市消防本部
西宮市消防局 美馬市消防本部
伊丹市消防局 美馬西部消防組合消防本部
豊岡市消防本部 板野東部消防組合消防本部
加古川市消防本部 板野西部消防組合消防本部
赤穂市消防本部 名西消防組合消防本部
宝塚市消防本部 海部消防組合消防本部
川西市消防本部 徳島中央広域連合消防本部
北はりま消防本部 那賀町消防本部
西はりま消防本部 香川県 高松市消防局
南但消防本部 丸亀市消防本部

奈良県 奈良市消防局 坂出市消防本部
生駒市消防本部 善通寺市消防本部
奈良県広域消防組合消防本部 多度津町消防本部

和歌山県 和歌山市消防局 仲多度南部消防組合消防本部
海南市消防本部 大川広域消防本部
橋本市消防本部 三観広域行政組合消防本部
有田市消防本部 小豆地区消防本部
御坊市消防本部 福岡県 北九州市消防局
田辺市消防本部 福岡市消防局（航空隊含む）
新宮市消防本部 大牟田市消防本部
紀美野町消防本部 直方市消防本部
高野町消防本部 柳川市消防本部
有田川町消防本部 中間市消防本部
白浜町消防本部 みやま市消防本部
那智勝浦町消防本部 苅田町消防本部
串本町消防本部 八女消防本部
那賀消防組合消防本部 筑紫野太宰府消防組合消防本部
伊都消防組合消防本部 飯塚地区消防本部
湯浅広川消防組合消防本部 春日・大野城・那珂川消防組合消防本部
日高広域消防事務組合消防本部 田川地区消防本部

鳥取県 鳥取県東部広域行政管理組合消防局 久留米広域消防本部
鳥取県西部広域行政管理組合消防局 京築広域圏消防本部

鳥取中部ふるさと広域連合消防局 甘木・朝倉消防本部

島根県 松江市消防本部 粕屋南部消防組合消防本部

浜田市消防本部 宗像地区消防本部

出雲市消防本部 遠賀郡消防本部

大田市消防本部 大分県 大分市消防局

安来市消防本部 別府市消防本部

雲南消防本部 中津市消防本部

益田広域消防本部 佐伯市消防本部

江津邑智消防組合消防本部 臼杵市消防本部

隠岐広域連合消防本部 津久見市消防本部

岡山県 岡山市消防局 竹田市消防本部

広島県 広島市消防局 豊後高田市消防本部

山口県 下関市消防局 宇佐市消防本部

山口市消防本部 豊後大野市消防本部
萩市消防本部 由布市消防本部
防府市消防本部 国東市消防本部
下松市消防本部 日田玖珠広域消防組合消防本部
長門市消防本部 杵築速見消防組合消防本部
美祢市消防本部
周南市消防本部
柳井地区広域消防本部
光地区消防組合消防本部

岩国地区消防組合消防本部

宇部・山陽小野田消防局
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（２）県消防防災航空隊…12機関
栃木県 栃木県県民生活部　消防防災航空隊
埼玉県 埼玉県危機管理防災部　防災航空隊
兵庫県 兵庫県企画県民部　消防防災航空隊
奈良県 奈良県総務部知事公室　防災航空隊
鳥取県 鳥取県危機管理局　消防防災航空隊
島根県 島根県防災部　防災航空隊
山口県 山口県総務部　消防防災航空隊
徳島県 徳島県危機管理部　消防防災航空隊
香川県 香川県危機管理総局　防災航空隊
長崎県 長崎県危機管理監　防災航空隊
熊本県 熊本県総務部　防災消防航空隊
大分県 大分県生活環境部防災局　防災航空隊

４　平成30年北海道胆振東部地震に出動した消防本部及び防災航空隊

（１）消防本部…33消防本部 （２）県消防防災航空隊…７機関
北海道 札幌市消防局（航空隊含む） 青森県 青森県危機管理局　防災航空隊
青森県 三沢市消防本部 岩手県 岩手県総務部　防災航空隊

つがる市消防本部 宮城県 宮城県総務部　防災航空隊
中部上北広域事業組合消防本部 秋田県 秋田県総務部　消防防災航空隊
五所川原地区消防事務組合消防本部 山形県 山形県環境エネルギー部　消防防災航空隊

弘前地区消防事務組合消防本部 福島県 福島県危機管理部　消防防災航空隊
八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 埼玉県 埼玉県危機管理防災部　防災航空隊
青森地域広域事務組合消防本部
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
北部上北広域事務組合消防本部

岩手県 花巻市消防本部
盛岡地区広域消防組合消防本部
宮古地区広域行政組合消防本部
北上地区消防組合消防本部
奥州金ケ崎行政事務組合消防本部

宮城県 仙台市消防局（航空隊含む）
名取市消防本部

黒川地域行政事務組合消防本部

石巻地区広域行政事務組合消防本部

塩釜地区消防事務組合消防本部

仙南地域広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
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部

秋田県 秋田市消防本部

能代山本広域市町村圏組合消防本部

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部

千葉県 千葉市消防局（航空隊）

東京都 東京消防庁（航空隊含む）
神奈川県 横浜市消防局（航空隊含む）

川崎市消防局（航空隊）

愛知県 名古屋市消防局（航空隊）



緊急消防援助隊出動に係る消防庁長官賞状授与式 出席者 

１ 大分県中津市土砂災害（２名） 

○ 福岡市消防局 消防局長 

○ 熊本市消防局 総括審議員兼総務部長 

２ 大阪府北部を震源とする地震（２名） 

○ 京都市消防局 消防局長 

○ 兵庫県企画県民部 消防防災航空隊 隊長 

３ 平成 30年７月豪雨（31名） 

○ 東京消防庁 理事（警防担当） 

○ 横浜市消防局 警防部長 

○ 名古屋市消防局 消防長 

○ 四日市市消防本部 消防長 

○ 大津市消防局 消防局長 

○ 東近江行政組合消防本部 消防長 

○ 京都市消防局 消防局長 

○ 大阪市消防局 消防局長 

○ 堺市消防局   消防局長 

○ 神戸市消防局 消防局長 

○ 奈良市消防局 指揮救助隊長 

○ 和歌山市消防局 消防局長 

○ 鳥取県東部広域行政管理組合消防局 次長兼警防課長 

○ 松江市消防本部 消防長 

○ 岡山市消防局 消防局長 

○ 下関市消防局 消防局長 

○ 徳島市消防局 消防局長 

○ 高松市消防局 消防局長 

○ 福岡市消防局 消防局長 

○ 大分市消防局 消防局長 

○ 栃木県県民生活部 消防防災航空隊 隊長 

○ 埼玉県危機管理防災部 防災航空隊 隊長 

○ 兵庫県企画県民部 消防防災航空隊 隊長 

○ 奈良県総務部知事公室 防災航空隊 隊長 

○ 鳥取県危機管理局 消防防災航空隊 隊長 

○ 山口県総務部 消防防災航空隊 隊長 

○ 徳島県危機管理部 消防防災航空隊 隊長 

別紙２



○ 香川県危機管理総局 防災航空隊 隊長 

○ 長崎県危機管理監 防災航空隊 隊長 

○ 熊本県総務部 防災消防航空隊 隊長 

○ 大分県生活環境部 防災航空隊 隊長 

４ 平成 30年北海道胆振東部地震（19名） 

○ 札幌市消防局 消防局長 

○ 青森地域広域事務組合消防本部 消防次長 

○ 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 警防課長 

○ 盛岡地区広域消防組合消防本部 消防次長 

○ 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 消防長 

○ 仙台市消防局 消防次長 

○ 秋田市消防本部 消防長 

○ 千葉市消防局 警防部航空課長 

○ 東京消防庁 理事（警防担当） 

○ 横浜市消防局 警防部長 

○ 川崎市消防局 警防部長 

○ 名古屋市消防局 消防長 

○ 青森県危機管理局 防災航空隊 隊長 

○ 岩手県総務部 防災航空隊 防災航空担当課長 

○ 宮城県総務部 防災航空隊 副隊長 

○ 秋田県総務部 消防防災航空隊 救助小隊長 

○ 山形県環境エネルギー部 消防防災航空隊  副隊長 

○ 福島県危機管理部 消防防災航空隊 隊長 

○ 埼玉県危機管理防災部 防災航空隊 隊長 
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