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緊急消防援助隊出動に係る消防庁長官賞状授与
広域応援室

大分県中津市土砂災害に出動した皆様

授与の様子

挨拶を述べる黒田消防庁長官

１　災害及び活動の概要
（１）大分県中津市土砂災害における活動
　４月11日、大分県中津市の山腹で土砂崩れが発生
し、６人の安否が不明となりました。
　この災害に対し、消防庁長官の求めにより、福岡県
及び熊本県から延べ31隊、135人の緊急消防援助隊が
出動し、行方不明者の捜索や救助活動を行いました。

（２）大阪府北部を震源とする地震における活動
　６月18日、大阪府北部を震源とする地震により、
大阪府北部を中心に広い範囲で建物倒壊等による人
的、物的被害が発生しました。
　この災害に対し、消防庁長官の求めにより、京都市
消防航空隊及び兵庫県消防防災航空隊から延べ２隊
11人が出動し、大阪府北部を中心に被害状況を把握
する等、情報収集活動を行いました。

（３）平成30年７月豪雨における活動
　７月６日、西日本を中心に全国的に広い範囲で長期
間にわたる記録的な大雨となり、多くの地域で河川の
氾濫による浸水、土砂災害が発生しました。
　この災害に対し、消防庁長官の求め又は指示により、
23都府県から延べ1,383隊、5,385人の緊急消防援助
隊が出動し、孤立者の救出や行方不明者の捜索を行い
ました。

（４）平成30年北海道胆振東部地震における活動
　９月６日、北海道胆振地方中東部を震源とする地震
が発生しました。
　この災害に対し、消防庁長官の求めにより、12都
道県から延べ197隊、827人の緊急消防援助隊が出動
し、行方不明者の捜索や救助活動を行いました。

２　消防庁長官賞状授与
　大分県中津市土砂災害に出動した３消防本部、大阪
府北部を震源とする地震に出動した１消防本部及び１
県（防災航空隊）、平成30年７月豪雨に出動した210
消防本部及び12県（防災航空隊）並びに平成30年北
海道胆振東部地震に出動した33消防本部及び７県（防
災航空隊）に対して、平成31年２月５日（火）、東京

都千代田区六番町の主婦会館プラザエフにおいて消防
庁長官賞状授与式を開催し、黒田消防庁長官から出席
者に賞状を授与しました。
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（１）大分県中津市土砂災害に出動した消防本部（３消防本部）

【福岡県】　・北九州市消防局 ・福岡市消防局
【熊本県】　・熊本市消防局

（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（１消防本部、１県）

【京都府】　・京都市消防局
【航空隊】　・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（210消防本部、12県）

【東京都】　　・東京消防庁
【神奈川県】　・横浜市消防局
【愛知県】　　・名古屋市消防局 ・豊橋市消防本部 ・岡崎市消防本部 ・一宮市消防本部 ・瀬戸市消防本部 ・春日井市消防本部 

　　　　　　・豊川市消防本部 ・津島市消防本部 ・豊田市消防本部 ・西尾市消防本部 ・蒲郡市消防本部 ・犬山市消防本部 
　　　　　　・常滑市消防本部 ・江南市消防本部 ・小牧市消防本部 ・稲沢市消防本部 ・新城市消防本部 ・東海市消防本部 
　　　　　　・大府市消防本部 ・知多市消防本部 ・尾張旭市消防本部 ・田原市消防本部 ・愛西市消防本部 ・蟹江町消防本部 
　　　　　　・幸田町消防本部 ・知多中部広域事務組合消防本部 ・海部東部消防組合消防本部 ・尾三消防本部 

３　対象団体

平成30年７月豪雨に出動した皆様

大阪府北部を震源とする地震に出動した皆様 平成30年北海道胆振東部地震に出動した皆様
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　　　　　　・丹羽広域事務組合消防本部 ・海部南部消防組合消防本部 ・知多南部消防組合消防本部 ・衣浦東部広域連合消防局
　　　　　　 ・西春日井広域事務組合消防本部

【三重県】　　・津市消防本部 ・四日市市消防本部 ・伊勢市消防本部 ・桑名市消防本部 ・鈴鹿市消防本部 ・名張市消防本部 
　　　　　　・亀山市消防本部 ・鳥羽市消防本部 熊野市消防本部 ・伊賀市消防本部 ・菰野町消防本部 
　　　　　　・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

【滋賀県】　　・大津市消防局 ・彦根市消防本部 ・高島市消防本部 ・湖南広域消防局 ・東近江行政組合消防本部
　　　　　　・甲賀広域行政組合消防本部 ・湖北地域消防本部

【京都府】　　・京都市消防局 ・福知山市消防本部 ・舞鶴市消防本部 ・綾部市消防本部 ・宇治市消防本部 ・八幡市消防本部 
　　　　　　・京田辺市消防本部 ・京丹後市消防本部 ・精華町消防本部 ・相楽中部消防組合消防本部・宮津与謝消防組合消防本部 
　　　　　　・乙訓消防組合消防本部

【大阪府】　　・大阪市消防局 ・堺市消防局 ・岸和田市消防本部 ・豊中市消防局 ・池田市消防本部・吹田市消防本部 
　　　　　　・泉大津市消防本部 ・高槻市消防本部 ・貝塚市消防本部 ・茨木市消防本部 ・八尾市消防本部 ・富田林市消防本部 
　　　　　　・河内長野市消防本部 松原市消防本部 ・和泉市消防本部 ・箕面市消防本部 ・摂津市消防本部 ・東大阪市消防局 
　　　　　　・交野市消防本部 ・大阪狭山市消防本部 ・島本町消防本部 ・忠岡町消防本部 ・守口市門真市消防組合消防本部 
　　　　　　・枚方寝屋川消防組合消防本部 ・柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 ・泉州南消防組合泉州南広域消防本部 
　　　　　　・大東四條畷消防本部

【兵庫県】　　・神戸市消防局 ・姫路市消防局 ・尼崎市消防局 ・明石市消防局 ・西宮市消防局 ・伊丹市消防局 ・豊岡市消防本部 
　　　　　　・加古川市消防本部 ・赤穂市消防本部 ・宝塚市消防本部 ・川西市消防本部 ・北はりま消防本部 
　　　　　　・西はりま消防本部 ・南但消防本部

【奈良県】　　・奈良市消防局 ・生駒市消防本部 ・奈良県広域消防組合消防本部
【和歌山県】　・和歌山市消防局 ・海南市消防本部 ・橋本市消防本部 ・有田市消防本部 ・御坊市消防本部 ・田辺市消防本部 

　　　　　　・新宮市消防本部 ・紀美野町消防本部 ・高野町消防本部 ・有田川町消防本部 ・白浜町消防本部 ・那智勝浦町消防本部
　　　　　　・串本町消防本部 ・那賀消防組合消防本部 ・伊都消防組合消防本部 ・湯浅広川消防組合消防本部 
　　　　　　・日高広域消防事務組合消防本部

【鳥取県】　　・鳥取県東部広域行政管理組合消防局 ・鳥取県西部広域行政管理組合消防局 ・鳥取中部ふるさと広域連合消防局
【島根県】　　・松江市消防本部 ・浜田市消防本部 ・出雲市消防本部 ・大田市消防本部 ・安来市消防本部 ・雲南消防本部 

　　　　　　・益田広域消防本部 ・江津邑智消防組合消防本部 ・隠岐広域連合消防本部
【岡山県】　　・岡山市消防局
【広島県】　　・広島市消防局
【山口県】　　・下関市消防局 ・山口市消防本部 ・萩市消防本部 ・防府市消防本部 ・下松市消防本部 ・長門市消防本部

　　　　　　・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

【徳島県】　　・徳島市消防局 ・鳴門市消防本部 ・小松島市消防本部 ・阿南市消防本部 ・美馬市消防本部 
　　　　　　・美馬西部消防組合消防本部 ・板野東部消防組合消防本部 ・板野西部消防組合消防本部 ・名西消防組合消防本部 
　　　　　　・海部消防組合消防本部 ・徳島中央広域連合消防本部 ・那賀町消防本部

【香川県】　　・高松市消防局 ・丸亀市消防本部 ・坂出市消防本部 ・善通寺市消防本部 ・多度津町消防本部
　　　　　　・仲多度南部消防組合消防本部 ・大川広域消防本部 ・三観広域行政組合消防本部 ・小豆地区消防本部

【福岡県】　　・北九州市消防局 ・福岡市消防局 ・大牟田市消防本部 ・直方市消防本部 ・柳川市消防本部 ・中間市消防本部 
　　　　　　・みやま市消防本部 ・苅田町消防本部 ・八女消防本部 ・筑紫野太宰府消防組合消防本部・飯塚地区消防本部 
　　　　　　・春日･大野城･那珂川消防組合消防本部 ・田川地区消防本部 ・久留米広域消防本部・京築広域圏消防本部 
　　　　　　・甘木･朝倉消防本部 ・粕屋南部消防組合消防本部 ・宗像地区消防本部・遠賀郡消防本部

【大分県】　　・大分市消防局 ・別府市消防本部 ・中津市消防本部 ・佐伯市消防本部 ・臼杵市消防本部 ・津久見市消防本部
　　　　　　・竹田市消防本部 ・豊後高田市消防本部 ・宇佐市消防本部 ・豊後大野市消防本部 ・由布市消防本部 
　　　　　　・国東市消防本部・日田玖珠広域消防組合消防本部 ・杵築速見消防組合消防本部

【航空隊】　　・栃木県県民生活部 消防防災航空隊 ・埼玉県危機管理防災部 防災航空隊 ・兵庫県企画県民部 消防防災航空隊 
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問合わせ先
　消防庁国民保護・防災部防災課　広域応援室
　TEL: 03-5253-7527（直通）

４　おわりに
　消防庁では、今後、発生が懸念される首都直下地震、
南海トラフ地震等の大規模災害に際し、緊急消防援助隊
の出動に関する措置を迅速かつ的確に行うとともに、都
道府県及び消防本部並びに関係機関と連携し、緊急消防
援助隊の更なる充実・強化に努めてまいります。

（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（33消防本部、７県）

【北海道】　　・札幌市消防局
【青森県】　　・三沢市消防本部 ・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 ・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 ・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
【東京都】　　・東京消防庁
【神奈川県】　・横浜市消防局 ・川崎市消防局
【愛知県】　　・名古屋市消防局
【航空隊】　　・青森県危機管理局 防災航空隊 ・岩手県総務部 防災航空隊 ・宮城県総務部 防災航空隊

　　　　　　・秋田県総務部 消防防災航空隊 ・山形県環境エネルギー部 消防防災航空隊 ・福島県危機管理部 消防防災航空隊 
　　　　　　・埼玉県危機管理防災部 防災航空隊

　　　　　　・奈良県総務部知事公室 防災航空隊 ・鳥取県危機管理局 消防防災航空隊 ・島根県防災部 防災航空隊
　　　　　　・山口県総務部 消防防災航空隊 ・徳島県危機管理部 消防防災航空隊 ・香川県危機管理総局 防災航空隊 
　　　　　　・長崎県危機管理監 防災航空隊 ・熊本県総務部 防災消防航空隊 ・大分県生活環境部防災局　防災航空隊


