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平成２８年熊本地震における鳥取県緊急消防援助隊の活動報告
(中部消防局)
平成２８年熊本地震に対し、緊急消防援助隊として参加した緊急消防援助隊の活動実績及び被
災地の現状等を報告します。
記
1

日時・場所進出・経路・活動場所・鳥取県隊(部隊・人員)
出発日時

進出経路

鳥取県隊
部隊数

平成 28 年４月 16 日（土）
山陰道～松江道～中国道～九州道～益城空港ＩＣ
出 発
７時 15 分
熊 本 北 消 防 署 ： 熊 本 市 北 区 四 方 寄 町 515 ‐ 3
進出拠点
21 時 43 分
到 着
北部浄化センター：熊本市北区鶴羽田町
宿 営 地
23 時 00 分
東部消防局
中部消防局
西部消防局
合 計
部隊数
５
５
５
１５
車両台数
５
５
５
１５
隊員数
２２
１６
２２
６０
【進出経路

６０５㎞】

熊本北消防署

熊本
北消
防署

北部浄化センター
北部浄

化セ
ンタ
ー

【平成 28 年４月 16 日(土)午前１時 25 分 震源地 熊本県熊本地方 M7.3

震度６強】

2 鳥取県隊派遣の経緯・体制・活動記録
【１日目 第１陣の活動】

16 日
活動記録

4：10
5：30
5：45
7：05
7：15
9：05
13：00
21：43
23：00
23：50

県より出動準備依頼
消防庁長官から「出動の求め」
統合機動部隊の要請（指揮支援、消火、救助、救急、後方支援）
緊急消防援助隊 中部消防後方支援本部設置
中部消防局隊消防局５隊 16 名出発（鳥取県消防学校集結）
鳥取県消防学校出発（西・中部消防）
鳥取県隊発隊式（安佐サービスエリア）13：30 出発
進出拠点 熊本北消防署到着
宿営地 北部浄化センター到着
県大隊ミーティング 0：15 終了

【２日目】
日

時

進出経路

鳥取県隊
部隊数

活動場所
活動内容

活動日誌

平成 28 年４月 17 日（日）
宿営地～活動拠点（グランメッセ熊本）～第１活動場所～第２活動場所
出 発
10 時 35 分
到 着
活動拠点
グランメッセ熊本
東部消防局
中部消防局
西部消防局
部隊数
５
２
車両台数
５
２
隊員数
１６
１２
第１活動指定場所：熊本市上益城郡益城町桜木５丁目周辺
第２活動指定場所：熊本市上益城郡益城町広崎周辺
倒壊家屋の人命検索
第１活動指定場所捜索 13：00～14：30
第２活動指定場所捜索 16：20～17：50
6：30 起床（6：00 から食事の準備）
9：30 活動ミーティング 10：00 終了
10：35 活動拠点へ出発 11：30 到着（グランメッセ熊本）
12：40 第１活動場所到着 現場指揮所開設（愛媛県隊と合同検索）
13：00 倒壊建物人命検索開始 14：30 活動終了（活動拠点へ戻る）
16：20 第２活動場所へ移動（香川・愛媛と合同）16：45 到着検索開始
17：50 活動終了 グランメッセ熊本へ移動
19：00 宿営地へ移動 20：10 到着
20：15 食事

【３日目】

18 日
活動記録

6：30 起床（6：00 から食事の準備）岡山県隊宿営地移動
10：45 岡山県隊宿営地 活動ミーティング 11：10 終了
11：20 鳥取県大隊ミーティング
11:30 終了
昼食
12：32 活動地区(寺迫地区)出発
13：00 益城町平田地区検索活動
14：55 活動拠点の陸上自衛隊送信所到着
15：45 寺迫地区到着活動開始
15：50 益城町役場付近に現場指揮所開設活動開始
16：44 活動終了グランメッセ熊本移動
19：05 宿営地到着 県大隊ミーティング

【４日目 第２陣の活動】

19 日
活動記録

備 考

6：30 起床
9：00 活動ミーティング内容
① 活動時間（14：00～17：00）、益城町保健福祉センター活動拠点におい
て、調整員及び救急隊待機
② 活動時間（10：36 出発～終了まで）益城町内被災調査及び益城町倒壊家
屋人命検索
19：05 第 2 次活動部隊活動終了宿営地に到着
岡山県隊宿営地にて、活動ミーティング
本日の鳥取県隊の活動終了
19：05 緊急消防援助隊第２陣出発式(10 名交代)
連合長激励
19：15 出発
鳥取県隊は、隊員交代のため、４月 19 日（火）に安佐 SA に 23 時、鳥取
隊第二陣の集結場所とした。また、翌朝(20 日)５時に現地入りする予定とし
ています。※交代要員 10 名派遣 消防車回送者２名

【５日目】

20 日
活動記録

9：20 益城町現地調査
12：30 午前活動終了
昼食
13：30 益城町現地調査
15：13 岡山県隊（岡山、香川、愛媛）撤退し、鳥取県隊は北九州市消防局
指揮支援隊と活動することとなった。(17：52 移動完了 )
北部浄化センター宿営地から熊本県消防学校に移動する。
※熊本県消防学校（宿営地）は、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、
鹿児島県隊が宿営、活動中
21：30 熊本県消防学校活動ミーティング
熊本県知事の活動エリアに併せた活動隊の適正配置を図るとの意向
を踏まえ、4 月 21 日の活動終了をもって、以下の隊は引き揚げること

とする。
神戸市指揮支援隊、京都府大隊、兵庫県大隊、鳥取県大隊、島根県
大隊、山口県大隊、高知県大隊
23：43 緊急消防援助隊活動終了。4/21 6：00 熊本県消防学校引揚決定(別
記様式 4-1.4-2)

備 考

6：00 緊急消防援助隊第２陣 現地到着
現地にて部隊交代を行い、7：05 緊急消防援助隊１陣 現地出発
18：00 緊急消防援隊第１陣帰庁(東部消防局 18：00 西部消防局 17：00 )
第１次隊活終了報告 連合長激励

【６日目】

21 日
活動記録
備 考

5：40 鳥取県隊撤収完了。熊本県消防学校出発。
13：30 安佐 SA 鳥取県隊解隊式
17：40 緊急消防援助隊第２陣帰庁
帰庁(東部消防局 18：15 西部消防局 17：40

2 活動写真(被災状況及び活動ミーティングの状況)

支援車両内活動ミーティング

【平成 28 年４月 16 日(土)午前１時 25 分 震源地 熊本県熊本地方 M7.3

震度６強】

3 主な要請概要
(1) ４月 16 日(土) 午前５時 40 分 消防庁長官 → 鳥取県知事
鳥取県知事緊急消防援助隊の出動の求め(別紙様式 3-1)
(2) ４月 17 日(日)21 時 23 分 緊急消防援助隊 総務省消防庁広域応援班(電子メール) → 鳥
取県支援対策本部(消防防災課)派遣継続に伴うローテーションの提出要請

４月 18 日(月)午前８時 30 分 県内消防局長協議により派遣継続の決定
(3) ４月 19 日(火) 緊急消防援助隊鳥取県隊第２陣 １９時１５分出発
(4) ４月 20 日(水) 熊本県熊本市益城町「北部浄化センター」午前６時に緊急消防援助隊鳥取県
隊第２陣が到着し、部隊交代を行う。→ 緊急消防援隊鳥取県隊第１陣現地出発
(5) 緊急消防援隊鳥取県隊第１陣帰庁(東部消防局 18：00 西部消防局 17：00 )
(6) 緊急消防援助隊鳥取県隊の引揚決定 ４月 20 日(水)23 時 43 分(別記様式 4-1.4-2)
緊急消防援助隊活動終了
(7) ４月 21 日(木) 6：00 緊急消防援助隊鳥取県隊第２陣熊本県消防学校引揚
→ ４月 21 日(木) 17：40 緊急消防援助隊鳥取県隊第２陣帰庁
(東部消防局 18：15 西部消防局 17：40
以上 熊本県熊本地方の地震災害により出動した緊急消防援隊鳥取県隊の活動を終了した。
4 主な活動
鳥取県隊 緊急消防援助隊の活動

後方支援本部活動(消防局)

(1) 倒壊家屋内検索救助活動

(1) 緊急商貿援助隊要請・運用に係る調整

(2) 救急活動

(2) 緊急消防援助隊の活動支援

(3) 被災地警戒活動

※必要資器材の準備・食料・派遣調整・家族等への連絡

(4) 調査員による現地調査

(3) 総務省消防庁・鳥取県・代表消防本部(東部

(5) 後方支援活動
(6) 指定場所部隊待機

消防局後方支援本部)県内消防局支援連携
(4) 消防局・各消防署勤務調整
(5) 各市町への連絡と協力依頼

5 鳥取県隊のこれまでの緊急消防援助隊としての活動実績
・平成 ７年１月 阪神大震災
・平成 23 年３月 東日本大震災
【緊急消防援助隊の概要】
平成７年の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、大規模災害等において被災した都道府県内の消防
力では対応が困難な場合に、人命救助活動等を効果的かつ迅速に実施し得るよう、全国の消防機関
相互による応援体制を構築するため、平成７年６月に創設されました。
平成 28 年４月１日現在で、登録数は全国で 5,301 隊、うち鳥取県内は 44 隊を登録しています。

