
 
 
 
 

平成３０年７月豪雨 
高槻市消防本部活動報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高槻市消防本部 

平成３０年７月 



   
 

１ 平成３０年７月豪雨の概要（気象庁発表資料から） 

６月２８日以降、華中から日本海を通って北日本に停滞していた前線は７月４日にかけ北

海道付近に北上した後、７月５日には西日本まで南下してその後停滞した。また、６月２９

日に日本の南で発生した台風第７号は東シナ海を北上し、対馬海峡付近で進路を北東に変え

た後、７月４日１５時に日本海で温帯低気圧に変わった。 

前線や台風第 7号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供給され続け、西

日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となった。 

６月２８日から７月８日までの総降水量が四国地方で１８００ミリ、東海地方で１２００

ミリを超えるところがあるなど、７月の月降水量平均値の２～４倍となる大雨となったとこ

ろがあった。また、九州北部、四国、中国、近畿、東海、北海道地方の多くの観測地点で２

４、４８、７２時間降水量が観測史上１位となるなど、広い範囲における長時間の記録的な

大雨となった。この大雨について岐阜県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、広島県、愛媛

県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県の１府１０県に特別警報を発表し、最大限の警戒を呼

びかけた。 

これらの影響で、河川の氾濫、浸水害、土砂災害等が発生し、死者、行方不明者が多数と

なる甚大な災害となった。また、全国各地で断水や電話の不通等ライフラインに被害が発生

したほか、鉄道の運休等の交通障害が発生した。 

 

２ 被害の状況（内閣府発表資料 １０月９日１７時００分現在） 

（１）人的被害 

   死者２２４名、行方不明者８名、重症１０９名、軽症３１５名 

（２）住家被害 

全壊６，６９５件、半壊１０，７１９件、一部損壊３，７０７件 

床上浸水８，６４０件、床下浸水２１，５７６件 

 

３ 緊急消防援助隊の出動状況 

（１）出動期間 

   平成３０年７月６日（金）～平成３０年８月１日（水） 計２７日間 

（２）出動部隊数（日延べ合計） 

  ア 陸上隊 ３，４４２隊 １３，３６９人（１７府県） 

  イ 航空隊   ２７１隊  １，９１５人（１６都府県） 

  ウ 合計  ３，７１３隊 １５，２８４人 

（３）大阪府の派遣状況（日延べ合計） 

  ア 陸上隊 １，０１６隊  ３，８９４人（２７消防本部・局） 

  イ 航空隊    ２６隊    １５６人（大阪市消防局） 

  ウ 合計  １，０４２隊  ４，０５０人 
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（４）大阪府大隊派遣次数 

  ア 第１次派遣隊  指揮支援隊          ２隊 １２名 

  イ 第２次派遣隊  統合機動部隊        １５隊 ５２名 

  ウ 第３次派遣隊  大阪府大隊         ４３隊１７６名 

  エ 第４次派遣隊  大阪府大隊         ３０隊１２３名 

  オ 第５次派遣隊  大阪府大隊（後方支援中隊） １２隊 ３７名 

  カ 第６次派遣隊  航空小隊           １隊  ６名 

  キ 第７次派遣隊  大阪府大隊（後方支援中隊）  ５隊 １４名 

  ク 第８次派遣隊  航空小隊           １隊  ６名 

  ケ 第９次派遣隊  大阪府大隊（交代部隊）  １０４隊４０５名 

  コ 第１０次派遣隊 航空小隊           １隊  ６名 

  サ 第１１次派遣隊 大阪府大隊（交代部隊）   ２２隊 ７５名 

  シ 第１２次派遣隊 大阪府大隊（交代部隊）   ２１隊 ７６名 

  ス 第１３次派遣隊 大阪府大隊（交代部隊）   ２２隊 ７５名 

  セ 第１４次派遣隊 大阪府大隊（交代部隊）    １９隊 ６９名 

  ソ 第１５次派遣隊 大阪府大隊（交代部隊）   ２１隊 ７０名 

  タ 第１６次派遣隊 大阪府大隊（交代部隊）   １９隊 ７０名 

  チ 第１７次派遣隊 大阪府大隊（交代部隊）   ２１隊 ６９名 

  ※ 第１１次派遣隊から大阪府大隊規模縮小となり、別添の編成表に基づき派遣 
 

４ 高槻市消防本部の派遣状況 

（１）派遣期間 

   平成３０年６月１８日に発生した大阪府北部を震源とする地震に伴う特別警備体制期

間（平成３０年６月１８日から平成３０年７月３１日）中であり、平成３０年７月豪雨に

よる市内災害状況等から緊急消防援助隊要請直後は出動不可と判断したが、気象警報等が

解除となり、市内災害発生状況等から出動可能と判断し、代表消防機関及び北ブロック内

消防本部（局）と調整し大阪府大隊第９次派遣隊から派遣を行った。 

  ア 平成３０年７月 ９日（月）～平成３０年７月１６日（月）第９・１１次派遣隊 

  イ 平成３０年７月１８日（水）～平成３０年７月２８日（土）第１３～１５次派遣隊 

  ウ 平成３０年７月３０日（月）～平成３０年８月 １日（水）第１７次派遣隊 

  エ  活動日数  ２２日間 

（２）派遣先 

   広島県広島市及び安芸郡坂町（安芸郡坂町は広島市消防局消防業務委託地域） 

（３）派遣隊 

   消火隊（水槽付ポンプ自動車）１隊 ４名（第１１次派遣隊） 

   救助隊（救助工作車）    ２隊 ８名（第１３・１４次派遣隊） 
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   救急隊（高規格救急車）   １隊 ３名（第１５次派遣隊） 

   後方支援隊（支援車Ⅱ型他）  ２隊 ６名（第９・１１・１７次派遣隊） 

※ 後方支援隊のうち 1 名は、人員のみ後方支援要員として派遣（他市の車両に同乗） 

 

５ 高槻市消防本部活動概要 

（１）消火隊 

   矢野東地区にて検索活動を実施。 

（２）救助隊 

   小屋浦地区にて検索活動を実施。 

（３）救急隊 

   宿営地及び小屋浦地区にて、救急要請に備え待機 

（４）後方支援隊（後方支援要員） 

   宿営地にて食事配布、ベッドセッティング、デコンタミネーション、施設清掃等実施。

その他、物資調達・搬送等実施。 

 

６ 高槻市消防本部の活動時系列 

日 時間 活動状況 

7/6 20：30 （広島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） 

20：40 出動要請事前連絡受信・派遣対策本部設置 

21：20 （消防庁長官から大阪府知事に対し緊急消防援助隊出動要請） 

21：23 大阪府大隊出動可能隊数調査 

21：28 風水害対応中（大雨警報発令中）のため出動不可判断（21:48 代表消防本部へ報告） 

8 11：41 大阪府大隊交代要員（第 9 次派遣隊）派遣調整（後方支援隊派遣決定） 

  第９次派遣隊 

9 07：00 後方支援隊出動 

07：55 大阪府大隊集結場所到着（大阪市消防局高度専門教育訓練センター） 

09：25 大阪府大隊集結完了・集結場所出発 

17：45 宿営地（活動拠点）到着（広島県消防学校） 

11 1：17 大阪府大隊派遣隊の縮小・第１１次派遣隊以降の出動隊調整 

  第９次派遣隊 第１１次派遣隊 

12 06：30 宿営地移動（坂町Ｂ＆Ｇ海洋センター）  

10：05  消火隊・後方支援要員出動 

10：57 
 大阪府大隊集結場所到着 

(大阪市消防局高度専門教育訓練センター) 

12：50  大阪府大隊集結完了・集結場所出発 
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21：15  宿営地到着（坂町 B&G 海洋センター） 

23：20 現地引揚  

13 07：30  矢野東地区で検索活動（消火隊） 

11：30 消防本部に帰署  

18：35  宿営地に帰還（消火隊） 

14 07：30  矢野東地区で検索活動（消火隊） 

10：00  物資搬送（後方支援要員） 

17：30  宿営地に帰還（消火隊） 

15 07：15  矢野東地区で検索活動（消火隊） 

09：30  物資搬送（後方支援要員） 

14：30  宿営地に帰還（消火隊） 

21：30  現地引揚 

16 03：10  消防本部に帰署 

  第１３次派遣隊  

18 08：45 救助隊出動  

09：25 
大阪府大隊集結場所到着 

(大阪市消防局高度専門教育訓練センター) 

 

10：40 大阪府大隊集結完了・集結場所出発  

18：15 宿営地到着（坂町Ｂ＆Ｇ海洋センター）  

19 09：00 小屋浦地区で検索活動  

17：05 宿営地に帰還  

20 09：00 小屋浦地区で検索活動  

17：30 宿営地に帰還  

   第１４次派遣隊 

21 08：00 小屋浦地区で検索活動  

08：45  救助隊交代要員出動（広報査察車） 

09：15 
 大阪府大隊集結場所到着 

(大阪市消防局高度専門教育訓練センター) 

10：30  大阪府大隊集結完了・集結場所出発 

16：43 宿営地に帰還  

16：50  宿営地到着（坂町 B&G 海洋センター） 

18：55 現地引揚  

20：00  検索現場視察 

01：50 消防本部に帰署  

22 08：00  小屋浦地区で検索活動 
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17：40  宿営地に帰還 

23 08：45  小屋浦地区で検索活動 

17：05  宿営地に帰還 

24 08：00  小屋浦地区で検索活動 

 第１５次派遣隊  

08：30 救急隊出動  

09：40 
大阪府大隊集結場所到着 

(大阪市消防局高度専門教育訓練センター) 

 

10：20 大阪府大隊集結完了・集結場所出発  

16：30  宿営地に帰還 

18：00 宿営地到着（坂町Ｂ＆Ｇ海洋センター）  

19：20  現地引揚 

25 01：00  消防本部に帰署 

05：45 宿営地にて救急事案に備えて待機  

26 07：00 小屋浦地区にて待機  

17：30 宿営地に帰還  

27 05：45 熊野町に大雨注意報発令・宿営地で待機  

19：00 現地引揚  

28 01：50 消防本部に帰署  

  第１７次派遣隊 

30 08：25 後方支援隊 消防本部出発 

09：10 大阪府大隊集結場所到着(大阪市消防局高度専門教育訓練センター) 

10：20 大阪府大隊集結完了・集結場所出発 

17：10 宿営地到着（坂町Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

31 11：45 小屋浦地区にて活動隊支援活動 

15：15 宿営地へ帰還 

16：30 （消防庁長官から大阪府知事に対し大阪府大隊の引揚決定通知） 

8/1 08：00 大阪府大隊現地引揚 

16：00 大阪府大隊解隊式（大阪市消防局高度専門教育訓練センター） 

17：00 消防本部に帰署 
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派遣隊一覧 

第９次派遣隊（後方支援隊） 第１１次派遣隊（消火隊・後方支援要員） 

所属 階級 氏名 所属 階級 氏名 

北消防署西分署 
警備第一課 

消防司令 吉田 理 
北消防署西分署 
警備第二課 

消防司令 宇野 武志 

予防課 消防司令補 星川 雅英 
北消防署磐手分署 

警備第二課 
消防士 東 和志 

中消防署 
警備第一課 

消防士 阿川 太一 
北消防署 

警備第二課 
消防士 松田 智嗣 

 

北消防署西分署 
警備第二課 

消防士 北口 和磨 

警防救急課 
（後方支援要員） 

消防士長 藤本 大輔 

第１３次派遣隊（救助隊） 第１４次派遣隊（救助隊） 

所属 階級 氏名 所属 階級 氏名 

中消防署 
警備第二課 

消防司令補 坂上 紀之 

中消防署 
警備第一課 

消防司令 津田 裕士 

消防士長 鹿島 一嗣 消防士長 坂口 周平 

消防士 八木 博之 消防副士長 櫻井 真央 

消防士 福原 良太 消防士 雪村 優斗 

第１５次派遣隊（救急隊） 第１７次派遣隊（後方支援隊） 

所属 階級 氏名 所属 階級 氏名 

北消防署 
警備第一課 

消防司令補 芝田 頼人 指令調査課 消防司令補 辻 晶夫 

北消防署警備第一課 
阿武野出張所 

消防士長 中西 剛 警防救急課 消防副士長 堀田 浩平 

北消防署 
警備第一課 

消防士 中村 翼  
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別添

指揮隊

救急隊

特殊装備隊
（重機・無線）

※　（　　　）は人員のみ派遣

柏原羽曳野藤井寺

緊急消防援助隊　大阪府大隊　第11次派遣以降の隊編成表

後方支援隊

（貝塚市）

堺市 柏原羽曳野藤井寺

（泉大津市）

枚方寝屋川

（忠岡町）

（貝塚市）

指揮支援隊

消火隊

大阪市 大阪市

高槻市 箕面市

大阪市

大阪市 大阪市

大阪市 大阪市 大阪市

大阪市 大阪市 高槻市

茨木市 柏原羽曳野藤井寺

富田林市 富田林市 富田林市

大阪市

池田市

枚方寝屋川 堺市 柏原羽曳野藤井寺

堺市 堺市 堺市

（松原市） （松原市） （松原市）

救助隊

大阪市

堺市

大阪市

柏原羽曳野藤井寺

池田市

八尾市

富田林市

（大阪狭山市）

大阪市

大阪市

堺市

大阪市

大阪市

高槻市

茨木市

枚方寝屋川

富田林市

（大阪狭山市）

大阪市

大阪市

堺市

大阪市

大阪市

大阪市

茨木市

（高槻市）

（島本町）

第11次派遣 第12次派遣 第13次派遣 第14次派遣

東大阪市

泉州南

大阪市

大阪市大阪市

堺市 堺市

大阪市

泉州南 茨木市 枚方寝屋川

（大阪狭山市） （大阪狭山市） （大阪狭山市）

八尾市

（守口市門真市）

大阪市 大阪市

堺市 堺市

大阪市 大阪市

第16次派遣 第17次派遣

（枚方寝屋川） （岸和田市）

（島本町） 守口市門真市

第15次派遣

堺市

高槻市

大阪市

大東四條畷 東大阪市

（大阪狭山市） （大阪狭山市）

河内長野市 松原市

大東四條畷 東大阪市

箕面市 池田市

大阪市 大阪市

枚方寝屋川 泉州南

柏原羽曳野藤井寺 枚方寝屋川

枚方寝屋川 茨木市

豊中市 大阪市

（河内長野市） （河内長野市） （河内長野市） （河内長野市） （河内長野市） （富田林市） （富田林市）

（和泉市）

（岸和田市） 高槻市

堺市 豊中市

大阪市 大阪市

大阪市 大阪市

（枚方寝屋川）

大阪市 大阪市 大阪市 大阪市

東大阪

（松原市） （松原市） （松原市） （河内長野市）

泉大津市 堺市 堺市 岸和田市

（和泉市）

堺市 箕面市 大東四條畷

守口市門真市

大阪市

（忠岡町）
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・第９次派遣隊出発式（後方支援隊）         ・集結場所にて後方支援物資積載 

（大阪市消防局高度専門教育訓練センター） 

  

・大阪府大隊（第９次）出隊式            ・宿営地（広島県消防学校） 

  

・後方支援活動（食事準備）             ・ベット設営状況 

  

・第９次派遣隊帰隊報告（後方支援隊）        ・第１１次派遣隊出発式 

（消火隊・後方支援要員） 
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・小隊長ミーティング                ・活動状況（矢野東地区） 

  

・被害状況（矢野東地区）             ・第１１次派遣隊解隊式（淡河ＳＡ） 

  
・第１３次派遣隊出発式（救助隊）         ・第１３次派遣隊活動状況（小屋浦地区）  

  

・第１４次派遣隊活動状況（小屋浦地区） 
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・被害状況（小屋浦地区） 

  
・第１４次派遣隊帰隊報告（救助隊）        ・第１５次派遣隊出発式（救急隊） 

  

・第１５次派遣隊帰隊報告（救急隊）        ・第１７次派遣隊出発式（後方支援隊） 

  

・大阪府大隊解隊式                ・第１７次派遣隊帰隊報告（後方支援隊） 
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