
 

 

 

平成 28 年熊本地震 

高槻市消防本部活動報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高槻市消防本部 

平成２８年４月 
 



１ 地震の概要（５月１６日消防庁公表資料による） 
（１）前震 
  ア 発生日時  平成２８年４月１４日 ２１時２６分頃 
  イ 震央地名  熊本県熊本地方（北緯３２.７度、東経１３０.８度） 
  ウ 震源の深さ 約１１ｋｍ（暫定値） 
  エ 規模    マグニチュード６.５（暫定値） 
  オ 各地の震度（震度６弱以上） 
      震度７   熊本県：益城町 
      震度６弱  熊本県：熊本市東区､熊本市西区､熊本市南区､玉名市､宇城市､西原村 
（２）本震 
  ア 発生日時 平成２８年４月１６日 １時２５分頃 
  イ 震央地名 熊本県熊本地方（北緯３２.８度、東経１３０.８度） 
  ウ 震源の深さ 約１２ｋｍ（暫定値） 
  エ 規模 マグニチュード７.３（暫定値） 
  オ 各地の震度（震度６弱以上） 

震度７   熊本県：益城町、西原村 
震度６強  熊本県：南阿蘇村、菊池市、宇土市、大津町、嘉島町、宇城市、合志市、 

熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西区 
      震度６弱  熊本県：阿蘇市、八代市、玉名市、菊陽町、御船町、美里町、山都町、 

氷川町、和水町、熊本市南区、熊本市北区、上天草市､天草市 
大分県：別府市、由布市 

 
２ 被害の状況（５月１６日消防庁公表資料による） 
（１）人的被害 
   死者６８名（震災関連死含む） 負傷者１,６７１名  
（２）物的被害 
  ア 住家    全壊２,８４８棟 半壊５,３３３棟 一部破損３３,７２６棟 
  イ 非住家   公共建物２４７棟 その他５１７棟  
（３）火災 １６件  
 
３ 緊急消防援助隊の出動状況 
（１）出動期間  

平成２８年４月１４日（木）～平成２８年４月２７日（水） 計１４日間 
（２）出動部隊総数  

２０都府県 約１,４００隊、出動人員総数 約５,０００名 
（３）大阪府出動状況（指揮支援隊及び航空隊含む） 
   車両９０台、航空機１機、人員５６０名（大阪府下２１消防本部・局） 
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４  高槻市消防本部の派遣状況 
（１）派遣期間 

平成２８年４月１６日（土）～平成２８年４月２３日（土）計８日間 
（２）派遣先 

熊本県阿蘇郡南阿蘇村 
（３）派遣隊 

救助隊（救助工作車）       １台  ２隊   １０名 
  救急隊（高規格救急車）     １台  ２隊     ６名 
  後方支援隊（支援車Ⅱ型）   １台  ２隊     ６名 
合計                       ３台  ６隊  ２２名 

 
５  高槻市消防本部の活動概要 

4 月 16 日 
・緊急消防援助隊大阪府大隊として、救助隊、救急隊及び後方支援隊が出動 

４月 17 日 
・進出拠点（熊本県菊池市）に到着、活動拠点を開設（応援先は南阿蘇村） 

4 月 18 日 
・南阿蘇村立野地区及び河陽地区で検索救助活動      
・南阿蘇村土砂崩れ現場で救急対応及び避難所で救急事案対応 

4 月 19 日 
・南阿蘇村河陽地区で検索救助活動 
・南阿蘇村避難所で救急事案対応 
・交代要員が高槻市消防本部を出発 

4 月 20 日 
・交代要員が現地到着、1 次派遣隊（後方支援 1 次派遣隊含む）現地引揚 
・南阿蘇村高野台地区で検索救助活動 
・南阿蘇村避難所で救急事案対応 

4 月 21 日 
・1 次派遣隊（後方支援 1 次派遣隊含む）高槻市消防本部に帰署 
・南阿蘇村で救急搬送活動 
・阿蘇広域行政事務組合消防本部南部分署で救急事案対応 

4 月 22 日 
・南阿蘇村高野台地区で検索活動等を実施                 
・阿蘇広域行政事務組合消防本部南部分署及び避難所で救急事案対応 

4 月 23 日 
・大阪府大隊現地引揚、消防本部に帰署 
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６  高槻市消防本部の活動時系列 
 

日 時間 活動状況 

16 01:25 本震発生 

 04:10 高槻市消防本部出動準備 

 06:00 高槻市消防本部派遣対策本部設置 

06:30 （総務省消防庁から大阪府へ緊急消防援助隊出動要請） 
 07:15 出動要請事前連絡受信（救助隊・救急隊・後方支援隊出動予定） 
 07:30 出動要請受信（集結場所連絡、山陽自動車道 淡河ＰＡ） 
 08:10 救助隊及び救急隊（大阪府大隊1次派遣）出動 

 09:05 救助隊及び救急隊大阪府大隊集結場所（山陽自動車道 淡河ＰＡ）到着 

 10:40 大阪府大隊1次派遣隊集結完了、集結場所を出発 

 10:40 後方支援隊出動（大阪府大隊後方支援1次派遣） 

 11:10 後方支援隊集結場所到着（大阪市消防局高度専門教育訓練センター） 

 12:25 大阪府大隊後方支援中隊集結完了、集結場所を出発 

17 00:55 大阪府大隊1次派遣隊進出拠点（熊本県菊池市総合体育館）到着 

 01:20 後方支援隊進出拠点（宿営地、熊本県菊池市総合体育館）到着 

 07:30 南阿蘇村へ出発 

 15:40 南阿蘇村前進拠点（熊本県野外劇場アスペクタ）到着、情報収集活動 

 22:35 宿営地に帰還 

18 04:50 南阿蘇村へ出発 

 09:20 長陽庁舎で避難所救急対応待機 

 10:40 立野地区で倒壊家屋の検索救助活動 

 12:35 前進拠点へ帰還（救急） 

 16:38 南阿蘇村長野（土砂崩れ現場）救急搬送準備待機（救急） 

 16:50 河陽地区で検索救助活動 

 20:00 南阿蘇村長野（土砂崩れ現場）要救助者（死亡）高森警察署へ搬送（救急） 

 22:35 長陽庁舎到着、待機（救急） 

 
※１ 1 次派遣・後方支援 1 次派遣 3 次派遣・後方支援２次派遣 

19 00:40 宿営地に帰還（救助）  

 08:23 前進拠点で救急対応待機（救急）  

 07:10 南阿蘇村へ出発  

 11:50 河陽地区で検索救助活動  

 12:50  消防本部集合（３隊１１名） 
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 13:15  消防本部を出発（中型バス） 

 17:35 白水庁舎で救急対応待機（救急）  

 18:15  大阪府大隊集結(大阪南港)出発(フェリー) 

 21:16 宿営地に帰還（救助）  

20 00:00 宿営地に帰還（救急）  

 12:15 交代要員到着、引継ぎ 

 13:35 引揚、出発(中型バス、フェリー)  

 18:50  立野小学校で救急支援活動（救急） 

 19:45  宿営地をグリーンピア南阿蘇へ移動 

 22:25  高野台地区で検索救助活動 

21 00:45  宿営地に帰還（救助） 

 06:10 大阪南港到着  

 08:15 消防本部に帰署  

 14:00  阿蘇広域消防南部分署で救急対応待機 

 16:55  救急出動（南阿蘇村老人ホーム～阿蘇医療

センター） 

 21:30  宿営地に帰還（救急） 

 04:00  阿蘇広域消防南部分署で救急対応（救急） 

22 06:30  宿営地に帰還（救急） 

 12:00  長陽庁舎で救急対応待機（救急） 

 13:10  高野台地区で検索救助活動 

 14:30  宿営地に帰還（救急） 

 20:15  宿営地に帰還（救助） 

23 05:09  大阪府大隊現地引揚、出発 

 20:20  大阪府大隊解隊式(山陽自動車道淡河ＰＡ) 

 21:40  消防本部に帰署 

 
※１  1 次派遣・２次派遣・後方支援 1 次派遣は１６日出動（高槻市は２次派遣隊なし） 
      ３次派遣（活動隊の交代要員）・後方支援２次派遣は１９日に一斉出発 
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小隊 所属 階級 氏名 小隊 所属 階級 氏名

消防司令 向井　隆之 消防司令補 岸田　優一

消防士長 清家　宏介 消防士長 日髙　光久

消防士 梅原　真吾 消防士 櫻井　真央

消防士 久保　慶高 消防士 木下　幸三

消防士 八木　博之 消防士 雪村　優斗

消防士長 寺前　陽太 北消防署警備第２課阿武野出張所 消防司令補 辻下　信孝

消防士 早川　正槻 北消防署警備第１課阿武野出張所 消防司令補 天津　一郎

消防士 齊藤　喬 北消防署警備第１課西分署 消防士長 兼元　正之

消防司令 吉田　宏 警防救急課 消防司令 西村　広樹

消防士長 藤本　大輔 予防課 消防司令補 星川　雅英

消防総務課 消防士長 山本　幸大 警防救急課 消防副士長 堀田　浩平

救助

救急

後方支援

中消防署警備第１課救助

救急

後方支援

中消防署警備第２課

中消防署警備第２課富田分署

１次派遣隊 交代要員

平成２８年熊本地震　緊急消防援助隊派遣隊員一覧

警防救急課
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１次派遣隊出発式   消防長報告 

 

 

後方支援隊出発式  後方支援隊集結場所（大阪市消防局高度専門

教育訓練センター） 

 

 

 
１次派遣隊集結場所（淡河ＰＡ）  １次派遣隊集結（淡河ＰＡ） 

 

 
菊池市総合体育館（宿営地）  体育館内でのミーティング 
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菊池市総合体育館駐車場  後方支援隊による食事提供 

 

 

 
立野地区被害状況  立野地区被害状況 

 

 

 
立野地区被害状況  立野地区被害状況 

 

 

 
河陽地区での活動状況  河陽地区での活動状況 
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後方支援車両展開状態  菊池市総合体育館内に簡易ベッド設置 

 

 

 
３次派遣隊出発式  乾副市長から出発式における訓示 

 

 

 
大阪南港での大阪府大隊３次派遣隊出発式  フェリーへの乗船 

 

 

 
１次派遣隊帰隊式  濱田市長から帰隊式における訓示 
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高野台地区で活動中の救助隊 

 

 
  高野台地区で活動中の救助隊 

 

 

 
アスペクタ（前進拠点）  アスペクタでミーティング中の救助隊 

 

 

高野台地区で活動中の救助隊  高野台地区で活動中の救助隊 

- 9 -



 

 

高野台地区で活動中の救助隊 
 
 
 

 高野台地区道路の被害状況 
 
 
 

 

 

高野台地区でミーティング中の救助隊 
 
 
 

 南阿蘇村長陽庁舎で待機中の救急隊 

 

 

 
グリーンピア（宿営地） 
 
 

 グリーンピア体育館内 
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高野台地区で活動中の救助隊 

高野台地区で活動中の救助隊 
 
 

  

 

 

３次派遣隊、淡河ＰＡでブロック毎に解隊 
 
 

 高槻市消防本部で３次派遣隊の帰隊式 

 

 

 
帰隊式  帰隊式 

   
   

 

- 11 -


