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消防庁の広域応援室長の神谷です。本日は、
「消防応援の現状と課題」と題して緊急消防援助
隊についてご説明をいたします。

広域応援室では、緊急消防援助隊の運用や制
度の企画等を行っておりますが、緊急消防援助
隊は、「東日本大震災」「平成30年 7 月豪雨」な
ど、規模の大きな災害で消防庁長官の「指示」
により出動する場合と、それ以外の消防庁長官
からの「求め」により全国の消防に協力をいた
だき出動する場合があります。消防庁長官の「指
示」により出動した場合の活動経費は国が負担
し、「求め」により出動した場合は、応援を受
けた自治体が負担することになっております。
例えば「北海道胆振東部地震」では、消防庁長
官の「求め」による出動でしたので、原則に当
てはめますと、厚真町が負担することになります。

しかし、このような場合、被災市町村が全額
負担することは現実には困難であるため、その
支援措置として、全国市町村振興協会の「消防
広域応援交付金」の制度があり、応援に要した
経費について交付金が支払われ、緊急消防援助
隊の活動が支えられています。

○緊急消防援助隊の制度、計画
資料 1 をご覧ください。災害などに対応する

主な国の機関には消防庁のほか警察庁、防衛省
（自衛隊）、海上保安庁等があります。その中で
も消防庁が他と相違している点は、消防庁が直
接、各地の消防本部の指揮をすることができな
いという点です。警察庁と防衛省、海上保安庁
については中央で指揮監督できますが、消防は
市町村消防の原則があり、各消防本部は市町村
長、消防長の指揮するところにより活動してい
ます。しかし、大規模災害があった場合などに
全体的に消防の動きを円滑化するため、例外的
に消防庁の関与が認められており、それが「緊
急消防援助隊」です。

資料 2 をご覧ください。広域消防応援におけ
る国、都道府県、市町村の関係を図示したもの
ですが、基本的にはＡ市で起きた災害はＡ市の
消防組織で対応し、対応できない場合は隣接の
消防組織が応援することになります。さらに対
応できない大きな災害の場合は、都道府県知事
が指示を出し都道府県の中で対応するという仕
組みになっています。

そして県内の消防力だけでは十分対応できな
いような大規模災害が起きた場合には、国レベ
ルの広域応援を行うため、消防庁長官の求めま
たは指示によって緊急消防援助隊の出動という
ことになります。
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緊急消防援助隊の出動までの流れについては、
被災した都道府県知事からの応援要請を消防庁
長官が受け、消防庁長官の求めまたは指示を受
けた都道府県の緊急消防援助隊が被災地に向か
います。

局地的な災害については、近隣県の緊急消防

援助隊が出動することを原則としていますが、
広域的に甚大な被害を被った場合、例えば「平
成30年 7 月豪雨」の際には、全国から応援に向
かっております。

資料 3 をご覧ください。緊急消防援助隊は、
平成 7 年の「阪神・淡路大震災」の教訓を踏ま

資料 2
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え創設されました。その後、平成15年に消防組
織法の改正があり、平成16年に法律に基づく組
織として発足、機動力の強化等を進めております。

部隊数については、平成31年 4 月 1 日現在で
は6,258隊が13小隊等の機能ごとに登録されて
おります。緊急消防援助隊では、車両 1 台もし

くはヘリコプター 1 機を 1 隊として登録してお
り、 1 台当たり 4 人から 5 人が乗り組みますの
で、人数にするとおよそ24,000人が登録されて
おります。

資料 4 をご覧ください。緊急消防援助隊の部
隊編成についてご説明いたします。基本的には

資料 4

資料 3
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都道府県大隊が活動の中心となります。消防庁
長官から求めや指示を受けた場合は、都道府県
と代表消防本部等で調整をして、都道府県内の
どの地域の消防本部からどのような小隊を出す
かということを決めていただき、都道府県大隊
として集結して、被災地に入るという手順をと
ります。活動の中心は消火や救助、救急の主要
3 小隊になりますが、その他活動する隊員のお
世話をする後方支援部隊、通信支援部隊、消防
艇を用いる水上小隊、特殊災害を扱う特殊災害
小隊、特殊装備小隊があり、主要 3 隊にこれら
の小隊を加えてその災害の状況に応じて、現地に
向かいます。その中において消防庁は、それらの
部隊派遣先の割振りなどの調整を行っております。

実際の消防活動の指揮は被災地の市町村長が
行いますが、混乱している被災地においていち
早く現地に入り、その指揮を支援する「指揮支
援部隊」の役割は重要です。政令指定都市の消
防機関が担っており、被災地への移動は消防防
災ヘリコプターを使います。実質的にはこの指
揮支援隊が各都道府県の大隊を指揮し、具体的
な活動のオペレーションなどを行います。

また、消防防災ヘリコプターの部隊「航空部
隊」がありまして、現在、全国に75機のヘリコ
プターを展開しています。航空部隊については

「航空指揮支援隊」が、被災地の近くの空港な
どのヘリベースにおいて、必要な救助活動の指
揮支援を行うこととなっています。

資料 5 ですが、特別な部隊である「統合機動
部隊」の運用を示しています。これはいち早く
現地に入り活動するために創設した部隊で、都
道府県に 1 部隊ずつ編成されており、消火と救
助、救急を各 3 隊、10隊強の部隊で先に現地に
向かい、後続する大隊の活動を円滑に行えるよ
うにしています。

次に資料 6 ですが、特殊災害に特化した「エ
ネルギー・産業基盤災害即応部隊」いわゆる「ド
ラゴンハイパー・コマンドユニット」は、東日
本大震災のときに石油コンビナートが被災をし
たことに端を発し創設されました。配置先は石
油コンビナート等が所在する全国12ヶ所の消防
本部であり、大型放水砲車と大容量放水ポンプ
車に加えて大型化学車や泡原液搬送車など、大
規模な特殊災害に対応できる部隊となっており

資料 5
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ます。
こちらは平成30年度で、全国展開が終了して

います。幸いなことに、その配備を開始して以
降、実際に出動を要するような災害はなく、今
後、想定される首都直下型地震や南海トラフ地
震等によりコンビナート地区で災害があった場

合に備え待機しています。
資料 7 をご覧ください。登録部隊数の推移を

示しております。平成 7 年の 9 月に創設された
緊急消防援助隊は当初、1,267隊で始まっており、
年々増隊しているのがお分かりいただけると思
います。平成26年度から平成30年度の第 3 期計

資料 7

資料 6
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画の目標であった6,000隊は平成31年 4 月時点
で6,250隊となり目標を達成したところです。

〇緊急消防援助隊の基本計画の改定
資料 8 をご覧ください。今年から第 4 期計画

に入っており、今後取り組むべき課題の 1 番は
やはり南海トラフ地震と首都直下地震への対応
となってきます。 2 つ目が大規模水害時におけ
る救助体制の強化、さらに来年は東京オリンピッ
ク・パラリンピックなどの国際的なイベントがあ
りますので、様々な災害に対し消防としての役
割を果たすべきであるという考え方のもとで計画
を改定しております。

中でも、隊数の増強というのが重要なポイン
トですが、それは6,000隊から6,600隊、人数に
しますと、 2 万4,000人規模から 2 万7,000人規
模ということになります。

なぜ6,600隊なのか。第 2 期計画と第 3 期計
画を見ていただきますと、 2 期から 3 期に4,500
隊から6,000隊に大きく隊数を増やしております。
これは、この間に東日本大震災がありまして、
東日本大震災の教訓をもとに第 3 期計画が作ら
れましたが、南海トラフ地震等今後起こり得る

大きな災害の際に、その被害に対して東日本大
震災と同等の派遣密度での出動に必要な隊数が
6,000隊でありました。さらに第 3 期計画期間
中に南海トラフ地震の被害想定が変更され、受
援県の数が増加したため、東日本大震災と同等
の派遣密度を実現するという考え方は変えずに
1 割程度の増としたものです。また消防だけで
全て対応するのではなく警察、自衛隊と協力を
しながら、地元消防力を維持しつつ、可能な限
りの対応をするという考え方をとっています。

さらに、増隊に伴い、「土砂・風水害機動支
援部隊」、「ＮＢＣ災害即応部隊」が創設されて
おります。

資料 9 をご覧ください。「土砂・風水害機動
支援部隊」ですが、土砂・風水害に対応できる
重機や水陸両用車を有する部隊です。主に救助
活動が中心になってきますので、そのような活
動に対応できる特殊車両が配備されています。
例えば「中型水陸両用車」は、相当程度浸水し
てしまった場所に、隊員と資機材を積載して迅
速に進出することができます。こちらは全国 6
ブロックに分けまして、ブロックごとに 1 台配
備されています。

資料 8
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このような特殊車両は、普段の消防活動では
使用しないことから、国の負担で整備する無償
使用制度により計画的に配備することとしており、

「土砂・風水害機動支援部隊」は現在、47都道
府県の中で半分程度において運用が始まってい
ます。その維持管理費につきましては、配備先

の消防本部において負担していただくこととして
いますが、これも地方交付税措置しております。

最近は毎年のように風水害が発生しており、
今まで消防が配備していなかった車両も含めて、
大規模災害に対応できる部隊を全国に展開して
いきたいと考えております。

資料10

資料 9
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資料10をご覧ください。「ＮＢＣ災害即応部
隊」は、核物質テロ、生物兵器テロ、化学兵器
テロに対し、主に除染と救急搬送を行うための
部隊です。既に化学剤の検知器や大型除染テン
トは各地に配備しておりますが、このような資
機材と車両をあらためて再編成しまして、消防
庁長官が直接市町村長に指示するという運用計
画としており、30分以内に迅速に出動できる体
制を整えているというのが大きなポイントと
なっております。万が一のときに警察等と連携
をとりながら対応していくこととしており、既
に運用を開始しております。

資料11をご覧ください。その他の改正事項に
ついてですが、消防庁長官の指示による出動の
場合、その活動経費は国費で支弁されますが、
基本的には消防は市町村において運用すること
を前提として、消防庁長官の指示は限定的に運
用されてきたと思います。緊急消防援助隊の法
制化以降、初めて適用されたのが東日本大震災
ですが、第 4 期基本計画では、消防庁長官指示
による出動を行う災害の判断要素を明確化して
おります。

平成30年 7 月豪雨において 2 度目となる消防

庁長官指示が出されておりますが、被災地が広
域化し、行方不明者数が拡大する中、政府が非
常災害対策本部を設置したことを受けてなされ
ました。

最近、広域的な災害で一定の被害が出ている
場合に、非常災害対策本部が設置される機会が
増加しています。平成30年 7 月豪雨の教訓も踏
まえ、政府が非常災害対策本部を設置した場合
には、消防庁としても国として責任をもって災害
に対応するという立場から、消防庁長官指示に
より緊急消防援助隊を運用するという考え方を第
4 期計画に定めております。

〇緊急消防援助隊の出動手続
資料12をご覧ください。出動スキームについ

てですが、被害の発生した都道府県知事から消
防庁長官に応援の要請をいただきまして、消防
庁長官は応援に入っていただく都道府県知事に
応援要請（求めもしくは指示）を行います。都
道府県知事は市町村長に対して、消防庁長官か
らの応援要請に応じるよう要請をして、出動に
至るという形になっております。しかし、実際
に要請がなくても、必要があると判断すれば、

資料11



10	 ●№104　2019.9

講　 演

隊を出せる仕組みもあり、災害の状況に応じて
柔軟に対応できる体制を取っております。

出動については、自衛隊への災害派遣要請を
行う場合には、同時に、緊急消防援助隊につい
ても要請を行っていただくことをお願いしてい
ます。救助は初めの 3 日間が特に重要ですので、

消防庁としては空振りであっても構わないので、
通常の消防力で対応できない可能性がある場合
には、出動要請をするようにお話しさせていた
だいております。

資料13をご覧ください。
引揚げ時期については、基本的には業務が終

資料13 

資料12
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了したときとなりますが、都道府県と市町村、
消防庁が緊密に連絡を取りつつ、自衛隊や警察
と話し合いをしながら、地域との合意形成をし
た上で、その時期を決めております。緊急消防
援助隊につきましては、地元の消防業務がある
中での出動であり、消防の援助隊として業務が
終了すれば、警察と自衛隊が引き続き残留した
としても、引き揚げることとしております。地元
消防力の維持と被災地で活動する緊急消防援助
隊のバランスも課題となっているのが現状です。

資料14をご覧ください。緊急消防援助隊の後
方支援体制についてです。近年、緊急消防援助
隊の活動が長期化しており、平成30年 7 月豪雨
では26日間の活動となりました。長期間活動し
ている隊員の活動環境をきちんと確保すること
は大変重要であり、拠点機能形成車というキャ
ンピングカーのような大きな車両を配備してお
ります。大型のエアテントや車中で食事を提供
できる機能があり、全国に配備し、環境を整え
ております。

中でも非常に重要なのは、食事です。これま
では都道府県によっては、大隊内の消防本部ご
とに別々に食事を準備するなど提供の仕方が

様々で、内容にも差が出ています。そうすると
隊員のモチベーションにも影響を及ぼしますし、
翌日の活動にも支障が出ることも懸念されるこ
とから、都道府県ごとに一体として提供できる
ような仕組みづくりを行っております。

〇緊急消防援助隊の出動事例
資料15をご覧ください。緊急消防援助隊は、

平成 7 年 6 月に創設されてから、これまで38回
出動をしています。地震災害が18回、風水害が
13回、火山が 3 回、工場火災等が 3 回、列車事
故 1 回という内訳になっております。

資料16をご覧ください。緊急消防援助隊の活
動を紹介したいと思いますが、平成30年の北海
道胆振東部地震の際に、北海道には車両が陸路
で展開できないため、フェリーと自衛隊機で車両
と人員を運搬いたしました。神奈川県隊の救助
工作車と隊員は、厚木基地と入間基地からC2輸
送機等で北海道に展開しています。フェリーで
の展開は、東京消防庁が大洗港から、東北各県
は青森県と秋田県の港から北海道に向かいました。

日頃から自衛隊とも連携をとることにより、
北海道、沖縄への展開について、災害時に円滑

資料14 
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に実施できるような体制を整えております。

〇大規模災害時の緊急消防援助隊の運用
資料17をご覧ください。南海トラフ地震への

対応については、「南海トラフ地震におけるアク
ションプラン」を策定し、全国規模で広い範囲

で被災した場合に、重点受援県に対し、派遣す
る都道府県大隊をあらかじめ決めております。

南海トラフ地震については、東側で大きな地
震があったときに、西側で 7 日以内に同様の大
規模地震が発生する頻度は十数回に 1 回程度想
定されており、通常の100倍ぐらいの発生リス

資料16

資料15 
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クがあるそうです。現在、被害想定を何パター
ンか用意し、緊急消防援助隊の応援編成計画を
策定しています。さらに半割れケースの場合に
ついても、今年度中にアクションプランを定め、
南海トラフ地震に備えていきたいと考えております。

また、「首都直下地震におけるアクションプ
ラン」も策定しておりまして、受援 4 都県（東京、
埼玉、千葉、神奈川）に応援に向かう道府県部
隊が定められています。発災後直ちに応援に向
かう道府県大隊と、比較的近隣の部隊の場合は、
自分の地域に被害が少ないことが確認された後
に応援に向かうというように事前に割り当てる
ことにより、迅速かつ的確に応援が行える仕組
みとしております。

〇消防防災ヘリコプターの運航
資料18をご覧ください。現在、消防庁が取り

組んでいるのが、消防防災ヘリコプターの安全
運航の確保です。消防防災ヘリコプターは全国
で75機が展開しています。記憶に新しいとは思
いますが、長野県及び群馬県で墜落事故が連続
して発生しました。過去10年間では 4 件の墜落
事故が発生し、 4 県で26人が亡くなっており極

めて重大な事態だと受け止めております。
日本国内の公の機関で捜索救難を行うヘリコ

プターを運航しているのは警察、消防、自衛隊
及び海上保安庁ですが、運行体制を比較すると、
警察、自衛隊及び海上保安庁においては、操縦
士が 2 人体制となっています。例えば、機長が
操縦できない事態に陥ったとしても、副操縦士
が運航を代行できる体制が取られています。と
ころが消防では操縦士 1 人体制が都道府県を中
心に32機あり、民間事業者に操縦を委託してい
るという状況です。操縦士が 1 人の場合、安全
性の向上の観点から、今後、 2 人操縦士体制と
することを強く求めることとしております。

資料19をご覧ください。消防防災ヘリコプ
ターの運航に関し、有識者による検討会におい
て検討が行われており、その検討結果等を踏ま
え「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準」
が策定される予定です。概ね 6 年間程度の準備
期間と経過措置を設け、 2 人操縦士体制を着実
に実施するなど、安全対策の徹底を推進してい
くこととしております。

そろそろお時間となりましたので、私の話は
ここまでとさせていただきます。

資料17
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市町村振興協会の皆様におかれましては、今
後とも、消防行政にご協力くださいますようお
願い申し上げます。

資料19

資料18




