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はじめに

文部科学省地震調査研究推進本部によれば、南関東のマグニチュード７程度の地震（いわゆる
首都直下地震を含む）、南海トラフ沿いの東海、東南海、南海地震の、今後30年の発生確率は、
それぞれ70％、87％（参考値）、60-70％、50％程度となっており、発生の逼迫性が指摘されて
いる。これらの地震では広域・甚大な被害が予想されている。一方、新潟県中越（2004年）、福
岡県西方沖（2005年）、能登半島（2007）・新潟県中越沖（2007）の各地震は、確率論的地震
動予測地図において確率が高くない地域に強震動をもたらし、改めて我が国においては、どこで
地震被害が発生するか分からないことを認識させた。

甚大な地震被害に対しては、被災地域内の消防機関だけでは対応ができない状況に陥るという
兵庫県南部地震の経験を踏まえ、緊急消防援助隊制度が1995年７月に創設され、2004年新潟県
中越地震では県内応援隊とともに緊急援助隊は大きな実績を残している。しかし、近い将来に予
測される、より甚大で広域な地震災害に対して、現在の消防防災体制のあり方が十分である保証
はない。

このような状況の中、2007年には、能登半島地震（Ｍ6.9）、新潟県中越沖地震（Ｍ6.8）の２
つの地震が発生した。幸いにして延焼火災の発生はなかったものの、建物倒壊など大きな被害を
生じた。消防研究センターでは、初動活動や広域応援活動のあり方の検討に資するため、この２
地震について災害直後に被害状況の調査を行うとともに、被災地の消防本部、調整に当る県庁や
国、応援隊を派遣した消防本部を対象として、活動状況等について聞き取り調査を行った。

本報告では、この２つの地震での消防各機関の動きを、主に聞き取り調査からまとめるととも
に、特に初動期の情報が未確定かつ断片的であり、必要な判断を必要な時期に行うことが極めて
困難な状況下における消防活動のあり方、広域応援部隊派遣に係る課題等について、やや試論的
な部分も含め議論している。本報告書が今後の大災害時の合理的な消防活動を考える上での一助
となれば幸いである。

調査に当たり、奥能登広域圏事務組合消防本部および柏崎市消防本部の被災地消防本部をはじ
め、金沢市消防局、福井市消防局、富山市消防局、大津市消防局、新潟市消防局、消防庁応急対
策室の方々に大変お世話になった。ここに記して深甚の謝意を表します。

本調査研究の一部は、文部科学省「首都直下地震防災・減災特別プロジェクト」およびデジタ
ル道路地図協会との共同研究によって実施した
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1.1 能登半島地震
2007年３月25日９時42分頃、能登半島沖を震源

とするM6.9の地震が発生し、石川県七尾市、輪島
市、穴水町で震度6強、志賀町、中能登町、能登町
で震度6弱を観測した。気象庁はこの地震を「平成
19年（2007年）能登半島地震」と命名した。この
地震で「津波注意」の津波注意報が発表され、１時
13分に珠洲市で22cmの津波を観測した。本震及び
余震の震源分布は図1-1のようで、東北東－西南西
に約35kmに亘って広がっている。発震機構解は西
北西―東南東方向に圧縮軸をもつ横ずれ成分を含む
逆断層型であり、地殻内で発生した地震とされてい
る。（http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/noto070325/)
防災科研によれば、震源破壊過程は図1-2のよう

で、南東に傾き下がる断層面の震源（破壊開始点：
星印）のほぼ直上のごく浅い部分にすべりの大きな
アスペリティ－がある。このことが強い地震動をも

たらしたものと考えられる。また浅い部分の大きな
すべりは地殻変動をもたらすと考えられるが、宇宙
航空研究開発機構（JAXA）が、4月10日に行った
陸域観測技術衛星「だいち」による観測での画像を
解析した結果、被災地の地盤隆起の様子が見事に現
れた。これによれば、輪島市門前町を中心に西の方
向に最大約45cmのずれ（隆起）、門前町を含む約
40km四方に集中した地盤隆起が認められる。同様
の解析が防災科研でも行われ、図1-3のような結果
とそれから推定される地表の動きが示された。
なお、図1-1で示された地域では、1729年

（M6.7～７）、1799年（M6.0）、1892年（M6.4）、
1933年（M6.0）、1993年（M6.6）の被害地震が発
生しているが、概して地震活動は低いと考えられる。
防災科研の輪島市門前町走出震度観測点での計測

震度は6.4，最大加速度（合成）は1304galと極め
て大きい。その他、穴水町大町で901gal、七尾市田
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図1-1 本震と余震の震源分布（http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2007_03_25_noto/index.html）



鶴浜町で746galなどとなっている。また既往の距
離減衰式（司・翠川，1999）との比較からすると，
図1-4のように近地においては平均＋標準偏差（図
中点線）付近にばらついており、標準よりやや強い
地震動をもたらした地震といえよう。
消防庁による被害状況のまとめ（第48報：H19

年12月28日現在）によれば、この地震による被害
は表1-1の通りである。
（http://www.fdma.go.jp/data/010711281355102977.pdf）
被害は新潟県、富山県、福井県にも認められる

が、殆ど石川県に集中している。石川県内において
は表1-２に示すように、輪島市と七尾市に集中して
いる。なお、強震動にも拘らず火災は発生していな
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図1-3 衛星からの測定画像の解析から得られる地殻変動(左)とその解釈(右)
（http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/noto070325/）

図1-2 すべり分布
（http://www.kyoshin.bosai.go.jp/k-

net/topics/noto070325/Figs/fig2.html）

図1-4 最大加速度(左)および最大速度
(右)の距離減衰式との比較
（http://www.k-net.bosai.go.jp/k-

net/topics/Noto_070325_1.htm）



い。このことは極めて重要で、地震時の住民行動等
に関する検討が必要である。
消防庁が把握した被害状況の時系列変化を第４報

からみると図1-5、１-6となり、人的被害の把握は
ほぼ当日になされたものの、住宅被害については
50日経ってもまだ全容把握に至っていない状況に
あることが見てとれる。
ところで、消防研究センターでは、気象庁からの

震源情報に基づく地震被害予測結果の携帯電話への
自動メール配信システム２）を試行運用している。
本地震に関しては、9時48分に、火災5件、死者３
名、負傷（重傷）13名等、実際の被害状況と大き
く違わない予測結果が送られてきた。この情報は、
気象庁からの震源情報が取得できればほぼ瞬時に提
供できるものであるので、発災直後の合理的な消防
活動を支援するものとなるであろう。
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表1-1 県別被害状況

表1-2 石川県内市町別被害状況



1.2 新潟県中越沖地震
2007年７月16日10時13分頃、新潟県中越沖を震

源とするM6.8の地震（深さ17ｋｍ）が発生し、新
潟県柏崎市、長岡市、刈羽村、長野県飯綱町で震度
６強を観測した。気象庁はこの地震を「平成19年
(2007年)新潟県中越沖地震（The Niigataken
Chuetsu-oki Earthquake in 2007）」と命名した。
この地震で、柏崎で32cm（10時22分）、小木で
27cm（10時33分）などの津波を観測した
（http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2007_07_16_chu

etu-oki/chuetsu-oki-saigai.pdf）。
本震及び余震の震源分布は図１-7に示されるよう

に、本震が余震分布の北東端に位置していることか
ら、破壊は南西方向に向かったことが推測される。
気象庁によれば、メカニズムは北西－南東方向に圧
力軸を持つ逆断層である。断層は大局的には南東傾
斜であるとされた（図１-8 地震調査研究推進本
部：http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/genshibun/gen-

shibun014/siryo1.pdf）。
図1-7の領域内では，1600年以降Ｍ７前後の被害
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図1-5 人的被害の把握状況(消防庁) 図1-6 家屋被害の把握状況（消防庁）

図1-7 本震と余震の震源分布（http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2007_07_16_chuetu-oki/index.html）



地震が10回発生している（1666年Ｍ６ 3/4、1670
年M６ 3/4、1751年M７～7.4、1762年Ｍ７、
1802年M6.5～7、1828年三条地震M6.9、1847年
M6.5、1964年新潟地震Ｍ7.5、2004年新潟県中越
地震M6.8、2007年中越沖地震M6.8）。地震調査研
究推進本部によれば、この地域の今後30年以内に
震度６弱以上の揺れに見舞われる確率はやや高いと
いう評価となっている。前述の能登半島地震も含め，
日本海東縁部等の「ひずみ集中帯」に発生している
点でこの地域の地震像の解明が不可欠とされている

（http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/genshibun/gens-

hibun014/siryo1.pdf）。
防災科研によれば、最大加速度は柏崎西山町で南

北成分841gal、東西成分879gal、上下成分566gal、
合成1019galなど、柏崎市内の他の２地点（中央町、
高柳町岡野町）でも700gal以上の大きな加速度を観
測している。柏崎、小千谷、寺泊のK-NET各観測地
点での加速度波形は図1-9のようで，柏崎での波形
はサイクリックモビリティーとよばれる強震動を受
けた地盤の非線形挙動を示す尖った形状が特徴的で
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図1-9 震源近くのK-NET観測点での加速度波形
（http://taro.eri.u-

tokyo.ac.jp/saigai/chuetsuoki/wave/index.html）

図1-8 震源域の褶曲構造と推定される断層の模式図（http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/genshibun/genshib-

un014/siryo1.pdf）



ある。また卓越周期もやや長く、図1-10の速度応答
スペクトルでみると約２秒で400cm/s（減衰５％）
と極めて大きい。
震源断層でのすべり分布は図1-11の例に示すよ

うに、震源（星印）の南西側に大きなすべり（アス
ペリティー）があり、一部地表に近いところにも大
きなすべりが認められる。柏崎刈羽原子力発電所は
このアスペリティからのＳ波radiation patternが最
も強く働く方向にあったため、極めて強い地震動
（図1-12、図1-13）に見舞われたものと推定されて
いる（ht tp : / /www.koj i ro- i r ikura . jp /pdf /cyuet -

su_071228.pdf）。

この地震による被害について、消防庁による被害
のまとめによれば（12月28日付け第49報）、人的被
害は、死者15人、負傷者（重傷）329人、負傷者
（軽傷）2,016人、住家被害は、全壊1.319棟、半壊
5,621棟、一部損壊35,070、火災３件であり、主に
新潟県に被害が集中しているが、長野県、富山県で
も若干の被害が認められる。また新潟県内において
は、表1-3のように柏崎市の被害が大である。
気象庁は、この地震の際に、緊急地震速報を先行

的に利用している機関に対し、新潟県出雲崎町の観
測点における最初の地震波の検知から3.8 秒後に、
「新潟県の中越地方で震度５強程度以上が予想され
る」旨の緊急地震速報第１報を発信し、合計11 報
を提供した。この緊急地震速報は、震度６強を観測
した新潟県柏崎市、刈羽村では、主要動の到達後の
発信となったが、同じく震度６強を観測した新潟県
長岡市では約３秒前、長野県飯綱町では約20 秒前
に 発 信 で き た こ と に な る （ 気 象 庁 ：
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図1-10 震源近くのK-NET観測点での5％速度応
答スペクトル（http://taro.eri.u-

tokyo.ac.jp/saigai/chuetsuoki/wave/index.html）

図1-11 最終すべり分布
（http://www.k-net.bosai.go.jp/k-net/topics/chuetsuo-

ki20070716/inversion/Figs/fig2b.html）

図1-12 最大加速度の距離減衰
（http://www.kojiro-

irikura.jp/pdf/cyuetsu_071228.pdf）



http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2007_07_16_chuetu-

oki/chuetsu-oki-saigai.pdf）。
この緊急地震速報の提供状況とそれに基づく簡易

型地震被害想定システムによる被害想定結果は、表
１-4および図１-14のようになる。即ち、発震時か
ら3.8秒経過後送信された第1報以降、第１0報は
50.7秒後、最終報は51.2秒後で、推定被害は、例
えば死者数は０から350名程度、全壊家屋数は0か
ら6000棟程度、火災件数は０から40件程度までと
大きくばらつく。但し、最終報あるいは修正報を用
いると、火災、死者の予測数は実際に近い値となっ
てくる。従って、このような仕組みを用いることで、
被害情報が入手できない情報の空白期においても、
およその被害状況を想定できることから、消防活動
をどう展開すべきかの戦略を立てること等が可能と
なると考えられる。

第１章参考文献
１）司宏俊、翠川三郎:断層タイプ及び地盤条件を
考慮した最大加速度・最大速度の距離減衰式、日
本建築学会論文報告集、 第523号、pp.63-70、
1999

２）遠藤真、座間信作：リアルタイム地震被害想定
と情報配信、消防研究所報告、第103号、pp.52-
63、2007
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表1-3 新潟県内の被害状況

図1-13 柏崎刈羽原子力発電所1号機基礎での加速
度波形と加速度応答スペクトル(太線)の例
（http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/taishinpjc/ta

ishinpjc006/siryo6-3.pdf）
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表1-4 緊急地震速報発表状況と予測結果

図1-14 新潟県中越沖地震での緊急地震速報に基づく推定結果の例(震度分布)

第１報 第３報 第５報

第７報 第10報 修正報



2.1 はじめに
2007年能登半島地震では、地震災害に対するも

のとしては2004年新潟県中越地震以来の地上活動
隊を含む緊急消防援助隊（以下、緊援隊と略称）が
出動した。部隊規模は、表2-1１）の通り大規模であ
った。消防研究センターは、2004年新潟県中越地
震に対する緊援隊の活動状況について調査を行った
が、その際に浮き彫りになったのは、情報共有の不
足による効率性の低下、消防機関の通信力の弱さ、
機動力・支援力の不足、などであった２）。2007年
能登半島地震における緊援隊の状況がどうであった
のか、地元消防本部（奥能登広域圏事務組合消防本
部）、金沢市消防局（石川県代表消防本部）、緊援隊
各県隊の代表消防本部（福井市、富山市、大津市）
で聞き取り調査を行い、課題の抽出を試みた。なお、
奥能登広域圏事務組合消防本部は、２市２町、人口
86,026、面積約1,100km2を管轄し、３署４分署２
分遣所、190名体制である。

2.2 消防応援に関する時系列
消防活動に関連する時系列（25日のみ）を、本

章末尾の表2-2にまとめた。なお、消防活動のうち、
詳細資料の入手できなかった地元消防本部の救急活
動と、夕方に主に石川県広域消防応援隊によって実
施された検索やパトロールについては省略した。

2.2.1 災害情報の収集状況
本震では、震度６強（輪島市、七尾市、穴水町）

のほか、新潟県中越地方から富山県にかけて震度５
弱が観測された。各消防本部では管内被害の情報収
集に追われた。また、襲来に備えるべき津波に対し
て、行政無線や消防団による警戒などが実施された。
奥能登広域圏事務組合消防本部では、輪島消防署

と門前分署に対する119番、一般加入電話が集中し、
それらの全てには応答できない状況となった。輪島
消防署で25日中に受信できたのは、119番８件，携
帯電話からの119番36件で、この中には問い合わせ
等も含まれる。他の署・分署では、支障はなかった
と報告されている。
発災直後には、救急要請の他、家屋倒壊の救助要

請が続いた。発災後約20分および約53分後には炭
焼きかまの損傷による火災危険を覚知した。それぞ
れ分署からのポンプ車１台と消防団の車両１台が対
応（延焼防止）にあたっている。なお、地震発生約
30分後の非番職員の参集率は約６割、60分後には
約８割であった。救助要請は25日中に６件、26日
に１件があった。このうち、活動無しが３件（住民
救助、自力脱出、要救助者無し（26日分））で、４
件では救助活動があった。救急出動は25日中には
17件であった。
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第２章 能登半島地震災害に対する消防応援に関する調査

表2-1 2007年能登半島地震災害に派遣された緊急消防援助隊１）



最終的には、死者１（輪島市）、重傷者23（石川
県21、新潟県１、富山県１）、家屋全壊686（石川
県発表）という被害であったが、当然のことながら
これらは後日の調査の結果であって、発生直後には
全容は把握できない。被害の甚大な本部では要請が
どれだけ続くのか見えない状況に陥ろう（この時期
の活動のあり方については３章参照）。一方、応援
要請を受ける立場の消防機関は、危険物施設におけ
る事故等まで含めて「管内被害がないことを確認す
る」ことと、応援が待たれていることの狭間で苦慮
する場面があったという。

2.2.2 応援要請と派遣
全てを受信することはできないほど119番が鳴る

中で、その時点までに覚知されていた消防事案（救
急を除く）が、火災１、救助４であった災害発生後
約30分の10:15、輪島市は緊援隊の出動要請を石川
県知事に要請している。これをもとに消防庁では緊
援隊の派遣準備に着手した。また、発災後約１時間
の10：45頃には奥能登広域圏事務組合消防本部は、
石川県の代表消防本部である金沢市消防局へ「救助
と救急を中心として応援要請」との連絡をした。
金沢市消防局では、県内消防本部への問い合わせ

や報道状況により、被害が能登半島に集中している
こと、家屋倒壊多数らしいということをつかんでい
た。このことから、発災後約40分の10：20頃より、
羽咋郡市広域圏事務組合消防本部より南部の本部
へ、県内応援の準備要請を開始した。奥能登広域圏
事務組合消防本部からの要請を受け、金沢市消防局
は石川県広域消防応援隊の出動要請を各本部へ発出
し、集結拠点として能登有料道路高松サービスエリ
ア（以下ＳＡ）を指定した（石川県の県内応援隊は、
被災地進入前に集結することになっている）。また、
先遣調査隊として指揮隊を出発させた。この隊は道
路の通行可能状況等を後方へ送信した。
一方、緊援隊の要請を受けた消防庁では、迅速性

の重視と逐次投入を避けるという判断で、６時間以
内に出動できる県へ、地上活動部隊の出動要請（可
能隊全て）を出した。派遣元消防本部によっては、
乗り換え運用の両方を回答した場合や、登録隊数を

そのまま可能隊と回答した場合などもあったよう
で、残存消防力の確保のため人員の参集に時間を要
するという状況も生じた。

2.2.3 応援隊の移動
能登半島地震においては、金沢市消防局では早い

段階で「門前町へ至る海沿いの道路（国道249号線）
が不通」という情報をつかんでいたとのことである。
能登有料道路については、通行可能とされていた区
間でも消防車両の通行が困難な箇所があり、先遣調
査隊が道路被災状況を県内共通波や携帯電話で送信
した。この情報が有益だったとのことである。
緊援隊各隊及び県内応援隊に対しては、能登有料

道路高松ＳＡまで高速道路通行可で同ＳＡを進出拠
点と指定する旨の連絡が入っている。また、その後
穴水町役場へ進出する予定であることも移動中に主
に携帯電話によって伝えられた。滋賀県隊に対して
は、一旦高松ＳＡが進出先として指定されたが、そ
の後、北陸道尼御前ＳＡに変更となった。この理由
はＳＡエリアの収容規模からみて後者が適当と判断
されたとのことであった。これら第一次派遣県隊の
進出拠点や進入ルートの決定・伝達には、指揮支援
部隊長（京都市）と消防庁、石川県の間での携帯電
話等による連絡が重要な役割を果たしたとのことで
あった。
高松ＳＡでは、県職員が道路地図を持って待機し、

到着した緊援隊各隊へ穴水町役場までのルートを指
定した。福井県隊長の感想では、迅速な対応である
との評価であった。富山県隊通過時には、能登有料
道路の段差は、踏み板などで埋めてあったとのこと
であった。緊急車両の通行に対する簡易だが迅速な
仮補修は、高く評価されるべきであろう。
能登有料道路を下りた後の一般道においては、渋

滞に巻き込まれた。すでに県隊として長い車列とな
っており、機動性を阻害した。地元警察の誘導が効
果的と考えられるが、今回はなかった。このことに
関しては、国レベルでの申し合わせや県の計画等へ
の明記が必要ではないかという意見もあった。各隊
は穴水において奥能登広域圏事務組合消防本部の誘
導下に入り、門前町へ進行した。
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給油については、2004年新潟県中越地震におい
ても問題であった。今回の地震では、被災地におい
ても給油可能という状況であったが、渋滞もあり、
給油に時間をとられることになった。福井県隊、富
山県隊は現地給油可能という情報を受けて、穴水町
まで無給油で進んだ。その後の給油では、すでに大
きな車列となっていることと渋滞のため、時間を要
したとのことであった。北陸自動車道で給油をした
滋賀県隊でも、救助工作車など燃費の悪い車両は被
災地直前でも給油が必要になるなど、やはり給油に
時間をとられたとのことであった。

2.2.4 活動状況
県内応援隊は、人命検索や巡視、倒壊家屋からの

ガス漏れ事案対応、救急搬送を実施した。緊援隊は
人命検索にあたった。活動には、地元消防職団員の
誘導があり、おおむね順調に推移したとのことであ
った。細かい点では、道路の情報が事前になかった
ため、出動予定車両が大きすぎることを地元消防団
員に出発直前に指摘され入れ替えたこと、無線の不
感地帯であることが示されていなかったので、衛星
電話を持たせず、連絡が取れなくなってしまったこ
となどが、支障としてあげられた。これらは、応援
活動固有の問題であり、活動指令の授受にあたって、
注意が必要な項目といえる。全体としては今回の災
害対応では大きな活動がなく、消防機関以外の機関
との共同活動もなかったため、必要な資機材や情報
を調達する必要はあまりなかったようである。

2.3 検討
2.3.1 応援消防隊の到着時期
2004年新潟県中越地震時の緊援隊第一次派遣隊

の被災地消防本部への到着は、発災後７～８時間で
あった。
2007年能登半島地震の場合、どの時点を到着と

考えるべきかは、被害状況と移動方法の関係もあり
難しいが、やや楽観的に見積もって、被災県の管制
に入った被災地進出拠点（高松ＳＡ）を到着と考え
ると、石川県内隊で発災後約３時間、福井県隊第一
陣約3.５時間、富山県隊約５時間となる（図2-1）。

滋賀県隊は高松ＳＡを通過したため時間が不明だ
が、その約19.6km手前の内灘料金所通過を見ると
約７時間である。
県内応援では実施方法の違い（新潟県は被災地消

防本部で集結、石川県は被災外で一旦集結）があり
比べられないが、緊援隊の到着時間は2004年新潟
県中越地震当時より、かなり短縮されている。一つ
には地震の被害規模の違いもあるが、要請の早さ、
出動準備時間の短縮、移動時間の工夫などの結果と
いえる。この背景として、石川県や富山県は2004
年新潟県中越地震の出動経験があること、福井県は
水害時の受援経験があることなどがあろう。一方、
滋賀県隊は、地震災害に対する緊援隊としては初め
ての派遣であり、とまどいがあったようである。全
国的には派遣経験のない方が多いと思われる。第一
次派遣隊に求められる迅速性を確保するためには、
経験の共有、共通認識の醸成、実践的な応援実施計
画の策定が必要であろう。例えば、受援計画策定に
あたり、計画上想定されている応援県から、何時間
後にどのような規模の応援隊を進出拠点に得られる
のか、事前に話し合うということが有効ではないか。
短縮化されたとはいえ、進出拠点から活動場所

（延焼前線や倒壊場所）への到達にも時間がかかる
ことを考えると、この到着時間は、消防活動に十分
有益な時間帯なのだろうかという疑問がわく。例え
ば発災後約６時間という時間帯を想定すると、多く
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図2-1 2007年能登半島地震、2004年新潟県中越
地震での緊急消防援助隊の進出拠点到達までの経緯
（＊進出拠点：高松ＳＡ（能登半島地震）、長岡市消
防局（中越地震）



の人員が必要な倒壊家屋の人命検索、傷病者に対し
て圧倒的劣勢に陥る救急搬送、時間を要する高難度
救助などに対しては、地元消防本部の初動活動を大
部隊に引き継ぐことができ、緊援隊の投入効果があ
ろう。一方、消火活動に対しては、大規模な木造市
街地でない限り、延焼阻止のための活動をするべき
状況ではなく、ほとんど焼け止まりつつある火災の
鎮圧作業の時間帯に入っている可能性がある。緊援
隊に何を期待するか、受援計画策定にあたっては、
応援隊到着時に展開されているであろう災害様相に
ついて、地域特性に応じた具体的な状況を想定する
必要があるように考える。

2.3.2 緊援隊の部隊構成
緊援隊の部隊構成は、第一義的には被災地消防本

部から指定情報があることが望ましいが、水害や高
難度救助とは異なり、地震災害時には、被災地消防
本部にはその余裕はほとんど無いであろう（それが
できる規模の災害であれば、逆に大規模な応援は必
要性が低いとも言える）。そのため、被害地域の状
況（人口、建物、道路等）に詳しい被災県代表消防
本部の関与（発生していそうな被害状況や今後の推
移に関する洞察）が重要であり、そのための場とし
て被災県には緊援隊調整本部が設置されることにな
っている。ただし調整本部が機能をはじめるよりも
時間的には先に、出動要請が出される可能性が高く、
代表消防本部の果たす役割が大きい。一方、近年の
地震災害では代表消防本部が被災したことがなく、
そのような場合への経験は不足していることも注意
が必要である。
情報未整理な初動期においての判断は、プロアク

ティブの原則に則る必要がある。2004年新潟県中
越地震、2007年能登半島地震のいずれにおいても、
第一次派遣県に対しては「可能隊全て」という出動
要請が発出された。そのため、乗り換え隊の人員確
保や残存消防力確保のため非番員招集に時間がかか
った本部があり、特に県隊単位で移動する場合には、
遅い本部にあわせた移動となるために、全体的な移
動が遅くなる要因の一つとなったと考えられる。一
方、市町村消防の原則及び管内の通常災害を想定し

た職員配備の現状を考えると、この状況の打開は困
難である。本来はこの２つの現実間の調整のための
可能隊調査であるが、現時点では共通認識が不足し
ているように感じられる。例えば近隣県からの一次
派遣隊の場合、最先着の可能性がある（＝最も人命
を救いうる潜在能力を有する）応援機関として迅速
な出動が期待される一方、余震による自本部管内の
被害発生に備える必要もある。この解決のため、各
本部出動は迅速に行い、進出拠点到着時や被災地到
着時など、要請後の時間経過とともに集まっている
であろう被害情報に照らして部隊を再編成するよう
な柔軟性も必要ではないかという声も聞かれた。一
次派遣県隊が迅速な進出を果たすためには、部隊編
成手続きにおける共通認識の醸成が必要である。
隣県における一定震度以上の地震の報を得た場

合、一定部隊に自動的に出動待機をかけることも、
一部の県において、実施されている。

2.3.3 緊援隊の移動方法
緊援隊の移動時間がばらついたことは、移動距離

の違いとともに、移動方法の違いも原因となってい
る。福井県隊は、2004年７月福井豪雨の際の受援
の経験から、「迅速に出動し、集結地点にある程度
部隊がまとまったら順次出動せよ」という福井市消
防長の命により、３陣に分かれて集結地点を出発し
て高松ＳＡへ進出した。県隊長は精神的な負担が大
きかったとのことであるが、結果として、集結時間
を指定することによる各本部を出動する時間の調
整、集結地点での待ち時間、大部隊移動による速度
低減を避けることができ、第一陣は3.５時間という
短時間での進出を果たした。今後、参考になる事例
といえる。
一方、富山県隊と滋賀県隊では、県隊全体での移

動を行い、集結までの時間や移動速度の低減を生じ
た。特に滋賀県隊では、はしご車も含めての大部隊
の移動で、困難が大きかったとのことである。現地
到着時の活動の円滑な開始や安全管理を考慮した上
で、どのような部隊構成や車両数を単位として移動
すべきか、検討が必要であろう。
給油については、大型の車両や大部隊の同時給油、
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渋滞場所での給油によって時間がかかることが指摘
されている。分散して給油することが有効であるが、
そのために派遣元本部の後方支援本部と県隊長（又
は中隊長）と連絡を取りつつ、給油場所を分散させ
たり、給油所に事前連絡をしておくなどの方策を検
討している本部もある。一方、被災地に入った後、
甚大な被害の場合にはどのように燃料が確保される
のか、現実的な不安がある。能登半島地震では被災
地内での給油は時間をかければ可能であったが、よ
り甚大な被害時には燃料の確保、補給時間・場所の
確保や調整なども必要となろう。このような応援固
有の問題については、同様に部隊派遣をする他機関
と共同で検討することが有効ではないか。

2.3.4 道路情報
道路情報（被害状況、渋滞状況）は、線の情報で

あり収集に時間がかかり、また、現在供用中の技術
レベルでは航空機による偵察でも通行可否の判断が
難しいため、入手が難しい。場合によっては応援隊
の集結地点の選定にも影響を与える。例えば今回の
事例では、富山県隊が穴水町役場に至った経路は最
短経路ではない。
第一次派遣部隊の配置を決める初動期には、高速

道路は通行可否の情報があっても、国道レベルでは
情報が集約し切れていない可能性がある。一方、未
整理の情報は、似たような情報が多くて非常にわか
りにくい。今回の災害では、集計された石川県の国
道通行止め情報を消防庁が入手したのは13時頃で
あった。また、通行止めといっても、例えば段差を
応急処置して緊急車両を通行させた能登有料道路な
ど、一般車向けと緊急車両向けでは判断基準が異な
ることもある。以上のことから初動期においては、
消防機関自ら、試行錯誤でも正確に把握しておきた
いという希求がある。そのためには、初動期におい
て各消防本部から集める情報の内容（受信状況や大
きな被害）の中に道路状況を含めることや、先遣調
査隊の派遣（場合によっては複数方面）などが必要
であろう。現時点では研究段階であるが、一般車両
の動態から道路の通行可能／不可能を判定しようと
する試みもなされている３）。

近年の経験から、地震時には周辺に渋滞が発生す
る可能性が非常に高いといえる。渋滞場所の迂回や
緊急走行などが可能となるような、地元警察による
誘導を希求する声が現場には強い。
このような現状に対する支援策として、同様に初

動期に道路情報が必要な警察や自衛隊、道路管理部
局との情報共有の促進、移動時間や給油場所の調整、
さらには、重点的な仮復旧が必要な区間の道路管理
者への依頼など、県や国レベルでの調整や協調の促
進が検討されるべきではないか。危機管理機関の一
つとして自立性を有しつつ、全体としての効率性
（具体的には救われる人命の数）をあげる目的のた
めに協調する、という柔軟性も必要ではないだろう
か。

2.4 おわりに
緊援隊という制度が周知され、拡充されるにつれ、

その活動に対する期待は、大きくなってきていると
思われる。その中で、被害規模の違いはあるが、
2004年新潟県中越地震時よりも迅速な部隊展開が
可能となってきていることは、大きな進歩といえる。
但し、地震の被害規模は、必ずしも大きなものでは
なかったことに注意が必要である。より大規模な災
害様相に有効に対処するためには、次の段階として、
前線部隊については、被災地における活動に対して
部隊構成や到達時間が妥当であるのか、後方の調
整・支援機関については、提供情報等支援内容や他
機関との調整内容は妥当であるのか、今後も検討を
していく必要があると思われる。
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１）消防庁応急対策室：能登半島地震、新潟県中越
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表2-2 能登半島地震時の消防応援に関する時系列



15

表2-2（つづき）



16

表2-2（つづき）



17

表2-2（つづき）



3.1 はじめに
2007年中越沖地震（2007年７月16日 10時13分

発生）では、新潟県長岡市・柏崎市・刈羽村、長野
県飯綱町で最大震度６強を記録し、表1-3の通り、
死者11人（関連死４人を除く）・重軽傷者約2300
人、火災３件（柏崎刈羽原子力発電所の変圧器火災
を含む）、住家全半壊約7000棟などの被害が発生し
た。発災直後から殺到した救急・救助要請への対応
により、柏崎市消防本部の部隊は一時すべて出払う
状態になった。延焼火災や多数の要救助者が集中し
て発生するような事態は発生していないが、情報収
集－処理力も含めて、現地の消防力を越えた災害で
あったことは間違いない。この災害を教訓とした消
防機関の課題は数多くあると思われるが、なかでも
初動期の対応活動は以後の活動成否をほぼ決定づけ
ることから、その具体的な方法を検討することは大
変重要である。
本章では、被災地の柏崎市消防本部が行った情報

収集・処理活動とそれに基づく部隊運用状況に関す
る聞き取り調査結果並びに県代表消防本部への聞き
取り結果をまとめるとともに、それに基づき、大地
震時の消防機関における対応計画・初期活動のあり
方について議論する。
なお、本章末尾に、聞き取り結果および県内応援

隊の活動状況を付した。

3.2 柏崎市消防本部への聞き取り調査結果
3.2.1 指令室・災害対策本部の状況
聞き取り結果（本稿末尾）に基づき、以下に当日

の情報収集・処理活動とそれに基づく指令管制の状
況を復元する。なお、本節中「災害対策本部」（以
下災対本部）とは、柏崎市消防本部の地震災害対策
本部のことである。
指令室では、強震動によって指令室勤務員３名が

椅子から飛ばされた。119番通報が殺到した。司令
室にいた３名全員が受信にあたり、30分間で35通
報を取った（表3-1、図3-1）。１通報の処理には平
均２分半を要したことになる。通報のほとんどが救
急要請であった。阪神・淡路大震災時、119番回線
による「問合せ」の多さが指摘された１）が、今回
は発災後30分の時点で問合せ１件（交通情報の問
合せ）、無音１件であり、大きな問題とはなってい
ない。なお、発災から30分後の時点で、19件の出
動待ち事案が発生していた。
発災３分後までの着信事案に対して救急隊５隊に

出動指令を行い、後は、車両はあっても隊員がいな
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表3-1 柏崎市消防本部119番受信状況

図3-1 中越沖地震時の災害覚知と初動対応の状況



い（隊が出せない）状況になった。その後に受信し
たものについては、指令室が手いっぱいであること
と出せる隊がなくなったことから、自然に、紙ベー
スで災対本部に伝達し、災対本部が職員の参集状況
を見ながら順番に対応する方式になった。一方指令
室では、通報者に対して「近隣住民で協力してほし
い」等を回答した。９分後には救助要請が来たが、
同様な回答をした。14分後の東京電力柏崎刈羽原
子力発電所敷地内の変圧器火災（以下「東電火災」
という）の通報についても、原発本体の火災ではな
いことが判明していたこともあり、「自衛消防隊で
対応してほしい」と回答した。
指令室では、殺到する119番受信とその処理に全

員がかかりっきりとなったため情報共有はできず
（各人が何をしているかもわからないほどの状況で
あったという）、被害の全体像把握や事案の優先度
判断はできなかった。多数の119番通報が入電して
いることから、119番回線に途絶地域が出ている可
能性は考えられていない。最初の頃は、消防無線に
も応答できていない。
一方、発災時の当直責任者（休日だったため、消

防長・署長が到着するまでの柏崎市消防本部の最高
責任者）は、発災時刻と通報状況から考えて、火災
は少ないものと判断していた。発災から約30分後
には、対策本部で地図上に受信地点を落とす作業が
始まった。市中心部と北東方向に被害が集中してい
るのが分かった。この時点では、直後出火（発災時
の強震動に起因するもの）２件が覚知されている
（表3-2）。
Ｓ産業の火災および東電火災に対しては、出動可

能隊がなかったため、いずれも即時の対応ができな
かった。東電火災については、119番による第一報
受信時、変圧器火災であり、原発本体への危険性は
なく、可燃物は絶縁油のみであることが判明してい
た。Ｓ産業の火災は、初回通報時「地震で爆発して、
けが人（火傷）が出た、火は消した」であった。現
場に最も近い救急隊が他の現場に出ていたため「自
分たちの車で何とかしてください」と回答するとと
もに、現場から20km離れた高柳分遣所の救急隊に
出動指令を出した。しかし病院に負傷者を搬送して
きたＳ産業関係者から「まだ消えていない」との報
が消防署に入ったため災害拡大危険を感じ、参集者
によって編成した消防隊を10:53に出動させた。
発災から約47分経過後の11:00に、参集者で編成

した化学車を東電火災に出動させた。なお、そのと
きにはNHKで東電火災の様子が報道されていた。
組織と情報の流れ（紙ベース処理）が安定したと

感じたのは昼過ぎであった。14:38には新潟市消防
局の指揮支援隊が県内応援隊として到着し、この処
理はさらにスムーズに進行するようになった。
被害が市中心部に集中していたので、分遣所から

の救急車は一つの活動が終わっても帰所させず本部
で待機させた。かなり早い段階でそのようにした。
ポンプ車も高柳分遣所から本部へ移動した。
12時頃、病院にエアテントを張り、病院職員と

救急隊員で応急救護所を作った。柏崎市消防本部で
は、阪神淡路大震災を教訓として、2004年新潟県
中越地震時に連絡員を病院へ派遣しており、今回は
それを発展させた。
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3.2.2 初動期の課題に関する考察
（１）119番受信の問題
ここでは今回の災害に限定せずに、大地震発生時

の119番通報の問題について述べる。119番通報に
内在する問題については、次のような指摘がなされ
ている２）。
・管轄地域内で途絶／非途絶が混在する可能性
→途絶地域の方に被害が集中している可能性が高
いにもかかわらず、これを覚知できない事態の
発生

・輻輳が起る可能性
・問合せ等の非災害通報が通報の多くを占める
・火災多発時にあっても、救急・救助関連の通報
が火災通報よりも何桁も多くなる

・災害規模の軽重を問わずに通報が行われる→受
信側のキャパシティに限界があるため、「早い
者勝ち」になる
これらは119番通報によっては災害の全体が把握

できず活動方針を立てることが困難であり、さらに
災害受信の管内均一性が担保できないことを意味す
る。しかし指令室では部分的途絶や輻輳の発生を直
接知る術がなく、入電情報しかつかみ得ないため、
これらを考慮せずに受信－出動指令を進行させる
と、被害の低い地域に部隊投入が偏ってしまう可能
性がある。
119番通報に内在する問題自体を制御・解消する

ことはできない。したがって、大規模災害時に119
番通報のみに拠って災害対応を行うことは、かえっ
て対応の的確さを損ねる可能性が高い。加えて、消
防力を越える災害に対して覚知順に対応することの
是非も考慮しなければならないであろう。劣勢下に
おける消防力投入は優先度を考慮したものでなけれ
ばならないにもかかわらず、優先度の高い災害通報
が必ずしも他より早期に行われるとは限らないから
である。
そのような事態の発生を前提として、限られた情

報からいかに初動期の消防活動を正しく統御できる
か──具体的に言えば、「判断機能を維持し、優先
順位を考慮した部隊運用（指令）が行えるかどうか」
が初動期の指令室における最大の課題であろう。

（２）部隊運用・指令管制の課題
平常時、部隊は指令室で一元管理・運用される。

大規模災害が発生した場合は、対策本部（他に「警
防本部」「震災警防本部」など、いくつかの呼称が
ある）にその機能を移すとする計画を持つ消防本部
が多い。大都市消防本部では、119番通報の集中や
災害覚知の困難性などによって指令室における一元
管理が不可能となることが予測されるため、署にそ
の機能を移すところも多い。
しかし指令室は、対策本部が立ち上がるまでは消

防本部の中枢機能を維持する必要がある。そのため
には、受信処理作業と同時に、その上位に、全体統
括を行う体制が維持されなければならない。全体統
括が行われなくなれば、対応は優先度を考慮しない
ものでしかなくなる。逆にいえばこれは、指令室員
の作業可能量を超える着信状況となったときの対応
手順（指針）をあらかじめ定めておかねばならない
ということを意味している。活動方針の決定（どん
なことが起っており、限られた消防力を何に優先投
入すべきかを判断する必要がある）、事案優先度の
判断（消防力を超えると思われる時にはこれが必要
になる）、指令管制をどう行うのかなど、各本部が
指令室の事情を勘案して具体的な行動手順を検討し
定めておく必要があろう。
このことは、消防本部の規模の大小を問わない課

題である。大都市消防本部では指令室の勤務人員は
比較的多いが、着信件数も都市規模に比例して多く
なるため、一人当たりの作業量が緩和されるわけで
はないからである。ただ、スケールメリットにより、
指令室責任者の全体統括機能を維持しやすいという
有利性はある。しかし、大規模災害時（特に初動期）
は、短時間のうちに不十分極まる情報に基づき判断
し、対応を進めていかねばならない時期である。消
防本部がいかなる規模であっても、初動期における
活動方針の決定、事案優先度の判断、指令管制等の
具体的な方法を定めておかなければ、初動期の混乱
から脱することは困難であろう。
（３）未覚知災害への備えに関する課題
今回の災害では初期に火災が覚知されず、また大

規模延焼火災などの発生もなかった。しかし消防機
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関にとって消火活動は、消防機関以外の代替力のな
さ、急激な拡大とそれに伴う焼死者の発生を考慮し
たとき、他の活動（救急・救助）と比較して優先度
が高いと考えられる２）３）４）。阪神・淡路大震災の
ように消防力をはるかに越えるような火災件数であ
れば「火災対応優先」の判断はむしろ困難なく行え
ると思われるが、今回の場合のように火災が覚知さ
れない場合、殺到する救急・救助要請に応えること
は自然の流れである。しかし、仮定論議ではあるが、
出動可能隊がなくなった段階で例えば大規模延焼の
恐れがある火災が覚知されれば、その対応が後手に
回ることは、たまたま先になった救急活動効果と比
較してはるかに致命的な事態を生む可能性がある。
とはいえ、「未発生／未覚知」の火災に対応する

ために部隊を残しておくなどの対応は、いかに延焼
火災の危険性を考えたとしても現実問題としては困
難であり、悩ましいところである。災害の全体像に
対する不断の目配りが、消防指令室や消防の対策本
部に求められていると言えるだろう。

3.2.3 情報収集
ここでは、119番通報以外の情報収集について述

べる。特に困難があったと思われるのは、道路情報
の収集である。初動期は参集職員からの情報、その
後は市災対本部の情報（警察からの情報は十分には
入ってこなかった模様）も収集したが、情報の同定
作業や損壊程度の把握が困難であり、また、部隊へ
の周知もできなかった模様である。事実上、トラ
イ・アンド・エラー方式でやらざるを得ない場面も
多く、対向車（一般車・他消防本部の応援部隊）か
らの情報も有効であった。消防活動は道路の状況に
大きく左右されるが、消防機関の独自収集能力は限
られている。今後、現実的な把握方策を検討してい
く必要がある。
安否情報は、主に消防団が収集した。行方不明者

（散歩中に発災し、歩道で倒壊建物の下敷になった
事案）の確認作業は、消防団経由と併せて独自の聞
き取り調査・倒壊家屋の再調査を行った。警察とは、
地域区分して分担した。
行方不明者の確認作業は大変困難で、大都市にな

ればなるほど捜索範囲の絞り込みが不可能に近くな
る。一方で、時間帯によっては歩道通行中に倒壊に
巻き込まれる例が多数に上る可能性があり、「人の
通行する場所に倒壊建物が倒れ込んでいる個所」を
重点的に捜索することも、必要な視点となるのかも
知れない。

3.2.4 県内応援等
発災直後（10：30）に長岡市消防本部から被害

状況の問合せが入り、新潟市消防局からは10：35
に「何が必要か」との問合せが入っている（後述
3.3.2参照）。柏崎市消防本部からは、10:35に救急
隊・救助隊とヘリの要請が行われている。こうした
応援側・受援側の早期の対応は、2004年の水害や
2004年新潟県中越地震の経験が活かされたものと
思われる。
応援隊のナビゲーターには受援地の消防職員があ

たったが、その分、実働隊員がいなくなるというジ
レンマに苦慮した模様である。今回の災害では１車
両に１名のナビゲーターが同乗したため、消防隊に
よるパトロールをしようとしても、ナビゲーターの
数がボトルネックになった。災害規模によって様々
な対応方法が考えられるが、大部隊の応援を受ける
場合、被災地消防本部は初動期の活動を縮小し、応
援隊のサポートに徹することがトータルでの活動効
果を高め、管内の被害を軽減する責務を果たすこと
になるかも知れない。応援側にあっても受援消防本
部の士気に配意することが必要であろう。

3.3 新潟市消防局への聞き取り調査結果
3.3.1 新潟県の県内応援体制
新潟県の広域応援体制は、県面積が広く（国内第

５位）、南北に長く広がり離島も含んでいることも
あって、上越・中越・下越・佐渡の４地域（ブロッ
ク）に区分されている。県内応援は３段階に区分さ
れ、第１次応援はブロック内、第２次は被災ブロッ
クに隣接する消防本部、第３次は全県の応援体制と
なる。出動登録部隊は、第１次および第２次応援に
対応する部隊と第３次に対応する部隊の２段階に区
分して登録されている。ブロックごとに代表消防本
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部があり、被害情報も当該消防本部がまとめ、県代
表消防本部（新潟市消防局）に報告する体制になっ
ている。新潟市消防局は、応援に関する調整を行う
ため、応援隊調整本部を設置する（ことができる）。
応援隊調整本部には以下の任務が定められている
［以上、「新潟県広域消防相互応援協定」から］。
・先遣隊の派遣
・指揮支援隊の編成
・応援隊の派遣計画の策定
・車両、資機材、燃料等の調整
・緊急消防援助隊との連絡、調整
・関係機関（国、県、仙台市消防局）との連絡、
調整
県外への応援については、地域代表を先遣隊とし

て先行派遣し、被災地進出拠点までは部隊毎に移動
することや、状況によって地域毎に移動することな
ども検討されている。
課題としては、新潟市消防局内に設置される応援

隊調整本部要員の参集基準見直しが挙げられてい
る。今回の地震では新潟市の一部でも震度５弱が観
測されたため要員が自動参集したが、もしそうでな
かった場合は、県内応援の要請後に参集発令となり、
対応に遅れが生じる。そのため、「県内で震度５弱
以上が観測されたときには」に変更することが検討
されている。

3.3.2 県内応援状況
ここでは、県内応援の概略について主に応援隊調

整本部（新潟市消防局に設置）における初期の活動
に着目してまとめる。新潟市消防局がまとめた県内
応援の応援活動状況を本稿末尾に掲載した。なお、
本災害に関する緊援隊の派遣経過は、概略次のとお
り。10:40に新潟県は消防庁長官に緊援隊派遣要請
（航空隊による情報収集）を行い、出動の求めを受
けた仙台市消防局の航空隊が出動した（11：25離
陸）。この時点では、陸上部隊の必要・不要の判断
は保留された。以降、航空隊を中心として15隊110
人が派遣された。11：00に消防庁は緊援隊陸上部
隊の出動可能隊調査を開始した。12:45に新潟県は、
陸上応援部隊は不要と判断し、緊援隊の陸上活動部

隊は派遣はなされなかった。
新潟市でも震度５弱が観測されたため職員が自動

参集し、また新潟市内には顕著な被害がなかったこ
とから、祝日であるにも関わらず応援体制は比較的
早期に立ち上がった模様である。
中越地域代表の長岡市消防本部が柏崎市消防本部

に被害状況を問合せ、第１次県内応援の要請を受諾
し、10：30、中越地域の各消防本部に応援要請
（第１次要請）。10：35には新潟市消防局が直接柏
崎市消防本部に連絡、東電火災に対応するため化学
車の要請と甚大な被害に対応するための応援要請を
受諾。同時刻には長岡市消防本部から被害情報が報
告され、10：36に上越地域（被災地域の隣接ブロ
ック）の各消防本部に応援要請が行われた（第２次
要請）。ここまでの経過時間は、発災から23分であ
った。
発災から42分後の10：55には県下全消防本部と

連絡確認を完了し、その中で柏崎市消防本部管内以
外は顕著な被害がないことを確認。ここで県下全体
の被害様相と応援可否が第１次集約されているが、
これは、迅速な応援活動を行う上で大きな判断材料
になったものと思われる。
11：00には新潟市消防局から先遣隊が出動し

（派遣決定は10：43）、柏崎市消防本部には12：58
に到着した。
応援隊調整本部は、災害状況から、各地域代表消

防本部を通じて県下全消防本部に対して登録部隊の
出動準備を指示。11：15には下越地区（新発田地
域消防本部）へ応援を要請し、これで事実上の全県
応援体制（佐渡地域を除く）となった。残る佐渡地
域に対しては、11：40に応援要請が行われている。
この後は、15：40までの間に３回の増援（救急隊
９、救助隊１）要請が行われている。
発災当日に応援出動した部隊数は、指揮支援隊２、

消火隊７、救助隊11、救急隊23、後方支援隊10隊
の計53隊188人である。なお、県内応援で最も早く
柏崎市に到着したのは、小千谷市消防本部の救急隊
（11：44，発災から約１時間30分後）であった。
今回の災害では、新潟市消防局が代表となり情報

収集と対応が進められた。被災ブロックも自律的に
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機能し、祝日の発災であったにも関わらず、迅速な
対応活動が展開されたと思われる。他の都道府県で
も同様の体制はとられているが、新潟市消防局をは
じめ新潟県の県下消防本部には2004年の水害や
2004年新潟県中越地震を直接経験した職員が在職
しており、対応行動に習熟の効果と精神的な余裕が
感じられる。「助け合う意識」「顔の見える関係」も
円滑な対応に大きな役割を果たしているものと考え
られる。このような規模の災害を短期間に繰り返し
経験することは稀なことであるが、であるからこそ、
新潟県の県内応援に学ぶべきことは多いであろう。

3.3.3 DMAT等医療体制
DMATは、今回、多数被災地入りしたらしい。

しかし、それぞれが独自行動をとった模様である。
それぞれがヘリ搬送を要求したため、この調整に困
難が生じた。また、あるドクターヘリが独自判断で
患者搬送を行ったため運用予定が崩れたという場面
もあった。外部から来るDMAT等を含めた救急医療
の統括やヘリの管制については、今後、必要な部分
の一元化や指揮系統の整理、そしてその徹底が必要
であると思われる。
さらに付記すれば、大都市で発生した地震災害で

は多数の死傷者が発生し、医療リソースの対応可能
量との乖離が極端に大きくなることが予測される。
そのような状況では、住民レベルから高度救急医療
に至るまでのあらゆる段階でトリアージが必要とな
ろう。いつの時点で、どこで、誰がどのようにトリ
アージを行うのか、地震時の救急医療体制について
は、根本的あるいは対応活動の最上流（時系列的に
早期）に関して未整理の課題が多い。救急医療体制
の立ち上がりには時間を要するため、時系列・段階
発展的な体制イメージとそれに対応した役割分担の
設定が必要であろう。
ここで注目したいのは、消防の救急隊である。救

急隊は発災初期から唯一運用できる可能性が高い医
療リソースである（他の医療リソースは、大災害で
あればあるほど自己病院等の機能維持に追われて外
来対応が困難になると思われる）こと、高度な判断
能力を有する救急救命士が配置されていることなど

の点において、初動期における貴重なリソースであ
ると考えられる。しかし残念なことに、初期には医
療情報（受け入れ可否等）が取得できないことや
119番通報の情報からでは有効な優先順位付けがで
きないと思われることから、効果的な活動ができな
い可能性が高い。
DMATなどの応援体制が強化されてきた今、地

震時の救急医療に関する全体像を見直す時期ではな
いだろうか。

3.3.4 現地への移動と道路関係
応援隊調整本部は、先遣隊の派遣に際し、

NEXCOおよび高速道路警察隊に「緊急車両は、通
行可能なところまで通行させてほしい。必要に応じ
て先導してほしい」旨、申し入れている。高速道路
の情報はNEXCOおよび高速道路警察隊から比較的
早期に入手できるが、一般道の情報は入手が困難だ
った模様である。県にはわずかずつ入るが、情報を
把握するのに半日程度は時間を要した。今回は先遣
隊が状況を応援隊調整本部に報告し、それを現地へ
向かう部隊へ流した。長距離になるため、長岡市消
防本部が中継を行った。現状では、被災地への進入
ルートについては、関係機関からの情報収集と合わ
せて、先遣隊による確認が有効であろう。消防車両
には大型のものがあり、その通行可否は一般車両と
は大きく異なる。一方、救急車などは一般車両と大
差がない。結局確実なのは消防職員の目による確認
であり、それによって大部隊の引き返しなどのリス
クを避けられると思われる。今後普及すると思われ
る道路情報系システムの活用にあたっても、通行可
否の判定やルート選択手法（どの程度のリスクを背
負うか、など）に関しての検討課題があるだろう。
新潟市消防局の応援部隊は、11：40に出動し、

14：38に柏崎市消防本部に到着している。平常時、
高速道路を通行すれば約１時間だが、約３時間を要
している。救急隊のみであればもっと早期に到着で
きたが、大部隊の移動により時間を要したものであ
る。応援隊の移動方法については、今回の応援より
もさらに大規模な緊援隊（都道府県単位）まで考え
たときには、車種別に分割して走行するなど、さら
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に検討の余地がある。
なお、新潟市消防局からは、県隊がバラバラにな

ってしまうと、被災地入りした時に「住民の立ちふ
さがり」に遭遇して苦慮する可能性が高くなるため、
いったん被災地前で集結する必要性も指摘された。
応援部隊の活動を有効・適切にするためにも、また
そもそも被災地消防機関の活動効果を確保するため
にも、住民の立ちふさがりに対する現実的な方策を
持たねばならないだろう。

3.3.5 他機関との連携
今回の災害では数日に及ぶ行方不明者の捜索活動

が２件あったが、消防と他機関の情報共有はあまり
積極的には行われなかった模様である。一方現場に
おいては、それぞれの能力・資機材の融通が適切に
行われた場所もある。
現在、各機関とも救助能力の向上に努めており、

「組織間の対抗心理」から来る現場争い等の生じる
可能性も否定はできない。人間の行いであるから、
完全にこれを払拭するのは困難ではあろう。しかし、
要救助者の救出を第一義に考えねばならないことは
自明である。生き埋め情報、行方不明者情報等を共
有し、活動範囲の分担や活動内容の分担などを災対
本部で調整し、各機関の活動統制を行う必要がある。
現場レベルでも、各機関の特性を考慮し、互いの長
所を生かし合うような活動調整が必要であろう。あ
るいは国レベルにおいて、各機関の役割分担や災害
時の調整方法を見直すことも必要な時期に入ってい
るのかも知れない。

3.4 おわりに
以上、2007年新潟県中越沖地震に関する現地消

防機関への聞き取り調査結果を報告するとともに、
過去の地震災害から得られた課題も含めて議論し
た。
消防力を超える災害が発生したとき、消防本部は

全体状況の把握（予測）に基づいて優先度の判断を
行い、部隊を投入する必要に迫られる。部隊投入の
方針を決定する時間帯（おおむね発災後３－５分以
内）においてその機能は、消防指令室が果たす必要

がある。少なくとも119番通報の着信順に部隊投入
するのかどうかという決断が必要とされる。しかし、
この限られた時間帯における災害状況の見積もり
は、事後系情報によるのでは不可能に近い。したが
って、震度情報とそれに基づく被害予測システム
（自治体独自のものまたは簡易型被害予測システム
５）等）によって大ざっぱな全体像をイメージし、
最初の決断を行う方法が最も現実的・合理的であろ
う。被害予測量の大小をいくつかのパターンにして
判断を簡便化し、対応行動が自動進行されるような
事前計画を策定しておくことが必要であると考え
る。もちろん予測値を補完・修正し、最初の判断と
対応を適時修正するための情報収集手法（事後系情
報システム）も必要だが、初動期判断の実行手順に
関しては、事後系情報システムの整備以前の問題と
して、最優先で構築しておかねばならないだろう。
また、発生していない（覚知できていない）が、

もし発生すれば致命的な事態に繋がりうる事案に対
する目配りと気配りの必要性も、今後さらに検討す
る必要がある。
阪神・淡路大震災によって地震災害対策は大きく

進んだ。特に緊援隊の体制整備と全国的な経験の蓄
積は、今後の災害対応に大きな役割を果たすであろ
う。とはいえ、本稿でいくつか述べたように、初動
期においては解決が大変困難な課題も多い。その意
味では、近年発生している地震災害は、それらの課
題が顕在化してこない規模と災害発生状況であっ
た。あと少し地震規模が大きく、例えば市街地火災
が多発するような場合には、被災地消防本部の初期
対応の成否が最終被害を大きく左右するであろう。
そこには、いかに緊援隊を整備しても左右し得ない
時間帯が存在する。各消防本部はこうしたことを具
体的に想定・想像し、自己組織に合った形の実践的
な初動期対応計画を構築する必要があろう。
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［指令室の状況］
・ 指令室勤務は、合計３名であった。発災時、３
名とも椅子から飛ばされた。

・ 防災行政無線で震度広報を行おうとしたが、そ
の前に119番通報が殺到した（召集連絡はできな
かったが、非番員90人のうち57人（63％）は１
時間以内に参集している（30分で37／90））。

・ （非災害報も含めて）10時台に79件、11時台
に56件の着信が取れた。

・ 発災30分後までに35本を受信した。３人とも
119番対応でかかりっきりになった。したがって、
被害の全体像がどうとか、災害への対応優先順位
などは考える余裕がなかった。夕方まで必死で受
信と記録をした。ほっとしたのは夕方で、夕方ま
でのことは、ほとんど記憶がない。119番通報に
よる要請は、ほとんど救急だった。

・ 発災３分後までの着信事案に対し、救急５隊の
指令を行い、後は隊員がいない状況に陥った。そ
の後は、紙に受信内容を記録し、それを消防の災
害対策本部へ回して、そこで参集者がそろった順
番に指令を出した。受信順に指令を出した。受信
順に指令したのは、非番者が順調に集まっていた
という側面もある。

・ （部隊が底を尽き）指令室で指令が組めなくな
った後の119番通報に対しては「近隣住民で協力
してほしい」という要請を回答した。９分後には
救助要請が来た（それまでは救急要請のみ）が、
同様な回答をした。

・ 発災30分後の段階で35件の救急要請があった
が、19件の出動待ちの事案が出ていた。自火報
の誤作動通報が１件、無応答１件、交通情報の問
合せが１件あった。ＬＰＧ転倒に対しては「火気
厳禁」、東電からの火災通報には「自衛消防隊で
対応してほしい」と回答した。その他、ガス漏れ
１，無音１、交通問い合わせ１、救助１（参集を
待って出動）。問い合わせが多かった印象はない。

・ 指令室では一般加入回線のダイヤルインも鳴っ
たが、取れなかった。

・ ３人での情報交換・共有が出来なかった。隣の
指令係員が何をしているかも分からない状況。消
防無線もほとんど取れなかった。（ある程度経っ
てから）現場と指令室は無線でやりとりをした。
最終的には指令室には８名が入った。

・ （あのような状況では）指令室には119番受信
３人、無線対応３人、一般電話対応３人が必要だ
と思う。しかし、それだけの人間は（本部規模か
ら言って）出せないことも事実。

・ 指令室から対策本部に部隊運用と指令管制が移
っても、どの事案にどの隊を出したかを指令室に
返さなかったので、指令室では対応状況が分から
なかった。

・ 電話回線が切れなくて良かった。電話局のラン
プ（着信電話局が分かるもの）には注意しなかっ
た。119番が来ているので、全ての電話回線が生
きているものと思っていた。

・ 発災直後、指令室から事務所へ、「何人か応援
に来てほしい」と要請したが、隊員の負傷もあり、
庁舎内が混乱しており、出場もしなければいけな
いということで、指令室への応援は出せなかった。

・ マスコミからの電話対応に困った。ほとんど署
長が対応したが、指令室に入ったものは、１１９
通報が入ったら切らざるを得なかった。

［災害対策本部および署の状況］
・ 地震時に、署員１名が負傷した。はしご車と救
助工作車がぶつかり、双方が損傷した。はしご車
は、救助工作車にもぶつかり損傷させた。そのた
め両車両は出動不能になった。トラックに救助用
の資機材を移して救助対応できるようにした。そ
の後、損傷部分（シャッター）が手動で開くよう
になったため、救助工作車は出動可能となった。

・ 当直の消防隊員の印象として、時間的に火災が
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起きにくいだろうという予測があった。また、参
集者の情報からも火災がなかった。

・ 東京電力の火災は、原発本体から離れた非管理
区域で変電器の絶縁油が燃えているとのことだっ
た。電気は停止しており、延焼危険もなく災害の
拡大危険がないと判断した。Ｓ産業火災の方は、
第一報は爆発が発生したものの消えたとのことで
あった。ところが後からまだ消えていないという
情報がもたらされ、延焼が懸念され災害の拡大危
険を感じた。

・ 高柳分遣所では、乗り換え運用をしており、消
防車があるが人手不足で出せなかった。

・ 約30分後には対策本部で地図上に受信地点を
落とす作業が始まった。市中心部と北東方向に被
害が集中しているのが分かった。対策本部ではこ
のときに火災２件を知った。

・ 組織と情報の流れ（紙ベース処理）が安定した
と感じたのは昼過ぎくらいか。14:38には新潟市
消防局の指揮支援隊が到着した。大変うまくさば
いてくれた。

・ 消防の災害対策本部と市の災害対策本部の間は
加入電話によった。

・ 被害が市中心部に集中していたので、分遣所か
らの救急車は一つの活動が終わっても本部へ来さ
せた。かなり早い段階でそのようにした。ポンプ
車も高柳分遣所から本部へ移動した。

・ 救急については、病院にエアテントを張り（12
時頃）、病院職員と救急隊員で救護所を作った。

・ 11名（現在の認定は15名）の死因としては、粉
塵爆発１名、くも膜下１，それ以外は圧死。うち
１名は救助時に意識が有り、ヘリで搬送すること
にしたが、途中の救急車内でＣＰＡとなったため，
ヘリ搬送を取りやめた。

［情報関連］
・ 道路状況は参集職員からの聞き取りを行った
が、十分には分からなかった。また、出動隊に周
知ができなかった。県からの情報はなかった。

・ 直後の情報収集：参集職員同士の情報交換であ

る程度の把握ができ、煙の視認無し、さらに発災
時刻と入電状況から考えて、当直責任者は、非常
に早期に（発災３０分後以内には）火災は少ない
ものと判断できていた。「救助全力」という意思
決定をした。

・ 消防としての情報活動について、２日目から記
録を心がけた。

・ 消防団が安否情報を集めた。行方不明者の確認
作業は、消防団経由と独自の聞き取り調査等を行
った。倒壊家屋の再調査を行った。散歩で行方不
明との情報で、警察と地域区分して調査を行った。

・ 安否確認は隊員が疲れた時間帯なので、大変だ
った。

・ 市の災対には警察からは十分な情報が来なかっ
たので情報交換しにくかった。一日目は自分たち
で別々に何とかするというのが現状だろう。

・ 道路情報は市災対で似たような情報が多いので
見逃しも発生しやすい。整理と共有ができない。

・ 病院への道は使えた。
・ 柏崎から長岡への迂回路は対向車や応援隊から
情報を得た。結果として当初小千谷経由で長岡日
赤へ送っていたが、東側の道も使えることが分か
った。

［応援関係］
・ DMATが早く入った。現場まで来たものもある。
48時間以内だったと思う。

・ 広域医療搬送も早くから始まった。火傷者の搬
送に取りかかったのは１０時台から。

・ 新潟市消防局から「何が必要か」と聞いてきた。
10:35には救急救助の応援要請とヘリの要請を出
した。

・ ヘリには道路を中心とした被害情報収集を期待
したが、ヘリの統制の仕方が分からず、画像がラ
イブでは入らなかった。

・ 11:44には小千谷地域消防本部からの隊が最先
着（消火隊、救急隊各１）、三条市消防本部の応
援隊は来る途中で住民に止められ、死亡１、けが
１を乗せた。
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・ 報告書類はＡ用は緊援隊用を流用していたが、
県内用のものを作成中。その他は緊援隊のものを
利用。

・ 応援隊にナビゲーター（消防職員）を乗せると
実働がいなくなるという面がある。部隊として常
に動くとは限らないので各車両に配置する必要が
ある。消防団に依頼するにも、自分の地域以外に
ついては道路状況等不明なのではないか。迂回路
の判断は難しい。

［原発火災対応］
・ 消防本部には東電の放射線量データは無い。非
管理区域の変電器で火災と聞いた。報道からの指
令室への問い合わせが増えた。

・ 出動時、署の前から上下線とも渋滞していた。
道路中央を緊急走行し、市街地を抜けた。橋の前
後には段差があったが、１車線分だけがれきで埋
めてあった。刈羽村に入ると地下道のある所など
で段差を生じていたが通過できた。国道と東電ゲ
ートへの途中にある跨線橋に30cmの段差があ
り、通れなかった。迂回して別方向から原発を目
指した。途中で住民に止められた。「倒壊した家
屋に一人住まいのおばあさんがいるはずだが見あ
たらない。」ということで、見分するも家屋内に
いるかどうか不明な状況だったので、分遣所に連
絡したうえで現場を離れた。原発では管理区域内
にも段差を生じていた。消火栓３カ所から４本の
ラインがあり、うち２本は水が出ていなかった。
残りの２本から1.5～２ｍ程度の水が出たので、
それを化学車への給水とした。泡放射を実施した。
煙が出なくなった後は水で冷却し、12:10鎮火の
判断をした。

・その後の措置等：消防車２台、耐震防火槽の配置、
消防用設備の確認（特例ではなく自治体）、消防
指令室と各号機中央制御室・対策室等とのホット
ライン（１対９）の設置

［その他］
・ 今回の災害を踏まえ、震災時の情報収集のあり

方についての問いに対し、
「火災・救助・救急ともに、自主登庁する職員によ
るものが主力であろう。後は、テレビや県から」

「情報収集体制は、本部規模に応じて自然にできあ
がるのではないだろうか。」
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4.1 はじめに
地震等の災害が発生し、被災地の消防力だけでは

緊急対応が困難な場合、消防庁長官の指示・要請に
より、広域応援をするという緊急消防援助隊の制度
がある。ある県で災害が発生した場合、出動する緊
急消防援助隊の派遣元の県は地域ごとに計画されて
いる。派遣元県は要請に基づき、各消防本部から消
防隊を集め、集結した隊は県隊を構成し派遣先消防
本部へ進出する。
しかし、この計画には被災地消防本部への到達時

間に関する検討が不足しており、例えば2004年新
潟県中越地震の際には、消防庁長官の出動の求めか
ら現地到着まで最も早い県隊で５時間を要している
1）。この災害においては大規模な延焼火災が発生し
なかったため問題は顕在化しなかったが、火災の延
焼阻止を第一優先任務と考えると、この到達時間は
遅すぎると思われる。その後、集結方法や給油方法
に工夫が必要との認識が広まりつつあるものの、系
統的な研究が実施されていないが現状である。
そこで、第4章では、2007年能登半島地震時に緊

急消防援助隊として派遣された富山県隊、福井県隊、
滋賀県隊を対象に、現着までに要した時間及び移動
経路について、各県隊ごとの記録と、財団法人日本
デジタル道路地図協会が発行している「デジタル道
路地図データベース」を用いて分析した。
具体的には、集結形態、集結場所、利用道路、進

出方法などを整理し、各消防本部―集結場所、集結
場所―進出拠点、また、進出拠点―被災地へ緊急消
防援助隊が到着した時間、移動経路及び部隊の移動
形態などに関する分析を行った。

4.2 被災地までの移動形態
聞き取り調査の内容等を基に、2007年能登半島

地震に対する緊急消防援助隊の移動状況を、本章末
の図4-a-1～a-3にまとめた。各県隊の移動状況を模
式的に表すと図4-1のようになる。

4.3 データの作成
4.3.1 分析に用いたデータセット
緊急消防援助隊の移動経路及び移動速度を求める

ために、財）日本デジタル道路地図協会が発行して
いる「デジタル道路地図データベース」を用いた。
このデータセットは、カーナビ等で数多く用いられ
るデータでもあり、ネットワーク表現に適した構造
で作成されている。このことから、地理情報システ
ム（GIS:Geographic Information System）のネッ
トワーク分析機能などを用いることで、距離や時間
などの最短経路探索が可能であり、災害時の迂回路
検索および緊急輸送路の選定などにも用いられたり
している。
このデータセットは、以下のような特徴を持って

いる。
・高速道路のような幹線道路には、工事用図面など
を参考に道路開通より先にデータが更新される。

・道路の属性として、道路種別、管理者、道路路線
番号、行政区域、道路の幅員などがある。
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第４章 能登半島地震発生時の緊急消防援助隊の進出方法の分析
－道路ネットワーク分析を通じて－

図4-1 2007年能登半島地震緊援隊各県隊の移動
方法の模式図
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図4-2 富山県隊の移動経路

表4-1 道路種別の速度の割り当て表

図4-3 福井県隊の移動経路 図4-4 滋賀県隊の移動経路



4.3.1 ネットワークの作成（初期条件の設定）
デジタル道路地図は、ノード（ライン）とリンク

（ポイント）の集合体であり、最短距離や時間を求
めるためには、ノードの距離、ノードを通過する速
度を与える必要がある。
そこで、まず、各ノードの長さ（単位：M）を求

めた後、表4-1のように道路種別ごとの速度を割り
当て、最適経路を探索するため、コスト（インピー
ダンス）として、ノードの距離（長さ）や時間（分）
を指定した。
また、より現実に近い経路を求めるために、道路

種別の階層（Hierarchy）を作成した。階層範囲と
して、表2のコードから1，2を幹線道路、3～7を一
般道路、9，0をローカル道路として定義した。
道路ネットワーク解析では、階層を用いることで、

ローカル道路より一般道路、一般道路より幹線道路
を優先的に通るルートを選択することができる。こ
れにより、特に遠い場所への解析の際には、できる
だけ早く高速道路に入り、目的地近くまで到達した
ら、一般道路、ローカル道路へと、徐々により現実
的なルートを選ぶことが可能となる。

4.4 緊急消防援助隊の移動経路
各県隊の記録をもとに、緊急消防援助隊の移動経

路を再現した。図4-2、4-3、4-4に県隊ごとの移動
経路を示す。
富山県隊の移動経路をみると、富山県から能登半

島へのアクセスは、国道160号線を経由する方法が
最短であるが、能登有料道路上の高松SAが進出拠
点とされた。
また、滋賀県隊の高島市消防隊は、北陸道尼御前

ＳＡが進出拠点として指定された時点で、同ＳＡよ
りも先行しており、結果として滋賀県隊本隊と離れ
て穴水町役場まで、単独で移動した。そのため、滋
賀県隊とは別の移動経路となった。特に、滋賀県隊
が能登有料道の徳田大津料金所から県道3号線、国
道249号線を使って移動したのに対して、高島市消
防本部隊は、徳田大津料金所より先の横田料金所か
ら県道23号線、国道249号線を使って穴水町役場ま
で移動している。

4.5 緊急消防援助隊の移動速度の推定
4.4で道路ネットワーク分析を行うことにより、

各県隊の移動経路および区間ことの距離の推定が可
能であった。ここでは、活動記録と推定された区間
ごとの距離に基づき、各隊の移動速度を推定する。

4.5.1 各消防本部－集結場所の移動速度
図4-5は、各消防本部から県隊の集結場所までの

活動記録時間とネットワーク分析を行うために割り
振った時間に基づく推定時間を比較したものであ
る。概ね、初期設定の時間と一致しているが、中に
はかなりの時間の差が見られ、これらは、給油や休
憩などによるものであると推測されるが、より検討
を要する。
特に、はしご車が入っている大津市隊、東近江消

防隊が、他の隊と同じ走行速度を維持していること
は、興味深い。

4.5.2 単独消防本部の長距離移動
単独で長距離移動した例として、高島市消防本部

隊の移動状況を図4-6に示す。先に述べたとおり高
島市消防本部隊は、他の緊急消防援助隊が通ってな
い、甚大な道路被害があった能登有料道路の区間
（徳田大津料金所－横田料金所）を通っている。
北陸道や能登有料道では、後続する滋賀県隊他隊

との関係と見られるが、それほど速くはなかった。
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図4-5 各消防本部－集結場所の移動速度



一方、一般道（金沢西IC－内灘料金所、横田料金所
―穴水町役場）の区間速度は、同本部隊が緊援隊各
隊の中で最も速く、これは、隊が2隊（消火隊１、
救急隊１）と小さかったためであると推測される。

4.5.2 滋賀県隊の移動速度（進出拠点－被災地）
滋賀県隊の移動速度を区間別（尼御前SA－輪島

市役所の区間）に整理すると図4-7のようになる。
富山県隊および福井県隊の進出拠点である能登有料
道の高松PAではなく、北陸道の尼御前SAに県隊を
集結させていること、穴水町役場、輪島市役所まで
他の県隊と合流することなく、滋賀県隊単独移動を

している。
滋賀県隊の中には特殊車（はしご車）が２隊含ま

れているにも関わらず、移動速度において、結果的
にほかの２県隊より速い。聞き取り調査によれば、
滋賀県隊は一般道において隊を２分割しており、そ
の効果と思われる。

4.5.3 富山県隊の移動速度（集結場所－進出拠
点）
部隊規模および移動形態（集結場所－進出拠点）

が滋賀県隊と類似しているため、尼御前SA－今浜
料金所までの区間の速度、北陸道・能登有料道の平
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図4-6 高島市消防隊の移動状況（高島市消防本部－輪島市役所）

・高島市消防本部－北陸道の敦賀IC（国道161号線、国道8号線、幅員：5.5m～13m以下、総延長：31.8km）平均速
度47km/h

・敦賀IC－徳光ICまでの北陸道（幅員：5.5m～13m以下、総延長：119.3km）平均速度67km/h
・徳光IC－金沢西ICまでの北陸道（幅員：5.5m～13m以下、総延長：7.4km）平均速度14km/h
・金沢西IC－内灘料金所の一般道（国道8号線、県道60号線、県道8号線、県道60号線、幅員：5.5m～13m以下、総延
長：10km）平均速度41km/h

・内灘料金所－徳田大津料金所までの能登有料道路（幅員：13m以上、8.7km、5.5m～13m以下、12.6km、総延長：
21.3km）平均速度66km/h

・徳田大津料金所－横田料金所までの能登有料道路（幅員：5.5m～13m以下、総延長：11.6km）平均速度16km/h
・横田料金所－穴水町役場（県道23号線、国道249号線、幅員：5.5m～13m以下、総延長：20.6km）平均速度
km43/h

・穴水町役場ー輪島市役所（国道249号線と県道1号線、幅員：5.5m～13m以下、総延長：21.9km：平均速度35km/
ｈ
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図4-7 滋賀県隊（本隊）の平均移動速度（尼御前SA-穴水町役場－輪島市役所）

・尼御前SA―金沢東ICまでの北陸道（幅員：5.5m～13m以下、総延長：4.3km）：平均速度83km/ｈ
・金沢東IC―能登有料道路の内灘料金所までの一般道（幅員：5.5m～13m以下、総延長：10km）：平均速度35ｋｍ/
ｈ

・内灘料金所―今浜ＩＣまでの能登有料道路（幅員：13m以上、12.6km、総延長：21.7km）：平均速度82km/ｈ
・今浜ＩＣ―徳田大津料金所までの能登有料道路（幅員：13m以上、8.7km、5.5m～13m以下、12.6km、総延長：
21.3km）：平均速度71km/h

・徳田大津料金所-穴水町役場まで（県道3号線と国道249号線、幅員：5.5m～13m以下、総延長：28.9km）：平均速
度31ｋｍ/ｈ

・穴水町役場ー輪島市役所（国道249号線と県道1号線、幅員：5.5m～13m以下、総延長：21.9km）：平均速度
35km/ｈ

図4-8 富山県隊と福井県隊の集結場
所―進出拠点、進出拠点―穴水
町役場間の推定時間と記録時間
の比較



均速度を80km/hとし、金沢東IC－内灘料金所の一
般道の平均速度を35km/hとして、走行距離に対す
る走行時間を求めた結果、推定走行時間が43分に
対し、記録走行時間は45分と類似した時間の推定
が可能であった（表4-2、図4-8下の赤い三角）。

4.5.4 福井県隊、富山県隊の移動速度（進出拠
点－被災地）
福井県隊と富山県隊は、進出拠点である能登有料

道の高松SAから、穴水町役場、奥能登消防本部門
前分署まで、基本的に同じ経路や時間を使って移動
している。今回、滋賀県隊のような詳細な移動記録
を入手できなかったため、高松SAから穴水町役場
まで、一般道と能登有料道の移動速度を把握するこ
とができない。但し、穴水町役場から奥能登消防門
前分署までの移動記録（平均速度：福井県隊、

21km/h、富山県隊、22km/h）は入手できた。そ
こで、滋賀県隊が、能登有料道路徳田大津料金所か
ら穴水町役場まで平均速度31km/ｈ、また、穴水町
役場から輪島市役所まで35km/hで走行しているこ
とから、この二つの区間の走行条件は、ほぼ同じで
あると考えた。つまり、富山県隊と福井県隊は、穴
水町役場から奥能登消防門前分署まで、それぞれ平
均速度21km/ｈと22km/ｈで走行しているので、能
登有料道徳田大津料金所から穴水町役場までの県道
３号線と国道249号線の区間の速度を22km/hと推
定すると、残りの区間（高松SA－徳田大津料金所）
を平均速度45km/hで走行したことになり、徳田大
津料金所から穴水町役場までの記録と推定時間の差
が7分と5分と、それほど差がないことから、大き
な間違いはないと判断できる（表4-3、図4-8上の赤
い三角と黒い四角）。
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表4-2 富山県隊の移動速度（集結場所－進出拠点）

・小矢部川SA―金沢森本IC（北陸道、幅員：5.5m～13m以下、総延長：17.1km）：平均速度80ｋｍ/ｈ（推定速度）
・金沢森本IC－内灘料金所（国道304号線、国道8号線、国道159号線、幅員：5.5m～13m以下、総延長：11.4km）平
均速度35ｋｍ/ｈ（推定速度）

・内灘料金所－高松SA（能登有料道路、幅員：13m以上、総延長：15.1km）平均速度80ｋｍ/ｈ（推定速度）

表4-3 福井県隊、富山県隊の移動速度（進出拠点－被災地）

・福井県隊（16隊）＋富山県隊（31隊）で移動
・高松ＳＡ－徳田大津料金所の能登有料道（幅員：13m以上、15.2km、5.5m～13m以下、総延長：21.3km）：45ｋ
ｍ/ｈ（推定速度）

・徳田大津料金所-穴水町役場まで（県道3号線と国道249号線、幅員：5.5m～13m以下、総延長：28.9km）：平均速
度22ｋｍ/ｈ（推定速度）

・穴水町役場―奥能登消防門前分署の一般道（国道249号線、県道1号線、県道7号線、国道249号線、幅員：5.5m～
13m以下、総延長：18.6km）：平均速度21ｋｍ/ｈ



滋賀県隊と比べ、約2/3の速度になった理由とし
ては、部隊が大きくなったことによる渋滞などの影
響などが考えられ、第2章のヒアリング調査結果と
一致する。

4.6 まとめ
2007年能登半島地震における緊急消防援助隊の

活動記録と財）日本デジタル道路地図協会が発行し
ている「デジタル道路地図データベース」を用い、
ネットワーク分析を行い、表4-4のような結果を得
ることができた。部隊規模が大きくなるにつれ、ま
た、被災地に近づくにつれ、移動速度が低下すると
いう２つの傾向が見える。しかし、このデータは
2007年能登半島地震という一つの災害のデータで
あり、一般性に欠ける。今後、実際の災害時の応援
部隊の移動事例として同種データを蓄積していくこ
とにより、応援の派遣方法、受援方法についての具
体的な想定が可能になるものと考える。

第４章参考文献
1) 消防研究所：平成16年（2004年）新潟県中越
地震被害及び消防活動に関する調査報告書、平成
17年9月
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表4-4 2007年能登半島地震時の緊急消防援助隊の部隊規模・被災地との距離に対する走行速度
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図4-a-1 富山県隊の移動状況

図4-a-2 福井県隊の移動状況
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図4-a-3 滋賀県隊の移動状況
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2007年に相次いで発生した能登半島沖地震と新潟県中越沖地震では、建物倒壊
などによって大きな被害が生じた。地元は今も復興の渦中にある。被害に遭われた
方々に心よりお見舞い申し上げます。

今回実施した調査の結果、近年の大規模災害の経験から来る進歩が確認されると
ともに、初動活動や応援活動に関する検討課題が浮かび上がってきた。
初動に当たる地元の消防機関は、地震直後に災害の全体像の大まかな予測を行う

必要がある。それは、災害規模に対して消防力が不足するかどうか、不足するなら
ば被害最小化のために現有勢力をどのように運用するべきか、さらにはどの程度の
応援を要請するのかが急迫の決断事項となるからである。しかし初動期には情報が
未確定かつ断片的であり、必要な判断を必要な時期に行うことは容易ではない。さ
らに、応援隊が被災地に到着するまでには、埋めにくい時間の溝があることも明ら
かになってきた。現実問題として応援活動に何を求め得るのか、そしてそれを直視
した初動のあり方は以下にあるべきかという２つの問題が、時系列の中で一体的に
再想定されるべきではないか、ということが我々の現在の問題意識である。

この調査時に感じたことは、多くの消防機関が、課題、反省事項を洗い出し、次
の災害に対してよりよい対応をしたいと強く希求していることである。ここで得ら
れた知見をベースにさらなる知識探求・検討を行い、それをできるだけ具体的で実
践可能なものにして多くの消防本部並びに関係機関に発信していくことが、我々に
課せられた使命であると考えている。

執筆担当者
第１章 座間信作
第２章 新井場公徳
第３章 杉井完治
第４章 鄭炳表

調査担当者
消防研究センター

座間信作、新井場公徳、杉井完治、遠藤真、河関大祐、高梨健一、山田常圭、久保田
勝明、天野久徳、篠原雅彦、鴻田秀雄

消防庁 技術政策室
細川直史

独立行政法人情報通信技術研究機構 情報通信セキュリティ研究センター 防災・減災基
盤技術グループ

鄭炳表
東京大学大学院 工学系研究科都市工学専攻 消防防災科学技術寄付講座

関沢愛、岡部弘志、廣井悠、諸隈貴寛
財団法人デジタル道路地図協会 研究開発部

小田泰充

おわりに
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資料１ 能登半島地震災害の被害調査写真（その１）
（調査日時：2007年４月３～５日）
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資料１ 能登半島地震災害の被害調査写真（調査日時：2007年４月３～５日）（その２）

奥能登広域圏事務組合消防本部穴水分署付近。道路、橋に亀裂等を生じている。

穴水駅周辺：駅舎の入り口には沈下を生じている。商店街には倒れかかっている家など、損壊が激しい建
物が見られた。取り壊し済みの建物も多い。

穴水町 家屋被害状況（N37゜13.755 E136゜54.265） 穴水町 家屋倒壊（N37゜13.898 E136゜54.358）

穴水分署の車庫の前にできた段差（埋めてある） 穴水分署前の橋の取り付け部の段差（埋めてある）

穴水町 護岸の破損・変形（N37゜13.829 E136゜54.279） 破損した護岸。周辺は被害大（N37゜13.829 E136゜54.279）

穴水町住宅地。河川の護岸の古い場所で護岸変形と背後地盤の側方流動がみられ、その周辺で古い店舗に
被害が出ている。少し離れた場所でも倒壊等がみられる。地盤の影響があるように見える。
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資料１ 能登半島地震災害の被害調査写真（調査日時：2007年４月３～５日）（その３）

地点２ 補強土と見られる盛土部分が崩壊。崩土は田の上を長距離流走している。冠頭部から見える範囲
では、落差約15ｍ、幅約50ｍの道路法面が崩落し、末端部までの水平距離約130ｍ，落差40ｍ、見かけの
摩擦角は17゜であった。道路を北東からたどる（上の地形図参照）と、尾根を屈曲した後に沢を１本渡り、
凸部を抜けた後３本の沢を含むやや平坦な地形が形成されている。路盤が盛り土で形成されたことは間違
いないが、道路の山側まで亀裂を生じており、地山も含む変状が生じている可能性もある。なお、東側の
沢部分でも道路が損壊しているが、その部分では路肩のみの変状である。

能登有料道路の被害箇所。地点１ 補強土と見られる盛土部分が崩壊。崩土は田と家屋に落ちた。

能登有料道路中島町豊田地区調査地点
地点１（N37゜06.258 E136゜49.256）盛土部が崩落して車
線減少

地点２（N37゜06.002 E136゜49.031） 左の地点 流走土砂の様子（N37゜06.002 E136゜49.031）

七尾港の護岸付近の液状化による変状

液状化による地盤沈下（N37゜02.945 E136゜58.156） 護岸の側方変位（N37゜02.974 E136゜58.181）
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資料１ 能登半島地震災害の被害調査写真（調査日時：2007年４月３～５日）（その４）

門前町黒島地区。被害調査。家屋に被害が多い。

七尾市田鶴浜地区センター周辺の調査 傾斜した家屋・土蔵等を認める。但し被害は散在・局所的で、全
体が被害をうけているという状況ではない。水田を造成した地盤という話をお聞きした。

七尾市田鶴浜地区 傾斜した家屋（N37゜03.762 E136゜
53.330）

七尾市田鶴浜地区 土蔵の損傷（N37゜03.746 E136゜
53.276）

門前町黒島地区 北前船記念館外壁被害
（N37゜16.980 E136゜44.091）

左の写真の脇の道路変状。敷石がずりを生じている。

門前町黒島地区 建物の倒壊（N37゜16.924 E136゜44.032） 門前町黒島地区 防火水槽 一部損傷、減水。（N37゜
16.967 E136゜44.169）
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資料１ 能登半島地震災害の被害調査写真（調査日時：2007年４月３～５日）（その５）

黒島地区は急斜面上に立地しており、擁壁の変状とその上の地盤の傾動が多く見られた。土蔵に被害が多
い傾向も見られる。

門前町黒島地区 高台にある寺院の前の斜面に刷り下が
りを生じ建物に被害（N37゜16.897 E136゜44.109）

門前町黒島地区 斜面の擁壁の被害（N37゜16.897 E136

゜44.098）

門前町黒島地区 斜面下部で変状が発生した結果、階段
の手すりが引っ張られている。下部では斜面の押し出し
がある。（N37゜16.937 E136゜44.011）

門前町黒島地区 建物被害。両側の家が道路側に傾斜し
ている。側溝にも変状有り（N37゜17.056 E136゜44.216）

門前町黒島地区 土壁の外に板塀を貼った構造の壁が被
害をうけている。

門前町黒島地区 土蔵の損傷が多く見られた。（N37゜
17.055 E136゜44.215）
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資料１ 能登半島地震災害の被害調査写真（調査日時：2007年４月３～５日）（その６）

門前町総持寺地区 寺院の倒壊（N37゜17.273 E136゜
46.120）

門前町総持寺地区 店舗の倒壊（N37゜17.408 E136゜
46.123）

写真左部分の基礎が移動しているが、奥の柱にはずれが
ない。（N37 17.388 E136 46.123）

門前町総持寺地区 建物倒壊（N37゜17.385 E136゜46.121） 連続する道路亀裂（N37゜17.367 E136゜46.245）

輪島市門前町支所周辺。地盤変状は余り認められず、建物そのものに被害を生じている。

門前町総持寺地区 建物の傾斜（N37゜17.357 E136゜
46.006）
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資料１ 能登半島地震災害の被害調査写真（調査日時：2007年４月３～５日）（その７）

門前町道下地区 軒並み著しい傾斜を生じている。（N37

゜17.445 E136゜44.717）
門前町道下地区 軒並み著しい傾斜を生じ、倒壊も発生。
（N37゜17.368 E136゜44.620）

門前町道下地区 倒壊家屋（N37゜17.368 E136゜44.620）

門前町道下地区 防火水槽。被害無し。（N37゜17.357

E136゜44.588）

門前町道下地区 建物の被害（車庫もしくは物置）（N37

゜17.368 E136゜44.620）

門前町道下地区 家屋倒壊

門前町道下（とうげ）地区 著しい傾斜を生じた家屋が多く、被害が甚大。
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資料１ 能登半島地震災害の被害調査写真（調査日時：2007年４月３～５日）（その８）

門前町鹿磯地区 道路より上部にも下部にも段差を生じ
た斜面変状（N37゜17.485 E136゜44.170）

門前町鹿磯地区 左の写真の上部斜面に生じた、段差を
伴う亀裂（N37゜17.485 E136゜44.170）

門前町鹿磯地区 集落の道から上の変状があらわれた斜
面（N37゜17.451 E136゜44.205）

門前町鹿磯地区 斜面下の住宅地内の道路の圧縮・隆起
（N37゜17.452 E136゜44.198）

門前町鹿磯地区。海岸付近の小丘陵周辺の集落。斜面に変状が生じた。斜面下部の住宅地に圧縮変形が見
られた。
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資料１ 能登半島地震災害の被害調査写真（調査日時：2007年４月３～５日）（その９）

輪島市稲船町から大野町間の国道249号線の崩壊（N37゜
23.838 E136゜55.901）

同左

輪島消防署の庁舎前の亀裂
（N37゜23.420 E136゜53.992）

家屋の傾斜（N37゜23.828 E136゜53.865）

住吉神社灯籠等の倒壊。倒壊していないものも。（N37゜
23.860 E136゜53.866）

土蔵造りの損壊。板で隠れているが内部が酷いとのこと
（N37゜23.619 E136゜53.788）

輪島市市街地周辺
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資料１ 能登半島地震災害の被害調査写真（調査日時：2007年４月３～５日）（その10）

輪島市熊野町斜面崩壊。地下水湧き出し高さが３つある。
河床からの高さ62ｍ，倒れた杉まで49ｍ，幅63ｍ，
（N37゜20.284 E136゜53.870） 左と同じもの 一時天然ダムを形成した（N37゜20.284

E136゜53.870）

上の斜面崩壊上部。節理の発達した砂岩と見られる。崩
壊の主体はこの部分と見られる。

左の崩壊のすぐ横にみられた地盤の露出部。砂岩質な堆
積岩中にわずかに開口亀裂。上部は粘土。

県道滝又三井線の崩壊（整形後）。周辺に亀裂はない。
（N37゜18.867 E136゜53.677）

斜面災害状況。河川沿いの崩壊によって天然ダムや土石流が報告されている。県道滝又三井線では、北国
新聞によれば２日夕方に崩壊が発見された。
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資料２ 中越沖地震の被害調査写真 （その１）
（調査日時：2007年７月18～19日、23～24日）

柏崎市内の家屋倒壊状況

東本町３丁目。道路に面した家屋の倒壊率（完全に倒
れたものと隣の建物に支えられているもの）は20％を
越える。西本町から東本町にかけて小丘陵（比高10ｍ
程度）が続いている。その頂部付近で家屋被害が著し
い。液状化痕はいくつか見られたが、高密度というほ
どでもない。マンホールの抜けなども顕著ではない。寺院の倒壊現場（行方不明者捜索中）

国土地理院25000分の１「柏崎」
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左の商店街を東端から見た状況。これよりも東の住宅
地にも倒壊が多い。

東本町の商店街では、路盤の沈下などを生じている。
商店街西端では３棟の商店が倒壊していた。

資料２ 中越沖地震の被害調査（2007年７月18～19日、23～24日）写真 （その２）

東本町から西谷一丁目にかけて建物の倒壊が多い。
中央町でも被害がある。

東本町３丁目を西から見た状況。この道路に面する建
物は67棟中14棟が倒壊（完全に倒れたもの）。

四谷１丁目の建物被害状況。

左と同じ踏切から東側（四谷一丁目）方向。この道路
沿いの建物の倒壊（完全に倒れたもの）は39棟中６棟。

倒壊している建物は比較的古いものが多いが、古くて
も倒壊していないものもある。

（N37゜22.195 E138゜33.48）

（N37゜22.207 E138゜33.627）

（N37゜22.225 E138゜33.892）

（N37゜22.233 E138゜34.033）

（N37゜22.225 E138゜33.907）
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資料２ 中越沖地震の被害調査（2007年７月18～19日、23～24日）写真 （その３）

東本町（N37゜22.212 E138゜33.65）

中央町（N37゜22.415 E138゜33.552）
中央町（N37゜22.288 E138゜33.845）

東本町（N37゜22.221 E138゜33.888）

東本町（N37゜22.213

E138゜33.66）

中央町（N37゜22.502 E138゜33.065） 中央町（N37゜22.275 E138゜33.785）

諏訪町（N37゜22.165

E138゜33.91）
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柏崎市西本町。北側（西港町側）は崖、南側は緩傾
斜の斜面の比高10ｍ程度の丘陵がある。北の崖面
には亀裂が入り崖の足許は押し出しを生じている。
南向きの緩斜面でも斜面下方へずれる動きがあった
ようで、家屋倒壊が生じている。

（上）西本町・西港町の崖の変状。崖上部に亀裂と沈下、
下部に押し出しを生じている。平坦部に圧縮亀裂を生
じている（下の写真）。（N37゜22.155 E138゜32.91）

崖が押し出し、家屋を押している（N37゜22.013 E138゜
32.857）

崖に押された地盤が、平坦部の道路に押し出し隆起し
ている。建物には外見上の変状は見られなかった。
（N37゜22.013 E138゜32.827）

東本町（N37゜22.085 E138゜33.892）

東本町（N37゜22.085 E138゜33.888）

資料２ 中越沖地震の被害調査（2007年７月18～19日、23～24日）写真 （その４）
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資料２ 中越沖地震の被害調査（2007年７月18～19日、23～24日）写真 （その５）

西本町の丘陵上の家屋倒壊現場。南向きの緩い斜面
（N37゜22.103 E138゜32.877）

道路面の開口亀裂。奥に見えているのが上の倒壊家屋

がけの上の寺院裏に生じた開口亀裂と傾斜（N37゜
22.135 E138゜32.913）

西本町の丘陵上の家屋被害。右上の家屋の斜め向かい。

西本町二丁目の寺院の倒壊。丘陵の麓部にあたる。
（N37゜21.89 E138゜33.278）

西本町二丁目 丘陵上の商店街。地盤沈下による浮き
上がり（N37゜22.147 E138゜33.088）
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市内の被害
資料２ 中越沖地震の被害調査（2007年７月18～19日、23～24日）写真 （その６）

市役所近くの住宅地の倒壊現場。手前の側溝が狭窄し
ている。（N37゜22.415 E138゜33.552）

市役所北西隅にあるK-net観測点。盛土と見られ、擁壁
には亀裂も見える。周辺には倒壊に至る家屋は少ない。
道路損傷はやや多い印象。

東本町 道路の開口亀裂。坂道にある。建物や擁壁、
電柱には被害が無く、アスファルトだけが斜面下部に
引きずられたらしい。（N37゜22.188 E138゜33.622）

東港町 家屋被害（N37゜22.263 E138゜33.087）

東港町 擁壁の転倒（N37゜22.263 E138゜33.087） 東港町 家屋傾斜（N37゜22.245 E138゜32.958）
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ＪＲ信越本線青海川駅付近の斜面崩壊 国道８号線米山トンネル（柏崎市米山町）。壁面の損傷
状況。内側に向けて座屈したようにふくらみだしてい
る。（N37゜19.18 E138゜26.913）

荒浜地区（N37゜24.718 E138゜34.97） 刈羽村大塚建物被害（N37゜25.04 E138゜37.742）

市街地外の被害状況

資料２ 中越沖地震の被害調査（2007年７月18～19日、23～24日）写真 （その７）

橋梁取り付け部の沈下と変位（N37゜20.532 E138゜
29.363）

柏崎アクアパーク（学校町） 液状化による地盤変形
に起因した建物変状（N37゜22.225 E138゜33.322）
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