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広 報 連 絡 
 

 

１ 件  名  平成２８年（２０１６年）熊本地震に対する緊急消防援助隊

の出動について 

 

２ 内  容  平成２８年（２０１６年）熊本地震に対して、１６日３時２０

分付けで、消防庁長官から岡山県に対して、緊急消防援助隊の出動

の求めがありました。 

これに対し、岡山市から統合機動部隊として、「指揮支援隊１、

航空小隊１、指揮隊１、消火小隊３、救助小隊３、救急小隊３、後

方支援小隊３、通信支援小隊１、特殊装備小隊２隊の計１８隊」・

「ヘリ１機・車両１６台」・「人員５９名」を現地派遣するもので、

岡山市北区鹿田町二丁目４－１岡山市北消防署に集結し、参集場所

の熊本県上益城郡益城町惣領２１６７熊本県消防学校へ向けて４時

５０分に出発したものです。 

         また、岡山県隊として、「指揮隊１、消火小隊３、救急小隊３の

計７隊」・「車両７台」・「人員２５名」を現地派遣するもので、

岡山市北区東古松一丁目１－３４（旧）岡山市北消防署に集結し、

熊本へ向け６時２７分に出発しています。なお、統合機動部隊を含

む岡山県隊の総数としては、県内１４消防本部（局）から５１隊（１

機・４９台）人員１８３名です。 

 

３ 備  考  熊本県熊本地方を震源とする地震（別紙） 
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熊本県熊本地方を震源とする地震（第１９報） 
 

平成２８年４月１６日（土）４時１５分 
消 防 庁 災 害 対 策 本 部 

※下線部は前回からの変更点 
 

 

１ 地震の概要（気象庁調べ） 

 (1) 発 生 日 時       平成２８年４月１４日 ２１時２６分頃 

 (2) 震 央 地 名         熊本県熊本地方（北緯３２．７度、東経１３０．８度） 

 (3) 震源の深さ   １１㎞（暫定値） 

 (4) 規   模   マグニチュード６．５（推定値） 

 (5) 各地の震度（震度５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 

   震度５強 熊本県：熊本市中央区、熊本市北区、菊池市、宇土市、合志市、 

美里町、大津町、菊陽町、御船町、山都町、氷川町 

震度５弱 熊本県：八代市、上天草市、阿蘇市、天草市、長州町、和泉町、 

高森町、南阿蘇村、甲佐町、嘉島町（震度５弱以上未入電）、 

宮崎県：椎葉村 

 

 (6) 余震の概要（最大震度５弱以上の余震、気象庁調べ） 

○発生日時    平成２８年４月１４日 ２２時０７分頃 

・震源地   熊本県熊本地方（北緯３２．８度、東経１３０．８度） 

・震源の深さ 約１０ｋｍ 

・地震の規模 マグニチュード５．７（推定値） 

・各地の震度（震度５弱以上）※市町村はすべて熊本県 

震度６弱  益城町   

震度５強  西原村、熊本市東区   

震度５弱  玉名市、菊池市、大津町、菊陽町、美里町、合志市、熊本市中央区、

熊本市西区、熊本市南区   

 

○発生日時    平成２８年４月１４日 ２２時３８分頃 

・震源地   熊本県熊本地方（北緯３２．７度、東経１３０．７度） 

・震源の深さ 約１０ｋｍ 

・地震の規模 マグニチュード５．０（推定値） 

・各地の震度（震度５弱以上） 

震度５弱 熊本県宇城市 

 

○発生日時    平成２８年４月１５日 ００時０３分頃 

・震源地   熊本県熊本地方（北緯３２．７度、東経１３０．８度） 

・震源の深さ 約１０ｋｍ 

・地震の規模 マグニチュード６．４（推定値） 

・各地の震度（震度５弱以上）※市町村はすべて熊本県 

震度６強  宇城市   

震度６弱  氷川町、熊本市南区   

震度５強  八代市、宇土市、西原村、御船町、嘉島町、美里町、熊本市西区   

震度５弱  玉名市、甲佐町、山都町、熊本市東区  
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   ○発生日時    平成２８年４月１５日 ０１時５３分頃 

・震源地   熊本県熊本地方（北緯３２．７度、東経１３０．８度） 

・震源の深さ 約１０ｋｍ 

・地震の規模 マグニチュード４．８（推定値） 

・各地の震度（震度５弱以上） 

震度５弱  熊本県山都町  

 

   ○発生日時    平成２８年４月１６日 ０１時２５分頃 

・震源地   熊本県熊本地方（北緯３２．５度、東経１３０．１度） 

・震源の深さ 約１２ｋｍ 

・地震の規模 マグニチュード７．３ 

・各地の震度（震度５弱以上） 

     震度６強 熊本県：南阿蘇村、熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西区、菊池市、 

              宇城市、合志市、大津町、宇土市、嘉島町 

震度６弱 熊本県：阿蘇市、熊本市南区、熊本市北区、八代市、玉名市、菊陽町、 

         御船町、美里町、山都町、氷川町、和水町、上天草市、天草市 

大分県：別府市、由布市  

震度５強 福岡県：久留米市、柳川市、大川市、みやま市 

佐賀県：佐賀市、上峰町、神埼市 

長崎県：南島原市 

熊本県：南小国町、小国町、産山村、高森町、山鹿市、玉東町、長洲町、 

甲佐町、芦北町 

大分県：豊後大野市、日田市、竹田市、九重町 

宮崎県：椎葉村、高千穂町、美郷町 

震度５弱 愛媛県：八幡浜市 

福岡県：福岡市南区、遠賀町、八女市、筑後市、小郡市、大木町、 

広川町、筑前町 

佐賀県：白石町、みやき町、小城市 

長崎県：諫早市、島原市、雲仙市 

熊本県：荒尾市、南関町、人吉市、あさぎり町、山江村、水俣市、 

津奈木町 

大分県：大分市、臼杵市、津久見市、佐伯市、玖珠町 

宮崎県：延岡市 

鹿児島県：長島町  

 

○発生日時    平成２８年４月１６日 ０１時４４分頃 

・震源地   熊本県熊本地方（北緯３２．８度、東経１３０．８度） 

・震源の深さ 約１０ｋｍ 

・地震の規模 マグニチュード５．３（推定値） 

・各地の震度（震度５弱以上）※市町村はすべて熊本県 

震度５弱 玉名市、大津町、熊本市西区、熊本市北区 

 

○発生日時    平成２８年４月１６日 ０１時４６分頃 

・震源地   熊本県熊本地方（北緯３２．９度、東経１３０．９度） 

・震源の深さ 約２０ｋｍ 

・地震の規模 マグニチュード６．０（推定値） 

・各地の震度（震度５弱以上） 

  震度６弱 熊本県：菊陽町、合志市、熊本市東区 

震度５強 熊本県：玉名市、菊池市、大津町、嘉島町、和水町 
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震度５弱 長崎県：南島原市 

熊本県：南阿蘇村、長洲町、宇城市、熊本市中央区、熊本市西区、 

熊本市南区、熊本市北区、上天草市 

 

○発生日時    平成２８年４月１６日 ０３時０３分頃 

・震源地   熊本県阿蘇地方（北緯３３．０度、東経１３１．１度） 

・震源の深さ 約２０ｋｍ 

・地震の規模 マグニチュード５．８（推定値） 

・各地の震度（震度５弱以上）※市町村はすべて熊本県 

震度５強 阿蘇市、南阿蘇村 

 

○発生日時    平成２８年４月１６日 ０３時５５分頃 

・震源地   熊本県阿蘇地方（北緯３３．０度、東経１３１．２度） 

・震源の深さ 約１０ｋｍ 

・地震の規模 マグニチュード５．８（推定値） 

・各地の震度（震度５弱以上）※市町村はすべて熊本県 

  震度６強 熊本県：産山村 

震度５強 熊本県：阿蘇市、南阿蘇村 

震度５弱 熊本県：南小国町、高森町 

     大分県：竹田市 

 

 (7)  津   波 

津波注意報 平成２８年 ４月１６日０１時２７分 気象庁発表 

有明・八代海 

１６日０２時１４分 解除 

 

 ※平成２８年４月１４日に発生した、熊本県熊本地方を震源とする地震については、「平成 

２８年（２０１６年）熊本地震」と命名（４月１５日） 

 

２ 被害の状況（震度５弱以上 最大震度は余震を含む最大震度） 

(1)人的被害（各県からの情報） 

 （最大震度７） 

   【熊本県】 死者９名、重傷５２名、軽傷７３２名 

（最大震度６弱） 

【大分県】確認中 

（最大震度５強） 

【福岡県】 軽傷３名 

【宮崎県】 軽傷２名 

【佐賀県】 確認中 

   【長崎県】 確認中 

 （最大震度５弱） 

【愛媛県】 確認中 

   【鹿児島県】確認中 

 

 (2)物的被害（各県からの情報） 

（最大震度７） 

   【熊本県】 確認中 

（最大震度６弱） 

【大分県】確認中 
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（最大震度５強） 

【福岡県】 確認中 

【宮崎県】 確認中 

【佐賀県】 確認中 

   【長崎県】 確認中 

 （最大震度５弱） 

【愛媛県】 確認中 

   【鹿児島県】確認中 

 

 (3)その他の被害（各県からの情報） 

（最大震度７） 

   【熊本県】  

・１６日１時２５分以降の余震により、大津町、菊池市、上天草市、玉名市で停電が

発生。庁舎は自家発電により対応中。 

・南阿蘇村において多数の救助事案発生中 

（最大震度６弱） 

【大分県】 

 ・１６日１時２５分以降の余震により、別府市でエレベーター等の閉じ込め多数。 

（最大震度５強） 

【福岡県】 確認中 

【宮崎県】 確認中 

【佐賀県】 確認中 

   【長崎県】 確認中 

 （最大震度５弱） 

【愛媛県】 確認中 

   【鹿児島県】確認中 

(4)各消防本部からの報告（速報値のため県からの報告と相違がある場合もあり） 

 【熊本県内各消防本部】 

①宇城広域連合消防本部（熊本県宇城市、宇土市、美里町） 

救助２件（救出済）、救急１９件 

②上益城消防組合消防本部（熊本県嘉島町、甲佐町、御船町、山都町） 

重傷 1名、軽傷９名、程度不明３名 

火災２件（鎮火済）、救急２１件 

※１６日０１時２５分以降の余震により、けが人の情報あり 

③熊本市消防局（熊本県熊本市、西原村、益城町） 

人的被害 

死者９名（熊本市１、益城町８） 

＜死者の状況＞ 

 熊本市：６０歳代女性 

益城町：２０歳代男性 

５０歳代女性 

    ６０歳代男性 

     ８０歳代男性 

     ６０歳代男性 

５０歳代女性 

    ９０歳代女性 

     ８０歳代女性 

住家被害：熊本市 全壊１棟・半壊５棟 

益城町 多数 
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閉じ込め ８件（救出済み） 

火災２件（鎮火済）、救助３５件、救急１７２件 

※１６日０１時２５分以降の余震により、益城町老人ホームにおいて閉じ込め者６０

名、その他生き埋め者６名、火災４件、救助２７件（１５名救助済）、救急２０件 

熊本市民病院に倒壊のおそれあり 

④八代広域行政事務組合消防本部（熊本県氷川町、八代市） 

※１６日０１時２５分以降の余震により、火災２件発生中 

救急１４件 

⑤阿蘇広域行政事務組合消防本部（熊本県阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、

南阿蘇村） 

※１６日１時２５分以降の余震により、建物全壊多数、１１９番多数入電中 

南阿蘇村の被害を確認しているものの、道路寸断のため困難 

建物の下敷き多数（うち１名救助活動中、うち３名救助済） 

救助１件  

⑥菊池広域連合消防本部（熊本県菊池市、大津町、合志市、菊陽町） 

※１６日０１時２５分以降の余震により、火災２件、建物倒壊１件、１１９多数入電中 

救助２件、救急１９件 

⑦天草広域連合消防本部（熊本県上天草市、天草市、苓北町） 

※１６日１時２５分以降の余震により、１１９番入電中 

【大分県内各消防本部からの報告】 

①由布市消防本部（大分県由布市） 

※１６日１時２５分以降の余震により、１１９番多数入電中 

家屋倒壊により１人閉じ込め 

救急４件出動中 

【長崎県内各消防本部からの報告】 

①島原地域広域市町村圏組合消防本部（長崎県島原市、南島原市、雲仙市） 

※１６日１時２５分以降の余震により、１１９番多数入電１５件 

(5)原子力発電所・コンビナート等の被害情報 

   ・川内原子力発電所（鹿児島県） 被害なし 

・玄海原子力発電所（佐賀県）  被害なし 

・伊方原子力発電所（愛媛県）  被害なし 

・八代地区コンビナート（熊本県）被害なし 

 

３ 避難所の状況（熊本県） 

  熊本県内（１９市町村）３７５箇所、７，２６２名（１５日 １５時００分現在） 

 

   熊本市避難所：８０箇所の避難所開設（小中学校等） 

益城町避難所：屋外避難者は解消済み  

 

４ 地方公共団体における災害対策本部等の設置状況 

   熊本県 １４日 ２１時２８分 災害対策本部設置 

  

５ 消防庁の対応 

    震度５弱以上を観測した熊本県及び宮崎県に対し、適切な対応及び被害報告について要請

するとともに、震度５弱以上を観測した関係消防本部に直接被害状況の問い合わせをした     

震度５強以上の地域の消防本部とはすべて連絡がとれている 

※１６日０１時２５分以降の余震により、熊本県阿蘇市、菊陽町において、ＮＴＴ及び衛

星電話ともに不通 

対応状況は以下のとおりである 
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１４日   

２１時２６分  消防庁災害対策本部設置（本部長：長官／第３次応急体制） 

   ２１時３１分 各県に対し、適切な対応及び被害報告について要請 

   

１５日   

５時３０分 消防庁職員４名を熊本県（２名）、熊本市（２名）に派遣 

 

６ 消防機関の活動 

（1）緊急消防援助隊の活動状況  

１４日 

２２時０５分 熊本県知事から緊急消防援助隊出動の要請 

２２時１０分 消防庁長官から高知県知事および福岡市長に対し航空小隊の出動求めの

連絡 

２２時１０分 消防庁長官から福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、佐賀県、長崎県、

広島県、岡山県、兵庫県、高知県各知事に対し出動求めの連絡 

２２時２０分 高知県航空小隊 日の出まで出動不可 

２２時３５分 鹿児島県統合機動部隊 熊本県消防学校（進出拠点）に向け出動 

        （指揮隊１、消火隊３、救助隊３、救急隊３、後方支援隊２、通信支援隊１） 

２２時３５分 岡山市消防局指揮支援隊 陸路で熊本県消防学校に向け出動 

２２時４０分 大分県大隊 熊本県消防学校（進出拠点）に向け出動 

        （指揮隊２、消火隊９、救助隊３、救急隊７、後方支援隊７） 

２２時４７分 長崎県大隊 熊本県消防学校（進出拠点）に向け出動 

（指揮隊１、消火隊７、救助隊３、救急隊６、後方支援隊６） 

２３時１５分 広島市消防局指揮支援隊 陸路で有明広域消防本部に向け出動 

２３時２０分 宮崎県大隊 熊本県消防学校（進出拠点）に向け出動 

        （指揮隊２、消火隊６、救助隊３、救急隊６、後方支援隊３） 

２３時２５分 北九州市消防局指揮支援隊 陸路で熊本県消防学校（進出拠点）に向け 

出動 

２３時２８分 福岡県大隊 熊本県消防学校（進出拠点）に向け出動 

（指揮隊４、消火隊１５、救助隊６、救急隊１５、後方支援隊２４、通信 

支援隊１） 

２３時４０分 佐賀県統合機動部隊 熊本県消防学校（進出拠点）に向け出動 

（指揮隊１、消火隊１、救助隊１、救急隊１、後方支援隊２） 

 

１５日 

０時２５分 福岡市消防局指揮支援部隊（福岡市ヘリ：ゆりかもめ）熊本県庁へ向け

福岡市ヘリで出動 

０時４５分 福岡市消防局指揮支援部隊（福岡市ヘリ：ゆりかもめ）熊本医療センタ

ー屋上ヘリポート到着 

１時１３分 福岡市消防局指揮支援部隊 熊本県庁到着 

１時１５分 福岡市消防局指揮支援隊（福岡市ヘリ：ほおじろ）宇城広域連合消防本

部へ向け出動 

１時４３分 福岡市消防局指揮支援隊（福岡市ヘリ：ほおじろ）宇土広域防災センタ

ーヘリポート到着 

１時４５分 福岡県大隊 熊本県消防学校到着 

１時５７分 福岡市消防局指揮支援隊 宇城広域連合消防本部到着 

２時００分 北九州市消防局指揮支援隊 熊本市消防局到着 

２時３０分 福岡市消防局指揮支援隊は、指揮支援部隊長の命により宇城から益城へ



7 

 

転戦 

２時３５分 佐賀県大隊 熊本県消防学校到着 

３時２５分 福岡市消防局指揮支援隊 益城町役場に到着 

４時０８分 大分県大隊 熊本県消防学校到着 

４時２４分 長崎県大隊 熊本県消防学校到着 

４時３４分 広島市消防局指揮支援隊 有明広域（荒尾消防署）到着 

４時５７分 鹿児島県大隊 熊本県消防学校到着 

５時１３分 宮崎県大隊 熊本県消防学校到着 

５時２８分 岡山市消防局指揮支援隊 熊本県消防学校到着 

５時４０分 高知県ヘリ離陸 

 

５時４５分 福岡県大隊をはじめ、各県大隊が益城町内の住宅倒壊現場において救助

活動中 

７時００分 益城町役場内指揮支援本部にて関係実動部隊と調整 

益城町内の被害の大きいエリアを分割し、各関係実動部隊の活動区域を

決定のうえ活動を実施 

８時３０分 広島市消防局指揮支援隊 指揮支援部隊長から転進指示 

（有明広域行政事務組合荒尾消防署→益城町役場） 

１０時３５分 広島市指揮支援隊 益城町役場到着 

１６日 

１時２５分 地震発生 

【迅速出動区分Ⅱ】６強：熊本県阿蘇、熊本県熊本 

【迅速出動区分Ⅲ】６弱：熊本県天草・芦北、大分県中部 

       消防庁災害対策本部から熊本県、大分県に対応する第１次出動都道府県ならび

に出動準備都道府県に対し、出動準備を依頼（陸上・航空とも） 

３時２０分 熊本県に対する増隊のため、新たに島根県、山口県に対して出動の求め

の連絡、また、兵庫県、岡山県、広島県に対して追加の部隊の出動の求

めの連絡 

３分５０分 熊本県に対する増隊のため、新たに徳島県、香川県、愛媛県に対して出

動の求めの連絡、また、高知県に対して追加の部隊の出動の求めの連絡 

４時２０分 消防庁長官から京都府知事に対して、京都市ヘリ航空小隊の出動の求め

を連絡 

 

※・岡山県、広島県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、高知県ら 

１６３隊５９４人が出動中 

※・警察、自衛隊と連携し、それぞれの区域を分担してローラー作戦を展開 

・緊急消防援助隊の陸上部隊は、主に益城町の「辻の城地区」及び「古閑地区」にお 

いて活動 

→【４／１５（金）１１時までの活動状況】 

・新たに救助された者はなし  

・救急搬送（１０件（１５名）） 

→１３時から１６時まで、同地区において再度ローラー作戦を実施 

 活動延長し１８時頃まで実施 

 

（2）地元消防機関の活動状況（県内応援を含む） 

   消防隊 ２２８隊（７８２名）（１５日４時００分現在） 

   消防団員 ４，３７４名（熊本県内１６市町）（１５日１２時００分現在） 

        

 （3）県内応援の活動状況 
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１５日   

１６時００分 県内応援隊２６隊９２名が現場活動中 

指揮隊２隊（７名）、消火部隊４隊（１６名）、救助部隊６隊（２７名）

救急部隊７隊（２３名）、その他部隊７隊（１９名）  

 

７ 政府の対応 

  １４日 ２２時１０分 非常災害対策本部設置 

      ２３時２１分 第１回非常災害対策本部会議 

   

１５日  ８時０８分 第２回非常災害対策本部会議 

      １０時４０分 非常災害現地対策本部設置 

      １６時０７分 第３回非常災害対策本部会議 

 

 

 

 

 

 

 
問い合わせ先 

  消防庁災害対策本部 広報班 
 ＴＥＬ  03-5253-7513 
 ＦＡＸ 03-5253-7553 



別紙

平成28年4月15日

１４時３０分現在

出動先都道府県 熊本県

出動部隊 隊数 人数 活動状況 活動場所

指揮支援隊 5隊 21人 被災地へ進出

航空隊 3隊 18人 被災地へ進出

陸上隊 155隊 555人 被災地へ進出

総計 163隊 594人

【県別】

部隊種別 部隊数 人数

指揮支援隊 １隊 ４人

指揮支援隊 １隊 ４人

指揮支援隊 １隊 ５人

指揮支援隊 ２隊 ８人

航空隊 ２隊 １０人

航空隊 1隊 ８人

陸上隊 ２８隊 １０５人

陸上隊 ２０隊 ８４人

陸上隊 １３隊 ５１人

陸上隊 ６隊 ２５人

陸上隊 ２３隊 ８０人

陸上隊 ６５隊 ２１０人

１６３隊 ５９４人

佐賀県

出動機関

計

緊急消防援助隊の活動状況（平成２８年４月１５日）

北九州市消防局

大分県

宮崎県

鹿児島県

長崎県

福岡市消防局

岡山市消防局

広島市消防局

福岡市消防局

福岡県

高知県



 平成２８年４月１５日（金）４時００分時点

阿蘇広域行政事務
組合消防本部

不明 不明 6 消防職員 4 隊 11 人

天草広域連合
消防本部

1 0 1 消防職員 6 隊 25 人

有明広域行政事務
組合消防本部

0 1 1 消防職員 7 隊 26 人

宇城広域連合
消防本部

不明 不明 85 消防職員 13 隊 39 人

上球磨消防組合
消防本部

0 0 0 消防職員 2 隊 6 人

上益城消防組合
消防本部

不明 不明 73 消防職員 16 隊 48 人

菊池広域連合
消防本部

不明 不明 34 消防職員 11 隊 33 人

熊本市消防局 54 60 114 消防職員 143 隊 518 人

人吉下球磨消防組合
消防本部

1 0 1 消防職員 3 隊 10 人

水俣芦北広域行政事務
組合消防本部

0 0 0 消防職員 0 隊 0 人

八代広域行政事務
組合消防本部

不明 不明 43 消防職員 22 隊 63 人

山鹿市消防本部 0 0 0 消防職員 1 隊 3 人

県内消防本部　計 － － 358 消防職員 228 隊 782 人

県内消防団 消防団員 1 600 人以上

※数字は延べ数

別 紙

熊本県内の消防機関の活動状況

市町村(組合)
消防本部名

119番入電状況

消防機関の活動状況

発災～14日中 15日～ 計
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