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『その時どうする？～災害から生き残るために～』

前　霧島市消防局長

　　　　　　後庵　博文



「「その時どうする？その時どうする？その時どうする？その時どうする？
～災害から生き残るために～」～災害から生き残るために～」

元霧島市消防局元霧島市消防局
局長局長 後後 庵庵 博博 文文局長局長 後後 庵庵 博博 文文

世界最古の消防隊は世界最古の消防隊は世界最古の消防隊は世界最古の消防隊は
☆☆ 西暦前１７年にローマ帝国の初代皇帝アウグ西暦前１７年にローマ帝国の初代皇帝アウグ

ストゥスが１隊５００人からなる７隊で編成した。ストゥスが１隊５００人からなる７隊で編成した。

初代皇帝 アウグストゥス



☆☆ 市の周辺にやぐらを建てて見張りを行い 火市の周辺にやぐらを建てて見張りを行い 火☆☆ 市の周辺にやぐらを建てて見張りを行い、火市の周辺にやぐらを建てて見張りを行い、火
災を発見したらラッパを吹いて知らせていた。災を発見したらラッパを吹いて知らせていた。

☆☆ 装備品としては バケツ 組立はしご 牛腸製装備品としては バケツ 組立はしご 牛腸製☆☆ 装備品としては、バケツ、組立はしご、牛腸製装備品としては、バケツ、組立はしご、牛腸製
のホース、水がめ、斧、ハンマー、ノコギリ、水噴のホース、水がめ、斧、ハンマー、ノコギリ、水噴
霧器等霧器等霧器等。霧器等。

☆☆ 高層建物から飛び降りて避難する人々の為に、高層建物から飛び降りて避難する人々の為に、
大きな枕も準備していた （現代の救助マット）大きな枕も準備していた （現代の救助マット）大きな枕も準備していた。（現代の救助マット）大きな枕も準備していた。（現代の救助マット）

日本では日本では日本では日本では
☆☆ 定火消定火消

江戸城の防火を目的として、幕府直属の江戸城の防火を目的として、幕府直属の
40004000石以上の旗本をもって、１６５０（慶安石以上の旗本をもって、１６５０（慶安

33年）年に創設された。年）年に創設された。

☆☆ 火消卒と呼ばれていた火消卒と呼ばれていた

極寒といえども、邸の法被１枚の外、衣類を極寒といえども、邸の法被１枚の外、衣類を
用いず、消火に出る時は、満身の文身を現わ用いず、消火に出る時は、満身の文身を現わ火 文 現火 文 現
し白足袋はだし、身体清く、男振美しく、髪のし白足袋はだし、身体清く、男振美しく、髪の
結様、法被の着こなし、意気にして、勢いよ結様、法被の着こなし、意気にして、勢いよ結様、法被の着 なし、意気 して、勢 よ結様、法被の着 なし、意気 して、勢 よ
く・・・・・く・・・・・



町火消しはいつから町火消しはいつから
☆☆ 火災が起きた時は、風上及び左右２町以内から火消火災が起きた時は、風上及び左右２町以内から火消

人足３０人ずつ出すべきこと。人足３０人ずつ出すべきこと。

☆☆ 享保３（１７１８）年には町火消誕生享保３（１７１８）年には町火消誕生☆☆ 享保３（１７１８）年には町火消誕生享保３（１７１８）年には町火消誕生

☆☆ 享保５（１７２０）年には いろは４８組を編成し 本格享保５（１７２０）年には いろは４８組を編成し 本格☆☆ 享保５（１７２０）年には、いろは４８組を編成し、本格享保５（１７２０）年には、いろは４８組を編成し、本格
的な町火消制度が発足。へ組、ひ組、ら組、ん組は無的な町火消制度が発足。へ組、ひ組、ら組、ん組は無
か たか たかった。かった。

☆☆ 当初は、出動範囲も町屋だけに限られて、武家屋敷当初は、出動範囲も町屋だけに限られて、武家屋敷
には出動出来なかったが、には出動出来なかったが、 徐々にその功績を認められ徐々にその功績を認められ
て、て、17471747年には江戸城二の丸の火災にも出動した。年には江戸城二の丸の火災にも出動した。



現在の消防制度は現在の消防制度は
☆☆ 明治１３年（１８８０）６月１日明治１３年（１８８０）６月１日 内務省警視局に消防本部が創設内務省警視局に消防本部が創設

☆☆ 自治体消防制度（昭和２３年３月７日）自治体消防制度（昭和２３年３月７日） 7070年間警察機関の中年間警察機関の中

霧島市は霧島市は
Ｓ３２．Ｓ３２． ６．１６．１ 国分市消防本部として発足国分市消防本部として発足 １６名１６名

Ｓ４４．Ｓ４４． ４．１４．１ 国分市隼人町消防組合国分市隼人町消防組合 ３７名３７名

Ｓ４６．Ｓ４６． ４．１４．１ 霧島町が加入霧島町が加入 国分市外２町消防組合国分市外２町消防組合 ５８名５８名

Ｓ４７Ｓ４７. 10. 10．１．１ 牧園町が加入牧園町が加入 国分市外３町消防組合国分市外３町消防組合 ７２名７２名

Ｓ４８．Ｓ４８． ４．１４．１ 福山町が加入福山町が加入 国分市外４町消防組合国分市外４町消防組合 ９３名９３名

Ｓ４９Ｓ４９ ４ １４ １ 国分地区消防組合 名称変更国分地区消防組合 名称変更Ｓ４９．Ｓ４９． ４．１４．１ 国分地区消防組合へ名称変更国分地区消防組合へ名称変更

Ｈ１７．Ｈ１７．1111．７．７ 霧島市誕生霧島市誕生 霧島市消防局となる霧島市消防局となる １７６名１７６名

•• 現在全国に８０３消防本部現在全国に８０３消防本部 １６９９署、３１９５所１６９９署、３１９５所

•• １６０ １３７人（１５７ ０２０）１６０ １３７人（１５７ ０２０）•• １６０，１３７人（１５７，０２０）１６０，１３７人（１５７，０２０）

•• 男男 152152，，842842人人 女女 2,6182,618人人 予算予算 1,861,2141,861,214百万円百万円

消防車両等消防車両等消防車両等消防車両等

ポンプ車ポンプ車 7,1807,180 はしご車はしご車 1,3761,376
化学車化学車 975975 大型化学車大型化学車 108108
高所放水塔車高所放水塔車 8080 救助工作救助工作1 2521 252高所放水塔車高所放水塔車 80  80  救助工作救助工作1,2521,252
泡原液搬送車泡原液搬送車 97  97  照明電源車照明電源車 98 98 
排煙車排煙車 3636 林野工作車林野工作車 4444排煙車排煙車 3636 林野工作車林野工作車 4444
救急車救急車 765765 高規格救高規格救4,2564,256
消防艇消防艇 4949 消防ヘリ消防ヘリ 3030
指揮車指揮車 2,3642,364 査察車査察車 4,1894,189
救援車救援車 151151 防災教室車防災教室車 102102
起震車起震車 6262 救急指導車救急指導車 8383起震車起震車 6262 救急指導車救急指導車 8383



平成２２年７月３日未明発生平成２２年７月３日未明発生

霧島市豪雨災害霧島市豪雨災害
霧島市国分重久［県道都城隼人線］

７月３日未明７月３日未明７月３日未明７月３日未明

•• 豪雨により道路上に濁流がおしよせ、車両６豪雨により道路上に濁流がおしよせ、車両６
台 身動きが取れない状態 名が取り残さ台 身動きが取れない状態 名が取り残さ台、身動きが取れない状態で６名が取り残さ台、身動きが取れない状態で６名が取り残さ
れていた。れていた。

•• 平成５年７月１日の大水害が頭をよぎ た平成５年７月１日の大水害が頭をよぎ た•• 平成５年７月１日の大水害が頭をよぎった。平成５年７月１日の大水害が頭をよぎった。

•• 何とかしなければ。必死の救出活動は始まっ何とかしなければ。必死の救出活動は始まっ
たたた。た。



濁流で身動きがなかなか取れず、思うように濁流 身動き な な 取れず、思うよう
いかない。 現場は、壮絶な状況だった。

早くこの場所から逃れなければ！気はあ早 場所 逃 なけ 気 あ
せる。濁流の勢いは、すごく、車のボン
ネットを越え 我々の胸のあたりまで押しネットを越え、我々の胸のあたりまで押し
寄せた。



６名のドライバーは、この状況におびえている。絶対、６名のドライバーは、この状況におびえている。絶対、
助けるぞ！助けるぞ！ これこそ我らの使命！これこそ我らの使命！助けるぞ！助けるぞ！ これこそ我らの使命！これこそ我らの使命！
しかし、思わぬ状況が・・・・・・しかし、思わぬ状況が・・・・・・

道 路 決 壊！

このままじゃ我々も危ない 急 げ！このままじゃ我々も危ない。 急 げ！

一刻の猶予もないと考えていた時、先程より若干、水の流れ一刻の猶予もないと考えていた時、先程より若干、水の流れ

が弱まったのを感じる。が弱まったのを感じる。良し、今だ！ 濁流の中を２００
メートル先の指揮所まで、何とかたどり着き、民間車両の協
力を得る よし 今だ！ 濁流の中を２００メートル先の指力を得る。よし、今だ！ 濁流の中を２００メートル先の指
揮所まで、何とかたどり着き、民間車両の協力を得る。



すぐに助けるぞ！すぐに助けるぞ！すぐに助けるぞ！すぐに助けるぞ！

救出完了！救出完了！救出完了救出完了

６時０６分 ６名の命は救われた。
か ばらく 場を 確認するとしかし、しばらくして現場を再確認すると・・



惨劇が目の前に！惨劇が目の前に！惨劇が目の前に！惨劇が目の前に！

車両４台が道路崩壊と同時に、崖下車両４台が道路崩壊と同時に、崖下車両４台が道路崩壊と同時に、崖下車両４台が道路崩壊と同時に、崖下
に転落！に転落！



もし、あの時救出が遅れていれば・・・もし、あの時救出が遅れていれば・・・も 、あ 時救出 遅れ れも 、あ 時救出 遅れ れ

間 髪の救出劇だ た とがうかがえ間 髪の救出劇だ た とがうかがえ間一髪の救出劇だったことがうかがえ間一髪の救出劇だったことがうかがえ
る。る。る。る。

落ちない警防車！落ちない警防車！落ちない警防車！落ちない警防車！

現在も一線で頑張っています。現在も一線で頑張っています。



その後の車両転落現場その後の車両転落現場 (12(12月１日撮影月１日撮影))その後の車両転落現場その後の車両転落現場 (12(12月１日撮影月１日撮影))



なぜこのような災害がおきたのか？なぜこのような災害がおきたのか？なぜこのような災害がおきたのか？なぜこのような災害がおきたのか？

【【気象の状況気象の状況】】
•• 22 日から日から33 日にかけて九州南部では太平洋高気圧日にかけて九州南部では太平洋高気圧•• 2 2 日から日から3 3 日にかけて九州南部では太平洋高気圧日にかけて九州南部では太平洋高気圧
の周辺部となり、湿った空気の流れ込みにより大気の周辺部となり、湿った空気の流れ込みにより大気
の状態が非常に不安定となった。このため、の状態が非常に不安定となった。このため、22日夜日夜
からから33 日朝にかけて大雨とな た日朝にかけて大雨とな たからから3 3 日朝にかけて大雨となった。日朝にかけて大雨となった。

【【大雨の状況大雨の状況】】
霧島連山付近で雨雲が急激に発達し霧島連山付近で雨雲が急激に発達し 0505 時時0000 分分•• 霧島連山付近で雨雲が急激に発達し、霧島連山付近で雨雲が急激に発達し、05 05 時時00 00 分分
には、その地理的位置にある霧島市北部付近でには、その地理的位置にある霧島市北部付近で1 1 
時間に時間に120120 ミリミリ((解析雨量解析雨量))を超える記録的な大雨とを超える記録的な大雨と時間に時間に120 120 ミリミリ((解析雨量解析雨量))を超える記録的な大雨とを超える記録的な大雨と
なった。なった。

通常の霧島川通常の霧島川((大窪大窪))通常の霧島川通常の霧島川((大窪大窪))



現在の手龍川現在の手龍川((入戸入戸))の状況の状況現在の手龍川現在の手龍川((入戸入戸))の状況の状況
(12(12月１日撮影月１日撮影))



７月７月33日５：００分のレーダー画像日５：００分のレーダー画像



霧島市霧島降雨状況霧島市霧島降雨状況

大 雨 ・ 洪水警報 ７月３日 ０：０６発令
土砂災害警戒情報 ７月３日 ２：０５発表砂災害警戒情報 月 日 発表
土砂災害発生 ７月３日 ５：００
降雨量 霧島市霧島 ７月３日 ４：００～５：００ １２６ｍｍ／ｈ

宮崎県えびの市降雨状況宮崎県えびの市降雨状況

大 雨 ・ 洪水警報 ７月３日 １：３１ 発令大 雨 洪水警報 ７月３日 １：３１ 発令
７月３日 ９：２８ 解除



今年の梅雨の経過今年の梅雨の経過今年の梅雨の経過今年の梅雨の経過
［期間］［期間］
•• 九州南部の梅雨入り、梅雨明けは、平年より遅かった。九州南部の梅雨入り、梅雨明けは、平年より遅かった。九州南部の梅雨入り、梅雨明けは、平年より遅か た。九州南部の梅雨入り、梅雨明けは、平年より遅か た。
•• 梅雨入り：６月１２日ごろ梅雨入り：６月１２日ごろ （平年より１４日遅い）（平年より１４日遅い）
•• 梅雨明け：７月梅雨明け：７月2020日ごろ日ごろ （平年より７日遅い）（平年より７日遅い）

梅雨前線の動向梅雨前線の動向梅雨前線の動向梅雨前線の動向
九州南部が６月１２日に梅雨入りした後、梅雨前線は１５九州南部が６月１２日に梅雨入りした後、梅雨前線は１５

日頃から２５日頃までほぼ九州南部付に停滞し、県内各地で日頃から２５日頃までほぼ九州南部付に停滞し、県内各地で
大雨とな た ６月２６日 ７月３日頃にかけて前線は九州大雨とな た ６月２６日 ７月３日頃にかけて前線は九州大雨となった。６月２６日～７月３日頃にかけて前線は九州大雨となった。６月２６日～７月３日頃にかけて前線は九州
を南北に移動し、九州各地で大雨となった。７月４日～１０を南北に移動し、九州各地で大雨となった。７月４日～１０
日は再び九州南部付近に停滞した。日は再び九州南部付近に停滞した。
（梅雨前線は７月１１日以降九州北部から日本海まで北上）（梅雨前線は７月１１日以降九州北部から日本海まで北上）

山岳救助事象山岳救助事象山岳救助事象山岳救助事象

事例１事例１

平成２０年８月２２日～２３日、家族４人平成２０年８月２２日～２３日、家族４人((両親・妹・高校１両親・妹・高校１
年生男子年生男子))で高千穂登山中に、男子高校生が高千穂峰付近で高千穂登山中に、男子高校生が高千穂峰付近
で行方不明になり 悪天候の中ではあったが ２３日の午前で行方不明になり 悪天候の中ではあったが ２３日の午前で行方不明になり、悪天候の中ではあったが、２３日の午前で行方不明になり、悪天候の中ではあったが、２３日の午前
中無事発見、救助をした。中無事発見、救助をした。



活動概要活動概要

８月２２日８月２２日
１５時０２分１５時０２分 霧島市消防局霧島市消防局 捜索開始捜索開始１５時０２分１５時０２分 霧島市消防局霧島市消防局 捜索開始捜索開始
１５時１０分１５時１０分 父親情報父親情報 「高千穂峰入口に息子「高千穂峰入口に息子

はいる。そこを動くなと伝えてあはいる。そこを動くなと伝えてあはいる。そこを動くなと伝えてあはいる。そこを動くなと伝えてあ
る。」携帯電話所持る。」携帯電話所持

１８時４９分１８時４９分 要救助者本人と連絡とれる。要救助者本人と連絡とれる。１８時４９分１８時４９分 要救助者本人と連絡とれる。要救助者本人と連絡とれる。
・・・・・・・・・・・・ 救助隊員増強するも発見されず。救助隊員増強するも発見されず。
２２時２５分２２時２５分 やむをえず下山やむをえず下山２２時２５分２２時２５分 やむをえず下山やむをえず下山

消防・警察・自衛隊の関係機関の打ち合わせを行消防・警察・自衛隊の関係機関の打ち合わせを行消防 警察 自衛隊の関係機関の打ち合わせを行消防 警察 自衛隊の関係機関の打ち合わせを行
う。う。

８月２３日８月２３日

３時１５分３時１５分 救助隊再度入山開始救助隊再度入山開始

５時３８分５時３８分 御鉢付近御鉢付近 風速強く風速強く 四つん這いで四つん這いで時 分時 分 御鉢付近御鉢付近 風速強風速強 這這

ないと進めない状態。ないと進めない状態。

７時２６分７時２６分 御鉢付近御鉢付近 風速３０ｍ～４０ｍ風速３０ｍ～４０ｍ７時２６分７時２６分 御鉢付近御鉢付近 風速３０ｍ～４０ｍ風速３０ｍ～４０ｍ

濃霧濃霧 立っているのがやっとの状況。立っているのがやっとの状況。

７時５５分７時５５分 山岳ガイド（吉松・後藤氏）入山山岳ガイド（吉松・後藤氏）入山

１０１０時０５分時０５分 御鉢付近、立入禁止区域を確認し、御鉢付近、立入禁止区域を確認し、域域

鳥居から鳥居から200200ｍ先（ｍ先（登山禁止区域登山禁止区域））

火口を廻り南側に下り火口を廻り南側に下り 300300ｍ先の絶ｍ先の絶火口を廻り南側に下り、火口を廻り南側に下り、300300ｍ先の絶ｍ先の絶

壁で声をかけると要救助者の壁で声をかけると要救助者の返事返事あり。あり。



１０時２０分１０時２０分 霧島市消防局救助隊到着霧島市消防局救助隊到着１０時２０分１０時２０分 霧島市消防局救助隊到着。霧島市消防局救助隊到着。

観察観察 全身打撲・左足骨折疑い全身打撲・左足骨折疑い

意識清明意識清明

１０時４７分１０時４７分 担架収容。担架収容。

１１時５０分１１時５０分 馬の背到着。馬の背到着。

１３時５５分１３時５５分 ビジターセンター到着ビジターセンター到着１３時５５分１３時５５分 ビジターセンター到着。ビジターセンター到着。

１３時５６分１３時５６分 救急車収容救急車収容 病院搬送。病院搬送。

事例２事例２事例事例

平成２１年１０月３１日午前１１時２０分頃家族５人(両親・祖
父・妹・小学５年男子本人)で韓国登山口から入山し 山頂に向父 妹 小学５年男子本人)で韓国登山口から入山し、山頂に向
かう途中、韓国岳２合目付近で長男を見失う。その後、家族は
韓国山頂へ到着したが長男がいないので下山したのではと思い、
登山道を引き返し下山した。
付近に長男が見当たらないのでコミュニティセンターに相談する。

活動概要活動概要
２０時３０分頃２０時３０分頃 自衛隊派遣要請 霧島市消防団出動要請自衛隊派遣要請 霧島市消防団出動要請２０時３０分頃２０時３０分頃 自衛隊派遣要請、霧島市消防団出動要請。自衛隊派遣要請、霧島市消防団出動要請。

霧島市消防局出動隊確保霧島市消防局出動隊確保((明日６時集結明日６時集結))
２３時００分２３時００分 両隊下山済、０５分現場引き上げ。両隊下山済、０５分現場引き上げ。２３時００分２３時００分 両隊下山済、０５分現場引き上げ。両隊下山済、０５分現場引き上げ。

０時００分０時００分 各隊帰庁する。各隊帰庁する。
早朝、捜索を再開決定。早朝、捜索を再開決定。



１１月１日１１月１日１１月１日１１月１日

５時００分５時００分 車両７台職員２５名、霧島市消防団車両７台職員２５名、霧島市消防団

６１名出動する６１名出動する６１名出動する。６１名出動する。

６時３０分頃６時３０分頃 各隊入山開始各隊入山開始((自衛隊、警察、消防自衛隊、警察、消防))

６時４０分６時４０分 ボランテ アの方協力の申し出有りボランテ アの方協力の申し出有り６時４０分６時４０分 ボランティアの方協力の申し出有り。ボランティアの方協力の申し出有り。

１１時００分頃１１時００分頃 調整会議調整会議

１５時００分１５時００分 大浪の池と韓国岳を結んだえびの側大浪の池と韓国岳を結んだえびの側

を重点検索のため再入山を重点検索のため再入山

１６時０８分１６時０８分 記者会見記者会見

((自衛隊５２０名・消防局５１名・自衛隊５２０名・消防局５１名・((自衛隊５２０名 消防局５１名自衛隊５２０名 消防局５１名

消防団６１名消防団６１名 他他 総計総計11251125名名))

１１月２日１１月２日

６時００分６時００分 対策本部到着対策本部到着((警防課４名警防課４名))

８時０９分８時０９分 霧島消防局は昨日の未確認部分を捜霧島消防局は昨日の未確認部分を捜

することを会議で報告することを会議で報告

９時３３分９時３３分 田中隊旧高原ホテルから入山、後発隊田中隊旧高原ホテルから入山、後発隊９時３３分９時３３分 田中隊旧高原ホテルから入山、後発隊田中隊旧高原ホテルから入山、後発隊

も到着後入山する。も到着後入山する。

９時５８分９時５８分 赤バイ林道検索のため入山赤バイ林道検索のため入山９時５８分９時５８分 赤バイ林道検索のため入山赤バイ林道検索のため入山

１２時２５分１２時２５分 霧島市消防局捜索隊より「霧島市消防局捜索隊より「発見、硬直発見、硬直

ありあり 」の 報あり」の 報ありあり。あり。」の一報あり。」の一報あり。

さらに「本人である確認した」との連絡さらに「本人である確認した」との連絡

ありありあり。あり。


	1
	kouen1

