（お知らせ）
平成３０年７月２７日
防
衛
省
平成３０年７月豪雨に係る自衛隊の災害派遣について
（１４時００分現在）
※数値等は速報値であり、今後変わることがある。
※下線部は、前回報告からの変更箇所

１．防衛省・自衛隊の対応
（１）防衛省の体制
【７月６日（金）】
１３時５８分 防衛省災害対策連絡室設置
【７月７日（土）】
１０時２０分 防衛省災害対策室設置
１０時３０分 防衛省関係幹部会議を開催
【７月８日（日）】
０８時００分 防衛省災害対策本部設置
０９時４０分 防衛省災害対策本部会議を開催
【７月９日（月）】
１０時３０分 防衛省災害対策本部会議を開催
【７月１０日（火）】
１０時００分 防衛省災害対策本部会議を開催
【７月１２日（木）】
０９時５０分 防衛省災害対策本部会議を開催
【７月１３日（金）】
０８時５５分 防衛省災害対策本部会議を開催
【７月１４日（土）】
１０時４０分 防衛省災害対策本部会議を開催
【７月１５日（日）】
０８時５５分 防衛省災害対策本部会議を開催
【７月１６日（月）】
１０時４５分 防衛省災害対策本部会議を開催
【７月１７日（火）】
０８時００分 防衛省災害対策本部会議を開催
【７月１９日（木）】
１４時４０分 防衛省災害対策本部会議を開催
【７月２２日（日）】
０９時４５分 防衛省災害対策本部会議を開催
（２）活動規模

人 員

約２７，２００名

艦 船
航空機
Ｌ Ｏ

２１隻（民間船舶「はくおう」１隻を含む）
３８機
最大７４箇所に約３００名を派遣

（３）活動部隊

陸 自

中央即応連隊（宇都宮）、中央特殊武器防護隊（大宮）、第２師団（旭川）、
第７師団（東千歳）、第７後方支援連隊（東千歳）、第１１旅団（真駒内）、
北部方面後方支援隊（島松）、第６特殊武器防護隊（神町）、第６後方支援連
隊（神町）、第５普通科連隊（青森）、第３９普通科連隊（弘前）、第９特科
連隊（岩手）、第９特殊武器防護隊（青森）、第９後方支援連隊（八戸）、東
部方面後方支援隊（練馬）、第１後方支援連隊（練馬）、第１特殊武器防護隊
（練馬）、第１２化学防護隊（相馬原）、第５施設群（高田）、第７普通科連
隊（福知山）、第３７普通科連隊（信太山）、第３特科隊（姫路）、第３戦車
大隊（今津）、第３施設大隊（大久保）、第３特殊武器防護隊（千僧）、第３
後方支援連隊（千僧）、第１４普通科連隊（金沢）、第１０特科連隊（豊川）
、第１０施設大隊（春日井）、第１０後方支援連隊（春日井）、第１３旅団司
令部（海田市）、第８普通科連隊（米子）、第１７普通科連隊（山口）、第４
６普通科連隊（海田市）、第１３特科隊（日本原）、第１３高射特科中隊（日
本原）、第１３戦車中隊（日本原）、第１３施設隊（海田市）、第１３通信隊
（海田市）、第１３飛行隊（防府）、第１３特殊武器防護隊（海田市）、第１
３後方支援隊（海田市）、第１４旅団司令部付隊（善通寺）、第１５即応機動
連隊（善通寺）、第５０普通科連隊（高知）、第１４高射特科隊（松山）、第
１４偵察隊（善通寺）、第１４施設隊（徳島）、第１４通信隊（善通寺）、第
１４飛行隊（北徳島）、第１４特殊武器防護隊（善通寺）、第１４後方支援隊
（善通寺）、第１４化学防護隊（善通寺）、第４７普通科連隊（海田市）、第
４９普通科連隊（豊川）、第３７０施設中隊（豊川）、第３７１施設中隊（豊
川）、第７施設群（大久保）、第３０７ダンプ車両中隊（大久保）、第３０４
施設隊（出雲）、第３０５施設隊（三軒屋）、中部方面特科隊（松山）、第８
高射特科群（青野原）、中部方面航空隊（八尾）、中部方面ヘリコプター隊（
八尾）、中部方面後方支援隊（桂）、中部方面輸送隊（桂）、第４師団司令部
（福岡）、第４０普通科連隊（小倉）、第４１普通科連隊（別府）、第４施設
大隊（大村）、第４後方支援連隊（福岡）、第４２即応機動隊（北熊本）、第
１２普通科連隊（国分）、第４３普通科連隊（都城）、第８特殊武器防護隊（
北熊本）、第８後方支援連隊（北熊本）、第２高射特科団（飯塚）、第２施設
群（飯塚）、第９施設群（小郡）、第１０３施設器材隊（小郡）、航空学校（
明野）、需品学校（松戸）、自衛隊京都地方協力本部、自衛隊兵庫地方協力本
部、自衛隊岡山地方協力本部、自衛隊広島地方協力本部、自衛隊山口地方協力
本部、自衛隊愛媛地方協力本部、自衛隊高知地方協力本部、自衛隊福岡地方協
力本部、自衛隊佐賀地方協力本部、自衛隊大分地方協力本部

海 自

第４護衛隊群（呉）、第１海上補給隊（横須賀）、第２３航空隊（舞鶴）、第
１１１航空隊（岩国）、第１潜水隊群（呉）、潜水艦教育訓練隊（呉）、第１
掃海隊（佐世保）、第３掃海隊（呉）、第４４掃海隊（舞鶴）、第１輸送隊（
呉）、呉地方総監部（呉）、呉教育隊（呉）、呉警備隊（呉）、呉弾薬整備補
給所（呉）、呉造修補給所（呉）、呉基地業務隊（呉）、呉衛生隊（呉）、呉
音楽隊（呉）、舞鶴地方総監部（舞鶴）、舞鶴教育隊（舞鶴）、舞鶴警備隊（
舞鶴）、舞鶴造修補給所（舞鶴）、舞鶴弾薬整備補給所（舞鶴）、舞鶴基地業

務隊（舞鶴）、舞鶴衛生隊（舞鶴）、舞鶴音楽隊（舞鶴）、第１術科学校（江
田島）

空 自

第３高射群（千歳）、第６高射群（三沢）、中部航空方面隊司令部（入間）、
第６航空団（小松）、第７航空団（百里）、中部航空警戒管制団（入間）、第
２移動警戒隊（入間）、第１高射群（入間）、第４高射群（岐阜）、西部航空
方面隊司令部（春日）、第５航空団（新田原）、第８航空団（築城）、西部航
空警戒管制団（春日）、第３移動警戒隊（春日）、土佐清水通信隊（土佐清水
）、第２高射群（春日）、南西航空方面隊司令部（那覇）、南西航空警戒管制
団（那覇）、第５高射群（那覇）、小松救難隊（小松）、浜松救難隊（浜松）
、芦屋救難隊（芦屋）、春日ヘリコプター空輸隊（春日）、救難教育隊（小牧
）、高射教導群（浜松）、偵察航空隊（百里）、警戒航空隊（浜松）、第１輸
送航空隊（小牧）、第３輸送航空隊（美保）、美保管制隊（美保）、美保気象
隊（美保）、第１航空団（浜松）、第１２飛行教育団（防府北）、航空教育隊
（防府南）、第１移動通信隊（熊谷）、第２移動通信隊（春日）、第３術科学
校（芦屋）、第４術科学校（熊谷）、幹部候補生学校（奈良）、第２補給処（
岐阜）

（４）活動実績
活動内容

主な活動場所

実 績

人命救助、孤立者
救助

福岡県北九州市、飯塚市、筑前町、高知県四万
十市、広島県広島市、海田町、熊野町、坂町、
東広島市、呉市、竹原市、三原市、東広島市、
尾道市、安芸高田市、岡山県岡山市、高梁市、
倉敷市、井原市、総社市、京都府綾部市、舞鶴
市、愛媛県松山市、宇和島市、大洲市、今治市
、西予市、怒和島、高知県大月町、山口県岩国
市、兵庫県宍粟市

2,284名

給水支援

広島県広島市、江田島市、呉市、尾道市、三原

18,627.1トン

市、竹原市、坂町、海田町、熊野町、岡山県高
梁市、新見市、倉敷市、愛媛県西予市、宇和島
市、大洲市、松山市、上島町、高知県宿毛市、
大月町
入浴支援

給食支援
物資輸送

広島県呉市、広島市、三原市、尾道市、坂町、
江田島市、竹原市、熊野町、岡山県倉敷市、新
見市、愛媛県大洲市、宇和島市、西予市
愛媛県宇和島市

71,991名

高知県香南市、香美市、安芸市、愛媛県大洲市
、広島県広島市、呉市、三原市、岡山県倉敷市

飲料：182,512本
食料：74,027食

、愛媛県西予市、上島町

燃料：125.5キロリ
ットル
その他：扇風機等

約 19,090 食

水防活動
（土のう作成）

京都府京都市、高知県安芸市

約5,200袋

道路啓開

高知県宿毛市、四万十市、大月町、愛媛県西予
市、愛媛県宇和島市、岡山県倉敷市、広島県呉
市、竹原市、熊野町、福岡県筑前町

約39キロメートル

瓦礫処理等

広島県広島市、東広島市、熊野町、呉市、竹原
市、三原市、海田町、坂町、府中町、江田島市
、岡山県倉敷市、愛媛県大洲市、宇和島市、西
予市

ダンプカー9,746台
分

２．災害派遣要請等
【７月６日（金）】
①京都府
平成３０年７月５日（木）以降、京都府内の河川が増水し、氾濫危険水位に達している状
況である。このため、６日（金）０１時１０分、京都府知事から陸上自衛隊第７普通科連隊
長に対し、水防活動（堤防補強のための土嚢積み）に係る災害派遣要請があった。
（平成３０年７月６日０７時０５分、水防作業が終了したことにより、京都府知事から撤
収要請を受け、水防活動を終了。）
②高知県
あ き

平成３０年７月６日（金）、高知県内の河川が堤防を越水し、高知県安芸市で孤立者が発
生したことから、同日０３時３０分、高知県知事ら陸上自衛隊第５０普通科連隊長に対し、
孤立者の救助等に係る災害派遣要請があった。
（平成３０年７月１６日０９時０７分、自治体での対応が可能となったことから、高知県
知事から撤収要請を受け、孤立者の救助等に係る活動を終了。）
③福岡県
平成３０年７月６日（金）、福岡県北九州市で土砂崩れが発生し、民家に土砂が流れ込み
２名が行方不明となった。このため、同日０９時５６分、福岡県知事から陸上自衛隊第４師
団長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。新たに同県飯塚市において孤立者の救
助、同県筑前町において孤立者の救助等の追加要請があった。
（平成３０年７月９日（日）０８時２４分、行方不明者が発見されたことから、福岡県知
事から撤収要請を受け、人命救助活動を終了。）
④京都府
平成３０年７月６日（金）、京都府内の河川が増水し、氾濫危険水位に達したため、同日
、京都府知事から陸上自衛隊第７普通科連隊長に対し、水防活動（堤防補強のための土嚢積
み）に係る災害派遣要請があり、水防活動を実施し、活動を終了。その後上流ダムの放水に
より、更に水防活動が必要になったことから、同日１８時３５分、京都府知事から第７普通
科連隊長に対し、水防活動に係る災害派遣要請があった。
（同日２３時３０分、水防作業が終了したことにより、京都府知事から撤収要請を受け、
水防活動を終了。）

⑤広島県
平成３０年７月６日（金）、広島県で土砂崩れが発生し、民家に土砂が流れ込み数名が行
方不明となった。このため、同日２１時００分、広島県知事から陸上自衛隊第１３旅団長に
対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。
⑥岡山県
平成３０年７月６日（金）、岡山県高梁市で孤立者が発生したことから、同日２３時１１
分、岡山県知事から陸上自衛隊第１３旅団長に対して、人命救助に係る災害派遣要請があっ
た。
【７月７日（土）】
①京都府
ア 平成３０年７月７日（土）、京都府綾部市上杉町で土砂崩れが発生し、民家に土砂が
流れ込み数名が行方不明となった。このため、同日０６時１０分、京都府知事から陸上
自衛隊第７普通科連隊長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。
（平成３０年７月８日（日）１７時０５分、行方不明者が発見されたことから、京都府
知事から撤収要請を受け、人命救助活動を終了。）
イ 平成３０年７月７日（土）、京都府舞鶴市城屋で土砂崩れが発生し、民家に土砂が流
れ込み数名が行方不明となった。このため、本日０９時４２分、京都府知事から海上
自衛隊舞鶴地方総監に対し、人命救助に係る災害派遣請があった。
（平成３０年７月１２日（木）１０時０２分、発見された行方不明者の身元が確認され
たことから、京都府知事から撤収要請を受け、人命救助活動を終了。）
②愛媛県
平成３０年７月７日（土）、愛媛県怒和島で土砂崩れが発生し、民家に土砂が流れ込み数
名が行方不明となった。このため、同日０６時１０分、愛媛県知事から陸上自衛隊中部方面
特科隊長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。
③山口県
平成３０年７月７日（土）、山口県岩国市周東町獺越で土砂崩れが発生し、民家に土砂が
流れ込み数名が行方不明となった。このため、同日０７時３５分、山口県知事から陸上自衛
隊第１３旅団長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。
（同日１４時５５分、行方不明者が発見されたことから、山口県知事から撤収要請を受け
、人命救助活動を終了。）
【７月８日（日）】
①兵庫県
平成３０年７月８日（日）、兵庫県宍粟市で土砂崩れが発生し、民家に土砂が流れ込み数
名が行方不明となった。このため、同日０５時００分、兵庫県知事から陸上自衛隊第３特科
隊長に対し、人命救助に係る災害派遣要請があった。
（同日１７時４５分、行方不明者が発見されたことから、兵庫県知事から撤収要請を受け
、人命救助活動を終了。）

３．即応予備自衛官招集
【７月１１日（水）】
１７時５１分 即応予備自衛官の災害等招集命令に係る内閣総理大臣の承認（閣議決定）
を受けて、防衛大臣から中部方面総監に対し、「平成３０年７月豪雨に対す
る即応予備自衛官の災害等招集命令の実施及び出頭した即応予備自衛官の受
入れに関する自衛隊行動命令」を発出。
【７月１２日（木）】
招集された即応予備自衛官については、広島県東広島市において、住民
の方々への診療に対する支援などの生活支援活動を開始。
４．民間船舶「はくおう」を活用した支援について
被災された方々への支援の一環として、防衛省がＰＦＩ方式により契約している民間船舶
「はくおう」を活用し、入浴サービスの提供（入浴時間：１５時００分から２２時００分)、
洗濯・乾燥機の利用や飲み物の提供、陸自音楽隊による船内カフェテリアでの慰問演奏等を
実施。
【「はくおう」による入浴支援等の実績】
月日

場所

利用者数

７月１５日（日）

８６５名

７月１６日（月）

７８４名

７月１７日（火）

６０８名

７月１８日（水）

５３１名

７月１９日（木）

３２４名

７月２０日（金）
７月２１日（土）

広島県三原市 尾道糸崎港

３８０名
３８５名

７月２２日（日）

３６３名

７月２３日（月）

２２５名

７月２４日（火）

２３６名

７月２５日（水）

１９２名

７月２６日（木）

２２９名
（延べ利用者数：５，１２２名）

５．災害派遣の概要
日時

県

活動の概要

行方不明者
捜索

広島市
坂町
呉市

呉市
広島市
瓦礫等除去

坂町
熊野町
海田町

広島県

防疫支援

府中町

第８・第１７・第４６普通科連隊、第１３通信隊及び
第１３施設隊が行方不明者捜索を実施

第８・第１４・第１７・第４６・第４７・第４９普通科
連隊及び第１３施設隊が瓦礫等除去を実施
（第１４普通科連隊は２４時間態勢で継続）
（計：６５４名、ダンプ×１２台、重機×１６台）
（瓦礫除去量：ダンプ３００台分、道路啓開：
１．６ｋｍ）
第１３特殊武器防護隊が防疫支援（０．８７ha）を実施
（府中町における防疫支援を終了）

呉市
給水支援

坂町

第４９普通科連隊、第１３後方支援隊、第１３特殊武器

三原市

防護隊及び第１３施設隊が給水支援（１２５ｔ）を実施

竹原市
呉市
7月26日

広島市

（木）

熊野町

入浴支援

三原市
坂町
竹原市

北部方面後方支援隊、東部方面後方支援隊、中部方面後
方支援隊、第１・第４・第６後方支援連隊、第１３後方
支援隊及び呉地方隊が入浴支援（１，０５６名）を実施
三原市尾道糸崎港においてチャーター船「はくおう」に
よる入浴支援（２２９名）を実施

第３・第１３特科隊、第３戦車大隊、第１３戦車中隊、
第１３高射特科中隊、第３偵察隊、第５施設群、第３施
設大隊、第３０５施設隊及び第３０７ダンプ車両中隊が
瓦礫等除去

倉敷市

真備地区（箭田小学校、真備東中学校及び真備陵南高校
）において瓦礫等除去（災害廃棄物の搬出を含む。）を
実施
（計：３７４名、ダンプ×６９台、重機×２２台）

岡山県

（瓦礫除去量：ダンプ３７５台分）

入浴支援

倉敷市
新見市

第３後方支援連隊及び需品学校が倉敷市（真備総合公園
及び第二福田小学校）及び新見市（草間市民センター）
において入浴支援（９４５名）を実施

中部方面特科隊が大洲市において瓦礫等除去を実施
瓦礫等除去

大洲市

（計：１４名、ダンプ×５台）
（瓦礫除去量：ダンプ３７台分）
第１５即応機動連隊、中部方面特科隊、第１４高射中隊
、第１４後方支援隊、第１４特殊武器防護隊、西部航空

給水支援

宇和島市

警戒管制団、第３術科学校及び第２移動通信隊が給水支
援（８５ｔ）を実施
白浦共選場（中部方面特科隊）は、活動終了
第１４後方支援隊が大洲市（肱東中学校）、第５・第１

愛媛県
入浴支援

大洲市

１後方支援隊が宇和島市（吉田公民館及び深浦トンネル

宇和島市

横空地）及び第２後方支援連隊が西予市（野村小学校）

西予市

において入浴支援（７１６名）を実施
深浦地区（第１１後方支援隊）は、活動終了

第１５即応機動連隊が吉田公民館及びＪＡえひめ南本所
給食支援

宇和島市

玉津共同選果場において給食支援（８８０食）を実施
ＪＡえひめは、活動終了

物資輸送

宇和島市

役務車両（中央輸送隊が同行）により、茨城県高萩市か
ら愛媛県宇和島市へ浄水プラントを輸送

