（お知らせ）
平成３０年９月１０日
防
衛
省
平成３０年北海道胆振東部地震に係る防衛省・自衛隊の対応について
（０８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．地震の概要
平成３０年９月６日（木）０３時０８分頃、北海道胆振地方中東部を震源とする地震（マ
グニチュード６．７：暫定値）が発生し、胆振地方中東部で最大震度７を観測した。
２．防衛省・自衛隊の対応
（１）活動部隊
陸 自

海 自

空 自
（２）活動規模

北部方面航空隊（丘珠）
、北部方面後方支援隊（島松）
、北部方
面情報隊（札幌）
、第７飛行隊（丘珠）
、第１１飛行隊（丘珠）
、第７特科連隊（東千歳）
、第７３戦車連隊（南恵庭）
、第７１
戦車連隊（北千歳）
、第７２戦車連隊（北恵庭）
、第１地対艦ミ
サイル連隊（北千歳）、第２地対艦ミサイル連隊（美唄）、第
３地対艦ミサイル連隊（上富良野）、第１１普通科連隊（東千
歳）、第３施設団（南恵庭）、第１１高射特科中隊（真駒内）
、第１特科団（北千歳）、第７師団司令部（東千歳）、第７施
設大隊（東千歳）、第７高射特科連隊（静内）、第７後方支援
連隊（東千歳）、第２戦車連隊（上富良野）、第４特科群（上
富良野）、第４普通科連隊（帯広）、第１０普通科連隊（滝川
）、第１８普通科連隊（真駒内）、第２７普通科連隊（釧路）
、第１２施設群（岩見沢）、第１３施設群（幌別）、第１１後
方支援隊（真駒内）、第１１戦車大隊（北恵庭）、第５後方支
援隊（帯広）、第５特科隊（帯広）、第５飛行隊（帯広）、第
５施設隊（帯広）、第５高射特科中隊（帯広）、第７偵察隊（
東千歳）、第５２普通科連隊（真駒内）、第３０２沿岸監視隊
（標津）、第２６普通科連隊（留萌）、第２特科連隊（旭川）
、第２後方支援連隊（旭川）、第４施設群（座間）、第１０施
設群（船岡）、施設学校（勝田）
第２５航空隊（むつ）
、第２航空群（八戸）
、函館基地隊（函館
）
、余市防備隊（余市）
、大湊地方総監部（大湊）
、いずしま、
しらせ、すおう、おおすみ、しもきた、くまたか
第２航空団（千歳）
、第３航空団（三沢）
、千歳救難隊（千歳）
、警戒航空隊（三沢）
、偵察航空隊（百里）
約２５，１００名
８隻（民間船舶「ナッチャンＷｏｒｌｄ」１隻を含む。
）
４６機

人 員
艦 船
航空機
（３）主な対応状況
【６日（木）
】
０３時０９分 防衛省災害対策室設置
０３時１１分 防衛大臣の指示

１ 関係府省庁及び自治体と緊密に連携し、情報収集に努めること。
２ 被害が発生した場合に備え、万全な準備態勢を確立すること。
３ 今後の状況の推移に的確に対応し、災害対応に万全を期すこと。
０３時２５分 第３航空団のＦ－２×２機が情報収集のため基地を離陸。
０３時３９分 北部方面総監部のＬＯ（人員２名、車両１両）が北海道庁に向け駐屯地
を出発。
０３時４０分 第７飛行隊のＵＨ－１×１機が情報収集のため駐屯地を離陸。
第７３戦車連隊の初動対処部隊：FAST-Force（人員約３５名、車両約５
両）が苫小牧市に向け駐屯地を出発。（０５時１０分到着）
０３時４２分 北部方面航空隊のＵＨ－１×１機（映像伝送機）が情報収集のため駐屯
地を離陸。
０３時４７分 第７飛行隊のＯＨ－６×１機、ＵＨ－１×１機が情報収集のため駐屯地
を離陸。
０３時４９分 第２５航空隊のＳＨ－６０×１機が情報収集のため基地を離陸。
０３時５６分 第２航空群のＰ－３Ｃ×１機が情報収集のため基地を離陸。
０４時０６分 第７特科連隊の初動対処部隊：FAST-Force（人員約２５名、車両４両）
が厚真町に向け駐屯地を出発。（０６時１８分到着）
０４時１６分 千歳救難隊のＵＨ－６０×１機が情報収集のため基地を離陸。
０４時３３分 北部方面航空隊のＵＨ－１×１機（映像伝送機）が情報収集のため駐屯
地を離陸。
０４時４０分 第７３戦車連隊の初動対処部隊：FAST-Force（人員約３５名、車両約５
両）が苫小牧市に向け駐屯地を出発。（０５時５１分到着）
０４時４２分 第１１飛行隊のＵＨ－１×１機が情報収集のため駐屯地を離陸。
０４時４５分 警戒航空隊のＥ－２Ｃ×１機が情報収集のため基地を離陸。
０５時３０分 第７１戦車連隊の初動対処部隊：FAST-Force（人員約２５名、車両約５
両）が白老町に向け駐屯地を出発。（０６時２６分到着）
０６時００分 北海道知事から第７師団長に対して、人命救助及び給水支援に係る災害
派遣要請。
０７時００分以降 第７２戦車連隊、第７特科連隊、第７施設大隊等の部隊（人員約
７８０名、車両確認中）が人命救助及び給水支援のため厚真町に向け駐
屯地を順次出発。（０９時以降逐次到着）
０７時５２分 千歳救難隊救難員が安平町から５名を厚真中学校へ搬送、警察等に引き
継ぎ。
０８時０２分 千歳救難隊救難員が安平町から１名を厚真中学校へ搬送、警察等に引き
継ぎ。
０８時３４分 掃海艇「いずしま」が給食支援・入浴支援のため苫小牧に向け出港。
０８時５５分 砕氷艦「しらせ」がヘリポート支援のため苫小牧沖へ前進。
０９時００分 北海道知事から第１１旅団長に対して、給水支援に係る災害派遣要請。
０９時０１分 偵察航空隊のＲＦ－４×１機が情報収集のため基地を離陸。
０９時０３分 千歳救難隊救難員が高岡から１名を厚真中学校へ搬送。
０９時１３分以降 第２地対艦ミサイル連隊等の部隊（人員約８５０名、車両約１４５
両（うち水トレーラー約２０両）が人命救助及び給水支援のため江別市
、月形町、日高町、平取町等に向け順次出発。（１０時３０分以降逐次
到着）
０９時５７分 第７偵察隊の隊員が厚真町において１名を救助。

１０時４０分 第７高射特科連隊の部隊（人員約１５名、車両約５両（うち水トレーラ
ー４両）が給水支援のため日高町に向け駐屯地を出発。（１２時３０分
到着）
１０時５０分 第７特科連隊の隊員が厚真町において１名を救助。
１４時００分頃 第１高射特科団の隊員が厚真町から３名を安平駐屯地等へ搬送、警察
等に引き継ぎ。
２２時０８分 第７２戦車連隊の隊員が厚真町において１名を救助。
２２時４９分 第７３戦車連隊の隊員が厚真町において１名を救助。
２２時５９分 第７２戦車連隊の隊員が厚真町において１名を救助。
【７日（金）
】
引き続き、北部方面総監部等のＬＯが北海道庁等で情報収集。
引き続き、第７２戦車連隊等の部隊が厚真町において人命救助を実施。
（０２時２２分から２３時４１分の間に要救助者計１２名を救助）
０３時４５分以降 第７後方支援連隊等の部隊が物資輸送（カップ麺、水、おにぎり、
パン等）のため安平町等に向け集積拠点の千歳基地を順次出発。
０４時００分以降 第７特科連隊等の部隊が給水支援のため安平町等に向け駐屯地を順
次出発。
０４時０２分以降 第７１戦車連隊等の部隊が給油支援のため室蘭市等に向け駐屯地を
順次出発。
０６時００分以降 第７後方支援連隊等の部隊が給食支援のため厚真町等に向け駐屯地
を順次出発。
０７時００分以降 「しらせ」、「いずしま」が苫小牧市において入浴支援を実施。
１１時５５分 チャーター船「ナッチャンＷｏｒｌｄ」が物資輸送（電源車、機材車、
タンクローリー等）の積載のため仙台港に入港。
１５時１７分 チャーター船「ナッチャンＷｏｒｉｄ」が苫小牧港に向け、仙台港を出
港。
１５時４０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、防衛大臣から北部方面総監に対し、
「平成３０年北海道胆振
東部地震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。
【８日（土）】
引き続き、北部方面総監部等のＬＯが北海道庁等で情報収集。
引き続き、第７２戦車連隊等の部隊が厚真町において人命救助を実施。
（０２時１５分から１９時１５分の間に要救助者計１６名を救助）
引き続き、第７後方支援連隊等の部隊が物資輸送を実施。
引き続き、「しらせ」等が入浴支援を実施
０４時００分以降 第１１高射特科中隊等の部隊が給水支援のため江別市等に向け駐屯
地を順次出発。
０６時０５分 チャーター船「ナッチャンＷｏｒｌｄ」が苫小牧港に入港
【９日（日）】
引き続き、北部方面総監部等のＬＯが北海道庁等で情報収集。
引き続き、第７２戦車連隊等の部隊が厚真町において人命救助を実施。
（０４時２５分から２２時４８分の間に要救助者計３名を救助）
引き続き、第７後方支援連隊等の部隊が物資輸送を実施。

引き続き、第１１普通科連隊等の部隊が給水支援を実施。
引き続き、「しらせ」等が入浴支援を実施
招集された即応予備自衛官は、日高町において、順次、住民の方々への
給水支援など生活支援活動を開始。
【１０日（月）】
引き続き、北部方面総監部等のＬＯが北海道庁等で情報収集。
引き続き、第７後方支援連隊等の部隊が物資輸送を実施。
引き続き、第５２普通科連隊等の部隊が給水支援を実施。
引き続き、「しらせ」等が入浴支援を実施
○ ＬＯ派遣先（２３カ所）
北海道庁、上川振興局、宗谷振興局、留萌振興局、十勝振興局、胆振振興局、日高振興
局、後志振興局、石狩振興局、渡島振興局、桧山振興局、オホーツク振興局、札幌市、
厚真町、安平町、むかわ町、日高町、苫小牧市、上富良野町、月形町、美瑛町、平取町
、古平町
（４）活動実績
道路啓開
日
人命救助等
１８０ｍ
６日
１５名
７日
５６４ｍ
１２名
８日
５５０ｍ
１６名
９日
３名 １，３１４ｍ
合計
４６名 ２，６０８ｍ
主な航空・海上輸送支援
日
輸送区間
厚木～千歳
６日
入間～千歳
入間～千歳～各所
厚木～千歳
入間～千歳
入間～千歳

７日

７日～
８日

給水支援
４２．６ｔ
５６．８ｔ
５０．６ｔ
３１１．２ｔ
４６１．２ｔ

入浴支援
―
４８６名
１，００７名
１，０５５名
２，５４８名

給食支援
１，３００食
９，３８５食
８，９００食
１９，６５０食
３９，２３５食

輸送手段
Ｃ－１３０
Ｃ－２
Ｃ－１
Ｃ－１３０
Ｕ－４
Ｃ－１

主な輸送目的
乗用ワンボックス車
救助工作車
糧食（コンビニ調達）
車両（消防庁）
人員（厚労省、東電）
水ペットボトル約３９５ケース

入間～千歳

Ｃ－１３０

人員（エネルギー庁等）
水ペットボトル約８６５ケース

入間～千歳

Ｃ－２

水ペットボトル約６７０ケース

入間～千歳～苫小牧

Ｃ－２

人員（経産省、警察）
、
パン約３２５箱、カップ麺約９００箱

入間～千歳
入間～千歳～苫小牧

Ｃ－１３０
Ｃ－１３０
ナッチャン
Ｗｏｒｌｄ

人員（警察）
、衛星携帯機材
スポーツドリンク
基地局・電源車１０両、タンクローリー
４両、発電機車６両

仙台～苫小牧

入間～千歳

Ｃ－２

美保～新潟～千歳

Ｃ－１３０

入間～松島～千歳

Ｃ－１

築城～千歳

Ｃ－２

８日

９日

発電所修理機材、簡易充電器約２，３３
５個、電池１０，０００本、野菜ジュー
ス約１０，３７０本、パン３６０ケース
、缶詰約１０，０３０個、パックごはん
１０，０８０個
発電所修理機材、人員（ボイラー・電気
技術者）
医療用酸素ボンベ３００本、レトルトカ
レー１０，０２０個
発電所用機材

