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２．防災上必要な施設及び設備の整備の概況 

（１）観測施設関係 

  ① 地上気象観測地点一覧 

気圧、気温、湿度、風向、風速、降水量、積雪の深さ、降雪の深さ、日照時間、日射量、雲、 

視程、大気現象等の地上気象観測を行っている気象台・測候所・観測所が、156 箇所（国内に

155 箇所、南極に 1箇所）設置されている。 

 

表 地上気象観測地点一覧（156 箇所） 

 

 

注：平成 29 年 12 月 12 日現在 

（出典）気象庁「地上気象観測地点一覧」をもとに内閣府作成  

地点名 都道府県名 市町村名 施設名 地点名 都道府県名 市町村名 施設名

札幌 北海道 札幌市中央区 札幌管区気象台 富士山 静岡県 富士宮市富士山頂 富士山特別地域気象観測所
函館 北海道 函館市 函館地方気象台 御前崎 静岡県 御前崎市 御前崎特別地域気象観測所
小樽 北海道 小樽市 小樽特別地域気象観測所 石廊崎 静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎特別地域気象観測所
旭川 北海道 旭川市 旭川地方気象台 三島 静岡県 三島市 三島特別地域気象観測所
室蘭 北海道 室蘭市 室蘭地方気象台 名古屋 愛知県 名古屋市千種区 名古屋地方気象台
釧路 北海道 釧路市 釧路地方気象台 伊良湖 愛知県 田原市 伊良湖特別地域気象観測所
帯広 北海道 帯広市 帯広測候所 津 三重県 津市 津地方気象台
岩見沢 北海道 岩見沢市 岩見沢特別地域気象観測所 四日市 三重県 四日市市 四日市特別地域気象観測所
網走 北海道 網走市 網走地方気象台 尾鷲 三重県 尾鷲市 尾鷲特別地域気象観測所
留萌 北海道 留萌市 留萌特別地域気象観測所 上野 三重県 伊賀市 上野特別地域気象観測所
苫小牧 北海道 苫小牧市 苫小牧特別地域気象観測所 彦根 滋賀県 彦根市 彦根地方気象台
稚内 北海道 稚内市 稚内地方気象台 京都 京都府 京都市中京区 京都地方気象台
紋別 北海道 紋別市 紋別特別地域気象観測所 舞鶴 京都府 舞鶴市 舞鶴特別地域気象観測所
根室 北海道 根室市 根室特別地域気象観測所 大阪 大阪府 大阪市中央区 大阪管区気象台
江差 北海道 檜山郡江差町 江差特別地域気象観測所 神戸 兵庫県 神戸市中央区 神戸地方気象台
寿都 北海道 寿都郡寿都町 寿都特別地域気象観測所 姫路 兵庫県 姫路市 姫路特別地域気象観測所
倶知安 北海道 虻田郡倶知安町 倶知安特別地域気象観測所 洲本 兵庫県 洲本市 洲本特別地域気象観測所
羽幌 北海道 苫前郡羽幌町 羽幌特別地域気象観測所 豊岡 兵庫県 豊岡市 豊岡特別地域気象観測所
北見枝幸 北海道 枝幸郡枝幸町 北見枝幸特別地域気象観測所 奈良 奈良県 奈良市 奈良地方気象台
雄武 北海道 紋別郡雄武町 雄武特別地域気象観測所 和歌山 和歌山県 和歌山市 和歌山地方気象台
浦河 北海道 浦河郡浦河町 浦河特別地域気象観測所 潮岬 和歌山県 東牟婁郡串本町 潮岬特別地域気象観測所
広尾 北海道 広尾郡広尾町 広尾特別地域気象観測所 鳥取 鳥取県 鳥取市 鳥取地方気象台
青森 青森県 青森市 青森地方気象台 米子 鳥取県 米子市 米子特別地域気象観測所
八戸 青森県 八戸市 八戸特別地域気象観測所 境 鳥取県 境港市 境特別地域気象観測所
むつ 青森県 むつ市 むつ特別地域気象観測所 松江 島根県 松江市 松江地方気象台
深浦 青森県 西津軽郡深浦町 深浦特別地域気象観測所 浜田 島根県 浜田市 浜田特別地域気象観測所
盛岡 岩手県 盛岡市 盛岡地方気象台 西郷 島根県 隠岐郡隠岐の島町 西郷特別地域気象観測所
宮古 岩手県 宮古市 宮古特別地域気象観測所 岡山 岡山県 岡山市北区 岡山地方気象台
大船渡 岩手県 大船渡市 大船渡特別地域気象観測所 津山 岡山県 津山市 津山特別地域気象観測所
仙台 宮城県 仙台市宮城野区 仙台管区気象台 広島 広島県 広島市中区 広島地方気象台
石巻 宮城県 石巻市 石巻特別地域気象観測所 呉 広島県 呉市 呉特別地域気象観測所
秋田 秋田県 秋田市 秋田地方気象台 福山 広島県 福山市 福山特別地域気象観測所
山形 山形県 山形市 山形地方気象台 下関 山口県 下関市 下関地方気象台
酒田 山形県 酒田市 酒田特別地域気象観測所 山口 山口県 山口市 山口特別地域気象観測所
新庄 山形県 新庄市 新庄特別地域気象観測所 萩 山口県 萩市 萩特別地域気象観測所
福島 福島県 福島市 福島地方気象台 徳島 徳島県 徳島市 徳島地方気象台
若松 福島県 会津若松市 若松特別地域気象観測所 高松 香川県 高松市 高松地方気象台
小名浜 福島県 いわき市 小名浜特別地域気象観測所 多度津 香川県 仲多度郡多度津町 多度津特別地域気象観測所
白河 福島県 白河市 白河特別地域気象観測所 松山 愛媛県 松山市 松山地方気象台
水戸 茨城県 水戸市 水戸地方気象台 宇和島 愛媛県 宇和島市 宇和島特別地域気象観測所
館野 茨城県 つくば市 高層気象台 高知 高知県 高知市 高知地方気象台
宇都宮 栃木県 宇都宮市 宇都宮地方気象台 室戸岬 高知県 室戸市 室戸岬特別地域気象観測所
日光 栃木県 日光市 日光特別地域気象観測所 宿毛 高知県 宿毛市 宿毛特別地域気象観測所
前橋 群馬県 前橋市 前橋地方気象台 清水 高知県 土佐清水市 清水特別地域気象観測所
熊谷 埼玉県 熊谷市 熊谷地方気象台 福岡 福岡県 福岡市中央区 福岡管区気象台
秩父 埼玉県 秩父市 秩父特別地域気象観測所 飯塚 福岡県 飯塚市 飯塚特別地域気象観測所
千葉 千葉県 千葉市中央区 千葉特別地域気象観測所 佐賀 佐賀県 佐賀市 佐賀地方気象台
銚子 千葉県 銚子市 銚子地方気象台 長崎 長崎県 長崎市 長崎地方気象台
館山 千葉県 館山市 館山特別地域気象観測所 佐世保 長崎県 佐世保市 佐世保特別地域気象観測所
勝浦 千葉県 勝浦市 勝浦特別地域気象観測所 平戸 長崎県 平戸市 平戸特別地域気象観測所
東京 東京都 千代田区 東京管区気象台 厳原 長崎県 対馬市 厳原特別地域気象観測所
大島 東京都 大島町 大島特別地域気象観測所 福江 長崎県 五島市 福江特別地域気象観測所
三宅島 東京都 三宅村 三宅島特別地域気象観測所 雲仙岳 長崎県 雲仙市 雲仙岳特別地域気象観測所
八丈島 東京都 八丈町 八丈島特別地域気象観測所 熊本 熊本県 熊本市中央区 熊本地方気象台
父島 東京都 小笠原村 父島気象観測所 人吉 熊本県 人吉市 人吉特別地域気象観測所
南鳥島 東京都 小笠原村 南鳥島気象観測所 牛深 熊本県 天草市 牛深特別地域気象観測所
横浜 神奈川県 横浜市中区 横浜地方気象台 大分 大分県 大分市 大分地方気象台
新潟 新潟県 新潟市中央区 新潟地方気象台 日田 大分県 日田市 日田特別地域気象観測所
高田 新潟県 上越市 高田特別地域気象観測所 宮崎 宮崎県 宮崎市 宮崎地方気象台
相川 新潟県 佐渡市 相川特別地域気象観測所 都城 宮崎県 都城市 都城特別地域気象観測所
富山 富山県 富山市 富山地方気象台 延岡 宮崎県 延岡市 延岡特別地域気象観測所
伏木 富山県 高岡市 伏木特別地域気象観測所 油津 宮崎県 日南市 油津特別地域気象観測所
金沢 石川県 金沢市 金沢地方気象台 鹿児島 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島地方気象台
輪島 石川県 輪島市 輪島特別地域気象観測所 枕崎 鹿児島県 枕崎市 枕崎特別地域気象観測所
福井 福井県 福井市 福井地方気象台 阿久根 鹿児島県 阿久根市 阿久根特別地域気象観測所
敦賀 福井県 敦賀市 敦賀特別地域気象観測所 種子島 鹿児島県 西之表市 種子島特別地域気象観測所
甲府 山梨県 甲府市 甲府地方気象台 名瀬 鹿児島県 奄美市 名瀬測候所
河口湖 山梨県 南都留郡富士河口湖 河口湖特別地域気象観測所 屋久島 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島特別地域気象観測所
長野 長野県 長野市 長野地方気象台 沖永良部 鹿児島県 大島郡和泊町 沖永良部特別地域気象観測所
松本 長野県 松本市 松本特別地域気象観測所 那覇 沖縄県 那覇市 沖縄気象台
飯田 長野県 飯田市 飯田特別地域気象観測所 石垣島 沖縄県 石垣市 石垣島地方気象台
諏訪 長野県 諏訪市 諏訪特別地域気象観測所 名護 沖縄県 名護市 名護特別地域気象観測所
軽井沢 長野県 北佐久郡軽井沢町 軽井沢特別地域気象観測所 宮古島 沖縄県 宮古島市 宮古島地方気象台
岐阜 岐阜県 岐阜市 岐阜地方気象台 南大東島 沖縄県 島尻郡南大東村 南大東島地方気象台
高山 岐阜県 高山市 高山特別地域気象観測所 久米島 沖縄県 島尻郡久米島町 久米島特別地域気象観測所
静岡 静岡県 静岡市駿河区 静岡地方気象台 西表島 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島特別地域気象観測所
浜松 静岡県 浜松市中区 浜松特別地域気象観測所 与那国島 沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島特別地域気象観測所
網代 静岡県 熱海市 網代特別地域気象観測所 昭和 昭和基地(南極・東オングル島)



40 
 

  ② 警報・注意報発表基準一覧 

     警報は重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報、注意報は災害が起こるお

それのある場合にその旨を注意して行う予報である。警報や注意報は、あらかじめ定めた基

準に達すると予想された区域に対して発表される。 

     気象等の警報・注意報発表基準は市町村ごとに設定されている。例えば、東京都千代田区

における警報・注意報基準は以下のとおりである。 

 

表 東京都千代田区の気象等の警報・注意報発表基準一覧表 

 
 

注：令和 3年 6月 8日現在 

注：特別警報発表基準については次頁を参照。         

（出典）気象庁ホームページをもとに内閣府作成  
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  ③ 特別警報発表基準 

     特別警報は、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合にその旨を示して行う警報で

ある。気象、津波・火山・地震（地震動）等に関する特別警報の発表基準は以下のとおり。 

 

表 気象等に関する特別警報の発表基準 

 
 

注：発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、 大風速などについて過去の災害事例に照らして算出 

した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断をしている。 

（出典）気象庁ホームページ 

 

 

 

 

 

表 津波・火山・地震（地震動）に関する特別警報の発表基準 

 
 

注：噴火警戒レベルを運用している火山では「噴火警報（居住地域）」（噴火警戒レベル 4または 5）を、噴火警戒レ 

ベルを運用していない火山では「噴火警報（居住地域）」（キーワード：居住地域厳重警戒）を特別警報に位置 

づけている。 

（出典）気象庁ホームページ 
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  ④ 震度計設置箇所一覧 

     気象庁、地方公共団体、国立研究開発法人防災科学技術研究所により、全国 4,375 箇所

（令和 4年 1月現在） に震度計が設置されている。 

 

 

 

 

図 震度計設置箇所 

 

（出典）気象庁ホームページ 

 

 

●気象庁
■地方公共団体
▲独立行政法人

防災科学技術研究所
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  ⑤ 津波情報で観測値を発表する地点 

    津波の観測値を発表する津波観測点は、全国 406 箇所（令和 4 年 3 月現在）に設置されて

いる。 

 

 

 

図 津波観測点（全国） 

 
（出典）気象庁ホームページ 

 

（観測機器） 
 ●津波観測計 
 ▲ＧＰＳ波浪計 
 ▼ケーブル式海底津波計 
 
（所属機関） 
 赤色 気象庁 
 黄色 国土交通省港湾局 
 濃緑 国土地理院 
 水色 海上保安庁 
 青色 防災科学技術研究所 
 橙色 海洋研究開発機構 
 桃色 東京大学地震研究所 
黄緑 地方公共団体 
茶色 その他の機関 
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  ⑤ 電子基準点設置箇所一覧 

    国土地理院では、全国約 1,300 箇所（令和 4 年 4 月現在）に電子基準点を設置し、GNSS 衛

星からの測位信号を毎日 24 時間観測し、地殻の変動を監視している。 

 

 

図 電子基準点（全国） 

 

（出典）国土地理院 
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（２）防災拠点の状況 

   以下では、防災拠点として活用し得る公共施設等について、その現状を示す。 

  ① 国土交通省の物資拠点の指定状況 

    国土交通省では令和元年度、民間の物資拠点の追加・見直しを行い、全国で 1,511 施設が

指定されている。 

 

 

 

図 民間物資拠点の指定状況（リストアップ数） 

 

注：各年 3月 31 日現在 
（出典）国土交通省ホームページをもとに内閣府作成 
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  ② 医療施設数等 

災害拠点病院は、全国で合計 763 箇所、設置されている。 

 

  

 

図 都道府県別災害拠点病院数 

 
（出典）広域災害・救急医療情報システムをもとに内閣府作成（令和 4年 1月作成）  
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  ③ 道の駅 

道の駅は、全国で合計 1,193 駅、設置されている 。 

 

  

 

図 都道府県別道の駅箇所数 

 
注：令和 3年 6月 11 日現在 

（出典）国土交通省ホームページをもとに内閣府作成  
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  ④ 社会福祉施設数 

    社会福祉施設数は、令和 2年現在で 80,723 箇所となっている。 

 

 

 

図 社会福祉施設等の施設数 

 
注 1：各年 10 月 1日現在 

  

（出典）厚生労働省「令和元年社会福祉施設等調査の概況」をもとに内閣府作成 
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  ⑤ 学校数 

    小学校、中学校、高等学校、短期大学（国公立・私立）の箇所数は減少傾向にある一方で、

大学の箇所数は増加傾向にある。 

 

 

 

図 小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学数 

 
注：各年 5月 1日時点 

注：学校教育法で規定されている学校が対象 

（出典）総務省統計局「日本統計年鑑」をもとに内閣府作成  
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  ⑥ 県民会館・市民会館数 

    県民会館・市民会館の箇所数は、令和元年にはそれぞれ 187 箇所及び 3,335 箇所となって

いる。 

 

       

 

図 県民会館の箇所数 

  

 

図 公会堂・市民会館の箇所数 

 
注：各年 3月 31 日現在、それぞれ県、市区町村が所有・管理する公共施設数 

（出典）総務省「公共施設状況調経年比較表（平成 21 年度～令和元年度）」をもとに内閣府作成 
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  ⑦ 公民館数 

公民館数は、令和元年現在で 12,721 箇所となっている。 

 

   

図 公民館の箇所数 

 
注：各年 3月 31 日現在、市区町村が所有・管理する公共施設数 

（出典）総務省「公共施設状況調経年比較表（平成 21 年度～令和元年度）」をもとに内閣府作成 

 

  ⑧ 体育館等スポーツ施設数 

体育館等スポーツ施設数は、令和元年現在で 11,930 箇所となっている。 

  

図 体育館等スポーツ施設の箇所数 

 
注：各年 3月 31 日現在、それぞれ県、市区町村が所有・管理する公共施設数（体育館、陸上競技場、野球場） 

（出典）総務省「公共施設状況調経年比較表（平成 21 年度～令和元年度）」をもとに内閣府作成 
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  ⑨ 警察署 

警察署は、全国で合計 1,149 署、設置されている（令和 3年 4月現在）。 

 

  

 

図 都道府県別警察署数 

 
注：令和 3年 4月 1日現在 

（出典）警察庁「警察白書（令和 3年版）」をもとに内閣府作成  
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  ⑩ 防災公園数 

防災公園は、合計 1,834 箇所、設置されており、供用面積 1ha 以上の公園の約 50％となっ

ている（平成 24 年度）。 

 

表 防災公園数 

 

注：各年度末現在 

（出典）会計検査院「公共土木施設等における地震・津波対策の実施状況等について（平成 24 年 10 月、平成 25 年

10 月）」をもとに内閣府作成 

 

  

公園事業
主体数

公園数
（A箇所）

公園事業
主体数

公園数
（B箇所）

割合
（B/A）％

地方整備局計 4 18 3 12 66.7%

都道府県計 344 2,696 272 1,477 54.8%

合計 348 2,714 275 1,489 54.9%

地方整備局計 5 12 4 10 83.3%

都道府県計 554 3,546 396 1,824 51.4%

合計 559 3,558 400 1,834 51.5%

供用面積1ha以上の公園 防災公園

平成23年度

平成24年度

年度
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  ⑪ 自衛隊の基地等の配置 

     自衛隊の基地等の配置状況は、以下のとおり。 

 

図 陸上自衛隊の部隊配置 

 

注：令和 4年 1月現在 

（出典）陸上自衛隊ホームページ 

   

図 海上自衛隊の基地の配置 

 

注：令和 4年 1月現在 

（出典）海上自衛隊ホームページ  
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図 航空自衛隊の基地の配置 

 
注：令和 4年 3月現在 

（出典）航空自衛隊ホームページ 
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（３）避難施設の指定 

  ① 避難施設の立地 

    施設面積が 100ha 以上の避難施設の立地状況は以下のとおり。 

 

 
 

図 面積が 100ha 以上の避難施設 

 
注：自然災害発生時に住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うための施設で、市町村長が指定し地域防災計

画等に掲載されている施設のうち、避難施設の面積が 100ha 以上の施設を図化 

（出典）国土交通省 国土数値情報（避難施設）（データ作成 平成 24 年度）をもとに内閣府作成 
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  ② 市区町村の津波避難ビルの指定状況 

津波避難ビルは、15,304 箇所、指定されている（令和 3年 4月現在）。 

 

 

 

図 津波避難ビルの指定数の推移 

 

 
注：平成 23 年 10 月の調査は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県を調査対象外としている。 

（出典）国土交通省及び内閣府「「津波避難ビル等」に関する実態調査結果」（平成 23 年 10 月） 

内閣府「津波避難に関する地方公共団体等の取組状況等調査」（平成 25 年 12 月） 

  内閣府「津波避難施設の整備数」（平成 30 年 8月） 

    内閣府「津波避難施設の整備数」（令和 3年 4 月） 
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  ③ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定状況 

    指定緊急避難場所は 116,122 箇所（令和 3 年 4 月 1 日現在）、指定避難所は 81,978 箇所指

定されている（令和 3年 12 月 1 日現在）。 

   

 

 

  

指定緊急避難場所数 指定避難所数

都道府県 平成30年4月1日 平成31年4月1日 令和2年4月1日 令和3年4月1日 都道府県 令和3年12月1日

北海道 7,075 7,243 7,442 7,282 北海道 5,856

青森県 2,070 2,025 2,339 2,367 青森県 2,152
岩手県 2,508 2,523 2,536 2,599 岩手県 1,918
宮城県 1,839 2,098 2,233 2,323 宮城県 1,563
秋田県 1,951 2,075 2,075 2,074 秋田県 1,287
山形県 2,331 2,529 2,706 2,738 山形県 1,136
福島県 2,508 2,513 2,473 2,348 福島県 2,455
茨城県 1,935 1,950 1,988 1,922 茨城県 1,619
栃木県 1,074 1,170 1,136 1,164 栃木県 1,301
群馬県 1,535 1,585 1,719 1,718 群馬県 1,577
埼玉県 2,472 2,572 2,561 2,846 埼玉県 2,302
千葉県 2,458 2,435 2,494 2,546 千葉県 2,228
東京都 1,554 1,623 1,724 1,835 東京都 3,111

神奈川県 6,303 6,727 6,726 7,300 神奈川県 1,453
新潟県 2,136 2,389 2,580 2,978 新潟県 1,921
富山県 1,269 1,268 1,255 1,447 富山県 1,070
石川県 1,494 1,497 1,525 1,529 石川県 893
福井県 1,231 1,233 1,243 1,246 福井県 829
山梨県 798 809 749 806 山梨県 857
長野県 3,217 3,665 3,925 3,796 長野県 2,934
岐阜県 3,318 3,278 3,268 3,199 岐阜県 2,085
静岡県 2,485 2,614 2,744 2,814 静岡県 1,696
愛知県 4,690 5,026 5,086 5,339 愛知県 3,052
三重県 2,971 2,992 2,964 3,620 三重県 1,613
滋賀県 1,006 1,027 1,106 828 滋賀県 897
京都府 1,703 1,711 1,735 1,772 京都府 1,182
大阪府 5,065 5,150 5,218 5,341 大阪府 2,894
兵庫県 3,019 3,028 3,098 3,523 兵庫県 2,991
奈良県 1,117 1,198 1,250 1,279 奈良県 1,128

和歌山県 2,360 2,452 2,529 2,563 和歌山県 1,612
鳥取県 1,161 1,170 1,382 1,386 鳥取県 569
島根県 1,435 1,430 1,439 1,449 島根県 1,251
岡山県 2,374 2,384 2,424 2,581 岡山県 1,814
広島県 2,709 2,731 3,120 3,143 広島県 2,138
山口県 1,633 1,526 1,678 1,689 山口県 1,222
徳島県 2,187 2,191 1,995 1,996 徳島県 1,108
香川県 899 884 887 883 香川県 688
愛媛県 1,969 1,975 1,976 1,976 愛媛県 2,157
高知県 2,591 2,642 2,668 2,823 高知県 1,791
福岡県 3,573 3,550 3,478 3,452 福岡県 2,836
佐賀県 389 404 409 441 佐賀県 629
長崎県 1,889 1,987 1,861 1,872 長崎県 1,533
熊本県 1,635 1,669 1,685 1,707 熊本県 1,288
大分県 1,785 1,736 1,962 2,053 大分県 1,294
宮崎県 2,197 1,987 2,004 2,001 宮崎県 1,300

鹿児島県 2,210 2,361 2,346 2,392 鹿児島県 2,040
沖縄県 828 732 965 1,136 沖縄県 708

計 106,956 109,764 112,706 116,122 計 81,978

（出典）内閣府作成

【都道府県別】
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定状況

（出典）消防庁作成
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  ④ 福祉避難所の確保状況  

確保している福祉避難所数は、24,935 箇所である(令和 3年 12 月 1 日現在)。 

  

（出典）内閣府作成 

  

指定福祉避難所数

1 北海道 1,240 505

2 青森県 747 444

3 岩手県 378 232

4 宮城県 652 25

5 秋田県 347 113

6 山形県 287 88

7 福島県 472 397

8 茨城県 480 71

9 栃木県 619 280

10 群馬県 418 332

11 埼玉県 839 189

12 千葉県 1,049 218

13 東京都 1,654 442

14 神奈川県 1,287 103

15 新潟県 573 97

16 富山県 179 38

17 石川県 356 26

18 福井県 228 197

19 山梨県 372 66

20 長野県 627 87

21 岐阜県 527 173

22 静岡県 764 240

23 愛知県 1,001 177

24 三重県 437 245

25 滋賀県 445 48

26 京都府 551 70

27 大阪府 977 636

28 兵庫県 1,104 614

29 奈良県 240 43

30 和歌山県 276 162

31 鳥取県 189 14

32 島根県 302 104

33 岡山県 331 8

34 広島県 440 69

35 山口県 219 18

36 徳島県 231 66

37 香川県 204 24

38 愛媛県 454 402

39 高知県 228 96

40 福岡県 700 111

41 佐賀県 159 39

42 長崎県 407 117

43 熊本県 561 149

44 大分県 378 22

45 宮崎県 255 68

46 鹿児島県 562 61

47 沖縄県 189 63

24,935 7,789

※確保している福祉避難所数については、協定を締結するなどして発災時に開設できる状態の

  福祉避難所を含む。

NO 都道府県
令和3年12月１日現在

計

確保している福祉避難所数
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（４）防災関係施設の設備 

   避難所に指定されている学校の防災関係施設・設備の整備状況 

   学校の防災関係施設・設備の整備状況は年々向上している。 

 

  

 

図 避難所に指定されている学校の防災関係施設・設備の整備状況 

 
（出典）文部科学省資料をもとに内閣府作成 
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（５）医療施設数等 

  ① 日赤病院・救命救急センター・DMAT 指定医療機関数 

    全国で赤十字病院は 96 箇所、救命救急センターは 292 箇所、DMAT 指定医療機関は 830 箇所

となっている（令和 4 年 1 月現在）。 

 

表 都道府県別の赤十字病院・救命救急センター・DMAT 指定医療機関数 

  

 

（出典）赤十字病院は、日本赤十字社ホームページを参考に内閣府作成（令和 4 年 1月作成） 

    救命救急センター・DMAT 指定機関は、広域災害救急医療情報システムホームページをもとに 

内閣府作成（令和 4年 1月作成） 

  

都道府県 赤十字病院
救命救急
センター

DMAT
指定機関

都道府県 赤十字病院
救命救急
センター

DMAT
指定機関

北海道 10 12 34 滋賀県 3 4 10

青森県 1 3 10 京都府 3 6 14

岩手県 1 3 11 大阪府 2 16 19

宮城県 2 6 16 兵庫県 3 10 19

秋田県 2 2 15 奈良県 0 3 9

山形県 0 3 8 和歌山県 1 3 11

福島県 1 4 14 鳥取県 1 2 4

茨城県 2 6 22 島根県 2 4 11

栃木県 3 5 14 岡山県 2 5 12

群馬県 2 4 19 広島県 3 7 19

埼玉県 3 9 23 山口県 2 5 18

千葉県 1 14 27 徳島県 1 3 15

東京都 4 26 85 香川県 1 3 10

神奈川県 6 21 35 愛媛県 1 3 8

新潟県 1 6 14 高知県 1 3 20

富山県 1 2 8 福岡県 3 10 31

石川県 1 2 12 佐賀県 1 4 8

福井県 1 2 10 長崎県 2 3 15

山梨県 1 1 12 熊本県 2 3 16

長野県 6 7 13 大分県 1 4 22

岐阜県 2 6 13 宮崎県 0 3 13

静岡県 5 11 23 鹿児島県 1 3 20

愛知県 2 23 35 沖縄県 1 3 16

三重県 1 4 17 合計 96 292 830
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  ② ドクターヘリ配備状況 

    ドクターヘリは、平成 30 年 9 月時点で全国 43 道府県において 53 機が配備されている。 

 

           

 

図 ドクターヘリの配備状況 

 
注：平成 30 年 9月現在 

（出典）厚生労働省資料「ドクターヘリの現状について」、認定 NPO 法人救急ヘリ病院ネットワークより内閣府作成 

○　導入状況　43道府県53機にて事業を実施（平成30年9月現在）
　平成13年度　5県　  岡山県、静岡県、千葉県、愛知県、福岡県
　平成14年度　2県　  神奈川県、和歌山県
　平成15年度　1県　  静岡県（2機目） 
　平成17年度　2道県  北海道、長野県
　平成18年度　1県　  長崎県
　平成19年度　3府県  埼玉県、大阪府、福島県
　平成20年度　4県　  青森県、群馬県、千葉県（2機目） 、沖縄県
　平成21年度　2道県　北海道（2機目、3機目）、栃木県
　平成22年度　5県　　兵庫県、茨城県、岐阜県、山口県、高知県
　平成23年度　6県　　島根県、長野県（2機目）、鹿児島県、熊本県、秋田県、三重県
　平成24年度　8県　　青森県（2機目）、岩手県、山形県、新潟県、山梨県、徳島県、
　　　　　　　　　　 大分県、宮崎県
　平成25年度　3県　　広島県、兵庫県（2機目）、佐賀県
　平成26年度　1道    北海道（4機目）
　平成27年度　2県　　滋賀県、富山県
　平成28年度　5県　　宮城県、鹿児島県（2機目）、愛媛県、新潟県（2機目）、奈良県
　平成29年度　1県　　鳥取県
　平成30年度　1県　　石川県
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（６）施設の耐震化状況 

  ① 住宅及び耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の状況 

    住宅の耐震化の状況は、令和12年の耐震性が不十分なものをおおむね解消の目標に対して、

平成 30 年現在約 87％となっている。 

   耐震診断義務付け対象建築物のうち要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の状況は、令和

7 年までに耐震性が不十分なものをおおむね解消する目標に対して、令和 2 年現在約 89％と

なっている。 

     

 

図 住宅の耐震化の状況 

 

 

 
図 耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の状況 

 
（出典）国土交通省資料をもとに内閣府作成 
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  ② 公立小中学校施設の耐震化率 

公立小中学校施設の耐震化率は 99.6％、残棟数は 444 棟となっている（令和 3 年現在）。 

  

 

図 公立小中学校施設における耐震化率、第 2次診断等実施率、耐震性がない建物の残棟数の推移 

 
注：平成 23 年 4月 1日現在については、岩手県・宮城県・福島県は除く。 

注：平成 24 年 4月 1日現在及び平成 26 年 4 月 1日現在については、福島県の一部は除く。 

（出典）文部科学省「公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査の結果について」（令和 3年 4月）をもとに

内閣府作成 

 

  ③ 病院の耐震化の状況 

    病院の耐震化の状況は 84.8％（「全ての建物に耐震性がある病院」と「一部の建物に耐震

性がある病院」の合計）となっている（令和 2年現在）。 

  

図 病院の耐震化の状況 

 
（出典）厚生労働省「病院の耐震改修状況調査の結果」をもとに内閣府作成  
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  ④ 国の庁舎の耐震化の状況 

国の庁舎の耐震化の状況は 91％となっている（平成 28 年度末）。 

 

図 国の庁舎の耐震化の状況 

 
注：対象は「官公庁施設の建設等に関する法律」第 10 条に基づき、国土交通大臣が整備等を所掌している施設のう 

ち、一般会計の行政機関の事務庁舎（規模の小さい建築物等を除く） 

 

 

⑤ 公共インフラ等の耐震化の状況 

公共インフラ等の耐震化の状況は、「鉄道（新幹線）」が 100％、「鉄道（在来線）」が 98％、 

「道路」が 79％、「港湾」が 62％等となっている。 

 

図 公共インフラ等の耐震化の状況 
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  ⑥ 防災拠点となる公共施設等の耐震化の進捗状況 

防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況は 95.1％、未改修の棟数が 5,801 棟となってい

る（令和 2年 10 月 1 日現在）。 

 

表 防災拠点となる公共施設等の耐震化の進捗状況 

 

 

 
注：拠点施設数（都道府県、市区町村合計） 

  ※1 昭和 56 年 5 月 31 日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性 

能を有する」と診断された建築物 

  ※2 昭和 56 年 5 月 31 日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性 

能を有しない」と診断されたが未改修の建築物及び耐震診断が未実施の建築物 

  ※ 「公共施設等」とは、地方公共団体が所有又は管理する防災拠点となる施設 

（出典）消防庁「地方防災行政の現況」（令和 4年 3月） 

  

時点 全棟数
S57年以降
建築の棟数

改修の必要が
ない棟数

※１
改修済数 耐震済の棟数

未改修の棟数
※２

耐震率

平成23年度末 191,042 92,624 21,600 37,282 151,506 39,536 79.3%

平成24年度末 188,312 92,935 22,218 40,302 155,455 32,857 82.6%

平成25年度末 190,201 95,817 23,046 43,642 162,505 27,696 85.4%

平成26年度末 190,212 97,465 23,746 46,741 167,952 22,260 88.3%

平成27年度末 182,289 94,506 24,499 46,660 165,665 16,624 90.9%

平成28年度末 182,337 96,331 25,333 46,399 168,063 14,274 92.2%

平成29年度末 190,239 101,786 28,502 46,907 177,195 5,355 93.1%

平成30年度末 187,492 101,426 29,837 45,320 176,583 4,576 94.2%

令和2年10月1日 185,472 101,717 29,231 45,391 176,339 5,801 95.1%
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（７）救助・救急、医療及び消火活動 

  ① 人口 10 万人あたりの消防水利数 

人口 10 万人あたりの消防水利数は 2,045.5 箇所となっている（平成 31 年現在）。 

 

図 人口 10 万人あたりの消防水利数の推移 

 
注：各年 4月 1日現在 

（出典）総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた」をもとに内閣府作成 

 

 

  ② 自主防災組織における可搬消防ポンプ保有状況 

    自主防災組織における可搬消防ポンプ保有状況は約18,000台となっている（令和3年現在）。 

   

図 自主防災組織の可搬消防ポンプ保有台数の推移 

 
注：各年 4月 1日現在 

（出典）消防庁「地方防災行政の現況（平成 21 年～令和 4年）」をもとに内閣府作成  
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  ③ 耐震性貯水槽の設置状況 

耐震性貯水槽の設置状況は、令和 3年現在約 122,700 基となっており、増加傾向にある。 

   

 

図 耐震性貯水槽の設置数の推移 

 
注：各年 4月 1日現在 

（出典）消防庁「地方防災行政の現況（平成 21 年～令和 4年）」をもとに内閣府作成 
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  ④ 緊急消防援助隊の登録部隊数 

緊急消防援助隊の登録部隊数は、令和 3 年 4 月 1 日現在 6,546 隊となっており、増加傾向

にある。 

 

 

図 緊急消防援助隊数の推移 

 

注：指揮支援隊とは、被災状況の把握、消防庁との連絡調整、現地消防機関の指揮支援を行う部隊 

都道府県隊とは、被災現場で活動を行う部隊 

（出典）消防庁ホームページ  
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  ⑤ 緊急消防援助隊の活動実績 

緊急消防援助隊の活動実績は下表のとおり。 

 

表 緊急消防援助隊の活動実績 

 

 

年度 災害名 派遣期間 部隊・隊員 主な活動地域 活動内容

岩手・宮城内陸地震 平成20年6月14日
～平成20年6月19日

1都1道15県211隊1,025人（北海道、青森県、
宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨
県）

岩手県奥州市・一関
市、宮城県栗原市

地震による被災住民の救出、救助、救急
搬送に従事

岩手県沿岸北部を震源とする地
震

平成20年7月24日 1都7県99隊379人（宮城県、秋田県、山形
県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、東京
都）

(進出拠点）【陸上部
隊】盛岡市アイスア
リーナ等【航空部隊】
仙台ヘリポート

情報収集活動及び災害警戒

平成21年度 駿河湾を震源とする地震 平成21年8月11日 1都2県6隊29人（東京都、山梨県、愛知県） 静岡県上空、静岡県庁 ヘリによる情報収集活動静岡県消防応援
活動調整本部内での指揮支援活動

平成22年度 東日本大震災 平成23年3月11日
～平成23年6月6日

１都１道２府40県8,854隊30,684人（北海
道、青森県、秋田県、山形県、茨城県、栃木
県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川
県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡
県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪
府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島
根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香
川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長
崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県）

岩手県、宮城県、福島
県、千葉県

航空部隊は人命救助、空中消火、情報収
集等に、陸上部隊は消火、救助、救急活
動等に従事した。

平成25年度 平成25年台風第26号による
伊豆大島の災害

平成25年10月16日
～平成25年10月31日

1都4県117隊518人（埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、静岡県）

伊豆大島（東京都大島
町）

東京都知事の要請に基づき1都4県から緊
急消防援助隊が出動して多数の倒壊家屋
や土砂からの救助活動を実施

平成26年8月豪雨による
広島市土砂災害

平成26年8月20日
～平成26年9月5日

1府6県399隊1,296人（大阪府、鳥取県、島根
県、岡山県、山口県、愛媛県、高知県）

広島市安佐北区、安佐
南区

広島県知事の要請に基づき、1府6県から
緊急消防援助隊が出動した。津波・大規
模風水害対策車や重機等の特殊車両を活
用し、高度救助隊等による救助活動や道
路啓開活動を17日間にわたり行った。

御嶽山噴火災害 平成26年9月27日
～平成26年10月17日

1都5県547隊2,171人（東京都、富山県、山梨
県、岐阜県、静岡県、愛知県）

御嶽山山頂付近 長野県知事の要請に基づき、火山ガス検
知等の機材を保有する高度救助隊及び山
岳救助隊が出動した。登山道が急峻な
上、粘土質となった火山灰等は足場が悪
く、火山性ガスが発生した場合には緊急
退避を余儀なくされる等、標高3,000メー
トルの厳しい活動環境のもとで21日間に
わたり救助活動を行った。

長野県北部を震源とする地震 平成26年11月23日 1都5県22隊104人（東京都、埼玉県、群馬
県、山梨県、富山県、新潟県）

長野県上空、白馬村 長野県知事の要請に基づき、１都５県の
緊急消防援助隊が直ちに出動し、情報収
集活動、倒壊家屋が発生した地域におい
て安否確認活動等を実施した

口永良部島噴火災害 平成27年5月29日 3県4隊22人（福岡県、高知県、宮崎県） 口永良部島 鹿児島県知事の要請に基づき、３県の緊
急消防援助隊が直ちに出動し、航空隊を
中心とした島民の避難支援をはじめ、情
報収集活動及び避難状況の確認等を実施
した。

平成27年９月関東・東北豪雨 平成27年9月10日
～平成27年9月17日

1都5県255隊1,001人（東京都、埼玉県、群馬
県、山梨県、千葉県、新潟県）

常総市 茨城県知事からの要請に基づき、１都５
県の緊急消防援助隊が出動し、水陸両用
バギーや救命ボート等により、住宅に孤
立した住民等の救助活動を実施した。さ
らに、消防防災ヘリコプターにより上空
から救助活動を実施した。８日間にわた
る活動により、茨城県では、786人を救助
した。（うちヘリコプターによる救助272
人）

平成28年熊本地震 平成28年4月14日
～平成28年4月27日

1都2府17県1,644隊5,497人（東京都、京都
府、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山
県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、徳島
県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分
県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

熊本市、益城町、西原
村、南阿蘇村

熊本県知事からの要請に基づき、１都２
府17県の緊急消防援助隊が出動し、余震
が頻発するなか、14日間にわたり捜索救
助を中心とする活動を実施し、熊本県内
において86人を救助した。

平成28年台風第10号による災害 平成28年8月31日
～平成28年9月9日

1都5県257隊1,044人（青森県、宮城県、秋田
県、福島県、東京都、神奈川県）

久慈市、岩泉町 岩手県知事からの要請により１都５県の
緊急消防援助隊が出動し、重機や水陸両
用バギーを活用し、孤立地域の検索活動
を実施するとともに、消防防災ヘリコプ
ターにより上空から救助活動を実施し
た。10日間にわたる活動により、岩手県
において43人を救助した。（広域航空消
防応援による救助者２人を含む。）

栃木県那須町雪崩事故 平成29年3月27日
～平成29年3月28日

1県3隊10人（埼玉県） 栃木県那須町 栃木県知事からの要請により緊急消防援
助隊が出動し、消防活動用ドローンによ
る上空からの事故現場全体の状況把握や
活動現場の確認等を実施した。

平成28年度

平成20年度

平成26年度

平成27年度
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年度 災害名 派遣期間 部隊・隊員 主な活動地域 活動内容

平成29年度 平成29 年７月九州北部豪雨 平成29年7月5日
～平成29年7月25日

1府14県1,179隊4,203人（愛知
県、大阪府、兵庫県、奈良
県、岡山県、広島県、山口
県、香川県、愛媛県、高知
県、福岡県、佐賀県、長崎
県、熊本県、宮崎県）

福岡県、大分県 ７月５日に大分県知事、７月６日に福岡
県知事からの要請に基づき、両県に合わ
せて１府14 県の緊急消防援助隊が出動、
陸上では重機や水陸両用バギー、全地形
対応車を活用し、捜索救助活動を実施し
た。また、消防防災ヘリコプター
により、孤立地域からの救助活動を実施
した。
21 日間にわたる活動により、福岡県内に
おいて30 人、大分県において29 人を救
助した。

大分県中津市土砂災害 平成30年4月11日
～平成30年4月14日

2県31隊135人（福岡県、熊本
県）

大分県中津市 陸上隊は、地元消防機関、警察、自衛
隊、国土交通省等と連携し、重機を活用
し土砂を排除しながら捜索・救助活動を
行った。また、航空小隊は、ヘリコプ
ターテレビ電送システムを活用して情報
収集を行った。

大阪府北部を震源とする地震 平成30年6月18日 2府県2隊11名（京都府、兵庫
県）

大阪府北部 消防庁長官の求めを受けた京都市消防航
空隊及び兵庫県消防防災航空隊が緊急消
防援助隊として大阪府に出動し、ヘリコ
プターテレビ電送システムを活用し、大
阪府北部を中心に被害状況を把握する
等、情報収集活動を行った。

平成30 年７月豪雨 平成30年7月6日
～平成30年7月31日

1都2府20県1,383隊5,385名
（栃木県、埼玉県、東京都、
神奈川県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵
庫県、奈良県、和歌山県、鳥
取県、島根県、岡山県、広島
県、山口県、徳島県、香川
県、福岡県、長崎県、熊本
県、大分県）

西日本を中心に全国的
に広い範囲

発災後、岡山県、広島県、愛媛県及び高
知県からの要請に基づき、消防庁長官の
求め又は指示を受けた23都府県の緊急消
防援助隊が出動した。なお、広範囲に及
ぶ災害となり、多数の死者、行方不明者
が見込まれたこと、7月8日に政府の非常
災害対策本部が設置されたことを踏ま
え、同日17時00分に平成30年7月豪雨にお
ける緊急消防援助隊の一連の出動につい
て、消防庁長官の指示によるものとし
た。
陸上隊は、河川氾濫による浸水地域や土
砂が堆積した住宅地等で救命ボート、重
機等を活用し、孤立者の救出や行方不明
者の捜索を行った。また、航空小隊は、
ヘリサット等を活用した情報収集及び孤
立地域からの救助活動を行った。
緊急消防援助隊の26日間にわたる活動に
より、397人を救助した。

平成30年北海道胆振東部地震 平成30年9月6日
～平成30年9月10日

1都1道10県197隊827名（北海
道、青森県、岩手県、宮城
県、秋田県、山形県、福島
県、埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、愛知県）

北海道胆振地方中東部 消防庁長官の求めを受けた12 都道県の緊
急消防援助隊は、本州からは、陸路によ
る出動ができないため、民間フェリーを
活用し被災地へ向けて出動した。また、
防衛省に協力依頼し、航空自衛隊輸送機
により、神奈川県大隊の消防車両と人員
の輸送を行った。
陸上隊は、厚真町で人力及び重機による
土砂等の排除を行いながら、行方不明者
の捜索・救助活動を昼夜を通し行った。
また、航空小隊は、ホイスト等による人
命救助の実施、ヘリコプターテレビ電送
システム等を活用した情報収集を行っ
た。
緊急消防援助隊の5日間にわたる活動によ
り、24人を救助した。

令和元年８月の前線に伴う大雨
による災害

令和元年8月28日
～令和元年8月31日

1県43隊146名（熊本県） 佐賀県 8月28日、前線と湿った空気の影響で、九
州北部地方を中心に記録的な大雨とな
り、河川の氾濫による浸水害が発生し
た。同日、佐賀県知事からの要請に基づ
き、消防庁長官の求めを受けた熊本県の
緊急消防援助隊が出動した。
陸上隊は、地元消防機関、警察、自衛隊
と連携し、浸水地域の安否確認及び孤立
者の救助活動を行い、11人を救助した。
また、浸水地域の排水活動の妨げになっ
ていた鉄工所から流出した焼き入れ油の
除去活動を実施した。航空小隊は、上空
から被災状況の情報収集活動を実施する
とともに、ヘリサットシステムを活用し
て消防庁等に 新の情報を提供した。

令和元年東日本台風（台風第19
号）による災害

令和元年10月13日
～令和元年10月18日

１都１道12県276隊1,038名
（北海道、青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、山形県、埼
玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、福井県、
静岡県、愛知県）

宮城県、福島県、長野
県

台風第19号の影響等による大雨で、各地
で複数の河川が氾濫、決壊し、多くの地
域で浸水害、土砂崩れが発生した。発災
後、宮城県、福島県及び長野県知事から
の要請に基づき、消防庁長官の求め又は
指示を受けた、14都道県の緊急消防援助
隊が出動した。なお、平成31年３月に改
定した基本計画を踏まえ、災害の状況、
13日の政府の非常災害対策本部の設置、
応援の必要性等を考慮し、15日に緊急消
防援助隊の一連の出動について、消防庁
長官の指示によるものとした。陸上隊
は、河川氾濫による浸水地域や土砂崩れ
によって押し流された住宅地等で救命
ボート、重機等を活用し、孤立者の救出
や行方不明者の捜索を行った。また、航
空小隊は、情報収集及び孤立地域等から
の救助活動を行った。緊急消防援助隊の
６日間にわたる活動により、171人 を救
助した。

令和元年度

平成30年度
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（出典）消防庁「消防白書(平成 20 年版～令和 3年版)」をもとに内閣府作成  

年度 災害名 派遣期間 部隊・隊員 主な活動地域 活動内容

令和２年７月豪雨 令和2年7月4日
～令和2年7月15日

14県532隊1,999名(埼玉県、鳥
取県、島根県、岡山県、広島
県、山口県、愛媛県、福岡
県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島
県)

熊本県、長野県、宮崎
県、島根県

７月３日から７月８日までにかけて、梅
雨前線が同じような場所に停滞し、温か
く湿った空気が流れ込み続けたため、西
日本から東日本にかけての広い範囲で大
雨となり、各地で河川が氾濫、決壊し、
多くの地域で浸水害、土砂崩れが発生し
た。
発災後、熊本県、長野県、宮崎県及び島
根県知事からの要請に基づき、消防庁長
官の求め又は指示を受けた、14県の緊急
消防援助隊が出動した。
なお、基本計画の規定を踏まえ、災害の
状況、７月５日の政府の非常災害対策本
部の設置、応援の必要性等を考慮し、同
日に緊急消防援助隊の一連の出動につい
て、消防庁長官の指示によるものとし
た。
陸上隊は、ドローンや水陸両用バギー、
重機を活用しながら、捜索・救助活動及
び浸水した地域での安否確認等を行っ
た。また、航空小隊は、情報収集及び孤
立地域等からの救助活動を行った。
緊急消防援助隊の12日間にわたる活動
により、369人を救助した。

栃木県足利市林野火災 令和3年2月25日
～令和3年3月3日

1都6県24隊145名（宮城県、福
島県、茨城県、埼玉県、東京
都、神奈川県、富山県）

栃木県足利市 令和３年２月21日栃木県足利市西宮町地
内（両崖山山頂から南西200m付近）で火
災が発生した。２月25日、栃木県知事か
らの要請に基づき、１都６県の緊急消防
援助隊が直ちに出動し、空中消火活動や
活動隊の指揮支援活動を実施した。

令和３年度 静岡県熱海市土石流災害 令和3年7月3日
～令和3年7月26日

1都9県815隊3,099名（茨城
県、栃木県、群馬県、東京
都、神奈川県、山梨県、長野
県、岐阜県、静岡県、愛知
県）

静岡県熱海市 令和３年７月３日静岡県熱海市伊豆山地
区において土石流が発生した。
発災後、静岡県知事からの要請に基づ
き、１都９県の緊急消防援助隊が直ちに
出動した。
なお、基本計画の規定を踏まえ、災害の
状況、７月５日の政府の特定災害対策本
部から非常災害対策本部に改組、応援の
必要性等を考慮し、同日に緊急消防援助
隊の一連の出動について、消防庁長官の
指示によるものとした。
重機等を活用し、広範囲に堆積した土石
流による泥や倒壊家屋のがれき等を除去
しながら、安否不明者の救助活動を実
施。ドローンや映像伝送装置を活用し、
情報収集や消防応援活動調整本部等と情
報共有を行った。
県内応援隊や警察・自衛隊等と連携の
下、緊急消防援助隊の24 日間にわたる活
動により、49 人を救助した。

令和２年度
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  ⑥ 地方公共団体の職員派遣実績（東日本大震災） 

東日本大震災による被災地方公共団体への地方公務員の派遣状況は合計97,502人となって

いる。 

 

表 東日本大震災による被災地方公共団体への地方公務員の派遣状況 

  
 

注：派遣先の「その他」は、青森県内、茨城県内及び千葉県内の合計 

注：平成 23 年 3月 11 日～令和 3年 3月 31 日の間に派遣された累積人数 

  調査対象職員は、地方公共団体に属する一般職の地方公務員（消防及び警察は除く。）であって、地方公共団体

の命令によって公務として派遣された者 

（出典）総務省「東日本大震災による被災地方公共団体への地方公務員の中長期派遣状況調査結果の概要」 

（令和 3年 4 月 1日時点） 

 

 

（８）車両等数 

  ① 救急自動車数 

    救急自動車保有台数は、令和 3年現在 6,579 台となっている。 

 

図 救急自動車保有台数の推移 

 
注：各年 4月 1日現在 

注：高規格車を含む救急自動車保有台数 

注：東日本大震災の影響により平成 23 年の高規格車については、釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田 

市消防本部を除いた数値により集計している。 

（出典）消防庁「救急・救助の現況（令和 3年版）」をもとに内閣府作成  

岩手県内 宮城県内 福島県内 その他 合計

都道府県 7,449人 17,583人 10,412人 957人 36,401人

政令指定都市 4,542人 10,401人 1,255人 134人 16,332人

市区町村 12,018人 24,452人 7,453人 846人 44,769人

合計 24,009人 52,436人 19,120人 1,937人 97,502人

　　　　　　　　派遣先
 派遣元

累積人数
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  ② 救助隊が搭乗する車両数 

救助隊が搭乗する車両数は、救助工作車 1,239 台、はしご車 382 台、水槽付消防ポンプ車

410 台、消防ポンプ車 228 台等となっている。 

 

図 救助隊が搭乗する車両数の推移 

 
注：各年 4月 1日現在 
（出典）消防庁「救急・救助の現況（平成 22 年版～令和 3年版）」をもとに内閣府作成  
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  ③ 消防防災ヘリコプターの配備状況 

     消防防災ヘリコプターは、全国 46 都道府県で 76 機が配備されている。 

 

 

 

図 消防防災ヘリコプターの保有状況 

 
注：令和 3年 11 月 1日現在 

（出典）消防庁「消防白書」 
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  ④ 海上保安庁船艇・航空機の状況 

海上保安庁では、令和 3年 4月現在、477 隻の船艇、87 機の航空機を保有している。 

 

○ 船艇 

  

○ 航空機 

  

注：令和 4年 4月 1日現在 

（出典）海上保安庁「海上保安庁パンフレット」 

 

 


