
mihorin journal 
Vol.34 2020年10月発行 千葉県の消防と水害

水陸両用車レッドバスティオン
千葉県山武郡市広域行政組合消防本部 中型水陸両用車の活躍

さんぶ

校正・修正用
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水害における水陸両用車の活躍
2019年 山武郡市広域行政組合消防本部では「レッドバスティオン」

の愛称のもと同車を運用し、運用開始から間もない10月25日、記録的な
大雨で一時孤立状態となった千葉県山武市の幼稚園から園児や教職員約
60名を救出しました。当時、国内では千葉と徳島で唯一2基しか配備さ
れておらず、訓練開始からわずか数か月後の出動で、春に配備→秋に初
出動となったのです。
そこで今号では水陸両用車の「レッドバスティオン」の性能や活躍、

消防の訓練などを取材しました。

千葉県大網白里市の「調整池」で定期的に訓練する「レッドバスティオン」

総務省消防庁では新たに
「中型水陸両用車」として
全地形対応車II型2式を整
備し、緊急消防援助隊用の
無償使用車両として2019
年に徳島県の板野東部消防
組合消防本部と千葉県の山
武郡市広域行政組合消防本
部に配備した。

緊急消防援助隊用無償使用車両の配備
（中型水陸両用車及び搬送車）

緊急消防援助隊 平成7年に発生した阪神
淡路大震災の教訓を踏まえ、大規模災害にな
どにおいて被災した都道府県内の消防力では
対応が困難な場合に、国家的視点から人命救
助活動等を効果的かつ迅速に実施し得るよう、
平成7年6月に創設されました。

配備の背景 近年の気候変動による国内で
の大規模な水害や土砂崩れに対応するため総
務省消防庁では、不整地、水上等で高い走破
力と航行力を有する水陸両用車と搬送車を無
償車両として配備しました。（千葉と徳島の
後に3ヶ所）

千葉県山武郡市広域行政組合消防本部を
初め、徳島、宮城、愛知、熊本の計5台
の配備を行なった。

全国に5台しか配備されてないんだ！
そのうちの1つが千葉県山武（さんむ）市

水陸両用車を運ぶ「搬送車」長いね！
（全長9.5m、車両重量7800kg）

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizp7rXmPThAhXEyosBHZFCAGUQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.livedoor.jp/kaigainoomaera/archives/44051233.html&psig=AOvVaw33y3nSFgjFRkJkxZatVSU0&ust=1556589155185751


3

水陸両用車の性能とスペック！
陸上ではゴム製クローラ、水上ではプ

ロペラを駆動させて走行又は航行できる
車両であり、不整地、泥寧（でいねい）
地、雪上、瓦礫、池、水溜まり等、一般
の消防車両では走行することが困難な場
所において走行が可能な車両です。
クローラはゴム製であり鉄製と比較し

て軽量であることから、水上においても
浮力を保ち、水上航行が可能となってい
ます。（片面150㎏）タイヤは計8輪。
後部は6名が座れる展開式シートが2箇

所備え付けられていて片側にはフロー
ティング担架が取り付けられるようアル
ミで補強されている。

浮力帯クローラ

双胴船（そうどう
せん）
＊縦長の二つの船を

並列し、デッキ同士
を繋いだもの。と

車体後部に水上航行時の推進力を発生
させるプロペラが2箇所あり、水中内の
異物がプロペラに絡みつくことを防ぐた
めのプロペラガードも併せて取り付けら
れています。

運転席

車両は3500㎏アルミニウム製
内部はウレタン材で浮きやすい

陸上では20㎞走行で
水上は５㎞航行。

後部座席６名可能

同車は油圧駆動式であり、エンジン
により油圧を発生させ、その油圧にて
タイヤやプロペラを作動させる方式。
走行に関してもハンドルやペダルで

はなく2本のレバー操作により運転す
る。車体後部にはカメラが付いていて
運転席から画面で安全確認できます。

プロペラ２基

タイヤ計８輪

車両メーカー 米国

船装メーカー トーハツ

全長 4.9m

全幅 2.4m

車両重量 3500kg

搭乗人員（陸上） 8名

搭乗人員（水上） 6名

走行速度 20㎞/h

航行速度 5㎞/h

燃料 軽油

最大稼働時間 10時間

船体材質 アルミニウム

メモ memo
操縦席には２名乗れます。
水陸両用車を運転するには
「大型特殊免許」と「船舶２級
免許」が必要なんですよ！

スペック

30度の傾斜までは
走行可能！



3

水陸両用車が園児を救出！

水陸両用車による初めての幼稚園児の救出は消防隊も緊迫の時間であっ
たと予想される。しかしながら隊長の宇津木章（うづきあきら）さん、新
堀剛章（しんぼりたかあき）隊員は「絶対に園児を救う」という強い信念
の元、その職務を遂行し任務を果たした。
夕方6時ごろからおよそ3時間にわたる救出は幼稚園関係者、保護者が心

より感謝し、誰よりも救助された園児たちが隊員のその頼もしさと優しさ、
勇気に感動したようだ。

（写真左） 無事救出した幼稚
園児をレッドバスティオンから
一人ずつ優しく降ろす隊員たち。
（写真右） 日向幼稚園

幼稚園児救出までの水陸両用車出動の経緯はこうだ！

③第3現場＜孤立災害＞山武市の日向（ひうが）
大雨による河川の氾濫により、付近の幼稚園児70名
が孤立したことによる救助出動。
この時現場周辺は河川の氾濫で渋滞していて水陸両
用車は池田から土気→誉田→東金→山武市（日向）へ
と迂回、迂回でやっとたどり着いたそうです。通常
10分ほどで行ける距離が40分ほどかかってしまった
そうです。

①第1現場＜土砂災害＞大網白里市の砂田（いさごだ）
土砂崩れによる家屋倒壊事案に出動していた消防隊から
「災害現場付近の土砂が崩落、道路が塞がれた」との報
告を受け出動。

②第2現場＜土砂災害＞大網白里市の池田（いけだ）
土砂崩れによる家屋倒壊により出動した部隊から
「被災家屋に至る道路が冠水しており負傷者の搬送
が困難である」との応援要請を受けて出動

幼稚園はまず幼稚園協会に通報、そこから
市へ連絡、そして消防へ通報が行きます。
全員無事救出されて良かったですね！

RISEのHPより引用
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搬送車から降りる水陸両用車 かけ声の確認は大切！ 育成訓練は重要

隊員の連携作業は最も大切

熟練者が若手を育成する訓練は大
切だ！。「かけ声」をかけながら
一つ一つを慎重に確認する！
皆真剣。（大網白里南署にて）

梯子は40m伸びる！
価格は約1億800万円

夜間は光るチーバ君
黒いエリアは山武市

水槽付消防ポンプ自動車

支援車Ⅱ型コンテナ2基

訓練の繰り返しが重要

様々な災害に対応した消防車両は他にもこんなにある！（山武郡市広域行政組合消防本部）

梯子車

旧式梯子（はしご）車

消防ポンプ自動車

指令車

水陸両車の陸の訓練
は定期的に大網白里
南消防署で、水の訓
練は大網白里の「調
整池で」行われます。

高規格救急車

山武（さんぶ）郡市広域行政組合消防本部
中央本部
千葉県東金市家徳384－1（警防課救助係）
TEL 0475-52-8752
mail fd.keibou@sanbukouiki -chiba.jp
＊山武郡市とは「中央消防署」「中央消防署
九十九里分署」「東消防署芝山分署」「東消
防署山武分署」「南消防署」「南消防署白里
出張所」（東金市、山武市、山武郡、大網白
里市）の総称。

化学消防自動車

消防車内 水槽付消防ポンプ自動車 指揮者 梯子車

救助工作車もある。

mailto:fd.keibou@sanbukouiki-chiba.jp
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千葉県を襲った台風

2019年秋、まだ記憶に新しい日本列島を何回も襲った過去に類をみない
大型台風はその強い勢力で人々の暮らしを一瞬にしてなぎ倒し、電柱の破
壊や家屋の倒壊、町や山の倒木、浸水、冠水、河川の氾濫など想定外の被
害で人々は避難生活を余儀なくされた。

1年経った現在も千葉県内（特に館山市、鋸南町、南房総市）では復旧
は完全ではない状態だ。

停電が長く続いた千葉県山武（さんむ）市

2019年秋、千葉県を襲った台風の甚大な被害

地球温暖化により近年、海水温が上昇
し、台風の勢力が強くなってきていて
その進路もやや変化して来ている。
最大瞬間風速57ｍを観測した「台風

15号」は前年の関西地方を襲った台風
を上回った。
特に台風の進路方向の右側の地域の被
害が大きかった。

台風 北太平洋西部に存在する熱低低気圧のうち、中心付近の最大風速
がおよそ17m/s（34ノット）以上に達したものを台風と呼ぶ。（毎秒17
メートル以上）
熱帯低気圧 海面水温が27℃以上にの熱帯や亜熱帯で発生する。赤道を
挟んだ緯度10℃程度まではコリオリの力が小さくて風が収束できないた
めに熱帯低気圧は発達しない。なので南太平洋東部と南大西洋は海水温
が低く、ほとんど発生しない。
水蒸気を大量に含む空気が上昇すると、水蒸気の凝結で放出される
＊潜熱が空気を暖め、上昇気流が強化される。→強化→熱帯低気圧が発達
する。

メモ memo
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令和元年9月房総半島台風被害
令和元年9月房総半島台風（台風15号）令和元年台風第15号2019年
（令和元年）9月5日に発生した台風。関東地方に上陸したものとしては観測史上最強ク
ラスの勢力で9月9日に上陸し、最大瞬間風速が東京都神津島村で58.1m、千葉県を中心に
甚大な被害を出した。この台風により、首都圏における台風災害に対する脆弱性が改め
て浮き彫りとなった。日本政府はこの台風による被害について、同年8月の大雨とともに
同一の激甚災害に指定した。

消防庁とりまとめ報第40報（令和元年12月23日15：00現在）より

人的被害 住宅被害（棟）

死者 負傷者 全壊 半壊 一部半壊 床上浸水 床下浸水 合計

全国合計 3名 150名 391 4,204 72,279 121 109 77,104

うち千葉県 2名 82名 363 3,929 62,976 34 57 67,369

被害 千葉では、暴風により多数の住
宅の屋根瓦が飛散し、被災地域ではブ
ルーシート等による応急措置に追われ
た。千葉県を中心に最大93万５千戸の
大規模停電が発生し、暴風の影響によ
り、千葉県内の計27市町村において、
防災行政無線の屋外スピーカー等でア
ンテナ破損やバッテリー切れによる不
具合が発生した。

千葉県内の消防本部の活動
・個別訪問による安否確認
・自衛隊と協力し、ブルーシート等による家屋の応
急補修、倒木の除去活動。（県内11市の消防本部活
動）
消防団の活動
・ブルーシート等による家屋の応急補修・土砂や倒
木の除去、避難所の運営支援。
・住民の安否確認、安否確認（ローラー作戦）
・防災無線不具合対応（戸別訪問、広報巡回など）

令和元年10月に発生した東日本台風（台風19号）
2019年（令和元年）10月6日に発生した台風は大型で強い勢力を保ったまま10月19日19時前に伊豆半島に
上陸し、関東地方を通過した。
台風の接近・上陸により10日から13日までの総降水量が東日本を中心に17地点で500ミリを超える大雨と
なった。
12日15時30分以降、１都12県に大雨特別警報が発令された。
台風が温帯低気圧に変わった後も関東地方から東北地方の広い範囲で断続的に雨が降り、特に千葉県や福
島県では記録的な大雨となった。
その後の大雨により、東北地方の太平洋側や関東地方を中心に河川の氾濫、堤防の決壊による

浸水、土砂崩れが発生した。
千曲川（長野県）、阿武隈川（福島県）、をはじめ74河川の140ヶ所で堤防が決壊した。

消防庁とりまとめ報第40報（令和元年12月23日15：00現在）より

人的被害 住宅被害（棟）

死者 行方不明 負傷者 全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 合計

全国合計 99名 3名 380名 3,225 28,811 31,735 7,776 22,592 94,139

うち宮城県 19名 2名 42名 303 2,964 2,659 1,580 12326 19,832

うち福島県 32名 名 59名 1,447 12,221 6,614 1,081 407 21,770

うち長野県 5名 名 44名 918 2,498 3,448 8 1420 8,292

宮城県丸森町、福島県いわき市、長野県長野市など浸水被害が極めて大きかった。

令和元年10月東日本台風（19号）被害



（写真左上）
千葉県富津市金谷の「The Fishザフィッシュ」の屋
根やガラス窓は破壊され、復旧に2か月かかった。
（写真右上）
市原のゴルフ練習場の鉄塔倒壊補償問題は1年経っ
た今もまだ未解決のままだ（現在は更地）
（写真左下）
富津市金谷の「エドモンズカフェ」の2階屋根の全
部が吹っ飛び、多くの地元の人たちやボランティア
の応援で数か月後に復旧した。
また義援金も集まり、温かい支援に経営者も涙を

流した。
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災害に備える山武郡市広域行政組合消防本部の取材を終えて

編 集 記

2019年台風15号の爪痕が残されたままの千葉県。復旧もまだ出来ていない所もたくさんある。
そこへ追い打ちをかけるように令和2年2020年は新型コロナ感染拡大が世界中に猛威を振るい、
感染者数、重症者数、死亡者数が毎日のように更新されている。落ち着く暇がない中で、あっと
いう間に1年が経ち再び台風の季節がやってきて9月は台風9号、台風10号と過去最大級の勢力の
台風が沖縄、九州を襲った。長崎では最大瞬間風速59.1mを観測し、昨年の千葉市の57.5mを上
回った。台風の大きさや上陸までの進路を予報していたにも関わらず犠牲者が出たのは残念だっ
た。海面水温の高さ【 30℃ 】が台風の勢力を大きくしている。
私たちは年々増していく自然災害の脅威に命がけで対応していかなければならない。
直接救助や守ってくれるのは各自治体の消防や自衛隊、医療、警察だ。

その働きには心より感謝したい。消防の人命救助で昨年は約60名もの園児が救助された。
一人一人の防災に対する意識と生活のルールやマナーを守り、コミュニケーションをとりなが

ら正しい判断、備えと避難、迅速な行動が重要であるとつくづく思う。
その中でも情報の連携は最も重要で「防災科学技術研究所」の府省庁連携防災情報共有システム

「SIP4D」だ。（災害対応に必要とされる情報を多様な情報源から収集し、利用しやすい形式に変換

して迅速に配信する機能を備えた、組織を越えた防災情報の相互流通を担う基盤的ネットワークシステ
ム）（熊本地震で実際に活躍）今後も更なる運用の活用を期待したい。
山武郡市広域行政組合消防本部の宇津木さん、新堀さん、そのほかの隊員の皆様、取材のご協

力ありがとうございました。

2019年台風被害の復旧は完全でない時にコロナウイルス感染、今年も台風襲来！

夜勤の日に自炊する隊員
この日は冷やし担々麺

消防車両お正面右側に明記されているこの文字は山→山武、中→中
型、化や支や梯などの文字は化学車、支援車や梯子車の意味。

http://mihorin.com/
mailto:mail@mihorin.com

