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はじめに 
 
平成 26 年９月に発生した御嶽山噴火災害では、死者 58 名、負傷者 69 名、行方不明

者５名という甚大な被害が発生するとともに、救助隊員は特殊な環境と火山噴火によ

る二次被害の危険性が高い中、過酷な活動を余儀なくされ、安全管理や健康管理、装

備面など消防救助の面からも多くの教訓や課題を残すものになりました。 

また、一般の山岳救助においては、「平成 26 年中における山岳遭難の概況」（平成

27 年６月警察庁発表）によると、山岳遭難発生件数及び遭難者数が、統計の残る昭和

36 年以降で最も高い数値となり、依然と増加する状況にあるとされています。全遭難

者数のうち年齢別では、60 歳以上が半数を占めており、今後も「山の日」の施行など

山を親しむ機会も増えることから同年齢層をはじめ増加傾向が続くことも予想され、

消防機関には山岳救助の強化が求められています。 

このため、本検討会では御嶽山噴火災害時の消防機関の救助活動について改めて振

り返るほか、消防機関が行う山岳救助の実態を把握するため、山岳地を有する消防本

部に対しアンケート調査を行い、近年の山岳救助における教訓や課題を抽出し、これ

に対応した取組や新たな技術・手法に関する調査を実施いたしました。この調査結果

をもとに各分野の専門的知識を有する方々や消防本部の代表者の方々から対応方針等

についてご意見をいただき、「山岳救助活動時における消防機関の救助活動マニュア

ル」としてまとめています。マニュアルでは通常の山岳事故についての活動方針等を

取りまとめた上で、噴火（火山）災害特有の課題を踏まえた活動要領や留意事項を追

加的に記載しました。火山現象は多様であり、火山ごとの個別性があるため、御嶽山

噴火災害で得られた教訓が今後発生する噴火災害全てを必ずしも網羅するものではあ

りませんが、事例検討的に御嶽山での教訓を把握し、整理しておくことが重要である

と考えました。併せて「山岳（山間地）救助活動調査報告」として、アンケート結果

を分析し、各調査項目での考察や救助活動事例を整理するとともに、海外文献調査結

果などを掲載することにより、今後、各消防本部において山岳救助活動を充実させて

いく上での参考資料としてまとめています。 

本検討会報告書が山岳救助に携わる救助隊員等の安全管理・健康管理の向上、更に

は救助の原点である安全・確実・迅速な救助活動の実現に向け、その一助となること

を期待しています。 

最後に、本報告書の作成にご協力をいただきました検討会委員、検討会オブザーバ

ーの皆様、調査にご協力いただきました消防本部の方々に対し、心からお礼申し上げ

ます。 

 

 

平成 28年３月 

 

御嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動のあり方に関する検討会 

座長 小林 恭一 
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