
水防功労者国土交通大臣表彰 

去る11月30日、平成24年度水防功労者国土交通大臣表彰式
が執り行われました。今年は７月に発生した九州北部豪雨等及
び8月の京都府南部地域豪雨における昼夜を分かたない水防活
動により洪水被害の防止・軽減を図った14団体が受賞しました。 
また、永年の水防活動に著しい功績が認められた個人16名も
受賞されました。 

平成24年12月 

国土交通省  水管理・国土保全局 



受賞者（団体）の活動概要 

木流し工による洗掘防止（久留米市消防団） 

大型土のう積み作業（竹田市消防団） 

土のう積み（八女市消防団） 

濁流の中、活動打ち合わせ（阿蘇市消防団） ボート救助（久留米市消防団）H24.8.16 毎日新聞 

【問い合わせ先】 
国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 水防企画室 
ＴＥＬ ０３－５２５３－８４６０ 

水系名 河川名 級 活動時間 出動延人数 主な水防活動内容

久留米市消防団 筑後川 高良川 1 7/13～14 1,542名 土のう積み　（約3,600袋）

山ノ井川 1 32:45 木流し工
東本川 1 避難誘導

ボート救助
柳川市消防団 矢部川 矢部川 1 7/14～16 1,750名 土のう積み　（約1,600袋）

沖端川 1 7/29 シート張り工
43:00 避難誘導
（夜5：00） 人命救助

八女市消防団 矢部川 矢部川 1 7/13～15 784名 土のう積み　（約3,000袋）

星野川 1 32:22 避難誘導　779名
筑後川 花宗川 1 流木の除去

筑後市消防団 矢部川 矢部川 1 7/14～15 368名 土のう積み　（約4,400袋）

花宗川 1 12:30 警戒巟視
避難誘導

うきは市消防団 筑後川 筑後川 1 7/11～14 576名 土のう積み　（約20,000袋）

隈ノ上川 1 64:00 河川巟視・周知
（夜30：00） 避難誘導・搬送

朝倉市消防団 筑後川 赤谷川 1 7/3～7/5 1,050名 土のう積み　（約23,000袋）

33:00 シート張り工　（約360枚）

避難誘導
筑後川 赤谷川 1 7/13～7/14 1,128名 孤立住民等の救出

桂川 1 24:00 行方不明者の捜索
みやま市消防団 矢部川 矢部川 1 7/14～15 429名 土のう積み　（約5,000袋）

沖端川 1 34:30 シート張り工　（10枚）
（夜16：30） 避難誘導　1,000名

ボート救助　7名
多久市消防団 六角川 牛津川 1 7/13～18 318名 土のう積み　（約2,000袋）

22:00 シート張り工　（63枚）
（夜7：20） 内水排除
8/16 倒木除去
2:00
（夜1：00）

熊本市消防団 白川 白川 1 7/12～14 958名 土のう積み （約5,500袋）
菊池川 合志川 1 14:00 警戒巟視

避難誘導
人命救助

阿蘇市消防団 白川 黒川 1 7/12～19 2,130名 土のう積み
14:00 警戒巟視

避難誘導
ボート救助
行方不明者の捜索

中津市消防団 山国川 山国川 1 7/3 1,360名 土のう積み　（約6,000袋）

跡田川 1 15:05 警戒巟視
金吉川 1 7/13～14 避難誘導
津民川 1 23:17 孤立住民の救出
　　　等 行方不明者の捜索

日田市消防団 筑後川 花月川 1 7/3 1,295名 土のう積み
有田川 1 10:10 警戒巟視
小野川 1 7/13～14 排水活動
串川 1 16:00 土砂撤去
　　　等 1 避難誘導

竹田市消防団 大野川 玉来川 1 7/12～14 1,242名 土のう積み
滝水川 1 25:50 警戒巟視
稲葉川 1 避難誘導
緒方川 1 孤立住民の救出
　　　等 行方不明者の捜索

宇治市消防団 淀川 宇治川 1 8/14～23 420名 土のう積み　5地区（約300袋）

志津川 1 95:00 避難誘導　181世帯
弥陀次郎川 1 ボート救助　3名
井川 1 行方不明者の捜索
　　　等
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受賞者との意見交換 

表彰式に先立ち、受賞者と水管理・
国土保全局幹部との間で意見交換
が行われました。 

受賞者からは、水害現場の最前線
の目から見た被害の状況や水防活
動時における厳しい体験、迅速な
避難の重要性などが語られました。 

表彰式 

表彰式は国土交通大臣挨拶に続き、表彰状が事務次官から受
賞者一人ひとりに授与されました。 

表彰状授与後、受賞者を代表して、柳川市消防団中村団長か
ら謝辞が述べられました。 
 

国土交通大臣挨拶（事務次官代読） 表彰状授与 

受賞者代表謝辞 
（柳川市消防団中村団長） 

記念撮影 



 
 
 
 
 
 

 ○平成24年7月九州北部豪雨 
         久留米市消防団（福岡県） 
        柳川市消防団   （福岡県）  
        八女市消防団   （福岡県） 
        筑後市消防団   （福岡県） 
        うきは市消防団（福岡県）   
        朝倉市消防団   （福岡県） 
        みやま市消防団（福岡県） 
        多久市消防団   （佐賀県） 
        熊本市消防団   （熊本県） 
        阿蘇市消防団   （熊本県） 
        中津市消防団   （大分県） 
        日田市消防団   （大分県） 
        竹田市消防団   （大分県） 
 

 ○平成24年8月京都府南部地域豪雨 
         宇治市消防団（京都府） 
 
 
     ※敬称略 

 
  石槫   明彦  ［岐阜市日置江水防団・団長］ 
  岩田   榮祏  ［羽島市水防団正木分団・分団長］ 
  加藤   宣明  ［木曽川右岸地帯水防事務組合田代水防団・団長］ 
  髙井   孝徳  ［岐阜市則武水防団・副団長］ 
  戸本   敏夫  ［岐阜市常磐水防団・団長］ 
  中島   節三  ［羽島市水防団・副団長］ 
    福井   重光  ［岐阜市金華水防団・団長］ 
  古瀬   英和  ［岐阜市京郷水防団・団長］ 
    渡邉   冨也    [岐阜市島水防団・団長] 
  杉山二三男    [静岡市水防団丸子川分団・分団長] 
    大島   徹     [淀川左岸水防事務組合水防団・副団長] 
  神樂所貞夫  ［大和川右岸水防事務組合水防団・本部付部長］ 
    我那覇隆志  ［淀川左岸水防事務組合水防団大正第６防潮区・分団長］ 
  谷 保   男  ［大和川右岸水防事務組合 水防団住之江水防分団・分団長］ 
  西島   二郎  ［淀川右岸水防事務組合水防団玉島第１水防区・分団長］ 
    宮繁   喬昭    [淀川左岸水防事務組合水防団港第４防潮区・分団長] 

受賞者 


