
平成３０年 ７月１４日

平成３０年７月豪雨に伴うＴＥＣ－ＦＯＲＣＥについて（第6報）

記

○昨日の活動内容は、別紙のとおりです。

○四国地方整備局への派遣予定（１５名を交代要員として派遣）

７月１６日（月）派遣

・被災状況調査班 ２班８名（道路班）

７月１７日（火）派遣

・総括班 １班３名

・被災状況調査班 １班４名（道路班）

北海道開発局は、西日本を中心とした豪雨による被災状況調査等のため、中国及び四国地

方整備局管内にＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）を派遣しています。昨日の活動内容

をお知らせいたします。

また、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ交代要員の派遣を下記のとおり予定しておりますので、お知らせしま

す。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 電話（代表）011-709-2311

事業振興部 防災課 防災企画官 横濱 秀明（内線5954）

事業振興部 防災課 課長補佐 吉田 進（内線5944）

北海道開発局ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/



北 海 道 開 発 局
北海道開発局におけるTEC-FORCEの活動状況

■７月１３日（金） 総括班：中国地方整備局建政部庁舎を拠点に情報収集及び調整等を開始
被災状況調査班：（河川班）・・東広島市岩伏川、大丸目川などの調査、

三原市御調川の調査
（道路班）・・三原市大和地区の調査
（砂防班）・・東広島市の調査

～中国地方整備局派遣について～

道路現地調査の様子（三原市大和地区）

砂防現地調査の様子①（東広島市）

河川現地調査の様子（三原市御調川）

砂防現地調査の様子②（東広島市）



北 海 道 開 発 局
北海道開発局におけるTEC-FORCEの活動状況

■７月１３日（金） 先遣班（第１陣）が北海道開発局に帰還しました。
岡部隊長から、被災地の状況等が語られ、水島事業振興部長から労いの言葉がありま

した。

■帰還式の様子（７月１３日（金）１８：５０）

～中国地方整備局派遣について～

■岡部隊長から状況報告



北 海 道 開 発 局
北海道開発局におけるTEC-FORCEの活動状況

先遣班：四国地方整備局庁舎を拠点に情報収集及び調整等を開始
被災状況調査班：（道路班）・・宇和島市吉田町立間地区の調査、宇和島市と打合せ

～四国地方整備局派遣について～

■７月１３日（金） 四国地方整備局において行われた出発式に出席しました。

出発式の様子

宇和島市との打合せの様子道路現地調査の様子



北 海 道 開 発 局
北海道開発局におけるTEC-FORCEの活動状況

広島県・三原市 御調川

被災状況調査班 7/13     函館開建1班4名（道路）
小樽開建1班4名（道路）
室蘭開建1班4名（道路）
釧路開建1班4名（道路）広島県・東広島市役所

広島県・三原市 大和地区

出典：国土地理院

被災状況調査班 7/13 帯広開建1班4名（河川）岩伏川 外
札幌開建1班4名（河川）市之畑川 外
旭川開建1班4名（河川）宇造川

中国・四国地方地図

広島市

三原市

中国地方整備局

太田川河川事務所

総括班 7/13 1班5名

東広島市

被災状況調査班 7/13 帯広開建1班4名（砂防）
室蘭開建1班4名（砂防）

広島県・東広島市

被災状況調査班 7/13     室蘭開建1班4名（河川）



北 海 道 開 発 局
北海道開発局におけるTEC-FORCEの活動状況

被災状況調査班 7/13 帯広開建1班4名（道路）

愛媛県・宇和島市吉田町立間地区

先遣班 7/13 本局1班3名

出典：国土地理院

中国・四国地方地図

高松市

大洲市

宇和島市

四国地方整備局

大洲河川国道事務所

愛媛県・宇和島市役所

被災状況調査班 7/13 札幌開建1班4名（道路）
旭川開建1班4名（道路）



北海道開発局におけるTEC-FORCEの活動状況
北 海 道 開 発 局

No.1

※活動内容は主な内容を掲載しております。現地の状況により活動内容が変更となる場合があります

派遣先 活動内容

１班 先遣班 北海道開発局 中国地方整備局 7/7 出発
　7/7派遣、7/13帰還 　隊員　５名 （広島県広島市） 7/8 中国地方整備局到着、情報収集及び調整等

三原市役所 7/9 出発式（中国地方整備局）、ＴＥＣ隊長会議
広島県東部建設事務所三原支所 7/10、11 情報収集及び調整等
（広島県三原市） 7/12 三原市、広島県東部建設事務所三原支所へ報告書手交

7/13 帰還
２班 被災状況調査班（河川①） 帯広開発建設部 広島県 7/8 出発、中国地方整備局到着

　7/8派遣、7/13帰還 　隊員　４名 三原市 7/9 出発式（中国地方整備局）
7/10、11 被災状況の調査（本郷地区）
7/12 三原市へ報告書手交
7/13 帰還

３班 被災状況調査班（河川②） 札幌開発建設部 広島県 7/8 出発、中国地方整備局到着
　7/8派遣、7/13帰還 　隊員　４名 三原市 7/9 出発式（中国地方整備局）、調査箇所の事前踏査（沼田川）

7/10 被災状況の調査（本郷地区）
7/11 調査結果取りまとめ
7/12 広島県東部建設事務所三原支所へ報告書手交、調査箇所の予備調査（御調川）
7/13 帰還

４班 被災状況調査班（河川③） 札幌開発建設部 広島県 7/8 出発、中国地方整備局到着
　7/8派遣、7/13帰還 　隊員　４名 三原市 7/9 出発式（中国地方整備局）、調査箇所の事前踏査（沼田川）

7/10 被災状況の調査（沼田川）
7/11 調査結果取りまとめ
7/12 広島県東部建設事務所三原支所へ報告書手交
7/13 帰還

５班 被災状況調査班（河川④） 室蘭開発建設部 広島県 7/8 出発
　7/8派遣、7/13帰還 　隊員　４名 三原市 7/9 広島市到着

　出発式（中国地方整備局）、調査箇所の事前踏査（沼田川）
7/10 被災状況の調査（沼田川、天井川）
7/11 調査結果取りまとめ
7/12 広島県東部建設事務所三原支所へ報告書手交、調査箇所の予備調査（御調川）
7/13 帰還

６班 被災状況調査班（道路①） 札幌開発建設部 広島県 7/8 出発、中国地方整備局到着
　7/8派遣、7/13帰還 　隊員　４名 三原市 7/9 出発式（中国地方整備局）、調査箇所の事前踏査（木原地区）

7/10 被災状況の調査（本郷地区）
7/11 調査結果取りまとめ、調査箇所の予備調査（大和地区）
7/12 三原市へ報告書手交
7/13 帰還

７班 被災状況調査班（道路②） 札幌開発建設部 広島県 7/8 出発、中国地方整備局到着
　7/8派遣、7/13帰還 　隊員　４名 三原市 7/9 出発式（中国地方整備局）、調査箇所の事前踏査（木原地区）

7/10 被災状況の調査（本郷地区）
7/11 調査結果取りまとめ
7/12 三原市へ報告書手交
7/13 帰還

８班 被災状況調査班（道路③） 旭川開発建設部 広島県 7/8 出発、中国地方整備局到着
　7/8派遣、7/13帰還 　隊員　４名 三原市 7/9 出発式（中国地方整備局）、調査箇所の事前踏査（木原地区）

7/10 被災状況の調査（木原地区）
7/11 被災状況の調査（本郷地区）、調査箇所の予備調査（大和地区）
7/12 三原市へ報告書手交
7/13 帰還

９班 被災状況調査班（道路④） 帯広開発建設部 広島県 7/8 出発、中国地方整備局到着
　7/8派遣、7/13帰還 　隊員　４名 三原市 7/9 出発式（中国地方整備局）、調査箇所の事前踏査（木原地区）

7/10 被災状況の調査（本郷地区）
7/11 調査結果取りまとめ
7/12 三原市へ報告書手交
7/13 帰還

内　　　訳



北海道開発局におけるTEC-FORCEの活動状況
北 海 道 開 発 局

No.2

※活動内容は主な内容を掲載しております。現地の状況により活動内容が変更となる場合があります

派遣先 活動内容

10班 総括班 北海道開発局（４名） 中国地方整備局 7/12 出発、中国地方整備局到着

　7/12派遣 札幌開発建設部（１名） （広島県広島市） 7/13 情報収集及び調整等

　隊員　５名

11班 被災状況調査班（河川①） 帯広開発建設部 中国地方整備局管内 7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （広島県東広島市） 7/13 東広島市役所到着、打合せ、被災状況の調査（岩伏川、大丸目川、大丸目川支川）

12班 被災状況調査班（河川②） 札幌開発建設部 中国地方整備局管内 7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （広島県東広島市） 7/13 東広島市役所到着、打合せ、被災状況の調査（市之畑川、立花川）

13班 被災状況調査班（河川③） 旭川開発建設部 中国地方整備局管内 7/12 出発、広島市到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （広島県東広島市） 7/13 東広島市役所到着、打合せ、被災状況の調査（宇造川）

14班 被災状況調査班（河川④） 室蘭開発建設部 中国地方整備局管内 7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （広島県三原市） 7/13 被災状況の調査（御調川）

15班 被災状況調査班（道路①） 函館開発建設部 中国地方整備局管内 7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （広島県三原市） 7/13 被災状況の調査（大和地区）

16班 被災状況調査班（道路②） 小樽開発建設部 中国地方整備局管内 7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着
　7/12派遣 　隊員　４名 （広島県三原市） 7/13 被災状況の調査（大和地区）

17班 被災状況調査班（道路③） 室蘭開発建設部 中国地方整備局管内 7/12 出発、広島市到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （広島県三原市） 7/13 被災状況の調査（大和地区）

18班 被災状況調査班（道路④） 釧路開発建設部 中国地方整備局管内 7/12 出発、広島県東部建設事務所三原支所到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （広島県三原市） 7/13 被災状況の調査（大和地区）

19班 被災状況調査班（砂防①） 帯広開発建設部 中国地方整備局管内 7/12 出発、太田川河川事務所到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （広島県東広島市） 7/13 東広島市役所到着、打合せ、被災状況の調査（東広島市）

20班 被災状況調査班（砂防②） 室蘭開発建設部 中国地方整備局管内 7/12 出発、太田川河川事務所到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （広島県東広島市） 7/13 東広島市役所到着、打合せ、被災状況の調査（東広島市）

21班 先遣班 北海道開発局 四国地方整備局 7/12 出発、四国地方整備局到着

　7/12派遣 　隊員　３名 （香川県高松市） 7/13 情報収集及び調整等

22班 被災状況調査班（道路①） 札幌開発建設部 四国地方整備局管内 7/12 出発、大洲河川国道事務所到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （愛媛県宇和島市） 7/13 宇和島市到着、被災状況の調査（吉田町立間地区）

23班 被災状況調査班（道路②） 旭川開発建設部 四国地方整備局管内 7/12 出発、松山市到着

　7/12派遣 　隊員　４名 （愛媛県宇和島市） 7/13 大洲河川国道事務所到着、宇和島市到着、被災状況の調査（吉田町立間地区）

24班 被災状況調査班（道路③） 帯広開発建設部 四国地方整備局管内 7/12 出発

　7/12派遣 　隊員　４名 （愛媛県宇和島市） 7/13 大洲河川国道事務所到着、宇和島市到着、打合せ

内　　　訳



北海道開発局におけるTEC-FORCEの活動状況
北 海 道 開 発 局

No.3

※活動内容は主な内容を掲載しております。現地の状況により活動内容が変更となる場合があります

派遣先 活動内容

25班 被災状況調査班（河川①） 網走開発建設部 中国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

26班 被災状況調査班（河川②） 札幌開発建設部 中国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

27班 被災状況調査班（河川③） 旭川開発建設部 中国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

28班 被災状況調査班（河川④） 釧路開発建設部 中国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

29班 被災状況調査班（道路①） 札幌開発建設部 中国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

30班 被災状況調査班（道路②） 旭川開発建設部 中国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

31班 被災状況調査班（道路③） 帯広開発建設部 中国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

32班 被災状況調査班（道路④） 網走開発建設部 中国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

33班 被災状況調査班（砂防①） 札幌開発建設部 中国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

34班 被災状況調査班（砂防②） 留萌開発建設部 中国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

35班 総括班 北海道開発局 中国地方整備局 7/17 出発

　7/17派遣 　隊員　５名 （広島県広島市）

36班 被災状況調査班（道路①） 札幌開発建設部 四国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

37班 被災状況調査班（道路②） 小樽開発建設部 四国地方整備局管内 7/17 出発

　7/17派遣 　隊員　４名

38班 被災状況調査班（道路③） 函館開発建設部 四国地方整備局管内 7/16 出発

　7/16派遣 　隊員　４名

39班 総括班 北海道開発局 四国地方整備局 7/17 出発

　7/17派遣 　隊員　３名 （香川県高松市）

内　　　訳


