
平成２８年８月２８日

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）の活動状況について（第３報）

８月２５日からの活動内容は、別添「平成２８年８月２０日からの大雨災害 ＴＥＣ－ＦＯＲ

ＣＥの活動状況」のとおりです。

※ 別紙の写真について、転載申請は不要です。なお、記事等に掲載する際は、「国土交通省

北海道開発局提供」の記載をお願いします。

北海道開発局は、平成２８年８月２０日からの大雨による被災状況調査等のため、北海道内各

地にＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）を派遣しています。

８月２５日から派遣を開始した被災状況調査班等の活動を、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 企画官 髙橋 一浩（内線5954）

事業振興部 防災課 課長補佐 洼畑 正幸（内線5944）



平成28年8月20日からの大雨災害 TEC-FORCEの活動状況 
北 海 道 開 発 局 

班名 派遣先 隊員内訳 活動内容 

被災状況調
査班 

名寄市 
留萌開発建設部 5名（8/25～27） 
※1 活動終了後、引き続き北見市に

派遣 

8/25～26 市道及び市管理河川の被災状況調査 
8/27   調査が完了し、建設水道部長に調査結果を報告    

剣淵町 
留萌開発建設部 5名（8/25～） 
稚内開発建設部 5名（8/26～) 
札幌開発建設部 5名（8/27～)※3 

8/25～ 町道及び普通河川の被災状況調査 

占冠村 

函館開発建設部 5名（8/25～26） 
※2 活動終了後、引き続き北見市に

派遣 

8/25  村職員と調査箇所確認 
8/26  村道及び普通河川の被災状況調査。調査が完了し、村長に調査結果を報告 

旭川開発建設部 2名（8/26） 8/26  村道及び普通河川の被災状況調査。調査が完了し、村長に調査結果を報告、撤収 

愛別町 
札幌開発建設部 5名（8/25～26） 
※3 活動終了後、引き続き剣淵町に

派遣     

8/25～26 町道の被災状況調査 
8/26   調査が完了し、町長に調査結果を報告    

美瑛町 札幌開発建設部 5名（8/25～） 8/25  町職員と調査箇所確認 
8/26 ～ 町道の被災状況調査 

陸別町 帯広開発建設部 5名（8/25） 8/25 地すべり箇所の被災状況調査。調査が完了し、町長に調査結果を報告 

足寄町 帯広開発建設部 2班7名（8/26） 8/26   町道及び普通河川の被災状況調査。調査が完了し、町に調査結果を報告 

平取町 室蘭開発建設部 4名（8/25～27） 
室蘭開発建設部 3名（8/26～27） 

8/25～27 町道及び普通河川の被災状況調査 
8/27  調査が完了し、町に調査結果を報告 

新冠町 
室蘭開発建設部 4名（8/25～27） 

8/25～ 普通河川の被災状況調査 
室蘭開発建設部 3名（8/27～） 

白糠町 釧路開発建設部 3名(8/25) 8/25 町道の被災状況調査。調査が完了し、副町長に調査結果を報告 

北見市 

小樽開発建設部 5名(8/26～) 
函館開発建設部 5名(8/27～)※2 
留萌開発建設部 5名(8/27～)※1 
札幌開発建設部 3名(8/27～)※4 

8/26～ 市道及び市管理河川の被災状況調査 

情報通信班 羅臼町 釧路開発建設部 2名(8/25～26) 8/25～26  Ku-SAT（情報配信装置）により、役場等に土砂崩落箇所の映像を配信 

技術支援班 羅臼町 
札幌開発建設部 3名(8/25～26) 
※4 活動終了後、引き続き被災状況

調査班として北見市に派遣 

8/25  羅臼町へ移動 
8/26  道道知床公園羅臼線土砂崩落箇所の復旧に係る調査 

応急対策班 北見市 網走開発建設部 3名(8/26) 8/26  常呂川の排水作業状況確認等 

８月２８日１０：００現在 活動中 ４市町村に９班４１名 

凡例 

活動中 

撤退済 



北 海 道 開 発 局 

被災状況調査班 8/25～27 留萌開建１班５名 

名寄市 市道及び市管理河川の被災状況調査 

平成28年8月20日からの大雨災害  TEC-FORCEの活動状況 

被災状況調査班 8/25～  留萌開建１班５名 
             8/26～ 稚内開建１班５名  
                            8/26～ 札幌開建１班５名  

剣淵町 町道及び普通河川の被災状況調査 

被災状況調査班 8/25～26 札幌開建１班５名 

愛別町 町道の被災状況調査 

被災状況調査班 8/25～ 札幌開建１班５名 

美瑛町 町道の被災状況調査 

被災状況調査班 8/25～26 函館開建１班５名 
              8/26        旭川開建１班２名 

占冠村 村道及び普通河川の被災状況調査 

被災状況調査班 8/25～27 室蘭開建２班７名 

平取町 町道及び普通河川の被災状況調査 

被災状況調査班  8/25～27 室蘭開建１班４名 

8/27～     室蘭開建１班３名 

新冠町 普通河川の被災状況調査 

被災状況調査班 8/25 釧路開建１班３名 

白糠町 町道の被災状況調査 

被災状況調査班 8/26 帯広開建２班７名 

足寄町 町道及び普通河川の被災状況 

被災状況調査班 8/25 帯広開建１班５名 

陸別町 地すべり箇所の被災状況調査 

情報通信班 8/25～26 釧路開建１班２名 

羅臼町 Ku-SAT（情報配信装置）により、役場
等に土砂崩落箇所の映像を配信 

技術支援班 8/25～26 札幌開建１班３名 

羅臼町 道道知床公園羅臼線土砂崩落箇所の
復旧に係る調査 

被害状況調査班 8/26～ 小樽開建１班５名                                                   
8/27～  函館開建１班５名 

                            8/27～  留萌開建１班５名 
             8/27～  札幌開建１班３名 

北見市 市道及び市管理河川の被災状況調査 

応急対策班 8/26 網走開建１班３名 

北見市 常呂川の排水作業状況確認等 

凡例 

活動中 

撤退済 



北 海 道 開 発 局 
平成28年8月20日からの大雨災害 TEC-FORCEの活動状況 

被災状況調査（8/27 剣淵町 西岡浄水場配水池） 

被災状況調査（8/27 新冠町 普通河川） 被災状況調査（8/27 美瑛町 阿満美瑛線の道路倒壊） 

被災状況調査（8/27 平取町 普通河川） 

被災状況調査班の活動 



北 海 道 開 発 局 
平成28年8月20日からの大雨災害 TEC-FORCEの活動状況 

平取町(建設水道課長補佐)へ調査結果を報告(8/27) 名寄市(建設水道部長)へ調査結果を報告(8/27) 

調査結果を取りまとめる隊員(8/27 新冠町役場) 被災状況調査（8/27 北見市常呂町 町道道路流出） 
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