
平成２８年４月２９日

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）の派遣について（第１２報）

活動内容及び活動予定は、別添「北海道開発局におけるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動状況」の

とおりです。

なお、総括班1班５名の交代要員として北海道開発局３名及び札幌開発建設部２名、被災状

況調査班（河川）２班計８名の交代要員として、札幌開発建設部１班４名、釧路開発建設部１

班４名が、本日（４月２９日）現地に向け出発しています。

※ 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年熊本地震の応急対策支援のため、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊

急災害対策派遣隊）を九州地方整備局管内に派遣しています。昨日の活動内容と、本日の

活動予定をお知らせいたします。

【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）



北海道開発局におけるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動状況

班名 派遣期間 隊員内訳 派遣先 活動内容班名 派遣期間 隊員内訳 派遣先 活動内容

総括班

第１陣
(先遣班)

4/19～4/25 北海道開発局 隊員 ５名 福岡県 福岡市 帰 還

第２陣 4/24～ 北海道開発局 隊員 ５名 福岡県 福岡市 4/25～ 情報収集及び調整等の活動

北海道開発局 隊員 ３名 4/29 札幌から福岡市へ移動
第３陣 4/29～

北海道開発局 隊員 ３名
札幌開発建設部 隊員 ２名

福岡県 福岡市
4/29～ 札幌から福岡市へ移動
（うち２名が先行して4/28日に出発済み）

被災状況調査班

第１陣
4/19～4/24 札幌開発建設部 隊員 ５名 熊本県 宇城市 帰 還

4/19～4/24 札幌開発建設部 隊員 ５名 熊本県 宇城市 帰 還

第２陣
4/23～4/28 函館開発建設部 隊員 ５名 熊本県 宇城市 帰 還

4/23～4/28 室蘭開発建設部 隊員 ５名 熊本県 宇城市 帰 還被災状況調 班
（道路）

4/23 4/28 室蘭開発建設部 隊員 ５名 熊本県 宇城市 帰 還

第３陣
4/27～ 小樽開発建設部 隊員 ５名 熊本県 宇城市 4/28～ 宇城市の現地調査

4/27～ 旭川開発建設部 隊員 ５名 熊本県 宇城市 4/28～ 宇城市の現地調査

第１陣
4/20～4/26 札幌開発建設部 隊員 ４名 熊本県 宇城市 帰 還

帯広 建 部 隊 熊 城

被災状況調査班
（砂防）

第１陣
4/20～4/26 帯広開発建設部 隊員 ４名 熊本県 宇城市 帰 還

第２陣

4/24～4/29 旭川開発建設部 隊員 ４名
熊本県 熊本市

宇城市
4/28 熊本県、熊本市、宇城市へ調査結果を報告
4/29 旭川へ帰還

4/24～4/29 室蘭開発建設部 隊員 ４名
熊本県 熊本市

宇城市
4/28 熊本県、熊本市、宇城市へ調査結果を報告
4/29 室蘭へ帰還

熊本県 熊本市 4/28 旭川から熊本県へ移動

第３陣

4/28～ 旭川開発建設部 隊員 ４名
熊本県 熊本市

甲佐町
4/28 旭川から熊本県へ移動
4/29 緑川の現地調査

4/28～ 室蘭開発建設部 隊員 ４名
熊本県 熊本市

甲佐町
4/28 室蘭から熊本県へ移動
4/29 緑川の現地調査

第１陣
4/21～4/27 札幌開発建設部 隊員 ４名 熊本県 阿蘇市 帰 還

4/21～4/27 旭川開発建設部 隊員 ４名 熊本県 阿蘇市 帰 還

被災状況調査班
（河川）

4/21～4/27 旭川開発建設部 隊員 ４名 熊本県 阿蘇市 帰 還

第２陣

4/25～ 札幌開発建設部 隊員 ４名
熊本県 阿蘇市

西原村
4/28 熊本県、阿蘇地域振興局へ調査結果を報告
4/29 宇城市へ拠点移動

4/25～ 帯広開発建設部 隊員 ４名
熊本県 阿蘇市

西原村
4/28 熊本県、阿蘇地域振興局へ調査結果を報告
4/29 宇城市へ拠点移動

4/29～ 札幌開発建設部 隊員 ４名 熊本県 宇城市 4/29 札幌から熊本県へ移動

１

第３陣
4/29 札幌開発建設部 隊員 ４名 熊本県 宇城市 4/29 札幌から熊本県 移動

4/29～ 釧路開発建設部 隊員 ４名 熊本県 宇城市 4/29 釧路から熊本県へ移動



北海道開発局におけるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動状況
平成２８年４月２９日現在

先遣班／総括班 4/19～ １班５名

九州地方整備局 情報収集及び調整

被災状況調査班（河川） 4/22～4/28

阿蘇市 黒川（県管理河川）の被災状況調査

○現地で調査等を実施した月日
○現在活動中の班・人数

九州地方整備局で情報収集
及び調整をする総括班

被災状況調査班（河川） 4/26～4/28 ２班８名

阿蘇郡西原村 布田川 烏子川（県管理河川）の被災状況調査

被災状況調査班（砂防） 4/25～4/28

熊本市 土砂災害危険箇所調査

被災状況調査班（砂防） 4/29～ ２班８名

熊本県甲佐町 緑川被災箇所点検

阿蘇郡西原村 布田川・烏子川（県管理河川）の被災状況調査

被災状況調査班（道路） 4/20～ ２班１０名

宇城市 市道等の被災状況調査

熊本市 土砂災害危険箇所調査

被災状況調査班（河川） 4/29～ ２班８名

西原村から宇城市に移動

２

被災状況調査班（砂防） 4/21～4/28

宇城市 土砂災害危険箇所調査

現地へ向け出発する総括班第３陣（4/29）



河川班・砂防班が、地元自治体へ成果を報告
• 国土交通省では、熊本県からの調査要請を受け、今後の警戒避難、応急的な対応に資することを目的に県が管

す 被災 査 び 砂災害危険箇 急点検を実施 き す理する河川の被災調査及び土砂災害危険箇所の緊急点検を実施してきたところです。

• 北海道開発局が担当した阿蘇地域振興局管内、熊本市、宇城市について、４月２８日に成果を阿蘇地域振興局土
木部長、熊本市長へ各班長から手交し、熊本県知事及び宇城市長への報告に臨席しました。

【砂防班 調査箇所図】

熊本市

【調査成果の手交】

熊本市

宇城市長へ成果を手交する北陸地方整備局と
臨席する北海道開発局 砂防班熊本市長へ成果を手交する砂防班【河川班 調査箇所図】

宇城市

臨席する北海道開発局の砂防班熊本市長へ成果を手交する砂防班【河川班 調査箇所図】

白川水系黒川

阿蘇市

白川水系黒川

白川水系
鳥子川

3阿蘇地域振興局土木部長へ成果を手交する河川班長 阿蘇地域振興局職員と河川班メンバー

緑川水系
布田川 阿蘇郡西原村



道路班の活動状況

4/28調査

松橋地区
不知火地区

4/28調査

豊野地区

小川地区

宇城市不知火地区にて現地調査をする道路班

4/28調査

4


