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平成30年北海道胆振東部地震における
札幌開発建設部のTEC-FORCE、リエゾン派遣状況について

札幌開発建設部 防災課
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平成30年北海道胆振東部地震 札幌開発建設部のリエゾン派遣

空知総合振興局 9/6～9/7
・リエゾン ５人・日

江別市 9/6～9/7
・リエゾン ６人・日

札幌建設管理部 9/6
・リエゾン ２人・日

札幌市（消防本部） 9/6～9/7
・リエゾン ３人・日

北広島市 9/6～9/7
・リエゾン ６人・日

長沼町 9/6
・リエゾン ２人・日

由仁町 9/6
・リエゾン ４人・日

栗山町 9/6
・リエゾン ４人・日

新篠津村 9/6
・リエゾン ２人・日

三笠市 9/6～9/7
・リエゾン ６人・日石狩振興局 9/6～9/7

・リエゾン ４人・日

【リエゾン派遣】
３道１６市町村へ１０１人・日 派遣 1

石狩市 9/6～9/7
・リエゾン ４人・日

恵庭市 9/6～9/8
・リエゾン ８人・日 千歳市 9/6～9/7

・リエゾン ５人・日

南幌町 9/6
・リエゾン ４人・日

岩見沢市 9/6～9/7
・リエゾン ７人・日

むかわ町 9/18～10/1
・リエゾン １４人・日

安平町 9/18～9/24
・リエゾン ８人・日

厚真町 9/15、9/22～9/26
・リエゾン ７人・日

■リエゾンの派遣状況

リエゾンから情報提供
（空知総合振興局）

リエゾンによる情報収集
（江別市）
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平成30年北海道胆振東部地震 札幌開発建設部のTEC-FORCE派遣

厚真町、安平町
長沼町

厚真町、むかわ町、安平町

厚真町

鵡川・沙流川鵡川・沙流川
被災状況調査班 活動期間 ９／６、９／９

隊員内訳 札幌開発建設部 ２班 延べ4人・日

被災状況調査

被災状況調査班 活動期間 ９／７・８・１１・１３・１４・１５
・２０・２７

隊員内訳 札幌開発建設部 ９班 延べ16人・日

天然ダム形成箇所、日高幌内川、機器設置・調整、webカメラ
設置位置変更

被災状況調査班 活動期間 ９／７～９／１２

隊員内訳 札幌開発建設部 ３班 延べ72人・日

町道等の被災状況調査（道路）

北海道開発局北海道開発局

室蘭開発建設部室蘭開発建設部

被災状況調査班（厚真町外） 活動期間 ９／１７～９／２１

隊員内訳 札幌開発建設部 １班 延べ15人・日

被災状況調査（河川）

先遣班・総括班 活動期間 ９／１１～９／１６

隊員内訳 札幌開発建設部 １班 延べ12人・日

TEC－FORCE本部総括班

応急対策班 活動期間 ９／１１～９／１４

隊員内訳 札幌開発建設部 １班 延べ8人・日

散水車の給水支援、現場調整

応急対策班 活動期間 ９／１８～９／２０、９／２４～９／２６

隊員内訳 札幌開発建設部 ２班 延べ6人・日

室蘭前進基地 災害応援

北海道開発局札幌開発建設部の隊員で延べ１９９人・日が活動。
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札幌開発建設部札幌開発建設部
先遣班・総括班 活動期間 ９／８～９／１１

隊員内訳 札幌開発建設部 １班 延べ4人・日

河川調査全線班 地整TECのニーズ把握

先遣班・総括班 活動期間 ９／８～９／１０、９／１０～９／１２

隊員内訳 札幌開発建設部 ２班 延べ6人・日

室蘭前進基地 室蘭本部の支援

被災状況調査班 活動期間 ９／９

隊員内訳 札幌開発建設部 １班 延べ1人・日

被災箇所視察（局長随行）

被災状況調査班 活動期間 ９／９

隊員内訳 札幌開発建設部 １班 延べ3人・日

傾斜地崩壊危険箇所点検（砂防）

千歳市千歳市

被災状況調査班 活動期間 ９／９

隊員内訳 札幌開発建設部 １班 延べ3人・日

傾斜地崩壊危険箇所点検（砂防）

安平町

苫東中央ST苫東中央ST

応急対策班 活動期間 ９／１０～９／１１、９／１１～９／１２

隊員内訳 札幌開発建設部 ２班 延べ8人・日

開発局前進基地 機械支援

応急対策班 活動期間 ９／１０～９／１３

隊員内訳 札幌開発建設部 １班 延べ8人・日

散水車の給水支援、現場調整

応急対策班 活動期間 ９／１３～９／１４

隊員内訳 札幌開発建設部 １班 延べ4人・日

散水車の給水支援、現場調整

先遣班・総括班 活動期間 ９／１１～９／１６

隊員内訳 札幌開発建設部 １班 延べ12人・日

TECのニーズ把握（苫小牧市）

先遣班・総括班 活動期間 ９／６～９／１２、９／１２～９／１６

隊員内訳 札幌開発建設部 ２班 延べ17人・日

現地対策本部 支援ニーズ把握 班編成・配置
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平成30年北海道胆振東部地震 TEC-FORCE等の活動状況

■ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣

道路被災状況調査（厚真町）

砂防被災状況調査（厚真町）出陣式の様子（札建本部前）

道路被災状況調査（厚真町）

3
本州地方整備局TEC-FORCE受け入れ（札建本部）道路被災状況報告（むかわ町）

地先住民に聞き取りする状況（長沼町）

砂防被災状況調査（厚真町）
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平成30年北海道胆振東部地震 災害対策機械等の派遣

苫小牧市 9/8～9/25
・災害対策機械等

待機支援車１８台・日

恵庭市 9/6～9/10
・災害対策機械等

散水車（給水装置付）７台・日

千歳市 9/6～9/10
・災害対策機械等

照明車５台・日
厚真町
・災害対策機械等

散水車（給水装置付） １２台・日 10/2～10/13

多目的支援車 １２台・日 9/10～9/21

分解組立型BH ２９台・日 9/6～10/4 

衛星通信車 ３２台・日 9/8～10/9                  

安平町 9/10～10/1
・災害対策機械等

散水車（給水装置付） ３７台・日

日高町 9/11～9/14
・災害対策機械等

散水車（給水装置付） ４台・日

【災害対策機械等派遣】
●散水車（給水装置付） ６０台・日
●照明車 ５台・日
●衛星通信車 ３２台・日
●待機支援車 １８台・日
●多目的支援車 １２台・日
●分解組立型BH ２９台・日

合計 ６市町へ１５６台・日 派遣
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・ 北海道胆振東部地震では、断水が続いた厚真町、安平町等へ散水車を派遣し飲料水等の水を供給しました。また、厚真町の土砂
災害復旧機械として分解組立型バックホウ、多目的支援者、衛星通信車等の災害対策用機械が派遣されました。

そのほか本州地整から照明車、バックホウ等が派遣されたため現地配置調整等も行いました。

■災害対策機械等の活動状況

散水車による給水支援
9/13（安平町）

散水車による牛舎への給
水支援9/14（安平町）

散水車による給水支援
9/6（恵庭市）

多目的支援車による機材輸送
【厚真町日高幌内川】

分解組立型バックホウに
よる河道掘削

（厚真川）

分解組立型バックホウ夜
間作業（厚真川）
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平成30年北海道胆振東部地震 災害対策用機械の活動状況

地整災対機械の受入及び
稼働調整（苫東中央ST）

地整災対機械の受入及び
稼働調整（苫東中央ST）
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気象庁
札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters
Japan Meteorological Agency

7月2日から5日にかけての大雨について

札幌管区気象台
平成３１年１月

石狩川下流域外減災対策協議会 地域部会
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気象庁
札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters
Japan Meteorological Agency●防災気象情報の利活用
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気象庁
札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters
Japan Meteorological Agency

3

●概況

■天気概況
7月2日から5日にかけて北日本に前線が停滞し、5日には台風第7号から変わった

低気圧が北海道付近に接近した。
前線や低気圧の影響で、石狩川流域においても大雨となり、7月2日から5日まで

の合計降水量が、平年の7月の月降水量の1.5倍となった地点があった。
■社会的な影響
大雨の影響により河川が増水し、雨竜川、石狩川下流等で氾濫が発生した。

台風第7号

台風第7号
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気象庁
札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters
Japan Meteorological Agency

7月2日～5日までの合計降水量と7月の月降水量の平年値との比（％）

暖色系の地点は、7月2日～5日までの
合計降水量が月降水量の平年値より多い。

深川
滝川
赤平
石狩沼田
空知吉野
幌加内
雨竜
小金湯
芦別
浦臼
札幌

●雨の実況

平年値
112.6ミリ
107.2ミリ

－
109.0ミリ
108.4ミリ
125.2ミリ

－
89.5ミリ
100.9ミリ
120.7ミリ
81.0ミリ

比
166％
157％

－
145％
146％
125％

－
172％
144％
117％
140％

合計降水量
186.5ミリ
168.0ミリ
166.5ミリ
158.5ミリ
158.0ミリ
156.5ミリ
155.5ミリ
153.5ミリ
145.0ミリ
141.0ミリ
113.5ミリ

※比（％） = 合計降水量（ミリ） / 平年値（ミリ）
※赤平、雨竜については、統計期間が短く平年値がない。
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気象庁
札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters
Japan Meteorological Agency●雨の実況

5

台風から変わった低気圧による雨前線の影響による雨

アメダス深川

(月) (火) (水) (木) (金)

氾
濫
発
生
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気象庁
札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters
Japan Meteorological Agency●指定河川洪水予報発表状況（図：洪水警報の発表状況）

6※石狩川下流域の発表分のみ抜粋

洪水警報の発表状況
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気象庁
札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters
Japan Meteorological Agency●事前の注意喚起

7

平成30年6月29日（金）11時00分 札幌管区気象台発表 平成30年6月30日（土）17時00分 札幌管区気象台発表

平成30年6月29日（金）11時30分発 防災機関宛、12時03分発 石狩・空知・後志地方の各市町村宛 メールによる情報提供

警報級の可能性

メール

週明けに予想される前線に伴う大雨の可能性［中］を金曜日に発表
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気象庁
札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters
Japan Meteorological Agency

8

●洪水警報の危険度分布

指定河川洪水予報の発表状況や中小河川における危険度を確認することができる

沼田町内で危険度「非常に危険」出現 雨のピークは過ぎたが危険度「警戒」継続 雨竜川を対象に「氾濫警戒情報」発表

雨竜川を対象に「氾濫危険情報」発表 石狩川下流を対象に「氾濫警戒情報」発表 雨竜川を対象に「氾濫発生情報」発表
石狩川下流を対象に「氾濫危険情報」発表

気象庁ホームページ雨竜川

石狩川

雨竜川

雨竜川

雨竜川

石狩川 石狩川

石狩川
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