
呉市役所

坂町役場

「平成３０年台風７号及び前線等による災害」
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

９日（月）の主な活動

7:00 宿舎発（大阪市内前泊）
13:30～中国地整着

調査班設営作業・活動内容打合せ
15:30～ 砂防班①（本局班）

調査内容打合せのため坂町役場
及び呉市役所へ
砂防班②（湯沢班）
調査内容打合せのため広島市役所へ

17:45～ 砂防班②帰還 とりまとめ等
21:40～ 砂防班①帰還 とりまとめ等

坂町長あいさつ

設営状況 調査内容打合せ

平成30年7月9日

呉市長あいさつ

広島市水道局長あいさつ 調査箇所確認（広島市）広島市役所



被災状況調査の様子（砂防班①）

被災状況調査の様子（砂防班②）

地域の方から情報収集（砂防班①）

平成３０年７月豪雨による災害 【広島市安芸区ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

調査箇所確認（坂町）

平成30年7月10日

調査箇所確認（呉市）

砂防班① 調査箇所
広島市安芸区瀬野

砂防班② 調査箇所
広島市安芸区矢野町、熊野町川角

新潟のＴＶ局から取材を受ける隊員
（砂防班②）

１０日（火）の主な活動



被災状況調査（砂防班②）

被災状況調査の様子（砂防班②）

広島市消防本部と状況確認の打合せ
（砂防班②）

平成３０年７月豪雨による災害 【広島市安芸区ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月11日

砂防班① 調査箇所
広島市安芸区瀬野

砂防班② 調査箇所
広島市安芸区矢野町、熊野町川角

調査結果を持ち帰り資料整理（砂防班）

１１日（水）の主な活動

被災状況調査（砂防班①）



平成30年7月12日

坂町被災状況調査箇所

吉田坂町長に調査結果を手渡す中田砂防班長

吉田坂町長に調査結果を報告する猿子道路班長

被災状況調査報告
砂防 1渓流
道路 25／71路線

※残り26路線については、
捜索活動中のため、終了
次第調査実施予定

坂町職員に調査結果の詳細を説明する班員

平成３０年７月豪雨による災害 坂町長へ結果報告
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防・道路班）活動状況～



広島市に調査結果を報告する福田砂防班長

平成３０年７月豪雨による災害 広島県、広島市、呉市へ調査結果報告

～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防・道路班）活動状況～

副田 呉市副部長へ調査報告書を手渡す館道路班長

調査結果を報告する福田砂防班長
広島県西部建設事務所

（大長次長、石井所長、下川次長）

被災状況調査報告

 広島市 砂防 ２地区 ６渓流
 熊野町 砂防 １地区 １渓流
※広島県へ広島市の調査結果とあわせて報告
 呉 市 道路 １００／４３８路線

※残り３３８路線については、捜索活動中
のため、終了次第調査実施予定

平成30年7月12日



平成３０年７月豪雨による災害【熊野町城之堀ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月13日

砂防班① 調査箇所
熊野町城之堀ほか

１３日（金）の主な活動

砂防班② 調査箇所
海田町内４河川

熊野町職員と打合せ（砂防班①）

被災状況調査（砂防班②）

被災状況調査（砂防班①）

楠谷川流域の
住宅損傷状況

熊野第二小学校
土砂流入状況



平成３０年７月豪雨による災害【熊野町城之堀ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月14日

砂防班① 調査箇所
熊野町城之堀

１４日（土）の主な活動

砂防班② 調査箇所
広島市安芸区矢野東

住民から聞き取り（砂防班①）被災状況調査（砂防班①）

被災状況調査
（砂防班②）



平成３０年７月豪雨による災害【熊野町城之堀ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月14日

砂防班④ 調査箇所
呉市仁方

１４日（土）の主な活動

砂防班③ 調査箇所
呉市吉浦・呉市焼山

被災状況調査（砂防班④）

住民から聞き取り（砂防班③）

被災状況調査（砂防班③）



平成３０年７月豪雨による災害【呉市長谷町ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月15日

砂防班④ 調査箇所
呉市仁方

１５日（日）の主な活動

砂防班③ 調査箇所
呉市焼山

砂防班① 調査箇所
呉市長谷町、
呉市天応

砂防班② 調査箇所
坂町水尻

被災状況調査（砂防班①）

被災状況調査（砂防班②）

住民から聞き取り
（砂防班①）

JR水尻駅付近の土砂堆積



平成３０年７月豪雨による災害【呉市長谷町ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月15日

被災状況調査（砂防班③）

住民から聞き取り
（砂防班③）

被災状況調査（砂防班④）



平成３０年７月豪雨による災害【広島市安芸区ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月16日

１６日（月）の主な活動

砂防班③ 調査箇所
呉市焼山

被災状況調査（砂防班②）

砂防班② 調査箇所
広島市安芸区矢野東

被災状況調査（砂防班②）



平成３０年７月豪雨による災害【広島市安芸区ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月16日

砂防班の内業の様子 被災状況調査（砂防班③）

被災状況調査（砂防班③）



平成３０年７月豪雨による災害
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月17日

・砂防班①③④ 内業（呉市報告資料作成）
・砂防班② 海田町への渓流調査結果報告

内業（坂町報告資料作成）
・本省砂防部砂防計画課

城ヶ崎地震・火山砂防室長 視察

１７日（火）の主な活動

砂防班の内業の様子

海田町への報告（砂防班②）

城ヶ崎室長 視察の様子



平成30年7月12日平成３０年７月豪雨による災害
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月18日

１８日（水）の主な活動

・砂防班① 熊野町への渓流調査結果報告
・砂防班①②③④ 広島県への渓流調査結果報告

被災状況調査（砂防班①）

広島県への報告（砂防班） 広島県への報告（砂防班）

広島県への報告（砂防班）



平成３０年７月豪雨による災害【広島市安佐北区ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月19日

海田町役場での打合せ（砂防班①）

被災状況調査（砂防班①）

１９日（木）
主な活動

砂防班② 調査箇所
呉市宮ノ浦

砂防班③ 調査箇所
広島市安佐北区白木町

砂防班① 調査箇所
安芸郡海田町

砂防班④ 調査箇所
呉市天応

被災状況調査（砂防班①）

住民からの聞き取り（砂防班②） 被災状況調査（砂防班②）



平成３０年７月豪雨による災害【広島市安佐北区ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月19日

被災状況調査（砂防班③）

住民からの聞き取り（砂防班③）

住民からの聞き取り（砂防班④）

被災状況調査（砂防班④）被災状況調査（砂防班④）



平成３０年７月豪雨による災害【安芸郡坂町ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月20日

２０日（金）の主な活動

砂防班②③ 調査箇所
安芸郡坂町

砂防班① 調査箇所
呉市天応・

呉市吉浦

砂防班④ 調査箇所
呉市天応

県庁へ緊急調査箇所等報告（砂防班②③④）

被災状況調査（砂防班①） 呉市への報告（砂防班①）



平成３０年７月豪雨による災害
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月20日

住民からの聞き取り（砂防班②③） 被災状況調査（砂防班②③） 被災状況調査（砂防班②③）

調査内容打合せ（砂防班④） 被災状況調査（砂防班④）

被災状況調査（砂防班④）



平成３０年７月豪雨による災害【安芸郡熊野町ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月21日

広島市

２１日（土）
の主な活動

砂防班①
調査箇所
東広島市黒瀬

砂防班④ 調査箇所
呉市天応

砂防班④ 調査箇所
呉市見晴

砂防班①③ 調査箇所
安芸郡熊野町

砂防班②調査箇所
呉市押込

砂防班①調査箇所
東広島市志和

被災状況調査（砂防班①） 被災状況調査（砂防班①）

被災状況調査（砂防班①） 熊野町長への報告（砂防班①）



平成３０年７月豪雨による災害【安芸郡熊野町ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月21日

住民からの聞き取り（砂防班②） 被災状況調査（砂防班②） 被災状況調査（砂防班②）

被災状況調査（砂防班③） 住民からの聞き取り（砂防班④） 被災状況調査（砂防班④）



平成３０年７月豪雨による災害【安芸郡熊野町ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月22日

竹原市長への報告（砂防班①）

広島市

２２日（日）の主な活動
●

砂防班① 調査箇所
竹原市忠海、港、
東野、新庄、西野砂防班④ 調査箇所

呉市阿賀南
呉市見晴

砂防班②③ 調査箇所
安芸郡熊野町

被災状況調査（砂防班①）

住民からの聞き取り（砂防班①）

被災状況調査（砂防班①）



平成３０年７月豪雨による災害
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月22日

住民からの聞き取り（砂防班②）

被災状況調査（砂防班③）

被災状況調査（砂防班③）調査内容打合せ（砂防班②）

住民からの聞き取り（砂防班④） 被災状況調査（砂防班④）



平成３０年７月豪雨による災害【広島市安芸区ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月23日

広島市

２３日（月）の主な活動

砂防班④ 調査箇所
呉市阿賀南

砂防班② 調査箇所
安芸郡熊野町

砂防班①調査箇所
海田町南幸町

砂防班①調査箇所
広島市安芸区矢野東

被災状況調査（砂防班①）

海田町長への報告（砂防班①）

広島市安芸区長への報告（砂防班①）



平成３０年７月豪雨による災害【広島市安芸区ほか】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月23日

住民からの聞き取り（砂防班②） 被災状況調査（砂防班②） 内業の様子（砂防班③）

住民からの聞き取り（砂防班④）被災状況調査（砂防班④） 被災状況調査（砂防班④）



平成３０年７月豪雨による災害【福山市神村】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月25日

広島市

２５日（水）の主な活動

砂防班① 調査箇所
福山市神村

被災状況調査
（砂防班①）



平成３０年７月豪雨による災害
～北陸TEC-FORCE派遣隊 総合司令班・砂防班 活動状況～

２４日（火）の主な活動

【総合司令班】
・班長会議
・調査箇所の情報収集、資料作成等

【砂防班】
・被災状況調査
・内業（調査報告資料作成）

平成30年7月24日

班長会議（総合司令班）

内業の様子（砂防班）



平成３０年７月豪雨による災害【三原市木原】
～北陸TEC-FORCE派遣隊 被災状況調査班（砂防班）活動状況～

平成30年7月24日

被災状況調査（砂防班①）
木原市長への報告（砂防班①）

広島市

２４日（火）の主な活動
砂防班① 調査箇所
三原市木原

被災状況調査（砂防班①）



平成３０年７月豪雨による災害
～北陸TEC-FORCE派遣隊 総合司令班・砂防班 活動状況～

２５日（水）の主な活動

【総合司令班】
・班長会議
・災害対策本部会議
・調査箇所の情報収集、資料作成等

【砂防班】
・被災状況調査
・被災状況調査結果報告（広島県庁・中国地整）
・内業（調査報告資料作成）

平成30年7月25日

班長会議（総合司令班）

内業の様子（砂防班）



平成３０年７月豪雨による災害
～北陸TEC-FORCE派遣隊 総合司令班・砂防班 活動状況～

平成30年7月25日

土木建築局長へ調査報告書を手交（広島県庁）

中国地方整備局長への被災状況調査結果報告（中国地方整備局）副知事との面会（広島県庁）

被災状況調査結果報告（広島県庁）




