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山梨県 国道139号における除雪の状況

長野県 国道18号における除雪の状況

長野市内 H26.2.15撮影

国土交通省 北陸地方整備局



平成26年2月14日～16日にかけての関東甲信･東北地方を中心とした大雪により、大規模な交通障害が発生。
北陸地整では、関東地整、東北地整、山梨県、埼玉県からの要請を受け、除雪車(除雪グレーダ、ロータリ除雪
車等)、除雪車オペレータ及びTEC-FORCE隊員等を派遣。

北陸地整からの除雪支援・広域派遣状況
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2月16日から26日の11日間に、TEC-FORCE隊員のべ214人日(実派遣人数40人)、

ロータリ除雪車12台を派遣し、山梨県管理道路並びに早川町道、33路線、309㎞の除
雪を実施。18集落、719世帯の孤立解消を支援した。

なお、現地の除雪作業には、北陸地整職員のほか、ロータリ除雪車オペレータ等は、
整備局管内(新潟県、富山県、石川県)の除雪作業を請け負っている建設会社等からのべ
321人日を派遣した。

山梨県管理道路の除雪支援実績

【山梨県除雪支援実績】

除雪による孤立集落の解消支援山梨県 除雪支援結果
平成26年2月26日

集落数（集落） １８
世帯数（世帯） ７１９

平成26年2月26日



北陸地整管内から派遣された除雪
業者13業者は、TEC-FORCE隊員
とともに山梨県全域にわたり、約10
日間、除雪作業に奮闘した。

山梨県管理道路の除雪支援状況

【ロータリ除雪車による作業状況①】

国道３５８号 甲府市古関町
平成26年2月17日撮影【高田河川国道事務所･西田建設(株)班】

(主)韮崎増富線 北杜市須玉町比志地先
平成26年2月17日撮影【金沢河川国道事務所･加州建設(株)班】

(主)河口湖精進線 南都留郡富士河口湖町大石地先
平成26年2月17日撮影【富山河川国道事務所･桜井建設(株)班】

国道１３９号 北都留郡小菅村
平成26年2月20日撮影【新潟国道事務所･(株)加賀田組班】

(主)笛吹市川三郷線 甲府市古関町
平成26年2月21日撮影【長岡国道事務所･日瀝道路(株)班】



県道天神平甲府線 甲府市内
平成26年2月23日撮影

山梨県管理道路の除雪支援状況

(主)上野原丹波山線 上野原市内
平成26年2月23日撮影【金沢河川国道事務所･沢田工業(株)班】

【高田河川国道事務所･(株)上越商会班】

国道１３９号 大月市内
平成26年2月25日撮影【長岡国道事務所･日本道路(株)班】

県道朝日小沢猿橋線 大月市猿橋町
平成26年2月24日撮影【長岡国道事務所･(株)植木組班】

【ロータリ除雪車による作業状況②】

町道茂倉線 南巨摩郡早川町
平成26年2月23日撮影【高田河川国道事務所･(株)笠原建設班】

県道富士上吉田線 富士吉田市内
平成26年2月21日撮影【富山河川国道事務所･氷見土建工業(株)班】



山梨県管理道路の除雪支援状況

【ロータリ除雪車による作業状況③】

(主)上野原あきる野線 上野原市内
平成26年2月25日撮影【富山河川国道事務所･(株)NIPPO班】

県道原浅尾韮崎線 北杜市須玉町
平成26年2月23日撮影【富山河川国道事務所･朝日建設(株)班】

町道が除雪され
屋外に出て作業状況を見守る住民の皆さん
南巨摩郡早川町内 平成26年2月23日撮影

孤立集落解消に向けて
南巨摩郡早川町内 平成26年2月23日撮影

雪の多さに除雪車も悲鳴
南巨摩郡早川町内 平成26年2月23日撮影

道路が除雪され救援物資が到着！
ロータリ除雪車に珍しそうに近寄る住民の皆さん

笛吹市芦川町芦川地内 平成26年2月21日撮影

地元業者のバックホウとの連携作業
上野原市内 平成26年2月25日撮影

山梨県建設事務所との調整(高田班)
中北建設事務所 平成26年2月24日撮影

除雪車３台による合同作業
北都留郡小菅村内 平成26年2月21日撮影



2月22日17時35分、横内山梨県知事が、北陸地整リエゾン班作業室に訪問をされました。
横内知事からは、北陸地方整備局の除雪対応に対して、激励と感謝のおことばを頂き、特に、ロー

タリ除雪車の働きに対し、高い評価を頂きました。
リエゾン班班長の吉田地域道路課長補佐は、本日も５５名体制で支援対応を行っておりますと状況

を説明しました。

山梨県知事から激励と感謝

【リエゾン班作業室に横内知事訪問状況】

横内知事
河西県土整備部

技監鈴木道路管理
課長

横内知事に対応状況を説明する吉田班長(写真手前)

山梨県庁７階会議室に設けられた北陸地整リエゾン
班作業室



埼玉県秩父市の(株)ニッチツが管理する休止鉱山の坑廃水が大雪の影響で処理できな
い状況となり、坑廃水が外部に流れ出る可能性が生じたため、豪雪非常災害対策本部長
が、関係省庁に対応の指示を出した(記者発表資料参照)。

これを受け、2月25日から3月6日までの10日間に、北陸地整管内よりTEC-
FORCE隊員のべ12人日(実派遣人数4名)、ロータリ除雪車1台、オペレータ等のべ105人

日を派遣し、関東地整と合同で県道中津川三峰口停車場線の約3.3㎞ の除雪を実施した。

埼玉県管理道路(秩父市内)の除雪支援実績

当該箇所の対応に関する豪雪非常災害対策本部・経済産業省の
記者発表資料(H26.2.24)

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ
除雪支援班 出発式
長岡国道事務所湯沢維持出張所前 平成26年2月26日撮影

※

秩父市

県道(210)中津川三峰口停車場線
除雪支援箇所

【埼玉県除雪支援実績】
※トンネル区間等を除いた実除雪延長



埼玉県管理道路(秩父市内)の除雪支援実績



埼玉県管理道路(秩父市内)の除雪支援状況

【作業状況①】

【事前調査】
所々で雪崩が発生している

平成26年2月26日撮影

雪に埋没した車両を撤去しながらの作業 平成26年2月27日撮影

狭く曲がりくねった道が続く・・・ 平成26年2月27日撮影

2月25日にヘリコプターによる上空からの斜面状況等の調査を実施。
26日に現地の事前調査、27日から除雪作業に着手した。
北陸地整管内から派遣された除雪業者4業者とTEC-FORCE隊員は、関東地整管内

から派遣されたTEC-FORCE隊員等と連携し、雪崩の危険性がある中、雪崩監視を行
いながら作業を進めた。

また、現地は狭い山道であるうえ、途中、雪に埋没した放置車両や多量の雪で路上に
張り出したロックネットなどを処理しながらの作業となった。



埼玉県管理道路(秩父市内)の除雪支援状況

【長岡国道事務所・㈱文明屋、㈱森下組、㈱笛田組、町田建設㈱班】

ミーティング状況 平成26年2月27日撮影

トンネル坑口が雪で塞がっている
平成26年3月2日撮影

ロックネットを一旦外して中の雪を除去 平成26年3月1日撮影

【作業状況②】

雪が入り込んで路上に張り出した
ロックネットを確認

平成26年2月28日撮影

３月６日 埼玉県での活動を終えて除雪支援班が帰還

長岡国道事務所
湯沢維持出張所前
平成26年3月6日撮影

秩父県土整備事務所 平成26年3月6日撮影

酒巻秩父県土整備事務所長に報告する栗林班長(写真右手前)

湯沢維持出張所に帰還

平成26年3月5日撮影

活動を終えて記念撮影！

秩父市大滝地先



北陸地整からの広域派遣の実績

H26.3.13

2月15日から関東地整、東北地整の要請により、北陸地整から除雪車及びオペレータを各管内の４

箇所に広域派遣し、除雪を行った。
他地整管内において除雪作業を行った４業者の活動状況を説明するため、パネルを作成し、北陸地

整玄関ロビーにおいて今回のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動状況パネルと合わせて掲示しました。

【派遣期間】
平成26年2月15日(土)

～18日(火)

2月16日 15:58
国道18号(碓氷BP)群馬県安中市内
平成25年度湯沢工区除雪作業;(株)森下組
平成25年度塩沢工区除雪作業;(株)笛田組

2月16日 19:30
国道４号福島県二本松市内

新潟除雪作業;(株)ＮＩＰＰＯ
水原除雪作業;丸 運 建 設 (株)

【派遣期間】

平成26年2月16日(日)
～18日(火)

【派遣期間】
平成26年2月15日(土)

～20日(木)

2月16日 14:50
国道17号群馬県みなかみ町内
二居工区除雪作業(平成25－26年度);(株)文明屋
平成25年度長岡国道管内斜面雪処理作業；町田建設(株)

平成26年2月15日(土)
～17日(月)

【派遣期間】

2月15日 23:07 
国道18号長野県長野市内
平成25･26年度妙高工区除雪作業;ﾊｲｳｪｰﾘﾊﾞｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)


