
 

 

 平成 28 年 4 月 28 日 

九 州 地 方 整 備 局 

1 9 時 0 0 分 

【平成２８年熊本地震対応】 

 

『ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（土砂災害現地調査チーム）』により実施した 

土砂災害危険箇所の点検結果を１３市町村へ報告しました 

 

 
１．報告日 
  平成２８年４月２８日（木） 
 
２．点検者（土砂災害現地調査チーム） 
  北海道開発局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整

備局、近畿地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局、九
州地方整備局、内閣府沖縄総合事務局の各緊急災害対策派遣隊
（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）職員、国土技術政策総合研究所及び国
立研究開発法人土木研究所の土砂災害専門家 

 
 
３．市町村名、市町村対応者、点検結果報告者、状況写真等 
  別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 

国土交通省 九州地方整備局 河川部 

地域河川課長 鹿毛 英樹 

          電話：０９０－７９８９－５９１０(携帯) 

 



市町村名 市町村対応者 点検結果報告者

1 熊本市 大西 一史 市長 北海道開発局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局、内閣府沖縄総合事務局、国土技術政策総合研究所

2 宇城市 守田 憲史 市長 北海道開発局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中国地方整備局

3 宇土市 元松 茂樹 市長 関東地方整備局

4 菊池市 江頭 実 市長 近畿地方整備局

5 合志市 荒木 義行 市長 内閣府沖縄総合事務局

6 菊陽町 後藤 三雄 町長 内閣府沖縄総合事務局

7 大津町 家入 勲 町長 中部地方整備局

8 阿蘇市 副市長 中部地方整備局、国土技術政策総合研究所

9 南阿蘇村 長野 敏也 村長 九州地方整備局、国土技術政策総合研究所

10 産山村 市原 正文 村長 九州地方整備局

11 西原村 日置 和彦 村長 九州地方整備局、国土技術政策総合研究所

12 益城町 西村 博則 町長 九州地方整備局、国土技術政策総合研究所

13 嘉島町 荒木 泰臣 町長 内閣府沖縄総合事務局

土砂災害危険箇所点検結果　ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（土砂災害現地調査チーム）市町村報告

■4月28日(木)



九州地方整備局 
TEC-FORCE（土砂災害現地調査チーム)による市町村への報告実施状況 

熊本市 日 時：平成28年4月28日（木）13:05～ 
場 所：熊本市役所 
応対者：大西 一史 市長等 
報告者：北海道開発局、関東地方整備局、中部地方整備局 
    近畿地方整備局、中国地方整備局 
    内閣府沖縄総合事務局、国土技術政策総合研究所 

(市長のコメント) 
・土砂災害危険箇所の調査ということで国土交通省の技術力

を持った方々に調査して頂いてありがとうございました。 
・我々だけでは、状況の把握には限界があるため、本当に感

謝しております。 
・この報告書を活用し、二次災害の防止に向けて避難体制の

発令等に適切に対処していきたいと考えています。 

宇城市 

日 時：平成28年4月28日（木）9:00～ 
場 所：宇城市役所 
応対者：守田 憲史 市長等 
報告者：北海道開発局、関東地方整備局 
    北陸地方整備局、中国地方整備局 

(市長のコメント) 
・今回、危険な調査をしていただき、ありがとうござ

います。 



九州地方整備局 

宇土市 

日 時：平成28年4月28日（木）11:00～ 
場 所：宇土市民体育館 
応対者：元松 茂樹 市長等 
報告者：関東地方整備局 

(市長のコメント) 
・今回、点検結果の報告をしていただき、ありが

とうございました。 

菊池市 

日 時：平成28年4月28日（木）9:00～ 
場 所：菊池市役所 
応対者：江頭 実 市長等 
報告者：近畿地方整備局 

(市長のコメント) 
・発災直後からの迅速な対応に感謝。 
・市役所で経験がなく混乱しているが、専門家の視点

による対応により大変安心。 
・報告を点検精査し必要な措置を講じていきたい。 
・これにより市民の安全・安心が守られる。 

TEC-FORCE（土砂災害現地調査チーム)による市町村への報告実施状況 



九州地方整備局 

合志市 

日 時：平成28年4月28日（木）8:50～ 
場 所：合志市役所 
応対者：荒木 義行 市長等 
報告者：内閣府沖縄総合事務局 

(市長のコメント) 
・今回点検していただき、ありがとうございました。 

菊陽町 

日 時：平成28年4月28日（木）11:00～ 
場 所：菊陽町役場 
応対者：後藤 三雄 町長等 
報告者：内閣府沖縄総合事務局 

(町長のコメント) 
・今回の危険箇所の点検をしていただきありがとうござい

ました。 

TEC-FORCE（土砂災害現地調査チーム)による市町村への報告実施状況 



九州地方整備局 

大津町 

日 時：平成28年4月28日（木）10:00～ 
場 所：大津町役場 
応対者：家入 勲 町長等 
報告者：中部地方整備局 

(町長のコメント) 
・国土交通省には被災後直ちに来ていただき、砂防点検、ま

た庁内での情報連絡等本当に感謝している。 
・本日の点検結果を受けてしっかり対応させていただきたい。 

阿蘇市 

日 時：平成28年4月28日（木）9:00～ 
場 所：阿蘇市役所 
応対者：副市長等 
報告者：中部地方整備局 
    国土技術政策総合研究所 

(副市長のコメント) 
・今後も国の支援をお願いしたい。 

TEC-FORCE（土砂災害現地調査チーム)による市町村への報告実施状況 



九州地方整備局 

南阿蘇村 

日 時：平成28年4月28日（木）11:00～ 
場 所：南阿蘇村役場 
応対者：長野 敏也 村長等 
報告者：九州地方整備局 
    国土技術政策総合研究所 

(村長のコメント) 
・調査に感謝している。 
・２次災害が心配なので引き続き調査・監視をお願いしたい。 

産山村 

日 時：平成28年4月28日（木）8:30～ 
場 所：産山村役場 
応対者：市原 正文 村長等 
報告者：九州地方整備局 

(村長のコメント) 
・大雨が降ると心配。 
・このような調査をしていただいた事に感謝。 

TEC-FORCE（土砂災害現地調査チーム)による市町村への報告実施状況 



九州地方整備局 

西原村 

日 時：平成28年4月28日（木）11:00～ 
場 所：西原村役場 
応対者：日置 和彦 村長等 
報告者：九州地方整備局 
    国土技術政策総合研究所 

(村長のコメント) 
・役場に国土交通省の皆さんに来ていただき感謝しておりま

す。ありがとうございます。 

益城町 

日 時：平成28年4月28日（木）9:30～ 
場 所：益城町役場 
応対者：西村 博則 町長等 
報告者：九州地方整備局 
    国土技術政策総合研究所 

(町長のコメント) 
・これから、梅雨時期を迎え心配です。 
・また、短期間でこのような調査結果を報告して頂

きありがとうございます。 
・今後ともご指導よろしくお願いします。 

TEC-FORCE（土砂災害現地調査チーム)による市町村への報告実施状況 



九州地方整備局 

嘉島町 

日 時：平成28年4月28日（木）13:00～ 
場 所：嘉島町役場 
応対者：荒木 泰臣 町長等 
報告者：内閣府沖縄総合事務局 

(町長のコメント) 
・大変お世話になり、ありがとうございました。 
・これで安心することができます。 

TEC-FORCE（土砂災害現地調査チーム)による市町村への報告実施状況 
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