
東北技術事務所　災害対策車出動実績

年度(西暦) 災害名等 使用期間 機械名 備考
S４７年度
(1972)

災害（青森県管理） 8/1～3/29 応急組立橋

S４９年度
(1974)

災害　道路土砂崩れ
（山形河川国道管内）

S49/11/6～S50/7/18 応急組立橋

S５４年度
(1979)

災害　道路土砂崩れ
（中部飯田国道管内）

S54/12/15～S56/10/21 応急組立橋

S５７年度
(1982)

災害　R45号久慈市
（三陸国道管内）

5/21～3/12 応急組立橋

S５９年度
(1984)

災害　R4号二戸郡一戸町
（岩手河川国道管内）

4/24～6/9 応急組立橋

台風10号　災害復旧角田地区
（仙台河川国道管内）

8/5～8/6 照明車・土のう造成機

台風10号　鳴瀬川水系吉田川
災害復旧鹿島台地区
（北上川下流河川管内）

8/6～8/25
対策本部車・無線車・衛星通信車・照明車・土
のう造成機

台風10号　阿武隈川災害復旧
梁川地区　（福島河川国道管内）

8/7～8/13 無線車

道路土砂崩れ 6/7～12/25 応急組立橋

災害復旧　（湯沢河川国道管内） 9/2～9/7 衛星通信車・土のう造成機

豪雨災害　（酒田河川国道管内） 衛星通信車・照明車・排水ポンプ車

S６４年度
・H元年度
(1989)

災害　（北上川下流河川管内） 8/6～8/7 土のう造成機

H２年度
(1990)

台風19号による出水　（吉田川） 9/20～9/21
対策本部車・照明車・無線車・衛星通信車・排
水ポンプ車・土のう造成機

台風21号による国道45号道路冠水
（塩釜市）

9/19 水陸両用車・排水ポンプ車

国道45号冠水 9/30～10/24 対策本部車・衛星通信車・照明車

道路冠水国道45号
（多賀城市～塩釜市）

9/22～9/23
対策本部車・照明車・排水ポンプ車・水陸両
用車

国道4号蔵王大橋沈下
（仙台河川国道管内）

9/30～10/24 対策本部車・衛星通信車・無線車・照明車

兵庫県南部地震（近畿地方整備局） 1/23～2/20 対策本部車

岩手県一関地区一部冠水
（岩手河川国道管内）

8/1～8/7 衛星通信車・照明車

会津坂下国道49号線土砂崩れ
（郡山国道管内）

8/3～8/4 対策本部車・衛星通信車・照明車

北海道古平町地内国道229号
豊浜トンネル岩盤崩落事故(北海道開発局）

2/13～2/19 対策本部車・衛星通信車

国道112号八紘沢橋ピア変状
（酒田河川国道管内）

6/11～6/21 対策本部車・衛星通信車・橋梁点検車

山形県大蔵村湯の台地区地滑り
（新庄河川管内）

6/22～7/15 対策本部車・衛星通信車・照明車

宮城県北部地震による国道108号
中丿沢橋ピア変状（湯沢河川国道管内）

8/11～8/22 対策本部車・衛星通信車

長野県小谷村土石流災害
（北陸地方整備局管内）

12/7～12/18 対策本部車・衛星通信車

ロシア船籍タンカー重油流出事故
（酒田河川国道管内）

1/24～2/21 対策本部車・衛星通信車・照明車

ロシア船籍タンカー重油流出事故
（秋田河川国道管内）

1/24～2/21 衛星通信車（岩手）・照明車（秋田）

鯵ヶ崎トンネル坑口上部岩盤亀裂発生
（酒田河川国道管内）

3/28～3/31 対策本部車・衛星通信車

国道112号大清水橋床版損傷
（酒田河川国道管内）

4/1～4/4 対策本部車・衛星通信車・橋梁点検車

岩木川洪水「青森県鶴田町地内」
（青森河川国道管内）

5/8～5/9 照明車（青森）

秋田県鹿角市八幡平地区地滑り災害
（秋田県管理）

5/10～5/21 対策本部車・衛星通信車・照明車

北海道島牧村国道229号
第二白糸トンネル崩壊事故

8/25～8/26 対策本部車・衛星通信車

国道7号9月豪雨災害
（秋田河川国道管内）

9/3 照明車（秋田）

８月豪雨災害（福島河川国道事務所管内） 8/27～9/6
対策本部車・衛星通信車・照明車・排水ポン
プ車・調査車・土のう造成機

９月１６日台風５号による出水（福島河川国道事務所
管内）

9/16～9/18
対策本部車・衛星通信車・照明車・排水ポン
プ車・調査車・土のう造成機

９月２２日台風７号による出水（福島河川国道事務
所管内）

9/22～9/23 衛星通信車・照明車

青森県上北町内水排除（青森県管理） 10/2～10/3 排水ポンプ車・作業車・調査車

岩手県江刺市伊手川地滑り災害（岩手県管理） 1/8～1/29 衛星通信車・排水ポンプ車・照明車・調査車

国道１０２号土砂崩落災害（青森県管理） 3/10～3/12
対策本部車・衛星通信車・排水ポンプ車・作
業車

国道１３号栗子地滑り災害
（福島河川国道事務所管内）

4/10～5/17 対策本部車・衛星通信車・照明車

阿武隈川白石川合流点出水
（仙台河川国道事務所管内）

4/25～4/26 緊急資材運搬車・投光機

国道１１２号湯殿山地滑り災害
（酒田河川国道事務所管内）

4/26～5/5 対策本部車・衛星通信車

福島市渡利地内内水排除作業待機
（福島河川国道事務所管内）

6/30 排水ポンプ車・作業車

国道４７号鳴子町土砂崩落
（仙台河川国道事務所管内）

6/30～7/2 照明車

宮城県鹿島台町鶴田川堤防破堤
（宮城県管理）

7/14～7/16
対策本部車・衛星通信車・照明車・排水ポン
プ車

９月１５日秋雨前線に伴う降雨
（福島河川国道事務所管内）

9/15～9/16 衛星通信車・照明車・排水ポンプ車・作業車

山形県米沢市重油流出事故
（山形河川国道事務所管内）

1/22～1/23 対策本部車・照明車

S６１年度
(1986)

S６２年度
(1987)

H３年度
(1991)

H６年度
(1994)

H７年度
(1995)

H８年度
(1996)

H９年度
(1997)

H１０年度
(1998)

H１１年度
(1999)
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東北技術事務所　災害対策車出動実績

年度(西暦) 災害名等 使用期間 機械名 備考
H１２年度
(2000)

山形県戸沢村国道４７号路面ひび割れ
（山形河川国道事務所管内）

2/23～2/26 衛星通信車

H１３年度
(2001)

国道１１２号朝日村中台地内法面崩壊
（酒田河川国道事務所管内）

11/30～12/3 衛星通信車

７月１０日台風６号による出水
（福島河川国道事務所管内）

7/11 排水ポンプ車

７月１０日台風６号による出水
（岩手河川国道事務所管内）

7/11～7/12 排水ポンプ車・照明車

７月１０日台風６号による出水
（北上川下流河川事務所管内）

7/12 待機支援車

７月１０日台風６号による出水（宮城県管理） 7/11～7/12 排水ポンプ装置・照明装置

７月１０日台風６号による出水（岩手県管理） 7/11～7/12 照明車

７月１０日台風６号による出水
（岩手河川国道事務所管内）

7/14～7/17 照明車

７月１９日盛岡市法面崩落
（岩手河川国道事務所管内）

7/21～7/22 土のう造成機・照明車

５月２６日三陸南地震（北上川下流河川事務所管内） 5/30～6/3 照明車（３台）

５月２６日三陸南地震（釜石地方振興局） 6/3～6/5 橋梁点検車

５月２６日三陸南地震（岩手県県土整備部） 6/6～6/9 橋梁点検車

５月２６日三陸南地震（釜石地方振興局） 7/22～7/24 橋梁点検車

７月２６日宮城県北部地震
（北上川下流河川事務所管内）

7/26～7/31 対策本部車（拡幅型）・対策本部車（バス型）

７月２６日宮城県北部地震
（北上川下流河川事務所管内）

7/26～8/12 待機支援車

７月２６日宮城県北部地震
（北上川下流河川事務所管内）

7/26～8/15 衛星通信車

７月２６日宮城県北部地震
（北上川下流河川事務所管内）

7/26～8/1 照明車（２台）

７月２６日宮城県北部地震
（北上川下流河川事務所管内）

7/26～8/4 照明車

７月２６日宮城県北部地震
（北上川下流河川事務所管内）

7/26～8/1、７／２６～８／２１ 土のう造成機

７月２６日宮城県北部地震
（北上川下流河川事務所管内）

7/26～8/8 作業車

７月２６日宮城県北部地震
（仙台河川国道事務所管内）

7/26～7/28 橋梁点検車

山形県朝日村法面崩壊（酒田河川国道事務所管内） 5/17～5/24 照明車・待機支援車

前線による降雨（郡山国道事務所管内） 7/13～7/14 照明車

新潟豪雨災害（北陸地方整備局管内） 7/16～7/19
対策本部車（拡幅型）・待機支援車・緊急資材
運搬車

前線による豪雨（山形河川国道事務所,新庄河川事
務所管内）

7/17～7/19 排水ポンプ車（２台）・照明車(２台)

新潟中越地震（北陸地方整備局管内） 10/26～11/11 待機支援車・照明車（２台）

８月２６日台風１１号による出水（宮城県管理） 8/26 排水ポンプ車

ＪＲ羽越線脱線事故（山形県庄内町） 12/26～12/27 衛星通信車

山形県朝日村大船木地区地滑り（山形河川国道事
務所管内）

4/7～4/20 衛星通信車

山形県鶴岡市小岩川地内土砂崩落
（酒田河川国道事務所管内）

7/14～7/15 待機支援車

山形県鶴岡市小岩川地内土砂崩落
（酒田河川国道事務所管内）

7/14～7/24 対策本部車（拡幅型）

前線による豪雨（仙台河川国道事務所管内） 10/7～10/8 衛星通信車

前線による豪雨（北上川下流河川事務所管内） 10/7～10/10 排水ポンプ車・作業車

前線による豪雨（山形河川国道事務所管内） 12/27～12/28 排水ポンプ車

国道１０８号大崎市鳴子温泉地内土砂崩れ（仙台河
川国道事務所管内）

2/23～3/31
(注：2ヵ年度対応）

対策本部車・照明車

国道１０８号大崎市鳴子温泉地内土砂崩れ（仙台河
川国道事務所管内）

4/1～4/27
（注：2ヵ年度対応）

対策本部車・照明車

国道１０８号法面崩落
（仙台河川国道事務所管内）

４／１６～４／１７ 照明車（２台）

新潟県中越沖地震（北陸地方整備局管内） 7/16～7/17 照明車

前線による豪雨（岩手河川国道事務所管内） ９／１７～９／１９
排水ポンプ車（２台）、作業車
資機材運搬車

岩手・宮城内陸地震（石淵ダム管理支所） ６／１４～６／１８ 照明車

岩手・宮城内陸地震（石淵ダム管理支所） ６／１４～６／２０ 照明車

岩手・宮城内陸地震（石淵ダム管理支所） ６／１４～６／２５ 照明車

岩手・宮城内陸地震（岩手県管理） ６／２６ 照明車（２台）

岩手・宮城内陸地震（宮城県管理） ６／１４～７／３ 待機支援車

岩手・宮城内陸地震（岩手河川国道事務所管内） ６／２３～６／２７ 対策本部車

岩手・宮城内陸地震（胆沢ダム工事事務所） ６／１４ 衛星通信車、Ku-SAT

岩手・宮城内陸地震（宮城県管理） ６／１５～１６ 衛星通信車

岩手・宮城内陸地震（宮城県管理） ６／１４ 橋梁点検車

岩手・宮城内陸地震（岩手県管理） ６／１５～１７ 橋梁点検車

岩手・宮城内陸地震（岩手河川国道事務所管内） ６／１６～６／２７ 防災機材支援車

岩手・宮城内陸地震（岩手県管理）
一関市一野原R342迂回路  H20.8.6～
H21.12.18

7/27～3/31
（注：2ヵ年度対応）

応急組立橋

岩手県沿岸北部地震（岩手河川国道事務所） 7/24 対策本部車・照明車

岩手県沿岸北部地震（青森河川国道事務所） 7/24 照明車(2台)・衛星通信車

岩手・宮城内陸地震（石淵ダム管内）
管理用道路代替橋　H20.8.6～H21.12.31

８/６～３/３１
（注：2ｹ年度対応）

応急組立橋

岩手・宮城内陸地震（岩手県管理）
一関市一野原R342迂回路  H20.8.6～
H21.12.18

4/1～12/18
（注：2ヵ年度対応）

応急組立橋

岩手・宮城内陸地震（石淵ダム管内）
管理用道路代替橋　H20.8.6～H21.12.31

4/1～12/31
（注：2ｹ年度対応）

応急組立橋

H１６年度
(2004)

H１７年度
(2005)

H１８年度
(2006)

H１９年度
(2007)

H２０年度
(2008)

H２１年度
(2009)

H１４年度
(2002)

H１５年度
(2003)
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東北技術事務所　災害対策車出動実績

年度(西暦) 災害名等 使用期間 機械名 備考
七五三掛地区地すべり
（新庄河川事務所）

６／１２ 防災機材支援車

七五三掛地区地すべり
（新庄河川事務所対策箇所）

６／２２～７／１３ 照明車（２台）

七五三掛地区地すべり
（山形県対策箇所）

６／２２～８／７ 照明車

低気圧による降雨
（能代河川国道事務所管内）

７／１９ 照明車

H２２年度
(2010)

ー ー ー

台風１５号排水支援業務（仙台・石巻地区）
（石巻市　金谷﨑排水機場）

9/21～9/25 排水ポンプ車

東北地方太平洋沿岸地震 3/11 ー

低気圧排水支援 （石巻市横川地内） 5/3～5/4 排水ポンプ車

低気圧排水支援 （石巻市富士川地内） 5/4～5/7 排水ポンプ車

低気圧排水支援 （気仙沼市赤岩港水門） 5/4～5/5 排水ポンプ車

低気圧排水支援 （宮城県涌谷町佐平治地内） 5/4～5/5 排水ポンプ車

台風４号排水支援 （石巻市横堤ポンプ場） 6/19～6/20 排水ポンプ車

台風４号排水支援 （仙台市蒲生地区） 6/19～6/20 排水ポンプ車

台風４号排水支援 （村田町沼辺地区） 6/20～6/21 排水ポンプ車（２台）

台風１７号排水支援 （石巻市横堤ポンプ場） 9/30～10/1 排水ポンプ車

台風１７号排水支援 （仙台市蒲生地区） 9/30～10/1 排水ポンプ車

大蔵村肘折地区地滑り災害
（山形県大蔵村肘折地内）

4/26～10/29 分解対応型バックホウ

台風１７号被災箇所の復旧工事
（宮城県栗原市花山湯ノ倉地内）

10/29～11/26 分解対応型バックホウ

新庄排水支援（戸沢村蔵岡角間沢排水樋管） 7/18～7/19 排水ポンプ車（２台）

低気圧排水支援（宮城県栗原市築館（照越川）） 7/27～8/1 排水ポンプ車

岩手排水支援（石鳥谷水辺プラザ） 7/27～8/1 排水ポンプ車（２台）、照明車（２台）

台風１８号排水支援（仙台市宮城野区蒲生地内） 9/16 排水ポンプ車

台風１８号排水支援（東松島市赤井地内） 9/16 排水ポンプ車

台風１８号排水支援（東松島市新東名地内） 9/16 排水ポンプ車

台風１８号排水支援（弘前防災ステーション） 9/16～9/17 照明車

台風１８号排水支援（青森県平川市） 9/16～9/17 排水ポンプ車（２台）、照明車

台風２６号排水支援（仙台市宮城野区蒲生地内） 10/16 排水ポンプ車

国道４８号　雪崩発生復旧作業
（宮城県仙台市作並地内）

2/15～2/17 照明車

排水支援
（石巻市重吉町　釜排水ポンプ場）

9/11 排水ポンプ車

排水支援
（石巻市貞山地内　横堤ポンプ場）

10/6 排水ポンプ車

排水支援
（石巻市横川地内　横川排水機場）

10/13～10/14
排水ポンプ車
照明車

排水支援
（東松島市東名地内　新東名第一排水ポンプ場）

10/13～10/14
排水ポンプ車
照明車

排水支援
（仙台市宮城野区蒲生地内）

10/13～10/14 排水ポンプ車

眼鏡筒ポンプ場排水支援
（石巻市蛇田字新谷地前地内）

4/20～4/21
排水ポンプ車
照明車

月浜防潮水門夜間監視支援
（石巻市北上町十三浜字東田地内）

4/20～4/21 照明車

関東・東北豪雨
（仙台市青葉区作並地内）

9/10～9/11 照明車

関東・東北豪雨
（加美郡色麻町　色麻町役場）

9/11 排水ポンプ車

関東・東北豪雨
（角田市角田住社地内　小田川水門）

9/11 排水ポンプ車

関東・東北豪雨
（三ケ内排水機場）

9/11～9/12 排水ポンプ車

関東・東北豪雨
（大江川排水機場）

9/11～9/13 排水ポンプ車

関東・東北豪雨
（桧和田排水機場）

9/11～9/12 照明車

関東・東北豪雨
（鳥谷坂排水機場）

9/15～9/16
排水ポンプ車（２台）
照明車

台風１０号災害対応
（岩泉町小本川）

8/31～9/6 排水ポンプ車

台風１０号災害対応
（岩泉町小本川、Ｒ４５５復旧工事）

8/31～9/9 照明車

台風１０号災害対応
（岩泉町役場）

8/31～9/30
対策本部車
待機支援車

台風１０号災害対応
（岩泉町小本　中里公民館）

8/31～9/7 照明車

台風１０号災害対応
（岩泉町安家支所、Ｒ４５５復旧工事）

8/31～9/7 照明車

台風１０号災害対応
（岩泉町有芸支所、宮古市蟇目地内）

8/31～9/12 照明車

台風１０号災害対応
（岩泉町役場）

9/2～9/16 対策本部車

台風１０号災害対応
（道の駅たのはた）

9/5～9/6 排水ポンプ車

降雨により久慈市役所から要請対応
（久慈市役所）

9/8～9/9 排水ポンプ車（２台）

梅雨前線による降雨対応(秋田県大仙市） 7/23～7/26 排水ポンプ車(2台)・照明車

台風２１号排水支援（福島県郡山市） 10/23～10/24 排水ポンプ車(2台)

7月豪雨対応（広島県） ７/７～7/11、 待機支援車・排水ポンプ車(2台)・照明車

H２１年度
(2009)

H３０年度
(2018)

H２３年度
(2011)

H２４年度
(2012)

H２５年度
(2013)

H２６年度
(2014)

H２７年度
(2015)

H２８年度
(2016)

H２９年度
(2017)
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東北技術事務所　災害対策車出動実績

年度(西暦) 災害名等 使用期間 機械名 備考
台風１２号対応（広島県） 7/27～7/30 排水ポンプ車(2台)・照明車(2台)

8/5前線に伴う降雨対応（新庄河川） 8/6 排水ポンプ車

8/30前線に伴う降雨対応（新庄河川） 8/31～9/1 排水ポンプ車(2台)

台風２１号対応(新庄河川） 9/4～9/5 排水ポンプ車

北海道胆振東部地震 ９/６～10/6 待機支援車・照明車・遠隔操縦式バックホウ

九州北部大雨（九州技術事務所） 8/29～9/3 排水ポンプ車(3台)・照明車(3台)

台風１９号対応
（福島河川国道　瀬上防災ステーション）

10/12～10/19 排水ポンプ車

台風１９号対応
（福島河川国道　郡山防災ステーション）

10/12～10/20 排水ポンプ車

台風１９号対応 （相馬市　宇田川地内外） 10/12～10/19 排水ポンプ車

台風１９号対応 （相馬市　宇田川地内外） 10/12～10/20 照明車

台風１９号対応 （北上川下流　吉田川破堤箇所） 10/13～10/28 対策本部車 照明車（２台）

台風１９号対応 （北上川下流　吉田川破堤箇所） 10/13～10/23 待機支援車

台風１９号対応 （北上川下流　吉田川破堤箇所） 10/14～10/23 照明車

台風１９号対応 （福島河川国道　鏡石町役場） 10/14～11/12 衛星通信車

台風１９号対応 （福島河川国道　福島市支援） 10/16～11/28 土のう造成機

台風１９号対応 （仙台河川国道　丸森町役場） 10/16～12/3 対策本部車

台風１９号対応 （磐城国道　原町維持出張所） 10/30～11/6 対策本部車

台風２１号対応 （福島河川国道　本宮市支援） 10/25～10/26 排水ポンプ車（２台）

台風２１号対応 （仙台河川国道　仙台市笊川） 10/25～10/26 排水ポンプ車

丸森町対応（台風２１号） （宮城県　丸森町） 10/23～11/8 照明車 待機支援車

丸森町対応（台風２１号） （宮城県　丸森町） 10/23～12/24 照明車

丸森町対応（台風２１号） （宮城県　丸森町） 10/29～12/24 排水ポンプ車

7/27前線に伴う降雨 （山形県　村山市外） 7/28～7/30 排水ポンプ車・照明車

7/27前線に伴う降雨 （山形県　東根市外） 7/29～7/31 排水ポンプ車・照明車

山形県大蔵村地滑り対応 （山形県大蔵村南山地内） 8/11～8/21 衛星通信車

台風10号対応（中国地方整備局管内） 9/6～9/9 排水ポンプ車（２台）・照明車（２台）

東北自動車道　吹雪による多重事故支援
（宮城県大崎市）

1/19～1/20 照明車・衛星通信車

福島県沖地震による常磐道法面崩落（福島県） 2/1４～2/17 照明車・衛星通信車

Ｒ３年度
(2021)

8/9温帯低気圧に伴う降雨(青森県むつ市）
８/13～３/３１
（注：2ｹ年度対応）

応急組立橋(1車線）

8/9温帯低気圧に伴う降雨(青森県むつ市）
4/1～7/6
（注：2ｹ年度対応）

応急組立橋(1車線）

8/9温帯低気圧に伴う降雨(青森県むつ市） 4/18～現在派遣中 応急組立橋(2車線）

7/15からの降雨（宮城県松島町） 7/16～7/18 排水ポンプ車

7/15からの降雨（宮城県大崎市） 7/16～7/２２ 排水ポンプ車(2台)・照明車(2台）

7/15からの降雨（宮城県美里町） 7/27～8/5 排水ポンプ車

7/15からの降雨（宮城県大崎市） 8/19～現在派遣中 応急組立橋(1車線） 支援概要

8/9前線に伴う降雨(青森県） 8/9～8/15 排水ポンプ車(3台）・照明車（3台） 支援概要

支援概要

支援概要

H３０年度
(2018)

H３１年度
・Ｒ元年度
(2019)

Ｒ２年度
(2020)

Ｒ４年度
(2022)
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https://www.thr.mlit.go.jp/tougi/saigaishien/pdf/R4.4_koakagawabashi_ukairo_kyouyou.pdf
https://www.thr.mlit.go.jp/tougi/saigaishien/pdf/R4.7_ooame_saigaitaiou_haisui.pdf
https://www.thr.mlit.go.jp/tougi/saigaishien/pdf/R4.7_ooame_saigaitaiou_maruyamabashi.pdf
https://www.thr.mlit.go.jp/tougi/saigaishien/pdf/R4.8_ooame_saigaitaiou_haisui.pdf

