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■発表先 ： 合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、 

岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、山口県政記者会、 
山口県政記者クラブ、山口県滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ 

 

大雨災害等において支援して頂いた５１団体に 

感謝状を贈呈します 
（平成３１年４月から令和元年１１月までの災害） 

 

◇国土交通省中国地方整備局では､中国地方整備局が行う災害応急対策や防災活

動に対する協力又は支援等において､特に顕著な功績があった団体や個人を対

象に､｢災害対策関係功労者｣として感謝状の贈呈を行っています｡ 
 
◇今回は、次の事象によって発生した災害対応に際して顕著な功績があった団体

に対し、中国地方整備局長から感謝状を贈呈いたします。【 】内は活動地域を示す 

◆令和元年６月下旬からの大雨    【九州地方】 

◆令和元年台風第１０号       【島根県内】 

◆令和元年８月の前線に伴う大雨   【山口県内・九州地方】 

◆令和元年台風第１７号       【島根県内】 

◆令和元年東日本台風（台風第１９号）【東北地方・関東地方】 

 
記 
 

■対象団体及び功績の概要 （別紙のとおり） 

■感謝状贈呈式 ・日 時 令和２年２月２７日(木)１４時００分～ 

・場 所 広島県立美術館 講堂 

（広島市中区上幟町 2-22） 

※取材について ・式典の撮影は可能です。 

・当日、会場にて受付をさせて頂きます。 

・専用駐車場はございません。 

＜問い合わせ先＞ 

中国地方整備局  ０８２－２２１－９２３１（代表） 
【担当】 防災管理官       安

あ ん

藤
ど う

 孝夫
た か お

 （内線２１２３） 

【広報担当窓口】 

広報広聴対策官   岩
いわ

 下
し た

  恭
やす

 久
ひさ

 （内線２１１７） 

企画部 環境調整官   坂本
さ か も と

 泰
や す

正
ま さ

 （内線３１１４） 



災害対策関係功労者表彰国⼟交通省
中国地⽅整備局

■ 表彰対象事案

この度の表彰対象は、平成31年4⽉から令和元年11⽉までに発⽣した災害と
しております。6⽉下旬からの⼤⾬、台⾵第10号、8⽉の前線による⼤⾬、台⾵
第17号及び令和元年東⽇本台⾵の被災地⽀援に際して、地域の建設会社や現地
活動を⽀えて下さったレンタカー事業者の皆様には、休⽇、夜間を問わず、過
酷な状況においても迅速・的確な応急対策などの対応を頂いたものです。

主な災害及び応急対策等活動概要

事象 活動期間 表彰対象事案数（件数）
令和元年6⽉下旬からの⼤⾬ 7⽉ 2件
令和元年台⾵第10号 8⽉ 8件
令和元年8⽉前線に伴う⼤⾬ 8⽉〜9⽉ 18件
令和元年台⾵第17号 9⽉ 3件
令和元年東⽇本台⾵ 10⽉〜11⽉ 48件

合計 79件

令和元年6⽉下旬からの⼤⾬
⻄⽇本から東⽇本付近に停滞した前線に向かって暖

かく湿った空気が流れ込んだため、九州南部を中⼼に
⼤⾬となった。6⽉28⽇から7⽉5⽇までの総降⽔量は
宮崎県えびの市えびので1089.5㍉など、九州地⽅で
400㍉を超えたところがあり、宮崎県や⿅児島県など
で河川の氾濫、浸⽔被害や⼟砂災害等が発⽣した。 ドローンによる被災状況画像

（⿅児島県⿅屋市輝北町上百引地内）

功績の概要
緊急災害対策派遣隊の派遣にあたり、災害対策⽤機械によって被災状況調査⽤資機材の輸送を迅速
かつ的確な対応により実施し、早期災害応急復旧に向けての調査に貢献

○緊急災害対策派遣隊の派遣が決定されると
速やかに輸送⼈員を確保

○災害対策⽤機械により適確に被災状況調査
班調査の前線基地近傍へ資機材を輸送
災害対策本部車１台

⿅児島国道事務所駐⾞場



災害対策関係功労者表彰国⼟交通省
中国地⽅整備局

令和元年台⾵第10号
台⾵第10号は、8⽉15⽇15時頃広島県呉市付近に上

陸後、15⽇19時頃には島根県松江市付近を通過して⽇
本海へ抜けた。14⽇から16⽇にかけて各地で断続的な
⾬とともに⾵も強まり、期間中の最⼤瞬間⾵速は、松
江市⻄津⽥で25.7メートルを観測したことから、⾵⾬
による被害の恐れが極めて⾼い状況であった。

気象庁 天気図（8⽉14⽇21時）

功績の概要
異常時巡回の巡回にあたる職員を迅速に確保して災害の防⽌に貢献

○⾮常に強い台⾵の接近により、暴⾵⾬による被害が発⽣すると考えられる中、異常時巡
回員の派遣要請に迅速に対応、巡回業務にあたる

8⽉27⽇から29⽇にかけて対⾺海峡付近から東⽇本に停
滞した前線にむかって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響
で、線状降⽔帯が形成され、九州北部地⽅では記録的な⼤
⾬となった。この影響で佐賀県武雄市などで河川の氾濫、
浸⽔被害が発⽣した。また、中国地⽅においても⼀般国道
191号⼭⼝県下関市豊浦町で路⾯陥没が確認され全⾯通⾏
⽌めとなった

令和元年8⽉の前線による⼤⾬

浸⽔被害（佐賀県武雄市）

災害の応急対策において迅速かつ的確な対応により、災害の拡⼤防⽌、早期の復旧活動に貢献
災害応急復旧において、早期の復旧に向けての調査に貢献

功績の概要

○排⽔ポンプ⾞、照明⾞、道路清掃⾞等
による応急復旧活動を実施
排水ポンプ車６台 照明車６台
路面清掃車３台 側溝清掃車１台
排水管清掃車１台

○直轄国道の路⾯陥没が発⽣し、全⾯通
⾏⽌め区間の復旧作業を実施 路⾯陥没復旧作業

（⼭⼝県下関市）
排⽔ポンプ⾞の稼働
（佐賀県武雄市）



災害対策関係功労者表彰国⼟交通省
中国地⽅整備局

令和元年台⾵第17号
台⾵第17号は、9⽉19⽇15時に沖縄の南で発⽣した後、

南⻄諸島付近から東シナ海を北上、その後22⽇夜に対⾺
海峡付近を通過し、23⽇9時に⽇本海で温帯低気圧に変
わった。この台⾵により、四国地⽅を中⼼に⼤⾬となり、
徳島県では⽇降⽔量及び⽇最⼤1時間降⽔量が9⽉として
観測史上1位の値を更新した。中国地⽅においても⾵⾬に
よる被害の恐れが極めて⾼い状況であった。 気象庁 天気図（9⽉22⽇21時）

功績の概要
異常時巡回の巡回にあたる職員を迅速に確保して災害の防⽌に貢献

○⾮常に強い台⾵の接近により、暴⾵⾬による被害が発⽣すると考えられる中、異常時巡
回員の派遣要請に迅速に対応、巡回業務にあたる

功績の概要

令和元年東⽇本台⾵

○排⽔ポンプ⾞、照明⾞、道路清掃⾞等に
よる応急復旧活動を実施

排水ポンプ車２２台 照明車１３台
災害対策本部車１台 散水車３台
路面清掃車４台 排水管清掃車３台）

○TEC-FORCE⾞両の調達要請に対し、店
舗営業時間外の要請にも迅速に対応

災害の応急対策において迅速かつ的確な対応により、災害の拡⼤防⽌、早期の復旧活動に貢献
災害応急復旧において、早期の復旧に向けての調査に貢献

埼⽟県東松⼭市

埼⽟県東松⼭市 宮城県⼤崎市

令和元年東⽇本台⾵（台⾵第19号）は、10⽉12⽇19時
前に⼤型で強い勢⼒で伊⾖半島に上陸、関東地⽅を通過し、
13⽇未明に東北地⽅の東海上に抜けた。台⾵発達した⾬
雲や周辺の湿った空気の影響で、静岡県や関東甲信地⽅、
東北地⽅を中⼼に広い範囲で記録的な⼤⾬となり、10⽇
からの総⾬量は神奈川県箱根町で1,000ミリに達し、関東
甲信地⽅と新潟県、静岡県の17地点で500ミリを超えた。
この記録的な⼤⾬により、国管理河川6⽔系7河川12箇所
において堤防が決壊するなど広範囲で浸⽔被害が発⽣した。



災害対策関係功労者表彰国⼟交通省
中国地⽅整備局

■ 表彰対象団体（１／３） ※五⼗⾳順敬称略

№ 対 象 団 体 所 在 地 事 象

1 株式会社井木組
カブシキガイシャイギグミ

鳥取県 令和元年東日本台風

2 出雲土建株式会社
イズモドケンカブシキガイシャ

島根県 令和元年台風第１０号

令和元年東日本台風

3 株式会社井中組
カブシキガイシャイナカグミ

鳥取県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

4 今井産業株式会社
イマイサンギョ ウカブシキガイシャ

島根県 令和元年東日本台風

5 今岡工業株式会社
イマオカコウギョ ウカブシキガイシャ

島根県 令和元年台風第１０号

6 馬野建設株式会社
ウマノケンセツカブシキガイシャ

鳥取県 令和元年東日本台風

7 栄光テクノ株式会社
エイコウテクノカブシキガイシャ

岡山県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

8 大津建設株式会社
オオツケンセツカブシキガイシャ

広島県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

9 大畑建設株式会社
オオハタケンセツカブシキガイシャ

島根県 令和元年東日本台風

10 大林道路株式会社　中国支店
オオバヤシドオロカブシキガイシャ　チュウゴクシテン

広島県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

11 株式会社奥野組
カブシキガイシャオクノグミ

岡山県 令和元年東日本台風

12 株式会社加藤組
カブシキガイシャカトウグミ

広島県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

13 株式会社共栄組
カブシキガイシャキョ ウエイグミ

鳥取県 令和元年東日本台風

14 株式会社興洋工務店
カブシキガイシャコウヨウコウムテン

鳥取県 令和元年東日本台風

15 こおげ建設株式会社
コオゲケンセツカブシキガイシャ

鳥取県 令和元年東日本台風

16 山陽建設株式会社
サンヨウケンセツカブシキガイシャ

広島県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

17 山陽工業株式会社
サンヨウコウギョ ウカブシキガイシャ

広島県 令和元年６月下旬からの大雨

令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

令和元年東日本台風

18 株式会社重道組
カブシキガイシャシゲミチグミ

鳥取県 令和元年東日本台風

19 大栄建設株式会社
ダイエイケンセツカブシキガイシャ

山口県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

20 大成ロテック株式会社　中国支社
タイセイロテックカブシキガイシャ　チュウゴクシシャ

広島県 令和元年東日本台風



災害対策関係功労者表彰国⼟交通省
中国地⽅整備局

■ 表彰対象団体（２／３） ※五⼗⾳順敬称略

№ 対 象 団 体 所 在 地 事 象

21 大福工業株式会社
ダイフクコウギョ ウカブシキガイシャ

島根県 令和元年台風第１０号

令和元年台風第１７号

22 株式会社大和エンジニヤリング
カブシキガイシャダイワエンジニヤリング

広島県 令和元年東日本台風

令和元年東日本台風

23 大和建設株式会社
ダイワケンセツカブシキガイシャ

島根県 令和元年台風第１０号

24 株式会社チュウブ
カブシキガイシャチュウブ

鳥取県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

25 株式会社土井豆組
カブシキガイシャツチイズグミ

島根県 令和元年台風第１０号

26 東亜道路工業株式会社　中四国支社
トウアドウロコウギョ ウカブシキガイシャ　チュウシコクシシャ

広島県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

令和元年東日本台風

27 株式会社トガノ建設
カブシキガイシャトガノケンセツ

島根県 令和元年台風第１０号

28 株式会社トヨタレンタリース新埼玉
カブシキガイシャトヨタレンタリースシンサイタマ

埼玉県 令和元年東日本台風

29 永井建設株式会社
ナガイケンセツカブシキガイシャ

島根県 令和元年東日本台風

30 株式会社中筋組
カブシキガイシャナカスジグミ

島根県 令和元年台風第１０号

令和元年台風第１７号

31 錦建設株式会社
ニシキケンセツカブシキガイシャ

広島県 令和元年６月下旬からの大雨

令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

32 株式会社ＮＩＰＰＯ　中国支店
カブシキガイシャニッポ　チュウゴクシテン

広島県 令和元年東日本台風

33 沼田建設株式会社
ヌマタケンセツカブシキガイシャ

広島県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

34 株式会社野村組
カブシキガイシャノムラグミ

島根県 令和元年東日本台風

35 蜂谷工業株式会社
ハチヤコウギョ ウカブシキガイシャ

岡山県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

36 株式会社原工務所
カブシキガイシャハラコウムショ

島根県 令和元年東日本台風

37 日立建設株式会社
ヒタチケンセツカブシキガイシャ

山口県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

38 株式会社フクダ
カブシキガイシャフクダ

島根県 令和元年台風第１０号

令和元年台風第１７号

39 富士建設株式会社
フジケンセツカブシキガイシャ

広島県 令和元年東日本台風

40 フジタ道路株式会社　広島支店
フジタドウロカブシキガイシャ　ヒロシマシテン

広島県 令和元年東日本台風



災害対策関係功労者表彰国⼟交通省
中国地⽅整備局

■ 表彰対象団体（３／３） ※五⼗⾳順敬称略

№ 対 象 団 体 所 在 地 事 象

41 株式会社伏光組
カブシキガイシャフシミツグミ

広島県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

42 藤本工業株式会社
フジモトコウギョ ウカブシキガイシャ

山口県 令和元年東日本台風

43 前田道路株式会社　中国支店
マエダドウロカブシキガイシャ　チュウゴクシテン

広島県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

44 株式会社増岡組　広島本店
カブシキガイシャマスオカグミ　ヒロシマホンテン

広島県 令和元年東日本台風

45 松江土建株式会社
マツエドケンカブシキガイシャ

島根県 令和元年東日本台風

46 三島産業株式会社
ミシマサンギョ ウカブシキガイシャ

広島県 令和元年東日本台風

47 株式会社みたこ土建
カブシキガイシャミタコドケン

鳥取県 令和元年東日本台風

48 美保テクノス株式会社
ミホテクノスカブシキガイシャ　

鳥取県 令和元年東日本台風

49 宮川興業株式会社
ミヤガワコウギョ ウカブシキガイシャ

広島県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

50 宮田建設株式会社
ミヤタケンセツカブシキガイシャ

広島県 令和元年８月の前線に伴う大雨

令和元年東日本台風

51 山口建設株式会社
ヤマグチケンセツカブシキガイシャ

島根県 令和元年東日本台風
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