
お知らせ
記者発表資料 令和４年６月８日 

災害の応急対策等で支援していただいた

４８団体に感謝状を贈呈します

（令和３年１１月から令和４年３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

４８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３年１２月～令和４年２月 豪雪【中国地方】

記 

■対象団体及び功績の概要：資料のとおり

■感謝状贈呈式  ・日時 令和４年６月１５日（水）１４：００～

         ・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 ・当日取材を希望される場合は、前日までに別紙の出席者連絡票

によりご連絡いただきますようお願いいたします。

        ・専用駐車場はございません。

＜問い合わせ先＞

  国土交通省 中国地方整備局 防災室

０８２－２２１－９２３１（代表）

【担当】 防災管理官  櫻井 克彦 （内線２１２３）

建設専門官  正木 賢治 （内線２１５５）

■同時発表先：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

口県政滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ



＊贈呈式開催日の前日６月１４日（ 火） までに連絡願います。

報 道 機 関 名

取 材 者 名

連 絡 先
TEL（ 　　　　　　 ） 　　　　　　－

＊本票を電子メールまたはFAXにて送付して下さい。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、受付時に検温及び手指の消毒、並びに

　マスク着用にご協力ください。また、当日の取材に際しては、必要最小限の人数でお願

　  いします。

　【 提出先mai l 】 ：  masaki -k87ka@ml i t. go. j p

出席連絡票(FAX: ０８２－２２７－２６５１ )

＜連絡先>

TEL: ０８２－２２１－９２３１㈹　　FAX: ０８２－２２７－２６５１

国土交通省中国地方整備局　防災室　建設専門官　正木　賢治

〒730-8530　広島市中区上八丁堀６－３０

災害対策関係功労者感謝状贈呈式

別紙



災害対策関係功労者表彰国土交通省
中国地方整備局 ＜資料＞

主な災害及び応急対策等活動概要
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等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、感謝状を贈呈しています。
今回の表彰は、令和３年１２月から令和４年２月にかけて発生した雪害に対する災害対応において、特に顕著な

功績があった48団体に対し、感謝状を贈呈します。

功績の概要

令和３年１２月～令和４年２月の豪雪
令和３年１２月下旬から令和４年２月にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に広い
範囲で降雪となり、各地で記録的な大雪となった。中国地方では、特に鳥取県において、12
月25から27日にかけて数年に一度の強い寒気が入り、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の発
生により、平野部・山間地共に大雪となり、鳥取自動車道（鳥取県智頭町福原地内）におい
て車両（73台）が4時間にわたり滞留（2.1km）するなどの交通障害が発生した。

○大雪による被害に際して、迅速かつ的確な対応により、円滑な交通の確保に貢献

○ 除雪作業、スタック車両の調査等を実施

除雪作業（鳥取市湯円通寺）

スタック車両の牽引（鳥取県湯梨浜町南谷）

除雪作業（米子市車尾）

■表彰対象事案
事                 象 活動期間 表彰対象

事案数
推 薦 事 務 所

令和3年12月～令和4年2月の豪雪 12月～２月 48件
道路部(1)、鳥取(22)、倉吉(15)、
松国(５)、三次(４)、山口(1)

合計 48件
（表彰対象者数は48団体 ）



災害対策関係功労者表彰 ＜資料＞国土交通省
中国地方整備局

■表彰対象団体 ※順不同

No. 対象団体 所在地 事象 担当事務所

1 株式会社 荒谷
アラタニ

建設
ケンセツ

コンサルタント 広島県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 三次河川国道事務所

2 株式会社 井木組
イギグミ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

3 有限会社 一高
イッコウ

土木
ド ボ ク 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

4 株式会社 井中組
イ ナカ グミ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

5 イワタ建設
ケンセツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

6 打吹建設
ウツブキケンセツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

7 馬野建設
ウマノケンセツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

8 雲南
ウンナン

建設
ケンセツ

株式会社 島根県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 松江国道事務所

9 株式会社 おかだ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

10 株式会社 ガイアート 中国支店 広島県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

11 株式会社 開発
カイハツ

コンサルタント 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

12 株式会社 技工社
ギコウシャ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

13 株式会社 共栄組
キョ ウエイグミ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

14 株式会社 栗山
クリヤマ

組
グミ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

15 株式会社 晃進
コウシン 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

16 株式会社 興洋
コウヨウ

工務店
コウムテン 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

17 こおげ建設
ケンセツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

18 株式会社 コスモ建設
ケンセツ

コンサルタント 島根県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 松江国道事務所

19 株式会社 三徳興産
サントクコウサン 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

20 山陽
サンヨウ

工業
コウギョ ウ

株式会社 広島県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 三次河川国道事務所

21 株式会社 重道組
シゲミチグミ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

22 春千
シュンセン

興業
コウギョ ウ

有限会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

23 株式会社 創美
ソウ ビ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

24 株式会社 大晃
ダイコウ

工業
コウギョ ウ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所



災害対策関係功労者表彰 ＜資料＞国土交通省
中国地方整備局

■表彰対象団体 ※順不同

No. 対象団体 所在地 事象 担当事務所

25 大和
ダイワ

建設
ケンセツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

26 中央建設
チュウオウケンセツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

27 株式会社 長大
チョウダイ

広島支社 広島県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 道路部

28 株式会社 常松
ツネマツ

土建
ド ケ ン

島根県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 松江国道事務所

29 株式会社 ティーネットジャパン 山口営業所 山口県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 山口河川国道事務所

30 東亜
ト ウ ア

道路
ド ウ ロ

工業
コウギョウ

株式会社 島根営業所 島根県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 松江国道事務所

31 東洋
トウヨウ

交通
コウツウ

施設
シセツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

32 中一
ナカイチ

建設
ケンセツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

33 有限会社 中本建設
ナカモトケンセツ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

34 株式会社  ＮＩＰＰＯ 中国支店 広島県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 三次河川国道事務所

35 株式会社 原田建設
ハラダケンセツ

鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

36 福井土建
フ ク イ ド ケン

  株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

37 株式会社 武晃
ブコ ウ

建設
ケンセツ

鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

38 株式会社 藤原
フジワラ

組
グミ 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

39 松江
マツエ

土建
ド ケ ン

株式会社 島根県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 松江国道事務所

40 株式会社 みたこ土建
ドケン 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

41 美穂建設
ミホ ケン セツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

42 美保
ミホ

テクノス 株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

43 宮川
ミヤガワ

興業
コウギョウ

株式会社 広島県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 三次河川国道事務所

44 やすなが工事
コ ウジ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

45 八幡
ヤハタ

コーポレーション 株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

46 有限会社 山口建設
ヤマグチケンセツ

鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 倉吉河川国道事務所

47 やまこう建設
ケンセツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所

48 吉田建設
ヨシダケンセツ

株式会社 鳥取県 令和3年12月～令和4年2月の豪雪 鳥取河川国道事務所


