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災害の応急対策等で支援していただいた 

３２団体に感謝状を贈呈します 

（令和４年４月から令和４年１０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

３２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４年７月 前線に伴う大雨【中国地方】 
  ◆ 令和４年８月 国道１９１号護岸崩落【山口県】 
  ◆ 令和４年８月 国道５４号落石【島根県】 
  ◆ 令和４年９月 台風１１号【中国地方】 
  ◆ 令和４年９月 台風１４号【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５年２月２１日（火）１４：００～ 

         ・場所 広島 YMCA 国際文化センター 国際文化ホール 

            （広島市中区八丁堀７－１１） 

※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２月２０日（月）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。

　【提出先mail】： bousai@cgr.mlit.go.jp

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

※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。

別 紙



災害対策関係功労者 感謝状贈呈国土交通省
中国地方整備局

主な災害及び応急対策等活動概要

災害対策関係功労者感謝状贈呈

（今回の対象期間は令和４年４月１日から１０月３１日まで）

今回は、令和４年７月前線に伴う大雨、同年8月国道54号落石及び国道191号護岸崩落、
同年9月台風１１号及び台風14号に対する災害対応において、特に顕著な功績があった４
３件、32団体に対し、感謝状を贈呈します。

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、
平成１６年度から８５０の団体・個人に感謝状を贈呈しています。

事象発生
年度 感謝状贈呈式 件数 団体数 事          象

令和4年6月15日 48 48 令和３年１２月～令和４年２月の豪雪

 令和4年3月3日付
  鳥取県内　R4.3.11
   島根県内　R4.3.11
   岡山県内　R4.3.15
   広島県内　R4.3.3
   山口県内　R4.3.8

165 118

令和３年６月　多伎・朝山道路法面崩落
令和３年７月　豪雨
令和３年８月　豪雨
令和３年８月　台風９号
令和３年１０月　和歌山市水管橋落橋

令和3年6月16日付 47 45 令和２年１２月　岡山県鳥インフルエンザ
令和２年１２月～令和３年２月の豪雪

令和3年2月17日付 48 44 令和２年 ６月の梅雨前線による大雨
令和２年 ７月豪雨

令和2年6月25日 3 3 令和２年 １月１日冬季高波浪による国道９号歩道浸食

令和2年2月27日 79 51

平成元年 ６月下旬からの大雨
令和元年 台風第１０号
令和元年 ８月前線に伴う大雨
令和元年 台風第１７号
令和元年 台風第１９号

令
和
元
年
度

R3

R2

■近年の感謝状贈呈の状況

■対象事案
事                 象 活動期間 表彰対象

事案数
推 薦 事 務 所

前線に伴う大雨 7月 7件 浜田(4),三次(3)

国道191号護岸崩落 8月 3件 山口(3)

国道54号落石 8月 2件 松江国道(2)

台風11号 9月 3件 倉吉(2),広島国道(1)

台風14号 9月 28件
本局(1),鳥取(1),倉吉(2),浜田(3),三次(2),
広島国道(1),山口(17),中国技術(1)

合計 43件
（表彰対象者数は32団体 ）



災害対策関係功労者 感謝状贈呈国土交通省
中国地方整備局

令和4年8月 国道54号落石（２社）
≪災害の概要≫

国道54号島根県雲南市掛合町地内で落石が
あった。

令和4年8月 国道191号護岸崩落（３社）
≪災害の概要≫

国道191号山口県下関市福江町地内において、
経年の波浪による影響により護岸の基礎部分が
洗掘され、護岸が崩壊した。

○迅速かつ的確な対応により、災害の拡大防止
及び二次災害の未然防止に貢献

○早急な現地調査と設計に貢献

≪災害の概要≫
全国的に令和４年７月１４日から１９日にかけて前線に伴う大雨となり、中国地方では

山口県美祢市で降り始めから１９日７時までの降雨が２１５．０mm を記録するなど山口
県のほか整備局管内の西部で大雨となった。各地で床上浸水や河川の越水、通行止めが発
生した。

令和4年7月 前線に伴う大雨（７社）
功績の概要

○迅速かつ的確な対応により、災害の拡大防止及び二次災害の未然防止に貢献

南田川水門

排水ポンプ車

白上川

高津川出張所管内の南田川水門（益田市内田町）における作業状況

○排水ポンプによる内水排除の作業を実施

○迅速かつ的確な対応により、災害の拡大防止
及び二次災害の未然防止に貢献

○早急な現地調査と原因究明に貢献

○ 護岸崩落箇所の応急対策を実施

○ 通行止及び撤去作業を実施

山口県下関市福江町地内

島根県雲南市掛合町地内



災害対策関係功労者 感謝状贈呈国土交通省
中国地方整備局

功績の概要

○情報収集及び提供を行い、災害の予防に貢献
◯迅速かつ的確な対応により、災害の拡大防止及び二次災害の未然防止に貢献

令和4年9月 台風11号（３社）
≪災害の概要≫

台風11号は、8 月 28 日に南鳥島近海で発生後、9 月 6 日には九州北部地方や中国地方に
接近して日本海に進み、同日 21 時に温帯低気圧となった。

台風の影響により、山陰地方は大時化となり、島根県隠岐の島では過去最高潮位を記録し
た。台風本体の雨雲や台風を取り巻く暖かく湿った空気により暴風雨となり、隠岐空港で瞬
間最大風速３５．０ｍ／ｓを記録した。各地で床下浸水や通行止めが発生した。

令和4年9月 台風14号（２８社）
≪災害の概要≫

台風14号は、9月14日3時に小笠原近海で発生し、9月18日19時頃に中心気圧935hPaの
非常に強い勢力で鹿児島市付近に上陸し九州を縦断後進路を東よりに変え、9月20日9時に日
本の東で温帯低気圧に変わった。

中国地方では山口県岩国市で降り始めから20日15時までの降雨が421．0mmを記録する
など、各地で床下浸水や道路冠水、通行止めが発生した。

R191越波の状況

R191倒木処理の状況 松江道交通規制の状況

R2道路冠水の状況

山口県岩国市保木地内

島根県雲南市吉田町地内

○異常時巡回や交通規制、車両誘導、倒木処理、情報収集（通行止）等の作業を実施



災害対策関係功労者 感謝状贈呈国土交通省
中国地方整備局

■感謝状贈呈先
※順不同

No. 対象団体 所在地 事象 担当事務所

1 株式会社　荒谷建設コンサルタント 広島県 令和４年８月　国道１９１号崩壊 山口河川国道事務所

2 安藤建設　株式会社 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

3 石山建設　株式会社 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

4 今井産業　株式会社 島根県 令和４年７月　前線に伴う大雨
令和４年９月　台風１４号 浜田河川国道事務所

5 井森工業　株式会社 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

6 株式会社　宇部建設コンサルタント 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

7 占部建設工業　株式会社 広島県 令和４年７月　前線に伴う大雨
令和４年９月　台風１１号・台風１４号

三次河川国道事務所
広島国道事務所

8 株式会社　加藤組 広島県 令和４年７月　前線に伴う大雨
令和４年９月　台風１４号 三次河川国道事務所

9 協和建設工業　株式会社 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

10 株式会社　栗栖組 島根県 令和４年７月　前線に伴う大雨
令和４年９月　台風１４号 浜田河川国道事務所

11 株式会社　ケーネス　中国支店 広島県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

12 株式会社　高野組 鳥取県 令和４年９月　台風１１号・１４号 倉吉河川国道事務所

13 株式会社　コプロス 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

14 山交安全　株式会社 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

15 山陽工業　株式会社 広島県 令和４年９月　台風１４号 中国技術事務所

16 株式会社　シーエム・エンジニアリング　山口支社 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

（ 敬称略 ）



災害対策関係功労者 感謝状 ＜資料ー２＞国土交通省
中国地方整備局

■感謝状贈呈先
※順不同

No. 対象団体 所在地 事象 担当事務所

17 大栄建設　株式会社 山口県
令和４年８月　国道１９１号崩壊
令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

18 高橋建設　株式会社 島根県
令和４年７月　前線に伴う大雨
令和４年９月　台風１４号 浜田河川国道事務所

19 株式会社　竹内組 鳥取県 令和４年９月　台風１４号 鳥取河川国道事務所

20 株式会社　多々良造園 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

21 株式会社　都間土建 島根県
令和４年７月　前線に伴う大雨
令和４年８月　国道５４号落石
令和４年９月　台風１４号

松江国道事務所
三次河川国道事務所

22 株式会社　ティーネットジャパン　山口営業所 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

23 株式会社　所子建設 鳥取県 令和４年９月　台風１１号 倉吉河川国道事務所

24 中日本航空 株式会社 広島県 令和４年９月　台風１４号 統括防災官室

25 日本工営　株式会社　広島支店 広島県 令和４年８月　国道５４号 松江国道事務所

26 日本振興　株式会社　中国四国支店 広島県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

27 株式会社　野村組 島根県 令和４年７月　前線に伴う大雨 浜田河川国道事務所

28 株式会社　羽嶋松翠園 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

29 日立建設　株式会社 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

30 株式会社　平井組 鳥取県 令和４年９月　台風１４号 倉吉河川国道事務所

31 株式会社　ミヤベ 山口県 令和４年９月　台風１４号 山口河川国道事務所

32 八千代エンジニヤリング　株式会社 広島県 令和４年８月　国道１９１号崩壊
令和４年９月　台風１４号

山口河川国道事務所

（ 敬称略 ）
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