平成３０年 ８ ⽉２２⽇
国⼟交通省中部地⽅整備局
⾼ ⼭ 国 道 事 務 所

お 知 ら せ

１．概 要
先⽉発⽣した「平成３０年７⽉豪⾬」では、⾼⼭国道事務所管内においても甚⼤な⼟砂災害が
発⽣しました。その災害復旧活動においては、６３社の皆様が献⾝的な対応をしていただき、
国道４１号の通⾏⽌めについては発⽣から約６４時間という早さで解消することができました。
この度、この災害復旧活動に従事していただいた皆様に対して、感謝状の贈呈を⾏います。

２．表彰式の⽇時と場所
平成３０年８⽉２７⽇（⽉） １３時３０分〜
⾶騨総合庁舎 分館３階⼤会議室
⾼⼭市上岡本町７－４６８
３．添付資料

平成３０年７⽉豪⾬ 災害対策関係功労者表彰⼀覧

４．配布先

⾼⼭記者クラブ、⾶騨市、下呂市

５．解禁指定

なし

６．問い合わせ先

国⼟交通省 中部地⽅整備局 ⾼⼭国道事務所
・副所⻑（事務） 河辺 俊⼆（かわべ しゅんじ）
・総務課⻑

蒲⽣ 忠勝（がもう ただかつ）

ＴＥＬ ０５７７－３６－３８１１（代表）
ＦＡＸ ０５７７－３６－３８２８

平成３０年７月豪雨 災害対策関係功労者表彰一覧
（※順不同）

NO

企

業

名

所

在

活 動 内 容

1

日産工業（株）

岐阜県下呂市萩原町跡津439-1

下呂土砂災害対応、数河・高山支援

2

沢田建設工業

岐阜県高山市上岡本町８丁目312

立木伐採

3

アイサワ工業（株）

愛知県名古屋市中区錦１丁目20-25

高山排水・土砂運搬、数河支援

4

（株）西行土木

福井県大野市東中町810

高山排水

5

（株）森下建設

岐阜県高山市久々野町引下626

土砂運搬、大型土嚢運搬据付、橋台洗掘防止

6

（株）讃建

岐阜県下呂市金山町金山3255-1

土砂撤去

7

金子工業（株）

岐阜県下呂市萩原町萩原1500

土砂撤去

8

桂川工務店

岐阜県下呂市萩原町奥田洞273－7

土砂撤去・橋台洗掘防止

9

梶井クレーン工業（有）

岐阜県高山市石浦町4-255

土砂撤去・橋台洗掘防止

10 （有）マルトモ建材

岐阜県高山市石浦町1-474

土砂撤去

11 佐藤建設

岐阜県高山市久々野町小屋名1366-3

土砂撤去

12 飛高建興（株）

岐阜県高山市塩屋町1605

土砂撤去・橋台洗掘防止

13 曙開発（株）

岐阜県下呂市森191-1

土砂撤去、交通規制

14 坂本土木（株）

岐阜県飛騨市神岡町麻生野514-22

土砂撤去、応急復旧

15 （株）グリーン

岐阜県高山市国府町蓑輪392

法面吹付

16 （株）サンロード

岐阜県飛騨市古川町袈裟丸1249

舗装復旧

17 大川工業(有)

岐阜県高山市一之宮町3469-5

大型土嚢作成、土砂撤去

18 （株）佐藤兵衛商事

岐阜県飛騨市古川町数河863

土砂撤去

19 谷口木材

岐阜県飛騨市神岡町山田1410

立木伐採、倒木伐採

20 飛騨生コンクリート(株)

岐阜県高山市昭和町3-11

路面清掃

21 （株）大同砕石

岐阜県高山市上宝町吉野1024

土砂運搬、大型土嚢運搬

22 日特建設（株）名古屋支店

愛知県名古屋市中区栄１丁目16-6
名古屋三蔵ビル8階

仮設防護柵設置

23 （株）鉞組

岐阜県高山市大洞町440-34

仮設防護柵鋼横矢板取付け

24 三愛通信設備(株)

岐阜県高山市上岡本町５丁目579

WEBカメラ設置

25 ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)中部社

愛知県名古屋市東区東桜１丁目14-11
DPスクエア東桜

WEBカメラ設定

26 （株）谷上組

岐阜県飛騨市古川町貴船町14-29

土砂災害対策

27 （有）三和砕石

岐阜県飛騨市古川町幸栄町1-3

土嚢運搬

28 （株）田近工務店

岐阜県飛騨市古川町杉崎1235

土嚢製作・運搬、土砂運搬

29 （有）千原建材

岐阜県飛騨市古川町太江496

土嚢運搬、土砂運搬

30 （株）金城技建

岐阜県高山市中山町508

土砂撤去・土嚢据付・道路清掃

31 （有）匠土木

岐阜県高山市国府町宇津江2243-57

土嚢据付

32 （合）中井開発

岐阜県高山市新宮町3139-7

土嚢製作・運搬、土砂運搬・残土受入

33 加藤土木（株）

岐阜県飛騨市神岡町船津1999

土砂撤去

34 加永建設（株）

岐阜県飛騨市神岡町東町483-１

斜面監視

35 宝興建設（株）

岐阜県高山市上宝町在家1538

斜面監視・交通誘導

36 （株）高原工務店

岐阜県飛騨市神岡町吉田2418-1

土砂撤去・斜面監視

37 （株）洞口

岐阜県飛騨市古川町高野141-2

発生土受入処理・斜面監視
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38 （株）水口土建

岐阜県高山市朝日町宮之前81

土嚢製作・運搬

39 （株）長瀨土建

岐阜県高山市久々野町久々野1559

土嚢製作・運搬

40 大山土木（株）

岐阜県高山市上岡本町３丁目410

土嚢製作・運搬

41 （株）新井組

岐阜県高山市大新町２丁目205-10

土嚢製作・運搬、交通規制

42 （株）林工務店

岐阜県高山市江名子町3246-11

土嚢製作・運搬

43 ナガイ（株）

岐阜県高山市久々野町大西4-1

土嚢製作・運搬、ペイローダ

44 高橋建設（株）

岐阜県高山市西之一色町３丁目450-2

土嚢製作・運搬

45 （株）青木組

岐阜県高山市久々野町無数河1030

土嚢製作・運搬

46 （協）Ｈ・Ｃ建設

岐阜県飛騨市宮川町林94

斜面監視

47 宮口建設（株）

富山県富山市猪谷218

斜面監視

48 （株）飛州コンサルタント

岐阜県高山市新宮町1868-5

ドローンによる空中写真測量

49 中部支社

愛知県名古屋市中区錦２丁目3-4
名古屋錦フロントタワー４F

斜面点検及び数河等防災設計

50 国際航業(株)岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町５丁目24

東漆山補修設計

51 応用地質（株）中部支社

愛知県名古屋市守山区瀬古東２丁目907

数河地盤調査

52 中央コンサルタンツ(株)

愛知県名古屋市西区那古野２丁目11-23

水無橋補修設計

中央復建コンサルタンツ(株)

愛知県名古屋市千種区内山３丁目18-10
53 日本道路興運（株）名古屋支店 千種ステーションビル６Ｆ

連絡車運転

54 飛騨数河リゾート(株)

岐阜県飛騨市古川町数河80-1

土砂仮置場(古川町数河)の土地無償提供

55 大同コンサルタンツ（株）

岐阜県岐阜市中鶉２丁目11

数河防災設計

56 （株）三進

岐阜県大垣市二葉町７丁目12

数河補修設計

57 （株）大清

岐阜県下呂市小坂町無数原480

土砂撤去

58 （有）丸為

岐阜県下呂市萩原町宮田626

土砂撤去

59 翔建設（合）

岐阜県下呂市東上田1576-2

土砂撤去

60 （有）熊崎土建

岐阜県下呂市萩原町上村1556

土砂撤去

61 （株）オクダ技巧

岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞69-1

土砂撤去

62 岐阜建機運輸（株）

岐阜県岐阜市水海道３丁目13-1

土砂撤去

63 （株）地建防災

岐阜県各務原市鵜沼宝積寺4-7

土砂撤去

