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件     名 

建設業ＢＣＰ 

156 社を認定（新規 29 社 更新 127 社） 

～平成 28年度 第 2回 近畿地方整備局災害時建設事業継続力

認定委員会で審議・報告～ 

  

概     要 

○ 建設会社等が、大規模災害による自社の被害を軽減し、

早期に通常業務に復旧することを促すため、近畿地方整備

局では、平成 24 年度より近畿地方整備局災害時建設業事業

継続力認定制度を設けています。 

   

○ 近畿地方整備局長は、今回 156 社（新規 29 社、更新 127

社）を認定しました。 

 

・有効期間は、平成 29 年 4 月 1 日から 

        平成 31 年 3 月 31 日までの２年間です。 

・認定会社はＨＰで公開します。 

http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/kensetubcp/ni

nteiichiran.html 

 

○平成 29 年度上半期の建設業 BCP 認定の申込について 

 ・申込開始：5月中旬の予定です。 

詳細は、改めてお知らせします。 

  

取  扱  い － 

  

配 布 場 所 
近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、神戸海運記者クラ

ブ、神戸民放記者クラブ、みなと記者クラブ 

  

問 合 せ 先 

国土交通省 近畿地方整備局  

防災課長    佐久間 維美 TEL 06-6942-1575(直通) 

課長補佐    井上 貴嗣 

港湾空港部  

事業継続計画官 柴田 悟     TEL 078-391-3101(直通) 



建設業ＢＣＰ156 社（新規 29 社 更新 127 社）認定  

～平成 28 年度 第 2回 

 近畿地方整備局災害時建設事業継続力認定委員会で審議・報告～ 

 

１）建設会社等が、大規模災害による自社の被害を軽減し、早期に通常業務に

復旧することが、社会基盤の二次災害防止や緊急復旧・復興に重要であるこ

とから、その取り組みを促進するため、近畿地方整備局長は近畿地方整備局

災害時建設業事業継続力認定委員会の審議・報告を受け、156 社（新規 29 社、

更新 127 社）を認定しました。 

 

２）有効期間は、平成 29 年  4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの２年間 

 

３）認定会社は、別紙の通りです。 

また、別途ホームページでも公開します。 

【アドレス】 

http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/kensetubcp/ninteiichiran.html 

 

※認定委員会の委員は次のとおりです。 

（外部委員） 関西大学 特任教授 大西有三 

神戸大学 大学院 工学研究科 教授 飯塚敦 

兵庫県立大学 防災教育研究センター 准教授 紅谷昇平 

（行政委員） 近畿地方整備局 企画部長 小林稔 

近畿地方整備局 企画部 技術調整管理官 和佐喜平 

近畿地方整備局 総括防災調整官 田中貢 

近畿地方整備局 港湾空港部 事業継続計画官 柴田悟 

 

○平成 29 年度上半期の建設業 BCP 認定の申込について 

・申込開始は、5月中旬を予定しています。 

※詳細は、改めてお知らせします。 

 



認定番号 会社名 府県 認定番号 会社名 府県

近畿ＢＣＰ２６後第198号
株式会社オカモト・コンストラクション・システ
ム

兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第213号 株本建設工業株式会社 兵庫県

近畿ＢＣＰ２６後第199号 三崎屋電工株式会社 福井県 近畿ＢＣＰ２６後第214号 株式会社岡野組 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第200号 株式会社荒木飼料店 京都府 近畿ＢＣＰ２６後第215号 ショーボンド建設株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第201号 岩田地崎建設株式会社　大阪支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第216号 大豊建設株式会社　大阪支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第202号 株式会社堂本組 奈良県 近畿ＢＣＰ２６後第217号 西田鉄工株式会社　大阪支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第203号 株式会社ゴセケン 奈良県 近畿ＢＣＰ２６後第218号 協和道路株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第204号 西菱電機株式会社 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第219号 株式会社横河ブリッジ 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第205号 株式会社シマ 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第220号 株式会社山上組 奈良県

近畿ＢＣＰ２６後第206号 株式会社大給組 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第221号 吉村建設工業株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第207号 田中シビルテック株式会社 滋賀県 近畿ＢＣＰ２６後第222号 松美建設株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第208号 信幸建設株式会社　大阪支社 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第223号 株式会社丸山組 和歌山県

近畿ＢＣＰ２６後第209号 株式会社西山工務店 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第224号 日特建設株式会社　大阪支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第210号 有限会社セイシン創建 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第225号 太田建設株式会社 奈良県

近畿ＢＣＰ２６後第211号 株式会社ソネック 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第229号 杉谷産業株式会社 和歌山県

近畿ＢＣＰ２６後第212号 株式会社森長組 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第230号 常盤工業株式会社　大阪支店 大阪府

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年4月1日～平成31年3月31日〕　（1／6）　
次回更新申込時期：平成30年11月中旬～31年1月中旬

更新



認定番号 会社名 府県 認定番号 会社名 府県

近畿ＢＣＰ２６後第231号 日本橋梁株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第252号 株式会社富士ピー･エス　関西支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第233号 星和電機株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２６後第253号 安積建設株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第236号 関西建設工業株式会社 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第254号 株式会社神崎組 兵庫県

近畿ＢＣＰ２６後第237号 日本国土開発株式会社　大阪支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第255号 大喜建設株式会社 兵庫県

近畿ＢＣＰ２６後第238号 オリエンタル白石株式会社　大阪支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第256号 株式会社内田組 滋賀県

近畿ＢＣＰ２６後第239号 株式会社増田組 京都府 近畿ＢＣＰ２６後第258号 株式会社泉建設工業 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第240号 株式会社明豊建設 滋賀県 近畿ＢＣＰ２６後第259号 株式会社北建設工業 奈良県

近畿ＢＣＰ２６後第241号 株式会社熊谷組　関西支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第262号 前川建設株式会社 兵庫県

近畿ＢＣＰ２６後第242号 明清建設工業株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２６後第263号 三井住建道路株式会社　関西支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第244号 株式会社小池組 和歌山県 近畿ＢＣＰ２６後第264号 株式会社上野山塗工所 和歌山県

近畿ＢＣＰ２６後第245号 興生建設株式会社 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第265号 名工建設株式会社　大阪支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第246号 名古屋電機工業株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第266号 株式会社中尾組 奈良県

近畿ＢＣＰ２６後第247号 株式会社藤井組 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第267号 ドーピー建設工業株式会社　関西営業所 兵庫県

近畿ＢＣＰ２６後第248号 株式会社笹川組 滋賀県 近畿ＢＣＰ２６後第268号 近畿設備株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第250号 戸田道路株式会社　大阪支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第269号 株式会社関組 福井県

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年4月1日～平成31年3月31日〕　（2／6）　
次回更新申込時期：平成30年11月中旬～31年1月中旬

更新



認定番号 会社名 府県 認定番号 会社名 府県

近畿ＢＣＰ２６後第270号 コーナン建設株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第290号 株式会社坪内建設 福井県

近畿ＢＣＰ２６後第271号 西武建設株式会社　関西支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第291号 日本無線株式会社　関西支社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第272号 日本ロード･メンテナンス株式会社 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第292号 要建設株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第274号 株式会社ほくつう　福井支社 福井県 近畿ＢＣＰ２６後第293号 株式会社白川工業 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第275号 大鉄工業株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第430号 株式会社東京鐵骨橋梁 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第277号 株式会社キタムラ 奈良県 近畿ＢＣＰ２６後第533号 株式会社益田組 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第278号 株式会社竹中工務店　大阪本店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第534号 株式会社竹山建設 福井県

近畿ＢＣＰ２６後第279号 山一建設株式会社 奈良県 近畿ＢＣＰ２６後第535号 株式会社森組 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第281号 株式会社サクライコンストラクション 京都府 近畿ＢＣＰ２６後第536号 司建設工業株式会社 和歌山県

近畿ＢＣＰ２６後第282号 株式会社杉本組 福井県 近畿ＢＣＰ２６後第538号 京都土木株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第284号 大成建設株式会社　関西支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第539号 清和建設株式会社 福井県

近畿ＢＣＰ２６後第285号 関西化工建設株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第540号 株式会社坂英建設 福井県

近畿ＢＣＰ２６後第286号 株式会社林造園建設工業 京都府 近畿ＢＣＰ２６後第541号 株式会社久本組 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第287号 丸正建設株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２６後第542号 轟建設株式会社 福井県

近畿ＢＣＰ２６後第288号 辻寅建設株式会社 滋賀県 近畿ＢＣＰ２６後第543号 株式会社直組 福井県

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年4月1日～平成31年3月31日〕　（3／6）　
次回更新申込時期：平成30年11月中旬～31年1月中旬

更新



認定番号 会社名 府県 認定番号 会社名 府県

近畿ＢＣＰ２６後第544号 株式会社中川工務店 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第562号 株式会社杉田組 福井県

近畿ＢＣＰ２６後第545号 福井水道工業株式会社 奈良県 近畿ＢＣＰ２６後第563号 寺尾道路株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第547号 中央電設株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第564号 株式会社宮本組 兵庫県

近畿ＢＣＰ２６後第548号 株式会社上田新工業 三重県 近畿ＢＣＰ２６後第565号 日建工業株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第549号 株式会社中村建設 兵庫県 近畿ＢＣＰ２６後第567号 木曽建設株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第550号 株式会社大生 福井県 近畿ＢＣＰ２６後第568号 美樹工業株式会社 兵庫県

近畿ＢＣＰ２６後第551号 株式会社合同興業 和歌山県 近畿ＢＣＰ２６後第569号 日立造船株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第552号 株式会社タイキ 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第570号 セイホ工業株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第553号 有限会社光明電設 和歌山県 近畿ＢＣＰ２６後第571号 宇野重工株式会社　大阪支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第554号 宮地エンジニアリング株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第572号 株式会社金下工務店 兵庫県

近畿ＢＣＰ２６後第555号 中和建設株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２６後第573号 中川企画建設株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第556号 株式会社岡田組 奈良県 近畿ＢＣＰ２６後第574号 飛島建設株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第559号 矢作建設工業株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第575号 利晃建設株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第560号 株式会社岩本興産 和歌山県 近畿ＢＣＰ２６後第576号 大容建設株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第561号 株式会社キハラコーポレーション 福井県 近畿ＢＣＰ２６後第579号 株式会社長吉組 福井県

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年4月1日～平成31年3月31日〕　（4／6）　
次回更新申込時期：平成30年11月中旬～31年1月中旬

更新



認定番号 会社名 府県 認定番号 会社名 府県

近畿ＢＣＰ２６後第580号 光和建設株式会社 奈良県

近畿ＢＣＰ２６後第582号 高崎建設株式会社 福井県

近畿ＢＣＰ２６後第583号 前田電気株式会社 福井県

近畿ＢＣＰ２６後第584号 有限会社坂本建材土木 兵庫県

近畿ＢＣＰ２６後第585号 株式会社車谷建設 奈良県

近畿ＢＣＰ２６後第586号 松田電気工業株式会社 奈良県

近畿ＢＣＰ２６後第587号 幸成建設株式会社 奈良県

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年4月1日～平成31年3月31日〕　（5／6）　
次回更新申込時期：平成30年11月中旬～31年1月中旬

更新



認定番号 会社名 府県 認定番号 会社名 府県

近畿ＢＣＰ２６後第725号 鹿島道路株式会社　関西支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第740号 株式会社松田（幸）組 福井県

近畿ＢＣＰ２６後第726号 株式会社秋村組 滋賀県 近畿ＢＣＰ２６後第741号 株式会社城南建設 和歌山県

近畿ＢＣＰ２６後第727号 株式会社イチケン　関西支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第742号 矢野建設株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第728号 共立建設株式会社　関西支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第743号 株式会社大安組 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第729号 ハイウェイ・リバーメンテナンス株式会社 福井県 近畿ＢＣＰ２６後第744号 株式会社有新建設 和歌山県

近畿ＢＣＰ２６後第730号 株式会社安藤・間　大阪支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第745号 株式会社山陰土建 京都府

近畿ＢＣＰ２６後第731号 株式会社アクト 滋賀県 近畿ＢＣＰ２６後第746号 東洋電気工事株式会社 兵庫県

近畿ＢＣＰ２６後第732号 株式会社高塚工務店 京都府 近畿ＢＣＰ２６後第747号 紀南電設株式会社 和歌山県

近畿ＢＣＰ２６後第733号 大林道路株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第748号 下山建設工業有限会社 和歌山県

近畿ＢＣＰ２６後第734号 株式会社博電工業 奈良県 近畿ＢＣＰ２６後第749号 株式会社東組 和歌山県

近畿ＢＣＰ２６後第735号 ユウテック株式会社 三重県 近畿ＢＣＰ２６後第750号 株式会社橋本建設 滋賀県

近畿ＢＣＰ２６後第736号 株式会社協和エクシオ　関西支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２６後第751号 青野スポーツ施設株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２６後第737号 有限会社徳田組 三重県 近畿ＢＣＰ２６後第752号 益田工業有限会社 和歌山県

近畿ＢＣＰ２６後第738号 株式会社柏木建設 和歌山県 近畿ＢＣＰ２６後第753号 株式会社紅葉建設 滋賀県

近畿ＢＣＰ２６後第739号 株式会社横河住金ブリッジ 大阪府

次回更新申込時期：平成30年11月中旬～31年1月中旬
認定会社一覧表〔認定期間：平成29年4月1日～平成31年3月31日〕　（6／6）　

新規


