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建設業の事業継続計画（BCP）143 社を認定（新規 24社、更新 119 社） 

～今回から認定期間が 3年に（新規は 2年）～ 
  

概 要 
 
 
 
 
 
 

 

【建設業事業継続計画とは】 

大規模自然災害に対して、社会基盤の二次災害防止や緊急対応、早期復旧・

復興を図るため、建設会社等が自社の被害を軽減し、早期に通常業務に復帰

するための災害対応力の強化を図る計画。 

○近畿地方整備局では、平成 24 年度より災害時建設事業継続力認定制度を

開始しています。 

○近畿地方整備局長は、今回 143 社（新規 24 社、更新 119 社）を認定しま

した。 

○認定期間は、新規）平成 29 年 10 月 1 日から２年間 

          更新）平成 29 年 10 月 1 日から３年間 

○認定会社はＨＰで公開します。 

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

.html 

 

【近畿地方整備局のＢＣＰ認定期間】 

近畿地方整備局のＢＣＰ認定期間については、新規・更新共に２年として

きましたが、更新については適切に運用されている事が確認できることから、

認定期間を３年に延長します。 
  

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 
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建設業ＢＣＰ143 社（新規 24 社 更新 119 社）認定  
～平成 29 年度 第 1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)   昨今発生している大規模自然災害のほか、近い時期に南海トラフ巨大地

震の発生が懸念されています。この状況に、各建設会社等は自社の被害を

軽減し、早期に通常の状態に復帰することが重要となっています。  

また、多くの国民が使用する社会基盤の被災は、二次災害防止や早期復

旧・復興の鍵となることから、建設会社等と行政機関とが連携しながら災

害対応力の強化を図ることが重要となっています。  

このため、建設業の「事業継続計画（ＢＣＰ）」策定の取組みを推進す

るために、各会社で行っている取組みを近畿地方整備局において認定する

こととしています。 

 

今回、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、143 社（新規 24 社、更新 119 社）を認定

しました。 

平成 29 年 10 月 1 日現在の認定業者数は６４０社となります。 

 

２）認定期間 新規）平成 29 年 10 月 1 日から２年間 

更新）平成 29 年 10 月 1 日から３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/ninteiichir

an.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 客員教授・京都大学 名誉教授    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           井上 智夫 

近畿地方整備局 企画部 技術調整管理官    南後 和寛 

近畿地方整備局 総括防災調整官        梅敷 寛 

近畿地方整備局 港湾空港部 事業継続計画官  宇戸 寿一 

 

○平成 29 年度下半期の建設業 BCP 認定の申込について 

・申込開始は、11 月中旬を予定しています。 

詳細は、改めてお知らせします。 

 



近畿ＢＣＰ２９前第 295号 コーアツ工業株式会社大阪支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２９前第 316号 株式会社旭工建 大阪府

近畿ＢＣＰ２９前第 297号 株式会社豊工業所 和歌山県 近畿ＢＣＰ２９前第 317号 株式会社高階 兵庫県

近畿ＢＣＰ２９前第 299号 奈良県緑化土木協同組合 奈良県 近畿ＢＣＰ２９前第 318号 青松建設株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 301号 株式会社山川 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 319号 株式会社尾花組 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 302号 株式会社森下組 奈良県 近畿ＢＣＰ２９前第 320号 有限会社青林 奈良県

近畿ＢＣＰ２９前第 305号 木下建設株式会社 和歌山県 近畿ＢＣＰ２９前第 321号 有限会社栄山 奈良県

近畿ＢＣＰ２９前第 306号 株式会社巴建設 兵庫県 近畿ＢＣＰ２９前第 322号 奈良県環境緑化協同組合 奈良県

近畿ＢＣＰ２９前第 307号 株式会社田中組 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 323号 株式会社野島造園土木 奈良県

近畿ＢＣＰ２９前第 309号 株式会社坂本建設 兵庫県 近畿ＢＣＰ２９前第 324号 田中建設株式会社 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 311号 株式会社古部組 和歌山県 近畿ＢＣＰ２９前第 326号 山本土木株式会社 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 313号 株式会社森岡組 奈良県 近畿ＢＣＰ２９前第 328号 福日機電株式会社 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 314号 株式会社松田組 兵庫県 近畿ＢＣＰ２９前第 330号 弘安建設株式会社 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 315号
日本ハイウエイ・サービス株式会社　大阪支
店

大阪府 近畿ＢＣＰ２９前第 331号 三井造船鉄構エンジニアリング株式会社 大阪府

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年10月1日～平成32年9月30日〕　（１／６）　

次回更新申込時期：　平成32年5月中旬～7月中旬（予定）

更新



近畿ＢＣＰ２９前第 332号 株式会社平岡広建設 和歌山県 近畿ＢＣＰ２９前第 350号 清水建設株式会社大阪支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２９前第 334号 株式会社大山建設 滋賀県 近畿ＢＣＰ２９前第 352号 森髙建設株式会社 奈良県

近畿ＢＣＰ２９前第 335号
日本高圧コンクリート株式会社 PC事業部大
阪支社

大阪府 近畿ＢＣＰ２９前第 354号 株式会社加藤建設工業 滋賀県

近畿ＢＣＰ２９前第 337号 株式会社竹中土木　大阪本店 大阪府 近畿ＢＣＰ２９前第 355号 株式会社大前建設 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 338号 淡路土建株式会社 兵庫県 近畿ＢＣＰ２９前第 356号 入谷緑化土木株式会社 兵庫県

近畿ＢＣＰ２９前第 339号 三国工業株式会社 滋賀県 近畿ＢＣＰ２９前第 358号 株式会社平和建設 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 341号 大和電建株式会社 福井県 近畿ＢＣＰ２９前第 359号 株式会社大伸建設 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 342号 株式会社山村組 奈良県 近畿ＢＣＰ２９前第 360号 浅海電気株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２９前第 343号 白山道路建設株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 361号 株式会社柄谷工務店 兵庫県

近畿ＢＣＰ２９前第 344号 株式会社右京野造園 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 363号 東興ジオテック株式会社　大阪支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２９前第 345号 株式会社グリーンシェルター 福井県 近畿ＢＣＰ２９前第 365号 畠山建設株式会社 奈良県

近畿ＢＣＰ２９前第 346号 平安建設工業株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 366号 株式会社中造園 奈良県

近畿ＢＣＰ２９前第 348号 株式会社日建 滋賀県 近畿ＢＣＰ２９前第 367号 工成建設株式会社 兵庫県

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年10月1日～平成32年9月30日〕　（２／６）　

次回更新申込時期：　平成32年5月中旬～7月中旬（予定）　

更新



近畿ＢＣＰ２９前第 368号 阪神道路開発株式会社 兵庫県 近畿ＢＣＰ２９前第 394号 株式会社星野建設 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 371号 西松建設株式会社　関西支店 大阪府 近畿ＢＣＰ２９前第 395号 株式会社清水組 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 372号 クロカワ工芸株式会社 奈良県 近畿ＢＣＰ２９前第 396号 コガセ工業株式会社 兵庫県

近畿ＢＣＰ２９前第 373号 横山電機株式会社 福井県 近畿ＢＣＰ２９前第 397号 株式会社川合組 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 377号 村本道路株式会社 奈良県 近畿ＢＣＰ２９前第 398号 株式会社森崎組 兵庫県

近畿ＢＣＰ２９前第 378号 マルヤ電気株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２９前第 400号 株式会社田口建設 兵庫県

近畿ＢＣＰ２９前第 380号 株式会社半澤組 福井県 近畿ＢＣＰ２９前第 401号 株式会社辻コーポレーション 滋賀県

近畿ＢＣＰ２９前第 381号 株式会社西田建材 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 403号 豊川工業株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 382号 弥栄建設株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 589号 玉井建設株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 383号 株式会社堀池組 三重県 近畿ＢＣＰ２９前第 590号 椛山建設株式会社 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 385号 株式会社河野建設 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 592号 有限会社竜王興産 滋賀県

近畿ＢＣＰ２９前第 386号 株式会社三好土木 福井県 近畿ＢＣＰ２９前第 593号 神和工業株式会社 兵庫県

近畿ＢＣＰ２９前第 393号 株式会社松根組 和歌山県 近畿ＢＣＰ２９前第 594号 三丹開発株式会社 京都府

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年10月1日～平成32年9月30日〕　（３／６）　

次回更新申込時期：　平成32年5月中旬～7月中旬（予定）

更新



近畿ＢＣＰ２９前第 595号 吉岡建設株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２９前第 611号 株式会社清水 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 596号 株式会社小川電気商会 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 613号 株式会社光陽 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 597号 日本システム工業株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 614号 大揚興業株式会社 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 598号 友田建設株式会社 兵庫県 近畿ＢＣＰ２９前第 615号 有限会社洛陽建設 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 600号 株式会社総進建設工業 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 616号 豊国工業株式会社　関西支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２９前第 601号 株式会社松田組 奈良県 近畿ＢＣＰ２９前第 617号 株式会社明生工業 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 603号 阪神園芸株式会社 兵庫県 近畿ＢＣＰ２９前第 618号 北陸ロード株式会社 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 604号 今村工業株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 619号 株式会社高見組 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 606号 株式会社池田土木 和歌山県 近畿ＢＣＰ２９前第 620号 株式会社小池組 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 607号 山峰建設株式会社 奈良県 近畿ＢＣＰ２９前第 621号 株式会社本城根組 兵庫県

近畿ＢＣＰ２９前第 608号 株式会社森津工務店 兵庫県 近畿ＢＣＰ２９前第 622号 株式会社南山建設 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 609号 有限会社下村重機 和歌山県 近畿ＢＣＰ２９前第 626号 株式会社大栄 三重県

近畿ＢＣＰ２９前第 610号 株式会社新内 福井県 近畿ＢＣＰ２９前第 628号 株式会社玉井道路 京都府

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年10月1日～平成32年9月30日〕　（４／６）　

次回更新申込時期：　平成32年5月中旬～7月中旬（予定）　

更新



近畿ＢＣＰ２９前第 631号 山一建設株式会社 三重県 近畿ＢＣＰ２９前第 644号 株式会社谷川組 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 632号 上島建設株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 645号 小田建設株式会社 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 633号 東芝通信インフラシステムズ株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２９前第 647号 株式会社萬栄建設 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 634号 宇部興産機械株式会社　大阪支店 大阪府

近畿ＢＣＰ２９前第 635号 株式会社畑中産業 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 636号 株式会社西口建設 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 637号 福井鐵工株式会社 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 638号 但南建設株式会社 兵庫県

近畿ＢＣＰ２９前第 639号 株式会社中田工務店 兵庫県

近畿ＢＣＰ２９前第 640号 日誠建設株式会社 奈良県

近畿ＢＣＰ２９前第 641号 南桑土木建築株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 642号 河本興業株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２９前第 643号 株式会社金田工業 滋賀県

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年10月1日～平成32年9月30日〕　（５／６）　

次回更新申込時期：　平成32年5月中旬～7月中旬（予定）　

更新



近畿ＢＣＰ２９前第 754号 平井建設株式会社 奈良県 近畿ＢＣＰ２９前第 767号 東芝インフラシステムズ株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２９前第 755号 株式会社谷口土木 滋賀県 近畿ＢＣＰ２９前第 768号 シンコー開発株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 756号 株式会社ユーテック 兵庫県 近畿ＢＣＰ２９前第 769号 株式会社斉藤造園 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 757号 株式会社　福嶋組 奈良県 近畿ＢＣＰ２９前第 770号 キンキ道路株式会社 大阪府

近畿ＢＣＰ２９前第 758号 京阪園芸株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２９前第 771号 大和電設工業株式会社 京都府

近畿ＢＣＰ２９前第 759号 ケイコン株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 772号 株式会社西日本開発 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 760号 株式会社東建設 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 773号 株式会社オクシン 奈良県

近畿ＢＣＰ２９前第 761号 有限会社吉德建設 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 774号 有限会社華まる園 大阪府

近畿ＢＣＰ２９前第 762号 株式会社光建設 和歌山県 近畿ＢＣＰ２９前第 775号 株式会社山崎塗装店 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 763号 東亜エンヂニアリング株式会社 大阪府 近畿ＢＣＰ２９前第 776号 角谷木材建設株式会社 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 764号 西野建設株式会社 京都府 近畿ＢＣＰ２９前第 777号 三洋建設株式会社 和歌山県

近畿ＢＣＰ２９前第 765号 株式会社時岡組 福井県

近畿ＢＣＰ２９前第 766号 株式会社エミネント京栄 京都府

次回更新申込時期：平成31年5月中旬～7月中旬（予定）　　

認定会社一覧表〔認定期間：平成29年10月1日～平成31年9月30日〕　（６／６）　 新規


