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お知らせ 

 記者発表資料 令和 2年3月26日 

 

地域建設業の事業継続計画(BCP)を認定しました 

～ 中国地方で 85 社(新規 3 社、継続更新 82 社)を認定 ～ 
 
 

 

 

｢中国地方における地域建設業の事業継続計画認定に関する審査会｣による

審査の結果、令和元年度は、新規 3 社、継続更新 82 社について認定し、

認定証を交付しましたのでお知らせいたします。 

なお、今回の認定に伴い、すでに昨年度までに認定した社と合わせて、中

国地方整備局管内の認定社数の合計は 209 社となりました。 
 

 
 
 
中国地方の建設会社等の災害時における事業継続力を高めるための

取り組みとして、平成 24 年 4 月 1 日より開始した「中国地方における

地域建設業の事業継続計画認定制度※1」において、令和元年度公募分（令

和元年 8 月 30 日～9 月 30 日）を審査、認定したものです。 

 
 

 

※1 ｢中国地方における地域建設業の事業継続計画認定制度｣ 

制度概要は、別紙パンフレット 及び http://www.cgr.mlit.go.jp/kensetsubcp.htm 
 

（中国地方整備局ホームページ） 

＜問い合わせ先＞  

中国地方整備局 ０８２－２２１－９２３１(代表)：(平日・昼間) 
 

【担当】 防災室   室長     藤井
ふ じ い

  勲
いさお

（内線２１５１） 

【広報担当窓口】 

      広報広聴対策官       岩下
いわした

 恭久
やすひさ

（内線２１１７） 

企画部 環境調整官     坂本
さかもと

 泰
やす

正
まさ

（内線３１１４） 

 



【参考】

県 企業名 市町村 県 企業名 市町村

鳥取県 ㈱井中組 倉吉市 岡山県 ㈱コーザイ道路 倉敷市

２５社 打吹建設㈱ 倉吉市 ７社 坂田建設㈱ 津山市

㈱大谷組 鳥取市 作東土木運送㈱ 美作市

開発建設㈱ 鳥取市 中央建設㈱ 倉敷市

㈱技工社 鳥取市 ㈱ナイカイアーキット 倉敷市

㈲共栄組 北栄町 中村建設㈱ 高梁市

㈱クラエー 倉吉市 ㈱堀工務店 倉敷市

クローバー工業㈲ 鳥取市 広島県 ㈱青木組 尾道市

コーワ建設㈲ 境港市 １５社 占部建設工業㈱ 福山市

㈱重道組 倉吉市 ㈱加島建設 庄原市

㈱シモモト 米子市 河井建設工業㈱ 広島市

㈱大晃工業 鳥取市 ㈱河崎組 広島市

㈱タカミズ 鳥取市 ㈱京栄建設 広島市

㈱谷口工務店 智頭町 広成建設㈱ 広島市

㈱チュウブ 琴浦町 廣濱建設㈱ 安芸太田町

㈱寺谷組 智頭町 佐々田土建㈱ 府中市

東洋交通施設㈱ 鳥取市 ㈱砂原組 広島市

㈲東葉緑化園 鳥取市 ㈱大和エンジニヤリング 広島市

中一建設㈱ 若桜町 錦建設㈱ 広島市

㈱原田建設 鳥取市 広電建設㈱ 広島市

平井工業㈱ 米子市 三島産業㈱ 福山市

㈱武晃建設 鳥取市 レーンマーク工業㈱ 広島市

㈱みたこ土建 米子市 山口県 石山建設㈱ 山口市

やすなが工事㈱ 鳥取市 １２社 ㈱技工団 山口市

吉田建設㈱ 鳥取市 熊野舗道工業㈱ 山口市

島根県 一畑工業㈱ 松江市 ㈱コプロス 下関市

２３社 ㈱今岡興産 出雲市 シマダ㈱ 山口市

㈱岩崎建設 出雲市 新光産業㈱ 宇部市

石見銀山建設㈱ 大田市 成長建設㈱ 防府市

㈱内村電機工務店 出雲市 大栄建設㈱ 宇部市

雲南建設㈱ 雲南市 日立建設㈱ 宇部市

極東インフラプロテクト㈱ 松江市 藤本工業㈱ 防府市

㈱栗栖組 津和野町 山口道路興業㈱ 防府市

江津土建㈱ 江津市 ユタカ工業㈱ 周防大島町

㈱佐々木建設 松江市

山陰建設工業㈱ 出雲市

㈱サンクラフト 浜田市

松友建設㈱ 松江市

祥洋建設㈱ 浜田市

昭和開発工業㈱ 出雲市 県 企業名 市町村

㈱真幸土木 松江市 岡山県 梶岡建設㈱ 真庭市

宍道湖建設㈱ 松江市 （２社） ㈱ニシテクノ 岡山市

㈱ダイニ 出雲市 山口県

大福工業㈱ 出雲市 （１社）

㈱トガノ建設 出雲市

㈱豊洋 松江市

㈱ホクト 松江市

山口建設㈱ 出雲市

令和元年度
中国地方における地域建設業の事業継続計画認定制度　認定企業一覧

更新申請（合計 82社）

新規申請（合計 3社）

日栄興業㈱ 岩国市



【参考】





【参考】

中国地方における地域建設業の事業継続計画の認定状況

⿃取県
54社

島根県
51社

岡⼭県
31社

広島県
44社

⼭⼝県
29社

認定企業数：２０９社

認定社数の内訳

≪審査会メンバー≫
　委員長
　　三浦　房紀　山口大学副学長
　学識者委員
　　今岡　務　　広島工業大学大学院教授
　　河原　能久　広島大学大学院教授
　　松原　雄平　鳥取大学特任教授
　行政委員
　　中川　哲志　中国地方整備局統括防災官
　　沢口　俊樹　中国地方整備局総括防災調整官

●中国地⽅における地域建設業の事業継続計画認定に関する審査会

中国地⽅地域建設業BCP認定企業の位置図（令和２年３⽉末現在）


