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「えひめ建設ＢＣＰ研究会」参加企業の募集について 

－「第 24期えひめ建設ＢＣＰ研究会」募集要項－ 

 

建設業 BCP 懇談会愛媛県部会 
（構成機関） 

愛媛大学防災情報研究センター，国土交通省県内事務所，愛媛県，   

（一社）愛媛県建設業協会，（一社）建設コンサルタンツ協会四国支部， 

 （一社）愛媛県測量設計業協会，（一社）全国地質調査業協会連合会四国 

地質調査業協会愛媛支部、NPO 法人愛媛県建設技術支援センター    

 

 

建設業 BCP 懇談会愛媛県部会は、災害時の事業継続計画（BCP）策定を志す愛媛県

内の建設会社等を支援するため、初めて建設業ＢＣＰに取組む建設会社、及び既に

四国建設業ＢＣＰ等審査会等から「災害時の基礎的な事業継続力を備えている建設

会社」として認定証の発行を受けている建設会社のうち認定の継続更新を予定して

いる会社を対象に、参加企業を募集します。参加を希望する企業は、事務局までお

申し込みください。 

 

１．募集期間 

    令和５年３月２０日（月）～ 令和５年４月７日（金） 

 

２．募集対象 

研究会に参加される企業は、下記の企業のうち「BCP 策定に全社を挙げて取り組む意欲があ

り、第 1 回研究会までに社内の策定体制を確立し、BCP 策定の基本方針を決定しているこ

と。」注）をご承諾いただくものとします。 

○国土交通省四国地方整備局における令和５年・６年度一般競争参加資格のうち、 

   ①「一般土木工事」の「Ｃ等級」に認定されている愛媛県内に本社を有する建設会社。 

   ②「アスファルト舗装工事」の「Ｂ等級」に認定されている愛媛県内に本社を有する建設

会社。 

○愛媛県における令和５年・６年度一般競争参加資格のうち「土木一式工事」の「Ｓ等級」、

「Ａ等級」及び「Ｂ等級」に認定されている愛媛県内に本店、支店又は営業所を有する建

設会社。ただし、愛媛県内に本店を有しない建設会社の県内従業者数は８０人以上。 

◯国県市町と災害協定を締結している建設コンサルタント，測量調査会社・地質調査会社

（愛媛県内本社及び支店）。 

○既に、四国建設業ＢＣＰ等審査会または、えひめ建設業ＢＣＰ等審査会から「災害時の基

礎的な事業継続力を備えている企業」として認定を受けている企業のうち、認定の継続更

新を予定しており、事業継続更新の内容の復習や新しい情報等の入手を希望される企業。 

○これまでに「えひめ建設ＢＣＰ研究会」に参加した企業で、より高度な事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）の策定を目指す企業。 

◯上記以外で建設業における事業継続計画（ＢＣＰ）を策定予定の建設会社。 

「えひめ災害時の BCP 等認定審査要領」は令和３年度に大幅に改定され、“詳細版”

と“簡略版”の選択制になりました（改定内容は「愛媛県 BCP 改定リーフレット」を

ご覧ください）。この研究会では、“簡略版”を中心にご説明します。また、従来は

「初めて建設業ＢＣＰに取り組む企業（新規申込企業）」と「建設業ＢＣＰ認定の継

続更新を予定する企業（継続更新申込企業）」に分けて研究会を開催していました

が、両者を合同で開催します。 
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   注）「策定体制」及び「基本方針」は、「愛媛県 BCP ステップアップ・ガイド」第 2 部＜ス

テップ 12＞を参照にしてください。「愛媛県 BCP ステップアップ・ガイド」は、同名で検

索すると愛媛県ホームページより確認することができます。 

 

３．開催内容 

（１）第１回 

初めてＢＣＰに取り組む企業を対象として「ＢＣＰの基本」をお話しします。 

ＢＣＰ認定の継続更新申込を予定している企業からの参加者のご出席は任意です。 

（２）第２回及び第３回 

第２回は申込書類の作成内容・留意点・審査のポイント等についてご説明します。第３回

の「課題発表」では、「えひめ災害時のＢＣＰ等認定審査要領」（以下「審査要領」とい

う。）に基づき、自社関係資料を用いて「確認項目」注）について事前に作成していただいた

課題の発表と作成時の疑問点等を提起していただき、他の参加者からの質問やアドバイスを

受けるとともに、研究会講師が審査要領に基づき解説します。 

   注）：「確認項目」とは「審査要領」の「４－１ 審査内容」における「確認項目」を指し

ます。 

 

４．会 場 

・第１回 オンラインソフト Zoom を用いた開催手順は別途お知らせします。 

・これまで愛媛大学であった中予会場は、松山建設会館に変更しています。 

・第２回及び第３回では、新型コロナウィルス感染症拡大状況や参加企業数の状況により、

参加人数の制限、オンライン開催、他会場との統合などをとらせていただく場合がありま

 内 容 参加対象者 

第１回 
・建設業ＢＣＰ（事業継続計画）について 

・申込から認定までの流れ 

・新規認定申込企業 

（出席必須） 

・継続更新申込企業 

（任意出席） 

第２回 

・認定申込書類の作成内容 

（審査要領の改訂に関する説明を含む) 

・ＢＣＰ策定上の留意点(審査のポイント) 

・第３回課題について 

（各参加企業への作成項目の割振り） 

 

 

新規認定申込企業、 

継続更新申込企業 

 

 第３回 

・課題発表(作成時の疑問点等を提起) 

・他の参加者からの質問やアドバイス 

・講師による解説及び質疑応答 

 東予会場 中予会場 南予会場 
CPDS 

(単位/人) 

時 間 

第１回 

４月１４日（金） ２ 13:30 

～ 

15:00 
Ｚｏｏｍを用いたオンライン合同開催 

第２回 

 ４月２５日(火) ４月２６日(水) ４月２７日(木) ３  

 

13:30 

～ 

16:00 

新居浜建設会館 

（新居浜市 

北新町 2－37） 

松山建設会館 

 ２階会議室 

(松山市三番町４丁

目４番地７) 

西予建設会館 

（西予市宇和町 

卯之町 4－700) 

第３回 
５月２４日(水) ５月２５日(木) ５月２３日(火) ３ 

同上 同上 同上 



 

3 
 

す。 

・松山建設会館での参加の際には、恐れ入りますが公共交通機関をご利用になるか、車の場

合には近隣の駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。 

  

 

５．参加人数 

１企業２名まで。なお、社外の方の参加はご遠慮ください。ただし、新型コロナウィルス感

染症拡大防止のため、参加人数を１企業１名とさせていただく場合もありますので、ご了承

ください。 

 

 

６．会 費 

1 企業 20,000 円（内訳：通信費・資料印刷費・外部講師謝金・会場使用料） 

 

 

７．申込方法 

  ５ページの「参加申込書（記入例）」を参考に、別紙ワード様式もしくはＰＤＦ様式の「参

加申込書」に所定事項をご記入のうえ、メールまたはファックスにて事務局までご送付くだ

さい。事務局は「参加申込書」を確認後、２日以内（土日祝日を除く）に受領メールを返信

します。「参加申込書」を送付したにもかかわらず受領メールが届かない場合には、事務局

にお問い合わせください。 

  （事務局、問い合わせ先） 

     〒790-0001 松山市一番町４丁目１－２  愛媛県自治会館 5階 

特定非営利活動法人 愛媛県建設技術支援センター  

TEL：089-932-3900   

FAX: 089-948-4005 

E-mail：bcp2023@ace-support.org 

 

 

８．会費納入 

  ・会費は、「指定口座への振り込み」にて４月１日（土）以降４月１２日（水）までに下記

口座にお振り込みください。領収書は郵送いたします。 

〔振込先〕 銀行名・支店名：愛媛銀行県庁支店 

口座番号：（普通）５２５５１３７ 

口座名義：えひめ建設ＢＣＰ研究会 

・振込される場合には、必ず企業名がわかるようにしてください。 

（例）ギジュツシエンケンセツカブシキカイシャ 

・愛媛銀行の ATM 振込手数料は下表のとおりです。誠に申し訳ありませんが、振込手数料は

参加企業にてご負担くださるようお願いします。 

ATM 振込方法 手数料 

愛媛銀行キャッシュカード（個人） 無料 

愛媛銀行キャッシュカード（法人） 110 円 

現金・他行キャッシュカード 220 円 

・主催者側の都合により当研究会が開催できない場合には会費（振込手数料を含まない）は

返却します。その際は、口座番号をお聞きする予定です。 

 

 

mailto:bcp2023@ace-support.org
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９．その他 

（１）ＣＰＤＳ認定 

参加者には土木施工管理技士会の CPDS が付与される予定です。代理者が出席される場合

にもその方に CPDS を付与することとします。つきましては、講習会当日は本人確認のため

ＣＰＤＳ技術者証または運転免許証等顔写真付きの書類等をご持参ください。 

（２）研究会資料配布 

当研究会の資料は、特定非営利活動法人 愛媛県建設技術支援センターのホームページ 

（https://ace-support.org）の専用ページから入手できるようにしますので、後日、ご案

内いたします。  

 

 

https://ace-support.org
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参 加 申 込 書（記入例） 

メール（bcp2023＠ace-support.org）またはｆａｘ（089-948-4005）のいずれかへ

お送りください。 

 

 

第２４期えひめ建設ＢＣＰ研究会 

 

えひめ建設業ＢＣＰ

等審査会への 

認定申込の意向 

 

新規認定申込予定 

 ・ 

継続更新認定申込予定 

希望会場 

 
東予会場 

（新居浜建設会館） 

中予会場 

（松山建設会館） 

南予会場 

（西予建設会館） 

企業名 
△△建設株式会社 

企業住所 〒７９０－０００１ 

愛媛県松山市一番町４丁目１－２ 

上記電話番号 ０８９－９３２－３９００ 

上記ﾌｧｯｸｽ番号 ０８９－９４８－４００５ 

上記ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 〇〇 @ □□.ne.jp 

 

参加者１ 

 

氏名 〇山◇一郎 

役職 専務取締役 

CPDS 

取得希望 
希望します  ・ 希望しません 

 

参加者２ 

氏名 〇川◇二郎 

役職 工事課長 

CPDS 

取得希望 
希望します  ・ 希望しません 

第１回オンライン 

開催への参加意向 
参加します  ・ 参加しません 

オンライン接続確認

テストへの参加意向 
参加します  ・ 参加しません 

四国整備局 

【四国建設業 BCP】 

取得状況 

取得済 ・ 取得予定 ・ 当面取得する予定はない 

  【注意】 

 ・記入方法は「見え消し」でも「丸印」でもどちらでもＯＫです。 

 ・企業名は省略せず、正式名称をお書きください。 

 ・社外の方の参加はご遠慮ください。 

 

 

  下記欄は記入不要です。 

受付番号 受付月日 受付時間 受付者 申込方法 受領返信 

R 研５-１－ 
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中予会場（松山建設会館）位置図 

〒790-0003 松山市三番町４丁目４番地７ 

 

 
 

 

 


