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ＩＳＯ認証登録の経過
２０００年6月 ISO9002の認証登録
２００２年3月 ISO14001の認証登録
２００２年8月 ISO9001:2000に移行

２００３年６月 BSI-OHSAS18001の認証登録
２００６年1月 ISO14001;2004の登録と

統合マネジメントシステムの運用

“品質” “環境” “労働安全衛生”
の３本立ての統合マネジメントシステムを構
築,運用して、品質の顧客の満足、環境の汚
染予防、労働安全衛生の｢リスクゼロ｣の活動
を通じて、地域社会に貢献しております。



人（社員）を育てるとは

気づかせる より良い方法にする

決める 見直す 改善

叱る 教える

全員参加
守らせる

守らない 守れない

守る

標　　準　　化　　す　　る



人（社員）を育てるとは

•日常管理とは決めて教えて守らせる事

日々是丹精

•管理者がルールを決めなければ部下は善し悪
しの判断ができない

•当たり前のことを当たり前にやらせられる人
のことを凡を極めるという

•改善とは省く工夫をすることをいう

なくせないのか

減らせないのか

変えれないのか



我が社の基本の考え方

マネジメントシステムでは効果的、効率的に運
用するということは、「無駄になる仕事をしな
い」こと。

つまり、「仕事が無駄になるような物（人等も
含め）を受け入れない」、「不良な仕事、不適
合な仕事、余分な仕事をしない」ことである。

又、仕組みとして誰がやっても同じルール、手
順で、工程を進め、手直しが生じず結果的に顧
客に満足してもらうまでのプロセスが第一。



作業所毎のアクション項目
・効果的な統合マネジメントシステムの運用

による現場に即した各種活動

・事前のリスクマネジメントのチェックシート

による把握とリスク低減活動

・ＣＣＰＭ（クリティカルチェーン・プロジェクトマネジ

メント）の活用、ＯＤＳＣシートの作成

期間短縮を図るためのプロジェクト管理手法の１つ。工程表の
作り方を変更し、締め切りを守る意欲を引き出す。実践にはプ
ロジェクト目的や優先順位の明確化が必要となる。

ODSCとは 工事の「目的・成果物・成功基準」をまとめたもの

Ｏ＝目的（Objectives） D＝成果物（Deliverables）

SC＝成功基準（Success Criteria） 6



２０１５ ＮＡＧＡＳＥ ODSC（H27.4～）

地域住民が喜び、安全優先で高品質を目指す ｢誠意・努力・信用 ながせプロジェクト｣



体制・役割不足

見積もり不良

選定不良個人 スコープ不良

（資機材協力業者）

目的不良
形骸化

周知不足 コミュニケーションマナー 計画不良

手順無視 重要性認識誤り スケジュール
不良

誤った理解 狭い視野 委託先
選定不良

誤った情報 システム影響
調査不足手順の不順守 設計・計画不足

契約条件不良

状況把握不足

誤 判 断 技術調査不足 現行業務フロー
不安全行動 調査不足

注意不足 業務検討
精度不良

疲労・体調不良
不 注 意 調査・検討不足

調査検討不足
建設失敗原因

構成員不足引き継ぎ不良 マンダラ図
プロジェクト

コミュニケーション経験不足 運営不良無 知
管理不足

能力不足
品質管理不足

知識不足 運営の硬直化

未知（想定外）

安全不足 コスト管理不足価値観不良 環境変化への

構成管理不足
異常現象発生 対応不良

工程管理不足
未知の事象発生 受注駆け引き

進捗管理不足標準化不足
成果至上主義

安全管理不足変更管理不足
ソフト・ハードの間違った

課題管理不足 リスク管理不足
顧客志向 教育不足 環境変化

経済環境変化常識・思考の
違い

組織 プロジェクトセキュリティ ノウハウ 法令変化・改正
蓄積不足意識不足

株式会社 長瀬土建



統合マネジメントシステムの留意点等
システム統合とは経営管理の原点である。

事業の発展性、製品品質、環境影響、安全、衛生対策

リスクマネジメント

・ＩＳＯ９００１ 品質ベースの規格で対応（現在）

・文書化の簡素化と類似書類等の手間の削除

・審査費用の削減（審査工数の減）

・トータル的なマネジメントシステムによる社員の

理解、内業の減少（自分達のやれるシステムつくり）

本来業務の目標、目的へのプロセスの明確化

・リスクマネジメントとしてとらえ、未然防止に繋げる

・社内コミュニケーションとしての重要なツール



人材の教育方法と育て方
・毎年３月の年度末に各部門において全ての社員の力量を

評価し、来年に向けての教育訓練の内容や資格の取得を決定

達成度の報告は四半期毎

・教育や研修、講演会、試験等受けた際にはその内容を文書で

社長に報告し有効性の評価を確認

・｢決めて、教えて、守らせる｣を徹底

・賞賛文化「褒める」「励ます」事の大切さ

「Ｙｏｕ ｃａｎ ｄｏ ｉｔ」の意味とは

あなたならできる あなたならすぐに直せる

信頼している お前を見込んで任せる

「今後は注意するように」「わかったな」の締め言葉では

心が伝わらない。 響かない。残らない。



個人の継続的教育
・会社ルールとして１年間に２０時間以上の自ら必要とする資格等の

ＣＰＤの取得が義務づけ。

・年間の教育・訓練の年度計画を元に各自取得する。

・研修、講習、試験、講演会等の情報を会社が提供し、その力量に応

じた教育を受講させる。その際の費用は会社が全額負担。

・国、県、市の入札制度の中の総合評価においてもＣＰＤ取得の加点

要素が大きい。

・上司、講師が理解度を判定し、教育後は実際に運転や操作を行い、

周りの関係者や本人が理解度を確認する。

・講習会・自習で習得した内容を周りの人に、仕事の説明、教育な

どが出来る。又は操作、保守・管理が出来る。
・リスクの特定、是正・予防処置の対応が出来る

力量の確認の方法



内部監査員の教育の例

・監査チェックリストの作成教育

・不適合指摘のケーススタディ

・監査報告のレビュー検討会

内部監査員が全員集まって検討会を実施

重要 トップの対応

・内部監査の経費はケチらない

・忙しくても業務の合間を割いて監査の時間、教育の時間を提供する

内部監査の問題発見・提起の例

・記録の付け方に無駄はないか
・文書で決めてあることが多すぎないか
・帳票を作る意味があるか
・不適合が見過ごされていないか
・使われていない文書、帳票はないか
・判断基準が不明確あるいは人に任されてい
ることはないか

・人が育つような仕組みがあるか
・目標が本来の業務に役立っているか



マネージメント・レビューの
重要性とこだわり

統合システムであるが品質・環境・労働安全
衛生それぞれに個別で実施。

（毎月の定例会議で報告され、四半期毎に確
認できるシステム）

マネージメントシステムが進化しているかど
うか判断できる。

トップとしてそれぞれに重要な課題、問題が
あり経営に繋がる。またはその結果、プロセ
スの妥当性が判断できる。会社の経営に直結
し、必要な手が打てる。



環境社会貢献活動環境社会貢献活動





環境美化ボランティア活動の継続と森林保護活動への積極的協力

平成２６年度環境美化ボランティア活動・森林保護活動 実施一覧

4月26日 国道４１号宮峠植栽帯清掃活動
5月30日 国有林ゴミゼロ運動 名古屋林業土木協会久々野高山支部）
6月16日 川上岳登山道整備活動(名古屋林業土木協会久々野高山支部）
6月21日 県道沿い草刈り作業（高山建設業協会）
7月18日 胡桃島国有林草刈り活動(名古屋林業土木協会久々野高山支部）
7月19日 県道久々野朝日線 久須母橋付近の草刈り清掃
8月 7日 外来種駆除作業、R158道路清掃活動への参加（たかやま林建）
8月29日 国道４１号 道路清掃への参加（高山建設業協会）
11月1日 久須母橋付近の草刈り清掃・冷谷林道整備、側溝土砂除け

環境美化ボランティア活動の継続については例年通り、
清掃や、県道の草刈りなどを行った。森林保護活動につ
いては、国有林内の清掃活動、草刈り作業、登山道の林
道補修を行うなどの活動をしました。また関連団体で企
画される道路清掃活動などにも積極的に参加協力をしま
した。合わせると活動は年１５回の活動をしています。



社会貢献活動

2011/2/16

国道41号 ボランティアサポートプログラム ゴミゼロ｢５３０｣運動 林野庁

フォレストサポーターズ 遊歩道整備 ギフロードプレイヤー ボランティア





｢｢ＥＭＳ活動実績ＥＭＳ活動実績｣｣

再生資源利用の取組み再生資源利用の取組み



主要資材の再生資源利用率

単位　％

アスファルト混合物 路　盤　材

平成20年 54.3 49.3
平成21年 62.4 55.2
平成22年 67.4 85.3
平成23年 73.8 87.4
平成24年 89.7 96.8
平成25年 97.8 99.5
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廃棄物の削減については、それぞれの現場で極力廃棄物を削減す
るよう努めて、現場で発生したアスコン塊・コンクリート殻・木
屑などの廃棄物は有効利用できるよう、適切な再生処理施設へ搬
出した。
また再生砕石、再生アスファルト合材などの再生資材を極力使用
することで、廃棄物削減に寄与している。
なお、当社では、再生資材の使用については、目標値２品目以上
としている。

土工事、舗装工事、道路工事、森林整備工事、治山工事、河川
工事、また新設工事か維持工事などの工事内容によって、廃棄物
の構成、廃棄物量が異なるので、廃棄物の削減について全体的に
評価することは困難であるため、工事内容により層別し、工事金
額に占める廃棄物処理費用の割合を比較した。

最近の状況は、過去にインフラ整備が進み、新設工事は減少し、
維持工事が増加し既設構造物を取り壊す機会が増えることにより
建設廃棄物は増加する傾向となっている。そのような状況の中、
廃棄物処理費は減少している。





建設業者だからできる林業参入
・簡単に仕事確保の為林業参入すると言う安易な考えはムリがある。

中長期的な時間を掛けて建設業だからできるコスト管理、そしてすべて

を補助金に頼らないように効率的で、安全性・採算性・生産性の高い林業

に転換する事をできるマネジメントシステムの運用が必要。

・雇用創出の重要性と人材の育成が急務

｢人材育成｣から｢人財育成｣への転換

（復業化で育成・雇用を維持または確保する必要がある）
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地域で努力する建設業がその地域社会を守り盛り上げ、地域の安心、
安全のために必要な公共事業（道や森林など）も担う責任がある。

倒木被害 大雪で各地で電線を切断 停電が５日以上続きインフラ（ＪＲ、国道、県道等）がマヒ 26.12.18
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ＥＮＤ
ご静聴ありがとうございました

http://www.nagase-const.com/


