
ICTを活用した土工工事
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優れた技術と良い仕事を提供するために、具体的な目標、手段、基準を定め達成するための活動
を計画し展開する。

（１）

当社従業員及び協力会社、構成員、関係する要員に対して方針を周知する。

次の目的および目標を定め、より高い水準を目指し、適宜見直しを行なう。

品  質

環  境

地域社会への社会貢献活動を継続して推進、協力する。

工事での災害の絶無を目指し業務に関わるすべての人または、職場における危険または有害要因
を特定し、評価しその除去又は低減に努め｢リスクゼロ活動｣を推進する。

健やかに安全でメンタルヘルス対策にも快適な、はつらつ職場づくりに努める。

労働安全衛生
安全衛生の重要性をコミュニケーションを通じて周知する事で共有し、高揚を図る。

使用資材の有効活用に努め、廃棄物の発生減、適正処理、資源のリサイクル・リユースを徹底す
地球温暖化防止の取り組みの推進と公害防止や汚染の予防に努める。

(1)方針を実現するために、具体的な目標を定め、各部門はこれを達成するための活動を計画し展開する。
(2)事業に関連した義務事項(規則、法令、仕様書その他の要求事項を順守
(3)関係者とトラブルのない迅速で誠実な対応。
(4)地域社会に密着し、信頼関係を築き上げることでお互いの発展と社会への貢献を目指す。
(5)マネージメントシステムの有効性の継続的改善を達成する。
(6)経営理念の基本の工程、工期、工費を管理徹底する。
(7)方針は要請があれば担当部門を通じて公開する。

　平成14年5月に社長に就任してから地球規模での異常気象の地震、噴火、各種災害などの自然環境や
鳥インフルエンザなどの被害、そして不安定な経済情勢、デフレ経済が続き、国の施策全体も混迷し建
設投資削減、市場の縮小、受注競争の激化など厳しい経営環境下にいます。
又、会社の安全管理、技術力、品質などの評価が進み、積算技術、総合評価としての提案のウエイトも
高くなり、より企業の努力、あり方が左右されるような時代となっております。
　また新しい分野への新出も今まで以上に進めたいと思います。

経営基盤の強化と改善の取り組み、クレームゼロ、技術力の向上、創意工夫により顧客の信頼に
応え、感謝されるように全力取り組む。

持続可能な資源、気候変動、生物多様性に対応した事業経営を図る。
地球環境と地域社会との調和を目指しグリーンインフラ、社会貢献活動を推進する。
環境保全に配慮した工夫、施工、技術、資材の採用に努める。
エネルギー効率に優れた機械・工法を採用し省エネルギーに努める。

当社の業務活動すべてにおいて、様々な側面から検証し適切なマネジメントシステムを構築するとともに、その有効
性の継続的改善を図る。本方針は当社における妥当性、適切性を維持するため定期的に見直す。

基　本　方　針

　昭和34年長瀬土建設立以来、砂利採取事業、一般土木施工管理、砕石事業、舗装事業、森林開発事業
など、広範囲な事業に着手して参りました。
　花の建設業と言われるように、皆様のニーズに応えて、地域を形に造り替え、新しい集落が出来てい
く喜びは事業に携わる者のみが味わう醍醐味でもあります。
高品質な出来形、無事故作業に努め、地域社会の発展のために社員一丸となって、鋭意努力を重ねて参
りたいと存じます。

方　針　の　展　開

統合マネジメントシステムに関わる法規制及びその他要求事項、顧客が求める基準を遵守するとともにパフォーマン
スレベルの向上に努める。

マネジメントシステムでのリスク管理体制を確立する。

本方針の実行に当たっては適切な経営資源を投入し、効果的な改善を継続的に実施し、開示を社外から要求された際
には、配布もしくは公開する。

業務に関わるすべての人に対し、統合マネジメントシステムの重要性を良好なコミュニケーション（教育、訓練、啓
蒙、育成）の基に認識させ意識の向上を図る。

基　本　理　念

株式会社長瀬土建は、地域密着の建設事業として地域社会との連携を図り、経営理念の基本の工程、工期、工費を管理徹
底する。又、社会的責任と公共性を常に自覚し、飛騨の豊かな地域社会地球環境が将来にわたって維持されるよう、全社
員が一体となって品質の顧客満足、環境の保全、労働安全衛生の「リスクゼロ」活動に取り組む。又、関係する全ての要
員の安全を優先し、良好なコミュニケーション、継続的改善を常に心がけ、インフラの町医者としての自覚を持って社会
貢献を確実に果たす。

代表取締役　長　瀬　雅　彦

取締役会長　長　瀬　利　治

社　　長　　方　　針



　株式会社　長瀬土建

　昭和３４年１０月１日

　２，０００万円

　８～１０億円

　岐阜県知事

　　土木工事業 　建築工事業

　　とび・土工工事業 　鋼構造物工事業

　　ほ装工事業 　塗装工事業

　　造園工事業 　水道施設工事業

　　管工事業

　１級土木施工管理技士　　　　　　　１１名

　２級土木施工管理技士 　８名

　１級建設機械施工管理技士　　　　　　　　２名

　２級建設機械施工管理技士　　　　　　　　２名

　１級舗装施工管理技士 　２名

　測量士 　４名

　測量士補 　４名

　林業技士（森林土木部門） 　６名

技術者数

設　　立

資 本 金

解体工事業

完 工 髙

会　　社　　概　　要

会　社　位　置　図

建設業許可

商　　号

住　　所
　〒509-3205
     高山市久々野町久々野１５５９番地

代 表 者
　取締役会長　　長瀬　利治
　代表取締役　　長瀬　雅彦



昭和34年 9月 長瀬土建　創業

昭和34年10月

昭和43年10月

昭和48年 4月 組織変更により株式会社 長瀬土建設立　知事登録　1932号　許可取得

昭和49年12月

昭和50年 7月

平成12年 6月

平成14年 3月

平成15年 6月

平成29年 12
月

平成31年 11
月

昭和57年 2月
治山林道工事コンクール　入賞
　日和川鎌ヶ峰治山工事

名古屋営林局長

平成 9年 2月
治山林道工事コンクール　入賞
　鎌ヶ峰復旧治山工事

名古屋営林支局長

平成12年 2月
治山林道工事コンクール　入賞
　鎌ヶ峰復旧治山工事

岐阜労働基準局長

平成13年 2月
治山林道工事コンクール　優良表彰
　鎌ヶ峰復旧治山工事

中部森林管理局長

平成17年 2月
治山林道工事コンクール　林野庁長官表彰
  阿多野郷（黒谷）復旧治山工事

林野庁長官

平成19年 2月
治山林道工事コンクール　林野庁長官表彰
　鎌ケ峰（本谷）施設災害復旧治山工事

林野庁長官

平成27年 2月
治山林道工事コンクール　林野庁長官表彰
　阿多野郷（黒谷２）復旧治山工事

林野庁長官

平成28年 3月
治山林道コンクール　中部森林管理局長賞受
賞　　　　　　　　　　　　　　　　宮（大
ヌクヰ谷）復旧治山工事

中部森林管理局長

平成14年10月 労働安全無災害記録　金賞 (6774日) 中央労働災害防止協会

平成14年 7月 交通安全功労感謝状 岐阜県公安委員長

平成14年 7月
創意工夫表彰
     中部縦貫彦谷2号橋下部工工事

国土交通省中部地方整備局長

平成15年 9月 無災害記録証(第三種) 厚生労働省 労働基準局長

平成16年 7月 厚生労働大臣奨励賞受賞 労働安全衛生の推進 厚生労働大臣

平成16年 7月 雇用改善優良事業所認定 社団法人岐阜県建設業協会

平成19年 6月 安全優良協力会社表彰 前田建設工業(株)中部支社

平成19年 6月 労働安全表彰 アイサワ工業(株)名古屋支店

平成19年 7月 専門工事表彰　中部縦貫牧ケ洞地区舗装工事 高山国道事務所

平成20年 9月 優良工事表彰　県営広域営農団地30号道路工事岐阜県農政部長

平成21年 3月 平成21年度森林活動部門表彰 飛騨森林管理署

平成23年 3月 平成22年度地域連携活動部門表彰 飛騨森林管理署

平成25年 8月 永年道路美化活動道路愛護運動感謝状 高山国道事務所長

平成25年11月
平成25年度高山市景観ﾃﾞｻﾞｲﾝ　緑のある修景の部
　　公共河川総合開発事業折敷地15号線舗装工事

高山市長

平成26年 3月 平成25年度防災協力活動部門　感謝状 中部森林管理局長

平成27年 3月 第１回JABｱﾜｰﾄﾞ　環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ部門受賞 日本適合性認定協会

平成27年 3月 平成26年度防災協力活動部門　感謝状 中部森林管理局長

平成28年 2月 平成27年度防災協力活動部門　感謝状 中部森林管理局長

平成28年 7月
優良工事表彰
　平成26年度中部縦貫新張地区高架橋下部工
事

高山国道事務所長

平成29年 3月 平成28年度防災協力活動部門　感謝状 中部森林管理局長

平成30年 3月 平成29年度防災協力活動部門　局長感謝状 中部森林管理局長

平成31年 2月
中部森林管理局長賞　受賞
宮（大ヌクヰ谷）復旧治山工事

中部森林管理局長

ぎふ建設人材教育リーディング企業認定（認定ランク　シルバー）

ISO 14001       環境マネジメントシステム認証取得

ぎふ建設人材教育リーディング企業認定（認定ランク　ゴールド）

森林開発許可　飛林指令第６９～２号

長瀬土建　設立　岐阜県知事登録　（へ）第66号の許可取得

砂利採取業認可登録　第151号

アスコン舗装事業を計画　ほ装工事業認可取得

ISO 9002　      品質マネジメントシステム認証取得

BSI-OHSAS 18001 労働安全衛生マネジメメントシステム認証取得

沿 革

コンクール入賞工

表 彰・感謝状



ISO9001　認証取得　/ 登録番号　JMAQA-678 組織図
ISO14001　認証取得 / 登録番号　JMAQA-E293 取締役会
BS-OHSAS 18001　認証取得 / 登録番号　JMAQA-H0005

代表取締役

総務部 工事部

全力投球できる職場と仕事

見つけ創り出す工夫と作業

友情と尊敬に満ちた信頼感

綿密な計画と準備

自信のある確実な作業進行

慎みのあるムダの排除

工　期
工　費

当社は、平成12年6月に、ISO9002品質マネジメントシステム、
        平成14年3月に、ISO14001環境マネジメントシステム
        平成15年6月に、BSI-OHSAS 18001労働安全衛生マネジメントシステ
ムの認証を取得し、"品質"　"環境"　"労働"　の3本立てから、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。

「 快 適 職 場 推 進 事 業 場 」

誠　意
努　力
信　用

工　程

リンクされたイメージを表示できません。ファイルが移動または削除されたか、名前が変更された可能性があります。リンクに正しいファイル名と場所が指定されていることを確認してください。





環境の取り組み

森林ボランティア（冷谷林道の落石除去）

フォレストサポーターズ（宮の大イチイへの遊歩道修繕）

フォレストサポーターズ（胡桃島国有林の下草刈り）

当社は、統合マネジメントシステムの運用及び品質の顧客満足・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、地域の社会に貢
献しています。

取　　組　　活　　動

ボランティアサポートプログラム（国道４１号沿線の清掃）

ぎふ・ロードプレーヤー（県道久々野朝日線の草刈り・清掃）



労働安全衛生の取り組み

緊急時の対応訓練

救急救命訓練 交通安全衛生大会

健康診断・健康相談

品質の取り組み

社内安全パトロールの実施

初期消火訓練
（消火器を用いて初期消火訓練）

月1回のパトロールを実施し、確かな品質、
安全を確保します

交通安全、労働安全衛生について外部講師を招き研修、
自社工事における安全の取り組みなどの発表
社内優良工事、交通安全・労働安全優秀者等の表彰を
行います。

心臓マッサージ・人工呼吸・ＡＥＤによる蘇生法の
実地訓練と止血法、異物除去法等の講習を行います。
　　　　　　　　　（高山消防署大野分署にて）

健康づくり講師のもと
職場のストレス対処方法を指導してもらいました。

土砂の流出訓練
土のうの作成と積み込み

油の流出訓練
（土のうと吸油材を使用）



平成２６年８月大雨災害復旧作業

平成２６年８月　災害対策

除雪作業状況

災害又は重大事故の応急対策事業

「災害又は重大事故の応急対策に関する協定」による事業
この活動は、地震・風水害・雪害等の異常気象状況による災害、重大事故が発
生した場合、道路・河川・公共施設等の管理者が行う、応急的な対策事業に対
し、関連機関と当社の間で協定し、必要な人員・建設機械・資材の確保に協力
することで災害の拡大防止、早期復旧を図るものです。



平成31年竣工 平成30年竣工

41号石浦バイパス道路建設工事 西ウレ２復旧治山工事

平成30年竣工 平成30年竣工

中部縦貫中切東道路建設工事 ４１号久々野道路建設工事

山のみち宮・高山線開設工事

山頂コースウッドチップ舗装工事

宮（大ヌクヰ谷）復旧治山工事

平成29年竣工 平成29年竣工

最近の主な完成工事

高地トレーニングエリア整備事業（県単）

平成28年竣工平成28年竣工

大谷川災害復旧工事


