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営業予算管理チーム 積算チーム 購買チーム 設計チーム

品質マニュアル 年度基本方針

品質方針 4 組織の状況 QMS体系図 品質目標管理シート

年間計画 5 リーダーシップ 文書・記録管理基準 品質目標設定・評価確認シ－ト

経営資源 7.5.2 作成及び更新 教育管理基準 合同会議議事録

7.5.3 文章化した情報の管理 内部監査管理基準 年度　教育訓練計画報告書
9.3 マネジメントレビュー 不適合製品管理基準 年度内部監査年間計画表兼内部監査員メンバー表

是正措置・予防措置管理基準 内部監査実施計画書兼内部監査任命書

朝礼議事録

顧客営業訪問 8.2.1 顧客とのコミュニケーション 技術検討会議議事録

積算図面検討 工事概要 顧客要求事項 9.1.2 顧客満足 業務会議議事録
積算図面受取 質疑応答 その他情報・打合せ　等 9.2 内部監査 受講報告書

現場資格一覧表
原価表・積算受理 業者参考見積依頼 教育・訓練報告書

積算図面拾い出し 個人別教育・訓練記録
積算数量集計 資格経歴一覧
データー入力 インフラストラクチャーリスト

質疑応答書
原価表、・積算完了 顧客情報シート･受注検討会議議事録

参考予算書
機器･工事チェック 実行予算書

見積書確認 見積書作成 機器・工事チェック表
契約見積書

参考予算書作成 原価表・業者参考見積 業務週報

見積書提出 是正確認
監査スケジュール表

値合・打合せ 参考予算検討 内部監査チェックリスト
モデルルーム仕様確認 内部監査報告書

契約の締結･打合せ 8.7 不適合なアウトプットの管理 購買管理規定 不適合／是正処置報告書
労務・機器 不適合・苦情処理報告書

参考予算書の修正 発注業者選定 作業週報
外　注　先 予防処置報告書

契約書類の 下請業務内容
作成・提出 の確認 10.2 不適合及び是正処置

6.1 リスク及び機会への取組み

安全書類一式

実積の集計・報告 積算時質疑応答書 参考予算 施工方法、管理方法 基本計画図 品質システム 9.3 マネジメントレビュ－ 施工計画書
情報交換等 積算機器・工事ﾁｪｯｸ表 参考工事見積書（発注） の確認、情報交換 への適合性の 施工関連チェックシート
顧客最終契約時VE項目 協力会社一覧表 確認･検討･指示 メンテナンス受付・報告書
工事見積書（受注） 巡回サービス修繕シート
経費管理等の管理

基本計画図入手 設計計画書作成 8 機械設備工事の運用 施工管理基準 設計計画書
実行予算書作成 全体工程表入手 諸官庁管理書類入手 8.1 運用の計画及び管理 施工計画書作成要領 設計図

質疑応答作成・打合せ 設備関連打ち合わせ 設計管理基準 計算書
注文書発行 労務・機器業者発注 労務・機器発注業者打合せ 現地調査 設計計画書作成要領 設計関連チェックシート

施工計画書作成・提出 設計図作成 指示書
安全書類作成・提出 諸官庁事前協議
他業種間調整・打合せ 設計図検証・変更 8.3 機械設備工事の設計・開発

設計図面受取 外　注　先 8.4.3 外部提供者に対する情報 数量表
下請業務内容 8.5 機械設備工事の提供 社内着工指示伺い書

の契約 発注表
各種数量表作成 協力会社評価表

資材手配 業者採用伺い書（新規.継続）
ユニット加工 ユニット加工発注 7.1.5 監視及び測定のための資源 協力業者一覧表

7.2 力量 注文書控え及び請け書
諸官庁申請手続 安全管理 7.3 認識 労務工事発注内訳書

請求書・伝 施工管理 機器・材料発注 7.5.3 文章化した情報の管理
票等の確認 品質管理 8.4.3 外部提供者に対する情報
支払い業務 中間検査 設計図妥当性確認 8.5.1 機械設備工事の管理

竣工検査

顧客・諸官庁検査

8.5.3 顧客又は外部提供者の所有物 着工準備会議議事録
竣工図作成・提出 8.5.4 機械設備工事の保存 作業週報

契約金の 完成図書提出 8.6 機械設備工事のリリース 完成図書一式
請求･受領 9.1 監視、測定、分析及び評価
及び支払い 工事完了報告書 完成図書作成要領 計測機器一覧表

校正記録・トレサビリティ体系図
施工区分の確認

契約内容の変更確認 施工者区分の確認

変更契約・金額の確認 施工品質の確認

顧客 不具合 外　注　先 6.1 リスク及び機会への取組み
工事発注者 定期点検・対応 不具合対応 8.7 不適合なアウトプットの管理

10.3 継続的改善
原因調査・統計分析 10.2 不適合及び是正処置 打合せ議事録

質疑応答書
是正・予防・改善処置 文書管理リスト

顧客 メンテナンス受付･報告書内容 教育訓練 顧客満足度聞取調査表

工事発注者 不適合･苦情処理報告書内容 内部監査報告書 不適合・苦情処理報告書

9.1.3 分析及び評価
外　注　先

7.5.3 文章化した情報の管理

　　 8.4.3 外部提供者に対する情報

5 リーダーシップ

9.3 マネジメントレビュー
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8.5.2
機械設備工事の識別及び
トレーサビリティ

文　書　管　理　･　品　質　記　録　管　理

業者への指導･改善予防改善処置（品質の改善・資源の改善・コストの改善・業者の評価）

各業者の抽出
及び、決定

技術検討会議・研修会

発見された不適合の
原因の解析

発見された不適合
の原因の解析
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是正処置の実施及び
予防対策の検討指示
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着工準備会議

マネジメントレビューによる品質目標に対する評価・見直し

内
部
監
査

現場監理チーム（メンテナンスチーム）
管理責任者

社員教育･内部監査
員教育･技術検定･技
術的教育･安全教育
等の企画奨励、実施
等

ステージ

　　データ分析

顧客満足度聞取調査 品質目標達成状況 協力会社評価表結果 各種検査結果

工事発注者

顧　客 社　長

機械設備工事に関する
要求事項の明確化

機械設備工事に関する
要求事項のレビュー

外部から提供されるプロセス、
機械設備工事の管理

山 本 設 備 機 工 株 式 会 社 QMS 体 系 図

規格との整合性の
確認･検討･指示

是正処置の実施及び
予防対策の検討指示

受注検討会議

合同会議(マネジメントレビュー）
計画にそって各部門ごとに目標設定を行う。

教育・訓練の計画と実施

年
度
初
期

営業企画部
各種管理基準・規定・要領及び品質記録書類外　注　先 各部門対応規格－品質管理責任者

機械設備部

（付図　2）


