
労働安全衛生

労働安全衛生
マネジメントシステム

労働災害・事故撲滅に向けた
取り組み

労働安全衛生マネジメントシステム

安全大会の実施

問題発生時のホールディングスへの報告体制

リスク評価

コムシスグループは、情報通信エンジニアリング業
界のトップブランドとして、労働安全衛生マネジメン
トシステムに準拠し、法令ならびに社内規程を守り、
全社員の協力の下、労働災害の防止、社員の健康増進
および快適な職場環境を整備し、継続的に安全衛生の
確保に努めています。また、各社では、COHSMS※1、
OHSAS18001※2の認証取得※3や、安全憲章や安全方
針の策定に加えて、毎年、「事故撲滅」を最重要経営課
題として掲げ、現場の工事などを担当する協力会社とと
もに、グループ全社を挙げて事故および労働災害の防止
に取り組んでいます。

コムシスグループでは、「安全はすべてに優先する経
営の課題事項であり、経営の要」という意識の下、各社
で安全大会を開催しています。
当社グループの社員に加えて、重要なビジネスパート
ナーである協力会社の皆さまも参加し、各事業部代表に
よる安全決意表明を行うほか、安全品質向上に向けた改

コムシスグループで、労働安全上の問題が発生した場
合、各社から即時にホールディングスへ報告を行う体制
を整備しており、それらの問題についてグループ間で横
串を通した管理を可能にしています。

コムシスグループにおいては、社員の安全衛生に係る
リスクを定期的に洗い出し、評価しています。安全衛生
委員会を月1回実施するほか、労働安全衛生マネジメン
トシステムの規程に従い、現場代理人が工事ごとに作業
計画書を作成する過程で、工程ごとに予想される事故や
リスクを事前に洗い出し防止措置を図るなど、リスクア
セスメントを行っています。

※1 COHSMS（Construct ion Occupat ional Health and Safety 
Management System）：厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシス
テムに関する指針」に基づき、建設業労働災害防止協会が業界の実情を踏ま
えて作成したPDCAサイクルを通して、自発的に安全衛生水準の継続的向
上を図るための建設業向け労働衛生マネジメントシステム。

※2 OHSAS18001（Occupational Health and Safety Assessment 
Series）：PDCAサイクルによって組織が労働者および関係者の労働安全と
衛生に関するリスクを最小限にし、労働災害を予防していくための労働安全
衛生マネジメントシステムの国際規格。第三者認証機関による認証取得を受
けることができます。

※3 日本コムシスでは、COHSMS、サンコム・TOSYSでは、OHSAS18001の
認証を取得。サンコムの認証範囲は、社会システム事業本部営業本部／社会
システム事業本部／コンストラクション本部／安全品質管理本部／各支店
です。

安心・安全の追求
「安心・安全な労働環境・業務体制」が守られなければ、安定した事業活動は維持できません。
コムシスグループでは、社員はもとより、協力会社を含めた現場作業員が労働安全衛生や
交通安全への意識を高められるよう、研修や教育を実施し、「現場の視点」を尊重しながら
労働安全衛生の確保に取り組んでいます。
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安全品質の向上に向けた活動

安全巡視などの実施事故の撲滅および安全品質の確保を目的に、各社で
は委員会などを設けています。
日本コムシスは、安全品質対策会議および安全衛生

協議会をそれぞれ月1回実施しています。安全衛生協
議会には協力会社も参加し、事故の事例を共有するな
ど、安全意識の醸成に努めています。また、社内イン
トラネット上にバーチャル研修施設「安全創造館」を
開設しています。安全対策研修や発生事故に対する研
修などのコンテンツを提供し、場所・時間を選ばず社
員が学べる環境を整備しています。
サンコムでは、「安全・品質の確保は最大の営業力で

あり、これを継続することがお客様からの信頼となる」
を合い言葉に経営幹部もメンバーに加えた安全品質向
上抜本改善委員会を開催し、プロジェクトの着手前に
想定される事故・トラブルの予防や事故防止対策を“安
全の先取り”として議論しています。また季節特有の事
故防止策などを検証し、現場の安全および品質の向上
に努めています。
TOSYSでは、年２回安全品質強化委員会を開催して

います。長野・山梨、新潟の地域を対象に実施し、パー
トナー会社・協力会社・TOSYSグループなどの代表者
など、総勢約200名が集う中で、安全品質に関する重
点取り組みについて説明と発表を行い、人身・設備事
故撲滅に向けた意識合わせを図っています。
つうけんでは、2017年度より、中期計画（3カ年

単位）を意識し、毎月の安全品質対策会議および不定
期（施策の都度）の中期計画の推進会議により、新た
な施策の提案、現行施策の進ちょく管理の共有化な

人身・設備事故
撲滅に向けて、コ
ムシスグループ全
体で各種取り組み
を展開していま
す。特に高所作業
車の使用方法や作
業内容について事
故防止に向けた具
体的な取り組みを確認することで、作業を行う社員一人
ひとりの安全に対する意識の向上を図っています。
また、社長をはじめとする役員による現場との対話を
重視した安全パトロールを定期的に実施しており、安全
意識の徹底に努めています。

安全大会の様子
（日本コムシス）

安全大会の様子
（サンコム）

善の取り組み発表、人身事故防止に向けた危険体感デ
モ、自然災害や人身事故における被災者のドキュメンタ
リービデオの視聴などを通じ、労働安全への意識を高め
ています。
日本コムシスでは、事業部ごとに開催する安全大会の

様子を、遠隔の支店やTS（テクノステーション）などに、
同時映像配信し、なるべく多くの社員が参加できるよう
にしています。
また、情報通信エンジニアリングの業界団体である一

般社団法人情報通信エンジニアリング協会（ITEA）が主
催する安全大会にも継続して参加し、業界全体における
安全意識の向上、改善施策の水平展開に努めています。
今後もコムシスグループ一丸となり、事故撲滅に向け

て安全品質の仕組みづくりを行っていきます。

一斉メールシステムの導入

コムシスグループ各社では、全国の事故情報と自社の
事故情報などの収集に努め、それらを社員・現場施工班
へリアルタイムに発信し、情報共有を行っています。こ
れにより、安全作業の意識向上・動機付けを行い、さら
なる指導強化を図っています。

安全巡視の様子（サンコム）

コムシスグループ

コムシスグループ

コムシスグループ

ど、よりよい安全品質の向上を図っていくことを目
標としています。

　
活
動
報
告
　
安
心
・
安
全
の
追
求

  32



安全研修の実施

班長セミナー開催

コムシスグループ各社では、事故防止の徹底を目的と
して定期的に安全研修を実施しており、協力会社も参加
しています。第一線の現場で作業をするにあたり、危険
予知など事故の未然防止に効果的なテーマを選定し、効
果が期待できる体験型の研修や地域特性に応じた研修な
どを実施しています。作業員全員が「絶対に事故を起こ
さない」という強い意識を持って、安全施工を完遂すべ
く、努めています。

日本コムシスで
は、自社基準で認
定した班長に対
し、リスクアセス
メント、安全施工
サイクルなどにつ
いての研修を行
い、現場第一線の
監督者として、指示処分、改善勧告を阻止するために、
人身・設備・交通事故を絶対に起こさない、という意識
の醸成および現場指導力の向上を図っています。

安全衛生教育の実施 日本コムシス

高所作業
ブラッシュアップ研修
（日本コムシス）

ぶら下がり体験
トレーニング
（サンコム）

高所作業研修
（TOSYS）

班長セミナーの様子

電設系体感教育施設を利用した研修

サンコムでは、2016年3月、西関東TS（テクノステー
ション）事務所敷地内の設備に実際に触ってみることが
できる体感教育施設を設立しました。屋外キュービクル
や電灯・動力盤・警報盤・弱電盤・自動火災報設備の
受信機などを設置し、躯体工事（コンクリートの床、壁
の中の工事）や内装工事で必要な電気設備工事環境を再
現した施設です。「触って、動かして」を体感すること
により、実践に限りなく近い技術研修ができるようにな
りました。この施設は協力会社およびコムシスグループ
の誰でも利用できるようになっています。2018年のグ
ループ新入社員研修では、2日にわたり計80名が利用
しました。

TOPICS

家族からの手紙

サンコムで
は、社員のご
家族に「いつ
もありがとう」
「無事に仕事から
帰って」といっ
た思いや愛情が
込められた手紙を
書いていただき、
作業者本人が「どんなに家
族から愛されているか」を自覚することで、「無事に
作業を終え帰宅しなければならない」と心に刻んでも
らう活動をしています。

サンコム

コムシスグループ

コムシスグループ

家族からの手紙
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安心運転ステッカー
（日本コムシス）

安心・安全を促す
ステッカー
（つうけん）

交通安全への取り組み

コムシスグループは業務の特質上、多くの自動車を利
用しており、交通事故を未然に防ぐためにさまざまな取
り組みを行っています。
各社では、年に数回、最寄りの警察署や安全運転協会

などから講師をお招きし、講話・DVDを用いた安全講
習などを開催しています。道路の凍結による事故が発生
しやすい地域では、スリップに備えた実地訓練や事故防
止の強化月間を設定するなど、地域特性を踏まえた効果
的な取り組みを行っています。
安全運転講習会以外にも、危険運転回避などを目的と

したドライブレコーダーの導入、優良ドライバー表彰、
安全ステッカーの導入なども行い、安全運転意識の向上
に努めています。これらの取り組みにより、年間を通じ
ての交通事故発生が大きく減少しました。
サンコムでは、家族から「交通安全防止」をテーマと

した絵を募り、安全への願いを込めて描かれた絵をポス
ターにしています。この取り組みは、交通安全意識の高
揚と交通事故防止に成果を上げています。

交通安全への取り組み

コムシスグループ

コムシスグループの労働災害発生度数率※は、労働災
害防止に向けた取り組みの成果により、建設業界の平均
を下回る数値を維持しています。

2016 　　 　 　         2017

2.00

1.00

1.50

0.50

（%）

0

建設業  全産業  
コムシスグループ  ●

1.63 1.63

0.75 0.75

0.230.23

（年度）

（集計精度向上のため、過年度数値を遡及して修正）

※度 数 率 ：100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で災害発生の
頻度を表す。

   算出方法：（労働災害による死傷者数／延実労働時間数）×1,000,000

労働災害発生度数率の推移

労働災害防止

■ 労働災害発生度数率の推移

コムシスグループ

社長賞を受賞した
交通安全ポスター
（サンコム）
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