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安全・品質への挑戦
Challenge! Challenge!安全・品質への挑戦

1．はじめに
　西日本システム建設株式会社（以下、「SYSKEN」）
は、平成23年10月に宮崎での共架柱の建替工事におい
て「移設待ちの間での地絡・停電事故」を発生させまし
た。
　また、この事故が「防護があれば電力線に少し接触し
ても大丈夫だろう…」という意識から「絶対、電力線に
接触してはいけない」という安全に対する考えへと大き
く変わるきっかけにもなりました。
　それ以前に、平成22年８月と23年３月にも地絡・停
電事故を起こしており、３件連続した事故により、地域
住民の方や電力会社へ多大なご迷惑をお掛けし、NTT
様の信頼を失う事態になりました。
　そこで、平成23年10月に「非常事態宣言」を発出し、
二度と地絡・停電事故を起こさないために各種施策を現
場第一線まで浸透させてきた結果、現在まで同様な事故
は発生させていません。
　しかし、平成24年７月のサ総エリア変更に伴い、大

幅な組織見直しと新たな協力会社の参入により、これま
で取り組んできた各種施策展開の維持・拡大と、さらな
る現場第一線までの落とし込みの徹底が重要課題となっ
てきました。
　今回は、これまで取り組んできた「基本動作の徹底・
定着」に向けた各種施策および新たなSYSKENグルー
プが一体となって「無事故“０”」へ挑戦している取組
みについて紹介します。

２．安全への基本的スタンス（行動指針）
　SYSKENでは、「基本動作の第一線への落とし込み」
の基本的考え方として三現主義の徹底を掲げ、まずは
「現場に足を運び、現物を確認し、現実を見て、事実を
知り改善」をモットーとして、何事にもSYSKENグルー
プ全員で一体感をもって実行することを心がけて取り組
んでいます（図１）。

３．平成24年度設備事故防止計画
■基本方針
１．正しい手順を遵守し設備事故撲滅を推進しよう
２．常に危険を予知しリスクを低減する行動をしよう
３．�異常時は作業を中止し速やかな情報連絡を徹底しよう

重点施策
　＜�作業工程ごとの作業指示を復唱し、リスクを排除し
よう＞

●地絡事故防止
　＊�新設共架柱と電力設備との離隔確保
　＊�電力線への防護カバー等、装着状況の事前確認の実
施

　＊�共架柱撤去作業時、原則切断の実施
　＊�安全作業が確保できない場合の作業中止
●誤切断・誤接続防止

行 動 目 標

◎ S Y S K E Nの新たな価値の創造

何事にもSYSKENグループ全員で

一体感を持って実行！

◎基本に忠実かつ着実に一人称で業務遂行

◇脚下照顧の実行
（自分を良く見よ！ 基本を大切にせよ！）

◇三現主義の徹底
・「現場」に足を運び、場を確認
・「現物」を手に取り、物を確認
・「現実」をこの目で見て、事実を知り改善

危 険 を 先 き 取 る 心 の 目
リスク排除で設備事故の撲滅

図１　行動目標

西日本システム建設株式会社

基本動作の徹底・定着に向けた取組み
サ総エリア拡大を契機とした新たな「無事故“0”」への挑戦
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　＊�専用工具、適正工具の確実な使用
　＊�確実な線番確認と最終確認試験による誤接続防止
　＊�手順書による確実な作業の実施（相違時の一時中止
と再確認）

●埋設物損傷防止
　＊�調査、施工時の設備図面等と現場の照合
　＊�埋設物近傍は手掘り遵守による埋設物確認の実施
　＊�埋設物確認が難しい場合の管理者への確実な立会要請
●専用回線故障防止
　＊�切替対象回線と借用（断線）時間帯の事前確認の励行
　＊�回線借用時間の遵守と作業前後および作業中の確実
な連絡の実施

　＊�適正試験器による切替前後の回線試験の実施

4．新たな安全管理体制の確立
　平成24年６月までは、沖縄を除く九州７県に３支社
７アクセスセンタを配置していましたが、７月のサ総エ
リア変更により熊本・大分・宮崎の３県となり、アクセ
ス部門社員のほとんどが新たなエリアへ異動し、新たに
約30社の協力会社も加わりました。
　そこで旧エリアにおける継続工事の安全品質管理体制
も維持しつつ、新エリアへ安全専任者を増強し現場指導
体制の充実・強化を図っています（図２）。

５．これまでの取組み
⑴　�“施工状態（離隔状況）の視える化”�
「施工状態写真により不安全状態の解消」

　当社においては、過去に電力線と新設電柱の接触によ
る地絡事故を起こしてしまいました。
　このような事故を二度と繰り返すことがないように、
安全品質管理部・品質管理センタにおいて施工状況の出
来高検査を行う際、電力線との接触がないかを、現場か
ら送信させた共架柱建入後の新設柱と電力線の離隔状況
写真で確認し、現場第一線での事故のリスクヘッジと施
工品質を担保する取組みを行っています。
　運用定着に向けては、当日の作業予定表を基に、写真
送付状況を確認し、未提出施工班への写真送付の指示・
指導を行い、送付漏れの防止を図っています（図３）。
⑵　VKYにおける作業指示内容のデフォルト化�
　施工班に対して地絡事故防止を反映したVKY時のデ

フォルト項目【共架柱建替編】のパウチ版を作成・配布
し（図４）、具体的内容、役割分担を明確にし各作業員
へ指示、2WAYコミュニケーションにより相互確認を
行っています。
⑶　迅速な情報伝達とSYSKEN対策の指示�
　NTT様のEGナレッジシステムから発信される事故情
報を受信後、速やかにSYSKEN本社安全品質管理部よ
りSYSKEN各支店・事務所の幹部および関係者へ、ま
た協力会社責任者等へドコモ様のモバイル一斉連絡シス
テム「呼び出し君」を活用し、事故情報第一報の共有と
ともに注意喚起を行っています。

大分

宮崎

熊本

図２　現場指導体制の充実・強化

アクセス部門

良否判定結果通知

品質管理センタ
良否判定依頼

社内ネットワーク（専用線）

本社別館３Ｆ施工者

カメラ付き携帯電話
サーバ

図３　全数検査の運用概略
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【初版】

【改版】 【建柱編】

【撤去編】

【建替編】

（パウチ版 表）

（パウチ版）

（パウチ版裏）

 共架柱建替工事にお
いて電力線移架待ちに
より建柱と電柱撤去を
同時に実施することが
ほとんどないため、ボ
イスKY時のデフォル
ト項目
【共架柱建柱編】を
「建柱編」と「撤去
編」に見直しを行い、
現場の実態に合わせ改
版

 建替編を建柱編と撤
去編に分割し、全作業
員に対する指示事項を
追加
 新設柱が電力線に接
触していないか確認す
る
 異常を感じた場合は
作業を中止する

 建替編を建柱と撤去
編に分割し、撤去作業
に特化したデフォルト
項目を設定

【改版】

SYSKEN

図４　VKYにおける作業指示内容のデフォルト化 

　さらには具体的なSYSKEN対策を現場第一線まで落
としこむ「他山の石」作戦、各支店で毎月1回開催する
「安全品質会議」および「安全確認日」の場を通じて再
周知・再確認等を実施しています（図５）。
■Step�1：�「呼び出し君」での第一報の発信（約300名）
・�ドコモ様のモバイル一斉連絡システム「呼び出し君」
を活用した事故情報第1報の発信

・対象者：SYSKEN本社関係幹部、各支店長・管理者、
各協力会社責任者等
■Step�2：「他山の石」作戦の展開
・事故概要の周知とともに類似事故防止に向けた具体的
なSYSKEN対策を指示
・協力会社作業員は事故事例を自分に置き換えて、「私
ならこうする」を作成
■Step�3：事故内容の再周知とSYSKEN対策の再確認
・�各支店で協力会社責任者を交え、毎月１回実施する「安
全品質会議」および「安全確認日」で事故内容の再周
知とSYSKEN対策を再確認

⑷�　過去の事故を風化させない仕組みづくり�『忘れてい
ませんか？』

　当社におけるこれまでの事故を知り、事故の悲惨さや
与える影響など、安全の大切さを再認識する仕組みとし
て過去の事故発生日に『忘れていませんか？』シートを
発出し、再発防止策の再確認を行いながら事故防止に努
めています（図６）。

⑸　現場を賞賛する仕組みづくり�
　　－『安全ポイントカード』の導入－
■背景とねらい
　当社は従来から現場パトロール時の指導方法として、
４種のカード（ゴールド、ブルー、イエロー、レッド）
を活用し、主に現場の不備不適事項に注目した指導方法
を行っていましたが、安全に対する現場第一線作業者の
安全意識・やる気を起こす施策として新たに「安全ポイ
ントカード」方式を平成23年７月から導入しました。
　ねらいは、現場の具体的行動に焦点を当てその場で賞
賛することにより、安全行動を習慣化させることにあり
ます。
■概要
　協力会社（アクセス・ユーザ系）の全班長に「安全ポ
イントカード」を発行し、毎月の「決められたテーマ」
がきっちりと現場に浸透している施工班には、パトロー
ル点検者が「安全ポイントカード」にポイントを付与。
　またそれ以外でも自ら工夫・改善して取り組んだ場合
もポイントを付与し、ポイント数が貯まると副賞と表彰
を行う。
　毎月のテーマは、パトロール結果を踏まえ、多かった
指摘や全国的な多発事故に焦点を当て「月間重点テー
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発 生 場 所平成19年２月１日15:44頃

事故の概要

被 害 状 況

事故の原因

腰椎骨折入院治療３か月

◎管理CP建替工事において、既設柱から新設柱へのケーブル移架
　作業において、張線器を取り付け張線器を両手で締め上げる際、
　ハンドルから手が滑ってバランスを崩し、バケットから転落し負傷した。

別府市（西別府幹25号柱）発生年月日

◎バケット部のフック掛けに補助ロープのフックを掛けていなかった。
◎両足で踏ん張り、全体重をかける不安定な体勢で作業を行った。

“これだけは守る”再発防止対策

◎高所作業車の作業では、本ロープまたは補助ロープのフックをバケット部のフック掛けに必ずかける
◎現場が変われば、その都度、ボイスＫＹを行い、危険予知と適切な作業指示を行う

４年前の２月１日、SYSKENで重大事故が発生しました。
事故を風化させないよう再発防止の取り組みを再確認して実践してください。

忘れていませんか？！ 発行平成２３年１月３１日

ケーブル移架作業中、バケットから転落し重傷を負う事故発生！

《命綱の掟10か条》の習慣化は出来ていますか？

図６　『忘れていませんか？』シート（Ａ４判・タテ）

図５　事故情報の流れと現場までの落し込み

※

本社安全品質管理部

『呼び出し君』による
　　　　　　　第一報の共有
・第一報の周知と注意喚起を
　 一斉発信（300名）

「EGナレッジ」システム

事故発生！

支店・事務所

《Step１》

《Step２》

《Step３》

《メール送信事例》

■■■で設備事故発生！

○月○日（△時）
管理CP更改工事において電力会社移設工事
待ち期間中のNTT柱が電力線へ接触し、地絡
停電を発生させた。（○○会社）

☆各現場とも類似の事故を発生させないよう
　電力線との離隔確保状況を確認すること。

協力会社責任者
（社長、所長等）

社員へ周知、
指導

・受信時
・終礼時
・朝礼時

『他山の石』作戦
・事故情報の詳細周知と、
　SYSKENにおける防止対
　策を指示

◆事故情報受領後、朝礼、終礼時に
　社員へ周知

◆協力会社への
　周知・指示
◆「落とし込み」
　のとりまとめ

周知状況を報告

携帯に発信

確認メール
を返信

「事故内容の再周知とSYSKEN対策の確認」 ◎毎月１回実施する「安全品質会議」の場で事故内容・SYSKEN対策を
　再確認（出席者：SYSKEN本社・支店、協力会社責任者等）

事故情報受信

※『私ならこうする』を
　作成し、提出

協力会社地区安全品質管理部

◆事故情報受領後、「再発
防止策を確認し周知状況
をSYSKEN地区安全品
質管理部へ提出

　※事故事例を自分に置き
換えて対策を検討



32 Raisers 2013. 1

Challenge!安全・品質への挑戦 Challenge!安全・品質への挑戦

マ」を決定、毎月テーマを変えることで安全意識の定着
化を図っています（図７・８）。
■これまでの成果
　現場パトロールにおける指導件数は、導入期（H23.7
月）に比較し減少傾向にあり、徐々にその成果が表れる
ようになりました（図９）。
■アンケート調査結果
◆「安全ポイント制度」を導入して安全に関する意識が
変わりましたか？（図10）
①変化あり
・不安全行動でペナルティを受けるより、良い仕事をし
てポイントを貰った方が気持ちよく働けるから
・月々で再認識し、班員全員で安全作業ポイントを考え
るようになったから
②どちらとも言えない
・ポイント制がなくても常に安全に気をつけているから
③変化なし
・安全に対する重要性は変わらないので、ポイント制度

に変わっても変化ないから

⑹　安全パトロール結果の「視える化」�
■安全パトロール結果の「視える化」について
　安全専任者・工事長・幹部等による現場パトロール結
果（賞賛事項、安全ポイント付与、指導内容および措置
状況等）については、当社安全管理システムに投入のう
え、毎月の「安全品質会議」において共有を行っています。
　また、繰返し指導を受けた施工班については現場状況
および指導内容について協力会社責任者に直接送付し、
改善措置と再発防止策の提出を求め、指導事項の繰返し
防止を図っています（図11）。

⑺�　「作業連絡表兼作業指示書」による高所作業車使用
時の基本動作指示�

　高所作業車を使用する場合の具体的な指示として、
日々施工現場で確認する作業指示書へ【高所作業の基本
操作】の具体的な指示事項を示すことにしました（図

0
20
40
60
80
100
120
140

H23.2月期

★導入期（７月）
121

66
80

31

H24.8月期H24.2月期H23.8月期

指
導
件
数

図９　指導件数の推移

0

①（138名,48%）
②（81名,28%）
③（71名,24%）

①変化あり
②どちらとも言えない
③変化なし

対象：現場班長等290名

15010050

図10　アンケート調査結果

《表》

《裏》
SYSKEN SYSKEN

図７　安全ポントカード：３つ折りタイプ

図８　月間重点テーマ
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本　社 支　店 工　事　長 作　業　班

幹部パトロール 工事長パトロール

安全品質管理部

資　料

本社ホスト

安全品質会議
毎月実施

安全専任者別
協力会社別
作業班別

安全管理
システム投入

改善状況の
確認

安全品質会議
代表者参加

安全管理
システムデータ

要指導の班

重点的管理班
に指定

安全品質管理部

重点管理班
指定を解除

主管担当課長
安全教育の実施

安全専任者
重点パトロール・指導

改善状況
の確認

改善の実施

幹部・安全専任者
パトロール

アクション

改善措置
状況報告

改善措置実施

◎ポイントカード
　付与・改善指示

N

改善措置は
適正か

N

YY

安全品質会議
（毎月実施）

水平展開

N

Y

安全パトロールは人身・設備
事故につながる「不安全行
動」「不安全状態」を早期に
発見し事故を未然に防止する
ことにより社員の「安全の確
保」を図ることを目的とす
る。

◎安全ポイントカード
月間テーマをきっちりと実
施できている場合、自ら工
夫・改善を行っている場合
にポイントを付与し賞賛す
る

◎「推奨事項の水平展開」
安全管理システムデータを
活用し、推奨事項について
毎月の安全品質会議で水平
展開を行う

◎「改善措置」
改善指示を受けた場合には
改善措置を行い、その状況
について報告を行う
　なお、繰返し改善指示が
必要な施工班については、
現場状況写真とともに指導
内容を協力会社責任者に送
付し、改善措置を求める

図11　安全点検フロー

12）。ただし工事長から作業班への作業指示は全員が同
じ内容とはならないことから、高所作業車を使用する作
業班へは、スタンプ方式による作業指示を導入しまし
た。工事長が実際に協力会社へ作業指示を行う際に、【高
所作業の基本操作】の項目へチェックを行うだけでシス
テムにより自動的に作業指示書へ反映できるようにして
います。併せて、実際に協力会社が使用している高所作
業車へも、何が危険か一目で解るようにシールを作成
し、操作盤の近くに貼付し事故防止に努めています（図
13）。

６．新たな「無事故への挑戦」
■『0災バトンリレー』の導入
　平成24年７月のサ総エリア変更に伴い、協力会社も
これまでの10社から40数社に増え、さらなる連携が必

要となったことからそれぞれの会社が１カ月単位での無
事故を達成すべく自ら考え、実践した結果を０災旗に託
し次の会社へと引き継ぐ『０災バトンリレー』をはじめ
ました。

■現場班長への出前研修
　現場作業でのキーマンは「現場班長」と位置づけ平成
24年７月のサ総エリア変更を機に現場班長との対話を
主体とした「出前研修」をはじめました。
　日々、多忙な現場班長との時間確保が難しい部分もあ
りますが、協力会社の朝礼時・終業時、毎月の「安全確
認日」、現場パトロール時等を捉えながら取組みをス
タートしました。
　安全作業を行ううえで現場班長が特に力を入れている
ところ、困っていること、元請けであるSYSKENへの
要望、さらには最近の事故事例・SYSKEN対策等につ
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いてお互いに意見を交換しながら、「現場との絆づくり
の場」として取組みを進めています。

最近のトピックス
■�「全国THP推進協議会優良賞」を受賞（平成24年10

月３日）
　中央労働災害防止協会－全国THP推進協議会より
「全国THP推進協議会優良賞」を受賞しました。
　働く�の心とからだの��づくり（T�t���He��t��p���働く�の心とからだの��づくり（T�t���He��t��p���
m�ti�n�P��n）の推進に功績のあった事業場または個�
を表彰し、労働者の��保持増進に寄与することを目的

安全責任者（班長）は作業着手前に当日の役割分担を指示（確認）すること。

図12　作業連絡表兼作業指示書

図13　バケット車貼付シール
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としているものです。
　平成24年度の優良事業所として、全国で7社が選定さ
れ当社も表彰されました。

７．おわりに
　SYSKENは、おかげ様で現在60期を迎え『NEW�
SYSKEN』のスタートの年として「安全はすべてに優
先する」ということを経営の最重点課題として取り組ん
でいます。
　また、サ総エリアの変更に伴い、慣れないエリアで新
たな仕事のやり方にもチャレンジしているところです
が、
　①　お客様にご迷惑をおかけしない
　②　NTTグループ様にご迷惑をおかけしない
を合言葉に、安全をより徹底することで従来にも増して

きめ細やかで高品質なサービスを提供し、信頼される技
術と品質に裏付けされた総合エンジニアリング企業を目
指して参ります。

現在、熊本・大分・宮崎の３支店で13グループに分けて「０災バトンリレー」実施中！

現場班長への出前研修 現場パトロール時の班長との対話

授賞式にて


