建設事業者のみなさまへ

コスモス認定を取得しましょう！
「コスモス」は、
“ 建設業労働安全衛生マネジメントシステム” の英語表記の頭文字である「COHSMS」を “ コスモス ” と称したものです。
Construction Occupational Health and Safety Management System

コスモス認定の効果
コスモス認定の効果は、コスモス認定事業場の死傷者総数について認定前後の災害指数と建設
業全体の災害指数を比較すると、コスモス認定を取得した事業場の方が労働災害の減少幅が大き
いという結果が出ています。
そのことにより、建設企業の安全衛生活動が組織的かつ計画的・継続的に行われることが建設業
の安全衛生水準の着実な向上が図れること、さらにコスモスは、建設業にとって唯一の労働災害防
止に役立つ安全衛生管理のツールであることが証明されました。
また、コスモス認定事業場の規模別に分析すると、大手ゼネコンでは約 6 割がコスモス認定を
取得し、一方で、従業員 300 人以下の中小企業が、コスモス認定事業場の約 7 割を占め、建設業
界から幅広い支持を得ています。
COHSMS 認定の効果 認定前後の災害指数
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【グラフの解説】
このグラフは、平成 30 年以前に認定した 110 社の休業 4 日以上の死傷者総数を認定前年を 100 として認定
前 5 年と認定後の災害指数を表したものです。建設業全体の労働災害の減少数は 11.8 ポイントですが、これと
比べコスモス認定事業場は減少数が 32.7 ポイントであり、その差は 20.9 ポイントとなります。
※令和 3 年 4 月 1 日のデータでは減少幅は 19.2 ポイントでした。

建設業労働災害防止協会（建災防）

ISO45001 を包含した NEW COHSMS!
平成 30 年 4 月に制定した NEW COHSMS は、ISO45001 の考え方や趣旨を取り込み、労働
災害を防止するという視点だけでなく、安全、安心な職場環境をつくるという新しい価値を創造
する「Positive Approach」を目的とし、一人親方等を含む建設工事従事者と店社の労働者の心
身の健康の増進及び快適な職場環境の形成を目指しています。
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労働災害等から保護する NEW COHSMS の対象者

コスモス認定取得を優遇措置の対象としている発注者の例
国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）、北海道、青森県、埼玉県、福井県、
山梨県、長野県、三重県、山口県、鹿児島県、千葉市、東大阪市、東日本高速
道路㈱、阪神高速道路㈱、他
※詳しくは建災防 HP の「公共工事発注者等の評価項目一覧」
をご覧ください。

建災防

評価項目一覧

検索

コスモス認定マーク

コスモスの概要
コスモスとは？
コスモスとは、建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドラインに基づき構築し、実施している
労働安全衛生マネジメントシステムのことで、そのガイドラインは厚生労働省が公表している「労働安全
衛生マネジメントシステムに関する指針※」に基づいています。
コスモスの目的は、店社と作業所が一体となって、リスクアセスメントの確実な実施により「計画（P）
－実施（D）
－評価（C）
－改善（A）
」サイクルを回し、労働災害の防止を図るとともに、健康の増進と快
適職場づくりを実現し、建設企業の安全衛生水準の向上を目指すことにあります。
コスモスは、店社と作業所（作業現場）を一体の組織単位としてシステムの確立をするなど、建設業の
特性に対応した労働安全衛生マネジメントシステムです。
※令和元年 7 月 1 日厚生労働省告示第 54 号

コスモス認定とは？
コスモス認定とは、建設事業場の実施しているシステムがコスモス認定基準に適合しているかどうか否
かをコスモス評価者が評価を行い、その評価が客観的かつ公正に行われたかのコスモス認定審査会の審査
を経て、適合しているときに建災防がその建設事業場を認定することを言います。

コスモスガイドラインの位置付け
ILO※は、平成 13 年 6 月に労働安全衛生マネジメントシステムの唯一の国際基準として「労働安全衛生
マネジメントシステムに関するガイドライン（ILO-OSH2001）
」（以下 ILO ガイドライン）を公表してい
ます。ILO ガイドラインでは、次のとおり、それぞれの国がガイドラインを定めることと、国が定めたガ
イドラインに基づき、業種別・規模別のガイドラインを定めることを推奨しています。
コスモスガイドラインは、厚生労働省が定めた国の指針に基づいたものであるとともに、ILO ガイドラ
インにおける業種別ガイドラインに位置付けられます。

※ILO（国際労働機関）は国連の機関であり、政府、労働者、使用者の三者の代表で構成されています。
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建災防「建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）ガイドライン」

COHSMS ガイドラインの位置付け
【COHSMS と ILO-OSH2001 と ISO45001 の関係】
※1
※2
※3

ISO45001 とは労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格である。
JIS Q45001 は ISO45001 を基に、技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本産業規格である。
JIS Q45100 は、日本の国内法令との整合を図るとともに、多くの日本企業がこれまで取り組んできた具体的な安全衛生活動、日本における安全衛生管理体制などを盛り込み、
JISQ45001 と一体で運用することによって、働く人の労働災害防止及び健康確保のために実効ある労働安全衛生マネジメントシステムを構築することを目的とした日本産業規格である。

厚生労働省はコスモスの普及促進を図っています
厚生労働省は、下記通達「令和４年度

基安安発 0330 第 4 号
基安労発 0330 第 3 号
基安化発 0330 第 3 号
令和４年３月 30 日

における建設業の安全衛生対策の推進に
ついて（要請）」により、建設業労働安

建設業労働災害防止協会 代表者

殿
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安 全 課 長
労働衛生課長
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全衛生マネジメントシステム（コスモス）
を留意事項のひとつとして普及促進を図
ることとしています。

令和４年度における建設業の安全衛生対策の推進について（要請）

平素より労働安全衛生行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
建設業における死亡災害発生状況は、令和３年の死亡者数（令和４年３月速報）が 283 人と過去最
少であった前年同期の 253 人と比べ、大幅な増加となっており、また、全産業の死亡者数 831 人のう
ち 34.1％と高い割合を占めていることから、建設業については、なお一層の労働災害防止対策を推進
することが求められています。
厚生労働省では、従前より、労働安全衛生法令に基づく対策の徹底、建設工事従事者の安全及び健
康の確保の推進に関する法律（建設職人基本法）に基づく措置の的確な実施、自主的な安全衛生活動
の促進等を図ることにより、建設業における安全衛生対策を推進してきたところです。
今般、第 13 次労働災害防止計画（平成 30 年２月 28 日厚生労働省策定、平成 30 年３月 19 日公示）
における計画期間（2018 年４月から 2023 年３月までの５年間）の最終年度である令和４年度における
建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項について、別添のとおり定めましたので、別添を傘下の
関係者等に御周知されること等により、引き続き、建設業の安全衛生対策の推進に特段の御配慮を賜
れますよう御協力をよろしくお願いいたします。

記
（略）
３ その他の安全衛生に係る対策
（1）労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用
厚生労働省は、労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際規格（ISO45001）
、日本産業
規格（JIS Q 45001 及び JIS Q 45100）を踏まえて改正した「労働安全衛生マネジメントシステ
ムに関する指針」
（平成 11 年労働省告示第 53 号、
令和元年７月１日最終改正）について周知を図る。
また、同指針に準拠した建設業労働安全衛生マネジメントシステムを導入した企業の労働災害
の減少幅は大きく、労働災害防止に効果があることから、事業者は、建設工事現場の実態を踏ま
えたシステムである「ニューコスモス」
、
「中小事業者向けのコンパクトコスモス」の導入・活用
に留意すること。

厚生労働省・国土交通省はマネジメントシステムを構築する
ことが重要であるとしています。
「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成 28 年法律第 111 号）
」第 8
条の規定に基づき、平成 29 年 6 月 9 日に閣議決定された「基本計画」の第 2 の 4.(1)「建設工事
の現場の安全性の点検、分析、評価等に関する建設業者等による自主的な取組の促進」において、
建設業のマネジメントシステムを構築することが重要であると明記されました。
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画（抜粋）
建設工事の現場の安全衛生水準を高めていくためには、労働安全衛生法に基づく法定の措置
を講ずるだけでなく、建設業者がリスクアセスメントを実施し、さらには自社の安全衛生に関
する対策について計画・実行・評価・改善する仕組み（マネジメントシステム）を構築するこ
とが重要である。

コスモス認定料について
コスモス認定料は、建災防会員で個別認定の場合は
1,023,000 円（消費税込み）となります。認定の期間
は 3 年間ですので、年換算すると「約 30 万円」の費
用となります。
認定料の詳細は、建災防 HP をご覧いただくか右記
までお問い合わせ下さい。

ご質問・ご相談はこちら
建設業労働災害防止協会（略称：建災防）
事業部

コスモスセンター

〒108-0073 東京都港区三田 3－11－36
三田日東ダイビル 8 階 高輪分室
TEL 03-3453-1306

FAX 03-5476-8362

建災防 コスモス

検索
（2022.7）

