OHSAS18001:2007 requirements
4 OH&S management system requirements

4. OH&S マネジメントシステム要求事項

4.1 General requirements

4.1 一般要求事項

The organization shall establish, document, implement,

組織は、この OHSAS 規格の要求事項に従って、OH＆S マ

maintain and continually improve an OH&S management

ネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、維持し、

system in accordance with the requirements of this

継続的に改善し、どのようにしてこれらの要求事項を満た

OHSAS Standard and determine how it will fulfil these

すかを決定しなければならない。

requirements.
The organization shall define and document the scope of

組織は、その OH＆S マネジメントシステムの適用範囲を

its OH&S management system.

定め、文書化しなければならない。

4.2 OH&S policy

4.2 OH&S 方針

Top

management

shall

define

and

authorise

the

トップマネジメントは、組織の OH&S 方針を定め、承認し、

organization's OH&S policy and ensure that within the

OH&S マネジメントシステムの定められた適用範囲の中

defined scope of its OH&S management system it:

で、OH&S 方針が次の事項を満たすことを確実にしなけれ
ばならない。

a) is appropriate to the nature and scale of the

a) 組織の OH&S リスクの性質及び規模に対して適切であ

organization’s OH&S risks;

る。

b) includes a commitment to prevention of injury and ill

b) 負傷及び疾病の予防、並びに OH&S マネジメントと

health and continual improvement in OH&S management

OH&S パフォーマンスにおける継続的改善に関するコ

and OH&S performance;

ミットメントを含む。

c) includes a commitment to at least comply with
applicable

legal

requirements

and

with

c) 組織の OH&S 危険源に関係して、少なくとも、適用す

other

べき法的要求事項及び組織が同意するその他の要求

requirements to which the organization subscribes that

事項を順守するというコミットメントを含む。

relate to its OH&S hazards;
d) provides the framework for setting and reviewing OH&S

d) OH&S 目標の設定及びレビューのための枠組みを与

objectives;

える。

e) is documented, implemented and maintained;

e) 文書化され、実施され、維持される。

f) is communicated to all persons working under the

f) 組織の管理下で働くすべての人に、それぞれの OH&S

control of the organization with the intent that they are

の義務を自覚させる意図をもって、周知される。

made aware of their individual OH&S obligations;
g) is available to interested parties; and

g) 利害関係者が入手可能である。

h) is reviewed periodically to ensure that it remains

h) 組織にとって妥当かつ適切であることが確実に続くよう

relevant and appropriate to the organization.

に定期的にレビューされる。

4.3 Planning
4.3.1

Hazard

4.3 計画
identification,

risk

assessment

and

4.3.1 危険源の特定、リスクアセスメント及び管理策の決

determining controls

定

The organization shall establish, implement and maintain a

組織は、危険源の継続的特定、リスクアセスメント及び必

procedure(s) for the ongoing hazard identification, risk

要な管理策の決定の手順を確立し、実施し、維持しなけ

assessment, and determination of necessary controls.

ればならない。

The procedure(s) for hazard identification and risk

危険源の特定及びリスクアセスメントの手順は、次の事項
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assessment shall take into account:

を考慮に入れなければならない。

a) routine and non-routine activities;

a) 定常活動及び非定常活動

b) activities of all persons having access to the workplace

b) 職場に出入りするすべての人の活動（請負者及び来訪
者を含む）

(including contractors and visitors);
c) human behaviour, capabilities and other human factors;

c) 人間の行動、能力及びその他の人的要因

d) identified hazards originating outside the workplace

d) 職場内において組織の管理下にある人の安全衛生に

capable of adversely affecting the health and safety of

有害な影響を及ぼす可能性がある、職場外で起因し特

persons under the control of the organization within the

定される危険源

workplace
e) hazards created in the vicinity of the workplace by

e) 組織の管理下にある作業に関連する活動によって職

work-related activities under the control of the

場付近に生じる危険源

organization;

f)

NOTE 1 It may be more appropriate for such hazards to

参考 1 そのような危険源は、環境側面として評価する

be assessed as an environmental aspect.

ことがより適切な場合がある。

infrastructure, equipment

and materials at the

f) 組織又は他者から提供されている、職場のインフラスト

workplace, whether provided by the organization or

ラクチャー、設備、及び原材料

others;
g) changes or proposed changes in the organization, its

g) 組織、その活動、又は原材料に関する変更又は変更

activities, or materials;

提案

h) modifications to the OH&S management system,

h) 一時的変更を含む、OH&S マネジメントシステムに対す

including temporary changes, and their impacts on

る修正、並びにその修正の運用、プロセス及び活動に

operations, processes, and activities.

対する影響

i) any applicable legal obligations relating to risk

i) リスクアセスメント及び必要な管理策の実施に関連して

assessment and implementation of necessary controls

いる、適用すべき法的義務（3.12 の参考も参照）

(see also the NOTE to 3.12)
j) the design of work areas, processes, installations,

j) 人間の能力への適応を含む、作業領域、プロセス、施

machinery/equipment, operating procedures and work

設、機械設備／機器、操作手順及び勤務・作業体制、

organization, including their adaptation to human

の設計

capabilities
The organization’s methodology for hazard identification

組織による危険源の特定とリスクアセスメントの方法は次

and risk assessment shall:

のとおりでなければならない。

a) be defined with respect to its scope, nature and timing

a) 事後的でなく予防的であることが確実なように、その適

to ensure it is proactive rather than reactive; and

用範囲、性質、タイミングについて定められている。

b) provide for the identification, prioritization and

b) 適宜、リスクの特定、優先度及び文書化、並びに管理

documentation of risks, and the application of controls,

策の適用について含まれている。

as appropriate.
For the management of change, the organization shall

変更のマネジメントに関して、組織は、その変更を導入す

identify the OH&S hazards and OH&S risks associated

る前に、組織自体、OH&S マネジメントシステム又はその

with changes in the organization, the OH&S management

活動の変更に関連する OH&S 危険源及び OH&S リスクを

system, or its activities, prior to the introduction of such

特定しなければならない。

changes.
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