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    Self Checklist for Shipboard Safety Management System    

    船舶安全管理システムの自己点検チェックリスト   

     

     

  Name of Ship  注： 本Checklistは、自己点検において少なくとも 

  船名  サンプリングすべき点をリストアップしている。 

  Name of Company   

  会社名   

  Date of Checking    

  点検日   

  Place   

  場所   

  Checked by  ＊：SOLAS IX章 第1規則 定義を参照 

  担当者名  特にISMコード上のバルクキャリアについて 

  Type of Ship＊  乾貨物船で船級符号に“ESP”のあるものは“Bulk  

  船種＊  Carrier”で“ESP”のないものは“Other cargo ship” 
  Purpose of Ship (in case of Other Cargo Ship)  です。他船級船の場合は、EQUASISからのDATA 

  船舶の用途（その他の貨物船の場合）  あるいは船級証書等で必ずESPの有無を確認の 

  DOC Number  こと。 

  DOC番号   

  DOC issued by    

  DOC発行機関   

     

    

  □ Is the copy of valid DOC placed onboard the ship?  

    有効な適合証書の写しは備え置かれているか  

   

  

In the case of Initial Audit (初回審査時) 

□ Are there any objective evidences showing effective functioning of SMS onboard the ship for a period of at least 3 months since the Interim SMC is 
issued? The objective evidences should include records from the internal audit performed by the Company. 仮SMC発行以降、SMSが本船において

少なくとも３ヶ月以上有効に機能していることを示す客観的証拠はあるか？客観的証拠には、会社が実施した内部監査の記録も含んでいること。 

 

      



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 
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 1. Shipboard Tour   ISM Code No.  

 1.1 Bridge    
 1.1.1 Are there any inoperative nautical instrument or radio equipment? □ □  
  機能を喪失したまま放置されている航海計器、無線設備はあるか

If Yes, go to 10.11 
up to 10.14 10 

 
 1.1.2 Are updated versions of nautical publications available? □ □   
  航海用刊行物は 新版か  

11.2.1 
 

 1.1.3 Are maritime safety information from NAVTEX or EGC checked regularly? □ □   
  ﾅﾌﾞﾃｯｸｽ等からの海上安全情報は常時チェックされているか   
 1.1.4 Are nautical charts and Notice to Mariners controlled properly? □ □   
  海図及び水路通報は適切に管理されているか   
 1.1.5 Are standing order or night order issued regularly by the master? □ □   
  当直心得や夜間命令は船長により適切に出されているか  

7 

 
 1.2 Accommodation Space   
 1.2.1 Are there any crew accommodations left unattended with their function unserviceable? □ □  
  機能を喪失したまま放置されている乗組員居住設備はあるか

If Yes, go to 10.11 
up to 10.14 10 

 
 1.2.2 Are updated versions of Muster lists available? (Bridge:    Engine Room:   Accommodation:          ) □ □   
  掲示されているマスターリストは 新のものか   

 1.2.3 Is SOLAS training manual provided? □ □   
  訓練手引書は備え置かれているか  

8.2 

 
 1.2.4 Are ship's drawings and instruction books controlled properly? □ □   
  完成図書や取扱い説明書は適切に管理されているか  

11.2.1 
 

 1.2.5 Is posted placard for garbage disposal written in language understood by crew? □ □   
  廃棄物処理のためのプラカードは乗組員に理解できる言語で掲示されているか  

6.6 
 

 1.2.6 Is watch schedule for watchkeeper posted? □ □   
  当直員の当直予定表は掲示されていたか   
 1.2.7 Is sick bay ready for emergency use? □ □   
  病室は非常時にすぐ使える状況にあるか   
 1.2.8 Are medicaments properly controlled? □ □   
  医薬品は適切に管理されているか  

7 

 
 1.3 On deck   
 1.3.1 Are closing appliances, L.S.A. and F.F.A maintained properly? □ □  
  閉鎖装置、救命設備、消防設備は適切に保守されているか

If No, go to 10.11 
up to 10.14  

 1.3.2 Are there any damaged or corroded / rusted equipment or hull part being left unattended? □ □  
  損傷又は腐食/発錆したまま放置されている船体個所、設備はあるか

If Yes, go to 10.11 
up to 10.14  

 1.3.3 Are coating / painting of hull parts and equipment maintained properly? □ □  
  船体各部、設備の塗装は適切に保守されているか。

If No, go to 10.11 
up to 10.14  

 1.3.4 Are there any part which are temporarily repaired? □ □  
  仮修理が行われている個所はあるか

If Yes, go to 10.11 
up to 10.14

10 

 



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 
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 1.4 Engine room / Steering room  ISM Code No.  
 1.4.1 Are there any machinery left unattended with their function inoperative? □ □  
  機能を喪失したまま放置されている機器はあるか

If Yes, go to 10.11 
up to 10.14 10 

 
 1.4.2 Is evacuation route secured? □ □  
  脱出経路は確保されているか 

 
 

 1.4.3 Is operating instruction of steering changeover posted? □ □  
  操舵装置の切替え手順は掲示されているか

 
8.2 

 
 1.5 Interview with ratings during tour through    
 1.5.1 Interview with the rating for, (Deck        :Engine:      Catering:           ) - - -  
  インタビューした乗組員 

 - 
 

 1.5.2 When did he join? (Deck:        Engine:       Catering:           ) - - -  
  何時乗船したのか 

 - 
 

 1.5.3 Did he undergo familiarization training just after joining?(Deck:     Engine:      Catering:      ) □ □  
  乗船直後の習熟訓練を受けていたか

 
 

 1.5.4 Was essential instruction prior to sailing given to him?(Deck:        Engine:       Catering:   ) □ □  
  出帆に先立つ重要な指示書は与えられているか

 
6.3 

 
 1.5.5 When did he last participate in an abandon ship drill?(Deck:      Engine:        Catering:    ) - - -  
  近、船体放棄訓練に参加したのは何時か

Reflect to 8.7 - 
 

 1.5.6 Does he know his assigned duties in an emergency?(Deck:     Engine:        Catering:     ) □ □  
  非常時の定められた職務を知っているか

 
 

 1.5.7 Has he received instructions on how to use fireman outfit or breathing apparatus?(Deck:     Engine:     Catering:    ) □ □  
  消防員装具や呼吸具の取扱いについての説明は受けているか

 
 

 1.5.8 Does he understand what signal is given in the event of emergency?(Deck:  Engine:   Catering:   ) □ □  
  乗組員は緊急事態発生時どんな合図があるか知っているか

 

8.2 

 
 1.5.9  Have there been any accidents or hazardous occurrences on board? □ □  
  本船で、何か事故又は危険な状態(ニアミス)はありましたか？

Reflect to 9.2 - 
 

 1.6 Interview with the Master    
  Statutory certificates and survey records    
 1.6.1 Are valid statutory certificates, valid CSR and survey records available on board the ship? □ □  
  CSRを含む有効な条約証書、条約検査記録は船上に備え置かれているか

 1.2.3.1 
 

 1.6.2 Is validity of statutory certificates informed to the company as per the procedures? □ □  
  条約証書の有効期限は手順通り会社へ報告されているか

 10.1 
 

  Classification certificates and records    
 1.6.3 Are effective Classification Certificate and records including ESP file, if applicable, available on board the ship? □ □  
  有効な船級証書、該当する場合ESP fileを含む船級検査記録は船上に備え置かれているか  

 1.2.3.1 
 

  Crew list    

 1.6.5 Number and Nationality of Master and Officers? 船長及び職員の人数と国籍 (Number:              Nationalities:                    )   

 1.6.6 Number and Nationality of ratings? 部員の人数と国籍   

  (Number:                           Nationalities:                                            )  
 

 

 



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 

 

 SELF-CHK-SHIP-j (2010.7) Page-4 
 

  Certificates for crew members     

 1.6.7 Is the ship manned in compliance with the safe manning document? □ □    

  本船は安全配員証書の要件に従って配乗されているか    

 1.6.8 Does each of Master or Officer hold an Appropriate Certificate or a Dispensation in accordance with STCW95? □ □    

  全ての船長及び職員はSTCW95に従った適切な証明書又は臨時業務許可書を所持しているか    

 1.6.9 When serving onboard a ship flying Flag of a Country other than the Party, who issued the Certificate, does each of 
Master or Officer hold, in addition to the above (1.6.8), an Endorsement attesting the Recognition or a Dispensation 
issued by flag state, or a Documentary proof that application for an endorsement being submitted to the 
Administration? 

□ □ □   

  他国籍船(証明書発給国以外を旗国とする船舶)の場合、全ての船長及び職員は上記(1.6.8)に加え、旗国による

承認の裏書、旗国発行の臨時業務許可書或いは裏書申請の受領書を所持しているか 

   

 1.6.10 Are original copies of Master’s or Officer’s Certificates and Endorsements kept on board the ship? □ □    

  船長及び職員の証明書及び裏書はオリジナルのものか     

 1.6.11 Are ratings forming part of navigational or engine-room watch duly certificated? □ □    

  航海当直又は機関当直を担当する部員は必要な証明書を所持しているか     

 1.6.12 Do Master, Officers and any person with responsibility for loading, discharging and care in transit or handling 
cargo serving on tanker (oil/gas/chemical) hold Appropriate Certificates?  □ □ □   

  油、ガス、ケミカルタンカーで貨物取扱いを担当する船長及び職員は、適切な証明書を所持しているか    

 1.6.13 Are all ratings assigned to specific duties and responsibilities related to cargo or cargo equipment on tanker 
(oil/gas/chemical) duly certificated? □ □ □   

  油、ガス、ケミカルタンカーで貨物取扱の任務を割当てられた部員は、必要な証明書を所持しているか   

6.2 

 

  Log book entry     

 1.6.14 Are necessary items entered as per SOLAS requirements? □ □    

  SOLASに従い必要事項が記入されているか   
8.2 

 

 1.6.15 Are necessary items entered as per the SMS? □ □    

  SMSに従い必要事項が記入されているか   
7 or 8.2 

 

  Oil Record Book & Garbage Record Book     

 1.6.16 Are necessary entries made to Oil Record Book? □ □    

  油記録簿への記録は適切におこなわれているか    

 1.6.17 Are necessary entries made to Garbage Record Book? □ □    

  廃棄物記録簿への記録は適切におこなわれているか   

7 

 

  Providing information to master     
 1.6.18 Is an adequate information on safety and pollution prevention given to master by the company? □ □    
  安全と汚染防止に関する適切な情報が会社より船長に与えられているか   

 6.1.3 
 

  Latest rule      
 1.6.19 Have the revisions of mandatory rules, such as IMO conventions, been taken into SMS? □ □ □   
  IMO条約等、強制規則の改正はSMSに採り入れられているか   

1.2.3.1 
  



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 
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  Flag State requirements     
 1.6.20 Does the ship comply with the flag state requirements? □ □ □   
  本船は旗国政府要件を満足しているか  

1.2.3.1 
 

 3. Company responsibilities    

 3.1 Is the Company indicated on DOC identical with the owner or the entity reported according to the ISM Code 3.1? □ □  
  DOC記載の会社は、船舶所有者自身か、或いはISMコード3.1に従って船舶所有者が届出たものと同じか？  

3.1 or 
13.1  

 4. Designated Person    

 4.1 Are the monitoring activities by DPA on the safety and pollution aspect found sufficient? □ □   
  管理責任者は船舶の安全と汚染防止のために船舶を充分に監視しているか？   
 4.2 Is DPA known by master and key personnel? □ □   
  船長他幹部職員は管理責任者を知っているか   
 4.3 Is the role of DPA known by key personnel? □ □   
  幹部職員は管理責任者の職務を知っているか  

4 

 
 5. Master’s responsibilities and authority    

 5.1 Is the Master familiar with his responsibilities and authority? □ □   
  船長はISMコード5の要件について熟知しているか  

6.1.2 
 

 5.2 Has the Master implemented the safety and environmental protection Policy of the Company? □ □   
  船長は会社の安全及び環境保護の方針を実施していたか  

5.1.1 
 

 5.3 How did the Master motivate the crew in the observation of the Company policy?  
  船長はどのようにして方針の遵守について乗組員へ動機付けしていたか

(                 ) 5.1.2 
 

 5.4 How did the Master issue appropriate orders and instructions in a clear and simple manner?  
  船長はどのようにして明確、簡潔な方法で適切な命令、指示を出していたか

(                 ) 5.1.3 
 

 5.5 How did the Master verify that specified requirements have been observed?  
  船長はどのようにして規定された要求事項の遵守を検証していたか

(                 ) 5.1.4 
 

 5.6 Has the Master reviewed the SMS and reported its deficiencies to the company? □ □ □   
  船長はシステムを見直し、その欠陥を会社に報告していたか  

5.1.5 
 

 5.7 Is the Master aware of the overriding authority ensured under the ISM Code? □ □   
  船長はISMコードで保証されている超越権限を知っているか   
 5.8 Is the Master aware of the authority to request the company’s assistance as may be necessary? □ □   
  船長は必要に応じ会社からの支援を要請できる権限について知っているか  

5.2 
 

 6. Resources and Personnel    

 6.1   

  
Is the Master familiar with the requirements of the company’s SMS relating to Section 6 of the ISM Code, referring to
Manual/Procedures? 船長はISMコード6の要件がマニュアル・手順書のどこに規程されているか熟知しているか 

□ □
 

6.1.2 
 

 6.2 Have all crew members received pre-joining training as per the procedures? □ □   
  現乗組員は全て会社SMSの手順に従って乗船前研修を受けていたか  

6.1.2 or 6.5 
 

 6.3 Have on-board training and instructions been conducted as per the Manual/Procedures? □ □   
  船上訓練及び教育はマニュアル・手順書に従って行われているか  

6.5  
 



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 
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 6.4 Have newly joined crew members received the familiarization training required by the STCW? □ □   
  新乗船者に対するSTCWで規定されている習熟訓練は行われているか  

6.3 
 

 6.5 Have newly joined crew members received the familiarization training required by the SOLAS within 2 weeks after joining? □ □   
  新乗船者に対するSOLASで規定されている習熟訓練は乗船後2週間以内行われているか   
 6.6 Have on-board trainings and instructions required by the SOLAS conducted regularly?      □ □   
  SOLASで規定されている船上訓練及び教育は定期的に行なわれているか  

6.5 
 

 6.7 What is the on-board common language specified by the company?  
  会社で規定した船上での共通言語は何語か

(                  )  
 6.8 Are SMS related documents given in a language understood by ship’s crew? □ □   
  SMS関連文書は乗組員の理解できる言語で与えられているか   
 6.9 Are all crew able to read and understand the SMS manual? □ □ If No, go to 6.10  
  現乗組員は全員SMSマニュアルを読解できるか  
 6.10 Has the company established any plan to cope with the case where crew are unable to read and understand the 

manual? マニュアルを読めない乗組員が乗船している場合、会社は何か対策を講じているか 
□ □ □  

6.6 

 

  
 

6.11 Are crews able to communicate effectively in the execution of their duties? 
乗組員の業務遂行上の意志疎通は効果的に行なわれているか 

□ □  6.7  
  
 
6.12 Is the Master’s SMS awareness on an acceptable level? (to be judged at the end of audit) 

船長の安全管理システムの精通度は受け入れ可能なレベルにあるか( 終的に判断) 
□ □  6.1.2 

 
 

 7. Key shipboard operations    

 7.1 Have the shipboard operations been carried out as per the Company’s SMS? □ □   

  船内作業は会社のSMSに従って行われているか？   
 7.2 Have operations during departure been performed as per the procedures? □ □  

 

  出港業務は手順に従って行われているか  
 7.3 Are Daily Reports, i.e. ship’s position, course and speed, etc. sent to the Company indicated on the DOC every day? □ □   
  Daily Report (船舶の位置、進路と船速、他)はDOC記載の会社に、毎日送られているか   
 7.4 Have arrival operations been performed as per the procedures? □ □   
  入港業務は手順に従って行われているか   
 7.5 What kind of cargo does the ship load?  
  今積んでいる貨物は何か (                   )  
 7.6 Have cargo handling operations been performed as per the procedures? □ □  
  貨物取扱い業務は手順に従って行われているか

Refer to Additional 
Check Items  

 7.7 Have pollution prevention operations been performed as per the procedures? □ □   
  汚染防止業務は手順に従って行われているか  

7 

 
 7.8 Have special operations identified been performed as per the procedures? □ □   
  特定された特殊業務は手順に従って行われているか  

  
        



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 

 

 SELF-CHK-SHIP-j (2010.7) Page-7 
 

 
 8. Emergency preparedness    ISM Code No.  

 8.1 Has the ship been in readiness for Emergency Situations? □ □   
  本船は非常事態への備えが出来ているか？  

8.2 
 

 8.2 Has the company provided the ship with updated emergency contact list? □ □   
  会社は本船へ 新の緊急連絡先リストを与えているか  

8.3 
 

 8.3 Is the Master familiar with the procedures to respond emergency situation identified? □ □   
  船長は特定された緊急事態の対応手順に習熟しているか  

8.1 
 

 8.4 Have drills and exercise for the emergency situations identified been conducted as per the procedures? □ □  
  特定された緊急事態への対応訓練は手順通りに行なわれているか

 
 

 8.5 Is radio personnel aware of how to transmit distress alert under GMDSS? □ □   
  無線要員はGMDSS下の遭難通信の発信手順を知っているか  

8.2 

 
 8.6 Is SOPEP available onboard the ship? □ □   
  油濁防止緊急措置手引書はあるか  

8.1 
 

 8.7 Have mandatory drills been conducted regularly? □ □   
  条約上要求されている操練は定期的に行なわれているか  

8.2 
 

 8.8 (Has the ship encountered a sea casualty and/or serious human injury since the last periodical audit?) □ □  
  (前回の定期的審査以降本船で海難事故・重大な人身事故が発生していたか)

If Yes, go to 8.9 up 
to 8.11 - 

 
 8.9 Has the Company given the master necessary support as per the procedures? □ □ □   
  会社は手順に従い船長へ必要な支援を行っていたか  

8.3 
 

 8.10 Have the responses and actions been taken by the ship as per the procedures? □ □ □   
  本船の対応行動は手順通り行なわれていたか  

8.1 
 

 8.11 Has the SMS been reviewed based on a results of investigation? □ □ □   
  解析結果に基づくSMSの見直しはなされていたか  

9.1 
 

 9. Deficiency control      

 9.1 Have all deficiencies been dealt with in accordance with the Company’s SMS? □ □   
  不具合は会社のSMSに従って処理されているか？   
 9.2 Were there any reports on NC, accident and hazardous occurrence which were sent ashore? □ □  
  本船から会社へ報告された不適合、事故及び危険発生の記録はあったか  
 9.3 Have the ship been controlled (regardless of detention or not) by PSC since the last audit? □ □  
  前回の審査以降、PSCにより処分（拘留、非拘留を問わず）を受けたことはあるか  
 9.4 Have any deficiencies identified at inspections by the third parties, such as charterers, P & I club and etc, since the 

last audit? 前回の審査以降、用船者やPIクラブ等第三者の検船で欠陥を見出されたことはあるか 
□ □

If Yes, go to 9.5 up 
to 9.7 

 

 9.5 Have all NCs, accidents and hazardous occurrences which were to be reported, been sent ashore? □ □ □   
  報告されるべき不適合、事故及び危険発生はすべて会社へ報告されていたか   
 9.6 Has the company responded to reported deficiencies? □ □ □   
  会社は報告された不具合に対し対応していたか  

9.1 

 
 9.7 Have corrective actions to reported deficiencies been taken? □ □ □   
  報告された不具合に対する是正処置はとられていたか  

9.2 
 



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 
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 10. Maintenance   ISM Code No.  

 10.1 Is the Ship maintained in conformity with the provisions of the relevant rules and regulations and the Company’s requirements?  
  本船の船上保守は、関連法規及び会社のSMSに従って適切に実施されているか？ 

□ □
 10.1  

 10.2 Has maintenance for ship and equipment been carried out as per the plan established? □ □   
  船舶及び設備の保守は確立された保守計画どおりに行なわれているか  

10.2.1 
 

 10.3 Have maintenance works performed been properly recorded? □ □   
  保守作業は適切に記録されているか  

10.2.4 
 

 10.4 Have specific measures for important equipment/technical system identified been taken as per the procedures? □ □   
  特定された重要な設備及び機能に対する特別な手当は手順に従って行なわれているか  

10.3 
 

 10.5 Are the “maintenance manuals and associated documents” for lifeboats and launching appliances prepared by the 
manufacturer or service provider available onboard?  救命艇及び進水装置の製造者又は整備業者作成の保守

手引書は備えられているか 

□ □  
 

 10.6 Have weekly/monthly inspections and routine maintenance for lifeboats and launching appliances been conducted 
under the direct supervision of a senior officer in accordance with the instructions provided by the manufacturer or 
service provider? 救命艇及び進水装置の週/月ごとの検査及び日常保守は上級士官の監督の下に、製造者又は

□ □  
 

  整備業者提供の説明書に従って行なわれているか  

10.2.1 

 
 10.7 □ □   
  

Are the records of inspections, servicing, repairs and maintenance for lifeboats and launching appliance signed by 
the person who carried out the work and also signed by the Company’s representative or the Master? 救命艇及び

進水装置の検査、点検、修理及び保守の記録は、実施者及び会社代表者又は船長により署名されているか? 
 10.2.4 

 

 10.8 Is there any technical deficiency report which has been sent ashore? □ □  
  本船から会社へ提出された船舶設備の不具合報告はあったか 

If Yes, go to 10.9 
up to 10.10 10.2.2 

 
 10.9 Has the company responded to reported deficiency? □ □ □   

  会社は報告された不具合に対し対応していたか   
 10.10 Have corrective actions to reported deficiency been taken? □ □ □   
  報告された不具合に対する是正処置はとられていたか  

10.2.3 

 
 10.11 Have deficiencies found during shipboard tour been found by any of the crew members already? □ □ □  
  ツアー中に見出された不具合は乗組員の手で既に発見されていたか 

If Yes, go to 10.12 up to 10.14 
If No, go to 10.13  

 10.12 Have these deficiencies been reported ashore? □ □ □   
  これらの不具合は会社へ報告されていたか  

10.2.2 
 

 10.13 Are these defective items being involved in the ship's maintenance plan established? □ □ □   
  不具合が見出された個所は本船の保守計画に含まれているか  

10.1 or 10.2.1 
 

 10.14 What was the result of the last ship's regular inspection for these defective items? - - □ (             )  
  不具合が見出された個所に対する本船が行った 近の点検結果はどうであったか  

10.1 
 



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 
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 11. Document control    ISM Code No.  

 11.1 Are all documents and data controlled as per the Company’s SMS? □ □   
  文書管理は、会社のSMSに従って実施されているか？  

11.1  
 11.2 Are ship's SMS manuals of updated version? □ □ Rev. status:  
  安全管理マニュアルは 新版か  

11.2.1  
 11.3 Have revisions of the SMS manuals been properly recorded? □ □   
  改訂履歴は分かるようになっているか  

11.2.2  
 11.4 Have obsolete documents been properly removed? □ □   
  廃止文書は適切に廃棄されているか  

11.2.3  
 11.5 Are the SMS manuals available at all relevant locations? □ □   
  マニュアルは誰にでも利用できるようになっているか  

11.2.1  
 11.6 Have company's circular letters or information been filed properly and easily identified? □ □   
  会社からの公文書は適切にファイルされ容易に識別されるようになっているか  

11.1  
 11.7 Have publications to be provided under the SMS been updated? □ □   
  安全管理システム上備え置きが規定されている刊行物は 新のものになっているか   
 11.8 Are as-Built Construction Drawings and other plans showing subsequent structural alterations available on board?

建造時及びその後の構造変更を示す構造図面一式が本船上に備えられているか？ 
□ □   

 11.9 非常用えい航手順書を備えているか？ （全旅客船と 2010 年 1 月 1 日以降起工の貨物船が当面の対象。他は 2012 年
1 月 1 日までに準備）－非常用えい航手順の準備の指針(MSC.1/Circ.1255)を旗国要件としている国（日本・マルタ等）
があるので注意のこと。 

□ □ □  

11.2.1 
 

 12. Internal audit and System review     

 12.1 Are the Internal Audits carried out as per the Company’s SMS? □ □   
  内部監査は、会社のSMSに従って実施されているか？   
 12.2 Is the last internal audit carried out at interval not exceeding twelve months? □ □ 前回内部監査日  
  前回内部監査は12ヶ月を越えない間隔で行われたか？ (             ) 

12.1 
 

 12.3 Has internal audit been conducted as per the procedures including when the interval exceeds twelve months? □ □   
  内部監査が12ヶ月を越えて行われた場合を含め、手順どおり行なわれていたか？  

12.3  
 12.4 Have the Internal Audits been carried out by person(s) not onboard the ship?  
  内部監査は、本船に乗務中以外の要員によって実施されていたか？

□ □  12.4  
 12.5 Have internal audit records been kept onboard the ship?  
  その内部監査の記録は本船にあったか

□ □  
 

 12.6 Have ship's key staffs been aware of the result of the internal audit? □ □   
  幹部職員はその内部監査の結果を知っていたか  

12.5 
 

 12.7 Have non-conformities been raised at the audit? □ □   
  その内部監査で不適合が指摘されていたか   
 12.8 Have corrective actions for the non-conformities identified during the internal audit been taken? □ □ □
  その内部監査で見出された不適合に対する是正処置はとられていたか  

12.6 

 12.9 Has the company notified the ship of the result of management review? □ □   
  会社はﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰの結果を本船に知らしていたか  

12.5 
 

 



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 
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 Additional check item by ship types which to be regarded specially.    

 A. Oil Tanker □   
 

 

A-1 Has instrument for measuring flammable gas concentration been properly calibrated? 
可燃性ｶﾞｽﾒｰﾀｰは適切に較正されているか (条約では、較正装置の備付を要求している) 

□ □ SOLAS II-2 第59規則5参照。 
(ISM Code No. 7) 

 

 

 

A-2 Has COW plans been prepared for each discharging and has the plan been followed and properly recorded? 
COWﾌﾟﾗﾝは毎揚荷役ごとに作成され、ﾌﾟﾗﾝどうりに作業が行われ、記録されているか (Refer to 7.6 or 7.8) 

□ □ □ MARPOL I 第13B規則参照。 
(ISM Code No. 7) 

 

 A-3 Is ODM manual available onboard the ship? □ □  
  ODMﾏﾆｭｱﾙはあるか (荷役業務に責任を有する船員が読めるものか)

□ MARPOL I 第15規則(3)(c)参照。 
(ISM Code No. 7)  

 A-4 Is IGS instruction manual available onboard the ship? □ □  
  ｲﾅｰﾄｶﾞｽ装置取扱い説明書はあるか(IGS取扱いに責任を有する船員が読めるものか) 

□ SOLAS II-2 第62規則21参照。 
(ISM Code No. 7)  

 B. Gas Carrier □   

 
B-1 Have portable and fixed gas concentration measurement instruments been properly calibrated? 

可搬式及び固定式ガス濃度計測器は適切に校正されているか(IGCｺｰﾄﾞでは、較正装置の備付を要求している) 
□ □ IGC Code 13.6.6参照。 

(ISM Code No. 7) 
 

 
B-2 Have emergency response drills specified in the operation manual been conducted regularly? 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙに規定された緊急対応訓練は適切に行なわれているか(SMSﾏﾆｭｱﾙに取入れていない場合も

ある) 

□ □ 本会規則 N編18.1参照。 
(ISM Code No. 8.2) 

 

 
B-3 Is operation manual available onboard the ship? 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙはあるか 
□ □ □ 本会規則 N編18.1参照。 

(ISM Code No. 7) 
 

 
B-4 Is approved P&A manual available onboard the ship? 

承認されたP&Aﾏﾆｭｱﾙはあるか(本船は、P&Aﾏﾆｭｱﾙの備置きが要求されているガス船であるか否かを先ず確認

する) 

□ □ □ IBC Code 16A参照。 
(ISM Code No. 7) 

 

 
 

B-5 Are the current cargo categories loaded accepted for carriage? 
現在の積荷の種類は本船で輸送できるとされているものか(GAS適合証書に記載されていない貨物を積んでいな

いか) 

□ □ IGC Code 18.2参照。 
(ISM Code No. 7)  

 

 C. Chemical Tanker □   

  Have emergency response drills specified in the operation manual been conducted regularly? □ □ □

 

C-1 
 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙに規定された緊急対応訓練は適切に行なわれているか(SMSﾏﾆｭｱﾙに取入れていない場合もある) 

本会規則 S編16.1参照。 
ISM Code No. 8.2) 

 

  Has Cargo Tank Cleaning been performed as per the procedures? □ □ □ (ISM Code No. 7) 
 
C-2 

 貨物タンク洗浄は手順に従って行なわれているか（本要領の不備が、重大な事故を招く可能性があるので、特別にその手順を検証する。貨物タンク洗浄作業は、

水洗浄、溶剤使用洗浄等種々あるが、本船で行われる主要なタンク洗浄要領を実態に沿って文書化していなければならない。また、P&Aﾏﾆｭｱﾙに沿ったタンク洗

浄後の洗浄水・残留物の処理手順も文書化していなければならない。 

 

 

 

C-3 Is operation manual available onboard the ship? 
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙはあるか 

□ □ □ 本会規則 S編16.1参照。 
(ISM Code No. 7) 

 

 

 

C-4 Is approved P&A manual available onboard the ship? 
承認されたP&Aﾏﾆｭｱﾙはあるか 

□ □ □ IBC Code 16A参照。 
(ISM Code No. 7) 

 

 



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 
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 C-5  Have the personnel training required by IBC Code 16.3 been conducted? □ □  IBC Code 16.3参照。 
(ISM Code No. 8.2)    IBCコード16.3で要求される教育が実施されているか（これらの教育・訓練記録を検証する） 

16.3.1 全ての要員は保護具の使用方法につき適切に訓練されなければならない。 また、緊急事態における各自の任務に

適切な手順についても基本的な訓練を受けなければならない。 

16.3.2 貨物操作に関わる要員は、取扱手順について適切な訓練を受けなければならない。 

16.3.3 職員は、貨物の漏洩・流出及び火災その他の非常時における措置に関する訓練を受けなければならない。さらに十

分な数の職員は、積載されている貨物に関する重要な応急手当についての訓練を受けなければならない。 

 
 

 

 C-6  Are the current cargo categories loaded accepted for carriage? □ □ IBC Code 1.5.4参照。 
   現在の積荷の種類は本船で輸送できるとされているものか(ｹﾐｶﾙ適合証書に記載されていない貨物を積んでいないか？) (ISM Code No. 7) 

 

 C-7  Have cargo record books been maintained properly? □ □ □ MARPOL Annex II, Appendix IV 
   貨物記録簿は適切に維持されているか(危険ではあるが海洋汚染を伴わない貨物を積む船が稀にあり、このような船には、本

要件は適用されない。) 

(ISM Code No. 7) 
 

 

 

C-8  Have antidotes for the cargo been available onboard the ship? 
積荷に適した解毒剤は備えられているか(有効期限もチェックする) 

□ □ IBC Code 14.2.9参照。 
(ISM Code No. 7) 

 

 D. Bulk carrier (乾貨物船で船級符号に“ESP”のある船舶) □   

 D-1  Has the company established procedures for handling cargo which may liquefy? □ □ □ SOLAS VI 第7規則参照。  
   液状化のおそれのある貨物の取扱い手順は確立されているか(液状化貨物の代表例はニッケル精鉱である。液状化貨物の危険性は広く知れ渡っている。ﾆｯｹﾙ

精鉱を積んでいるにもかかわらず何らの手順(船長への貨物資料でも可)を会社が与えていない場合、ISM Code No. 7に関わる問題となる。 

 

 D-2  If the ship is in possession of “cargo hold flooding scenarios” specified in XII/9 of the SOLAS, have emergency evacuation drills been 
conducted as per specific hold flooding scenarios regularly? 

□ □ □ SOLAS XII 第9規則参照。 
(ISM Code No. 8.2) 

 

   SOLAS XII/9に定める貨物艙浸水ｼﾅﾘｵ（Cargo hold flooding scenarios）を所持する場合、浸水ｼﾅﾘｵに基づく非常退船操練の定期的実施を確認すること。 

（1999年7月以前起工、長さ150m以上でXII/4.3の損傷時復原性対応不能船が対象：Form QSAの回答により確認のこと) -要注意/４ﾎｰﾙﾄﾞ船 

 

 D-3  Is a booklet which enable the master to prevent excessive stress in the ship's structure available onboard? □ □ □ SOLAS VI 第7規則参照。  
   船舶の構造にかかる過剰な応力を防止するための船長向けの冊子はあるか(穀物以外のばら積貨物に適用される。使用言語

が英語でない場合、英語で記載された冊子も搭載することが要求される。) 

(ISM Code No. 7)  

 D-4  Is loading computer working? □ □ □  
   積付計算機は機能しているか(長さ150m以上の船に適用される。)

SOLAS XII 第11規則参照。 
(ISM Code No. 7)  

 D-5  When the ship carries grain, is a document of authorization as required by the International Grain Code available 
onboard the ship? 

□ □ □ SOLAS VI 第9規則参照。 
(ISM Code No. 7) 

 

   本船が穀類を運送している場合、国際穀類ｺｰﾄﾞにより要求される承認の文書はあるか(Grainとは小麦(wheat)、とうもろこし(maize/corn)、えん麦(oats)、ライ麦

(rye)、大麦(barley)、米(rice)、豆(pulse)及び種子(seeds)、並びにこれらの加工されたものであって、その性状が当該加工前に類似しているもの等を云う。) 
 

 D-6  Is damage control plan available onboard the ship?                             (ISM Code No. 8.2) □ □ □ SOLAS II-1 第23-1規則1参照。  

   損傷制御図はあるか(船橋に掲示するか又は直ちに利用できるようにしておかなければならない。)    (1992年2月1日以降建造船に適用)  

 D-7  Are “Hatch Cover Maintenance Plans” according to MSC 169 (79) and a relevant record available?                 □ □ SOLAS XII 第7規則参照。  

   MSC. 169(79)に従った『ハッチカバー保守プログラム』と、保守/部品交換の記録があるか？    (ISM Code No. 10.2)  

 



Result 
No Items to be checked Yes No N/A

Remark If Result is No, details are to 
be specified in the Remark 
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 E. Other Cargo Ship □   
 E-1  Has the company provided master with sufficient information on the cargo? □ □ □ SOLAS VI 第2規則参照。  

   会社は船長へ十分な貨物資料を供与していたか (常に運んでいる貨物とは異なる貨物を取扱う場合、事前に貨物情報が与えられているかをチェックする。本件

は荷送人(Consignor)に対する要求であるが、適切な貨物情報が積載前に与えられていない場合、ISM Code 6.1.3に係る問題とされる。 

 

 E-2  Is approved cargo securing manual available onboard the ship? □ □ □ SOLAS VI 第5規則参照。  

   承認された貨物積みつけﾏﾆｭｱﾙはあるか(本会又はIACS協会が承認したものか。なお、貨物の性状等よって本

ﾏﾆｭｱﾙの不要な船もあるので注意のこと。) 
   (ISM Code No. 7)  

 E-3  When the ship carry dangerous goods, is a special list or manifest setting forth the dangerous goods on board and 
the location thereof available on board the ship? 

□ □ □ SOLAS VII 第5規則参照。 
(ISM Code No. 7) 

 

本船が危険物を運送している場合、船内にある危険物及びその位置を示す特別の一覧表又は積み荷目録はあるか 
(危険物とは、容器に収納した危険物又はばら積の固体危険物を云い、以下に分類される。 

 
 

1. 火薬類 4-3. 水と作用して引火性のガスを発生する物質 7. 放射性物質 
2. ガス（圧縮ガス、液化ガス及び高圧溶解ガス） 5-1. 酸化性物質 8. 腐食性物質 
3. 引火性液体 5-2. 有機過酸化物 9. その他の危険物及び物品等(経験により、この部 
4-1. 可燃性固体 6-1. 毒物  の規定を適用すべき危険性が明らかである物質 
4-2. 自然発火しやすい物質 6-2. 病気をうつしやすい物質  又はそのような危険性の疑いがある物質) 

    

｢特別の一覧表｣又は｢積み荷目録｣に代えて、船内の危険物の分類を明らかにし、かつ、その位置を示す詳細な積付け図(STOWAGE PLAN)でも良い。 

 

 E-4   Is damage control plan available onboard the ship?                              (ISM Code No. 8.2) □ □ □ SOLAS II-1 第23-1規則1参照。  

    損傷制御図はあるか(船橋に掲示するか又は直ちに利用できるようにしておかなければならない。)    (1992年2月1日以降建造船に適用)  

 E-5 □ □ □ SOLAS XII 第7規則参照。  

  
  2006年7月1日以降起工のSOLAS XII/1規則に定義されるBulk carrierの場合、D-7の要件、『ハッチカバー

保守プログラム』と、保守/部品交換の記録があるか？    (ISM Code No. 10.2)  

 E-6   PurposeがBulk carrierの場合、D-1(液状化のおそれのある貨物)の項目を併せて検証のこと。 □ □ □ SOLAS VI 第7規則参照。  

 
 旗国政府の特別要件を確認し、Item No. 1.6.20に、結果を記入すること。 

下記の要件には、特に注意すること。 

 

Belize MSN-0024のModel Formatに従ったWorking Hours and Rest PeriodsのSchedules of dutiesが掲げられ、

遵守されていることを確認すること。 
 

Hong Kong Passenger Lift（人用エレベーター）がある場合、保守と点検/試験手順のSMS組込みと実施を確認すること。  
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