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基準 
 

 

サプライヤーは Nike と取引を行う条件として、本行動規範、付随するリーダーシップ基準コードと該当する

法律に基づいて実務を行い、効果的な管理システムを開発するものとします。また、当社による検証とモニタ

リングを受け入れるものとします。サプライヤーは本行動規範を、すべての主要な作業場に従業員が理解でき

る言語で掲示し、従業員に本行動規範、当該国の該当する法律に基づく権利と義務について教育し、Nike ブ

ランドまたは Nike 関連製品を製造する下請会社にも遵守させるものとします。 

定義 
 

 

• 文書とは、印刷されたもの、手書きのもの、電子的に保管された情報を言います。これには、記録、レ

ポート、通知、苦情、コンピューターファイル、人事ファイル、給与計算や勤務時間記録、メールやそ

の他のやりとりが含まれますが、これに限定されません。 

要件 
 

 

1. 雇用主として、サプライヤーは従業員との雇用関係に責任を負います。サプライヤーは、当該国の該当

する法律または本リーダーシップ基準コードのいずれか厳しい方を遵守するものとします。 

2. 行動規範とリーダーシップ基準コードの適用 
 

a. Nike 行動規範と Nike 関係会社行動規範（規範）、リーダーシップ基準コード（CLS）は、Nike

製品または Nike 関連製品を製造する下請業者などのすべての委託製造業者に適用されます。 

b. 労働者と職場に関する当該国の法律で定められたすべての適用条項、Nike 安全衛生規範、環境基

準、CLS は、サプライヤー施設敷地内のすべての個人に対して法的に適用されます。 

c. 規範と CLS の規定が当該国の法律が定める要求よりも厳しい場合、これらの基準は、Nike 製品または

Nike 関連製品が製造されている建物内のすべての生産ラインの労働者に適用されます。これには、第

三者による雇用や他の雇用・契約関係にあるライン従業員も含みます。 

d. ライセンシーとエージェント。ライセンシーとエージェントは、規範、CLS、Nike または Nike

関連製品の製造に関わる国の定める適用要件を必ず遵守し、現行のライセンシーとエージェント

マニュアルまたはポリシーを遵守するものとします。 

3. サプライヤーのビジネス プラクティスに基準を統合 
 

a. サプライヤーは、労働と社会保障に関する地域法令と国際法令の下で、従業員の権利を尊重し、

最低限度を保証する雇用規則と雇用条件を遵守するものとします。 

b. ポリシーと手順。サプライヤーは、採用活動、雇用、罰則、整理解雇、退職等の雇用全体を管理する文書

化したポリシーとプラクティスを整備し、正確な記録を適切に保管するものとします。 
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c. サプライヤーは、確実に要件を満たすスタッフを任命する責任を人事部に委ねるものとします。 

d. 雇用、差別禁止、苦情処理制度、報酬、ハラスメントと虐待、労働時間などに関するポリシーと

手順の要件、推奨するグッド プラクティスの詳細については、該当の CLS を参照してください。 

 

4. モニタリングと改善 
 

a. サプライヤーは、事前通知の有無にかかわらず、行動規範、CLS の要件、当該国の該当する法律の遵

守の検証を行う、Nike、Nike 関連会社、指定する第三者の代理人に従い、協力するものとします。 

b. 検証とモニタリングの受け入れには、次の事項が含まれます。 

i. サプライヤーの製造施設と関連文書がある施設敷地内への監査人や他の任命を受けた代理人の物

理的なアクセスの許可。敷地内で実際の労働条件を調べるのに必要な場合、安全上の理由または

知的財産上の理由により、通常外部からの訪問者を制限するエリアも含めることができます。 

ii. 機密情報の検証のため、サプライヤーの従業員に自由にインタビューできるようサポートする。

サプライヤーは、監査人が質問するかもしれない事項を従業員に「教え」たり、監査や検証の訪

問に関して従業員の邪魔をしたり、報復をしてはなりません。 

iii. CLS などで保管すべき文書を利用できるようにしておく。規範、当該国の該当する法律が遵守さ

れているかを示す必要があります。 

c. 文書の保管 

i. サプライヤーは、規範や該当する法律を遵守していることを示すため、必要なすべての文書

を保管しておく必要があります。特に CLS で定められている文書の保管は必須です。このよ

うな文書は、サプライヤーの施設で保管し、Nike や Nike の指定代理人が容易に探せてアク

セスできるように整理されている必要があります。 

ii. 文書は 12 か月以上、または当該国の法律で定められている期間のいずれか長い期間、保管

するものとします。 
 

d. 透明性。サプライヤーは、規範と CLS の実施と遵守について十分な透明性（隠しごとがなく誠実

である状態）を保つものとします。文書化は、元の状態または変更していない状態で保管される必

要があります。情報や文書を改ざん・偽装してはなりません。 
  

 グッド プラクティスとして、サプライヤーは、ポリシーと手順、その実施を定期的

に見直し、改定することが推奨されます（正当な理由があると認められる場合）。 



実施 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
 

リーダーシップ基準コード（CLS）の履行 – ページ 5 2017 年 9 月 
 

たとえばサプライヤーは、賃金や勤務時間に関する誤った情報、または誤解を与える情報を含む

「二重帳簿」を作成したり、監査人に提示したりすることは禁止されています。 

e. 改善。サプライヤーは、監査中に特定された不遵守事項に遅延なく対応し、是正するよう最善を

尽くすものとします。怠った場合、発注の削減や投資の引き上げなど、調達契約の枠組みの範囲

内で制裁措置を取る場合があります。 

5. 不正外注の禁止 

サプライヤーは、Nike または Nike 関連製品の生産を、Nike や Nike 関連会社の書面による事前の承諾

なしに、第三者やサプライヤーが所有する施設に外注してはなりません。 

6. コミュニケーションとトレーニング 
 

a. サプライヤーは、本規範を従業員が理解できる言語に翻訳してすべての主要な作業場に掲示する

ものとします。 

b. 従業員オリエンテーションとトレーニング。サプライヤーは、雇用時に新規従業員にオリエンテ

ーションを実施するものとします。このオリエンテーションには、サプライヤーの規則、福利厚

生、その他の給付、人事ポリシー、結社の自由の権利など労使関係、安全衛生などを含みます。

トレーニング内容は定期的に更新する必要があります（特にポリシーと手順が改定された場合）。 

c. 職場規則、ポリシー、慣行が、現地の言語で記されていない場合は従業員が使用する言語で伝え

るものとします。 

d. 上司､管理者トレーニング。サプライヤーは、上司､管理者に対し当該国の法律、規範、CLS につ

いてのトレーニングを必ず受けさせるものとします。 

e. トレーニング文書。サプライヤーは、トレーニングの詳細（トピック、日付、出席者名など）を

記録する必要があります。 
 
 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律の

なかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推

奨されます。 
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基準 
 

 

サプライヤーは、囚役者労働、契約労働、奴隷労働、またはその他の形態を含む強制労働を強いてはなりません。サ

プライヤーは、リクルートメント料金を含むすべての労働資格取得費用の支払い義務を負います。 

定義 
 

 

 強制労働とは、罰則を受ける脅威のもとで行われる、または自主的に行うのではない何らかの労働やサービス

を言います。たとえば、自発的でない強制労働や奴隷労働などです。 

 人身売買とは、暴力、詐欺、強制、強制労働や売春目的で人の意思を合理的に支配するのと同等の行為により、

労働やサービスを得ることです。 

 自発的でない強制労働とは、もし労働やサービスを続けなければ、重大な被害、身体的拘束、虐待、法的手続

きの脅迫的乱用を被ると思わせるような行為です。 

 奴隷労働とは、労働者やその家族の借金を、直接労働で支払う契約形態です。合理的に評価された労働の価値

が借金の清算に適用されず、労働の長さと性質が適切に制限されていないか、定義されていません。 

 労働資格取得費用とは、雇用に関連する費用（転職エージェント、斡旋会社への費用、ビザ取得、健康診断、

就労許可、就労登録費用など）です。 

 外国人労働者とは、直接または第三者を通じて採用されてサプライヤーによって雇用されている生産ラインの

従業員で、従業員の国籍や出発国がサプライヤー施設や職場の所在国と異なる労働者を言います。 

 労働エージェントとは、民間の雇用エージェント（PEAs）、転職エージェント、人材紹介会社、派遣会社、労

働者斡旋者、その他の第三者で、従業員のリクルート、採用活動、雇用、移動、管理に関わるものを言います。 

要件 
 

 

1. 雇用主として、サプライヤーは従業員との雇用関係に責任を負います。サプライヤーは、当該国の該当

する法律または本リーダーシップ基準コードのいずれか厳しい方を遵守するものとします。 

2. 囚役者労働の禁止 
 

サプライヤーは、囚役者労働や刑務所への外注をしてはなりません。これには、製品を製造するために使用さ

れるあらゆる材料、商品、サービスの調達を含みます。 

3. 強制労働の禁止 
 

a. サプライヤーは、暴力の使用、詐欺、強制によって従業員を職場につなぎ止めたり、労働やサービスを得

るような採用や雇用をしたりしてはなりません。 
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b. 文書の保管 

i. 従業員は、雇用の条件として身分証明書（パスポート、旅行許可証、居住許可証、国民登録番号、通学
証明書など）の原本を雇用主、労働エージェント、その他の者に渡すよう求められません。また、証明
書を返還してもらうための「デポジット」も求められません。 

ii. 文書の預かり。サプライヤーは、従業員の依頼がある場合、身分証明書を預かることができます。サプ
ライヤーは、従業員の依頼に応じて、これらの証明書を直ちに、制限なくいつでも返還する必要があり
ます。身分証明書の預かりと返還は記録され、記録には従業員とサプライヤーの両者が署名する必要が
あります。労働エージェント、他の第三者は、労働者個人の証明書を保管してはなりません。 

c. 従業員は雇用の条件として、デポジットや保証金の支払い、強制的な貯蓄プログラムへの参加を求められな
いものとします。 

d. 従業員は雇用に際して支払いをしてはなりません。サプライヤーや労働エージェントは、労働者に支払
いを請求したり、労働資格取得費用を賃金から差し引いたりしてはなりません（差し押さえ、課徴金、デポ
ジット、保証金等の方法で）。労働資格取得費用には、必要なビザ取得、健康診断、雇用登録、就業許可、
転職エージェントや斡旋会社への費用が含まれます。CLS の「報酬と手当」を参照してください。 

4. 移動の自由 
 

a. サプライヤーは、従業員が勤務時間内に指定勤務エリア内を自由に移動することを認める必要があります。
飲料水や洗面所へのアクセスを含みます。従業員は食事休憩中や就業後に、施設を離れることを認められる
必要があります。 

b. 従業員用の寮を有するサプライヤーは、該当する従業員に、門限などのセキュリティ対策を通知する必要が
あります。門限は、勤務時間外に従業員がリラックスしたり、プライベートな活動に参加したりするのに十
分な、無理のない時間にする必要があります。門限がある場合、門限は当該国の労働者と外国人労働者、両
方に等しく適用される必要があります。 

5. 「外国人労働者」の特例 
 

上記すべての要件に加えて、サプライヤーが外国人労働者を雇用している地域では、サプライヤーは次を行うも
のとします。 

a. 外国人労働者についてのポリシー。外国人労働者の扱いについて書面化されたポリシーを持つ必要があり
ます。ポリシーには、少なくとも、公平な扱い、労働資格取得費用、移動の費用、本国帰国費用に関する必
要条件のほか、当該国の法律で求められるあらゆる事項を含めてください。サプライヤーは、外国人労働者
がポリシーで定められた権利を認識することができるように、外国人労働者についてのポリシーを効果的に
伝える必要があります。また、サプライヤーは、外国人労働者についてのポリシーの施行を担当する従業員
に、外国人労働者の役割と責任についてのトレーニングを受けさせるものとします。 

b. 公平な扱い。外国人労働者を公平に扱い、当該国の国籍の従業員と同じ雇用条件を提供するものとしま
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す。報酬、休暇、休職、住居など（該当国の法律で異なる手当が要求されている場合を除く。たとえば、
社会保障手当の支払いに関して）。 

 

 
c. すべての業務に関連するトレーニングや安全教育は、必ず従業員の使用言語で実施します。 

 

 
 

d. 労働資格取得費用の支払い 

i. 次に示されている場合を除き、法的に許可されている労働資格取得費用のすべてを直接支払います（送
り出し国または受け入れ国のいずれかによって）。これには、転職エージェントまたは就職斡旋エージ
ェントへの支払いも含みます。このような費用を、差し押さえ、課徴金、デポジット、保証金等の方法
で賃金から差し引くことはできません。CLS の「報酬と手当」を参照してください。 

ii. エージェントへの支払いや労働資格取得費用を事前に直接支払うことができない場合、または上記の費
用のいずれも外国人労働者が支払うよう法的に規定されている場合、サプライヤーはそれらの費用の全
額を従業員にすみやかに返金するものとします。サプライヤーが費用の返金をしない正当で検証可能な
理由がない限り、従業員が勤務地のある国に到着して 1 か月以内に返金するものとします。 

e. 移動費用の支払い。上に記した労働資格取得費用とリクルートメント料金に加えて、サプライヤーが他国
から外国人労働者を雇用した場合、サプライヤーは入国のための航空運賃と移動費用（空港税を含む）の支
払いに責任を負うものとします。外国人労働者が国に到着した後の関連の移動費用は、すでに有効な労働関
係文書の範囲内であり、支払いの必要はありません。 

f. 保険費用。サプライヤーは送り出し国、受け入れ国で必要な外国人労働者をカバーするあらゆる保険費用
（医療保険を含む）を支払う責任を負うものとします。 

g. 労働エージェント。サプライヤーは、当該国の該当する法律に従って、法的に承認・登録されている労働
エージェントを利用する必要があります（そのような法律がある場合）。 

 

h. 本国帰国 

 サプライヤーはグッド プラクティスとして、外国人労働者と雇用者の両方の言語を話すオ
ンサイト コーディネーターを雇用するか、利用できるようにすることが推奨されます。 

 労働エージェントの管理 
• 可能な場合は、サプライヤーは、外国人労働者を直接採用・雇用し、労働者の採用活動と管理を

する労働エージェントや他の第三者の利用を最小限にすることが推奨されます。 
• サプライヤーは、外国人労働者の採用活動と雇用において利用する労働エージェント（下請けエ

ージェントを含む）に対し、徹底的なデューデリジェンス（事前精査）を実施することが推奨さ
れます。デューデリジェンス（事前精査）には、本 CLS の要件を最低限満たしているかどうかの
通常の監査とともに、労働エージェントの倫理文化や寄せられている苦情についても検討する必
要があります。 
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i. 受け入れ国と出発国の外国人労働者の本国帰国に関する法的要件に加えて、雇用関係の終了時または会
社都合の雇用終了のいずれか早い時点に、サプライヤーは他国から雇用・採用した外国人労働者に帰国
用の航空チケット、電車、バスなどのチケットを提供するものとします。サプライヤーは、従業員の雇
用契約の条項にかかわらず、この要件を遵守するものとします。 

ii. 本国帰国費用の支払いは、次の場合は適用されません。 
 

(1) 違法行為により解雇された場合。 
 

(2) 勤務国内で他の合法的就労についた場合。 
 

(3) 雇用契約期間の終了前に自己都合で退職した場合。 
 

(4) 次の場合、サプライヤーは雇用契約の終了前に従業員が退職しても本国帰国費用を支払う必要があり 

ます。 

 サプライヤーが雇用契約の重要な条項に違反している。 

 従業員がハラスメントや虐待を受け、その訴えの後、遅延なく状況が改善されなかった場合 

（リーダーシップ基準コードの差別待遇をしてはならない、ハラスメントや虐待は容認されない
を参照）。 

 
 

 
 

i. 外国人労働者の雇用契約 

雇用契約に関する一般的な要件（リーダーシップ基準コードの正規雇用を提供することを参照）に加え、 

外国人労働者を雇用する際には次の要件を遵守するものとします。 

i. 従業員雇用契約書に記載の条件については、従業員が自国を出発する前に十分に説明され、精査するに
足る時間を与えられていること。契約書は正確で完全なものであり、かつ、従業員が理解できること。
また、契約書には雇用条件と解雇事由が含まれていること。 

ii. 雇用契約書には、契約書は受け入れ国で法的強制力があることなどが記載されており、かつ、従業員が
理解できる言語で記載されていること。 

iii. 従業員は、母国を出発する前に雇用契約書を 1 部受領していること。契約書の従業員の署名は、空港で
得ることはできません。 

j. 不法就労者。サプライヤーは、受け入れ国内での労働が法的に許可されていない外国人労働者を使用する
ことはできません。サプライヤーが不法外国人労働者と知りながら雇用した場合や、雇用実務が不適切であ
ったために雇用した場合は、上記 4 項 h に従って本国に帰国させるものとします。 

  

 従業員の深刻な病気、家族の緊急事態などの特別な状況がある場合、サプライヤーは雇用契約
の終了前でも航空運賃を提供することが推奨されます。 



雇用を強制してはならない NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
  

CLS「雇用を強制してはならない」 – ページ 10 2017 年 9 月  

k. 受け入れ国内での外国人労働者の雇用。サプライヤーは、すでに受け入れ国で雇用されている外国人
労働者が、法的に就労許可を得ていることを必ず確認しておく必要があります。サプライヤーは、就労
ビザやその他の就労許可に関する書類の更新に関連するすべての費用を負担します。また、サプライヤ
ーは、上記 4 項 h に従い、本国帰国費用を負担します。 

 
 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳
しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 
 

• ILO 条約第 29 号、強制労働条約（1930 年） 
 

• ILO 条約第 105 号、強制労働廃止条約（1957 年） 
  

• ILO 条約第 181 号、民間職業仲介事業所条約（1997 年） 
 

• 人身売買（特に女性及び児童）の予防、規制、処罰に関する議定書（人身売買議定書）（2000 年） 
 

• 人身取引被害者保護法、22 USC§7101（2000 年） 
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基準 
 

 

サプライヤーの従業員は 16 歳以上であるか、義務教育終了年齢のいずれか高い年齢である必要があります。18 歳未
満の従業員を危険な職場で働かせてはなりません。 

定義 
 

 

• 夜間の労働。当該国の法律による定義が存在しない場合、「特別な事情」（定義はリーダーシップ基準コー
ドの過度の労働時間を強要しないを参照）に当てはまる場合を除き、夜間の労働とは午後 10 時から午前 5 時
の間に行われる労働（一部または全部）を意味します。 

• 最低年齢基準を満たさない従業員とは、当該国の法律により規定される法的に就労可能な最低年齢、または
本規範の求める最低年齢を満たさない従業員を言います。 

要件 
 

 

1. 雇用主として、サプライヤーはその従業員との雇用関係に責任を負います。サプライヤーは、当該国の
該当する法律か本リーダーシップ基準コードのいずれか厳しい方を遵守するものとします。 

2. 最低賃金の要件 
 

a. 特定の業界や国では、Nike または Nike 関連会社によって、最低年齢基準を厳格化できます。これ
は関係するサプライヤーに通知されます。 

b. サプライヤーは、十分な人事システムとプラクティスを整備、維持し、応募者が最低年齢要件を満
たしているかを検証できるようにします。このようなシステムとプラクティスには、雇用ポリシー、
雇用者トレーニングを含み、雇用時の「年齢を証明する」文書も必要です。 

3. 年齢の証明 
 

サプライヤーは、雇用時に「年齢を証明する」ものを要求する必要があります。たとえば、出生証明書、戸籍簿
（家族簿）、身分証明（ID）カード、運転免許証、有権者登録カードなどです。雇用期間中は、これらの証明書
のコピーをファイルに保管する必要があります。 

a. サプライヤーは、合理的に判断し、年齢を証明する書類が正確で完全であることを保証する必要があります。
年齢を証明する書類が信頼性を欠く場合、あるいは入手できない場合は、サプライヤーは従業員の年齢を確認
する他の方法を見つける必要があります。たとえば、地方自治体から「公印」を押した在学証明書または宣誓
供述書のコピーを入手することが挙げられます。 

b. 「年齢を証明する」文書は簡単に偽造・改ざんができるため、サプライヤーは、政府認定の医師による健康診
断で従業員の年齢を正確に確認するサービスを利用する必要がある場合があります。診断結果書類は、上記に
挙げた「年齢を証明する」文書の少なくとも 1 つに添付する必要があります。 
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4. 最低年齢基準を満たさない従業員雇用の是正 
 

a. 当該国の法律または本規範で禁止されている状況で、最低年齢基準を満たさない従業員の労働が明
らかになった場合、サプライヤーは、是正のポリシーと手順を策定、文書化、保管し、従業員と他
の関連当事者に効果的に伝える必要があります。 

b. そのようなポリシーと手順の中でも特に、サプライヤーが最低年齢基準を満たさない年齢の従業員を雇用し
ていることが判明した場合、当該従業員にとって総合的に最善の利益にかなうよう、また製造国の法律要件
の範囲内で、サプライヤーは次の措置を取る必要があります。 

i. 職場に最低年齢基準を満たさない従業員がいないようにすること。 
 

ii. 最低年齢基準を満たさない従業員が、16 歳または法的な就労可能最低年齢のどちらか高い方の年齢に
なるまでは、学校や職業訓練プログラムに通えるように十分な金銭的サポートなどを提供すること。 

iii. 最低年齢基準を満たさない従業員が学校や職業訓練プログラムに入学し通学していることを証明する書
類を提供できる場合、当該従業員が卒業するか、16 歳または法的な就労可能最低年齢のいずれか高い
年齢に達するまで、サプライヤーは基本賃金の支払いを継続すること。 

iv. 最低年齢基準を満たさない従業員が 16 歳または法的な就労可能最低年齢のいずれか高い年齢に達した
際に、当該従業員はサプライヤーから再雇用の機会を与えられること。 

v. 最低年齢基準を満たさない従業員が通学や職業訓練プログラムへの参加を望まない場合、サプライヤーに
よる金銭的補償を継続して受けられる権利を喪失するものとする。この決定は記録する必要があります。 

c. サプライヤー、Nike、Nike 指定代理人は、当該従業員の状況に応じ、従業員に役立つ追加の是正プログラ
ムについて合意することができます。 

5. 危険な状況からの若年労働者の保護 
 

a. サプライヤーは、18 歳に満たない従業員を危険な状況にさらしてはなりません。危険な状況とは、職場内
外にかかわらず従業員の健康、安全、良心を危険にさらす可能性のある状況を意味します。 

b. サプライヤーは、危険があるかもしれない業務を特定するプロセスを整備するものとします。たとえば、有
害化学物質の取り扱いや、その近くでの勤務、危険な機械の取り扱い、夜間の労働、または当該国の法律で
特定されている業務などが挙げられます。 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳
しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 
 

• ILO 条約第 138 号、最低年齢条約（1973 年） 
 

• ILO 条約第 182 号、最悪の形態の児童労働条約（1999 年） 
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基準 
 

 

サプライヤーの従業員は、女性も男性も、雇用において差別されてはならず、それには、雇用、報酬、昇進、罰則、
性別、人種、宗教、年齢、障害、性的指向、妊娠、婚姻関係、国籍、政治見解、労働組合への加入の有無、社会また
は種族的出身、その他、当該国の法律で保護されているステータスを理由とした差別が含まれます。女性と男性は、
同一の労働に対して同一の賃金を受けるものとします。 

定義 
 

 

• ブラックリストとは、法的に保護されたステータスまたは業務とは関係のない基準に基づき雇用を拒否するこ
と、または罰を与えることを目的に、従業員や従業員候補者のリストを作成、維持、使用、伝達することです。 

要件 
 

 

1. 雇用主として、サプライヤーは従業員との雇用関係に責任を負います。サプライヤーは、当該国の該当す
る法律または本リーダーシップ基準コードのいずれか厳しい方を遵守するものとします。 

2. 差別禁止ポリシー 
 

a. サプライヤーは、差別禁止について書面化されたポリシーを持つ必要があります。 

b. 差別禁止についてのポリシーには、少なくとも次の事項を含める必要があります。 

i. 上の要件と基準コード、製造国の該当する法律と一貫性のある、従業員の差別を禁止する宣言。 

ii. 差別に関して社内で苦情を報告する方法（リーダーシップ基準コードの「結社の自由」と「団体交渉」
を参照）。 

iii. 従業員が差別的待遇や行動を誠実に報告したことに対して、罰則や報復を受けないという宣言。 

c. コミュニケーション。サプライヤーは、従業員が差別されない権利を有していることを認識するように、 

差別禁止のポリシーを従業員に効果的に伝える必要があります。効果的に伝える方法には次が含まれます。 

• 新従業員向けオリエンテーションとトレーニング。 

• 管理者向けトレーニング。 

• 従業員用掲示板や従業員の目に付きやすい場所にポスターを掲示。 

d. スタッフ トレーニング。サプライヤーは、差別禁止についてのポリシーの導入・実施を担当する従
業員に、その役割と責任についてのトレーニングを実施するものとします。 

 

3. 差別のない雇用プラクティス 
 

a. 雇用の決定は、雇用に関連する基準に基づいてなされるものとします。例: 従業員の資格、スキル、能力、
生産性、全体的な仕事のパフォーマンス。 
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b. 所属する政党、労働組合の加入有無、その他の法的に保護されたステータス、または雇用に関係のない基準
を基に「ブラックリスト」を作ることは特に禁止されています。 

c. サプライヤーは、特別に指定されている従業員の雇用について、製造国の法律を遵守する必要があります。
たとえば、身体障がい者、退役軍人、保護対象のマイノリティーに対する優遇措置または特別措置を要求
する法律が挙げられます。 

 

 
 

d. 同一労働同一賃金。女性と男性は、同一の労働に対して同一の賃金、同一の質の仕事に対して同一の評価、
募集中のポジションに対しては同一の機会を受けるものとします。 

e. ひいきと賄賂。管理担当者は従業員や従業員候補者から、業務や特別待遇の返礼として、贈り物、金銭の
支払い、その他の優遇を受けてはなりません。 

 

4. 女性の権利 
 

a. 職場の安全。サプライヤーは、妊娠、出産、育児に関連して、女性従業員に適切で問題のない施設を提供す
るものとします。サプライヤーは、当該国の法律で義務付けられている妊婦への勤務時間の制限やその他の
制約を遵守する必要があり、また、妊婦を危険な業務から保護するよう他の適切な措置を取る必要がありま
す。これには、認定医師によって推奨された勤務時間の制限を含みます。 

b. 妊娠検査。妊娠検査は雇用の条件ではなく、また、法律で求められていない限り、従業員は検査を求められ
ません。従業員から依頼がある場合にのみ、自己妊娠検査薬を提供しても構いません。このような依頼は文
書化する必要があります。 

c. 避妊。従業員は、サプライヤーによって避妊を強制、無理強いされることはありません。 

d. 産休。女性従業員は、当該国の法律または Nike リーダーシップ基準コードの「報酬と手当」のいずれか良
い方の要件に従い産休を取る権利が与えられます。 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳
しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 
 

• ILO 条約第 100 号、同一報酬条約（1951 年） 

• ILO 条約第 111 号、差別待遇（雇用及び職業）条約（1958 年） 

 サプライヤーは、当該国の法律で要求されていない場合でも、身体障害を持つ従業員
に問題のない施設を提供することが推奨されます。これには、トイレや他の工場施設
への容易なアクセスが含まれます。 

 ベストプラクティスとして、サプライヤーは、従業員が宗教上の行為をする場所が
ある施設を提供することが推奨されます。 
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基準 
 

 

サプライヤーは従業員の結社の自由と団体交渉の権利を認識し、尊重しなければならない。当該国の法律によって結
社の自由、団体交渉に制限がある場合は、サプライヤーは結社の自由と団体交渉に類似した手段の設立を認めます。 

定義 
 

 

• 誠実な交渉とは、定期的に会合を持ち、合意に至るように積極的に議論をすることです。 
 

• ブラックリストとは、法的に保護されたステータスまたは業務とは関係のない基準に基づき雇用を拒否
すること、または罰を与えることを目的に、従業員や従業員候補者のリストを作成、維持、使用、伝達
することです。 

• 本リーダーシップ基準コード内に記載されている組合や労働組合についての説明は、その他の労働組織に
も適用される場合があります。 

要件 
 

 

1. 雇用主として、サプライヤーは従業員との雇用関係に責任を負います。サプライヤーは、当該国の該当す
る法律または本リーダーシップ基準コードのいずれか厳しい方を遵守するものとします。 

2. 結社の自由の権利 
 

a. 従業員が自ら選択し、干渉を受けずに労働組合や他の労働者団体を結成し参加する権利と、団体交渉を行う
権利について当該国の法律で何らかの要件がある場合、サプライヤーは当該国の法律と本リーダーシップ基
準コードを遵守するものとします。これらの権利は、退職までの雇用期間を通じて継続的に保持されます。 

b. 従業員は、自ら選択した労働組合やその他の労働者団体に参加する権利、または参加しない権利を有します。 

c. 当該国の法律により、結社の自由が実質的に制限されている場合、サプライヤーは、従業員が苦情を表明
し、労働条件や雇用条件についての権利を保護するために、従業員と個別に、または集団で関わる代替方
法を持てるよう促進するものとします。これは最低限の効果的な苦情プロセスを有していることを意味し
ます（下記 6 項を参照）。 

 
 

d. 組合の会費。サプライヤーは、自由に交渉が可能で有効な団体交渉の協約で許可されている場合、
または法律で義務付けられている場合を除き、個々の従業員の明確な書面による合意なしに、組合の
会費、経費、罰金、その他課金を賃金から差し引くことはできません。 

e. 組合の代表は、当該国の法律により、またはサプライヤーと組合との間の相互の合意によって確立された条
件の下で、組合のメンバーにアクセスできる必要があります。 

 また、法律で認められている範囲で、サプライヤーは従業員によって自由に
選ばれた労働者委員会の設立を支援することが推奨されます。 
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3. 不干渉 
 

a. 従業員は組合のリーダーや代表者を選び、サプライヤーに干渉されることなく組合活動を行う権利を
持ちます。干渉とは、組合を支配する行為、支配を促す行為、金銭的な援助、雇用主による労働組合
のコントロールなどの行為です。 

b. 当該国の法律に準拠し、1 つの組合が従業員を代表している場合、サプライヤーは、従業員が他の従業員代
表団体を結成する試みに影響を及ぼそうとしたり、干渉しようとしたりしてはなりません。サプライヤーは、
複数の組合の中で 1 つの組合を特別に支持することで結社の自由の権利に干渉してはなりません。 

4. ハラスメントと報復の禁止 
 

a. サプライヤーは、合法的かつ平和的な結社の自由の権利の行使としての活動（組合の会合、加入活動、 

集会、合法的なストライキなど）を阻んだり、妨げたり、散会させたりする目的で、従業員を脅かしたり、
暴力を使用したり、警察や軍隊に待機要請をしてはなりません。 

b. 組合や労働者団体のメンバーになったこと、または合法的な労働組合や他の結社の自由に関する活動（組合
を結成する権利の行使を含む）に参加したことを理由に、従業員や従業員候補者を解雇したり、差別、ハラ
スメント、威嚇、報復を行ったりすることがないようにします。 

c. ブラックリスト。結社の自由の権利に違反する「ブラックリスト」の使用（組合員や合法的な組合活動への
参加に基づくブラックリストなど）は、特に禁止されています。 

d. サプライヤーは、特定の組合活動（組合の設立など）に関わる従業員や従業員代表、または特定のステータ
スを持つ従業員代表（組合の設立メンバーまたは現在の役員）を特別に保護するよう当該国の法律により規
定されている場合、すべての関連条項を遵守するものとします。 

e. サプライヤーは、合法的なストライキを組織する従業員、あるいは参加した従業員に何らかの制裁を課して
はなりません。 

 

f. 不当な解雇、降格、組合活動への差別により権利を喪失したことが明らかになった従業員は、当該国の法律
要件の下で、喪失したすべての権利の回復を受ける権利があります。これには、従業員が希望する場合、 

同一賃金、年功での同一業務または類似業務への復職が含まれます。 

g. 従業員と組合の代表は団体交渉の協約への遵守に関して、報復を受けることなく、経営層に問題を提起でき
るものとします。 

 

 グッド プラクティスとして、請負業者は、苦情処理などの組合活動のために組合の従
業員代表に、一定期間の有給休暇の使用を認めることが推奨されます。また、組合の
従業員代表が効果的に組合活動ができるように、必要であれば、活動が可能な施設を
提供することも推奨されます。適切と考えられる施設と休暇時間は、組合員の人数、
従業員代表の人数、団体協約の条項などによって異なります。 
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5. 団体交渉 
 

a. サプライヤーは、従業員が集団で団体交渉に自由に関与することができる権利を認識し、尊重するも
のとします。 

b. サプライヤーは誠実に交渉を行うものとします。 

c. サプライヤーは、団体交渉の協約の期間中、署名された協約に記載された条件を、誠意を持って履行する
ものとします。 

d. 当該国において、特定の組合が独占交渉権を持つ代理人であると定められている場合、サプライヤーは、 

団体交渉協約の事項について他の従業員グループ・団体と交渉する必要はありません。 
 

 
 

6. 効果的な苦情処理プロセス 

サプライヤーは、従業員が労働条件や雇用条件に関する懸念に対処するための、効果的な苦情処理制度を構築す
るものとします。特定の苦情処理制度プロセスは、工場の規模、現地の法律、文化などの要素によって、それぞ
れの工場で異なります。しかし一般的には、効率的な苦情処理プロセスには次が含まれます。 

a. 書面による苦情処理ポリシーとその手順の導入。ポリシーには次を含む必要があります。 

i. 懸念事項を提起し、それを経営層に伝える複数のチャネル。例: 苦情・提言ボックス、上司、チームリー
ダー、人事部門・カウンセラー、労働ユニオンまたは労働者代表者、「機会均等」ポリシー、企業の
「ホットライン」、第三者、労働者委員会、経営陣と従業員代表の会合など。 

ii. 従業員が望む場合、当該国の法律要件に従って、報復の恐れなしに懸念を密かに、匿名で提言が
できること。 

b. 従業員が苦情処理プロセスと懸念事項を提起する権利を認識するための、従業員への苦情処理ポリシー
の効果的な伝達。 

c. 苦情に対応する担当スタッフに対する、ポリシーと自らの役割と責任に関するトレーニング。 

d. 従業員への遅延ない対応を保証するための、苦情を文書化し追跡する手段。 
 

 グッド プラクティスとして、団体交渉の協約が存在する場合、サプライヤーはそ
の協約が適用されるすべての従業員に協約のコピーを配布することが推奨され 
ます。 
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7. トレーニング 

サプライヤーの従業員トレーニングプラクティスの一環として（リーダーシップ基準コードの「実施」を参
照）、すべての従業員はこの規範に関連する権利についてのトレーニングを受ける必要があり、これらの権利
は地域ごとに異なる可能性があることを認識します。 

 
特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳
しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 
 

• ILO 条約第 87 号、結社の自由及び団結権保護条約（1948 年） 
 

• ILO 条約第 98 号、1949 年の団結権及び団体交渉権条約（1949 年） 
 

• ILO 条約（第 135 号）、 労働者代表条約（1971 年） 
 

• 世界人権宣言（1948 年）（第 20 条（1）（2）と 23 条（4））

 また、サプライヤーはグッド プラクティスとして、次を行うことが推奨されます。 

o 苦情処理プロセスを通じて従業員が提起した、幅広い、または全体的な問題に対応する計
画の特定と策定。 

o 必要に応じて、苦情処理解決への従業員代表と従業員の参加。 

o 不服申し立てのプロセスの提供（特に、罰則や解雇の場合）。 

o 職場の目立つ場所への、従業員代表の情報掲示。 
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基準 
 

 

サプライヤーの従業員は尊敬と尊厳を持って扱われなければなりません。サプライヤーは、身体的、性的、心理的、 

または言葉によるハラスメントや虐待に関与しません。 

定義 
 

 

• 身体的虐待には、身体的懲罰（体罰）の使用または脅威が含まれます。 

• 心理的虐待や言葉による虐待には、叫ぶこと、脅迫すること、従業員に対して屈辱的な言葉を使用すること、 

従業員の自尊心を傷つけようとする言動が含まれます。 

• セクシャルハラスメントや虐待には、次が含まれます。 
 

o 人の体形や外見、性的活動、性的な性質の口説きや誘いなどの不愉快な性的発言。 

o 暴行、動きを妨げたり遮ったりする行為、身体的な干渉などの不愉快な身体的振る舞い。 

o 実際の、あるいは暗示的な性的な関係と引き換えに、特別業務や優遇措置を与えること。 

o 従業員が性的な誘いを拒否したことへの報復として、不利な状況に陥れられること。 

要件 
 

 

1. 雇用主として、サプライヤーはその従業員との雇用関係に責任を負います。サプライヤーは、 

当該国の該当する法律または本リーダーシップ基準コードのいずれか厳しい方を遵守するものとします。 

2. ハラスメントと虐待に関するポリシー 
 

a. サプライヤーは、ハラスメントと虐待に対して書面化されたポリシーを持つ必要があります。 

b. ハラスメントと虐待に関するポリシーには、最低限、次を含める必要があります。 

i. 上の基準コードと製造国の該当する法律に準拠した、ハラスメントや虐待を禁止する宣言。 

ii. ハラスメントと虐待に関して社内で苦情を報告する方法（リーダーシップ基準コードの「結社の自由」と
「団体交渉、苦情処理」を参照）。 

iii. 攻撃的な行動を取ることは、解雇や法的機関での訴追といった厳しい処分を受ける可能性につながるという
宣言。 

iv. 従業員がハラスメントや虐待的扱いや行動を受けたということを誠実に報告したことに対して、罰則や報
復を受けることはないという宣言。 

c. コミュニケーション。サプライヤーは、従業員がハラスメントと虐待を受けない権利を有していることを
認識するように、ハラスメントと虐待禁止のポリシーを従業員に効果的に伝える必要があります。効果的
に伝える方法には次が含まれます。 
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• 新従業員向けオリエンテーションとトレーニング。 

• 管理者向けトレーニング。 

• 従業員用掲示板や従業員の目に付きやすい場所にポスターを掲示。 

d. スタッフ トレーニング。サプライヤーは、ハラスメントや虐待禁止についてのポリシーの導入と実施を
担当する従業員に、その役割と責任についてのトレーニングを実施するものとします。 

 

3. 警備担当者 

現場の警備員は、サプライヤーの正規従業員か外部のサービスプロバイダーの下請け従業員かにかかわらず、 

従業員の尊厳を保護しながら、最高レベルの安全とセキュリティを確保できるような方法で、日常的な活動や緊
急時の活動を行う必要があります。これには次の要件が含まれます。 

a. 文書化されたポリシー。サプライヤーは、外見、個人的な行動、責任、現地法に関する知識についての要
件を含む書面のセキュリティポリシーを有する必要があります。警備担当者は、自らの役割と責任について
訓練を受ける必要があります。 

b. 暴力の行使。警備担当者は、すべての従業員と訪問者に敬意と礼儀を持って日常業務を行う必要がありま
す。日常業務において、自己防衛が不可欠な状況（警備担当者または他の従業員に対して、明確に存在して
いる危険）を除き、暴力を行使してはなりません。これらの限定された状況での暴力の使用は、状況にかな
うものであり、当該国の法律の範囲内である必要があります。 

c. 危機管理。従業員や施設に対して暴力が発生している、または暴力が発生するかもしれない危機的な状況
が特定されたときは、警備担当者はサプライヤー経営陣にすみやかに通知する必要があります。このような
危機的状況は文書化する必要があります。 

d. 武器の使用。暴力が頻繁に発生する国で、従業員の保護のために武装する必要がある職種を除き、いかなる
種類の武器の携帯も推奨されません。そのようなケースでは、サプライヤーや警備サービスプロバイダーは、
使用する武器の適切な取り扱いとメンテナンス方法についてトレーニングを行うシステムを整備している必要
があります。いかなる時でも、個人の武器をサプライヤー施設に持ち込んではなりません。 

e. 従業員の検査。窃盗や不法行為を防ぐために従業員の検査が必要な場合、サプライヤーはまず、地元の労
働局または他の適切な政府機関に検査を行う基準について相談する必要があります。従業員の検査（ボディ
チェック、かばんを開けて調べるなど）は役職にかかわらず、すべての従業員に平等に実施される必要があ
ります。従業員の検査はすべて、探知機を通らせる検査と身体的な検査（ボディチェック）として行われ、
対象の従業員と同性の警備担当者によって敬意を持って実施される必要があります。 

f. 寮。寮の警備担当者は、従業員の保護、男女の区分の目的で現地の警備サービスが機能していることを必ず
確認する必要があります。門限が存在する場合、その時間は妥当なものである必要があり、門限を実施する
にあたっては、従業員に警備の役割を知らせる必要があります。 

g. トレーニング。すべての警備担当者は、サプライヤーによって書面化されたセキュリティポリシー、ハラ
スメントと虐待ポリシーについてトレーニングを受ける必要があります。業務に関連するトレーニングはす
べて文書化する必要があります。 
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4. 文書の保管 
 

サプライヤーは、ハラスメントと虐待の申し立てについてすべての文書を保管し、Nike または監査人や検証者
などの指定第三者の代表者の求めに応じて渡す必要があります。 

 
 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳
しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 
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基準 
 

 

サプライヤーは、労働者が雇用された国の法律で許可された正規の勤務時間と時間外勤務時間を超えて労働者に勤務
を求めてはなりません。正規の勤務時間は週 48 時間を超えてはなりません。サプライヤーは、従業員が 7 日間毎に
連続して少なくとも 24 時間の休憩を取ることを認めるものとします。すべての時間外勤務は合意の元に実施するもの
とします。サプライヤーは日常的に時間外勤務を依頼せず、すべての時間外勤務に対して時間外手当を支払うものと
します。特別な状況を除いて、週の正規の勤務時間および時間外時間の合計が 60 時間を超えてはなりません。 

定義 
 

 

 特別な状況とは、サプライヤーの制御できる範囲を超える状況のことで、通常は「不可抗力」と理解
されます。これには、天災（火事、洪水、地震、その他の自然災害など）、戦闘、市民による暴動、電
気などのライフラインの障害や停止が含まれます。 

 時間給従業員とは、生産ライン従業員など、時間単位で報酬を受けるよう法律で規定されている従
業員のことです（公正労働基準法が適用される雇用者）。時間給従業員には、管理スタッフや当該
国の法律で許可されているとおりの、月給ベースで給与支払いを受けている者は含まれません。 

 時間外とは、当該国の法律で定義されている正規の勤務時間以外の勤務です。 

要件 
 

 

1. 雇用主として、サプライヤーは従業員との雇用関係に責任を負います。サプライヤーは、当該国の該当
する法律または本リーダーシップ基準コードのいずれか厳しい方を遵守するものとします。 

2. 所定労働時間 
 

a. 就業時間。時給制従業員には国の法律で定義されている「就業時間」すべてに対し少なくとも
最低賃金を払う必要があります（リーダーシップ基準コード「報酬の遅延ない支払い」を参照）。 

b. 時間管理システム。サプライヤーは時給制従業員の日々の就業時間を「遅延なく」正確に記録する、
適切な時間管理システムを維持する必要があります。時間管理システムは就業開始時刻と終了時刻の
両方を記録するために使用します。所定労働時間と時間外労働の両方が、同一システムの同一時間文
書に記録される必要があります。時給制従業員の賃金は、時間管理システムが記録しているすべての
就業時間に基づいて計算される必要があります。 

i. 「遅延なく」とは通常シフト開始前、終了後 15 分以内と定義されます。 

ii. 次の条件を満たせば、従業員の日々の就業時間をその開始前、終了後 30 分以内に記録することが 

「遅延なく」とみなされます。 

a. 国の法律による準備時間の報酬に関する要件を含む就業時間の定義に準じている。 

b. 従業員が始業前あるいは終業後に重要な活動に従事する。たとえば、高度に自動化された
製造過程で、従業員が「クリーンルーム」内で働く必要があり、特別なユニフォームを着
用しシフトの前後でセキュリティ検査を受ける必要がある場合。 
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c. 従業員が出勤、退勤時間を記録する手順を知らされている。 

d. 例外は Nike が文書によって許可した場合に認められる。 

e. シフトの前後 30 分以内に出勤、退勤時間を記録することが従業員の利便性にかなっ 

ているかどうかの程度により判断される。 

c. 正確性、信頼性、透明性を担保するため、通常の時間管理システムは機械または電子機器である必
要があります。機械または電子機器以外のシステム（手書きのタイム カードなど）は Nike による
承認が必要です。 

d. シフトまたは就業時間の変更: 従業員の就業時間を変更する場合（通常のシフトから複数シフト、
または輪番シフトへの変更）、少なくとも 24 時間前に従業員に通知する必要があります。 

3. 時間外労働と就業時間の上限 

a. サプライヤーは、就業時間と時間外労働時間に関する 1 日、週、年間の上限に関し、国の法律
が定める要件を遵守する必要があります。 

b. 割増賃金。時間外労働については、国の法律が定める要件または当該従業員の基本時給の 125%

のうち高いほうに相当する最低割増賃金が支払われる必要があります。 

c. 時間外労働時間を含む総就業時間は、「特別な事情」（下記参照）により認められた場合を除
き、週 60 時間または国の法律で定める上限のうち少ない方の時間を超えてはなりません。 

d. 現地の時間外勤務の上限。国の法律で、通常認められている時間を超えてサプライヤーが従業
員に働くことを求めることが許可されている場合、サプライヤーは次の条件を満たせば、その
許可を適用して時間外勤務を求めても構いません。 

i. 許可が国の法律の要件に準じて取得され、市町村またはそれ以上のレベルの政府機関から交付
されたものであること。 

ii. その許可証が職場に掲示してあること。 

iii. 追加の時間外勤務は任意のものであること。 

iv. 「特別な事情」（下記参照）を除き、総就業時間は週 60 時間を超えないこと。 

e. 特別な事情 

i. 特別な事情による限定的な状況で、国の法律によって認められる場合、次の条件を満た
せば総就業時間が 60 時間を超えてもよい。 

（a.） サプライヤーが直ちに Nike に通知し、書面による事前の承認を得る。 

（b.） サプライヤーは時間外勤務の必要性を最小限に留めるための合理的な措置を取り、 

時間外勤務は特別な事情に対応するのに必要な時間に制限されている。 

（c.） 時間外勤務は任意のものである。 

ii. Nike は「特別な事情」を理由とした時間外勤務の要請を個別に審査し、例外として認め
る時間外勤務の程度と時間の長さを決定する（許可する場合）。 
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4. 休暇（休息日） 
 

a. サプライヤーは休憩および休息日について、国の法律が定める要件を遵守する必要があります。 

b. 「特別な事情」（上を参照）を除き、あるいは「振替規定」（以下を参照）に従って、従業員は
7 日間毎に、連続して少なくとも 24 時間の休憩（休息日）を取ることができます。 

 

 

c. 振替規定 
 

i. 製造業者は次の条件を満たせば休息日を振り替えることができます。 

 国の法律に従っていること。 

 従業員が少なくとも 24 時間前に通知を受けていること。 

 該当する労働組合または労働者の代表と協議していること。 

 休息日を振り替えたことにより、従業員が週 60 時間（または現地の法定要件 

のいずれか短い方）を超えて就業することにならないこと。 
 

ii. 24 時間以内の通知で休息日の振替えが行われた場合、勤務となった日の賃金は時間外労働
代と同賃金で払われることとしかつ任意の勤務である必要があります。 

iii. 各国特有の振替え規約は、追加の要件や従業員保護をしたうえで実施されます。 

5. 時間外労働は合意に基づいていること 
 

a. サプライヤーは、時間外労働の任意性について、国の法律が定める要件を遵守する必
要があります。 

b. 国の法律で職権による時間外労働を命じることことが認められている場合、従業員はこの要
件について採用時に通知され、時間外労働を求められることに合意する必要があります。職
権による時間外労働を命じる場合、できる限り従業員には少なくとも 24 時間前に通知する必
要があります。 

 

c. 現地の許可のもと行われた時間外労働のうち、24 時間以内の通知により「特別な事情」ある
いは「労働時間の振替え」で行われた時間外勤務は、任意の勤務である必要があります。 

 

 
 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでよ
り厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

 

 従業員が休息日の予定が立てられるよう、可能な限り毎週同じ曜日に休息日を
予定することがグッド プラクティスとして推奨されます。 

 サプライヤーはまず、任意の時間外労働を依頼するにあたり、時間外勤務を
希望する人を探すことがグッド プラクティスとして推奨されます。 



報酬を遅延なく支払うこと NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
 

 

報酬を遅延なく支払うこと CLS – ページ 25 2017 年 9 月  

基準 
 

 

サプライヤーは、性別を問わず、すべての従業員が通常の週間労働時間に対し、従業員の基本的ニーズを満たし、あ
る程度の可処分所得を持つのに十分な報酬を受け取る権利があることを認識します。サプライヤーの従業員は、少な
くとも、当該国の法律で定められている最低賃金または一般的賃金のうち高い方の賃金を受け取り、休日や休暇、雇
用終了時の法律に基づく退職金など、法的に義務化された諸手当を受け取ります。こうした報酬から懲戒金が差し引
かれることはありません。報酬が従業員の基本的ニーズを満たさず、ある程度の可処分所得を提供していない場合は、
サプライヤーはそれが可能な報酬金額を漸進的に実現できるような計画を策定、伝達、実施するものとします。 

定義 
 

 

 報酬とはサプライヤーが従業員に提供する賃金と諸手当（金銭によるものと金銭以外のもの）を言います。 

 一般賃金とは、同業界の同程度の責任と経験の仕事に対し、当該国または当該国の地域で一般的に支払われ
ている賃金レベルを言います。 

要件 
 

 

1. 雇用主として、サプライヤーはその従業員との雇用関係に責任を負います。サプライヤーは、当該国の
該当する法律または本リーダーシップ基準コードのいずれか厳しい方を遵守するものとします。 

2. サプライヤーは、すべての従業員が通常の週間労働時間に対し、従業員の基本的ニーズを満たし、いくらかの可
処分所得を提供するのに十分な報酬を受け取る権利があることを認識しています。報酬が従業員の基本的ニーズ
を満たさず、ある程度の可処分所得を提供していない場合は、サプライヤーはそれが可能な報酬金額を漸進的に
実現できるような計画を策定、伝達、実施するものとします。下記第 10 章を参照。 

3. 基本的な報酬支払い 
 

a. 少なくとも、従業員は時間外労働賃金としての割増賃金を含め、適用される最低賃金を受け取ります。「就
業時間リーダーシップ基準コード」を参照。 

b. 賃金や諸手当は定期的かつ遅延なく支払い、または提供するものとします。そのような報酬は適切に位置づ
け、国の法律の要件に従い、賃金として適当な政府当局に報告するものとします。たとえば、就業時間に対
する支払いは、法的要件である税金の支払いや必要な控除を逃れる目的で、「手当」その他の支払い形態と
位置づけてはなりません。 

c. 出来高払いとノルマ制。ノルマの目標または出来高払い協約にかかわらず、サプライヤーは、いずれの従業
員も国の法律の定める要件、このリーダーシップ基準コードに従い、各従業員が就業時間につき少なくとも
法定最低賃金を受け取り、時間外労働賃金の支払いを受けることができるようにします。 

d. 報酬は現金または小切手の形のいずれか従業員に便利な方法で、口座振込によって支払われます。 

e. 未払い賃金。基本給または時間外労働賃金の計算に誤りがあった場合など、従業員が受け取るべき賃金を
適切に支払われていないことが判明した場合、サプライヤーはその計算の誤りが発生した時または少なく
とも 1 年前から起算して、その未払い賃金を支払う責任を負います。国の法律によっては未払い賃金の支
払い義務の期間をこれより長く設定している場合があります。 
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f. 差別待遇の禁止。女性と男性は、同一の労働に対して同一の賃金を受けるものとする。サプライヤーは 

リーダーシップ基準コード「差別待遇をしない」を参照。 
 

4. 控除 
 

a. 懲罰金の控除。懲罰目的での賃金からの控除はしてはならず、製造国の法律で規定されていないいかなる控除
も、該当する従業員の明確な書面による許可がない限り認められません。業務成績や問題行動についてはカウ
ンセリング、警告、継続的なトレーニングなど、その他の業務実績管理の方法で対処する必要があります。 

b. 規約では、サプライヤーが工場や個人の実績に応じて、裁量ボーナスの制限や撤廃をすることを禁じていま
せん。 

c. 従業員は自分の業務を遂行するためのツールの購入費用を支払わないものとします。国の法律で許可されてい
る場合、サプライヤー所有のツールや資産の損失および損害に責任があると認められた従業員は、支払い責任
を負う可能性があります。 

d. 雇用の資格に関わる費用。サプライヤーは賃金から、所要の査証、健康診断、雇用登録、労働許可
手数料など、雇用の資格にかかわる費用、料金、課金などを控除しないものとします。 

e. 組合の会費。サプライヤーは有効な団体交渉の協約で許可されている場合を除き、個々の従業員の明確な
書面による合意なしに、組合の会費、経費、罰金、その他課金を賃金から控除しないものとします。 

f. 追加的諸手当、保険、預金などの給与天引きを許可する同意（法律に定められたものでなく従業員の任
意による同意）をしている場合、サプライヤーはその同意文書を保管しておく必要があります。 

g. 法律で定められておらず、従業員が従業員の利益のために同意していない控除により、従業員が適用さ
れる法定最低賃金より低い金額を受け取ることがないようにします。 

5. 退職・解雇基金 
 

a. サプライヤーは、すべての法律で定められている社会保障、失業保険、退職または解雇基金（「積み立て基
金」と呼ばれることもある）に十分な支払いをし、基金への払い込みまたはそのような基金の積み立てが十
分であるという財務記録を保持している必要があります。 

b. サプライヤーは、国の法律によって従業員に権利が認められているすべての所定の解雇およびその他の退職
手当（雇用終了支払い）を決定する手順を確立しており、雇用終了時に、そのような雇用終了支払いを全額
支払うものとします。 

6. 試用期間、研修期間の賃金 
 

a. サプライヤーは、試用期間の賃金として、割増賃金での時間外労働賃金を含め、法定最低賃金以下の支払い
をすることはできません。 

b. 「研修期間賃金」の支払いや見習い制度への参加は、国の法律と Nike のリーダーシップ基準コードの「正
規雇用を提供すること」に従う必要があります。 
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7. コミュニケーションと社会的対話 
 

a. 従業員には、雇用開始前に、賃金や諸手当など雇用の契約条件につき、書面により理解しやすい情報を提
供するものとします。 

b. 給与明細。サプライヤーは従業員全員に対し、報酬が支払われる期間全般において、支払いがされるたび
に、現地の言語により印刷された給与明細を渡す必要があります。給与明細には少なくとも、次の情報が
含まれる必要があります。 

 賃金支払期間と支払日。 

 就業した所定労働時間と時間外労働時間のすべて。 

 就業時間に対する賃金額。 

 所定労働時間と時間外労働時間に対する総報酬額。 

 個人またはチームに対するボーナスなど追加の報酬すべて。 

 保険またはその他の法律により定められている控除額のすべて。 

c. 従業員は給与明細について理解できるよう研修を受けることとします。 
 

 
 

d. 団体交渉。製造国の法律によって認められる範囲で、サプライヤーは代表の従業員が団体交渉に従事する権
利を認め、誠意をもって交渉に応じ、署名した労働協約の条項については協約の有効期間中は遵守するもの
とします。リーダーシップ基準コード「結社の自由」を参照。 

8. 休日および休暇に関するポリシーと手順 
 

a. サプライヤーは法定休日、傷病休暇、年次休暇、出産休暇、緊急の家庭の事情による休暇、その他の国の法
律により定められている休暇について、明確にそのポリシーと手順について文書化する必要があります。サ
プライヤーはその休暇規程について従業員に周知する必要があります。サプライヤーは休暇規程の実施に責
任を負うスタッフに、その役割と責任について研修を行うものとします。 

b. サプライヤーは法律で定められているすべての休日や休暇を提供し、次の追加的要件に関しては、国の法
律に反しない程度に遵守するものとします。 

i. 傷病休暇。従業員には国の法律の要件に従って傷病休暇が与えられるものとします。 
 

 

 サプライヤーはできる限り従業員に安全な預金口座や金融商品を提供、案内し、従業員に
金融リテラシー教育を提供、紹介することがグッド プラクティスとして推奨されます。 

 国の法律で定められていない場合でも、政府認定医師が必要と認める場合、病気や負傷
からの回復のための休暇を従業員に与えることがグッド プラクティスとして推奨されま
す。議論となった場合、サプライヤーはサプライヤーの負担で別の資格のある医療提供
者にセカンドオピニオンを要請することができます。 
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ii. 年次休暇。年次休暇が法律で定められていない国においては、サプライヤーが従業員の報酬および
諸手当の一環として年次休暇を与える必要があります。 

iii. 産休。国の法律で定められていない場合も、女性の従業員は無給の出産休暇をとることができます。解
雇など特別な状況を除いて、出産休暇を取った女性は従前と同じ、または同等の契約条件での雇用に復
帰することができ、いかなる差別の対象となったり先任権を失ったりすることがないようにします。 

iv. 生理休暇。国の法律で休暇が定められている場合は、生理休暇を取るにあたり医師の検査は必要ありま
せん。 

9. 工場閉鎖と解雇 

工場の閉鎖またはその他企業によるリストラにより、経費削減または解雇が行われる場合、サプライヤーは少な
くとも次を行うものとします。 

a. 通知。従業員または、該当する場合は、従業員の代表、関係政府当局に、余剰人員の解雇および
経費削減に関する情報を、状況が許す限り早期に詳しく通知します。 

i. 関連情報には閉鎖や解雇についての理由や基準、影響を受ける可能性のある従業員の数と職種、解雇
が行われる予定の期間が含まれます。 

ii. 少なくともサプライヤーはそのような通知、または通知に変わる補償（たとえば、30 日前に通知す
る代わりに 30 日間の賃金を支払う）と情報提供を国の法律の定めにしたがって行うこと。 

b. 解雇手当 
 

i. 経費削減により解雇される従業員には、国の法律で保障されているすべての解雇手当、社会保障、そ
の他の退職金を全額支払うこと。 

ii. 請求権の放棄。サプライヤーは、従業員が法的権利を有する解雇手当その他諸手当を受け取る条件
として、良好な健康状態にあるという宣言やその他の権利の放棄や免責条項に署名するよう求めるこ
とはできません。サプライヤーは裁量的あるいは追加の解雇手当や退職金の受け取りを、請求権の承
認または放棄の条件とすることができます。 

c. 団体交渉の協約。影響を受ける従業員が労働組合または労働者組織によって代表される場合、サプライヤー
は現行の団体交渉の協約に定められているか、サプライヤーと当該労働組合または従業員の代表者との間で
合意されている内容につき、すべての適用される通知、協議、解雇手当の支払い、再就職のあっせんその他
便益の提供のすべてを遵守するものとします。 

 
  

 閉鎖または解雇が生じた場合、国の法律および団体交渉で定められている内容に加え、サプライ
ヤーは直接、または政府・非政府組織やその他の第三者組織との連携により、次を提供すること
が奨励されます。 
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 協議。従業員と、該当する場合は従業員代表者が会合をもち、余剰人員削減・解雇を回避
または最小限にとどめるための方策を協議、または解雇の従業員に対する悪影響を緩和す
る方策を協議する機会。 

 異動。該当する施設があれば、国内の同社が所有する他の施設に同等の賃金で異動する機会。 

 不服申し立てのプロセス。解雇過程において、従業員が応対、抗議、不服申し立てをする
機会を得るプロセス。 

 再就職の斡旋と再教育援助。「ジョブバンク」の設置、または従業員が近隣の類似業界内ま
たは同じコミュニティーで再就職先を見つける援助をすること、従業員が雇用の可能性について
情報を得るプロセスを作ること、雇用の可能性のある事業所に新規雇用において優先的に影響
を受ける従業員を雇ってくれるよう呼びかけるため、地域のメディアに有料の広告を載せるこ
となどが含まれる。 

 追加的金銭援助。追加の解雇手当、他の雇用機会を探すための有給休暇、再教育のための資
金援助、協同組合の小規模事業プロジェクトおよび金融リテラシー教育のための経済的援助な
どを含む。 

 医療給付。法律で定められている内容に加え、特に妊娠している従業員や深刻な病状を抱え
た従業員に関しては、その状態に応じて追加援助をすること。 

 政府からの手当取得の援助。従業員に自分たちの権利についての教育をすること、地方の政
府機関と適切に連携することなどがあります。たとえば、政府機関や適当な NGO などを招き、
工場または近辺の便利な場所でセッションを開き、政府の援助を得たり政府の教育プログラム
に参加するための情報提供をしたり、申込用紙記入のサポートをするなど。 

10. 公正な賃金の漸進的実現 
 

サプライヤーは従業員の報酬（賃金と諸手当）につき、いくらかの可処分所得を含み、従業員の基本的なニーズ
を満たすような金額を漸進的に実現できるようプロセスを展開、実施することに努める必要があります。以下に、
サプライヤーがこのような義務を果たすため取ることのできるアクションの例を挙げます。 

a. 賃金と諸手当の支払い。Nike の行動規範および本リーダーシップ基準コードの要件に従い続け、少なくと
も国の法律で定められている最低賃金または一般賃金のうち高い方の賃金を全額遅延なく支払い、休日や休
暇を含む法的に義務化された諸手当を提供し、さらにすべての社会保険に関する規則を遵守する。 

b. 賃金体系。次の検討事項に基づいて定期的に見直し、従業員の報酬を調整する賃金体系を確立すること。 

 法律により定められている最低賃金。 

 サプライヤーのビジネスのニーズ。 

 従業員の学歴、スキル、トレーニング、職業上の経験などのレベルと社内での役職。 

 個人および集団の実績に対し見返りを与える報酬インセンティブ プログラム。 
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 労働市場における類似する企業または主要な競合相手の賃金との比較に基づく競争力のある賃金の支払い。 

 従業員が実質的な賃金の低下で苦しまないよう、インフレ率や消費者物価の変化に対する賃金レベルのモ
ニタリング。 

 同一労働同一賃金または差別のない報酬制度の実践。 

 従業員が過度な時間外勤務を要求されないよう担保するとともに、時間外労働については割増賃金を支
払うこと。 

 

c. ポリシーと手順。本リーダーシップ基準コードに盛り込まれたコミットメントを反映するようポリ
シーと手順を確立、再編し、報酬体系の実施に責任を負うスタッフに、その役割と責任について研修
を行います。 

d. コミュニケーションと社会的対話。従業員に報酬についての十分かつ最新の情報を提供し、製造国
の法律に従って、従業員の結社の自由および団体交渉権を尊重する必要があります。 

e. トレーニングと能力開発。従業員の業務成績改善のため、オペレーター、管理者（チームやグループリー
ダー）、一般従業員や経営者を含む会社のすべての役職に対し、トレーニングと能力開発プログラムを提
供します。 

f. 「公正な賃金自己評価」。FLA（公正労働協会）の「公正な賃金評価」プロセスおよび関連トレーニング
または同様のトレーニングや評価に参加します。FLA の「公正な賃金の 12 の要素」に関し、FLA と Nike

の情報を収集し共有します。 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳
しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 
 

• ILO 条約 158 号、雇用の終了に関する条約（1982 年）。 
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基準 
 

 

サプライヤーは、労働と社会保障に関する地域法令、国際法令、本規範で規定する要件のうち基準の高いものの
下で、従業員の権利を尊重し、保護するための雇用規則と雇用条件を採用し遵守するものとします。就労は、国
の法律と慣習によって確立され、一般的に認められた雇用関係に基づいて行われます。サプライヤーは Nike ブラ
ンド製品または Nike 関連製品を製造するにあたり、いかなる形であれ在宅勤務の形態は取らないこととします。 

定義 
 

 

• 短期契約。国の法律による定義がない場合、短期契約とは 1 年またはそれ未満のものを言います。 

• 派遣労働者とはサプライヤーの事業所内で働く生産ラインの労働者であるが、派遣業者などの第三者によっ
て派遣され、報酬を得ている労働者を言います。 

• 広範囲な違反とは、工場内で蔓延している、あるいは従業員の大部分に悪影響を与えている組織的な障害を
言います。 

要件 
 

 

1. 雇用主として、サプライヤーは従業員との雇用関係に責任を負います。サプライヤーは、当該国の該当す
る法律または本リーダーシップ基準コードのいずれか厳しい方を遵守するものとします。 

2. 登録 

サプライヤーは従業員の登録について国の法律が定める要件を遵守するものとします。 
 

3. 雇用の契約 
 

a. サプライヤーは、従業員が書面による雇用契約を有する要件および雇用条件、雇用期間、雇用契約の更
新など、雇用契約の使用について国の法律が定める要件を遵守するものとします。 

b. サプライヤーは従業員の雇用契約に記されている条件があれば、それを従業員の言語で書面にし、十分に
説明する必要があります。 

c. 雇用契約が使用される場合、従業員には雇用開始前に従業員の言語で書かれた雇用契約のコピーを渡し
てください。 

4. 派遣労働者と短期契約の使用 
 

a. サプライヤーは過度に派遣労働者（労働のみの契約）や短期・有期契約を利用し、正規雇用関係から生じ
る労働または社会保障関連法上の義務を逃れることがないようにします。 

b. 法的に認められる場合、生産に従事する派遣労働者の使用は、季節的な仕事またはピーク時生産の需要
を満たす、または短期の欠員補填や 1 年以内の人員配置ニーズを満たすため、ある程度まで可能です。 

 

c. 過度に派遣による生産労働者や短期契約労働者を使用する例としては次のようなものがあります。 
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i. 進行中の雇用ニーズを満たすため 1 年以上にわたり派遣労働者を使用することが慣例化している。 

ii. 解雇手当、社会保障への加入権などを認めることなく、短期契約の労働者の契約更新をする
ことが慣例化している。 

iii. 生産ラインの労働者の 15 パーセント以上が、派遣や短期契約の労働者で占められている。 
 

d. この分野の雇用関係法令や慣習は複雑で、国ごとに大幅な違いがあります。本基準の適用は国ごとに
決定するものとします。 

5. 見習い制度 
 

a. 一般的な規則として、「研修期間賃金」の支払いや「見習い制度」への参加は、そのような制度のもとでは
賃金の支払いや諸手当の提供が正規雇用の従業員より少なくなる場合、認められません。 

b. 例外として次の条件下では、個別に審査された上で許可される場合があります。 

i. 国の法律で定められ、それを遵守している。 
 

ii. 仕事のスキルを授けるまたは正規雇用につながるという研修生の便益のために計画されている。 
 

iii. 研修生のこの制度への参加は期間が限られている（通常 6 か月以内）。 
 

iv. 研修生は完成製品の生産に関し、法定最低賃金またはそれ以上の報酬を支払われる。 

v. この制度が、サプライヤーの雇用関係から生じる労働または社会保障関連法上の義務を回避するため
使用されていない。 

6. 在宅勤務の禁止 
 

a. 行動規範とこれらリーダーシップ基準コードを確実に遵守するため、サプライヤーは Nike ブランド製品ま
たは Nike 関連製品を製造するにあたり、いかなる形であれ在宅勤務は使用しないこととします。つまり、
従業員は Nike ブランド製品または Nike 関連製品を通常の作業場以外で生産してはなりません。 

b. その他のバイヤー（Nike 製品、Nike 関連商品以外の商品）向けに在宅勤務が許可されている場合、サプラ
イヤーは Nike ブランド製品または Nike 関連商品が意図的または不注意により在宅で製造されないことを
保証するシステムを構築し、それを提示する必要があります。 

 
 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳
しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 
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基準 

Nike と取引する条件として、サプライヤーは本行動規範と付随するリーダーシップ基準コードおよび適用される法
律をビジネスに組み入れ、強固な管理システムを開発するものとします。また、当社による検証とモニタリングを
受け入れるものとします。サプライヤーは本行動規範を、すべての主要な作業場に従業員が理解できる言語で掲示
し、従業員に本行動規範および該当する国の法律に基づく彼らの権利および義務について教育し、Nike ブランド製
品または Nike 関連製品を製造する下請会社にも遵守させるようにする必要があります。 

 オペレーションに関連するリスクを軽減または解消するため健康・安全・環境（HSE）管理システムを開発
し、実施する必要があります。 

 

責任  

拠点マネージャー  

a. 効果的な HSE 管理システムを維持するために役割、責任、権限を明確にする。 

b. 効果的な HSE 管理システムに必要なリソース（経営陣の代表者を含む）を提供する。 

c. 確実に HSE 管理システムが確立され、実施され、維持されるようにする。 

HSE 担当者は、HSE 管理システムを確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーおよび管理者は、従業員が確実に HSE 管理システムに関するトレーニングを受け、その要件を遵守
するよう努める必要があります。 

従業員は、HSE 管理システムの要件を遵守する必要があります。 

 

要件 

1. ポリシーと手順 - 各施設は、拠点マネージャーが署名し文書化された HSE ポリシーを備えておかねばなりませ
ん。ポリシーは少なくとも次を含むものとします。 

a. 意図の表明。 

b. 関連する HSE 規制およびその他の適用する要件を遵守するという経営上層部からのコミットメント。 

c. 継続的な改善へのコミットメント。 

d. HSE 目標を設定し評価する枠組み。 

e. ポリシーは文書化して保存し、2 年ごとに見直しをするものとする。 

f. すべての従業員に伝達し、一般にも公開すること。 

g. 上級拠点マネージャーまたはゼネラルマネージャーの署名があること。 
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2. 健康・安全・環境戦略 - 各施設は、次に説明されている HSE 目標を含む HSE 戦略計画を文書化して備えてお
く必要があります。 

a. ハイリスク（リスクごとの評価）、法令その他の要件、技術的オプション、財務、オペレーション、ビジネ
スの要件、関係者の意見を考慮して策定されたものである。 

b. スマート（SMART: 具体的、測定可能、達成可能、現実的、期限ありの頭文字の組み合わせ）な目標である。
計画は施設の全体的なビジネスと組み合わせても分離してもよい。 

c. 実施に責任を持つ担当者が指名されている。 

3. 文書管理 - 各施設は次を確実にするため、すべての HSE 関連文書を管理する手順を策定し、導入している必要
があります。 

a. 文書は日付（改正された日）が記載され、読みやすいものである。 

b. 必要なときに、文書の最新改正版の保存場所がわかる。 

c. 文書は最低 2 年ごと、または重要な改定があったときに、権限のある個人によって見直される。 

d. 意図しない使用を防ぐため、改定前の旧文書は即座に保存場所から撤去すること。 

4. 監査ー各施設は、施設の全体的なリスクに応じ、一定の間隔で HSE 管理システムのすべての側面を評価するた
めに、監査プロセスを実施する必要があります。 

5. 違反 - 各施設は HSE 管理システムのすべての側面に関する違反を特定し、優先的に調査し、解決する手順を開
発し実施している必要があります。手順には少なくとも次を含むものとします。 

a. 活動の責任者を指名する方法。 

b. 違反を解決し、予防するのに必要なアクションの説明。 

c. アクションが完了すべき期日。 

d. 完了日。 

6. 経営陣によるレビュー - 各施設は HSE 管理システムの年次レビューのための手順を開発し、実施している必
要があります。少なくとも経営陣によるレビューは年に一度行われ、次を含むものとします。 

a. HSE 戦略計画の進捗状態。 

b. 役割と責任。 

c. プロセスと手順の実施。 

d. HSE ポリシーの見直し（2 年ごと）。 

e. 監査結果、勧告、違反と是正および予防措置のレビュー。 

f. 業績指標のレビュー。 
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g. システムの適切性、妥当性、有効性の評価。 

7. コミュニケーション - 各施設は従業員に対し HSE について適切に周知する必要があります。少なくとも次が
必要です。 

a. 従業員に HSE 情報を知らせるための健康・安全に関する掲示板またはウェブサイト。 

b. 月ごとの HSE 情報をすべての従業員に伝える。 

8. トレーニング - 各施設は、HSE トレーニングの必要性を特定し、管理システムが効果的に機能するようトレー
ニングプログラムを実施する必要があります。さらにすべての従業員が各 HSE 管理システムの文書化された手
順についてトレーニングを受ける必要があります。 

9. 文書化 —  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

他の記録:  

a. 現在の HSE ポリシーのコピー。 

b. 現在の HSE 戦略計画。 

c. 現在のトレーニング計画。 

d. 電気代請求書。 

e. 燃料購入請求書。 

f. 最低 3 年分の内部監査記録。 

g. 最低 3 年分の違反記録。 

h. 最低 3 年分の経営陣によるレビューの記録と関連文書。 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Lean 2.0 Playbook 

 Nike ESH ハンドブック、1 ページ-1 
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基準 

Nike と取引する条件として、サプライヤーは本行動規範と付随するリーダーシップ基準コードおよび適用される法
律をビジネスに組み入れ、強固な管理システムを開発するものとします。また、当社による検証とモニタリングを
受け入れるものとします。サプライヤーは本行動規範を、すべての主要な作業場に従業員が理解できる言語で掲示
し、従業員に本行動規範および該当する国の法律に基づく彼らの権利および義務について教育し、Nike ブランド製
品または Nike 関連製品を製造する下請会社にも遵守させるようにする必要があります。 

 各施設における健康、安全、環境状況をするため、健康・安全・環境（HSE）委員会のプロセスと手順を導
入し、実施する必要があります。 

責任  

拠点マネージャーは、確実に HSE 委員会が確立され、HSE 委員会手順が実施され遵守されるようにする必要があり
ます。 

HSE 担当者は、HSE 委員会手順の確立、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーおよび管理者は、従業員が確実に HSE 委員会の手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守
するよう努める必要があります。 

従業員は、HSE 委員会の手順の要件を遵守する必要があります。 

 

定義  

経営陣の代表者は工場内の経営上層部（トップ）を代表し、マネージャー、監督者、または工場のオペレーション
を管理、モニター、評価、調整する部門の長である場合もあります。 

労働者の代表は経営者ではなく、製造される商品の直接の製造に責任をもつ立場にあります。 

 

要件  

1. ポリシーと手順 - 各施設は、HSE 委員会の手順を導入している必要があります。手順は少なくとも次を含む
ものとします。 

a. HSE 委員会が各施設で確立されている。 

b. 委員会は、事業所の従業員が 20 名の場合は少なくとも 2 名、事業所の従業員が 20 名を超える場合は少な
くとも 4 名で構成。 

c. 経営側と労働者側からほぼ同数の代表者で構成される。 

d. 委員会のメンバーは主要な労働活動の代表である必要がある。 

e. 委員長を選出する必要がある。 
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f. 委員会の代表は最低 1 年は継続して勤める必要がある。 

g. 委員会の会合は、四半期点検が行われる月を除き、毎月開催されなければならない。 

h. 委員会は会合の議事録を保持する必要がある。会合の議事録は伝達されるか、すべての従業員に公開され
る必要がある。 

i. 委員会は、メンバーが HSE 関連の提案を受けることができるようなシステムを確立する必要がある。 

j. 経営側は次の会合までと 30 日以内のうち、短い方の期限内にすべての HSE 委員会の勧告に回答する必要
がある。 

k. 委員会は傷害事故、疾病、死亡、化学物質の流出や火事など、HSE 関連の事故すべてを調査する手順を確
立する必要がある。（委員会が調査をする必要があるというわけではない）。 

l. HSE 委員会はプロセスをより効率よく、効果的にするのに必要な是正や改善を行うため、HSE 委員会プロ
セスを年に一度評価する必要がある。 

2. HSE 委員会会合の議事 - 各会合では次のトピックを話し合う必要があります。 

a. 前月のアクション項目。 

b. 作業場の安全点検での未処理事項。 

c. 事故のレビュー。 

d. 従業員からの提案のレビュー。 

3. 四半期ごとの作業場安全点検 - HSE 委員会は四半期ごとの作業場安全点検が確実に行われるようにする必要
があります。委員会は少なくとも次を行う必要があります。 

a. 点検の結果の文書化。 

b. 作業場での、危険で安全性に欠ける職場慣習の撤廃の仕方についての勧告。 

c. 完全遵守になるまで違反を追跡する。 

4. トレーニング - HSE 委員会のメンバーは全員次の内容についてトレーニングを受ける必要があります。 

• HSE 委員会の目的とオペレーション。 

• HSE 委員会手順。 

• HSE 委員会会合の開催方法。 

• 特定の施設に適用されるすべての規制と Nike の HSE 基準へのアクセス方法。 

• 作業場における危険の特定。 

• 効果的な事故の調査方法。 
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5. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録:  

a. HSE 委員会の会合議事録と作業場安全点検記録は最低 3 年。 

推奨プラクティスとして特記されるものを除き、本リーダーシップ基準コードは最低基準を制定することとします。サプライ
ヤーは、より厳格な要件が法律で適用される場合、その要件に従う必要があります。また、自社の従業員の保護を強化する独
自のプラクティスを継続的に発展させることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、1 ページ-12  
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基準 

Nike と取引する条件として、サプライヤーは本行動規範と付随するリーダーシップ基準コードおよび適用される法
律を実施し、ビジネスに組み入れ、強固な管理システムを開発するものとします。また、当社による検証とモニタ
リングを受け入れるものとします。サプライヤーは本行動規範を、すべての主要な作業場に従業員が理解できる言
語で掲示し、従業員に本行動規範および該当する国の法律に基づく彼らの権利および義務について教育し、Nike ブ
ランド製品または Nike 関連製品を製造する下請会社にも遵守させるようにする必要があります。 

 事故の報告と傷害・疾病管理のプロセスと手順を策定し実施します。サプライヤーはこの基準または関連
する現地の法令や規制のうち、より厳格な方の要件を遵守する必要があります。 

 

責任  

拠点マネージャーは、傷害・疾病管理プログラムの策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、傷害・疾病管理プログラムと手順の確立、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーおよび管理者は、従業員が確実に傷害・疾病管理プログラムと手順についてトレーニングを受け、 
その要件を遵守するよう努める必要があります。 

従業員は、傷害・疾病管理プログラムと手順の要件を遵守する必要があります。 

 

定義 

• 業務に関連した傷害・疾病とは、傷害または疾病を引き起こしたかその要因となる、または既存の傷害または
疾病を悪化させた職場における出来事、またはそういった要因にさらされることを言います。 

• ニアミスとは傷害、疾病、損傷につながらなかったものの、そうなる可能性があった想定外の出来事を言います。 

 

要件 

1. ポリシーと手順 - 各施設は、傷害と疾病管理の手順を導入している必要があります。手順は少なくとも次を含
むものとします。 

a. すべての事故（業務に関連した傷害、疾病、資産の損傷またはニアミスを引き起こした事故）は経営陣に
直ちに報告する必要があります。 

b. すべての死亡または重傷を引き起こした事故（24 時間の入院、永久に身体に変形障害が残る怪我、身体の一
部の欠損または失明などを引き起こす事故）は、発生の 8 時間以内に Nike 担当者に伝える必要があります。 

c. 事故調査報告は 48 時間以内に拠点マネージャーに提出する必要があります。報告書には少なくとも次の項
目が含まれている必要があります。 

• 現地拠点の名称。 
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• 具体的な場所と事故の発生した時間。 

• 事実関係と目撃者の情報。 

• 死亡した従業員、入院した従業員の名前と人数。 

• 連絡担当者と電話番号。 

• 事故の全容説明とすべての要因。 

• 再発防止のため是正措置が必要である。 

d. 傷害・疾病管理: 

• 事件の秘匿性。 

• 傷害を負った従業員とのコミュニケーション（賃金、医療上の制限など）。 

• 職場復帰対策（業務上の制限や移行期の仕事を含む）。 

• 業務上の制限の実施。 

2. 記録と報告 - 各施設はその施設における死亡事故、入院、休業、応急措置以上の医療措置、配置転換または解
雇、意識喪失を引き起こした業務関連の傷害について次を含む記録をしておかねばなりません。 

a. 情報を得た後 6 営業日以内に事故の記録をすること。 

b. 従業員または下請け業者の名前。 

c. 傷害・疾病が発生した日付。 

d. 傷害・疾病が発生した場所。 

e. 事故の一般的な説明。 

f. 傷害・疾病が原因で業務に制限がある日数。 

g. 傷害・疾病が原因で休業する日数。 

h. 年間の傷害・疾病の概要は、従業員が閲覧できる場所に掲載しておく必要があります。それには次の事項
が含まれる必要があります。 

• 傷害・疾病の発生合計数。 

• 死亡者の合計数。 

• 休業の合計日数。 

• 業務の制限や配置転換となったケースの合計数。 

• 次の方法で計算した事故率。 

- （休業の合計日数＋業務の制限や配置転換となったケースの合計数） X 200,000 / すべての従業
員の総労働時間 = 合計事故率。 

• データは四半期ごとに Nike に報告する必要がある。（従業員が 10 名以下の工場はこの要件の適
用外とする） 
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i. さらに、各施設はニアミスが起こるごとに、記録、追跡、要約して置く必要があります。 

 ニアミスは規模が小さく、分析比較的簡単で解決しやすい。 

 統計上の分析と傾向調査のため十分なデータを取っておくこと。 

 HSE プログラムを成功させるための基本要件である「従業員の参加」の機会を提供する。これは行
動の変化、責任の共有、意識の向上、インセンティブの原則を具体化するものです。 

 ニアミス報告が直接的、間接的に解決しようとする主要な職場の問題の 1 つは、誰もが責任をもっ
て問題を共有し、貢献しようとするオープンな文化を創造しようとすることである。ニアミス報告
は従業員の関係を強固にし、より安全な仕事環境を作るにあたりチームワークを推進する効果があ
ると見られています。 

3. トレーニング -  

傷害・疾病報告: 従業員は、事業所の傷害・疾病管理プログラムに関しトレーニングを受ける必要があります。
このトレーニングは少なくとも以下を含むものとします。 

• 程度にかかわらず、すべての業務に関連した傷害・疾病、またはニアミスの即時の報告。 

• 従業員の通常の業務遂行能力に支障をきたす傷害や疾病についての情報の伝達。 

傷害・疾病管理: マネージャーおよび管理者は、事業所の傷害・疾病またはニアミス管理プログラムについて
追加トレーニングを受ける必要があります。追加トレーニングは少なくとも次を含むものとします。 

• 傷害・疾病またはニアミス報告の処理。 

• 事故またはニアミスの調査、根本原因分析の実施。 

• 秘匿性の保持。 

• 従業員、医療担当者、その他の関係者とのコミュニケーション。 

• 傷害・疾病後の従業員の職場復帰。 

4. 文書化—  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を機密かつ安全に保管する必要がありま
す。医療記録は、法律により義務付けられている場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示すること
はできません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 傷害・疾病に関する記録は、その傷害または疾病が関係した年の終わりから最低 5 年間保管する必要
があります。 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかで
より厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 
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参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、1 ページ-15 

 Nike アクシデント・事故報告様式 

 Nike 傷害・疾病記録様式 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するものを
含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはすべて
の従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備しなければなりません。 

 職場環境に関連するリスクを軽減または解消するためのプロセスと手順を策定し、導入します。サプライ
ヤーはこの基準または関連する現地の法令や規制のうち、より厳格な方の要件を遵守する必要があります。 

責任 

拠点マネージャーは、職場環境に関するポリシーと手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、職場環境に関するポリシーと手順の確立、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーおよび管理者は、従業員が職場に関するポリシーと手順についてトレーニングを受け、その要件を遵
守するよう努める必要があります。 

従業員は、職場環境に関するポリシーと手順の要件を遵守する必要があります。 

要件 

1. 一般的な義務 - 各施設は、従業員または環境に対し死亡事故や深刻な物理的損害を与える、または与える可
能性が高いと認識される危険のない雇用の場を各従業員に提供する必要があります。 

2. 作業空間 - 各施設は十分な作業空間を与え、従業員や現場の請負業者が健康、安全、福祉へのリスクなく業務を
遂行できるようにする必要があります。各施設は各従業員または請負業者につき、少なくとも 11 ㎥（37 立方フ
ィート）の作業空間を与える必要があります（計算上、3m（10 フィート）以上の部屋は 3m（10 フィート） 

と計算する）。 

3. 維持管理 - 各施設は従業員や現場の請負業者が働いたり移動したりするすべてのエリアに危険物がないように
する必要があります。委員会は少なくとも次を行う必要があります。 

a. 雇用の場すべてがきれいに清掃され、乾いており、手入れが行き届いた状態を維持すること。 

b. すべての通路はつまずいたりする危険やその他の障害物がないようにすること。 

c. 配電パネル、洗眼・シャワー所、その他非常設備には、少なくとも 0.9m（3 フィート）の間隔をあける 
こと。 

d. 保管エリアは常に整頓された状態を維持すること。資材は天井から 45cm（18 インチ）または火災用スプ
リンクラー（のうち低い方）より上に積み上げない。 

e. 床にこぼれたものは即時取り除き、廃棄物は適切に廃棄すること（床が濡れている場合は警告表示をする
必要があります）。 

f. すべての窓およびドアの透明な表面は破損しないよう保護すること。透明なドアや仕切りがあり、気が付
かず衝突する可能性がある場合は、それらに印をつけておくこと。 
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4. 出口 - 各施設は火災その他の緊急事態に使える安全な出口を確保しておく必要があります。委員会は少なくと

も次を行う必要があります。 

a. 安全な場所に避難できる経路がよくわかるよう、出口を配置し印をつけておくこと。 

b. 安全な出口につながっていないすべてのドアまたは通路には、「出口はありません」と表示しておくこと。
通り抜けができず、安全な出口につながらない通路の長さは 16.67m（50 フィート）を超えないこと。 

c. 出口のまわりを片付け、建物のあらゆる部分から障害物に遮られずに出られるようにしておくこと。ドア
や通路は避難を妨げないよう、施錠したり閉めたりしないようにしておくこと。 

d. 火災その他の緊急事態により出口が塞がれた場合の代替避難経路を確保するため、すべての作業場（建物、
構造物、区域、エリアを含む）から少なくとも 2 通りの異なる経路で避難できるようにしておくこと。 

5. 照明 - 各施設は安全な作業環境を確保するため十分な照明を提供する必要があります。 

6. 階段 - 各施設は登り降りできる安全な階段を提供する必要があります。少なくとも次を備えている必要があり
ます。 

a. （4 段以上の階段の場合）標準的な手すり。 

b. 少なくとも幅 0.56m（22 インチ）。 

c. 表面が滑りにくい踏板。 

d. ひと続きの階段全体を通して、段の高さと幅が同じであること。 

7. 積み荷の積み込み・積み下ろしと資材の保管:  
リスク評価 - 各施設は、積み荷の積み込み・積み下ろしと資材の保管に関するリスク評価を文書化して備えて
おく必要があります。リスク評価は少なくとも次を含むものとします。 

a. 積み荷の積み込み・積み下ろしと資材の保管に関するすべての危険性の特定。 

b. 特定された危険性に関するリスク評価。 

c. リスクを軽減または解消するための対策の特定（点検、人間工学、棚の設置）。 

8. ポリシーと手順 - 各拠点は、積み荷庫の安全性を確保し、在庫棚を使用するためのポリシーと手順を導入す
る必要があります。 

a. 積み込みまたは積み下ろし作業が始まる前の、車両の想定外の動きを防止する方策。 

b. 連結していないトレーラーを安定させるようにする方策。 

c. トレーラーの点検（動力付き車両が使用される場合）。 

d. 不使用時の積み荷庫の警備。 

e. 資材の安全な積み上げ（高さ、傾き）。 

f. 設置された各棚には固有の識別番号と安全な最大積載量が表示されていること。 
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g. 訓練を受けた従業員または資格のある現場の請負業者のみが、新たな棚の設置、修理、改修、撤去をする
こと。 

h. 棚の設置の年次点検は適格者によって行われる（棚による損害または傷害のリスクが特定されている場合）
こと。 

i. すべての資材保管システムの構造物への損害は直ちに報告、修理されること。 

9. トレーニング - 従業員は少なくとも次を含むトレーニングを受ける必要があります。 

• 一般的な職場の保安と安全な行動習慣。 

• 人間工学と資材を直接扱う際の腰の保護。 

• 棚の安全な積載量。 

10. 文書化 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、4 ページ-1 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連する
ものを含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライ
ヤーはすべての従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備しなけ
ればなりません。 

 身体に損傷や障害を与える可能性のある職場の危険性から従業員および請負業者を保護するため、個人用
保護具（PPE）プログラムを策定し、導入すること。サプライヤーはこの基準または関連する現地の法令や
規制のうち、より厳格な方の要件を遵守する必要があります。 

責任  

拠点マネージャーは、PPE プログラムの策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、PPE プログラムを確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーおよび管理者は、従業員が PPE プログラムに関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう
努める必要があります。 

従業員は、PPE プログラムの要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 個人用保護具とは、目、顔、頭、四肢を保護する装備、防護服、防護用シールド、防護柵のことを言い、吸収
や物理的接触による身体への危害を防ぐものです。 

要件 

1. リスク評価 -各施設は、実施したリスク評価を文書化して備えておく必要があります。文書は少なくとも次を
含むものとします。 

a. 個人用保護具を必要とする可能性のある作業とその危険性の特定。 

b. 危険要因に関連付けられたリスクの評価。 

c. 制御措置の特定および導入では、第 1 に工学的制御、第 2 に管理制御、最後に個人用保護具の使用を検討
する。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、PPE の使用により身体への危害のリスクを軽減または解消するための手順を導
入する必要があります。手順は少なくとも次を含むものとします。 

a. 請負業者は現在利用可能な PPE の適合性を決定し、必要な場合、最低限必要とされる以上の保護を要する
危険性に対し、新たなあるいは追加の装備を選ぶこと。同時多発的に起こる危険への暴露の可能性がある
場合、各危険の最高レベルに対して十分対応できる保護装備を提供するか、購入するよう推奨する必要が
あります。 

b. PPE は適切な使用により個人保護がなされ、追加のリスクをもたらさないこと。 
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c. すべての個人防護服または装備は、着用して安全に作業をすることが可能な構造となっており、衛生的で、
着実に機能する状態で保管される必要があります。防護服または装備は、国立労働安全衛生研究所
（NIOSH）、米国国家規格協会（ANSI）または国の基準に合うもののみ購入、使用が許されます。新たに
購入した PPE は、次のように最新の ANSI または国の基準（該当する場合）に準じたものであること。 

• 目と顔の保護: 

- 目の怪我を予防するには、目への危険があるエリアに入る人はすべて、目の保護具を着用する
必要があります。これには、目への危険があると特定されたエリアを通過する従業員、外部訪
問者、研究者、第三者、その他の者が含まれます。これらの人員、請負業者を保護するに十分
な性能のゴーグルまたはプラスチック性の目の保護具の最大数量を購入する必要があります。
人員が自分個人の眼鏡を着用する場合は、その上から着用できる、それぞれに適した目の保護
具を提供する必要があります。 

- 従業員が飛行粒子、溶融金属、酸、腐食液、液体薬品、ガスまたは蒸気、バイオエアロゾル、
損傷を起こす可能性のある光放射の危険に曝される場合は、適切な保護具が使用される必要が
あります。 

- コンタクトレンズを着用している人員も、危険な環境では適切な目と顔の保護具を着用する必
要があります。 

- 飛行物質の危険がある場合、側面保護具を使用する必要があります。 

- 化学薬品が飛び跳ねる危険がある場合、ゴーグルと顔のシールドを使う必要があります。 

- 顔のシールドは一次的な目の保護具（安全眼鏡やゴーグル）の上から使用する必要があります。 

- 度付き眼鏡を着用している従業員用の保護具は、保護具のデザインに度を入れるか、度付き眼
鏡の上に適切にフィットするものとします。 

- 光放射に対しては、適切なフィルターレンズつきの装備を使用する必要があります。色付きレン
ズは、そのように印がついているか指定されていない限り、フィルターレンズではありません。 

• 頭部の保護: 

- 頭部の保護具を備え付け、建設その他の労働にかかわるすべての従業員と下請け業者は、頭部
保護具を使用する必要があります。 

- 落下物、固定障害物、電気ショックなどの危険がある場合、建設現場にいるエンジニア、調査
官、来訪者も頭部の保護をすることが求められます。 

- 鋭いものとの接触による頭皮裂傷を防ぐため、安全帽や頭蓋骨ガードが提供され、着用される
必要があります。しかし、落下物の強い衝撃や貫通力からの保護には向かないため、ヘルメッ
トの代わりとして着用するべきではありません。 
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• 足の保護: 

- 梱包、物体、重量のある機械の部品などを運搬し扱う仕事、または、その他の仕事で足への落
下物の可能性がある場合、衝撃から足を保護する機能のある安全シューズ、または安全ブーツ
を履くことが求められます。 

- スキッドトラック（人の力で物を載せる車両）に関わる仕事や、その他従業員の足が、資材や
装備に轢かれる可能性のある仕事をする場合、圧搾から足を保護する機能のある安全シューズ
または安全ブーツを履くことが求められます。 

- 従業員が釘、ワイヤー、鋲、ねじ、大型ホチキス、金属くずなど鋭い物体を踏んで、足に負傷
する可能性がある場合、窃刺から足を保護する機能のある安全シューズまたは安全ブーツを履
くことが求められます。 

• 手の保護: 

- 化学薬品、切断、裂傷、擦り傷、窃刺、火傷、生物学的作用、有害な最高最低気温による危険
性がある場合、適切な手袋を着用する必要があります。 

- 手袋の種類は、その手袋の機能の特徴、状況、使用期間、危険性の種類に基づいて決める必要
があります。1 種類の手袋ですべての状況に対応できるわけではありません。 

• 肌の保護（手袋以外）: 

- 化学薬品が身体に飛び跳ねる危険がある場合、空気中に肌を傷めるまたは肌が吸収するような
汚染物質がある場合、従業員の普段着に汚染物質が付着するような場合は、肌を保護する必要
があります。覆う場所は、さらされる身体の部分によります。小規模の管理されたプロセスに
おいては、エプロンで十分であり、頭上の作業に関しては、身体全体を覆うことが必要です。 

a. 破損した PPE の報告と取り換え。 

b. 清潔できちんと機能する状態で適切に保管すること。 

c. 雇用主が無料で提供し、修理すること。 

d. 少なくとも四半期に一度は点検すること。 

3. トレーニング - トレーニングは、従業員が配置された時点で実施し、その後も最低年 1 回実施するようにし
ます。トレーニングには少なくとも次を含めます。 

• PPE を必要とする対象とタイミング、PPE の限界。 

• PPE の適切な使用、ケア、メンテナンス、耐用年数、廃棄。 

• PPE の着用を求められる従業員は全員、適切な使用とケアについてトレーニングを受ける必要があ
ります。請負業者や従業員は、必要に応じて定期的に再トレーニングを受ける必要があります。各
従業員は少なくとも、次の内容を知っておくようトレーニングを受ける必要があります。 
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- いつ、なぜ PPE が必要か。 

- どのような個人用保護具が必要か。 

- PPE の適切な着脱、調節、着用の仕方。 

- PPE の限界。 

- PPE の適切なケア、メンテナンス、耐用年数、廃棄。 

- 実験室および調合室の人員は、共有エリア（ホール、エレベーター、食事場所、トイレ、事務
所など）に入る前に手袋や白衣を脱ぐよう指示すること。危険性のある物質や化学物質を運搬
するときは、2 次容器を使用する必要があること。 

- 各従業員が PPE の使用義務のある作業を許可されるには、トレーニング内容を理解し、PPE を
適切に使えることを示す必要があります。 

• 新たな、または追加的な危険性が生じる可能性がある新施設やプロセスが導入された場合、作業場
の再評価を行う必要があります。 

• 必要に応じて、事故記録を見直し、すでに導入されている場合は、以前選んだ PPE の適格性を再評
価する必要があります。 

• 工場の管理者が、トレーニングを受けた従業員のうち、PPE を理解し適切に使うスキルがないと思
う理由がある場合、管理者または監督者はその従業員を再訓練する必要があります。 

• さらに作業場や PPE に変化があり、以前のトレーニングが役に立たなくなった場合、該当する従業
員の知識や指定された個人用保護具に不備があった場合は再訓練が必要となります。 

4. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録:  

a. 現在のリスク評価。 

b. 最低 3 年分の点検記録。 
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特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、7 ページ-1 

 



  

人間工学の CLS - ページ 51 2017 年 9 月 

人間工学 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
 
基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するもの
を含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはす
べての従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 人間工学的危険性に関連するリスクを軽減または解消するためのプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

拠点マネージャーは、人間工学プログラムの手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、人間工学ポリシーのリスク評価、文書化された手続、トレーニング、記録の保管、年 1 回の見直し
の定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーおよび管理者は、従業員が確実に自分と関係のある人間工学的手順についてトレーニングを受け、 

その要件を遵守するよう努める必要があります。 

従業員は人間工学手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 人間工学とは、設備の設計や手順により、仕事を、その仕事を請け負う人に合わせることです。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、各タスクについてリスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要があり
ます。文書は少なくとも以下を含むものとします。 

a. タスクとそれに関連する危険要因の特定。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための管理方法の特定（作業領域のデザインやジョブ ローテーションなど）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、人間工学的危険要因に関する対策の手順を導入する必要があります。手順は少
なくとも以下を含むものとします。 

a. 筋骨格系障害（MSD）の早期発見、MSD の徴候と症状、MSD の危険要因。 

b. 従業員参加プロセス。人間工学に関する定期的なコミュニケーション、人間工学的な課題に関する従業員
からの提案の検討を含みます。 

c. 人間工学的危険要因や傷害発生傾向に関する報告を通じて提示された人間工学的問題を修正するためのプ
ロセス。 

d. 反復作業については、作業を中断または変更する機会を提供するものとします。 

e. 個々のコンピューター ワークステーションに関する評価。 
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f. 人間工学を採用した機材とプロセスの設計。 

3. トレーニング - 人間工学関連の危険要因を含むタスクに従事するすべての人員はトレーニングを受ける必要
があります。トレーニングは以下を含むものとします。 

• 一般的な MSD とその兆候と症状。 

• MSD とその徴候と症状を早めに報告することの重要性と、報告が遅れた場合に起こること。 

• 職場で MSD とその兆候と症状を報告する方法。 

• MSD 危険要因に関連する各種リスク要因、職務、業務。 

• リスク要因を軽減する手法、道具、機材。 

• 現場の人間工学プログラムに関する詳細。 

4. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を秘密かつ安全に保管する必要がありま
す。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することはで
きません。 

事故記録: 人間工学上の傷害と疾病に関する記録は、最低 5 年間保管する必要があります。 

他の記録: 現在のリスク評価と人間工学に基づく個々のワーク ステーションの評価。 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike「傷害/疾病管理」リーダーシップ基準コード。 

 Nike ESH ハンドブック、5 ページ-15 

 



  

落下防止 CLS – ページ 53 2017 年 9 月 

落下防止 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
 

基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するもの
を含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはす
べての従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 作業場所における落下、転落または墜落に関連するリスクを軽減、または解消し、落下物による事故から

従業員や請負業者を守るための手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、落下防止に関する手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、落下防止に関する手順の定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実に落下防止手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう指
導する必要があります。 

従業員は、落下防止に関する手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 落下防止システムとは、認可された安全装置（ハーネス安全帯、衝撃吸収ランヤード、減速装置、高所作業用
命綱、アンカーなど）を複数組み合わせて自由落下を止めるものです。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、落下リスクについてリスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要があ
ります。文書は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 従業員または器物に落下リスクのあるタスクの特定。 

b. 高所作業を含むタスクに関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための対策の特定と導入。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、落下または落下物による事故のリスクを軽減または解消するための手順を導入
する必要があります。手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 安全柵のない 1.8m（6 フィート）以上の場所におけるフルハーネス安全帯の装着義務。 

b. 使用前後の落下防止装置の点検義務。 

c. 月 1 回の落下防止装置の点検。 

d. 落下防止装置の適切なメンテナンス、クリーニング、保管。 

e. 落下防止システムの適切な使用。 

f. 道具と資材の適切な取り扱い、保管、養生。 

g. 落下または落下物のリスクがある場所への立ち入りの制限。 



  

落下防止 CLS – ページ 54 2017 年 9 月 

落下防止 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
 

h. 負傷した作業員を搬出するための緊急用の手順（文書化したもの）。 

i. はしごの安全。 

• 在庫。 

• 安全な使用。 

• 点検の要件。 

j. 2.1m（7 フィート）以上のはしごに対する 2.1m（7 フィート）の部分へのケージの設置義務。 

k. アクセス装置（人、テーブル リフト、架空リフト、足場など）の安全な使用、メンテナンス、点検。 

l. 床や壁がない部分の保護。 

• 人が 1.2m（4 フィート）以上落下する可能性のある場所については、スロープ、階段、または固定
はしごへのアプローチ部分を除いて、すべての開放部分を標準的な柵とトー ボードで保護すること
とします（標準的な柵は上部手すりと中間手すりと支柱で構成されます）。 

• 壁または床の開口部より資材または機材が落下する潜在的な危険要因がある箇所については、ドロ
ップ ストッパーや防護ネットで保護することとします。 

3. トレーニング - 落下防止技術に関するトレーニングは、関係するすべての従業員に対して、まずは配置された
時点で、その後も少なくとも年 1 回、実施する必要があります。トレーニングには少なくとも次を含めます。 

• 落下関連の危険要因にさらされる可能性がある人。 

• 危険要因を認識して最小限に抑える方法。 

• 作業エリアにおける落下関連の危険要因の性質。 

• システムの適切なメンテナンスや点検の手順。 

• 落下防止装置の使用と操作。 

• 落下防止装置の最大耐負荷。 

はしごの安全。はしごの安全に関するトレーニングは、関係するすべての従業員に対して、安全な使用と点検
の要件を含む内容で実施するものとします。 

4. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 

a. 現在のリスク評価。 

b. 点検フォーム（落下防止とはしごに関するもの）は、最低 3 年間保管する必要があります。 
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特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、7 ページ-19 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するもの
を含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはす
べての従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 駆動車の操縦と歩行者の交通に関連するリスクを軽減、または解消するためのプロセスと手順を策定し、導入
します。請負業者は本基準または関連する現地の法令のうち、より厳格な方の要件を遵守する必要があります。 

責任  

地域マネージャーは、駆動車（PMV）プログラムに関する手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、PMV に関する手順、トレーニング、予防メンテナンスの定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実に PMV の手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう指
導する必要があります。 

従業員は、PMV に関する手順とトレーニングの要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 駆動車（PMV）とは、動力により推進され、資材の運搬、搬入、牽引、リフト、積込、積載に使用されるあら
ゆる車両を指します。PMV は、一般的にはフォークリフト、パレット トラック、トラクター、プラッター、
フォーク トラック、リフト付きトラックと呼ばれます。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、PMV についてのリスク評価を文書化して備えておく必要があります。文書は以下を
含むものとします。 

a. PMV とそれに関連する危険要因の特定。 

b. PMV に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減または解消するための対策の特定。 

2. 手順 - 各拠点は、駆動車プログラムを導入する必要があります。プログラムは少なくとも以下を含むものとし
ます。 

a. 車両の安全要件。 

• 積載量の明示。 

• 拘束システム。 

• 警告システム（ライト、警報、クラクションなど）。 

• 高所リフト作業エリアでの落下物からの保護。 

• 安全な操作手順と動作。 

b. 定期的な予防的メンテナンス（法令によりリフト付き車両の装置や付属品に義務付けられた点検がある場
合はそれを含みます）。 
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• 欠陥が見つかった装置の速やかな回収と修理。 

• 修理を行う人員は有資格者に限定。 

c. 使用前の点検による安全な作業環境の確保。 

d. 安全操作規則（文書化されたもの）。 

e. 歩行者と PMV の隔離。 

f. すべての事故とニア ミスの報告。 

g. 充電エリアと給油エリアの安全・保安の確保。 

• 充電器は必ず、覆いや保護措置で天候の影響から守る必要があります。 

• 30m（100 フィート）以内は禁煙にすることとします。 

• 適切な個人用保護具と油漏れ対策装置を講じることとします。 

• 洗眼/シャワー設備が利用可能であることとします。 

h. PMV の安全な運用のための維持管理。 

3. 交通管理 - 各施設は、駆動車のすべての経路に交通管理の手順を導入する必要があります。手順は少なくとも
以下を含むものとします。 

a. バックの必要を軽減または解消するための一方通行システムの検討（可能な場合）。 

b. バックする車両の保護（バック警報やセンサーなど）。 

c. 現場の走行速度制限。 

d. 死角への凸面鏡の設置（死角が解消できない場合）。 

e. 外部照明の取り付けとメンテナンス。 

f. 個人用保護具（視認性の高い作業服や安全靴など）。 

g. 現場の運転ルール。 

h. 外部ドライバーの管理（現場のルール、喫煙所や待機場所の配置）。 

i. 車両の正常な動作の確保（ライト、ブレーキ、タイヤなどが適切にメンテナンスされていること）。 

j. 積み下ろし中のドライバーと従業員の安全。 

k. 施設内に入るときの従業員の安全確保。 

l. すべてのドライバーは、工場の検定プログラムや、政府自治体またはその代理機関を通じて（適用される
場合は車両の種類ごとに）免許を取得するものとします。 

4. 交通安全推進プログラム - 各施設は、作業員が施設の内外を移動する際の交通関連の事故を減少、または撲
滅するための安全慣行の教育、訓練、導入を目的とするプログラムを導入する必要があります。プログラムは
以下に関する規定を含むものとします。 

a. シートベルトとヘルメットの着用。 



  

交通管理 CLS – ページ 58 2017 年 9 月 

交通と車両の管理 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
 

b. 施設の敷地内に出入りする際の歩行者の安全確保。 

c. 速度規制。 

d. チャイルドシート。 

e. 飲酒運転。 

f. 免許と保険。 

5. 医学的評価 - 駆動車のすべてのオペレーターは、駆動車を安全に操作できる身体的状態である必要があります。 

6. トレーニング -  

認定駆動車ドライバー: 従業員は各拠点の駆動車プログラムに関するトレーニングと認定を受ける必要があり
ます。オペレーターが、常時間近で監督されることなく PMV を使用するためには、すべてのトレーニングと
評価を完了する必要があります。トレーニングは以下を含むものとします。 

• 操作する PMV の種類に対応する、正式な教育と実践的なスキル（教官が手本を見せてから実際に
操作させる方式）。 

• 現場固有のルールと手順。 

• 点検、修理、メンテナンス。 

• 職場でのオペレーターのパフォーマンス評価。 

• 誤用や通知済みの要件を遵守しなかったことによる、認定取り消しに関するポリシー。 

再トレーニング: 以下のいずれかの状況が発生した場合、関連するトピックについて再トレーニングを実施す
る必要があります。 

• オペレーターが車両を危険な方法で操作していることが発覚した。 

• オペレーターが偶発事故またはニア ミス事案に巻き込まれた。 

• オペレーターが車両を安全に操作していないという評価を受けた。 

• オペレーターが別の種類の PMV を運転することになった。 

• ポリシー、手順、または職場環境が、PMV の安全な操作に影響する可能性のあるかたちで変更された。 

• 3 年に一度、各 PMV オペレーターのパフォーマンスについての再トレーニングと評価が行われる。 

教官: トレーニングは、管理職が承認した教官による綿密な指導のもとで実施される必要があります。教官に
なるには、トレーニング対象の駆動車に関する十分な知識とスキルを身に付けている必要があります。 

7. 文書化  

トレーニング記録: 各施設は、トレーニングとドライバーの評価記録を最低 3 年間保管する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を機密かつ安全に保管する必要があり
ます。医療記録は、法律により義務付けられている場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示するこ
とはできません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 
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他の記録:  

a. 現在のリスク評価。 

b. 使用前点検フォームは、3 か月間保管する必要があります。 

c. メンテナンス記録と修理記録は、駆動車の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。 

d. 第三者による点検記録（適用される場合）。 

 

 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、8 ページ-1 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するもの
を含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはす
べての従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 安全性に欠ける機械に起因する傷害に関連するリスクを軽減または解消するためのプロセスと手順を策定
し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、機械の安全性に関する手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、機械の安全性に関する手順の定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実に機械の安全性に関する手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵
守するよう指導する必要があります。 

従業員は、機械の安全性に関する手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 適格機械とは、認定検査員により、国際的な機械の安全規格に準拠しており、機械関連のリスクが許容範囲内
に収まっているという評価を受けた機械です。 

• 認定検査員とは、トレーニングと経験により、国際的な機械の安全規格に基づいて機械を評価できる人員です。
通常、認定検査員は信頼できる第三者の認定を受けています。 

• タイプ A 規格とは、機械類に適用される一般的な安全設計の要件と用語法を規定する国際規格です
（ISO12100 – 機械類の安全性）。 

• タイプ B 規格とは、一群のまたは広い範囲の機械類を対象とする安全防護策を規定する国際的な一般安全基準
です（IEC 60204-1 – 機械の電気機器）。 

• タイプ C 規格とは、特定の機械（つまりミシン）を対象とする国際規格です。 

• CE 適合宣言とは自己宣言で（第三者による宣言の場合もあります）、機械が EU の、または国際的な機械の安
全規格を満たしており、リスクが許容範囲内に収まっていることを、機械のベンダーが宣言します。機械はこ
の規格と現地の法令の、より厳格な方に従っている必要があります。 

• SAFE machines とは、機械の全体的な安全性を示す指標です。機械全体に占める割合として計算され、適格機
械であるか、施設のリスク評価（機械の影響を含む）、職種別危険要因分析、安全標準作業、職務指導訓練/検
定といった要素が加味されます。すべての要素が運用とメンテナンスを含みます。 
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要件 

1. リスク評価 - 各施設は、機械の安全についてのリスク評価を文書化して備えておく必要があります。文書
は少なくとも以下の要件を含むものとします。 

a. すべての機械と機材に対する調査。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための対策の特定と導入（固定ガード、インターロック、両手操作など）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、安全性に欠ける機械類による傷害のリスクを軽減または解消するための手順を
導入している必要があります。手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 機械の購入 – 技術ファイルを作成しており、（内部または外部の）認定検査員が記入済みであること。 

ファイルは少なくとも以下を含むものとします。 

i. 機械類のリスク評価（ISO 12100 相当）。 

ii. EU 規格（IEC 60204-1 電気機器、EU 安全指令 2006/42/EC – 機械の安全 Annex I Essential Safety 

and Health Requirements、その他関連するタイプ C 規格）または現地の規制基準のうち、より厳格
な方に準拠していることの証明。 

iii. 関連する機能テストレポート。 

iv. 新たに電動モーターを購入する場合、またはモーターを交換する場合は、IE3（プレミアム効率）規格
またはそれ以上を満たしていること。（IEC 60034-30-1:2014）。 

b. 機械の設置 – 機械の設置に関連する健康リスクと安全リスクを軽減するための標準化されたプロセス。 

v. 機械の設置計画の策定。設置する機械の評価（サイズ、重量、容積）、リスク評価の再検討、設置要件
（荷降ろし場所、解体場所、必要な機材、必要な専門的知識）、搬入出経路の確保、建築構造要件の評
価（建築構造の安全性 CLS を参照）、必要なユーティリティの評価、作業員を隔離するための障壁の
確保を含むもの。 

vi. 消防要件、化学物質管理要件、新たな健康危険要因（騒音や化学品暴露など）の再検討と更新。排気が
適切な捕捉風速、正しい素材、適切な設置を勘案して設計されているかの検証。 

vii. ミシンやスティッチング マシンの電動モーターを新たに購入または交換する場合は、サーボ モーター
かそれ以上に高性能のものを購入。 

 

c. 機械の操作 – 機械を操作するための業務危険要因分析、安全標準作業、作業内教育の完了。 

 サプライヤーには、ミシンやスティッチング マシンにサーボ モーターかそれ以上
に高性能なモーターのみを使用することを推奨します。 
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d. 機械のメンテナンス – すべてのエネルギー源に対する機械固有のロックアウト/タグアウト手順の実行。 

業務危険要因分析、安全標準作業、メンテナンス操作を含む作業内教育。 

e. 機械の廃棄。 

i. 機械の廃棄計画の策定。廃棄する機械の評価（サイズ、重量、容積）、リスク評価の再検討、処分要件
（荷降ろし場所、解体場所、必要な機材、必要な専門的知識）、搬入出経路の確保、解体されるユーテ
ィリティの評価、作業員を隔離するための障壁の確保を含むもの。 

ii. Nike リーダーシップ基準コードと現地の法令に従った処分と廃棄の要件の特定。 

f. 社内で設計/開発した機械類。 

i. 機械のすべての安全面に関するデザイン レビュー（文書化したもの）。 

ii. 機械のリスク評価（文書化したもの）。 

iii. EU 規格（IEC 60204-1 電気機器、EU 安全指令 2006/42/EC – 機械の安全 Annex I Essential Safety 

and Health Requirements、関連するタイプ C 規格）または現地の規制基準のうち厳格な方に準拠し
ていることの証明（認定機械安全性検査員の確認を受けたもの）。 

g. 指標。工場側で SAFE machines の数字と割合の記録を保管します。 

h. 機械の安全性に関する戦略計画。工場パートナーが SAFE machines を 100%にするための戦略計画を立案
します。 

3. トレーニング 

a. 作業で機械を使用するすべての従業員は、雇用時に安全トレーニングを受ける必要があります。このトレ
ーニングは少なくとも以下を含むものとします。 

i. 機械の危険要因と危険要因から身を守る方法。 

ii. 安全な操作手順。 

b. 機械の設計と開発に携わるすべての従業員は、機械の安全基準、安全手順、安全な設計慣行に関するトレ
ーニングを受ける必要があります。 

c. 非正規雇用者を含むすべてのオペレーターは、トレーニングを受け、資格を得なければ機械を操作できま
せん。 

d. 機械のメンテナンスを行うためのトレーニングを受け、資格を得なければ、メンテナンス要員になれませ
ん。 
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4. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録:  

a. 現在のリスク評価。 

b. 機械が国際的な機械の安全規格を遵守していることを示す技術ファイル。 
 
 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike リーダーシップ基準コード - 「危険エネルギーの制御」、「建築構造の安全性」、「職業性騒音暴露」、
「メンテナンスにおける安全対策」、「火災安全管理」、「緊急時のアクション」、「機械防護」、「職業性暴露限
界」、「圧力容器とシステム」 

 国際標準化機構 – ISO 12100 機械の安全性 – 設計のための一般原則 – リスクの評価とリスク低減 

 EU 機械指令 – MD 2006/42/EC 

 国際電気標準会議 – IEC 60204-1 – 機械の電気機器 – 第 1 部: 一般要求事項 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するもの
を含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはす
べての従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 圧力容器や圧力システムに関連する現在と将来におけるリスクを解消するためのプロセスと手順を策定し、
導入します。 

責任  

地域マネージャーは、圧力容器や圧力システムの安全性とメンテナンスに関する手順の確実な策定、導入、遵守に
努める必要があります。 

HSE 担当者は、本基準の要件の定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実に本基準に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう指導する
必要があります。 

従業員は、本基準の要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 圧力容器や圧力システム とは、ガスまたは液体を周辺の圧力と大幅に異なる圧力で格納または輸送するため
の容器またはパイプラインです。以下を含みますが、これらに限定されません。蒸気ボイラーと関連する配管、
加圧された温水ボイラー、エアーコンプレッサー、圧縮空気タンクと関連する配管、オートクレーブ、染色機、
（LPG などの）ガス貯蔵タンク、化学反応用容器など。 

• 蒸気ボイラー とは、密閉された容器で、内部で水またはその他の流体が加熱されます。ボイラー内には流体
が加熱または気化された状態で存在し、製造プロセス、湯沸かし、セントラル ヒーティング、調理など、さ
まざまな処理や加温のために使われます。 

• 衣類仕上げ装置 とは、衣類の生産に必要な製造工程（裁断、縫い合わせ、ミシンがけ、アイロンがけ、スク
リーン プリント、刺繍など）を担う装置です。 

• 石炭 とは、可燃性の黒色または茶色がかった黒色の堆積岩で、大量の炭素や炭化水素を含みます。蒸気の製
造によく使われる再生不能燃料です。 

• 重油 とは、蒸留後の原油を後処理して得られる残留油です。重油は他の種類の燃料油に比べ、燃焼中の炭素
放出量がかなり多くなります。産業規模での蒸気の製造に使われる再生不能燃料です。 

• 圧縮空気システム とは、サブシステムが集まってできたもので、さまざまなコンポーネントが統合されてい
ます。コンポーネントにはエアー コンプレッサー、空気処理装置、制御装置、配管、空気工具、空気圧駆動
の機械、圧縮空気を利用する工程処理装置などがあります。 

• 下請業者 とは、部品、製品、またはサービスを工場に供給するサプライヤーです。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリスク評価は少
なくとも以下を含むものとします。 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
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a. 関連する危険要因の特定とそれに基づく圧力量機と圧力システムの分類。 

b. 圧力容器、ボイラー室、蒸気パイプライン、本基準に含まれるその他のシステムに由来する危険要因に関
連するリスクの評価。 

c. 圧力容器や圧力システムに関連するリスクを軽減するための対策（モニタリングや個人用保護具など）の
特定。 

d. 新しい圧力容器を使用する場合や、既存のシステムの素材や設計が変更された場合は、リスク評価を実施
する必要があります。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、各プロセスと作業エリアに関連するリスクを削減または最小限に抑えるための

手順を導入する必要があります。手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 新しい機械の設置 - 圧力容器や圧力システムは、製造業者が推奨する方法で設置、調整、テストする必要
があります。 

• 蒸気供給システムは、使用前に正しく整備し断熱する必要があります。 

b. 安全な操作 – すべての圧力容器や圧力システムは、本来の目的に使用します。 

• 圧力レベルまたは異常をモニタリングするシステムには、早期警告シグナルが付いているものとし 
ます。 

• オペレーターは権限を与えられ、トレーニングを受けた人員が努めるものとします。 

c. 予防的メンテナンス プログラム – すべての圧力容器や圧力システムについて、安全弁や警告システムの機
能停止や障害を避けるための予防的メンテナンス プログラムを常時実施します。プログラムは少なくとも
以下を含むものとします。 

• 年 1 回の点検。 

• すべての圧力容器の制圧機、スイッチ、安全弁に対する技術テスト。 

• 超音波試験（UT）、浸透探傷試験（PT）、その他のテストによる圧力容器の復元力と疲労度の測定。 

• 蒸気ボイラー システムを対象とするボイラー室、蒸気パイプライン、絶縁材を含む復水回収システム、
蒸気トラップのメンテナンス、備品貯水タンクの状態と機能の調査。 

• 圧縮空気システムを対象とする圧縮空気供給システムのメンテナンスと、圧力制御とシステム全体の
空気漏出率の調査。 

• 圧縮空気システムについては、空気供給パイプの修理と交換と空気漏れの発見と解消のための適切な
メンテナンス手順を定めておくこと。 

• 蒸気ボイラー システムについては、ボイラー室、蒸気パイプライン、絶縁材を含む復水回収システム、
蒸気トラップ、備品貯水タンクの適切なメンテナンス手順を定めておくこと。 

d. 裁断・縫製用衣類仕上げ装置に付属する蒸気ボイラー関連のその他の要件。 

• 施設で集中型蒸気ボイラーを新規購入することはできません。 
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• 現在から将来にわたり、アイロン作業（下請業者の工場での作業も含みます）から集中型蒸気ボイラ
ーを排除するための手順を実施することとします。 排除したボイラーは使用禁止のラベルを貼り、 
適切に廃棄するようにします。 

• 文書化されたポリシーにより、集中型蒸気ボイラーの使用は 2020 年 1 月 1 日より禁止されます。 

• 廃棄記録は 5 年間保管するものとします。 

3. トレーニング 

a. すべての圧力容器: 権限を与えられた従業員は、全員初回トレーニングを受け、その後も年 1 回のトレー
ニングを受ける必要があります。トレーニングには少なくとも次を含めます。 

• 機材やシステムの潜在的な危険要因。 

• 安全な操作とメンテナンス手順。 

• 緊急時の手順。 

b. ボイラーと圧縮空気システム: 権限を与えられた従業員は、全員初回トレーニングを受け、その後も年 1
回のトレーニングを受ける必要があります。トレーニングには少なくとも次を含めます。 

• 施設にあるボイラーまたは圧縮空気システムの種類。 

• ボイラー技士資格の取得。 

4. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録:  

a. 現在のリスク評価。 

b. メンテナンス記録（最低 3 年間）。 

c. 点検記録（最低 3 年間）。 

d. 以下の図表。 

• 蒸気システムと圧縮空気システムの配管。 

• 蒸気トラップの位置、数、種類（メンテナンス記録も残すこと）。 

• 圧力計と温度計の位置。 

• 水の保管場所と保管方法。 
 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 
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参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike リーダーシップ基準コード - 「機械の安全性」、「廃水」、「固形廃棄物」、「大気への排出」 

 国際効率（IE）基準 IEC 60034-30-1: 2014 

 国際標準化機構 – （ISO）31000:2009 リスク マネジメント 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するもの
を含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはす
べての従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 機械の可動部が原因となる傷害に関連するリスクを軽減または解消するためのプロセスと手順を策定し、
導入します。 

責任  

地域マネージャーは、機械防護に関する手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、機械防護に関する手順の定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実に機械防護に関する手順についてトレーニングを受け、その要件を遵守す
るよう指導する必要があります。 

従業員は、機械防護に関する手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 

• エレベーターとは、機械の作用により垂直軸方向に上下動するプラットフォームまたはケージで、人や資材を
建物内のある階層から別の階層に移動させる昇降装置です。 

• ロックアウト/タグアウト（LOTO）とは、予期しない通電や機械・機材の起動や、修理・メンテナンス中の危
険なエネルギーの解放から従業員を守るための慣行と手順です。 

• 機械防護とは、機械の周辺にいるオペレーターやその他の従業員を、引き込み点、回転部、飛び散る破片、火
花といった危険要因から守るための手段です。防護方法にはバリア ガード、両手操作のトリップ機構、インタ
ーロックなどがあります。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、機械防護についてリスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要があり
ます。文書は少なくとも以下を含むものとします。 

a. すべての機械と機材を対象とした、可動部に関連する危険要因の調査。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための対策の特定と導入（固定ガード、インターロック、両手操作など）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、機械の可動部による傷害のリスクを軽減または解消するための手順を導入して
いる必要があります。手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 最初に危険要因の解消、次に危険要因からの防護を考慮した、新しい機材や調整した機材の評価。 

b. 防護策は正常に機能する状態で適当な場所に配置される必要があります。 

c. 防護策により新たな危険要因が生じないようにします。 
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d. 作業場の地面から 2.1m（7 フィート）未満の所に位置するファンその他の回転する機材は、1.25cm 
（0.5 インチ）未満の隙間を空けて保護する必要があります。 

e. 回転部のある機械は取り囲んで自動停止機構と連動させる必要があります。 

f. 操作中に滑ったり、動いたりする可能性のある機械や機材の固定。 

g. 機械の防護装置に対する年 1 回の点検。 

h. ロックアウト/タグアウトの要件を満たす予防的メンテナンスと修理。 

3. エレベーター、エスカレーター、資材リフト -  

リスク評価: 各施設は、エレベーター、エスカレーター、資材リフトについてリスク評価を実施し、その結果
を文書化して備えておく必要があります。文書は少なくとも以下を含むものとします。 

a. エレベーター、エスカレーター、資材リフトの操作やメンテナンスに関連する危険要因の特定。 

b. 危険要因に関連付けられたリスクの評価。 

c. リスクを許容範囲内に抑えるための対策の特定と導入（インターロックや予防的メンテナンスなど）。 

プログラム: 各施設はエレベーター、エスカレーター、資材リフトに関する手順を導入する必要があります。
手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 安全使用荷重の表示。人を載せることを想定していない場合、その旨の警告表示。 

b. 利用者や付近にいる人の傷害リスクを回避するための配置または設置。 

c. 傷害を回避するため、必要に応じてインターロック、障壁、安全装置を適切に設置し、いつでも使える状
態にしておくこと。 

d. 定期的な予防的メンテナンスの実施。 

e. ロックアウト/タグアウト要件に従った修理とメンテナンス。 

f. 機材の操作不能時に立ち入りを制限するための障壁と標識。 

g. 非常時にエレベーター、エスカレーター、資材リフトを使用する場合の手順。 

h. 現地の法律に合わせた停止期間中の第三者による点検と認証。 

i. 頭上の障害物のない空間を最低 2.1m（7 フィート）まで確保。 
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4. トレーニング - 作業で移動用機械を使用するすべての従業員は、雇用時に安全トレーニングを受ける必要が
あります。このトレーニングは少なくとも以下を含むものとします。 

• 機械の危険要因。 

• 安全な操作手順。 

• 機械の安全防護とその適切な使用に関する情報。 

• 安全防護がない、壊れている、動かない、その他安全でない状況の通知手順。 

5. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録:  

a. 現在のリスク評価。 

b. 新しい機材と調整した機材の評価記録は、機材の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。 

c. 点検記録とメンテナンス記録は、最低 3 年間保管する必要があります。 

d. 修理記録は、機材の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。 
 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike 「危険エネルギーの制御」リーダーシップ基準コード。 

 Nike ESH ハンドブック、8 ページ-16 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するものを
含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはすべて
の従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 レーザーへの職業性暴露のリスクを軽減または解消するためのプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、レーザーに対する安全対策の手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、レーザーに対する安全対策のプロセスと手順の定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実にレーザーに対する安全対策プログラムについてトレーニングを受け、そ
の要件を遵守するよう指導する必要があります。 

従業員は、レーザーに対する安全対策プログラムの要件を遵守する必要があります。 

定義 

• レーザー（誘導放出によって光を増幅・発振する装置）とは、強力な細い光線を発生させる装置です。発生す
る光線は、単色（1 色）で、収束性と指向性を持っている点で通常の光と異なります。レーザーの用途には、
金属の切断、手術での利用、測量システム、エンターテインメントでの光の演出などがあります。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、リスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要があります。文書は少な
くとも以下を含むものとします。 

a. レーザーと関連する危険要因の特定と分類。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための対策（モニタリングや個人用保護具など）の特定。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、レーザーへの職業性暴露のリスクを軽減または解消するための手順を導入する
必要があります。手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. レーザー装置は光線への暴露を避けるための防護措置とインターロックを含む設計にする必要があります。 

b. 使用エリアは権限を与えられた関係者以外立入禁止にします。 

c. レーザー使用エリアには標識や警告を掲示します。 

d. 適切な個人保護具。 

e. レーザーの取り扱いや操作に関する業務特有の手順（文書化したもの）。 

f. 緊急時の手順。 

g. レーザー システムは製造業者が推奨する方法で調整、テストする必要があります。 

h. すべてのレーザー システムの不具合は使用前に修正しておく必要があります。 
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3. トレーニング -  

レーザーに対する安全対策に関する判断力: 関係する従業員は、配置された時点で、安全性に関する判断力を
身につけるためのトレーニングを受ける必要があります。トレーニングには少なくとも次を含めます。 

• 従業員がさらされる可能性のあるレーザー照射の影響とレーザー特有の危険要因、その危険要因を
制御する方法。 

• 安全な作業慣行。 

• 緊急時の手順。 

レーザーに対する安全対策: 権限を与えられた従業員は、初回トレーニングを受け、その後も年 1 回のトレー
ニングを受ける必要があります。トレーニングには少なくとも次を含めます。 

• 施設にあるレーザーの種類。 

• 施設にあるレーザーに暴露されることによる潜在的な危険要因。 

• 暴露レベルとそれに対応するリスク。 

• 危険要因の評価結果。 

• 安全な作業慣行。 

• 緊急時の手順。 

4. 文書化—  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を機密かつ安全に保管する必要がありま
す。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することはで
きません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

その他の記録。 

a. 現在のリスク評価。 

b. テスト対象の機材の調整記録は、最低 3 年間保管する必要があります。 

c. メンテナンス記録は、機材の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するもの
を含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはす
べての従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 機材の不具合、またはメンテナンスや修理に関連する危険要因にさらされることによるリスクを軽減、ま
たは解消するためのプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、メンテナンスにおける安全対策のポリシーと手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要が
あります。 

HSE 担当者は、メンテナンスにおける安全対策の手順の定着、維持、管理に努める必要があります。 

メンテナンス担当者は、メンテナンスにおける安全対策のポリシーと手順の定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実にメンテナンスにおける安全対策のポリシーと手順についてトレーニング
を受け、その要件を遵守するよう指導する必要があります。 

従業員は、メンテナンスにおける安全対策のポリシーと手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 火気使用作業とは、裸火、火花、その他煙、火、または探知システムのトリガー要因を使用する溶接、切断、
研磨、その他の作業です。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、メンテナンスについてリスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要が
あります。文書は少なくとも以下を含むものとします。 

a. メンテナンス作業と修理作業に関連する危険要因の特定。 

b. 特定した危険要因のリスク評価。 

c. リスクを軽減または解消するための対策（個人用保護具や火気使用許可など）の特定。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、メンテナンス手順を導入している必要があります。手順は少なくとも以下を含
むものとします。 

a. 良好かつ清潔な工場の作業環境の維持。 

b. すべての道具と機材が安全かつ正常に機能する状態の維持。 

c. 製造業者の機材マニュアルへのアクセス。 

d. 個人用保護具の提供と使用。 

e. 以下を含む予防的メンテナンスと修理システム。 

• スケジュールと優先順位の決定。 

• 完了した作業の詳細。 
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• 完了した作業の日付と作業した人の名前。 

• 個々の機材に関するメンテナンス/修理記録。 

f. 火気使用作業用に特化した設計になっておらず、引火性のものや可燃物の持ち込みが制限されていないエ
リアで火気使用作業を行う場合の安全手順と火気使用許可制度。火気使用許可は以下を含むものとします。 

• 火気使用作業の場所と内容。 

• 作業開始時間と所要時間。 

• 作業開始時、作業中、作業完了後の安全確認。 

• 管理者と実作業者。 

• 必要な個人用保護具。 

• 消火設備の要件。 

• 許可書にサインする権限を与えられた人物のリスト。 

3. トレーニング  

メンテナンス担当従業員 は、トレーニングを受ける必要があります。トレーニングは少なくとも以下を含む
ものとします。 

• メンテナンスにおける安全対策プログラム特有の要件。 

• 道具の使用、保管、メンテナンス。 

• 機材と道具の予防的メンテナンスの要件。 

火気使用作業の権限を与えられた従業員 は、年 1 回のトレーニングを受ける必要があります。トレーニング
は少なくとも以下を含むものとします。 

• 火気使用許可制度とその手順。 

• 機材の使用方法（消火用機材を含む）。 

4. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

他の記録: 

a. 現在のリスク評価。 

b. 予防的メンテナンスの記録は、最低 3 年間保管する必要があります。 

c. 修理記録は、機材の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。 

d. 火気使用許可は、最低 3 年間保管する必要があります。 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 
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参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike「有害物質」リーダーシップ基準コード。 

 Nike「電気に対する安全対策」リーダーシップ基準コード。 

 Nike「危険エネルギーの制御」リーダーシップ基準コード。 

 Nike ESH ハンドブック、4 ページ-23。 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するもの
を含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはす
べての従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 電気的な危険要因に関連するリスクを軽減または解消するためのプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、電気に対する安全対策プログラムに関する手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があ
ります。 

HSE 担当者は、電気に対する安全対策プログラムのリスク評価、文書化された手続、トレーニング、記録の保管、
年 1 回の見直しの定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実に自分と関係のある電気保安手順についてトレーニングを受け、その要件
を遵守するよう指導する必要があります。 

従業員は、電気に対する安全対策の手順の要件を遵守する必要があります。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、各電気的タスクについてリスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要
があります。文書は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 電気関連のタスクとそれに関連する危険要因の特定。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減または解消するための対策（個人用保護具、操作手順、トレーニング、安全な作業慣行など）。 

2. 方針と手順 - 各施設は、電気的危険要因に関連するリスクを軽減または解消するための手順を導入している必
要があります。手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 一般的な電気に対する安全対策。 

• 電気的機材の修理を行う人員は、トレーニングを受け、権限を与えられた従業員に限定します。 

• 通電した配電回路で作業を行う人員は、しかるべき資格を有し、当該作業を実行するための特別な
権限を与えられなければならないものとします。 

• 配電エリアは偶発的損傷が起きないよう、保護する必要があります（特別に設計した部屋や頑丈な
フェンスの使用など）。 

• 権限を与えられた従業員でなければ配電室に立ち入れないようにする必要があります。 

• すべての配電パネル、ブレーカー、スイッチ、接続箱は、完全に密封し湿気から保護する必要があ
ります。 

• すべての電気式制御装置は、制御する機器がわかるよう、ラベル表示する必要があります。 



  

電気に対する安全対策 CLS – ページ 77 2017 年 9 月 

電気保安 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
 

• すべての配電パネルは 0.9m（3 フィート）の空間を空ける必要があります。 

• すべての電線管は全長にわたって支持されている必要があります。電線管への非電化機器の取り付
けは禁止されています。 

• すべての電気配線やケーブルは良好な状態である必要があります（回路がむき出しになっていない
こと）。 

• 延長コードは一時的な使用に限ります。 

• 水気のある場所では、漏電遮断器（GFCI）を備え付ける必要があります。 

• 現場特有の電気保安規則が作成されている必要があります。 

b. 電気設備の点検。 

• 施設は点検とテストのスケジュールを定めている必要があります。点検の頻度は、現地の法令、 
機材の種類、その使用環境、使用頻度に基づいて決定します。 

• 新規施設や既存の施設で大規模な改修があった場合は、点検を行い規格や基準に準拠していること
を確認する必要があります。 

• 電気的問題に優先順位を付けて解決するためのプロセス。 

c. 保護装置（通電した回路での作業用）。 

• リスク評価ごとに要求される電圧に対応した絶縁安全靴/ブーツとゴーグルを着用する必要があります。 

• 電気作業で使用されるすべての道具は適切に絶縁される必要があります。 

• 電気室の配電パネルの前には絶縁マットを設置する必要があります。 

3. トレーニング - すべての従業員は電気保安規則と電気的問題発生時の報告手順に関するトレーニングを受け
る必要があります。 

電気に対する安全対策: いずれかの電気系統または通電回路で作業する資格を有する人員は、トレーニングを
受ける必要があります。トレーニングは少なくとも以下の現場特有の要件を含むものとします。 

• 自分の作業環境に関連する危険要因についての認識。 

• 適切な手順と保護装置の使用。 

• 通電回路と通電機材を安全にロックアウト/タグアウトするための手順。 

• 個人用保護具の手入れとメンテナンス。 

4. 文書化—  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 電気関連の傷病記録は最低 5 年間保管する必要があります。 

他の記録:  

a. 現在のリスク評価。 

b. 点検記録は機材の製品寿命が尽きるまで、または施設が利用されなくなるまで保管する必要があります。 
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特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike 「危険エネルギーの制御」リーダーシップ基準コード。 

 Nike ESH ハンドブック、8 ページ-31。 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するものを
含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはすべて
の従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 危険エネルギーを確実に制御するため、機械や機材のロックアウト/タグアウト（LOTO）のプロセスと手
順を策定し、導入します。 

 責任  

地域マネージャーは、LOTO に関する手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、LOTO に関するプロセスと手順の定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実に LOTO に関するプロセスと手順についてトレーニングを受け、その要件
を遵守するよう努める必要があります。 

従業員は、LOTO に関する手順とトレーニングの要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 危険エネルギーとは、機械に蓄積された、または残存したエネルギーで、予期しない通電や蓄積されたエネル
ギーの解放により被害が生じる可能性があるものです。これには電気エネルギー、熱エネルギー、化学反応、
機械的運動、位置エネルギー、蓄積エネルギーが含まれます。 

• ロックアウト/タグアウト（LOTO）とは、予期しない通電や機械・機材の起動や、修理・メンテナンス中の危
険なエネルギーの解放から従業員を守るための慣行と手順です。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリスク評価は少
なくとも以下を含むものとします。 

a. タスク（機械または機材の設置、メンテナンス、点検、清掃、修理など）とそれに関連する危険エネルギ
ー源を制御できないことによる危険要因の特定。 

b. 危険エネルギーに関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減または解消するための対策（LOTO 手順など）。 

2. 方針と手順 - 各施設は、危険エネルギーの管理に関連するリスクを軽減または解消するための手順を導入して
いる必要があります。手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 複数のエネルギー源がある機材については、専用の LOTO 手順を文書化する必要があります。 

b. エネルギー制御装置の安全確保のため、個人に割り当てられたロック、鍵、タグを配布します。ロックや
タグは設置した作業者でなければ解除できないようにします。 
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c. 機材の絶縁分離とエネルギー供給停止。 

• 機械系に動力を提供しているエンジンまたはモーターの切断または停止。 

• 電源の切断またはロックアウトによる電気回路のエネルギー供給停止。 

• 水力システム、空気圧システム、または蒸気システム内の気体や流体の遮断。 

• 重力の影響で動き出さないよう機械のパーツを固定。 

d. システムへのエネルギー供給停止後の残存エネルギーの開放。 

• 圧力容器、タンク、または蓄圧器から内圧が大気圧と同じになるまで気体や流体を放出（作業者と
環境の安全に配慮して行うこと）。 

• アースによる蓄電器の放電。 

• 伸びた、または縮んだ状態のバネの開放またはブロック。 

• 停止、絶縁分離したシステムが完全に停止するまで待機することによる慣性力の解放。 

e. 絶縁分離とエネルギー供給停止の確認。 

f. 機材へのエネルギー供給再開。 

• 従業員が危険箇所を解消したら、動作を確認し、ロックを解除し、安全に起動し、エネルギー供給
を再開します。 

• 機械や機材をテストしたり位置を決めたりするために LOTO 用の器具を一時的に外す必要がある場
合は、あらかじめ従業員を守る措置が取られる必要があります。 

• 作業が完了して機材が稼働したら、従業員が通知を行います。 

• エネルギーの供給を再開した機材をモニタリングして操作の安全性を確保します。 

g. その他の絶縁分離手段が存在しない場合のタグの単独使用。 

h. 絶縁分離プロセスに複数の従業員が携わる場合に使用する、複数のロックアウト用器具とその手順。 

i. 強制的なロック解除は地域マネージャーが直接行う場合のみ認められ、機械の安全と、すべての従業員が
危険エリアから離れたことを確認してから実行するものとします。 

3. モニタリング - 各施設は、LOTO 手順のモニタリング プロセスを年 1 回文書化して備えておく必要がありま
す。モニタリング対象には従業員、請負業者、下請業者が含まれます。 

トレーニング - すべての従業員は、LOTO の安全性に関する判断力を身につけるためのトレーニングを受ける
必要があります。 

LOTO に携わる従業員は完全なトレーニングを受ける必要があります。再トレーニングは年 1 回行う必要があ
ります。トレーニングは以下を含むものとします。 

• すべてのエネルギー源をどこで、いつ、どうやって分離するか。 

• 制御装置でのロックとタグの使用。 
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• 絶縁分離の検証。 

• 安全な起動とエネルギー供給再開の手順。 

• 危険要因の特定と制御。 

4. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 危険エネルギーへの暴露を含むすべての事故についての記録を保管する必要があります。これらの
記録は最低 5 年間保管する必要があります。 

他の記録:  

a. 各施設は、現在のリスク評価を保管しておく必要があります。 

b. 各施設は、モニタリング記録を最低 3 年は保管する必要があります。 

 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、8 ページ-10 

 

 



  

閉鎖空間 CLS – ページ 82 2017 年 9 月 

閉鎖空間での安全対策 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
 
基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するものを
含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはすべて
の従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 閉鎖空間への立ち入りに関連するリスクを軽減または解消するためのプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、閉鎖空間への立ち入りに関する手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、閉鎖空間への立ち入りに関するプロセスと手順の定着、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実に閉鎖空間への立ち入りに関するプロセスと手順についてトレーニングを
受け、その要件を遵守するよう指導する必要があります。 

従業員は、閉鎖空間への立ち入りに関する手順とトレーニングの要件を遵守する必要があります。 

定義 

 閉鎖空間とは、従業員が立ち入るのに十分な広さがあり、出入りの手段が限られていて、長時間従業員がそ
こにいることを想定した設計になっていない空間（マンホール、下水管、トンネル、ボイラー、貯蔵タンク、
立坑など）です。 

O 許可が必要な閉鎖空間とは、以下の特徴を 1 つ以上備えているものとします。 
 危険な環境になる可能性がある。 
 従業員が閉じ込められる可能性のある素材でできている。 
 壁が内向きに収束している、または床面が先細りの下り斜面になっているなどして、従業員が身

動きが取れなくなる、または窒息する可能性のある内部構造になっている。 
 その他、健康面または安全面での深刻な危険要因が確認されている。 

O 許可が不要な閉鎖空間とは、死亡または深刻な身体的危害をもたらす可能性のある危険要因がなく、大
気が汚染されておらず、また大気が汚染される可能性もない閉鎖空間とします。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、各閉鎖空間についてリスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要があ
ります。文書は少なくとも以下を含むものとします。 

a. すべての閉鎖空間とそれらに関連する危険要因の特定。 

b. 各危険要因に関連付けられたリスクの評価。 

c. リスクを軽減または解消するための対策（立ち入り手順、個人用保護具、コミュニケーション、トレーニ
ングなど）の特定。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、閉鎖空間に関する手順を文書化して導入している必要があります。手順は少な
くとも以下を含むものとします。 

a. 許可が必要な閉鎖空間。 
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• リスク評価で中または高レベルのリスクが特定された閉鎖空間への立ち入りについては、許可の取
得を義務付ける必要があります。 

• 権限を与えられていない従業員による、許可が必要な閉鎖空間への立ち入りは制限する必要があり
ます。 

• すべての入り口に警告サインを設置する必要があります。警告は次の文言を使用します。 

 「危険 – 許可が必要な閉鎖空間です。立ち入りを禁止します」 

a. 許可が必要な閉鎖空間への立ち入り者、立ち入り管理者、付き添い者の責任。 

b. 立ち入り許可の要件。 

• 閉鎖空間の名称。 

• 立ち入りの目的、日付、作業期間（立ち入り期限の日時を含む）。 

• 許可された立ち入り者、付き添い者、立ち入り管理者のリスト。 

• 閉鎖空間に関連する危険要因とその制御方法。 

• 隔離手順。 

• 立ち入り可能条件。 

• 必要な大気テストと現行のモニタリング結果。 

• 救助時と非常時の要件。 

• 立ち入り者と付き添い者のコミュニケーション手順。 

• 立ち入りの際に必要な機材（三脚、ウィンチ、フルハーネス安全帯など）。 

• その他の許可の詳細（火気使用作業など）。 

a. すべてのモニタリング機材とテスト機材を対象にした年 1 回の調整と立ち入り前の自己調整。 

b. 各施設は、閉鎖空間への立ち入り状況を年 1 回文書化して備えておく必要があります。これには従業員、
現場の請負業者、下請業者が含まれます。 

c. 閉鎖空間を許可が不要な閉鎖空間に分類するための要件。 

 閉鎖空間が、現にまたは潜在的に危険な空間ではないことの確認。 

 閉鎖空間に、死亡または深刻な身体的危害の原因となる可能性のある危険要因がないことの確認。
これには、固形物または液状物への閉じ込め、電気ショック、可動部分など、健康や安全に関する
既知の危険要因も含まれます。 

 危険要因を除去するために立ち入る場合、危険要因が取り除かれるまでの間、当該空間は許可が必
要な閉塞空間として扱われる必要があります。 

 空間の利用方法や構成が変更されたことにより、立ち入りに伴う危険要因が増加した場合は、必要
に応じて許可が不要な閉鎖空間を許可が必要な閉鎖空間に分類しなおすものとします。 
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3. トレーニング - 閉鎖空間での作業に従事するすべての従業員（立ち入り者、付き添い者、管理者、救助チー

ムなど）に対して、まずは配置された時点で、その後も少なくとも年 1 回、トレーニングを実施する必要があ
ります。トレーニングは以下を含むものとします。 

• 閉鎖空間への立ち入りに伴う危険要因と対策。 

• 立ち入り許可。 

• すべての機材の使用方法。 

• コミュニケーション方法。 

• 救助時と非常時の要件。 

4. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を秘密かつ安全に保管する必要があり
ます。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することは
できません。 

事故記録: 閉鎖空間に関連するすべての事故について記録を保管する必要があります。これらの記録は最低 5
年間保管する必要があります。 

他の記録:  

a. 現在のリスク評価。 

b. 閉鎖空間への立ち入り許可は、最低 1 年間保管する必要があります。 

c. モニタリング機材の調整記録は、最低 3 年間保管する必要があります。 

d. モニタリング記録は、最低 3 年間保管する必要があります。 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、4 ページ-53 
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基準 

サプライヤーは、安全な職場環境を提供し、サプライヤー施設での作業（作業の結果、または作業に関連するものを
含む）において発生する事故、怪我を防止するために必要な措置を取らなければなりません。サプライヤーはすべて
の従業員の安全に対する潜在的リスクを突き止め、防止、対応するためのシステムを整備する必要があります。 

 現場の請負業者と下請業者の活動に関連する健康、安全、環境リスクを軽減または解消するためのプロセ
スと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、請負業者の安全性に関する手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、請負業者安全プログラムの定着、維持、管理に努める必要があります。 

請負業者担当者は、関係する現場の請負業者と従業員が確実に請負業者安全プログラムに関するトレーニングを受
け、その要件を遵守するよう指導する必要があります。 

マネージャーと管理者は、関係する請負業者担当者と従業員が確実に請負業者安全プログラムに関するトレーニン
グを受け、その要件を遵守するよう指導する必要があります。 

現場の請負業者と従業員は、請負業者安全プログラムの要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 請負業者担当者とは、プロジェクト業務の執行に関する請負業者または下請業者との調整に責任を負う人物です。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、リスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要があります。文書は少な
くとも以下を含むものとします。 

a. 契約または外注の対象になる可能性のあるタスクとそれに関連する危険要因。 

b. リストアップされた危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減または解消するための対策の特定。 

2. 認定 - 各施設は、機材の使用、施設のメンテナンス、または「低」リスクを上回るタスクを発注する請負業者
や下請業者の認定プロセスを定めている必要があります。認定プロセスは少なくとも以下を含むものとします。 

a. 予備審査フォーム。関係する各請負業者が記入し、以下を含みます。 

• ESH パフォーマンスの履歴。 

• 最低損害賠償金の要件（事故 1 件あたり 100 万米ドル/総額 200 万米ドルを推奨）。 

• 適切な安全プログラムの導入とトレーニング。 

a. 請負業者を承認または却下するための評価プロセス。 
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b. 認定請負業者のリスト（文書化したもの）。 

c. リストアップされた認定請負業者を対象とする年 1 回の評価。 

3. 業務開始前のレビューとオリエンテーション - 各施設は、請負業者や下請業者の業務開始前に 

 レビューとオリエンテーションを実施する必要があります。これは少なくとも以下を含むものとします。 

a. 施設に関するオリエンテーション。非常口、警報の意味、非常時の行動を含みます。 

b. 請負業者や下請業者に義務付けられたトレーニングや資格の確認。 

c. 施設に持ち込まれる化学物質に関する化学物質等安全データシート（MSDS）の確認。 

d. 施設に持ち込まれる機材が良好な状態で規制基準をすべて満たしていることを確認するためのレビュー。 

e. 適用される HSE 規制と、施設の HSE に関するポリシーと手順のレビュー。 

f. 一般的な安全規則のレビュー。 

g. 維持管理、清掃、廃棄の要件。 

h. 事故の報告。 

i. 違反時の規定。 

4. モニタリング - 各施設は、請負業者と下請業者を対象とするモニタリング手順を定めている必要があります。
モニタリングの水準は、タスクに含まれるリスクの水準によって決定するものとします。 

5. 違反時の規定 - 各施設は、請負業者のポリシーや手順への違反があった場合のプロセスを定めている必要が
あります。 

6. トレーニング - 関係するすべてのマネージャー、管理者、従業員は、請負業者安全プログラムの手順につい
てトレーニングを受ける必要があります。 

7. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設は、トレーニングと業務前レビューとオリエンテーションの記録を最低 3 年間保管
する必要があります。 

認定記録 

a. 各施設は、現行の予備審査フォームと審査フォームを保管しておく必要があります。 

b. 各施設は、現行の予備審査フォームと審査フォームに対する評価を保管しておく必要があります。 

その他の記録。 

a. 各施設は、請負業務に関する現在のリスク評価を保管しておく必要があります。 

b. 各施設は、モニタリング記録を最低 3 年は保管する必要があります。 
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請負業者の安全性 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
 
 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、4 ページ-52 
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基準 
 

 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールします。サプライ
ヤーは、職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を
行います。労働者は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされてはなりません。 

 作業者の物理的、生物学的、化学的暴露に関連するリスクを低減または解消するためのプロセスと
手順を策定し、導入します。暴露量を作業者の健康を確保できる水準に維持します。曝露量は少な
くとも、既定の職業性暴露限界（OEL）が適用される場合はその値、そうでない場合は現地の基準
値や国際的な基準値を下回る水準に抑えます。サプライヤーは本基準または関連する現地の法令の
うち、より厳格な方の要件を遵守する必要があります。 

 吹付け加工に関する補遺に準拠します。 
 

責任 
 

 

地域マネージャーは、職業性暴露限界に関する手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、本基準に関するプロセスと手順の確立、維持、管理に努める必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実に本基準に関するプロセスと手順の要件についてのトレーニングを受
け、その要件を遵守するよう指導する必要があります。 

従業員は、職業性暴露限界基準に関するプロセスと手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 
 

 

 室内空気質とは、建物内の空気の状態です。これには煙、ほこり、噴煙、蒸気、生物学的危険要因、ガスや、
資材、工程、設備に由来する化学物質によって引き起こされた汚染の程度が含まれます。 

 生物学的危険要因とは、空気中に存在する有機汚染物質で、それ自体が生体組織（バイオエアゾルとも呼ば
れます）であるか、生体組織を発生源とするものです。よく見られるバイオエアゾルには、バクテリア、菌
類、カビ、白カビ、チリダニ、胞子、レジオネラ菌、花粉などがあります。 

 化学的危険要因とは、従業員にとって有害であると考えられる成分、化合物、または合成物質です。 

 物理的危険要因とは、傷害、疾病、死亡につながる可能性のある、安全ではない状況です（無防備の機械、
高所作業、電気的危険要因、熱、騒音、スリップとつまずきに関連する危険要因など）。 
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要件 
 

 

1. リスク評価 - 各施設は、各プロセスや作業場を対象とするリスク評価を毎年実施し、その結果を文書
化して備えておく必要があります。文書は少なくとも以下を含むものとします。 

a. プロセスや作業場に関連する危険要因の特定（化学的、物理的、生物学的危険要因を含みます）。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価（必要だと判断される場合の OEL 値との比較用サンプリングを
含みます）。 

c. リスクを低減するための対策の特定（局所排気、換気、大気モニタリングなど）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、各プロセスと作業エリアに関連するリスクを削減または最小限に抑える
ための手順を導入する必要があります。手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 危険要因の排除。 
 

 作業者の暴露に影響する可能性のあるあらゆる資材、工程、機材の承認プロセス 
（文書化したもの）。 

 有害要因が少ない、または有害要因を含まない資材や工程への置き換え。 

b. 生物学的なものを含むあらゆる汚染物質に関する曝露評価（サンプリングなど）プラン。 

c. 暴露関連の健康問題の可能性を見極めるための従業員からの苦情や欠勤記録のレビュー。 

d. サプライヤーは、国内の法的要件または衛生要件、米国産業衛生専門家会議（ACGIH）が定める
化学物質の許容濃度（TLV）、米国職業安全衛生管理局（OSHA）が定める暴露許容量のいずれか
の公的規制またはコンセンサス規格のうち、もっとも厳格なものに準拠する必要があります。選択
する基準は、作業環境で従業員に最大限の安全性を提供するものである必要があります。 

e. 汚染物質を暴露限界未満に維持するため、個人用保護具の利用に先立って、工学的制御（局所排気
や全体換気など）の採用を検討する必要があります。工学制御を採用する場合の注意点は以下のと
おりです。 
 局所排気は直接屋外または汚染防止装置に放出する必要があります。 
 HVAC（暖房、換気、空調）用の室外機とその他の通気口は、汚染源となる可能性のある場

所（排気口の風下や自動車の排気ガスがたまる場所など）の近くに設置することはできま 
せん。 

f. 暴露制御装置は、常に正常に機能する状態を維持し、点検とメンテナンスを行う必要があります。 
 

g. 生物学的危険要因（レジオネラ菌やカビなど）が許容範囲を超えていることが発覚した場合の治療
プラン。 
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3. トレーニング - 職業性暴露に関して管理監督する立場にある、または実際に職業性暴露の可能性がある
すべての従業員に対して、まずは配置された時点で、その後も年 1 回、暴露制御トレーニングを実施する
必要があります。トレーニングには少なくとも次を含めます。 

 適用される規制と手順。 

 作業者の暴露リスクに関する一般的な説明。 

 暴露経路（吸入や傷口からの感染など）。 

 暴露の可能性があるタスク。 

 対策とその限界。 

 個人用保護具の適切な使用と置き場所。 

 安全データシートに関する理解と認識。 

暴露制御装置の操作やメンテナンスを含む業務を行う従業員は、トレーニングを受ける必要があります。
トレーニングは少なくとも以下を含むものとします。 

 HVAC システムや局所排気装置に特有の操作手順とメンテナンス手順。 

 個人用保護具の使用。 

4. 文書化 
 

トレーニング記録: 従業員のトレーニング記録は、少なくとも 3 年間、入手可能な状態で保持される必要が
あります。 

 

医療記録: 該当する場合、各施設は、従業員の最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を秘密かつ
安全に保管する必要があります。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面によ
る同意なしに開示することはできません。 

事故記録: すべての事故に関する記録は、最低 5 年間保管する必要があります。 
 

その他の記録。 
 

a. 現在のリスク評価。 

b. 点検とメンテナンス記録は、最低 3 年間保管する必要があります。 

c. 試験機関によるサンプルの分析結果は、最低 5 年間保管する必要があります。 
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推奨基準として特記されている場合を除き、本リーダーシップ基準コードは最低限の基準を定めるものとします。サプライ
ヤーは、より厳格な法的要件が適用される場合は、それに従う必要があります。また、従業員の保護を強化する独自の基準
の策定に継続的に取り組むことが推奨されます。 

参考文献: 
 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 
 

 Nike「有害物質」リーダーシップ基準コード。 
 

 Nike「個人用保護具」リーダーシップ基準コード。 
 

 Nike ESH ハンドブック、5 ページ-39 
 

 米国産業衛生専門家会議（ACGIH）。許容域値（TLV）および生物学的暴露指標（BEI）。 
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補遺 – ブラスト加工 
 

この補遺では、アパレル製品へのブラスト加工に関連する追加要件を示します。 

 仕上げ技術としてブラスト加工を使用することは、Nike, Inc.の全アパレル製品で禁止されてい 
ます。 

 現在および将来において、アパレル製品へのブラスト加工に関連する労働者の健康リスクを排除
するためのプロセスと手順を策定し、導入します。サプライヤーは、本補遺または関連する現地
法の、いずれか厳格な方の要件を遵守してください。 

 
責任 

 
 

地域マネージャーは、下請け工場を含め、現在または将来のブラスト加工プロセスを排除する手順が確
実に導入されるよう努める必要があります。 

HSE 担当者は、本基準の要件を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が確実に本基準に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよ
う指導する必要があります。 

従業員は、本基準の要件を遵守する必要があります。 

定義 
 

 

 ブラスト材: 結晶シリカが微量でも含まれている可能性がある固形物質。一般的なブラスト材として、砂、 
酸化アルミニウム、ガーネット、ケイ酸アルミニウム、銅スラグ、鉄スラグなどがあります。 

 ブラスト加工: 数多くある仕上げ技術の 1 つで、デニムやその他のアパレル製品に着込んだ風合いを出す
ために使用されます。このプロセスの特徴は、圧縮空気を使って固形ブラスト材を加速することです。 

 ブラスト加工機器: ブラスト加工プロセスで使用される機械と工具。ブラスト キャビネット、ホッパー 
ビン、噴霧ホースなどがあります。 

 仕上げ技術: 物理的、生物学的、化学的物質を使用して消費者製品の外観や質感を変えること。 

 下請業者 部品、製品、サービスを工場に供給するサプライヤー。 

要件 
 

 

1. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化する必要があります。このリスク
評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 部品、製品、サービスを提供するサプライヤーを含む、すべての下請け業者の特定とリストアップ。 

b. 下請け業者がブラスト加工を仕上げ技術として使用していないことを確認するためのプロセス。 
 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、各プロセスと作業エリアに関連するリスクを削減または最小限に抑
えるための手順を導入する必要があります。手順は少なくとも以下を含むものとします。 
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a. 工場は、ブラスト加工を許可しないというポリシーを明文化しておく必要があります。 

b. 危険要因の排除。 
 

 ブラスト加工機器を特定して取り除き、使用できないようにする必要があります。 

 ブラスト材を特定し、適切に処分する必要があります。廃棄記録は 5 年間保管するものとし
ます。 

3. 文書化 
 

リスク評価: 下請け業者がブラスト加工要件を遵守していることを確認するために使用される、リスク
評価の文書化プロセス。 
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基準 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールします。サプライヤー
は、職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を行います。
労働者は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされてはなりません。 

 騒音レベルを軽減し、従業員とオンサイトの請負業者を聴力低下の原因となる騒音レベルから保護する騒
音暴露プログラムを策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、騒音暴露プログラムの策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、騒音暴露プログラムを確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が騒音暴露プログラムに関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう努
める必要があります。 

従業員は、騒音暴露プログラムの要件を遵守する必要があります。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、リスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要があります。文書は少な
くとも以下を含むものとします。 

a. 騒音評価を実施して高騒音区域を特定します。高騒音区域とは、騒音レベルが 85 dB 以上の区域です。 

b. 高騒音に関連するリスク（聴力低下、集中力、火災警報が聞こえないなど）を評価します。 

c. 騒音暴露を 85 dB 以下まで減らすための抑制措置を評価します。 

• 技術的な抑制措置を、最初に最良の選択肢として検討する必要があります。 

• 個人用保護具を最後の選択肢として検討する必要があります。 

2. ポリシーと手順 - 85 dB 以上の騒音レベルが確認される各施設は、聴力低下のリスクを軽減または排除するた
めの手順を導入する必要があります。この手順には少なくとも以下が含まれます。 

a. 機械または製造プロセスが大幅に変更されたときに騒音を測定。 

b. 聴覚保護が必要な区域にその旨を示す標識を設置。 

c. 必要な区域に聴覚保護を用意し使用する。 

d. 聴覚保護を評価し、確認された騒音レベルに対する有効性を判断。 

3. 聴覚テスト - 各施設は、影響を受ける従業員を対象とする聴覚テスト プログラムを導入する必要があります。
このプログラムは少なくとも以下を含むものとします。 

a. 従業員が無償で利用可能。 
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b. 認定医療専門家が実施。 

c. テスト（オーディオグラム）は最初とその後毎年実施。 

d. 影響を受ける従業員に結果を通知。 

e. 認定医療専門家によって聴力の変化が確認された場合は、フォローアップまたは是正措置を講じる。 

4. トレーニング - 聴覚保護プログラムを導入している施設は、すべての従業員を対象とするトレーニングを最
初の配属時とその後少なくとも年に一度実施するものとします。トレーニングには少なくとも次を含めます。 

a. 騒音の聴覚に対する影響。 

b. 聴覚保護具の目的。 

c. メリット、デメリット、さまざまな種類の減衰。 

d. 選定、装着、使用、手入れに関する指示。 

e. 聴力テストの目的とテスト プロセスの説明。 

5. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を秘密かつ安全に保管する必要がありま
す。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することはで
きません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

その他の記録。 

a. 現在のリスク評価。 

b. 騒音評価の測定結果は、最低 5 年間は保持されます。 
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特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、5 ページ-7 
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呼吸器の保護 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 
 

基準 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールします。サプライヤー
は、職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を行います。
労働者は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされてはなりません。 

 呼吸器系に影響を及ぼす可能性がある規制化学物質への過剰暴露から、従業員とオンサイトの請負業者を
保護する呼吸保護プログラムを策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、呼吸保護プログラムの策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、呼吸保護プログラムを確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が呼吸保護プログラムに関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう努
める必要があります。 

従業員は、呼吸保護プログラムの要件を遵守する必要があります。 

定義 

• ろ過式呼吸用保護具は、空気清浄フィルター、カートリッジ、または吸収缶を備えた呼吸用保護具で、周囲の
空気を空気清浄エレメントに通すことによって特定の空気汚染物質を除去します。 

• 指定防護係数（APF）は、雇用主が本項で規定する継続的かつ効果的な呼吸保護プログラムを導入した場合に、
呼吸用保護具またはそれに類似する器具によって職場の従業員にもたらされると予想される呼吸保護レベルです。 

• 給気式呼吸用保護具は、周囲の空気に無関係な空気源から呼吸用保護具の利用者に呼吸空気を提供する呼吸用
保護具です。送気マスク（SAR）や自給式呼吸器（SCBA）などがこれに該当します。 

• 吸収缶またはカートリッジは、フィルター、吸着剤、触媒、またはこれらを組み合わせた容器で、これを通過
する空気から特定の汚染物質を除去します。 

• 密着性係数は、特定の個人に対する特定の呼吸用保護具の密着性に関する定量的推定値で、通常は周囲空気中
の特定物質の濃度と呼吸用保護具着用時の保護具内の濃度の比率を推定します。 

• 密着性試験は、規約に従ってある個人に対する呼吸用保護具の密着性を定性的または定量的に評価する試験で
す（定性的密着性試験（QLFT）と定量的密着性試験（QNFT）も参照してください）。 

• 定性的密着性試験（QLFT）は、個人の残余物質への反応を調べて、呼吸用保護具が適切に密着していることを
評価する合否試験です。 

• 定量的密着性試験（QNFT）は、呼吸用保護具内に漏れ出した物質の量を計測して、呼吸用保護具が適切に密
着していることを評価します。10 以上の密着性係数を達成する必要がある呼吸用保護具の場合は、QNFT を実
施する必要があります。 

• Yoon-Nelson 数理モデルは、実験データを用いて呼吸用保護具カートリッジの破過時間と吸収力を計算する記
述的モデルです。 
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要件 

1. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリスク評価は
少なくとも以下を含むものとします。 

a. 呼吸保護が必要になる可能性がある作業とその潜在的危険性の特定。 

b. 危険要因に関連付けられたリスクの評価。 

c. 抑制措置の特定と導入では、第一に技術的抑制、第二に管理抑制、最後に呼吸保護の使用を検討します。 

2. ポリシーと手順 - カートリッジまたは送気マスクを使用する各施設は、呼吸状態のリスクを軽減または排除
するための手順を策定し、導入する必要があります。この手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 有害な空気汚染物質への暴露を軽減するために呼吸用保護具を使用する場合、サプライヤーは明文化され
た呼吸保護プログラムと職場固有の手順を策定し、導入する必要があります。計画には以下の要素を含め
るものとします。 

• プログラムを監督する、認定を受けたプログラム管理者の指定。 

• 呼吸保護の必要性を判断するための作業割り当ての評価。 

- 従業員が有害なレベルの粉塵、煙、スプレー ミスト、霧、煤煙、蒸気、ガス、放射性物質に汚
染された呼吸空気にさらされるおそれがある作業を、呼吸保護が必要になる可能性がある状況と
して特定する必要があります。 

• 呼吸用保護具の着用に関する適格性と医学的評価要件の決定。 

b. 呼吸用保護具の選定: 

• サプライヤーは、国立労働安全衛生研究所（NIOSH）によって認定された呼吸用保護具を選定し、そ
の認定条件に従って使用する必要があります。 

• サプライヤーは、職場における呼吸に関する危険性を特定し、評価する必要があります。これには、
従業員の暴露の適正な推定と汚染物質の化学的状態および物理的形状の特定が含まれます。 

• 暴露が特定できない、または適正に推定できない場合は、職場における空気の状態を生命または健康
に対する差し迫った危険（IDLH）とみなす必要があります。 

c. 医学的評価: 

• サプライヤーは、呼吸用保護具の密着性試験と使用に先立ち、従業員の呼吸用保護具の使用能力を判
断するための医学的評価を実施する必要があります。 

• サプライヤーは、医師または他の免許や認定を受けた健康管理専門家（PLHCP）を指定し、問診票、
または問診表と同じ情報が得られる初回健康診断を用いて医学的評価を実施する必要があります。 

• サプライヤーは、従業員の呼吸用保護具の使用能力に関する推奨事項を PLHCP から書面で受け取る
必要があります。 
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• 以下のような特定の状況下では、追加の医学的評価が必要です。 

- 従業員が呼吸用保護具の使用能力に関連する医学的兆候または症状を訴えたとき。 

- PLHCP、プログラム管理者が再評価を推奨したとき。 

- 呼吸保護プログラムから得られた情報（密着性試験中やプログラム評価中に実施された観察など）
が追加の医学的評価の必要性を示しているとき。 

- 職場の条件が変化し、それによって従業員にかかる生理的負荷が実質的に増加するとき。 

- 医学的状態の見直しは毎年実施する必要はありません。 

d. 密着性試験: 

• 陰圧または陽圧密着式面体呼吸用保護具を使用するすべての従業員は、適切な定性的密着性試験
（QLFT）または定量的密着性試験（QNFT）に合格する必要があります。 

• 密着性試験は、最初に使用する前、呼吸用保護具面体の変更の都度、その後少なくとも年に一度実施
する必要があります。 

e. 呼吸用保護具のメンテナンスと手入れ: 

• 呼吸用保護具は以下の間隔で清掃、消毒する必要があります。 

- 専用の呼吸用保護具の場合は、衛生的な状態に保つために必要な頻度で清掃、消毒する必要があ
ります。 

- 複数の従業員に支給される場合は、別の個人が着用する前に清掃、消毒する必要があります。 

- 緊急用の呼吸用保護具、密着性試験とトレーニングに使用される呼吸用保護具の場合は、 

使用後に毎回清掃、消毒する必要があります。 

f. フィルター、カートリッジ、吸収缶の識別: 

• 職場で使用するすべてのフィルター、カートリッジ、吸収缶は、NIOSH 承認のラベルで標識化し色
分けする必要があります。 

• ラベルは剥がしたりせず、判読可能な状態を保ってください。 

• カートリッジは、使用環境に適したものである必要があります。 

g. 交換スケジュール: 

• フィルター、カートリッジ、吸収缶は、汚染物質の種類と関連する暴露を考慮したうえ、 
事前に定めたスケジュールに従って監視、交換する必要があります。 

• 交換スケジュールは、実験的または分析的方法、製造業者の推奨案、数理モデル 
（Yoon-Nelson 数理モデルなど）を使用して決定できます。  
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3. トレーニング -  

呼吸保護トレーニングは、作業を安全に遂行するために呼吸用保護具を着用する必要があるすべての従業員
を対象に、最初の配属時とその後少なくとも年に一度実施するものとします。このトレーニングは少なくとも
以下を含むものとします。 

• 呼吸用保護具を着脱する適切な手順（シール チェック プロセスを含む）。 

• 適切な清掃と保管。 

• カートリッジ交換手順（該当する場合）。 

• 呼吸用保護具が必要な理由、不適切な装着、使用、メンテナンスによって呼吸用保護具の効果がどの
ように損なわれるか。 

• 呼吸用保護具の制限と機能。 

• 緊急時の使用。 

• 効果的な使用の制限または妨げとなる医学的兆候と症状の認識。 

• 本基準の一般的要件。 

• 再訓練は年に一度または以下の場合に実施する必要があります。  

- 職場の条件が変化し、新しい種類の呼吸用保護具を使用する場合。 

- 従業員の知識または使用法が不適切で再訓練が必要な場合。 

• プログラムの評価 - サプライヤーは、必要に応じて職場の評価を実施し、プログラムが適切に導入さ
れていること、従業員と呼吸用保護具を適切に使用していることを確認する必要があります。 

4. 文書化  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録:  

a. 現在のリスク評価。 

b. 最新の密着性試験の記録（呼吸用保護具のみ）。 

c. 最低 3 年分の点検記録。 

d. 医学的評価の記録を保持し利用できるようにする必要があります。 

e. 密着性試験の記録を作成し、次回の密着性試験まで保持する必要があります。 

f.  現在のプログラムの書面のコピーを保持する必要があります。 

g. サプライヤーは、雇用期間中すべての記録を保持する必要があります。  
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特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、7 ページ-11 
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基準 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールします。サプライヤー
は、職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を行います。
労働者は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされてはなりません。 

 電離と非電離放射線源に関連するリスクを軽減または排除するプロセスと手順を策定し、導入します。サ
プライヤーは本基準または関連する現地の法令のうち、より厳格な方の要件を遵守する必要があります。 

責任  

地域マネージャーは、放射線安全プログラムの策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、放射線安全プログラムを確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が放射線安全プログラムに関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう
努める必要があります。 

従業員は、放射線安全プログラムの要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 電離放射線は、微粒子放射線によって放出されるエネルギー、または分子中の化学結合を破壊または原子から
強固に結合した電子を除去するのに十分なエネルギーを有する電磁波です。電離放射線の例として、X 線、ア
ルファおよびベータ放射体、ガンマ放射線などがあります。 

• 無線周波数（RF）放射線は、周波数 100～300 kHz の非電離放射線です。主な健康被害は熱的影響です。産業
用途の例として、熱シーラーや高周波数溶接機などがあります。 

• 電磁場（EMF）放射線は、任意の電子機器の周囲に発生する電磁力です。研究により、高レベルの EMF は健康
に影響を及ぼす可能性があることがわかっています。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、リスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要があります。文書は少な
くとも以下を含むものとします。 

a. 放射線源と関連する危険の特定。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. 暴露のリスクを軽減または排除するために必要な抑制措置の特定（監視、防護、個人用保護具など）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、肉体的損傷のリスクを軽減または排除するための手順を導入する必要がありま
す。この手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 放射線源は、過剰暴露を防ぐための防護措置とインターロックを備えた設計である必要があります。 

b. 個人の職務上の放射線被ばく量は年間 3 レムを超えないものとします。 
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c. 使用エリアは権限を与えられた関係者以外立入禁止にします。 

d. 放射線区域での標識と掲示。 

e. 被ばく量の多い従業員を対象とする、または法的要件に基づく医学的監視。 

f. 破損した放射線源への対応。 

g. 作業固有の放射線源の取り扱いと操作手順。 

h. 緊急時の手順。 

i. 製造業者の推奨事項に基づく放射線機器のメンテナンスと調整。 

j. 放射線被ばくを最小限に抑える作業慣行。 

3. 毎年の見直し - 各施設は、放射線プログラムを年に一度（または新しい機器を受領したときや移動または大
幅な変更があった場合）見直す必要があります。また、放射線プログラムは以下を含むものとします。 

a. 手順 

b. 放射線調査 

c. インターロック 

d. 漏れ 

e. 線量測定（必要な場合） 

f. 従業員の評価 

4. トレーニング -  

放射線の安全性に関する意識: 関係する従業員は、配置された時点で、安全性に関する判断力を身につけるた
めのトレーニングを受ける必要があります。トレーニングには少なくとも次を含めます。 

• 放射線の影響。 

• 従業員がさらされる可能性がある具体的な危険性とその抑制方法。 

• 安全な作業慣行。 

• 緊急時の手順。 

放射線の安全性: 放射線源を直接扱う従業員は、最初にトレーニングを受け、その後年に一度トレーニングを
受ける必要があります。トレーニングには少なくとも次を含めます。 

• 施設に存在する放射線の種類。 

• 施設に存在する放射線源への暴露の潜在的危険性。 

• 暴露レベルとそれに対応するリスク。 

• 危険要因の評価結果。 

• 安全な作業慣行。 

• 緊急時の手順。  
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5. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を秘密かつ安全に保管する必要があります。
医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することはできません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 

a. 現在のリスク評価。 

b. 毎年の見直し（最低 3 年間）。 

c. テスト対象の機材の調整記録は、最低 3 年間保管する必要があります。 

d. メンテナンス記録は、機材の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。 

 

 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、5 ページ-23 
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基準 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールします。サプライヤー
は、職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を行います。
労働者は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされてはなりません。 

 職場環境にける熱ストレスに関連するリスクを軽減または排除するためのプロセスと手順を策定し、導入
します。サプライヤーはこの基準または関連する現地の法令や規制のうち、より厳格な方の要件を遵守す
る必要があります。 

責任  

地域マネージャーは、熱ストレスに関する基準と手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、熱ストレスに関する基準と手順を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が熱ストレスに関する基準と手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守
するよう努める必要があります。 

従業員は、熱ストレスに関する基準と手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 熱ストレスは、暑い場所で作業することによって引き起こされるいくつかの病状の総称です。熱疲労、熱けい
れん（筋肉の痛みやけいれん）、熱中症などがこれに該当します。 

• 順応とは、暑さの中での作業に身体が適応することです。 

要件 

1. ポリシーと手順 - 各施設は、熱に起因する疾病や負傷に関連するリスクを軽減または排除するための手順を
導入する必要があります。この手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 熱ストレス予防プログラムを策定し、導入します。これには以下が含まれます。 

• プログラムの責任者の指定。 

• プログラムの導入時期の決定。 

• リスクを軽減または排除するための抑制措置の作成。 

• 防護服の選定と配布。 

• リスクを軽減または排除するための作業慣行の決定。これには以下が含まれます。 

- 必要に応じてシフト中に水分を補給すること。 

- 従業員が予防、回復を図る間、いつでも日陰にアクセスできるようにすること。 

- 熱中症の症状への対応。 

- 救急医療施設への連絡。 

• トレーニング要件。 
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b. 熱ストレスが存在する可能性がある職場と職務を特定します。 

c. 快適で安全な作業温度条件を提供します。作業温度範囲は以下のとおりです。 

• デスク ワーク: 16 ºC（60 ºF）～- 30 ºC（86 ºF）。 

• 肉体労働を伴う作業: 13 ºC（55 ºF）～27 ºC（81 ºF）。 

• 作業温度範囲を維持できない場合は、熱または寒冷ストレス手順を導入する必要があります。これ
には、以下の熱ストレスの影響を最小限に抑えるための技術的抑制、管理抑制、個人用保護具が含
まれます。 

- 各労働者に 1 時間あたり最大 1 クオート提供できるだけの十分な量の飲料水を準備します。 

温度が 30 ºC（86 ºF）を超える場合は、水を冷やすための氷を用意する必要があります。 

- 従業員はシフト中いつでも日陰にアクセスできる必要があります。また、原則として、日陰は
シフト中の従業員の 25%を同時に収容できる大きさが必要です。 

- 車両の内部を日陰として利用する場合は、正常に動作するエアコンが車両に装備されている必
要があります。 

- 金属貯蔵庫やその他の外の建物は、野外の日陰に匹敵する寒冷環境を提供できない場合には、
「日陰」にはなりません。たとえば、機械的に換気されているか、風通しが良い必要があり 

ます。 

- 日陰には、200m 以内または徒歩で 5 分以内にアクセスできる必要があります。 

- 予防回復期間（PRP）を設けます。従業員が熱から回復するために休憩が必要と考えている場合、
または従業員が熱中症の兆候を示している場合には、PRP が必要です。 

2. トレーニング -  

全従業員: 非管理者と管理者は以下についてトレーニングを受ける必要があります。 

• 熱中症に関連する環境的および個人的リスク要因。 

• 熱中症基準を遵守するための雇用主の手順。 

• 飲料水の重要性。 

• 順化の重要性、順応の進め方、順応に対処するための雇用主の手順。 

非管理従業員は以下についてもトレーニングを受けてください。 

• 暑さに慣れておらず、身体が順応するまで（通常は 4～14 日かかる）頻繁に休憩を取る必要がある
場合は管理者に知らせます。 

• 1 時間に 3～4 回、8 オンス カップで少量の水を飲みます。 

• 日陰で休憩を取り、暑さから回復するまで待ちます。 
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• アルコールとカフェインは脱水症状を引き起こすため、酷暑のときにはそれらの摂取を避けるか、
制限します。 

• 自身や他の従業員が目まい、吐き気、だるさ、疲労を感じ始めたこと、また回復するまで日陰で休
憩を取ることを管理者に知らせます。さらに、問題が解決しない場合は医師の診察を受けることを
知らせます。 

• 適切な衣類、日焼け止め、帽子を着用します。 

• 同僚に熱中症の症状が現れていないか注意を払い、症状がある場合は雇用主に直接、または管理者
を通じて報告します。「バディー」システムは、労働者が互いに目を配るのに役立ちます。 

• 熱中症の症状に対応する手順。必要に応じて救急医療サービスを提供する方法などが含まれます。 

• 救急サービスへの連絡方法、また必要に応じて救急医療サービスがアクセスできる場所に従業員を
搬送する方法。近くの病院または救急医療施設を職場の掲示に明記してください。 

• 明確かつ正確な救急医療サービスへの道順を職場へ提示する手順。従業員は、救急隊員に道順を提
示できるように、現場の場所が明確に示されている道路地図にアクセスできる必要があります。 

• リフレッシュ トレーニングまたは「テールゲート ミーティング」を実施し、熱中症に関する安全対
策について簡単に復習します。これらは、特に高温時には頻繁に実施する必要があります。 

管理従業員は以下についてもトレーニングを受ける必要があります。 

• 熱ストレス規制の遵守を確保するために管理者が果たす役割。 

• 従業員が熱中症の症状を示しているときに管理者がやるべきこと。 

• 救急医療サービスが必要になった場合にそれを提供する方法。 

• 救急医療機関への連絡方法。 

• 必要に応じて救急医療機関がアクセスできる場所に従業員を搬送する方法。 

• 緊急事態が発生した場合に、必要に応じて職場への明確かつ正確な道順を救急医療サービスに提示
する方法。 

3. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 
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特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、5 ページ-1 
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基準 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールします。サプライヤー
は、職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を行います。
労働者は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされないようにします。 

 アスベスト含有物質（ACM）の特定および管理のためのプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、ACM を特定および管理する手順と、ACM が確認または疑われる環境下で作業する手順の
策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、ACM のプロセスと手順を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が ACM のプロセスと手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよ
う努める必要があります。 

従業員は、ACM のプロセスと手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 

• アスベストは、細長い繊維で構成される天然鉱物です。これらの繊維は、粉塵として吸入された場合に危険性
があり、肺がんのリスクを高めることが知られています。サプライヤーは、すべての従業員、オンサイト請負
業者、訪問者、仕入れ先をアスベスト関連疾患の潜在的な健康被害から保護するため、アスベスト含有物質
（ACM）の取り扱いとメンテナンスに関するガイドラインと手順を定める必要があります。この基準は、サプ
ライヤーが所有するすべての建物と構造物に適用されます。この基準は、従業員がアスベストにさらされる可
能性がある日常業務とアスベスト含有物質を修理または除去するために行われる作業に適用されます。 

• アスベスト含有物質（ACM）とは、重量換算で 1%以上アスベストを含むあらゆる物質です。アスベスト鉱物
の例として、青石綿、茶石綿、温石綿、直閃石、透角閃石、陽起石などがあります。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、ACM に関して実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリス
ク評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 認定を受けた人物により、ACM の存在が確認または疑われる場所、量、種類、状態、関連する危険性の特定。 

b. ACM に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための抑制措置の特定（ラベル付け、アクセス制限、検査など）。 

2. ポリシーと手順 - ACM の存在が確認または疑われる各施設は、少なくとも以下を含む手順を導入する必要が
あります。 

a. ACM の存在とそれに関連する健康被害の影響を受ける従業員に伝達します。 
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b. 「危険」、「アスベスト含有」、「要注意」というラベルを ACM に貼る。 

c. ACM に対するすべての作業を許可制にする。 

d. トレーニングを受けた、資格を持つ人物のみが作業を実施する。 

e. ACM を取り扱う際に、個人用保護具、技術的抑制措置、維持管理要件、封じ込め、除去機器を適切に利
用できるように準備する。 

f. 現地の法的要件に従って ACM を適切に処分する。 

g. 四半期ごとに検査を実施し、ACM の存在が確認または疑われる状態を確認する。 

h. ACM を取り扱う個人を対象に医学的監視を実施する。 

3. トレーニング -  

アスベストに関する意識: ACM の存在が確認または疑われる環境下で作業するすべての従業員は、毎年トレ
ーニングを受ける必要があります。トレーニングは以下を含むものとします。 

• ACM の基本的認識。 

• ACM に関連する健康被害。 

• アスベスト繊維の放出をもたらす可能性がある活動。 

• ACM による混乱が発生した場合の通知要件。 

• 職場固有の ACM ポリシーと手順。 

ACM メンテナンス担当従業員: ACM に直接接触するすべての従業員（メンテナンス スタッフや保管スタッ
フなど）は、以下の追加トレーニングを毎年受けるものとします。 

• ACM を損傷させない方法。 

• 個人用保護具の使用、装着、制限、手入れ。 

• ACM のメンテナンス手順。 

• ACM の損傷と劣化箇所を示す標識。 

• 繊維放出への対応。 

4. 文書化—  

トレーニング記録: 各施設は、従業員のトレーニング記録を最低 3 年間保管する必要があります。 

医療記録: 各施設は必要に応じて、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を機密かつ安全に保管する
必要があります。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示
することはできません。 

事故記録: ACM に関連する事故記録はすべて保管する必要があります。これらの記録は最低 5 年間保管する
必要があります。 
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他の記録: 

a. 最新の ACM リスク評価と在庫。 

b. メンテナンス、修理、許可、実験報告を含む処分記録は、占有期間に 30 年を加算した期間保管すること。 

c. ACM の存在または疑いに関する四半期ごとの検査結果（最低 3 年間保管）。 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、5 ページ-35 
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基準 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールする。サプライヤーは、
職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を行います。労
働者は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされないようにします。 

 応急処置またはその他の治療が必要な事故に対応するプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、応急処置手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、応急処置プロセスと手順を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が応急処置プロセスと手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよ
う努める必要があります。 

従業員は、応急処置を必要とする作業中の事故をただちに経営陣に報告する必要があります。 

定義 

• 応急処置とは、必要に応じて医師の診察を受ける前に傷病者を治療することです。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、リスク評価を実施し、その結果を文書化して備えておく必要があります。文書は少な
くとも以下を含むものとします。 

a. 事故につながるおそれがある危険性と作業場の特定。 

b. 危険性に関連するリスクの評価（各作業場の従業員数を含む）。 

c. リスクを軽減するための抑制措置の特定（応急処置用品、設備、要員など）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、応急処置手順を導入する必要があります。この手順は少なくとも以下を含むも
のとします。 

a. 救急医療に対応できるリソース（内部または外部）を用意する。 

b. 緊急時の連絡先電話番号を明記したメモを各電話の近くの目立つ場所に置いておく必要があります。 

c. 利用可能な医療施設および救急サービスの場所を特定する。 

d. 応急処置と治療の記録を保持する必要があります。 

3. 応急処置対応者 - 認定を受けた応急処置対応者がいる各施設は、以下の要件を満たす必要があります。 

a. 施設の従業員および危険の数に対応できるように、トレーニングを受けた対応者を適切な人数配置する。 

b. 認定を受けた応急処置対応者の名前、場所、連絡先情報を従業員に伝達する。 
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c. 必要な応急処置認定証を保持する。 

4. 救急用品 - 各施設は、リスクに基づいて救急用品（救急箱、AED、ストレッチャーなど）を用意しておく必要
があります。救急箱には少なくとも以下を含むものとします。 

a. 無菌絆創膏（各種サイズ）。 

b. 吸収性湿布。 

c. 無菌眼帯。 

d. 三角包帯。 

e. 熱傷処置品。 

f. 使い捨て手袋。 

g. 救急箱と救急設備の場所を示す可視標識。 

h. 最低限の内容要件を満たすための毎月の検査と補充。 

5. 洗眼および身体洗浄設備 - 眼、顔、身体が化学物質にさらされるリスクがある場合は、洗眼または身体洗浄
設備が必要です。この設備は以下の要件を満たす必要があります。 

a. 水が飲用に適していること。 

b. 水の速度は負傷しない程度であること。 

c. 最小流量: 15 分に最低 1.5L。 

d. 鋭く尖った部分がないこと。 

e. 空気汚染しないようにノズルがカバーされていること。 

f. 制御弁が簡単に見つかる場所にあり、作動させたら閉じるまで開いたままになること。 

g. 有害物質から 30m（100 フィート）以内にあること。 

h. 目立つ標識でアクセスおよび識別できること。 

i. 水ノズルが床から 83.8 cm（33 インチ）～114.3cm（45 インチ）の高さにあること。 

j. 洗浄液用のタンクを備えた自給式ユニットの場合は、腐食しない材料で作られていること。洗浄液が空気
感染から保護されていること。 

k. ユニット内の水温が 15～35°C（60～90°F）に保たれていること。 

l. すべての機器と配管が凍結しないように保護されていること。 

m. 配管式洗眼ユニットの場合は、配管の洗浄と適切な動作を確認するため、毎週作動させること。自給式ユ
ニットの場合は、製造業者の仕様に従って点検すること。 
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トレーニング - すべての従業員は、作業場の応急処置プロセスと手順に関するトレーニングを受ける必要があ
ります。このトレーニングは少なくとも以下を含むものとします。 

• 応急処置またはその他の医療支援を必要とする事故が発生した場合の連絡先。 

• 作業場の応急処置設備の場所。 

• 応急処置またはその他の医療支援を必要とする作業関連の事故を報告する。 

• 有害物質にさらされて眼、顔、身体を負傷した場合は、緊急洗眼または身体洗浄ユニットを適切に
使用する。 

応急処置対応者: 応急処置対応者は全員、追加のトレーニングを受ける必要があります。このトレーニングは
少なくとも以下を含むものとします。 

• 応急処置の認定。 

• 応急処置対応や血液由来病原体と事故の報告などの施設固有の手順。 

6. 文書化—  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を秘密かつ安全に保管する必要がありま
す。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することはで
きません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 各施設は、以下の記録を保管する必要があります。 

a. 現在のリスク評価。 

b. 救急箱と洗眼/身体洗浄ユニットの検査記録（最低 1 年間）。 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike「血液由来病原体」リーダーシップ規範。 

 Nike「傷害/疾病システム管理」リーダーシップ規範。 

 Nike ESH ハンドブック、6 ページ-18 
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基準 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールします。サプライヤー
は、職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を行います。
労働者は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされてはなりません。 

 身体的および精神的健康と社会福祉に対するリスクを軽減または排除するためのプロセスと手順を策定し、
導入します。 

責任  

地域マネージャーは、健康管理手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、健康管理の要件を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が健康管理に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう努める必要が
あります。 

従業員は、健康管理の要件を遵守する必要があります。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリスク評価は少
なくとも以下を含むものとします。 

a. 従業員の労働および非労働健康被害の特定。 

b. 貯蔵タンクに関連するリスクの評価。 

c. 健康リスクを軽減するための抑制措置の特定および導入（ワクチン接種プログラムや禁煙プログラムなど）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、健康被害を軽減または排除するための手順を導入する必要があります。この手
順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 診療所（従業員数が 1,000 人以上のすべての拠点で必要）: 

 医療スタッフは全員、労働および救急医療の実践トレーニングを受けている必要があります。 

 患者の入院、治療、搬送、退院手順を導入する必要があります。 

 医療および監視機器の使用、試験、メンテナンス、調整。 

 感染性または伝染性疾患のために休職していた従業員の仕事への復帰。 

 すべての感染症の治療。 

 感染対策と適切な機器の導入（無菌手袋、CPR バリア マスク、高圧滅菌器、使い捨て注射針、縫合糸
キットなど）。 

 従業員 1,000 人ごとに最低 1 つのベッド。 
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 温度を常に摂氏 21～27 度（華氏 70～80 度）に維持できる機械的換気システムを診療施設に設置します。 

 衛生基準の厳守。 

b. 健康監視: 

 リスク評価の結果に基づく構造化された健康監視プログラム。 

 監視プログラムの結果を分析し、是正措置と治療のためのガイダンスを提供するシステム。 

 雇用の全段階（雇用前、基準検査、配属前、罹病後）における従業員の全般的な健康の評価。 

 健康監視は、資格を持つ医師、労働健康管理の専門家、または所轄庁が実施する必要があります。 

 職業健康データを精査し、傾向の認識および健康増進活動計画に役立てる必要があります。 

c. 健康増進: 従業員の全体的な健康リスクを軽減するための手段として予防措置を実施する必要があります
（禁煙、破傷風ワクチン接種、B 型肝炎ワクチン接種、女性の健康月間活動など）。 

d. 各従業員は、自分の健康医療記録に直接アクセスできます。 

3. トレーニング - すべての従業員は、身体的および精神的健康と社会福祉に関連する情報またはトレーニング
を受ける必要があります。 

医療従事者: 提供する治療レベルに応じた認定トレーニングを受ける必要があります。 

4. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を機密かつ安全に保管する必要があり
ます。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することは
できません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録:  

a. 現在のリスク評価。 

b. メンテナンスと調整機器（最低 3 年間）。 
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特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、9 ページ-6 
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基準 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールします。サプライヤー
は、職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を行います。
労働者は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされてはなりません。 

 血液媒介病原体への職業暴露のリスクを軽減または排除するためのプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、血液媒介病原体手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、リスク評価、文書化された手順、トレーニング、記録の保管、毎年の見直しを確立、維持、管理す
る必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が自身に関連する血液媒介病原体手順に関するトレーニングを受け、その要件を
遵守するよう努める必要があります。 

従業員は、血液媒介病原体手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 

• 血液媒介病原体とは、人間の血液中に存在し、人間の病気の原因となりうる病原微生物です。このような病原体
には、B 型肝炎ウイルス（HBV）やヒト免疫不全ウイルス（HIV）などがありますが、これらに限定されません。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、実施する血液媒介病原体リスク評価を文書化して保持する必要があります。このリス
ク評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 血液媒介病原体への職業暴露に関連する危険性の特定（職業暴露のリスクがある個人、作業、区域を含む）。 

b. 職業暴露に関連するリスクの評価。 

c. 暴露のリスクを軽減または排除するために必要な抑制措置の特定。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は血液媒介病原体への職業暴露のリスクを軽減または排除するための手順を導入す
る必要があります。この手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 血液またはその他の潜在的感染物質との接触を防止します（体液はすべて潜在的感染物質とみなす必要が
あります）。 

b. 手洗い設備や、潜在的血液媒介病原体に汚染された物質がこぼれた場合に使用する消毒剤をすぐに利用で
きるようにします。 

c. 個人用保護具（PPE）を用意します（使い捨て手袋や CPR ガードなど）。 

d. 鋭利物（ガラス、刃物、縫い針など）の廃棄容器を用意します。 
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e. 血液媒介病原体に汚染されている疑いがある機器、製品、材料を、バイオハザードのラベルが付いた開閉
式のゴミ袋と容器に廃棄します。 

f. 規制対象廃棄物の規制に従って汚染物質を安全に廃棄します。 

3. 医学的要件 - 各施設は、職業暴露が発生した場合に感染のリスクを軽減または排除するための医療手順を導入
する必要があります。この医療手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 免許を持つ医師または別の認定医療従事者による（またはいずれかの監督下での）医療ワクチン接種プロ
グラムとフォローアップを、従業員を対象に無償で実施する必要があります。 

b. 職業暴露を受けるすべての従業員が B 型肝炎ワクチンおよび一連のワクチン接種を利用できるようにします。 

c. 暴露事故に遭った全従業員を対象に、暴露後の評価とフォローアップを実施。 

d. 医療手順から 15 日以内に、影響を受ける従業員に医療結果または所見のコピーを配布。 

4. トレーニング - 職業暴露を受ける可能性があるすべての従業員を対象に、最初の配属時およびその後年に一
度、血液媒介病原体に関するトレーニングを実施する必要があります。このトレーニングは少なくとも以下を
含むものとします。 

• 適用される規制と手順。 

• 血液媒介疾患に関する一般的な説明。 

• 暴露経路（吸入や傷口からの感染など）。 

• 暴露の可能性があるタスク。 

• 対策とその限界。 

• 個人用保護具の適切な使用と置き場所。 

• 医療手順と暴露後の手順。 

• 標識とラベル。 

• 汚染された製品、機器、または材料の廃棄手順。 

5. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を機密かつ安全に保管する必要がありま
す。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による明示的な同意なしに開示する
ことはできません。最低限以下の医療記録を含める必要があります。 

a. B 型肝炎ワクチン接種の記録または自主的に辞退したことを示す文書。 

b. 暴露後の評価記録とフォローアップ記録。 
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事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 各施設は、最新のリスク評価を保管する必要があります。 

 

 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、5 ページ-32 
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基準 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールします。サプライヤー
は、職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を行います。
労働者は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされないようにします。 

 職場環境の衛生に関連するリスクを軽減または排除するためのプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、衛生ポリシーと手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、衛生ポリシーと手順を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーおよび管理者は、従業員が衛生ポリシーと手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよ
う努める必要があります。 

従業員は、衛生ポリシーと手順の要件を遵守する必要があります。 

定義  

衛生とは、人間が廃棄物の危険因子に接触するのを防止することによって健康を増進する衛生的手段です。危険因
子とは、物理的、微生物学的、生物学的、化学的病因物質です。健康上の問題を引き起こす可能性がある廃棄物は、
人間および動物の排泄物、固形廃棄物、生活排水、産業廃棄物、農業廃棄物です。 

要件  

1. リスク評価 - 各施設は、衛生に関連するリスクを軽減または排除するために毎年実施するリスク評価を文書化
して保持する必要があります。このリスク評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 衛生に関連する危険性の特定。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための抑制措置の特定および導入（換気や清掃など）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、従業員およびオンサイトの請負業者が作業する全区域を衛生上の危険がない状
態に保つための手順を導入する必要があります。委員会は少なくとも次を行う必要があります。 

a. 雇用の場すべてがきれいに清掃され、乾いており、手入れが行き届いた状態を維持すること。 

b. すべての作業場を、齧歯動物、昆虫、その他の害虫が侵入できないように建設し、維持します。 

c. 作業の結果として濡れた状態になる場合は、作業場を湿気から保護します。 

d. ゴミや廃棄物は液漏れしない非吸収性の容器に入れ、容器は毎日空にします。 

e. こぼれたものはすぐに清掃し、廃棄物は適切に廃棄する必要があります（床が濡れている場合は警告標識
を使用してください）。 

f. 以下の比率に基づいて適切な数の男女別トイレを設けます。 
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従業員数   トイレの最少数 

1～15     1 

16～36     2 

36～55     3 

56～80     4 

81～110    5 

111～150    6 

150 超   従業員が 40 人増えるごとに便器を 1 つ追加 

 

g. すべてのトイレ設備に適切な換気システムと密封された排水管を設置。 

h. すべてのトイレ設備を少なくとも 1 日に一度清掃、消毒する。 

i. すべての作業場に洗面台を設け、ハンド ソープを置く。 

j. すべての洗面所の横に個人用のペーパータオル、送風機またはロール式の布タオルを備え付ける。 

3. トレーニング - 従業員は衛生に関する情報を受け取る必要があります。 

4. 文書化— 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を機密かつ安全に保管する必要がありま
す。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することはで
きません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 現在のリスク評価。 

 

 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、9 ページ-15
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基準 

サプライヤーは、職場での労働上の保健衛生の危険要因を予想、認識、評価、コントロールする。サプライヤーは、
職場に存在する危害要因の、潜在的な健康への影響を判断するため、日常的にモニタリングや分析を行う。労働者
は、職業上の暴露限界を超える物理的、化学的、生物学的な危険にさらされてはならない。 

 すべての従業員が安全な飲料水を簡単かつ迅速に利用できるようにするプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、水質手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、水質プロセスおよび手順を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が水質プロセスと手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう努
める必要があります。 

従業員は、水質プロセスと手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 

 飲料水とは、飲用に適した清潔で安全な水です。 

要件 

5. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリスク評価は少
なくとも以下を含むものとします。 

a. 職場の飲料水を汚染する可能性がある危険性の特定。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. 飲料水が汚染される可能性を軽減するための抑制措置の特定（サンプリングや水処理など）。 

6. ポリシーと手順 - 各施設は、水質手順を導入している必要があります。この手順は少なくとも以下を含むもの
とします。 

a. すべての従業員に飲料水を提供する必要があります。 

b. 非飲料水源には、その旨を示すラベルを貼付する必要があります。 

c. 給水器は、危険な作業環境に接触しないようにする必要があります。 

d. 個人用のコップや容器を置いておくための衛生的な保管場所と清潔な区域。 

e. 非飲料水は、食事の準備や調理に使用する前に煮沸するか、その他の方法で除染する必要があります。 

f. 施設の飲料水源が汚染されたか、その疑いがある場合に実施する、明文化された対応手順。 
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g. 水質サンプリング プログラム: 施設で提供する飲料水の水源として地下（井戸）水または地表水を利用して
いる各施設は、水質サンプリング プログラムを実施する必要があります。少なくとも以下の要件を満たす
必要があります。 

 ユーザー数に基づくサンプリング頻度: 
ユーザー数 最小サンプル/四半期（3 か月ごと） 

25～999 1 

1,000～4,999 10 

5,000～9,999 15 

10,000～19,999 20 

20,000 以上 50 

 細菌と消毒の許容レベル: 

- 糞便大腸菌 = 0.0。 

- ランブル鞭毛虫嚢胞の 99.9%の不活性化、ウイルスの 99.99%の不活性化。 

- システムに入る残留消毒剤濃度は 0.2 mg/L を超えるものとします。 

- 塩素、結合塩素、または二酸化塩素の総測定値は、各月の 95%のサンプルから検出する必要が
あります。 

7. トレーニング -  

水質に関する意識: 地下（井戸）水または地表水を利用する施設のすべての従業員は、職場の水質基準と手順
に関する意識レベルのトレーニングを受ける必要があります。このトレーニングは少なくとも以下を含むもの
とします。 

 応急処置またはその他の医療支援を必要とする飲料水関連の疾患を報告する手順。 

 疾患報告手順。 

水質トレーニング: 水質メンテナンスを担当するすべての従業員は、飲料水の汚染が発生した場合の緊急対応
に関するトレーニングを受ける必要があります。 

8. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を機密かつ安全に保管する必要がありま
す。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することはで
きません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 各施設は、以下の記録を保管する必要があります。 

a. 現在のリスク評価。 

b. 水質分析試験の結果（最低 3 年間）。 
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特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、9 ページ-18 
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基準 

サプライヤーの建物と耐力構造は、製造国の法律、認定された土木または構造建設の承認、国際基準に従って建設
される必要があります。多目的利用は許可されません。 

 建物の設計、建設、利用、メンテナンスにおける安全対策リスクを軽減または排除するためのポリシーと
手順を策定し、導入します  

責任  

地域マネージャーは、建物の安全性に関するポリシーと手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、建物の安全性に関するポリシーと手順を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が建物の安全性のポリシーと手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守
するよう努める必要があります。 

従業員は、建物の安全性に関するポリシーと手順の要件を遵守する必要があります。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、建物を安全に使用できるかどうかを判断するために実施するリスク評価を文書化して
保持する必要があります。このリスク評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 建物の設計、建設、建物の構造完全性を弱める可能性があるその他の要因に関連する危険性の特定  

（屋根への雪荷重、浸水、地震、機械の振動、隣接する建物のリスクなどの自然および人為的危険性のリ
ストなど）。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための抑制措置の特定と導入（定期的な検査、トレーニング、構造補強、耐震補強 

など）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、建物構造の安全性を確保するための手順を導入する必要があります。この手順
は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 建物の設計の見直し 

• 建物はその用途に基づいて建設されること（たとえば、製造工場は産業用に設計）。 

• 設計は現地の建築当局によって承認されている必要があります。 

o 現地当局が存在しない場合は、認定を受けた建築設計者によって設計されている必要があり 
ます。 

• 建物、中二階、または中二階構造は、構造部および連結部の構成材料の許容応力または指定された
強度を超えない死荷重を含む、あらゆる荷重を支えるように建設されている必要があります。 

o リスク評価で特定した、予想される自然現象や自然災害による追加の負荷を含めること。 
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• 中二階または中二階構造の床定格荷重を評価すること。 

o 定格荷重は、建物の所有者またはその正規の委任代理人によって提供され、関連する各スペー

スの目立つ場所に取り付けられる承認済み設計のプレートに記載されるものとします。 

o このようなプレートは、撤去または汚損しないでください。プレートを紛失、撤去、汚損した

場合は、所有者またはその代理人が交換するものとします。 

b. 建物の用途 

• 中二階の荷重は耐力を超過しないこと 

• 屋根の荷重は耐力を超過しないこと 

• 用途の変更 – 既存の建物を新しい用途グループ分類に変更した場合、建物の設計は新しい用途の要
件を満たす必要があります  

• 既存の建物に構造を追加する場合は、現地の建築基準に準拠するか、少なくとも本基準のすべての
要件を遵守するか、いずれか厳格な方の条件を満たす必要があります。 

o  既存の建物と追加部分または変更部分が建物建設の要件を満たしていることを確認するため、

第三者機関による構造分析を実施します。 

c. メンテナンスと点検 

o 建物の定期的かつ継続的な点検 

o 頻度は、国際建築基準法第 1,705 節または現地法のいずれか厳格な方によって規定されます。 

o 少なくとも、すべての耐力構造（屋根、中二階、壁など）を点検する必要があります。 

o 検査の一環として土壌試験を実施します。 

3. トレーニング - 影響を受ける従業員は、最初の雇用時に基本的なトレーニングを受け、その後、必要に応じ
て再トレーニングを受ける必要があります。 

• 建物またはその他の構造物のいかなる床または屋根の上にその耐力を超える荷重をかけること、引

き起こすこと、またはかけることを許可することは禁止されていることについて、労働者をトレー

ニングする必要があります。 

• メンテナンス: 建物のメンテナンスを担当する従業員は、上記に加えて定期的なトレーニングを受け
ている必要があります。このトレーニングは少なくとも以下を含むものとします。 

• 現地法 

• 建物の構造に影響を与える建物の危険、自然災害、運用上の危険 

• 構成要素の荷重上限 

• 追加の役割と責任。  
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4. 文書化 

トレーニング記録: 各施設は、建物のトレーニング記録を最低 3 年間保管する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 

a. 建物の安全性に関する最新のリスク評価。 

b. 建物の建築図面 

c. 建築許可（該当する場合） 

d. 保険検査報告書を含む、点検およびメンテナンスに関する記録（最低 3 年間保管） 

e. 土壌試験 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、現地法、規制。 

 国際建築基準法、2012 年第 2 刷 

o 第 1,705 節「必要な検証と点検」 

 NFPA 1 
 NFPA 101 
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基準 

サプライヤーは、通常の業務時と緊急事態の際に労働者を保護するために、火災防止と緊急時のアクションプラン
を制定します。サプライヤーは、従業員に緊急事態を通知するアラーム システム、建物からの避難時の安全な避難
ルート、緊急事態の最中に建物に留まる必要がある場合の安全シェルターを提供します。 

 施設に置ける火災危険に関連するリスクを軽減または排除するためのプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、火災安全手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、火災安全手順を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が火災安全手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう努める必
要があります。 

従業員は、火災安全手順の要件を遵守する必要があります。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、火災安全について実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリ
スク評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 可燃物の保管と使用に関連する危険の特定（主な火災危険や発火源のリストなど）。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための抑制措置の特定と導入（消火設備、トレーニング、可燃物の安全な保管など）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、火災安全の手順を導入する必要があります。この手順は少なくとも以下を含む
ものとします。 

a. 火災予防: 

• 可燃物の保管は最小限に抑える。 

• 可燃物は認可されたキャビネットに保管する。 

• 喫煙ポリシーを導入（喫煙は指定場所に限定するなど）。 

• 電気機器が安全で良好な作動状態を維持していることを確認する。 

b. 防火: 

• すべての防火設備の場所を文書化。 

• 適切な火災検知器と警報システムを導入。 

• スプリンクラー システム（該当する場合）とそれが正常に機能しない場合の対応手順を導入。 

• 区域で予想される火災の種類に適した消火設備を提供。 
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• アクセスが簡単で使いやすい消火設備。 

• 消火設備の場所を標識で表示。 

• 毎月消火器とホースを目視点検する。 

• すべての消火設備の点検およびメンテナンス計画。 

c. 火災対策: 

• 十分な数の避難経路と非常口を確保し、それらを標識で示して、従業員が緊急時に迅速に避難でき
るようにします。 

• 避難経路と非常口は常に空けておきます。定時勤務中、非常口の鍵は開けておき、外の安全な場所
に出られるようにします。 

• 避難経路と非常口の略図を掲示します。 

• 非常用照明を設置し、試験とメンテナンスを実施します。 

d. 緊急時に消防設備を使用することが予想される従業員は、消火の危険性や技術について指導を受ける必要
があります。 

3. トレーニング - すべての従業員は、最初の雇用時、その後少なくとも年に一度、火災安全に関するトレーニ
ングを受ける必要があります。このトレーニングは少なくとも以下を含むものとします。 

• 火災危険。 

• 避難経路と非常口。 

• 役割と責任。 

消火: 消火活動について追加の責任を負う従業員は、上記に加えて毎年トレーニングを受ける必要があります。
このトレーニングは少なくとも以下を含むものとします。 

• 役割に適した消火設備の使用。 

• 消火技術。 

• 消火の際に使用する個人用保護具。 

• 追加の役割と責任。 

4. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 

a. 火災安全に関する最新のリスク評価。 

b. 防火設備の現在の場所。 

c. 点検とメンテナンスに関する記録（最低 3 年間保管）。 
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特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike「緊急行動」リーダーシップ規範。 

 Nike ESH ハンドブック、6 ページ-4 
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基準 

サプライヤーは、通常の業務時と緊急事態の際に労働者を保護するために、火災防止と緊急時のアクションプラン
を制定します。サプライヤーは、従業員に緊急事態を通知するアラーム システム、建物からの避難時の安全な避難
ルート、緊急事態の最中に建物に留まる必要がある場合の安全シェルターを提供します。 

 緊急事態につながる可能性がある潜在的事象に対応するプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、緊急行動と計画のポリシーと手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、緊急行動および計画のポリシーと手順を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が緊急行動および計画のポリシーと手順に関するトレーニングを受け、 

その要件を遵守するよう努める必要があります。 

従業員は、緊急行動と計画のポリシーと手順の要件を遵守する必要があります。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、緊急事態について毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。 

このリスク評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 緊急事態につながる可能性があるイベントの特定。（火災、爆弾の脅威、社会的紛争、大気汚染、誘拐/人
質、洪水、津波、地震、ハリケーン、医療など）。 

b. 各緊急事態に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減または排除するために必要な抑制措置の特定（緊急計画、トレーニング、警報システム、管
理センターなど）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、明文化された緊急行動および計画手順を策定し、導入する必要があります。 

手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 計画に関する任務について詳細や説明が必要な場合に問い合わせができる人物の名前や役職。 

b. 緊急要員の役割と責任（指揮統制を含む）。 

c. 緊急事態の報告手段（緊急電話番号の掲示など）。 

d. 避難手順と計画の掲示（避難が必要な緊急事態用）。 

e. 避難前に重要な工場設備の操作または運用のために残る従業員の特定と準備。 

f. 障がい者の特定と支援準備。 

g. 救出および医療任務。 
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h. すべての従業員に説明するための準備。 

i. 従業員に緊急事態に関する最新の情報を伝えるための伝達プロセス（仕事への復帰や帰宅など）。 

j. 各従業員の毎年の避難訓練。 

k. 緊急行動および計画プログラムの毎年の見直し。 

3. 通知/警報システム - 各施設で確立する必要があります。このシステムは少なくとも以下を含むものとします。 

a. 手順に従って行動するための適切な警告。 

b. 周囲の雑音および照明レベルに遮られることなく知覚できる通知または警報。 

c. 特徴的で認識可能な通知または警報システム。 

d. 通知または警報システムを作動させる手段。 

e. システムは、試験や修理またはメンテナンスを実施しているとき以外は常に使用可能である必要があります。 

f. 資格を持つ人によって、毎年かつ定期的な試験とメンテナンスを実施する必要があります。 

4. トレーニング - すべての従業員は、最初と、計画が変更されるたびにトレーニングを受ける必要があります。
このトレーニングは少なくとも以下を含むものとします。 

• 緊急時の手順。 

• 避難経路と手順。 

• 緊急事態の報告方法。 

• 通知または警報システムの作動。 

緊急要員: 緊急時に追加の役割と責任を担うすべての従業員は、任務に関する専門トレーニングを毎年受ける
必要があります。 

5. 文書化—  

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 

a. 現在のリスク評価。 

b. 避難訓練マニュアル文書（最低 3 年間）。 

c. 通知または警報システムの試験およびメンテナンス文書（最低 3 年間）。 

d. 現在の緊急計画。 
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特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike「火災安全管理」リーダーシップ規範。 

 Nike ESH ハンドブック、6 ページ-1 
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基準 

住居、食堂、保育施設など、サプライヤーが運営するすべての施設は、安全で衛生的かつ健康的であるものとしま
す。サプライヤーは、これらの非製造施設の運営の安全および健康リスクを軽減または排除するものとします。 

 寮施設の運営および管理のリスクを軽減または排除するためのプロセスと手順を策定し、導入します。 

責任  

地域マネージャーは、寮管理手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、寮管理の要件を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が寮管理に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう努める必要があ
ります。 

従業員は、寮管理の要件を遵守する必要があります。 

定義 

 寮とは、1 つの部屋に多数のシングル ベッドが収容されている居住施設のことです。一般的に、プライバシー
はほとんどまたはまったくなく、入浴設備は共有です。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、毎年入居前に実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリスク
評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 寮施設の運営と管理に関連する危険の特定。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための抑制措置の特定（冷暖房システム、防火、セキュリティなど）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、寮管理の手順を導入する必要があります。この手順は少なくとも以下を含むもの
とします。 

a. 一般: 

 住居は、構造的に安全な造りで、手入れが行き届いており、清潔かつ安全で、居住者を厳しい自然条件
から保護するものである必要があります。 

 住居は、消防、医療、警察機関などの現地の緊急対応要員に適切に対応可能である必要があります。 

 各リビング エリアは、居住者 1 人あたり 4 平方メートル以上の生活空間を提供し、各居住者の私物を
保管するための個人用収納設備を備えている必要があります。 

 すべてのリビング エリアに適切な照明や電気サービスが用意されている必要があります。 

 衛生設備とゴミ捨て場を用意する必要があります。 



  

住居 CLS – ページ 136 2017 年 9 月 

寮の管理 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 

b. 寝室: 

 各居住者に個人用ベッド、簡易ベッド、または寝台（3 段寝台は不可）を提供する必要があります。 

 施設が用意する寝具は清潔で衛生的である必要があります。 

 寝室は男女別に用意する必要があります。 

c. シャワーと手洗所: 

 トイレ設備は、居住者 15 人につき 1 個の割合で提供する必要があります。 

 トイレ設備は、各リビング ユニットから 50 m 以内にある必要があります。 

 トイレ設備は、男女別に分け、その旨を示す標識を提示する必要があります。 

 トイレ設備は、毎日清掃、消毒する必要があります。 

 すべてのシャワーと手洗所は、加圧された飲用可能な温水および冷水を提供する必要があります。 

 シャワーと手洗所は、各リビング ユニットから 50 m 以内である必要があります。 

 シャワーヘッドは床から 1m 以上の高さに設置し、居住者 15 人につき 1 個の割合で用意する必要があ
ります。 

 シャワーと手洗設備は、男女別に分け、その旨を示す標識を提示する必要があります。 

 シャワーと手洗所の床は、非吸収性素材で構築し、毎日消毒する必要があります。 

d. 食堂と調理室を用意する必要があります。 

e. 火災安全と応急処置: 

 施設全域の目立つ場所に緊急行動計画を掲示し、緊急時の詳細な避難手順を記載しておく必要があります。 

 消火設備は、各リビング エリアから 30m 以内の、簡単にアクセスできる場所に設置する必要があります。 

 各フロアに 2 か所以上の非常口を設け、非常口の場所を示す明確な標識を設置する必要があります。 

 毎年実施する避難訓練を文書化しておく必要があります。 

 救急箱を居住者 50 人につき 1 箱の割合で用意し、いつでもアクセスできる場所に置いておく必要があ
ります。 

 有害化学物質は、指定場所にのみ保管する必要があります。 

3. トレーニング - 寮居住者は、緊急事態から生じるリスクに関する情報とトレーニングを受ける必要があります。
このトレーニングは少なくとも以下の要件を含むものとします。 

 緊急行動計画。 

 消火設備や救急設備の場所と使用方法を把握しておく必要があります。 
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4. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 各施設は、以下の記録を保管する必要があります。 

a. 現在のリスク評価。 

b. 火災避難訓練（最低 3 年間）。 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike「火災安全管理」リーダーシップ規範。 

 Nike「建物の安全性」リーダーシップ規範。 

 Nike「緊急行動および計画」リーダーシップ規範。 

 Nike ESH ハンドブック、9 ページ-1 
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基準 

住居、食堂、保育施設など、サプライヤーが運営するすべての施設は、安全で衛生的かつ健康的であるものとし
ます。サプライヤーは、これらの非製造施設の運営の安全および健康リスクを軽減または排除するものとします。 

 安全かつ清潔で、健康的な調理室と食堂の運営および管理に伴うリスクを軽減または排除するためのプロセ
スと手順を策定し、導入します。 

 

責任  

地域マネージャーは、食品サービス手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、食品サービス手順を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が食品サービス手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう努め
る必要があります。 

従業員は、食品サービス手順を遵守する必要があります。 

 

要件  

1. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリスク評価は以
下を含むものとします。 

a. 危険の特定（食物媒介や調理室の安全など）。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するための抑制措置の特定と導入。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、食品サービスに関連するリスクを軽減または排除するための手順を導入する必要
があります。この手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 食品サービス労働者: 

 少なくとも年に一度健康診断を受け、感染性疾患にかかっていないことを証明すること。 

 感染性疾患の伝播を軽減する手順を理解し従うこと。 

 食品を調理し配膳する間はヘアネット、手袋、エプロンを着用すること。 

 食品に触れる前に十分に手を洗い消毒すること。 

b. 調理室と食堂: 

 清掃し消毒すること。 

 生鮮食品を保存する場合は、温度を摂氏 5 度以下に保つことができる機械式冷却装置を設置すること。 
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 温水と冷水の両方が出る洗面台を設置すること。 

 調理器具、配膳器具、食器は、使用するたびに洗浄、消毒すること。 

 テーブルの天板とカウンターは、使用するたびに清掃、消毒すること。 

 齧歯動物や昆虫が侵入しないようにすること。 

 ゴミや廃棄物は液漏れしない非吸収性の容器に入れ、容器は毎日空にします。 

 調理に使用した油をトイレまたは雨水排水溝に捨てないこと。 

c. トイレ: 

 すべての食品サービス労働者は、トイレを使用した後に十分に手を洗い消毒すること。 

 トイレ使用後は手洗いが必要であることを示す標識を掲示する。 

d. 食物媒介に関連する疾病または汚染が発生した場合の対応方法と手順。 

3. トレーニング - 食品サービス労働者は、食品の不適切な取り扱いから生じるリスクに関する情報とトレーニン
グを受ける必要があります。トレーニングは以下を含むものとします。 

 リスク評価と手順の見直し。 

 食品の安全性と保管要件。 

 個人衛生。 

 食物媒介疾病と感染性疾患に関する意識。 

 安全な調理法。 

4. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を機密かつ安全に保管する必要がありま
す。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することはで
きません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 各施設は、最新のリスク評価を保管する必要があります。 
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推奨基準として特記されている場合を除き、本リーダーシップ規範は最低限の基準を定めるものとします。サプライヤーは、
より厳格な法的要件が適用される場合は、それに従う必要があります。また、従業員の保護を強化する独自の基準の策定に継
続的に取り組むことが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike「火災安全管理」リーダーシップ規範。 

 Nike「建物の安全性」リーダーシップ規範。 

 Nike「緊急行動および計画」リーダーシップ規範。 

 Nike ESH ハンドブック、9 ページ-11 
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基準 

住居、食堂、保育施設など、サプライヤーが運営するすべての施設は、安全で衛生的かつ健康的であるものとしま
す。サプライヤーは、これらの非製造施設の運営の安全および健康リスクを軽減または排除するものとします。 

 子供と接する仕事または保育施設に関連するリスクを軽減または排除するためのプロセスと手順を策定し、
導入します。 

責任  

地域マネージャーは、保育手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、保育手順を確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が保育手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう努める必要が
あります。 

従業員は、保育手順の要件を遵守する必要があります。 

要件  

1. リスク評価 - 各施設は、保育施設および子供と接する仕事（サッカー教室やイベントなど）について毎年実施
するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリスク評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 保育関連のあらゆる潜在的危険性の特定。 

b. 危険要因に関連するリスクの評価。 

c. リスクを軽減するために必要な抑制措置の特定（応急処置/CPR、安全な遊び場など）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、保育手順を導入する必要があります。この手順は少なくとも以下を含むものとし
ます。 

a. 子供と接する仕事: 

 イベント主催者は、現地法の要件に精通している必要があります。 

 応急処置/CPR の認定を受けた人物を配置する必要があります。 

 合法的に応急処置または治療を施したり、自動車またはバスまたはその他の輸送手段で子供を搬送した
りできるように、親の代理として行動することについて親や保護者から書面による同意を取り付けます。 

 親や保護者の連絡先情報は、ファイルに保管しておく必要があります。 

 泊まりがけのイベントで子供と接したり、子供を直接指導したりする（サッカー教室など）従業員につ
いては、雇用前に審査します。 

 子供は、公認の親や保護者か指定の人物にのみ引き渡すことができます。 
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b. 保育施設: 

 建物は、現地法の要件または該当する Nike 基準のいずれか厳格な方を満たす必要があります。 

 すべての高温面は、子供が接触しないように防護する必要があります。 

 子供の手の届くところにある電源コンセントは、使用していないときはコンセントカバーをかけておく
必要があります。 

 暖炉は防護する必要があります。 

 医薬品、毒物、その他の危険物質は、鍵をかけたキャビネットに保管する必要があります。 

 施設は常に清潔で、手入れの行き届いた状態にしておく必要があります。 

 毎月、子供と一緒に火災避難訓練を実施する必要があります。 

 外の遊び場は、安全かつ安心して遊べる環境である必要があります。また、井戸や池沼、穴はフェンス
で囲むか、カバーで覆う必要があります。 

 飲料水を用意しておく必要があります。コップや食器の共有は禁止されています。 

 子供が利用する洗面台では、華氏 110 度（摂氏 43 度）を超えない冷水および温水を提供する必要があ
ります。 

 トイレ設備は、清潔で子供に適していて、手洗い設備を備えている必要があります。子供 15 人につき
1 つのトイレと洗面台が必要です。 

 個人用の清潔なベビー ベッド、簡易ベッド、またはマット（子供の年齢と発育レベルに適したもの）と
清潔なシーツを用意する必要があります。夜間保育の場合は、各子供に丈夫な防水マットレスを提供す
る必要があります。ベビー ベッド、簡易ベッド、マットは、3 フィート（0.9m）以上間を空けて配置
する必要があります。 

 60 人以上の子供がいる施設では、トレーニングを受けたフルタイムの施設監督者が必要です。 

 予防接種、投薬、感染性疾患、ネグレクトや普通でない怪我の証拠に関する詳細など、それぞれの子供
の健康記録を保管する必要があります。ネグレクトや普通でない怪我が発生した場合は、施設の責任者
に連絡する必要があります。 

3. トレーニング - 子供と接する仕事をする従業員は、最低でも以下を含むトレーニングを受ける必要があります。 

 リスク評価の概要。 

 子供との良い接し方。 

 明文化された手順。 
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4. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、施設にいる各子供の最新の医療記録を機密かつ安全に保管する必要があります。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録: 

a. 現在のリスク評価。 

b. 最新の従業員審査記録。 

c. 最新の親/保護者連絡先情報。 

d. 火災訓練記録（最低 3 年間）。 

 

 

 

 

推奨プラクティスとして特記されるものを除き、本リーダーシップ基準コードは最低基準を制定することとします。サプライ
ヤーは、より厳格な要件が法律で適用される場合、その要件に従う必要があります。また、自社の従業員の保護を強化する独
自のプラクティスを継続的に発展させることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike「火災安全管理」リーダーシップ規範。 

 Nike「建物の安全性」リーダーシップ規範。 

 Nike「緊急行動および計画」リーダーシップ規範。 

 Nike ESH ハンドブック、9 ページ-21 
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基準 
 

 

作業過程で発生する揮発性有機化学物質、エアロゾル、腐食物、粒子状物質、オゾン層破壊化学物質、燃焼
副産物を大気中に排出する場合は、排出する前に製造国の法律に従ってその特性を明らかにし、日常的に監
視、制御、処理します。サプライヤーは大気への排出コントロールシステムの性能を定期的にモニタリング
する。大気汚染リスクを最小限に抑えるためのポリシーと手順を策定し、導入します。 

責任 
 

 

地域マネージャーは、大気排出プログラムの導入と遵守に努める必要があります。 

HSE 担当者は、大気排出プログラムを確立、維持、管理する必要があります。 

マネージャーと管理者は、従業員が大気排出プログラムに関するトレーニングを受け、その要件を遵守する
よう努めする必要があります。 

従業員は、大気排出プロセスと手順の要件を遵守する必要があります。 

定義 
 

 

 大気排出源には、ガス、蒸気、粉塵、煙など、工場で生成されて大気中に排出される、人間や環
境に害を及ぼす可能性があるあらゆるものが含まれます。 

 汚染防止装置とは、環境に排出される汚染物質の量を減らすために工場で使用されるあらゆる装
置です（気体洗浄装置やウォーター バスなど）。 

 汚染物質とは一般に、環境に排出され、資源の有用性に悪影響を与える物質です。 

 排出源とは、最初に排出される場所です（塗装室の換気装置、乾燥器の排出口、ボイラーの排気孔など）。 

要件 
 

 

1. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。この
リスク評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 固定大気排出源の特定。このリストには、汚染物質の排出源の場所と種類を含める必要があります。 

b. 排出される汚染物質の定量化。該当する現地規制の水準と比較します。 

c. 大気汚染抑制措置の特定（大気汚染防止機器やプロセスの改善など）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、大気排出の影響を軽減または排除するための手順を導入する必要があ
ります。この手順は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 施設は、現地法に従って、大気排出に必要な許可、登録または認可を保持する必要があります。 

b. 換気、大気汚染防止、排気システム（ドラフト スプレー ブース）の有効性を実証するための性能
評価を毎年実施する必要があります。 
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c. 排出量が許可または認可要件の範囲内であることを確認するための分析試験を毎年
実施する必要があります。 

d. 大気排出に影響を与えるイベントまたはシステム障害に関する事故報告と調査のための手
順を導入する必要があります。 

3. トレーニング - 従業員は、以下に関する意識レベルのトレーニングを受ける必要があります。 
 

 大気排出源の場所、排気口、適切な汚染防止機器の設置。 

 換気または汚染防止機器が故障した場合の適切な対応手順。 

大気排出のメンテナンス: 汚染防止機器のシステム性能の維持および分析を担当する従業員は、特定
の操作要件と手順に関するトレーニングを受ける必要があります。 

4. 文書化— 
 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

事故記録: 各施設は、事故記録を最低 3 年間保管する必要があります。 

他の記録: 各施設は、最新のリスク評価を保管する必要があります。 
 
 
 

推奨基準として特記されている場合を除き、本リーダーシップ基準コードは最低限の基準を定めるものとします。
サプライヤーは、より厳格な法的要件が適用される場合は、それに従う必要があります。また、従業員の保護を強
化する独自の基準の策定に継続的に取り組むことが推奨されます。 

参考文献: 
 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 
 

 Nike ESH ハンドブック、2 ページ-1 
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基準 
 

サプライヤーは、効果的かつ法律に準拠した化学物質管理プログラムに基づき、制限物質の管理に対し、一貫した
有効なアプローチを取ります。管理プログラムを通じて化学物質の安全な取り扱い、保管、使用、調達、処理を促
進し、労働者、環境、お客様への化学物質へのリスクを明確に識別、軽減します。 

 サプライヤーは、規制物質リスト（RSL）と製造時使用制限物質リスト（MRSL）に対するコンプライアンスを
維持するための措置を採用し、製造に使用される化学品の危険要因を軽減して、パフォーマンスの改善に継続
的に取り組むものとします。 

 

スタンドアロンの Nike ナノマテリアル CLS は、この制限物質の管理 CLS に組み込まれ
ている要件に置き換えられました。 

責任 
 

 

地域マネージャーは、RSL および MRSL プログラムの策定、導入、および遵守を徹底する責任を負います。 
HSE 担当者は、（1）有害な化学物質が職場の衛生、お客様および環境に及ぼし得る影響を理解し、（2）生産用化学物
質を使用する作業を安全に実施する戦略を考案する責任を負います。 

マネージャーおよび管理者は（1）RSL/MRSL への準拠を徹底し、（2）関連するすべての従業員が RSL および MRSL 管
理基準のトレーニングを受け、要件を遵守するように指導する責任を負います。 

従業員は、RSL および MRSL 管理基準の要件に従う責任を負います。 

定義 
 

 Nike, Inc.制限物質リスト（RSL）は、完成物質、製品、および関連アイテムに含まれる化学物質に関す
る法令を遵守するための基準です。RSL は、www.nikeincchemistry.com から入手可能です。 

 製造用制限物質リスト（MRSL）とは、化学配合物の調達基準であり、サプライヤーが RSL に準拠する物
質および製品を製造し、Nike の廃水コンプライアンス ガイドラインを満たせるようにする目的を持ちま
す（廃水 CLS の記述を参照）。MRSL は、有害化学物質排出ゼロ グループ（ZDHC）のウェブサイトから
入手可能です。www.roadmaptozero.com  

要件 
 

 

1. リスク評価 - 各施設は、実施したリスク評価の文書記録を備える必要があります。当該文書に
は少なくとも以下の項目を含めます。 

a. 配合物および物質に含まれる、制限物質に該当する可能性があるものを漏らさず特定する方法（RSL および
MRSL）。 

b. 制限物質を削減または排除するために講じる予防措置の定義。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、制限物質の使用を最小限に抑える手順または排除する手順を導入する
必要があります。当該手順には少なくとも以下の項目を含めます。 

a. RSL および MRSL の最新版にアクセスする手順。 

b. 各種定めに準拠する化学配合物を調達する方法を文書化する手順。 
• 現場で使用される化学製品は、従業員、環境、およびお客様に害を及ぼす危険性を軽減するため、 

必ず MRSL ガイダンスに従って調達 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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• SDS/MSDS を、Nike の RSL および ZDHC MRSL の両方にリストアップされている制限物質に照らし
て比較するプロセス 

c. すべての化学物質および関連する安全データ シート（MSDS/SDS）の正確な在庫を維持する手順。 

d. 各種定めに準拠しない化学配合物、物質、および製品を特定、隔離する手順。 

e. RSL ガイダンスに常に従い、不定期テストを実施し、当該基準に掲げる化学物質に対するすべての制限に従
う手順。 

• RSL テストに不合格の物質またはアイテムは、分別管理が必要 

f. RSL テストに合格しなかった場合、違反解消プロセスに従う手順（根本原因と是正処分の詳細な証拠文書
など）。 

 サプライヤーには、『Nike Chemistry Playbook』を参照し、その内容に従っ
て、Nike が化学に対して掲げる目標と次の項目の実践ガイダンスの理解に努める
ことがベスト プラクティスとして推奨されます。 

• 投入管理 

• 化学物質の在庫管理 

• 化学物質の使用および取り扱い 

• 特定の物質に関するポリシー 

• 化学の有効活用  
 

3. トレーニング - 各施設の関連従業員は、RSL トレーニングを 2 年ごとに必ず受講しなければなりません。化学
物質管理のトレーニングも受講可能です。トレーニングの説明と受講に関しては www.nikeincchemistry.com
を参照してください。 

 

4. 文書化— 
 

トレーニング記録: 各施設は、RSL トレーニングの記録を少なくとも 3 年間保持する必要があります。 
テストの記録: 各施設は、RSL のテスト記録を少なくとも 5 年間保持する必要があります。 
事故記録: RSL の違反解消の証拠文書は 5 年間保持する必要があります。 
他の記録:  

a. 少なくとも2年間の現場にある化学物質の全在庫。 
b. 有害物質CLSに明記されるとおりMSDS記録をアーカイブ。 
c. 少なくとも2年間のRSLテストに不合格の物質に関するトレーサビリティ情報。 

  

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.nikeincchemistry.com/
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推奨プラクティスとして特記されるものを除き、本リーダーシップ基準コードは最低基準を制定することとします。
サプライヤーは、より厳格な要件が法律で適用される場合、その要件に従う必要があります。また、自社の従業員
の保護を強化する独自のプラクティスを継続的に発展させることが推奨されます。 

参考文献: 
 
 www.nikeincchemistry.com 
 www.roadmaptozero.com 

  
次の NIKE CLS を参照してください。 

 有害物質 
 有害廃棄物 
 廃水 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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基準 
 

 

サプライヤーは、効果的かつ法律に準拠した化学物質管理プログラムに基づき、制限物質の管理に対し、一
貫した有効なアプローチを取ります。管理プログラムでは、化学物質の安全な取り扱い、保管、使用、調達、
処理を促進することで、労働者、環境、お客様の化学物質に対するリスクを明確に特定し、軽減します。 

責任 
 

 

地域マネージャーは、有害物質の取り扱い手順が策定、導入、および遵守されるように徹底する責任を負います。 

HSE 担当者は、有害物質の取り扱いプロセスと手順を確立、維持、および管理する責任を負います。 

マネージャーおよび管理者は、有害物質の取り扱いプロセスと手順の要件について、従業員がトレーニング
を受け、要件を遵守するように指導する責任を負います。 

従業員は有害物質の取り扱いプロセスと手順の要件に従う責任を負います。 

定義 
 

 

 有害物質とは、着火性、腐食性、反応性、毒性といった際立った特性のうち 1 つ以上を有し、
使用、保管、輸送された場合、健康、安全、環境、または財産をリスクにさらす物質または材
料を指します。複数の有害物質および有害廃棄物も含まれます。 

要件 
 

 

1. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。この
リスク評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. すべての潜在的な有害物質を特定するための調査。 

b. 有害物質にさらされる度合い、タイプ（吸入、皮膚の接触、経口摂取等）、および時間。 

c. 物質の使用量と場所。 

d. 予防措置（換気、個人用保護具、シャワーや洗眼用臨時ブース等）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、有害物質に付随するリスクを軽減または排除する措置を導入する必
要があります。当該措置には少なくとも以下の内容を含めます。 

a. 物質安全データ シート（MSDS）はすべての有害物質について用意されなければなりません。物
質安全データ シートがない場合、有害物質を現場に搬入することは認められません。MSDS は
有害物質が使用および保管されるすべてのエリアに用意する必要があります。 

b. すべての有害物質は、適切な容器に保管され、有害である旨のラベルを貼らなければなりません。
容器は次の条件を満たす必要があります。 

 良好な状態であること。 

 内容物に適合すること。 

 ラベルは従業員の使用言語で、判読できるように記載され、良好な状態であること。 

 使用時を除き、常に密封されること。 
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 引火性物質が主な容器はすべてボンド線を付け、接地/アース処理をすること。 

 空の容器は、ラベルを貼り、保管エリアの要件に従って保管されること。 

c. 保管エリアの要件は以下のとおりです。 

 安全対策をとり、周囲を覆うこと。 

 容器を保管する床面は不浸透性の材質であること。 

 十分な換気設備と、洗眼やシャワー用臨時ブースへのアクセスを設けること。 

 飲食や喫煙は禁止。 

 208.2 リットル（55 ガロン）を超える物質には、最大容器の 110%以上の容量がある予
備保管容器を用意すること。 

 各容器の間に、十分な通路スペースを確保すること。 

 容器を積み重ねすぎないこと。 

 不適合な物質は隔離すること。 

 引火性および可燃性物質を、火の元の近くに保管しないこと。 

d. 圧縮ガス シリンダーの要件は以下のとおりです。 

 倒れないように、直立させ安定させる。 

 ガスであること、および関連する危険性を明記したラベルを貼る。 

 火の元の近く、腐食性の環境下、極度の天候条件での保管は避ける。 

 空および満タンのシリンダーはその旨のラベルを貼り、ほかのシリンダーと別に保管すること。 

e. 有害物質の移動要件は以下のとおりです。 

 引火性物質の容器は、ボンド線を付け、接地/アース処理をすること。 

 分配容器の下には、受皿/防水パンを置くこと。 

 分配は、不浸透性面で行われること。 

 漏れや流出はただちに洗浄すること。 

f. 有害物質の使用および保管場所には、文書化された漏れ対応策および装置を用意する必要があります。 

3. トレーニング - 有害物質を扱う従業員は、毎年、および危害、プロセスまたは手順が変更する
都度、トレーニングを受けなければなりません。トレーニングは以下を含むものとします。 

 有害物質の特質およびリスク。 

 物質安全性データ シート。 

 ラベル付け。 
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漏れ対応策: 漏れへの対応を担当する従業員は、年次漏れ対応策トレーニングを受講する必要があり
ます。 

4. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を秘密かつ安全に保管する必
要があります。法律上必要な場合を除き、従業員の同意書なしに医療記録を開示することはできま
せん。 

事故記録: 有害物質がかかわるすべての事故を記録する必要があります。これらの記録は最低 5 年間
保管する必要があります。 

他の記録: 

a. 現在保管中の有害物質。 

b. すべての有害物質の最新 MSDS。 

c. 化学物質の使用期間とその後 30 年間のアーカイブされた MSDS。 

d. 有害物質がかかわるすべての作業に関する最新のリスク評価。 

e. 最新の漏れ対応策。 

 
 
 
 
 
 
推奨基準として特記されている場合を除き、本リーダーシップ基準コードは最低限の基準を定めるものとします。
サプライヤーは、より厳格な法的要件が適用される場合は、それに従う必要があります。また、従業員の保護を強
化する独自の基準の策定に継続的に取り組むことが推奨されます。 

参考文献: 
 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、3 ページ-1 
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基準 
サプライヤーは、地域の規制や Nike の基準に準拠して、すべての固形廃棄物または有害廃棄物を適切に分別、管
理、搬送、処分します。サプライヤーは、すべての必要な許可を取得し、固形廃棄物または有害廃棄物の処理業者
が適切な認可を受けているかを確認する必要があります。サプライヤーは、材料効率と付加価値リサイクルを評価
し、常に向上させる。 

 有害廃棄物の排出、および有害廃棄物の管理や処分に関連する人体や環境へのリスクを最小限に抑制するた
めのポリシーと手順を策定および導入する。 

 免許のある適格な有害廃棄物の輸送業者、リサイクル業者、および処分施設を選定するため、ならびに選定
業者・施設が責任を持って環境管理実務（空き地や海への未処分廃棄を禁止する等）の実践を検証するため
のプロセスと手順を策定および導入する。 

責任  

地域マネージャーは、有害廃棄物の取り扱い手順が策定、導入、および遵守されるように徹底する責任を負います。 

HSE 担当者は、有害廃棄物の取り扱い手順を確立、維持、および管理する責任を負います。 

マネージャーおよび管理者は、有害廃棄物の取り扱いプロセスと手順の要件について、従業員がトレーニングを受
け、要件を遵守するように指導する責任を負います。 

従業員は、有害廃棄物の取り扱いプロセスと手順の要件に従う責任を負います。 

定義 

 有害廃棄物とは、着火性、腐食性、反応性、毒性といった際立った特性のうち 1 つ以上を有し、不適切に扱い、
保管、または輸送された場合、健康、安全、環境、または財産をリスクにさらす廃棄物を指します。 

 有害廃棄物の下請業者: 有害廃棄物の取り扱い、管理、輸送、処理、または処分のためにサプライヤーが請負
契約を結ぶ第三者のベンダー。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。このリスク評価は少
なくとも以下を含むものとします。 

a. 有害廃棄物のすべての流れを特定する。 

b. 排出された有害廃棄物の量、および環境や人間への影響を決定する。 

c. 防止措置を導入する（換気、個人用保護具、シャワーや洗眼用臨時ブース、適切なラベルやマーク付け、 

有害廃棄物下請業者の管理プログラム等）。 

2. ポリシーと手順 - 排出または保管する有害廃棄物の量が 1 月あたり 100kg（220lbs）以上である各施設は、有
害廃棄物に関連するリスクの軽減または一掃手順を導入する必要があります。当該手順には少なくとも以下を
含めます。 
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a. 排出された有害廃棄物の発生源を特定し、定量化します。 

b. 有害廃棄物の排出、保管、および処分に必要なすべての許可を、地域の法規に従って取得します。 

c. 有害廃棄物の保管エリアの要件は以下のとおりです。 

a. 安全対策をとること 

b. 十分な換気設備と、洗眼やシャワー用臨時ブースへのアクセスを設けること 

c. 飲食や喫煙が禁止されていることを掲示すること 

d. 周囲を覆うこと 

e. 容器の合計容量が 208 リットル（55 ガロン）を超える場合、予備の保管容器の容量は、最大容器の
110%以上であること 

f. 必要な個人用保護具（PPE）などの漏れ対応用具を、有害廃棄物保管エリアの近くに置くこと 

g. 引火性および可燃性廃棄物を火の元の近くに保管しないこと 

h. 不適合な廃棄物は隔離すること 

i. 各容器の間には、十分な通路を確保すること 

j. 容器を積み重ねすぎないこと 

k. 有害廃棄物はほかの廃棄物と隔離し、隣接させないこと 

d. 有害廃棄物の保管容器の要件は以下のとおりです。 

a. 容器を保管する床面は不浸透性の材質であること 

b. 容器と廃棄物が適合すること 

c. 容器は良好な状態であること 

d. すべての容器には有害廃棄物である旨を明確にラベル付けし、廃棄物の ID と有害な内容を付記する
こと 

e. 廃棄物の移動中を除き、常にふたを閉めること 

e. 廃棄物の軽減および最小化プログラムを文書化、導入します。 

 サプライヤーには、有害物質の排出量削減に関する年次計画を策定することが
適切なプラクティスとして推奨されます。 

 

f. 有害廃棄物の保管エリアの点検を週に 1 回実施し、文書に記録します。 
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g. 有害廃棄物は、妥当な期限内に処分されなければなりません（現地の法律で期限が定められていない場合は、
米国環境保護庁（EPA）の小容量および大容量発電機の要件を参照してください）。 

h. 免許と許可を取得済みの有害廃棄物輸送業者、処理業者、処分施設を利用します。 
 

 サプライヤーには、有害廃棄物下請業者の認定とモニタリングのために、綿密
で一貫性のあるプロセスを採用することが適切なプラクティスとして推奨されま
す。認定プロセスには以下の項目を含めます。 

• 下請業者が記入した一次審査フォーム。次の項目を含む 

o 過去の実績。 

o 損害賠償保険の補償額。 

o 法定の許可と免許の証拠。 

• 下請業者の認定と却下の基準。 

• 下請業者の施設の実地評価と点検。 

• 下請業者の運営状況と Nike 廃棄物処理業者管理および評価ガイドラインと
の整合性の年次評価 

• 有害廃棄物下請業者の年次評価に基づく選定プロセスの定期的確認 

i. Nike には、有害廃棄物の下請業者を独自にレビューする権利があります。さらに、観察された処分実務に
関する検証書を Nike に提供するようサプライヤーに求めることもできます。 

j. 本書で定義する有害廃棄物を、現場で焼却または処分することは禁止されます。 

3. トレーニング 

有害廃棄物管理: 有害廃棄物の管理関連の仕事（収集、集積、保管、処理/処分のための配送準備等）を担当する従
業員は、オンボーディング トレーニングの受講後、毎年、再トレーニングを受講します。トレーニングのトピック
は以下のとおりです。 

• 特定/判定 

• 取り扱い 

• 最小化 

• データ収集 

• 文書化 

• 輸送、保管、および処分にかかわるリスク、影響ならびに要件 

4. 文書化— 

処分記録: 有害廃棄物の記録に含める内容: 物質名、物理的状態、関連する危害（引火性、腐食性、毒性、また
は反応性）、処理/処分のために配送された日付と量、廃棄物の排出地/排出者の事業名と住所、輸送、保管、
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および最終処分企業、ならびに配送物の受領を確認する最終処分施設の署名入り配送伝票の控え。記録は少な
くとも 5 年間保存する必要があります。 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。 

医療記録: 各施設は、最低雇用期間に 30 年を加算した期間、医療記録を秘密かつ安全に保管する必要がありま
す。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除き、従業員の書面による明示的な同意なしに開示しては
なりません。 

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。 

他の記録:  

a. 最新リスク評価および法定の許可。 

b. 少なくとも 1 年間の点検記録。 

c. サプライヤーが利用する、免許/許可取得済みの有害廃棄物下請業者のリスト。 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike「有害物質」リーダーシップ基準コード。 

 Nike ESH ハンドブック、2 ページ-9 

 Nike 廃棄物ベンダー管理および評価ガイダンス 
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基準 
サプライヤーは、地域の規制や Nike の基準に準拠して、すべての固形廃棄物または有害廃棄物を適切に分別、管
理、搬送、処分します。サプライヤーは、すべての必要な許可を取得し、固形廃棄物または有害廃棄物の処理業者
が適切な認可を受けているかを確認する必要があります。サプライヤーは、材料効率と付加価値リサイクルを評価
し、常に向上させます。 

 固形廃棄物の最小化と管理のためのプロセスと手順を策定および導入します。 

 免許のある適格な廃棄物の輸送業者、リサイクル業者および処分施設を選定するため、ならびに選定業者・
施設が責任を持って環境管理実務（空き地や海への未処分廃棄、焼却炉の灰や浸出物などの廃棄副産物の不
適切な処分、または制御下以外での焼却や排出を禁止する等）の実践を検証するためのプロセスと手順を策
定および導入します。 

責任  
地域マネージャーは、固形廃棄物の最小化および管理手順が策定、導入、および遵守されるように徹底する責任を
負います。 

HSE 担当者は、固形廃棄物の取り扱いプロセスと手順を確立、維持、および管理する責任を負います。 

マネージャーおよび管理者は、固形廃棄物の取り扱いプロセスと手順の要件について、従業員がトレーニングを受
け、要件を遵守するように指導する責任を負います。 

従業員は、固形廃棄物の取り扱いプロセスと手順に従う責任を負います。 

定義 

 循環型リサイクルとは、固形廃棄物が Nike の承認済み外部ベンダーによって、Nike に当初供給したものと同
じまたは類似の原料やコンポーネントに再利用されるリサイクル方式です。 

 堆肥化とは、管理された有機物質の生物分解のことです。 

 ダウンサイクルとは、外部の第三者が Nike および Nike が後援するパートナー以外の使用のために固形廃棄物
を再利用するリサイクル方式です。ダウンサイクルには、社内リサイクル、循環型リサイクル、Nike 後援リサ
イクルは含まれません。 

 エネルギー回収とは、固形廃棄物の全部または一部を処理し、物質本来またはこれに由来する熱などの形態の
エネルギー を利用するプロセスです。 

 有害廃棄物とは、着火性、腐食性、反応性、毒性といった際立った特性のうち 1 つ以上を有し、不適切に扱い、
保管、または輸送された場合、健康、安全、環境、または財産をリスクにさらす廃棄物を指します。 

 焼却とは、固形廃棄物がエネルギー回収をせずに焼却されるプロセスです。 

 社内リサイクルとは、サプライヤーの生産プロセスに組み戻すために、固形廃棄物が現場で再処理されるリサ
イクル方式です。 
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 埋立とは、固形廃棄物が公衆衛生や環境への影響が最小限になるように設計、建設、運営される工学的な処分
施設で処分される固形廃棄物の管理方式です。 

 Nike 後援リサイクルとは、Nike が後援する外部ベンダーによって、固形廃棄物が二次製品へリサイクルされ
るように管理されるリサイクル方式です。 

 リサイクルとは、固形廃棄物が新製品の製造原料として使用されるプロセスを指します 

 固形廃棄物とは、サプライヤーの施設で排出される破棄された資材であり、物品やサービスの消費や物品の製
造に由来します。この定義には有害廃棄物は含まれません。固形廃棄物の例として、製造における切断や成形
工程でのスクラップ資材、現場の燃焼ボイラーの灰、廃水汚泥、食品やヤード/庭のごみ、紙、厚紙、布、革、
製品梱包材、ガラスや金属容器が挙げられます。 

 固形廃棄物の下請業者: 固形廃棄物の取り扱い、管理、輸送、処理、リサイクル、または処分のためにサプラ
イヤーが請負契約を結ぶ第三者のベンダー。たとえば、輸送業者、廃棄物管理センター、ダウンサイクル業者、
処分施設が挙げられます。 

 排出源での削減とは、固形廃棄物管理の 1 方式で、廃棄物を源で防止します。製品や材料の耐用年数前にその
本質を変えずにほかの用途に使用したり、再利用したりすることも含まれます。 

要件 

1. リスク評価 - 各施設は、固形廃棄物を対象に年に一度実施するリスク評価の文書記録を備える必要があります。
当該文書には少なくとも以下の項目を含めます。 

a. 固形廃棄物の取り扱い、保管、輸送、リサイクル、および処分に関連する健康、安全、および環境への危害
を特定します。 

b. 危害に関連するリスクを評価します。 

c. リスク軽減の統制措置を絞り込みます（隔離、適切なラベルやマーク付け、個人用保護具、最小化、適格な
固形廃棄物下請業者の利用と当該業者の定期的なモニタリング等）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、少なくとも以下の項目を含む手順を策定および導入する必要があります。 

a. すべての経路から排出される固形廃棄物の目録。目録には、排出、リサイクル、および処分された廃棄物の
タイプと量、ならびに廃棄施設の名前と場所を必ず含めます。 

b. 固形廃棄物の最小化プログラム。排出源での削減機会と取り組みを特定し、文書に記録します。 

 

 サプライヤーには、主戦略の排出源での削減から始まり焼却を最後の手段とする次
の段階的管理戦略に従って固形廃棄物を管理することがベスト プラクティスとして推
奨されます。 

• 排出源での削減 
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• 社内リサイクル 

• 循環型リサイクル 

• Nike 後援プログラム 

• ダウンサイクル 

• エネルギー回収 

• 埋立 

• 焼却 

c. 廃棄物を再使用可能、リサイクル可およびリサイクル不可のカテゴリーに分けます。こうした廃棄物のカテ
ゴリーごとに、清潔な専用容器を用意する必要があります。 

d. 有害廃棄物と固形廃棄物は隔離し、隣接しない場所に保管する必要があります。 

e. 固形廃棄物の保管場所は、周囲が覆われ、安全対策がとられており、床面は不浸透性の材質でなければなり
ません。 

f. 免許と許可を取得した固形廃棄物輸送および処分企業を利用します。 

 1 月あたり 4,000kg 超の固形廃棄物を排出する施設には、固形廃棄物下請業者の
認定およびモニタリングのために綿密で一貫性のあるプロセスを採用することが適
切なプラクティスとして推奨されます。認定プロセスには以下の項目を含めます。 

• 下請業者が記入した一次審査フォーム。次の項目を含む。 

o 過去の実績。 

o 損害賠償保険の補償額。 

o 法定の許可と免許の証拠。 

• 下請業者の認定と却下の基準。 

• 下請業者の施設の実地評価と点検。 

• 下請業者の運営状況と Nike 廃棄物処理業者管理および評価ガイドラインとの
整合性の年次評価 

• 固形廃棄物下請業者の年次評価に基づく定期的な選定プロセスの見直し 

g. 本書で定義する固形廃棄物を、現場で焼却または処分することは禁止されます。 

3. トレーニング -  

固形廃棄物の管理: 固形廃棄物を取り扱う職務を担う従業員（保守、保管、工場のスクラップ管理スタッフ等）
は、オンボーディング トレーニングの受講後、2 年毎に、再トレーニングを受講します。トレーニングのトピ
ックは以下のとおりです。 

 有害廃棄物の特定 

 リサイクル用回収資材の汚染の特定、防止 
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 適切な固形廃棄物の取り扱い、保管、文書化、および処分テクニックと手順 

 排出源で削減するための特定の業務手順 

 個人用保護具の使用 

4. 文書化— 

処分およびリサイクル記録: 固形廃棄物の処分およびリサイクル記録は、少なくとも 3 年間保持する必要がありま
す。記録には、廃棄物の説明、量、配送日、配送目的（処分またはリサイクル）を記載した配送伝票を含める必要
があります。 

トレーニング記録: 従業員のトレーニング記録は、少なくとも 3 年間、入手可能な状態で保持される必要があ
ります。 

事故記録: すべての事故に関する記録は、最低 5 年間保管する必要があります。 

他の記録:  

a. 固形廃棄物の最新リスク評価。 

b. 必要に応じて、規制当局の許可。 

c. 少なくとも 5 年間の固形廃棄物の処分に関する文書。 

d. サプライヤーが利用している免許/許可を取得済みの固形廃棄物ベンダーのリスト。 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike「有害廃棄物」リーダーシップ規範基準。 

 Nike ESH ハンドブック、2 ページ-20 

 Nike 廃棄物ベンダー管理および評価ガイドライン 

 Nike 廃棄物必須プログラムハンドブック 



  

廃水 CLS – ページ 160 2017 年 9 月 

廃水 NIKE リーダーシップ基準コード（CLS） 

基準 

サプライヤーは、関連する地域の法律、規制、Nike の基準に準拠して、取水と排水を最小限に抑えます。サプライ
ヤーは、水のリスクを理解、管理し、業務の際は常に使用する水量の削減と効率的な使用の促進に努めます。 

責任  

地域/施設マネージャーは、廃水量の管理と最小化手順が策定、導入、および遵守されるように徹底する責任を負
います。 

HSE 担当者は、廃水管理に関連する手順を確立、維持、および管理する責任を負います。 

マネージャーおよび管理者は、廃水の管理プロセスと手順の要件について、従業員が適切なトレーニングを受け、
要件を遵守するように指導する責任を負います。 

従業員は、廃水管理のプロセスと手順の要件に従う責任を負います。 

定義 

 直接放出とは、廃水を環境（土地や湖、川、海など）へ放出する行為です 

 間接放出とは、廃水源となる施設が、行政の廃水処理プラントや産業パークの処理プラントなど、外部で所有
または運営する処理施設へ廃水を放出する行為です。 

 産業廃水とは、産業プロセスから排出される廃水です。 

 事前処理とは、廃水の間接放出の前に未処理の廃水に含まれる汚染物質を減らすための処理です 

 汚染制御装置とは、最終的な排出前に排気や廃水に含まれる不純物を除く装置やプロセスです。排気の場合、
主に真水を使って純化作業を行います。廃水の場合、物理的処理（油/真水の分離等）、化学的処理（pH の中
和等）、生物処理などの方法が一般的です 

 未処理廃水とは、施設から直接または間接放出される前に処理されていない廃水です  

 汚水または生活排水とは、トイレ、洗面台、シャワー、洗濯機などの衛生設備機器からの排水です。 

 汚泥とは、廃水の生物処理プロセスの副産物として生成されるか、製造プロセス中に創出される固形または半
固形物です。 

 雨水とは、豪雨時の降雨量から蓄積される真水です。 

 廃水とは、所定の業務目的を果たさなくなったとみなされ、施設から放出される水です。 
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要件 

1. リスク評価 - 各施設は、廃水のリスク評価を年に一度実施し、文書に記録する必要があります。当該文書には
少なくとも次の項目を含みます。 

a. すべての廃水源の特定します。たとえば、生活排水（寮、台所、シャワー、トイレ）、産業用廃水、ほかの
排水システムから排出される廃水（酸洗浄機、ボイラー煙突洗浄機等）、雨水など。 

b. 流量の質と量を把握し、各タイプの廃水の放出が衛生、安全および環境に及ぼす危害の特性を明らかにし 

ます。 

c. 規定に準拠しない廃水を放出した場合に起こり得る下流への影響を理解します。敷地の境界に複数の放出地
点がある施設では、各放出の下流への影響を理解します。 

d. 環境リスクを最小化する統制措置を絞り込みます（トレーニング、点検、廃水処理プラントの管理等）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、廃水管理のポリシーを定め、そのための手順を導入する必要があります。当該手
順には少なくとも以下を含めます。 

a. 必須の放出許可をすべて取得します。 

b. 廃水処理装置の目録を維持する。この目録には、適用されるすべての規制、基準、および許可要件への準拠
を示す分析テスト結果などを含めます。目録は年に一度見直す必要があります。目録には少なくとも以下を
含めなければなりません。 

a. 使用される廃水処理装置の各タイプを定義し、その装置が廃水に含まれる汚染物質の処理に適して
いることを示すこと。 

b. 製造プロセスからの真水、冷却水、雨水、または清潔なすすぎ水での廃水の希釈が起こらないこと
を確認すること。希釈は汚染制御方法として許容されない。 

c. 廃水処理装置の点検と保守スケジュールの文書記録。 

c. 廃水および廃水に関連する汚泥のサンプリング計画を策定および公表します。 

d. 廃水処理プラント（WWTP）内の中心的場所に現地の要件/基準を掲示します 

e. 水の再利用と使用量の最小化努力により、廃水の量を削減します 

f. 管轄当局の指示に従って、廃水のサンプリングとテストを実施します。各施設は、ZDHC 廃水ガイドライン
に従った廃水放出に関するサンプリングとテストを実施する必要があります。 

g. 管轄当局の指示に従って、汚泥のサンプリングとテストを実施し、現地規制では汚泥が有害と無害のどちら
に分類されるかを判断します。規制当局の許可によって特別に認められる場合を除き、いかなる種類の汚泥
も堆肥、肥料添加物、または土地に適用するその他の資材として使用することはできません。 
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h. ZDHC 承認分析試験研究所は、廃水と汚泥に適用可能な標準方式分野で優れた実績があるため、同研究所を
利用してください。ZDHC 廃水ガイドラインに従ったテストは、ZDHC グループが認定/承認する研究所に
実施を依頼する必要があります。自国/地域に認定/承認研究所がない場合、サプライヤーは Nike の指示に
従ってこの要件を満たします。 

i. 非遵守状態を解消するプロセスを策定します。このプロセスでは、非遵守の根本原因の分析と是正処分計画
の策定を行い、非遵守の再発防止を徹底します。水関連の非遵守については、率先して Nike に通知してく
ださい。 

j. Nike, Inc.の関係者によるリクエストに応じた審査に備え、廃水分析の文書を維持します。また、Nike の指
定レポート プラットフォームを通じて、テスト結果を利用できるようにします。 

3. トレーニング - 各施設は、新規採用者のオリエンテーション/オンボーディング トレーニングの一環として、
真水の保全と廃水への関心を促す基礎トレーニングを実施します。トレーニングは以下を含むものとします。 

 廃水放出のタイプ、放出地点、および廃水の源。 

 制御なく環境に放出すると起こり得る事態。 

廃水処理システムの操作と保守の担当者は、上掲のトレーニングに加え、次のトレーニングも受講する必要が
あります。 

 個人用保護具の使用。 

 投入用真水処理装置（真水リサイクル装置など）の操作および保守 

 生物廃水処理システムの操作および保守（運用データの収集を含む） 

 適切なサンプリング テクニックおよび手順。 

 廃水法規の非遵守につながる逸脱を解消、克服するためのトラブルシューティングと根本原因分析 

 プロセスから逸れたり、違反したりするケースを解消するための是正処分計画の策定。 

4. 文書化—トレーニング記録: 水と廃水処理装置の操作および保守担当者が適切なトレーニングを受け、こうし
た任務を履行する資格があることを示す文書。水および廃水処理に関して教育資格を持つ機関が発行する証明
書は証拠文書の一例です。従業員のトレーニング記録は、少なくとも 3 年間、入手可能な状態で保持される必
要があります。 

事故記録: すべての事故に関する記録は、最低 5 年間保管する必要があります。 

他の記録:  

a. 廃水の最新リスク評価、および放出と汚染制御装置の目録。 

b. 現在有効な廃水放出許可。 

c. 少なくとも 3 年間の汚染制御装置の点検記録。 
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d. 耐用年数にわたる汚染制御装置の保守および修理記録。 

e. 廃水テストの研究所の分析結果は、少なくとも 5 年分または最新結果を保持する必要があります。 

f. 堆積汚泥の処分文書は、少なくとも 5 年保持する必要があります。 

 

 

 

特別に推奨するプラクティスとして、本 CLS で制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより
厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。 

参考文献: 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、2 ページ-16 

 ZDHC 廃水ガイドライン、www.zdhc.org 

 

 

http://www.zdhc.org/
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基準 
 

 

サプライヤーは、効果的かつ法律に準拠した化学物質管理プログラムに基づき、制限物質の管理に対し、
一貫した有効なアプローチを取ります。管理プログラムを通じて化学物質の安全な取り扱い、保管、使
用、調達、処理を促進し、労働者、環境、お客様への化学物質へのリスクを明確に識別、軽減します。 

責任 
 

 

地域マネージャーは、貯蔵タンク プログラムの導入と遵守を徹底する責任を負います。 

HSE 担当者は、貯蔵タンク プログラムを確立、維持、および管理する責任を負います。 

マネージャーおよび管理者は、貯蔵タンク プログラムの要件について、従業員がトレーニングを受け、
要件を遵守するように指導する責任を負います。 

従業員は、貯蔵タンクの取り扱いプロセスと手順の要件に従う責任を負います。 

定義 
 

 

 地上貯蔵タンクとは、石油または有害物質の保管に使用される固定コンテナであり、容量が 208

リットル（55 ガロン）を超え、完全に地表に置かれています。 

 地下貯蔵タンクとは、石油または有害物質の保管に使用されるタンクで、構造が 10%以上大きく
（地下配管を含む）、地表の下にあります。 

要件 
 

 

1. リスク評価 - 各施設は、毎年実施するリスク評価を文書化して保持する必要があります。こ
のリスク評価は少なくとも以下を含むものとします。 

a. 上記の地上および地価貯蔵タンク、ならびにそれぞれに関連する危害の目録。目録には、タイ
プ（物理的構成）、場所、サイズ、使用期間、および各タンクに保管される可能性のあるすべ
ての化学物質を必ず含めます。 

b. 貯蔵タンクに関連するリスク評価。 

c. 制御方法の特定および導入（運用要件、漏れ検知装置、汚染制御機器等）。 

2. ポリシーと手順 - 各施設は、地上および地価の保管タンクによる衛生、安全、および環境への影響
を軽減または排除する手順を導入済みである必要があります。当該当該手順には少なくとも以下を
含めます。 

a. 地上貯蔵タンクは、以下の要件を満たす必要があります。 

 中身と関連する危害を説明するラベルが貼られていること。 

 最大タンクの 110%の容量を収容可能である予備の貯蔵タンクがあること。 
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 偶発的損傷から保護するために防護壁があること。 

 タンクと関連装置が良好な状態にあり、漏れや損傷の形跡がないことを確認するために、毎週
点検し、文書で記録すること。 

 内容物の保管に適合する組成であること。 

b. 地下貯蔵タンクは以下の要件を満たす必要があります。 

 内容物の保管に適合する組成であること。 

 次の機能的な漏れ検知システムを 1 つ以上備えていること。 
 

- ひび割れ監視付き予備貯蔵タンク。 
 

- 自動タンク計測システム。 
 

- 蒸気のモニタリング。 
 

- 地下水/地下のモニタリング。 
 

- 統計的在庫照合。 
 

 地下での腐食から保護されること。 
 

 次の機能的な過充填防止機器を 1 つ以上備えていること。 
 

- 自動停止機器。 
 

- 過充填アラーム。 
 

- フロート弁機構。 
 

 完全性試験を年に 1 回受け、文書に記録すること。 
 

c. すべての貯蔵タンク目録は、新装置の建造や設置後、既存装置、施設、またはプロセスの改良後、
更新されなければなりません。目録は少なくとも年に 1 回見直す必要があります。 

d. 各タンクの近くに製品移動手順書を掲示すること。 

e. 漏れ対応手順書と消耗品を備えておくこと。 

3. トレーニング - 施設の貯蔵タンクの運用、保守、または当該タンクからの製品の移送を担当
する従業員や請負業者は、次のトレーニングを受講しなければなりません。 

 タンクシステムおよび関連装置/配管の点検手順。 

 製品移送手順。 

 漏れなどのタンクシステムの不具合への対応手順。 
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4. 文書化— 

トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低 3 年は保存する必要があります。

事故記録: 各施設は事故記録を最低 5 年は保存する必要があります。他の記録: 

a. 週次点検ログは 1 年以上保持します。 

b. 最新リスク評価および目録。 

c. 地下貯蔵タンクの年次完全性試験の記録は、貯蔵期間とその後 30 年間保持されます。 
 
 
 
 
 
 
推奨基準として特記されている場合を除き、本リーダーシップ基準コードは最低限の基準を定めるものとします。
サプライヤーは、より厳格な法的要件が適用される場合は、それに従う必要があります。また、従業員の保護を強
化する独自の基準の策定に継続的に取り組むことが推奨されます。 

参考文献: 
 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 

 Nike ESH ハンドブック、2-22、2 ページ-26 
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基準 
 

 

サプライヤーは、効果的かつ法律に準拠した化学物質管理プログラムに基づき、制限物質の管理に対し、
一貫した有効なアプローチを取ります。管理プログラムを通じて化学物質の安全な取り扱い、保管、使
用、調達、処理を促進し、労働者、環境、お客様への化学物質へのリスクを明確に識別、軽減します。 

 ポリ塩化ビフェニル（PCB）に関連する従業員と環境に対するリスクを軽減するプロセス
と手順を策定、導入します。 

責任 
 

 

地域マネージャーは、PCB を特定、管理する手順、および PCB のある状況で作業する手順が策定、導
入、および遵守されるように徹底する責任を負います。 

HSE 担当者は、PCB の取り扱いプロセスと手順を確立、維持、および管理する責任を負います。 

マネージャーおよび管理者は、PCB の取り扱いプロセスと手順の要件について、従業員がトレーニング
を受け、その要件を遵守するように指導する責任を負います。 

従業員は、PCB の取り扱いプロセスと手順の要件に従う責任を負います。 

定義 
 

 

 ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、不燃性で安定した合成有機塩素化合物のグループです。電気機器
（変圧器、コンデンサ、照明の安定器）、水圧液、難燃剤、塗料、インキ、殺虫剤、および表面コー
ティング剤の冷却剤および潤滑剤として広く使われていました。PCB は自然環境で分解せず、野生
動物や人間にきわめて有毒です。 

要件 
 

 

1. リスク評価 - 各施設は PCB を対象に毎年実施するリスク評価の文書記録を備える必要があります。
当該文書には少なくとも以下の項目を含めます。 

a. PCB を含有する装置や物質の調査および登録。 

b. PCB を含有する装置および関連する危害の場所の特定。 

c. PCB に関連するリスクの評価。 

d. リスクを軽減するための抑制措置の特定（ラベル貼り、アクセス制限、点検、PCB 以外の資材との交換 

など）。 

2. ポリシーと手順 - 濃度が 50ppm を超える PCB を含有する装置または材料を抱えるすべての
施設（濃度が不明な場合は、50ppm 超と想定）は、少なくとも以下を含む手順を導入する必要
があります。 

a. PCB を含有するすべての装置または物質に、 
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「DANGER-CONTAINS PCBs（危険-PCB を含む）」というラベルを貼る必要があります。 
 

b. PCB を含有する装置があるエリアへのアクセスは、権限者に制限されます。 

c. PCB を含有する装置や物質を使って作業する際に、個人用保護具を適切に使用するために提供。 

d. PCB を含有する装置や物質の状態を確認するために年に 1 回以上実施される検査。 

e. PCB を含有する装置からの漏れを封じ込めるための漏れ対応策。 

f. PCB 含有物質の量に十分な漏れ洗浄剤を用意。 

g. 処分されない、または再利用が予定されるすべての PCB 汚染物質の除染。 

h. PCB を含有するすべての装置や物質で処分用に排除されたものは、隔離され、廃棄 PCB の受入が認めら
れる承認処分施設に移送されなければなりません。 

3. トレーニング - PCB を含有する装置や物質への接触を伴うことのある職務を担当する従業員
（保守や保管スタッフ等）は、トレーニングを受講します。以下は必須トレーニングです。 

 PCB に関連する衛生および環境への有害事項。 
 

 PCB を含有する装置またはその他の物質の場所。 
 

 PCB を含有する装置からの漏れへの対応および封じ込め策。 
 

 個人用保護具の使用、装着、制限、手入れ。 
 

 PCB を含有する装置（照明用安定器など）の適切な処分方法。 
 

 PCB を含有する装置および物質の保守手順。 
 

4. 文書化— 
 

トレーニング記録: 従業員のトレーニング記録は、少なくとも 3 年間、入手可能な状態で保持され
る必要があります。 
 

事故記録: PCB に関連するすべての事故の記録は保持されなければなりません。これらの記録は最
低 5 年間保管する必要があります。 

他の記録: 
 

a. PCB に関する最新のリスク評価。 

b. PCB を含有する装置や物質の点検記録を少なくとも 3 年間保持。 

c. 少なくとも 5 年間の廃棄 PCB および廃棄装置の除却および処分に関する書類。 

  



ポリ塩化ビフェニル（PCB） NIKE リーダーシップ基準コード（CLS）  

貯蔵タンク CLS – ページ 169 2017 年 9 月 
 

推奨基準として特記されている場合を除き、本リーダーシップ基準コードは最低限の基準を定めるものとします。
サプライヤーは、より厳格な法的要件が適用される場合は、それに従う必要があります。また、従業員の保護を強
化する独自の基準の策定に継続的に取り組むことが推奨されます。 

参考文献: 
 

 適用される連邦、地域の法令および規制。 
 

 Nike ESH ハンドブック、2 ページ-14 
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	従業員は、HSE委員会の手順の要件を遵守する必要があります。
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	要件
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	b. 委員会は、事業所の従業員が20名の場合は少なくとも2名、事業所の従業員が20名を超える場合は少なくとも4名で構成。
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	k. 委員会は傷害事故、疾病、死亡、化学物質の流出や火事など、HSE関連の事故すべてを調査する手順を確立する必要がある。（委員会が調査をする必要があるというわけではない）。
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	a. すべての事故（業務に関連した傷害、疾病、資産の損傷またはニアミスを引き起こした事故）は経営陣に直ちに報告する必要があります。
	b. すべての死亡または重傷を引き起こした事故（24時間の入院、永久に身体に変形障害が残る怪我、身体の一部の欠損または失明などを引き起こす事故）は、発生の8時間以内にNike担当者に伝える必要があります。
	c. 事故調査報告は48時間以内に拠点マネージャーに提出する必要があります。報告書には少なくとも次の項目が含まれている必要があります。
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	b. 従業員または下請け業者の名前。
	c. 傷害・疾病が発生した日付。
	d. 傷害・疾病が発生した場所。
	e. 事故の一般的な説明。
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	g. 傷害・疾病が原因で休業する日数。
	h. 年間の傷害・疾病の概要は、従業員が閲覧できる場所に掲載しておく必要があります。それには次の事項が含まれる必要があります。
	- （休業の合計日数＋業務の制限や配置転換となったケースの合計数） X 200,000 / すべての従業員の総労働時間 = 合計事故率。
	i. さらに、各施設はニアミスが起こるごとに、記録、追跡、要約して置く必要があります。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、1ページ-15
	 Nikeアクシデント・事故報告様式
	 Nike傷害・疾病記録様式
	基準
	責任
	要件
	a. 雇用の場すべてがきれいに清掃され、乾いており、手入れが行き届いた状態を維持すること。
	b. すべての通路はつまずいたりする危険やその他の障害物がないようにすること。
	c. 配電パネル、洗眼・シャワー所、その他非常設備には、少なくとも0.9m（3フィート）の間隔をあける こと。
	d. 保管エリアは常に整頓された状態を維持すること。資材は天井から45cm（18インチ）または火災用スプリンクラー（のうち低い方）より上に積み上げない。
	e. 床にこぼれたものは即時取り除き、廃棄物は適切に廃棄すること（床が濡れている場合は警告表示をする必要があります）。
	f. すべての窓およびドアの透明な表面は破損しないよう保護すること。透明なドアや仕切りがあり、気が付かず衝突する可能性がある場合は、それらに印をつけておくこと。
	a. 安全な場所に避難できる経路がよくわかるよう、出口を配置し印をつけておくこと。
	b. 安全な出口につながっていないすべてのドアまたは通路には、「出口はありません」と表示しておくこと。通り抜けができず、安全な出口につながらない通路の長さは16.67m（50フィート）を超えないこと。
	c. 出口のまわりを片付け、建物のあらゆる部分から障害物に遮られずに出られるようにしておくこと。ドアや通路は避難を妨げないよう、施錠したり閉めたりしないようにしておくこと。
	d. 火災その他の緊急事態により出口が塞がれた場合の代替避難経路を確保するため、すべての作業場（建物、構造物、区域、エリアを含む）から少なくとも2通りの異なる経路で避難できるようにしておくこと。
	a. （4段以上の階段の場合）標準的な手すり。
	b. 少なくとも幅0.56m（22インチ）。
	c. 表面が滑りにくい踏板。
	d. ひと続きの階段全体を通して、段の高さと幅が同じであること。
	a. 積み荷の積み込み・積み下ろしと資材の保管に関するすべての危険性の特定。
	b. 特定された危険性に関するリスク評価。
	c. リスクを軽減または解消するための対策の特定（点検、人間工学、棚の設置）。
	a. 積み込みまたは積み下ろし作業が始まる前の、車両の想定外の動きを防止する方策。
	b. 連結していないトレーラーを安定させるようにする方策。
	c. トレーラーの点検（動力付き車両が使用される場合）。
	d. 不使用時の積み荷庫の警備。
	e. 資材の安全な積み上げ（高さ、傾き）。
	f. 設置された各棚には固有の識別番号と安全な最大積載量が表示されていること。
	g. 訓練を受けた従業員または資格のある現場の請負業者のみが、新たな棚の設置、修理、改修、撤去をすること。
	h. 棚の設置の年次点検は適格者によって行われる（棚による損害または傷害のリスクが特定されている場合）こと。
	i. すべての資材保管システムの構造物への損害は直ちに報告、修理されること。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、4ページ-1
	基準
	責任
	拠点マネージャーは、PPEプログラムの策定、導入、遵守に努める必要があります。
	HSE担当者は、PPEプログラムを確立、維持、管理する必要があります。
	マネージャーおよび管理者は、従業員がPPEプログラムに関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう努める必要があります。
	従業員は、PPEプログラムの要件を遵守する必要があります。
	定義
	要件
	a. 個人用保護具を必要とする可能性のある作業とその危険性の特定。
	b. 危険要因に関連付けられたリスクの評価。
	c. 制御措置の特定および導入では、第1に工学的制御、第2に管理制御、最後に個人用保護具の使用を検討する。
	a. 請負業者は現在利用可能なPPEの適合性を決定し、必要な場合、最低限必要とされる以上の保護を要する危険性に対し、新たなあるいは追加の装備を選ぶこと。同時多発的に起こる危険への暴露の可能性がある場合、各危険の最高レベルに対して十分対応できる保護装備を提供するか、購入するよう推奨する必要があります。
	b. PPEは適切な使用により個人保護がなされ、追加のリスクをもたらさないこと。
	c. すべての個人防護服または装備は、着用して安全に作業をすることが可能な構造となっており、衛生的で、着実に機能する状態で保管される必要があります。防護服または装備は、国立労働安全衛生研究所（NIOSH）、米国国家規格協会（ANSI）または国の基準に合うもののみ購入、使用が許されます。新たに購入したPPEは、次のように最新のANSIまたは国の基準（該当する場合）に準じたものであること。
	- 目の怪我を予防するには、目への危険があるエリアに入る人はすべて、目の保護具を着用する必要があります。これには、目への危険があると特定されたエリアを通過する従業員、外部訪問者、研究者、第三者、その他の者が含まれます。これらの人員、請負業者を保護するに十分な性能のゴーグルまたはプラスチック性の目の保護具の最大数量を購入する必要があります。人員が自分個人の眼鏡を着用する場合は、その上から着用できる、それぞれに適した目の保護具を提供する必要があります。
	- 従業員が飛行粒子、溶融金属、酸、腐食液、液体薬品、ガスまたは蒸気、バイオエアロゾル、損傷を起こす可能性のある光放射の危険に曝される場合は、適切な保護具が使用される必要があります。
	- コンタクトレンズを着用している人員も、危険な環境では適切な目と顔の保護具を着用する必要があります。
	- 飛行物質の危険がある場合、側面保護具を使用する必要があります。
	- 化学薬品が飛び跳ねる危険がある場合、ゴーグルと顔のシールドを使う必要があります。
	- 顔のシールドは一次的な目の保護具（安全眼鏡やゴーグル）の上から使用する必要があります。
	- 度付き眼鏡を着用している従業員用の保護具は、保護具のデザインに度を入れるか、度付き眼鏡の上に適切にフィットするものとします。
	- 光放射に対しては、適切なフィルターレンズつきの装備を使用する必要があります。色付きレンズは、そのように印がついているか指定されていない限り、フィルターレンズではありません。
	- 頭部の保護具を備え付け、建設その他の労働にかかわるすべての従業員と下請け業者は、頭部保護具を使用する必要があります。
	- 落下物、固定障害物、電気ショックなどの危険がある場合、建設現場にいるエンジニア、調査官、来訪者も頭部の保護をすることが求められます。
	- 鋭いものとの接触による頭皮裂傷を防ぐため、安全帽や頭蓋骨ガードが提供され、着用される必要があります。しかし、落下物の強い衝撃や貫通力からの保護には向かないため、ヘルメットの代わりとして着用するべきではありません。
	- 梱包、物体、重量のある機械の部品などを運搬し扱う仕事、または、その他の仕事で足への落下物の可能性がある場合、衝撃から足を保護する機能のある安全シューズ、または安全ブーツを履くことが求められます。
	- スキッドトラック（人の力で物を載せる車両）に関わる仕事や、その他従業員の足が、資材や装備に轢かれる可能性のある仕事をする場合、圧搾から足を保護する機能のある安全シューズまたは安全ブーツを履くことが求められます。
	- 従業員が釘、ワイヤー、鋲、ねじ、大型ホチキス、金属くずなど鋭い物体を踏んで、足に負傷する可能性がある場合、窃刺から足を保護する機能のある安全シューズまたは安全ブーツを履くことが求められます。
	- 化学薬品、切断、裂傷、擦り傷、窃刺、火傷、生物学的作用、有害な最高最低気温による危険性がある場合、適切な手袋を着用する必要があります。
	- 手袋の種類は、その手袋の機能の特徴、状況、使用期間、危険性の種類に基づいて決める必要があります。1種類の手袋ですべての状況に対応できるわけではありません。
	- 化学薬品が身体に飛び跳ねる危険がある場合、空気中に肌を傷めるまたは肌が吸収するような汚染物質がある場合、従業員の普段着に汚染物質が付着するような場合は、肌を保護する必要があります。覆う場所は、さらされる身体の部分によります。小規模の管理されたプロセスにおいては、エプロンで十分であり、頭上の作業に関しては、身体全体を覆うことが必要です。
	a. 破損したPPEの報告と取り換え。
	b. 清潔できちんと機能する状態で適切に保管すること。
	c. 雇用主が無料で提供し、修理すること。
	d. 少なくとも四半期に一度は点検すること。
	- いつ、なぜPPEが必要か。
	- どのような個人用保護具が必要か。
	- PPEの適切な着脱、調節、着用の仕方。
	- PPEの限界。
	- PPEの適切なケア、メンテナンス、耐用年数、廃棄。
	- 実験室および調合室の人員は、共有エリア（ホール、エレベーター、食事場所、トイレ、事務所など）に入る前に手袋や白衣を脱ぐよう指示すること。危険性のある物質や化学物質を運搬するときは、2次容器を使用する必要があること。
	- 各従業員がPPEの使用義務のある作業を許可されるには、トレーニング内容を理解し、PPEを適切に使えることを示す必要があります。
	トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低3年は保存する必要があります。
	事故記録: 各施設は事故記録を最低5年は保存する必要があります。
	他の記録:
	a. 現在のリスク評価。
	b. 最低3年分の点検記録。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、7ページ-1
	基準
	責任
	拠点マネージャーは、人間工学プログラムの手順の確実な策定、導入、遵守に努める必要があります。
	HSE担当者は、人間工学ポリシーのリスク評価、文書化された手続、トレーニング、記録の保管、年1回の見直しの定着、維持、管理に努める必要があります。
	マネージャーおよび管理者は、従業員が確実に自分と関係のある人間工学的手順についてトレーニングを受け、 その要件を遵守するよう努める必要があります。
	従業員は人間工学手順の要件を遵守する必要があります。
	定義
	要件
	a. タスクとそれに関連する危険要因の特定。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための管理方法の特定（作業領域のデザインやジョブ ローテーションなど）。
	a. 筋骨格系障害（MSD）の早期発見、MSDの徴候と症状、MSDの危険要因。
	b. 従業員参加プロセス。人間工学に関する定期的なコミュニケーション、人間工学的な課題に関する従業員からの提案の検討を含みます。
	c. 人間工学的危険要因や傷害発生傾向に関する報告を通じて提示された人間工学的問題を修正するためのプロセス。
	d. 反復作業については、作業を中断または変更する機会を提供するものとします。
	e. 個々のコンピューター ワークステーションに関する評価。
	f. 人間工学を採用した機材とプロセスの設計。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike「傷害/疾病管理」リーダーシップ基準コード。
	 Nike ESHハンドブック、5ページ-15
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 従業員または器物に落下リスクのあるタスクの特定。
	b. 高所作業を含むタスクに関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための対策の特定と導入。
	a. 安全柵のない1.8m（6フィート）以上の場所におけるフルハーネス安全帯の装着義務。
	b. 使用前後の落下防止装置の点検義務。
	c. 月1回の落下防止装置の点検。
	d. 落下防止装置の適切なメンテナンス、クリーニング、保管。
	e. 落下防止システムの適切な使用。
	f. 道具と資材の適切な取り扱い、保管、養生。
	g. 落下または落下物のリスクがある場所への立ち入りの制限。
	h. 負傷した作業員を搬出するための緊急用の手順（文書化したもの）。
	i. はしごの安全。
	j. 2.1m（7フィート）以上のはしごに対する2.1m（7フィート）の部分へのケージの設置義務。
	k. アクセス装置（人、テーブル リフト、架空リフト、足場など）の安全な使用、メンテナンス、点検。
	l. 床や壁がない部分の保護。
	a. 現在のリスク評価。
	b. 点検フォーム（落下防止とはしごに関するもの）は、最低3年間保管する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、7ページ-19
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. PMVとそれに関連する危険要因の特定。
	b. PMVに関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減または解消するための対策の特定。
	a. 車両の安全要件。
	b. 定期的な予防的メンテナンス（法令によりリフト付き車両の装置や付属品に義務付けられた点検がある場合はそれを含みます）。
	c. 使用前の点検による安全な作業環境の確保。
	d. 安全操作規則（文書化されたもの）。
	e. 歩行者とPMVの隔離。
	f. すべての事故とニア ミスの報告。
	g. 充電エリアと給油エリアの安全・保安の確保。
	h. PMVの安全な運用のための維持管理。
	a. バックの必要を軽減または解消するための一方通行システムの検討（可能な場合）。
	b. バックする車両の保護（バック警報やセンサーなど）。
	c. 現場の走行速度制限。
	d. 死角への凸面鏡の設置（死角が解消できない場合）。
	e. 外部照明の取り付けとメンテナンス。
	f. 個人用保護具（視認性の高い作業服や安全靴など）。
	g. 現場の運転ルール。
	h. 外部ドライバーの管理（現場のルール、喫煙所や待機場所の配置）。
	i. 車両の正常な動作の確保（ライト、ブレーキ、タイヤなどが適切にメンテナンスされていること）。
	j. 積み下ろし中のドライバーと従業員の安全。
	k. 施設内に入るときの従業員の安全確保。
	l. すべてのドライバーは、工場の検定プログラムや、政府自治体またはその代理機関を通じて（適用される場合は車両の種類ごとに）免許を取得するものとします。
	a. シートベルトとヘルメットの着用。
	b. 施設の敷地内に出入りする際の歩行者の安全確保。
	c. 速度規制。
	d. チャイルドシート。
	e. 飲酒運転。
	f. 免許と保険。
	教官: トレーニングは、管理職が承認した教官による綿密な指導のもとで実施される必要があります。教官になるには、トレーニング対象の駆動車に関する十分な知識とスキルを身に付けている必要があります。
	トレーニング記録: 各施設は、トレーニングとドライバーの評価記録を最低3年間保管する必要があります。
	医療記録: 各施設は、最低雇用期間に30年を加算した期間、医療記録を機密かつ安全に保管する必要があります。医療記録は、法律により義務付けられている場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することはできません。
	事故記録: 各施設は事故記録を最低5年は保存する必要があります。
	他の記録:
	a. 現在のリスク評価。
	b. 使用前点検フォームは、3か月間保管する必要があります。
	c. メンテナンス記録と修理記録は、駆動車の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。
	d. 第三者による点検記録（適用される場合）。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、8ページ-1
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. すべての機械と機材に対する調査。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための対策の特定と導入（固定ガード、インターロック、両手操作など）。
	a. 機械の購入 – 技術ファイルを作成しており、（内部または外部の）認定検査員が記入済みであること。 ファイルは少なくとも以下を含むものとします。
	i. 機械類のリスク評価（ISO 12100相当）。
	ii. EU規格（IEC 60204-1電気機器、EU安全指令2006/42/EC – 機械の安全 Annex I Essential Safety and Health Requirements、その他関連するタイプC規格）または現地の規制基準のうち、より厳格な方に準拠していることの証明。
	iii. 関連する機能テストレポート。
	iv. 新たに電動モーターを購入する場合、またはモーターを交換する場合は、IE3（プレミアム効率）規格またはそれ以上を満たしていること。（IEC 60034-30-1:2014）。
	b. 機械の設置 – 機械の設置に関連する健康リスクと安全リスクを軽減するための標準化されたプロセス。
	v. 機械の設置計画の策定。設置する機械の評価（サイズ、重量、容積）、リスク評価の再検討、設置要件（荷降ろし場所、解体場所、必要な機材、必要な専門的知識）、搬入出経路の確保、建築構造要件の評価（建築構造の安全性CLSを参照）、必要なユーティリティの評価、作業員を隔離するための障壁の確保を含むもの。
	vi. 消防要件、化学物質管理要件、新たな健康危険要因（騒音や化学品暴露など）の再検討と更新。排気が適切な捕捉風速、正しい素材、適切な設置を勘案して設計されているかの検証。
	vii. ミシンやスティッチング マシンの電動モーターを新たに購入または交換する場合は、サーボ モーターかそれ以上に高性能のものを購入。
	c. 機械の操作 – 機械を操作するための業務危険要因分析、安全標準作業、作業内教育の完了。
	d. 機械のメンテナンス – すべてのエネルギー源に対する機械固有のロックアウト/タグアウト手順の実行。 業務危険要因分析、安全標準作業、メンテナンス操作を含む作業内教育。
	e. 機械の廃棄。
	i. 機械の廃棄計画の策定。廃棄する機械の評価（サイズ、重量、容積）、リスク評価の再検討、処分要件（荷降ろし場所、解体場所、必要な機材、必要な専門的知識）、搬入出経路の確保、解体されるユーティリティの評価、作業員を隔離するための障壁の確保を含むもの。
	ii. Nikeリーダーシップ基準コードと現地の法令に従った処分と廃棄の要件の特定。
	f. 社内で設計/開発した機械類。
	i. 機械のすべての安全面に関するデザイン レビュー（文書化したもの）。
	ii. 機械のリスク評価（文書化したもの）。
	iii. EU規格（IEC 60204-1電気機器、EU安全指令2006/42/EC – 機械の安全Annex I Essential Safety and Health Requirements、関連するタイプC規格）または現地の規制基準のうち厳格な方に準拠していることの証明（認定機械安全性検査員の確認を受けたもの）。
	g. 指標。工場側でSAFE machinesの数字と割合の記録を保管します。
	h. 機械の安全性に関する戦略計画。工場パートナーがSAFE machinesを100%にするための戦略計画を立案します。
	a. 作業で機械を使用するすべての従業員は、雇用時に安全トレーニングを受ける必要があります。このトレーニングは少なくとも以下を含むものとします。
	i. 機械の危険要因と危険要因から身を守る方法。
	ii. 安全な操作手順。
	b. 機械の設計と開発に携わるすべての従業員は、機械の安全基準、安全手順、安全な設計慣行に関するトレーニングを受ける必要があります。
	c. 非正規雇用者を含むすべてのオペレーターは、トレーニングを受け、資格を得なければ機械を操作できません。
	d. 機械のメンテナンスを行うためのトレーニングを受け、資格を得なければ、メンテナンス要員になれません。
	トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低3年は保存する必要があります。
	事故記録: 各施設は事故記録を最低5年は保存する必要があります。
	他の記録:
	a. 現在のリスク評価。
	b. 機械が国際的な機械の安全規格を遵守していることを示す技術ファイル。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nikeリーダーシップ基準コード - 「危険エネルギーの制御」、「建築構造の安全性」、「職業性騒音暴露」、「メンテナンスにおける安全対策」、「火災安全管理」、「緊急時のアクション」、「機械防護」、「職業性暴露限界」、「圧力容器とシステム」
	 国際標準化機構 – ISO 12100 機械の安全性 – 設計のための一般原則 – リスクの評価とリスク低減
	 EU機械指令 – MD 2006/42/EC
	 国際電気標準会議 – IEC 60204-1 – 機械の電気機器 – 第1部: 一般要求事項
	基準
	責任
	定義
	• 圧力容器や圧力システム とは、ガスまたは液体を周辺の圧力と大幅に異なる圧力で格納または輸送するための容器またはパイプラインです。以下を含みますが、これらに限定されません。蒸気ボイラーと関連する配管、加圧された温水ボイラー、エアーコンプレッサー、圧縮空気タンクと関連する配管、オートクレーブ、染色機、（LPGなどの）ガス貯蔵タンク、化学反応用容器など。
	• 蒸気ボイラー とは、密閉された容器で、内部で水またはその他の流体が加熱されます。ボイラー内には流体が加熱または気化された状態で存在し、製造プロセス、湯沸かし、セントラル ヒーティング、調理など、さまざまな処理や加温のために使われます。
	• 衣類仕上げ装置 とは、衣類の生産に必要な製造工程（裁断、縫い合わせ、ミシンがけ、アイロンがけ、スクリーン プリント、刺繍など）を担う装置です。
	• 石炭 とは、可燃性の黒色または茶色がかった黒色の堆積岩で、大量の炭素や炭化水素を含みます。蒸気の製造によく使われる再生不能燃料です。
	• 重油 とは、蒸留後の原油を後処理して得られる残留油です。重油は他の種類の燃料油に比べ、燃焼中の炭素放出量がかなり多くなります。産業規模での蒸気の製造に使われる再生不能燃料です。
	• 圧縮空気システム とは、サブシステムが集まってできたもので、さまざまなコンポーネントが統合されています。コンポーネントにはエアー コンプレッサー、空気処理装置、制御装置、配管、空気工具、空気圧駆動の機械、圧縮空気を利用する工程処理装置などがあります。
	• 下請業者 とは、部品、製品、またはサービスを工場に供給するサプライヤーです。
	要件
	a. 関連する危険要因の特定とそれに基づく圧力量機と圧力システムの分類。
	b. 圧力容器、ボイラー室、蒸気パイプライン、本基準に含まれるその他のシステムに由来する危険要因に関連するリスクの評価。
	c. 圧力容器や圧力システムに関連するリスクを軽減するための対策（モニタリングや個人用保護具など）の特定。
	d. 新しい圧力容器を使用する場合や、既存のシステムの素材や設計が変更された場合は、リスク評価を実施する必要があります。
	a. 新しい機械の設置 - 圧力容器や圧力システムは、製造業者が推奨する方法で設置、調整、テストする必要があります。
	 蒸気供給システムは、使用前に正しく整備し断熱する必要があります。
	b. 安全な操作 – すべての圧力容器や圧力システムは、本来の目的に使用します。
	 圧力レベルまたは異常をモニタリングするシステムには、早期警告シグナルが付いているものとし ます。
	 オペレーターは権限を与えられ、トレーニングを受けた人員が努めるものとします。
	c. 予防的メンテナンス プログラム – すべての圧力容器や圧力システムについて、安全弁や警告システムの機能停止や障害を避けるための予防的メンテナンス プログラムを常時実施します。プログラムは少なくとも以下を含むものとします。
	 年1回の点検。
	 すべての圧力容器の制圧機、スイッチ、安全弁に対する技術テスト。
	 超音波試験（UT）、浸透探傷試験（PT）、その他のテストによる圧力容器の復元力と疲労度の測定。
	 蒸気ボイラー システムを対象とするボイラー室、蒸気パイプライン、絶縁材を含む復水回収システム、蒸気トラップのメンテナンス、備品貯水タンクの状態と機能の調査。
	 圧縮空気システムを対象とする圧縮空気供給システムのメンテナンスと、圧力制御とシステム全体の空気漏出率の調査。
	 圧縮空気システムについては、空気供給パイプの修理と交換と空気漏れの発見と解消のための適切なメンテナンス手順を定めておくこと。
	 蒸気ボイラー システムについては、ボイラー室、蒸気パイプライン、絶縁材を含む復水回収システム、蒸気トラップ、備品貯水タンクの適切なメンテナンス手順を定めておくこと。
	d. 裁断・縫製用衣類仕上げ装置に付属する蒸気ボイラー関連のその他の要件。
	 施設で集中型蒸気ボイラーを新規購入することはできません。
	 現在から将来にわたり、アイロン作業（下請業者の工場での作業も含みます）から集中型蒸気ボイラーを排除するための手順を実施することとします。 排除したボイラーは使用禁止のラベルを貼り、 適切に廃棄するようにします。
	 文書化されたポリシーにより、集中型蒸気ボイラーの使用は2020年1月1日より禁止されます。
	 廃棄記録は5年間保管するものとします。
	a. すべての圧力容器: 権限を与えられた従業員は、全員初回トレーニングを受け、その後も年1回のトレーニングを受ける必要があります。トレーニングには少なくとも次を含めます。
	 機材やシステムの潜在的な危険要因。
	 安全な操作とメンテナンス手順。
	 緊急時の手順。
	b. ボイラーと圧縮空気システム: 権限を与えられた従業員は、全員初回トレーニングを受け、その後も年1回のトレーニングを受ける必要があります。トレーニングには少なくとも次を含めます。
	 施設にあるボイラーまたは圧縮空気システムの種類。
	 ボイラー技士資格の取得。
	a. 現在のリスク評価。
	b. メンテナンス記録（最低3年間）。
	c. 点検記録（最低3年間）。
	d. 以下の図表。
	 蒸気システムと圧縮空気システムの配管。
	 蒸気トラップの位置、数、種類（メンテナンス記録も残すこと）。
	 圧力計と温度計の位置。
	 水の保管場所と保管方法。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nikeリーダーシップ基準コード - 「機械の安全性」、「廃水」、「固形廃棄物」、「大気への排出」
	 国際効率（IE）基準IEC 60034-30-1: 2014
	 国際標準化機構 – （ISO）31000:2009リスク マネジメント
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. すべての機械と機材を対象とした、可動部に関連する危険要因の調査。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための対策の特定と導入（固定ガード、インターロック、両手操作など）。
	a. 最初に危険要因の解消、次に危険要因からの防護を考慮した、新しい機材や調整した機材の評価。
	b. 防護策は正常に機能する状態で適当な場所に配置される必要があります。
	c. 防護策により新たな危険要因が生じないようにします。
	d. 作業場の地面から2.1m（7フィート）未満の所に位置するファンその他の回転する機材は、1.25cm （0.5インチ）未満の隙間を空けて保護する必要があります。
	e. 回転部のある機械は取り囲んで自動停止機構と連動させる必要があります。
	f. 操作中に滑ったり、動いたりする可能性のある機械や機材の固定。
	g. 機械の防護装置に対する年1回の点検。
	h. ロックアウト/タグアウトの要件を満たす予防的メンテナンスと修理。
	a. エレベーター、エスカレーター、資材リフトの操作やメンテナンスに関連する危険要因の特定。
	b. 危険要因に関連付けられたリスクの評価。
	c. リスクを許容範囲内に抑えるための対策の特定と導入（インターロックや予防的メンテナンスなど）。
	a. 安全使用荷重の表示。人を載せることを想定していない場合、その旨の警告表示。
	b. 利用者や付近にいる人の傷害リスクを回避するための配置または設置。
	c. 傷害を回避するため、必要に応じてインターロック、障壁、安全装置を適切に設置し、いつでも使える状態にしておくこと。
	d. 定期的な予防的メンテナンスの実施。
	e. ロックアウト/タグアウト要件に従った修理とメンテナンス。
	f. 機材の操作不能時に立ち入りを制限するための障壁と標識。
	g. 非常時にエレベーター、エスカレーター、資材リフトを使用する場合の手順。
	h. 現地の法律に合わせた停止期間中の第三者による点検と認証。
	i. 頭上の障害物のない空間を最低2.1m（7フィート）まで確保。
	トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低3年は保存する必要があります。
	事故記録: 各施設は事故記録を最低5年は保存する必要があります。
	他の記録:
	a. 現在のリスク評価。
	b. 新しい機材と調整した機材の評価記録は、機材の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。
	c. 点検記録とメンテナンス記録は、最低3年間保管する必要があります。
	d. 修理記録は、機材の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike 「危険エネルギーの制御」リーダーシップ基準コード。
	 Nike ESHハンドブック、8ページ-16
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. レーザーと関連する危険要因の特定と分類。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための対策（モニタリングや個人用保護具など）の特定。
	a. レーザー装置は光線への暴露を避けるための防護措置とインターロックを含む設計にする必要があります。
	b. 使用エリアは権限を与えられた関係者以外立入禁止にします。
	c. レーザー使用エリアには標識や警告を掲示します。
	d. 適切な個人保護具。
	e. レーザーの取り扱いや操作に関する業務特有の手順（文書化したもの）。
	f. 緊急時の手順。
	g. レーザー システムは製造業者が推奨する方法で調整、テストする必要があります。
	h. すべてのレーザー システムの不具合は使用前に修正しておく必要があります。
	a. 現在のリスク評価。
	b. テスト対象の機材の調整記録は、最低3年間保管する必要があります。
	c. メンテナンス記録は、機材の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. メンテナンス作業と修理作業に関連する危険要因の特定。
	b. 特定した危険要因のリスク評価。
	c. リスクを軽減または解消するための対策（個人用保護具や火気使用許可など）の特定。
	a. 良好かつ清潔な工場の作業環境の維持。
	b. すべての道具と機材が安全かつ正常に機能する状態の維持。
	c. 製造業者の機材マニュアルへのアクセス。
	d. 個人用保護具の提供と使用。
	e. 以下を含む予防的メンテナンスと修理システム。
	f. 火気使用作業用に特化した設計になっておらず、引火性のものや可燃物の持ち込みが制限されていないエリアで火気使用作業を行う場合の安全手順と火気使用許可制度。火気使用許可は以下を含むものとします。
	a. 現在のリスク評価。
	b. 予防的メンテナンスの記録は、最低3年間保管する必要があります。
	c. 修理記録は、機材の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。
	d. 火気使用許可は、最低3年間保管する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike「有害物質」リーダーシップ基準コード。
	 Nike「電気に対する安全対策」リーダーシップ基準コード。
	 Nike「危険エネルギーの制御」リーダーシップ基準コード。
	 Nike ESHハンドブック、4ページ-23。
	基準
	責任
	要件
	a. 電気関連のタスクとそれに関連する危険要因の特定。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減または解消するための対策（個人用保護具、操作手順、トレーニング、安全な作業慣行など）。
	a. 一般的な電気に対する安全対策。
	b. 電気設備の点検。
	c. 保護装置（通電した回路での作業用）。
	トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低3年は保存する必要があります。
	事故記録: 電気関連の傷病記録は最低5年間保管する必要があります。
	他の記録:
	a. 現在のリスク評価。
	b. 点検記録は機材の製品寿命が尽きるまで、または施設が利用されなくなるまで保管する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike 「危険エネルギーの制御」リーダーシップ基準コード。
	 Nike ESHハンドブック、8ページ-31。
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. タスク（機械または機材の設置、メンテナンス、点検、清掃、修理など）とそれに関連する危険エネルギー源を制御できないことによる危険要因の特定。
	b. 危険エネルギーに関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減または解消するための対策（LOTO手順など）。
	a. 複数のエネルギー源がある機材については、専用のLOTO手順を文書化する必要があります。
	b. エネルギー制御装置の安全確保のため、個人に割り当てられたロック、鍵、タグを配布します。ロックやタグは設置した作業者でなければ解除できないようにします。
	c. 機材の絶縁分離とエネルギー供給停止。
	d. システムへのエネルギー供給停止後の残存エネルギーの開放。
	e. 絶縁分離とエネルギー供給停止の確認。
	f. 機材へのエネルギー供給再開。
	g. その他の絶縁分離手段が存在しない場合のタグの単独使用。
	h. 絶縁分離プロセスに複数の従業員が携わる場合に使用する、複数のロックアウト用器具とその手順。
	i. 強制的なロック解除は地域マネージャーが直接行う場合のみ認められ、機械の安全と、すべての従業員が危険エリアから離れたことを確認してから実行するものとします。
	トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低3年は保存する必要があります。
	事故記録: 危険エネルギーへの暴露を含むすべての事故についての記録を保管する必要があります。これらの記録は最低5年間保管する必要があります。
	他の記録:
	a. 各施設は、現在のリスク評価を保管しておく必要があります。
	b. 各施設は、モニタリング記録を最低3年は保管する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、8ページ-10
	基準
	責任
	定義
	a. すべての閉鎖空間とそれらに関連する危険要因の特定。
	b. 各危険要因に関連付けられたリスクの評価。
	c. リスクを軽減または解消するための対策（立ち入り手順、個人用保護具、コミュニケーション、トレーニングなど）の特定。
	a. 許可が必要な閉鎖空間。
	a. 許可が必要な閉鎖空間への立ち入り者、立ち入り管理者、付き添い者の責任。
	b. 立ち入り許可の要件。
	a. すべてのモニタリング機材とテスト機材を対象にした年1回の調整と立ち入り前の自己調整。
	b. 各施設は、閉鎖空間への立ち入り状況を年1回文書化して備えておく必要があります。これには従業員、現場の請負業者、下請業者が含まれます。
	c. 閉鎖空間を許可が不要な閉鎖空間に分類するための要件。
	a. 現在のリスク評価。
	b. 閉鎖空間への立ち入り許可は、最低1年間保管する必要があります。
	c. モニタリング機材の調整記録は、最低3年間保管する必要があります。
	d. モニタリング記録は、最低3年間保管する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、4ページ-53
	基準
	責任
	現場の請負業者と従業員は、請負業者安全プログラムの要件を遵守する必要があります。
	定義
	要件
	a. 契約または外注の対象になる可能性のあるタスクとそれに関連する危険要因。
	b. リストアップされた危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減または解消するための対策の特定。
	a. 予備審査フォーム。関係する各請負業者が記入し、以下を含みます。
	a. 請負業者を承認または却下するための評価プロセス。
	b. 認定請負業者のリスト（文書化したもの）。
	c. リストアップされた認定請負業者を対象とする年1回の評価。
	a. 施設に関するオリエンテーション。非常口、警報の意味、非常時の行動を含みます。
	b. 請負業者や下請業者に義務付けられたトレーニングや資格の確認。
	c. 施設に持ち込まれる化学物質に関する化学物質等安全データシート（MSDS）の確認。
	d. 施設に持ち込まれる機材が良好な状態で規制基準をすべて満たしていることを確認するためのレビュー。
	e. 適用されるHSE規制と、施設のHSEに関するポリシーと手順のレビュー。
	f. 一般的な安全規則のレビュー。
	g. 維持管理、清掃、廃棄の要件。
	h. 事故の報告。
	i. 違反時の規定。
	a. 各施設は、現行の予備審査フォームと審査フォームを保管しておく必要があります。
	b. 各施設は、現行の予備審査フォームと審査フォームに対する評価を保管しておく必要があります。
	a. 各施設は、請負業務に関する現在のリスク評価を保管しておく必要があります。
	b. 各施設は、モニタリング記録を最低3年は保管する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、4ページ-52
	基準
	責任
	定義
	要件
	4. 文書化

	補遺 – ブラスト加工
	この補遺では、アパレル製品へのブラスト加工に関連する追加要件を示します。

	責任
	定義
	要件
	3. 文書化

	基準
	責任
	要件
	a. 騒音評価を実施して高騒音区域を特定します。高騒音区域とは、騒音レベルが85 dB以上の区域です。
	b. 高騒音に関連するリスク（聴力低下、集中力、火災警報が聞こえないなど）を評価します。
	c. 騒音暴露を85 dB以下まで減らすための抑制措置を評価します。
	a. 機械または製造プロセスが大幅に変更されたときに騒音を測定。
	b. 聴覚保護が必要な区域にその旨を示す標識を設置。
	c. 必要な区域に聴覚保護を用意し使用する。
	d. 聴覚保護を評価し、確認された騒音レベルに対する有効性を判断。
	a. 従業員が無償で利用可能。
	b. 認定医療専門家が実施。
	c. テスト（オーディオグラム）は最初とその後毎年実施。
	d. 影響を受ける従業員に結果を通知。
	e. 認定医療専門家によって聴力の変化が確認された場合は、フォローアップまたは是正措置を講じる。
	a. 騒音の聴覚に対する影響。
	b. 聴覚保護具の目的。
	c. メリット、デメリット、さまざまな種類の減衰。
	d. 選定、装着、使用、手入れに関する指示。
	e. 聴力テストの目的とテスト プロセスの説明。
	a. 現在のリスク評価。
	b. 騒音評価の測定結果は、最低5年間は保持されます。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、5ページ-7
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 呼吸保護が必要になる可能性がある作業とその潜在的危険性の特定。
	b. 危険要因に関連付けられたリスクの評価。
	c. 抑制措置の特定と導入では、第一に技術的抑制、第二に管理抑制、最後に呼吸保護の使用を検討します。
	a. 有害な空気汚染物質への暴露を軽減するために呼吸用保護具を使用する場合、サプライヤーは明文化された呼吸保護プログラムと職場固有の手順を策定し、導入する必要があります。計画には以下の要素を含めるものとします。
	- 従業員が有害なレベルの粉塵、煙、スプレー ミスト、霧、煤煙、蒸気、ガス、放射性物質に汚染された呼吸空気にさらされるおそれがある作業を、呼吸保護が必要になる可能性がある状況として特定する必要があります。
	b. 呼吸用保護具の選定:
	c. 医学的評価:
	- 従業員が呼吸用保護具の使用能力に関連する医学的兆候または症状を訴えたとき。
	- PLHCP、プログラム管理者が再評価を推奨したとき。
	- 呼吸保護プログラムから得られた情報（密着性試験中やプログラム評価中に実施された観察など）が追加の医学的評価の必要性を示しているとき。
	- 職場の条件が変化し、それによって従業員にかかる生理的負荷が実質的に増加するとき。
	- 医学的状態の見直しは毎年実施する必要はありません。
	d. 密着性試験:
	e. 呼吸用保護具のメンテナンスと手入れ:
	- 専用の呼吸用保護具の場合は、衛生的な状態に保つために必要な頻度で清掃、消毒する必要があります。
	- 複数の従業員に支給される場合は、別の個人が着用する前に清掃、消毒する必要があります。
	- 緊急用の呼吸用保護具、密着性試験とトレーニングに使用される呼吸用保護具の場合は、 使用後に毎回清掃、消毒する必要があります。
	f. フィルター、カートリッジ、吸収缶の識別:
	g. 交換スケジュール:
	- 職場の条件が変化し、新しい種類の呼吸用保護具を使用する場合。
	- 従業員の知識または使用法が不適切で再訓練が必要な場合。
	a. 現在のリスク評価。
	b. 最新の密着性試験の記録（呼吸用保護具のみ）。
	c. 最低3年分の点検記録。
	d. 医学的評価の記録を保持し利用できるようにする必要があります。
	e. 密着性試験の記録を作成し、次回の密着性試験まで保持する必要があります。
	f.  現在のプログラムの書面のコピーを保持する必要があります。
	g. サプライヤーは、雇用期間中すべての記録を保持する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、7ページ-11
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 放射線源と関連する危険の特定。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. 暴露のリスクを軽減または排除するために必要な抑制措置の特定（監視、防護、個人用保護具など）。
	a. 放射線源は、過剰暴露を防ぐための防護措置とインターロックを備えた設計である必要があります。
	b. 個人の職務上の放射線被ばく量は年間3レムを超えないものとします。
	c. 使用エリアは権限を与えられた関係者以外立入禁止にします。
	d. 放射線区域での標識と掲示。
	e. 被ばく量の多い従業員を対象とする、または法的要件に基づく医学的監視。
	f. 破損した放射線源への対応。
	g. 作業固有の放射線源の取り扱いと操作手順。
	h. 緊急時の手順。
	i. 製造業者の推奨事項に基づく放射線機器のメンテナンスと調整。
	j. 放射線被ばくを最小限に抑える作業慣行。
	a. 手順
	b. 放射線調査
	c. インターロック
	d. 漏れ
	e. 線量測定（必要な場合）
	f. 従業員の評価
	a. 現在のリスク評価。
	b. 毎年の見直し（最低3年間）。
	c. テスト対象の機材の調整記録は、最低3年間保管する必要があります。
	d. メンテナンス記録は、機材の製品寿命が尽きるまで保管する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、5ページ-23
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 熱ストレス予防プログラムを策定し、導入します。これには以下が含まれます。
	- 必要に応じてシフト中に水分を補給すること。
	- 従業員が予防、回復を図る間、いつでも日陰にアクセスできるようにすること。
	- 熱中症の症状への対応。
	- 救急医療施設への連絡。
	b. 熱ストレスが存在する可能性がある職場と職務を特定します。
	c. 快適で安全な作業温度条件を提供します。作業温度範囲は以下のとおりです。
	- 各労働者に1時間あたり最大1クオート提供できるだけの十分な量の飲料水を準備します。 温度が30 ºC（86 ºF）を超える場合は、水を冷やすための氷を用意する必要があります。
	- 従業員はシフト中いつでも日陰にアクセスできる必要があります。また、原則として、日陰はシフト中の従業員の25%を同時に収容できる大きさが必要です。
	- 車両の内部を日陰として利用する場合は、正常に動作するエアコンが車両に装備されている必要があります。
	- 金属貯蔵庫やその他の外の建物は、野外の日陰に匹敵する寒冷環境を提供できない場合には、「日陰」にはなりません。たとえば、機械的に換気されているか、風通しが良い必要があり ます。
	- 日陰には、200m以内または徒歩で5分以内にアクセスできる必要があります。
	- 予防回復期間（PRP）を設けます。従業員が熱から回復するために休憩が必要と考えている場合、または従業員が熱中症の兆候を示している場合には、PRPが必要です。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、5ページ-1
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 認定を受けた人物により、ACMの存在が確認または疑われる場所、量、種類、状態、関連する危険性の特定。
	b. ACMに関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための抑制措置の特定（ラベル付け、アクセス制限、検査など）。
	a. ACMの存在とそれに関連する健康被害の影響を受ける従業員に伝達します。
	b. 「危険」、「アスベスト含有」、「要注意」というラベルを ACMに貼る。
	c. ACMに対するすべての作業を許可制にする。
	d. トレーニングを受けた、資格を持つ人物のみが作業を実施する。
	e. ACMを取り扱う際に、個人用保護具、技術的抑制措置、維持管理要件、封じ込め、除去機器を適切に利用できるように準備する。
	f. 現地の法的要件に従ってACMを適切に処分する。
	g. 四半期ごとに検査を実施し、ACMの存在が確認または疑われる状態を確認する。
	h. ACMを取り扱う個人を対象に医学的監視を実施する。
	a. 最新のACMリスク評価と在庫。
	b. メンテナンス、修理、許可、実験報告を含む処分記録は、占有期間に30年を加算した期間保管すること。
	c. ACMの存在または疑いに関する四半期ごとの検査結果（最低3年間保管）。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、5ページ-35
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 事故につながるおそれがある危険性と作業場の特定。
	b. 危険性に関連するリスクの評価（各作業場の従業員数を含む）。
	c. リスクを軽減するための抑制措置の特定（応急処置用品、設備、要員など）。
	a. 救急医療に対応できるリソース（内部または外部）を用意する。
	b. 緊急時の連絡先電話番号を明記したメモを各電話の近くの目立つ場所に置いておく必要があります。
	c. 利用可能な医療施設および救急サービスの場所を特定する。
	d. 応急処置と治療の記録を保持する必要があります。
	a. 施設の従業員および危険の数に対応できるように、トレーニングを受けた対応者を適切な人数配置する。
	b. 認定を受けた応急処置対応者の名前、場所、連絡先情報を従業員に伝達する。
	c. 必要な応急処置認定証を保持する。
	a. 無菌絆創膏（各種サイズ）。
	b. 吸収性湿布。
	c. 無菌眼帯。
	d. 三角包帯。
	e. 熱傷処置品。
	f. 使い捨て手袋。
	g. 救急箱と救急設備の場所を示す可視標識。
	h. 最低限の内容要件を満たすための毎月の検査と補充。
	a. 水が飲用に適していること。
	b. 水の速度は負傷しない程度であること。
	c. 最小流量: 15分に最低1.5L。
	d. 鋭く尖った部分がないこと。
	e. 空気汚染しないようにノズルがカバーされていること。
	f. 制御弁が簡単に見つかる場所にあり、作動させたら閉じるまで開いたままになること。
	g. 有害物質から30m（100フィート）以内にあること。
	h. 目立つ標識でアクセスおよび識別できること。
	i. 水ノズルが床から83.8 cm（33インチ）～114.3cm（45インチ）の高さにあること。
	j. 洗浄液用のタンクを備えた自給式ユニットの場合は、腐食しない材料で作られていること。洗浄液が空気感染から保護されていること。
	k. ユニット内の水温が15～35 C（60～90 F）に保たれていること。
	l. すべての機器と配管が凍結しないように保護されていること。
	m. 配管式洗眼ユニットの場合は、配管の洗浄と適切な動作を確認するため、毎週作動させること。自給式ユニットの場合は、製造業者の仕様に従って点検すること。
	トレーニング - すべての従業員は、作業場の応急処置プロセスと手順に関するトレーニングを受ける必要があります。このトレーニングは少なくとも以下を含むものとします。
	応急処置対応者: 応急処置対応者は全員、追加のトレーニングを受ける必要があります。このトレーニングは少なくとも以下を含むものとします。
	トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低3年は保存する必要があります。
	医療記録: 各施設は、最低雇用期間に30年を加算した期間、医療記録を秘密かつ安全に保管する必要があります。医療記録は、法律により義務付けられる場合を除いて、従業員の書面による同意なしに開示することはできません。
	事故記録: 各施設は事故記録を最低5年は保存する必要があります。
	他の記録: 各施設は、以下の記録を保管する必要があります。
	a. 現在のリスク評価。
	b. 救急箱と洗眼/身体洗浄ユニットの検査記録（最低1年間）。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike「血液由来病原体」リーダーシップ規範。
	 Nike「傷害/疾病システム管理」リーダーシップ規範。
	 Nike ESHハンドブック、6ページ-18
	基準
	責任
	要件
	a. 従業員の労働および非労働健康被害の特定。
	b. 貯蔵タンクに関連するリスクの評価。
	c. 健康リスクを軽減するための抑制措置の特定および導入（ワクチン接種プログラムや禁煙プログラムなど）。
	a. 診療所（従業員数が1,000人以上のすべての拠点で必要）:
	 医療スタッフは全員、労働および救急医療の実践トレーニングを受けている必要があります。
	 患者の入院、治療、搬送、退院手順を導入する必要があります。
	 医療および監視機器の使用、試験、メンテナンス、調整。
	 感染性または伝染性疾患のために休職していた従業員の仕事への復帰。
	 すべての感染症の治療。
	 感染対策と適切な機器の導入（無菌手袋、CPRバリア マスク、高圧滅菌器、使い捨て注射針、縫合糸キットなど）。
	 従業員1,000人ごとに最低1つのベッド。
	 温度を常に摂氏21～27度（華氏70～80度）に維持できる機械的換気システムを診療施設に設置します。
	 衛生基準の厳守。
	b. 健康監視:
	 リスク評価の結果に基づく構造化された健康監視プログラム。
	 監視プログラムの結果を分析し、是正措置と治療のためのガイダンスを提供するシステム。
	 雇用の全段階（雇用前、基準検査、配属前、罹病後）における従業員の全般的な健康の評価。
	 健康監視は、資格を持つ医師、労働健康管理の専門家、または所轄庁が実施する必要があります。
	 職業健康データを精査し、傾向の認識および健康増進活動計画に役立てる必要があります。
	c. 健康増進: 従業員の全体的な健康リスクを軽減するための手段として予防措置を実施する必要があります（禁煙、破傷風ワクチン接種、B型肝炎ワクチン接種、女性の健康月間活動など）。
	d. 各従業員は、自分の健康医療記録に直接アクセスできます。
	a. 現在のリスク評価。
	b. メンテナンスと調整機器（最低3年間）。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、9ページ-6
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 血液媒介病原体への職業暴露に関連する危険性の特定（職業暴露のリスクがある個人、作業、区域を含む）。
	b. 職業暴露に関連するリスクの評価。
	c. 暴露のリスクを軽減または排除するために必要な抑制措置の特定。
	a. 血液またはその他の潜在的感染物質との接触を防止します（体液はすべて潜在的感染物質とみなす必要があります）。
	b. 手洗い設備や、潜在的血液媒介病原体に汚染された物質がこぼれた場合に使用する消毒剤をすぐに利用できるようにします。
	c. 個人用保護具（PPE）を用意します（使い捨て手袋やCPRガードなど）。
	d. 鋭利物（ガラス、刃物、縫い針など）の廃棄容器を用意します。
	e. 血液媒介病原体に汚染されている疑いがある機器、製品、材料を、バイオハザードのラベルが付いた開閉式のゴミ袋と容器に廃棄します。
	f. 規制対象廃棄物の規制に従って汚染物質を安全に廃棄します。
	a. 免許を持つ医師または別の認定医療従事者による（またはいずれかの監督下での）医療ワクチン接種プログラムとフォローアップを、従業員を対象に無償で実施する必要があります。
	b. 職業暴露を受けるすべての従業員がB型肝炎ワクチンおよび一連のワクチン接種を利用できるようにします。
	c. 暴露事故に遭った全従業員を対象に、暴露後の評価とフォローアップを実施。
	d. 医療手順から15日以内に、影響を受ける従業員に医療結果または所見のコピーを配布。
	a. B型肝炎ワクチン接種の記録または自主的に辞退したことを示す文書。
	b. 暴露後の評価記録とフォローアップ記録。
	事故記録: 各施設は事故記録を最低5年は保存する必要があります。
	他の記録: 各施設は、最新のリスク評価を保管する必要があります。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、5ページ-32
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 衛生に関連する危険性の特定。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための抑制措置の特定および導入（換気や清掃など）。
	a. 雇用の場すべてがきれいに清掃され、乾いており、手入れが行き届いた状態を維持すること。
	b. すべての作業場を、齧歯動物、昆虫、その他の害虫が侵入できないように建設し、維持します。
	c. 作業の結果として濡れた状態になる場合は、作業場を湿気から保護します。
	d. ゴミや廃棄物は液漏れしない非吸収性の容器に入れ、容器は毎日空にします。
	e. こぼれたものはすぐに清掃し、廃棄物は適切に廃棄する必要があります（床が濡れている場合は警告標識を使用してください）。
	f. 以下の比率に基づいて適切な数の男女別トイレを設けます。
	従業員数   トイレの最少数
	1～15     1
	16～36     2
	36～55     3
	56～80     4
	81～110    5
	111～150    6
	150超   従業員が40人増えるごとに便器を1つ追加
	g. すべてのトイレ設備に適切な換気システムと密封された排水管を設置。
	h. すべてのトイレ設備を少なくとも1日に一度清掃、消毒する。
	i. すべての作業場に洗面台を設け、ハンド ソープを置く。
	j. すべての洗面所の横に個人用のペーパータオル、送風機またはロール式の布タオルを備え付ける。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、9ページ-15
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 職場の飲料水を汚染する可能性がある危険性の特定。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. 飲料水が汚染される可能性を軽減するための抑制措置の特定（サンプリングや水処理など）。
	a. すべての従業員に飲料水を提供する必要があります。
	b. 非飲料水源には、その旨を示すラベルを貼付する必要があります。
	c. 給水器は、危険な作業環境に接触しないようにする必要があります。
	d. 個人用のコップや容器を置いておくための衛生的な保管場所と清潔な区域。
	e. 非飲料水は、食事の準備や調理に使用する前に煮沸するか、その他の方法で除染する必要があります。
	f. 施設の飲料水源が汚染されたか、その疑いがある場合に実施する、明文化された対応手順。
	g. 水質サンプリング プログラム: 施設で提供する飲料水の水源として地下（井戸）水または地表水を利用している各施設は、水質サンプリング プログラムを実施する必要があります。少なくとも以下の要件を満たす必要があります。
	 ユーザー数に基づくサンプリング頻度:
	ユーザー数 最小サンプル/四半期（3か月ごと）
	25～999 1
	1,000～4,999 10
	5,000～9,999 15
	10,000～19,999 20
	20,000以上 50
	 細菌と消毒の許容レベル:
	- 糞便大腸菌 = 0.0。
	- ランブル鞭毛虫嚢胞の99.9%の不活性化、ウイルスの99.99%の不活性化。
	- システムに入る残留消毒剤濃度は0.2 mg/Lを超えるものとします。
	- 塩素、結合塩素、または二酸化塩素の総測定値は、各月の95%のサンプルから検出する必要があります。
	 応急処置またはその他の医療支援を必要とする飲料水関連の疾患を報告する手順。
	 疾患報告手順。
	a. 現在のリスク評価。
	b. 水質分析試験の結果（最低3年間）。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike ESHハンドブック、9ページ-18
	基準
	責任
	要件
	a. 建物の設計、建設、建物の構造完全性を弱める可能性があるその他の要因に関連する危険性の特定  （屋根への雪荷重、浸水、地震、機械の振動、隣接する建物のリスクなどの自然および人為的危険性のリストなど）。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための抑制措置の特定と導入（定期的な検査、トレーニング、構造補強、耐震補強 など）。
	a. 建物の設計の見直し
	b. 建物の用途
	c. メンテナンスと点検
	a. 建物の安全性に関する最新のリスク評価。
	b. 建物の建築図面
	c. 建築許可（該当する場合）
	d. 保険検査報告書を含む、点検およびメンテナンスに関する記録（最低3年間保管）
	e. 土壌試験
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、現地法、規制。
	 国際建築基準法、2012年第2刷
	o 第1,705節「必要な検証と点検」
	 NFPA 1
	 NFPA 101
	基準
	責任
	要件
	a. 可燃物の保管と使用に関連する危険の特定（主な火災危険や発火源のリストなど）。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための抑制措置の特定と導入（消火設備、トレーニング、可燃物の安全な保管など）。
	a. 火災予防:
	b. 防火:
	c. 火災対策:
	d. 緊急時に消防設備を使用することが予想される従業員は、消火の危険性や技術について指導を受ける必要があります。
	a. 火災安全に関する最新のリスク評価。
	b. 防火設備の現在の場所。
	c. 点検とメンテナンスに関する記録（最低3年間保管）。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike「緊急行動」リーダーシップ規範。
	 Nike ESHハンドブック、6ページ-4
	基準
	責任
	要件
	a. 緊急事態につながる可能性があるイベントの特定。（火災、爆弾の脅威、社会的紛争、大気汚染、誘拐/人質、洪水、津波、地震、ハリケーン、医療など）。
	b. 各緊急事態に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減または排除するために必要な抑制措置の特定（緊急計画、トレーニング、警報システム、管理センターなど）。
	a. 計画に関する任務について詳細や説明が必要な場合に問い合わせができる人物の名前や役職。
	b. 緊急要員の役割と責任（指揮統制を含む）。
	c. 緊急事態の報告手段（緊急電話番号の掲示など）。
	d. 避難手順と計画の掲示（避難が必要な緊急事態用）。
	e. 避難前に重要な工場設備の操作または運用のために残る従業員の特定と準備。
	f. 障がい者の特定と支援準備。
	g. 救出および医療任務。
	h. すべての従業員に説明するための準備。
	i. 従業員に緊急事態に関する最新の情報を伝えるための伝達プロセス（仕事への復帰や帰宅など）。
	j. 各従業員の毎年の避難訓練。
	k. 緊急行動および計画プログラムの毎年の見直し。
	a. 手順に従って行動するための適切な警告。
	b. 周囲の雑音および照明レベルに遮られることなく知覚できる通知または警報。
	c. 特徴的で認識可能な通知または警報システム。
	d. 通知または警報システムを作動させる手段。
	e. システムは、試験や修理またはメンテナンスを実施しているとき以外は常に使用可能である必要があります。
	f. 資格を持つ人によって、毎年かつ定期的な試験とメンテナンスを実施する必要があります。
	緊急要員: 緊急時に追加の役割と責任を担うすべての従業員は、任務に関する専門トレーニングを毎年受ける必要があります。
	トレーニング記録: 各施設はトレーニング記録を最低3年は保存する必要があります。
	事故記録: 各施設は事故記録を最低5年は保存する必要があります。
	他の記録:
	a. 現在のリスク評価。
	b. 避難訓練マニュアル文書（最低3年間）。
	c. 通知または警報システムの試験およびメンテナンス文書（最低3年間）。
	d. 現在の緊急計画。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike「火災安全管理」リーダーシップ規範。
	 Nike ESHハンドブック、6ページ-1
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 寮施設の運営と管理に関連する危険の特定。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための抑制措置の特定（冷暖房システム、防火、セキュリティなど）。
	a. 一般:
	 住居は、構造的に安全な造りで、手入れが行き届いており、清潔かつ安全で、居住者を厳しい自然条件から保護するものである必要があります。
	 住居は、消防、医療、警察機関などの現地の緊急対応要員に適切に対応可能である必要があります。
	 各リビング エリアは、居住者1人あたり4平方メートル以上の生活空間を提供し、各居住者の私物を保管するための個人用収納設備を備えている必要があります。
	 すべてのリビング エリアに適切な照明や電気サービスが用意されている必要があります。
	 衛生設備とゴミ捨て場を用意する必要があります。
	b. 寝室:
	 各居住者に個人用ベッド、簡易ベッド、または寝台（3段寝台は不可）を提供する必要があります。
	 施設が用意する寝具は清潔で衛生的である必要があります。
	 寝室は男女別に用意する必要があります。
	c. シャワーと手洗所:
	 トイレ設備は、居住者15人につき1個の割合で提供する必要があります。
	 トイレ設備は、各リビング ユニットから50 m以内にある必要があります。
	 トイレ設備は、男女別に分け、その旨を示す標識を提示する必要があります。
	 トイレ設備は、毎日清掃、消毒する必要があります。
	 すべてのシャワーと手洗所は、加圧された飲用可能な温水および冷水を提供する必要があります。
	 シャワーと手洗所は、各リビング ユニットから50 m以内である必要があります。
	 シャワーヘッドは床から1m以上の高さに設置し、居住者15人につき1個の割合で用意する必要があります。
	 シャワーと手洗設備は、男女別に分け、その旨を示す標識を提示する必要があります。
	 シャワーと手洗所の床は、非吸収性素材で構築し、毎日消毒する必要があります。
	d. 食堂と調理室を用意する必要があります。
	e. 火災安全と応急処置:
	 施設全域の目立つ場所に緊急行動計画を掲示し、緊急時の詳細な避難手順を記載しておく必要があります。
	 消火設備は、各リビング エリアから30m以内の、簡単にアクセスできる場所に設置する必要があります。
	 各フロアに2か所以上の非常口を設け、非常口の場所を示す明確な標識を設置する必要があります。
	 毎年実施する避難訓練を文書化しておく必要があります。
	 救急箱を居住者50人につき1箱の割合で用意し、いつでもアクセスできる場所に置いておく必要があります。
	 有害化学物質は、指定場所にのみ保管する必要があります。
	 緊急行動計画。
	 消火設備や救急設備の場所と使用方法を把握しておく必要があります。
	a. 現在のリスク評価。
	b. 火災避難訓練（最低3年間）。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike「火災安全管理」リーダーシップ規範。
	 Nike「建物の安全性」リーダーシップ規範。
	 Nike「緊急行動および計画」リーダーシップ規範。
	 Nike ESHハンドブック、9ページ-1
	基準
	責任
	地域マネージャーは、食品サービス手順の策定、導入、遵守に努める必要があります。
	HSE担当者は、食品サービス手順を確立、維持、管理する必要があります。
	マネージャーと管理者は、従業員が食品サービス手順に関するトレーニングを受け、その要件を遵守するよう努める必要があります。
	従業員は、食品サービス手順を遵守する必要があります。
	要件
	a. 危険の特定（食物媒介や調理室の安全など）。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するための抑制措置の特定と導入。
	a. 食品サービス労働者:
	 少なくとも年に一度健康診断を受け、感染性疾患にかかっていないことを証明すること。
	 感染性疾患の伝播を軽減する手順を理解し従うこと。
	 食品を調理し配膳する間はヘアネット、手袋、エプロンを着用すること。
	 食品に触れる前に十分に手を洗い消毒すること。
	b. 調理室と食堂:
	 清掃し消毒すること。
	 生鮮食品を保存する場合は、温度を摂氏5度以下に保つことができる機械式冷却装置を設置すること。
	 温水と冷水の両方が出る洗面台を設置すること。
	 調理器具、配膳器具、食器は、使用するたびに洗浄、消毒すること。
	 テーブルの天板とカウンターは、使用するたびに清掃、消毒すること。
	 齧歯動物や昆虫が侵入しないようにすること。
	 ゴミや廃棄物は液漏れしない非吸収性の容器に入れ、容器は毎日空にします。
	 調理に使用した油をトイレまたは雨水排水溝に捨てないこと。
	c. トイレ:
	 すべての食品サービス労働者は、トイレを使用した後に十分に手を洗い消毒すること。
	 トイレ使用後は手洗いが必要であることを示す標識を掲示する。
	d. 食物媒介に関連する疾病または汚染が発生した場合の対応方法と手順。
	 リスク評価と手順の見直し。
	 食品の安全性と保管要件。
	 個人衛生。
	 食物媒介疾病と感染性疾患に関する意識。
	 安全な調理法。
	推奨基準として特記されている場合を除き、本リーダーシップ規範は最低限の基準を定めるものとします。サプライヤーは、より厳格な法的要件が適用される場合は、それに従う必要があります。また、従業員の保護を強化する独自の基準の策定に継続的に取り組むことが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike「火災安全管理」リーダーシップ規範。
	 Nike「建物の安全性」リーダーシップ規範。
	 Nike「緊急行動および計画」リーダーシップ規範。
	 Nike ESHハンドブック、9ページ-11
	基準
	責任
	要件
	a. 保育関連のあらゆる潜在的危険性の特定。
	b. 危険要因に関連するリスクの評価。
	c. リスクを軽減するために必要な抑制措置の特定（応急処置/CPR、安全な遊び場など）。
	a. 子供と接する仕事:
	 イベント主催者は、現地法の要件に精通している必要があります。
	 応急処置/CPRの認定を受けた人物を配置する必要があります。
	 合法的に応急処置または治療を施したり、自動車またはバスまたはその他の輸送手段で子供を搬送したりできるように、親の代理として行動することについて親や保護者から書面による同意を取り付けます。
	 親や保護者の連絡先情報は、ファイルに保管しておく必要があります。
	 泊まりがけのイベントで子供と接したり、子供を直接指導したりする（サッカー教室など）従業員については、雇用前に審査します。
	 子供は、公認の親や保護者か指定の人物にのみ引き渡すことができます。
	b. 保育施設:
	 建物は、現地法の要件または該当するNike基準のいずれか厳格な方を満たす必要があります。
	 すべての高温面は、子供が接触しないように防護する必要があります。
	 子供の手の届くところにある電源コンセントは、使用していないときはコンセントカバーをかけておく必要があります。
	 暖炉は防護する必要があります。
	 医薬品、毒物、その他の危険物質は、鍵をかけたキャビネットに保管する必要があります。
	 施設は常に清潔で、手入れの行き届いた状態にしておく必要があります。
	 毎月、子供と一緒に火災避難訓練を実施する必要があります。
	 外の遊び場は、安全かつ安心して遊べる環境である必要があります。また、井戸や池沼、穴はフェンスで囲むか、カバーで覆う必要があります。
	 飲料水を用意しておく必要があります。コップや食器の共有は禁止されています。
	 子供が利用する洗面台では、華氏110度（摂氏43度）を超えない冷水および温水を提供する必要があります。
	 トイレ設備は、清潔で子供に適していて、手洗い設備を備えている必要があります。子供15人につき1つのトイレと洗面台が必要です。
	 個人用の清潔なベビー ベッド、簡易ベッド、またはマット（子供の年齢と発育レベルに適したもの）と清潔なシーツを用意する必要があります。夜間保育の場合は、各子供に丈夫な防水マットレスを提供する必要があります。ベビー ベッド、簡易ベッド、マットは、3フィート（0.9m）以上間を空けて配置する必要があります。
	 60人以上の子供がいる施設では、トレーニングを受けたフルタイムの施設監督者が必要です。
	 予防接種、投薬、感染性疾患、ネグレクトや普通でない怪我の証拠に関する詳細など、それぞれの子供の健康記録を保管する必要があります。ネグレクトや普通でない怪我が発生した場合は、施設の責任者に連絡する必要があります。
	 リスク評価の概要。
	 子供との良い接し方。
	 明文化された手順。
	a. 現在のリスク評価。
	b. 最新の従業員審査記録。
	c. 最新の親/保護者連絡先情報。
	d. 火災訓練記録（最低3年間）。
	推奨プラクティスとして特記されるものを除き、本リーダーシップ基準コードは最低基準を制定することとします。サプライヤーは、より厳格な要件が法律で適用される場合、その要件に従う必要があります。また、自社の従業員の保護を強化する独自のプラクティスを継続的に発展させることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike「火災安全管理」リーダーシップ規範。
	 Nike「建物の安全性」リーダーシップ規範。
	 Nike「緊急行動および計画」リーダーシップ規範。
	 Nike ESHハンドブック、9ページ-21
	基準
	責任
	定義
	要件
	4. 文書化—

	基準
	責任
	定義
	要件
	4. 文書化—

	基準
	責任
	定義
	要件
	4. 文書化—
	他の記録:


	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 有害廃棄物のすべての流れを特定する。
	b. 排出された有害廃棄物の量、および環境や人間への影響を決定する。
	c. 防止措置を導入する（換気、個人用保護具、シャワーや洗眼用臨時ブース、適切なラベルやマーク付け、 有害廃棄物下請業者の管理プログラム等）。
	a. 排出された有害廃棄物の発生源を特定し、定量化します。
	b. 有害廃棄物の排出、保管、および処分に必要なすべての許可を、地域の法規に従って取得します。
	c. 有害廃棄物の保管エリアの要件は以下のとおりです。
	a. 安全対策をとること
	b. 十分な換気設備と、洗眼やシャワー用臨時ブースへのアクセスを設けること
	c. 飲食や喫煙が禁止されていることを掲示すること
	d. 周囲を覆うこと
	e. 容器の合計容量が208リットル（55ガロン）を超える場合、予備の保管容器の容量は、最大容器の110%以上であること
	f. 必要な個人用保護具（PPE）などの漏れ対応用具を、有害廃棄物保管エリアの近くに置くこと
	g. 引火性および可燃性廃棄物を火の元の近くに保管しないこと
	h. 不適合な廃棄物は隔離すること
	i. 各容器の間には、十分な通路を確保すること
	j. 容器を積み重ねすぎないこと
	k. 有害廃棄物はほかの廃棄物と隔離し、隣接させないこと
	d. 有害廃棄物の保管容器の要件は以下のとおりです。
	a. 容器を保管する床面は不浸透性の材質であること
	b. 容器と廃棄物が適合すること
	c. 容器は良好な状態であること
	d. すべての容器には有害廃棄物である旨を明確にラベル付けし、廃棄物のIDと有害な内容を付記すること
	e. 廃棄物の移動中を除き、常にふたを閉めること
	e. 廃棄物の軽減および最小化プログラムを文書化、導入します。
	f. 有害廃棄物の保管エリアの点検を週に1回実施し、文書に記録します。
	g. 有害廃棄物は、妥当な期限内に処分されなければなりません（現地の法律で期限が定められていない場合は、米国環境保護庁（EPA）の小容量および大容量発電機の要件を参照してください）。
	h. 免許と許可を取得済みの有害廃棄物輸送業者、処理業者、処分施設を利用します。
	i. Nikeには、有害廃棄物の下請業者を独自にレビューする権利があります。さらに、観察された処分実務に関する検証書をNikeに提供するようサプライヤーに求めることもできます。
	j. 本書で定義する有害廃棄物を、現場で焼却または処分することは禁止されます。
	処分記録: 有害廃棄物の記録に含める内容: 物質名、物理的状態、関連する危害（引火性、腐食性、毒性、または反応性）、処理/処分のために配送された日付と量、廃棄物の排出地/排出者の事業名と住所、輸送、保管、および最終処分企業、ならびに配送物の受領を確認する最終処分施設の署名入り配送伝票の控え。記録は少なくとも5年間保存する必要があります。
	a. 最新リスク評価および法定の許可。
	b. 少なくとも1年間の点検記録。
	c. サプライヤーが利用する、免許/許可取得済みの有害廃棄物下請業者のリスト。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike「有害物質」リーダーシップ基準コード。
	 Nike ESHハンドブック、2ページ-9
	 Nike廃棄物ベンダー管理および評価ガイダンス
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. 固形廃棄物の取り扱い、保管、輸送、リサイクル、および処分に関連する健康、安全、および環境への危害を特定します。
	b. 危害に関連するリスクを評価します。
	c. リスク軽減の統制措置を絞り込みます（隔離、適切なラベルやマーク付け、個人用保護具、最小化、適格な固形廃棄物下請業者の利用と当該業者の定期的なモニタリング等）。
	a. すべての経路から排出される固形廃棄物の目録。目録には、排出、リサイクル、および処分された廃棄物のタイプと量、ならびに廃棄施設の名前と場所を必ず含めます。
	b. 固形廃棄物の最小化プログラム。排出源での削減機会と取り組みを特定し、文書に記録します。
	c. 廃棄物を再使用可能、リサイクル可およびリサイクル不可のカテゴリーに分けます。こうした廃棄物のカテゴリーごとに、清潔な専用容器を用意する必要があります。
	d. 有害廃棄物と固形廃棄物は隔離し、隣接しない場所に保管する必要があります。
	e. 固形廃棄物の保管場所は、周囲が覆われ、安全対策がとられており、床面は不浸透性の材質でなければなりません。
	f. 免許と許可を取得した固形廃棄物輸送および処分企業を利用します。
	g. 本書で定義する固形廃棄物を、現場で焼却または処分することは禁止されます。
	 有害廃棄物の特定
	 リサイクル用回収資材の汚染の特定、防止
	 適切な固形廃棄物の取り扱い、保管、文書化、および処分テクニックと手順
	 排出源で削減するための特定の業務手順
	 個人用保護具の使用
	処分およびリサイクル記録: 固形廃棄物の処分およびリサイクル記録は、少なくとも3年間保持する必要があります。記録には、廃棄物の説明、量、配送日、配送目的（処分またはリサイクル）を記載した配送伝票を含める必要があります。
	a. 固形廃棄物の最新リスク評価。
	b. 必要に応じて、規制当局の許可。
	c. 少なくとも5年間の固形廃棄物の処分に関する文書。
	d. サプライヤーが利用している免許/許可を取得済みの固形廃棄物ベンダーのリスト。
	特別に推奨するプラクティスとして、本CLSで制定されている最低基準以外に、サプライヤーは、該当する法律のなかでより厳しいものに準拠する必要があり、さらに従業員を保護する独自のプラクティスを継続して作ることが推奨されます。
	参考文献:
	 適用される連邦、地域の法令および規制。
	 Nike「有害廃棄物」リーダーシップ規範基準。
	 Nike ESHハンドブック、2ページ-20
	 Nike 廃棄物ベンダー管理および評価ガイドライン
	 Nike 廃棄物必須プログラムハンドブック
	基準
	責任
	定義
	要件
	a. すべての廃水源の特定します。たとえば、生活排水（寮、台所、シャワー、トイレ）、産業用廃水、ほかの排水システムから排出される廃水（酸洗浄機、ボイラー煙突洗浄機等）、雨水など。
	b. 流量の質と量を把握し、各タイプの廃水の放出が衛生、安全および環境に及ぼす危害の特性を明らかにし ます。
	c. 規定に準拠しない廃水を放出した場合に起こり得る下流への影響を理解します。敷地の境界に複数の放出地点がある施設では、各放出の下流への影響を理解します。
	d. 環境リスクを最小化する統制措置を絞り込みます（トレーニング、点検、廃水処理プラントの管理等）。
	a. 必須の放出許可をすべて取得します。
	b. 廃水処理装置の目録を維持する。この目録には、適用されるすべての規制、基準、および許可要件への準拠を示す分析テスト結果などを含めます。目録は年に一度見直す必要があります。目録には少なくとも以下を含めなければなりません。
	a. 使用される廃水処理装置の各タイプを定義し、その装置が廃水に含まれる汚染物質の処理に適していることを示すこと。
	b. 製造プロセスからの真水、冷却水、雨水、または清潔なすすぎ水での廃水の希釈が起こらないことを確認すること。希釈は汚染制御方法として許容されない。
	c. 廃水処理装置の点検と保守スケジュールの文書記録。
	c. 廃水および廃水に関連する汚泥のサンプリング計画を策定および公表します。
	d. 廃水処理プラント（WWTP）内の中心的場所に現地の要件/基準を掲示します
	e. 水の再利用と使用量の最小化努力により、廃水の量を削減します
	f. 管轄当局の指示に従って、廃水のサンプリングとテストを実施します。各施設は、ZDHC廃水ガイドラインに従った廃水放出に関するサンプリングとテストを実施する必要があります。
	g. 管轄当局の指示に従って、汚泥のサンプリングとテストを実施し、現地規制では汚泥が有害と無害のどちらに分類されるかを判断します。規制当局の許可によって特別に認められる場合を除き、いかなる種類の汚泥も堆肥、肥料添加物、または土地に適用するその他の資材として使用することはできません。
	h. ZDHC承認分析試験研究所は、廃水と汚泥に適用可能な標準方式分野で優れた実績があるため、同研究所を利用してください。ZDHC廃水ガイドラインに従ったテストは、ZDHC グループが認定/承認する研究所に実施を依頼する必要があります。自国/地域に認定/承認研究所がない場合、サプライヤーはNikeの指示に従ってこの要件を満たします。
	i. 非遵守状態を解消するプロセスを策定します。このプロセスでは、非遵守の根本原因の分析と是正処分計画の策定を行い、非遵守の再発防止を徹底します。水関連の非遵守については、率先してNikeに通知してください。
	j. Nike, Inc.の関係者によるリクエストに応じた審査に備え、廃水分析の文書を維持します。また、Nikeの指定レポート プラットフォームを通じて、テスト結果を利用できるようにします。
	 廃水放出のタイプ、放出地点、および廃水の源。
	 制御なく環境に放出すると起こり得る事態。
	廃水処理システムの操作と保守の担当者は、上掲のトレーニングに加え、次のトレーニングも受講する必要があります。
	 個人用保護具の使用。
	 投入用真水処理装置（真水リサイクル装置など）の操作および保守
	 生物廃水処理システムの操作および保守（運用データの収集を含む）
	 適切なサンプリング テクニックおよび手順。
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