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番号 チェック項目 Check items 関連規定 
Relating Reg. Yes No N/A 備考 

Remark 

A1 
SOLAS Reg.XI-2/5及びB/6.1に関わる所有者、用船契約当事者及び船舶管理者の情報は、最新化され、保管さ
れているか。 
Has the information of the shipowner, charterer and responsible for managing of the ship been updated and kept on 
board? 

Reg.XI-2/5 
B/6.1, 6.2    

 

A2 上記の情報は、英語であるか。 
Is the information of above mentioned written in English? B/6.3    

 

A3 ＳＳＡは船舶の構造、設備等に基づき、適正に行われたか。（ＳＳＡ報告書） 
Has the SSA been proper conducted upon the structure, equipment and etc. of the ship? A/8.4    

 

A4 
SSOは日本政府化発行した｢船舶保安管理者適任証書｣(Certificate of Qualification for Ship Security Officer)を
持っているか。 
Does SSO have Certificate of Qualification for Ship Security Officer issued by the Japanese Government? 

NK Rules 
Annex 4.9 

(for Japanese 
ship) 

   
 

A5 

次の内容が船舶保安記録簿に含まれているか。（ 作業言語及び 英語訳文） 
訓練（ 年月日、 内容、 参加者）  

操練／ 演習（ 年月日、 内容、 参加者）   
保安への脅威及び保安事件 （ 発生年月日、 船舶の位置、 脅威又は事件の内容、 講じた措置） 
保安レベル（ １／ ２） 
船舶保安に関わる通信（ 年月日、 内容、 相手）  
内部監査（ 年月日、 監査結果の基づき講じた措置） 
ＳＳＡの見直し（ 年月日、 見直し結果の基づく作成の有無） 
ＳＳＰの見直し（ 年月日、 見直し結果の基づく変更の有無） 
ＳＳＰ改定の実施  
ＳＳＡＳの試験を含む保安機器の保守、校正及び試験  
Are following items included in Record of Ship Security Plan? （ Working language and  English 
Translation ） : 

Training（ Date, Contents, Attendance） 
Drill／ Exercise（ Date, Contents, Attendance） 

Threats against security and security incidents（ Date of the occurrence, Ship’s position, Substances of the 
threats or incidents、 Action taken） 
Security level （ １／ ２） 
Communication related to security （ Date, Contents, party of communication）  
Internal Audit（ Date、 Measures taken upon the result of internal audit） 
Review of SSA（ Date, Conducting re-assessment or not upon the result of review） 
Review of SSP（ Date, Amending to the SSP or not upon the result of review） 
Implementation of the amendments to SSP  
Maintenance, Calibration and Testing of security equipment, including SSAS  

A/10 
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A6 

 
次の情報の記録が備えられているか。（ 過去１０港分の記録） 
当該寄港地が所在する 国の名称及び 港名並びに 入港及出港の年月日 
船舶の保安レベル  
寄港地の保安レベル  
レベル毎の保安措置に加えて実施した措置があった場合、その措置（ある港で追加措置を実施した等）  
寄港地において積載した貨物のうち、荷揚げをするもの 及び乗船した旅客のうち、下船する予定者の有無  
Are records of following information kept onboard? （ Records of information for last 10 port facilities of call） 
Location of the port facility Name of the Country, Name of the port, Date of arrival and departure 
Security level for ship  
Security level for the port facility  
Specific security measures (additional measures have been taken in a port facility), if such security measures have 
been taken other than security measures for each security level.  
Unloading cargo in cargos loaded at the previous port of call  

Reg.XI-2/9.2.1, 
2.3 

B/4.37,B/4.38, 
B/4.39 

   

 

A7 

 
SSOの国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律及び施行規則に関する理解度は十分で
あったか。 
Does SSO have sufficient understanding for Japanese National low and related provisions in connection with the 
SOLAS XI-2 and ISPS Code? 

NK Rules 
Annex 4.9 

(for Japanese 
ship) 

   

 

A8 臨時船舶保安証書（Interim ISSC）発行のための審査においては、操練の実施を確認したか。 
At an audit for issuing Interim ISSC, is the record of execution of security drill confirmed? 

NK 
G3.5 -2 (7) 

(for Japanese 
ship) 

   
 

 


