第六号様式（第十四条関係）

臨時海上労働証書
Interim Maritime Labour Certificate
（注 海上労働遵守措置認定書を添付する。）
(Note: This Certificate shall have a Declaration of Maritime Labour Compliance attached)

日本国

公の印章

第

JAPAN

号

Certificate No.
2006 年の海上の労働に関する条約（以下「条約」という。）第５条及び第５章の規定に基づき、日本国政府の権限の下に、
が交付する。
Issued under the provisions of Article 5 and Title 5 of the Maritime Labour Convention, 2006 (referred to
below as "the Convention") under the authority of the Government of JAPAN, by
船舶の要目
Particulars of the ship
船名
Name of ship
船舶番号又は信号符字
Distinctive number or letters
船籍港
Port of registry
登録日
Date of registry
総トン数
Gross tonnage
国際海事機関船舶識別番号
IMO number
船舶の種類
Type of ship
船舶所有者の氏名又は名称及び住所
Name and address of the shipowner

この証書は、条約 A5.1.3 基準 7 の規定の適用上、次のことを証明する：
This is to certify, for the purpose of standard A5.1.3, paragraph 7, of the Convention, that:
(a) 条約付録 A5-I に掲げる事項について、(b)から(d)までに規定する事項の確認を考慮しつつ、合理的かつ実行可能な
限り、この船舶を検査したこと。
this ship has been inspected, as far as reasonable and practicable, for the matters listed in Appendix
A5-I to the Convention, taking into account verification of items under (b), (c) and (d) below;
(b) 船舶所有者が権限のある機関又は認定された団体に対し、この船舶が条約を遵守するための適切な手続を有すること
を証明したこと。
the shipowner has demonstrated to the competent authority or recognized organization that the ship
has adequate procedures to comply with the Convention.
(c) 船長が条約上の義務及び実施に係る責任に精通していること。

the master is familiar with the requirements of the Convention and the responsibilities for
implementation; and
(d) 関連する情報が海上労働遵守措置認定書を作成するために権限のある機関又は認定された団体に提出されたこと。
relevant information has been submitted to the competent authority or recognized organization to
produce a Declaration of Maritime Labour Compliance.
この証書は、条約 A5.1.3 基準及び A5.1.4 基準に基づく検査が行われることを条件として、
で効力を有する。
This Certificate is valid until
and A5.1.4.

ま

subject to inspections in accordance with Standards A5.1.3

(a) に規定する検査の完了の日は、
である。
Completion date of the inspection referred to under above (a) was
において
Issued at

に交付した。
on
署名

Signed
(Signature of the duly authorized official issuing the Interim Certificate)
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地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長
地方運輸局運輸支局海事事務所長
沖 縄 総 合 事 務 局 長
沖縄総合事務局運輸事務所長

（印章）

