
	

	

	

	 	

行動規範 	
CSA グループ 	

2020 年 11 月 	



	

	

	

社長兼 CEO からのメッセージ	

CSA グループは 100 年近くにわたり、品質とインテグリティ（倫理的・道徳的行動）への強い

こだわりをもって事業を展開してきました。そして、世界中で確固たる評判を得てきました。		

CSA グループが今後も継続して成功していけるかどうかは、評判を維持し、ブランドのインテ

グリティを保っていけるかどうかにかかっています。当組織の最大の資産である職員の皆さん

のたゆみないコミットメントと適切な行動なしには、これを達成することはできません。		職

員の皆さんは、日々、すべてのラボラトリ、オフィス、お客様の施設で当組織の価値観を実践

することによって、当組織を成功に導く重要な役割を果たしています。	

CSA グループ行動規範は、当組織の価値観を反映したもので、私たちが確実に最高の倫理基準

に基づいて業務を遂行するための指針となります。同僚、顧客、競合他社、諸官庁、サプライ

ヤー、そしてグローバルコミュニティとのやり取りにおいて、指針となる基本原則が記載され

ています。		

職員の皆さん全員が行動規範を読み、遵守する必要があります。		職員はまた、行動規範を受

け取り、その規約を読み、理解することに正式に同意するよう求められます。	

CSA グループは、価値観とインテグリティ（倫理的・道徳的行動）を長年大切にしてきた組織

です。		当組織が近代化を進め成長するにつれ、当組織のコアバリューに忠実であり続けるこ

と、そして行動規範に則した行動をとることが重要です。		どうぞ皆さんも本規範を読み、あ

るいは読み返し、その原則と要件を日々遵守することを私と共に確約してください。	

何卒、よろしくお願いします。	

	

David	Weinstein	

CSA グループ社長兼 CEO	
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規範について	

行動規範とは	

行動規範（以下「規範」）は、CSA グループの中核的価値観と一致する倫理的行動の原則とガイドラインを記し

ています。当規範には、すべての業務においてどのように行動すべきかのガイダンス、および倫理的問題に直面

したときに連絡を取るべき担当部署の連絡先が含まれています。規範は、最高倫理・コンプライアンス責任者

（CECO）によって管理され、取締役会の承認を受けており、毎年見直されます。		

対象者	

本規範は、フルタイムおよびパートタイムの職員（派遣社員および正規職員を含む）を含む、CSA グループのす

べての職員、取締役および独立請負業者に適用されます。あなたは、年次トレーニングを受講し、規範を読み、

理解し、遵守することに同意する必要があります。仲介者、代理人、合弁事業のパートナー、ならびにあなたが

取引を行う第三者のサプライヤーおよび請負業者は、本規範を認識し、その原則および該当する規定を遵守する

必要があります。		

使い方		

本規範は、当組織のビジネスインテグリティトレーニングプログラムの不可欠な要素であり、倫理的行動のため

の参照ガイドです。規範は、皆さんが直面するかもしれないすべての問題を網羅することはできませんが、どん

な状況においても従うべき一連の明確な原則を定めています。		倫理的行動に関する決定をしなければならない

ときには、常識的に考える他にも、以下の倫理的デシジョンツリーの重要な質問を自問してください。	

• これは合法的だろうか。	

• CSA グループの方針を遵守しているだろうか。	

• CSA グループの価値観に則しているだろうか。	

• 当組織の職員や顧客、メンバー、ステークホルダーに悪影響を及ぼすだろうか。	

• 特定の個人だけでなく、CSA グループ全体に利益があるだろうか。	

• 質問や懸念があったとき、適切な人に相談しただろうか。	

	

助けが必要な場合		

規範に関して質問や懸念がある場合は、上司に相談してください。上司に話し辛い場合は、人事担当者、または

CECO、法務顧問に連絡してください。		規範の特定の規定の例外適用を要請したい場合は、まずその旨をご自分

の上司と話し合う必要があります。それを受けて上司が、CECO または承認された被任命者に書面での承認を要請

しなければなりません。	

違反の報告の仕方	

当組織の基本的価値観に則り、私たちは一人一人が本規範および法令、会社方針に対する違反を報告する義務を

負っています。		

規範に違反した場合、民事罰、刑事罰、または法的措置を受ける可能性に加えて、予告または解雇予告手当なし

に解雇を含む懲戒処分が取られることがあります。すべての報告は、細心の注意と配慮を払って処理されます。

誠意をもって違反を報告したこと、または違反に関する内部または外部の調査に協力したことに対して、いかな

る方法でも、通報者を停職処分、解雇、差別、嫌がらせ、脅迫、またはその他の方法で報復してはなりません。
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規範または CSA グループの方針に対する既知の違反または違反の疑いを報告した、または調査に協力した結果、

報復を受けたと思う場合は、直ちに上司、CECO または EthicsPoint ヘルプラインに連絡してください。	

違反を報告するには、次のいずれかに連絡してください。	

• あなたの上司（または違反者の上司）	

• 人事担当者	

• 最高倫理・コンプライアンス責任者（CECO）	

• 法務顧問	

• 経営幹部チームのメンバー	

• EthicsPoint ヘルプライン		

EthicsPoint は職場における不正行為、虐待およびその他の非行を報告するためのツールであり、報告に関する

秘密は守られます。EthicsPoint ヘルプラインへの報告は匿名で行うことができます。	

EthicsPoint ヘルプラインサービスは、24 時間 365 日ご利用いただけます。フリーダイヤルまたは下記の Web サ

イトからアクセスしてください。	

オンライン：www.csa.ethicspoint.com		

	

フリーダイヤル：		

	

	

	

	

	

	

•	カナダ		 		 		1-855-212-7615	

•	カナダ（フラン

ス語）				

		1-855-350-9393	

•	中国（南部）					10-800-120-1239	

•	中国（北部）					10-800-712-1239	

•	インド		 		 		000-800-001-6112/000-800-001-1071	

•	日本		 		 		0066-33-112505/00531-121520	

•	韓国		 	 		00308-110-480/00798-1-1009-8084	

•	メキシコ		 				001-800-840-7907/001-866-737-6850		

•	シンガポール	 				800-1204201	

•	台湾		 		 		00801-13-7956	

•	英国		 		 		0800-032-8483	

•	米国		 		 		1-855-212-7615	
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当組織のミッション	

	

非営利での規格策定	
	

CSA グループの規格策定組織の使命は、公共および民間セクターにおける規格の拡充を通じ、カナダの人々の生

活を向上させることです。 	規格の研究、開発、教育、支援を、私たちが主導します。1万人のメンバーによって
策定される技術規格や管理規格は、カナダ内外の人々の安全や健康、環境、そして経済効率を改善します。	

	

グローバルな試験、検査、および認証	
	

CSA グループがグローバルに配備している営利子会社は、当組織のミッションをサポートすべく、規格関連の継

続的な研究開発に向けた資金を創出しています。これらの営利子会社は、専門的な試験、検査、および認証サー

ビスを提供しており、メーカー各社はこれを活用して、自社製品が世界各地の市場に適用される安全や環境、業

績関連の規格に適合していることを実証できます。私たちは、あらゆる最新・次世代技術に関する高度な専門知

識と業界トップクラスのサービスを提供します。	

組織内および全世界におけるインテグリティ	

倫理的行動と法の遵守	

信頼を保持し、倫理的に行動することが当組織の真髄です。規範に従わなかったり法律を遵守しなかった場合、

重大な経済的損害および評判の失墜をもたらす恐れがあります。あなたは、常に正直に、また真摯に行動する義

務を負っています。これには、本規範およびすべての適用法令を遵守することが含まれます。違法な取引や行為

に故意または間接的に関与したり、これらを促したり、そのようなことから利益を得たりしてはなりません。	

ダイバーシティ、インクルージョン、アクセシビリティ	

私たちは、当組織と顧客のダイバーシティを大切にし、尊重しています。当組織は、年齢や性別、ジェンダー、

性自認、性表現、性的指向、民族、国籍、家族構成、婚姻状況、宗教、信条、交友関係、社会的・経済的背景、

政治的背景、軍歴、学歴、経験、障害、その他法的に禁止されているさまざまな理由による差別、または個人を

特徴付けるその他のあらゆる特性に基づく差別のない、互いを尊重する公正な環境の提供に全力で取り組んでい

ます。		

	

また、尊厳、自立、融和、そして雇用機会均等の原則に基づき、障害を持つ人々にとって利用しやすい職場を作

るよう尽力しています。	

	

詳細については、当組織のダイバーシティおよびインクルージョンに関する方針、ならびにアクセシビリティの

方針を参照してください。	

利益相反		

利益相反は、個人または組織が、商取引における独立した判断の行使を妨げる、または妨げるとみなされる個人

的な利益を受ける場合に発生します。私たちは、CSA グループの一員としての決定がこうした利益相反の影響を

EthicsPoint ヘルプラインを利用して懸念を報告した場合にのみ、報復から保護されるのですか。	

	

どのように懸念を報告するかにかかわらず、報復は容認されません。報復を受けていると感じた場合は、

懸念を CECO に報告するか、EthicsPoint ヘルプラインを介して報告してください。	
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受けることや影響を受けているとみなされることをも避けなければいけません。これらの理由から、顕在的、潜

在的、および外見的な利益相反は慎重に対処する必要があります。潜在的な利益相反がある場合は、いかなる状

況下であっても、あなたの上司または CECO に報告する必要があります。	

顕在的、潜在的、外見的にかかわらず、利益相反については、あなたが相反的な立場に置かれる可能性

のある活動または取引に関与する前に、必ず上司に開示しなければなりません。		

私が検査官として認証を担当している会社があります。同社はエンジニアを探しており、私に誰か紹介して

くれないかと言ってきました。私の知り合いに、この職種に適した人物がいます。私はこの人物をこの職種

にと紹介してもよいでしょうか。		

はい、問題ありません。その人物が応募時に所定の採用プロセスを踏みさえすれば可能です。	

	

	

贈答と接待	

金額にかかわらずビジネス上の贈答品や接待の授受は避ける必要があります。慣習的なビジネス上の厚意として

どうしても必要な場合は、贈答品や接待の授受が、CSA グループの一員としてあなたが行う業務上の判断や他の

当事者の判断に影響を与えたり、これを損なったりしないことを保証しなければなりません。また、いかなる場

合も、100 カナダドルを超える贈答品の授受は、CECO による承認を受けない限り禁止されています。	

授受される贈答品については、必ずこちらの贈答品登録フォームを使用して登録する必要があります。		

賄賂とみなされたり、あなたや CSA グループに対し利益相反の疑惑が生じたりするような贈答や接待は、

常に避けてください。	

	

職員は贈答または接待が以下に当てはまることを確認する必要があります。	

• 妥当で地域の慣習的な商習慣と一致している	

• 組織の価値観に則している		

• 賄賂または不適切な支払いという印象を与えない	

• 取引関係に不適切な影響を与えるために提供されるものではない	

• 適用法または倫理基準に違反しない	

• 一般に開示された場合に、当組織または職員を辱めることにならない		

公務員を接待する時は、公務員はより厳しい規則、規制、および法律の対象となっているため、特別な

注意と配慮が必要です。公務員の関与に関して特定の法域で許容されるレベルおよび慣行を確認したい場合は、

法務顧問に相談してください。	

	

職務遂行中に有価物を授受することについて懸念がある場合は、上司または CECO にお問い合わせくださ

い。		

IT サービスの提供元として検討中の業者が、私たちチームを演劇とディナーに招待してくれました。	誘い

に応じてもいいですか。	

いけません。このような贈答品や接待を受け入れることは、チーム選択の決定に影響を与えると見られる

かもしれません。	
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贈収賄、汚職、不正行為	

世界的な組織として、すべての職員、メンバー、サプライヤーおよび代理人には、地域ごとの文化的規範の違い

にかかわらず、適用される贈収賄防止法および腐敗行為防止法、ベストプラクティスを遵守することが義務付け

られています。いかなる形態の賄賂、円滑化のための支払い、リベートも容認されることはなく、刑事訴

追の対象となる可能性があります。このような活動に参加した場合は、解雇や場合によっては刑事訴追

を含む懲戒処分の対象となります。また、当組織に代わって腐敗行為に従事するよう第三者を雇ったり、その

ような行為を容認してはなりません。	

いかなる状況下でも、公務員、職員、同僚を含むいかなる当事者に対しても、直接的または間接的に賄賂を贈っ

たり、贈賄を試みたりしてはなりません。これには、政治家候補、その親類、または政府機関によって直接的ま

たは間接的に所有されている企業の従業員が含まれます。価値の大小にかかわらず、いかなる第三者との間でも、

優遇措置と引き換えに贈答品や厚遇を授受してはなりません。賄賂やリベートには、現金、料金、手数料、クレ

ジット、贈答品、および現物サービスが含まれます。贈収賄防止および腐敗行為防止の要件に関する CSA グルー

プの詳細なガイダンスについては、ロビー活動および贈収賄防止方針を参照してください。贈答品の授受の詳細

については、本書の「贈答と接待」の項を参照してください。	

私は、工場検査員です。工場の担当者から検査がうまくいくように「個人的な支払い」が手渡された場合は

どうすればよいですか。		

CSA グループは、いかなる状況においてもこのような種類の支払いを受け入れないことを担当者に伝え、

直ちにこのインシデントをあなたの上司に報告してください。	

	

取締役への就任	

上司の書面による事前の同意がない限り、アルバイトや取締役への就任を含め、いかなる社外活動にも従事する

ことはできません。		また、社外取締役への就任には、CECO による事前承認も必要です。すでに就任している役

職や任務についても、CECO に情報として開示する必要があります。	競合他社、または顧客企業の何らかの職務

に就いたり、サプライヤー、顧客、競合他社との間に利害関係を持ったりすることはできません。ただし、サプ

ライヤー、顧客、または競合他社に重大な影響を及ぼさない場合には、上場されている証券取引所での投資は許

可されます。社外活動によってあなたが相反的な立場に置かれるかどうかわからない場合は、上司または CECO に

相談してください。		

	

所属先や加盟先の情報は、必ずこちらの所属・加盟状況登録フォームを使用して登録する必要があります。	

		

私は長年、非営利団体の役員会のメンバーを務めてきました。この役員会での地位を保持してもいいです

か。	

CECO に連絡し、CSA グループとその組織の間に利益相反がないことを確認する必要があります。			

	

政治献金	

私たちは政治的に中立的な組織であり、世界中いかなる場所においても、現金または現物（現金に代わってサ

ービスを提供）による政治献金を行ったり、政党を支持したりすることはありません。あなたには、CSA グル

ープの一員として発言したり、CSA グループを代表しているという印象を与えたりしない限り、ご自身の時間

と費用で政治活動に参加する権利があります。詳細については、政府および業界関係方針を参照してください。		
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公正な競争	

当組織は、適用される独占禁止法に従って公正かつ正直に取引を競い、技術的専門知識と優れた業績を通じて競

争上の優位性を獲得します。確固として自由で開かれた競争に取り組んでおり、公正な競争を制限するような競

合他社またはサプライヤーとのいかなる活動も行いません。マーケティング資料で誇張したり、誤解を与える記

載をしたり、情報を省略したり偽ったりすることはありません。また、競合他社の資格やサービスを批判したり、

虚偽の陳述をすることもありません。公共の安全が問題になる場合を除き、ある会社のサービスまたは製品を他

社よりも優先する、または支持することはありません。		

	

ロビー活動	

グローバルな事業活動の一環として、CSA グループは許可されたロビー活動に従事することがあります。あなた

は、すべてのロビー活動について最高法務責任者またはその被任命者に承認を求め、報告する必要があります。

ロビー活動については、こちらで報告してください。	

慈善寄付	

CSA グループの一員として行われる慈善寄付については必ず、CSA グループの戦略との整合性や本規範への準拠が

徹底され、その寄付が違法行為を支援したり政府関係者またはその家族に便益を提供したりしないことが明白で

あることが確認されます。	

	

広報	

公式の声明（メディアまたは一般大衆への情報開示など）は、一貫性があり正確で、組織の立場を反映するもの

でなければなりません。メディアからの問い合わせはすべて、communications@csagroup.org に転送してくださ

い。たとえ偶然であっても、あなたは企業広報部門からの明示的な許可なしにメディアと連絡をとること、また

は当組織の業務情報を公表することを許可されていません。CSA グループという名前のソーシャルメディアアカ

ウントは CSA グループの所有物と見なされ、許可なしに作成または削除してはなりません。詳細については、グ

ローバル企業広報方針を参照してください。	

ソーシャルメディアへの投稿	

CSA グループの職員は全員が当組織の大使のような立場であり、CSA グループの内外におけるすべての通信手段

（デジタルツールやソーシャルメディアなど）および一般的なすべてのソーシャルメディアプラットフォーム

（LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook など）を使用する際、職業人としての最高基準に従って行動する責任

を負っています。		

オンラインにおいても、業務上の自身に準じた人物像を維持しましょう。ソーシャルメディアでのあなたの言動

は、たとえ個人としてのものであっても、決して CSA グループと無関係ではありません。	

CSA	Connect は内部向けのプラットフォームであり、会社情報の共有に使用されるほか、職員同士の対話の場と

なっています。職員が CSA	Connect にコメントやコンテンツを投稿する際は、本規範の内容を念頭に置いてこれ

を行う必要があります。	

知的財産	

あなたには、商標、著作権、特許、グラフィック、マルチメディア、および書面を含む当組織の知的財産を保護

する責任があります。		認証マークは、当組織の最大の資産の一つであり、その不正使用を一切容認しない方針

を採用しています。当組織の認証マークまたはその他の知的財産の権利侵害や偽造物の使用に気づいた場合は、

直ちに法務およびコンプライアンス部門に報告しなければなりません。	

	



CSAグループ	-	行動規範	

2020年 11月	

技術および会社資産	

当組織は、業務を目的とし、従業員に電子技術とコンピューター技術へのアクセスを提供します。これらのシス

テムを通じて作成、受信、保存、または配布された情報は私的なものではなく、許可された会社の担当者が予告

なしにこれらのシステムを監視することがあります。あなたには、すべての会社の資産を保護し、責任を持って

使用することが求められています。顧客またはメンバーとの連絡、または会社関連のファイルやデータの保存に、

私用の電子メールを使用することは禁止されています。		

	

輸出規制の遵守	

グローバル組織として、当組織は様々な国の国際貿易法を遵守しなければなりません。一部の技術および技術情

報の譲渡は、品目の特質、原産国、仕向地、最終用途およびエンドユーザーに応じて制限されています。適切な

政府の認可および許可なしにこれらの技術または情報を譲渡すると、あなたと当組織に重大な罰金が科せられる

ことがあります。詳細については、最高法務責任者にお問い合わせください。	

貿易制裁	

海外にある会社と取引する際は、当該組織とその工場が貿易制裁の対象国内にないこと、制裁対象業種に従

事していないこと、または制裁対象となっている個人によって所有されていないことを事前に確認すること

が重要です。		制裁または禁輸措置対象に指定された国、活動、個人は時折変更されるため、上司または最

高法務責任者に定期的に指導を仰ぐことが重要です。		

	

貿易制裁の詳細については、貿易、貿易制裁、および輸出に関する方針を参照してください。		

	

私は、新規顧客のサービス契約を行う状況にいますが、その顧客は、私たちが取引を行うことを禁止されて

いる国に所在すると思われます。		どうしたらいいですか。	

	直ちに上司に知らせ、適用される可能性のある貿易制裁の詳細について法務およびコンプライアンス部

門に問い合わせてください。		

	

プライバシー保護と機密保護	

就業中、あなたは CSA グループ、および顧客、メンバー、ステークホルダーについてのさまざまな機密情報と専

有情報を入手する場合があります。あなたには、機密情報を常に保護する義務があります。機密情報には個人情

報が含まれます。個人情報とは、個人に関連付けることができるあらゆる情報のことです。個人情報とは、一個

人の直接的または間接的な特定につながる可能性がある情報すべてを指します。あなたは、必ず当組織のプライ

バシー保護と機密保護方針に従い、個人情報を常に保護しなければなりません。機密保持に関するあなたの義務

は、当組織を退職した後も続きます。		

個人情報の許可されていない保存や開示は、関係当事者に取り返しのつかない損害を与える可能性があり、また

規制、民事、刑事を含む重大な罰則をもたらす可能性があります。あなたは、第三者に対する CSA グループの情

報の開示を自身が事前に許可されていること、および当該第三者が機密保持およびデータセキュリティ保護対策

を認知しており契約上その遵守を義務付けられていることを確認・徹底する責任を負っています。			
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自宅で作業できるように認定書類を私の個人的な自宅のメールアドレスに送信してもいいですか。	

いけません。CSA グループ関連の情報を絶対に私用のメールアカウントで送受信したり、転送しないで

ください。これらの書類には機密情報が含まれている可能性があるため、外部のメールサーバーに転送

してはなりません。		

	

私は現在の役職でよく出張します。出張中に CSA グループ支給のノートパソコンを使用してオンラインで私

の銀行口座を確認してもいいですか。	

はい。仕事の邪魔にならない限り構いません。	

	

調査と訴訟	

CSA グループの活動に関する情報について規制当局、法執行機関、または社外の弁護士から問い合わせがあった

場合は、応答する前に、直ちに CSA グループの法務およびコンプライアンス部門に通知する必要があります。		

あなたは、内部および（法務顧問が承認した）外部の監査、調査および照会すべてに協力する必要があります。

必ず真実を告げてください。あなたは、法務顧問による事前の承認なしに CSA グループの一員という立場で証人

として証言したり、法的要請に応じて書類を提供したりすることはできません。		

第三者	

職務の一部として、あなたは外部の組織と協働することが必要な場合があります。これらの第三者組織には、代

理業者、合弁事業パートナー、代理人、コンサルタント、下請業者、独立請負業者が含まれることがあります。

私たちは、当組織の代理を務める第三者の行動に対して説明責任を問われる場合があります。あなたは、自身が

採用する第三者が当該業務に適格であり、該当法域の法的要件および該当する CSA グループの方針（本規範を含

む）の遵守を契約上義務付けられていることを確認・徹底する責任を負っています。			

インサイダー取引	

株式公開会社（CSA グループの顧客など）に関する未公表の重要事実を知っている場合、証券法において取引す

ることが禁止されています。あなた、またはその他の人が以下を行うことは違法です。(i)	あなたが当組織での

業務を通じて得た未公開の重要事実に基づいて証券を売買すること。	(ii)	意図的であるかどうかにかかわらず、

証券を購入または売却する可能性のある人物にこの情報を伝達すること（「違法伝達行為」と呼ばれます）。	

私たちは、上顧客のひとつである有名な上場会社のため、実に画期的な新製品の試験をしています。	この

製品は、その市場で大変革をもたらすことになるでしょう。同社はまだ、この製品について公表していませ

ん。	今後数週間で株価が絶対に上昇すると思うので、同社の株に自分で投資し、家族や友人にも投資する

よう教えてあげようと考えていますが、問題ないでしょうか。	

ダメです。未公表の情報に基づいてこの会社の株式を購入した場合、「インサイダー取引」と見なされ、

これは違法です。家族や友人に投資するように言うことは「違法伝達行為」と見なされ、これも犯罪行為

となります。		
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財務および事業記録	

あなたは、当組織の文書、記録、ビジネス情報の整合性と正確性に対し責任を負っています。記録管理方針と手

順に準拠して行う場合を除き、試験報告書、手順、財務情報などの文書、記録、ビジネス情報を偽造、改ざん、

破壊、または不必要に保管してはいけません。すべての金融取引と記録が適切に承認・記録され、国際財務報告

基準（IFRS）または他の一般に認められた会計原則に従って正確かつ公正に提示されるよう徹底する必要があり

ます。また、すべての内部統制手順に従うことが義務付けられており、会社の情報に関して虚偽または誤解を招

くような記述を決してしてはなりません。詳細については、記録管理方針および手順を参照してください。	

		

職場の健全性	

職場での暴力、ハラスメント、差別	

当組織は、暴力、差別、ハラスメントのない職場を維持することを確約しています。		当組織は、すべての職員

の尊厳と自尊心を支持しており、いかなる種類の暴力、ハラスメント、差別も容認しません。詳しくは、職場内

暴力、ハラスメント、差別の方針、ならびにダイバーシティおよびインクルージョンに関する方針を参照してく

ださい。あなたや他者が差し迫った危険にさらされている場合は、内部のチャネルを通じて報告する前に地元の

警察に連絡してください。	

休憩室で、他の職員が私の文化的背景に関連した失礼な呼び方で私を呼びました。どうしたらいいですか。	

インシデントを直ちに上司、CECO または EthicsPoint ヘルプラインに報告してください。	

	

安全衛生	

健全で安全な職場環境を維持することは、当組織の中核的価値観のひとつです。私たち全員が、健全で安全な職

場環境を創出し維持していく責任を負っています。		私たちは、当組織が営業している法域の法的要件を充足し、

それを上回る高基準を定め、それを満たすことを目指しています。詳細については、労働安全衛生・セキュリテ

ィ・環境方針を参照してください。	

私はラボラトリに勤めているのですが、他の職員がサンプルと測定器をいつも非常口と配電盤の前に置いて

います。		上司にこれを報告したのですが、大丈夫だから仕事に戻れと言われました。		これは問題となり

ますか。	

はい。非常口を妨げると、建物内にいる職員、請負業者、訪問者が危険にさらされます。さらに、当組

織はこれらの安全上の問題に対して罰金や法的責任を問われる可能性があります。	火災やその他の緊

急事態が発生した場合に、非常口を直ちに使用できるようにしておくことが重要です。直ちに上級レベ

ルのマネージャー、OHSS&E の施設担当者/マネージャーに、または EthicsPoint ヘルプラインを通して

そのインシデントを報告する必要があります。	

	

薬物乱用	

当組織は、薬物やアルコール類の違法な使用や乱用の影響を被ることのない職場を維持します。		薬物摂取や飲

酒による影響は、職員に健全で安全な職場環境を提供するという私たちの立場を脅かします。		CSA グループは、
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CSA グループの業務を遂行中、または当組織の敷地内で作業している間は、薬物、アルコール類の販売、流通、

違法使用または乱用を容認しません。	

サステナビリティ	

環境法令の遵守	

当組織は、責任ある環境管理のリーダーとなるよう努めており、環境の保護とサステナビリティに尽力していま

す。これには、適用されるすべての環境法、規則、および規制の遵守が含まれます。詳細については、労働安全

衛生・セキュリティ・環境方針を参照してください。	

私は、試験の準備をしているのですが、この試験では化学物質を試験水に添加する必要があります。私の上

司は、試験からの廃水は下水道に捨てていいと言うのですが、本当にそんなことをしていいのか私にはよく

わかりません。どうしたらいいですか。	

化学物質が法定制限内であることを確認せずに、決して化学物質を環境中に放出してはいけません。下水

道に化学物質を捨てると、流出と見なされる可能性があります。	OHSS&E の施設担当者/マネージャーに

相談してください。	
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継続的学習	

当組織は、学習と教育を通して皆さんの継続的な能力開発に尽力しています。継続的学習に対するあなたのコミ

ットメントの一部として、あなたの専門分野で当組織の業務に影響を与えるような変化に、遅れをとらないよう

にすることが求められています。また、このような変化を適時報告する責任があります。	

免責事項	

本規範に記載されている、または暗示されているいかなる事項も、CSA グループに法的義務を生じさせたり構成

するものではありません。本規範の規定は、時折変更されることがあります。	

		


