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Ⅻ 欧州労働安全衛生機構―EU-OSHA の組織、運営及び活動について 

以下には、欧州労働安全衛生機構―EU-OSHA がそのウェブサイトで公開している組織、活動内容等に関する記述に関して、英語原文―日本語仮訳として

紹介する。 

英語原文 日本語仮訳 

About EU-OSHA 

Discover who we are, what we do, how we are organised and what our 

vision and mission are. 

EU-OSHA is the European Union information agency for occupational 

safety and health. Our work contributes to the European Commission’s 

Strategic Framework for Safety and Health at work 2014-2020  and other 

relevant EU strategies and programmes, such as Europe 2020  

In this section you can read about our main activities and governance 

arrangements. Our press office offers all the support you need to cover 

OSH issues. Get in touch or read the latest stories. You can also find out 

more about the national focal points who work with us to achieve our 

goals. Or maybe you’re interested in working with us yourself? Whether 

you want to tender for a contract or apply for a job with us, you can find 

the information you need in the section. 

欧州労働安全衛生機構について 

我々が誰で、何をしており、どのように組織され、我々のビジョン及び使

命はなにか？ 

 

欧州労働安全衛生機構は、欧州連合の労働安全衛生に関する情報機関であ

る。我々の業務は、欧州委員会の2014―2020までの職場における労働安全

衛生の戦略の骨格に寄与するものである。 

 

 

この節では、貴方は、我々の主要な活動及び運営の備えを読むことができ

ます。 

我々の広報事務所は、貴方が労働安全衛生問題をカバーする必要のあるす

べての支援を提供します。最新の情報に接し、及び読んでみてください。

貴方は、我々のゴールを達成するために我々と働く国別のフォーカルポイ

ントをもより多く見出すことができます。あるいは、貴方自身がっ我々と

働くことに興味があるかもしれませんね。我々の仕事を請負うことや仕事

を求めているとすれば、この節で、貴方が必要としている情報を見い出す
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What we do 

Mission and vision 

EU-OSHA’s mission and vision statements explain its role within the 

mandate provided in the founding regulation. The mission statement 

defines what the Agency does. The vision statement explains what the 

Agency aims to achieve. 

These statements are adopted by the Governing Board as part of the 

corporate strategy. They express how the Board wants the Agency to 

implement its mandate. 

Our mission 

We develop, gather and provide reliable and relevant information, analysis 

and tools to advance knowledge, raise awareness and exchange 

occupational safety and health (OSH) information and good practice which 

will serve the needs of those involved in OSH. 

Our vision 

ことができます。 

 

我々は、何をするのか？ 

使命及びヴィジョン 

欧州労働安全衛生機構の使命及びビジョン（に関する）声明は、基礎とな

る規則で与えられている指示の内部での役割を説明している。このビジョ

ンの声明は、この機構が達成する狙いが何であるかを説明している。 

 

 

これらの説明は、機関の戦略の一部として経営委員会で採用されたもので

ある。これらの声明は、機構が経営委員会の指示をどのように実施するか

を表している。 

 

我々の使命 

我々は、信頼でき、関連する情報、分析、知識を高め、認識を上げる手段

を開発し、収集し、提供し、労働安全衛生に含まれる必要性に奉仕するで

あろう労働安全衛生情報及び良き実践例を交換する。 

 

 

我々のビジョン 
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To be a recognised leader promoting healthy and safe workplaces in 

Europe based on tripartism, participation and the development of an OSH 

risk prevention culture, to ensure a smart, sustainable, productive and 

inclusive economy. 

EU-OSHA is the European Union information agency for occupational 

safety and health. Our work contributes to the European Commission’s 

Occupational Safety and Health (OSH) Strategic Framework 

2014-2020  and other relevant EU strategies and programmes, such as 

Europe 2020 . 

Find more information in our corporate strategy and work programmes 

and in our founding regulation 

欧州で健康で安全な職場を推進する認めれられた指導者になることは、3者

構成制及び労働安全衛生のリスクの予防に関する文化の普及及び発展に基

づいており、スマートで、持続的で、生産的で、及び包括的な経済を保障

する。 

 

欧州労働安全衛生機構は、欧州における労働安全衛生の情報機関である。

我々の仕事は、欧州委員会の労働安全衛生戦略の枠組2014－2020 及び他

の関連する欧州戦略及び欧州2020のような計画に貢献するものである。 

 

 

さらなる情報は、我々の機関の戦略及び作業計画並びに我々の基礎となる

法令の中から見出しなさい。 

 


