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人権の尊重 

NECは、情報社会を支える幅広い製品やサービスによって、世界中の人々が、より便利に、より安全・安心に暮らせる情報

社会の実現をめざしています。そして、イノベーティブで先進的な ICTによって、グローバルな社会や環境の困難な課題の解

決に貢献したいと考えています。 

しかしながら、技術の進歩が社会の発展に貢献する一方で、その進歩が環境破壊だけでなく人権の侵害につながることもあ

ります。 

NECは、複雑な世界情勢のもとでグローバルにビジネスを行う企業として、この命題に真摯に取り組むこと、すなわち、私

たち自身の企業活動や他者との関係性の中から起こりうる人権に対する負の影響に留意することが、企業の社会的責任である

と考えています。 

方針 

NECは、国際連合（以下、国連）の「国際人権章典」*1や国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」といっ

た国際行動規範や、国連が提唱する「グローバル・コンパクト」*2の 10原則を支持しています。また、国連の「ビジネスと人権に関する指導

原則(UNGP)」および欧州委員会の「UNGP導入に関する ICTセクターガイダンス」を参照して人権への取り組みを進めています。 

 

さらに、ビジネスの実践においても、法的あるいは法的以外でも世界の潮流の変化が与えるインパクトを考慮しています。これには、持続可

能な開発目標（SDGs）、英国現代奴隷法（MSA）、紛争鉱物やデータプライバシー、非財務報告に関する規則のような EUの取り組みを含みま

す。 

 

2004年に、「NECグループ企業行動憲章」に人権尊重をコミットメントとして定義したことによって、自社内での人権尊重の考え方の浸透

が始まりました。2015年には、ステークホルダーにコミットする方針として、「NECグループ人権方針」（下記）を策定しました。この方針

では、ステークホルダーとの対話と協議をとおし、人権デュー・ディリジェンスを展開・実行することを規定するとともに、バリューチェーン

におけるビジネスパートナーや、その他の関係者に対しても同様の人権尊重を求めています。 

 
*1 国連総会で採択された「世界人権宣言」と国際人権規約「経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約」および「市民的、政治的権利に関する国際規約」の総

称。 
*2 NECは 2005年に署名。「グローバル・コンパクト」の 10原則には、「世界人権宣言」や ILOの「労働における基本的原則および権利に関する宣言」など、世

界的に確立された合意に基づいて、人権擁護の支持・尊重、強制労働の排除、児童労働の廃止などが盛り込まれています。  
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人権デュー・ディリジェンス・プロセス 

NECは、事業を行う世界中のあらゆる場所で人権に対する負の影響が起こる可能性を特定し、モニターすることをとおして、人権課題解決に

貢献することをコミットしています。 

 

NECでは、人権への理解を深めるため、ステークホルダーの皆さまとのさまざまな対話を行っています。 

NECグループ人権方針 

2015年 4月制定 

1) 背景と目的 

NEC およびその連結子会社（以下、NEC）は、世界中の人がより安全・安心に暮らせる情報社会の実現を目指している。NEC が行う 

あらゆる企業活動は、社会、環境および経済の進歩を確かなものとすることで次世代の利益につながっていくものでなければならない。

また、NEC は、厳密な企業倫理基準に従い、企業活動を行う各国で適用される国際および国内法令ならびに人権のすべてを尊重する 

ことを約束する。 

NECは、グローバル企業として、あらゆる企業活動（自らの製品とサービス、事業活動およびステークホルダーとの関係等）が人権に

及ぼしうる潜在的影響にも責任があることを認識している。NECは、国際連合世界人権宣言、国際連合「ビジネスと人権に関する指導原

則（UNGP）」、欧州委員会「UNGP 導入に関する ICT セクターガイダンス」および国際労働機関（ILO）が示すガイドラインを参照

し、個人と労働者の基本的権利を支持する。 

 

2) 概要    

本方針は、「NECグループ企業行動憲章」「NECグループ行動規範」を含む「NEC Way」（NECグループにおける経営活動体系）に

基づいた人権への取り組み方針を詳述するものであり、以下のことを NECのすべての役員と従業員に適用する。 

(1) あらゆる企業活動の場面において、基本的人権を尊重し、人種、信条、年齢、社会的身分、門地、国籍、民族、宗教、性別と 

性自認、性的指向、および障がいの有無等の理由による差別や個人の尊厳を傷つける行為をしてはならない。 

(2)  従業員の雇用・労働にあたっては、各国・各地域の法令を遵守した行動をとるが、児童労働および強制労働はいかなる場面に 

おいても認めることなく、決して行わない。 

(3)  ICT提供者として自らの企業活動がプライバシーなどを含めた人権課題を引き起こさないよう最善の注意を払う。 

また、NECは、バリューチェーンにおけるビジネスパートナーやその他の関係者に対しても、同様の人権尊重と、その取り組みが不十

分であった場合には適切な対処を求める。 

  

3) 守るべきこと  

NECは、あらゆる企業活動の場面において、ステークホルダーとの対話と協議をとおし、以下の各項目を実行、推進する。 

(1)  NEC は、自らの企業活動による顕在的または潜在的な人権への負の影響に対処するため、人権デュー・ディリジェンスを展開、

実行する。NEC は、顕在的または潜在的な人権リスクを識別、評価し、一貫した方針のもとでそれを軽減あるいは未然に防止 

する措置を講じる。また、NEC は、透明性と説明責任を確保するため、企業のより発展的な努力として、その検証結果を公開 

する手順を開発する。 

(2)  NEC の企業活動が間接的または直接的原因として人権に負の影響をもたらした場合は、その救済、またはそれに準じた協力を 

行うよう努力し、しかるべき手段を用いて再発防止に取り組む。 

(3)  該当地域の国内法令が国際的に認められた人権と両立できない場合においては、NEC は国際的な人権の原則を尊重できるよう 

解決をはかる。 

(4)  NEC は、すべての役員と従業員が本方針および人権デュー・ディリジェンスを確実に実行するよう、適切な教育の提供と人権へ

のさらなる意識啓発、能力開発等の取り組みを行う。 
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2015年度から、以下のようなアプローチで人権デュー・ディリジェンス・プロセスを構築中です。このプロセスでは、人権課題の理解、影

響評価、その評価結果のトップマネジメント(CSR経営)への組み入れ、追跡評価、影響と対応の報告といった PDCAを回していきます。 

 

 

 
 

人権デュー・ディリジェンス・プロセスのイメージ図 

NECが特に留意すべき人権課題 

2015年度以降、次のような領域で取り組みが進んでいます。 

・地域、国レベルでの調査、リスク評価、ステークホルダーエンゲージメントを通した、人権課題のより深い理解 

・NGOと連携した、バリューチェーンにおける人権課題の理解と人権リスクアセッサーの育成 

・中国におけるサプライヤーの CSR監査における NGOとの連携 

 

またこれらの取り組みを進めた結果、NECにとって最も留意すべき人権課題として、次のような課題を特定もしくは確認しています。 

・健康と安全、公平な雇用や紛争鉱物の影響を含む、サプライチェーンに関係する労働慣行 

・データ保護とセキュリティに関連する権利 

・経済的権利（NECは、法や経済的権利を脅かしかねない贈収賄と腐敗行為を一切許さないルールを有しています） 

・環境の権利（NECの環境戦略は、CO2削減や使用済製品を含む、環境活動の影響をマネジメントしています） 

・お客さまの権利（製品安全や品質保証） 

課題の認識、デュー・ディリジェンス 

サプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンス 

当社は、日本の ICT業界の業界団体である一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA：Japan Electronics and Information Technology 

Industries Association）と連携して、サプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンスを進めています。JEITAは、2006年に『サプライチ

ェーン CSR推進ガイドブック』を発行しました。この策定にあたって中心的役割を担ったNECは、このガイドブックを自社の「サプライチェ

ーン CSRガイドライン」に活用しています。 

 

また、EMEA（ヨーロッパ・中近東・アフリカ）においては、新規ベンダー選定時や、ベンダーへの質問票に労働・人権観点の項目を入れる

など、いくつかプロセスを見直すとともに、従業員に表現の自由や団体交渉権を認めることをベンダーへの要求に盛り込んでいます。 
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影響評価 

EMEA（ヨーロッパ・中近東・アフリカ）での事例 

NEC EMEAグループでは、従業員やお取引先との連携や対話促進に有効なリスクベースアプローチを採用しています。これには、通常のセル

フアセスメントで特定された事案の問題点や原因の分析、再発防止策の導入などが含まれています。人権のリスクについては、各地域および

EMEAグループ全体のリスク登録システムに記録されています。このシステムは、さまざまなステークホルダーや外部環境への影響をはかるた

めに、2016年度に改訂しました。ESGリスクはすべて、NEC EMEAのリスク委員会に定期的あるいは適宜報告されるとともに、解決に向けた

計画策定や意思決定を行っています。また加えて、四半期に 1度開催される NECヨーロッパ取締役会で、事案に関連のある会社の経営層や親

会社である NECにも報告されています。 

 

新規のお取引先に対しては、品質や環境、もしくは企業倫理面に加え、人権に関する調査に回答することを求めています。このような取り組

みは、新たなトレンドや、英国現代奴隷法のような規制に際し、定期的に見直されています。お取引先には、NECの企業行動規範を遵守する

か、同等のコンプライアンスを遵守している確証の提示を要請しています。自己評価の結果は、関連部門による横断チームによって正式に確

認、評価され、その評価結果をベンダーのデータベースに登録することが義務づけられています。 

「現代奴隷法 2015」は、グローバルに影響を与えているという点でも、英国における重要な人権に関する法令の 1つになっています。NEC

の人権に対するコミットメントでは、児童労働や強制労働同様、採用や労働慣行についての会社としての立場を次のように明らかにしていま

す。 

 

「従業員の雇用・労働にあたっては、各国・各地域の法令を遵守した行動をとるが、児童労働および強制労働はいかなる場面に 

おいても認めることなく、決して行わない。」(NECグループ人権方針 第 2項の 2) 

 

2016年度には、この法令への理解を深めるため、英国および日本で、関係者が学び、議論する場を持ちました。 

また、2016年 9月には、現代奴隷法 54条に基づき、NEC Europe社が同社とその子会社およびサプライチェーンを対象とした初の宣言文を

発行しました。 

 

 NEC EUROPE LTD Modern Slavery and Human Trafficking Statement 

 

EMEAでは、この宣言に照らし、国別のリスクを考慮に入れながら、サプライチェーンをマッピングするために実施したお取引先調査票の回

答を分析することによって得られた知見を活用し、また、どの領域のビジネスが、どの程度人身取引や現代奴隷リスクにさらされているかの監

査を行っています。 

 

こうしたベストプラクティスを、随時 NEC本社とも共有しています。 

影響評価の CSR経営への組み入れ 

NECは、一連のバリューチェーンにおいて、役員および従業員、ビジネスパートナーやその他のパートナーすべての人権が尊重されるべきで

あると考えています。対話、教育、キャパシティビルディング、契約の約款や産業団体の啓発活動をとおして、人権方針への気づきを促してい

ます。 

人権啓発推進会議 

当社では、人事担当役員を議長、人事部長を副議長とする「全社人権啓発推進会議」と、各ビジネスユニット企画本部長を議長とする「ビジ

ネスユニット人権啓発推進会議」を設置（1997年）して以来、人権啓発活動に対する基本的な取り組みの審議・策定、社内研修の推進などを 

はかる体制を整備しています。また、グループ会社においても同様の体制を設けています。 

リスク管理実態調査 

当社では、毎年アンケート方式による「リスク管理実態調査」を実施しています。この結果などを踏まえて、毎年、全社の「重要リスク」を

抽出します。人権リスクも「重要リスク」の 1つとして特定され、人事部門、資材部門、CSR部門が中心となって対策が講じられます。2016

http://uk.nec.com/en_GB/en/emea/about/policy/doc/Modern_Slavery_Act_Statement.pdf
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年度も人権デュー・ディリジェンスの展開を促進するため、質問項目を整理し、全事業部門長を対象として「人権方針の周知」「人権方針の遂

行【ビジネス・職場】」「人権侵害発生時のエスカレーション」、「人権侵害発生後の対応」について確認を行いました。 

研修プログラムを通じた人権啓発 

NECは、グローバル事業の拡大を目標に掲げており、グローバルレベルでの人権啓発は重要な取り組み課題です。 

 

国内においては、新入社員から役員・管理職まで階層別研修の中で「企業と人権」を扱い、一方では全従業員を対象とした全社Web研修を

実施しています。新任役員や新任事業部長に対する研修では、グローバル社会で求められる人権に対する理解を深めるために、さまざまな国際

規範や他企業等での事例そして自社の事業において想定される人権上のリスクなども研修内容に織り込み、人事担当役員や人事部長が直接研修

を行います。 

 

2016年度の全社Web研修は、「企業と人権」をメインテーマとして、日本における人権課題（同和問題、障がい者、LGBT）、グローバル

におけるビジネスと人権課題、そしてダイバーシティの推進を阻む様々なハラスメントを扱いました。特に今回の研修では、2016年 4月から

施行された障害者差別禁止法および障害者雇用促進法の改正に合わせ、障がい者に対する合理的配慮の考え方のほか、2017年 1月に施行され

た「改正男女雇用機会均等法及び改正育児･介護休業法」で職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント（マタハラ、

パタハラ、ケアハラ）対策が求められていることへの理解促進をはかりました。 

 

一方、採用面接員には、公正な採用選考と就職の機会均等の維持のため、採用選考前に全員に対して「採用面談員マニュアル」に基づくWeb

研修を実施し、選考時の心構えや就職差別につながるような質問事例を紹介して、質問禁止事項の周知徹底をはかっています。 

2015年度以降、面接員研修教材の中に LGBT*1 に対しても正確に理解し、リクルート活動や面接などの場面で LGBTであることが分かった場

合でも、本人の能力や業務適性を中心に選考、面接活動を行うことを徹底する旨を記載しており、定期的に研修しています。 

 

*1 （Lesbian

レズビアン

、Gay

ゲイ

〈同性愛者〉、B i s e x u a l

バイセクシュアル

〈両性愛者〉、Transgender

トランスジェンダー

〈性同一性障がい者など、からだの性とこころの性が一致しない人〉の頭文字をと

ったもので、性的マイノリティの総称の一つ） 

 

上記以外では、NECおよび NECグループの「人権啓発推進委員」向け研修やリーフレット、ホームページによる啓発活動、社員および社員

の家族が応募できる人権啓発標語（ダイバーシティ推進標語）の募集など、多面的な取り組みを継続的に実施しています。 

 

・人権啓発集合研修受講者数推移 [対象範囲： 日本電気(株)] 

 

 2014年度 2015年度 2016年度 

Web研修*2 23,538 22,063 20,296 

集合研修*3 2,932 2,030 1,731 

*2 全従業員を対象としたWeb研修「企業と人権」「企業におけるダイバーシティ」（受講必須）は原則、毎年実施。 
*3 面接員への研修を含む 

 

EMEAにおける取り組み 

海外においては、2011年度から各地域（EMEA＝ヨーロッパ・中近東・アフリカ、北米、APAC＝東南アジア・オセアニア、中南米、中国・

東アジア）で展開したグローバル人権研修は、2013年度で完了しました。今後は新たな「NECグループ人権方針」に基づいた啓発・教育、人

権影響評価のモニタリングチェックなどの人権デュー・ディリジェンスに関する仕組みづくりや展開を計画していきます。 

 

EMEAでは、「NECグループ企業行動憲章」と「NECグループ行動規範」を説明する人権教育を、オンラインシステムによって実施しまし

た。このオンラインシステムは、新規入社した従業員や派遣社員も自由にアクセスできるようになっています。 

 

また、2016年度には、NECヨーロッパの社長が、EMEA内の全関係会社に対して、人権リスクを含むリスクマネジメントを行うよう通達し

ました。その結果、優先リスクが特定され、評価されるとともに、EMEA内の関係会社従業員にも共有されました。 
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サプライチェーンにおける評価結果の CSR経営への組み入れ

職場やサプライチェーンにおいて、人権への影響が明らかになった場合、リスク改善のための行動計画が策定されます。 

サプライチェーンにおける人権問題の有無や、CSR推進にあたっては、人事部門、調達部門と CSR部門とで随時情報共有を進めています。

人権尊重を含めた CSR全般についての方針、ガイドライン、チェックシートを整備し、お取引先の取り組みの進捗度を確認しています。 

サプライヤーとの連携詳細

CSR実地診断プログラム（CSR-PMR） 

NEC では、CSR-PMR により、社会や環境に関する問題を特定し、改善プランをお取引先に提示しています。2016 年度は、地域の課題解
決についての専門性を有する外部機関とともに、中国の生産委託先2社を対象に実地診断を行いました。 

追跡評価 

CRF とのステークホルダーレビューによる進捗確認 

NECは、ISO26000に基づいた CSRレビューフォーラム（CRF）と対話を行っています。 

その一環として、人権についての取り組みと進捗について確認を受け、改善のためのヒントも得ました。 

人事労務監査 

NECでは、従業員に関わる人権課題に対する対応状況の追跡のため、人権啓発活動が定期的にグループ全体に展開されていることを、関係会

社を対象とした人事労務監査などにより確認しています。 

サプライチェーンの追跡評価

サプライチェーンにおける人権課題に対しては、以下を実施しています。 

・CSR実地診断プログラム（CSR-PMR）

・顧客からの CSR監査

NECの人権のパフォーマンスは、顧客からも関心を持たれています。NECは重要顧客から、国内関係会社の工場における人権や労働慣行など

のモニタリングについて監査を受けました。 

影響と対応の報告 

以下のような取り組み事例を、毎年１回「CSRレポート(Web版)」で報告するとともに、外部講演会やセミナーなど、さまざまな機会に紹介

しています。 

NEC EMEAグループの実践事例 

NEC EMEAグループではさまざまな団体、組織への参加を通して企業の責任の実践に関する知見を得、取り組み改善に努めています。 

・在欧日系ビジネス協議会（JBCE）

・グローバル・コンパクトの UKネットワーク（英国現代奴隷法、SDGS、紛争鉱物分科会等）

・国連ビジネスと人権フォーラム

・欧州委員会法務局と日本政府とのダイバーシティに関するラウンドテーブル

その他、NEC EMEAは CSR専門家によるさまざまな視察、セミナー、会合に参加しています。 

http://jpn.nec.com/csr/ja/policy/procure.html
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グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）での活動 

NECは、GCNJのヒューマンライツデュー・ディリジェンス分科会のメンバーとして、日本企業が国際的な人権分野の期待に適切かつ積極的

に応えるための活動に参加しました。この中では、国連による「ビジネスと人権に関する指導原則」の理解を含む国際的な人権分野の動向、日

本企業特有の課題等を講義やワークショップなどで実践的に学び、参加各社とともに自社の取り組み推進のためのヒントや知見を得ました。

NECの海外の関係会社も、同様のローカルなネットワークに参加しています。（英国、中国、シンガポール等） 

事業がもたらす人権侵害を軽減する取り組み 

NECではそれぞれの事業活動において、ICT業界での重要なテーマであるプライバシー保護、環境配慮、製品の安全性・品質確保などに取り

組んでいます。 

 

データ利活用において重要な人権課題である「プライバシー保

護」に関しては、カメラ画像利活用ビジネスの推進とともに、生活

者のプライバシー保護をはかるルールの整備を進めるべく、同じ課

題意識を抱える企業や研究機関に呼びかけて 35団体による検討プ

ロジェクトを立ち上げました。そして、有識者の意見も取り入れな

がらプライバシー配慮事項をルール案としてまとめました。さら

に、同時期に立ち上がった関係省庁主催のカメラ画像利活用に関す

るワーキンググループへ、プロジェクトで策定したルール案を提示

した結果、公的ガイドブックの発行に結びついたという事例も出て

います。 

 

また、2017年 4月には「データ流通戦略室」を新設し、社外有識

者と積極的に連携しながら、プライバシーを重視したパーソナルデータ利活用に向けた戦略立案・ソリューション企画、政策提言、関連ステー

クホルダーへのコミュニケーション等の取り組みを進めています。 

 

このような取り組みをとおしてNECは、これからもプライバシー保護等の人権に配慮しながら、AI・IoTを活用した新しいソリューションの

提供や、グローバルでの事業拡大をはかっていきます。 

 ISO26000 に基づくステークホルダーレビュー「社会ソリューション事業におけるプライバシーの取り扱いとルール化」 

 

社会貢献活動による人権啓発の促進 

社会貢献活動は、従業員にとって地域のコミュニティにおける人権についての意識啓発と理解を促進するよい契機です。NECでは、体に不自

由を抱える方々に対して、下記のような取り組みを進めています。 

・車いすテニスの大会に対して 20年以上スポンサーを継続。その一環として従業員がボランティアとして参加することのできる「車いすテニ

ス支援」（1991年～） 

・重度身体障がい者が身体の一部をわずかに動かすだけでパソコンに文字を入力し、コミュニケーションができるよう、障がい者の家族や医療

関係者の IT活用を指導する「NEC難病コミュニケーション支援講座」（2008年～） 

・NGOセーブ・ザ・チルドレンと国連グローバル・コンパクト、そしてユニセフが共同で発表した「子どもの権利とビジネス原則」に記されて

いる子どもの権利に対応した取り組みとして、小・中学生が安全なインターネットの活用方法を楽しみながら学べる「NECネット安全教室」

（1999年～） 

 

 社会貢献活動 

苦情申し立てメカニズム：人権ホットライン窓口 

NECでは、人権への悪影響を改善するためのプロセスとして、さまざまなステークホルダーから人権に関する相談を受け付けています。 

 

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2016_04_02.pdf
http://jpn.nec.com/profile/vision/theme.html
http://jpn.nec.com/community/ja/index.html
http://jpn.nec.com/community/ja/index.html
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例えば、従業員（非正規雇用社員等を含む）に対しては、人権に関する相談窓口について、相談内容の明確化とさらなる対応の迅速化を目的

として「人権ホットライン窓口」を社内に設置しています。この窓口は、各地区の人事部門と各ビジネスユニットに設けられており、窓口担当

者が相談を受けています。専用のWebサイトで、いつでも窓口担当者の氏名と連絡先が確認できるようになっていて、電話、メールいずれの 

手段でも相談ができます。そして、相談者のプライバシーは保護され、不利益な扱いを受けることがないようなシステムになっています。 

 

新任を含む窓口担当者には、年１回必ずオリエンテーションを実施し、窓口の役割・心構えと相談の進め方に関する教育を行っています。海

外においても、各地域で人権を含むコンプライアンス・ホットラインを設置しており、従業員からの相談に対応しています。また、2015年度

は、サプライヤーからの相談窓口としての機能を追加したほか、各窓口を対象とした「LGBT理解のための勉強会」や「障がい者に対する法改

正と合理的配慮の説明会」を行い、2016年度からはハラスメントやいじめなどの相談に加えて「障がい者」や「LGBT当事者」からの相談窓口

としての機能も追加しました。職場への相談内容追加の周知については、2016年度は人権啓発ポスターに相談内容の追加を記載したうえで刷

新し、国内の事業場および支社支店フロアに掲示しました。 

 

2016年度は、約 25件の相談を受け付けましたが、ハラスメント（セクハラ、パワハラなど）に関する相談が全体の 90％を占めていまし

た。 

また、お取引先については、コンプライアンス・ホットラインが窓口となっています。 一方、地域住民の方々からのご意見については、カスタ

マーコミュニケーションセンター（CCC）が受け付けています。 

目標と成果 

中期目標(2016～2018年度) 

 

2016年度の目標、成果・進捗、達成度 

（達成度：◎目標達成、〇目標ほぼ達成、△目標一部達成、Ｘ進捗なし） 

目標 成果・進捗 達成度 

１．NECグループ人権方針を基本とした人権 

デュー・ディリジェンス活動の促進・定着 

 

・部門長対象セルフチェックシート（下記人権関連項目）を実施します。 

・グループ人権方針の周知徹底 

・ビジネスおよび職場における人権方針の遂行 

・人権侵害発生時のエスカレーション 

・人権侵害発生時の対応 

・今後の人権デュー・ディリジェンス活動内容検討を前提とした外部専門

家との対話を実施します。 

△ 

2017年度の目標 

 

１．人権デュー・ディリジェンス活動の促進・

定着 

・人権マネジメントシステムへの組み込みを促進します。 

２．グループ全体での人権啓発への取り組み 

強化 

・人権に関わる最新の法動向を把握し、勉強会を開催します。 

・グループ各社に対する人権啓発活動体制、相談窓口の確認と人権啓発関係の情報、 

研修教材の提供を行います。 

・再発防止活動を強化します。 

人権デュー・ディリジェンス活動の着実な実行とビジネス・職場における人権侵害の防止 

 


