
|    21   |   職務行動倫理規範

職務行動倫理規範

ManpowerGroupエクスペリエンス

ManpowerGroup
World Headquarters
100 Manpower Place
Milwaukee, WI 53212 USA
www.manpowergroup.com © 2014 ManpowerGroup

‘‘‘‘「当社は独自の企業文化を築き上げてきました。私たちは、「何を」実行し、表現するかに留まらず、「どのように」実行し、これを

説明するかを見直すことによって、毎日企業文化を作り直して

いるのです。これは私たちのひとりひとりがManpowerGroup

エクスペリエンスの創造をサポートするための取り組みです。

~Jeff Joerres, Chairman & CEO, ManpowerGroup
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世界中で活躍する
ManpowerGroup の仲間にむけて

最高経営責任者からのメッセージ

この業界でもっとも信頼されるブランドとしての評判を築くことができたのは、あなたのおかげです。
80の国と地域で働く27,000人もの従業員一人一人が、倫理的に働くことに誇りを持つことにより成し得たのです。
マンパワーグループは、Ethisphereが選ぶ世界で最も倫理的な企業の一つとして選出されました。
これは、単にビジネスを倫理的におこなっていると表明するだけでなく、何年にもおよび実際の行動として
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マンパワーグループは、1948年に創設されて以降、偉大なるリーダー達に支えられて今日まで功績を築き
上げてきました。このような素晴らしい組織の4代目最高経営者として就任させていただいたことを、大変誇りに
感じております。共同創業者であるElmer Winterが人材派遣業のパイオニアであるこの会社を誕生させ、数え
きれないほどの困難の中、Mitchell Fromsteinがリーダーとして組織をグローバル企業にまで成長させました。
そして前任者であるJeff Joerresが、マルチブランドのワークフォースソリューションカンパニーとして変革した結果、
今日のマンパワーグループがあります。

このような軌跡をたどりながらも、創業以来変わらずにあるのは、労働市場に活力を与え、私たち が生活する
コミュニティのためになることをなす、というミッションです。1948年以降、労働市場 は劇的に変化しています。
しかし、労働力を必要とする企業のため、国のため、そして働く一人一 人のために、必要な人材を常に確保できる
ようにするという私たちの取り組みは、決して揺らぐこ とはありません。人材派遣業を営むどの会社よりも長い歴史
を誇るマンパワーグループは、70年近 くもの長い間、崇高な目的を果たしてきました。私たちは毎日、世界中の
何十万にものぼる人たち と意義深い仕事を結び付けています。そして人のためになること行って成し遂げる、
という私たち のミッションに対し常に真摯な姿勢であり続けています。

私は、日々取り組むこのような仕事はもちろんのこと、私たちがどのように業務に取り組むべきかということも、
非常に大切に考えています。ここで働く多くの皆さんと同じように、私自身、このビジネスに対する信念とすべて
の人々の人生における仕事の重要性を見出し、マンパワーグループにきました。そして私たちが成し遂げる仕事、
さらに高いレベルの誠実性を行動の指針とする一貫した姿勢に、日々モチベーションを刺激されています。

ビジネスを倫理的に行うことは、常に私たちのDNAの一部であるかのように行われてきました。そして
その結果、優れた評判を築き上げることができたのです。このような良い評判を築くことができるのは、
ここで働く人々が求められる以上に応えようとする熱意とより高い基準の社会的規範を持つことによって
のみ達成できます。そして、優れた評判を保つことができるのは、そのような高い倫理的水準を維持し、
関係者すべての信頼を得ることに最大限の努力を投じることによってのみ達成できます。

ビジネスを倫理的に行うことは、サプライヤーやクライアント、そして私たちが紹介する人材にとって重要になる
だけでなく、最高の人材を引き寄せ、ここでともに働く仲間として迎え入れられるようになることも意味しています。
これは私たちにとって非常に優位となる差別化要因となります。クライアント、有望な人材、政府、投資家などの
関係者が選ぶのは、最高の評判と、それを裏支えする行動、取り組み、そして栄誉ある組織だからです。

示してきたことが認められた企業に贈られる栄誉です。同業他社でこのような栄誉を受けたところは
一つもありません。

私たちには、マンパワーグループが何十年にもわたって築き上げてきたブランドと伝統を守り、そして発展させて
いく義務があります。つまり、正しい選択をする、ということです。だからこそ、私たち一人一人が、マンパワー
グループの事業活動における倫理規定に従い、会社を代表するアンバサダーとして行動することが、非常に
重要なのです。この規定は、可能な限り最高水準でビジネスを倫理的に遂行するために、役職やポジションに
関係なくマンパワーグループで働くすべての人に適用されます。

規定内容を理解し、これに従うことができるように時間をとってください。あなた自身がマンパワーグループの価値

を真に体現するように行動できるようになります。世界のさまざまな国と地域でマンパワーグループを牽引する

リーダー全員には、自らが模範を示すことによりともに働く同僚がマンパワーグループの価値観に沿った行動を

とることができるように指導し、そして私たち全員が安全で生産性の高い、良好な労働環境づくりに貢献できるよう、

この規定を推進すべく尽力することを期待しています。

この倫理規定にて定義されているポリシーに違反する事例がある、あるいは違反している可能性がある事例が
あると認識している人は、ただちに報告してください。違反の可能性がある事例については、いくつかの方法で
報告することができます。詳細については、37ページを参照してください。

正しい信念のもと違反の可能性を報告した人に対する嫌がらせは決して容赦されることはありませんので、
安心してください。仮に報告された事例が実際には規定に違反していなかったと判明した場合も同様です。
.
マンパワーグループは、卓越した仲間という、最も大切な資産に恵まれた素晴らしい会社です。
最高水準の倫理基準を達成する会社としてあり続けることができるのは、ここで働くすべての人々の努力の
賜物です。一人一人のたゆまぬ努力に感謝の意を表します。  

Jonas Prising

マンパワーグループ最高経営責任者

skillware
スタンプ

skillware
スタンプ
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当社の歴史
ManpowerGroupは60年以上に渡り、信頼、誠実、責任を柱とする企業文化を醸成してきました。1948 年に

始まる当社の歴史には、数多くの節目がありました。その詳細な経過については、http://www.

manpowergroup.com/about/history.cfm をご確認ください。 

当社のバリュー
人々 
私たちは、人々とそれぞれの人生における仕事の役割を大切に考えます。すべての人々に敬意を払い、信頼する

とともに、その人々への支援を通じて、仕事や人生における人々の目標の達成をサポートします。

私たちは、計画の作成や就労、指導や研修を通じたキャリアの構築を支援します。

私たちは、当社の優れた業績に対するアソシエイト、クライアント、キャンディデイトの貢献を適切に評価し、

それぞれの取り組みを奨励するとともに、その功績に報います。 

知識 
私たちは、当社が蓄積した知識、専門技術、資源を共有します。これにより、社員全員が、現時点での重要事

項を把握し、その後の展開を予測できるようになり、最適な対応が可能になります。

私たちの関係、ソリューションそしてサービスの改善に役立つ情報に積極的に耳を傾け、これを取り入れます。

また、就労についての理解を基盤として、世界各地でのベスト プラクティスの構築と適用を推進します。 

革新 
私たちは、就労という分野の先駆者として業務にあたり、その革新、開拓、進化を目指します。

私たちは現状に満足することなく、絶えずその業務基準を見直し、その刷新や改善を目指します。

私たちは、起業家精神や迅速な対応を重視し、リスクを恐れることなく業務を遂行します。ただしその
際には、リスクを冒すことが常に成功につながるものではないこと、そして当社のクライアントを決し
てリスクにさらさないことを念頭に置くものとします。

>>

>>

当社の基盤となる歴史、
バリュー、特性 

Manpower France, 1958
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当社の特性>>

先を見極める力 「次の一歩」のための
的確な助言

プロフェッショナルで
あること

優れた洞察、見解、
ベストプラクティスの
提供元としての定評

多様性の尊重
あらゆる側面で、
すべての人々と連携

新しい発想
これまでにない発想による対応

好感を持たれる反応
当社の見解や対応に対する好意的な反応

信頼を得ること
当社の適切な対応は、
厚い信頼を獲得

当社の基盤>>

ManpowerGroupの基盤

私たちは、労働の尊厳、すべての人々への就労機
会の提供、倫理的かつ効率的な業務の遂行、持続
可能な環境、そして機能的な地域コミュニティを
業務の基盤とします。私たちは、就労機会を提供
するとともに、クライアントの業績向上を支援し

ます。必要に応じて政府、業界、NGOとの関係

における当社のコア コンピテンシーを活用し、下

記の分類に当てはまる人々に対する就労機会の提

供や就労のための研修を目的とするイニシアティ

ブを実行します。

1. 長期失業者 /潜在失業者

2. 障がいのある人々

3. 市民権を持たない人々 （少数民族、移民）

4. 被災者 （津波、ハリケーン）

5. 搾取の被害者 （人身売買など）

6. 難民

7. 若年者

ManpowerGroup が抵抗する行為

私たちは、労働を搾取し、就労の尊厳を享受する機
会を奪う行為に対し、異議を唱えます。特に、社会
的弱者に対するこのような行為については、断固反
対します。また、不正な労働が少しでもなくなるよう
に努めます。これは、下記のような労働についての
認識を確立し、そしてこれに反対し、私たちがこの

ような行為の犠牲となる人々に対して就労機会を提

供できるようになるまで尽力します。

• 社会的弱者からの搾取

• 人身売買

• 強制労働

• 児童労働

• 社会的弱者に対する不法な低賃金

• 危険な労働条件
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シナリオ

Samaraは、新入社員が有益なスキルを持っていることに気付き、積
極的に社内のコミュニティに参加してそのスキルを活用し、その改善
に努めることをその社員に対して勧めました。

Salvatoreは、マネジャー会議で部下のアイディアを自分のアイディ
アとして発表しました。

Lynetteはクライアントから ManpowerGroupについての不満を聞
き、経営陣の注意を喚起するためにこれについて報告しました。

Yokoは、重要なManpowerGroupデータの編集についての新たなア
イディアの有効性に自信を持てなかったため、その発表を控えました。

次の社員の中で、ManpowerGroup
のバリューに基づいて行動している
のはどの社員ですか。

当てはまる選択肢をすべてチェックしてください。[完了]をクリックすると正解が表示されます。

Forward Looking

Expert

Inclusive
Fresh Thinking

Engaging

Trustworthy
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ALL OFFICES

October 29, 1969

             ASK THE PRESIDENT  
                      SERIES
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wintergram

当社の使命 :

「私は、MANPOWERが人生における使命を担っていると確信してい

るのです。不可能と思われることをMANPOWERが実現するために、

あなたが実行できることを考えてみてください。」

Elmer Winter、Manpower Inc.共同設立者、前社長、1969年

Mitchell Fromstein, CEO 1976-1999; Jeff Joerres, Chairman, CEO & President 
1999-2014, and Elmer Winter, Co-founder and President 1948-1976

Manpowe rGroupの62年の歴史において、
CEOを務めたのは、Elmer Winter（1948-1976）、
Mitchell Fromstein（1976-1999）、Jeff Joerres
（1999から現在）のわずか3人です。このような長い
任期は珍しいものですが、このことが当社の成功の
礎である独自の企業文化の醸成に役立ちました。

ManpowerGroupは、当社のビジネスにおける成果
は、私たちが質の高いサービスの提供と日々の対応
を行うことにより、人々によりよいエクスペリエンスを
もたらすことによって支えられるという信念を掲げて
います。私たちは、その業務において多くの人々に
前向きな影響を及ぼしていることに誇りを感じていま
す。収益性と持続可能性の良好なバランスを実現で
きることにより、私たちは地域経済の成長を後押しで
きるのです。私たちはクライアントの成功を支援し、
さまざまな人々と就労機会や働くことの尊厳とを結ん
でいます。そして、雇用の創出や人材の育成を通じ
て経済価値を創造しているのです。私たちはコミュニ
ティの持つ能力を強化し、そしてこれをコミュニティ
の持続可能性へとつなげ、このことが結果、
ManpowerGroupと当社の利害関係者にとっての機
会の増加につながります。

当社の共同設立者であるElmer Winterは、ひとりの
人間とその家族の生活にとっての労働の尊厳を堅く
信じていました。ElmerはManpowerGroupで中心
的な役割を果たすだけでなく、就労に対する十分な
準備のための教育イニシアティブや労働力開発イニ
シアティブにおいて、コミュニティへの取り組みをモ
デル化しています。

Jeff Joerresは、しばしば、Elmerの使命についての
考え方についてふれ、その考え方が当社の企業文化
のDNAに深く浸透していると述べています。これが、
私たちが呼ぶところの「Elmerの効果（The Elmer 
Effect）」です。

Elmerは1969年に発表した組織全体へのメッセージ
で、当社のビジョンを説明し、ManpowerGroupが
人々やコミュニティの能力の強化を通じてすべての利
害関係者にもたらすことのできるプラスの効果を強調
しました。Elmerが追求した理想は、価値ある仕事
を誠実に行うという当社の使命の確立につながり、
そしてこの使命がこの職務行動倫理規範の基盤と
なっているのです。

職務行動倫理規範の
概要

	 w 目的
	 w 全社員への規範の適用
	 w 私たちの責任

ページ 10-11
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“Manpower Community,” original artwork by Elmer Winter

目的
当社の職務行動倫理規範（以下、「規範」）は、当社の社員およびパート
ナーの全員に対し、最高の倫理基準に基づいて当社の業務を遂行する
ための指針として提供されるものです。この規範に基づいて行動する
ことにより、私たちは当社のバリューと特性を守ることができます。

当社のブランドと評判は、高い信頼性があることで最もよく知られて
います。この信頼性は、当社のすべての業務において維持していくこ
とを目指している当社の特性です。ManpowerGroupは、正直、誠実、
責任という企業文化を育み、この企業文化によって成功を収めてきま
した。私たちは、この企業文化が当社の競争上の優位性を支えている
と確信しています。この規範は、このような企業文化の維持をサポー
トすることによって当社の今後の成功を支える指針です。

この規範はまた、当社のブランドやさまざまな利害関係者の効率的な
宣伝や保護にも役立ちます。この規範は、倫理面でのリスクへの関心
を喚起し、倫理上の問題の識別やこれへの対処の指針となるだけでな
く、懲罰を恐れることなく非倫理的な行動を報告するためのメカニズ
ムを提供します。 

全社員への規範の適用
この規範は、ManpowerGroup およびその子会社の社員や経営陣、
ManpowerGroupの取締役会、そして当社にサービスを提供する関係
者に対して適用されます。

この規範においては、「当社（Company）」および「ManpowerGroup」
という用語は、ManpowerGroupおよび世界各地に展開しているその
すべての子会社や関連会社を指します。

管理者 
当社は管理者に対し、倫理的な行動という当社の企業文化の

強化と推進を求めています。これは、業務に対する率直かつ誠

実な姿勢と、罰則を恐れずに倫理問題を報告できる職場環境

の確立によって実現されます。これには、助言や指針を提供し、

実行に適したリソースをしっかりと識別することで、管理者に対

して積極的な役割モデルを設定することが重要となります。

私たちの責任 
社員
• この規範を熟読し、その内容を理解して、これを遵守する。

• すべての適用法を遵守する。

• すべての利害関係者に対して適切な行動を取る。

• 確信を持てない場合には、指導を求める。

• この規範に対する違反行為または違反が疑われる行為に

ついては、すみやかに報告する。善意の報告に対して罰則を

科すことはありません。「善意の」とは、真実と判断される入

手可能なすべての情報を提供することを意味します。

• 会社の代表者が実施する適正な公式調査には全面的に協

力する。

• この規範で求められるすべての研修を受け、遵守状況につ

いての認証を受ける。

	 w 疑わしい場合： 倫理基準
	 w 問題の報告
	 w 罰則なし

ページ 12-13

指導および問題の報告
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疑わしい場合 : 倫理基準
ManpowerGroup の規範は、倫理的な行動にかかわるすべての法律、規律、ポリシー、

状況への対処を目的とするものではありません。私たちは、一般常識や的確な判断力を

駆使して、適切な行動を選択する必要があります。誰もがすべてを把握しているという状

況は、現実にはありえません。つまり、行動の倫理的な意味について確信が持てない状

況に直面した場合には、次の単純な質問を倫理基準として使用します。

• 自分は公正で誠実だろうか。

• 自分の行動は法的に正しいだろうか。

• これは、「正しい」行動だろうか。

• 将来、自分の行動は肯定的な評価を受けるだろうか。

• 倫理的に行動していると自分自身が確信できるだろうか。

• 自分の行動がニュースなどで報道された場合、自分や
ManpowerGroup について人々はどのように考えるだろうか。

それでもなお助言が必要な場合には、上司や管理者、地域の遵守オフィサー、その他の

指導者、倫理遵守グローバル オフィサーまたは米国本社法律顧問に相談してください。

問題の報告
この規範に違反しないということは、単に法律を守るということではありません。私たちは、誠実に

働き、互いに敬意を持って接することによって、革新を推進する企業文化を醸成し、社員全員の成功

を支援できると確信しています。

私たちは、違法性や不正、非倫理性が疑われる行動について、できる限り迅速に報告する義務を負

います。これには、22 ページで詳しく説明されている報告メソッドを使用します。善意に基づく問題

の報告によって、その報告者が罰則を受けることはありません。

当社は、違法行為に関するすべての報告について真剣に対処します。つまり、すべての報告を迅速

に調査する一方で、すべての報告をできる限り機密情報として扱い、違反が疑われる行為に関する

善意の報告者の匿名性を保護するために最大限の努力を払います。 

罰則なし
当社は、善意に基づく報告者に対して罰則を科すことはありません。なんらかの罰則が科されたと思

われる場合には、できるだけ迅速にその懸念を上司、地域の遵守オフィサーまたは倫理遵守グロー

バル オフィサーに報告してください。

互いに対する責務

	 w 相互尊重
	 w プライバシーと情報の守秘義務
	 w 多様性とその尊重
	 w 安全衛生
	 w 薬物の乱用
	 w 嫌がらせや職場での暴力

ページ 14-19



Volunteerism is an integral part of the ManpowerGroup culture.
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当社のバリューのひとつである「人」とは、ひとりひとりの人に対する私たちの敬意とそれぞれの人生における
仕事の役割を意味します。私たちは、すべての人に就労機会が提供されるべきであるという基本的な信念を持ち、
適用される世界各地の雇用法の遵守に留まらず、活動を展開したいと考えています。私たちは、すべての社員
に対して、雇用や昇進においていかなる差別を伴うことなく公平に対応するための共同責任を有しています。

また、人々を尊重するということは、安全で敬意に満ち、脅迫的でプロフェッショナルにふさわしくない行動が
一切見られない職場環境を維持するための責任を私たちが共有することを意味します。

相互尊重
私たちは、ひとりひとりを個人として尊重し、敬意を持って接する義務を負います。私たちは、すべての
人を喜んで受入れ、その潜在能力を発揮するための機会を提供するという多様性を重んじる精神を持ち、ひと

りひとりの違いを尊重します。

互いに敬意を持って礼儀正しく公正さに接することにより、効果的なチームワークと連携による優れた成果を継

続的に確保します。

情報のプライバシーと機密性の保護
人々に対して敬意を払うということは、社員、アソシエイト、クライアント、ベンダー、キャンディデイト、パート

ナーなどの個人に関する情報を尊重し、これを保護することを意味します。これは特に、ID番号、自宅住所、

電話番号、個人の医療情報などの情報の場合に重要になります。このような情報は機密情報として扱うものとし、

人  々>> 当社のバリューのひとつ

|    16

適正な業務目的にのみ使用されます。

当社が事業を展開している多くの国々では、情報

の守秘義務に関する法律が制定されています。当

社は、個人のプライバシーの保護が必須であると

考え、適用法に準拠した方法で責任を持って個人

情報を取り扱うことを約束しています。

当社は情報のプライバシー要件を把握し、

ManpowerGroupのシステム、イントラネット、

電子メールなどのアプリケーションに含まれる個人

情報を適正な業務目的でのみ使用します。当社は、

電子メールや留守番電話を含む人々の作業領域に

配慮しますが、同時に倫理的な行動を促す法的権

限も有します。これには、コンピュータ ファイル、

通話記録、電子メール、留守番電話、インターネッ

トの使用状況、業務関連の書類、デスク、ロッカー

など、当社の資産に対する完全な閲覧権および調

査権が含まれます。

ManpowerGroupの情報機密保持に関するグ

ローバルポリシー、情報保護基準と適用ポリシー、

手 順、 契 約 上 の 責 務 に つ い て は、www.

ManpowerGroup.com/social/csrpolicies.cfm.

私たちは、「Trustworthy（信頼に値する）」とい

う当社の特性を多くの方法で実際に示します。そ

の一例が、ManpowerGroupの管理下のすべて

の情報に適用される、グローバルな社員によるコ

ンピュータリソースの使用（Global Employee 

Use of Computing Resources）に関するポリ

シーの遵守です。このポリシーは、個人情報に加え、

当社が守秘義務を負う各種の情報にも適用されま

す。たとえば、財務報告、顧客情報、マーケティ

ング戦略、企業秘密など、「知的財産」とみなされ

る情報がこれに相当します。

私たちが社員同士やすべての利害関係者に対して

配慮するということは、当社のサービス、施設、

装置の使用にも配慮するということです。

シナリオ

ManpowerGroupはあなたのプライバシーを尊重する。

ManpowerGroupは、キャンディデイトやアソシエイトの機密の個人情
報の保護に関し、「Trustworthy（信頼に値する）」、「Forward Looking （先
を見極める力を持つ）」、「Expert （プロフェッショナルである）」との評価
を得ることを目指している。

ManpowerGroupは、より厳格な個人情報保護に関する法律の遵守に役
立つ、個人情報の保護に関するグローバル ポリシーを制定している。

ManpowerGroupは個人を特定する情報窃取のリスクを抑え、当社の業
務に影響を及ぼす個人情報の保護に関する政府規制を遵守することを目
指している。

上記の選択肢のすべて。

個人情報を保護するための手順が 

重要な意味を持つのは何故ですか。
当てはまる選択肢をすべてチェックしてください。[完了 ]をクリックすると正解が表示されます。
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多様性とその尊重
ManpowerGroupは世界規模の組織であるため、当然のことながら、さまざまな社員、ア

ソシエイト、クライアント、キャンディデイト、サプライヤが存在します。当社は多様性を

大切にしていますが、これは多様性を通じてさまざまな視点や能力を確保できるためであ

り、このことは当社の株主、クライアント、コミュニティなどの利害関係者に利益をもたら

します。知識と革新はいずれも当社のコアバリューですが、あらゆるアイディアの活用とい

う戦略こそが、知識や革新の創造および共有を継続するための力なのです。

当社の業務目標のひとつに、クライアントへの最適な人材の供給を通じて、クライアントが

期待する以上の成果を実現するという目標があります。つまり、これまでは目を向けること

が少なかった人材の確保がますます重要になります。つまり、あらゆるアイディアを活用し、

社員全員がその潜在能力を最大限に発揮するという意味において、多様性は変化の激しい

業界においてプロフェッショナルとして第一線で活躍する当社の地位を維持し、クライアン

トのニーズを満たすために不可欠な要素なのです。

当社が重視するバリューには、あらゆる人に有意義な仕事に就くための公正な機会が提供

されるべきであるという当社の信念が反映されています。これは、それ自体が当然の正し

い行為であるというだけでなく、個人の背景にかかわらず最適な人材を確保できるという

意味で、すべての人にメリットがあるためです。つまり、人々が有意義な仕事を得ることに

よって、その当人、コミュニティ、当社のクライアントのすべてが目標を実現できるのです。

これは、雇用、一時解雇、福利、転勤、解雇、募集、補償、是正措置、昇進にも当ては

まります。多様性に関するManpowerGroupのポリシーの詳細については、www.

manpowergroup.com/social/social.cfmをご確認ください。

安全衛生
私たちは人を大切にします。したがって私たちは、その企業文化の根幹として、社員全員

の安全と衛生に注意を払います。

すべての人は、安全衛生に関する規制、ポリシー、手順を遵守するとともに、緊急対応計

画を実行できるように準備を整える必要があります。

危険な労働条件や作業手順については即座に報告し、これに応じて適切な対策を実行する

ものとします。事故に関係したすべての職場は、その事故の規模にかかわらず、迅速に報

告するものとします。

 

薬物の乱用
当社は、職場での薬物やアルコールの摂取を禁止しています。すべての人は、当社の業務

の遂行中および当社の施設内においては、薬物やアルコールによる肉体的・精神的な影

響を受けることなく、安全で快適な労働環境を維持する義務を負います。アルコールや違
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法な薬物の影響下で就労、当社の勤務中に違法な薬

物を使用、所持または販売した場合には、即刻解雇

される場合があります。

社屋内でのアルコール飲料の購入または消費は、会

社各部門の管理職が特に承認した場合を除き、禁止

されています。

職務遂行能力に影響する可能性がある場合、あるい

は、安全に作業できなくなる可能性がある処方薬を

使用している場合には、これについて上司に相談し

てください。

嫌がらせや職場での暴力
すべての人は、いかなる嫌がらせも受けることのな

い職場環境で働く権利を有します。当社は、当社の

業務に関連する人物（サプライヤやクライアントを含

む）による、職場暴力やセクシャル ハラスメントな

どの言語的、非言語的、または肉体的な手段による

嫌がらせや、職場における威嚇的、侮辱的、敵対的

な行動を禁止します。

職場暴力には、強盗および他の商業上の犯罪、社内

暴力やストーカー行為、あるいは雇用主、過去また

は現在の社員およびその家族、クライアント、サプラ

イヤなどの第三者に対する暴力が含まれます。適用

される法規制に基づき、当社では銃器などの武器や

爆発物などの危険物を就業中に社用施設内で所持お

よび使用することを禁止しています。

セクシャルハラスメントは性別に基づく迷惑行為であ

り、個人の仕事に影響を及ぼします。このような行動

には、迷惑な性的アプローチ、性的な接待の要求、

言葉または肉体による性的な表現などが含まれ、そ

のいずれもが職場における威嚇的、侮辱的、敵対的

な行動となります。

なんらかの嫌がらせや暴力を受けた場合や、他の社

員がこのような行為の標的とされているところを目撃

した場合には、必ず上司、部門長、地域の遵守オフィ

シナリオ

ある行為（ジョークやハグなど）を許容範囲と感じるかどうかは、
人によって異なります。ある行為が嫌がらせに相当するかどうかに
ついては、その行為の実行者の意図に基づいて判断するのではなく、
その行為を受けたか目撃した人物がその行為を迷惑行為と感じたか
どうかによって判断します。

Joeはしばしば、女性社員にハグで挨拶します。Joeは男性の同僚
にもフレンドリーな態度で接しますが、男性に対しては背中を軽く
叩いて挨拶するのが普通です。大部分の同僚は彼の行動を気にして
いません。しかし Joeは気が付いていないものの、ある女性の同僚
は Joeが近づいてくる音が聞こえると体がすくんでしまいます。と
言うのも、彼女はこのハグを非常に不快に感じているのです。Joe

は、たとえ悪気はないとしても、少なくともひとりの同僚がその行
為を迷惑と感じるのであれば、それがセクシャルハラスメントと受
け取られる可能性があることを理解する必要があります。

たとえば、泊まりがけの出張に行き、勤務時間の後に上司があなた
のホテルの部屋にやってきて、その性的な誘いかけに応えるのであ
れば、あなたの給料を上げること示唆したとしましょう。これは、
法律とManpowerGroupのポリシーに基づき、セクシャルハラス
メントと見なされる可能性があります。この行為が業務時間外で行
われていると言っても、仕事に関係する事態であり、労働環境を敵
対的なものにする可能性があるとともに、代償型のセクシャルハラ
スメントに相当すると判断されます。

「迷惑行為」とは、好ましくない不要
で勝手な行為です。
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サーまたは倫理遵守グローバルオフィサーに報告し

てください。

当社は、職場での嫌がらせや暴力を善意で報告した

社員に対し、罰則を科すことはありません。

あなたが不愉快または不適切と考えた行為をやめるように、その実
行者に対して丁寧に話す。

嫌がらせであることをはっきりと伝え、その実行者を懲らしめる。

職場の全員に対し、プロフェッショナルとしての礼儀と敬意を持っ
て接する。

同僚とのやり取りにおいて、自分の行動が公正で誠実であるかどう
かを自問する。

シナリオ

当社と株主に対する
私たちの責務

	 w 利益相反
	 w 情報と資産の保護
	 w 内部情報と証券取引

ページ 20-25
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職場での適切な行動を、
下記の選択肢の中から選択してください。

当てはまる選択肢をすべてチェックしてください。[完了] をクリックすると正解が表示されます。
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Kylieは週に 1度、成人向けの夜間の英語クラスで教えています。

支店マネジャーの Lydiaは、支店を改善するために義理の弟を採用しました。

業務マネジャーの Kwameに、あるベンダーのサービスを採用した謝礼として、サッカーのワールドカッ
プ大会のチケットが届けられました。

Siobhanは競合企業でパートタイムの仕事をしています。

利益相反
私たちは、実際の利益相反または明白な利益相反を解決して、当社と株主を保護する責任を負います。

このような相反は、個人的な利益によって、当社および株主にとっての最大利益を実現するための客

観的な決断や行動が阻害されるか、阻害される可能性がある場合に発生します。この解決には、情報

の開示が不可欠です。

情報の開示と解決のプロセス 
あなたは上司に対し、実際のまたは潜在的な利益相反を引き起こす可能性がある取引、関係、状況

をすみやかに報告する義務を負います。この場合、実際のまたは潜在的な利益相反を引き起こす可能

性がある別の人物に関与する取引、関係、状況についても報告するものとします。上司は必要に応じ

て適切な管理職にこれを上申し、その助言を受けて結論を出す責任を負います。

実際のまたは潜在的な利害の対立については、必ずこの情報の開示と検証のプロセスで対処を決定

する必要があります。 

潜在的相反の具体例
下記のリストは、実際のまたは潜在的な利益相反を引き起こす取引、関係、状況の一例です。

  
1. あなたまたはあなたの家族が、当社と取引があるか当社の競合企業である当社以外の企業との

金銭的な利害関係を有している。 

2. あなたまたはあなたの家族が、当社と大規模な取引があるか当社の競合企業である当社以外の

企業に対する実体のある経営権を有している。

3. 当社と取引があるか当社の競合企業である企業において、副業、管理職、コンサルタントなどの

社外業務を行っている。

4. 当社におけるあなたの責務の障害 (ささいなものを除く) となる業務または取引がある。 

このいずれの場合についても、あなたは実際のまたは潜在的な利益相反の対立について上司に報告

し、その指示に基づいてこれに対処する必要があります。

Norway’s Telenor Open Mind Program

シナリオ
仕入担当マネジャーの Andrewは、オフィスのプリンタを納入している営業担当者の Eduardoに、バスルームの水漏れを修
繕できる腕のいい配管工がなかなか見つからないことを話しました。Eduardoは評判の良い配管工の名前を挙げましたが、
Andrewは工賃が高いだろうと考えました。しかし Eduardoは、彼がその配管工の兄弟と仲が良いために、特別料金で
Andrewの仕事を受けてもらえるはずだと話します。その代わりに、Eduardoは Andrewに対し、少し発注を増やして欲しい
という希望をそれとなく伝えたのです。Andrewはもともとプリンタには満足していたため、いずれにしても、また Eduardo
のサービスを採用するつもりだと答えました。

Andrewは、Eduardoとの取引を増やすことを問題だとは考えませんでした。なぜならそれはプリンタの質が良かったことに
基づく決断であったためです。しかし Eduardoが個人的に便宜を図ることによって、利益相反が発生する可能性があります。
もしも、Andrewが決定した次の仕事で Eduardoが成果を出せなかったとしても、Andrewはまたその次も仕事を依頼しな
ければならないと感じるかもしれません。そしてそれは、当社にとって最大の利益につながる選択ではない可能性もあるのです。

次の状況の中で、潜在的な利益相反につながるのはどの状況ですか。
当てはまる項目をすべてチェックしてください。[完了]をクリックすると、正解が表示されます。

当社の機会
私たちは、当社の適正な事業利益の拡大を目指してそれぞれの責務を遂行する必要があります。当社の

資産や情報の使用やManpowerGroupにおける地位の利用を通じて獲得できる機会を個人的に活用す

ることは禁止されています。ただし、ManpowerGroupがその機会を検証し、その追及をしないと決定

した場合を除きます。

指示の要求
前述の例は潜在的な利益相反を見分けるのに役立てていただくためのものです。利益相反という問題は、

ManpowerGroupでの私たちの業務における特定の状況を検証することによってのみ解決されます。し

たがって、必ず情報の開示と解決のプロセスに従って対処することが必要です。
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情報と資産の保護
私たちは、ManpowerGroupの資産を自身の資産と同様に保護する責任を負います。ManpowerGroup の資

産は、資金、不動産、機材だけでなく、財務情報、アイディア、ビジネス計画、テクノロジー、顧客リスト、社

員の個人情報、その他の機密情報なども含まれます。これらの資産の窃取、横領、不正使用は重大な問題であり、

それに応じた対処がなされます。

会社の資産の使用
私たちは、当社の物理的な資産、補給品、機材の保護に適した行動をとる必要があります。これらの資産の個

人使用は、事前の承認がある場合にのみ認められます。これらの資産は、個人的な利益の取得や当社に無関係

なビジネス目的で使用することはできません。

企業秘密情報
当社のビジネス戦略や業務に関する企業秘密情報は、当社の価値ある資産です。「企業秘密情報」には、
価格設定やコストに関するデータ、クライアントリスト、検討中の買収、業務プロセスや業務手順、財
務データ、企業秘密およびノウハウ、個人関連情報、マーケティングおよびセールスの戦略や計画、サ
プライヤリストなどの情報や、未公表の開発情報などが含まれます。当社のすべての情報は、当社の
利益のみを目的として使用するものとし、個人的な利益のために使用することはできません。

ただし、a）ManpowerGroupの文書による許可がある場合、b）その情報が法的に周知の情報となる場合、c）

裁判所により、その情報の開示が命じられた場合を除きます。 

私たちは ManpowerGroup の退社後およびその取引関係の終了後についても、適用法に基づき、上記の責任

を負うものとします。

ビジネス関連の記録や文書の正確度、保管および破棄 
当社は、当社のすべてのビジネス分野において、その誠実さと高い信頼性で知られています。ビジネスや財

務に関する記録を含むすべてのビジネス情報は、タイムリーかつ正確な方法で報告する必要があります。財務

情報は実際の取引を反映するものとし、必ず一般会計原則に従って作成します。未公開または未計上の資金

や資産を設定してはなりません。

ビジネス関連の文書および記録には、手紙や印刷されたレポートなどのペーパー文書も含まれます。また、

電子メールや、媒体に保存された当社およびそのビジネス活動に関する情報などの電子文書もこれに該当し

ます。 

当社および他者が所有する知的財産
知識と革新は、いずれもManpowerGroupのコアバリューです。ManpowerGroup の知的財産は、価値ある

ビジネス上の資産です。私たちは、すべての知的財産を大切に扱い、これを保護することについての責任を負

います。これは、その財産が当社の所有である場合でも、他の個人または組織の所有である場合でも同様です。

ManpowerGroup は、ManpowerGroupの社員が就業中に創造したか、ManpowerGroupのリソースを用い

て創造した、すべての発明、発見、アイディアおよび企業秘密の所有権を有します。

これらの責務は、すべてのソフトウェアアプリケーションにも適用されます。私たちは、使用権が付与されたラ

イセンスに基づき、すべてのソフトウェアを合法的に使用します。 

電子メディアの使用
当社のブランドと評判は、私たち自身とその行動によって決まります。この行動には、留守番電話、電子メール、

商用ソフトウェアなどのすべての電子媒体やコミュニケーションシステムを使用する行動も含まれます。

これらのシステムでのコミュニケーションは、私的なものではありません。これらのコミュニケーションはビジ

ネス上の記録です。したがって、ManpowerGroupは適用される法規制に基づき、これらのコミュニケーショ

ンの内容の制限、読み取り、アクセス、遮断および開示を実行する権利を有します。

私たちはこれらシステムのユーザーとして、これらのシステムで行ったコミュニケーションを通じて他者に危害

を加えたり、他者を侮辱したりすることはなく、当社をリスクにさらすことはないように行動する責任を負います。

また、ManpowerGroupsのシステムを使用して、故意に、無謀に、または悪意を持って、脅迫、虐待、侮辱、

中傷を意図して、非常識な内容を持つデータを、掲示、保存、送信、ダウンロード、配信することはできません。

オンラインの社会的ネットワークは当社の成功の大きな要因であり、今ではクライアント、キャンディデイト、

アソシエイト、同僚となったファンや友人と私たちとを結びつけています。他の多くの企業とは異なり、当社は

社員による社会的ネットワークの活用を奨励しています。当社はこれらのツールを適切に利用するためのガイ

ドライン（http://www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm#10）を提供し、当社と社員の両方にメ

リットのある手法でのこれらのツールの利用を可能にしています。当社は、社員が社内での行動に即した基準

でオンラインでも行動することを期待しています。

ManpowerGroupの人材募集コンサルタントの Yumikoは親友のMonika に、ManpowerGroupがキャンディデイトの最
高の資質を測定するために開発した新しいツールについて話しました。当社では、このツールによる収益の拡大を期待し
ています。YumikoはMonikaに対し、この情報を誰にも言わないようにと伝えました。彼女のいとこは、ライバル会社の
エグゼクティブなのです。Monikaは話さないと約束しましたが、彼女はこれまでに秘密を守らなかったことがあります。

この場合、Yumikoは重要な企業秘密を漏らしてしまったとも言えます。常識的に考えれば、この情報をライバル会社と
関係のある人物に伝えることは、あまりにもうかつな行動です。彼女はどのような状況においても、当社またはそのビジ
ネスについての機密情報を漏らすべきではありません。ManpowerGroupのすべての社員は、ManpowerGroupの資産
を自身の資産と同様に大切に扱う必要があります。

シナリオ
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この規範に明記されていない倫理的に難し
い状況に対処するための正しい判断を次の
選択肢から選択してください。
最適な対応をチェックして、[完了] をクリックすると正解が表示されます。

この規範の意図をかんがみ、常識に基づいて判断する。必要な場合には、
上司に相談する。

このような状況を避け、自然な解決を待つ。

なにもしない。この規範に特に明示されていない状況は、社員の責務と
はならない。

ManpowerGroupでディレクターを務めるStefanは、インターネットの掲
示板に投稿するつもりの世界の負債についての最新ニュースに関するコメ
ントを同僚のMaryに見せました。Maryは、StefanがManpowerGroup 

の電子メールを使用してこのコメントを投稿することが気になり、これでは
この意見がStefanの意見というよりもManpowerGroupの意見として受け
取られかねないことを指摘しました。Stefanは行動規範にはこのような行
動を禁じる条項はないと答えましたが、Maryはこの規範であらゆる状況
を具体的に想定することは不可能であることを強く主張し、彼の意見を
ManpowerGroupの見解と誤解する人がいた場合には、Stefanがトラブ
ルに巻き込まれる可能性があると言いました。

Maryは重要なポイントを指摘しています。この規範の本来の意味を理解し、
これを活用することによって、私たちは当社のリソースの正しい使用方法を
正しく判断できるようになります。この規範では、電子メールアドレスなどの
ManpowerGroupの資産については、あくまでも業務での使用を前提と
し、私たちは当社の最大の利益を実現するための行動を選択する義務を負
うことが明記されています。Stefanの意見がManpowerGroupの意見と
してニュースメディアに掲載された場合、これが当社に悪影響を及ぼす可能
性があります。

シナリオ 投資家とメディアからの問い合わせ
私たちは、一般社会、当社の株主、メディアに対し、当

社に関する情報を提供する義務を負います。これについ

ては、すべての情報を適切かつ正確な情報をタイムリー

に提供しなければなりません。重要な点として、機密情

報の不注意な開示を防止することが挙げられます。一般

社会、株主、アナリスト、メディアからの問い合わせや要

請は、所在国の広報担当者に直ちに転送してください。

その問い合わせが世界的な事項に関係している場合に

は、当社のグローバル本社の広報部門につなぎます。 

内部情報と証券取引
米国連邦証券法では、会社に関する未公表の重要情報を

入手した場合の自社株の購入または売却は禁止されてい

ます。このような状況での取引は、「インサイダー取引」

と呼ばれます。この法律では、自社株の取引が可能な第

三者へのかかる情報の提供も禁じられています。

これに該当する情報には、新たなマーケティングイニシア

ティブ、販売および収益の結果または見通し、顧客やサ

プライヤとの大型契約、買収または合併の見込み、その

他の重要な開発などに関する情報が含まれます。このよ

うな情報に接する社員は、これを機密情報として扱わな

ければなりません。また社員が社外の人物と機密情報に

ついて話し合うことは禁じられています。この社外の人物

には、ManpowerGroupとの取引がない組織、家族、友

人が含まれます。

当社は、インサイダー取引に関するポリシーを別個に

制 定 し て い ま す。 こ の「Statement of Policy on 

Securities Trading（証券取引に関するポリシー）」は、

h t t p : / / w w w. m a n p o w e r g ro u p . c o m / a b o u t /

documentdisplay.cfm?DocumentID=7083でご確認い

ただけます。私たちは、このポリシーを遵守する義務を

負います。当社の株式の売買をしたいものの、満たすべ

き要件に確信が持てない場合には、当社の法律顧問まで

お問い合わせください。

当社のクライアントと
ビジネスパートナーに
対する責務

	 w ビジネス パートナーとの関係
	 w 販売、マーケティング、コミュニケーション業務
	 w 贈物や接待の供与、受領、要請
	 w 独占禁止法/競争法
 w 競合情報の入手

|    26
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ビジネスパートナーとの関係
ManpowerGroupは、高度な倫理的ビジネス行動を実践するビジネスパートナーとの取引関係を信頼します。

私たちはビジネスパートナーとして、互いに利益を実現できる長期的な関係の構築を目指しています。

「ビジネスパートナー」とは、ManpowerGroupに対してまたはその代理として製品やサービスを提供する、す

べてのエージェント、ベンダー、サプライヤ、請負業者、コンサルタントを指します。

選定
請負業者、サプライヤ、ベンダーの選定は、客観的な基準に基づくものとします。この基準として、業務の質、

技術レベル、コストおよび価格、スケジュールおよび納期、サービス、そして社会的責任を伴うビジネス行動

に対するコミットメントなどが挙げられます。私たちは、当社の購買決定が、個人的な関係、不適切な贈物や

便宜または過度の接待などにより不当な影響を受けることのないように最善を尽くす必要があります。

私たちは当社のサプライヤに対し、日々の業務を通じ、Athens Ethical Principles（人身取引禁止に関する原則: 

http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm）、国連のグローバル協定、国際労働機関の各種基準

など、ManpowerGroupがその遵守を公約しているさまざまなグローバル基準に即した企業の社会的責任の遂

行を約束することを要求します。

公正な業務
私たちは、すべての人々に対して敬意を持ち、当社のすべての関係において高い信頼という評判を獲得してい

ます。したがって私たちは、情報の開示が許可されている場合を除き、契約情報や当社の請負業者やベンダー

との取引条件を第三者に対して開示することはありません。

販売、マーケティング、コミュニケーション業務 
私たちは、当社のサービスの質の高さに誇りを持ち、倫理的な業務の遂行による公正な競争を約束します。私

たちは、クライアントとのプレゼンテーションやディスカッション、当社の広告、宣伝文、広報活動において、

当社の製品とサービスについての正確かつ信頼できる情報のみを提供することを約束します。競合企業との比

較を求められた場合にも、公正な情報を提示します。

Manpower TechReach Training

正誤問題 : 「ベンダーが最高のサービスをManpowerGroupに提供して
いる限り、当社はそのベンダーの倫理基準や業務の質を問題にすること
はありません」

シナリオ

贈物や接待の供与、受領、要請 
私たちは常に、高度な基準で業務を実践し、公正かつ誠実な取引についての当社の評判を維持します。ク

ライアントやサプライヤとの取引関係を円滑に運ぶために、ささやかな贈物やランチやディナーといった接

待が慣習となっている場合も少なくありません。しかしこのような行動は、本来限定されるべき行動であり、

当社のための決断への影響や、その影響を及ぼす可能性が認められるようなことがあってはなりません。

私たちは、ビジネス上の便宜の供与およびその受領について、正しい判断を行う必要があります。

具体的な金額で「儀礼としての」レベルや「ささやかな」レベルを規定することは困難ですが、それが過

度なレベルに達する場合については、常識に照らし合わせて判断するものとします。つまり、なんらの利害

関係を持たない第三者が、判断への影響を認めるとすれば、その供応は過度なレベルに達していると言え

ます。

クライアント、見込み客、その他の業務関係者との取引において、現金や現金相当物 （商品券など） を要求、

供与、または受領してはなりません。

独占禁止法/競争法
ManpowerGroupは競争の激しいオープンなマーケットで成功を収めています。当社の成功は、当社のあ

らゆるビジネス分野において優れた業績をあげたことによるものです。米国、EU、経済協力開発機構、そ

して各国は、独占禁止法や競争法を制定して、競争を保護し、オープンなマーケットを構築するための努

力を重ねています。当社は、公正な競争を妨げる契約を禁止し、厳格な罰則も規定される、これらの法規

制の遵守を目指します。当社はこれらの要件に違反する一切の行為を拒否します。

当社の社員が、独占禁止法や競争法に対する違反行為を指示したり、これに参加したり、あるいはこれを

承認または許可することは許されません。また、管理者は自身の行動のみならず、その部下の行動につい

ても責任を負うものとします。

|    28
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当てはまる選択肢をすべてチェックしてください。[完了]をクリックすると正解が表示されます。

他の出席者の意見を黙って聞く。

この議論を正確に記録するために、慎重にメモをとる。

職場に戻り、上司に値上げを進言する。

この問題についての議論を拒否し、その場から立ち去る。

シナリオ
あなたは事業者団体の会合に出席しています。この

会合は、いくつかの競合企業の代表者が非公式に顔

を合わせることを目的として召集されました。この会

合で、ある出席者が新しい税金に言及し、これによっ

て特定の地域での営業コストが増加することを指摘

しました。また別の出席者が、この新しい税金のコ

スト増を吸収するために、特定の製品ラインの小幅

な値上げに全員が同意するべきだと発言したのです。

この場合、あなたはどのように行動しますか。

これらの法規制は国によって異なるため、所属するマー

ケットに適用される独占禁止法や競争法をよく理解する

ことが重要です。これらの法規制が、遵守するべき一般

的な指針となります。競合企業との間で、（1）価格、割引、

販売条件、（2）利益、利幅、コストに関するデータ、（3）

マーケット シェア、販売地域またはマーケット、（4）ク

ライアントや地域の割り当て、（5）クライアントやサプラ

イヤの選定、却下、契約の終了、（6）企業が製品を再

販売する地域やマーケットの制限、（7）企業の販売対象

となるクライアントの制限について議論したり、これに

ついての合意を結ぶことは禁止されています。

最も重要な対策は、このような事態を招かないことです。

過去や現在、今後の行動に対する独占禁止法や競争法

の適用について不明な点がある場合には、当社の法律

顧問までお問い合わせください。

競合情報の入手
当社はオープンかつ公正に競争を行っています。私た

ちは、競合企業などの他のビジネス組織についての情

報を、倫理的かつ法的に妥当な手段で入手する責任と

権利を有しています。このような情報には、たとえばア

ナリストレポート、機密ではないマーケティングの資料、

宣伝広告、公式記録や雑誌記事などの公表済みの情報

が含まれます。

私たちは、このような情報を、産業スパイ活動、盗聴、

当社の身分の詐称などによって、倫理的および法的に

問題のある方法で取得することはありません。私たちは、

不適切な方法で入手したことが明らかな競合他社に関

する文書を受領したり、これに目を通したりすることは

ありません。

ManpowerGroupは、旧雇用主の社員およびクライア

ントに関する機密情報の保護やその勧誘に対する規制

など、社員の旧雇用主に対する法的責務を尊重します。

このような責務を負う社員は、その契約条項の遵守を

報告する必要があります。

	 w 汚職
	 w 環境に対する責務
	 w 政治献金および政治活動
	 w 国境を超えた人材戦略

ページ 30-33

コミュニティに対する
当社の責務

|    30
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汚職
私たちは、適用されるすべての汚職防止法を遵守する責任を負います。この法律には、

米国の海外汚職防止法など、当社がビジネスを展開する国や地域で定められている同

種のすべての法律が含まれます。私たちは、政府高官、政党、公職の候補者に対して

不適切な影響力を及ぼすことを目的として、賄賂などを提供することはありません。こ

れは、この種の贈与の要求があった場合や、この種の贈与に対して別の名称が設定さ

れている場合でも、その供与は拒否します。また、エージェントや代表者などの第三

者を通じた場合でも、この種の供与には関与しません。

公務員に対する金銭の供与、すなわち、裁量を加える余地のないルーチン業務の素早

い処理を目的とし、これを供与しない場合には不当に時間を浪費する、いわゆる「便

宜的金銭供与」が認められる国もありますが、これについては判断を保留します。まず、

当社の法律顧問または倫理遵守グローバルオフィサーに対し、この行為が所在国また

は米国の法律に対する違反行為とならないかどうかを問い合わせてください。

環境に対する責務
60年以上に亘ってコミュニティに対する責任を果たしてきた当社の伝統は、環境への

影響を継続的に軽減するための当社の努力にも反映されています。私たちは、必要な

許可、承認、管理を通じて施設を運営するだけでなく、適用される環境に関する法律

や基準の遵守に留まることなく、知識の収集や改善に努めています。

私たちは、当社の社員、サプライヤ、アソシエイトなどによる環境への責任ある対応

を推進するための優れた選択肢のモデル化や機会の活用を通じて、環境の保持に役

立つ重要な役割や効果的な影響を担っています。つまりManpowerGroupは、私た

ちが暮らし、働くコミュニティの持続性を高めるための取り組みをサポートしているの

です。ManpowerGroupの環境イニシアティブの大部分は、「削減、再利用、リサイ

クル（Reduce, Re-use & Recycle）」というポリシーに基づいて地域や国のニーズを

満たすためのプログラムを基本とする地域レベルの取り組みです。私たちは、それぞ

れの事業部門での環境プログラムへのアイディアの提示や参加を奨励しています。

当社の世界本部ビルは、LEED Goldの証明を受けている建物であり、立地、建材、

エネルギーや水の保全、運用に関するポリシーを通じて、環境への負荷を軽減し、快

適な環境を創出する事例として注目を集めています。私たちは、可能な限り、この建

築モデルを当社のすべてのオフィスに適用したいと考えています。購入や不動産など

の業務においては、環境面の影響を改善するための手法を検討する必要があります。

つまりこの手法が、各社員によるそれぞれの生活での応用につながるのです。

政治献金および政治活動
当社の資金、資産、その他のリソースを使用して、政治家候補者、政党、政治活動に対する献金や貢献を行う

ことは禁止されています。当社は、政治的な目的で行われた個人的貢献を補償することはありません。

社員はそのプライベートな時間においては、ManpowerGroup での業務に差し支えない限り、自由に政治活動

に参加できます。ただし、ManpowerGroup の名称を使用して、資金面または支援面での政治的な貢献を行っ

てはなりません。

ManpowerGroup World Headquarters, LEED Gold Certified
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国境を超えた人材戦略
グローバルな労働マーケットトレンドをリードするプロフェッショナルな企業として、ManpowerGroupは優

秀なスキルを備えた人材とそれを求めるクライアントとを、それぞれの所在国にかかわらずマッチさせること

の重要性について、独自の視点を持っています。地理的条件と人材にミスマッチが生じ、これが企業にとって

の大きな問題となっている国においては、ManpowerGroupはこの両者を効果的かつ倫理的に結び付ける

重要な役割を果たしています。私たちは、最高の優れた人材を世界各地のクライアントに送り届けることの重

要性を認識しています。

当社は、人やビジネス活動の国境を超えた移動に対して適用される法律を遵守します。私たちは、人身売買

や強制労働などを禁止するポリシーを制定し、当社がビジネスを展開する場所で制定されている労働や移民

に関するあらゆる法規制を遵守します。また私たちは、当社の理念に賛同する組織をサポートします。

私たちは、電子メールやWebアクセスなど、国境を超える情報の交換に適用される法規制を遵守します。

私たちは、ManpowerGroupが特定の国や企業とビジネスを行わないことに同意することを禁止する反ボイ

コット法を遵守します。

当社は、当社がビジネスを展開する地域での移民法や国際法を遵守します。私たちは、人とそのスキルがも

たらす価値を理解し、受入国で働くための有効な認証の重要性を理解しています。母国以外での労働には、

受入国の入国前の適切なビザや法律上の労働許可の取得が必要です。当社は、ビザや許可の取得に留まらず、

税金や両替、受入国でのその他の法律の遵守についての責任を負います。

当社の
遵守プログラム

	 w 管理
	 w 法的措置と内部調査
	 w 指導と問題の報告のためのリソース
	 w 研修と証明
	 w 懲戒処分
	 w 罰則なし

ページ 34-38
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管理
この規範の管理および解釈については、当社の倫理遵守グローバルオフィ

サーである Shannon Kobylarczyk(Shannon.Kobylarczyk@manpowergroup.com).が

担当します。この倫理遵守グローバルオフィサーは、この規範を効果的に

活用するための規則、手順、教育プログラムの策定および実施に関する権

限を有します。このオフィサーはまた、この規範に対する質問への回答や、

個々の状況への適用についての回答を担当します。

ManpowerGroupの倫理遵守グローバルオフィサーは、取締役会または適

切な委員会に対し、この規範の遵守状況についての定期報告を行います。

法的措置と内部調査  
私たちは、それぞれの取引に責任を持ち、これを正確に実行します。法律

上または管理上の対処を要するか、政府による調査または問い合わせの対

象となる要求、苦情、注意を受領した社員は、迅速にこれを当社の法律顧

問に報告するものとします。法律顧問が、これに対する当社の対応を調整

および指示します。

調査には法律上および実務上の複雑な問題が関係する場合が少なくありま

せん。法的な問題の調査は行わないでください。これによって調査が阻害

される場合があります。内部調査の実施の是非や調査方法については、当

社の上級管理者が決定します。

内部調査や政府による調査によって修正措置が必要になった場合には、上

級管理者がその手順を決定し、責任を持ってこれを実施します。

私たちは、当社が実施する内部調査に全面的に協力する義務を負います。

当社の法律顧問または社外弁護士の助言に基づき、社員は法律機関による

調査においてはその要請に従って全面的に協力するものとします。

私たちは、政府、法執行機関、内部調査官に対して誠実に対応し、

• 文書または関係が疑われる証拠の破棄、変更、隠匿、

• 当社または政府による調査における誤解を招く説明、

• 調査に対して妨害、不正な働きかけ、遅延させるような行為、

• 第三者に対し、証拠の破棄や虚偽または誤解を招く情報の提供、調査を妨

害する行為、を行わないものとします。

ManpowerGroup World Headquarters, the first new construction in Milwaukee, WI to receive LEED Gold Certification
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指導と問題の報告のためのリソース
ビジネス上の倫理や遵守問題についての指示の取得や、計画されている、疑がわしい、

または実際の違反行為については、下記の方法で対応するものとします。

1. 上司、部門長、地域の遵守オフィサーまたは倫理遵守グローバルオフィサーに報

告します。

2. Business Ethics Hotline の使用、ManpowerGroupの社外のサービス プロバイ

ダであるGlobal Complianceの利用。フリーダイヤルは下記のとおりです。

 
• 北米: 1-800-210-3458 

• 北米以外の場合には、http://www.manpowergroup.com/about/

documentdisplay.cfm?DocumentID=1489 をご確認ください。

このリスト内の国から電話する場合には、その国の直通番号を使

用してください。

リストに記載されていない国の場合には、www.business.att.

com/bt/access.jspにアクセスして、AT&Tの国別アクセス番号を

ご確認ください。次にそのアクセス番号に電話して、トーン信号

またはメッセージに従って、800-210-3458にダイアルします。

3. 倫理遵守グローバル オフィサーおよび法律顧問アシスタントに相談します。

Shannon Kobylarczyk
電話: +1 414 906 7024
電子メール: Shannon.Kobylarczyk@manpowergroup.com

郵送先住所: 100 Manpower Place, Milwaukee, WI 53212, U.S.A.

研修と証明
私たちは、すべての利害関係者に対して適切な対応を行い、当社の評判を守るという

責任を負います。その重要なステップとして、全社員によるこの規範と企業ポリシー

に関連する定期的な研修の受講が挙げられます。倫理遵守グローバルオフィサーは、

有益な研修プログラムを用意しています。

この規範を遵守するために、当社は世界各地のすべての社員（アソシエイトを除く）と

取締役会全員が年に1度、この研修を受け、遵守レポートと証明を提出することを義

務付けています。

シナリオ

当てはまる選択肢をすべてチェックしてください。[完了]をクリックすると正解が表示されます。

問題があれば、上司、部門長、地域の倫理遵守オフィサーまたはManpowerGroup倫理遵守グローバルオフィサーに報告
します。

遵守違反を報告すると、その件は直ちにManpowerGroup全体に公表される。

善意から違反の疑いを報告したものの、それが間違いであることが判明した場合、罰則が科される可能性があり。

懲戒処分
この規範を遵守しない場合や、必要な認定プロセスを遵守しない場合、または本規範に対する違

反についての内部調査に協力しない場合には、解雇を含む懲戒処分を受ける可能性があります。

罰則なし
当社は、法律、規則、規制、このコードの条項に対する違反行為を善意に基づいて報告した社員

に対し、罰則を科すことはありません。

罰則を科すこと自体が、この規範に対する違反行為となります。なんらかの罰則が科されたと思

われる場合には、上司または倫理遵守グローバル オフィサーまで、ご報告をお願いいたします。
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遵守違反の報告に関するManpowerGroupの
ポリシーに即した説明をチェックしてください。
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