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★GCNJ からのお知らせ★
○GCNJ 会員数最新情報（2017 年 7 月 31 日時点）
GCNJ 会員数 248 企業および団体（休会除く）
アソシエイト 7 企業
○【参加受付中：8 月 10 日参加締め切り！】日中韓ラウンドテーブル（8 月 21～23 日）
◆「SDGs で世界を変える～東アジアの役割～ Transform Our World with SDGs -Roles in East Asia-」◆
開催までひと月を切りました本イベントですが、お陰様で多くの皆様のご協力を得て、盛大なイベントとすべく、た
だ今鋭意準備中です。ご協賛/ご協力頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。
＜協賛企業/団体 7 月末日現在,口数/50 音順＞
（特別協賛）日中韓三国協力事務局（Trilateral Cooperation Secretariat）
株式会社資生堂、株式会社三菱ケミカルホールディングス
味の素株式会社, オリンパス株式会社, 花王株式会社, 確定拠出年金サービス株式会社,
キッコーマン株式会社, JSR 株式会社, 住友化学株式会社, 住友理工株式会社, 帝人株式会社,
東急不動産ホールディングス株式会社, 中西金属工業株式会社, 公益財団法人 日本サッカー協会,
一般社団法人 日本能率協会,株式会社博報堂ＤＹホールディングス,
フィリップ モリス ジャパン合同会社, 富士ゼロックス株式会社,富士通株式会社, 株式会社富士メガネ,
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス,株式会社三井住友フィナンシャルグループ, 株式会社 LIXIL
＜協力企業/団体 7 月末日現在,50 音順＞
IKEUCHI ORGANIC 株式会社- 来場者記念品・中越パルプ工業株式会社-ユース修了証他
東武トップツアーズ株式会社- イベント運営・株式会社ファンケル- 8/23 ユースオプショナルイベント
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また、イベント運営のサポートメンバーの皆様も決まりました。当日は宜しくお願い致します。
既に多くのご参加のお申し込みを頂いておりますが、まだまだ席に余裕がありますので、どうぞご参加下さい。
元キャスター国谷裕子様の基調講演をはじめユース（学生）による[Goal5 ジェンダー平等を実現しよう]をテーマ
にしたディベート、更に【ビジネスセッション１】では、一般参加者を含めた日中韓の皆様で SDGs「Goal12 つくる責
任 つかう責任」について考え議論します。また、今回は日中韓各ローカルネットワークによるセッションも設け、
東アジアの我々が果たすべき役割について議論し発信する予定です。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます！
○【分科会関連】持続可能な世界実現のためのお役立ちシリーズ第 9 弾「CSR 調達 セルフ・アセスメント・ツー
ル・セット」を発行
GCNJ のサプライチェーン分科会により、持続可能な世界実現のためのお役立ちシリーズ第 9 弾「CSR 調達セル
フ・アセスメント・ツール・セット(以下、本書)」を発行しました。これは、ニューズレター第 45 号（2017 年 5 月）で、
紹介した会員サイト UP 版を、お役立ちシリーズとして完成させて一般サイトに公開したものです。本書は、以下
の 3 点を CSR 調達実務における課題として、これらの解決に向けたアウトプットです。
(1)様々なサプライヤーの取り組み状況を確認せねばならない、バイヤー側の負荷増加
(2)バイヤーからの多種多様な CSR アンケート回答依頼の増加に伴う、サプライヤー側の負荷増加
(3)サプライチェーン上の様々な企業が CSR 調達を始め易い環境の整備
ぜひ各企業・団体様で、CSR 調達の実務に役立てて頂きたいと思います。
詳細は下記ウェブページをご参照ください。
http://www.ungcjn.org/activities/topics/detail.php?id=217
○【ご報告】「動き出した SDGs とビジネス～日本企業の取組み現場から～」英語版を発表
本年 4 月 11 日に、GCNJ が（公財）地球環境戦略研究機関(IGES)様と共同で SDGs に関する意識調査を実施し
レポート（日本語版）を発行しましたが、この度、IGES 様と本レポートを英語に翻訳し、6 月 28 日付けにて"SDGs
and Business in Practice-Early Actions by Japanese Private Companies-"と題して出版する運びとなりました。
詳細は下記ウェブページをご参照ください。
http://www.ungcjn.org/activities/topics/detail.php?id=214
○【ご報告】ビジネスと人権フォーラムに向けた事前ワークショップ開催（7 月 7 日）
本年 11 月 27 日～29 日に開催される「ビジネスと人権フォーラム 2017」ツアーに向けて、事前説明会を兼ねたワ
ークショップを開催いたしました。当日は、EY Japan A. Owens 氏、名越氏による「ビジネスと人権」に関する基礎
講習及び近年のトレンドについての講義に始まり、若林 GCNJ 理事（国際協力 NGO センター事務局長）によるフ
ォーラム概要及び昨年のツアーの様子のご説明、さらに昨年のツアー参加者による参加の意義や、フォーラム
後の活かし方についてのパネルディスカッションを行いました。当日の資料は会員サイトにアップされております
ので、ご活用ください。本年のツアーの概要及び募集につきましては、別途皆様にご案内をさせていただきま
す。
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○【ご報告】COP 説明会 in 東京 開催（7 月 7 日・12 日）
先月の関西での開催に引き続き、7 月 7 日、12 日に GCNJ 事務局にて COP 説明会を開催し、COP の基礎につ
いての説明と提出手順に関して実務解説を行いました。今回の COP 説明会で使用した資料は、会員サイトの
「COP・COE について」のページに掲示してありますのでどうぞご活用ください。
○【ご報告】SII 腐敗防止コレクティブアクションプロジェクト ワークショップ開催（7 月 11 日）
7 月 11 日に麗澤大学東京研究センターで Siemens Integrity Initiative: 腐敗防止コレクティブ・アクション・プロジ
ェクトのワークショップを開催しました。当日は、企業、投資家、専門家等、約 40 名の方にお集まり頂きました。プ
ログラムの最初に、国連グローバル・コンパクトの薮野純子氏より、Siemens プロジェクトについての紹介をして
頂きました。その後、ベーカー&マッケンジー法律事務所の西垣建剛先生より、現在作成している腐敗防止アセ
スメントツールの説明をして頂き、デロイトトーマツコンサルティングの田瀬和夫氏をファシリテーターとしてディス
カッションをしました。プログラムの最後に、麗澤大学の藤野真也先生より、その他のコレクティブ・アクション案と
して不当要求対応や第三者デューディリジェンス等についてご紹介頂きました。
============================================================================================
★国連 GC の最近の動き★
○世界の会員数最新情報（2017 年 6 月 30 日時点）
・Business sector 9,531（新規 130 社）
・Non-Business sector 3,056（新規 46 団体）
○The UN Global Compact Leaders Summit＠ニューヨーク・ミッドタウン・ヒルトン
9 月 21 日（木）、国連 GC Leaders Summit が開催されます。これに合わせて SDGs の個別イシューを議論する
Action Platform ワークショップが 20 日、21 日に行われます。SDGs の最新の動向に触れる絶好の機会ですので
ご参加ください。詳しくはこちら。
迎します！
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