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ブラウザで見る 

 

参加企業のステータス： | 報告期限： | パブリック・プロファイル：UNGC | 自社の貢献状況を見

る » 

 

 
 

TARGET GENDER EQUALITY LIVEの登壇者が確定 

 

アントニオ・グテーレス国連事務総長とプムズィレ・ムランボ=ヌクカ UN Women事務局長は 3月

16 日、MetLife、Natura、PVH、LADOL Nigeria、Klabin、電通インターナショナル、PT Supra 

Boga Lestariおよび Starlight Media各社の CEO とともに、グローバル・コンパクトの TARGET 

GENDER EQUALITY LIVE（「ジェンダーの平等に照準を」ライブイベント） で発言を行います。そ

の他、コスタリカ大統領、MasterCard 副会長、ハーバード・ケネディスクール学長も登壇者として

確定しています。 

 

「女性のエンパワーメント原則」採択 10 周年を記念し、第 65 回女性の地位委員会と並行して開

催される TARGET GENDER EQUALITY LIVEでは、女性の平等な代表とリーダーシップの支援

に民間セクターをどのように動員できるかを探ります。その他参加者の顔ぶれと登録はこちらから 

» 
 
 

SDGアンビション・アクセラレーターが本格始動 

 

持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた企業の動きを加速することを焦点とする新たなプロ

グラムが今月、65 カ国の 600 社を超える企業の参加を受けて発足しました。この「SDG アンビシ

ョン・アクセラレーター」は、国連グローバル・コンパクト参加企業にコーポレート・サステナビリティ

に向けた野心的なターゲットを定め、コアビジネスの運営への SDGs 統合を加速するよう呼びか

けるとともに、これを支援することで、グローバルなインパクトを及ぼすための取り組みです。アク

セラレーター発足当初の成果は、2021年 6月 15日から 16日にかけて開催される年次国連グロ

ーバル・コンパクト・リーダーズ・サミットで発表される予定です。 詳しく見る » 

 
 

新着情報 

 

海藻革命は間近 

https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/832745240/6b8b5f9a351c6ef3b26a71f523e39629ac0f363123fba378c243742600eaf6b8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/participants-0Recipient-ORG-ID/3mz2cr/832770118/?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/Recipient-ORG-ID-contributions/3mz2ct/832770118/?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/Recipient-ORG-ID-contributions/3mz2ct/832770118/?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/Recipient-ORG-ID-contributions/3mz2ct/832770118/?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-21148-/3mz28y/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-21148-home-/3mz28w/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-21148-home-/3mz28w/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-21148-home-/3mz28w/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4686-02-08-2021/3mz291/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4686-02-08-2021/3mz291/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/al-compact-leaders-summit-2021/3mz293/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/al-compact-leaders-summit-2021/3mz293/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/al-compact-leaders-summit-2021/3mz293/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://www.unglobalcompact.org/
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-27/3mz295/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-21148-home-/3mz2d5/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
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海藻は数世代にわたり、有望な未活用資源の一つと考えられてきました。しかし今、革命が起こり

つつあります。そして、この革命を先頭に立って進めているのが国連グローバル・コンパクト「持続

可能な海洋ビジネス・アクション・プラットフォーム」です。画期的な環境サミットが数度にわたって

開催される年に、海藻の持つポテンシャルに対する認識が高まり、投資が流入していることで、成

長の加速期が始まっています。国連グローバル・コンパクトは 3 月 17 日、フィナンシャルタイムズ

紙、ロイド・レジスター基金との連携により、安全な海藻連合（Safe Seaweed Coalition）を立ち上

げることになりました。今すぐ登録する » 

新着情報をすべて見る » 

 
 

世界の主な動き 

 

英国とノルウェー、COP26に向け、持続可能な金融で協力 
 

                                     

 
 

インドの第 15回全国大会で SustainEverseネットワークを紹介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

英国在ノルウェー大使館と英国、ノルウェー

両国の国連グローバル・コンパクト・ローカ

ル・ネットワークは、新たな協力イニシアチブ

として、持続可能な金融アクション・プラットフ

ォ ー ム （ Sustainable Finance Action 

Platform）を立ち上げました。このプラットフォ

ームは、COP26 金融キャンペーン目標の 5

つのアクショントラックに基づいています。詳

しく見る » 

 

グローバル・コンパクト・ネットワーク・インデ

ィア（GCNI）と SocioLadder 基金により創設

された SustainEverse は、2 万社以上が参

加し、ネットワーキングを行うテクノロジー・プ

ラットフォームです。この取り組みは、インド

で行われた「SDG アンビション向上に関する

第 15 回全国大会」でも紹介されました。詳し

く見る » 

  

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-The-Seaweed-Manifesto-pdf/3mz297/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-The-Seaweed-Manifesto-pdf/3mz297/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-27/3mz295/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-27/3mz295/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/3mz299/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/3mz299/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nable-finance-action-platform-/3mz2dm/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4687-02-27-2021/3mz2dp/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nable-finance-action-platform-/3mz2dm/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-27/3mz2df/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nable-finance-action-platform-/3mz2dm/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nable-finance-action-platform-/3mz2dm/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nable-finance-action-platform-/3mz2dm/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4687-02-27-2021/3mz2dp/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4687-02-27-2021/3mz2dp/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4687-02-27-2021/3mz2dp/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/832770118/www.unglobalcompact.org/news/4687-02-27-2021
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UNGCローカル・ネットワークからの新着情報をもっと読む » 

すぐに起こせる行動 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

TARGET GENDER EQUALITY LIVE（「ジェンダー平等に照準を」ライブイベント） 
 

2021年 3月 16日 

 

TARGET GENDER EQUALITY LIVEは、ビジネス界や政府、市民社会、学界からリーダーが集

い、民間セクターが女性と女児の権利を尊重、支援することにより、ジェンダーの平等に対する障

壁を除去することにいかに貢献できるかについて議論、実証するためのイベントです。第 65 回女

性の地位委員会の会期中に開催される今回の対話型グローバル・イベントでは、ジェンダー平等

を前進させるための具体的行動を企業やその他のステークホルダーに鼓舞し、働きかけることを

目指します。また、全体会合の生中継やオンデマンドのプログラム編成、グローバルなネットワー

キング、実用的なツールとリソースを動的にミックスさせることで、グローバル・コンパクト・ローカ

ル・ネットワークとパートナー組織の活動も披露します。今すぐ登録する » 

 
 

注目のリソース 

 

 

児童労働に終止符を 

 

1 億 5,200 万人の子どもた

ちが、依然として児童労働に

使われています。今こそ前

進のペースを上げ、企業が

児童労働の恒久的な廃止に

向けて、実践的行動を起こ

す時です。2021アクション誓

約を提出する » 

 

ローカルな参画 — 国内で

ネットワークを見つけよう 

 

グローバル・コンパクトのロ

ーカル・ネットワークでは、各

国の国情に合わせ、責任あ

るビジネスとは何かに対する

企業の理解を助けることによ

り、草の根レベルで企業のサ

ステナビリティを前進させて

います。 

詳しく見る » 

 

SDGアンビションに加わろう 

 

「SDGアンビション・アクセラ

レーター」プログラムでは、

企業に野心的なターゲットを

定め、コアビジネスの運営

への SDGs統合を加速する

よう呼びかけるとともに、こ

れを支援しています。 

 

今すぐ参加する » 

 

さらに行動を起こす » 

 

           

 
            

     
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/rt-date5D--search5Bend-date5D-/3mz2dr/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-21148-/3mz28y/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-21148-/3mz28y/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-21148-/3mz28y/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-to-eliminate-child-labour/3mz2dt/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-to-eliminate-child-labour/3mz29k/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-to-eliminate-child-labour/3mz29k/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-to-eliminate-child-labour/3mz29k/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-to-eliminate-child-labour/3mz29k/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-to-eliminate-child-labour/3mz29k/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3mz29m/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3mz29m/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3mz29m/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3mz29m/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3mz29p/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3mz29p/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3mz29p/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3mz29p/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action/3mz29r/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action/3mz29r/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3mz2dy/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3mz2dw/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
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すべてのリソースを見る » 

 

国連グローバル・コンパクト・アカデミーで学ぼう 

 

国連グローバル・コンパクト参加企業が学べるこのアカデミーは、各社のサステナビリティ目標の

達成に必要な知識とスキルの提供を目的としています。 

 

国連グローバル・コンパクト・アカデミーは現在、英語、フランス語、標準中国語、ポルトガル語、ス

ペイン語で下記の学習ツールとリソースを提供しています。 

新規オンデマンド研修会： 
 

役員室の女性リーダーの数を増やすには 

 

近々開催予定の研修会： 
 

水の価値 

 

2021年 3月 22日、午前 10時（ニューヨーク） 
 

受講を始める » 

 
 

UNGCへようこそ 

 

国連グローバル・コンパクトには、新たに 252社の企業と企業以外のステークホルダー32名が加

わりました。 

 

先月中に UNGCに参加した企業のうち、最大のもの（従業員数で）は下記のとおりです。 

 

• Cognizant（米国） 

• Sberbank of Russia, Sberbank（ロシア連邦） 

• First Pacific Company Limited（中国） 

• Ramsay Health Care（オーストラリア） 

• The Brink's Company（米国） 

• SNCF RESEAU（フランス） 

• Comdata S.p.A.（イタリア） 

• Yanfeng International Automotive Technology Co., Ltd.（中国） 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library/3mz2b1/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library/3mz2b1/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-27/3mz2b3/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-09/3m22rg/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/e-gender-balance-in-boardrooms/3mz2c7/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ster-WN-ZlpHj0djTLq1a4tErEfADg/3mz2c9/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-27/3mz2b9/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-27/3mz2b9/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-Principles-20Aquaculture-pdf/3mz2f3/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5791/3mz2gf/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
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• マブチモーター株式会社（日本） 

• Bloomberg LP（英国） 
 
 

イベント予定 

 

6月 15~16日 

 

国連グローバル・コンパクト・リーダーズ・サミット 2021 

2021 年のリーダーズ・サミットには、世界の先端を行くコーポレート・サステナビリティのリーダー

が参集します。登録は間もなく開始予定です。それまでの間、リーダーズ・サミット最新情報を受け

取りたい方は、こちらから » 

 

6月 16~17日 

 

2021年責任経営教育原則（PRME）グローバル・フォーラム – 第 9回 PRME世界大会 

グローバル・フォーラムは、コミュニティ内部の成果を祝い、ベストプラクティスを披露するとともに、

新たなガバナンス構造と戦略的方向性の必要性に取り組み、行動の 10 年で高等教育が果たす

べき役割を模索するための協業プラットフォームと行動志向空間を提供します。登録はこちらから 

» 
 

イベント予定をすべて見る » 

 

国連グローバル・コンパクトについて 

元国連事務総長の特別イニシアチブとして、国連グローバル・コンパクトは世界各地の企業に対

し、その事業運営と戦略を人権、労働、環境、腐敗対策の分野で普遍的に受け入れられた 10 原

則と整合させ、国連の目標達成を支援する行動を起こすよう呼びかけています。 

 

1万 2,600社 

 

160 カ国 

 

7万 7,481件の公的報告書 

 
 

 国連グローバル・コンパクトと GCNJ の SNS アカウントをフォロー! 

          

#UnitingBusiness 
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和訳・編集：（一社）グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 事務局 

お問合せ先：グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 事務局 

土井   a.doi@ungcjn.org 

アネッタ p.aneta@ungcjn.org 

王     y.wang@ungcjn.org 
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