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SDGs とさらに野心的な気候目標を達成するための企業行動の加速を目指す国連グローバル・

コンパクトの新戦略 

 

    
 

国連グローバル・コンパクト・ボードの議長を務めるアントニオ・グテーレス国連事務総長は、コー

ポレート・サステナビリティと規律あるビジネスの増大・加速を目指す新 3 カ年戦略計画を発表し

ました。コロナ禍と継続的な気候危機で、世界が 2015 年の SDGs 採択以来、達成してきた前進

が多く逆戻りする中で、国連グローバル・コンパクトの新戦略はグローバル・ビジネス界に対し、持

続可能な開発のための 2030 アジェンダとパリ協定の達成に向けた貢献を強化するよう呼びかけ

ています。プレスリリースはこちらからご覧ください。 

 

新戦略はこちらからご覧ください。 

 

新着情報 

児童労働の根絶 

 

国連グローバル・コンパクトは、児童労働と強制労働の根絶を目指す取り組みの刷新と拡大を参

加企業に働きかけることをねらいとする新たな誓約を発表しました。この誓約の採択には、「児童

労働の根絶のための国際年」に対応するという意味のほかに、あらゆる形態の強制労働の廃止

が、国連グローバル・コンパクト 10 原則と不可分の一体をなすという理由もあります。詳しくは、こ

ちらをご覧ください。 

 
 

SDGパイオニアの応募受付 

 

国連グローバル・コンパクトは毎年、人権、労働、環境、腐敗防止に関する10原則の履行を通じ、

グローバル・ゴールズの前進に並外れた貢献を行っているビジネスリーダーを「SDG パイオニア」

として表彰しています。あなた自身、またはあなたの同僚に、持続可能な開発を前進させるビジネ

スリーダーの役割を果たしている人はいますか。2021 年度 SDG パイオニアとしての表彰を受け

たい方は、ご自身のサステナビリティ・ストーリーをお送りください。他薦の受付も致します。世界

共通の応募期限は 2021年 3月 15日です。詳しくは、こちらをご覧ください。 

 
 

新着情報をすべて見る。 

 
 
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4682-01-19-2021/3m22q8/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4682-01-19-2021/3m22q8/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4682-01-19-2021/3m22q8/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5869/3m22qb/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4682-01-19-2021/3m22q8/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5869/3m22qb/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4683-01-21-2021/3m22qd/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4683-01-21-2021/3m22qd/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4683-01-21-2021/3m22qd/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sdgs-sdgpioneers/3m22qg/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sdgs-sdgpioneers/3m22qg/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sdgs-sdgpioneers/3m22qg/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/3m22qj/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
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世界の主な動き 

グローバル・コンパクト・ネットワーク・アイルランド設立計画 

アイルランドのレオ・バラッカー副首相兼企業・貿易・雇用担当大臣はサンダ・オジャンボ国連グロ

ーバル・コンパクト CEO 兼事務局長とともに特別オンライン会議に出席し、さらに多くのアイルラ

ンド企業が国連グローバル・コンパクト 10 原則に支持を表明するよう呼びかけました。アイルラン

ドの参加企業は現在のところ 20社にも達していませんが、アイルランドが SDGs達成とパリ協定

履行の公約を果たせるよう、同国にグローバル・コンパクト・ネットワークを開設する計画が進めら

れています。詳しくは、こちらをご覧ください。 

 

 
 

グローバル・コンパクト・ネットワーク・マレーシアおよびブルネイ、中小企業向け SDG ツールキッ

トをローンチ 

 

グローバル・コンパクト・ネットワーク・マレーシアおよびブルネイは、中小企業が成長の源としてサ

ステナビリティを活用できるよう支援するため、段階的SDGツールキットを発表しました。このツー

ルキットは、中小企業がそれぞれ、サステナビリティを目指す旅程を理解、調査、創造、実施およ

び改善するための指針を提供しています。このツールキットは、中小企業気候ハブにも掲げられ

ています。詳しくは、こちらをご覧ください。 

 

 
 

UNGCローカル・ネットワークからの新着情報をもっと読む。 

 

行動を起こす 

 
 
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/toolkit-/3m22ql/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/toolkit-/3m22ql/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-09/3m22qn/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/toolkit-/3m22ql/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/rt-date5D--search5Bend-date5D-/3m22qs/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/rt-date5D--search5Bend-date5D-/3m22qs/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/to-un-global-compact-1-4463474/3m22qq/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/toolkit-/3m22ql/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
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若手 SDGイノベーター・プログラム 

 

バングラデシュ、カナダおよびウクライナの企業の皆さん、若手 SDG イノベーター・プログラムに

加入し、若い専門家やイノベーターを持続可能な開発目標（SDGs）の前進に向けて巻き込むラス

トチャンスです。 

 

今すぐ参加する。 

 

 
 

水レジリエンス 

Water Resilience Coalition は、水ストレスを抱えた流域における集団行動と野心的で定量化可

能なコミットメントを通じ、世界の淡水資源の保全を目指す業界主導型の CEO を中心とする取り

組みです。 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。 

 

 
 

ローカルな参画 — 国内でネットワークを見つけよう 

私たちのローカル・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。 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。 

 

さらに行動を起こす。 

 
 
 

 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sdgs-young-sdg-innovators/3m22qv/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sdgs-young-sdg-innovators/3m22qv/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-call-to-action/3m22qx/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-call-to-action/3m22qx/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3m22qz/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3m22qz/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action/3m22r2/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sdgs-young-sdg-innovators/3m22qv/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-call-to-action/3m22qx/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3m22qz/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
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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。2021年 2月 22日までに登録された方に
は、100 ドルの早期割引も適用します。 

 

 
 

今すぐ登録する。 

 

注目のリソース 

 

   
 

すべてのリソースは、こちらからご覧ください。 

 
 
 
 
 
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ts-target-gender-equality-live/3m22r4/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ts-target-gender-equality-live/3m22r4/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library/3m22rb/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ts-target-gender-equality-live/3m22r4/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5869/3m22qb/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5831/3m22r6/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5791/3m22r8/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
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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選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 Eラーニング・コース： 

ネットゼロ達成に向けた科学に基づくターゲットの設定 

 

新規オンデマンド研修会： 

家族に優しい政策：共働き世帯と子どものために、より良いビジネス実践を導入するにはどうすれ

ばよいか 

 

近々開催予定の研修会： 

役員室の女性リーダーの数を増やすにはどうすればよいか 

2月 18日、午前 10時（ニューヨーク時間）| 午後 3時（ロンドン時間） 

この研修会には、スペイン語とポルトガル語の同時通訳が付きます。 

 

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 253社の企業と企業以外のステークホルダー51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。 

• National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine"（ウクライナ） 

• Rede D'Or São Luiz（ブラジル） 

• VF Corporation（米国） 

• PayPal Holdings, Inc.（米国） 

• Gentera S.A.B. de C.V.（メキシコ） 

• LyondellBasell（米国） 

• Analog Devices（米国） 

• 株式会社クラレ（日本） 

• Hypera S.A.（ブラジル） 

• Rumo S.A.（ブラジル） 
 

イベント予定 

 

2月 9~11日 

国連グローバル・コンパクト、GreenBiz 21に参加しよう 

 
 
 
   
 
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-09/3m22rd/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-09/3m22rg/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sciencebasedtargetsinitiative/3m22rj/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/emy-families-friendly-policies/3m22rl/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/emy-families-friendly-policies/3m22rl/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/e-gender-balance-in-boardrooms/3m22rn/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-02-09/3m22rq/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-global-compact-at-greenbiz-21/3m22rs/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-global-compact-at-greenbiz-21/3m22rs/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
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国連グローバル・コンパクトと 1,200 名を超えるサステナビリティ・リーダーとともに、GreenBiz 21

にご参加ください。最新の持続可能なビジネスのトレンド、課題や機会を探索し、同業者やソートリ

ーダーと価値のあるつながりを作りましょう。参加招待の申請はこちらから。 

 
3月 16日 

TARGET GENDER EQUALITY LIVE（「ジェンダー平等に照準を」ライブイベント）：行動の 10年

と女性のエンパワーメント 

「国際女性デー」および女性の地位委員会のイベントと並行して開催される TARGET GENDER 

EQUALITY LIVE では、国連グローバル・コンパクトがジェンダーの平等に関するリーダーシップ

を実証することになります。登録はこちらから。 

 

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、国連の価値、マルチラテラリズムの将来、原則主義のビジネスがグローバル・ゴールズ

の達成推進に果たせる役割について話し合い、議論を交わします。登録はこちらから。 

 

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 2,452社 

 

160 カ国 

 

7万 6,648件の公的報告書 

 
 
 

 

著者：国連グローバル・コンパクト （United Nations Global Compact） 

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 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-global-compact-at-greenbiz-21/3m22rs/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ts-target-gender-equality-live/3m22r4/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ts-target-gender-equality-live/3m22r4/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ts-target-gender-equality-live/3m22r4/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ts-target-gender-equality-live/3m22r4/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-7341-home-/3m22rv/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-7341-home-/3m22rv/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-7341-home-/3m22rv/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nt-education-9th-prme-assembly/3m22rx/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nt-education-9th-prme-assembly/3m22rx/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nt-education-9th-prme-assembly/3m22rx/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/3m22rz/821380921?h=5rk-leQOJ-SQaW9hfEz1ThrFPoWJ-z34ZtVLA61-kHM
mailto:a.doi@ungcjn.org
mailto:p.aneta@ungcjn.org
mailto:y.wang@ungcjn.org

