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ブラジル、ポルトアレグレのスーパーマーケットで、ジョアン・アルベルト・シルベイラ・フレイタス氏が警備員
による蛮行を受けて亡くなった事件は、全世界の民間企業が人権擁護に果たす役割について、再び警鐘を鳴らすこ
とになりました。米国でのジョージ・フロイド氏の死亡が世界的な怒りを巻き起こした後に、アフリカ系ブラジル
人のフレイタス氏が、ブラジルの「黒人意識の日」の前日に死亡したことで、この事件は、より公平で公正な社会
の構築と「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」のビジョン実現に向けた私たちの前進に、人種差別が常に
課題を突き付けていることを改めて痛感させることになりました。サンダ・オジャンボ国連グローバル・コンパク
ト CEO 兼事務局長は、その声明の中で、企業との連携を図りながら、私たちの 10 原則と、人権を尊重、支援す
る企業の責任を推進してゆくという決意を強調しています。声明はこちらからご覧になれます。
人権デュー・ディリジェンスの義務づけを支持

その 1 週間前の 11 月 16 日、国連グローバル・コンパクトは、第 9 回国連ビジネスと人権年次フォーラムで、人
権デュー・ディリジェンスの義務づけに対する強い支持を表明しました。サンダ・オジャンボ事務局長は「あらゆ
る人の福祉と尊厳を守るためには、全世界の事業活動とバリューチェーンで人権侵害を予防しなければなりません」
と語っています。詳しくは、こちらをご覧ください。

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4641-11-25-2020/3j9rbg/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4638-11-16-2020/3j9rbj/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
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家族に優しい職場づくりを提唱
国連児童基金（UNICEF）と国連グローバル・コンパクトは「家族に優しい職場：グローバル・
サプライチェーンでディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を進めるための
方針と実践」を発表しました。この報告書は、雇用主が親や介護者による勤務を支援する方針
を実施するとともに、その影響力と統率力を行使して、ビジネスパートナーやサプライチェー
ンにこのような方針を採用するよう働きかける際の指針となるものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

アクション・プラットフォーム参加企業向け健全性基準
国連グローバル・コンパクトのアクション・プラットフォームが果たす中心的な役割と、これ
らグループによる作業の結果として派生するプログラム型イニシアティブに鑑み、国連グロー
バル・コンパクトは 2021 年 1 月の時点で、新たな企業をアクション・プラットフォームに迎
える前提として、基本的なデュー・ディリジェンス審査を行うことになりました。この基礎的
審査は、イニシアティブの健全性を確保するとともに、顕著なリスクがあれば、それを把握す
るための一助となります。既にアクション・プラットフォームに参加されている企業は、この
新規条件の適用を受けません。詳しくは、こちらをご覧ください。

新着情報をすべて見る

メディア活動

サンダ・オジャンボ国連グローバル・コンパクト CEO兼事務局長は今月、大手メディアとの記者会
見に何度か臨みました。また、英国紙『デイリー・テレグラフ』に、投資家にとって持続可能な開発
目標はなぜ必要かに関する記事を発表するとともに、クリスティアーナ・フィゲレス、ポール・ディ
キンソン、トム・リベット・カルナックの 3氏がホストを務める「Outrage + Optimism」ポッドキ
ャストで、国連グローバル・コンパクトのミッションについて論じました。

新着情報

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5831/3j9rbl/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5831/3j9rfj/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5831/3j9rfj/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5831/3j9rfj/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5831/3j9rbl/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ms-sign-up-to-action-platforms/3j9rfl/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ms-sign-up-to-action-platforms/3j9rbn/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/3gvst4/775105523?h=Qcygl4rqL6Kk71qHkNlIkdUkTdef6m1RYlMj6fXCDag
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世界の主な動き

12 月の予定

国連グローバル・コンパクトは 12月、ハイレベルのバーチャル・イベントを多く予定しています。
その皮切りとして、12月 3日には「グローバル・ゴールズをローカル・ビジネスに－アフリカ」が開
催されます。これに続いて Caring for Climate ハイレベル会合と「WOMENpreneurs：スタートア
ップからスターへ」が行われます。また、12月 9日の「国際腐敗防止デー」と 12月 10日の「人権デ
ー」も記念します。

詳しい情報と登録については、こちらをご覧ください。

オーストラリア、先住民の権利を擁護
グローバル・コンパクト・ネットワーク・オーストラリアと KPMG Australia、シドニー工科大学は
11月 16日、「オーストラリア企業向け先住民族の権利に関する国連宣言履行の手引き（Australian 
Business Guide to Implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
）」を発表しました。このガイドブックは、その規模に関係なく、オーストラリアの企業による国
内先住民との交流を支援するために作成された、新たな独自の資料です。手引書は、先住民族の権
利に関する国連宣言に基づき、国連ビジネスと人権に関する指導原則（UNGP）や国連グローバル・
コンパクト 10原則も援用しながら、宣言に示された具体的な権利を紐解き、企業がこれら権利を
尊重、支援するために取れる実際的な行動を提案するとともに、この分野に携わるオーストラリア
の組織の事例を紹介しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

ローカル・ネットワークからの新着情報を全てみる

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/3j9rc4/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4602-10-27-2020/3j9rc8/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ans-rights-in-2020-and-beyond-/3j9rcg/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/rt-date5D--search5Bend-date5D-/3j9rcj/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
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今すぐ取れる行動

サプライチェーンでディーセント・
ワークの前進を図ることを約束する
企業は、多くの人々の生活を大幅に
改善し、数百万人を貧困から脱出さ
せることができます。詳しくは、こ
ちらをご覧ください。

グローバル・サプライチェーンにおける
ディーセント・ワークにコミット

Water Resilience Coalition は、
水ストレスを受けた流域での集団
行動と野心的かつ定量的なコミッ
トメントを通じ、世界の淡水資源
保全を目指す CEO が先頭に立って
進める、業界主導型のイニシアティ
ブです。

Water Resilience

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推進していま
す。詳しくは、こちらをご覧ください。

国内でネットワークを見つけよう

グローバル・ゴールズをローカル・ビジネスに — アフリカ（12 月 3 日）
国連グローバル・コンパクトが南アフリカ、ケニア、ガーナ、コンゴ民主共和国、ナイジェ
リア、タンザニア、およびモロッコのグローバル・コンパクト・ローカルネットワークとの
連携で開催する「グローバル・ゴールズをローカル・ビジネスに（MGGLB）－アフリカ」は、
SDGs に関する「行動の 10 年」で採用すべき集団的アプローチの参考となる情報と着想を
提供し、その火付け役となることを目指す 1 日間のオンライン・フォーラムとして開催され
ました。

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/orms-decent-work-supply-chains/3j9rcn/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/orms-decent-work-supply-chains/3j9rcn/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://bit.ly/3o4PE25
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3j9rcs/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY


MONTHLY BULLETIN | NOVEMBER 2020

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 

今月の注目リソース

リソースをすべて見る

https://unglobalcompact.org/library/5790
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5831/3j9rbl/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://unglobalcompact.org/library/5790
https://unglobalcompact.org/library/5790
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5791/3j9rcx/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library/3j9rd2/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY


MONTHLY BULLETIN | NOVEMBER 2020

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 

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利
用できる UNGC アカデミーは、各社がサス
テナビリティ目標を達成するために必要な
知識とスキルを得ることを目的としていま
す。現在、英語、フランス語、標準中国語、
ポルトガル語、スペイン語でオンライン学
習ツールを提供しています。

最近のオンデマンド講義には、こちらからアクセスできます
•	 グローバル・ゴールズを理解し、行動を起こす方法：SDGs を自社の戦略と業務

に取り込める方法の学習に関心のある、あらゆるレベルのビジネスリーダーを対
象とする 30 分間の双方向型オンライン研修コースです。このコースを全社で共有
しましょう。

国連グローバル・コンパクトには、新たに 260 社と企業
以外のステークホルダー 42 団体が加わりました。先月中
に署名した企業のうち、最大のもの（従業員数で）は下記
のとおりです：

• State Atomic Energy Corporation Rosatom（ロシア連邦）
• McKesson（米国）
• Centene Corporation（米国）
• Dentsu International Limited（英国）
• Cosan S.A.（ブラジル）
• Companhia Siderurgica Nacional（ブラジル）
• Ja Solar Technology Co., Ltd.（中国）
• KAP Industrial（南アフリカ）
• センコーグループホールディングス株式会社（日本）
• Dürr Group（ドイツ）

国連グローバル・コンパクトへようこそ！

12 月
8 日

Caring for Climate ハイレベル会合

グ ロ ー バ ル・ ゴ ー ル ズ を ロ ー カ ル・ ビ ジ ネ ス に
（Making Global Goals Local Business） — 
アフリカ

イベント予定

12 月
3 日

•	 ジェンダー平等：ビジネスはいかにして変革のペースを速められるか（How	
Business	Can	Accelerate	the	Pace	of	Change）：この双方型オンライ
ン研修コースは、ジェンダー平等を推進する上でビジネスが果たす役割と、変
革のペースを速めるためにすべての企業が踏める具体的なステップに対する理
解を促すものです。現在、英語、スペイン語、ポルトガル語で受講できます。                                                                  
受講を始める

12 月
8 日

WOMENpreneurs：
スタートアップからスターへ

イベント予定をすべて見る。

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/globalgoals/3gvssx/775105523?h=Qcygl4rqL6Kk71qHkNlIkdUkTdef6m1RYlMj6fXCDag
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/genderequality/3j9rdd/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2020-11-28/3j9rdg/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/3j9rc4/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
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コフィー・アナン国連事務総長が 2000 年に立ち上げた国連グロー
バル・コンパクトは、世界各地の企業に対し、事業運営と戦略を人権、
労働、環境、腐敗防止の 4 分野 10 原則と整合させ、国連の目標達
成のための行動を起こすよう呼びかけています。

20 年間に渡り世界のビジネス界を結集し、持続可能な社会の実現に
向けて活動してきた国連グローバル・コンパクトと共に、よりよき
世界を築いていきましょう。

• 国連グローバル・コンパクトの取り組みについて
• ソーシャルメディアを通じて支援の声を発信

国連グローバル・コンパクト発足 20 周年

12,084 社
参加企業

157 カ国
から

75,168 件
レポート

国連グローバル・コンパクト GCNJ

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！

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
庄司　y.shoji@ungcjn.org
王　　y.wang@ungcjn.org

http://:https://bit.ly/2FHwTAn
https://bit.ly/31EOktp
https://www.facebook.com/UNGlobalCompact/
https://twitter.com/globalcompact
https://www.linkedin.com/company/united-nations-global-compact
https://www.instagram.com/globalcompact/
https://www.youtube.com/channel/UCvGxh25-RUvCcZJXHj32Zzg
https://www.facebook.com/ungcnj
https://twitter.com/GlobalCompactJP

