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9 月 21日から 23日にかけ、1万 2,000 人を超えるビジネスとサステナビリティの専門家が政府や市民社会、国連のリー
ダーとともに、第 75回国連総会の開幕を飾る国連グローバル・コンパクトのオンライン（かつ、これまでで最もサステ
ナブルな）イベント「Uniting Business LIVE」に参集しました。

イベントでは、5カ国の首脳、12カ国の閣僚、国連総会議長、国連事務総長、15の国連機関の最高責任者に加え、世界
で最もサステナブルな企業から 50人を超える CEOが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）やその他の緊急課題に
取り組むうえで最善のロードマップとして、持続可能な開発目標（SDGs）に対する支持を表明しました。民間セクター・
フォーラム、グローバル・インパクト・フォーラム、SDG ビジネス・フォーラムを含め、3日間にわたるオンライン会
合で開催されたセッションはすべて、こちらからご覧になれます。

主な成果：

• 100 カ国以上の 1,200 人を超える CEOが、力強い「新たなグローバル協調のための声明」に署名しました。宣言採
択の様子はこちらからご覧になれます。

• 「統合 SDG 投資・ファイナンスに関する新原則」が発表されました。
• SDG Ambition 加速のための新たな指針ができ上がりました。
• 250 社を越える企業が女性のリーダーシップと平等の推進を約束しました。
• 国連グローバル・コンパクトは国連開発計画（UNDP）、国際商業会議所と共同で「COVID-19 民間セクター・グローバル・

ファシリティ」を立ち上げることになりました。

https://www.youtube.com/channel/UCvGxh25-RUvCcZJXHj32Zzg
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4597-09-24-2020/3fhhpq/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/annel-UCvGxh25-RUvCcZJXHj32Zzg/3fhhps/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4589-09-21-2020/3fhhpv/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/v-xI3DM8aqtWo-feature-youtu-be/3fhhsb/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4591-09-21-2020/3fhhpx/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4593-09-22-2020/3fhhpz/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4592-09-22-2020/3fhhq2/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4594-09-23-2020/3fhhq4/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4594-09-23-2020/3fhhq4/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
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国連グローバル・コンパクト参加企業の全従業員に参集を呼びかけ
私たちは、国連グローバル・コンパクト 20周年記念キャンペーンが終わりに近づく中で、参
加企業 1万 1,000 社と非企業ステークホルダー 3,000 団体すべての職員に対し、10月 24 日
の国連デー記念行事への参集を呼びかけています。

私たちは、その仕事を通じて、国連の使命や持続可能な開発目標に有意義な貢献を行っている
従業員が、約 1億人に上ると見ているため、こうした人々がより良い世界の実現を目指して発
揮している主体性を称えたいと考えています。私たちの国連デー記念行事についてはこちら、
参加を呼びかけるサンダ・オジャンボ事務局長の動画はこちらをご覧ください。

国連、グローバル・サプライチェーンが減速する中で、船員への支援を強化

国連事務総長は「世界海事デー」（9月 24日）にあたり、各国政府に対し改めて、船員を「重
要労働者」に指定するよう呼びかけました。コロナ対策を理由に渡航と通過が制限されている
ために、80万人の船員が船内に足止めされたり、船に戻ることを禁じられたりしているから
です。「疲弊した船員が永遠に働き続けることなどできません。また、国際海運が混乱すれば、
壊滅的な影響が生じてしまうでしょう」アントニオ・グテーレス事務総長はこのように語って
います。

新着情報をすべて見る

世界の主な動き

タイ、2030 年までに 998 件のサステナビリティ・プロジェクトを計画
タイ首相は国連常駐調整官、国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・タイとの連携によ
り、2030年までに 998件のサステナブル事業を開発する官民パートナーシップに投資する予
定です。詳しくは、こちらをご覧ください。

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-/3cwtd1/744490408?h=oqr_9usWU8edYGkOshhmLJdOqci6oXsJ4hlS4aakNOM
https://app.videopeel.com/v/k8sx9hx8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/3cwtd9/744490408?h=oqr_9usWU8edYGkOshhmLJdOqci6oXsJ4hlS4aakNOM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4599-10-02-2020/3fhhqd/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://unglobalcompact.org/take-action/events/1786-unitingbusiness-live-un-general-assembly
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SDGs の旗を掲げて

グローバル・コンパクト・ネットワーク・オランダは「SDGs アクション・デー」（9月 25日）
を記念し、オランダの企業や大使館、NGO、大学や市町村に対し、その建物に、そしてソーシャ
ルメディア・プラットフォームでもバーチャルに、SDGs の旗を掲げることにより、その決意
を示すよう説得しました。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もっと読む

今すぐ取れる行動

SDG Ambition のアクセラレーター
プログラムでは、野心的な自社目
標を立て、コアビジネス運営への
SDGsの統合を加速するよう、企業
への働きかけと支援を行っていま
す。今すぐご参加ください。

SDG Ambition に加わろう

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

Target Gender Equality は、ビジネ
ス全体のあらゆるレベルで、女性
の代表とリーダーシップについて
野心的な自社ターゲットを定め、
達成しようとする企業をサポート
しています。詳しい情報を見る。

Target Gender Equality

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4598-10-02-2020/3fhhqg/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXa
https://unglobalcompact.org/take-action/events/1786-unitingbusiness-live-un-general-assembly
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/rt-date5D--search5Bend-date5D-/3cwtdm/744490408?h=oqr_9usWU8edYGkOshhmLJdOqci6oXsJ4hlS4aakNOM
https://unglobalcompact.org/take-action/sdg-ambition
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3brblc/730652396?h=kvro2s2rXb6Wewyqp_48r7cFZ0k3afuraxep-n7BBEM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-call-to-action/3brblf/730652396?h=kvro2s2rXb6Wewyqp_48r7cFZ0k3afuraxep-n7BBEM
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-action-target-gender-equality/3fhhqs/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
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国連デー祝賀行事にご参加ください
私たちは 20周年キャンペーンの一環として、参加企業と非企業ステークホルダーの職員と
従業員全員に対し、10月 24日の国連デーに、より良い世界の実現に向けて結束を図るため、
それぞれが果たしている役割を実証するよう呼びかけています。その方法については、今す
ぐこちらをご覧ください。

今月の注目リソース

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-un-day/3fhhq8/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-un-day/3fhhq8/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
http://www.unglobalcompact.org/news/4581-07-30-2020
https://unglobalcompact.org/library/5789
https://unglobalcompact.org/library/5750
https://www.unglobalcompact.org/library/5747
https://www.unglobalcompact.org/library/5746
https://unglobalcompact.org/library/5788
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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
知識とスキルを得られるようにすることを
目的としています。UNGC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アクセスする

• グローバル・ゴールズを理解し、行動を起こす方法：グローバル・ゴールズを自
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。サステナ
ビリティを目指す旅へと出発できるよう、このコースを全社で共有してください。

国連グローバル・コンパクトには、新たに 252社と企業以
外のステークホルダー 60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：

• Magnit PJSC（ロシア連邦）
• PJSC Gazprom Neft（ロシア連邦）
• EVRAZ plc（英国）
• Sibanye-Stillwater（南アフリカ）
• groupe ORPEA（フランス）
• IHS Markit（英国）
• Energisa SA（ブラジル）
• Veidekke ASA（ノルウェー）
• Denim Clothing Company（パキスタン）
• NPC Ukrenergo（ウクライナ）

国連グローバル・コンパクトへようこそ！

10 月
24 日

国連デー
国連グローバル・コンパクト・ネットワークの
1億人の仲間に加わってください。10 月 24 日
の国連デーに、国連がソーシャルメディアで歴
史的な偉業を成し遂げるためには、皆さん一人
ひとりの力が必要です。詳しくは、こちらをご
覧ください。

ILO 研修 — 国際労働基準と企業の社会的責任：人
権デュー・ディリジェンスにおける労働的側面

社員の権利を十分に理解している企業は、その
尊重においても優れています。この 5日間の研
修では、新たなデュー・ディリジェンス・プロ
セスの原則を策定する際に、企業が直面しかね
ない複雑な課題に参加者が取り組みます。
登録はこちらから。

イベント予定

10 月
18~19 日

近々開催予定のセッション

• SDG Ambition アクセラレーター：企業が SDGs に対するプラスの影響を大幅
に高められる革新的な事業戦略を策定、実施できるよう、エンパワーメントと
手段の提供を図る 6カ月間のプログラムです。

受講を始める

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ate-integration-of-the-17-sdgs/3brbm3/730652396?h=kvro2s2rXb6Wewyqp_48r7cFZ0k3afuraxep-n7BBEM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/globalgoals/3fhhrb/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-un-day/3fhhq8/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-un-day/3fhhq8/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-of-human-rights-due-diligence/3brbm7/730652396?h=kvro2s2rXb6Wewyqp_48r7cFZ0k3afuraxep-n7BBEM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3fhhqn/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2020-10-03/3fhhrd/760512395?h=Gu8nqq1w4N22HU1XHZzI9yEhNGKRxwz30J9kRGtVXaI


MONTHLY BULLETIN | SEPTEMBER 2020

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 

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

11,593社
参加企業

156カ国
から

58,604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

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/bJ-zw/3brbmf/730652396?h=kvro2s2rXb6Wewyqp_48r7cFZ0k3afuraxep-n7BBEM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/bJ-zw/3brbmf/730652396?h=kvro2s2rXb6Wewyqp_48r7cFZ0k3afuraxep-n7BBEM
https://www.facebook.com/UNGlobalCompact/
https://twitter.com/globalcompact
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
mailto:a.doi@ungcjn.org
mailto:y.shoji@ungcjn.org
mailto:y.wang@ungcjn.org 

