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気候野心アクセラレーターが発足 
 

Business Ambition for 1.5°C キャンペーンに賛同する企業が 500 社を超える中で、国連グロー

バル・コンパクトは、2030 年までに地球全体の温室効果ガス排出量を半減させ、2050 年までに

ネットゼロを達成するために必要な知識とスキルを、より多くの企業に身に着けてもらうための 6

カ月間の学習プログラム「気候野心アクセラレーター（Climate Ambition Accelerator）」を立ち上

げました。 
 

気候野心アクセラレーターのねらいは、あらゆる規模や部門、地域の企業による信頼できる気候

変動対策をスケールアップすることで、企業が排出量削減に向けた有意義な約束を行い、これを

果たすとともに、パリ気候協定の目標を達成できるようにすることにあります。詳しく見る » 

気候野心アクセラレーターに参加する » 

 
 

新着情報 

 
インドの危機：Business Fights Povertyが支援を呼びかけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

自然に基礎を置く水管理アプローチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Business Fights Poverty（貧困と闘うビジネス）のメ

ンバーは、企業をはじめ、ノウハウや知識、ネットワ

ーク、資金を提供できる人々に対し、インドの新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）対策を支援する

よう呼びかけています。「インドの人々が緊急に必

要としている物資を届けるには、信じられないほど

短い時間しか残されていません。」CEO 兼創設者

のザヒード・トーレス=ラーマン氏は、このように語っ

ています。参加をご希望の方は、Business Fights 

Povertyまで » 
 

 
Water Resilience Coalition（水レジリエンス連合）

の「リーダーシップのプロフィール（Profiles in 

Leadership）」シリーズでは今月、Dow で会長兼

CEO を務めるジム・フィタリング氏を迎え、自然に

基礎を置く水管理アプローチを取り上げています。

すでに 25 を超える企業と組織が参加する Water 

Resilience Coalition は、水の安定確保を改善し、

生態系を回復、保護するとともに、気候変動に対す

るレジリエンスを高めつつ、現地のコミュニティに社

会的、経済的便益をもたらす自然な長期的ソリュー

ションの実施を図っています。インタビューを見る » 
 
 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4696-04-21-2021/3r16dd/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-summit-2019-business-ambition/3r16dg/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-summit-2019-business-ambition/3r16dg/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4696-04-21-2021/3r16dd/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4696-04-21-2021/3r16dd/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-climate-ambition-accelerator/3r16dj/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-climate-ambition-accelerator/3r16dj/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/india-and-covid-response-/3r16dl/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-profiles-dow-/3r16dn/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4696-04-21-2021/3r16dd/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/india-and-covid-response-/3r16dl/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/india-and-covid-response-/3r16dl/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/india-and-covid-response-/3r16dl/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/india-and-covid-response-/3r16dl/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-profiles-dow-/3r16dn/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-profiles-dow-/3r16dn/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-profiles-dow-/3r16dn/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
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児童労働に終止符を打つことを誓っていますか 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

世界の主な動き 
 

ウクライナでアース・デー・サミットを開催 

「国際アース・デー」に当たる 4月 22日、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ウクライナは、パー

トナーとして「持続可能なビジネス・サミット」に参加しました。サミットは、大企業 20 社の所有者や

CEO と、CSR の専門家が、社会的責任と優れた業績を兼ね備えたビジネスを構築するための戦

略をいくつか共有する場となりました。詳しく見る » 
 

  

 

現代的奴隷制という惨劇への取り組み 

全世界で 1,600 万人が、民間のサプライチェーンで現代的奴隷制の被害者となっています。グロ

ーバル・コンパクト・ネットワーク・オーストラリアによる新刊書は、具体的な事例と行動を紹介する

ことで、現代的奴隷制に対処できる効果的な苦情申立メカニズムの策定と実施を図る企業を支援

しています。この刊行物を読む » 
 
                   

児童労働とあらゆる形態の強制労働に終止符

を打つことは、国連グローバル・コンパクト 10 原

則に欠かせない要素です。「児童労働の根絶の

ための国際年」に因み、国連グローバル・コンパ

クトはその参加企業に対し、5 月 15 日までに

2021年行動誓約（Action Pledge）を提出するよ

う呼びかけています。詳しく見て、誓約を行う » 

新着情報をすべて見る » 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-to-eliminate-child-labour/3r16dq/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4697-04-23-2021/3r16dv/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4697-04-23-2021/3r16dv/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4697-04-23-2021/3r16dv/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5880/3r16dx/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5880/3r16dx/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5880/3r16dx/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4697-04-23-2021/3r16dv/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5880/3r16dx/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-to-eliminate-child-labour/3r16dq/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-to-eliminate-child-labour/3r16dq/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/3r16ds/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/3r16ds/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ions-to-eliminate-child-labour/3r16dq/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
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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 
                          

SDGアンビション・アクセラレーターに加わろう 

「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。もっと

読む » 
                          

Target Gender Equalityに加わろう 

Target Gender Equality（ジェンダー平等に照準を）では、国連グローバル・コンパクト参加企業が、

取締役会や幹部レベルを手始めに、女性の進出に関する自社の目標を達成できるよう、支援して

います。今すぐ参加する » 
                          

気候野心アクセラレーターに加わろう 

気候野心アクセラレーターのねらいは、あらゆる規模や部門、地域の企業による信頼できる気候

変動対策をスケールアップすることで、企業が排出量削減に向けた有意義な約束を行い、これを

果たすとともに、パリ気候協定の目標を達成できるようにすることにあります。参加する » 

 
さらに行動を起こす » 
 
 

すべてのリーダーへ 
 

国連グローバル・コンパクト・リーダーズ・サミット 

2021年 6月 15~16日 
 

6 月 15~16 日にオンラインで開催される国連グローバル・コンパクト 2021 年リーダーズ・サミット

には、2 万 5,000 を超える要人がビジネス界、政府および市民社会から参集し、SDGs に関する

戦略的な集団行動の加速を図ります。これまでの進捗状況と、実践や民間投資のギャップへの取

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/rt-date5D--search5Bend-date5D-/3r16dz/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3r16f2/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3r16f2/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3r16f2/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3r16f2/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3r16f2/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/863507909/www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-action-target-gender-equality/3r16f4/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-action-target-gender-equality/3r16f4/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-climate-ambition-accelerator/3r16dj/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-climate-ambition-accelerator/3r16dj/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-climate-ambition-accelerator/3r16dj/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action/3r16f6/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action/3r16f6/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-23790-/3r16fb/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3r16f2/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-action-target-gender-equality/3r16f4/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-climate-ambition-accelerator/3r16dj/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
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り組みが必要な分野の検討は、重要な議題となります。議論のテーマとしては、ジェンダーの平等、

気候変動対策、ディーセント・ワーク、SDGs のためのパートナーシップ、および、平和、正義と強

力な制度が予定されています。資金調達に関する議論では、SDGs の達成に向けて欠かせない

資金として、全世界で数兆ドルを集中的に投入するための着想や、革新的なアイディアが生まれ

ることでしょう。今回のリーダーズ・サミットは、まるで太陽を追いかけるように、26 時間に及ぶ継

続的プログラムを実施することで、企業がより良い世界を目指し、タイムゾーンを越えて結束でき

るようになっています。今すぐ登録する » 
                        

 
 

注目のリソース 
 

     

すべてのリソースを見る » 
 
 
 
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-23790-home-/3r16gq/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-23790-home-/3r16gq/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library/3r16fl/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library/3r16fl/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-23790-/3r16fb/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5869/3r16fd/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5881/3r16fg/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5791/3r16fj/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
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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。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。 

 

近日開催予定のライブ・オンライン研修会： 

グローバル・サプライチェーンの安全衛生をいかに改善するか 

米東部夏時間 2021年 5月 20日午前 9時から 

 

新規オンデマンド研修会： 

ビジネスにとっての水の価値（英語、スペイン語、ポルトガル語で受講可能） 

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 366社の企業と企業以外のステークホルダー50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。 
 

• STRABAG SE（オーストリア） 

• Reckitt Benckiser Group plc（英国） 

• Power International Holding（カタール） 

• GrandVision NV（オランダ） 

• VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe（オーストリア） 

• Signet Jewelers Ltd.（バミューダ） 

• Rogers Communications Inc.（カナダ） 

• ID Logistics（フランス） 

• PJSC ALROSA（ロシア連邦） 

• Medicover AB（スウェーデン） 
 

 

イベント予定 
 

5月 11~12日 

グローバル・ゴールズを達成しよう 

ローカルビジネス – オーストラリア 

この 2日間のイベントでは、責任あるビジネス実践がいかにして新たな市場機会を作り出し、国連

持続可能な開発目標（SDGs）の実現に資する行動を加速させるのかを明らかにします。登録す

る » 

 

6月 16~17日 

2021年責任ある経営教育のためのグローバル・フォーラム – 第 9回 PRME大会 

登録する » 

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 

» 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-03-31/3p8jfs/847397817?h=IBMETdMNb-3Z6s9eyPiZgKNRZ261IzdtAcxAPwzg7GM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-03-31/3p8jfv/847397817?h=IBMETdMNb-3Z6s9eyPiZgKNRZ261IzdtAcxAPwzg7GM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn/3r16fs/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn/3r16fs/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn/3r16fs/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn/3r16fs/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-04-30/3r16fv/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-04-30/3r16fv/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/goals-local-business-australia/3r16fx/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/goals-local-business-australia/3r16fx/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/goals-local-business-australia/3r16fx/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/goals-local-business-australia/3r16fx/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/goals-local-business-australia/3r16fx/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/goals-local-business-australia/3r16fx/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nt-education-9th-prme-assembly/3r16fz/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nt-education-9th-prme-assembly/3r16fz/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nt-education-9th-prme-assembly/3r16fz/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nt-education-9th-prme-assembly/3r16fz/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nt-education-9th-prme-assembly/3mz2bf/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nt-education-9th-prme-assembly/3mz2bf/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nt-education-9th-prme-assembly/3mz2bf/832745240?h=Z1jTqIyNcVRpUa_Sd1CqpxAg1q7k4P_hFJtFTqhl5NM
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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 3,043社 

 

160 カ国 

 

7万 8,337 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! 

               

https://www.facebook.com/ungcnj 

https://twitter.com/GlobalCompactJP 

#UnitingBusiness 
 
 
 

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/take-action-events/3r16g2/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/3r16g2/863507909?h=PdFQr6sqa_mBd_Emm5lbNgD6aoCzFee-tTQ8hxi1qgI
https://www.facebook.com/ungcnj
https://twitter.com/GlobalCompactJP
mailto:a.doi@ungcjn.org
mailto:p.aneta@ungcjn.org
mailto:y.wang@ungcjn.org
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/0yesv-qrf-hPIeIBSKd1Dik2yMBziI/3mz2ft/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/0yesv-qrf-hPIeIBSKd1Dik2yMBziI/3mz2fw/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/0yesv-qrf-hPIeIBSKd1Dik2yMBziI/3mz2fy/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/0yesv-qrf-hPIeIBSKd1Dik2yMBziI/3mz2g1/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/0yesv-qrf-hPIeIBSKd1Dik2yMBziI/3mz2g3/832770118?h=WvNrjmBxlCRT_iYUibMAmXjFkgZnYpD0XU18jMqpn6M

