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グローバル・コンパクト CEO を国連事務次長補に任命 

アントニオ・グテーレス国連事務総長はこのたび、サンダ・オジャンボ氏を国連グローバル・コンパクト担当事
務次長補に任命しました。オジャンボ氏はこれまで 2 年間、グローバル・コンパクトの CEO 兼事務局長を
務めてきました。オジャンボ氏は国連事務次長補として、ローカル、グローバル双方のレベルでインパクトと
アドボカシーを推進する革新的かつ戦略的なパートナーシップの構築を担当します。また、事務総長と副
事務総長に対し、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に対する民間セクターの貢献について助
言するとともに、国連機関間調整の場や、関連する多国間・国際機関と密接な連携における、グローバ
ル・コンパクトの参画を管理、調整します。続きはこちらから » 
 

◆新着情報 

企業向けウクライナ人道対応支援ガイドをアップデート 

新たに結成された国連のグローバル危機対応グループの報
告によると、世界はウクライナでの戦争を契機とする「パーフェ
クト・ストーム（複数の危機が同時に起こる事態）」に直面
しており、コロナ禍と気候変動で痛めつけられた世界経済に
壊滅的な影響が及びかねません。国連グローバル・コンパクト
がこのたび発表したウクライナ・ビジネスガイドのアップデート版
は、戦争と人道危機の被災者を民間セクターが援助、支援
できる方法を紹介しています。続きはこちらから » 

 

https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/1007895512/1586962b33af0e1fd635e0893a5c5f30ec8a3baa32bfe2000cc92369aa4e3a44
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/1007895512/1586962b33af0e1fd635e0893a5c5f30ec8a3baa32bfe2000cc92369aa4e3a44
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/1007895512/1586962b33af0e1fd635e0893a5c5f30ec8a3baa32bfe2000cc92369aa4e3a44
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/1007895512/1586962b33af0e1fd635e0893a5c5f30ec8a3baa32bfe2000cc92369aa4e3a44
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4923-04-22-2022/4lmyp3/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4923-04-22-2022/4lmyp3/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4922-04-13-2022/4lmyp6/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-03-0120ukr-business-guide-pdf/4lmyp9/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4922-04-13-2022/4lmyp6/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
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◆世界のローカル・ネットワークより 

【ブラジル】 企業に火星への移転をよびかけ 

国連グローバル・コンパクトのブラジル・ネットワークはこのたび、コー
ポレート・サステナビリティを支持しない企業に火星への移転を求め
るキャンペーンを立ち上げました。広告代理店AlmapBBDOが仕
掛けたこのキャンペーンでは、サステナビリティと社会に配慮しない企
業は、地球上に居場所はないというメッセージを発信しています。
このキャンペーンでは、火星への移転の「便益と利点」を謳う動画
もキャンペーンの裏付けとして制作・公開しています。 
動画はこちらから » 

【スペイン】 ビジネス・ガバナンスを支援するスペイン語ツールが完成 

国連グローバル・コンパクトのスペイン・ネットワークでは「SDGs目
標 16 ビジネス枠組み：社会を変えるガバナンスを目指して
（SDG 16 Business Framework: Inspiring 
Transformative Governance）」というツールを発表しまし
た。誠実、公平かつ包摂的な文化を育て、社会を変えるガバナン
スの採用と浸透を図る企業を支援する、スペイン語のツールで
す。このツールの目的は、公的機関、法律および公的システムの
強化という SDGs目標 16の達成を図りつつ、企業が ESG実
績を改善できるよう支援することにあります。資料はオープンソース
で、あらゆるスペイン語圏企業が利用できます。 
 

【スイス】 「時代を先取りするヒーローたち」  持続可能な変革のためのインタビュー動画を制作  

国連グローバル・コンパクトのネットワーク・スイス&リヒテンシュタイ
ンは、Deloitte Switzerland と共同で「時代を先取りするヒー
ローたち（Visionary Heroes）」と題するインタビュー・シリー
ズを制作しました。このキャンペーンでは、サステナビリティの指導
者たちが、自分たちの組織で実現した変革に関するインサイトと
経験を共有します。動画はこちらから » 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/s-companies-to-travel-to-mars-/4lmypp/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/s-companies-to-travel-to-mars-/4lmypp/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/a-la-gestion-de-la-gobernanza-/4lmyps/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/visionaryheroes/4lmypw/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/visionaryheroes/4lmypw/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
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◆すぐに起こせる行動 

Target Gender Equalityアクセラレーターに加わろう 
 

このプログラムは、実績向上分析、能力構築ワ
ークショップなどの提供を通じて、企業が女性の
地位向上関連のターゲットを達成できるよう支
援を行うものです。 
 
 
 
 

LGBTIQ+標準ギャップ分析ツールを使おう 
無料で使いやすい秘密厳守のオンライン評価プ
ラットフォームで、企業が職場やその先で
LGBTIQ+のインクルージョンを確保するための
お手伝いをします。 
 
 
 
 
 

#GoodForBusinessキャンペーンに参加しよう 
あなたの写真を添え、ソーシャルメディアであなた
のネットワーク全体に口コミを広めてください。そ
れ が ビ ジ ネ ス の 利 益 に な り ま す
#GoodForBusiness。 
今すぐ unitingbusiness.zoneを見る » 
 

すぐに起こせる行動をもっと見る » 
 
 

 
 
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-action-target-gender-equality/4lmypz/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/accounts-login--next--/4lmyq3/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-04-30/4lmyq6/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-04-30/4lmyq6/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action/4lmyq9/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
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一緒にリーダーズ・サミットに参加しよう     6月 1日～6月 2日 

国連グローバル・コンパクト・リーダーズ・サミットのバーチャル体験にご
参加ください。未来志向のビジネスリーダーや SDGs のステークホル
ダー、活動家、政策立案者、新興のリーダー数千人が全世界から
参加し、刺激的な会話や目的を持ったネットワーキング、有意義な
学びを提供します。 
 

今すぐ登録する » 

 

 

◆注目のリソース  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     

すべてのリソースを見る » 

◆国連グローバル・コンパクト・アカデミーで学ぶ 

国連グローバル・コンパクトでは、参加企業向けに、各社のサステナビリティ目標達成に必要な知識とスキ
ルを提供するアカデミーを設けています。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。 
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ium-bulletin-utm-campaign-LS22/4lmyqd/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ium-bulletin-utm-campaign-LS22/4lmyqd/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://unglobalcompact.org/library
https://unglobalcompact.org/library
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-07-31/3y24g9/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-01-31/4bvj55/974205062?h=1A-uzkzXDhbpSXFksVtwa-mZCoOfneFujEY8ZeiSoFg
https://unglobalcompact.org/library/6048
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/2022-03-01%20ukr_business_guide.pdf
https://bhr-navigator.unglobalcompact.org/
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調達がサプライチェーンにおけるディーセント・ワークを推進する 

世界各地で 5 月にメーデーが祝われるのに先立ち、持続可能な調達に関するベストプラクティスや、ディ
ーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に向けた会話にサプライヤーを巻き込むためのガイダン
スをとりあげる、オンライン研修コースが開催されます。是非ご参加ください。 

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 350 社の企業と企業以外のステークホルダー29 名が加わりまし
た。一方、コミュニケーション・オン・プログレス未提出の 128社は除名されました。 
先月中に加入した企業のうち、（従業員数で）最も規模が大きい企業は下記のとおりです。 
 Samsung Electronics Co., Ltd.（韓国） 
 Grupo Coppel（メキシコ） 
 Daimler Truck AG（ドイツ） 
 Majorel Group Luxembourg S.A（ルクセンブルク） 
 Liberty Mutual（米国） 
 China Energy Conservation and Environmental Protection Group（中国） 
 Mehiläinen Group Oy（フィンランド） 
 三菱マテリアル株式会社（日本） 
 Nice Group Holding Corp., Ltd.（タイ） 
 Top Glove Corporation Bhd（マレーシア） 
 

◆イベント予定 

5月 12日 
ラテンアメリカ地域で Target Gender Equality発足イベントを開催 
スペイン語で開催されるこのイベントは、社内でジェンダーの平等を促進し、ジェンダー公正を達成するため
に必要な方針や慣行、措置に対する企業の理解を高めることでしょう。 
参加者には、これまでの TGE参加者との質疑応答の機会も与えられます。登録はこちらから » 
 
6月 1~2日 
国連グローバル・コンパクト・リーダーズ・サミット 
国連グローバル・コンパクト・リーダーズ・サミットのバーチャル体験にご参加ください。2 日間にわたる刺激的
な話し合いと目的を持ったネットワーキングの機会をお見逃しなく。今すぐ登録する » 

イベント予定を全て見る» 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/decentwork/4lmysh/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-04-01/4gnk23/995914124?h=3hNJ70zZFJghvSfLdaKkRHdk2QBTdvxwaeOownpU6K4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nder-equality-in-latin-america/4lmyrh/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nder-equality-in-latin-america/4lmyrh/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ium-bulletin-utm-campaign-LS22/4lmyqd/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ium-bulletin-utm-campaign-LS22/4lmyqd/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/4lmyrl/1007906873?h=5ZALVroR4gUOgHr0dqBqeJG0dnBeFHDdpLJVkD1aMeo


 

 

6 
 

MONTHLY BULLETIN | April 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問合せ先： 

斧田    h.onoda@ungcjn.org 

阿部   y.abe@ungcjn.org 

石田   h.ishida@ungcjn.org 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊   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。  

署名企業   ︓ 15,918社 
参加国      :  162 カ国 
公的報告書  :  91,694件 

 

mailto:h.onoda@ungcjn.org
mailto:y.abe@ungcjn.org
mailto:h.ishida@ungcjn.org

