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国連事務総長、企業の CEO とともに Uniting Business LIVE に参加 

アントニオ・グテーレス国連事務総長とアミーナ・J・モハメッド副事務総長は Pfizer、Avon、Alecta、

Melvin Marsh International Ltd、Russell Reynolds Associates 各社の CEO とともに、9 月

20 日から 22 日にかけて開かれるグローバル・コンパクト Uniting Business LIVE に登壇します。その

他、ポール・ポルマン氏、サンダ・オジャンボ氏、そしてガーナのレゲエ・スター、ロッキー・ダウニ氏の登壇も確

定しています。 

Uniting Business LIVE は、Day1 のハイレベル民間セクター・フォーラム、Day2 のグローバル・インパ

クト・フォーラムとヤング SDG イノベーターズ・サミット、そして Day3 の SDG ビジネス・フォーラム（国際商

業会議所および国連経済社会局の共催）の 3 部構成となっています。このイベントはどなたでもご参加

になれます。 参加登録はこちら » 

 

◆新着情報 

水資源保全のための報告枠組みが発足 

国連グローバル・コンパクト CEO Water   

Mandate (国連グローバル・コンパクト 

の下部組織で水に関するイニシアチブ) 

は、世界水週間に合わせ、「水資源保全 

のための報告枠組み（Water Resilience  

Assessment Framework／WRAF）」 

を立ち上げました。この枠組みは、短期的 

および長期的な水システムの回復を確保す

るために、ステークホルダー間の意思決定や行動に情報を提供し、支援することを目的としています。 

もっと読む » 

https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/919785180/e056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-fr-u-0View-Online/4129j5/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-es-u-0View-Online/4129j7/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/l-auto-tl-zh-CN-u-0View-Online/4129j9/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/l-auto-tl-zh-CN-u-0View-Online/4129j9/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ar-u-0View-Online/4129jc/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ar-u-0View-Online/4129jc/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ru-u-0View-Online/4129jf/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive21/4129jw/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive21/4129jw/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4749-08-27-2021/4129jy/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive21/4129jw/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4749-08-27-2021/4129jy/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
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世界の CFO 動画シリーズがスタート 

世界的トップ企業の最高財務責任者 

（CFO）との刺激的なインタビューをまと 

めた新しい動画シリーズが始まります。 

聞き手は元 CNN Business のキャスター、 

マギー・レイク氏。 この動画シリーズ、「持続 

可能な未来の財源：CFO の知見 

（Financing a Sustainable Future:  

CFO Insights）」は、9月から毎週配信さ

れ、世界の CFO が SDGｓ達成のために、コーポレート・ファイナンスの未来を変えていく様子をお届けしま

す。 詳しくはこちらから » 

 

新着情報を全て見る » 

◆世界のローカル・ネットワークより 

ウルグアイでローカル・ネットワーク発足 

国連グローバル・コンパクトは政府や企業、市民社会、学

界、国連の代表が出席するイベントで、ウルグアイのローカ

ル・ネットワークを再び発足させました。発足式では、民間

セクターが国連システムとの密接な連携により、持続可能

な未来の構築に果たせる役割について、ウルグアイの CEO

たちが固い決意を表明しました。 もっと読む » 

 

南アフリカの女性とリーダーシップ 

グローバル・コンパクト・ネットワーク南アフリカは、女性月間

に因み、南アフリカの民間セクターにおける幹部・リーダーシ

ップレベルのジェンダー平等の重要性に関する対話を行い

ました。このイベントでは、実績のある女性たちに焦点を当

て、その経歴や学びを紹介しました。ノジポ・ジャヌアリー・バ

ーディル氏は対話の冒頭、アフリカの女性リーダーたちの歴

史と経験を綴った自著『Write to Speak』からの洞察を

共有しました。 詳しく見る » 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-08-30/4129k1/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-08-30/4129k1/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/4129k3/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4748-08-19-2021/4129k5/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4748-08-19-2021/4129k5/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-08-30/4129k7/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-08-30/4129k7/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-08-30/4129k1/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
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◆注目のリソース 

 

すべてのリソースをみる>> 

 

◆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・コンパクト参加企業が利用できるアカデミーでは、各社の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身に着けることができます。 

国連グローバル・コンパクト・アカデミーは英語、フランス語、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： 

ビジネスと人権：企業はいかにして国連の指導原理を実行に移せるか 

 

・ ライブ・バーチャル・セッション: 

「健康に配慮した気候変動対策をビジネスで実現する方法」 

AM 9:45 (EDT), 2021 年 9 月 29 日 

 

・ 大規模公開オンライン講座（MOOC）： 

ビジネスとディーセント・ワーク：企業はあらゆる人のディーセント・ワーク達成にいかに貢献すべきか

（SDGs 目標 8） 2021 年 9 月 6 日–10 月 8 日 

 

受講を始める » 

https://unglobalcompact.org/library
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-07-31/3y24g9/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-07-31/3y24gc/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/humanrights/3y24hf/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-decent-work-all-sdg-8-massive/3y24gm/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-decent-work-all-sdg-8-massive/3y24gm/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-07-31/3y24gp/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-08-30/4129kp/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5894/4129kr/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5888/4129kt/919785180?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
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◆UNGC へようこそ 

国連グローバル・コンパクトは新たに企業 298 社と非企業ステークホルダー9 団体の加入を受け入れまし

た。一方、ＣｏＰ（コミュニケーション・オン・プログレス）未提出の 69 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。 

 The Motherson Group（インド） 

 Danaher Corporation（米国） 

 Via Varejo S.A（ブラジル） 

 Arcelik A.S.（トルコ） 

 昭和電工株式会社（日本） 

 MHP（ウクライナ） 

 Endeavour Group Limited（オーストラリア） 

 Tongwei Group Limited Company（中国） 

 Grifols（スペイン） 

 Celestica Inc.（カナダ）  

 

◆イベント予定 

Uniting Business LIVE（9/20~22） 

9 月 20 日～22 日、Uniting Business LIVE が開催されます。国連総会ハ

イレベル週間に並行して行われるイベントとなっており、9 月 20 日（月）の民間セ

クター・フォーラム、9 月 21 日（火）のグローバル・インパクト・フォーラム、そして 9

月 22 日（水）の SDG ビジネス・フォーラム（国際商業会議所および国連経済

社会局の共催）の 3 部構成となっています。また、9 月 21 日（火）にはグローバ

ル・インパクト・フォーラムの一環として、若き企業リーダーと起業家を称える Young 

SDG Innovators サミットも初開催の予定です。Uniting Business LIVE は、国連総会のテーマに

沿って、SDGs に関するグローバル展開を加速させます。 詳しく見る » 

ヤング SDG イノベーターズ・サミット 2021 

Uniting Business LIVE の 2 日目に開催される第 1 回ヤング SDG イノベーターズ・サミットは、若き

企業リーダーと起業家を称賛し、巻き込むことで、持続可能なビジネスの未来に向けたソリューションの創

造を目指す初めてのサミットとなります。                     

イベント予定を全て見る» 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nts-1920-uniting-business-live/3y24g1/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nts-1920-uniting-business-live/3y24g1/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
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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 

斧田    h.onoda@ungcjn.org 

王      y.wang@ungcjn.org 

＊＊＊＊＊＊＊   国連グローバル・コンパクトについて ＊＊＊＊＊＊＊ 

 国連事務総長の特別なイニシアチブである国連グローバル・コンパクトは、世界中の

企業に、人権、労働、環境、腐敗防止の 4 分野で普遍的に受け入れられている

10 原則に基づいて事業や戦略を調整し、国連の目標を支援するための行動を呼

びかけるものです。 

署名企業   ： 14,054 社 

参加国      :  162 カ国 

公的報告書  :  83,974 件 

 


