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国連総会に参加するリーダーが Uniting Business LIVE に結集 
アントニオ・グテーレス国連事務総長とサンダ・オジャンボ国連事務次長補 兼 国連グローバル・コンパクト
CEO は、各国首脳やグローバル企業の CEO、市民社会その他のトップリーダーとともに、9月 19日から
21日にかけて開催される Uniting Business LIVE に参加します。3日間にわたるこの会合は、国連
民間セクター・フォーラムの対面で行われるハイレベル対話、グローバル・インパクト・フォーラム、オンラインで
行われる SDG ビジネス・フォーラムのリーダーシップ事例をつなぎ、一つの包摂的でインパクトのある革新
的なバーチャル・イベントへとまとめ上げたものです。今すぐ登録する » 
 
グローバル・アフリカ・ビジネス・イニシアチブがニューヨークで発足 
グローバル・アフリカ・ビジネス・イニシアチブは、経済のあらゆるセクターが成長軌道をたどるアフリカ大陸で、
どのようなチャンスがあるのかを明らかにしようとする取り組みです。アミーナ・J・モハメッド国連副事務総長
が主導し、国連グローバル・コンパクトがまとめ役を務めるこのイニシアチブは、9 月 18 日から 19 日にか
け、ニューヨークで発足する予定です。登録はこちらから »  
 
◆新着情報 
 
2023年からコミュニケーション・オン・プログレスが変わります 

 

新しくなったコミュニケーション・オン・プログレス
（CoP）のツールは、デジタル・プラットフォームや
共通の質問書などを含みます。今後、国連グロー
バル・コンパクト参加企業はすべて、毎年 3 月 1
日から 6 月 30 日までの間に、最新の CoP ツー
ルを用いての進捗状況の報告が必須になります。
これによって、サステナビリティの推進に活用できる
データも改善されます。新しいプラットフォームで提
示される設問（CoP 質問書）は、こちらからダ
ウンロードできます。» 

 

https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/1062252409/4548b4c0116a163961cd6b6928310668a799a3604508606027a5d655f417d022
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive22-2487490/4w9vtr/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive22-2487490/4w9vtr/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive22-2487490/4w9vtr/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-09-03/4w9vtv/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-09-03/4w9vtv/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-09-03/4w9vtv/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/g-AOvVaw0QsjH4rEh5-x1pT3BQnArW/4w9vty/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/participation-report-cop/4w9vv5/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/participation-report-cop/4w9vv5/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/g-AOvVaw0runwYx7lbUMmA-ZErHeiD/4w9vv2/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/g-AOvVaw0runwYx7lbUMmA-ZErHeiD/4w9vv2/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive22-home/4w9vtn/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/g-AOvVaw0runwYx7lbUMmA-ZErHeiD/4w9vv2/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
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アフリカ・ビジネスリーダー連合、論点書を発行 
 アフリカ・ビジネスリーダー連合は COP27 に先立

ち、5 つの円卓会合論点書（Roundtable 
Perspectives）を発表しました。簡潔にまとめら
れた論点書は、アフリカのビジネス界が気候変動
適応やレジリエンス、気候ファイナンス、公正な移
行など、域内で急を要する課題にどのように対処
できるかに関する知見を提供しています。 
続きを読む » 

 
世界水週間に企業が一石 
 影響力の大きいビジネスリーダーが、企業として

水資源を守るという決意をもって参加する CEO
ウォーター・マンデートは 8 月下旬、ストックホルム
で全世界の水関連リーダーと一堂に会し、
Water Action Hub 4.0 を立ち上げました。こ
の自己評価と協働のためのツールは、企業の水
レジリエンス強化を目的としています。CEO ウォー
ター・マンデートは、あらゆるセクターの企業が重
大な水リスクを特定、削減し、水関連の機会を
捉え、水の安全保障に貢献できるよう支援して
います。詳しくはこちらから » 

 
SDGsに関する企業報告のための手引書をアップデート 

 

グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）
と国連グローバル・コンパクトはこのたび、SDGs に
関する企業報告：目標とターゲットの分析
（Business Reporting on the SDGs: An 
Analysis of the Goals and Targets）の全
面改訂を行いました。今回の改訂版では、企業
が SDGs達成に向けた進捗状況について報告で
きるよう、SDGs の各目標に関連する開示項目
の包括的目録を提供しています。 
閲覧はこちらから » 

 
新着情報を全て見る » 

  

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ica-business-leaders-coalition/4w9vv8/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ica-business-leaders-coalition/4w9vv8/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/get-involved-world-water-week-/4w9vvc/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/get-involved-world-water-week-/4w9vvc/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4942-07-28-2022/4w9vvg/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5361/4w9vvk/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5361/4w9vvk/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5361/4w9vvk/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5361/4w9vvk/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4942-07-28-2022/4w9vvg/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/4w9vvn/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ica-business-leaders-coalition/4w9vv8/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/get-involved-world-water-week-/4w9vvc/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4942-07-28-2022/4w9vvg/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
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◆世界のローカル・ネットワークより 
【コロンビア】企業倫理 

 

 
ボゴタ商業会議所は、グローバル・コンパクト・ネ
ットワーク・コロンビア、Alliance for Integrity
および国連薬物犯罪事務所（UNODC）の
指導を受け、企業による腐敗防止策の成果を
さらに積み重ねるための場として「コロンビアにお
ける企業倫理のイノベーション（Innovating 
in Business Integrity in Colombia）」を
立ち上げました。域内の専門家が一堂に会し、
コロンビアの民間セクターで達成された成果を共
有するとともに、優良事例の普及を図ります。 
続きはこちらから » 

 
【米国】USネットワーク、SDGs達成に向けた進捗状況を披露 

 

グローバル・コンパクト・ネットワーク USA は、自
社の事業戦略と事業運営を国連グローバル・コ
ンパクトやSDGsと整合させるため、積極的に活
動している米国企業の結集を図ることになりまし
た。9月 20日にニューヨークで開催される SDG
サミットUSAの場では、企業が SDGsの達成に
向けた意欲とイノベーションを事業活動に取り入
れている様子が披露される予定です。 
招待を要請する » （終了しました） 

 
◆すぐに起こせる行動 
ローカル・ネットワークでの活動 — 自国でネットワークを見つけよう 

 

 
グローバル・コンパクトのローカル・ネットワークで
は、それぞれの国が置かれた状況に照らしなが
ら、責任あるビジネスとは何かについて、企業が理
解するための支援を行うことにより、草の根レベル
で企業のサステナビリティを高めています。 
今すぐ参加する » 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/acticas-en-anticorrupcion-html/4w9vvr/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/acticas-en-anticorrupcion-html/4w9vvr/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/acticas-en-anticorrupcion-html/4w9vvr/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/MFtT3T83Q4Fm8YOD3Nxkg-viewform/4w9vvv/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/MFtT3T83Q4Fm8YOD3Nxkg-viewform/4w9vvv/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/4w9vvy/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/4w9vvy/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/acticas-en-anticorrupcion-html/4w9vvr/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/MFtT3T83Q4Fm8YOD3Nxkg-viewform/4w9vvv/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/4w9vvy/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
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#GoodForBusiness!のキャンペーンに参加しよう 

 

 
今からでも遅くはありません。私たちのメッセージの
一つにあなたの写真を添え、ソーシャルメディアで
広めてください。それはビジネスの利益になる
（#GoodForBusiness）からです。 
今すぐ参加する » 

 
SDG Ambition Acceleratorプログラムに参加しよう 

 

 
6 か月の SDG Ambition Accelerator プログ
ラムでは、企業目標を掲げ、コアビジネスの運営
にサステナビリティを取り入れようとしている企業を
支援しています。 
もっと詳しく見る » 

 
すぐに起こせる行動をもっと見る » 

 
Uniting Business LIVE 
9月 19~21日 

 

 
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、そしてSDGビジネス・フォーラムが3日
間にわたって開催されるバーチャル・イベント
「Uniting Business LIVE」に是非ともご参加く
ださい。SDGs の達成に向けて意欲的なソリュー
ションを推進している新時代のビジネスリーダーや
政府、活動家、政策立案者から話を聞きましょ
う。 
今すぐ登録する » 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-09-03/4w9vw5/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-09-03/4w9vw5/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/4w9vw8/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/4w9vw8/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action/4w9vwc/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive22-home/4w9vtn/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive22-home/4w9vtn/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive22-home/4w9vtn/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/unitingbusinesslive22-home/4w9vtn/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-09-03/4w9vw2/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/4w9vw8/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
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◆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。 
 

アカデミーの新たな E ラーニング・ツール： 
金融面から SDGs を達成しよう：CFO原則の実施 
アクセスはこちらから » 
 
アカデミー・アクション・チャレンジ： 
中小企業の将来の保証 
アクセスはこちらから » 
 
2022年 SDG Ambition Accelerator説明会 
2022年 9月 8日 
アカデミーが開催する 2022年 SDG Ambition Accelerator説明会にご参加ください。 
登録はこちらから » （終了しました） 
 
変革者シリーズ 
2022年 9月 29日 
イノベーション、インパクト、インクルージョンに関する Neoenergia社副 CEO ソランジュ・リベイロ氏との対
話 
登録はこちらから » 
 

受講を始める » 

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://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn-signin/4w9vx2/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn-signin/4w9vx2/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn-signin/4w9vx2/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn-signin/4w9vx2/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-2022-sdg-ambition-accelerator/4w9vx5/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-2022-sdg-ambition-accelerator/4w9vx5/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nnovation-impact-and-inclusion/4w9vxc/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nnovation-impact-and-inclusion/4w9vxc/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-09-03/4w9vxg/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://unglobalcompact.org/library/6052
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/2022-03-01%20ukr_business_guide.pdf
https://unglobalcompact.org/library/6092
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◆UNGC へようこそ 
 
国連グローバル・コンパクトには、新たに 351社の企業と企業以外のステークホルダー16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 149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。 

• CRH plc（アイルランド） 
• Manulife Financial Corporation（カナダ） 
• NTT Limited（英国） 
• Samsung SDI Co., Ltd（韓国） 
• INEOS（スイス） 
• SCB X Public Company Limited（タイ） 
• my norg11（アンゴラ） 
• Ingersoll Rand（米国） 
• GRUPO HEINEKEN（ブラジル） 
• GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A（ブラジル） 

 
◆イベント予定 
 
9月 19日 （終了しました） 

国連民間セクター・フォーラム | ニューヨーク 
今年の民間セクター・フォーラムには、国連加盟国、開発機関、そしてグローバル・コンパクト参加企業の
CEO や CFO を一堂に集め、コロナ禍や記録的なインフレ、サプライチェーン問題、食費や燃料費の高騰、
ウクライナ戦争といった連関する危機への対策について話し合います。 
招待の送付要請はこちらから» 
 
9月 20日 （終了しました） 

SDG投資フォーラム | ニューヨーク 
SDG 投資フォーラムには、官民双方から 150 人近い企業・団体幹部のほか、国連や市民社会、学界
の代表も参集し、民間セクターがどうすれば、SDGsへの投資誘導にもっと大きな役割を果たせるのかにつ
いて話し合います。ウェルカム朝食会やネットワーキング昼食会、コーヒーブレイクもあります。 
招待の送付要請はこちらから » 
 

イベント予定を全て見る » 
 
 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/PrivateSectorForum22/4w9vxk/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/PrivateSectorForum22/4w9vxk/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/PrivateSectorForum22/4w9vxk/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/PrivateSectorForum22/4w9vxk/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
mailto:sdginvestmentforum@unglobalcompact.org
mailto:sdginvestmentforum@unglobalcompact.org
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/4w9vxn/1062252409?h=5E-NFKGajor3wMDmiqSb1-Si3Eey0EB99D6DpVs_jkI
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＊＊＊＊＊＊＊ 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 ： 16,786社 
参加国 : 161カ国 
公的報告書 : 95,541件 

 
 

 
 
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 
 
 

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

