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サステナビリティ推進を目指し、リーダーズ・サミットに 1万人超が参集 

サステナビリティ実現に向けた民間セクターの行動加速を促すイベントとして開催された国連グローバル・コ
ンパクト・リーダーズ・サミットには、1 万 2,000 人以上が参加しました。出席者には、スペインの首相と
東ティモールの大統領も含まれています。今年のイベントでは、24 時間を超えるディスカッションが行わ
れ、企業責任を果たすうえでの戦略の共有に重点が置かれました。また、中国において民間セクターのイ
ンパクトを高めるための戦略や、サステナビリティの推進に並々ならぬ貢献を行っているビジネスリーダーとし
て、新たに 10人のグローバル・コンパクト SDGパイオニア も発表されました。続きはこちらから、また、ハイ
ライトはこちらから » 
 

◆新着情報 

アフリカ・ビジネスリーダー連合、キックオフ︕  

アフリカのビジネスリーダーたちに、原則に基づくアプローチを
通して、組織的に、将来を見据えた形で持続可能な成
長や繁栄、開発の問題に取り組める場を構築することを
目的として、アフリカ全土の CEO によるアフリカ・ビジネスリ
ーダー連合（ABLC）が結成されました。ABLC は持続
可能な開発のほか、11 月にエジプトで開催予定の COP 
27 を前に、野心的な気候変動対策にも重点的に取り組
む予定です。続きを読む » 

https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/1036964803/1586962b33af0e1fd635e0893a5c5f30ec8a3baa32bfe2000cc92369aa4e3a44
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/5PYhQ4903-S0Chvq35QCCDqFV4FrwJ/4r9g7y/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-6052/4r9g82/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sdgs-sdgpioneers/4r9g85/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4935-06-02-2022/4r9g88/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/5PYhQ4903-S0Chvq35QCCDqFV4FrwJ/4r9g7y/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/5PYhQ4903-S0Chvq35QCCDqFV4FrwJ/4r9g7y/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://unglobalcompact.org/news/4932-05-31-2022
https://unglobalcompact.org/news/4932-05-31-2022
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ica-business-leaders-coalition/4r9g8k/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ica-business-leaders-coalition/4r9g8k/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4932-05-31-2022/4r9g8c/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
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2022年 SDG Ambition Accelerator を SDGs実現の一助に 

持続可能な開発を自社のビジネスによりよく統合するため、
今すぐ参加しましょう。2022 年 SDG Ambition 
Accelerator は、企業のサステナビリティに関する新たな
基準を定め、これを達成するために必要な知識とスキルを
企業に提供する 6 か月間のプログラムです。このプログラム
は今年で 3年目になりますが、これまでに 80 か国以上の
1,100社が参加しています。申込みはこちらから » 
 
 

150社以上が世界規模の持続可能なブルーエコノミーに賛同 

ポルトガルのカスカイスで開催された「持続可能なブルーエ
コノミー投資フォーラム」で、150 社を超える企業が国連グ
ローバル・コンパクト持続可能な海洋原則に署名しました。
この原則は、責任あるビジネス実践の枠組みとなるもので
あり、署名企業は、自社が海洋に及ぼす影響を評価する
とともに、全般的な企業戦略に海洋のサステナビリティを取
り入れることに同意します。署名企業はこれまでに 6 大陸
35 か国の 30 業種に上り、その時価総額は合計で 1 兆
ユーロに達しています。続きを読む » 

 

国連 2023水会議に今から飛び込もう 

2023 年 3 月 22 日から 24 日にかけてニューヨークの国
連本部で開催予定の「国連2023水会議」へ今すぐ参加
申し込みしましょう。オランダとタジキスタンが共催するこの会
議では、SDGs の水関連目標とターゲットが議題となります。
第 1 次の協議資格受付は、7 月 15 日までとなっていま
す。今すぐ申し込む » 

 
新着情報を全て見る» 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/4r9g8n/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/4r9g8n/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4937-06-28-2022/4r9g8r/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/SustainableOceanPrinciples-pdf/4r9g8v/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/SustainableOceanPrinciples-pdf/4r9g8v/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4937-06-28-2022/4r9g8r/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://sdgs.un.org/conferences/water2023
https://sdgs.un.org/conferences/water2023
https://sdgs.un.org/conferences/water2023
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/4r9g92/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
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◆世界のローカル・ネットワークより 

【レバノン】 若年雇用への取り組みで成果 

ローカル・ネットワーク・レバノンの SDG Brain Lab プログラムはこ
のたび、SDGsの達成に向けた若者のエンパワーメントを図る 7か
月間のプログラムを完了しました。大手小売企業のChalhoubグ
ループが選定した 3件の受賞プロジェクトは、ビジネス・イノベーショ
ン・センターの Berytechで育成・実施される予定です。また、15
人の参加者がそれぞれの大学で SDG アンバサダーに任命された
ほか、7 月には、2019 年から続く国家的危機下でのレバノンの
若者と SDGs の現状に関する報告書が発行される予定です。 
続きを読む » 

【ナイジェリア】企業にとってのサステナビリティについて話し合うオープンハウスを開催 

ローカル・ネットワーク・ナイジェリアで開催されたオープンハウス・イベ
ントには、80 人を超える企業幹部と政府高官が参集し、企業に
とってのサステナビリティの価値について話し合いました。民間セクタ
ーが果たす重要な役割を明らかにするとともに、企業の強力なコミ
ットメント、適切なツールと指針の活用が、収益性と企業価値を
高め資本コストを低下させつつ、SDGs達成にも役立つ、という具
体例を示すことが、このイベントの目的でした。  
もっと詳しく見る » 
 

【スペイン】 企業向けジェンダー平等プログラムの成果をさらに強化 

ローカル・ネットワーク・スペインは、第 3 回目の Target Gender 
Equality プログラムを実施中です。2023年 3月まで実施されるこ
のプログラムには、50 社近くが参加しています。前回のプログラムで
は、参加企業の 96%は、女性の社会進出と幹部登用に関するア
クションプランを実施または策定していることが分かります。最高経営
幹部レベルで男女同数を達成した企業は3分の1近くに上るほか、
39%の企業は取締役会レベルでジェンダー・バランスを確保していま
す。 
詳しくはこちらから » 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/dg-brain-lab-closing-ceremony-/4r9g95/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/dg-brain-lab-closing-ceremony-/4r9g95/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sustainable-development-goals-/4r9g98/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sustainable-development-goals-/4r9g98/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/a-las-mujeres-en-los-negocios-/4r9g9c/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/a-las-mujeres-en-los-negocios-/4r9g9c/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
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◆すぐに起こせる行動 

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 » 
 
 

SDG Ambition Acceleratorプログラムに参加しよう 

野心的な企業目標を掲げ、コアビジネスの運営にサステナ
ビリティを取り入れてください。もっと詳しく見る » 
 
 
 
 
 

 

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
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/4r9g8n/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/4r9g8n/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
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より良い世界のためにビジネスの結束を図るキャンペーンに加わろう 

 
利益だけに固執していたのでは、もう責任ある企業とは言えません。国連グローバ
ル・コンパクトの 10原則は、ビジネスに携わる人々に対し、人権を擁護し、全ての
人のディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を促進し、環境を守
り、腐敗と闘うよう呼びかけています。これらの原則をはじめ、私たちが信じる価値
は、ビジネスの利益となるだけでなく、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に
役立つ可能性もあります。私たちのいずれかのメッセージにあなたの写真を添え、ソ
ーシャルメディアでネットワーク全体に話題と評判を広めましょう。より良い世界のた
めにビジネスの結束を図る国連グローバル・コンパクトの取り組みにご参加ください。
それはビジネスの利益になる（#GoodForBusiness）からです。
unitedbusiness.zone を見る 

 

◆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

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-07-02/4r9g9r/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-07-02/4r9g9n/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://unglobalcompact.org/library
https://unglobalcompact.org/library
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-07-31/3y24g9/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://unglobalcompact.org/library/6052
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/2022-03-01%20ukr_business_guide.pdf
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN%20GLOBAL%20COMPACT%202021%20ANNUAL%20REPORT_FINAL.pdf
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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。 
 

アカデミー変革者セッション 

オーステッド（Ørsted）のサステナビリティ・広報・ブランディング部長フィリップ・エンゲル氏を迎えて開催し
た国連グローバル・コンパクト・アカデミー変革者セッションの最新回をご覧ください。エンゲル氏は同社のグ
リーン変革と、その実現に自らが果たした役割について語っています。視聴はこちらから » 

アカデミーの新たな E ラーニング・ツール 

ネットゼロ基準 
アクセスはこちらから » 

IYC/ILOが実施する年間コース 

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（HRDD）の労働的側面。（有料）
さらに詳しくはこちらから » 

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 363 社の企業と企業以外のステークホルダー47 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（CoP）未提出の 106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。 
 Allied Universal（米国） 
 Capgemini America, Inc.（米国） 
 Enel North America（米国） 
 Atacadao S/A（ブラジル） 
 住友ゴム工業株式会社（日本） 
 SOK Corporation（フィンランド） 
 Serveo Servicios, S.A.（スペイン） 
 Grupo Kuo（メキシコ） 
 Kasikornbank Public Company Limited（タイ） 
 Parsons Corporation（米国） 
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-01-31/4bvj55/974205062?h=1A-uzkzXDhbpSXFksVtwa-mZCoOfneFujEY8ZeiSoFg
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/watch-v-awy8GXGv54Q/4r9gd5/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/watch-v-awy8GXGv54Q/4r9gd5/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/net-zero-standard/4r9gd8/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/net-zero-standard/4r9gd8/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ibility-labour-dimension-human/4r9gbv/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ibility-labour-dimension-human/4r9gbv/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-04-01/4gnk23/995914124?h=3hNJ70zZFJghvSfLdaKkRHdk2QBTdvxwaeOownpU6K4
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◆イベント予定 

7月 12日 

SDGs と自発的国家レビュー（VNR）への民間セクター動員 

午前 8時~9時（ニューヨーク） 
ハイレベル政治フォーラムと並行して開催される国連グローバル・コンパクトのサイドイベントでは、グローバ
ル・コンパクト・ローカル・ネットワークと各国政府の協力の具体例と、これによって得られた教訓を明らかに
します。 
 
9月 19日 

民間セクター・フォーラム 2022 

今年の民間セクター・フォーラムには、国連加盟国と開発機関がグローバル・コンパクト参加企業の CEO
や CFO と顔を合わせ、コロナ禍や記録的なインフレ、サプライチェーン問題、食料や燃料費の高騰、ウク
ライナ戦争といった相互に関連する危機への対策の結集を図ります。参加登録はこちらから » 
 

イベント予定を全て見る» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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   ︓ 16,279社 
参加国      :  161 カ国 
公的報告書  :  92,867件 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ent-education-15th-anniversary/4r9gc2/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/4r9gc5/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2018-private-sector-forum-2022/4r9gc8/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/4r9gc5/1037110126?h=idW8owGFpzh6o8t2hU44VmPAU_o1saQlItbPgiff5Jo
mailto:h.onoda@ungcjn.org
mailto:y.abe@ungcjn.org
mailto:h.ishida@ungcjn.org

