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国連グローバル・コンパクトが COP27 でサイドイベントを開催  

国連グローバル・コンパクトは、11 月 6 日から 11 月 18 日にかけてエジブトのシャルムエルシェイクにて行

われる国連気候変動枠組条約締結国会議（COP27）で様々なイベントを開催します。これらのセッシ

ョンでは、GC 本部とローカル・ネットワークのイニシアチブを紹介し、民間企業に環境に関するリスクや機会

を査定し、気候に関する意欲的なゴールを設定し、温室効果ガス排出がゼロである回復力のある経済を

作るための責任あるビジネス・プラクティスを採用するように呼びかけます。会議のトピック主な議題として

は、アフリカ企業のための気候変動対策、公正な移行、水へのアクセス、衛生、自然をベースにした解決

策といった内容が含まれています。 イベントのスケジュールの詳細はこちら 

 

◆新着情報 

ビジネスと自然にフォーカスした、科学的根拠に基づく目標設定ネットワーク(SBTN) 

科学的根拠に基づく目標設定ネットワーク(SBTN)は、企業が

新鮮な淡水、土地、海洋、生物多様性など自然に関する科学

的根拠に基づく目標を設定し、環境的に安全で社会的に公平

な未来を実現するために策定している技術ガイダンスのパブリック

コメント募集を 10 月に終了しました。60 以上の世界的な非

営利団体と、使命感を持つ組織のコラボレーションである

SBTN が開発した目標は自然の喪失に拍車をかける要因と圧

力を狙い、測定可能な企業行動のための道筋を提供するものです。  続きを読む 

 

サステナブルな調達戦略にジェンダーの視点を 

 

「持続可能な調達のためのディーセン

ト・ワーク・ツールキット（Decent 

Work Toolkit for Sustainable 

Procurement）」を発表しました。こ

のツールキットは、バイヤーが調達の決

定を通じてジェンダー平等を推進し、差

別のない活動を推進していく方法につい

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-fr-u-0View-Online/51qvnf/1086063666/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F1086063666%2F4ffd386d6b5136791d69d0ac8cdff46be4174566bb65351df568b96faea3179e?h=X2uUi2KcmJIzfsErtNhTRyNKYZDBnj_2Ay2AE7F-wL4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-es-u-0View-Online/51qvnj/1086063666/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F1086063666%2F4ffd386d6b5136791d69d0ac8cdff46be4174566bb65351df568b96faea3179e?h=X2uUi2KcmJIzfsErtNhTRyNKYZDBnj_2Ay2AE7F-wL4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/l-auto-tl-zh-CN-u-0View-Online/51qvnm/1086063666/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F1086063666%2F4ffd386d6b5136791d69d0ac8cdff46be4174566bb65351df568b96faea3179e?h=X2uUi2KcmJIzfsErtNhTRyNKYZDBnj_2Ay2AE7F-wL4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ar-u-0View-Online/51qvnq/1086063666/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F1086063666%2F4ffd386d6b5136791d69d0ac8cdff46be4174566bb65351df568b96faea3179e?h=X2uUi2KcmJIzfsErtNhTRyNKYZDBnj_2Ay2AE7F-wL4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ru-u-0View-Online/51qvnt/1086063666/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F1086063666%2F4ffd386d6b5136791d69d0ac8cdff46be4174566bb65351df568b96faea3179e?h=X2uUi2KcmJIzfsErtNhTRyNKYZDBnj_2Ay2AE7F-wL4
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/1086063666/4ffd386d6b5136791d69d0ac8cdff46be4174566bb65351df568b96faea3179e
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/1086063666/4ffd386d6b5136791d69d0ac8cdff46be4174566bb65351df568b96faea3179e
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/work-environment-climate-cop27/51qvpb/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/environment/climate/cop27
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sbtn-public-consultation-2022-/51qvpt/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/resources/sbtn-public-consultation-2022/
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/gender-equality-at-work/51qvq1/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
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て、実践的かつ段階的なガイドを提供し、女性が経営する企業やジェンダー平

等推進に対応している企業から調達することのビジネス上の利点についても説

明しています。  もっと見る 

 

 

サステナビリティの革新的な解決策をデザインする若い才能を後押し 

国連グローバル・コンパクトは、現在、若いプロフェッショナルのため

の SDGs イノベーション・アクセラレーターの参加者を募集していま

す。9 カ月間にわたるこのプログラムは、企業がサステナビリティの取

り組みにおいてイノベーションを促進することを目的としており、若い

才能が従来のビジネスモデルを見直し、競争優位性を発揮できる

よう支援するものです。参加者は、自社が直面しているサステナビ

リティの課題を特定し、現実のビジネス価値とインパクトを創出す

るためのソリューションを設計・検証します。 今すぐ応募する  

 

子どもの権利に関する新しい報告書を発表 

国連グローバル・コンパクト、ユニセフ、セーブ・ザ・チ

ルドレンは、「子どもの権利とビジネス原則」の 10 周

年を記念し、共同報告書 

「Charting the Cource: 子どもの権利を責任の

ある企業活動に組み込むために」を発表しました。こ

の報告書は、ビジネスの行動や政策決定を通じて

子どもたちへの影響を加速させるために、主要な成

果や取り組むべき主なギャップを詳しく説明しています。 報告書を読む  

 

 

新 CoP の早期導入企業の皆様に感謝 

国連グローバル・コンパクトが実施する新 CoP（コミュニケーショ

ン・オン・プログレス）の早期導入プログラムには、世界 80 カ国

以上 850 超の企業が参加し、無事に提出を完了しました。新

CoP は、会員企業の（サステナビリティ）進捗度を測定するた

めに、従来の自由回答形式から、標準的なオンライン書形式と

なっています。この新 CoP は、デジタル・プラットフォーム上で提出

できる仕組みとなっています。早期導入企業の皆様には、2023

年版オンライン質問書のリリース前に、プラットフォームの試行経験を踏まえ、貴重なフィードバックを提供し

ていただきました。 詳しくはこちらから 

 

新着情報を全て見る 

 

https://sustainableprocurement.unglobalcompact.org/gender-equality-at-work
https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-innovation-accelerator
https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-innovation-accelerator
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-6097/51qvq7/1086063666?h=X2uUi2KcmJIzfsErtNhTRyNKYZDBnj_2Ay2AE7F-wL4
https://unglobalcompact.org/library/6097
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/participation-report-cop/51qvqf/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/participation-report-cop/51qvqf/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/51qvqj/1086063666?h=X2uUi2KcmJIzfsErtNhTRyNKYZDBnj_2Ay2AE7F-wL4
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◆世界のローカル・ネットワークより 

【韓国】 ジェンダー平等に向けて一押し 

韓国のローカル・ネットワークは、民間企業における女性の地位向上

を目的とした TGC (Target Gender Equality)イニシアチブの第

3 期を開始しました。世界経済フォーラムが最近発表したジェンダー・

ギャップ指数では、韓国は 146 カ国中 99 位であり、主催者は、韓

国には多くの課題があると指摘しています。参加者からは、新入社員

から幹部レベルに至るパイプラインにもっと多くの女性が必要であるな

どの問題点が上げられました。  詳しくはこちらから 

 

【チリ】 ジェンダー平等を広める活動 

チリのローカル・ネットワークでは企業が職場におけるジェンダー平等を

推進できるように、ニュースレターを発行しています。これは、女性の地

位向上とエンパワーメントに向けた意識向上、課題克服を支援する

ための戦略と実践的な手段を提供するものです。このたびのニュース

レター発行には、チリ国連システムの María José Torres 氏、チリ

国立統計局の Sandra Quijada 氏、チリ UN Women の María 

Inés Salamanca 氏、スターバックス Southern Cone の

Claudia Aburto 氏などが貢献しています。  ニュースレターに登録する 

 

◆すぐに起こせる行動 

サステナブル調達のためのディーセント・ワーク・ツールキット 

このツールキットは、企業が購買の意思決定を通じてディーセン

ト・ワークを推進し、 

世界中の人々の生活を改善するための取り組みを拡大する

方法について、共通の理解を深めるのに役立ちます。 

ツールキットはこちら 

 

 

 

若者プロフェッショナルのための SDGs イノベーション・アクセラレーター 

このアクセラレータは、参加企業が組織内の若い才能に力を

与え、グローバル目標に向けたイノベーションを加速させるため

の機会です。 詳しくはこちら 

 

 

 

 

 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/uid-2326-mod-document-pageid-1/51qvqm/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/uid-2326-mod-document-pageid-1/51qvqm/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/dVNZBWJ9wdRk-bEx6DqhQ-viewform/51qvqq/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/dVNZBWJ9wdRk-bEx6DqhQ-viewform/51qvqq/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-574022/51qvr1/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-574022/51qvr1/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ion-sdg-innovation-accelerator/51qvr4/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ion-sdg-innovation-accelerator/51qvr4/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
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「水質資源保全に取り組む企業連合（Water Resilience Coalition）」に参加しよう 

「 水 質 資 源 保 全 に 取 り 組 む 企 業 連 合 （ Water 

Resilience Coalition）」は、業界が中心となり、コレク

ティブ・アクションを通じて世界の淡水資源の保全を目指す

CEO 主導型のイニシアチブです。 詳しく見る » 

 

 

 

 

 

気候変動アンビション・ニュースレターに登録しませんか？ 

国連グローバル・コンパクトが発行する「気候変動アンビション・ニュースレター」は、企業

の気候変動対策や民間企業のリーダーシップに関する最新の取り組みについて知ること

ができる貴重な情報源です。重要なプログラム、イベント、ツール、リソースを取り上げ、

洞察、インスピレーション、ガイダンスを提供し、企業が気候変動に取り組むための十分

な準備を整えることを目的としています。ニュースレターは四半期ごとに発行されます。  

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、会員企業向けに、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。 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-covid-wash-cta-/4yvqkc/1073306869?h=HCWbX5oerXOrIP8T8rKChe5oZpoK6M8mYnj0B_U8PMw
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-covid-wash-cta-/51qvr7/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/climateambitionnewsletter/51qvrf/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
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
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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。 

 

変革者シリーズ：2022 年 11 月 22 日 

SDGs の改革推進について、土木技師であり、モット・マクドナルド社のプロジェクト・マネージャーであるヒ

バ・カーン氏との対話   登録する 

 

オンデマンドで、最近のコースにアクセス 

アカデミーの E ラーニングコース 

サステナブルな海洋ビジネスのための原理ベースの手段 登録する 

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 309 社の企業と企業以外のステークホルダー33 団体が加わりま

した。一方、コミュニケーション・オン・プログレス未提出の 99 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。 

 

• Teleperformance Colombia (コロンビア) 

• AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (トルコ)  

• Malayan Banking Berhad (マレーシア)  

• Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ドイツ)  

• PT. Musim Mas (インドネシア)  

• Canadian National Railway Company (カナダ)  

• Sabb (サウジアラビア)  

• 東洋製罐グループホールディングス株式会社 (日本)  

• Persistent Systems Ltd. (インド)  

• Pos Malaysia Berhad (マレーシア)  

 

◆イベント予定 

今こそ気候変動対策を：アフリカのビジネスリーダーにとって重要な優先課題  

アフリカ・ビジネスリーダーズ連合が主催するこのイベントでは、著名なビジネスリーダー、国連職員、政府メ

ンバー、開発機関が集まり、気候変動に対するアフリカのビジネスリーダーの視点と国際社会へのコミットメ

ントについて議論します。 

登録する 

 
アフリカにおけるビジネスの団結 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/khan-on-driving-sdg-innovation/51qvs1/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/khan-on-driving-sdg-innovation/51qvs1/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn-signin/51qvrx/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn-signin/51qvrx/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn-signin/51qvrx/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-11-01/51qvs4/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-deep-dive-human-rights-labour/51qvs7/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://events.unglobalcompact.org/unitingbusinessafrica/2625835
https://events.unglobalcompact.org/unitingbusinessafrica/2625835
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/UnitingBusinessAfrica/51qvsb/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
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アフリカのローカル・ネットワークと協力し、Uniting Business Africa が、企業、市民社会、政府、国連

から、現地および世界のリーダーを集めて開催されます。このイベントの目的は、アフリカ大陸における気候

変動への取り組みを加速させるために、民間部門に情報を提供し、刺激を与えることです。 

登録する 

 

 

第 10 回「気候への配慮」ハイレベル会合 

国連グローバル・コンパクト、国連環境計画、国連気候変動計画の主催により、企業、金融、市民社会、

政府、国連の幹部が一堂に会し、気候変動対策への意欲を高めるための会議を開催する予定です。

会議への参加は招待客のみです。ライブストリームを UN Web TV でご覧ください。 

詳しくはこちら 

イベント予定を全て見る  

 

＊＊＊＊＊＊＊   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。 

 

署名企業 ： 20,769 社 

参加国 : 179 カ国 

公的報告書 : 95,563 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 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/UnitingBusinessAfrica/51qvsb/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/CaringForClimate22/51qvsf/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/CaringForClimate22/51qvsf/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/51qvsj/1086134946?h=pZTuNrWJRaObFQeAvythwgGHUia6yRX5wgz8B2au2-A
mailto:h.onoda@ungcjn.org
mailto:y.abe@ungcjn.org
mailto:h.ishida@ungcjn.org

