
 

いこれまで CRT日本委員会では、
国連のビジネスとヒューマンライツ

（人権）に関する指導原則のヒュー

マンライツデューデリジェンスプロ

セスに基づき、2012年より日本でス
テークホルダーエンゲージメントプ

ログラム（以下、SHE）を毎年実施
し、企業とステークホルダーとの対話をする機会の場を提供してき

ました。 
2017年の SHEは、タイ、マレーシア、ミャンマーと日本で開催
し、“英国現代奴隷法”や“責任あるサプライチェーン”で求めら

れているローカルで Face to faceのダイアログを実施します。そし
て、日本での SHEでは、アジア３カ国の内容をあわせ、日本国内の
ヒューマンライツ課題も包含してダイアログしていきます。 
SHEへの日本企業の参加費は、日本、タイ、マレーシア、ミャンマ
ーの各地域で 30万円毎（税抜）になります。ステークホルダー団体
は無料でご参加いただけます。パーム油小規模農家とのダイアログ

への参加費は、50万円（税抜）になります。 
なお、参加申込は、以下の URLから御願いします。 
・	 タイ	 	           https://business.form-mailer.jp/fms/cba85b1a55633 
・	 マレーシア	  https://business.form-mailer.jp/fms/5b242c0065521 
・	 ミャンマー	    https://business.form-mailer.jp/fms/4e62a5e965524 
・	 日本	 	           https://business.form-mailer.jp/fms/f05543c653011 
・	 小規模農家	 	 info@crt-japan.jpまでご連絡下さい。 

Good for Human Rights, Good for Business:  
４カ国におけるステークホルダーダイアログ 
タイ、マレーシア、ミャンマー、日本 

＜責任あるサプライチェーン＞ 
ステークホルダーエンゲージメント（SHE）プログラム 

タイ、マレーシア、ミャンマー、日本 

CRT日本委員会、Marimo5、グローバルコンパクトネットワークマレーシア  2017.04.11 

タイ マレーシア 

5/24	 ステークホルダーエン
ゲージメントワークショップ 
10/19	 最終報告会 

ミャンマー 

Global Compact Network 
Malaysia, United Nations in 
Malaysia, SIDCが主催する
サミットに参加し、マレーシ

ア企業、起業家、中小企業な

どがどのような形で、SDGs
の目的に到達できるのか学

び、ディスカッションする機

会がございます。 
・ Plenary 1 
	 	 National	 perspective	 on	 	 	 

	 	 	 achieving	 the	 SDGs	 	 

	 	 	 together	 

・ Plenary 2 
	 	 How	 the	 SDGs	 enable	 ROI	 

・ Plenary 3 
	 	 SDGs	 &	 the	 Private	 	 

	 	 	 Sector	 The	 role	 of	 	 	 

	 	 	 leaders	 in	 building	 	 

	 	 	 Human	 Capital	 	 

・ Plenary ４ 
	 	 Responsible	 Investment	 	 

	 	 	 and	 Financing	 

SDGsサミット  2017 in KL. 
日時：May, 25th, 2017、  

10:00-17:30 
場所：マレーシアの証券取引
委員会 
	  	  	  Securities	  Commission	  Building	  
	  	  	  3,	  Persiaran	  Bukit	  Kiara,	  Bukit	  	  	  
	  	  	  Damansara,	  50490	  KL,	  Wilayah	  	  
	  	  	  Persekutuan	  Kuala	  Lumpur	  

日本 SHE 
6/1, 6/15, 6/29, 7/6, 7/13	 NGO団体からの指摘，企業間での意見交換 

マレーシア SHE 

5/23	 ステークホルダーエン
ゲージメントワークショップ 
10/18	 最終報告会 

6/23	 ステークホルダーエン
ゲージメントワークショップ 
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SHE日本 
 
■	 ６〜７月 

Ø 2017 SHE日本”プログラム開始 
Ø NGOによる問題提起、企業間の話し合
い 
6/1, 6/15, 6/29 

Ø ビジネス間のコーディネーション、
NGOへのフィードバック 
7/6. 7/13 @ 東京 

 
■	 ８月 

Ø パブコメの開始：ワークショップの報
告書案が CRTや BHRRCのサイトに掲載 

 
 
 

今後の主な活動予定 

2

SHEタイ、マレーシアとミャンマー 
	 	  
■	 ５〜６月 

Ø SHEワークショップ（タイ）：5/23 
Ø パーム油小規模農家とのダイアログ	 
（マレーシア）：5/24 

Ø SHEワークショップ（マレーシア）：
5/24 

Ø ステークホルダーコンサルテーション
（ミャンマー）：6/23 

	 	  
■８月 

Ø パブコメの開始：ワークショップの報告
書案が CRTや BHRRCのサイトに掲載 

 
 

	 	  
 

 
 
 
 
 

■10月 
	 ・最終報告会 
        10/18 タイ、10/19 マレーシア 
 

■ ９月（9/14）【新規】 
グローバル第一人者との SHEダイアログ 

	 	 日本、タイ、マレーシア、ミャンマーいずれか参加の企業対象	  
	 	 （参加費費：税抜 10万円） 

      申込 URL:	 https://business.form-mailer.jp/fms/5eadc5bf65526 

■11月（11/26〜28） 
UN Forum on Business and Human Rights 

9/12,9/14にグローバル第一人者との個別企業毎
のダイアログは、従来通り設定します。 
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ステークホルダーエンゲージメントプログラム 
2017年 5月 23日 ＠ タイ 

タイ SHEワークショップ  @ バンコク都内ホテル  
 
 8.30-9.00          受付 
 
 9.00-9.15  開会の挨拶 
                            CRT日本委員会	 髙橋宗瑠 
 
9.15-9.40  来賓の挨拶 

国連人権高等弁務官事務所、在タイ日本大使館など 
                    
 9.40–11.00  ステークホルダーによる問題提起 
 
 11.00-11.15 休憩 
 
 11.15-12.20  ブレークアウトグループでの討議  
 
 12.20-13.00 昼食 
 
 13.00-14.00  グループのレポートバック、ラップアップ、閉会 
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ステークホルダーエンゲージメントプログラム 
2017年 5月 24日 ＠ マレーシア 

パーム油小規模農家とのダイアログ  (Sepang/Banting, Selangor) 
 
 07.30  クアラルンプール出発 
 
 09.00-11.00  ダイアログ 
 
 11.00   クアラルンプールに向かって出発 
 

SHE ワークショップ  @ Aloft Hotel（クアラルンプール）   
 
 12.30-13.00 受付 
 
 13.00-13.20  開会の挨拶 
                           グローバルコンパクトネットワークマレーシア  
                           CRT日本委員会	 髙橋宗瑠 
 
13.20-13.40  来賓の挨拶： Prof. Aisha Bidin マレーシア国家人権委員会

(SUHAKAM)	 委員                     
 
 13.40–15.00  ステークホルダーによる問題提起 
 
 15.00-15.15 休憩 
 
 15.15-17.00  ブレークアウトグループでの討議  
 
 17.00-17.30 レポートバック 
 
 17.30-18.00  閉会 
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ステークホルダーエンゲージメントプログラム 
2017年 6月 22-23日 ＠ ミャンマー（案） 

ティラワ工業団地視察（６月２２日）  
 
 09:00  ホテル出発 
 
 10:00-12:00  ティラワ工業団地視察 
 
 14:00   ティラワ工業団地出発 
 

SHE ワークショップ  会場未定（６月２３日）＠ヤンゴン市内   
 
 09:00-09.30 受付 
 
 09.30-09:45  開会の挨拶 
                           IHRB  
                           CRT日本委員会	 髙橋宗瑠 
 
09:45-10:00  来賓の挨拶：                      
 
 10:00–11:00  ステークホルダーによる問題提起 
 
 11:00-11:15 休憩 
 
 11:15-12:30  ブレークアウトグループでの討議  
 
 12:30-13:30  	 昼食 
 
 13:30-14:15 レポートバック 
 
 14:15-14:30  閉会 


