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Ⅰ．要望・意見の概要

１ ．投資協定・社会保障協定・租税条約の締結促進
投資関連協定に関する要望（2018.06.25）
　商社をはじめわが国企業の海外における事業活動はますます活発化し、投資先も多様化していく中
で、海外で事業を行う上でのリスク軽減に機能し、投資の円滑化を促進する投資関連協定（EPA投
資章含む）は、社会保障協定、租税条約とともに、必要不可欠な制度インフラである。
　市場委員会では、その重要性に鑑み、2008年より投資関連協定の締結促進に関して政府へ繰り返し
要望してきた。政府は「投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプラン」の下、
2020年までに100の国・地域の署名・発効を目指すという目標に向け、政府関係当局の体制を強化し、
世界と遜色ないレベルにまで近づいてきたものの、これまで当会が交渉優先国として要望してきた
国々の中で、交渉開始に至っていない国々も見受けられる。市場委員会で実施したアンケートに従っ
て、早期締結希望国、既存の協定の改定、内容等に関する要望を取りまとめ、経済産業省通商政策局
経済連携課長に提出した（2018年5月17日経済産業省投資環境整備意見交換会において意見発表も行っ
た）。

ベトナムとの社会保障協定の早期締結を求める（2018.06.19）
　日本経済団体連合会、日本在外企業協会、日本貿易会の3団体は、「ベトナムとの社会保障協定の早
期締結を求める」を厚生労働大臣、外務大臣、経済産業大臣に建議・要望した。
　ベトナムとの社会保障協定の早期締結〔①…ベトナムにおける社会保険料の二重払いの回避（2018.01
～外国人が義務化）、②…年金受給資格上の期間通算〕について要望するとともに、①中国との社会保
障協定の早期発効（2018.05署名）、②既に二重払いが生じているメキシコ（二重払い規模60億円）、
タイ、インドネシアについても早期交渉開始すること、③今後アジア諸国等が外国人の社会保険加入
を義務化する前に、当該国との社会保障協定を締結し保険料の二重払いを回避すること、について要
望した。

２ ．安全保障貿易管理
平成30年度・安全保障貿易管理に関する要望（2018.10.09）
　安全保障貿易管理委員会では、毎年度、経済産業省に対して関連法令および制度改正に関して意見・
要望を提出している。2018年度においては、安全保障貿易管理に関する法制度、実務面を中心に改善
要望（計6項目）を、2018年10月、同省安全保障貿易管理政策課へ提出し、その後意見交換を実施した。

貿易保険制度改善要望（2019.03.29）
　貿易保険委員会は、独立行政法人であった日本貿易保険が株式会社化してから一定期間が経過した
ことを踏まえ、貿易保険制度を利用するにあたり改善を希望する点等につきアンケートを実施し、海
外投資保険、海外事業資金貸付保険、貿易代金貸付保険、前払輸入保険、企業総合保険、個別保険に
ついて委員から寄せられた意見をもとに要望書として取りまとめ、2019年3月29日（株）日本貿易保
険に提出した。
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３ ．会計基準・税制など商社経営のインフラ整備

⑴　税制

１）税制改正要望

平成31年度税制改正に関する要望（2018.09.28）
　日本貿易会は、経理委員会において、傘下の税務コミッティにて検討のうえ、重要要望の21項目と
一般要望の80項目の合計101項目からなる表記要望をとりまとめた。
　本要望は、経済活動のさらなるグローバル化に対応し、わが国企業の国際競争力の強化やわが国経
済成長の支えとなる税制改正が必要であることに鑑み、①国際課税制度の見直し、②連結納税制度の
見直し、③法人税における個別項目の見直しを柱とする要望項目からなり、2018年9月18日開催の第
359回常任理事会における審議・承認を経て、政府・与党に提出した。
　2018年12月14日公表の与党 ｢平成31年度税制改正大綱｣ においては、当会要望のうち以下の項目に
つき、見直し、適正化のほか、継続検討が進められることとなった。

＜平成31年度税制改正大綱「本文」に盛り込まれた要望項目＞
外国子会社合算税制
　内国法人の外国関係会社に係る所得の特例等について見直しを行うこととなり、下記要望事項に対
して、現行のCFC税制を踏まえつつ、外国において実態のある事業の合算課税を免除するための要
件等についての適正化が進められることとなった。ただし、大綱に記載された表現・用語については
広く解釈される余地の残るものが多々見られるため、「Q＆A」「通達」において、引き続き当会とし
て明確化を要望する必要がある。

過大支払利子税制の見直し
　我が国のBEPS対応を踏まえた国内法制上の対応にあたり、当会を含む広く産業界の要望を踏まえ、
過大支払利子税制の見直しを行うこととなり、特に事業資金借入に影響が懸念された国内関連者から
の借入に係る支払利子が同税制の「対象外」として明記され、概ね懸念が払拭された。

移転価格税制
　移転価格税制の対象となる無形資産についての明確化が記されたものの、算定方法の整備において、
ディスカウント・キャッシュ・フロー法（DCF法）を加えることとされ、該当する無形資産の明確
化等について引き続き要望する必要がある。

納税環境整備
　申告手続き等の整備について、「電子申告時に提出する添付資料のデータファイルについて、電子
データでの提出が困難なファイルはイメージデータでの添付を可とする、又は提出フォーマットの柔
軟化を実現すること」の要望に対して、「当該事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提
供することができることとする」となった。

租税特別措置の延長
　また、国際課税連絡協議会が独自で要望していた下記項目についても、与党「平成31年度税制改正
大綱」の本文に盛り込まれた。
　　国際課税連絡協議会要望事項
　　2.…法人課税における個別項目-…（6）資源エネルギー関連の租税特別措置の期間延長
　　対応する税制改正大綱（項目のみ抜粋）
　　三…法人課税
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　　　　7…その他の租税特別措置
　　　　　（3）…探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を

3年延長する（探鉱準備金制度は、所得税についても同様とする）。

平成31年度税制改正要望（国際課税連絡協議会）（2018.09.28）
　国際課税連絡協議会は、日本貿易会が、国際取引に関係の深い業界団体に呼びかけて、国際的な税
務問題について関係業界が一致団結して税制改正を要望していく目的で、2000年に結成したものであ
る。日本貿易会が幹事団体を務め、平成31年度税制改正要望案をまとめ、各団体の承認を得て、20団
体の連名による要望を2018年9月28日付で政府・与党へ提出するとともに、関係各方面に送付した。

２ ）経済協力開発機構（OECD）への意見提出

OECD移転価格ガイドライン第4章の改訂に係る意見募集への対応について（2018.06.20）
　経済協力開発機構（OECD）は移転価格ガイドラインの改訂を検討しており、2018年5月9日第4章…
（移転価格に関する紛争の回避及び解決のための税務執行上のアプローチ）、および第7章（グループ
内役務提供に対する特別の配慮）の改訂検討のスコーピングに対する意見募集を開始した。
　第4章の改訂検討について、経理委員会は、BEPS（Base…Erosion…and…Profit…Shifting：税源浸食と
利益移転）行動計画14で定められた租税条約に係る紛争解決において各国が遵守すべきミニマムスタ
ンダードが2017年の改訂で移転価格ガイドラインに反映されたことは評価する一方、限定的な参照に
とどまっているベストプラクティスについても等しくガイドラインへの反映を期待しており、特にベ
ストプラクティス7（納税者側での紛争解決手段に係る選択権の留保）および8（相互協議と国内法救
済の関係明確化）については、取り込む意義が大きいと考える旨の意見を取りまとめ、2018年6月20…
日、OECD宛提出した。

OECD「BEPS Action 8-10: Financial transactions」公開討議草案に対するコメント（2018.09.07）
　2018年7月3日、経済協力開発機構（OECD）は標記討議草案を公表し、意見募集を開始した。本討
議草案は、BEPS（Base…Erosion…and…Profit…Shifting：税源浸食と利益移転）行動計画8-10：移転価格
税制と価値創造の一致に関連するものである。
　本討議草案は、移転価格ガイドライン第1章セクションD.1におけるガイダンスとの関係、財務管理
機能、保証、自家保険制度（キャプティブ保険）の4つのセクションから構成されており、グループ
内金融取引に対する移転価格ルールの明確化を目的としている。
　経理委員会は、グループ内金融取引に対する移転価格ルールの明確化を支持する一方で、税務的な
観点以外に企業の投資戦略的判断を含むグループ会社の資本構成に対し過度に移転価格ルールを適用
することへの懸念、無用な二重課税の発生を防止するOECDから各国政府税務および当局への継続的
な指導とモニタリングへの期待、合理的・継続的価格設定を柔軟に認めるガイダンスの追加、移転価
格上の取扱いの明確化における全体的な整合性、金融業・保険業を主たる事業としている多国籍企業
企業グループとそうでない多国籍企業グループとの取り扱いの区分を総論として各論点に関する意見
を取り纏め、2018年9月7日、OECD宛提出した。

OECD「Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy」公開討議草案に対す
るコメント（2019.03.05）
　2019年2月13日、経済協力開発機構（OECD）は標記公開討議草案を公表し、意見募集を開始した。
本討議草案は、経済の電子化に伴う課税上の課題に対し、2つの柱を含む中長期的解決策の検討状況
および提案を提示し、それらに対するフィードバックを求めているものである。
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　OECDは、2018年3月のG20財務大臣会合（ブエノスアイレス）に、「経済の電子化に伴う課税上の
課題に関する中間報告書」を提出。2020年までに、国際的合意に基づく長期的解決策の取りまとめに
向け、国際課税原則の見直しの実施に合意している。2019年、日本で開催されるG20で、OECDより
進捗の報告がなされる。この意見募集の後、2019年3月13～14日にOECDにて公聴会を開催した。
　経理委員会は本討議草案に記された各論点に関する意見を取り纏め、2019年3月5日、OECD…宛提
出した。

⑵　会計基準制度等

１）国際会計基準審議会（IASB）への意見提出

IASB公開草案「会計方針の変更（IAS第8号の修正案）」に対するコメント（2018.06.29）
　国際会計基準審議会（IASB）は、IFRS解釈指針委員会のアジェンダ決定に起因する任意の会計方
針の変更を容易にするための改訂を提案する標記公開草案を2018年3月27日に公表した。
　経理委員会は、本修正案の基本的な方向性は支持するものの、遡及適用の影響を算定するコストと
利用者の便益の比較、アジェンダ決定に基づくもの以外の会計方針の変更についてコメントするとと
もに、アジェンダ決定により生じる会計方針の変更の適用時期を扱うためのIAS第8号の修正はしな
いというIASBの結論に同意する旨の意見を取りまとめ、2018年6月29日、IASBに提出した。

IASB公開草案「資本の特徴を有する金融商品」に対するコメント（2018.12.10）
　国際会計基準審議会（IASB）は、金融商品を発行している企業が財務諸表においてそれらをどの
ように分類すべきかに関して意見を求めるための標記公開草案を2018年6月28日に公表した。IAS第
32号「金融商品：表示」は、現在、金融商品を発行している企業が金融負債と資本をどのように区別
すべきかを示しているが、金融商品の分類は企業の財政状態および財務業績がどのように描写される
のかに影響を与えるため、この区別は重要である。
　経理委員会は各社の意見を取りまとめ、2018年12月10日、IASBに提出した。

２ ）企業会計基準委員会（ASBJ）への意見提出

ASBJ意見募集「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」に対するコメント
（2018.11.28）
　ASBJは、中期運営方針の中で、金融商品の会計基準について、国際的な会計基準との整合性を図
る必要性が高い旨の方針を打ち出しているが、改正を行う場合には約20年ぶりの大きな改正になるこ
ともあり、改正に向けた方向性やいずれの基準にコンバージェンスしていくか等について意見募集を
2018年8月30日に公表した。
　経理委員会は意見募集に対して各社の意見を取りまとめ、2018年11月28日、ASBJに提出した。

３ ）欧州委員会への意見提出

“Fitness check on the EU framework for public reporting by companies”に対する意見提出
（2018.07.19）
　欧州委員会…金融安定・金融サービス・資本市場同盟総局は、EU公的文書のフィットネスチェック*
に対する質問を、2018年3月21日にオンライン上で公募した。その中に、IFRS基準をEUが独自に改
訂する権利を持つことに関する質問があり、経理委員会は、その項目についてのみ意見を提出するこ
ととした。

Ⅰ．要望・意見の概要
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　IFRSがその基準の複雑性および開示の負荷から、実用性の利用のしやすさに関して改善を求める
多くの意見があること、各国の適用動向に差があることは理解するが、EUにより修正されたIFRS（以
下、修正IFRS）を認めることは、財務諸表の公平性、透明性を損ない、グローバルな企業の活動を
阻害する要因にもなりかねないため、修正IFRSを導入する動きに対して懸念を表明する旨の意見を
取りまとめ、2018年7月19日、オンライン上の質問項目の内、質問67「その他コメント」に記入する
形で、本意見を提出した。
*フィットネスチェック：…政策セクターの規制枠組みが目的に合っているかどうかを評価する包括的

なポリシー評価。目的は、過度の規制負担、重複、ギャップ、矛盾、およ
び／または時代遅れの措置を明らかにし、法律の累積的影響を特定するの
を助けること

4 ）その他

会社法制の見直しに関する中間試案に関する意見（2018.04.13）
　法務省より公表された「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案」に対して、法務
委員会で意見を取りまとめ、法務省民事局参事官室へ提出した。
　社会経済情勢の変化等に応じ、株主総会に関する手続きの合理化、役員に適切なインセンティブを
付与するための規律整理、その他より良いコーポレートガバナンスに向けた見直し、そして、社会の
デジタル化へも対応するものとして、一部を除き、改正内容につき評価するが、中には、経営判断の
迅速性確保や株主総会の運営効率化の観点から不十分と思われる点について、主に意見を申し述べた。

「投資家と企業の対話ガイドライン（案）」および「コーポレートガバナンス・コード改訂案」に関す
る意見（2018.04.27）
　金融庁および東京証券取引所より公表された「『投資家と企業の対話ガイドライン（案）』および…
『コーポレートガバナンス・コード改訂案』に関する意見」に対して、法務委員会で意見を取りまとめ、
金融庁総務企画局企業開示課、東京証券取引所上場部へ提出した。
　公表された「投資家と企業の対話ガイドライン（案）」と「コーポレートガバナンス・コード改訂案」
については、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、企業と投資家の有り方やコーポ
レートガバナンスの有り方を考える上での一助となるものと思われる一方で、企業側の実情により即
したものになるように意見を申し述べた。

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」（2011.03.30企業会計審議会）の見直
しに関する意見提出（2019.03.29）
　内部統制報告制度（J－SOX）導入から10年余りが経過し、各社での取り組みの結果、内部統制へ
の意識の向上とともに、社内規定や関連書類、手続き等の整備が進み、財務報告の信頼性の確保とい
う意味では一定の成果が確認されているが、他方で、昨今の不適正事例の内容は不適正経理にとどま
らず多様化している。このような状況下、各社は財務報告の信頼性のみならず、自主的なリスク分析
とその評価等、自律的な内部統制の構築・強化へ注力する必要性を実感しており、リスクアプローチ
的な企業各社の自主的で創意工夫を凝らした内部統制の一層の強化への取り組みを推進する観点で、
現行の内部統制報告制度の見直しを取りまとめ、金融庁に提出した。

Ⅰ．要望・意見の概要
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4 ．物流の効率化
「国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量確定・情報伝達等のあり方に関する検討会」取
りまとめ（案）に関する意見（2018.09.14）
　国土交通省海事局が実施した「国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量確定・情報伝達
等のあり方に関する検討会」取りまとめ（案）に関するパブコメに対して、制度厳格化に対する異論、
電子的情報の利活用等の意見を取り纏め、国土交通省海事局へ提出した。

５ ．人材力の強化
グローバル人材育成・海外子女教育環境の拡充に関する要望（2018.06.11、2018.12.11）
　経済活動のグローバル化が進展し、わが国企業の海外進出が年々拡大する中で、海外子女数は年々
増加し、今や8万人を超えた。一方で、その教育環境は、派遣教員の定数増、関連予算の増額など、
改善傾向にあるものの、まだ十分な水準に至っていない。
　毎年1万人を超える帰国子女は将来、日本を支えるグローバル人材の期待の星であり、また派遣教
員も帰国後に国内でグローバル人材教育に重要な役割を果たすことが期待され、海外子女の教育環境
の改善・拡充こそがグローバル人材育成の早道と言える。
　人事委員会ではこうした状況を踏まえ、2009年より、（一社）日本在外企業協会、（公財）海外子女
教育財団とともに、海外子女教育の教育環境の改善・拡充について繰り返し要望を行ってきた。今年
度は海外子女教育推進議員連盟第11回および第12回総会に出席し、①派遣教員の増員②派遣教員の質
と教育カリキュラムの向上③安全対策④就学前教育への支援について要望した。

Ⅰ．要望・意見の概要
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Ⅱ．総会・理事会等

１ ．総会
2018.05.31　第94回定時総会（議長：小林栄三…会長）
　　　　　　・　正会員総数90名のうち90名出席
　　　　　　・　以下の議案について審議し、全て異議なく原案どおり議決
　　　　　　　　　　　第 1号議案　　2017年度事業報告案・財務諸表案
　　　　　　　　　　　第 2号議案　　2018年度事業計画案・収支予算案
　　　　　　　　　　　第 3号議案　　常勤役員の報酬等の額案
　　　　　　　　　　　第 4号議案　　役員の選任案
　　　　　　　　　　　第 5号議案　　名誉会長の選任案
　　　　　　　　　　　第 6号議案　　名誉顧問、顧問、参与の推薦案
　　　　　　　　　　　第 7号議案　　「商社行動基準」の周知徹底に関する決議案
　　　　　　・　以下について報告
　　　　　　　　　　　報告事項 1　　法人・団体会員の入会

２ ．理事会
2018.05.16　第164回理事会（議長：小林栄三…会長）
　　　　　　・　理事総数34名のうち20名、監事総数2名のうち2名出席
　　　　　　・　講演：「日本経済の課題と展望」
　　　　　　　　講師：自由民主党…経済産業部会長…城内実氏
　　　　　　・　…以下の議案について審議し、全て異議なく原案どおり議決。第1、2、6、8、9、11、

12号議案は第94回定時総会の議に付すこととした。
　　　　　　　　　　　第 1号議案　　2017年度事業報告案・財務諸表等案
　　　　　　　　　　　第 2号議案　　2018年度事業計画案・収支予算案
　　　　　　　　　　　第 3号議案　　会員の入会案
　　　　　　　　　　　第 4号議案　　推薦個人会員の交代・新規入会案
　　　　　　　　　　　第 5号議案　　審議員の委嘱案
　　　　　　　　　　　第 6号議案　　役員の選任案
　　　　　　　　　　　第 7号議案　　常任理事の選任案
　　　　　　　　　　　第 8号議案　　名誉会長の選任案
　　　　　　　　　　　第 9号議案　　名誉顧問、顧問、参与の推薦案
　　　　　　　　　　　第10号議案　　業務執行理事の選定案
　　　　　　　　　　　第11号議案　　常勤役員の報酬等の額案
　　　　　　　　　　　第12号議案　　「商社行動基準」の周知徹底に関する決議案
　　　　　　・　以下について報告
　　　　　　　　　　　報告事項 1　　職務執行状況
　　　　　　　　　　　報告事項 2　　事務局組織の状況
2019.03.20　第165回理事会（議長：中村邦晴…会長）
　　　　　　・　理事総数34名のうち21名、監事総数2名のうち2名出席
　　　　　　・　講演：「日本経済の課題と今後の展望」
　　　　　　　　講師：（株）大和総研…理事長…中曽宏氏
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　　　　　　・　…以下の議案について審議し、全て異議なく原案どおり議決。第1号議案は第95回定
時総会で事後承認を得ることとした。

　　　　　　　　　　　第 1号議案　　定時総会で承認を得るまでの間の2019年度予算執行
　　　　　　　　　　　第 2号議案　　会員の入会案
　　　　　　　　　　　第 3号議案　　推薦個人会員の入会案
　　　　　　　　　　　第 4号議案　　審議員の委嘱案
　　　　　　　　　　　第 5号議案　　諸規程の整備案
　　　　　　　　　　　第 6号議案　　オフィス移転計画と資金手当て
　　　　　　　　　　　第 7号議案　　定時総会の日時、場所および議事案
　　　　　　・　以下の議案につき報告
　　　　　　　　　　　報告事項 1　　職務執行状況
　　　　　　　　　　　報告事項 2　　事務局組織の状況

３ ．常任理事会
2018.07.18　第358回常任理事会
　　　　　　・　講演：「日本経済の現状と今後の通商政策」
　　　　　　　　講師：経済再生担当大臣…茂木敏充氏
　　　　　　・　…河津専務理事から、社会保障協定に関する当会の取り組みと課題、投資関連協定に

関する当会の取り組みと課題、2018年の税制改正要望の動向、「商社行動基準・実
務者セミナー」開催、『日本貿易会月報』2018年9月号緊急特集等、岩城常務理事か
ら、日中平和友好条約締結40周年記念シンポジウムについて説明

　　　　　　・　中村会長から、今後の常任理事会の運営方法につき提案があり了承
2018.09.18　第359回常任理事会
　　　　　　・　講演：「日本外交の今後の行方」
　　　　　　　　講師：外務大臣…河野太郎氏
　　　　　　・　…野内雄三経理委員会委員長〔三菱商事（株）主計部長〕および河津専務理事から日

本貿易会および国際課税連絡協議会の平成31年度税制改正要望について説明の後、
審議し了承

　　　　　　・　…河津専務理事から、2018年度物流分野における規制・制度改革に関する要望（物流
委員会）、日中平和友好条約締結40周年記念シンポジウム、商社シンポジウム「商
社ビジネス最前線」について報告

2018.11.21　第360回常任理事会
　　　　　　・　講演：「中間選挙後の米国の見通し」
　　　　　　　　講師：外務省事務次官…秋葉剛男氏
　　　　　　・　…河津専務理事から、特別研究事業、2018年度経済産業省への安全保障管理に関する

要望、商社シンポジウム、今後の主要会合等日程、岩城常務理事から日中平和友好
条約締結40周年記念シンポジウムについて説明

2019.2.20　第361回常任理事会
　　　　　　・　講演：「エネルギー情勢の最近の動向と今後のエネルギー政策の課題」
　　　　　　　　講師：経済産業省…資源エネルギー庁長官…髙橋泰三氏
　　　　　　・　…塚本充安全保障貿易管理委員会委員長〔三井物産（株）コーポレート物流部安全保

障貿易管理室長〕から商社の海外拠点に於ける安全保障貿易管理について説明
　　　　　　・　…河津専務理事から、平成31年度税制改正要望…成果と課題、オフィス移転の検討状況、

岩城常務理事から、ABICの活動状況と課題について報告
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4 ．正副会長会等

⑴　正副会長会

2019.03.20　会合
　　　　　　・　正副会長等6名が出席
　　　　　　・　中村会長から、オフィス移転の検討状況につき説明し理解を求めた。

⑵　運営委員会

2018.04.11　第338回運営委員会
　　　　　　・　…第164回理事会・第94回定時総会議案（案）、2018年度収支予算（案）、次期会長候

補内定記者会見（2018.03.22）、会長交代記者会見（2018.05.31）について事務局よ
り報告

2018.05.09　第339回運営委員会
　　　　　　・　…第164回理事会・第94回定時総会議案（案）、2018年度収支予算（案）について審議・

了承
　　　　　　・　商社行動基準改定の周知徹底策（案）について事務局より報告
2018.06.13　第340回運営委員会
　　　　　　・　…李克強中華人民共和国国務院総理歓迎レセプション（2018.05.10）、ベトナム社会主

義共和国チャン・ダイ・クアン主席閣下歓迎昼食会（2018.05.30）、第20回委員長連
絡会・懇親会、環境報告ガイドライン2018年版（案）意見提出について事務局より
報告

2018.07.11　第341回運営委員会
　　　　　　・　…第358回常任理事会議事次第の案内、日本貿易会パンフレット（改訂版）、情報シス

テム委員会主催講演会（2018.06.20）、マレーシア…マハティール首相との懇談会
（2018.06.12）、社会保障協定・投資関連協定に関する当会の取り組みと課題、日本
外国特派員協会（FCCJ）に対する説明会の結果、朝日新聞社『おしごと年鑑』を
用いたきっずプロジェクト、商社行動基準・実務者セミナー、『日本貿易会月報』
2018年9月号緊急特集について事務局より報告

2018.09.12　第342回運営委員会
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望（案）について審議・了承
　　　　　　・　…2018年度各省庁への規制制度改革要望について（物流委員会）、理事会書面決議の

活用、商社シンポジウム開催要領（2018.10.26）、『日本貿易会月報』2018年9月号緊
急座談会、グローバル・バリュー・チェーンを通じた地球温暖化ガス削減貢献の見
える化対応、北京シンポジウム開催要領（2018.09.21）、事務局組織の状況について
事務局より報告

2018.10.10　第343回運営委員会
　　　　　　・　…アジア地域の物流施設視察、日中平和友好条約締結40周年記念シンポジウム総括に

ついて事務局より報告
2018.11.14　第344回運営委員会
　　　　　　・　次期特別研究事業（企画案）について審議・了承
　　　　　　・　…商社シンポジウムの結果、2018年度経済産業省への安全保障貿易管理に関する要望、

第24回経営者懇談会・2019年新春懇親会、オフィス移転計画、2019年度事業計画策
定に関するアンケート依頼について事務局より報告
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2018.12.12　第345回運営委員会
　　　　　　・　…第24回経営者懇談会、2019年新春懇親会、2018年度収支予算執行状況、2019年度事

業計画策定に関するアンケート結果、グローバル・バリュー・チェーンを通じた地
球温暖化ガス削減貢献の公表、「2019年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」発表、
ABICを取り巻く環境と今後の動き、オフィス移転計画について事務局より報告

2019.01.09　第346回運営委員会
　　　　　　・　…オフィス移転計画、2019年新春懇親会報告、平成31年度税制改正における国会議員

への働きかけとその成果、第21回委員長連絡会、第6回山際衆議院議員と商社との
勉強会、2019年度新入社員研修向け『日本貿易の現状』『商社ハンドブック』送付、
海外シンポジウム開催に係る事務局内検討結果について事務局より報告

2019.02.13　第347回運営委員会
　　　　　　・　諸規程の整備（案）について審議・了承
　　　　　　・　…オフィス移転の検討状況、「商社の海外拠点に於ける安全保障貿易管理」基本資料、

TPP11協定発効記念式典への会長参加、第9回ダイバーシティ推進セミナー、2019
年度事業計画案、平成31年度税制改正要望…成果と課題、ABICの活動実態と課題に
ついて事務局より報告

2019.03.13　第348回運営委員会
　　　　　　・　…日本貿易会としてTCFD提言に対して賛同表明を行うための手続きについて（案）、

プラスチック関連対策に係る業種別取り組み目標（改定案）、第165回理事会議案
（案）、2019年度事業計画（事業方針）案、2019年度収支予算（案）、ABIC2018年
度活動報告および2019年度業務委託契約、特定資産の保有に係る規程の整備につい
て審議・了承

　　　　　　・　…第9回ダイバーシティ推進セミナー、2018年度事業報告書（案）、海外シンポジウム
方針について事務局より報告

2019.03.15　第349回運営委員会
　　　　　　・　オフィス移転について協議

５ ．審議員会
2018.04.09　第32回審議員会
　　　　　　〔議長：樋口勉審議員（一財）対日貿易投資交流促進協会理事長〕
　　　　　　・　審議員30名出席
　　　　　　・　講演：「持続可能な開発に向けた日本の取り組み」
　　　　　　　　講師：外務省…国際協力局地球規模課題審議官（大使）鈴木秀生氏
　　　　　　・　…岩城常務理事・国際社会貢献センター（ABIC）理事長から2017年度日本貿易会事

業報告および2017年度ABIC活動報告について説明。河津専務理事から2018年度事
業計画案および「商社行動基準」改定について説明し、意見を求めたところ、特に
意見はなく賛同が得られた。

　　　　　　・　小林会長から第94回定時総会を以て会長を交代する旨報告
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Ⅲ．常設委員会

１ ．総務委員会

【委 員 長】　丸谷彰　豊田通商（株）人事総務部　部長職
【参加会員】　18社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、
三菱商事

⑴　活動方針

1）各種公益法人等への寄付を通じた社会貢献活動
2）企業防衛に関する取り組みとして警察当局との連携強化
3）…国際スポーツ大会への対応（セキュリティ・安全対策、輸送等にかかる政府の取り組み状況等の

情報収集）
4）…大規模災害への対応（政府等の災害対応策に関する情報収集と企業の危機管理体制に関する情報

交換）
以上の方針に重点を置いて活動を行うとともに、総務業務運営に関する共通問題について意見・情報
交換を行うことを活動方針に掲げ、本年度は以下の活動に取り組んだ。

⑵　活動概要

１）各種公益法人等への寄付を通じた社会貢献活動
①　経済界募金への対応
・　…総務専門委員会〔幹事：丸谷彰…豊田通商（株）人事総務部部長職〕において、日本貿易会が受け

付けた経済界募金計10件を応諾した。
2018年度

2017年度
例年案件

東京2020オリ
ンピック・パ
ラリンピック
大会財界募金

第16回耐火
物統一国際
会議事業費

募金

天皇陛下御
即位三十年
奉祝事業費

募金
受付件数 11件 8件 1件 1件 1件 8件
審議件数 10件 8件 1件 1件 0件 8件
要請額 320,960千円 20,600千円 300,000千円 360千円 ― 20,600千円
決定額 309,240千円 … 9,060千円 300,000千円 180千円 ― …9,060千円
応諾率 96% 44% 100% 50% ― 44%

　　※審議案件11件のうち8件が例年案件。
　　※…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界募金（要請

額300,000千円）に満額応諾、8年に一度のサイクルで寄付要請のある耐火物統一国際会議組織
委員会／耐火物統一国際会議事業費募金（要請額360千円）に18万円応諾したことから、要請
額および拠出決定額が昨年度に比し大幅増額となった。
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②　その他寄付案件への対応
・　…（公財）日米教育交流振興財団／フルブライト奨学金制度65周年募金［第8回記念募金］については

自主募金として個社対応とした。
・　…経済産業省／ 2020年ドバイ国際博覧会日本館出展協賛金については自主募金として個社対応とし

た。

２ ）企業防衛に関する取り組みとして警察当局との連携強化（第45回総務委員会）
・　…警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団排除対策官…志田卓郎氏から、「反社会的勢力への対応にかか

る最近の動向について」の説明を受けた。

３ ）�国際スポーツ大会への対応（セキュリティ・安全対策、輸送等にかかる政府の取り組
み状況等の情報収集）（第43回総務委員会）

・　…内閣官房東京オリンピック･パラリンピック競技大会推進本部事務局…参事官補佐…川上悟史氏から
「国際スポーツ大会への対応～セキュリティ・安全対策、輸送等にかかる政府の取り組み」につい
て説明を受けた。

4 ）�大規模災害への対応（政府等の災害対応策に関する情報収集と企業の危機管理体制に
関する情報交換）（第44回総務委員会）

・　…内閣府…政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付総括担当主査…板垣友圭梨氏から、「頻発
する自然災害とその対応について」の説明を受けた。

５ ）総務業務運営に関する共通問題についての意見・情報交換�
総務専門委員会において総務業務運営に関する共通問題について意見･情報交換した。
・　株主総会準備状況（2018.05）および結果報告（2018.07）
・　西日本豪雨災害への各社対応状況（2018.07）
・　総務部（総務担当部）組織図交換（2018.08）
・　会社の代表電話（FAXを含む）の対応について（2019.02）

⑶　会合等の状況

総務委員会
2018.08.23　第43回総務委員会
　　　　　　・　講演：「国際スポーツ大会への対応
　　　　　　　　　　　～セキュリティ・安全対策、輸送等にかかる政府の取り組み」
　　　　　　　　講師：内閣官房東京オリンピック･パラリンピック競技大会推進本部
　　　　　　　　　　　事務局参事官補佐…川上悟史氏
2018.11.08　第44回総務委員会
　　　　　　・　講演：「頻発する自然災害とその対応について」
　　　　　　　　講師：内閣府…政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
　　　　　　　　　　　総括担当主査…板垣友圭梨氏
2019.03.07　第45回総務委員会
　　　　　　・　講演：「反社会的勢力への対応にかかる最近の動向について」
　　　　　　　　講師：警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団排除対策官…志田卓郎氏
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　　　　　　・　総務委員会2018年度活動報告、2019年度活動方針審議
　　　　　　・　2019年度正副委員長選任
　　　　　　　　（委員長）　浦島宣哉　伊藤忠商事（株）人事・総務部長（2018.04.01付）
　　　　　　　　（副委員長）縣恵一　　丸紅（株）総務部長

総務専門委員会・幹事会
2018.04.19　第87回幹事会
　　　　　　・　総務専門委員会の進め方について意見交換
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック･パラリンピック大会財界募

金に関する報告・意見交換
　　　　　　・　フルブライト奨学金制度65周年募金［第8回記念募金］…について情報共有
2018.05.24　第147回専門委員会
　　　　　　・　「東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界募金」について説明
　　　　　　　　説明者：（一財）スポーツ振興資金財団…専務理事… 高木一郎氏
　　　　　　　　（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
　　　　　　　　企画財政局アクション＆レガシー部長…東京2020認証推進室長… 石川貴規氏
　　　　　　　　同…企画財政局… 石賀裕氏
　　　　　　　　同…企画財政局… 西内健次郎氏
　　　　　　　　同…企画財政局… 野上義彦氏
　　　　　　・　株主総会の準備状況について情報交換
　　　　　　・　フルブライト奨学金制度65周年募金［第8回記念募金］について情報共有
2018.07.19　第88回幹事会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金
　　　　　　・　西日本豪雨災害への各社対応に関するアンケート調査実施（案）について意見交換
　　　　　　・　総務専門委員会の活動に関するアンケート結果を踏まえて意見交換
2018.07.26　第148回専門委員会
　　　　　　・　「（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金」について説明
　　　　　　　　説明者：（一財）スポーツ振興資金財団…専務理事　高木一郎氏
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金に関する報告
　　　　　　・　総務専門委員会の活動に関するアンケート結果を踏まえて意見交換
　　　　　　・　株主総会の開催状況について情報交換
　　　　　　・　西日本豪雨災害への各社社員募金の実施状況について情報交換
2018.08.23　第89回幹事会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金
　　　　　　　　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金
2018.09.20　第90回幹事会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）海外日系人協会／平成30年度事業費募金
　　　　　　　　（一社）日本いのちの電話連盟／平成30年度賛助会費
　　　　　　　　（公財）がんの子どもを守る会／平成30年度事業資金募金
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　　　　　　　　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金に関する情報交換
　　　　　　・　…総務専門委員会財界募金寄付拠出分担比率（2018.10.01適用開始）書面審議結果に

ついて報告
2018.09.27　第149回専門委員会
　　　　　　・　…総務専門委員会財界募金寄付拠出分担比率（2018.10.01適用開始）書面審議結果に

ついて報告
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金に対する各社検討状況について情報交換
　　　　　　・　講演：「刑事塾～ウソや人間心理の見抜き方～」
　　　　　　　　講師：（株）Clearwoods…代表取締役　森透匡氏
2018.10.18　第91回幹事会
　　　　　　・　…寄付審議
　　　　　　　　（公財）がんの子どもを守る会／平成30年度事業資金募金
　　　　　　　　（公財）警察協会／平成30年度救済援護等事業資金募金
　　　　　　・　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金への対応について意見交換
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金に関する情報交換
　　　　　　・　天皇陛下御即位30年・皇太子殿下の天皇御即位奉祝事業について情報共有
2018.10.25　第150回専門委員会
　　　　　　・　…寄付審議
　　　　　　　　（公財）海外日系人協会／平成30年度事業費募金
　　　　　　　　（一社）日本いのちの電話連盟／平成30年度賛助会費
　　　　　　　　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金への対応について状況報告
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金の各社検討状況について情報交換
　　　　　　・　天皇陛下御即位30年･皇太子殿下の天皇御即位奉祝事業について情報共有
2018.11.15　第92回幹事会
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金への対応について意見交換
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）日本シルバーボランティアズ／平成30年度事業費募金
　　　　　　　　第16回耐火物統一国際会議組織委員会／第16回耐火物統一国際会議事業費募金
　　　　　　　　（公財）中曽根康弘世界平和研究所／平成30年度事業賛助金募金
　　　　　　・　経団連…経済界募金に関する会合内容について共有
　　　　　　・　NPO法人全国就労支援事業者機構会員募集募金について情報交換
　　　　　　・　ラグビーワールドカップ2019追加寄付依頼について情報交換
2018.11.22　第151回専門委員会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）がんの子どもを守る会／平成30年度事業資金募金
　　　　　　　　（公財）警察協会／平成30年度救済援護等事業資金募金
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金への対応について状況報告
　　　　　　・　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金への対応について状況報告
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　　　　　　・　…経団連…経済界募金に関する会合内容について共有
2018.12.06　第93回幹事会
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金への対応について意見交換
　　　　　　・　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金への対応について意見交換
2018.12.13　第152回専門委員会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）日本シルバーボランティアズ／平成30年度事業費募金
　　　　　　　　第16回耐火物統一国際会議組織委員会／第16回耐火物統一国際会議事業費募金
　　　　　　　　（公財）中曽根康弘世界平和研究所／平成30年度事業賛助金募金
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金への対応について状況報告
　　　　　　・　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金への対応について質疑応答
2018.12.13　第94回幹事会（臨時）
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金への対応について意見交換
2019.01.17　第95回幹事会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金
　　　　　　　　（公財）全国教誨師連盟／平成30年度事業資金募金
　　　　　　・　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金への対応について意見交換
2019.01.24　第153回専門委員会
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金について状況報告
　　　　　　・　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金への対応について状況報告
2019.02.04　第96回臨時幹事会（書面審議）
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金
2019.02.22　第97回幹事会
　　　　　　・　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金への対応について検討
　　　　　　・　2018年度総務専門委員会活動報告審議
　　　　　　・　2019年度総務専門委員会開催スケジュール審議
2019.02.28　第154回専門委員会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　（公財）全国教誨師連盟／平成30年度事業資金募金
　　　　　　　　（一財）スポーツ振興資金財団／平成30年度財界募金
　　　　　　・　2018年度総務専門委員会事業報告審議
　　　　　　・　2019年度総務専門委員会開催スケジュール審議
　　　　　　・　会社の代表電話（FAXを含む）の対応について情報交換
2019.03.14　第98回幹事会
　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　天皇陛下御即位30年・皇太子殿下の天皇御即位奉祝事業費募金
2019.03.20　第155回臨時専門委員会（書面審議）
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　　　　　　・　寄付審議
　　　　　　　　…（一財）スポーツ振興資金財団／東京2020オリンピック・パラリンピック大会財界

募金
2019.03.28　第156回専門委員会
　　　　　　・　…「天皇陛下御即位三十年奉祝委員会／天皇陛下御即位三十年奉祝事業協賛募金」に

ついて説明
　　　　　　　　説明者：天皇陛下御即位三十年奉祝委員会　渉外部部長　浜崎博氏
　　　　　　・　講演：「障がい者スポーツ支援とその先にあるもの」
　　　　　　　　講師：…あいおいニッセイ同和損保（株）経営企画部　次長　倉田秀道氏
　　　　　　・　講演：「2020東京パラリンピックを目指して！」
　　　　　　　　講師：あいおいニッセイ同和損保（株）
　　　　　　　　　　　2012　ロンドンパラリンピック日本代表
　　　　　　　　　　　2016　リオパラリンピック日本代表
　　　　　　　　　　　2020　東京パラリンピック日本代表候補　人事部　小野智華子氏

２ ．広報委員会

【委 員 長】　秋山守　豊田通商（株）…執行役員　渉外広報部長
【参加会員】　18社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、
三菱商事

⑴　活動方針

1）メディアへの積極的な対応
2）広報活動の充実
3）広報委員会各社の広報業務に役立つ行事の開催等

⑵　活動概要

１）メディアへの積極的な対応
①広告掲載
　　　・　…日本経済新聞（2018.06）：商社連合特集に「持続可能な社会の実現へ～アジアにおける社

会的課題解決に向けた商社の取り組み～」を掲載
　　　・　日経産業新聞（2018.09）：「貿易立国日本を支える自由貿易体制の維持・発展を」を掲載
　　　・　…世界経済評論（各号）：「商社の業界団体『日本貿易会』が手掛けるグローバルな社会貢献

活動」を表題として、ABICを紹介する広告を掲載（隔月発行各号）
②会長交代記者会見（2018.05）於：WTCビル・コンファレンスルーム
③会長発言の積極的な発信にあたって協力
　　　・　会長定例記者会見（計5回）
　　　・　会長コメント発出（以下6回）
　　　　　「TPP11関連法案成立」（2018.06.29）
　　　　　「日EU…EPA署名」（2018.07.17）
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　　　　　「第4次安倍改造内閣の発足」（2018.10.02）
　　　　　「TPP11発効確定」（2018.10.31）
　　　　　「2025年…大阪・関西万博開催決定」（2018.11.26）
　　　　　「日EU…EPA発効確定」（2018.12.13）
④記事掲載
　　　・　…読売新聞：論点スペシャル「日欧EPAと世界貿易の行方」中村会長インタビュー掲載

（2018.07.18）
　　　・　The…Japan…News：上記読売新聞インタビュー内容の英文掲載（2018.07.25）
　　　・　…看世界：中国語月刊誌にフリーライター陳言氏の岩城常務理事インタビュー内容掲載

（2018.08.08）

₂）広報活動の充実
①日本貿易会HP充実化への支援・協力
・　…月報･ホームページ（HP）タスクフォースを中心に、日本貿易会ホームページと、子ども向けに

商社イメージの向上、良き理解者の育成を目的に設置しているきっずサイトの充実等にあたって
の支援・協力を実施

・　コンテンツの拡充
　　　�会長コメントの発表や、当会の提言・要望活動、「商社の海外拠点に於ける安全保障貿易管理」

作成に関する周知、「2019年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」発表に関してタイムリー
に情報を発信

　　　「サステナビリティコーナー」の新設（2018.08）
・　その他
　　　…各社の事業および事業投資活動を紹介する「広報委員会18社のニュースリリース情報」の更

新（毎月）
　　　きっずサイト「キッズNEWS」の更新（2018.07）および統計データ更新（2018.12）

②『日本貿易会月報』充実化への支援・協力
・　…月報･HPタスクフォースを中心に、毎号月報の企画および各コンテンツ充実、デザイン改善等に

つき支援・協力。また、10月号から月報モニターを開始し、各社2名程度が協力

③海外広報（懸賞論文代替）
『JFTC NEWS』（英文広報誌）
・　…当会唯一の英文刊行物である『JFTC…NEWS』（2月、7月頃の年2回、約700部発行）では、以下の

内容を掲載
　　2018年7月：…新会長インタビュー、貿易摩擦等に関する会長コメント、商社行動基準改定の趣旨・

内容
　　2019年2月：…新春特別対談（月報1・2月号抜粋）、TPP11発効確定等に関する会長コメント、日中

社会保障協定の発効に関する当会要望活動の歩み、2019年のわが国貿易収支、経常収
支の見通し

FCCJ（日本外国特派員協会）向け説明会
・　…経済広報センター（KKC）経由でFCCJからの要望を受け、初の試みとして、加盟外国メディア

記者等を対象に、総合商社の歴史と最新のビジネスモデル、および日本貿易の概況と展望をテー
マにした説明会を開催（2018.06.25）。当日は22名が参加
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・　…冒頭、当会から日本貿易会の紹介を行い、続いて、住友商事（株）常務執行役員、住友商事グロー
バルリサーチ（株）代表取締役社長　須之部潔氏から「Shosha…Business…and…Outlook…for…Japan's…
Trade：Trade…Wars…–…Lesson…From…the…Past」と題して説明。活発な質疑応答があった。

FCCJでの説明の模様、右は講演する…
須之部氏

北京でのシンポジウム開催
・　…北京外国語大学講堂にて日中友好平和条約締結40周年記念シンポジウムを中村会長の出席を得て

開催（2018.09.21）。約200名（学生・院生110名、中国日本商会メンバー企業関係者90名）が参加。
シンポジウム形式で、日中経済交流に果たした商社・日本貿易会の役割、日中第三国経済協力へ
の商社の貢献、高齢化社会対応等新たな分野での日中協力などにつき、説明・討議を行った。

海外広報タスクフォース
・　…第1回会合（2018.06.13）、第2回会合（2018.12.21）を開催し、第1回タスクフォースでの討議で明

らかになった論点や6月以降に行った海外広報活動を踏まえ、商社事業に対する理解と関心を高め
るための事業案のプライオリティ付けを行った。具体的には、以下の通り。

　　　…海外広報は、国内において在日メディア、在日外国公館、外国人留学生（官僚出身者が多い
国連大学等）に向けて行うことにプライオリティを置くべき。在日メディアに向けては、質
疑応答のリスクも考慮する。

　　　…上記広報を行うための場としては、（公財）フォーリン・プレスセンターと協力することも検
討する。

④2018年度商社シンポジウム開催への支援協力
商社シンポジウムタスクフォースで検討し、以下の通り実施

第6回商社シンポジウム開催（2018.10.26 於：日経ホール）
・　…「商社のイノベーションとパートナーシップ」を全体テーマとして、第一部は「商社のイノベーショ

ンとパートナーシップ」をテーマに、商社アナリスト、経営学者、現役商社パーソン、第二部は「進
化する商社ビジネス～ビジネスモデル創造の現場から～」をテーマに、現役商社パーソンの登壇
を得て開催。約480名が出席

関連広告の出稿
　　（参加募集案内）
　　・日本経済新聞・日経新聞電子版（2018.09）
　　・週刊東洋経済・東洋経済オンライン（2018.09、2018.10）
　　（事後採録）
　　・日本経済新聞（2018.11）
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⑤経済広報センター（KKC）の活用
・　…2018年度教員の民間企業研修事業に協力し、7月に13名の受入れを実施したほか、10月開催のレ

ポート用座談会に出席
・　「産業金融教育シンポジウムin青森」（2018.11.24）にて商社紹介の講演を実施
・　メディアフォーラム、在京中国メディアとの懇談会等に参加

⑥ジュニア世代向け広報活動
未来を担う子どもたちに向けて、貿易に関わる商社の役割や仕事の意義について理解を促進すべく
「JFTCキッズプロジェクト」として、以下の活動を実施
『おしごと年鑑2018』への協賛
・　…キャリア教育教材『おしごと年鑑』へ2016年から協賛し、2018年は「非遺伝子組み換え大豆」をテー

マに、商社の仕事を紹介
海外日本人学校・補習校へ『おしごと年鑑2018』を贈呈
・　…グローバル人材育成の観点から、（一財）海外子女教育振興財団、朝日新聞社の協力のもと海外日

本人学校等約280校へ同書を贈呈
小学生向け夏休みイベント「おしごとはくぶつかん」への参加
・　…『おしごと年鑑2018』協賛企業・団体の出展による標記イベント（2018.08.17　於：新宿髙島屋）

にてブースの設置およびワークショップを開催。延べ300人（子ども・保護者含み）と対話した。

⑶　会合等の状況

広報委員会
2018.10.12　第50回委員会
　　　　　　・　…18年度上半期の広報委員会事業実施状況、第6回商社シンポジウム（2018.10.26）の

準備状況について、それぞれ報告・了承。また、下半期の事業計画・予算を討議・
了承

2019.03.11　第51回委員会
　　　　　　・　…18年度事業報告（案）を審議・了承した後、19年度正副委員長を選出し、19年度事

業計画（案）を審議・了承

海外広報タスクフォース
2018.06.13　第1回TF
　　　　　　・　…海外広報タスクフォース活動の目的等について説明、商社事業に対する理解と関心

を高める事業について議論・検討した。
2018.12.21　第2回TF
　　　　　　・　…第1回タスクフォースでの討議で明らかになった論点や6月以降に行った海外広報活

動を踏まえ、商社事業に対する理解と関心を高めるための事業の具体化を行った。

月報・HPタスクフォース
2018.07.02　第41回TF
　　　　　　・　…月報リニューアルに関するレビュー、月報送付先の見直しについて議論・検討し、

了承

商社シンポジウムタスクフォース
2018.06.26　第1回TF
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2018.07.23　第2回TF
　　　　　　・　…商社シンポジウム企画案について検討。シンポジウムプログラム案および登壇者の

人選方法、告知方法について検討し、了承
2018.12.12　第3回TF
　　　　　　・　…18年度シンポジウム開催のアンケート結果について報告。18年度シンポジウムを踏

まえ、19年度開催の方向性について議論・検討

広報委員会セミナー
2018.07.30　第43回セミナー
　　　　　　演題：「英文報道の現場から…～…世界につながる時代の広報」
　　　　　　講師：…（株）ジャパンタイムズ　執行役員　編集担当（編集局長）　大門小百合氏
2019.02.13　第44回セミナー
　　　　　　危機管理セミナー
　　　　　　演題：「危機管理広報」
　　　　　　講師：…（株）プラップジャパン　メディアトレーニング部　部長兼シニアトレーナー、

危機管理広報主席コンサルタント　井口明彦氏
2019.02.19　第45回セミナー
　　　　　　同上メディアトレーニング
　　　　　　（模擬記者会見）

懇親会
2018.07.12　納涼会　於：住友会館〔幹事：住友商事（株）〕10社・78名､ 他6名､ 計84名出席
2018.12.13　忘年会　於：浜松町東京會館（オリオンルーム）13社・80名、他6名、計86名出席

産業施設見学会
2018.11 　　…（株）ハイドロエッジ、岩谷産業（株）中央研究所、イワタニ水素ステーション尼崎見学

6社・8名、他2名、計10名出席

３ ．法務委員会

【委 員 長】　高野雄市　三井物産（株）…法務部長
【参加会員】　23社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、極東貿易、興和、CBC、JFE商事、神鋼商事、住友商事、
双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、
ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

1）企業活動に関連する法令等の問題および動向に係る情報収集、意見交換
2）会員の企業倫理・コンプライアンス・ガバナンスの向上
に重点を置いて活動を行う。
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⑵　活動概要

１）要望書等の提出
・　…パブリックコメント／「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案」に関する意見

を提出（2018.04.13）
・　…パブリックコメント／「投資家と企業の対話ガイドライン（案）」および「コーポレートガバナン

ス・コード改訂案」に関する意見を提出（2018.04.27）

２ ）法律問題および法令の動向に関する情報収集
・　…2018年4月に提出したパブコメ「投資家と企業の対話ガイドライン（案）」および「コーポレート

ガバナンス・コード改訂案」に関するフォローアップとして、「改訂コーポレートガバナンス・コー
ド」について、東京証券取引所より説明を受けた（2018.07.20第56回委員会）。

・　…安全保障貿易管理委員会との共催で、コビントン・バーリング法律事務所より専門家を招き、最
新の米国経済制裁とエマージングテクノロジー輸出管理の動向等について説明を受けた
（2019.03.19）。

３ ）委員会社間の協働による知識・対策の向上
・　…「グループ会社（海外含む）における内部統制」、「AI・RPA等の法務部としての活用と対応」、「働

き方改革（テレワーク・フレックス制度等）への対応」をテーマにグループディスカッションを行っ
た（2018.11.29第57回委員会）。

4 ）企業倫理向上に向けた取り組み
・　…会員企業を対象に、「2018年度企業倫理実務者研修会」を開催（2018.10.05）。講師に、長島・大野・

常松法律事務所…パートナー・弁護士…塩崎彰久氏を迎え、「不祥事の予防と対応のプリンシプル～
近時の傾向と具体的事例から学ぶ危機管理」について説明を受けた（参加者：47名）。

⑶　会合等の状況
2018.07.20　第56回委員会
　　　　　　講演：「改訂コーポレートガバナンス・コードについて」
　　　　　　講師：（株）東京証券取引所…
　　　　　　　　　上場部　　　　　　…統括課長　菊池教之氏
　　　　　　　　　上場部企画グループ…調査役　　内藤啓介氏

2018.10.05　2018年度企業倫理実務者研修会
　　　　　　講演：…「不祥事の予防と対応のプリンシプル―近時の傾向と具体的事例から学ぶ危機管

理」
　　　　　　講師：長島・大野・常松法律事務所…パートナー・弁護士　塩崎彰久氏

2018.11.29　第57回委員会
　　　　　　グループディスカッション
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2019.03.07　第58回委員会
　　　　　　講演：「日本における国際仲裁と国際調停の発展について-…最近の動向と展望」
　　　　　　講師：アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士　川村明氏
　　　　　　　　　岡田春夫綜合法律事務所　弁護士　岡田春夫氏
　　　　　　　　　新東亜交易（株）　監査役　金子猛氏
　　　　　　2018年度活動報告（案）・2019年度活動方針（案）の審議
　　　　　　2019年度正副委員長の選任

2019.03.19　米国制裁とエマージングテクノロジー輸出管理に関するセミナー
　　　　　　（安全保障貿易管理委員会との共催）
　　　　　　講演：…"Recent…Developments…in…U.S.…Sanctions…and…Prospects…for…New…Export…Controls…

on…Emerging…Technologies"
　　　　　　講師：コビントン・バーリング法律事務所　Mr.…Peter…Flanagan

4 ．地球環境委員会

【委 員 長】　中原慶子　双日（株）…サステナビリティ推進室長
【参加会員】　21社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、全日空商事、双日、
蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、
三菱商事、森村商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

以下のテーマに重点を置くことを方針に掲げ、活動した。
1）低炭素社会の構築
2）循環型社会の構築
3）環境関連法規制、環境行政の動向への対応
4）商社環境月間の実施
5）環境パフォーマンス向上の推進
6）生物多様性への配慮
7）商社および日本貿易会の環境関連の取り組みの外部への積極的な発信

⑵　活動概要

１）低炭素社会の構築
①低炭素社会実行計画
・　…低炭素社会構築に向けて、地球環境委員会委員会社をはじめとする会員各社の主なオフィスビル

におけるCO2排出量、エネルギー使用量の目標達成状況を評価した結果を経済産業省および日本
経済団体連合会に提出し、フォローアップを受けた。

　　経済産業省フォローアップ
　　2018.09.18　経済産業省へフォローアップ結果を提出
　　2018.11.29　低炭素社会実行計画・進捗点検調査票を提出
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　　2019.01.10　…産業構造審議会環境部会地球環境小委員会流通サービスワーキンググループにおけ
る事前質問・確認依頼に対する回答提出

　　2019.01.23　…2018年度産業構造審議会環境部会地球環境小委員会流通･サービスワーキンググ
ループにて流通･サービス業種の自主行動計画の評価･検証を受け、当会の2018年度
低炭素社会実行計画フォローアップ結果を説明（低炭素社会実行計画2017年度実績
報告）

　　日本経済団体連合会フォローアップ
　　2018.09.10　日本経済団体連合会へフォローアップ結果を提出
　　2018.11.13　…日本経済団体連合会「低炭素社会実行計画…2018年度フォローアップ結果総括編＜

2017年度実績＞」公表

日本貿易会 2018年度 低炭素社会実行計画フォローアップ結果概要
・　目標：…2020年度の電力使用量原単位（会社全体における床面積あたりの電力使用量；kWh/㎡）

を2013年度比で6.8％削減に努める。　※2018.07改訂
・　…電力使用原単位の実績値について、2017年度は95.91…kWh/㎡であり、基準年度である2013年度比

で9.9％減（前年度比0.3％減）であった。これはすでに目標を達成した形になっているが、これは
2015年頃から数社の本社移転計画が始まったことによる仮社屋への移転が影響した結果と考えら
れ、本社移転が完了した後にはリバウンドがあるものと予想している。

・　…上記、電力使用量原単位の実績・目標は、日本貿易会の正会員で低炭素社会実行計画に参加する
33社のうち、2009年度以降の継続的なデータ把握が可能な28社ベースの電力使用量および延べ床
面積から算出した。

・　…長期的な目標としては、2030年には、電力使用原単位（会社全体における床面積当たりの電力使
用量）を2013年度比で15.7％削減するように努めることとする目標を2018年7月に策定した。これ
は、「エネルギー使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」で求められている努力目標（中長期
的に見て年平均1％以上を低減させること）を参考にしており、さらに努力を継続することにより
達成可能と考えられる最大限の目標として、年率1％減を目標に掲げたものである。

・　…目標達成のためには、省エネ設備等の導入（LED照明、省エネ型OA機器等）、エネルギー管理の
徹底（空調の温度・時間管理等）、啓発活動の推進（不使用時の消灯励行、環境セミナー等）に取
り組むことが重要であり、参加各社はこれら対策を実行した結果、削減に繋がっている。

・　…目標達成に向けた各社の対策のほか、事業活動、社会への啓発活動等を通じた低炭素社会構築に
向けた取り組みや、会員向け環境関連セミナー開催など日本貿易会の啓発活動等についてもア
ピールした。

・　…当会の目標は、事業の拡大や縮小（社員数増減）による床面積の増減が電力使用量を変動させる
ことも考えられることから、削減の対象を「総量」ではなく、「延べ床面積当たりの電力使用量」
として、一層の省エネ努力を継続することを目標としているが、総量としての電力使用量も年々
減少している。2018年7月に目標を設定した際は、2015年頃から数社の本社移転計画が始まったこ
とによる仮社屋への移転に伴う床面積減少を変動要因と捉え、そうした変動が起こる前の2013年
度を基準として、毎年１％電力使用量が減少することを計算根拠とし、2030年度に重きを置く目
標を設定した。

・　…その他、改正省エネ法に関する政府、地方公共団体への要望等を併せて記載した。

②グローバル・バリューチェーン（GVC）を通じた削減貢献
・　…地球規模でのCO2排出削減を目指し、かつ日本の経済成長につなげていくことが求められるとの

観点から、GVCを通じた削減貢献の見える化の取り組みを推進したい旨の経団連の協力依頼に基
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づいて、地球環境委員会委員会社をはじめとする会員各社にアンケートを実施し、その結果を同
会に提出してGVC削減貢献見える化の取り組みに参加した。

　　日本経済団体連合会への対応
　　2018.09.10　日本経済団体連合会へ当会のGVC削減貢献を提出
　　2018.11.13　…日本経済団体連合会「グローバル・バリューチェーン（GVC）を通じた削減貢献～

民間企業による新たな温暖化対策の視点～」コンセプトブック公表
　　2018.12 　　…日本経済団体連合会がCOP24サイドイベントを主催し、コンセプトブックの内容を

説明

日本貿易会 GVC削減貢献概要
・　…総合商社各社は、長年取り組んできた発電設備建設の一括請負や保守点検等のサービス提供に関

わるノウハウを活用し、全世界でIPP事業を展開
・　…近年は、IPP事業の中でもCO2の排出削減に寄与する再生可能エネルギー（太陽光・風力・水力・

地熱・バイオマス等）発電事業の拡大に注力
・　…2017年度に全世界（除日本）31か国で稼働済みの発電案件は、7社合計で91件、総発電設備容量（グ

ロスベース）は1,825万kWに達しており、2017年度のCO2削減貢献量（ネットベース）を456万tと
算定

・　…算定に当たっては、設備の建設・運用・保守に伴うCO2排出はゼロと仮定し、2017年4月から2018
年3月の1年間における発電量に、入手可能な直近の当該国または地域の排出係数（t-CO2/kWh）
を乗じてCO2削減量を算出

③2050年度までの長期目標
・　…現在の低炭素社会実行計画は2020年度、2030年度を目標としているが、さらに2050年度を目途と

する長期目標策定について経団連から依頼があり、2019年度中に策定することとした。

２ ）循環型社会の構築
①　循環型社会形成自主行動計画
・　…循環型社会構築に向けて、1998年度以来、地球環境委員会委員会社をはじめとする会員各社は、

主なオフィスビルにおける事業系一般廃棄物の最終処分量、再資源化率について目標を設定し、
最終処分量の削減と再資源化率の向上に取り組んできた。

・　…2020年度目標（2017.12策定）について、2017年度実績はわずかに届かない結果となっているが、
これは、社屋建替えのために賃貸ビルに本社を移転した関係で廃棄物のデータを把握できていな
い社があり、実績値が一部変動する要因となったことが考えられる。

　　日本経済団体連合会フォローアップ
　　2018.12.17　日本経済団体連合会へフォローアップ結果を提出

日本貿易会2018年度　循環型社会形成自主行動計画概要
・　…2020年度目標：…2020年度の事業系一般廃棄物の処分量を、2000年度比80％削減。2020年度の事業

系一般廃棄物の再資源化率（再資源化量／発生量）を86％以上とする。
・　2017年度実績：事業系一般廃棄物処分量0.7千トン（2000年度比78％減）､ 同再資源化率85％。
・　…設備の更新時を中心とする3Rに資する設備等の導入、管理体制整備、啓蒙活動推進等により、目

標達成に努めている。
・　上記実績・目標は、2000年度以降の継続的なデータ把握が可能な16社ベース（法人正会員42社）。
　　　2016年度実績：処分量…0.6千トン、再資源化量…3.6千トン、再資源化率85％
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　　　2017年度実績：処分量…0.6千トン、再資源化量…3.2千トン、再資源化率84％
　　　2020年度見通：処分量…0.6千トン、再資源化量…3.7千トン、再資源化率86％

②業種別プラスチック目標
・　…海洋プラスチック問題が顕在化していることに伴い、各国においてプラスチックごみ対策が実施

されていることから、循環型社会構築自主行動計画の一環として業種別プラスチック目標の策定
について経団連から依頼があり、以下の目標を3月15日付で同会に提出した。

プラスチックごみ対策に関する目標
類型A：
・　（単体）オフィスにおいて2020年度末までにPETボトルを100％分別することを目指す。
類型B：なし
類型C：
・　…業界全体として、プラスチックのリデュース・リユース・リサイクルに資する製品の取扱いや事

業の推進に努める。
・　…日本貿易会としても、毎年会員企業のプラスチック関連取り組み事例の情報交換会を開催し、取

り組みの拡大に務める。

３ ）環境関連法規制、環境行政の動向への対応
①　環境管理システム規格整備への協力
・　…（一財）日本規格協会…環境管理システム小委員会に対して、双日（株）サステナビリティ推進室…

サステナビリティ推進課担当課長　衛藤正論氏を委員として派遣し、以下の意見募集、情報共有
について協力した。

　附属書SLに関するフィードバック調査について（2018.05.11締切）
　WD14009への対応について（2018.05.14締切）
　…TC207/SC1…Future…Challenge…Study…GroupおよびUser…Survey…Task…Groupに関する投票につい

て（2018.08.03締切）
　WD2…14009への対応について（2018.08.10締切）
　DIS…14006…（EMS--エコデザインの指針）の対応について（2018.10.05締切）
　IWA…31（リスクマネジメント--31000のMS適用ガイドライン）について（2019.01.04締切）
　…IWA…31（リスクマネジメント--31000のMS適用ガイドライン）について（追加コメント募集、

2019.01.16締切）
　ISO…14005…（EMSの段階的実施）のFDIS投票について（2019.03.15締切）
　ISO…14005…（EMSの段階的実施）の事例集について（2019.03.15締切）
　【情報共有】TC207/SC1/TG3…（附属書SL改訂対応）のコンビナーおよびToRへの賛成投票について
　…【情報共有】Non-binding…guidelines…on…non-financial…reporting…--…欧州委員会コンサルテーションの

ご案内

②　法制度整備への要望
・　…低炭素社会実行計画および循環型社会形成自主行動計画フォローアップに際して、法人正会員各

社より寄せられた要望事項につき、以下の通り対応した。
　　2018.09.10　…2018年度低炭素社会実行計画において、改正省エネ法インセンティブ整備、官公庁で

統一感を持った施策の推進等6項目の要望を記載
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　　2018.12.17　…2018年度循環型社会形成自主行動計画において、廃棄物処理の規制緩和、容器包装リ
サイクル法における特定事業者捕捉率強化等について4項目の要望を記載

4 ）商社環境月間の実施
　「2018年度商社環境月間」（6月）において、会員各社の環境問題への意識啓発のため法人正会員対
象の環境セミナーを開催し、会員各社における環境保全活動の参考に供した。
2018.06.28　2018年度商社環境月間環境セミナー（法人正会員18社・20名出席）
　　…　…　　演題：「『質高インフラ環境成長ファシリティ』の下での新たな取組について」
　　…　…　　講師：（株）国際協力銀行　業務企画室　次長　関根宏樹氏

５ ）環境パフォーマンス向上の推進
①　各社の環境担当者の環境教育に資する見学会等の開催（2018.10.04～05）
・　…委員各社の環境担当者の環境教育に資することを目的として、環境見学会を開催した。１日目は

CO2削減対策として注目を浴びている日本CCS調査（株）の苫小牧CCS実証試験センターを見学
した後、国内初のバイオマスボイラ燃焼ガス浄化システムを導入して先駆的なスマートアグリプ
ラントを実践している（株）Jファームを訪問し、ベビーリーフ、トマトの栽培状況を見学した。
二日目は鹿追町環境保全センターを訪問し、同町が実施している家畜系バイオマス発電について北
電への売電、発電の際に発生する熱を利用したマンゴー栽培、チョウザメ養殖の様子を見学した。

②　経済産業省TCFD説明会の開催
・　…経済産業省の依頼に基づき、同省産業技術環境局の亀井明紀環境経済室長を講師に迎え、CSR研

究会を中心に、当委員会はじめ関係委員会（社会貢献・ABIC委員会、経理委員会）に呼びかけ
てTCFDに関する説明会（2019.02.07）を開催（出席16社26名）。同氏からTCFDの提言内容およ
び日本の対応について説明があった後、出席者から活発な質疑・意見が出され、盛会となった。
また、当会としての賛同表明について、第90回委員会（2019.03.08）において意見交換を行い、
2019年3月20日を締切として書面審議を行うこととした。その結果、賛成18社、反対0社、保留3社
でTCFD提言について当会として賛同する旨意見表明を行うこととなった。

6 ）生物多様性への対応
・　…経団連・生物多様性民間参画パートナーシップについて10月に改定された「行動指針」を地球環

境委員会委員各社に送付した他、同パートナーシップ第8回会合（2019.02.13）について事務局が
参加し、アンケート結果、活動事例集を委員各社に送付して参考に供した。

7 ）商社および日本貿易会の環境関連の取り組みの外部への積極的な発信
『日本貿易会月報』、日本貿易会ホームページ掲載
・　…『日本貿易会月報』に、環境関連の商社活動、日本貿易会･地球環境委員会活動の報告、解説等を

掲載し、あわせて日本貿易会ホームページ「社会貢献と地球環境」サイトに掲載した。
　　2018年6月号　「2017年度…商社の環境保全活動」
　　2018年9月号　「2018年度商社環境月間」（環境セミナー講演要旨）
　　2019年3月号　「低炭素社会および循環型社会構築に向けた2018年度の取組み｣
　　2018年4月号～「持続可能な社会の実現と商社」連載で関連トピックスを紹介
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⑶　会合等の状況

2018.07.06　第87回地球環境委員会
　　　　　　・　低炭素社会実行計画2018年度フォローアップ調査について
　　　　　　・　循環型社会形成自主行動計画2018年度フォローアップ調査について
　　　　　　・　その他
2018.09.05　第88回地球環境委員会
　　　　　　・　低炭素社会実行計画2018年度フォローアップ調査について
　　　　　　・　その他
2018.12.07　第89回地球環境委員会
　　　　　　・　循環型社会形成自主行動計画2018年度フォローアップ結果…［審議］
　　　　　　・　低炭素社会実行計画の長期目標（2050年度）について
　　　　　　・　報告・情報共有
　　　　　　　　　①　2018年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査、回答提出について…［報告］
　　　　　　　　　②　経団連・低炭素社会実行計画ＷＧについて…［報告］
　　　　　　・　その他
2019.03.08　第90回地球環境委員会
　　　　　　・　産構審流通・サービスWG出席報告
　　　　　　・　2018年度地球環境委員会事業報告［審議］
　　　　　　・　2019年度地球環境委員会正副委員長会社選任
　　　　　　　　（委員長）　　伊藤忠商事（株）
　　　　　　　　（副委員長）　三菱商事（株）
　　　　　　　　　　　　　　蝶理（株）
　　　　　　・　プラスチック関連対策に係る業種別プラスチック関連目標について
　　　　　　・　温暖化対策の長期ビジョンについて
　　　　　　・　2019年度地球環境委員会事業計画［審議］
　　　　　　・　TCFD提言に対する日本貿易会の賛同表明について

５ ．財務委員会

【委 員 長】　益山順光　豊田通商（株）財務部長
【参加会員】　20社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、
三井物産、三菱商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

当委員会は、2018年度活動計画に以下を掲げ活動を行った。
1）国内外の景気・金融環境動向
2）政策金融機関の動向
3）グローバルファイナンス、グローバルキャッシュマネジメントについて
4）フィンテック関連の具体的動き
5）その他財務分野に共通する課題（外為法関連・格付機関対応等）
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⑵　活動概要

１）国内外の景気・金融環境動向
・　…2018年6月1日開催の第66回財務委員会にて、ソニーフィナンシャルホールディングス（株）金融

市場調査部シニアフェロー　チーフエコノミスト菅野雅明氏より「国内外の金融経済展望」につ
いて説明を受けた後、質疑応答を行った。

２ ）政策金融機関の動向
・　…2018年12月3日開催の第68回財務委員会にて、早稲田大学大学院経営管理研究科…教授…岩村充氏（元

日本銀行職員）より「異次元緩和からの出口を考える」と題して、日本銀行のマイナス金利政策
の効果、金融緩和策の今後について説明を受けた後、質疑応答を行った。

３ ）グローバルファイナンス、グローバルキャッシュマネジメントについて
・　…日本銀行から「日本円金利指標改革に関する検討委員会」への協力依頼を受け、日本貿易会を代

表して当委員会・小倉副委員長〔丸紅（株）〕が同検討委員会の委員として出席。現在、金利指標
として利用されているLIBOR（London…Interbank…Offered…Rate）の2021年末以降の利用停止が想
定される中、LIBORに代替する日本円の金利指標構築の検討に向け、同検討委員会傘下の3サブ
グループ（貸出、債券、およびターム物金利）への出席を含め、議論に参加。2019年も引き続き
小倉副委員長の委員登録を予定

4 ）フィンテック関連の具体的動き
・　…2019年3月18日開催の第69回財務委員会にて、NTTアドバンステクノロジ（株）荒川賢一氏より「純

国産RPAツールWinActorⓇのご紹介」について説明を受けた後、質疑応答を行った。

５ ）その他財務分野に共通する課題
①マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドラインの概要および最近の取り組み
・　…2018年10月15日開催の第67回財務委員会にて、金融庁総合政策局マネーローンダリング・テロ資

金供与対策企画室長　尾崎寛氏より、マネーローンダリング・テロ資金供与対策に関する日本政
府による取り組みについて説明を受けた後、質疑応答を行った。

②欧州中央銀行（EIB）副総裁来日に伴うラウンドテーブル開催
・　…JBIC（国際協力銀行）とEIBとの業務協力協定の締結を踏まえ、両行において今後、欧州および

欧州周辺地域における協業について議論を進めようとしている中、アンブロワーズ・ファイヨー
ルEIB副総裁来日の際、欧州で事業展開している会員商社各社との意見交換を行った。

③総務省「統計調査に関する提案募集」への対応（外為WG）
・　…政府の公的統計作成に関して、報告方法の事務手間、公的統計の使い勝手等についての意見照会

に当たり、外為ワーキンググループにおいて外為法上の報告手続きに関する簡素化・効率化等を
中心に意見を提出した。

④2019年5月連休時の外為支出報告書提出に係る財務省照会への対応（外為WG）
・　…2019年4月末～ 5月初旬、10連休となる見込みから、5月10日提出期日である外為支出報告書提出

において不都合・懸念の有無について財務省より照会を受け、外為WG関係者に確認。紙媒体で
報告書提出をする社においては、期日までの提出が難しいため、期日延長等、柔軟な対応を求め
たい旨、財務省に回答した。
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6 ）その他（関係省庁からの周知依頼、便宜供与等）
・　…外務省、財務省、経済産業省「国連安保理決議第1718号主文12に従って設置された委員会が平成

30年3月30日に行った指定に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について」（2018.04.10）
・　…外務省、財務省、経済産業省「タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加に

ついて」（2018.04.19）
・　…財務省、「外為法に基づく『支払又は支払の受領に関する報告書』のオンライン報告の改善につい

て」（2018.06.08）
・　…外務省、財務省、経済産業省「タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加に

ついて」（2018.07.12）
・　…外務省、財務省、経済産業省「南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等に対す

る資産凍結等の措置の対象者の追加について」（2018.08.16）
・　…外務省、財務省、経済産業省「タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加に

ついて」（2018.08.30）
・　…経済産業省「平成30年台風第21号及び平成30年北海道胆振東部地震の被災に伴う輸出入許可証等

の取扱いの特例措置について」（2018.09.07）
・　…外務省、財務省、経済産業省「イラク前政権の機関等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除

について」（2018.09.13）
・　…外務省、財務省、経済産業省「タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加に

ついて」（2018.09.13）
・　…外務省、財務省、経済産業省「タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加に

ついて」（2018.10.25）
・　…外務省、財務省、経済産業省「タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加に

ついて」（2018.11.01）
・　…財務省「外国為替に関する省令の一部を改正する省令について」（2018.11.30）
・　…外務省、財務省、経済産業省「タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加に

ついて」（2018.12.13）
・　…外務省、財務省、経済産業省「イラク前政権の機関等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除

について」（2018.12.27）
・　…外務省、財務省、経済産業省「タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除に

ついて」（2019.02.28）
・　…外務省、財務省、経済産業省「タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加に

ついて」（2019.03.14）

⑶　会合等の状況

2018.06.01　第66回財務委員会
　　　　　　・　講演：「国内外の金融経済展望」
　　　　　　　　講師：ソニーフィナンシャルホールディングス（株）　金融市場調査部
　　　　　　　　　　　シニアフェロー　チーフエコノミスト　菅野雅明氏
　　　　　　・　委員の交代等紹介
　　　　　　・　2018年度事業計画について
　　　　　　・　アンケート結果ご報告、3委員会（財務、経済協力、貿易保険）の連携について
2018.10.15　第67回財務委員会
　　　　　　・　講演：…「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインの概

要及び最近の取組み」
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　　　　　　　　講師：…金融庁総合政策局マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長…
尾崎寛氏

　　　　　　・　日本円金利指標改革に関する検討委員会について
2018.12.03　第68回財務委員会
　　　　　　・　講演：「異次元緩和からの出口を考える」
　　　　　　　　講師：早稲田大学大学院経営管理研究科　岩村充氏
　　　　　　・　日本円金利指標改革に関する検討委員会」について
2019.03.18　第69回財務委員会
　　　　　　・　講演：「純国産RPAツールWinActorⓇのご紹介」
　　　　　　　　講師：NTTアドバンステクノロジ（株）荒川賢一氏
　　　　　　・　2018年度財務委員会年間活動報告（案）について
　　　　　　・　2019年度財務委員会正副委員長について

6 ．経理委員会

【委 員 長】　野内雄三　三菱商事（株）主計部長（2018.04～12）
　　　　　　関鎮　伊藤忠商事（株）執行役員　兼　経理部長（2019.01～03）
【参加会員】　22社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、神栄、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、
ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、ユアサ商事

⑴　活動方針（2018年1月～12月）

会計コミッティ
1）国際会計基準への対応
2）本邦会計基準への対応
3）その他情報交換
税務コミッティ
1）平成31年度税制改正要望の策定
2）本邦税制改正への対応
3）新興国を中心とした海外における税制改正および課税事案への対応（含OECD／BIAC対応）
4）消費税に関する勉強会
5）その他情報交換

⑵　活動概要

会計コミッティ活動概要
〔幹事：有竹俊二　三菱商事（株）…主計部……予・決算管理チームリーダー〕
１ ）国際会計基準への対応
①　国際会計基準審議会への意見提出
・　…国際会計基準（以下「IFRS」）に関し、国際会計基準審議会（以下「IASB」）より公表された公

開草案等に対し、会計コミッティとしての意見案を作成、経理委員会に諮った上で、意見を提出
した。
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IASB公開草案「会計方針の変更（IAS第8号の修正案）」に対する意見提出（2018.06.29）
・　…IASBは、IFRS解釈指針委員会のアジェンダ決定に起因する任意の会計方針の変更を容易にする

ための改訂を提案する標記公開草案を2018年3月27日に公表した。
・　…経理委員会は、本修正案の基本的な方向性は支持するものの、遡及適用の影響を算定するコスト

と利用者の便益の比較、アジェンダ決定に基づくもの以外の会計方針変更についてコメントする
一方で、アジェンダ決定により生じる会計方針の変更の適用時期を扱うためのIAS第8号の修正は
しないというIASBの結論に同意する旨の意見を取りまとめ、2018年6月29日、IASBに提出した。

IASBディスカッション・ペーパー「資本の特徴を有する金融商品」に対する意見提出（2018.12.10）
・　…金融商品を発行している企業が財務諸表において「金融負債」と「資本性金融商品」をどのよう

に分類すべきであるかといった点について標記ディスカッション・ペーパー（DP）を2018年6月
28日に公表した。

・　…経理委員会は、IASBの選好するアプローチに基づき負債・資本の分類を行うという方針について
は賛同しつつ、（発行者のみならず）保有者側の処理も考慮すべきといった点や資本の分類を柔軟
に決めることが出来る余地を残すべきといった点等につき各社の意見を取りまとめ、2018年12月
10日、IASBに提出した。

②　欧州委員会…金融安定・金融サービス・資本市場同盟総局への意見提出
“Fitness check on the EU framework for public reporting by companies”に対する意見提出
（2018.07.19）
・　…欧州委員会…金融安定・金融サービス・資本市場同盟総局は、2018年3月21日にオンライン上で、

EU公的文書のフィットネスチェックに関する質問に対する回答を公募した。
・　…経理委員会は、IASBが提供するIFRSは単一の高品質でグローバルな会計基準であり、財務諸表

の公平性、透明性を確保するための重要なツールであることから、IFRSにはその基準の複雑性お
よび開示の負荷から、実用性や利用のしやすさに関して改善を求める意見があることや各国の適
用動向に差があることは理解するものの、EUにより修正されたIFRS（以下、修正IFRS）を認め
ることは、財務諸表の公平性、透明性を損ない、グローバルな企業の活動を阻害する要因にもな
りかねないため、修正IFRSを導入する動きに対して懸念を表明する旨を、オンライン上の質問項
目の内、質問67に記入する形で意見を提出した。

③　国際会計基準に関する情報交換
IFRS新基準への対応について
　ⅰ　IFRS新基準対応ワーキンググループの設置
　　…　2017年より継続し、IFRS新基準対応ワーキンググループを設置。IFRS第9号、第15号について

は2018年度から強制適用されるため、主に2018年度期首および2018年度第1四半期の会計処理や四
半期／年度開示について議論を行い、2019年度より強制適用されるIFRS第16号については、適用
方針等、より全般的な論点を議論することとした。

　ⅱ　WG活動概要
　　…　2018年6月18日にIFRS新基準対応ワーキンググループ（第15号）、6月28日に同ワーキンググルー

プ（第9号）、8月27日に同ワーキンググループ（第16号）をそれぞれ開催し、各社の対応状況、懸
念事項などの意見交換、情報共有を行った。

　ⅲ　情報交換した内容
　　IFRS第9号「金融商品」
　　・　【期首剰余金影響】会計処理への影響（期首剰余金の調整／期首剰余金の調整以外）
　　・　【18/1Q】四半期報告書における会計方針の変更
　　・　【減損規定】信用リスクの判定
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　　・　【減損規定】予想信用損失の測定
　　・　【減損規定】延滞日数によるステージ区分の判定
　　・　【分類と測定】負債性金融商品のFVOCI区分
　　・　【分類と測定】負債性金融商品をFVPLに分類した場合の信用リスク調整
　　・　【有報開示】期日遅延情報の開示
　　・　【有報開示】損失評価引当金の対象金融商品の開示
　　・　【有報開示】信用リスク・（最大）エクスポージャーの開示
　　・　…【IAS28改訂】関連会社に対する損失評価引当金と、長期持分に対する持分法適用の関係につ

いて

　　IFRS第15号「収益認識」
　　・　会計処理への影響（期首剰余金の調整）
　　・　会計処理への影響（期首剰余金の調整／単体決算）
　　・　会計処理への影響（期首剰余金の調整以外）
　　・　未適用のIFRSに関する開示方針
　　・　経過措置に基づく2018年度期中の影響額開示（四半期開示）
　　・　収益の区分表示（四半期開示）
　　・　収益の性質別分解（四半期開示）
　　・　契約資産／契約負債の表示（開示）
　　・　会計処理への影響／四半期開示
　　・　開示項目（過去の期間に充足した履行義務から認識した収益）
　　・　開示項目（履行義務の充足の時期の決定）
　　・　単体基準適用時期
　　・　日本基準適用に向けた内部統制整備
　　・　日本基準適用における開示方針
　　・　単体日本基準適用に向けたシステム対応について

　　IFRS第16号「リース」
　　・　借手の少額リースの免除規定・オンバランス金額基準
　　・　社宅の扱い…
　　・　内部取引消去
　　・　適用日における使用権資産の減損会計適用
　　・　リースの範囲…
　　・　非リース要素の区別
　　・　修正遡及アプローチ（使用権資産の測定）
　　・　修正遡及アプローチ（割引率）
　　・　修正遡及アプローチ（12か月以内に終了するオペレーティング・リース）
　　・　リース期間
　　・　割引率
　　・　適用範囲
　　・　ポートフォリオ適用
　　・　DERへの影響
　　・　リース取引管理
　　・　監査人との協議
　　・　今後の検討スケジュール／ 2018年度のトライアル（影響度調査）の実施
　　・　未適用の新たな基準書および解釈指針の注記
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　　・　使用権資産の表示
　　・　資産除去債務に係る資産計上額のBS計上科目
　　・　リース負債の満期分析
　　・　開示検討スケジュール

２ ）本邦会計基準への対応
①　企業会計基準委員会への意見提出
　…企業会計基準委員会（以下「ASBJ」）より公表された公開草案等に対し、コミッティとしての意見
案を作成、経理委員会に諮った上で、意見を提出した。

「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」（2018.11.28）
・　…ASBJは、中期運営方針の中で、金融商品の会計基準について、国際的な会計基準との整合性を図

る必要性が高い旨の方針を打ち出しているが、改正を行う場合には約20年ぶりの大きな改正にな
ることもあり、改正に向けた方向性やいずれの基準にコンバージェンスしていくか等について意
見募集を2018年8月30日に公表した。

・　経理委員会は意見募集に対して各社の意見を取りまとめ、2018年11月28日、ASBJに提出した。
※対応要否検討の結果、意見提出を行わなかった案件
・　…ASBJ公開草案「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い（案）」（2017.12.07公表、1

月度コミッティで検討）
・　…ASBJ公開草案「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い（案）」（2017.12.06

公表、1月度コミッティで検討）
・　…金融庁「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」

等の公表について（2018.04.13公表、5月度コミッティで検討）
・　…ASBJ実務対応報告公開草案第55号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する

当面の取扱い（案）」および実務対応報告公開草案第56号「持分法適用関連会社の会計処理に関す
る当面の取扱い（案）」（2018.05.28公表、6月度コミッティで検討）

・　…ASBJ修正国際基準公開草案第6号「『修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修
正会計基準によって構成される会計基準）』の改正案の公表」（2018.06.18公表、7月度コミッティ
で検討）

・　…ASBJ企業会計基準公開草案第62号「企業結合に関する会計基準（案）」および企業会計基準適用
指針公開草案第62号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（案）」
（2018.08.21公表、9月度コミッティで検討）

３ ）その他情報交換
①　決算関連情報交換
　・2017年度第3四半期決算公表に関する情報交換（2018.02）
　・2018年3月期決算公表スケジュール等に関する情報交換（2018.02）
　・2018年3月期決算公表における質問事項に関する情報交換（2018.05）
　・2018年度第1四半期決算スケジュールに関する情報交換（2018.06）
　・株主総会に関する情報交換（2018.07）
　・2018年度第2四半期決算スケジュールに関する情報交換（2018.09）
　・2018年度第2四半期決算発表に関する情報交換（2018.11）
　・2018年度第3四半期決算スケジュールに関する情報交換（2018.12）
　・2018年度末決算公表日程の検討状況に関する情報交換（2018.12）
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②　その他
　・単体IFRS化のニーズに関するアンケートの実施（2018.03）
　　（アンケート結果については、金融庁に提出）
　・KAM（Key…Audit…Matters）の早期適用について意見交換（2018.09）

税務コミッティ活動概要
〔幹事：西澤晃　三菱商事（株）主計部…部長代行〕
１ ）平成31年度税制改正要望の策定
・　…税務コミッティにて検討、原案の作成を行い、経理委員会（2018.09.12）、常任理事会（2018.09.18）

での承認を得て、2018年9月28日付で政府・与党へ提出するとともに、関係各方面へ送付した。要
望は、国際課税制度を中心に、重点要望21項目、一般要望80項目の合計101項目からなる。重点要
望項目は以下の通り。

　　　国際課税制度の見直し
　　　　・外国子会社合算税制
　　　　・外国税額控除制度
　　　　・我が国のBEPS対応
　　　　・外国子会社配当益金不算入制度
　　　連結納税制度の見直し…
　　　法人課税における個別項目
　　　　・組織再編税制
※ 国際課税連絡協議会平成31年度税制改正要望の策定
・　…本協議会は、国際課税制度の改善を共同して要望・実現することを目的として、日本貿易会が、

グローバルなビジネス展開を行う企業を会員に持つ関係業界に呼び掛け、2000年6月に設立した。
日本貿易会が幹事団体を務め、平成31年度税制改正要望案をまとめ、各団体の承認を得て、20団
体の連名による要望を2018年9月28日付で政府・与党へ提出するとともに、関係各方面に送付した。

　　
　　【開催状況】
　　2018年第1回国際課税連絡協議会（2018.06.27）
　　…経済産業省貿易経済協力局…投資促進課…課長補佐…仁平孝明氏より、「最近の国際課税における動き

と取組み」について説明を受け、質疑応答を行った。
　　2018年第2回国際課税連絡協議会（2018.07.30）
　　…西澤幹事より、国際課税連絡協議会…平成31年度税制改正要望案につき説明した後、意見交換を行っ

た。

①　経済産業省、他団体との連携
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.01.15）
　　ペーパーカンパニーに係る通達、QA案についての意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.02.09）
　　CFC税制対応に向けた実態調査および過大支払利子税制等のBEPS関係対応についての意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.02.15）
　　過大支払利子税制に係る財務省、経済産業省との折衝に係る事前打合せ
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.03.19）
　　…ユーザンス金利に関する明確化、デリバティブ取引に関する明確化、米国税制改正に伴うパスス

ルー・エンティティの扱いについての打合せ
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・　経済産業省…企業行動課との面談（2018.03.27）
　　平成31年度税制改正要望案につき説明し、今後の対応方針策定のため意見交換を実施
・　経済産業省…産業組織課との面談（2018.04.04）
　　平成31年度税制改正要望案につき説明し、今後の対応方針策定のため意見交換を実施
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.04.10）
　　平成31年度税制改正要望（幹事案）の説明および今後の対応方針についての意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.04.18）
　　…ペーパーカンパニーに係る調査時の提出資料および平成31年度税制改正要望（幹事案）における

個別事項についての意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.05.17）
　　…米国税制改正に係る日本CFC税制の課題に関する経産省の対財務省説明資料についての意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.05.21）
　　過大支払利子税制改正の動きに関する意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.06.01）
　　税制改正要望に係る国会議員への働きかけに関する意見交換
・　日本経済団体連合会…経済基盤本部との面談（2018.06.19）
　　…税制改正要望のさらなる実現に向け、経団連との連携強化を目的に、当会の平成31年度税制改正

要望案につき説明し、意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.06.20）
　　米国法人へのCFC税制適用に関する財務省・国税庁との面談資料についての意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.07.06）
　　…米国税制改正に係るCFC税制の課題に関する資料および議員への働きかけ等についての意見交換
・　日本経済団体連合会「税制委員会税制専門部会」（2018.07.24）
　　当会の平成31年度税制改正要望案を提出し、税務コミッティ幹事より説明
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.07.30）
　　米国子会社へのCFC税制適用に関する経産省作成資料についての意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.08.06）
　　米国子会社へのCFC税制適用に関する財務省との面談等についてのフィードバック
・　過大支払利子税制見直しに係る意見交換会（2018.08.22）
　　過大支払利子税制に関する財務省・国税庁・経産省・産業界の意見交換会に参加
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.09.21）
　　…米国子会社へのCFC税制適用に関する財務省面談等のフィードバックおよび今後の対応について

の意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.10.03）
　　財務省参事官室の税制改正案の説明および今後の対応についての意見交換
・　経済産業省…投資促進課長との面談（2018.10.31）
　　…財務省参事官室との折衝状況を踏まえた国会議員への働きかけ要否、今後の動き方についての意

見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.11.16）
　　CFC税制見直しに係る財務省修正案についての説明および意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.11.20）
　　財務省修正案に対する各社コメントに関する意見交換
・　経済産業省…投資促進課との面談（2018.12.18）
　　平成31年度税制改正大綱についての説明
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②　国会議員を通じた働きかけ
　下記の与党経済産業部会の団体ヒアリングに出席
　　自由民主党「予算・税制等に関する政策懇談会」（2018.11.08）
　　…河津専務理事、税務コミッティ幹事・副幹事が出席し、平成31年度税制改正要望の要点につき説

明を行った。
　　公明党「経済産業部会」（2018.11.04）
　　…河津専務理事、税務コミッティ幹事・副幹事が出席し、平成31年度税制改正要望の要点につき説

明を行った。

　また税制議論に影響力のある国会議員に働きかけ、経済産業省と財務省との折衝の後押しをもらう
ため、税務コミッティ委員各社のご協力の下、国会議員向けの説明資料を作成し、正副幹事会社およ
び事務局から経済産業部会および税制調査会所属議員等への訪問と要望説明を行った。その結果、自
民党ヒアリングにおいても、貿易会要望に対して後押しとなる発言が国会議員から得られた。

　2018年7月以降、税制改正要望のため陳情に伺った国会議員（いずれも自民党所属）は以下のとおり。
　　　・穴見陽一　　衆議院議員
　　　・甘利明　　　衆議院議員
　　　・石﨑徹　　　衆議院議員
　　　・上野賢一郎　衆議院議員
　　　・神田憲次　　衆議員議員
　　　・城内実　　　衆議院議員
　　　・後藤茂行　　衆議院議員
　　　・小林鷹之　　衆議院議員
　　　・竹本直一　　衆議院議員
　　　・西村明宏　　衆議院議員
　　　・野田毅　　　衆議院議員
　　　・松川るい　　参議院議員
　　　・三宅伸吾　　参議院議員
　　　・宮下一郎　　衆議院議員
　　　・山際大志郎　衆議院議員
　　　・山田美樹　　衆議院議員

③　成果
　12月14日公表の与党「平成31年度…税制改正大綱」において、当会要望のうち以下の項目につき、見
直し、適正化のほか、継続検討が進められることとなった。

＜平成31年度税制改正大綱「本文」に盛り込まれた要望項目＞
■…外国子会社合算税制
　内国法人の外国関係会社に係る所得の特例等について見直しを行うこととなり、下記要望事項に対
して、現行のCFC税制を踏まえつつ、外国において実態のある事業の合算課税を免除するための要件
等についての適正化が進められることとなった。ただし、大綱に記載された表現・用語については広
く解釈される余地の残るものが多々見られるため、「Q＆A」「通達」において、引き続き当会として
明確化を要望する必要がある。
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当会要望事項
　重点要望…-…1.…国際課税制度…-…（1）CFC税制…-…①②
　一般要望…-…1.…国際課税制度…-…（1）CFC税制…-…⑤
対応する税制改正大綱（項目のみ抜粋）
　五…国際課税
　　３…外国子会社合算税制の見直し
　　　…内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例（いわゆる「外国子会社合算税制」）について、

次の見直しを行う。
　　　（1）…特定外国関係会社
　　　（2）…対象外国関係会社（非関連者基準）
　　　（3）…会社単位の合算課税制度における適用対象金額
　　　（4）…適用免除基準における租税負担割合
　　　（5）…部分合算課税制度における部分適用対象金額
　　　（6）…二重課税調整
　　　（7）…その他
　　　（8）…関連制度の整備

■…過大支払利子税制の見直し
　我が国のBEPS対応を踏まえた国内法制上の対応にあたり、当会を含む広く産業界の要望を踏まえ、
過大支払利子税制の見直しを行うこととなり、特に事業資金借入に影響が懸念された国内関連者から
の借入に係る支払利子が同税制の「対象外」として明記され、概ね懸念が払拭された。

当会要望事項
　重点要望…-…1.…国際課税制度…-…（3）我が国のBEPS対応…-…a）
対応する税制改正大綱（項目のみ抜粋）
　五…国際課税
　　１…過大支払利子税制の見直し
　　　…関連者等に係る純支払利子等の課税の特例（いわゆる「過大支払利子税制」）について、次の見

直しを行う。
　　　（1）…対象となる純支払利子等の額
　　　（2）…対象外支払利子等の額
　　　（3）…調整所得金額
　　　（4）…損金不算入額
　　　（5）…適用免除基準
　　　（6）…超過利子額の損金算入
　　　（7）…その他
　　　（8）…関連制度の整備

■…移転価格税制
　移転価格税制の対象となる無形資産についての明確化が記されたものの、算定方法の整備において、
ディスカウント・キャッシュ・フロー法（DCF法）を加えることとされ、該当する無形資産の明確化
等について引き続き要望する必要がある。
当会要望事項
　重点要望…-…1.…国際課税制度…-…（3）我が国のBEPS対応…-…b）
　一般要望…-…1.…国際課税制度…-…（4）移転価格税制の見直し…-…c）
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対応する税制改正大綱（項目のみ抜粋）
　五…国際課税
　　２…移転価格税制の見直し
　　　…国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆる「移転価格税制」）について、「BEPSプロジェ

クト」の勧告により改訂されたOECD移転価格ガイドライン等を踏まえ、次の見直しを行う。
　　　（1）…移転価格税制の対象となる無形資産の明確化
　　　（2）…独立企業間価格の算定方法の整備
　　　（3）…評価困難な無形資産に係る取引（「特定無形資産取引」）に係る価格調整措置の導入
　　　（4）…移転価格税制に係る更生期間等の延長
　　　（5）…差異調整方法の整備
　　　（6）…その他
　　　（7）…関連制度の整備

■…納税環境整備
　申告手続き等の整備について、「電子申告時に提出する添付資料のデータファイルについて、電子
データでの提出が困難なファイルはイメージデータでの添付を可とする、又は提出フォーマットの柔
軟化を実現すること」の要望に対して、「当該事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供
することができることとする」となった。
当会要望事項
　一般要望…-…2.…納税環境整備…-…（2）申告手続き等の整備について…-…d）
対応する税制改正大綱（項目のみ抜粋）
　六…納税環境整備
　　４…大法人の電子申告義務化に伴い、以下の措置を講ずる。
　　　（1）……申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設に伴う申告書の添付書類の提出方法の柔

軟化及び電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用すること
が困難であると認められる場合の宥恕措置

■…租税特別措置の延長
　また、国際課税連絡協議会が独自で要望していた下記項目についても、与党「平成31年度…税制改正
大綱」の本文に盛り込まれた。

国際課税連絡協議会要望事項
　2.…法人課税における個別項目-…（6）資源エネルギー関連の租税特別措置の期間延長
対応する税制改正大綱（項目のみ抜粋）
　三…法人課税
　　７…その他の租税特別措置
　　　（3）……探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延

長する（探鉱準備金制度は、所得税についても同様とする）。

２ ）本邦税制改正への対応
　「CFC等税制改正対応ワーキンググループ（以下、WG）」を組成し、米国税制改正や受動的所得の
判定明確化に係る本邦CFC税制見直しについての要望内容の検討、当会要望に対する経済産業省から
の質問への回答、追加で要請された情報等への対応、過大支払利子税制、所得相応性基準等の本邦税
制改正動向フォロー等、本邦税制改正への対応を行った。
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① 米国税制改正に係る本邦CFC税制見直しへの対応
　本WGは、現行のCFC税制に基づいて「ペーパーカンパニー」として捉えられる米国内の外国関係
会社の設置が、租税回避を意図したものではなく、米国で長年にわたり事業の効率的展開を図るため
の、通常のビジネス慣習であることを説明するとともに、事業実態を踏まえた判断をお願いしたいこ
とを説明するため、経済産業省から要請された事業実態を示す資料の作成、質問に対する回答の提供
を行った。
　当初、財務省は全くCFC税制見直しを検討する姿勢を見せていなかったが、事業への影響の大きさ
などの状況を説明する過程で、9月までに議論に向き合うまでに姿勢を転換。現時点では、CFC税制
見直しの財務省案は、産業界に歩み寄りを見せた内容ではあり、議論は前進している状況。しかし、
合算課税対象要件の例外措置の詳細については、依然、救われない事業が生じる懸念があるため、米
国における事業実態の説明を通じた見直し案の調整を詰めている状況にある。

② 受動的所得への部分合算課税への対応
　平成21年度税制改正は受動的所得への課税拡大を行うものであり、従来の資産性所得には含まれて
いなかった受取利子・受取配当・デリバティブ損益等が合算課税されることになった。本WGは、現
地で能動的な事業活動を行う法人が事業目的で得る損益までもが、単に会計での表示科目のみに基づ
き受動的所得として扱われ、グロス課税されることを問題視し、デリバティブ損益・ユーザンス金利・
グループファイナンス・異常所得の合算課税範囲の明確化・見直しを経産省経由で財務省・国税庁へ
要望した。その結果、手続き面の明確化については国税庁による「外国子会社合算税制に関する
Q&A」に織り込まれたが、税制改正が必要となる要望（能動的な事業活動を行う法人が得るデリバティ
ブ損益は全て合算対象外とする、等）については米国対応で時間が取られたこともあり、議論が進ま
なかった。

③ 過大支払利子税制への対応
　OECDのBEPS勧告に基づく財務省改正案は、国内金融機関からも借入を行い事業展開している商社
業界にとって課税対象額が著しく増えることから、経済産業省に対して懸念を表明。各社のご協力の
下、事業実態を踏まえたアンケート調査を通じて、過大支払利子税制に係る各社の影響についても報
告。
　その後、「過大支払利子税制に関する意見交換会」（2018.08.22）において、貿易会のほか、製造業、
製薬、不動産など、国内外から巨額の借入をすることで事業展開している産業界から、BEPS勧告に
基づく改正への懸念が表面されたことにより、財務省から産業界に対して歩み寄りの姿勢が見られ、
懸念していた事項は概ね払拭されたと考えられる。

④ 所得相応性基準への対応
　無形資産に関する所得相応性基準については、経団連と協調し、各国間での調整もなく拙速に同基
準を導入することで国際的二重課税が発生せぬよう、慎重な対応を行うよう要望した。

３ ）BEPS�Project・本邦国際税制に関する商社業界としての対応
　国際税務ワーキンググループを組成し、税務コミッティの検討課題のうち、「新興国を中心とした海
外における税制改正および課税事案への対応（含OECD／BIAC対応）」について検討および対応を行っ
た。

①…OECD意見募集に対するコメント提出
　国際税務ワーキンググループにて意見書を作成し、税務コミッティ、経理委員会での審議･承認を経
てOECDに提出した。
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OECD移転価格ガイドライン第4章の改訂に係る意見募集（2018.06.20）
・　…OECD移転価格ガイドラインの改訂にあたり、第4章（移転価格に関する紛争の回避及び解決のた

めの税務執行上のアプローチ）、および第7章（グループ内役務提供に対する特別の配慮）の改訂
検討のスコーピングに対する意見募集がOECDより2018年5月9日に公示された。第4章の改訂検討
につき、BEPS行動計画14で定められた租税条約に係る紛争解決において各国が遵守すべきミニ
マムスタンダードが2017年の改訂で移転価格ガイドラインに反映されたことは評価する一方、限
定的な参照にとどまっているベストプラクティスについても等しくガイドラインへの反映を期待
しており、特にベストプラクティス7（納税者側での紛争解決手段に係る選択権の留保）および8（相
互協議と国内法救済の関係明確化）については、取り込む意義が大きいと考える旨の意見をWG
にて取りまとめ、税務コミッティ・経理委員会での書面審議を経て、2018年6月20日にOECD宛提
出した。2018年6月28日にOECDは提出を受けた意見を公表したが、その後、追加の意見募集や
Public…Consultation開催等のアナウンスは公表されていない。

OECD金融取引の移転価格に関する公開討議草案に対する意見募集（2018.09.07）
・　…BEPS行動計画8-10「移転価格税制と価値創造の一致」に関するフォローアップとして、金融取引

の移転価格に関する公開討議草案に対する意見募集が2018年7月3日にOECDから公示された。本
討議草案は、移転価格ガイドライン第1章セクションD.1におけるガイダンスとの関係、財務管理
機能、保証、自家保険制度（キャプティブ保険）の4つのセクションから構成されており、グルー
プ内金融取引に対する移転価格ルールの明確化を目的としている。

・　…グループ内金融取引に対する移転価格ルールの明確化を支持する一方で、税務的な観点以外に企
業の投資戦略的判断を含むグループ会社の資本構成に対し過度に移転価格ルールを適用すること
への懸念、無用な二重課税の発生を防止するOECDから各国政府税務および当局への継続的な指
導とモニタリングへの期待、合理的・継続的価格設定を柔軟に認めるガイダンスの追加、移転価
格上の取扱いの明確化における全体的な整合性、金融業・保険業を主たる事業としている多国籍
企業グループとそうでない多国籍企業グループとの取り扱いの区分、を総論として各論点に関す
る意見をWGにて取りまとめ、2018年9月7日にOECD宛提出した。2018年9月14日にOECDは提出
を受けた意見を公表したが、その後、追加の意見募集やPublic…Consultation開催等のアナウンス
は公表されていない。

②…OECD・BIACとの意見交換
ウィリアム・モリスBIAC税制・財政委員長との意見交換会
・　…BIACとの直接的パイプを維持・発展させるため、モリスBIAC税制・財政委員長が来日される機

会をとらえ、2018年10月15日に意見交換会を開催する方向で議題等に関する意見交換をWGにて
実施した。然しながら、モリス委員長の来日が体調不良を理由に中止となったため、本会合も取
り止めとなった。

OECD・BIAC・経団連・21世紀研 国際課税に関する会議（2018.10.25）への参加
・　…BEPS対応関係の国際課税会議がOECD・BIAC・経団連・21世紀研の共催にて実施され、民間企

業も招かれた。貿易会からは正副幹事会社が出席し、税の安定性と移転価格税制（利益分割法、
評価困難な無形資産に係る所得相応性基準、金融取引）の2つのテーマについて意見表明を行った。

OECD主催の国際会議（2018.11.30）への参加
・　…OECDが主催する移転価格関連の国際会議への参加要請が、日本経済団体連合会経由で当会にあ

り、経団連および当会の代表として幹事会社である三菱商事（株）から鈴木氏が参加した。

③…BEPS行動計画13に係る各国税制改正対応についての調査委託
・　…BEPS…行動計画13…により義務化されたマスターファイル・国別報告・ローカルファイルに関する

各国の法制化状況を効率的に把握するため、外部ファームに各国税制改正対応状況についての調
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査委託を行った。調査項目、対象国、フォーマットにつきWGで検討を行った結果、各国（マスター
ファイル・国別報告は33 ヵ国、ローカルファイルは119 ヵ国）の移転価格文書に係る作成義務者・
作成期限・記載内容等の調査をEY税理士法人に調査委託し、2020年まで2年間にわたり2 ヵ月に
一度、情報をアップデートすることとなった。

④…新興国における課税事案への対応
・　…新興国のうち、インド（移転価格課税問題、PE課税問題）、インドネシア（移転価格課税問題、

VAT問題）については情報交換シートを用いて会合毎に情報交換を行った（3月、5月、6月、7月、
9月、11月）。また、その他の国でのマスターファイル・国別報告書対応についても会合で情報交
換を実施した。

⑤…BEPS対応等に係る本邦政府との意見交換・照会対応
多国間協定における代理人PE定義拡大に関する財務省との意見交換
・　…2017年に署名された「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するため

の多数国間条約（MLI）」において日本が12条（コミッショネアによる代理人PEの定義拡大）の
適用を採択していることに対して、海外でのPEリスクが高まることへの懸念から昨年度より経産
省を通じた財務省への働きかけが検討されており、WG内のアンケート展開等を実施していた。
2018年1月31日に開催された財務省主税局との面談では、経済産業省との事前面談も踏まえ、新興
国でのPE認定事例の増加や条文解釈に関する意見相違への懸念等を伝えるとともに採択に関する
慎重な判断と救済措置への注力強化に関する要望を行った。財務省からは採択状況を変えること
は難しいとの反応だったが、経済産業省が閣議決定に先駆けた関係省庁との意見調整プロセスに
おいて財務省案に対して当会見解に沿ったコメントを付すことになり、追加情報として各社の代
理人PE認定事例につき提出した。2018年5月18日に国会承認を得たMLIには12条適用が採択され
たままとなったが、経済産業省からのコメントに斯かる懸念を盛り込めたことは一定の成果が
あったと言える。

収益認識基準に係る税制改正に伴う関連通達の改廃検討に関する意見照会対応
・　…収益認識基準に係る税制改正に伴う関連通達の改廃検討にあたり、国税庁より経済産業省（企業

行動課）経由で法基本通達2-1-31（送金が許可されない利子等）の利用状況について確認依頼があっ
た。WG内で展開したアンケート結果を踏まえ、2016年度申告時点で本件通達の活用事例はない
ものの、今後活用するケースは十二分に想定されるため、本件通達に関して現状維持を希望する
旨の回答を幹事会社にて取りまとめ、2018年3月7日に経済産業省に提出した。貿易会や他業界団
体からの要望の結果、本件通達は維持されることとなった旨、経済産業省からフィードバックを
得ている。

4 ）消費税に関する勉強会
・　…税務コミッティにおいて、税制改正要望に関する議論や新興国での税務訴訟への対応等の国際税

務関係の議論は盛んである一方、国内の連結納税等の国内税務関係の課題や実務対応の情報共有
については、近年影響の大きな改正等がなかったため機会が少なく、また消費税に関しては2年前
に勉強会を開催してから担当者の交替や新たな課題等もあることから、今年度は消費税に関する
勉強会を開催し、消費税に関する実務対応の情報交換・共有の場を行った。

　　【開催状況】
　　消費税に関する勉強会（2018.05.14）
　　・　…消費税軽減税率とインボイス方式の導入についての各社対応についての意見交換および税制

改正内容と実務対応に係る情報交換を実施した。
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　　消費税軽減税率制度に関する説明会および消費税に関する勉強会（2018.09.28）
　　・　…財務省主税局第二課…課長補佐…加藤博之氏より、軽減税率制度に係る注意点について説明を

受け、質疑応答を行った。その後、前回勉強会以降、各社における消費税への対応・更新状
況等についての意見交換を実施した。

⑶　会合等の状況

経理委員会
2018.01.17　第188回経理委員会
　　　　　　・　経理委員会2018年検討課題につき審議・了承
　　　　　　・　1月度会計コミッティおよび1月度税務コミッティの活動につき報告
　　　　　　・　経理委員会2017年会計報告、経理委員会2018年会費につき審議・了承
2018.02.21　第189回経理委員会
　　　　　　・　2月度会計コミッティおよび2月度税務コミッティの活動につき報告
　　　　　　・　2018年3月期決算発表時…貿易記者会質問事項につき審議・了承
2018.03.22　第190回経理委員会
　　　　　　・　3月度会計コミッティおよび3月度税務コミッティの活動につき報告
2018.05.16　第191回経理委員会
　　　　　　・　5月度会計コミッティおよび5月度税務コミッティの活動につき報告
2018.06.20　第192回経理委員会
　　　　　　・　6月度会計コミッティおよび6月度税務コミッティの活動につき報告
　　　　　　・　…IASB公開草案「会計方針の変更（IAS第8号の修正案）」へのコメントにつき審議、

了承
2018.07.18　第193回経理委員会
　　　　　　・　7月度会計コミッティおよび7月度税務コミッティの活動につき報告
　　　　　　・　フィットネスチェック（EUコンサルテーション）へのコメントにつき審議、了承
　　　　　　・　新委員加入の報告
2018.09.12　第194回経理委員会
　　　　　　・　9月度会計コミッティおよび9月度税務コミッティの活動につき報告
　　　　　　・　…日本貿易会…平成31年度税制改正要望（案）および国際課税連絡協議会…平成31年度

税制改正要望（案）…につき審議、了承
　　　　　　・　BEPS行動計画13対応となる各国税制法制化状況調査委託につき審議、了承
2018.11.21　第195回経理委員会
　　　　　　・　11月度会計コミッティおよび11月度税務コミッティの活動につき報告
　　　　　　・　…ASBJ「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」へのコメントに

つき審議、了承
　　　　　　・　IASB公開草案「資本の特徴を有する金融商品」へのコメントにつき審議、了承
2018.12.19　第196回経理委員会
　　　　　　・　12月度会計コミッティおよび12月度税務コミッティの活動につき報告
　　　　　　・　経理委員会2018年年間活動報告（案）につき審議・了承
　　　　　　・　2019年正副委員長選出
　　　　　　・　2019年開催日程につき確認

会計コミッティ
2018.01.09　1月度会計コミッティ
　　　　　　・　2018年会計コミッティ検討課題につき審議、了承
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　　　　　　・　…ASBJ公開草案「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い（案）」、「資
金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い（案）」への対応に
つき検討

　　　　　　・　…IFRS新基準対応ワーキンググループ体制に係る説明、IFRS第15号に関し意見交換
を実施

2018.02.19　2月度会計コミッティ（書面開催）
　　　　　　・　2017年度第3四半期決算発表につき情報交換
　　　　　　・　2018年3月期決算公表スケジュール等に関する情報交換を実施
　　　　　　・　貿易記者会質問事項につき審議、了承
2018.03.12　3月度会計コミッティ（書面開催）
　　　　　　・　単体IFRS化のニーズに関するアンケートの実施
　　　　　　・　IFRS第15号の適用につき情報交換
2018.05.11　5月度会計コミッティ
　　　　　　・　2018年3月期決算につき情報交換
　　　　　　・　IASB公開草案「会計方針の変更」（IAS第8号の修正案）への対応につき検討
　　　　　　・　…金融庁「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令（案）」等の公表についての検討の経緯説明
　　　　　　・　単体財務諸表へのIFRS任意適用に係るアンケート実施につき説明
　　　　　　・　IFRS新基準対応ワーキンググループ再開につき説明
　　　　　　・　IFRS第15号質問事項（No.30）アップデートにつき説明し、意見交換
2018.06.05　6月度会計コミッティ
　　　　　　・　2018年度第1四半期決算発表スケジュールに関する情報交換
　　　　　　・　…IASB公開草案「会計方針の変更」（IAS第8号の修正案）へのコメントにつき審議、

了承
　　　　　　・　…ASBJ実務対応報告公開草案第55号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会

計処理に関する当面の取扱い（案）」および実務対応報告公開草案第56号「持分法
適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い（案）」への対応につき検討

　　　　　　・　新基準WGの開催日程および今後の取り進めについて説明
　　　　　　・　フィットネスチェック（EUコンサルテーション）に対する意見提出要否を検討
2018.07.10　7月度会計コミッティ
　　　　　　・　株主総会に関する情報交換を実施
　　　　　　・　フィットネスチェック（EUコンサルテーション）へのコメントにつき審議、了承
　　　　　　・　…ASBJ修正国際基準公開草案第6号「『修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準

委員会による修正会計基準によって構成される会計基準）』の改正案の公表」への
対応につき検討

　　　　　　・　…IASB…ディスカッション・ペーパー「資本の特徴を有する金融商品」への対応につ
き検討

　　　　　　・　IFRS新基準対応ワーキンググループ（第15号、第9号）の活動報告
2018.09.04　9月度会計コミッティ
　　　　　　・　2018年度第2四半期決算スケジュールに関する情報交換
　　　　　　・　IASB…ディスカッションペーパー「資本の特徴を有する金融商品…」につき検討
　　　　　　・　…ASBJ…企業会計基準公開草案第62号「企業結合に関する会計基準（案）」および企

業会計基準適用指針公開草案第62号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に
関する適用指針（案）」への対応につき検討

　　　　　　・　…ASBJ「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」への対応につき
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検討
　　　　　　・　IFRS新基準対応ワーキンググループ（第16号）の活動報告
　　　　　　・　KAM（Key…Audit…Matters）の早期適用につき意見交換
　　　　　　・　IASB…Research…Forum…2018（2018.11.11～12開催…於：シドニー）のご案内
2018.11.08　11月度会計コミッティ
　　　　　　・　2018年度第2四半期決算発表に関する情報交換の実施
　　　　　　・　…ASBJ「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」へのコメントに

つき審議、了承
　　　　　　・　…IASBディスカッション・ペーパー「資本の特徴を有する金融商品」へのコメント

につき継続検討から審議に切替、了承
2018.12.04　12月度会計コミッティ
　　　　　　・　2018年度第3四半期決算スケジュールに関し情報交換を実施
　　　　　　・　2018年年間活動報告（案）につき審議、了承
　　　　　　・　正副幹事交代につき確認
　　　　　　・　2019年会計コミッティ開催日程につき了承
　　　　　　・　2018年度末決算公表日程の検討状況につき情報交換

税務コミッティ
2018.01.11　1月度税務コミッティ
　　　　　　・　2018年税務コミッティ検討課題につき審議・了承
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望につき検討
2018.02.01　2月度税務コミッティ
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望につき意見交換
　　　　　　・　第1回CFC等税制改正対応ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　第1回国際税務ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　収益認識等に関する法人税法の改正案につき情報共有
2018.03.01　3月度税務コミッティ
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望幹事案につき検討
　　　　　　・　財務省…過大支払利子税制アンケートにつき説明
　　　　　　・　第2回CFC等税制改正対応ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　第2回国際税務ワーキンググループの活動につき報告
2018.05.10　5月度税務コミッティ
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望に関し、経産省3課面談等につき報告・検討
　　　　　　・　第3回・第4回CFC等税制改正対応ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　第3回国際税務ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　消費税に関する勉強会の開催につき報告
2018.06.07　6月度税務コミッティ
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望につき報告・検討
　　　　　　・　第5回CFC等税制改正対応ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　第4回国際税務ワーキンググループの活動につき報告
2018.07.07　7月度税務コミッティ
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望につき報告・検討
　　　　　　・　第6回CFC等税制改正対応ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　第5回国際税務ワーキンググループの活動につき報告
2018.09.06　9月度税務コミッティ
　　　　　　・　…日本貿易会…平成31年度税制改正要望（案）および国際課税連絡協議会…平成31年度
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税制改正要望（案）につき審議・了承
　　　　　　・　第7回・第8回CFC税制ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　第6回国際税務ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　BEPS行動計画13対応各国移転価格税制調査委託につき審議・了承
2018.11.01　11月度税務コミッティ
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望の提出および提出後のフォローアップにつき報告
　　　　　　・　国会議員への働きかけにつき検討
　　　　　　・　第9回・第10回CFC等税制改正対応ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　第7回国際税務ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　消費税軽減税率制度に関する説明会および消費税に関する勉強会につき報告
　　　　　　・　第4回…OECD-経団連・21研-BIAC…国際課税に関する会議につき報告
2018.12.01　12月度税務コミッティ
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望のフォローアップにつき報告
　　　　　　・　第11回CFC等税制改正対応ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　第8回国際税務ワーキンググループの活動につき報告
　　　　　　・　税務コミッティ 2018年年間活動報告案につき審議・了承
　　　　　　・　2019年正副幹事の選定
　　　　　　・　2019年開催日程につき確認

CFC等税制改正対応ワーキンググループ
2018.01.25　第1回CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　WGの開催方針および検討課題について議論
　　　　　　・　平成29年度CFC税制改正の明確化協議に係る報告と今後の対応方針を検討
2018.02.08　第2回CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　…CFC税制等に係る貿易会税制改正要望について各社の優先順位の高い要望項目を

確認
　　　　　　・　経済産業省から意見聴取のあったCFC税制のQ&Aについて説明
　　　　　　・　米国税制改正を受けたCFC税制の改正・明確化要望に向けて、論点出し
　　　　　　・　経済産業省との意見交換会について説明
2018.03.08　第3回CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　…平成31年度税制改正要望について、税務コミッティからの依頼、重点要望の選定、

米国税制改正対応等について説明
　　　　　　・　…CFC税制想定Q&Aについて、デリバティブ、ユーザンス金利、CFC税制上のパス

スルー・エンティティの取扱いの明確化等に関する情報共有
　　　　　　・　過大支払利子税制アンケート結果を報告
　　　　　　・　経済産業省との懇談会議題について審議
2018.03.29　第4回（臨時）CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　…経済産業省投資促進課関係者を交え、米国がCFC税制の対象となった場合の問題

点について説明、意見交換
　　　　　　・　…過大支払利子税制に係る調査アンケート（貿易会７社）の集計結果について説明お

よび意見交換
2018.05.24　第5回CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望案に関する経産省との面談内容について報告
　　　　　　・　米国子会社へのCFC税制適用について報告、審議
　　　　　　・　受動的所得に関する明確化に関して報告、審議
　　　　　　・　財務省へ提出した過大支払利子税制アンケート結果に対する状況の報告
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2018.06.14　第6回CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　…平成31年度税制改正要望について、投資促進課との面談結果、過大支払利子税制に

関する財務省のスタンス、議員向けメッセージ・重点要望に関する各社意見、米国
でのCFC税制適用について、報告および意見交換を実施

　　　　　　・　デリバティブ取引、ユーザンス金利の明確化について意見交換を実施
　　　　　　・　申告実務について意見交換を実施
2018.07.12　第7回CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望について、活動スケジュールについて報告
　　　　　　・　米国CFC課税所得計算について説明
　　　　　　・　米国SPCのペーパーカンパニー該否判定について説明
2018.08.21　第8回（臨時）CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　平成31年度税制改正要望にかかる経済産業省との面談結果について報告
　　　　　　・　…米国へのCFC税制適用／租税回避リスクへの対応についての提言および米国への

CFC税制適用／マイノリティ投資問題について、貿易会としての意見案について
協議・審議

2018.09.13　第9回CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　…平成31年度税制改正要望（案）につき、変更点、審議状況、その後の予定について

説明
　　　　　　・　…「過大支払利子税制に関する意見交換会」（2018.08.22開催）の概要説明・意見交換

を実施
　　　　　　・　CFC税制Q＆A改訂・財務省との協議状況について報告・意見交換を実施
　　　　　　・　事務局による国会議員への働きかけの状況について報告
　　　　　　・　有価証券譲渡に係る国外所得計算について意見交換を実施
2018.10.03　第10回（臨時）CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　…過大支払利子税制の見直しおよびCFC税制の見直しに係る財務省案について説明

するとともに、各社ご意見の提出を要請
2018.11.08　第11回CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　…貿易会としての平成31年度税制改正要望の提出およびその後の自民党ヒアリング、

公明党ヒアリングの予定について報告
　　　　　　・　9月度コミッティ以降の経済産業省との面談内容について報告
　　　　　　・　事務局から国会議員への税制改正要望の相談状況について説明
2018.12.17　第12回CFC等税制改正対応ワーキンググループ
　　　　　　・　11月度コミッティ以後の経産省面談、財務省修正案について報告
　　　　　　・　WG活動報告書について報告・審議

国際税務ワーキンググループ
2018.01.26　第1回国際税務ワーキンググループ
　　　　　　・　本年度の当WG活動につき、次の4点を検討課題とすることを確認
　　　　　　　　①…新興国（インド、インドネシア、その他）における課税事案に関する情報交換
　　　　　　　　②…BEPS行動計画13の各国導入状況および対応に関する情報共有・意見交換
　　　　　　　　③……BEPS行動計画8-10および4の各国導入状況および対応に関する情報共有、意見交

換
　　　　　　　　④…MLIの各国発効・適用状況および本邦での留保状況に関する情報共有、意見交換
　　　　　　　　⑤…OECD／BIACへの意見提出およびPublic…Consultationへの参加
　　　　　　・　MLIにおける代理人PE定義拡大に関する経産省との事前面談につき情報共有
　　　　　　・　移転価格同時文書化の行政指導に関する国税庁との意見交換会につき報告
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　　　　　　・　…マスターファイル（インド、中国）および国別報告のCSV作成への各社対応等につ
き情報交換

2018.02.15　第2回国際税務ワーキンググループ
　　　　　　・　MLIにおける代理人PE定義拡大に関する財務省との面談につき報告
　　　　　　・　インド、インドネシアの課税問題に関する情報交換を実施
2018.03.15　第3回国際税務ワーキンググループ
　　　　　　・　MLIにおける代理人PE定義拡大に関する政府内検討状況につき報告
　　　　　　・　BEPS行動計画13対応各国法制化の情報収集に関する調査委託につき検討
　　　　　　・　…国税庁の移転価格事務運営要領／指針の改正結果につき、昨年当会が提出した意見

の反映状況を中心に情報共有
　　　　　　・　…収益認識基準に係る税制改正に伴う関連通達の改廃検討に関し、経産省（企業行動

課）経由国税庁から依頼があった、法基本通達2-1-31（送金が許可されない利子等）
の利用状況への当会回答につき情報共有

　　　　　　・　インド、インドネシアの課税問題に関する情報交換を実施
　　　　　　・　…マスターファイル（韓国、メキシコ、インド）および国別報告（ベトナム、ルーマ

ニア、トルコ）への各社対応につき情報交換
2018.05.17　第4回国際税務ワーキンググループ
　　　　　　・　BEPS行動計画7「PE帰属所得に係る最終ガイダンス」公表につき情報共有
　　　　　　・　電子経済への課税に関するOECDと経団連との意見交換会につき参加報告
　　　　　　・　IMF主催アジア国際税務会議（2018.04.10～11）につき参加報告
　　　　　　・　OECDにおける移転価格関連の検討状況および今後見込まれる予定につき情報共有
　　　　　　・　BEPS行動計画13対応各国移転価格税制に関する調査委託の対象項目案につき検討
　　　　　　・　収益認識基準に係る税制改正に伴う関連通達の改廃検討状況につき報告
　　　　　　・　インド、インドネシアの課税問題に関する情報交換を実施
2018.06.21　第5回国際税務ワーキンググループ
　　　　　　・　OECD移転価格ガイドライン改訂に関する当会コメント提出につき報告
　　　　　　・　BEPS行動計画13第1回ピアレビュー公表につき情報共有
　　　　　　・　BEPS行動計画13対応各国移転価格税制に関する調査委託につき検討
　　　　　　・　インド、インドネシアの課税問題に関する情報交換を実施
　　　　　　・　…日本版ローカルファイルおよび国別報告（ベトナム、台湾、ケイマン諸島）への各

社対応につき情報交換
2018.07.18　第6回国際税務ワーキンググループ
　　　　　　・　OECD金融取引の移転価格ガイダンスDDに対する意見出しにつき検討
　　　　　　・　BIACモリス税制・財政委員長との意見交換会の開催につき情報共有、検討
　　　　　　・　BEPS行動計画13対応各国移転価格税制調査委託の検討状況につき報告
　　　　　　・　在インド日本商工会議所のインド商工省宛の建議書につき情報共有
　　　　　　・　インド、インドネシアの課税問題に関する情報交換を実施
2018.09.20　第7回国際税務ワーキンググループ
　　　　　　・　…OECD金融取引の移転価格ガイダンスDDに対する当会コメント提出につき報告。…

また同DDに対するBIACからのコメントにつき情報共有
　　　　　　・　BEPS行動計画13対応各国移転価格税制調査委託の検討状況につき報告
　　　　　　・　…BIACモリス税制・財政委員長との意見交換会（2018.10.15）における議題につき検

討
　　　　　　・　インド、インドネシアの課税問題に関する情報交換を実施
　　　　　　・　国別報告（ケイマン諸島、ペルーなど）への各社対応につき情報交換
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2018.11.15　第8回国際税務ワーキンググループ
　　　　　　・　OECD-経団連・21研-BIAC国際課税に関する会議（2018.10.25）につき情報共有
　　　　　　・　OECD主催の国際会議（2018.11.30）への参加につき情報共有
　　　　　　・　ブラジルの移転価格税制に関するOECDからの意見照会への各社対応につき報告
　　　　　　・　インド、インドネシアの課税問題に関する情報交換を実施
　　　　　　・　WGの活動報告書につき検討

IFRS新基準対応ワーキンググループ
2018.06.18　…IFRS第15号…第１回会合
　　　　　　・　WG設置の経緯について説明
　　　　　　・　IFRS第15号の適用に関する情報・意見交換
　　　　　　・　今後の進め方について検討
2018.06.28　IFRS第9号…第1回会合
　　　　　　・　IFRS第9号の適用に関する情報・意見交換
　　　　　　・　今後の進め方について検討
2018.08.27　IFRS第16号…第1回会合
　　　　　　・　IFRS第16号の適用に関する情報・意見交換
　　　　　　・　今後の進め方について検討

7 ．物流委員会

【委 員 長】　野島嘉之　三菱商事（株）…法務部長
【参加会員】　22社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、
ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン、ユアサ商事

＜物流委員会WG＞
【座　　長】　池田希望　伊藤忠商事（株）…法務部…貿易・物流統括管理室長
【参加会員】　7社
伊藤忠商事、住友商事、双日、豊田通商、丸紅、三井物産、三菱商事

＜NACCSタスクフォース＞
【座　　長】　大畑智行　三菱商事（株）ロジスティクス総括部…総括チーム
【参加会員】　7社
伊藤忠商事、住友商事、双日、豊田通商、丸紅、三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）国際物流関連制度および手続き等の高度化・効率化・簡素化の推進
2）国際物流関連情報の収集と共有
3）会員間の情報・意見交換の促進
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⑵　活動概要

１）国際物流関連制度および手続き等の高度化・効率化・簡素化の推進
①　…規制改革に係る財務省および他省庁（経済産業省、国土交通省、厚生労働省、農林水産省）との

意見交換
・　…当委員会では、物流手続きにかかる時間・労力・コストの削減を目的に、毎年度、財務省はじめ

関係省庁に対して関連法令および制度改正等に関して意見・要望を提出している。2018年度につ
いても、①物流法制度・解釈の変更、②税関見解の統一、③納税手続きの簡素化、④貿易手続き
の電子化推進、⑤原産地証明書手続きの簡素化等、商社の関心が高い規制制度改善要望（計46項目）
を財務省他各省庁へ提出し、意見交換を実施した（合計8回：財務省4回、経済産業省・日本商工
会議所1回、国土交通省1回、厚生労働省1回、農林水産省1回）。※詳細な活動実績については、物
流委員会WGの活動参照。

・　…各省庁には当会の要望主旨を理解いただき、「AEO輸出入者に対する事後監査の効率化」、「輸入
申告に係る定義の明確化」等の10項目について改善を実現した。一方で、各国との政府間交渉お
よび法制度改正を要する項目については、2019年度以降も継続的に各省庁との協議・交渉を通じ
てフォローする。

②　NACCSへの対応
・　…当会要望項目のうち、2018年4月より実現された「輸出入者に対する修更正データの提供」、「関税

割当証明関連業務の運用改善」のフォローアップを実施するとともに、2018年度のプログラム変
更要望として新たに「動植物検疫関連等の他法令関係データのNACCSを介した輸出入者への提
供」、「NACCSの航空輸出入データの利活用」等に関する要望（計6項目）をNACCSセンターに提
出し、意見交換を実施した。また、要望取り纏めに当たり、邦船業界、損害保険業界等の関係業
界とも意見交換を行い、新たなパイプを構築した。商社業界の業務効率の改善に繋がる項目につ
いて、2019年度も継続的にNACCSセンターおよび関係業界との協議・交渉を通じてフォローする。

③　内閣官房官民協議会への継続対応
・　…2017年度に当会が出席していた内閣官房をはじめとする関係省庁および関係団体が参画する「貿

易手続等に係る官民協議会」においては、議論の結果、CYカットルールの短縮および港湾の渋滞
対策について一定の結論を打ち出したが、手続きを含む港湾のさらなる全体最適化を図る点につ
いては2018年度に持ち越された。その後、2020年迄に日本全国1,000に渡る港湾に港湾関連データ
連携基盤を導入し、システム統一化を図ることにつき日本政府として6月に閣議決定をし、安倍首
相の直轄組織の下に内閣官房主体で「港湾の電子化（サイバーポート）推進委員会」および実務
面を中心に議論する「サイバーポート検討WG」が新設された。両会議体に当会も委員として参
画〔委員会：檜山物流委員会委員長／三菱商事（株）、WG：小河原物流委員会WG委員／双日（株）〕
し、港湾手続きのみならず全ての貿易手続きの簡素化に繋がる仕組みにしてほしい旨を要望する
とともに、内閣官房が物流の業務フロー等を明確化する目的で実施した物流実態調査アンケート
にも協力した結果、当会の要望に沿った形で検討が進んでいる。（アンケートについては物流委員
会15社から回答）

④　国際海上輸送に係るコンテナ総重量確定制度のフォローアップ
・　…国土交通省海事局においては、SOLAS条約一部改正に伴い、SOLAS条約が求めるコンテナの海

上輸送に係る安全性を確保するために、国土交通省令の改正および詳細を記載した告示を2016年
7月に施行したが、制度施行から2年が経過した2018年度においては当会として下記の対応を実施
した。

　　ａ）国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量確定・情報伝達等のあり方に係る検討会
　　　…本制度の施行状況や国際動向等の情報共有等を目的に国土交通省海事局が設置した上記検討

会に委員として参画〔豊福物流委員会WG委員／三井物産（株）〕。国土交通省がさらなる制
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度の厳格化を検討していることについて、制度施行後の2年間で日本として全く問題が起き
ていない中での制度改正は日本の物流競争力の著しい低下に繋がる等の意見を発信するとと
もに、他業界の取り組み情報を収集し委員会委員へ共有した。

　　ｂ）…「国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量確定・情報伝達等のあり方に関する検討
会」取りまとめ（案）に関するパブコメ意見対応

　　　…国土交通省海事局が実施した「国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量確定・情
報伝達等のあり方に係る検討会」取りまとめ（案）に関するパブコメに対して、制度厳格化
に対する異論、電子的情報の利活用等の意見を取り纏め、国土交通省海事局へ提出した。

　　ｃ）第1回国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法ガイドライン改訂に関する説明会
　　　…2018年12月に本制度に関するガイドラインおよびマニュアルが改訂されたことを受け、各業

界団体向けの説明会に事務局が出席。届出荷送人（荷主）が業務継続報告を実施する際の留
意点等について委員会委員へ共有した。

⑤　インコタームズ2020改訂への対応
・　…国際商業会議所においては、昨今の物流構造やITの進歩等により変化しつつある取引慣習の実情

に合わせるため、現在活用しているインコタームズ2010について改訂作業を開始したが、国際商
業会議所日本委員会が設置した「インコタームズ改正検討WG」に委員として参画〔豊福物流委
員会WG委員／三井物産（株）〕。国際商業会議所パリ本部より提示のあった改正案に関して、商
社業界にとって関連性がある項目については当会が提出した要望項目が全て反映され、2年にわた
る改訂作業が終了。今後、2019年末に公表され、2020年1月1日に発効される予定。

２ ）国際物流関連情報の収集と共有
①　国際海上コンテナの陸上輸送に係る対応
・　…2013年に国土交通省が改訂・策定を行った「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドラ

イン」、「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル」について、国際海上コンテナ陸
上輸送の安全対策会議および関東地方連絡会議に事務局が委員として参画し、フォローアップに
協力した。

②　総合物流施策大綱（2017-2020）に係る対応
・　…2017年7月に閣議決定された「総合物流施策大綱（2017-2020）」の具体策を落とし込んだ「総合物

流施策推進プログラム」に対する関係省庁が実施したフォローアップ作業の進捗案について、ド
レージ不足・ドレージ料金高騰に対する対策検討、国主導の空港内でのX線検査装置の導入検討
等の意見を取り纏め、経済産業省物流企画室へ提出した。

③　東京オリンピック・パラリンピック時の輸送対策に係る対応
・　…東京オリンピック・パラリンピック開催時の輸送対策について、経済産業省物流企画室および国

土交通省総合政策局国際物流課と関係荷主団体（当会、日機輸、JEITA、自工会）にて意見交換
を実施し、荷主団体からは対応窓口の一本化、東京港に替わる代替港の活用等について要望した。
また、第77回物流委員会WG（2018.09.19）においても東京都オリンピック・パラリンピック準備
局…大会施設部関係者を招き、意見交換を実施した。

④　NZ向けに日本から輸出される車両・機械類に係る新たな検疫措置に係る対応
・　…2018年3月に日本からNZへの自動車運搬船の中から大量のカメムシが発見され、NZ政府が輸入要

件を変更したことを踏まえ、農林水産省が開催した説明会に事務局が出席。荷主として必要情報
を委員会委員へ共有するとともに、関係団体と情報交換を実施した。

⑤　経済連携協定に係る対応
・　…経済産業省経済連携課より、今後の新規EPA交渉に活かすために原産地規則や証明手続きにおけ

る運用改善等に関するヒアリング依頼があり、伊藤忠商事（株）、丸紅（株）、三菱商事（株）に
て対応いただいた。また、同課より日EU…EPA協定発効後のEU側税関における運用実態について
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のアンケート依頼があり、アンケート結果を取り纏め提出した。（アンケートについては物流委員
会8社から回答）

⑥　関連団体を通じた情報共有
・　…日本機械輸出組合…国際貿易円滑化委員会および原産地規則懇話会に事務局が委員として参画し、

荷主として必要情報を委員会委員へ共有した。また、原産地規則懇話会においては、当会を代表
して小河原物流委員会WG委員〔双日（株）〕にEPA活用に向けた双日の取り組みについてプレゼ
ンしていただいた。

３ ）会員間の情報・意見交換の促進
①　物流委員会…物流施設見学会（大和ハウス工業…物流倉庫）
・　…荷主である商社としてAI・IoT技術の物流分野への導入効果や活用方法への理解を深めることを

目的として、大和ハウス工業のAI・IoT・ロボットの先端テクノロジーを活用した市川の物流施
設を訪問した。当日は、当委員会関係者等15名が参加し、日頃なかなか見る機会がない自動搬送
ロボットを活用したピッキング作業風景や実証実験中のピッキングロボットの模範演技等を見学
し、非常に有意義な見学会となった。

②　物流委員会…実務者情報交換会
・　…物流委員会各社の実務者間での横の連携を深めることを目的としたグループディスカッション形

式での情報交換を「日常の貿易手続関連業務を行う上での効率化・合理化・電子化」というテー
マで実施し、商社間での情報・意見交換を通じて他社事例等の共有を行った。当日は、各社の貿易・
物流業務に携わり活躍されている社員14社・26名が参加し、各社における取り組みや業務におけ
る悩み・課題等について、非常に活発な議論が行われた。

⑶　会合等の状況

物流委員会
2018.07.27　第73回委員会
　　　　　　・　…オーシャン…ネットワーク…エクスプレス…ジャパン（株）取締役常務執行役員関東支

店長…西尾徹氏から「オーシャン…ネットワーク…エクスプレス…ジャパン（ONE）の
サービスの現状と今後の方向性」について説明を受けた後、質疑応答を行った。そ
の後、2018年度の当委員会の活動内容について事務局より説明した。

2018.10.26　第74回委員会
　　　　　　・　…内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室企画官…仙﨑達治氏から「IT新戦略を踏ま

えた港湾分野の取り組み～港湾関連データ連携基盤の構築を中心に」について説明
を受けた後、質疑応答を行った。その後、最近の当委員会の活動内容について事務
局より説明した。

2019.03.27　第75回委員会
　　　　　　・　…（株）NTTデータ第一公共事業本部第二公共事業部　第一システム統括部　第一営

業担当部長…河田禅氏から「ブロックチェーン技術を用いた貿易プラットフォーム
実現に向けた取り組み」について説明を受けた後、質疑応答を行った。その後、
2018年度の当委員会の活動内容について事務局より報告した。

物流委員会ワーキンググループ（WG）
2018.04.18　第73回ワーキンググループ
　　　　　　・　…経済産業省商務情報政策局物流企画室室長補佐…百瀬智史氏、同室係長…田坂晃一氏

から「港湾のIT化に関連する経済産業省実証事業」に関する説明を受け質疑応答
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を行った。その後、委員から第2回国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な
重量確定・情報伝達等のあり方に係る検討会について報告があり、固体ばら積貨物
の海洋環境有害性判定等に関して意見交換を行った。

2018.05.16　第74回ワーキンググループ
　　　　　　・　…2018年度各省庁に対する規制制度改革要望の要望項目の内容および今後の対応、6

月開催予定の物流委員会の講演テーマ、各省庁官民会合の2018年度登録委員につい
て検討した。その後、国連・米国制裁による指定対象船社の取扱いに関して意見交
換を行った。

2018.06.07　第75回ワーキンググループ
　　　　　　・　…2018年度各省庁に対する規制制度改革要望の要望項目の内容および今後の対応につ

いて検討した。その後、日本政府が主導する全国港湾のIT化、ニュージーランド
向けに日本から輸出される車両・機械類に係る新たな検疫措置（カメムシ対応）等
について事務局より報告し、今後の対応について意見交換を行った。

2018.07.18　第76回ワーキンググループ
　　　　　　・　…2018年度各省庁に対する規制制度改革要望の要望項目の内容および今後の対応につ

いて検討した。その後、第3回SOLAS検討会の内容、インコタームズ改訂の進捗状
況、東京都オリパラ準備局からの講演、日本政府が主導する全国港湾のIT化に関
する講演等について事務局より報告した。

2018.09.19　第77回ワーキンググループ
　　　　　　・　…東京都オリンピック・パラリンピック準備局大会施設部輸送課長…松本祐一氏から

「東京2020大会における交通輸送の円滑化」について説明を受けた後、質疑応答を
行った。その後、内閣官房主導の港湾完全電子化、港湾の中長期政策「Port2030」、
2018年度各省庁に対する規制制度改革要望の進捗状況等について事務局より報告
し、物流施設見学会の見学先、実務者情報交換会のテーマについて検討した。

2018.10.17　第78回ワーキンググループ
　　　　　　・　…国土交通省港湾局計画課企画室長…安部賢氏から「港湾の中長期政策Port2030」に

ついて説明を受けた後、質疑応答を行った。その後、内閣官房主導の港湾完全電子
化に関する官民会合への対応、東京オリンピック・パラリンピックの物流規制に関
する対応等について検討した。

2018.11.16　第79回ワーキンググループ
　　　　　　・　…内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室企画官…仙﨑達治氏を招き、｢他法令関係で

電子化されていない手続き｣ について意見交換を行った。その後、内閣官房第1回
港湾の電子化推進委員会、東京オリンピック・パラリンピックの物流規制への対応
に関する官民意見交換会の内容につき事務局より報告した。

2018.12.19　第80回ワーキンググループ
　　　　　　・　…内閣官房第1回サイバーポート検討WGの内容、2018年度各省庁に対する規制制度

改革要望の対応状況、事務局の海外出張等について事務局より報告した。
2019.01.16　第81回ワーキンググループ
　　　　　　・　…内閣官房サイバーポート検討WGに関するアンケートの回答状況、第1回国際海上

輸出コンテナの総重量の確定方法ガイドライン改訂に関する説明会の内容等につい
て事務局より報告した。

2019.02.20　第82回ワーキンググループ（書面審議）
　　　　　　・　…2018年度各省庁に対する規制制度改革要望の進捗状況、総合物流施策大綱に関する

日本貿易会意見提出、国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法ガイドライン改訂
に関する国土交通省海事局からの回答等について事務局より情報共有した。
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2019.03.18　第83回ワーキンググループ
　　　　　　・　…2018年度各省庁に対する規制制度改革要望の結果、内閣官房第2回サイバーポート

WGの内容、総合物流施策大綱幹事会の内容、第9回国際海上コンテナの陸上運送
に係る安全対策会議の内容等について事務局より報告した。その後、国際海上輸出
コンテナの総重量の確定制度の自己監査対応の現状について意見交換を行った。

各省庁との意見交換会
2018.09.18　経済産業省・日本商工会議所との意見交換
2018.10.16　厚生労働省との意見交換
2018.11.02　第1回財務省関税局との意見交換
2018.12.14　第2回財務省関税局との意見交換
2018.12.17　農林水産省との意見交換
2019.01.30　国土交通省港湾局との意見交換
2019.02.06　第3回財務省関税局との意見交換
2019.02.26　第4回財務省関税局との意見交換

NACCSタスクフォース
2018.05.09　第33回　タスクフォース
　　　　　　・　…2017年度プログラム変更要望の実現項目のフォローを行った後、2018年度プログラ

ム変更要望に関する検討を行った。
2018.11.19　第34回　タスクフォース
　　　　　　・　…第6次NACCS中年度更改および第7次NACCS更改、2018年度プログラム変更要望の

交渉状況について事務局より報告した後、今後の対応について検討を行った。
2019.03.13　第35回　タスクフォース
　　　　　　・　…2018年度NACCSタスクフォースの活動、2019年度NACCSタスクフォースの活動、

2019年度の本タスクフォースの体制につき事務局より説明した後、意見交換を行っ
た。

NACCSセンターとの意見交換
2018.06.25　会合
　　　　　　・　…NACCSセンターシステム企画部システム企画第3課課長…小川昭久氏、同課係長中

野修氏を招き、当会から提出予定の2018年度プログラム変更要望、今後のNACCS
ブッキング業務の活用等について意見交換を行った。

2019.01.15　会合
　　　　　　・　…NACCSセンターシステム企画部システム企画第3課課長…小川昭久氏、営業企画部

営業推進課課長…和泉貴之氏から「輸出入者向けのNACCS関連業務」について説明
を受けた後、今後のNACCS業務の活用方法について意見交換を行った。

8 ．市場委員会

【委 員 長】　栗林顕　双日（株）　執行役員海外業務担当
【参加会員】　21社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、
東京貿易ホールディングス、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、
日立ハイテクノロジーズ、ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事
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⑴　活動方針

1）TPPの早期発効およびWTO、EPA／ FTA等、自由貿易体制の推進に向けた提言・要望
2）投資環境の整備に向けた調査・研究および情報交換
3）わが国と関係の深い地域・市場に関する調査・研究および情報交換

⑵　活動概要

１）要望活動等
①　投資関連協定の締結促進に関する要望活動
・　…「投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプラン」のフォローアップとして投

資環境整備意見交換会（2018.05.17）が開催され、事務局が出席。4月、当委員会で行ったアンケー
ト結果を踏まえて、早期締結希望国、既存の協定の改定、内容等について要望を述べた。

・　…経済産業省通商政策局経済連携課長へ「投資関連協定に関する要望」を提出（2018.06.25）。
②　TPP11協定発効記念式典への参加（2019.01.19）
　当会がかねてより要望してきたTPP11協定が
2018年12月30日に発効した。同協定発効記念式典
に中村会長が出席した。安倍首相、茂木経済再生
担当相をはじめ、11 ヵ国の閣僚や大使、経済団体
の代表者等、約120名が出席。
③　日EU・EPAの発効（2019.02.01）
　2007年～2009年にジェトロ内に設置された「日
EU・EIA検討タスクフォース」および「日本・
EUEIA研究会」に委員を派遣し、早期交渉開始お
よび早期締結を働き掛けてきた日EU…EPAが2019
年2月1日に発効した。

２ ）外部委員会への参画、意見表明
①　日韓経済人会議
・　…日韓経済協会、日韓産業技術協力財団と韓日経済協会、韓日産業・技術協力財団により、第50回

日韓経済人会議が東京で開催され、事務局が出席（2018.05.15～16）
②　日豪経済合同委員会会議
・　…日豪／豪日経済委員会の主催により、第56回日豪経済合同委員会が豪州・シドニーで開催され、

事務局が出席（2018.10.14～16）
③　日米財界人会議
・　…日米／米日経済協議会の主催により、第55回日米財界人会議が東京で開催され、中村会長が出席

（2018.10.31～11.01）

⑶　会合等の状況

2018.05.09　第87回委員会
　　　　　　・　講演：「米国の輸入制限措置を巡る一連の状況と日米関係について」
　　　　　　　　講師：経済産業省…通商政策局…米州課長　浦上健一朗氏
　　　　　　・　投資協定の新たな締結・改正に関する意見・要望に関するアンケート協力依頼
2018.06.19　「投資関連協定の締結促進に関する要望」（案）書面審議（第88回委員会）
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2018.07.26　第89回委員会
　　　　　　・　…講演：「世界貿易の展望とリスク」
　　　　　　　　講師：オックスフォード・エコノミクス　在日代表　長井滋人氏
2018.09.11　オックスフォード・エコノミクスとの懇談会…
　　　　　　・　…講演：「Global…Economic…Outlook:…How…quickly…will…global…growth…slow?」
　　　　　　　　講師：Oxford…Economics
　　　　　　　　　　　Mr.…John…Walker,…Chairman
　　　　　　　　　　　Mr.…Shigeto…Nagai,…Head…of…Japan…Economics
　　　　　　　　　　　Mr.…Sidney…Leung,…Director…of…Business…Development,…Japan…and…Korea
2018.11.30　第90回委員会
　　　　　　・　…講演：「Brexitの動向…～ Brexit後のEUの展望」
　　　　　　　　講師：外務省…日本政府代表…特命全権大使…国際貿易・経済担当大使　香川剛廣氏
　　　　　　・　…Brexitに関するアンケート実施
2019.03.12　第91回委員会
　　　　　　・　…講演：「トランプ政権の通商政策～米中貿易摩擦、日米通商交渉の動向と展望」
　　　　　　　　講師：東京大学名誉教授／学習院大学…国際社会科学部…教授　伊藤元重氏
　　　　　　・　…2018年度活動報告（案）および2019年度活動方針（案）について（審議）
　　　　　　・　…2019年度委員長の選任

9 ．貿易動向調査委員会

【委 員 長】鈴木雄介　（株）三井物産戦略研究所　国際情報部　総合企画室　主任研究員
【参加会員】14社
伊藤忠商事、岩谷産業、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、
阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）｢わが国貿易収支、経常収支の見通し｣ の作成
2）貿易に係る情報の収集と分析

⑵　活動概要

１）「2019年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」の作成
①　当初の計画通り、「2019年度わが国貿易見通し、経常収支の見通し」を作成
　　要旨は以下の通り（『日本貿易会月報』　2018年12月号に全文掲載）

　　【商品別貿易の見通し】
　　　2018年度　　資源価格の上昇を主因に貿易収支は赤字となるが貿易総額は過去最大に
　　　　　　　　　輸　　出　　　　81兆7,300億円（前年度比3.2％増）
　　　　　　　　　輸　　入　　　　83兆0,520億円（　同　　8.2％増）
　　　2019年度　　世界経済の成長を支えに貿易総額は2年連続で過去最大に
　　　　　　　　　輸　　出　　　　82兆4,770億円（前年度比0.9％増）
　　　　　　　　　輸　　入　　　　83兆8,150億円（　同　　0.9％増）
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　　【経常収支の見通し】
　　　2018年度　　経常収支は5年ぶりに黒字が縮小も高水準を持続
　　　　　　　　　経常収支　　　　18兆5,110億円（前年度比3兆3,020億円の黒字減）
　　　　　　　　　貿易収支　　　　01兆0,440億円（　同　　3兆5,500億円の黒字減）
　　　　　　　　　第一次所得収支　20兆9,070億円（　同　　…　9,940億円の黒字増）
　　　2019年度　　2018年度とほぼ変わらず
　　　　　　　　　経常収支　　　　19兆8,760億円（前年度比1兆3,650億円の黒字増）
　　　　　　　　　貿易収支　　　　01兆0,480億円（　同　　…　… …… 50億円の黒字増）
　　　　　　　　　第一次所得収支　21兆1,190億円（　同　　…　2,130億円の黒字増）

②　…2018年12月5日に貿易記者会で発表したところ日刊工業新聞等において取り上げられ、当会並びに
当委員会の活動をPRすることができた。

２ ）貿易に係る情報の収集
①　外部講師による説明会を4回実施し、情報収集に努めた。
　　2018.05.22　第105回委員会　「電子情報産業の現状と展望」
　　　　　　　　　　…　　　　　（一社）電子情報技術産業協会　企画管理部
　　　　　　　　　　…　　　　　統計室長　高瀬智子氏
　　2018.06.19　第106回委員会　「ロボット産業の現状と展望」
　　　　　　　　　　…　　　　　（一社）日本ロボット工業会
　　　　　　　　　　…　　　　　事務局長…兼…総務部長　矢内重章氏
　　2018.07.24　第107回委員会　「2018年5・6月　企業ヒアリング」
　　　　　　　　　　…　　　　　日鉄住金総研（株）　チーフエコノミスト　北井義久氏
　　2018.10.05　第108回委員会　「国際商品市況の現状と展望」
　　　　　　　　　　…　　　　　三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株）
　　　　　　　　　　…　　　　　調査部　主任研究員　芥田知至氏

②　工場見学会を実施し、情報収集に努めた。
　　2018.09.27～28　愛知県
　　　　日本銀行　名古屋支店
　　　　三菱電機（株）　名古屋製作所
　　　　ファイザー・ファーマ（株）　名古屋工場
　　　　国土交通省中部地方整備局　名古屋港湾事務所

３ ）貿易に係る情報の分析
・　貿易動向を分析し、『日本貿易会月報』に寄稿を行った。
　　2018年9月号　「2018年上半期の日本の貿易と世界経済の動向」（鈴木雄介委員長）

⑶　会合等の状況

2018.05.22　第105回貿易動向調査委員会
　　　　　　・　…（一社）電子情報技術産業協会…企画管理部　統計室長…高瀬智子氏より「電子情報

産業の現状と展望」について説明を受けたのち意見交換
　　　　　　・　2018年度見通し商品別レビュー第1回
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2018.06.19　第106回貿易動向調査委員会
　　　　　　・　…（一社）日本ロボット工業会　事務局長…兼…総務部長　矢内重章氏より「ロボット

産業の現状と展望」について説明を受けたのち意見交換
　　　　　　・　2018年度見通し商品別レビュー第2回
2018.07.24　第107回貿易動向調査委員会
　　　　　　・　…日鉄住金総研（株）　チーフエコノミスト　北井義久氏より「2018年5・6月　企業

ヒアリング」について説明を受けたのち意見交換
　　　　　　・　2018年度見通し商品別レビュー第3回
2018.09.27～28　愛知県工場見学会
　　　　　　・　…①日本銀行名古屋支店、②三菱電機（株）名古屋製作所、③ファイザー・ファーマ

（株）名古屋工場、④国土交通省中部地方整備局名古屋港湾事務所を見学
2018.10.05　第108回貿易動向調査委員会
　　　　　　・　…三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株）調査部　主任研究員　芥田知至氏より

「国際商品市況の現状と展望」について説明を受けたのち意見交換
　　　　　　・　2018年度見通し商品別レビュー第4回
　　　　　　・　「2019年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」作成に向けたスケジュールを確認
2018.11.22　第49回貿易見通し作成専門委員会
　　　　　　・　…「2019年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」作成に向けた前提条件、商品別見

通し、マクロ見通しを検討
2018.11.28　第109回貿易動向調査委員会
　　　　　　・　「2019年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」（WG案）を検討（書面審議）
2018.12.05　「2019年度わが国貿易収支、経常収支の見通し…
　　　　　　　～貿易の拡大に懸念が増す環境下、貿易総額は過去最大に～」記者発表
2019.03.08　第110回貿易動向調査委員会
　　　　　　・　…2019年度貿易動向調査委員会委員長および貿易見通し作成専門委員会座長に石川　

誠〔伊藤忠商事（株）伊藤忠経済研究所　主任研究員〕の就任を確認
　　　　　　・　「2018年度事業報告（案）」、「2019年度事業計画（案）」を了承

　工場見学会
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１0．安全保障貿易管理委員会

【委 員 長】　塚本充　三井物産（株）　コーポレート物流部　安全保障貿易管理室長
【参加会員】　27社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、極東貿易、興和、CBC、JFE商事、神鋼商事、住友商事、
全日空商事、双日、蝶理、東京貿易ホールディングス、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、
野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、
三菱商事、メタルワン、森村商事、ユアサ商事

＜安全保障貿易管理検討WG＞
【座　　長】　…長岡正道　双日（株）　物流統括部…物流コンプライアンス課　安全保障貿易管理チー

ムシニアエキスパート
【参加会員】　8社
伊藤忠商事、住友商事、双日、豊田通商、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）安全保障貿易管理制度に係る検討と提言
2）安全保障貿易管理に係る諸問題の検討
3）安全保障貿易管理に係る情報収集と啓発活動

⑵　活動概要

１）安全保障貿易管理制度に係る検討と提言
安全保障貿易管理に係る経済産業省への要望
・　…当委員会では、輸出管理業務の時間・工数の削減および確実性の向上を図ることを目的として、

毎年度、経済産業省に対して関連法令および制度改正等に関して意見・要望を提出している。
2018年度についても、①国際標準のEUの輸出規制番号体系と日本の輸出規制番号体系が異なるこ
とにより発生している読替作業の煩雑さを解消させるため、EUと日本の番号体系の整合化へ向け
た対応の加速をお願いするもの、②頻繁に実施される政省令等の公布から施行までの期間が短い
ため、産業界が社内準備などに十分時間を確保出来る仕組みへの改善をお願いするもの、③経済
産業省のシステムを利用した電子申請の許可までに要する日数が長いため、迅速な対応の実施を
お願いするものなど、実務的な要望項目（計6項目）を取り纏め、同省安全保障貿易管理政策課へ
提出し、意見交換を実施した（提出：2018.10.09、意見交換：2018.11.20）。2019年度も継続的に同
省との協議・交渉を通じてフォローしていく。

２ ）安全保障貿易管理に係る諸問題の検討
①　輸出規制番号の国際化への対応
・　…昨年度より継続して、産業界の長年の要望である「規制番号の国際化」の制度設計・関係法令の

施行時期等について、当会、CISTECおよび日本機械輸出組合と合同で経済産業省との意見交換
を実施した。（計6回：2018.05.09、2018.07.11、2018.09.06、2018.11.05、2018.12.14、2019.02.07）

・　…経済産業省より輸出令別表第1をMLリストと汎用品リストの2表に分けることや並び替え・統合
のみを実施し規制品目の追加、解釈の変更はしないことなどの方向性は明示されたが、関係法令
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の施行の時期、公布から施行までの十分な準備期間の確保等については継続調整となったため、
2019年度以降も当会としてフォローしていく。

②　グループディスカッション形式による情報交換
・　…「海外・国内子会社における安貿管理」「社内審査・監査の手法」「社内教育・啓蒙の手法について」

「中国関連について」の４つをテーマにグループディスカッション形式で意見・情報交換を行った。
当日は14社21名が参加し、活発な議論が行われた（2018.08.30）。

３ ）安全保障貿易管理に係る情報収集と啓発活動
①　「商社の海外拠点に於ける安全保障貿易管理」基本資料の作成
・　…各国の輸出管理法令の整備状況や各拠点の事業内容等により本社からの管理レベルが異なる、輸

出管理未整備国の海外拠点においては現地社員が輸出管理業務の必要性を十分に理解していない
等の商社の安全保障貿易管理分野における長年の課題の改善を目的に「商社の海外拠点に於ける
安全保障貿易管理」基本資料を作成した。主な対象は、駐在員、現地社員・輸出管理業務初心者で、
輸出管理業務の基本的要素を手順フロー等交えて丁寧に解説している。本資料については、2月20
日開催の常任理事会において塚本委員長より報告した上で、当会会員以外の希望者への提供を目
的に当会HPへ掲載した。2019年度は英訳版の策定を実施する予定。

②　見学会の実施
・　…軍事装備・技術に対する理解を深め、今後の各社の輸出管理業務のさらなる強化を目的として、

陸上自衛隊大宮駐屯地化学学校を見学し、当委員会関係者等24名が参加した。当日は、日頃なか
なか見ることの出来ない装備品の展示エリアや研究棟・屋内訓練場等を見学した（2018.10.25）。

③　講演会の実施
・　…米コビントン・バーリング法律事務所のMr.…Peter…Lichtenbaumから、「米国の経済制裁の動向」

と題して説明があった。当日は10社44名が参加し、米国の情勢および安全保障の理解を深める場
となった（2018.04.11）。

・　…米コビントン・バーリング法律事務所のMr.…Peter…Flanaganから、「米国制裁とエマージングテク
ノロジー輸出管理」と題して説明があった。当日は15社44名が参加。

⑶　会合等の状況

安全保障貿易管理委員会
2018.07.05　第184回委員会
　　　　　　・　…（一財）安全保障貿易情報センター調査研究部次長…田上靖氏から「米国制裁による

日本企業への影響」について説明を受けた後、質疑応答を行った。その後、事務局
から2018年度の当委員会の活動内容につき説明した。

2018.10.04　第185回委員会…
　　　　　　・　…防衛研究所国際交流調整官（併）地域研究部中国研究室主任研究官…増田雅之氏か

ら「国際秩序変動期の中国の対外政策」について説明を受けた後、質疑応答を行っ
た。その後、（株）ホンダトレーディングの本委員会への加盟につき審議し了承。
事務局から2018年度経済産業省への要望、海外オリエンテーション資材作成の進捗
状況につき説明した。

2019.03.20　第186回委員会
　　　　　　・　…ハノイで行われた米朝首脳会談および中国の先端技術戦略について意見交換を行っ

た。その後、2018年度安全保障貿易管理委員会の活動報告および2019年度安全保障
貿易管理委員会の活動計画について事務局より説明があった。
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安全保障貿易管理検討ワーキンググループ（WG）
2018.05.21　第246回WG
　　　　　　・　…2018年度本WGの具体的活動内容につき協議を行った後、経済産業省にて進められ

ている規制番号国際化の進捗について報告
2018.06.21　第247回WG
　　　　　　・　…商社としての技術提供管理に関する意見交換を実施し、その後海外オリエンテー

ション資材作成および2018年度実務者情報交換会等について検討
2018.07.19　第248回WG
　　　　　　・　…事務局から海外オリエンテーション資材作成につき検討状況を報告し、その後2018

年度経済産業省への要望の内容について検討
2018.09.27　第249回WG
　　　　　　・　…2018年度経済産業省への要望内容につき検討した後、規制番号の国際化海外オリエ

ンテーション資材の策定、大宮化学学校の見学会の詳細につき事務局より報告
2018.10.18　第250回WG
　　　　　　・　…海外オリエンテーション資料作成に関する認識共有および今後の対応について検

討。その後、安全保障貿易管理分野におけるAI、IoTの活用の可能性について、（株）
日立ソリューションズと意見交換を実施

2018.11.15　第251回WG
　　　　　　・　…海外オリエンテーション資料に関して、各執筆担当者より執筆担当箇所の意図・内

容について説明を受けた後、意見交換を実施し、今後の対応について検討。規制番
号の国際化へ向けた動向について座長より報告

2018.12.21　第252回WG
　　　　　　・　…海外オリエンテーション資料に関して、各執筆担当者より執筆担当箇所の意図・内

容について説明を受けた後、意見交換を実施し、修正箇所について確認。その後、
米国の技術管理法への対応、規制番号の国際化へ向けた動向について座長より報告

2019.01.17　第253回WG
　　　　　　・　…海外オリエンテーション資料の内容の最終確認およびHPへ掲載する紹介文の検討。

その後、2019年本委員会の活動内容につき協議
2019.02.21　第254回WG
　　　　　　・　…2018年度安全保障貿易管理委員会およびWGの活動の総括を行った。その後、2019

年度安全保障貿易管理委員会およびWGの活動内容について協議

１１．貿易保険委員会

【委 員 長】　西巻さゆり　三菱商事（株）…ロジスティクス総括部　保険総括室　貿易保険統括
【参加会員】　17社
伊藤忠商事、岩谷産業、兼松、興和、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、
日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン

⑴　活動方針

以下の本年度活動方針に基づき、委員会活動を運営した。また、会員各社から寄せられた貿易保険制
度活用の実態を踏まえ、実務レベルでの制度運用等に係る理解の促進を目的とした「貿易保険制度に
関する勉強会」を新たに企画・開催した。
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　　1）貿易保険制度等に係る提言
　　2）経済産業省および日本貿易保険（NEXI）との情報・意見交換
　　3）貿易保険に係る情報収集・共有

⑵　活動概要

１）貿易保険制度等に係る提言
・　…独立行政法人であった日本貿易保険が株式会社化してから一定期間が経過したことを踏まえ、貿

易保険制度を利用するにあたり改善を希望する点等につきアンケートを実施し、海外投資保険、
海外事業資金貸付保険、貿易代金貸付保険、前払輸入保険、企業総合保険、個別保険について委
員から寄せられた意見をもとに要望書として取りまとめ、2019年3月29日に（株）日本貿易保険に
提出した。

２ ）経済産業省および日本貿易保険（NEXI）との情報・意見交換
経済産業省との情報・意見交換
・　…第81回委員会（2018.12.11）において、経済産業省…貿易経済協力局…通商金融課長　浦田秀行氏を

迎え、講演テーマ「最近の貿易保険に係る諸政策の動向について」に基づき、質疑・意見交換を行っ
た。

日本貿易保険（NEXI）との情報・意見交換
・　…第79回委員会（2018.07.02）において、日本貿易保険…企画室長…本道和樹氏を迎え、講演テーマ「日

本貿易保険（NEXI）の最近の活動状況」に基づき、質疑・意見交換を行った。
・　…第82回委員会（2019.03.25）において、日本貿易保険…債権業務部…査定グループ長　小田正弥氏を

迎え、講演テーマ「保険金支払事例のご紹介」に基づき説明を受け、質疑・意見交換を行った。

３ ）貿易保険に係る情報収集・共有
民間保険に係る情報収集・共有
・　…第80回委員会（2018.10.12）において、JLTリスク・サービス・ジャパン（株）　齋藤洋邦氏を迎え、

講演テーマ「貿易保険～民間保険マーケットの引受け可能性」に基づき説明を受け、質疑・意見
交換を行った。NEXIを中心とする貿易保険制度の議論が多い中で、本講演では、民間保険会社
が運用する貿易保険商品、保険引受マーケットの状況等について解説を受けた。

NEXI短期貿易保険商品に関する情報収集・共有
・　…NEXI貿易保険制度に関する勉強会（2018.10.29）において、日本貿易保険…営業第一部参事役　坪

井美奈子氏を迎え、講演テーマ「短期貿易保険商品の効果的活用」に基づき、短期貿易保険商品
の特徴や効果的な活用方法等について解説を受けた。

⑶　会合等の状況

2018.07.02　第79回貿易保険委員会
　　　　　　・　講演：「日本貿易保険（NEXI）の最近の活動状況」
　　　　　　　　講師：日本貿易保険　企画室長　本道和樹氏
　　　　　　・　委員会アンケートご回答結果（報告）
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2018.10.12　第80回貿易保険委員会
　　　　　　・　…講演：「貿易保険～民間保険マーケットの引受け可能性」
　　　　　　　　講師：JLTリスク・サービス・ジャパン（株）　齋藤洋邦氏
　　　　　　・　その他
2018.10.29　貿易保険制度に関する勉強会
　　　　　　・　講演：「短期貿易保険商品の効果的活用」
　　　　　　　　講師：日本貿易保険（NEXI）営業第一部　参事役　坪井美奈子氏
2018.12.11　第81回貿易保険委員会
　　　　　　・　講演：「最近の貿易保険に係る諸政策の動向について」
　　　　　　　　講師：経済産業省　貿易経済協力局　通商金融課長　浦田秀行氏
　　　　　　・　その他
2019.03.25　第82回貿易保険委員会
　　　　　　・　講演：「保険金支払事例のご紹介」
　　　　　　　　講師：日本貿易保険（NEXI）債権業務部…査定グループ長　小田正弥氏
　　　　　　・　貿易保険制度改善要望書（案）について（審議）
　　　　　　・　2018年度貿易保険委員会活動報告書（案）、2019年度活動方針（案）について（審議）
　　　　　　・　2019年度貿易保険委員会正副委員長について

１２．経済協力委員会

【委 員 長】　柿木真澄　丸紅（株）…代表取締役副社長執行役員…電力・プラントグループCEO
【参加会員】　12社
伊藤忠商事、兼松、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、野村貿易、阪和興業、丸紅、
三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）インフラシステム輸出の拡充に向けた日本政府の政策と公的金融機関の制度に関するフォローアップ
2）…海外におけるインフラプロジェクト推進に向けた日本政府および関係機関との活発な情報・意見

交換
に重点を置いて活動を行う。

⑵　活動概要

１）情報収集・意見交換等
①　インフラシステム輸出戦略改訂についての情報収集・意見交換
・　…当会のこれまでの要望、意見提出のフォローアップの一環として、第99回委員会（2018.07.04）に

て内閣官房…副長官補室…内閣参事官…相馬弘尚氏、内閣参事官補佐…吉田雄介氏より「海外インフラ
の支援に向けた取り組み」として本年度の「インフラシステム輸出戦略」の改訂と各省庁の取り
組みにつき説明を受け、意見交換を行った。

②　第三国連携に関する意見交換
・　…本年度の「インフラシステム輸出戦略」の改訂でも目玉となっていた日米・日中等の他国との連

携による第三国等でのインフラ協力推進につき、2018年8月20日に当会にて意見交換会を開催し、
内閣官房…内閣参事官…河内達哉氏、内閣参事官…阿部一郎氏、内閣参事官補佐…服部孝典氏との意見
交換を行った。
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③　円借款における租税問題に関する意見交換
・　…これまでも商社業界から円借款含むODA案件における課題として挙げられていた租税問題につ

き、2019年1月27日に当会にて意見交換会を開催し、外務省…国際協力局…開発協力総括課…課長補佐…
佐藤卓央氏、開発協力総括課…事務官…富田直樹氏より説明を受け、意見交換を行った。

④　ODA事業参画企業との意見交換
・　…商社以外のODA参画企業からの意見を聴取するため、第100回委員会（2019.03.25）にてBOPビジ

ネスを成功させている日本ポリグル（株）…代表取締役会長…小田兼利氏より「日本ポリグルの取り
組みと経済協力現場からの視点」として途上国での事業展開における成功体験や挑戦、日本の
ODA制度と国際機関の支援の相違や課題について説明を受け、意見交換を実施した。

２ ）外部委員会への出席、意見表明
①　開発協力適正会議
・　…外務省は、ODA事業の戦略的・効果的な援助実施に向けた「見える化」の徹底とPDCAサイクル

の強化を目的として、案件形成中で調査段階にある無償資金協力事業、有償資金協力事業を対象
に審議を行う「開発協力適正会議」を設置している。当会からは、常務理事が委員として参画し
ており、商社の立場から意見表明を行った（2018年4月､ 6月、8月［書面開催］､ 10月､ 12月､ 2019
年2月）。

②　航空インフラ国際展開協議会
・　…国土交通省は、航空インフラプロジェクトについて官民による情報共有や意見交換の場として「航

空インフラ国際展開協議会」を設置している。当会からは経済協力委員長が本協議会の副会長と
して就任しており、2018年6月12日に開催された第6回会合に出席した。

③　ODAに関する有識者懇談会
・　…外務省は、ODAを効率的かつ効果的に活用していく観点から、ODAに関わる実施主体（国際協

力NGO、民間団体等）をどのように強化し、役割を分担していくことができるかについて有識者
で議論を行うため、河野太郎外務大臣の下にODAに関する有識者懇談会を設置した。当会からは
経済協力委員長が有識者委員として計4回（2018年7月、9月、11月、11月）の会合に出席し、経済
協力委員会から聴取した意見をもとに商社の立場から意見表明を行った。

⑶　会合等の状況

2018.04.23　第98回経済協力委員会…PPPインフラ事業支援に関するJICAとの意見交換会
　　　　　　・　講演：「2018年度の協力準備調査（PPPインフラ事業）について」
　　　　　　　　講師：JICA…民間連携事業部…連携推進室…兼…計画・監理課…調査役…北川澄恵氏
　　　　　　・　講演：「PPPインフラ支援に関する円借款新手法について」
　　　　　　　　講師：JICA企画部…業務企画第二課…主任調査役…金川誠氏
　　　　　　・　意見交換
2018.06.29　第99回経済協力委員会
　　　　　　・　講演：「海外インフラの支援に向けた取り組み」
　　　　　　　　講師：内閣官房…副長官補室…内閣参事官…相馬弘尚氏
　　　　　　・　意見交換
　　　　　　・　前回委員会（2019.03.14）以降の委員会活動報告
　　　　　　・　委員会共通アンケート結果報告
2018.08.20　第三国連携に関する内閣官房との意見交換会
　　　　　　・　各社からのヒアリングおよび意見交換
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2019.01.27　円借款における租税問題に関する意見交換会
　　　　　　・　各社からのヒアリングおよび意見交換
2019.03.25　第100回経済協力委員会
　　　　　　・　講演：「日本ポリグルの取り組みと経済協力現場からの視点」
　　　　　　　　講師：日本ポリグル（株）　代表取締役会長…小田兼利氏
　　　　　　・　意見交換
　　　　　　・　2018年度活動報告
　　　　　　・　2019年度活動方針

１３．人事委員会

【委 員 長】　鹿島浩二　丸紅（株）…人事部長
【参加会員】　23社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、極東貿易、興和、CBC、JFE商事、住友商事、双日、
蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、
ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、森村商事、ユアサ商事

＜ダイバーシティ推進コミッティ＞
【座　……長】　…武村良平　丸紅（株）…人事部グローバル・グループ人事課長兼ダイバーシティ・マネ

ジメント課長
【参加会員】……16社
伊藤忠商事、岩谷産業、兼松、興和、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、
日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事

＜海外安全対策ワーキンググループ＞
【座　　長】　小島善二　丸紅（株）…人事部部長付
【参加会員】　7社
伊藤忠商事、住友商事、双日、豊田通商、丸紅、三井物産、三菱商事

＜商社研修事業ワーキンググループ＞
【座　　長】　松尾麻記子　丸紅（株）…人事部　採用・人材開発課長
【参加会員】　17社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、CBC、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、
長瀬産業、野村貿易、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事、森村商事

⑴　活動方針

1）海外安全管理対策強化に向けた活動
2）働き方改革に向けた取り組み
3）人材力強化に向けた取り組み
…　・　グローバル人材育成
…　・　海外子女教育環境の拡充
…　・　ダイバーシティの推進
4）商社研修事業の維持・充実
5）諸外国との社会保障協定の締結促進に向けた要望活動およびフォローアップ
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⑵　活動概要

１）海外安全管理対策強化に向けての活動
①　外務省との意見交換
・　海外安全対策ワーキンググループ開催（2018.09.27）
　　講演：「海外での安全確保～政府の取り組みと企業の皆様へのお願い～」
　　講師：外務省領事局邦人テロ対策室　　首席事務官　藤内昭弘氏
　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　事務官　　　北山清悟氏
・　海外安全対策セミナー開催（2018.12.21）
　　講演：「海外渡航における健康対策・安全対策、外務省の役割」
　　講師：外務省…診療所長…仲本光一氏
②　官庁・他団体との連携
・　…外務省「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」（2018.07.26…第3回本会合、2018.12.07…第3回

幹事会）および「国際協力事業安全対策…常設化会議（第5回）」（2018.12.12）に事務局より出席。
当会の安全対策に関する活動を報告。外務省等との連携を強化するとともに、情報収集を行った。

③　海外安全対策セミナーの地方展開
・　外務省「安全対策セミナー」に後援協力（9回）
　　…札幌（2018.09.27）、東京（2018.09.28）、浜松（2018.10.26）、仙台（2018.11.22）、大阪（2018.11.29）、

広島（2018.12.14）、名古屋（2019.01.25）、福岡（2019.02.15）、新潟（2019.03.22）

２ ）働き方改革に向けた取り組み
①　講演：「AI時代におけるIBMの人材マネジメント」（2018.07.11）
・　…日本アイ・ビー・エム（株）人事HR…パートナー課長　森治仁氏より、AIを用いた人材マネジメ

ントについて説明を受け、情報交換を行った。
②　講演：「経営戦略としての働き方改革とリーダーの役割について」（2018.11.22）
・　…立命館アジア太平洋大学（APU）学長　出口治明氏より、働き方改革が推進される中、なぜ今働

き方改革が必要なのか、経営戦略としての重要性について説明を受け、情報交換を行った。
③　働き方改革関連アンケート実施（2018.08.12）
・　…各社のテレワーク制度、フリーアドレス制、有給休暇（消化促進の取り組みや時間単位休暇制度

等）、フレックス制度等について情報交換を実施
・　…働き方改革関連法改正に伴う有給休暇取得義務、育児・介護休業制度、ダイバーシティ推進に係

るトップコミットメントの状況に関する情報交換を実施

３ ）人材力強化に向けた取り組み
①　グローバル人材育成・海外子女教育環境の拡充
・　自民党海外子女教育推進議員連盟総会への出席・意見表明
　　…第11回総会（2018.06.11）に小島理事、第12回総会（2018.12.11）に岩城常務理事が出席し、海外

の児童生徒の教育環境の改善・拡充について要望。同要望は、（一社）日本在外企業協会（以下：
日外協）、（公財）海外子女教育振興財団との3団体で行っている。

・　文部科学省グローバル人材育成コミュニティ協議会運営幹事会への参画
　　運営幹事会副代表幹事に中村会長が就任（2018.06.28）
・　「東京大学FLY…Program（初年次長期自主活動プログラム）」の後援（2013年より継続）
②　ダイバーシティの推進
・　セミナー（2018.09.28）
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　　…「グローバルエリートから見たダイバーシティ社会実現の重要性について」について、経済協力開
発機構（OECD）東京センター所長　村上由美子氏より説明を受けた。

・　講演（2018.10.26）
　　…「ダイバーシティ 2.0…一歩先の競争戦略へ」について、経済産業省経済産業政策局経済社会政策室

長…小田文子氏より説明を受けた。
・　講演（2019.02.01）
　　…「IBMのLGBTに対する取り組み」について、日本アイ・ビー・エム（株）…人事…ダイバーシティ企

画担当…梅田恵氏より説明を受けた。
・　パネルディスカッション（2019.02.28）
　　「組織も部下も伸ばす“イクボス”のすすめ
　　　　　 ～多様な人材を活かすマネジメントとは」
　　…第一部の元祖イクボスことNPOファザーリング・ジャパ

ン…理事・NPOコヂカラ・ニッポン代表…川島高之氏によ
る基調講演後、第二部として日本航空（株）および双日
（株）による事例紹介・パネルディスカッションを行った
（参加者83名）。

4 ）商社研修事業の一層の拡充
①　商社新人研修（2018.04）
・　…2018年4月入社の商社社員を対象に、社会人としての基本マナー、商社社員としての心構えを講義

（Aコース：2018.04.04 ～ 05、Bコース：2018.04.09 ～ 10、参加者合計：38名）
②　貿易会経営塾　～商社社長経験者が語るリーダーシップ論～
・　…当会正会員企業の入社10年前後の社員を対象に、商社業界を代表する社長経験者による講演会を

開催した（参加者合計：236名）。
　　2018.07.20　第16回　講師：佐藤洋二氏〔双日（株）…代表取締役会長〕
　　2018.11.08　第17回　講師：矢島勉氏　〔JFE商事（株）顧問〕
　　2019.02.07　第18回　講師：中村邦晴氏〔住友商事（株）…取締役会長、（一社）日本貿易会…会長〕
③　貿易実務・商社ビジネス研修（2018.10）
　　…「貿易実務の基礎」、「ビジネス基礎知識」を解説する研修を企画したが、募集人員を満たさず、「ビ

ジネス基礎知識」講座のみを実施、翌2019年度においては今後の進め方を検討
④　海外赴任前研修（5回開催）
・　…中国、東南アジア地域のほか、欧米諸国へ赴任予定の商社社員、またこれら地域の研修を担当す

る商社社員を対象に、異文化コミュニケーション、法務・コンプライアンスを中心とした一般（地
域共通）研修、各国事情に特化した地域別研修を実施（参加者合計：21名）

⑤　実務者研修
・　各分野の実務担当者を対象とする研修を実施（参加者合計：34名）
　　2018.06.15　安全保障貿易管理研修
　　　　　　　　講師：日本輸出管理研究所　代表　高野順一氏
　　2019.02.08　安全保障貿易管理実務者研修（中級編）
　　　　　　　　講師：日本輸出管理研究所　代表　高野順一氏

５ ）諸外国との社会保障協定の締結促進に向けての要望活動およびフォローアップ
①　共同提言「ベトナムとの社会保障協定の早期締結を求める」提出（2018.06.19）
　　…（一社）日本経済団体連合会、日外協との連名で、厚生労働大臣、経済産業大臣、外務大臣に同要
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望を提出。外務省領事局参事官…岡田健一氏へ鹿島委員長が持参した。
②　…日･フィリピン社会保障協定および日・チェコ社会保障協定改定議定書に関する実務説明会

（2018.6.27）
　　…2018年8月1日の日・フィリピン社会保障協定発効、2009年に発効した日・チェコ社会保障協定議

定書の改正に先立ち、日外協と合同で説明会を開催
　　講師：厚生労働省年金局国際年金課長　藤田一郎氏
　　　　　日本年金機構事業企画部国際事業グループ長　荒平祥司氏
③　社会保障協定をめぐる最近の状況に関する懇談会に出席（2018.09.26）
④　厚生労働省からの依頼（官民人事交流による職員採用について）
　　…社会保障協定締結促進のため、厚生労働省より官民人事交流による職員採用について依頼があり

委員会社へ依頼を行った。継続検討

6 ）その他
・　「文部科学省…土曜日教育ボランティア運動」の後援（2014年より継続）
・　…日本経済新聞社からの依頼を受け、鹿島委員長が「新卒学生向け…就職･働き方特集」（日本経済新

聞社と就職関連情報会社マイナビとのコラボレーション企画）のインタビュー取材を受け、2019
年3月1日発行の日本経済新聞第二部広告特集に掲載された。

⑶　会合等の状況

人事委員会
2018.07.11　第66回委員会
　　　　　　・　講演：「AI時代におけるIBMの人材マネジメント」
　　　　　　　　講師：日本アイ・ビー・エム（株）　人事…HR…パートナー…課長　森治仁氏
　　　　　　・　説明：…「2020大会時の交通の見通しと対応の必要性・交通対策としての取り組み紹…

介・時差ビズ・テレワークデーズへの参画の呼びかけ」
　　　　　　　　講師：東京都整備局都市基盤部交通企画課長　長尾肇太氏
　　　　　　　　　　　オリパラ局大会施設部輸送課長　松本祐一氏
　　　　　　・　委員会に関するアンケート結果について報告
　　　　　　・　共同提言「ベトナムとの社会保障協定の早期締結を求める」について報告
2018.11.22　第67回委員会
　　　　　　・　講演：「経営戦略としての働き方改革とリーダーの役割について」
　　　　　　　　講師：立命館アジア太平洋大学（APU）学長　出口治明氏
　　　　　　・　社会保障協定の締結促進に関する活動について
　　　　　　・　2020年度卒業予定の学生の就職・採用活動日程について
　　　　　　・　働き方改革関連法の施行について
2019.03.06　第68回委員会
　　　　　　・　講演：…「人事もPDCAを回す時代へ～『日本の人事を科学する』データ活用の視点

とは」
　　　　　　　　講師：…早稲田大学…政治経済学術院…教授／（独）経済産業研究所ファカルティーフェ

ロー　大湾秀雄氏
　　　　　　・　2018年度活動報告（案）および2019年度活動計画（案）審議
　　　　　　・　2019年度正副委員長選任
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海外安全対策ワーキンググループ
2018.09.27　第3回ＷＧ
　　　　　　・　講演：「海外での安全確保～政府の取り組みと企業の皆様へのお願い～」
　　　　　　　　講師：外務省　領事局邦人テロ対策室首席事務官　藤内昭弘氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　事務官　　　北山清悟氏
2018.12.21　海外安全対策セミナー
　　　　　　・　講演：「海外渡航における健康対策・安全対策、外務省の役割」
　　　　　　　　講師：外務省…診療所長　仲本光一氏

ダイバーシティ推進コミッティ
2018.07.03　第3回コミッティ
　　　　　　・　2018年度ダイバーシティ推進コミッティの発足と体制の確認
　　　　　　・　ダイバーシティ推進に関する各社取り組みについて情報交換
　　　　　　・　2018年度ダイバーシティ推進コミッティの今後の活動…検討
2018.09.28　第8回ダイバーシティ推進セミナー
　　　　　　・　講演：「グローバルエリートから見たダイバーシティ社会実現の重要性について」
　　　　　　　　講師：経済協力開発機構（OECD）東京センター所長　村上由美子氏
2018.10.26　第4回コミッティ
　　　　　　・　講演：「ダイバーシティ 2.0…一歩先の競争戦略へ」
　　　　　　　　講師：経済産業省経済産業政策局経済社会政策室長　小田文子氏
2019.02.01　第5回コミッティ
　　　　　　・　講演：「IBMのLGBTに対する取り組み」
　　　　　　　　講師：日本アイ・ビー・エム（株）…人事…ダイバーシティ企画担当　梅田恵氏
2019.02.28　第9回ダイバーシティ推進セミナー（パネルディスカッション）
　　　　　　・　テーマ：…「組織も部下も伸ばす“イクボス”のすすめ…～多様な人材を活かすマネジ

メントとは」
　　　　　　　　講師：（第一部）NPOファザーリング・ジャパン…理事
　　　　　　　　　　　　　　　 NPOコヂカラ・ニッポン代表　川島高之氏
　　　　　　　　　　　（第二部）日本航空（株）広報部長　北原宗明氏
　　　　　　　　　　　　　　　 双日（株）人事総務部長　河西敏章氏

商社研修事業ワーキンググループ
2018.05.22　第27回WG
　　　　　　・　2018年度の体制
　　　　　　・　…2018年度研修事業の進め方について検討（アンケート実施による検証結果等を踏ま

えて）
　　　　　　・　各研修事業の報告、今後の開催予定確認
2018.07.24　第28回WG
　　　　　　・　各研修事業の報告
　　　　　　・　委員会活動に関するアンケートの結果報告と改善点の検討
　　　　　　・　各研修事業に関する各社ヒアリング…中間報告　
2018.11.27　第29回WG
　　　　　　・　各研修事業の報告、今後の開催予定確認
　　　　　　・　中途採用者向け研修について（情報交換）
2019.02.26　第30回WG
　　　　　　・　各研修事業の実施報告と来年度の実施計画について
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　　　　　　・　2018年度商社研修事業WG事業報告
　　　　　　・　2019年度WGの新体制
　　　　　　・　2019年度会合日程

１4．情報システム委員会

【委 員 長】　渡辺一郎　伊藤忠商事（株）　CIO補佐…（兼）…IT企画部長
【参加会員】　25社
伊藤忠商事、伊藤忠丸紅鉄鋼、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、神鋼商事、
住友商事、全日空商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、
日立ハイテクノロジーズ、ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン、
ユアサ商事

＜IT機能検討WG・新コミュニケーションツール活用情報交換会＞
【座　　長】　師岡晶政　伊藤忠商事（株）　IT企画部　業務イノベーション推進室　室長
【参加会員】　23社
伊藤忠商事、伊藤忠丸紅鉄鋼、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、JFE商事、神鋼商事、住友商事、
全日空商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、
ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン、ユアサ商事

＜日本貿易会ISAC＞
【座　　長】　奥村明也　三井物産（株）　IT推進部　サイバーセキュリティ対策室　室長
【参加会員】　24社
伊藤忠商事、伊藤忠丸紅鉄鋼、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、神鋼商事、
住友商事、全日空商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄住金物産、野村貿易、阪和興業、
ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン、八木通商

⑴　活動方針

1）サイバーセキュリティ関連情報の収集・共有による対応の強化
2）講演会・見学会等による情報システムに関する知識の向上
3）…AI・IoT・RPA等の最新デジタル活用、働き方改革等に関する取り組み状況の共有と意見交換の

実施
に重点を置いて活動を行う。

⑵　活動概要

１）サイバーセキュリティ関連情報の収集・共有による対応の強化
・　…各社間でのサイバーセキュリティ情報･知見の交換･共有の為､ 2016年4月に､ 当会内プロジェクト

組織として『日本貿易会ISAC』を設立し、活動3年目を迎えた。実務部会では、サイバーセキュ
リティにおける国際情勢や情報共有の重要性に関する講演や、各社におけるセキュリティに関す
る研修や施策につき加盟会社間で情報の共有を行った。また、技術部会では各社のセキュリティ
体制の強化を促す講演や、実際に情報共有ツールを使っての情報共有など、実践に則した研修も
実施した。
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２ ）講演会・見学会等による情報システムに関する知識の向上
・　…各社情報システムに関する知識向上のため、AIやRPAに関する先進企業による講演会を行った。

AIやRPAの導入事例のみでなく、最新技術を活用した働き方改革に焦点を当てた内容の講演会を
実施し、他委員会にも参加を呼び掛けた。

・　…また、IT部門の営業部門への支援、新技術（IoT、AI等）への対応についての情報・意見交換の
ため設置した「新IT機能検討ワーキンググループ（以下WG）」において、ITを活用したオフィス
スペースの有効活用をテーマとした見学会も実施した。

３ ）�AI・IoT・RPA等の最新デジタル活用、働き方改革等に関する取り組み状況の共有と
意見交換の実施

・　…先述の新IT機能検討WGにて、各社のAI・IoT・RPAの導入状況につきアンケートを実施し、意
見交換を行った。また、WG委員によるRPAの導入事例紹介を踏まえてグループディスカッショ
ンでは活発な議論となった。また、2014年度より活動を継続している新コミュニケーションツー
ル活用情報交換会では、引き続きアンケートのブラッシュアップを行った上で、各社が抱える課
題等について、情報・意見交換を行った。

⑶　会合等の状況

情報システム委員会
2018.06.20　第82回委員会
　　　　　　・　講演：「AI／RPA技術を活用した商社業務変革の実践　成功のポイント」
　　　　　　　　講師：…（株）シグマクシス　デジタルフォースシェルパ　プリンシパル
　　　　　　　　　　　橋本英樹氏
　　　　　　　　　　　同社　デジタルフォースシェルパ　IoT…&…ロボティクスチーム
　　　　　　　　　　　ディレクター　桐原慎也氏
2018.09.13　第83回委員会
　　　　　　・　講演：…「業務効率の大幅改善を可能とする“AI活用”で進化させる働き方改革実践

事例　～失敗と成功の経験を踏まえて～」
　　　　　　　　講師：日本マイクロソフト（株）　マイクロソフトテクノロジーセンター
　　　　　　　　　　　エグゼクティブアドバイザー　小柳津篤氏
2018.12.13　第84回委員会
　　　　　　・　講演：…「AIと先端テクノロジーが創り出す新たな社会　～シンギュラリティ到来に

向けての経営とは？～」
　　　　　　　　講師：富士通（株）　常務理事…首席エバンジェリスト…兼
　　　　　　　　　　　エバンジェリスト推進室長　中山五輪男氏
2019.03.14　第85回委員会
　　　　　　・　2018年度事業報告案の説明・承認
　　　　　　・　2019年度活動案の説明

新IT機能検討ワーキンググループ
2018.09.21　第1回WG
　　　　　　・　情報交換「現在の支援状況、最新IT技術取り組み、働き方改革、組織・人材」
　　　　　　・　今後の活動計画等に関する協議
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2018.10.29　第2回WG
　　　　　　・　RPAに関する事例紹介〔伊藤忠商事（株）、双日（株）、豊田通商（株）〕
　　　　　　・　グループディスカッション「RPAに関する取り組み」
2018.11.19　「新コミュニケーションツール活用情報交換会」情報交換会
　　　　　　・　…情報交換「昨年度情報交換会アンケート結果のアップデート及びそれに基づく情…

報・意見交換」
2018.12.17　第3回WG
　　　　　　・　先進企業訪問　NECネッツエスアイ（株）
　　　　　　　　「ITを使ったオフィススペースの有効活用」
2019.01.28　第4回WG…
　　　　　　・　先進企業による講演　日本電気（株）
　　　　　　　　講演：「AIの動向とAI時代の企業について」
　　　　　　　　講師：日本電気（株）　AI・アナリティクス事業開発本部
　　　　　　　　　　　兼…データサイエンス研究所……兼…サービスプラットフォーム事業部
　　　　　　　　　　　シニアエキスパート　本橋洋介氏
　　　　　　・　情報交換「来期のWG活動について」

日本貿易会ISAC
①　実務部会
2018.04.27　第1回実務部会
　　　　　　・　情報交換「セキュリティ研修」
2018.06.15　第2回実務部会
　　　　　　・　情報交換「セキュリティ施策」
2018.08.24　第3回実務部会
　　　　　　・　講演：「国際情勢の緊迫化と高まるサイバー脅威リスク」
　　　　　　　　講師：中曽根康弘世界平和研究所主任研究員　大澤淳氏
　　　　　　・　講演：「サイバーセキュリティ関連法の状況と対応」
　　　　　　　　講師：（一社）JPCERT/CC
　　　　　　　　　　　早期警戒グループ　情報セキュリティアナリスト　米澤詩歩乃氏
　　　　　　　　　　　早期警戒グループ　情報セキュリティアナリスト　森淳太郎氏
2018.10.19　第4回実務部会
　　　　　　・　講演：「情報交換・共有の意味」
　　　　　　　　講師：金融ISAC事務局長　谷合通宏氏
　　　　　　・　意見交換「今後のISAC活動について考える」
2018.12.14　第5回実務部会
　　　　　　・　日本貿易会ISACの「Mission…Statement」に関する討議
　　　　　　・　今後の日本貿易会ISACの運営に関する意見交換
2019.02.16　第6回実務部会
　　　　　　・　情報共有の枠組みに関する協議
　　　　　　・　BECの最新事例に関する情報・意見交換
　　　　　　・　2018年度貿易会ISAC総会

②　技術部会
2018.05.18　第1回技術部会
　　　　　　・　講演：「脅威インテリジェンスの活用とその先の対策」
　　　　　　　　講師：日本電気（株）…サイバーセキュリティ戦略本部…主任　山田知秀氏
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　　　　　　・　講演：「脅威動向に関する説明」
　　　　　　　　講師：NECソリューションイノベータ（株）…セキュリティ事業推進本部
　　　　　　　　　　　主任　小池一寿氏
　　　　　　・　講演：「公開情報を見る気にしたい脅威」
　　　　　　　　講師：（一社）JPCERT/CC
　　　　　　　　　　　早期警戒グループ　マネージャー　洞田慎一氏
2018.07.20　第2回技術部会
　　　　　　・　講演：「OSSツールによる脅威インテリジェンスの活用」
　　　　　　　　講師：日本電気（株）…マーケティング・ニュービジネス本部　主任　楠田徹氏
　　　　　　・　講演：「脅威インテリジェンスの活用について」
　　　　　　　　講師：（一社）JPCERT/CC
　　　　　　　　　　　早期警戒グループ　マネージャー　洞田慎一氏
　　　　　　・　グループディスカッション「脅威インテリジェンスの活用について」
2018.09.14　第3回技術部会
　　　　　　・　講演：「NECにおけるEDR製品の導入検討について」
　　　　　　　　講師：日本電気（株）　経営システム本部　時田直弥氏
　　　　　　・　講演：「Sysmonログ解析ツール“Sysmon…Search”の紹介」
　　　　　　　　講師：（一社）JPCERT/CC
　　　　　　　　　　　早期警戒グループ　情報セキュリティアナリスト　森淳太郎氏
　　　　　　・　グループディスカッション「EDR製品について」
2018.11.16　第4回技術部会
　　　　　　・　講演：「情報の取り扱いについて」
　　　　　　　　講師：（一社）JPCERT/CC
　　　　　　　　　　　早期警戒グループ　リーダー　情報セキュリティアナリスト　佐々木勇人氏
　　　　　　・　演習「SIGNALを使った情報共有」
2019.01.18　第5回技術部会
　　　　　　・　グループディスカッション「インシデント対応に必要な情報を考える
　　　　　　　　～情報共有の枠組みの土台づくり～」
　　　　　　・　講演：「情報共有をすすめるにあたって　～TLPについて～」
　　　　　　　　講師：（一社）JPCERT/CC
　　　　　　　　　　　早期警戒グループ　情報セキュリティアナリスト　森淳太郎氏
2019.03.15　第6回技術部会
　　　　　　・　実機演習「インシデントハンドリングトレーニング」
　　　　　　　　講師：NECネクサソリューションズ（株）技術開発事業部
　　　　　　　　　　　マネージャー　小峰光氏
　　　　　　　　　　　主任　　　　　駒崎修氏

１５．社会貢献・ABIC委員会

【委 員 長】　中谷文彦　丸紅（株）　市場業務部部長補佐
【参加会員】　16社
伊藤忠商事、稲畑産業、兼松、興和、JFE商事、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、
日鉄住金物産、阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、三井物産、三菱商事
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⑴　活動方針

1）日本貿易会の社会貢献事業に関するABICへの業務委託内容の審議
2）ABICの活動拡大および会員増強に対しての支援・連携・助言
3）会員各社の社会貢献活動についての情報交換
に重点をおいて活動を行う。

⑵　活動概要

１）日本貿易会の社会貢献事業に関するABICへの業務委託内容の審議
・　…日本貿易会における貿易に関する社会貢献活動の推進〔定款第4条1項（7）〕にあたり、2001年度

から国際社会貢献センター（ABIC）へ同活動を事業委託。日本貿易会の一般社団法人への移行
（2012.04.01）にともない、委託事業の内容を社会貢献･ABIC委員会において客観的に審査している。

・　…ABICより2018年度委託事業の活動実績および事業委託費の実績について報告を受けた。（第38回
委員会）

・　…ABICとの2019年度事業委託契約書（事業委託内容、事業委託費）について検討、承認（第38回
委員会）

２ ）ABICの活動拡大および会員増強に向けての連携
・　…委員のABIC活動への理解を促進し、委員会社におけるABIC活動のアピール、会員登録の推進を

図るため、ABICより、ABICを取り巻く環境と今後の動き（①世界貿易センタービル建替えに伴
う今後の事務所移転②財政状況③創立20周年に向けて）について説明を受けた（第37回・第38回
委員会）。

・　…ABIC活動の拡大への連携の一環として、ABICが主催する東京国際交流館および兵庫国際交流会
館における留学生支援バザーの開催に協力（東京開催2018.04.28～29・2018.10.06～07、兵庫開催
2018.05.13・2018.11.28）

３ ）会員各社の社会貢献活動についての情報交換
・　…各社の社会貢献活動について、新しい取り組みを中心に情報交換を行った（第36回・第37回・第

38回委員会）。

⑶　会合等の状況

2018.07.25　第36回委員会
　　　　　　・　講演：「ESG投資の最前線～投資家の目線～」
　　　　　　　　講師：（株）ニューラル…代表取締役社長…夫馬賢治氏
　　　　　　・　会員各社の社会貢献活動について情報交換
　　　　　　・　…CSR・社会貢献系委員会・研究会の再編を含めた今後のあり方の検討について（報

告）
　　　　　　・　商社行動基準改定と周知徹底について（報告）
2018.11.30　第37回委員会
　　　　　　・　講演：「SDGsとイノベーションはどう繋がるのか？」
　　　　　　　　講師：（一社）Japan…Innovation…Network…専務理事…西口尚宏氏
　　　　　　・　会員各社の社会貢献活動について情報交換
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　　　　　　・　ABICより、ABICを取り巻く環境と今後の動きについて説明
　　　　　　・　2019年度特別研究事業「SDGｓの実現に向けた商社の取り組み」について（報告）
2019.03.08　第38回委員会
　　　　　　・　ABICより…2018年度委託事業の活動実績および事業委託の実績について（報告）
　　　　　　・　ABICとの…2019年度事業委託契約書について検討
　　　　　　・　会員各社の社会貢献活動について情報交換
　　　　　　・　2018年度事業報告（案）・2019年度事業計画（案）の審議
　　　　　　・　2019年度正副委員長の選任
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Ⅳ．研究会・連絡会等

１ ．CSR研究会

【座　　長】　橋本昌幸　丸紅（株）広報部サステナビリティ推進室長
【参加会員】　10社
伊藤忠商事、稲畑産業、興和、住友商事、双日、豊田通商、日立ハイテクノロジーズ、丸紅、
三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）CSRに関して、商社あるいは日本貿易会の観点から検討すべき問題に関する情報収集・意見交換等
2）日本貿易会が実施するCSR関係のイベント・PR等に対する支援

⑵　活動概要

１）サプライチェーンCSR、CSR関連ガバナンス体制に関する意見交換
・　…2017年6月実施のサプライチェーンCSRに関するアンケート、2018年1月実施のCSR関連体制に関

するアンケートのアップデートを実施。第54回研究会（2018.07.06）において、各社のアップデー
ト内容について説明を受けて意見交換を行った後、各社のサステナビリティ推進委員会に関連す
る事項、討議テーマやマテリアリティへの対応、TCFD（Task…Force…on…Climate-related…
Financial…Disclosures※）への対応などにつき意見交換を行った。

　　　※気候関連財務情報開示タスクフォース：金融安定理事会（FSB）が設置したもの

２ ）経済産業省TCFDに関する説明会開催、日本貿易会としての賛同表明
・　…経済産業省の依頼に基づき、同省産業技術環境局の亀井明紀環境経済室長を説明者に迎え、当研

究会を中心に、地球環境委員会はじめ関係委員会（社会貢献・ABIC委員会、経理委員会）に呼
びかけてTCFDに関する説明会（2019.02.07）を開催（出席16社26名）。同氏からTCFDの提言内
容および日本の対応について説明があった後、出席者から活発な質疑・意見が出され、盛会となっ
た。

・　…当会としてのTCFD提言への賛同表明について、第56回研究会（2019.03.15）において審議を行い、
異議なく了承した。

３ ）CSR関連プラットフォームへの対応状況に関するアンケート実施
・　…CSR関連のプラットフォームへの対応状況に関するアンケートを2018年12月に実施。第55回研究

会（2018.12.07）において、各社の回答結果について事務局から説明があり、意見交換を行った。
また、同研究会において出席委員より、各社が統合報告書などで開示している温室効果ガス排出
量の前提が違うことから、MSCIやFTSE…Russellなどが開示情報の評価をしている中、各社がそ
れぞれ、前提条件の違うものを開示していることが正しい評価に繋がらないことにならないかを
討議したい旨の提起があり、意見交換を行った。
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4 ）GPIF（年金積立管理運用独立行政法人）との意見交換に向けたアンケート実施
・　…第55回研究会において、統合報告書などで開示している情報の評価について意見交換したことに

関連して、CSR関連における外部評価機関への対応等について意見交換を行い、外部評価機関や
評価レポートの利用者である機関投資家との直接対話等の機会を模索することとなった。この結
果を受けて、2019年3月にGPIFとの意見交換に向けたアンケートを実施し、第56回研究会
（2018.03.15）において、GPIFのESG投資のあり方（採用しているESG指数、指数会社の評価基準、
エンゲージメントのあり方など）についての課題、当研究会がGPIFとの意見交換の場を持つこと
の要否について意見交換を行った。

５ ）商社行動基準改定の周知徹底に関するセミナーへの協力
・　…事務局から2018年5月末開催の当会定時総会において商社行動基準（改定版）の正会員への周知徹

底について決議がなされた旨の報告があり、その一環として実務者セミナーを2018年7月30日に開
催し、終了後に相互交流を目的とした懇親会を開催する旨の説明があり、当研究会に対して講師
派遣と参加協力について依頼があった。

6 ）2019年度正副座長の選任
・　…正副座長は正副会長会社の輪番制とし、副座長会社の方が次年度の座長に就任するとの第32回研

究会（2012.03開催）の決定に基づき、2019年度正副座長を選出した。
　　2019年度…CSR研究会座長
　　　中原慶子　双日（株）　サステナビリティ推進室長
　　2019年度…CSR研究会副座長
　　　安井伸成　豊田通商（株）　経営企画部コーポレートガバナンスグループ　グループリーダー

⑶　会合等の状況

2018.07.06　…第54回CSR研究会
　　　　　　・　商社行動基準改定の周知徹底に関するセミナーへの協力について
　　　　　　・　各社のサプライチェーンCSR、CSR関連ガバナンス体制に関する意見交換
　　　　　　・　その他
2018.12.07　第55回CSR研究会
　　　　　　・　各社のCSR関連のプラットフォームへの対応状況に関する意見交換
　　　　　　・　その他
2019.03.15　…第56回CSR研究会
　　　　　　・　2018年度活動報告（案）および2019年度活動方針（案）
　　　　　　・　GPIFとの意見交換に向けたアンケート結果に関する意見交換
　　　　　　・　2019年度正副座長について
　　　　　　・　TCFD提言に関する当会の意思表明について
　　　　　　・　その他
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２ ．内部統制連絡会

【座　　長】　小島伸丈　伊藤忠商事（株）　監査部内部統制評価室長
【参加会員】　27社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、岡谷鋼機、兼松、極東貿易、興和、CBC、JFE商事、神栄、
住友商事、双日、蝶理、豊田通商、東京貿易ホールディングス、長瀬産業、日鉄住金物産、
阪和興業、日立ハイテクノロジーズ、ホンダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事、
明和産業、メタルワン、森村商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

1）内部統制報告制度への合理的、効率的な対応
2）内部統制に対する意識啓発、定着と高度化
3）その他内部統制全般における課題対応
に重点を置いて活動を行う。

⑵　活動概要

１）講演会の開催（2回）
・　…内部統制報告制度（J-SOX）が施行されてちょうど10年になり、施行当初から企業の環境や規模、

業務プロセスも大きく変わる中で、金融庁企業開示課長…井上俊剛氏を招き、「内部統制報告制度
導入から10年を経て」について説明を受けた。（2018.10.23第39回連絡会）

・　…昨今、AI・RPAの活用が非常に関心の高いテーマの一つであることから、「RPA導入に伴う内部
統制の変化と今後の監査」について説明を受けた。（2018.12.17…2018年度内部統制セミナー）

２ ）委員会社間の協働による知識・対策の向上
・　…「J-SOX業務の改善（効率化、実効性向上）」、「J-SOX制度（実施基準）の変更」、「内部統制に関

する社内教育・啓蒙活動」、「グローバルな内部統制（子会社管理含む）の構築」、「業務監査との
連携と効率化」、「不正会計リスク対応」をテーマに、グループディスカッションを行った（2019.02.16…
第40回連絡会）

３ ）要望等の提出
・　…内部統制報告制度（J－SOX）導入から10年余りが経過した節目に、現行の内部統制報告制度の

改善等に関する要望をまとめ、金融庁に提出した〔2019.3.29「財務報告に係る内部統制の評価及
び監査に関する実施基準」（2011.03.30…企業会計審議会）の見直しに関する意見提出の件〕

⑶　会合等の状況

内部統制連絡会幹事会
2018.08.02　2018年度第1回内部統制連絡会幹事会
　　　　　　・　2018年度内部統制連絡会体制…確認
　　　　　　・　第39回・第40回内部統制連絡会の活動詳細…検討
　　　　　　・　2018年度の内部統制連絡会活動について
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内部統制連絡会
2018.10.23　第39回内部統制連絡会
　　　　　　・　講演：「内部統制報告制度導入から10年を経て」
　　　　　　　　講師：金融庁企業開示課長　井上俊剛氏
2019.02.26　第40回内部統制連絡会
　　　　　　・　グループディスカッション形式による情報・意見交換

内部統制セミナー
2018.12.17　2018年度セミナー
　　　　　　・　講演：「RPA導入に伴う内部統制の変化と今後の監査」
　　　　　　　　講師：…EYアドバイザリー＆コンサルティング（株）パートナー／公認情報システ

ム監査人　日向野奈津子氏
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Ⅴ．常設懇談会

１ ．経済産業省・商社政策懇談会
2018.04.04　第275回懇談会
　　　　　　①　「海外M&A研究会について」
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　投資促進課長　小泉秀親氏
　　　　　　②　「農水産品輸出・JFOODOについて」
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　貿易振興課長　中野岳史氏
　　　　　　③　「投資規制の国際動向について」
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　安全保障貿易管理政策課長　西村秀隆氏
　　　　　　④　「マグロ養殖事業におけるIoT・AIの活用について」
　　　　　　　　　双日（株）情報企画部　情報企画第二課アシスタントマネージャー　村上雅明氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　貿易経済協力局
　　　　　　　　　　　審議官　　　　　　　　　　　小林一久氏
　　　　　　　　　　　投資促進課長　　　　　　　　小泉秀親氏
　　　　　　　　　　　貿易振興課長　　　　　　　　中野岳史氏
　　　　　　　　　　　安全保障貿易管理政策課長　　西村秀隆氏
2018.06.06　第276回懇談会
　　　　　　①　「第36回経協インフラ戦略会議（資源・エネルギー）について」
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　貿易振興課課長補佐　金井隆幸氏
　　　　　　②　「日米、日印、日中による第三国でのビジネス協力について」
　　　　　　　　　経済産業省　総務課長　藤本武士氏
　　　　　　③　「エジプト国・スエズ湾沿岸風力発電事業」
　　　　　　　　　豊田通商（株）再生･新規電力事業部部長　齋藤英典氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　貿易経済協力局
　　　　　　　　　　　審議官　　　　　　　　小林一久氏
　　　　　　　　　　　総務課長　　　　　　　藤本武士氏
　　　　　　　　　　　貿易振興課課長補佐　　金井隆幸氏
2018.07.04　第277回懇談会
　　　　　　①「日中第三国市場協力フォーラムについて」
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　総務課長　藤本武士氏
　　　　　　②「エネルギー政策の概要」
　　　　　　　　　経済産業省　資源エネルギー庁　総務課長　松山泰浩氏
　　　　　　③「インフラシステム輸出戦略について」
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　貿易振興課長　中野岳史氏
　　　　　　④「当社の電力ビジネス（英国・日本における電力サービス事業）」
　　　　　　　　　丸紅（株）　電力本部副本部長　藤永崇志氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　貿易経済協力局
　　　　　　　　　　　審議官（貿易経済協力局・海外戦略担当）　　小林一久氏
　　　　　　　　　　　総務課長　　　　　　　　　　　　　　　　　藤本武士氏
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　　　　　　　　　　　貿易振興課長　　　　　　　　　　　　　　　中野武史氏
　　　　　　　　　　　資源エネルギー庁　総務課長　　　　　　　　松山泰浩氏
2018.09.05　第278回懇談会
　　　　　　①　「第38回経協インフラ戦略会議（テーマ：水）」
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　貿易振興課　課長補佐　福岡功慶氏
　　　　　　②　「米欧の投資規制の最近の動き」
　　　　　　　　　経済産業省　貿易管理部　安全保障貿易管理政策課　課長補佐　杉江一浩氏
　　　　　　③　「最近のFTA／EPAの状況」
　　　　　　　　　経済産業省　通商政策局　経済連携課　課長補佐　甲元信宏氏
　　　　　　④　「ダイナミックプライシング事業」
　　　　　　　　　三井物産（株）　ICT事業本部　インターネットサービス事業部長　岩田義弘氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　　貿易経済協力局　審議官　　　　　　　　　藤原豊氏
　　　　　　　　通商政策局　　　総務課長　　　　　　　　岩田泰氏
　　　　　　　　貿易経済協力局　総務課長　　　　　　　　藤本武士氏
　　　　　　　　貿易経済協力局　貿易振興課　課長補佐　　福岡功慶氏
　　　　　　　　安全保障貿易管理政策課　課長補佐　　　　杉江一浩氏
　　　　　　　　通商政策局　　　経済連携課　課長補佐　　甲元信宏氏
2018.11.07　第279回懇談会
　　　　　　①　｢日中第三国市場協力フォーラム｣
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　総務課長　藤本武士氏
　　　　　　②　｢第39回経協インフラ戦略会議（テーマ：第三国連携）｣
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　貿易振興課長　福永佳史氏
　　　　　　③　｢インド首相との会談｣
　　　　　　　　　経済産業省　通商政策局　南西アジア室長　三宅保次郎氏
　　　　　　④　｢アジア複合都市開発～三菱商事とSurbana…Jurong（星）による新会社設立～｣
　　　　　　　　　三菱商事（株）　不動産事業本部付部長　鈴木英俊氏
　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　　通商政策局　　　審議官（通商政策局担当）　　　　　　　松尾剛彦氏
　　　　　　　　貿易経済協力局　審議官（インフラシステム輸出担当）　　藤原豊氏
　　　　　　　　通商政策局　　　総務課長　　　　　　　　　　　　　　　岩田泰氏
　　　　　　　　貿易経済協力局　総務課長　　　　　　　　　　　　　　　藤本武士氏
　　　　　　　　貿易経済協力局　貿易振興課 課長　　　　　　　　　　　 福永佳史氏
　　　　　　　　通商政策局　　　南西アジア室長　　　　　　　　　　　　三宅保次郎氏
2019.02.06　第280回懇談会
　　　　　　①　「平成31年度外国子会社合算税制の見直しの概要｣
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　投資促進課長　小泉秀親氏
　　　　　　②　「第3回農林水産物・食品輸出促進合同チーム会合｣
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　参事官　中澤克典氏
　　　　　　③　「米国の機微技術管理強化の動き｣
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　安全保障貿易管理政策課長　西村秀隆氏
　　　　　　④　「貿易経済協力局関連予算」
　　　　　　　　　経済産業省　貿易経済協力局　総務課長　藤本武士氏
　　　　　　⑤　「リチウムイオン電池ビジネスの取り組み｣
　　　　　　　　　伊藤忠商事（株）工業原料化学品部　無機電子材料課　担当課長　村瀬博章氏
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　　　　　　【経済産業省出席者】
　　　　　　　　貿易経済協力局　審議官（インフラシステム輸出担当）　　藤原豊氏
　　　　　　　　通商政策局　　　総務課長　　　　　　　　　　　　　　　岩田泰氏
　　　　　　　　貿易経済協力局　総務課長　　　　　　　　　　　　　　　藤本武士氏
　　　　　　　　貿易経済協力局　投資促進課長　　　　　　　　　　　　　小泉秀親氏
　　　　　　　　貿易経済協力局　参事官　　　　　　　　　　　　　　　　中澤克典氏
　　　　　　　　貿易経済協力局　安全保障貿易管理政策課長　　　　　　　西村秀隆氏

２ ．新春懇親会
2019.01.08　2019年新春懇親会
　　　　　　・　…当会会員および、政官財界並びに在日外国大使館・商工会議所の関係者など約800

名が出席
　　　　　　・　…中村会長が開催挨拶を述べた後、来賓を代表して主賓の関芳弘経済産業副大臣から

祝辞があり、石毛博行日本貿易振興機構（JETRO）理事長による乾杯発声の後、
懇親が図られた。

３ ．経営者懇談会
2018.12.04　第24回経営者懇談会
　　　　　　・　法人正会員の代表者等33名が出席
　　　　　　・　…中村会長の開催挨拶、河津専務理事、岩城常務理事の2018年の当会の主要活動につ

いての報告、鈴木副会長の乾杯発声の後、正副会長が中心となって会員代表者等と
幅広い意見交換を行い、会員相互の懇親を深めた。

4 ．輸入団体懇談会・貿易団体懇談会
2019.01.28　2018年度輸入団体懇談会･貿易団体懇談会合同懇談会「産業関連施設等見学会」
　　　　　　・　…メンバー団体の活動に供することを目的に「産業関連施設等見学会」を実施。（株）

ANA…Cargoおよび国際空港上屋（株）の成田空港輸出入上屋を見学した。当日は、
懇談会メンバーや参加団体の担当者等19名が参加した。

５ ．委員長連絡会
2018.07.05　第20回委員長連絡会
　　　　　　・　17の常設委員会等を含む計18の委員会・研究会・連絡会の委員長・座長が出席
　　　　　　・　…河津専務理事、中村会長の挨拶の後、各委員会の2017年度活動成果・2018年度活動

予定等について説明のうえ意見・情報交換
2019.02.14　第21回委員長連絡会
　　　　　　・　17の常設委員会等を含む計18の委員会・研究会・連絡会の委員長・座長が出席
　　　　　　・　…委員会の開催要領、委員会会議改革、10年後を見据えて新たに取り組みたいテーマ・

課題などについて中村会長と意見交換
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6 ．常任理事・理事・監事会社連絡会
2018.05.16　第39回常任理事・理事・監事会社連絡会
　　　　　　・　…事務局から第164回理事会（2017年度事業報告案・財務諸表等案、2018年度事業計

画案・収支予算案、会員の入会案、役員の選任案、「商社行動基準」の周知徹底等）
につき説明

2018.07.18　第40回常任理事・理事・監事会社連絡会
　　　　　　・　事務局から第358回常任理事会講演、会長定例記者会見につき説明
　　　　　　・　…社会保障協定に関する当会の取り組みと課題、投資関連協定に関する当会の取り組

みと課題、2018年の税制改正要望の動向、「商社行動基準・実務者セミナー」開催、
『日本貿易会月報』2018年9月号緊急特集等、日中平和友好条約締結40周年記念シン
ポジウム、今後の常任理事会の運営方法等について説明

　　　　　　・　講演：「日中第三国市場協力フォーラムについて」
　　　　　　　　講師：経済産業省貿易経済協力局総務課長…藤本武士氏
2018.09.18　第41回常任理事・理事・監事会社連絡会
　　　　　　・　事務局から第359回常任理事会講演、会長定例記者会見につき説明
　　　　　　・　…日本貿易会および国際課税連絡協議会の平成31年度税制改正要望、2018年度物流分

野における規制・制度改革に関する要望（物流委員会）、日中平和友好条約締結40
周年記念シンポジウム、商社シンポジウム「商社ビジネス最前線」、事務局組織の
状況について説明

2018.11.21　第42回常任理事・理事・監事会社連絡会
　　　　　　・　事務局から第360回常任理事会講演、会長定例記者会見につき説明
　　　　　　・　…特別研究事業、「2018年度経済産業省への安全保障貿易管理に関する要望」提出、

日中平和友好条約締結40周年記念シンポジウムおよび商社シンポジウム開催、オ
フィス移転計画、第24回経営者懇談会および2019年新春懇親会につき説明

2019.02.20　第43回常任理事・理事・監事会社連絡会
　　　　　　・　事務局から第361回常任理事会講演、会長定例記者会見につき説明
　　　　　　・　…商社の海外拠点に於ける安全保障貿易管理、平成31年度税制改正…成果と課題、オ

フィス移転の検討状況、ABICの活動状況と課題、『日本貿易の現状2019』『商社ハ
ンドブック2019』の発刊につき説明

2019.03.20　第44回常任理事・理事・監事会社連絡会
　　　　　　・　事務局から第165回理事会講演につき説明
　　　　　　・　…第165回理事会議案（定時総会で承認を得るまでの間の2019年度予算執行、会員の

入会案、推薦個人会員の入会案、審議員の委嘱案、諸規程の整備案、オフィス移転
計画と資金手当て、定時総会の日時、場所および議事案、職務執行状況、事務局組
織の状況）につき説明

　　　　　　・　…TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同表明、プラスチック
関連対策に係る業種別取り組み目標等につき説明
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Ⅵ．講演会
　定例午餐会を4回、ゼミナールを18回開催し、経済・通商・国際情勢等について時宜を得た情報を提
供した。参加者へアンケートを実施し、要望や意見を企画に反映するよう努めた。そのほか、外部団
体とのセミナー共催も実施した。

１ ．定例午餐会
2018.04.18… 第1618回… 「中南米情勢について　～ブラジルを中心に」
… … 外務省　中南米局長… 中前隆博氏
2018.07.19… 第1619回… 「米国の核合意離脱とイラン情勢の展望」
… … 慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科　教授… 田中浩一郎氏
2018.10.25… 第1620回… 「中国経済の今後の見通しについて　～イノベーションの持続性」
… … 神戸大学大学院　経済学研究科　教授… 梶谷懐氏
2019.01.23… 第1621回… 「2019年の展望　～米国情勢を中心に」
… … 経済産業省　通商政策局　米州課長… 浦上健一朗氏

２ ．日本貿易会ゼミナール
2018.04.12… 第353回… 「ロボット・AI時代に求められる社会、企業、人材とは」
… … 東京大学　大学院経済学研究科　教授… 柳川範之氏
2018.05.15… 第354回… …「ゲノム編集から始まる新世界　～超先端バイオ技術がヒト…

とビジネスを変える」
… … （株）KDDI総合研究所　リサーチフェロー… 小林雅一氏
2018.05.23… 第355回… 「危機に立つアジア太平洋　～米朝関係を中心に」
… … 兵庫県立大学　理事長　… 五百旗頭真氏
2018.06.08… 第356回… 「最新　欧州経済・政治分析」
… … （株）ニッセイ基礎研究所　経済研究部　主席研究員… 伊藤さゆり氏
2018.06.14… 第357回… 「商社業界の現状と展望」
… … SMBC日興証券（株）　株式調査部　シニアアナリスト… 森本晃氏
2018.07.13… 第358回… 「通商白書2018…概要」
… … 経済産業省…通商政策局　
… … アジア太平洋地域協力推進室長（前…企画調査室長）… 矢田晴之氏
2018.09.07… 第359回… 「2018年度下期の経済展望」
… … みずほ証券（株）　金融市場調査部　
… … チーフマーケットエコノミスト… 上野泰也氏
2018.09.25… 第360回… 「国際通商関係の現状と展望　～米中を中心に」
… … 慶應義塾大学　経済学部　教授
… … 東アジア・アセアン経済研究センター　チーフエコノミスト… 木村福成氏
2018.10.02… 第361回… 「シン・ニホン　～AI×データ時代における日本の再生と人材育成」
… … 慶應義塾大学　環境情報学部　教授
… … ヤフー（株）　チーフストラテジーオフィサー… 安宅和人氏
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2018.11.15… 第362回… 「SDGs（持続可能な開発目標）に企業はどう取り組むべきか　
… … ～ビジネス機会とリスク」
… … （株）日本総合研究所　理事… 足達英一郎氏
2018.11.20… 第363回… 「トランプ政権の衝撃　～中間選挙の評価とその後」
… … 東京大学　大学院法学政治学研究科　教授… 久保文明氏
2018.12.19… 第364回… 「短くても伝わる文章のコツ」
… … （株）博報堂　スピーチライター… ひきたよしあき氏
2018.12.20… 第365回… 「2019年度商品市況見通し　～景気減速下の構造変化のリスク」
… … （株）マーケット・リスク・アドバイザリー　代表取締役… 新村直弘氏
2019.01.10… 第366回… 「2019年内外経済の展望　～混乱する経済報道をグラフで整理する」
… … （株）スフィンクス・インベストメント・リサーチ
… … 代表取締役… 藻谷俊介氏
2019.02.22… 第367回… 「ロシアの政治経済情勢」
… … 法政大学　法学部　教授… 下斗米伸夫氏
2019.02.27… 第368回… 「新しい価値を生む人の思考術」
… … （株）Takram　代表取締役　… 田川欣哉氏
2019.03.19… 第369回… 「最近の中国情勢の現状と展望　～全人代報告が映し出す中国」
… … 神田外語大学　教授… 興梠一郎氏
2019.03.26… 第370回… 「日本経済の現状と展望　～改元が景気のプラス材料に」
… … 三井住友アセットマネジメント（株）
… … 理事・チーフエコノミスト　… 宅森昭吉氏

３．共催セミナー
　貿易・投資分野の情報発信を強化すべく、当会貿易研究所を前身とする（一財）国際貿易投資研究
所と共同で、セミナーシリーズ「グローバル・インサイト」を企画し、3月に第1回を開催した。出席
者70名

2019.03.27… 第1回セミナー
… ①「日米貿易摩擦と米中貿易摩擦の比較」
… 　　丸紅経済研究所　所長　今村卓氏
… ②…「暴走するトランプ政権と日本の対応～保護主義とメガFTAの動きにどう対応する

か～」
… 　　杏林大学　名誉教授　馬田啓一氏
… ③「日米貿易交渉の注目点」
… 　　みずほ総合研究所　政策調査部　主席研究員　菅原淳一氏

84

Ⅵ．講演会



Ⅶ．調査・広報活動

１ ．シンポジウムの開催

⑴　日中平和友好条約締結40周年記念シンポジウム（2018.09.21）

日　時 ： 2018年9月21日（金）…14:00 ～ 16:30（交流会17:00から）
会　場 ：北京外国語大学　アラビア学院国際会議場
主　催 ：（一社）日本貿易会、北京外国語大学・北京日本学研究センター
後　援 ：在中国日本国大使館、中国日本商会、（独）日本貿易振興機構
参加者 ： 200名
テーマ 「the…SHOSHA…商社…～日中経済交流に果たす役割と新展開～」
モデレーター ：青樹明子 ノンフィクション作家
パネリスト ：呂　克倹 元駐日中国大使館経済商務公使

堂ノ上武夫 （独）日本貿易振興機構　北京事務所長
魏　杰 Juniper…Networks…VP…/…Chairman…for…China…&…Japan
小野元生 三井物産（株）専務執行役員　中国総代表
小島弘敬 住友商事グローバルリサーチ（株）副社長

主催者挨拶 ：中村邦晴 （一社）日本貿易会　会長
来賓挨拶 ：飯田博文 在中国日本国大使館　公使

平井康光 中国日本商会会長〔三菱商事（株）執行役員〕
羅　暁梅 中国商務部アジア司参事官

⑵　第6回商社シンポジウム（2018.10.26）

日　時 ： 2018年10月26日（木）…14:00 ～ 17:00
会　場 ：日経ホール
参加者 ： 480名
全体テーマ 「商社ビジネス最前線　～商社のイノベーションとパートナーシップ～」
第一部 「商社のイノベーションとパートナーシップ～」
モデレーター ：佐々木明子 テレビ東京・キャスター
パネリスト ：秋山勇 伊藤忠商事（株）伊藤忠経済研究所長

成田康浩 野村證券（株）エクイティ・リサーチ部
マネージング・ディレクター

名和高司 一橋大学大学院…国際企業戦略研究科…特任教授
第二部 「進化する商社ビジネス～ビジネスモデル創造の現場から～」
モデレーター ：佐々木明子 テレビ東京・キャスター
パネリスト ：山科裕司 兼松フューチャーテックソリューションズ（株）

代表取締役社長
栗原聖之 丸紅（株）…電力・プラントグループ…電力本部

電力IoTソリューション事業部長
岩田義弘 三井物産（株）…ICT事業本部

インターネットサービス事業部長
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２ ．刊行物等

⑴　『Shosha�Handbook�2018』発刊（2018.07）

・　…『SHOSHA:…Creating…Value…Globally』（Shosha…Handbook…2018）〔昨年度発刊した『商社　～グロー
バルな価値創造に向けて』（商社ハンドブック2018）の英語版〕を2018年7月31日発刊

⑵　「2019年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」作成・発表（2018.12）

・　…貿易動向調査委員会（14社）により見通しを作成し、2018年12月5日に記者発表した結果、日刊工
業新聞等に取り上げられ、当会並びに当委員会の活動をPRすることができた。

⑶　『商社ハンドブック2019』発刊・発表（2019.03）

・　…商社の活動内容をより多くの方に理解いただくために、商社の役割や提供するサービスを分かり
やすく紹介した『商社　～グローバルな価値創造に向けて』（商社ハンドブック2019）（和文）を
発刊。2019年3月29日記者発表

⑷　『日本貿易の現状　Foreign�Trade�2019』発刊・発表（2019.03）

・　…財務省が2019年1月末に発表した貿易統計をベースに、2018年の貿易動向を地域別・商品別にとり
まとめて解説を加えた『日本貿易の現状　Foreign…Trade…2019』（通算第44号）を発刊。2019年3
月29日記者発表

　　副題：　保護貿易への懸念が増すなか、貿易総額が過去最大
　　　　　　原油高の影響を受けて3年ぶり貿易赤字
　　特徴：　輸出：　81.5兆円　2年連続の増加（前年比…4％増）
　　　　　　輸入：　82.7兆円　2年連続の増加（　同　10％増）
　　　　　　収支：…▲1.2兆円　3年ぶりの赤字

⑸　『日本貿易会月報』

・　…年間10回（月刊、1･2月と7･8月のみ合併号）、各4,000部を発行し、会員企業・団体、政府・関係
機関、調査機関、駐日外国公館などに配布
＜2018年度特集テーマ＞
2018.04 No.767 「商社行動基準」改定
2018.05 No.768 「不動産ビジネス」特集
2018.06 No.769 中村新会長　就任インタビュー
2018.07-08 No.770 「ロシアビジネス」特集
2018.09 No.771 「貿易摩擦と自由貿易」特集
2018.11 No.773 「日中平和友好条約締結40周年記念シンポジウム」特集
2019.01-02 No.775 新春特集、会長新春特別対談
2019.03 No.776 「空港関連ビジネス」特集
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⑹　英文ニュース『JFTC�News』

・　…年2回（2月、7月発行）、各700部を発行し、駐日外国公館、駐日外国メディア、外国政府機関、海
外商工会議所、大学・研究機関などに送付

・　…内容は年初に見直しを行い、ニュースと読み物（いずれも月報掲載記事を英訳）中心に構成して
いたものを、当会の政策提言など読み物中心に絞り込んで、全体のページ数もスリム化した。

⑺　『おしごと年鑑2018』

・　…朝日新聞社発刊の小中学生向けキャリア教育教材『おしごと年鑑2018』に協賛、日本の貿易概況、
商社の活動および ｢JFTCきっずサイト｣ をアニメで紹介した。（2018.06.15発刊、協賛企業・団体
110）

・　…刊行した書籍は、全国の小中学校や教育委員会などに64,000部を朝日新聞社が無償で配布。当会
は朝日新聞社と共同で、海外日本人学校71、補習校173、私立校2の合計246校に一部ずつ寄贈。送
付にあたっては（公財）海外子女教育振興財団の協力を得た。

３ ．メディア対応

⑴　会長記者会見、会長コメント、会長インタビュー

①　定例記者会見（帝国ホテルにて5回開催、概要は以下の通り）
2018年5月 2018年7月 2018年9月 2018年11月 2019年2月

冒頭発言 在任4年振り返って 西日本豪雨見舞い 北海道地震見舞い 米国中間選挙結果 世界の動き
貿易摩擦 貿易摩擦 米中貿易摩擦･FFR TPP11、RCEP TPP11、日EU…EPA発効
商社行動基準改定 社会保障協定 北京シンポジウム WTO改革 G20日本開催への期待

商社シンポジウム 北京シンポジウム 特別研究会テーマ決定
商社シンポジウム

質疑応答 景気・国内消費 貿易摩擦の影響など 貿易摩擦の影響など 米中対立 米中協議の見通し
イラン核合意離脱 西日本豪雨の影響 FFR交渉 米国経済の先行き 米国のハイテク技術規制
新興国通貨危機 GDPRへの対応 大卒採用ルール ゴーン会長逮捕 中国経済の減速
米朝会談 デジタル社会対応 新興国経済リスク 企業のガバナンス BREXIT
商社行動基準改定 南北会談への期待 WTO改革 脱石炭の流れ
インバウンド消費 中国の株安･元安 日米TAG交渉
サイバー攻撃対策 ハードBREXIT 対ロ経済協力

日韓関係
新ビジネス対応

出席 14社14名 14社14名 13社15名 12社14名 12社12名
報道 NHKオンライン･GDPマイナス NHKオンライン･貿易摩擦 NHKお昼のニュース 時事速報 NHKお昼のニュース

日経：世界景気不安 NHKオンライン、日曜討論 日刊工 時事速報
時事：米中摩擦 日経夕刊・電子版 日経 産経新聞
東京：米中摩擦 翌朝の主要各紙など フジサンケイビジネスアイ

計16件の報道 ブレーンズFB

②　会長交代記者会見
　　2018.05.31　…定時総会にて選出後、小林栄三前会長と中村邦晴新会長の交代記者会見を世界貿易

センタービル内コンファレンスルームにて開催した。
③　会長コメント等
・　…メディアを通じた情報発信を増やすため、政治・経済・通商等にかかわる節目をとらえ、積極的

に会長コメント等を発出（計6回）
　　2018.06.29　「TPP11関連法案成立」
　　2018.07.17　「日EU…EPA署名」
　　2018.10.02　「第4次安倍改造内閣の発足」
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　　2018.10.31　「TPP11発効確定」
　　2018.11.26　「2025年…大阪・関西万博開催決定」
　　2018.12.13　「日EU…EPA発効確定」
④　寄稿
　　2019.01.07　経済産業公報への中村会長の「年頭所感」寄稿
⑤　インタビュー
　　2018.07.18掲載　読売新聞…論点スペシャル「日欧EPAと世界貿易の行方」
　　2018.07.25掲載　The…Japan…Newsに上記読売新聞掲載インタビューの英文記事掲載

⑵　記事広告

2018.06.27　…日本経済新聞朝刊「持続可能な社会の実現へ～アジアにおける社会的課題解決に向けた
商社の取り組み」（日経アジアの未来協賛商社連合広告）

2018.09.26　日経産業新聞「貿易立国日本を支える自由貿易体制の維持・発展を」（商社特集）
2018.11.29　日本経済新聞（商社シンポジウム事後採録）

⑶　記者発表（＊を除き貿易記者会、雑誌社宛）

2018.06.19　ベトナムとの社会保障協定の早期締結を求める（3団体連名）
2018.09.11　第6回商社シンポジウム開催のご案内
2018.09.14　日中平和友好条約締結40周年記念シンポジウム開催のご案内
　　　　　　（＊在北京日系メディア向け）
2018.12.05　「2019年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」
2019.03.29　『商社ハンドブック2019』発刊
　　　　　　『日本貿易の現状2019』発刊
　　　　　　…（＊貿易記者会に加え、フォーリン・プレスセンター経由で外国メディア、駐日外国公館

にも送付）

⑷　外国メディア向け説明会

2018.06.25　…日本外国特派員協会（FCCJ）からの要望を受け、日本貿易の概況と展望、商社の歴史と
最新のビジネスモデルを紹介する説明会を開催。住友商事（株）常務執行役員、住友商
事グローバルリサーチ（株）代表取締役社長の須之部潔氏から「Shosha…Business…and…
Outlook…for…Japan's…Trade：Trade…Wars－Lesson…from…the…Past」と題し講演を行った。

4 ．日本貿易会ウェブサイトのコンテンツ拡充・更新
・　コンテンツ拡充
　　2018.06　英文ホームページに「Chairman's…Comment（会長コメント）」を追加
　　2018.08　…「商社の社会貢献」コーナーを「商社のサステナビリティ」に再編、商社行動基準や地

球環境、ESG投資等の情報を集中
　　2019.02　「商社がわかる」コーナーに「商社の海外拠点における安全保障貿易管理」タブを追加
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・　主要コンテンツ更新
　　2018.04　「広報委員会18社のニュースリリース情報」（毎月更新）
　　2018.07　きっずサイトの「キッズNEWS」更新
　　2018.12　きっずサイトの貿易統計データ更新

５ ．教員に対する民間企業研修実施
・　…（一財）経済広報センターが実施する教員の民間企業研修に協賛し、経験10年程度の教員を中心に

東京都教育委員会から高等学校等の教諭13名を受け入れて3日間の研修を実施した。
　　実施スケジュール
　　2018.07.25　・日本貿易会の概要説明
　　　　　　　　・東京税関本関が行う海上貨物通関業務の見学
　　　　　　　　・JICA訪問（青年海外協力隊体験談、地球ひろば見学）
　　2018.07.26　・ABICが行う国際理解教育等についての説明
　　　　　　　　・東京国際交流館訪問（日本語講習見学、留学生との意見交換）
　　　　　　　　・日本経済における団体の役割につき説明
　　2018.07.27　・羽田税関支署が行う航空貨物通関業務見学
　　　　　　　　・日本の貿易、商社の役割などにつき説明

6 ．きっずプロジェクト
・　…次代を担う小中校生を対象に、貿易・投資の基礎知識や商社の活動につき、多様な広報活動を展開。

本活動は、教育現場での情報ニーズに応えた社会貢献活動であると同時に、商社の仕事を理解し、
興味を持ってもらうキャリア教育の位置付けも持っている。

・　具体的には以下の活動を展開
　　①　『おしごと年鑑』協賛、海外日本人学校・補習校への寄贈〔上記2（7）参照〕
　　②　…「おしごとはくぶつかん」×新宿高島屋「夏休み自由研究！おしごとの不思議発見隊!!」に出展、

出前授業を実施（2018.08.17　於：新宿高島屋）
・　当会ウェブサイト上の「きっずサイト」にて貿易投資や商社関連の情報を提供
・　会員企業のジュニア向けイベントに対し、パンフレットや情報を提供
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Ⅷ．ABICへの委託事業
　日本貿易会は、特定非営利活動法人国際社会貢献センター（ABIC）に対して事業委託契約書に基
づき社会貢献活動事業を委託している。ABICが2018年度に実施した主な事業活動は以下の通り。

１ ．会員関係
　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月末　　　　2018年3月末比
　　　　法人正会員　　　　　　… …… 16社・1団体　　　増減なし
　　　　個人正会員　　　　　　… …… 13名　…　　　　　1名増
　　　　法人賛助会員　　　　　… …… … 2社・1団体　　　増減なし
　　　　個人賛助会員　　　　　… …296名　…　　　　　18名減
　　　　活動会員　　　　　　　2,912名　…　　　　　76名増

２ ．活動実績
・　活動延べ人数2,514名
　　（2017年度は2,447名。2000年度からの累計：延べ25,121名）

３ ．活動概要
・　…政府機関関連への協力、NGO・NPO・国際機関等への協力、地方自治体への協力・中小企業支援、

日本企業の海外赴任前講習の実施、外国企業の対日ビジネス支援、大学・大学院・社会人講座等
での講座実施、小・中・高等学校での国際理解教育・職業講話や在日外国人子女への教育支援・
生活適応指導、在日留学生支援・交流、一般人材紹介等、多岐にわたる。

⑴　政府機関関連への協力

・　…ODA関連等への人材紹介、政府関係諸事業の受託、本邦中小企業支援関連への人材紹介、セミナー
等への講師派遣など

　　海外での活動
　　…JICA海外専門家（エジプト・タンザニア）、在ロシア日本センター研修事業講師、国際交流基金「日

本語パートナーズ派遣事業」支援員等
　　国内での活動
　　…JETRO新輸出大国コンソーシアム専門家、JETRO輸出有望案件発掘支援事業専門家、中小企業

基盤整備機構の国際化支援アドバイザー等
・　…農林水産省、経済産業省、中小企業庁等とのコンタクトを行い、公募案件への推薦・紹介・受託

による活動を行った。
・　当分野活動実績延べ82名（2017年度比84名減）

⑵　NGO・NPO等への人材推薦・紹介、活動強化への協力

・　当分野活動実績延べ10名（2017年度比8名増）
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⑶　地方自治体への協力、中小企業支援

・　…地方自治体の推進する中小企業育成支援（国内外販路開拓等）や農産品輸出促進・企業誘致等へ
の協力、中小企業への直接支援・協力（国内外販路開拓、経営支援等）を行った。

　　業務委託契約締結先の地方自治体
　　…和歌山県およびわかやま産業振興財団、やまぐち産業振興財団、鳥取県産業振興機構、石川県、

宮崎県、神奈川県横浜市、東京都品川区、自治体国際化協会など
・　…青森県物産振興協会、福島県および福島県貿易促進協議会、茨城県中小企業振興公社、千葉県産

業振興センター、埼玉県産業振興公社、東京都中小企業振興公社、岐阜県産業経済振興センター、
滋賀県よろず支援拠点、滋賀県彦根市、東大阪市産業創造勤務者支援機構、神戸市海外ビジネス
センター、京都高度技術研究所、高知県産業振興センター、北海道枝幸町などに人材を紹介

・　会員の活動が評価を受け、各所より人材支援要請があり、活動機会が大きく広がった。
・　当分野活動実績延べ895名（2017年度比101名増）

⑷　外国企業の対日ビジネス支援等

・　外国企業の日本進出・販路開拓支援および日本企業の海外赴任者研修等
・　…国際見本市（ナノテクノロジー国際総合展、Foodex…2019等）での同行商談通訳等、バイリンガル・

ビジネスアドバイザーを外国企業等から直接要請を受けて活動した。
・　…海外赴任前研修を多数実施。これまで10年以上にわたりおよそ20の国・地域の研修を実施した。

会員企業等への出前研修の他、大手研修会社や人材派遣会社での講義も行った。
・　当分野活動実績延べ180名（2017年度比36名増）

⑸　大学・大学院・社会人講座等での講座

・　…年間39大学・組織へ講師を派遣し、講座数82で1,376コマの授業を実施。対象大学数、年間講座数
は横ばいだが、講師の入れ替えや魅力ある講座の組み立てに注力した。

・　…新規講座として南山大学、筑波大学でキャリアデザインをテーマに、また、東洋英和女学院大学
では商社ビジネスの国際貢献というテーマで講義を行った。和歌山県農林大学校では農産物の輸
出戦略に関する講義を始めた。

・　…大学講座の取り組みの広報活動や人脈を駆使して複数の大学と新規取り組みにつき協議してい
る。

・　当分野活動実績延べ278名（2017年度比22名減）

⑹　国際理解教育・職業講話、日本語指導等

・　小中高校生や教職員への国際理解講義・職業講話を行った。
・　…海外からの留学高校生と日本の高校生が交流する「高校生国際交流の集い」（1泊2日）を関西学院

大学との共催で実施
・　…東京都多摩市立教育センターおよび新宿未来創造財団に協力して、外国籍児童・生徒に対する日

本語学習支援を実施
・　当分野活動実績延べ215名（2017年度比49名増）
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⑺　在日留学生支援・交流

・　…東京国際交流館において日本語広場、日本文化教室（書道、華道、茶道、囲碁、将棋、空手）に
講師を派遣するとともにバザー、フェスティバル等の催しに協力

・　…兵庫国際交流会館において日本語広場、日本文化教室（書道、華道、空手）に講師を派遣すると
もにバザーに協力

・　…2006年度から続けている東京国際交流館での留学生家族支援（健康診断、子女入園・入学手続き等）
を実施

・　東京外国語大学留学生支援協会の留学生や会員商社の外国人社員への日本語指導を実施
・　…長年にわたる東京と兵庫での貢献活動が評価され、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）が

主催する「平成30年度（2018年度）JASSO功労者・優秀学生顕彰表彰式」で「JASSO功労者」と
して表彰を受けた。

・　当分野活動実績延べ657名（2017年度比18名減）

⑻　その他活動

・　会員会社の社会貢献事業の受託（三井物産「在日ブラジル人子女教育支援」）
・　…中京大学、帝京大学、日本文化大学、神田外語大学の教授・講師、日仏会館事務局長などへ紹介

を継続。新規に日本工作機械工業会、日本フィランソロピー協会、東西総合リーガルサービスな
どに会員を紹介した。

・　当分野活動実績延べ197名（2017年度比3名減）

⑼　活動会員関係（会員勧誘、会員スキルアップ等）

・　ABIC入会案内を会員会社経由で関係者に配布
・　「“日本語で”講義を行うための勉強会」、「“英語で”講義を行うための勉強会」を実施
・　…ABIC日本語教師養成講座（第24期および第25期）を実施。2006年10月に開講した本講座は10年

以上継続しており、今年度の修了者16名を合わせ、これまでの修了者は合計232名となった。修了
者は主にボランティアの日本語講師として活躍している。

4 ．ABIC活動の内外広報活動等
・　活動会員、関係先向けの『ABIC…Information…Letter』を年3回（7月、12月、4月）発行
・　…日本貿易会の機関誌『日本貿易会月報』の「ABICプラザ」のコーナーでABIC…の活動報告や活動

会員のレポートを毎号掲載し、ABIC…活動のPR、紹介に努めた。
・　『世界経済評論』9・10月号、11・12月号にて日本貿易会との共同広告を掲載
・　…商社専門誌『ブレーンズ』7月11日号（No.2247）および10月17日号（No.2260）にてABICの活動

が紹介された。
・　東京都教職員研修、大阪産業創造館、個別企業や団体向けなどでのプレゼンを実施
・　…国際交流基金「日本語パートナーズ派遣事業委員会」、文部科学省「住環境・就職支援受入環境充

実事業委員会」、放送番組国際交流センター「番組評価委員会」、その他関係先にてABICの理解
促進のための広報活動を積極的に行った。

・　…東京国際交流館・兵庫国際交流会館主催の新入館生歓迎会への参加やバザーでの協力を行った。
バザーでは、ABIC活動会員並びに日本貿易会／社会貢献・ABIC委員会経由で法人正会員各社の
役職員へ案内し、多くの提供品の寄贈を受け、売上金を交流館の行事に役立てて貰うべく寄付し
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た。バザー開催日には「ABICブース」を設置し、内外の来場者にABICの活動内容の説明並びに
各種講座の申し込みを受け付けた。夏の「東京国際交流館フェスティバル」では、茶道、華道、
書道の体験コーナーを設けて日本の伝統文化に接する機会を提供した。

５ ．事務局関係
・　…事務局長1名、職員1名、パート事務職1名、コーディネーター 19名（東京14名、大阪5名）、合計

22名で事務局活動を行った。
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Ⅸ．外部活動

１ ．国公賓歓迎昼食会等
2018.05.10　　　　　【公賓】李克強中華人民共和国国務院総理歓迎レセプション
　　　　　　　　　　・　…日中交流と友好協力関係のさらなる強化を図るため、2018年5月8日～11日、

李克強中華人民共和国国務院総理が公賓として来日。日中国交正常化45…
周年・日中平和友好条約締結40周年交流促進実行委員会（日中交流促進実
行委員会）主催、経済団体（日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済
同友会、日本貿易会）・日中友好7団体共催の歓迎レセプションが開催され
た。当会より、中村邦晴副会長（現会長）が出席した。レセプションに…
は、安倍総理大臣をはじめ、日中双方の各界から約1,400人の関係者が参
加した。

2018.05.30　　　　　…【国賓】ベトナム社会主義共和国…チャン・ダイ・クアン国家主席閣下来日歓迎
昼食会

　　　　　　　　　　・　…ベトナム社会主義共和国…チャン・ダイ・クアン国家主席が、日越外交関
係樹立45周年という節目の年に、両国の友好親善関係を一段と深めるため、
2018年5月29日～6月2日国賓として来日。その機会に、4団体共催（日本経
済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、日本貿易会）にて、歓迎昼
食会（於：ホテルニューオータニ）を開催。当会より、中村邦晴副会長（現
会長）、藤本昌義副会長が出席。

2018.06.12　　　　　マレーシア…マハティール・ビン・モハメド首相との懇談会
　　　　　　　　　　・　…マレーシア…マハティール・ビン・モハメド首相が、2018年6月10日～12日

来日。その機会に、5団体共催（日本商工会議所、日本経済団体連合会、
経済同友会、日本貿易会、日本マレーシア経済協議会）にて、懇談会（於：
帝国ホテル）を開催した。当会から、中村邦晴会長、藤本昌義副会長、小
林洋一副会長代理、大井祐一副会長代理が出席した。

２ ．国際会議への出席
2018.05.15～16　　　第50回日韓経済人会議
　　　　　　　　　　・　…日韓経済協会、日韓産業技術協力財団と韓日経済協会、韓日産業・技術協

力財団の主催により、第50…回日韓経済人会議が東京で開催された。「『第
50回日韓経済人会議』を共に喜び、経済・人材・文化交流を通じて次の50
年を創造しよう！」を主題に「日韓経済連携・交流～ミクロとマクロの視
点～」および「未来志向～次の50年の視点～」のテーマについて、発表お
よび提言が行われ、活発かつ未来志向的な議論が行われた。

　　　　　　　　　　・　…事務局が出席
2018.10.14～16　　　第56回日豪経済合同委員会会議
　　　　　　　　　　・　…日豪／豪日経済委員会の主催により、第56回日豪経済合同委員会会議が豪

州・シドニーで開催された。「エネルギー・電力」「スタートアップ」「スマー
トシティ」「長期的パートナーシップの構築」など多岐にわたる7つのテー
マで、今後両国が取り組むべき課題や役割について意見交換が行われた。
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また、両国委員企業の若手リーダーがパネルディスカッションをアレンジ
し、議長の多くを女性が務めるなど若手や女性の活躍も目立った。

　　　　　　　　　　・　…事務局が出席
2018.10.31～11.01　 第55回日米財界人会議
　　　　　　　　　　・　…日米／米日経済協議会の主催により、第55回日米財界人会議が東京で開催

された。「高まる不確実性に打ち克つ日米協力」をテーマに「世界貿易と
日米関係」、「持続可能な社会と経済成長に向けたイノベーション」、「デジ
タル世界における諸課題」、「その他分野別課題～デジタル経済、エネル…
ギーとインフラストラクチャー、ヘルスケア・…イノベーション、金融サー
ビス、旅行・観光・交通」について議論が行われ、共同声明を採択した。
世界の通商政策を巡り不透明感が高まる中、日米のビジネスリーダーは、
日米両国の絆を強化することが重要であると認識し、世界経済の安定と日
米両国、さらにはその他の国々の持続的成長に向けて、一層の努力を行う
決意を表明した。

　　　　　　　　　　・　…中村邦晴会長（日米経済協議会副会長）が出席

３ ．駐日大使館・在外公的機関等との交流
2018.07.05　　…駐日ウズベキスタン共和国大使イラト・ガニエヴィチ・ファジーロフ閣下による会長

表敬
2018.07.10　　駐日パキスタン・イスラム共和国大使アサド・マジード・カーン閣下による会長表敬

4 ．その他
2018.04.18　　韓国貿易協会への協力
　　　　　　　・　…（一社）韓国貿易協会より「第17回韓国商品展示・商談会」（2018.04.18～19）へ

の後援名義使用について協力依頼があり受諾。開幕式に河津専務理事が出席
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Ⅹ．協力依頼
2018.04.12　…「外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について」（外務省、財務書、経済

産業省）
2018.04.27　新規大学卒業予定者等の就職・採用活動開始時期について（要請）（内閣官房副長官補佐）
2018.04.27　…事業所において使用している家電4品目を処分する場合の扱いについて（周知依頼）（経

済産業省商務情報政策局情報産業課環境リサイクル室）
2018.04.27　ご協力のお願い：ゴルゴ13海外安全対策マニュアル（動画版）（外務省　領事局）
2018.04.27　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2018.05.01　…日・EU間の個人データの円滑な移転にかかるガイドライン案のパブコメ開始（経済産

業省　貿易経済協力局　総務課）
2018.05.01　…「STOP!…熱中症　クールワークキャンペーン」に係る実施要綱について（厚生労働省労

働基準局）
2018.05.16　…データサイエンス・オンライン講座　社会人のためのデータサイエンス入門（総務省統

計局統計利用推進課）
2018.05.18　平成27年労働者派遣法改正法の周知徹底に関する要請書（東京労働局）
2018.05.24　…「テレワーク・デイズ」ポスター・リーフレットの掲示等の協力のお願い（経済産業省

商務情報政策局情報技術利用促進課）
2018.05.28　…労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿渉外予防規則等の一部を改正する

省令の施行等について（厚生労働省労働基準局）
2018.05.28　…トラック運送における安全性優良事業所認定制度の活用のお願いについて（日本トラッ

ク協会）
2018.05.31　…平成29年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況について（厚生労働省労働基

準局）
2018.06.01　…夏季における年次有給休暇の取得促進に係る周知について（依頼）（厚生労働省雇用環境・

均等局）
2018.06.13　夏季の省エネルギーの取組について　（経済産業省貿易経済協力局）
2018.06.13　…「第6回グッドライフアワード」募集開始と周知のお願いについて（環境省総合環境政策

局環境計画課）
2018.06.18　時間外労働等改善助成金に係る周知について（依頼）（厚生労働省労働基準局）
2018.06.18　改元に伴う情報システム改修等への対応について（経済産業省）
2018.06.19　…データサイエンス・オンライン講座「社会人のためのデータサイエンス演習」の特別開

講（総務省統計局統計利用推進課）
2018.06.19　「人材開発支援策」のご案内リーフレットの発送について（厚生労働省人材開発統括官）
2018.06.20　…外為法に基づく「支払又は支払の受領に関する報告書」のオンライン報告の改善につい

て（財務省国際局長）
2018.06.26　【事前のご連絡】インフラ海外展開にかかるFS調査の二次募集について（経済産業省）
2018.06.27　コンテナへのヒアリ侵入防止等に係る周知について（経済産業省）
2018.06.29　…「第34回防災ポスターコンクール」周知用ポスター等の配布について〔内閣府政策統括

官（防災担当）〕
2018.06.29　…2018年（平成30年）「海の日」ポスターの送付及びご掲出のお願い（国民の祝日「海の日」

海事関係団体連絡会）
2018.07.04　…テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰～輝くテレワーク賞～の周知について（日本テ

レワーク協会）
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2018.07.10　…セクシャルハラスメント防止対策の周知について（協力依頼）（厚生労働省雇用環境・
均等局長）

2018.07.10　消費税の軽減税率制度の広報・周知等へのご協力のお願い（経済産業省）
2018.07.17　…平成30年7月豪雨により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について

（経済産業省）
2018.07.18　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2018.07.18　…女性労働者の母性健康管理に関する周知広報資料の送付について（厚生労働省雇用環境・

均等局）
2018.07.27　8月における労働者の熱中症予防の取組について（厚生労働省）
2018.07.31　貿易アドバイザー試験…2018〔貿易アドバイザー協会（AIBA）〕
2018.07.31　植物検疫制度に関するお知らせについて（協力依頼）（農林水産省横浜植物防疫所）
2018.07.31　…時間外労働等改善助成金（テレワークコース）に係るポスター・リーフレットのご案内

〔厚生労働省（読売エージェンシー委託）〕
2018.08.06　10月の「年次有給休暇取得促進期間」について（厚生労働省雇用環境・均等局）
2018.08.20　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2018.08.21　…「働き方改革を推進するために関係法律の整備に関する法律」に関する資料送付につい

て（東京労働局）
2018.08.28　…対北朝鮮措置に関して我が国が安保理決議違反（いわゆる「瀬取り」への関与）の疑い

を指摘・公表した船舶並びに米国及び韓国が講じた独自制裁措置の対象船舶について〔経
済産業省（経済産業省…貿易経済協力局…貿易管理部…貿易管理課山下補佐様もしくは黒澤
様　TEL:03-3501-0538）〕

2018.08.31　両立支援等助成金に関する周知用資料の送付について（厚生労働省雇用環境・均等局）
2018.08.31　…平成30年度経済産業省中小企業庁委託　えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策

セミナー（千葉会場）開催の御案内（人権教育啓発推進センター）
2018.08.31　…平成30年度厚生労働省委託事業「ラベル・SDS活用促進事業」「ラベルでアクション」・「絵

表示確認表」ポスター及びリーフレット等の送付について　〔厚生労働省／テクノヒル
（株）委託〕

2018.08.31　…障害者差別解消法に係る再周知要請等について（経済産業省経済産業政策局産業人材政
策室）

2018.08.31　ウズベキスタン投資促進セミナー（日本・東京商工会議所）
2018.08.31　平成30年度官民合同テロ・誘拐対策実地訓練（国外）参加者募集協力のお願い（外務省）
2018.08.31　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2018.09.07　…台風第21号および北海道胆振東部地震の被災に伴う輸出入許可証等の取扱いの特例措置

（経済産業省）
2018.09.12　…働き方・休み方改善ポータルサイトリーフレットご送付の件〔厚生労働省（日本コン

ピュータシステム）〕
2018.09.13　…「労働契約等解説セミナー」の周知のお願いについて（厚生労働省労働基準局労働関係

法課）
2018.09.14　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2018.09.14　…「消費生活用製品安全法に基づく製品事故情報報告・公表制度の解説～事業者用ハンド

ブック2018 ～」送付のご案内について（消費者庁消費者安全課）
2018.09.21　「第1回日中第三国市場協力フォーラム」について参加者登録のお願い（経済産業省）
2018.09.28　…平成30年度厚生労働省委託事業「特別な休暇制度の導入・活用セミナー」のご案内〔厚

生労働省（日本能率協会総合研究所）〕
2018.10.01　…平成30年北海道胆振東部地震により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配
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慮について（経済産業省中小企業庁取引課）
2018.10.01　…平成30年台風第19号、第20号、第21号の暴風雨等により影響を受けている下請中小企業

との取引に関する配慮について（経済産業省中小企業庁取引課）
2018.10.09　…「港湾の中長期政策『PORT…2030』シンポジウム」開催のご案内（国土交通省港湾局計

画課企画室）
2018.10.09　…厚生労働省委託事業「働き方・休み方改革シンポジウム」周知用リーフレットのご送付

について　〔厚生労働省（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）〕
2018.10.10　働き方改革関連法にかかる対応について（経済産業省貿易経済協力局）
2018.10.12　下請取引適正化推進月間の実施について（公正取引委員会）
2018.10.17　経済産業省主催セミナーの広報のお願い（経済産業省）
2018.10.19　…厚生労働省委託「働き方改革に向けた労働時間等のルール定着事業」リーフレット「労

働契約等解説セミナー 2018追加開催」配布等のご協力のお願い〔厚生労働省（東京リー
ガルマインド公共事業本部）〕

2018.10.19　対北朝鮮制裁関係の船舶について（経済産業省）
2018.10.19　…長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書の送付につい

て（厚生労働省労働基準局監督課）
2018.10.24　…要請文書等の発送について：企業における人材育成の推進に関する要請について（厚生

労働省人材開発統括官）
2018.10.26　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2018.10.31　…厚生労働省委託事業「平成30年度勤務間インターバル制度普及促進のための広報事業」

勤務間インターバル制度導入事例集の送付について〔厚生労働省（東京海上日動リスク
コンサルティング）〕

2018.11.02　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2018.11.05　年末年始における年次有給休暇の取得促進について（厚生労働省雇用環境・均等局）
2018.11.09　セミナーリーフレット送付のお知らせ（厚生労働省労働基準局）
2018.11.21　…「適正な業務委託・請負事業等の実施についての事業主向けセミナー」の開催に係る周

知について（東京労働局需給調整事業部）
2018.11.27　下請取引の適正化について（経済産業省、公正取引委員会）
2018.11.29　…国連安全保障理事会決議第1874号主文26に従って設置された専門家パネルが平成30年3

月15日に公表した対北朝鮮措置に関する報告書において指摘された船舶について（外務
省総合外交政策局）

2018.11.30　全国銀行協会「全銀EDIシステム」稼働のお知らせ（全国銀行協会）
2018.11.30　外国為替に関する省令の一部を改正する省令について（財務省　国際局調査課）
2018.12.10　…「消費税率の引き上げに伴う価格設定について（ガイドライン）」の広報・周知等へのご

協力のお願い（協力依頼）（内閣官房、公正取引委員会、消費者庁、財務省、経済産業省、
中小企業庁）

2018.12.14　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2018.12.25　…平成31年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者の就職・採用活動に係

る公共職業安定所における取扱い等について（厚生労働省職業安定局）
2018.12.27　平成30年中の特定油受取量の報告について（国土交通省海事局）
2018.12.28　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2018.12.28　…「有害物ばく露作業報告対象物（平成31年対象・平成32年報告）」に係る通達の送付につ

いて（厚生労働省労働基準局安全衛生部）
2018.12.29　「雇用・労働分野の助成金のご案内」（平成30年度4月版）（厚生労働省職業安定局）
2019.01.09　…引越繁忙期における引越の分散化及び分散引越チラシ配布のお願いについて（全日本ト
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ラック協会）
2019.01.16　…「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」

周知用パンフレットの配布等の協力のお願い（厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課）
2019.01.24　…銃器の密輸の防止及び物流システムを通じた銃器の拡散防止について（経済産業省貿易

経済協力局総務課）
2019.01.25　…天皇陛下御在位三十年記念式典当日における祝意奉表について（経済産業省貿易経済協

力局総務課）
2019.01.25　改元に伴う情報システム改修等への対応について（経済産業省貿易経済協力局総務課）
2019.01.31　…「働き方改革に向けた労働時間等のルール定着事業」リーフレット「労働契約等解説セ

ミナー 2018追加開催第2弾」配布等のご協力のお願い〔厚生労働省（東京リーガルマイ
ンド公共事業本部）〕

2019.02.04　…ゴールデンウイークにおける年次有給休暇の取得促進について（厚生労働省雇用環境・
均等局）

2019.02.21　…2020年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文
書募集開始時期等について（通知）（厚生労働省）

2019.02.22　東日本大震災八周年追悼式当日の弔意表明について（経済産業省貿易経済協力局総務課）
2019.02.22　労働契約法の無期転換ルールの円滑な運用について（厚生労働省労働基準局）
2019.02.26　…データサイエンス・オンライン講座「社会人のためのデータサイエンス演習」の受講者

募集開始について（総務省統計局統計利用推進課）
2019.02.26　…平成31年「STOP ！熱中症　クールワークキャンペーン」の実施について（厚生労働省

労働基準局）
2019.02.28　働き方改革関連法にかかる対応について（経済産業省貿易経済協力局総務課）
2019.03.01　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2019.03.01　…「平成30年度『自殺対策強化月間』における取組の要請」の送付につきまして（経済産

業省中小企業庁）
2019.03.15　外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省　国際局調査課）
2019.03.29　…官民人材交流センター求人・求職者情報提供事業の周知について（協力依頼）（経済産

業省大臣官房秘書課）
2019.03.29　公正な採用選考実現のお願い（厚生労働省職業安定局）
2019.03.29　…厚生労働省委託事業「男性の育児休業取得促進事業（セミナー実施等による周知広報事

業）」広報資料の送付と配付のお願いについて（男性の育児休業取得促進事業事業局）
2019.03.29　…「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」等の周知につい

て（厚生労働省雇用環境・均等局）
2019.03.29　…「働き方・休み方改善指標の活用方法」及び「休み方改善取組事例集」の送付について（厚

生労働省雇用環境・均等局）
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Ⅺ．会員関係

１ ．法人・団体会員〔2018年度末（2019.03.31）現在、機関名五十音順〕

正 会 員 法 人 　42社　（＊印：常任理事会メンバー会社）

＊伊藤忠商事（株）… 　伊藤忠丸紅鉄鋼（株）… ＊稲畑産業（株）… ＊岩谷産業（株）
　岡谷鋼機（株）… ＊兼　松　（株）… 　極東貿易（株）… ＊興　和　（株）
＊CBC（株）… 　（株）JALUX… ＊JFE商事（株）… 　神　栄　（株）
　神鋼商事（株）… 　（株）スマイル… ＊住友商事（株）… 　西華産業（株）
　全日空商事（株）… ＊双　日　（株）… 　茶谷産業（株）… ＊蝶　理　（株）
　帝人フロンティア（株）… 　東京貿易ホールディングス（株）…　東商アソシエート（株）… 　東邦物産（株）
＊豊田通商（株）… ＊長瀬産業（株）… 　長田通商（株）… 　西田通商（株）
＊日鉄住金物産（株）… 　（株）野澤組… 　野村貿易（株）… ＊阪和興業（株）
＊（株）日立ハイテクノロジーズ… 　（株）ホンダトレーディング… ＊丸　紅　（株）… ＊三井物産（株）
＊三菱商事（株）… 　明和産業（株）… 　（株）メタルワン… 　森村商事（株）
　八木通商（株）… 　ユアサ商事（株）

正 会 員 団 体 　20団体

（一社）大阪貿易協会… 京都貿易協会… （一社）神戸貿易協会
（一社）全国中小貿易業連盟… （一社）日本化学品輸出入協会… 日本紙類輸入組合
日本機械輸出組合… 日本工作機械輸入協会… 日本自動車輸入組合
日本繊維輸出組合… 日本繊維輸入組合… 日本船舶輸出組合
日本鉄道システム輸出組合… （一社）日本時計輸入協会… 日本バナナ輸入組合
日本輸入化粧品協会… 日本洋酒輸入協会… 日本羊腸輸入組合
（公社）福岡貿易会… （公社）横浜貿易協会…
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賛 助 会 員 法 人 　56社

（株）IHI… 旭化成（株）… 味の素（株）
味の素トレーディング（株）… 芦森工業（株）… アビームコンサルティング（株）
インタートラスト…ジャパン… AGC（株）… （株）エス･シー ･ロジスティクス

（株）オービック… 鹿島建設（株）… （株）上…組
KYB（株）… 川崎汽船（株）… キッコーマン（株）
（株）GSIクレオス… （株）商船三井… 新コスモス電機（株）
（株）住友倉庫… （株）世界貿易センタービルディング… 損害保険ジャパン日本興亜（株）
（株）ダイオーズ… ダイニック（株）… ダイヤオフィスシステム（株）
（株）帝国ホテル… 帝…人（株）… 東京海上日動火災保険（株）
東京ガス（株）… 東工コーセン（株）… （株）東…芝
トヨタ自動車（株）… （株）日清製粉グループ本社… 日本ガイシ（株）
日本精工（株）… 日本製粉（株）… 日本郵船（株）
（株）ニューオータニ… 白鶴酒造（株）… パナソニック（株）
（株）日立製作所… 富士通（株）… （株）ブリヂストン
本田技研工業（株）… 三井住友海上火災保険（株）… （株）三井住友銀行
三井住友信託銀行（株）… 三菱商事ロジスティクス（株）… 三菱重工業（株）
（株）三菱UFJ銀行… 三菱UFJ信託銀行（株）… （株）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
Meiji…Seikaファルマ（株）… （株）明治屋… ヤマサ醤油（株）
横浜ゴム（株）… リコージャパン（株）

賛 助 会 員 団 体 　29団体

（一財）アジア太平洋研究所… 英国市場協議会… 大阪商工会議所
（一財）海外産業人材育成協会… （一財）国際経済交流財団… 国際商業会議所…日本委員会
（一財）国際貿易投資研究所… （一財）産業人材研修センター… （一社）世界貿易センター東京
（一財）対日貿易投資交流促進協会…東京商工会議所… （公財）東京都中小企業振興公社
名古屋商工会議所… 日米経済協議会… （一社）日韓経済協会
（一財）日本インドネシア協会… （一社）日本海事検定協会… （公財）日本関税協会
（一社）日本在外企業協会… （一社）日本自動車工業会… （一社）日本自動車タイヤ協会
（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会… （一社）日本船主協会
（一社）日本通関業連合会… （一社）日本鉄鋼連盟… （一社）日本取締役協会
ベルギー･ルクセンブルグ市場協議会… ペンシルベニア州政府地域振興・経済開発局日本投資事務所
（一財）貿易･産業協力振興財団
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２ ．会員数
2018年度末（2019.03.31）の会員数は以下の通りである。

正会員 　 91
法人会員 42
団体会員 20
個人会員 29

賛助会員 　 85
法人会員 56
団体会員 29

合計 　 176
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Ⅻ．事務局組織
2018年度末（2019.03.31）の事務局組織の状況は以下の通りである。

〔人員数〕役員3名　職員25名

総務第一グループ

専務理事 政策業務第二グループ

調査グループ

広報・CSRグループ

理事 政策業務第三グループ

常務理事 政策業務第一グループ

総務第二グループ

企画グループ
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�．行動基準・指針

１ ．商社行動基準

8　日本貿易会 月報

まえがき
われわれ商社は「総合商社行動基準」を1973年に制定し

て以来、社会の商社活動に対するさまざまな意見を真摯に受
け止め、企業としての社会的責任と行動原則を明確にすべく、
時代の変化と社会の要請に応えた改定を加えながら、この行
動基準を発展させてきた。

商社の活動は、全世界のあらゆる産業分野にわたっており、
かねてより持続可能な社会の実現こそがわれわれの責務であ
るとともに、企業活動の基盤としても不可欠であると認識し
行動してきた。今日、SDGsなど持続可能な社会の実現を目
指す活動の国際的な広がりは、商社の社会的使命の重みを一
層増すと同時に、ビジネス展開にとっても大きな機会を提供
するものである。

われわれ商社は、こうした社会の変化に対して絶えず意識
改革を図り、自らの経営を革新しなければならない。また、
関係法令と国際規範の遵守、情報開示を社会的責任の中核
に位置付け、変化する社会、経済の要請を的確に捉えるとと
もに中長期的な視野に立った継続的取組みに、商社の持つ機
能を十分に発揮することで、持続可能な社会の実現に貢献す
べきである。

われわれ商社は、その社会的な使命を自覚し自らの行動の
あり方を問い、会員商社の自発的な取組みを促すことを目的
に、この商社行動基準を策定する。

第1章　経営の理念と姿勢
われわれ商社は、果たすべき役割と社会的責任を常に自覚

し、環境、社会、経済の3つの側面から長期的視点に立った
企業活動を行うとともに、それら企業活動を通じ持続可能な
社会の実現に努める。
1.株主、取引先、消費者、従業員、地域社会など、多様なステー

クホルダーと積極的なコミュニケーションを行い、その期待
に応えるとともに常に新しい価値を創造する経営を行う。

2.経営トップが自ら率先して、経営を時代の変化に応じて改
革するとともに、社をあげて企業倫理の確立に努める。

3.すべての人々の人権を尊重する経営を行う。
4.地球環境の健全な維持と社会の持続可能性に十分配慮し

た活動を行うとともに、地球的規模での環境問題や社会的
課題解決に積極的に取り組む。

第2章  機能と活動分野
われわれ商社は、SDGsの諸目標達成を念頭に置き、環境、

社会、経済の変化を的確に把握し、社会の要請に即した広範
な機能を発揮する。
1.全世界にわたって情報を収集あるいは提供し、多様化する

顧客や市場のニーズに応えるとともに、イノベーションを通
じて、社会的に有用な財・資源・サービスの提供に努める。

2.世界に広がるさまざまな潜在的ビジネス機会を発掘し、そ
れを社会的に価値あるビジネスとして創出する役割を発揮
し、社会的課題の解決と持続可能な経済成長の実現に貢
献する。

3.国際的な活動に際しては、各国政府・国際機関・多様な組
織や団体・企業などとのパートナーシップを推進するととも
に、自由な貿易・投資の促進を図ることを通じて、世界の
調和ある発展と地域経済の興隆に寄与する。

第3章  ガバナンスと危機管理
われわれ商社は、その社会的責任の重要性を自覚し、遵法

はもちろん、国際規範や社会通念にも配慮し、情報開示をよ
り重視した透明性のある経営を行う。同時に市民生活や企業
活動へのさまざまな脅威に対する危機管理を徹底する。
1.企業活動にあたり、内外の法令遵守はもとより、国際的な

ルールや慣行およびその精神に則り、社会的良識をもって
行動する。

　また、公正かつ自由な競争の確保が市場経済の基本ルー
ルであるとの認識の下に、適正な取引、責任ある調達をは
じめとする企業活動を行い、政治・行政との健全な関係を
維持する。

2.経営の意思決定機関を真に活性化させる仕組みを構築する
とともに、監査機能を強化し、意思決定者の経営判断、適
法性などにつき常にチェックを行う。

3.企業情報の開示にあたっては、適時・適切に公開し、高い
透明性の保持に努める。

4.テロ、サイバー攻撃、自然災害などに備えた危機管理と情
報セキュリティの確保を徹底する。

第4章  社会参画と社会との相互信頼の確立
われわれ商社は、内外にわたり、社会との相互信頼関係を

確立し、良き企業市民として積極的に社会に参画し、その発
展に貢献する。
1.海外においては、各国、各地域の文化、習慣、言語を尊重

し、地域の諸活動への参加などを通じ民間外交の担い手と
して貢献する。

2.株主、取引先、消費者、従業員、地域社会など、多様なス
テークホルダーとのコミュニケーションを促進し、企業活動
に関する情報を積極的に開示するとともに、地域の発展や
快適で安全な生活に資する活動への協力を通じ、ステーク
ホルダーとの信頼関係を確立する。

3.市民活動の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力および団
体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で臨む。

第5章  働き方の改革と働きがいある職場環境
われわれ商社は、従業員のゆとりと豊かさを実現するとと

もに、従業員の多様性、人格、個性を尊重し、能力と独創性
が十分発揮できる活力のある企業風土を醸成する。
1.従業員の健康と安全に配慮した職場環境づくりを行う。
2.従業員の人権を尊重し、機会の均等を図る。差別的な扱い

に対しては断固たる対応を行う。
3.従業員の多様性、個性を尊重し、従業員のキャリア形成や

能力開発を積極的に支援する。

第6章  経営トップの役割と本行動基準の周知徹底
われわれ商社は、本行動基準の精神の実現が経営トップ自

らの役割であることを認識し、率先垂範して企業グループ内
に周知徹底するとともに、サプライチェーンに対しても本行動
基準の精神に対する理解と実践を促す。また、本行動基準の
精神に反して問題が発生した時には、経営トップが率先して
問題解決、原因究明、再発防止などに努め、その責任を果たす。

商 社 行 動 基 準
	1973年5月10日	「総合商社行動基準」制定
	 1999年7月8日	「商社行動基準」へ改定
	2005年6月16日	 同基準改定
	 2012年4月1日	 一般社団法人へ移行
	2018年3月22日	 同基準改定

一般社団法人 日本貿易会
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２ ．商社安全保障貿易管理行動基準

商 社 安 全 保 障 貿 易 管 理 行 動 基 準

⑵ 安全保障貿易管理法令の遵守
企業活動にあたり、所在国の安全保障
貿易管理法令を遵守するとともに、国際
ルール・海外法令等にも配慮する。
⑶ 社内ルールの制定
所在国の安全保障貿易管理法令を遵守
するための社内ルールを制定する。
⑷ 社内管理体制の確立
社内ルールに基づいて、統括管理部署
の設置等、社内管理体制を確立する。
⑸ 管理対象取引と管理手続き
管理対象取引を定め、それら取引につ
いて法令遵守のための審査を実施し輸出
を行う。審査において、貨物・技術の該
非確認・需要者・用途等の確認を行う。
⑹ 役職員の教育
安全保障貿易管理について、各社の業
態・規模等に応じて役職員の教育を行う。
⑺ 監査の実施
ルールに則り、監査を実施する。

⑻ 違反の際の報告
法令違反が疑われる、あるいは違反が
わかった場合の社内報告体制を確立す
る。また、法令違反があった場合、速や
かに関係省庁に報告を行う。

以　上

1. 基本理念
われわれ商社は、多岐にわたる商品・

サービス等を扱い、グローバルに活動
を行っていることから、国際貿易の担
い手として、「国際的な平和と安全の維
持」のために国際社会と協調した安全
保障貿易管理を行い、武器や軍事転用
可能な貨物・技術が懸念のある国家や
テロリスト等に拡散することの防止に
広く貢献する。
上記の目的を達成するために、本社の

みならず国内外の子会社・関連会社にお
いても所在国の法令を遵守するとともに
社会規範や各社の企業倫理に従い、国際
秩序の安定に資する安全保障貿易管理を
実施する。

2. 基本方針
われわれは、さまざまな貨物・技術の

輸出・海外取引等を行うとともに、開発
事業並びに投融資活動を展開している。
このような活動にあたって、われわれは
基本理念の実現に向けて以下の基本方針
を定める。
⑴ 経営の基本姿勢
安全保障貿易管理の重要性を理解・認

識し企業活動に努める。

一般社団法人　日本貿易会
2017年11月15日制定

日本を取り巻く世界情勢は核・大量破壊兵器の脅威の増大やテロのリスクの拡大並
びに通常兵器の過度な蓄積により一段と複雑化し、不確実性が高まっている。国際貿
易の一端を担う商社としては一層の安全保障貿易管理が求められており、この「商社
安全保障貿易管理行動基準」を制定する。
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