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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（2020.11.27）
　商社をはじめ日本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る。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、社会保障協定や租税条約とともに、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、政
府関係当局の体制を強化してきたが、未だ交渉が進展し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を踏まえて、早期締結希望国や既存の協定の改定等について、経済産業省経済連
携課主催の投資環境整備意見交換会において要望を述べた。

2 ．安全保障貿易管理
中国輸出管理法草案（第二次草案）に対する日米欧産業団体による共同意見書（2020.08.11）
　2019年度に日米欧産業団体連名で意見書を提出した「中国輸出管理法草案（改訂草案）」について、
2020年6月に中国にて開催された全人代常務委員会での審議を踏まえ、7月3日付で「中国輸出管理法
草案（第二次草案）が公表された。これに対して、2020年8月11日に日欧14団体の連名による共同意
見書および日米12団体の連名による共同意見書を提出した。

2020年度安全保障貿易管理に関する要望（2020.10.02）
　安全保障貿易管理委員会では、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。2020年度においても、①規制番号国際化の早期実現、②個別輸出許可に伴う誓約書の有効期限
設定、③輸出許可・輸出承認における電子化の推進、④米国機微技術規制の動向に関する経済産業省
の見解の確認、⑤輸出令別表第一とECCN番号の対比表の経済産業省ウェブサイトへの掲載、⑥原子
力関連の部品等における輸出に係る外交手続きの簡素化求める要望（計6項目）を取りまとめ、2020
年10月2日に経済産業省安全保障貿易管理部へ提出するとともに、⑥については所管する資源エネル
ギー庁原子力政策課に提出した。

中国および米国の域外適用規制について（要請）（2020.11.10）
　2020年12月1日より施行された中国輸出管理法、および米国の直接製品規制の拡大について、過剰
な域外適用の抑止に向けて政府ベースで働き掛けることなどを求める要請書を日本の産業界10団体連
名にて、2020年11月10日に経済産業省に提出した。

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

令和3年度税制改正に関する要望（2020.09.30）
　日本貿易会経理委員会は傘下の税務コミッティでの検討を踏まえ、令和3年度税制改正要望の原案
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を取りまとめた。要望は、9月23日開催の第367回常任理事会での承認を経て、9月30日、政府・与党
へ提出するとともに、関係各方面に送付した。
　新型コロナウイルスの感染拡大によって、深刻なダメージを受けた企業の早期の業績回復、経済成
長の実現による税収確保はわが国経済にとって重要な課題であるという認識の下、当会では、わが国
企業が、不確実性が一層高まりつつある事業環境の変化に柔軟に対応し、グローバル展開を加速させ
る上で重要な事項に絞り込み、93項目からなる要望に取りまとめた。このうち、重点要望項目は23項
目であり、特に「ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた対応」として、新型コロナウイルス感染拡
大の影響を受け喫緊に措置が必要な7項目を最重要と捉えた。残りの70項目は一般要望項目とした。
　なお、12月10日公表の与党「令和3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が
盛り込まれた。

【ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた対応】
・納税環境整備
a）…新型コロナウイルス対策に端を発する在宅勤務拡大の観点からも、社内書類の電子化、ペーパー
レス化の一層の推進が求められる状況に鑑み、電子帳簿保存法における国税関係書類の電子保存
に関する検索機能や見読可能装置等のシステム要件、ならびにスキャナ保存を行う際の適正事務
処理要件、タイムスタンプ付与期日要件の大幅な緩和を要望する。

b）…上記…a）と同様に在宅勤務を必要な時に可能とする体制に移行する上で、納付書等に代表される
行政から受け取る文書、および届出等に代表される行政に提出する文書について全面的な電子化
を実現していただきたい。

（申告手続き整備）
　法人事業税および法人住民税につき、現在都道府県別・市町村別に異なるタイミングで納付書類が
送付され、また納税を求められるため、企業内の確認・申請プロセスに過剰な事務負担が生じている。
窓口の一本化等により、納税手続の効率化を図ること（更正による追加納付に対する加算金・延滞金
等を含む）。また電子申告を行う場合も、更正の請求に関してはeLTaxが対応しておらず、ペーパー
レス、事務負担軽減の両方の観点より、更正の請求手続きの電子化を要望する。

・欠損金使用制限の見直し
　控除制限を緩和もしくは撤廃すること。

【国際課税制度】
　2020年1月に…OECD/G20の…BEPS包摂的枠組会合で合意された…2つの柱に関するステートメントを
踏まえ、国際的な議論が進捗しており、…2020年中にはコンセンサスが予定されている。今後の議論に
ついては以下の点を踏まえた慎重な対応が望まれる。「第1の柱」に関しては、過度に市場国またはユー
ザー所在国へ課税権が偏り過ぎないこと、企業の事務負担の観点から過度に複雑な制度としないこと
に留意し、拙速な議論を避けてわが国企業への影響が極力少なくなるような国際合意・制度構築を…
要望する。「第2の柱」に関しては、本邦…CFC税制と重複して課税されることのないよう整合性を取
ること、企業の事務負担の観点から過度に複雑な制度としないことに留意し、拙速な議論を避けて我
が国企業が他国企業に比べて不利な立場に置かれることのないような国際合意・制度構築を要望する。
（以下、各論略）

【その他法人課税】
・組織再編成税制
　会社法における株式交付制度の導入を踏まえつつ、株式交付側・株式譲渡側両社（者）における課
税関係の整理を行うとともに、株式譲渡損益の繰延措置を創設すること。
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令和3年度税制改正要望（国際課税連絡協議会）（2020.09.30）
　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、令和3年度税制改正要望案をまとめ、各団体の承認を得て、19団体の連名
による要望を9月30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「Public consultation document：Review of Country-by-Country Reporting（BEPS Action 
13）」パブリックコンサルテーション文書に対する意見募集　（2020.02.06）
　2020年2月6日、経済協力開発機構（OECD）は標記文書を公表し、意見募集を開始した。BEPS行
動13最終報告書では2020年末までに国別報告書（CbCR）のミニマムスタンダードのレビューを行う
こととされており、本パブリックコンサルテーション文書ではCbCRの実施・運用、内容、範囲等の
各種論点について意見募集が行われた。
　経理委員会は国別報告書に係る本パブリックコンサルテーション文書に記された各論点に関する意
見を取りまとめ、2020年3月6日、OECD…宛提出した。

OECD「Reports on Pillar One Blueprint」［Report on Pillar Two Blueprint」パブリッ クコンサルテー
ション文書に対する意見募集（2020.10.12）
　2020…年…10月12…日、デジタル課税に係る第1の柱（利益配分ルール等）、第2の柱（最低税額の導入）
の現時点の青写真となる資料（Tax…Challenges…Arising… from…Digitalisation…–…Report…on…Pillar…One…
Blueprint/…Report…on…Pillar…Two…Blueprint）などを公表した。本パブリックコンサルテーション文
書は、第1の柱、第2の柱に係る青写真（Blueprint）の各項目について内容や範囲、実務上の課題等
の意見募集を行なうものである。なお、同議論について当初の目標であった2020年内の最終合意には
至らず、2021年の半ばまでの合意を目指すことも、同資料の中で示されている。
　経理委員会は本パブリックコンサルテーション文書に記された各論点に関する意見を取りまとめ、
2020年12月14日、OECD…宛提出した。

⑵　会計

1 ）国際会計基準審議会（IASB）への意見提出

IASB公開草案「金利指標改革―フェーズ 2 （IFRS 第 9 号、IAS 第 39 号、IFRS 第 7 号、IFRS 第 
4 号及び IFRS 第 16 号の修正案）」に対する意見提出（2020.05.25）
　IASBは、金利指標改革が財務報告に与える影響に関する検討の第2フェーズとして、追加のIFRS
基準の修正案を2020年4月9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、リスクの詳細について情報開示を提
案していることに対しては、追加的な情報収集など過度な実務負荷やコストが発生する一方、財務諸
表利用者にとっての有用性が不明瞭なことから反対する旨の意見を取りまとめ、2020年5月25日、
IASB…に提出した。

IASB 公開草案「全般的な表示及び開示」に対する意見提出（2020.09.25）
　IASBは、比較可能性向上のため、損益計算書における新たな小計・区分の設定、財務情報の分解
表示の改善、Non-GAAP指標の透明性の確保を提案する標記公開草案を2019年12月17日に公表した。
　経理委員会は、本草案の基本的な考え方への一定の理解は示せるものの、財務諸表利用者の意見を
色濃く反映した見直しになっている感が強く、実務上・監査対応上のコストが増す割にはベネフィッ
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トが限定的であると感じられたため、14項目のうち11項目には同意しない旨の意見を取りまとめ、
2020年9月25日、IASBに提出した。

IASBディスカッション・ペーパー「企業結合―開示、のれん及び減損」に対する意見提出
（2020.12.22）
　IASBは、企業結合・事業の取得に関する開示の拡充およびのれんの減損テストあるいは償却の再
導入可否に関するディスカッション・ペーパーを2020年3月19日に公表した。
　経理委員会は、提案された開示要求は、将来予測的な情報や機密情報に該当する可能性に起因する
リスクとコストを含め、作成者の著しい負担となることへの懸念から反対、またのれんの会計処理に
ついては減損認識の遅延やコストの問題に十分な対処が見られず、償却を再導入すべきとし、米国会
計基準とも極力整合を図ることを求める旨も含めた意見を取りまとめ、2020年12月22日、IASBに提
出した。

2 ）企業会計基準委員会（ASBJ）への意見提出

実務対応報告公開草案第59 号「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い（案）」に
対する意見提出（2020.07.29）
　ASBJは、2021年末に公表の停止が見込まれているLIBORを参照する金融商品について必要と考え
られるヘッジ会計に関する会計処理および開示上の取扱いを明らかにした標記公開草案を2020年6月3
日に公表した。
　経理委員会は、ヘッジ会計に関する取扱いについては支持するものの、別の論点として、後継金利
指標が後決めの金利となる可能性が想定されており、経過利息の計算や公正価値測定における取り扱
いの明確化を求める旨の意見を取りまとめ、2020年7月29日、ASBJに提出した。

3 ）法務省への意見提出

法務省「会社計算規則の一部を改正する省令案」に対する意見提出（2020.07.03）
　法務省は、ASBJによる「収益認識に関する会計基準（改正企業会計基準第29号）」および「会計上
の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号）」等の公表を受け会社計算規則の改正を行
うにあたり、標記意見募集を2020年6月4日に公表した。
　経理委員会は、作成者の実務負担が極めて大きいことから同意せず、また「会計上の見積りに　　
関する注記」について、連結計算書類の記載への参照や個別財務諸表において識別した金額の算出方
法の記載で代替可能な旨の明確化を求める旨の意見を取りまとめ、2020年7月3日、法務省に提出した。

4 ．物流の効率化
新型コロナウイルス感染拡大に際しての物流円滑化等に関する要望（2020.04.23）
　新型コロナウイルス感染症の拡大に際して、税関や検疫所等への貿易手続関連書類の提出における
電子化等を通じた柔軟な対応や医療物資等の輸送円滑化に向けた施策、物流に関する情報の提供など
を求める要望（計9項目）を物流委員会において取りまとめ、財務省、厚生労働省、農林水産省、経
済産業省、国土交通省に対して要望を提出した。

2020年度各省庁に対する規制・制度改革に関する要望（2020.07.31）
　物流手続きにかかる時間・労力・コストの削減等を目的として、「手続の電子化・効率化」、「経済
連携協定関連」、「物流法制度の解釈の変更・運用改善」、「AEO関連」等、商社の関心が高い規制制
度改善要望（計43項目）を物流委員会において取りまとめ、財務省、経済産業省、国土交通省、厚生
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労働省、農林水産省、環境省等に対して要望を提出した。

要望「コロナ禍での国際コンテナ物流問題の改善に向けて」（2021.02.15）
　新型コロナウイルス感染拡大は、国際コンテナ物流にも影響を及ぼし、海上運賃の急騰、抜港等に
よる日本発貨物の積み残し等の問題が発生しており、荷主企業の輸出業務に重大な支障が生じている。
かかる事態にあたり政府の支援・協力を求めるべく、2021年2月15日に、電子情報技術産業協会、日
本自動車部品工業会、日本機械輸出組合、日本貿易会の4団体関係委員会連名にて、課題解決に向け
た実態調査、関連情報の収集・共有および意見交換等について、経済産業省および国土交通省に対す
る要望書を提出した。

5 ．人材力の強化
海外子女教育の拡充によるグローバル人材育成に関する要望（2020.06.25、11.26）
　経済活動のグローバル化が進展し日本企業の海外進出が拡大する中で、海外子女数も年々増加して
いる。一方で、その教育環境は、派遣教員の定数増や関連予算の増額等、改善傾向にはあるものの、
未だ十分な水準に至っていない。
　海外子女は将来、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15回総会（2020.06.25）および第16回総会（2020.11.26）に出席
し、①日本人学校への派遣教員数の維持、②新型コロナにも対応した教員派遣と教育カリキュラムの
向上、③グローバル人材育成のための派遣教員の数・質の向上、④安全対策への支援について口頭で
要望した。
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Ⅱ．総会、理事会など
1 ．総会
2020.05.29　第96回定時総会（議長：河津…司…専務理事）

・　正会員総数91名のうち89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　2019年度事業報告（案）および財務諸表等（案）
　　　第 ２号議案　「改革パッケージ2020+」に関する決議（案）
　　　第 ３号議案　2020年度事業計画（案）および収支予算（案）
　　　第 ４号議案　常勤役員の報酬等の額（案）
　　　第 ５号議案　オフィス移転に伴う定款改訂（案）
　　　第 ６号議案　役員の選任（案）
　　　第 ７号議案　名誉会長の選任（案）
　　　第 8号議案　名誉顧問、顧問、参与の推薦（案）
・　以下について報告
　　　報告事項　　オフィス移転の状況

2 ．理事会
2020.05.12…第168回理事会【書面開催】

・　…代表理事…中村邦晴が理事会の決議の目的である以下14件の事項を理事の33名全員
に対して提案し、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得
て可決された。なお、当該提案に監事2名は異議を述べなかった。第1、3、4、5、6、
9、11、12号議案は第96回定時総会の議に付すこととした。

　　　第 １号議案　2019年度事業報告（案）および財務諸表等（案）
　　　第 ２号議案　改革パッケージ2020+の改訂（案）
　　　第 ３号議案　「改革パッケージ2020+」に関する決議（案）
　　　第 ４号議案　2020年度事業計画（案）および収支予算（案）
　　　第 ５号議案　常勤役員の報酬等の額（案）
　　　第 ６号議案　オフィス移転に伴う定款改訂等（案）
　　　第 ７号議案　推薦個人会員の入会（案）
　　　第 8号議案　審議員の委嘱（案）
　　　第 9号議案　役員の選任（案）
　　　第10号議案　常任理事の選任（案）
　　　第11号議案　名誉会長の選任（案）
　　　第12号議案　名誉顧問、顧問、参与の推薦（案）
　　　第13号議案　業務執行理事の選定（案）
　　　第14号議案　定時総会の日時、場所および議事（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
　　　報告事項 ３　オフィス移転の状況

Ⅱ．総会、理事会など
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2021.03.25…第169回理事会【書面開催】
・　…代表理事…小林…健が理事会の決議の目的である以下14件の事項を理事の33名全員に

対して提案し、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得て
可決された。なお、当該提案に監事2名は異議を述べなかった。

　　　第 １号議案　定時総会で承認を得るまでの間の2021年度予算執行（案）
　　　第 ２号議案　会員の入会（案）
　　　第 ３号議案　会員推薦による個人会員の入会（案）
　　　第 ４号議案　審議員の委嘱（案）
　　　第 ５号議案　就業規則等9規程の改定・制定（案）
　　　第 ６号議案　定時総会の日時、場所、議事および議決権の行使に関する事項（案）
・　以下について報告
　　　報告事項 １　職務執行状況および中期行動計画2022進捗状況
　　　報告事項 ２　事務局組織の状況

3 ．常任理事会
2020.07.15…第366回常任理事会

・　講演：「新型コロナウイルス感染症対策と経済社会活動の両立のために」
　　講師：経済再生担当大臣・新型コロナウイルス感染症対策担当大臣　西村…康稔氏
・　…大野…茂樹「SDGsの達成に向けた商社の取り組み」特別研究会座長（住友商事㈱サ

ステナビリティ推進部長）から、「SDGsと商社〜 SDGsの達成に向けた商社の取り
組み」発刊について報告

・　…河津専務理事、岩城常務理事（ABIC理事長）から「ABIC20周年記念誌」発刊に
ついて説明

2020.09.23…第367回常任理事会
・　講演：「今後の日本外交の展望と課題」
　　講師：外務省…事務次官　秋葉…剛男氏
・　…重田…哲也　経理委員会委員長（三井物産㈱執行役員経理部長）から、日本貿易会
および国際課税連絡協議会の令和3年度税制改正要望案について説明の後、審議し
了承

2020.11.18…第368回常任理事会
・　講演：「デジタル庁の創設に向けて」
　　講師：デジタル改革担当大臣　平井…卓也氏
・　…河津専務理事から、オフィス移転計画の進捗状況、垂…秀夫　中華人民共和国駐箚
特命全権大使との懇談会、「商社のための原産地自己申告制度ガイダンス」の作成、
今後の主要会合等日程について説明

4 ．運営委員会
2020.04.08　第361回運営委員会

・　…日本貿易会事務局人員計画（案）、2020年度収支予算（案）、理事会・定時総会議案
（案）、「改革パッケージ2020+」に関する決議（案）について審議・了承

・　…2020年度事業計画〔含む委員会事業方針〕（案）、第167回理事会（3月18日開催）書
面審議の結果報告、オフィス移転計画の進捗状況、新型コロナウイルスの感染拡大
に伴う各社対応状況について事務局より報告

Ⅱ．総会、理事会など
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2020.05.13　第362回運営委員会
・　…理事会・総会の状況、2019決算（案）および2020予算（案）、ウェブサイト更新に
関するメール配信、職員採用状況、オフィス移転の進捗状況、新型コロナウイルス
の感染拡大に伴う各社対応状況、当会の新型コロナウイルス対応方針について事務
局より報告

2020.06.10　第363回運営委員会
・　…第96回定時総会、インフラ海外展開に関する新戦略策定に向けた懇談会、ゼミナー
ルの再開、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会員各社および当会の対応状況、
ABIC理事会について事務局より報告

2020.07.08　第364回運営委員会
・　…第26回産業構造審議会総会、政策懇談会の再開、7月常任理事会、市場委員会WG
設置、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会員各社および当会の対応状況、朝日
新聞『おしごと年鑑』への協賛、エコバッグの製作・配布、『SDGsと商社』発刊の
お知らせについて事務局より報告

2020.09.09　第365回運営委員会
・　…令和3年度税制改正要望案、人事委員会高年齢者雇用対策TF設置、市場委員会WG
の活動、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会員各社および当会の対応状況、オ
フィス移転の進捗状況、9月度常任理事会、2020年度第一四半期予算進捗状況、9月
度政策懇談会、褒章・叙勲候補者調査、『商社ハンドブック』（英語版）発刊、人材
育成計画2020＋について事務局より報告

2020.10.14　第366回運営委員会
・　…『商社のための原産地自己申告制度ガイダンス』、新中国大使との懇談会、新型コロ
ナウイルスの感染拡大に伴う会員各社および当会の対応状況、2021新春懇親会、27
産業構造審議会総会、月報におけるABIC20周年記念特別企画について事務局より
報告

2020.11.11　第367回運営委員会
・　…日米財界人会議、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会員各社および当会の対応
状況、11月度常任理事会、低炭素社会実行計画フォローアップ調査、オフィス移転
の進捗状況について事務局より報告

2020.12.09　第368回運営委員会
・　…日韓経済人会議、「2021わが国貿易収支、経常収支の見通し」、新型コロナウイルス
の感染拡大に伴う会員各社および当会の対応状況、オフィス移転の進捗状況、2021
新春懇親会、2020年度収支予算執行状況、「循環型社会形成自主行動計画」アンケー
ト調査結果、ABIC2020上半期活動概要について事務局より報告

2021.01.08　第369回運営委員会
・　…『日本貿易会ISACの歩み（仮）』作成、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会員
各社および当会の対応状況、オフィス移転の進捗状況、2021事業計画・予算、2020
事業報告の審議スケジュール、緊急事態宣言に関する会長コメント発出、運営委員
会のガバナンス強化について事務局より報告

2021.02.10　第370回運営委員会
・　…今次特別研究事業案について審議・了承。2021年度事業計画（事業方針）（素案）、
2021年度運営委員会活動方針（素案）について審議継続

・　…「循環型社会形成自主行動計画」2025年度目標、『日本貿易会ISACの歩み（仮）』に
関する進捗報告、市場委員会ワーキンググループ報告書について事務局より報告

2021.03.10　第371回運営委員会
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・　…第169回理事会議案（案）、諸規程の整備（案）、職務執行状況および中期行動計画
2022進捗状況について、審議・了承

・　…2021年度事業計画（案）、2021年度運営委員会活動方針（案）について、審議継続
・　…2021年度収支予算（案）作成に向けた当会収支構造について説明。次回、2021年度
収支予算案について正式審議

・　…令和3年度税制改正要望結果、インフラ海外展開に関する新戦略策定に向けた懇談
会および当会要望結果、『商社のための原産地自己申告制度ガイダンス』、『日本貿
易会ISACの歩み』、…会費収納方法等の変更、市場委員会ワーキンググループ報告書、
ABICの今後の予定、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況について
事務局より報告

※審議員会については、新型コロナウイルス感染拡大の観点から開催を見送った。
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Ⅲ. 常設委員会・研究会・連絡会

1 ．総務委員会

【委 員 長】　縣…恵一　丸紅㈱…総務部長
【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、日鉄物産、阪和興業、日立ハイテク、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）パンデミックBCPへの対応
4）…オフィス改革〜社内コミュニケーション
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

　総務専門委員会（幹事：公原…一　丸紅㈱人事・総務部副部長）において、日本貿易会が受け付け
た7件の経済界募金を審議し以下の通り決定した。

合計 例年案件 その他
審議件数

（うち応諾件数）
7件
（5件）

7件
（5件）

0件
（0件）

要請額 15,200千円 15,200千円 0千円
決定額 8,580千円 8,580千円 0千円
応諾率 56% 56% 0%

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

　大阪府警察本部長等を経てコンプライアンス法律事務所で弁護士を務める樋口…眞人氏から、反社
会的勢力等への対応等について説明を受けた。（第51回総務委員会）

3 ）　パンデミックBCPへの対応

　順天堂大学大学院医学研究科先端予防医学・健康情報学…特任教授　福田…洋氏から、企業の新型コ
ロナウイルス対応、withコロナの職場の健康管理について説明を受けた（第49回総務委員会）。

Ⅲ . 常設委員会・研究会・連絡会
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4 ）オフィス改革〜社内コミュニケーション

　業務プロセス・オフィスコミュニケーション改善士　沢渡…あまね氏から、テレワークに焦点を当
てた社内コミュニケーションのあり方と、「コラボレーションできる組織への変革」に向けた新たな
コーポレート部門のあり方について説明を受けた（第50回総務委員会）。

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事項について情報交換した。
・株主総会準備状況および開催状況について
・事業報告書および総務部（総務担当部）組織図交換
・九州豪雨被災地支援について
・…総務部署に関わる新型コロナウイルス対応について（関連寄付要請、政府からのマスク供給要請、
在宅勤務状況、アクリル板設置状況）

⑶　会合等の状況等

総務委員会
2020.07.09　第49回総務委員会【ハイブリッド開催】

・　講演：企業の新型コロナ対応〜withコロナの職場の健康管理
・　講師：順天堂大学大学院医学研究科先端予防医学・健康情報学
　　　　　特任教授　福田…洋氏
・　説明　「日本貿易会における新型コロナウイルス感染症への対応方針」

2020.10.01　第50回総務委員会【ハイブリッド開催】
・　…講演：「総務2.0」〜テレワーク時代の組織活性を支える、ミライ型総務部門のあり
方〜

・　講師：あまねキャリア工房…代表　沢渡…あまね氏
2021.03.04　第51回総務委員会【ハイブリッド開催】

・　講演：「金・権・知・暴」と闘って
・　講師：樋口コンプライアンス法律事務所…弁護士　樋口…眞人氏
・　総務委員会2020年度活動報告審議
・　総務委員会2021年度活動方針審議
・　2021年度正副委員長選任
　　（委員長）野島…嘉之　三菱商事㈱…総務部長
　　（副委員長）長谷川…弘樹　三井物産㈱…人事総務部総務担当部長

総務専門委員会・幹事会
2020.05.28… 第167回専門委員会【ウェブ開催】

・　前年度寄付に関する追加情報の共有
・　2020年株主総会準備状況に関する情報交換
・　総務部署に関わる新型コロナウイルス関連の情報交換

2020.07.16　第168回専門委員会【ハイブリッド開催】
・　寄付案件受付状況の確認
・　2020年株主総会開催状況に関する情報交換
・　九州豪雨被災地支援に関する情報交換
・　総務部署に関わる新型コロナウイルス関連の情報交換
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2020.09.24　第169回専門委員会【ハイブリッド開催】
・　寄付対応案検討
　　「（公財）がんの子どもを守る会…2020年度事業資金募金」
　　「（一社）日本いのちの電話連盟…2020年度事業費募金」
・　総務専門委員会財界募金寄付拠出分担比率（2020.10.01適用開始）審議
・　寄付案件受付状況の確認
・　各社総務部組織図、事業報告書（招集通知）の交換について意見交換

2020.10.22　第170回専門委員会【ハイブリッド開催】
・　「（一財）スポーツ振興資金財団…令和2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
　　　　　　（公財）日本スポーツ協会…事務局次長兼財務部部長　　岡…達夫氏
　　　　　　　　　　　　　　　 …同上　財務部財務会計課課長　　吉田…優子氏
　　　　　　（公財）日本オリンピック委員会…経理部部長　　　　　森谷…靖氏
・　寄付審議
　　「（公財）がんの子どもを守る会…2020年度事業資金募金」
・　寄付対応案検討
　　「（一社）日本いのちの電話連盟…2020年度事業費募金」
・　寄付案件受付状況の確認

2020.11.19　第101回幹事会【ハイブリッド開催】
・　寄付対応案検討
　　「（一財）スポーツ振興資金財団…令和2年度財界募金」

2020.11.26　第171回専門委員会【ハイブリッド開催】
・　寄付審議
　　「（一社）日本いのちの電話連盟…2020年度事業費募金」（寄付見送り）
・　寄付対応案検討
　　「（公財）警察協会…2020年度事業資金募金」
　　「（公財）日本シルバーボランティアズ…2020年度事業費募金」
・　寄付案件受付状況の確認

2020.12.24　第172回専門委員会【ハイブリッド開催】
・　寄付審議
　　「（公財）警察協会2020年度事業資金募金」
　　「（一財）スポーツ振興資金財団…令和2年度財界募金」
　　「（公財）日本シルバーボランティアズ…2020年度事業費募金」（寄付見送り）
・　寄付対応案検討
　　「（公財）海外日系人協会…令和2年度事業費募金」
・　経団連経済界募金に関する打合会について報告
・　寄付案件受付状況の確認

2021.01.28　第173回専門委員会【ハイブリッド開催】
・　寄付審議
　　「（公財）海外日系人協会…令和2年度事業費募金」
・　寄付対応案検討
　　「（公財）全国教誨師連盟…令和2年度寄付募金」
・　寄付案件受付状況の確認
・　今後の大型寄付案件について報告
・　関西経済連合会による2025年大阪・関西万博寄付要請状況の情報交換
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2021.02.25　第174回専門委員会【ハイブリッド開催】
・　寄付審議
　　「（公財）全国教誨師連盟…令和2年度寄付募金」
・　2020年度総務専門委員会活動報告審議
・　2021年度総務専門委員会開催スケジュール審議

2 ．広報委員会

【委 員 長】　柳沢…洋一　双日㈱…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、日鉄物産、阪和興業、日立ハイテク、丸紅、三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）貿易記者会を中心とした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）貿易記者会を中心としたメディアへの積極的な対応
①会長交代記者会見
・　…5月29日にWTCビル・コンファレンスルームにて開催。対象は貿易記者会および業界誌・経済誌。
緊急事態宣言解除後の商社ビジネスの見通し、米中対立の一層の激化など記者の関心は高く、日
本経済新聞・産経新聞の電子版や東京新聞、日刊工業新聞など7件の報道があった。

②定例記者会見（計4回）
・　…7月15日、9月23日、11月18日に帝国ホテルにて実開催（5月は中止）。2月17日は緊急事態宣言下
を踏まえ当会新事務所からウェブを通じて開催。対象は貿易記者会および業界誌・経済誌。新型
コロナを踏まえた商社ビジネス、香港問題、バフェット氏の大手商社投資、菅新政権の通商政策・
デジタル改革・カーボンニュートラル、米国バイデン新政権、ミャンマー情勢など記者の関心は
高く、NHKでの動画放映含め、計21件の報道があった。

③会長コメント発出（計16回）
2020.04.07…「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言発令と緊急経済対策」
2020.04.17…「新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言対象拡大」
2020.05.04…「新型コロナウイルス感染拡大に関する緊急事態宣言延長」
2020.05.14…「新型コロナウイルス感染拡大に関する緊急事態宣言一部解除」
2020.05.25…「全都道府県での新型コロナウイルス緊急事態宣言解除」
2020.08.28…「安倍総理辞意表明」
2020.09.11…「日英EPA大筋合意」
2020.09.16…「菅新内閣発足」
2020.11.09…「米国大統領選挙」
2020.11.15…「RCEP協定署名」
2020.12.10…「令和3年度与党税制改正大綱」
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2021.01.01…「日英包括的経済連携協定発効」
2021.01.08…「政府による緊急事態宣言再発令」
2021.01.21…「バイデン米国大統領就任」
2021.02.16…「ンゴジ・オコンジョ＝イウェアラWTO新事務局長選出」
2021.03.19…「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言全面解除」

④記事広告
・　…日経産業新聞（09.28）マンスリー編集特集「商社」内にて「持続可能な社会の実現と商社」を
掲載

・　世界経済評論（各号）にてABIC紹介広告「経験、知見、人脈を生かした社会貢献活動」を掲載
⑤メディアとの懇親会
・　…貿易記者会を中心とした主要報道機関の商社担当記者と広報委員会各社（特に個別に記者懇親会
を開催していない会社）広報関係者とのネットワーキング・情報交換・懇親の場を設ける趣旨で
2019年度（2020年3月）に企画したが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け延期。今年度も感
染拡大防止の観点から再延期。

2）　広報活動の充実
①月報・ホームページ分科会
　（座長：三井物産㈱　広報部企画業務室マネージャー　大福谷…泰子氏）
・　…当会の月報・ウェブサイトの企画・コンテンツ・デザイン等の充実およびユーザーフレンドリー
なウェブ構築への支援・協力を目的として設置。

・　…第1回会合では、月報上半期（4月号、5・6月号、7・8月号、9月号）の内容をレビューし、読者・
露出拡大策として配布先の追加および各社イントラからのリンク強化、メール配信システムへの
社内登録案内の協力依頼を行った。また、対外情報発信の強化方法（SNS活用など）について意
見交換を行い、下半期の「特集」企画の説明および「ズームアップ」への取材協力依頼を行った。

・　…第2回会合では、各社のウェブサイトの成功事例とそこに至るプロセスを共有し、ウェブサイト
のコンテンツ管理更新のノウハウ、更新サイクルの工夫、アクセス解析を使った更新に関する優
先順位付け等について意見交換を行った。

②きっずプロジェクト分科会
　（座長：三菱商事㈱…広報部ブランドコミュニケーションチームシニアマネージャー　服部…美帆氏）
・　…わが国の未来を担うジュニア世代向けの商社や貿易に関する理解促進を図る「きっずプロジェク
ト」の充実化への支援・協力を目的として2020年度から新設。

・　…第1回会合では、日本貿易会の「きっずプロジェクト」および各社のキッズ向け広報活動・イベ
ントについて意見・情報交換を行い、今後の分科会活動の進め方について意見交換を行った。

③商社シンポジウム実行委員会…（実行委員長：双日㈱…広報部報道課担当課長　衛藤…正論氏）
・　…広く全てのステークホルダーを対象に商社活動に関する理解促進を図る「商社シンポジウム」の
開催企画・運営への支援・協力を目的として設置。従来の商社シンポジウム・タスクフォースを
2020年度から商社シンポジウム実行委員会に改編。

・　…開催目的と意義、テーマおよびターゲット層、ウェブ開催方法等について短期集中的に議論を重
ね、第4回会合にて商社活動への理解促進、商社業界への関心を高めるため、コロナ禍でこその
シンポジウムの在り方を追求すること、今年度開催ありきとせず議論を尽くすことで合意した。

・　…その後、テーマ案について集中的に検討し、①「バフェット氏の商社投資」、②「SDGs」、③「商
社への投資…＊バフェット投資、SDGs（ESG投資）を絡ませる」の3択にて採択を行うことになり、
審議の結果、「SDGs」とすることが第7回会合（書面開催）にて決定した。

・　…なお、①「バフェット氏の商社投資」については、今話題のトピックスであり、聴講者を引き付
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ける強いコンテンツであることからテーマとして推す社とIRの観点等から反対する社に分かれ
たことから、各社社内関係部署の意見もヒアリングのうえ議論を重ねた。最終的に実行委員会で
の賛否両論等を事務局にて整理した「日本貿易会の見解」を踏まえ議論の結果、「SDGs」が採択
された。

・　…第8回会合では、オンライン配信等を依頼する候補企業からの提案内容について検討し、委員か
ら指摘のあった照会事項等について確認を行うことになった。

④機関誌発行
・　日本貿易会月報
　　…4月号（04.15）、5・6月号（06.16）、7・8月号（08.06）、9月号（09.15）、10月号（10.15）、11月
号（11.16）、12月号（12.15）、1・2月号（01.26）、3月号（03.15）

・　JFTC…News（年2回）
　　No.151（07.27）、No.152（03.24）
⑤キッズ向け広報・社会貢献活動（きっずプロジェクト）
・　朝日新聞社『おしごと年鑑2020』協賛（2016年度より継続）
　　「日本の貿易」（見開き2頁）、「商社の役割」（同）、「SDGs」（1/3頁）の記事制作・出稿
・　出前授業
　　「世界をつなぐ貿易の仕事」をテーマに実施
　　2020.09.12　港区立笄小学校（6年生25人）
　　2020.12.14　港区立本村小学校（6年生36人）
⑥経済広報センター（KKC）の活用・協力
・　…例年実施している教員研修は、東京オリパラ期間と重なったため実施しない方針であったが、新
型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業そのものが中止された。

⑶　会合等の状況

広報委員会
2020.10.07　第54回…【ウェブ開催】

①2020年度上半期の活動報告および下半期の計画、②2020年度上半期「特別広報会計」
の収支状況について報告

2021.03.03　第55回…【ウェブ開催】
①2020年度事業報告（案）を審議・了承、②2020年度「特別広報会計」収支報告（案）
を審議・了承、③2021年度正副委員長を選出、④2021年度事業計画（案）を審議・了承、
⑤2021年度「特別広報会費」収支予算（案）および補足資料「特別広報会計」収支予算
（案）における表記変更（「特別広報会計」から「特別広報会費」への表記変更）」を審議・
了承、⑥広報委員会活動に関するアンケートの集計結果について報告

月報・ホームページ分科会
2020.09.24　第1回…【ハイブリッド開催】

①日本貿易会月報上半期の内容レビュー、②読者・露出拡大策について意見交換と協力
依頼、③対外情報発信の強化方法について情報交換、④下半期の企画内容説明と取材協
力依頼

2021.03.18　第2回…【ウェブ開催】
①各社のウェブサイトの成功事例とそこに至るプロセスの共有、ウェブサイトの管理更
新について意見交換
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きっずプロジェクト分科会
2020.09.30　第1回…【ハイブリッド開催】

①「きっずプロジェクト」の活動概要説明と意見交換、②各社のキッズ向け広報活動・
イベントについて情報交換、③今後の分科会活動の進め方について意見交換

商社シンポジウム実行委員会
2020.07.13　第1回…【実開催】

第8回商社シンポジウムの方向性と具体案について討議
2020.08.28　第2回…【実開催】

商社シンポジウム開催についてのアンケート結果（課題検討期間、開催意義、テーマ等）
を踏まえ、開催意義・目的について討議

2020.09.14　第3回…【ハイブリッド開催】
テーマおよびターゲット層、開催方法等について検討

2020.09.28　第4回…【ハイブリッド開催】
テーマおよびターゲット層、開催方法等について検討

2020.10.15　第5回…【ウェブ開催】
テーマおよびターゲット層、開催方法等について検討

2020.12.11　第6回…【ウェブ開催】
テーマおよびターゲット層、開催方法等について検討し、テーマについては書面の形式
により採択することで合意

2020.12.22　第7回…【書面審議】
選択された3つのテーマについて諮り、「SDGs」を採択

2021.03.18　第8回…【ウェブ開催】
オンライン配信等を依頼する候補企業からの提案内容について検討

3 ．法務委員会

【委 員 長】　長澤…貴夫　住友商事㈱…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、日鉄物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテク、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

⑵　活動概要

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

・　…新型コロナウイルス感染症が商取引に与える影響と今後想定される事態への法務対応について説
明を受けた（第62回委員会）。
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・　…各社法務部門の関心テーマについてグループディスカッションを行い、情報収集および意見交換
を行った（第63回委員会）。

2 ）会員の企業倫理・コンプライアンス・ガバナンスの向上

・　コロナ禍におけるテレワーク上の労務問題について説明を受けた（企業倫理実務者研修会）。
・　…2020年12月25日から導入される改正独占禁止法に向けての事前準備、コンプライアンス確保に関
する説明を受けた（第64回委員会）。

3 ）外部委員会への参画

・　…昨年に続き、外国公務員贈賄防止に関する研究会（経済産業省知的財産政策室主催）に長澤委員
長が委員として参加。今年度は計2回の会合（2020.06.10第3回研究会、07.17第4回研究会※最終
回）に出席した。

　　パブコメを経て、2021年4月に研究会資料（報告書、指針、てびき）が公表される予定。

⑶　会合等の状況

2020.07.30　第62回法務委員会…【ウェブ開催】
・　講演：…新型コロナウイルス感染症が商取引に与える影響
・　講師：…長島・大野・常松法律事務所…弁護士　松尾…博憲氏

2020.10.21　2020年度企業倫理実務者研修会…【ウェブ開催】
・　講演：…コロナ禍におけるテレワーク上の労務問題
・　講師：…TMI総合法律事務所…弁護士　大嵜…将史氏

2020.12.04　第63回法務委員会…【ウェブ開催】
・　グループディスカッション形式による情報・意見交換
・　テーマ
①法務人材のスキル評価、育成、キャリアパス、働き方の変化
②…電子・ペーパーレス関連（コミュニケーションツールの法務における活用、電子
署名による契約締結）
③法務に関わるグループガバナンス（コンプライアンス推進体制を含む）
④外部専門家（弁護士事務所等）の効果的な活用方法

2020.12.11　第64回法務委員会…【ウェブ開催】
・　講演：令和元年改正独占禁止法について
・　講師：公正取引委員会…事務総局…経済取引局
　　総務課企画室長　山本…大輔氏

2021.03.12　第65回法務委員会…【書面開催】
・　2020年度活動報告（案）審議
・　2021年度正副委員長選任および活動計画（案）審議
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4 ．地球環境委員会

【委 員 長】　隅田…良博　三菱商事㈱…サステナビリティ・CSR部部長代行
【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、日鉄物産、阪和興業、日立ハイテク、丸紅、三井物産、三菱商事、…
森村商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

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

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、日程の一部変更、実開催からウェブ開催への開催方
式の変更などがあったが、予定通り各種活動を行った。

1 ）低炭素社会の構築

①低炭素社会実行計画
　地球環境委員会委員会社をはじめ会員各社の主なオフィスビルにおける「床面積当たり電力使用量」
の目標達成状況（2019年度実績）をフォローアップ調査し、経済産業省および日本経済団体連合会に
報告した。

（経済産業省）
2020.10.29　フォローアップ結果を提出
2020.12.14　低炭素社会実行計画・進捗点検調査票を提出
2021.02.16　…産業構造審議会…産業技術環境分科会…地球環境小委員会…流通・サービスWGにおける事

前質問に対する回答提出
2021.02.17　…産業構造審議会…産業技術環境分科会…地球環境小委員会…流通・サービスWGにて当会の

低炭素社会実行計画フォローアップ結果について説明

（日本経済団体連合会）
2020.10.29　フォローアップ結果を提出
2021.01.19　…日本経済団体連合会にて「低炭素社会実行計画…2020年度フォローアップ結果総括編＜

2019年度実績＞」公表

≪2020年度（2019年度実績）低炭素社会実行計画フォローアップ概要≫
［指標］　電力使用原単位（床面積当たり電力使用量）
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［目標］　2020年度：2013年度比6.8％減（▲7.2kwh：99.3←106.5）
　　　　2030年度：2013年度比15.7％減（▲16.7kwh：89.8←106.5）

【フォローアップ概要】
・　電力使用量、床面積：ともに徐々に減少傾向
・　電力使用原単位：
　　➢　2013年度比13.2％減（▲14.0kwh：92.5←106.5）
　　➢　目標進捗率：2020年度目標195％、2030年度目標84％
　　➢　年々低下傾向
　　➢　前年度比は0.2％上昇（床面積の減少に比して電力使用量の減少が小幅だったため）
・　その他報告事項：
　　➢　�会員各社の対策（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>、
など）

　　➢　会員各社の事業活動・社会への啓発活動、当会の啓発活動、など
　　➢　�政府、地方公共団体への要望（特定荷主制度、環境施策関連、木材チップ関連、電力・炭素

税、など）

②グローバル・バリューチェーン（GVC）を通じたCO2削減貢献
　地球環境委員会委員会社のうち独立発電（IPP）事業を推進している大手7社の海外における再生
可能エネルギー発電事業によるCO2削減効果量（2019年度実績）をフォローアップ調査し、日本経済
団体連合会に報告した。

（日本経済団体連合会）
2020.09.10　フォローアップ結果を提出

≪2020年度（2019年度実績）GVCを通じたCO2削減貢献フォローアップ概要≫
［指標］　海外における再生可能エネルギー発電事業によるCO2削減効果量

【フォローアップ概要】
・稼働済み案件：…31か国98件
・総発電設備容量：2,233万kW
・CO2削減貢献量：721万トン（定量化可能な92件ベース）

2 ）循環型社会の構築

①循環型社会形成自主行動計画
　地球環境委員会委員会社をはじめ会員各社の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」の目標達成状況（2019年度実績）をフォローアップ調査し、日本経済団体連
合会に報告した。また、2025年度目標を新たに設定した。

（日本経済団体連合会）
2020.12.16　フォローアップ結果を提出
2021.01.14　2025年度目標を提出
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≪2020年度（2019年度実績）循環型社会形成自主行動計画フォローアップ概要≫
［指標］　事業系一般廃棄物の発生量、最終処分量、再資源化率
［目標］　発生量　　　2020年度：2000年度比55％減（4千トン以下に削減）
　　　　最終処分量　2020年度：2000年度比80％減（0.6千トン以下に削減）
　　　　再資源化率　2020年度：86％以上

【フォローアップ概要】
・　発生量：
　　➢　2000年度比59％減（3,801トン）
　　➢　2017年度に達成
・　最終処分量：
　　➢　2000年度比78％減（641トン）
　　➢　2015年度に達成　2019年度は若干増加に転じたため未達
・　再資源化率：
　　➢　83.1％
　　➢　2015年度の85.3％をピークに低下傾向（発生量減少に伴い再資源化量も減少しているため）
・　その他報告事項：
　　➢　�会員各社の対策（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、など）

≪2025年度目標≫
［指標］　事業系一般廃棄物の発生量、最終処分量、再資源化率
［目標］　発生量　　　2020年度：2000年度比62％減（3.6千トン以下に削減）
　　　　最終処分量　2020年度：2000年度比82％減（0.6千トン以下に削減）
　　　　再資源化率　2020年度：83％以上（2019年度実績を維持）
②業種別プラスチック目標
　循環型社会形成自主行動計画の一環として、地球環境委員会委員会社をはじめ会員各社の主なオ
フィスビルにおけるプラスチック関連の目標達成状況（2019年度実績）をフォローアップ調査し、日
本経済団体連合会に報告した。また、2025年度目標を新たに設定した。

≪2020年度（2019年度実績）業種別プラスチック目標フォローアップ概要≫
［定量指標］　ペットボトル分別率
［定量目標］　2020年度：100％
［定性目標］
　　・　プラスチックの3Rに資する製品の取扱いや事業の推進
　　・　プラスチック関連取り組み事例の情報交換会を開催し、取り組みを拡大
　　・　オフィス内の食堂・カフェにおけるプラスチックの3Rの推進

（日本経済団体連合会）
2020.12.16　フォローアップ結果を提出
2021.01.14　2025年度目標を提出

【フォローアップ概要】
・　ペットボトル分別率：回答18社全て100％達成
・　その他報告事項：
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　　➢　会員各社の定性目標実施状況

≪2025年度目標≫
［定量指標］　ペットボトル分別率
［定量目標］　100％
［定性目標］　2020年度目標を継続

③目標達成に向けた日本貿易会全体の取り組み
　当会ロゴ入りエコバッグを作成（1,000枚）し、当委員会委員ならびに関係委員会委員に配布した。

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当委員会の事務局担当者を委員として派遣し、
以下について協力した。

＜コメント募集・意見照会＞
・　WD14002-2　WGコンサルテーションについて（2020年5月）
・　IEC・TC111からの「Material…Declaration…for…products」の共同開発の提案について（同6月）
・　ISO…14001のシステマティックレビュー（同9月）
・　…ISO…White…Paper…（How…to…use… ISO…14090… to… support… ISO…14001…and…adaptation… to…climate…
change）について（同11月）

・　ISO_FDIS_14009（同11月）
・　新規提案（NP）_ISOIECダブルロゴ規格（Material…declaration）（同11月）
・　ISO14002-2…-…WD…2（2021年3月）

＜結果報告・情報共有＞
・　ISO…14001のシステマティックレビュー（2020年11月）
・　ISO…14004のシステマティックレビュー（2021年2月）

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のフォローアップ結果報告において、法人
正会員各社より寄せられた以下の要望事項を記載した。

［低炭素社会実行計画］
・　特定荷主制度改善
・　環境施策における二重行政排除と再生可能エネルギー等への支援施策・インセンティブ拡充
・　都市鉱山等のCO2削減算定基準設定
・　バイオマス発電に必要な「木材チップ」関連の諸施策実施
・　電力のCO2排出係数逓減、炭素税導入

［循環型社会形成自主行動計画］
・　バイオマス発電に必要な「木材チップ」関連の諸施策実施
・　使い捨てプラスチック使用削減とバイオマスプラスチック使用に対するインセンティブ付与
・　回収廃ペットボトル運搬委託の廃棄物処理法適用除外
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・　廃棄物削減に関する規制強化
・　廃棄物削減に取り組む企業へのエコ販売助成金や減税・免税措置の構築

4 ）商社環境月間の実施

　「商社環境月間」（6月）において、法人正会員対象の気候変動対策セミナーを開催し、会員各社の
環境問題への意識啓発に供した。また、各社のESG推進活動についてアンケート調査を実施し、当会
月報（9月号）にて掲載した。

①環境セミナー開催（6月）
　演題：「企業を取り巻く気候変動の現状」
　講師：ロイドレジスタージャパン株式会社　取締役　冨田…秀実氏
　出席：法人正会員10社・22名

②当会月報にて各社のESG推進活動を掲載（9月、後述）

5 ）環境パフォーマンス向上の推進

①環境見学会等の開催見合わせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を見合わせた。

②TCFDコンソーシアム関連の情報提供
　当会（事務局）が参加している情報開示ワーキンググループの関連で入手した情報（TCFDをめぐ
る国際情勢の動向等）を地球環境委員会、サステナビリティ・CSR研究会委員各社に提供した。

6 ）生物多様性への対応

　2020年6月に公表された「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」に賛同団体として当会名とロゴを
掲載した。また、2021年2月に開催された生物多様性民間参画パートナーシップ会合に事務局が参加
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

　当会月報にて環境セミナー要旨、会員各社の環境関連活動、地球環境委員会の活動報告等を掲載し、
当会ウェブサイト上でも発信した。

・　2020年度商社環境月間（環境セミナー要旨）（2020年7・8月号）
・　2019年度…商社のESG推進活動（2020年9月号）
・　低炭素社会および循環型社会構築に向けた2020年度の取り組み（2021年3月号）

⑶　会合等の状況

2020.06.26　第95回地球環境委員会（書面審議）
・　低炭素社会実行計画2020年度フォローアップ調査（GVCを含む）について
・　循環型社会形成自主行動計画2020年度フォローアップ調査について
・　その他
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2020.09.04　第96回地球環境委員会【ウェブ開催】
・　2020年度GVC回答について
・　その他

2020.10.27　第97回地球環境委員会【ウェブ開催】
・　低炭素社会実行計画2020年度フォローアップ調査について
・　その他

2020.12.04　第98回地球環境委員会【ウェブ開催】
・　［説明］　「ビジネス主導の国際展開としてのCEFIAについて」
・　…説明者：経済産業省…産業技術環境局…地球環境連携室…室長補佐　高橋…幸二氏
・　循環型社会形成自主行動計画2020年度フォローアップ内容について…［審議］
・　循環型社会形成自主行動計画2025年度目標設定について［審議］
・　その他

2021.3.12… 第99回地球環境委員会【ウェブ開催】
・　産構審流通・サービスWG出席報告
・　循環型社会形成自主行動計画の今後のあり方について
・　2020年度地球環境委員会事業報告［審議］
・　特定荷主制度に関するアンケート結果について
・　2021年度地球環境委員会正副委員長選任
・　2021年度地球環境委員会事業計画［審議］
・　地球環境委員会活動に関するアンケート結果について
・　その他

5 ．財務委員会

【委 員 長】　大河原…誠　三菱商事㈱…執行役員財務部長
【参加会員】　19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、日鉄物産、野村貿易、阪和興業、丸紅、三井物産、三菱商事、ユアサ商事

⑴　活動方針

1）国内外の景気・金融環境動向
2）政策金融機関の動向
3）ESGファイナンスについて
4）金利指標改革に関する動向
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・フィンテック・財務関連BCP対応等）

⑵　活動概要

1 ）国内外の景気・金融環境動向

　当初計画では活動方針に掲げたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、委員会開催回数を
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減らしたことや、下記2）の①、②の説明会を開催したことから、当該テーマの活動は見送ることと
した。

2 ）政策金融機関の動向

①…2020年7月16日開催のJBIC「成長投資ファシリティ：新型コロナ危機対応緊急ウインドウにおける
支援メニューの拡充」説明会にて、㈱国際協力銀行…経営企画部…次長　小松…正直氏、企画課…課長　
辰巳…智則氏、外岡…佑介氏、企画課　禰寝…創太氏より当該支援メニューの拡充概要について説明を
受けた後、質疑応答を行った。
②…2021年2月9日開催のJBIC「ポストコロナ成長ファシリティ」説明会にて、㈱国際協力銀行…経営企
画部…次長　小松…正直氏、企画課…課長　辰巳…智則氏、外岡…佑介氏、業務課　藤井…彬史氏、後藤…
直挙氏より、1月29日付で創設された当該ファシリティの概要について説明を受けた後、質疑応答
を行った。
③…JBIC/NEXI環境社会配慮のためのガイドライン改訂
・　…2021年2月16日開催の第1回コンサルテーション会合に正副委員長会社（三菱商事㈱、三井物産㈱）
が出席した。

・　2021年3月11日開催の産業界打ち合わせに正副委員長会社が出席した。
・　2021年3月12日開催の第2回コンサルテーション会合に副委員長会社が出席した。

3 ）ESGファイナンスについて

　当初計画では活動方針に掲げたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、委員会開催回数を
減らしたことや、経済産業省の要請をうけ、第76回財務委員会のテーマを下記5）の②に充てたこと
から、当該テーマの活動は見送ることとした。

4 ）金利指標改革に関する動向

　2020年12月22日開催の第75回財務委員会にて、金融庁総合政策局リスク分析総括課…コンダクト企
画調整官　辻村…智哉氏、日本銀行…金融市場局…市場企画課…市場整備グループ…グループ長　千葉…誠氏、
㈱三菱UFJ銀行…経営企画部…副部長…（日本円金利指標に関する検討委員会　議長）　合田…健一郎氏、
野村證券㈱…マクロ・トレーディング部…共同部長マネージング・ディレクター（日本円金利指標に関
する検討委員会　副議長）　野々村…茂氏より、「LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について」
と題し、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

　（外為法関連・格付機関対応・フィンテック・財務関連BCP対応等）
①…2020年11月6日開催の第74回財務委員会にて、㈱シグマクシス…ディレクター　今村…圭一氏より
「フィンテックのトレードファイナンス活用の動向について」と題して、説明を受けた後、質疑応
答を行った。
②…2021年3月19日開催の第76回財務委員会にて、中小企業庁…事業環境部…取引課長　亀井…明紀氏より
「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けての取組について」と題し、説明を受けた後、質
疑応答を行った。
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6 ）その他（関係省庁からの周知依頼、便宜供与等）

①財務省「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」（2020.04.01）
②財務省「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」（2020.05.26）

⑶　会合等の状況

2020.11.06　第74回財務委員会【ウェブ開催】
・　講演：「フィンテックのトレードファイナンス活用の動向について」
・　講師：㈱シグマクシス…ディレクター　今村…圭一氏
・　今後の財務委員会の活動について

2020.12.22　第75回財務委員会【ウェブ開催】
・　講演：「…LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について」
・　講師：……-…金融庁…総合政策局リスク分析総括課
　　　　　　コンダクト企画調整官　辻村…智哉氏
　　　　　…-…日本銀行…金融市場局市場企画課…市場整備グループ
　　　　　　グループ長　千葉…誠氏
　　　　　…-…㈱三菱UFJ銀行…経営企画部…副部長
　　　　　　（日本円金利指標に関する検討委員会　議長）
　　　　　　合田…健一郎氏
　　　　　…-…野村證券㈱マクロ・トレーディング部
　　　　　　共同部長マネージング・ディレクター
　　　　　　（日本円金利指標に関する検討委員会　副議長）
　　　　　　野々村…茂氏

2021.03.19　第76回財務委員会【ウェブ開催】
・　…講演：「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けての
　　　　　取組ついて」
　　講師：経済産業省…中小企業庁…事業環境部取引課…課長補佐
　　　　　小町…僚明氏
・　2020年度財務委員会年間活動報告（案）について（審議）
・　正副委員長の交替
・　JBIC及びNEXIの環境社会配慮確認のためのガイドライン改訂について

6 ．経理委員会（2020年1月〜 12月）

【委員長】　重田…哲也　三井物産㈱…執行役員…経理部長
【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、神栄、住友商事、双日、蝶理、
豊田通商、長瀬産業、日鉄物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテク、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

会計コミッティ関係
1）国際会計基準への対応
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2）本邦会計基準への対応
3）その他情報交換
税務コミッティ関係
1）令和3年度税制改正要望の策定
2）令和2年度税制改正明確化
3）国際課税関連対応
①CFC税制対応
②OECD（BEPS対応）関連対応
③新興国等における課税事案、その他国際課税関連対応（情報共有中心）
4）その他個別対応事項
①グループ通算制度
②消費税軽減税率対応

⑵　会計コミッティ活動概要

（幹事：萩谷…淳一　三井物産㈱…経理部…決算統括室長）

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。

IASB公開草案「金利指標改革―フェーズ 2 （IFRS 第 9 号、IAS 第 39 号、IFRS 第 7 号、IFRS 第 
4 号及び IFRS 第 16 号の修正案）」に対する意見提出（2020.05.25）
　IASBは、金利指標改革が財務報告に与える影響に関する検討の第2フェーズとして、追加のIFRS
基準の修正案を2020年4月9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、リスクの詳細について情報開示を提
案していることに対しては、追加的な情報収集など過度な実務負荷やコストが発生する一方、財務諸
表利用者にとっての有用性が不明瞭なことから反対する旨の意見を取りまとめ、2020年5月25日、
IASB…に提出した。

IASB 公開草案「全般的な表示及び開示」に対する意見提出（2020.09.25）
　IASBは、比較可能性向上のため、損益計算書における新たな小計・区分の設定、財務情報の分解
表示の改善、Non-GAAP指標の透明性の確保を提案する標記公開草案を2019年12月17日に公表した。
　経理委員会は、本草案の基本的な考え方への一定の理解は示せるものの、財務諸表利用者の意見を
色濃く反映した見直しになっている感が強く、実務上・監査対応上のコストが増す割にはベネフィッ
トが限定的であると感じられたため、14項目のうち11項目には同意しない旨の意見を取りまとめ、
2020年9月25日、IASBに提出した。

IASBディスカッション・ペーパー「企業結合―開示、のれん及び減損」に対する意見提出（2020.12.22）
　IASBは、企業結合・事業の取得に関する開示の拡充およびのれんの減損テストあるいは償却の再
導入可否に関するディスカッション・ペーパーを2020年3月19日に公表した。
　経理委員会は、提案された開示要求は、将来予測的な情報や機密情報に該当する可能性に起因する
リスクとコストを含め、作成者の著しい負担となることへの懸念から反対、またのれんの会計処理に
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ついては減損認識の遅延やコストの問題に十分な対処が見られず、償却を再導入すべきとし、米国会
計基準とも極力整合を図ることを求める旨も含めた意見を取りまとめ、2020年12月22日、IASBに提
出した。

《意見提出を行わなかったが対応要否を検討した案件》
・　…IFRIC暫定アジェンダ「子会社に対する投資に係る繰延税金（IAS第12号「法人所得税」）」（2020
年3月のIFRS解釈指針委員会にて議論）

・　…IFRIC暫定アジェンダ「リース料が変動するセール・アンド・リースバック（IFRS第16号「リー
ス」）」（2020年3月のIFRS解釈指針委員会にて議論）

・　…IFRIC暫定アジェンダ「サプライチェーン・ファイナンス契約…―…リバース・ファクタリング…―…
アジェンダ・ペーパー 2」（2020年6月のIFRS解釈指針委員会にて議論）

・　…IFRIC暫定アジェンダ「単一資産企業における資産のセール・アンド・リースバック（IFRS第
10号「連結財務諸表」及び…IFRS…第16号「リース」）」（2020年9月のIFRS解釈指針委員会にて議論）

②IFRS新基準への対応について
　2017年よりIFRS新基準対応ワーキンググループを設置していたが、本年についてはワーキンググ
ループを設置せず、都度情報交換を行うことを1月度コミッティにて説明、了承。12月度コミッティ
にて2023年度より強制適用されるIFRS第17号「保険契約」につき情報交換を実施した。

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。

実務対応報告公開草案第 59 号「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い（案）」に
対する意見提出（2020.07.29）
　ASBJは、2021年末に公表の停止が見込まれているLIBORを参照する金融商品について必要と考え
られるヘッジ会計に関する会計処理および開示上の取り扱いを明らかにした標記公開草案を2020年6
月3日に公表した。
　経理委員会は、ヘッジ会計に関する取扱いについては支持するものの、別の論点として、後継金利
指標が後決めの金利となる可能性が想定されており、経過利息の計算や公正価値測定における取り扱
いの明確化を求める旨の意見を取りまとめ、2020年7月29日、ASBJに提出した。

②法務省への意見提出
　法務省より公表された意見募集に対し、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。

法務省「会社計算規則の一部を改正する省令案」に対する意見提出（2020.07.03）
　法務省は、ASBJによる「収益認識に関する会計基準（改正企業会計基準第29号）」および「会計上
の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号）」等の公表を受け会社計算規則の改正を行
うにあたり、標記意見募集を2020年6月4日に公表した。
　経理委員会は、作成者の実務負担が極めて大きいことから同意せず、また「会計上の見積りに関す
る注記」について、連結計算書類の記載への参照や個別財務諸表において識別した金額の算出方法の
記載で代替可能な旨の明確化を求める旨の意見を取りまとめ、2020年7月3日に法務省に提出した。
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《意見提出を行わなかったが対応要否を検討した案件》
・　…実務対応報告公開草案第58号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の
適用に関する取扱い（案）」の公表（2020.02.13）

・　…実務対応報告公開草案第60号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
（案）」等の公表（2020.09.11）

3 ）その他情報交換

①決算関連情報交換
・　2019年度第3四半期決算における質問事項に関する情報交換（2020年2月）
・　2020年3月期決算公表スケジュール等に関する情報交換（2020年2月）
・　2020年3月期決算における質問事項に関する情報交換（2020年5月）
・　2020年度第1四半期決算スケジュールに関する情報交換（2020年6月）
・　2020年度第2四半期決算スケジュールに関する情報交換（2020年9月）
・　2020年度第2四半期決算における質問事項に関する情報交換（2020年11月）
・　2020年度第3四半期決算スケジュールに関する情報交換（2020年12月）

②その他
・　リース取引の契約延長時の会計処理に関する情報交換（2020年1月）
・　開示布令改正への対応に関する情報交換（2020年3月）
・　KAM早期適用の検討状況に関する情報交換（2020年3月）
・　…新型コロナウイルス対策、オリンピック対策における決算関係の対応に関する情報交換（2020年
3月）

・　内閣府令の改正等に伴う有価証券報告書の開示に関する情報交換（2020年5月）
・　金融庁からの新型コロナウイルス関連の開示に関する通知に関する情報交換（2020年6月）
・　企業内容等の開示で要請される「監査法人による継続監査期間」に関する情報交換（2020年6月）
・　各社のペーパーレス化や電子承認の導入状況に関する情報交換（2020年9月）
・　IFRS第17号「保険契約」に関する情報交換（2020年12月）

⑶　税務コミッティ活動概要

（幹事：水谷…謙一　三井物産㈱…経理部…税務統括室長）

1 ）令和3年度税制改正要望の策定

①概要
　税務コミッティにて検討、原案の作成を行い、経理委員会（9月10日）、常任理事会（9月23日）で
の承認を得て、9月30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、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた対応を中心に、重点要望23項目、一般要望70項目
の合計93項目からなる。
　重点要望項目は以下の通り。
ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた対応
・　納税環境整備
・　欠損金使用制限の見直し
・　印紙税廃止
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グループ通算制度
・　投資簿価修正
・　離脱時時価評価
国際課税制度
・　外国子会社配当益金不算入制度
・　外国子会社合算税制（CFC税制）
・　電子経済の課税上の課題への対応
・　移転価格税制

※国際課税連絡協議会令和3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、令和3年度税制改正要望案をまとめ、各団体の承認を得て、19団体の連名
による要望を9月30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。

≪会合開催状況≫
・　2020年第1回国際課税連絡協議会　（7月10日）
　　…経済産業省貿易経済協力局…投資促進課…課長補佐　山同…康太氏より、「最近の国際課税に係る動
向について〜令和2年度税制改正における国際課税部分等〜」について説明を受け、質疑応答を
行った。

・　2020年第2回国際課税連絡協議会　（7月31日）
　　…坂東…太郎幹事代理（三井物産㈱…経理部…税務統括室次長）より、国際課税連絡協議会…令和3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。

②有識者の知見の活用
　直近まで経済産業省に出向していた職員が所属していることから、EY税理士法人に税制改正要望
の査読を依頼し、関係各省に対して、より説得力のある記述とするための助言を得た。

③経済産業省、他団体との連携
・　5月20日　経済産業省…投資促進課との面談
　　…（日本貿易会令和3年度税制改正要望案のうち、国際課税分野に関する要望について検討状況の説
明）

・　7月6日　経済産業省…投資促進課との面談
　　…（日本貿易会令和3年度税制改正要望案のうち、国際課税分野に関する要望についての説明、およ
び投資促進課の経産省税制改正要望への対処方針・スケジュールに係る意見交換）

・　7月10日　経済産業省…企業行動課との面談
　　（日本貿易会令和3年度税制改正要望案についての説明、および意見交換）
・　7月13日　日本経済団体連合会…経済基盤本部との面談
　　（日本貿易会令和3年度税制改正要望案についての説明、および意見交換）
・　7月27日　日本経済団体連合会…税制委員会税制専門部会
　　（日本貿易会令和3年度税制改正要望案について税務コミッティ幹事より説明）
・　7月29日　経済産業省…投資促進課との面談
　　…（日本貿易会令和3年度税制改正要望案のうち、国際課税分野に関する要望について前回打ち合わ
せ時からの変更点の説明、および投資促進課の経産省税制改正要望への対処方針・スケジュール
に係る意見交換）
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・　…8月6日　経済産業省…企業行動課、国税庁…課税総括課、日本経済団体連合会…経済基盤本部との面
談

　　（電子帳簿保存法に係る意見交換）
・　10月5日　経済産業省…投資促進課との面談
　　（租税条約に関する届出書の電子化に係る意見交換）
・　10月19日　経済産業省…投資促進課との面談
　　（租税条約に関する届出書の電子化に係る意見交換）
・　10月28日　経済産業省…投資促進課との面談
　　…（日本貿易会令和3年度税制改正要望のうち、国際課税分野に関する要望と経産省税制改正要望内
容との整合性等に係る確認）

・　11月9日　経済産業省…投資促進課との面談
　　（租税条約に関する届出書の電子化に係る意見交換）
・　11月13日　経済産業省…投資促進課との面談
　　…（外国子会社配当益金不算入制度および外国会社合算税制に関する配当における外国源泉税の適
正化の骨子案に係る意見交換）

・　11月16日　経済産業省…投資促進課との面談
　　（租税条約に関する届出書の電子化に係る意見交換）
・　11月25日　経済産業省…投資促進課との面談
　　（租税条約に関する届出書の電子化に係る意見交換）
・　12月2日　経済産業省　企業行動課、日本経済団体連合会　経済基盤本部との面談
　　（電子帳簿保存法に係る意見交換）

④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」（10月30日）
　河津専務理事、税務コミッティ幹事が出席し、令和3年度税制改正要望の要点につき説明を行った。
・　公明党「税制ヒアリング」（11月4日）
　…河津専務理事、税務コミッティ幹事・副幹事、国際税務ワーキンググループ座長が出席し、令和3
年度税制改正要望の要点につき説明し、質疑応答を行った。

　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を後押ししてもら
うため、国会議員向けの説明資料を作成し、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。

　2020年10月下旬、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。（以下、氏名50音順）

・石﨑…徹… 衆議院議員… ・野田…毅… 衆議院議員
・上野…賢一郎… 衆議院議員… ・船橋…利実… 衆議院議員
・神田…憲次… 衆議員議員… ・松川…るい… 参議院議員
・城内…実… 衆議院議員… ・三宅…伸吾… 参議院議員
・後藤…茂之… 衆議院議員… ・武藤…容治… 衆議院議員
・小林…鷹之… 衆議院議員… ・山際…大志郎… 衆議院議員
・佐藤…ゆかり… 衆議院議員… ・山田…美樹… 衆議院議員
・西村…明宏… 衆議院議員
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⑤成果
　12月10日公表の与党「令和3年度…税制改正大綱」において、要望のうち以下の項目が盛り込まれた。

当会要望事項 税制改正大綱（対応する項目）
納税環境整備
【重点要望】　1．ウィズコロナ、ポストコロナを
見据えた対応
⑴　納税環境整備
a）…新型コロナウイルス対策に端を発する在宅勤
務拡大の観点からも、社内書類の電子化、ペー
パーレス化の一層の推進が求められる状況に
鑑み、電子帳簿保存法における国税関係書類
の電子保存に関する検索機能や見読可能装置
等のシステム要件、ならびにスキャナ保存を
行う際の適正事務処理要件、タイムスタンプ
付与期日要件の大幅な緩和を要望する。

七…納税環境整備
2…電子帳簿等保存制度の見直し
（国税）
⑴…　国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保
存制度の見直し

⑵…　国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見
直し

⑶…　電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保
存制度の見直し

b）…上記…a）と同様に在宅勤務を必要な時に可能
とする体制に移行する上で、納付書等に代表
される行政から受け取る文書、および届出等
に代表される行政に提出する文書について全
面的な電子化を実現して頂きたい。

五…国際課税
2…クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特例
等における非課税適用申告書等の電子提出等
（国税）
⑷　条約届出書等の提出手続についての措置

七…納税環境整備
9…その他
（国税）
⑶　e-Taxによる申請等の方法の拡充
⑷　処分通知等の電子交付の拡充
⑸…　クラウド等を利用した支払調書等の提出方
法の整備

【一般要望】　2.…納税環境整備
⑴　申告手続整備
c）…法人事業税および法人住民税につき、現在都
道府県別・市町村別に異なるタイミングで納
付書類が送付され、また納税を求められるた
め、企業内の確認・申請プロセスに過剰な事
務負担が生じている。窓口の一本化等により、
納税手続の効率化を図ること（更正による追
加納付に対する加算金・延滞金等を含む）。ま
た電子申告を行う場合も、更正の請求に関し
てはeLTaxが対応しておらず、ペーパーレス、
事務負担軽減の両方の観点より、更正の請求
手続きの電子化を要望する。

七…納税環境整備
9…その他
（地方税）
⑵　eLTAXの対象となる申請等の範囲の拡充
⑶…　地方税務システムの標準化に係る所要の措
置
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国際課税
【重点要望】　3．国際課税制度
⑶　電子経済の課税上の課題への対応

2020年…1月に…OECD/G20の…BEPS包摂的枠組会
合で合意された…2つの柱に関するステートメント
を踏まえ、国際的な議論が進捗しており、…2020年
中にはコンセンサスが予定されている。今後の
議論については以下の点を踏まえた慎重な対応
が望まれる。「第1の柱」に関しては、過度に市
場国またはユーザー所在国へ課税権が偏り過ぎ
ないこと、企業の事務負担の観点から過度に複
雑な制度としないことに留意し、拙速な議論を
避けてわが国企業への影響が極力少なくなるよ
うな国際合意・制度構築を要望する。「第2の柱」
に関しては、本邦…CFC税制と重複して課税され
ることのないよう整合性を取ること、企業の事
務負担の観点から過度に複雑な制度としないこ
とに留意し、拙速な議論を避けてわが国企業が
他国企業に比べて不利な立場に置かれることの
ないような国際合意・制度構築を要望する。
（以下、各論略）

第一…令和3年度税制改正の基本的考え方
6．経済のデジタル化への国際課税上の対応
（一部抜粋）
経済のデジタル化によって生じるこうした国際
課税上の課題への対応については、2021…年半ば
までに国際的な合意をまとめるべく、OECDを中
心に議論が行われている。経済のデジタル化に
対する解決策は、わが国企業に過度な負担を課
さないように配慮しつつ、企業間の公平な競争
環境を整備し、わが国企業の国際競争力の維持
及び向上につながるものでなければならない。ま
た、税制の不確実性をもたらす一国主義的な課
税措置の拡散を防止するためにも、国際的なコ
ンセンサスに基づく解決策への合意は、喫緊の
課題である。わが国としては、令和2年度与党税
制改正大綱で示した基本的考え方に沿って、
OECDを中心とする国際的な議論に貢献し、国際
的な合意に向けて、一層主導的な役割を果たし
ていくことが重要である。
また、国際的な租税回避や脱税への対応につい
ては、今後も引き続き、国際的な議論や租税回
避の態様等を踏まえ必要な見直しを迅速に講じ
ていく。併せて、国際課税制度が大きな変革を
迎える中、国内法制・租税条約の整備及び着実
な執行など適時に十全な対応ができるよう、国
税当局の体制強化を行うものとする。

その他法人課税
【重点要望】　1．ウィズコロナ、ポストコロナを
見据えた対応
⑵　欠損金使用制限の見直し
控除制限を緩和もしくは撤廃すること。

三…法人課税
1…産業競争力の強化に係る措置
（国税）
⑷　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後1年を経過する日までの間に産業競争力
強化法の事業適応計画（仮称）の認定を受けた
もののうちその事業適応計画に従って同法の事
業適応（仮称）を実施するものの適用事業年度
において特例対象欠損金額がある場合には、そ
の特例対象欠損金額については、欠損金の繰越
控除前の所得の金額の範囲内で損金算入できる
こととする。
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【一般要望】　3.…その他法人課税
⑷　組織再編成税制
d）…会社法における株式交付制度の導入を踏まえ
つつ、株式交付側・株式譲渡側両社（者）に
おける課税関係の整理を行うとともに、株式
譲渡損益の繰延措置を創設すること。

三…法人課税
2…株式対価M&Aを促進するための措置の創設
（国税）
法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付
を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損
益の計上を繰り延べることとする。

2 ）令和2年度税制改正明確化

　次の項目について、税制改正大綱記載内容および制度改正についての明確化を行った。
①子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対抗に係る措置
・　組織再編や関係法人配当を活用した潜脱防止規定
・　「内国法人や居住者株主によって90％以上」支配されていることを証明する書類
・　配当譲渡損明確化に関する使用する通貨等
②グループ通算制度
・　離脱時の投資簿価修正等
③CFC税制における受動的所得の利子の範囲からユーザンス金利を除く改正の適用要件
・　通常必要と認められる業務の範囲
・　通常必要と認められる業務に従事していることを証明する書類

3 ）国際課税関連対応

　「国際税務ワーキンググループ」を組成し、令和3年税制改正要望における国際課税分野の要望内容
検討等を行った。また、新興国等における課税事案に対する意見交換を行った。

①CFC税制対応
ユーザンス金利に関する明確化
　CFC…のユーザンス金利に関して昨年度税制改正がなされ、これに関して「棚卸資産の販売の事業
及びこれに付随する事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務」の明確化を経済産業省
が対応。昨年度から当会が経済産業省に伝えていた内容を盛り込んだ形でQ&Aが改訂された（2020
年6月）。

税制改正要望取りまとめに係る議論
　税制改正要望案の取りまとめ作業の一環として検討を継続した。また、現在のCFC税制は過度に
複雑化しており、実務面においても体系的にみても簡素化が必要であること、経済産業省との面談に
おいては、電子経済課税のPillar2の導入は当該制度を抜本的に見直すよい契機となり得ることを確認
した。これを受け、次年度以降は、Pillar2の導入を見据え、Pillar2に関連付ける項目とPillar2と切り
分けて要望すべき論点等を整理し、要望の打ち出し方を精査することについて合意した。

②OECD（BEPS対応）関連対応
　OECD意見募集に対し、税務コミッティ、経理委員会での審議・承認を経て、意見を提出した。

OECD「Public consultation document：Review of Country-by-Country Reporting（BEPS Action 
13）」パブリックコンサルテーション文書に対する意見募集　（2020.02.06）
　2020年2月6日、経済協力開発機構（OECD）は標記文書を公表し、意見募集を開始した。BEPS行
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動13最終報告書では2020年末までに国別報告書（CbCR）のミニマムスタンダードのレビューを行う
こととされており、本パブリックコンサルテーション文書ではCbCRの実施・運用、内容、範囲等の
各種論点について意見募集が行われた。
　経理委員会は国別報告書に係る本パブリックコンサルテーション文書に記された各論点に関する意
見を取りまとめ、2020年3月6日、OECD…宛提出した。

OECD「Reports on Pillar One Blueprint」［Report on Pillar Two Blueprint」パブリッ クコンサルテー
ション文書に対する意見募集　（2020.10.12）
　2020…年…10月12…日、デジタル課税に係る第1の柱（利益配分ルール等）、第2の柱（最低税額の導入）
の現時点の青写真となる資料（Tax…Challenges…Arising… from…Digitalisation…–…Report…on…Pillar…One…
Blueprint/…Report…on…Pillar…Two…Blueprint）などを公表した。本パブリックコンサルテーション文
書は、第1の柱、第2の柱に係る青写真（Blueprint）の各項目について内容や範囲、実務上の課題等
の意見募集を行なうものである。なお、同議論について当初の目標であった2020年内の最終合意には
至らず、2021年の半ばまでの合意を目指すことも、同資料の中で示されている。
　経理委員会は本パブリックコンサルテーション文書に記された各論点に関する意見を取りまとめ、
2020年12月14日、OECD…宛提出した。

③新興国等における課税事案、その他国際課税関連対応（情報共有中心）
　国際税務ワーキンググループにおいて、以下について情報共有を行った。

インド・インドネシアを中心とした国際課税問題
　昨年から継続して、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情報交換を行った（2月、3月、5月、7月、9月、11月、
12月）。
豪州APA更新
　豪州APA更新にあたり、従来のPS法とTNMM法のハイブリッド方式を変更し、商社として共同歩
調をとりながら、TNMM法一本で申請することについて検討、意見交換を行った。特に、8月24日に
は「豪州APA意見交換会」を開催し、コロナ禍における申請スケジュールの確認や各社のスタンス、
申請の進め方等について議論を行った。
その他の取扱テーマ
・　改正CFC税制に係る初年度申告の振り返り
・　グループ内金融取引の移転価格税制上の取り扱い

4 ）その他個別対応項目

①グループ通算制度
　経済産業省意見照会（日本経済団体連合会経由）において、税務コミッティにて各社意見を取りま
とめ、2月21日付で当該制度に関する意見書を提出。その後、令和2年度税制改正においてグループ通
算制度が創設されたが、特に重視していた投資簿価修正、離脱時時価評価等についての意見は反映さ
れていなかったため、税制改正要望の重点要望とした。
　また、投資簿価修正については、子会社売却時に買収プレミアムが譲渡原価の計算対象から除外さ
れ、その回収が不可能となることで、本邦企業の事業買収、業界再編を阻害する要因となり得るうえ、
グループ通算制度を採用しない単体企業と比べても著しく不利な条件となることから、国会議員陳情
においても特に注力し、説明を行った。
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②消費税軽減税率対応
　消費税インボイス制度説明会（11月9日）
　2023年…10月より開始されるインボイス制度の導入に向け、システム改修や社員への教育等、必要
な対応準備を開始できるよう制度の概要と留意点について、財務省より説明。質疑応答を行った。

5 ）活動計画外の対応項目

①新型コロナウイルス対応
　新型コロナウイルスの影響で実務上生じている問題を調査し、財務省や国税庁に対応を検討して欲
しい項目について経済産業省に意見具申を行った。租税条約に関する届出書に関する提出要件の一時
的緩和や一時帰国従業員の所得税法上の扱いの明確化などが実現した。
②申告・書類等の電子化に向けた対応
自由民主党　「デジタル化・オンライン化を進めるため、対面や書面・押印での手続を求める規制・
制度を見直す件について」のアンケート（7月29日）
　テレワーク推進に向けてデジタル化・オンライン化を進めるにあたり、対面や書面・押印での手続
きを求める規制・制度の緊急見直しにあたり必要な事例を取りまとめ、8月28日に回答した。
経済産業省「租税条約届出書の電子化」に係るアンケート（11月：計3回）
　租税条約届出書の電子化にあたり、現地企業（支払を受ける者）からPDFで送付して貰った租税
条約届出書を本邦企業（支払者）がe-Taxに載せて税務署に提出する案を軸に検討が進められている
ところ、このプロセスにおいて届出書の真偽性を担保する手段の実効性を確認するためのアンケート
に対する回答依頼があり、各社意見を提出した。

⑷　会合等の状況

経理委員会
2020.01.15　第206回経理委員会【実開催】

・　経理委員会2020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2019年会計報告、経理委員会2020年会費につき審議・了承

2020.02.19　第207回経理委員会【実開催】
・　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
・　2020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

2020.03.19　第208回経理委員会【書面開催】
・　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

2020.05.29　第209回経理委員会【書面開催】
・　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

2020.06.17　第210回経理委員会【ウェブ開催】
・　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

2020.07.15　第211回経理委員会【ウェブ開催】
・　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
・　…ASBJ実務対応報告公開草案第59号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会
計の取扱い（案）」に対する意見提出につき審議、了承

・　IASB公開草案「全般的な表示及び開示」に対する意見提出につき審議、了承
2020.09.16　第212回経理委員会【ウェブ開催】

・　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
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・　…日本貿易会…令和3年度税制改正要望（案）および国際課税連絡協議会…令和3年度税
制改正要望（案）につき審議、了承

2020.11.18　第213回経理委員会【ウェブ開催】
・　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
・　…IASBディスカッション・ペーパー「企業結合－開示、のれん及び減損」意見提出
につき審議、了承

2020.12.16　第214回経理委員会【ウェブ開催】
・　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
・　移転価格税制調査の契約更新につき審議・了承
・　経理委員会2020年年間活動報告（案）につき審議・了承
・　2021年正副委員長選出
・　2021年開催日程につき確認

会計コミッティ
2020.01.10　1月度会計コミッティ【実開催】

・　2020年会計コミッティ検討課題につき審議、了承
・　…IFRS新基準ワーキンググループ活動につき、本年度はワーキンググループを設置
せず、都度情報交換を行うことを説明、了承

・　IASB公開草案「全般的な表示及び開示」に関する情報共有
・　リース取引の契約延長時の会計処理に関する情報交換

2020.02.18　2月度会計コミッティ【書面開催】
・　2019年度第3四半期決算発表に関する情報交換
・　2020年3月期決算公表スケジュール等に関する情報交換
・　貿易記者会質問事項についての説明

2020.03.18　3月度会計コミッティ【書面開催】
・　IASB公開草案「全般的な表示及び開示」に関する情報共有
・　…実務対応報告公開草案第58号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い（案）」に関する対応要否検討結果報告

・　開示布令改正への対応に関する情報交換
・　KAM早期適用の検討状況に関する情報交換
・　IFRICアジェンダ決定に関する情報共有
・　…新型コロナウイルス対策、オリンピック対策における決算関係の対応に関する情報
交換

2020.05.27　5月度会計コミッティ【書面開催】
・　2020年3月期決算に関する情報交換
・　IASB公開草案「金利指標改革―フェーズ2」への当会コメント提出の報告
・　…IFRIC暫定アジェンダ決定①リース料が変動するセール・アンド・リースバック
（IFRS第16号「リース」）および…②子会社に対する投資に係る繰延税金（IAS第12
号「法人所得税」）に関する対応要否検討結果報告

・　…IASB公開協議「投資者が企業に買収の説明責任を求める方法及びのれんの会計処
理」への対応に関する情報共有

・　IASB公開草案「全般的な表示及び開示」への対応に関する情報共有
・　…新型コロナウイルスの影響に関する日本公認会計士協会から相談依頼および当会会
長と日本公認会計士協会会長間の電話会議による意見交換に関する報告

・　内閣府令の改正等に伴う有価証券報告書の開示に関する情報交換
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・　…IAS第1号「財務諸表の表示」の修正「負債の流動又は非流動への分類」発効日の
延長に関する情報共有

・　…IFRS第3号「企業結合」、IAS第16号「有形固定資産」、IAS第37号「引当金、偶発
負債及び偶発資産」や2019年公開草案が発表された年次改善（IFRS第1号「国際財
務報告基準の初度適用」、IFRS第9号「金融商品」、IAS第41号「農業」及び…IFRS
第16号「リース」に付属する設例）の修正の公表に関する情報共有

2020.06.05　6月度会計コミッティ【ウェブ開催】
・　2020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
・　金融庁からの新型コロナウイルス関連の開示に関する通知に関する情報交換
・　企業内容等の開示で要請される「監査法人による継続監査期間」に関する情報交換

2020.07.07　7月度会計コミッティ【ウェブ開催】
・　法務省「会社計算規則の一部を改正する省令案」への当会意見提出の報告
・　…ASBJ実務対応報告公開草案第59号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会
計の取扱い（案）」への当会コメントの審議・了承

・　IASB公開草案「全般的な表示及び開示」への当会コメントの審議・了承
・　…IASBディスカッション・ペーパー「企業結合－開示、のれん及び減損」に関する
情報共有

2020.09.08　9月度会計コミッティ【ウェブ開催】
・　2020年度第2四半期決算スケジュールに関する情報交換
・　IFRIC暫定アジェンダ決定に関する対応要否検討結果報告
・　…IASBディスカッション・ペーパー「企業結合－開示、のれん及び減損」に関する
情報交換

・　IASB「金利指標改革―フェーズ2」公表に関する情報共有
・　デュー・プロセス・ハンドブックの改訂版公表に関する情報共有
・　…各社のペーパーレス化や電子承認の導入状況に関する情報交換（後日メールにてア
ンケート実施）

2020.11.10　11月度会計コミッティ【ウェブ開催】
・　2020年度第2四半期決算に関する情報交換
・　…IASBディスカッション・ペーパー「企業結合－開示、のれん及び減損」への当会
コメントの審議・了承

・　…実務対応報告公開草案第60号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関
する取扱い（案）」等の公表に関する対応要否検討結果報告

・　…IFRS第10号「連結財務諸表」および…IFRS…第16号「リース」単一資産企業におけ
る資産のセール・アンド・リースバック（IFRIC暫定アジェンダ決定）に関する対
応要否検討結果報告

2020.12.01　12月度会計コミッティ【ウェブ開催】
・　2020年度第3四半期決算スケジュールに関する情報交換
・　IFRS第17号「保険契約」に関する情報交換
・　2020年年間活動報告（案）について審議・了承
・　正副幹事交代について確認
・　2021年会計コミッティ開催日程について了承

税務コミッティ
2020.01.09　1月度税務コミッティ【実開催】

・　2020年税務コミッティ検討課題について審議・了承
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・　令和2年度税制改正要望の成果について報告
・　各社税務体制に係る情報交換
・　コンパラブル更新に係る覚書（案）、各社ご負担額（案）について報告
・　「グループ通算制度」に係る確認事項について意見交換

2020.02.06　2月度税務コミッティ【実開催】
・　税制改正要望アンケート結果について意見交換
・　第1回国際税務ワーキンググループの活動報告

2020.03.05　3月度税務コミッティ【書面開催】
・　令和3年度税制改正要望について協議
・　第2回国際税務ワーキンググループの活動報告
・　グループ通算制度に係る意見提出（経団連経由…経産省意見照会）について報告
・　OECD国別報告書パブコメ募集に係る意見書提出について内容、進捗の報告
・　税制体制アンケート取りまとめ結果の共有
・　資本等取引に係る意見提出（経産省）について報告

2020.05.15　5月度税務コミッティ【ウェブ開催】
・　令和3年度税制改正要望について協議
・　新型コロナウイルスの影響及び経産省に対する要望調査について情報共有・協議
・　CFCユーザンス金利に関する明確化について国税庁Q&Aに係る情報共有
・　…子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対抗に関する明
確化について経産省との協議結果報告

2020.06.04　6月度税務コミッティ【ウェブ開催】
・　令和3年度税制改正要望について協議
・　第3回国際税務ワーキンググループの活動報告

2020.07.02　7月度税務コミッティ【ウェブ開催】
・　令和3年度税制改正要望について協議
・　第4回国際税務ワーキンググループの活動報告

2020.09.10　9月度税務コミッティ【ウェブ開催】
・　日本貿易会令和3年度税制改正要望案について審議・了承
・　国際課税連絡協議会令和3年度税制改正要望案について審議・了承
・　第5回国際税務ワーキンググループの活動報告
・　今年度税務調査に関する各社状況について確認

2020.11.05　11月度税務コミッティ【ウェブ開催】
・　…OECD電子経済課税Blueprintに関するパブコメ募集について、デロイトトーマツ
税理士法人…山川パートナーからの説明・質疑応答

・　自民党・公明党税制ヒアリングについて報告
・　第6回国際税務ワーキングループの活動報告

2020.12.03　12月度税務コミッティ【ウェブ開催】
・　…OECD電子経済課税Blueprintに関するパブコメ募集に係る当会意見案について審
議・了承

・　第7回国際税務ワーキングループの活動報告
・　移転価格税制調査の契約更新について審議・了承
・　税務コミッティ 2020年年間活動報告（案）について審議・了承
・　正副幹事交代について確認
・　2021年税務コミッティ開催日程について確認
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国際税務ワーキンググループ
2020.01.16　第1回国際税務ワーキンググループ【実開催】

・　税務コミッティ検討課題について報告
・　国際税務ワーキンググループ年間開催予定について検討
・　資本等取引改正の明確化要望アンケート回答について情報共有
・　国別報告事項（CbCR）の記載要領の改正に係る意見交換

2020.02.13　第2回国際税務ワーキンググループ【実開催】
・　令和3…年度税制改正要望各社アンケート結果の共有
・　…OECD…経済のデジタル化に伴う課税上の課題（今後の交渉に向けた大枠の合意内
容）に係る情報共有

・　OECD…国別報告書に関する意見募集について説明
・　インド・インドネシアを中心とした国際課税問題に係る意見交換
・　豪州APA…更新手続きに係る意見交換

2020.05.21　第3回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　令和3年度税制改正要望の国際課税部分について協議
・　CFCユーザンス金利に関する明確化に係る国税庁Q&Aドラフト確認
・　…子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対抗に関する明
確化について意見交換

・　インド・インドネシアを中心とした国際課税問題に係る意見交換
2020.06.11　第4回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】

・　令和3年度税制改正要望の国際課税部分について協議
・　インド・インドネシアを中心とした国際課税問題に係る意見交換
・　電子経済課税に関するアップデートに係る情報共有
・　豪州…APA更新に係る情報交換

2020.07.09　第5回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　令和3年度税制改正要望の今後の進め方について確認
・　インド・インドネシアを中心とした国際課税問題に係る意見交換
・　今後の国際税務ワーキンググループの活動について意見交換

2020.09.17　第6回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　令和…3…年度税制改正要望最終ドラフトについて報告
・　インド・インドネシアを中心とした国際課税問題に係る意見交換
・　20/3…期の…CFC…申告に係る振り返り…（意見交換）
・　COVID-19…の感染拡大にかかる…PE…課税について意見交換
・　日本貿易会移転価格税制調査の契約更新について連絡

2020.11.12　第7回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　インド・インドネシアを中心とした国際課税問題に係る意見交換
・　グループ内金融取引について意見交換
・　豪州APA更新の進捗状況…について意見交換
・　日本貿易会移転価格税制調査の契約更新について審議・了承

2020.12.10　第8回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　インド・インドネシアを中心とした国際課税問題に係る意見交換
・　2020年国際税務ワーキンググループ年間活動報告書について報告
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7 ．物流委員会

【委 員 長】　日比生…裕一　住友商事㈱…物流管理部長
【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、日鉄物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテク、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

＜物流委員会ワーキンググループ＞
【座　　長】　小河原…敦郎　双日㈱…リスク管理企画部…貿易管理担当部長
【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㈱…法務部…貿易手続管理室…次長
【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

⑴　活動方針

1）国際物流関連制度および手続等の効率化・簡素化・高度化の推進
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

⑵　活動概要

1 ）国際物流関連制度および手続等の効率化・簡素化・高度化の推進

①2020年度各省庁に対する規制・制度改革に関する要望
・　…当委員会では、物流手続きにかかる時間・労力・コストの削減等を目的に、毎年度、財務省をは
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。2020年度
についても、①手続の電子化・効率化、②経済連携協定関連、　③物流法制度の解釈の変更・運
用改善、④AEO関連等、商社の関心が高い規制制度改善要望（計43項目）を財務省他各省庁へ
提出し、過年度に要望していたフォローアップ項目（計21項目）とともに、意見交換を実施した
（合計8回：財務省3回、厚生労働省1回、農林水産省2回、経済産業省1回、国土交通省1回）。各省
庁には要望趣旨を理解いただき、税関・検疫所等における貿易手続関係書類への押印の廃止や原
本提出要件の緩和をはじめ、過年度に要望していた項目も含めて20項目について状況改善あるい
は懸念点の解決等を実現した。

②新型コロナウイルス感染拡大に際しての物流円滑化等に関する要望
・　…新型コロナウイルス感染拡大に際して、税関や検疫所等への貿易手続関連書類の提出における電
子化等を通じた柔軟な対応や医療物資等の輸送円滑化に向けた施策、物流に関する情報の提供な
どを求める要望（計9項目）を取りまとめ、2020年4月23日に財務省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省の各省へ提出した。商社実務の現状を説明して交渉を行った結果、貿易
手続関連書類の原本の後日提出が容認されるなど3項目が実現した。
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③要望「コロナ禍での国際コンテナ物流問題の改善に向けて」
・　…新型コロナウイルス感染拡大は、国際コンテナ物流にも影響を及ぼし、海上運賃の急騰、抜港等
による日本発貨物の積み残し等の問題が発生しており、荷主企業の輸出業務に重大な支障が生じ
ている。かかる事態にあたり政府の支援・協力を求めるべく、2021年2月15日に、電子情報技術
産業協会、日本自動車部品工業会、日本機械輸出組合、日本貿易会の4団体連名にて、課題解決
に向けた実態調査、関連情報の収集・共有および意見交換等について、経済産業省および国土交
通省に対する要望書を提出した。また、経済産業省および国土交通省による実態把握に向けたヒ
アリングへの協力を行った。

④NACCSへの対応
a）プログラム変更要望への対応
・　…2021年度プログラム変更要望として、「包括保険一覧照会の照会権限付与」、「管理資料の出力先
の複数化」、「伝送方式のバージョンアップ」（計3項目）をNACCSセンターに提出した。各要望
については、2021年度のシステム反映に向けて、NACCSセンター（輸出入・港湾関連情報処理
センター）株式会社において検討が行われている。

b）第7次NACCS更改に向けた対応
・　…NACCSセンター株式会社からの依頼により、2025年より稼働を開始する第7次NACCSにおいて
輸出入者向けのAIを活用したサービス事業を検討するにあたってのアンケートを実施し、商社
の意見を伝えた（2021年3月12日）。

⑤官民会合を通じた各種制度に関する対応
a）港湾の電子化（サイバーポート）に関するフォローアップ
・　…2021年度からの「港湾関連データ連携基盤」の稼働開始により、港湾物流の生産性向上を図るた
めに、内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室と国土交通省港湾局が連携して設置した「港湾
の電子化（サイバーポート）推進委員会」（2020年5月14日、2020年12月16日開催）、実務面を中
心に議論する「サイバーポート検討WG（港湾・貿易手続）」（2020年4月14日開催）およびその
後継組織である「サイバーポート推進WG（港湾物流）」（2020年10月27日、12月16日、2021年3
月23日開催）に委員として参加した（委員会：日比生物流委員会委員長（住友商事（株））、
WG：小河原物流委員会WG座長（双日（株）））。会合では、システム利用メリットの明確化、
NACCSとの自動連携など貿易手続のシングルウインドウ化に向けた取組みの加速、港湾に留ま
らない物流事業者全体への展開などの必要性について意見を述べた。

・　…このほか、内閣官房・国土交通省からの要請により、海外の港湾物流情報システムとの連携等の
ニーズに関するアンケート調査、港湾関連データ連携基盤のGUI受入テストなどへの協力を行っ
た。

b）国際海上輸送に係るコンテナ総重量確定制度に対するフォローアップ
・　…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。本件に関連して、内閣官房および国土交通省が推進する「港湾関連データ連携
基盤」において、コンテナ総重量（VGM）の情報伝達が可能となるようシステム構築が行われ
る予定である旨、委員会委員へ共有した。

c）次期総合物流施策大綱の策定に向けた対応
・　…2017年7月に閣議決定された「総合物流施策大綱（2017-2020）」については、2020年度が計画期
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間の最終年度となっているところ、次期総合物流施策大綱策定に向けた検討が、国土交通省、経
済産業省、農林水産省において行われている。次期大綱の策定にあたって、経済産業省よりヒア
リング要請があったところ、物流委員会においてアンケートを実施した上で、その結果を踏まえ
てヒアリングに対応した（2020年8月19日）。

2 ）国際物流関連情報の収集と共有

①「商社のための原産地自己申告制度ガイダンス」の作成
・　…CPTPP、日EU…EPA、日米貿易協定においては、原産地の自己申告
制度が採用されており、今後も同制度を採用する協定が拡大していく
ことが見込まれている。各社実務においては、税関による事後確認へ
の対応も含めた制度対応・体制構築が共通課題となっている。こうし
た中、商社業界としての手引書を通じて実務を支援すべく、委員各社
へのヒアリングを実施しながら、商社が原産地の自己申告制度を利用
する上で必要な準備作業・留意点などをまとめた「商社のための原産
地自己申告制度ガイダンス」を作成し、会員に配布した（2021年3月
8日）。

②経済連携協定の交渉状況等のフォローアップ
・　…経済産業省経済連携課より、日米貿易協定の原産地規則に関するアンケート（2020年10月8日）
および第3国間FTA等の原産地規則に関するアンケート（2020年12月2日）の依頼があり、各社
意見を取りまとめ提出した。アンケートにて寄せられた日英EPAに関する意見・要望等に対す
る経済産業省からの回答について、委員会委員へ共有した（2020年12月18日、12月23日）。

③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、「第11回国際海上コ
ンテナの陸上運送に係る安全対策会議」（2021年3月3日開催）に事務局が委員として参加し、フォ
ローアップに協力した。

④関係省庁・団体を通じた情報共有
・　…新型コロナウイルス感染拡大に際しての各種情報について、財務省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省より収集し、随時委員会委員へ共有した。また、新型コロナウイルス感
染拡大に関するジェトロ海外事務所からの情報について、都度委員会委員へ共有した。

・　…インドにおける原産地証明に係る新ルール（CAROTAR2020）について、経済産業省、日本商
工会議所等と連携して情報収集を行い、都度委員会委員へ共有した。

・　…ニュージーランド等における検疫措置に関して、経済産業省より提供された情報について都度委
員会委員へ共有した。

・　…日本経済団体連合会のロジスティクス委員会およびサプライチェーン委員会、日本機械輸出組合
の国際貿易円滑化委員会及び原産地規則懇話会に事務局が委員として参加し、荷主として必要情
報を都度委員会委員へ共有した。
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3 ）会員間の情報・意見交換の促進

①新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する情報交換
・　…新型コロナウイルス感染拡大に際して、委員会内での情報共有および政府からの十分かつタイム
リーな情報の収集・提供を行うにあたり、委員各社における現況等を把握するため「新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴う物流への影響に関するクイックアンケート」を実施し、結果を委員会委
員へ共有した。（2020年4月10日）

・　…同クイックアンケートの結果を基に、勤務体制や実務対応・方針など委員会内部での情報交換を
希望する項目を中心として「新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響に関する情報交換アンケー
ト」を実施し、結果を委員会委員へ共有した。（2021年4月22日）

②講演会の実施
・　…新型コロナウイルスの収束後に予想される各国税関当局による輸入事後調査・FTA検認の強化
の動きなどについて把握すべく、第79回委員会においてEY税理士法人パートナー　大平…洋一氏
より「ポストCovid-19の各国税関動向」と題して説明を受けた。（2020年7月31日）

・　…財務省関税局が2020年6月に取りまとめた税関行政の中長期ビジョン「スマート税関構想2020」
について把握するとともに、税関手続の改善に向けた意見交換を行うため、第80回委員会におい
て財務省関税局業務課長　奈良井…功氏ほかより「スマート税関構想2020」と題して説明を受けた。
（2020年11月25日）

・　…新型コロナウイルス感染拡大の影響等により需給が逼迫している国際海上コンテナ輸送の動向と
見通しについて把握すべく、第81回委員会において拓殖大学教授　松田…琢磨氏より「国際海上
コンテナ輸送の動向と見通しについて」と題して説明を受けた。（2021年3月22日）

⑶　会合等の状況

物流委員会
2020.07.31　第79回物流委員会【ウェブ開催】

・　…EY税理士法人パートナー　大平…洋一氏より「ポストCovid-19の各国税関動向」と
題して、新型コロナウイルスの収束後に予想される各国税関当局による輸入事後調
査・FTA検認の強化の動きなどについて説明を受け質疑を行った後、2020年度各
省庁に対する規制・制度改革に関する要望に関する説明と協議、最近の物流委員会
およびWGの活動に関する報告を行った。

2020.11.25　第80回物流委員会【ハイブリッド開催】
・　…財務省関税局業務課長　奈良井…功氏より「スマート税関構想2020」と題して、関
税局が2020年6月に取り纏めた税関行政の中長期ビジョンについて説明を受け質疑
を行った後、最近の物流委員会およびWGの活動に関する報告を行った。

2021.03.22　第81回物流委員会【ハイブリッド開催】
・　…拓殖大学教授　松田…琢磨氏より「国際海上コンテナ輸送の動向と見通しについて」

と題して、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により　需給が逼迫している国際
海上コンテナ輸送の動向と見通しについて説明を受け質疑を行った後、2020年度物
流委員会事業報告案および2021年度物流委員会事業計画案、委員会活動体制につい
て審議した。
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物流委員会ワーキンググループ（WG）
①定例会合
2020.04.30　第94回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】

・　新型コロナウイルス感染拡大の影響等に関して情報交換を行った。
2020.05.20　第95回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】

・　…2020年度各省庁に対する規制制度改革要望およびNACCSタスクフォースの活動に
ついて検討した後、港湾の電子化（サイバーポート）推進委員会・WGの検討状況
について報告を行った。

2020.06.17　第96回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　…各省庁に対する規制制度改革要望について検討したほか、「新型コロナウイルス感
染拡大に際しての貿易手続円滑化等に関する要望」への各省回答状況について報告
を行った。

2020.07.15　第97回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　…経団連「with/postコロナにおける規制改革要望」への対応協議、港湾関連データ
連携基盤の進捗状況に関する報告、見学会・実務者情報交換会に関する検討等を行っ
た。

2020.08.19　第98回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　…経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ物流企画室長　西野…健氏ほか

をお招きし、次期総合物流施策大綱に関するヒアリングを行った。その後、2020年
度各省庁への規制制度改革要望の進捗状況についての報告および貿易管理組織に関
する意見交換を行った。

2020.09.16　第99回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　…2020年度各省庁への規制制度改革要望の進捗状況、「商社のための原産地自己申告
制度ガイダンス」作成についての報告およびインドにおける原産地証明書手続き変
更に関する通達、貿易管理組織に関する意見交換を行った。

2020.10.21　第100回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　…2020年度各省庁への規制制度改革要望の進捗状況、「商社のための原産地自己申告
制度ガイダンス」作成に向けた進捗状況、内閣官房・国土交通省が主催する「サイ
バーポート推進WG（港湾物流）」について事務局より報告の後、意見交換を行った。

2020.11.18　第101回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　…2020年度各省庁への規制制度改革要望の進捗状況、「商社のための原産地自己申告
制度ガイダンス」作成に向けた進捗状況について報告を行った後、次年度予算化が
必要な物流委員会活動、貿易管理組織のあり方について意見交換を行った。

2020.12.16　第102回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　…「商社のための原産地自己申告制度ガイダンス」および次年度物流委員会活動につ
いて検討を行った後、コンテナ需給の世界的な逼迫について意見交換、第5回港湾
の電子化（サイバーポート）推進委員会について報告を行った。

2021.01.28　第103回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　…2020年度各省庁への規制制度改革要望の進捗状況、「商社のための原産地自己申告
制度ガイダンス」作成に向けた進捗状況、物流委員会活動アンケートについて報告
の後、コンテナ需給の世界的な逼迫について意見交換を行った。

2021.02.17　第104回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
・　…要望「コロナ禍での国際コンテナ物流問題の改善に向けて」の進捗状況について報
告した後、2021年度物流委員会活動について検討した。
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②各省庁との意見交換会
2020.10.02……経済産業省経済連携課・日本商工会議所との意見交換
2020.10.05……厚生労働省との意見交換
2020.10.06……農林水産省植物防疫課・動物衛生課との意見交換
2020.10.09……農林水産省畜水産安全管理課との意見交換
2020.11.05……第1回財務省関税局との意見交換
2021.01.20……第2回財務省関税局との意見交換
2021.03.08……国土交通省港湾局との意見交換
2021.03.17……第3回財務省関税局との意見交換

8 ．市場委員会

【委 員 長】　大間知…慎一郎　三井物産㈱　専務執行役員CSO
【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、日鉄物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテク、ホン
ダトレーディング、丸紅、三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）WTO、TPP、その他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情報交換および提言・要望
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 ）自由貿易体制の推進に向けた活動

・　…回復に時間がかかるコロナショック（第95回委員会）、ポストコロナのSDGs（第96回委員会）、
グローバル・バリューチェーンとアフターコロナにおける商社の役割（第97回委員会）について
説明を受け、意見交換を行った。

2 ）グローバル・バリューチェーンとアフターコロナにおける商社の役割の検討

・　…米中貿易摩擦が長期化の様相を見せる中、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大も加わり、国
際通商の現場では手探りの状態が続いている。こうした中、持続可能なサプライチェーンの構築
に向けて、商社に期待される役割も変化している可能性がある。このような問題意識のもと、商
社のあるべき方向性を提示するために「グローバル・バリューチェーンとアフターコロナにおけ
る商社の役割」を検討するワーキンググループを設置した。

・　…参加メンバーは次の通り。
　　共同研究者…早稲田大学…政治経済学術院…経済学研究科…教授　戸堂…康之氏
　　…委員…10社11名（伊藤忠商事、岩谷産業、JFE商事、住友商事、双日、豊田通商、長瀬産業、丸紅、
三井物産、三菱商事）

・　…9月から5回の会合を通して議論した内容を下記の通りディスカッション・ペーパーにまとめ、第
97回市場委員会で報告。審議後に対外公表。
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1.2…イノベーションにおける米中デカップリングの進行
1.3…DXの発展とバリューチェーンの拡大
1.4…持続可能性とバリューチェーン

第2章　コロナ禍における商社ビジネスの現状
2.1…多様化によってレジリエンスとフレキシビリティを高めてきた商社
2.2…商社における人材のグローバル化の進展
2.3…イノベーションに関わる国際連携／ビジネスの高度化によるグローバルな連携
2.4…商社のDXへの対応
2.5…商社のSDGsへの対応

第3章　今後の商社と日本貿易会の役割
3.1…商社の役割
3.2…日本貿易会の役割

3 ）要望活動等

①日英経済パートナーシップ交渉に関する意見（2020.6.22）
・　…英国のEU離脱を受け、日英両政府の新たな協定締結交渉に向けて、サービスや投資、関税など
に関する意見・要望を経済産業省に提出した。

②投資関連協定の締結促進に関する意見（2020.11.27）
・　…昨年に続き、「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
アップ会合において、優先すべき交渉国・ビジネス実態を踏まえた投資協定の役割などについて
経済産業省に意見を述べた。

③輸出先国の輸入規制に関する意見（2020.6.23および2021.1.26）
・　…2020年4月の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に伴い、輸出先国の輸入規制
に関する課題について農林水産省に意見を提出した。

④日EU・EPAの輸出面に関する意見（2020.12.11）
・　…2019年2月に発効した日EU経済連携協定の更なる活用を目指し、申告書類の簡素化や原産地規則
の事例などについて農林水産省に意見・要望を提出した。

4 ）外部委員会への参画、意見表明

①日米財界人会議…【ウェブ開催】
　…日米／米日経済協議会の主催により、第57回日米財界人会議が開催され、小林…健会長ならびに事
務局が出席（2020.10.27 〜 28）
②日韓経済人会議…【ウェブ開催】
　…日韓経済協会の主催により、第52回日韓経済人会議が開催され、佐々木…幹夫名誉顧問（日韓経済
協会会長）ならびに事務局が出席（2020.11.27）
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5 ）その他

①「新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する海外事務所報告書」の共有
　各国の新型コロナウイルスの現状と対応についての報告書（ジェトロ作成）を周知

⑶　会合等の状況

市場委員会
2020.07.02　第95回委員会…【ハイブリッド開催】

・　講演：世界経済の現状と展望…〜アフターコロナをどう見るか〜
　　講師：新潟県立大学…国際経済学部…教授
　　　　　独立行政法人経済産業研究所…前理事長
　　　　　中島…厚志氏
・　市場委員会ワーキンググループの設置案について説明・了解

2020.12.16　第96回委員会…【ハイブリッド開催】
・　講演：ポストコロナのSDGs
　　講師：慶應義塾大学…大学院政策・メディア研究科
　　　　　教授　蟹江…憲史氏
・　市場委員会ワーキンググループ中間報告

2021.02.26　第97回委員会…【ハイブリッド開催】
・　講演：グローバル・バリューチェーンとアフターコロナにおける商社の役割
　　講師：早稲田大学…政治経済学術院…経済学研究科…教授
　　　　　戸堂…康之氏
・　市場委員会ディスカッション・ペーパー（案）報告
・　2020年度活動報告（案）審議
・　2021年度委員長会社選任および活動計画について

市場委員会ワーキンググループ（WG）
2020.09.10　第1回WG【ウェブ開催】

・　講演：新型コロナウイルス感染症と国際通商ルール
　　　　　〜WTO体制はアフターコロナの自由貿易を守れるか
　　講師：上智大学…法学部教授　川瀬…剛志氏

2020.10.08　第2回WG【ウェブ開催】
・　講演：ポストコロナ危機の中国経済とグローバル・サプライチェーンのあり方
　　講師：東京財団政策研究所…主席研究員　柯…隆氏

2020.11.12　第3回WG…【ウェブ開催】
・　講演：通商政策動向〜米国情勢を中心に
　　講師：経済産業省…通商政策局…米州課長　畑田…浩之氏

2020.12.10　第4回WG…【ハイブリッド開催】
・　共同研究者による中間総括
・　ディスカッション・ペーパー作成に向けた検討

2021.02.18　第5回WG…【ハイブリッド開催】
・　ディスカッション・ペーパー（案）検討
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9 ．貿易動向調査委員会
【委 員 長】山本…正彦　三菱商事㈱…地域総括部…部長代行
【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、日鉄物産、阪和
興業、日立ハイテク、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 ）「2021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、「2021年度わが国貿易見通し、経常収支の見通し」を作成した。要旨は以下の通
り（『日本貿易会月報』　2020年12月号に全文掲載）。

　　【商品別貿易の見通し】
　　　2020年度　新型コロナ感染症の影響による世界的な経済縮小により、輸出入ともに大幅に減少
　　　　　　　　輸　　出　　67兆6,120億円（前年度比10.9％減）
　　　　　　　　輸　　入　　66兆0,920億円（　　同　…14.4％減）
　　　2021年度　輸出入ともに持ち直すも新型コロナ危機前の水準には回復せず
　　　　　　　　輸　　出　　73兆3,890億円（前年度比…8.5％増）
　　　　　　　　輸　　入　　70兆4,030億円（　　同　…6.5％増）
　　【経常収支の見通し】
　　　2020年度　訪日外国人の消費、海外から受け取る利子・配当が減少し、経常収支黒字は縮小
　　　　　　　　経常収支　　　　　16兆5,160億円（前年度比3兆6,250億円の黒字減）
　　　　　　　　貿易収支　　　　　…3兆1,630億円（　 同 　2兆4,970億円の黒字増）
　　　　　　　　第一次所得収支　　18兆9,140億円（　 同 　2兆5,070億円の黒字減）
　　　2021年度……経常収支黒字は…2019…年度と同水準に回復
　　　　　　　　経常収支　　　　　20兆7,340億円（前年度比4兆2,180億円の黒字増）
　　　　　　　　貿易収支　　　　　…4兆7,200億円（　 同 　1兆5,570億円の黒字増）
　　　　　　　　第一次所得収支　　19兆8,540億円（　 同 　　 9,400億円の黒字増）

②…12月3日に貿易記者会で発表したところ日本経済新聞等において取り上げられ、当会ならびに当委
員の活動を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3回実施し、情報収集に務めた。
2020.06.23　第118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…経営企画本部…政策渉外部
　　　　　　　　　　　　　 調査・統計室長　高瀬…智子氏
2020.07.22　第119回委員会　「国内・世界経済の現状と展望
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　　　　　　　　　　　　　 〜先走る官製相場と置き去りにされるコロナ禍経済」
　　　　　　　　　　　　　 岡三証券㈱
　　　　　　　　　　　　　 チーフエコノミスト　愛宕…伸康氏
2020.10.01　第120回委員会　「2020 〜 21年の経済・市場展望」
　　　　　　　　　　　　　 バークレイズ証券㈱
　　　　　　　　　　　　　 調査部長…チーフエコノミスト　山川…哲史氏

②…新型コロナ感染防止のため「2020年度工場見学会」は不開催。一方で、日本の貿易に関係のある会
社の『バーチャル工場見学』サイトをまとめ…、「2020年度バーチャル工場見学のしおり」を作成し
た（2020年9月）。

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。
　　2020年9月号　「2020年上半期の日本の貿易動向と今後の注目点」（山本…正彦委員長）

⑶　会合等の状況

2020.05.27　第117回貿易動向調査委員会【ウェブ開催】
・　「2021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
・　2020年度見通し商品別レビュー第1回

2020.06.23　第118回貿易動向調査委員会【ウェブ開催】
・　（一社）電子情報技術産業協会…経営企画本部…政策渉外部…調査・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後、意見交換
・　2020年度見通し商品別レビュー第2回

2020.07.22　第119回貿易動向調査委員会【ハイブリッド開催】
・　…岡三証券㈱…チーフエコノミスト　愛宕…伸康氏より「国内・世界経済の現状と展望
〜先走る官製相場と置き去りにされるコロナ禍経済」について説明を受けた後、意
見交換

・　2020年度見通し商品別レビュー第3回
2020.10.01　第120回貿易動向調査委員会【ハイブリッド開催】

・　…バークレイズ証券㈱…調査部長…チーフエコノミスト　山川…哲史氏より「2020 〜 21
年の経済・市場展望」について説明を受けた後、意見交換

・　…「2021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の方向性を
検討

2020.10.23　第51回貿易見通し作成専門委員会【ウェブ開催】
・　…「2021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見通しを検
討

2020.11.18　第52回貿易見通し作成専門委員会【実開催】
・　…「2021年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」作成に向けた商品別見通し、マク
ロ見通しを検討

2020.12.01　第121回貿易動向調査委員会【書面開催】
・　「2021年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」（WG案）を検討

2020.12.03　…「2021年度わが国貿易収支、経常収支の見通し…〜輸出入の回復は緩やかだが、貿易収支
は改善し、経常収支黒字も拡大〜」記者発表
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2021.03.12　第122回貿易動向調査委員会【ウェブ開催】
・　「2020年度活動報告（案）」、「2021年度活動計画（案）」を承認
・　…2021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並里…
裕司（豊田通商㈱…渉外部…調査室…室長）の就任を承認

「2021年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」記者発表

10. 安全保障貿易管理委員会

【委 員 長】　…藤山…樹　双日㈱…法務部…物流コンプライアンス課…安全保障貿易管理チーム…チーム
リーダー

【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、日鉄物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテク、
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ワーキンググループ＞
【座　　長】　村上…太郎　伊藤忠商事㈱…法務部…安全保障貿易管理室…室長補佐
【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、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

①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。2020
年度においても、①規制番号国際化の早期実現、②個別輸出許可に伴う誓約書の有効期限設定、③
輸出許可・輸出承認における電子化の推進、④米国機微技術規制の動向に関する経済産業省の見解
の確認、⑤輸出令別表第一とECCN番号の対比表の経済産業省ウェブサイトへの掲載、⑥原子力関
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連の部品等における輸出に係る外交手続きの簡素化求める要望（計6項目）を取りまとめ、2020年
10月2日に経済産業省安全保障貿易管理部へ提出するとともに、⑥については所管する資源エネル
ギー庁原子力政策課に提出した。また、要望のフォローアップのため、2021年2月2日に経済産業省
との意見交換を実施した。要望活動の結果、輸出許可・輸出承認における電子化の推進に関して、
輸出許可申請書類などへの押印廃止が実現した。

②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7回：2020年5月20日、7月9日、8月26日、10月16日、11月25日、12月23日、2021年2月
17日）。経済産業省からは具体的な運用についてEU当局と擦り合わせを行っている段階であり、日
本における規制番号の運用との差異への対応については継続課題となっているため、2021年度以降
も当会としてフォローしていく。

③中国輸出管理法草案（第二次草案）に対する日米欧産業団体による共同意見書
　…　2019年度に日米欧産業団体連名で意見書を提出した「中国輸出管理法草案（改訂草案）」について、
2020年6月に中国にて開催された全人代常務委員会での審議を踏まえ、7月3日付で「中国輸出管理
法草案（第二次草案）が公表された。これに対して、2020年8月11日に日欧14団体の連名による共
同意見書および日米12団体の連名による共同意見書を提出した。

④中国及び米国の域外適用規制について（要請）
　…　2020年12月1日より施行された中国輸出管理法および米国の直接製品規制の拡大について、過剰
な域外適用の抑止に向けて政府ベースで働き掛けることなどを求める要請書を日本の産業界10団体
連名にて、2020年11月10日に経済産業省に提出した。

2 ）安全保障貿易管理に係る諸問題の検討

①パネルディスカッションの開催
　…　「米国EARの再輸出規制管理における実務対応」をテーマとしてモデレーターに合同会社日本輸
出管理研究所代表　高野…順一氏、パネリストに稲畑産業㈱安全保障貿易管理部部長代理　弘瀬…哲
氏、双日㈱法務部物流コンプライアンス課安全保障貿易管理チームリーダー　藤山…樹氏および蝶
理㈱経営管理部審査法務課貿易管理グループリーダー　竹﨑…茂氏を招き形式でのパネルディス
カッションを開催した。当日は17社77名の参加があり、活発な質疑応答も行われた。後日実施した
アンケートによると、内容について「参考になった」「まあ参考になった」が併せて100%の回答と
なり、非常に満足度の高い声が寄せられた。

②輸出許可の電子化対応
・　…第7次NACCS更改に向けて輸出許可の電子申請におけるユーザーインターフェースをはじめとし
た使い勝手の向上を図るため、経済産業省からの要請により第265回WGにおいて貿易経済協力
局貿易管理部貿易管理課電子化・効率化推進室長　永山…純弘氏との意見交換を実施した。（2020
年6月8日）

・　…新型コロナウイルス感染拡大に伴い行政手続のデジタル化に向けて急速に検討・整備が進む中、
経済産業省より、貿易関係法令関連手続き（特に外為法関連業務）について、より効果的・効率
的な仕組みの検討に向けた「貿易関係法令関連手続きの利便性向上に向けた調査」への協力依頼
があり、委員会・WGにおいて協力を行った。（2020年12月25日）
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3 ）安全保障貿易管理に係る情報収集と啓発活動

①講演会の実施
・　…米国規制に関する見通しの理解を深め、最新規制の留意点について解説いただくべく、西村あさ
ひ法律事務所パートナー弁護士　中島…和穂氏およびHughes…Hubbard…&…Reed…LLPパートナー弁
護士　Ryan…Fayhee氏から「日本企業が直面する米国制裁法及び輸出規制の課題」と題して説明
を受けた。（2020年8月6日）

・　…予てより共同意見書を提出している中国輸出管理法について、各社がどのように対応すべきかを
知るために、現地法律事務所である金杜法律事務所パートナー弁護士　劉…新宇氏より、「中国輸
出管理法の注目ポイントと実務対応」と題して説明を受けた。（2020年12月15日）

・　…米国新政権下における政策の見通しや中国に関する理解を深めるべく、経済産業省…貿易経済協
力局…貿易管理部…安全保障貿易管理政策課長…兼…大臣官房経済安全保障室長　香山…弘文氏より
「経済安全保障を巡る最新動向」と題して説明を受けた。（2021年3月26日）

⑶　委員会などの開催状況

安全保障貿易管理委員会
2020.08.06　第190回委員会【ウェブ開催】

・　…西村あさひ法律事務所パートナー弁護士　中島…和穂氏およびHughes…Hubbard…&…
Reed…LLPパートナー弁護士　Ryan…Fayhee氏より「米国制裁・輸出規制の最新動向」
と題して説明を受けた後、質疑応答を行った。その後、今年度の安全保障貿易管理
に関する要望について審議を行った。

2020.12.15　第191回委員会…【ハイブリッド開催】
・　…金杜法律事務所パートナー弁護士　劉…新宇氏より「中国輸出管理法の注目ポイン
トと実務対応」と題して説明を受けた後、質疑応答を行った。その後、安全保障貿
易管理委員会およびWGの活動状況について事務局より報告を行った。

2021.03.26　第192回委員会【ハイブリッド開催】
・　…経済産業省…貿易経済協力局…貿易管理部…安全保障貿易管理政策課長…兼…大臣官房経
済安全保障室長　香山…弘文氏より「経済安全保障を巡る最新動向」と題して説明
を受けた後、質疑応答を行った。その後、2020年度安全保障貿易管理委員会の活動
報告および2021年度安全保障貿易管理委員会の活動計画について書面にて審議し
た。

安全保障貿易管理検討ワーキンググループ（WG）
2020.05.21　第264回WG【ウェブ開催】

・　2020年度経済産業省への要望および成果物に関する検討を行った。
2020.06.08　第265回WG【ウェブ開催】

・　…経済産業省…貿易経済協力局…貿易管理部…貿易管理課…電子化・効率化推進室長　永
山…純弘氏より「貿易管理の関連サービスにかかるUI/UXの向上に向けて」と題し
て説明を受けた後、意見交換を行った。

2020.06.18　第266回WG【ウェブ開催】
・　…2020年度安全保障貿易管理に関する要望、自主点検チェックシートおよび第190回
安全保障貿易管理委員会のテーマについて検討を行った。

2020.07.16　第267回WG【ウェブ開催】
・　…第190回安全保障貿易管理委員会、規制番号国際化に関する経済産業省との意見交
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換および中国輸出管理法草案（第二次草案）について報告を行った。
2020.09.17　第268回WG【ウェブ開催】

・　…安全保障貿易管理委員会におけるパネルディスカッションの開催の是非について検
討を行った後、規制番号国際化に関する意見交換について報告を行った。

2020.10.15　第269回WG【ハイブリッド開催】
・　…次回安全保障貿易管理委員会のテーマについて検討を行った後、パネルディスカッ
ションの検討状況および経済産業省への要望について報告を行った。

2020.11.19　第270回WG【ハイブリッド開催】
・　…パネルディスカッションの検討状況、規制番号国際化に関する経済産業省からの提
案および中国輸出管理法に関する経済産業省への要請について報告を行った後、来
年度の活動内容について検討を行った。

2021.01.21　第271回WG【ウェブ開催】
・　…規制番号の国際化に向けた検討の進捗状況およびパネルディスカッションの実施に
ついて報告した後、来年度の安全保障貿易管理委員会に関するアンケートについて
協議を行った。

2020.02.18　第272回WG【ウェブ開催】
・　…「2020年度安全保障貿易管理に関する要望」についての経済産業省との意見交換結
果、2020年度安全保障貿易管理委員会パネルディスカッションについて報告した後、
2021年度安全保障貿易管理委員会活動について検討を行った。

11．貿易保険委員会

【委 員 長】　山手…公平　住友商事㈱…事業金融部…副部長…兼…事業金融第一チーム長
【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
鉄物産、阪和興業、日立ハイテク、丸紅、三井物産、三菱商事、メタルワン

⑴　活動方針

1）貿易保険制度等に係る提言・要望および過去要望のフォローアップ
2）経済産業省および株式会社日本貿易保険（NEXI）等との情報・意見交換
3）貿易保険に係る情報収集・共有

⑵　活動概要

1 ）2018年度提出の当会要望のフォローアップ

　2019年3月29日に当委員会がNEXI宛に提出した貿易保険制度改善に関する要望について、定期的
にNEXIから検討状況のアップデートの説明を受け、意見交換を行うとともに、NEXIから事例提出
の要望があった海外投資保険における「事業不能の要件緩和」に関し具体的事例を募集し、NEXI宛
に提出した。
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2 ）経済産業省および日本貿易保険（NEXI）との情報・意見交換

①経済産業省との情報・意見交換
・　…2021年1月28日開催の第87回委員会において、経済産業省…貿易経済協力局…通商金融課長　藤井…
亮輔氏を迎え、講演テーマ「インフラ海外展開支援等の動向と貿易保険制度の在り方」について
ご講演いただき、質疑・意見交換を行った。

②NEXIとの情報・意見交換
・　…2020年8月4日開催の第85回委員会において、NEXI企画室…企画グループ長　秋田祐一郎氏より「日
本貿易保険（NEXI）の最近の取組」について、NEXI企画室…制度・法務グループ長　小沼…健一
氏より「日本貿易会提出『貿易保険制度改善要望』の検討状況」についてご講演いただき、質疑・
意見交換を行った。

・　…2020年8月19日、NEXI…企画室…制度・法務グループ長　小沼氏他とウェブにて面談し、当会要望
の個別論点ごとの検討状況についてご説明いただき、質疑・意見交換を行った。

・　…2020年10月23日、ウェブ説明会を開催し、NEXI…企画室…制度・法務グループ長　小沼氏他より
2020年度海外投資保険の制度改正に関しご説明をいただき、質疑・意見交換を行った。

・　…2020年12月8日、ウェブ説明会を開催し、NEXI…企画室…制度・法務グループ長　小沼氏他より
2020年度海外投資保険の制度改正に関するアップデートおよび2021年1月の改正予定についてご
説明をいただき、質疑・意見交換を行った。

・　…2021年2月21日、ウェブ説明会を開催し、NEXI…企画室…制度・法務グループ長　小沼氏他より
2021年度海外投資保険の制度改正および貿易保険法改正についてご説明をいただき、質疑・意見
交換を行った。

・　…2021年3月23日開催の第88回委員会おいて、NEXI債権業務部…査定グループ長　安藤…美奈氏より
「保険金支払事例…事故の状況」についてご講演いただき、質疑・意見交換を行った。

3 ）貿易保険に係る情報収集・共有

1）多数国間投資保証機関（MIGA）との情報・意見交換
①…2020年10月9日開催の第86回委員会において、MIGA駐日代表　林田…修一氏を迎え、「政治リスク
保険と信用保証による海外投融資のご支援」についてご講演いただき、質疑・意見交換を行った。

4 ）その他

1）JBIC/NEXI環境社会配慮のためのガイドライン改訂について
　JBIC/NEXIの環境社会配慮のためのガイドラインについて、コンサルテーション会合を開催し広
く意見を求めて改訂が行われることとなり、環境・社会を配慮しつつもわが国企業が国際競争力を損
なうことのないガイドラインが策定されるよう、当会も財務委員会が中心となり産業界団体としての
意見発出に参加することとなった。第87回委員会（2021年1月28日）において事務局より貿易保険に
関する検討については貿易保険委員会も協力することを説明したとともに、2021年3月11日の産業界
会合には貿易保険委員会委員長が出席した。

⑶　会合等の状況

2020.08.04　第85回貿易保険委員会【ウェブ開催】
・　「日本貿易保険（NEXI）の最近の取組」
　　（講師：NEXI企画室…企画グループ長　秋田…祐一郎氏）
・　「日本貿易会提出『貿易保険制度改善要望』の検討状況」
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　　（講師：NEXI…企画室…制度・法務グループ長　小沼…健一氏）
・　本年度の委員会活動について

2020.10.09　第86回貿易保険委員会【ウェブ開催】
・　「政治リスク保険と信用保証による海外投融資のご支援」
　　（講師:…MIGA駐日代表　林田…修一氏
　　　　　　　　アナリスト　小出…愛氏）
・　当会提出要望のフォローアップについて

2021.01.28　第87回貿易保険委員会【ウェブ開催】
・　「インフラ海外展開支援等の動向と貿易保険制度の在り方」
　　（講師：経済産業省…貿易経済協力局…通商金融課…課長　藤井…亮輔氏）
・　当会提出要望のフォローアップについて
・　JBIC/NEXI環境ガイドラインについて

2021.03.23　第88回貿易保険委員会【ウェブ開催】
・　講演：「保険金支払事例…事故の状況」
　　（講師：NEXI債権業務部…査定グループ長　安藤…美奈氏）
・　2020年度活動報告（案）について
・　2021年度の正副委員長について

12．経済協力委員会

【委 員 長】　竹本…吉広　三菱商事㈱…地域開発部長
【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

　以下の項目を事業計画に掲げて活動した。
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

⑵　活動概要

1 ）情報収集・意見交換等

①国際協力機構（JICA）海外投融資の利便性の向上に関する意見発信・意見交換
　当会が以前から要望していた国際協力銀行（JBIC）先議の見直しを含むJICA海外投融資の利便性
の向上について、当会会長が委員として就任したインフラ海外展開に関する新戦略策定に向けた懇談
会での会長からのご発言も踏まえ、内閣官房からヒアリング依頼があった。当会の意見発信内容につ
いて検討するため、2020年6月25日に第102回委員会を開催した。その後、7月2日に内閣官房主催で開
催されたヒアリングでは、当会の要望事項をまとめたペーパーを提示し、当会事務局からの説明を行
い、参加省庁からの質問には後日メールにて対応した。後述の通り、2020年12月に承認された新戦略
「インフラシステム海外展開戦略2025」には、JBIC先議権の見直しを含むJICA海外投融資プロセスの
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より柔軟な運用が施策として盛り込まれた。

②新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する協力
　2019年度よりODA案件に関する租税問題について実態把握のため外務省国際協力局事業管理室に
事例提供を行い、大使館への働き掛けを含む対応のフォローアップを行ってきたが、本年度は新型コ
ロナウイルス感染拡大がODA案件にも大きな影響を与えていることから、事業管理室から租税問題
事案と同様に事例提供の依頼があり、各社の協力のもと案件リストが作成された。

③日EUインフラパートナーシップについてのドイツ大使館との意見交換
　2020年7月よりEU議長国となったドイツ大使館より、「持続可能な連結性及び質の高いインフラに
関する日EUパートナーシップ」に基づいた第三国市場における日EU間の協力について商社業界と連
携するため、当会に面談依頼があり、9月30日に意見交換会を開催。日EUインフラパートナーシップ
に加え、中国の一帯一路、米中貿易摩擦、新型コロナウイルスの影響によるサプライチェーンの多角
化・移管等についても意見交換を実施した。

④グリーン成長戦略に関する情報取集・意見交換
　2020年12月に2050年カーボンニュートラルに向けたグリーン成長戦略が発表されたことを受け、
2021年3月26日、第103回委員会を開催し、経済産業省…産業技術環境局…研究開発課…エネルギー環境イ
ノベーション戦略室室長補佐　金子…周平氏を講師としてお招きし、革新的環境イノベーション戦略
およびグリーンイノベーション戦略推進会議での議論を中心に政府のグリーン成長戦略についてご説
明いただき、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、
商社業界の立場から意見表明を行った（2020年4月、6月、8月、10月、12月、2021年2月）。

②インフラ海外展開に関する新戦略策定に向けた懇談会
　インフラ海外展開の環境の急速な変化、地球規模の課題等の社会情勢を踏まえた2021年以降のイン
フラ海外展開に関する新戦略を策定する必要性から、2020年2月、インフラ海外展開に関する新戦略
に向けた懇談会が設置された。当会からは日本貿易会会長が有識者委員として就任し、中村前会長が
第2回（2020年5月）、小林会長が第3回（6月）、第4回懇談会（12月）に出席し、公的支援制度の利便
性の向上、第三国連携の強化、新型コロナウイルスを含めた不可抗力事由の影響に対する対応強化、
DXを踏まえたインフラ戦略の推進、国内外の人材育成強化等について経済協力委員会から聴取した
意見をもとに取りまとめた当会意見に基づき、商社の立場から意見表明を行った。
　2020年12月に承認された新戦略「インフラシステム海外展開戦略2025」には、当会から要望した公
的支援制度の利便性向上について、JBIC先議権の見直しを含むJICA海外投融資プロセスのより柔軟
な運用、および新型コロナウイルス等の不可抗力事由に対するNEXI対応の強化等について盛り込ま
れた。

③国際協力機構環境社会配慮ガイドラインの改訂に関する諮問委員会
　2010年4月に施行されたJICA環境社会配慮ガイドラインについて、施行から10年が経ち見直しの時
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期を迎えたことから改訂に係る諮問委員会を設置し、見直しを含め検討が行われることとなった。策
定の際の有識者会議にも当会が委員として就任していたことから、今回もJICAより当会へ委員就任
依頼があり、杉田…哲哉副委員長（三菱商事㈱…地域開発部…インフラ開発チームリーダー）が委員とし
て参加し、意見表明を行った。

④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」を設置しており、当会からは経済協力委員長会社である三菱商事㈱から
取締役…常務執行役員…村越…晃氏が本協議会の副会長として就任した。第8回総会については、本年は
新型コロナウイルス感染拡大の影響で書面開催となった。

⑶　会合等の状況

2020.06.25　第102回経済協力委員会【ウェブ開催】
・　JBIC先議権の見直しを含むJICA海外投融資の利便性の向上について

2021.03.26　第103回経済協力委員会【ウェブ開催】
・　講演：「気候変動問題を巡る情勢とグリーン成長戦略」
　　…（講師：経済産業省…産業技術環境局…エネルギー・環境イノベーション戦略室…室長
補佐　金子…周平氏）

・　質疑応答
・　2020年活動報告について
・　委員会共通アンケートについて
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13．人事委員会

人事委員会
【委 員 長】　河手…哲雄　三菱商事㈱…執行役員人事部長
【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、日鉄物産、野村貿易、阪和興業、日立ハイテク、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

＜海外安全対策ワーキンググループ＞
【座　　長】　飯田…剛司　三菱商事㈱…総務部…危機管理室長
【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

＜ダイバーシティ推進コミッティ＞
【座　　長】　新川…朋子　三菱商事㈱…人事部…女性活躍・ダイバーシティ室…室長
【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
鉄物産、阪和興業、日立ハイテク、丸紅、三井物産、三菱商事

＜高年齢者雇用対策タスクフォース＞
【座　　長】　中西…淳二　三菱商事㈱…人事部…キャリアデザイン室…室長代行
【参加会員】　14社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、住友商事、双日、蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄物産、
阪和興業、丸紅、三井物産、三菱商事

⑴　活動方針

1）海外安全管理対策強化に向けての活動
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
　 ✓　海外の児童生徒の教育環境の改善・拡充
　 ✓　ダイバーシティの推進
　 ✓　高年齢者雇用安定法の改正に伴う対応
4）商社研修事業の継続
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
6）新型コロナウイルスに関する情報交換ならびに対応

⑵　活動概要

1 ）海外安全管理対策強化に向けての活動

①海外安全対策セミナーの開催
・　…2回のセミナーを開催し、海外渡航・赴任前に注意すべき医療事情と諸対策（第5回）、コロナ禍
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における海外安全対策（第6回）について説明を受けた。

②外務省等との連携
・　…外務省「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク第5回本会合」に事務局が出席し、海外安全
対策に関する活動報告・情報共有を行った（2021.3.15）

・　…外務省「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク第5回幹事会」に事務局が出席し、最近のテロ・
治安情勢の説明を受けた後、ネットワークの活性化と活動充実に向けた今後の方針について意見
交換を行った（2021.3.22）

③海外安全対策セミナーの展開
・　外務省「安全対策セミナー」（ウェブ開催）への後援協力（計7回）

2 ）働き方改革およびダイバーシティ推進に向けた取り組み

①セミナーおよび会合の開催
・　…計4回のセミナーおよび会合を開催し、経営戦略としてのダイバーシティ（第12回セミナー）、日
立の事業変革とグローバル人財戦略（第9回コミッティ）、誰もがイキイキと活躍できるDivesity…
&…Inclusionに向けて〜アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）を探求する（第10回コミッティ）
について説明を受けたほか、コロナ禍・アフターコロナにおける働き方に関する情報交換（第8
回会合）を行った。

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15回総会（2020.6.25）および第16回総会（2020.11.26）に河津司専務理事が出席し、海外の
児童生徒の教育環境の改善・拡充について要望を述べた。

②高年齢者雇用対策タスクフォースの設置
・　…改正高年齢者雇用安定法が2021年4月1日より施行され、企業に求められる雇用確保が努力義務な
がらも70歳に引き上げられるのに先立ち、会員企業が円滑に対応していくために、情報共有・意
見交換等を目的とするタスクフォースを設置した。

・　…9月から3回の会合を開催し、シニア活躍が日本型雇用を変える（第1回）、改正高年齢者雇用安定
法施行に向けた最新動向（第2回）、国際社会貢献センターの活用（第2回）、人生100年時代に向
けたベテラン・シニア社員のキャリア支援施策「キャリア・カンバス・プログラム」（第3回）に
ついて説明を受け、各社の取り組み状況を踏まえ意見交換を行った。

4 ）商社研修事業の継続

①…新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、グループ討議や対面交流を重視する商社新人研修お
よび貿易会経営塾の実施を見合わせた。一方、実務者研修はウェブにて実施した。海外赴任前研修
は、全世界での新型コロナウイルスの感染拡大により、会員各社の海外駐在員の派遣・交代時期が
分散したことを受け、集合研修を中止とし、希望する会員にABICを紹介した。
②安全保障貿易管理実務者研修初級編（2020.7.6.8.10および13.14.15）
　…　法人正会員の輸出管理部門の実務者、営業部門の関係者等を対象に初のウェブにて実施した。首
都圏以外など予想を上回る申し込みがあり、急きょ 2回に分けて開催した（参加者34名）。
　講師：高野…順一氏　合同会社日本輸出管理研究所代表
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　　　　　　　　　　 （元三井物産㈱安全保障貿易管理室長）

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

・　…新型コロナウイルス感染拡大に伴い、予定していた海外視察は中止となったが、交渉優先国の状
況などについて、経団連や日外協などと定期的な情報交換を行った。

6 ）新型コロナウイルスに関する情報交換ならびに対応

①海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（TeCOT）利用に関する説明会
・　…TeCOT運用開始に伴い、経済産業省およびアクセンチュアより、本サービスの概要、操作に関
する説明を受けた。

②新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況に関するアンケート調査
・　…新型コロナウイルスで勤務形態や出張規制、BCPの整備、採用説明会、研修などにさまざまな対
応が求められる中、各社の対応状況に関するアンケート調査を実施し、委員会で共有した（20.7.17
まで毎週、以降隔週で実施）。

③各社診療所におけるPCR検査整備の現状に関するアンケート調査
・　…海外へのビジネス渡航の段階的措置に向けた措置に伴い、経済産業省の依頼により、各社診療所
におけるPCR検査整備の現状に関するアンケート調査を行った。

④「新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する海外事務所報告書」の共有
・　…各国の新型コロナウイルスの現状と対応についての報告書（ジェトロ作成）を周知。

7 ）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）

⑶　会合等の状況

人事委員会
2020.07.08　第73回委員会…【ハイブリッド開催】

・　講演：高年齢者雇用安定法の改正について
　　講師：厚生労働省…職業安定局…高年齢者雇用対策課…課長補佐　日髙…幸哉氏
・　説明：「風しんの追加的対策」および
　　「新型コロナウイルス感染症」について
　　講師：厚生労働省…健康局…結核感染症課…主査　磯﨑…敦子氏

2020.11.11　第74回委員会…【ウェブ開催】
・　講演：コロナ危機後でもグローバルで勝ち続けるための
　　人事制度とは〜 “ジョブ型”人事への移行を目指して
　　講師：カゴメ㈱…常務執行役員
　　　　　Chief…Human…Resource…Officer…（最高人事責任者）
　　　　　有沢…正人氏

2021.03.10　第75回委員会…【ウェブ開催】
・　講演：戦略人事と変革のリーダーシップ
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　　講師：㈱people…first…代表取締役　八木…洋介氏
・　金融庁による大企業人材と地域企業のマッチング促進事業について
・　2020年度活動報告（案）審議
・　2021年度正副委員長選任および活動計画（案）審議

海外安全対策ワーキンググループ
2020.07.16　第4回WG…【ウェブ開催】

・　2020年度の活動について
・　新型コロナウイルスの感染拡大対応に関する課題の共有・情報交換

2020.10.16　第5回海外安全対策セミナー…【ウェブ開催】
・　講演：海外渡航・赴任前に注意すべき医療事情と諸対策
　　　　　〜現地での健康維持・管理のポイント
　　講師：外務省…診療所長　平野…加容子氏

2021.03.04　第6回海外安全対策セミナー…【ウェブ開催】
・　講演：COVID-19影響下における医療と安全面の海外安全対策
　　講師：インターナショナルSOS
　　　　　シンガポール…リージョナルメディカルディレクター
　　　　　アジア地域担当　野村亜希子氏
　　　　　セキュリティディレクター…ノースアジア　黒木…康正氏

ダイバーシティ推進コミッティ
2020.07.10　第12回セミナー…【ウェブ開催】

・　講演：経営戦略としてのダイバーシティ
　　講師：早稲田大学大学院経営管理研究科…教授　入山…章栄氏

2020.10.22　第8回コミッティ…【ウェブ開催】
・　コロナ禍、アフターコロナにおける働き方に関する情報交換

2020.12.22　第9回コミッティ…【ウェブ開催】
・　講演：日立の事業変革とグローバル人財戦略
　　　　　〜デジタル社会を牽引する事業変革と人財戦略
　　講師：㈱日立製作所　人財統括本部…グローバル人財戦略推進部　舘田…清志氏

2021.03.02　第10回コミッティ…【ウェブ開催】
・　講演：誰もがイキイキと活躍できるDiversity…&…Inclusionに向けて
　　　　　〜アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）を探求する
　　講師：…㈱アパショナータ…代表　パク・スックチャ氏

高年齢者雇用対策タスクフォース
2020.07.10　第1回TF【ウェブ開催】

・　講演：シニアの活躍が日本型雇用を変える
　　講師：法政大学大学院…政策創造研究科…教授　石山…恒貴氏

2020.11.19　第2回TF【実開催】
・　講演：高年齢者雇用安定法改正について
　　講師：厚生労働省…職業安定局…高齢者雇用対策課
　　　　　高齢者雇用企画係　花田…倫氏
・　講演：ABIC（国際社会貢献センター）の活用について
　　講師：ABIC…事務局長　宮崎…浩志氏
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・　高年齢者雇用に関する情報交換
2021.02.04　第3回TF…【ウェブ開催】

・　講演：人生100年時代に向けたベテラン・シニア社員の
　　　　　キャリア支援施策「キャリア・カンバス・プログラム」
　　講師：ソニー㈱…人事センター…EC人事部…総務部長　大塚…康氏

その他 （案内先：人事委員会、海外安全対策ワーキンググループほか）
2020.10.20　海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（TeCOT）利用に関する説明会

【ウェブ開催】
・　講演：海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（TeCOT）
　　　　　運用開始について
・　講師：経済産業省…貿易経済協力局…海外渡航支援チーム（概要説明）
　　　　　アクセンチュア㈱…（TeCOT操作説明）

14．情報システム委員会

【委 員 長】　塩谷…渉　住友商事㈱…IT企画推進部長
【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、日鉄物産、野村貿易、阪和興業、日立ハ
イテク、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

＜情報システムWG＞
【座　　長】　赤石…俊也　住友商事㈱…IT企画推進部…副部長…
【参加会員】　21社
伊藤忠商事、伊藤忠丸紅鉄鋼、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、日鉄物産、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、ユアサ商事

＜日本貿易会ISAC＞
【座　　長】　元田…達大　双日㈱…総務・IT業務部ITインフラ統括課…課長
【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）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
2）次のテーマに関する各社取組状況の共有と意見交換の実施
　　・　最新技術に関する取り組み（AI、RPA、DX等）
　　・　組織面に関する取り組み（人材、体制等）
　　・　BCPを含む働き方改革に関する取り組み（新型コロナウイルス対応など）
3）他業界（金融、流通等）および他委員会（財務、物流、総務等）との協働
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4）情報セキュリティにおける最新動向／対策に関する知見向上

⑵　活動概要

1 ）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

　デジタル庁設置に向けた政府の取り組みとして、内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室を招聘
しての講演会を実施した。また、下部組織となる情報システムWGでは、テレワーク環境に伴うセキュ
リティについて日本マイクロソフト㈱CSOの河野氏を招聘しての講演会及び意見交換を実施した。

2 ）各社取組状況の共有と意見交換の実施

　情報システム委員会においては、新型コロナウイルスを受けての働き方の変化や社内での取り組み
についてアンケートを行い情報共有を実施した。また、情報システムWGにおいては過去に実施して
いた新IT機能検討WGのアンケートを継続しつつ、新たにペーパーレスに関するアンケートを行い、
各社の取組状況について情報共有を実施した。

3 ）情報セキュリティにおける最新動向／対策に関する知見向上

　各社間でのサイバーセキュリティ情報・知見の交換・共有のためのプロジェクト組織「日本貿易会
ISAC」において、実務部会では昨年度に引き続き加盟会社間での情報共有や、セキュリティ動向や
ビジネスメール詐欺の事例に関する講演を実施した。また技術部会では、これまで最長半日であった
実機演習について、終日用いてのシナリオ演習を実施した。会合以外での活動としては、5年間の活
動を振り返り、日本貿易会ISACの存在をPRするための成果物として「日本貿易会ISACの歩み」を
作成した。

⑶　会合等の状況

情報システム委員会
2020.06.24　第89回委員会【ウェブ開催】

・　情報共有「パンデミック対応における課題および工夫」
2021.01.27　第90回委員会【ハイブリッド開催】

・　講演：「デジタル改革に向けた取り組み」
　　講師：内閣官房IT総合戦略室企画官　清重…典宏氏

2021.03.30　第91回委員会【書面開催】
・　2020年度事業報告案の説明・承認
・　2021年度活動案の説明

情報システムワーキンググループ（WG）
2020.09.15　第1回WG【ウェブ開催】

・　情報交換「現在の支援状況、最新IT技術取組、働き方改革、組織・人材」
・　今後の活動計画等に関する協議

2020.10.20　第2回WG
・　情報交換「ペーパーレスに関する取組」【ウェブ開催】

2020.11.19　第3回WG
・　講演：「セキュリティプランニングのためのエッセンス」【ハイブリッド開催】
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　　講師：日本マイクロソフト㈱　CSO　河野…省二氏
2020.12.10　「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【ウェブ開催】

・　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」

2021.02.15　第4回WG…【ウェブ開催】
・　講演：「詳説　DXレポート2」
　　講師：経済産業省…商務情報政策局…情報産業課
　　　　　ソフトウェア・情報サービス戦略室…課長補佐　飛世…昌昭氏

日本貿易会ISAC
①実務部会
2020.04.17　第13回実務部会【ウェブ開催】

・情報交換「IT部門におけるパンデミック対応とセキュリティ対策」
2020.06.19　第14回実務部会【ウェブ開催】

・講演：「完ぺきなセキュリティが不可能なら、いったい何を目指せば良いのか」
　講師：㈱アスタリスク・リサーチ　岡田…良太郎氏

2020.08.21　第15回実務部会【ウェブ開催】
・講演：「2020年度上半期の攻撃動向について」
　①ランサムウェアの動向について
　②脆弱性について
　講師：（一社）JPCERT/CC…早期警戒グループ…脆弱性アナリスト
　　　　土居…啓介氏

2020.10.23　第16回実務部会【ウェブ開催】
・講演：「ビジネスメール詐欺の事例と手口」
　講師：独立行政法人情報処理推進機構…セキュリティセンター　竹内…智子氏

2020.12.18　第17回実務部会【ウェブ開催】
・講演：「サイバーセキュリティの動向からみるリスクマネジメント」
　講師：日本電気㈱…サイバーセキュリティ戦略本部…本部長代理　淵上…真一氏

2021.02.19　第18回実務部会【ウェブ開催】
・講演：「最近のセキュリティ動向」
　講師：（一社）JPCERT/CC…早期警戒グループ…脅威アナリスト　土居…毅彦氏
・2020年度総会

②技術部会
2020.05.22　第13回技術部会

・演習：「ゲーム演習で学ぶCSIRTの動き」【ウェブ開催】
　講師：（一社）JPCERT/CC…早期警戒グループ…脆弱性アナリスト
　土居…啓介氏

2020.07.17　第14回技術部会【ウェブ開催】
・講演：「NECのリモートワークセキュリティ」
　講師：日本電気㈱…経営システム本部…本部長代理　田上…岳夫氏

2020.09.28　第15回技術部会【ウェブ開催】
・講演：…「NECが取り組んできた海外現地法人、グループ会社へのセキュリティガバナ

ンスのきかせ方」
　講師：日本電気㈱　経営システム本部…CISOオフィス　宮本…智氏
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2020.11.20　第16回技術部会【ウェブ開催】
・演習：「ログ分析に関するハンズオントレーニング」
　講師：（一社）JPCERT/CC…早期警戒グループ…脆弱性アナリスト　土居…啓介氏

2021.01.18　第17回技術部会【ウェブ開催】
・実機演習「NECサイバーセキュリティ演習」

2021.03.19　第18回技術部会【ウェブ開催】
・実機演習「NECサイバーセキュリティ演習」

15．社会貢献・ABIC委員会

【委 員 長】　黛…桂子　　伊藤忠商事㈱…サステナビリティ推進室担当室長（2020.04 〜 06）
　　　　　　茂木…康次郎　伊藤忠商事㈱…サステナビリティ推進室室長補佐（2020.06 〜 10）
　　　　　　黛…桂子　　伊藤忠商事㈱…サステナビリティ推進部担当部長（2020.10 〜 2021.03）
【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、
日鉄物産、阪和興業、日立ハイテク、丸紅、三井物産、三菱商事

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の活動分野の拡大（人材活用促進）および会員増強（登録斡旋）に向けての連携
3）社会貢献に係る情報収集および会員各社活動の情報交換

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

・　…第42回委員会（04.21）において、宮崎ABIC常務理事・事務局長より「2019年度ABIC事業報告
（案）」、岩城ABIC理事長より「2020年度ABIC事業計画（案）および2020年度JFTC/ABIC業務
委託契約（案）」について説明を受けた後、「2020年度ABIC事業計画（案）および2020年度
JFTC/ABIC業務委託契約（案）」を審議し、了承した。

・　…上記に関連して、コロナ禍の影響などについて意見交換を行った。

2 ）ABICの活動分野の拡大（人材活用促進）及び会員増強（登録斡旋）に向けての連携

・　…第43回委員会（12.08）において、宮崎ABIC常務理事・事務局長より「ABICの活動進捗状況」
について、対外発信活動、新規会員の拡充、コロナ禍における活動状況、2020年度上半期収支状
況、ABIC運営強化に向けた施策フォローアップなどの説明を受け、意見交換を行った。

・　…また、第44回委員会（03.24）において、宮崎ABIC常務理事・事務局長より「ABICの2020年度
活動報告・2021年度活動計画（骨子）」について説明を受け、意見交換を行った。

・　…「ABIC創立20周年記念会員懇親会＆講演会」（03.31）について協力を行った一方、（独）日本学
生支援機構が主催しABICが支援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
援バザーについては、コロナ禍の影響により、東京、兵庫ともに中止となった。
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3 ）社会貢献に係る情報収集および会員各社活動の情報・意見交換

・　第43回委員会（12.08）において、以下について意見交換を行った。
　　①各社の社会貢献体制アンケート・アップデート結果
　　②コロナ禍における社会貢献活動
・　第44回委員会（03.24）において、以下について意見交換を行った。
　　①社会貢献・ABIC委員会活動に関するアンケート結果
　　②コロナ禍における社会貢献活動の現状

⑶　会合等の状況

2020.04.21　第42回委員会【ウェブ開催】
・　2019年度ABIC事業報告
・　2020年度ABIC事業計画（案）および2020年度JFTC/ABIC業務委託契約（案）　他

2020.12.08　第43回委員会【ウェブ開催】
・　2020年度前半のABIC活動報告
・　各社の体制アンケートに関する意見交換
・　コロナ禍における社会貢献活動に関する意見交換　他

2021.03.24　第44回委員会【ウェブ開催】
・　2020年度活動報告書（案）の審議
・　ABICの2020年度活動報告・2021年度活動計画（骨子）について
・　社会貢献・ABIC委員会活動に関するアンケート結果について
・　2021年度正副委員長の選任
・　2021年度活動方針（案）の審議
・　コロナ禍における社会貢献活動の現状に関する意見交換

16. サステナビリティ・CSR研究会

【座　　　長】　山田…強　豊田通商㈱…経営企画部長
【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、丸紅、三井物産、三菱
商事

⑴　活動方針

　商社業界のサステナビリティおよびCSR推進に関する日本貿易会としての方針作成、普及啓発のた
めの活動、PR等に対する支援を行うことを目的に以下の事業を行う。
・　商社業界のサステナビリティおよびCSR推進に関する情報収集・意見交換等
・　…商社業界のサステナビリティおよびCSR推進活動の理解向上に向けた投資家等との意見・情報交
換他

⑵　活動概要

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、日程の一部変更、実開催からウェブ開催への開催方
式変更などを行い、以下の活動を行った。
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1 ）コロナ禍により顕在化したESGリスクに関する意見交換

・　第60回研究会（09.10）において、事前に実施したアンケート結果に基づいて意見交換を行った。
・　…各社からは大きなリスクは顕在化していないが今後要注意とのコメントがあり、労働条件の配慮
についても何らかの対応を行っている旨の説明があった。

・　…また、サプライチェーンの維持、現地サプライヤーの状況把握困難、グループ企業内のガナバン
ス問題、B…to…C事業におけるオンラインへのシフト、取引先・顧客への支援物資等の提供、グリー
ンリカバリーの実践に向けた事例の蓄積と議論の加速などについて各社から説明を受けた後、意
見交換を行った。

2 ）脱炭素（カーボンニュートラル）実現に向けた意見交換

・　第60回研究会（09.10）において、アンケート結果に基づいて意見交換を行った。
・　…その結果、脱炭素に向けてCO2削減目標を設けている社は7社、目標を設けていない社は3社であっ
た。

・　…目標を設けていない社については、目標策定検討中、削減目標は達成との考え方で数値管理のみ
実施、具体的削減目標は決まっていないが脱炭素エネルギーの取り扱いは増やしたいとの説明が
あり、各社の目標設置の有無とその考え方、CO2削減と企業収益のバランスに関する考え方につ
いて意見交換を行った。

・　…また、第62回研究会（03.12）では、カーボンニュートラル実現に向けたマイルストーンに関す
る各社の考え方について説明を受け、意見交換を行った。

3 ） 各社のサステナビリティ・CSR関連ガバナンス体制アンケート・アップデート結果に
関する意見交換

・　…第61回研究会（12.09）において、各社からサステナビリティ・CSR関連ガバナンス体制アンケー
トのアップデート内容について変更内容を中心に説明があり、意見交換を行った。

4 ）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

・　…第61回研究会（12.09）において、各社からCSR関連のプラットフォームへの対応アンケートのアッ
プデート内容について変更内容を中心に説明があり、意見交換を行った。

5 ）気候変動問題情報開示に関する意見交換

・　…第61回研究会（12.09）において、事務局から気候変動問題情報開示を取り上げた趣旨について
説明を行った後、各社から社内でのリスク管理、統合レポートなどでの開示の仕方などについて
説明があり、意見交換を行った。

6 ）投資家との意見交換について

・　…第62回研究会（03.12）において、2019年度に実施したGPIFとの意見交換の内容、当研究会活動
に関するアンケート結果を踏まえ、GPIFを含めた投資家との意見交換の開催可能性について討
議した。
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7 ）2021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年3月開催）の決定に基づき、2021年度正副座長を選出した。

　　2021年度　座長
　　三井物産㈱…サステナビリティ経営推進部…部長補佐　高堰…博英氏
　　2021年度　副座長
　　三菱商事㈱…サステナビリティ・CSR部…企画チームリーダー　伊藤…卓司氏

⑶　会合等の状況

2020.09.10　第60回サステナビリティ・CSR研究会【ハイブリッド開催】
・　コロナ禍により顕在化したESGリスクに関する意見交換
・　…脱炭素（カーボンニュートラル）に向けたCO2削減目標有無と考え方に関する意見

交換
・　その他

2020.12.09　第61回サステナビリティ・CSR研究会【ウェブ開催】
・　…各社のサステナビリティ・CSR関連ガバナンス体制アンケートのアップデートとそ
の内容に関する意見交換

・　…各社のCSR関連プラットフォームへの対応アンケートのアップデートとその内容に
関する意見交換

・　気候変動問題情報開示に関する意見交換
・　その他

2021.03.12　第62回サステナビリティ・CSR研究会【ウェブ開催】
・　2020年度活動報告（案）および2021年度活動方針（案）
・　2021年度正副座長について
・　サステナビリティ・CSR研究会活動に関するアンケート結果について
・　投資家との意見交換について
・　カーボンニュートラル実現に向けたマイルストーンについて
・　その他

17．内部統制連絡会

【座　　長】　杉本…光弘　三菱商事㈱…主計部…内部統制整備チームリーダー
【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、日鉄物産、阪和興業、日
立ハイテク、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での課題対応
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⑵　活動概要

1 ） 内部統制報告制度への合理的、効率的な対応および内部統制に対する意識啓発、定着
と高度化に向けた取り組み

・　…実効性ある内部統制（2020年度セミナー）、海外子会社の内部統制（第44回会合）について説明
を受け、意見交換を行った。

2 ）その他内部統制全般での課題対応

・　…コロナ禍・アフターコロナにおける内部統制について、情報交換・意見交換を行った（2020年度
幹事会、第43回会合）。

⑶　会合等の状況

内部統制連絡会・幹事会
2020.07.14　2020年度幹事会…【実開催】

・　2020年度内部統制連絡会の活動について
・　新型コロナウイルス感染拡大対応に関する課題の共有・情報交換

内部統制連絡会
2020.09.29　第43回連絡会…【ウェブ開催】

・　コロナ禍・アフターコロナにおける内部統制に関する情報交換・意見交換
2021.03.16　第44回連絡会…【ウェブ開催】

・　講演：海外子会社の内部統制…〜グローバルガバナンス態勢構築に向けて〜
・　講師：PwCあらた有限責任監査法人
　　リスク・デジタル・アシュアランス部門…シニアマネージャー　田中…洋範氏
・　2020年度活動報告（案）審議
・　2021年度正副委員長選任および活動計画（案）審議

内部統制セミナー
2020.12.02　2020年度セミナー…【ウェブ開催】

・　講演：実効性ある内部統制に向けて
　　〜健全な組織風土の整備・運用に向けて〜
・　講師：青山学院大学…名誉教授　大原大学院大学…会計研究科…教授博士
　　八田…進二氏
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Ⅳ．特別研究事業

特別研究会「SDGsの達成に向けた商社の取り組み」

【主　　査】　蟹江…憲史　慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科…教授
【座　　長】　大野…茂樹　住友商事㈱…サステナビリティ推進部長
【参加会員】　19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、帝人フロンティア、東京
貿易ホールディングス、豊田通商、長瀬産業、日鉄物産、阪和興業、日立ハイテク、丸紅、三井物
産、三菱商事、森村商事*
*オブザーバー

⑴　活動方針

　商社のビジネスモデルとSDGsの親和性を検証し、商社こそがSDGsの達成に寄与する存在であるこ
とを内外のステークホルダーに対して伝える。また、研究会の成果を社内浸透と対外PRのためのツー
ルとして取りまとめる。

⑵　活動概要

1 ）報告書発刊（2020.06）

・　2020年6月、研究成果として『SDGsと商社』を発刊
・　…SDGsが提唱する17のゴールは、商社の幅広いビジネス領域
とも親和性が高いと考えられることから、SDGs達成に向け
た商社業界のポテンシャルの高さを整理し、具体駅な事例紹
介を通じて検証することを試みた。

・　記者発表を実施（2020.07）

Ⅳ．特別研究事業
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Ⅴ．常設懇談会
1 ．経済産業省・商社政策懇談会
2020.07.01　第287回懇談会

【経済産業省】
①水際措置について
　　　通商政策局…通商戦略室長　宮下…正己氏
②改正外為法施行・医療業種追加について
　　　貿易経済協力局…貿易管理部…国際投資管理室長　…府川…秀樹氏
③インフラ海外展開懇談会について
　　　貿易経済協力局…戦略輸出交渉官　平塚…敦之氏
④コロナ対応ガイドラインについて
　　　貿易経済協力局…総務課長　田中…一成氏
（出席者）
　　　通商政策局… 審議官… 渡辺…哲也氏
　　　貿易経済協力局… 審議官… 岡田…江平氏
　　　通商政策局… 総務課長… 木原…晋一氏
　　　貿易経済協力局… 総務課長… 田中…一成氏
　　　貿易経済協力局… 戦略輸出交渉官… 平塚…敦之氏
　　　通商政策局… 通商戦略室長… 宮下…正己氏
　　　貿易経済協力局… 貿易管理部…国際投資管理室長… 府川…秀樹氏
【商社】「ロシアの現在と近未来…〜新型コロナウイルスとの戦い〜」（三菱商事㈱）

2020.09.02　第288回懇談会
【経済産業省】
①通商政策の最近の動向について
　　　通商政策局…総務課長……浦上…健一朗氏
②海外渡航者新型コロナウイルス検査センターについて
　　　貿易経済協力局…投資促進課長……木尾…修文氏
③インフラ海外展開に関する新戦略の骨子について
　　　貿易経済協力局…貿易振興課長……吉岡…孝氏
④サプライチェーン補助金について
　　　貿易経済協力局…貿易振興課長……吉岡…孝氏
（出席者）
　　　通商政策局… 審議官… 田村…暁彦氏
　　　貿易経済協力局… 審議官… 岡田…江平氏
　　　通商政策局… 総務課長… 浦上…健一朗氏
　　　貿易経済協力局… 総務課長… 柏原…恭子氏
　　　貿易経済協力局… 投資促進課長… 木尾…修文氏
　　　貿易経済協力… 貿易振興課長… 吉岡…孝氏
【商社】「中国と三方よし」（伊藤忠商事㈱）
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2020.11.04　第289回懇談会
【経済産業省】
①通商政策の最近の動向について
　　　通商政策局…総務課長　浦上…健一朗氏
②国際的な人の往来について
　　　通商政策局…北東アジア課長兼水際担当　小林…浩史氏
③海外渡航者新型コロナウイルス検査センターについて
　　　貿易経済協力局…投資促進課長　木尾…修文氏
④国際課税（デジタル課税）について
　　　貿易経済協力局…投資促進課長　木尾…修文氏
⑤貿易保険の在り方に関する懇談会について
　　　貿易経済協力局…通商金融課長　藤井…亮輔氏
（出席者）
　　　通商政策局… 審議官… 田村…暁彦氏
　　　貿易経済協力局… 審議官… 岡田…江平氏
　　　通商政策局… 総務課長… 浦上…健一朗氏
　　　貿易経済協力局… 総務課長… 柏原…恭子氏
　　　通商政策局… 北東アジア課長兼水際担当… 小林…浩史氏
　　　貿易経済協力局… 投資促進課長… 木尾…修文氏
　　　貿易経済協力局… 通商金融課長… 藤井…亮輔氏
【商社】「インドネシアのREDD事業によるCO2排出削減について」（兼松㈱）

2 ．常任理事・理事・監事会社連絡会
2020.07.15　第51回常任理事・理事・監事会社連絡会【ハイブリッド開催】

・　…事務局から、会長定例記者会見、第366回常任理事会（西村経済再生担当大臣のご
講演および、SDGsと商社〜 SDGsの達成に向けた商社の取り組み、「ABIC20周年
記念誌」発刊、高齢者雇用対策タスクフォース、今後の主要会合等日程）について
説明。

・　新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策について情報交換。
2020.09.23　第52回常任理事・理事・監事会社連絡会【ウェブ開催】

・　…事務局から、会長定例記者会見、第367回常任理事会（外務省…秋葉事務次官のご講
演および、令和3年度税制改正要望）について説明。

・　…人事委員会高齢者雇用タスクフォース、市場委員会ワーキンググループの設置、新
型コロナウイルス感染拡大に伴う会員各社および貿易会の対応状況、オフィス移転
計画の進捗状況、2020年第一四半期予算進捗状況、経団連GVCCO2削減貢献アンケー
ト、小学校への出前事業、記事広告、商社ハンドブック英語版の発刊について報告。

・　…当連絡会のメンバー間の相互理解を深めるためのメンバー会社間のプレゼンの第2
回として、長瀬産業㈱から事業紹介。

2020.11.18　第53回常任理事・理事・監事会社連絡会【ウェブ開催】
・　…事務局から、会長定例記者会見、第368回常任理事会（平井デジタル改革担当大臣
のご講演）について説明。

・　…商社のための原産地自己申告制度ガイダンス、垂秀夫新中国大使との懇談会、第57
回日米財界人会議、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会員各社および貿易会の
対応状況、低炭素社会実行計画フォローアップ調査、日本貿易会におけるABIC20
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周年記念特別企画、オフィス移転の進捗状況につき報告。
・　メンバー企業事業紹介：第3回兼松㈱

2021.02.17　第54回常任理事・理事・監事会社連絡会【ハイブリッド開催】
・　…事務局から、会長定例記者会見、令和3年度税制改正要望結果、インフラ海外展開
に関する当会要望状況と結果、「日本貿易会ISACの歩み（仮）」の作成および進捗
状況、今次特別研究事業案、市場委員会WGレポート、新型コロナウイルスの感染
拡大に伴う会員各社および当会の対応状況、

　　…オフィス移転に関する報告、「循環型社会形成自主行動計画」2025年度目標、WTO
事務局長選出についての会長コメント、三水会活動に関するアンケート調査結果に
つき報告。

・　メンバー企業事業紹介：第4回岩谷産業㈱
2021.03.17　第55回常任理事・理事・監事会社連絡会【ハイブリッド開催】

・　…事務局から、第169回理事会議案（定時総会で承認を得るまでの間の…2021…年度予
算執行（案）、会員の入会（案）、会員推薦による個人会員の入会（案）、審議員の
委嘱（案）、就業規則等…9…規程の改定…・制定（案）、定時総会の日時、場所、議事
および議決権の行使に関する事項（案）、職務執行状況及び中期行動計画…2022…進
捗状況、事務局組織の状況）につき説明。

・　…会費収納方法等の変更、今次特別研究会委員ご推薦のお願い、『商社のための原産
地申告ガイダンス』、『日本貿易会ISACの歩み』、市場ワーキンググループ報告書に
ついて報告。

・　メンバー企業事業紹介：第5回阪和興業㈱

　※　…新春懇親会、経営者懇談会、輸入団体懇談会・貿易団体懇談会、委員長連絡会については、新
型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を見送った（新春懇親会に代わって、梶山経済
産業大臣および小林会長の新春挨拶を動画で当会ウェブサイトに掲載した）。
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Ⅵ．講演会
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、定例午餐会は休会とし、日本貿易会ゼミナールにつ
いては2020年4月5月は休会を余儀なくされたが、6月から全回ウェブベースで再開した。ウェブ開催
により会議室の定員による制約がなくなり、視聴者が増加（100名超）、海外からの視聴も可能になっ
た。

1 ．日本貿易会ゼミナール
2020.06.15　特別企画　「商社エコノミストに聴く―新型コロナと世界経済」

　　　　　㈱伊藤忠総研…チーフエコノミスト　武田…淳氏
　　　　　住友商事グローバルリサーチ㈱…チーフエコノミスト　本間…隆行氏
　　　　　㈱双日総合研究所…チーフエコノミスト　吉崎…達彦氏
　　　　　豊田通商㈱…渉外部調査室長　並里…裕司氏
　　　　　丸紅㈱…丸紅経済研究所…副所長　田川…真一氏
　　　　　㈱三井物産戦略研究所…総合企画室…主任研究員　鈴木…雄介氏
　　　　　三菱商事㈱…地域総括部グローバル調査チーム…次長　増井…彰久氏

2020.06.18　第387回　「最近の中国情勢…〜現状と展望」
神田外語大学…教授　興梠…一郎氏

2020.07.02　第388回　「商社業界の現状と展望」
SMBC日興証券㈱…株式調査部…シニアアナリスト　森本…晃氏

2020.07.29　第389回　「2020年版通商白書」
経済産業省…経済産業政策局…産業資金課・企業会計室
企画官（前企画調査室長）田代…毅氏

2020.09.07　第390回　「米国大統領選挙の行方」
慶應義塾大学…総合政策学部…教授　中山…俊宏氏

2020.09.25　第391回　「5Gビジネスの現状と展望」
㈱企…代表取締役　クロサカ…タツヤ氏

2020.10.09　第392回　「世界経済と金融政策の展望…〜コロナ禍後の経済と政策、市場を考える〜」
SMBC日興証券㈱…金融経済調査部
チーフマーケットエコノミスト　丸山…義正氏

2020.10.23　第393回　「コロナ禍で激動する国際エネルギー情勢の展望…〜石油・ガス、LNGを中心に」
（一財）日本エネルギー経済研究所…専務理事…首席研究員　小山…堅氏

2020.11.09　第394回　「危機に未来を構想する多様性、デジタルとソーシャルで行こう」
法政大学経営大学院…イノベーション・マネジメント研究科…教授
一橋大学…イノベーション研究センター…名誉教授　米倉…誠一郎氏

2020.11.30　第395回　「英国のEU離脱協定と欧州情勢…〜離脱問題は最終局面へ」
㈱第一生命経済研究所…経済調査部…主席エコノミスト　田中…理氏

2020.12.15　第396回　「テレワークにおけるマナーとコミュニケーションの取り方」
ヒロコマナーグループ代表…ウイズ㈱…代表取締役会長　マナー西出…ひろ子氏

2020.12.21　第397回　「習近平政権期の中国外交と米中関係」
（独）日本貿易振興機構…アジア経済研究所
地域研究センター・東アジア研究グループ長　松本…はる香氏

2021.01.13　第398回　「アフターコロナの時代を展望する」
新潟県立大学…国際経済学部…国際経済学科…教授　中島…厚志氏
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2021.02.02　第399回　「2021年以後の世界秩序と日本の戦略」
（公財）笹川平和財団…安全保障研究グループ…上席研究員　渡部…恒雄氏

2021.02.08　第400回　「アフターコロナの世界情勢を俯瞰する…〜地政学リスクと経済合理性の相克」
㈱外交政策研究所…代表
（一財）キヤノングローバル戦略研究所…研究主幹　宮家…邦彦氏

2021.03.22　第401回　「ESG投資の現状と展望」
日経ESG…経営フォーラム…主任研究員　半澤…智氏

2021.03.30　第402回　「トランプ政権からバイデン政権へ…〜米中関係の現状と行方」
㈱日本総合研究所…上席理事　呉…軍華氏
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Ⅶ．調査・広報活動
1 ．刊行物等
⑴　「Shosha Handbook 2020」発刊（2020.07）

・　…『SHOSHA:…Creating…Value…Globally』（Shosha…Handbook…2020）〔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2020）の英語版〕を7月31日発刊。

⑵　 「2021年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」作成・発表（2020.12）

・　…貿易動向調査委員会（14社）により見通しを作成し、12月3日に記者発表した結果、日本経済新
聞等に取り上げられ、当会なら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2021」発刊・発表（2021.03）

・　…商社の活動内容をより広く社会に理解してもらうため、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2021）（和文）を発刊。2021年3
月31日記者発表。

⑷　「日本貿易の現状 Foreign Trade 2021」発刊・発表（2021.03）

・　…財務省が2021年1月末に発表した貿易統計をベースに、2020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…2021』（通算第46号）を発刊。2021年3月31日記者発表。

　　副題：　新型コロナの影響を受け、貿易額は大幅に減少
　　　　　　輸出入とも2年連続マイナスだが、貿易収支は黒字転化

　　特徴：　輸出：68.4兆円…2年連続の減少　（前年比11％減）
　　　　　　輸入：67.7兆円…2年連続の減少　（　同………14％減）
　　　　　　収支：6,700億円…3年ぶりの黒字
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⑸　日本貿易会月報

・　…年9回発行（5・6月、7・8月、1・2月は合併号）、会員企業・団体、政府省庁・関係機関、調査機
関、駐日外国公館などに配布

＜2020年度特集テーマ＞
　　5・6月号… （No.788）…「小林…健新会長に聞く：未知の時代を切り拓く　日本貿易会　Pioneers…of…

a…new…era」
　　12月号… （No.793）「SDGsと商社」
　　1・2月号… （No.794）…「新春特集：会長年頭所感、副会長による「新年の抱負」、常任理事に聞く

2021年の展望」
　　3月号… （No.795）…「新春座談会：バイデン新政権誕生、米国から展望する世界経済・国際情勢」

＜国際社会貢献センター（ABIC）20周年記念特別企画＞
　　5・6月号… （No.788）…「特別対談：三村日本商工会議所会頭と中村日本貿易会名誉会長「シニア

の活用とABIC」」
　　7・8月号… （No.789）「初代ABIC理事長に聞く「ABICの成り立ちと未来」」
　　10月号… （No.791）「ABICのダイバーシティ」
　　11月号… （No.792）「気仙沼市での外国人技能実習生支援活動」
　　1・2月号… （No.794）「地方自治体・中小企業支援活動」
　　3月号… （No.795）「次なる20年に思いをはせて」

⑹　JFTC News（英文）

・　…年2回発行（7月、3月）、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・研究機関などに配布

・　会長発言、提言・要望、トピックスなどを集約

⑺　小学校社会科の参考書籍を監修

・　…ポプラ社が発行する『日本の産業』（全7巻）うち第6巻「貿易・運輸」を当会が監修した。
・　…FTAやEPAの役割など、イラストや図表を多用して、小学生に向けて分かりやすく解説し、
2021年4月5日発刊した。

2 . メディア対応
⑴　会長交代記者会見

・　…5月29日に世界貿易センタービル・WTCコンファレンスセンタールームにて開催。貿易記者会お
よび業界誌・経済誌の18社16名（TVカメラ3台）が出席。緊急事態宣言解除後の商社ビジネスの
見通し、米中対立の一層の激化など記者の関心は高く、日本経済新聞・産経新聞の電子版、東京
新聞、日刊工業新聞など計7件の報道があった。
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⑵　会長記者会見、会長コメント

1 ）定例記者会見

2020年7月
於：帝国ホテル

2020年9月
於：帝国ホテル

2020年11月
於：帝国ホテル

2021年2月
於：当会（ウェブ）

冒頭
発言

・…九州豪雨災害に対す
る哀悼、お見舞い
・…コロナを踏まえた商
社ビジネスの方向
性
・…米中関係の動向
・…国際的な経済連携強
化
・…特 別 研 究 会 報 告
『SDGsと商社』PR

・…新型コロナ感染拡大
防止徹底と経済活動
の両立
・…菅新内閣への期待
・…自由貿易体制・経済
連携の維持・推進
・…『日本貿易会月報』9
月号PR

・…新型コロナ感染拡大
防止徹底と政府や自
治体の情報発信・対
策実行

・…RCEP調印
・…米国大統領選
・…令和3年度税制改正
要望提出

・…地震、暴風雪など自
然災害の被災者への
お見舞い、医療・行
政・交通サービス等
日常生活を支える
方々への感謝

・…新型コロナ感染拡大
防止への協力

・…ミャンマー情勢
・…WTO新事務局長選
出

・…米国バイデン新政
権

・…新オフィス
質疑
応答

・…政府の石炭火力休廃
止方針による商社ビ
ジネスへの影響
・…香港問題による商社
ビジネスへの影響
・…九州を中心とする豪
雨被害への対応

・…ウ ォ ー レ ン・ バ
フェット氏の大手商
社5社への投資の評
価と期待
・…「デジタル庁」設置
などデジタル改革へ
の評価
・…深まる米中対立に対
する見方
・…菅新政権の通商政策
に対する期待

・…菅首相の2050年カー
ボンニュートラル

・…中国の輸出管理法
・…バイデン政権

・…ワクチン接種が進む
ことによる期待と課
題

・…カーボンプライシン
グ導入

・…地震によるサプライ
チェーンへの影響

・…東京オリパラ大会組
織委員会トップ人
選、東京オリパラに
対するスタンス

・…ミャンマーにおける
企業活動と解決策

・…日経平均株価3万円
超への評価

出席 14社15名 14社14名 10社10名 13社13名
報道 共同、時事、日刊工、

産経、産経電子版など
計5件

NHK、 共 同、 時 事、
日経、日経電子版、産
経電子版など計6件

NHK電 子 版、共同、
時事、産経電子版など
計4件

NHK電 子 版、共同、
時事、産経電子版、フ
ジサンケイビジネスア
イ、ブレーンズなど計
6件

2 ）会長コメント

2020.04.07　「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言発令と緊急経済対策」
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2020.04.17　「新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言対象拡大」
2020.05.04　「新型コロナウイルス感染拡大に関する緊急事態宣言延長」
2020.05.14　「新型コロナウイルス感染拡大に関する緊急事態宣言一部解除」
2020.05.25　「全都道府県での新型コロナウイルス緊急事態宣言解除」
2020.08.28　「安倍総理辞意表明」
2020.09.11　「日英EPA大筋合意」
2020.09.16　「菅新内閣発足」
2020.11.09　「米国大統領選挙」
2020.11.15　「RCEP協定署名」
2020.12.10　「令和3年度与党税制改正大綱」
2021.01.01　「日英包括的経済連携協定発効」
2021.01.08　「政府による緊急事態宣言再発令」
2021.01.21　「バイデン米国大統領就任」
2021.02.16　「ンゴジ・オコンジョ＝イウェアラWTO新事務局長選出」
2021.03.19　「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言全面解除」

3 ）会長寄稿

2021.01.05　経済産業公報への小林会長の「年頭所感」寄稿

⑵　記事広告

・　…日経産業新聞（2020.09.28）　マンスリー編集特集「商社」内にて「持続可能な社会の実現と商社」
を掲載

・　…世界経済評論（各号）にてABIC紹介広告「経験、知見、人脈を生かした社会貢献活動」を掲載

⑶　記者発表

2020.07.02　特別研究報告『SDGsと商社』発刊
2020.07.07　宮城県気仙沼市と特定非営活動法人…国際社会貢献センター（ABIC）の包括協定締結
2020.12.03　「2021年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」
2021.03.30　…ディスカッション・ペーパー「グローバル・バリューチェーンとアフターコロナにおけ

る商社の役割」
2021.03.31　『日本貿易の現状2021』『商社ハンドブック2021』『日本貿易会ISACの歩み』発刊

3 ．日本貿易会ウェブサイト
・　新着・更新情報をより早く、より広くお届けするため、メール配信サービスを開始（2020年5月）
・　…新型コロナウイルス感染症対策のページを開設し、当会の活動や対応方針、省庁関連情報などを
掲載（2020年5月）

・　梶山経済産業大臣と小林会長の新春挨拶を動画で掲載（2021年1月）

4 ．きっずプロジェクト
・　…わが国の未来を担うジュニア世代に向けて、貿易の仕組みや商社の役割をわかりやすく伝える活
動を推進。主な活動は以下の通り。
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　　①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
　　②…朝日新聞社『おしごと年鑑』協賛、朝日新聞社と共同で海外日本人学校・補習校等（計213校）

へ寄贈
　　　「日本の貿易」（見開き2頁）、「商社の役割」（同）、「SDGs」（1/3頁）の記事制作・出稿
　　③「世界をつなぐ貿易の仕事」をテーマに出前授業を実施
　　　2020.09.12　於：港区立笄小学校（小学6年生25名）
　　　2020.12.14　於：港区立本村小学校（小学6年生36名）
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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2020年度に実施した主な事業活動は以下のとおり。

1 ．会員関係
… … 2021年3月末… 2020年3月末比
法人正会員… 17社・1団体… 1社増
個人正会員… 12名… 1名減
法人賛助会員… 3社… 増減なし
個人賛助会員… 241名… 21名減
活動会員… 2,972名… 1名減

2 ．活動実績
・　活動延べ人数1,903名
　　（2019年度は2,505名。2000年度からの累計：延べ29,641名）

3 ．活動概要
⑴　政府機関関連への協力

・　…ODA関連等への人材推薦・紹介、政府関係諸事業の受託、本邦中小企業支援事業関連への人材
推薦・紹介、セミナーへの講師派遣等を実施した。
海外での活動
　コロナ禍で海外渡航・出張が事実上禁止となり、出向いての活動はできなくなったが、2014年
度以降続いている在ロシア・日本センター主催のロシア企業人向けのセミナーは、ウェブ導入で
6コマ実施した。
国内での活動
　JETRO新輸出大国エキスパート業務、パートナー業務、JETRO輸出プロモーター業務、
JETRO非常勤嘱託員、中小企業基盤整備機構の国際化支援アドバイザー等を実施した。

・　…国際交流基金「日本語パートナーズ派遣事業委員会」、放送番組国際交流センター「番組評価委
員会」の委員を継続、番組評価委員会においては新たに副委員長に選任された。

・　…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
実施。また、文化庁ともコミュニケーションを取り、日本語教育の促進に関する法律関連の動き
を適宜情報収集した。

・　当分野活動実績延べ48名（2019年度比6名増）

⑵　NGO・NPO等への人材推薦・紹介、活動強化への協力

・　…横浜貿易協会で活動している会員経由、一般社団法人日本通関業連合会が通関士OBを主なメン
バーとするNPO法人創設検討に際してABICの設立・運営に関わる実例を参考としたいとの協力
依頼があり、将来の連携を視野に対応した。

・　…当分野活動実績延べ2名（2019年度比3名減）
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⑶　地方自治体への協力・中小企業支援

・　…地方自治体および関係する中小企業等との取り組みを推進した（国内販路開拓支援、海外展開支
援、経営支援等）。
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、鳥取県および鳥取県産業振興
機構、石川県、宮崎県および宮崎県産業振興機構、横浜企業支援財団、東京都品川区など。
人材紹介・推薦
　宮城県経済商工観光部、JETRO千葉情報センター経由の中小企業支援人材、東京都中小企業
振興公社、名古屋商工会議所、神戸市海外ビジネスセンター、…京都高度技術研究所、富山県商工
労働部、石川県商工労働部、福島県商工労働部、福島県貿易促進協議会、茨城県中小企業振興公
社、東大阪市産業創造勤務者支援機構など。
各種セミナー等への講師派遣
　北陸経済連合会など。
プロフェッショナル人材拠点事業（内閣府）
　高知県移住促進・人材確保センターとの更なる連携深化により、コロナ禍の今期においても地
場企業4社と多様な働き方（月5日の出張ベース、首都圏での販売支援）で会員の採用に繋がった。
実活動ができないため実際に契約締結し活動しているのはうち2件。

・　…地方自治体、中小企業・団体における会員の活動が評価され、継続採用の決定や、人材支援要請
が企業や会員経由等各所からあり活動機会の拡充に繋がるも、移動が自粛されている環境で、実
際に対面での支援活動ができないこともあり、活動が中断するケースが増加した。

・　当分野活動実績延べ699名（2019年度比248名減）

⑷　外国企業の対日ビジネス支援

・　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への対応。
・　…コロナ禍の影響により、各種展示会は軒並み中止され、外国企業の来日や商談への協力要請も略
なくなるなどの大幅な環境変化が進み、当該分野の活動は0件。一方、研修関係ではJR東日本向
けの国際契約に関する研修や国際税務研修・経理研修などの大型案件に取り組めた。

・　…海外赴任前研修は、昨年3月に解散した海外職業訓練協会（OVTA）から業務移管された日本在
外企業協会より、タイ、中国の国別派遣前セミナーを新規に受託。下期からはキャプラン経由の
日産トレーディング向け赴任前（メキシコ）研修、ハリマ化成、古川電工などからの問い合わせ・
相談も徐々に増加。これまで10年以上にわたりおよそ20の国・地域の赴任前研修を実施した実績
が評価され、㈱リンクグローバルソリューションとの協力は回復傾向にある。

・　…当分野活動実績延べ89名（2019年度比124名減）

⑸　教育関係

大学・大学院・社会人講座等での講座実施
・　…大学関係では、全国31大学へ講師を派遣し、年間講座数64・コマ数1,024を延べ209名の講師で実施。
社会人講座等は3団体へ講師を派遣し、年間講座数3・コマ数73を実施。4月の緊急事態宣言下では、
ZOOMウェビナー・Teamsなどを授業に導入した。一方で、大学講師研修や英語授業研修など
多くの人が集合し対面でスキルの習得・向上を目的とする研修は見送らざるを得ず、この分野で
の会員支援は中断した。

・　…社会人講座では、コロナ禍により予定していた横浜貿易協会の講座が一部中止となり、大原学園
新宿校の講座は4月の緊急事態宣言後長期にわたり中断し12月から一部再開、また、柏英楽会の
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英会話講習も6月に再開されるまで中断するなど押し並べて大きく活動に影響を受けた。
・　…新規に福井大学からグローバルリーダーシップセミナーを受託。従来首都圏からの交通費がネッ
クとなり受注に壁があったが、ウェブ導入により受託できた。本事例は今後地方大学へのアプロー
チを図っていく機会となった。

・　…青山学院大学とは今年度より業務委託契約に基づき、ABICが独自に講義内容と担当講師をノミ
ネートのうえ大学側に提案を行なう授業が開始された。これにより優秀な講師が年齢のみを理由
として継続できないという長年の課題が解消されるとともに講座運営も評価され、来年度も同様
に業務委託方式での運営が継続されることが決定した。

・　…当分野活動実績延べ212名（2019年度比20名減）
小・中・高等学校等での国際理解教育支援
・　…三井物産㈱中部支社と連携し、豊田市のブラジル人家族への日本語支援セミナーに会員の登壇が
実現。今後の同市との日本語支援など取組み拡大に向けワークを開始。

・　…18年間継続されてきた滋賀県大津市立粟津中学校での国際理解教育は、コロナ禍で開催見合せ。
一方、コロナ禍で企業訪問など対外活動が中止となった余波から、東京ではオリパラ授業の要望
が増加し、大田区立雪谷中学、市立東村山第三中学、杉並区立和田中学などで実施した。

・　…コロナ禍の中、ウェブを利活用し、海外からの留学生と関西の高校生との「IDEATHON　2020-
高校生国際交流の集い」を2日間、関西学院大学と共催で開催した。

・　…コロナ禍で学校が臨時休校となったことにより東京都多摩市（多摩教育委員会）、新宿区（新宿
未来創造財団）の外国籍児童・生徒への日本語学習・生活指導支援が一時中断となったものの、
10月以降感染拡大防止策を取ったうえで支援活動を再開した。

・　…当分野活動実績延べ143名（2019年度比73名減）

⑹　在日留学生支援・交流、外国人技能実習生支援

・　…東京国際交流館では、コロナ対応として日本語広場のオンライン化を推進、日本文化教室（書道、
華道、空手、茶道、囲碁、将棋）も十分な感染拡大防止策（検温、アルコール消毒、マスク着用、
ソーシャルディスタンス確保、扉開放・換気など）・体制を日本学生支援機構と共に確立し運営。
兵庫国際交流会館においても日本語広場をオンライン化し、日本文化教室（書道、華道、空手）
も十分な感染拡大防止策を取り実施。一方、東京・兵庫共に、新入館生歓迎会、年2回のバザー
や文化祭などは開催を見送った。

・　…2006年度から開始した東京国際交流館在住の留学生の家族への支援（健康診断、子女入園・入学
手続き等）を感染防止拡大の対策をとり保健所と連携し実施した。

・　…気仙沼市の外国人技能実習生向け日本語教室への講師を受託、7月から1クラス8名（外国人技能
実習生：インドネシア7名、ベトナム1名）で実施。新型コロナウイルスの感染拡大、緊急事態宣
言の発出などもあり、途中数度の中断はあったが、2021年度も継続されることが予算を含め決定
されている。気仙沼製氷冷凍業組合が11月に新たに受け入れたインドネシアからの技能実習生向
けにホテルでの隔離期間を活用したウェブによる受入時日本語研修を受託し、高い評価を得た。
東京学校支援機構が東京都教育委員会から受託したウェブ日本語授業の研究事業に協力・支援し、
東京都立小山台高校の定時制の外国籍生徒向け日本語授業を受け持った。

・　…当分野活動実績延べ523名（2019年度比105名減）

⑺　その他活動

国際イベント等への協力
・　…1年延期された東京2020オリンピック・パラリンピック関係では、主要駅での交通誘導・案内スタッ
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フ、表彰式担当マネージャーの紹介案件は海外観客の受入れ断念もあり、再開されなかった。
・　…当分野活動実績延べ0名
その他活動・一般人材紹介等
・　…会員企業である三井物産㈱の社会貢献事業「在日ブラジル人子女教育支援」で奨学金供与プロジェ
クト、NPO等支援プロジェクトを受託し実施。

・　…帝京大学/日本文化大学/神田外語大学の教授・講師、日仏会館事務局長への紹介を継続、また、
福井大学大学院の教授が採用され、4月から活動を開始した。㈲東西総合リーガルサービスなど
に会員を紹介、採用に繋がり、アジア共同設計コンサルタントからはJICA案件での相談を受け
る等新たな動きも出てきている。

・　…矢崎総業㈱、大阪大学発ベンチャー企業「ミルイオン」など従来とは異なる依頼先への人材紹介・
マッチングが実現し、他のベンチャー関連の企業からの相談も増加した。

・　当分野活動実績延べ187名（2019年度比35名減）

⑻活動会員関係（会員勧誘、会員スキルアップ等）

活動会員増強
・　…会員会社の人事部へのアプローチを継続、日本貿易会人事委員会セミナーにおいて、改正高年齢
者雇用安定法の施行により会員会社の社会貢献活動のプラットフォームとしてのABIC活用を提
案した。

活動会員スキルアップ
・　…大学・EC等講座講師勉強会（初めての講師研修、英語による授業研修）はコロナ禍で開催を断念。
ウェブによる代替開催の可能性を探るも、検証が整わず次年度へ持ち越す課題とした。

・　…コロナ禍で前期・後期共に日本語教師養成講座は断念するも、今後のオンライン授業への展開を
見据えて12月〜 3月まで8回（月2回、各回90分）ウェブでの特別講座を開催し（6名が参加）、今
後に備える活動を実施した。

懇親会
・　…ホテルで例年9月と2月開催する会員懇親会はコロナ禍により見合わせとし、3/31にABIC20周年
記念会員懇親会＆講演会をウェブとリアルのハイブリッド型で開催。約190名が参加し、小林会
長挨拶、理事長の活動報告に続き、ABIC創設に携わった日本総合研究所会長　寺島…実郎氏にご
講演いただいた。

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』を発行（年3回…6/12/4月号）した。
・　…日本貿易会の機関誌『日本貿易会月報』にて「ABIC創設20周年特別企画」を10月号から3月号
まで6回シリーズで掲載するとともに、「ABIC…PLAZA」も別途継続。また、『世界経済評論』へ
の日本貿易会との共同広告の掲載など、ABIC…のPRに努めた。ウェブサイトは適宜アップデー
トし、ユーザー目線でより分かり易い活動事例の紹介と検索のヒット率を高める工夫などに努め、
日本貿易会のウェブサイトにおいてもABICのウェブサイトをリンクした。また、会員会社の社
内イントラネットへABICのURLの貼り付けの検討を提案・依頼した。

・　…内閣府のまち・ひと・しごと創生事業に関連し、坂本内閣府特命担当大臣、内閣官房林崎地方創
生総括官からの要請を受け、ABICの概要および活動実例の紹介を実施した。

・　…北陸経済連合会の12月定例会において、ABICの概要と活動事例を説明・紹介するセミナーを開
催。経済産業省、中小企業庁、厚生労働省などの関係部局でプレゼンテーションを実施し、地方
の経産局経由での周知、あるいは厚生労働省の進める施策での意見交換など多様な場において広
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報活動と対外発信を実施した。公募案件ではJETRO、東京都中小企業振興公社などからの協力
要請にも協力し、認知度を高めた。

・　…創立20周年記念事業として、2020年4月発行で「ABIC20周年記念誌」および「別冊年表」を出版、
関係諸機関等に配布すると共にセミナー、面談等で積極的に有効活用している。

・　…コロナ禍により東京国際交流館および兵庫国際交流会館での新入館生歓迎会、バザーや「国際交
流フェスティバル…」の開催が軒並み見送られ、それらの活動支援を通じたABICの広報活動の場
も減少するも、ウェブを利用した日本語支援活動をいち早く導入・活用し、一時帰国中で再入国
が制限されている留学生なども海外から参加できる環境を提供した。

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、関西5名）の合
計22名と特定プロジェクトスタッフ5名で事務局活動を行った。
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Ⅸ．外部活動

1 ．国際会議への出席
2020.10.27 〜 28　第57回日米財界人会議…【ウェブ開催】

・　…日米／米日経済協議会の主催する第57回日米財界人会議に小林健会長ならびに事務
局が参加（テーマ：パンデミック下における日米産業界の優先事項を再定義する）。
日米両国のビジネスリーダーが、感染拡大によって明らかになったリスクを軽減す
る責任を果たすだけでなく、今回の危機を二国間の協力関係やビジネスの強靭性を
向上させ、より開かれたグローバルな経済環境を整え、多様性と包摂性に富む文化
や持続可能な経済成長を促進する好機としていくことを確認し、共同声明を採択。

2020.11.27　第52回日韓経済人会議…【ウェブ開催】
・　…日韓経済協会の主催する第52回日韓経済人会議に佐々木…幹夫名誉顧問ならびに事

務局が参加（テーマ：未来を切り拓く日韓協力－2020SDGs新時代－〜Afterコロ
ナを創り出す、新時代にふさわしい日韓連携を構築〜）。新型コロナウイルスが世
界中に広がる中、日韓の経済界を取り巻く環境が厳しいものとなっているが、両国
の経済人は未来を見据え、経済交流はもちろんのこと、人材・文化交流においても
新たな挑戦を行っていくことを確認し、共同声明を採択。

2 ．駐日大使館・在外公的機関等との交流
2020.09.30　垂…秀夫新在中国日本大使との懇談…【実開催】

・　…垂…秀夫新在中国日本大使の主催する懇談会に会員企業が参加。赴任前の大使と当
該国を担当する会員企業役員との懇談会は初めての取り組み。各社の中国ビジネス
の取り組み状況と課題の他、中国市場の見方や米中関係の影響について意見交換。

・　…外務省からは垂大使をはじめ遠藤…和也アジア大洋州局参事官、有馬…孝典中国・モ
ンゴル第二課長など5名、当会からは正副会長・常任理事会社から中国担当役員を
中心に15名が参加。

Ⅸ．外部活動

86



Ⅹ．協力依頼
2020.04.03　　特殊貨物船運送規則に規定する事務手続き等の改正について（国土交通省）
2020.04.03　　「働き方・休み方改善ポータルサイト」リーフレットの送付について（厚生労働省）
2020.04.03　　「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」リーフレット送付につ……

いて（厚生労働省…）
2020.04.03　　「STOP…ODA不正」リーフレット送付のご案内（外務省国際協力局）
2020.04.03　　公正採用選考について（厚生労働省）
2020.04.03　　リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について（厚生労働省）
2020.04.03　　勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルの送付について（厚生労働省）
2020.04.03　　4月19日の国旗掲揚について（経済産業省）
2020.04.03　　「男性の育児休業取得促進事業」広報資料の送付と配付のお願いについて（厚生労働省）
2020.04.03　　「2021年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申

合せ）」について（文部科学省高等教育局学生・留学生課）
2020.04.03　　令和2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）
2020.04.03　　「令和2年度雇用・労働分野の助成金のご案内」送付について（厚生労働省）
2020.04.03　　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）
2020.04.03　　「外国為替に関する省令の一部を改正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）
2020.04.03　　2021年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について（経済産業省）
2020.04.03　　就職活動での健康診断書の取扱いについて（文部科学省）
2020.04.06　　新コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について

（要請）（厚生労働省）
2020.04.08　　新型コロナウイルス感染症・緊急事態宣言の発出に伴う対応について（経済産業省）
2020.04.09　　労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について（厚生労働省）
2020.04.13　　新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について（経済産

業省）
2020.04.13　　新型コロナウイルス感染症への対応に係る医療用物資ご提供のお願い（日本経済団体

連合会）
2020.04.14　　新型コロナウイルス感染症にかかる雇用維持等に対する配慮に関する要請文の発出に

ついて（経済産業省）
2020.04.20　　新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言拡大を受けた在宅勤務等の推進について（再

度のお願い）（経済産業省）
2020.04.23　　新型コロナウイルス感染症関連支援策（経済産業省）
2020.04.23　　緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の

強…化について（厚生労働省労働基準局長）
2020.04.24　　新型コロナウイルス感染拡大防止策に関する接触機会の低減に向けた取り組み徹底に

ついて（経済産業省）
2020.04.24　　新型コロナウイルス感染拡大防止策に関する株主総会の開催時期・方法等の柔軟な検

討について（経済産業省）
2020.04.28　　新型コロナウイルス対策…持続化給付金および雇用調整助成金について（経済産業省）
2020.04.28　　コンテナへのヒアリ侵入防止等に係る事業者への協力依頼について（経済産業省）
2020.04.28　　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金に係る周知啓発等へのご協力…

について（厚生労働省職業安定局）
2020.05.11　　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策…関連情報（経済産業省）
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2020.05.20　　職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について（厚
生労働省労働基準局長）

2020.06.01　　「従業員ボランティア活動支援のすすめ」の送付について（厚生労働省雇用環境・均
等局）

2020.06.01　　「休み方に関するマニュアル」の送付について（厚生労働省雇用環境・均等局）
2020.06.01　　「犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度に関するポスター及びリーフレット」及

び「病気休暇制度に関するリーフレット」の送付について（厚生労働省雇用環境・均
等局）

2020.06.01　　民間企業の海外展開を支援する予算事業のご案内（経済産業省）
2020.06.01　　雇用・労働分野の助成金のご案内（厚生労働省職業安定局）
2020.06.01　　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」の開講…

（総務省統計局）
2020.06.01　　2019年職場における熱中症の発生状況（確定値）等について（厚生労働省労働基準局）
2020.06.15　　新型コロナウイルス感染症対策に係る災害時の避難所としての研修所、宿泊施設等の…

貸出の協力のお願い（経済産業省）
2020.06.17　　レジ袋有料化に係る説明会について（経済産業省）
2020.07.01　　番号法の改正に伴う「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」の改正に

ついて（経済産業省）
2020.07.01　　「ラベル・SDS活用促進事業」　「無料相談窓口」・「訪問支援」リーフレットの送付に

ついて（厚生労働省）
2020.07.01　　令和3年3月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等の変更について

（通知）（文部科学省、厚生労働省連名）
2020.07.01　　「適切な労務管理のための労働契約等に関するルールの定着事業」リーフレット「労

働……契約等解説セミナー 2020」配布等のご協力のお願い（厚生労働省）
2020.07.01　　「下請事業者との取引に関する調査」のオンライン報告の周知徹底について（経済産

業省）
2020.07.01　　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

者募集開始及び「統計データ分析コンペティション2020」の開催について（総務省統
計局）

2020.07.01　　新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）/…公共交通機関を利用する際の感染
予防対策について（経済産業省）

2020.07.01　　コンテナへのヒアリ侵入防止等に係る事業者への協力依頼について（経済産業省）
2020.07.03　　国勢調査員の募集（総務省統計局）
2020.07.17　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた業種別ガイドラインの再徹底につ

いて（経済産業省）
2020.07.17　　令和2年度グリーン物流パートナーシップ優良事業者募集のご案内（経済団体連合会

　経済産業省）
2020.07.17　　催物開催等の制限における、7月10日以降の段階的緩和の方針について（経済産業省）
2020.07.21　　新型コロナウイルス感染症時代のテロ対策（外務省領事局）
2020.07.30　　飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組の実施について（経済産業省）
2020.07.30　　8月1日以降における催物の開催制限について（経済産業省貿易経済協力局）
2020.08.03　　時間単位の年次有給休暇制度等の導入促進について（厚生労働省雇用環境・均等局）
2020.08.03　　「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」周知用リーフレット及

びポスターの送付について（厚生労働省労働基準局）
2020.08.03　　令和2年国勢調査の実施について（日本経済団体連合会・総務省統計局）
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2020.08.05　　かつお節製品の輸出先国規制に関する説明会について（農林水産省）
2020.08.05　　タイ・ベトナムとの間のレジデンストラック開始に関する説明会について（経済産業

省）
2020.08.06　　お盆休みにおける帰省等のあり方について（経済産業省）
2020.08.07　　新型コロナウイルス感染症関連支援策について（経済産業省）
2020.08.12　　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（厚生

労働省）
2020.08.12　　職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について（経

済産業省）
2020.08.21　　APECのサプライチェーン強靱化に向けた豪州政府プロジェクト（経済産業省）
2020.09.01　　石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について（厚生労働省）
2020.09.01　　働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）に係るポスター・リーフレットの送

付について（厚生労働省）
2020.09.01　　令和2年度「第36回防災ポスターコンクール」の応募について（防災推進協議会）
2020.09.01　　8月以降における熱中症予防対策の徹底について（厚生労働省）
2020.09.01　　インボイス制度実施に向けた効力依頼について（経済産業省）
2020.09.01　　「適切な労働管理のための労働契約等に関するルールの定着事業」配布協力依頼（厚

生労働省）
2020.09.01　　10月の「年次有給休暇取得促進期間」について（厚生労働省）
2020.09.01　　令和3年経済サイエンス‐活動調査及び企業構造の事前確認について（周知依頼）（総

務省統計局）
2020.09.04　　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例及び新型コロナウイル

ス感染症対応休業支援金・給付金を利用する際の申請期限に関する周知要請について
（厚生労働省）

2020.08.31　　令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による愛買いにより影響を受けている下
請中法企業との取引に関する配慮について（経済産業省）

2020.10.01　　じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について（厚生労働省）
2020.09.09　　DX推進指標の展開と自己診断結果の収集に向けた周知等について（経済産業省）
2020.09.16　　9月19日以降における催物の開催制限について（経済産業省）
2020.09.16　　「委託元との取引に関する調査」のオンライン回答に関する周知の依頼について（経

済産業省）
2020.09.16　　「適切な労働環境のための労働契約等に関するルール」（厚生労働省）
2020.09.23　　催物の開催制限等の変更に伴う感染防止策の徹底について（経済産業省）
2020.10.01　　新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の普及促進に向けた周知活動への御

協力について（経済産業省）
2020.10.01　　「ラベル・SDS活用促進事業」について（厚生労働省）
2020.10.01　　「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について（厚生労働省）
2020.10.01　　データサイエンス・オンライン講座「社会人の為のデータサイエンス演習」の開講（総

務省統計局）
2020.10.01　　日EU・EPAに関するご意見・ご要望（経済産業省）
2020.10.09　　海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（TeCOT）の本格稼働について（経済

産業省）
2020.10.13　　津波防災の日に係る緊急地震速報の全国訓練の実施及び訓練参加状況等の調査につい

て（経済産業省）
2020.10.16　　北朝鮮関連の懸念船舶リストの更新について（経済産業省）
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2020.10.21　　海外との人の往来に関する説明資料及びQ&Aについて（経済産業省）
2020.10.27　　新型コロナウイルス感染症対策の観点からの年末年始の在り方について（経済産業省）
2020.10.28　　催物の主催者が存在しない行事における感染防止策の徹底について（経済産業省）
2020.11.01　　下請取引適性化推進月間の実施について（経済産業省）
2020.11.01　　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望書及びリーフ

レットの送付について（厚生労働省）
2020.11.01　　厚生労働省委託事業「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム」周知用リーフ

レットの配布・ご案内に係るご協力のお願い（厚生労働省）
2020.11.01　　冬季の省エネルギーの取組について（経済産業省）
2020.11.01　　データサイエンス・オンライン講座「誰でも使える統計オープンデータ」の受講者募

集開始について（総務省統計局）
2020.11.01　　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）
2020.11.09　　海外との人の往来に関する説明資料及びQ&Aについて（経済産業省）
2020.11.11　　オンライン説明会について（国際的な人の往来活性化（日本からの短期出張者の帰国・

再入国後14日間待機の緩和の手続きを中心に））（経済産業省）
2020.11.20　　新型コロナウイルス感染症に関する職場における一層の対策強化について（協力依頼）

（日本経済団体連合会）
2020.12.01　　中小企業庁委託事業「下請かけこみ寺」に係るチラシの配置配布等のお願いについて

（経済産業省）
2020.12.01　　「人材開発支援策」リーフレットの発送について（厚生労働省）
2020.12.01　　冬期における年次有給休暇の取得促進について（厚生労働省）
2020.12.01　　下請取引の適正化について（公正取引委員会・経済産業省）
2020.12.01　　パートナーシップ構築宣言への協力依頼に関して（経済産業省）
2020.12.01　　石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について（厚生労働

省）
2020.12.01　　新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する周知について（経済産業

省）
2020.12.09　　職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について（厚生労

働省）
2020.12.16　　マイナンバーカードの取得と利活用促進について（経済産業省）
2020.12.17　　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する

省令の施行について（厚生労働省）
2020.12.17　　年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について（経済産業

省）
2020.12.17　　東京空港交通による入国者専用バスの運行開始について（経済産業省）
2020.12.22　　国際油濁補償基金への油受取量報告（国土交通省）
2020.12.23　　来年度の民間企業の海外展開を支援する予算事業のご案内（経済産業省）
2020.12.24　　新型コロナウイルス感染症に関する英国に対する新たな水際対策措置（経済産業省）
2020.12.25　　分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて（経済産業省）
2021.01.04　　新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（全ての国・地域からの新規

入国の一時停止等）に関する補足（経済産業省）
2021.01.04　　新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（指定追加：米国（コロラド

州）・カナダ（ケベック州）　指定解除：アイスランド）（経済産業省）
2021.01.04　　新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（指定追加：米国（カリフォ

ルニア州）、アラブ首長国連邦、ドイツ）（経済産業省）
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2021.01.04　　新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（指定追加：米国（フロリダ
州））（経済産業省）

2020.01.05　　令和2年度厚生労働省委託事業「ラベル・SDS活用促進事業」【オンライン開催】「職
場における化学物質管理に関する講習会開催のお知らせ」ご案内リーフレットの送付
について（厚生労働省）

2020.01.05　　令和3年度「消費者月間」統一テーマについて（経済産業省）
2020.01.05　　特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等の改正について（国海査第452号（平

成22年12月1日付け）の一部改正）（国土交通省）
2021.01.06　　新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（指定追加：米国（カリフォ

ルニア州）、アラブ首長国連邦、ドイツ）（経済産業省）
2021.01.06　　押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の

施行等について（厚生労働省）
2021.01.07　　新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（指定追加：アメリカ合衆国

（ジョージア州）、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル（サンパウロ州）、ルクセン
ブルク）（経済産業省）

2021.01.08　　基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願い（経済産業省）
2021.01.13　　職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化に係る協力の

お願い（経済産業省）
2021.01.21　　来年度の民間企業の海外展開を支援する予算事業のご案内（経済産業省）
2021.01.21　　海外から日本への帰国/再入国時の検査証明書の提出について（経済産業省）
2021.01.29　　大雪等異常気象時における輸送の安全の確保に向けたご理解とご協力のお願い（経済

産業省）
2021.02.01　　令和3年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者等の就職・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）
2021.02.01　　データサイエンス・オンライン講座「誰でも使える統計オープンデータ」の開講につ

いて（総務省統計局）
2021.02.01　　QRコード付き交付申請書を利用したマイナンバーカードの積極的な取得について（経

済産業省）
2021.02.01　　本人確認のデジタル化・厳格化の推進について（経済産業省）
2021.02.01　　苛性ソーダの製造業を営む者が自ら発電の用に供する石炭の石油石炭税の軽減税率の

適用又は特定石炭若しくは沖縄発電用特定石炭等の石油石炭税免税のための用途証明
の取扱いについて（経済産業省）

2021.02.03　　新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定（アイルランド、イスラエル、
ブラジル（アマゾナス州）（経済産業省）

2021.02.08　　緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について（経
済産業省）

2021.02.08　　テレワークなど出勤回避の徹底のお願い（経済産業省）
2021.02.08　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う世界的な国際海上コンテナ輸送の需給逼

迫への対応について（国土交通省）
2021.02.10　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を受ける通関業者との取引について

（財務省・経済産業省）
2021.02.16　　北海道の暴風雪と大雪について（経済産業省）
2021.02.17　　緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防

及び健康管理について（経済産業省）
2021.02.17　　新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴うご協力のお願い
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（経済産業省）
2021.02.17　　セミナーリーフレット送付のお知らせ・周知のご協力のお願い（厚生労働省）
2021.03.01　　「働き方・休み方改善ポータルサイト」リーフレットの送付について（厚生労働省）
2021.03.01　　珪藻土バスマット等に係る石綿含有製品の輸入、譲渡又は提供の禁止の履行確保につ

いて（厚生労働省）
2021.03.01　　特定個人情報保護評価指針の一部を改正する件の公布及び施行について（経済産業省）
2021.03.01　　春季における年次有給休暇の取得促進について（厚生労働省）
2021.03.01　　令和4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

文章募集開始時期等について（文部科学省・厚生労働省）
2021.03.01　　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」の受講

者募集開始（総務省統計局）
2021.03.01　　外来種問題と企業活動の関わりを考えるウェビナーの開催について（経済産業省）
2021.03.02　　緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について（経

済産業省）
2021.03.04　　新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定（経済産業省）
2021.03.05　　東日本大震災十周年追悼式の当日における弔意表明について（経済産業省）
2021.03.05　　銃器の密輸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）
2021.03.08　　緊急事態宣言解除後の水際対策措置（ビジネストラック・レジデンストラックの一時

停止継続等）について（経済産業省）
2021.03.08　　緊急事態宣の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等

に係る留意事項等について（経済産業省）
2021.03.19　　緊急事態宣言解除後の水際対策措置（外国人の新規入国等の一時停止の継続）および

新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について（経済産業省）
2021.03.19　　緊急事態宣言の終了を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い（経済産業省）
2021.03.22　　緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意

事項等について（経済産業省）
2021.03.24　　石綿則改正概要案等に関するWebexによる説明会のご案内（厚生労働省）
2021.03.26　　緊急事態が終了後の飲食、職場の場面における感染予防対策について（経済産業省）

Ⅹ．協力依頼

92



Ⅺ．会員関係

1 ．法人・団体会員〔2020年度末（2021.03.31）現在、機関名五十音順〕

正 会 員 法 人 　41社　（＊印：常任理事会メンバー会社）

＊伊藤忠商事㈱… 　伊藤忠丸紅鉄鋼㈱… ＊稲畑産業㈱… ＊岩谷産業㈱
　岡谷鋼機㈱… ＊兼　松　㈱… 　極東貿易㈱… ＊興　和　㈱
＊CBC㈱… 　㈱JALUX… ＊JFE商事㈱… 　神　栄　㈱
　神鋼商事㈱… 　㈱スマイル… ＊住友商事㈱… 　西華産業㈱
　全日空商事㈱… ＊双　日　㈱… 　茶谷産業㈱… ＊蝶　理　㈱
　帝人フロンティア㈱… 　東京貿易ホールディングス㈱… 　東商アソシエート㈱… 　東邦物産㈱
＊豊田通商㈱… ＊長瀬産業㈱… 　長田通商㈱… ＊日鉄物産㈱
　㈱野澤組… 　野村貿易㈱… ＊阪和興業㈱… ＊㈱日立ハイテク
　㈱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㈱… 　八木通商㈱
　ユアサ商事㈱

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 　55社

㈱IHI… 旭化成㈱… 味の素㈱
味の素トレーディング㈱… 芦森工業㈱… アビームコンサルティング㈱
インタートラスト…ジャパン… AGC㈱… ㈱エス・シー・ロジスティクス
㈱オービック… 鹿島建設㈱… ㈱　上　組
KYB㈱… 川崎汽船㈱… キッコーマン㈱
㈱GSIクレオス… ㈱商船三井… 新コスモス電機㈱
㈱住友倉庫… ㈱世界貿易センタービルディング… 損害保険ジャパン㈱
㈱ダイオーズ… ダイニック㈱… ダイヤオフィスシステム㈱
㈱帝国ホテル… 帝　人　㈱… 東京海上日動火災保険㈱
東京ガス㈱… 東工コーセン㈱… ㈱　東　芝
㈱日清製粉グループ本社… ㈱ニップン… 日本精工㈱
日本郵船㈱… 日本ガイシ㈱… ㈱ニュー・オータニ
白鶴酒造㈱… パナソニック㈱… ㈱日立製作所
富士通㈱… ㈱ブリヂストン… 本田技研工業㈱
三井住友海上火災保険㈱… ㈱三井住友銀行… 三井住友信託銀行㈱
三菱重工業㈱… 三菱商事ロジスティクス㈱… ㈱三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行㈱… ㈱三菱UFJリサーチ＆コンサルティング… Meiji…Seika…ファルマ㈱
㈱明治屋… ヤマサ醤油㈱… 横浜ゴム㈱
リコージャパン㈱

賛助会員団体 　27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… 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）日中経済協会… （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… （一財）貿易・産業協力振興財団
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2 ．会員数

2020年度末（2021.03.31）の会員数は以下の通り。

正会員 90
法人会員 41
団体会員 20
個人会員 29

賛助会員 82
法人会員 55
団体会員 27

合計 　 172
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Ⅻ．事務局組織
2020年度末（2021.03.31）の事務局組織の状況は以下の通り。

人員数　　　　役員…2名　　　職員　26名

Ⅻ．事務局組織
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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

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



�．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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