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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（2021.12.23）
 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、政府に向けて期待すること等
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。

産業構造審議会における要望
 産業構造審議会は、産業構造の改善等に関して経済産業大臣の諮問に応じて調査審議する重要機関
であり、日本貿易会の小林会長が委員および下部組織の通商・貿易分科会長の任を担っている。小林
会長は、2021年度の産業構造審議会総会において、それぞれ次の要旨で発言した。

第28回産業構造審議会総会（2021.06.04） 
・ 官民連携でサプライチェーンの強靭化を中心とする経済安全保障の推進
・ 貿易ルールや枠組みの整備に向けた、日本のリーダーシップの発揮
・ 国際課税ルールの整備に向けた、日本の働き掛けと国内税制改正の必要性
第29回産業構造審議会総会（2021.08.23）  
・ 経済安全保障における「攻め」「守り」両面での、サプライチェーンの強靭化
・ WTO改革等、通商ルールにおける日本のリーダーシップの発揮
・ NEXIの貿易保険の時流に即応した制度改善
・ 国際課税ルールを日本企業にとって真に公平な競争環境とするための政府支援

2 ．安全保障貿易管理制度の適正化
「輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省令案等」に対する意見
 経済産業省は、2021年8月31日、「みなし輸出」管理制度の運用明確化や輸出者等が遵守するべき基
準等を改正すべく、標記省令案を公表した。安全保障貿易管理委員会は、これに対して各商社におい
て不足のない対応を取るべく、各省令・通達案に関する運用内容の明確化をはじめとする意見を取り
まとめ、9月29日に経済産業省に提出した。

2021年度・安全保障貿易管理に関する要望
 安全保障貿易管理委員会では、毎年度、経済産業省に対して関連法令・制度や実務面に関して意
見・要望を提出している。今年度においては、安全保障貿易管理に関する実務面を中心とした要望
（計6項目および2020年度からの継続要望1項目）を取りまとめ、2021年7月20日に経済産業省安全保障
貿易管理部へ提出した。また、要望のフォローアップとして、同年9月27日に同省との意見交換を実
施した。

Ⅰ . 要望・意見の概要
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3 ．会計基準・税制など商社経営のインフラ整備
⑴ 税制
令和4年度税制改正に関する要望（2021.09.30）
 経理委員会は、グローバル化に対応した制度の見直しを求める重点要望28項目、一般要望67項目の
合計95項目からなる要望を取りまとめ、運営委員会での承認、9月15日開催の第370回常任理事会での
審議、機関決定を経て、9月30日に政府・与党に提出した。
 本要望に記載の項目は、「骨太方針2021」に示されている、海外需要の取り込み等を通じたデフレ
脱却・経済再生への取り組みを推進するという基本的な考え方に沿ったものである。中でも国際的に
議論が進められているOECD国際課税ルールの導入に伴う懸念点の解消や関連する国内制度の見直し
等は、最重要項目として強く要望した。
 重点要望項目のうち、与党大綱（与党「令和4年度税制改正大綱」2021年12月10日公表、政府「令
和4年度税制改正の大綱」2021年12月24日閣議決定）に盛り込まれた項目は以下の通り（その他、一
般要望項目5項目が実現）。

◆国際課税制度
（1）電子経済の課税上の課題への対応～国際課税ルール変更に伴う国内法制化における配慮
 OECD国際課税ルールの制度設計および国内法制化にあたり、国内の関連制度の見直し、合理化
（課税対象の重複や過度な実務負担の解消）につき、与党大綱への明記を求めたところ、以下のとお
り明記された。
「制度の詳細化に向けた国際的な議論に引き続き積極的に貢献するとともに、国際合意に則った法制
度の整備を進める。その際、わが国企業等への過度な負担とならないように既存制度との関係などに
も配慮しつつ、国・地方の法人課税制度を念頭において検討する」
（2）外国子会社合算税制 （CFC税制）
 本制度は、本邦企業の租税回避行為を防止するための税制であるが、制度が過度に複雑なうえ、必
ずしも租税回避と関係のない所得まで課税の対象となっている。さらに、上記国際課税ルールが導入
されると課税範囲が重複し、同じ所得に対し、異なる情報の収集や異なる方法での計算を求められ、
実務負担が増大する懸念がある。そのため、制度の抜本的見直しと国際課税ルールとの合理化・整合
化を求めた。
※ （1）に記載のとおり、国際課税ルールの導入に伴い、本制度についても実務負担に配慮した見直
しが行われる見込み。令和5年度税制改正要望では、本制度の合理化に向けた要望を取りまとめる
予定である。

（3）子会社からの配当および子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応
 適用除外規定（特定支配日利益剰余金要件）および適用回避防止規定（子会社を経由した配当を用
いたスキームへの対応）の対象の調整を求め、健全なビジネスの結果、生じた配当については本制度
の対象としないよう要望した結果、両規定が緩和され、要望が実現した。
◆（国内）グループ通算制度（旧連結納税制度）
（1）投資簿価修正
 買収プレミアム（≒のれん）を支払ったにも関わらず、譲渡時にその金額が切り捨てられ、買った
値段と同じ値段で売っても課税されることになるため、グループ通算制度の対象会社のみが不利な状
況に陥り、M&Aや機動的な事業再編が阻害される。このため、買収プレミアムを譲渡原価に算入で
きるよう制度の見直しを求めたところ、一部要望が実現した（運用については検討継続中）。

Ⅰ . 要望・意見の概要
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令和4年度税制改正要望（国際課税連絡協議会）（2021.09.30）
 国際課税連絡協議会は、日本貿易会が国際取引に関係の深い業界団体に呼びかけ、2000年に結成し
た。国際的な税務問題について関係業界が一致団結して税制改正を要望していくことを目的としてい
る。
 令和4年度税制改正要望は、わが国企業にとって公平・公正な競争環境の整備に向けた75項目を取
りまとめた。国際的に議論が進められているOECD国際課税ルールの導入に伴う懸念点の解消や、関
連する国内制度の見直し等が要望の中心である。本要望は、17団体の連名で、9月30日に政府・与党
に提出した。

⑵ 会計
IFRIC暫定アジェンダ決定「特約条項付きの債務の流動又は非流動への分類」（IAS第1号「財務諸表
の表示」）に対する意見（2021.02.15）
 IFRS解釈指針委員会（IFRS-IC）は、債務およびその他の金融負債を特定の状況において流動また
は非流動に分類する方法を明確化する暫定アジェンダを2020年12月の会合で議論した。
 経理委員会は、将来の判定日時点で求められる要求事項を基にした判定は、企業実態を忠実に反映
しておらず、財務報告の有用性を低下させ、利用者への有用な情報提供を損なうこととなるとし、暫
定アジェンダ決定案に同意しない旨の意見を取りまとめ、2021年2月15日、IFRS-ICに提出した。

IASB情報要請「IFRS第10号『連結財務諸表』、IFRS第11号『共同支配の取決め』及びIFRS第12号
『他の企業への関与の開示』の適用後レビュー」に対する意見（2021.05.07）
 国際会計基準審議会（IASB）は、2013年1月1日以後開始した事業年度に適用されるIFRS第10～12
号に関する基準の適用および開示情報に対するフィードバックの募集を2020年12月9日に公表した。
 経理委員会は、IFRS第10～12号の適用後レビューの一環として、広く利害関係者から情報提供を
求める決定を行ったことを歓迎するとし、本情報要請を通じて、各基準の有用性が向上するととも
に、効率的な適用につながることを望んでおり、適用上の課題に対応するための追加の例示や明確化
に加え、より有用な情報を提供するための判断基準の再考や開示要求事項の見直しを求める旨の意見
を取りまとめ、2021年5月7日、IASBに提出した。

IASB公開草案「規制資産及び規制負債」に対する意見（2021.07.29）
 国際会計基準審議会（IASB）は、公益事業や公共交通等の料金規制業種においては、企業が財・
サービスを提供する期間が顧客に請求できる期間と異なることがあることから、時期の相違に関する
情報を投資者に提供する新たなIFRS基準に対する意見の募集を2021年1月28日に公表した。
 経理委員会は、投資者に提供する情報の判断が困難､ また複雑化することがないよう設例に係る前
提情報の詳細な提供等を求めるとともに､ 顧客との契約に基づく収益と､ 認識／測定の要件を合致す
べきとし、開示に要するコストを勘案し､ 規制資産および規制負債にのみ焦点を当てることを求める
旨の意見を取りまとめ､ 2021年7月29日、IASBに提出した。

IASB ディスカッション・ペーパー「共通支配下の企業結合」に対する意見（2021.08.31）
 国際会計基準審議会（IASB）は、IFRSでは、同じグループ内の会社間での事業の移転を伴う取引
の報告については定められていないことから、実務の不統一を軽減するとともに、これら取引の報告
における透明性と比較可能性を改善するための予備的見解に対する意見の募集を2020年11月30日に公
表した。
 経理委員会は、IFRSの実務の多様性を統一化する試みに異論はなく、適用基準および取り扱いの
明確化を図ることに同意するとの意見を示しつつ、実務負担の軽減、および原則は簿価法を適用する
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ものの情報の有用性の観点から上場企業のみ取得法として使い分ける旨の意見を取りまとめ、2021年
8月31日、IASBに提出した。

IASB公開草案「IFRS基準における開示要求－試験的アプローチ（IFRS第13号及びIAS第19号の修正
案）」に対する意見（2022.01.11）
 国際会計基準審議会（IASB）は、開示において、目的適合性のある情報が不十分、目的適合性の
ない情報が多すぎる、情報の伝達が効果的でない、といった問題点に対処するため、投資家へより有
用な情報を開示するためのガイダンス案を作成し、パイロットケースとして、IFRS第13号「公正価
値測定」およびIAS第19号「従業員給付」の開示要求事項に適用する新しいアプローチの提案に対す
る意見の募集を2021年3月25日に公表した。
 経理委員会では、全体的な開示目的と具体的な開示目的に分けて記載することが求められているこ
とに同意する一方で、財務諸表利用者の全体的なニーズを満たすものとなるようガイダンスの追加等
を求めるとともに、判断の適用の増大に関するアプローチに同意するものの、作成コストへの配慮、
監査人や運用当局との事前の調整、類似企業との比較可能性の担保等を求める旨の意見を取りまと
め、2022年1月11日、IASBに提出した。

IASB公開草案「公的説明責任のない子会社：開示」に対する意見（2022.01.28）
 国際会計基準審議会（IASB）は、要件を満たす子会社においてIFRS基準を適用する際に、削減さ
れた開示要求を適用することを可能とする新たなIFRS基準に対する意見の募集を2021年7月26日に公
表した。
 経理委員会は、適用要件を子会社だけではなく、持分法適用会社にも拡大することを求める旨の意
見を取りまとめ、2022年1月28日、IASBに提出した。

IASB公開草案「特約条項付の非流動負債（IAS第1号の修正案）」に対する意見（2022.03.18）
  国際会計基準審議会（IASB）は、企業が報告期間後12 ヵ月以内に返済が必要となる可能性がある
負債を非流動負債に分類した場合の情報開示に対する意見の募集を2021年11月19日に公表した。
  経理委員会は、財務健全性に問題ない企業にとっては過度な開示となる、また、将来予測的な情報
は監査可能性や客観的合理性の担保が困難であるため同意しない旨の意見を取りまとめ、2022年3月
18日、IASBに提出した。

IASB公開草案「サプライヤー・ファイナンス契約（IAS第7号及びIFRS第7号の修正案）」に対する意
見（2022.03.25）
 国際会計基準審議会（IASB）は、サプライヤー・ファイナンス契約、およびそれが企業の負債と
キャッシュ・フローに与える影響の透明性を高めるための開示要求の変更案に対する意見の募集を
2021年11月26日に公表した。
 経理委員会では、サプライヤー・ファイナンス契約の開示対象を限定することを提案するととも
に、これら金融負債の契約自体を開示することから、支払期日の範囲等については、追加的な開示の
重要性が乏しいため同意しない等の意見を取りまとめ、2022年3月25日、IASBに提出した。

4 ．貿易関連手続きの円滑化
2021年度各省庁に対する規制・制度改革に関する要望（2021.07.28）
 物流手続きに係る時間・労力・コストの削減等を目的として、「手続きの電子化・効率化」、「経済
連携協定関連」、「制度運用改善・明確化」、「行政手続きの効率化」等、商社の関心が高い規制制度改
善要望（計41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、厚生労働
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省、農林水産省、法務省、デジタル庁等に対して要望を提出した。
 各省庁からは要望趣旨の理解を受け、電子帳簿保存制度の見直しに際しての税関版Q&Aの充実や、
税関・検疫所等における貿易手続関係書類への押印廃止や原本提出要件の緩和など、過年度に要望し
ていた項目も含めて27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。

2022年度NACCSプログラム変更要望（2021.05.27）
 NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System）に係る使い勝手向上、機能向
上等を目的として、NACCSタスクフォースより要望（計1項目）を取りまとめ、輸出入・港湾関連情
報処理センター㈱に提出した。要望についてはシステム反映に向けて、NACCSセンターにおいて検
討が行われている。

2023年度NACCSプログラム変更要望（2022.02.17）
 NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System）に係る使い勝手向上、機能向
上等を目的として、NACCSタスクフォースより要望（計7項目）を取りまとめ、輸出入・港湾関連情
報処理センター㈱に提出した。各要望についてはシステム反映に向けて、NACCSセンターにおいて
検討が行われている。

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（2021.06.08、2021.11.30）
 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、足
元の急激な状況変化への対応も含め、必ずしも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ている。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いえる。
 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
教育振興財団とともに、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（「在外教育推進議員連盟」に2021年11月改称）第17回総会
（2021.06.08）および第18回総会（2021.11.30）に出席し、①日本人学校への派遣教員数の増加、②
新型コロナにも対応した教育カリキュラムの向上と教員派遣、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。

6 ．国際経済協力の推進
インフラシステム海外展開戦略2025の着実な推進に向けた取り組みについて（2021.05.18）
 日本企業によるインフラシステムの海外展開等を推進する経協インフラ戦略会議（大臣会合）を補
佐し、「インフラシステム海外展開戦略2025」（2020.12.10策定）に基づく具体的施策の在り方等につ
いて議論するため、2021年5月、有識者によるインフラシステム海外展開戦略2025の推進に関する懇
談会が設置された。小林会長は委員として就任し、会合で意見を述べた。
 第1回会合では、会合に先立ち経済協力委員会へ実施したアンケートを踏まえ、①事業の運営ス
テージにおける公的支援整備、②発展途上国など各国の事情に応じた脱炭素化・低炭素化への日本の
協力、③FOIP（自由で開かれたインド太平洋）の実現に向けたパートナー国との連携強化・案件形
成等につき発言した。
 結果として、同戦略の改訂（2021.06.17）には、施設整備後の運営まで見据えた相手国政府との交
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渉やO&Mへの日本企業参画に向けた一体的案件形成、再生可能エネルギーや脱炭素を支援する環境
イノベーション保険の運用改善の検討、第三国における協力を含むFOIP実現に向けた協力推進等が
盛り込まれた。

インフラシステム海外展開戦略2025の着実な推進に向けて（2021.12.14）
 インフラシステム海外展開戦略2025の推進に関する懇談会の第2回会合に、小林会長は委員として
出席し、経済協力委員会におけるインフラシステム海外展開戦略2025の再改訂に向けた提言について
の意見交換を踏まえ、意見を述べた。
① アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ（AETI）のアフリカ等への適用等の脱炭
素社会に向けたトランジションの加速、②2019 年の G20 大阪サミットで合意された「質の高いイ
ンフラ投資に関する G20原則」の着実な実施によるFOIPを踏まえたパートナーシップの推進、③
デジタルやカーボンニュートラルへの対応等における省庁間連携の重要性等につき発言した。

インフラシステム海外展開戦略に向けた提言（2022.03.28）
 政府は2020年12月に「インフラシステム海外展開戦略2025」を策定し、日本企業が2025年に34兆円
のインフラシステム受注を目指す目標を掲げた。その後、2021年6月にはインフラ市場を巡る環境変
化を踏まえて改訂が行われ、目標達成に向けた官民一体となった取り組みのため、さらなる具体的行
動計画が定められた。
 2022年5月に予定されている再改訂に向けて経済協力委員会では、官民連携によるインフラシステ
ム海外展開に取り組むべく、カーボンニュートラルに向けた海外における現実的なエネルギー・トラ
ンジションやインフラシステム海外展開におけるデジタルを活用した施設の運営・維持管理（O&M）
の推進、また、ODAの戦略的活用や二国間クレジット制度（JCM）の利便性向上、実証事業の推進
等についての提言を取りまとめ、2022年3月28日、内閣総理大臣、外務大臣、経済産業大臣、環境大
臣等に提出した。

7 ．新型コロナウイルスへの対応
ワクチンパスポートに関する要望（2021.09.14）
 新型コロナウイルスの長期化は日本経済に大きな影響を及ぼしており、依然として終息が見えない
状況にある。その一方、今後はウィズコロナの考えの下、感染拡大防止と社会経済活動の両立に向け
た工夫が不可欠であり、そのカギを握るのが「ワクチンパスポート」である。既に活用が進む世界の
動きに遅れを取ることなく、わが国においても社会経済活動の回復・活性化のため、整備が急がれ
る。
 このような状況を踏まえ、参議院自民党政策審議会（2021.09.14）に事務局が出席し、①ワクチン
パスポートによる水際対策の緩和、②ワクチンパスポートの発行手続きの簡素化、③ワクチンパス
ポートの有効性、④ワクチンパスポートの有効期限等について要望を行った。

8 ．SDGsへの取り組み
国際協力銀行（JBIC）及び日本貿易保険（NEXI）の環境社会配慮確認のためのガイドライン改訂に
関する要望書（2021.04.20）
 ㈱国際協力銀行（JBIC）、㈱日本貿易保険（NEXI）の環境ガイドライン（「環境社会配慮確認のた
めのガイドライン」）は、施行5年経過後に5年間の実施状況についての確認を行い、これに基づき包
括的な検討を行い、必要に応じて改訂を行うこととしている。
 2020年4月で現行ガイドライン施行から5年が経過したため、JBIC ／ NEXIでは、過去5年間の実施
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状況に係る確認作業を行い、2021年2月から10回にわたる産業界、金融界、環境NGOその他のステー
クホルダーの意見を広く取り込むためのコンサルテーション会合が開催され、財務委員会および貿易
保険委員会の正副委員長が出席した。
 同ガイドラインの内容に係る議論に先立ち、2021年4月20日、日本機械輸出組合、（一財）エンジニ
アリング協会、日本鉄道システム輸出組合と連名でJBIC ／ NEXIに対し、世界的潮流を踏まえ、環
境社会に配慮しつつも本邦企業の国際競争力が維持されるよう要望書を取りまとめ、また、上記コン
サルテーション会合での議論を踏まえ、同ガイドラインの改訂案が公表（3月30日）されたことから、
同改訂案に対する産業界の意見を改めて取りまとめて提出する予定。
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Ⅱ．総会・理事会など
1 ．総会
2021.05.31 第97回定時総会（議長：小林 健会長）【ハイブリッド開催】

・正会員総数90名のうち89名（実出席14名、委任状による出席75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  2020年度事業報告（案）および財務諸表等（案） 
 第２号議案  2021年度事業計画（案）および収支予算（案） 
 第３号議案  常勤役員の報酬等の額（案）
 第４号議案  役員の選任（案）
 第５号議案  顧問および参与の選任（案） 
・以下について報告
 報告事項   会員の入会

2 ．理事会
2021.05.19 第170回理事会【ハイブリッド開催】

・ 理事総数33名のうち24名（実出席16名、ウェブ出席8名）、監事総数2名のうち2名（実
出席1名、ウェブ出席1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、2、3、6、8号議案
は第97回定時総会の議に付すこととした。
 第１号議案 2020年度事業報告（案）および財務諸表等（案）
 第２号議案 2021年度事業計画（案）および収支予算（案）
 第３号議案 常勤役員の報酬等の額（案）
 第４号議案 会員推薦による個人会員の入会（案）
 第５号議案  審議員の委嘱（案）
 第６号議案 役員の選任（案）
 第７号議案 常任理事の選任（案）
 第８号議案 顧問および参与の推薦（案）
 第９号議案 業務執行理事の選定（案）
 第10号議案 役員賠償保険（D&O保険）を全役員対象に付保する件（案）
 第11号議案 特定非営利活動法人国際社会貢献センターとの契約締結（案）
・ 以下について報告
 報告事項１ 職務執行状況

2022.03.23 第171回理事会【ハイブリッド開催】
・ 理事総数34名のうち25名（実出席18名、ウェブ出席7名）、監事総数2名のうち2名（実
出席1名、ウェブ出席1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  定時総会で承認を得るまでの間の2022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  常任理事（理事）の退任（案）
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 第６号議案  当会規程の改定（案）
 第７号議案  定時総会の日時､ 場所および議事に関する事項（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
2021.07.21 第369回常任理事会【ハイブリッド開催】

・ 講演：「コロナの現状と今後の日本経済」
 講師：経済再生担当大臣 西村 康稔氏
・  河津専務理事から、今後の主要会合等日程について説明

2021.09.15 第370回常任理事会【ハイブリッド開催】
・ 講演：「最近の話題」
 講師：経済産業省 経済産業事務次官 多田 明弘氏
・ 岩根秀禎経理委員会経理委員長〔丸紅㈱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4年度税制改正要望案について説明の後、審議し了承
・ 河津専務理事から、今後の主要会合等日程について説明

2021.11.17 第371回常任理事会【ハイブリッド開催】
・講演：「わが国のデジタル政策」
  講師： デジタル大臣 行政改革担当大臣 内閣府特命担当大臣（規制改革）   

牧島 かれん氏
・ 田中誠財務委員会財務委員長〔三井物産㈱財務部長〕から、約束手形廃止に向けた自
主行動計画案について説明の後、審議し了承
・ 河津専務理事から、今後の主要会合等日程について説明

2022.02.16 第372回常任理事会【ハイブリッド開催】
・ 講演：「経済安全保障政策について」
  講師：経済安全保障担当大臣 内閣府特命担当大臣（科学技術・宇宙） 小林 鷹之氏
・ 河津専務理事から、令和4年度税制改正要望の結果、今後の主要会合等日程について
説明

4 ．運営委員会
2021.04.14 第372回運営委員会【ウェブ開催】

・  第170回理事会および第97回定時総会への付議事項について審議・了承
・  第170回理事会・第97回定時総会議案（案）2020年度事業報告（案）、2021年度事業

計画（案）、2021年度収支予算（案）、常勤役員の報酬等の額（案）、役員賠償責任
保険（D&O保険）を全役員対象に付保する件（案）、特定非営利活動法人国際社会
貢献センター（ABIC）との契約締結（案）について審議・了承

・  第169回理事会書面審議の結果報告、市場委員会ワーキンググループ Discussion 
Paper発刊および記者発表、『日本貿易の現状 Foreign Trade 2021』および『商社
ハンドブック 2021』発刊、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応調査、
『日本貿易会 ISACの歩み』制作、広報委員会商社シンポジウム実行委員会2020年
度活動報告、「デジタル新時代における商社」特別研究会、専務理事の社外取締役
就任について事務局より報告
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2021.05.12 第373回運営委員会【ウェブ開催】
・  第1回「デジタル新時代と商社」特別研究会（4.20）開催、『商社のための原産地自

己申告制度ガイダンス』セミナー（4.27）開催、中華人民共和国駐日本国大使館 
宋耀明公使来訪（4.26）、第170回理事会（5.19）の各社出席状況について事務局よ
り報告

・  座長会社のファシリテートで、「会員サービスの在り方と新規会員獲得策」という
テーマで、当会の各委員会委員の生の声を参考に、会員企業のニーズ、他団体との
相違点、当会が目指すべき会員サービスの在り方などについて討議

2021.06.09 第374回運営委員会【ウェブ開催】
・  日本貿易会第170回理事会および第97回定時総会開催、国際社会貢献センター第65

回理事会および第21回通常総会に関する結果、商社業界における約束手形廃止に向
けた自主行動計画に関する検討状況、政策業務第三グループの直近の動き、第2回
「デジタル新時代と商社」特別研究会（5.26）開催、日本貿易会の新型コロナウイ
ルス感染対策および出勤率のHP公開について事務局より報告

・  「会員サービスの在り方と新規会員獲得策」について討議
2021.07.14 第375回運営委員会【ウェブ開催】

・  約束手形廃止に向けた自主行動計画の検討期間延長、令和4年度税制改正要望に関
する検討状況と今後の予定、第7回海外安全対策セミナー開催、経済産業省海外赴
任者との交流会実施、市場委員会「自由で開かれたインド太平洋構想の実現に向け
た商社のダイナミズム」検討ワーキンググループの設置、日本貿易会ゼミナール・
特別企画「商社エコノミスト座談会 Part2」開催、『商社ハンドブック2021（英語
版）』発刊見送り、第369回常任理事会開催、経済産業省第28回産業構造審議会総会
への小林会長出席、特別研究会「デジタル新時代と商社」第3回会合開催、日本貿
易会新入局者採用につき事務局より報告

・  「会員サービスの在り方と新規会員獲得策」について討議
2021.09.08 第376回運営委員会【ウェブ開催】

・  日本貿易会 令和4年度税制改正要望（案）について審議・了承
・  2021年度安全保障貿易管理に関する要望、新型コロナウイルス関連報告および各社
対応状況、第370回常任理事会開催、経済産業省第29回産業構造審議会総会への小
林会長出席、日本貿易会の新入局者、2021年度予算進捗報告につき事務局より報告

・  常任理事・理事・監事会社連絡会（通称：三水会）へのヒアリング結果の取りまと
め、またその結果を踏まえ検討した会員サービスの在り方と新規会員獲得策に関す
る今後の対応案について討議

2021.10.13 第377回運営委員会【ハイブリッド開催】
・  約束手形廃止に向けた自主行動計画の策定、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う

各社対応状況等、日本貿易会商社新人研修、2021年度二国間会議の状況、商社シン
ポジウムに関する検討状況（中間報告）、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、「デジタル新時代と商社」特別研究会（9.29）開催、「会員
サービスの在り方と新規会員獲得策」進捗状況について事務局より報告

2021.11.10 第378回運営委員会【ハイブリッド開催】
・  約束手形の廃止に向けた自主行動計画（案）について審議・了承
・  「各省庁に対する規制制度改革要望（物流委員会）」に関する進捗状況、第53回日韓

経済人会議（11.2）に関する報告、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応
状況、日本貿易会2022年度商社新人研修に関する報告、日本貿易会講演会動画アー
カイブ（会員限定）の新設、第371回常任理事会（11.17）に関する報告、「会員
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サービスの在り方と新規会員獲得策」に関する進捗状況、第23回経営者懇親ゴルフ
会開催、日本貿易会運営における新型コロナ対策、日本貿易会の中期的な人員計
画・人材育成の進捗状況につき事務局より報告

・  12月以降の運営委員会の討議テーマについて討議
2021.12.08 第379回運営委員会【実開催】

・  海外子女教育推進議員連盟第18回総会（11.30）、第1回日ASEAN経済関係強化に
向けた定期連絡会への出席、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況、
2022年度わが国貿易収支、経常収支の見通しに関する発表、第371回常任理事会
（11.17）開催、第26回経営者懇談会（12.1）開催、2022年新春懇親会の開催見送
り、2021年度予進捗状況・通期見通し、会員サービスに関するアクションの進捗状
況、ABIC2021年度上半期活動概要について事務局より報告

・  「日本貿易会の知名度向上」について討議
2022.01.12 第380回運営委員会【実開催】

・  物流委員会／安全保障貿易管理委員会／情報システム委員会の活動状況、投資環境
整備意見交換会への参加、日本貿易会2022年度商社新人研修の案内、日本貿易会
『商社ハンドブック』の改訂、商社シンポジウムに関する進捗状況、サステナビリ
ティ開示基準の国際標準化への対応について事務局より報告

2022.02.09 第381回運営委員会【ウェブ開催】
・  「中期行動計画 2022」に関する進捗状況（理事会報告案件）の今後の進め方、中期

人員計画レビュー／見直しおよび職務要件改定について審議・了承
・  令和4年度税制改正要望の結果、日・フィンランド社会保障協定発効に関する説明
会（1.17）の開催、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況、商社シン
ポジウム2022（収録・告知現況）、カーボンニュートラル行動計画2020年度の実績、
第372回常任理事会（2.16）の開催、特別研究会「デジタル新時代と商社」の進捗
状況、最近の入退会の動きについて事務局より報告

・  事前アンケートの結果を踏まえ、「日本貿易会の知名度向上」について討議
2022.03.09 第382回運営委員会【ウェブ開催】

・  第171回理事会（3.23）への付議事項、2021年度収支見通しおよび2022年度収支予
算（案）、2022年度事業計画（案）について審議・了承

・  『商社のためのEPA活用法ガイドブック』発刊、2021年度市場委員会ワーキンググ
ループ Discussion Paper（報告書）発刊、若手向けゼミナールのトライアル実施、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況、『日本貿易の現状2022』発刊
について事務局より報告
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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】 野島 嘉之 三菱商事㈱ 執行役員 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）働き方改革～総務のDX
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：小池 豊 三菱商事㈱ 総務部 総合チームリーダー〕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。

  

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

・  全国で最初の暴力団排除条例の制定（福岡県条例、2009年）を責任者として牽引、福岡県警察本
部長および警察大学校長等を経て、現在は虎門中央法律事務所所属弁護士の田村正博氏を招き、
「暴力団排除条例の考え方とコンプライアンス」と題した講演を行った（第54回総務委員会）。

3 ）パンデミックBCPへの対応

・  ERM、危機管理、BCPなどのプロジェクトを幅広く担当し、国内外500社以上の支援実績がある

合計 例年案件 その他
審議件数

（うち応諾件数）
（うち継続審議中）

7件
（6件）
（1件）

5件
（5件）

2件
（1件）
（1件）

要請額
（うち応諾分：①）
（うち継続審議分）

329,300千円
314,300千円
 15,000千円

14,300千円
14,300千円

315,000千円
300,000千円
 15,000千円

決定額：② 308,400千円  8,400千円 300,000千円
応諾率（②÷①×100） 98% 59% 100%
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ニュートン・コンサルティング㈱dan-lo事業部長 シニアコンサルタント 久野陽一郎氏を招き、
「パンデミックBCP ～コロナの振り返りとwithコロナ時代のBCPの在り方～」と題して講演を
行った（第53回総務委員会）。

・  コロナ禍を受けた各社のBCPの整備状況や今後の課題等について、事前に行ったアンケートの結
果をもとに情報交換を行った（第53回総務委員会）。

4 ）働き方改革～総務のDX

・  企業における構造改革や経営改革、組織再編等の支援を担当し、コーポレート改革、総務機能の
改革等にも携わっている㈱野村総合研究所 コンサルティング事業本部 経営DXコンサルティン
グ部 国井勝則氏を招き、「攻めの総務」と題して講演を行った（第52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
    株主総会招集通知および総務部（総務担当部）組織図の交換

⑶ 会合等の状況等
総務委員会
2021.07.08 第52回総務委員会【ウェブ開催】

・ 講演：「攻めの総務」
 講師：㈱野村総合研究所 コンサルティング事業本部 
    経営DXコンサルティング部 国井 勝則氏
・ 総務専門委員会の活動について報告
・ 日本貿易会の新オフィスとコロナ対策について報告

2021.10.07 第53回総務委員会【ウェブ開催】
・ 講演：「パンデミックBCP～コロナの振り返りとwithコロナ時代のBCPの在り方～」
 講師： ニュートン・コンサルティング㈱ dan-lo事業部長 シニアコンサルタント  

久野 陽一郎氏
・ 各社のBCPの整備状況、今後の課題等について情報交換

2022.03.03 第54回総務委員会【ウェブ開催】
・ 講演：「暴力団排除条例の考え方とコンプライアンス」
 講師：虎門中央法律事務所 弁護士 田村 正博氏
・ 2021年度総務委員会活動報告案の審議
・ 2022年度総務委員会活動方針案の審議
・ 2022年度正副委員長選任
 （委員長）小菅 紀子 三井物産㈱ 人事総務部 総務担当部長
 （副委員長）並 真樹也 双日㈱ 総務・IT業務部長

総務専門委員会および総務専門委員会幹事会
2021.04.22 第175回専門委員会【ウェブ開催】

・ 説明：「（公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金」
 説明者：（公社）2025年日本国際博覧会協会
 総務局 財務部部長 濵本 幹氏
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  総務局 財務部 経営管理課 参事 兼 総務部 総務人事課 参事 深澤 順一氏
  総務局 財務部 経営管理課 課長代理 木田 源太氏

2021.05.20 第102回幹事会【ウェブ開催】
・ 寄付対応案検討
 「（公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金」

2021.05.27 第176回専門委員会【ウェブ開催】
・ 説明：「『野口英世アフリカ賞』募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金」
 説明者：内閣府 野口英世アフリカ賞担当室 室長 内藤 康司氏
・ 2021年株主総会の準備状況に関する情報交換

2021.07.08 第103回幹事会【ウェブ開催】
・ 寄付対応案検討
 「『野口英世アフリカ賞』募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金」
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金の各社内検討状況
について情報交換

2021.07.15 第177回専門委員会【ウェブ開催】
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金および
 「野口英世アフリカ賞」募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金の検討状況確認
・ 各社総務部組織図に関する情報交換
・ 2021年株主総会の開催状況に関する情報交換
・ 本年度の活動について意見交換

2021.09.09 第104回幹事会【ウェブ開催】
・ 寄付対応案検討
 「（公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金」
 「『野口英世アフリカ賞』募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金」

2021.09.16 第178回専門委員会【ウェブ開催】
・ 寄付対応案検討
 「（公財）がんの子どもを守る会 2021年度事業資金募金」
 「（公財）海外日系人協会 令和3年度事業費募金」
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金および
 「野口英世アフリカ賞」募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金の検討状況確認
・ 総務専門委員会財界募金寄付拠出分担比率（2021.10.1適用開始）審議

2021.10.21 第105回幹事会【ハイブリッド開催】
・ 寄付対応案検討
 「（公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金」
 「『野口英世アフリカ賞』募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金」

2021.10.28 第179回専門委員会【ハイブリッド開催】
・ 説明：「（一財）スポーツ振興資金財団 令和3年度財界募金」
 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 財務部部長 菊地 秀行氏
         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 総合企画部部長  今井 泰徳氏
         同上 総合企画部主事 増田 渉氏
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金および
 「野口英世アフリカ賞」募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金の検討状況確認

2021.11.18 第106回幹事会【ウェブ開催】
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・ 寄付対応案検討
 「（公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金」
 「『野口英世アフリカ賞』募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金」
 「（一財）スポーツ振興資金財団 令和3年度財界募金」

2021.11.25  180回専門委員会【ウェブ開催】
・ 寄付審議
 「（公財）がんの子どもを守る会 2021年度事業資金募金」
・ 寄付対応案検討
 「（公財）海外日系人協会 令和3年度事業費募金」
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金および
 「野口英世アフリカ賞」募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金の検討状況確認
・ 総務専門委員会寄付拠出分担比率の算出式について検討

2021.12.23 第181回専門委員会【ウェブ開催】
・ 寄付審議
 「（公財）海外日系人協会 令和3年度事業費募金」
 「（一財）スポーツ振興資金財団 令和3年度財界募金」
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金および
  「野口英世アフリカ賞」募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金の対応方針検討
・ 寄付対応案検討
 「（公財）全国教誨師連盟 令和3年度活動資金募金」
 「（公財）警察協会 令和3年度事業資金募金」

2022.01.20 第107回幹事会【ウェブ開催】
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金の各社内検討状況
について情報交換

2022.01.27 第182回専門委員会【ウェブ開催】
・ 説明：「野口英世アフリカ賞寄付金」を経済界募金として取り上げた経緯等について
 説明者：（一社）日本経済団体連合会 総務本部 審議役 井ノ川 正明氏
     同上 総務本部 主幹             飛田 康男氏
・ 寄付審議
 「（公財）全国教誨師連盟 令和3年度活動資金募金」
 「（公財）警察協会 令和3年度事業資金募金」
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金の検討状況確認

2022.02.17 第108回幹事会【ウェブ開催】
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金の回答方法と時期
について検討
・ 寄付対応案検討
 「『野口英世アフリカ賞』募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金」

2022.02.24 第183回専門委員会【ウェブ開催】
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金および
 「野口英世アフリカ賞」募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金の検討状況確認
・ 2021年度総務専門委員会活動報告案の審議
・ 2022年度総務専門委員会開催スケジュール案の審議

2022.03.17 第109回幹事会【ウェブ開催】
・ （公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金の個社依頼分の対
応進捗状況等について確認
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・ 寄付対応案検討
 「『野口英世アフリカ賞』募金委員会 野口英世アフリカ賞寄付金」

2022.03.24 第184回専門委員会【ウェブ開催】
・ 寄付審議
 「（公社）2025年日本国際博覧会協会 2025年日本国際博覧会寄付金」

2 ．広報委員会
【委 員 長】 吉田 達矢 三菱商事㈱ 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 会長交代内定記者発表
・  2022年3月23日に記者発表（資料配布）を実施。記者の関心は高く、日本経済新聞など9件の報道
があった。

② 定例記者会見（計5回）
・  新型コロナウイルス感染防止に万全を期して、5月19日、7月21日、9月15日、11月17日、2022年2

月16日に、日本貿易会会議室からオンライン形式で、貿易記者会および業界誌・経済誌を対象に
開催した。新型コロナウイルス感染拡大による商社ビジネスへの影響、次期エネルギー基本計画
における再エネの電源構成比率、原発の新増設やリプレース、自民党総裁選で求められるリー
ダー像と新政権への期待、カーボンニュートラルへの対応、円安・資源高、ウクライナ情勢など
記者の関心は高く、NHKニュース（地上波）をはじめ計47件の報道があった。

③ 会長コメント発出（計22回）
  2021.04.19 「日米首脳会談」
  2021.04.23 「緊急事態宣言再々発令」
  2021.04.26 「気候変動に関する首脳会合」
  2021.06.14 「G7英国コーンウォール・サミット」
  2021.06.18 「新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言解除」
  2021.07.09 「東京都における4度目の緊急事態宣言発令」
  2021.08.03 「緊急事態宣言の対象地域拡大と期間延長」
  2021.08.19 「緊急事態宣言の対象地域拡大と期間延長」
  2021.09.10 「菅総理の自民党総裁選挙不出馬」
  2021.09.13 「緊急事態宣言の延長と今後の社会経済活動の再開」
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  2021.09.21 「ペルーとのCPTPP発効」
  2021.09.29 「緊急事態宣言の全面解除」
  2021.10.04 「岸田新内閣発足」
  2021.10.14 「国際課税見直し」
  2021.11.02 「G20イタリア・ローマサミット」
  2021.11.04 「RCEP協定発効決定」
  2021.11.08 「新型コロナウイルスの水際対策緩和」
  2021.11.11 「第2次岸田内閣発足」
  2021.11.15 「COP26」
  2021.12.14 「令和4年度与党税制改正大綱」
  2022.01.04 「RCEP協定発効」
  2022.01.25 「日米首脳会談」

④ 記事体広告
・  日本経済新聞（2021.06.16） 
  アジアの未来の「商社特集」内「商社の強み、伸ばす好機」掲載
・  日経産業新聞（2021.09.28） 
  マンスリー編集特集「商社」内「コロナ下における商社の役割」掲載
・  世界経済評論（各号）
  ABIC紹介広告「経験、知見、人脈を生かした社会貢献活動」掲載

2）広報活動の充実
① 商社シンポジウム実行委員会 
 〔委員長：三菱商事㈱ 広報部 ブランドコミュニケーションチームリーダー 大川 由香里氏、三菱商
事㈱ 広報部 ブランドコミュニケーションチームリーダー 巣山 拓郎氏〕
・  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」

の企画・運営への支援・協力を目的として設置。
・  第1回会合では、メンバー 8社中5社で委員交代があったことから、事務局より前年度の活動・議

論を報告し、テーマおよび開催形式等の合意事項について意見交換を行った。
  【合意事項】
  （商社シンポジウムの開催目的・意義） 
   商社活動の理解促進、商社業界の認知度向上を目的に、商社一丸となって開催することに意義あ

り。
  （開催形式）
   従来の開催形式にこだわらず、コロナ禍ならではの開催形式としてオンライン開催（ライブ配信
または録画配信）を検討。 

  （ターゲット層）
  ターゲット層は限定せずに全てのステークホルダーとする。
  （テーマ）
  SDGsとし、どの分野にフォーカスするかを議論。
  （起用候補企業）
   東洋経済新報社、日本経済新聞社、ニューズピックスの3候補からニューズピックスを第一候補
に選定を進める。 

・  第2回会合では、起用候補企業のニューズピックスから商社シンポジウム開催企画書案について
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説明を受け検討。今後の進め方を含め協議した結果、起用候補企業3社に改めて要件定義（実施
要件）を示し、企画書の再提案を依頼することで合意。また、要件定義にあたり、各商社の
SDGs関連プロジェクトのどの分野にフォーカスを当てるべきかを判断するための事例を集めこ
とになり、広報委員会構成18社を対象に、各社一推しのSDGs関連プロジェクトに関するアン
ケートを実施することで合意。

・  第3回会合では、アンケート結果を踏まえ要件定義を取りまとめ。次回会合にて起用候補企業か
ら企画書の説明を受け、採用企業を決定することで合意。

・  第4回会合では、起用候補企業各社〔ニューズピックス、日本経済新聞社、東洋経済新報社、
Forbes（リンクタイズ）〕から要件定義を踏まえた企画案の説明を受け、選考審議を実施。追加
質問等が残ったことから、後日書面審議にて採択することで合意。

・  第5回会合（書面審議）では、採決の結果、東洋経済新報社に決定。
・  第6回会合では、事務局より広報委員会各社のシンポジウム登壇意向確認結果を報告し、実行委
員会各社より紹介候補案件の説明を受けた後、プログラム構成案について検討。

・  第7回会合では、東洋経済新報社のプログラム案の検討、今後の検討の進め方について申し合わ
せ。

・  第8回会合では、プログラム詳細について検討し、パネルディスカッションの登壇企業および紹
介案件を確定するとともに、今後の進め方について申し合わせ。

  商社シンポジウム2022概要
  日 時 ：  ストリーミング配信 2022年3月7日（月）14：00～16：15
   オンデマンド配信  2022年3月8日（火）～4月8日（金）
  視聴者数 ： 936人（ストリーミング配信）
  テーマ ：  商社が目指す公平な社会と経済の発展 ～サステナブル経営で実現

する持続可能な社会づくり～
  【プログラム】
  基調講演 ： 商社とSDGs
   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
  パネルディスカッションⅠ ：  「サステナブル経営で実現する社会の持続可能性と発展・進化」
   モデレーター ：  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
   登壇企業／紹介事業 ：  伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニー ㈱Belong 代表取締役 井上 

大輔氏／「中古携帯端末のオンライン流通事業」
 ：  兼松㈱ 鉄鋼・素材・プラント統括室 矢崎 慎介氏／「REDD＋ 

（森林保全と貧困解消への取組み）」
 ：  豊田通商㈱ 金属本部資源循環第一部バッテリー・新素材グループ

リーダー 平位 和哉氏／「自動車リサイクルで創るサステナブル経営」
 ：  三井物産㈱ モビリティ第一本部次世代ソリューション事業部ZEV

事業室室長補佐 八木 雅人氏／「欧州電動・水素燃料バス事業」
  特別講演 ：  「新しい資本主義」と、人権を軸とした公平な社会へ
   特定非営利活動法人国際協力NGOセンター（JANIC）事務局長 

若林 秀樹氏
  パネルディスカッションⅡ ：  すべての人が豊かで幸せな人生を送るために商社ができること
  モデレーター ：  特定非営利活動法人国際協力NGOセンター（JANIC）事務局長 

若林 秀樹氏
  登壇企業／紹介事業 ：  住友商事㈱ サステナビリティ推進部社会貢献チーム長 兼 100SEED

プログラムリーダー 江草 未由紀氏／「世界各地の教育課題に取
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り組む社会貢献活動」
 ：  双日㈱ インフラ・ヘルスケア本部ヘルスケア事業部事業開発第二課

課長 吉田 昌弘氏／「社会課題の解決に取り組む双日の医療事業」
 ：  丸紅㈱ フェムテック事業チーム チーム長 野村 優美氏／「働く女

性のQOL向上につながるフェムテック事業」
 ：  三菱商事㈱ 食品産業グループグローバル食品本部所属 imperfect㈱ 

マーケティング部長 佐伯 美紗子氏／「世界と社会をよくする食
品ブランド事業」

② 月報・ホームページ分科会 
〔座長：三井物産㈱ 広報部 インターナルコミュニケーション室長 赤峰 信氏〕
・  『日本貿易会月報』および当会ホームページの企画・コンテンツ・デザイン等の充実、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、『日本貿易会月報』のペーパーレス化への取り組み（発刊部数削減）について意

見交換し、各社広報誌のペーパーレス化の状況についてヒアリングを行った。また、2021年度の
『日本貿易会月報』の特集テーマ、事前アンケートの結果を踏まえた今後の活動について意見交
換を行った。

・  第2回会合では、事務局より第1回会合を踏まえた『日本貿易会月報』ペーパーレス化の取り組
み、当会ホームページのリニューアルに向けた課題整理について報告し、意見交換を行った。ま
た、事務局より次回開催予定のSNSセミナーの講師案を提示し、意見交換を行った。さらに、
ホームページを通じた情報発信の効果測定について、意見交換を行った。

・  第3回会合では、SNSセミナーを開催し、㈱トライバルメディアハウス 鳴海 まい氏による「ソー
シャルメディアマーケティングとは？」と題した講演を行った。また、2022年度の『日本貿易会
月報』の特集テーマ、当会ホームページのリニューアルについて、意見交換を行った。

③ きっずプロジェクト分科会
〔座長：伊藤忠商事㈱ 広報部 報道・企画制作室長 吉田 大介氏〕
・  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・協力を目的として設置。
・  第1回会合では、2021年度の活動について意見交換を行った。
・  第2回会合では、第1回会合の結果を踏まえて講演会を開催し、㈱朝日新聞社 須田 剛氏による
「子ども向け広報のポイントと各種事例」と題した講演を行った。また、事務局より今後のきっ
ずプロジェクトの活動予定について報告し、意見交換を行った。

・  第3回会合では、事務局より2021年度のきっずプロジェクトの活動概要を報告し、意見交換を
行った。また、『おしごと年鑑2022』に掲載する「商社のお仕事」のテーマについて、意見交換
を行った。

④ 機関誌発行
・  『日本貿易会月報』（10回発行）
   4月号（2021.04.15）、5月号（2021.05.17）、6月号（2021.06.15）、7・8月号（2021.08.13）、9月
号（2021.09.15）、10月号（2021.10.15）、11月号（2021.11.15）、12月号（2021.12.15）、1・2月
号（2022.01.24）、3月号（2022.03.15）

・ 『JFTC News』（2回発行）
  No.153（2021.08.31）、No.154（2022.03.31）
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⑤ ジュニア世代向け広報・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2021』に協賛（2016年度より継続）し、「日本の貿易」（見開き2頁）、
「商社の役割」（同）、「SDGs」（1／ 3頁）の記事を制作・出稿。

・  朝日新聞社と共同で『おしごと年鑑2021』を海外日本人学校・補習校（205校）へ寄贈（協力：
海外子女教育振興財団）。

・  「世界をつなぐ貿易の仕事」をテーマにオンラインで出前授業を実施（荒川区立第三瑞光小学校6
年生103人）。

⑥ 経済広報センター（KKC）の活用・協力
・  委員各社にKKC活用を促すことを目的として、広報委員会セミナーにてKKC常務理事 佐桑 徹

氏によりKKCの企業広報支援メニューを紹介いただいた。

⑶ 会合等の状況
広報委員会
2021.10.06 第56回広報委員会【ウェブ開催】

・  講演：「コロナ禍の企業広報活動と経済広報センターの活動紹介」
  講師：（一財）経済広報センター 常務理事 佐桑 徹氏
・  交代委員の紹介
・  2021年度上期活動報告および下期活動計画報告
・  2021年度上期「特別広報会費」収支状況報告

2022.03.02 第57回広報委員会【ウェブ開催】
・  2021年度活動報告（案）および2021年度「特別広報会費」収支報告（案）
・  2022年度活動計画（案）および2022年度「特別広報会費」収支予算（案）
・  2022年度正副委員長の選出

商社シンポジウム実行委員会
2021.04.26 第1回【ウェブ開催】
2021.06.09 第2回【ウェブ開催】
2021.07.20 第3回【ウェブ開催】
2021.09.21 第4回【ウェブ開催】
2021.10.01 第5回【書面審議】
2021.11.08 第6回【ウェブ開催】
2020.11.19 第7回【ハイブリッド開催】
2021.12.03 第8回【ハイブリッド開催】

月報・ホームページ分科会
2021.07.26 第1回【ウェブ開催】
2021.11.26 第2回【ウェブ開催】
2022.02.07 第3回【ウェブ開催】

きっずプロジェクト分科会
2021.07.30 第1回【ウェブ開催】
2021.11.15 第2回【ハイブリッド開催】
2022.03.01 第3回【ハイブリッド開催】
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3 ．法務委員会
【委 員 長】 佐藤 崇 双日㈱ 法務部部長
【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

・  Legal Tech導入のベスト・プラクティスについて説明を受けた（第66回委員会）。
・  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67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

・  コーポレートガバナンス・コードの改訂について説明を受けた（第1回企業倫理実務者研修会）。
・  内部通報窓口とハラスメント相談窓口の実効化と窓口対応の実務について説明を受けた（第2回
企業倫理実務者研修会）。

⑶ 会合等の状況
2021.06.01 第66回法務委員会【ウェブ開催】

・ 講演： 「Legal Tech導入のベスト・プラクティス～理想と現実を踏まえて～」
  講師：長島・大野・常松法律事務所 弁護士 藤原 総一郎氏

2021.07.29 2021年度第1回企業倫理実務者研修会【ウェブ開催】
・ 講演： 「コーポレートガバナンス・コードの改訂」
  講師：㈱東京証券取引所 上場部長 林 謙太郎氏

2021.10.14 2021年度第2回企業倫理実務者研修会【ウェブ開催】
・  講演：「内部通報窓口とハラスメント相談窓口の実効化と窓口対応の実務」
     ～改正公益通報者保護法・改正パワハラ防止法に対応～
  講師：TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 近藤 圭介氏
     〃  パートナー弁護士 戸田 謙太郎氏

2022.03.08 第67回法務委員会【実開催】
・  以下テーマに分かれてグループディスカッションを実施
  ① 個人情報保護法
  ② 人権関連
  ③ 人材育成
  ④ 関連会社への法務支援
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  ⑤ 電子化・効率化
2022.03.11 第68回法務委員会【書面開催】

・  2021年度活動報告（案）審議
・  2022年度正副委員長選任および活動計画（案）審議

4 ．地球環境委員会 
【委 員 長】 西川 淳也 三井物産㈱ サステナビリティ経営推進部 グローバル環境室長  
【参加会員】 21社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、CBC、JFE商事、住友商事、全日空商事、双日、
蝶理、豊田通商、長瀬産業、日鉄物産、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 カーボンニュートラル行動計画、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（2020年度実績）をフォローアップ調査し、経済産業省（以下、経産省）
および日本経済団体連合会（以下、経団連）に報告した。

（経産省）
2021.09.17  フォローアップ結果を提出
2021.12.14  低炭素社会実行計画・進捗点検調査票を提出
2022.01.14  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・サービスワーキンググ

ループにおける事前質問に対する回答提出
2022.01.20  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・サービスワーキンググ

ループにて、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
2022.03.03  （経産省経由）内閣官房に調査票を提出

（経団連）
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2021.09.17 フォローアップ結果を提出
2021.11.08  経団連にて「カーボンニュートラル行動計画 2021年度フォローアップ結果総括編 

＜2020年度実績＞」公表

≪2021年度（2020年度実績） カーボンニュートラル行動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）
［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25.7%減（▲27.4kwh：79.1←106.5）
   目標進捗率：2020年度目標380.4％、2030年度目標164.0％
   年々低下傾向
    前年度比は14.4％減少（床面積は微増したものの、朝方勤務、残業時間縮減等が浸透したこ

とに加え、新型コロナウイルス感染拡大を背景とした在宅ワークにより、オフィスの電力使
用量がさらに減少したため）

・  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、木材チップ関連について個社

意見として提出）

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社の海外および国

内における、再生可能エネルギー発電事業によるCO₂削減貢献量（2020年度実績）をフォロー
アップ調査し、経団連に報告した。

（経団連）
2021.09.17 フォローアップ結果を提出

≪2021年度（2020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］ 再生可能エネルギー発電事業によるCO₂削減貢献量

【フォローアップ概要】
・  稼働済み案件（海外） ： 29カ国98件
・  総発電設備容量（海外）： 2,075万kW
・  CO₂削減貢献量（海外）： 1,123万t（定量化可能な90件ベース）
・  稼働済み案件（国内） ： 50件
・  総発電設備容量（国内）： 228万kW
・  CO₂削減貢献量（国内）： 203万t（定量化可能な47件ベース）
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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（2020年度実績）をフォローアップ調査し、経団連
に報告した。

（経団連）
2021.12.17 フォローアップ結果を提出
 
≪2021年度（2020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71％減（2,720トン）
    2017年度に達成
・  最終処分量：
    2000年度比87％減（445トン）
    2015年度に達成 
・  再資源化率：
    83.6％ 
    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）
    前年実績（83.1％）を上回るものの、2020年目標（85.6％）未達
・  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 2025年度：2000年度比62％減（3.6千トン以下に削減）
    ・  最終処分量 2025年度：2000年度比82％減（0.6千トン以下に削減）
    ・  再資源化率 2025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（2020年度実績）をフォローアップ調査
し、経団連に報告した。

≪2021年度（2020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％
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［定性目標］ ・ プラスチックの3Rに資する製品の取り扱いや事業の推進
      ・ 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

（経団連）
2021.12.17 フォローアップ結果を提出

【フォローアップ概要】
・  ペットボトル分別率：回答23社全て100％達成
・  その他報告事項：
    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）環境関連法規制、環境行政の動向への対応
① 特定荷主制度に関する意見交換会の開催
・  特定荷主該当13社と経済産業省資源エネルギー庁による意見交換を行った。また、資源エネル
ギー庁 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 
荷主判断基準ワーキンググループにオブザーバー参加し、「荷主省エネの課題と検討の方向性」
（エネルギー使用量の算定方法の適正化、特定荷主の省エネ取り組みの評価と促進など）につい
て、特定荷主該当13社の意見を収集し業界ヒアリングにて発表した。

② アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ説明会の開催
・  日本政府が表明した、アジアの持続的な経済成長とカーボンニュートラルの同時達成を目指す支
援パッケージ「アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ」につき、経済産業省資
源エネルギー庁と連携し、経済協力委員会、地球環境委員会など4委員会の共催で会員向け説明
会を開催した。

③  IFRS財団・ISSB（国際サステナビリティ基準審議会）設立に伴うサステナビリティ開示基準へ
の対応

・  サステナビリティ開示基準の国際標準化の動きに対応し、関係委員会・研究会（経理委員会、地
球環境委員会、サステナビリティ・ＣＳＲ研究会）委員の任意参加による「連絡会」を立ち上
げ、情報共有等を開始した。また、経済産業省の依頼を受け、気候関連開示プロトタイプに関す
る周知・意見照会を行い、個社意見として提出した。

④ 法制度整備への要望
・  カーボンニュートラル行動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要望事項につき、以下のとおり個社意見として提出し
た。

［カーボンニュートラル行動計画］
・  特定荷主制度改善
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・  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
［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
・  プラスチック再生利用や廃棄物削減に関する規制強化

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（10月号）にて掲載した。

① 環境セミナー開催（6月）
    演題：「インベントリデータベースIDEAとScope3算定ツール」
    講師： 国立研究開発法人産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ長 田原 聖隆氏
    出席：法人正会員18社 43名
② 当会月報にて各社のESG推進活動を掲載（10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。
② TCFD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

を巡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。

③ Green×Digital コンソーシアム関連の情報提供
  ・  当会事務局にて（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）が立ち上げたGreen×Digitalコン

ソーシアムに賛助会員登録を行い、入手した情報（欧州委員会の動向等）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。今後、サプライチェーン全体での
CO₂排出量の見える化に向けたプラットフォーム構築を検討する「見える化WG（ワーキン
ググループ）」の動きをフォローしていく。

6）生物多様性への配慮
・  2020年6月に公表された「経団連生物多様性イニシアチブ」に当会名で賛同している。経団連自
然保護協議会から入手した情報を委員各社に提供した。

7）商社および日本貿易会の環境関連の取り組みの外部への積極的な発信
・  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、当会ホームページ上でも発信した。

    2021年度商社環境月間（環境セミナー要旨）（2021年7・8月号）
    2020年度商社のESG推進活動（2021年10月号）
    脱炭素社会および循環型社会構築に向けた2021年度の取り組み（2022年3月号）
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⑶ 会合等の状況
2021.06.25 第100回地球環境委員会【ウェブ開催】
      ・  審 議：2050年カーボンニュートラルに向けた、当会のビジョンとその実現に向け

たマイルストーンについて
      ・  審 議：カーボンニュートラル行動計画（旧低炭素社会実行計画）2021年度フォ

ローアップ調査（GVCを通じたCO₂削減貢献定量調査を含む）について
      ・  審 議：循環型社会形成自主行動計画2021年度フォローアップ調査について
2021.09.10  第101回地球環境委員会【ウェブ開催】
      ・  審 議：2021年度カーボンニュートラル行動計画フォローアップ調査回答について
      ・  審 議：2021年度GVCを通じたCO₂削減貢献定量調査回答について
2021.10.26 第102回地球環境委員会【ウェブ開催】
      ・  講 演：「カーボンプライシングの方向性について」
      ・  講 師：経済産業省 産業技術環境局 環境経済室 室長補佐 荒井 次郎氏
      ・  報 告：ISOの取得状況について
2021.12.16 第103回地球環境委員会【ウェブ開催】
      ・  講 演：「COP26を含む地球温暖化をめぐる国際情勢」
      ・  講 師：東京大学公共政策大学院 特任教授 有馬 純氏
      ・  審 議：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回答について
2022.03.11 第104回地球環境委員会【ウェブ開催】
      ・  報 告：産構審流通・サービスワーキンググループ出席報告について
      ・  審 議：2021年度地球環境委員会事業報告について
      ・  審 議：2022年度地球環境委員会正副委員長選任について
      ・  審 議：2022年度地球環境委員会事業計画について
      ・  報 告：2021年度地球環境委員会活動に関するアンケート結果について

5 ．財務委員会
【委 員 長】 田中 誠 三井物産㈱ 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）約束手形廃止をはじめとした支払条件の改善について
6）JBIC ／ NEXI環境社会配慮確認のためのガイドライン改訂について
7） 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）
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⑵ 活動概要

1 ）国内外の景気・金融環境動向

2022年3月9日開催の第80回財務委員会にて、㈱三井住友フィナンシャルグループ 企画部サステナビ
リティ推進室長 竹田達哉氏より、「SMBCグループにおける気候変動への取組」と題し、説明を受け
た後、質疑応答を行った。

2 ）政策金融機関の動向

今年度は、新ファシリティ創設等に関する説明会の開催についてJBICより依頼がなかったため、当
該テーマの活動は見送ることとした。

3 ）ESGファイナンスについて

2021年11月1日開催の第77回財務委員会にてBofA証券 取締役 副社長 林礼子氏より、「クライメー
ト・トランジション・ファイナンスに関する基本指針について」と題し、説明を受けた後、質疑応答
を行った。

4 ）金利指標改革に関する動向

・  財務省主催「日本円金利指標に関する検討委員会」に委員長会社から委員として参画、事務局か
らはオブザーバー参加。

・  LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について、「日本円金利指標に関する検討委員会」にお
ける市中協議取りまとめに関する情報提供等を行った。

・  LIBORからの移行が比較的円滑に進んだため、財務委員会会合での講演は実施せず。

5 ）約束手形廃止をはじめとした支払条件の改善について

2021年11月17日「約束手形の廃止に向けた自主行動計画」の策定
「成長戦略実行計画（2021年6月18日閣議決定）」第10章足腰の強い中小企業の構築 3．大企業と中小
企業との取引の適正化における「（3）約束手形の利用の廃止 本年夏を目途に、産業界および金融界
による自主行動計画の策定を求めることで、5年後の約束手形の利用の廃止に向けた取り組みを促進
する。まずは、下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて60日以内への短縮化を推進す
る。さらに、小切手の全面的な電子化を図る」との要請を受け、本計画を策定した。

≪計画策定までのプロセス≫
本計画は以下の通り策定された。なお、各プロセスは正副委員長会社による事前確認を経て進められ
た。
・  2021年6月   法人正会員（41社）によるアンケート実施（約束手形利用に係る実態調査）
・ 2021年8月20日  「約束手形の廃止に向けた自主行動計画に関する中小企業庁説明会」（法人正会

員対象）
・  2021年9月、10月法人正会員への意見伺い（メールベース）
・  2021年11月2日 第78回財務委員会にて計画案につき書面審議し、了承
・  2021年11月17日 第371回常任理事会にて計画案につき審議し、了承
          （財務委員長による骨子説明）
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6 ）JBIC ／ NEXI環境社会配慮確認のためのガイドライン改訂について

① 産業界コメント発出
2021年4月20日、日本機械輸出組合、（一財）エンジニアリング協会、日本鉄道システム輸出組合と連
名でJBIC ／ NEXIに対し、「国際協力銀行（JBIC）および日本貿易保険（NEXI）の環境社会配慮確
認のためのガイドライン改訂に関する要望書」を提出した。

② 会合への出席
産業界打ち合わせおよびコンサルテーション会合に正副委員長会社〔三井物産㈱、双日㈱〕が出席し
た。
・ 2021年4月8日 産業界打ち合わせ
・ 2021年4月16日  第3回コンサルテーション会合
・  2021年5月17日 産業界打ち合わせ
・  2021年5月19日 第4回コンサルテーション会合
・  2021年6月10日 産業界打ち合わせ
・  2021年6月16日 第5回コンサルテーション会合
・  2021年8月23日 産業界打ち合わせ
・  2021年9月3日 第6回コンサルテーション会合
・  2021年10月14日 産業界打ち合わせ
・  2021年10月15日 第7回コンサルテーション会合
・  2021年11月22日 産業界打ち合わせ
・  2021年11月26日 第8回コンサルテーション会合
・  2021年12月21日 産業界打ち合わせ
・  2021年12月24日 第9回コンサルテーション会合
・  2022年2月24日 産業界打ち合わせ
・  2022年2月28日 第10回コンサルテーション会合

⑶ 会合等の状況
2021.11.01 第77回財務委員会【ウェブ開催】
 1）講演「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針について」
  講師 BofA証券㈱ 取締役 副社長 林 礼子氏
 2）正副委員長の交代について
 3）その他事務連絡
2021.11.08 第78回財務委員会【書面審議】
 1）約束手形の廃止に向けた自主行動計画案についての審議（承認）
2022.02.17 第79回財務委員会【ウェブ開催】
 1）講演「フィンテック金融事業のサイバーセキュリティ最新情報」
  講師 三井物産セキュアディレクション㈱ 
     取締役 Chief Strategy Officer 神吉 敏雄氏
 2）その他事務連絡
2022.03.09 第80回財務委員会【ウェブ開催】
 1）講演「SMBCグループにおける気候変動への取組」
  講師 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 
     企画部サステナビリティ推進室長 竹田 達哉氏
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 2）2021年度財務委員会年間活動報告（案）審議（承認）
 3）正副委員長の交替について
 4）その他

6 ．経理委員会（2021年1月～ 12月）
【委 員 長】岩根 秀禎 丸紅㈱ 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
 ① IASB等への意見発信
 ② 個別基準・公開草案に関する意見交換
 ③  「全般的な表示及び開示」、「企業結合－開示、のれん及び減損」に関する議論の動向フォローお

よびIFRS第17号に関する情報交換
2）本邦会計基準への対応
 ① ASBJ等への意見発信
 ② 個別基準・公開草案に関する意見交換
 ③ 収益認識基準に関する情報交換
3）その他情報交換
 ① 決算発表／株主総会関連の情報共有
  ・決算／株主総会スケジュール
  ・決算発表／ IR説明会／株主総会 質疑応答内容
  ・貿易記者会質問事項
 ② 監査上の主要な検討事項（KAM）および開示制度全般に関する意見交換
 ③ その他
  ・業務効率化、ペーパーレス化、働き方改革等に関する意見交換
  ・IBOR改革への対応
  ・決算システムに関する情報交換
  ・ESG分野への経理の関与に関する情報交換
  ・その他

税務コミッティ関係
1）令和4年度税制改正要望の策定
2）令和3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）活動計画外の対応項目
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 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：追川 大介 丸紅㈱ 経理部 会計システム課 課長〕

1 ）国際会計基準への対応

国際会計基準（IFRS）に関し、国際会計基準審議会（IASB）より公表された22件の公開草案等に対
し、会計コミッティとして6件の意見案を取りまとめ、経理委員会に諮った上で、意見を提出した。

IFRIC暫定アジェンダ決定「特約条項付きの債務の流動又は非流動への分類（IAS第1号『財務諸表の
表示』）」に対する意見（2021.02.15）
・  IFRS解釈指針委員会（IFRS-IC）は、債務およびその他の金融負債を特定の状況において流動ま
たは非流動に分類する方法を明確化する暫定アジェンダを2020年12月の会合で議論した。

・  経理委員会は、将来の判定日時点で求められる要求事項を基にした判定は、企業実態を忠実に反
映しておらず、財務報告の有用性を低下させ、利用者の有用な情報提供を損なうこととなると
し、暫定アジェンダ決定案に同意しない旨の意見を取りまとめ、2021年2月15日、IFRS-ICに提
出した。

IASB情報要請「IFRS第10号『連結財務諸表』、IFRS第11号『共同支配の取決め』及びIFRS第12号
『他の企業への関与の開示』の適用後レビュー」に対する意見（2021.05.07）
・  IASBは、2013年1月1日以後開始した事業年度に適用されている、IFRS第10～12号に関する基準

の適用および開示情報に対するフィードバックの募集を2020年12月9日に公表した。
・  経理委員会は、IFRS第10～12号の適用後レビューの一環として、広く利害関係者から情報提供

を求める決定を行ったことを歓迎するとし、本情報要請を通じて、各基準の有用性が向上すると
ともに、効率的な適用につながることを望んでおり、適用上の課題に対応するための追加の例示
や明確化に加え、より有用な情報を提供するための判断基準の再考や開示要求事項の見直しを求
める旨の意見を取りまとめ、2021年5月7日、IASBに提出した。

IASB公開草案「規制資産及び規制負債」に対する意見（2021.07.29）
・  IASBは、公益事業や公共交通等の料金規制業種において、企業が財・サービスを提供する期間
が、顧客に請求できる期間と異なることがあることから、時期の相違に関する情報を投資者に提
供する新たなIFRS基準に対する意見の募集を2021年1月28日に公表した。

・  経理委員会は、投資者に提供する情報の判断が困難､ また複雑化することがないよう設例に係る
前提情報の詳細な提供等を求めるとともに､ 顧客との契約に基づく収益と､ 認識／測定の要件を
合致すべきとし、開示に要するコストを勘案し､ 規制資産および規制負債にのみ焦点を当てるこ
とを求める旨の意見を取りまとめ､ 2021年7月29日、IASBに提出した。

IASBディスカッション・ペーパー「共通支配下の企業結合」に対する意見（2021.08.31）
・  IASBは、IFRSでは、同じグループ内の会社間での事業の移転を伴う取引の報告については定め
られていないことから、実務の不統一を軽減するとともに、これら取引の報告における透明性と
比較可能性を改善するための予備的見解に対する意見の募集を2020年11月30日に公表した。

・  経理委員会は、IFRSの実務の多様性を統一化する試みに異論はなく、適用基準および取り扱い
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の明確化を図ることに同意するとの意見を示しつつ、実務負担の軽減、および原則は簿価法を適
用するものの、情報の有用性の観点から上場企業のみ取得法として使い分ける旨の意見を取りま
とめ、2021年8月31日、IASBに提出した。

IASB公開草案「IFRS基準における開示要求－試験的アプローチ（IFRS第13号及びIAS第19号の修正
案）」に対する意見（2022.01.11）
・  IASBは、開示において、目的適合性のある情報が不十分、目的適合性のない情報が多すぎる、

情報の伝達が効果的でない、といった問題点に対処するため、投資家へより有用な情報を開示す
るためのガイダンス案を作成し、パイロットケースとして、IFRS第13号「公正価値測定」およ
びIAS第19号「従業員給付」の開示要求事項に適用する新しいアプローチの提案に対する意見の
募集を2021年3月25日に公表した。

・  経理委員会では、全体的な開示目的と具体的な開示目的に分けて記載することが求められている
ことに同意する一方で、財務諸表利用者の全体的なニーズを満たすものとなるようガイダンスの
追加等を求めるとともに、判断の適用の増大に関するアプローチに同意するものの、作成コスト
への配慮、監査人や運用当局との事前の調整、類似企業との比較可能性の担保等を求める旨の意
見を取りまとめ、2022年1月11日、IASBに提出した。

IASB公開草案「公的説明責任のない子会社：開示」に対する意見（2022.01.28）
・  IASBは、要件を満たす子会社においてIFRS基準を適用する際に、削減された開示要求を適用す
ることを可能とする新たなIFRS基準に対する意見の募集を2021年7月26日に公表した。

・  経理委員会は、適用要件を子会社だけではなく、持分法適用会社にも拡大することを求める旨の
意見を取りまとめ、2022年1月28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》
・  IASB公開草案「セール・アンド・リースバックにおけるリース負債（IFRS第16号「リース」）
（2020年11月公表）

・  IFRIC暫定アジェンダ決定「給付の勤務期間への帰属（IAS第19号「従業員給付」）」（2020年12
月のIFRS解釈指針委員会にて議論）

・  IFRIC暫定アジェンダ決定「クラウド・コンピューティング契約におけるコンフィギュレーショ
ン又はカスタマイゼーションのコスト（IAS第38号「無形資産」）」（2020年12月のIFRS解釈指針
委員会にて議論）

・  IFRIC暫定アジェンダ決定「実質金利によるキャッシュ・フローの変動可能性のヘッジ（IFRS
第9号「金融商品」）」（2020年12月のIFRS解釈指針委員会にて議論）

・  IFRIC暫定アジェンダ決定「棚卸資産の販売に要するコスト」（2021年2月のIFRS解釈指針委員
会にて議論）

・  IFRIC暫定アジェンダ決定「企業がもはや継続企業ではない場合の財務諸表の作成」（2021年2月
のIFRS解釈指針委員会にて議論）

・  IFRIC暫定アジェンダ決定「リース料に対する還付されない付加価値税」（2021年3月のIFRS解
釈指針委員会にて議論）

・  IFRIC暫定アジェンダ決定「当初認識時に金融負債に分類されるワラントの会計処理」（2021年3
月のIFRS解釈指針委員会にて議論）

・  IASB公開草案「交換可能性の欠如（IAS第21号の修正）」（2021年4月公表）
・  IFRIC暫定アジェンダ決定「風力発電基地の使用から生じる経済的便益（IFRS第16号「リー
ス」）」（2021年6月のIFRS解釈指針委員会にて議論）

・  IFRS公開草案「IFRS第17号及びIFRS第9号の適用開始－比較情報」（2021年7月公表）
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・  IFRIC暫定アジェンダ決定「用途制限のある要求払預金（IAS第7号「キャッシュ・フロー計算
書」）」（2021年9月のIFRS解釈指針委員会にて議論）

・  IFRIC暫定アジェンダ決定「金融資産の決済として電子送金で受け取る現金（IFRS第9号「金融
商品」）」（2021年9月のIFRS解釈指針委員会にて議論）

・  IASB情報要請「IFRS第9号の適用後レビュー―分類及び測定」（2021年9月公表）

《意見対応検討中（2021年12月末現在）の案件》
・  IASB公開草案「特約条項付の非流動負債（IAS第1号の修正案）」（2021年11月公表）
・  IASB公開草案「サプライヤー・ファイナンス契約」（2021年11月公表）

2 ）本邦会計基準への対応

企業会計基準委員会（ASBJ）より公表された3件の公開草案について、会計コミッティとしての意見
提出の要否を検討した。
《意見提出を行わなかったが対応要否を検討した案件》
・  ASBJ公開草案「収益認識に関する会計基準の適用指針」の改正案（2020年12月公表）
・  ASBJ公開草案「時価の算定に関する会計基準の適用指針（案）」（2021年1月公表）
・  ASBJ公開草案「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い（案）」
（2021年3月公表）

3 ）その他情報交換

① 決算発表／株主総会関連の情報共有
ａ． 決算発表／株主総会のスケジュールおよび決算発表時等の質問事項について、以下の通り情報交
換を行った。

・  2020年度第3四半期決算発表に関する情報交換（2021年2月）
・  2021年3月期決算公表スケジュール等に関する情報交換（2021年2月）
・  2021年3月期決算に関する情報交換（2021年5月）
・  2021年度第1四半期決算スケジュールに関する情報交換（2021年6月）
・  2021年度第2四半期決算スケジュールに関する情報交換（2021年9月）
・  2021年度第2四半期決算に関する情報交換（2021年11月）
・  2021年度第3四半期決算スケジュールに関する情報交換（2021年12月）

ｂ． 2021年3月期決算における貿易記者会質問事項について検討した（2021年2月）。

② 監査上の主要な検討事項（KAM）および開示制度全般に関する意見交換
KAM強制適用につき情報交換を行った（2021年1月）

③ その他
ａ． 委員会社からの依頼により以下の通り情報交換を行った。
・  ベンチャー投資の評価方法に関する情報交換（2021年2月）
・  サブ連結会社（孫会社）の財務情報入手方法に関する情報交換（2021年8月）
・  グループ会社における監査人の統一状況とその活用に関する情報交換（2021年9月）
・  監査基準委員会報告書（監基報）720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」への対応状
況に関する情報交換（2021年9月）
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・  会社計算規則の一部改正に伴う公正価値および収益の会社法計算書類における対応状況に関する
情報交換（2021年12月）

ｂ． IFRS財団におけるサステナビリティ報告基準策定への対応につき情報共有を行った（2021年12
月）。

⑶ 税務コミッティ活動概要
〔幹事：田中 和文 丸紅㈱ 経理部 部長代理 兼 税務課長〕

1 ）令和4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8日）、常任理事会（9月15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、OECD国際課税ルールの見直しに関する要望を中心に、重点要望28項目、一般要望67項

目の合計95項目からなる。
  重点要望項目は以下の通り。
  <国際課税制度>
  ・ 電子経済の課税上の課題への対応
  ・ 外国子会社合算税制（本邦CFC税制）
  ・ 子会社からの配当および子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応
  ・ 外国子会社配当益金不算入制度
  ・ 電子経済の課税上の課題への対応
  ・ 移転価格税制
  <グループ通算制度>
  ・ 投資簿価修正
  ・ 離脱時時価評価
  <その他>
  ・ 欠損金使用制限の見直し

※国際課税連絡協議会令和4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、当会がグローバルな
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。当会が幹事団体
を務め、令和4年度税制改正要望案をまとめ、各団体の承認を得て、18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≫
・ 2021年第1回国際課税連絡協議会（2021.07.05）
  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き
と取組み」について説明を受け、質疑応答を行った。

・ 2021年第2回国際課税連絡協議会（2021.07.21）
  国際課税連絡協議会 令和4年度税制改正要望案について、田中幹事より説明後、意見交換を行っ
た。
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② 有識者の知見の活用
PwC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
・ 3月22日 経済産業省産業組織課との面談
  グループ通算制度（投資簿価修正）に係る当会要望の説明、経済産業省、財務省側の認識について
意見交換

・ 3月30日 日本商工会議所との面談
 消費税インボイス制度の見直し要望に係る連携について意見交換
・ 5月20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4年度税制改正要望の方向性およびグループ通算制度（投資簿価修正）に係る要望
についての説明、および意見交換

・ 5月24日 経済産業省産業組織課との面談
  グループ通算制度（投資簿価修正）に関する当会見直し案についての説明､ および意見交換
・ 5月25日 経済産業省投資促進課との面談
  日本貿易会令和4年度税制改正要望案のうち、国際課税分野に関する要望の方向性についての説明、
および意見交換

・ 6月16日 日本経済団体連合会経済基盤本部との面談
  グループ通算制度（投資簿価修正）に関する当会見直し案について意見交換
・ 7月7日 経済産業省産業組織課との面談
  グループ通算制度（投資簿価修正）に関する当会見直し案について経団連と合同で説明、および意
見交換

・ 7月8日 経済産業省企業行動課との面談
  日本貿易会令和4年度税制改正要望書のうち、グループ通算制度（投資簿価修正）に関する要望を
中心に経団連と合同で説明、および意見交換

・ 7月12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4年度税制改正要望案のうち、グループ通算制度（投資簿価修正）以外の項目につ
いて説明、および意見交換

・ 7月21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4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
・ 10月11日 経済産業省投資促進課との面談
  「子会社からの配当および子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応の見直し」
に関する税制改正要望について意見交換

・ 10月25日 経済産業省産業組織課との面談
  グループ通算制度（投資簿価修正）見直しに係る意見交換
・ 11月10日 日本経済団体連合会経済基盤本部との面談
  グループ通算制度（投資簿価修正）に係る経済産業省改正案について意見交換
・ 11月22日 経済産業省産業組織課との面談
  グループ通算制度（投資簿価修正）に係る経済産業省改正案について意見交換
・ 11月22日 経済産業省投資促進課との面談
  「子会社からの配当および子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応」の見直し
に関する意見交換

・ 11月25日 経済産業省投資促進課との面談
  「子会社からの配当および子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応」の改正案
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に関する意見交換
・ 11月30日 経済産業省投資促進課との面談
  「子会社からの配当および子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応」の改正案
に関する意見交換

④ 国会議員を通じた働き掛け
以下の与党経済産業部会の団体ヒアリングに参加。
・  自由民主党「予算・税制等に関する政策懇談会」（2021.11.26）
   当会河津専務理事、税務コミッティ幹事が出席し、令和4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」（書面提出）
   衆議院選挙の影響により、会合開催は見送られたが、公明党からの要請を受け、令和4年度税制

改正要望書および概要資料を提出した。

また税制議論に影響力のある国会議員に働き掛け、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。

2021年、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）は以下の通り。
※氏名50音順
・石川 昭政 衆議院議員 ・松川 るい 参議院議員
・上野 賢一郎 衆議院議員 ・三宅 伸吾 参議院議員
・神田 憲次 衆議員議員 ・武藤 容二 衆議院議員
・城内 実 衆議院議員 ・山田 美樹 衆議院議員
・野田 毅 元衆議院議員 ・若林 健太 衆議院議員

⑤成果
12月10日公表の与党「令和4年度 税制改正大綱」において、当会要望のうち以下の項目について、見
直しや適正化、あるいは継続検討を進められることとなった。

当会要望事項 税制改正大綱（対応する項目）
【重点要望】
1．国際課税制度
（1）電子経済の課税上の課題への対応

（一部抜粋）
また「第2の柱」の国内法制化にあわせて本邦CFC税制
は租税回避防止に限定する形で適正化を図りつつ、企業
のコンプライアンス遵守に伴う負荷軽減のために抜本的
な簡素化を行う等、外国子会社を対象とした課税制度全
体を見直すことを強く要望する。

第一 令和3年度税制改正の基本的考え方
3 国際課税制度の見直し
（一部抜粋）
制度の詳細化に向けた国際的な議論に引き続き積極的に
貢献するとともに、国際合意に則った法制度の整備を進
める。その際、わが国企業等への過度な負担とならない
ように既存制度との関係などにも配慮しつつ、国・地方
の法人課税制度を念頭に置いて検討する。

Ⅲ . 常設委員会・研究会・連絡会

36 37

2021年度事業報告書附属明細書_本文.indd   36 2022/04/28   17:18



（3） 子会社からの配当および子会社株式の譲渡を組み合
わせた国際的な租税回避への対応

ａ） 法人税法施行令119条の3第7項2号の適用除外規定（特
定支配日利益剰余金要件）の判定上、配当事業年度
の利益を原資とした期中配当（中間配当等）を行っ
た場合には、対象配当後の利益剰余金の額に一定の
調整を加えること。

五 国際課税
2 その他
（国税）
（1） 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせ

た租税回避を防止するための措置（子会社株式簿価
減額特例）について、次の見直しを行う。

①  適用除外要件（特定支配日利益剰余金額要件）の判
定

イ  子法人の対象配当等の額に係る決議日等前に最後に
終了した事業年度（以下「直前事業年度」という。）
終了の日の翌日からその対象配当等の額を受けるま
での期間（イにおいて「対象期間」という。）内に
その子法人の利益剰余金の額が増加した場合におい
て、対象期間内にその子法人の株主等がその子法人
から受ける配当等の額に係る基準時のいずれかがそ
の翌日以後であるときは、直前事業年度の貸借対照
表に計上されている利益剰余金の額に期中増加利益
剰余金額（その対象期間内に増加したその子法人の
利益剰余金の額とその対象期間内にその子法人の株
主等がその子法人から受ける配当等の額に対応して
減少したその子法人の利益剰余金の額の合計額をい
う。以下同じ。）を加算することができることとする。
ただし、次に掲げる金額を証する書類を保存してい
る場合に限る。（省略）

ロ  上記イの適用を受ける場合には、特定支配日前に最
後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されてい
る利益剰余金の額に特定支配前の期中増加利益剰余
金額を加算する。

ｂ） 関係法人および他の関係法人（外国法人を含む）と
の間に、設立以降、継続して特定支配関係がある場

②  適用除外基準を満たす子会社を経由した配当等を用
いた本制度の回避を防止するための措置（適用回避

   合には、他の法人が受領した関係法人からの配当に
ついて、適用回避防止規定（子会社を経由した配当
を用いたスキームへの対応）の対象から除外するこ
と。

   防止規定）について、次のいずれかに該当する場合
には適用しないこととする。（以下、省略）

2．グループ通算制度
（1）投資簿価修正

グループ通算制度における投資簿価修正制度では、子会
社をプレミアム付きで取得した際のプレミアム相当額
を、子会社株式を譲渡する際の譲渡原価に算入できず、
本邦企業を対象としたM&Aにおいて、他国企業に比し
ても、グループ通算制度を導入しない会社と比べても、
著しく不利益が生じる制度である。課税の公平性、およ
びグループ通算制度導入促進の観点から、グループ通算
制度の投資簿価修正制度において、企業買収時のプレミ
アム相当分につき、その実現状況を考慮しつつ、譲渡原
価に算入する（ディスカウント付き取得の場合はディス
カウント相当分を譲渡原価から控除する）措置を講じる
ことを要望する。

三 法人課税
9 その他
（国税）
（2） グループ通算制度の施行に伴い、次の見直しを行う。
①  投資簿価修正制度について、通算子法人の離脱時に

その通算子法人の株式を有する各通算法人が、その
株式（子法人株式）に係る資産調整勘定等対応金額
について離脱時の属する事業年度の確定申告書等に
その計算に関する明細書を添付し、かつ、その計算
の基礎となる事項を記載した書類を保存している場
合には、離脱時に子法人株式の帳簿価額とされるそ
の通算子法人の簿価純資産価額にその資産調整勘定
等対応金額を加算することができる措置を講ずる。
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【一般要望】
1．国際課税
  （5）租税条約
   租税条約未締結国との条約締結および既存の租税条
約の改定を強く推進するとともに、対応的調整の実
施規定や仲裁規定を盛り込むことにより、国際的課
税問題が発生した場合に解決可能とする枠組みを整
備する。

第一 令和3年度税制改正の基本的考え方
3 国際課税制度の見直し
（一部抜粋）
国際課税制度が大きな変革を迎える中、国内法制・租税
条約の整備およ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。

2．納税環境整備
  （1）申告手続整備 
    ａ） 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。

六 納税環境整備
4 地方税務手続のデジタル化
（地方税）
（1） eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続の拡大
   納税者等が地方公共団体に対して行う全ての申告・

申請等について、eLTAXを通じて行うことができ
るよう所要の措置を講ずる。

  （2）電子帳簿保存法
    ａ） 令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法

第7条の電子取引の保存方法として、各種要
件緩和の一方、紙面出力を認めず、全てデー
タ保存を強制する定めとなった。新たに日
付、金額、相手先につき、タグ付けしたデー
タを別途準備するストレージ等で保存する
など、事務効率の低下につながり得るとも
考えられるため、実務に合わせたさらなる
保存要件の緩和および通達あるいはQ&A等
による具体的な事例の提示など

5 その他
（国税）
（8） 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円

滑な移行のための宥恕措置の整備
   電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度に

ついて、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの
間に申告所得税および法人税に係る保存義務者が行
う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該
電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に
従って保存をすることができなかったことについて

     による明確化を要望する。    やむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義
務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書
面（整然とした形式および明瞭な状態で出力された
ものに限る。）の提示又は提出の求めに応じること
ができるようにしている場合には、その保存要件に
かかわらず、その電磁的記録の保存をすることがで
きることとする経過措置を講ずる。
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3．その他法人課税
  （7）オープンイノベーション税制
  （一部抜粋）
   スタートアップ企業への出資について、（マイノリ
ティ出資と比較して）より深いシナジーが期待され、
よりリスクの高い取り組みであるスタートアップ企
業に対する既発行株式の取得を含むマジョリティ出
資（M&A）を行う場合でも所得控除が適用できるよ
う、現行制度では、資本金の増加を伴う出資が対象
であるところ、対象になっていない既発行株式の取
得も税制の対象に含める。また、令和3年度末に本税
制の期限が到来するところ、期限の延長を要望する。

2 オープンイノベーション税制の拡充

特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資を
した場合の課税の特例について、次の見直しを行った上、
その適用期限を2年延長する。

  （12）  地方法人課税の見直し・事業税の外形標準課税
の見直し

  ａ） 過大な事務負担が生じている事業税・外形標準
課税（特に付加価値割）の計算方法を見直すと
ともに、住民税均等割、事業所税等の他の外形
標準課税制度との整理・統合を図り、地方税制
度の簡素化を図ること。

第一 令和3年度税制改正の基本的考え方
2 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
（3）外形標準課税のあり方
   法人事業税の外形標準課税は、平成16 年度に資本金

1億円超の大法人を対象に導入され、平成27、28年
度税制改正において、より広く負担を分かち合い、
企業の稼ぐ力を高める法人税改革の一環として、所
得割の税率引下げとあわせて、段階的に拡大されて
きた。一方で、経済社会の構造変化に伴い、外形標
準課税の対象法人の数や態様は大きく変化してお
り、今後、こうした原因・課題の分析を進めるとと
もに、外形標準課税の適用対象法人の在り方につい
て、地域経済・企業経営への影響も踏まえながら引
き続き慎重に検討を行う。

2 ）国際課税関連対応

「国際税務ワーキンググループ（以下、WG）」を組成し、OECD国際課税ルールと本邦CFC税制の見
直しを中心とした検討を行った。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。

① OECD国際課税ルールに関する検討
2022年の国内法制化、2023年の施行を見据え、当会要望取りまとめにおける方向性の検討や論点整理
を行った。

◆第2の柱と本邦CFC税制との関係整理（合理化）
OECD国際課税ルールの1つである、第2の柱が導入されると、整備済みの本邦CFC税制と課税範囲が
重複し、事務負担や二重課税リスクが増大する懸念があることから、制度のあるべき姿について以下
の論点を中心に意見交換を行った。
 ・ 両制度の趣旨・目的
 ・ 両制度の在り方の整理（本邦CFC税制の見直しの方向性）
 ・ OECD新制度の青写真となる資料に記載されている詳細ルールに関する論点整理
 ・ 財務省、経済産業省を中心とした国内法制化に係る検討の動き

◆経済産業省「デジタル経済下における国際課税研究会」
経済産業省からの要請を受け、経理委員長が以下の会合および中間報告書取りまとめにおいて委員と
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して参画。会合においては、国際税務WGでの論点や各社意見を踏まえ、意見発信を行った。
 ・ 3月1日 第1回会合
  「デジタル経済下における国際課税に係る論点の確認」
 ・ 3月29日 第2回会合
  「OECD国際課税ルールの第2の柱と本邦CFC税制①」
 ・ 5月14日 第3回会合
  「デジタルサービス税（DST）導入の是非」
 ・ 6月2日 第4回会合
  「仕向地主義キャッシュフロー」
  「OECD国際課税ルールの第2の柱と本邦CFC税制②」
 ・ 6月29日 第5回会合
  「日本企業が海外で公平に競争するための税制の在り方（これまでの議論の深堀り）」
 ・ 7月21日 第6回会合
  「中間報告書取りまとめ」

◆ OECD・BIAC（Business and Industry Advisory Committee to the OECD）／ Business Advisory 
Groups

OECDの経済産業諮問委員会BIAC傘下のBusiness Advisory Groupに税務コミッティ幹事会社からメ
ンバーとして参画。国際税務WGでの論点や各社意見を踏まえ、意見発信を行った。

② 新興国等における課税事案、その他国際課税関連対応
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）。

・ 特にインドの移転価格税制に関する事前確認において、現地当局より非関連者との取引の割合に応
じて、段階的に独立企業間レンジを設定する方法を提案されたケースへの対応、および補正調整の
取り扱い（Service Taxの対象となるか）について、アンケートを通じて各社の類似事例を共有し
た。（11月）。
◆タイにおける移転価格調査について
・ タイの現地法人における移転価格調査の中で、PLIとして売上高営業利益率しか認められないとい
う指摘を受けたケースについて、各社の類似事例を共有した。

3 ）国内課税関連の検討

「国内税務ワーキンググループ（以下、WG）」を組成し、「国内課税関連対応」について以下の情報
共有および意見交換を行った。

① グループ通算制度
制度導入や申告実務における実務上の課題につき、アンケートを行い、以下の項目を中心に各社の対
応状況について情報を共有した。
・  申告作業体制の整備状況
・  税務調査対応
・  通算税効果
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・  子法人管理
・  申告ソフト関連
・  税効果会計

② 消費税インボイス方式
端数処理対応や各種システム対応等、実務上の課題につき、アンケートを行い、以下の項目を中心に
各社と情報を共有した。
・  仕入税額の計算方式
・  売上税額の計算方式
・  適格請求書発行事業者以外（免税事業者）から請求書を受領した場合の対応
・  システム改修の対応状況
・  インボイス制度適用前の期間に、電子データで請求書等を受領した場合の取り扱い
・  その他の実務上の課題

③ 電子帳簿保存法
◆実務上の課題に関する情報共有
各種システム対応や令和3年度制度改正に対応した実務上の課題を中心に、アンケートを行い、以下
の項目を中心に各社情報を共有した。また、アンケート実施後、制度導入準備において確認された課
題についても逐次、情報共有を行った。
・  電子帳簿保存法の（現第4条）の申請状況
・  社内・グループ内対応
・  改正予定の電子帳簿保存法の第7条（現第10条）への対応
・  税務調査対応状況
・  電子データで受領した取引関係書類の保存媒体
・  その他の実務上の課題
◆新制度に関する明確化への対応
経済産業省より電子帳簿保存法改正等に伴う（特に電子データ保存取引関連）実務上の問題につき、
現場実務に近い詳細な要望案を提示してほしいとの要請を受け、各社アンケートを実施。当会からの
要望を盛り込んだ形でQ&Aが改訂された（2021年7月）。

④ 電子申告義務化
2020年度申告で認識した実務上の課題等につき、以下の項目を中心に各社情報を共有した。
・  個社独自の勘定科目とeTax科目との紐づけ
・  子法人の申告書作業への本社の関与状況

⑤ その他
税務調査におけるコロナ禍（2020年度）での対応とコロナ明け（2021年度）の対応について、各社情
報を共有した。

4 ）活動計画外の対応項目

① 消費税インボイス制度の準備状況に係る調査対応
財務省より2023年10月1日から施行される本制度への円滑な移行に向け、準備状況の把握や課題点の
抽出、必要な施策の検討の参考資料とするために、当会法人正会員全社を対象とする調査依頼があっ
たため、アンケートを実施し、各社回答を提出した。
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⑷ 会合等の状況
経理委員会
2021.01.20 第215回経理委員会【ウェブ開催】
  ・  2021年経理委員会検討課題につき審議し了承
  ・  2020年経理委員会会計報告、2021年経理委員会会費につき審議し了承
  ・  2021年1月度会計コミッティおよび2021年1月度税務コミッティ活動につき報告
2021.02.10 経理委員会臨時会合【書面開催】
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「特約条項付きの債務の流動又は非流動への分類（IAS第1号「財

務諸表の表示」）に対する意見提出につき審議し了承
2021.02.17 第216回経理委員会【ウェブ開催】
  ・  2021年3月期決算における貿易記者会質問事項について審議し了承
  ・  2021年2月度会計コミッティおよび2021年2月度税務コミッティ活動につき報告
2021.03.17 第217回経理委員会【ウェブ開催】
  ・   IASB情報要請適用後レビュー IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決

め」およびIFRS第12号「他の企業への関与の開示」に対する意見提出につき審議し了承
  ・  2021年3月度会計コミッティおよび2021年3月度税務コミッティ活動につき報告
2021.05.19 第218回経理委員会【ウェブ開催】
  ・  2021年5月度会計コミッティおよび2021年5月度税務コミッティ活動につき報告
2021.06.16 第219回経理委員会【ウェブ開催】
  ・  2021年6月度会計コミッティおよび2021年6月度税務コミッティ活動につき報告
2021.07.14 第220回経理委員会【ウェブ開催】
  ・  IASBディスカッションペーパー「共通支配下の企業結合」に対する意見提出につき審議し

了承
  ・ IASB公開草案「規制資産及び規制負債」に対する意見提出につき審議し了承
  ・  2021年7月度会計コミッティおよび2021年7月度税務コミッティ活動につき報告
2021.09.08 第221回経理委員会【ウェブ開催】
  ・  日本貿易会令和4年度税制改正要望案について審議し了承
  ・  国際課税連絡協議会令和4年度税制改正要望案について審議し了承
  ・  2021年9月度会計コミッティおよび2021年9月度税務コミッティ活動につき報告
2021.11.17 第222回経理委員会【ウェブ開催】
  ・  IASB公開草案「公的説明責任のない子会社：開示」に対する意見提出につき審議し了承
  ・  IASB公開草案「IFRS基準における開示要求－試験的アプローチ（IFRS第13号及びIAS第19

号の修正案）」に対する意見提出につき審議し了承
  ・  2021年11月度会計コミッティおよび2021年11月度税務コミッティ活動につき報告
2021.12.15 第223回経理委員会【ウェブ開催】
  ・  2021年12月度会計コミッティおよび2021年12月度税務コミッティ活動につき報告
  ・  2021年経理委員会活動報告案について審議し了承
  ・  正副委員長および両コミッティ幹事交代につき審議し了承
  ・  2022年経理委員会開催日程につき説明

会計コミッティ
2021.01.08 2021年1月度会計コミッティ【ウェブ開催】
  ・  2021年会計コミッティ検討課題につき審議し了承
  ・  IFRS新基準ワーキンググループ活動につき、課題が出てきた時点で都度対応することで了
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承
  ・  IASB公開草案「セール・アンド・リースバックにおけるリース負債」への対応検討
  ・  IASBディスカッションペーパー「共通支配下の企業結合」への対応検討
  ・  IASB情報要請適用後レビュー IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決

め」およびIFRS第12号「他の企業への関与の開示」に関する情報共有
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定特約条項付きの債務の流動又は非流動への分類（IAS第1号「財

務諸表の表示」）に関する情報共有
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「給付の勤務期間への帰属（IAS第19号「従業員給付」）」に関す

る情報共有
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「クラウド・コンピューティング契約におけるコンフィギュレー

ション又はカスタマイゼーションのコスト（IAS第38号「無形資産」）」に関する情報共有
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「実質金利によるキャッシュ・フローの変動可能性のヘッジ

（IFRS第9号「金融商品」）」に関する情報共有
  ・  ASBJ公開草案「収益認識に関する会計基準の適用指針」の改正案に関する情報共有
  ・  KAM強制適用に関する各社対応状況に関する情報交換
2021.02.04 会計コミッティ臨時会合【書面開催】
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「特約条項付きの債務の流動又は非流動への分類（IAS第1号「財

務諸表の表示」）に対する意見提出につき審議し了承
2021.02.09 2021年2月度会計コミッティ【ウェブ開催】
  ・  2020年度第3四半期決算発表に関する情報交換
  ・  2021年3月期決算公表スケジュール等に関する情報交換
  ・  2021年3月期決算における貿易記者会質問事項について審議し了承
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「特約条項付きの債務の流動又は非流動への分類（IAS第1号「財

務諸表の表示」）」に関する対応状況共有
  ・  IASB情報要請適用後レビュー IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決

め」およびIFRS第12号「他の企業への関与の開示」に関する対応状況共有
  ・  ASBJ公開草案「時価の算定に関する会計基準の適用指針」に関する情報共有
  ・  IASB公開草案「規制資産及び規制負債」に関する情報共有
  ・  「セール・アンド・リースバックにおけるリース負債」に関する対応結果報告
  ・  「給付の勤務期間への帰属」に関する対応結果報告
  ・  クラウド・コンピューティング契約におけるコンフィギュレーション又はカスタマイゼー

ションのコスト」に関する対応結果報告
  ・  「実質金利によるキャッシュ・フローの変動可能性のヘッジ」に関する対応結果報告
  ・  「収益認識に関する会計基準の適用指針の改正案」に関する対応結果報告
  ・  ベンチャー投資の評価方法に関する情報交換
2021.03.02 2021年3月度会計コミッティ【ウェブ開催】
  ・  IASB情報要請適用後レビュー IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決

め」およびIFRS第12号「他の企業への関与の開示」に対する意見提出につき審議し了承
  ・  IASBディスカッションペーパー「共通支配下の企業結合」に関する対応要否検討結果報告
  ・  ASBJ公開草案「時価の算定に関する会計基準の適用指針」に関する対応結果報告
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「棚卸資産の販売に要するコスト」（IAS第2号「棚卸資産」）に

関する情報共有
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「企業がもはや継続企業ではない場合の財務諸表の作成」（IAS

第10号「後発事象」）に関する情報共有
2021.05.17 2021年5月度会計コミッティ【書面開催】
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  ・  2021年3月期決算に関する情報交換
  ・  IASB情報要請「IFRS第10号『連結財務諸表』、IFRS第11号『共同支配の取決め』および

IFRS第12号『他の企業への関与の開示』の適用後レビュー」に関する対応結果報告
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「リース料に対する還付されない付加価値税」に関する対応要否

検討結果報告
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「当初認識時に金融負債に分類されるワラントの会計処理」に関

する対応要否検討結果報告
  ・  IASB公開草案「規制資産及び規制負債」に関するスケジュールの確認
  ・  ASBJ「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い（案）」に関す

るスケジュールの確認
  ・  IASB公開草案「交換可能性の欠如（IAS第21号の修正）」に関するスケジュールの確認
  ・  IASB情報要請「第3次アジェンダ協議」に関する対応につき説明
2021.06.01 2021年6月度会計コミッティ【ウェブ開催】
  ・  2021年度第1四半期決算スケジュールに関する情報交換
  ・  ASBJ公開草案「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

（案）」に対する意見提出につき審議し、対応見送りとすることで了承
  ・  IASB公開草案「交換可能性の欠如」（IAS第21号の修正案）に対する意見提出につき審議

し、対応見送りとすることで了承
  ・  IASB公開草案「IFRS基準における開示要求－試験的アプローチ」（IFRS第13号およびIAS

第19号の修正案）に関する情報共有
  ・  IASBディスカッションペーパー「共通支配下の企業結合」（IFRS第3号「企業結合」）に関

するスケジュールの確認
  ・  IASB公開草案「規制資産及び規制負債」に関するスケジュールの確認
  ・  IASB「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金（IAS第12号の改訂）」に関する

情報交換
2021.07.06 2021年7月度会計コミッティ【ウェブ開催】
  ・  IASBディスカッションペーパー「共通支配下の企業結合」に対する意見提出につき審議し

了承
  ・  IASB公開草案「規制資産及び規制負債」に対する意見提出につき審議し了承
  ・  IASB公開草案「IFRS基準における開示要求－試験的アプローチ」（IFRS第13号およびIAS

第19号の修正案）に関する対応要否検討
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「風力発電基地の使用から生じる経済的便益」（IFRS第16号

「リース」）に関する情報共有
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「TLTROⅢ取引（IFRS第9号「金融商品」およびIAS第20号「政

府補助金の会計処理及び政府援助の開示」）」に関する対応につき再説明
  ・  サブ連結会社（孫会社）の財務情報入手方法に関する情報交換
2021.09.03 2021年9月度会計コミッティ【ウェブ開催】
  ・  2021年度第2四半期決算スケジュールに関する情報交換
  ・  IASB公開草案「IFRS第17号及びIFRS第9号の適用開始－比較情報」への対応要否検討
  ・  IASB公開草案「公的説明責任のない子会社：開示」への対応要否検討
  ・  グループ会社における監査人の統一状況とその活用に関する情報交換
  ・  監査基準委員会報告書（監基報）720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」への対

応状況に関する情報交換
2021.11.09 2021年11月度会計コミッティ【ウェブ開催】
  ・  2021年度第2四半期決算に関する情報交換
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  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「用途制限のある要求払預金（IAS第7号「キャッシュ・フロー
計算書」）」に対する意見提出につき審議し、対応は正副幹事会および双日㈱に一任すること
で了承〔最終的に対応見送り（2021.11.11）〕

  ・  IASB公開草案「公的説明責任のない子会社：開示」に対する意見提出につき審議し了承
  ・  IASB公開草案「IFRS基準における開示要求－試験的アプローチ（IFRS第13号およびIAS第

19号の修正案）」に対する意見提出につき審議し了承
  ・  IFRIC暫定アジェンダ決定「金融資産の決済として電子送金で受け取る現金（IFRS第9号

「金融商品」）」に関する対応結果報告
  ・  IASB情報要請「IFRS第9号の適用後レビュー―分類及び測定」に関する情報共有
  ・  会社計算規則の一部改正に伴う公正価値および収益の会社法計算書類における対応状況に関

する情報交換
  ・  2021年12月度会計コミッティ・懇親会につき説明
2021.12.07 2021年12月度会計コミッティ【ウェブ開催】
  ・  2021年度第3四半期決算スケジュールに関する情報交換
  ・  IASB情報要請「IFRS第9号の適用後レビュー―分類及び測定」に対する意見提出につき審

議し、対応見送りとすることで了承
  ・  IASB公開草案「特約条項付の非流動負債（IAS第1号の修正案）」に関する情報共有
  ・  IASB公開草案「サプライヤー・ファイナンス契約」に関する情報共有
  ・  会社計算規則の一部改正に伴う公正価値および収益の会社法計算書類における対応状況に関

する情報交換
  ・  2021年会計コミッティ活動報告案について審議し了承
  ・  2022年会計コミッティ正副幹事交代につき報告
  ・  2022年会計コミッティ開催日程につき確認
  ・  IFRS財団におけるサステナビリティ報告基準策定への対応につき情報共有

税務コミッティ
2021.01.07 2021年1月度税務コミッティ【ウェブ開催】
  ・  2021年税務コミッティ検討課題につき審議し了承
  ・  令和3年度税制改正要望の成果につき報告
2021.02.04 2021年2月度税務コミッティ【ウェブ開催】
  ・  税制改正要望アンケート結果につき意見交換
  ・  経済産業省「デジタル経済下における国際課税研究会」の組成と参画に関する報告
2021.03.04 2021年3月度税務コミッティ【ウェブ開催】
  ・  令和4年度税制改正要望事項の絞り込みにつき協議
  ・  第1回国際税務ワーキンググループの活動報告
  ・  第1回国内税務ワーキンググループの活動報告
  ・  経済産業省「デジタル経済下における国際課税研究会」第1回会合の報告
2021.05.15 2021年5月度税務コミッティ【ウェブ開催】
  ・  令和4年度税制改正要望事項について協議
  ・  グループ通算制度（投資簿価修正）に係る当会要望案について意見交換
  ・  消費税インボイス制度に係る当会要望についての説明
  ・  第2回国際税務ワーキンググループの活動報告
  ・  経済産業省「デジタル経済下における国際課税研究会」第2回会合について情報共有
  ・  OECD・BIAC／ Business Advisory Groupsについて情報共有
2021.06.03 2021年6月度税務コミッティ【ウェブ開催】
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  ・  令和4年度税制改正要望事項について協議
  ・  グループ通算制度（投資簿価修正）に関する関係機関との面談結果について情報共有と意見

交換
  ・  第3回国際税務ワーキンググループの活動報告
  ・  第2回国内税務ワーキンググループの活動報
  ・  経済産業省「デジタル経済下における国際課税研究会」第3回および第4回会合について情報

共有
  ・  OECD・BIAC／ Business Advisory Groupsについて情報共有
  ・  コロナ禍の影響を受け一時退避した社員に関する源泉所得税に関する情報交換
2021.07.01 2021年7月度税務コミッティ【ウェブ開催】
  ・  令和4年度税制改正要望事項について協議
  ・  グループ通算制度（投資簿価修正）に関する関係機関との面談結果について情報共有と意見

交換
  ・  第4回国際税務ワーキンググループの活動報告
  ・  経済産業省「デジタル経済下における国際課税研究会」第5回会合について情報共有
  ・  OECD・BIAC／ Business Advisory Groupsについて情報共有
2021.09.02 2021年9月度税務コミッティ【ウェブ開催】
  ・  日本貿易会令和4年度税制改正要望案について審議し了承
  ・  国際課税連絡協議会令和4年度税制改正要望案について審議し了承
  ・  グループ通算制度（投資簿価修正）に関する要望の経済産業省での取り扱いについて情報共

有
  ・  第5回国際税務ワーキンググループの活動報告
  ・  経済産業省「デジタル経済下における国際課税研究会」中間報告書概要について情報共有
  ・  OECD・BIAC／ Business Advisory Groupsについて情報共有
  ・  現行ならびに令和4年1月1日以降（電子帳簿保存法施行後）における消費税の仕入税額控除

適用要件の充足について情報共有の提案
  ・  今年度の税務調査への対応について情報共有
2021.11.05 2021年11月度税務コミッティ【ウェブ開催】
  ・  グループ通算制度（投資簿価修正）要望に係る状況変化について情報共有と意見交換
  ・  第3回国内税務ワーキンググループの活動報告
  ・  ［周知］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り引きにつ

いて（輸入仮払消費税について）情報共有
  ・  税務コミッティ幹事による税務通信座談会出席について情報共有
  ・  完全子会社の配当源泉税徴収不要化について情報共有
  ・  OECD国際課税ルールと本邦CFCの合理化検討に係る個社打ち合わせに関する情報共有
  ・  仕入税額控除対応に係る状況のアップデートについて情報共有の提案
  ・  21研・国際租税研究会令和3年度第4回会合について情報共有
2021.12.03 2021年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ついて審議し了承
  ・  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し了承
  ・  2021年税務コミッティ活動報告案について審議し了承
  ・  正副幹事交代について確認
  ・  2022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
2021.02.18 2021年第1回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  国際税務ワーキンググループの検討課題、年間開催予定について検討
  ・  インド・インドネシアを中心とした国際課税問題に係る情報交換
2021.03.11 2021年第2回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  第1回「デジタル課税経済下における国際課税研究会」について情報共有
  ・  CFC税制およびPillar2について制度の枠組みおよび各論に関するアンケート結果の共有と意

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情報交換
2021.05.13 2021年第3回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  第2回「デジタル課税経済下における国際課税研究会」について情報共有
  ・  OECD・BIAC／ Business Advisory Groupsについて情報共有
  ・  CFC税制およびPillar2について制度の枠組みおよび各論に関するアンケート結果の共有と意

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情報交換
2021.06.10 2021年第4回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  第3回および第4回「デジタル課税経済下における国際課税研究会」について情報共有
  ・  OECD・BIAC／ Business Advisory Groupsについて情報共有
  ・  CFC税制およびPillar2について制度の枠組みおよび各論に関するアンケート結果の共有と意

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情報交換
2021.07.08 2021年第5回国際税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  第5回「デジタル課税経済下における国際課税研究会」について情報共有
  ・  OECD・BIAC／ Business Advisory Groupsについて情報共有
  ・  令和4年度税制改正要望に関する情報共有と要望内容・要望順について意見交換
  ・  インド・インドネシアを中心とした国際課税問題に係る情報交換
  ・  タイにおける移転価格調査について情報共有と意見交換
2021.11.30 2021年第6回国際税務ワーキンググループ【書面開催】
  ・  2021年国際税務ワーキンググループ活動報告案について審議し了承

国内税務ワーキンググループ
2021.02.19 2021年第1回国内税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  国内税務ワーキンググループ検討課題について意見交換
  ・  国内税務ワーキンググループ活動／開催方針について意見交換
2021.05.21 2021年第2回国内税務ワーキンググループ【ウェブ開催】 
  ・  電子帳簿保存法対応に係る実務上の課題について情報共有
2021.09.17 2021年第3回国内税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  グループ通算制度対応に係る実務上の課題について情報共有
  ・  電子申告義務化への対応について情報共有
  ・  電子帳簿保存法への対応について情報共有
2021.11.19 2021年第4回国内税務ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  消費税インボイス方式の実務上の課題について情報共有
  ・  2021年国内税務ワーキンググループ活動報告案について審議し了承
  ・  税務調査の対応について情報共有
  ・  電子帳簿保存法第7条対応について情報共有
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7 ．物流委員会
【委 員 長】 佐藤 崇 双日㈱ 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、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、森村商事、ユアサ商事

＜物流委員会ワーキンググループ＞
【座  長】 畑野 達哉 豊田通商㈱ 物流部統括・企画グループプロフェッショナルパートナー
【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
【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

① 2021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。2021年度についても、①手続の電子化・効率化、②EPA関連、③制度運用改善・明確
化等、商社の関心が高い規制制度改善要望（計41項目）を7月28日の委員会にて審議、了承
の上、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40項目）と
ともに、意見交換を実施した（合計13回：財務省3回、厚生労働省2回、農林水産省2回、国
土交通省2回、法務省1回、外務省1回、経済産業省1回、デジタル庁1回）。なお、法務省民事
局、外務省経済局・国際法局、厚労省医薬・生活衛生局、農水省大臣官房・農産局および輸
出・国際局、国交省海事局、デジタル庁とは新たにコンタクトを取り、要望項目について意
見交換を行った。

  ・  非特恵原産地証明書に係る要望等の実現に向けて、物流委員会ワーキンググループにおい
て、㈱アールFTA研究所代表取締役 麻野良二氏より要望における課題やその解決に向けた
打開策について、専門家の立場から商工会議所の実情を踏まえたアドバイスを受け、意見交
換を行った（2022年1月19日）。

  ・  各省庁から要望趣旨の理解を受け、電子帳簿保存制度の見直しに際しての税関版Q&Aの充
実や、税関・検疫所等における貿易手続関係書類への押印廃止や原本提出要件の緩和など、
過年度に要望していた項目も含めて27項目について状況改善あるいは懸念点の解決等を実現
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した。

② 電子帳簿等保存制度の見直しに関するQ&Aへの記載希望事項の取りまとめ
  ・  2022年1月施行の電子帳簿保存制度の見直し（関税関係）について、財務省によるQ&Aへの

記載希望事項についてアンケートを実施し、取りまとめた結果（35項目）を4月9日に財務省
関税局へ提出した。

  ・  当委員会からの希望事項については、2021年11月に財務省・税関より公表された「帳簿書類
の保存義務と電子データによる保存一問一答」において13項目が反映された。また、それ以
外の項目については個別回答を得た。

③ NACCSへの対応
 ａ）第7次NACCS更改に向けた対応
  ・  2025年10月より稼働が予定されている第7次NACCSの詳細仕様検討に当たり、NACCSセン

ターの情報処理運営協議会の下に設置された、第7次NACCS更改専門部会（2021年9月16日、
2022年2月10日開催）およびワーキンググループ（2021年10月14日、11月25日、12月16日、
2022年1月20日、3月10日開催。全て合同WG）について、それぞれ委員としてNACCSタス
クフォースより参加した〔専門部会：大畑座長 三菱商事㈱〕・水谷委員〔伊藤忠商事㈱〕、
輸出入通関WG：小幡委員〔三井物産㈱〕、航空保税・貨物WG：大畑座長〔三菱商事㈱〕、
海上保税・貨物WG：荒川委員〔住友商事㈱〕。

  ・  第7次NACCSにおける輸出入者に関わる業務の詳細仕様を検討するため、「輸出入者業務個
別検討会（SWG）」がNACCSセンターにより設置され、NACCSタスクフォースとの共同開
催の形式により開催した（2021年11月15日、2022年2月21日、3月28日開催）。

  ・  NACCSタスクフォースにおいて、NACCSセンター取締役 松田誠司氏より「NACCSの概
要」と題して、NACCSの特徴および第7次NACCS開発のシステム構成の方向性などについ
て説明を受けた後、意見交換を行った（2021年12月22日）。

 ｂ）プログラム変更要望への対応
  ・  2019年度プログラム変更要望において、NACCSにおける輸出入者向け通関書類電子保管

サービスの実現を輸出入・港湾関連情報処理センター㈱（NACCSセンター）に求めたとこ
ろ、2022年1月より電子帳簿等保存制度の見直しがなされるのを機に改めて強く働き掛けを
行うべく、「NACCSにおける輸出入者向け通関書類電子保管サービスの実現に向けたアン
ケート」を実施し、取りまとめた結果を2021年9月2日にNACCSセンターへ提出した。

  ・  2022年度プログラム変更要望として、日本通関業連合会が提供する通関情報提供システム
（CCIS）で入手可能な担保番号をNACCSに取り込めるようにすることを求める要望を2021
年5月27日にNACCSセンターへ提出した。また、2023年度プログラム変更要望として、特殊
文字の入力受付や申請書ファイル形式の拡大などを求める要望（計7項目）を2022年2月17日
にNACCSセンターへ提出した。

  ・  各要望についてはシステム反映に向けて、NACCSセンターにおいて検討が行われている。

④ 官民会合を通じた各種制度に関する対応等
 ａ）港湾の電子化（サイバーポート）に関する対応
  ・  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」（2021年5月14日）に佐藤物流委員会委員
長〔双日㈱〕が委員として参加した。会合では、①実証事業の結果検証、②二重管理の懸念
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を解消して幅広い事業者の参画につなげること、③NACCSなど他システムとの連携の早期
実現をはかること、④省庁横断の貿易手続の効率化・シングルウインドウ化に向けた内閣官
房・国交省のリーダーシップへの期待について意見発信を行った。

 ｂ）コンテナ需給逼迫に関する対応
  ・  新型コロナウイルス感染症拡大からの世界的な荷動き回復に起因する空コンテナ不足は、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を引き起こしており、荷主企業
の輸出業務に重大な支障が生じている。係る事態にあたり政府の支援・協力を求めるべく、
2021年2月には、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経緯があ
る。

  ・  本要望を受けて、官民関係者で情報共有を行うことを目的として、国土交通省、経済産業省
および農林水産省による「国際海上コンテナ輸送の需給逼迫問題に関する情報共有会合」が
開催され、荷主の立場として参加した（2021年4月、2022年1月）。

  ・  また、航空貨物輸送の状況について国土交通省航空局と上記荷主4団体との間で意見交換を
実施し、希望納期通りの輸送が困難な状況および運賃高騰について説明。航空会社や関係団
体に対する運航確保への働き掛けや運賃高騰に対する措置・対応策を求めた（2021年12月）。

 ｃ）船荷証券の電子化に向けた対応
  ・  2021年度各省庁に対する規制・制度改革に関する要望において、法務省へ求めた船荷証券の

電子化に関して、同省からの提案を受けて「商事法の電子化に関する研究会」へオブザー
バーとして参加した（畑野物流委員会ワーキンググループ座長をメンバー登録。2021年11月
30日、2022年1月19日、2月22日、3月23日）。

 ｄ）世界税関機構（WCO）アジア・大洋州地域民間グループに関する対応
  ・  税関や国際貿易上の課題につき、アジア・大洋州地域の税関当局に対する情報提供等を行う

ことを目的に2021年7月に新設された「WCO（世界税関機構）アジア・大洋州地域民間グ
ループ」へ当会として参加〔藏本嘉均 双日㈱法務部貿易管理課上級主任をメンバー登録。
2021年7月22日、8月24日、10月14日、12月16日、2022年1月27日、3月10日〕。今後、商社業
界がアジア・大洋州地域で直面している課題について必要に応じて意見発信を行う。

 ｅ）ISO/TC315国内委員会に関する対応
  ・  コールドチェーン物流の国際標準化を進めるため、日本提案によるISO ／ TC315の設置が

決定されたことを受けて2021年5月に新設された「ISO ／ TC315国内委員会」へ当会として
参加（畑野物流委員会ワーキンググループ座長をメンバー登録。2021年5月13日、2022年2月
2日）。今後、商社業界が直面している課題について必要に応じて意見発信を行う。

 ｆ）KS/RA制度の改正に向けた対応
  ・  2019年11月のICAO基準改正に伴う国による特定荷主（KS）の認定について、国土交通省航

空局による説明・意見交換会を実施した（2022年2月17日）。意見交換の場においては、商社
実務の状況を踏まえた制度設計を行うことなどを求めた。

 ｇ）国際海上輸出コンテナ総重量（VGM）確定制度改正に向けた対応
  ・  国土交通省海事局にて検討中の国際海上輸出コンテナ総重量（VGM）確定制度改正につい
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て、同省との打ち合わせを実施（2022年2月22日）。改正内容の要点などについて委員会にお
いて共有した。

2 ）国際物流関連情報の収集と共有

①  『商社のためのEPA活用法ガイドブック』の作成およびセミナーの
実施

  ・  2022年1月に地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が発効し
たことにより、日本のFTAカバー率が約80％に達する中、そ
の利活用促進は業界共通の課題となっている。会員企業による
EPAの最大限の活用を目指して、商社がEPAを活用する上で
見落としがちなポイントについてQ＆A方式で取りまとめた
『商社のためのEPA活用法ガイドブック』を作成し、会員に配
布した（2022年2月28日）。

  ・  また、本ガイドブックの内容紹介と共に、RCEPの利活用につ
いて実務的な観点から解説するオンラインセミナーを、講師と
して東京共同会計事務所トレードコンプライアンス部シニアマネージャー江良泉氏ほかを招
いて実施した（2022年3月4日）。当日は、会員企業関係者245名が参加し、アンケートの結
果、「参考になった」が72％となり、「まあ参考になった」と合わせると97％から参考になっ
た旨の回答を得た。

② 『商社のための原産地自己申告制度ガイダンス』セミナーの実施
  ・  2021年3月に物流委員会において作成した『商社のための原産地自己申告制度ガイダンス』

の普及促進に向けた内容解説、各社共通の課題である事後確認の状況や2020年11月に署名さ
れたRCEP等の最新情報の提供するオンラインセミナーを、講師としてTSストラテジー㈱代
表取締役 藤森陽子氏を招いて実施した（2021年4月27日）。

  ・  当日は、会員企業関係者83名が参加し、アンケートの結果、「参考になった」が82.5％とな
り、「まあ参考になった」と合わせると100％から参考になった旨の回答を得た。

③ 経済連携協定の交渉状況等のフォローアップ
  ・  原産地規則懇話会（経済産業省と関係業界との情報交換やEPA原産地規則交渉の戦術策定

のための非公式組織）において、累積の活用に関するアンケート（2021年7月30日）および
積送基準・BtoBCO（連続する原産地証明書）に関するアンケート（2022年3月4日）の依頼
があり、各社意見を取りまとめた結果を提出した。アンケート結果および経済産業省からの
回答を委員会において共有した（2021年9月22日）。

④ 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12回国
際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議」（2022年3月8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。

⑤ 関係省庁・団体を通じた情報共有
  ・  関係省庁・団体などから得られた情報を都度共有し、2021年度は160件（3月末時点での件数

を記載）の周知・情報提供等を実施した。
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  ・  日本機械輸出組合の国際貿易円滑化委員会および原産地規則懇話会、関税協会のAEO事業
者連絡協議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において共有
した。

3 ）会員間の情報・意見交換の促進

① 講演会の実施
  ・  2022年1月施行の「電子帳簿等保存制度の見直し」および2020年6月に関税局が取りまとめた

税関行政の中長期ビジョン「スマート税関構想2020」の進捗状況について把握すべく、第82
回委員会において財務省関税局業務課長 小多章裕氏、調査課長 松田康宏氏ほかより「電子
帳簿等保存制度の見直し」および「スマート税関構想2020の進捗状況」について説明を受け
た後、意見交換を行った。（2021年7月28日）

  ・  デジタル化の進む貿易手続の最新動向について把握すべく、第83回委員会において㈱トレー
ドワルツ代表取締役社長兼CEO 小島裕久氏より「貿易手続のデジタル化を巡る最近の動向」
と題して説明を受けた後、意見交換を行った。（2021年12月13日）

  ・  海上・航空輸送の需給逼迫や運賃高騰等に係る国際物流の動向と見通しについて把握すべ
く、第84回委員会において㈱野村総合研究所アーバンイノベーションコンサルティング部モ
ビリティ・ロジスティクスグループプリンシパル 宮前直幸氏より「国際物流の動向と見通
し」と題して説明を受けた後、意見交換を行った。（2022年3月15日）

② 個別照会への対応
  ・  委員各社からの個別照会について都度対応を行った。具体的なトピックとしては、特定原産

地証明書（CO）発給システム障害、自社CO発行時の原産地基準エジプト新通関システム導
入、エジプトへの輸入L／ C決済義務化、インド向け輸出貨物に係るHSコード記載、日タ
イEPAの品目別規則改正に伴う既発給COの取り扱い、日ベトナムEPAのCOへのスペック
とサイズ追記要請など。

⑶ 会合等の状況
物流委員会
2021.07.28 第82回物流委員会【ウェブ開催】
  ・  財務省関税局業務課長 小多章裕氏、調査課長 松田康宏氏ほかより「電子帳簿等保存制度の

見直し」および「スマート税関構想2020の進捗状況」と題する講演が行われた。また、
「2021年度各省庁に対する規制・制度改革に関する要望」について審議し、了承した後、最
近の物流委員会およびワーキンググループの活動に関して事務局より報告した。

2021.12.13 第83回物流委員会【ハイブリッド開催】
  ・  ㈱トレードワルツ代表取締役社長 小島裕久氏ほかより「貿易手続のデジタル化を巡る最近

の動向」と題する講演の後、森村商事㈱の新規委員加入について審議・了承した。また、最
近の物流委員会およびワーキンググループの活動に関して事務局より報告した。

2022.03.15 第84回物流委員会【ハイブリッド開催】
  ・  ㈱野村総合研究所アーバンイノベーションコンサルティング部モビリティ・ロジスティクス

グループプリンシパル 宮前直幸氏より「国際物流の動向と見通し」と題して、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響等により、需給が逼迫している国際物流の動向と見通しについて
説明を受け質疑を行った後、2021年度物流委員会事業報告案および2022年度物流委員会事業
計画案および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）
2021.04.21 第105回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  2021年度物流委員会活動、2021年度NACCSタスクフォースの活動、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」、電子帳簿等保存制度の見直しに関するQ＆Aへの記
載希望事項について事務局より報告の後、意見交換を行った。

2021.05.19 第106回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  2021年度各省庁に対する規制制度改革要望に関する検討を行った後、世界税関機構（WCO）

アジア・大洋州地域民間グループ、貿易情報連携効率化・普及に向けたコンソーシアム（貿
易コンソーシアム）、通関業者との取引に関するアンケート調査、コンテナ不足問題に関す
る情報共有会合、第6回港湾の電子化（サイバーポート）推進委員会、2021年度第1回ISO ／
TC315（コールドチェーン物流）国内委員会、NACCSタスクフォースの活動について事務
局より報告した。

2021.06.15 第107回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  2021年度各省庁に対する規制制度改革要望に関する検討を行った後、事務局より世界税関機

構（WCO）アジア・大洋州地域民間グループへの参加、『見落としがちなEPA活用法
（仮）』、実務者情報交換会の運営、NACCSタスクフォースの活動について報告した。

2021.07.21 第108回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  2021年度各省庁に対する規制・制度改革に関する要望（案）について審議し、了承した後、

世界税関機構（WCO）アジア・大洋州地域民間グループおよび第82回物流委員会の開催に
ついて事務局より報告した。

2021.08.18 第109回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  国土交通省航空局航空保安対策室専門官 菅原久司氏ほかを招き、KS／ RA制度について意

見交換を行った。
2021.09.15 第110回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  東京共同会計事務所トレードコンプライアンス部シニアマネージャー 江良泉氏ほかから

『見落としがちなEPA活用法ガイドブック（仮）』について作成に係る流れと実施事項の説
明があった後、意見交換を行った。その後、世界税関機構（WCO）アジア・大洋州地域民
間グループについて事務局より報告した。

2021.10.20 第111回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  『見落としがちなEPA活用法ガイドブック（仮）』および各省庁に対する規制制度改革要望

活動の進捗状況について事務局より報告した。また、第83回物流委員会の講演テーマ・講師
について検討した後、NACCSタスクフォースの活動状況、世界税関機構（WCO）アジア・
大洋州地域民間グループについて事務局より報告した。

2021.11.17 第112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活動の進捗状況、NACCSタスクフォースの活動状況につ

いて事務局より報告した。
2021.12.15 第113回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  東京共同会計事務所トレードコンプライアンス部シニアマネージャー 江良泉氏ほかより

『見落としがちなEPA活用法ガイドブック（仮）』の進捗状況を説明の後、各省庁に対する
規制制度改革要望活動の進捗状況について事務局より報告した。また、実務者情報交換会の
実施および電子帳簿等保存制度の見直しに関するQ&Aについて対応を検討の後、NACCSタ
スクフォースの活動状況について事務局より報告した。

2022.01.19 第114回物流委員会ワーキンググループ【ハイブリッド開催】
  ・  ㈱アールFTA研究所代表取締役 麻野良二氏より非特恵原産地証明書に係る要望等の実現に

向けての説明、東京共同会計事務所トレードコンプライアンス部シニアマネージャー 江良
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泉氏ほかより『見落としがちなEPA活用法ガイドブック（仮）』の進捗状況説明の後、物流
委員会活動アンケートの実施について検討した。また、各省庁に対する規制制度改革要望活
動の進捗状況、NACCSタスクフォースの活動状況、世界税関機構（WCO）アジア・大洋州
地域民間グループの会合、国際海上コンテナ輸送の需給逼迫問題に関する情報共有会合につ
いて事務局より報告した。

2022.02.16 第115回物流委員会ワーキンググループ【ウェブ開催】
  ・  事務局より『商社のための見落としがちなEPA活用法ガイドブック（仮）』の進捗状況を説

明した後、2022年度物流委員会活動の検討、各省庁に対する規制制度改革要望活動の進捗状
況等について報告した。

NACCSタスクフォース
2021.10.08 第46回NACCSタスクフォース【実開催】
  ・  NACCSタスクフォースの目標、第6次NACCS更改におけるNACCSタスクフォース活動、第

7次NACCS更改の概要、第7次NACCS更改におけるNACCSタスクフォース活動について座
長より説明の上、意見交換を行った。

2021.11.15 第47回NACCSタスクフォース【ハイブリッド開催】
  ・  輸出入・港湾関連情報処理センター㈱システム企画部長 澤藤琢也氏ほかより「ebMS処理方

式の廃止、netNACCS処理方式の接続仕様公開」、「SIR業務とEIR業務の統合」について説
明を受けた後、意見交換を行った。本会合については、第7次NACCS更改に向けた輸出入者
業務個別検討会と共同開催となった。

2021.12.22 第48回NACCSタスクフォース【ハイブリッド開催】
  ・  輸出入・港湾関連情報処理センター㈱取締役 松田誠司氏より「NACCSの概要」についての

講演の後、質疑応答を行った。
2022.02.21 第49回NACCSタスクフォース【ウェブ開催】
  ・  輸出入・港湾関連情報処理センター㈱システム企画部長 澤藤琢也氏ほかより「SIR ／ EIR

業務の統合及び業務フロー」の説明を受けた後、意見交換を行った。本会合については、第
7次NACCS更改に向けた輸出入者業務個別検討会と共同開催となった。

各省庁との意見交換会
2021.09.29 法務省民事局との意見交換【ウェブ開催】
  ・  意見交換終了後、法務省からの提案を受けて「商事法の電子化に関する研究会」へオブザー

バー参加した。
2021.10.07 外務省経済局・国際法局との意見交換【実開催】
  ・  e-Govへの条約掲載について、外務省にて検討されることとなった。
2021.10.12 厚生労働省医薬・生活衛生局検疫所業務課との意見交換【実開催】
  ・  押印廃止により、ほとんどの要望事項が実現／懸念点の解消に至った。
2021.10.22 第1回財務省 関税局との意見交換【ハイブリッド開催】
  ・  税関週間公示レートのCSVファイルダウンロ－ドをはじめ、3項目の要望が実現した。
2021.11.12 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課【実開催】
  ・  貿易手続の電子化について、厚生労働省にて検討されることとなった。
2021.11.18 デジタル庁との意見交換【実開催】
  ・  許認可を受けている物流事業者を政府運営のウェブサイトから確認できる仕組み（システ

ム）の構築を重点計画に位置付けることについて検討されることとなった。
2021.11.24 農林水産省消費・安全局植物防疫課および動物衛生課との意見交換【実開催】
  ・  植物防疫法に係る委任状の提出について、通関業務委任状により代替可能かどうかについて
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農林水産省にて検討されることとなった。
2021.11.30 国土交通省海事局との意見交換【実開催】
  ・  船社諸チャージの取り扱い明確化について、国土交通省としての対応を検討されることと

なった。
2021.12.06 第2回財務省関税局との意見交換【ハイブリッド開催】
  ・  電子帳簿保存法に関する税関版Q&Aの公開をはじめ、8項目の要望が実現した。
2021.12.08 経済産業省経済連携課・日本商工会議所との意見交換【ハイブリッド開催】
  ・  原産地証明書のデジタル化等について、経済産業省にて検討されることとなった。
2022.02.08 第3回財務省関税局との意見交換【ウェブ開催】
  ・  外貨滅却（廃棄）の際の同意書の提出廃止をはじめ、4項目の要望が実現した。
2022.03.02 農林水産省大臣官房、農産局および輸出・国際局との意見交換【ウェブ開催】
  ・  商社側の課題状況を共有し、今後も必要に応じて意見交換することとなった。
2022.03.10 国土交通省港湾局との意見交換【ウェブ開催】
  ・  許認可を受けている物流事業者を政府の運営するウェブサイトから確認できる仕組み（シス

テム）の構築について国土交通省にて検討されることとなった。

8 ．市場委員会
【委 員 長】 及川 健一郎 丸紅㈱ 代表取締役常務執行役員 CDIO 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や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

 ・  ポスト・パンデミックのインド太平洋の国際秩序の安定と国際協力の推進に向けて（第98回委
員会）、激化する米中対立と日中関係のゆくえ（第99回委員会）、東アジアの政治と安全保障、
外交政策（仮題）（第100回委員会）について説明を受け、意見交換を行った。

2 ） 「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）の実現に向けた商社のダイナミズム」検討ワー
キンググループ

 ・  世界経済の重心が「アジア太平洋」から「インド太平洋」へと移動しつつある中、インド太平
洋地域は、世界の人口の半分、GDPの7 割を占める大きな市場である。成長が著しい市場や商
品に経営資源を投入して発展してきた商社として、インド太平洋でのビジネスの現状と将来に
ついて展望が必要であるとの問題意識の下、市場委員会の傘下に「自由で開かれたインド太平
洋（FOIP）の実現に向けた商社のダイナミズム」を検討するワーキンググループを立ち上げ、
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報告書を取りまとめた。
 ・  参加メンバーは次の通り。
   共同研究者 政策研究大学院大学 政策研究院 教授・参与 篠田 邦彦氏
   座長    丸紅㈱ 市場業務部 シニアアドバイザー 森本 康宏氏
   委員     8社9名（伊藤忠商事、JFE商事、住友商事、双日、豊田通商、長瀬産業、三井物

産、三菱商事）
 ・  7月から5回の会合を通して議論した内容をディスカッションペーパーにまとめ、第100回市場

委員会で報告・審議後に対外公表した。

＜目次＞
はじめに
第1章  自由で開かれたインド太平洋（FOIP）を取り巻く状況
 （1）なぜ自由で開かれたインド太平洋が必要なのか
 （2）自由で開かれたインド太平洋の取り組みの進展
第2章 政府の取り組みと商社の課題
 （1）米中の戦略的競争の中でのルール形成の推進
 （2） パンデミックによる経済秩序の変化を踏まえた社会・経済課題

の解決
 （3） 中長期的にみた新興国の経済成長と新興国市場開拓戦略の推進
第3章 商社としてのインド太平洋への関与の強化に向けた道筋 
 ～各社の取り組み
第4章 自由で開かれたインド太平洋の発展のために
 ～商社業界の提言
 （1）政策
 （2）地域
 （3）協働
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3 ）要望活動等

① 日EU・EPA、日英EPAに関する意見・要望（2021.09.15）
・  両EPAのさらなる活用に向けて、EUおよび英国との貿易やビジネス上の課題をまとめ経済産業
省に提出した。

② 日ASEAN経済関係強化に関する意見（2021.12.02）
・  経済産業省主催の「日ASEAN経済関係強化に向けた定期連絡会」第1回（2021.12.02）、第2回
（2022.03.30）に事務局が出席し、ASEAN地域への関心度合いやビジネス上の課題、今後の連
携手法について意見を述べた

③ 投資関連協定の締結促進に関する意見（2021.12.23）
・  昨年に続き、投資環境整備意見交換会に事務局が出席し、アフリカ地域を中心とした交渉優先国
や既存の協定の改正要望、投資協定の普及に向けた取り組みなどについて経済産業省や外務省を
はじめとする関係省庁に意見を述べた。

④ 輸出先国の輸入規制に関する意見（2022.01.18）
・  2020年4月に施行された「農林水産物および食品の輸出の促進に関する法律」のフォローアップ

として、政府が取り組むべき課題について農林水産省に意見を提出した。

4 ）二国間委員会への参画、意見表明

① 日豪経済合同委員会会議 【ウェブ開催】
   第58回日豪経済合同委員会会議（主催：豪日経済委員会、日豪経済委員会）に事務局が出席
（2021.10.05）

② 日米財界人会議 【ウェブ開催】
   第58回日米財界人会議（主催：日米経済協議会、米日経済協議会）に事務局が出席（2021.10.06

～ 07）
③ 日韓経済人会議 【ハイブリッド開催】
   第53回日韓経済人会議（主催：日韓経済協会、韓日經濟協会）に、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（2021.11.02）

5 ）その他

① 経済産業省 海外赴任予定者との交流会
   海外での経済産業省職員と会員企業の交流促進・関係構築を目的に、在外大使館やJETRO等に
赴任予定の同省職員と、会員企業の地域担当者との交流会を地域別に4回実施した。交流会では、
当該国・地域における関心事項や問題意識、政府に求めることなどについて意見交換を行った
（2021.6.7・10・14・18）。

② 「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
2021.06.10 第98回委員会 【ハイブリッド開催】
      ・  講演： 「ポスト・パンデミックのインド太平洋の国際秩序の安定と国際協力の推進

に向けて」
        講師：政策研究大学院大学政策研究院教授・参与 篠田 邦彦氏
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      ・  2021年度ワーキンググループの設置について
2021.12.23 第99回委員会 【ハイブリッド開催】
      ・  講演：「激化する米中対立と日中関係のゆくえ」
        講師：東京大学 法学部教授 高原 明生氏
      ・  市場委員会ワーキンググループ中間報告
2022.03.25 第100回委員会 【ハイブリッド開催】
      ・  講演：「東アジアの政治・安全保障と日本外交」
        講師：慶応義塾大学 法学部 名誉教授 添谷 芳秀氏
      ・  市場委員会ワーキンググループ最終報告書の審議
      ・  2021年度活動報告（案）の審議
      ・  2022年度委員長会社選任および活動計画（案）の審議

市場委員会ワーキンググループ（WG）
2021.07.26 第1回WG 【ウェブ開催】
      ・  講演：アジア太平洋の安全保障と経済～分断する世界で日本に求められる役割とは
        講師：慶應義塾大学 教授、キヤノングローバル戦略研究所 主任研究員 神保 謙氏
2021.09.17 第2回WG 【ハイブリッド開催】
      ・  講演：バイデン政権の対中戦略とインド太平洋
        講師：みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱ 調査部 主席研究員 菅原 淳一氏
2021.11.05 第3回WG 【ハイブリッド開催】
      ・  講演①：ASEAN関連首脳会議に関する報告
        講師①：外務省 アジア大洋州局地域政策参事官 江碕 智三郎氏
      ・  講演②：日米豪印首脳会談に関する報告
        講師②：外務省 総合外交政策局 安全保障政策課長 高羽 陽氏
2021.12.07 第4回WG 【ハイブリッド開催】
      ・  講演①：インフラ海外展開と連結性強化に関する報告
        講師①：経済産業省 貿易経済協力局 貿易振興課長 阿部 一郎氏
      ・  講演②：サプライチェーン強靭化とアジアDXに関する報告
        講師②：経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課長 池谷 巌氏
      ・  共同研究者による中間報告の説明
2022.02.17 第5回WG 【ハイブリッド開催】
      ・  WGの振り返り
      ・  最終報告書に関する議論

9 ．貿易動向調査委員会
【委 員 長】並里 裕司 豊田通商㈱ 渉外部 調査室 室長
【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
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⑵ 活動概要

1 ）「2022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、貿易見通し作成専門委員会において「2022年度わが国貿易収支、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』2021年12月号に全文掲載）。

【商品別貿易の見通し】
2021年度    コロナ禍からの世界的な経済回復で輸出入ともに大幅増加も、資源・原材料市況の高

騰で貿易赤字へ転じる
 輸  出          83兆8,950億円（前年度比20.7％増）
 輸  入          87兆0,670億円（  同比27.4％増）
2022年度   輸出入ともに堅調に推移し、資源・原材料市況の下落で貿易赤字が縮小
 輸  出          85兆9,840億円（前年度比2.5％増）
 輸  入          87兆8,520億円（  同比0.9％増）

【経常収支の見通し】
2021年度   貿易黒字が縮小、訪日外国人の消費が減少し、経常収支黒字は大幅縮小
 経常収支 16兆2,520億円 （前年度比2兆   10億円の黒字減）
 貿易収支 4,280億円 （  同比3兆4,740億円の黒字減）
 第一次所得収支  22兆2,150億円 （  同比1兆4,430億円の黒字増）
2022年度   貿易収支黒字が拡大、経常収支黒字は 2019 年度に近い水準まで回復
 経常収支 19兆3,930億円 （前年度比3兆1,410億円の黒字増）
 貿易収支 1兆7,430億円  （  同比1兆3,150億円の黒字増）
 第一次所得収支  22兆3,520億円 （  同比1,370億円の黒字増）

②  12月2日に貿易記者会で発表したところ時事通信社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5回実施し、情報収集に務めた。

2021.05.24 第123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 調査統計担

当部長 高瀬 智子氏
2021.06.24 第124回委員会 「カーボンニュートラルに向けたビジネスの変革について」
 ㈱現代文化研究所 取締役 白木 節生氏
2021.07.27 第125回委員会 「産業動向ヒアリング結果」
 日鉄総研㈱ ビジネスソリューション部 
 チーフエコノミスト 北井 義久氏
2021.09.21 第126回委員会 「世界的な半導体不足の影響と今後の展望
  ～ポストコロナで加速するDXとカーボンニュートラルで半導体産業

成長シナリオが変わる」
 OMDIA  インフォーマインテリジェンス
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 シニアコンサルティングディレクター 南川 明氏
2021.10.11 第127回委員会 「国内・世界経済の現状と展望
 ～我々はポストコロナに向けて何を意識すべきか」
 いちよし証券㈱ 上席執行役員チーフエコノミスト 愛宕 伸康氏

② 新型コロナ感染防止のため「2021年度工場見学会」は不開催。

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。
   2021年9月号「2021年上半期の日本の貿易動向と今後の国際経済／貿易動向の注目点」（並里 裕

司委員長）

⑶ 会合等の状況
2021.05.24 第123回貿易動向調査委員会
      ・  「2022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。
      ・  （一社）電子情報技術産業協会 経営企画本部 政策渉外部 調査統計担当部長  

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。
      ・  2021年度見通し商品別レビュー第1回。
2021.06.24 第124回貿易動向調査委員会
      ・  ㈱現代文化研究所 取締役 白木節生氏より「カーボンニュートラルに向けたビジネ

スの変革について」説明を受けた後意見交換。
      ・  2021年度見通し商品別レビュー第2回。
2021.07.27 第125回貿易動向調査委員会
      ・  日鉄総研㈱ ビジネスソリューション部 チーフエコノミスト 北井義久氏より「産

業動向ヒアリング結果」について説明を受けた後意見交換。
      ・  2021年度見通し商品別レビュー第3回。
2021.09.21 第126回貿易動向調査委員会
      ・  OMDIA インフォーマインテリジェンス シニアコンサルティングディレクター 

南川明氏より「世界的な半導体不足の影響と今後の展望～ポストコロナで加速する
DXとカーボンニュートラルで半導体産業成長シナリオが変わる」について説明を
受けた後意見交換。

2021.10.11 第127回貿易動向調査委員会
      ・  いちよし証券㈱上席執行役員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～我々はポストコロナに向けて何を意識すべきか」について説明を
受けた後意見交換。

      ・  「2022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検討。
2021.11.16 第53回貿易見通し作成専門委員会
      ・  「2022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。
2021.11.30 第128回貿易動向調査委員会（書面審議）
      ・  「2022年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」（貿易見通し作成専門委員会案）を

検討。
2021.12.02  「2022年度わが国貿易収支、経常収支の見通し ～輸出入は堅調に回復、貿易収支赤字は
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改善し、経常収支黒字も拡大～」を記者発表。
2022.03.11 第129回貿易動向調査委員会 
      ・  「2021年度活動報告（案）」、「2022年度活動計画（案）」を承認。
      ・  2022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鈴木  

将之〔住友商事グローバルリサーチ㈱ 経済部 シニアエコノミスト〕の就任を承
認。

「2022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】 有賀 秀成 三菱商事㈱ 法務部 安全保障貿易管理室長
【参加会員】 27社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、極東貿易、興和、CBC、JFE商事、神鋼商事、住友商事、
全日空商事、双日、蝶理、東京貿易ホールディングス、豊田通商、長瀬産業、日鉄物産、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】 湯口 雅之 丸紅㈱ コンプライアンス統括部 安全保障・通関管理課 担当課長
【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。
2021年度においても、①輸入したリスト規制貨物の返品輸出における手続き簡素化、②貨物の再
輸出・再販売・再移転に係る事前同意条件の有期化、③規制番号国際化への対応、④輸出許可証
の早期交付、⑤該非判定書の書式統一、⑥米中対立下での両国経済安全保障政策に対峙すべく官
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民連携の一層の強化の要望（計6項目および2020年度からの継続要望1項目）を取りまとめ、2021
年7月20日に経済産業省安全保障貿易管理部へ提出した。また、要望のフォローアップのため、
2021年9月27日に経済産業省との意見交換を実施した。

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5回：2021年4月6日、5月17日、7月30日、9月29日、2022年1月21日）。経済産業省
からはEU番号と日本の貨物等省令番号のひもづけがある程度完了しており、2022年3月にシステ
ムをリリースするとの説明があった。今後必要に応じて修正を行い、より完成度を高めるため
2022年度以降も当会としてフォローしていく。

③ 「輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省令案等」に対する意見提出
・  経済産業省は、2021年8月31日、「みなし輸出」管理制度の運用明確化や輸出者等が遵守するべき

基準等を改正すべく、標記省令案を公表した。安全保障貿易管理委員会は、これに対して各商社
において不足のない対応を取るべく、各省令・通達案に関する運用内容の明確化をはじめとする
意見を取りまとめ、2021年9月29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（2022.03.11）
・  「米中の輸出規制等のアップデート
と商社の実務対応」をテーマとして
モデレーターに合同会社日本輸出管
理研究所代表の高野順一氏、パネリ
ストに兼松㈱運輸保険部安全保障貿
易管理室長の高瀬健一氏、三井物産
㈱ロジスティクス戦略部安全保障貿
易管理室長の古賀英樹氏および三菱
商事㈱法務部安全保障貿易管理室長
の有賀秀成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18社35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。

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
・  米中対立に関する最新状況理解を深めるため、防衛研究所（NIDS）地域研究部中国研究室主任
研究官 増田雅之氏より「中国における経済と安全保障」と題して説明を受けた。（2021.07.19）

・  企業における経済安全保障に関する取り組み事例について、三菱電機㈱経済安全保障統括室長 
伊藤隆氏ほかより、「リスクマネジメントとしての経済安全保障」と題して説明を受けた。
（2021.12.23）

・  安全保障貿易管理を巡る国内外における情勢について、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の香山弘文氏より「経済安全保障に関する国際情勢や日本の対応」と
題して説明を受けた。（2022.3.24）
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② 『商社のための安全保障貿易管理ガイダンス』改訂
・  2017年度を最後に改訂した『商社のための安全保障貿易管理ガイダンス（第5版）』について、改

訂当時から国際情勢が大きく変わっていることや、経済と安全保障の双方を捉えることが求めら
れていることを受け、安全保障貿易管理の徹底・浸透を図るため『商社のための安全保障貿易管
理ガイダンス（第6版）』を策定した。

③ 安全保障貿易管理実務者研修（初級編）
・  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ウェブ形式で以下の日程にて
実施した。当日は7社参加者32名より参加申し込みがあり、事後のアンケートにていずれの日程
においても9割を超える参加者から満足の声が上がった。 

    講師： 高野 順一氏 合同会社日本輸出管理研究所代表 
   〔元三井物産㈱安全保障貿易管理室長〕
    第1日目：10月11日（月）安全保障貿易管理の概念と日本の法制度の基本 
    第2日目：10月13日（水）安全保障貿易管理部門での業務の初歩
    第3日目：10月20日（水）米国再輸出管理規制と制裁法令について
    第4日目：10月25日（月）米中対立関連トピック（戦略的競争法案等について）

⑶ 会合等の状況
安全保障貿易管理委員会
2021.07.19 第193回委員会 【ウェブ開催】
      ・  防衛研究所（NIDS）地域研究部中国研究室主任研究官 増田雅之氏より「中国にお

ける経済と安全保障」と題した説明の後、質疑応答を行った。その後2021年度安全
保障貿易管理に関する要望を審議し、現在までの安全保障貿易管理委員会および検
討ワーキンググループの活動報告を行った。

2021.12.23 第194回委員会 【ハイブリッド開催】
      ・  三菱電機㈱経済安全保障統括室長 伊藤隆氏ほかより「リスクマネジメントとして

の経済安全保障」と題した講演の後、最近の安全保障貿易管理委員会およびワーキ
ンググループの活動に関する報告を行った。

2022.03.24 第195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の香山弘文氏よ

り、「経済安全保障に関する国際情勢や日本の対応」と題した説明の後、質疑応答
を行った。その後『商社のための安全保障貿易管理ガイダンス（改訂版）』、2021年
度安全保障貿易管理委員会事業報告案および2022年度安全保障貿易管理委員会事業
計画案・委員会活動体制について審議を行った。

安全保障貿易管理検討ワーキンググループ（WG）
2021.04.15 第273回WG【ハイブリッド開催】
      ・  2021年度安全保障貿易管理委員会の活動計画・スケジュールおよび安全保障貿易管

理に関する要望の取り進めについて事務局より説明を行った後、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。

2021.05.20 第274回WG【ウェブ開催】
      ・  事務局より、『商社のための安全保障貿易管理ガイダンス』改訂に向けた進捗、規

制番号国際化に関する意見交換、2021年度安全保障貿易管理に関する要望アンケー
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トの集計結果について報告を行った。その後、2021年度初回の安全保障貿易管理委
員会のテーマについて協議を行った。

2021.06.17 第275回WG【ウェブ開催】
      ・  2021年度の安全保障貿易管理に関する要望の審議を行った後、実務者情報交換会に

関する検討を行った。その後事務局より、安全保障貿易管理実務者研修、『商社の
ための安全保障貿易管理ガイダンス』の改訂に向けた進捗および第193回安全保障
貿易管理委員会のテーマについて報告を行った。

2021.07.15 第276回WG【ウェブ開催】
      ・  2021年度安全保障貿易管理に関する要望の審議を行った後、『商社のための安全保

障貿易管理ガイダンス』改訂に向けた進捗、産業構造審議会・安全保障貿易管理小
委員会中間報告に関する拡大版WG開催について報告を行った。

2021.09.16 第277回WG【ウェブ開催】
      ・  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総括補佐 末藤尚希

氏から、「産業構造審議会 通商・貿易分科会 安全保障貿易管理小委員会 中間報
告」と題して説明の後、質疑応答を行った。その後、実務者情報交換会に関する検
討、『商社のための安全保障貿易管理ガイダンス』改訂に向けた進捗報告および安
全保障貿易管理体制に関する情報交換を行った。

2021.10.21 第278回WG【ウェブ開催】
      ・  第194回安全保障貿易管理委員会のテーマ、グループディスカッションについて検

討を行った後、規制番号国際化に関する意見交換および『商社のための安全保障貿
易管理ガイダンス』改訂の進捗状況について報告を行った。その後、経済産業省と
「みなし輸出」管理および輸出者等遵守基準省令の施行スケジュール等について意
見交換を行った。

2021.11.18 第279回WG【ウェブ開催】
      ・  合同会社第一輸出管理事務所代表 米満啓氏より『商社のための安全保障貿易管理

ガイダンス』の改訂進捗状況について報告を受けた後、意見交換を実施した。その
後、今年度安全保障貿易管理委員会実務者情報交換会に関する検討および第194回
安全保障貿易管理委員会に関する報告を行った。

2021.12.16 第280回WG【ウェブ開催】
      ・  合同会社第一輸出管理事務所代表 米満啓氏より『商社のための安全保障貿易管理

ガイダンス』の改訂進捗状況について報告を受けた後、「みなし輸出」管理強化へ
の対応に関するアンケートを踏まえての情報共有、パネルディスカッションに関す
る報告を行った。

2022.01.20 第281回WG【ウェブ開催】
      ・  合同会社第一輸出管理事務所代表 米満啓氏より『商社のための安全保障貿易管理

ガイダンス』の改訂に対する各社意見に関する説明を受けた後、パネルディスカッ
ションに関する報告を行った。その後、輸出者等遵守基準省令の改正について意見
交換を行った。

2022.02.17 第282回WG【ウェブ開催】
      ・  経済産業省貿易経済協力局貿易管理部電子化・効率化推進室長の永山純弘氏より経

済産業省安全保障貿易管理HP内におけるチャットボットトライアルに関する評価
協力の依頼について説明を受けた。その後、『商社のための安全保障貿易管理ガイ
ダンス』の確認を行い、パネルディスカッションおよび第195回安全保障貿易管理
委員会について報告を行った。

2022.03.17 第283回WG【ウェブ開催】
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      ・  「商社のための安全保障貿易管理ガイダンス」の確認を行った後、2021年度安全保
障貿易管理委員会活動報告（案）および2022年度安全保障貿易管理委員会活動方針
（案）について協議を行った。

11．貿易保険委員会
【委員長】川島 正 伊藤忠商事㈱ 保険ビジネス部 担当部長
【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㈱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
に重点を置いて活動を行う。

⑵  活動概要

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

① 産業構造審議会における要望
・  小林会長が通商・貿易分科会長として委員を務める産業構造審議会総会の第29回会合
（2021.08.23）において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しているため、より一層の
対応をお願いしたい（NEXIの特約に感染症等の不可抗力事由を拡充。追加費用を対象とする保
険の事故事由にコロナを追加）、脱炭素という環境変化の中で資産入替えに当たってエグジット
に柔軟に対応いただきたい旨、発言した。

② 貿易保険制度改善要望のフォローアップ
・  「貿易保険制度改善要望」（2019.03.29）につき、㈱日本貿易保険から検討状況につき説明を受

け、意見交換を行い〔第92回委員会、第94回委員会〕、また、会合での説明を踏まえ、制度改正
案についての質問、意見等を取りまとめNEXIに提出した。

・  経済産業省からの講演時に、制度改正の状況および検討状況についてのフィードバックを依頼し
た（第91回委員会）。

2）経済産業省および㈱日本貿易保険（NEXI）等との情報・意見交換
① 経済産業省との情報・意見交換
・  経済産業省から、貿易保険の在り方に関する懇談会（第2期）報告書の概要および、第1期懇談会

報告書のその後の進捗状況等につき説明を受け、質疑応答を行った（第91回委員会）。

② ㈱日本貿易保険との情報・意見交換
・  ㈱日本貿易保険から、同行の2021年度経営計画、2019～2021年度中期経営計画最終年度のレ

ビューおよび最近の取り組み等につき説明を受け、質疑応答・意見交換を行った（第90回委員
会）。
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3 ）貿易保険に係る情報収集・共有

・  貿易保険業務に関わりの深い㈱国際協力銀行の業務について理解を深めるため、同行のスキー
ム、最近の取り組み等につき説明を受け、質疑応答を行った。（第93回委員会）。

4 ）JBIC/NEXI環境社会配慮確認のためのガイドライン改訂

・  JBIC/NEXI環境社会配慮確認のためのガイドラインは、施行5年が経過し、国際的な議論を踏ま
え改訂が行われることとなったことから、（一財）エンジニアリング協会、日本鉄道システム輸
出組合、日本機械輸出組合および当会は連名で、㈱国際協力銀行および㈱日本貿易保険宛てに
「国際協力銀行（JBIC）および日本貿易保険（NEXI）の環境社会配慮確認のためのガイドライ
ン改訂に関する要望書」（2021.04.20）を提出し、産業界の立場から、改訂に当たり、環境社会
に配慮しつつも日本企業が国際競争力を損なうことのないよう要望した。

・  当会は、財務委員会が中心となり活動し貿易保険委員会も協力した。また、コンサルテーション
会合（2021年4月、5月、6月、9月、10月、11月、12月、2月）および産業界打ち合わせに貿易保
険委員会正副委員長が出席した。

⑶ 会合等の状況
2021.04.16 第89回貿易保険委員会【書面開催】
  ・  2021年貿易保険委員会活動方針（案）につき審議し了承
2021.05.27 第90回貿易保険委員会【ウェブ開催】
  ・  講演：「日本貿易保険（NEXI）の最近の取組」
    講師：㈱日本貿易保険 執行役員企画部長 大井 麻理氏
  ・  2021年度当委員会活動につき意見交換
2021.09.29 第91回貿易保険委員会【ウェブ開催】
  ・  講演：「貿易保険制度の在り方－「貿易保険の在り方に関する懇談会（第2期）」について－」
    講師：経済産業省 貿易経済協力局通商金融課長 藤井 亮輔氏
  ・  産業構造審議会における会長の発言につき報告
2021.11.12 第92回貿易保険委員会【ハイブリッド開催】
  ・  講演：「2021年度海外投資保険の制度改正について」
    講師：㈱日本貿易保険 
        企画部制度グループ長 小沼 健一氏
        企画部制度グループグループ長補佐 髙田 麻衣歌氏
2022.02.14 第93回貿易保険委員会【ウェブ開催】
  ・  講演：「国際協力銀行の概要」
    講師：㈱国際協力銀行 
       経営企画部企画課長 平井 靖司氏、同課調査役 曽根 紗織氏
       産業投資・貿易部第1ユニット長 加藤 元気氏､ 同ユニット調査役 大橋 健太郎氏
2022.03.24 第94回貿易保険委員会【ウェブ開催】
  ・  講演：「2022年4月海外投資保険の制度改正について」
    講師：㈱日本貿易保険 
        企画部制度グループ長 小沼 健一氏
        企画部制度グループグループ長補佐 髙田 麻衣歌氏
        企画部制度グループ 峰雪 里美氏
  ・  2021年度貿易保険委員会活動報告（案）につき審議し了承
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  ・  2022年度正副委員長選任（案）につき審議し了承
  ・  2022年度貿易保険委員会活動方針（案）につき審議し了承

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
1） 脱炭素化やデジタル化等の環境変化や今後の産業動向を踏まえた、日本政府によるインフラ海外
展開関連施策、公的金融機関による支援制度に関するフォローアップ、ならびに必要に応じた商
社業界からの提言

2） インフラ海外展開の一層の活性化に向けた、日本政府および関係機関との活発な情報・意見交換
に重点を置いて活動を行う。

⑵ 活動概要

1 ）インフラシステム海外展開戦略2025の再改訂に向けた取り組み

・  「インフラシステム海外展開戦略2025」（2020.12.10策定、2021.06.17改訂）の再改訂（2022年5
月予定）に向けて、戦略の策定および改訂の背景・関係省庁の課題認識等について理解を深め、
外部有識者も交えて商社ビジネスの創出に資する戦略につき意見交換（第107回委員会）を行っ
た。また2）の活動も踏まえ、「インフラシステム海外展開戦略に向けた提言」を策定し（第108
回委員会、第110回委員会、第112回委員会）、同戦略を取りまとめている内閣官房との意見交換
を行い（第111回委員会）、また、竹本委員長、杉田副委員長および事務局等が外務省、経済産業
省、環境省の実務担当者へ説明した上で、3月28日に公表するとともに内閣総理大臣、外務大臣、
経済産業大臣、環境大臣、内閣官房長官等に提出した。

（省庁実務担当者への説明）
2022.03.15 経済産業省への説明
・面談先：貿易経済協力局 貿易振興課、同局通商金融課、産業技術環境局 地球環境連携室
2022.03.16 環境省への説明
・面談先 ：地球環境局 国際連携課 国際協力・環境インフラ戦略室、同局地球温暖化対策課 市場メ

カニズム室
2022.03.17 外務省への説明
・面談先：経済局 政策課 官民連携推進室、国際協力局 開発協力総括課

  「インフラシステム海外展開戦略に向けた提言」
  1．「新しい資本主義」と、インフラシステム海外展開戦略
  2．日本のイニシアティブと国際協調
  3．省庁横断的取り組みおよび官民連携の強化
  4．カーボンニュートラルの推進
  5．インフラシステム海外展開推進に当たっての制度の整備
   （1）上流から下流に至る包括的支援
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   （2）業界横断的な目線からの取り組み支援
   （3）ODAの戦略的活用
   （4）JCMの利便性向上
   （5）事業化につなげる実証実験の推進

2）2050年カーボンニュートラル実現に向けた商社のビジネスチャンス
・  2050年カーボンニュートラル（CN）は商社各社においても重要事項として位置づけられている

ことから、商社としても、CNを取り巻く国内外の動向を的確に捉え、ビジネスチャンスにつな
げていくため、2050年に向けた商社共通の課題や必要な施策等について外部有識者の知見・示唆
を得ながら意見交換を行った（第106回委員会、第109回委員会）。

・  2021年6月に公表されたアジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ（AETI）につ
いて、地球環境委員会、財務委員会、サステナビリティ・CSR研究会との連名で説明会を開催
し、約90名が参加した。

2021.08.24 アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ説明会【ウェブ開催】
  ・ 講演：アジア等新興国のエネルギートランジション支援について
    講師：経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油天然ガス課長 早田 豪氏

3）TICAD8に向けた情報・意見交換
・  2022年8月にチュニジアで開催予定のTICAD 8に向けて、政府間で準備が進められることを見据

え、外務省アフリカ部長から、TICAD8の実施検討状況と民間企業参加への期待、アフリカにお
けるビジネス等について説明を受け、同会議に向けた商社業界としての関心、掲げたいテーマ等
について意見交換を行った（第105回委員会）。

4 ）外部会合への参画、意見表明

①インフラシステム海外展開戦略2025の推進に関する懇談会
・  日本企業によるインフラシステムの海外展開等を推進するための経協インフラ戦略会議（大臣会
合）を補佐し、「インフラシステム海外展開戦略2025」（2020.12.10策定）に基づく具体的施策の
在り方等について議論するため、有識者によるインフラシステム海外展開戦略2025の推進に関す
る懇談会が設置され（2021.05.14）、当会小林会長が委員に就任し、会合で意見を述べた。第1回
会合（2021.05.18）では、会合に先立ち委員各社へ実施したアンケートを踏まえ、事業の運営ス
テージにおける公的支援整備、発展途上国など各国の事情に応じた脱炭素化・低炭素化への日本
の協力、FOIP（自由で開かれたインド太平洋）の実現に向けたパートナー国との連携強化・案
件形成等につき発言した。結果として、同戦略の改訂（2021.06.17）には、施設整備後の運営ま
で見据えた相手国政府との交渉やO&Mへの日本企業参画に向けた一体的案件形成、再生可能エ
ネルギーや脱炭素を支援する環境イノベーション保険の運用改善の検討、第三国における協力を
含むFOIP実現に向けた協力推進等が盛り込まれた。

・  第2回（2021.12.14）会合では、第107回委員会における、インフラシステム海外展開戦略2025再
改訂に向けた提言のテーマについての意見交換を踏まえ、脱炭素社会に向けたトランジションの
加速、FOIPを踏まえたパートナーシップの推進、省庁間連携の重要性等について小林会長が発
言した。

②航空インフラ国際展開協議会
・  官民連携により航空インフラの国際展開を推進するため設置されている国土交通省の航空インフ
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ラ国際展開協議会に、経済協力委員会委員長会社の三菱商事㈱ 平井康光取締役常務執行役員が
副会長に就任し、会合で意見を述べた。第9回会合（2021.10.28）では、航空インフラ海外展開
における脱炭素化、新型コロナウイルスやミャンマーのクーデターを踏まえた貿易保険の適用拡
充等について発言した。

③国際協力機構環境社会配慮ガイドラインの改定に関する諮問委員会
・  「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010.04.01公布、2010.07.01施行）および異議申立

手続要項の改定検討に当たり、外部有識者から助言・提言を得るため設置された（2020.08.04）、
有識者による国際協力機構環境社会配慮ガイドラインの改定に関する諮問委員会の期間延長に伴
い、引き続き、杉田哲哉経済協力委員会副委員長が委員に就任し、会合で意見を述べた（4月、5
月、6月、9月、10月）。

・  同委員会は計12回（2020.08.04～2021.10.27）の会合を開催。同委員会の助言・提言を踏まえ、
「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2022.01.04公布、2022.04.01施行）、「国際協力機構
環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申立手続要綱」（2022.1制定、2022.4施行）が公表され
た。

④開発協力適正会議
・  戦略的・効果的な援助（無償資金協力、円借款事業等）実施に向け、事業の妥当性を確認し
ODAの質と透明性の向上を図ることを目的として設置されている外務省の開発協力適正会議に、
岩城常務理事（当時）、宮本常務理事が委員に就任し、会合で意見を述べた（2021年4月・6月・8
月・10月・12月、2022年2月）。

⑶ 会合等の状況
2021.04.21 第104回経済協力委員会【書面開催】
  ・  2021年度経済協力委員会活動方針（案）につき審議し了承
2021.08.30 第105回経済協力委員会【ハイブリッド開催】
  ・  外務省 米谷光司アフリカ部長等との意見交換
    テーマ：TICAD8に向けた民間企業への期待
    来賓： 外務省 中東アフリカ局 アフリカ部
         部長 米谷 光司氏（来場）
         参事官 宮下 匡之氏（ウェブ）
    随行：  アフリカ第二課地域調整官 内藤 康司氏（来場）
         アフリカ第二課課長補佐 望月 久子氏（来場）
         アフリカ第一課事務官 金子 智奈美氏（ウェブ）
         アフリカ第二課事務官 片山 創志氏（ウェブ）
  ・  経済協力委員会で取りまとめる提言・要望等につき意見交換
  ・  インフラシステム海外展開戦略2025フォローアップ
2021.10.28 第106回経済協力委員会【ウェブ開催】
  ・  講演：カーボンニュートラルに向けた潮流と国際エネルギー情勢
      ：商社のビジネスチャンス・リスクを意識して
    講師：（一社）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
  ・  今後の活動につき意見交換
2021.11.19 第107回経済協力委員会【ハイブリッド開催】
  ・  講演：インフラシステム海外展開戦略2025の再改訂に向けた論点出し
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    講師：㈱野村総合研究所 アーバンイノベーションコンサルティング部
        グループマネージャー 又木 毅正氏
        プリンシプル 石上 圭太郎氏
  ・  インフラシステム海外展開戦略2025再改訂に向けた提言のテーマにつき意見交換
2022.01.20 第108回経済協力委員会【ハイブリッド開催】
  ・  「インフラシステム海外展開戦略に向けた提言」（骨子案）の内容、発信方法につき意見交換
2022.01.25 第109回経済協力委員会【ウェブ開催】
  ・  講演：2050年 カーボンニュートラルにおける商社のビジネスチャンス
    講師：SMBC日興証券㈱ 株式調査部シニアアナリスト 森本 晃氏
2022.03.03 第110回経済協力委員会【ウェブ開催】
  ・  「インフラシステム海外展開戦略に向けた提言」（素案）につき意見交換
  ・  今後の経済協力委員会正副委員長制度につき説明
2022.03.09 第111回経済協力委員会【ハイブリッド開催】
  ・  「インフラシステム海外展開戦略に向けた提言」（素案）につき意見交換
    来賓：内閣官房副長官補室（経協インフラ担当）
        参事官 松本 加代氏（来場）
        参事官 田中 賢二氏（ウェブ）
        参事官補佐 冨田 翔氏（来場）
        参事官補佐 板垣 慎一氏（ウェブ）
        主査 吉澤 和樹氏（来場）
2022.03.22 第112回経済協力委員会【書面開催】
  ・ 「インフラシステム海外展開戦略に向けた提言」（案）につき審議し了承
  ・ 2021年度経済協力委員会事業報告（案）につき審議し了承
  ・ 2022年度経済協力委員会正副委員長選任（案）につき審議し了承

13．人事委員会
人事委員会
【委員長】 平林 義規 三井物産㈱ 常務執行役員 人事総務部長
【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、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】 高野 克裕 三井物産㈱人事総務部安全対策室長
【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】 ラファエル・ティンティン・サンタマリア 三井物産㈱人事総務部 ダイバーシティ経営
推進室長
【参加会員】17社
伊藤忠商事、伊藤忠丸紅鉄鋼、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
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⑴ 活動方針
1）海外安全管理対策強化に向けた取り組み
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
 ・ 高年齢者雇用の推進
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た取り組み

① 海外安全対策セミナーの開催
・  3回のセミナーを開催し、海外在留邦人向けのワクチン接種およびワクチン接種証明、コロナ禍
における海外での安全確保（第7回セミナー）、COVID-19影響下における医療とセキュリティ面
のリスクマネジメント（第8回セミナー）、世界の安全保障情勢と治安リスク（第9回セミナー）
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6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（2022.02.28）。
・  外務省領事局より日本貿易会月報に寄稿していただき、コロナ禍における海外治安情勢およびワ

クチン接種（2021年9月号「解説」）、コロナ禍における海外治安情勢、海外在留邦人向けの各種
支援（2022年3月号「解説」）について情報周知を行った。

・  外務省「安全対策セミナー」への後援・周知協力を適宜行った。

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3回のセミナー・会合を開催し、人材版伊藤レポート（第13回セミナー）、エンゲージメントマ

ネジメントを生かした人的資本経営 （第11回コミッティ）、高年齢者雇用安定法改正について、
ベテラン層のさらなる活躍推進に向けた再雇用制度の拡大（第12回コミッティ）について説明を
受けた。

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第17回総会（2021.06.08）および第18回総会
（2021.11.30）に河津司専務理事が出席し、海外の日本人学校等における教育環境の改善・拡充
について要望を述べた。
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4 ）商社研修事業の継続

① 商社新人研修
・  会員企業2社の新入社員18名対象に、ABIC講師2名によるビジネスの意識付けやマナー講師によ

る研修を2日間にわたりウェブ形式で実施した（2021.04.08-09）。

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

・  日フィンランド社会保障協定が発効したことを受け、（一社）日本在外企業協会と共催でオンラ
イン説明会を実施した（2021.01.17）。

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 ワクチンパスポートに関する要望（参議院自民党政策審議会）
・  参議院自民党政策審議会に事務局が出席し、水際対策の緩和、ワクチンパスポート発行手続きの
簡素化、形式・内容の明確化・共通化について意見を述べた（2021.09.14）。

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への各社対応状況に関するアンケート調査を計14回実施し、人事委員会、海
外安全対策ワーキンググループ内で共有した。

③ 経済産業省による新型コロナウイルスワクチン職域接種に関するアンケート調査（2021.06.04）
・  経済産業省の依頼を受け、ワクチン接種の加速化に向けた職域接種の実施意向を確認するアン

ケート調査を実施した。
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）を適宜周知。

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
2021.07.07 第76回委員会 【ウェブ開催】
      ・  講演：「幸福経営学 ～社員と社会を幸せにする経営を目指して」
        講師： 慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 教授
           前野 隆司氏
2021.11.11 第77回委員会 【ウェブ開催】
      ・  講演：「経営戦略としての『人材ファースト』」
        講師：㈱日本M&Aセンター 常務執行役員
           人材ファースト統括部長 有賀 誠氏
2022.03.10 第78回委員会 【ハイブリッド開催】
      ・  講演：「イノベーションを起こす組織づくり 人事のミッション」
        講師：グーグル合同会社 執行役員 人事本部長 谷本 美穂氏
      ・  2021年度活動報告（案）審議
      ・  2022年度正副委員長選任および活動計画（案）審議
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海外安全対策ワーキンググループ
2021.06.03 第5回ワーキンググループ【ウェブ開催】
      ・  2021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
2021.07.16 第7回セミナー【ウェブ開催】
      ・  講演①：「海外在留邦人向けのワクチン接種およびワクチン接種証明について」
         講師①：外務省 領事局 新型コロナ・ウイルスワクチン接種支援室長
            内閣官房副長官補付 企画官 石丸 淳氏
      ・  講演②：「コロナ禍における海外での安全確保について」
         講師②：外務省 領事局 邦人テロ対策室長 兼 経済局官民連携推進室
            日本企業海外安全対策 特別専門官 石丸 淳氏
2021.10.01 第6回ワーキンググループ【ウェブ開催】
      ・  次回以降のセミナーについて
      ・  海外安全対策全般に関する課題の共有・情報交換
2021.11.30 第8回セミナー【ウェブ開催】
      ・  演題：「COVID-19影響下における医療とセキュリティ面のリスクマネジメント」
         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 野村 亜希子氏
           インターナショナルSOS セキュリティディレクター、ノースアジア
           黒木 康正氏
2022.02.24 第9回セミナー【ウェブ開催】
      ・  講演：「世界の安全保障情勢と治安リスク ～紛争・テロ・政情不安リスクと備え」
         講師：国際政治アナリスト  合同会社グローバルリスク・アドバイザリー代表
           NPO法人海外安全・危機管理の会（OSCMA） 代表理事 菅原 出氏
2022.03.24 第7回ワーキンググループ 【ウェブ開催】
      ・  海外安全対策全般に関する課題の共有・情報交換
      ・  2021年度活動の振り返り、委員挨拶

ダイバーシティ推進コミッティ
2021.07.02 第13回セミナー【ウェブ開催】
      ・  講演：「人材版伊藤レポート～持続的な企業価値向上に向けた人財戦略～」
         講師：一橋大学CFO教育研究センター長 伊藤 邦雄氏
2021.11.25 第11回コミッティ 【ハイブリッド開催】
      ・  講演：「エンゲージメントマネジメントを生かした人的資本経営
           ～持続的成長と社会価値創出に向けた風土改革の推進～」
         講師：日本ユニシス㈱ 執行役員グローバルビジネス部担当
           白井 久美子氏
2022.03.17 第12回コミッティ 【ハイブリッド開催】
      ・  講演①：「高年齢者の就業機会確保に向けて」
         講師①：厚生労働省 職業安定局 高齢者雇用対策課 課長補佐 遠藤 径至氏
      ・  講演②：「ベテラン層のさらなる活躍推進に向けた再雇用制度の拡大
        ～希望者全員が70歳までモチベーション高く働き続けることができる仕組みへ～」
         講師②：ダイキン工業㈱ 人事本部 ダイバーシティ推進グループ
            担当課長 今西 亜裕美氏
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14．情報システム委員会
【委 員 長】 真野 雄司 三井物産㈱ 執行役員 デジタル総合戦略部長
【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 

＜情報システムワーキンググループ＞
【座  長】日高 正雄 三井物産㈱ デジタル総合戦略部 DX人材開発室 兼
戦略企画室 マネージャー 
【参加会員】 20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、神鋼商事、住友商事、
全日空商事、双日、蝶理、長瀬産業、日鉄物産、阪和興業、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】 内野 慎一 豊田通商㈱ IT戦略部 グループリーダー
【参加会員】 23社
伊藤忠商事、伊藤忠丸紅鉄鋼、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、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、
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）
3）パンデミック環境下における情報共有の仕組み導入
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
に重点を置いて活動を行う。

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

・  委員会では、2021年度の情報システムワーキンググループでも関心事項となっていた、ペーパー
レスに関する取り組みについて、リコー㈱による取組事例紹介を実施した。また、DXへの対応
として、今後デジタルを活用したビジネスの変革・創出をリードできる人材とその確保・育成に
ついて、デロイトトーマツコンサルティング合同会社による講演会を実施した。

・  ワーキンググループでは、2022年1月より改正される電子帳簿保存法について直前の対応を確認
するため、国税庁担当官による講演会を実施した。見学会については、新型コロナウイルス感染
防止の観点から中止とした。
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2 ）各社取り組み状況の共有と意見交換の実施

・  情報システムワーキンググループにおいて、2016年度より実施している新ITを活用した営業部
門への支援に関するアンケートのブラッシュアップを行うとともに、各社における攻め／守りの
DXに関する取り組み事例につき共有を行った。

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・共有の為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2021年度に引き続き加盟会社間での情報共有を行い、新たにセ
キュリティインシデントの発生件数に関する調査を行った。また技術部会では、2021年度に引き
続き実機を用いた終日型の演習や、半日型のハンズオントレーニングを実施した。

⑶ 会合等の状況
情報システム委員会
2021.06.10 第92回委員会【ウェブ開催】
      ・  講演：「リコーの働き方改革とペーパーレスの取り組みとこれから」
        講師：リコー㈱ 理事デジタル戦略部基盤開発統括センター所長 小林 一則氏
2022.01.13 第93回委員会【ウェブ開催】
      ・  講演：「DXを担うデジタル人材獲得に向けた道のり」
        講師：デロイトトーマツコンサルティング合同会社CSO 松江 英夫氏
2022.03.30 第94回委員会【書面開催】
      ・  2021年度事業報告案の説明・承認
      ・  2022年度活動案の説明・承認

情報システムワーキンググループ（WG）
2021.09.27 新コミュニケーションツール活用情報交換会
2021.10.18 第1回WG 
      ・  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2021年度の大き

なトピックスについての意見交換」
2021.11.24 第2回WG
      ・  情報交換：「RPA、AI-OCR、Chatbot、議事録自動作成に関する各社取り組み事

例」
2021.12.20 第3回WG
      ・  講演：「電子帳簿保存制度見直しにおけるシステム対応上の留意点」
        講師：国税庁 課税部 課税総括課 課長補佐 長内 泰祐氏
2022.01.24 第4回WG
      ・  情報交換：「攻めのIT・DXに関する取組み事例（AI、IoT、組織）」
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日本貿易会ISAC
＜実務部会＞
2021.04.16 第19回実務部会
      ・  講演：「NECにおけるサイバーセキュリティ対策の取り組み」
        講師：日本電気㈱ 経営システム本部CISOオフィス統括 田上 岳夫氏
           サイバーセキュリティ事業部 瀬良 佳謙氏
2021.06.18 第20回実務部会
      ・  情報交換「ITガバナンスに関する各社の取組、セキュリティインシデントの発生

状況に関する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」
2021.08.20 第21回実務部会
      ・  情報交換「脆弱性を悪用した攻撃を発端としたランサムウェア感染などの被害増加

をふまえ、他社との脆弱性対応の情報交換」
2021.10.15 第22回実務部会
      ・  講演「いわゆる"標的型"ランサム攻撃の実態と傾向」
        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
2021.12.17 第23回実務部会
      ・  講演：「最近のセキュリティインシデントの動向と対策の考え方」
        講師：日本電気㈱ サイバーセキュリティ戦略本部 
           セキュリティ技術センター長 青木 聡氏
2022.03.16 第24回実務部会
      ・  情報共有：「実務部会定期アンケート（BEC・標的型攻撃・ランサム）集計結果」
      ・  2021年度日本貿易会ISAC総会

＜技術部会＞
2021.05.21 第19回技術部会
      ・  講演：「NECにおけるインシデントレスポンスとその対応」
        講師：日本電気㈱ サイバーセキュリティ戦略本部 
           セキュリティ技術センター長 青木 聡氏
2021.07.16 第20回技術部会
      ・  実機演習：「NECサイバーセキュリティ演習」
2021.09.17 第21回技術部会
      ・  演習「ゲーム演習で学ぶCSIRTの動き」
        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
2021.11.19 第22回技術部会
      ・  講演：「脆弱性診断の傾向と具体例の紹介」
        講師：㈱インフォセック セキュリティアセスメントユニット
           ユニットマネージャー 兼 ビジネス統括グループ
           グループマネージャー補佐 岡田 裕司氏
      ・  講演：「ランサムウェアの現状について」
        講師：NECサイバーセキュリティ戦略本部
           上席サイバーセキュリティプロフェッショナル 谷川 哲司氏
2022.01.21 第23回技術部会
      ・  座学：「リモートログ分析」
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        演習：「ログ分析ツールを用いたインシデントの疑似調査」
        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
2022.02.18 第24回技術部会
      ・  講演：「防災訓練の振り返りとサマリ共有」
        講師：NECソリューションイノベータ㈱ サイバーセキュリティG 
           プロフェッショナル 中島 康彦氏

15．社会貢献・ABIC委員会
【委 員 長】 小林 正幸 双日㈱ サステナビリティ推進室 専門部長
【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
以下の取り組みに重点を置いて活動を行った。
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45回委員会（2021.04.15）において、宮崎ABIC常務理事･事務局長より「2020年度ABIC事業
報告（案）／収支報告（案）」、「2021年度ABIC事業計画（案）／収支予算（案）」、伊藤総務グ
ループ長より「2021年度JFTC/ABIC業務委託契約（案）」について説明を受け、質疑応答を
行った後、「2021年度ABIC事業計画（案）／収支予算（案）」及び「2021年度JFTC/ABIC業務
委託契約（案）」を審議し、了承した。

・  第47回委員会（2022.01.20）において、宮崎ABIC常務理事･事務局長より「2021年度前期ABIC
活動報告」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、2021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。

・  第48回委員会（2022.04.04）において、宮崎ABIC常務理事･事務局長より「2021年度ABIC事業
報告（案）／収支報告（案）」「2022年度ABIC事業計画（案）／収支予算（案）」、伊藤総務グ
ループ長より「2022年度JFTC/ABIC業務委託契約（案）」について説明を受け、質疑応答を
行った後、「2022年度ABIC事業計画（案）／収支予算（案）」及び「2022年度JFTC/ABIC業務
委託契約（案）」を審議し、了承した。

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

・  （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及び兵庫国際交流会館におけ
る留学生支援バザー（春・秋各1回）については、コロナ禍の影響により、 東京国際交流館で秋
期バザーのみの実施となり、衣類品等を提供した。
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3 ） 社会貢献に係る情報収集及び会員各社活動の情報・意見交換

・  第45回委員会（2021.04.15）において、各社の社会貢献活動計画に関する意見交換を行った。
・  第46回委員会（2021.07.28）において、以下のテーマについて各社アンケートを実施し、意見交

換を行った。
  テーマ：「コロナ禍における社会貢献活動について」
・  第47回委員会（2022.01.20）において、以下のテーマについて講演会を開催し、意見交換を行っ

た。
  講演：「東京2020パラリンピック開催を契機とした企業によるパラスポーツ支援
      ～活力ある共生社会の実現に向けて～」
  講師：（公財）日本パラスポーツ協会 企画広報部長 染谷 浩氏

⑶ 会合等の状況
2021.04.15 第45回社会貢献・ABIC委員会【ウェブ開催】
     ・  2020年度ABIC事業報告（案）／収支報告（案）、2021年度ABIC事業計画（案）／収

支予算（案）
     ・  2021年度JFTC/ABIC業務委託契約（案）
     ・  2021年度当委員会開催日程（案）
     ・  2021年度の各社社会貢献活動計画に関する意見交換 他
2021.07.28 第46回社会貢献・ABIC委員会【ウェブ開催】
     ・  コロナ禍における社会貢献活動に関する意見交換 他
2022.01.20 第47回社会貢献・ABIC委員会【ハイブリッド開催】
     ・  講演：「東京2020パラリンピック開催を契機とした企業によるパラスポーツ支援～活

力ある共生社会の実現に向けて～」
        講師：（公財）日本パラスポーツ協会 企画広報部長 染谷 浩氏
     ・  2021年度前期 ABIC活動報告 他
2022.04.04 第48回社会貢献・ABIC委員会【ウェブ開催】
     ・  2021年度活動報告書（案）
     ・  2021年度ABIC事業報告（案）／収支報告（案）、2022年度ABIC事業計画（案）／収支

予算（案）
     ・  2022年度JFTC/ABIC業務委託契約（案）
     ・  2021年度社会貢献・ABIC委員会活動に関するアンケート結果
     ・  2022年度正副委員長選任
     ・  2022年度活動方針（案） 他

16．サステナビリティ・CSR研究会
【座  長】 高堰 博英 三井物産㈱ サステナビリティ経営推進部 部長補佐
【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
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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。
1）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
2） 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。

1 ）第63回サステナビリティ・CSR研究会（2021.06.25）

① 各社のマテリアリティ／SDGs関連目標・KPI設定について
  ・  事前アンケート結果に基づき、各社から前回アンケート（2019.12.06）からの進展や変更点

を中心に説明があった後、質疑応答・情報交換を行った。

② 次回以降の研究会活動（講演会、投資家との意見交換会、等）について
  ・  委員から寄せられたアイデアを中心に意見交換を行った結果、MSCIジャパンに意見交換を

打診するとともに、委員共通の関心の高いテーマについて外部有識者による講演会を検討す
ることとなった（テーマ案：人権、コーポレートガバナンス・コード改訂、EUコーポレー
ト・サステナビリティ報告指令、等）。

2 ）第64回サステナビリティ・CSR研究会（2021.12.14）

① 「ビジネスと人権」に関する講演会の開催
・  経済産業省 通商政策局通商戦略室 室長補佐 飯野 拓馬氏を招き、「ビジネスにおける人権課題

の国際的潮流と企業が対応すべきポイント、日本政府の取組」と題して、海外のサプライチェー
ンでの人権侵害リスク等を踏まえた経済産業省の取り組みを中心に諸外国の動向等に関する講演
を行った。その後、質疑応答と意見交換を行った。

② MSCIへのアプローチの経過報告、今後の対応
・  事務局よりメールにてニューヨーク、東京の各オフィスに面談を申し入れたものの返信ない旨報
告後、ニューヨークオフィスから「ESGの評価機関として発行体にアドバイスをすることができ
ない」と断りの連絡があった。

・  今後の対応につき、個社ベースで一定のコンタクトはできるので、これ以上深追いしないことで
合意した。

③ 研究会メンバー拡大について
・  事務局より、三水会メンバー会社にてサステナビリティ推進に対する関心が高まっているため、
研究会参加を呼び掛けたい旨提案があり、質疑応答の結果、方向性につき特に異論のないことを
確認した。

④ 研究会から委員会への変更について
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・  事務局より、当研究会は2003年に勉強会的な位置づけで設立されたが、「サプライチェーンCSR
行動指針」策定やTCFD提言賛同表明など、勉強会の枠を超えた活動も行っており、今後も徐々
に増えていくと想定されることから、名称を研究会から委員会に変更する方向で検討したい旨提
案があり、質疑応答の結果、方向性につき特に異論のないことを確認した。

3 ）その他

①  IFRS財団・ISSB（国際サステナビリティ基準審議会）設立に伴うサステナビリティ開示基準へ
の対応

・  事務局にて、サステナビリティ開示基準の国際標準化の動きに対応し、関係委員会・研究会（経
理委員会、地球環境委員会、サステナビリティ・CSR研究会）委員の任意参加による連絡会を立
ち上げ、情報共有等を開始した。また、経済産業省の依頼を受け、気候関連開示プロトタイプに
関する周知・意見照会を行い、個社意見として提出した。

⑶ 会合等の状況
2021.06.25 第63回サステナビリティ・CSR研究会【ウェブ開催】
      ①各社のマテリアリティ／SDGs関連目標・KPI設定について
      ②次回以降の研究会活動（講演会、投資家との意見交換会、等）について
      ③その他
2021.12.14 第64回サステナビリティ・CSR研究会【ハイブリッド開催】
      ① 講演:「ビジネスにおける人権課題の国際的潮流と企業が対応すべきポイント、日本

政府の取組」
       講師： 経済産業省 通商政策局通商戦略室 室長補佐 飯野 拓馬氏
      ②その他
      ・  MSCIとのアプローチの経過について
      ・  研究会メンバー拡大について
      ・  研究会から委員会への変更について
      ・  商社シンポジウムの開催について
2022.03.11 第65回サステナビリティ・CSR研究会【ウェブ開催】
      ①2021年度活動報告（案）について
      ②2022年度正副座長の選任について
      ③サステナビリティ推進委員会への変更について  
      ④2022年度活動方針（案）について
      ⑤2021年度サステナビリティ・CSR研究会活動に関するアンケート結果について
      ⑥その他

17．内部統制連絡会
【座  長】 小泉 敏弘 双日㈱ 内部統制統括部部長
【参加会員】 27社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、岡谷鋼機、兼松、極東貿易、興和、CBC、JFE商事、神栄、
住友商事、双日、蝶理、豊田通商、東京貿易ホールディングス、長瀬産業、日鉄物産、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

Ⅲ . 常設委員会・研究会・連絡会

80 81

2021年度事業報告書附属明細書_本文.indd   80 2022/04/28   17:18



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

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
  ・  J-SOXの形骸化に対応するには（2021年度セミナー）、海外子会社の内部統制（第45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
  ・  内部統制に関する関心事項について情報交換を行った（2021年度幹事会、第46回連絡会）。

⑶ 会合等の状況
内部統制連絡会・幹事会
2021.04.23 2021年度幹事会【実開催】
  ・  内部統制に関する関心事項、課題の共有
  ・  2021年度内部統制連絡会の活動について

内部統制連絡会
2021.10.12 第45回連絡会【ハイブリッド開催】
     ・  講演：「不正事例に学ぶ子会社のリスク管理のポイント～最近の海外不正事案を踏ま

えて～」
       講師：有限責任あずさ監査法人 リスクマネジメント部 パートナー 細井 友美子氏
2021.12.17 第46回連絡会【実開催】
     ・  以下のテーマに分かれてグループディスカッションを実施
        J-SOX、内部統制実務における電子化・DX導入の取り組み
        子会社・グループ会社（海外含む）のガバナンス
        J-SOX評価の見直し・効率化・課題について
2022.02.28 第47回連絡会【書面開催】
     ・  内部統制連絡会の改称に関する審議
2022.03.10 第48回連絡会【書面開催】
     ・  2021年度活動報告（案）審議
     ・  2022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
2021.07.15 2021年度セミナー【ウェブ開催】
     ・ 講演：「J-SOXの形骸化に対応するには～基本に立ち返って」
       講師：プロティビティ LLC シニアマネージングディレクター 神林 比洋雄氏
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Ⅳ．特別研究事業

特別研究会「デジタル新時代と商社」

【座  長】 平栗 拓也 三菱商事㈱ デジタル戦略部長
【主  査】 森川 博之 東京大学 大学院工学系研究科 教授
【参加会員】 13社
伊藤忠商事、稲畑産業、岩谷産業、兼松、興和、住友商事、双日、帝人フロンティア、
東京貿易ホールディングス、豊田通商、丸紅、三井物産、三菱商事

⑴ 活動方針
1）デジタル化推進に向けての商社業界共通の課題等に係る意見交換
2）デジタル化に関する業界横断的な取り組みに係る意見交換
3）デジタル化による商社のビジネスモデルの変化に係る意見交換
4）上記研究の結果を2022年5月を目標に成果物として公表

⑵ 活動概要

1 ）活動内容

各社のデジタル化推進の現状、課題、新たなビジネスモデル等について、業界全体として研究を行
い、成果を共有・発表する。主に以下の項目について研究を実施。
・ 人材育成〔IT部門人材・ユーザー人材、採用（新卒…キャリア）、教育等〕
・ 組織（機能の内製化、部門縦割りの打破、上下階層のフラット化等）
・ ビジネスモデルの変化（競争と協調、スマートコントラクト、デジタル通貨等）

2 ）スケジュール

・ 2021.4～2022.2 研究会による意見交換/情報収集
・ 2022.1～2022.5 報告書取りまとめ
・ 2022.6        報告書発刊予定

⑶ 会合等の状況
2021.04.20 第1回特別研究会【ハイブリッド開催】 
     ・  森川主査、平栗座長、篠原副座長、当会専務理事より挨拶の後、全委員より自己紹介

を実施。
     ・  研究会の目標・内容、全体スケジュール等について事務局から説明し、研究会への期

待等について意見交換。
2021.05.26 第2回特別研究会【ハイブリッド開催】 
     ・  森川主査より「ニューノーマル×デジタル×経営」について、座長会社（三菱商事）

より「三菱商事のDX戦略における人材育成」について講演。
     ・  各社関心事項、今後の方向性について討議。
2021.06.23 第3回特別研究会【ハイブリッド開催】
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     ・  商社業界においてデジタルを活用して協調出来る分野の取り組みに関して、各社から
の事前アンケート結果を基に意見交換。

2021.07.28 第4回特別研究会【ウェブ開催】
     ・  ジョージタウン大学研究教授 松尾真一郎氏による「ブロックチェーンにまつわる温

故知新」と題する講演の後、質疑応答。
     ・  座長会社よりDeCurretに関する取り組みを紹介し、商社業界におけるデジタル分野

の協調領域に関する方向性につき検討。
2021.08.25 第5回特別研究会【ウェブ開催】 
     ・  座長会社より三菱商事のディーカレット適用事例の紹介の後、予め実施したアンケー

トに基づき、①貿易/商取引分野の商流における各社共通のスマートコントラクト化
プラットフォーム、②環境分野におけるScope3の物流サプライチェーンの算出方法
等の共通プラットフォームに関する意見交換を実施。

2021.09.29 第6回特別研究会【ハイブリッド開催】 
     ・  貿易/商取引分野の商流における各社共通のスマートコントラクト化プラットフォー

ム構築に向けて、各社の取り引きモデルを基に意見交換を実施。
     ・  次回以降の研究会の進め方について検討。
2021.10.27 第7回特別研究会【ハイブリッド開催】 
     ・  貿易／商取引分野の商流における各社共通のスマートコントラクト化プラットフォー

ム構築に向けて、各社の取り引きモデル（医薬品、鉄鋼分野等）を基に意見交換を実
施。

     ・  下半期に取りまとめる成果物のイメージ、今後の研究会の進め方等について、座長会
社より説明し、意見交換を実施。

2021.11.17 第8回特別研究会【ハイブリッド開催】 
     ・  伊藤忠商事によるサプライチェーンの最適化事例、兼松による決裁システム「HI-

MAWARI」事例の紹介の後、意見交換を実施。
     ・  今後の研究会の進め方等について座長会社より説明。
2021.12.22 第9回特別研究会【ハイブリッド開催】 
     ・  Open21システムズ取締役 佐々木健之氏より、Open21システムの現状、将来構想、

協業分野等について説明を受けた後、質疑応答。
     ・  興和による今後のデジタル活用事例、岩谷産業によるイワタニゲートウェイの取り組

み、三井物産によるダイナミックプライシングの取り組みの紹介後、意見交換を実
施。

     ・  今後の研究会の進め方、成果物等について座長会社から説明。
2022.01.19 第10回特別研究会【ハイブリッド開催】 
     ・  成果物発刊に向けてのスケジュールや各社への執筆依頼等について事務局より説明。
     ・  住友商事によるDXの取り組み、帝人フロンティアによるグループにおけるデジタル

構想、丸紅によるおまかせEV for Bizサービスの紹介後、意見交換を実施。
2022.02.16 第11回特別研究会【ハイブリッド開催】 
     ・  双日によるBPR・RPAの取り組み、東京貿易ホールディングスによるグループ内で

のDXの取り組み、豊田通商による船舶燃料クラウド受発注アプリBunkerNote、三菱
商事による技術の内製化によるDXの推進の紹介後、意見交換を実施。

     ・  成果物に掲載する各社事例のカテゴリー分け等について座長会社より説明。
2022.03.16 第12回特別研究会【ハイブリッド開催】 
     ・  成果物の作業進捗状況、今後の作業スケジュール等について事務局より説明。
     ・  主査、座長、副座長含む全委員より1年間の活動を踏まえた感想を発表。
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Ⅴ. 常設懇談会

1 ．経済産業省・商社政策懇談会
2021.04.07 第290回懇談会【ハイブリッド開催】
      ＜経済産業省＞
       ① インフラ海外展開の最近の動向について
         貿易経済協力局 貿易振興課長 吉岡 孝氏
       ② 海外サプライチェーン多元化等支援事業について
         貿易経済協力局 貿易振興課長 吉岡 孝氏
       ③ 貿易保険を巡る最近の動向について
         貿易経済協力局 通商金融課長 藤井 亮輔氏
       ④ 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
      （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 岩永 正嗣氏
       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 貿易振興課長 吉岡 孝氏
       貿易経済協力局 通商金融課長 藤井 亮輔氏
      ＜商社＞
       ① 住友商事の海外工業団地事業について
         住友商事㈱ 海外工業団地部長 中西 栄介氏

2021.06.02 第291回懇談会【ウェブ開催】
      ＜経済産業省＞
       ① 質高インフラFS事業の公募について
         貿易経済協力局 貿易振興課長 吉岡 孝氏
       ② 産業構造審議会通商・貿易分科会について
         通商政策局 総務課長 浦上 健一朗氏
      （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 岩永 正嗣氏
       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 貿易振興課長 吉岡 孝氏
      ＜商社＞
       ① ヘルスケア事業部の取り組み
         双日㈱ ヘルスケア事業部 事業開発第一課 課長 合田 尚平氏

2021.07.07 第292回懇談会【ハイブリッド開催】
      ＜経済産業省＞
       ① 産業構造審議会 通商・貿易分科会 安全保障貿易管理小委員会 中間報告
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         貿易経済協力局 貿易管理部 部長 風木 淳氏
       ② グリーン成長の実現に向けた日ASEAN協力の推進
         通商政策局 総務課長 藤澤 秀昭氏
       ③ 気候変動に関する国際動向
         産業技術環境局 地球環境対策室長 川口 征洋氏
       ④ 経済のデジタル化に伴う国際課税ルールの見直しについて
         貿易経済協力局 投資促進課 課長補佐 山同 康太氏
      （出席者）
       通商政策局 審議官 矢作 友良氏
       貿易経済協力局 審議官 岩永 正嗣氏
       通商政策局 総務課長 藤澤 秀昭氏
       貿易経済協力局 総務課長 石上 庸介氏
       貿易経済協力局 貿易管理部 部長 風木 淳氏
       産業技術環境局 地球環境対策室 室長 川口 征洋氏
       貿易経済協力局 投資促進課 課長補佐 山同 康太氏
      ＜商社＞
       ① 循環型社会の国際的な潮流と豊田通商のプラスチック再資源化事業
         豊田通商㈱ 環境・基礎化学品部 
         リサイクル事業推進G 課長職 山下 晴道氏

2021.09.01 第293回懇談会【ウェブ開催】
      ＜経済産業省＞
      ① 貿易保険の在り方に関する懇談会（第2期）報告書
        貿易経済協力局 通商金融課 課長 藤井 亮輔氏
      ② 補助金相殺関税（CVD）措置の活用に向けた課題と対応の方向性
        貿易経済協力局 貿易管理部 特殊関税等調査室 室長 三輪田 祐子氏
      （出席者）
       通商政策局 審議官 矢作 友良氏
       貿易経済協力局 審議官 岩永 正嗣氏
       貿易経済協力局 総務課長 石上 庸介氏
       貿易経済協力局 通商金融課長 藤井 亮輔氏
       貿易経済協力局 貿易管理部 特殊関税等調査室 室長 三輪田 祐子氏
      ＜商社＞
       ① 洋上風力発電事業への丸紅の取り組み
         丸紅㈱ 電力本部副本部長（兼）国内電力プロジェクト部長 幾島 渉氏

2021.11.04 第294回懇談会【ハイブリッド開催】
      ＜経済産業省＞
       ① 経済のデジタル化に伴う国際課税ルールの見直しについて
         貿易経済協力局 投資促進課長 垣見 直彦氏
       ② 企業のサプライチェーンと人権を巡る動向
         大臣官房 ビジネス・人権政策統括調整官 柏原 恭子氏
      （出席者）
       通商政策局 審議官 矢作 友良氏
       貿易経済協力局 審議官 岩永 正嗣氏
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       通商政策局 総務課長 藤澤 秀昭氏
       貿易経済協力局 総務課長 石上 庸介氏
       貿易経済協力局 投資促進課長 垣見 直彦氏
       大臣官房 ビジネス・人権政策統括調整官 柏原 恭子氏
      ＜商社＞
       ① 低炭素社会の実現に向けたCCUSによる次世代上流資源ソリューション型
         事業展開
         三井物産㈱ 石油ガス資源開発部長 丸山 泰央氏

2022.02.02 第295回懇談会【ウェブ開催】
      ＜経済産業省＞
       ① 今後の通商日程
         通商政策局 総務課長 藤澤 秀昭氏
       ② 萩生田大臣の1月のASEAN出張について
         通商政策局 アジア大洋州課長 池谷 巌氏
       ③ インフラFS事業および海外サプライチェーン多元化等支援事業について
         貿易経済協力局 貿易振興課長 阿部 一郎氏
       ④ 気候関連の国際開示基準への対応について
         経済産業政策局 企業会計室長/アジア新産業共創政策室長 前田 翔三氏
      （出席者）
       通商政策局 審議官 矢作 友良氏
       貿易経済協力局 審議官 岩永 正嗣氏
       通商政策局 総務課長 藤澤 秀昭氏
       貿易経済協力局 総務課長 石上 庸介氏
       通商政策局 アジア大洋州課長 池谷 巌氏
       貿易経済協力局 貿易振興課長 阿部 一郎氏
       経済産業政策局 企業会計室長/アジア新産業共創政策室長 前田 翔三氏
      ＜商社＞
       ① コーポレートPPA事業環境と三菱商事の取り組みについて
         三菱商事㈱ 電力ソリューショングループ エネルギーサービス本部 
         再エネソリューション事業室長 藤井 隆男氏

2 ．常任理事・理事・監事会社連絡会
2021.05.19 第56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170回理事会議案（2020年度事業報告（案）お

よび財務諸表等（案）、2021年度事業計画（案）および収支予算（案）、常勤役員の
報酬等の額（案）、会員推薦による個人会員の入会（案）、審議員の委嘱（案）、役
員の選任（案）、常任理事の選任（案）、顧問および参与の推薦（案）、業務執行理
事の選定（案）、役員賠償責任保険（D&O保険）を全役員対象に付保する件（案）、
特定非営利活動法人国際社会貢献センターとの契約締結（案）、職務執行状況）に
ついて報告。

      ・  広報委員会商社シンポジウム実行委員会2020年度活動、第1回「デジタル新時代と
商社」特別研究会開催、中華人民共和国駐日本国大使館 宋耀明公使来訪、『商社の
ための原産地自己申告制度ガイダンス』セミナー開催、専務理事の社外取締役就
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任、今後の主要会合等日程について説明。
      ・  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6

回として、稲畑産業㈱から事業紹介。
2021.07.21 第57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369回常任理事会（西村経済再生担当大臣講演）

について報告。
      ・  国際社会貢献センター（ABIC）2020年度活動報告・2021年度事業計画、商社業界

における約束手形廃止に向けた自主行動計画に関する検討状況、令和4年度税制改
正要望に関する対応、政策業務第三グループ所管事業の直近の動き、日本貿易会ゼ
ミナール・特別企画開催、日本貿易会の新型コロナウイルス感染対策および出勤率
のHP公開、企画・人事グループ所管事業の直近の動き、今後の主要会合等日程、
三水会メンバーへのヒアリング、当会への出向者派遣について説明。

      ・  メンバー企業事業紹介：第7回CBC㈱
2021.09.15 第58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370回常任理事会（多田経済産業事務次官講演）

について報告。
      ・  日本貿易会および国際課税連絡協議会の令和4年度税制改正要望、2021年度安全保

障貿易管理に関する要望、新型コロナウイルス関連報告および各社対応状況、2021
年度予算進捗状況、今後の主要会合等日程について説明。

      ・  三水会ヒアリングの取りまとめと今後の対応方針案について報告した後、メンバー
間で意見交換を実施。

2021.11.17 第59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371回常任理事会（牧島デジタル大臣講演）に

ついて報告。
      ・  約束手形廃止に向けた自主行動計画、政策業務第三グループ所管事業直近の動き、

日本貿易会講演会動画公開アーカイブ（会員限定）の新設、日本貿易会運営におけ
る新型コロナウイルス対策、商社シンポジウムに関する検討状況（中間報告）、企
画・人事グループ所管事業直近の動き、今後の主要会合等日程について説明。

      ・  メンバー企業事業紹介：第8回日鉄物産㈱
      ・  情報交換プラットフォーム創設のトライアルとして「環境・SDGｓへの対応」を

テーマにメンバー間での意見交換を実施
2022.02.16 第60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371回常任理事会（小林経済安全保障担当大臣

講演）について報告。
      ・  令和4年度税制改正要望結果、物流委員会・安全保障貿易管理委員会・情報システ

ム委員会の活動状況、政策業務第三グループ所管事業直近の動き、調査グループ所
管事業直近の動き、広報・CSRグループ所管事業直近の動き、今後の主要会合等日
程について説明。

      ・  新規事業若手向けゼミナール（仮称）の概要について事務局より説明の後、意見交
換を実施。

2022.03.23 第61回常任理事・理事・監事会社連絡会【ウェブ開催】
      ・  事務局から、第171回理事会議案（定時総会で承認を得るまでの間の2022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）、常任理事（理事）の退任（案）、当会規程の改定（案）、定時総会の日時､
場所および議事に関する事項（案）、職務執行状況および中期行動計画2022進捗状
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況、事務局組織の状況）について説明。
      ・  2021年度収支見通しおよび2022年度収支予算（案）、2022年度事業計画（案）、商社

のためのEPA活用法ガイドブック発刊、政策業務第三グループ所管事業直近の動
き、『日本貿易の現状2022』発刊について説明。

      ・  情報交換プラットフォーム創設のトライアル第2回として「新型コロナウイルス対
応」をテーマにメンバー間での意見交換を実施。
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Ⅵ. 講演会・説明会

1 ．日本貿易会ゼミナール
2021.04.12 第403回 「米国より帰りて」
 前米国駐箚 特命全権大使 杉山 晋輔氏
2021.04.26 第404回 「水素社会形成に向けた世界の取り組み」 
 ㈱テクノバ エネルギー研究部 エネルギー調査グループ 
 グループマネージャー 丸田 昭輝氏
2021.05.14 第405回 「世界情勢の現状と展望 ～米中関係を軸として」 
 同志社大学 法学部 政治学科 教授 兼原 信克氏
2021.05.26 第406回 「2050年カーボンニュートラルに向かう世界 ～『変化』の中の企業」
 東京大学未来ビジョン研究センター 教授 高村 ゆかり氏
2021.06.08 第407回 「クーデター後のミャンマー ～正統性と実効支配をめぐる断絶」 
 上智大学 総合グローバル学部 総合グローバル学科 教授 根本 敬氏
2021.06.28 第408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
2021.07.12 第409回 「ビジネスと人権 ～グローバルトレンドと日本企業の役割と責任」 
 （独）日本貿易振興機構 アジア経済研究所 新領域研究センター 
 法・制度研究グループ長 山田 美和氏
2021.07.20 第410回 「通商白書2021年版の概要」 
 内閣官房副長官補室 参事官
 （前経済産業省 通商政策局 企画調査室長） 松本 加代氏
2021.08.03 特別企画 「商社エコノミストに聴く―アフターコロナを展望する」 
 ㈱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 国際情報部 総合企画室 
 主任研究員 鈴木 雄介氏
 三菱商事㈱ 地域総括部 部長代行 二宮 功一氏
2021.09.15 第411回 「最近の中東情勢」 
 外務省 前中東アフリカ局長 髙橋 克彦氏
2021.09.22 第412回 「経済安全保障 ～日本政府の対応と企業への影響」 
 同志社大学大学院 ビジネス研究科 教授 村山 裕三氏
2021.09.27 第413回  「2021年度下半期の経済展望 
 ～グローバル経済はソフトパッチを抜け出すのか？」      
 BNPパリバ証券㈱ グローバルマーケット統括本部 経済調査本部長 
 チーフエコノミスト  河野 龍太郎氏
2021.10.04 第414回 「連邦議会選挙後のドイツ展望」 
 東京大学大学院 総合文化研究科 教授 森井 裕一氏
2021.10.18 第415回 「欧州グリーンディールのインパクト ～混成パワーEUの理解」
 東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 教授 市川 顕氏
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2021.11.11 第416回 「宇宙ビジネスの最前線 ～構想からリアルな事業へ」 
 （一社）SPACETIDE 理事 兼 COO 佐藤 将史氏
2021.11.22 第417回 「国際商品市況の展望と課題 ～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
2021.12.16 第418回 「中国経済の今後の見通しについて」 
 神戸大学大学院 経済学研究科 教授 梶谷 懐氏
2021.12.20 第419回 「パーパス経営 ～30年先の視点から現在を捉える」 
 一橋大学 ビジネススクール 客員教授 名和 高司氏
2022.01.24 第420回 「東南アジア・南西アジア情勢と日本の外交 ～2022年の展望」 
 外務省 アジア大洋州局 南部アジア部 部長 加納 雄大氏
2022.01.28 第421回 「ウイズ・コロナ、ポスト・コロナの日本と世界 ～展望と課題」 
 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
2022.02.10 第422回 「デジタル人民元 
 ～主要国初の中銀デジタル通貨発行で米国の金融・通貨覇権に挑戦」
 ㈱野村総合研究所 金融ITイノベーション事業本部 
 エグゼクティブ・エコノミスト 木内 登英氏
2022.02.28 第423回 「地球温暖化をめぐる内外動向と日本の課題」 
 東京大学公共政策大学院 特任教授 有馬 純氏
2022.03.03 第424回 「ウクライナ危機と今後の米露関係」 
 （公財）笹川平和財団 安全保障研究グループ 
 主任研究員 畔蒜 泰助氏
2022.03.28 第425回 「2022年の中国の現状と展望」 
 東京大学大学院 総合文化研究科 教授 川島 真氏

2 ． アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ説明会
日本も脱炭素化にリーダーシップを発揮していくことが求められる中で、2021年5月に日本政府が表
明したASEANのエネルギートランジションの支援パッケージ「アジア・エネルギー・トランジショ
ン・イニシアティブ（AETI）」について、地球環境委員会、財務委員会、経済協力委員会、サステ
ナビリティ・CSR研究会の連名にて、法人正会員を対象とする説明会を開催し、約90名が参加した。

2021.08.24 「アジア等新興国のエネルギートランジション支援について」
 経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部石油・天然ガス課長 早田 豪氏
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Ⅶ. 調査・広報活動

1 ．商社シンポジウム2022
日 時 ： ストリーミング配信 2022年3月7日（月）14:00～16:15
  オンデマンド配信  2022年3月8日（火）～4月8日（金）
視聴者数 ： 936人（ストリーミング配信）
テーマ ：  商社が目指す公平な社会と経済の発展 ～サステナブル経営で実現

する持続可能な社会づくり～
【プログラム】
基調講演 ： 商社とSDGs
   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
パネルディスカッションⅠ ： 「サステナブル経営で実現する社会の持続可能性と発展・進化」
 モデレーター ： 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
 登壇企業／紹介事業 ：  伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニー ㈱Belong 代表取締役 井上 

大輔氏／「中古携帯端末のオンライン流通事業」
 ：  兼松㈱ 鉄鋼・素材・プラント統括室 矢崎 慎介氏／「REDD＋ 

（森林保全と貧困解消への取組み）」
 ：  豊田通商㈱ 金属本部資源循環第一部バッテリー・新素材グループ

リーダー 平位 和哉氏／「自動車リサイクルで創るサステナブル経営」
 ：  三井物産㈱ モビリティ第一本部次世代ソリューション事業部ZEV

事業室室長補佐 八木 雅人氏／「欧州電動・水素燃料バス事業」
特別講演 ： 「新しい資本主義」と、人権を軸とした公平な社会へ
   特定非営利活動法人国際協力NGOセンター（JANIC）事務局長 

若林 秀樹氏
パネルディスカッションⅡ ： すべての人が豊かで幸せな人生を送るために商社ができること
 モデレーター ：  特定非営利活動法人国際協力NGOセンター（JANIC）事務局長 

若林 秀樹氏
 登壇企業／紹介事業 ：  住友商事㈱ サステナビリティ推進部社会貢献チーム長 兼 100SEED

プログラムリーダー 江草 未由紀氏／「世界各地の教育課題に取
り組む社会貢献活動」

 ：  双日㈱ インフラ・ヘルスケア本部ヘルスケア事業部事業開発第二課
課長 吉田 昌弘氏／「社会課題の解決に取り組む双日の医療事業」

 ：  丸紅㈱ フェムテック事業チームチーム長 野村 優美氏／「働く女
性のQOL向上に繋がるフェムテック事業」

 ：  三菱商事㈱ 食品産業グループグローバル食品本部所属 imperfect㈱ 
マーケティング部長 佐伯 美紗子氏／「世界と社会をよくする食
品ブランド事業」
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2 ．刊行物等
⑴ 「2022年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」作成・発表（2021.12）
・  貿易動向調査委員会（14社）により見通しを作成し、12月2日に記者発表した結果、時事通信社

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。

⑵ 「日本貿易の現状 Foreign Trade 2022」発刊・発表（2022.03）
・  財務省が2022年1月末に発表した貿易統計をベースに、2021年の貿
易動向を地域別・商品別に取りまとめて解説を加えた『日本貿易の
現状 Foreign Trade 2022』（通算第47号）を発刊。2022年3月31日
記者発表。

 副題： 輸出入とも過去2番目の高水準、貿易総額は過去最高
     エネルギー・資源価格の高騰で貿易収支は2年ぶりに赤字

 特徴： 輸出：  83.1兆円 3年ぶりの増加（前年比21％増）
     輸入：  84.6兆円 3年ぶりの増加（ 同比24％増）
     収支：   1.5兆円 2年ぶりの赤字

⑶ 日本貿易会月報
・  年10回発行（7･8、1･2月は合併号）、会員企業・団体、政府・関係機関、調査機関、駐日外国公
館などに配布

  ＜特集＞
   7・8月号 （No.799）   「商社のブランディング」
   10月号 （No.801）    「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」
   11月号 （No.802）   「コロナ禍と商社の働き方」
   12月号 （No.803）   「ミニ特集：国際物流総合展2021 第2回INNOVATION EXPO」
   1・2月号 （No.804）    「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2022年の展望」

  ＜特別企画 ウィズコロナ・アフターコロナのオフィス改革＞
   5月号 （No.797）   「第1回：日本貿易会 新オフィス」
   9月号 （No.800）   「第2回：オフィス紹介 丸紅」
   12月号 （No.803）   「第3回：オフィス紹介 三井物産」
   3月号 （No.805）   「第4回：CO₂フリー化への取り組み」

⑷ JFTC News（英文）
・ 年2回発行（8月、3月）、電子版のみ
・ 会長発言、提言・要望、トピックスなどを集約
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3 ．メディア対応
⑴ 会長記者会見、会長コメント

1 ）定例記者会見

2021年5月
於：当会（ウェブ）

2021年7月
於：当会（ウェブ）

2021年9月
於：当会（ウェブ）

2021年11月
於：当会（ウェブ）

2022年2月
於：当会（ウェブ）

冒頭
発言

・新型コロナウイ
ルス関連
・ミャンマー情勢
・気候変動対策
・日本貿易会特別
研究事業「デジ
タル新時代と商
社」

・新型コロナウイ
ルス関連

・東京オリンピッ
ク・パラリン
ピック

・次期（第6次）
エネルギー基本
計画

・国際法人課税
ルール見直し

・菅総理の自民党
総裁選不出馬

・新型コロナウイ
ルス関連

・デジタル庁発足
・アフガニスタン
情勢

・新型コロナウイ
ルス関連

・第12回WTO閣
僚会議

・COP26
・中国の内政・外
交に関する直近
の動き

・新型コロナウイ
ルス関連

・ウクライナ情勢
・経済安全保障推
進法案

・商社シンポジウ
ム

質疑
応答

・インド、台湾で
の新型コロナウ
イルス変異株感
染拡大
・イスラエルとパ
レスチナ武力衝
突
・ワクチンパス
ポート
・日本経済団体連
合会会長交代

・ワクチン接種証
明書への期待と
課題

・次期エネルギー
基本計画での再
エネの電源構成
比率

・原発の新増設、
リプレース

・欧州での自動車
EV化の動き

・東南アジアでの
新型コロナウイ
ルス感染急拡大
の影響

・自民党総裁選で
求められるリー
ダー像、新政権
への期待

・政府の行動制限
緩和方針

・原発の新増設

・カーボンニュー
トラルに向けた
商社活動

・気候変動への対
応とエネルギー
政策

・原油価格高騰の
日本経済への影
響

・円安による影響

・仮にロシアがウ
クライナ侵攻し
た場合の商社ビ
ジネスへの影響
（含む欧州向け
LNG供給支援）

・政府の水際対策
・仮にロシアに対
する金融制裁と
してロシア銀行
がSWIFTから
除外された場合
の商社への影響

出席 14社14人 15社16人 14社14人 15社15人 13社13人
報道 NHK電子版、共

同、時事、日経、
日刊工など計8件

NHK、NHK電 子
版、共同、時事、
日経など計9件 

NHK、NHK電 子
版、共同、読売な
ど計7件 

NHK、NHK電 子
版、共同、読売な
ど計8件 

テ レ ビ 東 京、
NHK、NHK電 子
版、共同、時事、
日経、読売、朝日、
日刊工など計15件

2 ）会長コメント

2021.04.19 「日米首脳会談」
2021.04.23 「緊急事態宣言再々発令」
2021.04.26 「気候変動に関する首脳会合」
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2021.06.14 「G7英国コーンウォール・サミット」
2021.06.18 「新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言解除」
2021.07.09 「東京都における4度目の緊急事態宣言発令」
2021.08.03 「緊急事態宣言の対象地域拡大と期間延長」
2021.08.19 「緊急事態宣言の対象地域拡大と期間延長」
2021.09.10 「菅総理の自民党総裁選挙不出馬」
2021.09.13 「緊急事態宣言の延長と今後の社会経済活動の再開」
2021.09.21 「ペルーとのCPTPP発効」
2021.09.29 「緊急事態宣言の全面解除」
2021.10.04 「岸田新内閣発足」
2021.10.14 「国際課税見直し」
2021.11.02 「G20イタリア・ローマサミット」
2021.11.04 「RCEP協定発効決定」
2021.11.08 「新型コロナウイルスの水際対策緩和」
2021.11.11 「第2次岸田内閣発足」
2021.11.15 「COP26」
2021.12.14 「令和4年度与党税制改正大綱」
2022.01.04 「RCEP協定発効」
2022.01.25 「日米首脳会談」

3 ）会長寄稿

2022.01.04 経済産業公報への小林会長の「年頭所感」寄稿

⑵ 記事広告
・  日本経済新聞（2021.06.16） アジアの未来の「商社特集」内にて「商社の強み、伸ばす好機」

を掲載
・  日経産業新聞（2021.09.28） マンスリー編集特集「商社」内にて「コロナ下における商社の役
割」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
・ 2021.12.02 「2022年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」
・ 2022.03.31 『日本貿易の現状 Foreign Trade 2022』発刊

4 ．日本貿易会ウェブサイト
・  過去の日本貿易会ゼミナールの動画を視聴できる会員限定ページを開設（2021年10月）
・  萩生田経済産業大臣と小林会長の新春挨拶を動画で掲載（2022年1月）
・  『日本貿易会月報』発刊前に月報オンラインにて先行掲載（トップフォーラム3件、特集・ミニ特

集3件、展示紹介1件）
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5 ．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。
・  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
・  朝日新聞社『おしごと年鑑2021』協賛、「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

・  朝日新聞社と共同で『おしごと年鑑2021』を海外日本人学校・補習校等（計205校）へ寄贈
・  「世界をつなぐ貿易の仕事」をテーマにオンラインで出前授業を実施（荒川区立第三瑞光小学校6

年生103人）
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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2021年度に実施した主な事業活動は以下の通り。

1 ．会員関係

2022年3月末 2021年3月末比
法人正会員 17社・1団体 増減なし
個人正会員 12名 増減なし
法人賛助会員 3社 増減なし
個人賛助会員 219名 22名減
活動会員 2,997名 25名増

2 ．活動実績
・ 活動延べ人数1,626名
  （2020年度は1,904名。2000年度からの累計：延べ31,269名）

【分野別活動実績推移】
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3 ．活動概要
（1）政府機関関連への協力

1 ）経済産業省

前年度の2名採用に続き、経産省産業経済協力局の「中小企業等アウトリーチ事業」の受託者である
㈱船井総合研究所に安全保障貿易管理アドバイザーとしてABIC会員1名が採用された。当該事業を
公募するに当たり、経済産業省から事前に人材紹介の協力要請を受けた経緯がある。

2 ）農林水産省

2021年度新型コロナ禍が続く中で、日本の農林水産物・食品の輸出額は1兆円の大台を突破し、政府
は、2025年に2兆円、2030年に5兆円の達成を掲げている。（一社）全日本コメ・コメ関連食品輸出促
進協議会を所管する農林水産省米穀貿易企画室より同社団法人への商社OB人材につき問い合わせ・
相談があり、人材紹介・マッチングを行った。結果は関連団体に業務を委託することになり、残念な
がらABIC会員の採用にはつながらなかったが、同省との定期的なコンタクトにより農林水産物・食
品輸出の目標に向けた人材ニーズの動きなどの情報収集と相談案件の獲得につなげていく。

3 ）厚生労働省

70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とし、社会貢献活動をその一つの対象（創業支援等措
置）とする「高年齢者雇用安定法」の改定施行に関して、社会貢献活動関連の問い合わせ・動きなど
情報交換を継続。今後、会員会社からの具体的な相談事案を含め情報共有を行い、同省より助言等を
得るべく協力関係を維持向上させていく。

4 ）JICA

世界的なパンデミック感染により海外渡航が極めて制限されているため、具体的な案件がなかったも
のの、JICAの公示案件でアジア共同設計コンサルタントより「タンザニア国人材養成に係る情報収
集・確認調査」、「マラウイ国公共投資計画能力向上アドバイザー業務」の2案件での人材紹介依頼が
あり、タンザニア案件でABICの会員の採用が決定した。9月～3月の期間で国内と現地タンザニアで
の活動となる。

5 ）JETRO

新輸出大国コンソーシアムパートナーによるハンズオン支援業務、輸出プロモーター業務、EPA等
に関する貿易投資相談業務、非常勤嘱託員などの2021年度公募案件で、パソナ経由の7名を含め全体
で8名の会員が採用され活動している。

6 ）中小企業基盤整備機構

2021年度はABIC会員から、東京本部2名、近畿本部1名の3名が新規に国際化支援アドバイザー等と
して採用された。2020年度からの継続者 9名（東北本部1名、東京本部5名、九州本部1名、国際交流
センター 2名）と合わせて12名が活躍している。
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7 ）国際交流基金

同基金が主催する「日本語パートナーズ」派遣事業委員会の委員として、ABICは事業実施に当たり
幅広い観点からの意見や具体的な示唆・助言を行っているが、世界的な新型コロナウイルスの感染拡
大により2021年度の派遣事業予定（長期334名、短期60名、大学連携306名）の内実施できたのは、長
期派遣121名（台湾13名、ベトナム14名、タイ45名、カンボジア1名、マレーシア18名、インドネシア
30名）に留まった。2022年度の計画では、長期派遣150名、短期派遣54名、大学連携261名を見込んで
おり、引き続きABIC会員の応募をサポートしていく。（委員会メンバーとして、文化庁、外務省大
臣官房、JICA、全国日本語教師養成協議会などが参加）

（2）NGO・NPO等への人材推薦・紹介、活動強化への協力

1 ）（一財）放送番組国際交流センター（JAMCO）

JAMCO は、開発途上国向けに日本のテレビ番組の国際版を無償提供する活動を行っているが、
ABIC は「番組評価委員会」の副委員長としてその活動に協力・支援している。10月26日に千代田放
送会館において、「2021年度番組評価委員会」が開催された。あらかじめ委員に届けられた民放16社
/19番組＋NHK17番組の全36番組を視聴した上で、対象番組の選定・審査を行った。毎年NHK と民
法連各社から提供された候補番組を同委員会（メンバー：上智大学、駒沢大学、日本大学、NHK関
係、放送文化基金、日本民間放送連盟）で審査・評価し、JAMCO が最終決定して途上国に届けてい
る。

（3）地方自治体への協力・中小企業支援

1 ）北海道

恐竜をてことして地域創生を目指す「むかわ町」の支援活動をしているABIC会員は、むかわ地域商
社「合同会社エムディノ」を2020年4月1日に設立、①むかわ町の知的財産権管理などのライツ事業、
②商品開発にかかる企画・コンサルティング業務、③観光における企画・インフラ設備など町おこし
に向けた事業展開を開始した。2021年12月には北海道銀行や道内の信用金庫などが設立した「ほっか
いどう地方創生ファンド」、むかわ町、苫小牧信用金庫など10者からの出資を受け株式会社化し、今
後さらなる事業拡大を通じて地方活性化への貢献が期待される。

2 ）宮城県

コロナ禍の影響により、宮城県は県内企業等からの貿易・投資等に関する相談に対応する「グローバ
ルビジネスアドバイザー」制度を本年度で廃止することを決定。2020年度に採用されたABIC会員の
アドバイザーとの契約は、残念ながら更新されず、新規の募集も行われないこととなった。一方、宮
城県の気仙沼市とは、ABICにとっては自治体と初めてとなる包括協定を2020年7月に締結し、地域
経済への支援活動と市が運営する地場産業の担い手となっている外国人技能実習生向けの日本語教室
への講師の派遣を2020年7月から開始した。市長をはじめ市幹部との交流を通じ、さらなる関係強化
を図っている。

3 ）福島県

2014年より福島県貿易促進協議会の海外販路開拓専門員としてABIC の会員が連続で採用されてお
り、2021年度も1 名が支援活動を行っている。貿易業務の実務経験を有する人材が福島市に赴任し、
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県産品の海外販路の開拓、県内企業の輸出支援に加え、新規輸出商品の発掘、輸出支援、貿易手続き
に関する相談支援等も行っている。昨年9月にアメリカが福島産品などの輸入規制を全廃し、本年2月
には台湾が大幅な規制緩和を発表するなどビジネスチャンスが拡大しつつあり、ABIC会員の海外販
路開拓専門員の来年度契約は無事更新された。また、福島県商工労働部の輸出促進アドバイザー（非
常勤）でもABIC会員が継続活動している。

4 ）千葉県

JETRO千葉は千葉県からの委託を受け、「ちば海外ビジネスサポートセンター（COBSC）」を設置
し、国際取引や海外展開など、千葉県内の中小企業の国際化を支援しているが、ABICは同センター
の「専門家派遣支援」プログラムで連携・協力しており、2021年度は3社（CURTIS CREEK/釣具/
輸入、㈱大菜技研/粘弾性測定装置/輸出、㈱八葉貿易/マグネシウム鉱石/輸入）とABICは業務委託
契約を締結し、ABIC会員がビジネスプランづくりやアドバイスから、契約交渉・商談サポート、現
地同行、通訳、翻訳、情報収集などの海外ビジネスをサポートしている。

5 ）東京都品川区

2010年からABIC会員が支援活動を継続している品川区の特別商工相談員派遣事業は、展示会出展ア
テンドはコロナ禍で減少したものの、引き続き区内企業の輸出・海外展開に関わる相談でのアクティ
ブな対応が高い評価を受けている。

6 ）横浜市

従来は横浜市経済局の企業支援プログラムに協力・支援していたが、2018年度から横浜企業経営支援
財団（IDEC）に移管・委託され、2020年度までABICが一括して受託し、ABICの会員がアドバイ
ザーとして対象となる地元横浜企業の海外市場開拓を協力・支援してきた。しかしながら2021年度に
ついては、コロナ禍で支援活動が実体として大幅に制限されることから横浜市のIDECへの予算が大
幅に削減され、この影響によりIDEC自体が独自に支援活動を行うことになり、ABICへの業務委託
契約は更新されず、ABICはIDECの人材紹介依頼に対して有料紹介事業者として協力・支援するこ
ととなった。そのため、2021年度のIDEC関係での延べ活動人員は4名と前年度実績の198名から大幅
に減少することとなった。

7 ）茨城県

いばらき中小企業グローバル推進機構とは昨年度、同機構の専務理事の公募で相談を受け、ABIC会
員が採用されていたが、2021年度は同機構の海外展開推進員の募集につき相談があり、12月にABIC
会員の採用が決定するなど、良好な協力関係を築いている。その中で昨年度に専務理事に採用された
ABIC会員が体調不良のため辞職することとなり、再度専務理事の公募につきABIC会員からの応募
促進の依頼を受けて対応、随時応募が受け付けられ、書類選考と複数回の面談を経て決定される予
定。

8 ）石川県

石川県の地酒や加工食品、工芸品などを欧州市場向けに販売促進、あるいは欧州進出に意欲的な県内
企業に対して、取引先の紹介やアドバイスを行う石川県産業創出機構の「海外セールスレップ」に在
ドイツのABIC 会員が2018年度採用・任命されて以来、毎年契約が1年更新されて引き続き支援業務
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を遂行している。会員の持つ欧州向け輸出や欧州域内での販路開拓・営業等の豊富な業務経験や、現
地バイヤーとの幅広い人脈を生かし、引き続き石川県産品・商品の販売支援を行う。また、石川県商
工労働部とは、石川県企業の依頼により海外展開支援専門家を日帰り出張ベースで派遣する契約を締
結しているが、本年度の依頼実績はNILなるも、石川県よりは来年度も契約を更新する旨の連絡を受
けている。

9 ）大阪府

東大阪市産業創造勤労者支援機構では2020年4月に関西在住のABIC会員が採用され、販路開拓コー
ディネーターとして国内外からの受注や発注の窓口となり、技術課題の解決や国内外への販路開拓な
どの支援を継続している。また、パソナが受託した大阪府の「国際金融都市OSAKAプロモーション
事業およびワンストップ窓口運営業務」で大阪在住のABIC会員が常勤採用となった。海外企業の大
阪進出に伴う相談、日本の金融制度・手続き、専門家紹介等に対応する。

10）和歌山県

和歌山県農林水産部との業務委託契約に基づき、首都圏での和歌山県産品（紀州材、水産物など）の
販路拡大支援に2名、わかやま産業振興財団との業務委託契約に基づき、海外ビジネス実現支援と国
内販売力強化支援に各々 4名と3名のABIC会員が活動。また、同県商工観光労働部が主催する「わか
やまビジネスサポートセンター入居等審査部会」の審査委員として、和歌山大学、紀陽銀行、わかや
ま産業振興財団と共にABIC も委員を務めていて、3月2日にウェブで開催された2021年度の入居者を
決める審査会に参加した。

11）鳥取県

鳥取県商工労働部通商物流課のロシア専門マネージャーを2019年度に受託、起用したABIC会員のア
クティブな活動が評価され、2021年度も継続起用され、コロナ禍においても東京を拠点に活発な支援
活動を継続した。また、鳥取県産業振興機構の外郭団体の「とっとり国際ビジネスセンター」の海外
展開外部専門家派遣事業として鳥取県企業の海外展開へのアドバイザー人材の紹介依頼が2件（ルウ
研究所、大志）あり、首都圏在住のABIC会員2名が採用され、鳥取出張ベースではなく、オンライ
ンでの支援活動を実施した。

12）高知県

内閣府のプロ人材拠点事業の高知県窓口である高知県移住促進・人材確保センターと連携し、コロナ
禍で出張が制限されている環境下でもオンラインでの採用面談などを通じて新規に6件（ハヤシ商事、
コーワ、坂田信夫商店、高知缶詰、高知丸高、ジェイエムシー）の人材マッチングが成立し、契約締
結につながった。また、高知県産業振興センターより依頼を受けた常勤の海外支援コーディネーター
ではABIC会員1名が2022年1月に採用され、新年度となる4月以降も契約更新された。なお、コロナ
禍で実現が先延ばしとなっていた同センター新理事長との面談が3月24日に実現し、今後ともより密
接に連携し、支援案件の拡充を図っていく。

13）山口県

山口県の中小企業が首都圏に進出することを支援する「やまぐち産業振興財団首都圏コーディネート
事業」は、ABIC が2007年に支援を開始して以来15年目となる2021年度も同一のABIC会員2名が継続
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して支援活動を行っている。

14）宮崎県

2014 年度より宮崎県商工労働部から受託している「宮崎県東京フロンティアオフィス販路開拓支援
事業」では例年は5社の支援を行っていたが、2021年度も前年度同様にコロナ禍の影響で宮崎県企業
の東京出張が激減し、支援活動への要請依頼がないことから活動機会につながらなかった。また、
2020年度より新規に宮崎県産業振興機構から受託した「県内成長期待企業への支援プログラム」につ
いても、2021年度も前年度にコロナ禍により支援対象となる宮崎県内企業の活動が停滞し、支援要請
は2案件（活動会員2名）と低迷し、結果として、前受していた支援業務費の一部を振興機構に返還す
ることとなった。

（4）外国企業の対日ビジネス支援
2019年度では、各国の大使館から、自国の企業と日本企業とのBtoB Meetingや香港大学などの海外
大学生の日本企業でのインターンシップ活動などで通訳の支援依頼に加え、各種展示会・見本市など
でもマルチな通訳の支援依頼が多くあったが、コロナ禍の影響により2021年度は2020年度に引き続
き、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が常態化するコロナ禍の影響により各種展示会は軒並み中
止され、開催されたFOODEX等でも政府の厳しい入国時の水際対策により外国企業の参加はわずか
に留まり、通訳や商談への協力要請・相談はほぼない状態が続いている。政府の入国水際対策の緩和
方針を受けて、在日オーストリア大使館、在日外国人コンサルタント等から人材紹介依頼がぼつぼつ
と出始めており、多様で対応力あるABIC人材のマッチングを丁寧に進めている。一方、研修関係で
は、ABICはこれまで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てきた実績が評価
されており、海外の入国制限が緩和されつつある環境下で海外赴任前研修の要望が徐々に回復しつつ
ある。リンクグローバルソリューション経由の三井化学（ドイツ）、矢崎総業（ドイツ・ルーマニ
ア・南アフリカ・タイ・カンボジア）、プロゴス経由のミドリオートレザー（中国・メキシコ）、ハリ
マ化成（チェコ・英国）や、日本在外企業協会の赴任前セミナー（タイ・中国）などで会員の活動機
会を得ることができた。また、新たな研修として語学研修（初級）の要望が出てきており、リンクグ
ローバルソリューション経由で荏原製作所（韓国語）、プロゴス経由ではナカシマプロペラの研修
（ドイツ語/期間：2～3カ月間）を会員がオンラインで実施した。なお、人材派遣会社が自社の派遣社
員向けに行っていた経理研修・人事研修・ビジネス英語研修はコロナ禍の影響でおおむね中止されて
おり、再開の予定はない模様。また、2020年度に受託した国際契約に関する研修や国際税務研修など
大型案件の相談・依頼が本年度は入手できず、大きく活動実績を落とすこととなった。

（5）教育関係 

1 ）大学・大学院・社会人講座等での講座実施

2021年度は、全国29大学・大学院で、66講座、1,089コマ、延べ講師数207名が活動。ABICでは2020
年度コーディネーターがいち早く、各大学とオンライン授業への切り替えへの対応を調整するととも
に、各講師の機器操作を含めたオンライン対応をサポートし、円滑なオンライン授業への移行を実現
した。コロナ禍2年目を迎え、オンライン授業が標準となった環境で、オンライン授業での経験・知
見も増え、また、操作などのスキル向上も加わり、授業品質の改善・進歩につながっている。一部の
大学では対面授業の再開にかじを切っており、学生から対面授業への要望が根強く、今後のコロナ感
染状況によっては対面授業の再開に向けて各大学の方針の確認・摺り合わせなどコーディネーターの
準備が重要となる。
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主な大学での活動状況は以下の通り。
青山学院大学
・  青山スタンダード科目：「国際ビジネスと海外事情（英語）」30コマ、「国際ビジネス入門」30コ

マ
・  地球社会共生学部：「Topics in Japanese Culture（英語）」1コマ
東洋大学
・  グローバルイノベーション学科：「International Business Today（英語）」14コマ
拓殖大学
・  商学部：「交通論A」1コマ
創価大学
・  経済学部：「グローバル経済Ⅰ/Ⅱ」26コマ、「Business＆Japanese People（英語）」15コマ
法政大学
・  経済学部：「企業実務研究A」8コマ
・  グローバル教育センター：「国際金融論（英語）」14コマ、「Marketing in Japan（英語）」14コマ
中央大学
・  経済学部：「インターンシップ 国際ビジネス（商社）コース」28コマ
東京海洋大学
・  流通情報工学科：「ロジスティック概論」2コマ
聖学院大学
・  政治経済学部：「国際ビジネスの現場A」15コマ、「国際ビジネスの現場B」15コマ、「経営学」30
コマ

筑波大学
・  人文社会系：「地球規模課題へのアプローチ」4コマ
一橋大学・大学院
・  国際教育センター：「日本型経営（英語）」26コマ、「自動車産業（英語）」13コマ
・  大学院商学研究科：「日本の産業と文化」26コマ
東洋大学
・  グローバルイノベーション学科：「International Business Today（英語）」14コマ
帝京大学・大学院
・  経済学部：「ライフデザイン演習Ⅰ」15コマ、「ライフデザイン演習Ⅱ」15コマ、「リスクと保険

Ⅰ」15コマ、「リスクと保険Ⅱ」15コマ、
・  「リスクと保険Ⅲ（英語）」15コマ、「リスクと保険Ⅳ（英語）」15コマ、「社会保険論Ⅰ」15コマ、
「社会保険論Ⅱ」15コマ、「リスクマネジメントⅠ」15コマ、「リスクマネジメントⅡ」15コマ、
「演習Ⅰ」15コマ、「演習Ⅱ」15コマ

・  大学院経済学研究科：「リスクと保険特講Ⅰ」15コマ、「リスクと保険特講Ⅱ」15コマ、「経営学
演習Ⅰ」15コマ、「経営学演習Ⅱ」15コマ

文化学園大学
・  服装学部服装社会学科：「Global Management（英語）」14コマ、「グローバルマーケティング」
14コマ、「ケーススタディー演習」14コマ

横浜国立大学
・  「第5回横浜国大日印産官学連携人材育成セミナー」の講師兼パネリストの要請を受け、ABIC会
員がリモートで講演・登壇。内容は、インドのニーズとビジネス（または交流）に関連する活動
等の紹介とパネルディスカッションにおける今後の展望（サーキュラーエコノミー等持続可能な
成長について等）や産官学が連携した人材育成について討議を展開。
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名古屋外国語大学
・  現代国際学部：「国際ビジネス等が見た現代世界」16コマ
・  外国語学部：「中国ビジネス特殊講義」13コマ
金城学園大学
・  現代文化学部：「国際ビジネス事情」1コマ
福井大学
・  国際課：「グローバルリーダーシップ（英語）」3コマ
同志社大学
・  商学部：「国際ビジネス」10コマ（15年目）
立命館アジア太平洋大学・大学院
・  大学：「eコマース（日本語）」26コマ、「財務会計（英語）」14コマ、「金融市場と金融制度（日本

語）」14コマ、「ビジネス分析・コミュニケーション（日本語）」14コマ、「ファイナンス研究（英
語）」14コマ

・  大学院：「経営戦略論（英語）」14コマ
京都外国語大学大学院
・  外国語学部研究科：「国際ビジネス研究Ⅰ」14コマ、「国際ビジネス研究Ⅱ」14コマ
関西学院大学
・  国際学部：「現代の総合商社」11コマ
神戸大学大学院
・  経済学研究科：「Business Writing（英語）」16コマ
神戸松陰女子学院大学
・  文学部：「国際ビジネスコミュニケーション」60コマ
桃山学院大学・大学院
・  経営学部ビジネス学科：「ビジネス応用英語」30コマ、「華道」16コマ、「店舗マネジメント」15
コマ、「バイオ・農林水産」15コマ、「環境・エネルギー」15コマ

摂南大学
・  理工学部：「国際理解概論」15コマ
四天王寺大学
・  人文社会学部：「国際経済学」15コマ、「ビジネス英語」15コマ、「Advanced English 

Communication（Debating）」15コマ、「Advanced English Communication（Discussion）」15コ
マ、「Advanced English Communication（Interview）」15コマ、「国際関係論」15コマ、「異文化
理解」15コマ、「海外留学事前準備指導」15コマ

一方、エクステンションセンター・その他講座は園田学園女子大学、横浜貿易協会など4団体、4講
座、176コマ、延べ講師数4名が活動。
園田学園女子大学
・  生涯学習ユニット：リカレント講座「アントレプレナーシップ基礎」2コマ
横浜貿易協会
・  「貿易実務研修初級コース」6コマ
大原学園
・  水道橋校：「貿易実務」144コマ
柏英楽会
・  「英会話研修」24コマ 
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2 ）小・中・高等学校での授業実施

①外国籍児童・生徒および帰国子女への日本語教育、生活適応指導
・  多摩市（多摩市立教育センター）と新宿区（新宿未来創造財団）において、小・中学校に編入さ

れた外国籍児童・生徒や帰国子女に対する日本語教育、教科補習支援、生活適応指導を長年にわ
たりABIC会員が行っている。2021年度は、コロナの水際対策により海外からの入国がほぼ止
まったことで新規の外国籍児童・生徒の流れも止まり、多摩市・新宿区ともに活動規模は大幅に
減少した。特に多摩市における影響は大きく活動実績は大幅に減少した。

②国際理解教育・オリパラ教育
・  18年間継続してきた滋賀県大津市立粟津中学校における国際理解教育は、コロナ禍のため2020年

度は見送りとなったが、2021年度についてもコロナ禍のため引き続き見送るとの判断がなされ
た。また、2020年度は東京オリンピックを控えて東京都立小中学校でのオリパラ教育として国際
理解教育の要請があったが、オリンピック開催年度では残念ながら要請がなく、活動機会を会員
に提供することができなかった。

③高校生国際交流の集い2021
・  コロナ禍で2回目のオンライン開催となった関西学院大学とABICが共催する「高校生国際交流

の集い2021」は、"Distance But Not Distant"をスローガンに8月4日～5日の2日間開催され、8高
校28名の高校生と関西学院大学7学部から留学生を含め31名の学生が参加した。6つの班に分かれ
SDGsの4つの課題実現に向けてそれぞれの班が2日間にわたりグループディスカッションを進め、
ビジネスプランづくりとプレゼンのPPT作成に取り組み、最終日にプレゼン発表を行った。
ABICなど開催支援関係者が審査・講評・表彰等を行い、閉会式ではABIC理事長による表彰状
授与と閉会あいさつが行われた。なお、関西学院大学との間では2003年12月に連携協定書を締結
して以来、多方面にわたり共同事業を行い、2年毎に同協定書を更新してきており、今期におい
て2021年12月5日付けで新たな連携協定書（2023年12月4日まで有効）更新を完了した。

④外国人向け日本語教室支援
・  2020年7月に包括協定を締結した気仙沼市では、市が運営する日本語教室への講師派遣に協力し、
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の発出により、度々教室の開催が中断されたが、本年度は
22名（前年度は9名）の受講生が2クラスに分かれ、それぞれ日本語能力試験（JLPT）のN3とN4
取得の目標を支援し、N3は3名が、N4は5名が合格した。なお、気仙沼市の基幹産業である水産
加工の現場はインドネシアなどからの外国人技能実習生が支えており、市の人口約6万人に対し
て外国人技能実習生は約600人で、市は外国人に選ばれる気仙沼市として多様な文化背景を持つ
共生社会への取り組みの一つとして日本語教室を位置付けている。

・  ブラジル人をはじめ多くの外国人が居住する愛知県豊田市（三井物産中部支社経由）からの日本
語教室に関する相談を受け、気仙沼市での日本語教室を事例として説明し、それを豊田市で横展
開することを提案した。対象者については種々の検討を経て、保護者自身が自ら語学教育に対し
て高い意識を持ち、子どもと一緒に学びあう姿勢が子どもの語学習得に良い影響を与えるとの視
点から、外国人保護者向けの講座とすることを決定した。豊田市は、子どもの語学教育の重要性
を伝え、日常で使用する日本語や生活習慣、文化を学ぶことができる「外国人保護者向け日本語
学習講座」の運営を本年度9月（3月まで計7回）から開始し、ABICは講師を派遣し同講座の運
営を支援した。コロナ禍の影響で度々中断するも、豊田市は来年度も本講座を継続する方針で、
日程を含め詳細打ち合わせを予定している。
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（6）在日留学生支援・交流、外国人技能実習生支援

1 ）東京国際交流館

日本学生支援機構（JASSO）が運営する、大学院以上の留学生・日本人学生や研究者およびその家
族の居住施設として2001年に設立され、在館人員は約1,000名。ABICは2001年度から同交流館を拠点
とする留学生支援・交流を開始し、新たな支援のニーズを取り入れつつ取り組みを継続している。
2020年度と同様に2021年度も、緊急事態宣言の発出により東京国際交流館における日本語広場（週18
クラス、初級Ⅰ、初級Ⅱ、中級、上級）はその期間全てオンライン授業に移行し、また日本文化教室
（月1回、書道、華道、茶道、囲碁、将棋、空手）は開催を見合わせる対応となった。また施設運営管
理者の日本学生支援機構（JASSO）と連携・協力し、まん延防止等重点措置への切り替えあるいは
発出に際しては、感染拡大防止策の徹底をJASSOと協力し実行することにより日本文化教室を含め
対面での支援活動を再開した。一方、春と秋の年2回の新入館生歓迎会やバザーは3密防止が難しいと
のJASSOの判断により今年度も開催が一旦は見送られていたが、9月末の緊急事態宣言解除後に東京
都が発出したリバウンド等防止措置が解除された11月に秋期バザー開催が急遽決定され、ABICの会
員企業ならびに活動会員より多くの商品の提供を受け、1年半振りにソーシャルディスタンスを取り
つつバザーの支援活動を実施した。在館留学生家族への生活支援（健康相談、通院・出産、子女入
園・入学支援等）は2006年から開始・継続しているが、コロナ禍においても感染拡大防止策をしっか
りと取り、保健所など関係機関とも連携し支援の火を灯し続けた。

2 ）兵庫国際交流会館

東京国際交流館での支援実績が評価され、2015年から同じくJASSOが運営する兵庫国際交流会館
（在館人員約200名）において日本語広場（週12クラス、初級Ⅰ、初級Ⅱ、中級、上級）、日本文化教
室（書道、華道、空手）に講師派遣を行っている。コロナ禍の2年目も昨年度同様に施設運営する
JASSOと共に施設内の感染拡大防止措置を徹底して各支援活動を行うも、緊急事態宣言の発出によ
り日本語広場はオンライン授業に移行し、対面開催となる日本文化教室は中断することとなったが、
まん延防止等重点措置への切り替え・発出では東京と同様に感染拡大防止措置を徹底し、対面開催を
再開した。一方、兵庫では春と秋の新入館生歓迎会やバザー、地域住民との交流を目的とする国際交
流フェスティバル等の催しの開催は主催者であるJASSOの判断により全て中止となり、それらへの
ABICの協力・支援活動も見送られた。

3 ）東京外国語大学

東京外国語大学「留学生支援の会」の留学生、家族、研究者・客員教授などへの日本語指導を継続し
て支援を実施。

4 ）日本語教師養成講座

コロナ禍で2020年度は開催を断念したが、オンライン授業対応に向け特別講座（1講座90分、月2回、
4カ月）をトライアルとして全てオンラインで実施した。2021年度開催に備えた結果、2021年度は第
30期の日本語教師養成講座を14名の応募者を集め4月から開催することができた。9月末までの120時
間のプログラムを、複数回にわたる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出時は、前年のトライ
アルの経験を生かしオンライン授業へ切り替えを実施するなど、オンラインと集合実開催を柔軟に組
み合わせ、受講生目線で丁寧な運営に努めた。東京国際交流館の日本語広場がオンラインとなってい
たため、対面の授業実習の機会を先延ばしせざるを得ない状況もあり、本来の9月から2カ月遅れの11
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月に14名全員が全課程を修了し、オンラインでの修了式を実施した。2019年には在留外国人は約300
万人（外国人留学生30万人、外国人技能実習生は40万人）と増加し、2019年6月には「日本語教育促
進に関する法律」が施行され、外国人およびその家族に対する国、地方自治体、企業の役割・責務が
規定されるなど、日本語教育のニーズ拡大を受けた動きが顕著となる中で、ABICの主要な活動の一
つとして日本語教師養成講座の深化・継続を図っていく。

（7）その他活動

1 ）国際イベント等への協力

特記する活動にはつながらなかった。

2 ）一般人材紹介

矢崎総業、東京工業大学発ベンチャー企業「つばめBHB」など新しい分野の事業者からの人材紹介
依頼が増加。また、新たに東京大学協創プラットフォーム開発㈱（東大IPC）からの同ファンドが出
資するベンチャー企業に商社出身人材の採用を検討したいとの相談があるなど、他のベンチャー関連
の企業からの相談も増加しつつある。

3 ）プロジェクト受託（在日ブラジル人への支援）

在日ブラジル人が増加する中で帯同家族、とりわけ児童や生徒を取り巻く社会的な環境は厳しく、日
本語の習得が不十分なため授業についていけない、家庭の経済的な事情から就学できなくなるなど諸
問題を抱えている。会員企業である三井物産はブラジルで幅広く事業を行っている関係から、在日ブ
ラジル人学校児童生徒向けのプログラムを展開している。ABIC では同社より2事業（奨学金制度、
NPO 支援）の委託を受け、現場でのプログラム展開をブラジル駐在経験者の活動会員4名と共に担っ
ている。コロナ禍で現場（各ブラジル人学校）での活動が制限される中、4名の活動会員はウェブで
の打ち合わせを有効に活用し、出張訪問を組み合わせる等、その丁寧な業務対応によりブラジル人学
校からの信頼も厚く、円滑なコミュニケーションを通じて業務推進を行っている。

4 ）業務提携基本契約締結

㈱みなと銀行（神戸市）と有料職業紹介事業に関する業務提携基本契約を締結。同行は得意先向け経
営支援として社外取締役、監査役などの人材紹介を推進する。

5 ）日本総合研究所

（一財）日本総合研究所（ジェントリジー推進機構）の主催する「『知の再起動』キャリア・デベロッ
プメントプログラム」への出講要請を受け、会員が「NPO・NGOのマネジメントと具体的な活動」
をテーマとして120分の講義を実施した。

（8）活動会員スキルアップ

1 ）大学講師勉強会

ABICでは大学講座での活動を希望している新会員や既に講師として活動している会員が受講対象と
なる「大学で出講するための勉強会（研修）」を2006年から毎年開催してきたが、集合・参加型の研
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修となり3密回避が難しいことから2020年度は開催を見送った。2021年度は大学ではどのような講義
が行われているか、効果的な授業方法や著作権の取り扱いなど従来の内容にウェブの利活用手法を含
めた内容に改編の上、リカレント支援の一環と位置付け、対面研修として参加者募集を行ったもの
の、開催直前の年明け1月よりオミクロン株の爆発的感染拡大（第6波）により急遽開催の見合わせを
決定した。感染動向や見通しなど状況判断の上、日程調整を行い早期の再開を実現する。（本研修は
無償で提供）

2 ）英語で授業をするための講習会

少子化、国からの補助減額など大学を取り巻く環境変化により、講義内容の高度化、授業方法・受け
入れの多様化、グローバル人材育成、国際化などの流れで英語による授業の要請が増えており、
ABIC の担当する講座でも約3割の授業が英語によるものになっている。このような流れを受けABIC 
では英語で授業を行う会員を支援すべく、2013年より本講義を開始したが、コロナ禍で集合型の研修
形態となるため2020年度は開催を断念、2021年度についてもコロナ禍の影響で講師（芝浦工大外国人
教授）のスケジュール確保ができず、開催に至らなかった。（本講習会は有償で運営）

（9）特記事項 
2021年度、東京都では4月12日にまん延防止等重点措置の発出に始まり、9月末まで切れ目なく緊急事
態宣言とまん延防止等重点措置が継続。10月24日までのリバウンド等防止措置を経て、ようやく通常
に諸活動が可能となったが、年明けからはオミクロン株の爆発的感染拡大により1月21日から3月21日
までまん延防止等重点措置が発出され、年度末を迎えた。この期間（4月～3月）で緊急事態宣言は
138日間、まん延防止等重点措置下は94日間、リバウンド等防止措置は24日を数え、通常下はわずか
109日と、2021年度はコロナで終始した1年となった。

2021年度事業計画では、ワクチン接種が始まるなどコロナ対応が新たな段階に入ることで下半期から
の活動の活性化と増加を見込んでいたが、第6波によるコロナ感染拡大で下半期序盤の活性化への動
きは一気に冷え込み、対面での支援活動となる地方自治体・中小企業支援の分野ではさらに影響が拡
大した。また、政府の入国水際対策の厳正化の影響を受けて外国人の入国は大幅に制限され、外国企
業ビジネス支援、外国籍児童生徒支援や留学生支援などの分野はさまざまな形でその活動に深刻な影
響を受ける結果となった。

その様な中で、大学・社会人講座の分野では、昨年度、各大学のオンライン授業方針にいち早く対応
し、コーディネーターを中心に講師と共に取り組んだことで、オンライン授業へ対応・シフトを進め
ることができ、オンライン授業が標準となった2021年度についても影響をわずかに抑え、活動規模を
維持し、実績を積み上げることができた。しかしながら、講座を運営する大学の教授など先生の退
官・退職により、ABICが受託していた講義がその後引き継がれないため、今年度を持ってABICの
講師が活動を終える講座があり、新規開拓に向け大学・大学教授などとの人的ネットワークを充実す
ることが喫緊の課題となっている。

以上、コロナ禍2年目となった2021年度の活動延べ人数は1,626名と、コロナ禍1年目の2020年度実績
の1,904名からさらに一段下がり、残念ながら2013年度の活動レベルの結果となった。
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4 ．事務局関係
（1）事務局体制
常勤は、事務局長1名、正社員1名、パートタイマー（経理）1名の3名体制。

（2）コーディネーター体制
コーディネーター体制は、東京16名、関西5名の21名を配置。東京では、「地方自治体・中小企業支
援、外国企業の対日ビジネス支援、研修」グループの5名、「大学・社会人講座」グループの4名、「在
日留学生支援・交流」グループの3名、「国際理解・日本語教育」グループの2名、新規開発・特命担
当の1名、アドミ担当の1名、一方、関西デスク5名は多分野を兼務する体制とし、「大学・社会人講
座」2.5名、「地方自治体・中小企業支援」1.5名「在日留学生支援・交流」の1名のマンパワーとして
配置している。コロナ禍の環境下、関西デスクも含めたコーディネーター全体会議をウェブにて上半
期・下半期毎に開催し、案件情報、進捗状況などに加え、世の中の動き・環境認識、あるいは他グ
ループの活動状況、トピックスや課題・問題などを共有。これらの会議を通じてABICの活動の全体
像を理解し、今後の活動に役立てている。

（3）コロナ禍での対応力強化
在宅勤務・SOHO業務対応力の強化に向け、自宅PCでABICのPCにアクセスでき、セキュリティー面
も担保するtool（マジックコネクト）を活用し、業務対応でZoom/Teamsなどのウェブと併せ、業務
対応力を発揮した。

（4）全省庁統一資格の更新
ABICは、各省庁が行う競争入札に参加できる資格として全省庁統一資格（3年間有効）の取得・更
新を3年毎に行っているが、現行の資格の有効期間が2022年3月31日迄であることから、更新のため資
格審査の申請手続きを遅滞なく行い、3月11日に資格審査結果通知書（有効期間2022/4/1～
2025/3/31）を受領した。

（5）内規の改定
ABICの諸活動を活動会員へ繋ぐ役割がコーディネーターの本務なるも、活動会員が見つからない場
合や案件を軌道に乗せるため等で、自らが活動会員の立場で活動することもあることから、その場合
の取り扱いを明確にすることを目的として、コーディネーター活動規程に「活動会員としての活動の
取り扱い」を追加制定した。
 
  第9条 活動会員としての活動
   コーディネーターは、センターの諸活動を活動会員へ広く案内して実活動へ結びつけることを本

務とするが、諸般の事情により活動会員として活動することは妨げない。但し、活動会員として
活動する場合は、当該活動に費やした時間・費用はコーディネーター活動手当精算書には含めな
い。
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（6）電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程の制定
電子取引関係に係わる改正電子帳簿保存法の施行への対応として、ABICにおける電子取引の現状な
らびに当面の見込みを精査した結果（取引事例が極めて限られている）、電子取引の保存要件として
義務付けられる措置として、「正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、そ
の規程に沿った運用を行う」ことを選択し、当該事務処理規程を制定した。

（7）三六協定の締結・更新
適切に選任された代表社員との間で三六協定を更新・締結し、滞りなく所管の中央労働基準監督署へ
届出し、受理された。（届出起算日は9月1日として毎年実施）

（8）会員懇親会
例年、9月東京と2月大阪でそれぞれ会場を設定の上開催していたが、コロナ禍の影響で昨年に引き続
き実開催は見合わせとした。2022年度での再開に備え同年度で予算化する。

（9）広報活動
・  活動会員、関係先向けの『ABIC Information Letter』を年3回（7月、12月、4月）発行。
・  ウェブから活動会員登録がスムーズにできる「新会員登録システム」を導入。
・  日本貿易会の機関誌『日本貿易会月報』の「ABIC PLAZA」のコーナーでABICの活動報告や活

動会員のレポートを毎号掲載。
・  『世界経済評論』隔月刊にて日本貿易会との共同広告を掲載。

＜外部との往来＞
上半期
2021.04.07  三井物産㈱中部支社・豊田支店【ウェブ】
2021.04.21  農林水産省米穀貿易企画室【対面】
2021.05.12  自治体国際化協会【ウェブ】
2021.05.14  高知県移住促進・人材雇用確保センター【ウェブ】
2021.06.03  海外産業人材育成協会【対面】
2021.07.05  厚生労働省高年齢者雇用対策課【対面】
2021.07.15  寺島文庫【対面】
2021.07.16  放送番組国際交流センター【対面】
2021.08.04-05 関西学院大学 “高校生国際交流の集い”【ウェブ】
2021.08.25  国際大学【対面】
2021.08.26  JETROお客様サポート部海外展開支援課【ウェブ】
2021.09.13  エグゼクティブパートナーズ㈱【対面】
下半期
2021.10.01  ㈱ARS【対面】
2021.10.15  鳥取県商工労働部通商物流課【対面】
2021.10.18  岐阜県産業振興センター【対面】
2021.10.20  高知県産業振興センター【対面】
2021.10.26  放送番組国際交流センター 番組評価委員会【対面】
2021.11.05  文部科学省高等教育局【対面】
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2021.11.10  中小企業基盤整備機構 中国本部【対面】
   札幌市役所国際経済戦略室【対面】
2021.11.12  三菱商事人事部・ヒューマンリンク㈱【対面】
2021.11.16  宮崎県商工観光労働部【対面】
2021.11.22  日本総合研究所【対面】
2021.12.03  中小企業基盤整備機構 販路支援部【対面】
   野村総合研究所【対面】
2021.12.15  三井物産人事総務部【対面】
2022.01.11  中部経済連合会【ウェブ】
2022.01.17  わかやま産業振興財団【対面】
   日本漢字能力検定協会【ウェブ】
2022.01.20  NPO法人 輸出入手続きサポートファーム【ウェブ】
2022.02.16  東京大学協創プラットフォーム開発㈱【ウェブ】
2022.03.02  わかやまビジネスサポートセンター入居等審査部会【ウェブ】
2022.03.03  茨城県産業戦略部【対面】
2022.03.11  伊藤忠商事人事・総務部【ウェブ】
2022.03.15  国際交流基金 日本語パートナーズ派遣事業委員会【ウェブ】
   JETRO 対日投資部【ウェブ】
2022.03.17  ㈱タスク【対面】
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Ⅸ. 外部活動

1 ．国際会議への出席
2021.10.05   第58回日豪経済合同委員会会議【ウェブ開催】
        ・  第58回日豪経済合同委員会会議（主催：豪日経済委員会、日豪経済委員会）に

事務局が参加。「激動時の総力の結集」をテーマに、新型コロナウイルスのパ
ンデミック、地政学に基づく地域経済の環境変化、世界的なカーボンニュート
ラルへの取り組みなど、両国を取り巻くビジネス環境や両国間の貿易、投資、
経済連携の在り方に影響を及ぼす課題について議論が行われた。

2021.10.06～07 第58回日米財界人会議【ウェブ開催】
        ・  第58回日米財界人会議（主催：日米経済協議会、米日経済協議会）に事務局が

参加。「持続可能な未来を築く：日米リーダーシップに向けた青写真」をテー
マに、新型コロナウイルスからの回復に向けて、日米両国がより一層国際的な
連携と協力を図り、①持続可能な成長の実現に向けて経済を再興すること、②
脱炭素の未来に移行すること、③より強靭で信頼性のあるサプライチェーンを
確立することが重要であると確認された。

2021.11.02   第53回日韓経済人会議 【ハイブリッド開催】
        ・  第53回日韓経済人会議（主催：日韓経済協会、韓日經濟協会）に佐々木幹夫名

誉顧問ならびに事務局が参加。「日韓、ともに創造する未来」をテーマに、①
新しい未来創造、経済交流の拡大、共通課題への協力、②交流・友好のインフ
ラ促進、③政府への期待について共同声明が採択された。

2 ．駐日大使館・在外公的機関等との交流
2021.04.26 中華人民共和国駐日本大使館 宋公使との意見交換 【実開催】
      ・  中華人民共和国駐日本大使館 宋耀明公使ら3名が当会を訪問し、専務理事らと意見

交換を実施した。日中の経済関係や通商問題などに関して意見交換を行った後、両
国間のさらなる経済関係の促進について確認した。

2021.10.06 コルクット・ギュンゲン駐日トルコ大使による表敬訪問 【実開催】
      ・  コルクット・ギュンゲン駐日トルコ大使ら2名が当会を表敬訪問し、専務理事らと

日トルコ間の経済関係強化に向けた意見交換を行った。

Ⅸ . 外部活動
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Ⅹ．協力依頼
2021.04.01 令和3年「STOP ！熱中症クールワーキングキャンペーン」の実施について（厚生労

働省）
2021.04.01 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供について（経済産業省）
2021.04.01 令和3年経済センサス－活動調査について（総務省統計局）
2021.04.01 「70歳雇用推進マニュアル」のご案内（高齢・障害・求職者雇用支援機構）
2021.04.01 「統計データ分析コンペティション2021」の開催について（総務省）
2021.04.01 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する労働者への周知及び労働

者本人の申請への協力要請について（経済産業省）
2021.04.01 2022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）
2021.04.01 厚生労働省委託事業「男性の育児休暇取得促進事業（企業表彰及びサイト運営等事

業）」広報資料の送付と配布のお願いについて（厚生労働省）
2021.04.02 まん延防止等重点措置の実施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）
2021.04.05 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の物流に係るご協力のお願い

（経済産業省）
2021.04.09 外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置の「2年間」延長について

（経済産業省）
2021.04.12 3都府県におけるまん延防止等重点措置の実施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）
2021.04.19 国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアルの一部改訂について（国土交通

省）
2021.04.21 まん延防止等重点措置の実施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）
2021.04.21 北朝鮮関連の懸念船舶リストの更新につきまして（経済産業省）
2021.04.26 緊急事態宣言等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願い（経済産業省）
2021.04.30 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〔アメリカ（テネ

シー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州）、インド、ペルー〕（経済産業省）
2021.04.30 特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項

について（経済産業省）
2021.05.06 休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について（経済産業省）
2021.05.06 フィットテスト実施者に対する教育の実施について（厚生労働省）
2021.05.06 消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について（経済産業省）
2021.05.06 すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議での指示を踏ま

えた対応について（経済産業省）
2021.05.06 下請代金の支払い手段について（中小企業庁・公正取引委員会）
2021.05.06 知的財産取引の適正化について（中小企業庁）
2021.05.06 テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインの周知依頼について

（厚生労働省）
2021.05.06 「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020－2025）の策定について（経済産業省）
2021.05.06 職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について（厚生労働省）
2021.05.06 北朝鮮との瀬取りに関与している疑いのある船舶について（経済産業省）
2021.05.10 インド、パキスタン、ネパールからの入国者に対する防疫措置の強化、短期渡航の中

止要請（経済産業省）
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2021.05.10 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお
願い（経済産業省）

2021.05.13 令和3年度の民間企業の海外展開を支援する予算事業（二次公募）の事前のご案内
（経済産業省）

2021.05.13 出勤者数の削減に関する実施状況の公表について（経済産業省）
2021.05.13 インド、パキスタン、ネパールからの入国者に対する防疫措置の強化について（経済

産業省）
2021.05.14 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（ネパール）（経済

産業省）
2021.05.17 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお

願い（経済産業省）
2021.05.19 新型コロナウイルス水際対策強化に係る新たな措置（インドで初めて確認された変異

株への対応）（経済産業省）
2021.05.20 スリランカからの入国者に対する防疫措置の強化（経済産業省）
2021.05.24 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお

願い（経済産業省）
2021.05.26 新たな水際措置について（英国・カザフスタン・チュニジア・インド等）（経済産業

省）
2021.05.27 梅雨期及び台風期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）
2021.05.31 出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について（経済産業省）
2021.05.31 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長を受けた基本的対処方針の着実な実施

のお願い（経済産業省）
2021.06.01 「統計データ分析コンペティション2021」の論文募集開始のお知らせ（総務省）
2021.06.01 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）
2021.06.01 「雇用・労働分野の助成金のご案内」（令和3年度・4月版）（詳細版）について（厚生

労働省）
2021.06.01 公正採用選考について（厚生労働省）
2021.06.01 基本的対処方針の改正等を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症対策の拡

充について（厚生労働省）
2021.06.01 夏季の省エネルギーの取組について（経済産業省）
2021.06.01 令和3年度の民間企業の海外展開を支援する予算事業（二次公募）のご案内（経済産

業省）
2021.06.02 新たな水際措置について（アフガニスタン、ベトナム、マレーシア、タイ、米国の一

部の州及びドイツ等）（経済産業省）
2021.06.03 職場における積極的な検査等の実施手順について（経済産業省）
2021.06.03 新たな水際措置について（英国）（経済産業省）
2021.06.14 群馬県、石川県及び熊本県のまん延防止等重点措置終了の決定を受けた基本的対処方

針の着実な実施のお願い（経済産業省）
2021.06.14 新たな水際措置について（エジプト、ベルギー、ラトビア、米国の一部の州等）（経

済産業省）
2021.06.18 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等に関する周知のお願い（経済

産業省）
2021.06.18 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2021.07.01 水際措置の強化・変更について（キルギス、ポルトガル、米国の一部等）（経済産業
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省）
2021.06.29 水際強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2021.07.01 「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 2021」配布等のご協力のお願い（厚生労働省）
2021.07.01 「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「中

小企業向け労働契約等解説セミナー 2021」配布等のご協力のお願い（厚生労働省）
2021.07.01 夏季における年次有給休暇の取得推進について（厚生労働省）
2021.07.01 令和3年度厚生労働省委託事業「ラベル・SDS活用促進事業A（相談・訪問）」「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）
2021.07.01 オフィス、コールセンター、製造工場等における積極的な検査等の実施のお願い（経

済産業省）
2021.07.01 令和3年度厚生労働省主催テレワークセミナー開催ご案内について（厚生労働省）
2021.07.01 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）
2021.07.01 職場における積極的な検査等の実施手順（第2版）に関する周知（経済産業省）
2021.07.01 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

者募集開始について（総務省）
2021.07.07 水際強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2021.07.12 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2021.07.12 抗原簡易キットを購入する場合の報告のお願い（経済産業省）
2021.07.12 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等に関する周知のお願い（経済

産業省）
2021.07.16 水際強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2021.07.16 「テレワーク・デイズ2021」の参加を通じたテレワーク導入へのご協力のお願い（経

済産業省）
2021.07.19 夏休み期間中における留意事項に関するお願い（経済産業省）
2021.07.19 海外在留邦人等の日本でのワクチン接種について（経済産業省）
2021.08.02 令和3年度ヒアリ講習会の開催について（経済産業省）
2021.08.02 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等に関する周知のお願い（経済

産業省）
2021.08.02 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2021.08.03 水際強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2021.08.06 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2021.08.06 水際強化に係る新たな措置について（8/2周知訂正）（経済産業省）
2021.08.12 水際強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2021.08.18 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2021.08.18 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等に関する周知のお願い（経済

産業省）
2021.08.26 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2021.08.26 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等に関する周知のお願い（経済

産業省）
2021.09.01 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）
2021.09.01 令和3年度厚生労働省主催テレワークセミナー開催ご案内について（厚生労働省）
2021.09.01 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）
2021.09.01 10月の「年次有給休暇取得促進期間」について（厚生労働省）
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2021.09.01 「価格交渉促進月間」の実施について（経済産業省）
2021.09.01 DX推進指標の集中実施期間の周知について（9月・10月）（経済産業省）
2021.09.01 東京都事業「こどもスマイルムーブメント」へのご参画のお願い（東京都政策企画局

計画部）
2021.09.02 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）
2021.09.07 「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」へ

のご協力のお願い（経済産業省）
2021.09.08 経産省企画JETRO主催サプライチェーン強靭化フォーラムについて（経済産業省）
2021.09.10 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2021.09.10 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等に関する周知のお願い（経済

産業省）
2021.09.21 新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について（経済産業省）
2021.09.21 水際強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2021.09.27 東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク2021の開催について（経済産業省）
2021.09.28 水際強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2021.09.30 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2021.09.30 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了に関する周知のお願い（経済産業

省）
2021.10.01 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）
2021.10.01 令和3年度厚生労働省主催テレワークセミナー開催ご案内について（厚生労働省）
2021.10.01 職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の周知について（厚生

労働省）
2021.10.01 令和3年度厚生労働省委託事業「ラベル・SDS活用促進事業B（普及・教育）」「ラベ

ルでアクション」ツールの送付について（厚生労働省）
2021.10.05 令和3年度「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）
2021.10.05 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により影響

を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について（経済産業省）
2021.10.05 下請取引適正化推進月間の実施について（公正取引委員会）
2021.10.11 津波防災の日に係る緊急地震速報訓練への参加の要請及び訓練参加状況等の調査につ

いて（経済産業省）
2021.10.14 北朝鮮関連の懸念船舶リストの更新につきまして（経済産業省）
2021.11.01 令和3年度厚生労働省主催テレワークセミナー開催ご案内について（厚生労働省）
2021.11.01 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（厚生労働

省）
2021.11.04 原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について（中小

企業庁）
2021.11.04 海上コンテナ事故防止対策 荷主事業者へのアンケート送付について（国土交通省）
2021.11.08 水際対策強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2021.11.09 冬季の省エネルギーの取組について（経済産業省）
2021.11.11 貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受のための周知について（経済産業省）
2021.11.17 コンテナ逼迫関係 海外港湾の状況について（経済産業省）
2021.11.17 「こどもスマイルムーブメント」へのご賛同・ご参画について（東京都政策企画局計

画部）
2021.11.30 水際強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2021.12.01 「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）

Ⅹ．協力依頼

114 115

2021年度事業報告書附属明細書_本文.indd   115 2022/04/28   17:18



2021.12.01 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）
2021.12.01 令和3年度厚生労働省委託事業「ラベル・SDS活用促進事業B（普及・教育）」これか

ら取り組みを始める事業者向け「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」の送付について（厚生労働省）

2021.12.01 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供等について（経済産業省）
2021.12.01 冬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）
2021.12.01 令和3年分所得税等の確定申告に向けたe-Taxによる申告の周知について（経済産業

省）
2021.12.08 水際対策強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2021.12.10 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

（厚生労働省）
2021.12.13 水際強化にかかる新たな措置について（経済産業省）
2021.12.15 マイナンバーカードの健康保険証利用の促進及び業界団体・個社の取組の好事例の情

報提供について（経済産業省）
2021.12.15 PCR等検査無料化事業の周知依頼について（経済産業省）
2021.12.16 国際油濁補償基金への油受取量報告について（国土交通省）
2021.12.20 イベント開催等における必要な感染防止策の徹底（経済産業省）
2022.01.05 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）
2022.01.05 パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化に関する事業者団体に対する要

請（経済産業省）
2022.01.04 水際強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2022.01.05 「病気休暇制度に関するポスター及びリーフレット」の送付について（厚生労働省）
2022.01.05 「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」の

送付について（厚生労働省）
2022.01.05 「特別休暇制度導入事例集2021」の送付について（厚生労働省）
2022.01.11 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2022.01.11 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願

い（経済産業省）
2022.01.12 水際強化に係る新たな措置について（経済産業省）
2022.01.12 「企業におけるサプライチェーンのサイバーセキュリティ対策に関するアンケート調

査」について（経済産業省）
2022.01.17 水際対策強化に係る新たな措置（25）について（経済産業省）
2022.01.20 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2022.01.20 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願

い（経済産業省）
2022.01.26 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2022.01.26 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願

い（経済産業省）
2022.01.31 水際対策強化に係る新たな措置（26）について（経済産業省）
2022.01.31 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」〔令和4

年1月5日（令和4年1月28日一部改正）〕に関する周知のお願い（経済産業省）
2022.02.01 「勤務間インターバル制度リーフレット・ポスター」の送付について（厚生労働省）
2022.02.01 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基

づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の
一部を改正する省令の施行について（令和4年基発0113第2号）（厚生労働省）
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2022.02.01 石綿ばく露防止対策の推進について（令和4年基発0113第5号）（厚生労働省）
2022.02.01 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ご送付及び配布

ご協力のお願い（厚生労働省）
2022.02.01 「化学物質のリスクアセスメント支援ツールに関する実践セミナー」（オンライン開

催）および「職場における化学物質のリスクアセスメントに関するアンケート」のお
知らせ・周知のご協力のお願い（厚生労働省）

2022.02.01 消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について（経済産業省）
2022.02.01 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
2022.02.03 日本銀行外為法手続きオンラインシステム・リニューアルのご案内（財務省・日本銀

行）
2022.02.04 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2022.02.04 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願

い（経済産業省）
2022.02.07 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策についての分科会提言に関する周知のお願

い（経済産業省）
2022.02.07 感染症法に基づく就労制限の取扱いに関する周知徹底のお願い（経済産業省）
2022.02.09 転嫁円滑化施策パッケージに基づく情報提供フォームについて（経済産業省）
2022.02.09 大雪に対する国土交通省緊急発表（2月10日から11日にかけての大雪について）（経済

産業省）
2022.02.14 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2022.02.14 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願

い（経済産業省）
2022.02.15 ＜公募開始延期のご連絡＞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）
2022.02.21 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2022.02.21 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願

い（経済産業省）
2022.02.25 水際対策強化に係る新たな措置（27）について（経済産業省）
2022.02.25 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）
2022.02.28 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
2022.03.01 「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）
2022.03.01 経済構造実態調査への協力依頼について（経済産業省）
2022.03.01 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について（厚生労働省）
2022.03.01 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）
2022.03.01 価格交渉促進月間について（経済産業省）
2022.03.01 原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について（中小

企業庁）
2022.03.01 令和5年度3月新規中学・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに

文書募集開始時期等について（文部科学省・厚生労働省）
2022.03.01 令和4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）
2022.03.02 財務省主催国際シンポジウムのご案内：「流動化するグローバリゼーションの未来と

新たな政策協調」（財務省）
2022.03.02 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
2022.03.03 東日本大震災発生十一年となる3月11日における弔意表明について（経済産業省）
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2022.03.03 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）
2022.03.07 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2022.03.07 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願

い（経済産業省）
2022.03.08 事業所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について（厚生労働省）
2022.03.08 成年年齢引下げ後に成年となる若年者に対する適切な対応の要請について（経済産業

省）
2022.03.09 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）
2022.03.11 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）
2022.03.11 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）
2022.03.14 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
2022.03.15 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
2022.03.18 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
2022.03.22 出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）に関するお願い（経済産業省）
2022.03.22  新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願

い（経済産業省）
2022.03.22 電力需給ひっ迫に伴う節電のご協力依頼（経済産業省）
2022.03.23 電力需給ひっ迫警報の解除について（経済産業省）
2022.03.28 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について（財務省）
2022.03.30 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）
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Ⅺ．会員関係

1 ．法人・団体会員［2021年度末（2022.03.31）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  56社

㈱IHI 旭化成㈱ 芦森工業㈱
味の素㈱ 味の素トレーディング㈱ 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
川崎汽船㈱ キッコーマン㈱ KYB㈱
㈱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㈱
東京建物㈱ 東工コーセン㈱ ㈱東 芝
㈱トレードワルツ ㈱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

2021年度末（2022.03.31）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 83
法人会員 56
団体会員 27

合計  173
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Ⅻ．事務局組織
2021年度末（2021.03.31）の事務局組織は以下の通り。

人員数    役員 3名   職員 25名

Ⅻ．事務局組織

122 123

総務グループ

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

政策業務第一グループ

企画・人事グループ

常務理事

理事
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�．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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