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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(A）
Government 
Relations
(提言・要望活
動)

(提言力強化)
•内外の課題
に対してプロ
アクティブに
提言・要望を
出すこと。

•その実現に
向けた十分な
働きかけを行
うこと。

(1)令和3年度税制改正要望に関する活動
★毎年、当会は、商社業界としての税制改正要望を政府・与党に提出しており、
20年度は重点要望項目として23項目の要望を提出(20年9月)。
★その結果、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた、電子帳簿保存法の見直し及
び行政手続きの電子化などの納税環境の整備、業績への悪影響に対する緩和措置、
電子経済課税を巡るルールへの制度構築などの6項目が実現し、大きな成果となっ
た。

(2)インフラ海外展開に関する新戦略策定に向けた要望活動
★21年度以降のインフラ海外展開に関する新戦略を策定する為、内閣府が新設し
た「インフラ海外展開に関する新戦略に向けた懇談会」に当会会長が委員就任(20
年2月)。
★20年度は、中村邦晴前会長(1回)、小林健会長(2回)が懇談会に出席し、インフ
ラ海外展開に関する公的支援制度の手続きなどの利便性向上、新型コロナを含めた
不可抗力事由の影響に対する緩和措置などにつき要望。
★その結果、承認された新戦略「インフラシステム海外展開戦略2025」には、当
会から要望した上記2点、JICA海外投融資プロセスの従来以上の柔軟な運用などが
盛り込まれ、大きな成果となった。

(3)グローバル人材育成に関する要望等
★海外日本人学校の環境整備について文科省と継続的な意見交換を19年度から実
施してきている中、20年度は自民党 海外子女教育推進議員連盟総会にて当会専務
理事より、日本人学校への派遣教員数の維持などについて要望(20年6、11月)。
★要望提出後は、初めて文科省から当会に対して、①日本人学校の教育施設の状況
に関するヒアリング、②日本人学校への派遣教師に対する研修会への講師依頼要請
があり、従来以上に文科省との関係性が緊密になった。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(A）
Government 
Relations
（提言・要望活
動）

(提言力強化)
•内外の課題
に対してプロ
アクティブに
提言・要望を
出すこと。

•その実現に
向けた十分な
働きかけを行
うこと。

(4)新型コロナ感染拡大に際しての貿易手続円滑化等に関する要望提出
★新型コロナ感染拡大の物流への影響を最小限に抑える為、税関や検疫所等へ提出
する貿易手続関連書類の電子化や医療物資等の輸送円滑化に向けた施策などを求め
る要望(9項目)を取り纏め、財務省はじめ他4省へ提出(20年4月)。
★当会事務局より商社の現状を説明し交渉を行った結果、貿易手続関連書類の原本
の後日提出が容認されるなど3項目が実現。

(5)中国輸出管理法草案に対する日米欧の産業界での共同意見書提出
★中国輸出管理法については、中国商務部による草案(18年2月)、中国全人代常務
委員会による第一次草案(20年1月)に対して、日米・日欧の関連団体にて共同意見
書を提出。
★20年6月に開催された中国全人代常務委員会での審議を踏まえ、公表された「中
国輸出管理法草案(第二次草案)」に対しても、当会含む日米12団体・日欧14団体
の連名にて、中国政府宛てに共同意見書を提出(20年8月)。
★さらに、過剰な域外適用の抑止に向け、中国及び米国の直接製品規制の拡大につ
いて、米国、中国両政府に対する日本政府の働き掛けを求める要請書を当会含む
10団体連名にて経産省に提出(20年11月)。

(6)「要望等実現委員会」設置
★当会が要望や政策提言を行うに際し、国会議員へのより効果的なアプローチを図
るべく、専務理事をトップとする事務局横断組織「要望等実現委員会」を新規に設
置。
★四半期毎に開催して、レビューを行い、今後の方針について議論を行った。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(B）Member 
Relations(会
員向け情報提
供・調査研究活
動)

(会員サービ
ス拡充)
会員企業に質
量・スピード
ともに十分な
情報提供を行
うこと。

(1)垂秀夫新在中国日本大使との懇談会開催
★赴任前の垂秀夫新在中国日本大使と会員企業15社の中国担当役員との懇談会を
開催(20年9月)。※主要国赴任前大使との懇談会は初の試み
★懇談会において、会員企業の中国ビジネスの取組状況と課題、今後の中国経済の
行方、米中関係の影響などについて意見交換を実施。
★参加した会員企業の役員からは「得難い機会となった」などの反響があり、現役
大使と会員企業との新たなネットワーク構築に繋がった。

(2)高年齢者雇用対策TFの活動
★70歳までの雇用確保などを定めた改正高年齢者雇用安定法(20年2月閣議決定、
21年4月施行)に商社業界として対応するべく、 人事委員会傘下に「高年齢者雇用
対策TF」を新設(会員企業14社が参加)。
★本TFでは、各社の取組に関する意見交換、厚労省 職業安定局 高齢者雇用対策課
からの講演、高齢者雇用対策の一つのプラットフォームとして期待出来るABICか
らの講演を実施し、会員企業共通の課題に対する情報を提供(全3回開催)。

(3)市場委員会WGの活動
★19年度に本WGを立ち上げ、通商に係る諸課題についての論点整理を実施。20
年度は戸堂康之氏(早稲田大学 教授)を共同研究者として招聘し、「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」というテーマで、国際通
商情勢の中での商社の新たなあるべき姿を検討(全5回開催)。
★検討内容及び各社事例を盛り込んだ報告書を制作し、会員企業へ提供(21年3月)。

(4)安全保障貿易管理委員会パネルディスカッションの実施
★コロナ禍の環境変化に柔軟に対応し、米国輸出管理規則の管理における実務対応
をテーマとするパネルディスカッションを初めてWebにて開催したところ、多数
(77名)参加(21年2月)。
★参加者からは「他商社の実務上の悩みや現場対応の実態を聞けて、大変参考に
なった」などの声を頂いた。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(B）Member 
Relations(会
員向け情報提
供・調査研究活
動)

(会員サービ
ス拡充)
会員企業に質
量・スピード
ともに十分な
情報提供を行
うこと。

(5)「商社のための原産地自己申告制度ガイダンス」制作
★CPTPP(18年12月)、日EU EPA(19年2月)、日米貿易協定(20年1月)において、
自己申告制度(輸入者等が自ら作成した申告書に基づき特恵税率を適用出来る制度)
のみが採用されている為、「FTA活用に当たり制度対応・体制構築のポイントを整
理したい」「ノウハウが属人的となりがち」などの商社担当者の声を受けて、事務
局として企画。
★物流委員会22社に対するヒアリングを踏まえ、ドラフト内容を作成し、本ガイ
ダンスを制作(21年3月)。
★会員企業からは「商社の目線で分かりやすい」「社内説明や体制見直し等に活用
したい」などの声を頂いた。

(6)ホームページ・映像等を活用した情報提供
(日本貿易会ホームページ)
★当会ホームページの新着・更新情報を会員各社等にタイムリーに通知するメール
配信サービスを開始。
★「日本貿易会月報」発刊後に同内容を電子Bookで公開しているが、バイデン新
政権に関する正副会長会社7社のワシントン駐在員によるオンライン座談会など、
鮮度感が重要な情報については発刊に先行して公開。

(映像)
★新オフィスにデジタルサイネージを導入。使用許可を得られた正副会長会社・常
任理事会社の会社紹介映像を流し、当会事務所への来会者に会員各社の業務概要を
紹介。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(B）Member 
Relations(会
員向け情報提
供・調査研究活
動)

(会員サービ
ス拡充)
会員企業に質
量・スピード
ともに十分な
情報提供を行
うこと。

(7)「デジタル新時代と商社」特別研究会(仮称)の新設
★会員各社が推進しているデジタルによる業務効率化及び新たなビジネスモデルの
創出について、各社共通の課題(人材・組織等)、ビジネス領域の競争分野と協調分
野の棲み分けなどを中心に研究を実施する為、「デジタル新時代と商社」特別研究
会(仮称)を立ち上げ準備中。
★森川博之主査(東京大学大学院 工学系研究科 教授)、平栗拓也座長(三菱商事 デ
ジタル戦略部部長)の体制にて、22年5月の研究成果の公表に向け、21年度から原
則月1回の頻度で研究を実施予定。

(8)講演会のWeb開催
★新型コロナ感染拡大により月例講演会については全てWebで開催。会議室(最大
70名)の制約が無くなったこと、遠方からも参加出来るようになったことなどから、
多くの会員の方が参加(出席者が100名を超える回もあり)。
★その中でも、初企画の正副会長会社7社のエコノミストがそれぞれの視点でアフ
ターコロナの世界経済の行方について議論するバーチャル座談会は、「当会ならで
はの企画」として反響は大きかった(20年7月)。但し、通信技術面での課題も明ら
かになった。
★会員企業の社内イントラに掲載をお願いした結果、地方、海外からも参加があっ
た。

(9)常任理事会における取組
★通常より広い会場で間隔を十分空けるなどの新型コロナ対策を十分講じた上で、
常任理事会(正副会長7名、常任理事11名)を開催(全3回開催)。
★最新の政策課題を担当されている政府要人(西村康稔経済再生担当大臣、平井卓
也デジタル改革担当大臣、秋葉剛男外務省事務次官)を来賓として招き、意見交換
を実施したことにより、各社の関心が高い、有益な情報を来賓より提供。

(10)バーチャル工場見学のしおり作成
★貿易動向調査委員会において例年実施している工場見学(「貿易見通し」制作に
向けた製造現場からの情報収集)を中止し、製造業各社のバーチャル工場見学サイ
トについて、しおりに取り纏めて会員企業へ提供。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(B）Member 
Relations(会
員向け情報提
供・調査研究活
動)

会員に当会の
活動の意義を
しっかりと理
解してもらう
こと。

(1)「日本貿易会ISACの歩み」制作
★デジタル庁設置など、民間企業のみならず日本政府においてもデジタル化が喫緊
の課題となっている中、サイバー攻撃に関する商社間の事例及び対策を共有する目
的で発足させた日本貿易会ISACが5年目の節を迎えることを受け、「日本貿易会
ISACの歩み」を制作(21年3月)。
★発足経緯、5年間の活動内容などについて取り纏め、会員企業に対して改めて
ISACの活動意義を周知。

(2)ABIC活動の発信強化
(「ABIC20周年記念誌」制作)
★国際社会貢献センター(ABIC)が創設20周年を迎えたことを受け、「ABIC20周
年記念誌」を制作(20年4月)。
★政府機関・中小企業への人的支援や大学・社会人講座等での講義を柱とする20
年間の事業内容の数々、ABICの活動に携わられた方々の熱い想いなどについて取
り纏め、会員企業に対してABICの活動意義を周知。

(日本貿易会月報 ABIC20周年記念特別企画)
★ABICが創設20周年を迎えた事を受け、日本貿易会月報に「ABIC20周年記念特
別企画」を掲載し、シニア層をうまく活用するABICの取組や実際に働かれている
方々の魅力を取材し発信(全6回掲載)。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(B）Member 
Relations(会
員向け情報提
供・調査研究活
動)

規模、専門性、
メーカー系で
異なる会員
ニーズを把握
し、これに対
応すること。

(1)会員サービス拡張に資する新オフィスの取組
★半世紀にわたり拠点としていた浜松町 世界貿易センタービルの建て替えを機に、
霞が関コモンゲート西館に事務所を移転(21年1月)。これを機に当会の在り方や機
能を見直し一層の飛躍を行うべく、全職員をあげて計画・遂行。
★会員企業が抱える共通・個別課題を把握し解決する為に、Web会議等が円滑に
実施出来るICTファシリティーを導入したほか、広めのエントランスには自由に交
流することが可能なスペース、会員各社の紹介動画等を放映するサイネージ、当会
刊行物などを紹介するコーナー、ワークスペース、企画展示スペースなどを設置。

(2)「商社のための原産地自己申告制度ガイダンス」制作※再掲
★本ガイダンス制作において、「FTA活用に当たり制度対応・体制構築のポイント
を整理したい」などの中堅商社担当者の課題への対応を盛り込んだ(21年3月)。

(3)安全保障貿易管理委員会パネルディスカッションの実施※再掲
★Webにて初開催したパネルディスカッションでは、パネリストとして中堅商社
会員を代表して稲畑産業、蝶理の2社が参加(21年2月)。
★企業の規模や性質に関わらず、米国の輸出管理規則への対応や米中関係の動向な
どに対する関心が高まっていることが把握出来た。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(B）Member 
Relations(会
員向け情報提
供・調査研究活
動)

委員会を通じ
て会員に意味
のあるバ
リューを提供
し、さらにバ
リューアップ
させること。

(1)全委員会に対するアンケート実施
★当会の活動の中核を占める委員会活動をより充実したものとしていく為、全18
委員会に対して、委員会への参加目的、20年度活動に対する評価、21年度活動に
向けて期待することなどについて、委員の率直な意見を把握するアンケートを実施。

(2)日本貿易会ISAC 実機演習の拡大実施
★日本貿易会ISACにおいて実施していた実務者を対象とする半日の実機演習につ
いて、会員企業のサイバー攻撃を受けてから対処するまでの一連の流れに沿った実
機演習のニーズの高まりを受け、研修内容を終日型に拡充して実施(21年1月)。
★サイバー攻撃する側と防御する側の2つのチームに分かれ、初動対応などを体感
する研修内容については、参加者からは「講師による厳格な指摘があり、普段得ら
れない気付きがあった」などの好評を頂いた一方で、「難易度が高い」などの不満
も頂いた。

(3)法務委員会グループディスカッション開催
★毎年、実務担当者によるグループディスカッションを実施していたが、新型コロ
ナ感染拡大の状況に鑑み、Zoomのブレイクアウトルーム機能を使用して初めて
Webにてグループディスカッションを開催(20年12月)。
★参加者19名を、①法務人材の育成やキャリアパス、②法務部門による電子化の
活用、③法務に関するグループガバナンス、④外部専門家の効果的な活用の4つの
グループに分けグループ討論。
★参加者からは「現状ではベストのやり方」「慣れが必要」などの声を頂いた。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(B）Member 
Relations(会
員向け情報提
供・調査研究活
動)

形式化した会
議体は整理す
ること。

該当なし。
なお、20年度において新たに設置、名称変更した会議体は以下の通り。

【設置】
・人事委員会 高年齢者雇用対策TF
・市場委員会 市場委員会WG
・広報委員会 きっずプロジェクト分科会

【名称変更】
・CSR研究会➡サステナビリティ・CSR研究会
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(B）Member 
Relations(会
員向け情報提
供・調査研究活
動)

商社の「人材
力」強化支援
策として十分
な研修事業を
行うこと。

(1)会員企業向け研修の見直し・実施
★コロナ禍を機に、当会が実施している研修事業について見直しを実施。「商社新
人研修」は新入社員研修の時期を逸した為、「貿易会経営塾」は対面での開催が重
要との判断から、海外赴任前研修は赴任時期が新型コロナの影響で分散したことか
ら開催を見送った。一方で、商社業界ならではの実践的内容でニーズの高い「安全
保障貿易管理実務者研修(初級編)」については、初めてWeb研修として開催した
(20年7月)。
★Web研修としたことで参加者の幅が広がり、首都圏以外からも含めて従来以上
の申込みを頂いた結果、２回に分けて実施(34名参加)。

(2)研修・セミナーのWeb開催
各委員会にて、初めてWebを活用した研修・セミナーを開催。

(企業倫理実務者研修会)
★大嵜将史氏(TMI総合法律事務所 弁護士)よりコロナ禍におけるテレワーク上の
労働問題について伺う研修会を開催(20年10月)。Web開催にもかかわらず、参加
者からは具体的な質問が活発になされた。

(海外安全対策セミナー)
★平野加容子氏(外務省 診療所長)より海外渡航・赴任前に注意すべき医療事情と
諸対策について伺うセミナーを開催(20年10月)。参加者からは「コロナ騒ぎの中、
基本的な安全対策を忘れてはならない」などの声を頂いた。
★野村亜希子氏(医師)、黒木康正氏(インターナショナルSOS)よりコロナ禍におけ
る海外安全対策について伺うセミナーを開催(21年3月)。参加者からは「ワクチン
を含め、新型コロナに関する最新情報が入手できた」などの声を頂いた。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(B）Member 
Relations(会
員向け情報提
供・調査研究活
動)

商社の「人材
力」強化支援
策として十分
な研修事業を
行うこと。

(ダイバーシティ推進セミナー)
★入山章栄氏(早稲田大学大学院 教授)より経営戦略としてのダイバーシティにつ
いて伺うセミナーを開催(20年7月)。参加者からは「ダイバーシティの必要性につ
いて経営学の観点から論理的に説明いただいた」などの声を頂いた。

(内部統制セミナー)
★八田進二氏(青山学院大学 名誉教授)より健全な組織風土を整備・運用する為の
内部統制の在り方について伺うセミナーを開催(20年12月)。参加者からは「内部
統制の現場で働く者に響く実務的な話で参考になった」などの声を頂いた。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

(B）Member 
Relations(会
員向け情報提
供・調査研究活
動)

商社業界とし
て、SDGsの
目標実現、
TCFD提言や
ESG投資への
対応を具体的
に強化してい
くこと。当会
事務局として
も独自の活動
を行うこと。

(1)「SDGsと商社」発刊
★19年5月に日本のSDGs研究の第一人者である蟹江憲史氏(慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科 教授)を主査とする特別研究会を立ち上げ、会員企業19社と
ともに、世界的なSDGs達成に向け商社が貢献出来る取組について研究を実施(全8
回)。
★研究内容を踏まえ、SDGsの特質と親和性の高いと考える6つの商社の特徴的活
動について、会員各社の事例紹介を通じて検証した「SDGsと商社」を発刊(20年7
月)。

(2)経団連「低炭素社会実行計画」及び「循環型社会形成自主行動計画」に対する
取組
★経団連が地球温暖化対策として推進する「低炭素社会実行計画」(20年度、30年
度目標)及び「循環型社会形成自主行動計画」(20年度目標)に、商社業界として対
応。
★「低炭素社会実行計画」においては、商社単体が排出するCO2の主な原因である
オフィスにおける電力使用量の削減について、「循環型社会形成自主行動計画」に
おいては、オフィスから排出される紙類などの処分量の削減やペットボトルの分別
率向上について、19年度実績を調査した結果、20年度目標を達成済あるいは達成
しつつある。
★特定荷主制度(省エネ法に基づき貨物輸送事業者に発注する立場にある“荷主”に
省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量等の報告等の取組を求める制度)につ
いて改善要望を経産省に提出するべくアンケートを実施。

(3)環境問題への取組
(環境セミナーの実施)
★6月に設定している商社環境月間にて、「企業を取り巻く気候変動の現状」を
テーマに気候変動対策セミナーを開催(20年6月)。

(エコバックの制作)
★プラスチックごみ関連対策事業として当会ロゴ入りエコバックを制作・配布し、
レジ袋削減に貢献。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

（C）Public 
Relations(商
社活動の理解浸
透・社会貢献活
動)

(広報・社会
貢献)
商社活動の理
解浸透に向け、
対象を意識し
た内容・手段
を開発・実行
すること。

(1)会長による発信力強化
(新春メッセージ動画配信)
★新春懇親会開催見送りを受け、小林健会長と梶山弘志経産大臣の新春メッセージ
動画を当会ホームページ特設サイトへ掲載(21年1月)。
★小林健会長の「21年は貿易業界にとって、デジタル化など新たなビジネスモデ
ルの構築、サプライチェーンの見直し、脱炭素化をはじめとする社会課題の解決へ
の取組を強化していく重要な1年となる」旨のメッセージを発信。

(会長定例記者会見のWeb開催)
★緊急事態宣言下であることを踏まえ、当会新オフィスのファシリティーを活用し
て初めてWebにて開催(21年2月)。
★記者15名が参加。NHK(WEB)、産経(WEB)、時事通信、共同通信など多数のメ
ディアで記者会見の内容が取り上げられた。

(2)調査研究活動の成果の発信
★1974年の開始以来66回目となる「2021年度わが国貿易収支、経常収支の見通
し」について、「2021年度は輸出入の回復は緩やかだが、貿易収支は改善し、経
常収支黒字も拡大する」という貿易業界の見解を取り纏め、初のWebでの記者発
表にて公表(20年12月)。
★前年の通関統計の動向・特徴を取り纏めた「日本貿易の現状」及び商社の役割
について紹介する「商社ハンドブック」の2021年度版を発行(21年3月)。

(3)参議院資源エネルギーに関する調査会での講演
★参議院事務局より当会に対し、同院資源エネルギーに関する調査会(議員立法、
政策提言を行う為、原子力等エネルギー・資源に関する総合的な調査を実施)への
参考人としての参加と「資源の安定供給」に係る講演依頼があった。
★会長会社(三菱商事)と相談の結果、同社の西澤淳常務執行役員が参加し、「カー
ボンニュートラルの実現に向けた天然ガスの役割」と題して講演(21年2月)。同調
査会メンバーの参議院議員にLNGビジネスの観点から見た課題等を発信し、商社活
動の理解浸透に大きく寄与頂いた。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

（C）Public 
Relations(商
社活動の理解浸
透・社会貢献活
動)

(広報・社会
貢献)
商社活動の理
解浸透に向け、
対象を意識し
た内容・手段
を開発・実行
すること。

(4)小学校への出前授業実施
★ジュニア世代に対する商社業界の広報・社会貢献活動として、港区立笄(コウガ
イ)小学校(6年生 25人)、本村小学校(6年生 36人)にて、「世界をつなぐ貿易の仕
事」をテーマに、60分間の出前授業を初めて実施(20年9、12月)。
★貿易の概要と関連する商社の仕事について、スマートフォンなど生活に身近なも
のを事例に写真や動画を交えて説明し、随所に質問を取り入れるなどの工夫をした
為、生徒の参加意識も高く、元気に手を挙げてくれる児童が多かった。

(5) 小学校社会科の参考書籍を監修
★ポプラ社が発刊する「日本の産業」(全7巻)のうち第6巻「貿易・運輸」を当会
が監修。FTAやEPAの役割などについて、イラストや図表を多用して小学生に向け
て分かり易く解説(21年4月発刊予定)。

(6)「デジタル新時代と商社」特別研究会(仮称)の新設※再掲
★会員各社が推進しているデジタル化について、各社共通の課題(人材・組織等)、
ビジネス領域の競争分野と協調分野の棲み分けなどを中心に研究を実施する為、
「デジタル新時代と商社」特別研究会(仮称)を立ち上げ準備中(21年3月)。

(7)「SDGsと商社」発刊※再掲
★19年5月に立ち上げた特別研究会での研究内容を踏まえ、SDGsの特質と親和性
の高いと考える6つの商社の特徴的活動について、会員各社の事例紹介を通じて検
証した「SDGsと商社」を発刊(20年7月)。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

（C）Public 
Relations(商
社活動の理解浸
透・社会貢献活
動)

(広報・社会
貢献)
商社活動の理
解浸透に向け、
対象を意識し
た内容・手段
を開発・実行
すること。

(8)市場委員会WGの活動※再掲
★先行き不透明な国際情勢の中で、持続可能なグローバル・バリューチェーンの構
築に向け、商社に期待される役割について検討。
★検討内容を盛り込んだ報告書についてマスコミへのプレスリリースを行い、商社
業界の取組としてPR(21年3月)。

(9)「日本貿易会ISACの歩み」制作※再掲
★日本貿易会ISACの発足経緯、5年間の活動内容などについて取り纏めた「日本貿
易会ISACの歩み」を通じて、世間に対して商社業界がいち早くサイバーセキュリ
ティーについて取り組んでいることをPR(21年3月)。

(10) ABIC活動の発信強化※再掲
(「ABIC20周年記念誌」制作)
★国際社会貢献センター(ABIC)の「事業系」「教育系」を柱とする20年間の事業
内容やABICの活動に携わられた方々の想いなどに関して取り纏めた「ABIC20周
年記念誌」について、商社業界の取組としてPR(20年4月)。

(日本貿易会月報 ABIC20周年記念特別企画)
★ABICが創設20周年を迎えた事を受け、日本貿易会月報に「ABIC20周年記念特
別企画」を掲載し、シニア層をうまく活用するABICの取組や実際に働かれている
方々の魅力を取材し発信(全6回掲載)。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

（C）Public 
Relations(商
社活動の理解浸
透・社会貢献活
動)

会員の実態を
踏まえた「当
会ならでは」
の見解を提示
すること。

(1)調査研究活動の成果公表※再掲
★「2021年度は輸出入の回復は緩やかだが、貿易収支は改善し、経常収支黒字も
拡大」という商社業界の見解を取り纏めた「2021年度わが国貿易収支、経常収支
の見通し」 を公表(20年12月)。

(2)市場委員会WGの活動※再掲
★先行き不透明な国際情勢の中で、持続可能なグローバル・バリューチェーンの構
築に向け、商社に期待される役割について検討し、報告書を制作(21年3月)。

(3)「商社のための原産地自己申告制度ガイダンス」制作※再掲
★CPTPP、日EU EPAなどに導入された「自己申告制度」について、メーカーの間
に立つ商社特有のビジネス形態を踏まえた商社担当者の課題に対応するべく、成果
物を制作(21年3月)。
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当会の機能
中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

（C）Public 
Relations(商
社活動の理解浸
透・社会貢献活
動)

人生100年時
代のあり方に
おける社会貢
献という国の
指針に合致す
るABICとの
連携強化、
ABICの活動
拡充、運営基
盤強化に向け
た施策を実行
すること。

(1)ABICを通じた社会貢献活動
当会は、2000年に国際社会貢献センター(ABIC)を立ち上げ、社会貢献活動を委託
しているが、ABICを通じて20年度は下記の活動を実施。
(ABIC活動の発信強化)
①地方創生に係る政府の取組が強化される中で、坂本内閣府特命担当大臣の要請に
基づき、高知県をはじめとする各県での地方自治体・中小企業に対するシニア人材
紹介に関するABICの取組について説明し、当会が設立したABICのユニークな活動
をご理解頂く貴重な機会となった(21年2月)。
②国際社会貢献センター(ABIC)の「事業系」「教育系」を柱とする20年間の事業
内容やABICの活動に携わられた方々の想いなどについて取り纏めた「ABIC20周
年記念誌」を会員企業に周知した上で、商社業界の取組としてPR。日本貿易会月
報「ABIC20周年記念特別企画」においてもABICの活動についてPR.

(地方自治体への展開ﾙｰﾄの拡充)
★ABICは、宮城県 気仙沼市と外国人の日本語教育支援及び市内企業の産業支援を
通じて地域経済の活性化を図ることを目的とする包括協定を締結(20年7月)。
★気仙沼市内在住の外国人技能実習生などを対象に日本語教育を支援するとともに、
気仙沼市内の企業の販路拡大、海外進出などの相談業務を推進。

(運営基盤強化)
★ABICの活動の中で大きな活動実績を誇る「大学での講義」にて、大学専任講師
の定年制により、ABICから派遣する有能な講師が途中で辞めざるを得ないという
課題が生じていた。
★一部大学とは個別講師契約からABICとの業務委託契約へ変更することによって、
定年制の対象外化が図れ、講師のモチベーション向上に貢献。

(2)高年齢者雇用対策TFの活動※再掲
★21年4月の改正高年齢者雇用安定法施行に向けて立ち上げた「高年齢者雇用対策
TF」にて、高齢者雇用対策の一つのプラットフォームとして期待出来るABICによ
る講演機会を提供。
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事務局運営
にかかわる事

項

中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

人材の育成・拡
充

(人員計画・
人材育成）
当会の中期的
な人員計画を
見直し、特に
プロパー職員
の採用・育
成・登用を計
画的に実行し、
事務局の人的
資源の底上げ
を実現する。

中長期を見据えた人員計画・人材育成

(採用)
★キャリア採用2名(総務IT担当、経理系政策提言担当)、新卒採用2名(総務担当、
調査担当)が、各配属先部門で戦力として活躍。

(育成・登用)
★事務局行動指針を達成する人材の育成を目標に、具体的な人材育成策について全
職員で話し合う「人材育成に関する集中討議」をWebにて初めて実施(4回に分け
て実施)。
★人材育成TFにおいて、職員研修制度についてのレビューと改善案策定を実施し、
外部出向研修制度に関しては、公募制の再採用方針を決定。
★職員の能力向上の為に、マネジメント、PCスキル、語学などのeラーニングを新
規に導入し近く実施予定。
★職員の個別キャリアロードマップ導入に向けた全会的な議論を実施。試験的導入
に向けて準備中。
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事務局運営
にかかわる事

項

中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

業務効率化

(情報化・電
子化）
•ITの利活用、
アウトソース
で生産性を向
上させること。
•前例踏襲は
止めること。
•日々の業務
に潜むムダを
なくすこと。

(1)デジタル技術活用による業務効率化
(会議･セミナー等のオンライン化)
★新型コロナ感染拡大により会合の実開催が難しい中、Teams、Zoom等のデジタ
ル技術を活用して委員会、官庁との折衝、講演会、内部会議をWeb開催。
★通信不具合による会議の停滞に備え、説明メモや質問事項を事前共有するなどの
工夫が生まれてきている。

(申請･承認手続きの電子化)
★書類で実施していた伺書決裁、交通費精算、立替経費精算、公印使用、講師謝礼
支払などに関する申請・承認手続きを電子化。
★クラウドシステムを利用した勤怠管理を開始(21年3月)。
★電子化により在宅勤務対応が可能となったことに加え、手続きの省力化・効率化、
書類保存スペースの削減、情報検索の迅速化等を実現。

(2)議事録作成・配布の早期化
★全Gにおいて、議事録対応について、①優先順位を付けた対応、②3営業日以内
の作成、③質疑と意見交換部分を中心の作成などの工夫により、議事録の作成・配
布の早期化を実現。

(3)出納・経理処理の効率化と会計データの活用促進
★Webバンキングの利用拡大、支払日の集約化により出納業務を効率化。
★会計システムのクラウド化、減価償却管理システムの導入、月次決算の早期化に
より会計データを予算管理等に活用する基盤を整備。
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事務局運営
にかかわる事

項

中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

業務効率化

(オフィス・
働き方改革）
働き方改革に
よる生産性の
向上を実現さ
せること。

(1)時差出勤、テレワークの導入
★新型コロナ感染拡大による出勤率引き下げの為、テレワーク及びトライアルで実
施していた6類型の時差出勤を本格導入し、推進。

(2)新オフィスにおける執務環境の整備
★業務内容や目的に合わせて執務を行う環境を選ぶABW(activity Based 
Working)に基づき、新オフィスにフリーアドレス制の導入や多彩なオフィス家具
を設置。
★部門間の垣根がなくなり、オフィス内の自由な場所で勤務出来るようになった為、
職員のモチベーション及びコミュニケーションが向上。
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事務局運営
にかかわる事

項

中期的に達
成すべき課

題
20年度に実施した施策

ガバナンス強化

(組織ガバナ
ンス）
•事務局の活
動に関し、外
部目線・会員
目線でのガバ
ナンスを強化
すること。

(1)事務局運営事項に対する運営委員会によるガバナンス強化
(運営方針・年間計画の策定)
★運営委員会委員(7社)に対して運営委員会の討議環境、議題設定などについてヒ
アリングを実施し、委員の意見を踏まえ、新たに運営委員会の運営方針及び審議す
る事項や自由討議するテーマなどを纏めた年間計画を策定。
★ガバナンス強化に向けた第一歩として、自由闊達な意見交換が出来る土台を構築。

(予算の執行状況及び構造説明)
★当会の収支の透明性を確保する為、運営委員会において各事業内容及び予算の執
行状況につき四半期ごとのレビューと見通しについて報告。
★運営委員会にて予算について審議いただくに当たり、前提条件となる当会の予算
構造の仕組みについて説明。

(内部統制・
コンプライア
ンス）
•業務の有効
性・効率性の
確保等業務の
適正を確保す
るための体制
を整備するこ
と。

(2)事務局内部の内部統制・コンプライアンスに関する取組
(文書・情報管理ルールの導入)
★新オフィスへの移転に向け、文書情報の作成・保存・管理・活用・廃棄に関する
ルールを導入。本ルールに従い、移転を契機に大幅な紙文書削減を実現。

(諸規定の改定)
★就業規則、高齢者雇用継続規程等の既存規定について、法改正等に対応して改定
するほか、ハラスメント防止規定等を新規に導入。

(当会役員等交替手続き手順書の作成)
★当会の理事・監事・審議員などの役員等交替における会員との文書のやり取り・
理事会等用の文書作成手順について、整理・文書化(21年3/進行中)。


