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2019年11月度税務コミッティ （11.7）
９月以降の税制改正要望に係る経済産業省との折衝、
OECD パブリックコンサルテーション文書（Pillar1）に対
する意見書案の検討等を議題として情報共有・意見交
換を行ったほか、BIAC 税制・財政委員長ウィリアム・モ
リス氏と税務コミッティ委員との意見交換会
(2019.10.30)について情報共有しました。

第一部～第三部の三部構成でセミナーを開催し、第一
部では、外務省領事局 小野邦人テロ対策室長から
「昨今の海外テロ情勢と外務省の取組」について説明
を受けました。第二部では、小野室長ならびに大手商
社の海外安全担当者によるパネルディスカッション形式
で、「海外における安全対策について～出張管理と準
備、安否確認等の事例の紹介」をテーマに具体的対策 第260回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ（11.11）
等を紹介、第三部では参加企業間でグループディスカ 事務局より、今年度の要望活動及び見学会に関する報
ッションを行いました。
告を行った後、安全保障貿易管理用語集及び「商社の
海外拠点に於ける安全保障貿易管理基本資料」の利
第285回経済産業省・商社政策懇談会 （11.6）
用状況に関するアンケートについて協議を行いました。
以下のとおり説明があり、意見交換を行いました。
①外為法改正について
第71回人事委員会 （11.13）
貿易経済協力局 制度審議室長長 鮫島大幸 氏
パナソニック㈱コネクティッドソリューションズ社 常務
②経協インフラ戦略会議について
貿易経済協力局 貿易振興課課長補佐 福岡功慶氏 人事・総務担当･ダイバーシティ推進担当 大橋智加氏
から「パナソニック コネクティッドソリューションズ社の働
③第 2 回日中第三国市場協力フォーラムについて
貿易経済協力局 貿易振興課課長補佐 福岡功慶氏 き方改革の取り組み」について説明の後、事務局から
2020年東京オリンピック・パラリンピック時の各社対応ア
④ADX について
貿易経済協力局 貿易振興課課長補佐 福岡功慶氏 ンケート結果について報告しました。
⑤BREXIT について
通商政策局 欧州課課長補佐 松田明恭 氏
第356回運営委員会 （11.13）
⑥日米貿易協定について
【報告事項】
通商政策局 米州課長 浦上健一朗 氏
①中長期のインフラシステムの海外展開の在り方に関
⑦RCEP について
する有識者会議について
通商政策局 経済連携課長 山口 仁 氏
②第 57 回日豪経済合同委員会会議について
⑧日サウジについて
③商社シンポジウム 2019 について
通商政策局 中東アフリカ課長 田村亮平 氏
④経営者懇談会、新春懇親会について
⑨WIPO について
⑤梶山大臣との懇談会について
特許庁 国際政策課課長補佐 池田陽子 氏
⑥2019 年度特別研究事業中間報告について
⑩丸紅の新たなる電力事業 ～オフグリッド～
⑦オフィス移転計画の進捗状況について
丸紅㈱ 電力本部 海外電力プロジェクト第四部
【審議事項】
第二チーム チーム長 津崎 優 氏
①改革パッケージ2020+について
第47回総務委員会 （11.7）
当委員会の本年度の重点施策の一つとして、国際スポ
ーツ大会への対応（セキュリティ・安全対策、交通・輸送
等にかかる政府の取組状況の情報収集）を掲げている
ことを踏まえ、内閣官房東京オリンピック･パラリンピック
競技大会推進本部事務局企画官 大坪弘敏氏から、
2020 年東京オリンピック･パラリンピック競技大会に向け
た取組について説明を受けました。

第40回社会貢献・ABIC委員会 （11.13）
岩城国際社会貢献センター(ABIC)理事長および宮崎
ABIC 常務理事から ABIC の活動進捗報告があり、意
見交換を行いました。続いて、各社の社会貢献活動、
社会貢献・環境・ESG 関連の社内担当部署について情
報交換を行いました。
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梶山経済産業大臣との懇談会 （11.20）
梶山弘志経済産業大臣をはじめとする経済産業省幹
部と日本貿易会正副会長、常任理事との懇談会を開催
しました。中村会長からは、①ルールベースの貿易経
済秩序の維持・発展②投資協定の締結促進③デジタ
ル経済への課税範囲を限定すること④インフラシステム
の輸出促進⑤外為法改正によって市場の活性化が阻
害されるという懸念の払拭を要望したほか、⑥地方創生、
中小企業支援を行っている ABIC についても紹介しま
した。次いで梶山大臣から経済産業省における①経
済連携（日米貿易協定、RCEP）、②インフラ輸出（日
中第三国市場フォーラム、スマートシティの海外展開）、
③アフリカビジネス、④農産品輸出などの取り組みに
ついてコメントがあったのち、双方活発な意見交換が
行われました。

第8回国際税務ワーキンググループ （11.14）

第364回常任理事会 （11.20）

大野茂樹特別研究会座長（住友商事㈱サステナビリテ
国外所得計算に係る各社状況についての意見交換、
ィ推進部長）から、特別研究事業「SDGs の達成に向け
CFC 税制関連を中心とした令和 2 年度税制改正要望
た商社の取り組み」につき中間報告の後、河津専務理
の状況について情報共有、意見交換を行いました。
事から、商社シンポジウム 2019「モビリティ革命の進行
と商社の役割」について説明しました。
第10回貿易会ISAC技術部会 （11.15）
JPCERT/CC 早期警戒グループ 情報セキュリティアナ
リスト 森淳太郎氏から「BEC 実態調査に関する中間報
告」について説明を受けた後、日本貿易会 ISAC 内に
おけるオンライン上での情報共有の促進をテーマとした
グループディスカッションを行いました。

第48回常任理事・理事・監事会社連絡会 （11.20）

経済産業省から依頼があり、貿易経済協力局貿易振興
課長 福永佳史氏から日中第三国市場協力フォーラム
について説明がありました。続いて、事務局から、会長
定例記者会見、梶山大臣と日本貿易会との懇談会、第
364 回常任理事会（特別研究事業「SDGs の達成に向
第43回NACCSタスクフォース （11.15）
けた商社の取り組み」の中間報告）、商社シンポジウム
第 4 回第 7 次 NACCS 更改 WG（海上保税貨物・航空保 2019「モビリティ革命の進行と商社の役割」について報
税貨物・輸出入通関）について報告の後､意見交換を 告した後、当連絡会の今後の運営方針について説明し、
行いました｡
オフィス移転計画の進捗状況につき意見聴取しました。
2019年度新コミュニケーションツール活用情報交換会(11.18） 第204回経理委員会 （11.20）

各社内におけるメールやファイル共有などのコミュニケ 会計コミッティ及び税務コミッティの活動について、両コ
ーションツールの利用環境や運用面での課題等につ ミッティ幹事から報告がありました。
いて、事前アンケートを踏まえて意見・情報交換を行い
ました。
第90回物流委員会ワーキンググループ （11.20）
2019 年度各省庁に対する規制制度改革要望の進捗状
況、国際基幹航路の寄港拡大に向けた措置に関する
1974 年に開始以来、毎年作成している｢2020 年度わが 要望の進捗状況、港湾の電子化（サイバーポート）推進
国貿易収支､経常収支の見通し｣について、12 月の記 委員会、WG の検討状況、貿易業務の高度化に向けた
者発表に向けてマクロ見通しと商品別見通しを調整し データ利活用検討会について報告の後、各種意見交
換を行いました。
ました｡
第50回貿易見通し作成専門委員会 （11.18）
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2019年度物流委員会物流施設見学会 （11.21）

第163回総務専門委員会 （11.28）

AI等の活用を通じてターミナル運営を効率化・最適化
した「AIターミナル」の実現に向けた取り組みが進めら
れている横浜港を見学し、当委員会関係者等15名が
参加しました。当日は、コンテナふ頭の荷役作業や、南
本牧ふ頭地区の新コンテナターミナル工事現場などを
洋上から視察すると
ともに、国土交通省
が開発を進める新・
港湾情報システム
「 CONPAS 」 の 試 験
運用の様子を見学し
ました。

(公財)がんの子どもを守る会 2019 年度事業資金募金、
(公財)海外日系人協会／令和元年度事業費募金の対
応案を検討しました。

提言・要望等
OECD「Secretariat Proposal for a “Unified Approach”
under Pillar One」 パブリックコンサルテーション文書
に対するコメント提出 （11.12）

経 済 協 力 開 発 機 構 （ OECD ） は 標 記 文 書 を 公 表
(2019.10.9) し、経済の電子化に伴う課税上の解決策
の１つ目の（Pillar1）として議論されているネクサス及び
利益配分ルールの見直しについて意見募集が行われ
第22回委員長連絡会 （11.21）
たことから、経理委員会では、本パブリックコンサルテー
当会 は調査及び研究あるいは提言等を審議する場 ション文書に記された各論点に関する意見を取りまとめ、
として、現在 18 の常設委員会・研究会・連絡会を OECD 宛て提出しました。
設置していますが、各委員会の分野・フィールドを
超え、横断的に情報交換・討議する場として、委員
広報・出版活動
長連絡会を開催しています。
22 回目となる今回も中村会長に参加いただき、前
会長定例記者会見開催（11.20）
回 2 月に 2019 年度の運営活性化に向けて意見交
換を行ったことを踏まえ、新規の取り組み、他の委 帝国ホテルにて定例記者会見を開催しました。日韓関
員会との連携など更なる活性化に向けた具体的な 係、歴代最長を迎えた安倍政権への評価・要望、香港
事例を活発に披露し、意見交換を行いました。連絡 情勢、RCEP 交渉、BREXIT などにつき活発な質疑応
会終了後には懇親会も開催し、総じて有意義な開 答が行われ、報道各社のウェブニュースや翌朝刊で報
道されました。会長発言、質疑の概要は以下を参照く
催となりました。
ださい。
https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20191120.html
第100回総務専門委員会幹事会 （11.21）
(一財)スポーツ振興資金財団 平成 31 年度財界募金 商社シンポジウム2019
の対応案を検討しました。
日 時：12 月 11 日（水）13:30～16:00
テーマ：「モビリティ革命の進行と商社の役割」
第7回ダイバーシティ推進コミッティ （11.25）
㈱働きごこち研究所 代表取締役ワークスタイルクリエ
イター 藤野貴教氏から「テクノロジー時代のリーダー育
成と組織開発に必要なこと」について説明を受けた後、
意見交換を行いました。次いで、事務局から情報共有・
交換のためのクラウド導入について説明があり、検討を
行いました。

週 刊 東 洋 経 済 (2019.11.11 発 刊 ) 、 日 本 経 済 新 聞
(2019.11.24 朝刊)に、本シンポジウムの広告を掲載しま
した。
参加申込みは既に締め切っておりますが、シンポジウ
ムの模様は、後日、当会ホームページに掲載しますの
でご覧下さい。

第33回商社研修事業ワーキンググループ （11.26）

事務局から前回会合(7.23)以降の各 研修事業の
実施報告および今後の開催予定の説明の後、当 WG
の体制および商社研修事業のあり方について検討し
ました。
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商社研修事業
第20回貿易会経営塾 （11.6）

第381回日本貿易会ゼミナール
日 時： 11 月 28 日（木）12:30－14:30

入社 10 年前後の商社若手社員を対象に次世代リ 演 題： 「香港の現状と展望」(仮題)
ーダーの育成を目的として、貿易会経営塾を開催
し、商社業界の社長経験者を講師に迎え、人生哲学、講 師： 立教大学 法学部政治学科
経営理念、改革を断行する上での苦労などを語っ
教授 倉田 徹氏
ていただいています。
講演のポイントは日本貿易会月報1月号に掲載予定です。
今回は、豊田通商㈱取締役会長 加留部淳氏（前
社長・当会元副会長）にご登壇いただき、新しい企
画として講師との対話形式を取り込みながらの受講
者参加型の講演にしていただきました。加留部会長
からは受講者の発言をうまく導いていただき、イン
タラクティブなものとなりました。
14 商社から参加した 80 人からは、「加留部会長の
言葉以上の熱い思いが伝わってきて、とてもモチベ
ートされる講演であった」
「加留部会長のざっくばら
んな講演内容・応答内容が非常に興味深く、有意義な
時間となった」などのコメントが寄せられました。

今後の主な講演会予定
第382回日本貿易会ゼミナール 【お申込み受付中】
日 時： 12月13日（金）16:00－17:30
演 題： 「準天頂衛星システム利活用の現状と展望」
（仮題）
講 師： グローバル測位サービス株式会社
五百竹 義勝氏
農業やインフラ、モビリティ、防災など様々な分野・ビジ
ネスでの活用が期待されている準天頂衛星システムに
ついてお話を伺います。
第383回日本貿易会ゼミナール 【お申込み受付中】
日 時： 12 月 19 日（木）12：30～13：30
※講師の都合により通常より時間が短くなっております

演 題： 「すべては「好き嫌い」からはじまる
～仕事を自由にする思考法（仮題）」
講 師： 一橋大学大学院 経営管理研究科
2019年11月度海外赴任前研修 （11.20）

国際企業戦略専攻

海外赴任者が、現地に着任後、できるだけスムース
教授 楠木 建氏
に活躍するために、海外安全対策・危機管理と異文
化理解、法務・コンプライアンス、労務管理につい 競争戦略の第一人者である講師より、マインドセットの
ての研修を行っています。次回は 2020 年 1 月 22 持ち方についてお話を伺います。
日に開催します。
ITI創立30周年記念 日本貿易会共催シンポジウム

講 演 会

【 お申込受付中 】
日時： 12月 20 日（金）10:00～12:30

第380回日本貿易会ゼミナール
日 時： 11月19日（火）16:00－17:30
演 題： 「2020年度商品・為替見通し
～循環的な景気底入れの可能性を模索」
講 師： （株）マーケット・リスク・アドバイザリー
代表取締役

新村 直弘氏

演題： 「米中分断経済下の企業戦略」
パネリスト： 上智大学教授 前嶋和弘 氏
拓殖大学教授 杜 進 氏
（株）武者リサーチ代表取締役 武者陵司氏
モデレータ：聖心女子大学教授 古川純子氏

講演のポイントは日本貿易会月報12月号に掲載予定です。
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