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今 月 号 の重 要 トピックス

米国大統領選挙に関する小林会長コメント（11.９）
日本貿易会ホームページにて「米国大統領選に関する小林会長コメント」を掲載しています。詳しくはURLからご覧
ください。https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20201109.html

RCEP協定署名についての小林会長コメント（11.15）
日本貿易会ホームページにて「RCEP協定署名についての小林会長コメント」を掲載しています。詳しくはURLから
ご覧ください。https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20201115.html

第368回常任理事会 （11.18）［総1G］
デジタル改革担当大臣 平井卓也氏より「デジタル庁の創設に向けて」と題するご講話を頂いた後、出席者とご講
話についての懇談が行われました。その後、最近の日本貿易会の活動について報告しました。報告の詳細は下段
の記事をご参照ください。
いて、デロイトトーマツ税理士法人 山川パートナーより説
明を受け、質疑応答を行いました。また、令和3年度税制改
正要望に係る自民党・公明党ヒアリングの概要、及び第6回
国際税務ワーキンググループでの協議結果について報告
第289回経済産業省・商社政策懇談会 （11.4）[企Ｇ] 【実開
を行いました。
催＆ウェブ】
以下の通り説明があり、意見交換を行いました。
第74回財務委員会 （11.6）[政1G]【ウェブ開催】
（１）経済産業省プレゼンテーション
㈱シグマクシス ディレクター 今村圭一氏より「フィンテ
①通商政策の最近の動向について
ックのトレードファイナンス活用の動向について」ご講演
浦上健一朗 経済産業省 通商政策局 総務課長
いただいた後、質疑応答を行いました。
②国際的な人の往来について
小林浩史 経済産業省 通商政策局 北東アジア課長
消費税インボイス制度説明会 （11.9）[政1G]【ウェブ開催】
兼水際担当
財務省 主税局 税制第二課課長補佐 佐々木辰実氏より、
③海外渡航者新型コロナウイルス検査センターについて
木尾修文 経済産業省 貿易経済協力局 投資促進課長 2023年10月より開始されるインボイス制度の概要と留意点
についてご説明いただいた後、質疑応答を行いました。
④国際課税（デジタル課税）について

委員会活動等

木尾修文 経済産業省 貿易経済協力局 投資促進課長
11月度会計コミッティ （11.10）[政1G]【ウェブ開催】
⑤貿易保険の在り方に関する懇談会について
藤井亮輔 経済産業省 貿易経済協力局 通商金融課長 2020年度第2四半期決算に関する情報交換、実務対応報
告公開草案第60号「取締役の報酬等として株式を無償交
（２）商社プレゼンテーション
「インドネシアのREDD事業によるCO2排出削減について」 付する取引に関する取扱い（案）」およびIFRIC暫定アジェ
ンダ決定（IFRS第10号「連結財務諸表」およびIFRS 第16
兼松㈱ 鉄鋼・素材・プラント統括室 矢崎 慎介氏
号「リース」単一資産企業における資産のセール・アンド・リ
ースバック)に関する対応要否検討の結果報告が行われた
11月度税務コミッティ （11.5）[政1G]【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 後、IASBディスカッションペーパー「企業結合－開示、のれ
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ん及び減損」に対する当会コメント案につき審議し、了承さ 産地自己申告制度ガイダンス」の作成、④今後の主要会合
れました。
等日程について説明しました。また、④について小林会長
から「2021年新春懇親会は、新型コロナウイルス感染症拡
第74回人事委員会 （11.11）[政3G]【ウェブ開催】
大の状況に鑑みて開催は難しいと判断し開催を見送りたい。
カゴメ㈱ 常務執行役員 Chief Human Resource Officer また、1月半ばに移転を予定しており、次回（2021年2月）常
（最高人事責任者）有沢正人氏より「コロナ危機後でもグロ 任理事会は新オフィスにて開催したい」との説明があり、異
ーバルで勝ち続けるための人事制度とは～“ジョブ型”人 議なく了承されました。
事への移行を目指して」についてご講演いただいた後、質
疑応答を行いました。
第53回常任理事・理事・監事会社連絡会 （11.18）[総1G]
【ウェブ開催】
事務局から、会長定例記者会見、第368回常任理事会（平
第367回運営委員会 （11.11）[企G]【ウェブ開催】
井デジタル改革担当大臣のご講演）、商社のための原産
事務局より下記の報告を行いました。
地自己申告制度ガイダンス、垂秀夫新中国大使との懇談
① 第５７回日米財界人会議の報告
② 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会員各社および
貿易会の対応状況
③ 11月度常任理事会について
④ 低炭素社会実行計画フォローアップ調査
⑤ オフィス移転の進捗状況について
⑥ セミナールのアンケート結果
第3回市場委員会ワーキンググループ （11.12）[政3G]【ウェ
ブ開催】
経済産業省 通商政策局 米州課長 畑田浩之氏をお迎え
し、「通商政策動向～米国情勢を中心に」についてご講演
頂いた後、意見交換を行いました。

会、第57回日米財界人会議、新型コロナウイルスの感染拡
大に伴う会員各社および貿易会の対応状況、低炭素社会
実行計画フォ ロー ア ップ調査、日本貿易会にお ける
ABIC20周年記念特別企画、オフィス移転の進捗状況につ
いて説明した後、当連絡会のメンバー間の相互理解を深
めるための事業紹介として、第3回目は兼松㈱から説明が
ありました。
11月度経理委員会 （11.18）[政1G]【ウェブ開催】
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ミッテ
ィ幹事から報告があり、IASBディスカッションペーパー「企
業結合－開示、のれん及び減損」に対するコメント案につ
いて審議し、了承されました。

第7回国際税務ワーキンググループ （11.12）[政1G]【ウェブ
開催】
第101回物流委員会ワーキンググループ （11.18）[政2G]
インド・インドネシアを中心とした国際課税問題、グループ 【ウェブ開催】
内金融取引、グループ内金融取引について意見交換を 2020年度各省庁への規制制度改革要望の進捗状況、「商
行いました。また、移転価格税制調査の契約更新につ 社のための原産地自己申告制度ガイダンス」作成に向けた
進捗状況について事務局より報告の後、次年度予算化が
いて審議を行いました。
必要な物流委員会活動、貿易管理組織のあり方について
意見交換を行いました。
秘書室長会議 （11.16）[総1G]【実開催＆ウェブ】
(一社)日本経済団体連合会 事務総長 久保田政一氏およ
び総務本部長 岩崎一雄氏から、政治寄付に対する経団 第52回貿易見通し作成専門委員会 （11.18）[調G]【実開催】
連の考え方と政策評価等について説明を受け、質疑応答 1974年に開始以来、毎年作成している｢2021年度わが国貿
易収支､経常収支の見通し｣について、12月の記者発表に
を行いました。
向けてマクロ見通しと商品別見通しを調整しました｡
第368回常任理事会 （11.18）[総1G]【実開催】
デジタル改革担当大臣 平井卓也氏より「デジタル庁の創
設に向けて」と題するご講話を頂いた後、出席者とご講話
についての懇談が行われました。続いて、河津専務理事か
ら、①オフィス移転計画の進捗状況、②垂秀夫中華人民共
和国駐箚特命全権大使との懇談会、③「商社のための原

第101回総務専門委員会幹事会 （11.19）[総1G]【実開催＆
ウェブ】
(一財)スポーツ振興資金財団 令和2年度財界募金の対応
案を検討しました。
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第270回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ
（11.19）[政2G]【ウェブ開催】
パネルディスカッションの検討状況、規制番号国際化に関
する経済産業省からの提案および中国輸出管理法に関す
る経済産業省への要請について事務局より報告を行いま
した。その後、来年度の活動内容について検討を行いまし
た。

12月1日より施行される中国輸出管理法、および米国の直
接製品規制の拡大について、過剰な域外適用の抑止に向
けて政府ベースで働きかけることなどを求める要請書を、
10団体連名にて経済産業省に対して提出しました。

広報・出版活動

第3回情報システムワーキンググループ （11.19）[政2G]【ウ 『日本貿易会月報』2020年11月号発刊 （11.16）[広G]
ェブ開催】
【主なコンテンツ】
日本マイクロソフト㈱技術統括室CSO 河野省二様より、 ［提言・要望］
「セキュリティの方向性／トレンド ～ゼロトラストの新時代 「2020年度安全保障貿易管理に関す
～」についてご講演いただいた後、質疑応答を行いました。 る要望」について
［国際社会貢献センター（ABIC）20周
年記念特別企画 第4弾］
第2回高年齢者雇用対策タスクフォース （11.19）[政3G]【実
気仙沼市での外国人技能実習生支
開催】
援活動
厚生労働省 職業安定局 高齢者雇用対策課 高齢者雇用 月報オンラインでもご覧頂けます。
企画係 花田倫氏より「高年齢者雇用安定法改正」につい https://www.jftc.jp/monthly/
て、国際社会貢献センター（ABIC）事務局長 宮崎浩志氏
より「ABICの活用」についてそれぞれご講演頂いた後、情 会長定例記者会見 （11.18）[広G]
帝国ホテルにて定例記者会見を開催しました。冒頭、小
報交換を行いました。
林会長から、RCEP 署名、米国大統領選、当会のトピック
第16回貿易会ISAC技術部会 （11.20）[政2G]【ウェブ開催】 ス（令和 3 年度税制改正要望、2021 年わが国貿易収支・
（一社）JPCERT/CC 早期警戒グループ脆弱性アナリスト 経常収支の見通し）について発言がありました。その後、
菅総理が掲げられた 2050 年温室効果ガス排出ゼロの
土居啓介氏より、「ログ分析に関するハンズオントレーニン
目標、中国が 12 月から施行する輸出管理法、米国バイ
グ」と題してリモート研修を実施しました。
デン政権について質疑応答があり、当日、複数の報道
機関のウェブニュース等にて報道されました。
第80回物流委員会 （11.25）[政2G]【実開催＆ウェブ】
財務省 関税局 業務課長 奈良井功氏より「スマート税関
構想2020」と題して、関税局が本年6月に取り纏めた税関行
叙勲・褒章
政の中長期ビジョンについて説明を受け質疑を行った後、
最近の物流委員会およびWGの活動に関する報告を行い
令和2年秋の叙勲・褒章 （11.3）[総2G]
ました。
11 月 3 日に発令された令和 2 年秋の叙勲・褒章において、
第171回総務専門委員会 （11.26）[総1G] 【実開催＆ウェブ】 当会会員関係者では下記の方々が受章の栄に浴されまし
(一社)日本いのちの電話連盟 2020年度賛助会費、(公財) た。心からお祝い申し上げます。
（敬称略）
警察協会 2020年度事業資金募金、(公財)日本シルバー
〈 叙 勲 〉
ボランティアズ 2020年度事業費募金の対応案を検討しま
○ 旭日大綬章
した。
中村邦夫 元 松下電器産業㈱ 社長
○ 旭日重光章
辻󠄀 亨
元 丸紅㈱ 社長
提言・要望等
元 (社)日本貿易会 副会長
石津進也 元 旭硝子㈱ 社長
中国および米国の域外適用規制に関する経済産業省へ
大塚紀男 元 日本精工㈱ 社長
の要請 （11.10）[政二G]
○ 瑞宝小綬章
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天野正義 元 (一社)日本貿易会 専務理事
〈 褒 章 〉
○ 黄綬褒章
郡司昭信 ㈱日立製作所
原子力ビジネスユニット
原子力事業統括本部
原子力事業統括センタ
原子力製造部第二製作課 上級監督者
谷 宣英 ㈱ニューオータニ
エグゼクティブシェフ・ソムリエ

第397回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調G]
日 時： 12月21日（火）14:00-15:30
演 題： 「米中関係と中国外交」（仮題）
講 師： 日本貿易振興機構 アジア経済研究所
地域研究センター 東アジア研究グループ
研究グループ長 松本 はる香 氏
米中貿易戦争など世界に大きな影響を与える米中関係に
ついて解説いただきます。

1月の委員会等予定
講 演 会
2020年度内部統制セミナー （12.2）[政3G]
・講演： 「実効性ある内部統制に向けて」（仮題）
・講師： 青山学院大学 名誉教授
日 時： 11 月 9 日（月）15:00-16:30
大原大学院大学会計研究科 教授
演 題： 「危機に未来を構想する 多様性、デジタルとソー
八田 進二 氏
シャルで行こう」
講 師： 法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント 第63回法務委員会（グループディスカッション） （12.4）[政
研究科 教授 / 一橋大学 イノベーション研究セ 3G]
ンター 名誉教授 米倉 誠一郎 氏
・テーマ
「法務人材のスキル評価、育成、キャリアパス、働き方の変化」
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。
「電子・ペーパーレス関連（コミュニケーションツールの法務
における活用、電子署名による契約締結）」
第395回日本貿易会ゼミナール [調G]
「法務に関わるグループガバナンス（コンプライアンス推進
体制を含む）」
日 時： 11 月 30 日（月）13:00-14:30
「外部専門家（弁護士事務所等）の効果的な活用方法」
演 題： 「英国の EU 離脱協定と欧州情勢」（仮題）
講 師： 株式会社第一生命経済研究所 経済調査部
主席エコノミスト 田中 理 氏
第96回市場委員会 （12.16）[政3G]
第394回日本貿易会ゼミナール [調G]

講演のポイントは日本貿易会月報1・2月号に掲載予定で
す。

今後の主な講演会予定
第396回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調G]

・講演： 「ポストコロナのSDGｓ ～世界の動向を中心に」
（仮題）
・講師： 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
教授 蟹江 憲史 氏
第64回法務委員会 （12.11）[政3G]
・講演： 「令和元年改正独占禁止法について」（仮題）
・講師： 公正取引委員会 事務総局 経済取引局
総務課企画室長 山本 大輔 氏

日 時： 12月15日（火）16:00-17:30
演 題： 「テレワークにおけるマナーとコミュニケーションの
第9回ダイバーシティ推進コミッティ （12.22）[政3G]
取り方」（仮題）
・講演： 「日立のグローバル人財戦略の取り組み」（仮題）
講 師： HIROKO MANNER Group代表
・講師： 日立製作所 人財統括本部
ウイズ株式会社
Global HR Initiatives Promotion Dept.
代表取締役会長 西出 ひろ子 氏
舘田 清志 氏
テレワーク中のコミュニケーションのコツやマナーなどのビ
ジネススキルについて説明いただきます。
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所管グループ連絡先
[総1G] 総務第一グループ Tel.03-3435-5952
[総2G] 総務第二グループ Tel.03-3435-6920
[企G]

企画グループ Tel.03-3435-5956

[政1G] 政策業務第一グループ Tel.03-3435-5951
[政2G] 政策業務第二グループ Tel.03-3435-6324
[政3G] 政策業務第三グループ Tel.03-3435-5966
[広G]

広報･CSRグループ Tel.03-3435-6323

[調G]

調査グループ Tel.03-3435-5959
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