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会長コメント発出 （2.16）
ンゴジ・オコンジョ＝イウェアラWTO新事務局長選出について会長コメントを発出いたしました。
内容は当会ホームページをご覧ください。
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210216.html

会長定例記者会見 （2.17）
緊急事態宣言下であることを踏まえ、当会会議室からWEBで開催しました。冒頭、小林会長から、コロナ関連、ミャ
ンマー情勢、WTO新事務局長選出、米国バイデン新政権、当会新オフィスについて発言がありました。その後、新
型コロナワクチン接種、カーボンプライシング、ミャンマー情勢等について質疑応答があり、複数の報道機関のウェ
ブニュースや新聞記事等にて報道されました。

内閣府への日本貿易会およびABICの活動説明
2月2日、坂本哲志内閣府特命担当大臣（地方創生）からの要請を受け、日本貿易会が2000年に設立し社会貢
献事業の実施を委託しているNPO法人国際社会貢献センター（ABIC）の活動状況について、中小企業・地
方自治体支援に係る取組みを中心に説明しました。当会から河津専務、ABIC岩城理事長、宮崎事務局長が
坂本大臣執務室に赴き、内閣府まち・ひと・しごと創生本部の林﨑総括官、澤飯内閣参事官らが同席されま
した。

委員会活動等
2月度税務コミッティ （2.4）[政1G]【ウェブ開催】
令和4年度税制改正要望についての事前アンケートの結
果を共有し、新規要望や重点要望／一般要望項目の見
直しおよび今後の進め方等について確認しました。
第3回高年齢者雇用対策タスクフォース （2.4）[政3G]【ウ
ェブ開催】

ソニー㈱人事センターEC人事部統括部長 大塚 康氏を
招き、「人生100年時代に向けたベテラン・シニア社員の
キャリア支援施策『キャリア・カンバス・プログラム』」につい
てご講演いただきました。今年度の時限措置として設置し
た本タスクフォースは所期の目標を達成し、次年度以降
は人事委員会、ダイバーシティ推進コミッティに引き継ぐ
こととなりました。
2月度会計コミッティ （2.9）[政1G]【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および
2021年3月期決算公表スケジュール等に関する情報交換
の後、貿易記者会質問事項について審議しました。また、
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」)、
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」、ASBJ公開草案「時価の算
定に関する会計基準の適用指針」、IASB公開草案「規制
資産及び規制負債」の計4件のパブリックコメントに対する
対応状況・対応方針が情報共有されました。
JBIC「ポストコロナ成長ファシリティ」説明会 （2.9）[政1G]
【ウェブ開催】

㈱国際協力銀行経営企画部次長 小松正直氏、経営企画部企
画課課長 辰巳智則氏、外岡佑介氏、業務課 藤井彬史氏、後
藤直挙氏をお迎えし、2021年1月29日付で創設された「ポストコ
ロナ成長ファシリティ」の概要をご説明いただいた後、質疑応答
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を行いました。
第370回運営委員会 （2.10）[企G]【ハイブリッド開催】
下記の事項について「審議」いただきました。
①今次特別研究事業案について
②2021年度事業計画（事業方針）（素案）
③2021年度運営委員会活動方針（素案）
事務局より下記の報告を行いました。
①「循環型社会形成自主行動計画」2025年度目標
②「日本貿易会ISACの歩み（仮題）」に関する進捗報告
③市場委員会ワーキンググループ報告書について

当ワーキンググループでの検討課題について協議を行う
とともに2021年開催日程の確認および2021年正副座長
の選任を行いました。また、電子経済課税の新たな枠組
みと既存のCFC税制との関連等についても意見交換を行
いました。
第272回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ
（2.18）[政2G]【ウェブ開催】

「2020年度安全保障貿易管理に関する要望」についての
経済産業省との意見交換結果、2020年度安全保障貿易
管理委員会パネルディスカッションについて事務局より報
告した後、2021年度安全保障貿易管理委員会活動につ
いて検討しました。

第4回情報システムワーキンググループ （2.15）[政2G]
【ウェブ開催】

第5回市場委員会ワーキンググループ （2.18）[政3G]【ハ

経済産業省商務情報政策局情報産業課ソフトウェア・情
報サービス戦略室課長補佐 飛世昌昭氏より、「詳説DX
レポート2」と題してご講演いただいた後、質疑応答を行
いました。

イブリッド開催】

第54回常任理事・理事・監事会社連絡会（通称：「三水
会」） （2.17）[総1G]【ハイブリッド開催】
事務局から会長定例記者会見、令和3年度税制改正要望
結果、インフラ海外展開に関する当会要望状況と結果、
「日本貿易会ISACの歩み(仮)」の作成および進捗状況、
今次特別研究事業案、市場委員会WGレポート、新型コ
ロナウイルスの感染拡大に伴う会員各社および当会の対
応状況、オフィス移転に関する報告、「循環型社会形成
自主行動計画」2025年度目標、WTO事務局長選出につ
いての会長コメント、三水会活動に関するアンケート調査
結果について説明しました。また、当連絡会のメンバー間
の相互理解を深めるために行っているメンバー会社のプ
レゼンの4回目として岩谷産業㈱から事業紹介をいただき
ました。

本ワーキンググループの成果物であるレポート「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」について進捗状況の確認と内容に関する意見交換と
検討を行いました。
2020年度安全保障貿易管理委員会パネルディスカッショ
ン （2.18）[政2G]【ウェブ開催】
「米国EARの再輸出規制管理における実務対応～最近
の規制強化を踏まえて～」をテーマとしてモデレーターに
は日本輸出管理研究所代表 高野順一氏、パネリストに
は、稲畑産業㈱安全保障貿易管理部部長代理 弘瀬哲
氏、双日㈱法務部物流コンプライアンス課安全保障貿易
管理チームリーダー 藤山樹氏、蝶理㈱経営管理部審査
法務課貿易管理グループリーダー 竹﨑 茂氏を招き、
パネルディスカッションを実施しました。当日は、17社77
名の参加があり、活発な質疑応答も行われました。
第1回国内税務ワーキンググループ （2.19）[政1G]【ウェブ
開催】

第217回経理委員会 (2.17)[政１G]【WEB開催】
会計コミッティおよ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ったほか、202１年 3 月期貿易記
者会質問事項（案）について審議、了承しました。
第104回物流委員会ワーキンググループ （2.17）[政2G]
【ウェブ開催】

要望「コロナ禍での国際コンテナ物流問題の改善に向け
て」の進捗状況について事務局より報告した後、2021年
度物流委員会活動について検討しました。
第1回国際税務ワーキンググループ （2.18）[政1G]【ウェブ
開催】

2021年（暦年）の税務コミッティでの検討課題を確認の上、

2021年（暦年）の検討課題および開催方法について協議
を行い、今後の進め方を決定しました。また、2021年正副
座長を選任しました。
第18回日本貿易会ISAC実務部会 （2.19）[政2G]【ウェブ開
催】

(一社)JPCERT/CC早期警戒グループ脅威アナリスト 土
居毅彦氏より「最近のセキュリティ動向」と題してご説明い
ただいた後、今年度の日本貿易会ISACの活動の振り返り
を行いました。
第174回総務専門委員会 （2.25）[総1G]【ハイブリッド開催】
(公財)全国教誨師連盟 令和2年度寄付募金の対応案、
本委員会の2020年度活動報告案および2021年度開催日
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程案について審議、了承しました。その後、事務局より来
年度審議することとなる大型寄付案件の要請状況につい
て報告しました。
第97回市場委員会 （2.26）[政3G]【ハイブリッド開催】
市場委員会ワーキンググループ（以下WG）の共同研究
者である早稲田大学政治経済学術院教授 戸堂康之氏
を招き、「ポストコロナのグローバル・バリューチェーン～
市場委員会ワーキンググループの成果とともに」について
ご講演いただきました。その後、WGレポートの審議と
2020年度事業報告案および2021年度事業計画案の審議
を行いました。

提言・要望等

第399回日本貿易会ゼミナール [調G]
日 時： 2月2日（火）13:00-14:30
演 題： 「2021年以後の世界秩序と日本の戦略」
講 師： 公益財団法人笹川平和財団
安全保障研究グループ
上席研究員 渡部 恒雄 氏
第400回日本貿易会ゼミナール [調G]
日 時： 2月8日（月）13:00-14:30
演 題： 「アフターコロナの世界情勢を俯瞰する～地政学
リスクと経済合理性の相克」
講 師： 株式会社外交政策研究所 代表
一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所
研究主幹

宮家 邦彦 氏

講演のポイントは日本貿易会月報3月号に掲載予定です。
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 （2.15）[政1G]
経理委員会はIFRS解釈指針委員会（IFRIC）の暫定アジ
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」）に対する意見を取り
まとめ、2月15日、IFRIC宛に提出いたしました。

広報・出版活動
会長定例記者会見 （2.17）[広G]
緊急事態宣言下であることを踏まえ、当会会議室から
WEB で開催しました。冒頭、小林会長から、コロナ関連、
ミャンマー情勢、WTO 新事務局長選出、米国バイデン
新政権、当会新オフィスについて発言がありました。そ
の後、新型コロナワクチン接種、カーボンプライシング、
ミャンマー情勢等について質疑応答があり、複数の報
道機関のウェブニュースや新聞記事等にて報道されま
した。
会長コメント発出 （2.16）[広G]

ンゴジ・オコンジョ＝イウェアラWTO新事務局長選出
について会長コメントを発出いたしました。
ホームページでご覧いただけます。
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210216.
html

今後の主な講演会予定
3 月度日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G]
日 時： 3 月 30 日（火）16:00-17:30
演 題： 「トランプ政権からバイデン政権へ～米中関係
の現状と行方」
講 師： 株式会社日本総合研究所 調査部
上席理事 呉 軍華 氏
米中関係の現状と展望について、解説いただきます。

3月の委員会等予定
第51回総務委員会 （3.4）[総1G]
・講演：「反社会的勢力等への企業の対応（仮題）」
（講師）樋口コンプライアンス法律事務所
弁護士 樋口 眞人 氏
・審議：2020 年度事業報告案・2021 年度事業計画案
第10回ダイバーシティ推進コミッティ （3.2）[政3G]
・講演：「誰もがイキイキと活躍できるダイバーシティ＆イン
クルージョンに向けて ～アンコンシャス・バイア
スの事例とともに」（仮題）
（講師）株式会社アパショナータ代表 パク・スックチャ 氏
第6回海外安全対策セミナー （3.4）[政3G]

講 演

・講演：「コロナ禍における海外安全対策」
（講師）インターナショナルSOS
リージョナルメディカルディレクター 野村 亜希子 氏
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セキュリティディレクター 黒木 康正 氏
第75回人事委員会 （3.10）[政3G]
・講演：「戦略人事のビジョン
～求められるリーダーシップ論とともに」（仮題）
(講師)株式会社 people first 代表取締役 八木 洋介 氏
・審議：2020 年度事業報告案・2021 年度事業計画案
・報告：金融庁による中堅・中小企業への派遣事業
プログラムについて
第44回内部統制連絡会 （3.16）[政3G]
・講演：「海外子会社の内部統制」
(講師)PwC あらた有限責任監査法人
リスク・デジタル・アシュアランス部門
シニアマネージャー 田中 洋範 氏
・審議：2020 年度事業報告案・2021 年度事業計画案
第122回貿易動向調査委員会 （3.12）[調G]
・審議：2020 年度活動報告案・2021 年度活動計画案

所管グループ連絡先
[総1G] 総務第一グループ Tel.03-5860-9377
[総2G] 総務第二グループ Tel.03-5860-9360
[企G]

企画グループ Tel.03-5860-9362

[政1G] 政策業務第一グループ Tel.03-5860-9380
[政2G] 政策業務第二グループ Tel.03-5860-9368
[政3G] 政策業務第三グループ Tel.03-5860-9372
[広G]

広報･CSRグループ Tel.03-5860-9354

[調G]

調査グループ Tel.03-5860-9376
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