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第371回常任理事会 （11.17）［企G］【ハイブリッド開催】 

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） 牧島かれん氏より「我が国のデジタル政策」

と題してデジタル田園都市国家構想、デジタル臨時行政調査会等について講演いただいた後、質疑応答を行いま

した。続いて、約束手形廃止に向けた自主行動計画案について田中誠財務委員会委員長（三井物産㈱財務部長）

より説明の後、審議し了承されました。また、河津専務理事より今後の主要会合日程等の現状について報告があり

ました。牧島大臣ご講演の詳細は当会月報 12月号に記載いたします。 

 

第23回経営者懇親ゴルフ会 （11.6）［企G］ 

磯子カンツリークラブにて第 23回経営者懇親ゴルフ会を開催しました。 

小林会長はじめ 12名にご参加頂き、爽やかな秋晴れの下、 

和やかな盛会となりました。 

 

日本貿易会講演会動画アーカイブのご案内 （10.12）［調G］（※再掲） 

会員の方限定で過去のゼミナール動画を視聴いただけるようになりました。 

ご希望の方は、①会社名②部署・役職名③お名前④メールアドレスをご記入の上、seminar@jftc.or.jp 

までお問い合わせください。 

（件名は「日本貿易会講演会動画アーカイブ視聴希望」としていただくようお願い申し上げます。） 

 

日本貿易会ニュース 

今月号の内容 

◆ 今月号の重要トピックス 

 ・第 371 回常任理事会 

 ・第 23 回経営者懇親ゴルフ会 

 ・日本貿易会講演会動画アーカイブのご案内 

◆ 提言・要望 

◆ 委員会活動 

◆ 講演会 

◆ 広報・出版活動 

◆ HP 新着情報 

◆ 今後の講演会、委員会予定 

 

2021年

12月号 
発行所：一般社団法人日本貿易会 

編集発行人：企画・人事グループ長 菅納ひろむ 

～今月号の重要トピック～ 
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第 77回財務委員会 （11.1）[政 1G]【ウェブ開催】 

BofA証券 取締役副社長 林礼子氏をお招きし、ESG

債の市場やトランジションファイナンスの動向について

講演いただいた後、質疑応答を行いました。 

 

第 294回経済産業省・商社政策懇談会 （11.4）[企 G]

【ハイブリッド開催】 

以下の通り説明があり、意見交換を行いました。 

(1) 経済産業省プレゼンテーション 

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 

(2) 商社プレゼンテーション 

「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 

 

2021年度秘書室長会議 （11.4）[総 G]【ハイブリッド開催】 

(一社)日本経済団体連合会 副会長・事務総長 久保

田政一氏および総務本部長 岩崎一雄氏より、同会の

政治への取り組み、政党評価に対する考え方等につ

いて説明を受け、質疑応答を行いました。 

 

2021年度第 3回市場委員会ワーキンググループ 

（11.5）[政 3G]【ハイブリッド開催】 

外務省アジア大洋州局 地域政策参事官 江碕智三郎

氏、外務省総合外交政策局 安全保障政策課長 高羽

陽氏より、それぞれ「ASEAN関連首脳会議」、「日米豪

印首脳会談」についてご説明いただいた後、意見交換

を行いました。続いて、篠田共同研究者より今後のワ

ーキンググループの方針についてご報告いただきまし

た。 

 

 

2021年度第 6回商社シンポジウム実行委員会 

（11.8）[広 G]【ハイブリッド開催】 

事務局より広報委員会各社のシンポジウム登壇意向確

認結果を報告した後、実行委員会各社よりプレゼン候

補案件について補足説明いただき、プログラム案の詰

めの検討を行いました。 

 

2021年 11月度税務コミッティ  （11.9）[政 1G] ]【ウェブ開催】 

グループ通算制度の改正への動きをはじめとした令和

4年度税制改正要望等に関する情報共有と意見交換

を行いました。 

 

2021年 11月度会計コミッティ （11.9）[政 1G]【ウェブ開催】 

2021年度第 2四半期決算に関する情報交換を行いま

した。続いて、パブリックコメントへの対応に関して、

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」）」について

は会合における意見を踏まえあらためて幹事会社等で

検討することとなりました。また、IASB 公開草案「公的

説明責任のない子会社：開示」、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）」については原案ど

おり了承され経理委員会に上程されることとなりまし

た。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」）」

について対応見送りとする旨、報告が行われた後、情

報要請「IFRS第 9号の適用後レビュー―分類及び測

定」について検討状況について情報交換を行いまし

た。最後に、委員会社から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

る対応状況について情報交換の依頼がありアンケート

にて対応することとなりました。 

 

 

 

～委員会活動～ 
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第 378回運営委員会 （11.10）[企 G]【ハイブリッド開催】 

下記の事項について事務局より報告を行い、意見交 

換を行いました。①「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、②第 53回日韓

経済人会議（11/2）に関する報告、③新型コロナウイル

スの感染拡大に伴う各社対応状況、④日本貿易会 

2022年度商社新人研修に関する報告、⑤日本貿易会 

講演会動画アーカイブ（会員限定）の新設、⑥第 371

回常任理事会（11/17）に関する報告、⑦「会員サービ

スの在り方と新規会員獲得策」に関する進捗状況、⑧

第 23回経営者懇親ゴルフ会開催、⑨日本貿易会運

営における新型コロナ対策、⑩日本貿易会の中期的

な人員計画・人材育成の進捗状況。 

その後、座長会社のファシリテートで 12月以降の運営

委員会の討議テーマについて議論を実施しました。 

 

第 77回人事委員会 （11.11）[政 3G]【ウェブ開催】 

㈱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 有賀誠氏より「経営戦略としての『人材ファ

ースト』」について説明を受けた後、質疑応答を行いま

した。 

 

第 92回貿易保険委員会 （11.12）[政 1G]【ウェブ開催】 

㈱日本貿易保険より 2022年 1月以降に予定されてい

る海外投資保険の制度改正の概要について説明した

いとの依頼があり、同社企画部制度グループ長 小沼

健一氏、同グループグループ長補佐 髙田麻衣歌氏よ

り説明を受けた後、意見交換を行いました。また本会

合での説明を踏まえた制度改正案についての質問、

意見等を、11月 30日に同社に提出しました。 

 

第 47回 NACCSタスクフォース （11.15）[政 2G]【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

を行いました。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合同開催とな

りました。 

 

2021年度第 2回きっずプロジェクト分科会 （11.15）[広

G]【ハイブリッド開催】 

㈱朝日新聞社 教育事業担当補佐 兼 『おしごと年

鑑』 編集長 須田剛氏より「子ども向け広報のポイント

と各種事例」についてご説明いただいた後、意見交換

を行いました。 

 

第 53回貿易見通し作成専門委員会 （11.16）[調 G]【実

開催】 

1974年に開始以来、毎年作成している｢2022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

者発表に向けてマクロ見通しと商品別見通しを調整

しました｡ 

 

第 371回常任理事会 （11.17）[企 G]【ハイブリッド開催】 

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） 牧島かれん氏より「我が国のデジタ

ル政策」と題してデジタル田園都市国家構想、デジタ

ル臨時行政調査会等について講演いただいた後、質

疑応答を行いました。続いて、約束手形廃止に向けた

自主行動計画案について田中誠財務委員会委員長

（三井物産㈱財務部長）より説明の後、審議し了承され

ました。また、河津専務理事より今後の主要会合日程

等の現状について報告がありました。 

 

第 8回特別研究会 （11.17）[企 G]【ハイブリッド開催】 

各社のDX取り組み事例を紹介いただき意見交換を行

った後、今後の研究会の進め方等について座長会社

より説明いただきました。 
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第 222回経理委員会 （11.17）[政一 G]【ウェブ開催】 

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

幹事から報告がありました。会計コミッティ関係では、

IASB 公開草案「公的説明責任のない子会社：開示」

への意見(会計コミッティ案)、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）」への意見(会計コミッテ

ィ案)について審議し了承されました。 

 

第 59回常任理事・理事・監事会社連絡会 （11.17）[企

G]【ハイブリッド開催】 

事務局より会長定例記者会見、第 371回常任理事会

（牧島デジタル大臣のご講演）、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 8回目として日鉄物

産㈱から事業紹介をいただきました。その後、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」をテーマに委員同士での意見交換を実施し

ました。 

 

第 112回物流委員会ワーキンググループ （11.17）[政

2G]【ウェブ開催】 

事務局より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

て報告を行いました。 

 

第 106回総務専門委員会幹事会 （11.18）[総 G]【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（大阪・関西万博）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年度財界募金に

ついて対応案を検討しました。 

 

第 279回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ 

（11.18）[政 2G]【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、意見交換を実施しまし

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いました。 

 

第 107回経済協力委員会 （11.19）[政 1G]【ハイブリッド

開催】 

当委員会の下半期の活動の柱の一つとして「インフラ

システム海外展開戦略 2025の再改訂に向けた取組

み」を掲げていることを踏まえ、㈱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 石上圭太郎氏よ

り同戦略の策定・改訂にあたっての事業環境の変化の

分析等についての説明を受けた後、同戦略の再改訂

に向けた当委員会提言のテーマ等について意見交換

を行いました。 

 

2021年度第 4回国内税務ワーキンググループ 

（11.19）[政 1G]【ウェブ開催】 

消費税インボイス制度や税務調査に係る実務上の課

題等について情報共有しました。また、国内税務ワー

キンググループ 2021年（暦年）年間活動報告案につ

いて審議し了承されました。 

 

第 22回日本貿易会 ISAC技術部会 （11.19）[政 2G]【ウ

ェブ開催】 

㈱インフォセックより「脆弱性診断の傾向と具体例の紹

介」、NECサイバーセキュリティ戦略本部より「ランサム

ウェアの現状について」と題して説明を受けた後、質疑

応答を行いました。 
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2021年度第 7回商社シンポジウム実行委員会 

（11.19）[広 G]【ハイブリッド開催】 

東洋経済新報社より第 6回実行委員会での議論を踏

まえたプログラム修正案の提案があり、実行委員会に

て内容に賛同するとともに、今後の検討の進め方につ

いて申し合わせました。 

 

第 2回情報システムワーキンググループ （11.24）[政

2G]【ウェブ開催】 

①RPA、②AI-OCR、③Chatbotおよび④議事録自動

作成に関する各社取り組み事例について紹介を受け

た後、意見交換を行いました。 

 

第 180回総務専門委員会 （11.25）[総 G]【ハイブリッド開

催】 

(公財)がんの子どもを守る会／2021年度事業資金募

金への対応案について審議し了承、(公財)海外日系

人協会／令和 3年度事業資金募金への対応案を検

討しました。続いて、寄付拠出各社分担比率の算出式

について過去の算出式を確認した後、改定の要否等

を検討しました。 

 

第 11回ダイバーシティ推進コミッティ （11.25）[政 3G]

【ハイブリッド開催】 

日本ユニシス㈱ 執行役員グローバルビジネス担当 

白井久美子氏より、「エンゲージメントマネジメントを

活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～」について説明を受

けた後、質疑応答を行いました。続いて、新たに 1

社がコミッティに加入することが了承され、構成会社

は計 17社となりました。 

 

2021年度第 2回月報・ホームページ分科会 （11.26）

[広 G]【ハイブリッド開催】 

事務局より月報電子版活用の進捗、月報特集掲載、当

会ホームページリニューアル検討状況について報告し

た後、次回分科会における SNSセミナー講師選定、効

果測定に関して意見交換を行いました。 

 

第 8回海外安全対策セミナー （11.30）[政 3G]【ウェブ開

催】 

「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」と題して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  

医師 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 黒木康正氏より

説明を受けた後、質疑応答を行いました。 
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第416回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 11月11日（木）16:00－17:30 

演 題： 「宇宙ビジネスの最前線 

 ～構想からリアルな事業へ」 

講 師： 一般社団法人 SPACETIDE  

理事 兼 COO 佐藤 将史氏 

動 画： 12月11日まで会員限定公開 

     当会ウェブサイト「日本貿易会 講演会動画ア 

ーカイブ」でご覧いただけます。 

      https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/  

第417回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 11月22日（月）13:00－14:00 

演 題： 「国際商品市況の展望と課題 

 ～石油・ガス/LNG を中心に」 

講 師： 一般財団法人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 

 

 

 

講演のポイントは日本貿易会月報12、1-2月号に掲載予定です。 

 

 

 

 

『日本貿易会月報』2021年 11月号発刊 （11.15）[広 G] 

【主なコンテンツ】 

［特集］コロナ禍と商社の働き方 

［Diversity & Inclusion］ 

これまでの知見・経験を活かし、

第二の人生にも充実感を得られ

るために 

 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。

https://www.jftc.jp/monthly 

 

会長コメント発出 ［広G］ 

・G20イタリア・ローマサミットについての小林会長コメント

（11.2） 

・RCEP協定発効決定についての小林会長コメント（11.4） 

・新型コロナウイルスの水際対策緩和に関する小林会長

コメント（11.8） 

・第2次岸田内閣発足についての小林会長コメント（11.11） 

・COP26についての小林会長コメント（11.15） 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html 

 

 

 

 

11月 11日：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（11月 11日付更新） 

https://www.jftc.or.jp/pdf/20211111.pdf 

 

11月 17日：広報委員会 18社のニュースリリース情報 

http://www.jftc.jp/release/ 

 

 

～講演会～ 

 

～広報・出版活動～ 

 

～HP新着情報～ 

 

https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/
https://www.jftc.jp/monthly
https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html
https://www.jftc.or.jp/pdf/20211111.pdf
http://www.jftc.jp/release/
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11月 19日：会長定例記者会見（11月 17日）要旨掲載 

https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20211117.ht

ml 

 

11月 26日：商社のダイバーシティ ～Voice～ 活躍する

商社パーソン 

「これまでの知見・経験を活かし、第二の人生にも充実

感を得られるために」 

外務省 中邑宏氏のインタビュー掲載 

https://www.jftc.or.jp/diversity/voice/hiroshi-

nakamura.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月度日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 12月 16日（木）16:00－17:30 

演 題： 「中国経済の今後の見通しについて」 

講 師： 神戸大学大学院経済学研究科 

  教授 梶谷 懐氏 

中国経済の今後の見通しについて解説いただきます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

第379回運営委員会 （12.8）[企G] 

当会の直近の活動について審議/報告を予定。 

 

第 83回物流委員会（12.13）[政 2G]【ハイブリッド開催】 

・講演・説明： 

貿易手続のデジタル化を巡る最近の動向（仮題） 

(講師) ㈱トレードワルツ  

代表取締役社長兼CEO  小島 裕久氏 

取締役CEO室長      染谷 悟氏 

・報告：最近の物流委員会およびWGの活動について 

第64回サステナビリティ・CSR研究会 （12.14） [広G] 

・講演・説明：「ビジネスと人権」（仮題） 

(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 

 

第103回地球環境委員会 （12.16） [広G] 

・講演・説明： 

「COP26での気候変動対策にかかる各国合意・調整結

果が日本の産業界に及ぼす影響」（仮題）  

(講師)：東京大学公共政策大学院特任教授 有馬 純氏 

～12月の委員会等～ 

～今後の講演会・委員会予定～ 

 
～今後の講演会～ 

https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20211117.html
https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20211117.html
https://www.jftc.or.jp/diversity/voice/hiroshi-nakamura.html
https://www.jftc.or.jp/diversity/voice/hiroshi-nakamura.html
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・審議： 

2021 年度循環型社会形成自主行動計画フォローアッ

プ調査回答について 

 

第47回内部統制連絡会 （12.17）[政3G] 

・日本貿易会会議室にてグループディスカッション（4

名×7グループ）を予定。 

 

第99回市場委員会 （12.23）[政3G] 

・講演・説明： 

「激化する米中対立と日中関係のゆくえ」（仮題） 

(講師) 東京大学 法学部教授 高原 明生氏 

・報告：市場委員会ワーキンググループ中間報告 

 

第9回特別研究会 （12.22）[企G] 

各社のDX取り組み事例を紹介いただき意見交換を行

う予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[総G] 総務グループ          Tel.03-5860-9360 

[企G] 企画・人事グループ    Tel.03-5860-9377 

[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 


