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日本貿易会 講演会動画アーカイブの新設 （10.12）［調G］ 

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。）

 

 

第 6回海外安全対策ワーキンググループ （10.1）[政

3G]【ウェブ開催】 

2021年度下期の活動方針について確認し、新型コロ

ナウイルス関連の情報交換を行いました。 

 

第 56回広報委員会 （10.6）[広 G]【ウェブ開催】 

経済広報センター 常務理事 佐桑徹氏から「コロナ禍

の企業広報活動と経済広報センターの活動紹介」につ

いて説明を受け、質疑応答を行いました。その後、事

務局より2021年度上期活動報告および下期活動計

画、2021年度上期「特別広報会費」収支（見込み）につ

いて報告し、質疑応答を行いました。 

 

第 53回総務委員会 （10.7）[総 G]【ウェブ開催】 

「パンデミック BCP～コロナの振り返りと withコロナ時

代の BCPのあり方～」と題して、ニュートン・コンサルテ

ィング㈱ dan-lo事業部長 シニアコンサルタント 久野

陽一郎氏より説明を受けた後、緊急事態宣言解除を受

けた各社足元の状況（出社比率制限、新しいオフィス

の在り方、人事計画における健康上ファクターの考え

方、BCP訓練の頻度やバリエーション）について情報

交換を行いました。 

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 

・日本貿易会 講演動画アーカイブの新設 

◆ 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 
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第 46回 NACCSタスクフォース （10.8）[政 2G]【実開催】 

NACCSタスクフォースの目標、第 6次 NACCS更改

における NACCSタスクフォース活動、第 7次NACCS

更改の概要、第 7次 NACCS更改における NACCSタ

スクフォース活動について座長より説明の上、意見交

換を行いました。 

 

第 127回貿易動向調査委員会 （10.11）[調 G]【ハイブリ

ッド開催】 

いちよし証券㈱上席執行役員チーフエコノミスト 愛宕

伸康氏から「国内・世界経済の現状と展望～我々はポ

ストコロナに向けて何を意識すべきか」について説明を

受け質疑応答を行った後、「2022年度わが国貿易収

支、経常収支の見通し」作成にあたっての前提条件の

方向性等を確定しました。 

 

第 45回内部統制連絡会 （10.12）[政 3G]【ハイブリッド開

催】 

「不正事例に学ぶ子会社のリスク管理のポイント～最

近の海外不正事案を踏まえて～」と題して、有限責任

あずさ監査法人 リスクマネジメント部 パートナー 細

井友美子氏より説明を受けた後、2021年度の体制に

ついて確認しました。 

 

第 377回運営委員会 （10.13）[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約束手形廃止に向けた自主行動計画の策定、②新

型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況

等、③日本貿易会 商社新人研修、④2021年度二国間

会議の状況、⑤商社シンポジウムに関する検討状況

（中間報告）、⑥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、⑦「デジタル新時代と商

社」特別研究会(9/29)開催、⑧「会員サービスの在

り方と新規会員獲得策」進捗状況。 

2021年度第 2回企業倫理実務者研修会 （10.14）[政

3G]【ウェブ開催】 

「内部通報窓口とハラスメント相談窓口の実効化と窓口

対応の実務～改正公益通報者保護法・改正パワハラ

防止法に対応～」と題して、TMI総合法律事務所 パ

ートナー弁護士 近藤圭介氏およびパートナー弁護士 

戸田謙太郎氏より説明を受けました。 

 

第 22回日本貿易会 ISAC実務部会 （10.15）[政 2G]【ウ

ェブ開催】 

（一社）JPCERT/CCより「いわゆる"標的型"ランサム攻

撃の実態と傾向」について説明を受け質疑応答を行い

ました。その後、各社におけるランサムウェア対策や対

応における懸念などについてディスカッションを行いま

した。 

 

第 1回情報システムワーキンググループ （10.18）[政

2G]【ウェブ開催】 

2020年度の事前アンケートについてアップデートを行

った上で、各社における 2021年度の大きなトピックス

について意見交換を行いました。 

 

第 111回物流委員会ワーキンググループ （10.20）[政

2G]【ウェブ開催】 

「見落としがちな EPA活用法ガイドブック（仮）」および

各省庁に対する規制制度改革要望活動の進捗状況に

ついて事務局より報告しました。また、第 83回物流委

員会の講演テーマ・講師について検討した後、

NACCSタスクフォースの活動状況、世界税関機構

（WCO）アジア・大洋州地域民間グループについて事

務局より報告しました。 
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第 105回総務専門委員会幹事会 （10.21）[総 G]【ハイブ

リッド開催】 

(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につい

て対応案を検討しました。 

 

第 278回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ 

（10.21）[政 2G]【ウェブ開催】 

第 194回安全保障貿易管理委員会のテーマ、グルー

プディスカッションについて検討を行った後、規制番号

国際化に関する意見交換および「商社のための安全

保障貿易管理ガイダンス」改訂の進捗状況について報

告を行いました。その後、経済産業省と「みなし輸出」

管理および輸出者等遵守基準省令の施行スケジュー

ル等について意見交換を行いました。 

 

東洋経済新報社との実務打合せ（商社シンポジウム

実行委員会） （10.21）[広 G]【ハイブリッド開催】 

2021年度商社シンポジウムの協力起用業者として決

定した東洋経済新報社から、改めて開催実施案およ

び ToDO＆ラフスケジュール等について説明を受け、

プログラムを含めブレストを行いました。 

 

第 6回安全保障貿易管理実務者研修 （10.11、13、20、

25）[政 2G]【ウェブ開催】 

商社研修事業として第 6回安全保障貿易管理実務者

研修を実施しました。講師として合同会社日本輸出管

理研究所代表 高野順一氏をお迎えして以下の日程

にて 4日に分けて実施しました。会員商社 7社から 36

名が受講され、輸出管理の基礎から応用までを知って

いただく良い機会となりました。 

⚫ 10月 11日（月）：安全保障貿易管理の概念と日

本の法制度の基本 

⚫ 10月 13日（水）：安全保障貿易管理部門での業

務の初歩 

⚫ 10月 20日（水）：米国再輸出管理規制と制裁法

令について  

⚫ 10月 25日（月）：米中対立関連トピック（戦略的競

争法案等） 

 

第 102回地球環境委員会 （10.26）[広 G]【ウェブ開催】 

経済産業省 産業技術環境局 環境経済室室長補佐

荒井次郎氏より「カーボンプライシングの方向性につ

いて」と題してご講演いただきました。その後、委員各

社の ISOの取得状況について、アンケート集計結果を

事務局より報告しました。 

 

第 7回特別研究会 （10.27）[企 G]【ハイブリッド】 

貿易/商取引分野の商流における各社共通のスマート

コントラクト化プラットフォーム構築に向けて、各社の取

引モデル（医薬品、鉄鋼分野等）を基に意見交換を行

いました。その後、下半期に取り纏める成果物のイメー

ジ、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、意見交換を行いました。 

 

第 179回総務専門委員会 （10.28）[総 G]【ハイブリッド開

催】 

(一財)スポーツ振興資金財団／令和年度財界募金に

ついて、同財団より説明を受け質疑応答を行いまし

た。 

 

第 106回経済協力委員会 （10.28）[政 1G]【ウェブ開催】 

当委員会の下半期の活動の柱の一つとして「2050年 

カーボンニュートラルにおける商社のビジネスチャン

ス」を掲げていることを踏まえ、(一財)日本エネルギー

経済研究所専務理事・首席研究員 小山堅氏から「カ

ーボンニュートラルに向けた潮流と国際エネルギー情

勢：商社のビジネスチャンス・リスクを意識して」につい
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て説明を受けた後、2050年カーボンニュートラルに向

けた商社の課題や政府施策等について意見交換を行

いました。その後、今後の当委員会活動について意見

交換を行いました。 

 

 

 

 

 

第414回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 10月4日（月）16:00－17:30 

演 題： 「連邦議会選挙後のドイツ展望」 

講 師： 東京大学大学院 総合文化研究科 

教授 森井 裕一氏 

 

 

 

 

 

 

第415回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 10 月 18 日（月）13:00－14:30 

演 題： 「欧州グリーンディールのインパクト 

～混成パワーEU の理解」 

講 師： 東洋大学 

国際学部 グローバル・イノベーション学科 

教授 市川 顕氏 

動 画： 11月18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/  

講演のポイントは日本貿易会月報11月号に掲載予定です。 

 

 

『日本貿易会月報』2021年10月号発刊 （10.15）［広G］ 

【主なコンテンツ】 

［トップフォーラム］ 

「最近の話題」 

（経済産業省 経済産業事務次官 

多田 明弘氏） 

［特集］ 

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 

［提言・要望］ 

令和４年度税制改正要望の提出について 

［環境］ 

2020年度 商社の ESG推進活動 

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］ 

・岸田新内閣発足についての小林会長コメント（10.4） 

・国際課税見直しにかかる小林会長コメント（10.14） 

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 

  

～講演会～ 
 

～広報・出版活動～ 
 

https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/
https://www.jftc.jp/monthly
https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html
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10月 5日 ： 日本経済新聞（2021年 9月 28日）に記

事広告を掲載しました（コロナ下における商社の役割） 

https://www.jftc.or.jp/library/index.html#ad 

 

10月 6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（10月 6日付更新） 

https://www.jftc.or.jp/pdf/20211006.pdf 

 

10月 12日 ： 「日本貿易会 講演会動画アーカイブ

（会員限定）」を新設しました 

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

 

10月 13日 ： 提言・要望 

「輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省

令案等」に対する意見 

https://www.jftc.or.jp/proposals/ 

 

10月 18日 ： 広報委員会 18社のニュースリリース情

報 

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

 

 

 

 

 

 

第 416回日本貿易会ゼミナール 【受付中】[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 

 

宇宙ビジネスの概要や最新動向、展望について解説

いただきます。 

 

 

第 417回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[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 

 

脱炭素の動きが価格や新規開発に与える影響などエ

ネルギー情勢について解説いただきます。 

 

  

～HP新着情報～ 
 

～今後の講演会・委員会予定～ 
 ～今後の講演会～ 

https://www.jftc.or.jp/library/index.html#ad
https://www.jftc.or.jp/pdf/20211006.pdf
https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/
https://www.jftc.or.jp/proposals/
http://www.jftc.jp/release/
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第77回財務委員会 （11.1）[政1G] 

・ 講演： クライメート・トランジション・ファイナンスに

関する基本指針について（仮題） 

講師： BofA証券 取締役 副社長 林 礼子氏 

 

第378回運営委員会 (11.10) [企G] 

当会の直近の活動について審議/報告を予定。 

 

第77回人事委員会 （11.11）[政3G] 

・ 講演： 経営リーダーが考える今後の人事に求め

られるもの（仮題） 

講師： 日本M&Aセンター 

人材ファースト統括部 有賀 誠氏 

 

第53回貿易見通し作成専門委員会 （11.16）[調G] 

・ 審議：｢2022年度わが国貿易収支､経常収支の見

通し｣のマクロ見通しと商品別見通しについて 

第11回ダイバーシティ推進コミッティ （11.25）[政3G] 

・ 講演： 従業員エンゲージメントから見る人的資本

経営の実現に向けて（仮題） 

講師： 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 

 

第8回海外安全対策セミナー （11.30）[政3G] 

・ 講演： 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（仮題） 

講師： インターナショナル SOSジャパン㈱ 

メディカルディレクター 医師 野村 亜希子氏 

セキュリティ・ディレクター 黒木 康正.氏 

 

 

 

 

～11月の委員会等～ 

[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 


