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日本貿易会会長の交代内定 （3.23） 

3 月 23 日開催の正副会長会にて、次期会長を丸紅㈱取締役会長 國分文也氏に内定しました。 

現会長のコメントおよび次期会長の略歴、コメント等は以下の URL よりご覧いただけます。 

20220323.pdf (jftc.or.jp) 

 

 

 

インフラシステム海外展開戦略に向けた提言 （3.22）[政 1G] 

2020 年 12 月に政府は「インフラシステム海外展開戦略 2025」を策定し日本企業が 2025 年に 34 兆円のインフラシ

ステムを受注することをめざす目標を掲げました。その後、2021 年 6 月にはインフラ市場を巡る環境変化を踏まえ

て改訂が行われ、目標達成に向けた官民一体となった取り組みのため、さらなる具体的な行動計画が定められまし

た。経済協力委員会では、2022 年 5 月に予定されている再改訂に向けて、官民が連携してインフラシステム海外

展開に取り組んでいくため、カーボンニュートラルに向けた海外における現実的なエネルギー・トランジションやイ

ンフラシステム海外展開におけるデジタルを活用した施設の運営・維持管理（O&M）の推進、また、ODA の戦略的

活用や JCM の利便性向上、実証事業の推進等についての提言を取りまとめ、3 月 28 日に公表し、政府関係省庁

に提出しました。 

https://www.jftc.or.jp/proposals/2021/20220328_1.pdf  

  

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 

 ・日本貿易会会長の交代内定 

◆ 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 
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編集発行人：企画・人事グループ長 菅納ひろむ 
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～提言・要望～ 

 

https://www.jftc.or.jp/pdf/20220323.pdf
https://www.jftc.or.jp/proposals/2021/20220328_1.pdf


2 

 

 

2021年度第 3回きっずプロジェクト分科会 （3.1）[広 G]

【ハイブリッド開催】 

事務局より 2021 年度のきっずプロジェクトの活動概要

を報告し、意見交換を行いました。 

また、『おしごと年鑑 2022』に掲載する「商社のお仕事」

のテーマについて意見交換を行いました。 

 

第 57回広報委員会 （3.2）[広 G] 【ウェブ開催】 

2021 年度活動報告（案）、2021 年度「特別広報会費」

収支報告（案）、2022 年度正副委員長の選任、2022 年

度活動計画（案）および 2022 年度「特別広報会費」収

支予算（案）について審議・了承しました。 

 

第 54回総務委員会 （3.3）[総 G] 【ウェブ開催】 

「暴力団排除条例の考え方とコンプライアンス」と題し

て、虎門中央法律事務所 弁護士 田村正博氏より説

明を受けた後、質疑応答を行いました。2021 年度活動

報告(案)、2022 年度活動計画(案)について審議・了承

し、2022 年度正副委員長を選任しました。 

 

第 110回経済協力委員会 （3.3）[政 1G] 【ウェブ開催】 

インフラシステム海外展開戦略 2025 の再改訂に向け

た取り組みに関して、「インフラ海外展開戦略に向けた

提言」（素案）の内容について意見交換を行いました。 

 

2022年 3月度税務コミッティ （3.3）[政 1G] 【ウェブ開

催】 

グループ通算制度（投資簿価修正）や国際課税に関

する議論の動向について情報共有し、令和 5 年度税

制改正要望の方向性について意見交換を行いまし

た。 

第 67回法務委員会 （3.8）[政 3G]【実開催】 

2 年ぶりに対面でのグループディスカッションを開催し

ました。参加者 21 人が 6 つのグループに分かれ、以

下テーマについて情報交換を行った後、グループごと

に成果を報告しました。 

【ディスカッションテーマ】 

①個人情報保護法における対応 

②人権デューデリジェンスへの取り組み 

③コロナ禍での採用・人材育成 

④関連会社への法務支援 

⑤電子化・効率化に向けた取り組み 

 

第 382回運営委員会 （3.9）[企 G]【ウェブ開催】 

第 171 回理事会(3/23)への付議事項、2021 年度収支

見通しおよび 2022 年度収支予算(案)、2022 年度事業

計画(案)について審議・了承した後、下記の事項につ

いて事務局より報告を行いました。 

①商社のための EPA 活用法ガイドブック発刊 

②2021 年度市場委員会 WG Discussion Paper（報告

書）発刊 

③若手向けゼミナールのトライアル実施 

④新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況 

⑤日本貿易の現状 2022 発刊 

 

第 111回経済協力委員会 （3.9）[政1G]【ハイブリッド開催】 

インフラシステム海外展開戦略を取りまとめている内閣

官房副長官補室（経協インフラ担当）参事官 松本加代

氏および田中賢二氏ほかと、「インフラ海外展開戦略

に向けた提言」（案）について意見交換を行いました。 

 

第 80回財務委員会 （3.9）[政 1G] 【ウェブ開催】 

㈱三井住友フィナンシャルグループ 企画部サステナ

ビリティ推進室長 竹田達哉氏より「SMBC グループに

おける気候変動への取組」と題し、気候変動対応を巡

る現状の動きや金融機関の取り組み等についてご説

～委員会活動～ 

 



3 

 

明いただいた後、質疑応答を行いました。また、2021

年度活動報告（案）について審議・了承し、2022 年度

正副委員長を選任しました。 

 

第 112回経済協力委員会（3.9）[政1G]【書面開催】 

「インフラ海外展開戦略に向けた提言」（案）、2021 年

度活動報告(案)、2022 年度活動計画(案)および 2022

年度正副委員長選任(案)について審議・了承しまし

た。 

 

広報委員会「危機管理メディアトレーニング」 （3.9）[広

G]【実開催】 

広報委員会 10 社 19 名の参加を得て、エイレックス社

の協力のもと、緊急時広報対応に関するトレーニング

（講義、グループワーク、模擬記者会見演習）を行いま

した。 

 

第 78回人事委員会 （3.10）[政 3G]【ハイブリット開催】 

グーグル(同) 執行役員人事本部長 谷本美穂氏より

「イノベーションを起こす組織づくり 人事のミッション」

についてご講演いただいた後、質疑応答を行いまし

た。その後、2021 年度活動報告(案)および 2022 年度

活動計画（案）について審議・了承しました。 

 

第 104回地球環境委員会 （3.11）[広 G]【ウェブ開催】 

2021 年度活動報告（案）、2022 年度活動計画（案）お

よび 2022 年度正副委員長選任(案)について審議・了

承しました。また、事務局より経済産業省産業構造審

議会流通・サービスワーキンググループへの出席報

告、2021 年度地球環境委員会活動に関するアンケー

ト結果について報告を行いました。 

 

第 65回サステナビリティ・CSR研究会 （3.11）[広 G]【ウ

ェブ開催】 

2021 年度活動報告（案）、2022 年度活動計画（案）、

2022 年度正副委員長選任およびサステナビリティ推

進委員会への変更について審議・了承しました。また、

事務局より 2021 年度サステナビリティ・CSR 研究会の

活動に関するアンケート結果について報告を行いまし

た。 

 

第 129回貿易動向調査委員会 （3.11）[調 G]【ウェブ開

催】 

2021 年度活動報告（案）、2022 年度委員長（案）、貿易

見通し作成専門委員会座長（案）および 2022 年度活

動計画（案）について審議・了承しました。 

 

第 84回物流委員会 （3.15）[政 2G]【ハイブリッド開催】 

㈱野村総合研究所 アーバンイノベーションコンサル

ティング部モビリティ・ロジスティクスグループプリンシ

パル 宮前直幸氏より「国際物流を取り巻く環境変化」と

題してご講演いただいた後、質疑応答を行いました。

その後、2021 年度活動報告(案)、2022 年度活動計画

(案)および委員会活動の体制について審議・了承しま

した。 

 

第 12回特別研究会 （3.16）[企 G]【ハイブリッド開催】 

特別研究会の成果物に関する進捗状況について事務

局から説明した後、意見交換を行いました。その後、最

終回の会合として主査、座長、副座長はじめとする委

員から挨拶がありました。 

 

第 109回総務専門委員会幹事会 （3.17）[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）寄付金および「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、各社内での対応状況について確認しました。 

 

第 283回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ 

（3.17）[政 2G]【ウェブ開催】 

事務局より「商社のための安全保障貿易管理ガイダン
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ス（第 6 版）」の最終確認、2021 年度活動報告（案）お

よび 2022 年度活動計画（案）の確認をした後、その他

の情報共有をしました。 

 

第 12回ダイバーシティ推進コミッティ （3.17）[政 3G]【ハ

イブリット開催】 

厚生労働省 職業安定局高齢者雇用対策課課長補佐 

遠藤径至氏より「高年齢者の就業機会確保に向け

て」、ダイキン工業㈱ 人事本部ダイバーシティ推進グ

ループ担当課長 今西亜裕美氏より「ベテラン層のさら

なる活躍推進に向けた再雇用制度の拡大～希望者全

員が 70 歳までモチベーション高く働き続けることがで

きる仕組みへ～」についてご講演いただいた後、質疑

応答を行いました。 

 

第 24回日本貿易会 ISAC実務部会 （3.18）[政 2G]【ハ

イブリッド開催】 

事務局より「実務部会定期アンケート（BEC・標的型攻

撃・ランサム）集計結果」を情報共有した後、2021 年度

日本貿易会 ISAC 総会を開催しました。 

 

2022年 3月度会計コミッティ （3.18）[政一 G]【書面開催】 

2022 年 3 月期決算発表における貿易記者会質問事

項(案)について審議・了承し、経理委員会に上程され

ることとなりました。また、パブリックコメントへの対応に

関し、IFRIC 暫定アジェンダ決定「負の低排出ガス車ク

レジット」への意見提出について対応見送りとすること

となった報告があり、連結決算の業務プロセスおよび

会社計算規則の一部改正に伴う公正価値及び収益の

会社法計算書類における対応状況についての情報交

換の報告（アンケートの集計結果の共有）を行いまし

た。 

 

第 171回理事会 （3.23）[企G]【ハイブリッド開催】 

河津専務理事および宮本常務理事から、職務執行状

況及び中期行動計画 2022 進捗状況、事務局組織の

状況について報告した後、定時総会で承認を得るまで

の間の 2022 年度予算執行(案)、会員の入会(案)、会

員推薦による個人会員の入会(案)、審議員の委嘱

(案)、常任理事（理事）の退任(案)、当会規程の改定

(案)、定時総会の日時､場所および議事に関する事項

(案)について説明し、審議・了承しました。また、理事

会に先立ち開催した正副会長会にて、小林会長が、次

期会長を丸紅㈱國分会長に内定した旨、報告しまし

た。 

 

第 61回常任理事・理事・監事会社連絡会 （3.23）[企 G]

【ウェブ開催】 

事務局から、第 171 回理事会議案（職務執行状況およ

び中期行動計画 2022 進捗状況、事務局組織の状

況、定時総会で承認を得るまでの間の 2022 年度予算

執行(案)、会員の入会(案)、会員推薦による個人会員

の入会(案)、審議員の委嘱(案)、常任理事（理事）の退

任(案)、当会規程の改定(案)、定時総会の日時､場所

および議事に関する事項(案)）、記者発表について報

告した後、2021 年度収支見通しおよび 2022 年度収支

予算(案)、2022 年度事業計画(案)、商社のための EPA

活用法ガイドブック発刊、2021 年度市場委員会 WG 

Discussion Paper（報告書）発刊、新型コロナウイルスの

感染拡大に伴う各社対応状況、日本貿易の現状 2022

発刊、今後の主要会合および三水会日程について説

明しました。また、第 2 回目の情報交換として「新型コ

ロナウイルス対応」をテーマに委員同士での意見交換

を実施しました。 

 

第 226回経理委員会 （3.23）[政 1G]【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

2022 年 3 月度会計コミッティおよび 2022 年 3 月度税

務コミッティ議事録等に基づき、両コミッティ幹事から報

告がありました。会計コミッティ関係では、2022 年 3 月

期決算発表における貿易記者会質問事項(案)につい

て審議・了承しました。また、経理委員会会費の今後の

取扱いについて審議・了承しました。 
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第 184回総務専門委員会 （3.24）[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）寄付金への対応案につい

て審議・了承しました。続いて、「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第

109 回総務専門委員会幹事会（3 月 17 日開催）での

検討状況を共有した後、2021 年度総務専門委員会活

動アンケート結果をもとに 2022 年度の活動計画につ

いて意見交換を行いました。 

 

第 94回貿易保険委員会 （3.24）[政 1G]【ウェブ開催】 

㈱日本貿易保険 企画部制度グループグループ長 小

沼健一氏、グループ長補佐 髙田麻衣歌氏ほかより

「2022 年 4 月海外投資保険の制度改正」について説

明を受けた後、質疑応答を行いました。続いて、2021

年度活動報告(案)、2022 年度正副委員長選任(案)お

よび 2022 年度活動計画(案)について審議・了承しまし

た。 

 

2022年第 2回国際税務ワーキンググループ （3.24）

[政 1G] 【ウェブ開催】 

電子経済課税ルール Pillar2 に関する情報共有と令和

5 年度税制改正における本邦 CFC 税制に関する要望

の方向性等について意見交換を行いました。 

 

第 195回安全保障貿易管理委員会 （3.24）[政 2G]【ハ

イブリッド開催】 

経済産業省 大臣官房経済安全保障室長 兼 貿易経

済協力局貿易管理部安全保障貿易管理政策課長 香

山弘文氏より「経済安全保障に関する国際情勢や日本

の対応」についてご講演いただいた後、事務局より「商

社のための安全保障貿易管理ガイダンス（第 6 版）」の

確認、2021 年度活動報告(案)、2022 年度活動計画

(案)および 2022 年度委員会活動体制について審議・

了承しました。 

 

第 7回海外安全対策ワーキンググループ （3.24）[政

3G]【ウェブ開催】 

ロシア、ウクライナ情勢や新型コロナウイルス関係など

安全対策全般に関する情報交換を行った後、2021 年

度ワーキンググループの総括と 2022 年度体制の確認

を行いました。 

 

第 100回市場委員会 （3.25）[政 3G]【ハイブリット開催】 

慶應義塾大学 名誉教授 添谷芳秀氏より「アジアの政

治・安全保障と日本外交」についてご講演いただいた

後、質疑応答を行いました。その後、ディスカッション

ペーパー「自由で開かれたインド太平洋の実現に向け

た商社のダイナミズム」（WG 案）、2021 年度活動報告

(案)および 2022 年度活動計画(案)について審議・了

承しました。 

 

第 50回 NACCSタスクフォース （3.28）[政 2G]【ハイブリ

ッド開催】 

ＳＩＲ業務とＥＩＲ業務の統合、ＳＩＲ業務のメール機能等

について NACCS センターより説明を受けた後、意見

交換を行いました。 

 

2022年臨時国際税務ワーキンググループ （3.31）[政

1G] 【ウェブ開催】 

OECD で募集されている Pillar2 に関するパブリックコ

メント案の検討と本邦 CFC 税制に係る税制改正要望

の方向性について意見交換を行いました。 

 

第 94回情報システム委員会（3.31）[政 2G]【書面審議】 

2021 年度活動報告(案)および 2022 年度活動計画(案)

について審議・了承しました。 

 

 

 

 



6 

 

  

 

 

第424回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 3月3日（木）15:00－16:30 

演 題： 「ウクライナ危機と今後の米露関係」 

講 師： 公益財団法人笹川平和財団 

 安全保障研究グループ  

主任研究員 畔蒜 泰助氏 

動 画： 6月3日まで会員限定公開 

第425回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 3月28日（月）16:00－17:30 

演 題： 「2022年の中国の課題と展望」 

講 師： 東京大学大学院 総合文化研究所 

教授 川島 真氏 

動 画：4月28日まで会員限定公開 

 

講演のポイントは日本貿易会月報4月号、5月号に掲載予定です。 

講演会動画は当会ウェブサイト「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 

 

 

 

『日本貿易会月報』2022年 3月号発刊 （3.15）[広 G] 

【主なコンテンツ】 

[トップフォーラム] 

「経済安全保障政策について」

（経済安全保障担当大臣 小林

鷹之氏） 

［展示紹介］ 

第 14 回オートモーティブワール

ド クルマの先端技術展 

第 36 回ネプコン ジャパン エレクトロニクス開発・実装

展 

[特別企画 ウィズコロナ・アフターコロナのオフィス改

革 第 4 回] 

CO₂フリー化への取り組み 

［環境］ 

「脱炭素社会および循環型社会の構築に向けた 2021

年度の取り組み」 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

https://www.jftc.jp/monthly/ 

『JFTC News』No.154 発刊 （3.31）[広 G] 

【主なコンテンツ】 

・2022 New Year’s Remarks by 

Chairman KOBAYASHI Ken 

・Chairman’s Comments 

・ 58th Annual Australia-Japan 

Joint Business Conference 

・ 58th U.S-Japan Business 

Conference 

・53ｒｄ Japan-Korea Business Conference 

・ FY2022 Outlook for Japan’s Trade Balance and 

Current Account 

・Foreign Trade 2022 

・What is JFTC? 

 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

JFTC News | JFTC - Japan Foreign Trade Council, Inc. 

 

 

～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/english/jftcnews2022.htm
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商社シンポジウム 2022開催 ［広 G］ 

テーマ： 『商社が目指す公平な社会と経済の発展 〜

サステナブル経営で実現する持続可能な社会づくり〜』 

ストリーミング配信：2022 年 3 月 7 日（月）14:00～16:15 

オンデマンド配信：2022年3月8日（火）～4月8日（金） 

申込サイト:https://toyokeizai.net/sp/sm/jftc2022arch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 3 日： 商社のための EPA 活用方ガイドブック掲載 

https://www.jftc.or.jp/shosha/procedure/ 

 

3 月 14 日： 「日本貿易の現状 2022 Foreign Trade 

2022」の発刊（3/31） 

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

 

3 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/ 

 

3 月 23 日： 日本貿易会会長交代内定に関するお知らせ 

https://www.jftc.or.jp/pdf/20220323.pdf 

3 月 28 日： 提言・要望 

・インフラシステム海外展開戦略に向けた提言 

・IASB 公開草案「サプライヤー・ファイナンス契約（IAS

第 7 号及び IFRS 第 7 号の修正案）」に対する意見

提出 

・IASB 公開草案「特約条項付の非流動負債（IAS 第 1

号の修正案）」に対する意見提出 

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

 

 

 

 

 

 

第 426回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 4 月 18 日（月）14:00－15:30 

演 題： 「半導体の地政学」 

講 師：日本経済新聞社 

編集委員 太田 泰彦氏 

半導体産業をめぐる主要国の経済安全保障の動きに

ついて解説いただきます。 

 

 

 

第 427回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 4 月 25 日（月）15:00－16:30 

演 題： エネルギー市場の現状と展望 

      ～石油・天然ガスを中心に（仮題） 

講 師： 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機

構 

      調査部 主席エコノミスト  野神 隆之氏 

石油・天然ガスを中心にエネルギー市場の動向につ

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://toyokeizai.net/sp/sm/jftc2022arch/
https://www.jftc.or.jp/shosha/procedure/
https://www.jftc.or.jp/research/
http://www.jftc.jp/release/
https://www.jftc.or.jp/pdf/20220323.pdf
https://www.jftc.or.jp/proposals/
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第48回社会貢献･ABIC委員会 （4.4）[広G] 

・審議：2021 年度活動報告（案）、2022 年度活動計画（案）、

2022 年度正副委員長選任、2021 年度 ABIC 事業報告

（案）／収支報告（案）、2022 年度 ABIC 事業計画（案）／

収支予算（案）、2022 年度 JFTC/ABIC 業務委託契約（案） 

・報告：2021 年度委員会活動アンケート結果 

 

第383回運営委員会 （4.13）[企G] 

・審議：5 月 18 日開催予定の第 172 回理事会、5 月 31

日開催予定の第 98 回定時総会への付議事項（案） 

・報告:当会の直近の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～4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 


