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会長コメント発出 

以下3点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/index2.html 

・日米首脳会談について（4.19） 

・緊急事態宣言再々発令について（4.23） 

・気候変動に関する首脳会合について（4.26） 

 

「国際協力銀行（JBIC）及び日本貿易保険（NEXI）の環境社会配慮確認のためのガイドライン改訂に関

する要望書」提出 （4.20）［政1G］ 

国際協力銀行（JBIC）および日本貿易保険（NEXI）より、環境社会配慮確認のためのガイドライン改訂案が公表さ

れたことを受け、当会貿易保険委員会、地球環境委員会、サステナビリティ・CSR 研究会の協力を得て、財務委員

会にて、改訂案に対する意見を取りまとめ、(一財)エンジニアリング協会、日本鉄道システム輸出組合、日本機械輸

出組合および当会の 4団体連名で国際協力銀行および日本貿易保険に提出しました。 

 

中国大使館・宋耀明公使他との交流を実施 （4.26）[役員・企G・政2G・政3G] 

中国大使館 宋耀明公使（経済商務担当）および経済商務部の書記官 2 名が当会にお越しになり、河津専務、岩

城常務他関係者と懇談し、中国ビジネスの現状や見通し等について多岐にわたり意見交換を行いました。 
 

 

第 290回経済産業省・商社政策懇談会 （4.7）[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インフラ海外展開の最近の動向について 

吉岡 孝 貿易経済協力局 貿易振興課長  

②海外サプライチェーン多元化等支援事業について 

吉岡 孝 貿易経済協力局 貿易振興課長 

③貿易保険を巡る最近の動向について 

藤井 亮輔 貿易経済協力局 通商金融課長 

④通商政策の最近の動向について 

浦上 健一朗 通商政策局 総務課長 

（２）商社プレゼンテーション 

「住友商事の海外工業団地事業について」 

住友商事株式会社 海外工業団地部長  

中西 栄介氏 

 

 

 

第 372回運営委員会 （4.14）[企 G]【ウェブ開催】 

下記の事項について審議・了承しました。 

第 170 回理事会・第 97 回定時総会議案(案)について 

(2020 年度事業報告(案)、2021 年度事業計画(案)、2021

年度収支予算(案)、常勤役員の報酬等の額(案)、役員賠

償責任保険(D&O 保険)を全役員対象に付保する件(案)、

特定非営利活動法人国際社会貢献センター(ABIC)との

契約締結 (案)) 

事務局より下記の報告を行いました。  

①第 169回理事会書面審議の結果報告 

②市場委員会WG Discussion Paper発刊および記者発

表 

③「日本貿易の現状 Foreign Trade 2021」、「商社ハンド

ブック 2021」発刊 

④新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応調査 

⑤「日本貿易会 ISACの歩み」制作 

⑥広報委員会商社シンポジウム実行委員会 2020年度活
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動報告 

⑦「デジタル新時代における商社」特別研究会 

⑧専務理事の社外取締役就任 

 

第 273回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ 

（4.15）[政 2G]【ハイブリッド開催】 

2021 年度安全保障貿易管理委員会の活動計画・スケジ

ュールおよび安全保障貿易管理に関する要望の取り進

めについて事務局より説明を行った後、規制番号国際化

に関する意見交換について報告を行いました。 

 

第 45回社会貢献・ABIC委員会 （4.15）[広 G]【ウェブ開

催】 

宮崎 ABIC 常務理事・事務局長から ABIC の 2020 年度

事業報告（案）・収支報告（案）、2021年度事業計画（案）・

収支予算（案）について説明を受け、質疑応答を行った

後、事務局から当会とABICとの 2021年度業務委託契約

（案）について付議し、審議・了承しました。 

 

第 89回貿易保険委員会 （4.16）[政 1G]【書面開催】 

2021 年度事業計画(案)について審議・了承し、貿易保険

制度等に係る提言・要望および要望のフォローアップ、㈱

日本貿易保険等との情報・意見交換等に重点を置いて活

動を行うこととしました。 

 

第 19回日本貿易会 ISAC実務部会 （4.16）[政 2G]【ハイ

ブリッド開催】 

日本電気㈱経営システム本部 CISO オフィス統括 田上

岳夫氏およびサイバーセキュリティ事業部 瀬良 佳謙氏

より、「NEC におけるサイバーセキュリティ対策の取り組み」

と題してご講演いただいた後、質疑応答を行いました。 

 

第 1回「デジタル新時代と商社」特別研究会 （4.20）[企

G]【ハイブリッド開催】 

森川 博之主査（東京大学大学院工学系研究科教授）、 

平栗 拓也座長（三菱商事㈱デジタル戦略部長）、篠原 

徹也副座長（三菱商事㈱執行役員地域総括部長）、当会

専務理事より挨拶の後、委員自己紹介を行いました。そ

の後、研究会の目標・内容、全体スケジュール等につい

て事務局から説明し、研究会への期待等について意見

交換しました。 

 

第 104回経済協力委員会（4.21）[政 1G]【書面開催】 

2021 年度事業計画(案)について審議・了承し、脱炭素化

やデジタル化等の環境変化や今後の産業動向を踏まえ

た、日本政府によるインフラ海外展開関連施策、公的金

融機関による支援制度に関するフォローアップ、ならびに

必要に応じた商社業界からの提言、インフラ海外展開の

一層の活性化に向けた、日本政府および関係機関との

活発な情報・意見交換に重点を置いて活動を行うこととし

ました。 

 

第 105回物流委員会ワーキンググループ （4.21）[政 2G]

【ウェブ開催】 

2021年度物流委員会活動、2021年度NACCSタスクフォ

ースの活動、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」、電子帳簿等保存制度の見直しに関す

るQ＆Aへの記載希望事項について事務局より報告の後、

意見交換を行いました。 

 

第 175回総務専門委員会 （4.22）[総 G]【ハイブリッド開

催】 

2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）寄付金につい

て、寄付要請者である（公社）2025 年日本国際博覧会協

会より説明を受け、質疑応答を実施しました。 

 

2021年度内部統制連絡会 幹事会（4.23）[政 3G]【ハイブ

リッド開催】 

7 社による幹事会を開催し、事前に実施したアンケート結

果を基に関心事項・課題の共有、2021 年度内部統制連

絡会の活動内容の検討を行いました。 

 

中国大使館・宋耀明公使他との交流を実施（4.26）[役員・

企 G・政 2G・政 3G] 

中国大使館 宋耀明公使（経済商務担当）および経済商

務部の書記官 2 名が当会にお越しになり、河津専務、岩

城常務他関係者と懇談し、中国ビジネスの現状や見通し

等について多岐にわたり意見交換を行いました。 

 

「商社のための原産地自己申告制度ガイダンス」セミナ

ー （4.27）[政 2G]【ウェブ開催】 

物流委員会では、会員企業に FTA を最大限活用してい

ただくことを目指して、2021年 3月に「商社のための原産

地自己申告制度ガイダンス」を作成しました。本ガイダン

スについてのご理解を深めて

いただくため、ガイダンスの概

要とともに FTA に関する最新

動向を解説するセミナーを開

催し、当日は法人正会員およ

びその関係会社から 83 名の

方々にご参加をいただきまし

た。 

 

2021年度 第1回 商社シンポジウム実行委員会（4.26）

[広G] 【ウェブ開催】 

8社中5社で委員長を含め委員が交代したことから、事務

局より 2020 年度の活動報告を行い、2021 年度の実行に

向けてテーマおよび開催形式等の合意事項について意
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見交換を行いました。 

 

 

商社研修事業 

 

2021年度商社新人研修 （4.8～9）[政 3G]【ウェブ開催】 

2021 年 4 月に当会会員商社に入社した新人向けに「商

社新人研修」を実施しました。2 社 18 名の新人商社パー

ソンが、言葉遣いをはじめとする基本的マナー指導のほ

か、先輩商社パーソンから経験を活かしたレクチャーを受

け、自らの抱負と商社業界の未来を語り合いました。初の

オンライン開催でしたが、ブレイクアウトルーム機能を活

用してグループワークを行うなど、他社の商社パーソンと

交流することで刺激になり、大変有意義な研修になったと

参加者からも高く評価いただきました。 

 

 

提言・要望等 

 

「国際協力銀行（JBIC）及び日本貿易保険（NEXI）の 

環境社会配慮確認のためのガイドライン改訂に関する

要望書」提出 （4.20）[政 1G] 

国際協力銀行（JBIC）および日本貿易保険（NEXI）より、

環境社会配慮確認のためのガイドライン改訂案が公表さ

れたことを受け、当会貿易保険委員会、地球環境委員会、

サステナビリティ・CSR 研究会の協力を得て、財務委員会

にて、改訂案に対する意見を取りまとめ、(一財)エンジニ

アリング協会、日本鉄道システム輸出組合、日本機械輸

出組合および当会の 4 団体連名で国際協力銀行および

日本貿易保険に提出しました。 

 

 

日本貿易会HP新着情報 

 

 4月 19日 ： 日米首脳会談についての小林会長コメント     
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210419.html 

 

4月 19日 ： 日本貿易会月報 4月号を発行しました 

http://www.jftc.jp/monthly/ 

 

4月 23日 ： 緊急事態宣言再々発令についての小林会

長コメント 
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210423.html 

 

4月 26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（4月 26日付更新） 

https://www.jftc.or.jp/pdf/20210426.pdf 

 

4月 26日 ： 気候変動に関する首脳会合についての小

林会長コメント 

https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210426.html 

4月 27日 ： 日本貿易会便利帳を掲載しました 

https://www.jftc.or.jp/organization/pdf/benricho_2021.pdf 

 

 

 

『日本貿易会月報』2021年 4月号発刊 （4.15）[広 G] 

【主なコンテンツ】 

［提言・要望］ 

ディスカッション・ペーパー「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」 

 

月報オンラインでもご覧いただけます。 

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

 

 

会長コメント発出 ［広G］  

・日米首脳会談について（4.19） 

・緊急事態宣言再々発令について（4.23） 

・気候変動に関する首脳会合について（4.26） 

 

内容はホームページでご覧いただけます。 

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

 

 

叙勲 

 

令和3年春の叙勲 （4.29）[総G] 

4月29日に発令された令和3年春の叙勲において、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た。 

心からお祝い申し上げます。 

（敬称略） 

〈 叙 勲 〉 

○旭日大綬章 

勝俣 宣夫  元 丸紅（株） 社長 

元（社）日本貿易会 会長 

 

○旭日中綬章 

畑中 誠    元 東京建物（株） 社長 

 

 

 

 

広報・出版活動 

https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210419.html
http://www.jftc.jp/monthly/
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210423.html
https://www.jftc.or.jp/pdf/20210426.pdf
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210426.html
https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20210426.html
https://www.jftc.or.jp/organization/pdf/benricho_2021.pdf
https://www.jftc.jp/monthly/
https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html
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講 演 会 

 

第403回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 4月12日（月）15:30－17:00 

演 題： 「米国より帰りて」 

講 師： 前 米国駐箚 特命全権大使 

杉山 晋輔氏 

第404回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 4月26日（月）13:00－14:30 

演 題： 「水素社会形成に向けた世界の取り組み」 

講 師： 株式会社テクノバ  

エネルギー研究部 エネルギー調査グループ 

グループマネージャー  丸田 昭輝氏 

講演のポイントは日本貿易会月報6月号に掲載予定で

す。 

 

 

今後の主な講演会予定 

 

第 405回日本貿易会ゼミナール [調 G] 

日 時： 5月 14日（金）14:00-15:30 

演 題： 「世界情勢の現状と展望～米中関係を軸として」 

（仮題） 

講 師： 同志社大学 法学部 政治学科  

教授 兼原 信克氏 

米中関係を中心に最近の世界情勢について解説いた

だきます。 

 

第 406回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 5月 26日（水）13:00-14:30 

演 題： 「気候変動をめぐる国際動向と 

日本企業への期待」（仮題） 

講 師： 東京大学未来ビジョン研究センター  

教授 高村 ゆかり氏 

環境政策や国際的な気候変動の動向について解説いた

だきます。 

 

 

5月の委員会等予定 

 

第373回運営委員会 （5.12）[企G] 【ウェブ開催】 

「会員サービスの在り方と新規会員獲得策」という 

テーマで、本委員会で初の討議を実施予定。当会の各委

員会委員の生の声を参考に、会員企業のニーズ、他団体

との相違点、当会が目指すべき会員サービスの在り方な

どについて討議予定。 

 

第218回経理委員会 （5.19）[政1G] 【ウェブ開催】 

・報告：会計コミッティ関係（2021 年 3 月期決算に関する

情報交換、各種パブリックコメントへの対応）、税務コミッ

ティ関係（令和 4 年度税制改正要望事項、グループ通算

制度、消費税インボイス制度、 経済産業省国際課税研

究会、BIAC／Business Advisory Groups） 

 

第90回貿易保険委員会 （5.27）[政1G] 【ウェブ開催】 

・講演：日本貿易保険（NEXI）の最近の取組（仮題） 

(講師) ㈱日本貿易保険（NEXI）執行役員企画部長 大井

麻理氏 

 

 

 

[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 

所管グループ連絡先 


