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商社シンポジウム2022「商社が目指す公平な社会と経済の発展」 （3.7）［広G］【オンライン開催】（再掲） 

『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〜』を全体テーマ

とし、商社がさまざまな活動を通じてどのように社会に寄与しているのかについて、講演、パネルディスカッションを

通して多角的にひも解いていきます。 

商社の活動や SDGsに関心をお持ちの皆さまの多数のご参加をお待ちしています。 

開催日程 ： 2022年 3月 7日（月） 14：00－16：15 

開催形式 ： オンライン／ストリーミング配信 

参加費  ： 無料（事前登録制） 

集客サイト ： https://toyokeizai.net/sp/sm/jftc2022/ 

※申込締切は 3月 4日（金）17:00まで

第 295回経済産業省・商社政策懇談会 （2.2）[企 G]【ウ

ェブ開催】 

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今後の通商日程 

経済産業省 通商政策局 総務課長 藤澤秀昭氏 

②萩生田大臣の 1月の ASEAN出張について 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課長 

池谷 巌氏 

③インフラ FS事業及び海外サプライチェーン多元化 

等支援事業について 

経済産業省 貿易経済協力局 貿易振興課長  

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 

 ・商社シンポジウム 2022（3 月 7 日開催） 

◆ 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 

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～ 

 

～委員会活動～ 

 

 

2022年

3月号 

https://toyokeizai.net/sp/sm/jftc2022/
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阿部一郎氏 

④気候関連の国際開示基準への対応について 

経済産業省 経済産業政策局 企業会計室長/アジ

ア新産業共創政策室長 前田翔三氏 

(2) 商社プレゼンテーション 

「コーポレート PPA事業環境と三菱商事の取組みにつ

いて」 

三菱商事㈱ 電力ソリューショングループ エネルギー

サービス本部 再エネソリューション事業室長 

藤井隆男氏 

 

2022年 2月度税務コミッティ （2.3）[政 1G]【ウェブ開催】 

令和 5年度税制改正要望事項に関する意見交換、な

らびに電子経済課税（Pillar1、2）に関する情報共有を

行いました。 

 

第 3回月報・ホームページ分科会 （2.7）[広 G]【ウェブ

開催】 

SNSセミナーを開催後、『日本貿易会月報』の 2022年

度の特集予定、ホームページリニューアルの進行状況

を報告し、各社のホームページ構築業者について意

見交換を行いました。 

 

2022年 2月度会計コミッティ （2.8）[政 1G]【ウェブ開催】 

2021年度第 3四半期決算発表における主な質問事

項および 2022年 3月期決算スケジュールについて情

報交換を行った後、事務局から貿易記者会質問事項

の要否についての検討状況について説明しました。続

いて、パブリックコメントへの対応に関し、 IASB公開

草案「特約条項付の非流動負債（IAS第 1号の修正

案）」および IASB公開草案「サプライヤー・ファイナン

ス契約」への意見提出について審議・了承し経理委員

会に上程されることとなり、ASBJ実務対応報告公開草

案第 62号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッ

ジ会計の取扱い(案)」について対応見送りとする説明

がありました。また、連結決算の業務プロセスに関する

情報交換の趣旨について説明があった後、事務局か

ら、サステナビリティ開示基準の国際標準化への対応

に関する当会の状況について説明しました。 

 

第 381回運営委員会 （2.9）[企Ｇ]【ウェブ開催】 

「中期行動計画 2022」に関する進捗状況(理事会報告

案件)の今後の進め方、中期人員計画レビュー/見直し

及び職務要件改定につき審議を行い、承認いただい

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令和4年度税制改正要望の結果、②日・フィンランド

社会保障協定発効に関する説明会(1/17)の開催、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商社シンポジウム 2022(収録・告知現況)、⑤カーボ

ンニュートラル行動計画2020年度の実績、⑥第372回

常任理事会(2/16)の開催、⑦特別研究会「デジタル新

時代と商社」の進捗状況、⑧最近の入退会の動き。 

その後、事務局より当会の知名度向上に関する事前アン

ケートの結果および討議資料の内容について説明した後、

座長会社のファシリテートで「貿易会の知名度向上」に関

する討議を実施しました。 

 

第 93回貿易保険委員会 （2.14）[政 1G]【ウェブ開催】 

㈱国際協力銀行 経営企画部企画課長 平井靖司氏、

産業投資・貿易部第１ユニット長 加藤元気氏より、同

行のスキームおよび最近の取組み等について説明を

受けた後、質疑応答を行いました。 

 

第 372回常任理事会 （2.16）[企Ｇ]【ハイブリッド開催】 

経済安全保障担当大臣、内閣府特命担当大臣（科学

技術・宇宙） 小林鷹之氏より「経済安全保障政策につ

いて」と題して講演いただいた後、質疑応答を行いまし

た。続いて、河津専務理事より令和 4年度税制改正要

望の結果について報告しました。 

 

第 11回特別研究会 （2.16）[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
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行った後、成果物に掲載する各社事例のカテゴリ分け

等について座長会社より説明しました。 

 

第 60回常任理事・理事・監事会社連絡会 （2.16）[企Ｇ]

【ハイブリッド開催】 

事務局から、会長定例記者会見、第 372回常任理事

会（小林経済安全保障担当大臣のご講演）、令和 4年

度税制改正要望結果、物流委員会・安全保障貿易管

理委員会・情報システム委員会の活動状況、政策業務

第三グループ/調査グループ/広報・CSR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、新規事業若手向けゼミナール（仮

称）の概要について事務局より説明の後、意見交換を

実施しました。 

 

第 225回経理委員会 （2.16）[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 2月度会計コミッティおよび 2022年 2月度税

務コミッティ議事録等に基づき、両コミッティ幹事およ

び事務局から報告があり、会計コミッティ関係では、

IASB公開草案「特約条項付の非流動負債（IAS第 1

号の修正案）」および IASB公開草案「サプライヤー・フ

ァイナンス契約」への意見提出について審議・了承しま

した。また、事務局から経理委員会会費の取扱いの検

討状況について説明しました。 

 

第 115回物流委員会ワーキンググループ （2.16）[政

2G]【ウェブ開催】 

事務局より「商社のための EPA活用法ガイドブック」制

作の進捗状況を説明した後、2022年度物流委員会活

動の検討、各省庁に対する規制制度改革要望活動の

進捗状況等について報告しました。 

 

第 108回総務専門委員会幹事会 （2.17）[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

際博覧会寄付金の回答方法等について、「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

の対応案について検討しました。 

 

第 79回財務委員会 （2.17）[政 1G]【ウェブ開催】 

三井物産セキュアディレクション㈱ 取締役 Chief 

Strategy Officer 神吉敏雄氏より「フィンテック金融事業

のサイバーセキュリティ最新情報」についてご講演いた

だいた後、質疑応答を行いました。 

 

第 282回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ 

（2.17）[政 2G]【ウェブ開催】 

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部電子化・効

率化推進室長 永山純弘氏より輸出許可業務を対象と

するチャットボット・モックアップ版の試用評価協力依頼

について説明があった後、事務局より「商社のための

安全保障貿易管理ガイダンス」およびパネルディスカッ

ションに関する報告、第 195回安全保障貿易管理委

員会の案内を行いました。 

 

2021年度第 5回市場委員会ワーキンググループ 

（2.17）[政 3G]【ハイブリッド開催】 

これまでの開催を振り返り、報告書の作成に向けて議

論を行いました。 

 

第 24回日本貿易会 ISAC技術部会 （2.18）[政 2G]【ウ

ェブ開催】 

事前に無害なマルウェアを配布し、各社の対応状況に

ついて調査を行う防災訓練を実施した上で、ＮＥＣソリ

ューションイノベータ㈱ サイバーセキュリティ Gプロフ

ェッショナル 中島康彦氏より「防災訓練の振り返りとサ

マリ共有」についてご講演いただきました。 

 

第 49回 NACCSタスクフォース （2.21）[政 2G]【ウェブ開

催】 

NACCSセンターから「SIR/EIR業務の統合及び業務
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フロー」の説明を受けた後、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。 

 

第 183回総務専門委員会 （2.24）[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の対応状況について確

認し、(公財)警察協会への申し入れ結果について意見

交換を行いました。続いて、2021年度総務専門委員

会活動報告(案)、2022年度開催日程(案)について審

議・了承しました。 

 

2022年第 1回国際税務ワーキンググループ （2.24）

[政 1G]【ウェブ開催】 

2022年国内税務ワーキンググループ検討課題および 

活動方針について確認しました。また、電子経済課税

に係る各種会合での議事内容について情報共有を行

い、Pillar2の国内法制化、ならびに本邦CFC税制の

見直しに関する当会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 9回海外安全対策セミナー （2.24）[政 3G]【ウェブ開

催】 

国際政治アナリスト 菅原出氏より「世界の安全保障情

勢～紛争・テロ・政情不安リスクと備え」についてご講演

いただいた後、質疑応答を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第422回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 2月10日（木）13:00－14:30 

演 題： 「デジタル人民元～主要国初の中銀デジタル 

通貨発行で米国の金融・通貨覇権に挑戦」 

講 師： ㈱野村総合研究所 

金融 IT イノベーション事業本部 

エグゼクティブ・エコノミスト 木内 登英氏 

動 画： 5月10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423回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 2月28日（月）14:00－15:30 

演 題： 「地球温暖化をめぐる内外動向と日本の課題」 

講 師： 東京大学公共政策大学院 

特任教授 有馬 純氏  

動 画： 8月31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3月号に掲載予定です。 

  

～講演会～ 

 

https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/
https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/
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会長定例記者会見 （2.16）[広G] 

まん延防止等重点措置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、

新型コロナウイルス関連、ウクライナ情勢、経済安全保

障推進法案、商社シンポジウムについて発言がありま

した。その後、ロシアがウクライナ侵攻した場合の商社

ビジネスへの影響（含欧州向けＬＮＧ供給支援）、政府

の水際対策、ロシアに対する金融制裁としてロシア主

要銀行がSWIFTから除外された場合の商社への影響

について 質疑応答があり、複数の報道機関のTVニュ

ースや新聞記事、ウェブニュース等にて報道されまし

た。 

会長コメント発出 ［広G］ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2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 424回日本貿易会ゼミナール【受付中】 [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 

最近のウクライナを巡る動きと併せ、ロシア外交の現状

や今後の展開について解説いただきます。 

第 425回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 3月 28日（月）16:00－17:30 

演 題： 「最近の中国情勢の現状と展望」 

講 師：  東京大学大学院 総合文化研究科 

  教授  川島 真 氏 

最近の中国情勢の現状と展望について解説いただき

ます。 

  

～広報・出版活動～ 

 

～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/chairman/index2.html
http://www.jftc.jp/release/
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2021年度第3回きっずプロジェクト分科会 （3.1）[広G] 

・報告：出前授業実施報告 

・討議：2022 年度『おしごと年鑑』（「商社のお仕事」）出

稿題材 

 

第57回広報委員会 （3.2）[広G] 

・審議： 2021年度広報委員会活動報告（案）、2021年

度「特別広報会費」収支報告（案）、2022年度広報委

員会正副委員長の選任、2022年度広報委員会活動

計画（案）、2022年度「特別広報会費」収支予算（案） 

 

第67回法務委員会 （3.8）[政3G] 

・内容：グループディスカッション 

 

第382回運営委員会（3.9）[企G] 

・審議：3 月 23 日開催予定の第 171 回理事会への付

議事項（案）、2022 年度事業予算（案）および事業計画

（案） 

 

第80回財務委員会 （3.9）[政1G] 

・講演・説明：「Financed Emissionsに向けた本邦金融機

関の動きについて」（仮題） 

(講師) ㈱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 

・審議：2021年度活動報告（案） 

 

第78回人事委員会 （3.10）[政3G] 

・講演・説明：グーグルの戦略人事と人事リーダーのあ

るべき姿（仮題） 

(講師)グーグル合同会社執行役員人事部長 

谷本美穂氏 

・審議：2021 年度活動報告（案）、2022 年度活動計画

（案） 

第65回サステナビリティ・ＣＳＲ研究会 （3.11）[広G] 

・審議：2021 年度活動報告（案）、2022 年度活動計画

（案） 

・報告：サステナビリティ・CSR研究会活動に関するア

ンケート結果、報告：サステナビリティ推進委員会への

変更 

 

第104回地球環境委員会 （3.11）[広G] 

・審議：2021 年度活動報告（案）、2022 年度活動計画

（案） 

・報告：産構審流通・サービスWG出席報告、地球環境

委員会活動に関するアンケート結果 

 

第129回貿易動向調査委員会 （3.11）[調G] 

・審議：2021 年度活動報告（案）、2022 年度活動計画

（案） 

 

第84回物流委員会 （3.15）[政2G] 

・講演・説明：「国際物流の動向と見通し」(仮題) 

(講師) ㈱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 

 

第12回ダイバーシティ推進コミッティ （3.17）[政3G] 

・講演・説明①：「高年齢者雇用安定法改正について

（現状アップデート含む）」（仮題） 

(講師①)厚生労働省 職業安定局 高年齢者雇用対策

課（講師未定） 

・講演・説明②：「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～」 

(講師②)ダイキン工業㈱ 人事本部 ダイバーシティ推

～3月の委員会等～ 
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進グループ 担当課長 今西亜裕美氏 

・審議：2021 年度活動報告（案）、2022 年度活動計画

（案） 

 

第195回安全保障貿易管理委員会 （3.24）[政2G] 

・講演・説明：「安全保障貿易管理を巡る最近の内外動

向」(仮題) 

(講師) 経済産業省 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 

 

第171回理事会 （3.23）[企G] 

・審議：①定時総会で承認を得るまでの間の 2022年度

予算執行(案)、②会員の入会(案)、③会員推薦による

個人会員の入会(案)、④審議員の委嘱(案)、⑤常任理

事（理事）の退任(案)、⑥当会規程の改定・制定(案) 

・報告：①職務執行状況及び中期行動計画 2022 進捗

状況、②事務局組織の状況  

 

第100回市場委員会 （3.25）[政3G] 

・講演・説明：「東アジアの政治と安全保障、外交政策」

（仮題） 

(講師)慶応義塾大学法学部 名誉教授 添谷芳秀氏 

・審議：市場ワーキンググループ最終報告書、2021 年

度活動報告（案）、2022年度活動計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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 


