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会長コメント発出 ［広G］ 

以下２点について会長コメントを発出いたしました。内容は当会ウェブサイトをご覧ください。  

・緊急事態宣言の対象地域拡大と期間延長についての小林会長コメント （8.3）  

・緊急事態宣言の対象地域拡大と期間延長についての小林会長コメント （8.19） 

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

 

委員会活動等 

 

第 109回物流委員会ワーキンググループ （8.18）[政 2G]

【ウェブ開催】 

国土交通省航空局航空保安対策室専門官 菅原久司氏

ほかをお招きし、KS/RA 制度について意見交換を行いま

した。 

 

約束手形廃止に向けた自主行動計画に係る説明会 

（8.20）[政 1G]【ウェブ開催】 

経済産業省中小企業庁事業環境部取引課長 遠藤幹夫

氏をお招きし、約束手形廃止に向けた国内の動きと今後

の進め方、その中で当会が策定を要請されている約束手

形廃止に向けた自主行動計画の位置付けとはどういうも

のか、ご説明いただきました。 

 

第 21回日本貿易会 ISAC実務部会 （8.20）[政 2G]【ウェ

ブ開催】 

脆弱性を悪用した攻撃を発端としたランサムウェア感染な

どの被害が増加していることを受け、他社との脆弱性対応

について情報共有を行いました。 

 

アジア･エネルギー･トランジション･イニシアティブ説明会 

（8.24）[政 1G]【ウェブ開催】 

世界銀行グループが融資条件を厳格化するなど、脱炭

素化が世界的に一層加速化しています。日本としても脱

炭素化にリーダーシップを発揮していくことが求められる

中、本年 5 月に日本の支援パッケージとして「アジア･エ

ネルギー･トランジション･イニシアティブ（AETI）」が表明さ

れました。このため、地球環境委員会、財務委員会、経済 

協力委員会、サステナビリティ･CSR 研究会の連名にて、

法人正会員を対象とする説明会を開催しました。約 90名 

 

が参加し、経済産業省資源エネルギー庁資源･燃料部石

油･天然ガス課長 早田豪氏から説明の後、予め寄せられ

た参加者からの質問に回答いただきました。 

 

第 5回特別研究会 （8.25）[企 G]【ウェブ開催】 

座長会社より三菱商事のディーカレット適用事例に関す

るご紹介をいただいた後、予め実施したアンケートに基

づき、①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、②環境分野におけ

る Scope3 の物流サプライチェーンの算出方法等の共通

プラットフォームに関する意見交換を実施しました。 

 

第 105回経済協力委員会 （8.30）[政 1G]【ハイブリッド開催】 

2022 年、チュニジアにおける TICAD8 の開催にあたり、

外務省中東アフリカ局アフリカ部長 米谷光司氏ほかと商

社として関心の高いテーマ等について意見交換を行った

後、当委員会でとりまとめる提言・要望等について委員間

で意見交換を行い、第 29回産業構造審議会総会におけ

る「インフラシステム海外展開戦略 2025」に関する小林会

長の発言について報告しました。 

 

 

日本貿易会HP新着情報 

 

8 月 10 日 ： IASB 公開草案「規制資産及び規制負債」

に対する意見提出 

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

 

8月 11日 ： 月報 7・8月号 トップフォーラム 

「コロナの現状と今後の日本経済」（西村経済再生担当大

臣ご講演要旨）先行掲載 

https://www.jftc.jp/monthly/other/entry-1681.html 
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8月 16日 ： 広報委員会 18社のニュースリリース情報 

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

 

8月 18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（8月 18日付更新） 

https://www.jftc.or.jp/pdf/20210818.pdf 

 

8月 24日 ： 日本貿易会月報 7・8月号発行 

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

 

8月 24日 ： 第 13回ダイバーシティ推進セミナー 

「人材版伊藤レポート～持続的な企業価値向上に向けた

人材戦略」 

https://www.jftc.or.jp/diversity/report/210702.html 

 

8月 26日 ： 2021年度安全保障貿易管理に関する要望 

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

 

 

広報・出版活動 

 

『日本貿易会月報』2021年 7・8月号発刊 （8.13）[広 G] 

【主なコンテンツ】  

[トップフォーラム] 

「コロナの現状と今後の日本経

済」（経済再生担当大臣 西村

康稔氏） 

［特集］  

商社のブランディング 

［環境］ 

2021 年度商社環境月間 環境

セミナー 

 

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.153発刊 （8.31）[広 G] 

【主なコンテンツ】  

・JFTC New Office: An Optimal 

Space for Resolving Industry 

Challenges 

・The Key Points of Interaction 

with Stakeholders: Introducing 

the New Office 

・Discussion Paper 

“The Global Value Chain and 

Post-COVID Roles of Shosha” 

 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

https://www.jftc.or.jp/english/jftcnews2021.htm 

会長コメント発出 ［広G］ 

・緊急事態宣言の対象地域拡大と期間延長について

の小林会長コメント （8.3）  

・緊急事態宣言の対象地域拡大と期間延長について

の小林会長コメント （8.19） 
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 

 

日本貿易会ゼミナール特別企画 [調G] 

日 時： 8 月 3 日（火）13:15－15:00 

演 題： 「商社エコノミストに聴く 

 ―アフターコロナを展望する」 

講 師： ㈱伊藤忠総研 武田 淳 氏 

     住友商事グローバルリサーチ㈱ 本間 隆行 氏 

     ㈱双日総合研究所 吉崎 達彦 氏 

     豊田通商㈱ 並里 裕司 氏 

     丸紅㈱丸紅経済研究所 田川 真一 氏 

     ㈱三井物産戦略研究所 鈴木 雄介 氏 

     三菱商事㈱ 二宮 功一 氏 

 

 

今後の主な講演会予定 

 

第 411回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 9月 15日（水）16:00－17:30 

演 題： 「最近の中東情勢について（仮題）」 

講 師： 外務省 中東アフリカ局長 

髙橋 克彦 氏 

 

第 412回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 9月 22日（水）14:00－15:30 

演 題： 「経済安全保障の現状と展望（仮題）」 

講 師： 同志社大学大学院 ビジネス研究科 

教授  村山 裕三 氏 

 

第 413回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 9月 27日（月）15:00－16:30 

演 題： 「2021年度下半期の経済展望（仮題）」 

講 師： BNPパリバ証券株式会社 

 グローバルマーケット統括本部  
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経済調査本部長 

チーフエコノミスト  河野 龍太郎 氏 

 

9月の委員会等予定 

 

第376回運営委員会 （9.8) [企G] 

・審議/報告：当会の直近の活動について 

・討議：「会員サービスの向上と新規会員獲得策」 

について 

第101回地球環境委員会 （9.10）[広G] 

・審議：カーボンニュートラル行動計画の回答案及び

GVC削減貢献アンケートの回答案について 

 

第2回市場委員会WG （9.17）[政3G] 

・講演： バイデン政権の対中戦略とインド太平洋 

・講師： みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱ 

調査部 主席研究員 菅原 淳一氏 

 

第126回貿易動向調査委員会 （9.21）[調G] 

・講演：半導体並びに半導体産業の現状と見通し（仮） 

講師：OMDIA インフォーマインテリジェンス 

     シニアコンサルティングディレクタ 

     南川 明氏 

 

第91回貿易保険委員会 （9.29）[政1G] 

・講演：貿易保険制度の在り方(仮題) 

(講師) 経済産業省貿易経済協力局通商金融課長  

 藤井 亮輔氏 

 

 

 

[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 


