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第373回常任理事会 （7.20） 

経済再生担当大臣、新しい資本主義担当大臣、新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣、全世代型社会保障改

革担当大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 山際大志郎氏を来賓としてお招きし、「新しい資本主義の実

現に向けて」と題してご講話をいただいた後、参加者との意見交換を行いました。続いて國分会長および新常任理

事2名から就任挨拶があった他、河津専務理事より、特別研究会報告書『デジタル新時代と商社』発刊のお知らせと

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会からの協力依頼について説明しました。 

 

会長定例記者会見 （7.20） 

当会会議室にて対面形式で開催しました。冒頭、國分会長より先日逝去された安倍晋三元総理大臣に哀悼の意を

表され、続いて、G7 サミット、ウクライナ情勢と日本のエネルギー政策、円安と物価高について見解を述べられました。

また、当会の特別研究報告「デジタル新時代と商社」発刊についてＰＲいただきました。 

質疑応答では、ロシアのサハリン２運営に関する大統領令署名に対する受け止め、今後のロシアへの投資に対する

見解、中長期的な商社の投資戦略などについて記者から質問があり、複数の報道機関のウェブニュース等にて報道

されました。 詳細は当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20220720.html  

 

 

 

 

 

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 

 ・第 373 回常任理事会 

 ・会長定例記者会見 

◆ 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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2022年度第 1回きっずプロジェクト分科会 （7.4）[広G]

【実開催】 

事務局より当会のジュニア世代向け広報活動「きっずプ

ロジェクト」の概要をご説明した後、委員各社より自社で

取り組んでいるキッズ向け広報活動・イベントについて

紹介いただきました。また、2022年度分科会の活動に

ついて意見交換を行いました。 

2022年第 1 回国際課税連絡協議会 （7.4）[政 1G]【ウェ

ブ開催】  

経済産業省 貿易経済協力局 投資促進課課長 垣見 

直彦氏をお招きし、「最近の国際課税に係る動きと取組

み」についてご講演いただき、質疑応答を行いました。 

第 298回経済産業省・商社政策懇談会 （7.6）[企G]【ハ

イブリッド開催】 

経済産業省、商社から以下の説明があり、意見交換を

行いました。 

（１）経済産業省側説明 

「対日直接投資推進の取組 対日M&Aに関する研究

会について」 

経済産業省 貿易経済協力局 投資促進課課長 

垣見直彦氏 

（２）商社側説明 

「デジタル社会構築に向けたエチオピア通信事業を通

じた取り組みについて」 

住友商事㈱ スマートインフラ事業 第二部長 

櫛谷吉生氏 

第 115回経済協力委員会 （7.7）[政 1G]【ハイブリッド開催】 

「インフラシステム海外展開戦略に向けた提言」

（2022.3.28）に関し、『「インフラシステム海外展開戦略

2025」の追補』の決定（2022.6.3）に伴い、内閣官房副長

官補室（経協インフラ担当）参事官 松本加代氏他と意

見交換を行いました。 

2022年 7月度税務コミッティ （7.7）[政 1G]【ウェブ開催】 

令和 5年度税制改正要望案第一稿を共有し、重点要

望の絞り込みに関する情報を共有の上、意見交換を行

いました。 

第 79回人事委員会 （7.8）[政 3G]【ハイブリッド開催】 

一橋大学 CFO教育研究センター長 伊藤邦雄氏より、

「人的資本経営を梃子とした企業変革 ～『人材版伊藤

レポート 2.0』のメッセージも込めて～」について説明を

受けた後、2022年度人事委員会の体制・計画につい

て確認しました。 

第 85回物流委員会 （7.11）[政 2G]【ハイブリッド開催】 

経済産業省 通商政策局 経済連携課 特別通商交渉

官/通商政策局 通商戦略室長 田村英康氏より「RCEP

および通商政策に関する最新動向」と題してご講演を

いただいた後、2022年度各省庁に対する規制・制度改

革に関する要望を審議し、事務局より最近の物流委員

会及びWGの活動を報告しました。 

2022年 7月度会計コミッティ （7.11）[政 1G]【書面開催】 

貿易記者会質問事項への回答案について審議し了承

されました。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「多通貨保険契約グループ

（IFRS第 17号「保険契約」及び IAS第 21号「外国為

替レート変動の影響」）」への意見提出について、対応

見送りとする旨の報告がありました。 

第 386回運営委員会 （7.13）[企 G]【実開催】 

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 5年度税制改正要望の検討状況と今後の予定 

②「在外教育施設における教育の振興に関する法律」    

の施行 

③駐日シリア臨時大使による当会表敬訪問 

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第 373回常任理事会へ向けた対応状況 

⑥公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会からの

依頼事項 

⑦事務局職員の人材育成 

その後、事務局より新中期行動計画（2023 年度～）の

～委員会活動～ 
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検討に繋げていく目的で、これまでに貿易会で策定し

た中期行動計画の策定経緯、検討プロセス等について

説明し、その後意見交換を実施しました。 

第 49回内部統制委員会 （7.14）[政 3G]【ハイブリッド開

催】 

日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会 スキャナ

保存対応専門委員会 専門委員長 岩船大輔氏より「監

査・保証実務委員会実務指針第 104号『イメージ文書

により入手する監査証拠に関する実務指針』の解説 ～

改正電子帳簿保存法に伴う『イメージ文書により入手す

る監査証拠に関する実務指針』のポイント、企業が注意

すべき点」について説明を受けた後、2022年度内部統

制委員会の体制・活動について確認を行いました。 

日本貿易会 ISAC第 26回技術部会 （7.15）[政 2G]【ウェ

ブ開催】 

日本電気㈱ サイバーセキュリティ戦略統括部 郡義弘

氏より「脅威インテリジェンスレポート セキュリティ動向

について」と題してご講演をいただいた後、グループデ

ィスカッション形式にて情報交換を行いました。 

第 373回常任理事会 （7.20）[企 G]【実開催】 

経済再生担当大臣、新しい資本主義担当大臣、新型コ

ロナ対策・健康危機管理担当大臣、全世代型社会保

障改革担当大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政

策） 山際大志郎氏を来賓としてお招きし、「新しい資本

主義の実現に向けて」と題してご講話をいただいた後、

参加者との意見交換を行いました。続いて國分会長お

よび新常任理事 2名から就任挨拶があった他、河津専

務理事より特別研究会報告書『デジタル新時代と商社』

発刊のお知らせと公益社団法人 2025年日本国際博覧

会協会からの協力依頼について説明しました。 

第 63回常任理事・理事・監事会社連絡会 （7.20）[企G]

【ウェブ開催】 

事務局から、第 373回常任理事会（山際経済再生担当

大臣のご講話）、会長定例記者会見、令和 5年度税制

改正要望の検討状況と今後の予定、公益社団法人

2025年日本国際博覧会協会からの依頼事項等につき

説明しました。その後、事務局より新中期行動計画

（2023 年度～）の検討に繋げていく目的で、日本貿易

会の収支構造、会員構成、これまでに貿易会で策定し

た中期行動計画について説明し、その後意見交換を

実施しました。 

第 119回物流委員会WG （7.20）[政 2G]【ウェブ開催】 

2022年度実務者情報交換会の実施につき検討しまし

た。 

第 13回ダイバーシティ推進コミッティ （7.20）[政 3G]【ハイ

ブリッド開催】 

楽天ソシオビジネス㈱ 顧問 川島薫氏をお招きし、「障

がい者の能力を戦力にする～新しいカタチの特例子会

社～」について説明を受けた後、障がい者雇用に関す

る情報交換、2022年度ダイバーシティ推進コミッティの

体制・活動について確認を行いました。 

第 111回総務専門委員会幹事会 （7.21）[人総 G] 【ウェブ

開催】 

野口英世アフリカ賞寄付への対応について意見交換を

行いました。総務委員会・総務専門委員会合同懇親会

の開催見送りについて第 187回総務専門委員会に提

案することで了承されました。 

2022年第 2回国際課税連絡協議会 （7.21）[政 1G]【ウェ

ブ開催】 

当該協議会の令和 5年度税制改正要望書案を提示

し、意見交換を行いました。 

2022年度第 2回商社シンポジウム実行委員会 （7.21）

[広 G]【ハイブリッド開催】 

事務局より次回シンポジウムのテーマを検討する上で

参照にしていただくため前回シンポジウムのアンケート

結果から抽出した「キーワード」について報告を行いま

した。続いて、シンポジウムの開催意義、ターゲット層、

テーマ、開催形式、今後の検討の進め方等について協

議しました。 
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第 229回経理委員会 （7.22）[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 7月度会計コミッティおよび 2022年 7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、会計コミッティ関係では、貿易記者会質問事

項への回答案につき審議し了承されました。また、委員

長から第 20回青山学院会計サミットについて報告があ

りました。 

第 97回貿易保険委員会 （7.22）[政 1G]【ウェブ開催】 

㈱日本貿易保険 業務部制度グループ グループ長 小

沼健一氏、グループ長補佐 髙田麻衣歌氏他から貿易

保険法の改正（2022年 4月）等に伴う今後の海外投資

保険等の制度改正の見通し等について説明を受けた

後、質疑応答・意見交換を行いました。 

JBIC新ファシリティ創設等に係る説明会 （7.22）[政 1G]

【ウェブ開催】 

㈱国際協力銀行 経営企画部 次長 宮﨑慎也氏より

「グローバル投資強化ファシリティ」創設（2022年 7月 1

日）、「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正

する政令（2022年 1月 29日）」施行についてご説明い

ただきました。 

第 132回貿易動向調査委員会 （7.25）[調G]【ハイブリッド

開催】 

大和証券㈱ エクイティ調査部 企業調査四課 チーフア

ナリスト 箱守英治氏から「自動車市場動向、日系メーカ

ーの戦略を改めて考える」の説明を受け、質疑応答を

行いました。その後、「2022年度わが国貿易収支、経常

収支の見通し」について商品別に第 3回目の結果レビ

ューを行いました。 

第 10回海外安全対策セミナー （7.27）[政 3G]【ハイブリッ

ド開催】 

㈱資源・食糧問題研究所 代表 柴田明夫氏より、「ロシ

ア・ウクライナ情勢と新興国における食糧危機の可能

性」について説明を受けた後、質疑応答を行いました。 

第 49回社会貢献・ABIC委員会 （7.27）[広G]【ハイブリッ

ド開催】 

事務局よりABICおよびサステナビリティ系 3委員会

（地球環境委員会、サステナビリティ推進委員会、社会

貢献・ABIC委員会）の概要について説明した後、事前

アンケートに基づき、委員各社の社会貢献活動につい

て情報交換を行いました。 

第 81回財務委員会 （7.27）[政 1G]【ハイブリッド開催】 

㈱双日総合研究所 チーフエコノミスト 吉崎達彦氏より

「有事の世界経済を読む」と題し、ロシアによるウクライ

ナ侵攻の影響等を踏まえた世界の経済情勢に関する

ご講演をいただきました。また、2022年度財務委員会

の活動予定を確認しました。 

第 187回総務専門委員会 （7.28）[人総G] 【ウェブ開催】 

野口英世アフリカ賞寄付への対応、総務委員会･総務

専門委員会合同懇親会の開催、各社総務部組織図お

よび 2022年株主総会の開催状況について意見交換を

行いました。 

2022年第 6回国際税務WG （7.28）[政 1G]【ウェブ開催】 

令和 5年度税制改正要望のうち、国際課税分野の要

望書案について意見交換を行いました。また、移転価

格税制（金融取引）に関する各社情報を共有しました。 

196回安全保障貿易管理委員会 （7.28）[政 2G]【ハ 

イブリッド開催】 

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査

課長 本城浩氏、財務省 国際局 調査課長 野村宗成

氏より「対ロシア等制裁の動向（輸出入規制および資本

取引規制の動向）」と題してご講演をいただいた後、事

務局より 2022年度安全保障貿易管理に関する要望の

審議、2022年度安全保障貿易管理委員会の体制・活

動、最近の安全保障管理検討WGの活動について報

告しました。 
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第432回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 7月14日（木）14:00－15:30 

演 題： 「令和4年版通商白書 

～グローバルな不確実性の高まりと 

我が国経済の課題と機会」 

講 師： 内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局 企

画官   岡田 陽氏 

（前経済産業省 通商政策局 企画調査室長） 

動 画： 2023年1月31日まで会員限定公開 

第433回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 7月21日（木）16:00－17:30 

演 題： 「メタバースの現状と展望」 

講 師： 東京大学 名誉教授  廣瀬 通孝氏 

動 画： 8月21日まで会員限定公開 

 

 

 

 

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/  

講演のポイントは日本貿易会月報9月号に掲載予定です。 

 

 

 

『日本貿易会月報』2022 年 7・8

月号発刊 （7.15） [広G] 

【主なコンテンツ】 

[特集] 

自由で開かれたインド太平洋

（FOIP）の実現に向けた商社の

ダイナミズム 

［解説］ 

船荷証券の電子化に向けた法改正の検討状況につい

て 

［Sustainability］ 

2022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 

 

会長定例記者会見（7.20） [広G] 

当会会議室にて対面形式で開催しました。冒頭、國分

会長より先日逝去された安倍晋三元総理大臣に哀悼

の意を表され、続いて、G7 サミット、ウクライナ情勢と日

本のエネルギー政策、円安と物価高について見解を述

べられました。また、当会の特別研究報告「デジタル新

時代と商社」発刊についてＰＲいただきました。 

質疑応答では、ロシアのサハリン２運営に関する大統領

令署名に対する受け止め、今後のロシアへの投資に対

する見解、中長期的な商社の投資戦略などについて記

者から質問があり、複数の報道機関のウェブニュース等

にて報道されました。 詳細は当会ウェブサイトでご覧い

ただけます。 

https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20220720.html 

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 

～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/regular/20220720.html
https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html
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7 月 14 日：小学生向けキャリア教育教材『おしごと年鑑

2022』に協賛しました。 

https://www.jftc.or.jp/oshihaku/index.html 

7月 15日：広報委員会 17社のニュースリリース情報 

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

7月 19日：キッズNEWS「日本貿易の現状と課題」をリニ

ューアルしました。 

https://www.jftc.or.jp/kids/kids_news/japan/index.html 

7月 19日：「特殊貨物を収納する海上コンテナの質量

の確定方法等を定める告示」の一部改正に対する意見 

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

 

 

2022年度日本貿易会ゼミナール特別企画（商社アナリスト座談会） [調G] 

日 時： 8月 4日（木）15:00－16:45 

演 題： 商社エコノミストに聴く 

～混沌とする国際情勢、商社の活路は？ 

登壇者：㈱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 永井 祐一郎氏    

     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㈱ 清水 梨江子氏  

世界経済の見通しと関連するポイントについて解説い

ただきます。 

 

 

第69回法務委員会 （8.2）[政3G] 【ハイブリッド開催】 

・講演：「ロシア・ウクライナ情勢における法的論点の整理」

（仮題） 

講師:長島・大野・常松法律事務所  

パートナー 大沼真氏 

ニューヨークオフィス パートナー 逵本麻佑子氏 

安全保障貿易管理委員会セミナー （8.4）[政2G] 

・講演：「米国ウイグル強制労働防止法の概要と企業対

応」（仮題） 

講師:西村あさひ法律事務所パートナー  中島和穂氏

他 

 

 

 

 

～8月の委員会等～ 

[総G] 人事総務グループ      Tel.03-5860-9360 [企G]  企画グループ       Tel.03-5860-9362 

[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 

～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/oshihaku/index.html
http://www.jftc.jp/release/
https://www.jftc.or.jp/kids/kids_news/japan/index.html
https://www.jftc.or.jp/proposals/index.html

