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公開草案 IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」[案]及び IFRS S2 号「気

候関連開示」[案]に対する意見提出（7.29）［広 G・政 1G］

IFRS 財団は、2021 年 11 月の COP26 に合わせて国際的なサステナビリティ関連財務情報の開示基準の開発を目

的とする「国際サステナビリティ基準審議会（ISSB：International Sustainability Standards Board）を設置しました。

これを受け、日本貿易会では、サステナビリティ開示基準の国際標準化への対応連絡会を設置し、2022 年 3 月 31

日に ISSB から公表されたサステナビリティ全般および気候変動に関する財務情報の開示基準の公開草案に対す

る会員商社の意見を取りまとめ、７月 29 日に ISSB へ提出しました。

2022 年度安全保障貿易管理に関する要望（8.2）［政 2G］

安全保障貿易管理委員会では、毎年度安全保障貿易管理に関する法令・制度や実務面に関して意見・要望を提

出しています。2022 年度においては新規 5 項目、継続 1 項目の計 6 項目の要望事項を取り纏め、8 月 2 日に経済

産業省へ提出しました。

「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）」に対する意見（8.26）［広 G・政 3G］

2022 年 8 月 8 日、経済産業省は「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）」につい

て意見募集を開始しました。これを受け、法務委員会およびサステナビリティ推進委員会にて、内容の更なる明確

化や実務対応の負担軽減・効率化の観点から連名意見をとりまとめ、8 月 26 日に経済産業省へ提出しました。
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第 69 回法務委員会 （8.2）[政 3G]【ウェブ開催】

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 逵本麻佑子氏より、「ロ

シア・ウクライナ情勢における法的論点の整理」につき

説明を受けた後、2022 年度法務委員会の体制・計画

について確認しました。

環境省 JCM 設備補助事業説明会（8.2）[政 1G]【ウェブ開催】

2021 年 11 月の COP26 において、パリ協定６条に規

定される市場メカニズムの大枠が合意され、環境省

は、民間資金を中心とした JCM の拡大等のアクション

を通じて、世界の脱炭素化に貢献する方針を公表しま

した。このような中で、本年 4 月に JCM 設備補助事業

の案件募集が開始。制度の活用を促すための説明を

行いたいとの依頼があったことから、経済協力委員会

主催で説明会を開催し、法人正会員から約 70 名が参

加しました。(公財)地球環境センター 東京事務所長

常務理事 木村祐二氏より挨拶の後、事業第二グルー

プ長 竹山典男氏より説明があり、質疑応答が活発に

行われました。

安全保障貿易管理委員会セミナー （8.4）[政 2G]【ハイブ

リッド開催】

西村あさひ法律事務所パートナー 中島和穂氏他より

「米国ウイグル強制労働防止法の概要と日本企業の対

応策」と題してご講演をいただきました。

第 11 回日本貿易会 ISAC 運営幹事会 （8.8）[政 2G]【ウ

ェブ開催】

2022 年度下期運営委託先の検討のため、候補会社

（NEC、セキュアワークス、マクニカ）よりプレゼンを受けま

した。

第 12 回日本貿易会 ISAC 運営幹事会 （8.16）[政 2G]

【ウェブ開催】

2022年度下期運営委託先について検討を行いまし

た。

「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のため

のガイドライン（案）」に関する説明会 （8.17）[政 2G、広

Ｇ]【ハイブリッド開催】

経済産業省にて取り纏めが進められている「責任ある

サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライ

ン（案）」につき、経済産業省 大臣官房ビジネス・人権

政策調整室長 豊田原氏より説明を受けた後、質疑応

答を行いました。

第 287 回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ

（8.18）[政 2G]【ウェブ開催】

みなし輸出管理関連、ロシア制裁関連への対応状況、

ウイグル強制労働防止法への対応状況、CP 届出/CL

受理票の状況につき情報交換を行った後、事務局より

安全保障貿易管理委員会セミナー及び、責任あるサ

プライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン

（案）についてのパブリックコメント募集の報告をしまし

た。

第 27 回日本貿易会 ISAC 実務部会･総会（8.19）[政

2G]【ハイブリッド開催】

～委員会活動～
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JPCERT/CC 早期警戒グループ部門長 洞田慎一氏

より「CSIRT マネージメントについて〜動ける CSIRT と

動けない CSIRT の違いとその解消〜」につき説明を受

けた後、ディスカッションを行いました。

その後、総会において下期業務委託先について審議

をしました。

環境省 環境デュー・デリジェンス意見交換会(8.24)

［広 G］【ウェブ開催】

環境省 大臣官房環境経済課課長補佐 菅生直美氏、

業務委託先である三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティン

グ㈱の担当者より日本企業の環境デュー・デリジェンス

に関する現状・課題認識につき説明を受けた後、地球

環境委員会および財務委員会の委員各社との間で意

見交換を行い、課題感を共有しました。また環境省の

ESG ファイナンス・アワード・ジャパン「環境サステナブ

ル企業部門」についても説明がありました。

第 55 回総務委員会 （8.25）[人総 G]【ハイブリッド開催】

警察庁 刑事局組織犯罪対策部 暴力団対策課 暴力

団排除対策官 内田晋太郎氏より「反社会的勢力への

対応にかかる最近の動向」につき説明を受けた後、質

疑応答を行いました。

第 53 回 NACCS タスクフォース （8.26）[政 2G]【ハイブリ

ッド開催】

現座長が退任することを受けて、9 月以降の座長の互

選を行った後、NACCS センターより第 7 次 NACCS 更

改に関する進捗状況の説明を受け、意見交換を行い

ました。

日本貿易会ゼミナール特別企画 [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

―混沌とする国際秩序、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

会長コメント発出 ［広G］

・第2次岸田改造内閣発足について（8.10）             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～
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8 月 5 日：特別研究報告書『デジタル新時代と商社』を

発刊しました。

https://www.jftc.or.jp/shosha/index4.html

8 月 10 日：第 2 次岸田改造内閣発足についての國分

会長コメント

https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20220810.

html

8 月 17 日：広報委員会 17 社のニュースリリース情報

https://www.jftc.jp/release/

8 月 19 日：公開草案 IFRS S1 号「サステナビリティ関連

財務情報の開示に関する全般的要求事項」[案]及び

IFRS S2 号「気候関連開示」[案]に対する意見提出

https://www.jftc.or.jp/proposals/2022/20220729_1.pdf

8 月 25 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 23 日付更新）

https://www.jftc.or.jp/pdf/20220825.pdf

8 月 26 日：月報 9 月号 トップフォーラム「新しい資本

主義の実現に向けて」（新しい資本主義担当大臣 山

際 大志郎氏ご講演要旨）を先行掲載しました。

https://www.jftc.jp/monthly/other/entry-1765.html

8 月 29 日：2022 年度安全保障貿易管理に関する要望

https://www.jftc.or.jp/proposals/2022/20220802_1.pdf

第 434 回日本貿易会ゼミナール【近日ご案内】 [調 G]

日 時： 9 月 26 日(月）14:00－15:30

演 題： 「TICAD 8 の成果」

講 師： （独）日本貿易振興機構アジア経済研究所

新領域研究センター

上席主任調査研究員  平野 克己 氏

8 月 27 日、28 日に開催された TICAD（アフリカ会議）

の成果について解説いただきます。

第 435 回日本貿易会ゼミナール【近日ご案内】 [調 G]

日 時： 9 月 29 日（木）14:00－15:30

演 題： 「2022 年度下半期の経済展望」

講 師： SMBC 日興証券㈱

金融経済調査部

チーフマーケットエコノミスト  丸山 義正 氏

2022 年度下半期の経済展望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～
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2022年度第3回商社シンポジウム実行委員会（9.5）[広

G] 【ハイブリッド開催】

商社シンポジウムの開催意義を見出せる①テーマ、②

ターゲット層、③開催方式、④開催時期等につき意見

交換。

第106回地球環境委員会 （9.9）[広G] 【ハイブリッド開催】

2022 年度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き審議。

2022年度内部統制セミナー （9.12）[政3G]

講演・説明：J-SOX の見直しの動き

～これからの内部統制を考える（仮題）

講師：青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究

科、日本ガバナンス研究学会（旧日本内部統制

研究学会）会長 橋本 尚氏

第387回運営委員会 （9.14）[企G] 

当会の直近の活動について審議/報告。

第9回海外安全対策ワーキンググループ （9.15）[政3G]

安全対策全般に関する情報交換。次回セミナー内容

につき検討。

第374回常任理事会 （9.21）[企G]

来賓に自由民主党 茂木敏充幹事長をお招きし、「今

後の政策課題と３つの安全保障」につきご講話。

第64回常任理事・理事・監事会社連絡会 （9.21）[企G]

当会の直近の活動についての報告、委員の関心が高

いテーマにつき情報交換。

安全保障貿易管理委員会実務者情報交換会 （9.27）

[政2G]

安全保障貿易管理に関するテーマでグループディス

カッションを実施。

～９月の委員会等予定～

[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


