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『商社ハンドブック 2022』発刊 （9.30）[調 G]

商社の概要を分かりやすく解説した『商社ハンドブック 2022』を発刊しました。本ハンドブックは、2017 年以来 5 年

ぶりの全面改訂を行い、「サステナビリティと豊かな暮らしに向けて」をテーマに、商社の事業活動を通じた環境・社

会の課題解決や新たな価値創造に向けた取り組みに着目して紹介しています。

（A4 判、和文、価格 550 円（税込み）、会員無料）

(概要) https://www.jftc.or.jp/research/handbook/

(PDF 版全文)202210_2.pdf (jftc.or.jp)

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

・『商社ハンドブック 2022』発刊

 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

2022年

11月号
発行所：一般社団法人日本貿易会

編集発行人：企画グループ長 谷垣匡彦

～今月号の重要トピック～

内容

第 1 章：商社とは

1．商社の強み

2．商社のビジネスモデル

第 2 章：世界で活躍する商社

1．グローバルな社会的課題の解決に向けて

2．商社の取り組み

第 3 章：日本貿易会の活動

1．日本貿易会（JFTC）

2．JFTC きっず☆サイト

3．国際社会貢献センター（ABIC）

付 表

1．日本貿易会会員

2．世界経済と貿易年表
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第 134 回貿易動向調査委員会 （10.3）[調 G]【ハイブリッ

ド開催】

㈱第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト

田中理氏より「国内・世界経済の現状と展望～我々は

ポストコロナに向けて何を意識すべきか」につき説明を

受け質疑応答を行った後、「2023 年度わが国貿易収

支、経常収支の見通し」作成にあたっての前提条件の

方向性等を確定しました。

第 1 回経済安全保障検討ワーキンググループ （10.3）

[政３G]【ハイブリッド開催】

経済安全保障に関する政策動向への理解を深めると

ともに、業界内外のネットワークを構築すべく市場委員

会の下にワーキンググループを設置。内閣府大臣官

房 経済安全保障推進室 参事官補佐 下田聡氏より

「経済安全保障の推進」につき説明を受けた後、質疑

応答を行いました。その後、今後の取り進めについて

意見交換を行いました。

第１回三水会メンバー会社サステナビリティ推進に関

するミートアップイベント （10.5）[広 G]【実開催】

講師の LRQA サステナビリティ㈱ 代表取締役 冨田

秀実氏より TCFD（Scope3）をテーマに説明を受けた

後、４グループに分かれて情報共有・意見交換を行

い、最後にグループ発表および質疑応答を行いまし

た。

海外駐在員への対応および海外現地法人の運営に

関する情報交換会 （10.7）[企 G]【ハイブリッド開催】

委員会活動への参加が少ない法人正会員企業の

方々の横の連携を深め、日常の業務の中で直面する

実務的な課題およびその課題に対する対策等を共有

することを目的とした情報交換会を初めて開催し、9 社

25 名が参加。事前アンケートの内容を踏まえ、最も関

心が高かった海外駐在員の給与体系、ハードシップ手

当の算出、海外拠点の危機管理体制/対応、現地スタ

ッフの採用/育成などにつき情報交換を行いました。

第 23 回委員長連絡会 （10.11）[企 G]【実開催】

國分会長、2022 年度の委員長・座長（常設委員会 17・

運営委員会）、運営委員会委員にご出席いただき、3

年ぶりに開催。第一部では各委員長・座長より 2021 年

度の活動成果/2022 年度の活動実績・予定等につき

説明を行いました。第二部では商社が直面している委

員会同士の横連携が必要な課題への対応、委員会活

動に参画している委員が発言しやすい議事の進め方

などをテーマに意見交換を実施し、会議後に懇親会を

行いました。

第 388 回運営委員会 （10.12）[企 G]【ハイブリッド開催】

下記の事項等について事務局より報告を行いました。

①2022 年度安全保障貿易管理に関する要望

②新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況

③三水会(常任理事・理事・監事会社連絡会)メンバー

会社サステナビリティ推進担当者向けミートアップイ

ベントの開催

④「商社ハンドブック」改訂版の発刊

⑤次期特別研究会のテーマ

⑥海外駐在員への対応および海外現地法人の運営に

関する情報交換会の開催

⑦日本貿易会事務局の人員計画

⑧会員連携システム COMPASS（仮称）のトライアル運

～委員会活動～
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用の開始

その後、事務局より日本貿易会次期中期行動計画策

定へ向けての進捗状況につき説明し、意見交換を行

いました。

第 58 回広報委員会 （10.14）[広 G]【ハイブリッド開催】

農林水産省大臣官房広報戦略グループ長 安川徹氏

より「広報活動における SNS 動画活用 『YouTube 視聴

者と一緒に成長する国家公務員～ BUZZ MAFF の挑

戦～』」につき説明を受けた後、質疑応答を行いまし

た。その後、事務局より 2022 年度上期活動実績およ

び下期活動計画、2022 年度上期「特別広報会費」収

支につき報告し、質疑応答を行いました。

安全保障貿易管理実務者研修（初級編） （10.17、19）

[政 2G]【ハイブリッド開催】

商社研修事業の一環として、講師に合同会社日本輸

出管理研究所 代表 高野順一氏をお招きし、以下の

内容にて実施しました。会員各社 15 社から 125 名が

受講され、輸出管理の基礎から取引審査実務までを

学びました。

・10 月 17 日（月）：安全保障貿易管理の基本概念と

         日本の法制度の変化

・10 月 19 日（水）：該非判定と取引審査実務の基本

第 121 回物流委員会ワーキンググループ （10.19）[政

2G]【ハイブリッド開催】

第 86 回物流委員会の講演テーマ・講師につき検討し

た後、事務局より 2022 年度規制制度改革要望の進捗

状況および関税分科会/法制審議会商法（船荷証券

等）部会等の各種会合の内容につき報告を行いまし

た。

第 289 回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ

（10.20）[政 2G]【ハイブリッド開催】

事務局より経済産業省との意見交換に関する報告をし

た後、第 197 回安全保障貿易管理委員会および見学

会に関する検討、人権侵害に係る取引関与回避に関

する輸出管理における管理対応等の情報交換を行い

ました。

第 98 回貿易保険委員会 （10.21）[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 髙田麻衣歌氏他より貿

易保険法の改正等にともなう海外投資保険にかかる制

度改正の検討状況等につき説明を受けた後、質疑応

答を行いました。その後、今村委員長より委員へ実施

したヒアリングおよび第 23 回委員長連絡会の内容を

踏まえた今後の活動につき説明を受けた後、各社の

保険に関する体制、保険に対する考え方等につき情

報交換を行いました。

日本貿易会 ISAC 第 1 回合同部会 （10.21）[政 2G]【ハ

イブリッド開催】

㈱マクニカより委託会社変更にともなう会社紹介の後、

「最近の標的型攻撃の実態と対策アプローチ

ASM(Attack Surface Management)概要説明およびセ

キュリティテクノロジトレンド」と題して説明をいただきま

した。

第 189 回総務専門委員会 （10.27）[総 G]【ウェブ開催】

(一財)スポーツ振興資金財団 令和 4 年度財界募金

につき同財団より説明を受け、質疑応答を行いました。

第 2 回情報システムワーキングループ （10.27）[政 2G]

【ウェブ開催】

コミュニケーションツールの活用事例および課題共有

につきグループディスカッションを行いました。

第 116 回経済協力委員会 （10.28）[政 1G]【ハイブリッド

開催】

開発協力大綱の改定（2023 年前半予定）につき外務
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省国際協力局 参事官〔大使〕（地球規模課題担当）

北村俊博氏、政策課長 上田肇氏他と意見交換を行っ

た後、岡田副委員長より第 23 回委員長連絡会の内容

につき報告を受けました。

2022 年度第 2 回内部統制委員会幹事会 （10.31）[政

2G]【ハイブリッド開催】

内部統制報告制度の見直しの動きにつき金融庁 企

画市場局 企業開示課より説明を受けた後、見直しの

論点につき意見交換を行いました。

第436回日本貿易会ゼミナール [調G]

日 時： 10月6日（木）16:00－17:30

演 題： 中間選挙と米国の行方

講 師： みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱

首席エコノミスト 安井 明彦 氏

動 画： 2022年11月4日まで会員限定公開

第437回日本貿易会ゼミナール [調G]

日 時： 10月20日（木）17:00－18:30

演 題： 経済安全保障を巡る日本政府の動きや

今後の展開～企業に求められる対応

講 師： 東京大学先端科学技術研究センター

      特任講師 井形 彬氏

動 画： 2022年11月27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12月号に掲載予定です。

『日本貿易会月報』 2022 年 10・11 月号発刊 （10.31）

[広 G]

【主なコンテンツ】

[トップフォーラム]

「今後の政策課題と 3 つの安全

保障」（自由民主党幹事長

茂木 敏充氏）

[提言・要望]

令和５年度税制改正要望の提出について

[ちょっと探訪記]

海外子女教育振興財団

当会ウェブサイトでご覧いただけます。

https://www.jftc.jp/monthly

『商社ハンドブック2022』発刊 （9.30）[調G]

商社の概要を分かりやすく解説した「商社ハンドブック

2022）」を発刊しました。本ハンドブックは、2017 年以来 5

年ぶりの全面改訂を行い、「サステナビリティと豊かな暮ら

しに向けて」をテーマに、商社の事業活動を通じた環境・

社会の課題解決や新たな価値創造に向けた取り組みに

着目して紹介しています。

（A4 判、和文、価格 550 円（税込み）、会員無料）

https://www.jftc.or.jp/research/handbook/

～講演会～

～広報・出版活動～
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10 月 6 日:日経産業新聞（2022 年 9 月 28 日）に記事

広告を掲載しました。（DX 変革が商社に求める未来創

造）https://www.jftc.or.jp/library/index.html#ad

10 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/

10 月 18 日：商社のダイバーシティ ～Voice～ 活躍す

る商社パーソン「阪和興業の障がい者雇用の取り組み

〜戦力化した組織づくりを目指して〜」

阪和興業株式会社 辻敏彦氏のインタビューを掲載し

ました。

https://www.jftc.or.jp/diversity/voice/toshihiko-

tsuji.html

10 月 24 日：月報 10・11 月号 トップフォーラム「今後

の政策課題と 3 つの安全保障」（自由民主党幹事長

衆議院議員 茂木 敏充氏ご講演要旨）を先行掲載し

ました。

https://www.jftc.jp/monthly/other/entry-1771.html

10 月 25 日：「商社ハンドブック 2022」を 9 月 30 日に

発刊しました。

https://www.jftc.or.jp/research/handbook/

10 月 26 日：國分会長が一般財団法人国際貿易投資

研究所（ITI）『世界経済評論』2022 年 11・12 月号の「巻

頭言」に寄稿しました。

https://www.jftc.or.jp/pdf/20221026.pdf

第 438 回日本貿易会ゼミナール【受付中】 [調 G]

日 時： 11 月 9 日（水）16:30－18:00

演 題： 第 20 回共産党大会と中国政治の行方

講 師： 東京大学大学院 法学政治学研究科

教授 高原 明生 氏

共産党大会を終えた中国政治の行方について解説い

ただきます。

第 439 回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G]

日 時： 11 月 28 日（月）13:00－14:30

演 題： 新たな経営アジェンダ「ビジネスと人権」

講 師： ㈱オウルズコンサルティンググループ

マネジャー 石井 麻梨 氏

サプライチェーンで重要性を増すビジネスと人権につ

いて、現状と日本企業の課題をテーマについて解説

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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第 2 回三水会メンバー会社サステナビリティ推進に関

するミートアップイベント （11.8）[広 G]【実開催】

・説明：「人権デューデリジェンスについて」

講師：LRQA サステナビリティ㈱ 代表取締役

冨田秀実氏

上記のテーマについて講師より説明を受けた後、グル

ープに分かれて情報共有・意見交換を行い、最後にグ

ループ発表および質疑応答を行う予定。

第389回運営委員会 （11.9）[企G]

当会の直近の活動について報告予定。

第80回人事委員会 （11.11）[政3G]

・講演：リモート時代の働き方とメルカリの人事評価制度    

～社員のエンゲージメント向上に向けて（仮題）

講師:㈱メルカリ People & Culture

Organization Development Manager

岸井隆一郎氏

・報告：人的資本の情報開示に関する連絡会設置につ

いて

第54回貿易見通し作成専門委員会 (11.21) [調G] 

・審議：｢2023年度わが国貿易収支､経常収支の見通し｣

のマクロ見通しと商品別見通しについて

西村経済産業大臣との懇談会

第375回常任理事会 (11.30) [企G] 

・西村経済産業大臣をはじめとする経済産業省幹部の

方々をお招きし、懇談を行い、その後内部議事を行

う予定。

～11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G] 政策業務第三グループ Tel.03-5860-9372

[調G] 調査グループ          Tel.03-5860-9376


