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会長定例記者会見（11.30）[広G]

帝国ホテルにて対面形式で開催し、13 社 13 名の記者が出席しました。冒頭、國分会長より「G20 と APEC 首脳会

議」「COP27」「自由貿易・投資体制の維持、拡大の重要性」について見解が述べられました。質疑応答では、中国

のゼロコロナ政策に対する抗議活動の受け止め、米国経済の先行き、政府のカーボンプライシング導入の制度案

の受け止め、エネルギー価格見通し、円安状況の受け止め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。詳細は近々当会ウェブサイトに掲載いたします。

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

第300回経済産業省・商社政策懇談会 （11.2）[企G]

【ハイブリッド開催】

以下の通り説明があり、意見交換を行いました。

(1)経済産業省説明

①「ALPS 処理水の現状について」

大臣官房 福島復興推進グループ

原子力発電所事故収束対応調整官 田辺有紀氏

大臣官房 福島復興推進グループ

企画調査官（福島復興推進担当） 古川雄一氏

②「中国共産党大会の振り返り」

通商政策局 北東アジア課長 大川龍郎氏

(2)商社側説明

日本貿易会ニュース
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「アフリカにおける豊田通商の取り組み」

豊田通商㈱ アフリカ本部アフリカ企画部

企画統括 G 課長補 倭浩司氏

第 2回三水会メンバー会社サステナビリティ推進担当

者ミートアップイベント （11.8）[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 「ビジネスと人権」をテーマに説明を受けた

後、3 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。

2022年 11月度会計コミッティ （11.8）[政１G]【ウェブ開

催】

2022 年度第 2 四半期決算に関する情報交換を行った

後、パブリックコメントへの対応に関して、IASB 公開草

案「中小企業向け国際財務報告基準第 3 版」の要点お

よびスケジュールについて説明がありました。また、会

計監査人倫理規則の改正における対応状況およびサ

ステナビリティ開示基準への対応組織に関する情報交

換、経理委員会セミナーのテーマに関する意見交換を

行った後、事務局より「人的資本の情報開示に関する

連絡会」の設置について説明しました。

第389回運営委員会 （11.9）[企G]【ハイブリッド開催】

下記の事項について事務局より報告を行いました。

①税制改正要望の進捗、②開発協力大綱改定に向け

た対応、③「人的資本の情報開示に関する連絡会」の

設置、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経済産業大臣との懇談会(11/30)開催へ向

けた進捗状況、⑥次期特別研究会の今後の対応、⑦

第 27 回経営者懇談会(12/5)開催へ向けた進捗状況、

⑧日本貿易会 次期中期行動計画策定へ向けた進捗

状況、⑨日本貿易会 上半期の広報活動、⑩2023 年

日本貿易会 新春懇親会開催へ向けた今後の対応、

⑪日本貿易会事務局の働き方の基本方針

「国連制裁の履行と課題」セミナー （11.10）[政３G]【ハイ

ブリッド開催】

外務省 総合外交政策局 国連制裁室室長 德聡子

氏より「国連制裁の履行と課題―事例の紹介と対応策

の検討―」と題して、国連安保理制裁の違反行為に企

業が関与しないために、制裁の概要や履行の重要

性、事例紹介や対応策などについて講演いただきまし

た。本セミナーは、日本機械輸出組合、日本船主協

会、日本船舶輸出組合および日本貿易会の 4 団体で

共催しました。

第56回総務委員会 （11.10）[総G]【ハイブリッド開催】

警視庁 公安部 参事官 増田美希子氏より「経済安全

保障の観点からの経済スパイへの対応」につき説明を

受けた後、質疑応答を行いました。

2022年 11月度税務コミッティ （11.10）[政１G]【ウェブ開

催】

令和 5 年度税制改正要望における最低税率課税制度

（OECD 国際課税ルール）の導入に伴う外国子会社合

算税制（CFC 税制）の見直しに関する判定対象の絞り

込みおよび今後の当会要望の方向性について、これ

までの議論の流れを共有し、意見交換を行いました。

第80回人事委員会 （11.11）[政３G]【ハイブリッド開催】

㈱メルカリ People & Culture Organization, 

Development Manager 岸井隆一郎氏より「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」について説明を受けた後、質疑

応答を行いました。その後、事務局より「人的資本の情

報開示に関する連絡会」設置に関する報告を行いまし

た。

第231回経理委員会 （11.16）[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 11 月度会計コミッティおよび 2022 年 11 月度
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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、経理委員会セミナーについて事務局から

説明しました。

第122回物流委員会ワーキンググループ（11.16）[政２

G]【ハイブリッド開催】

㈱東京共同トレード・コンプライアンスより「商社のため

の EPA 活用法ガイドブック」英訳事業の進捗状況につ

いて説明を受けた後、事務局より 2022 年度規制制度

改革要望の進捗状況、各種会合等の報告を行い、次

年度予算化が必要な物流委員会活動に関する検討を

行いました。

第 290 回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ

（11.17）[政２G]【ウェブ開催】

第 197 回安全保障貿易管理委員会、安全保障貿易管

理委員会見学会に関する報告を行った後、「みなし輸

出」の特定類型該非の確認手続き、制裁対象者との接

待等の管理、反制裁法に関連する対応および BIS に

よる半導体関連の規制強化の影響について情報共有

等を行いました。

第113回総務専門委員会幹事会 （11.17）[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

ついて対応案を検討した後、次期「トビタテ！留学

JAPAＮ」について事務局より現状を報告しました。

日本貿易会 ISAC 第 2 回合同部会（11.18）[政２G]【ハイ

ブリッド開催】

脆弱性対応・セルフ ASM 対応に関するディスカッショ

ンの後、㈱マクニカより今後の ASM に関する取組みに

ついて説明を受け、AiTM を悪用した BEC 対処事例

につき共有しました。

サステナビリティ推進担当者合同懇親会（11.18）[広G]

【実開催】

地球環境委員会、社会貢献・ABIC 委員会、サステナ

ビリティ推進委員会にて、会員商社のサステナビリティ

推進担当者による懇親会を日本貿易会会議室にて３

年ぶりに開催し、16 社 28 名の委員に参加いただきま

した。

第54回貿易見通し作成専門委員会 （11.21）[調G]【実

開催】

1974 年に開始して以来、毎年作成している「わが国貿

易収支､経常収支の見通し｣について、12 月の記者発

表に向けてマクロ見通しと商品別見通しを調整しまし

た｡

2022年度第5回商社シンポジウム実行委員会

（11.22）[広G]【ハイブリッド開催】

事務局より登壇いただく有識者候補に関するアンケー

ト結果を踏まえたファシリテーターへのアプローチ状況

を報告した上で、今後の取り進めにつき検討を行いま

した。

第8回国際税務ワーキンググループ （11.24）[政１G]

【ウェブ開催】

最低税率課税制度と CFC 税制見直しに係る税制改正

要望の方向性ならびにグループ内金融取引に関する

対応状況について情報共有しました。また、国内税務

ワーキンググループ 2022 年（暦年）年間活動報告案

について審議し了承されました。

第190回総務専門委員会 （11.24）[総G]【ウェブ開催】

(公財)海外日系人協会/令和 4 年度事業資金募金に

ついて対応案を検討した後、事務局より COMPASS に

ついての対応につき説明しました。
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第3回情報システムワーキンググループ（11.24）[政２

G]【ウェブ開催】

リモートワークの状況および課題共有をテーマに、グ

ループディスカッションを行いました。

第65回常任理事・理事・監事会社連絡会 （11.30）[企

G]【ハイブリッド開催】

事務局より、①第 375 回常任理事会、②会長定例記者

会見、③2023 年日本貿易会 新春懇親会開催へ向け

た今後の対応、④第 27 回経営者懇談会開催(12/5)へ

向けた進捗状況、⑤日本貿易会 次期中期行動計画

策定へ向けた進捗状況、⑥「商社ハンドブック」改訂版

の発刊、⑦「人的資本の情報開示に関する連絡会」の

設置、⑧第 1 回 FLAG(Future Leaders Gathering)開催

(12/8)へ向けた進捗状況、⑨三水会メンバー会社サス

テナビリティ推進担当者ミートアップイベントの開催等

について報告を行った後、三水会各社のテレワーク等

の普及に伴う問題点/ルール整備の状況、DX・デジタ

ル化への対応状況や課題について情報交換を行いま

した。

第2回経済安全保障検討ワーキンググループ （11.30）

[政３G]【ハイブリッド開催】

㈱アシスト 代表取締役 平井宏治氏より「地政学リスク

と経済安全保障」について説明を受けた後、質疑応答

を行いました。その後、今後のワーキンググループの

取り進めについて意見交換を行いました。

第438回日本貿易会ゼミナール [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

動 画： 2023年2月18日まで会員限定公開

第439回日本貿易会ゼミナール [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

動 画： 2023年3月5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、1-2月号に掲載予定です。

～講演会～
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会長定例記者会見（11.30）[広G]

帝国ホテルにて対面形式で開催し、13 社 13 名の記者

が出席しました。冒頭、國分会長より「G20 と APEC 首

脳会議」「COP27」「自由貿易・投資体制の維持、拡大

の重要性」について見解が述べられました。質疑応答

では、中国のゼロコロナ政策に対する抗議活動の受け

止め、米国経済の先行き、政府のカーボンプライシン

グ導入の制度案の受け止め、エネルギー価格見通し、

円安状況の受け止め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。詳細は近々当会ウェブサイトに掲載いたします。

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

会長コメント発出 ［広G］

・ COP27について（11.22）

・ ペルーとのCPTPP発効 について（11.29）

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

11 月 14 日 ：日本貿易会月報 10・11 月号を発行しま

した。

https://www.jftc.jp/monthly/

１１月 16日 ：広報委員会 17社のニュースリリース情報

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

11 月 22 日 ：COP27 についての國分会長コメント

https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20221122.html

11 月 29 日 ：マレーシアとの CPTPP 発効についての

國分会長コメント

https://www.jftc.or.jp/chairman/comments/20221129.html

第440回日本貿易会ゼミナール 【受付中】[調G]

日 時： 12 月 12 日（月）14:00－15:30

演 題： 「問題発見力を鍛える」

講 師： オフィス 134

代表 細谷 功 氏

問題発見力を鍛え、新しいビジネスを発案できるような

「思考法」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～
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第3回三水会メンバー会社サステナビリティ推進担当

者ミートアップイベント （12.1）[広G]【実開催】

1.説明・グループディスカッション：

「サステナビリティ開示基準の国際標準化」

（講師）LRQA サステナビリティ㈱ 代表取締役

冨田秀実 氏

2.懇親会

実務者情報交換会（物流委員会） （12.2）[政2G]

1.グループディスカッション

（第一部）「貿易実務の電子化」

（第二部）「貿易手続に関する社内管理体制」

2.懇親会

第107回地球環境委員会 （12.9）[広G]

1.講演：

「サーキュラー・エコノミーの現状と商社の役割につい

て」

(講師) 日本生産性本部コンサルティング部 エコ・マネ

ジメント・センター長 喜多川和典 氏

2.審議：

2022 年度循環型社会構築自主行動計画フォローアッ

プ調査回答について

第1回人的資本の情報開示に関する連絡会 （12.12）

[政3G]

1.各社取り組みに関する進捗状況等の情報交換

2.ガイドラインのコンテンツに関する初期討議

第390回運営委員会 （12.14）[企G]

1.当会の直近の活動について報告

第197回安全保障貿易管理委員会 （12.14）[政2G]

（第一部）

1.講演：

「対中政策を中心とした米国の通商政策の動向」

(講師)日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部米州課   

課長代理 赤平大寿 氏

（第二部）

2.最近の安全保障貿易管理委員会・ＷＧの活動に関

する報告

第50回社会貢献・ABIC委員会 （12.16）[広G]

1.講演：

「『地域』における社会貢献に対する企業の役割につ

いて」

(講師)立教大学 社会学部 教授 西山志保 氏

2.審議：

ABIC2022 年度上半期活動報告について

第86回物流委員会（12.19）[政2G]

（第一部）

1.講演：

「『2024年問題』と商社が取り組むべき課題 (仮題)」

(講師)経済産業省 商務・サービスグループ物流企画

室室長補佐 神田浩輝 氏

（第二部）

2.最近の物流委員会・物流委員会ＷＧの活動に関する

報告

第2回サステナビリティ推進委員会（12.21）[広G]

1.講演：

「サステナビリティ開示基準の国際標準化について」

(講師) 国際サステナビリティ基準審議会(ISSB) 理事

小森博司 氏

～12月の委員会等～
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[総G] 人事総務グループ      Tel.03-5860-9360 [政3G] 政策業務第三グループ Tel.03-5860-9372

[企G] 企画グループ   Tel.03-5860-9362 [広G] 広報･CSRグループ      Tel.03-5860-9354

[政1G] 政策業務第一グループ Tel.03-5860-9380 [調G] 調査グループ          Tel.03-5860-9376

[政2G] 政策業務第二グループ Tel.03-5860-9368


