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年 表
1.「日外協の活動」は、主として諸会議の設立、開催、委員会の組成などを中心に記述した。
2. 定例会議、研究会、セミナーなどは、原則として初回の会合の記載のみにとどめた。
3.「外部環境」は国際経営、海外安全などの観点から諸資料より編集部で作成した。

日外協の活動 外部環境
04 

 ７ 月 「海外安全グループ研究会」中部グループ発足
 ９   「第 19 回 ASEAN日本語スピーチ・コンテスト」優秀者日本

招聘（４カ国８名）
 10  「グローバルCSR（G-CSR）研究会」発足
   「海外安全グループ研究会」東京２グループ体制へ
05 

 ２ 月 『海外赴任者の健康と医療』発行
 ３  『海外派遣者ハンドブック　オーストラリア編』発行
 ６  「海外安全グループ研究会」関西グループ発足
 ９   「第 20 回 ASEAN日本語スピーチ・コンテスト」優秀者日本

招聘（５カ国９名）
   「海外安全対策に関するアンケート調査」結果発表
 11  「グローバルリスクマネジメント講演会」発足
   「海外 ･帰国子女教育に関するアンケート調査」結果発表
06

 １ 月 海外安全部会で賀詞交歓会を開催
 ３  『海外派遣者ハンドブック　ロシア編』発行
    『なるほどね !!　海外安全―あなたの身を守るのはあなた自身

です』発行
 ８   「海外子女教育用教科書無償給与継続」、「日本人学校等への教

員派遣数の拡充」に関する要望書を財務省、文部科学省へ提出
 ９   租税条約に関し「全豪日本商工会議所連合会の要望実現に対

するご高配のお願いについて」財務省、外務省、経済産業省
へ提出

 10    「社会保障協定の一層の締結促進を求める」建議書を安倍総理
等に提出

   「中国ビジネスリスク研究会」発足
    「第 21 回 ASEAN日本語スピーチ・コンテスト」優秀者日本

招聘（６カ国 10 名）

04

●ロシア北オセチア・学校占拠事件
〈９月〉

●イラク・日本人拉致・殺害事件〈10〉

05  

●京都議定書発効〈２月〉
●スマトラ島沖地震〈３〉
●日メキシコFTA発効〈４〉
●中国・反日デモ〈４〉
●ロンドン同時爆破事件〈７〉
●米国・ハリケーン・カトリーナ上陸〈８〉
●バリ島・同時爆弾テロ〈10〉
●日米社会保障協定発効〈10〉
06

●フィリピン・クーデター計画で
　非常事態宣言〈２月〉
●インド・ムンバイ列車爆破事件〈７〉
●米国・ニューヨーク大停電〈７〉
● タイ・軍事クーデター、タクシン首相、
非常事態宣言〈９〉

●安倍晋三（第 90 代）内閣〈９〉

2004（平成 16）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2005（平成 17）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2006（平成 18）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

「ASEAN日本語スピーチ・
コンテスト」優秀者招聘

日外協創立 40周年記念号
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 11  「海外赴任前セミナー」開催頻度を年３回から 10 回に
07

 ２ 月 『海外赴任者とその家族のメンタルヘルス』発行
 ３  『海外派遣者ハンドブック　インド労使関係編』発行
 ９  日外協ホームページリニューアル
   『ERM―グローバル経営戦略としての必要性と本質』発行
    「海外安全対策に関するアンケート調査（含む新型インフルエ

ンザ対策）」結果発表
 10   「第 22 回 ASEAN日本語スピーチ・コンテスト」優秀者日本

招聘（７カ国 11 名）
 11  『赴任者のための中国ビジネスリスク ハンドブック』発行
08 

 １ 月 「海外 ･帰国子女教育に関するアンケート調査」結果発表
 ３  『海外派遣者ハンドブック　ブラジル編』発行
    『これからの海外安全対策のコツとポイント―企業の実践事例

と危機管理、誘拐・テロ対策―』発行
 ８   「海外安全・危機管理担当者認定制度」テキスト・試験問題作成

プロジェクト発足
    「海外現地法人のグローバル経営化に関するアンケート調査」

結果発表
 ９   『ベトナム ビジネスリスク ハンドブック』発行
 10   「第 23 回 ASEAN日本語スピーチ・コンテスト」優秀者日本

招聘（７カ国 11 名）
 11   新型インフルエンザ対策に関する提言「経営者への提言チーム」

発足
 12   新型インフルエンザ対策に関する提言「行政への照会チーム」

発足
 12   『海外安全・危機管理　標準テキスト』発行、『海外安全・危

機管理者認定試験　受験用テキスト』および『同・公開問題集』
作成

09 

 ２ 月 『インド ビジネスリスク ハンドブック』発行
 ３   「新型インフルエンザ対策に関する経営者への提言―海外派遣

者対策と事業継続マネジメントを中心に―」発表
 ５   「海外現地法人のグローバル経営化に関するアンケート調査」

結果発表
   『海外派遣者ハンドブック　タイ王国編』発行
 ６  『赴任者のための中国ビジネスリスク　ハンドブック（Ⅱ）』発行
 ７  「海外安全・危機管理者認定試験」第１回実施
 ９   「海外安全対策に関するアンケート調査（含む新型インフルエ

ンザ対策）」結果発表
   「海外 ･帰国子女教育に関するアンケート調査」結果発表

07

●タイ・バンコクで連続爆弾テロ〈１月〉
● バングラデシュ・暴動発生、非常事態
宣言〈１〉
●米韓FTA合意〈４〉
● エチオピア・中国系油田開発現場襲撃
事件〈４〉
 ●福田康夫（第 91 代）内閣〈９〉
● パキスタン・ムシャラク大統領が非常
事態宣言〈11〉
08

● 原油先物相場NY市場で初の 100 ドル
台〈１月〉
●中国輸入毒入り冷凍餃子事件〈１〉
●  1995 年以来 12年ぶりに100円／ドル
を割り込む円高〈３〉
●中国・チベット地区で大規模暴動〈３〉
●中国・四川大地震〈５〉
● ユーロ相場が 1ユーロ＝ 169.93 円

（最高値）〈７〉
●金融危機リーマンショック〈９〉
●麻生太郎（第 92 代）内閣〈９〉
●米国・オバマ大統領誕生〈11〉
●インド・ムンバイで同時多発テロ事件

〈11〉

09

 ● 米国・メキシコ豚インフルエンザの
　ヒト－ヒト感染〈４月〉
●スリランカ・内戦終結〈５〉
●  WHOパンデミック宣言（新型インフ
ルエンザ・フェーズ６）〈６〉
●中国・ウイグル自治区で暴動〈７〉
●民主党・鳩山由紀夫（第93代）内閣〈９〉

2007（平成 19）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2008（平成 20）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2009（平成 21）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

海外安全・危機管理
認定試験
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 10  「危機管理産業展」に初協賛（講演会開催）
    「第 24 回 ASEAN日本語スピーチ・コンテスト」優秀者

日本招聘（７カ国 11 名）
 12   海外子女教育「派遣教員の拡充」要望書を文部科学大臣、

財務大臣等へ提出
10 

 ２ 月  『海外派遣者ハンドブック　中国実用ノウハウ事例集（上・下巻）』
（旧アジアNIES編、中国編、中国上海・長江デルタ地域編、中国労使関係編）改訂版発行

 ６  「派遣教員の拡充」文部科学大臣へ陳情
   『中国専門家が語る最新チャイナビジネス』発行
    新型インフルエンザ対策に関する照会書に対し、政府・関係

省庁から回答書入手、会員へ周知
 ８  「日智租税条約締結促進」要望書の提出
 10   「第 25 回 ASEAN日本語スピーチ・コンテスト」優秀者日本

招聘（７カ国 11 名）
11 

 ２ 月 『海外赴任者の健康と医療』改訂版発行
 ３  「海外現地法人のグローバル経営化に関する
   アンケート調査」結果発表
 ４  一般社団法人へ移行
   『海外派遣者ハンドブック　ベトナム編』発行
   「緊急事態各社対応情報の収集・提供」開始
 ６   「社会保障協定の締結促進と厚生年金の任意加入制度の拡充」

を求める提言提出
 ８  『海外安全・危機管理　標準テキスト』改訂版発行
 ９  『ロシア ビジネスリスク ハンドブック』発行
 10   「第 26 回 ASEAN日本語スピーチ・コンテスト」優秀者日本

招聘（６カ国９名）
    「海外安全対策に関するアンケート調査（含む東日本大震災で

の教訓・課題）」結果発表
 12  「海外・帰国子女教育に関するアンケート調査」結果発表
12 

 １ 月 「国際人事グループ研究会（関西）」発足
 ２  『海外赴任者・出張者の安全マニュアル』発行
 ４   『海外派遣者ハンドブック　ASEAN実用ノウ

ハウ事例集（上巻）』（旧ASEAN編、ASEAN
労使関係編）改訂版発行

    『海外派遣者ハンドブック　台湾・韓国編』
   （旧アジアNIES編）改訂版発行
 ５   「海外派遣教師の推薦数増加のお願い」都道府県教育委員会等

へ要望書提出
    『海外派遣者ハンドブック　ASEAN実用ノウハウ事例集（下

10

●モスクワ地下鉄爆破テロ〈３月〉
●アイスランド・火山噴火〈４〉
●メキシコ湾原油流出事故〈４〉
 ●民主党・菅直人（第 94 代）内閣〈６〉
 ●尖閣諸島・中国漁船衝突事件〈９〉
● ミャンマー・アウンサンスーチー氏解放
 〈11〉

11

●チュニジア・ジャスミン革命〈１月〉
●エジプト・大規模反体制デモ〈１〉
 ●東日本大震災〈３〉
 ●ノルウェー・連続テロ事件〈７〉
●リビア・カダフィ政権崩壊〈８〉
● 民主党・野田佳彦（第 95 代）内閣〈９〉
● タイ・大洪水で国土の３分の１水没

〈10〉
●シリア・内戦状態に〈12〉
●北朝鮮・金正日総書記死亡〈12〉

12

●マリ・軍事クーデター〈３月〉
●中国・尖閣諸島国有化に反発し反日デモ

〈９〉
●山中伸弥氏ノーベル生理学・医学賞

〈10〉
●中国・胡錦濤総書記の後任として
　習近平選出〈11〉
●安倍晋三（第 96 代）内閣〈12〉
●韓国・朴権惠大統領誕生〈12〉

2010（平成 22）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2011（平成 23）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2012（平成 24）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

海外安全・危機管理講演会
（「危機管理産業展」にて）



43 2014年7/8月合併号

日外協の活動 外部環境

巻）』（旧続ASEAN編）改訂版発行
 ６   『海外派遣者ハンドブック　中東アラブ編』（旧イスラム文化

圏編）改訂版発行
 10  「海外派遣者適性診断ツール（WEA）」の提供開始
    「第 27 回 ASEAN日本語スピーチ・コンテスト」優秀者日本

招聘（８カ国 11 名）
 11   「海外現地法人の経営のグローバル化に関するアンケート」
   結果発表
   「国際人事グループ研究会（東京）」発足
13 

 ２ 月  「海外安全・危機管理 認定試験」責任者コース実施
 ３   『海外派遣者ハンドブック　中国（WTO加盟後の労働事情）編』、

『同　ブラジル編』のCD版発行
    『海外派遣者ハンドブック　アメリカ実用ノウハウ事例集（上・

下巻）』（旧アメリカ編、続アメリカ編、アメリカ労使関係編）
改訂版発行

   『海外赴任者の健康と医療』再改訂版発行
   一般社団法人　公益目的支出計画の実施完了
 ４  『海外安全センター・ブレティン』毎月発行開始
 ７  「海外・子女教育グローバル拡充」要望書を文部科学大臣、
   外務大臣、自由民主党等に提出
   『海外派遣者ハンドブック　インドネシア編』発行
 ９  「海外危機管理広報セミナー」開催
 10   「海外安全対策に関するアンケート調査（含むアルジェリア事

件を受けての対応）」結果発表
    「第 28 回 ASEAN日本語スピーチ・コンテスト」優秀者日本

招聘（７カ国 11 名）
 11  「海外・帰国子女教育に関するアンケート調査」結果発表
 12  「海外赴任前セミナー」を関西地区で開始
14

 ２ 月 『海外派遣者ハンドブック　中南米編』CD版発行
   『ベトナム ビジネスリスク ハンドブック』CD版発行
 ４   「海外赴任前対策セミナー」（神奈川県経営者協会主催を後援）
 ５  「グローバル広報セミナー」開催

    『海外派遣者ハンドブック　フィリピン編』
発行

 ６  「企業グローバル行動指針」発表

13

●アルジェリア・テロ事件〈１月〉
●中国・鳥インフルエンザH7N9 流行

〈４〉
●米国・ボストンマラソン爆弾テロ事件

〈４〉
●エジプト・軍部クーデター〈７〉
● 中国・北京天安門広場で小型四輪が歩
道に侵入・抗議〈10〉

● フィリピン・台風 30 号レイテ島に大
被害〈11〉

14  

●タイ・バンコク近郊に非常事態宣言
　 〈１月〉
●中国・昆明駅前で無差別殺傷事件〈３〉
●ロシア・クリミア自治共和国編入を
　表明〈３〉
 ●タイ・陸軍が戒厳令布告し全権掌握

〈５〉

2013（平成 25）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2014（平成 26）年 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

要望書提出（海外子女教育）

グローバル広報セミナー（於：日本貿易会）

表紙デザインを一新した
『海外派遣者ハンドブック』シリーズ


