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2015（平成 27）年度事業報告書
Ⅰ．2015 年度実績概況
１．事業環境
IMF は昨年 10 月、中国の景気減速、原油・資源価格の下落などを受けて、
2015 年の実質経済成長率を 3.1%と下方修正した。景気減速の契機となるお
それが高い FRB の政策金利の引上げは昨年末に実施された。米国経済（15
年第 1Ｑのマイナスは一時的）およびユーロ圏経済は緩やかに拡大している
が、中国経済の予想以上の減速、新興国経済の通貨安・資源安による回復の
遅れが世界経済の重石になっている。2015 年の日本の経済成長率は、＋0.5%
であった。
２．会費・事業収入および支出
予算案の前提以上の退会・減口により、会費収入は予算比▲1.2 百万円（▲
10 口）となった。事業収入は、
『月刊グローバル経営』の広告収入、刊行物
の販売堅調、認定試験受験者増、海外安全アドバイザリー制度受注増などに
より、予算を 2.0 百万円上回った。会費収入減を事業収入増で補填し、収入
合計は予算を 0.8 百万上回る 116.5 百万円となった。一方、支出については
経費削減努力の結果、余力が生じたため 2016 年度に予定していた『海外派
遣者ハンドブック シンガポール・マレーシア編』を前倒しして発行（0.9
万円）し、さらに老朽化ＰＣ7 台の買い替えや日外協会議室の椅子・机（リ
ース物件）の買い取りなどを実施したが、支出は予算比 1.0 百万円減の 114.5
百万円に抑えることができた。以上の結果、2015 年度の評価損益等調整前
経常増額、即ち棚卸高算入前の経常収支は 2.0 百万円となり、棚卸資産前年
度増加相当額 0.9 百万円を計上外収益として計上した結果、当期正味財産増
額は 2.9 百万円となった。詳細は第 2 号議案にて説明。
３．会費・口数の変動
2015 年予算

期首
上半期末
年度末

851 口
846
841
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実際
上期末
年度末

835 口
832
836

４．概況
15 年度の行事については、概ね計画通り実施した。15 年度の年間行事の実
施実績詳細は、本資料巻末の添付資料１「2015年度 事業別行事実績表」、
また開催した講演会等の内容については添付資料２「2015年度 講演会・
セミナー・部会・グループ研究会開催一覧表」に記載の通り。
Ⅱ．組織活動
１．定時社員総会
2015（平成 27）年 6 月 17 日 日本工業倶楽部会館（2 階大会堂）
〇来賓挨拶
経済産業省 貿易経済協力局 貿易振興課長
飯田博文 様
〇議事
（審議事項）
第 1 号議案 2014 年度事業報告（案）の件
第 2 号議案 2014 年度決算（案）の件
第 1 号・第 2 号議案に関する監査報告
第 3 号議案 監事並びに理事改選の件
第 4 号議案 定款一部追加変更の件（退会は年度末のみ）
（報告事項）
第 5 号議案 2015 年度事業計画と予算の件
〇講演
「日本企業の強みを活かしたグローバル戦略」
講師：志賀俊之 氏
日産自動車株式会社 代表取締役副会長
日本在外企業協会 副会長
〇会員交流会
２．理事会
平成 27 年度 第 1 回 2015（平成 27）年 5 月 15 日 日外協会議室
第 1 号議案 2014 年度事業報告（案）の件
第 2 号議案 2014 年度決算（案）の件
第 1 号・第 2 号議案に関する監査報告
第 3 号議案 2015 年度事業予算一部修正の件
（決算後の棚卸高と正味財産数値の訂正承認）
第 4 号議案 企画委員改選の件
第 5 号議案 定款一部追加変更の件
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第 6 号議案
第 7 号議案
（報告事項）
その他

協会事務局主要人事の件
定時社員総会招集・議案の件
1)
2)

税務調査の件
2015 年度日外協

今後の主要日程

平成 27 年度 第 2 回
第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案
第 5 号議案

2015（平成 27）年 7 月 1 日
会長選任の件
副会長選任の件
専務理事選任の件
常務理事選任の件
相談役選任の件

平成 27 年度 第 3 回
第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案
（報告事項）
その他

2015（平成 27）年 10 月 19 日 日外協会議室
2015 年度上半期の事業執行状況の件
2015 年度上半期の予算執行状況の件
企画委員承認および交替の件
新規入会会員承認の件
1)
2)
3)

書面表決

会員挨拶回りの件（中間報告）
一般事務職員（業務部）採用の件
今後の主要日程

平成 27 年度 第 4 回 2016（平成 28）年 3 月 29 日 日外協会議室
（業務執行理事による業務執行報告）
第 1 号議案 2015 年度の事業執行状況の件
第 2 号議案 2015 年度の予算執行状況の件
（理事承認決議事項）
第 3 号議案 2016 年度の事業計画（案）の件
第 4 号議案 2016 年度の事業予算（案）の件
第 5 号議案 協会主要人事の件
第 6 号議案 新規入会会員承認の件
（報告事項）
その他
今後の主要日程の件
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３．監事会
2015（平成 27）年 4 月 30 日 日外協会議室
１．2014(平成 26)年度事業の実績報告と決算案審議
２．公認会計士代理による会計監査結果報告
３．上記に関連した業務監査
４．委員会
◎ 企画委員会
第 1 回 2015（平成 27）年 10 月 19 日 ※第 3 回理事会と合同開催
第 1 号議案 2015 年度上半期の事業執行状況の件
第 2 号議案 2015 年度上半期の予算執行状況の件
第 3 号議案 企画委員承認および交替の件
第 4 号議案 新規入会会員承認の件
（報告事項）
その他
1) 会員挨拶回りの件（中間報告）
2) 一般事務職員（業務部）採用の件
3) 今後の主要日程
第 2 回 2016（平成 28）年 1 月 27 日
（報告事項）
第 1 号議案 2015 年度事業執行状況の件
第 2 号議案 2015 年度予算執行状況の件
（審議・承認決議事項）
第 3 号議案 2016（平成 28）年度予算大綱方針の件
（報告事項等）
その他
1) 企画小委員会のスケジュール確認
2) 今後の主要日程
第 3 回 2016（平成 28）年 3 月 29 日 ※第 4 回理事会と合同開催
（業務執行理事による業務執行報告）
第 1 号議案 2015 年度の事業執行状況の件（報告事項）
第 2 号議案 2015 年度の予算執行状況の件 （同上）
（理事承認決議事項）
第 3 号議案 2016 年度の事業計画（案）の件
第 4 号議案 2016 年度の事業予算（案）の件
第 5 号議案 協会主要人事の件
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第 6 号議案
（報告事項）
その他

新規入会会員承認の件
今後の主要日程の件

◎ 企画小委員会
〇業務部企画小委員会

2016(平成 28)年 2 月 25 日 日外協会議室

１．業務部の 2016 年度活動計画・予算案
２．予算案の大綱方針との整合性
〇海外安全センター企画小委員会 2016(平成 28)年 3 月 1 日 日外協会議室
１．海外安全センターの 2016 年度活動計画・予算案
２．予算案の大綱方針との整合性
〇広報部・総務部企画小委員会

2016(平成 28)年 3 月 3 日 日外協会議室

１．広報部・総務部の 2016 年度活動計画・予算案
２．予算案の大綱方針との整合性
上記の 3 小委員会にて、2016 年度予算大綱に基づき、各部からの予算提案を
小委員会メンバーにて審議し、承認を得た。
<委員会の構成>
委員長

2016(平成 28)年 3 月 31 日現在

志賀俊之

副委員長 小野元生

日産自動車㈱ 副会長
三井物産㈱ 執行役員 人事総務部長
（業務部担当企画小委員会委員長）

杉浦裕之

川崎重工業㈱ マーケティング本部海外総括部 海外二部 部長
(海外安全センター担当企画小委員会委員長）

三ヶ尻 裕

本田技研工業㈱ 渉外部 担当部長
（広報部・総務部担当企画小委員会委員長）

委

員

（業務部担当：委員長 北森信明氏）
吉宮由真

味の素㈱ 執行役員 人事部長

松井明雄

花王㈱ 人財開発部門 副統括兼組織企画部長

小林義彦

(公社)関西経済連合 国際部 企画担当部長

茂木

キッコーマン㈱ 常務執行役員 国際事業本部副本部長

修

細谷陽一

キヤノン㈱ 人事統括センター 所長

藤本治己

帝人㈱ 人事・総務本部 人事総務部長
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奥住直明

㈱東芝 コーポレートコミュニケーション部長

山中秀二

日本電気㈱ 海外事業企画本部 シニアエキスパート

葛目

丸紅㈱ 監査役

薫

（海外安全センター担当：委員長 杉浦裕之氏）
杉元

孝

㈱IHI

グローバルビジネス統括本部

平林

司

旭硝子㈱ 人事戦略統括担当部長

マーケティング部主任調査役

丸山新二

大阪商工会議所 国際部長

樋口麻紀子

(公社)経済同友会 政策調査部 次長

石川宏治

ソニー㈱ グループ人事部 海外安全対策

亀井

日産自動車㈱

CEO オフィス チーフセキュリティオフィサー

桑原亜希子

㈱日立製作所

営業統括本部 戦略サポート本部国際関係部 部長代理

伊佐範明

丸紅㈱ 執行役員 人事部長

筆口秀一郎

三井物産㈱ 人事総務部 安全対策室 コーディネーター

植田真五

三菱重工業㈱

類

チーフセキュリティーエキスパート

グローバル事業推進本部 グローバル業務部 部長

（広報部・総務部担当：委員長 三ヶ尻 裕氏）
柿沢信行

旭化成㈱ 執行役員 総務部長

伊藤文隆

王子マネジメントオフィス㈱ グループ企画本部 海外事業企画部グループマネージャー

齋藤幸雄

鹿島建設㈱ 海外事業本部 企画管理部 総務人事グループ

佐藤秀明

日本電気㈱ 人事部 部長代理

赤木

剛

日本商工会議所 国際部長

西川

徹

(一社)日本貿易会 理事･政策業務グループ(兼)広報･調査グループ担当

◎『月刊グローバル経営』編集委員会
第 205 回（2015 年 5 月 25 日） 日外協会議室
① 4・5 月号のレビュー
② 6 月号の企画について
特集：原油価格下落と世界経済
③ 7/8 月号の企画について
特集：30 回目を迎える日本語スピーチ発表会
2015 年度定時社員総会レポート
特別講演「日本企業の強みを活かしたグローバル戦略」
④ 9 月号以降の特集案について
⑤ その他（要望事項、問題提起、新企画など）
第 206 回（2015 年 7 月 28 日） 日外協会議室
① 編集長交替（間島→荒井）
② 6・7/8 月号のレビュー
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次長

③ 9 月号の企画について
特集：ミャンマービジネスの魅力
④ 10 月号の企画について
特集：イスラム過激派の脅威への対応
⑤ 11 月号以降の特集案について
⑥ その他（要望事項、問題提起、新企画など）
第 207 回（2015 年 9 月 28 日）
① 9 月号のレビュー
② 10 月号の内容・企画について
③ 11 月号の企画について
特集：メキシコ市場進出の展望
④ 12 月号以降の特集案について
⑤ その他（要望事項、問題提起、新企画など）
紙上（2015 年 11 月 27 日→欠席者多数のため紙上へ変更）
① 10・11 月号レビュー
② 12 月号の企画・内容について
③ 1/2 月合併号の企画について
2016 年経済展望、第 30 回日本語スピーチ発表会レポート
④ 3 月号以降の特集について
⑤ その他（要望事項、問題提起、新企画など）
第 208 回（2016 年 1 月 29 日）
① 12・1/2 月合併号レビュー
② 3 月号の企画・内容について
特集：グローバル人材育成と海外・帰国子女教育
③ 2016 年度の特集について
④ その他（要望事項、問題提起、新企画など）
第 209 回（2016 年 3 月 30 日）
① 3 月号レビュー
② 4・5 月号の企画・内容について
4 月号特集：シンガポール・マレーシア最新労働事情
5 月号特集：アフリカビジネスの展望
③ 6 月号以降の特集について
④ その他（要望事項、問題提起、新企画など）
（委員会の構成） 2016 年 3 月 31 日現在（社名 50 音順）以下敬称略
委員長
佐藤秀明 日本電気㈱ 人事部長代理
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委

員

朝日賢一 旭化成㈱ 総務部広報室企画・宣伝グループ長
根岸日出夫 味の素㈱ 人事部グローバル HR グループ専任課長
孔 祥月 王子マネジメントオフィス㈱グループ企画本部海外事業企画部
大門基子 川崎重工業㈱マーケティング本部海外総括部海外二部主任
小林重郷 ㈱資生堂 広報部企画 G
宇佐美吉人 帝人㈱ コーポレートコミュニケーション部長
蟹田綾乃 （一社）日本貿易会 広報・調査グループ主任
小美野 一 三菱重工業㈱ グループ戦略推進室広報部次長

５．会員状況
2016 年 3 月 31 日現在の会員企業数は 284 社（口数：835 口）
（参考：2015 年 3 月 31 日時点は 291 社（863 口）、2015 年予算期首 851 口）
Ⅲ．事業活動
【事業１】月刊誌関連事業
『月刊グローバル経営』では以下の特集を組んだ。
◎4 月号 特集：中国経済の明日を考える
①「全球化」を目指す習近平の夢と中国の希求
Ｇ＆Ｃビジネスコンサルタント 代表

平沢健一

②鄧小平路線からの脱皮を図る中国経済
㈱富士通総研 経済研究所 主席研究員

柯 隆

③最新版・中国商業賄賂の特徴と実態
陳 軼凡
世澤法律事務所
パートナー弁護士 諸 韜韜
④「感動常在」で中国市場を攻める！
キヤノン㈱ 専務取締役 小澤秀樹
◎5 月号 特集：環境対応、新たなステージへ
①“水素社会”の実現を目指す日本 ㈱テクノバ 調査研究部主査 丸田昭輝
②COP21 への展望―日本の温暖化ガス削減目標 6 月までに決定へ
日本経済新聞 論説委員兼編集委員 滝 順一
③厳しさ増す中国環境規制―日本の環境技術を活かすチャンスか
日中環境協力支援センター(有) 社長 大野木昇司
④「低炭素・資源循環型社会」の構築目指す
(一財)トヨタ自動車㈱ 環境担当部長 山戸昌子
◎6 月号 特集：原油価格下落と世界経済
①原油価格急落の要因と今後―世界経済にもたらす影響とは
(一財)日本エネルギー研究所 常務理事 首席研究員 小山 堅
世澤外国法事務弁護士事務所 外国事務弁護士
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②OPEC の思惑と世界の原油埋蔵量
畑中美樹
③鉱物・食糧資源に影響及ぼす原油安 ㈱資源食糧問題研究所 代表 柴田明夫
◎7/8 月合併号 特集：30 回目を迎える日本語スピーチ発表会
①座談会 日本語を学ぶ若者たちの想いをつなぐ
出席者：ジェニファー・サラ（山梨県庁）、佐藤秀明（ＮＥＣ）
中野輝之（ＹＫＫファスニングプロダクツ販売）
、矢野冬生（日外協 OB）
司 会：馬越恵美子（桜美林大学）
②日本語スピーチ発表会と私の生き方
タイ・タマサート大学商学部 准教授 ドゥアンチャイ・ロータナワニット
③日本語学習奨励事業として大きな役割―マレーシア日本語弁論大会事情
（独法）国際交流基金 元クアラルンプール日本文化センター 磯ヶ谷浩之
④海外から訪れた若者たちの思い出―東京下町の日本家庭にホームビジット
元・日外協海外安全アドバイザー 吉田 厚・洋子
⑤アジアから見た日本≪前篇≫―日本語スピーチ発表会の歴史を振り返る
（一財）国際開発センター エネルギー・環境室 研究顧問

日外協 業務部

◎9 月号 特集：ミャンマービジネスの魅力
①ミャンマーの有望な経済成長―成長性と地理的優位性が魅力
三菱東京 UFJ 銀行ヤンゴン支店 支店長

木村充宏

②動き始めたティラワ工業団地―ミャンマー初の経済特区スタート
Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. Director

佐藤

観

③生き残りをかけて中核工場を建設―自社工場でコストダウン
㈱ハニーズ 社長

江尻義久

④ミャンマー進出に必要な視点と発想―変化しつつある投資環境
㈱共同通信社 ミャンマー経済クラブ 企画顧問

荒木義宏

◎10 月号 特集：イスラム過激派の脅威への対応
①イスラム過激派組織「イスラム国」とは？
公安調査庁 調査第二部 統括調査官

②現地レポート サウジアラビアにおける IS の脅威
③国際テロ事件における日本政府の諸施策

山口 純

サウジアラビア駐在員

（公財）公共政策調査会 研究センター長

板橋

功

④高まる海外リスク対策を考える―IS の脅威に企業としてどう対応すべきか
損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント㈱ ＥＲＭ事業部 上席コンサルタント 竹腰 宏
⑤現地レポート 欧州に在住して感じる IS の脅威
ロンドン在住者
⑥海外安全対策の国内外体制拡充進む―2015 年「海外安全対策に関するアンケート」調査報告
日外協 海外安全センター
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◎11 月号 特集：メキシコ市場進出の展望
①メキシコを支える企業立地競争力と経済改革
内多 允
②理解しておくべき法制度上の留意点－税・会計・監査・労働法制度
プライスウォーターハウスクーパース メキシコ メキシコシティ事務所 江島和弘
③新“世界の工場”、メキシコから世界へ
三菱電機㈱ 執行役員 国際本部地域戦略部長 松下 聡
④メキシコにおける企業の安全・危機管理
日産自動車㈱ CEO オフィス チーフセキュリティオフィサー 亀井 類
◎12 月号 特集：広域経済連携と日本経済
①TPP 大筋合意が加速するメガ FTA―日本企業に生まれるビジネスチャンス
杏林大学 客員教授／（一財）国際貿易投資研究所 理事 馬田啓一
②AEC スタート―東南アジアビジネスの新たな展望
ローランド・ベルガー シニアコンサルタント 石毛陽子
③着々と拡大する中国の FTA 戦略―独自経済圏構築も視野に
拓殖大学 政経学部 教授 朱 炎
④ICT の活用で強化される日本農業―高品質な日本の食文化を世界へ
国際社会経済研究所 主幹研究員 加藤竹彦
◎1/2 月号 特集：2016 年経済展望＆日本語スピーチ発表会
①2016 年グローバル経済展望
世界経済は力強さ欠ける展開に―注目点は金融市場の不安定化
丸紅経済研究所 所長 美甘哲英
②第 30 回日本語スピーチ発表会 つなぎ続ける心の絆、平和をつくる
インドネシア、ブルネイ、ミャンマー、カンボジア、ラオス、タイ、
マレーシア、フィリピンの代表者 12 名
◎3 月号 特集：グローバル人材育成と海外・子女教育
①第 9 回「海外・帰国子女教育に関するアンケート」調査報告
将来のグローバル人材育成策強化が必要
日外協・業務部
②グローバル人材育成に向けて―海外・帰国子女教育に対する行政の施策
文部科学省 初等中等教育局 国際教育課長 小林万里子
③日本語補習授業校運営の課題
在仏日本人会 会長 浦田良一
④官民で改善すべき海外での就学前教育
（公財）海外子女教育振興財団 理事長 中村雅治
⑤帰国生受け入れとグローバル人材育成の実際―多様性がつくる学校生活
東京学芸大学附属国際中等教育学校 副校長 星野あゆみ
（一財）国際貿易投資研究所（ITI） 客員研究員
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【事業２】調査・刊行物発行事業
１．業務部：海外派遣者ハンドブック
①「シンガポール・マレーシア編」の作成
4 月 22 日
第 1 回ハンドブック作成委員会
8月
下田健人・麗澤大学経済学部長（主査）と矢野文之・日
外協業務部主幹がシンガポール・マレーシアの日系企業
関係者を訪問調査。
11 月 20 日 第 2 回ハンドブック作成委員会
3 月 10 日
刊行
②インドネシア編、中国実用ノウハウなど既存ハンドブック（書籍・CD）増刷
２．海外安全センター
・
『海外出張・駐在する人のための

まんが海外危機管理入門』監修実

施の可否について ㈱ぎょうせいと検討中 今年度は未実施
・『海外赴任者・出張者の安全マニュアル』増刷
【事業３】講演会事業
１．アジアシリーズ講演会「沸騰するアジアビジネスの虚と実を検証する」
（モデレーター：Ｇ＆Ｃビジネスコンサルタント代表 平沢健一）
①日米欧中での経営経験から読み解く“中国・アジアビジネスの視程（見通し）”
平沢健一
中国が直面する課題、再び増加し始めた日本企業の撤退に関する問題
と事例、強い中国を目指す習近平の夢は何か。

②“動き出した大国”インドビジネスを検証する
プライスウォーターハウスクーパース㈱ Director サンジーヴ・スィンハ
数々の規制、労働争議、異なる商慣習など中国より難解で日本企業の
成功例が少ないインド。
「メイクインインディア」を掲げるインドの最
近の動き。

③5 年ぶりの総選挙を終えたミャンマーの現在とメコンとの協働の可能性
キャストグループ代表／弁護士・税理士 村尾龍雄
ティラワ経済特区の順調な滑り出し、総選挙の実施などビジネス勃興
期にあるミャンマーの現在を、メコン諸国との協働の可能性にも言及
し解説。

④AEC、TPP、RCEP で変わるアジアのビジネス環境
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授

浦田秀次郎

大きく変化している通商秩序を分析し、新たなビジネス環境における
ビジネスチャンスについて検討する。
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２．中国シリーズ講演会「中国、今知っておくべきビジネス最新情報 Part2」
（モデレーター：北京市金杜法律事務所パートナー弁護士 劉 新宇）
①カルテル規制を中心とする最近の中国独禁法実務の動き
劉 新宇
中国における反競争的行為の摘発強化と厳罰化。事例の説明。

②香港から中国大陸へ、新たな市場戦略
川島睦美法律事務所（香港）代表弁護士

川島睦美

一国二制度とコモンロー、簡単な会社設立手続、税務メリット、事業
撤退が中国へ直接投資した場合に比べて容易

③新常態における労働人事管理と新課題
㈱コチ コンサルティング 代表取締役

畑 伴子

企業内の分配、労働報酬政策の方向性、最新の人事労働分野規制の動
向、現地化に伴い浮上してきた新たな課題などについて、具体的事例
をまじえて解説。

３．国別・テーマ別講演会
①米国ビザ取得についての説明会
在日米国大使館 副総領事

アンドリュー・ミラー

適切なビザタイプ、申請手続、ビザ取得のための面接留意事項等。

②日本企業における外国競争法コンプライアンスに関する取組状況について
公正取引委員会事務総局 経済取引局 総務課長 杉山幸成
米国、EU、中国および韓国の競争法に関するコンプライアンスの取り
組みについて、東証一部上場企業 1,814 社にアンケート質問票を送付
し、963 社から回答。アンケートの総括。
興味深い取組例を回答した企業または過去に外国競争法違反で行政処
分、訴追を受けたことがある企業 32 社のヒヤリング結果。

③“輸出入貨物現場の動向：東京湾コンテナターミナル視察”東京都港湾局
第 1 部 視察船新東京丸での海上視察および船内での解説
第 2 部 大井コンテナターミナル訪問

④“インドネシア労働法アップデート：ビザ・賃金・社会保障”
ＪＡＣビジネスセンター アドバイザー 上田ぬ美子
外資導入は歓迎するが外国人労働者の就労には保守的なインドネシア
でのここ 1、2 年の労働法改正の概要、ビザ・賃金・社会保障の現状に
ついて詳細かつ明確に説明。
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４．海外安全講演会
①ISIL の脅威とグローバルな拡散の影響
～欧米及び東南アジアへの影響と対応策～
山口 純
②国際テロ情勢と警察の対応（ブリュッセル・テロ事件発生のため中止）
警察庁 警備局 外事情報部 国際テロリズム対策課長 警視長 立﨑正夫
公安調査庁 調査第二部 統括調査官

５．危機管理産業展 2015（10 月 14～16 日 東京ビッグサイト）後援
危機管理セミナー
「海外進出企業を取り巻く危機の現状と現地駐在員の危機管理対策」
東京海上日動リスクコンサルティング㈱ ビジネスリスク本部 主席研究員 深津嘉成
【事業４】セミナー事業
１．商工会議所および都道府県経営者協会との協力
①大阪商工会議所との共催
1)今からでも遅くないアフリカ入門～歩いて見えた、アフリカの今～
アフリカビジネスパートナーズ パートナー 梅本優香里
日本で唯一のアフリカビジネスコンサルタント会社。日本企業のアフ
リカビジネスチャンス（市場として、製造拠点として）とリスク。

2)緊急事態が発生した時にどのように対処するか
平時と有事の海外安全危機管理～何をどのように、どこまで行うか～
日外協 海外安全アドバイザー 古賀賢次
②愛知県経営者協会との共催
1)ベトナムの労働事情 講師：㈱東京コンサルティングファーム
駐在員派遣の基礎知識
名古屋支社 支社長
李 彰赫
労働法と労務管理の実際
東京本社 社会保険労務士
斎藤清二
2)グローバル人材育成セミナー
・グローバル人材の育成－住友電工の取り組み
住友電気工業㈱ 人事部 グローバル人事グループ長 太田垣 宏
グループグローバル幹部人材制度導入
幹部人材の把握、幹部人材の処遇、キャリアアップのための研修・育
成機会の提供、キャリアパスの見える化、個社を越えた配置・登用

・キヤノンのグローバル化への取り組み
キヤノン㈱ 人事本部人事企画部 担当部長

田島信二郎

グローバル要員管理、グローバル経営幹部育成、M&A と人事
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3)海外派遣者処遇に関する最近の取組みとトレンド
～日米欧企業の海外派遣者処遇に関する最新のサーベイ結果を踏まえて～
マーサージャパン㈱ プリンシパル

工藤純子

③（一財）海外職業訓練協会（OVTA）との共催
今だから知りたい！ 中国ビジネスの今と展望
講演 1 習近平政権の経済運営と今後の課題
アジア経済研究所 上席主任調査研究員

大西康雄

講演 2

中国ビジネス最前線－経営課題と事業継続のポイント
（一財）海外職業訓練協会 国際アドバイザー 福喜多俊夫
④日本貿易会との共催
社会保障協定説明会（厚労省・日本年金機構）は今年度は交換公文の
段階まで進んだ国がなかったので実施せず。
⑤その他共催・後援・協賛
後援 1)日本経済学会連合主催
日本の「グローバル人材論」を問う
～人的資源、組織、そして国際競争力～

2)米国商務省・在日米国大使館主催
セレクト USA 対米投資セミナー
3)外務省主催 官民安全対策セミナー(名古屋、大阪、札幌)
協賛：（一社）国際交流サービス協会主催
1)GC 認定講演会「海外生活者へのメンタルヘルス支援」
2)グローバル・キャリアデザイン・フェア
２．海外赴任前セミナー
東京
10 回実施
関西
2 回実施

参加者 288 名（前年比 37 名増）
参加者 25 名（前年比 4 名減）

【事業５】部会事業
１．国際人事部会
①米国移民法をめぐる最近の動向
米国内における就労ビザの更新と延長手続きに関する問題点とその対応
オグルツリー・ディーキンス法律事務所 インディアナ州弁護士 本間道治
米国移民局

審査の厳格化とビザ更新手続きの難しさ

②グローバル化のための海外派遣者処遇
～欧米企業と日系企業のトレンドの相違点～
マーサージャパン㈱ プリンシパル
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羽山明子

日本企業の欧米における海外派遣者処遇のトレンド、グローバル化を
活性化させるためのポイントについて

２．海外安全部会
①企業の安全対策～原点・基本を今一度～
三井物産㈱ 人事総務部 安全対策室コーディネーター
日外協 海外安全部会長 筆口秀一郎
②誘拐事件は変わったのか
エーオンジャパン㈱ スペシャリティ部 クライシスマネジメントチーム
シニア・コンサルタント

永久研二

イスラム国をはじめとするテロ組織の動向を踏まえて、益々重要性が
高まる企業の誘拐対策を整理して説明。

③賀詞交歓会
・海外安全・2015 年を振り返って
外務省 領事局 海外邦人安全課長

石瀬素行

・会員企業の海外安全担当者間の交流
【事業６】グループ研究会事業
１．国際人事グループ研究会（入会希望の会員が新加入しメンバー増）
①東京 各社のグローバル人材育成事例の説明・質疑応答、外部講師「中
国における日系企業の人事課題」など 5 回開催
②関西 各社のグローバル人材育成事例の説明・質疑応答、インド帰任
者報告、外部講師「グローバル事業で成功するための三つの鍵」
など 5 回開催
２．海外安全グループ研究会（入会希望の会員が新加入しメンバー増）
①東京 A 各社の海外安全の取り組みの説明・質疑応答、会員の工場見学、
海外派遣者のメンタルヘルス、日外協海外安全アンケートにみ
る海外安全管理の課題についての意見交換など 4 回開催
②東京 B BCP、サイバー攻撃の講演と質疑応答、過去の海外事件を映
像で振り返り今後の海外安全対策を学ぶ、常総市の広域水害
対応など 4 回開催
③中部
各社の取り組み、公安調査庁「最近のテロの傾向」、筆口海
外安全部会長講演、日外協 企業の海外安全対策各年アンケ
ート調査結果」に基づく意見交換、パリ連続テロ事件の対応、
「ジカ熱」対策についての意見交換など 5 回開催
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④関西

韓国 MERS 感染症について、各社の取り組みについて意見交
換、公安調査庁による中国の対外および内政動向の講演、
「日
外協 企業の海外安全対策各年アンケート調査結果」に基づ
く意見交換など 5 回開催

３．グローバル経営推進フォーラム（2015 年度開始 新グループ研究会）
①目的 異業種間の情報交換の場の提供およびグローバル競争に勝ち
抜くためのヒントを獲得する。
②頻度 6 月、9 月、12 月、3 月（年 4 回）
第 1 回（6/4） ㈱LIXIL 執行役副社長 八木洋介
第 2 回（9/29） 日本ミシュランタイヤ㈱ 社長（現会長）ベルナール・デルマス
第 3 回（12/3） 日本ケロッグ合同会社 代表職務執行者 社長 井上ゆかり
第 4 回（3/10） 日産自動車㈱ 取締役副会長 志賀俊之
③参加企業 日外協会員で 10～15 社（現在 11 社）
④年会費 2 万円
【事業７】認定試験事業
①海外安全・危機管理者認定試験
（第 13 回 10/17 実施 25 名、第 14 回 3/12 実施 28 名）
②海外安全・危機管理責任者認定試験
（第 4 回（10/17、10/23、10/30、11/13）実施 5 名）
【事業８】国際交流事業
1986 年に開始した「日本語スピーチ・コンテスト優秀者発表会」は 2015
年度で 30 回目を迎えた。15 年度は、インドネシア、タイ、今回初参加
のミャンマーなど 8 か国から 12 名を招聘し、10 月 29 日 17 時から鉄鋼
会館にて開催。30 回の累計招聘者は 314 名。なお、今回の 12 名の発表
の動画を日外協ホームページ上にて配信中。
【事業９】その他非収益事業
１．アンケート調査
(1)「海外安全対策に関するアンケート」9 月結果発表（1992 年以降 11 回実
施）。233 社にアンケート票を送付し、144 社から回答（有効回答率 62%）
国内における組織体制は、専任の組織や担当者（兼任含む）の配置、危
機管理チームがある企業を加えると 94％。
「海外拠点」の組織体制も、
常設の組織や担当者を置くなど強化した企業が全体の 65％で、前回に比
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べて 8％と大幅に増加。
海外安全対策マニュアルの国内外の拠点における整備率も 71％と増加
し、企業の海外安全対策についての組織体制の強化が進んでいる。
(2)「海外子女教育に関するアンケート」（1999 年以降隔年実施 9 回実施）
①調査方法
会員企業 234 社に依頼し 143 社回答（回収率 61%）
②調査結果概要
1) グローバル要員として帰国子女を積極的に採用したい企業
2011 年 16% → 2013 年 19% → 2015 年 25%
2) 家族帯同者数の年齢別構成では 30 代と 40 代が約 8 割、帯同海
外子女の内訳では未就園児と幼稚園児の比率が拡大
3) 海外派遣者数は 09 年以降減少していた北米 6%増、増加が続い
ていた中国 10 年ぶり 9%減。
③海外子女教育に関する問題点
1) 日本人学校について
赴任地に学校がない、赴任地に高校がない、教育環境・レベル
が異なる、派遣教員の比率減少→教育の質の低下
2) 補習授業校について
授業内容・レベル、少ない授業時間で補習が可能か不安、学校
数が少ない
3) 現地校について
「言葉・コミュニケーションの問題」、「帰国後の順応性」、「日
本語能力の低下」
4) インターナショナルスクール（インター校）について
「高額な授業料」が圧倒的に多い
5) 就学前教育について
「高額な教育費の負担（会社・個人）」、
「幼稚園が少ない」、
「日
本語の教育」
２．建議・提言
（1）昨春、財務省が少子化対策を反映した小中学校教員定員の削減計画を
公表したことを受けて、日本貿易会、海外子女教育振興財団と共同で
「海外子女教育の拡充によるグローバル人材育成に関する要望」を、
2015 年 6 月に文部科学大臣、外務大臣、海外子女教育推進議員連盟へ
提出した。
（昨年、本件に関する活動がわずかながら功を奏し、海外派
遣教員枠が微増し、海外子女に関する政府予算が微増となった。この
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動きにマイナスとなる財務省の動きを牽制するために、修正要望を実
施した）
（2）平成 29 年度予算に反映させるために、2016 年 2 月～3 月に改訂要望書
を文部科学大臣、外務大臣、海外子女教育推進議員連盟へ提出した。
３．その他
海外安全アドバイザリー（4 社へ 8 回派遣：昨年は 2 社へ 4 回派遣）
、会員
専用メールマガジン「海外安全センター・ブレティン」の毎月 1 回配信。
Ⅳ．その他協会業務の執行状況
１．会員訪問
退会または減口会員が急増したことを契機にして、会員への訪問により協会
活動の紹介と要望をお聞きし、協会活動に反映させるとともに退会予防のた
めに、2015 年 8 月～12 月に協会役職員 9 名が約 200 社訪問。
＜意見・要望＞
①海外安全危機管理と海外人事労務の事例を交えた講演・記事
各国（特に新興国の）労働法・労使関係、派遣者処遇、就労許可取得・更
新、税制・税務対策、社会保険、政権交代、海外安全危機管理体制の企業
事例、人権・労働者の権利、コンプライアンス、中国を中心とした海外拠
点の再編、事件・事故・テロ情報の適時発信など
②関西・中部での講演会開催頻度の増加・中部海外赴任前セミナーの開催
③『月刊グローバル経営』の特集は良い・マクロ的で実用的ではない相半ば
④『月刊グローバル経営』は前半を飛ばして後半（企業事例）を読む（反省）
⑤建議・提言
1) インド・中国との 2 国間社会保障協定の早期批准
2) 途上国政府に対する児童労働（経歴詐称による入社）禁止推進
3) 移転価格税制の明確化
4) 海外子女教育（日本人学校増設、幼稚部新設、高等部増設など）
⑥国際人事・海外安全のグループ研究会への参加希望（各 10 社程度）
（オブザーバーとして参加を認め、3 回出席後に正メンバー）
⑦海外安全・危機管理者認定試験（入門コース）、海外安全・危機管理
責任者認定試験への関心が高く、受験者が増える見込み
ご意見・要望について、即実施できることは実施した。また 2016 年度の日外協
の活動に反映させる事項は予算に盛り込み、対応に時間を要するテーマ、現在
は対応できない要望については継続検討とする。
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２．動画配信
会員サービスの一環として、特に地方会員への情報提供を目的として 2015
年上半期から開始。2015 年度開催の以下の講演を配信中。
①カルテル規制を中心とする最近の中国独禁法実務の動き
北京市金杜法律事務所パートナー弁護士 劉 新宇
②日本企業の強みを活かしたグローバル戦略
日産自動車㈱ 代表取締役副会長／日本在外企業協会 副会長 志賀俊之
③米国内における就労ビザの更新と延長手続きに関する問題点とその対応
オグルツリー・ディーキンス法律事務所 インディアナ州弁護士 本間道治
④“動き出した大国”インドビジネスを検証する
プライスウォーターハウスクーパース㈱ Director サンジーヴ・スィンハ
⑤香港から中国大陸へ、新たな市場戦略
川島睦美法律事務所（香港）代表弁護士 川島睦美
⑥5 年ぶりの総選挙を終えたミャンマーの現在とメコンとの協働の可能性
キャストグループ代表 弁護士・弁理士 村尾龍雄
⑦新常態における労働人事管理と新課題
㈱コチ コンサルティング 代表取締役
畑 伴子
北京市金杜法律事務所 パートナー弁護士 劉 新宇
⑧インドネシア労働法アップデート：ビザ・賃金・社会保障
ＪＡＣビジネスセンター アドバイザー 上田ぬ美子
⑨AEC、TPP、RCEP で変わるアジアのビジネス環境
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 浦田秀次郎
（以
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上）
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国際交流事業

事業８

事業９

認定試験事業

事業７

業務部

業務部

海外安全
センター

海外安全
センター

業務部

海外安全
センター

業務部

海外安全
センター

業務部

広報部

海外安全
センター

業務部

海外安全
センター

業務部

広報部

（政府への建議・提言、ア
ンケート調査、安全関連コ
ンサルティング、海外派遣
者適性診断、緊急事態対 海外安全
応情報の発信・提示、そ
センター
の他・新規）

その他非収益事業

グループ研究会事業

事業６

部会事業

セミナー事業

講演会事業

事業３

事業４

調査・刊行物発行事業

月刊誌関連事業

総務部

協会主要日程

事業２

非
収
益
事
業 事業５

収
益
事
業

事業１

担当部

事業内容

Ｂ①
Ｃ①

Ａ①

Ａ①

Ａ①

Ａ①

D（ブラジル）

D（中国WTO）

A（委員会①）
B（発送）

●

会計監査
監事会

２０１５年
４月

Ｃ②

Ｄ①

Ｂ①

Ａ①

Ａ②

Ｂ①

B①
C①

C（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ編）
C（中国実用上下）

●
A①

第1回理事会

５月

Ｂ②
Ｃ③
Ｄ（発信）

Ｃ①

Ａ②
B①
Ｃ①

Ａ③

A①

Ｄ（中南米）

●

定時社員総会
第２回理事会
（書面評決）

６月

Ｂ③
Ｃ④

Ａ②

Ａ①

Ａ④

Ａ①

●
A②

７月

Ｃ⑤

Ｃ②
Ｄ②

B②

Ｄ①

Ｂ②

C

B

D（中国ＷＴＯ）
D（中南米）

C（アメリカ上下）

A（海外調査）

―

８月

Ｃ⑦

Ｃ（通年）

Ａ招聘・発表会

Ａ①
Ｂ

Ｃ③

Ａ③

Ａ③
B③

Ａ②

Ｂ

C③

C（タイ王国）

●

第３回理事会 兼
第１回企画委員会

１０月

Ａ（通年随時）

Ｂ④
Ｃ⑥
Ｄ（結果発表）

Ｄ③

Ｂ②

Ｃ②

Ｄ②

Ａ⑤
Ｂ①

E①

A②
B②
C②

●
A③

９月

Ｅ

Ｂ⑤
Ｃ⑧

B（発信）

Ｄ④

Ａ⑥

D①

A③

Ａ（委員会②）

●
A④（中止）

１１月

Ｂ⑥、⑦
Ｃ⑨

A（月刊Ｇ経営
への寄稿）

Ｂ③
Ｃ④

Ａ④
B④
Ｃ③

Ｃ

Ａ⑦

B③

●

１２月

Ｃ⑩

Ｂ（結果発表）

Ａ④

Ａ③

Ｄ③

Ａ⑧

Ａ（延期）

●
A④

第2回企画委員会

２０１６年
１月

≪２０１５年度 日本在外企業協会 事業別行事実績表≫

Ｂ⑧
Ｃ⑪

Ｄ⑤

Ｂ④

Ａ⑤

Ａ②

Ａ⑨
B②

E②

A④
B③
Ｃ④

―

企画小委員会

２月

Ｃ⑫

Ｂ（月刊G経営
掲載）

A②

Ｃ⑤

Ｂ⑤
Ｃ④

Ａ⑩

Ａ②
（中止）

●
A⑤

第４回理事会 兼
第3回企画委員会

３月

備考

Ａ：政府への建議・提言（通年随時）
Ｂ：海外安全アドバイザリー（随時派遣）
Ｃ：海外安全センター・ブレティン発行（毎月１回）
Ｄ：海外安全対策アンケート調査
Ｅ：緊急事態対応情報の発信・提示（緊急事態発生時対応）

Ａ：政府への建議・提言15/6/25 16/2/24海外子女教育の充実要請
Ｂ：アンケート調査「海外・帰国子女教育に関するアンケート」
Ｃ：ＷＥＡ（海外派遣者適性診断ツール）販売

Ａ：10/25～11/1 日本語スピーチコンテスト優秀者招聘事業

Ａ：海外安全・危機管理者認定試験 2回
Ｂ：海外安全・危機管理責任者認定試験 1回

Ａ：海外安全グループ研究会 （東京Ａ ４回）
Ｂ：
同
（東京Ｂ ４回）
Ｃ：
同
（中部地区 ５回）
Ｄ：
同
（関西地区 ５回）

Ａ：国際人事グループ研究会（東京） 5回
Ｂ：国際人事グループ研究会（大阪） 5回
Ｃ：グローバル経営推進フォーラム（東京） 4回

Ａ：海外安全部会 3回

Ａ：海外赴任前セミナー 10回
Ｂ： 同セミナー（関西） 2回
Ｃ：大阪商工会議所共催セミナー 1回
Ｄ：外務省主催、日外協後援セミナー 3回
Ａ：国際人事部会 2回
①本間弁護士 ②マーサージャパン

A：大阪商工会議所共催 1回
B：愛知経営者協会共催 3回
C：新規地方経済団体共催 １回（今期なし）
D：ＯＶＴＡ共催 １回
E：その他費用発生しない共催・後援・協賛 ２回
①（9/12ロングステイ財団・9/26日本経済学会連合）
②(2/1-5セレクトＵＳＡ 2/11グローバルキャリアデザインフェア―
F：日本貿易会共催 ①社会保障協定説明会（今期なし）

Ａ：グローバル広報講演会 1回
中止

Ａ：海外安全講演会 2回
Ｂ：危機管理産業展：東京ビッグサイトに対する協賛事業で、講演会を
企画
Ｃ：ＧＣ認定講演会（国際交流ｻｰﾋﾞｽ協会主催、外務省、日外協後援）

ついて
③東京湾コンテナーターミナル視察 ④インドネシア

Ａ：アジアシリーズ講演会 ４回
Ｂ：中国シリーズ講演会 ３回
C：日外協国別・テーマ別講演会 ４回
①米国VISA（米国大使館ミラー副総領事）
②日本企業における外国競争法コンプライアンスに関する取組状況に

A：まんが本（ぎょうせい発行）の監修（延期）
B：海外赴任者・出張者の安全マニュアルの増刷

A：海外派遣者HB新規作成（シンガポール・マレーシア編）１６年４月
発刊予定
B：海外派遣者HB改訂版（中央ヨーロッパ編）
C：HB増刷発注（インドネシア編、中国実用上下、アメリカ上下、タイ王
国）
D：HB（CD版）増刷発注（（中国WTO、ブラジル編 中南米編）

●：月刊グローバル経営 １日（稼働日）発行（年１０回）
Ａ：月刊グローバル経営 編集委員会

２０１５年度の定時社員総会は２０１５年６月１７日（水）に開催。

添付資料 １
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第2回 日外協 国別・テーマ別講演会（全4回）

日外協中国シリーズ講演会（全3回）
第2回
香港から中国大陸へ、新たな市場戦略
「中国、今知っておくべきビジネス最新情報Part2」

第3回 日外協 国別・テーマ別講演会（全4回）

6月25日

9月3日

9月9日

9月18日

10月1日

11月26日

2月3日

3

4

5

6

7

8

9

AEC,TPP,RCEPで変わるアジアのビジネス環境

日外協アジアシリーズ講演会（全４回）
第4回
「沸騰するアジアビジネスの虚と実を検証する」

11 2月23日

ベトナムの労働事情
(1)駐在員派遣の基礎知識
(2)労働法と労務管理の実際

（１）グローバル人材の育成―住友電工の取り組み
（２）キヤノンのグローバル化への取り組み

ロングステイエッセイ大賞 作品募集

日本の「グローバル人材論」を問う～人的資源、組織、そして国際競争力～

今だから知りたい！中国ビジネスの今と展望
(1)習近平政権の経済運営と今後の課題
(2)中国ビジネス最前線‐経営課題と事業継続のポイント‐

海外派遣者処遇に関する最近の取組みとトレンド
～日米欧企業の海外派遣者処遇に関する最新のサーベイ結果を踏まえて～

海外人事労務セミナー
（愛知県経営者協会、日外協共催）

グローバル人材育成セミナー
（愛知県経営者協会、日外協共催）

ロングステイエッセイ大賞 作品募集
（ロングステイ財団、日外協後援）

日本経済学会連合 アカデミック・フォーラム
（日本経済学会連合、日外協後援）

OVTA 公開講座
（日外協共催、厚生労働省後援）
※OVTA=（一財）海外職業訓練協会

海外人事労務セミナー
（愛知県経営者協会、日外協共催）

5月11日

8月3日

9月12日

9月26日

11月19日

12月7日

2

3

4

5

6

7

日本在外企業協会・大阪商工会議所共催セミナー 今からでも遅くないアフリカ入門～歩いて見えた、アフリカの今～

4月23日

1

【業務部 共催・後援セミナー・】

インドネシア労働法アップデート：ビザ・賃金・社会保障

第4回 日外協 国別・テーマ別講演会（全4回）

10 2月4日

日外協アジアシリーズ講演会（全4回）
第3回
5年ぶりの総選挙を終えたミャンマーの現在とメコンとの協働の可能性
「沸騰するアジアビジネスの虚と実を検証する」
日外協中国シリーズ講演会（全3回）
第3回
新常態における労働人事管理と新課題
「中国、今知っておくべきビジネス最新情報Part2」

輸出入貨物現場の動向：東京港コンテナターミナル視察

日本企業における外国競争法コンプライアンスに関する取組状況について

日外協中国シリーズ講演会（全3回）
第1回
カルテル規制を中心とする最近の中国独禁法実務の動き
「中国、今知っておくべきビジネス最新情報Part2」
日外協アジアシリーズ講演会（全4回）
第1回
日米欧中での経営経験から読み解く“中国・アジアビジネスの視程（見通し）”
「沸騰するアジアビジネスの虚と実を検証する」
日外協アジアシリーズ講演会（全4回）
第2回
“動き出した大国”インドビジネスを検証する
「沸騰するアジアビジネスの虚と実を検証する」

5月28日

米国ビザ取得についての説明会～A Guide to U.S. Working Visas～
（日本語通訳つき）

2

第1回 日外協 国別・テーマ別講演会（全4回）

テーマ

5月21日

題目

1

日時

【業務部 講演会】

２０１５年度 日本在外企業協会 講演会・セミナー・部会・グループ研究会 開催一覧表

21

竹芝小型船ターミナル
大井コンテナターミナル

工藤 純子

(1)大西 康雄
(2)福喜多 俊夫

（1）白木 三秀
（2）菅谷 友子
（3）半田 純一

―

(1)太田垣 宏
(2)田島 信二郎

(1)李 彰赫
(2)斎藤 清二

梅本 優香里

(1)浦田 秀次郎
(2)平沢 健一

日外協セミナー室

―

名古屋商工会議所ビル

名古屋商工会議所ビル

大阪商工会議所

マーサージャパン㈱ プリンシパル

(1)(独)日本貿易振興機構 アジア経済研究所
上席主任調査研究員
(2)（一財）海外職業訓練協会 国際アドバイザー、
順利包装集団 総裁、技術士

名古屋商工会議所ビル

東京八重洲ホール

（1）日本労務学会会長・早稲田大学教授
（2）ＹＫＫ㈱ 人事部営業・管理グループ長
明治大学駿河台キャンパス
（3）前武田薬品工業㈱ コーポレートオフィサー 人事部長

―

(1)住友電気工業㈱ 人事部 グローバル人事グループ長
(2)キヤノン㈱ 人事本部 人事企画部 担当部長

(1)㈱東京コンサルティングファーム 名古屋支社長
(2)㈱東京コンサルティングファーム 東京本社
社会保険労務士

アフリカビジネスパートナーズ パートナー

(1)早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 教授
日外協セミナー室
(2)G&C（グローバル＆チャイナ）ビジネスコンサルタント代表

JAC ビジネスセンター アドバイザー

32

37

約150

―

25

23

88

25

24

(1)畑 伴子
(2)劉 新宇
上田 ぬ美子

31

(1)可馳企業管理諮詢（上海）有限公司 総経理
㈱コチ コンサルティング 代表取締役
(2)北京市金杜法律事務所 パートナー弁護士

日外協セミナー室

21

(1)キャストグループ 代表弁護士・税理士
日外協セミナー室
(2)G&C（グローバル＆チャイナ）ビジネスコンサルタント代表

東京都港湾局港湾経営部 港湾営業専門課長

15

日外協セミナー室

(1)Kawashima &Co., Solicitors（川島睦美法律事務所）
代表弁護士
(2)北京市金杜法律事務所 パートナー弁護士

24

日外協セミナー室

公正取引委員会事務総局 経済取引局総務課長

25

22

16

40

参加人数

(1)村尾 龍雄
(2)平沢 健一

山田 実

(1)川島 睦美
(2)劉 新宇

杉山 幸成

(1)プライスウォーターハウスクーパース㈱ ディレクター
日外協セミナー室
(2)G&C（グローバル＆チャイナ）ビジネスコンサルタント代表

(1)サンジーヴ・スィンハ
(2)平沢 健一

日外協セミナー室

日外協セミナー室

日外協セミナー室

場所

G&C（グローバル＆チャイナ）ビジネスコンサルタント代表

北京市金杜法律事務所 パートナー弁護士

在日米国大使館 副総領事

講師所属

平沢 健一

劉 新宇

アンドリュー・ミラー

講師 （敬称略）

添付資料 ２
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グローバル・キャリアデザイン・フェア
（（一社）国際交流サービス協会、日外協協賛）

国際人事部会

2月16日

2

（1）大崎
木村
（2）荻野
（3）木村

（１）グローバルキャリアのつくり方“運の良さ”も自分で手に入れられる
（2）グローバル人材になって、『さあ』どうしましょう？
―国際機関で働くという選択肢
（3）「あなたも身近なグローバルキャリア
―入り口としての3つの選択肢 経験者に聞く！」

三菱化学のグローバル人事の取組

和魂多才の日産のグローバルマネジメント

トリシマ海外人事方針及び取組み

第4回 グローバル経営推進フォーラム

第5回（通算 第22回）
関西地区・国際人事グループ研究会

13 3月10日

14 3月11日

第4回（通算 第17回）
東京地区・国際人事グループ研究会

12月2日

9

第5回（通算 第１8回）
東京地区・国際人事グループ研究会

中国における日系企業の人事課題～現地での人材確保の留意点とは～

第3回（通算 第20回）
関西地区・国際人事グループ研究会

10月9日

8

12 2月24日

グローバル事業で成功するための三つの鍵

第3回（通算 第16回）
東京地区・国際人事グループ研究会

10月7日

7

海外赴任前教育及び中・長期的な人材育成について

コマツのグローバル人事の取組

第2回 グローバル経営推進フォーラム

9月29日

6

第4回（通算 第21回）
関西地区・国際人事グループ研究会

ミシュランタイヤのグローバル経営紹介

第2回（通算 第19回）
関西地区・国際人事グループ研究会

8月7日

5

11 12月21日

グローバル人材の育成～住友電工の取組み～

第2回（通算 第15回）
東京地区・国際人事グループ研究会

6月18日

4

グロ―バル研修システムとダイバーシティ

国際石油開発帝石株式会社のグローバル人事の取組

第1回（通算 第18 回）
関西地区・国際人事グループ研究会

6月10日

3

第3回 グローバル経営推進フォーラム

(1)インド帰任者報告
(2)海外赴任の考え方―各社の現状課題と今後のあり方

第1回 グローバル経営推進フォーラム

6月4日

2

10 12月3日

グローバル時代の人事戦略

第1回（通算 第14回目）
東京地区・国際人事グループ研究会

4月15日

岡崎 百子

志賀 俊之

木下 真由美

米田 和真

井上 ゆかり

手塚 健

中村 好伸

阿部 睦子

ベルナール・デルマス

太田垣 宏

牛久 雅喜

(1)藤田 寿仁
(2)鳥越 克裕

八木 洋介

大和田 顕吾

羽山 明子

グローバル化のための海外派遣者処遇
～欧米企業と日系企業のトレンドの相違点～

日立物流Gr.グローバル人財マネジメントプロジェクトについて

本間 道治

『米国移民法をめぐる最近の動向』米国内における就労ビザの更新と延長手続
きに関する問題点とその対応～L blanket Visa とE visaを中心として～

麻子
恭子
敦年
恭子

SelectUSA国際投資スペシャ
リスト、JETRO北米担当スペ
シャリスト他

対米投資セミナー
（東京2/1～2、名古屋2/3、大阪2/4、福岡2/5）

1

【業務部 グループ研究会】

国際人事部会

7月8日

【業務部 部会】

2月11日

2月1、2、3、 セレクトＵＳＡ 2016ロードショー
4、5日
（米国大使館主催、日外協後援）

1

9

8

㈱酉島製作所
本社（大阪）

日外協セミナー室

日産自動車㈱ 取締役 副会長
(一社)日本在外企業協会 副会長
㈱酉島製作所 人事部 キャリアディベロップメント課

日外協セミナー室

東洋紡㈱
本社（大阪）

日外協セミナー室

日外協セミナー室

ダイキン工業㈱
本社（大阪）

日外協セミナー室

日外協セミナー室

住友電気工業㈱
本社（大阪）

三菱化学㈱ 人事部 グローバルHRグループ マネジャー

東洋紡㈱ 人事労政部

日本ケロッグ合同会社 代表職務執行者社長

ジェイ エイ シー リクルートメント
海外進出支援室 事業本部

リロ・パナソニックエクセルインターナショナル㈱
マーケティンググループ 顧問

コマツ グローバル人事グループ 主査

日本ミシュランタイヤ㈱ 社長

住友電気工業㈱ 人事総務部 人事部
グローバル人事グループ長

日外協セミナー室

シャープ㈱ 本社（大阪）

国際石油開発帝石㈱ 総務本部人事ユニット
グローバル人事調査・企画グループ マネジャー

日外協セミナー室

㈱LIXIL 執行役副社長

日外協セミナー室

日外協セミナー室

日外協セミナー室

JICA地球ひろば

東京商工会議所ビル他

(1)(一社)日本在外企業協会 業務部 主幹
(2)シャープ㈱ 経営管理本部 人づくり推進部
海外人事グループチーフ

㈱日立物流 人事総務本部人事教育部企画調査G

マーサージャパン㈱ プリンシパル

米国インディアナ州弁護士

（1）ジェンダー／国際協力専門家
日本経済新聞社編集局編集委員
（2）外務省国際機関人事センター課長補佐
（3）日本経済新聞社編集局編集委員

米国大使館領事部、JETRO他

9

15

11

14

7

13

14

13

11

9

10

16

11

10

37

36

約200

520
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海外進出企業を取り巻く危機の現状と現地駐在員の危機管理対策

国際テロ情勢と警察の対応

日外協協賛講演会
「危機管理産業展（RISCON TOKYO）2015」

（ベルギーでのテロ事件発生のため開催中止）
海外安全講演会

3 10月15日

4 3月23日

海外赴任前セミナー（関西）

海外赴任前セミナー

16 3月15日

（１）辻 廣道
（２）辰巳 嘉英
（３）大道 明
（１）小杉 正孝
（２）佐藤 勝雄
（３）福島 慎二

（１）赴任前に知っておきたい～異なった文化への備え（OP)
（２）海外生活と安全
（３）海外生活と健康管理・医療

（１）ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 常勤顧問
（２）日外協 海外安全アドバイザー（アズビル㈱人事部）
（３）東京医科大学病院 渡航者医療センター 教授
（１）ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱
専務執行役員
（２）ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ健康保険組合 健康管理センター
海外医療対策室 室長
（３）ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 執行役員
（１）異文化経営研究者
（２）日外協 海外安全アドバイザー
（３）東京医科大学病院 感染制御部 助教

（１）中村 好伸
（２）加藤 稔
（３）濱田 篤郎

（１）ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 常勤顧問
（２）日外協 海外安全アドバイザー（アズビル㈱人事部）
（３）東京医科大学病院 渡航者医療センター 教授
（１）異文化経営研究者
（２）日外協 海外安全アドバイザー
（３）東京医科大学病院 感染制御部 助教
（１）外務省 領事局長
（２）㈱亀屋 代表取締役社長

好伸
稔
篤郎
正孝
勝雄
慎二

日外協 海外安全アドバイザー

（１）異文化経営研究者
（２）日外協 海外安全アドバイザー（アズビル㈱人事部）
（３）東京医科大学病院 渡航者医療センター 教授
（１）異文化経営研究者
（２）日外協 海外安全アドバイザー
（３）東京医科大学病院 感染制御部 助教
（１）異文化経営研究者
（２）日外協 海外安全アドバイザー（アズビル㈱人事部）
（３）東京医科大学病院 渡航者医療センター 教授
（１）異文化経営研究者
（２）日外協 海外安全アドバイザー
（３）東京医科大学病院 感染制御部 助教
（１）外務省 領事局長補佐
（２）東京海上日動リスクコンサルティング㈱
ビジネスリスク本部主席研究員
（１）外務省 領事局長補佐
（２）㈱共同通信デジタル
執行役員 リスク対策総合研究所長
（１）ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 常勤顧問
（２）日外協 海外安全アドバイザー（アズビル㈱人事部）
（３）東京医科大学病院 渡航者医療センター 教授
（１）ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱
専務執行役員 東京支社長
（２）ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ健康保険組合 健康管理センター
海外医療対策室 室長
（３）ﾘﾛ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｸｾﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 執行役員
（１）異文化経営研究者
（２）日外協 海外安全アドバイザー
（３）東京医科大学病院 感染制御部 助教

警察庁 警備局外事情報部 国際テロリズム対策課長
警視長

東京海上日動リスクコンサルティング㈱
ビジネスリスク本部 マネージャー 主席研究員

外務省 メンタルヘルス・コンサルタント

公安調査庁 調査第二部 統括調査官

講師所属

（１）能化 正樹
（２）山崎 正晴

（１）中村
（２）加藤
（３）濱田
（１）小杉
（２）佐藤
（３）福島

（１）海外生活と安全
（２）海外生活と健康管理・医療
（３）海外赴任手続きについて

（１）赴任前に知っておきたい～異なった文化への備え（OP)
海外赴任前セミナー
（２）海外生活と安全
（３）海外生活と健康管理・医療
（１）赴任前に知っておきたい～異なった文化への備え（OP)
海外赴任前セミナー
（２）海外生活と安全
（３）海外生活と健康管理・医療
「官民安全対策セミナー（札幌）」
（１）海外に渡航・滞在する日本人の安全対策～外務省の取組を中心に～
（外務省主催、札幌商工会議所共催、日外協ほか （２）経営論としての海外安全対策
後援）
～不安定な国際情勢の中でいかにして安定を確保するか～
（１）赴任前に知っておきたい～異なった文化への備え（OP)
海外赴任前セミナー
（２）海外生活と安全
（３）海外生活と健康管理・医療

古賀 賢次

緊急事態が発生した時にどのように対処するか
平時と有事の海外安全・危機管理～何を、どのように、どこまで行うか～

海外進出企業のための安全対策セミナー
（日外協、大阪商工会議所共催）

15 2月25日

14 2月18日

13 1月27日

12 1月19日

11 12月17日

10 12月11日

（１）小杉 正孝
（２）佐藤 勝雄
（３）福島 慎二

（１）赴任前に知っておきたい～異なった文化への備え（OP)
（２）海外生活と安全
（３）海外生活と健康管理・医療

海外赴任前セミナー

11月18日

9

（１）辻 廣道
（２）辰巳 嘉英
（３）大道 明

（１）海外生活と安全
（２）海外生活と健康管理・医療
（３）海外赴任手続きについて

海外赴任前セミナー（関西）

9月17日

8

（１）中村 好伸
（２）加藤 稔
（３）濱田 篤郎

（１）赴任前に知っておきたい～異なった文化への備え（OP)
（２）海外生活と安全
（３）海外生活と健康管理・医療

海外赴任前セミナー

9月15日

7

（１）能化 正樹
（２）深津 嘉成

正孝
稔
篤郎
正孝
勝雄
慎二
正孝
稔
篤郎
正孝
勝雄
慎二

（１）能化 正樹
（２）小島 俊郎

「官民安全対策セミナー（名古屋）」
（外務省等主催、日外協後援）

8月26日

5

（１）小杉
（２）加藤
（３）濱田
（１）小杉
（２）佐藤
（３）福島
（１）小杉
（２）加藤
（３）濱田
（１）小杉
（２）佐藤
（３）福島

立﨑 正夫

深津 嘉成

鈴木 満

山口 純

講師 （敬称略）

（１）海外に渡航・滞在する日本人の安全対策～外務省の取組を中心に～
（２）企業の海外安全対策：危機管理の視点から考える

海外赴任前セミナー

7月23日

4

「官民安全対策セミナー（大阪）」
（外務省、大阪商工会議所主催、日外協後援）

海外赴任前セミナー

6月23日

3

9月7日

海外赴任前セミナー

5月19日

2

6

海外赴任前セミナー

4月14日

1

（OP）はオプション講座
（１）赴任前に知っておきたい～異なった文化への備え（OP)
（２）海外生活と安全
（３）海外生活と健康管理・医療
（１）赴任前に知っておきたい～異なった文化への備え（OP)
（２）海外生活と安全
（３）海外生活と健康管理・医療
（１）赴任前に知っておきたい～異なった文化への備え（OP)
（２）海外生活と安全
（３）海外生活と健康管理・医療
（１）赴任前に知っておきたい～異なった文化への備え（OP)
（２）海外生活と安全
（３）海外生活と健康管理・医療
（１）海外に渡航・滞在する日本人の安全対策～外務省の取組を中心に～
（２）海外進出企業に求められる危機管理～中部地方企業の主な進出国・地域
を中心に～

海外生活者へのメンタルヘルス支援

GC認定講演会
（（一社）国際交流サービス協会主催、
外務省、日外協後援）

8月28日

2

【海外安全センター セミナー】

「ISILの脅威とグローバルな拡散の影響
～欧米及び東南アジアへの影響と対応策～」

海外安全講演会

テーマ

7月7日

題目

1

日時

【海外安全センター 講演会】

日外協セミナー室

リロ・パナソニック エクセル
インターナショナル㈱
大阪本社 Ｄ会議室

日外協セミナー室

北海道経済センター
８階 Bホール

日外協セミナー室

日外協セミナー室

大阪商工会議所
６階 白鳳の間

日外協セミナー室

リロ・パナソニック エクセル
インターナショナル㈱
大阪本社 ５階A会議室

日外協セミナー室

大阪商工会議所
地下１階 １号会議室

名古屋栄ビルディング
12階大会議室

日外協セミナー室

日外協セミナー室

日外協セミナー室

日外協セミナー室

日外協セミナー室

東京ビッグサイト
会議棟6階 605+606会議室

JICA地球ひろば
２階 国際会議場

日外協セミナー室

場所

27

13

32

44

24

32

57

35

12

31

54

94

29

29

20

29

―

184

66

39

参加人数
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第114回 海外安全部会

第115回 海外安全部会（兼賀詞交歓会）

10月6日

1月15日

2

3

（１）、（２）メンバー各社
（１）徳山 賢治
（２）、（３）メンバー各社

講演「事業継続計画（BCP) ＤＲＩジャパンの活動について」

意見交換「各社の海外におけるトラブル事例の紹介（事例・対応・教訓等）」

（１）意見交換「韓国MERSコロナウイルスによる感染症発生への対応」
（２）講演「国際テロリズム～最近の国際テロの傾向と対策～」

（１）発表「出光興産の企業概要及び海外安全取り組み」
（２）意見交換「海外赴任者のメンタルヘルス対策」

（１）意見交換「韓国におけるMERSコロナウイルス感染症に対する対応」
（２）意見交換「メールによる情報交換について」

（１）発表「豊田通商の企業概要及び海外安全取り組み」
（２）各社発表「2015年海外安全重点目標について」
（３）各社発表「天津爆発事故の状況と対策、バンコク爆破テロ事件の対策に
ついて」

第57回
海外安全グループ研究会（東京Ｂ）

第51回
海外安全グループ研究会（関西地区）

第58回
海外安全グループ研究会（中部地区）

第57回
海外安全グループ研究会（東京A）

第52回
海外安全グループ研究会（関西地区）

第59回
海外安全グループ研究会（中部地区）

5月13日

5月29日

6月12日

7月29日

8月6日

8月28日

2

3

4

5

6

7

（１）山田 剛嗣
（２）、（３）メンバー各社

（１）発表「デンソーの企業概要及び海外安全取り組み」
（２）講演「変化する世界情勢の中で企業が取り組む安全対策とは」

（１）発表「日揮の企業概要及び海外安全取り組み」
（２）意見交換「日外協・海外安全アンケート結果にみる海外安全管理の課題」

意見交換「日外協・海外安全対策アンケート」調査結果について

意見交換「過去の海外事件を振り返り、今後の安全対策を学ぶ」

（１）発表「ジェイテクトの企業概要及び海外安全取り組み」
（２）意見交換「日外協・海外安全対策アンケート」調査結果について
（３）意見交換「フランス・パリ連続テロ事件について」

発表「三菱商事の企業概要及び海外安全取り組み」

意見交換「2015年を振り返っての課題と2016年での取り組み紹介」

第60回
海外安全グループ研究会（中部地区）

第58回
海外安全グループ研究会（東京Ａ）

第54回
海外安全グループ研究会（関西地区）

第59回
海外安全グループ研究会（東京Ｂ）

第61回
海外安全グループ研究会（中部地区）

第59回
海外安全グループ研究会（東京Ａ）

第55回
海外安全グループ研究会（関西地区）

第60回
海外安全グループ研究会（東京Ｂ）

第62回
海外安全グループ研究会（中部地区）

10 10月8日

11 10月21日

12 11月25日

13 12月8日

14 12月18日

15 1月26日

16 2月16日

17 2月19日

18 3月18日

講演「災害時における即時情報発信と利活用」
「平成27年9月関東・東北豪雨」常総市への情報支援からみえてきた
情報共有・利活用の課題
（１）発表「住友電装の企業概要及び海外安全取り組み」
（２）意見交換「ジカ熱対策について」
（３）各社発表「2016年度海外安全対策重点目標について」

メンバー各社

講演「中国の対外及び内政動向とわが国の対応」

第53回
海外安全グループ研究会（関西地区）

9月16日

9

（１）保田 勇
（２）、（３）メンバー各社

水井 良暢

メンバー各社

竹森 奈美

メンバー各社

（１）山崎 司
（２）メンバー各社

（１）近藤 賢一郎
（２）筆口 秀一郎

坂入 吉昭

講演「サイバー攻撃におけるビジネスリスク」

第58回
海外安全グループ研究会（東京Ｂ）

9月2日

8

森 重憲

（１）小林 幹
（２）メンバー各社

（１）メンバー各社
（２）住吉 邦彦

メンバー各社

長瀬 貫窿

（１）沖電気工業㈱富岡工場見学
（２）発表「沖電気工業の企業概要及び海外安全取り組み」

第56回
海外安全グループ研究会（東京A）
（２）岡田 元春

石瀬 素行

永久 研二

筆口 秀一郎

4月23日

海外安全・2015年を振り返って

誘拐事件は変わったのか

企業の安全対策～原点・基本を今一度～

1

【海外安全センター グループ研究会】

第113回 海外安全部会

5月27日

1

【海外安全センター 部会】

豊田通商㈱（名古屋）

ダイキン工業㈱
（大阪）

日外協セミナー室

㈱フジトランス コーポレー
ション 会議室（名古屋）

東洋紡㈱ 小会議室
（大阪）

日外協セミナー室

沖電気工業㈱富岡工場

住友電装㈱ 人事部 国際人事グループ長

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 研究員

三菱商事㈱ 企画業務部 緊急危機対策担当 チームリーダー

（１）㈱ジェイテクト 人事部 人事企画室 企画グループ

（１）日揮㈱ セキュリティ対策室 担当部長

（１）㈱デンソー 人事部 労務室 担当課長
（２）三井物産㈱ 人事総務部 安全対策室 コーディネーター

公安調査庁 調査第二部 上席専門職

住友電装㈱ 会議室
（四日市）

日外協セミナー室

住友電気工業㈱ 会議室
（大阪）

日外協セミナー室

㈱ジェイテクト 会議室
（名古屋）

日外協セミナー室

三ツ星ベルト㈱
和風荘会議室（神戸）

日外協セミナー室

㈱デンソー 会議室
（刈谷市）

㈱カネカ 会議室（大阪）

マクニカネットワークス㈱ 取締役 事業戦略統括室 室長 日外協セミナー室

（１）豊田通商㈱ 人事部 セキュリティ対策室 室長

（１）出光興産㈱
総務部リスクマネジメントグループ グループリーダー

（２）中部公安調査局 局長

(一財)ＤＲＩジャパン 理事長

（２）沖電気工業㈱ 総務部庶務チーム 課長

芝パークホテル

日外協セミナー室

エーオン ジャパン㈱ スペシャリティ部
クライシスマネジメントチーム シニア・コンサルタント
外務省 領事局 海外邦人安全課長

日外協セミナー室

三井物産㈱ 人事総務部 安全対策室 コーディネーター
（日外協 海外安全部会長）

13

13

17

20

12

19

8

16

16

15

17

13

14

15

18

11

13

8

63

31

41
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（１）海外リスクマネジメント概論及び個別対策①
（２）個別対策②
（３）個別対策③

第14回 海外安全・危機管理者 認定試験

5 11月13日

6 3月12日

1

総合演習②

第４回
海外安全・危機管理責任者 認定試験
(第４日）

4 10月30日

6月17日

日時

日外協 定時社員総会 特別講演会

題目

「日本企業の強みを活かしたグローバル戦略」

テーマ

（１）苅谷 周治
（２）堀田 正昭
（３）土田 直行

（１）緊急事態対応・演習④
（２）緊急事態対応・演習⑤、（３）緊急事態対応・演習⑥
（４）リスクマネジメント総論

第４回
海外安全・危機管理責任者 認定試験
(第３日）

3 10月23日

【総務部 特別講演会ほか】

（１）茂木 寿
（２）佐藤 勝雄

（１）事例研究
（２）緊急事態対応・演習①、（３）緊急事態対応・演習②
（４）緊急事態対応・演習③

第４回
海外安全・危機管理責任者 認定試験
(第２日）

2 10月17日

志賀 俊之

講師 （敬称略）

（１）大越 吉晃
（２）～（４）茂木 寿

（１）佐藤 勝雄
（２）（３）茂木 寿
（４）古賀 賢次

同上

同上 （第13回 海外安全・危機管理者 認定試験と合同実施）

第４回
海外安全・危機管理責任者 認定試験
（第１日）

（１）水之江 信一
（２）堀田 正昭
（３）土田 直行

（１）海外リスクマネジメント概論及び個別対策①
（２）個別対策②
（３）個別対策③

第13回 海外安全・危機管理者 認定試験

1 10月17日

【海外安全センター 認定試験】

場所
日本工業倶楽部

日産自動車㈱ 副会長
(一社)日本在外企業協会 副会長

日外協セミナー室

（１）伊藤忠商事㈱ 開発・調査部海外室
海外安全対策マネージャー
（２）矢崎総業㈱ 総務人事室危機管理部 部長
（３）東洋エンジニアリング㈱ 海外安全対策室

講師所属

日外協セミナー室

日外協セミナー室

（１）コントロール・リスクス・グループ㈱
ｸﾗｲｼｽ ｱﾝﾄﾞ ｾｷｭﾘﾃｨｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ コンサルタント
（２）～（４）危機管理コンサルタント
（１）危機管理コンサルタント
（２）日外協 海外安全アドバイザー

日外協セミナー室

日外協セミナー室

日外協セミナー室

（１）日外協 海外安全アドバイザー
（２）（３）危機管理コンサルタント
（４）日外協 海外安全アドバイザー

同上

（１）前・三菱電機㈱ 人事部海外安全対策センター長
（２）矢崎総業㈱ 総務人事室 危機管理部 部長
（３）東洋エンジニアリング㈱ 海外安全対策室

112

参加人数

28

5

5

5

5

25

一般社団法人 日本在外企業協会
104-0031 東京都中央区京橋三丁目13番10号
中島ゴールドビル７階
ＴＥＬ：03(3567)9271／ＦＡＸ：03(3564)6836
ＵＲＬ：http://www.joea.or.jp

