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２００９年度事業活動報告  
 

《はじめに》 

 急激急激急激急激にににに変化変化変化変化するするするする経済経済経済経済環境環境環境環境のもとのもとのもとのもと、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネスにににに直結直結直結直結するするするする、、、、またまたまたまた組織再編組織再編組織再編組織再編・・・・財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化などなどなどなどにににに資資資資すすすするるるる情情情情報提供報提供報提供報提供にににに努努努努めためためためた。。。。そのためそのためそのためそのため当地当地当地当地ドイツドイツドイツドイツ商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所・・・・ドイツドイツドイツドイツ企業企業企業企業とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・交流交流交流交流のののの促進促進促進促進をををを図図図図るとるとるとると共共共共にににに、、、、当所当所当所当所法務税務委員会主催法務税務委員会主催法務税務委員会主催法務税務委員会主催のののの各各各各セミナーセミナーセミナーセミナーをををを実施実施実施実施、、、、更更更更にににに JETROJETROJETROJETRO 等等等等ととととのののの協力協力協力協力によるによるによるによる欧州欧州欧州欧州ワイドワイドワイドワイドのののの市場市場市場市場情情情情報提供報提供報提供報提供にににに注力注力注力注力したしたしたした。。。。    またまたまたまた日本日本日本日本デーデーデーデーにおけるにおけるにおけるにおける夏祭夏祭夏祭夏祭りりりりやややや日独経済日独経済日独経済日独経済シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム等等等等のののの開催開催開催開催をををを通通通通じてじてじてじて、、、、ドイツドイツドイツドイツ社会社会社会社会やややや産業界産業界産業界産業界とのとのとのとの交流交流交流交流にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。。。。    更更更更にににに、、、、会報会報会報会報のののの内容充実内容充実内容充実内容充実をををを図図図図るためるためるためるため読者読者読者読者アンケートアンケートアンケートアンケートをををを実施実施実施実施しししし、、、、またまたまたまた、、、、引引引引きききき続続続続きききき会会会会員企業員企業員企業員企業のごのごのごのご協力協力協力協力によるによるによるによる「「「「業界業界業界業界レポートレポートレポートレポート」」」」「「「「欧州夢想欧州夢想欧州夢想欧州夢想」」」」等等等等をををを掲載掲載掲載掲載しししし、、、、会員間交流会員間交流会員間交流会員間交流のののの一助一助一助一助としたとしたとしたとした。。。。        
Ⅰ．対会員活動 

 １． 総会・理事会の開催  ・・・・    定例定例定例定例会員総会会員総会会員総会会員総会    ２２２２月月月月６６６６日日日日：：：：正副会頭正副会頭正副会頭正副会頭選任選任選任選任、、、、２００８２００８２００８２００８年度決算年度決算年度決算年度決算・・・・２００９２００９２００９２００９年度予算承認年度予算承認年度予算承認年度予算承認、、、、他他他他    ・・・・    理事会理事会理事会理事会    ２２２２月月月月６６６６日日日日、、、、９９９９月月月月４４４４日日日日：：：：事業事業事業事業活動活動活動活動のののの報告報告報告報告・・・・方針確認方針確認方針確認方針確認、、、、人事異動人事異動人事異動人事異動などなどなどなど    ・・・・    正副会頭会議正副会頭会議正副会頭会議正副会頭会議    １１１１月月月月２１２１２１２１日日日日、、、、２２２２月月月月６６６６日日日日、、、、８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日、、、、９９９９月月月月４４４４日日日日、、、、１２１２１２１２月月月月３３３３日日日日：：：：理事会理事会理事会理事会のののの委嘱委嘱委嘱委嘱をををを受受受受            けけけけ、、、、適宜適宜適宜適宜そのそのそのその時時時時々々々々のののの問題問題問題問題をををを協議協議協議協議・・・・決定決定決定決定するするするする。。。。        ２． 委員会・部会などの主な活動  （（（（１１１１））））    法務法務法務法務････税務税務税務税務委員会委員会委員会委員会    ・・・・    合同合同合同合同委員会委員会委員会委員会（（（（１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日）：）：）：）：全全全全メンメンメンメンバーバーバーバー////委員長委員長委員長委員長・・・・特別委員特別委員特別委員特別委員・・・・専門委員専門委員専門委員専門委員））））：：：：        年間年間年間年間セミナーセミナーセミナーセミナーのののの日程日程日程日程、、、、新規新規新規新規セミナーセミナーセミナーセミナーのののの検討他検討他検討他検討他    ・・・・    法務税務法務税務法務税務法務税務幹部幹部幹部幹部会議会議会議会議（（（（８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日））））：：：：委員会委員会委員会委員会人事人事人事人事、、、、他市他市他市他市セミナーセミナーセミナーセミナーのののの件他件他件他件他    ・・・・    主催主催主催主催セミナーセミナーセミナーセミナー開催開催開催開催：：：：年間年間年間年間合計合計合計合計１２１２１２１２回回回回（（（（含含含含・・・・他市他市他市他市セミナーセミナーセミナーセミナー））））－－－－詳細詳細詳細詳細はははは添付添付添付添付をををを参照参照参照参照－－－－    ・・・・    「「「「会報会報会報会報 WEBWEBWEBWEB 版版版版」」」」へへへへセミナーセミナーセミナーセミナー・・・・サマリーサマリーサマリーサマリー掲載掲載掲載掲載：：：：０９０９０９０９年年年年４４４４月号月号月号月号    ・・・・    日独租税条約日独租税条約日独租税条約日独租税条約改正改正改正改正関係関係関係関係：：：：下記下記下記下記ⅡⅡⅡⅡ----（（（（４４４４））））参照参照参照参照        （（（（２２２２））））    化学品部会化学品部会化学品部会化学品部会（（（（含含含含、、、、関連行事関連行事関連行事関連行事））））    ・・・・    ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペ（（（（５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日、、、、９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日））））    ・・・・    日化協関係日化協関係日化協関係日化協関係：：：：会議会議会議会議（（（（４４４４月月月月３３３３日日日日））））、、、、総会総会総会総会・・・・REACHREACHREACHREACH 対応協議会対応協議会対応協議会対応協議会（（（（１０１０１０１０月月月月８８８８日日日日））））        ３． セミナー・講演会等の共催・協力  ・・・・    ジェトロジェトロジェトロジェトロのののの各各各各セミナーセミナーセミナーセミナー及及及及びびびびミミミミッッッッシシシショョョョンンンンへのへのへのへの共催共催共催共催・・・・協力協力協力協力・・・・後援後援後援後援    ・・・・    会員企業会員企業会員企業会員企業及及及及びびびび関係関係関係関係団体団体団体団体ののののセミナーセミナーセミナーセミナー・・・・講演講演講演講演会会会会へのへのへのへの協力協力協力協力        ４． 情報の提供  （（（（１１１１））））    「「「「会報会報会報会報」」」」のののの発発発発行行行行年年年年１１１１１１１１回回回回((((添付添付添付添付をををを参照参照参照参照))))：：：：冊子冊子冊子冊子版版版版（（（（カラカラカラカラーーーー冊子冊子冊子冊子化化化化２２２２年年年年めめめめ））））とととと WEBWEBWEBWEB 版版版版        ７７７７月月月月にににに読者読者読者読者アンケートアンケートアンケートアンケートをををを実施実施実施実施・・・・そのそのそのそのフフフフォォォォローアローアローアローアップップップップ（（（（８８８８月月月月１１１１１１１１日日日日会報会報会報会報会議会議会議会議））））        引引引引きききき続続続続きのきのきのきの改改改改善善善善にににに努努努努めるめるめるめる        （（（（２２２２））））    「「「「２００９２００９２００９２００９年年年年会員会員会員会員名簿名簿名簿名簿」」」」（（（（1111月月月月現在現在現在現在））））のののの発発発発行行行行（（（（会員各会員各会員各会員各位位位位へのへのへのへのアンケートアンケートアンケートアンケートにににに基基基基づくづくづくづく））））        （（（（３３３３））））    「「「「在在在在独日独日独日独日系系系系企業企業企業企業におにおにおにおけるけるけるける現現現現地人地人地人地人従従従従業員業員業員業員のののの給与調査給与調査給与調査給与調査（（（（５５５５・・・・６６６６月月月月現在現在現在現在）」）」）」）」をををを実施実施実施実施、、、、集集集集計結計結計結計結果果果果をををを回回回回        答答答答協力社協力社協力社協力社にににに送送送送付付付付（（（（９９９９月月月月））））        （（（（４４４４））））    会員会員会員会員企業企業企業企業へのへのへのへの情報情報情報情報のののの提供提供提供提供    
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・・・・    在在在在欧欧欧欧････在在在在独日独日独日独日系系系系企業企業企業企業統統統統計計計計    ・・・・    入退入退入退入退会会員企業会会員企業会会員企業会会員企業のののの情報提供情報提供情報提供情報提供        （（（（５５５５））））    人人人人材材材材情報情報情報情報のののの提供提供提供提供    ・・・・    求職求職求職求職情報情報情報情報（（（（個個個個人人人人からからからから））））・・・・求求求求人情報人情報人情報人情報（（（（企業企業企業企業からからからから））））：：：：    - 延延延延べべべべ５６３５６３５６３５６３名名名名（（（（前前前前年年年年：：：：539539539539 名名名名））））／／／／実実実実数数数数３７１３７１３７１３７１名名名名（（（（前前前前年年年年：：：：399399399399 名名名名））））分分分分のののの求職求職求職求職者情報者情報者情報者情報をををを、、、、｢｢｢｢会報会報会報会報｣｣｣｣        WEBWEBWEBWEB 版版版版にににに掲載掲載掲載掲載→→→→１２５１２５１２５１２５社社社社（（（（前前前前年年年年 340340340340社社社社））））／／／／問合問合問合問合せせせせ件件件件数数数数：：：：５９２５９２５９２５９２件件件件（（（（前前前前年年年年 1309130913091309件件件件））））へへへへ情報提情報提情報提情報提        供供供供        ----    会員企業会員企業会員企業会員企業のののの求求求求人情報人情報人情報人情報をををを求職求職求職求職者者者者にににに逐次逐次逐次逐次提供提供提供提供    ・・・・    通通通通訳訳訳訳・・・・翻訳翻訳翻訳翻訳者者者者リストリストリストリスト（（（（HHHHPPPP掲載掲載掲載掲載））））：：：：デーデーデーデータタタタのののの逐次逐次逐次逐次更新更新更新更新及及及及びびびび会員企業会員企業会員企業会員企業からからからからのののの照会照会照会照会へのへのへのへの対応対応対応対応        （（（（６６６６））））    会員会員会員会員企業企業企業企業からからからからのののの個個個個々々々々のののの問合問合問合問合せせせせにににに対応対応対応対応（（（（各各各各種種種種情報情報情報情報、、、、事務所開事務所開事務所開事務所開設設設設、、、、コンサルコンサルコンサルコンサルタタタタントントントント紹介紹介紹介紹介、、、、ヴィザヴィザヴィザヴィザ        取取取取得得得得などなどなどなど））））        ５． 施設・設備の提供      会議会議会議会議室貸出室貸出室貸出室貸出しししし２８２８２８２８件件件件    （（（（会員企業会員企業会員企業会員企業５５５５件件件件、、、、部会部会部会部会・・・・委員会委員会委員会委員会・・・・業業業業界界界界団体団体団体団体１６１６１６１６件件件件、、、、日本日本日本日本クラブクラブクラブクラブ７７７７件件件件））））        ６． その他  （（（（１１１１））））    新新新新型型型型インフルインフルインフルインフルエエエエンンンンザザザザ対対対対策策策策 JJJJIIIIHHHHKKKK ヘヘヘヘルルルルププププデスデスデスデスククククのののの開開開開設設設設（（（（６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日））））    （（（（２２２２））））    JC/JJC/JJC/JJC/JIIIIHHHHKKKKササササッカッカッカッカーーーー////スポーツスポーツスポーツスポーツ支援支援支援支援会合会合会合会合（（（（７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日））））    （（（（３３３３））））    本本本本田田田田圭佑圭佑圭佑圭佑選選選選手手手手ササササッカッカッカッカーーーー・・・・ククククリリリリニックニックニックニック、、、、３３３３カカカカ国児童国際親善試国児童国際親善試国児童国際親善試国児童国際親善試合合合合開催開催開催開催にににに協力協力協力協力（（（（１０１０１０１０月月月月２５２５２５２５日日日日））））    （（（（４４４４））））    事務所事務所事務所事務所基盤基盤基盤基盤検討検討検討検討会合会合会合会合（（（（１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日））））        
Ⅱ．対外活動     １． 日本側関係機関との連携  （（（（１１１１））））    日本日本日本日本側側側側各各各各機機機機関関関関とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・会議会議会議会議・・・・行事行事行事行事へのへのへのへの参参参参加加加加・・・・協力協力協力協力        大使館大使館大使館大使館、、、、総総総総領領領領事事事事館館館館、、、、JETROJETROJETROJETRO、、、、日本日本日本日本クラブクラブクラブクラブ、、、、日本人学日本人学日本人学日本人学校校校校、、、、ケルンケルンケルンケルン日本日本日本日本文文文文化会化会化会化会館館館館、、、、ドイツドイツドイツドイツ内他内他内他内他        地地地地域域域域日本商工日本商工日本商工日本商工////法人会法人会法人会法人会、、、、在在在在欧各欧各欧各欧各国国国国日本商工会議所日本商工会議所日本商工会議所日本商工会議所、、、、日独協会日独協会日独協会日独協会などなどなどなど        ・・・・    神余神余神余神余大使大使大使大使とととと当地日当地日当地日当地日系系系系企業幹部企業幹部企業幹部企業幹部とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談会会会会（（（（１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日））））    ・・・・    ケルンケルンケルンケルン日本日本日本日本文文文文化会化会化会化会館館館館付付付付設寄設寄設寄設寄付付付付金団体金団体金団体金団体のののの設立準備設立準備設立準備設立準備会合会合会合会合（（（（２２２２月月月月２２２２日日日日））））    ・・・・    大使館大使館大使館大使館・・・・菅家菅家菅家菅家参事参事参事参事官官官官とのとのとのとの懇親懇親懇親懇親会会会会（（（（４４４４月月月月１１１１日日日日））））    ・・・・    竹中平蔵元金融竹中平蔵元金融竹中平蔵元金融竹中平蔵元金融・・・・経済財政政経済財政政経済財政政経済財政政策担策担策担策担当当当当大臣大臣大臣大臣をををを迎迎迎迎ええええてのてのてのてのレセレセレセレセププププシシシショョョョンンンン（（（（DeutscheDeutscheDeutscheDeutsche B B B Bankankankank    主催主催主催主催））））：：：：        現在現在現在現在のののの日本日本日本日本のののの政政政政治治治治・・・・経経経経済済済済トトトトピックピックピックピック討討討討論論論論：（：（：（：（１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日））））    ・・・・    ワシントンワシントンワシントンワシントン日本商工会日本商工会日本商工会日本商工会によるによるによるによる「「「「世世世世界界界界のののの商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所」」」」のののの電話電話電話電話インインインインタタタタビビビビュュュューーーー対応対応対応対応（（（（１１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日））））        （（（（２２２２））））    日本日本日本日本デーデーデーデーへのへのへのへの参参参参加加加加・・・・協力協力協力協力    ・・・・    日独経済日独経済日独経済日独経済シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム（（（（５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日）：）：）：）：「「「「StrategicStrategicStrategicStrategic R R R Responsesesponsesesponsesesponses    totototo    thethethethe    GlobalGlobalGlobalGlobal E E E Economicconomicconomicconomic            TTTTurndownurndownurndownurndown /  /  /  / DifferentDifferentDifferentDifferent A A A Approachespproachespproachespproaches    –––– J J J Jointointointoint A A A Action?ction?ction?ction?」」」」共催共催共催共催    ・・・・    日本日本日本日本デーデーデーデー記者会記者会記者会記者会見見見見（（（（５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日））））    ・・・・    文文文文化化化化････市市市市民民民民交流祭交流祭交流祭交流祭（（（（６６６６月月月月１３１３１３１３日日日日）：）：）：）：商工商工商工商工会議所会議所会議所会議所はははは夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会をををを中心中心中心中心ににににボラボラボラボランンンンテテテティィィィアアアアのののの協協協協        力力力力をををを得得得得てててて２２２２回回回回めのめのめのめの参参参参加加加加        ・・・・    州州州州・・・・市市市市側側側側とのとのとのとの共同共同共同共同機機機機関関関関であであであであるるるる日本日本日本日本デーデーデーデー組織委員会組織委員会組織委員会組織委員会////SteuerungskreisSteuerungskreisSteuerungskreisSteuerungskreisのののの下下下下にににに、、、、日本日本日本日本デーデーデーデー文文文文化化化化        委員会委員会委員会委員会////FFFFAAAAKKKK    KulturKulturKulturKultur（（（（文文文文化市化市化市化市民民民民交流祭交流祭交流祭交流祭担担担担当当当当）、）、）、）、日本日本日本日本デーデーデーデー経済委員会経済委員会経済委員会経済委員会////FFFFAAAAKKKK W W W Wirtschaftirtschaftirtschaftirtschaft（（（（経済経済経済経済        シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム担担担担当当当当）、）、）、）、日本日本日本日本デーデーデーデー予算委員会予算委員会予算委員会予算委員会////FFFFAAAAKKKK    FinanzFinanzFinanzFinanz（（（（財政財政財政財政担担担担当当当当））））があがあがあがありりりり、、、、そのそのそのその全全全全てにてにてにてに関関関関        与与与与    ・・・・    日本日本日本日本側側側側スポンサースポンサースポンサースポンサー募集作募集作募集作募集作業業業業（（（（会員企業会員企業会員企業会員企業をををを中心中心中心中心にににに））））    ・・・・    ““““日本日本日本日本デーデーデーデー特別会特別会特別会特別会費費費費””””のののの徴収徴収徴収徴収（（（（２００７２００７２００７２００７年年年年よりよりよりより）：）：）：）：NNNNRWRWRWRW 州内会員州内会員州内会員州内会員よりよりよりより下下下下半期半期半期半期会会会会費徴収費徴収費徴収費徴収時時時時（（（（９９９９月月月月））））        にににに一一一一律律律律１００１００１００１００ユユユユーローローローロをををを徴収徴収徴収徴収（（（（計計計計３４６００３４６００３４６００３４６００ユユユユーローローローロ////３４３４３４３４６６６６会員会員会員会員））））、、、、３５０００３５０００３５０００３５０００ユユユユーローローローロをををを分担金分担金分担金分担金としてとしてとしてとして        日本日本日本日本デーデーデーデー協会協会協会協会へへへへ支払支払支払支払いいいい        
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・・・・    ２００９２００９２００９２００９年検討年検討年検討年検討・・・・反省反省反省反省会会会会（（（（７７７７月月月月９９９９日日日日））））    ・・・・    ２０１０２０１０２０１０２０１０年開催年開催年開催年開催（（（（５５５５月月月月１９１９１９１９日日日日    経済会議経済会議経済会議経済会議、、、、５５５５月月月月２９２９２９２９日日日日    文文文文化化化化････市市市市民民民民交流祭予定交流祭予定交流祭予定交流祭予定））））のののの準備準備準備準備：：：：１０１０１０１０月月月月からからからから        各委員会各委員会各委員会各委員会ススススタタタタートートートート。。。。        （（（（３３３３））））    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの日独交流日独交流日独交流日独交流１５０１５０１５０１５０周周周周年記年記年記年記念念念念行事関係行事関係行事関係行事関係    ・・・・    ２０１１２０１１２０１１２０１１年委員会年委員会年委員会年委員会設置設置設置設置：：：：２２２２副会頭副会頭副会頭副会頭をををを正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長とするとするとするとする    ・・・・    事事事事前打前打前打前打合合合合せせせせ（（（（８８８８月月月月７７７７日日日日））））    ・・・・    活動内容活動内容活動内容活動内容にににについついついついてててて会合会合会合会合（（（（８８８８月月月月１４１４１４１４日日日日））））    ・・・・    第第第第１１１１回回回回委員会開催委員会開催委員会開催委員会開催（（（（１２１２１２１２月月月月７７７７日日日日））））        （（（（４４４４））））    日独租税条約改正関係日独租税条約改正関係日独租税条約改正関係日独租税条約改正関係    ・・・・    改正改正改正改正要望要望要望要望事事事事項項項項にににについついついついてててて総総総総領領領領事事事事及及及及びびびび税務税務税務税務特別特別特別特別委員委員委員委員とととと協議協議協議協議（（（（１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日））））    ・・・・    「「「「日独租税条約日独租税条約日独租税条約日独租税条約改正改正改正改正にににに向向向向けたけたけたけた要望要望要望要望事事事事項項項項」」」」書簡書簡書簡書簡をををを総総総総領領領領事事事事宛宛宛宛にににに出状出状出状出状（（（（１０１０１０１０月月月月２７２７２７２７日日日日））））    ・・・・    NNNNRWRWRWRW 経済経済経済経済省省省省 Dr.Dr.Dr.Dr. B B B Baganzaganzaganzaganz事務事務事務事務次官次官次官次官とととと協議協議協議協議（（（（１１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日））））        （（（（５５５５））））        ｢｢｢｢日本人会報日本人会報日本人会報日本人会報｣｣｣｣（（（（発発発発行行行行責責責責任者任者任者任者：：：：日本日本日本日本クラブクラブクラブクラブ））））刊刊刊刊行行行行へのへのへのへの協力協力協力協力        経経経経費費費費のののの分担分担分担分担、、、、編編編編集集集集委員会委員会委員会委員会出席出席出席出席、、、、「「「「日本商工会議所日本商工会議所日本商工会議所日本商工会議所」」」」欄欄欄欄へへへへのののの記事記事記事記事執筆執筆執筆執筆        ２． ドイツ側関係機関との連携  （（（（１１１１））））    ドイツドイツドイツドイツ側機側機側機側機関関関関ととととのののの会議会議会議会議、、、、行事行事行事行事へのへのへのへの共催共催共催共催････協力協力協力協力・・・・参参参参加加加加：：：：        ＮＲＷＮＲＷＮＲＷＮＲＷ州政州政州政州政府府府府、、、、デデデデュッュッュッュッセルドルフセルドルフセルドルフセルドルフ市市市市、、、、メメメメッッッッセセセセ・・・・デデデデュッュッュッュッセルドルフセルドルフセルドルフセルドルフ、、、、デデデデュッュッュッュッセルドルフセルドルフセルドルフセルドルフ商工会議商工会議商工会議商工会議        所所所所、、、、デデデデュッュッュッュッセルドルフセルドルフセルドルフセルドルフ工業工業工業工業倶楽倶楽倶楽倶楽部部部部、、、、デデデデュッュッュッュッセルドルフセルドルフセルドルフセルドルフ外外外外人人人人局局局局、、、、NNNNRWRWRWRW 州経済州経済州経済州経済振興公振興公振興公振興公社社社社、、、、日日日日        独産業協力独産業協力独産業協力独産業協力推推推推進委員会進委員会進委員会進委員会(D(D(D(DJWJWJWJW))))、、、、ニニニニーーーーダダダダーーーーララララインインインイン独独独独日協会日協会日協会日協会、、、、在在在在日日日日ドイツドイツドイツドイツ商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所、、、、NNNNRWRWRWRW            JJJJapanapanapanapan    KKKKKKKKなどなどなどなど。。。。        a)a)a)a)    州州州州・・・・市関係市関係市関係市関係    ・・・・    デデデデュッュッュッュッセセセセルドルフルドルフルドルフルドルフ外外外外人人人人局局局局ととととミーミーミーミーティティティティンンンンググググ：：：：VISVISVISVISAAAA 取取取取得得得得関係関係関係関係（（（（１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日））））    ・・・・    州州州州・・・・市市市市とのとのとのとの定例会議定例会議定例会議定例会議／／／／AAAArbeitskreisrbeitskreisrbeitskreisrbeitskreis J J J Japanapanapanapan：：：：日本関係日本関係日本関係日本関係のののの諸諸諸諸行事行事行事行事及及及及びびびびテテテテーマーマーマーマにににに関関関関するするするする定例会定例会定例会定例会        議議議議（（（（１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日））））    ・・・・    ククククレーフェルトレーフェルトレーフェルトレーフェルト市市市市によるによるによるによる河河河河合合合合楽器製作楽器製作楽器製作楽器製作所所所所・・・・河河河河合合合合弘隆代表弘隆代表弘隆代表弘隆代表取取取取締役締役締役締役社長社長社長社長へのへのへのへの栄誉賞叙勲式栄誉賞叙勲式栄誉賞叙勲式栄誉賞叙勲式：：：：        JJJJIIIIHHHHKKKK会頭会頭会頭会頭、、、、JCJCJCJC 会長会長会長会長出席出席出席出席（（（（４４４４月月月月３３３３日日日日））））    ・・・・    NNNNRWRWRWRW 経済経済経済経済省省省省 Dr.Dr.Dr.Dr. B B B Baganzaganzaganzaganz    事務事務事務事務次官次官次官次官にににに新任新任新任新任挨拶挨拶挨拶挨拶：：：：JJJJIIIIHHHHKKKK会頭会頭会頭会頭、、、、JCJCJCJC 会長会長会長会長、、、、JJJJIIIIHHHHKKKK事務総長事務総長事務総長事務総長（（（（５５５５月月月月        １４１４１４１４日日日日））））    ・・・・    NNNNRWRWRWRW.INV.INV.INV.INVEEEESSSSTTTT（（（（州経済州経済州経済州経済振興公振興公振興公振興公社社社社））））によるによるによるによる高砂香料高砂香料高砂香料高砂香料工業工業工業工業へのへのへのへの NNNNRWRWRWRW.INV.INV.INV.INVEEEESSSST T T T 2009200920092009 賞賞賞賞（（（（投投投投資資資資拡拡拡拡            大大大大部門部門部門部門））））のののの授賞式授賞式授賞式授賞式：：：：会頭会頭会頭会頭出席出席出席出席（（（（６６６６月月月月２３２３２３２３日日日日））））    ・・・・    デデデデュッュッュッュッセセセセルドルフルドルフルドルフルドルフ市長市長市長市長・・・・市幹部市幹部市幹部市幹部とととと総総総総領領領領事事事事・・・・日本日本日本日本側側側側三団体代表三団体代表三団体代表三団体代表者者者者とのとのとのとの定例会合定例会合定例会合定例会合「「「「４４４４＋＋＋＋４４４４」」」」（（（（７７７７月月月月２２２２        ３３３３日日日日））））    ・・・・    州州州州経済経済経済経済エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー省次官省次官省次官省次官とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談会会会会：：：：日本日本日本日本側側側側、、、、州州州州、、、、市市市市、、、、IIIIHHHHKKKK（（（（８８８８月月月月２５２５２５２５日日日日））））    ・・・・    州州州州・・・・市市市市側側側側とととと日本関連日本関連日本関連日本関連団体団体団体団体ネネネネッッッットワートワートワートワークククク強強強強化対応化対応化対応化対応策策策策にににについついついついてててて打打打打合合合合せせせせ（（（（１０１０１０１０月月月月７７７７日日日日、、、、１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日））））    ・・・・    市市市市からからからから「「「「ImmermannstrasseImmermannstrasseImmermannstrasseImmermannstrasse をををを綺麗綺麗綺麗綺麗にするにするにするにするププププロジェロジェロジェロジェククククトトトト」」」」紹介紹介紹介紹介あああありりりり（（（（１２１２１２１２月月月月１１１１１１１１日日日日））））        b)b)b)b)    デデデデュッュッュッュッセルドルフセルドルフセルドルフセルドルフ商工会議所関係商工会議所関係商工会議所関係商工会議所関係    ・・・・    「「「「ジジジジャパャパャパャパンデスンデスンデスンデスクククク」」」」発発発発足足足足（（（（３３３３月月月月１２１２１２１２日日日日））））    ・・・・    Prof.Prof.Prof.Prof.    LLLLehnerehnerehnerehner会頭会頭会頭会頭にににに新任新任新任新任挨拶挨拶挨拶挨拶：：：：JJJJIIIIHHHHKKKK会頭会頭会頭会頭、、、、JCJCJCJC 会長会長会長会長（（（（３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日））））    ・・・・    連携事業連携事業連携事業連携事業打打打打合合合合せせせせ（（（（６６６６月月月月３３３３日日日日、、、、７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日、、、、１２１２１２１２月月月月７７７７日日日日））））    ・・・・    IIIIHHHHKKKK    DSSDDSSDDSSDDSSD主催主催主催主催「「「「国際国際国際国際販売販売販売販売代代代代理理理理店店店店デーデーデーデー」」」」にににに出出出出展展展展（（（（１１１１１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日））））        c)c)c)c)    そのそのそのその他他他他    ・・・・    DDDDJWJWJWJW とのとのとのとの連携連携連携連携協力事業協力事業協力事業協力事業にににについついついついてててて打打打打合合合合せせせせ（（（（３３３３月月月月９９９９日日日日、、、、９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日））））    ・・・・    HHHHannoannoannoannovvvverererer    MMMMesseesseesseesse「「「「日独経済日独経済日独経済日独経済フフフフォォォォーーーーララララムムムム」」」」にににに講講講講師師師師としてとしてとしてとして参参参参加加加加：：：：会頭会頭会頭会頭（（（（４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日））））    ・・・・    WWWWillichillichillichillich市長主催市長主催市長主催市長主催イイイイベベベベントントントントへのへのへのへの参参参参加加加加（（（（５５５５月月月月１６１６１６１６日日日日、、、、７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日））））    ・・・・    独日協会連合会独日協会連合会独日協会連合会独日協会連合会出席出席出席出席////フフフフラララランンンンククククフルトフルトフルトフルト開催開催開催開催（（（（５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日））））    



デュッセルドルフ日本商工会議所 4 

・・・・    DuisburDuisburDuisburDuisburgggg市市市市・・・・ザザザザワーワーワーワーララララントントントント市長市長市長市長面面面面談談談談（（（（６６６６月月月月８８８８日日日日））））    ・・・・    インインインインダダダダストリーストリーストリーストリークラブクラブクラブクラブととととのののの連携連携連携連携にににについついついついてててて協議協議協議協議（（（（６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日））））    ・・・・    HHHHubbelsrathubbelsrathubbelsrathubbelsrath    InternationalInternationalInternationalInternational    GolfGolfGolfGolf T T T Teameameameam C C C Cupupupupにににに当会議所当会議所当会議所当会議所チチチチームームームームのののの参参参参加加加加（（（（６６６６月月月月２７２７２７２７日日日日））））    ・・・・    MMMMesseesseesseesse    DDDDüüüüsseldorfsseldorfsseldorfsseldorf J J J Japapapapanananan    LLLLtdtdtdtd とととと打打打打ちちちち合合合合わわわわせせせせ（（（（１０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日））））        （（（（２２２２））））    日本日本日本日本奨奨奨奨学財学財学財学財団団団団（（（（StudienfondsStudienfondsStudienfondsStudienfonds））））：：：：市市市市とととと日本日本日本日本側側側側にてにてにてにて運営運営運営運営してしてしてしていいいいるるるる財財財財団団団団資資資資金金金金。。。。毎毎毎毎年年年年３３３３～～～～４４４４名名名名をををを日日日日            本本本本にににに派遣派遣派遣派遣しししし、、、、テテテテーーーーママママにににに従従従従いいいい東京都東京都東京都東京都やややや関係各所関係各所関係各所関係各所にてにてにてにて研修研修研修研修をををを行行行行うううう。。。。        ７７７７月月月月２３２３２３２３日日日日    財財財財団団団団のののの評評評評議会議会議会議会    ８８８８月月月月１９１９１９１９日日日日    派遣候補派遣候補派遣候補派遣候補者者者者とのとのとのとの面接面接面接面接        １０１０１０１０月月月月５５５５日日日日    日本日本日本日本研修旅研修旅研修旅研修旅行行行行打打打打合合合合せせせせ    １１１１１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日    事事事事後後後後報告会報告会報告会報告会        ３．その他対外関係機関との連携  （（（（１１１１））））    大大大大学学学学・・・・学学学学校校校校関係関係関係関係へのへのへのへの協力協力協力協力    ・・・・    立立立立命命命命館大館大館大館大学学学学 Prof.Prof.Prof.Prof.    SchlunzeSchlunzeSchlunzeSchlunze他他他他来訪来訪来訪来訪：：：：協力事業協力事業協力事業協力事業打打打打ちちちち合合合合わわわわせせせせ（（（（１１１１月月月月５５５５日日日日））））    ・・・・    DuisburgDuisburgDuisburgDuisburg 大大大大学日本学日本学日本学日本語科語科語科語科学学学学生生生生７７７７名及名及名及名及びびびび講講講講師師師師とととと懇談懇談懇談懇談会会会会：：：：日本企業日本企業日本企業日本企業にににについついついついてててて説明説明説明説明（（（（１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日））））    ・・・・    来来来来独独独独南山南山南山南山大大大大学学学学学学学学生生生生（（（（２０２０２０２０人人人人））））へのへのへのへのセミナーセミナーセミナーセミナー開催開催開催開催（（（（３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日））））    ・・・・    ラララライデンイデンイデンイデン大大大大学学学学のののの１７１７１７１７名名名名のののの学学学学生生生生にににに対対対対するするするする日本企業日本企業日本企業日本企業によるによるによるによる説明説明説明説明会会会会（（（（３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日））））    ・・・・    アーアーアーアーヘヘヘヘンンンン工工工工科科科科大大大大学学学学・・・・Prof.Prof.Prof.Prof. B B B Büüüüchschschschs とととと会合会合会合会合：：：：在在在在独日本企業独日本企業独日本企業独日本企業とととと同同同同大大大大学学学学とのとのとのとの連携連携連携連携のののの可能性可能性可能性可能性にににについついついついてててて（（（（５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日））））        ・・・・    DuisburgDuisburgDuisburgDuisburg 大大大大学学学学学学学学生生生生のののの日本企業対日本企業対日本企業対日本企業対象象象象インインインインタタタタビビビビュュュューーーー（（（（人事人事人事人事マネージメントマネージメントマネージメントマネージメント））））実施実施実施実施：：：：協力企業協力企業協力企業協力企業／／／／三三三三            井物井物井物井物産産産産、、、、富士富士富士富士フイルムフイルムフイルムフイルム、、、、三三三三井井井井化学等化学等化学等化学等（（（（６６６６月月月月よりよりよりより暫暫暫暫時時時時））））        ・・・・    デデデデュッュッュッュッセルドルフセルドルフセルドルフセルドルフ大大大大学学学学とととと日本企業日本企業日本企業日本企業のののの協力関係協力関係協力関係協力関係ににににつつつついいいいてててて会合会合会合会合：：：：会議所会議所会議所会議所・・・・クラクラクラクラブブブブ代表代表代表代表参参参参加加加加（（（（６６６６月月月月１１１１            ６６６６日日日日））））        ・・・・    DuisburgDuisburgDuisburgDuisburg    大大大大学学学学東東東東アジアアジアアジアアジア経済学経済学経済学経済学科科科科のののの学学学学生生生生３５３５３５３５人人人人にににに対対対対してしてしてして当当当当所所所所活動活動活動活動をををを説明説明説明説明（（（（８８８８月月月月４４４４日日日日））））        ・・・・    中中中中央央央央大大大大学学学学のののの米津教米津教米津教米津教授授授授、、、、伊藤教伊藤教伊藤教伊藤教授授授授、、、、法法法法律律律律部学部学部学部学生生生生５５５５人人人人来訪来訪来訪来訪（（（（９９９９月月月月３３３３日日日日））））        ・・・・    東京東京東京東京大大大大学学学学・・・・黒黒黒黒田田田田准教准教准教准教授授授授、、、、慶應義塾慶應義塾慶應義塾慶應義塾大大大大学学学学・・・・山山山山本本本本勲勲勲勲准教准教准教准教授授授授：：：：日独日独日独日独労働労働労働労働市場市場市場市場、、、、企業企業企業企業のののの労労労労務務務務・・・・休暇休暇休暇休暇            等等等等にににについついついついててててインインインインタタタタビビビビュュュューーーー（（（（９９９９月月月月２８２８２８２８日日日日））））        ・・・・    St.GeorgeSt.GeorgeSt.GeorgeSt.George''''ssss    SchoolSchoolSchoolSchool    DuisburgDuisburgDuisburgDuisburg    高校高校高校高校生生生生にににに当所活動当所活動当所活動当所活動ののののププププレレレレゼゼゼゼンンンンテテテテーシーシーシーショョョョンンンン（（（（１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日））））        ・・・・    デデデデュッュッュッュッセルドルフセルドルフセルドルフセルドルフ大大大大学学学学とととと BBBBusinessusinessusinessusiness    SchSchSchSchoolooloolool コンセコンセコンセコンセププププトトトトにににについついついついてててて協議協議協議協議（（（（１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日））））        （（（（２２２２））））    ププププレスレスレスレス関係関係関係関係        ・・・・    読読読読売売売売新新新新聞聞聞聞（（（（LLLLondonondonondonondon））））とのとのとのとの協議協議協議協議（（（（１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日））））        ・・・・    WWWWirtschaftsblattirtschaftsblattirtschaftsblattirtschaftsblattへのへのへのへの取取取取材材材材協力協力協力協力（（（（５５５５月月月月７７７７日日日日））））        （（（（３３３３））））    在在在在欧日本商工会議所連欧日本商工会議所連欧日本商工会議所連欧日本商工会議所連絡絡絡絡会議会議会議会議出席出席出席出席（（（（於於於於・・・・イイイイタタタタリアリアリアリア・・・・ミミミミララララノノノノ、、、、６６６６月月月月１８１８１８１８～～～～１９１９１９１９日日日日））））        （（（（４４４４））））    各各各各日独日独日独日独機機機機関関関関ののののアンケートアンケートアンケートアンケート等実施等実施等実施等実施にににに協力協力協力協力        ４．一般への情報提供・広報活動・協力  （（（（１１１１））））    ホホホホームページームページームページームページ((((会員専会員専会員専会員専用用用用ページページページページ以以以以外外外外のののの部部部部分分分分))))によるによるによるによる一一一一般般般般へのへのへのへの情報情報情報情報・・・・デーデーデーデータタタタ提供提供提供提供    （（（（２２２２））））    問合問合問合問合せせせせ案案案案件件件件のののの処処処処理理理理（（（（企業情報企業情報企業情報企業情報、、、、経済経済経済経済統統統統計計計計・・・・産業動産業動産業動産業動向向向向デーデーデーデータタタタ、、、、労労労労使使使使交交交交渉渉渉渉結結結結果果果果などのなどのなどのなどの提供提供提供提供））））    （（（（３３３３））））    会議所活動会議所活動会議所活動会議所活動のののの紹介紹介紹介紹介（（（（日本日本日本日本・・・・ドイツドイツドイツドイツ他他他他のののの来訪来訪来訪来訪者者者者へのへのへのへの対応対応対応対応））））    （（（（４４４４））））    ＮＲＷＮＲＷＮＲＷＮＲＷ州州州州・・・・デデデデュッュッュッュッセルドルフセルドルフセルドルフセルドルフ地地地地域域域域のののの StandortStandortStandortStandort（（（（企業企業企業企業立立立立地環境地環境地環境地環境））））事情事情事情事情のののの説明説明説明説明    （（（（５５５５））））    日独協力事業日独協力事業日独協力事業日独協力事業・・・・活動活動活動活動へのへのへのへの支援支援支援支援    （（（（６６６６））））    ププププレスレスレスレス関係者関係者関係者関係者へのへのへのへの対応対応対応対応        
Ⅲ．事務局業務関係     （（（（１１１１））））    年年年年初初初初にににに新事務総長新事務総長新事務総長新事務総長・・・・柚岡柚岡柚岡柚岡一一一一明氏明氏明氏明氏がががが着着着着任任任任。。。。前前前前事務総長事務総長事務総長事務総長・・・・則満氏則満氏則満氏則満氏からからからからのののの引引引引継継継継ぎぎぎぎがががが２２２２月月月月末末末末ままままでででで行行行行われわれわれわれたたたた。。。。    （（（（２２２２））））    ０８０８０８０８年年年年初初初初めよりめよりめよりめより育育育育児児児児休暇休暇休暇休暇者者者者およおよおよおよびびびび病欠病欠病欠病欠者者者者があがあがあがありりりり、、、、事務員事務員事務員事務員３３３３人人人人体体体体制制制制でででで遂遂遂遂行行行行してしてしてしていいいいたたたたがががが、、、、今今今今年度年度年度年度        （（（（０９０９０９０９年年年年））））２２２２月月月月にににに１１１１名名名名のののの復帰復帰復帰復帰があがあがあがありりりり、、、、週週週週２２２２日日日日ののののパパパパートートートートタタタタイムイムイムイム業務業務業務業務をををを担担担担当当当当。。。。    


