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２００８年度事業活動報告  
《はじめに》     当年度当年度当年度当年度もももも、、、、当会議所当会議所当会議所当会議所定款記載定款記載定款記載定款記載のののの２２２２つのつのつのつの目的目的目的目的であるであるであるである『『『『会員会員会員会員サービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上』、『』、『』、『』、『日独関係日独関係日独関係日独関係のののの発展発展発展発展とととと親親親親善善善善のののの促進促進促進促進』』』』にににに即即即即しししし、、、、年度初年度初年度初年度初めにめにめにめに方針方針方針方針としてとしてとしてとして『『『『セミナーセミナーセミナーセミナーとととと会報会報会報会報のののの充実充実充実充実』、『』、『』、『』、『市市市市やややや州州州州とのとのとのとの連携連携連携連携：：：：日本日本日本日本デーデーデーデーへのへのへのへの企業参加企業参加企業参加企業参加』、『』、『』、『』、『諸諸諸諸大学大学大学大学とのとのとのとの交流交流交流交流』』』』、『、『、『、『紹介紹介紹介紹介パンフパンフパンフパンフのののの作成作成作成作成』』』』等等等等をををを挙挙挙挙げげげげ、、、、具体的具体的具体的具体的にににに検討組織検討組織検討組織検討組織をををを設置設置設置設置しししし、、、、都度都度都度都度施策施策施策施策をををを立立立立てててて、、、、内外内外内外内外のののの関係各部局関係各部局関係各部局関係各部局のののの協力得協力得協力得協力得ながらながらながらながら活動活動活動活動をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた。。。。主要主要主要主要なななな項目項目項目項目はははは、、、、次次次次のののの通通通通りりりり。。。。     （（（（１１１１））））≪≪≪≪会報会報会報会報≫≫≫≫        年初年初年初年初にににに編集委員会編集委員会編集委員会編集委員会をををを設置設置設置設置しししし、、、、まずはまずはまずはまずは３３３３月号月号月号月号からからからから内容内容内容内容のののの充実化充実化充実化充実化（（（（外部外部外部外部ののののライターライターライターライターややややリサーチリサーチリサーチリサーチ会社会社会社会社へのへのへのへの記事委託記事委託記事委託記事委託、、、、各各各各部会部会部会部会によるによるによるによる持持持持ちちちち回回回回りでのりでのりでのりでの業界業界業界業界レポートレポートレポートレポート執筆執筆執筆執筆などなどなどなど））））をををを図図図図りりりり、、、、更更更更にににに７７７７月号月号月号月号からからからからははははカラカラカラカラーーーー冊子化冊子化冊子化冊子化（（（（１６１６１６１６ページページページページ））））をををを実施実施実施実施。。。。並行並行並行並行してしてしてして、、、、従来従来従来従来からのからのからのからの WEBWEBWEBWEB 版版版版（（（（オンラインオンラインオンラインオンライン配信配信配信配信実施実施実施実施及及及及びびびびデータデータデータデータ検索機能提供検索機能提供検索機能提供検索機能提供））））におけるにおけるにおけるにおける情報情報情報情報のののの充実充実充実充実をををを図図図図っているっているっているっている。。。。総総総総費用費用費用費用はははは見直見直見直見直しししし予算枠内予算枠内予算枠内予算枠内：：：：3,43,43,43,4万万万万ユーロユーロユーロユーロ。。。。        （（（（２２２２））））≪≪≪≪デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ紹介紹介紹介紹介パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット≫≫≫≫        市市市市やややや州州州州もももも入入入入れれれれ担当者担当者担当者担当者のののの作業部会作業部会作業部会作業部会をををを設置設置設置設置しししし、、、、資料収集資料収集資料収集資料収集とととと編集編集編集編集にににに当当当当たりたりたりたり１０１０１０１０月末月末月末月末刊行刊行刊行刊行したしたしたした。。。。当地当地当地当地とととと東京東京東京東京にてにてにてにて配布配布配布配布しししし、、、、当地当地当地当地へのへのへのへの日系企業誘致及日系企業誘致及日系企業誘致及日系企業誘致及びびびび欧州拠点機能拡大欧州拠点機能拡大欧州拠点機能拡大欧州拠点機能拡大をををを会員内外会員内外会員内外会員内外にににに広広広広くくくく呼呼呼呼びびびび掛掛掛掛けけけけているているているている。。。。要望要望要望要望にににに応応応応じじじじ増刷増刷増刷増刷・・・・改定版発行改定版発行改定版発行改定版発行もももも検討検討検討検討中中中中。。。。総費用総費用総費用総費用はははは 1,61,61,61,6 万万万万ユーロユーロユーロユーロ、、、、市市市市とととと州州州州からからからから分担金分担金分担金分担金6000600060006000ユーロユーロユーロユーロ徴収徴収徴収徴収しししし、、、、これもこれもこれもこれも見直見直見直見直しししし予算予算予算予算枠枠枠枠内内内内。。。。        （（（（３３３３））））≪≪≪≪日本日本日本日本デーデーデーデー夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり：：：：企業参加企業参加企業参加企業参加≫≫≫≫        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設置設置設置設置しししし、、、、部会部会部会部会メンバーメンバーメンバーメンバー会社会社会社会社ののののボランティアボランティアボランティアボランティア６０６０６０６０名名名名招集願招集願招集願招集願いいいい、、、、６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））日日日日本本本本デーデーデーデーおおおお祭祭祭祭りりりり当日当日当日当日、、、、テントテントテントテント３３３３張張張張にてにてにてにてヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨー釣釣釣釣りりりり・・・・人形釣人形釣人形釣人形釣りりりり・・・・福引福引福引福引をををを行行行行ったったったった。。。。全全全全収収収収支支支支はははは、、、、日本日本日本日本デーデーデーデー協会協会協会協会のののの勘勘勘勘定定定定にてにてにてにて行行行行いいいい、、、、254254254254ユーロユーロユーロユーロのののの余剰余剰余剰余剰金金金金をををを同同同同協会協会協会協会にににに寄付寄付寄付寄付したしたしたした。。。。        （（（（４４４４））））≪≪≪≪独日独日独日独日ププププレスレスレスレス・・・・諸大学諸大学諸大学諸大学とのとのとのとの交流交流交流交流≫≫≫≫        日本日本日本日本側側側側ププププレスレスレスレスによるによるによるによる日本日本日本日本デーデーデーデー取材取材取材取材、、、、ドイドイドイドイツツツツ側側側側ププププレスレスレスレス陣陣陣陣とのとのとのとの懇懇懇懇親会親会親会親会（（（（１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日）、）、）、）、更更更更ににににデュッセルデュッセルデュッセルデュッセルドルフドルフドルフドルフ大学大学大学大学・・・・ハハハハレレレレ大学大学大学大学などのなどのなどのなどの日本学日本学日本学日本学科科科科、、、、立立立立命館命館命館命館大学大学大学大学などとのなどとのなどとのなどとの交流交流交流交流。。。。日独日独日独日独夫夫夫夫々々々々ののののププププレスレスレスレスとととと若若若若いいいい世世世世代代代代にににに対対対対してしてしてして、、、、当地企業当地企業当地企業当地企業レレレレベベベベルルルルのののの日独交流促進日独交流促進日独交流促進日独交流促進のののの現場現場現場現場をををを紹介紹介紹介紹介したしたしたしたがががが、、、、当地日独交流当地日独交流当地日独交流当地日独交流をををを将将将将来的来的来的来的にににに持持持持続続続続させさせさせさせるるるる意味意味意味意味でもでもでもでも重重重重要要要要とととと思思思思うううう。。。。        上記上記上記上記のののの内内内内、、、、特特特特にににに（（（（３３３３））））とととと（（（（４４４４））））のののの活動活動活動活動においてにおいてにおいてにおいて総総総総領領領領事事事事館館館館のののの絶絶絶絶大大大大ななななごごごご支援支援支援支援をををを頂頂頂頂いたいたいたいたことことことこと付言付言付言付言しおしおしおしおくくくく。。。。    またまたまたまた、（、（、（、（１１１１））））のののの部会部会部会部会によるによるによるによる会報会報会報会報寄稿寄稿寄稿寄稿及及及及びびびび（（（（３３３３））））のののの部会部会部会部会ごごごごとととと企業参加企業参加企業参加企業参加はははは、、、、当会議所当会議所当会議所当会議所部会活部会活部会活部会活性性性性化化化化をもをもをもをも目目目目指指指指    したものでしたものでしたものでしたものであるがあるがあるがあるが、、、、そそそそのののの目的目的目的目的もあるもあるもあるもある程程程程度度度度達達達達成成成成さささされているものとれているものとれているものとれているものと思思思思わわわわれるれるれるれる。。。。     なおなおなおなお会員会員会員会員数数数数についてはについてはについてはについては、、、、１１１１９９９９９９９９３３３３年年年年ババババブブブブルルルル崩壊崩壊崩壊崩壊以降以降以降以降のののの長長長長年年年年のののの減少傾減少傾減少傾減少傾向向向向がががが、、、、２０２０２０２０００００８８８８年度年度年度年度にににに入入入入りりりり底底底底をををを打打打打ったとったとったとったと思思思思わわわわれたれたれたれた。。。。たたたただだだだしししし、、、、９９９９月月月月のののの米国米国米国米国金金金金融恐慌融恐慌融恐慌融恐慌にににに端端端端をををを発発発発したしたしたした世世世世界界界界経済経済経済経済のののの先先先先行行行行きききき不透明感不透明感不透明感不透明感によりによりによりにより、、、、今今今今後後後後のののの推移推移推移推移についてはについてはについてはについては楽観楽観楽観楽観をををを許許許許ささささないないないない。。。。最近最近最近最近のののの会員会員会員会員数推移数推移数推移数推移についてはについてはについてはについては、、、、別紙別紙別紙別紙ををををごごごご参参参参照照照照。。。。            
Ⅰ．対会員活動 
 １． 総会・理事会の開催  ・・・・    定定定定例例例例会員総会会員総会会員総会会員総会    ２２２２月月月月８８８８日日日日：：：：正副正副正副正副会会会会長選任長選任長選任長選任、、、、２００７２００７２００７２００７年度年度年度年度決決決決算算算算・・・・２００２００２００２００８８８８年度予算年度予算年度予算年度予算承認承認承認承認、、、、他他他他    ・・・・    理理理理事会事会事会事会    ２２２２月月月月８８８８日日日日、、、、９９９９月月月月１１１１９９９９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報報報告告告告・・・・方針方針方針方針確認確認確認確認、、、、人事人事人事人事異異異異動動動動などなどなどなど    ・・・・    正副正副正副正副会会会会頭頭頭頭会議会議会議会議    １１１１月月月月１１１１８８８８日日日日、、、、２２２２月月月月８８８８日日日日、、、、５５５５月月月月１３１３１３１３日日日日、、、、６６６６月月月月２４２４２４２４日日日日、、、、８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日、、、、９９９９月月月月１１１１９９９９日日日日、、、、１１１１１１１１月月月月１１１１            ８８８８日日日日：：：：    理理理理事会事会事会事会のののの委委委委嘱嘱嘱嘱をををを受受受受けけけけ、、、、適宜適宜適宜適宜そそそそののの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・・・・決決決決定定定定すすすするるるる。。。。            例例例例、、、、日本日本日本日本デーデーデーデーなどなどなどなど                    
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    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１１１１８８８８日日日日：：：：年年年年間間間間セミナーセミナーセミナーセミナーのののの日日日日程程程程、、、、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検討検討検討他他他他。。。。    ・・・・    主主主主催催催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        年年年年間間間間合計合計合計合計１２１２１２１２回回回回。。。。詳細詳細詳細詳細はははは添付添付添付添付をををを参参参参照照照照。。。。    ・・・・    「「「「会報会報会報会報」」」」へへへへセミナーセミナーセミナーセミナー・・・・ササササママママリーリーリーリーをををを掲掲掲掲載載載載：：：：７７７７月号月号月号月号以降以降以降以降はははは WEBWEBWEBWEB版版版版へへへへ。。。。添付添付添付添付をををを参参参参照照照照。。。。    ・・・・    法務法務法務法務委員会委員会委員会委員会：：：：        「「「「一般労働一般労働一般労働一般労働協協協協約約約約((((貿易貿易貿易貿易及及及及びびびび商商商商事事事事卸卸卸卸行関係行関係行関係行関係／／／／NRWNRWNRWNRW州州州州))))」」」」改改改改訂訂訂訂（（（（１０１０１０１０月月月月））））        「「「「ドイドイドイドイツツツツにおけるにおけるにおけるにおける現現現現地地地地法法法法人人人人（（（（GmbHGmbHGmbHGmbH））））設立設立設立設立のののの手手手手引引引引きききき」」」」改改改改訂訂訂訂((((１２１２１２１２月月月月))))    ・・・・    税務税務税務税務委員会委員会委員会委員会：：：：        日独日独日独日独租税条約租税条約租税条約租税条約にににに関関関関すすすするるるる大大大大使館使館使館使館とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談会会会会：：：：将将将将来来来来のののの条約条約条約条約改定改定改定改定作業作業作業作業へのおへのおへのおへのお願願願願いいいい（（（（２２２２月月月月１３１３１３１３日日日日））））        会員企業会員企業会員企業会員企業対象対象対象対象「「「「税務問題税務問題税務問題税務問題アンアンアンアンケケケケートートートート」」」」実施実施実施実施（（（（１２１２１２１２月月月月））））        （（（（２２２２））））    化学化学化学化学品品品品部会部会部会部会（（（（含含含含、、、、関連行事関連行事関連行事関連行事））））    ・・・・    １１１１月月月月２２２２２２２２日日日日        総会総会総会総会    ・・・・    ２２２２月月月月１１１１９９９９日日日日        日化協主日化協主日化協主日化協主催催催催 REACHREACHREACHREACH説明説明説明説明会会会会（（（（共催共催共催共催））））    ・・・・    ４４４４月月月月１１１１８８８８日日日日        セミナーセミナーセミナーセミナー((((全全全全会員企業会員企業会員企業会員企業対象対象対象対象))))「「「「REACHREACHREACHREACH制制制制度度度度ののののビジビジビジビジネネネネスインパスインパスインパスインパククククトトトトとととと当当当当面面面面のののの対対対対応応応応」」」」            （（（（添付添付添付添付をををを参参参参照照照照））））    ・・・・    ７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日        REACH REACH REACH REACH セミナーセミナーセミナーセミナー（（（（日化協日化協日化協日化協ととととＪＩＨＫＪＩＨＫＪＩＨＫＪＩＨＫ化学化学化学化学品品品品部会部会部会部会））））    ・・・・    １１１１１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日    日本化学協会日本化学協会日本化学協会日本化学協会・・・・総会総会総会総会、、、、REACHREACHREACHREACH研究研究研究研究会会会会。。。。そそそそのののの他他他他：：：：ゴゴゴゴルフルフルフルフココココンペンペンペンペ        （（（（３３３３））））    基盤強基盤強基盤強基盤強化検討会議化検討会議化検討会議化検討会議（（（（１１１１月月月月１１１１８８８８日日日日））））：：：：将将将将来来来来のののの新新新新独日独日独日独日センターセンターセンターセンター構想構想構想構想のののの検討検討検討検討準備準備準備準備などなどなどなど        ３． セミナー・講演会の開催 （両委員会関係の上記記載分は除く）  ・・・・    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をををを開催開催開催開催（（（（添付添付添付添付をををを参参参参照照照照））））    ・・・・    ジジジジェェェェトロトロトロトロ・・・・セミナーセミナーセミナーセミナーへのへのへのへの共催共催共催共催及及及及びびびび後援後援後援後援（（（（中欧中欧中欧中欧・・・・東欧東欧東欧東欧・・・・ロロロロシシシシアアアア・・・・バルトバルトバルトバルト３３３３国国国国等等等等へのへのへのへの投投投投資資資資セミナーセミナーセミナーセミナー））））    ・・・・    関係関係関係関係団団団団体体体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（（（（DJWDJWDJWDJW、、、、日欧日欧日欧日欧産産産産業協力業協力業協力業協力センターセンターセンターセンター他他他他））））        ４． 情報の提供  （（（（１１１１））））    「「「「会報会報会報会報」」」」のののの発行発行発行発行((((添付添付添付添付をををを参参参参照照照照))))とととと見直見直見直見直しししし（（（（詳細詳細詳細詳細はははは上記上記上記上記））））        （（（（２２２２））））    「「「「２００２００２００２００８８８８年年年年会員名会員名会員名会員名簿簿簿簿」」」」（（（（1111月月月月現在現在現在現在））））のののの発行発行発行発行（（（（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アンアンアンケケケケートートートートにににに基基基基づづづづくくくく））））        （（（（３３３３））））    デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ市紹介市紹介市紹介市紹介ププププロジロジロジロジェクェクェクェクトトトト：：：：「「「「新新新新しいしいしいしい欧州欧州欧州欧州ののののビジビジビジビジネネネネスセンタースセンタースセンタースセンター    デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ」」」」詳細詳細詳細詳細はははは上記上記上記上記。。。。１１１１月月月月２２２２９９９９日日日日：：：：第第第第１１１１回回回回ミーティンミーティンミーティンミーティンググググででででスタートスタートスタートスタートしししし、、、、１０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日日日日：：：：完完完完成成成成。。。。        （（（（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    ・・・・    在在在在欧欧欧欧････在在在在独日系企業独日系企業独日系企業独日系企業統計統計統計統計    ・・・・    入入入入退退退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とととと仲仲仲仲介介介介    ・・・・    求職求職求職求職（（（（個個個個人人人人からからからから））））情報情報情報情報・・・・求求求求人人人人（（（（企業企業企業企業からからからから））））情報情報情報情報：：：：        ----    延延延延べべべべ５５５５３３３３９９９９名名名名（（（（実実実実数数数数３３３３９９９９９９９９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掲掲掲載載載載、、、、            ３４０３４０３４０３４０社社社社（（（（問合問合問合問合せせせせ件数件数件数件数：：：：１３０１３０１３０１３０９９９９件件件件））））へへへへ情報提供情報提供情報提供情報提供        ----    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逐逐逐次提供次提供次提供次提供    ・・・・    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：：：：データデータデータデータのののの逐逐逐逐次更次更次更次更新新新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のからのからのからの照照照照会会会会へのへのへのへの対対対対応応応応        （（（（６６６６））））    ホホホホーーーームムムムページページページページ((((「「「「会報会報会報会報」」」」以以以以外外外外のののの部分部分部分部分))))によるによるによるによる情報情報情報情報・・・・データデータデータデータ提供提供提供提供        （（（（７７７７））））    会員企業会員企業会員企業会員企業からのからのからのから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対対対応応応応（（（（事事事事務務務務所所所所開開開開設設設設、、、、ココココンサルンサルンサルンサルタントタントタントタント紹介紹介紹介紹介、、、、ヴヴヴヴィィィィザザザ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３３３３３３３３件件件件    （（（（会員企業会員企業会員企業会員企業４４４４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団団団体体体体２２２２３３３３件件件件、、、、日本日本日本日本ククククララララブブブブ６６６６件件件件））））            
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Ⅱ．対外活動     １． 日独関係機関との連携  （（（（１１１１））））    日本日本日本日本側側側側各各各各機関機関機関機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加参加参加参加・・・・協力協力協力協力        大大大大使館使館使館使館、、、、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クククララララブブブブ、、、、日本人学日本人学日本人学日本人学校校校校、、、、ケケケケルンルンルン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、、、、ドイドイドイドイツツツツ内内内内他他他他        地地地地域域域域日本日本日本日本商工商工商工商工////法法法法人会人会人会人会、、、、在在在在欧各欧各欧各欧各国国国国日本日本日本日本商工商工商工商工会議所会議所会議所会議所、、、、日本日本日本日本経団経団経団経団連連連連、、、、日本日本日本日本商工商工商工商工会議所会議所会議所会議所、、、、東東東東        京京京京都都都都庁庁庁庁、、、、日日日日本本本本労働研究労働研究労働研究労働研究機機機機構構構構、、、、日独協会日独協会日独協会日独協会などなどなどなど            ・・・・    高野高野高野高野大大大大使使使使とととと当地日系企業当地日系企業当地日系企業当地日系企業幹幹幹幹部部部部とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談会会会会及及及及びびびび高野高野高野高野大大大大使使使使のののの講演講演講演講演会会会会（（（（工工工工業業業業倶楽倶楽倶楽倶楽部主部主部主部主催催催催・・・・            日本日本日本日本商工商工商工商工会議所会議所会議所会議所共催共催共催共催、、、、於於於於・・・・工工工工業業業業倶楽倶楽倶楽倶楽部部部部））））（（（（９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日））））        ・・・・大大大大使館使館使館使館とととと協議協議協議協議        ２２２２月月月月１３１３１３１３日日日日：：：：    日独日独日独日独租税条約租税条約租税条約租税条約にににに関関関関すすすするるるる意意意意見交見交見交見交換換換換会会会会（（（（条約条約条約条約担当担当担当担当にににに対対対対しししし当所当所当所当所のののの税務税務税務税務委員会委員会委員会委員会            よりよりよりより当地企業当地企業当地企業当地企業のののの持持持持つつつつ問題問題問題問題点点点点などなどなどなどにににに関関関関しししし陳陳陳陳情情情情・・・・おおおお願願願願いいいい））））        １０１０１０１０月月月月８８８８日日日日：：：：    参事参事参事参事官官官官とととと環境問題環境問題環境問題環境問題・・・・自由貿易自由貿易自由貿易自由貿易協定協定協定協定などなどなどなど懸案懸案懸案懸案のののの日欧日欧日欧日欧・・・・日独日独日独日独経済問題経済問題経済問題経済問題ににににつつつつ            きききき懇談懇談懇談懇談        ・・・・東京都東京都東京都東京都労使懇談労使懇談労使懇談労使懇談会会会会一一一一行行行行「「「「独日独日独日独日労働労働労働労働事情事情事情事情、、、、日系企業日系企業日系企業日系企業のののの問題意識問題意識問題意識問題意識などなどなどなど」」」」（（（（１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日））））        （（（（２２２２））））    ｢｢｢｢日本人会報日本人会報日本人会報日本人会報｣｣｣｣刊行刊行刊行刊行へのへのへのへの協力協力協力協力（（（（発行発行発行発行責任責任責任責任者者者者・・・・日本日本日本日本ククククララララブブブブへのへのへのへの協力協力協力協力、、、、刊行刊行刊行刊行経経経経費費費費のののの分担分担分担分担、、、、編集編集編集編集委員会委員会委員会委員会出席出席出席出席、、、、毎毎毎毎号号号号『『『『日本日本日本日本商工商工商工商工会議所会議所会議所会議所』』』』欄欄欄欄へへへへのののの記事執筆記事執筆記事執筆記事執筆））））        （（（（３３３３））））    日本日本日本日本デーデーデーデーへのへのへのへの協力協力協力協力：：：：詳細詳細詳細詳細はははは上上上上述述述述のとおりのとおりのとおりのとおり。。。。    ・・・・    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１４１４１４１４日日日日））））：：：：商工商工商工商工会議所会議所会議所会議所初初初初参加参加参加参加／／／／夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり夜店夜店夜店夜店実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会。。。。    ・・・・    経済経済経済経済シシシシンポジンポジンポジンポジウムウムウムウムはははは、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演者者者者のののの都都都都合合合合でででで中中中中止止止止。。。。２００２００２００２００９９９９年年年年にはにはにはには、、、、このこのこのこの反省反省反省反省でででで早期早期早期早期にににに準備準備準備準備スススス        タタタタートートートート。。。。    ・・・・    ““““日本日本日本日本デーデーデーデー特別特別特別特別会費会費会費会費””””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）：）：）：）：ＮＲＷＮＲＷＮＲＷＮＲＷ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半期下半期下半期下半期会費徴収会費徴収会費徴収会費徴収時時時時（（（（９９９９月月月月））））にににに一律一律一律一律１００１００１００１００ユーロユーロユーロユーロ追追追追加徴収加徴収加徴収加徴収（（（（計計計計３６３６３６３６８８８８００００００００ユーロユーロユーロユーロ）、）、）、）、内内内内３３３３５５５５００００００００００００ユーロユーロユーロユ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    ・・・・    ２００２００２００２００９９９９年年年年開催開催開催開催（（（（５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日    経済経済経済経済会議会議会議会議、、、、６６６６月月月月１３１３１３１３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スタートスタートスタートスタート：：：：        ２００２００２００２００８８８８年年年年反省反省反省反省会会会会（（（（９９９９月月月月５５５５日日日日））））、、、、２００２００２００２００９９９９年年初年年初年年初年年初からからからから実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会スタートスタートスタートスタート。。。。        （（（（４４４４））））    日本日本日本日本庭園庭園庭園庭園協会協会協会協会    ・・・・    日本人日本人日本人日本人庭師庭師庭師庭師２２２２名招名招名招名招聘聘聘聘。。。。NordNordNordNord----ParkParkParkPark内日本内日本内日本内日本庭園庭園庭園庭園のののの剪剪剪剪定作業定作業定作業定作業((((６６６６月月月月１７１７１７１７日日日日～～～～２７２７２７２７日日日日))))    ・・・・    残残残残余余余余金金金金僅僅僅僅少少少少となったためとなったためとなったためとなったため今後今後今後今後のののの選選選選定活動定活動定活動定活動をををを市市市市にににに委委委委嘱嘱嘱嘱しししし、、、、２００２００２００２００９９９９年度末年度末年度末年度末でのでのでのでの同同同同協会協会協会協会のののの解散解散解散解散        決決決決議議議議したしたしたした。。。。        （（（（５５５５））））    ドイドイドイドイツツツツ側側側側機関機関機関機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・・・・参加参加参加参加        ＮＲＷＮＲＷＮＲＷＮＲＷ州州州州政府政府政府政府、、、、デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ市市市市、、、、メッセメッセメッセメッセ・・・・デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ、、、、デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ商工商工商工商工会議会議会議会議        所所所所、、、、デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ工工工工業業業業倶楽倶楽倶楽倶楽部部部部、、、、デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ外人局外人局外人局外人局、、、、NRWNRWNRWNRW州州州州経済経済経済経済振興公振興公振興公振興公社社社社、、、、日日日日        独独独独産産産産業協力業協力業協力業協力推推推推進委員会進委員会進委員会進委員会(DJW)(DJW)(DJW)(DJW)、、、、ニニニニーーーーダダダダーラインーラインーラインーラ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ドイドイドイツツツツ商工商工商工商工会議所会議所会議所会議所、、、、NRWNRWNRWNRW            Japan KKJapan KKJapan KKJapan KKなどなどなどなど。。。。        ・・・・    長長長長年年年年にににに亘亘亘亘りりりり当地当地当地当地のののの日独交流日独交流日独交流日独交流にににに貢献貢献貢献貢献さささされたれたれたれた市市市市長長長長 ErwErwErwErwinininin氏氏氏氏がががが５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日逝去逝去逝去逝去さささされたれたれたれた。。。。秋秋秋秋のののの選選選選挙挙挙挙        でででで ElElElElbersbersbersbers氏氏氏氏がががが選任選任選任選任さささされれれれ、、、、前前前前市市市市長長長長方針方針方針方針をををを引引引引継継継継ぎぎぎぎ日独親善日独親善日独親善日独親善にににに努努努努力力力力さささされるとれるとれるとれると言明言明言明言明さささされたれたれたれた。。。。    ・・・・    デュッセデュッセデュッセデュッセルドルフルドルフルドルフルドルフ市市市市長長長長・・・・市市市市幹幹幹幹部部部部とととと総総総総領領領領事事事事・・・・三三三三団団団団体体体体代代代代表表表表者者者者とのとのとのとの定定定定例例例例会会会会合合合合「「「「４４４４＋＋＋＋４４４４」」」」（（（（４４４４月月月月２２２２９９９９日日日日））））    ・・・・    市市市市とのとのとのとの月月月月例例例例会議会議会議会議(Wednesday Meeting/Task Force)(Wednesday Meeting/Task Force)(Wednesday Meeting/Task Force)(Wednesday Meeting/Task Force)：：：：４４４４月月月月１１１１日日日日、、、、５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日、、、、６６６６月月月月１１１１８８８８日日日日、、、、７７７７月月月月１６１６１６１６        日日日日、、、、９９９９月月月月９９９９日日日日、、、、１０１０１０１０月月月月１１１１５５５５日日日日、、、、１２１２１２１２月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（独日独日独日独日双双双双方方方方のののの適時適時適時適時なななな意意意意見交見交見交見交換換換換会会会会をををを定定定定例例例例化化化化））））    ・・・・    日本関連行事検討作業部会日本関連行事検討作業部会日本関連行事検討作業部会日本関連行事検討作業部会ミーティンミーティンミーティンミーティンググググ（（（（NRW/INWNRW/INWNRW/INWNRW/INW社主社主社主社主宰宰宰宰）：）：）：）：２２２２月月月月１３１３１３１３日日日日、、、、９９９９月月月月２４２４２４２４日日日日    ・・・・    州州州州トートートートーベベベベンンンン経済経済経済経済大大大大臣臣臣臣とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談会会会会（（（（於於於於・・・・公邸公邸公邸公邸）：）：）：）：今今今今後後後後のののの日系企業誘致日系企業誘致日系企業誘致日系企業誘致政政政政策策策策他他他他((((１１１１１１１１月月月月１１１１８８８８日日日日))))    ・・・・    他他他他市市市市市市市市長長長長訪訪訪訪問問問問：：：：ヴヴヴヴィリッィリッィリッィリッヒヒヒヒ市市市市（（（（５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日））））    ・・・・    デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ市市市市によるによるによるによる「「「「デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフのののの夕夕夕夕べべべべ」」」」（（（（１１１１１１１１月月月月７７７７日日日日、、、、於於於於、、、、東京東京東京東京））））にににに協力協力協力協力    ・ Hubbelsrath International Golf Team CupHubbelsrath International Golf Team CupHubbelsrath International Golf Team CupHubbelsrath International Golf Team Cupにににに当会議所当会議所当会議所当会議所チーチーチーチームムムムのののの参加参加参加参加((((６６６６月月月月２１２１２１２１日日日日))))        （（（（６６６６））））    日本日本日本日本奨奨奨奨学学学学財財財財団団団団（（（（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いるしているしているしている財財財財団団団団資金資金資金資金。。。。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、、、、テーテーテーテ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研研研修修修修をををを行行行行うううう。。。。    
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    ２２２２月月月月２２２２９９９９日日日日：：：：２００７２００７２００７２００７年年年年研研研研修修修修者者者者帰帰帰帰国国国国報報報報告告告告会会会会とととと２００２００２００２００８８８８年年年年研研研研修修修修者者者者決決決決定定定定        １０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日：：：：奨奨奨奨学学学学財財財財団理団理団理団理事会事会事会事会（（（（２００２００２００２００９９９９年年年年テーテーテーテーママママとととと派遣派遣派遣派遣者者者者などなどなどなど協議協議協議協議））））        １０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日日日日：：：：２００２００２００２００８８８８年年年年研研研研修修修修者者者者帰帰帰帰国国国国報報報報告告告告会会会会        （（（（７７７７））））    大学関係大学関係大学関係大学関係へのへのへのへの協力協力協力協力            ６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日：：：：    HalleHalleHalleHalle大学日本学学大学日本学学大学日本学学大学日本学学生生生生１１１１来来来来訪訪訪訪：：：：当地当地当地当地のののの日本人社会日本人社会日本人社会日本人社会につきにつきにつきにつき説明説明説明説明            ８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日：：：：    立立立立命館命館命館命館大学大学大学大学国国国国際際際際経経経経営営営営学学学学科科科科ゼゼゼゼミミミミのののの当所当所当所当所におけるにおけるにおけるにおける開催開催開催開催。。。。テーテーテーテーママママ「「「「ドイドイドイドイツツツツのののの日日日日                本企業活動本企業活動本企業活動本企業活動」」」」。。。。当地日本企業当地日本企業当地日本企業当地日本企業４４４４社社社社参加参加参加参加。。。。            １１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日：：：：    デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ大学大学大学大学現代現代現代現代日本学日本学日本学日本学科科科科・・・・討討討討論論論論会会会会。。。。テーテーテーテーママママ「「「「企業企業企業企業倫倫倫倫理理理理」」」」。。。。                中中中中野野野野会会会会頭頭頭頭ほほほほかかかか当地企業当地企業当地企業当地企業代代代代表表表表７７７７名参加名参加名参加名参加。。。。        （（（（８８８８））））    ププププレスレスレスレス関係関係関係関係            ７７７７月月月月１１１１５５５５日日日日：：：：    地方地方地方地方紙紙紙紙ＮＲＮＲＮＲＮＲＺＺＺＺ記者記者記者記者のののの藤藤藤藤会会会会頭頭頭頭インタビューインタビューインタビューインタビュー                ６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日：：：：    日本日本日本日本側側側側････ドイドイドイドイツツツツ側側側側ププププレスレスレスレスによるによるによるによる日本日本日本日本デーデーデーデー取材取材取材取材            １１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日：：：：    ドイドイドイドイツツツツ側側側側ププププレスレスレスレスとのとのとのとの懇談懇談懇談懇談会会会会((((於於於於、、、、公邸公邸公邸公邸))))                （（（（９９９９））））    在在在在欧日本欧日本欧日本欧日本商工商工商工商工会議所連会議所連会議所連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・・・・ジュジュジュジュネネネネーーーーブブブブ、、、、５５５５月月月月１６１６１６１６日日日日））））        （（（（10101010））））    各機関各機関各機関各機関ののののアンアンアンアンケケケケートートート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        ２． 一般への広報活動・協力  （（（（１１１１））））    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・・・・ドイドイドイドイツツツツ他他他他のののの来来来来訪訪訪訪者者者者へのへのへのへの対対対対応応応応））））    （（（（２２２２））））    ＮＲＷＮＲＷＮＲＷＮＲＷ州州州州・・・・デュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフデュッセルドルフ地地地地域域域域のののの StandortStandortStandortStandort（（（（企業立地企業立地企業立地企業立地環境環境環境環境））））事情事情事情事情のののの説明説明説明説明    （（（（３３３３））））    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    （（（（４４４４））））    ププププレスレスレスレス関係関係関係関係者者者者へのへのへのへの対対対対応応応応    （（（（５５５５））））    ホホホホーーーームムムムページページページページによるによるによるによる一般一般一般一般へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供        ３． 問合せ案件の処理  （（（（１１１１））））    企業情報企業情報企業情報企業情報    （（（（２２２２））））    経済統計経済統計経済統計経済統計・・・・産産産産業動向業動向業動向業動向データデータデータデータ、、、、労使労使労使労使交交交交渉結果渉結果渉結果渉結果などなどなどなどのののの提供提供提供提供            
Ⅲ．事務局業務関係     （（（（１１１１））））    当年度初当年度初当年度初当年度初めよりめよりめよりめより育児休暇育児休暇育児休暇育児休暇者者者者およびおよびおよびおよび病欠病欠病欠病欠者者者者がありがありがありがあり、、、、年年年年間間間間通通通通じじじじ事事事事務務務務員員員員３３３３人体人体人体人体制制制制でででで遂遂遂遂行行行行したしたしたした。。。。        幸幸幸幸いいいい、、、、来年度来年度来年度来年度はははは２２２２月月月月・・・・５５５５月月月月ににににこのこのこのこの２２２２名名名名のののの復帰復帰復帰復帰がありがありがありがあり、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも週週週週２２２２日日日日ののののパートタイパートタイパートタイパートタイムムムム業業業業務務務務をををを担担担担        当願当願当願当願うううう。。。。    （（（（２２２２））））    当年度当年度当年度当年度よりよりよりより、、、、日本日本日本日本庭園庭園庭園庭園協会事協会事協会事協会事務務務務局局局局・・・・日本日本日本日本デーデーデーデー経理経理経理経理担当担当担当担当、、、、奨奨奨奨学学学学財財財財団団団団事事事事務務務務局局局局のののの業業業業務務務務などなどなどなど、、、、ドドドド        イイイイツツツツ語語語語をををを駆駆駆駆使使使使すすすすべべべべきききき日本社会日本社会日本社会日本社会全全全全体体体体のののの業業業業務務務務はははは、、、、当会議所当会議所当会議所当会議所・・・・日本日本日本日本ククククララララブブブブ兼兼兼兼務務務務事事事事務務務務総総総総長長長長のののの業業業業務務務務        のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、一一一一括括括括してしてしてして当会議所当会議所当会議所当会議所ドイドイドイドイツツツツ人人人人のののの担当担当担当担当としとしとしとし、、、、ドイドイドイドイツツツツ側側側側市州市州市州市州などとのなどとのなどとのなどとのススススムムムムーーーーズズズズなななな連連連連        携携携携をををを行行行行っっっっているているているている。。。。    （（（（３３３３））））    ８８８８月月月月１１１１日日日日よりよりよりより当当当当会議所会議所会議所会議所・・・・日本日本日本日本ククククララララブブブブ兼兼兼兼務務務務事事事事務務務務総総総総長長長長のののの補佐補佐補佐補佐としてとしてとしてとして内内内内間間間間ゆゆゆゆかりかりかりかり女史女史女史女史がががが着着着着任任任任しししし、、、、２０２０２０２０        ００００９９９９年年年年１１１１月月月月よりよりよりより、、、、当会議所当会議所当会議所当会議所のののの経理経理経理経理業業業業務務務務をををを中中中中心心心心にににに担当担当担当担当すすすするるるる。。。。    （（（（４４４４））））    当当当当会議所会議所会議所会議所・・・・日本日本日本日本ククククララララブブブブのののの税務税務税務税務顧顧顧顧問問問問にににに関関関関しししし、、、、従来従来従来従来ののののＰＰＰＰＷＷＷＷＣＣＣＣからからからからMecklenburg & HoffmannMecklenburg & HoffmannMecklenburg & HoffmannMecklenburg & Hoffmann事事事事務務務務    所所所所にににに変変変変更更更更したしたしたした((((ＰＰＰＰＷＷＷＷＣＣＣＣにはにはにはには長長長長年年年年おおおお世世世世話話話話になったがになったがになったがになったが、、、、先先先先方方方方ごごごご意意意意向向向向もありもありもありもあり、、、、１２１２１２１２月末月末月末月末顧顧顧顧問問問問契契契契約約約約をををを        解解解解約約約約))))    （（（（５５５５））））    ２００２００２００２００８８８８年度年度年度年度日本日本日本日本政府政府政府政府・・・・秋秋秋秋のののの叙勲叙勲叙勲叙勲としてとしてとしてとして、、、、当会議所当会議所当会議所当会議所元元元元会会会会頭頭頭頭片岡敦氏片岡敦氏片岡敦氏片岡敦氏がががが長長長長年年年年のののの独日親善独日親善独日親善独日親善ののののごごごご        功績功績功績功績によりによりによりにより旭旭旭旭日日日日小授章小授章小授章小授章をををを受受受受章章章章さささされたれたれたれた。。。。        以以以以上上上上    


