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２０１０年度事業活動報告  

《はじめに》     前年前年前年前年のののの会員数急減会員数急減会員数急減会員数急減をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、会員獲得会員獲得会員獲得会員獲得にににに寄与寄与寄与寄与できるできるできるできる諸活動諸活動諸活動諸活動のののの充実充実充実充実をををを図図図図りりりり、「、「、「、「役役役役にににに立立立立つつつつ・・・・頼頼頼頼りがいりがいりがいりがいのあるのあるのあるのある商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所」」」」をををを目指目指目指目指したしたしたした。。。。そのそのそのその為為為為にににに、、、、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セミナーセミナーセミナーセミナーのののの充実充実充実充実とととと NRWNRWNRWNRW 州以外州以外州以外州以外ででででのののの出張出張出張出張セミナーセミナーセミナーセミナーのののの拡充拡充拡充拡充をををを図図図図りりりり、、、、会員獲得会員獲得会員獲得会員獲得にににに結結結結びつけたびつけたびつけたびつけた。。。。    またまたまたまた、、、、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、、、、JETROJETROJETROJETRO、、、、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等大学等大学等大学等とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・協力関係協力関係協力関係協力関係をををを深深深深めめめめ、、、、上質上質上質上質のののの情情情情報報報報・・・・サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供をををを図図図図ったったったった。。。。    更更更更にににに、、、、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のりのりのりの実施実施実施実施、、、、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へのへのへのへの協力協力協力協力、、、、日独交流日独交流日独交流日独交流１５０１５０１５０１５０周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業（（（（日日日日独経済交流独経済交流独経済交流独経済交流展展展展））））のののの企画企画企画企画・・・・準備準備準備準備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ににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。。。。    会員間会員間会員間会員間のののの交流交流交流交流のののの媒体媒体媒体媒体としてとしてとしてとして重要重要重要重要なななな会報誌会報誌会報誌会報誌についてはについてはについてはについては、、、、内容内容内容内容のののの質質質質をををを落落落落とすことなくとすことなくとすことなくとすことなく、、、、発送発送発送発送コストコストコストコストのののの低減低減低減低減、、、、発送作業発送作業発送作業発送作業のののの内製化内製化内製化内製化、、、、折込広告折込広告折込広告折込広告のののの採用採用採用採用によってによってによってによって、、、、経費削減経費削減経費削減経費削減とととと収入増収入増収入増収入増をををを図図図図ったったったった。。。。        
Ⅰ．対会員活動 

 １． 総会・理事会の開催  ・・・・    定例会員総会定例会員総会定例会員総会定例会員総会    ２２２２月月月月５５５５日日日日：：：：正副会頭選任正副会頭選任正副会頭選任正副会頭選任、、、、２００９２００９２００９２００９年度決算年度決算年度決算年度決算・・・・２０１０２０１０２０１０２０１０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５５５５日日日日、、、、９９９９月月月月９９９９日日日日：：：：事業活動事業活動事業活動事業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、、、、入退会承認入退会承認入退会承認入退会承認、、、、理事会人理事会人理事会人理事会人            事事事事、、、、他他他他    ・・・・    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２８２８２８２８日日日日、、、、２２２２月月月月５５５５日日日日、、、、５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日、、、、８８８８月月月月２４２４２４２４日日日日、、、、９９９９月月月月９９９９日日日日、、、、１２１２１２１２月月月月８８８８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。。。。        ２． 委員会・部会などの主な活動  （（（（１１１１））））    法務法務法務法務････税務委員会税務委員会税務委員会税務委員会    ・・・・    合同委員会合同委員会合同委員会合同委員会（（（（１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日）：）：）：）：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    ・・・・    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：：：：年間合計年間合計年間合計年間合計１５１５１５１５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））））前年比前年比前年比前年比＋＋＋＋３３３３回回回回：：：：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資料及資料及資料及資料及びびびびサマリーサマリーサマリーサマリー掲載掲載掲載掲載：：：：８８８８回回回回        （（（（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（（（（９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日））））    ・・・・    日化協日化協日化協日化協（（（（JCCEJCCEJCCEJCCE））））関係関係関係関係：：：：    会議会議会議会議（（（（５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日））））            在欧在欧在欧在欧日日日日系系系系化学企業化学企業化学企業化学企業 REREREREAAAACCCCHHHH 対応対応対応対応協議会協議会協議会協議会（（（（１０１０１０１０月月月月７７７７日日日日））））        （（（（３３３３））））    基盤整基盤整基盤整基盤整備備備備強強強強化委員会化委員会化委員会化委員会をををを新新新新たにたにたにたに設置設置設置設置    ・・・・    委員委員委員委員長長長長：：：：川島川島川島川島会頭会頭会頭会頭、、、、アアアアドドドドババババイイイイザザザザーーーー：：：：不不不不動産動産動産動産・・・・建設建設建設建設関係日関係日関係日関係日系系系系企業企業企業企業（（（（適宜適宜適宜適宜））））    ・・・・    ２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年にににに賃借期限賃借期限賃借期限賃借期限をををを迎迎迎迎えるえるえるえる当当当当所事務所所事務所所事務所所事務所のののの移転移転移転移転をををを含含含含めためためためた、、、、事務所事務所事務所事務所インフインフインフインフララララのありのありのありのあり方方方方につきにつきにつきにつき        検討検討検討検討。。。。    ・ 準備準備準備準備打打打打合合合合せせせせ会会会会（（（（１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日））））    ・ 正副会頭会議正副会頭会議正副会頭会議正副会頭会議でででで結結結結果果果果報告報告報告報告（（（（１２１２１２１２月月月月８８８８日日日日））））        ３． セミナー・講演会等の共催・協力  ・・・・    主催主催主催主催・・・・共共共共催催催催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：：：：添付資料添付資料添付資料添付資料４４４４－－－－２２２２をををを参照参照参照参照    （（（（前年比前年比前年比前年比＋＋＋＋５５５５回回回回））））    ・・・・    日本日本日本日本政府観光局政府観光局政府観光局政府観光局、、、、国際国際国際国際協力協力協力協力銀銀銀銀行行行行、、、、日本総日本総日本総日本総領領領領事事事事館館館館、、、、近隣近隣近隣近隣日本日本日本日本国国国国大大大大使館使館使館使館等等等等のののの各各各各セミナーセミナーセミナーセミナーへのへのへのへの協力協力協力協力    ・・・・    ジジジジェェェェトトトトロロロ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シッシッシッショョョョンンンンへのへのへのへの共共共共催催催催・・・・協力協力協力協力・・・・後援後援後援後援    ・・・・    会員企業及会員企業及会員企業及会員企業及びびびび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        ４． 情報の提供 
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 （（（（１１１１））））    「「「「会報会報会報会報」」」」のののの発行年発行年発行年発行年１１１１１１１１回回回回((((添付資料添付資料添付資料添付資料４４４４－－－－３３３３参照参照参照参照))))    ・・・・    カラカラカラカラーーーー冊子冊子冊子冊子版版版版（（（（郵郵郵郵送送送送））））とととと WEBWEBWEBWEB 版版版版((((配信配信配信配信))))    ・・・・    コストコストコストコスト削減実施削減実施削減実施削減実施：：：：年間年間年間年間約約約約３３００３３００３３００３３００ユーロユーロユーロユーロ削減削減削減削減    ・・・・    会報会報会報会報編集編集編集編集委員会委員会委員会委員会をををを中心中心中心中心にににに、、、、引引引引きききき続続続続きのきのきのきの改善改善改善改善にににに努努努努めるめるめるめる    ・・・・    編集編集編集編集委員会委員会委員会委員会：：：：８８８８月月月月２２２２７７７７日日日日、、、、１１１１１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日        （（（（２２２２））））    「「「「２０１０２０１０２０１０２０１０年会員年会員年会員年会員名簿名簿名簿名簿」（」（」（」（1111月月月月現在現在現在現在））））のののの発行発行発行発行（（（（会員会員会員会員各位各位各位各位へのへのへのへの調査調査調査調査アアアアンンン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））））    会員企業会員企業会員企業会員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    ・・・・    日日日日系系系系企業企業企業企業統統統統計計計計    ・・・・    入退会会員企業入退会会員企業入退会会員企業入退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        （（（（４４４４））））    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４４９４４９４４９４４９名名名名（（（（前年前年前年前年：：：：563563563563 名名名名））））／／／／実数実数実数実数３４０３４０３４０３４０名名名名（（（（前年前年前年前年：：：：371371371371 名名名名））））分分分分のののの求職者求職者求職者求職者情報情報情報情報をををを、、、、｢｢｢｢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。。。。        １５３１５３１５３１５３社社社社（（（（前年前年前年前年 125125125125社社社社））））へへへへ情報提供情報提供情報提供情報提供／／／／問合問合問合問合せせせせ件件件件数数数数：：：：５５５５６６６６３３３３件件件件（（（（前年前年前年前年 592592592592 件件件件））））    - 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者求職者求職者求職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・・・・翻訳者翻訳者翻訳者翻訳者リストリストリストリスト（（（（HPHPHPHP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及更新及更新及更新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        （（（（５５５５））））    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（（（（各種各種各種各種情報情報情報情報、、、、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得取得取得取得ななななどどどど））））        ５． デュッセルドルフ大学にて「日本人駐在員のためのドイツ語特別講座」開設  ・ ドイツドイツドイツドイツ語語語語ととととビジビジビジビジネネネネスススス知識知識知識知識をををを同時同時同時同時習習習習得得得得できるできるできるできる特別講座特別講座特別講座特別講座のののの開開開開設設設設：：：：渉渉渉渉外広報委員会外広報委員会外広報委員会外広報委員会がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって        推進推進推進推進。。。。基礎基礎基礎基礎ドイツドイツドイツドイツ語講座語講座語講座語講座ととととビジビジビジビジネネネネスススス講座講座講座講座からからからから成成成成りりりり、、、、各各各各々々々々単単単単独受独受独受独受講講講講もももも可能可能可能可能。。。。    受受受受講講講講料料料料はははは、、、、ドイツドイツドイツドイツ        人学人学人学人学生生生生のののの日本日本日本日本へのへのへのへの留留留留学費用学費用学費用学費用にににに充充充充当当当当することとしすることとしすることとしすることとし日独関係日独関係日独関係日独関係強強強強化化化化のののの一助一助一助一助とするとするとするとする。。。。    ・・・・    開開開開校式校式校式校式・・・・オオオオリリリリエエエエンンンンテテテテーシーシーシーショョョョンンンン（（（（６６６６月月月月７７７７日日日日）、）、）、）、開開開開講講講講（（（（６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日）：）：）：）：９９９９名名名名がががが受受受受講講講講    ・・・・    大学大学大学大学側側側側とととと LetterLetterLetterLetter    ofofofof    IntentIntentIntentIntent 調印調印調印調印（（（（７７７７月月月月２２２２６６６６日日日日））））    ・・・・    ２０１１２０１１２０１１２０１１年度年度年度年度にににに関関関関してしてしてして協議協議協議協議（（（（１２１２１２１２月月月月１１１１６６６６日日日日））））        ６． 施設・設備の提供      会議会議会議会議室貸室貸室貸室貸出出出出しししし２５２５２５２５件件件件：：：：    会員企業会員企業会員企業会員企業////有有有有料料料料    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・・・・業界業界業界業界団団団団体体体体    １２１２１２１２件件件件、、、、日本日本日本日本クラブクラブクラブクラブ・・・・ジジジジ            ェェェェトトトトロロロロ・・・・総総総総領領領領事事事事館館館館・・・・大大大大使館使館使館使館    ９９９９件件件件            
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各機側各機側各機側各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、、、、ドイツドイツドイツドイツ内他内他内他内他        地域地域地域地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、、、、在欧各国在欧各国在欧各国在欧各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なななどどどど        ・・・・    在在在在ドイツドイツドイツドイツ日本日本日本日本国国国国大大大大使館使館使館使館・・・・菅家勝菅家勝菅家勝菅家勝参事参事参事参事官官官官によるによるによるによる説明説明説明説明会会会会「「「「日日日日・・・・EEEEUUUU経済経済経済経済統統統統合協定合協定合協定合協定（（（（ＥＩＡＥＩＡＥＩＡＥＩＡ））））にににに向向向向けけけけ        てててて」（」（」（」（９９９９月月月月１３１３１３１３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    ・・・・    州州州州・・・・市市市市側側側側とのとのとのとの共共共共同同同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組組組織織織織委員会委員会委員会委員会/Steuerungskreis/Steuerungskreis/Steuerungskreis/Steuerungskreis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/FAK/FAK/FAK/FAK    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当担当担当担当）、）、）、）、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/FAK/FAK/FAK/FAK 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当担当担当担当）、）、）、）、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/FAK/FAK/FAK/FAK    FinanzFinanzFinanzFinanz（（（（財政担当財政担当財政担当財政担当））））がありがありがありがあり、、、、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    日本日本日本日本デーデーデーデー組組組組織織織織委員会会議委員会会議委員会会議委員会会議（（（（３３３３月月月月３３３３日日日日））））をををを始始始始めめめめ、、、、多多多多数数数数のののの会議会議会議会議にににに出出出出席席席席        ・・・・    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１９１９１９１９日日日日））））            「「「「最最最最新新新新エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー技術技術技術技術とととと eeee モモモモビリビリビリビリティティティティ：：：：日独日独日独日独両国両国両国両国ににににおおおおけるけるけるける展展展展望望望望ととととチャチャチャチャンスンスンスンス」」」」共共共共催催催催    
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・・・・    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（（（（５５５５月月月月２９２９２９２９日日日日））））        ----商工会商工会商工会商工会議所議所議所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ィアティアティアティアのののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて３３３３回回回回めのめのめのめの参参参参加加加加        ----夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり実行委員会会議実行委員会会議実行委員会会議実行委員会会議（（（（１１１１月月月月８８８８日日日日、、、、３３３３月月月月２２２２日日日日）、）、）、）、夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり決決決決起起起起大会大会大会大会（（（（４４４４月月月月２２２２７７７７日日日日））））、、、、反省反省反省反省会会会会（（（（６６６６月月月月１４１４１４１４        日日日日））））        ・・・・    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募集募集募集活動活動活動活動（（（（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特別特別特別会費会費会費会費””””のののの徴徴徴徴収収収収：：：：NRWNRWNRWNRW 州内会員州内会員州内会員州内会員からからからから下半期下半期下半期下半期会費会費会費会費徴徴徴徴収時収時収時収時（（（（９９９９月月月月））））にににに一律一律一律一律１００１００１００１００        ユユユユーーーーロロロロをををを徴徴徴徴収収収収（（（（計計計計３３３３６６６６２００２００２００２００ユユユユーーーーロロロロ////３３３３６６６６２２２２会員会員会員会員）、）、）、）、３５０００３５０００３５０００３５０００ユユユユーーーーロロロ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        （（（（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周年記念行事周年記念行事周年記念行事周年記念行事のののの検討検討検討検討・・・・準備準備準備準備    ・・・・    予定予定予定予定    日本日本日本日本週週週週間間間間    （（（（５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日～～～～２８２８２８２８日日日日））））のののの各種各種各種各種行事行事行事行事のののの協議協議協議協議        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２２２２７７７７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    （（（（５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日））））        ・・・・    日独経済交流展日独経済交流展日独経済交流展日独経済交流展：：：：    商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所ははははＮＲＷＮＲＷＮＲＷＮＲＷ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とととと共共共共にににに主催主催主催主催者者者者としてとしてとしてとして、、、、２０１１２０１１２０１１２０１１年委員年委員年委員年委員会会会会をををを中心中心中心中心にににに準備準備準備準備をををを進進進進めるめるめるめる((((会議会議会議会議：：：：１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日、、、、２２２２月月月月２４２４２４２４日日日日、、、、３３３３月月月月１９１９１９１９日日日日、、、、７７７７月月月月２２２２６６６６日日日日、、、、８８８８月月月月２２２２日日日日、、、、１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９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ににににもももも支援支援支援支援要要要要請請請請。。。。            ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年末末末末時時時時点点点点でででで日独出展協日独出展協日独出展協日独出展協賛賛賛賛企業企業企業企業（（（（３１３１３１３１社社社社））））ロロロロゴゴゴゴ等掲載協等掲載協等掲載協等掲載協賛賛賛賛企業企業企業企業（（（（１１１１１１１１社社社社））））    ・・・・    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にはにはにはには「「「「夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり」」」」としてとしてとしてとして参参参参加加加加予定予定予定予定：：：：そのそのそのその準備準備準備準備        （（（（４４４４））））        ｢｢｢｢日本人会報日本人会報日本人会報日本人会報｣｣｣｣（（（（発行発行発行発行責責責責任任任任者者者者：：：：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        経費経費経費経費のののの分担分担分担分担、、、、編集編集編集編集委員会出委員会出委員会出委員会出席席席席、「、「、「、「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」」」」欄欄欄欄へのへのへのへの記事記事記事記事執筆執筆執筆執筆        ２． ドイツ及び当地への日系企業進出相談の実施 法務法務法務法務・・・・税務税務税務税務、、、、不不不不動産動産動産動産サービスサービスサービスサービス、、、、人人人人材相談材相談材相談材相談等等等等、、、、進進進進出関連情報出関連情報出関連情報出関連情報のののの提供提供提供提供やややや関係会員企業関係会員企業関係会員企業関係会員企業のののの紹介紹介紹介紹介        ３． 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のとのとのと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共共共催催催催････協力協力協力協力・・・・参参参参加加加加：：：：        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、、、、メメメメッセッセッセッセ・・・・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会議商工会議商工会議商工会議        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・・・・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、、、、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外人外人外人局局局局、、、、ＮＲＷＮＲＷＮＲＷＮＲＷ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、、、、日独産業協力日独産業協力日独産業協力日独産業協力推進推進推進推進委員会委員会委員会委員会(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日協会独日協会独日協会独日協会(D(D(D(DJJJJGGGG))))、、、、在在在在日日日日ドイツドイツドイツドイツ商工会議商工会議商工会議商工会議        所所所所、、、、NRWNRWNRWNRW    JJJJapanapanapanapan    KKKKKKKKななななどどどど。。。。        a)a)a)a)    州州州州・・・・市関係市関係市関係市関係    ・・・・    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長長長長・・・・市市市市幹幹幹幹部部部部とととと日本日本日本日本側側側側／／／／総総総総領領領領事事事事・・・・三団三団三団三団体体体体代表者代表者代表者代表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」（」（」（」（４４４４月月月月        ２２２２２２２２日日日日））））    ・・・・    NRWNRWNRWNRW.I.I.I.INNNNVVVVEEEESSSSTTTT（（（（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ママママキキキキタタタタ社社社社へのへのへのへの NRWNRWNRWNRW.I.I.I.INNNNVVVVEEEESSSST T T T 2222000000009999 賞賞賞賞（（（（投投投投資拡大部資拡大部資拡大部資拡大部門門門門））））のののの授賞授賞授賞授賞式式式式：：：：会頭出会頭出会頭出会頭出席席席席（（（（７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日））））    ・・・・    新新新新・・・・NRWNRWNRWNRW 州経済州経済州経済州経済省次官省次官省次官省次官 Dr.Dr.Dr.Dr.    HorzetzkHorzetzkHorzetzkHorzetzkyyyy表表表表敬訪敬訪敬訪敬訪問問問問((((９９９９月月月月１４１４１４１４日日日日))))    ・・・・    新新新新・・・・NRWNRWNRWNRW 州経済大州経済大州経済大州経済大臣臣臣臣 HarrHarrHarrHarryyyy    K.K.K.K.    VVVVoigtsoigtsoigtsoigtsbbbbergerergerergererger氏氏氏氏をををを表表表表敬訪敬訪敬訪敬訪問問問問((((１１１１１１１１月月月月９９９９日日日日))))    ・・・・    WWWWillichillichillichillich市市市市 Anrath1Anrath1Anrath1Anrath1000000000000年祭年祭年祭年祭////日独日独日独日独懇親懇親懇親懇親会会会会：：：：WWWWillichillichillichillich日本人会主催日本人会主催日本人会主催日本人会主催（（（（１２１２１２１２月月月月１１１１日日日日））））    ・・・・    NRWNRWNRWNRW 州経済州経済州経済州経済省次官省次官省次官省次官とのとのとのとの懇親懇親懇親懇親会会会会((((１２１２１２１２月月月月１１１１６６６６日日日日))))        bbbb))))    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    ・・・・    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会議所商工会議所商工会議所商工会議所幹幹幹幹部部部部とととと日本商工会議所部会日本商工会議所部会日本商工会議所部会日本商工会議所部会長長長長レベレベレベレベルルルルとでのとでのとでのとでの合同新年会合同新年会合同新年会合同新年会（（（（１１１１月月月月        １１１１１１１１日日日日））））    ・・・・    「「「「インマーマンインマーマンインマーマンインマーマン通通通通りりりり美美美美化計画化計画化計画化計画ププププロロロロジジジジェクェクェクェクトトトト」」」」についてについてについてについて会合会合会合会合（（（（１１１１月月月月６６６６日日日日、、、、２２２２月月月月９９９９日日日日、、、、２２２２月月月月２３２３２３２３日日日日、、、、１０１０１０１０月月月月        ２５２５２５２５日日日日、、、、１１１１１１１１月月月月１１１１６６６６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商工会議所主催商工会議所主催商工会議所主催商工会議所主催・・・・ドイツドイツドイツドイツ企業企業企業企業視視視視察察察察会会会会（（（（６６６６月月月月１１１１６６６６日日日日））））    ・・・・    人人人人材材材材育育育育成成成成ププププロロロロググググララララムムムム紹介紹介紹介紹介((((会報会報会報会報７７７７月月月月号号号号))))        cccc））））    日独日独日独日独租租租租税税税税条条条条約改約改約改約改正関係正関係正関係正関係        税務税務税務税務・・・・法務委員会法務委員会法務委員会法務委員会のののの協力協力協力協力ののののももももとととと、、、、４４４４月月月月２２２２２２２２日連日連日連日連邦邦邦邦財財財財務務務務省省省省にににに川島川島川島川島会頭会頭会頭会頭名名名名にてにてにてにて陳陳陳陳情情情情書書書書をををを発発発発状状状状。。。。        同時同時同時同時にににに日独関係日独関係日独関係日独関係機機機機関関関関にににに同同同同様様様様のののの書簡書簡書簡書簡をををを送付送付送付送付しししし、、、、改改改改定定定定にににに向向向向けてのけてのけてのけての働働働働ききききかかかかけをけをけをけを行行行行ったったったった。。。。連連連連邦邦邦邦財財財財    



デュッセルドルフ日本商工会議所    14 

    務務務務省省省省からからからからはははは、、、、日本日本日本日本側側側側とのとのとのとの事前交事前交事前交事前交渉渉渉渉にににに入入入入っているっているっているっている、、、、とのとのとのとの返書返書返書返書がががが寄寄寄寄せらせらせらせられれれれているがているがているがているが、、、、引引引引きききき続続続続きききき情情情情        報収報収報収報収集集集集とととと早早早早期期期期交交交交渉渉渉渉をををを訴訴訴訴えていくえていくえていくえていく。。。。        dddd))))    そのそのそのその他他他他    ・・・・    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・・・・年年年年次次次次大会参大会参大会参大会参加加加加／／／／ロロロロストッストッストッストックククク（（（（５５５５月月月月１３１３１３１３～～～～１５１５１５１５日日日日））））    ・・・・    日本日本日本日本庭園庭園庭園庭園３５３５３５３５周年記念周年記念周年記念周年記念式式式式典典典典((((５５５５月月月月２２２２７７７７日日日日))))    ・・・・    各国各国各国各国商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所対対対対抗抗抗抗国際国際国際国際ゴルフゴルフゴルフゴルフ親親親親善善善善試試試試合合合合（（（（６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日））））    ・・・・    ボボボボルシルシルシルシアアアア・・・・ドルトムントドルトムントドルトムントドルトムント企業企業企業企業向向向向けけけけ説明説明説明説明会会会会((((９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日))))ののののフフフフォォォォロロロローーーーアアアアッッッッププププ会合会合会合会合（（（（９９９９月月月月１４１４１４１４日日日日））））    ・・・・    独日独日独日独日文文文文化交流化交流化交流化交流育英育英育英育英会会会会のののの総会出総会出総会出総会出席席席席（（（（１２１２１２１２月月月月３３３３日日日日））））    ・・・・    MMMMeereereereerbbbbuschuschuschusch市市市市とととと大大大大阪阪阪阪・・・・四条畷四条畷四条畷四条畷市市市市のののの国際国際国際国際友好都友好都友好都友好都市市市市締締締締結結結結とととと懇親懇親懇親懇親会会会会（（（（１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日））））        （（（（２２２２））））    日本日本日本日本奨奨奨奨学学学学財団財団財団財団（（（（StuStuStuStuddddienfonienfonienfonienfonddddssss）：）：）：）：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団財団財団財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、、、、テテテテーマーマーマー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関係関係関係各各各各所所所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。。。。        ・・・・２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度研修旅研修旅研修旅研修旅行行行行のののの報告会報告会報告会報告会：：：：１１１１月月月月７７７７日日日日        ・・・・派遣研修派遣研修派遣研修派遣研修者者者者とのとのとのとの会合会合会合会合：：：：１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日            ・・・・市市市市側側側側とととと会合会合会合会合：：：：４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日・・・・７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日・・・・１０１０１０１０月月月月８８８８日日日日・・・・１１１１１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日            ４．その他対外関係機関との連携  （（（（１１１１））））    大学大学大学大学・・・・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    ・・・・    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とのとのとのとの会合会合会合会合::::    上記上記上記上記ⅠⅠⅠⅠ----５５５５．．．．「「「「ドイツドイツドイツドイツ語特語特語特語特別講座別講座別講座別講座」」」」及及及及びびびび国際国際国際国際交流事業関係交流事業関係交流事業関係交流事業関係                （（（（３３３３月月月月２２２２２２２２日日日日、、、、４４４４月月月月１４１４１４１４日日日日、、、、７７７７月月月月１９１９１９１９日日日日））））    ・・・・    南山南山南山南山大学大学大学大学ドイツドイツドイツドイツ語語語語学学学学科科科科学学学学生生生生へのへのへのへの JJJJIHKIHKIHKIHK活動活動活動活動説明説明説明説明（（（（３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日））））    ・・・・    明明明明治治治治学学学学院院院院大学経済部大学経済部大学経済部大学経済部・・・・服服服服部部部部圭郎教授圭郎教授圭郎教授圭郎教授とととと大学大学大学大学生生生生へのへのへのへの JJJJIHKIHKIHKIHK活動活動活動活動説明説明説明説明（（（（９９９９月月月月８８８８日日日日））））    ・・・・    早稲田早稲田早稲田早稲田大学主催大学主催大学主催大学主催インインインインタタタターンシッーンシッーンシッーンシッププププ懇懇懇懇談談談談会会会会((((９９９９月月月月１１１１７７７７日日日日))))    ・・・・    同同同同志志志志社大学社大学社大学社大学とととと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のののの交交交交換換換換学学学学生生生生協定協定協定協定についてについてについてについて会合会合会合会合（（（（９９９９月月月月２０２０２０２０日日日日、、、、１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日、、、、１１１１            １１１１月月月月１５１５１５１５日日日日））））    ・・・・    筑波筑波筑波筑波大学大学大学大学のののの欧欧欧欧州州州州センセンセンセンタタタターーーー設設設設立立立立にににに伴伴伴伴うううう協力関係協力関係協力関係協力関係のののの構築構築構築構築にににに関関関関してのしてのしてのしての懇懇懇懇談談談談会会会会（（（（１２１２１２１２月月月月９９９９日日日日))))    ・・・・    日本人学日本人学日本人学日本人学生生生生インインインインタタタターンシッーンシッーンシッーンシッププププのののの当地当地当地当地会員企業受入会員企業受入会員企業受入会員企業受入れれれれ：：：：早稲田早稲田早稲田早稲田大学大学大学大学、、、、上上上上智智智智大学大学大学大学、、、、同同同同志志志志社大学社大学社大学社大学        （（（（２２２２））））    プレプレプレプレスススス関係関係関係関係    ・・・・    「「「「JJJJaaaapanpanpanpan T T T Tiiiimmmmeseseses」」」」紙紙紙紙インインインインタタタタビュービュービュービュー／／／／NRWNRWNRWNRW 州州州州のののの立立立立地地地地環境環境環境環境についてについてについてについて（（（（３３３３月月月月８８８８日日日日））））    ・・・・    RRRRheinischeheinischeheinischeheinische    PostPostPostPost紙紙紙紙とのとのとのとの夕食夕食夕食夕食交流会交流会交流会交流会((((６６６６月月月月２４２４２４２４日日日日))))    ・・・・    当地当地当地当地メメメメデデデディアィアィアィアととととＪＣＪＣＪＣＪＣ等等等等とのとのとのとの懇親懇親懇親懇親会会会会((((１０１０１０１０月月月月２２２２７７７７日日日日))))        （（（（３３３３））））    在欧在欧在欧在欧日本商工会議所連日本商工会議所連日本商工会議所連日本商工会議所連絡絡絡絡会議会議会議会議をををを実実実実施施施施／／／／幹幹幹幹事役事役事役事役（（（（於於於於・・・・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、、、、６６６６月月月月１１１１７７７７～～～～１８１８１８１８日日日日））））        ５．一般への情報提供・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((((会員会員会員会員専専専専用用用用ページページページページ以外以外以外以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なななどどどどののの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域地域地域地域のののの StanStanStanStanddddortortortort（（（（企業立企業立企業立企業立地地地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    （（（（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））））    報報報報道道道道関係関係関係関係者者者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  ・・・・    ３３３３月月月月にににに日本日本日本日本人事務員人事務員人事務員人事務員１１１１名名名名のののの退退退退職職職職がありがありがありがあり、、、、後後後後任任任任をををを採用採用採用採用。。。。        


