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法律サービス展開本部関連のイベント等の開催状況について（2017/5/1～）

■国際業務推進センター関連

開催日 イベント名 会場 備考
2016年4月3日 セミナー・若手弁護士のための国際進出支援（国際投 東京 AIJA（若手法曹協会）共6月8日 「中小企業海外展開支援弁護士紹介制度に関するシン 東京6月27日 国際機関キャリア情報セミナー「法曹も国際機関でキャリ 東京 日弁連主催・外務省

2017年5月12日
中小企業の海外事業展開支援及び中小企業海外展開
支援弁護士紹介制度に関する研修会
（中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWG担当）

仙台

主催：日弁連・仙台弁護
士会
共催：東北弁護士会連
合会

6月9日 中小企業の海外展開支援に関する研修会
（中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWG担当）

広島

主催：日弁連・広島弁護
士会
共催：中国地方弁護士
会連合会

7月10日
日本とフィリピンの家族や居住等の問題に取り組もう！
～日比法律案件サポートプロジェクト調査報告会～

東京

7月14日 中小企業の海外事業展開支援に関する研修会
（中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWG担当）

札幌

主催：日弁連・札幌弁護
士会，函館弁護士会，
旭川弁護士会・釧路弁
護士会
共催：北海道弁護士会

8月4日
中小企業海外展開支援業務会内啓発のための基礎研
修会（中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWG担当）

新潟
主催：日弁連・新潟県弁
護士会

9月2日
「国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー」
（国際室担当）

東京

10月20日 中小企業の海外事業展開支援に関する研修会
（中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWG担当）

香川

主催：日弁連・香川県弁
護士会
共催：四国弁護士会連
合会

11月10日 中小企業の海外事業展開支援に関する研修会
（中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWG担当）

栃木

主催：日弁連・栃木県弁
護士会
共催：関東弁護士会連
合会

11月17日 日比法律会議２０１７～日比案件における家族法問題～
マニラ（フィリピ
ン）

主催：日弁連・フィリピン
統一弁護士会・フィリピ
ン大学
後援：在フィリピン日本
国大使館・フィリピン海
外雇用庁・在外フィリピ
ン人委員会

12月12日
国際仲裁シンポジウム「わが国における国際仲裁の活
性化に向けた基盤整備のために」

東京

主催：日本仲裁人協会・
日弁連・東京三弁護士
会
後援：法務省・経産省・
（一社）日本経済団体連
合会、（一社）日本商事
仲裁協会、日露法律家

12月18日
国際機関キャリア情報セミナー「国連機関への就職方
法・国際機関駐日事務所弁護士インターン制度」（国際
室担当）

東京
主催：日弁連
協力：外務省国際機関
人事センター

2018年1月13日

中小企業の海外事業展開支援に関する研修会（同時開
催：国際仲裁セミナー）
（中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWG及び法律サービ
ス展開本部担当）

福岡

主催：日本弁護士連合
会・福岡県弁護士会
共催：九州弁護士会連
合会

2月6日
国際機関キャリア情報セミナー「国際刑事裁判所（ICC）
における法律家のキャリア」

東京

2月20日 中小企業の海外事業展開支援に関する研修会
（中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWG担当）

兵庫県

主催：日弁連・兵庫県弁
護士会
共催：近畿弁護士会連
合会

2月28日 JCAA主催仲裁人研修会（実務基礎講座） 東京

主催：日本商事仲裁人
協会（JCAA）
後援：日本仲裁人協会・
日弁連
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国際公務キャリアサポート制度
に関するご案内 

国際公務分野でのキャリア構築を志望する方からの国際公務に関
するご相談に対して、個別具体的なアドバイス等を行い、各人の
実情に即したキャリアパスを支援する国際公務相談窓口を設置い
たしました！ 
国際公務分野におけるご自身のキャリアパスについてご相談を希
望される方は、是非本制度をご活用ください。 

国際公務に関する情報提供を行うため、国際公務メーリングリス
トの運用を開始いたしました。
日弁連からの情報提供のほか、国際公務志望者間での双方向の情
報交換やネットワークの構築にもご活用いただけますので、ご関
心のある方は是非参加登録ください。

国際公務相談窓口制度 

国際公務志望者メーリングリスト 

※上記制度をご利用希望の方は，会員専用ＨＰ「国際活動・海外展開」から国際公務キャリアサ
ポート」のページをご確認ください。

お問合せ先： 日弁連企画部国際課（０３-３５８０-９７４１） 

「国際的な舞台で活躍することに興味がある！」「弁護士としてのキャリアを
国際公務の分野で活かしたい！」という方に向けて、キャリアサポート制度の
運用を開始いたしました！ 

※なお、両制度は国際公務分野におけるキャリアの構築を志望する会員の方々及び国際公務
に関連する勤務等のために会員登録を抹消している方々がご利用いただけます。会員登録を一
時的に抹消している方で制度利用にご関心をお持ちの方は国際課までお問い合わせください。

 
2 / 10

kimura176
テキストボックス
資料3-2



日時：2017年9月2日(土)午前10時～午後6時10分( )
場所：弁護士会館２階講堂「クレオ」

◆～国際業務・活動への道しるべ～◆
日本弁護士連合会では，弁護士，法科大学院修了生，法科大学院生，大学生

等を対象に ２０１０年から毎年 法曹 国際業務に関するキ リアセ ナ を開催し等を対象に，２０１０年から毎年，法曹の国際業務に関するキャリアセミナーを開催し
ています。
国際分野に興味があるけれど，どのような活躍の場があり，実際にどのような活

動をしているのか，また，どのような能力や経験が必要とされているのか分からな
い，そんな方は，この機会に多様な国際業務についての理解を深め，中長期的視
野で 今後目指していくキャリアプランを考えてみませんか？野で，今後目指していくキャリアプランを考えてみませんか？
将来，国際分野で輝くために，是非奮って御参加ください！

◆主な参加対象：弁護士，司法修習生，法科大学院修了生，

法科大学院生 大学生など法科大学院生，大学生など

◆プログラムの内容（予定）：裏面を御覧ください。

◆参加費用：１，０００円

※セミナー終了後に講師を交えた懇親会（１８時１５分～２０時）を開催いたします。

御参加希望の方は，懇親会費３，０００円を参加費用とは別に当日お支払いいただきます。

◆申込方法：日弁連ホームページから，御確認ください。

ＵＲＬ：https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2017/170902.html

主催：日本弁護士連合会
共催：法務省・外務省
後援：法科大学院協会・国際法学会

詳細は裏面を御覧ください。
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プログラム（予定）
プログラム・講義の内容については変更の可能性がありますので，予め御了承ください。
本セミナーは，受講生に具体的な就職先を斡旋するものではございませんので，御理解願います。

〈午前〉
【開会挨拶】

【国際分野での活躍を目指す：目指すべき道と心構え】
山本晋平 日弁連国際業務推進センター事務局長，弁護士

【日本弁護士は生き残れるか？グローカル社会での国際機関利用術】
佐藤安信 東京大学大学院総合文化研究科教授，弁護士

〈午後〉
【実務家や研究者から見た国際法・国際裁判実務の魅力】
濱本幸也 外務省国際法局国際法課長
清水貴久 外務省経済局国際貿易課サービス貿易室課長補佐
山﨑栄一郎 法務省訟務局国際裁判支援対策室長山﨑栄 郎 法務省訟務局国際裁判支援対策室長
鈴木優 法務省訟務局局付
福永有夏 早稲田大学社会科学部教授

【キャリアとしての国際司法支援とその意義】
原 若葉 独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）元コートジボワール長期専門家，

弁護士

【国内でできる国際的な業務―インハウス】【国内でできる国際的な業務―インハウス】
相澤和美 日本マクドナルド株式会社法務ガバナンス本部コンプライアンス部部長，

弁護士

【国内でできる国際的な業務―人権】
鈴木雅子 日弁連人権擁護委員会委員，外国人ローヤリングネットワーク共同代表，

弁護士
金 昌浩 日弁連国際人権問題委員会幹事 認定ＮＰＯ法人ヒ マンライツ ナウ金 昌浩 日弁連国際人権問題委員会幹事，認定ＮＰＯ法人ヒューマンライツ・ナウ

事務局次長，国際室嘱託，弁護士
【国際法曹団体を活用しよう】
矢吹公敏 国際法曹協会（ＩＢＡ）弁護士会問題評議会理事，

日弁連法律サービス展開本部国際業務推進センター長・弁護士
廣岡健司 若手法曹国際協会（ＡＩＪＡ）2017年東京大会組織委員会委員長，弁護士

〈夜〉

◆弁護士会館へのアクセス
・地下鉄
丸ノ内線 日比谷線 千代田線 霞ヶ関駅B1-b出口直結

〈夜〉
【懇親会】（希望者のみ）

丸ノ内線，日比谷線，千代田線 霞ヶ関駅B1-b出口直結
有楽町線 桜田門駅5番出口から徒歩８分
・ＪＲ
山手線 有楽町駅から徒歩１５分

御参加のお申込みにより御提供いただいた個人情報は，日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳
重に管理いたします。この個人情報に基づき，日本弁護士連合会もしくは日本弁護士連合会が委託した第三
者より，シンポジウム等のイベントの開催案内，書籍の御案内その他当連合会が有益であると判断する情報
を御案内させていただくことがあります。なお，個人情報は，統計的に処理・分析し，その結果を個人が特
定されないような状態で公表することがあります。
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国際機関キャリア情報セミナー

今年も国際機関キャリア情報セミナーを開催します！

【セミナー内容（予定）】
■本田 誠氏 外務省総合外交政策局国際機関人事センター室長
■谷 直樹氏 国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）駐日事務所法務部准法務官
■田中 竜介氏 国際労働機関（ＩＬＯ）駐日事務所 管理・プログラムオフィサー
■井上 沙織氏 弁護士・２０１６年度のＵＮＨＣＲ駐日事務所でのインターン経験者
■島村 洋介氏 弁護士・ 国際室嘱託

上記講師陣から，ＪＰＯ制度の概要，具体的にどのようなフィールドで活躍し
得るのか，キャリアパスの具体例，必要な準備，スキル，応募方法等を含めた
国際機関の採用・人事等に関して，また日弁連が実施する国際機関駐日事務
所インターンの応募方法，具体的職務内容等，経験談などをお話いただく予定
です！

お名前 登録番号（会員のみ）

御所属 メールアドレス

電話番号 FAX番号

【お問合わせ】日本弁護士連合会国際課 電話０３－３５８０－９７４１（直）

御提供いただいた個人情報は，日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理致します。また，この個人情報に基づき，日本弁護士
連合会もしくは日本弁護士連合会が委託した第三者より，シンポジウム等のイベントの開催案内，書籍の御案内その他当連合会が益であると判断
する情報を御案内させていただくことがあります。なお，個人情報は，統計的に処理・分析し，その結果を個人が特定されないような状態で公表
することがあります。

～【送付先】FAX ０３－３５８０－９８４０ 日弁連国際課行～

国連機関への就職方法・
国際機関駐日事務所弁護士インターン制度

日時：２０１７年１２月１８日（月）午後６時～午後８時

場所：弁護士会館１７階１７０２会議室

■主催 日本弁護士連合会 ■協力 外務省国際機関人事センター
■参加費 無料 ■主な参加対象 弁護士，司法修習生，法科大学院修了生，法科大学院生，大学生等

■申込み FAXにて事前申込みを受け付けています。当日参加も可能ですが，定員になり次第締め切らせていただきます。
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国際機関キャリア情報セミナー

日時:２０１８年２月６日(火)午後６時３０分～午後８時３０分
場所：弁護士会館１７階１７０２会議室

■主催 ⽇本弁護⼠連合会
■参加費 無料
■主な参加対象 弁護⼠，司法修習⽣，法科⼤学院修了⽣，法科⼤学院⽣，⼤学⽣等
■申込み FAXにて事前申込みを受け付けております。当⽇参加も可能ですが，定員になり次第締め切らせていただきます。

お名前 登録番号（会員のみ）

御所属 メールアドレス

電話番号 FAX番号

【お問合わせ】日本弁護士連合会国際課 電話０３－３５８０－９７４１（直）

御提供いただいた個人情報は，日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理致します。また，この個人情報に基づき，日本弁護士
連合会もしくは日本弁護士連合会が委託した第三者より，シンポジウム等のイベントの開催案内，書籍の御案内その他当連合会が益であると判断
する情報を御案内させていただくことがあります。なお，個人情報は，統計的に処理・分析し，その結果を個人が特定されないような状態で公表
することがあります。

国際刑事裁判所（ＩＣＣ）
における法律家のキャリア

～【送付先】FAX ０３－３５８０－９８４０ 日弁連国際課行～

●講師
藤原 広⼈ ⽒
国際刑事裁判所（ＩＣＣ）書記局対外活動局国別分析ユニット⻑

●セミナー内容
本セミナーでは，国際刑事裁判所の活動・係属事件の現状に触れつつ，国際刑事法廷

での法律家としてのキャリアという観点から，国際刑事法廷における若⼿中堅の法律ポ
ストやその業務内容について説明していただきます。加えて，それらのポストに採⽤さ
れるためのルート，キャリアパスの具体例，必要な準備，スキル，応募⽅法など採⽤・
⼈事⾯についてもお話しいただきます。
奮ってご参加ください︕

国際社会全体の関⼼事である最も重⼤な犯罪（集団殺害犯罪，⼈道に対する犯罪，戦争犯罪，
侵略犯罪）を犯した個⼈を，国際法に基づいて訴追・処罰するための，歴史上初の常設の国際刑
事裁判機関です。所在地はオランダ・ハーグです。

国際刑事裁判所とは？
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国際仲裁シンポジウム・プログラム

日時：2017 年 12 月 12 日（火）13:15-16:45（13:00 開場・受付開始） 
場所：ベルサール六本木コンファレンスセンター

総合司会      市毛由美子

13:15  開会の辞 川村 明・（公社）日本仲裁人協会理事長

13:25 御挨拶 上川陽子・法務大臣

13:35 キーノート・スピーチ アレクサンドル コノヴァロフ・ロシア連邦法務大臣

14:10  日本企業と国際ビジネス紛争 佐久間総一郎・日本経済団体連合会

経済法規委員会企画部会長

14:25 中小企業の海外展開と国際紛争への対応 渡辺佳英・日本商工会議所特別顧問

14:40  外国を仲裁地とすることのリスクと問題 佐藤安信・東京大学教授

14:55  休 憩

15:10  日本政府の国際紛争対応力の強化の試み

山崎栄一郎・法務省訟務局国際裁判支援対策室長

米谷三以・経済産業省通商法務官

樋口惠一・外務省国際経済紛争処理室長

15:35  わが国における国際仲裁インフラ基盤の整備 早川吉尚・立教大学教授

15:50  国際仲裁への対応可能な人材養成 高取芳宏・（公社）日本仲裁人協会常務理事

16:05  最新 UNCITRAL 仲裁モデル法の反映  古田啓昌・（公社）日本仲裁人協会理事

16:20  質疑応答

16:35 閉会の辞 中本和洋・日本弁護士連合会会長
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国際仲裁シンポジウム 参加申込書

（150 名定員（申込順）） 

■日時：2017 年 12 月 12 日（火）13:15-16:45（13:00 開場・受付開始）

■場所：ベルサール六本木コンファレンスセンター

〒106-0032 東京都港区六本木 3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー9 階 
Tel: 03-5545-1722 （南北線｢六本木一丁目駅｣直結） 
https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/roppongi/bs_roppongi_cc/access  

■対象：どなたでもご参加いただけます。

■定員：150 名（先着順）

■参加方法：参加費無料。申込者多数の場合は原則として先着順とし，一部の方には参加

をお断りする場合がございます。なお，お申込みが，150 名を越えた時点で申込みを締め切

りますが，締切りの通知は JAA の HP にて行います。

■お申込み・お問い合わせ先

〒100-0013 千代田区霞ヶ関 1-1-3 日本弁護士連合会内公益社団法人日本仲裁人協会

Tel  (03)3580-9870   Fax  (03)3580-9899   E-mail: Info@arbitrators.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

所属（役職） 参加者名

TEL: FAX: 
E-mail:

いただいた個人情報は，本シンポジウムの運営に必要な限りでのみ利用し，適正な保護・

管理に努めます。

当協会の活動は HP（http://arbitrators.jp/）に掲載しておりますので是非ともご覧下さ

い。また，当協会への入会は随時受け付けております。入会方法は当教会 HP に記載して

おりますのでご参照下さい。
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日時：２０１７年７月１０日 

午後６時３０分～午後８時 ３０分

場所：弁護士会館１７階１７０１会議室 
対象：弁護士，司法修習生，法科大学院生，関連機関等

月
 

お名前： 登録番号（弁護士のみ）： 

御所属： 御連絡先（電話orメール）： 

本セミナーは、日弁連のテレビ会議システムを利用した中継を予定しております。 
テレビ会議での参加をご希望の弁護士の方はご所属の弁護士会へお問い合わせください。

【個人情報の取扱いについて】 
 ご提供いただいた個人情報は，日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理いたします。また，この個
人情報に基づき，日本弁護士連合会もしくは日本弁護士連合会が委託した第三者より，シンポジウム等のイベントの開催
案内，書籍のご案内その他当連合会が有益であると判断する情報をご案内させていただくことがあります。 
なお，個人情報は，統計的に処理・分析し，その結果を個人が特定されないような状態で公表することがあります。 

◇開会挨拶（小原正敏・日本弁護士連合会副会長）
◇フィリピン大使館挨拶（ﾏﾘｱﾝ ｼﾞｮｾﾘﾝ R. ﾃｨﾛﾙ ｲｸﾞﾅｼｵ・フィリピン大使館公使兼総領事）
◇日比法律案件サポートプロジェクトについての説明

 （大谷美紀子・法律サービス展開本部国際業務推進センター副センター長） 
◇ 日比法律案件サポートプロジェクト調査研究報告（須川恵子同幹事）
◇ パネルディスカッション

（モデレーター：鈴木雅子・同センター幹事，パネリスト：大谷美紀子，須川恵子）
◇ 閉会挨拶（矢吹公敏・同センターセンター長）

 渉外個人案件で扱うことが多い国の一つがフィリピンです。特にJFC（日本人とフィリピン人の親から
生まれた子どもたち）問題，人身取引問題，国際結婚に伴う法律問題など，その需要の多さにもかかわら
ず，フィリピン現地からの支援や連携なしに事件を取り扱おうとすると，日本の弁護士は困難な問題に直
面することが多いという実情にあります。フィリピン現地からのサポートを得ることができれば，このよ
うな案件への取組を活性化させることができ，またより良いリーガルサービスを提供できるのではないか
との問題意識のもと，当連合会では現地におけるサポート体制の検討を開始いたしました。 
 報告会では，フィリピン現地で2か月間のフィージビリティ調査を実施した須川会員から現状をご報告
いただくと共に，今後の可能性についてディスカッションをする予定です。是非奮ってご参加ください。 
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「日比法律会議 2017～日比案件における家族法問題～」のご案内 

 

 フィリピンは、JFC（日本人とフィリピン人の親から生まれた子どもたち）に関する問題

や国際結婚に伴う法律問題、さらには人身取引問題など、日本の弁護士が渉外個人案件で扱

うことがもっとも多い国の一つです。その解決にあたっては日本の法実務とフィリピンの

法実務の双方が関係する場合が少なくなく、フィリピンにおける法や実務を理解しておく

ことが、日本において案件を扱う際にもその迅速かつ適切な解決に必要・有用です。 

 そこで、日弁連では、このたび、フィリピン統一弁護士会とフィリピン大学との共催で、

「日比法律会議 2017～日比案件における家族法問題～」を開催します。 

 予約は不要ですので、ふるってご参加ください。 

 

主催：フィリピン統一弁護士会（IBP）、フィリピン大学（UP）、日本弁護士連合会（日弁

連） 

後援：在マニラ日本大使館、海外居住フィリピン人委員会（CFO）、フィリピン海外雇用庁

（POEA） 

日時：２０１７年１１月１７日（金） １０時～１４時３０分 

場所：フィリピン大学 BGC 校（場所はチラシの venue を参照ください。） 

参加資格：どなたでもご参加いただけます。 

 

プログラム： 

１０時  開会挨拶（UP、IBP、日弁連） 

１０時２０分 パネルディスカッションⅠ：  

  「日本法による離婚のフィリピンにおける承認」 

 パネリスト： 

日弁連、UP、フィリピン裁判官協会（PJA）、フィリピン統計局（PSA）、

CFO、外務省法務局（OLA） 

１２時  ランチ 

１３時  日弁連フィリピンプロジェクトについてのプレゼンテーション 

１３時２０分 パネルディスカッションⅡ： 

   「ジャパニーズフィリピーノチルドレン（JFC）の日本人父による認知」 

  パネリスト： 

         日弁連、UP、IBP、フィリピン裁判官協会（RTC）、PSA 、CFO、 

マリガヤハウス 

１４時３０分  閉会挨拶（IBP、UP） 

 

問い合わせ：日弁連国際課近藤（Email:kondoaya@nichibenren.or.jp  TEL:+81-3-3580-

9841  FAX:+81-3-3580-9840） 
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