
 

 
 

 

2019年 1月 10日 

 

「『外国人雇用も含めた人材不足の解決について考える』セミナー兼個別相談会」 

開催のお知らせ 

 

 

筑波銀行（頭取：藤川 雅海、本店：茨城県土浦市）は、「人材不足の解決」をテーマとしたセミナ

ー兼個別相談会を開催しますので、お知らせいたします。 

 「人手不足」「人材不足」については、政府が外国人受け入れ政策を大きく変換するなど、国内で深

刻な問題となっています。弊行のお取引先企業様においても人材不足に関するご相談は多く、そのニー

ズにお応えし開催するものです。 

 当行は、今後ともさまざまな情報やサービスの提供を通じ、地域の再生・発展に向けた取組みを推進

してまいります。 

記 

 

名称 「外国人雇用も含めた人材不足の解決について考える」セミナー兼個別相談会 

開催日 2019年 2月 7日（木） 

会場 筑波銀行つくば本部ビル 10階 大会議室 

定員 50名 

主催・共催 主催：筑波銀行、共催：日本政策金融公庫 

後援 
日本貿易振興機構（ジェトロ）茨城貿易情報センター、茨城県中小企業振興公社、 

茨城県行政書士会 

参加費 無料 

内容 

■セミナー：13:30～17:15（受付開始 13:00） 

・「外国人の雇用について」 

講師：茨城県行政書士会 国際部部長 橋本 哲 氏 

・「高度外国人材の受け入れについて」 

講師：ジェトロ新輸出大国コンソーシアム エキスパート 海老 博子 氏 

・出展団体・企業による「自社サービスの紹介」 

・「消費税の軽減税率制度について」 

講師：関東信越国税局 課税第二部 消費税課 軽減税率制度係係長 登藤 洋一 氏 

■個別相談会：13:30～18:00 

・人材不足の解決に繋がるサービスを提供する 11団体・企業による個別相談会。 

・出展団体・企業については「登壇、出展団体・企業ご紹介」をご覧ください。 

 

以上 

 

報道機関のお問合せ先 

筑波銀行 総合企画部広報室 鴨志田 内線 3730 

℡ 029－859－8111 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 



参加無料 
人材不足に悩む中小企業の皆さん！ 
この機会に参加してみませんか？ 

筑波銀行 

（住所：つくば市竹園１－７） 

    主催：筑波銀行 
   共催：日本政策金融公庫 
   後援：日本貿易振興機構（ジェトロ）茨城貿易情報センター、 
       茨城県中小企業振興公社、茨城県行政書士会 

■人材不足の解決に繋がるサービスを提供  
   する出展団体・企業に相談してみませんか？ 

「外国人雇用も含めた人材不足の解決について考える」 
セミナー・個別相談会（同時開催） 

会場：筑波銀行つくば本部ビル10階 

日時：平成３１年２月７日（木） 

    13:30～18:00（受付13:00～） 

  ■消費税の軽減税率制度についての情報 
          提供もあります 

 【お申込み・お問合せ先】 

     筑波銀行ビジネスソリューション部 Tel:029-859-8111（担当：前田／奥秋） 

１．セミナー（13:30～17:15、定員50名）（受付13:00～） 

  （１）「外国人の雇用について」 
     講師：茨城県行政書士会 国際部部長 橋本 哲 氏 

  （２）「高度外国人材の受け入れについて」 

    講師：日本貿易振興機構（ジェトロ） 新輸出大国コンソーシアム エキスパート 海老 博子 氏 

  （３）人材不足の解決に繋がるサービスを提供する各種出展団体・企業による「自社のサービス紹介」 

  （４）「消費税の軽減税率制度について」 

    講師：関東信越国税局 課税第二部 消費税課 軽減税率制度係 係長 登藤 洋一 氏 

 
２．個別相談会（13:30～18:00）  

 （１）上記のセミナーと同時開催とし、両会場は往来できます。 

 （２）個別相談は事前のお申込を優先させていただきますので、個別相談を希望される場合はお申込 

    書にその旨ご記入をお願いします。 

 （３）ブース設置予定：茨城県行政書士会、日本貿易振興機構（ジェトロ）、茨城県よろず支援拠点、 

   海外産業人材育成協会(AOTS)、パーソルキャリア(株)、(株)フォーバル、ワークスタッフ(株)、 

   みらい協同組合、茨城県央情報通信設備事業協同組合、アドバンスグループ、関東信越国税局 

           （ 詳細につきましては、「登壇、出展団体・企業ご紹介」をご覧ください。 ） 



締切：平成３１年２月１日（金） 

【お申込方法】  

 １．筑波銀行にお申込み 

  （１）ホームページより申込される方は、以下のアドレスからお申込ください。 

      http://www.tsukubabank.co.jp/corporate/info/seminar/ 

  （２）本申込書に必要事項をご記入いただき、筑波銀行の本支店にご提出 

  （３）筑波銀行ビジネスソリューション部にＦＡＸでお申込（担当：前田、奥秋） 

       ＦＡＸ番号 ： ０２９－８２９－７５４５ 

 ２．日本政策金融公庫（水戸支店、土浦支店、千住支店）にお申込み 

貴社名 

ご住所 〒 

業種 

ご参加者（１）                   様 所属/役職 

   ご参加者（２） 様 所属/役職 

E-mail 

ＴＥＬ 当日連絡先 

 １． 茨城県行政書士会 

    （橋本 哲 行政書士） 
 ２． ジェトロ茨城  ３． 茨城県よろず拠点窓口 

 ４． 海外産業人材育成協会 

     （AOTS) 
 ５． パーソル キャリア㈱  ６． ㈱フォーバル 

 ７． ワークスタッフ㈱  ８． みらい協同組合 
 ９．   茨城県央情報通信設備 

    事業協同組合（介護職） 

 １０．アドバンスグループ 
１１．関東信越国税局  

  消費税課軽減税率制度係 

＊個別相談会へのご参加をお申込の方には、後日、スケジュールをご案内させていただきます。 

＊希望者多数等により、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。 

＊本参加申込書にご記入いただいたお客さまの情報は、主催者が取得管理し、以下の目的のみに利用します。 

 ①本企画のご連絡 、②主催者が主催するセミナー、イベント等の情報提供        

人材不足解決セミナー・個別相談会参加申込書 

２．個別相談: 希望する ・ 希望しない （ どちらかを○でお囲みください ） 

   ※個別相談を希望する場合は、個別相談を希望する団体・企業の番号を○でお囲みください。 

     ※各出展団体・企業の取扱業務は、 「登壇、出展団体・企業ご紹介」   をご覧ください。  

１．申込者  



■登壇、出展団体・企業ご紹介 №1 

１．茨城県行政書士会（橋本 哲  行政書士） ２．ジェトロ茨城貿易情報センター 

URL： https://www.jetro.go.jp/ 

企業紹介： 
経済産業省管轄の公的機関です。高度外国人材活用に関する各種サ
ポートを実施しています。お気軽にご相談ください。 

取扱業務： 海外展開支援 

希望地域： ジェトロ：全国、ジェトロ茨城：茨城県内 

３．茨城県中小企業振興公社・茨城県よろず支援拠点窓口 

５．パーソル キャリア㈱ 

４．海外産業人材育成協会(AOTS) 

URL： https://www.aots.jp/ 

企業紹介： 
主に開発途上国の産業人材を対象とした研修および専門家派遣等の技
術協力を推進する人材育成機関。これらの事業を通じて、日本と海外諸
国相互の経済発展に貢献するとともに、友好関係の増進にも寄与。 

取扱業務： 
・上記に関する国庫補助事業 
・その他海外展開支援業務事業 

希望地域： 特になし 

６．㈱フォーバル 

URL： https://www.forval.co.jp/ 

企業紹介： 

・ベトナム、カンボジア、インドネシア、ミャンマーに現地拠点を有する海
外コンサルティング会社 

・人材関連では、主に上記地域出身の日本在住外国人留学生に特化し
た人材紹介を行っています 

取扱業務： 
・日本在住外国人留学生の人材紹介 
・技能実習生紹介 

希望地域： 特になし 

URL： http://www.ibaraki-gyosei.or.jp/ 

企業紹介： 
今回は、セミナーテーマにあわせて、茨城県行政書士会所属の行政書
士が外国人の雇用に関する手続をお手伝いいたします 

取扱業務： 外国人の入国及び在留に関する手続き 

希望地域： 茨城県、千葉県、栃木県、埼玉県、東京都 

URL： https://yorozu-ibaraki.jimdo.com/ 

企業紹介： 
中小企業・小規模事業者のワンストップ相談窓口として，売上拡大，経
営改善等を中心に経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します 

取扱業務： 人手不足対応に係る相談 

希望地域： 茨城県内全域 

URL： https://www.persol-career.co.jp/ 

企業紹介： dodaやanなど幅広い人材サービスを展開する総合人材サービス企業 

取扱業務： 
人材紹介業 
【ご紹介サービス例】ミイダス：無料人材検索サービス、doda：人材紹介
サービス 

希望地域： 全国 



■登壇、出展団体・企業ご紹介 №2 

７．ワークスタッフ㈱ ８．みらい協同組合 

URL：  http://mirai-i.or.jp/ 

企業紹介： 

・平成29年11月、茨城県で第1号となる「優良監理団体」の許可を取得し
現在、ベトナム、モンゴル、カンボジア、インドネシアの４か国の外国人技
能実習生活用のご提案、受け入れ後の在留管理や監査指導、その他各
種サポートを行っています 

取扱業務： 
当組合員様のために行う、外国人技能実習生共同受け入れ事業（農業、
建設、食品製造、機械・金属、プラスチック成形、塗装、 ビルクリーニン
グ、介護等の分野） 

希望地域： 全国 

９．茨城県央情報通信設備事業協同組合 10．アドバンスグループ 

URL：  http://www.adovance-group.com 

企業紹介： 
・モバイル事業を主体とし、グループ会社を含め人財事業として人財紹
介・人財派遣をはじめグローバル人財（留学生）の就職支援（人材紹介）  

・人財事業グループ会社 ：アドバンスワーク・SHOOWA 

取扱業務：  上記のとおり 

希望地域： 特になし 

URL： なし 

企業紹介： 

・介護で働く、日本政府の要件を満たした若手人材と面接をマッチング 

・直接ベトナム人の看護学校に足を運び、学生たちにより関心を持っても
らえるよう日本での介護の仕事のPR活動も行い、より優秀な人材の確保
に力を入れています 

取扱業務： 
・ベトナム人のみ介護職技能実習生マッチング事業 
・別ビジネスでベトナム人エンジニアを別途紹介 

希望地域： 茨城県央、県北地域（介護分野） 

URL： http://www.work-st.com/ 

企業紹介： 

・創業25年の社歴を有し、地域密着企業として各種人材サービ  スの提
供、職業訓練施設の運営を行っています 

・昨今では、日本人にとどまらず、東南アジア、南米系の海外人材のマッ
チング支援をはじめ、日本語教育機関の運営、連携などにより、地域に
おける外国人就労者のサポートを行っています 

取扱業務： 
人材派遣、人材紹介（優良派遣認定事業者）、構内製造請負、BPO
（製造請負優良適正事業者）、求職者支援訓練施設の運営、日本語
教育施設の運営（みらい日本語学校） 

希望地域： 全国 

URL： 国税庁 http://www.nta.go.jp/ 

企業紹介： 説明担当係：関東信越国税局 消費税課 軽減税率制度係 

取扱業務： 消費税軽減税率制度の周知・広報事務等 

希望地域： 管轄地域（埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県） 

11．関東信越国税局  


