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株式会社 伊予銀行 

 

 

～改正入国管理法の基礎と外国人材戦力化のポイントを徹底解説～ 

 

 株式会社伊予銀行（頭取  大塚 岩男）は、愛媛県内 5ヶ所で「外国人材戦力化セミナー」を開催い

たしますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 近年の人口減少や少子高齢化を迎え、事業の継続を図る上で、外国人技能実習生の採用を検討する

企業さまが増えており、外国人材の活用のニーズは高まっています。 

このセミナーでは、ベトナムやカンボジアを中心に技能実習生の受入事業を行っている共同組合国

際ビジネスサポート様と外国人に特化した就職・転職サービスを行っているゴーウェル株式会社様か

ら講師をお招きし、改正入国管理法の基礎と外国人材戦力化のポイントを解説いたします。 

 
記 

○外国人材戦力化セミナー 
項  目 内  容 

会  場 八幡浜 宇和島 今治 新居浜 松山 

日  時 
2019 年 3 月 7 日（木） 2019 年 3 月 8 日（金） 2019 年 3 月 12 日（火） 

10：00～12：00 14：30～16：30 10：00～12：00 14：30～16：30 
第 1 部：13：30～15：30 

第 2 部：15：45～16：45 

場  所 当行八幡浜支店 当行宇和島支店 当行今治支店 当行新居浜支店 当行本店 南別館 

講演内容 

【各会場共通（松山会場は第 1部）】 

題目：『外国人技能実習生の受け入れで失敗しないための改正入国管理法のポイント』 

講師： 共同組合国際ビジネスサポート 

代表理事 江見 修氏 

【松山会場 第 2 部】 

題目：『高度外国人材採用時の留意点と今後の見通し』 

講師：ゴーウェル株式会社 

代表取締役社長 松田 秀和氏 

対   象 外国人材の採用を検討している、または既に採用をしている企業さま 
費  用 無料 
定  員 各 20 名程度 

申込方法 
別添のお申込書にご記入いただき、最寄りの支店窓口までお持ちいただくか、国際部まで

FAX（089-946-9101）でお申込み下さい。 

申込期限 2019 年 3 月 1 日（金） 
主  催 当行 
後  援 株式会社いよぎん地域経済研究センター 

    以 上 

 

 

私たちはチャレンジします。みなさまの笑顔のために。        NEWS RELEASE       

株式会社 伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町 1番地 〒790-8514 TEL(089) 941-1141 



外国人材の採用を検討している、または既に採用をしている企業様

会場 日時 セミナー内容

八幡浜支店 2019年3月7日
10:00~12:00

各会場
共通テーマ

宇和島支店 2019年3月7日
14:30~16:30

各会場
共通テーマ

今治支店 2019年3月8日
10:00~12:00

各会場
共通テーマ

新居浜支店 2019年3月8日
14:30~16:30

各会場
共通テーマ

本店南別館
（松山）

2019年3月12日
第1部
13:30~15:30

各会場
共通テーマ

第2部
15:45~16:45

高度外国人材
について

2019年3月7日（木）
八幡浜支店・宇和島支店

2019年3月8日（金）
今治支店・新居浜支店

2019年3月12日（火）
本店 南別館（松山）

対象

各20名程度 （先着順。定員に達し次第、締切とさせていただきます）

参加申込書（裏面）を伊予銀行国際部までＦＡＸにてお送りいただくか、営業店の担当者
（もしくは窓口）にお渡しください。

2019年3月1日（金）

本件に関するご照会は下記までお願いします。
伊予銀行国際部海外コンサルティング室（担当︓矢野、與田（よだ）） TEL:(089)941-1141㈹

定員

申込方法

申込締切

参加無料

セミナー概要

主催 ㈱伊予銀行 ㈱いよぎん地域経済研究センター（IRC）後援

外国人技能実習生の受け入れで失敗しないための
改正入国管理法のポイント

講師︓ 協同組合国際ビジネスサポート代表理事
江見 修 氏

近年の人口減少や少子高齢化で外国人技能実習生を採用する企業さ
まが増えており、2019年4月の入国管理法の改正に伴い外国人雇用
の幅が広がる一方で、入国管理法自体が複雑化しております。
講演では、外国人技能実習生の受け入れに失敗しないように入国管
理法を理解していただくとともに、外国人技能実習制度について詳
しく説明させていただきます。

外国人技能実習生の受け入れで失敗しないための
改正入国管理法のポイント

講師︓ 協同組合国際ビジネスサポート代表理事
江見 修 氏

近年の人口減少や少子高齢化で外国人技能実習生を採用する企業さ
まが増えており、2019年4月の入国管理法の改正に伴い外国人雇用
の幅が広がる一方で、入国管理法自体が複雑化しております。
講演では、外国人技能実習生の受け入れに失敗しないように入国管
理法を理解していただくとともに、外国人技能実習制度について詳
しく説明させていただきます。

高度外国人材採用時の留意点と今後の見通し
講師︓ ゴーウェル株式会社 代表取締役社長

松田 秀和 氏
ビジネスの中核を担う高度外国人材ニーズが高まる中、日本語能力
の高いアジア人材の紹介実績の豊富な同社より、高度外国人材採用
時に気を付けておきたい点や、トレンドなどについて解説します。

高度外国人材採用時の留意点と今後の見通し
講師︓ ゴーウェル株式会社 代表取締役社長

松田 秀和 氏
ビジネスの中核を担う高度外国人材ニーズが高まる中、日本語能力
の高いアジア人材の紹介実績の豊富な同社より、高度外国人材採用
時に気を付けておきたい点や、トレンドなどについて解説します。

各会場共通テーマ(外国人技能実習生と改正入国管理法)

松山会場第2部 (高度外国人材について)

※各会場の詳細は裏面をご参照ください

※各会場とも講演開始時間の30分前より受付を開始いたします。

～改正入国管理法の基礎と外国人材戦力化のポイントを徹底解説～



お申込書

※お知らせいただいたお客さまの個人情報は、セミナーの出欠確認、及び次回のセミナー、交流会ご案内のみに使用し、その他の目的
での使用および主催・共催者以外の第三者への提供はいたしません。
※本セミナーは､お客さまの事業について参考となる情報提供を目的とするもので、金融商品取引契約等の締結および締結の勧誘を目的
とするものではありません。

FAX 089-946-9101
伊予銀行国際部（担当︓矢野・與田（よだ））

会場
（いずれかに〇） 八幡浜支店・宇和島支店・今治支店・新居浜支店・本店南別館（松山）

お取引店 伊予銀行 支店

貴社名
（団体名）

ご連絡先
〒

(電話番号︓ ー ー )

ご出席者名

ご役職名 ご芳名

メールアドレス
＠

FAX

協同組合 国際ビジネスサポート 代表理事 江見 修氏

会場駐車場は限りがありますので、できるだけ公共交通
機関をご利用くださいますようお願いいたします。

2000年に㈱キャリアプランニングに入社。社内システム、派遣営業、紹介営業、人事・総務のマネージャーを経て
2009年に同社経営企画部長に就任。2013年に共同ビジネスサポートの理事長に就任。
人材ビジネスで培ったノウハウを元にベトナム、カンボジアを中心に技能実習生の受入事業を行う。

外国人材の採用等について疑問点やご質問がございましたら、当日お答えさせていただきますので、自由にご記入ください。

八幡浜支店 愛媛県八幡浜市380-1
☎0894-22-3311

宇和島支店 愛媛県宇和島市新町2丁目8-3
☎0895-22-5700

今治支店 愛媛県今治市常磐町4丁目2-1
☎0898-23-3511

新居浜支店 愛媛県新居浜市繁本町5-20
☎0897-33-8111

本店南別館 愛媛県松山市三番町5丁目10-1
☎089-941-1141

ゴーウェル株式会社 代表取締役社長 松田 秀和氏
JTBバンコク支店、プーケット支店長を経て退職後、2010年から東南アジア関連事業を開始。
2012年より東南アジア語に特化した通訳翻訳事業、スクール事業を、2017年より外国人に特化した就職・転職サービ
スを開始。

講師紹介

会場のご案内

※今後、イベント案内やいよぎんグローバルレポートの配信を希望される方は、送付先アドレスをご記入ください。
（既にご提出いただいている方は再度の記入は不要です。）
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