
　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

(www.jesra.or.jp) の「職業紹介責任者講習」の申込フォームから直接お申込み下さい。

※5年以内再受講者＝受講申込日時点で、人材協または他の実施団体での過去5年以内の受講修了が確認できる方

※講習会 講　師 募集開始 募集締切
　場番号 （予定者） 日　時 日　時

オンライン開催 根本　啓明 令和5年1月19日 令和5年3月22日 新規： 12,500円

令和5年4月12日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

アキバプラザ 根本　啓明 令和5年1月19日 令和5年4月5日 新規： 12,500円

令和5年4月19日 60 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 東京都 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

千代田区神田練塀町 3 (人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年1月19日 令和5年4月6日 新規： 12,500円

令和5年4月27日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

アキバプラザ 戸嶋　陽子 令和5年1月19日 令和5年4月27日 新規： 12,500円

令和5年5月11日 60 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 東京都 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

千代田区神田練塀町 3 (人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年1月19日 令和5年5月3日 新規： 12,500円

令和5年5月24日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年1月19日 令和5年5月17日 新規： 12,500円

令和5年6月7日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

アキバプラザ 戸嶋　陽子 令和5年1月19日 令和5年6月1日 新規： 12,500円

令和5年6月15日 60 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 東京都 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

千代田区神田練塀町 3 (人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年1月19日 令和5年6月1日 新規： 12,500円

令和5年6月22日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

仙台商工会議所 根本　啓明 令和5年1月19日 令和5年6月14日 新規： 12,500円

令和5年6月28日 50 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 宮城県 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

仙台市青葉区本町2-16-12 (人材協会員は 8,200円)

北海道経済センター 髙　正基 令和5年1月19日 令和5年6月21日 新規： 12,500円

令和5年7月5日 50 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 北海道 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

札幌市中央区北1条西2丁目 (人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年1月19日 令和5年6月22日 新規： 12,500円

令和5年7月13日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

アキバプラザ 根本　啓明 令和5年1月19日 令和5年7月5日 新規： 12,500円

令和5年7月19日 60 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 東京都 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

千代田区神田練塀町 3 (人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年1月19日 令和5年7月6日 新規： 12,500円

令和5年7月27日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年2月16日 令和5年7月18日 新規： 12,500円

令和5年8月8日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

アキバプラザ 戸嶋　陽子 令和5年2月16日 令和5年8月9日 新規： 12,500円

令和5年8月23日 60 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 東京都 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

千代田区神田練塀町 3 (人材協会員は 8,200円)

開催場所
受講
定員

受講料(税込）開催日時

230524001

230412001

230419131

230511131

　応募窓口　：　一般社団法人 日本人材紹介事業協会(人材協)

　問合わせ先　：　一般社団法人 日本人材紹介事業協会　事務局

ホームページ
                    インターネット環境のない方には、所定の「申込書」により03-5408-5420までFAXでお申込み下さい。
                    なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。

　　　　　　　　　　東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル西館2F　　電話　03-5408-5454　　　職業紹介責任者講習担当

(日本工業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習実施日程書

002

　申出者名（実施機関名）　一般社団法人日本人材紹介事業協会

230427002

230719131

230823131

230628041

230713001

230705011

230622002

230808001

230607001

230615131

230727001



　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

(www.jesra.or.jp) の「職業紹介責任者講習」の申込フォームから直接お申込み下さい。

※5年以内再受講者＝受講申込日時点で、人材協または他の実施団体での過去5年以内の受講修了が確認できる方

※講習会 講　師 募集開始 募集締切
　場番号 （予定者） 日　時 日　時

開催場所
受講
定員

受講料(税込）開催日時

　応募窓口　：　一般社団法人 日本人材紹介事業協会(人材協)

　問合わせ先　：　一般社団法人 日本人材紹介事業協会　事務局

ホームページ
                    インターネット環境のない方には、所定の「申込書」により03-5408-5420までFAXでお申込み下さい。
                    なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。

　　　　　　　　　　東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル西館2F　　電話　03-5408-5454　　　職業紹介責任者講習担当

(日本工業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習実施日程書

002

　申出者名（実施機関名）　一般社団法人日本人材紹介事業協会

オンライン開催 根本　啓明 令和5年2月16日 令和5年8月9日 新規： 12,500円

令和5年8月30日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

愛知県産業労働センター 根本　啓明 令和5年3月16日 令和5年8月24日 新規： 12,500円

令和5年9月7日 50 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 愛知県 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

名古屋市中村区名駅4-4-38 (人材協会員は 8,200円)

大阪御堂筋ビル 髙橋　孝司 令和5年3月16日 令和5年8月31日 新規： 12,500円

令和5年9月14日 50 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 大阪府 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

大阪市中央区久太郎町4-1-3 (人材協会員は 8,200円)

天神ビル 髙橋　翔太 令和5年3月16日 令和5年9月7日 新規： 12,500円

令和5年9月21日 75 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 福岡県 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

福岡市中央区天神2-12-1 (人材協会員は 8,200円)

アキバプラザ 戸嶋　陽子 令和5年3月16日 令和5年9月13日 新規： 12,500円

令和5年9月27日 60 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 東京都 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

千代田区神田練塀町 3 (人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年4月20日 令和5年9月14日 新規： 12,500円

令和5年10月5日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

アキバプラザ 根本　啓明 令和5年4月20日 令和5年10月3日 新規： 12,500円

令和5年10月17日 60 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 東京都 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

千代田区神田練塀町 3 (人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年4月20日 令和5年10月4日 新規： 12,500円

令和5年10月25日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年5月18日 令和5年10月12日 新規： 12,500円

令和5年11月2日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

アキバプラザ 戸嶋　陽子 令和5年5月18日 令和5年10月25日 新規： 12,500円

令和5年11月8日 60 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 東京都 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

千代田区神田練塀町 3 (人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年5月18日 令和5年10月26日 新規： 12,500円

令和5年11月16日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年5月18日 令和5年11月8日 新規： 12,500円

令和5年11月29日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

アキバプラザ 戸嶋　陽子 令和5年6月15日 令和5年11月21日 新規： 12,500円

令和5年12月5日 60 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 東京都 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

千代田区神田練塀町 3 (人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年6月15日 令和5年11月29日 新規： 12,500円

令和5年12月20日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

230914271

230927131

230921401

230907231

230830001

231005001

231017131

231025001

231102001

231108131

231116001

231129002

231205131

231220002



　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

(www.jesra.or.jp) の「職業紹介責任者講習」の申込フォームから直接お申込み下さい。

※5年以内再受講者＝受講申込日時点で、人材協または他の実施団体での過去5年以内の受講修了が確認できる方

※講習会 講　師 募集開始 募集締切
　場番号 （予定者） 日　時 日　時

開催場所
受講
定員

受講料(税込）開催日時

　応募窓口　：　一般社団法人 日本人材紹介事業協会(人材協)

　問合わせ先　：　一般社団法人 日本人材紹介事業協会　事務局

ホームページ
                    インターネット環境のない方には、所定の「申込書」により03-5408-5420までFAXでお申込み下さい。
                    なお、電話によるお申込みは受け付けておりません。

　　　　　　　　　　東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル西館2F　　電話　03-5408-5454　　　職業紹介責任者講習担当

(日本工業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習実施日程書

002

　申出者名（実施機関名）　一般社団法人日本人材紹介事業協会

アキバプラザ 根本　啓明 令和5年7月20日 令和6年1月4日 新規： 12,500円

令和6年1月18日 60 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

9：45～17：15 東京都 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

千代田区神田練塀町 3 (人材協会員は 8,200円)

オンライン開催 根本　啓明 令和5年7月20日 令和6年1月3日 新規： 12,500円

令和6年1月24日 70 岸　健二 午前10:00から （ただし、定員になり (人材協会員は8,800円)

8:30～17:30 次第締切ります） 5年以内再受講者： 10,500円

(人材協会員は 8,200円)

240124001

240118131


