
指導者講習のご案内

令和元年度　職業紹介従事者人材育成推進事業

職業紹介従事者教育のための

厚生労働省
委託事業

会 場
一 覧

実 施
機 関

受講料
無料

◎ 指導者向け講習会
◎ 最新テキストを無料配布
◎ 教本(モデル講義集)は、そのまま自社研修で利用可能
◎ 受講者相互による学び合い
◎ 演習的要素を盛り込んだグループ学習

令 和 元 年 度 の 特 徴

この講習会は、厚生労働省委託事業「令和元年
度民間職業紹介従事者の人材育成推進事業」
に基づいて、民紹協が職業紹介事業者団体の
協力を得て実施するものです。

※職業紹介責任者講習とは別の講習会ですの
　でご注意ください。

東京都文京区本郷3-38-1 本郷信徳ビル5Ｆ
TEL 03-3818-7011　FAX 03-3818-7015
http://www.minshokyo.or.jp/

　　 公益社団法人
全国民営職業紹介事業協会（民紹協）

札幌国際ビル　
札幌市中央区北４条西4-1

仙台商工会議所　
仙台市青葉区本町2-16-12

ＪＡ共済埼玉ビル　
さいたま市大宮区土手町1-2  JA共済埼玉ビル

※受講にあたってのお願い

　・講習は 13 時から始まりますが、12 時 45 分までには会場に集合いただきますようお願いいたします。
　・講義中のスマートフォン、タブレット、ＰＣの使用はご遠慮ください。
　・5 時限目の終了後にアンケートをご記入いただきます。
　・キャンセルをされる場合は事前にご連絡ください。

※申込数が定員を超えた場合は、受付を終了させていただきます。
　申込み状況は、民紹協のホームページをご覧ください。
※インターネット環境の無い方はお電話でお問い合わせください。（TEL 03-3818-7011）

中野サンプラザ　中野区中野4-1-1

神奈川県産業振興センター　
横浜市中区尾上町5-80 神奈川県中小企業センタービル

ウインクあいち　
名古屋市中村区名駅4-4-38

マイドームおおさか　（10月8日）
大阪市中央区本町橋2-5

つるやホール　（12月11日）
大阪市中央区本町3-３-５

グランキューブ大阪　（2月7日）
大阪市北区中之島5-3-51

ＲＣＣ文化センター　広島市中区橋本町5-11

福岡朝日ビル　
福岡市博多区博多駅前2-1-1

地下鉄さっぽろ駅
8番出口直結

地下鉄南北線勾当台公園駅
南４番出口すぐ

東武野田線北大宮駅  徒歩5分
JR大宮駅  徒歩13分

JR・地下鉄東西線中野駅
北口  徒歩2分

JR関内駅北口  徒歩5分

JR・地下鉄名古屋駅
桜通口徒歩5分

堺筋線堺筋本町駅  徒歩6分

御堂筋線本町駅
7番出口すぐ

京阪電車中之島線
中之島駅(2番出口)すぐ

JR広島駅徒歩10分
広電銀山町電停から  徒歩5分

JR博多駅博多口  徒歩2分

札幌市

仙台市

さいたま市

東京都

横浜市

名古屋市

大阪市

広島市

福岡市

開 催 都 市 会 　 場 最 寄 駅

指 導 者 講 習 　 申 込 み 方 法

民紹協ホームページ（http://www.minshokyo.or.jp/seminar/promotion.html）
より、8月1日（木）10時からお申込みいただけます。

講習は、１～２時限目に人材育成の技法や最新

の法改正等の講義を受講した後、３～5時限目に

演習＝グループ学習を行います。

グループ学習は、

１．〈職業紹介事業の基本〉  （3時限目）

２．〈労働法の実務〉　　    （4時限目）

３．〈外国人の職業紹介入門〉（5時限目）

の３つの分野で行います。

グループ学習の実施に当たっては、1グループ6

名で模擬講義や求職者との面談法などを行い、

実践的な教育技法を体験・習得します。

グループ学習は、グループごとに発表役または

コメント役を取り決め、発表（模擬講義）と振

返りを行い、受講者相互による学び合いで理解

を深めます。

「指導者用教本（モデル講義集）」として、テー

マ毎にスライド画面に解説を付したものを用意

していますので、発表役はこれを使えば簡単に

発表ができます。また、受講者には本講習で使

用した教本のデータ等を提供し

ますので、事業所に戻ってその

まま従業員教育や伝達研修に利

用していただくことができます。

指導者講習は

参加者の“学び合い”を大切にします3

演 習 の
サ ポ ートは
万 全 で す テキストは全員に

無料配付

「教本（モデル講義集）」が
あるので安心です

最新の法改正やコンプライアンスを
反映したテキストを無料配付します。

パワーポイントのノート機能を使って、スラ
イドの下に、どのように講義すれば良いか
が、わかりやすく解説されているのでバッ
チリです。



近時の、職業紹介事業の社会的役割の拡大に伴

い、各事業者にはコンプライアンスの向上と従事

者教育の充実が求められています。

また、改正職業安定法（平成30年１月施行）にお

いて、職業紹介責任者の責務に、従事者に対する

「教育」が追加されました。職業紹介責任者及び

従事者の指導に当たる紹介担当者の対応力の

向上が望まれます。

民紹協では、厚生労働省「民間職業紹介従事者

の人材育成推進事業」の一環として、最新の法令

等を盛り込んだテキストと指導者用教本の開発

を行い、指導者向けの講習会を実施します。

お申込みいただいた方には、受講日の約1ヶ
月前に、受講のご案内、演習の進め方と演習
で使用する教本(モデル講義集)を、メール（ま
たは郵便）でお送りします。

※講習のテキストは当日配布となりますので、事前に
見たい場合は当協会のホームページから御覧いた
だくことになります。

本年4月1日から、外国人材の受け入れ制度を拡

充する改正入管法を始め、働き方改革関連法（時

間外労働の上限規制、同一労働・同一賃金など）

が順次、施行されています。

また、5月には女性活躍推進法の改正やハラスメ

ント防止法の成立など、様々な法改正が行われて

います。

本講習を通じて、

このような最新の

法改正や行政情

報を把握すること

ができます。

貴社の職業紹介業務の

レベルアップを
図りませんか！

労働法改正の

最新情報を
学びませんか？1 2

※申込数が定員を超えた場合は、受付を終了させていただきます。

　申込み状況は、民紹協のホームページをご覧ください。

※インターネット環境の無い方はお電話でお問い合わせください。（TEL 03-3818-7011）

　　　　　民紹協ホームページより
　　　http://www.minshokyo.or.jp/seminar/promotion.html
お申し込みは 8月1日(木)10時からとなります。

指 導 者 講 習
申 込 み
方 法

お申込みいただくと…

受講いただいた方には修了証をお渡しします。職
安法では、従業者に対して教育を実施することが
求められておりますが、本講習を紹介責任者や紹
介担当者が受講することにより、事業主が紹介責
任者に教育義務を果たせたことと同等の評価を
受けることが可能となっています。事業報告書
（様式8号）にも記載可能です。

受講いただくと…

最新情報チェック

令和元年度　　職業紹介指導者講習の日程及び内容※すべての日程の集合時間は、12時45分となります。
　必ず、集合時間までにお集まりください。
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最新の法改正事項
社会保険労務士法人星名事務所　星名真喜子

最新の法改正事項
民紹協事務局次長 社会保険労務士　佐藤珠己

最新の法改正事項
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新たな労働時間ルール
進行調整役：佐藤、星名、日高

最低賃金法の留意点
進行調整役：仲村、佐藤、須藤

新たな労働時間ルール
進行調整役：齊藤、三倉、日高

最低賃金法の留意点
進行調整役：津田、佐藤、日高
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求職者面談法
進行調整役：齊藤、三倉、日高
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進行調整役：津田、佐藤、日高

事業運営上の遵守事項
進行調整役：竹下、星名、日高

求職者面談法
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（木）
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（水）
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（水）

12月18日
（水）
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（水）

1月15日
（水）
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（火）
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（水）
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地  域
(ブロック)

開催都市 会場名 日  程 定員

講　義

1 時限目
（13:00 ～ 13:30）

2 時限目
（13:30 ～ 14:10）

3 時限目（14:20 ～ 15:05）
〈職業紹介事業の基本〉

4 時限目（15:05 ～ 15:50）
〈労働法の実務〉

5 時限目 (16:00 ～ 16:45)

〈外国人の職業紹介入門〉
( ～ 17:00)

演習（グループ学習） まとめ


