
実務上の基礎となる労務コンプライアンスについて正しく理
解し、基本的な給与計算の計算を行い、明細を作成できる
レベル。一般職員として、通常の毎月の給与計算業務と賞
与の計算ができる。

労働法令や税務についても正しく理解し、複雑な制度やイレ
ギュラーな給与体系にも対応可能、また年末調整も含め、
年間を通じて給与計算に関するすべての業務に精通したレ
ベル。社会保険や税務等付随する手続きを行うことができ、
給与計算業務のリーダーとして管理ができる。

■級の区分

給与計算実務能力検定試験 とは‥給与計算実務能力検定試験 とは‥

公式対策講座 鹿児島開催！！

正しい給与計算 の方法としくみが分かるようになる！

厚生労働省の認可機関による 履歴書に書ける公的資格

給与計算実務能力検定試験
®

お金に関わる大切な業務である給与計算では、管理者や実務担当者が、法令に準じた

正しい知識を持っていることが重要です。そのためには、給与計算に関わる実務能力を

客観的に判断するということが必要であり、厚生労働省認可機関の財団法人職業技能振

興会と一般社団法人実務能力開発支援協会では、給与計算の実務能力を評価する検定

試験を実施しています。

公式対策講座の詳細は中面をごらんください

就職・転職活動に

履歴書に書ける
スキルの証明を

管理部門で勤務中
職場でのキャリアアップに

労務トラブルの回避に

将来に備えて

結婚・出産後も
求人の多い分野です

試験概要
【試験日時】 2016年10月30日（日）

＜２級試験＞10：00～12：00 ／ ＜１級試験＞14：00～16：00  

【試験会場】 鹿児島県民交流センター(鹿児島市山下町１４－５０)

【出願期間】 出願書類到着締切：2016年9月12日（月）

【受験料】 ２級：8,000円（税込） ／ １級：10,000円（税込）

【受験形式】 全40問／時間120分 【受験資格】 どなたでも受験できます。

【受験申込み】 財団法人職業技能振興会（http://www.fos-jpn.org）へお申込みください。

2
級

1
級

®®

給与計算のスペシャリストとして

資格を取得しませんか？

仕事で活かせる

講座受講者の
2級試験合格率

2級試験⼀般合格率60.4％に対して

84.4％

講座受講者の
1級試験合格率

1級試験⼀般合格率65.5％に対して

86.6％

■ お申込み

■ご記入いただきました個人情報は、製品の情報提供、協会が主催するセミナー・イベント情報などをご提供する場合に利用させていただきます。■これらの個人情
報は、個人情報管理総括責任者が適切な安全対策のもと管理しております。■原則としてお客様の同意なく第三者へ開示・提供はいたしません。■個人情報の取り
扱いについて同意いただけない場合は、上記のサービスが受けられなくなる場合があります。■個人情報に関するお問い合わせは、ホームページに掲載されている
「個人情報相談窓口」までお願い申し上げます。
【個人情報に関するページ】 一般社団法人実務能力開発支援協会 → http://jitsumu‐up.jp/blocks/index/00015

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-26 アイピー第２ビル２階
TEL.03-5283-6508 FAX.03-5217-2671 URL. http://www.jitsumu-up.jp

■お申込みの取消に関して
講座の受講お申込みのお取消につきましては、日程の変更（日程変更は席の空き状況によります）、あるいは対策講座DVDへの振り替えが可能です。お取消・日程変更のご連絡は、講座開催日の３営業日前（土／日／
祝日を除く）までにご連絡ください。 それ以降のお申し出はキャンセル料として受講料の50％を申し受け、ご返金いたします。 なお、講座当日のキャンセルの場合は、受講料の払い戻しを致しませんのでご了承ください。

下記項目をご記入の上、ＦＡＸしてください。
（お申込み者が定員に達した時点でお申込みは締め切らせていただきます。）

□ ２級対策講座 ：定価25,000円
□ ２級模擬試験講座：定価15,000円
□ １級対策講座 ：定価28,000円
□ １級模擬試験講座：定価15,000円

【講座開発】

〒

ご希望の講座プラン（下記の料金はいずれも税込・送料込です）

ご希望の講座プランの□部にチェック（☑）してください。複数の講座をセットでお申込みの場合は、それぞれの講座にチェック（☑）してください。
※）2016年10月30日試験対応のＤＶＤ講座につきましては、2016年7月以降に発送いたします。

ＦＡＸ：099-263-8925
送信先：社会保険労務⼠法⼈EMagency

ＦＡＸ番号お電話番号

ご住所貴社名お名前

（フリガナ）

個人情報の取り扱いについて

□同意して申し込む

STEP1 講座のお申込み STEP2 受講料の入金 STEP3 受講票の到着

ご希望の講座のカリキュラムをご確認いた
だき、下記申込みフォームに必要事項をご
記入の上、FAXしてください。協会より、お
申込み内容確認メールが届きます。

お申込み内容確認メールにある指定口座
に、受講料をお振込みください。
※お振込み手数料はご負担願います
（代金先払い制）

入金確認後、1週間以内に受講票を
メールにてお送り致します。
（入金を確認次第、受付完了となりま
す。）

※お申込み内容確認メールや受講票メールが届かない場合は、恐れ入りますが、実務能力開発支援協会までお問合せください。
TEL： 03-5283-6508 【受付時間／10：00～18：00（土・日・祝日除く）】

■ 講座のお申込みの⼿順

メールアドレス お振込み人名義

□ ＤＶＤ講座で希望する
□ ＤＶＤ講座で希望する
□ ＤＶＤ講座で希望する
□ ＤＶＤ講座で希望する

●ＤＶＤ講座をご希望の方は右の「ＤＶＤ
講座で希望する」に☑してください。

●通学の講座をご希望の場合は、下部の
講座日程にも☑してください。

複数の講座を同時にお申込みいただきました場合、以下の割引が適⽤になります。
（ＤＶＤ講座も割引の対象になります）
★①対策講座とセットで模擬試験講座もお申込みいただきました場合、

模擬試験講座は12,000円（税込）となります。（15,000円→12,000円）
②2級対策講座と1級対策講座の両⽅の対策講座をお申込みいただきました場合、
対策講座受講料は10％OFFとなります。（53,000円→47,700円）

複数講座の同時お申込みによる受講料割引

その他の
教材

その他の教材をご希望の
場合はこちらにチェック
（☑）してください。

□ 1級公式テキスト
2,160円

□ 2級・１級公式テキスト
4,320円

□ 2級公式テキスト
2,160円

□ 給与計算実務能力検定
入門講座ＤＶＤ 2,000円

＜講座日程＞ 現段階の開催決定日は下記日程となりますが、今後、開催地区および日程が追加される予定です。
追加日程・講座の会場等の詳細については、実務能力開発支援協会サイト（http://jitsumu-up.jp）にて随時掲載いたしますので、ご確認の上、お申込みください。

＜２級＞
【対策講座 】 10:00～18:00

□ 2016年 9月10日（土）
【模擬試験講座】 13：00～18：00

□ 2016年 9月19日(月・祝)
□ 2016年10月 8日（土）

※本来、給与計算実務能力検定の試験日は11月実施となっておりますが、
会場設営の都合上、2016年10月30日（日）の実施となります

＜１級＞
【対策講座】 10:00～18:30

□ 2016年 9月24日（土）
【模擬試験講座】 13：00～18：00

□ 2016年 9月22日(木・祝)
□ 2016年10月15日（土）

【担当講師】 社会保険労務士法人EMagency 代表 特定社会保険労務士 松田 将紀
【会 場】 鹿児島市荒田１丁目１６‐２７EMagencyビル ６階 社会保険労務士法人EMagencyセミナー室 電話 ０９９‐２６３‐８９２３
※各回とも 大１０名までの募集となります。また、会場は駐車場がございませんので、公共交通機関のご利用をお願いします。



対策講座では、給与計算に必要な知識の習得と計算実例を実践的
な演習を通じて理解していただく内容で構成しています。

初心者の方でも、給与計算の仕組みが理解でき、基本的な給与計
算が実際にできるようになることを目的としています。

■対策講座の内容
１）制度の理解と関係諸法令の解説

給与計算とは
「勤怠欄」からわかる給与計算のしくみ
「支給項目欄」からわかる給与計算のしくみ
「控除項目欄」からわかる給与計算のしくみ
社会保険の事務手続き
賞与計算
給与計算担当者が知っておきたい法律
（労働基準法、マイナンバー制度 等）
給与計算担当者が知っておきたい社会保険制度
給与計算の演習問題

２）給与計算の実例演習
割増賃金計算、資格取得時決定、定時決定、
随時改定、標準報酬月額、雇用保険料、
賞与計算、総合問題

■使用教材
給与計算実務能力検定試験 対策講座テキスト（２級）
対策講座レジュメ（スライド集）
計算問題事例集
資料集

■講座時間
約７時間
※適宜休憩を挟みながら進めていきます。

■受講料
25,000円（税込）

模擬試験講座では、給与計算実能力検定試験２級の合格を目的に、
すでに給与計算の基本的な知識が身についている方を対象に、本番
同様の模擬試験問題を解いていただき、設問についてのピンポイント
解説をします。

■模擬試験講座の内容
１）模擬試験の実施

40問／120分の本番同様の問題です。
35問が関連法令などからの出題、
5問が計算問題で構成されています。

２）模擬試験問題のポイント解説
解答した模擬試験問題について解説します。
本試験を見据え、本試験でも問われやすい重要論点を中心に
１問ずつ丁寧に解説していきます。

■使用教材
模擬試験問題
資料集
給与計算実務能力検定試験 対策講座テキスト（２級）
模擬試験解答・解説
模擬試験講座レジュメ
※テキストは対策講座と同じものを使用します。

■講座時間
約５時間
※解説は適宜休憩を挟みながら進めていきます。

■受講料
15,000円（税込）

基礎から学ぶ 受験⼒を養う【対策講座の概要】 【模擬試験講座の概要】

通学の講座の受講が難しいという⽅には、講座内容を撮影したＤＶＤもあります。

■ 給与計算実務能⼒検定試験 公式講座

【対策講座】：関係諸法令や仕組みについての解説と、実際の給与計算
の問題演習により、給与計算の仕組みの理解・試験合格を⽬指す講座です。

【模擬試験講座】：２時間で本番同様の模擬試験問題を解いて出題傾向
を把握するとともに、模試についての１問１問の解説により、実践的な試
験⼒を養う講座です。

本講座は、実際に現場で使える給与計算の実務能⼒を養うと共に、「給与計算実務能⼒検定試験」合格に必要な給
与計算に関する法的知識の獲得や試験に対する実践⼒をつけるための講座です。
短期集中の１⽇講座で、時間をかけず、また“公式講座”ならではのピンポイント解説で、試験に対する的をし
ぼった解説を学ぶことができます。

給与計算実務能力検定試験 2級講座のカリキュラム

公式講座の種類

給与計算実務能力検定試験

対策講座

講座を活用した検定試験までの流れ

基本から学習 試験だけ受ける試験対策の学習

模擬試験講座 模擬試験講座

※

■ 給与計算実務能⼒検定試験 公式講座DVD

①「2級対策講座ＤＶＤセット」 25,000円（税込・送料込）
②「2級模擬試験講座ＤＶＤセット」 15,000円（税込・送料込）
③「1級対策講座ＤＶＤセット」 28,000円（税込・送料込）
④「1級模擬試験講座ＤＶＤセット」 15,000円（税込・送料込）

DVD講座の種類と価格

講座内容を収録したDVDセットと、講座⽤教材（通学の講座で使⽤するものと同じ
です）をお送りします。

発送内容

模擬試験講座では、給与計算実能力検定試験１級の合格を目的に、
すでに給与計算の全体像を理解している方を対象に、本番同様の模
擬試験問題を解いていただき、設問についてのピンポイント解説をし
ます。

■模擬試験講座の内容
１）模擬試験の実施

40問／120分の本番同様の問題です。
30問が関連法令などからの出題、
10問が計算問題で構成されています。

２）模擬試験問題のポイント解説
解答した模擬試験問題について解説します。
本試験を見据え、本試験でも問われやすい重要論点を中心に
１問ずつ丁寧に解説していきます。

■使用教材
模擬試験問題
資料集
給与計算実務能力検定試験 対策講座テキスト（１級）
模擬試験解答・解説
模擬試験講座レジュメ
※テキストは対策講座と同じものを使用します。

■講座時間
約５時間
※解説は適宜休憩を挟みながら進めていきます。

■受講料
15,000円（税込）

トータルに学ぶ 受験⼒を養う【対策講座の概要】 【模擬試験講座の概要】

★どの講座も、講義終了後に質疑応答の時間をとりますので、
納得できないところは、遠慮なくご質問ください。
質問には、経験豊富な講師がきめ細かく対応しますので、納得
して帰っていただくことができます。

給与計算実務能力検定試験 1級講座のカリキュラム

※

対策講座では、給与計算・年末調整に必要な知識の習得と、実践的
な計算演習を通じて理解していただく内容で構成しています。イレ
ギュラーな給与計算の仕組みや年末調整・退職金について理解でき、
給与計算実務をトータルにマスターすることを目的としています。

■基本講座の内容
１）関係法令、給与計算、社会保険に関する理解と計算実例

①関係諸法令の理解と応用
賃金、割増賃金、36協定、年次有給休暇、
労働時間、休憩、休日、マイナンバー制度への対応 など

②賃金、労働時間等に関する法令の応用
控除に関する事項、変形労働時間制、 低賃金、
平均賃金など

③社会保険の重要手続き
社会保険の概要、資格取得時決定、定時決定、随時改定、
産休育児の改定、その他の社会保険手続き、年度更新

④上記に係る計算問題演習
２）年末調整の理解と年末調整の計算例

①年末調整
年末調整とは、年末調整のしかた、年末調整後の処理

②年末調整に関する計算問題

■使用教材
給与計算実務能力検定試験 対策講座テキスト（１級）
対策講座レジュメ（スライド集）
計算問題事例集
資料集

■講座時間
約７．５時間
※適宜休憩を挟みながら進めていきます。

■受講料
28,000円（税込）

その他の教材

検定試験学習⽤の公式テキストもあります。公式テキストは、全国の主要書店で販売してい
ます。（株式会社⽇本能率協会マネジメントセンター発⾏）
監修／財団法⼈職業技能振興会
執筆／⼀般社団法⼈実務能⼒開発⽀援協会

「給与計算実務能⼒検定公式テキスト」 「給与計算実務能⼒検定 ⼊⾨講座DVD」
未経験者の⽅が給与計算の学習を始めるにあたって理解をスムーズにする、給与計算のごくごく
基本的な仕組みについてやさしく解説した講座です。

【⼊⾨講座 発送内容】
●「給与計算実務能⼒検定 ⼊⾨講座DVD」 １枚（約80分）
●「給与計算実務能⼒検定試験 ⼊⾨講座レジュメ」 1部

給与計算は
初めてという方に

【定価】２級：2,000円＋税 １級：2,000円＋税 【定価】2,000円（税込・送料込）


