
・10/27 (日) 12:00 – 17:00 １級模擬試験講座
会場：沖縄県男女共同参画センター【てぃるる】 研修室3 那覇市西3-11-1

給与計算実務能力検定
公式試験対策講座のご案内【 沖縄 】

企業に求められる

人事・労務分野の専門知識が身に付く

給与計算実務能力検定とは

お金に関わる大切な業務である給与計算。正確に行うには、担当者や管理者に労働関係諸法令や社会保険制度、税制と幅広い適切な知
識が求められます。そして、その知識は単に給与計算という業務にとどまらず、労働時間管理や人件費管理など企業の“人事・労務担
当者”としての専門領域に踏み込んだものでもあります。従業員の生活の基になる給与を扱うには、その実務能力を客観的に判断する
ということが必要です。内閣府認可機関の一般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、給与計算の法的知
識・実務能力を評価する検定試験を実施しています。「給与計算実務能力検定」は、“給与”という身近なテーマを通して、世の中のお
金の仕組みや働くルールについての専門知識を身に付けることができる検定試験です。

【試験日時】2019年11月17日（日）

＜第１２回２級試験＞10：00～12：00 ＜第６回１級試験＞14：00～16：00

【出願期間】出願書類到着締切：2019年9月30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。 ※１級と２級の同日受験も可能です。

【受験申込み】一般財団法人職業技能振興会（http://fos.or.jp/）へお申込みください。

公式試験対策講座の詳細は中面をご覧ください。

試験概要

＜個人情報の取扱いについて＞

■ご記入いただきました個人情報は、製品の情報提供、弊社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。

〒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. https://www.jitsumu-up.jp

■台風・悪天候などにより公共交通機関が運航中止の場合は安全面を考慮し対策講座を中止し講座を録画したＤＶＤに振り替えさせて頂きます。ご了承ください。
■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。

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、
下記に必要事項をご記入の上、FAXしていただく
か、WEBサイトよりお申込みください（WEB申込み

の場合は、クーポンコードのご入力をお願いいた
します）。主催者より、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、主催者より2営業日以内に受講票を

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。）※２級講座お申込みの方に
は、あわせて「入門講座DVD」を発送いたします。

※お申込み内容確認メールや受講票が届かない場合は、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）

□ ２級対策講座【2019年10月5日（土）】：定価25,000円 ⇒ 早期申込み料金 20,000円（税込）

・10/5 (土) 9:30 – 17:30 ２級対策講座
会場：浦添市産業振興センター 結の町小研修室 浦添市勢理客4-13-1

お電話番号 Email

（フリガナ）

〒

【沖縄地区事務局】

沖縄タイムス社広告局内「給与計算実務能力検定試験対策講座」事務局

〒900-8678 那覇市久茂地２丁目２番２号
TEL.098-860-3573（平日10：00～18：00）
Email. kyuuyo-kouza@okinawatimes.co.jp

受講希望の方はこちらの申込用紙をご記入の上、FAXしてください

振込人名義が異なる場合はその氏名

開催概要

03-5217-2671

【講座お申込みの手順】

会
社
名 部署

受講を希望される講座の□に✓を入れてください

受講人数

FAX :

■主催：実務能力開発支援協会 ■共催：沖縄タイムス社

＜定員18名＞

主催：

お
名
前

ご
住
所

Email ： qjnt-office@jitsumu-up.jp

個人情報の取扱いについて

□ 同意して申込む

送信先：一般社団法人実務能力開発支援協会事務局

※ ホームページからのお申込みも可能です⇒ https://jitsumu-up.jp/ ※

早期申込み特典による受講料とクーポンコード

今年も
“資格受験指導のカリスマ”

北村庄吾が沖縄で
講義を行います。

早期申込み特典
＜8月31日まで＞

沖縄の
４講座の受講料が

いずれも

20％OFF！

講座受講時に

復習用
講座DVD
進呈！

初心者でも安心

入門講座

DVD進呈！
※2級講座お申込み者

対象

8月31日までに、本申込用紙をFAXいただくか、あるいは実務能力開発支援協会WEBサイト（ https://jitsumu-up.jp )からのお申込み
ください。WEB申込みの場合は、下記のクーポンコードを「お申込みフォーム｣内の「クーポンコード入力欄」に下記のクーポンコードをご入力いただき

ますと、対象講座の割引・DVDプレゼントの特典が適用となります。下記料金はいずれも税込の金額です。

特典用クーポンコード

C9Lr23kz

□ １級対策講座【2019年10月6日（日）】：定価28,000円 ⇒ 早期申込み料金 22,400円（税込）

□ １級模擬試験講座【2019年10月27日（日）】：定価15,000円 ⇒ 早期申込み料金 12,000円（税込）

□ ２級模擬試験講座【2019年10月26日（土）】：定価15,000円 ⇒ 早期申込み料金 12,000円（税込）

①２級対策講座 25,000円⇒20,000円 ②２級模擬試験講座 15,000円⇒12,000円

③１級対策講座 28,000円⇒22,400円 ④１級模擬試験講座 15,000円⇒12,000円

注）WEBからお申込みいただきます際、クーポンコードの入力がないと、特典が適用されませんので、お気を付けください。

・10/6 (日) 9:30 – 17:30 １級対策講座
会場：浦添市産業振興センター 結の町小研修室 浦添市勢理客4-13-1 ＜定員30名＞

・10/26 (土) 13:00 – 18:00 ２級模擬試験講座
会場：沖縄産業支援センター 研修室 那覇市字小禄1831-1 ＜定員40名＞

＜定員30名＞

【特典1】 【特典2】 【特典3】

https://jitsumu-up.jp/


トータルに学ぶ 合格への近道【１級対策講座の概要】 【１級模擬試験講座の概要】

給与計算実務能力検定試験 １級の各講座のカリキュラム

■模擬試験講座の内容（講座時間：５時間）
１ 模擬試験の実施
40問／120分の本試験同様の構成の模擬試験を行います。
模擬試験問題は、２級本試験と同じく、35問が関連法令などからの知識問題、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（スライド集）
※テキストは対策講座と同じものを使用します。

基礎から学ぶ 合格への近道【２級対策講座の概要】 【２級模擬試験講座の概要】

給与計算実務能力検定試験 ２級の各講座のカリキュラム

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。
給与計算実務能力検定試験の２級合格を目指し、給与計算初心者の方でも、給与計算の仕組みや根拠となる労働法令
や社会保険制度について理解でき、基本的な給与計算・賞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。

※

給与計算・年末調整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。
給与計算実務能力検定試験の１級合格を目指し、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
し、年間を通した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。

受講料：25,000円（税込） 受講料：15,000円（税込） 受講料：28,000円（税込） 受講料：15,000円（税込）

給 与 計 算 実 務 能 力 検 定 公 式 試 験 対 策 講 座 ＜沖 縄 開 催＞

資格受験界のカリスマ・北村庄吾が徹底解説

公式講座＜沖縄講座＞の特長

給与計算実務能力検定 公式試験対策講座とは
検定試験を主催・運営する職業技能振興会と実務能力開発支援協会の認定講師による「給与計算実務能力検定試験」に合格するための公式講座です。公式講座は、解説講義をメインとした「対策講座」と、模擬試験を解き、それに対して解説する「模擬試験講座」の２種類の講座があります。
「対策講座」は、試験対策・給与計算実務に重要なポイントを幅広く網羅し、トータルでカバー。「模擬試験講座」は、出題されやすい論点が整理されていますので、出題傾向の把握や回答の時間配分、自身の実力のチェックに。

社労士試験の講師としても数多くの受験生を合格に導いてきた“資格受験指導のカリス
マ”が、沖縄で給与計算実務能力検定の試験対策講座を実施します。
社会保険制度や年末調整など複雑な内容もわかりやすく解説。受講生から「１日の講座
でも、楽しく長さを感じませんでした」「法改正や実務での事例も聞けてよかった」
「勉強法や年金の話などためになる話も聞けた」という声が多数寄せられています。

公式講座ならではのピンポイント解説。教材も使いやすい

試験対策として押さえておきたい重要事項を「Point」として明示。
複雑なケースは図なども交えて整理。講座受講者の高い合格率

＜講座未受講者合格率＞

【2級】62.27％
（受験者864名中、538名合格）

【1級】40.99％
（受験者666名中、273名合格）

＜講座受講者合格率＞

【2級】91.30％
（受講者345名中、315名合格）

【1級】77.85％
（受講者650名中、506名合格）

※2018年11月23日試験実績。「講座受講者」とは、通学講座、ＤＶＤ講座、ＷＥＢ講座の形態を問わず、
「対策講座」「模擬試験講座」のいずれかを受講した方を指します。

早期申込みで特典も 「特別割引」「講座ＤＶＤプレゼント」

2019年8月31日（土）までのお申込みで、下記の特典も。

各講座は、試験対策の重要ポイント
をわかりやすくまとめたスライドに沿って
講義。
「“試験対策の重要ポイント”＝“実
務上で大事な項目・間違いやすい
項目”」を中心にピンポイントで解説
します。このスライドをまとめたレジュメ
は復習にも最適です。

■対策講座の内容（講座時間：７時間）
１ 給与計算とは
給与計算とは／給与計算の全体像／給与明細書の形式／はじめに知っておきたい知識

２ 勤怠項目
勤怠項目の基礎／勤怠項目に関する法規制等／年次有給休暇に関する法規制等／法律
で義務付けられている休業・休暇の制度

３ 支給項目
支給項目の基礎／割増賃金／遅刻早退控除・欠勤控除等と減給の制裁など／非課税通勤
費と課税通勤費

４ 控除項目
控除項目の基礎／社会保険料の控除／所得税の控除／住民税の控除

５ 社会保険の事務手続き
標準報酬月額／労働保険料の年度更新

６ 賞与計算
賞与からの社会保険料の控除／賞与からの所得税の控除

７ 知っておきたい労働者保護法令
賃金の支払いに関するルール 労働基準法／労働基準法（賃金の支払いのルール以外）／
労働契約法／マイナンバー制度

８ 知っておきたい社会保険制度
社会保険の全体像／健康保険／厚生年金保険／雇用保険／労災保険

９ 計算問題演習
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

■対策講座の内容（講座時間：７時間）
１ 賃金、労働時間等に関する法令の応用
賃金支払いのルールとノーワーク・ノーペイの原則／遅刻・早退控除、欠勤控除／法律に基づ
く休業・休暇等／年次有給休暇（時間単位年休など）／労働時間、休憩、休日の基礎／
弾力的な労働時間制度／変形労働時間制の場合の時間外労働／36協定（特別条項付
き36協定など）／代休と休日の振替／管理監督者の取り扱い／最低賃金／平均賃金

２ 社会保険制度と主な事務手続き
社会保険の概要／定時決定／随時改定／産前産後休業終了時改定及び育児休業等終
了時改定／60歳以上の社会保険手続き／労働保険の年度更新

３ 給与、賞与、退職金
給与／賞与／退職金

４ 年末調整
年末調整の基本／年末調整の流れ等／扶養控除等（異動）申告書／配偶者特別控除
申告書保険料控除申告書／（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書／年税
額の計算／年末調整後の処理

５ 計算問題演習
定時決定／随時改定／産前産後休業終了時改定／給与総合問題／賞与計算／退職
金計算／年末調整（「配偶者特別控除額」「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及
び障害者等の合計額」の計算、生命保険料控除額・地震保険料控除額の計算）／年末
調整総合問題

■使用教材
給与計算実務能力検定試験 対策講座テキスト（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

■模擬試験講座の内容（講座時間：５時間）
１ 模擬試験の実施
40問／120分の本試験同様の構成の模擬試験を行います。
模擬試験問題は、１級本試験と同じく、30問が関連法令などからの知識問題、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（スライド集）
※テキストは対策講座と同じものを使用します。

※

【特典１】 沖縄で実施される４講座の受講料が20％OFF！
【特典２】 復習時も安心。復習用の講座ＤＶＤプレゼント！
【特典３】 初心者でも安心。２級講座お申込み者には、「入門講座ＤＶＤ」をプレゼント！

※

※「給与計算実務能力検定 入門講座DVD」は、給与計算の基本的な仕組みを解説した初心者向けのDVDです（収録時間：約80分）。
２級講座（対策講座・模擬試験講座のいずれか）をお申込みいただきました方には、ご入金確認後、事前学習用としてこの「入門講座DVD」を
お送りさせていただきます。


