令和４年度

社会福祉法人経営実務検定試験 対策講座/答案練習会

1． 日程・会場

別紙 1 (ver.18)

入門

開催日

第1回

11 月 15 日(火)
～(期間延長)
12 月２日(金)

時間／講師

内容（予定）

この期間 視聴し放題

社会福祉の事業、会計・税のルールの概要、

講師：柏木実業専門学校

計算書類の体系と会計処理の基礎（BS、事業

総括教諭
伊藤 正義

活動計算書と資金収支計算書、減価償却など）

別紙 2 (ver.18)
会計３級
（旧初級）

開催日

第1回
と
第2回

11 月 15 日(火)
～(期間延長)
12 月２日(金)

時間／会場

内容（予定）

この期間 視聴し放題

財務三表の理解、仕訳と転記、支払資金の取

講師：横浜みなとみらい税理士法人

引、固定資産と減価償却、固定負債と引当金、

社会福祉法人担当

吉川 奈津美

基本金・国庫補助金など

別紙 3 (ver.18)
会計２級
（旧中級）

開催日

第1回
と
第2回

11 月 15 日(火)
～(期間延長)
12 月２日(金)

時間／会場

内容（予定）

この期間 視聴し放題

社会福祉法人の計算書類、支払資金と流動資

講師:税理士法人シンワ綜合税務

産・流動負債、資産・負債・引当金・純資産

税理士

石澤 健太

の会計処理、リース取引、拠点区分間処理等

別紙 4 (ver.18)
会計１級
（旧上級）
第1回
と
第2回

開催日

11 月 15 日(火)
～(期間延長)
12 月２日(金)

時間／会場

内容（予定）

この期間 視聴し放題

資産の評価・減価償却、施設整備等に関わる

講師:西迫会計事務所 副所長 京都

会計処理、寄附金、引当金、リース会計、事

大学上級経営会計専門家 石井 智久

業区分間の処理など

別紙 5 (ver.18)
経営管理
第1回
と
第2回

開催日

時間／会場

内容（予定）

11 月 21 日(月) この期間 視聴し放題
～12 月２日(金) 講師:税理士法人 八木会計
ガバナンス編/財務分析編

公認会計士

渡辺 秀男

社会福祉法人制度・法令・定款・経理規程、
労務・給与の基本、経営計画、財務分析、社
会福祉充実計画など

別紙 6 (ver.18)
答練
答練 A
答練 B

開催日

時間／会場
12 月２日(金) ９：００～１２：５５
（経営管理）
ウィリング横浜（９階９０１）
12 月２日(金) １３：００～２０：１５
(入門.3 級.2 級.1 級) ウィリング横浜 12 階 123/9 階 901

内容（予定）
朝：サンプル問題答案練習
お昼：解答・解説
午後：２級・１級
夜間：入門・３級

２.主催 一般社団法人 神奈川県福祉研究会(総福研会員５事務所) / 学校法人 柏木学園(全経会員校)
３.共催 一般社団法人 日本総合福祉研究機構
４.後援 社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会・経営者部会
５.対象 社会福祉法人の理事長・施設長・職員等、行政関係者、会計事務所職員

ほか

６.申込 QR コードより、Google フォームに必要事項をご記入のうえ、お申込みください。
７.問合せ 一般社団法人 日本総合福祉研究機構(西迫会計事務所) 📞０４６－２２１－１３２８

別紙１

社会福祉法人経営実務検定試験講座 入門 開催要項(ver.18)

１．日程・会場
開催日

第１日

11 月 15 日(火)
～(期間延長)
12 月２日(金)
17 時まで

時間／会場

社会福祉が行う事業、会計・税の
ルールの概要、計算書類の体系と

この期間、オン・デマンド
会計処理の基礎（貸借対照表、事
で何度でも視聴できます

業活動計算書と資金収支計算書、
減価償却など）

※
２．対

内容（予定）

オンデマンド研修については修了証の発行はありません。

象 社会福祉法人の理事長・施設長・職員等、行政関係者、会計事務所職員 ほか

３．担当講師 公益社団法人全国経理教育協会所属会員
学校法人柏木学園 柏木実業専門学校 総括教諭 伊藤 正義
４．受 講 料 １名につき

が担当します。

４，４００円（税込）

５．テキスト 試験制度の改定に伴い、新しいテキストが発刊されました。
講座では、昨年度までの『社会福祉法人会計入門テキスト』は使いません。
新しいテキスト「社会福祉法人経営実務検定試験 入門」ネットスクール出版
ISBN978-4-7810-0326-9C1034
（ 参考 ）

\1,760(税込)を各自ご購入ください。

社会福祉法人経営実務検定試験 (net-school.jp)

６．お申込み は下記 QR コードにて

URL https://forms.gle/8PBjZChczdpGQBRz9
７．お支払い 受講料のお支払は必ず上記 QR コード入力後、受講者名で指定口座にお振込みを
お願いします(振込明細が受講証・領収証)。お振込が確認でき次第(平日９時と
15 時に確認)、受講用 URL を記載されたメールアドレスに通知致します(土日祝
日は対応できませんのでご承知おきください)。振込後の返金は一切できません。
振込料は各自負担でお願いします。実施期間内ならば随時お申込み可能です。
ご注意
☆参考

期間内個人使用限定です。複数人で使用すること、録画・録音は不正使用になります。
検定試験_新試験制度について | 一般財団法人 総合福祉研究会 (sofukuken.gr.jp)
社会福祉会計簿記認定試験チラシ_X_4 (nisso-ken.jp)
（一社）日本総合福祉研究機構 | 社会福祉法人の経営支援 (nisso-ken.jp)
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 (knsyk.jp)
公益社団法人 全国経理教育協会 ZENKEI

☆講師プロフィール
学校法人柏木学園 柏木実業専門学校 総括教諭

伊藤 正義(いとう まさよし)

(公社)全国経理教育協会中小企業 BANTO 公認講師
※オンデマンドの録画時間については講師の講義(録画)方式により大きく異なることがあります。

別紙２ 社会福祉法人経営実務検定試験講座会計３級開催要項(ver.18)

１．日程・会場
開催日
第１日
および
第２日

11 月 15 日(火)
～(期間延長)
12 月２日(金)
17 時まで

時間／会場

内容（予定）
財務三表の理解、仕訳と転記、支

オン・デマンドでこの期間、
払資金の取引、固定資産と減価償
何度でも観られます

却、固定負債と引当金、基本金・
国庫補助金など

※オンデマンド研修については修了証の発行はありません。
２．対

象 社会福祉法人の理事長・施設長・職員等、行政関係者、会計事務所職員 ほか

３．担当講師 一般財団法人総合福祉研究会所属 神奈川県福祉研究会会員
横浜みなとみらい 税理士法人 吉川 奈津美 が担当します。
４．受 講 料 １名につき

５，５００円（税込）

５．テキスト 試験制度の改定に伴い、新しいテキストが発刊されました。
講座では、昨年度までの『社会福祉法人会計初級テキスト』は使いません。
新しいテキスト「社会福祉法人経営実務検定試験 ３級」ネットスクール出版
ISBN978-4-7810-0327-6C1034
（ 参考 ）

\2,420(税込)を各自ご購入ください。

社会福祉法人経営実務検定試験 (net-school.jp)

６．お申込み は下記 QR コードにて

URL https://forms.gle/8PBjZChczdpGQBRz9

７．お支払い 受講料のお支払は必ず上記 QR コード入力後、受講者名で指定口座にお振込みを
お願いします(振込明細が受講証・領収証)。お振込が確認でき次第(平日９時と
15 時に確認)、受講用 URL を記載されたメールアドレスに通知致します(土日祝
日は対応できませんのでご承知おきください)。振込後の返金は一切できません。
振込料は各自負担でお願いします。実施期間内ならば随時お申込み可能です。
ご注意

期間内個人使用限定です。複数人で使用すること、録画・録音は不正使用になります。

☆参考 検定試験_新試験制度について | 一般財団法人 総合福祉研究会 (sofukuken.gr.jp)

社会福祉会計簿記認定試験チラシ_X_4 (nisso-ken.jp)
（一社）日本総合福祉研究機構 | 社会福祉法人の経営支援 (nisso-ken.jp)
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 (knsyk.jp)
公益社団法人 全国経理教育協会 ZENKEI
☆講師プロフィール
横浜みなとみらい税理士法人 社会福祉法人担当 吉川 奈津美(よしかわ なつみ)
長野県立飯田高校/立教大学卒
※オンデマンドの録画時間については講師の講義(録画)方式により大きく異なることがあります。

別紙３ 社会福祉法人経営実務検定試験講座会計２級開催要項(ver.18)

１．日程・会場
開催日

第１日
第２日

11 月 15 日(火)
～(期間延長)
12 月２日(金)
17 時まで

時間／会場

社会福祉法人の計算書類、支払資

オン・デマンドでこの期間、 金と流動資産・流動負債、資産・
何度でも観られます
負債・引当金・純資産の会計処理、
リース取引、拠点区分間・サービ
ス区分間の処理など
※

２．対

内容（予定）

オンデマンド研修については修了証の発行はありません。

象 社会福祉法人の理事長・施設長・職員等、行政関係者、会計事務所職員 ほか

３．担当講師 一般財団法人総合福祉研究会所属 神奈川県福祉研究会会員
税理士法人 シンワ綜合税務
４．受 講 料 １名につき

税理士 石澤 健太 が担当します。

６，６００円（税込）

５．テキスト 試験制度の改定に伴い、新しいテキストが発刊されました。
講座では、昨年度までの『社会福祉法人会計中級テキスト』は使いません。
新しいテキスト「社会福祉法人経営実務検定試験 2 級」ネットスクール出版
ISBN978-4-7810-0328-3C1034
（ 参考 ）

\3,080(税込)を各自購入ください。

社会福祉法人経営実務検定試験 (net-school.jp)

６．お申込み は下記 QR コードにて

URL https://forms.gle/8PBjZChczdpGQBRz9

７．お支払い 受講料のお支払は必ず上記 QR コード入力後、受講者名で指定口座にお振込みを
お願いします(振込明細が受講証・領収証)。お振込が確認でき次第(平日９時と
15 時に確認)、受講用 URL を記載されたメールアドレスに通知致します(土日祝
日は対応できませんのでご承知おきください)。振込後の返金は一切できません。
振込料は各自負担でお願いします。実施期間内ならば随時お申込み可能です。
ご注意
☆参考

期間内個人使用限定です。複数人で使用すること、録画・録音は不正使用になります。
検定試験_新試験制度について | 一般財団法人 総合福祉研究会 (sofukuken.gr.jp)
社会福祉会計簿記認定試験チラシ_X_4 (nisso-ken.jp)
（一社）日本総合福祉研究機構 | 社会福祉法人の経営支援 (nisso-ken.jp)
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 (knsyk.jp)
公益社団法人 全国経理教育協会 ZENKEI

☆講師プロフィール

税理士法人 シンワ綜合税務

税理士 石澤 健太

※オンデマンドの録画時間については講師の講義(録画)方式により大きく異なることがあります。

別紙４ 社会福祉法人経営実務検定試験講座会計１級開催要項(ver.18)

１．日程・会場
開催日

第１日
第２日

時間／会場

11 月 15 日(火)
～(期間延長)
12 月２日(金)
17 時まで

資産の評価・減価償却、施設整備

オン・デマンドでこの期間、
等に関わる会計処理、寄附金、引
何度でも観られます
当金、リース会計、事業区分間の
処理など
※

２．対

内容（予定）

オンデマンド研修については修了証の発行はありません。

象 社会福祉法人の理事長・施設長・職員等、行政関係者、会計事務所職員 ほか

３．担当講師 一般財団法人総合福祉研究会所属 神奈川県福祉研究会会員
西迫会計事務所 副所長 石井 智久 が担当します。
４．受 講 料 １名につき

７，７００円（税込）

５．テキスト 試験制度の改定に伴い、新しいテキストが発刊されました。
講座では、昨年度までの『社会福祉法人会計上級テキスト』は使いません。
新しいテキスト「社会福祉法人経営実務検定試験 1 級」ネットスクール出版
ISBN978-4-7810-0329-0C1034 \3,520(税込)を各自ご購入ください。
（ 参考 ）

社会福祉法人経営実務検定試験 (net-school.jp)

６．お申込み は下記 QR コードにて

URL https://forms.gle/8PBjZChczdpGQBRz9

７．お支払い 受講料のお支払は必ず上記 QR コード入力後、受講者名で指定口座にお振込みを
お願いします(振込明細が受講証・領収証)。お振込が確認でき次第(平日９時と
15 時に確認)、受講用 URL を記載されたメールアドレスに通知致します(土日祝
日は対応できませんのでご承知おきください)。振込後の返金は一切できません。
振込料は各自負担でお願いします。実施期間内ならば随時お申込み可能です。
ご注意
☆参考

期間内個人使用限定です。複数人で使用すること、録画・録音は不正使用になります。
検定試験_新試験制度について | 一般財団法人 総合福祉研究会 (sofukuken.gr.jp)
社会福祉会計簿記認定試験チラシ_X_4 (nisso-ken.jp)
（一社）日本総合福祉研究機構 | 社会福祉法人の経営支援 (nisso-ken.jp)
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 (knsyk.jp)
公益社団法人 全国経理教育協会 ZENKEI

☆講師プロフィール
西迫会計事務所 副所長

石井 智久(いしい ともひさ)

京都大学上級経営会計専門家
神奈川県立厚木高校/明治大学商学部卒

※オンデマンドの録画時間については講師の講義(録画)方式により大きく異なることがあります。

別紙５ 社会福祉法人経営実務検定試験講座経営管理開催要項(ver.18)

１．日程・会場
開催日

第１日
第２日

11 月 21 日(月)
～
12 月２日(金)
17 時まで

時間／会場

社会福祉法人制度・法令・定款・

オン・デマンドでこの期間、 経理規程、労務・給与の基本、経
何度でも観られます
営計画、財務分析、社会福祉充実
計画など
※

２．対

内容（予定）

オンデマンド研修については修了証の発行はありません。

象 社会福祉法人の理事長・施設長・職員等、行政関係者、会計事務所職員 ほか

３．担当講師 一般財団法人総合福祉研究会所属 神奈川県福祉研究会会員
税理士法人 八木会計 公認会計士 渡辺 秀男 が担当します。
４．受 講 料 １名につき

８，８００円（税込）

５．テキスト 試験制度の改定に伴い、新しいテキストを準備中です。
講座では、昨年度までの『社会福祉法人会計入門テキスト』は使いません。
新テキスト「社会福祉法人経営実務検定試験 経営管理 ガバナンス編」
ISBN978-4-7810-0330-6C1034 \3,080(税込)と「社会福祉法人経営実務検定試験
経営管理 財務管理編」ISBN978-4-7810-0336-8C1034 \2,420(税込) 2 分冊となり、
共にネットスクール出版<11 月上旬発刊予定>。各自ご購入ください。
（ 参考 ）

社会福祉法人経営実務検定試験 (net-school.jp)

６．お申込み は下記 QR コードにて

URL https://forms.gle/8PBjZChczdpGQBRz9

７．お支払い 受講料のお支払は必ず上記 QR コード入力後、受講者名で指定口座にお振込みを
お願いします(振込明細が受講証・領収証)。お振込が確認でき次第(平日９時と
15 時に確認)、受講用 URL を記載されたメールアドレスに通知致します(土日祝
日は対応できませんのでご承知おきください)。振込後の返金は一切できません。
振込料は各自負担でお願いします。実施期間内ならば随時お申込み可能です。
ご注意
☆参考

期間内個人使用限定です。複数人で使用すること、録画・録音は不正使用になります。
検定試験_新試験制度について | 一般財団法人 総合福祉研究会 (sofukuken.gr.jp)
社会福祉会計簿記認定試験チラシ_X_4 (nisso-ken.jp)
（一社）日本総合福祉研究機構 | 社会福祉法人の経営支援 (nisso-ken.jp)
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 (knsyk.jp)
公益社団法人 全国経理教育協会 ZENKEI

☆講師プロフィール

税理士法人 八木会計

公認会計士

渡辺 秀男

※オンデマンドの録画時間については講師の講義(録画)方式により大きく異なることがあります。

別紙６ 社会福祉法人経営実務検定試験 答案練習 開催要項(ver.18)
１．日程・会場
答練

開催日

A
B

12 月２日(金)
（経営管理）
12 月２日(金)

時間／会場
９：１５～１２：５５
ウィリング横浜９階９０１）
１３：００～２０：１５

(入門.3 級.2 級.1 級)

ウィリング横浜(12 階 123/９階 901)

内容（予定）
朝：サンプル問題答案練習
お昼まで：解答・解説
午後：１級・２級(答案・解説)
夜間：入門・３級(答練・解説)

２．対

象 １２月４日(日)開催の入門・各級・経営管理の本試験に備えて、問題を解き解説

３．定

員 各教室５０名（※定員になり次第締め切ります。）

４．担当講師 総合福祉研究会所属会員（税理士・社会福祉士・専門学校教諭等）が担当します。
５.受講料 入門 1,650 円・3 級 2,200 円・2 級 2,750 円・1 級 3,300 円・経営管理 3,300 円(税込）
６．テキスト テキストをご持参ください。巻末のサンプル問題を使用します。
サンプルはコピーをしたものをご持参ください。
各級新テキスト「サクッと受からる社会福祉法人経営実務検定試験」シリーズ
を使用します。ネットスクール出版<順次出版>。各自ご購入ください。
（ 参考 ）

社会福祉法人経営実務検定試験 (net-school.jp)

７．お申込み 受講料のお支払は必ず下記 QR コード入力後、受講者名で指定口座にお振込みを
お願いします(振込明細が受講証・領収証)。お振込が確認でき次第(平日９時と
15 時に確認)、受講用 URL を記載されたメールアドレスに通知致します(土日祝
日は対応できませんのでご承知おきください)。振込後の返金は一切できません。
振込料は各自負担でお願いします。11 月 30 日までに申込み、振込みをお願い致
します。
８．お支払い 受講料のお支払は必ず受講者名で事前振込をお願いします。下記金融機関の口座
振込が完了された方のみ参加可能です。口座振込明細書が受講票になります。
必ずご持参下さい。なお、振込後の返金は一切できません。振込料は各自負担で
お願い致します。当日、現金での受付はできませんのでご注意ください。
９．持 ち 物 筆記用具・電卓・サンプル問題と解答用紙のコピー(テキスト巻末・HP 参照)

お申込用 QR コード ↗
https://forms.gle/8PBjZChczdpGQBRz9

しめきり：令和４年１１月３０日（水）
◎ 答案練習会（答練）会場・スケジュール
経営管理 12 月２日㈮

ウィリング横浜 9 階 901 答練 9:15～10:55(90 分間)／ 解答・解説 11:10～12:55

会計１級

〃

ウィリング横浜 9 階 901 答練 13:15～14:55(100 分間)／解答・解説 15:15～17:00

会計２級

〃

ウィリング横浜 12 階 123 答練 13:00～14:30(90 分間)／解答・解説 14:45～16:45

会計３級

〃

ウィリング横浜 12 階 123 答練 18:00～19:00(60 分間)／解答・解説 19:15～20:15

入

〃

ウィリング横浜 9 階 901

門

答練 18:00～19:00(60 分間)／解答・解説 19:15～20:15

※

答練については修了証の発行はありません。

