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令和元年度「実務修習制度」のご案内 
 

東 京 都 社 会 保 険 労 務 士 会 
 

東京都社会保険労務士会では、新入会員や新規開業者等が今後社会保険労務士の業務を行ううえ

で必要とされる実践的な実務を修習することを目的に「実務修習制度」を実施しております。この

実務修習講座は、実務に必要な１２科目を１年間かけて修習するものとなっております。 
新入会員、新規開業会員はもちろんのこと、開業を予定されている会員、すでに実務を行ってい

る会員の皆様もご参加いただける講座となっておりますので、全会員の方にご案内させていただき

ます。なお、令和元年度の 実施講座科目は平成３０年度と同様 となっております。（１２科目の講

座とは別に平成３１年２月に開催いたしました平成３０年度実務修習制度特別講座（電子申請編）

につきましては、令和元年度についても開催予定です。こちらについては、決まり次第、東京都社

会保険労務士会会報同封チラシもしくは東京都社会保険労務士会ホームページ（会員専用サイト）

にてご案内させていただきます。） 
 
 

記 
 

＜実務修習制度の概要＞ 
 新入会員や新規開業者等が今後社会保険労務士の業務を行ううえで必要とされる実践的な実務を修習する

ことで実務能力の向上及び資質の向上を図ることを目的とし、講義と演習・解説を交えた「実務修習講座」

を開催します。 
 
 

＜実務修習講座について＞ 
 平成３１年４月より、各月１科目、１２ヵ月で全１２科目の実務修習講座を開催します。 
 この実務修習講座は、主たる対象者を新入会員及び新規開業会員と位置付け、社会保険労務士の業務を行

ううえで必要とされる実践的な実務の基本事項について講義・演習・解説を行いますが、入会年数、登録種

別（開業・法人社員・勤務等）にかかわらず全会員の方がご参加いただけます。 
 各科目、同一内容の講座を２回（平日・土曜）開催いたしますので、ご都合に合わせてご参加ください。ま

た、各科目ごとのお申し込みとなりますので、ご希望の科目のみご受講いただくことが可能です。 
※年間まとめてのお申し込みはできません。予めご了承ください。 
 

＜実務修習講座の日程、時間、会場、定員＞ 
・日程：４ページの「令和元年度 実務修習講座 開催予定日程」をご参照ください。 

なお、日程は変更となる場合がありますので都度ホームページでのご確認をお願いいたします。 
・時間：各科目毎に、平日（１３：００～１７：００）、土曜（１３：００～１７：００）の２回開催いたし 

ます。内容は同一ですので、ご都合に合わせてご参加ください。 
※各科目に即した学習効果が高い講義形式で講義を行うため、講義によって時間配分・講義のスタ

イル等が異なる場合がございます。予めご了承いただいたうえで、お申し込みください。 
・会場：東京都社会保険労務士会館 研修室ＡＢＣ 

千代田区神田駿河台４－６ 御茶ノ水ソラシティ アカデミア４階 
（JR 御茶ノ水駅聖橋口より徒歩一分、東京メトロ新御茶ノ水駅聖橋方面改札（B2 出口）直結） 

    ※詳細なアクセス案内は東京都社会保険労務士会ホームページをご覧ください。 
・定員：各講座１００名 
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＜実務修習講座の実施科目とカリキュラム予定＞ ※最新の内容はホームページでご確認ください。 

実施月 カリキュラム 

４月 労働保険 年度更新 
電子申請基礎講座 

・労働保険制度、新規加入手続 
・労働保険概算、確定保険料、一般拠出金申請 
・二元適用事業所の労働保険料計算、一括有期事業各種届 
・電子申請開始のための諸準備、その他 

５月 算定基礎届講座 

・定時決定の対象者、計算方法 
・保険者算定 
・随時改定（月額変更）、賞与支払届 
・電子申請、マイナンバー、その他 

６月 健康保険 適用関係講座 

・新規適用、全喪届、所在地・名称変更等届 
・被保険者取得・喪失届、被扶養者（異動）届 
・国民年金第 3 号被保険者関係届、育児休業関係届 
・電子申請、マイナンバー、その他 

７月 健康保険 給付関係講座 

・療養費、高額療養費支給申請書 
・傷病手当金申請書 
・出産手当金、出産育児一時金支給申請書 
・埋葬料申請書、マイナンバー、その他 

８月 雇用保険 適用関係講座 

・適用事業所設置届、廃止届、各種変更届 
・被保険者資格取得届、喪失届、被保険者離職証明書 
・被保険者氏名変更届、転勤届 
・電子申請、マイナンバー、その他 

９月 雇用保険 給付関係講座 

・被保険者 60 歳到達時等賃金証明書 
・高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付 
・受給期間延長申請、再就職手当支給申請 
・電子申請、マイナンバー、その他 

１０月 就業規則作成講座 

・就業規則作成、変更届出 
・就業規則と労働契約、労働協約との関係 
・絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項 
・給与規程、賞与規程、退職金規程、マイナンバー、その他 

１１月 給与計算講座 
・給与の基本構成・時間外・休日・深夜労働手当の計算方法 
・通勤手当、社会保険控除、源泉所得税額 
・賞与計算方法、マイナンバー、その他 

１２月 厚生年金・国民年金講座 

・年金請求手続方法 
・特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金 
・障害基礎・厚生年金、遺族基礎・厚生年金  
・離婚分割、未支給年金、マイナンバー、その他 

１月 労災保険 療養・給付関係講座 
・業務災害、通勤災害・療養補償給付、休業補償給付 
・障害補償給付、遺族補償給付、埋葬料 
・第三者行為災害届、マイナンバー、その他 

２月 労働基準法・労働安全衛生法講座 
・労働契約書、労働条件通知書、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳 
・時間外労働休日労働に関する協定届、解雇予告除外認定申請書 
・安全衛生管理体制、その他 

３月 各種助成金講座 
・助成金に取り組むにあたって  
・特定求職者雇用開発助成金 
・キャリアップ助成金、両立支援等助成金、その他 
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＜実務修習講座の受講費用＞ 
・実務修習講座：１講座につき２，０００円（テキスト代込） 
・社会保険労働保険手続便覧（社労広報センター）：２，０００円（お持ちでない会員のみご購入ください） 
＊受講費用は、事前の銀行振込のみとなります。（振込手数料につきましては自己負担となります） 
＊講義当日、現金での受講費用の受付はできませんのでご注意ください。 
 

＜受講料の振込先＞ 

銀行・支店名  みずほ銀行 飯田橋支店 
口座番号   （普通）８０４７４５４ 
口座名義  東京都社会保険労務士会（トウキョウトシャカイホケンロウムシカイ） 
 

＜受講のお申し込み方法＞ 
＊東京都社会保険労務士会ホームページ（会員専用サイト）からお申し込みください。 
「申込受付不可」「申込受付終了」となっている科目については受講のお申し込みを頂くことはできません。 
＊お申し込み・受講費用の振込締切は、各講座開催日の１週間前となります。なお、定員に達した場合、締

切が早まることがあります。 
＊受講のお申し込み後に送付するご案内メールをご確認いただき、受講費用をお振込みください。 
 

【申込フォームまでの会員専用サイトの進み方】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「会員サイトへログイン」

をクリック 

①東京都社会保険労務士会のトップページ 

②東京都社会保険労務士会 会員専用ログインページ 

ID・パスワードを入力し、 
「ログイン」をクリック 

③東京会会員専用サイト トップページ 

「研修会・セミナー情報」

をクリック 
 

④東京会会員専用サイト研修会情報ページ 

「実務修習制度のご案内」

をクリック 
 

演習問題はコチラ 

⑤実務修習制度のページ 

⑥「令和元年度 実務修習制度のご案内」4 ページ目 

「受付申込」をクリック 

⑦申込フォームが開きますので、必要事項をご入力の 
上、お申し込みください。 

「令和元年度実務修習制度

のご案内」をクリック 
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令和元年度 実務修習講座 開催予定日程 

実務修習講座科目 平日 
（13：00～17：00） 

土曜 
（13：00～17：00） 

申込 

労働保険年度更新 
電子申請基礎 

４月１１日（木) 

申込受付終了 

４月１３日（土） 
申込受付終了 

申込受付 
終了 

算定基礎届 ５月９日（木） 
申込受付終了 

５月１１日（土） 
申込受付終了 

申込受付 
終了 

健康保険適用関係 ６月４日（火) 

申込受付終了 
６月１日（土) 

申込受付終了 
申込受付 
終了 

健康保険給付関係 ７月１１日（木) 

申込受付終了 
７月１３日（土) 

申込受付終了 
申込受付 
終了 

雇用保険適用関係 ８月６日（火) 

申込受付終了 
８月３日（土) 

申込受付終了 
申込受付 
終了 

雇用保険給付関係 ９月３日（火) 

申込受付終了 
９月７日（土) 

申込受付終了 
申込受付 
終了 

就業規則作成 １０月３日（木) 

申込受付終了 
１０月５日（土) 

申込受付終了 
申込受付 
終了 

給与計算 １１月７日（木) 

申込受付終了 
１１月９日（土) 

申込受付終了 
申込受付 
終了 

厚生年金・国民年金 １２月３日（火) 

申込受付終了 
１２月７日（土) 

申込受付終了 
申込受付 
終了 

労災療養・給付関係 １月１４日（火) 

申込受付終了 
１月１８日（土) 

申込受付終了 
申込受付 
終了 

労基法・安全衛生法 ２月４日（火) 

申込受付終了 
２月８日（土) 

申込受付終了 
申込受付 
終了 

各種助成金 ３月３日（火) ３月７日（土) 受講申込受付中  

＊上記日程については平成 31 年 3 月時点での仮の予定となり、変更となる可能性があります。 
実際のお申し込みの際には、必ずホームページにて最新の日程のご確認をお願いいたします。 

＊各回の受付は、開催日の１ヶ月前を目処に順次受付開始となります。 
＊一括でのお申し込みを行うことはできません。受講したい科目について、都度お申し込みください。 
 

＜演習問題・解答用紙のダウンロード＞ 
事前学習希望者のために「演習問題・解答用紙」を講義日の２週間前を目安に東京都社会保険労務士会ホ

ームページ（会員専用サイト）に掲載いたします。 
※演習問題の公開日は目安になります。状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。 

 

＜その他・お問い合わせ先＞ 
・実務修習制度は、東京都社会保険労務士会の実務修習制度運営プロジェクトメンバーが講師・補助講師を

務めます。 
・受講お申し込みは、東京都社会保険労務士会ホームページ（会員専用サイト）からに限定いたします。 
電話、ＦＡＸ等によるお申し込みはできませんので、ご注意ください。 

・受講費用振込後に、受講者都合でキャンセルをされる場合は返金はできませんのでご注意ください。 
・東京都社会保険労務士会会員以外の方の受講はできません。  
・お問い合わせ先：東京都社会保険労務士会 事務局 ℡０３－５２８９－０７５１ 

以上 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2L-Mvt0bMtt8feiqY7PZ3pCh7MWIjzrly-sJ-MSbf2DTvqQ/viewform?usp=sf_link

