
下記の資格を取得された方に対して祝金を支給します。資格を取得された方は、事務課までお申し出ください。

■概要

名 称 資格取得祝金制度
入職後に対象資格を新たに取得した職員（非常勤職員含む）
勤続年数は関係ありません。
＊資格は実務に関わらず対象となります。
資格取得時、支給申請（免許書の写しを添付）して下さい
その後支給を通知します。
＊内容は随時改定します。
支給額は、申請時の額となるので資格表の最新版を確認して申請してください。

資 格 登 録 人事記録に取得資格を登録します。

■資格取得祝金支給対象資格表（令和3年4月22日和敬会）

グループ 資格名 実施団体 お祝金

弁護士（2次試験） 法務省
公認会計士 金融庁
司法書士 法務省
税理士 国税庁
全国在宅医療テスト（全国上位10位以内） 医療法人　ゆうの森
専門医、認定医、指導医、産業医 各学会等
回復期リハビリテーション病棟専従医師 回復期リハビリテーション病棟協会他
医療経営士１級 日本医療経営実践協会
行政書士 行政書士試験研究センター
1級建築士 建築技術教育普及センター
不動産鑑定士 国土交通省
日本語ワープロ検定試験　文書1級 日本情報処理技能検定協会
認定看護師 日本看護協会
専門看護師 日本看護協会
認定理学療法士 日本理学療法士会
専門理学療法士 日本理学療法士会
認定作業療法士 日本作業療法士会
専門作業療法士 日本作業療法士会
認定言語聴覚士 日本言語聴覚士協会
認定訪問療法士 日本訪問リハビリテーション協会
認定社会福祉士 日本社会福祉会
介護福祉士 厚生労働省
医療経営士2級 日本医療経営実践協会
介護福祉経営士１級 日本医療経営実践協会
心電図検定1級 日本不整脈心電学会
弁理士 特許庁
宅地建物取引士 不動産適正取引推進機構
中小企業診断士 中小企業診断協会
ビジネス実務法務検定1級 東京商工会議所
社会保険労務士 全国社会保険労務士会連合会試験センター
Webデザイン技能検定1級 インターネットスキル認定普及協会
日本語ワープロ検定試験　文書準1級 日本情報処理技能検定協会
日商簿記1級 日本商工会議所
簿記能力検定上級 全国経理教育協会
日本漢字能力検定1級 日本漢字能力検定協会
中国語能力検定1級 日本中国語検定協会
HSK 9・10級 HSK日本実施委員会
実用英語技能検定1級 日本英語検定協会
TOEIC(800点以上) 国際ビジネスコミュニケーション協会
医療経営士3級 日本医療経営実践協会
介護福祉経営士2級 日本医療経営実践協会
心電図検定2級 日本不整脈心電学会
登録販売者 都道府県
3学会合同呼吸療法認定士 3学会合同呼吸療法認定士認定委員会
介護支援専門員 社会福祉振興・試験センター
介護職員実務者研修 各実施機関
臨床心理士 日本臨床心理士会
救急救命士 日本救急救命士協会
管理栄養士 厚生労働省
社会福祉士 社会福祉振興・試験センター
精神保健福祉士 社会福祉振興・試験センター
保育士 厚生労働省
診療情報管理士 日本病院会
医師事務作業補助技能認定試験 日本医療教育財団
キャリアコンサルタント キャリアコンサルティング協議会
医療秘書技能検定1級 医療秘書教育全国協議会
福祉住環境コーディネーター1級 東京商工会議所
ビジネス実務法務検定2級 東京商工会議所
ビジネスコンプライアンス検定上級 サーティファイ コンプライアンス検定委員会
マイナンバー検定1級 全日本情報学習振興会
ITパスポート 情報処理推進機構
基本情報技術者 経済産業省
Webデザイン技能検定2級 インターネットスキル認定普及協会
日本語ワープロ検定試験　文書2級 日本情報処理技能検定協会
日商簿記2級 日本商工会議所
簿記能力検定1級 全国経理教育協会
電卓計算能力検定1級 全国経理教育協会
珠算検定1級 日本商工会議所
硬筆書写技能検定1級 日本書写技能検定協会
日本漢字能力検定準1級 日本漢字能力検定協会
中国語能力検定準1級 日本中国語検定協会
HSK 7・8級 HSK日本実施委員会
実用英語技能検定準1級 日本英語検定協会
TOEIC(700点以上) 国際ビジネスコミュニケーション協会
呼吸療法認定士 医療機器センター
糖尿療法士 日本糖尿療法指導士認定機構
心電図検定3級 日本不整脈心電学会
介護職員初任者研修 日本ホームヘルパー協会
生涯研修認定制度 日本薬剤師会
漢方薬・生薬認定薬剤師証 日本薬剤師研修センター
栄養経営士 日本栄養経営実践協会
診療報酬請求事務能力認定 日本医療保険事務協会
医療経営アドバイザー 日本会計コンサルタント協会
医療事務検定1級 全国医療事務教育協議会
秘書技能検定1級 実務技能検定協会
医療秘書技能検定準1級 医療秘書教育全国協議会
ビジネス実務法務検定3級 東京商工会議所
ビジネスコンプライアンス検定初級 サーティファイ コンプライアンス検定委員会
情報セキュリティ管理士認定試験 全日本情報学習振興会
マイナンバー検定2級 全日本情報学習振興会
2級建築士 建築技術教育普及センター
危険物取扱者（甲種） 消防試験研究センター
Webデザイン技能検定3級 インターネットスキル認定普及協会
マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS） オデッセイコミニュケーションズ
日本語ワープロ検定試験　文書準2級 日本情報処理技能検定協会
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日商簿記3級 日本商工会議所
電卓計算能力検定2級 全国経理教育協会
給与計算実務能力検定1級 実務能力開発支援協会
簿記能力検定2級 全国経理教育協会
珠算検定準1級 日本商工会議所
硬筆書写技能検定準1級 日本書写技能検定協会
日本漢字能力検定2級 日本漢字能力検定協会
中国語能力検定2級 日本中国語検定協会
HSK 6級 HSK日本実施委員会
実用英語技能検定2級 日本英語検定協会
TOEIC(600点以上) 国際ビジネスコミュニケーション協会
第一種衛生管理者 安全衛生技術試験協会
パソコン整備士１級 パソコン整備士協会
医療事務検定2級 全国医療事務教育協議会
秘書技能検定3級 実務技能検定協会
医療秘書技能検定2級 医療秘書教育全国協議会
介護事務管理士 技能認定振興協会
終末期ケア専門士 日本終末期ケア協会
労務管理士 日本人材育成協会
M&Aスペシャリスト 日本経営管理協会（JIMA）
福祉住環境コーディネーター2級 東京商工会議所
認定ホスピタルエンジニア 日本医療福祉設備協会（HEAJ）
マイナンバー検定3級 全日本情報学習振興会
CPAP療法士 日本睡眠総合健診協会
危険物取扱者（乙種） 消防試験研究センター
ボイラー整備士 安全衛生技術試験協会
調理師 調理技術技能センター
日本語ワープロ検定試験　文書3級 日本情報処理技能検定協会
給与計算実務能力検定2級 実務能力開発支援協会
簿記能力検定3級 全国経理教育協会
電卓計算能力検定3級 全国経理教育協会
珠算検定2級 日本商工会議所
暗算能力検定試験1級 日本珠算連盟
硬筆書写技能検定2級 日本書写技能検定協会
日本漢字能力検定準2級 日本漢字能力検定協会
中国語能力検定準2級 日本中国語検定協会
HSK 4・5級 HSK日本実施委員会
実用英語技能検定準2級 日本英語検定協会
TOEIC(450点以上) 国際ビジネスコミュニケーション協会
パソコン整備士２級 パソコン整備士協会
医療事務検定3級 全国医療事務教育協議会
医療秘書技能検定3級 医療秘書教育全国協議会
医療事務認定実務者 職業技能専門教育研究機構
医療事務技能審査試験 日本医療教育財団
電子カルテオペレーター ＮＰＯ法人 医療福祉情報実務能力協会
情報セキュリティ初級認定試験 全日本情報学習振興会
実務者研修 実務者研修実施機関
メンタルケア心理士 医療福祉情報実務能力協会
福祉住環境コーディネーター3級 東京商工会議所
日本語ワープロ検定試験　文書4級 日本情報処理技能検定協会
簿記能力検定4級 全国経理教育協会
電卓計算能力検定4級 全国経理教育協会
珠算検定3級 日本商工会議所
暗算能力検定試験2級 日本珠算連盟
硬筆書写技能検定3級 日本書写技能検定協会
日本漢字能力検定3級 日本漢字能力検定協会
中国語能力検定3級 日本中国語検定協会
HSK 3級 HSK日本実施委員会
実用英語技能検定3級 日本英語検定協会
パソコン整備士３級 パソコン整備士協会
NASKA(Novice class他 すべてのclass) パーソナルコンピュータユーザ利用技術者協会
珠算検定3級 日本商工会議所
暗算能力検定試験3級 日本珠算連盟
硬筆書写技能検定4級 日本書写技能検定協会
日本漢字能力検定3級 日本漢字能力検定協会
中国語能力検定4級 日本中国語検定協会
HSK 1・2級 HSK日本実施委員会

＊クラスが複数有り、且つ複数回受験可能な資格は初回とH→Aの上位グループになった場合のみに支払います。登録・記録の日付は変更します。
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