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はじめに 

本手順書にて令和 2年度の事務組合年度更新作業をご案内いたします。 

●FAQサイトのご案内 

『よくある質問』に年度更新関連の内容も掲載しています。本手順書と併せてご利用ください。 

FAQサイトは社労夢アプリーションログイン画面→ユーザーサポートへログイン後【よくあるご質問】からご確認いただけます。 

 
 

            

 

今年の変更点 

2020年 4月から「高齢労働者の雇用保険料徴収免除制度の廃止」に伴い、 

下記のようにシステムの仕様を変更いたしました。 

【変更前】「雇用保険料＝（雇用の概算賃金－高齢の概算賃金）×料率」で計算されていましたが、 

【変更後】「雇用保険料＝雇用の概算賃金×料率」で求められるようになります。 
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作業環境について 
 この手順書での(当初)作業環境は平成 30 年度確定・平成 31 年度概算です。 

年度が正しいことをご確認ください。 

 年次繰越操作は事務組合コードごとに実行してください。 

 

【参考】 

今年度、初めて社労夢で年度更新作業を行う場合など、令和２年度概算保険料の計算から運用開始する場合は以下

の作業を実施してください。 

1. 基本台帳→7．システム設定→事務組合の事務組合詳細[F7]の年度を「確定年度：平成 30 年」「概算年度：平

成 31 年」と設定します。 

 

その上で、マニュアルに沿って、年次繰越をお願いします。 

 

2. 事務組合（各種入力）→17．年次繰越で年次繰越を実行し、平成 31 年度確定・令和 2 年度概算の状態で、事

務組合（各種入力）→1．組合員入力から該当の事業所を表示し、申告済概算保険料に平成 31 年度概算保険料

を入力した後、このマニュアルの「年度更新のながれ」にある、手順 6 「申告済み概算保険料の照合を行いま

す」以下の手順を実行してください。（P.5～） 

 

 

※上記の対応では、平成 30 年度確定・平成 31 年度概算の保険料の計算をしないため、徴収及び納付簿や報奨金申

請書・滞納事業場報告書等で、データを反映しての印刷ができませんのでご了承ください。 
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年度更新作業の流れ 
 

手順 1 平成 30年度確定・平成 31年度概算分の登録が完了していることを確認します 

平成 30 年度確定・平成 31 年度概算の保険料納付／徴収、新規委託、期中での増減、委託解除など組合員に関

する情報が全て入力されていることを確認します。 

※年次繰越操作の実行後は平成 30 年確定・平成 31 年概算分のデータは表示・印刷等ができなくなります。 

徴収及び納付簿をはじめ、各帳票類の控え等が必要な場合は出力してください。 

 

手順 2 年次繰越を実行する前にデータを保存します 

 基本台帳→[31．データ保存]で行います。 

※繰越処理では多くのデータの更新処理を行うため、更新処理中に何らかのトラブルが起こりますと更新前の状態に戻す事が不
可能になる可能性があります。万が一に備えての作業ですので、必ず行って下さい。 

 
データ復元は、基本台帳→[32．データ復元]で行います。 
（データ保存・復元中は、他のＩＤで社労夢を使用しないようにお願いします。） 
 

手順 3 委託解除の処理状況を確認します  

事務組合(各種入力)→[17．年次繰越]の「削除対象者一覧」で平成 31 年 3 月 31 日までに委託解除された組合

員（事業所）を印刷して、委託解除処理に漏れが無いことを確認して下さい。 

【詳細】P.7  
 

手順 4 年次繰越処理を実行します 

事務組合(各種入力)→[17．年次繰越]で「年次繰越」を選択して実行します。 

※年次繰越オプションの、料率更新の「労働保険料率マスタを更新する」のチェックが入った状態 

で行ってください。 

また、繰越後は事務組合(各種入力)→[16．保険料率表]にて料率が変更されていることをご確認ください。 

※令和 2 年度は料率変更がありませんので、確定保険料率と概算保険料率は同率になります。 

【詳細】P.8～9 
 

手順 5 保険料を計算する前に事務組合の設定を確認します 

基本台帳→７．システム設定→事務組合の「事務組合詳細[F7]」で、以下設定をお願いします。 

・一般拠出金充当区分 

・特別加入保険料率の採用に係る主たる事業の判断区分 

・修正入力時「概算」複写区分 

【詳細】P.10 
 

手順 6 申告済み概算保険料の照合を行います 

事務組合(各種印刷)→[46．組合員名簿]で申告済概算保険料の照合を行います 。 

 ※申告済概算保険料が合わない場合は、事務組合(各種入力)→[1．組合員入力]で、 

申告済概算保険料を修正します。 

【詳細】P.11 
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手順 7 平成 31年度確定・令和 2年度概算の保険料を計算します 

事務組合（各種入力）→ 

[2．算定基礎賃金入力][3．月別確定賃金入力][4．一括有期事業入力][5．一括有期総括入力] 

のいずれかで行います。 

【詳細】P.12～P.19  

 

手順 8 納入通知書等で各委託事業主（組合員）へ保険料の通知を行います  

事務組合(各種印刷)→[52．納入通知書][53．領収書ハガキ][54．振込依頼書」から作成します。 

【詳細】P.20～P.22 

 

手順 9 提出資料や保管資料を作成します  

＜主な印刷帳票＞ 

事務組合（各種印刷） 

1: 労働保険料算定基礎賃金等の報告 …[1．賃金等報告書] 

2: 一括有期事業報告書        …[2．一括有期事業報告書] 

3: 一括有期総括表          …[3．一括有期事業総括表] 

4: 保険料申告書内訳        …[4．申告書内訳] 

5: 第２種特別加入保険料申告書内訳 …[5．第２種申告書内訳] 

6: 申告書内訳総括表        …[6．申告書内訳総括表] 

7: 概算・確定申告書        …[7．概算・確定申告書] 

8: 労働保険料等徴収及び納付簿   …[8．徴収及び納付簿] 

9: 労働保険事務処理委託事業主名簿 …[9．委託事業主名簿] 

【詳細】P.23～P.25 

 

次のページ移行で、手順３から処理方法の詳細を記載します。 

手順１・２はＰ.5 をご参照ください。 
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手順３ 委託解除の処理状況を確認します 

 

 

❶ 事務組合（各種入力）→17．年次繰越を開きます。 

❷ 削除対象者一覧を選択します。 

❸ 組合員の情報削除の削除年月日を確認します。基本は触りません。 

❹〔実行 [F6]〕を押下し、〔プレビュー[F5]〕もしくは〔印刷開始[F6]〕を押下します。 

 

以下のように年次繰越処理で削除される労働保険番号の一覧が出力されます。 

委託解除されている事業所でこの一覧に入っていない事業所がないかを確認してください。 

もしくは委託解除していない事業所がこの一覧に入ってきていないかを確認してください。 

 

削除対象事業所一覧で表示された労働保険番号の情報は年次繰越処理によって削除されます。 

※なお、解除対象か否かは事務組合（各種入力）→１．組合員入力の「解除年月日」で判断しています。 
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手順４ 年次繰越処理を設定並びに実行処理します  

年次繰越処理の設定 
 

 

❶ 年次繰越 
年次繰越処理をする際に選択します。 

❷ 料率更新 
年次繰越実行時には必ずチェックを入れてください。 

❸ 組合員の情報削除 

※通常は日付を変えないでください。委託解除年月日入力箇所は組合員入力画面にあります。 

❹ 一人親方→脱退日が「削除年月日」以前のデータは削除する 
※通常はチェックをいれます。 

❺ 一括有期事業開始データの削除 

※日付を変えないでください。 

❻ 概算年度へのコピー 
※通常はチェックを入れません 

チェックを入れると対象項目の確定年度・概算年度の情報をそのまま更新後の年度に置き換えた状態とします。 

→例：平成 30年度確定 50万/平成 31年度概算 70万 → 平成 31年度確定 50万/令和 2年度概算 70万 

❼ 納付・徴収方法初期化 

※通常はチェックを入れません 
チェックを入れた場合は、期中増減入力で設定した納付・徴収方法を引き継ぎます。 

❽ その他オプション 
※手数料・会費・予備費を引き継ぎたい場合、チェックは外してください。 

  引き継がない場合、チェックは入れてください。 
 

※ 年次繰越前に復元 
選択して実行することで年次繰越前の状態に戻ります。 
繰越後に入力した情報（※1）が消えます。 
※1労働保険情報（事業所台帳や従業員台帳は削除されません）算定基礎賃金入力や月別確定賃金入力、 
一括有機事業入力等の情報が削除対象となります。 
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年次繰越処理の実行 
 

 

 

❶ 年次繰越を選択します。 

❷  「労働保険料率マスタを更新する」には必ずチェックを入れます。 

※ 詳細設定等については、上記『■年次繰越処理の設定』を参照ください。 

❸  〔実行[F6]〕→[はい]を押下します。年次繰越処理は以上で完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

※システムのバージョンアップ前に年次繰越を行いますと、下記のメッセージが表示されます。 

必ずバージョンアップを待ってから繰越処理を行っていただきますようお願いします。 

 

 

        

 

※バージョンアップが完了次第、ユーザーサポートサイトへ掲載します。 
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手順５ システム設定を確認します 
 
平成３1年度確定・令和 2年度概算の保険料の処理をする前に、 

基本台帳→[7. システム設定]→事務組合の事務組合詳細［F7］にて、下記各設定をお願いします。 
 

 
 
 

❶ 一般拠出金充当区分 
上記設定を確認し、必要に応じて変更してください。 

 

❷ 特別加入保険料率の採用に係る主たる事業所の判断区分  

例：届出している業種コード：３５／一括有期事業で賃金総額が最も多い業種コード：３６の場合 

確定賃金総額の最も多い事業を選択した場合：業種コード３６の料率を用いて計算されます。 
届出事業を選択した場合：業種コード３５の料率を用いて計算されます。 

           どちらを選択頂くかは、管轄の労働局によって異なりますので、事前にご確認ください。 
 
❸ 修正入力時「概算」複写区分  
           初期値は複写しないを選択されている為、必ず複写するに変更してください。 
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手順６ 申告済み概算保険料の照合を行います 
 

 

 

❶ 事務組合(各種印刷)→[46．組合員名簿]を開きます。 

❷ 「全体」にチェックを入れます。 

❸ 「一般事業所」「メリット適用事業所」それぞれの印刷になります。まとめて一緒に出すことはできません。 

❹ [印刷開始[F6]]を押下し、〔プレビュー[F5]〕もしくは〔印刷開始[F6]〕を押下します。 

以下のように組合員名簿が出力されます。 

申告済み概算保険料の登録が正しいことを確認してください。 

 

 

※申告済概算保険料が間違っている場合、組合員入力画面の申告済概算保険料の欄で修正が可能です。 
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手順７ 平成 31年確定・令和 2年度概算の保険料を計算します 
 

継続事業の計算手順 
 

月別確定賃金入力で賃金・保険料を入力します 

月別確定賃金入力を登録することにより、賃金等報告書が印刷できるようになります。 

 

 

●適用コード、枝番号を入力し対象データを表示します。 

❶ 年度は「Ｈ31年度」を選択します。 

❷ 労災保険対象労働者数及び賃金を入力します。 

❸ 雇用保険対象被保険者数及び賃金を入力します。 

❹ 賞与を入力する際は賞与月を設定します。 

※1 ❷、❸、❹は、基本台帳→5．賃金データ一覧入力（もしくは 6．賃金データ個人別入力）で、 

賃金が入力されていれば、「自動配置」ボタンで読み込み可能です。 →賃金が自動配置されない場合は P．14参照 

❺ 特別加入者の情報が反映します。こちらで新規加入、脱退処理も可能です。 
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❻ 高年齢被保険者を入力します。 

※高齢者が従業員台帳に登録されている場合、被保険者取込も可能です。 

※この画面では当時（平成 31/4/1時点）での年齢が表示されます。 

 

 

☆取り込まれる条件☆ 

（１）平成 31/4/1時点で 64歳以上の従業員。 

   基本台帳→4．従業員台帳の生年月日、年齢を確認します。 

    

（２）従業員台帳の雇用保険タブの加入区分のチェックが入っており、資格取得年月日が入力されている。 

離職されている方も、離職等年月日を見て判断しています。31年度の 4月賃金がある場合は対象となります。 

従業員台帳の「雇用保険」で資格取得年月日、加入区分（離職等年月日）を確認します。 

     

（３）従業員台帳の雇用保険タブの雇用種別の労働保険番号が選択されている。 

     

 

 

事務組合（各種入力）→3．月別確定賃金入力の 31年度確定の賃金が正しく登録がされていると、 

2．算定基礎賃金入力画面には自動で反映します。 

※月別確定賃金入力画面で入力せずに確定賃金の総額を算定基礎賃金入力画面に直接入力いただくことも可能です。 

ただし、その場合は賃金等報告書に金額を入れた印刷が出来ません。 
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■賃金が、自動配置されない場合 

基本台帳→5．賃金データ一覧入力（もしくは 6．賃金データ個人別入力）画面にて、該当の労働保険番号が入力されているか、

常時使用や役員などの労働者種類が該当のところに〇が表示されているか、労保月度・雇用月度が正しいかどうか等をご確認くださ

い。 

 

賃金データ入力画面（個人別入力表示） 

 

 

労働者種類や労災労働保険番号、雇用労働保険番号は、社労夢での給与計算や、賃金データ入力画面への直接入力前に、 

基本台帳→4．従業員台帳→雇用保険タブの「労災種別」「雇用種別」に正しく設定されていた場合は自動で反映されますが、 

賃金が反映したあとに従業員台帳で設定しても自動反映しません。 

その場合の対応方法が 3つあります。 

 

【方法 1】一人ひと月ずつ手で選択、チェックを入れていく。 

 

【方法 2】賃金データ入力画面での一括登録 

賃金データ入力の左下の賃金データ表示方法を「個人別入力」で表示した上で、 

「労災種別」ボタンより表示されている年度分の労働保険番号、労働者種別の☑の一括登録をお願い致します。 

この作業を、平成 31年度、令和 2年度で行います。また行うのは一人ずつになります。 
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【方法 3】給与システムで給与計算を行っている場合 

まず、基本台帳→4．従業員台帳→雇用保険タブの「労災種別」「雇用種別」に正しく設定を行います。 

その後に、給与システムの随時処理→データ処理→賃金連動データ再作成にて、連動したい該当の給与欄の「作成」にチェックを入れ 

実行することで、給与データ、労働保険番号等が、賃金データ入力画面に反映します。 

この作業を平成 31年度と令和 2年度で行います。 

（31年度には処理月変更で 12月処理月に戻って実施してください。） 
 

 

 

※基本、過去マスタを参照にチェックをしてください。 

現在のマスタを参照にチェックをし、 

この処理をする現在の処理月より過去の給与を作成してしまうと、 

現在のマスタの設定で過去給与データも賃金データ入力画面と連動してしまいます。 

（例えば過去は固定賃金だったが、現在は非固定賃金の場合、 

過去の給与データは固定賃金として連動させないといけないのに、 

非固定賃金として連動させてしまいます。） 
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一括有期事業の計算手順 
事務組合（各種入力）→4．一括有期事業入力を登録することにより、一括有期事業報告書、一括有期事業総括

表が印刷できるようになります。 

 

【入力の注意点】 

一括有期事業入力で請負金額を入力する際、平成 27年 4月 1日以降開始分については、税抜きでご入力ください。 

    また、平成 27年 3月 31日以前開始分については、賃金算定で入力します。 

 

一括有期事業：請負金額の消費税取り扱い方法 

事業開始時期 工事の開始日 請負金額の消費税の 

扱い 

暫定措置の適用の

有無 

社労夢での計算方法 

平成 27年 3月 31

日以前開始 

平成 27年 3月 31

日以前 

消費税(8%)相当額を

含む 

あり(請負金額に

105/108 を乗じ

る) 

暫定処理が自動的に行
われない為、賃金算定で
入力します（P17） 

平成 27年 4月 1

日以降 開始 

平成 27年 4月 1

日以降 

消費税相当額を含まな

い 

な し 比率算定又は賃金算定

で入力します（P16） 

賃金総額=消費税抜き請負金額×労務費率 

 

 

 

●適用コード、枝番号を入力し対象データを表示します。 

❶ 年度はＨ31年度を選択します。 

❷ 工事の情報を入力します。 

① 業種番号を入力します。入力した業種ごとに左下の保険料率の表示が変わります。 

② 事業の名称、事業場の所在地を入力します。 

③ 事業期間の開始日、終了日を入力します。（31年度確定工事は令和 2年 3月 31日までに終了した工事） 

④ 請負代金を入力します。（加算額、控除額があれば入力します） 
 

❸ 労働者の平均人数を入力します。 
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❹ 特別加入者の情報が反映します。こちらで新規加入、脱退処理も可能です。 

※1 メリット事業所はここで業種ごとに料率を手で修正して下さい。業種番号にカーソルを合わせるとその業種番号の料率が表示され

ます。 

※2 開始届取込[S+F7]は、15．一括有期事業開始届を入力している場合、クリックすると入力内容が自動で取り込まれます。 

「開始届取込」は先に実施してください 。入力後に実施されると入力したデータが消えてしまいます。 

❺ 登録ボタンを押下します。 

 

賃金算定について（賃金を直接入力し保険料を計算すること） 

※27年 3月 31日以前の工事開始日で入力する場合は賃金算定の入力方法でお願いします。 

●賃金算定を行う場合は以下の様に入力します。 

 

労務比率を「0」にした上で、賃金総額へ直接賃金を入力します。 

 

 

請負工事がない場合に、元請工事なしで報告書を印刷する場合 

 

事業の名称を「請負工事なし」と入力します。 

 

 

一括有期事業入力画面に登録をすることで、一括有期事業総括表、概算確定申告書にデータが反映され、帳票類の印刷ができる
ようになります。 

また、一括有期事業入力を使わず、算定基礎賃金入力の画面で直接賃金総額を入力し計算することも可能です。（P.18参照） 

※算定基礎賃金入力画面のみで計算した場合、一括有期事業報告書、一括有期事業総括表の印刷は出来ません。 
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 [算定基礎賃金入力の計算手順] 

年間の平均人数と年間の確定賃金を入力し、保険料率に対して保険料を計算します。 

 

 

 

❶ 料率は組合員入力で登録した主な業種の料率が反映しています。 

❷ そのため、確定賃金だけを入力すると、右上に反映している料率をかけられて、保険料が計算されます。 

  ※一括有期事業の場合の注意 

工事の事業番号と主な業種の事業番号が全て一緒であれば、賃金を入力するだけでいいですが、工事によって 

事業番号が相違する場合は、賃金と保険料に手入力が必要です。 

→各保険料額を直接入力される場合は、次の『■直接保険料額を手入力する方法』をご確認頂き事前に設定をお願いします。 

 

 

■直接保険料額を手入力する方法（※通常、保険料額は手入力をせず、賃金を入れ自動計算させます） 

組合員入力画面の右下あたりのメリット欄に「9」を入力し登録することで算定基礎賃金入力にて、保険料の手入力が可能となります。 
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一人親方の計算手順 
事務組合（各種入力）→2．算定基礎賃金入力にて前年度から繰り越されたデータを確認します。 

新規加入、脱退、日額の変更等あればこちらから修正を行います。 

（※月別確定賃金入力の画面の特別加入のボタンより登録すると、端数設定が反映されない場合があるのでお控え下さい。） 

 

※賃金や保険料の端数が合わない場合 

基本台帳→7．システム設定→事務組合の事務組合詳細〔F7〕を押下し、『月割計算区分』『保険料端数区分』を確認して下さい。

 

 

月別計算区分とは 

日額 3500円の場合や月割の場合に千円未満が発生することがあり、保険料を計算するときに、その千円未満も含め計算するか、 

しないかの設定になります。 

例えば、日額が 3500円の場合、3500×365＝1277500 となります。 

「切り捨てる」とした場合は 1277000円、「切り捨てない」とした場合は 1277500円が特別賃金となります。 

※算定基礎賃金入力画面では千円未満が表示されません。 

どちらの設定で計算がされているかは保険料額をご確認下さい。 

保険料端数区分とは 

一人親方の保険料を計算する際の端数処理です。 

例えば、給付日額 3500円、保険料率 19/1000、月別計算区分を「切り捨てない」とした場合、 

3500×365＝1277500 となります。 

次に 1277.5×19 と計算することで、保険料額が 25272.2 となります。 

この小数点以下の端数をどのように処理するかの設定となります。 

 

海外派遣者の計算手順 
事務組合（各種入力）→6．海外派遣者入力にて前年度から繰り越されたデータを確認します。 

新規加入、脱退、日額の変更等あればこちらから修正を行います。
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手順８ 納入通知書等で各委託事業主（組合員）へ保険料の通知を行います 

 

納入通知書、領収書ハガキ、振込依頼書は、事務組合（各種印刷）の帳票印刷から印刷を行います。 

 

ここでは、印刷設定において、ご質問の多い箇所の設定方法をご案内します。 

その他細かい設定は各自ご確認をお願いします。 

 

上記の 3 つの帳票共通の設定部分になります。画面は納入通知書画面で説明します。 
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❶ 請求区分のチェックが正しいか確認してください。 

 

❷ 未収加算のチェックが正しいか確認してください。 

・当期・・・請求区分で指定した期の保険料（確定不足分、令和 2年度 1期分保険料、一般拠出金）を印刷します。 

   ・当年分加算・・・今年度発生した未収の保険料を加算し印刷します。 

   ・前年当年加算・・・前年度分と当年度分の未収の保険料を加算して印刷します。 

 

❸ 同一事業所で労働保険番号が複数ある場合に、合算請求する場合は「する」にチェックを入れます。 

ただし、この部分が有効になるには、下記設定ができていることが大前提となります。 

 

・基本台帳→7．システム設定の事務組合で同一事業所が「合算する」になっていること。 

 

 

・基本台帳→2．事業所台帳の事務組合の（もしくは事務組合（各種入力）→1．組合員入力の） 

事業所ごとに「合算する」のチェックが入っていること。 

 

 

 

❹ 初回分のみの印刷 

チェックがはいっていると一度でもプレビュー・印刷をした組合員の納入通知書は、２回目以降プレビュー・印刷が出来ません。 

そのため、印刷時に該当データが無となる場合、この部分にチェックが入っていないか確認してください。 
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 [領収書ハガキ]のみにある設定箇所 

ここでは領収書ハガキのみにある「入金区分」の説明を行います。 

 
 

・未入金：個別入金還付入力画面で未収額があれば、その金額で領収書ハガキを印刷します。 

 

 

・入金済み：個別入金還付入力で入金額の登録があれば、その金額で領収書ハガキを印刷します。 

その際に必ず入金回数の入力が必要です。 

個別入金還付入力が下図のように登録がある場合、例題を 3つ挙げて説明します。 

 

 

例1） 請求区分：第 1期／入金区分：入金済み／入金回数：１ で印刷した場合 

令和 2/7/1に入金のある、不足金、拠出金、第 1期保険料の金額が印字されます。 

例2） 請求区分：第 2期／入金区分：入金済み／入金回数：１ で印刷した場合 

令和 2/10/1に入金のある、第 2期保険料（200000円）の金額が印字されます。 

例3） 請求区分：第 2期／入金区分：入金済み／入金回数：２ で印刷した場合 

令和 2/10/15に入金のある、第 2期保険料（29200円）の金額が印字されます。 
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手順９ 提出資料や保管資料を作成します 
  

事務組合（各種印刷）の年更印刷から各帳票を印刷してください。 

 

ここでは、ご質問の多い帳票の設定方法をご案内します。 

 

[一括有期事業報告書][一括有期事業総括表] 

Ｑ．印刷区分が「事業主控」と「提出用」の 2 つしかない。 

労働局と事務組合に提出しないといけないのですが（合計 3部必要です）、どのように印刷すればよろしいでしょうか。 

Ａ．1回目両方にチェックを入れて印刷をしていただき、次に「提出用」のみにチェックを入れて印刷をお願いします。 
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[申告書内訳] 

 

❶ 対象事業所欄 

一般事業所分を印刷するか、メリット適用事業所分を印刷するか選択してください。 

 

Ｑ．確定年度がメリット、概算年度が非メリット（もしくはその逆）などの場合、どのように印字されるか。 

１）確定がメリット、概算が非メリットの状態、一般事業所で出した場合 

Ａ．確定保険料枠には何も印字されず、概算保険料枠のみ数字が反映します。 

 

 

２）確定がメリット、概算が非メリットの状態、メリット事業所で出した場合 

Ａ．確定保険料枠にのみ数字が反映され、概算保険料枠には「メリット取消により一般に移行」と印字されます。 
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３）確定が非メリット、概算がメリットの状態、一般事業所で出した場合 

Ａ．確定保険料枠にのみ数字が反映され、概算保険料枠は何も印字されません。 

 

 

４）確定が非メリット、概算がメリットの状態、メリット事業所で出した場合 

Ａ．確定保険料枠に「メリット適用によりメリットへ移行」と印字され、概算保険料枠に数字が反映されます。 

 

 

５）確定がメリット、概算が非メリットの状態、一般事業所（メリット適用事業所名印字）で出した場合 

Ａ．確定保険料枠に「メリット適用事業所」と印字され、概算保険料枠のみ数字が反映します。 

   確定保険料枠に数字が反映されるわけではありません。 

 

 

Ｑ．確定年度がメリット、概算年度が非メリットの場合、一般事業所で印刷したときに、確定年度に数字を反映させたいです。 

Ａ．上記１）～５）からも分かる通り、数字が反映されませんので、組合員入力の確定年度のメリットを、印刷時のみ一時的に「0」

にしていただき、一般事業所として印刷してください。 

 

❷ 一般拠出金申告書内訳枠の「減額訂正報告済」は「0印書」する 

31年度概算中に委託解除になり、31年度分の拠出金を 31年度概算中に納めており、拠出金を 0円で印刷しないといけない組合
員がいた場合、チェックを入れると拠出金が 0印字されます。 

チェックをしても金額がでてしまう場合は、組合員入力の解除事由画面の「申告日付」に、日付入力があるかどうか確認してく
ださい。入力がない場合は申告日付の入力が必要です。 
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番外 よくある質問 
 

Ｑ１ 月別確定賃金入力を修正した。その後算定基礎賃金入力を確認すると、確定賃金は修正されたが、概算賃金

が元のままで、確定賃金≠概算賃金になってしまう。確定賃金＝概算賃金にする方法。 

基本台帳→7．システム設定の事務組合タブの事務組合詳細〔F7〕で、 

修正入力時「概算」複写区分が「複写しない」になっていないでしょうか。 

 

「複写する」にチェックを入れて登録後、次の作業が必要になります。 

① 月別確定賃金入力でどこでもいいので 1 カ所適当な数字に変えて登録してください（人数でも賃金でもどこでも構いません）。 

② その後、再度月別確定賃金入力を開き、①で変えて個所を元に戻して登録してください。 

※ただ登録するだけでは修正とみなされず確定賃金＝概算賃金になりません。必ず①②の作業が必要です。 

 

Ｑ２ 月別確定賃金入力で「自動配置」するも賃金が出てこない。 

まず年度に誤りがないか確認してください。問題なければ P.14 を参照してください。 

 

Ｑ３ 月別確定賃金入力で高齢者の被保険者取込をしているが、反映されない。 

P.13 を参照してください。 

 

Ｑ４ 月別確定賃金入力で自動配置すると、4月～翌 3月の各月の人数は問題ないが、平均人数が合わない。 

① 事務組合（各種入力）→1．組合員入力の【委託年月日】【解除年月日】が正しく入っていますか。 

この年月日を見て、分母の月数を決定しています。 

例えば、委託年月日が令和 1年 10月 1日と入っている場合は、平均人数を計算する際に分母は 6 で計算します。 

 

② 事務組合（各種入力）→3．月別確定賃金入力に、委託年月日以前の賃金・人数も入ってしまっていませんか。もしくは解除

年月日以降の賃金・人数も入ってしまっていませんか。その場合はその人数も平均人数を計算する際に分子に含んでしまいますの

で正しく計算されません。 

例えば、各月 10人の事業所で、10/1委託にもかかわらず 4月から人数が入ってしまっていると、 

10×12÷6 か月＝24人になってしまいます。 
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Ｑ５ 一括有期事業の算定基礎賃金入力を確認すると、確定年度の労災保険料率が０になっている。 

一括有期事業の組合員は工事によって業種が別になることがあります。 

事務組合（各種入力）→4．一括有期事業入力にて、業種の異なる工事が登録されていない場合、 

労災保険料率は０になる仕様になっています。 

労働保険料の計算は、一括有期事業入力の登録内容に基づいて計算されていますのでご安心ください。 

 

 

Ｑ６ 一括有期事業の納入通知書を印刷したところ、労災の保険料率がでないのはなぜ？ 

一括有期事業の組合員は工事によって業種が別になることがあり、業種により保険料率が相違するため、労災保険料率は印字しない
仕様になっています。 

 

Ｑ７ 一括有期事業において、特別加入の保険料率が届出業種の料率になっているが、請負代金の多かった業種の

料率に変えたい。 

基本台帳→7．システム設定→事務組合の事務組合詳細〔F7〕の、特別加入保険料率の採用に係る主たる事業の判断区分を 

「確定賃金総額の最も多い事業」に変えて登録してください。 

 

その上で、算定基礎賃金入力画面で「再計算」してください。 

 

Ｑ８ 「算定基礎賃金入力画面に、手数料や会費が 2、3期目に入力ができない。 

基本台帳→7．システム設定の事務組合の事務組合詳細〔F7〕で、手数料・会費・予備費欄でどの期まで入力可能にするかの設定

が可能です。 
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Ｑ９ メリット事業所の登録方法。 

事務組合（各種入力）→1．組合員入力のメリット欄を、メリットの場合は「1」、非メリットの場合は「0」にしてください。 

 

その上で、継続事業の場合と一括有期事業の場合で処理方法が変わります。 

【継続事業の場合】 

同じく組合員入力の上段にある保険料率を手入力で変えてください。労働局からは割引率（割増率）で提示されるかと思いますが、

社労夢には割引率等を入れる個所がないため、手計算の上、料率を手入力してください。 

 

例えば、94業種で元々の労災保険料率が 3.0 で、20％割引になった場合、3.0×0.8＝2.4 となります。 

 

【一括有期事業の場合】 

特別加入の保険料率は上記継続事業の場合と同じように入力してください。 

労災保険料率は、事務組合（各種入力）→4．一括有期事業入力画面で業種番号ごとに手入力を行います。 

業種番号にカーソルを合わせていただければ、その業種の料率が表示されますので、ここで手修正します。 

※同じ業種の工事が複数ある場合は、一つだけ修正すれば他の同業種の工事の料率も修正されます。 

 

Ｑ１０ 一人親方の賃金や保険料の端数が合わない。 

P.19 を参照してください。 

 

Ｑ１１ 前年度期中に委託解除があり、拠出金を既に納付しているため、一般拠出金申告書内訳に金額を出したくな

いが出てきてしまう。 

P.25 の❷を参照してください。 
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Ｑ１２ 納入通知書の上段部分の「金●●」の所に金額が印字されない。 

事務組合（各種入力）→11．個別入金還付入力で未収額がある場合にのみ、その未収額の金額が印字されます。 

個別入金還付入力で既に入金処理をされていないか確認してください。 

 

Ｑ１３ 領収書ハガキを印刷しようとすると「該当データがありません」となり、印刷できない。 

請求区分が合っており、「初回のみの印刷」のチェックが外れているのであれば、入金区分を確認してください。 

個別入金還付入力で入金処理をしているにもかかわらず「未入金」にチェックが入っていたり、入金処理をしていないにもかかわらず「入

金済み」にチェックが入っていたりしていませんでしょうか。 

詳細は P.20～22 を参照してください。 

 

Ｑ１４ 特別加入者が 3月末で脱退した。入力方法。 

事務組合（各種入力）→3．算定基礎賃金入力で区分を「脱退」にして脱退日を入力してください。 

 

 

Ｑ１５ バージョンアップ前に年次繰越を実施してしまっていた。その場合の対処方法。 

今年度は料率・労務比率の改定がないため、問題ないとは思いますが、念の為以下の作業をしていただくことをお勧めします。 

❶事務組合（各種入力）→16．保険料率表で料率取込[F7]をして更新します。 

❷事務組合（各種入力）→17．年次繰越にて処理選択で「料率更新」を選択して実行します。 

❸事務組合（各種入力）→2．算定基礎賃金入力にて全件「再計算」をかけていただきます。 


