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 社労夢 Ver3.4.1.125 では、以下の対応を行いました。 

社会保険の電子申請では新様式対応しており、都道府県コードが追加されている届出があります。

申請する前に必ず事業所台帳で社会保険の都道府県コードを登録してから行ってください。 

 

 基本台帳 

番号 ボタン名 変更内容 

２ 事業所台帳 社会保険タブに郡市区符号、都道府県コードを追加しまし

た。 

 

 

４ 従業員台帳 ７０歳以上被用者画面の７５歳以上の従業員の文言を変

更しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 労働保険 

番号 ボタン名 変更内容 

１１ 保険関係成立届 ＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

１５ 継続事業一括申請 ＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

 

 事務組合（各種入力） 

番号 ボタン名 変更内容 

１ 組合員入力 ＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

３４ 継続事業一括申請 ＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

 

 磁気媒体申請 

番号 ボタン名 変更内容 

１ 年金事務所提出用デー

タ作成 

改元対応しました。 

７０歳被用者のみの提出の場合、整理番号を省略しまし

た。 

２ 健康保険組合提出用デ

ータ作成 

改元対応しました。 

 

３ 厚生年金基金提出用デ

ータ作成 

改元対応しました。 

 

 

  



 

 社会保険 

番号 ボタン名 変更内容 

１ 資格取得届 ＜電子申請＞ 

改元・都道府県コードを追加した新様式に対応しました。 

＜印刷＞ 

単票・フリーフォーマットの「3005 年金事務所統合ダウンロ

ード用紙」を改元対応しました。 

＜その他＞ 

画面の「個人番号を記載できない理由」の文言を変更しま

した。 

２ 資格喪失届 ＜電子申請＞ 

改元・都道府県コードを追加した新様式に対応しました。 

＜印刷＞ 

単票・フリーフォーマットの「3005 年金事務所統合ダウンロ

ード用紙」「3005 年金事務所統合(70 歳 DL 用紙)」を改元

対応しました。 

３ 住所変更届 ＜印刷＞ 

単票・フリーフォーマットの「1904 社会保険庁統一版」を改

元対応しました。 

４ 氏名変更届 ＜電子申請＞ 

改元対応の新様式に対応しました。 

＜印刷＞ 

A4 カット紙を改元対応しました。 

５ 被扶養者異動届 ＜電子申請＞ 

被扶養者異動届、国民年金第３号の改元・都道府県コー

ドを追加した新様式に対応しました。 

＜印刷＞ 

被扶養者異動届の単票用紙の「3005 年金事務所統合ダ

ウンロード用紙」と国民年金第３号の単票用紙の「国民年

金第 3 号ダウンロード用紙」を改元対応しました。 

８ 健保資格証明書交付申

請書 

＜印刷＞ 

改元対応しました。 

９ 年金手帳再交付申請書 ＜電子申請＞ 

改元対応の新様式に対応しました。 



＜印刷＞ 

専用紙の「3005 年金事務所統合ダウンロード用紙」を改

元対応しました。 

１０ 被保険者区分変更届 ＜印刷＞ 

A4 カット紙を個人番号が出力できる新様式に対応しまし

た。 

１１ 

１２ 

月額変更届 

月額変更届・個別 

＜印刷＞ 

単票・フリーフォーマットの「3005 年金事務所統合ダウンロ

ード用紙」を改元対応しました。 

１３ 

１４ 

月額算定基礎届 

月額算定基礎届・個別 

＜印刷＞ 

単票・フリーフォーマットの「3005 年金事務所統合ダウンロ

ード用紙」を改元対応しました。 

１９ 年間報酬算定の同意書 ＜印刷＞ 

新用紙に対応しました。 

２０ 月額算定基礎総括票

（新様式） 

＜印刷＞ 

「3005 年金事務所統合(ダウンロード用紙)」を改元対応し

ました。 

３５ 産休取得者申出書 ＜印刷＞ 

「A4 カット紙」を改元対応しました。 

３６ 産休取得者変更 (終了 )

届 

＜印刷＞ 

「A4 カット紙」を改元対応しました。 

３７ 産休終了時月額変更届 ＜印刷＞ 

「A4 カット紙」を改元対応しました。 

３８ 育休取得者申出書 ＜印刷＞ 

「A4 カット紙」を改元対応しました。 

３９ 育休取得者終了届 ＜印刷＞ 

「A4 カット紙」を改元対応しました。 

４０ 育休終了時月額変更届 ＜印刷＞ 

「A4 カット紙」を改元対応しました。 

 

  



 

 雇用保険 

番号 ボタン名 変更内容 

１ 資格取得届 ＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

＜印刷＞ 

・雇用保険被保険者資格取得届（２０１９．５以降）を追加

し、改元対応を行いました。 

・雇用保険被保険者資格取得届（連記式）個人別票（２０１

９．５以降）へ追加し、改元対応しました。 

・雇用保険被保険者資格取得届（連記式）総括票（２０１

９．５以降）を追加し、改元対応しました。 

・古い用紙を削除しました。 

２ 氏名変更届 ＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

＜印刷＞ 

・未印字（２０１９．５以降）を追加し、改元対応を行いまし

た。 

・古い用紙を削除しました。 

３ 転勤届 ＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

＜印刷＞ 

・新用紙（２０１９．５以降）を追加し、改元対応を行いまし

た。 

・古い用紙を削除しました。 

４ 資格喪失届・離職証明

書 

＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

＜印刷＞ 

・未印字（２０１９．５以降）を追加し、改元対応を行いまし

た。 

・古い用紙を削除しました。 

※離職票は改元対応の用紙がまだありません。平成の文

字を 2 重線で消して対応してください。 

５ 高齢給付・月額証明書 ＜電子申請＞ 

改元対応しました。 



＜印刷＞ 

・確認票・初回申請の新用紙（２０１９．５）版を追加しまし

た。 

・古い用紙を削除しました。 

※賃金証明書は改元対応の用紙がまだありません。平成

の文字を 2 重線で消して対応してください。 

６ 育児給付・月額証明書 ＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

＜印刷＞ 

・確認票・初回申請の新用紙（２０１９．５）版を追加しまし

た。 

・古い用紙を削除しました。 

※賃金証明書は改元対応の用紙がまだありません。平成

の文字を 2 重線で消して対応してください。 

７ 介護給付・月額証明書 ＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

＜印刷＞ 

・確認票・初回申請の新用紙（２０１９．５）版を追加しまし

た。 

・古い用紙を削除しました。 

※賃金証明書は改元対応の用紙がまだありません。平成

の文字を 2 重線で消して対応してください。 

３０ 個人番号登録・変更届

出書 

＜電子申請＞ 

改元対応しました。 

 

  



 

 電子申請 

番号 ボタン名 変更内容 

３ 社会保険資格取得届

（CSVファイル添付様式） 

改元対応しました。 

４ 社会保険資格喪失届

（CSVファイル添付様式） 

改元対応しました。 

８ 雇用保険資格取得届(連

記式) 

改元対応しました。 

９ 雇用保険資格喪失届

（連記式） 

改元対応しました。 

１０ 雇用保険転勤届（連記

式） 

改元対応しました。 

１１ 雇用保険個人番号登録

届（連記式） 

改元対応しました。 

２２ 

 

社会保険月額算定基礎

届（CSV ファイル添付様

式） 

改元対応しました。 

２３ 社会保険月額変更届

（CSVファイル添付様式） 

改元対応しました。 

２４ 社会保険賞与支払届

（CSVファイル添付様式） 

改元対応しました。 

２５ 社会保険月額算定基礎

総括票（様式） 

改元対応しました。 

新様式での対応はまだ出来ていません。 

２６ 産休取得者申出書 改元対応しました。 

e-Gov で読込時に年の変更は必要ありません。 ２７ 産休取得者変更（終了）

届 

２８ 産休終了時月額変更届 

２９ 育休取得者申出書 

３０ 育休取得者終了届 

３１ 育休終了時月額変更届 
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