
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ⽉ 1 ⽇（電⼦申請対応）、6 ⽉１１⽇に対応しました社会保険のバージョンアップにつきまして、⼀部の届出で不具
合/エラーが発⽣しております。 

ご利⽤のお客様におかれましては、ご不便ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。 

不具合、エラーの内容につきましては以下の⼀覧をご確認いただき、対応まで暫くお待ちいただくようにお願いいたします。 

尚、こちらの⼀覧につきましては、随時更新をさせていただきます。 

変更されました場合は、ログイン画⾯のお知らせの更新時間を修正いたしますので、こちらの内容をご確認ください。 

また、追記した部分は⾚字にて記載しております。 
 
 

＜＜ エラー/不具合⼀覧表 ＞＞ 
No エラー確認⽇ エラー不具合仕様変更内容 原因・回答 

１ 2018/06/01 
 

ＣＳＶ添付/連記式の電⼦申請において、
チェックプログラム利⽤時にエラー発⽣ 

<<エラー内容>>  

個⼈番号欄 無効⽂字検 

社労夢はマイナンバーを残さない仕様にしております
為、チェックプログラム時のデータには、あえて●（⿊
丸）を反映しております。 

これは社労夢独⾃の仕様で、●（⿊丸）はチェックプ
ログラムではエラーとなります。 

社労夢から実データを申請していただく際には、●（⿊
丸）ではなく正しい番号で提出先に申請されますので
問題ありません。 

２ 2018/06/01 
 

ＣＳＶ添付/連記式の電⼦申請において、
チェックプログラム利⽤時にエラー発⽣ 

<<エラー内容>> 

個⼈番号 無効⽂字検出 

個⼈番号を取得できない理由 データ省略
不可 

郵便番号 郵便番号省略不可 

被保険者住所（カナ） 住所項⽬形式不
正 

こちらは、データにマイナンバーが反映されている場合の
み発⽣します。 

個⼈番号のエラーは No１の仕様によるものも含まれま
すが、その他マイナンバーを⼿⼊⼒、マイナ de 社労夢
と連動させている場合には、郵便番号や住所を反映し
ておりません。 

これは⽇本年⾦機構の仕様によるもので、マイナンバー
がある場合には、郵便番号や住所を省略可能とされて
いる為です。 

こちらは、マイナンバーを反映させて申請する場合のみ
発⽣し、マイナンバーを反映させず申請する場合には、
エラーは発⽣せず問題ありません。 

社会保険バージョンアップ後のエラー/不具合/仕様変更のご報告 

平成３０年７⽉１２⽇ １７︓００ 更新 
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３ 2018/06/01 同⽇得喪の電⼦申請時に以下エラー発⽣ 

送信された申請書と本システムのマスタ情報
に登録されている申請書のタグ数が異なりま
す。 

⼤変申し訳ございませんが、同⽇得喪届は現在対応
しておりません。 

対応時期は未定です、順次対応して参りますので暫く
お待ちください。 

４ 2018/06/01 被扶養者異動届の電⼦申請で、配偶者の
名前の下に「※第 3 号被保険者関係届の
提出は配偶者（第 2 号被保険者）に委
任します」のチェックがありますが反映しない。 

⼤変申し訳ございませんが、項⽬の出⼒は現在対応し
ておりません。 

提出先に、その旨をお伝えいただく場合には、電⼦申
請時にその他添付ファイルとして添付し、提出先にお伝
えいただくようにお願いいたします。 

→⼤変申し訳ございませんが、改修⽇程確認中です。
改めてご案内いたします。 
 

５ 2018/06/01 被扶養者異動届の電⼦申請で、被保険者
の備考（電⼦）に⼊⼒した内容が反映され
ない。 

新様式対応に伴い、被保険者の備考（電⼦）の項
⽬が無くなりました。代わりに被扶養者の備考をご利⽤
ください。 

６ 2018/06/01 被扶養者異動届の電⼦申請で、新様式対
応に伴い、配偶者（3 号）の収⼊が円単
位から千円単位に変更されている。 
 
 

⽇本年⾦機構の仕様変更に伴うもので、千円単位で
の⼊⼒をお願いいたします。 

→バージョンアップにて、配偶者（3 号）の収⼊額
（千円単位）に対応しました。収⼊額は半⾓の数字
のみ、⼀円単位で⼊⼒してください。配偶者（3 号）
の場合は⾃動で千円単位に変換されます。 

７ 2018/06/01 賞与⽀払届の電⼦申請で、チェックプログラ
ム利⽤時にエラー発⽣ 

こちらは、⾦銭と合計の千円未満を切り捨て
て表⽰する必要ありましたが、社労夢では対
応ができておりません。 

エラー内容︓合計 賞与額不⼀致 

こちらは６/８までに対応を予定しております、ご不便を
お掛けしますが対応まで暫くお待ちください。 

→6/8 のバージョンアップにて対応しております。 
 

８ 2018/06/01 被扶養者異動届の電⼦申請について 

扶養の確認をしないのチェックが電⼦申請に
反映するようになりました。 

旧様式の場合は、印刷時のみ反映し、その旨は備考
欄や添付ファイルで伝達をお願いしておりましたが、電
⼦申請データに反映できるようになりました。 

チェックが⼊る場所は、収⼊に関する証明の添付が省
略されるものは、所得税税症状の控除対象者・・・・・
です。 

以下ご注意ください。 

チェック有☑の場合、電⼦申請データ上の該当項⽬
にチェックは⼊りません。 

チェック無□の場合、電⼦申請データの該当項⽬に
チェックが⼊ります。 
 

９ 2018/06/01 ⽉額変更届の電⼦申請について 

備考欄に⼊⼒した内容がデータに反映され
ない。 

⽇本年⾦機構の仕様では省略するとされている為、社
労夢でも出⼒しない（省略）と修正しておりましたが、
お問合せを複数頂戴しております為、６/８まで仕様
変更（改修）を予定しております。 

→6/8 のバージョンアップにて対応しております。 
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１０ 2018/06/01 住所変更届をチェックプログラムにかけるとエラ
ーが出る。 

e-Gov で新様式の公開がされていない為、住所変更
届のバージョンアップは⾏っておりません。 

その為、Ver１１の仕様チェックプログラムをご利⽤の場
合はエラーになります、ver10 をご利⽤いただくか、その
まま申請をお願いいたします。 

１１ 2018/06/04 No1、2、7 関連 

チェックプログラムでエラーが出てしまうことで、
チェックプログラムの総括表ボタンや届出内容
ボタンが押せない状態となる。 

No1、2 については、仕様によるもので改修はできませ
ん、ご了承いただきますようお願いいたします。 

No7 につきましては不具合改修後、エラーのない状態
で印刷が可能となります。 

１２ 2018/06/04 被扶養者異動届の電⼦申請で、取得年⽉
⽇のエラー 

エラー内容︓ 

健康保険被保険者（異動）届/国⺠年⾦
第３号被保険者関係届 

被保険者 取得年⽉⽇/元号 

指定不可能な⽂字列が⼊⼒されています。 

こちらは e-Gov 提供のプログラムの仕様によるもので、
平成以外の年号はエラーとされていることが確認されま
した。 

e-Gov の仕様上、年号は空⽩（ブランク）でも問題
なく通ることが確認されましたので、取得年⽉⽇の年号
が昭和の場合は、空⽩とするよう改修させていただきま
す。改修時期は 6/8 までを予定しております。 

→6/8 のバージョンアップにて対応しております。 

１３ 2018/06/04 被扶養者異動の電⼦申請で、配偶者の収
⼊が０の場合に、配偶者である被扶養者の
収⼊に０が反映されていない為に返戻となっ
てしまう。 

配偶者の収⼊は、旧バージョンでも０を反映しておりま
せんでしたが、今回のバージョンアップで収⼊が０の場
合に返戻になるとの情報がありました為、被扶養者と
同様に、配偶者である被扶養者の収⼊欄にも０を反
映する修正を⾏います。こちらは６/８に改修を予定し
ております。 

→6/8 のバージョンアップにて対応しております。 

１４ 2018/06/04 被扶養者異動届において、第 3 号被保険
者関係届の提出は・・・委任します。のチェッ
クが追加されていますが、社労夢には設定す
る個所がない。 

こちらの委任の項⽬について、画⾯上に該当の項⽬が
ないことが確認されました。 

→⼤変申し訳ございませんが、改修⽇程確認中です。
改めてご案内いたします。 
 

１５ 2018/06/04 被扶養者異動届の電⼦申請で、事業主等
受付年⽉⽇に⽇付が反映されない。 

現在こちらの⽇付は社労夢では反映しておりません。
提出先への伝達される場合は、内容を明記したものを
その他添付ファイルに添付しご対応をお願いいたしま
す。 

→⼤変申し訳ございませんが、改修⽇程確認中です。
改めてご案内いたします。 
 

１６ 
 

2018/06/04 被扶養者異動届の電⼦申請におきまして、
配偶者が死亡された場合に、被扶養者でな
くなった⽇と死亡年⽉⽇に同じ⽇付が反映さ
れている。 

被扶養者でなくなった⽇と、死亡年⽉⽇に同じ⽇付が
反映されている事象が確認されました。 

こちらは、６/８⽇までの改修を予定しております。 

→6/8 のバージョンアップにて対応しております。 

１７ 
 

2018/06/05 社会保険取得届の電⼦申請において、個
⼈番号記載の場合は、住所の記載が不要
になりましたが、社労夢で必須になっている。 

e-Gov の仕様でも必須項⽬として解除されていること
が確認されました、こちらは６/８までに改修を予定し
ております。 

→6/8 のバージョンアップにて対応しております。 
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１８ 2018/06/05 ⽉額算定基礎届の電⼦申請において、新
様式から備考欄に以下の項⽬が追加されて
いるが反映されない。 

① 給与⽀払対象となる期間の途中から、
資格取得をしたことにより 1 か⽉分の給
与が⽀給されない場合に「１」を⼊れ
る。 

② 病休、育休、休職に該当する場合に
「１」を設定する 

上記①②については、今後リリース予定の⼿
順書にも記載を予定しています。 

社労夢でも対応の予定ではありますが、対応時期は
未定でございます。 

→６⽉２０⽇のバージョンアップにて改修済です。 

１９ 2018/06/05 賞与⽀払届の電⼦申請におきまして、70 歳
以上被⽤者で個⼈番号を記載なしの場
合、基礎年⾦番号は必須で、それ以外の⽅
は個⼈番号、基礎年⾦番号が不要ですが 

データ作成をすると、それ以外の⽅も、従業
員台帳に基礎年⾦番号の登録があれば出
⼒される。 

こちらの基礎年⾦番号の出⼒は、届出に影響はないこ
とから今のところ対応の予定はございません。 

２０ 2018/06/05 
 

社会保険バージョンアップの予定について
（資料）の 2 ページに記載の、賞与⽀払
届総括表、⽉額算定基礎届総括表の
バージョンアップについて、⽇本年⾦機構
のＨＰに紙ベースの新様式が公開され
ていますが対応の予定はないのでしょう
か︖ 

こちらのご案内は電⼦申請を対象としております。 

賞与⽀払届総括表、⽉額算定基礎届総括表の電
⼦申請の仕様が公開されておりません為、社労夢でも
対応の予定はございません。 

紙ベースは６⽉中のリリース予定です。 

→ダウンロード⽤紙の対応は 6 ⽉ 20 ⽇に対応を終
え、総括表の対応は 6 ⽉２１⽇の予定です。 

２１ 2018/06/06 
 

取得届において、「個⼈番号を記載できない
理由」を社労夢で必須項⽬としている為、理
由なしで電⼦申請ができない。 

６/８⽇までの対応を予定しております。 

→6/8 のバージョンアップにて対応しております。 

２２ 2018/06/06 
 

喪失届において、保険証回収の滅失が新バ
ージョンで無くなっているが、社労夢で選択が
できてしまう、滅失を選択し電⼦申請を作成
してもデータに反映されないので、意味がない
のなら消してほしい、そもそも被保険者証回
収区分は必要ないと思う。 

対応の予定ですが、対応時期は未定でございます。 
 

２３ 2018/06/06 
 

被扶養者でない配偶者を有するときに、配
偶者の年収を記⼊するようになっているが、
電⼦申請に反映されない。 
 

対応の予定ですが、対応時期は未定でございます。 

２４ 2018/06/08 マイナンバーを⼊れたＣＳＶ添付/連記式の
電⼦申請において、申請先事務センターで、
エラーとなりデータの読み取りができない事象
が発⽣しております。 
 
 

6/12 バージョンアップにて対応を予定しております。 

バージョンアップ後に作成したデータから申請が可能とな
ります為、6/12 よりも前に作成したデータはご利⽤いた
だけません、6/12 以降改めて作成をお願いいたしま
す。 

→6/11 に改修を完了しております。 
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２５ 2018/06/12 被扶養者異動届で、マイナ de 社労夢と連
携し、マイナンバーありで電⼦申請した場合、
被保険者のマイナンバーが、被扶養者欄に
反映されてしまうことが確認されました。 
 
 

電⼦申請の際は、マイナ de 社労夢との連携を⼀時的
に外し、被保険者と被扶養者のマイナンバーを⼿⼊⼒
で申請をしていただきますようお願いいたします。 

⼤変申し訳ございませんが、改修⽇程確認中です。改
めてご案内いたします。 

→６⽉２０⽇のバージョンアップにて改修済です。 

※マイナ de 社労夢には被保険者、被扶養者単位
で、 マイナンバーを連携する機能はありません。 

２６ 2018/06/12 被扶養者異動届で、削除（⾮該当）の電
⼦申請の際、3 号については返戻になること
が確認されました。 

これは、新様式が異動届と 3 号の届出がセットになって
いる為で、削除の場合は 3 号の届出が不要となること
から、提出先年⾦事務所（事務センター）では 3 号
の届出を返戻とされているようす。 

こちらについては、新様式の仕様上改善する⾒込みは
ございません。 

２７ 2018/06/13 賞与⽀払届の総括表の印字におきまして、 

百円未満の単位で⽀払いがあった場合
（例︓300,555 円など）、各被保険者の
⽀払額の千円未満を切捨ててから合計する
必要がありますが、現⾏システムではすべてを
合計してから千円未満切り捨ての処理がさ
れていることが確認されました。 

ご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんが、こちらの
不具合は 6 ⽉中の改修を予定しております。 

→６⽉２０⽇のバージョンアップにて改修済です。 

２８ 2018/06/14 社会保険資格喪失届において、喪失原因
を「その他」にした場合、電⼦申請データの
「4.退職等」にチェックが⼊りますが、退職等
年⽉⽇が未⼊⼒の為、仕様チェックプログラ
ムをかけた際に「退職⽇死亡⽇不正」でエラ
ーが発⽣し、そのまま申請した場合でも返戻
となる可能性がございます。 
 

⼀時的に退職年⽉⽇を登録し作成をお願いします。 

こちらは、改修時期調整中でございます。 

２９ 2018/06/18 
 

社会保険資格喪失の７０歳喪失におい
て、ＣＳＶ添付⽅式（連記式）で作成し
ようとすると電⼦申請データ作成画⾯で該当
データなしや該当者名が表⽰されない。 
 

こちらは、⽇本年⾦機構のＣＳＶ添付⽅式（連記
式）の仕様変更によるもので、不具合ではありません。
喪失原因が７０歳の場合、ＣＳＶ添付⽅式（連記
式）がご利⽤いただけなくなりました。様式でお⼿続き
をお願いいたします。 
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３０ 2018/06/20 ⽉額算定基礎届の印刷におきまして、⽇本
年⾦機構のダウンロード⽤紙と、配布されて
いる⽤紙とで、印字位置が異なる現象を確
認いたしました。 

現在、配布されている⽤紙については印字
位置が合わず、ご利⽤いただけません。 

また、配布されている⽤紙については、基礎
年⾦番号や 70 歳以上被⽤者の〇が印字
済の状態ですが、現⾏システムでは制御がで
きません。 

こちらの現象については、２６⽇までの対応を予定して
おります。 

→６/２２のバージョンアップにて改修済です。 

算定総括表につきましても、配布⽤⽤紙に対応しまし
た。 
 

年⾦機構ＨＰよりダウンロードした⽤紙は 

３００５年⾦事務所統合ダウンロード⽤紙をご利⽤
ください。 

事業所向けに配布されている⽤紙は 

３００５年⾦事務所統合版をご利⽤ください。 
 

また、３００５年⾦事務所統合版で印字済とした場
合に、個⼈番号⼊⼒画⾯が表⽰されますが、印刷より
進めていただいて問題ありません。 
 
 

配布⽤⽤紙において、取得時が７０歳以上の⽅につ
いては、健康保険と厚⽣年⾦とでわかれて印字がされ
ています（同じ⽅の⽒名が 2 段印字されています）、
社労夢では同じ従業員の情報を印字することはできま
せん為、どちらか⽚⽅に記載し、⽚⽅を斜線にて対応
をお願いいたします。 

その際、⼀⼈分をとばして印字する必要がありますの
で、算定基礎届の画⾯から空⽩⾏挿⼊をご利⽤くださ
い。こちらを設定することで、選択されている従業員の
上部に空⽩⾏が挿⼊することができ、挿⼊した⾏の⼈
数分だけとばして次の⽅を印字することができます。 

また、記載しない⽅については斜線を⼊れて申請をお
願いします。（取り扱い⽅法については算定基礎届の
記⼊・提出ガイドブック 2 ページをご参照ください） 
 
 

３１ 2018/06/20 マイナ de 社労夢を連動している事業所にお
いて、社会保険の電⼦申請（連記式/Ｃ
ＳＶ添付⽅式）をご利⽤の際、以下のエラ
ーが発⽣する可能性がございます。 

エラー内容︓ 

マイナンバーの取得処理にエラーが発⽣しまし
た。管理者にお問合せ下さい。 

HTTP︓レスポンスコード︓400 

値を Null にすることはできません 

パラメータ名︓input 

こちらの現象については、改修時期調整中でございま
す。 

→6/22 のバージョンアップにて改修済です。 
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３２ 2018/06/20 社会保険各種印刷について、バージョンアッ
プでの提供が遅れており、ご不便をお掛けし
申し訳ございませんが、ご提供まで暫くお待ち
ください。 

各種提供時期は以下の通りです。 
 
 

⼿続名 印刷 

資格取得届 ７⽉中予定 

資格喪失届 ７⽉中予定 

被扶養者異動届（3 号届出） ７⽉中予定 

年⾦⼿帳再交付申請書 ７⽉中予定 

⽉額変更届 ７⽉中予定 
 

３３ 2018/06/21 社保算定総括表（新様式）の個⼈・法⼈
等区分について 

システムでは１・２が法⼈、３が公共団体、
4 が個⼈としておりますが、提出先の年⾦事
務所によっては、1 が法⼈、2 が個⼈の⼆通
りのみのケースもございます。 
 

印字されますのは番号のみです、印字をされる番号を
選択しご利⽤ください。 

→6/26 のバージョンアップにて、１．法⼈２．個⼈
３．地⽅公共団体４．私学共済となるよう改修して
おります。 

３４ 2018/06/21 3 号届出の電⼦申請におきまして、マイナ de

社労夢と連動している場合にエラーが発⽣い
たします。 

エラー内容は、 

マイナンバーの取得処理にエラーが発⽣しまし
た。管理者にお問合せ下さい。 

HTTP︓レスポンスコード︓400 

呼び出しのターゲットが例外をスローしました。
扶養家族の漢字⽒名が空⽩です。 
 

こちらの現象につきましては、社内環境にて現象を確認
中です、また改修時期につきましては調整中でございま
す。 

→６/２６のバージョンアップにて対応を予定しておりま
す。 

→6/26 のバージョンアップにて改修しております。 
 

３５ 2018/06/21 被扶養者異動届におきまして 

被扶養者異動届の第三号ボタンの先に、被
扶養者通称名がありますが、仕様変更により
外国⼈通称名に反映されるよう変更されて
おります。外国⼈でない場合、扶養者通称
名は消去しご利⽤ください。 

表⽰上の名称変更が必要ですが、現在改修時期調
整中です。 

３６ 2018/06/21 ⽉額算定基礎届において 

賃⾦データに昇降給⽉と昇降給⽉額が登録
されている場合、算定基礎届の画⾯で⽀払
⽉の欄に昇給⽉が反映される現象が発⽣し
ております。本来、⽀払⽉には遡及⽉を反映
させる必要があります。 

こちらの件については、改修時期調整中です。 

→７⽉３⽇バージョンアップにて対応を予定しておりま
す。 

→７⽉３⽇バージョンアップにて対応しております。 
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３７ 2018/06/21 ⽉額算定基礎届（事業所配布⽤）⽉額
算定基礎届総括表（事業所配布⽤）の
印字に対応しましたが、⽉額算定基礎届を
印字済で印刷をかける際に、マイナンバー⼊
⼒画⾯が表⽰される現象が発⽣しておりま
す。 

ご⼊⼒いただいた場合でも印字済の⽤紙については、
マイナンバーは印字されません。そのままご利⽤くださ
い。改修時期調整中でございます。 

→６/２６のバージョンアップにて対応しております。 

３８ 2018/06/22 遡及⽀払が発⽣する⽉額変更届の電⼦申
請におきまして、昇給降給⽉欄に誤った⽉が
反映される不具合が発⽣しております。 
 

例えば 3 ⽉昇給、4 ⽉遡及の場合、7 ⽉⽉
変となりますが、⽉額変更届の画⾯に昇降
給⽉ 3 ⽉、⽀払⽉ 4 ⽉で登録すると、昇降
給⽉が 4 ⽉でと出⼒されます。 
 

対応の予定ですが、対応時期は調整中でございます。
→７⽉３⽇バージョンアップにて対応を予定しておりま
す。 

→７⽉３⽇バージョンアップにて対応しております。 

３９ 2018/06/22 配布されている社保算定総括表を、印字済
で印刷した際に、①事業所整理記号事業
所番号②被保険者状況の㋐５⽉１９⽇
現在の被保険者数が印字される現象が発
⽣しております。 
 

その他、印字済の場合は①事業所所在地
事業所名、事業主は印字しません（電話
番号は印字します） 
 

６/２６の改修を予定しております。 

→６/２６のバージョンアップにて対応しております。 

４０ 2018/06/22 社保算定総括表の印刷で、給与⽀給⽇欄
に不具合が確認されました。 

事業所台帳→事業所情報タブで⽀給⽇を
2 つ以下で登録している場合、設定していな
い 2 ⾏⽬ 3 ⾏⽬の当⽉/翌⽉欄に○が印
字されます。 

例えば、⽀給⽇が１つだけの場合、2 ⾏⽬ 3

⾏⽬は空欄にならないといけないが、当⽉/

翌⽉欄にだけ○が印字されます。 
 

６/２６の改修を予定しております。 

→６/２６のバージョンアップにて対応しております。 

４１ 2018/06/22 被扶養者異動届におきまして、第 3 号の住
所は同居の場合でも記載が必要となります
が、社労夢では同居の場合に住所を出⼒し
ていない為、コメントや電話にて確認の連絡
が⼊る場合がございます。 
 

対応の予定ですが、対応時期は調整中でございます。
→７⽉３⽇バージョンアップにて対応を予定しておりま
す。 

→７⽉３⽇バージョンアップにて対応しております。 
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４２ 2018/06/25 ⽉額算定基礎届の画⾯におきまして、操作
をキーボードの⽮印キーで下にスクロールさせ
た場合に、上から順番に 5 ⼈⽬、10 ⼈⽬、
15 ⼈⽬と５の倍数の従業員が表⽰されな
い現象が発⽣しております。 

改修予定ではありますが、時期調整中でございます。 

暫定対処としまして、画⾯右⼿のスクロールバーをご利
⽤ください。 

→７⽉３⽇バージョンアップにて対応を予定しておりま
す。 

→７⽉３⽇バージョンアップにて対応しております。 

４３ 2018/06/25 被扶養者異動届の第三号につきまして、三
号の収⼊欄が空⽩で、電⼦申請画⾯で未
⼊⼒の場合０を出⼒するの☑がされていない
合、電⼦申請エラーとなります。 

項⽬名︓第３号被保険者×収⼊額（１
ページ⽬） 

エラー内容 

数字、マイナス（-）符号付き数字⼜は⼩
終付き数字以外が⼊⼒されています 

７/６までの対応を予定しております。 

暫定対応としまして、従業員台帳で仮の年収額を⼊
れたあと、未⼊⼒０円に☑⼊れて申請して頂くようお願
いいたします。 

→７⽉３⽇バージョンアップにて対応を予定しておりま
す。 

→７⽉３⽇バージョンアップにて対応しております。 

４４ 2018/06/25 算定基礎届の電⼦申請におきまして、3 カ⽉
の合計が 1000 万円を超える場合、
9999999 と出⼒する必要がありますが、実額
が出⼒されます。現状システムで電⼦申請す
る場合は、合計欄と平均額を⼿⼊⼒で⼊れ
て申請をお願いいたします。 

７/３までの改修を予定しております。 

暫定対応としまして、合計が 1000 万円を超える場合
には、合計欄と平均額を⼿⼊⼒でご対応をお願いいた
します。 

→７⽉３⽇バージョンアップにて対応しております。 

４５ 2018/06/25 
 

算定基礎届の電⼦申請におきまして、70 歳
以上被⽤者で個⼈番号を記載なしの場
合、基礎年⾦番号は必須で、それ以外の⽅
は個⼈番号、基礎年⾦番号が不要ですが 

データ作成をすると、それ以外の⽅も、従業
員台帳に基礎年⾦番号の登録があれば出
⼒される。 

こちらの基礎年⾦番号の出⼒は、届出に影響はないこ
とから今のところ対応の予定はございません。 

４６ 2018/06/27 
 

被扶養者異動届で削除の届出をする際、 

被扶養者になった⽇の年号が昭和の場合、 

電⼦申請エラーがでます。 

項⽬名︓第３号被保険者になった⽇/元号
（１ページ⽬） 

エラー内容︓指定不可能な⽂字列が⼊⼒
されています。 

改修までは被保険者になった⽇をブランク（空⽩）に
していただきご利⽤ください。 

こちらは、７⽉３⽇バージョンアップにて対応を予定して
おります。 

→７⽉３⽇バージョンアップにて対応しております。 

４７ 2018/06/27 
 

賞与⽀払届におきまして、賞与額が⼀千万
を超える場合「999999」とするというルールが
ありますが、通貨によるものの額→1000 万以
上の為 999999 と表記 

現物によるものの額→通貨によるものの額と
同ルール、合計→通貨＋現物＝1000 万以
上→999999 

通貨＋現物＝999999 以下→999000 とす
るのが正解ですが、現物が 1 円以上あり、通
貨＋現物が 1000 万以上となった場合も社
労夢では現在 999999 と表記する仕様とし

７⽉３⽇バージョンアップにて対応を予定しております。
→７⽉３⽇バージョンアップにて対応しております。 
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ている為、仕様チェックプログラムで「賞与額
不⼀致」のエラーになります。 
 

４８ 2018/07/02 
 

賞与⽀払届の印刷におきまして、⽇本年⾦
機構のダウンロード⽤紙と、配布されている⽤
紙とで、印字位置が異なる現象を確認いた
しました。 

現在、ダウンロード⽤紙については印字位置
が合わず、ご利⽤いただけません。 

また、配布されている⽤紙については、基礎
年⾦番号や 70 歳以上被⽤者の〇が印字
済の状態ですが、現⾏システムでは制御がで
きません。 

現在印字済項⽬を確認中の為、対応時期調整中で
す、お急ぎの場合には配布⽤⽤紙未印字での印刷を
ご利⽤ください。 
 

４９ 2018/07/02 
 

⽉額変更届におきまして、備考欄に４、昇
降給の理由 と５、健康保険のみ⽉額変更
がありますが、現在社労夢では対応しており
ません。 

こちらは７⽉中の対応を予定しております。 
 

５０ 2018/07/12 ⽉額算定基礎届電⼦申請におきまして、年
間算定者でない従業員に対し、年間算定と
してデータが作成される現象が発⽣しておりま
した。 
 

過去に年間算定をしている従業員に対し、今年対象
ではない場合でも、対象のフラグが反映されておりまし
た。こちらは７⽉６⽇のバージョンアップにて改修してお
ります。 

⼤変お⼿数ではありますが、年⾦事務所より確認の連
絡が⼊りました場合は、年間算定でない旨お伝えをお
願いいたします。 

 

 

 

 

 


