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１１／２０対応のマイナポータル申請につきまして、機能の説明、今後仕様変更予定に関して順次掲載してまいります。 

仕様変更の内容、対応時期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。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が何卒よろしくお願いいたします。 

 

変更がありました場合は、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、新たに追記した部分は赤字にて記載してまいります。 

 
 

＜＜ 仕様変更一覧表 ＞＞ 
No 掲載日付 カテゴリー 質問 回答 

１ 2020/11/20 

 

共通 簡易手順 ①電子申請タブの３６．マイナポータル認証基

本情報で電子証明書を登録します。 

②社会保険タブの各届出メニューでデータ登録

を行います（現在は賞与支払届、月額変更届

のみ）。 

③電子申請タブの３７．健康保険組合マイナ

ポータル申請で CSV データを作成します

（CSV の作成手順は磁気媒体申請と変わり

ません）。 

④電子申請タブの３５．マイナポータル申請一

覧で申請、状況の更新、手続き完了すれば公

文書を取得します。 

２ 2021/1/1９ 

 

共通 現在「賞与支払届」と「月額変更

届」のみの対応となっているが、その

他の届出の対応予定はいつか。 

順次対応予定ですが、現時点で具体的な日

程は決まっておりません。 

対応可能になればログイン画面でお知らせしま

す。 

→1 月 1９日に月額算定基礎届の申請に対

応いたしました。 

→1 月 2９日に社会保険資格取得届・喪失

届に対応いたしました。 

マイナポータル申請の機能、仕様変更のご案内 

令和３年４月１６日  更新 
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３ 2020/11/20 共通 全ての健保組合が対応しています

か。 

非対応の健保組合がございます。 

また健保組合ごとで対応している届出も分かれ

ております。 

当社で把握はできておらず、申請自体に規制は

かけておりませんので申請自体はできますが、エ

ラー等になる可能性がございます。 

詳細は健保組合へご確認をお願いします。 

４ 2020/11/20 共通 gBizID での申請は対応していま

すか。 

現在対応していません。 

今後開発予定です。 

対応可能になればログイン画面でお知らせしま

す。 

５ 2020/11/20 システム設定 「送信案件一覧、マイナポータル

申請一覧で電子申請する」 

「送信案件一覧、マイナポータル

申請一覧表示時に状況更新を

行う」 

がマイナポータル申請一覧で機能

していない。 

現在マイナポータル申請一覧では機能しており

ません。 

上段に関してはチェックを有無かかわらず、マイナ

ポータル申請一覧からの申請が必要です。 

下段に関してはチェックの有無かかわらず、状況

の更新のお知らせはポップされません。 

なお、電子申請タブの１．送信案件一覧では

機能しています。 

６ 2020/11/20 マイナポータル

申請一覧 

現在使用できる機能（ボタン）を

教えて下さい。 

現在使用できる機能は「状況の更新」「申請」

「書類一覧」「削除」になります。 

その他の機能は、順次対応していきます。 

→現在状況が「未送信」であれば削除できるよ

う対応いたしました。 

→全てのボタンに対応しました。 

７ 2020/11/20 マイナポータル

申請一覧 

「更新管理クリア」はいつ使用します

か。 

「排他制御」のメッセージが出た場合に、他 

の ID で申請、状況の更新をしていないことをご

確認の上、ご利用ください。 

８ 2020/11/20 マイナポータル

申請一覧 

申請を行ったが現在状況が「未送

信」のままになっている。 

 

上記のメッセージが表示されたかと思います。 

右の方へスクロールすると「エラー表示」ボタンが

出てきます。ご確認いただき、該当箇所を修正

し申請データを再作成の上、再度申請をお願い

します。 
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９ 2020/11/20 マイナポータル

申請一覧 

エラー表示だけを検索する機能は

あるか。 

現在はございません。 

今後順次開発してまいります。 

→2021/4/16対応しました。 

１０ 2020/11/20 マイナポータル

申請一覧 

表示順を変更する方法はあるか。 事業所コードや現在状況日時など、項目名をク

リックすると、昇順、降順で並べることができま

す。 

ただし、送信案件一覧のように記憶されないた

め、開き直すとデフォルトの表示順に戻ってしまい

ます。 

今後対応予定です。 

１１ 2020/11/20 マイナポータル

申請一覧 

状況照会が使用できないため、健

保組合へ問い合わせる際の申請を

特定する番号等が用意できない。 

「書類一覧」を開くと「申請先機関受付番号」を

ご確認いただけます。こちらの番号でお問い合わ

せください。 

１２ 2020/12/11 マイナポータル

申請一覧 

書類一覧を開いても、基本情報や

磁気媒体総括表が確認できない。 

表示されない仕様になっておりますが、申請はで

きております。 

→基本情報と磁気媒体総括表を書類一覧で

確認できるようにしました。 

※書類一覧では磁気媒体総括表は申請書と

表示されています 

１３ 2020/12/11 マイナポータル

申請一覧 

書類一覧にマニュアルに記載のある

プレビューボタンがありません。 

現在開発中です。 

→プレビューボタンを表示しました。 

※CSV データはプレビューできません。ファイル保

存してご確認ください。 

※基本情報、申請書、メッセージはプレビューで

きますが、ファイル保存はできません。 

→2021/4/16 CSV ファイルのプレビューに対

応しました。 

１４ 2020/11/20 マイナポータル

申請一覧 

マニュアルには状況に「要ダウンロー

ド」と記載がありますが、画面上あり

ません。 

申し訳ございません。 

「要ダウンロード」は画面上ないのが正になりま

す。 
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１５ 2020/11/20 マイナポータル

認証基本情報 

電話番号、メールアドレス登録時の

注意点 

同じ証明書を複数登録される場合も、電話番

号とメールアドレスは必ず同じものを登録してくだ

さい。 

別のものを登録されると電子申請ができません。 

１６ 2020/11/20 マイナポータル

認証基本情報 

PIN コードの貼り付けができませ

ん。 

右側の「パスワードの表示」のチェックを入れてい

ただくことで貼り付けが可能になります。 

チェックがないと貼り付けできません。 

１７ 2020/11/20 マイナポータル

認証基本情報 

「利用設定」のボタンが使用できな

い。 

現在使用できません。 

各 ID でログインいただき、「既定の認証とする」

で既定設定をお願いします。 

→2021/3/10 利用できるようになりました。 

１８ 2020/11/20 マイナポータル

認証基本情報 

「削除」ボタンが使用できない。 

削除する方法はありますか。 

現在削除できません。 

今後開発してまいります。 

１９ 2020/11/20 健康保険組合

マイナポータル

申請 

管理項目設定が必須だが、固有

項目名称には何を入れればよい

か。 

健保組合が指定されているものを入力いただく

必要がございますので、健保組合へご確認をお

願いします。 

２０ 2020/11/20 健康保険組合

マイナポータル

申請 

管理項目設定で申請データ拡張

子はどちらを選択しますか。 

「CSV」を選択してください。 

※テキストも選択できてしまいますが、こちらは磁

気媒体申請の管理項目画面とも連携している

為表示されています。 

２１ 2020/11/20 健康保険組合

マイナポータル

申請 

管理項目設定で右側の「添付ファ

イル件名」とは何ですか。 

届出ごとに添付ファイルの件名が指定されていま

す（こちらに設定されているものが添付ファイルを

添付する際に選択できます）。初期値で設定

していますが、追加で添付書類が必要になる場

合は、件名の名称は健保組合へご確認くださ

い。 
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２２ 2020/11/20 健康保険組合

マイナポータル

申請 

データ作成画面で個人番号出力

設定がグレーアウトしていて触れま

せん。 

現在対応している届出が、被保険者賞与支払

届、月額変更基礎届のみの為、グレーアウトし

ています。 

今後他の届出に対応した際に、活性化させてま

いります。 

→2021/1/29 資格取得届、資格喪失届の

対応に伴い、対応しました。 

２３ 2020/11/20 健康保険組合

マイナポータル

申請 

基本情報の必須項目は何ですか。 基本情報は全て必須になります。 

一つでも抜けているとエラー「要確認」になりま

す。 

２４ 2020/11/20 健康保険組合

マイナポータル

申請 

電子申請しようとすると「健康保険

組合「●●」がマスタで見つかりませ

ん」とエラーが出ます。 

正式な組合名称でないと申請できません（略

称も不可）。基本情報タブ≫２３．組合保険

料率表で正式な組合名称に修正してください。 

正式な組合名称は健保組合へご確認くださ

い。 

２５ 2020/11/20 賞与支払届 賞与支払届総括表が作成されま

せん。どのように申請すればよいでし

ょうか。 

総括表は作成されませんので、PDF形式にてご

用意の上、添付して申請していただく必要がご

ざいます。 

その際件名は初期値にある「賞与支払届総括

表」を選択してください。 

２６ 2020/12/3 マイナポータル

申請一覧 

状況の更新を行うと「申請情報が

見つかりません」とエラーになる。 

申請→状況の更新が早すぎると出るエラーでし

たが、システム改修を実施しエラーが出ないよう

にしました。 

既にエラーが出ている場合は、再度状況の更新

をお願いします。 

→12/2 に改修案内させていただきましたが、改

修されていないことが発覚しました。申し訳ござい

ません。 

申請後 15分以上空けていただき状況の更新

をしていただくようお願いします。 

→12/10 に改修が完了いたしました。 

既にエラーが出ている場合は、再度状況の更新

をお願いします。 
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２７ 2020/12/2 マイナポータル

申請一覧 

申請を行うと以下エラーが出ます。 

「項目 ID：B011 

エラーメッセージ：選択肢がありま

せん。正しい選択肢を入力してくだ

さい。(ES017)」 

「項目 ID：d006d19a-10d6-

4f88-9891-ca2c995f6587 

エラーメッセージ：選択肢がありま

せん。正しい選択肢を入力してくだ

さい。(ES017)」 

12/2 にシステム改修を実施しエラーが出ないよ

うにしました。 

既にエラーが出ている場合は、お手数ですが、申

請データを再作成の上、再申請をお願いしま

す。 

28 2020/12/24 マイナポータル

申請一覧 

・状況の更新を行うと現在状況が

空白になる。 

・既に数日経っており、状況の更新

を行っても現在状況が更新されな

い 

12/24 に不具合改修を行いました。 

29 2020/12/24 申請全般 事業所記号欄が半角の場合、

CSV データ作成時に全角へ変換

されるように改修。 

※半角で申請を行うとエラーになる

ため。 

 

30 2021/03/10 申請全般 マイナポータル申請で法人格が「独

立行政法人」の申請に対応しまし

た。 

 

31 2021/4/16 マイナポータル

申請一覧 

バージョンアップにより以下機能の追

加。 

①絞り込み機能の追加 

-社労士絞込機能 

-担当者絞り込み機能 

-送信者 ID 絞り込み機能 

-公文書取得期間絞り込み機能 

-エラー表示絞り込み機能 

②書類一覧のプレビュー表示 

".XML"、".JPG"、".JPEG"、

".GIF"、".PNG"、".TIFF"、

".TIF"、".PDF"、".CSV"、

".TXT"に対応。 

その他拡張子は、「指定の拡張子

はプレビューすることができません。」

と表示されます。 
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32 2021/4/16 マイナポータル

認証基本情報 

証明書の更新機能を追加しまし

た。 

 

33 2021/4/16 申請全般 個人事業主の事業所の申請は可

能でしょうか。 

法人番号が必須になるため、申請できません。 

 


