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はじめに 

■マニュアルの目的 

この手順書は、社労夢で算定基礎届の処理をご利用になる皆さまが、システム操作手順や入力内容をご確認

の際にお読みいただくことを目的としています。 

■マニュアルの構成 

この手順書は算定基礎届の処理の流れに沿って説明しています。 

目的に応じて必要な箇所をお読みください。 

■凡例 

記号 意味 例 

 画面上のボタンを示しています。 登録  実行  更新 

[    ] 画面上のチェック項目を示しています。 [全体]  [範囲指定] 

 操作や入力内容について注意するべき点を示しています。 電子申請での注意点 

 参照先を示しています。  3 ページを参照 
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今年の変更点 

令和元年度の算定基礎届に関する社労夢の主な変更点は以下のとおりです。 

①75歳以上の算定基礎届が新様式での申請が可能になりました。 

社会保険≫13.14月額算定基礎届にて 75歳以上の従業員の算定基礎届が作成できます。 

②電子申請≫25.月額算定基礎届総括表から新様式での電子申請が可能になりました。 

③[東京仕様]のチェック項目が[8・9月月変予定者を省略する]に名称のみ変更になりました。 

社会保険≫13.14.月額算定基礎届、電子申請≫22.月額算定基礎届での機能に変更はありません。 

④月額算定基礎届総括表の新様式の入力画面が社会保険タブ≫20：月額算定基礎届総括表（新様

式）から 15≫月額算定基礎届総括表に変更になりました。 

  旧様式での印刷は、社会保険タブ≫20≫旧：算定届総括表（健組専用）より印刷が可能です。 
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１. 事前準備 

算定基礎届のデータ作成を行う前に必要な登録および確認作業を行います。 

 

1-1. 従業員台帳 

①算定欄の確認 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブにて各従業員の算定欄にデータの登録がないか確認します。 

算定欄とは、基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫標準報酬履歴の算定（下図赤枠）の部分です。 

 

すでに算定欄にデータが登録されている場合、登録されている方のみが対象者として固定され、これから作成する

算定のデータに他の対象者をあげることができない可能性があります。 

算定欄のデータを一度消去（空欄）することで対象者を再度読み込みますので、消去方法①もしくは消去  

方法②にて算定欄のデータを消去します。 

また、月変欄にデータの登録がある場合は年月がいつであっても算定の対象外となりますので、過去の月変データ

が月変欄に残っている場合、算定データの作成前に月変データの更新を行い、現行欄に移動させます。  
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消去方法① 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫算定欄の各項目をクリックし、キーボードの delete キーを押します。 

消去対象の従業員数が少ない場合は、こちらの方法をおすすめします。 

消去方法② 

社会保険≫22.報酬月額更新保守を開き、下記設定で更新を行います。 

消去対象の従業員数が多い場合は、こちらの方法をおすすめします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月変データの更新方法 

社会保険≫21.報酬月額更新を開き、下記設定で更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【保守対象範囲】 

全事業所で消去する場合は[全体]、 

一部事業所で消去する場合は[範囲指定]にチェックを入れます。 

【処理条件指定】 

[予定欄 全クリア]にチェックを入れ、[算定]にチェックを入れます。 

月変欄のデータも消去する場合は[月変]にもチェックを入れます。 

【実行】 

実行を押し、確認メッセージははいを押して更新します。 

保守対象範囲を[範囲指定]にした場合は事業所選択画面が 

表示されますので、消去対象の事業所を選択した状態で 

選択完了を押し、確認メッセージははいを押して更新します。 

【更新対象範囲】 

全事業所の月変欄を更新する場合は[全体]、一部事業所の 

月変欄を更新する場合は[範囲指定]にチェックを入れます。 

【適用年月】 

現行欄に移動する月変欄の年月を入力します。 

（例）6月月変の場合 令和 01/06 

【標準報酬・保険料 更新】 

[月額変更 確定]にチェックを入れます。 

【実行】 

実行を押し、確認メッセージははいを押して更新します。 

保守対象範囲を[範囲指定]にした場合は事業所選択画面が 

表示されますので、消去対象の事業所を選択した状態で 

選択完了を押し、確認メッセージははいを押して更新します。 
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②70歳以上・75歳以上の従業員の確認 

確認内容① 

70歳以上の算定基礎届の申請では、基礎年金番号または個人番号が必要となります。 

基礎年金番号で申請する場合、基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫基礎年金番号を登録します。 

個人番号で申請は、マイナ de社労夢のご契約がある場合、印刷・電子申請のどちらも可能です。 

マイナ de社労夢をご契約でない場合、印刷のみ個人番号の申請が可能で、電子申請は基礎年金番号での

申請となるため、基礎年金番号を登録します。 

確認内容② 

【70歳以上 75歳未満の従業員】 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫70歳以上被用者にて[70歳以上被用者]のチェックと該当年月

日を入れて設定を押して従業員台帳の登録を押します。 

該当年月日は、[70歳以上被用者]のチェックを入れることによって、生年月日から 70歳到達日の前日を自動

で判断して反映するため、70歳以上資格取得者など該当年月日が異なる場合は修正します。 

【75歳以上の従業員】 

【70歳以上 75歳未満の従業員】の設定後、[75歳以上の従業員、または、「70歳以上被用者届のみ  

提出」の従業員]にチェックを入れて設定を押し、従業員台帳の登録を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70歳以上被用者ボタンでの注意点 

2019年 5月 8日のバージョンアップにより 70歳以上被用者はチェックからボタンに変わりました。 

          

バージョンアップ前に[70歳以上被用者]のチェックをつけていた従業員は、該当年月日が空欄となっています。 

そのため、該当年月日を手入力で登録または[70歳以上被用者]のチェックを一度外して再度チェックを入れ、     

該当年月日を反映させてから登録する必要があります。 ※CSV データ取込には対応していません。 
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1-2. 賃金データ 

算定基礎届に利用する賃金データの登録を確認します。 

（給与システムとの連動や取り込みなどですでに賃金データを登録済みの場合はそのデータを利用できます。） 

賃金データの登録がない場合、①基本台帳≫5.6.賃金データにて手入力、②基本台帳≫5.6.賃金データの 

取込、③社会保険≫13.14.月額算定基礎届にて手入力、④社会保険≫16.算定用賃金入力にて手入力の

いずれかの方法で賃金データを登録します。 

また、登録した賃金データに間違いがないか、帳票を印刷して確認します。 

 

①賃金データにて手入力 

基本台帳≫5.賃金データ一覧入力または 6.賃金データ個人別入力画面にて直接賃金データの登録ができま

す。 

5.賃金データ一覧入力 画面              6.賃金データ個人別入力 画面 

 

 

 

 

 

 

②賃金データの取込 

サブシステム≫2.他社給与データ取込または 3.「Excel」テキスト取込で取り込みができます。 

2.他社給与データ取込 

任意の CSV データを 1 カ月ごと取り込みます。 

CSV データは、1行目が項目名、2行目以降は 1名 1行で従業員の情報が並んでいる形式で C ドライブ内
のフォルダに保存します。 

 

CSV データ イメージ 

 

 

 

 

 

サブシステム≫2.他社給与データ取込≫標準給与データ取込を開き、参照から C ドライブ内に保存した CSV  

データを選択し、支給月度と支給年月日を入力します。  
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01 Excel給与取込シートの月別を  

ダウンロードします。 

「month.csv」を右クリックして「対象を

ファイルに保存」を選択して保存します。 

（年間は総支給額のみの取り込みと 

なるため、月別を選択します。） 

「month」を 

項目設定では、昇降給判定以外の全ての項目で一度 

設定を押す必要があります。 

CSV データ内に取り込む項目がない場合、チェックがない

状態で設定を押します。 

項目設定の出勤日数・総支給額・固定賃金・通勤費・

労保非対称賃金の 5項目は、CSV データ内の複数の 

項目を足し引きして取り込むことができます。 

ワンクリックで＋、ダブルクリックで－となります。 

（左の画像の場合、「総支給額＝基本給＋役職手当

－住宅手当」の金額が取り込みとなります。） 

左図赤枠の項目は必須項目です。 

（固定賃金もしくは非固定賃金は 

どちらかのデータが必須となります。） 

事業所名：空欄可 

支給年月：全角 

支給年月日：半角 

昇給降給：昇給・降給と入力 

項目設定を押し、各項目を CSV の 1行目の項目名の[チェック]をクリックして紐づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各項目の設定を終えたら項目設定終了を押し、実行を押して CSV データを取り込みます。 

 

3.「Excel」テキスト取込 

ユーザーサポート≫ダウンロードから保存したしたフォーマットを使用して 1 カ月ごと取り込みます。 

 

ダウンロードした Excel ファイルを開き、賃金データを入力します。 

 

 

 

 

 

 

サブシステム≫3.「Excel」テキスト取込を開き、参照から C ドライブ内に保存した CSV データを選択し、支給年

月日を入力して実行を押して CSV データを取り込みます。  
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③算定基礎届にて手入力 

社会保険≫13.月額算定基礎届または 14.月額算定基礎届・個別にて直接賃金データの登録ができます。 

      13.月額算定基礎届 画面               14.月額算定基礎届・個別 画面 

 

 

 

 

 

 

 

④算定用賃金入力にて手入力 

社会保険≫16.算定用賃金入力にて直接賃金データの登録ができます。 

 

登録した賃金は、算定基礎届記入表または賃金データリストで確認します。 

算定基礎届記入表の印刷は、社会保険≫17.算定基礎届記入表ボタンから出力します。 

賃金データリストは、基本台帳≫18.賃金データリストから印刷します。 

17.算定基礎届記入表 イメージ 

 

18.賃金データリスト イメージ 
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2. 月変（算定）予定者一覧表 

算定対象者か月変対象者かの判断を月変（算定）予定者一覧表にて確認します。 

月変（算定）予定者一覧表は、社会保険≫41.社会保険各種印刷メニュー≫１．月変（算定）予定者 

一覧表から印刷できます。 

※賃金データと印刷条件に基づきデータを抽出しますが、あくまでも目安の参考資料としてご利用ください。 

また、月変（算定）予定者一覧表に月変対象者がいる場合、月変対象者で合っているか確認し、月変処理

を行います。 

7月月変対象者がいる場合、事前に月変データを作成することで、算定データでは対象外となります。 

 

 

 

 

 

1.月変（算定）予定者一覧表 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．月変（算定）予定者一覧表 イメージ 

 

 

 

  

●算定基礎届に月変対象者を含む場合● 

提出先によって、月変対象者を含んだ算定基礎届を作成するよう指示がある場合があります。 

社労夢では、先に月変データを作成することによって算定データ作成時は対象外となりますので、算定データを作成後に

月変データを作成します。 

【試算年月】 

令和 01/07 と入力します。 

【仕様対象】 

[通常]にチェックを入れます。 

【処理対象】 

[月変]、[算定]の両方にチェックを入れます。 

【その他の設定】 

出力する設定を指定します。 
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3. 算定基礎届 データ作成 

算定基礎届のデータを作成します。  8・9月の月変予定者を省略する場合は 41 ページを参照 

 

3-1. 事前準備 

基本台帳≫5.6.賃金データに賃金の登録がある場合、社保月度が支給月と一致しているか確認します。 

社保月度とは、5.6.賃金データの社保月度の部分で、社会保険で何月分の賃金として扱うかの設定です。 

支給月と社保月度が一致しない場合、算定基礎届で読み込む賃金データが正しい月に反映しません。 

6.賃金データ個人別入力 画面 

 

 

 

 

 

社保月度は、基本台帳≫2.事業所台帳≫事業所情報タブ≫給与締切日等で支給日ごとに登録している支給

日コードが基本台帳≫4.従業員台帳≫従業員情報タブ≫支給日名称で選択していることによって反映します。 

            2.事業所情報 画面                     4.従業員情報 画面 

 

給与締切日等で締日・支払日・給与月を正しく設定することで、賃金連動区分のチェックは自動で反映します。 

（例）一般的な事業所情報の設定と賃金データへの反映 

2.事業所台帳＞事業所情報＞給与締切日等 5.6.賃金データ 

支払日 給与月 社会保険 月分 締日 支給日 社保月度 

当月 締日/支給日 当月にチェック 4月 4月〇日 4月△日 31/04 

翌月 締日 翌月にチェック 4月 4月〇日 5月△日 01/05 

翌月 支給日 当月にチェック 4月 3月〇日 4月△日 31/04 

 

5.6.賃金データの社保月度は自動で反映するため、手修正はできません。 

修正する場合は 2.事業所台帳≫事業所情報にて上表を参考に給与月と賃金連動区分の設定を確認し、確

認画面が表示されたら OK を押すことで、5.6.賃金データの社保月度が反映します。  
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3-2. データ作成 

算定基礎届は、社会保険≫13.月額算定基礎届または 14.月額算定基礎届・個別にて登録します。 

算定基礎届にて登録を押すことで、基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫算定欄に反映します。 

また、算定基礎届にて終了を押したときにデータ登録の確認メッセージが表示されます。 

 

この確認メッセージではいを押すことでも登録となり、算定欄に反映します。 

登録しない場合はデータ登録のメッセージでいいえを押します。 

 

13.月額算定基礎届 画面 
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❶8・9月月変予定者を省略する：8・9月の月変予定者を省略した算定基礎届を作成する場合はチェックを

入れます。   8・9月の月変予定者を省略する場合は 41 ページを参照 

 

❷適用年：13.月額算定基礎届を開いた際に自動で令和 01年が表示されます。 

 

❸基準日数・区分：基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫被保険者区分の内容が自動で反映します。 

 

ただし、4・5・6月で月によって被保険者区分が変わる場合、各月ごとに被保険者区分を設定します。 

（例）4月は一般の被保険者、5・6月は短時間労働者の場合 

 

4月：一般の被保険者で基礎日数が基準日数の 17日未満のため算定対象月とならない 

5・6月：短時間労働者で基礎日数が基準日数の 11日以上のため算定対象月となる 

※日数を手入力された場合は、算定基礎届の集計する条件に合わせてチェックを変更します。 

総計対象：算定対象月（基礎日数が基準日数以上の月）に自動でチェックが入ります。 

 

❹備考欄：算定基礎届の備考欄に反映させる内容を登録できます。 

70歳以上被用者（自動反映のみ）： 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫[70歳以上被用者]のチェックの有無が自動で反映します。 

70歳以上・75歳以上の設定は 14 ページを参照 

算定基礎月（手入力のみ）：[70歳以上被用者]にチェックがある場合のみ入力できます。 

算定期間中に 70歳に到達した等によって、健康保険と厚生年金の算定基礎月が異なる場合に 70歳 

以上被用者分の算定基礎月を入力します。    70歳以上・75歳以上の設定は 14 ページを参照 

  

【被保険者区分】 

0:一般の被保険者⇒基準日数：17日 区分：一般 

1:パート扱いする者⇒基準日数：15日 区分：パート 

2:短時間労働者 ⇒基準日数：11日 区分：短労 
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2社勤務区分（自動反映のみ）： 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫2社勤務区分が 1 の場合に自動で反映します。 

2以上勤務の設定は 15 ページを参照 

 

 

 

 

 

月額変更予定（手入力のみ）：月変予定者の場合はチェックを入れます。 

途中入社（手入力のみ）：途中入社した場合はチェックを入れます。 

病気・育休・休職等（手入力のみ）：対象者の場合はチェックを入れます。 

短時間労働者（自動反映・手入力可能）： 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫被保険者区分の内容が自動で反映します。 

パート（自動反映・手入力可能）： 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫被保険者区分の内容が自動で反映します。 

年間平均（自動反映のみ）： 

社会保険≫14.月額算定基礎届・個別にて[年間報酬の平均を使用して算定する]のチェックの有無が自動

で反映します。   年間算定の設定は 18 ページを参照 

 

❺備考欄（その他）：算定基礎届の備考欄（その他）に反映させる内容を登録できます。 

4・5・6月とも被保険者区分がパートまたは短労の場合、備考欄にパートまたは短時間と反映します。 

また、4・5・6月の間で被保険者区分の変更があり、社会保険≫10.被保険者区分変更届にて       

登録している場合、備考欄に自動で反映します。 

ただし、被保険者区分変更届を登録していない場合や 4・5・6月で被保険者区分が全て違う場合、 

備考欄に自動で反映しませんので、手入力で登録します。 

（例）4月は短時間労働者、5・6月はパート扱いする者で被保険者区分変更届を登録済みの場合 
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❻個別取込：特定の従業員のみ基本台帳≫5.6.賃金データに登録された賃金を取り込むことができます。 

取り込みたい従業員の金銭欄をクリックし、個別取込を押します。 

前年同額複写：社労夢で前年の算定基礎届の処理をした場合、同じ内容を取り込むことができます。 

取り込みたい従業員の金銭欄をクリックし、前年同額複写を押します。 

前年の算定データから登録されている賃金を取り込むため、賃金の登録がない場合は取り込めません。 

空白行挿入：算定基礎届の印刷時に従業員と従業員の間に印字なしの行を入れることができます。 

空白行の次となる従業員の金銭欄をクリックし、空白行挿入を押し空白行数を入力して登録を押します。 

空白行を登録した場合、印刷では空白行が反映しますが、画面上に空白行は挿入されません。 

 

退職者復帰：算定基礎届画面に表示されていない従業員や退職者を表示することができます。 

被保険者番号もしくは従業員コードを入力してキーボードの Enter キーを押し、復帰を押します。 

※従業員コードで従業員を指定する場合、従業員コードの前の 0 も含めて入力します。 

 

 

 

 

 

 

❼詳細設定：算定基礎届の画面の手入力設定などを変更することができます。 

 

❽対象外：従業員を算定基礎届の対象外として画面表示から消すことができます。 

対象外にする従業員の金銭欄をクリックし、対象外を押します。 
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① 70歳以上・75歳以上の従業員の場合 

【70歳以上 7５歳未満の従業員】 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫70歳以上被用者にて[70歳以上被用者]のチェックと  

該当年月日を入れて設定を押して従業員台帳の登録を押します。  

そして、賃金等の必要事項を入力して登録をお願いいたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【75歳以上の従業員】 

厚生年金の被用者届のみ提出となるため、従前の厚生年金の標準報酬月額手入力と  

健康保険の従前・決定後の標準報酬月額は削除願います。  

手入力・削除するには社会保険≫13.算定基礎届の❼詳細設定にて従前の厚年標準報酬月額と  

従前・決定後の健康保険標準報酬月額を「手入力可能」に変更します。  

 

 

※算定基礎月について 

算定期間中に 70歳に到達したこと等により健康保険と厚生年金保険の算定基礎月が異なる場合、70歳以

上被用者分の算定基礎月を入力します 

例：算定基礎月が健保 5月厚年 6月の場合は 05 06 と入力する 
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②2以上勤務者の場合 

2以上勤務者の場合、従前の標準報酬月額は従業員台帳の現行欄がそのまま反映されます。 

その為、該当の事業所だけの標準報酬月額に手修正します。 

社会保険≫13.算定基礎届の❼詳細設定にて従前の健保標準報酬月額並びに 

従前の厚年標準報酬月額を「手入力可能」に変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

更新処理後に現行欄に移動した算定データは該当事業所の標準報酬月額となります。 

 

 

  

そのため、現行欄を 2以上事業所の合算した標準報酬月額に修正する必要があります。 
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③賞与が年 4回以上ある場合 

社会保険≫13.月額算定基礎届の❼詳細設定にて賞与の取り扱いを設定します。 

 

[年 4回以上の賞与支給を対象としない]のチェックの有無によって算定データへの反映が変わります。 

チェックなし：基本台帳≫5.6.賃金データに前年 7月 1日から当年 6月 30日の支給日で４回以上の賞与

入力がある場合、賞与合計額を 12 で割った金額を算定基礎届画面の賞与に自動で反映します。 

チェックあり：基本台帳≫5.6.賃金データに前年 7月 1日から当年 6月 30日の支給日で４回以上の賞与

入力がある場合でも算定基礎届画面の賞与は反映しません。 

※対象となる賞与は年度を問わず、支給日が平成 30年７月 1日から令和 01年 6月 30日の賞与です。 

賞与が含まれない・意図しない賞与が含まれる場合、年度を変更して支給日を確認します。 
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④遡及支払がある場合 

算定基礎届は、基本台帳≫5.6.賃金データにて登録されているデータを読み込みます。 

5.6.賃金データに遡及支払の登録がある場合、算定対象月の起算月の４月に遡及支払がある場合のみ、 

社会保険≫13.月額算定基礎届に自動で反映します。 

5・6月に遡及支払があった場合、自動で反映しないため算定基礎届にて手入力します。 

（例）2月の昇給が 4月に遡及支払された場合 

6.賃金データ個人別入力 

 

13.算定基礎届 

 

遡及支払額、昇降給差月額、昇（降）給月、支払月が自動で反映し、修正平均額が表示されます。 

 

（例）2月の昇給が 5月に遡及支払された場合 

6.賃金データ個人別入力 

 

13.算定基礎届 

 

算定基礎届の遡及支払額、昇降給差月額、昇（降）給月、支払月は自動で反映しませんので、    

手入力することで修正平均額が表示されます。 
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⑤年間算定者の場合 

社会保険≫13.月額算定基礎届を登録後に 14.月額算定基礎届・個別にて登録します。 

 

 

 

 

 

14.月額算定基礎届・個別の詳細設定にて決定後の健保標準報酬月額・決定後の厚年標準報酬月額が 

自動配置のみになっていることを確認します。 

※手入力可能を選択している場合、年間平均額が反映しません。 

 

 

14.月額算定基礎届・個別にて年間月額設定を押します。 

 

  

年間算定での注意点 

年間算定の登録は必ず 13.月額算定基礎届→14.月額算定基礎届・個別の順序で行います。 

逆の順序で行った場合、年間算定で登録した情報が通常の 4・5・6月の 3 カ月の内容に上書きされます。 

年間算定の登録をした場合、算定基礎届の印刷は 14.月額算定基礎届・個別から行います。 
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年間月額設定画面で賃金を入力し、登録を押します。 

※基本台帳≫5.6.賃金データに登録がある場合は賃金取込を押すことによって自動で配置されます。 

年間月額設定で登録した内容が 14.月額算定基礎届・個別の年間報酬に自動で反映します。 

 

14.月額算定基礎届・個別にて[年間報酬の平均を使用して算定する]にチェックを入れます。 

チェックを入れることで、社会保険≫19.年間報酬算定の同意書が印刷できます。 

 

※年間月額設定にて登録した年間の賃金が決定後の標準報酬月額に 2等級以上の差が生じなかった場合、

エラーが表示され、年間算定として扱うことができません。 
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4. 算定基礎届 データ確認 

作成した算定基礎届のデータの確認を算定基礎照合一覧表で行います。 

算定基礎照合一覧表は、社会保険≫41.社会保険各種印刷メニュー≫3.算定基礎照合一覧表から印刷でき

ます。 

3.算定基礎照会一覧表 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.算定基礎照合一覧表 イメージ 

 

  

【予定/現行の選択】 

算定欄のデータを確認するため、 

[予定（算定基礎届入力済み）]に 

チェックを入れます。 

【その他の設定】 

出力する設定を指定します。 

【適用年】 

令和 01年 9月が自動で表示されます。 
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5. 算定基礎届総括表 データ作成 

算定基礎届総括表を作成します。 

算定基礎届総括表は、社会保険≫15.月額算定基礎届総括表にて登録します。 

15.月額算定基礎届総括表 画面 

 

 

❶データ取込：社労夢に登録されているデータが自動で反映します。 

その他の自動で反映しない項目は手入力します。 

 

❷前年取込：前年度の総括表を 20.月額算定基礎届総括表（新様式）にて登録している場合、同じ   

データを反映します。 

 

❸7月 1日現在、賃金・報酬を支払っている人のうち被保険者となっていない人の内訳： 

自動反映しないため、手入力で人数を登録します。  
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❹7月 1日現在の被保険者総数、算定基礎届対象者数の内訳： 

基本台帳≫4.従業員台帳にて登録されている内容が自動で反映します。 

㋐5月 19日現在の被保険者数： 

・資格取得年月日が 5月 19日以前で登録されている方 

・資格喪失年月日が 5月 19日以降で登録されている方 

・資格取得年月日・資格喪失年月日が空欄の場合、社会保険の加入区分のチェックが入っている方 

・性別の登録 

㋑届書に未記載の人で 5月 31日までに被保険者になった人： 

・資格取得年月日が当年 5月 20日～5月 31日で登録されている方（加入区分のチェックは影響なし） 

㋒本年 6月 1日から 7月 1日までに被保険者になった人： 

・資格取得年月日が当年 6月 1日～7月 1日で登録されている方（加入区分のチェックは影響なし） 

㋓届書に記載のある人で 6 月 30 日までに退職した人： 

・退社年月日に登録があり、資格喪失年月日が当年 5 月 20 日～7 月 1 日で登録があり、加入区分の  

チェックが外れている方 

 

❺7月 1日現在、賃金・報酬を支払っている人のうち被保険者となっていない人： 

[賃金を払っていない人を含む]のチェックの有無によって自動で反映する内容が変わります。 

[賃金を払っていない人を含む]のチェックがある場合 

 

 

[賃金を支払っていない人を含む]のチェックがない場合 
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6. 算定基礎届・総括表 印刷 

算定基礎届・総括表をレーザープリンターで印刷します。  電子申請は 26 ページを参照 

 

6-1. 事前準備 

算定基礎届・総括表を印刷する用紙を準備します。 

社労夢で印刷できる用紙は、3005年金事務所統合版と 3005年金事務所統合ダウンロード用紙です。 

※新様式の A4 カット紙（枠付き印刷）には対応していません。 

3005年金事務所統合版は、年金事務所・年金事務センターより配布・郵送される用紙です。 

3005年金事務所統合ダウンロード用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロードした用紙です。 

 

算定基礎届 URL： https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html 

総括表 URL： https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140626-02.html 

 

 

 

 

PDF データを開き、A4用紙に実際のサイズで印刷します。 

※実際のサイズ以外の場合、拡大・縮小での印刷となるため、印字位置が一致しません。 
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6-2. 印刷 

印刷は、社会保険≫13.月額算定基礎届または 14.月額算定基礎届・個別の印刷でできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷区分の[個人番号を印刷する]にチェックを入れた状態で印刷を押すと、マイナンバー入力確認画面が表示

されます。 

 

対象者として表示されるのは、基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫70歳以上被用者にて[70歳以上

被用者]のチェックが入っている従業員です。 

個人番号を手入力し、印刷を押すことで個人番号が算定基礎届に反映します。 

また、マイナ de社労夢と連携している場合、個人番号は黒丸で表示されますが、印刷では数字で反映します。 

 

[個人番号を印刷する]にチェックを入れない場合またはマイナンバー入力確認画面で個人番号を入力しない 

場合、基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫基礎年金番号が自動で反映します。 

  

【用紙選択】 

[単票・フリーフォーマット]を選択します。 

【報酬月額算定届（単票）】 

3005年金事務所統合版または 3005年金

事務所統合ダウンロード用紙を選択します。 

【その他の設定】 

出力する設定を指定します。 

【印刷区分】 

印刷に反映させる内容にチェックを入れます。 
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算定基礎届の印刷では、算定対象外月（基礎日数以下の月）の賃金欄を横線・金額・斜線で印刷すること

ができます。 

印刷画面の詳細設定を押し、算定基礎・月額変更のタブを開き、「基礎日数以下」の印刷で選択します。 

また、昇降給月の印刷についても、昇（降）給月の印刷で設定することができます。 

 

 

6-3. 総括表 印刷 

算定基礎届総括表の印刷は、社会保険≫20.月額算定基礎届総括表（新様式）の印刷でできます。 

社労夢で印刷できる用紙は、3005年金事務所統合版と 3005年金事務所統合ダウンロード用紙です。 

印刷する用紙を選択して印刷を押します。 
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7. 算定基礎届・総括表 電子申請 

算定基礎届・総括表を電子申請します。 

 

 

 

7-1. 事前準備 

①データ格納先フォルダ 

電子申請データを作成する場合、一度パソコンの C ドライブ内にデータを保存する必要があります。 

算定基礎届の電子申請データを保存するフォルダを C ドライブ直下に作成します。 

 

②仕様チェックプログラム 

仕様チェックプログラムとは、日本年金機構が配布している届書作成仕様書に基づき、当該仕様書のとおりに作

成されているかの仕様の確認を行うチェックプログラムです。 

社労夢にて作成した算定基礎届のデータを仕様チェックプログラムにかけることで、電子申請前にエラー箇所を 

確認し、修正することができます。 

※社労夢では、仕様チェックプログラムをかけずに電子申請することもできます。 

 

日本年金機構のホームページより「仕様チェックプログラム（社会保険）Ver12.00」をダウンロードします。 

URL： https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20180305.html 

 

ダウンロードが完了しましたら、デスクトップにアイコンが作成されます。 

※仕様チェックプログラムのダウンロード方法や操作方法は、上記 URL のご利用開始までの流れ、操作説明書

をご確認ください。  

電子申請での注意点 

算定基礎届の電子申請に個人番号を反映させるには、マイナ de社労夢のご契約が必要となります。 

マイナ de社労夢をご契約でない場合、電子申請は基礎年金番号での申請となります。 
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7-2. 電子申請 

算定基礎届の電子申請データを作成します。 

電子申請のデータ作成は、電子申請≫22.月額算定基礎届にて作成できます。 

22.月額算定基礎届 画面 

 

 

❶事業所整理記号：基本台帳≫2.事業所台帳≫社会保険タブ≫記号・郡市区符号が自動で反映します。 

以前に連記式（CSV形式）で電子申請を行っている事業所は前回の手入力が自動で反映します。 

初めて連記式で電子申請を行う事業所は入力が必要となり、22.月額算定基礎届にて手入力も可能です。 

群市区符号には、郡市区符号の「数字 2桁＋ひらがな・カタカナ 3桁」の数字 2桁を入力します。  

ひらがな・カタカナ 3桁が空欄の場合、基本台帳≫2.事業所台帳にて協会けんぽは記号（年金機構）、組合

管掌は記号に「半角数字 2桁＋全角スペース 1 つ＋ひらがな・カタカナ 3桁」を手入力して登録を押します。 
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❷都道府県コード：基本台帳≫2.事業所台帳≫社会保険タブ≫都道府県コードが自動で反映します。 

都道府県コードが空欄や異なる場合、手入力で登録します。 

 

❸月変算定基礎届の改定年月指定：22.月額算定基礎届を開いた際に自動で当年 9月が表示されます。 

 対象被保険者・「被保険者整理番号」の配置区分：電子申請データに反映させる内容を選択します。 

 

❹年金事務所：基本台帳≫2.事業所台帳≫社会保険タブ≫年金事務所が自動で表示されます。 

FD通番：22.月額算定基礎届を開いた際に自動で採番されます。 

 FD通番を変更する場合、手入力もしくは FD通番再取得を押します。 

社会保険労務士：基本台帳≫2.事業所台帳≫担当社労士が自動で表示されます。 
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❺データ格納先フォルダ：作成した電子申請データを保存するファイルを指定します。 

 

 

 

 

 

データ格納先フォルダの参照を押して、C ドライブを選択し、格納先のフォルダをダブルクリックします。 

 

格納先のフォルダが開いた状態で設定を押します。 

 

データ格納先フォルダが「\\tsclient\C\フォルダ名￥」となり、フォルダを選択していることを確認します。 

※「\\tsclient\C\」と表示されている場合、C ドライブの選択までしかできていないため、参照ボタンから

再度選択を行います。 

 

  

データ格納先フォルダでの注意点 

社労夢では C ドライブ直下のフォルダをデータ格納先フォルダとして指定をする必要があります。 

格納先フォルダがない場合、事前に作成します。デスクトップ、共有サーバーなどには保存できません。 

正しくフォルダ選択ができていない場合、エラーやフリーズする可能性があります。 

file://///tsclient/C/
file://///tsclient/C/
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データ作成を押すことで確認画面が表示されます。 

FD通番に問題がなければ、はいを押します。 

はいを押し、電子申請データを作成します。 

すでに格納先フォルダに電子申請データが存在する

場合に表示されます。 

上書きする場合ははいを押します。 

（上書きしない場合はいいえで中断します。） 

作成が完了したら OK を押します。 

❻被保険者選択：電子申請データを作成する対象者を選択します。 

被保険者選択を押し、電子申請データを作成する対象者を選択して選択完了を押します。 

すでに退社年月日を登録している退職者も含む場合、退職者の表示を[あり]にチェックを入れます。 

 

❼データ作成：データ格納先フォルダに電子申請データの CSV を作成します。 
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データ作成が完了によって算定基礎届画面にデータ作成日付・届出総件数・届出種類が反映します。 

 

 

作成された電子申請データは❺データ格納先フォルダで選択した C ドライブ内のフォルダに作成されます。 

電子申請データは、従業員コード順で作成され、順序の変更はできません。 

各項目の内容は届書作成書を確認します。   45 ページを参照 
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❼データ作成が終わった電子申請画面は終了せ

ず、社労夢を最小化し、デスクトップを表示します。 

事前準備でダウンロードした仕様チェックプログラムを

開きます。 

提出先は[年金事務所]、 

提出方法は[電子申請]にチェックを入れます。 

ファイルの場所は参照から C ドライブ内の 

❺データ格納先フォルダを選択します。 

 

チェックを押し、エラーを確認します。 

●仕様チェックプログラム：作成した電子申請データを仕様チェックプログラムにかけます。 

電子申請前に仕様チェックプログラムにかけることでエラー箇所を確認し、修正することができます。 

※社労夢では、仕様チェックプログラムをかけずに電子申請することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

仕様チェックプログラムでの注意点 

仕様チェックプログラムは、フォルダ内にデータが 1つしかない状態でのみ使用することができます。 

仕様チェックプログラムにかけた時点でエラーが出る場合、電子申請を行ってもエラーになる可能性が高いです。 

ただし、仕様チェックプログラムでチェックされるのは、文字数や必須項目のなど形式部分のみであり、社会保険労務士

登録番号や被保険者番号が正しいかなどはチェックされません。 

そのため、必ずしも仕様チェックプログラムでエラーがないので電子申請を行ってもエラーとならないわけではありません。 
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仕様チェックプログラムでエラーが出た場合、社労夢に戻って電子申請画面を閉じ、エラー箇所を修正します。 

 

 

仕様チェックプログラムでの主なエラーと対処方法は下記の通りです。 

エラー① 

 

社労夢で作成した電子申請データ内の個人番号は、数字ではなく黒丸で表示されます。 

（セキュリティの観点から社労夢上に個人番号を残さないための社労夢独自の仕様です。） 

仕様チェックプログラムでは個人番号が数字でないためエラーとなりますが、提出先へは個人番号が数字で表示さ

れますので、このエラーは電子申請では影響ありません。他にエラーがなければ、この状態で電子申請します。 

 

エラー② 

 

社会保険労務士登録番号が未登録の可能性があります。 

基本台帳≫7.システム設定≫社労士入力≫詳細入力≫社会保険労務士登録番号の登録を確認します。 
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エラー③ 

 

 

 

仕様チェックプログラムが古い可能性があります。最新の Ver12.00 をダウンロードしているか確認します。 

 

エラー④ 

 

平均額が、基準日数（一般は 17日）以上の月から割り出した平均額と異なる可能性があります。 

途中入社の従業員にこのエラーが出る場合、入社月の基礎日数を確認します。 

①入社月の基礎日数が基準日数未満の場合 

（例）4月 15日入社の一般社員で 4月の基礎日数が 10日 

4月の総計対象のチェックを外し、基礎日数を「10」日に修正して登録し直します。 

 

②入社月の基礎日数が基準日数以上の場合 

（例）4月 3日入社の一般社員で 4月の基礎日数が 18日 

4月の総計対象のチェックを入れ、基礎日数を「18」日に修正します。 

平均額が 4・5・6月の 3 カ月平均額に変わるため、修正平均額に 5・6月の平均額を入力して登録し直します。 

※修正平均額が入力できない場合、詳細設定にて修正平均額を手入力可能にします。 
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❽CSV形式届書総括票：紙の通知書の希望や添付書類の設定をします。 

[紙の通知書を希望する]にチェックを入れた場合、公文書は事業所に送付されます。 

 

❾添付ファイル：提出代行証明書などの算定基礎届の電子申請に必要な書類を添付します。 

上段には書類の名称を入力し、下段は参照を押して C ドライブ内に保存した添付ファイルを選択します。 

上段・下段ともに記号や外字が含まれますとエラーになる可能性があります。 

※拡張子不正のエラーになった場合は、JPEG形式でファイルを添付します。 

 

 

 

❿基本情報：基本台帳≫2.事業所台帳と 7.システム設定の内容が自動で反映します。 

申請者・届出者、連絡先に関する情報の※印は必須項目ですので、空欄の場合は 2.事業所台帳または 

7.システム設定にて内容を登録します。 

e-Gov申請：電子申請データの作成を完了します。 

作成された電子申請データは、電子申請≫1.送信案件一覧に反映します。 
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7-3. 総括表 電子申請 

算定基礎届総括表の電子申請データを作成します。 

総括表の電子申請のデータ作成は、電子申請≫25.月額算定基礎届総括表にて作成できます。 

25.月額算定基礎届総括表 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶年度：25.月額算定基礎届総括表を開いた際に自動で令和 01年が表示されます。 

❷年金事務所：基本台帳≫2.事業所台帳≫社会保険タブ≫年金事務所が自動で表示されます。 

❸添付する書類：報酬月額算定基礎届の提出方法を[郵送]か[電子]にチェックを入れます。 

❹添付ファイル：提出代行証明書などの算定基礎届の電子申請に必要な書類を添付します。 

上段には書類の名称を入力し、下段は参照を押して C ドライブ内に保存した添付ファイルを選択します。 

上段・下段ともに記号や外字が含まれますとエラーになる可能性があります。 

❺基本情報：基本台帳≫2.事業所台帳と 7.システム設定の内容が自動で反映します。 

申請者・届出者、連絡先に関する情報の※印は必須項目ですので、空欄の場合は 2.事業所台帳または 

7.システム設定にて内容を登録します。 

e-Gov申請：電子申請データの作成を完了します。 

作成された電子申請データは、電子申請≫1.送信案件一覧に反映します。  
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8. 更新処理 

算定欄のデータを更新処理で現行欄に反映させます。 

8-1. 8月の更新処理 

８月までの月変対象者や８月までに介護保険適用（第 1号・第 2号）の更新処理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

①月変対象者の更新 

社会保険≫21.報酬月額更新を開き、下記設定で更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8月の更新処理での注意点 

・健康保険組合または基金の料率に変更があった場合、基本台帳≫23.組合保険料率表または 24.基金料率表に

最新の料率の登録が必要です。 

・給与システムをご利用の場合、この更新処理を行わないと新保険料の控除が正しく反映しません。 

・更新処理を行う前に 基本台帳≫31.データ保存にてデータの保存をおすすめします。 

【更新対象範囲】 

全事業所の月変欄を更新する場合は[全体]、 

一部事業所の月変欄を更新する場合は 

[範囲指定]にチェックを入れます。 

【適用年月】 

令和 01/08 と入力します。 

【標準報酬・保険料 更新】 

[月額変更 確定]にチェックを入れます。 

【実行】 

実行を押し、確認メッセージははいを押して  

更新します。 

保守対象範囲を[範囲指定]にした場合は 

事業所選択画面が表示されますので、 

消去対象の事業所を選択した状態で 

選択完了を押し、確認メッセージははいを 

押して更新します。 
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②介護更新対象者の更新 

社会保険≫24.介護保険更新を開き、下記設定で更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【更新対象範囲】 

全事業所の月変欄を更新する場合は[全体]、 

一部事業所の月変欄を更新する場合は 

[範囲指定]にチェックを入れます。 

【更新処理選択】 

[介護区分更新]、[介護保険料更新]の両方

にチェックを入れます。 

【指定期間・更新年月】 

指定期間は令和 01/08/01～令和 01/08/31 

更新年月は令和 01/08 と入力します。 

【実行】 

実行を押し、確認メッセージははいを押して  

更新します。 

保守対象範囲を[範囲指定]にした場合は 

事業所選択画面が表示されますので、 

消去対象の事業所を選択した状態で 

選択完了を押し、確認メッセージははいを 

押して更新します。 
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8-2. 9月の更新処理 

９月の月変対象者・算定対象者、介護保険適用（第 1号・第 2号）の更新処理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①月変対象者・算定対象者の更新 

社会保険≫21.報酬月額更新を開き、下記設定で更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9月の更新処理での注意点 

・厚生年金保険料率の引上げが平成 29年 9月に終了したため、今年度も料率変更の更新は必要ありません。 

・健康保険組合または基金の料率に変更があった場合、基本台帳≫23.組合保険料率表または 24.基金料率表に

最新の料率の登録が必要です。 

・給与システムをご利用の場合、この更新処理を行わないと新保険料の控除が正しく反映しません。 

・令和 01年 7・8・9月の月変データが現行欄または月変欄にある方は、①月変対象者・算定対象者の更新を行うと 

月変データが優先されて現行欄に反映し、算定データは消滅します。 

75歳以上の従業員や退職者などは加入区分のチェックがないため、現行欄に算定データは反映されません。 

・更新処理を行う前に 基本台帳≫31.データ保存にてデータの保存をおすすめします。 

【更新対象範囲】 

全事業所の月変欄を更新する場合は[全体]、 

一部事業所の月変欄を更新する場合は 

[範囲指定]にチェックを入れます。 

【適用年月】 

令和 01/09 と入力します。 

【標準報酬・保険料 更新】 

[算定基礎 確定][月額変更 確定]の両方に

チェックを入れます。 

【実行】 

実行を押し、確認メッセージははいを押して更新します。 

保守対象範囲を[範囲指定]にした場合は事業所選択画面が 

表示されますので、消去対象の事業所を選択した状態で 

選択完了を押し、確認メッセージははいを押して更新します。 
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②介護更新対象者の更新 

社会保険≫24.介護保険更新を開き、下記設定で更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【更新対象範囲】 

全事業所の月変欄を更新する場合は[全体]、 

一部事業所の月変欄を更新する場合は 

[範囲指定]にチェックを入れます。 

【更新処理選択】 

[介護区分更新]、[介護保険料更新]の両方

にチェックを入れます。 

【指定期間・更新年月】 

指定期間は令和 01/09/01～令和 01/09/30 

更新年月は令和 01/09 と入力します。 

【実行】 

実行を押し、確認メッセージははいを押して  

更新します。 

保守対象範囲を[範囲指定]にした場合は 

事業所選択画面が表示されますので、 

消去対象の事業所を選択した状態で 

選択完了を押し、確認メッセージははいを 

押して更新します。 
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9. 8・9月月変予定者を省略した算定基礎届の作成・更新 

算定基礎届に 8・9月の月変予定者を省略する場合、通常の手順と一部異なります。 

8・9月の月変予定者を省略する場合、8・9月月変予定者は算定基礎届の処理は行いません。 

※ 結果的に８月月変・９月月変ではなくなった場合、再度算定処理を行います（戻り算定）。 

 

9-1. 事前準備 

基本台帳≫5.賃金データ一覧または 6.賃金データ個人別入力に昇給降給区分を登録します。 

8月月変予定者（５月に昇給・降給のあった従業員）は５月に昇給降給区分を、 

9月月変予定者（６月に昇給・降給のあった従業員）は６月に昇給降給区分を登録します。 

昇降給区分を登録することで通常の算定基礎届の対象者から省略されます。 

（例）5月に昇給・降給があった従業員（8月月変予定者）の場合 

 

 

9-2. 7月に行う作業 

６月の給与計算・賃金データの登録を終えたら、７月月変データを作成後、算定データを作成します。 

①社会保険≫11.月額変更届もしくは 12.月額変更届・個別にて月変データを登録します。 

②社会保険≫13.月額算定基礎届で[8・9月月変予定者を省略する]にチェックを入れて、処理月を７月と入

力して算定データを登録し、印刷や電子申請を行います。 

（８月月変予定者・９月月変予定者を除いた算定データとなります。） 

 

③社会保険≫21.報酬月額更新で適用年月：7月、[月額変更 確定]にチェックを入れて実行することで、 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫月変欄のデータが現行欄に移動します。 
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9-3. ８月に行う作業 

7月の給与計算・賃金データの登録を終えたら、8月月変データを作成後、算定データを作成します。 

①社会保険≫11.月額変更届もしくは 12.月額変更届・個別にて月変データを登録します。 

②社会保険≫13.月額算定基礎届で[8・9月月変予定者を省略する]にチェックを入れて、処理月を 8月と 

入力して算定データを登録し、印刷や電子申請を行います。 

（９月月変予定者を除いた 8月月変とならなかった 8月月変予定者の算定データとなります。） 

③社会保険≫21.報酬月額更新で適用年月：8月、[月額変更 確定]にチェックを入れて実行することで、 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫月変欄のデータが現行欄に移動します。 

 

9-4. ９月に行う作業 

8月の給与計算・賃金データの登録を終えたら、9月月変データを作成後、算定データを作成します。 

①社会保険≫11.月額変更届もしくは 12.月額変更届・個別にて月変データを登録します。 

②社会保険≫13.月額算定基礎届で[8・9月月変予定者を省略する]にチェックを入れて、処理月を 9月と 

入力して算定データを登録し、印刷や電子申請を行います。 

（9月月変とならなかった 9月月変予定者の算定データとなります。） 

③社会保険≫21.報酬月額更新で適用年月：9月、[算定基礎 確定][月額変更 確定]両方にチェックを

入れて実行することで、基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫月変欄のデータが現行欄に移動します。 

※令和 01 年 7・8・9 月の月変データが現行または月変欄にある場合、③社会保険≫21.報酬月額更新を 

行うと月変データが優先されて現行欄に反映し、算定データは消滅します。 
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Ｑ＆Ａ 

算定基礎届に関するよくある質問をまとめています。 

 

データ作成 

Ｑ１．一部の従業員しか対象者として表示されません。 

Ａ1．考えられる原因は下記の通りです。 

①今年の算定対象者がすでに確定している可能性があります。 

一度算定欄のデータを消去することで、表示されるかご確認ください。   3 ページを参照 

②月額変更届の登録をしている可能性があります。 

基本台帳≫4.従業員台帳≫社会保険タブ≫月変欄にデータが登録されているかご確認ください。 

月変欄にデータがある場合は、算定基礎届では対象外となります。 

月変対象者も算定基礎届に含む場合は、月変欄を消去後、算定基礎届を作成することで対象とすることが  

できます。 

③[8・9月月変予定者を省略する]にチェックが入っている可能性があります。 

社会保険≫13.月額算定基礎届にて[8・9月月変予定者を省略する]にチェックが入っている場合、基本台帳≫

5.6.賃金データの 5月または 6月支給で昇給もしくは降給を選択している従業員は対象外となります。 

8・9月の月変予定者を省略しない場合、[8・9月月変予定者を省略する]のチェックを外してください。 

Ｑ2．算定基礎届で賃金データが正しい月に読み込みされません。 

Ａ2．支給月と社保月度が一致していない可能性があります。 

社保月度の反映を確認し、誤りがある場合は修正してください。   9 ページを参照 

Ｑ3．サブシステム≫他社給与データ取込で「（エラーコード=9）インデックスが  

有効範囲にありません。」とエラーが出て、取り込みできません。 

Ａ3．項目設定ができていません。 

サブシステム≫他社給与データ取込の項目設定は、昇降給判定以外のすべての項目で一度設定を押す必要が

あります。   6 ページを参照  
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Ｑ4．算定基礎届の画面で手入力ができません。 

Ａ4．算定基礎届画面の詳細設定で変更できます。 

手入力したい項目の設定を手入力可能に変更して登録してください。 

Ｑ5．算定基礎届にて 7月月変の従業員がいますが、備考欄に「7月月変」と

入力されません。 

Ａ5．算定基礎届画面の詳細設定で設定できます。 

[月変対象者の備考欄に        の文字を配置する]にチェックを入れ、        に「7月月変」と入力

してください。 

印刷・電子申請 

Ｑ6．算定基礎届を枠付きで印刷したいです。 

Ａ6．新様式のＡ4カット紙（枠付き印刷）には対応しておりません。 

社労夢で印刷できる用紙は、3005年金事務所統合版と 3005年金事務所統合ダウンロード用紙です。 

印刷時に A4 カット紙を選択すると旧様式での印刷となります。 

Ｑ7．電子申請データを作成時に「（エラーコード=75）パス名が無効です。」と  

エラーが出て、データ作成ができません。 

Ａ7．データ格納先フォルダが正しく選択できていません。 

データ格納先フォルダの選択を確認してください。   29 ページを参照 

Ｑ8．健康保険組合加入のため、厚生年金の算定基礎届を作成したいです。 

Ａ8．印刷・電子申請画面で厚生年金加入のみチェックを入れることで作成できます。 

印刷の場合、印刷区分で[厚生年金加入を印刷する]のみチェックを入れます。 

電子申請の場合、対象被保険者で[厚生年金加入を作成する]のみチェックを入れます。 
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Ｑ9．仕様チェックプログラムでエラーが出ます。 

Ａ9．エラーによって原因が異なります。 

①項目名：個人番号 エラー内容：無効文字検出 

社労夢独自の仕様によるエラーのため、電子申請には影響ございません。   33 ページを参照 

②項目名：項目名：提出元 ID エラー内容：データ省略不可 

社会保険労務士登録番号が登録されていない可能性があります。   33 ページを参照 

③項目名：適用年月 エラー内容：元号不正 ・ 項目名：従前の改定月 エラー内容：元号不正 

仕様チェックプログラムが古い可能性があります。最新の Ver12.00 をダウンロードしているか確認してください。 

④項目名：平均額 エラー内容：平均額不正 

平均額が基準日数以上の月から割り出した平均額と異なる可能性があります。   34ページを参照 

⑤不正なファイルが存在します。処理を終了します。 

データ格納先フォルダ内に複数のデータがある可能性があります。フォルダ内のデータは 1 つのみにしてください。 

Ｑ10．電子申請データが被保険者番号順で作成されません。 

Ａ10．電子申請データは従業員コード順で作成されます。順序の変更はできません。 

 

参考資料 届書作成書 

日本年金機構のホームページにて公開されている電子媒体届書作成仕様書（11.00版）から算定基礎届

（年金事務所提出）の部分を抜粋したものを次ページから参考資料として添付しています。 

URL： https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20180305.html 

 

電子申請データの 6行目以下のセル位置を追記していますので、電子申請データの確認にご活用ください。 
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改訂履歴一覧 
 

修正日 修正ページ 修正箇所詳細 

2019/06/14  新規作成 

2019/06/14 P14 70歳以上 75歳未満の申請手順で従前・決定後の厚生年金標準報酬の入力手順

を修正致しました 

2019/06/26 P17 参考で掲載していた賃金データの画像のデータの一部に誤りがあっため差し替えを致し

ました。 

（2月昇給・4月遡及支払いされた場合の 4月賃金を 32000→330000 に修正） 

（2月昇給・5月遡及支払いされた場合の 5月賃金を 33000→340000 に修正） 

2019/07/01 P2 今年の変更点④を追加いたしました。 

2019/07/01 P30 ・「更新処理は必ず①→②の順序で行ってください」の文言を削除しました。 

2019/07/01 P40 ・「更新処理は必ず①→②の順序で行ってください」の文言を削除しました。 

   

   

 

 

 


