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１．システムバージョン・動作環境の確認

 ＰＣシステム動作環境

１．対応OS

Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10

２．内蔵／周辺機器

フロッピーディスクドライブ、USBメモリなど
DVDドライブ(未装備の場合は要相談)
プリンタ (B4サイズ対応を推奨)

 システムバージョン

１．プロダクトバージョン 10.0.2(1) ※４月以降バージョンアップ
を予定しています

２．金融機関バージョン 20140201

３．保険料率バージョン 20170401 ※４月以降バージョンアップ
を予定しています

※システムバージョンの確認方法は43頁をご覧ください。
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1. 平成２８年度申告済概算保険料額の登録誤り
労働局には増額訂正を行っていないのに、総コンには概算保険料を計上していたケース。又はその逆のケースなど。
➠ ４頁参照

1. 特別加入者に関する各種の登録誤り
脱退日の登録や日額の変更漏れなどのケース。

1. メリット増減率の登録誤り
平成２９年度メリット増減率を平成２８年度にも登録していたケース。
➠ ４頁参照

1. 雇用保険種別の登録誤り
末尾２の事業場を登録する際、雇用保険種別を“一般”で登録していたケース。

1. 請負金額の登録誤り
事業の開始時期毎に異なる消費税の扱いを間違えて入力していたケース。
➠ 12頁参照

1. 雇用保険高齢者賃金の算入漏れ

2. 平成２９年度概算保険料額の計上漏れ
一般分の保険料を“０円”で立てていたケース。

1. 委託解除した事業場の予備欄の消し忘れ
➠ 14頁、16頁参照

1. 便宜委託区分登録誤り
便宜委託事業場(事務組合の母体団体自体)以外を“便宜委託＝該当”として登録していたケース。又はその逆のケース。
➠ 27頁参照

２．昨年の年度更新処理で多く見られた処理誤り事例

２



平成２９年度
３月

平成３０年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

※雇用保険率ﾃﾞｰﾀ
取込処理実行
(予定)

② 申告期日
１０日(月)

④ 第２期データ
提出期間

① 年度更新データ提出期間

③ 年度切替処理実行
※44頁参照

※一人親方 ※一人親方

 処理年度表記
年度更新データの提出を行う
までは、メインメニュー上に
表示されている処理年度が平
成２９年度の状態で作業を行
います。

 処理年度表記
年度更新データの提出、労働
局への申告等が終わったら、
第２期以降に向けた作業を始
める前に年度切替処理を実行
して、処理年度を平成３０年
度としてください。

３．システム上の処理年度表記について

３



①平成２９年度申告済概算保険料額の確認を行う
労働局に申告している金額と総コン上の金額に相違が無いかの確認
作業を行ってください。

 画面呼び出し手順
[印刷メニュー]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [申告済概算保険料額一覧表]ﾎﾞﾀﾝ

②平成３０年度メリット増減率の登録を行う
労働局などからの通知等に基づき、平成３０年度メリット増減率の
登録を行ってください。

 画面呼び出し手順
[委託事業所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更･削除画面へ]ﾎﾞﾀﾝ

①全枝番号分の各値を基幹番号ごとに集計表示しています。
年度更新データを提出する時は勿論。第２期以降の作業を始める前に
行う｢年度切替処理｣の実行前にも確認を行うようにしてください。

②確定、概算いずれかの年度がメリットで登録されている場合、その事
業場の保険料はメリット適用分に集計されています。

※１月以降に委託した事業場を登録する際、誤って特別加入者分の保険
料だけが申告済概算保険料として計上されているケースが毎年多く見
受けられるので注意してください。

①画面右側の値を操作してください。

③選択欄に✅を入れて[印刷]

ボタンをクリックすると、枝
番号毎の一覧表を作成します。

①

４

４．年度更新処理に入る前の準備・確認項目



③予備欄に入力した数字の一括クリアー処理を行う
予備欄には昨年の賃金データ作成時に登録した数字が残っています。
必要に応じて当一括クリアー処理を行ってください。

 画面呼び出し手順
[補助機能メニュー]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [予備欄のクリア]ﾎﾞﾀﾝ

④便宜委託登録されているデータの確認を行う
自己の組合を委託している場合は“該当”、それ以外のデータは
“否”で登録されている事を確認してください。
確認手段には｢Ｅｘｃｅｌデータ作成｣機能(45頁参照)を利用してく
ださい。

①便宜委託区分が“該当”として登録されていると、申告書内訳の規
模区分別集計(甲乙)にカウントを行いません。

①クリックすると｢登録事業場の予備欄をクリアしますか？｣とメッセ
ージが表示されるので返答を行ってください。

５

４．年度更新処理に入る前の準備・確認項目



⑤口座振替日、納入期限日の設定を行う
平成２９年度中の処理日付が登録されているので、スケジュール表
等を確認の上、平成３０年度用の処理日付に変更してください。

 画面呼び出し手順
[印刷メニュー]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [納入通知書印刷(H29年度確定･H30年度概
算]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [日付修正]ﾎﾞﾀﾝ

⑥帳票作成有無等への指示を行う
計算センターからの帳票送付の有無やハガキ帳票の送付先等の設定
を行います。

 画面呼び出し手順
[帳票作成区分]ﾎﾞﾀﾝ

①納入期限日は事務組合コー
ド毎の登録となっています。
１台のＰＣで複数事務組合
コードの処理を行っている場
合は、ココで事務組合コード
を選び直す必要があります。

②納入期限日の変更は、帳票
作成区分・納入期限設定画面
(右)でも行う事ができます。

②各種情報は事務組合コー
ド毎に登録します。
１台のＰＣで複数事務組合
コードの処理を行っている
場合は、メインメニュー上
から事務組合コードを選び
直して当操作画面に入って
ください。

①支部毎に操作できる項目は異なります。

６

４．年度更新処理に入る前の準備・確認項目



１．[賃金等の報告(継続)登録]ボタン(①)をクリックして処理画面を表示

２．[H29年度労災(雇用)保険対象人員及び賃金]ボタン(②)をクリックして確定賃金入力画面(８頁参照)を表示

※[カーソル移動]ボタン(③)を操作する事で、確定賃金入力画面内のカーソルの動きを制御できます。合計行のみを入力する場合は[合計行]ボタン

を選択してください。

３．新年度賃金見込額の入力(９頁参照)

４．計算結果の確認及び徴収回数、予備欄の入力(10頁参照)

◎メインメニュー ◎処理画面 ※末尾４(林業)も当画面で処理を行います

(その他)

ⅰ. 特別加入者の加入・脱退、日額変更など(18頁参照)を行う場合は[第１種特別加

入者]ボタン(④)をクリックしてください。

※委託事業所登録画面からも進めます

ⅱ. 画面右側に配置された[印刷]ボタン(⑤)をクリックすると帳票印刷画面に進みます。

５－①．継続事業の年度更新処理手順

新年度賃金
見込額入力

①

③

②

計算結果確認と徴収
回数、予備欄入力

タブクリックで画面
が切り替わります

④

⑤

７



１．確定賃金の入力方法には各月入力(①)と合計入力(②)の２通りがあ

ります。

※1．各月毎に支払賃金を入力する場合は“円”単位、合計額で入

力する場合は“千円”単位で入力してください。

※2．入力方法を変更する場合は、前画面のカーソル移動ボタンを

操作してください。

２．賞与の入力を行う場合は、予め賞与支払月(③)を設定してください。

※1．両保険成立の場合、賞与支払月は“労災保険”側の画面で設

定を行ってください。

３．データの入力を終えたら[賃等報告登録]ボタン(④)をクリックして

データの登録を行ってください。

＊雇用保険側も同様に処理を行ってください＊

①

②

③

④

◎コピーボタンを活用頂く事により入力作業の軽減を図れます。
・[前月繰返]ボタン(⑤)
最後に入力されている月のデータを以降の月に貼り付けます。
一年を通じて人員・賃金が変わらない場合など、４月のみデータの入力
を行ってから当ボタンを押す事により、以降の月に人員・賃金を一括し
て貼り付ける事ができます。

・[雇用被保険者分をコピー]ボタン(⑥)等
雇用保険被保険者分に入力したデータを常用労働者分に貼り付ける事が
できます。

・[月別コピー]ボタン(⑦)
入力済みの値を任意の月に貼り付ける時に使用します。

５－②．確定賃金総額の入力

支払対象者が居ない場合は“0人、0(千)円”
と入力してください。

⑤
⑥

⑦

８



１．平成30年度概算保険料額を求めます。

※1．平成29年度確定支払賃金額を基に、平成30年度の概算保険料

額を求める場合は前年度と同額(①)をクリックしてください。

※2．平成29年度途中委託や片保険から両保険成立に変更する場合

など、賃金見込額が平成29年度の確定支払賃金と大きく異な

る場合は前年度と変わる(②)をクリックして、賃金見込額を

“千円”単位で入力してください。

※3．平成30年度の概算保険料額を直接指定する場合は概算保険料

指定(③)をクリックして、その額を“円”単位で入力してく

ださい。

２．確定賃金と新年度賃金見込額の入力が終わったら[H29年度確定･H30

年度概算計算書]タブ(⑤)をクリックして、計算結果の確認と予備欄

の入力等を行ってください。

＊次頁参照＊
【一括有期登録画面】

①

②

③

④

⑤

５－③．新年度賃金見込額の入力

元請工事が見込まれない場合
は概算保険料指定を使う事で
料率が変更されても前年度一
般保険料額を新年度一般保険
料額に全額充当させる事がで
きます。
使用例は、別紙１｢概算保険料
指定の使い方｣をご覧ください。

請負金額からの入力も可能

注.賃金見込額や概算保険料を入力
する際は、特別加入者分の金額
は除いてください。
特別加入者分の保険料は、登録
データから自動計算されるよう
になっています。

９



１．[徴収回数の指定](①)を行います。

事業主から保険料等を３期に分けて分割徴収する場合は“分割”を

第１期で全額徴収する場合は“一括”をクリックしてください。

２．会費・委託手数料等の入力を行います。

※1．委託手数料等を保険料に対する一定率と定めている場合は、

その率を定率欄(②)に入力してください。

＊使用例＊

H29年度確定保険料額 × 定率 ＝ 委託手数料

795,299円 2％ 15,905円

※2．5,000円や10,000円等と定額による徴収を行っている場合は、

その額を予備欄1～予備欄3(③)に入力してください。

※3．一部の支部では、予備欄項目名を変更(６頁参照)する事がで

きます。

３．データの入力を終えたら[賃等報告登録]ボタン(④)をクリックして

データの登録を行ってください。

①

③

④

５－④．徴収回数、予備欄の入力

②

定率計算に用い
る保険料を選択

✓登録ボタンを押す前に、画面全体に表示されている計算結果を確
認してください。確定賃金入力時の桁間違いなどを発見できます。

１０



１．[賃金等の報告(一括有期)登録]ボタン(①)をクリックして処理画面を表示

２．[事業の種類別確定賃金総額]ボタン(②)をクリックして確定賃金入力画面(12頁参照)を表示

３．新年度賃金見込額の入力(９頁参照) ※新年度賃金見込額を“前年度と同額”とした場合の概算保険料算出方法については、

別紙２｢一括有期事業の概算保険料算出方法｣をご覧ください。

４．計算結果の確認及び徴収回数、予備欄の入力(10頁参照)

◎メインメニュー ◎処理画面

(その他)

ⅰ. 個々の有期事業登録を行う場合は[有期事業]ボタン(④)をクリックしてください。

※メインメニューからも進めます

ⅱ. 特別加入者の加入・脱退、日額変更など(18頁参照)を行う場合は[第１種特別加

入者]ボタン(⑤)をクリックしてください。

※委託事業所登録画面からも進めます

ⅲ. 画面右側に配置された[印刷]ボタン(⑥)をクリックすると帳票印刷画面に進みます。

５－⑤．一括有期事業の年度更新処理手順

①

新年度賃金
見込額入力

②

計算結果確認と徴収
回数、予備欄入力

④

⑥

⑤

１１

タブクリックで画面
が切り替わります



１．人員(①)に１日平均使用労働者数を入力してください。

２．事業の種類、開始時期別に請負金額(②)又は賃金総額(③)いずれか

の数字を入力してください。

※1．請負金額で入力する場合は“円”単位、賃金総額で入力する

場合は“千円”単位で入力してください。

３．データの入力を終えたら[賃等報告登録]ボタン(④)をクリックして

データの登録を行ってください。

(その他)

ⅰ. 元請工事が無かった場合は、主たる業種の３段目請負金額に“０”

を入力してください。

ⅱ. ○○邸新築工事や××道路舗装工事など、個々の有期事業データを

登録していると、[個々の有期事業を集計]ボタン(⑤)をクリックす

るだけで、事業の種類・開始時期別に請負金額を集計することがで

きます。

＊有期事業データの登録については次の頁を参照してください＊

①

② ③

④

⑤

５－⑥．確定賃金総額の入力

複数業種で元請事業があった場合は、業種番号タブ
をクリックして入力画面を切り替えてください。

【重要】
平成２９年度分の確定保険料算出に当たっては、請負金額を入力する際
の“消費税額”の扱いが事業の開始時期により異なりますので注意して
ください。

◆平成２４年４月１日から平成２５年９月３０日のもの
消費税額(５％)を含む数字で入力

◆平成２５年１０月１日から平成２７年３月３１日のもの
消費税額(８％)を含む数字で入力
※暫定措置(105/108計算)を行う前の数字で入力してください。

◆平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日のもの
消費税額を含まない数字で入力
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 画面呼び出し手順
①[有期事業登録]ﾎﾞﾀﾝ

②[賃金等の報告(一括有期)登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [有期事業]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．事業番号(①)を入力(選択)してください。

工期・請負代金等を入力する画面が表示されます。

２．項目名に沿って各値の入力を行ってください。

※1．事業の所在地と発注者住所が同じ場合は、[発注者住所へコ

ピー]ボタン(②)をクリックしてください。

※2．発注者氏名(③)の“▼”をクリックすると、過去入力データ

から発注者の情報を引き出す事ができます。

３．データの入力を終えたら[有期事業登録]ボタン(④)をクリックして

データの登録を行ってください。

①

④

② ③

５－⑦．有期事業データの登録方法

◎事業番号(①)は英数字７桁で入力してください
事業番号の作り方に特にルールはありませんが、次のように作成頂くと
後の管理が行いやすくなると思います。

例．平成２８年１１月に開始した二つ目の事業を登録する場合

“Ｈ２８１１０２”← 先頭より、平成を表す“Ｈ”、開始年月を表す
“２８１１”、二つ目の事業を表す“０２”
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６－①．委託解除した事業場の登録方法（減額訂正を行わない場合）

 画面呼び出し手順
[賃金等の報告登録]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．確定支払賃金等を入力してください。

２．委託解除(①)をクリックし解除日、解除事由を入力後、申告済概算

保険料額の変更を“行わない”をクリックしてください。

３．[H29年度確定･H30年度概算計算書]タブ(②)をクリックして、平成

３０年度の予備欄等(③)を確認し、必要に応じてデータの修正を行

ってください。

４．データの入力を終えたら[賃等報告登録]ボタン(④)をクリックして

データの登録を行ってください。

③

解除事由に入力した文言は、
計算センターから送付される
申告書内訳に印字されます。

②

②

④

【重要】
特別加入脱退日が未登録なら、解除日を脱退日に貼り付ける処理が行わ
れます。

よって、解除日よりも前に脱退している方がいる場合は、委託解除処理
を行う前に、必ず脱退日を登録するようにしてください。

①

１４
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６－②．委託解除した事業場の登録方法（平成３０年４月１日以降の解除）

 画面呼び出し手順
[賃金等の報告登録]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．前年度と変わる(①)をクリックし、平成30年4月1日から解除日まで

の確定支払賃金を入力してください。

２．[H29年度確定・H30年度概算計算書]タブ(②)をクリックして表示を
切り替えます。

※1．[H30年度分の一般拠出金を参照]ボタン(③)をクリックすると
一般拠出金額が表示されるので、表示された額を予備欄に入力
して事業主へ請求を行ってください。

４．データの入力を終えたら[賃等報告登録]ボタン(④)をクリックして

データの登録を行ってください。

①

③

④

②

②

【重要】

※1．特別加入者がいる場合は、脱退日の登録を忘れずに行ってください。
脱退日が登録されないと一年分の保険料が計算されてしまいます。

※2．第２期で、減額訂正申告が必要です。
年度切替処理(44頁参照)を実行したら、16頁の委託解除処理(減額
訂正を行った場合)を忘れずに行ってください。
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⑤

③

※1

※2

④

 画面呼び出し手順
[賃金等の報告登録]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．確定支払賃金等を入力してください。

２．委託解除(①)をクリック後、次の各項目を入力してください。

委託解除年月日、解除事由、申告済概算保険料額の変更

※1．労働局へ減額訂正報告を行った場合は、申告済概算保険料額

の変更を“行う(行った)”としてください。

３．年度概算保険料のうち事業主からの保険料徴収が終わっている期分

を徴収済期指定(②)で行います。

本資料では８月３１日解除なので１期分がクリックされています。

４．続いて、概算保険料(徴収済額)(③)に年度概算保険料のうち、上記

で指定された期分までの金額がセットされます。

実際の徴収額と異なる場合は修正してください。

５．H29年度期別徴収額欄(④)に解除日以降の請求額がセットされるの

で、必要に応じてデータを修正してください。

６．[H29年度確定･H30年度概算計算書]タブ(⑤)をクリックして、減額

訂正を行っているので差引額(⑥)が“０”になっている事を確認し

[賃等報告登録]ボタン(⑦)をクリックして、入力したデータを登録

してください。

＊画面見本は次の頁をご覧ください＊

６－③．委託解除した事業場の登録方法（減額訂正を行った場合）

①

②

※1 に対労働局向け
※2 に対事業主向けの
差引額が表示されます
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６－③．委託解除した事業場の登録方法（減額訂正を行った場合）

⑦

⑥

【見本】

印 刷 ボ タ ン を ク
リックすると計算
書を作成できます。

【重要】
特別加入脱退日が未登録なら、解除日を脱退日に貼り付ける処理が行われ
ます。

よって、解除日よりも前に脱退している方がいる場合は、委託解除処理を
行う前に、必ず脱退日を登録するようにしてください。
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７．特別加入者の追加・変更・削除の方法

 画面呼び出し手順
①[委託事業所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更･削除画面へ]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [第１種特別

加入者]ﾎﾞﾀﾝ

②[賃金等の報告登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [第１種特別加入者]ﾎﾞﾀﾝ

【追加処理】

１．[特別加入者追加]ボタン(①)をクリックしてください。

２．追加画面が開かれるので、№を振り出し後、氏名、承認日などを入

力してください。

３．データの入力を終えたら[特別加入者登録]ボタン(③)をクリックし

てデータの登録を行ってください。

【変更処理】

１．[変更・削除画面へ]ボタン(②)をクリックしてください。

２．変更画面が開かれるので、データの変更を行ってください。

３．データの入力を終えたら[特別加入者登録]ボタン(③)をクリックし

てデータの登録を行ってください。

【削除処理】

１．[変更・削除画面へ]ボタン(②)をクリックしてください。

２．削除画面が開かれるので、[特別加入者削除]ボタン(④)をクリック

してください。

①

②

④ ③

【重要】
年度途中で特別加入を脱退する場合は“脱退日”を入力してください。
誤ってデータの削除が行われると、その方の保険料は計算されません。

✓脱退日には平成２９年３月３１日以前の日付は入りません。
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１．年更期用データ提出時は｢賃金データチェックリスト｣を印刷するなどして、提出するデータの最終確認を行うようにしてください。

◎印刷画面

◎帳票見本(継続用)

８－①．賃金データチェックリストの印刷

[印刷]ボタンをクリックすると、
リストを画面に表示します。
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８－②．データの提出方法

 画面呼び出し手順
[データの提出･取込]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [提出データ作成(事務組合→計算セン
ター)]ボタン

 操作手順

１．①欄、作成データ種別(年更期用or２期・３期用データ)への指示は

不要です。処理日付を判断し自動でチェックが入ります。

※1．一部支部のみ[予備欄６月分引落用データ]は使用できます。

事業主に対し保険料は８月に請求を行うが、予備欄は６月に

請求を行う場合はチェックを入れてください。

２．②欄でデータの提出方法を選択してください。

３．③欄にＰＣメールアドレスを入力してください。

※1. バージョンアップのご連絡等に利用します。登録にご協力く

ださい。

４．④欄に[帳票作成区分]画面(６頁参照)にて登録された値を表示して

います。データの提出を行われる前に再度ご確認ください。

※1．１台のＰＣで、複数の事務組合コードの処理をされている場

合は、画面右上(⑤)のコードを選び直す事により、各事務組

合コード毎に登録された値を確認できます。

５．準備ができたら[実行]ボタン(⑥)をクリックしてください。提出デ
ータの作成を開始します。
※1．提出データの作成が開始されると確認メッセージ(左赤枠内)

が発行されます。メッセージに従って作業を進めてください。
※2．年更期用データ作成時は賃金未入力箇所などの不備があると

データの提出を行う事はできません。エラーリスト(22頁参照)
が出力されるので指示に従いデータの訂正を行ってください。

※3．提出データの外部媒体への保存方法や送信結果の確認方法に
ついては次頁を参照してください。

①

②

③

④

⑤

⑥

◆確認メッセージについて
[実行]ボタンがクリックされると｢確認リストの出力を行いますか？
このまま処理を続行する場合はＯＫボタンをクリックしてください｣とメ
ッセージを表示します。
ＯＫボタンをクリックすると以下の情報がプレビュー表示されるので、
データ提出前の最終確認にご利用ください。

ⅰ. 帳票作成区分登録値
ⅱ. 平成２９年度中に委託解除した事業場の内、平成３０年度第１期

分の予備欄が登録されている事業場のリスト。
ⅲ. メリット事業場のリスト

※ⅱとⅲは年更期用データ作成時のみ出力されます。
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 外部媒体でデータの提出を行う場合
１．データの保存先を選択する画面が開かれます。保存先(①)を選択し、

[開く]ボタン(②)をクリックしてください。

【選択例】
USBドライブ

２．データの保存が終了すると完了メッセージが表示されます。表示さ
れたメッセージに従ってください。

【注意】
データの提出を行う前に、外部媒体に正しくデータが保存されている
か必ず確認してください。中身が空の媒体を提出される方がたまに見
受けられます。

 データ送信で提出を行う場合
１．｢データ送信による提出データの作成を行いますか？｣とメッセージ

が表示されます。表示されたメッセージに従ってください。

２．データの送信が終了すると完了メッセージが表示されます。

【注意】
受信確認メール等は返信されません。送信完了メッセージの発行をも
ってサーバー側にデータが正しく送信された事の確認を行ってくださ
い。

エクスプローラーで外部媒体の中身を確認。
“nn-9xxxx.MAK”ファイルが作成されている事を確認して
ください。

nnには支部コード、9xxxxには事務組合コードが入ります。

①

②

８－②．データの提出方法
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１．年更期用データ提出時のみ、賃金未入力箇所などがあると提出データを作成する事はできません。

エラーリストに表示されたコメントを確認しながらデータを修正し、再度データの提出処理を行ってください。

◎エラーメッセージ

◎エラーリスト

[ＯＫ]ボタンをクリックすると、
リストを画面に表示します。

【重要】
エラーとなる主な原因は賃金の未入力です。

支払賃金が発生しなかった場合や元請工事が無かった場合も
必ず“０人、０千円”等とデータの入力を行ってください。

８－③．エラーリスト出力について
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８－④．提出済データ照会機能について

 処理概要
データ提出時の登録内容を画面で確認できます。
計算センターから送付された帳票に疑義が生じた場合の確認に使用
してください。

 画面呼び出し手順
[データの提出・取込]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [提出済データ照会]ﾎﾞﾀﾝ

 処理手順

１．データの種別(①)を選択します。

２．番号(②)を入力し、[データ抽出]ボタン(③)をクリックします。

※1．照会可能なデータは最後にデータ提出の操作が行われた時点の

ものとなります。

※2．データ提出時に使用していたパソコンと現在使われているパソ

コンが異なる場合は当機能を使用する事はできません。

①

③

②
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９．委託事業場の新規登録手順

２４

◎新規登録を行う前に｢委託事業所登録｣画面と｢委託事業場登録｣画面についてご案内致します。

１．｢委託事業所登録｣画面とは？ ２．｢委託事業場登録｣画面とは？

事業主氏名や事業所名、事業所所在地などを登録する画面で、労働保 １で作成された委託事業所データの下に、会社コードで紐付けられ

険番号(末尾・枝番号)のような意味付けされた番号が無いため、本シ た保険関係区分や業種番号、申告済概算保険料額などの労働保険に

ステムでは会社コードという番号を使ってデータの登録が行われます。 関するデータを登録するために用意された画面です。

３．データ登録イメージ

末尾２・５・６など、二元成立の事業場を登録する際は、３つの枝番号それぞれに対して事業所名や所在地などを登録する必要はなく、一つの事

業所データの下に３つの枝番号データをぶら下げる形で登録を行う事ができます。

このようにデータの登録を行う事により、事業所名など共通項目を変更する際は一度の作業で済むようになります。

⇦｢委託事業所登録｣画面で登録

⇦｢委託事業場登録｣画面で登録

※既に登録済みのデータを上表のような登録形態に変更したい場合は「会社コード整理システムの操作方法」(49頁参照)をご覧ください。

＊次頁へ続く＊

830,000 円
12100 901236-100 H28年04月01日 労災のみ 9416 180,000 円
12100 901235-100 H28年04月01日 労災のみ 3501

建設 500,000 円
【会社コード】 【労働保険番号】 【委託日】 【保険関係】 【業種番号】

12100 千代田建設 千代田太郎 東京都千代田区… みずほ銀行千代田支店

【雇用種別】 【保険料】
12100 901232-100 H28年04月01日 雇用のみ

【会社コード】 【事業場名】 【事業主名】 【所在地】 【口座】



 操作手順

１．枝番号検索(①)をクリックし、新規に振り出す末尾コードと枝番号

(②)を入力します。
※1．末尾コードと枝番号が入力されると｢労働保険番号が見つかり

ません。会社コードで検索を行なって下さい｣とメッセージが
表示されるので[ＯＫ]をクリックします。

２．会社コード(③)にカーソルが移動したら、新規に振り出す会社コー

ドを入力します。

※1．既に登録されている事業所に、新たな保険関係が成立した事

によって枝番号を追加する場合は[一覧表]ボタンをクリック

して、表の中から事業所を選択することができます。

※2．会社コードの振り出しについて
会社コードには任意のコードを振り出して頂くため、会員番
号等を別にお持ちで無い場合は、どのようにコードを作れば
良いかお問い合わせ頂く事があります。
そのような方は、一つの例として下図のようにコードの振り
出しを行って頂ければと思います。

＊次頁へ続く＊

９．委託事業場の新規登録手順

◎会社コードは５桁の数字で作成します
・先頭１桁 ⇨ １
・２桁目 ⇨ 末尾コード
・３桁目以降 ⇨ 枝番号

※1．資料中の労働保険番号は“901230-123”なので、会社コ
ードは“10123”としています。

※2．１台のＰＣで複数の事務組合コードを処理されている場
合は、一桁目をカウントアップする等してコードを作
成してください。

①

②

③

２５



３．[所在地等タブ](①)では、事業所所在地や取引銀行などの情報を入

力します。

※1．事業所の所在地には隣接する都道府県以外を登録する事はで

きません。

※2．個別郵便番号を持つ事業所のデータを登録する場合は、予め

｢コード管理メニュー｣内の｢個別郵便番号登録｣を行っておい

てください。

４．[事業所担当者等]タブ(②)では事業所の担当者や賃金締切日などを

入力します。

５．口座振替のお知らせや領収書などハガキ帳票の宛名に事業所の所在

地とは異なる住所を印字したい場合は[お知らせ等送付先]ボタン(③)

をクリックして送付先住所の登録(48頁参照)を行ってください。

６．メモを入力される場合は[メモ]ボタン(④)をクリックしてください。

７．[枝番号追加]ボタン(⑤)をクリックして委託事業場登録画面に進み

ます。

※[枝番号追加]ボタンについて
一旦別画面が開かれると[枝番号追加]ボタン(⑤)は消えてしま
います。
その場合は[労働保険]タブ(⑥)をクリックして、タブ中にある
[枝番号追加]ボタンを使うようにしてください。

＊次頁へ続く＊

①

②

③

④

⑤

⑥

９．委託事業場の新規登録手順

枝番号データが登録さ
れるとココに枝番号が
表示されます。

２６

タブクリックで画面が切り替わります



８．委託開始年月日(①)が入力されると保険関係や業種番号などを入力

する画面(②)が開かれるので各値の入力を行います。

※1．便宜委託区分(５頁参照)とは？

事務組合自身を枝番号登録する場合は“該当”、以外は“否”

と登録してください。

※2．委託開始事由を登録しておくと、計算センターで打ち出され

る申告書内訳に登録した内容が印字されます。

※3．増減率の入力について

１００を基準に決定通知書に印書された値を加減した結果

を入力してください。

＋３０の場合 ➜ １３０と入力

－１５の場合 ➜ ８５と入力

※4．保険関係や業種番号の入力欄(青枠内)は左右に２つずつ用意

されているので、表示されている年度に注意して登録を行っ

てください。

９．特別加入者が居る場合は[第１種特別加入者]ボタン(③)をクリック

して登録画面(18頁参照)へ進みます。

10．[H29年度概算保険料・徴収額]ボタン(④)をクリックして概算保険料

計算画面へ進みます。

＊30頁へ続く＊

①

②

③

④

⑤

９．委託事業場の新規登録手順

※1．集金方法(⑤)の使い方は次の頁を参照してください。

※2．片保険から両保険への変更方法等については｢保険関係区分変更に伴う
処理手順(33頁以降)」をご覧ください。

２７

登録済の委託事業所に枝番号を追加する場合は、
委託事業所を開き 枝番号追加 ボタンを押下して
下さい。

＊新年度から委託する事業場は[H29年度概算保険料・徴収額]ボタンは
押せません。「枝番号登録」し、「賃金等の報告」画面で新年度賃金
見込み額の入力（9頁参照）を行って下さい。



◎保険料等の徴収を口座振替を使って行う場合は“口座扱い”をクリッ

クして口座情報の登録を行います。

※1．口座情報が登録されているデータのみ金融機関に請求が出るよ

うになっています。

※2．口座振替データの集約は、口座情報が同一、且つ請求データ合

算(①)が“１”(行う)で登録されているものを纏める様にプロ

グラムされています。

二元成立の事業場で末尾毎に請求を掛けたい場合は、全ての枝

番号の請求データ合算(①)を“２(行わない)”としてください。

※3．登録済み事業場の口座情報を変更する場合は[委託事業所登録]

画面でも変更を行う事が出来ます。

＊次頁参照＊

◎口座振替を行わない二元成立事業場向けの通知書や領収書ハガキを一

枚に纏めて作成する場合は集約番号(②)の登録を行います。

集約番号を設定する際は、親となるデータ(一番若い末尾枝番号)には

自身の末尾枝番号を、子となるデータには親となるデータの末尾枝番

号を登録します。

※例

末尾・枝番号 集約番号

(親) ２ －００３ ➜ ２ －００３

(子) ５ －００３ ➜ ２ －００３

(子) ６ －００３ ➜ ２ －００３

となります。

①

９．委託事業場の新規登録手順

■口座振替を行う場合の登録例

■口座振替を行わない場合の登録例

２８

②



９．委託事業場の新規登録手順

(例)みずほ銀行青山支店から三井住友銀行青山支店へ変更を行う

① ②

③

④

⑤

≪変更手順≫

1.口座振替先(②)を変更

2.③欄にチェックを入れる

3.事業所登録ボタン(④)をク

リックしてデータの登録を

行う

変更前

変更後

２９



９．委託事業場の新規登録手順

11．一般保険料を求める場合は、白抜きのテキストボックス(①)に金額

を入力します。

※1．賃金総額(又は請負金額)を入力すれば画面上部の率を乗じて

保険料が計算されます。

保険料額を直接指定したい場合はその額を保険料欄に入力し

てください。

12．特別加入保険料を求める場合は[特別加入者分の保険料を算出](②)

をクリックします。

※1．誤って特別加入保険料を算出した場合は[特別加入者分の保

険料をクリア(③)をクリックして保険料を“０円”に訂正し

てください。

13．開始時期と回数(⑤)をクリックすると事業主から徴収する額を各期

保険料(⑥)に振り分けます。

※1．会費や事務委託手数料等を徴収する場合は徴収額欄(⑥)にそ

の額を入力してください。

14．データの入力を終えたら[保険料徴収額登録]ボタン(⑦)をクリック

してデータの登録を行ってください。

※1．データの登録が終了すると、画面戻り先に関するメッセージ

が表示されるので、指示に従ってください。

＊32頁へ続く＊

①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

★

【重要】
年度概算保険料(★)は労働局に届け出ている数字と一致させてください。

増額訂正報告を行っていないのに、総コン上だけ金額が計上されている
ケースが毎年のように見受けられます。
この様な形でデータが作成されてしまうと、年度更新時に送付される
｢申告書内訳｣などの帳票に問題が生じてしまうのでご注意ください。

★預り金の使い方 ※一部支部を除く
１月以降に委託したケースなど、労働局には増額訂正は行
わないが事業主からは保険料を預かっている場合、その額
を預り金として登録しておく事により年度更新時の確定精
算を、労度局用、事業主用別々の数字で行えるようになり
ます。使用例については次頁を参照してください。

３０



９．委託事業場の新規登録手順

例1．事業主より概算保険料相当額である５０，０００円を預かったが、総コン上は申告済概算保険料を０円で登録した場合。

◎７号納入通知書 ◎１０号申告書内訳

　《算出方法》 　《算出方法》

　《期別請求額》

例2．事業主より預かった概算保険料相当額である５０，０００円を預り金として登録し、労働局には増額訂正報告を行っていないため申告済概算保
　 　険料を０円で登録した場合。

◎７号納入通知書 ◎１０号申告書内訳

　《算出方法》 　《算出方法》

　《期別請求額》

※差分箇所のみ赤字で表示 ※差分箇所のみ赤字で表示

合計 10,000 円 240,000 円 250,000 円

第３期 80,000 円 80,000 円

第２期 80,000 円 80,000 円

第１期 10,000 円 80,000 円 90,000 円

差引額 10,000 円 差引額 60,000 円

不足額 概算保険料 保険料計

概算保険料 240,000 円

申告済
概算保険料

50,000 円
申告済

概算保険料
0 円

確定保険料 60,000 円 概算保険料 240,000 円 確定保険料 60,000 円

平成２８年度 平成２９年度 平成２８年度 平成２９年度

平成２８年度 平成２９年度

確定保険料 60,000 円 概算保険料 240,000 円

第３期 80,000 円 80,000 円

合計 60,000 円 240,000 円 300,000 円

第１期 60,000 円 80,000 円 140,000 円

第２期 80,000 円 80,000 円

不足額 概算保険料 保険料計

申告済
概算保険料

0 円

差引額 60,000 円

確定保険料 60,000 円 概算保険料 240,000 円

申告済
概算保険料

0 円

差引額 60,000 円

平成２８年度 平成２９年度

３１

預
か
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し
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を
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し
な
い
場
合



15．委託事業場登録(変更・削除)画面に戻ったら、[枝番号登録]ボタン

(①)をクリックします。

登録が行われると｢委託事業所登録(変更・削除)｣画面に戻ります。

16．｢委託事業所登録(変更・削除)｣画面に戻ったら、[事業所登録]ボタ

ン(②)をクリックします。

登録が行われると、一番はじめの検索条件入力(25頁)に戻ります。

①

②

９．委託事業場の新規登録手順

３２

画面が切り替わります



１０－①．片保険成立から両保険成立へ変更（増額訂正を行う）※労働局毎に提出要件は異なります

 画面呼び出し手順
[委託事業所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更･削除画面へ]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．保険関係区分(①)の変更を行う。

※1．平成２９、３０年度の保険関係区分を“両保険”へ変更して

ください。

２．雇用保険種別の選択を行う。

※1．業種番号が一旦クリアーされます。再度業種番号の入力を行

ってください。

３．雇用保険事業所番号(②)の入力を行う。

４．雇用保険関係成立日(③)を変更する。

※1．雇用保険関係成立日に委託日がセットされるので“平成２９

年１０月１日”と変更してください。

５．[平成２９年度概算保険料・徴収額]ボタン(④)をクリックする。

※1．申告済概算保険料の増額処理を行うため[平成２９年度概算

保険料・徴収額]ボタンをクリックして画面を切り替えます。

＊次頁へ続く＊

④

【例】
1. 平成29年9月まで“労のみ”で成立、10月から“両保険”成立へ変更。
2. 10月から年度末までの雇用保険料算出の為の賃金見込額を27,660千円と

し、申告済概算保険料の増額計算を行う。

①

③

②

３３



５．[増額訂正を行う](⑤)をクリックしてください。

※1．年度当初に立てた申告済概算保険料額(⑥)が画面中央にスラ

イドします。

６．[変更後の料率で再計算]ボタン(⑦)をクリックしてください。

※1．雇用保険入力窓が開きます。

＊次頁へ続く＊

⑤

⑥

⑦

３４

１０－①．片保険成立から両保険成立へ変更（増額訂正を行う） ※労働局毎に提出要件は異なります



７．雇用保険賃金総額(⑧)に２７，６６０千円と入力してください。

※1．入力例では労災保険料の変更は行わない為、労災保険料欄に

は申告時の数字(画面中央)をそのまま入力しています。

※2．増額する保険料が画面右側の差引額(⑩)に表示されます。

８．徴収開始時期と回数(⑨)をクリックして、差引額(⑩)に表示された

金額を各期徴収額(⑪)に振り分けて事業主へ請求を行ってください。

※1．当例では増額する保険料額を２期と３期に分けて請求するた

め、開始時期は“２期”、回数は“分割”としています。

①増額する概算保険料額

３０４，２６０円

②増額前の２期３期請求額 ＊前頁参照

２２６，３９２円

③増加後の２期３期請求額

３７８，５２２円（２２６，３９２円＋１５２，１３０円）

９．データの入力を終えたら[保険料徴収額登録]ボタン(⑫)をクリック

してデータの登録を行ってください。

⑧

⑨ ⑪

⑨

３５

⑫

１０－①．片保険成立から両保険成立へ変更（増額訂正を行う） ※労働局毎に提出要件は異なります



 画面呼び出し手順
[委託事業所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更･削除画面へ]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．平成２９・３０年度保険関係区分(①)を“両保険”へ変更します。

※１．雇用保険種別の選択も行ってください。

※２．業種番号が一旦クリアーされます。再度業種番号の入力を

行ってください。

２．雇用保険事業所番号(②)を入力します。

３．雇用保険関係成立日(③)に委託日がセットされるので、

“平成２９年１０月１日”に変更します。

４．上記作業後、[概算保険料・徴収額]ボタン(④)をクリックして画面

を切り替えます。

＊次頁へ続く＊

１０－②．片保険成立から両保険成立へ変更（増額訂正を行わない）

【例】
1. 平成29年9月まで“労のみ”で成立、10月から“両保険”成立へ変更。

④①

③

②

３６



５．平成２９年度分の雇用保険料値を登録する必要があるので、[変更

後の料率で再計算]ボタン(⑤)をクリックして、雇用保険料に数値

を入力出来るようにします。

６．申告済概算保険料は変更しないので、雇用保険料(⑥)へ“０”と入

力します。

７．データの入力を終えたら[保険料徴収額登録]ボタン(⑦)をクリック

してデータの登録を行ってください。
⑤

⑥

⑦

１０－②．片保険成立から両保険成立へ変更（増額訂正を行わない）

３７



１０－③．片保険成立から両保険成立へ変更（平成３０年度から）

 画面呼び出し手順
[委託事業所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更･削除画面へ]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．保険関係区分等(①)の変更を行います

※1．平成３０年度保険関係区分を“両保険”へ変更します。

※2．雇用保険種別を選択します。

※3．業種番号が一旦クリアーされるので、再度業種番号の入力を

行います。

２．雇用保険事業所番号(②)を入力します。

３．雇用保険関係成立日(③)の変更を行います。

※1．委託日がセットされるので“平成３０年４月１日”と変更を

行います。

４．データの入力を終えたら[枝番号登録]ボタン(④)をクリックしてデ

ータの登録を行ってください。

【例】
1. 平成29年度は“労のみ”で成立、30年度から“両保険”成立へ変更。

①

③

④

②

３８



１０－④．両保険成立から片保険成立へ変更（減額訂正を行う）※労働局毎に提出要件は異なります

 画面呼び出し手順
[委託事業所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更･削除画面へ]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．平成２９年度中は両保険成立としてデータを登録しておく必要があ

るため、平成３０年度保険関係区分(①)だけ“労災のみ”へ変更し

ます。

２．雇用保険関係廃止日(②)に“平成２９年９月３０日”と入力します。

３．[平成２９年度概算保険料・徴収額]ボタン(④)をクリックする。

※1．申告済概算保険料の減額処理を行うため[平成２９年度概算

保険料・徴収額]ボタンをクリックして画面を切り替えます。

＊次頁へ続く＊

①

②

④

【例】
1. 平成29年9月まで“両保険”で成立、10月から“労のみ”成立へ変更。
2. 10月から年度末までの雇用保険料算出の為の賃金見込額を26,660千円と

し、申告済概算保険料の減額計算を行う。
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４．[増減訂正を行う](⑤)をクリックします。

※１．年度当初に立てた申告済概算保険料額(⑥)が画面中央にス

ライドします。

５．雇用保険賃金総額(⑦)に２６，６６０千円と入力します。

※１．当例では労災保険料は変更しないため、労災保険料欄には

申告時の値を再入力しています。

６．徴収開始時期と回数(⑧)をクリックし、差引額(⑨)に表示されてい

る減額する保険料額を各期徴収額(⑩)に振り分け、事業主へ請求を

行うようにします。

※１．当例では減額する保険料額を２期と３期に分けて請求する

ため、開始時期は“２期”、回数は“分割”としています。

①減額する概算保険料額

２９３，２７１円

②減額前の２期３期請求額

２５５，７６６円

③減額後の３期請求額

０円 ※減額する金額が元の請求額を上回る

ため、３期に請求する金額は無くな

ります。

④減額後の２期請求額

２１８，２６１円 ※３期で充当し切れなかった

金額(３７，５０５円)を、元の請求

額から引いた値となります。

７．データの入力を終えたら[保険料徴収額登録]ボタン(⑪)をクリック

してデータの登録を行ってください。

⑤

⑥

⑦

⑨

⑧ ⑩

４０

⑪

１０－④．両保険成立から片保険成立へ変更（減額訂正を行う）※労働局毎に提出要件は異なります



 画面呼び出し手順
[委託事業所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更･削除画面へ]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．保険関係区分(①)の変更を行います

※1．平成３０年度保険関係区分を“労災のみ”へ変更します。

※2．平成２９年度保険関係区分は変更しません。

２．雇用保険関係廃止日(②)の入力を行います

※1．廃止日に“平成２９年９月３０日”と入力します。

３．データの入力を終えたら[枝番号登録]ボタン(③)をクリックしてデ

ータの登録を行ってください。

１０－⑤．両保険成立から片保険成立へ変更（減額訂正を行わない）

【例】
1. 平成29年9月まで“両保険”で成立、10月から“労のみ”成立へ変更。

①

②

③
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 画面呼び出し手順
[委託事業所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更･削除画面へ]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．保険関係区分(①)の変更を行います

※1．平成３０年度保険関係区分を“労災のみ”へ変更します。

２．雇用保険関係廃止日(②)の入力を行います

※1．廃止日に“平成３０年３月３１日”と入力します。

３．データの入力を終えたら[枝番号登録]ボタン(③)をクリックしてデ

ータの登録を行ってください。

①

②

③

１０－⑥．両保険成立から片保険成立へ変更（平成３０年度から）

【例】
1. 平成29年度は“両保険”で成立、30年度から“労のみ”成立へ変更。
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１１－①．システムバージョン等を確認する

 処理概要
システムのバージョン番号やデータを提出した日時などを確認する
事ができます。
また、システムの終了時にデータの自動バックアップが行われる先
の設定などを行えます。

 画面呼び出し手順
[システム情報･処理履歴]ﾎﾞﾀﾝ
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１１－②．年度切替処理を行う

◎労働局への年度更新申告手続きが終了したら、第２期のデータ提出時

期(９月)を迎える迄に、１年に１度、年度切替処理を行ってください。

年度切替処理を行わないと、平成３０年４月１日以降の委託解除デー

タなどを登録することはできません。

◎年度切替処理とは？

平成３０年度の概算保険料として立てた金額を、平成３０年度の申告済

概算保険料枠に移動したり、平成２９年度中に脱退した特別加入者のデ

ータをパソコン上から削除したりしています。

◎年度切替処理手順

１．[年度切替処理]ボタンをクリック。

２．表示されたメッセージを確認し、良ければ[実行]ボタンをクリック

してください。

※1．年度切替処理を行う前に、必ず手動でデータのバックアップ

を取るようにしてください。

注１．年度切替処理を行う前に、本資料４頁｢平成29年度申告済概算

保険料額の確認｣を行ってください。

メッセージを確認
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 処理概要
システムに登録されたデータをエクセルに出力します。

 画面呼び出し手順
[その他]ﾀﾌﾞ ⇨ [Excelデータ作成]ﾎﾞﾀﾝ

 操作手順

１．データの種別(①)を選択します

２．出力項目(②)を選択します

３．[Excelデータ作成]ボタン(③)をクリックします

※1．作成されたエクセル表は画面④に表示されているフォルダー

に保存されます。

①

②

③出力項目選択リスト(②)以外の
項目を扱う場合は、詳細出力ボ
タンをクリックしてください。

④

※作成されたエクセル表

１１－③．ＰＣに登録したデータをエクセルに出力する
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◆事務組合の状況表示について

 処理概要
事務組合監査時などに報告を行う、末尾番号毎の事業場数などを画
面に表示させる事ができます。

 画面呼び出し手順
[その他]ﾀﾌﾞ ⇨ [事務組合･事務所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更画面へ]ﾎﾞﾀﾝ
⇨ [事務組合の状況]ﾎﾞﾀﾝ

◆帳票等送付先の設定について

 処理概要
計算センター等から送付される各種帳票等のお届け先を登録します。

 画面呼び出し手順
[その他]ﾀﾌﾞ ⇨ [事務組合･事務所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [事務所の詳細]ﾀﾌﾞ

委託事業主の実数は、会社コードによる紐付け作業が正しく行われ
ていないと、正確な数字を取得する事は出来ません。

１１－④．事務組合の状況表示と帳票等送付先の設定について
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１１－⑤．口座振替納付区分の設定

 処理概要
労働保険料口座振替納付制度(第２１条の２)利用の有無を設定します。

 画面呼び出し手順
[その他]ﾀﾌﾞ ⇨ [事務組合･事務所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更画面へ]ﾎﾞﾀﾝ

◎処理画面

リストから該当の区分を選択
してください。

【重要】
一部の支部を除き口座振替納付区分と第１期の事業主口座振替日は連動しています。各支部の仕様に沿って変更を行うようにしてください。
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◆継続一括される事業場の登録について

 処理概要
営業所や出張所など、本社分に一括されている事業所の登録を行う
事ができます。
データの登録が行われると、年度更新時に計算センターで作成する
｢委託事業主名簿｣へ営業所名などの印字が行われます。

 操作画面呼び出し手順
①[委託事業所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [変更･削除画面へ]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [継続事業一

括]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [一括される事業を追加]又は[変更･削除画面へ]ﾎﾞﾀﾝ

②[その他]ﾀﾌﾞ ⇨ [送付先住所登録箇所照会]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [送付先住所の
追加]又は[変更･削除画面へ進む]ﾎﾞﾀﾝ

◆お知らせ等送付先の登録について

 処理概要
｢納入通知書｣や｢口座振替のお知らせ葉書｣などに印字される住所を
事業場の所在地とは別の場所とする場合に登録を行います。

 操作画面呼び出し手順
①[委託事業所登録]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [お知らせ等送付先登録]ﾎﾞﾀﾝ

②[その他]ﾀﾌﾞ ⇨ [送付先住所登録箇所照会]ﾎﾞﾀﾝ ⇨ [送付先住所の
の追加]又は[変更･削除画面へ進む]ﾎﾞﾀﾝ

※1．宛名を事業場の所在地とする場合は、送付先住所の登録は必要
ありません。
住所変更等が起こり事業場の所在地は変更したが、送付先住所
を変更し忘れる事例が発生しています。

１１－⑥．継続一括される事業場とお知らせ等送付先の登録について
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 処理概要

｢会社コード整理システム｣を使用して、一つの共通項目データに対し複数の枝番号データを紐付ける事で、事業場の名称や所在地などに変更が生

じた場合の作業を一度で済ませる事が出来るようになります。

 会社コード整理・登録前の状態

【登録イメージ】 【処理画面】
会社コード＝１　対　労働保険番号＝１　登録イメージ

【雇用種別】 【保険料】
16100 901236-100 H28年04月01日 労災のみ 9416 180,000 円

【会社コード】 【労働保険番号】 【委託日】 【保険関係】 【業種番号】

16100 千代田建設 千代田太郎 東京都千代田区… みずほ銀行千代田支店
【会社コード】 【事業場名】 【事業主名】 【所在地】 【口座】

【雇用種別】 【保険料】
15100 901235-100 H28年04月01日 労災のみ 3501 830,000 円

【会社コード】 【労働保険番号】 【委託日】 【保険関係】 【業種番号】

15100 千代田建設 千代田太郎 東京都千代田区… みずほ銀行千代田支店
【会社コード】 【事業場名】 【事業主名】 【所在地】 【口座】

【会社コード】
12100 500,000 円

【会社コード】
12100

【事業場名】
千代田建設 千代田太郎 東京都千代田区…

【労働保険番号】 【委託日】
901232-100 H28年04月01日

【事業主名】 【口座】
みずほ銀行千代田支店

【保険料】【保険関係】
雇用のみ

【業種番号】 【雇用種別】
建設

【所在地】

一つの共通項目データに対し一つの枝番号データが紐付けされてい
る状態。

※双方のデータは“会社コード”という一意のコードで紐付けが行
われます。

共通項目データ

枝番号データ

枝番号送りボタンが使えない状態

１１－⑦．会社コード整理システムの操作方法
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 操作手順

１．｢会社コード整理システム｣を起動する。

※1．デスクトップ画面上のショートカット をクリックしてください。

２．処理イメージ等が画面に表示されるので、処理される内容の確認を行ってください。

３．紐付け作業を行うデータをリストから選択し、親となる共通項目データを決定してください。

1．チェックを入れます

2．選択されたデータが下のボックスに入ります

3．親となる共通項目データにチェックを入れ、
[会社コード整理・登録]ボタン(①)をクリック
します。
※会社コードを新たに設定し直す場合は、｢新規
の会社コードを設定する｣にチェックを入れて
ください。

①

１１－⑦．会社コード整理システムの操作方法
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 会社コード整理・登録後の状態

【登録イメージ】 【処理画面】
会社コード＝１　対　労働保険番号＝３　登録イメージ

830,000 円
12100 901236-100 H28年04月01日 労災のみ 9416 180,000 円
12100 901235-100 H28年04月01日 労災のみ 3501

建設 500,000 円
【会社コード】 【労働保険番号】 【委託日】 【保険関係】 【業種番号】

12100 千代田建設 千代田太郎 東京都千代田区… みずほ銀行千代田支店

【雇用種別】 【保険料】
12100 901232-100 H28年04月01日 雇用のみ

【会社コード】 【事業場名】 【事業主名】 【所在地】 【口座】

一つの共通項目データに対し複数の枝番号データが紐付けされてい
る状態。

※双方のデータは“会社コード”という一意のコードで紐付けが行
われます。

共通項目データ

枝番号データ

枝番号送りボタンが使える状態

１１－⑦．会社コード整理システムの操作方法
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