
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 

静岡ＳＲ経営労務センター 

年 度 更 新 事 務 

説明資料 

（インターネット申請(SR-SaaS)用） 



説明資料において使用する『略語』等について 

 

〇「白地｣ ……… 「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」(組機様式第５号)、「労働保険料等 一括有期事業総括表 算定基礎賃

金等の報告」(組機様式第８号)、および「一括有期事業報告書」（様式第７号）の用紙に、既に登録されてい

る 事業場住所・名称・業種・特別加入者氏名 等が表示されており、記入する欄だけが「空白」となっている

もの。 
 
〇「賃金等報告」… 「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」(組機様式第５号)の書類。 
 
〇「総括表」 …… 「労働保険料等 一括有期事業総括表 算定基礎賃金等の報告」(組機様式第８号)の書類。 
 
〇「報告書」…… 「一括有期事業報告書」（様式第７号）の書類。 
 
〇「賃金等｣ …… 「労働保険料等 算定基礎賃金等の報告」(組機様式第５号)、および「労働保険料等 一括有期事業総括表 算定

基礎賃金等の報告」(組機様式第８号)の書類。 
 
〇「記載要領｣ … 「令和４年度版 労働保険委託事業の各種届出記載要領」（静岡ＳＲのホームページに掲載） 

 

 

 

         ――― お願い ――― 

  必ず担当社労士が最終確認をお願いします。  

  ① 記入の内容の確認 

  ② 各書類の社労士記名欄の確認 

  ③ 各書類の枚数の確認・添付書類の確認 

  ④ 提出期限厳守 



年度更新事務 説明資料 目次（インターネット申請(SR-SaaS)用） 
 

１ 令和４年度の 年度更新事務 について 

 （１）労働保険事務 年間スケジュール（Ｒ４年１月～Ｒ４年１２月） ・・・・・・・・・・・・・ Ｐ １ ～  ３ 

 （２）賃金等および報告書の 作成 → 提出 の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ４ 

 （３）令和４年度 年度更新事務 についての留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ５ ～  ９ 

 （４）賃金等および報告書の作成について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１０ ～ １６ 

 （５）労務費率・労災保険料率表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１７ 

 （６）特別加入保険料 給付基礎日額別 算定基礎額表（月割早見表） ・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１８ 
 

２ インターネット申請（SR-SaaS）による年度更新事務について 

 （１）インターネット申請（SR-SaaS）ログイン方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１９ 

 （２）賃金等の提出までの手順（一括有期事業(現場労災)を除く） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２０ 

 （３）委託事業場一覧の印刷方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２１ ～ ２２ 

 （４）｢各種入力｣に関する注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２３ 

 （５）｢月別確定賃金入力｣画面から月々の賃金を入力する方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２４ ～ ２５ 

 （６）賞与月の入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２６ 

 （７）１年分の賃金を一括で入力する方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２７ ～ ２８ 

 （８）｢算定基礎賃金入力画面｣で賃金の入力を固定する（一元・二元共通） ・・・・・・・・・・・ Ｐ２９ 

 （９）一括有期事業の入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３０ ～ ３３ 

 （10）｢各種印刷｣に関する注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３４ 

 （11）入力した内容の印刷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３５ ～ ３９ 

 （12）入力後の書類提出にあたっての確認箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ４０ ～ ４８ 
 

３ その他（留意事項 等） 

 （１）中小事業における 新規成立 について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ４９ ～ ５０ 

 （２）中小事業における 各種変更 について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ５１ 

 （３）中小事業における 委託解除 について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ５２ 

 （４）一人親方の加入・脱退等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ５３ ～ ５４ 



日程 留意点等

1/6 第３期概算保険料 ｢口座振替のお知らせ｣・｢納入のお知らせ｣　発送
新規委託(12/1～翌年3/31)分の保険料は翌年度1期概
算保険料と合算して徴収（納入通知書の発行なし）

1/6 一人親方　継続申込台帳他　発送

1/24 一人親方　業務委託手数料支払明細・支払調書発送

1/26 第３期概算保険料　口座振替日、振込事業所 納入期限 口座振替期日と振込納付期限は同一日です

2/1 一人親方　継続申込台帳　締切

2/1 第３期概算保険料 イエローカード・口座振替不能、未納入のお知らせ等　発送

2/4 一人親方　業務委託手数料　振込期日

2/10 一人親方　コンビニ振込用紙　発送

2/14 第３期概算保険料　納付期限【労働局】

2/17 第３期概算保険料　レッドカード　発送
【レッドの事業所】社労士が委託解除することが適切
と判断した場合、委託解除の手続きを早急に

2/21 労働保険料等滞納事業場報告書　提出期限【SR→労働局】

2/25 預金口座振替依頼書　提出締切日
対象：令和 3年11月10日以降に書類提出した事業所
（第１期概算保険料より｢口座振替｣となります）

3/1 ＳＲ－ＳａａＳが使用可能　<3/1～4/30>　【新パスワードの使用 R4.3/1～】
ＳＲーＳａａＳの入力が 3/1から出来ます
２月下旬に郵送した「新ID・新パスワード」でログイン

3/11 滞納労働保険料等督促状況報告書　提出期限【SR→労働局】

3/18 一人親方　継続加入者　保険料・組合費 入金締切日 締切日を過ぎた一人親方は｢強制脱退｣となります

3/15 新規成立書類　提出期限
4/1新規成立かつ4/1に行政へ書類を提出する場合の
期限です

3/24頃 白地の賃金等および報告書、特別加入者カード 等　発送予定

3/25 特別加入日額変更　申込書締切日（前年度中の変更申請手続き） 4/1より日額変更を行う場合には御留意ください

3/30 一人親方　4月1日付け新規加入希望者　申込・入金締切日

3/31 4月1日付け新規成立の入会金　締切日
行政機関への書類提出は｢入金確認後｣としているため
御留意ください

3月

労働保険事務 年間スケジュール（令和４年１月～１２月）

2月

１月

　　　　　社労士・事業場に関連する事項　　　　　　　　　　　　　ＳＲ事務局の事務
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日程 留意点等　　　　　社労士・事業場に関連する事項　　　　　　　　　　　　　ＳＲ事務局の事務

4/5 4月1日付けの新規委託書類　提出期限（３分割の締切日）
4/6以降に届いた書類は、委託日が4/1であっても保険
料は2分割になることに御留意ください

4/8 委託解除書類　提出期限（Ｒ3.3/31以前 解除分）
提出期限(4/8)を過ぎた場合は、第１期概算保険料・
会費・手数料が発生します

4/15 賃金等および報告書【紙での提出】　提出期限　≪4/15 ＳＲ必着≫
「紙」で提出する場合、厳守してください（ＳＲへ到
着後、ＳＲ-ＳａａＳへの入力が必要なため）

4/26 特別加入日額変更（年更期間中の変更）　申込書締切日 4/26 ＳＲ事務局 必着のこと

4/26 業種の変更書類　提出期限

4/30 ＳＲ－ＳａａＳの使用 最終日【4/30 23:59まで】【賃金等および報告書を｢SR-SaaS｣で行う場合】
5/1 0:00以降は入力ができなくなります
期限内での早めの入力をお願いします

5月 5/10 賃金等および報告書　提出期限【ＳＲ－ＳａａＳ入力後の紙出力】 5/10 ＳＲ事務局 必着のこと

6/6 口座振替のお知らせハガキ　発送【事業所宛て】

6/10頃 納入通知書 他　発送【社労士宛て】
【社労士宛て】①納入通知書②納入のお知らせハガキ③振込
　　用紙④特別加入者カード⑤返送書類（賃金等コピー他）

6/23 第１期概算保険料　口座振替日、振込事業所 納入期限
口座振替期日と振込納付期限は同一日です
（振替事業所には 7/1頃に領収書ハガキを郵送予定）

6/29 第１期概算保険料 イエローカード・口座振替不能、未納入のお知らせ等　発送

7/11 第１期概算保険料　申告・納付期限【SR→労働局】 （メリット対象事業所を含む）

　　　　　　【行政機関への書類提出】①申告書、②申告書内訳（保険料・拠出金）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　③申告書内訳総括表、④現場労災の賃金等、⑤報告書、⑥その他

7/19 労働保険料等滞納事業場報告書　提出期限【SR→労働局】

7/20 第１期概算保険料　レッドカード　発送
【レッドの事業所】社労士が委託解除することが適切
と判断した場合、委託解除の手続きを早急に

7/中旬 一人親方　業務委託手数料支払明細　発送

7/下旬 一人親方　業務委託手数料振込期日

8/10 預金口座振替依頼書　提出締切日
対象：令和 4年2月25日以降に書類提出した事業所
（第２期概算保険料より｢口座振替｣となります。）

8/初旬 一人親方　年度途中脱退者　還付金振込  

8/10頃 滞納労働保険料等督促状況報告書　提出期限【SR→労働局】

8/中旬 総括表・報告書　事業主控　返送 担当社労士へ郵送します

4月

6月

8月

7月
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日程 留意点等　　　　　社労士・事業場に関連する事項　　　　　　　　　　　　　ＳＲ事務局の事務

8月 8/26頃 第２期訂正申告分　新規・解除受付の締切

9/初旬 労働保険料 還付分 振込

9/14 第２期概算保険料　増減額訂正申告　提出期限【SR→労働局】

10/6 第２期概算保険料 ｢口座振替のお知らせ｣・｢納入のお知らせ｣　発送
【振込の事業所】ハガキ・振込用紙を事業所に郵送
【口座振替の事業所】ハガキを事業所に郵送

10/26 第２期概算保険料　口座振替日、振込事業所 納入期限 口座振替期日と振込納付期限は同一日です

11/1 第２期概算保険料 イエローカード・口座振替不能、未納入のお知らせ等　発送

11/10 預金口座振替依頼書　提出締切日
対象：令和 4年8月10日以降に書類提出した事業所
（第３期概算保険料より｢口座振替｣となります。）

11/14 第２期概算保険料　納付期限【労働局】

11/18頃 第２期概算保険料　レッドカード　発送
【レッドの事業所】社労士が委託解除することが適切
と判断した場合、委託解除の手続きを早急に

11/21 労働保険料等滞納事業場報告書　提出期限【SR→労働局】

11/25 第３期訂正申告分　新規・解除　受付締切日

12/10頃 滞納労働保険料等督促状況報告書　提出期限【SR→労働局】

12/14 第３期概算保険料　増減額訂正申告　提出期限【SR→労働局】

1/27 第３期概算保険料　口座振替日、振込事業所 納入期限 口座振替期日と振込納付期限は同一日です

2/14 第３期概算保険料　納付期限【労働局】

＊各日にちについては変更になる場合があります。
＊各提出期限の表示は、ＳＲ事務局への到着の期限です。

R５年
1月
2月

12月

9月

10月

11月
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賃金等および報告書の 作成 → 提出 の流れ（インターネット申請、｢紙｣での提出） 
 

 

        インターネット申請                 ｢紙｣での提出者   
 

 

 

     【事前に 事業所から 支払賃金額等の情報を収集】    【事前に 事業所から 支払賃金額等の情報を収集】  

       事業所に 早めに 賃金等の報告や、元請工事を       事業所に 早めに 賃金等の報告や、元請工事を 

       報告して貰うための書類の提出を依頼。          報告して貰うための書類の提出を依頼。 

  

               (順序は必要に応じて)  

     【ＳＲ―ＳａａＳにログイン】             【 提出用の「紙書類」を作成 】 

       ① 賃金等のデータを入力                ① 賃金等報告、建設・林業における「報告書」・  
       ② 計算書を出力して確認                 「総括表」を作成 
       ③ 別紙がある場合には、同一サイズにして、       ② 記入内容の確認  
        左上をホッチキスで止める              ③ 別紙がある場合には、同一サイズにして、 
       ④ 事業主｢控｣等が必要な場合には、提出用の        左上をホッチキスで止める 
        書類をコピーし、｢控｣の右上に○控 を押印        ④ 事業主｢控｣等が必要な場合には、提出用の 
        (○控はクリスタルパックに入れてください)        書類をコピーし、｢控｣の右上に○控 を押印 

                                   (○控はクリスタルパックに入れてください)   

 

             内容の確認後 
       静岡ＳＲ経営労務センターに期限までに郵送 
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令和４年度 年度更新事務 についての留意事項 
 

１．令和４年度 年度更新の事務について 

（１）賃金等報告の算定期間 

   ・令和３年度 確定 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

   ・令和４年度 概算 ： 令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

 

（２）建設の事業・林業の事業 における事業の期間 

  ① 令和３年度 確定 ： 令和４年３月３１日までに終了した事業（工事が完了した現場）が申告の対象となります。 

  ② なお、事業の「開始時期」により、適用される｢労務比率｣及び｢労災保険料率｣が異なります。【Ｐ17の表、①②(注)を参照】 

     ・事業開始日： 平成３０年３月３１日以前のもの → 賃金等報告（Ｐ43の事業の種類の【上段】に記載されます） 

     ・事業開始日： 平成３０年４月 １日以降のもの → 賃金等報告（Ｐ43の事業の種類の【下段】に記載されます） 

      （※ 事業開始日が「平成２７年３月３１日以前」である場合には、ＳＲ事務局に御相談ください。） 

  ③ 建設事業の｢請負金額｣は、消費税を含まない金額で把握し、入力してください。 

 

（３）事業の内容（名称・所在地、業種 等）及び特別加入者、保険料振替口座等 に変更がある場合 

  ① 変更が必要な場合、変更届等の書類提出は、遅くとも ３月２９日(火)までにＳＲ必着 での提出をお願いします。 

  ② 変更届等の書類を提出済みの場合、賃金等の提出の際に「〇〇の変更、提出済み」と書いた付箋を添付してください。 

  ③ 各項目について変更の有無を事業所に確認していただくための「賃金等報告時のチェックリスト」を作成しております。 

    是非ご活用ください。（年度更新資料の送付時に同封） 

 

（４）一括有期事業（建設の事業）について 

  ① 労務比率・料率の変更はありません。（前年度の年度更新時と同じ。） 

  ② 建設の事業における労災保険料率は、前年度の実績により「主たる業種（事業の種類）」の見直しが必要となる場合があります。 

    例えば、当初「38業種(既設建築物設備工事業)」で届出（成立届あるいは業種変更届）をしていたが、前年度実績では「35業種(建築

事業)」の方が賃金総額（請負金額に労務比率を乗じて算出）が多かった場合には、「35業種」に業種変更をする必要があります。 
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    ただし、翌年度以降は、既に登録されている事業の種類が主たる事業の種類となることが明らかに見込める場合には、この限りでは

ありません。 

  ③ 共同企業体工事（ＪＶ工事）については、「個別有期事業」として単独で保険成立をさせる必要があります。 

  ④ 平成３１年４月１日以降に開始した事業については、「開始届の提出」「地域要件」「業種変更に係る申立書提出」等が『廃止』と

なっています。 

 

（５）特別加入者について 

  ① 特別加入者が希望月で『脱退』をしようとした際に、「特別加入に関する変更届」や「特別加入脱退申請書(様式第34号の8)」の提出

が 希望月の月末以降となった場合 には、承認日が属する月までの特別加入保険料が発生します。 

   （承認日は、一部脱退の場合には「監督署で受理された日の翌日」、全部脱退の場合は「監督署で受理された日」となります。） 

   （年度末での脱退(一部脱退)を希望し、監督署受理が３月３１日となった場合は、４月分の保険料が発生します。ご注意ください。） 

  ② 特別加入者の日額変更については、「前年度中の事前申請」と「年度更新期間中の申請」の 年２回のみ となります。 

  ③ 特別加入者の日額変更の有無、仕事の内容、労働者の有無に変更がないかの確認を必ずしてください。 

  ④ 「労働保険特別加入者証」について、令和４年４月からの新規委託の場合は、新規書類(控)と一緒に送付します。 

 

（６）委託解除について 

  ① 年度末で委託解除をする場合の書類提出期限は ４月８日（金） ＳＲ事務局 必着 でお願いします。 

  ② 「委託換え」の場合、Ｐ8 の「（１）静岡ＳＲ内での「移行」（委託換え）について」でないかの確認をお願いします。 

  ③ 確定保険料の不足が生じた場合、事業主との顧問契約が終了しても、徴収できるまで保険料納付の催促をしてください。 

  ④ 委託解除の場合、確定保険料を算出するためには当年度実績（賃金・元請工事）の数字等を事業主から入手していただくことが必要

になります。早目の対処をしていただき、確定精算のための支払賃金の数字が貰えないという事が無い様にお願いいたします。 

 

（７）一人親方について 

  ① 継続加入のための振込み期限、加入・脱退等の手続きについては、Ｐ53「一人親方の加入・脱退等について」をご覧ください。 

  ② 一年間継続しての加入をお願いします。なお、「１ヶ月分のみの加入」等はできるだけ避けるようにお願いします。 

  ③ 一人親方の本人確認の徹底については、以前、厚生労働省より「一人親方または特定作業従事者の特別加入希望者に対して身分証明

の提示を求めるとともに、その写しを撮る・番号を控えるなどにより、本人確認を徹底するようお願いします」との要請が来ているこ

とから、担当社労士による「本人確認」を必ず行っていただきますようお願いします。 
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  ④ 継続加入の方に送付している振込用紙（振込取扱票）を使用して金融機関（窓口・ＡＴＭ等）から保険料・組合費を送金する場合、

名前の前に「整理番号」(4桁) を付して送金するよう、一人親方に周知をお願いします。（コンビニからの送金は問題ありません。） 

   （整理番号の表記が無いと、送金者の確認に時間を要することから、他の一人親方との間違えを防止するためにも、金融機関からの送

金の際には、名前の前に 整理番号(4桁)の表記 をされるよう周知をお願いします。） 

 

（８）継続事業一括における特別加入者の取扱いについて  

  ① 特別加入者が、日常的に「被一括事業（子）」の事業場に直接出勤し、終日その事業場で業務を行う場合は、指定事業（親）ではな

く、『被一括事業（子）の労働保険番号』の方での特別加入をしてください。 

  ② 特別加入者の継続加入・日額等の確認をされる際に、継続事業の一括手続きをされている場合には、特別加入者の所属等の確認も併

せてお願いします。また、変更が必要な場合には、ＳＲ事務局にご連絡をお願いします。 

   （※ 指定事業（親）の所属であって、労働者とともに被一括事業（子）に出張する場合には、変更の必要はありません。） 

 

（９） メリットについて 

  ① 新規委託の事業所で、メリット適用のある事業所については、ＳＲ事務局にその旨をご連絡願います。その場合、事業所から「メリ

ット決定通知書」(写)の入手をお願いします。 

  ② メリット制が適用されている事業場で、SR-SaaSを使用して賃金等および報告書の入力を行う場合は、そのまま賃金・請負金額等を入

力してください。労働局から該当事業所の「メリット増減率」が確認でき次第、ＳＲ事務局にて正式な労災保険料率を入力します。 

 

（10）「提出代行に関する証明書」について 

    令和２年１２月末に、行政手続きにおける押印原則の見直しが行われ、賃金等報告及び総括表、報告書等も押印不要となっているこ

とから、年度更新のための書類提出にあたっては、提出代行に関する証明書の添付は必要ありません。 

 

 

２．【参考】前年度 以前 の年度更新時にお知らせした事項について  

（１）雇用保険における高年齢労働者の取扱いについて 

    令和２年４月１日から、満６４歳以上の高年齢労働者に係る雇用保険料『免除』の経過措置が終了したことに伴い、令和３年度の年

度更新から、高年齢労働者についても雇用保険料の算定基礎に含めて算定することになっています。 

7



   （SR-SaaSを使用しての｢賃金等報告｣では、雇用保険の賃金入力画面等に「高年齢労働者」欄の表示が残っているものの、入力等はでき

なくなっています。） 

 

 

３．その他、ご留意をお願いしたい事項について  

（１）静岡ＳＲ内での「移行」（委託換え）について 

  ① 事務委託されている事業場から「委託解除」の申し出があった場合で、他の社労士会員が同事業場を静岡ＳＲに再度「事務委託」す

る場合には、｢委託解除｣→｢新規委託｣ではなく、『移行』になります。 

   （同一事務組合 内で､担当社労士が変更になるだけで、事業所の労働保険番号（枝番号）は変更が生じない。） 

    既に委託解除の書類を提出した場合で、再度「事務委託」となる場合には、別途「取下げ願」を行政機関に提出する必要性が生じる

ことになるため、当該事態が発生しないよう、事業主には、静岡ＳＲから他の事務組合への『委託換え（委託解除）』なのか、他の社

労士による静岡ＳＲ内での『移行』なのかを確認していただき、該当する手続きをお願いします。 

  ② 静岡ＳＲにおいては、「移行届出書」が、新・旧「双方」の担当社労士より提出されてから「移行の手続き」を行います。 

    移行をスムーズにする為には、担当社労士の協力が必要です。(旧)担当社労士におかれましては、事業主から、新規成立時の成立届

の「控」等の書類交付の要望がありましたら、ご対応をお願いします。 

  ③ ３月末での移行については、確定申告・概算申告を 移行前・移行後 どちらの担当社労士が行っていただけるのか、事案によって 

異なり時間も要することから、移行を予定されている場合には、なるべく事前にご連絡、書類の提出等をお願いします。 

 

（２）納付保険料が少額な場合の「徴収回数」について 

  ① 事業所の保険料が少ない場合は、労働保険番号ごとに徴収回数を変更できます。 

     （例）建設の事業(二元適用)の場合、 現場の労災保険料 →  1,500円は 一括払い 

                       事務所の  〃   →  6,000円は ３ 分 割 

                       全員の雇用保険料 → 15,000円は ３ 分 割 

                        など、同一事業所でも労働保険番号ごとで「一括払い」か「３分割」にできます。 

   【注意】・賃金等報告の「6．延納の申請」欄（総括表では「7.延納の申請」欄）の『２. 分割(３回)』の方に、必ず〇を付けてくだ

さい。（｢紙｣で賃金等を提出される場合も同じです。） 

         記入が無い場合は ３分割 となります。（Ｐ25の画面や、Ｐ40・Ｐ47の賃金等の報告で 必ず 確認してください。） 
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       ・変更は、インターネット申請の場合は入力期間中（3/1～4/30）にSR-SaaSで、紙での提出の場合は 賃金等報告提出時まで 

とさせていただきます。 

 

（３）口座振替について 

  ① 銀行の統廃合などで銀行名・支店名が変更になった場合には、ＳＲ事務局の社労夢システムで一括変更を行います。 

  ② 銀行の統廃合などがあった場合、金融機関から「労働保険料の振替口座の変更依頼」が届きます。事業主から別途申出がない限り、

銀行の依頼内容にＳＲの方で変更をします。ＳＲから事業主への確認等は行いません。（別の口座にする場合は変更手続きが必要。） 

  ③ 現在、振込による納付を行っていただいている事業所については、できれば、口座振替への変更をお願いいたします。 

 

（４）振込手数料について  （振込先銀行は「静岡銀行 しずはた支店」です。） 

  ① 静岡銀行の本店・支店の窓口以外での振込、または静岡銀行の本店・支店の窓口での振込であっても「ＳＲの振込依頼書」を使用し

ない場合は、振込手数料は 事業所の負担 でお願いします。 

  ② 振込手数料相当額が差引かれていた場合、振込手数料は事業所のご負担で、再度、不足額についての振込をしていただきます。 

 

（５）保険料の納付、会費・手数料等について 

  ① 会費・手数料は、第１期分の保険料と合算して徴収させていただきます。 

  ② 会費・手数料等のカウントの仕方は、 

    ・手数料（年間）は、「10 人以上：12,000 円」、「9 人以下：6,000 円」です。 

    ・人数のカウントは、各労働保険番号の「労働者数」＋「特別加入者」です。（現場と現場以外の労災で同じ人でも別々にカウント） 

    【基本】 会費：12,000 円 ＋ 手数料：12,000 円(10 人以上) 又は 6,000 円(9 人以下) 

     例１）｢製造業｣と｢建設(現場)｣の場合 → 会費：12 千円 ＋ 手数料：(製造 12 千円又は 6千円) ＋（建設 12 千円又は 6千円) 

     例２）｢金属加工業｣と｢飲食業｣の場合 → 会費：12 千円 ＋ 手数料：(金属 12 千円又は 6千円) ＋（飲食 12 千円又は 6千円) 

     例３）｢建設(現場)｣と｢建設(事務所)｣ → 会費：12千円 ＋ 手数料：(現場 12 千円又は 6 千円) ←【建設の現場と事務所は１カウント】 

  ③ 平成３１年度より、一人親方の２月、３月の新規加入は、次年度分の保険料も合算して納付をお願いしています。 
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「賃金等および報告書」の作成について 
 

１．白地用紙について  

  ① 事前に、賃金等の報告を事業所に依頼するために『白地(しらじ)』の「賃金等および報告書」を使用される場合、ＳＲ事務局にて印

書した同用紙の送付を希望された社労士会員へは、令和４年３月２４日頃までに、白地書類を郵送する予定です。 

     ｢白地｣とは… 「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」(組機様式第５号)、「労働保険料等 一括有期事業総括表 算定基礎賃金等の報告」(組機様式第８

号)、および「一括有期事業報告書」（様式第７号）の用紙に、既に登録されている 事業場住所・名称・業種・特別加入者氏名 等が表示さ

れており、記入する欄だけが「空白」となっているもの。 

  ② 郵送した白地用紙には、事業所名・住所等が記載されていますが、印書部分の内容に相違がないかの確認等を必ずお願いします。 

 

２．賃金等の「記入」にあたって 

（１）賃金等の各欄を記入する際に、ご留意いただきたいこと 

  ① 「算定基礎賃金入力」画面(Ｐ29参照)の「業種」と、賃金等報告の「3．事業の概要」(Ｐ12・Ｐ40参照)（総括表(Ｐ43)では「5. 事

業の概要」）の内容が、既に申告してある「事業の概要」及び「業種コード」(2桁)と同一であるかの確認を 必ず お願いします。 

    確認後、同一である場合は、申告してある業種に対応する保険料率で確定・概算保険料額を算出します。 

   【重要】 ｢事業の種類｣・｢事業の概要｣の内容が違っている場合には、賃金等の「事業の概要」欄を、赤字で「【変更後の】事業の内

容、及び業種番号(4桁)」に訂正をお願いします。また、業種の変更等が必要になる（入力は事務局で行う）ので、ＳＲ事務局に連

絡し、業種変更の書類を４月２６日までに提出してください。 

  ② 令和３年度の確定保険料額が｢０円｣の場合で、保険関係を｢継続｣させる場合には、令和４年度の概算保険料は０円とせず、必ず見込

額（1,000円以上）を立ててください。（一般継続事業の場合、概算保険料が０円の場合で、令和４年度も労働者を使用することが見込め

ない場合は、保険関係が「消滅」（委託解除）となります。） 

  ③ 「5．新年度賃金見込み額」欄については、前年度と変わる場合には必ず「賃金見込額」を記入してください。 

    令和３年度中に新規委託した事業所については、見込額の賃金を「１年間分」に修正しないと、前年度（年度途中～年度末）の数字

と同額が表示されたままとなります。その場合、次年度の確定時に差額が発生しますのでご注意ください。 

  ④ 複数の労働保険番号を持っていて、雇用保険対象者をいずれかの保険番号に一括して計上する場合は、他の保険番号での雇用保険関

係の入力は行わないでください（一括計上している場合は「○○○－○○○へ一括」との付箋等を賃金等報告に添付してください）。 

  ⑤ 建設の事業の場合、総括表の「4.常時使用労働者数」欄は、１日平均使用労働者数を記入してください。 

    保険関係を｢継続｣させる場合には、「常時使用労働者数」欄は、０人とせず、必ず「１人」以上の数字を記入してください。 
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（２）年度途中に新規委託となった場合の賃金等報告の記入について 

  ① 賃金等報告は、静岡ＳＲに事務委託した日（保険成立年月日）以降に支払った給与のみ計上してください。（それ以前の給与がある

場合は、個別の労働保険番号、あるいは静岡SRに委託する前に所属していた事務組合で確定申告することになります。） 

  ② 別紙（Ｐ12）の「記入例」を参考にしてください。 

  ③ 【｢紙｣での提出の場合】賃金等報告のうち、事務委託前の箇所には「／(斜線)」を引いてください。（SR-SaaSの場合は空欄のまま） 

 

（３）特別加入者の労災保険料について 

  ① 建設の事業における中小事業主等の特別加入者の労災保険料率については、既に届出されている「業種（主たる｢事業の種類｣）」に

よることとされていることから（平成30年1月15日付け事務連絡）、本資料のＰ5 の(４)②の記述により業種の変更手続きを行った場合

には、直近の業種コードによる労災保険料率が適用されることになります。 

  ② インターネット申請（SR-SaaS）での注意事項 

    特別加入者の変更・追加・脱退があった場合で、ＳＲ事務局での特別加入者データの入力をする前に担当社労士が計算書を出力した

場合には、保険料に差額が発生するので、３月～４月に特別加入者の書類提出を行った場合には、ご留意をお願いします。 

    また、年度途中で特別加入に変更があった事業所に関しては「徴収方法」の回数がシステム上『３分割』となってしまうので、「第

１期での一括払い」を希望される場合には、SR-SaaSで徴収回数の訂正をお願いします。 

 

（４）賃金等の記載内容の確認、訂正、提出について 

  ① 賃金等の記載内容について、ＳＲ事務局では「支払賃金額・労働者数、事業の概要・適用業種、工事内容・請負金額」等の確認は行

なわないため、提出前の最終チェックを 必ず お願いいたします。 

  ② 賃金等報告の「報告者」は「事業主」、「作成者」は「社労士」になります。当該欄の「氏名」の確認をお願いいたします。 

  ③ 記載内容等に訂正があり、変更届等の書類が未提出の場合には、速やかに提出をお願いいたします。 

  ④ インターネット申請(SR-SaaS)により賃金等を入力して提出される場合には、プリントアウトした賃金等の右上余白に、ゴム印等で

「インターネット申請」の表示をお願いいたします。インターネット申請の表示がない場合、「｢紙｣提出者」として取り扱うことにな

り、インセンティブの対象から除外されてしまいますので、充分ご注意ください。 

  ⑤ 「7．予備欄」(Ｐ12・Ｐ40・Ｐ43を参照) の「１期」欄には、会費・手数料の合計金額が表示されています。  ⇒ 手数料の訂正が 

あれば数字上に赤色で二重線を引いて、その上に 

   赤字で訂正金額を記入してください。 

    併せて、SR-SaaSでも訂正後の金額の入力を 

   忘れずに行ってください。（Ｐ33の画面参照） 

    1 8 0 0 0 

１期      2 4 0 0 0  

２期         

３期         

7.予備欄 
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   記入例     令和４年度中に新規委託をした場合（一元適用の場合）  
注意事項 
 ・年度途中の新規委託は下記のように斜線を必ず引いてください。（４月～委託月数の前まで） 
 ・委託した月数から賃金を計上してください。 
 ・一元適用・（二元適用も）賃金等報告の特別加入者の確定月数の確認をお願いします。 

 例 令和３年10月1日から新規委託した事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．賃金等および報告書の「提出」にあたって 

5.新年度賃金見込額 

1.前年度と同額 

2.前年度と変わる 

＊新規の場合は、当初「1.

前年度と同額」になってい

るので、1.を赤で二重線を

引き「2.前年度と変わる」

の 2. に○をつけて、賃金

の見込額を記入してくださ

い（1 年間の賃金にする）  

令和３年度確定 令和４年度概算 

記名 

     予備欄 

会 費 1 期 12,000 円 

手数料 1 期 12,000 円(10 人以上) 

       6,000 円(９人以下) 

なお、合計金額は必ず確認してくだ

さい。人数の変更により金額が変わ

る場合は赤で訂正 

特別加入者  確定月数になっているのか確認 

業種の確認を必ずお願いします。 

＊見込額・予備欄はＳＲで出力した白地の賃金等の記載内容に訂正がある場合 
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＊原本と控の区別がしにくい為、 

 控には 控 の押印・記載をお願いします。 

＊控の提出は 1 部のみ受け付けます。 

＊ＳＲで郵送する透明な袋に控のみ入れて郵送して 

 ください。（賃金等の原本は入れないでください。） 

 

３．賃金等および報告書の「提出」にあたって 

（１） インターネット申請・｢紙｣での提出 に係わらず、 期 限 内 に ＳＲ事務局まで必要事項を記載した「賃金等報告」、

「総括表」、「報告書」（必要に応じて別紙を添付）を郵送してください。 

  ① 【賃金等および報告書の提出期限】 

       ・｢紙｣ベースでの提出 ・・・・・・・・・ 令和４年４月１５日（金） ＳＲ必着 

       ・インターネット申請（入力） ・・・・・ 令和４年４月３０日（土） 入力期限 

           同     （提出） ・・・・・ 令和４年５月１０日（火） ＳＲ必着（原本等書類提出） 

  ② ｢総括表｣(茶色･Ｂ５サイズ) の『見込額の漏れ』、『常時使用労働者数の漏れ』が多いので、必ず、確認をお願いします。 

 

（２）賃金等および報告書・別紙等の提出書類について 

  ① SR-ＳaaＳ でプリント出力する賃金等の用紙サイズ 

   ・ 賃金等報告は、「Ｂ４サイズ」でも「Ａ４サイズ」でも差し支えありません。 

   ・ ｢総括表｣は、行政へ提出するので、Ｂ５サイズで提出してください。（Ａ４サイズの場合は再度提出していただきます。） 

   ・ ｢報告書｣も行政へ提出しますので、Ａ４サイズで提出してください。 

   ・ 各書類の印刷の色は、原本と「同色」もしくは「黒」でお願いします。 

  ② 総括表および報告書左下の     労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿に『静岡』を入れてください。 

    また、日付は作成日を記入してください。 

 

（３）事業所の  控  が必要な場合について （社労士会員が希望する｢控｣のこと）（『事務組合 控 』のことではありません。） 

  ① 賃金等報告には「事業所 控 」がありませんので、「控」が必要な場合にはコピーをしてください。 

  ② ｢控｣にＳＲの受付印が必要な場合は、ＳＲまで郵送をお願いします。 

  ③ ｢控｣には原本と区別がしやすいように「○控 」の押印等をお願いします。 

     （例： 同一保険番号で原本と控の２枚をＳＲに提出する場合） 

 

 

   

 

 

             ○控  
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（４）「別紙」を添付する場合について 

  ① 原本に合計欄のみ記載・入力した場合は、月別賃金が記載されている「別紙」を必ず添付してください。 

  ② 「別紙」を添付する場合は原本に「別紙のとおり」と押印し、別紙の右上には『別紙』と記入してください。 

  ③ 「賃金等報告」(原本)と「別紙」の用紙サイズは揃えてください。（同じ用紙サイズ） 

  ④ 原本の下に「別紙」を添付して左上をホッチキスで止めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤ 「別紙」は各「賃金等報告」に必ず添付をお願いします。 

     (例)：二元適用事業で、「雇用保険」「事務所の労災保険」を別葉の『賃金等報告』で提出する場合 

         → 賃金が同一の紙(別紙)に記載されている場合、「雇用」に一枚添付、「事務所の労災」にはコピーした｢別紙｣を添付 

 

（５）報告書について 

   ｢報告書｣は、複数枚となる為、必ず左上に「ホッチキス止め」をしてＳＲ事務局に提出してください。 

    報告書の枚数が多くてホッチキス止めが難しい場合は、「提出用」「事業主控」をバラバラにせず、そのまま郵送をしてください。 

 

（６）その他 

  ① 賃金等および報告書の締切りはＳＲに郵便が到着、または事務局受付で受領した日となります。 

   【注意】インターネット申請で、締切日を過ぎてからの到着はインセンティブの対象外となります。期限厳守でお願いします。 

  ② インターネット申請の場合は、SR-SaaS で出力した「賃金等報告」又は「総括表」・「報告書」等の提出をお願いします。 

  ③ 入力締切後に訂正が生じた場合は、SR-SaaSで「賃金等報告」を再出力して訂正を行い、訂正した賃金等報告に「訂正あり」と記入し

てＳＲ事務局にＦＡＸ送信をしてください。 その際、事前にＳＲ事務局へご連絡ください。【重要】 

  ④ 監督署への「総括表」「報告書」提出は、令和元年度より 廃止 となっています。 

   

別紙 

上は原本 

下は「別紙」 

＊右上に「別紙」と記入  ホッチキス止め  

 を必ずしてください。 

別紙のとおり 
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  【インセンティブのカウントの基準】 

   ① SR-SaaSでの｢入力｣、賃金等および報告書(原本)の｢提出｣が、設定された期限内に行われていること 

     （SR-SaaS入力：R4.4.30(土)まで  賃金等および報告書(原本)提出：R4.5.10(火)SR必着） 

   ② 「インターネット申請」の表示（ゴム印・赤字）を｢賃金等(原本)｣の右上にしてあること 

   ③ ｢賃金等報告(原本)｣(一括有期事業は除く)で、「１ヶ月平均使用労働者数」・「賃金合計(労災保険対象者分)」、

「１ヶ月平均被保険者数」・「賃金合計(雇用保険対象者分)」が表記されていること 

   ④ 「賃金等報告(原本)」(一括有期事業は除く)で、確定すべき賃金等がなかった場合(確定額０円）は、「5.新年度賃

金見込額」欄に「１(千円)」以上の数字を計上してあること 

     一括有期事業(確定消滅を除く)で、元請工事の実績がなかった場合は「下請け工事のみ」と表記して、「6.新年度

賃金見込額」欄に「１(千円)」以上の数字を計上してあること 

   ⑤ 「総括表」(原本)で、「4.常時使用労働者数」欄に労働者数（１人以上の数字）が入力されていること 

   ⑥ 別紙がある場合は、「別紙」を添付してあること 

 

 

【その他】 

 SR－SaaSで申告した賃金等および報告書は、事務局では訂正や確認は行いません。下記の内容にご注意ください。 

 

  ① SR－SaaSで訂正できない｢住所変更｣・｢代表者変更｣・｢特別加入者の変更・追加｣等について 

   ・ 各届出書類をＳＲ事務局に提出してください。当該書類をＳＲ事務局で受付後、SR－SaaSの訂正をいたします。 

 

  ② SR－SaaSでの保険料に係る入力事項 【 提出前の再確認をしてください。 】 

    (1) 労働者数（一般継続事業、一括有期事業とも） 

    (2) 賃金関係(支払賃金の合計、新年度賃金見込額) 
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    (3) 徴収方法（延納(3回)・一括） 

    (4) 会費・手数料の金額変更 

    (5) 一括有期事業報告書の「下請け工事のみ」表示   

 

  ③ 委託解除（全部解除、複数の労働保険番号のうち一部の事業場の解除）の事案については、SR－SaaSでの入力・提出は

出来ません。（一部解除の場合で、解除事業場以外の労働保険番号については入力できます。） 

 

 

【注意していただきたいこと】 
  ① 入力時、賃金等の数字を入力したら必ず｢Ｅnter｣キーを押すこと。 

  ② 再計算を押すと賃金が「0」になる場合があるので注意。 

  ③ 最後に「登録」を押すこと。 

  ④ 徴収方法の確認をすること。（『１期で一括払い』または『１期・２期・３期で分割』のいずれか） 

  ⑤ 保険料・徴収方法など確定後の変更が無いようにお願いします。 

  ⑥ インターネット申請の同一事業所は全てインターネット申請でお願いします。(委託解除の事案を除く) 

    現場労災のみ紙ベースにした場合は他番号の同一事業所はインセンティブにカウントしません。 

  ⑦ インターネット申請は、「委託解除の事案」、「一人親方の全て」 については処理が出来ません。 
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① ② ① ②

31 19 19 79 62

32 20 19 11 11

33 18 17 9 9

34 25 24 9.5 9

35 23 23 11 9.5

機械装置の組立又は
組 立 ま た は 据 付 け
に 係 る も の

40 38

据 付 け の 事 業
そ の 他 22 21

37 24 24 17 15

38 23 23 15 12

(注) ①は事業開始時期が平成27年4月1日～平成30年３月３１日以前のもの

※ 支払い賃金による確定保険料の算出
　元請事業主であって、全ての下請け・孫請け等の労働者賃金を正確に把握できる場合は、
支払い賃金（賞与等の一時金も含む）により保険料を算定することができます。

　労務費率・労災保険料率表

労務費率（％）
労災保険率
（×1/1000）

6.5 6.5

業種
番号

事　業　の　種　類

36

水 力 発 電 施 設 、 ず い 道 等 新 設 事 業

道 路 新 設 事 業

ほ 装 工 事 業

鉄 道 又 は 軌 道 新 設 事 業

建 築 事 業

そ の 他 の 建 設 事 業

既 設 建 築 物 設 備 工 事 業

②は事業開始時期が平成30年4月1日以降のもの（平成30年度概算より使用）
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2ヵ月分 3ヵ月分 4ヵ月分 5ヵ月分 6ヵ月分 7ヵ月分 8ヵ月分 9ヵ月分 10ヵ月分 11ヵ月分

25,000 9,125,000 760,417 1,520,834 2,281,251 3,041,668 3,802,085 4,562,502 5,322,919 6,083,336 6,843,753 7,604,170 8,364,587

24,000 8,760,000 730,000 1,460,000 2,190,000 2,920,000 3,650,000 4,380,000 5,110,000 5,840,000 6,570,000 7,300,000 8,030,000

22,000 8,030,000 669,167 1,338,334 2,007,501 2,676,668 3,345,835 4,015,002 4,684,169 5,353,336 6,022,503 6,691,670 7,360,837

20,000 7,300,000 608,334 1,216,668 1,825,002 2,433,336 3,041,670 3,650,004 4,258,338 4,866,672 5,475,006 6,083,340 6,691,674

18,000 6,570,000 547,500 1,095,000 1,642,500 2,190,000 2,737,500 3,285,000 3,832,500 4,380,000 4,927,500 5,475,000 6,022,500

16,000 5,840,000 486,667 973,334 1,460,001 1,946,668 2,433,335 2,920,002 3,406,669 3,893,336 4,380,003 4,866,670 5,353,337

14,000 5,110,000 425,834 851,668 1,277,502 1,703,336 2,129,170 2,555,004 2,980,838 3,406,672 3,832,506 4,258,340 4,684,174

12,000 4,380,000 365,000 730,000 1,095,000 1,460,000 1,825,000 2,190,000 2,555,000 2,920,000 3,285,000 3,650,000 4,015,000

10,000 3,650,000 304,167 608,334 912,501 1,216,668 1,520,835 1,825,002 2,129,169 2,433,336 2,737,503 3,041,670 3,345,837

9,000 3,285,000 273,750 547,500 821,250 1,095,000 1,368,750 1,642,500 1,916,250 2,190,000 2,463,750 2,737,500 3,011,250

8,000 2,920,000 243,334 486,668 730,002 973,336 1,216,670 1,460,004 1,703,338 1,946,672 2,190,006 2,433,340 2,676,674

7,000 2,555,000 212,917 425,834 638,751 851,668 1,064,585 1,277,502 1,490,419 1,703,336 1,916,253 2,129,170 2,342,087

6,000 2,190,000 182,500 365,000 547,500 730,000 912,500 1,095,000 1,277,500 1,460,000 1,642,500 1,825,000 2,007,500

5,000 1,825,000 152,084 304,168 456,252 608,336 760,420 912,504 1,064,588 1,216,672 1,368,756 1,520,840 1,672,924

4,000 1,460,000 121,667 243,334 365,001 486,668 608,335 730,002 851,669 973,336 1,095,003 1,216,670 1,338,337

3,500 1,277,500 106,459 212,918 319,377 425,836 532,295 638,754 745,213 851,672 958,131 1,064,590 1,171,049

2ヵ月分 3ヵ月分 4ヵ月分 5ヵ月分 6ヵ月分 7ヵ月分 8ヵ月分 9ヵ月分 10ヵ月分 11ヵ月分

加　入　期　間　別　の　保　険　料　算　定　基　礎　額

特例による
1/12の額

保険料
算定基礎額

給付基礎
日額

特別加入保険料　給付基礎日額別 算定基礎額表（月割早見表）

給付基礎
日額

保険料
算定基礎額

特例による
1/12の額

加　入　期　間　別　の　保　険　料　算　定　基　礎　額
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１．インターネット検索サイト(Yahoo! JAPAN等)で「SR-SaaS 静岡」
等のキーワードで検索 

２．検索結果の上部に「SR-SaaS 静岡SR経営労務センター Shalom(社
労夢)」が表示されるので、それをクリック 

３．「SR-SaaS」のトップ画面が表示されるので、中央部下側の「ユー
ザーＩＤ」・「パスワード」欄に、令和４年２月下旬に送付された
ＩＤ・パスワードを入力し、「サインイン」をクリック 

ＳＲ－ＳａａＳシステムへのログイン方法 

１、２どちらの入力画

面からも一括入力可

インターネット申請 

インターネット申請で使

用するのは「年度更新」

のタブのみです 

※今年度の資料は過年度の資料も利用しています 

19



　

５．賃金等の提出

出力した賃金等は必ずＳＲに提出してください

※月々の賃金の合計を一括で入力した場合は、月別賃金が記載された
別紙を必ず添付してください

４．賃金等報告書印刷
・用紙の指定：Ｂ４、Ａ４どちらでも差し支えありません

（※別紙を添付する場合は同じ用紙サイズにしてください）

・チェックを入れる箇所の確認

３．労働保険料計算書を印刷 （入力した内容を確認）
・番号を複数持っている事業所は、番号ごと印刷してください

２－２．入力 「概算」ボタンクリック

・入力した賃金の確認

・概算賃金、徴収方法、会費・手数料の変更があればこの画面で変更

※「月別確定賃金入力」は２つの入力方法があります

方法１・月々の賃金・人数を入力

・賞与を入力

・高年齢者入力、削除

方法２ ・月々の賃金・人数の合計を１行に入力

(※賞与を含む )
・高年齢者入力、削除

２－１．入力 「月別確定賃金入力」を開く

事務組合コード、適用コード、枝番を入力し委託事業所を選択する

１．準備
・委託事業所一覧を印刷する

賃金等の提出までの手順 （一括有期事業(現場労災)を除く）

５．賃金等の提出

出力した賃金等は必ずＳＲに提出してください

※月別賃金が記載された別紙を必ず添付してください

４．賃金等報告書印刷

・用紙の指定：Ｂ４、Ａ４どちらでも差し支えありません

（※別紙を添付する場合は同じ用紙サイズにしてください）

・チェックを入れる箇所の確認

• 注意：｢算定基礎賃金入力｣から入力した賃金の合計は賃
金等に印刷されませんので、手書きで記入してください

３．労働保険料計算書を印刷 （入力した内容を確認）

・番号を複数持っている事業所は、番号ごと印刷してください

２．入力 「算定基礎賃金入力」を開く

事務組合コード、適用コード、枝番を入力し委託事業所を選択する

・4月から3月までの平均人数、確定賃金、概算賃金を入力 (※賞与を含む)
・徴収方法、会費、手数料の確認

※概算賃金等に変更があればこの画面で変更

１．準備

・委託事業所一覧を印刷する

～「算定基礎賃金入力」から入力 ～

・「年更区分」にレ点

・「賃金入力流動」ボタンを押し、

「賃金入力固定」にする

・「年更区分」にレ点

・「賃金入力流動」ボタンを押し、

「賃金入力固定」にする

～全ての入力が完了したら～

～全ての入力が完了したら～

～「月別確定賃金入力」から入力 ～
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委託事業所一覧を印刷する 
年度更新業務において対象の事業所を呼び出す際、

事務局で管理している 

「事務組合コード」、「適用コード」、および

「枝番」が必要となります。 

 

※円滑に業務を進めるために、委託事業所と事務組

合コード、適用コード、枝番の記載された「委託事

業所一覧表」を準備すると便利です。 
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事務組合コード 

 

枝番 

令和４ 

 01 

適用コード 
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１．「各種入力」に関する注意 

委託事業所を呼び出すために、事務組合コードを最初に入力します。 

R３年度 

枝番を入力 

 582、585 

601、605 
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「月別確定賃金入力」画面から月々の賃金を入力する方法 1-1 
 

労災・雇用 それぞれのタブを

クリックして、月々の賃金と賞

与、人数を入力します 

 
01 

令和２ 令和３ 

 22301930440 

 

概算賃金を変更する場合はここを

クリックし、次の画面を開きます 

 

Ｒ３年度 
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「月別確定賃金入力」画面から月々の賃金を入力する方法 1-2 
 

概算の訂正、徴収方法、会費・手数料の確認、訂正

はここで行います 

令和 04 年４月 30 日 

01 22301930440 

 

令和 

令和 
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賞与月を入力し「登録」

ボタンを押してください 

賞与月の入力 

 

 

「月別確定賃金入力」画面から 

「賞与月」のボタンを押して 

入力します 

01 22301930440 

 
令和３ 
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労 災 
１年分の賃金を一括で入力する方法 1-1 
 
①「月別確定賃金入力」画面から入力する場合 
 
労災・雇用共に、４月から３月のどこか一行に数字を入力してください。 

・人数：４月から３月までの合計の人数 

・賞与を含めた総合計 

別紙のとおり 

22301930440 01 

 22301930440 

※月別賃金が記載された別紙の添付が必要です。 

01 

雇 用 
入力後必ず「登録」をクリック 

22 3  01  930440 

別紙のとおり 

 

R3 年度                                                                                                                             

R3 年度                                                                                                                             

 .  . 

※合計欄は 
印字されます 
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別紙のとおり 別紙のとおり 

8,760,000 8,760,000 8,760,000 8,760,000 48 48 48 48 

徴収方法、会費・手数料の確認・

訂正はここで行います 

１年分の賃金を一括で入力する方法 1-2 
 
②「算定基礎賃金入力」画面から入力する場合 
 
労災・雇用共に、４月から３月の確定賃金・概算賃金を入力してください。 

・人数：４月から３月までの平均人数 

・賞与を含めた総合計 
※合計欄は 

印字されません 

8 ,760 

※年度途中に新規で委託された事業所は、委託月から

３月までの確定賃金と平均人数を入力してください。 

22 3 01 930440 

8,760,000 

概算賃金を変更する場合

はここに入力します 合計欄は記入
してください 

※月別賃金が記載された別紙の添付が必要です。 

入力後必ず「登録」をクリック 

01 22301930440 

8,760,000 
8,760 4 8,760 4 

令和 
令和 
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全ての入力が終了したら、 

「年更区分」にレ点 

 

「賃金入力流動」をクリック

し、「賃金入力固定」にする 

 

最後に「登録」ボタンを 

 押してください 

「算定基礎賃金入力画面」で賃金の入力を固定する 
  (一元・二元共通) 画面の真ん中にある「賃金入力流動」ボタンを押すと、

「賃金入力固定」に文字が変わり数字が誤って入力され

ることがなくなります。 
必ずこのボタンを押し、次に「登録」のボタンを押し

てください。 

※数字を再入力したい場合は「賃金入力固定」

を押すと『賃金入力流動』になり、固定が解

除されます。 

 03  22102930585 

令和 
令和 

賃金等報告(P12)

の「3.事業の概要」

又は総括表(P45)

の「5.事業の内容」

が、既に申告され

ている事業の概要

等と同じであるか

の確認をしてくだ

さい。 
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  ・概算賃金の訂正・手数料

03 

一括有期事業入力（現場労災） 
        

31/10/01 

  

 業種ごとまとめて入力する場合  

工事開始日の早いものから順番に入力
してください 

必ず入力してください 

一括有期事業総括表の 

「常時使用労働者数」に反映します 

【※0 人の場合は 1 人以上の人数
を入力してください】 

現在選択している行の業種の保険料率が

表示されます。 
（特別加入の保険料率ではありません） 
 注意！  

 保険料率をさわらないでください  

 

入力後、必ず登録ボタンを 

クリックしてください 

03/10/31 

22102930585 

03/05/10 

概算賃金を変更する場合はここで行います 

03/12/01 

03/10/01 

03/01/31 

 

令和０４年４月３０日 

令和３年度 

徴収方法、会費・手数料の確認、 

訂正はここで行います 

03/10/10 労務費率は、業種（事業番号の２桁）

と事業期間（工事開始日）により自動

的に表示されます。 
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「下請け工事のみ」の場合は、概算保険料画面で 
概算年度の賃金を必ず入力してください 

  

常時使用労働者数の入力を忘れずに入力してください 
【※ ０人の場合は １人以上の人数を入力してください】 

下請け工事のみの場合 入力方法 1-1        

03 

「下請け工事のみ」と文字を

入力してください 

22102930585 

 

１ 

Ｒ３年度 

現在選択している行の業種の保険料率が

表示されます。 
（特別加入の保険料率ではありません） 
 注意！  

 保険料率をさわらないでください  
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概算賃金を入力することで、総括表の

新年度賃金見込額に反映します 

下請け工事のみの場合 入力方法 1-2 
(概算保険料入力画面) 

 

徴収方法、会費・手数料の確認、

訂正はここで行います 

令和０４年４月３０日 

１ 

 03 

 

１ 

22102930585 

 Ｒ３年度 
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②賃金総額を入力 

①労務比率を 0 にする 

概算賃金を変える場合

はここに入力します 

賃金で算定をする場合の入力方法 

徴収方法、会費・手数料の確認、 
訂正はここで行います 

※概算保険料タブにて

確認して下さい 

2,000 1,000 
令和０４年４月３０日 

32,016 
40 

22102930585 

40 

32,016 

76,774 

40 

32,016 

32,018 
0 

現在選択している行の業種の保険料率が 

表示されます。 
（特別加入の保険料率ではありません） 

 注意！  
 保険料率をさわらないでください  

03 

 

6,000 

19,276 

令和 

34,000 

令和 

32,016 
32,018 

34,000 
62,050 62,050 

96,050 96,050 
2,000 

 
Ｒ３年度 
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参考 

「各種印刷」に関する注意 

年度更新メニューにおける事務組合の選択 
 各書類を印刷する画面に入る前に、年度更新タブの画面左上、 
プルダウン・メニューから事務組合コードを選択する必要が   
あります。 
 ※事務組合名は全て「静岡ＳＲ経営労務センター」です。上から
順に事務組合コードが割振られていますので留意して下さい。 

 

       例：22301930441-001 →（44 のコード） 
基幹番号末尾 3 桁 

34



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

入力した内容を確認する方法 

 労働保険料計算書を印刷する 

 

※注意 
二元適用等、番号を複数持っている事業

所は、同一事業所の合算を「する」にす

ると、特別加入者も含めすべての番号分

が表示されます。 

（料率は表示されません） 

同一事業所の合算を「しない」にして番

号ごと確認をしてください。 

静岡 SR 経営労務センター(44 のコード) 

 

入力後必ず計算書を印刷して、
内容を確認してください。 
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他の番号と合算している場

合、料率は表示されません。 

他の番号と合算しているた

め、事業所コードが記載さ

れます。（基本的には個々の

番号ごとに表示されます） 

「手数料額」には会費と手数

料が合算して表示されます。 

※ H30 年度から第一期に一括 
 で徴収しています。 

令和 3 令和 4 

特別加入者は、個々の番号

ごとに表示されるので、複

数の番号に加入している場

合は複数で表示されます。 

労働保険料計算書 

同一事業所の合算を「する」にして印刷した場合 令和 4 年 2 月 24 日 

36



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用紙はＢ４、Ａ４どちらでも差し支えありません。 
※別紙を添付する場合は原本と同じ用紙サイズに

してください。 
賃金の印刷、手数料等の印刷 
「する」にチェックを入れてください。 
 

「算定基礎賃金入力」から入力した場合は 
「月別確定賃金入力が未入力の事業場も印刷

する」に必ずチェックを入れてください。 
チェックを入れないと金額が印刷されません。 
 

必ずチェックを入れ

てください。 

賃金等印刷の際の注意事項（一元、二元の雇用・現場以外の労災） 
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用紙は必ず「Ｂ５カット紙」にして

ください 

賃金等印刷の際の注意事項（二元の現場労災） 

 

04/04/01 

労働局、事務組合、事業主控の３枚を印刷 
※監督署への提出は不要となりました 
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一括有期事業報告書印刷の際の注意事項 

04/04/01 
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インターネット申請 

「延納の申請」の訂正は 
入力画面から訂正 

「新年度賃金見込額」の確認 
※前年度と変わる場合は 
金額の入力をお願いします 

インターネット申請したものを 
原本とする場合 

退 

 

変更内容がある場合、 
朱書きで記入  

40 00 増田 さくら 

赤
で
押
印 

業種番号：ご確認下さい 

記
名 

訂正がある場合は入力

画面から訂正 
 

 

退 1 8 0 0 0 

40



 

8,760,000 

 8,760 

8,760,000 

 8,760 

※「月別確定賃金入力」から入力

した場合、印字されます。 
 
「算定基礎賃金入力」から入力し

た場合は、印字されないため記入

して下さい。 

インターネット申請 

赤
で
押
印 

増田 さくら 

「新年度賃金見込額」の確認 
※前年度と変わる場合は金額の記入をお願いします 

(入力画面で入力後印刷したものには印字されます) 

 40 退 

訂正がある場合は

入力画面で訂正 

別紙のとおり 別紙のとおり 

 

4 

退 

4 

記
名 

業種番号：ご確認下さい 

延納の申請（徴収方法）の確認  

令和 

1 8 0 0 0 00 

押 印 

 
 

変更内容がある場合、 
朱書きで記入 

別紙を添付する場合１－１ 
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用紙右上に「別紙」と

ご記入をお願いします 

退 1 8 0 0 0 

別紙を必ず原本へ添付して下さい 

 

 

 

別紙 

別紙を添付する場合１－２ 

エクセルなどで作成した表

でも差し支えありません 
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  平成 27 年 3 月 31 日以前に工事を開始した分は、請負金額に 
  消費税を含め、開始したときに適用されていた労務費率及び 
  保険料率を使用してください 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「3.一括有期事業報

告書」の別紙を含め

た枚数の記入 

14070650 

「1. 請負金額」の下段 

＊消費税抜きで請負金額を記入して下さい 
事業の開始→平成 30 年 4 月 1 日以降 
事業の終了→令和 4年 3月 31 日まで 

301610 

1207500 

69 

確定と金額が変わる場合 
「6.新年度賃金見込額」の入力

を忘れずにお願いします 
3236 

常時使用労働者数を忘れずに入力

してください 

【※0 人の場合は 1 人以上の人数
を入力してください】 

・延納の申請  
（徴収方法）       変更がある場合は 

・手数料          入力画面で訂正 

4 

7 

289 

インターネット申請 

 

静岡 

15,579,760 

一括有期事業総括表 

1 8 0 0 0 

※業種番号に〇をつけて下さい 

「事務組合控」と「事業主控」

に必ず押印してください 

全てのページに記載してください 

令和４ 

3594 

記入して下さい 
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業種番号を記入

して下さい 

 令和４年 

 

01 

 
令和４年 

1件の工事請負金額は 
1億 8000万円未満であること 

全てのページに記載してください 

04 
03 

業種ごとに分けて印刷されます 

一括有期事業報告書

元請で請負金額 500 万円未満の工事を
一括で入力する場合は、業種ごと入力、 
事業の期間は、工事の一番早い開始日か

ら一番遅い終了日を入力して下さい 
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事務組合用 

 

記入して下さい 

 静 岡 
令和 4 

一括有期事業報告書入力画面で「下請け工事のみ」

と入力しても総括表には文字は反映しません。 
必ず「下請け工事のみ」を押印して下さい 

下請け工事のみ 
必ず業種番号に○

をつけて下さい 

１ 

常時使用労働者数を忘れずに入力し

て下さい 
【※０人の場合は１人以上の人数を

入力してください】 

インターネット申請 「事務組合控」と「事業主控」

に必ず押印 

下請け工事のみの場合（総括表） 

「3.一括有期事業

報告書」の別紙を

含めた枚数の記入 １ 

・延納の申請 
（徴収方法）     変更がある場合は 

・手数料      入力画面で訂正 

入力を忘れずにお願いします 
 

4 1 
全てのページに記載してください 
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静 岡 
 ４ 

記入して下さい 

下請け工事のみの場合（報告書） 

・一括有期事業入力画面の事業の名称 
 欄に「下請け工事のみ」と入力 

 

35 

１ 

全てのページに記載をしてください 

令和４ 
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賃金で算定 
「6.新年度賃金見込額」の入力を 

忘れずにお願いします 

1000 

静 岡 

・延納の申請 
（徴収方法）    変更がある場合は 

・会費・手数料   入力画面で訂正 

全てのページに記載してください 

「3.一括有期事業

報告書」の別紙を

含めた枚数の記入 

記入して下さい 

常時使用労働者数の入力を  

忘れずにお願いします 

4 

必ず業種番号に○

をつけて下さい 

7 

・一括有期事業入力画面の事業の 
 名称欄に「賃金で算定」と入力 

・原本には該当する業種の欄に 
 「賃金で算定」と記入 

 

賃金で算定をする場合（総括表） 

 

2000 

（※ 8.予備欄） 

インターネット申請 

2000 

1 8 0 0 0 

「事務組合控」と「事業主控」

に必ず押印してください 

令和４ 
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賃金で算定 

全てのページに記載してください 

・一括有期事業入力画面の事業の名称欄に

「賃金で算定」を入力 
・賃金総額欄に賃金総額を入力 

賃金で算定をする場合（報告書） 

令和 4 

静 岡 

記入して下さい 

2,000,000 
2,000,000 

37 
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 中小事業における 新規成立について  
 

１．提出していただく書類について 
 

    新規委託の必要書類、記載方法等の詳細は、令和４年度版「労働保険委託事業の

各種届出記載要領」（以下「」と表記）をご覧ください。 

    ・『入会届（事業主会員用）』（記載要領 Ｐ４） 

    ・『労働保険事務等委託書』（同 Ｐ５） 

    ・『労働保険 保険関係成立届』（同 Ｐ６） 

    ・『誓約書』（同 Ｐ７） 

    ・『雇用保険適用事業所設置届』又は『雇用保険事業主事業所各種変更届』 

（同 Ｐ８～11） 

    ・『預金口座振替依頼書』（同 Ｐ12） 

    ・『労働保険料算定基礎賃金等の報告』（同 Ｐ13～14） 

    ・『労働者災害補償保険 特別加入申請書（中小事業主等）』（同 Ｐ17） 

   （※ 記載要領 Ｐ1(書類一覧)、Ｐ２～３(留意事項)）も参考にしてください。） 

 

 ◎ ４月１日委託の新規書類の提出期限 

    令和４年３月 15 日（火）   ＳＲ事務局必着 

 ◎ 入会金の入金締切日  

令和４年３月 31 日（木） 

 

２．入会金について   ※入会金の確認を以って委託成立となります。 
 

  ① ｢入会金の納入｣確認、｢提出書類｣の双方が整い次第、行政機関へ｢保険関係成立

届｣他の書類提出を行います。 

   ・入会金の納入確認は、事業所での入金日の翌日に行います。 

   ・｢特別加入申請書｣、｢特別加入状況証明書｣を提出する場合は、早急にＳＲ事務局

への書類提出と、入会金納入をしてください。 

  ② 振込用紙の依頼人名は必ず「事業所名（屋号）」で振込みをお願いします。 

    （個人名での振込みは確認に時間を要し、書類提出が遅れる場合があります。） 

  ③ 振り込み金額 

    ４月１日〜11月30日 委託時 ：入会金 10,000円 （会費・手数料は保険料と一緒に徴収） 

    12月１日〜３月31日 委託時 ：入会金 10,000円＋会費＋手数料 の合計金額 

 

３．保険料と会費・手数料について 
 

 

 

 

 

 

 

成立日 保険料支払い 会費・手数料 

４月１日（4月5日までにSR到着分） ３分割（１期、２期、３期） １期 

年度更新終了後〜８月31日 ２分割（２期、３期） ２期 

９月１日〜11月30日 ３期一括 ３期 

12月１日〜翌年３月31日 翌年 １期 振込用紙 

 

４．口座引き落とし時期 
 

    口座引き落とし時期    預金口座振替届出書の締切 

     １期 ６月23日(木)    ２月25日 （締切以後の提出は初回振込） 

         ※ 4/1 新規委託(追加を含む)の場合、１期は｢振込み｣となります。 

     ２期 10月26日(水)    ８月10日 （締切以後の提出は初回振込） 

     ３期 １月27日(金)    11月10日前後（     〃     ） 

 

５．預金口座振替依頼書及び届出書について 
  

 ① 銀行の確認印が押印されたものを提出してください。 

  ② 指定預金口座を「ＪＡ（農業協同組合）」にする場合、処理されるまでに時間を

要しますので、早めに｢預金口座振替依頼書｣及び ｢〃届出書｣の提出をＳＲ事務局

にお願いします。（直接ＪＡには提出しないでください。） 

  ③ 預金者フリガナが正しく記載されていないと口座振替ができないので、通帳の表

紙内側の、預金者カナをご確認ください。 

 

     （例）株式会社 葵生花店 の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．労災事故の確認について（記載要領Ｐ20） 
 
   新規適用事業・未手続事業所及びＳＲに委託している事業所で新たに労災保険加入

する揚合で、成立届提出期限の｢10 日以内｣を経過しているものについては、「労災

事故の確認について」が必要です。 

 

 

 

 

 

カ）    アオイセイカテン 

株式会社  葵生花店 

スペースが必要か、必要ないのか カ）と略すのか カブシキガイシャと略さないのか 

旧様式のものは 

使用しないでください 
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７．特別加入申請書について（記載要領Ｐ16〜） 
 
  ①労働者を常時使用していることが必要です。（１年問に100日以上使用） 

  ②｢理由書｣について（記載要領Ｐ16の６．、Ｐ18） 

    代表取締役、事業主が特別加入しない場合に必要。 

  ③｢確認書｣について（記載要領Ｐ16の８．、Ｐ21） 

    取締役以外の者が特別加入する場合に必要（業務執行権を有している場合） 

  ④｢特別加入時健康診断申出書｣・｢〃実施依頼書｣について（記載要領Ｐ59〜Ｐ62） 

    特定業務に該当する場合、特別加入申請書とともに提出してください。 

  ⑤特別加入申請書の裏側に社会保険労務士記載欄があります。ご記入ください。 

⑥業務の具体的内容について 

 特別加入予定者が、労働者と一緒に行う業務内容をご記入ください。 

 

８．特別加入状況証明書について（記載要領Ｐ３の４．、Ｐ15） 
 

  ① 旧事務組合との委託を解除した日の翌日から新事務組合への委託を開始し、引き

続き（同一内容で）特別加入を空白なく継続する場合には、特別加入申請書に代え

て「特別加入状況証明書」の提出が必要です。 

  ② 上記は、 

(1)承認内容が従前のものと同一であること。 

(2)新事務組合への委託日から 10日以内に保険関係成立届が提出されていること。 

(3)旧事務組合からの「特別加入状況証明書」「労働保険事務等委託解除通知書の 

コピー」の添付が要件です。 

  ③ ｢特別加入状況証明書｣、｢労働保険事務等委託解除通知書のコピー｣は、委託解除

日の翌日から５日以内にＳＲ事務局に到着するようお願いします。 

  ④ 特別加入者欄の「フリガナ」は必ず記入してください。 

  ⑤ 「特別加入状況証明書」の提出が新規委託書類より後になる場合は、新規委託書

類提出時に「特別加入状況証明書使用」と書いた付箋を添付してください。 

  ⑥ 年度更新期間中に、他事務組合から状況証明書を使用して委託替えをする際に日

額の変更を伴う場合は、特別加入状況証明書に「給付基礎日額変更申請書」を添付

してください。 

 

９．メリット事業所について 
 

    委託替え事業所の場合は、メリット事業所であるか否かの確認を必ず行い、入会

届の「メリット事業所（はい・いいえ）」欄の記入をお願いします。 

    メリット事業所であれば、事業所に「労災保険率決定通知書」が労働局から送付

されています。 

    メリット事業所であった場合 

     ・保険関係成立届の余白に「メリット事業所」と表示する 

     ・保険関係成立届の「㉖加入済労働保険番号」欄を記入する 

     ・事業所から「労災保険率決定通知書」(写)を入手する 

   以上３点を必ずお願いします。 

 

10．継続事業一括の認可事業所で、特別加入者がいる場合 
 

    特別加入に関しては、同業種であってもそれぞれの事業場の場所単位での加入が

原則となります。 

    親事業場（継続事業一括の指定事業場）で特別加入をされている方が、子（被一

括）の事業場で、その場所に所属する労働者とともに当該労働者が行う業務を行っ

ていて被災された場合には、労災補償給付の対象にはなりません。 

   （ただし、労働者の行き来があるという前提で、特別加入をしている事業場の労働 

者を伴って、出張等の取扱いにより、子の事業場を手伝った場合には、労災支給の 

対象となり得ます。） 

    継続一括の認可手続きを行っている事業所において、特別加入をしている方がい

る場合には、再度、特別加入者の就労場所等の確認と、本事項について留意されま

すよう伝達等をお願いします。 

 

11．その他 
 

  ① 第１期申告・納付の期限（７月11日）以降に、４月・５月の新規委託の書類提出

があった場合には、遡及して保険成立することについての「理由書」等を提出し

ていただく場合があります。 

  ② 年度を遡っての保険成立は静岡ＳＲではできません。 

  ③ 提出書類の記入について 

    ・各提出書類の押印、記入漏れがないか確認をお願いします。 

    ・保険関係成立届等の複写式書類は、一番下の紙まで写るよう強めの筆圧でご記

入ください。 

    ・賃金等報告の「作成者氏名」欄には、社労士名を記入してください。 

    ・書類に訂正等があった場合には、別紙コピーに訂正及び訂正印をいただく場合

があります。 

  ④ 年度途中の新規委託事業所をお持ちの場合  

    以下の３点をご確認または変更をお願いします。 

 

    (1)新年度賃金見込額：1年分の見込みがあがっているか 

    (2)手数料：確定の人数に合った手数料となっているか 

    (3)徴収方法：ご希望される徴収方法（一期一括・3分割）になっているか 
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 中小事業における 各種変更について  
 

１．名称・所在地等の変更について（記載要領Ｐ31～Ｐ37） 
  ① 個人事業で代表者が変更となった場合は、新代表者の氏名を記入して名称変更を

行ってください。 

  ② 個人事業から法人化した場合、「名称、所在地等変更届」の下側の余白部分に

「法人番号」を記入してください。（記載要領Ｐ33 参照） 

     変更年月日、変更理由については、必ず記入してください。 

  ③ 変更届は、変更される内容の箇所のみ記入をしてください。 

 

２．特別加入の一部脱退の場合 
  脱退理由によって保険料の算定月数が変わります。 

 

 

 

   特別加入保険料算定の仕方 

    （例）令和４年３月３１日で退職の場合 

         ３月２９日に静岡ＳＲへ書類が到着 

         

         ３月３０日に行政へ提出 

         

         ３月３１日が変更決定日となる 

 

 

         ３月分までの保険料を微収 
 

  ① 月末に書類を提出すると翌月分まで保険料がかかる可能性がありますので速やか

に特別加入変更届の提出をお願いします。 

   （希望の脱退日がある場合は土日祝日を除く前々日までにＳＲへ郵送願います） 

    死亡以外の脱退は遡りができませんので、３月３１日で特別加入者の脱退を希望

される場合は、変更届を３月２９日（火）までに提出してください。 

 

  ② ３月３０日（水）に書類がＳＲ事務局へ届いた場合は、行政へ提出するのが３月

３１日となり、承認日が４月１日となります。 

    この場合、４月分の保険料が発生します。来年度１２か月分の概算を計上される

ことをお願いします。確定は、次年度となりますのでご留意ください。 

 

＊死亡以外の理由で 

 遡っての脱退は 

 認められません。 

理由 保険料について 

退任・辞任 監督署受理日の翌日の月まで 

労働者となった 監督署受理日の翌日の月まで 

退 職 監督署受理日の翌日の月まで 

死 亡 死亡日 

３．特別加入全部脱退の場合（記載要領Ｐ53） 
   脱退申請書となります 

    脱退申請の場合の欄に脱退理由を明記し、事業所が委託を継続する場合は 委託

は継続と記入してください。 

    その際の保険料は、監督署受理日から30日以内の任意の日までとなります。 

 

４．特別加入追加加入の場合 (記載要領Ｐ51) 

   令和４年４月１日追加加入を希望の場合、令和４年３月３０日(水)までに 

   ＳＲ事務局へ特別加入に関する変更届の提出をお願いします。 

  ① 業務内容は、特別加入予定者が労働者と一緒に行う業務内容を記入してください。 

  ② 始業・終業時刻、休憩時間は、事業場において通常の労働者に規定された所定時

間を記入してください。 

 

５．日額変更について 
  ① 前年度中に事前の申請を行う場合 

    令和４年３月２５日（金）までに、給付基礎日額変更申請書をＳＲ事務局へ提出

してください。申請書は行政機関へ提出します。（３月２日～３月３１日） 

  ② 年度更新期間中に変更を行う場合 

    令和４年４月２６日（火）までに、給付基礎日額変更申込書をＳＲ事務局へ提出

してください。 

 

６．業種変更について（記載要領Ｐ38～41） 
   令和４年４月２６日（火）までに、名称所在地等変更届を提出してください。 

  ① 業種変更に関しては申立書と、客観的に業種変更を説明できる会社資料・パンフ

レットを添付してください。 

  ② 建設の事業（末尾５）の場合、申立書は不要です。 

  ③ 特別加入者の作業内容に変更がある場合は、特別加入変更届を提出して頂く場合

もございます。 

 

７．口座振替のお知らせハガキ、領収書について 
    変更届が提出される時期によりハガキの内容（住所・事業主名等）は２期からの

変更となります。その場合、１期は変更前の内容となりますのでご了承ください 

    令和４年度第２期分より口座の変更がある場合は、令和４年８月10日（水）まで

に預金口座振替依頼書をＳＲ事務局へ提出してください。 

 

８．年度更新時の変更について 
  ・変更があった場合は、賃金等報告の訂正箇所に 赤ペン で訂正をしてください。 

  ・赤ペンで訂正した箇所の名称・所在地変更届、特別加入に関する変更届が未提出の

場合は、早急にＳＲ事務局へ書類の提出をお願いします。 

  ・賃金等報告と同時に変更届を提出される際他の書類に紛れないようお願いします。  
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 中小事業における 委託解除について  
 

  委託解除は、委託解除日が属する期（4月～7月：第１期、8月～11月：第２期、12月

～3月：第３期）までの保険料を納付することが基本です。 

  委託解除のための事務手続きを行うにあたっては、令和４年度版「労働保険委託事業

の各種届出記載要領」（以下「記載要領」と表記）のＰ82～Ｐ94を参考にしてください。 

 

１．事業所から「委託解除」の申し出があった場合 
  ① 委託解除日の確認 をしてください。 

  ② 委託解除理由の確認 をしてください。 

      ⇒ １.事業廃止 ２.委託換え ３.個別加入 ４.労働者なし 

  ③ 委託解除日が属する期（4月～7月：第１期、8月～11月：第２期、12月～3月：第

３期）までの保険料が完納されていることの確認 をしてください。 

   （記載要領 Ｐ83 の「令和４年度 解除予定表」により書類提出期限等の確認もお

願いします。） 

  ④ 当年度の４月から委託解除日までに支払われた「賃金」についての把握をして、

概算保険料についての「確定精算」をしてください。 

 

  ⑤ 委託解除理由が「委託換え」（ＳＲから他の事務組合へ委託を換える）の場合 

     委託解除に係る書類をＳＲへ提出 

           → 「特別加入状況証明書」の発行をＳＲで行います。 

   ☆ 他の事務組合でも継続（連続）して特別加入を希望される場合には、 

     委託解除日から 10 日以内に、次の事務組合で保険関係成立届・｢特別加入状況

証明書｣（記載要領Ｐ15 参照）を行政へ提出しなければならないので、継続し

ての加入を希望される場合には、早急にＳＲ事務局に連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

２．「滞納」等により委託解除の扱いとする場合 
  ① 概算保険料の納付期限以降に「イエローカード」「レッドカード」が届いた場合

には、諸規程集のＰ33〜Ｐ38に、労働保険料滞納等取扱規程（以下「滞納規程」と

表記）の第４条（９）及び同第２条による｢別表１｣を参考に、ＳＲ事務局への連絡

をお願いします。 

  ② 事業主から滞納理由・納付見込時期・経営状態等について聴取し、今後も滞納が

続く・滞納額が累積することが見込まれるようであれば、早めに｢委託解除｣→「個

別加入」等の手続きをお願いします。 

 

※ 次の委託先もまた 静岡ＳＲ である場合、社労士間での「移行」となります。

  その場合は、提出する書類が「移行届」となり、委託解除届での手続きは 

 できません。 

 滞納事業所について  
 

１．イエローカード・レッドカードが届いた場合 
    上記「２．｢滞納｣等により委託解除の扱いとする場合」の①②を参考に、迅速な

対応をお願いします。 

 

２．事業所が倒産・事業主と連絡が取れなくなってしまった場合 
  ① 事業所が倒産、あるいは事業主と連絡が取れなくなってしまった等の場合、早急

にＳＲへ連絡をお願いします。 

  ② 代理人弁護士等がいる場合は、当該弁護士から状況の聴取をしてください。 

  ③ 破産管財人が入る場合の事務の流れについては【記載要領Ｐ94】を参考にしてく

ださい。 

 

３．債務承認書の提出 
  ① 毎年、２月２８日時点で滞納がある事業所が対象となります。 

  ② 債務承認書には、事業主の証明が必ず必要です。 

    万一、事業主の証明がもらえない場合は、「理由書」を添付してください。 

 

４．その他 
    滞納が解消されるまで、担当社労士が間に入っていただき、連絡や調整をお願い

いたします。 

    滞納があるまま委託解除した場合は、不足額を納付していただくまで、担当社労

士あてに連絡をさせていただきます。 
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 一人親方の加入・脱退等について  
 

１．ＳＲ一人親方建設業組合を通じての「加入」について 

  労災保険において一人親方が特別加入の加入申請をする場合、特別加入を承認されて

いる団体を通じて加入する必要があります。 

  静岡ＳＲ経営労務センターにおいては、「ＳＲ一人親方建設業組合」が｢建設の事業｣

についての特別加入団体として認可されており、一人親方が特別加入する場合には当該

組合を通じての加入となります。 

 

  加入のための手続きについては、令和４年度版「労働保険委託事業の各種届出記載要

領」（以下「記載要領」と表記）のＰ95～Ｐ100 を参考にしてください。 

  なお、「補償の対象となる範囲」については、厚生労働省作成の「特別加入制度のし

おり＜一人親方その他の自営業者用＞」（10ページ）を参考にしていただき、新規加入

時、あるいは継続加入の申込み時期には、一人親方の方々に、労災補償の対象となる範

囲が下記に限定されていることを認識いただいた上で、更新手続きをされるよう周知等

をお願いいたします。 

  【特別加入制度のしおり 補償の対象となる範囲（10ページ） 抜粋】 

  ア 請負契約に直接必要な行為を行う場合 

  イ 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合 

  ウ 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自宅内作業場において行う場合 

  エ 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業（手工具類程度のものを携行して通勤する

場合を除く）およびこれに直接附帯する行為を行う場合 

  オ 突発事故（台風、火災など）により予定外に緊急の出勤を行う場合 

 とあり、「請負契約による『工事』」と「直接附帯する行為」等、限定されています。 

 

 令和４年度における加入手続き等は、以下のとおりです。 

 

（１）「継続加入」の方 

   振込み期限  ３月１８日（金） 厳守 でお願いします。 

 

 

 

 

  【重要事項】 

   ◎台帳締め切り後の日額変更はできません。 

   ◎振込みを行う際、複数人分を合算して振込むことは避けてください。 

   ◎受領書は大切に保管してください。 

振込方法 振込手数料 

コンビニ・郵便局 ＳＲ負担 

銀行 一人親方負担 

振込期限に間に合わなかった一人親
方は、ＳＲ一人親方建設業組合規約
（第４条の３項）により脱退となり
ます。 

   ◎振込手数料を差し引いて入金された場合、再度不足金を振込みいただきます。 

    その際の振込手数料はご本人負担となります。 

   ◎労働保険料・組合費の入金状況の確認については、一人親方ご本人へお願いしま

す。（ＳＲ事務局への問い合わせは、ご遠慮願います。） 

   ◎ゆうちょ銀行の一部サービス内容の変更により、ゆうちょ銀行から「現金」で振

込みを行う場合、振込手数料以外に 110円の加算料金が発生します。 

 

（２）「新規加入」の方 

   ・「一人親方等特別加入手続申込書」【記載要領 Ｐ100】、「特別加入に関する変

更届（様式34号の8）」【記載要領 Ｐ98】の提出をお願いします。 

    なお、記入にあたっては【記載要領 Ｐ98・Ｐ99】を参考にしてください。 

   ・申込書用紙は、静岡ＳＲ経営労務センターのホームページ（以下「ＨＰ」と省略）

の「各種申請用紙」に掲載してあるＰＤＦファイルを印刷してご使用ください。 

   ・新たに特別加入者となるためには、行政機関（監督署）へ書類提出をする必要が

ありますが（承認は受理日の翌日）、そのためには、「申込書」が提出された後

に、「保険料＋組合費」の入金確認を行い、書類提出を行うことになります。 

   ・記載要領 Ｐ95～Ｐ97についても、ご一読ください。 

   ・振込みを行う際には、上記（１）の【重要事項】についてもご留意願います。 

    なお、「振込手数料の負担」については、下記のようになります。 

 

 

 

 

 

  ① 令和４年２・３月からの「新規加入」希望の方 

   ・手続き等については、上記（２）を参考にしてください。 

   ・なお、振込みいただく金額は、「加入希望月から年度末までの保険料」＋「令和

３年度の組合費」と、令和４年度分の「保険料」＋「組合費」を合算した金額と

なります。 

 

  ② 令和４年４月１日より「新規加入」希望の方 

   ・手続き等については、上記（２）を参考にしてください。 

   ・なお、振込みいただく金額は、令和４年度分の「保険料」「組合費」を合算した

金額となります。 

   ・書類提出及び入金締切日は ３月３０日（水） 厳守 でお願いします。 
 

 

２．「特別加入者証」について 
    継続加入 …… ①３月３日に発送予定（２月末日までの入金者対象） 

②３月下旬頃に発送予定 

    ４月新規 …… ４月中旬頃の発送予定 

振込方法 振込手数料 

静岡銀行 本・支店の窓口 ＳＲ負担 

それ以外からの振込 一人親方負担 

振込をする際は、必ず一人親方本人
の名前でお願いします。 
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３．「脱退」について 

（１）「年度末での脱退」の場合 

    「一人親方等特別加入脱退届（年度末用）」【記載要領 Ｐ102】の提出をお願い

します。 

   ・「脱退届（年度末用）」を提出してください。（一人につき１枚） 

   ・継続加入の申込みにおいて、振込期限までに入金されなかった場合には「年度末

での脱退」として取扱うことになりますが、その場合においても、脱退届（年度

末用）を必ず提出してください。 

   ・脱退者１名につき 脱退届１枚 の提出が必要になりますので、必要に応じて継続

加入の申込み案内の際（２月上旬）に郵送した用紙をコピーするか、静岡ＳＲ経

営労務センターのＨＰの「各種申請用紙」に掲載してあるＰＤＦファイルを印刷

してご使用ください。 

 

（２）「年度途中での脱退」の場合 

    「一人親方等特別加入脱退届（年度途中用）」【記載要領 Ｐ101】と「特别加入

に関する変更届（様式第34号の8）」【記載要領 Ｐ98】の提出をお願いします。 

   ・還付先の口座名義人が、脱退者氏名と異なる場合は、理由書が必要になります。 

   ・脱退希望日の前々日（前々日が 土・日・祝日 にあたる場合には、直前の金曜）

までにＳＲ事務局へ書類が到着するようにしてください。 

   ・年度更新期間中に脱退された場合の還付については、保険料を一旦納付し、その

後の還付金から保険料の返金等を行うことから、８月以降になります。 

 

 

４．加入時健康診断について 

    特定の業務（記載要領 Ｐ100の中段の表に記載した業務）に一定期間従事したこ

とがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。 

    なお、特別加入時健康診断の手続きについては、記載要領 Ｐ59・60 を参考にし

てください。 

     特別加入予定者が行っていた業務   従事した期間   必要な健康診断     

     ・粉じん作業を行う業務     ３年以上    じん肺健康診断 

     ・振動工具使用の業務      １年以上    振動障害健康診断  

     ・鉛業務           ６ヵ月以上    鉛中毒健康診断 

     ・有機溶剤業務        ６ヵ月以上    有機溶剤中毒健康診断 

 

  ① 上記の業務・従事に該当する場合、「特別加入時健康診断申出書」【記載要領Ｐ

63】の作成・提出が必要になります。 

    なお、「特別加入予定者の作業の内容及び作業に用いる工具の名称」欄には、作

業場所・作業内容等を記入してください。 

    （例： 屋内外におけるコンクリートブレーカーを使用しての解体作業 等 ） 

 

  ② 後日、監督署から「特別加入健康診断指示書」が送付されるので、同指示書に記

載された診断実施機関（医療機関等）に連絡し、「健康診断実施期間」を伝え健診

の日程が決まり次第、ＳＲ事務局へも連絡をお願いします。 

   （指示書をコピーし、余白部分に受診日等記入したものを、ＳＲ事務局までＦＡＸ

してください。）【記載要領Ｐ70】 

 

  ③ 「特別加入者証」について 

    健康診断を受診されるまでは「仮」の特別加入者証となります。（担当社労士あ

て送付） 

    承認通知書が労働局から送付されて次第、「仮」を外した「特別加入者証」を送

付します。（担当社労士あて） 
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