
基発 1001第 5号

平成 22年 10月 1日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

「徴収関係事務取扱手引 I (徴収・収納)Jの改訂について

労働保険料の徴収・収納に関する事務については、「徴収関係事務取扱手引 I

(徴収・収納)Jの改訂について(平成 20年 3月 31日基発第 0331008号及び平

成 21年 10月 29日基発 1029第 2号)の別添により取り扱ってきたところであ

るが、今般、本手引を下記のとおり一部改訂することとしたので、今後の事務

処理に遺漏なきょう期されたい。

戸
い

ユ一言"

1 徴収関係事務取扱手引 1 (徴収・収納)を別添新旧対照表のとおり改訂す

る。

2 主な改訂内容は以下のとおりである。

(1)雇用保険の遡及適用に係る特例納付保険料について、 ADAMS上の調

査決定等に係る記述を追加したこと。

( 2 )特例納付保険料に係る督促及び延滞金債権の管理に係る記述を追加した

こと。

( 3 )様式について、社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生

年期保険法等の一部を改正する法律(平成 21年法律第 36号)及び雇用保

険法等の一部を改正する法律(平成 22年法律第 15号)の施行に伴う改E

内容を反映させたこと。

3 木通知の施行の際、、現に存在している本通知による改正前の様式による用

紙は、当分の問、これを取り縫い使用することができる。



徴収事務取扱手引 1 (徴収・収納)新|日対照表
(別添)

改正後

目次

第l章1蜘収
第3節調査決定及。納入告知・倒毘

第3糊 1)附剣斗、印縦割E車料(>J!金納付に限る̂ )及。幣例納付閑食料の醐跡、

第l章徴収

第 l節・第2節 備J
第3節調査決定及。潟句入告知・割足

第 l申告納付に係る労働側1餅 及 び 刊 拠 出 金

1 ~3 申書)

4申告納付に係る労働側換料等と納入告知

(1)納入告知を要しないとされている労働側漁料等及びこれにカ功、る徴収金は、次のとおりで

ある(苧決令28の2)。

φベ@僻J
⑤労働側礎科こ係る醐栓包盟主盗空)

⑥一般拠出金こ係る遡帯金徴主斉法38CD，幽互盗2旦準用)

(担当 附

(2)納入間口を要するとしている労働側険料等及びこれこ係る伽金は、次のとおりである。

①~⑤(略J
金盟踏出盛魁

第2印紙関脚斗

I 附

2印紙関設科の額

(1) 個的

ω印紙側演料の額ゴ入欄剥倹者と事業主がそれぞれ折半して負担する(幽亙圭31(1))，

3 ~5 明書J
第3糊 I開険料，--FD銅烈糊観樹洲寸に限る。)及。糊賄側明賦科の鵬且い

t槻 l胸食料，--FD鮒尉食料観企納付に限る。)及。幣側内{守備食料似下「糊l腺険料開と

いう。)並びにこれlゴ呆る追徴金及。漣滞創立与適用徴収システムによる機械虹曜の対寄託外とな

っていることから、働者情報及び収納情報を官庁会計事務通信システム似下 fADAMSJと

いう。)紡側こより入力するが、 ADAMSで作成される納入計日書納付書ほ使用せず、適用

徴収システムで使用する納入告知書・1洲守書を使用する。

改正前

目次

第l章 1蜘民
第3節調査決定及E納入告知・瞥I毘

第3特別1尉険料及昨日1醐酬。晃金納付に限る^)の附匝い

第l章徴収

第1節・第2節明書)

第3節調査決定及。納入告知・倒毘

第 l申告側サに係る労働側食料及び一弘吋地出金

1 ~3 申告)

4申告納付に係る労働車検料等と納入齢世

(1マ線の部分は改正部分)

(1)納入帥を要しないとされている労働側演料等及びこれにかかる徴収金は、次のとおりで

ある(予決令28の2)。

①~④怖)

⑤労働側樹ヰに係る延滞金(遡監27)

⑥一般拠出金に係る延滞金(紛斉法38①、遡盟主主普用)

(泊(略)

(2)納入告知を要するとしてしも労働車検#降及びこれに係る徴収金は、次のとおりである。

①~⑤(略)

第2FD*何剥朔斗

1 (1略)

2印綿耳主演料σ瀬
(1) (1略)

(訪問閥横仲〉繍士、被倒喚者と事業主がそれレぞれ折半して負担する也怪盗30(1))。

3 ~5 (I!i:) 

第3糊!閥険料及ひ叩鮒剥苦闘斗(現創拘付にsJl!る。)の取扱い

糊 IJ保倹料丞Qi'D紙閑漁料(現金納付に限る。) (以下「糊時職料等」という。)並びにこれ

に係る追徴金及。況滞金は、適用徴収システムによる樹戒処理の対象外となっていることから、

債権情有限ひ収耕輔報を官斤会計事務通信システム(以下 fADAMSJ という。)端末により

入力するが、 ADAMSで作成される納入告知書・市制書は使用せず、適用例院システムて使用

する納入酔日書・納付書を使用する。



以下、特別側礎科ι 印紙保闘司及ひ幣例納付偶謝斗の別に、各々倒朔ヰについて決殺する際kの

留意点を示すので、誤りのないよう処理すること。欣頁の画面を参照)

1 r債権調資制車座主菌室盤」を慨する。

ωt槻 IJ阿険料

① rOl虹腿区分JI丈状況U芯じ rl 一般l又j土 r3一般白日日j笥品)lを溺Rする。

② 同2脱蕗 由JI丈 rOl 主盟瞳2韮主討を通勤Rすること。

③~⑮(略J
(2)印車何割l?iN
① rOl処理区分」は， rl -Jil(jーを選択する。

② r02処理事由Jは、 rO!整理屋盤包堂主主jを濁Rすること。

@--@胸
⑦ r16作業区分'JI士、 r3すべて手閣を選択すること。

⑫⑪  申告)

~主血盟主盤魁
-初めて帯鍛する際に略科目コードの追加を行う必要があるため、下記の作業を行うこと向

①メンテナンスの官署略科目f静匝メンテナンスを選択し、「債権区分Iは rl歳入」、 rj主庁

管Jは r12厚生労御泊、「会言hは r1201労働側食用IJ会計lを選択し送信する内

②「追加をi謝Rし、「協制収入(糊F納付lの「単 lにチェックを入れ送昔するn

・略科目コード遁加作業が終わった後は下記により入力することn

① rOl虹曜区分」は、 r3 一般 ω日超過j 柑討究する内

② r02虹正軍事油lは rOl 曹詰則責権のを録lを量的ミすること門

③ 「ω略科目コードlは r00494111 と入力すること。

@ rl1履行期日;J<Jは、任意で入力する必百項目であり、涌知日 +30日以上であること内

⑤ r12狂滞令利陣lは、 r01 と入力することn

@ r15充当区分1は、 r4CD元本包湘l里，@l正滞金J割弱穴することn

⑦ 「凶作業区分lは、 r3すべて制下業Iを選択することの

③ r!7報告匹分Iは、「対象]持剖托すること内

⑨ r18純計区分Iは、債務昔が国等で相すれば「控験非対象lを選択することの

⑬ r19管財区分lは、通常立「非対象lを選択すること。

2 個的

3特別関険料等にカ功、る納入告知書・納付劃こ必要事項を記入のうえ事業主に交寸しへ倒せに

当たって出肘涜付しお納入告知書・制寸書を使用するように指導する。

また、騨t員が納入告知書・納付書刊にZ要事項を記入する際には、特知関険料等であることを

確認のうえ、必ず「控促」欄に r9Jをまi入するとともに イメーハ》もーパーでも磁認できる

よう、「位庁・氏名J 欄にゴム印(黒又は宵笠で時拐明敏料」、「印鮒捕険料J~笠盟遡笠

盤強位Lと表示すること。

4 ~7 備J

第4~第 7 加各)

以下、糊l闘機斗亙QFn紙側険料同則三各々保険料こついて決議する際の留意点を示すので、

誤りのないよう処理すること。(次頁の画面を参照)

1 r，債縮問習衛官Jから I利息の付されなし」制拘{マl債権Jをi盟冗する。

(1)特矧l倒険，~Sf

① rOl処理区分」は、計図覇ある「折鶴E・調定iのうちr31の確認・調定を追B択する。

② 「ω処理事由」は、 rOl ゴdJを選択するこじ

③~⑮ 申告J
ω向日産側副険料

① rOl処週区分jは、 2種類ある[認定・調定lのうち rO1 (f;認定・調定を選択する。

② r02処忍事由」は、 rOl二宣却をi溺Tとすること。

@ベ⑤(路J
⑦ r16作業区分」は、 r3すべて'(J)判傍若Jを通訳すること。

③~⑩ 申書)

2 (1略)

3特別保険料等にカ功、る納入告知書・納件劃こ必要事項を記入のうえ事業主に交付し、納付に

当たっては必す涜付した納入告知書・例措を使用するように権草する。

また、職員が納入告知書・鮒寸書に必要事頁を記入する際には、糊リ保険料l等であることを

確認のうえ、必ず「徴定」欄に r9Jを記入するとともに、イメージペーパーでも確認できる

よう、 r{.訪7・氏名J欄にゴム印(黒又は青)で「午窃I阿険料J、「印紙関聡料Jと表示するこ

と。

4 ~7 (1略)

第4~第 7 (略)



第8割E状の発行及。型車帯金

l徴収金に係る督足

(l)耕棚限を俗画しでも徴収金(注1)を納付しなし渚があるときは、期限を指定して創毘し

なけれまならない日魁互生2盟、救済法犯⑪。

また割足を行うときは釧寸金額、倒せ場所等を記載した筒位状により行うこと。この

場合、割足状により指定する期限は、督E状を発する日から起算して 10日以上組曲した休

日でない日とする也監27@、救済制B⑬。

ω割問こ係る事務処狸lこついては、の直用例以シ只テムにおいて精拘事業名簿から街足状及

び筒足状用納付書を作成後、②腎足状発行リストを出力Lへ③割足状発行決議書(収入様式

第 14号)により歳入徴収官の決裁を受す、③腎毘状を滞納者に速やかに送付する型組互塗

笠CD)0 

なお、間E伏発行決議書を記載の際l士、記入欄に労働関獄斗と寸刻J!1出金を上下に分けて

記載する(それぞれに発生した追徴金を記載する場合も同じ。)。

(3)槻山職料、 E附倒演料又は持I矧附保険料につし、てが湖限を箇曲しでも綱寸しなし守が

あるときは、適用捌兄システムにおいて使用する督E状用紙及。。督促状用附寸書を使用して

倒息状を手書きで作成する。なお、例サ害問立前期第3の3と同様、 円世定I欄に r9Jを

記入するとともに、イメージ品戸パーでも確認できるよう、 rl:訪庁・氏名I欄こゴム印(黒

又は青)等で時西山黒田銚刷、 「印紙関検料l文は「柑殉拘付{尉旗料I"表示すること内

(J)怖J
(2) (本文略J

(注1)本項の蜘民金とは、次に掲げるものをいう。

1~1l 個紛

1主鎧翌幽位医墜主主
13 (略う

(注2) 仰苔)

2矧動倒1貸料等に係る延滞金

(本文略)

(参考)担会側換の1捕食料降に係る延滞金を軽減するための厚生年金保喰法等の一昔日を改Eする法j

l 律(弔ま21年法律第36号) ω)) 

t労働側1負制尉攻守ヰの徴収矧こ関する法律の一部改正)

j 第十一条労働用険の側険料同徴収等に関する断孝明百平日四十四年法律第八十四号)の一部を次のj

. ように改Eする。

ZヰL'o盤巴頁中 Iっき年十四・が一セントの割合で」を削り、 「日数により」を「期間 j

の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該非隊朝限の翌日から二月を経過する日までの期間に

ついては、年七・三ノミーセント)の割合を乗じて」に改める。

附則第十一条の次に次の一条を加える。

第8督促状の発行及ひ活滞金

l 徴収金に係る督且

(1)納郷且を俗画しても徴収金(注1)を納付しない者うがあるときは、期限を指定して督促し

なければならない(遡盤2曲、救済法38CD)。

また、倒足を行うときは、納付金額、納付場所等を言国主した割足状により行うこと。この

場合、督足状により指定する期限は、割足状を発する日から起算して 10日以上値畠した休

日でない日とする(盤区並26@、救済法38①)。

(2)街聞こ係る事務処浬につし、ては、@直用徴収システムにおし市偽有事業名簿から創世状及

ぴ簡足状用附寸書を{七時託堂、②間足状発行日月トを出力し、③筒足状発行決議書(収入様式

第 14号)により歳入徴収官の決裁を受け、@降足駄を?備作昔に速やかに組サする(盛阻1去
笠(D)。

なお、督促状発行決議書を記載の際は、言己入欄に労{国胸部史料と一般拠出金を上下に分けて

記部tする(それそ事れに発生したi宣徴金を記按ずる場合も同し。)。

~)悩)
(4) (本刻苦)

(注1)本項の1蜘収金とは、次に掲げるものをいう。

1'""-'11 個書)

12 (略)

(注2) 略)

2労働側緋聞こ係る脳挫

(本文略)

参考)祖会側換の関検料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保樹安等の一部を改正する法i
i 律 伴 戒21年J去律第36号) (抄)

(労働臓の側倹料の働収等に島守する法律の一部改正

j 第十一条労働保険の側換[料の徴収等に関する法律(日召和四十四年法律第八十四号)の一部を次のi
. ように改Eする。

， 室主世会笠ゴ雪中「っき年十四・六パーセントの割合で」を削り、 「日数により」を「期間

の日数回芯じ、年十四・六ノミ一セント(当調乾期限の翌日から三月を筋且する日までの期間に

ついては、年七・三パーセント)の宮治を乗じてJに改める。

附則第十一条の次に次の一条を加える。



住正滞金の割合の特例

第十二条基弘室生翠に規定するJAi馳の年七・三ノトセントの習合は、当分の問、岡

の規定にかかわらず、各年の特例基準著書合(各年の前年の十一月三十日を筒邑する時における!

! 日本長断法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手i
形の基準割引率に年四パーセントの害4合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。) : 

が年七・三パーセントの害恰に満たなし場合には、その年中においては、当該紺列基準箸恰(当l

該特例基準害l恰lこ0・ーノミ一セント未満の品紛紛Sあるときは、これを切り捨てる。)とする。

附貝リ

〈脳T期日)

第一条この法律は、平成二十二年月一日から封筒予する。(以下略j

e 錨用区分)

i 第二条この法律による改正後の(中咽島)労働尉倹の偏食料の徴収等に関する法律(以下「徴反法:J:

という。 )筆中盟主及叫1鵬十三条の粧は、それぞれ、この悼の断の日以後lニi
~~繍限文制約付期限の到来する(中略)徴収法第十条第三項に規定する労働保険料こ係る延滞i

金について適用し、同日前lとが期限又l:tt州寸期限の到来する側漁料降に係る延滞?金については、i
i なお従前の例による。

3延滞金の計算

加時栓l土、滞納している労働剥演料等(1， 000円剥前の端数があるときは、その端激を切り捨

てる。)の額につき、各々年14.6パーセント (1日当たり 0.04パーセント)の割合住1)で

計算する。

なお、平成22年 1月 I日以後に納期限が到来する労働側演料等に係る延滞金については、当

初日棚限の翌日から 2月の聞は年 7.3%の割合又は特例鞘警合(注2)のう制圧骨骨恰てザ計

算し、それ以降は年率14.6パーセント(1日当たり 0.04パーセント)で計算する。

ただし、延滞金額に 1∞円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる(盟主注28@，

@))。
(注1)・(注2) (略)

く沼市金が発生するー骨拠出金元本の最IN直 (1制糊した場合)> 僻)

(1)通常の場合の延滞金の計算対去

労働関換す」等が指定期限後に剤均されたときは、，f棚限の翌日から完納の日の前日までの

日数により、労働側倹料等追わ全額を計算の基礎として算定する盤立並笠②、救済法38①)。

(2)一部納付があったときの延滞金の計算対虫

労働保険料樽の額広一部につき納付があったときは、その日の前日まで刊土労働側険料等

の全額を、その日以後は労倒I餌品鱗}等の額からー苦~i納付された額を控除した額をそれぞれ

計算の基礎とする(盤堅盗28G号、救済法38①)。

(3) ・(4) ~略)

3延滞金の計算

延滞金は、滞納している労働制E是非1等 (1，000円未満の槻制5あるときは、その端微を切り捨

てる。)の額につき、各々年14.6パーセント (1日当たり o.ωパーセント)の富!恰(注1)で

計算する。

なお、平成 22 年 1 月 l 日以後に耕捌~Ril:;到来する労働l祁対ヰ等に係る延滞金lこついては、当

鋭彬明限の翌日から 2月の聞は年 7.3%の割合又は特例主銭増治 (1主2)のうち低し申|合で計

算し、それ以降は年半14.6パーセント(1日当たり o.凶パーセント)で計算する。

ただし、路市金額Hこ100円潟簡の搬設があるときは、その端数を切り捨てる姐区盗2豆込-
@))o 

(注1)・(注2) ~略)

く延滞金が発生するー骨娘出金元本の最ノHI直 (1年滞納した場合)> 加害)
(1)通常の場合の延滞金の計算方法

労{釧尉食料等が指定郷町長に完納されたときは、納期限hの翌日から揺拘の日の前日までの

日数により、労働i祁対判開の全額を計算の麹礎として算定する q盟互盗27Q)、者titfi去38Q))。

(2)一昔印刷付があったときの延滞金の計算方法

労働閑攻料等の額の一部につき納付があったときは、その日の前日までは労働側険料等

の全額を、その日以後は労働関険料等の額から一部納付された額を凶除した額をそれぞれ

計算の基礎とする(魁血盟、校6等法3旭)。

(3) ・(4) (略)



4延滞治の調査決定

(1)・ ω 陥J
。)指定期限を筒晶して完納した特別側険料、印紙倒1対斗又は特伊助寸倒剣斗lこっし、て延滞金
額が確定したときは、前期信再3のとおりADAMSにより債権調査確認・歳入調査決定を行

うが、 ADAMSで作成されるt吋寸書l士使用せず、適用数収システム切吏用する納付書を吏

用し、手書きで'f'F.投ずる。なお、 ADAMSの盗E方法lこっしては第 3の lω に準じ

るが、略科目コー附土 r00491971を使用するこι

ω備j

5 ・6 加各)

7延滞金を劇院しない場合

酎在金は、次のし吋子れカヰこ該当する場合に凶自主収しなしL

(1)替促状に指定した期限までにi~担民金を完納したとき也挫注笠金二、救済法犯の

ω納付義務者の住所文は居所が不明のため、公示お童の方法によって割足したとき笹組互法

28(昼 、糊法38⑪

(司労働側E託料等の額が各々 1，000円未満であるとき(盤区益笠Q)、救済法 38(i))

(心計算した延滞金の額が 100円病満であるとき笹盟主盗空室救済法38⑪

(5)労働関食料等について糊拠分F物?を停止し又l:tl首予したとき(盤盤盗28皇盟、救済法

38(0) 

(泊附

(帥労働側E矧降を釧寸しないことについてやむを得なし哩由があると認められるときq魁E
益笠金豆、救斉法38(0)

8 (1略)

第9送達

{泊明書)

1 ~ 2 (1略)

3公示送達の方法

(1)公示送達は、労働局の掲示場に公示送達書を掲示して行う(徴収貝IJQ!)。

公示送達書には、送達を受けるべき者の氏名、送達すべき書類の名祢及ひそ白書類を労働

局歳入i駒収官がいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を記殺する。この場合において、

送逮すべき書類そのものを公示することは、納入者の秘密が不当に公示されることになるた

め行わなしL

(2) (略)

4 (略)

第4節備)

第2章備)

4延滞金の調査決定

(I)・ (2) (1略)

(3) 佃寄)

5 ・6 (略)

7延滞金をi蜘収しない場合

延滞金は、次のいずれ由記該当する場合に111徴収しない。

(1)割足状に指定した期限までに徴収金を完納したとき(豊也盗27(量二、救済法認①)

(2)例措務者の白芳文は居i'JiiJミ不明のため、公示送量Jコ方法によって督促したとき(茸盟主主

盟主二、者I&fi去38①)

(の労倒胸険料等の蜘ミ各々1，000円未満であるとき(盤堕出血、救済法38①)

(4)計算した延j帯金の額が 1∞円未満であるとき(懲虫盗27@、事Z1i年法38①)

(5)労働側勝梓について縦拘脳抑制Tを停止し文は猶予したとき(盤区出7@盟、救済法

38①) 

(担当 (略)

(6) 労{削剥~)料等を斜討すしないことについてやむを得ない理由があると認められるとき(幽Z

盗2豆盟、救済法38①)
(出申告)

8 ~) 

第9送達

1 ~ 2 佃寄)

3公示送達の方法

(1)公示送達は、労働局の掲示場に公示送遺書を掲示して行う(倒反則57)。

公示送達書には、送達を受けるべき者の氏名、送遣すべき書類の名称及ひその書類を労働

局歳入i腕民官がいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を記殺する。この場合において、

送遣すべき書類そのものを公示することは、納入者の秘密が不当に公示されることになるた

め行わなし九

(2) (略)

4 (略)

第4節明各)

第2章(略)



第3章徴収金

第l働民法及ひ敬洲宜上の捌旧金

l徴収金の概要

(1) 0略J
(の国が国同調して有する鎖措権の倒刻こは申告制棉Ijと目融制の2方式があるれ 1蚊
収法上に数収金及。救済法上の鈍収金士、申告例柿佐原則とし、ーす闇路果制をとっている。

①備J
②賦課如lによる徴収金

「 胸 附S決定した額(未申告又J土不足鶴徽収法見⑨

f概算保険料ベ

L保険似率の引上げに伴う迫力回世収(蚊収抜17(0)

「駒附S決定した額保申告又J土不足憲司自説収法問@

労働側礎科〈確走関検科 -< 
1 確定務部発料の特例による差諸国 側収法20⑩

印紙側険料 攻府が決定した額倣収法25(0)

特例酬明朝食料 政府が決定した額日蜘立法 26の
寸対処出金 政府が決定した額(救済法お①、徴収法 19④準用)

「確定側険料に係る追徴金日動収法21⑪

追徴金〈印鮒痢換料に係る追徴金日蜘収法25@)

L寸拠出金に係る追徴金蜘融38①、徴収法210:準冊

I矧動倒剣司に係る延滞金自動:1収法27⑪

延 滞金『

2 明各)

第2~第4 備J

第5事務の目時

L一応拠出金に係る延揖栓倣済法38①、側旧法270:準澗)

徴収金の盟収に関する事務は、下記の区分にしたがし¥その事業場の所在地を管轄する労働

側換期IJ会計歳入徴収官が行う日劇院則 l⑫。

(1)労働局の所掌事務

①~③ 胆紛

臼〕特(~臨削寸保険料の徴収

@寸拠出金σ:腕蜘融3日

(2) 胆鉛

第6 価書)

第7徴収金のが朔限

1 0賂)

211喧果方式によるもの

賦果方式こよる徴収制こついては、納付すべき額等を納入告知書等により、次の納期限を指

第3章徴収金

第 1i蚊収法及。救済法上の抵収金

l徴収金の概要

(1) (略)

(2)国が国民に対して有する金側割程σコ腕国こは、申告制梢リと賊果市の2方式があるが、徴

収法上の徴収金及ひ救済法上のi甥収金は、申告納付帯lを原則とし、一到閣蹴果制をとっている。

① 明書)

②目指鮒lによる働収金

「政府が決定した額(未申告又は不足鶴(働民法15③)

概算側負料 ーく

L側険料率の引上げに伴う追加蜘収(徴収法n①)

「政府が決定した額(未申告文は不足鶴(徴収法19③)

労働保険料~ w院側険料イ

l確定保M持σコ特例による差額 (徴収法20@)
印紙側険料 政府が決定した額(t剃E法 25①)

一般拠出金 政府が決定した額(救済法38①、徴収法19⑤準用)

「確定剥礎料に係る追徴金<11主収法21①)

追徴金〈同長開設料に係る追徴金(徴収法25②)

L一官拠出金に係る追徴金(救済法38①、徴収法210:併用)

[労働側険料に係る延滞金<1蜘見法271①)

延滞金4

2 (略)

第2~第 4 (略)

第5事務のE謄

Lー骨抽出金に係る延滞金(救I斉法38①、 1腕法270:準用)

徴収金の徴収に関する事務は、下記の区分にしたがい、その事害容タコ所在地を管轄する労働

保険閉1)会計歳入徴収官が行う(徴収員Ij1③)。

(1)労働局の所掌事務

①~③ O略)

@寸拠出金の働恨(救済法35)

(2) 佃各)

第6怖)

第7徴収金の納期限

1 (~島)

211喧果方式によるもの

賦課方式による徴収金については、納付すべき額等を納入告知書等により、次の和欄限を指



定して通知することとされている撤収法17G弘樹蹴IJ26， 38⑫。

なお、延滞金士、督促を受けその指定期限までに指拘しないときは、納期限から封甲えの日

又は完納の日の前日までの日数について一定の割合で計算した額をその計算の基縫となる労働

側喚料又は一部拠出金に併せて自主的に納付することとされている。

(l)~ω 備J

(心特例制寸飼1矧・・.. . . . . . . . .・・・通知を発する日からえE算して30日を怪

i飽互盗260) 過した日 (1蜘克則回)

(2) (目的

(~p 明書J
3 個的

第B 怖J
第9a鞠

様式

l 附

2時効の起算日

ω徴収金を蜘反する{訴Jo:時効の起算印式次のとおりである。

①悩J
②腕賄料徴収金自皇制収法 19、初、 21、25、空ι 救済法3助制的

③延滞金(幽互盗盤、救斉法制 申告)

ω 倣J
3叶純)

収入様式第6号

延滞金の計算方法

矧動保険の倒1鱗抑制民等に関する法律第28条、附則第12条失業偏食法及び労働者災害補償保

険法の一部を改正する法律及び労働者災害補償探検法の一部を改Eする法律及び労働保険の保険料

のi蚊収等に関する控訴事の方自B=rに伴う関係佳作¢整備等に閲する法律第19条

収入様式第日号の 2

延滞金の計算方法

労働側倹の保日鉱斗のi飽R等に関する法律第28条、附目IJ第 12条石綿による健康被害¢救斉に闘す

ゑ盗笠霊登会

収入様式第13号

別紙のとおり

定して通知することとされている(j勤収法17②、 1興収則26、38⑤)。

なお、延滞創立、割巴を受けその指定期限までに完納しないときは、納期限から劃甲えの日

又は沼拘の日の前日までの日数について一定の害恰で計算した額をその計算の基礎となる労働

保険料又は一般拠出金に併せて自主的に納付することとされている。

(1) ~(3) (1略)

(4) 0略)
(2) U略)

3 0略)
第8 0路)

第9日寺効

様式

l 明書)

2時効の起算日

(1)徴収金を徴反する権利の時効の起算日は、次のとおりである。

①怖)

②蹴果制の徴収金(1凱反法19、20、21、25、救済法38) (略)

③延滞金(j劉互盗笠、救済法38) (略)

(2) 申告)

3 ~6 佃蓄)

収入様式第6号

延滞金の計明方法

納期限の事日から納入の日文は財産差押えの日の前日までの期間について保険料文は特別保

険料告知こついて年 14.6パーセント(I日当り 0.04パーセント)の害合で計算します。ただし 100

円未満の端数は切り捨てて下さしL

収入様式第 6号の 2

延滞金の計算方法

納期限¢翌日から納入の日又は財産差押えの日の前日までの期間について一般拠出令につい

て年 14.6パーセント白日当り札口4パーセント)の割合で計算します円ただし 100円未満の端

数は切り捨てて下さしL

収入様式第13号

別紙めとおり



収入様式第27号

貴闘ヨ納付することとなっている下記労働側脚降は下記車由により、労働側換制撤料の徴収

等に関する法律第30ゑ石綿による健康被害¢救済に関する世議場38条第1項及ひ酒税通則法第

38条錆1項の規定に基づいて、納期限を繰り上げることに決定しましたので、当該労働惚劇ヰ等を

平械 年 月 日 時まで1ζ 日本銀行体庖、支底、内勤白及。濃入内萄吉をいう。)、労

働局又は:労働基準監督署に納付して下さ~\ J戸記の指定期限を過ぎても完納しないときは、財産を差

し押さえます。

αL下略)

収 入艇 場29号

貴殿より申請のありました下記労動開演料降に係る納付申告については、労働剥政側烈l?i料のj&収

等に関する樹彰吾30条、石市制こよる飽康被害の救剤こ関するj鋭特再38条第1項及ひ酒税通則法第

47条の規定により、平成 年 月 日まで納付猶予することを承認します。

包l下略J

収入傑式第31号

平成 年 月 日付け第 号により、貴殿が納付すべき下記労働側演料降について納

付猶予を承認しました力主下記事由により、その猶予を取り消しましたので、労働尉喰の側険料の並

収等に関する註議場30条λ石綿による健康被害σつ救済に関する世講努38条第1項及ひ習院拍車1!IJ1去

第49条第3項の規定により通知しまT，
(以刊的

収入様式第71号

矧働側攻の倒換料の畳収等に関する皆律第30条及。酒税側旧法第 条第 項の規定により、下

記の糊約者の第二酢納付義務者保証人)として同人の揖総額ゅうち下記の金額を納付しなければな

らないことになりましたので、納付¢期限までに納付してくださしL

ωi下略J

収九様式第27号

貴殿が鮒サすることとなっている下記労働側険料等ヰ丈下記革由により、矧釧祁践のl尉険料の駒1)(

等に関する法律第29Q弘司王綿による健康被害の車両斉に関する法律第38条第 l項及ひ酒税通員IJ法第

38粂錆l項¢規定に基づして、紺期限を繰り上げることに決定しましたので、当該労働側聡料等を

平成 年 月 日 時までに、日本語財l'(木信、支底、代理m及ひ滅入代理屈をいう。)、労

働局文は労倒基準監皆署l乙鮒寸して下さ川上記の指定期限をつ、直ぎても完納しないときは財産を差

し押さえます。

ωi下略)

収入様王ヒ第29号

貴殿より申請のありました下記労働関演料降に係る納付申告については、労制I1尉寅の倒演料の徴収

等lこ関する法律第29条、'Pi綿による係調岡崎の救斉に関する世議場38条第 l項及び国総顕除第

47条の規定により、平成 年 月 日まで納付猶予することを承認します。

ωL下略)

収入勝明31号

車成 年 月 日付け第 号により、貴殿が釧サすべき下記労働関食料輸こついで納

側醤予を承認しましたが、下記事由により、そ¢猶予を取り消しましたので、労倒協自険の倒険銅版蚊

収等に関する法律第29条、石綿による健康被害の救済に関するlki章第38条第1項及。酒税通知隊

第49条第3項の規定こより通知します。

ωl下略)

収入様式第71号

労動閑1換の倒食料の徴収等に関する法律第29条及。酒附拠収法第 条遺書 項の規定により、下

記の滞納者。:第三次納付義務者 t備正人jとして同人の糊拘額のうち下記の金額を納付しなけれまな

らないことになりましたので、納付の期限までに納付してくださしL

位L下回l¥l

(別紙)



f淑入様式第13号)

督促状直*1lt>M'.11IJi<l日 (山定所判

明 暗殺「四γiiー骨門戸コ工

概算保険料M" Mt 回}分

賃金総領同繕仰による追加係機持分

科率引上げによる追加保険料公

確定保険料分

循定保険料同特例による追加倶U娩斜分

般犯肉食

同

日本仮行〈本底、支底、代湿度又は歳入代理庖】、

所属都道府県労働局、 所 膳 労 働3底準監管署

表面の金舗のとお坦納付して主主主〉
表面の指定S腕阪まで巴!則前保勝 、特訓保検斜，.ぴ~..拠闘傘を完納しないときは君壁面に，ao食した

とこるにより計算レた延 金り傘鎖措tあわせて納付して王主与.
なお、指定期限同月主労働保銭 、..，唱保険斜及ぴユ..，風倒金を完納しな旬、ときは財E監禁押えの処

分良臥17MUAF肥ιyfZ27EEぷ持弘山抗日十町四日=1-+1和

ag道府県"鍋鳳あT お聞い."わサ下戸いー

「と叫配木田，出荷肝 I':: -':I~吋 1

‘ーの奮悦広ついて不胞があると雲院‘との悟促があったことを知・9た日の翌日か百起算して凹旬以内
ι厚生労大臣位材してi審査繍求をすることができます.他札傍促のあ。牛肘も1年金経過した絹
合H拍含じ

ま五7むの.. 慢に対する'"欄'"訟は，'-の審査附求に勺いてのtttiH:Rた後に聞を被告として惜"
において国争後する静は 蕩大 となります}、機制崎。なことを知。た悶の翌日から起算して白川
以内に侵 することができます{歳 があ。た日から1年を経過した栂合を除きますみ.

。主主h府摂tf品川主主号f銭主ZRftzzzそ忠君主ふ笠宮古お喜tk
り，..，.る著しい鍋奮を避けるため緊急の必要があるとき、@その他'免除を経ないことに。き草沓な理肉が
あると舎、のいずれかに政省寸るときは、.~~経， f./:いで優怨することができます.

平成年月 目

盤量生 「一寸
0 0曹柑周骨軸保険特別会計歳入歯阻官 印

殿

(収入様式第13号)

督促状

平成 年度

E豆亙'""'''I 
E聞~ 雪山二信 γS'"りi

年度 概算傍噛斜第

賃金総額の織加によ

科率引Jヒげによる追加保険料分
徳定保険科分

円

目本銀行{本庖、支底、代理屈主は歳入代理庖)、

所結都道府県労働局、所輸労働基準監督署

表面切金額四とおり納付し'て£且主主与
表面ゆ指定期限までに労働保険斜及u特別保険料 ー般拠出金を完納しないときは表面に記叙したと

ころにより計鉱した廷判府金の金績をあわせて納付して三五法且m

なお、指定期限までに労働保険務友特別需品向料、二位拠出金を完納しないときは財産義押えの処分
を行なうことになりますので注意して三五主且.

JSEE見22官民主主品EI抗日T413三12ff誌225Z;fftztE品t
た鳩合を除きますl.

訟EE込‘EE深 長 % 誤 認 話 、 と21ヂすや拡FZZfTt符fEh騒音公民J号
6かn聞に後起すること何きます憎 T聞から 1判制した場合時H2・

??誠23f援会費語録i132なfFE綴議議長535352
自があるとき.のいず1かに律当するときは、後決ををないで鑓起することができます.

幡町、....1.-1←h叫が^の笹山田町凱刊の昼揚Jレ目指Mιー町問団会'.'けー

の師刷出向田…一色い

平 成年月 日

殿


