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令和３年３月分・４月納付期限分～  健康保険・介護保険料率が変更になります

令和３年３月分 (４月納付期限分 ) より、健康保険・介護保険料率が変更になります。 ※下表参照

セルズソフト(台帳・Cells給与)では料率の自動変更は行いません。
手動で各ソフトの料率を変更する必要があります。( 変更方法は次ページを参照 )

令和 3 年 3 月～　健康保険・介護保険料率

※ 台帳と Cells 給与で登録する労使折半料率 (/1000) で表記
※ 富山県以外の 46 都道府県は変更になります。

【介護保険料率】
9.00/1000 に引き上げ (令和２年度： 8.95 /1000)  

【都道府県別健康保険料率】

　　 【参考】令和３年度の子ども・子育て拠出金率等について

令和３年度の「子ども・子育て拠出金率」については、令和２年度からの変更はない見込みです。
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台帳

健康保険・介護保険料率の変更方法

Cells 給与

❶台帳 MENU 画面「事務所情報他」→
「パターン料率」の順にクリックし、
「パターン料率」タブを開きます。

❷「現在→旧」ボタンをクリックし、
「現在料率」に登録されている料率と備考の
内容を「旧料率」へ移動させます。

注）「現在→旧」ボタンは、一度クリック
すると、元に戻せないためご注意ください！

❸「現在料率」欄に新しい料率を入力し、
右上の「×」で閉じます。

※「備考」は任意欄です。都道府県名や
適用年月などを記録してください。
例）「愛知 R03/3」

❶「基本項目」をクリックします。

❷基本情報の登録フォームの「料率と税額」
タブをクリックします。

❸新しい料率（本人負担分）を入力します。

❹健康保険・介護保険にチェックを入れます。

❺「一括変更」ボタンをクリックします。

❻『「個人情報」の社会保険料をこの料率に
すべて変更します。よろしいですか？』と
表示されるので「はい」をクリックします。

Cells 給与では、事業所ごとに料率変更の操作が必要になります。
事業所ファイルを開き、下記の操作で被保険者の社会保険料を一括で変更します。

※「個人情報」で一人ずつ手入力で変更もできますが、「一括変更」機能を利用すると、個人情報に登録され
ている全被保険者分の社会保険料をワンクリックで変更でき、便利です。

     料率を変更するタイミングは？

台帳は新保険料のお知らせを作成する前に、 Cells 給与は新保険料で控除する
給与・賞与の計算を行う前までに変更をお願いします。 

健康保険・介護保険料率の変更方法
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台帳 Cells 給与

二以上勤務者の登録について

台帳で保険料のお知らせを作成する際に、二以上勤務者の登録をしておくことで按分した保険料
を計算することができます。
また、Cells 給与でも控除する社会保険料を正しく計算するために、二以上勤務者の登録を
行っていただくことが必要です。
複数の事業所で勤務する被保険者がいる場合は、各ソフトで二以上勤務者の登録をお願いします。

台帳での登録方法

Ce l l s 給与での登録方法

❶事業所ファイルから「個人情報」を開き、
該当者を選択します。

❷基本情報タブの
「報酬月額」
「健保標準報酬月額」
「厚年標準報酬月額」
に、この事業所で支払われている報酬月額・
標準報酬月額を登録します。

※従たる事業所の場合、健保 No. は入力
不要です。

❸社会保険タブの下記の項目
を設定します。

・二以上勤務者：チェックを入れる
・二以上勤務報酬合算額：勤務している
事業所すべての報酬月額の合算額を入力

❶事業所ファイルから、「個人情報」を開き、
該当者を選択します。

❷基本情報タブの「2以上勤務者用」欄に
下記の項目を設定します。

・報酬月額：
この事業所で支払われている報酬月額

・合算額：
勤務している事業所すべての報酬月額の合算額

❸この事業所で支払われている標準報酬月額
を設定し「↓社会保険料計算」をクリック
します。

3
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2

この事業所で支払われている等級を設定この事業所で支払われている等級を設定

2

3

この事業所で支払われている報酬月額と等級を設定この事業所で支払われている報酬月額と等級を設定
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台帳

顧問先への社会保険料変更の連絡には「社会保険料のお知らせ」が便利です

健康保険料・介護保険料率の変更に伴う「社会保険料変更のお知らせ」（事業主宛・個人宛）を台帳で

作成することができます！

※あらかじめ、料率変更の操作 (２ページ参照 ) を行ったうえで、お知らせの作成を行ってください。

❶事業所ファイルから、全ての処理ファイル

→「得喪・社会保険」

→「保険料通知」

の順に開きます。

❷「条件入力」をクリックすると
「保険料を計算します。」フォームが

開きますので、各項目を設定します。

①変更区分：「B」

②保険年齢判定基準：2021 年 3 月

③対象者：すべて選択

④「計算」をクリック

❸必要に応じてお知らせの「タイトル」
「文言」を変更します。

①「定型文言」をクリック
②「タイトル」と「文言」をリストから選択
※タイトル・文言は適宜フォーム上で変更して
ください。
③「登録」をクリック

※定型文言編集方法の詳細については、
下記のマニュアルをご確認ください。

      マニュアルは「？」マークから！

台帳の各画面にある　   マークをクリックすると、
各処理ファイルのマニュアルを確認することが
できます！

?

4

1

▼

▼

①①

②②

②②

③③

④④

適宜編集する適宜編集する

2

③③
被保険者が表示されない場合は、個人情報の下記をご確認ください！
✓「社保取得日」が入力されているか
✓「社保取得日」が判定基準月より後の日付で入力されていないか
✓「健保No 」が空欄になっていないか
✓「健保No 」が他の方と重複していないか

3
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台帳

2021 年度への年次更新を行うタイミングは？

台帳は年度単位で給与データを保持するため、3 月の給与データの入力が完了したら、
次年度に切り替えるための「年次更新」操作を行います。

5

Q1. 年次更新しても、2020 年度の給与データの入力や編集はできますか？

A. 年次更新は原則として 2020 年度の給与データの入力が完了してから行いますが、「保存データ」
ボタンから復元を行っていただくことで、年次更新後も2020年度のデータを編集することができます。

なお、復元してデータの編集を行ったあとは、年次更新後、必ず「保存しないで終了」を選択してください。
復元して作業を行う場合は、操作を誤ると 2021 年度のデータが失われたり、 2021 年度と 2020 年

度の双方で編集が必要になるため、細心の注意が必要です。

Q2. 年次更新前に 4 月入社の取得手続きはできますか？

A.年次更新前に、2021 年 4 月以降入社の個人情報を登録し手続きをおこなっても差し支えはありませ
ん。労働保険の年度更新では、 2020 年度中に給与が発生した労働者が対象となるため、 2021 年 4 月

以降取得の従業員データは含まれません。

Q3. 2020年度の給与データを入力し終わっていない状態で、 5 月変の手続きをしたいのですが？

A.5 月変の月額変更届は、 2021 年度への年次更新後に作成する必要があります。 2020 年度中の給与
データ入力が完了していない場合は、一旦 2021 年度に年次更新し月額変更届を作成した後、データを

復元して 2020 年度の給与データを入力してください。

Q4. 年次更新すると、労働保険年度更新の処理ができなくなりませんか？

A.年次更新前も年次更新後も、労働保険の年度更新や事務組合の処理は行えます。

こんなときは？

次年度の給与データからの削除候補者（退職者）が表示されています。
削除しない場合や後で手動で削除する場合は 『 すべて選択 』 のチェックを
外します。個別に削除対象データを選択することも可能です。

３月給与データまで入力済みの状態３月給与データまで入力済みの状態



台帳

【電子申請】春の入退社繁忙期に備えて

資格取得届や資格喪失届の電子申請には、「様式記入方式」と「CSV 方式」があります。
同じ時期に複数人分の申請をする場合は「CSV 方式」が便利ですのでご活用ください。
また、それぞれの利点・欠点は以下の通りです。

利点

様式記入方式
（一名ずつ）

●電子申請の進捗状況や公文書などを
　申請データ一覧上で一人ずつ確認できる

●用紙に記入するのと同じ感覚で、
　手続きは作成しやすい

●複数人のデータが一つにまとまって
　いるため、手続きの進捗を一人ずつ
　確認することができない

●雇用保険喪失は離職票とセットの
　場合は利用できない

●公文書チェック機能が利用できない

●健保番号Noを指定できない
　(自動附番される)

●一申請が一人分のみなので、同じ時期
　に複数人分申請する場合も、一人ずつ
　の申請が必要

●希望の健保番号がある場合に、
   指定することができる
　★下図参照

●一回で複数人分の申請ができる

CSV 方式
（複数人）

欠点

社会保険取得届で健保Noを指定する際のイメージ

「省略する」のチェックを外してから
  希望の健保Noを入力する
「省略する」のチェックを外してから
  希望の健保Noを入力する

      マニュアルは「？」マークから！

台帳の各画面にある　   マークをクリックすると、
各処理ファイルのマニュアルを確認することができます！

?
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台帳

【重要】 2021 年 3 月末～ 4 月の注意点

例年 3 月末～ 4 月は入退社手続きに関する電子申請が全国から e-Gov へ続々と寄せられるため、 

到達までや公文書発行までの所要時間が、通常期より大幅に長くなる傾向があります。予めご了承

ください。

申請データ一覧上の進捗状況は、一定時間経過後に何度かご確認いただきますようお願いします。

2021年3月31日にて「賞与支払届総括表／不支給」が

廃止され、4月1日からは「賞与不支給報告書」での

申請が必要になります。

【電子申請】の注意点
賞与不支給の総括表は、４月以降は手続き自体がなく

なるため、電子申請もできません。(受理されません。)

また、3月以前の賞与不支給を4月以降に届出する際は

総括表による不支給ではなく、不支給報告書を提出する

こととなります。

なお、賞与不支給報告書の台帳実装は、バージョン

アップにて対応してまいります。

1 . 電子申請の進捗遅延

2 . 賞与支払届総括表／不支給の廃止

台帳ユーザー様へ最新情報をお届けします

×
最新のバージョンアップ情報や手続きに関する留意事項は、台帳の全ユーザー様へお届け

するメール配信や、台帳起動画面のお知らせにてご案内します。

今までメールが届いていないユーザー様は、この機会にぜひメールアドレスのご登録をお

願いします。また、複数のメールアドレスのご登録も可能（ ただし、保守契約更新に関する

ご案内メールを除く）ですので、ご担当者様へのメール配信をご希望の場合は、追加登録

ご希望の旨を弊社へご連絡ください。

台帳を起動すると同時に
「お知らせ」と「サポート情報」が
最新の情報に更新されます

台帳を起動すると同時に
「お知らせ」と「サポート情報」が
最新の情報に更新されます
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政府の方針により行政手続きにおける押印原則が見直され、社会保険手続きや税務手続きを

はじめとする各種届出において、押印なしの申請が可能になっています。

押印欄が削除される手続きについて、当面の間は押印欄のある旧様式でも提出が可能です。

また、旧様式で提出する場合についても押印省略は可能です。

しかし、一部様式は旧様式にて提出を行うと追加の添付書類が発生しますので、詳細は関係機関

にお尋ねください。

なお、既に押印欄が削除された様式の運用が開始されていますが、台帳では順次新様式へ対応

してまいります。

行政手続きの押印省略について

対応済の主要様式 これから対応する主要様式

社会保険関係(取得、喪失、
新規適用届、月変など)

労災保険関係

雇用保険関係(外国人雇用状況届出書、
雇用保険被保険者資格取得喪失等届訂正取消願)

雇保様式(得喪、雇用継続給付など)、
健康保険様式(傷病手当金、出産手当金など)　
※実際の様式配布開始後、確認でき次第順次
対応してまいります。

社会保険関係(算定・賞与)

2021 年 4 月 1 日からの「36 協定届」新様式

▶PICK
UP!

新様式では、①36 協定届の協定当事者に関するチェックボックスが新設され、 ②36 協定届における

労使の押印欄が削除されました。

しかし、押印が省略されても、 添付書類のいずれかで必ず一度は押印が必要です。

※押印の取り扱いは、用紙による届出も電子申請も同じです。

　

　●36 協定届の記名押印又は署名が省略出来ない場合・・・

　　⇒労使協議して労使協定書を兼ねた 36 協定届を作成し押印する

　●36 協定届の記名押印又は署名が省略出来る場合・・・

　　⇒労使協議して労使協定書を作成し押印し 、労使協定書の内容を 36 協定届に転記して作成

8



36 協定 電子申請▶PICK
UP!

１社なのにあちこちの
    監督署に届出しなきゃ ...

電子申請なら
本社一括で OK!

▼ ▼Before After

＼HAPPY �／

台帳は 36 協定の電子申請に対応していませんが、e-Gov で直接申請することができます。

この 36 協定の電子申請は 2021 年 3 月末から、業務効率化が見込まれる取り扱いの

変更が予定されています。 事業所ごとに労働者代表が異なる場合であっても、36 協定

の本社一括届出が可能になります。

これまでは１社でも事業所ごとに 36 協定を作成して電子申請、もしくは管轄の監督署

への郵送が必要でした。

今後は電子申請であれば本社一括届出ができるため、拠点数が多く 36 協定の作成に苦

労されていた関与先をもつ社労士の先生にとっては大きなメリットとなりそうです。

＼モヤモヤ／

事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請であれば36協定の本社
一括の届出が可能（2021年3月末以降）

※厚生労働省で配布されている一括届出事業場一覧作成ツールによりデータ作成が
必要です。

本社一括の届出により、従来は事業場単位でかかっていた業務の効率化と郵送コスト
軽減が期待できる。

▼

取り扱いの変更ポイント

電子申請によるメリット

9

＼複数拠点事業場がある顧問先をお持ちの先生に朗報／複数拠点事業場がある顧問先



有給管理機能

セルズソフトでできる【有給休暇の管理機能】

2019 年 4 月から始まった有給休暇の取得日数義務化。セルズソフトに搭載、またはダウンロード

利用できる４つの有給関連の機能をご紹介します。

有給消化日をカレンダーで記録し、年間 5 日の取得義務日数を

クリアしているかチェックします。有給休暇管理簿の作成にも対応。

ソフトは社労士の Cells ドライブマイページ、もしくは事業所マイ

ページからダウンロード入手する独立したツールになっている

ため、顧問先が自社で利用し管理もできます。

台帳  ¦  有給カレンダー

台帳の処理ファイルに搭載されており、個人情報の登録データが

利用できます。時間単位の有給取得や、新しい本年分有給からの

消化に対応した管理がおこなえます。

今月の有給付与者がわかりやすく、従業員へのお知らせ作成機能も

備えています。

台帳  ¦  新有給管理

約 15 年以上前から台帳の処理ファイルに搭載されています。シンプルな

設計で、毎月消化日数を入力し更新して管理します。個人情報のデータも

利用が可能。過去から遡って管理を始めたい場合や、シンプルに管理したい

場合におすすめです。

台帳  ¦  有給管理

Cells 給与に搭載の、個人情報（入社年月日、有給残日数）と連動する

有給管理機能です（その他処理 A グループ）。

月々の給与計算では月単位の消化日数を入力し個人情報の有給残日数

が減る仕組みです。有給管理ではさらに使用した月日を記録すること

で取得義務日数をクリアしているかチェックしたり、有給休暇管理簿

も作成できます。

Ce l l s 給与  ¦  有給管理

独立ツール / 更新不要 /6 年分データ保有 / 取得義務日数チェック /

管理簿作成 / 過去年データ編集可能

台帳搭載 / 個人情報データ利用 / 1 月年次更新 / お知らせ作成 /

時間単位有給管理 / 年内データ編集可能

台帳搭載 / 個人情報データ利用 / 毎月更新 / お知らせ作成

Cells給与搭載 / 個人情報データ利用 /1 月年次更新 /

取得義務日数チェック / 管理簿作成 / 年内データ編集可能
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有給管理機能

セルズソフトのうち有給取得義務日数を管理できるのは「台帳 ¦ 有給カレンダー」と「Cells 給与 ¦ 
有給管理」の２つです。ソフトで毎月登録した有給取得月日の記録をもとに、年 5 日の取得義務を
クリアしているか把握ができます。

有給カレンダーで活用したいのは分析レポート機能。

義務期間が終了する数か月前から、有給日数の使用状況が 5 日に満たない従業員をピックアップし、義務期間内

に余裕をもって有給取得ができるよう促していきます。

セルズソフト【有給取得義務日数をチェック】

台帳 ¦  有給カレンダー

Cells 給与の有給管理では「有給日数登録」から消化した日付を登録することで、個人ごとに異なる義務対象期間の

うち何日有給を取得したか、年 5 日以上消化をクリアしているかが一目でわかります。なお、本機能は「有給日数登

録」で使用した有給日付を記録しなくても、有給付与日数の管理にのみ利用することもできます。

Ce l l s 給与  ¦  有給管理

期間終了数か月前から使用状況をチェック！期間終了数か月前から使用状況をチェック！

ココをチェック！ココをチェック！

有給カレンダーは台帳ユーザー様とその顧問先企業様が利用できる無料ツールです。

このため、サポートに際しては回答にお時間を要する場合がございます（3 営業日程度）。ご利用の顧問先様

からのお問い合わせは、日数の調整等を含め何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

義務期間開始日の項目に「並び替え」すると、義務期間の
終了が近い従業員がまとまるので管理しやすくなります。

義務期間（開始・終了）は、有給を付与

することで次年期間に変わります。
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Cells 給与

●東京営業所：東京都中央区銀座8-14-14 銀座昭和通りビル 4F

●名古屋営業所：愛知県名古屋市中村区名駅4-26-13 ちとせビル 4F

●本社所在地：愛知県小牧市安田町 190

セルズ

＼ お気軽にお問い合わせください／ 株式会社セルズ

12

「データ共有機能」のご案内

データ共有機能データ共有機能
「社労士」⇄「顧問先」給与データの

やり取りをもっとスムーズに！
「社労士」⇄「顧問先」給与データの

やり取りをもっとスムーズに！

▶▶

＼セルズ給与に新機能登場／＼セルズ給与に新機能登場／

Cells給与ではVer9.29(2021年3月末ご提供)にて『社労士とその顧問先間のCells給与データのやり

取りをもっと便利に』をコンセプトに、【データ共有機能】を搭載！

顧問先Cells給与ユーザー様と社労士の先生、お待たせしました！

　　　　  「社労士と顧問先で同じ給与データを見るために、毎月ファイルのやりとりが面倒」

　　　　  「メール添付で渡したり、訪問時にデータをUSB に入れてデータをもらっている」

【データ共有機能】 は、そんな従来の煩わしさをスッキリ解消します。

顧問先のCells給与が更新・保存されたらクラウド経由で受け取りボタン一つで手元のCells給与に反映さ

せることができます。この春からは、【データ共有機能】をぜひご活用ください！

     　　　　　　　　　　 データ共有機能を利用するには・・・

【社労士側】 で WEB 明細管理画面よりデータ共有 ID 作成、登録操作等が必要です。
【顧問先側】 では社労士から通知されたデータ共有 ID の登録操作が必要です。
設定操作マニュアルは Cells 給与 Ver9.29(2021 年 3 月末提供予定 ) バージョンアップ以降に、
弊社サポートサイトにご用意します。

お、顧問先からCells 給与のデータが来てるな
すぐ取り込んで見ておこう！

Cells 給与起動時にアップロードデータを通知


