
 

 

 

 

 

お送りしました労働保険料・一般拠出金申告書は、６月３日から７月１０日までに申告・納付を 

していただくことになっております。現在事業を廃止、休業している場合でも労働保険の廃止等の届

出をしていなければ、毎年手続きが必要です。 

 

  申告書の提出先（下記のとおり申告書の種類によって異なります） 

 

※１ 金融機関でも申告書を受け付けます。 

ただし、申告書と納付書(領収済通知書)を切り離してしまうと、労働保険料等は納付できます

が、申告書は返却されますので、ミシン目で切り離さず、つなげた状態のまま金融機関へ持参

してください。 

なお、金額を訂正した納付書は使用できませんので、最寄りの監督署・ハローワーク、労働局

にお問い合わせ願います。 

※２ 各労働基準監督署では【所掌３：青色の封筒で届いた申告書】の保険料を納付できません

のでご注意ください。 

 

労働局、監督署及びハローワークは土、日、祝日を除き 8:30から 17:15 まで受付しております。 

所在地等詳細は、北海道労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/)

をご覧ください。 

次ページ以降に労働保険年度更新に関する特設窓口を掲載しましたので、

お近くに監督署、ハローワーク等がない地域の方は、開設日時、会場をお確かめ

のうえご利用ください。 

 

 

 

〒060-8566 札幌市北区北 8条西 2-1-1 札幌第 1合同庁舎 8F 

北海道労働局総務部労働保険徴収課  
電話 代表 011-709-2311 内線 3613～3622  

 

 

 

申告書の提出と同時に保険料

を納付する場合 

申告書のみを提出する場合

（郵送可） 

（別途納付する場合、口座振替等） 

緑色の封筒（黒色と赤色で

印刷された申告書） 

         【所掌１】 

金融機関（※１） 

各労働基準監督署 

北海道労働局 

各労働基準監督署 

北海道労働局 

青色の封筒（ふじ色と赤色で

印刷された申告書） 

         【所掌３】 

金融機関（※１） 

北海道労働局 

（※２） 

北海道労働局 

各ハローワーク 

各労働基準監督署 

北海道労働局からのお知らせ(01)  

労働保険料算定基礎調査へのご協力について 

北海道労働局および労働基準監督署では、労働保険料の公平負担の確保のため、年間を通じて訪問、

郵送でのやり取り、または来庁いただいて労働保険料の算定基礎調査を実施しております。 

調査の対象事業場となった場合にはご協力をお願いいたします。 

 

 



 

特設窓口 
地区 開設日 開設時間 開  設  場  所 

札
幌 

6月 3日～ 

7月 8日 

(土日を除く) 

9:00～17:00 
札幌第一合同庁舎  

７階 会議室 札幌第一合同庁舎 

札幌市北区北８条西２丁目１－１ 
※特設窓口開設日は、混雑が見込まれるため合

同庁舎駐車場はご利用いただけません。ご協力

をお願いいたします。 

7月 9日 9:00～17:00 
札幌第一合同庁舎  

２階 講堂 
7月 10日 9:00～16:30 

7月 1日～10日 

(土日を除く) 
9:00～16:30 

 札幌東労働基準監督署 １階 会議室 

  札幌市厚別区厚別中央２条１丁目２番５号 

函
館 

6月 20日 13:00～14:30 
 木古内商工会 ２階 第１研究室 

  上磯郡木古内町本町２１７－３ 

6月 25日 
13:00～14:30 
※昨年度と開設時間 

が異なります。 

はぴあ八雲 ２階 会議室 

  二海郡八雲町本町１１０－１ 

6月 26日 9:30～11:30 
 せたな商工会 ２階 会議室 

   久遠郡せたな町北檜山区北檜山３３６－２ 

6月 27日 10:00～11:30 
 森商工会議所 ２階 イベントサロン 

  茅部郡森町本町６－２２ 

7月 1日～10日 

（土日を除く） 
8：30～17:15 

函館労働基準監督署 １階 会議室 

  函館市新川町２５－１８ 函館地方合同庁舎 

小
樽 

7月 1日 9:30～14:30 
 余市経済センター ２階 ホール 

  余市郡余市町黒川町３丁目１１４番地 

7月 4日～10日 

（土日を除く） 
9:00～16:00 

 小樽地方合同庁舎 ３階 会議室 

小樽市港町５番２号 

岩
見
沢 

6月 24日 10:00～14:00 
 美唄商工会議所 小会議室 

 美唄市西２条南２丁目１－１ 

6月 25日 10:00～14:00 
 くりやまカルチャープラザ「Eki」 小サークル室 

  夕張郡栗山町中央２丁目１番地（ＪＲ栗山駅直結） 

7月 8日～10日 9:00～17:00 

 岩見沢労働基準監督署 ２階 認定室 

  岩見沢市５条東１５丁目７番地の７ 

岩見沢地方合同庁舎 

旭

川 

6月 20日 10:30～15:00 
 富良野商工会議所 ２階 ホールＡ 

  富良野市本町２－２７ コンシェルジュフラノ 

6月 21日 11:00～14:30 
 美瑛町商工会 会議室 

  上川郡美瑛町本町１丁目２番４号 

7月 4日～10日 

（土日を除く） 
9:00～16:30 

 旭川合同庁舎 西館６階 会議室 

  旭川市宮前１条３丁目３番１５号  

帯
広 

6月 26日 11:00～12:00 
 新得町商工会館 

  上川郡新得町本通南１丁目２３番地 

6月 27日 10:00～11:00 
 本別町商工会館 小会議室 

  中川郡本別町北１丁目４番地１９ 

 



 

 

特設窓口 
地区 開設日 開設時間 開  設  場  所 

帯
広 

6月 27日 13:00～14:00 
 あしょろ銀河ホール２１ 会議室 

  足寄郡足寄町北１条１丁目３番地 

7月 4日～10日 

（土日を除く） 
9:00～17:00 

 帯広地方合同庁舎  会議室 

  帯広市西６条南７丁目３ 

滝
川 

7月 5日～10日 

（土日を除く） 
9:30～16:00 

 滝川労働基準監督署 １階 会議室 

  滝川市緑町２丁目５－３０ 

北
見 

6月 11日 10:00～15:00 
 網走公共職業安定所 ２階 会議室 

  網走市大曲１丁目１－３ 

6月 12日 10:30～14:30 
 斜里町公民館 ゆめホール知床 会議室２ 

  斜里郡斜里町本町４番地 

6月 13日 10:30～15:00 
 北見公共職業安定所 遠軽出張所 ２階 会議室 

  紋別郡遠軽町１条通北４ 

7月 4日～10日 

（土日を除く） 
9:00～17:00 

 北見地方合同庁舎 ２階 第一共用会議室 

  北見市青葉町６番８号 

室
蘭 

6月 27日 10:00～15:00 
 室蘭公共職業安定所 伊達分室 ２階 会議室 

  伊達市綱代町５－４ 
※昨年度とは所在地が異なります。 

7月 1日～10日 

（土日を除く） 
9:00～17:00 

 室蘭労働基準監督署 ４階 会議室 

  室蘭市入江町１番地１３ 室蘭地方合同庁舎 

釧
路 

6月 27日 9:30～15:00 
 中標津経済センター 能力開発研修活動室 

  標津郡中標津町東２条南２丁目１番地１９ 

7月 2日 13:00～17:00 
 根室公共職業安定所 ４階 特設会場 

  根室市弥栄町１丁目１８番地 根室地方合同庁舎 
7月 3日 9:00～12:00 

7月 4日～10日 

（土日を除く） 
9:00～17:00 

 釧路労働基準監督署 １階 会議室 

  釧路市柏木町２番１２号 

※今年度より、弟子屈町、標茶町、厚岸町における特設窓口は設けません。ご了承願います。 

名
寄 

6月 26日 10:30～14:30 
 和寒町商工会 小会議室 

  上川郡和寒町字西町１８ 

6月 27日 10:00～14:30 
 士別市民文化センター ３階 会議室３ 

  士別市東６条４丁目１番地 
※昨年度とは所在地が異なります。 

7月 3日 10:30～14:30 
 興部町商工会 第２研修室 

  紋別郡興部町字興部７１６－５ 

7月 4日 9:00～14:30 
 名寄労働基準監督署 紋別連絡事務所 

  紋別市新港町２丁目 紋別港湾合同庁舎２階 

 

 



 

特設窓口 
地区 開設日 開設時間 開  設  場  所 

倶
知
安 

6月 27日 11:00～14:30 
寿都商工会 

 寿都郡寿都町字大磯町８１－１ 

7月 3日 10:00～15:00 
 岩内公共職業安定所 

  岩内郡岩内町字相生１９９－１ 

留
萌 

6月 28日 

 

13:30～15:00 

 

 羽幌町商工会 

  苫前郡羽幌町南３条２丁目３番地 

            ハートタウンはぼろ３階 

稚
内 

6月 20日 10:00～13:00 
 天塩商工会（道の駅てしお） 

  天塩郡天塩町新開通４丁目７２２７番地の２ 

6月 27日 

11:00～12:00 

13:00～15:00 
※昨年度と開設時間 

が異なります。 

 枝幸町商工会 

  枝幸郡枝幸町字本町５９０番地１ 

浦
河 

7月 4日 10:00～15:00 
 新ひだか町コミュニティセンター 遊戯室 

  日高郡新ひだか町静内古川町１丁目１番２号 

苫
小
牧 

6月 26日 10:00～12:00 
 厚真町商工会 

   勇払郡厚真町京町３７ 

6月 27日 10:00～12:00 

 安平町商工会追分支所 

（追分ふれあいセンターい・ぶ・き） 

  勇払郡安平町追分本町５丁目１７－１ 

6月 28日 10:00～12:00 
むかわ町商工会 

   勇払郡むかわ町松風１丁目２４番地 

7月 1日 10:00～12:00 
白老町商工会 

  白老郡白老町大町２丁目３番地４号 

7月 2日 10:00～14:30 
 千歳商工会議所 

  千歳市東雲町３丁目２－６ 

7月 4日～10日 

(土日を除く) 
9:00～17:00 

 苫小牧港湾合同庁舎 ３階 大会議室 

  苫小牧市港町１丁目６－１５ 

 

 

 


