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●本マニュアルについての注意点

※本マニュアルは、経済産業省の法人共通認証基盤（ＧビズＩＤ）及び日本年金機

構・磁気媒体届出プログラムのシステムを使用して行う電子申請用に作成してお

ります。

※ なお、社会保本マニュアル等の著作権は、香川県社会保険労務士会にあります。

険労務士個人でご使用されるにあたっては、電子申請の参考とする目的に限り、

ご自由にご使用されることを認めます。

ただし、研修会などの資料として配付される場合、その他営利を図る目的でご使

、 。用される場合などは ご使用の前に香川県社会保険労務士会までご連絡ください

※本マニュアルに係る電子申請による届出は、社会保険労務士が行うことができま

す。社会保険労務士ではない無資格者・アウトソーシング会社・コンサルタント

会社などがこの届出・電子申請を事業主に代って行うことは、社会保険労務士法

に違反し処罰の対象になります。
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令和２年４月１日から、経済産業省の法人共通認証基盤（ＧビズＩＤ）及び日本年金機

構・磁気媒体届書作成プログラムのシステムを利用した電子申請ができるようになりまし

た。

上記により、従来の電子政府の総合窓口（ ）による電子申請と共に、電子申請のe-Gov
手段が増えました。このことは、それぞれのメリットを生かしながらの電子申請の方法が

が選択できると共に、手続可能な届出は限られますが、社労士の電子証明書のアクシデン

ト（紛失等）などで社労士の電子証明書が使用できなくなった場合のリスクにもとりあえ

ず対応できるなどのメリットも考えられると思われます。

このマニュアルは、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届のマニュアルですが、

日本年金機構・磁気媒体届書作成プログラムのシステムを利用した電子申請は、日本年金

機構関係７届出、雇用保険関係４届出が可能となっていますので、これらの届出にも参考

できるようにすると共に、ＧビズＩＤによる電子申請に対する理解が深まるように作成し

てみました。本マニュアルがＧビズＩＤによる電子申請への第一歩、さらなる利用への一

助となるよう願ってやみません。

１．送信前の準備について

●電子申請にあたって準備するものについて

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の電子申請する場合に、事前に準備すべき

書類や添付データ及び確認すべき内容などについては、以下の通りです。

１，ＧビズＩＤの プライムのアカウント（ＩＤとパスワードの取得）gBizID
・経済産業省ＨＰにある へよgBizID

うこそ（左図）から、 プラgBizID
イム申請書作成から手続きをしま

す。

・そして印鑑証明書（法人、社労士

法人の場合）または印鑑登録証明

書（個人事業主 開業社労士の場

合）で発行日より３ヶ月以内のも

gBizIDの、上記で作成し印刷した

プライム申請書に押印した上で、

経済産業省 ＧビズＩＤ運用センタ

ー宛に郵送（簡易書留推奨）して

下さい。
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・経済産業省ＧビズＩＤ運用センターで提出書類に不備がなければ、おおよそ２週

間以内に申請書で指定されたメールアドレス宛にメールが届きますので、届いて

、 。１箇月以内に ＩＤ及びパスワードの設定など所要の操作を行う必要があります

・ＧビズＩＤのアクセスは２重認証方式となっており、ＳＭＳで周知されるワンタ

イムパスワードの入力、もしくは専用のアプリによる認証の２つの方法が選択で

きます。なおいずれかを選択するかは登録する必要があります（変更も可能 。）

２，日本年金機構の磁気媒体届書作成プログラムの取得またはバージョンアップ

・日本年金機構の磁気媒体届書作成プログラムを利用してＧビズＩＤによる電子申

請においては、令和２年４月１日以後に新たに、磁気媒体届書作成プログラムの

Ｖｅｒ２０．００以上を取得またはバージョンアップする必要があります。この

取得またはバージョンアップされた磁気媒体届書作成プログラムで作成されたＣ

ＳＶファイルを利用することになります。

３，新様式の提出代行証明書

・社会保険労務士が電子申請を行う

場合、事業主の提出代行を証明す

る提出代行証明書が必要となって

令和２年４月１日に様いますが、

式が改正されており、その改正様

式（左図）を必ず利用することに

なっています。

なお左図の改正様式に、社労士証・

票もしくは特定社労士証票の表面

の貼付（裏面がある場合は裏面の

貼付も必要）が必要です。

・これは社労士の電子署名書を利用

しないこと、ＧビズＩＤの電子申

請のしくみにおいて、社労士の属

性を確認できないことから。この

提出代行証明書に貼付される社労

士証票等が唯一の手段となるため

です。

左図は、社労士証票等が貼付され・

ていない状態です

《参考》新様式の提出代行証明書は、従来の社労士の電子証明書を署名した電子申請

にも利用できます。この場合は社労士証票等の貼付は不要です。
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●届出の可能な手続きについて

届出の可能な手続きは、下記の通りです（令和２年４月１日現在）

（※）＝被保険者が２以上勤務者の場合も、その他の被保険者と混在しての届出が可

能です。

１，日本年金機構関係（７届出）

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届／厚生年金保険７０歳以上被用者

該当届 （※）

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届／厚生年金保険７０歳以上被用者

不該当届 （※）

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届／厚生年金保険７０歳以

上被用者算定基礎届 （※）

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表のファイルの添付

が必要です。

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届／厚生年金保険７０歳以上被

用者月額変更届 （※）

・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届／厚生年金保険７０歳以上被用者

賞与支払届 （※）

のファイルの添付が必要で健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表

す。

・健康保険被扶養者（異動）届／国民年金第３号被保険者関係届

・国民年金第３号被保険者関係届

２，雇用保険関係（４届出）

・雇用保険被保険者資格取得届

・雇用保険資格喪失届（離職票あり 離職票なしいずれも可能）

離職票については、令和３年３月３１日までは、別途専用ＣＳＶファイル添付

方式による方法となります（専用のＣＳＶファイルは日本年金機構ＨＰからダ

ウンロード可能です 。）

・雇用保険被保険者転勤届

・個人番号登録届

《参考》本章の詳細については、当会ＨＰ 社労士の電子申請 ＧビズＩＤによる電子申

請特集（令和２年４月８日新規設置）を参考して下さい。

http://www.kagawa-sr.jp/sr-denshishinsei%20benrityo13.html
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２．申請に必要なＣＳＶファイルの作成

ここでは、申請に必要となる ファイル（ここでは健康保険・厚生年金保険被保険CSV
者資格取得届）の作成を行います

■『社会保険届書作成（適用届書 』をクリックする。）

■『届書の作成（Ｍ 』）

をクリックする。

■「届書を編集する」

の『最初から（Ｎ）

をクリックする。
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■左上の項目から『資格取得』を選択し、右下の項目から『追加をクリックする。

■必要な内容等を入力する。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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個人番号は、通知カード等で個人番号の確認、運転免許証等で本人確認を行った上で■

入力する。個人番号を入力した場合は郵便番号と住所の入力は必要ありません。

■個人番号を入力できない場合は、基礎年金番号の入力でも可能ですが、その場合は郵

便番号と住民票上の住所の住所の入力が必要です。

■入力内容を確認したの上で 『登録』をクリックする。、

※上図は本解説のために、個人番号を入力できた場合（赤枠 、個人番号を入力できな）

かった場合（青枠）の両方の表示をしていますが、実際の入力ではいずれか一方のみ

の入力となります。

■『はい』をクリックする。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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※２人目の被保険者を入力す

る場合は、５ページ一番下

の画面の項目から、左図の

画面項目までの入力作業を

繰り返す（その都度「登録

状況」の届書数（被保険者

数）が追加されます 。）

「 」 、 （ ）、 、『 （ ）■ 登録状況 にて 届書数 被保険者数 事業所数を確認した後に 入力終了 Ｃ

をクリックする。

■『保存終了（Ｑ 』をクリックする。）

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■『ＯＫ』をクリックする。

■『ＯＫ』をクリックする。

■ファイル名を自分にとってわかりやすいファイル名に変更するなどしてから、ファイ

ルの保存先を確認した上で『保存』をクリックする。

、 、 。※上図は ファイル名の変更を行わない場合 自動的に割り当てられるファイル名です
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■「提出用ファイルを作る」の『電子申請用（Ｄ 』をクリックする。）

■保存しているフォルダから 「 」ファイル形式、 jkk
のファイルを選択し 『開く（Ｏ 』をクリッ、 ）

クする。
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■左図の内容を確認してか

ら 『ＯＫ（Ｏ 』をクリッ、 ）

クする。

※「作成先フォルダ保存場所」

CSVは、ここで作成された

ファイルをこの後添付する

必要があるので、保存先の

確認を行ってください。

※「提出先（編集対象 」の）

選択に留意してください

(左図は年金事務所が提

出先の場合です)。

■表示内容を確認してください。なおＧビズＩＤによる電子申請は、ここで作成された

ファイルを添付することで自動的に ファイル総括表が作成されることかCSV CSV
ら、 によるＣＳＶファイル方式の電子申請のようなＣＳＶファイル総括表の入e-Gov

、 、『 （ ）』力作業の必要もなく 印刷等の特段作業の必要はありませんので キャンセル Ｃ

をクリックする。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■『ＯＫ（Ｏ 』をクリックする。）

■『作成終了（Ｃ 』をクリックする。）

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■『保存終了（Ｑ 』をクリックする。）

■『作業を終了する（Ｘ 』をクリックする。）

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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３．届書の申請

【初期設定】初回の利用の時のみこの操作が必要です。

■『届出の申請・申請状

況の紹介（Ａ 』をク）

リックする。

■「ＧビズＩＤ認証基

本情報」の「法人番

号」に、半角１３桁

で入力する。

※個人事業主（社労士

法人以外の開業社労

士等）は０を半角１

３桁を入力する。

※パスワードを設定する場合

は 「申請・照会機能へのパ、

スワード保護設定」におい

て設定可能です。

■『登録（Ｒ 』をクリックす）

る。
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■『次へ（Ｎ 』をクリ）

ックする（そのまま

１５ページ上から２

番目の画面項目にお

進みください 。）

※「管理情報登録（Ｍ 」）

を変更する場合にクリ

ックする。

【届書の申請】初期設定以後の２回目からは、ここからの操作となります。

■『届出の申請・申請状況の照会（Ａ 』をクリックする。）

、 、 。※パスワードを設定している場合のみ 上図が登場しますので パスワードを入力する
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■『次へ（Ｎ 』をクリックする。）

■『届書の申請（Ａ 』をクリックする。）

【ＣＳＶ形式届書ファイルの添付】

■『選択（Ｃ 』をクリックする。）
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■任意の保存先に保存しているフォルダから選択し、クリックする。

■「 」フォルダをクリックする。0001

■「 」の ファイルを選択する。そして『開く（Ｏ 』をクリックするSHFD0006 CSV ）

（本例は資格取得届の場合 。）
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【その他の電子添付ファイルの添付】 ここでは、提出代行証明書、総括表（算定基礎届

賞与支払届 、その他各種添付ファイルの添付などを行います。）

■『追加（Ｄ 』クリックする。）

■任意の保存先に保存しているフォルダか

ら、該当する提出代行証明書を選択し 『開く（Ｏ 』をクリックする。、 ）

※その他の電子添付ファイルの添付（複数添付も可能）において、添付可能なファイル

形式は、下記の通りとなっています。なお提出先等によって異なっています。

年金事務所への提出→ 形式（拡張子 ） 形式（拡張子 ）PDF pdf JPEG jpg
公共職業安定所提出→ 形式（拡張子 ）PDF pdf

ファイル(拡張子 ） 離職票添付の場合に限るExcel xlsx
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■選択肢の中から該当する「添付書類名」を選択する（本例の場合は 「提出代行証明、

」）。 「 」 （ ） 。書 なお任意の 添付書類名 を入力 全角１２０文字以下 することも可能です

※上図は 「添付書類名」の選択肢の項目です。、

■『ＯＫ（Ｏ 』をクリックする。）

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■『次へ（Ｎ 』をクリックする。）

※その他の電子添付ファイルの添付が複数ある場合は、１７ページから上図までの操作

を繰り返した後に 『次へ（Ｎ 』をクリックする。、 ）

【届書の送信】届書の送信準備と送信を行います。

■各種項目を入力する。数字は住所の番地等の入力も含めて半角で入力する。入力が完

了したら 『次へ（Ｎ 』をクリックする。、 ）

※健康保険証など郵送がある場合は 「添付書類」の「郵送添付書類あり」の白枠にチ、

ェックする。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■申請先の設定をするために 「申請先」にある『申請先を選択する（Ｔ 』をクリック、 ）

する。そして「申請先選択」の「申請先都道府県名」から、該当する年金事務所所在

地の都道府県名を選択する。

■「申請先選択」の「申請先年金事務所名／申請先公共職業安定所名」から、事業所を

管轄する年金事務所を選択する。

■『設定（Ｓ 』をクリックする。）

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■「申請者情報の入力」は、社労士が提出代行する場合は、社労士の氏名、住所（事務

所住所 、 メールアドレス、伝保番号、ＦＡＸ番号（これのみ任意入力）を入力す） /
る。なお数字は住所の番地等の入力も含めて半角で入力する。

■「申請情報の入力」は、該当する被保険者の勤務する事業所の商号（法人名 、代表）

者氏名等を入力する。入力終了したら『次へ（Ｎ 』をクリックする。）

※「申請先 「申請情報の入力 「申請情報の入力」の情報は 『申請情報保存（Ｗ 』を」 」 、 ）

クリックすると任意の場所に保存することができるので便利です。なお同一事業所

の場合であっても、年金事務所用と公共職業安定所用と両方の準備が必要です。

※『申請情報保存（Ｗ 』で保存したデータは 『申請者情報取込み（Ｒ 』をクリック） 、 ）

すると、該当する情報が取り込めます。なお電子政府の総合窓口（ ）で保存しe-Gov
た申請者情報ファイルは、ファイル形式が異なるためここでは利用できません。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■ここでは申請データの送信を行います 『申請（Ａ 』をクリックする。。 ）

■ＧビズＩＤのアカウントＩＤとパスワードを入力し 『ログイン』をクリックする。、
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■ プライム（ＧビズgBizID
） 、ＩＤ 申請時に登録した

電話番号のスマートフォ

ンにワンタイムパスワー

ドがＳＭＳ配信されるの

で、そのワンタイムパス

ワードを入力する。

■入力終了したら 『ＯＫ』、

をクリックする。

※本例の外に、ＧビズＩＤ

アプリによる認証方法も

あります。

■申請データが正常に受付されると、上図のように「申請完了」の画面が表示される。

、『 （ ）』 。そして で 処理選択画面へ戻る Ｂ をクリックする受付番号をメモ等に控えた上

※ ここでは到達番号は表示されていませんが、送受付番号と到達番号は区別されます。

信後に到達番号は振られています。次のページ（第４章）に到達番号の確認方法があ

りますので参考してください。また受付番号確認の方法もありますのであわせてご参

考下さい。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■『終了（Ｘ 』をクリックする。）

■『終了（Ｘ 』をクリックする。）

４．事後処理

【到達番号の確認】電話による照会、郵送による添付書類の送付に必要な到達番号の確認

を行います。

■『届書の申請・申請状

況の照会（Ａ 』をク）

リックする。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■『次へ（Ｎ 』をクリックする。）

■『申請状況の照会（Ｉ 』をクリックする。）

※本例は、前ページまでにおける届書の送信を行った直後に『申請状況の照会（Ｉ 』）

をクリックした場合です。相当はなれた事後（後日等）に行った場合は、ＧビズＩＤ

のアカウントＩＤとパスワード、ワンタイムパスワードの入力、また同日の場合は、

ワンタイムパスワードのみが必要な場合もあります。

■該当する届書を選択

、『 （ ）』して 詳細表示 Ｄ

をクリックする。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■『到達番号を保存（Ａ 』をクリックすると、ファイル名の桁数は下図の表示と異な）

っており（表示例 、なおファイルの内容は受付番号のみです。20200407_120030）

■上図のステータスが「処理中」になった場合に 『到達番号を保存（Ａ 』をクリック、 ）

すると、以下の手順で受付番号と到達番号の表示されたファイルのダウンロードがで

きます。ステータスが「送信待ち」から「処理中」になるまで平均数十分程度時間差

。 、「 」があります なお事務センターが稼働していない時間帯の送信の場合は 送信待ち

から「処理中」になるには、翌日以後の事務センター稼働日となります。

■ステータスが「処理中」になっている場合に、任意の場所に保存先を指定してから、

『保存（Ｎ 』をクリックする（到達番号のデータ保存を行います 。） ）

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■受付番号と到達番号の確認ができます。到達番号の桁数など、電子政府の総合窓口

（ ）の到達番号と異なっています。e-Gov

■健康保険被保険者証などの返却のための郵送など、郵送による添付書類の郵送のため

、「 （ ）」 、『 （ ）』 。に印刷物が必要な場合は ファイル Ｆ を選択し 印刷 Ｐ をクリックする

そしてプリントアウトする。
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資格喪失届 被扶養者異動届における被保険者証等の回収について

※回収健康保険被保険者証などを事務センターに郵送（年金事務所に提出等も可、な

お年金事務所は事務センターへ再度送ります ）するときは、事務センターが郵送。

した健康保険被保険者証などを照合する必要から、以下の内容を記入して下さい。

また郵送は個人情報とトラブル回避の観点から簡易書留を推奨します。

１，到達番号

２，手 続 名（１と２については前ページの印刷物の利用をおすすめします ）。

３，事業所名

４，事業所記号番号

５，被保険者氏名

６，被保険者番号

７，送付枚数以下は記入例です

・被保険者本人分のみの場合被保険者分１枚のみ

・被扶養者もいる場合 被保険者分１枚被扶養者３枚計４枚

・被扶養者異動届の場合 被保険者某の被扶養者分１枚

※なお何らかの理由により、健康保険被保険者証などが回収できず返却できない場合

は、CSVファイルの備考欄（その他の欄）にその旨を記入して下さい。

■『戻る（Ｂ 』をクリックする。）
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■『終了（Ｄ 』をクリックする。）

■『終了（Ｘ 』をクリックする。）

■『終了（Ｘ 』をクリックする。）
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【決定通知書の取得】決定通知書があるファイルを取得します。

■日本年金機構において審査終了すると、ワンストップサービス（マイナポータル）か

ら上図のようなお知らせの通知のメールが届きます。このメールが届いた場合、決定

通知書のデータファイルを３ヶ月以内にダウンロードする必要があります。

■『届書の申請・申請状況の照会（Ａ 』をクリックする。）
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■『次へ（Ｎ 』をクリックする。）

■『申請状況の照会（Ｉ 』をクリックする。）

■ＧビズＩＤのアカウ

ントＩＤとパスワー

ドを入力し 『ログイ、

』 。ン をクリックする

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編



32

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編

■ プライム（ＧビズgBizID
） 、ＩＤ 申請時に登録した

電話番号のスマートフォ

ンにワンタイムパスワー

ドがＳＭＳ配信されるの

で、そのワンタイムパス

ワードを入力する。

■入力終了したら 『ＯＫ』、

をクリックする。

※本例の外に、ＧビズＩＤ

アプリによる認証方法も

あります。

「 」 、『 （ ）』■ステータスが 要ダウンロードあり になっていることを確認してから 詳細表示 Ｄ

をクリックする。
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■『確認（Ｃ 』をクリックする。）

■『ダウンロードファイルを保存（Ｄ 』をクリックする。）

※『お知らせを保存（Ｎ 』をクリックすると、本件お知らせ内容がファイルで保存で）

きます。
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■任意の保存先にファイルを保存する。保存したファイルはＺＩＰ形式であるので、こ

れを解凍する必要があります。

※解凍した決定通知書の表紙の氏名は、事業所と申請代理人である社労士氏名となって

います。これは、本マニュアル２１ページ一番上の画面項目において、申請代理人で

ある社労士氏名を入力することになっていることに起因することです。

■『戻る（Ｂ 』をクリックする。）

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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■『戻る（Ｂ 』をクリックする。）

■『終了（Ｘ 』をクリックする。）

※ファイルをダウンロードしても、この時点ではステータスの表示はそのままです。
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■『終了（Ｘ 』をクリ）

ックする。

■『終了（Ｘ 』をクリ）

ックする。

■決定通知書のダウンロード終了後、ワンストップサービス（マイナポータル）がこれ

を確認した場合、上図のようなお知らせの通知メールが届きます。このメールが届い

た場合、ステータスが「要ダウンロードあり」から「終了」に更新されます（例３２

ページ参照 。なお終了の確認は、３ヶ月以内に行ってください。）

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届編
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ＧビズＩＤ電子申請実務マニュアル
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