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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、電子政府の総合窓口（ e-Gov/イーガブ）のシステムを使用して作

成しております。

※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。なお、

社会保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、その他営利を得る目的でご

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されま

すようお願い申し上げます。

※本マニュアルによる電子申請は、社会保険労務士が行うことができます。本マニ

ュアルにより第三者の電子申請を、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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雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編

１．基本情報の入力

■『 e-Gov』などで検索して、電子政

府の 総合窓口トップページにアク

セスしてから、『電子申請のトップ

ページ』をクリックする。

■下へスクロールする。

■『申請・届出パック（グ

ループ申請）』をクリッ

クする。
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■下へスクロールする。

■『被保険者の資格取得・転

勤』をクリックする。

■申請する書類名の左側の白枠にチェックをする。

■そして『チェックした手続を申請する』をクリックする。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■申請者・届出者に関する情報の各欄に入力する。

・赤マークの項目は必須入力。

・姓名の間はスペースを空ける。

・住所は都道府県から入力。

■連絡先が申請者と同じ場合は、チ

ェックを入れると、「申請者・届

出者に関する情報」で入力した内

容が反映される。

※連絡先のメールアドレスは必須項

目である。（申請者のメールアド

レス欄は必須項目になってないの

で、チェック入れても反映されな

いので注意を要する。）

e-Gov電子申請システムからのお知らせ

連絡先のメールアドレス欄に記入したアドレスに、e-Gov より次の電子メールが届く。

・【 e-Gov 電子申請システム】連絡事項確認のご連絡

・【 e-Gov 電子申請システム】審査終了のお知らせ

・【 e-Gov 電子申請システム】公文書確認のご連絡

・【 e-Gov 電子申請システム】手続終了のお知らせ（雇用保険関係は通常これのみ）

など

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■雇用保険被保険者取得届

と健康保険・厚生年金被

保険者取得届の左の白枠

にチェックを入れる。

■氏名を入力する。なお雇

用保険被保険者証の氏名

と異なる場合は、チェッ

クが必要となり、２の雇

用保険被保険者の氏名へ

の入力必要です。

■各種内容を入力し、入力

完了したら『入力完了』を

クリックする。

■『入力完了』をクリック

した後は、左図のように

なります。

※入力内容の修正の場合は、

『再入力』をクリックし

てから修正して、最後に

必ず『入力完了』をクリ

ックして下さい。

■『提出先選択』をクリッ

クし下さい。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■大分類から都道府県名を選択

する。

■中分類から提出先の社会保険

事務所を選択する。

■『設定』をクリックしてから、そして『閉じる』をクリックする。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■『はい』をクリックする。

■左図のようになっていれば正

常です。

■『すべての基本情報へ適用』

をクリックする。

■『OK』をクリックする。

■『OK』をクリックする。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編

■『進む』をクリックする。

■『この手続の情報を

入力する』をクリッ

クする。

■すでに会社名や氏名

などの内容は入力済

になっております



8

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編

■『入力完了』をクリックする。

※入力内容の修正の場合は、『再入力』をクリックしてから修正して、最後に必ず『入

力完了』をクリックして下さい。なおここでは社会保険の欄で入力した基本情報の内

容と異なるため、必ず社会保険の欄で入力した基本情報の内容の修正を行った上で、

社会保険の欄で入力した基本情報における『入力完了』をクリックして下さい。

※また次の段階である申請入力（各様式における入力）の時に、本基本情報の入力誤り

が判明して立ち返ってから修正したときには、社会保険の欄で入力した基本情報の内

容の修正と、雇用保険の欄で入力した基本情報の内容の修正の両方が必要となり、そ

れぞれの修正した後に必ず『入力完了』をクリックして下さい。

■『提出先選択』をクリックす

る。



9

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編

■大分類から都道府県名を選択

する。

■中分類から提出先の公共職

業安定所を選択する。

■『設定』をクリックしてから、そして『閉じる』をクリックする。
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■『はい』をクリックします。

■左図のようになっていれば正

常です。

■『進む』をクリックする。

■『OK』をクリックする。

■左図の画面のように「申請入

力」の表示になりましたら正

常です。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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２．社会保険資格取得届の申請入力

■健康保険、厚生年金保険の左にある白枠にチェックする。

■各種情報の入力をする。なお基本情報で入力された内容は、すでに入力された状態に

なっております。

■『添付する書類を選択して下さい』の各欄のタブ選択を行い、そして『その他の添付

書類』に「提出代行証明書」と入力する。

■『入力チェック』を

クリックする。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■『OK』をクリックする。

■「添付書類」の右にある『入

力』をクリックする。

■「提出」にチェックを入れ、「添付」を選択する。

■書類名を入力し、『参照』をクリックする。

※ほかに添付する書類がある場合は、『追加』をクリックしてから追加して下さい。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■あらかじめ準備している提出代行証

明書のフォルダから JPEG 形式又は

の PDF ファイルを選択し、『開く』

をクリックする。

３．雇用保険資格取得届の申請入力

■雇用保険被保険者資格取得届／電子申請の下にある『この手続の情報を入力』をクリッ

クする。

■各種情報の入力をす

る。なお基本情報で

入力された内容は、

すでに入力された状

態になっておりま

す。

■『入力チェック』を

クリックする。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編

■『OK』をクリックする。

■「添付書類」の右にある『入

力』をクリックする。

■「提出」にチェックを入れ、「添付」を選択する。

■書類名を入力し、『参照』をクリックする。

※ほかに添付する書類がある場合は『追加』をクリックしてから追加して下さい。
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■あらかじめ準備している提出代行証明

書のフォルダから PDF 形式のファイル

を選択し、『開く』をクリックする。

４．署名の実施

■『署名して次へ進む』をク

リックする。

■社会保険労務士電子証明書をクリック

して選択し、『OK』をクリックする。

■『OK』をクリックする。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編

■保存先フォルダを指定して、『保存』

をクリックする。

※ 「 495000005895000」「 495000010524000」

の２つフォルダが自動的に作成されま

す。

■『了解』をクリックする。

■『OK』をクリックする。
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５．申請書の送信

■「申請一覧」の申請手続にチェックを入れる。

【健康保険・厚生年金保険資格取得届の申請意思の最終確認】

■『この手続の内容を確認する』をクリックする。

■「申請一覧」の申請手続にチェックを入れる。

【雇用保険資格取得届の申請意思の最終確認】

■『チェックした申請書を申請届出書を提出』をクリックする。

この時点でデータが提出先に送信される。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■『OK』をクリックする。

■『詳細』をクリックすると、各手続の詳細の到達画面が確認できます。

※ここでは、健康保険・厚生年金保険資格取得届の詳細な到達画面を確認しようとして

いるところです。

■『表示内容を保存』を

クリックする。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■『保存』をクリックする。

■保存先フォルダを指定し、『保

存』をクリックする。

■『閉じる』をクリックする。

■『パーソナライズに登録』をクリックして、到達番号を登録しておけば、処理状況の

確認が簡単です。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■パーソナライズ ID とパス

ワードを入力し、『登録』

をクリックする。

■『終了する』

をクリックす

る。

■『OK』をクリックする。

■『はい』をクリックする。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■『終了する』

をクリックす

る。

※なおこの画面を

保存前に誤って

消去しても、１

８ページの上か

ら２番目の画面

から再度見るこ

とができます。

■『OK』をクリックする。

■『はい』をクリックする。

■『詳細』を

クリックす

ると、各手

続の詳細の

到達画面が

確認できま

す。

※ここでは、雇用資格取得届の詳細な到達画面を確認しようとしているところです。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■表示内容を保存やパーソナライズの登録などの方法については、１８ページから２

１ページを参照して下さい。

■『終了する』

をクリックす

る。

■『保存』をクリックする。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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■保存先フォルダを指定して、『保存』

をクリックする。

■『閉じる』をクリックする。

■『閉じる』をクリックする。

■『はい』をクリックする。

以上で申請は終了です。お疲れ様でした。

この電子申請でご不明な点がございましたら、「電子政府利用支援セ

ンター」のホームページ（ http://www.center.e-gov.go.jp/ ）をご覧

ください。

なお、このマニュアルまたは申請方法などについては、当会電子申請

レスキュー隊にお問い合わせください。

雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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雇用保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（グループ申請）編
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