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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。

ただし研修会なと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

用される場合などでは、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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１ .動作環境の確認

■『 e-Gov』などで検索して、

電子政府の 総合窓口トップ

ページにアクセスする。

■『申請・手続をする』を選択

し、『電子申請のトップペー

ジ』をクリックする。

■ Windows ８．１や８のブラウザの設定が上記の「ModernUI」の場合は、電子申請をご

利用になれませんので、ページツールをクリックしてから、『デスクトップを表示す

る』を選択し、デスクトップモードにしてから電子申請をおこなって下さい。
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■『ｅ－Ｇｏｖ電子申請

システムの利用準備を

する』をクリックする。

【チェック１】

■『 e-Gov 電子申請シス

テム動作確認環境』を

クリックする。

※下図のように、判定結

果に丸が表示されてい

た場合は、ご利用のパ

ソコンが適応していま

す。
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■このサイトで各種動作環境の確認を行ってください。

※上記画面の必要な条件については、平成２６年１０月現在のものです。後日変わることもあります。

■画面の矢印のところをクリックして１つ前に戻す

事前設定編
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２ .Javaの設定

【チェック２】

■上図のような判定結果の場合は、改めて Java をダウンロードする必要はありません

（第３章にお進み下さい）。

■推奨バージョンの Java が

インストールされていな

い場合は左図のような判

定結果のメッセージが出

ます。

■『 Java を準備する』をク

リックする。

※従前から Java がインストールされていた場合は、一旦従前の Java をアンインストール

する必要があります。但しアンインストールすると、本電子申請以外の使用場面で使

用できないこともありますのでご注意下さい。
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■ 下 へ ス ク ロ ー

ルする。

■それぞれパソコンの OS に該当するいずれかのタブを選択し、『 Java 最新版ダウンロ

ード』をクリックする。

※インストールするPCの環境によっては、管理者権限を有しているユーザーでないとイ

ンストールできない場合があります。詳細はシステム管理者にご確認ください。

※本章の内容については、平成２６年１０月現在のものです。後日バージョンが変わることもあり

ます。
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■『無料 Java のダウンロード』をクリックする。

■『同意して無料ダウンロードを開始』をクリックし、『実行』をクリックする。

※ Windows ８．１や８の場合、 Java のダウンロード及びインストールは、デスクトップ

モードのみで動作します。
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■『はい』をクリックする。

■『インストール』をクリック

する。

■『Ａｓｋの・・・』の左のチエ

ックを外し、『次』をクリッ

クする。

※『Ａｓｋの・・・』の左のチエ

ックを外すと、他の２つのチェ

ックも同時に外れます。

■正常にインストールができれ

ば左図のような画面が登場す

る。そして『閉じる』をクリ

ックする。
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■『調整して続行』をクリックする。

■名前、発行者、場所を確認してから、『実行』をクリックする。
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■正常にインストールができている場合は、左図のような画面にて確認できます。

■×をクリックする。

■×をクリックする。
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■矢印をクリックす

る。

■上図のようになれば、推奨バージョンの Java がインストールが正常にできておりま

す。
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オンラインでダウンロードができない場合、またオフラインでインストールするは、

下記の方法でダウンロードしてからインストールを行って下さい。

■『オフラインイ

ンストーラ』を

クリックする。

■『同意して無料ダウンロードを開始』をクリックし、『名前を付けて保存』をクリ

ックする。
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■保存するフォルダを指定し、

『保存』をクリックする。

■ダウンロードが完了したら、『×』をクリックする。

■保存しているフォルダを呼び出し、該当ファイルをクリックする。

■以後については６ページから１０ページを参照しながらダウンロード及びインスト

ールを行って下さい。
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３ .電子証明書の確認と設定

【チェック３】

■「セコムパスポート for G-ID 社会保険労務士電子証明書」を取得していれば、チェッ

ク３の要件は満たしております。

※労働保険事務組合として電子申請する場合には、「セコムパスポート for G-ID 社会保

険労務士電子証明書」は使用できませんので、別途電子証明書が必要となります。

■社会保険労務士電子証明書を収納している USB メモリー等から、電子証明書ファ

イルを選択し、クリックする。

■『次へ』をクリックする。
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■ファイル名を確認した後、『次

へ』をクリックする。

■「パスワード」に、

セコムトラストシ

ステムズ(株)から

発送されている

「識別番号及 PINコ

ードのお知らせ」

の用紙にある、PI

Nコードを大文字

小文字の区別に注

意しながら半角で

入力する。

■「すべての拡張プ

ロパティを含め

る」の左枠にチ

ェックを入れる。

■『次へ』をクリッ

クする。
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■『証明書の種類に

基づいて、自動

的に証明書スト

アを選択する』

を選択し、『次

へを』クリック

する。

■『完了』をクリックする。

事前設定編
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■左図のようなセキュリティ警告

があった場合は、内容を確認

の上『はい』をクリックする。

■『OK』をクリックする。

■電子証明書の状況確認について以下のように

おこないます。

■『ツール』をクリックし、『インターネット

オプション』をクリックする。

■『コンテンツ』を選択し、次に

『証明書』をクリックする。

事前設定編
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■『個人』を選択する。

■社会保険労務士の電

子証明書をクリック

して選択し、『エク

スポート』をクリッ

クする。

■『次へ』をクリックする。
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■「はい、秘密キーをエクスポートします」にチェックが入れられない状況を確認しま

す。そして確認の後に『キャンセル』をクリックする。

■『閉じる』をクリックする。

事前設定編
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■『ＯＫ』をクリックする。

パソコンにインポートされた電子証明書は、 e-Gov ではパスワードの入力なしに電子

署名ができるようになっております。したがって１台のパソコンを複数人が使用する場

合は、電子証明書の管理には十分留意されることをおすすめいたします。
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４ .ブラウザの設定確認

【チェック４】

■お使いのブラウザ等のポップアップブロック設定が有効になっている場合、 e-Gov 電

子申請システムの申請ボタン等を押下しても画面が切り替わらない等の事象が発生す

ることがあります。あらかじめブラウザ等のポップアップブロック設定を解除してく

ださい。

■メニューバーより「ツール」をクリックし、「インタ

ーネットオプション」を選択します。

■インターネットオプション画面で、「プ

ライバシー」タブを開き、「ポップアッ

プブロック」にある『設定』をクリ

ックする。
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■「許可する Web サイトのアドレス」

に「 *.e-gov.go.jp」と入力し、『追加』

をクリックする。

■「許可されたサイト」に

「*.e-gov.go.jp」が入ったことを確

認し、『閉じる』をクリックする。

■インターネットオプション画面の

『OK』をクリックする（前ページ

一番下画面赤破線丸）。

５ .信頼済みサイトの登録

【チェック５】

■ e-Gov 電子申請システムを安全にご利用頂くため、e-Gov 電子申請システム関連の URL

を信頼済みサイトに登録されていることをご確認ください

事前設定編
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■信頼済みサイトへの登録方法及び手順の詳細は、設定の

方法は以下を参考にして下さい。

■ブラウザ上部のメニューバーの『ツール』から『インタ

ーネットオプション』をクリックします。

■『セキュリティ』タブ内『信頼済みサイト

をクリックします。

※信頼済みサイトのセキュリティレベルが中

以上になっているか確認してください。

■『サイト』をクリックする。

■「この Web サイトをゾーンに追

加する」の下の入力フォームに

以下の URL を入力し、[追加]ボ

タンをクリックします。

http://www.e-gov.go.jp
http://shinsei.e-gov.go.jp
https://shinsei.e-gov.go.jp

※追加の際には、「このゾーンの

サイトにはすべてサーバの確認

（ https:）を必要とする」のチェ

ックは外した状態にしてくださ

い

事前設定編



23

■「Web サイト」に登録した URL が表示されていることを確認し、「このゾーンのサイ

トにはすべてサーバの確認（ https:）を必要とする」にチェックを付けて、[閉じる]ボ

タンをクリックしてください。

■『 OK』をクリックして下

さい。

事前設定編
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６ .電子申請用プログラムの設定

【チェック６】

■『詳細情報を開く』をクリックする。

※ユーザーアカウント制御機能を OFF にしている場合は、 e-Gov 電子申請用プログラム

のダウンロードができません。 e-Gov 電子申請用プログラムをダウンロードする際に

は、ユーザーアカウント制御機能を ON にした上で、ご利用ください。

※電子申請用プログラムをインストールするには、管理者アカウントが必要となります

ので、あらかじめご確認ください。一般ユーザの場合は、管理者アカウント ID とパ

スワードが必要となります。

※できるだけ管理者アカウントを保有している者が行って下さい。管理者アカウント

ID とパスワードの設定は可能ですが、万が一パスワードを忘れた場合は、原則再

設定は不可能であり、Windows の再設定が必要となりパソコンにある全データ消失

しますので慎重に取り扱って下さい。

■『 e-Gov 電子申請用プログ

ラムのインストールについ

て』をクリックする。
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■下へスクロールする。

■『 e-Gov 電子申請用プログラムのインストール』をクリックする。

事前設定編
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■『同意するをクリックする。

■『進む』をクリックする。

※緊急連絡用メールアドレス登録は任意です。

■１つ上の画面に、左記のよう

に「このアプリケーションを

実行しますか。」と画面表示

されるので、３１ページから

３２ページまでを参考にご対

応などして下さい。

■確認できたら『実行』をクリ

ックする。

事前設定編
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■各ＯＳに応じた『ご使用のパソコンが・・・・の場合』をクリックし、ダウンロード

する前の確認事項を確認する。

■ダウンロード後、上記のファイルが保存されているか確認してください。 なお、フ

ァイルの保存場所を変えたり、ファイルを削除したり、ファイルを書き換えたりする

と、正常に申請等の処理を行うことができなくなりますので注意してください。

なお、電子申請システムをご利用することがなくなり、電子申請プログラムが不要に

なった場合は、上記のファイルは削除していただいて結構です（上図は Windows ８．

１の例）。

■確認ができれば『閉じる』をクリックする。

事前設定編
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■『ダウンロード』をクリ

ックする。

■保存先を選択してから、『了解』をクリ

ックする。

■『OK』をクリックする。
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■『終了』をクリックする。

■『ＯＫ』をクリックする。

■『はい』をクリックする。

事前設定編
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■矢印をクリックし、１つ前の画面に戻る。

■【チエック１】から【チエック６】までの白枠にチェックを入力する。

※なおすぐ電子申請を行わず、事前設定のみの場合はここで終了となります。

事前設定編
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■『電子申請手続検索』

をクリックする。

■手続検索を行い電子申

請ができるように準備

が整いました。

「このアプリケーションを実行しますか。」と表示されている場合の対応について

■「このアプリケーションを実行しますか。」と表示されていることを確認し、『詳

細情報』をクリックします。

事前設定編
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■ 内容を確認し、『証明書詳細の表示』

をクリックします。

■『発行者』をクリッ

クし、下段の欄が

「 OU=GPKI」 で あ る

ことを確認します。

また、『有効性』を

クリックし、下段の

欄が有効期限内であ

ることを確認します。

■『閉じる』をクリッ

クする。

■左図の内容を確認し、『実行』をクリ

ックします。

※「この発行者からのコンテンツを常

に信頼」にチェックをし、『実行』を

クリックすると、このダイアログは

表示されなくなります。

※万が一、この Java アプレットが不正に改ざんされた場合などは、このダイアログ

で表示される内容が変わりますが、「この発行者からのコンテンツを常に信頼」に

チェックを入れているとそれを確認することができません。

※こうした場合にこの Java アプレットの正当性を確認できるようにしていただくた

めにも、「この発行者からのコンテンツを常に信頼」にはチェックをしないでく

ださい。
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７ .電子証明書の削除

本章は、社会保険労務士の電子証明書のセキュリティ等の都合で削除しなければならな

い方のために、削除の方法をご紹介いたします。

■『ツール』をクリックし、『インターネット

オプション』をクリックする。

■『コンテンツ』を選択し、次に

『証明書』をクリックする。
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■『個人』を選択する。

■社会保険労務士の電

子証明書をクリック

して選択し、『削除』

をクリックする。

■『はい』をクリックする。

■『閉じる』をクリックす

る。
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■『 OK』をクリックすれば、終了

です。
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