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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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１．手続検索

■「 e-Gov」などの言葉で検索

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、『 e-Gov 電子申請シス

テム』をクリックする。

■『電子申請メニュー』

をクリックする。

■『申請（申請者・代理

人）』をクリックする。
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■『キーワードを入力』の

枠に「年度更新」と入力

する。

※『府省を指定する』をク

リックすると左図のよう

になり、「厚生労働省」

にチェックを入れて検索

範囲をしぼることもでき

ます。

■『検索』をクリックする。

■下へスクロールする。

■「労働保険年度更新申

告」をクリックする。
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■申請に必要な情報を確認する。

※パーソナライズをご利用の場合は、『この手続をパーソナライズ登録』をクリックし

て登録しますと、次回からはパーソナライズからこのページに簡単にたどり着くこと

ができます（パーソナライズの詳細については、当会発行のパーソナライズ活用編を

参照してください。）。

２．申告書の作成

■『申請書を作成』をクリックする。
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■労働保険番号及びアクセス

コードを入力する。

※労働保険番号は、例えば３

７１０１００１２３４の場

合では、半角数字で

37101001234000 と入力する。

※アクセスコードは労働局か

ら事業主宛に送付されてい

る申告書に、左下のように

表示されているので半角で

入力する。なおこのアクセ

スコードは毎年変更されま

す。

※このアクセスコードを利用

する際には、事業主から「ア

クセスコードの教示につい

て」により、同意をもらう

ことをおすすめ致します。

■『進む』をクリックする。
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■上記のように「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、当

会発行の事前設定編の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。

■申請書情報入力画面が出る。
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労働保険年度更新（継続事業）編

※本例は一元適用事業で、各種区分の保険関係等が『１１１』の場合の事例です。そ

の他の場合は８ページをご参考ください。

■画面上の月及び日、常用使用労働者数、雇用保険被保険者数、免除対象高齢労働者数

の入力欄に半角数字で入力し、各該当数がない場合は０を入力してください。

■(8)のロ、ハ、ニ、ヘの入力欄に半角数字で入力する。ロとホが同額の場合は、(8)の

イのみに入力する。また雇用保険分がない等の場合は０と必ず入力する。

■(12)のイ、ロ、ハ、ニに半角数字で入力する。但し、(12)のロとホが同額の場合は、

(12)のイのみに入力する。また、雇用保険分がない等の場合は０と必ず入力する。
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■(17)の▼で納付回数１もしくは３を選択する。

■（ 28）の事業、（29） のハ事業主氏名を入力する。

※（ 25）の事業又は作業の種類、（ 29）の事業主（但し（ 29）のハは除く）は労働局等

に予め登録されている情報が掲載されています。

■充当が生じる場合は、（ 30）の充当意思の１から３のいずれかを入力する。特に一般

拠出金への充当を行う場合は必ず２又はは３を入力する。入力し忘れても１０ページ

『入力チェック』でエラーにならないので注意してください。

■（ 31）法人番号の入力の留意点について（当欄が空白の場合の対応方法について）

・平成２８年度労働保険年度更新、労働関係成立届、または個人事業主が法人化し

た場合などすでに法人番号を記入しており、労働局が法人番号を把握している場

合には、法人番号がすでに入力されているので、下記のような対応は不要です。

・法人の本店等の登記上の住所宛に国税庁から郵送されている「法人番号指定通知

書」に記載されている法人番号（１３桁）を正確に入力してください。入力を誤

ったり、桁数不足（会社法人等番号（１２桁）の入力）の場合には『入力チェッ

ク』でエラー扱いとされます。

・「法人番号指定通知書」を紛失した場合、この通知書は再発行されません。この

場合は、国税庁法人番号公表サイトで法人番号を検索する必要があります。
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・個人事業の場合は、０を１３桁入力してください。

・なお法人番号の入力を失念した場合でも、入力チェックされないためそのま

ま送信されてしまいます。この場合不備扱いとされますのでご注意ください。

■社会保険労務士記載欄の入力も必ず行うようにして下さい。

【二元適用事業(労災保険) 一元適用事業の労災保険のみのケース（保険関係

等が１１１の場合は除く）】

（４）常時使用労働者数 入力（０入力含む）。

（５）雇用保険被保険者数 未入力。

（６）免除対象高年齢者数 未入力。

（８）のロ、ヘは入力（０入力含む）、その他は未入力。

（１０）のロ、ヘは入力（０入力含む）、その他は未入力。

（１２）のロは入力（０入力含む）、その他は未入力。

（１４）のロは入力（０入力含む）、その他は未入力。

【二元適用事業(雇用保険／用紙が藤色印刷)の場合】

（４）常時使用労働者数 未入力。

（５）雇用保険被保険者数 入力（０入力含む）。

（６）免除対象高年齢者数 入力（０入力含む）。

（８）のハ、ニ、ホは入力（０入力含む）、その他は未入力。

（１０）のニ、ホは入力（０入力含む）、その他は未入力。

（１２）のハ、ニ、ホは入力（０入力含む）、その他は未入力。

（１４）のホは入力（０入力含む）、その他は未入力。
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※常時常用労働者数、

雇用保険被保険者

数、免除対象高年齢

労働者数が前年度と

同じ場合には、『入

力支援』をクリック

し、『OK』をクリッ

クすると、次の画面

のように自動的に数

字入力されます。

※上記画面の（★）をクリックすると、左画

面のようなその項目の解説画面がなされま

す。『OK』をクリックすると、解説画面が

終了します。

※（８）イとロとホが同額の場合（１２）

イとロとハが同額の場合において、労働

保険と雇用保険の保険料算定基礎額等を

入力したまま、次へ進みますと左図のよ

うなエラーメッセージが出てきますので

ご注意下さい。

※入力内容の確認に際しては、紙にプリントアウトして確認することをお奨めします。

※数字の入力間違いや文字の入力漏れなど念入りにご確認ください。特に数値の入力違

いは検査の対象外で、間違った数値のままで計算されてしまい、誤った保険料納付と

なり再申告等にもなりますので念入りにご確認されることをおすすめいたします。
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■「必須項目入力後、チェ

ックしてください」の

左の白枠にチェックを

入れ、『 OK』をクリッ

クする。

■上の図のように充当額や還

付額がある場合、左記のよ

うな画面が登場します。充

当の場合は、何も入力せず

に、また還付の場合は半角

数字で入力してから、『OK』

をクリックする。

※なお自動計算した後で、項目等の再

入力を行った場合には、左記のよう

なメッセージが出ますので、確認し

てから『 OK』をクリックしてくだ

さ い。

■『入力チェック』をクリッ

クする。

■正常な場合には、左記のメッセージが

出るので、『OK』をクリックする。
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■『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。

■保存先フォルダ★を指定して、『保存』

をクリックする。
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■「これまでに作成した申請

届出書をe-Govに保管しま

す」の左枠のタブをクリッ

クします。

■『保管』をクリックする。

※申請届出書預かり票（以後

「預かり票」と称する）は、

本電子申請にて必要ですの

で必ず取得してください。

※預かり票が取得できなかっ

た場合は、本章の操作が再

び必要となりますので、ご

注意ください

■『ダウンロード』をクリックする。

■『保存』をクリックし、そして『名前を付けて保存』をクリックする。
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■事後に参照しますので、 azukari

で始まるファイルを、保存先フ

ォルダを十分確認の上指定し

て、『保存』をクリックする。

■×をクリックす

る。

■『終了する』をク

リックする。

※先の過程で預かり

票のダウンロード

に失敗しても、左

図にある『ダウン

ロード』をクリッ

クすることにより、

取得することがで

きます。

■『OK』をクリックする。
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３．申請書の送信

■『申請書送信』

をクリックす

る。

■『参照』をリ

ックする。

■第２章で作成されている預

かり票を保管しているフォ

ルダから「 azukari」で始まる

ファイルを選択し、『開く』

をクリックする。
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■『読込』をクリックする。

■「選択」の枠にチェックを入れる。（「全選択」をクリックしてチェックを入れるこ

ともできます。）

■『進む』をクリックする。

■確認できたら『実行』をクリック

する。

労働保険年度更新（継続事業）編
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■申請者・届出者に関

する情報を入力をす

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

きます。

・【 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】手数料等納付

・【 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】手続終了のお知らせなど

労働保険年度更新（継続事業）編
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■『提出先の選択』をクリ

ックする。

■大分類から該当する労働

局名を選択する。

■『設定』をクリックする。
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■『はい』をクリックする。

■提出先の選択が正常に表示

されているか確認する。

■『進む』をクリックする。

※ここで『ファイルに保存』をクリックすると、申請者・届出人に関する情報が保存で

き、次回から『ファイルから読込』をクリックすることにより、１６ページにある入

力作業が省略できます。

※なお『ファイルに保存』をクリックするにより保存した場合、提出先の選択も保存で

きますが、労働局、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所（事務センター）

のそれぞれ保存する必要があります。『ファイルから読込』をする場合には、それぞ

れの提出先の選択の確認を十分行って下さい。
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■『進む』をクリックする。

※ここではその他の添付書類

（「 PDF」形式のファイル）を添

付することができます。ない場合

はそのまま次へ進んでください。

※「追加」を押して必ず構成情報フ

ァイルとセットする必要がありま

す。

■『OK』をクリックする。

■保存先フォルダを指定して、『保存』

をクリックする。

■「申請一覧」の項番にチェックを入

れる。【申請意思の最終確認】

労働保険年度更新（継続事業）編
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■通常「振込者氏名カナ」に自動された状態で表示されます｡

■電子納付のタブは消去することができません。また「振込者氏名カナ」を上図のよう

に消去した状態で『チェックした申請届出書を提出』をクリックした場合は、下の図

のようにエラー表示がなされます。

■エラー表示内容を確認した後『OK』をクリックする。

労働保険年度更新（継続事業）編
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■「振込者氏名カナ」に社労士氏名が表示されている場合は、必ず会社名を全角カタカ

ナ２４文字以内で入力してください。

■『チェックした申請書を申請』をクリックする。この時点でデータが提出先に送信

れる。

※ここで「振込者氏名カナ」を入力しても、領収済通知書（納付書）で納付できます。

第２期以後も同様の扱いです。

■『表示内容を保存』を

クリックする。

※ここでは、申請、届出

の審査状況その他の状

況照会をする場合に必

要な、到達番号問合せ

番号等の情報を保存す

る作業を行います。
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■『保存』をクリックし、そして『名前を付けて保存』をクリックする。

■事後に参照できるよう分かりやすい

名前を付けた保存先フォルダ★を指

定して、『保存』をクリックする。

■×をクリック

する。

※パーソナライズをご利用の方は、２１ページの『表示内容の保存』に代わって『パー

ソナライズに登録』をクリックすることで容易に事後処理できますのでおすすめしま

す。

※なおパーソナライズの詳細については、当会発行のパーソナライズ活用編の第２章を

参照してください。

■『終了する』をクリックする。
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■『OK』をクリックする。

４．電子公文書発行の事後処理

■労働局が審査終了後に電子公文書が発行されます。電子公文書は発行後９０日以内に

取得する必要があります（上記の図は電子公文書の事例です）。

※電子公文書取得方法についての詳細については、当会発行の事後処理編マニュアルを

ご参照ください。
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５．電子納付する場合の事後処理

■保険料を電子納付する場合は、申請時に表示されている納付情報の確認を行う必要が

あります。

※なお電子納付をしない場合は本章の作業は行う必要はありません。しかし本申請は電

子納付を建前としているため、本章で案内するメール、コメント通知、納付情報の表

示の確認要求はなされますのでご留意ください。

■申請が到達してしばらくす

ると左図のように連絡事項

確認のメールが届きます。
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■前画面のメールに続いて

手数料等（保険料）納付の

メールが届いてきます。

※これらのメールが届いたら

以下に続く作業を開始でき

ます。

■「 e-Gov」などの言葉で検索

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、『 e-Gov 電子申請シス

テム』をクリックする。
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■『電子申請メニュー』

をクリックする。

■『状況照会』のタブを

選択し、『状況照会』

をクリックする。

■左図のような画面が出

る。

■あらかじめデータ保管

してる場所から

「 totatsukakunin」名のフ

ォルダをクリックする。
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■左クリックしたまま到達番号の数字をなぞりながら、右クリックしてコピーを選択す

る。

■『状況照会』のシートを選択する。

■到達番号記入欄をクリックして

から、右クリックして貼り付け

を選択する。

■問い合わせ番号も同じように貼

り付ける。

■『照会』をクリックする。

（２９ページ２番上の画面の説

明にお進みください。）
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■パーソナライズを利用して

いる場合は、『 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、『 e-Gov 電子申請シス

テム』をクリックする。

■『パーソナライズログイン』をクリックする。

■パーソナライズ ID、パスワードを入力し、『ロ

グイン』をクリックする。
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■該当する到達番号をクリッ

クする。

■『公文書・コ

メント通知

一覧』をクリ

ックする。

■確認できたら『実行』をクリック

する。

■『表示』をク

リックする。
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■上記の内容を確認できたら、その後『閉じる』をクリックする。

■『OK』をクリックする。

■『はい』をクリックする。

■『戻る』をク

リックする。
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■『納付情報一

覧』をクリッ

クする。

■電子納付に必要な納付番号、確認番号、収納機関番号、収納金額（保険料と一般拠出

金との合算額）を確認し、印刷は、ブラウザの印刷アイコンをクリックするなどして

行います。そしてこの画面の印刷物を事業主に渡してください。

■『終了する』をクリックする。

※なお電子納付するには、事業主が金融機関とインターネットバンキングの契約が必要

となります。また ATM でも電子納付はできますが、金融機関 ATM での取り扱いして

いるかどうかの確認が必要となります。

※電子納付欄にある『電子納付する』により、そのまま保険料等の支払いができるよう

になっていますが、これは事業主だけが行いうる行為なので決してクリック等は行わ

ないでください
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■『OK』をクリックする。
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e-Gov電子申請実務マニュアル
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