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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。

■ 下へスクロールする。または『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

「雇用保険 資格取得」等と

入力する。

■『検索』をクリックする。

※『府省を指定する』をクリッ

クし、厚生労働省と

チェックをいれる。そ

して『検索』をクリッ

クする。（本操作は省

略可能です）。

■下へスクロールする。

■「雇用保険被保険者取得届

（連記式）」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．CSV形式届書総括票の作成

■『申請書を作成』をクリックする。
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■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、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。

■雇用保険ＣＳＶ形式届書総括

票（送信用）様式に、数字は

半角で、事業所名・所在地・

代表者名等は全角で入力す

る。

■『入力チェック』をクリック

し、入力に漏れがないか確認

する。

■『OK』をクリックする。

■『署名して次へ進む』をクリ

ックする。
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■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。

※社会保険労務士電子証明書を予め証明書

ストアにインポートしておく必要があり

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。

■「引き続きこの手続の他の申請届出書を作成します」にチェックを入れる。

■『進む』をクリックする。
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３．磁気媒体届書への署名

磁気媒体届書（ＣＳＶファイル）における個人番号の取扱いの留意

点について

■連記式による電子申請においては、事前に日本年金機構の磁気媒体届書システムそ

の他業者ソフトなどでＣＳＶファイルを作成する必要があります。雇用保険関係届

において連記式によって電子申請の可能であり、個人番号の入力する必要がある届

出は、資格取得届、資格喪失届（離職票の交付なしの場合）、個人番号登録変更届

出書の３手続です。

■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後

に入力を行って下さい。申請時にやむ得ない事情で個人番号の入力ができない場合

は空白でも受理されますが、後日別途個人番号登録・変更届又は個人番号登録届（連

記式）（いずれも事業主電子署名省略による電子申請可能）にて個人番号の提供が

必要となります。

■被保険者から、何らかの事情で個人番号の提供を受けられない場合は、提供を受け

るために実施した説明などの顛末の記録を作成される事を推奨します。なお公共職

業安定所にはこれら顛末の説明記録等の提出は不要です。
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■「磁気媒体届書」の『磁気媒体届書』をクリックする。

■チェック欄、「添付」にチェックを入れる。

■『参照』をクリックする。

※なお磁気媒体届書ＣＳＶファイルの添付は、上記の方法以外に上図枠内にファイルを

ドラック＆ドロップでも添付することができます。

■磁気媒体届書作成プログラムで作成したＣＳＶファイルが格納されているＦＤ通番に

該当するフォルダを開く。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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■「 0001」フォルダ内の

「 10101-shutoku」ファイル選

択し、『開く』をクリック

する。

■ 『 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。

雇用保険被保険者資格届（連記式）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。

■「引き続きこの手続の他の申請届出書を作成します」にチェックを入れる。

■『進む』をクリックする。

４．提出代行証明書への署名

■「申請者が作成した任意の添付書類」の『添付書類署名』をクリックする。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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■チェック欄、「添付」にチェックを入れる。

■「書類名」に適宜「提出代行証明書」などと入力し、『参照』をクリックする。

※なお提出代行証明書の添付は、上記の方法以外に上図枠内にファイルをドラック＆ド

ロップでも添付することができます。

■事前に準備している提出代行証明書の

「 PDF」形式のファイルを選択し、『開

く』をクリックする。

※「 PDF」形式のファイルは、白黒、カ

ラーいずれでも可能です。

■『署名して次へ進む』をクリッ

クする。
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■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。

■下にスクロールす

る。
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■『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、本電子申請において必要です

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、第２章から本章まで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、『名前を付けて保

存』をクリックする。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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■事後に参照しますので、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。

■ダウンロードが完了したら、『×』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、上図にある『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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５．任意の添付書類への署名

有期雇用契約労働者の場合で雇用契約書など添付書類が必要な場合、労働者氏名が電子

申請では入力できない場合などで審査担当官宛に事務連絡の必要がある場合に、本章を参

考して下さい。これらの必要がない場合は本章の操作は不要ですので、そのまま第６章（１

９ページ）にお進み下さい。

■添付書類を送信する必要があるときは、「申請者が作成した任意の添付書類」の『添

付書類署名』をクリックする。

■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

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。

■チェック欄、「添付にチェ

ックを入れる。

■「書類名」を適宜入力し、

『参照』をクリックする。

※なお提出代行証明書の添付は、上記の方法以外に上図枠内にファイルをドラック＆ド

ロップでも添付することができます。
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■事前に準備しているファイルを選択し、

『開く』をクリックする。

■『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。
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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。

※第４章で保存したフォルダと別のフォルダ

に保存して下さい。（なお同一フォルダに

保存すると上書きされますが、データは混

在して保存されます。）

■「これまでに作成した申請書届

出書を e-Gov に保管します。」

にチェックを入れる。

■第４章で作成されている預かり票に、この事務連絡（署名済）の情報を追加するため、

「預かり票指定」枠の右にある『参照』をクリックして第４章で作成されている預か

り票を呼び出します。

※誤って第４章で作成されている預かり票を抹消したり、行方不明になった場合は、送

信することができないため、再度第２章から第４章までの操作が必要となります。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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■第４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。

■『保管』をクリックする。

■『ダウンロード』をクリックする。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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■『保存』をクリックし、『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。

※Internet Explorer １１の 場合、第４章で保存した預かり票への上書き保存に失敗

した時は、保存先フォルダ名を変更してから保存、又は別フォルダを追加作成してか

ら保存するか、いずれかの対応が必要となります。

※同じ保存先フォルダを指定した場合、「azukari」で始まるファイル名は保存前後で

同一名のため、上書きの有無を尋ねられますが、ここでは上書きしても支障はありま

せん。

■ダウンロードが完了したら、『×』をクリックする。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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■『終了する』をクリックする。

■『OK』をクリックする。

６．申請書の送信

■「電子申請」の『申請書送信』をクリックする。

■『参照』をクリックす

る。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編



20

雇用保険被保険者資格届（連記式）編

■第５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。

■『読込』をクリックする。

■「選択」にチェックを入れる（「全選択」をクリックしてす

べてにチェックを入れます）。

※なお項番の数については、本事例（第５章のような添付書類の添付がない場合は、項

番４は表示されません）と異なる場合があります。

■『進む』をクリックする。
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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】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（雇用保険関係のみ）など

雇用保険被保険者資格届（連記式）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』をクリックする。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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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、２１ページにある入

力作業が省略できます。

※「添付書類を指定」はせ

ずに次へ進んでくださ

い。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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■『進む』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。

■「申請一覧」の申請手続にチェックを入れる。【申請意思の最終確認】

■『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さ

れる。

※なお手続名の様式の数については、本事例（第５章のような添付書類の添付がない場

合）と異なる場合があります。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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※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データを保存する作業を行います。

■『表示内容を保存』をクリックする。

■『保存』をクリックし、『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。

■ダウンロードが完了したら、『×』をクリックする。

■送付状作成などのために印刷する場合は、保存したファイルを開き印刷する。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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※ パーソナライズをご利用の方は、２５ ページの『表示内容を保存』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奨めし

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。

■『OK』をクリックする。

雇用保険被保険者資格届（連記式）編
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