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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
行う電子申請用に作成しております。

※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、社会保険労務士または労働保険事務

組合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（労働保険事務組

合は除く）・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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平成２９年１２月１日より、労働基準法及び労働安全衛生法関係する電子申請が可能な

申請及び届出において、社会保険労務士が事業主との提出代行に関する契約を証明する書

類（以下「提出代行証明書」とする）を電子申請するときに添付した場合には、事業主の

電子署名が省略できるようになりました。

これらの電子申請は、これまでにおいても電子申請は社会保険労務士と事業主の電子署

名の２つの署名すれば可能でしたが、今後は社会保険労務士は、労働保険適用徴収関係に

加えて労働基準法及び労働安全衛生法関係の申請及び届出も電子申請が可能となり、労働

局及び労働基準監督署への電子申請の申請及び届出が著しく増加することになります。

今回数多くある申請及び届出のうち、比較的届出する機会の多い時間外労働・休日労働

協定届（各事業場単位）（以下「３６協定届」とする）の電子申請マニュアルを発行する

運びとなりました。本届出の電子申請は準備や入力に独特なものがありますが、本マニュ

アルをご利用される皆様がスムーズに電子申請ができるように、今回スタイルや内容、そ

の他編集などについて若干改良をさせていただきました。本マニュアルが皆様の労働基準

法及び労働安全衛生法関係する電子申請の第１歩、そしてさらなる利用の一助となります

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

３６協定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。

１，３６協定書

・別紙協定書を作成するか、もしくは厚生労働省および都道府県労働局ＨＰから

ダウンロードした３６協定届様式を印刷して、労使双方の記名押印すれば、こ

の届出様式は協定書を兼ねる事ができます。なおダウンロードした３６協定届

様式には労働者側の欄には㊞がないので、労働者の過半数を代表する者の押印

を忘れないようにする必要があります。

２，提出代行証明書（当会もしくは全国社会保険労務士会連合会ＨＰ、厚生労働省及び

都道府県労働局ＨＰからダウンロードする様式の場合）

・継続委託用の場合は、「労働社会保険諸法令に基づく申請書等」の文言がある

場合は、平成２９年１２月１日以前に事業主から取得したものでも引き続き使

用することができます（別途改めて取得する必要はありません）。

・個別委託用の場合は、上記の他に委託事項の欄に届出名の記入、委託期間の記

入が必要となります。
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３，社会保険労務士提出代行欄を記載したデータ

・記載内容については、作成年月日、委任範囲（提出代行者又は事務代行者と

入力）、社会保険労務士を冠した氏名(社会保険労務士○○○○と入力)の３項

目です。

・本データを別ファイルにする方法、３６協定書等のデータファイルの余白に

入力する方法があります。前者の場合は、電子申請の時に申請者が作成した

任意の添付書類としての添付入力過程が１つ追加されます。後者の場合は、

３６協定書等直接入力するので、前者のような添付入力過程は増えることは

ありませんが、３６協定書等の見栄えの良さという面の問題もあると思われ

ます。

・上記２の提出代行証明書が個別委託用の場合は、作成年月日は委託期間の記

入した日にあり、また委任範囲及び社会保険労務士を冠した氏名は提出代行

証明書に記されていることから、社会保険労務士提出代行欄を記載したデー

タの添付の省略が可能となります。

● e-Govにおける様式の種類の選択について

e-Gov における様式については以下のように複数あり、届出の目的によって適切な様式
を選択する必要があります。本マニュアルは各事業場単位の電子申請に対応しております。

１，事業場単位

事業所単位にて協定届を提出する届出。

２，事業場外労働に関する協定付記

３，本社一括

複数の事業場を有する企業が本社において一括して時間外労働・休日労働に関

する協定（協定事項のうち「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地（電

話番号）」、「労働者数」以外の事項が同一であるもの）を届け出る場合には、本

様式を使用します。

●３６協定書作成にあたっての留意点について

３６協定書作成ににおいて、作成の都度、当該事業場の労働者の過半数を代表する者、

もしくは労働者の過半数で組織する労働組合ある場合はその労働組合と書面で締結する必

要があります。これらの者を選出にあたっては、下記の要件を満たす必要があり、満たし

ていない場合には、３６協定書を締結しても労働基準監督署に３６協定届が無効となるた

め、法定外の時間外労働及び休日労働はできないことになります。
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１，労働者の過半数で組織する労働組合ある場合

・事業場で使用されているすべての労働者（正社員、パートやアルバイトなどす

べての労働者）の過半数で組織する労働組合であること。

２，事業場の労働者の過半数を代表する者の要件

・労働者（正社員、パートやアルバイトなどすべての労働者）の過半数を代表し

ていること。

・３６協定を締結するための過半数代表者の選出することを明らかにした上で選

出すること。

※選出にあたっては、労働者が民主的な方法（投票、挙手、労働者間の話し

合い、持ち回り決議等）が執られている必要があります。

※なお使用者が指名した場合、社員親睦団体の幹事等を自動的に選任した場

合は、その３６協定は無効となります。

３，労働基準法第４１条第２号に該当する管理監督者でないこと

・管理監督者は、労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体の立場

にある者です。

２．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。
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■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・届出』を選択し、『申請（申請者・代理人）』をクリックする。

■『キーワードを入力』の枠に

「時間外労働」と入力する。

■『府省を指定する』をクリッ

クし、厚生労働省にチェック

を入れる（省略可）。

■『検索』をクリックする。
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■下へスクロールする。

■「時間外労働・休日労働に関する協定届（各事業所単位による届出）」をクリッ

クする。

■申請に必要な情報を確認する。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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※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。）。

３．協定届の作成

■下へスクロールする。

■「時間外労働／休日労働に関する協定届【様式第９号（第１７条関係）】」の『申請書

を作成』をクリックする（上記画面の全体については、１０ページ一番上にある画

面を参照して下さい）。

※手続詳細画面などで「申請書を作成」などのボタンを押しても画面が変わらない場合、

ご利用のブラウザ等のポップアップブロック機能によって表示制限されている可能性

がありますので、ホップアップブロック機能を解除する必要があります。解除方法に

ついては、当会発行の事前設定編の第４章ブラウザ設定確認を参照して下さい。

※書類作成の時に、ワークフォルダの確認画面（初めてのときは設定画面）が出る事が

あります。作成先を変更しないのであれば、そのまま『OK』を押して下さい。【作成
を終了したとき、自動的に削除されます。】
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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。」と画面表示されることがあ

ります。この場合は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

ご対応して下さい。

■確認できたら『実行』をクリックする。

■上記協定届の様式の各欄に入力をする。なお時間外労働させる必要のある具体的事由、

休日労働をさせる必要のある具体的事由についてはそれぞれ２項目までとなっている

ため、それぞれ３項目以上がある場合はこの申請書の作成・電子署名・バックアップ

を終了した後に、「時間外労働／休日労働に関する協定届（別紙１）」の『申請書を作

成』をクリックしてから、別途作成することになります。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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■『入力チェック』をクリッ

クし、入力に漏れなどがな

いか確認する。

■次に『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。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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■「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。

「時間外労働／休日労働に

関する協定届【様式第９号

（第１７条関係）】」の作成

のみの場合は、次章（１１

ページ）にお進み下さい。

※本マニュアル６ページにあるような「時間外労働／休日労働に関する協定届（別紙

１）」の作成が必要な場合も、上記画面の説明の操作を行います。その後については、

「時間外労働／休日労働に関する協定届（別紙１）」の『申請書を作成』をクリック

してから本章の操作入力等を再度繰り返すことになります。「時間外労働／休日労

働に関する協定届（別紙2）」以後の協定届が必要な場合も同じような操作入力等を

繰り返すことになります。

※臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想され

る場合は、「特別条項記入欄」の『申請書を作成』をクリックし、特定条項の内容に

ついて入力する必要があります。なお下記の要件を満たす必要があります。

１，限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別な事情（臨時的なも

の）が生じた時に限り、労使当事者間において定める手続きを経て、限度時間

を超えて時間を延長することができます。

２，特別条項付き協定を締結する際は、限度時間を超える回数を協定します。その

回数は１年の半分以下です。

３，限度時間を超えて働かせる一定の期間（１日を超え３箇月以内の期間、 １年

間ごとに、割増賃金率を定めます。この率は、法定を上回る率とするよう努

める要があります。

４，限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努める必要があります。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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※「特別条項記入欄」の『申請書を作成』のアイコンの位置については、下記画面を参

照して下さい（６ページ上から２番目の画面も合わせて参照して下さい。）。

※作成過程の流れについて

「時間外労働／休日労働に関する協定届【様式第９号（第１７条関係）】」★

↓

「時間外労働／休日労働に関する協定届（別紙１）」★ ＊

↓

「時間外労働／休日労働に関する協定届（別紙2）」 以後同じ ★ ＊

↓

「特別条項記入欄」★ ＊

↓

次章へ進む

★＝作成→入力チェック→署名→保存先フォルダーへの保存→８ページ最上段

の画面にある操作

＊＝作成する必要のない場合は、必要はありません
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４．労使協定書の添付

労使協定書の添付についての留意点について

時間外労働・休日労働協定届の電子申請の場合、労使協定書の添付は必ずしも添付し

ない電子申請でも、労働基準監督署では届出としては受理されます。なお添付しなくて

も労使協定書は作成した上で、事業主は労働者の過半数を代表する者等との労使協定を

締結し、かつ保存する必要があります。

上記のような場合、締結している労使協定書の内容（特定条項の内容含む）が労働基

準法等の諸法令に適した内容になっているかどうか、また労使協定書が作成されている

かどうかなど、受理した労働基準監督署では内容が確認できないため、受理後に労働基

準監督署から問い合わせなどがあった時に、仮に協定されている内容が適法でなかった

場合などには、協定届及び協定書が無効になる可能性もあります。

このことから本マニュアルでは、時間外労働・休日労働協定届の電子申請が円滑に実

施され、労使協定書の内容が適法であることについて再確認を行い、受理される労働基

準監督署に適法かつ適正に本届出の電子申請がなされるよう、労使協定書の添付を推奨

いたします。

■「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。
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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「労使協定書」などと入力し、『参照』をクリックする。

※なお労使協定書ファイルの添付は、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。

■労使協定書ファイルが保存されてい

るフォルダを選択し、『開く』をク

リックする。

電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）の電子申請において、添付可能なファイル形式は

以下の５種類です。

(1) 「.DOC」（ワープロソフトWordの文書ファイル）

(2) 「.JTD」（ワープロソフト一太郎の文書ファイルVer.８以降）

(3) 「.PDF」（PDF形式（文書管理／配布用）の文書ファイル）

(4) 「.XLS」（表計算ソフトExcelのファイル）

(5) 「.JPEG」(JPEG形式の画像ファイル）
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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。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）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。

■「これまでに作成した

申請届出書を e-Govに
保管します にチェッ

クを入れる。

■『保管』をクリックする。

※申請届出預かり票（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は、第３章及び本章の操作が再び必要となりますの

で、ご注意ください。
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■『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。

■事後に参照しますので、保存先

フォルダを指定して、『保存』

を十分確認して、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。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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■『ＯＫ』をクリックする。

５．社労士提出代行欄の添付

社労士提出代行欄については、本マニュアルの２ページの「３，社会保険労務士提出代

行欄を記載したデータ」の内容を参考にして作成して下さい。社労士が提出代行証明書を

利用して事業主署名省略を受ける場合は、原則必須となります。データ作成に使用でき

るファイル形式については、１２ページにある の線で囲まれた内容を参考して>

下さい。

■「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。

■チェック欄、「添付」にチ

ェックを入れる。

■「書類名」に適宜「社労士提

出代行欄」などと入力し、『参

照』をクリックする。

※なお社労士提出代行欄ファイ

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。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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■社労士提出代行欄ファイルが保存さ

れているフォルダを選択し、『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。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）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。

※第４章で保存したフォルダと別のフォ

ルに保存して下さい。（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、この社労士提出代行欄（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３章と第４章の操作が必要となります。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）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。

■『保存』をクリックし、『名前を付けて保存』をクリックする。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編

■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 Explorer１１の場合、
第４章で保存した預かり票へ上

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。

■『はい』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。

※本章の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。
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■『ＯＫ』をクリックする。

６．提出代行証明書の添付

■「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。

■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。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編

■事前に準備している提出代行証明書

「PDF」形式のファイルを選択し、
『開く』をクリックする。

※労働基準・安全衛生関係の電子申請

にて添付する提出代行証明書は必ず

「PDF」形式で作成して下さい。な
お白黒、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。

■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。
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■『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。

※第５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。（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届出書を e-Govに保管しますにチェックを入れる。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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■第５章で作成されている預かり票

に、この社労士提出代行欄（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５章で作成されている預

かり票を呼び出します。

※誤って第５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３章から第５章までの

操作が必要となります。

■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。

■『保管』をクリックする。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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■『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。

■事後に参照しますので、保存先

フォルダを指定して、『保存』

を十分確認して、クリックする。

※ Internet Explorer１１の場合、
第５章で保存した預かり票へ上

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。

■『はい』をクリックする。

※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。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編

■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。

※本章の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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時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編

７．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。

■第６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）。

※なお項番の数及び項番１の様式名については、この他の届出の場合異なることがあり

ます。

■『進む』をクリックする。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編

■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
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時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編

■『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を選択する。

■中分類から提出先の労働基準監督署を

選択する。

■『設定』をクリックする。
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時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編

■『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、２９ページから本ペ

ージ最上段画面まで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ください。
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時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編

■『進む』をクリックする。

※ここではその他の添付書類を指定

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。
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■「申請届出する手続にチェックしてください」の項番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。

８．申請後の事後処理について

３６協定届の電子申請など、労働基準関係及び安全衛生法関係の電子申請では、雇用保

険又は健康保険・厚生年金関係のような電子公文書は発行されません。また「審査終了し

ました」や「手続終了しました」などのようなコメントも、審査を担当官によってはなさ

れないことがあります（申請内容に不備などあった場合はコメントができるようには仕組

み上は設定されています）。

なおコメントがなされないまま手続終了のメールが電子政府の総合窓口（e-Gov）から
配信される事がありますが、それについては正常に手続が終了ものとしてよいと思われま

す。この場合事業主に控えなどを配布する時に、当然電子申請ですので受付印はありませ

んので、後日労働基準監督署の問い合わせや調査などに対応できるような控えにしなけれ

ばなりません。

本章では、上記に対応する方法について提案して参りたいと思いますので、ご参考いた

だければと思います。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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■前ページにおいて、『チェックした申請書届出書を提出』をクリックし、正常に送信

終了すると、上記のように到達した事を示す内容が表示されます。これは労働基準監

督署に窓口提出又は郵送した場合、控えに押印される受付印に相当する内容です。

■この到達した事を示す内容についてはファイル保存することができますが、保存はこ

の送信直後のみ可能となっていますので注意が必要です。保存方法は、『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。

■事後に参照しますので、保存先フォル

ダを指定して、『保存』を十分確認し

て、クリックする。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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■ダウンロードが完了したら、『×』をクリックする。

※左図は、３６協定届の電子申請にお

いて保存したフォルダの内容例です。

■前ページの保存作業の時に指定した保存先フォルダ（本ページ上から２つめの画面を

参照）から、ファイル名の冒頭が「totatsukakunin」とあるファイルを選択してクリッ
クすると、上図のような内容の画面が表示されますので、これを印刷してください。

■「第３章／協定届の作成」にて作成し保存した「4950000009371F01」とあるフォル
ダを選択してクリックし、ファイル名が「495000009671023101_01」をクリックする。
すると入力作成した協定届が表示されますので、これも印刷してください。

■労使協定書は、３６協定届の電子申請においてはＰＤＦファイルとして添付している

ので、労使協定書の原本は手元にあるのでこれも控えと一緒にする必要があります。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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■電子申請送信以後、前ページで印刷した到達確認の到達番号、問い合わせ番号にて状

況照会すると上記の画面にたどり着くことができます。またパーソナライズを活用し

ている場合は、該当する手続名案件からも同様にたどり着くことができます。なお状

況照会についての詳細は、当会発行の送信後の事後処理編、パーソナライズについて

の詳細については、当会発行のパーソナライズ活用編の各マニュアルをご参考くださ

い。

■上記画面を印刷するか、又は『履歴表示』をクリックすると以下の画面となりますの

で、こちらを印刷してもよいかと思います。

■また審査担当官によっては、「審査終了しました」や「手続終了しました」などのよ

うなコメントがなされるので、このような場合は『公文書・コメント一覧』をクリッ

クし、コメント通知一覧から該当するコメントの保存・印刷ができます。操作方法等

の詳細については、当会発行の送信後の事後処理編をご参考ください。

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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後日労働基準監督署の問い合わせや調査などに対応できるような

控えのまとめについて

事業主用控えとして印刷を推奨する書類ついては、下記の通りです。

１，到達確認画面

２，「第３章／協定届の作成」にて作成し保存したデータ

３，労使協定書の原本（本電子申請において添付した労使協定書）

４，前ページにあるいずれかの画面

５，審査担当官のコメントがある場合には、該当コメント

労働基準法等に基づく手続における、電子申請受理後の控えの返

送についての情報

・平成３０年度に労働基準行政情報システムの改修が予定されており、その改修が終

了したときには、届出等の控えに受け付けた旨を印字したものを申請者に返礼する

事になるとされています。実施時期は平成３１年度の予定です。

・上記が開始されるまでの間においても、電子申請利用促進の観点から平成３０年３

月から暫定処置として、コメント発出機能を利用した届出等を受け付けた旨の通知

を行うことになっております。

※通知内容は、『公文書・コメント一覧』から閲覧できます（前ページ参照）。

※本件については、現在（平成３０年４月１６日現在）すでに実施されており

ます（確認済）。

《参考資料》

厚生労働省ＨＰ 行政手続の簡素化サイト 基本計画（平成３０年３月改定版）

従業員の労務管理に関する手続 I 労働基準法等に関する手続

時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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時間外労働・休日労働協定届（各事業場単位）編
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