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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・届出にある、『e-Gov電子申請』をクリックする。

■『利用準備』をクリックする。
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【チェック１ パソコンの確認】

※上図のように、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。

※最新の動作確認環境については、『e-Gov 電子申請システム動作確認環境』をクリッ
クして確認してください。

※平成３０年１１月２１日から、Windows１０における Edgeの利用、Windows１０、
Windows ８．１、Windows ７における Firefox 及び Chrome の利用も可能となって
おります。なお Edge、Firefox及び Chromeの利用できるバージョンについては、『e-Gov
電子申請システム動作確認環境』をクリックしてから確認してください。

■【チェック１ パソコンの確認】ができた場合は、「ご使用のパソコンが動作確認環

境を満たしている」の白枠にチェックを入れる。
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２.電子証明書の確認

【チェック２ 電子証明書の確認】

■「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２の要件は満たしております。

■【チェック２ 電子証明書の確認】ができた場合は、「電子証明書を取得している」

の白枠にチェックを入れる。

■新規に電子申請利用の場合については、本章の電子証明書の設定（インポート）を行

うことになります。

※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。

※従来は Internet Explorer１１を利用して電子申請をいたが、今後は Edgeを利用して電
子申請を行うなどの場合でも、改めて Edge に本章における電子証明書のインポート
の必要はありません（この場合は第３章にお進みください）。
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■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。

■ファイル名を確認した後、『次

へ』をクリックする。

事前設定編
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■「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。

■『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。
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■『完了』をクリックする。

■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。
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■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。

■ブラウザ右端から２番目のアイコンをクリックし、

そして『インターネットオプション』を選択してか

らクリックします。

■『コンテンツ』を選択し、次に

『証明書』をクリックする。

■『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。
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■『次へ』をクリックする。

■「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。



9

■『閉じる』をクリックする。

■『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。

事前設定編
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３.ブラウザの設定確認

【チェック３ ブラウザーの設定確認】

■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。

■【チェック３ ブラウザーの設定確認】の確認ができた場合は、「ポップアップブロ

ックを解除している」の白枠にチェックを入れる。

※本マニュアルでは、Edge及び Internet Explorer１１の場合のポップアップブロック設
定を解除方法についてご案内します。

※ Firefox 及び Chrome のポップアップブロック設定を解除方法については、１つ前の
画面において、『詳細情報をひらく』をクリックし、そして上図の『ホップアップブ

ロックの解除方法』をクリックしたサイトを参照してください。

【Edgeの場合】

■ポップアップブロックの画面が表示されたら「常に許可」をクリックします。

事前設定編
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【Internet Explorer１１の場合】

■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。

■「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。
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■「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）。

４.信頼済みのサイトとしての登録確認

【チェック４ 信頼済みのサイトとしての登録確認】

■信頼済みサイトへの登録は、Internet Explorer１１をご利用の場合にのみ設定が必要
となります。Internet Explorer11以外のブラウザをご利用の場合は設定は不要です。

■【チェック４ 信頼済みのサイトとしての登録確認】において、Internet Explorer １
１ご利用している場合で設定ができた場合、または Internet Explorer１１以外のブラ
ウザ利用で本設定が不要であることが確認ができた場合は、「e-Gov 電子申請システ
ムサイト（https://shinsei.e-gov.go.jp）を信頼済みのサイトに登録している」の白枠に
チェックを入れる。

【Internet Explorer１１の場合】

■ブラウザ右端から２番目のアイコンをクリックし、

そして『インターネットオプション』を選択してか

らクリックします。
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■『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

https://shinsei.e-gov.go.jp を入力
し、[追加]ボタンをクリックし

ます。
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■「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」にチェックがついていること
を確認してから、[閉じる]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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５.e-Gov電子申請アプリケーションの確認

【チェック５ e-Gov電子申請アプリケーションの確認】
■『詳細情報を開く』をクリックする。

※ e-Gov電子申請アプリケーションを利用するには、「Microsoft .NET Framework（４．
７．１以上／平成３０年１１月２１日現在（後日バージョンが変更になる場合があり

ます。）」が必要です。

※「Microsoft .NET Framework（４．７１以上）」がインストールされていない場合は、
e-Gov 電子申請アプリケーションのインストール時に「.NET Framework ４．７．
１」をオンラインインストールすることも可能です。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。

■『e-Gov電子申請アプリケーションのインストールについて』をクリックする。

■『e-Gov 電子申請アプリケ
ーションのインストーラの

ダウンロードページ』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。

※上記ダウンロードを行う前には、「インストールにあたっての確認事項」の該当す

るＯＳの欄をクリックしてから確認されることをおすすめします。

※左図は Windows ８．
１、１０の例です。

事前設定編
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※なおオンラインインストールが正常に実行できない場合は、Microsoft 社のホームペ
ージよりオフラインインストーラを入手することができます。その際には希望するバ

ージョンの「Microsoft .NET Framework」の欄をクリックしてください（上図は平成
３０年１１月２１日現在（後日バージョンが変更される場合があります。））。

※言語選択が日本語であることを確認した上で『ダウンロード』をクリックし、ソフト

ウェアをすぐにインストールするには、『実行』を選択、もしくはソフトウェアを後

でインストールするには、『保存』のいずれかを選択してください。

事前設定編
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■『実行』をクリックする。

■『次へ』をクリックする。

■「使用許諾の条項に同意します

（Ａ）」の左のタブを選択する。

■『次へ』をクリックする。

■『次へ』をクリックする。

事前設定編
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■『インストール』をクリックす

る。

■『はい』をクリックする。

■『完了』をクリックする。
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■『e-Gov電子申請』をクリックする。

■『利用準備』をクリックする。
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■【チェック１】から【チェック５】までの白枠にチェック入っていることを確認する。

※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。

■『電子申請手続検索』をクリックする。

事前設定編
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■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。

《その他留意事項について》

・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、正常に申請などの操作を行うことができなくなります。注意してください。

・e-Gov 電子申請アプリケーションが不要になった場合は、「プログラムと機能」よ
り、e-Gov電子申請アプリケーションをアンインストールしてください。

・e-Gov 電子申請システム利用時に以下のダイアログが表示された場合、最新版の
e-Gov電子申請 アプリケーションが公開されていますので、e-Govウェブサイトか
ら最新のインストールプログラムをダウンロードします。アップデート方法の詳細

については、次のペ

ージ最上段図にある

『インストールマニ

ュアル』をクリック

したマニュアルを参

照してください。

事前設定編
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６.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。

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、『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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