
オンライン申請説明会
-第１部 雇用保険の電子申請-

ハローワーク能代

令和4年9月28日



従来書面で行っていた手続きを
オンラインで行うもの。

税金申告・納税 （国税庁）

社会保険・労働保険・雇用保険 等 （デジタル庁）

子育て・介護等の行政手続き、社会保険・税関係手続き （政府運営）

「登記・供託オンライン申請システム」 「電波利用電子申請・届出システム」

e‐Tax

e‐Gov

その他

国
が
運
営
す
る
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

マイナ
ポータル



✿使用環境が整ったパ
ソコンとオンライン下であ
ればどこからでも申請可
能！

・交通費不要
・移動時間不要
・待ち時間不要

✿手続に要した時間を
有効に使える！

土日祝日 年末年始、
朝昼晩いつ申請しても
受付！！

✿窓口の開庁時間を気
にしなくてもＯＫ！



•３６５日２４時間申請を受付！手続きに要する時間を有効に使える！

１ 昼間は忙しくて窓口に行けない、窓口での待ち時間が惜しい。

•オンラインで早く届く！申請状況が電子で確認できる！

２ 届出は郵送で行っている。

•各種通知書はＰＤＦ形式で届くためスキャンすることなく保存できる！

３ ペーパーレス化で各種通知書は電子媒体で保存している。

•雇用保険電子申請に必要な「電子証明書」を既に有している可能性がある！

４ 雇用保険以外はすでに電子申請を行っている。

•労働者本人の署名方法が楽に！

５ 育児休業給付、高年齢雇用継続給付の申請件数が多い。

•同一のパソコンで支社、グループ会社の申請が可能！

６ 支社やグループ会社の届出を本社でまとめて作成している。



雇用保険の電子申請手続きは、e-Govとマイナポータルにて可能です。

ｅ - Ｇｏｖ

（社会保険）

資格取得・喪失関係 等が可能

（雇用保険）

資格取得・喪失関係

高年齢雇用継続給付・

育児・介護休業給付金関係 が可能

（労働保険）

年度更新申告・

保険料の還付請求 等が可能

社会保険関連を中心としたプラットホーム
電子証明書・GビズIDにて利用可能

マイナポータル

（社会保険）

資格取得・喪失関係 等が可能

（雇用保険）

資格取得・喪失関係

が可能

（労働保険）

未対応

マイナンバーを基軸としたプラットホーム
マイナンバーカード・GビズIDにて利用可能



e-Gov対応の
手続

・雇用保険電子
申請システム

・社会保険電子
申請システム

e-Gov非対応
の手続

各ウェブページの
案内

e-Tax

登記供託オンライ
ン申請システム

…etc.

各行政機関の

窓口を案内

e-Gov デジタル庁が運営する手続きの検索や案内

法令の検
索・パブ
リックコメ
ントの募集

行政手続
きの検索

その他
電子申請
システム
の案内

電子政府（E-Government)を指し、



事
前
準
備

①各種届出の入力 ②各府省庁へ届出を振り分け

Ａ省

Ｂ省 ハローワーク
★雇用保険手続★

⑤申請者が公文書ダウンロード

（ｐｄｆファイル）
④申請者へ通知

③審査終了

公文書登録



ステップ①

「電子証明書」の取得

又は「ＧビズＩＤ」の取得

ステップ②

「ｅｰＧｏｖ」の導入

ステップ③

雇用保険関係の手続き



※ 電子証明書はICカード形式とファイル形式があります。

電子証明書
とは？

• 電子証明書は電子申請で届け出る書類の記名・押印や署名を
電子的に証明するものです。

（電子的に記名押印や署名する行為を電子署名と呼びます。）

㊞

＜電子証明書を身近なものに例えると＞



１ ＩＣカード形式

メリット 物として存在するので運用管理が便利

デメリット ・複数人で同時に使用するのが困難 ・使用時には別途カードリーダーが必要となる ・紛失リスクがある

２ ファイルのダウンロード形式

メリット 一度インストールしてしまえば便利！ ・複数台のＰＣで同時使用が可能！

デメリット どのＰＣにインストールされてるかなど、管理が大変になる可能性がある

電子証明書の種類

認証局 証明期間 １年あたり費用 特徴

電子認証登記所（１） ３～２７ヶ月 ４，３００円 法務局
（商業登記に基づく認証）

民間事業者
（２～６、８）

２５～６０ヶ月 １６，５００円 電子入札可能

公的個人認証サービス
（７）

５年 ０円 マイナンバーカード

電子証明書の費用・使用可能な期間

認証局が発行する電子証明内容によって、費用や証明期間は異なります。



法人の場合

公的個人認証サービスの場合
・マイナンバーカード
お住まいの市区町村窓口でマイナンバーカードの交付を受
ける必要があります。電子証明書は申請時に不要である旨
の申告をしない場合以外は、カードに格納されます。

①専用ソフトで申請に必要な
ファイルの作成

・専用ソフトは法務省ホーム
ページからダウンロード可能

②登記所へ発行申請
（郵送orオンライン申請も可能）

③商業登記電子証明書の取得
（ダウンロード）

留意事項
・認証局へ申請してから
電子証明書入手まで
２～３週間を要します。

・申請者（名義人）の住
民票、印鑑証明書が必要
です。



【ポイント】

★ 「GビズID」アカウントで『e-Gov』へログインし、電子申請を行うことが可能です。

★ 「GビズID」アカウントで電子申請を行う場合、「電子証明書」は不要です。

※ 「GビズID」アカウントに対応していない手続き（「電子証明書」が必要な手続き）もあります。

例）雇用保険事業所各種変更届、雇用保険事業所設置届（令和4年9月現在）



１．「GビズID」のウェブサイト（https://gbiz-id.go.jp） から「gBizIDプライム作成」 のボタンを

クリックして、申請書を作成・ダウンロード

２．必要事項を入力して、作成した申請書と印鑑証明書を「ＧビズID運用センター」に送付

３．審査（原則２週間以内）で承認されると、メールが送られてきます

４．メールに記載されたURLをクリックして、パスワードを設定したら手続き完了です

【お問い合わせ】

「GビズID」ヘルプデスク ０５７０－０２３－７９７
受付時間 ９：００～１７：００ （土・日・祝日、年末年始を除く）



・ＩＣカード形式とファイル

形式がある

・物と存在して存在するので

運用管理が便利

・複数人で同時に使用するこ

とが困難

・認証局ごとに証明期間や費

用が異なる（有料）

・電子証明書の取得が不要

・アカウント取得は無料

・電子証明書と比べ取得が

簡単

・複数人で同時に使用しやす

い



ｅｰＧｏｖの導入方法は、
配付資料
「ｅｰＧｏｖを初めてお使いの方へ」

を使って説明します。



●「ｅｰＧｏｖ」で利用できるアカウントサービス （頁５ 参照）

e-Govアカウント e-Gov専用のアカウント

Microsoftアカウント マイクロソフトが提供するサービスで利用可能なアカウント

ＧビズＩＤ 複数の法人向け行政サービスで利用可能なアカウント

「ｅｰＧｏｖ」電子申請を利用する場合は、３つのアカ
ウントのうちいずれか１つのアカウントが必要となりま
す。このうち、“ｅ－Ｇｏｖアカウント”の取得方法に
ついては、頁６以降を参照ください。



● アプリのインスト－ル （頁13～）

「Windows版でのアプリインストール手順」 （頁14～17）
「macOS版でのアプリインストール手順」 （頁18～20）

● マイページの使い方 （頁35～）

● ｅｰＧｏｖでの電子申請 （頁41～）
【ステップ③ 雇用保険関係手続き】 でも説明します ↓

配付資料 ： 「ｅｰＧｏｖを初めてお使いの方へ」



事前準備に困ったら．．．
ｅ－Ｇｏｖ電子申請ホームページ ヘルプ 参照
http://www.e-gov.go.jp/contact

※ 「ｅｰＧｏｖアカウント」を利用の際は、スマートフォン等を
使って2要素認証又は追加認証が必要です。
「ＧビズＩＤ」又は「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔアカウント」を利用する場合
は不要です。

※ アプリケーションのアップデートを適宜行ってください。
アップデートを行わないと、アプリを正常に利用できない
等不具合が生じます。

※ アプリケーションの導入に当たっては、お使いのＰＣの対
応ＯＳ、ブラウザ等をご確認の上、準備を行ってください。

【留意事項】



ｅｰＧｏｖを用いた雇用保険関係の手続き方法は、
配付資料
「ｅｰＧｏｖを初めてお使いの方へ」（頁41～）
「雇用保険関係手続き電子申請のご案内」

を使って説明します。



e-Govマイページより、「手続検索」から申請したい各種申請手続
の名称を検索できます。



・手続きごとにブックマーク
・申請案件の一時保存
・過去案件と紐付け
・作成済みのデータを読み込み

マイページ機能の活用

直接申請書の入力画面
へ移動できます。



入力画面へ移る前に、事業所の基本情報
（申請者情報・連絡先情報）の設定を行ってください。



紙の様式同様の入力画面が表示されますの
で、必要事項を入力してください。
書類も添付できます。

添付可能な
ファイル形式

・ＰＤＦ
・ＪＰＥＧ
・Ｗｏｒｄ
・一太郎
・Ｅｘｃｅｌ

※１００ＭＢまで登録可能）



ハローワーク（電子申請センター）から発行された公文書（事業主
控え等）は、申請状況確認画面よりダウンロードできます。
※ハローワーク（電子申請センター）の事務処理が完了しない
限り、公文書のダウンロードはできません。
申請状況は、適宜確認可能です。
※事務処理完了後は審査終了通知のメールが送られます。
メール文記載の整理番号を基に、公文書（ＰＤＦ形式）のダウン
ロードが可能です。





手続の流れ（データ到達前）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

電
子
申
請
事
務
セ
ン
タ
ー

作成した デー
タは保存、 印
刷が可能

①基本情報（申請
者情報）の入力

②届出様式の入
力

③電子署名後送
信

連絡先や提出先を入力



手続の流れ（データ処理完了後）

⑤審査終了 ⑥公文書ダウンロード

申請案件状況画面より確認
できます。

整理番号を基に、公文書
（事業主控等）がダウン
ロードできます。

審査終了の通知が指定の
メールアドレスに通知され
ます。

※実際の画面と異なる場合があります。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

電
子
申
請
事
務
セ
ン
タ
ー

④状況確認



労働者（離職者）の署名が必要な手続き

・雇用保険被保険者離職証明書（離職票）
・高年齢雇用継続給付金
・育児休業給付金
・介護休業給付金



労働者に電子署名

させる場合

作成した届出に

電子署名を求める

電子署名し

手続担当者へ送信

署名済の届け出を申請

労働者に電子署名

させない場合（※）

所定の用紙に署名を求める

用紙に署名の上、

手続担当者へ提出

署名済の用紙をＰＤＦで

添付の上、申請

（※）電子証明書を持っていない場合も含みます



雇用保険被保険者離職証明書（離職票）

▼離職証明書⑮欄⑯欄の
離職者の確認署名にあたる様式

【右様式の記入】

離職票の内容について離職者より確認をい
ただき、離職者が記入します。

 

 

離職証明書の記載内容に関する確認書 

 

令和  年  月  日 

 

 

○事業所名称                               

 

○事業所所在地                              

 

○事業主氏名                               

 

 

私は、上記事業主が提出する離職証明書の記載内容について、下記のとおり確認しました。 

 

記 

 

１ 離職証明書の記載内容のうち、離職理由欄以外の記載内容については、事実

と相違ないことを認めます。 

 

２ 事業主が記入した離職理由については、次のとおりです。 

異議あり   ・   異議なし 

 

 

○離職年月日  令和  年  月  日  

 

○離職者住所                              

 

○離職者氏名                              

 

○雇用保険被保険者番号  

 

以上 

 

    －       －  

 



雇用保険被保険者離職証明書（離職票）

▼離職者から署名が得られない場合
の様式（疎明書）

【右様式の記入】

離職者の署名が得られない場合は、事業主が
記入してください。

 

 

被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について 

（事業主の疎明書） 

 

令和  年  月  日 

 

 

○離職年月日  令和  年  月  日  

 

○離職者住所                              

 

○離職者氏名                        

 

○雇用保険被保険者番号  

 

（離職証明書の記載内容について離職者本人の確認を得られない理由） 

※具体的に記入すること。 

 

 

 

 

私は、上記の離職者に係る雇用保険被保険者資格喪失届に添付する離職証明書の記載内容

について、上記の理由から、離職者本人の確認を得られませんでした。 

今後は、離職証明書の記載内容について、離職者本人の確認を得られるよう留意します。 

 

以上 

 

○事業所名称                               

 

○事業所所在地                              

 

○事業主氏名                               

 

 

    －       －  

 

注意 ：本来離職者の署名は必要です。
この様式を常習的に使用する
ことがないようにしてください。

●ひな形は、東京労働局HPが参考様式を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/
hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/densisinsei.html

検索離職票 記載内容証明書

●これら様式は任意です。
独自で作成可能ですが、示されている項目はすべて
盛り込んでください。



高齢雇用継続給付金 育児休業給付金
記載内容に関する確認書 

申請等に関する同意書 

（高年齢雇用継続給付用） 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

私は、下記の事業主が行う 

 

記 

 

□  雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出について同意します。 

 

□  高年齢雇用継続給付の受給資格の確認の申請について同意します。 

 

□  雇用保険法施行規則第 101条の５・第 101条の７の規定による高年齢雇用

継続給付の支給申請について同意します（今回の申請に続く今後行う支給申

請を含む。）。 

 

（該当する項目にチェック。複数項目にチェック可） 

 

※ 本同意書の保存期限は、雇用保険法施行規則第 143 条の規定により本継続

給付に係る完結の日から４年間とします。 

 

事業所名称                                

 

事業主氏名                                

 

 

被保険者番号                               

 

被保険者氏名                            ㊞ 

 

以上 

 

記載内容に関する確認書 

申請等に関する同意書 

（育児休業給付用） 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

私は、下記の事業主が行う 

 

記 

 

□  雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の提出について同意します。 

 

□  育児休業給付の受給資格の確認の申請について同意します。 

 

□  雇用保険法施行規則第 101 条の 13 の規定による育児休業給付金の支給申

請について同意します（今回の申請に続く今後行う支給申請を含む。）。 

 

（該当する項目にチェック。複数項目にチェック可） 

 

※ 本同意書の保存期限は、雇用保険法施行規則第 143 条の規定により本継続

給付に係る完結の日から４年間とします。 

 

 

事業所名称                                

 

事業主氏名                                

 

 

被保険者番号                               

 

被保険者氏名                            ㊞ 

 

 

以上 



介護休業給付金
記載内容に関する確認書 

申請等に関する同意書 

（介護休業給付用） 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

私は、下記の事業主が行う 

 

記 

 

□  雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の提出について同意します。 

 

□  雇用保険法施行規則第 101 条の 19 の規定による介護休業給付金の支給申

請について同意します。 

 

（該当する項目にチェック。複数項目にチェック可） 

 

※ 本同意書の保存期限は、雇用保険法施行規則第 143 条の規定により本継続

給付に係る完結の日から４年間とします。 

 

 

事業所名称                                

 

事業主氏名                                

 

 

被保険者番号                               

 

被保険者氏名                            ㊞ 

 

 

以上 

 

高年齢雇用継続給付金
育児休業給付金
介護休業給付金

の申請書・賃金証明書に関する労働者の署名は、これら
様式にて同意を求めることで省略可能です。
この同意書は、ハローワークへ原則提出不要です。
※必要に応じてハローワークより提出求める場合が
あります。

●これら様式は任意です。
独自で作成可能ですが、示されている項目は
すべて盛り込んでください。
ひな形は厚生労働省HPでもダウンロード可能です。
ハローワーク能代でも配布しております。



秋田労働局職業安定部職業安定課 R030909

「届書作成プログラム」とは、電子申請用・電子媒体（CD/DVD)用の
データを作成・申請するプログラムです。

届書作成プログラムについて

◆ 日本年金機構のウェブサイトから無料でダウンロードできます ◆

★ 主に社会保険の届出用に作成されたプログラムです。

★ 雇用保険においては、作成・申請できるものが限定的です（継続給付等は対象外）。

【ポイント】

【データ作成】

【電子申請】

【電子媒体での届出】

CDまたはDVD＋総括票

「届書作成プログラム」
(作成機能）

e-GOVアカウント
＋電子証明書

「届書作成プログラム」(届出申請機能）

（郵送又は持参）

※雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付あり）は電子媒体での提出はできません。

＜使用するアカウント等＞
イメージ図

or

or

（２つの方
法）

1 雇用保険被保険者資格取得届 ○ ○

2 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし) ○ ○

3 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり) ○ ×

4 雇用保険被保険者転勤届 ○ ○

5 雇用保険個人番号登録届 ○ ○

電子申請
電子媒体
での届出

届書作成プログラムで作成・申請できる項目一覧

雇用保険の適用に関して、作成・申請できる届出は以下のとおりです。

番号 対象手続き

（令和３年９月現在）

「届書作成プログラム」についてのお問い合わせは、
【ねんきん加入者ダイアル（日本年金機構電子申請・電子媒体申請照会窓口）】

◆０５７０－００７－１２３（ナビダイアル） →「２番」
０５０で始まる電話でおかけになる場合は、
◆０３－６８３７－２９１３ →「２番」

＜受付時間＞
月～金曜日 ８：３０～１９：００
第2土曜日 ９：３０～１６：００

※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～１月３日はご利用できません。

「届書作成プログラム」のダウンロード
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/index.html

日本年金機構 電子申請 検索

マイナン
バーカード

※届書作成プログラムで作成し
た電子申請書フィルを電子添付
書類として添付する。

※マイナポータル経由

大量の資格取得・喪失手続きを行う
場合、入力作業の軽減が可能！

雇用保険においては、
継続給付関係（高年齢・育児・介護）は
現時点で作成不可。



•原則的に３日以内に審査を行い、交付を行っております。ただし、以下の
場合は、交付まで３日～１週間程度かかることがあります。
①申請者へ確認を要する場合 ②（資格取得の
場合）前職事業所の資格喪失が行われていない場合
③繁忙期（４～５月）

電子申請をして事業
主控等の公文書は
何日くらいで届くのか。

•複雑な案件や、確認事項がある場合等は、ハローワーク窓口にて申請
していただいても結構です。不明な点は一度ハローワークへお問い合わ
せください。

•簡易的な手続きや多数の申請が見込まれる場合は、電子申請をご利用
ください。窓口緩和と電子申請利用促進に、何卒ご理解とご協力をお願
いいたします。

確認事項があるが、
電子申請でやらな
ければならないか。



•電子媒体（ＰＤＦ形式）のまま保管いただいて結構です。

•労働者の方に被保険者控を電子媒体のまま交付することも可能です。

•なお、離職者本人が失業給付手続時に持参する離職票はＡ４サイズ（Ａ３も
可）の紙媒体が必要となります。（用紙は日頃使用されている汎用紙で問題あ
りません。）

交付される公文書（Ｐ
ＤＦ形式）は 印刷す
る必要があるか。

•一定の要件※を満たす事業主の方であれば、電子申請に係る照合省略
についてハローワークから認められた場合、賃金台帳等の添付書類の
省略が可能になります。なお、離職理由を確認するための書類や、電子
署名を取らない場合の労働者（離職者）の署名書は省略対象となりませ
んのでご注意ください。
※「過去の取扱実績からみて、事務処理担当者の能力が高く、届出の
記載内容に信頼性が高いと 認められるもの」、「被保険者３０人以上」
等の要件を確認のうえ管轄ハローワークで決定します。

添付書類が煩わし
いのではないか。



「ｅ－Ｇｏｖ」ホームページ・利用者サポートデスク

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

ご利用ガイド他、よくある質問Ｑ＆Ａや、マニュアル等、事前準備の方法が詳しく掲載されています。

０５０－３７８６－２２２５ ビジネスダイヤル ※全国一律３分11.664円（税込）
０１７－７７１－９００８ （IP電話等をご利用の場合）※通常電話料金

～受付時間～
【４～７月】平日：午前９：００～午後７：００

土日、祝祭日：午前９：００～午後５：００
【８～３月】平日、土日、祝祭日：午前９：００～午後５：００

「ＧビズＩＤ」ホームページ・ヘルプデスク

https://gbiz-id.go.jp/

ご利用ガイド他、よくある質問Ｑ＆Ａや、等、ＩＤ取得方法が詳しく掲載されています。

０５７０－０２３－７９７
～受付時間～
午前９：００～午後７：００（土・日・祝日・年末年始を除く）



住 所 〒016-0851
能代市緑町5-29

連絡先 TEL：0185-54-7311 FAX：0185-55-1698

開庁日 土日祝、年末年始を除く平日
開庁時間 8:30～17:15 （雇用保険適用窓口8:30～16:00）

住 所 〒010-0065
秋田市茨島1-12-16 ハローワーク秋田２階

連絡先 TEL：018-801-0399 FAX：018-864-1815（ハローワーク秋田）
業務日 土日祝、年末年始を除く平日
業務時間 8:30～17:15

※ e-Govシステム改修により、適宜本資料の内容が変更される場合が
ありますのでご注意ください。

引用元：電子申請利用のススメ（秋田労働局職業安定課）

ハローワーク能代 雇用保険適用係

秋田労働局雇用保険電子申請事務センター




