
省庁名

番号 所管局等名 所管部課名 事項名 根拠法令等 条項
オンライン
手続件数

非オンライン
手続件数

手続件数計 基本計画 コスト計測

1 年金局 事業管理課 新規適用届 厚生年金保険法施行規則 第13条 419 139,934 140,353 ○

2 年金局 事業管理課 任意適用申請書 厚生年金保険法施行規則 第13条の３ 0 4,522 4,522 ○

3 年金局 事業管理課 任意適用取消申請書 厚生年金保険法施行規則 第14条 0 81 81 ×

4 年金局 事業管理課 被保険者資格取得届 厚生年金保険法施行規則 第15条 320,055 2,674,427 2,994,482 ○ ○

5 年金局 事業管理課 被保険者報酬月額算定基礎届 厚生年金保険法施行規則 第18条 136,805 1,742,391 1,879,196 ○ ○

6 年金局 事業管理課 被保険者報酬月額月額変更届 厚生年金保険法施行規則 第19条 157,863 818,373 976,236 ○ ○

7 年金局 事業管理課 被保険者賞与支払届 厚生年金保険法施行規則 第19条の５ 213,470 1,558,777 1,772,247 ○ ○

8 年金局 事業管理課 被保険者氏名変更(訂正)届 厚生年金保険法施行規則 第６条 31,944 334,159 366,103 ○ ○

9 年金局 事業管理課 被保険者住所変更届 厚生年金保険法施行規則 第６条の２ 142,512 1,139,722 1,282,234 ○ ○

10 年金局 事業管理課 被保険者資格喪失届 厚生年金保険法施行規則 第22条 356,576 2,576,736 2,933,312 ○ ○

11 年金局 事業管理課 被保険者生年月日訂正届 3 2,191 2,194 ○

12 年金局 事業管理課 被扶養者(異動)届 健康保険法施行規則 第38条 187,744 2,458,176 2,645,920 ○ ○

13 年金局 事業管理課 育児休業等取得者申出書　※延長の届出を含む 厚生年金保険法施行規則 第25条の２ 1,613 306,034 307,647 ○

14 年金局 事業管理課 育児休業等取得者終了届 厚生年金保険法施行規則 第25条の２ 416 82,840 83,256 ○

15 年金局 事業管理課 育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険法施行規則 第10条 146 58,315 58,461 ○

基本計画の対象手続一覧表 様式１－４

【社会保険に関する手続】 厚生労働省

○様式１－１の記載要領に倣って記載する。



16 年金局 事業管理課 産前産後休業取得者申出書 厚生年金保険法施行規則 第25条の２の２ 1,286 240,454 241,740 ○

17 年金局 事業管理課 産前産後休業終了時報酬月額変更届書 厚生年金保険法施行規則 第10条の２ 4 772 776 ○

18 年金局 事業管理課 養育期間標準報酬月額特例申出書 厚生年金保険法施行規則 第10条の２の２ 123 71,572 71,695 ○

19 年金局 事業管理課 養育期間標準報酬月額特例終了届 厚生年金保険法施行規則 第10条の２の２ 0 182 182 ○

20 年金局 事業管理課 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届　（管轄内） 厚生年金保険法施行規則 第23条 303 46,712 47,015 ○

21 年金局 事業管理課 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届　（管轄外） 厚生年金保険法施行規則 第23条 31 1,400 1,431 ○

22 年金局 事業管理課 適用事業所全喪届 厚生年金保険法施行規則 第13条の２ 3 2,262 2,265 ○

23 年金局 事業管理課 被保険者証回収不能・滅失届 健康保険法施行規則 第51条 15 59,589 59,604 ○

24 年金局 事業管理課 年金手帳再交付申請書 厚生年金保険法施行規則 第11条 1,516 223,344 224,860 ○

25 年金局 事業管理課 健康保険法第１１８条第１項該当・不該当届 健康保険法施行規則 第32条 0 82 82 ×

26 年金局 事業管理課 介護保険適用除外等該当・非該当届 2 2,146 2,148 ○

27 年金局 事業管理課 健康保険被保険者資格証明書交付申請書 健康保険法施行規則 第50条の２ 0 211,972 211,972 ○ ○

28 年金局 事業管理課 資格取得・資格喪失等確認請求書 厚生年金保険法施行規則 第12条 0 16,687 16,687 ○

29 年金局 事業管理課 厚生年金保険被保険者　ローマ字氏名届 厚生年金保険法施行規則 第15条 1,678 147,744 149,422 ○

30 年金局 事業管理課 事業所関係変更（訂正）届 厚生年金保険法施行規則 第23条 707 172,874 173,581 ○

31 年金局 事業管理課 70歳以上被用者該当・不該当届 厚生年金保険法施行規則 第15条の２ 1,267 246,439 247,706 ○

32 年金局 事業管理課 70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届 厚生年金保険法施行規則
第18条、第19条、第19
条の５

19,477 533,891 553,368 ○ ○

33 年金局 事業管理課 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届 厚生年金保険法施行規則 第19条の５２の２ 0 33 33 ×

34 年金局 事業管理課 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届 厚生年金保険法施行規則 第19条の２ 0 10 10 ×

35 年金局 事業管理課 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届 厚生年金保険法施行規則 第１条、第２条 0 304 304 ○

36 年金局 事業管理課 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 厚生年金保険法施行規則 第１条、第２条 0 7,393 7,393 ○

37 年金局 国際年金課 厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書交付申請書
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施
行規則及び厚生年金保険法施行規則の特
例等に関する省令

第５条及び第６条 3 18,310 18,313 ○

38 年金局 国際年金課 厚生年金保険の被保険者に係る適用証明期間継続・延長申請書
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施
行規則及び厚生年金保険法施行規則の特
例等に関する省令

第７条 10 3,502 3,512 ○



39 年金局 国際年金課
厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書再交付申請書及び氏
名変更の届出

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施
行規則及び厚生年金保険法施行規則の特
例等に関する省令

第９条及び第10条 0 1,782 1,782 ○

40 年金局 国際年金課 厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施
行規則及び厚生年金保険法施行規則の特
例等に関する省令

第19条 0 110 110 ○

41 年金局 国際年金課 厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施
行規則及び厚生年金保険法施行規則の特
例等に関する省令

第21条 0 6 6 ×

42 保険局 保険課
新規適用届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第19条 102 8,168 8,270 ○

43 保険局 保険課
適用事業所全喪届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第20条 3 2,154 2,157 ○

44 保険局 保険課
任意適用申請書
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第21条第１項 0 4,281 4,281 ○

45 保険局 保険課
任意適用取消申請書
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第22条第１項 0 1,047 1,047 ○

46 保険局 保険課
一括適用承認申請書
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第23条 0 7 7 ×

47 保険局 保険課
特定適用事業所該当・不該当届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第23条の２、３ 63 1,028 1,091 ○

48 保険局 保険課
被保険者資格取得届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第24条第１項 14,841 928,849 943,690 ○ ○

49 保険局 保険課
被保険者報酬月額算定基礎届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第25条第１項 77 2,409,273 2,409,350 ○ ○

50 保険局 保険課
被保険者報酬月額変更届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第26条第１項 7,373 519,338 526,711 ○

51 保険局 保険課
育児休業等終了時報酬月額変更届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則
第26条の２第１項
第38条の２第１項

1,414 46,782 48,196 ○

52 保険局 保険課
産前産後休業終了時報酬月額変更届書
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則
第26条の３第１項
第38条の３第１項

14 2,646 2,660 ○

53 保険局 保険課
被保険者賞与支払届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第27条第１項 7,190 4,776,673 4,783,863 ○ ○

54 保険局 保険課
被保険者氏名変更届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第28条 14,057 170,770 184,827 ○

55 保険局 保険課
被保険者住所変更届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第28条の2 155,551 2,260,245 2,415,796 ○ ○

56 保険局 保険課
被保険者資格喪失届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第29条第１項 14,554 792,571 807,125 ○ ○

57 保険局 保険課
適用事業所所在地・名称変更（訂正）届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第30条 6 4,713 4,719 ○

58 保険局 保険課
事業所関係変更（訂正）届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第31条 22 11,060 11,082 ○

59 保険局 保険課
健康保険法第118条第1項該当・不該当届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第32条第１項 0 629 629 ○

60 保険局 保険課
被扶養者異動届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第38条第１項、第２項 46,419 2,522,958 2,569,377 ○ ○

61 保険局 保険課
介護保険適用除外等該当・非該当届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則
第40条第１項
第41条第１項

1,122 56,272 57,394 ○



62 保険局 保険課 健康保険被保険者証滅失・棄損再交付申請書 健康保険法施行規則 第49条 1,092 186,896 187,988 ○

63 保険局 保険課
•健康保険被保険者証再交付申請書
※協会けんぽ（健康保険）届出分

健康保険法施行規則 第49条 0 652,939 652,939 ○ ○

64 保険局 保険課
•健康保険被保険者証再交付申請書
※協会けんぽ（船員保険）届出分

船員保険法施行規則 第37条 0 1,218 1,218 ○

65 保険局 保険課
育児休業等取得者申出書　※延長の届け出を含む
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第135条第１項 2,606 199,551 202,157 ○

66 保険局 保険課
育児休業等取得者終了届
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第135条第２項 1,631 96,065 97,696 ○

67 保険局 保険課
産前産後休業取得者申出書
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第135条の２第１項 6,973 144,064 151,037 ○

68 保険局 保険課
産前産後休業取得者終了書
※健康保険組合届出分

健康保険法施行規則 第135条の２第２項 2,303 79,291 81,594 ○

69 保険局 医療課 保険医療機関又は保険薬局の指定 健康保険法 第63条第3項第1号 0 15,313 15,313 ○

70 保険局 医療課 指定訪問看護事業者の指定 健康保険法 第88条第1項 0 1,110 1,110 ○

71 保険局 医療課 指定に関する別段の申出 健康保険法 第89条第2項 0 2 2 ×

72 保険局 医療課
指定訪問看護事業者の事業所の名称等の変更又は事業の廃止、
休止若しくは再開の届出

健康保険法 第93条 0 15,747 15,747 ○

73 保険局 医療課 保険医療機関又は保険薬局の指定の変更の申請 健康保険法 第66条第１項 0 674 674 ○

74 保険局 医療課 保険医療機関又は保険薬局の指定の辞退の申出 健康保険法 第79条第１項 0 180 180 ○

75 保険局 医療課 保険医療機関又は保険薬局の廃止、休止若しくは再開の届出
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに
保険医及び保険薬剤師の登録に関する省
令

第8条 0 10,296 10,296 ○

76 保険局 医療課 保険医療機関又は保険薬局の名称等の変更の届出
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに
保険医及び保険薬剤師の登録に関する省
令

第8条 0 129,748 129,748 ○

77 保険局 国民健康保険課
健康保険被保険者適用除外承認申請書
※厚生年金保険被保険者資格取得届と一体として取り扱われる

健康保険法 3条1項8号 0 130,000 130,000 ○

78 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険保険関係成立届 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第４条の２第１項 21,958 346,987 368,945 ○ ○

79 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険名称、所在地等変更届 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第４条の２第２項 6,503 151,341 157,844 ○ ○

80 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険任意加入申請書

①失業保険法及び労働者災害補償保険法
の一部を改正する法律及び労働保険の保
険料の徴収等に関する法律の施行に伴う
労働省令の整備等に関する法律
②労働保険の保険料の徴収等に関する法
律
③労働保険の保険料の徴収等に関する法
律施行規則

①第５条第１項
②附則第２条第１項
③附則第２条第１項

5 2,095 2,100 ○



81 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険保険関係消滅申請書

①失業保険法及び労働者災害補償保険法
の一部を改正する法律及び労働保険の保
険料の徴収等に関する法律の施行に伴う
労働省令の整備等に関する法律
②労働保険の保険料の徴収等に関する法
律
③労働保険の保険料の徴収等に関する法
律施行規則

①第８条第１項
②附則第４条
③附則第３条第１項

21 5 26 ×

82 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険継続事業一括申請書

①労働保険の保険料の徴収等に関する法
律
②労働保険の保険料の徴収等に関する法
律施行規則

①第９条
②第１０条第２項

4,682 55,872 60,554 ○

83 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険継続一括事業名称・所在地変更届
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第１０条第４項 3,153 48,554 51,707 ○

84 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険一括有期事業開始届
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第６条第３項 15,135 626,653 641,788 ○ ○

85 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険一括有期事業報告書
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第３４条 7,333 182,888 190,221 ○ ○

86 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険下請負人を事業主とする認可申請書 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第８条第２項 0 100 100 ○

87 労働基準局 労働保険徴収課 労災保険率特例適用申告書 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第１２条の２ - 0 0 ×

88 労働基準局 労働保険徴収課 概算・増加概算・確定保険料/一般拠出金申告書（継続） 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

第１５条第１項及び第
２項、第１６条、第１
８条、第１９条第１項
及び第２項

106,473 1,823,560 1,930,033 ○ ○

89 労働基準局 労働保険徴収課 概算・増加概算・確定保険料/一般拠出金申告書（有期） 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

第１５条第１項及び第
２項、第１６条、第１
８条、第１９条第１項
及び第２項

6,505 120,690 127,195 ○ ○

90 労働基準局 労働保険徴収課 特例納付保険料の納付の申出

①労働保険の保険料の徴収等に関する法
律
②労働保険の保険料の徴収等に関する法
律施行規則

①第２６条第３項
②第５８条

- 14 14 ×

91 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険料/一般拠出金還付請求書
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第３６条 2,075 125,181 127,256 ○ ○

92 労働基準局 労働保険徴収課 代理人選任・解任届
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第７３条 428 63,923 64,351 ○

93 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険料等口座振替納付書送付依頼書

①労働保険の保険料の徴収等に関する法
律
②労働保険の保険料の徴収等に関する法
律施行規則

①第２１条の２
②第３８条の２

- 37,668 37,668 ○

94 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険等労働保険事務組合認可申請書

①労働保険の保険料の徴収等に関する法
律
②労働保険の保険料の徴収等に関する法
律施行規則

①第３３条第２項
②第６３条

- 27 27 ×

95 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険事務組合の変更届
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第６５条 - 1,966 1,966 ○

96 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険事務組合の業務の廃止の申請

①労働保険の保険料の徴収等に関する法
律
②労働保険の保険料の徴収等に関する法
律施行規則

①第３３条第３項
②第６６条

- 105 105 ○

97 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険等労働保険事務等処理委託解除届
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第６４条 571 72,914 73,485 ○



98 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険事務組合労働保険料/一般拠出金報奨金交付申請書

①失業保険法及び労働者災害補償保険法
の一部を改正する法律及び労働保険の保
険料の徴収等に関する法律の施行に伴う
労働省令の整備等に関する法律
②労働保険事務組合に対する報奨金に関
する省令

①第２３条
②第２条

0 10,073 10,073 ○

99 労働基準局 労働保険徴収課 雇用保険印紙の消印に使用する認印の印影の届出
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第４０条第２項 - 923 923 ○

100 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険雇用保険印紙購入通帳交付/更新申請書
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第４２条第１項及び第
４項

- 1,831 1,831 ○

101 労働基準局 労働保険徴収課 雇用保険印紙購入通帳の再交付申請
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第４２条第６項 - 755 755 ○

102 労働基準局 労働保険徴収課 雇用保険印紙の買戻確認申請
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第４３条第３項 - 411 411 ○

103 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険印紙保険料納付/納付計器使用状況報告書

①労働保険の保険料の徴収等に関する法
律
②労働保険の保険料の徴収等に関する法
律施行規則

①第２４条
②第５４条、第５５条

- 23,803 23,803 ○

104 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険印紙保険料納付計器指定申請書
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第４５条 - 0 0 ×

105 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険印紙保険料納付計器設置承認申請書
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第４７条 - 0 0 ×

106 労働基準局 労働保険徴収課 印紙保険納付計器による納付の差額払戻の申出
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第５３条 - 0 0 ×

107 労働基準局 労働保険徴収課 労働保険始動票札受領通帳交付申請書
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第５０条第１項及び第
６項

- 0 0 ×

108 労働基準局 労働保険徴収課 始動票札受領の交付申請
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則

第４９条、第５１条 - 0 0 ×

109 職業安定局 雇用保険課 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険法施行規則 第141条 6,683 119,985 126,668 ○

110 職業安定局 雇用保険課 雇用保険適用事業所廃止届 雇用保険法施行規則 第141条 1,545 71,921 73,466 ○

111 職業安定局 雇用保険課 雇用保険事業主事業所各種変更届 雇用保険施行規則 第142条 8,121 184,867 192,988 ○

112 職業安定局 雇用保険課 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人専任・解任届 雇用保険法施行規則 第145条 253 49,747 50,000 ○

113 職業安定局 雇用保険課 雇用保険適用除外申請書（厚生労働大臣への申請） 雇用保険法施行規則 第5条第1項 0 0 0 ×

114 職業安定局 雇用保険課 雇用保険適用除外申請書（労働局長への申請） 雇用保険法施行規則 第5条第1項 0 0 0 ×

115 職業安定局 雇用保険課 雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険法施行規則 第6条第1項 1,199,590 7,897,182 9,096,772 ○ ○

116 職業安定局 雇用保険課 雇用保険被保険者資格喪失届 雇用保険法施行規則 第7条第1項 1,230,399 6,310,622 7,541,021 ○ ○

117 職業安定局 雇用保険課 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険法施行規則 第13条 71,135 515,390 586,525 ○

118 職業安定局 雇用保険課 雇用保険被保険者氏名変更届 雇用保険法施行規則 第14条第1項 71,304 311,696 383,000 ○

119 職業安定局 雇用保険課 雇用継続交流採用終了届 雇用保険法施行規則 第12条の2 0 111 111 ○

120 職業安定局 雇用保険課 高年齢雇用継続給付支給申請書 雇用保険法施行規則 第101条の5 437,217 4,005,342 4,442,559 ○ ○



121 職業安定局 雇用保険課
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・
所定労働時間短縮開始時賃金証明書

雇用保険法施行規則
第14条の3
第14条の4

405 401,284 401,689 ○

122 職業安定局 雇用保険課 育児休業給付金支給申請書 雇用保険法施行規則 第101条の13 263,285 1,722,683 1,985,968 ○ ○

123 職業安定局 雇用保険課 介護休業給付金支給申請書 雇用保険法施行規則 第101条の19 1,356 19,478 20,834 ○


