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平成 19 年 10 月 31 日 

 

 

 

 

 
 

 

厚生労働省では、「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業務の業務・システム最適

化計画」（平成 17 年 8月 24 日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき、電子申

請・届出システムによるサービスの提供を終了し、所管する手続の案内や電子申請の受付等の窓

口を電子政府の総合窓口（以下「e-Gov」という。）の電子申請システムに移行いたします。 

つきましては、e-Gov 電子申請システムへの移行に関するスケジュール等を下記にご案内いた

しますので、内容をご確認ください。 

厚生労働省 電子申請・届出システムをご利用いただく皆様には、大変ご迷惑をおかけいたし

ますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

これまで厚生労働省 電子申請・届出システムをご利用いただき、ありがとうございました。 

e-Gov 移行後も引き続き電子申請をご利用いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

また、これまで電子申請をご利用いただけていない方におかれましては、この機会に是非電子

申請をご検討いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

e-Gov 電子申請システムへの移行は、以下のスケジュールを予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 通常期間（～平成 19 年 12 月 27 日（木）18 時） 

通常どおり、厚生労働省 電子申請・届出システムをご利用いただけます。 

電子申請の受付停止期間 
＊手続案内の閲覧、電子 

公文書の取得等は可能 

システム停止期間
＊すべての処理が 

不可 

e-Gov での 

サービス提供期間 

電子申請受付停止 
平成 19 年 12 月 27 日（木）

18 時 

システム停止 
平成 20 年 1 月 17 日（木）

18 時 

e-Gov での受付開始 
平成 20 年 2 月 1 日（金）

9 時 

１. は じ め に 

厚生労働省 電子申請・届出システムのサービス終了と 
 

電子政府の総合窓口（e-Gov）への移行について 

２. スケジュール 

３. 各期間の詳細 

通常期間 

…電子申請：可 …電子申請：不可（書面による申請をお願いします） 
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平成 19 年 12 月 27 日（木）18 時をもって、厚生労働省 電子申請・届出システムでの

電子申請の受付を停止いたしますので、電子申請及び電子媒体での審査結果の通知や公

文書の発行をご希望の方は、事前に余裕をもって、電子申請を行ってください。 

受付停止後、厚生労働省 電子申請・届出システムより発行した納付番号は、手数料

等を納付することができなくなります（順次、取り消しを行います）。電子申請で必要

な手数料等は、本期間中に納付してください。納付後、電子申請が必要な場合は、本期

間中に行っていただく必要がありますのでご注意ください。なお、e-Gov 電子申請シス

テムでは、厚生労働省 電子申請・届出システムより発行した納付番号をご利用いただ

くことができません。 

 

（２） 電子申請の受付停止期間（平成 19 年 12 月 27 日（木）18 時～） 

厚生労働省 電子申請・届出システムでの電子申請の受付を停止いたします。以降、

e-Gov 電子申請システムにてサービスの提供が開始されるまでに申請を行う必要がある

場合には、書面により申請を行ってください。 

手続案内の閲覧、手続処理状況の確認および電子公文書の取得は、システムの停止（平

成 20 年 1 月 17 日 18 時）まで、引き続きご利用いただくことが可能です。以降、すべ

てのサービスの提供を終了いたしますので、審査結果の確認や電子公文書の取得は、本

期間中に行ってください。また、印刷やコピー等を行い、別途保管いただけますよう、

お願いいたします。 

なお、e-Gov 電子申請システムでは、厚生労働省 電子申請・届出システムでお取り扱

いした電子申請に関する情報をご確認いただくことはできませんので、ご了承ください。 

 

（３） システムの停止期間（平成 20 年 1 月 17 日（木）18 時～） 

厚生労働省 電子申請・届出システムを停止し、すべてのサービスの提供を終了いた

します。以降、厚生労働省の所管する手続の案内は、e-Gov 電子申請システムにてご確

認ください。 

 

＜電子政府の総合窓口（e-Gov）＞ 

電子政府の総合窓口（e-Gov）は、以下のアドレスより、ご利用いただくことが可能です。 

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

 

（４） e-Gov 電子申請システムでのサービス提供期間（平成 20 年 2 月 1 日（金）9 時～） 

厚生労働省の所管する手続の案内や電子申請等のサービスは、e-Gov 電子申請システ

ムからのご利用が可能となります。 
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（１）電子申請のお取り扱いについて 

① 厚生労働省 電子申請・届出システムの停止までに、電子申請の審査を終了するこ

とができない場合、審査結果や公文書等は、書面での郵送等により、ご連絡いたし

ます。 

② 厚生労働省 電子申請・届出システムの停止までに、手続終了した電子申請の審査

結果の確認や公文書の取得等を行うことができなかった場合は、各手続の相談窓口

までお問い合せください。別途、書面での郵送等により、対応いたします。 

③ 厚生労働省 電子申請・届出システムでの電子申請の受付停止までに、再申請を行

うことができなかった場合は、申請書の余白や備考等に、前回到達番号を記載の上、

書面による再申請を行ってください。 

 

（２）申請用アプリケーション一式について 

① 平成 19 年 12 月 10 日をもって、「申請用アプリケーション一式郵送申込書」の受付   

を終了いたします（当日消印有効）。 

② システム停止をもって、申請用アプリケーション一式の保守を終了させて頂きます。

申請用アプリケーション一式をアンインストールした場合、これまでの申請データ

等の閲覧が不可能となりますので、申請データ等の必要な情報は、適宜印刷・PDF

ファイルに変換する等により保管していただいた後、申請用アプリケーション一式

をアンインストールしてください。 

③ 申請用アプリケーション一式には、JRE など今後脆弱性が発見される可能性がある

ものも含まれていますので、アンインストールは必ず実施してください。 

 

（３）厚生労働省電子申請・届出システムで発行のユーザ ID・パスワードについて 

① 厚生労働省 電子申請・届出システムより発行しているユーザ ID・パスワードは、

e-Gov 電子申請システムにおいても、引き続きご利用いただくことが可能です。 

② システムの停止後、e-Gov 電子申請システムでのサービスの提供を開始するまでは、

ユーザ ID・パスワードや申請者の情報に関する申し込み（新規・変更・更新・失効・

パスワード再発行等）に係る業務を停止いたします。申し込みが必要な場合は、事

前に余裕をもって、「ユーザ ID・パスワード発行申込書」を送付してください。 

③ 移行に伴い、「ユーザ ID・パスワード発行申込書」の様式が変更となります。e-Gov

電子申請システムでのサービスの提供開始後は、新しい申込書をご利用ください。

また、e-Gov 電子申請システムでは、オンラインによる申し込みが可能となります。 

 

４. 留意事項 
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社会保険労務士が提出代行等をする場合の事業主のＩＤ・パスワードについて 

現在、社会保険と雇用保険の一部の手続について、社会保険労務士が提出代行等をす

る場合に事業主の電子署名に代えて利用可能なＩＤ・パスワードを社会保険と雇用保険

の各々で発行していますが、e-Gov 移行に際して、社会保険と雇用保険のＩＤ・パスワ

ードを一本化することを予定しており、e-Gov 移行後、現在発行済みのＩＤ・パスワー

ドをそのまま使用することはできません。 

なお、社会保険と雇用保険の ID・パスワードの一本化は、既存の社会保険の ID・パ

スワードを廃止し、既存の雇用保険の ID・パスワードを更新することにより発行される

新たな ID・パスワード（更新手続は不要です。）を社会保険と雇用保険の共通 ID・パ

スワードとすることにより行われます。 

 

 

（４）電子証明書について 

厚生労働省 電子申請・届出システムで、ご利用いただいていた電子証明書は、引き

続き、e-Gov 電子申請システムにおいても、ご利用いただけます。 

 

（５） 連絡先（電子メールアドレス）について 

厚生労働省 電子申請・届出システムの停止後、ダウンロードコーナーや CD-ROM 郵送

依頼時に登録いただいていた連絡先（電子メールアドレス）は責任を持って破棄いたし

ます。以降、厚生労働省 電子申請・届出システムからの電子メールによるシステムに

関するお知らせ等の案内は行いません。e-Gov 電子申請システムをご利用の際は、必要

に応じて、e-Gov 電子申請システムにて、新たに連絡先を登録してください。 

 

（６） 電子公文書について 

厚生労働省 電子申請・届出システムより発行した電子公文書は、システムの停止後

も効力を有します。システムの停止後も、大切に保管してください。また、官職署名は、

e-Gov 電子申請システムにて、ご確認いただくことが可能です。 

 

（７） 手数料等のお取り扱いについて 

e-Gov 電子申請システムでは、厚生労働省 電子申請・届出システムより発行した納付

番号をご利用いただくことができません。手数料等のお取り扱いは、納付状況等により

異なりますので、以下の該当する案内をご確認ください。 
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① 納付を必要とする手続で、受付停止までに、電子申請（再申請を含む）を行うこと

ができなかった場合 

• 納付済みの場合：申請書の余白や備考等に、納付番号と確認番号を記載の上、

書面による申請を行ってください（再申請の場合は、前回到達番号もあわせて

記載いただく必要があります）。 

• 納付していない場合：書面による申請を行うか、e-Gov でのサービス開始後、電

子申請を行ってください。手数料等は、各申請方法の案内にしたがい、お支払

いください。また、確認のため、審査担当者より、納付に関するお問合せをさ

せていただく場合がありますので、ご了承ください。 

② 電子申請後、受付停止までに、納付することができなかった場合 

厚生労働省 電子申請・届出システムでは、受付停止期間中に、順次、納付されて

いない納付番号の取り消しを行います。納付番号を取り消した後も、電子申請の審

査は継続いたしますが、提出先の窓口等にて、お支払いいただく必要がありますの

で、ご了承ください。お支払いについては、別途、審査担当者よりご案内いたしま

す。 

③ 電子申請を行い、かつ納付済みの場合 

当該電子申請は、厚生労働省 電子申請・届出システムにおいて審査を継続します

ので、別途、対応（還付等）を行う必要はありません。 

 

 

 

移行の期間ごとに、お問い合わせ先が異なります。各期間のお問い合わせ先は、以下のとおり

です。 

 

（１）通常期間および受付停止期間（平成 20 年 1 月 17 日 18 時まで） 

 

【e-Gov 電子申請システムへの移行に関するお問い合わせ】 

＜厚生労働省電子申請・届出システム問合せセンター＞ 

電話番号    ：０３－３５３９－５８２２ 

メールアドレス ：emhlw2003@mhlw.go.jp 

※手続に関するご質問等については、各手続の相談窓口までお問い合わせください。 

 

【e-Gov で提供している各種サービスに関するお問い合わせ】 

＜電子政府利用支援センター＞ 

電子政府利用支援センターについては、下記のホームページをご覧ください。 

http://www.center.e-gov.go.jp/tmself16/htdocs/H_Faq001.jsp 

 

 

５. お問い合わせ先 

厚生労働省電子申請・届出システム問い合わせセン

ターは、1 月 17 日をもって問合せ業務を終了いた

しましたので、現在はご利用いただけません。 
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（２）システム停止期間（平成 20 年 1 月 17 日 18 時以降）および e-Gov 電子申請システ

ムでのサービス提供期間（平成 20 年 2 月 1 日 9 時以降） 

 

【e-Gov 電子申請システムへの移行に関するお問い合わせ】 

＜厚生労働省電子申請・届出システム問合せセンター＞ 

メールアドレス ：emhlw2003@mhlw.go.jp 

※手続に関するご質問等については、各手続の相談窓口までお問い合わせください。 

 

【e-Gov で提供している各種サービスに関するお問い合わせ】 

＜電子政府利用支援センター＞ 

電子政府利用支援センターについては、下記のホームページをご覧ください。 

http://www.center.e-gov.go.jp/tmself16/htdocs/H_Faq001.jsp 

 

 

 

 

（１）全般的な内容について 

項番 質問 回答 

1 

e-Gov とは何ですか？ 

 

 電子政府の総合窓口（e-Gov）とは、各府省がホームページで提供し

ている行政情報を国民の皆様に有効に活用していただくための総合的

な検索・案内サービスを提供するサイトです。 

平成１８年４月より、各府省共通の電子申請システムが稼働してお

り、現在、総務省や経済産業省など９府省の手続が申請可能となってお

ります。平成２０年２月１日から、厚生労働省のほとんどの手続につい

ても e-Gov 電子申請システムから申請可能となります。 

2 

なぜe-Gov電子申請システ

ムに移行するのですか。 

これまで電子申請システムは各府省個別に整備し、申請を受け付けて

いましたが、e-Gov で一元的に申請可能とすることにより、ワンストッ

プ化を図り、国民の利便性を向上することが可能となります。 

今後は厚生労働省だけでなく、府省全体の電子申請システムが e-Gov

へ統合される予定です。 

3 

厚生労働省のすべての手

続がe-Govへ移行するので

すか。 

移行対象は、厚生労働省電子申請・届出システムで扱っていた手続の

みです。詳細は、e-Gov への移行後に e-Gov ホームページの手続案内を

ご確認ください。 

 

※労働保険適用徴収・電子申請システムにて受け付けている手続につ

いては、引き続き、労働保険適用徴収・電子申請システムを利用して申

請してください。 

６. 移行に関するＱ＆Ａ 

厚生労働省電子申請・届出システム問い合わせセン

ターは、1 月 17 日をもって問合せ業務を終了いた

しましたので、現在はご利用いただけません。 
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4 

社会保険及び雇用保険の

磁気媒体作成プログラム

は今までどおり利用でき

ますか？ 

 引き続き利用可能です。 

5 

グループ申請は今までど

おり利用できますか？ 

 厚生労働省電子申請・届出システムとは操作方法が異なりますが、引

き続きご利用可能です。ただし、「保険関係成立届」「名称所在地変更

届」「代理人選任・解任届」の適用徴収関係３手続については、当面の

間は利用することができません。 

6 

システム移行後の問い合

わせ窓口はどこになりま

すか？ 

システム移行後は「電子政府利用支援センター」が窓口となります。

【電話での問い合わせ】０５７０－０４１０４１ 

オペレータによる応対時間 毎日（土日祝日含む）９時～１９時 

【FAX での問い合わせ】０３－５３３９－６５１４  

受付時間 毎日（土日祝日含む）２４時間 

7 

データの仕様公開はどう

なるのでしょうか？ 

 e-Gov では、データの仕様公開を行っておりませんので、引き続き仕

様公開することはできなくなります。 

8 

厚生労働省電子申請・届出

システムに電子メールア

ドレスを登録して、メンテ

ナンス情報等が電子メー

ルで届いていましたが、今

後はどうなるのでしょう

か？ 

 システム移行後は、メンテナンス情報等のメールによる連絡はなくな

りますので、メンテナンス情報等につきましては、e-Gov の「e-Gov 電

子申請システムからのご案内」等をご覧ください。 

 

（２）移行後の申請について 

項番 質問 回答 

1 

e-Gov 移行にあたり、厚生

労働省申請用アプリケー

ションは利用できなくな

るのですか？ 

厚生労働省申請用アプリケーションは、e-Gov 移行後、利用できなく

なります。e-Gov をご利用いただくためには、「e-Gov 電子申請用プロ

グラム」のインストール等が必要です。利用するための手順等について

は、e-Gov 電子申請システムのホームページをご確認ください。 

不明点等は、電子政府利用支援センターにお問い合わせください。 

2 

新たにJREの脆弱性が見つ

かった際の対応はどうな

るのでしょうか？ 

 e-Gov 電子申請システムでは、JRE について最新版の利用を推奨して

おりますので、e-Gov 電子申請システムのホームページで動作環境をご

確認の上、最新版に更新してください。 

（JRE1.5 以上であれば Java Update により、更新情報の通知を受ける

ことが出来ますので、そちらをご利用ください。ただし、ネットワーク

管理者の規定により、制限されている場合もありますのでご注意くださ

い） 
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3 

これまでに取得した ID・パ

スワードは再利用可能で

しょうか？ 

厚生労働省 電子申請・届出システムより発行しているユーザ ID・パ

スワードは、e-Gov での電子申請システムにおいても、引き続きご利用

いただくことが可能です。 

 

※現在発行済みの社会保険労務士が提出代行等をする場合の事業主の

ＩＤ・パスワードを e-Gov 移行後もそのまま使用することはできませ

ん。 

なお、社会保険と雇用保険の ID・パスワードの一本化は、既存の社会

保険の ID・パスワードを廃止し、既存の雇用保険の ID・パスワードを

更新することにより発行される新たな ID・パスワード（更新手続は不

要です。）を社会保険と雇用保険の共通 ID・パスワードとすることに

より行われます。 

4 

ID・パスワード発行の申し

込み方法はどうなるので

しょうか？ 

 システム移行後は、「ユーザ ID・パスワード発行申込書」の様式が

変更となりますので、e-Gov 電子申請システムでのサービスの提供開始

後は、新しい申込書をご利用ください。また、e-Gov 電子申請システム

では、オンラインによる申し込みが可能となります。 

 

※社会保険労務士が提出代行する場合のＩＤ・パスワードについては、

これまでどおり社会保険労務士を通じて取得していただくことになり

ます。 

5 

インストール済の厚生労

働省申請用アプリケーシ

ョン一式はどのようにす

ればいいのですか？ 

e-Gov 電子申請システムへの移行後は、申請用アプリケーション一式

の提供およびサポートを終了させて頂きますので、申請用アプリケーシ

ョン一式をアンインストールしてください。 

ただし、申請用アプリケーション一式をアンインストールした場合、

これまでの申請データ等の閲覧が不可能となりますので、申請データ等

の必要な情報は、適宜印刷・PDF ファイルに変換する等により保管して

ください。  

6 

これまでの申請済みデー

タを再利用して申請でき

るのですか？ 

厚生労働省電子申請・届出システムと e-Gov 電子申請システムでは、

申請データの形式が異なるため、再利用はできません。 

 ただし、Word や一太郎等の申請書または添付書類は、様式が変更さ

れた場合を除き、再利用可能です。詳細は、e-Gov 電子申請システムへ

の移行後に手続案内をご確認ください。 

7 

これまでの申請済データ

はどのように保管すれば

いいのですか？ 

申請書用アプリケーション一式をアンインストールした場合、これま

での申請データ等の閲覧が不可能となりますので、申請データ等の必要

な情報は、適宜印刷・PDF ファイルに変換する等により保管してくださ

い。 
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（３）動作環境について 

項番 質問 回答 

1 

現在、申請に使用している

パソコンの OS やスペック

で、システム移行後も申請

可能でしょうか？ 

現在ご使用頂いているパソコンのスペックや OS により異なります。

e-Gov 電子申請システムの動作環境の範囲内であれば、利用可能です。

詳細は、e-Gov 電子申請システムのホームページをご確認ください。

不明点は、電子政府利用支援センターにお問合わせください。 

※Windows Vista 及び Internet Explorer7 については、e-Gov での受付

開始時からご使用いただける予定です。 

2 

厚生労働省電子申請・届出

システムで利用可能とし

ていた証明書は、e-Gov 移

行後はどのようになるの

ですか。 

現在利用可能としている以下の認証局は、引き続きご利用可能です。

・AccreditedSign パブリックサービス２ 

・商業登記に基礎を置く電子認証制度 

・全国社会保険労務士会連合会認証サービス 

・公的個人認証サービス 

e-Gov 電子申請システムでは、上記に加え、以下の認証局がご利用可

能となります。ただし、手続により必要な証明書を指定している場合が

ありますので、手続の相談窓口や提出先にお問い合わせください。 

・AOSign サービス 

・e-Probatio PS サービス 

・TOiNX 電子入札対応認証サービス 

・TDB 電子認証サービス TypeA 

・セコムパスポート for G-ID 

・電子入札コアシステム用電子認証サービス    

・よんでん電子入札対応認証サービス 

・MJS 電子証明書発行サービス 

・CTI 電子入札・申請届出対応電子認証サービス 

・ビジネス認証サービス  タイプ 1 

・e-Probatio PS2 サービス 

 

（４）操作方法について 

項番 質問 回答 

1 

厚生労働省電子申請・届出

システムとe-Gov電子申請

システムでは操作方法は

異なりますか。 

厚生労働省電子申請・届出システムと e-Gov 電子申請システムでは操

作方法が異なります。詳細な手順は、e-Gov 電子申請システムのホーム

ページをご確認ください。 

 不明点等は、電子政府利用支援センターにお問合わせください。 

2 

どうすればe-Gov電子申請

システムの操作方法を習

得できますか。 

e-Gov 電子申請システムには体験システムが用意されておりますの

で、ご利用ください。 

 不明点等は、電子政府利用支援センターにお問合わせください。 

 


