
対象手続一覧

分類 制度上の手続名 e-Gov上での表示手続名（手続名称） 申請データ形式 手続ID

健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更（訂正）届
健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更（訂正）届、船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂
正届（２０１９年５月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950013520708000

船員保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520698000

健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520873000

船員保険・厚生年金保険賞与不支給報告書／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520874000

健康保険・厚生年金保険事業所関係変更（訂正）届 健康保険・厚生年金保険事業所関係変更（訂正）届（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520974000

健康保険・厚生年金保険新規適用届（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520967000

船員保険・厚生年金保険新規適用船舶所有者届（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520968000

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520970000

船員保険・厚生年金保険不適用船舶所有者届（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520971000

健康保険・厚生年金保険被保険者生年月日訂正届／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013505861000

船員保険・厚生年金保険被保険者生年月日訂正届／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013505942000

船員保険・厚生年金保険被保険者資格記録訂正届、船員保険・厚生年金保険被保険者資格記録取消
届／電子申請

個別ファイル署名形式 4950013505944000

基礎年金番号氏名生年月日性別変更（訂正）届／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013505947000

船員保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更（基準日）届 船員保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更（基準日）届（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520703000

厚生年金保険被保険者住所変更届 厚生年金保険（船員）被保険者住所変更届（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520702000

厚生年金保険（船員）70歳以上被用者該当・不該当届 厚生年金保険（船員）７０歳以上被用者該当・不該当届（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520704000

厚生年金保険（船員）７０歳以上被用者月額変更（基準日）・賞与支払届
厚生年金保険（船員）７０歳以上被用者月額変更（基準日）・賞与支払届（２０１９年５月以降手続き）／
電子申請

個別ファイル署名形式 4950013520705000

基礎年金番号通知書再交付申請書（厚生年金保険）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520948000

基礎年金番号通知書再交付申請書（国民年金）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520949000

健康保険船員保険厚生年金保険適用事業所名称・所在地変更（訂正）届
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更（訂正）届（管轄内）（管轄外）（２０２２年１０月以
降手続き）／電子申請

標準形式 4950013520973000

船員保険厚生年金保険船舶所有者所在地（住所）名称（氏名）変更届
船員保険・厚生年金保険船舶所有者氏名（名称）住所（所在地）変更届（管轄内）（管轄外）（２０１９年５
月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950013520710000

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（単記用）（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520711000

厚生年金保険７０歳以上被用者該当届（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520712000

厚生年金保険被保険者資格取得届／７０歳以上被用者該当届（国保組合用）／電子申請 標準形式 4950013520741000

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届／７０歳以上被用者該当届（ＣＳＶファイル添付方式）（２
０２２年１０月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950013520987000

船員保険厚生年金保険被保険者資格取得届 船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（単記用）（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520713000

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届（単記用）（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520714000

厚生年金保険７０歳以上被用者不該当届（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520715000

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届／７０歳以上被用者不該当届（ＣＳＶファイル添付方式）
（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950013520988000

船員保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 船員保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届（単記用）（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520716000

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届（７０歳到達時）（単記用）（２０１９年５月以降手続き）／
電子申請

個別ファイル署名形式 4950013520719000

厚生年金保険７０歳以上被用者該当届（７０歳到達時）（２０１９年５月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520720000

健康保険被扶養者（異動）・国民年金第３号被保険者関係届（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520996000

健康保険・厚生年金保険被扶養者（異動）届／国民年金第３号被保険者関係届（ＣＳＶファイル添付方
式）（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950013520992000

健康保険法第３条２項被保険者船員保険被扶養者（異動）届
健康保険法第３条第２項被保険者船員保険　被扶養者（異動）届（２０２１年１０月以降手続き）／電子申
請

個別ファイル署名形式 4950013520903000

国民年金第３号被保険者関係届（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520997000

国民年金第３号被保険者関係届（ＣＳＶファイル添付方式）（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520993000

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届／７０歳以上被用者算定基礎届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届／７０歳以上被用者算定基礎届（ＣＳＶファイ
ル添付方式）（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950013520989000

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届／７０歳以上被用者月額変更届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届／７０歳以上被用者月額変更届（ＣＳＶファイル添
付方式）（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950013520990000

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届／７０歳以上被用者賞与支払届
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届／７０歳以上被用者賞与支払届（ＣＳＶファイル添付方
式）（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950013520991000

健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者申出書（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520977000

健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者変更（終了）届（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520978000

健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更（終了）届
健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者申出書／変更（終了）届（ＣＳＶファイル添付方式）／電子
申請

標準形式 4950013520995000

健康保険厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届/厚生年金保険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

健康保険厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更・厚生年金保険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／電子申請

個別ファイル署名形式 4950013520608000

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520975000

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520976000

健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長）／終了届（ＣＳＶファイル添付方式）／電
子申請

標準形式 4950013520994000

健康保険厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険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

健康保険厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更・厚生年金保険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／電子申請

個別ファイル署名形式 4950013520602000

健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更（終了）届
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健康保険被扶養者（異動）／国民年金第３号被保険者関係届

国民年金第3号被保険者関係届

健康保険・厚生年金保険賞与支払届、厚生年金保険（船員）賞与支払届（CSVのみ）

健康保険・厚生年金保険　被保険者生年月日訂正届

基礎年金番号通知書再交付申請書

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届／厚生年金保険７０歳以上被用者該当届
（CSVを含む）

健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届／厚生年金保険７０歳以上被用者不該当届

健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届／厚生年金保険７０歳以上被用者該当届（７０
歳到達時）

健康保険・厚生年金保険　新規適用届
健康保険・厚生年金保険　適用事業所全喪届

健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書（新規・延長）/終了届



対象手続一覧

分類 制度上の手続名 e-Gov上での表示手続名（手続名称） 申請データ形式 手続ID

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書（２０２２年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520950000

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届（２０２２年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520951000

健康保険厚生年金保険任意適用申請書 健康保険・厚生年金保険任意適用申請書（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520969000

厚生年金保険一括適用承認申請書 厚生年金保険一括適用承認申請書／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013505729000

厚生年金保険被保険者種別変更届 厚生年金保険被保険者種別変更届／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013505874000

厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出申請書／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013505721000

高齢任意加入被保険者に係る事業主同意（同意撤回）届／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013505920000

健康保険厚生年金保険任意適用取消申請書 健康保険・厚生年金保険任意適用取消申請書（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950013520972000

船員保険厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 船員保険厚生年金保険産前産後休業取得者申出書／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520606000

船員保険厚生年金保険産前産後休業取得者変更（終了）届 船員保険厚生年金保険産前産後休業取得者変更（終了）届／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520607000

船員保険厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届 船員保険厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520609000

船員保険厚生年金保険育児休業取得者申出書 船員保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520913000

船員保険厚生年金保険育児休業取得者終了届 船員保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届（２０２２年１０月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520914000

船員保険厚生年金保険育児休業等終了時月額変更届 船員保険厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013520603000

介護保険適用除外等該当非該当届（健康保険）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013505603000

介護保険適用除外等該当非該当届（船員保険）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950013505604000
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厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出申請書

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書/終了届

介護保険 適用除外等該当届



対象手続一覧

分類 制度上の手続名 e-Gov上での表示手続名（手続名称） 申請データ形式 手続ID

雇用保険被保険者資格取得届（令和３年３月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950000020845000

雇用保険被保険者資格取得届（令和４年６月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950008680033000

雇用保険被保険者資格取得届（連記式）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020161000

雇用保険被保険者資格取得届（連記式）（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680070000

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付なし）（令和３年３月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950000020846000

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付なし）（令和４年６月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950008680034000

雇用保険被保険者資格喪失届（連記式）（離職票交付なし）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020162000

雇用保険被保険者資格喪失届（連記式）（離職票交付なし）（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680071000

雇用保険被保険者資格喪失届（期間等証明票交付あり）（令和２年１１月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020840000

雇用保険被保険者資格喪失届（期間等証明票交付あり）（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680036000

雇用保険被保険者資格喪失届提出後の期間等証明票交付の申請／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020373000

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付を伴わないもの）（連記式を含む）
雇用保険被保険者資格喪失届提出後の期間等証明票交付の申請（令和４年６月以降手続き）／電子
申請

個別ファイル署名形式 4950008680038000

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付あり）（令和３年３月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020847000

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付あり）（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680035000

雇用保険被保険者資格喪失届（連記式）（離職票交付あり）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020848000

雇用保険被保険者資格喪失届（連記式）（離職票交付あり）（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680072000

雇用保険被保険者資格喪失届提出後の離職票交付の申請（令和３年３月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020849000

雇用保険被保険者資格喪失届提出後の離職票交付の申請（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680037000

雇用保険被保険者転勤届（令和３年３月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950000020850000

雇用保険被保険者転勤届（令和４年６月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950008680040000

雇用保険被保険者転勤届（連記式）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020163000

雇用保険被保険者転勤届（連記式）（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680073000

雇用保険の事業所の各種変更届出（平成２８年１月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950000020461000

雇用保険の事業所の各種変更届出（令和４年６月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950008680030000

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の
提出（令和３年３月以降手続き）／電子申請

個別ファイル署名形式 4950000020855000

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の
提出（令和４年６月以降手続き）／電子申請

個別ファイル署名形式 4950008680048000

雇用保険高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金）の申請（令和３年３月以降手続き）／電
子申請

個別ファイル署名形式 4950000020853000

雇用保険高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金）の申請（令和４年６月以降手続き）／電
子申請

個別ファイル署名形式 4950008680046000

雇用保険高年齢雇用継続給付（高年齢再就職給付金）の申請（令和３年３月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020854000

雇用保険高年齢雇用継続給付（高年齢再就職給付金）の申請（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680047000

雇用保険育児休業給付（出生時育児休業給付金）の申請（令和４年１０月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680181000

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（初回申請）（令和３年３月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020856000

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（初回申請）（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680049000

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（初回申請）（令和４年１０月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680182000

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（分割取得）（令和４年１０月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680183000

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（令和３年３月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020857000

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680050000

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年
齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金）の申請（初回申請）（令和３年３
月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950000020852000

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年
齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金）の申請（初回申請）（令和４年６
月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950008680045000

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認（令和
３年３月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950000020851000

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認（令和
４年６月以降手続き）／電子申請

標準形式 4950008680044000

雇用保険の事業所設置の届出（平成２８年１月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950000020459000

雇用保険の事業所設置の届出（令和４年６月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950008680028000

育児休業給付金の申請（初回申請含む）

雇用保険高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金）の申請

雇用保険の事業所の各種変更の届出

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付を伴わないもの）（連記式を含む）

雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付金受給資格
確認（初回申請含む）

雇
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雇用保険被保険者資格取得届（連記式を含む）

休業開始時賃金月額証明書

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付を伴うもの）

雇用保険高年齢雇用継続給付（高年齢再就職給付金）の申請

雇用保険被保険者転勤届（連記式を含む）

雇用保険の事業所の設置の届出



対象手続一覧

分類 制度上の手続名 e-Gov上での表示手続名（手続名称） 申請データ形式 手続ID

雇用保険の事業所廃止の届出（平成２８年１月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950000020460000

雇用保険の事業所廃止の届出（令和４年６月以降手続き）／電子申請 標準形式 4950008680029000

雇用保険事業所非該当承認の申請／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000012453000

雇用保険事業所非該当承認の申請（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680032000

雇用保険介護休業給付（介護休業給付金）の申請（令和３年３月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020858000

雇用保険介護休業給付（介護休業給付金）の申請（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680051000

雇用保険個人番号登録・変更届（令和２年３月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020792000

雇用保険個人番号登録・変更届（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680043000

雇用保険個人番号登録届（連記式）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950000020454000

雇用保険個人番号登録届（連記式）（令和４年６月以降手続き）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950008680074000

雇用保険個人番号登録・変更届（連記式を含む）

雇用保険の事業所の廃止の届出

介護休業給付（介護休業給付金）の申請

雇
用
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雇用保険事業所非該当承認の申請



対象手続一覧

分類 制度上の手続名 e-Gov上での表示手続名（手続名称） 申請データ形式 手続ID

保険関係成立（継続） 労働保険保険関係成立（継続）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900001000

任意加入 労働保険任意加入／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900002000

保険関係成立（継続）（事務処理委託） 労働保険保険関係成立（継続）（事務処理委託）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900005000

任意加入申請（事務処理委託） 労働保険任意加入申請（事務処理委託）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900006000

保険関係成立（有期） 労働保険保険関係成立（有期）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900007000

下請負人を事業主とする認可 労働保険下請負人を事業主とする認可／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900008000

名称、所在地変更 労働保険名称、所在地変更／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900009000

労働保険代理人選任・解任 労働保険代理人選任・解任／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900010000

保険関係消滅 労働保険保険関係消滅／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900011000

指定事業の変更 労働保険指定事業の変更／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900015000

被一括事業の名称等変更 労働保険被一括事業の名称等変更／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900016000

概算保険料の申告（継続） 労働保険概算保険料の申告（継続）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900017000

増加概算保険料の申告（継続） 労働保険増加概算保険料の申告（継続）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900018000

確定保険料の申告（継続） 労働保険確定保険料の申告（継続）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900019000

確定保険料申告（建設の事業） 労働保険確定保険料申告（建設の事業）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900020000

確定保険料申告（立木の伐採の事業） 労働保険確定保険料申告（立木の伐採の事業）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900021000

確定保険料申告（一人親方等団体） 労働保険確定保険料申告（一人親方等団体）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900022000

確定保険料申告（海外派遣特別加入者） 労働保険確定保険料申告（海外派遣特別加入者）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900023000

確定保険料申告（事務組合・末尾０～３、６～７） 労働保険確定保険料申告（事務組合・末尾０～３、６～７）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900024000

概算保険料申告（有期） 労働保険概算保険料申告（有期）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900025000

増加概算保険料申告（有期） 労働保険増加概算保険料申告（有期）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900026000

確定保険料申告（有期） 労働保険確定保険料申告（有期）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900027000

労働保険年度更新申告（二元適用事業（労災保険分）の場合） 労働保険年度更新申告（二元適用事業（労災保険分）の場合）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900028000

年度更新申告（建設の事業） 労働保険年度更新申告（建設の事業）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900029000

年度更新申告（立木の伐採の事業） 労働保険年度更新申告（立木の伐採の事業）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900030000

年度更新申告（一人親方等団体） 労働保険年度更新申告（一人親方等団体）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900031000

年度更新申告（海外派遣特別加入者） 労働保険年度更新申告（海外派遣特別加入者）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900032000

年度更新申告（事務組合・末尾０～３、６～７） 労働保険年度更新申告（事務組合・末尾０～３、６～７）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900033000

労働保険料の還付請求 労働保険料の還付請求／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900034000

事務組合報奨金交付 労働保険事務組合報奨金交付／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900042000

事務処理委託解除 労働保険事務処理委託解除／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900045000

口座振替納付書送付依頼（変更） 労働保険口座振替納付書送付依頼（変更）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900047000

口座振替納付書送付依頼（解除） 労働保険口座振替納付書送付依頼（解除）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900048000

確定保険料申告（事務組合・末尾４） 労働保険確定保険料申告（事務組合・末尾４）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900066000

確定保険料申告（事務組合・末尾５） 労働保険確定保険料申告（事務組合・末尾５）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900067000

確定保険料申告（事務組合・末尾８） 労働保険確定保険料申告（事務組合・末尾８）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900068000

年度更新申告（事務組合・末尾４） 労働保険年度更新申告（事務組合・末尾４）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900069000

年度更新申告（事務組合・末尾５） 労働保険年度更新申告（事務組合・末尾５）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900070000

年度更新申告（事務組合・末尾８） 労働保険年度更新申告（事務組合・末尾８）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900071000

口座振替納付書送付依頼（新規） 労働保険口座振替納付書送付依頼（新規）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900072000

継続事業一括認可申請（認可・追加・取消） 労働保険継続事業一括（認可・追加・取消）申請書／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900074000

労働保険年度更新申告（一元適用事業・二元適用事業（雇用保険分）の場合） 労働保険年度更新申告（一元適用事業・二元適用事業（雇用保険分）の場合）／電子申請 個別ファイル署名形式 4950019900079000

労
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対象手続一覧

分類 制度上の手続名 e-Gov上での表示手続名（手続名称） 申請データ形式 手続ID

就業規則（変更）届　（各事業場単位による届出）／電子申請 標準形式 4950013309642000

就業規則（変更）届　（本社一括届出）／電子申請 標準形式 4950013309643000

１年単位の変形労働時間制に関する協定届／電子申請 標準形式 4950013309667000

１年単位の変形労働時間制に関する協定届（本社一括届）／電子申請 標準形式 4950013320913001

時間外労働・休日労働に関する協定届（本社一括届）（研究開発）／電子申請 標準形式 4950013320672000

時間外労働・休日労働に関する協定届（各事業場単位による届出）（研究開発）／電子申請 標準形式 4950013320673000

時間外労働・休日労働に関する協定届（本社一括届）（特別条項付き）／電子申請 標準形式 4950013320676000

時間外労働・休日労働に関する協定届（各事業場単位による届出）（特別条項付き）／電子申請 標準形式 4950013320677000

時間外労働・休日労働に関する協定届（本社一括届）（一般条項のみ）／電子申請 標準形式 4950013320680000

時間外労働・休日労働に関する協定届（各事業場単位による届出）（一般条項のみ）／電子申請 標準形式 4950013320681000

時間外労働・休日労働に関する協定届（各事業場単位による届出）（適用猶予）／電子申請 標準形式 4950013320686000

時間外労働・休日労働に関する協定届（事業場外労働に関する協定付記）（適用猶予）／電子申請 標準形式 4950013320689000

時間外労働・休日労働に関する協定届（本社一括届）（適用猶予）／電子申請 標準形式 4950013320690000

労働者死傷病報告（死亡及び休業４日以上） 労働者死傷病報告（死亡及び休業４日以上）／電子申請 標準形式 4950013310184000

総括安全衛生管理者の選任報告 総括安全衛生管理者の選任報告／電子申請 標準形式 4950013310190000

安全管理者の選任報告 安全管理者の選任報告／電子申請 標準形式 4950013310191000

じん肺健康管理実施状況報告 じん肺健康管理実施状況報告／電子申請 標準形式 4950013310202000

産業医の選任報告 産業医の選任報告／電子申請 標準形式 4950013310223000

健康診断結果報告 健康診断結果報告／電子申請 標準形式 4950013310225000

衛生管理者の選任報告 衛生管理者の選任報告／電子申請 標準形式 4950013310237000

有機溶剤等健康診断結果報告 有機溶剤等健康診断結果報告／電子申請 標準形式 4950013310704000

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告／電子申請 標準形式 4950013320462000

１年単位の変形労働時間制に関する協定届

労
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時間外労働／休日労働に関する協定届

就業規則（変更）届



対象手続一覧

分類 制度上の手続名 e-Gov上での表示手続名（手続名称） 申請データ形式 手続ID

電子送付開始手続き 【オンライン事業所年金情報サービス】電子送付開始手続き／オンライン事業所年金情報サービス 標準形式 4950013800001000

電子送付停止手続き 【オンライン事業所年金情報サービス】電子送付停止手続き／オンライン事業所年金情報サービス 標準形式 4950013800002000

電子送付変更手続き 【オンライン事業所年金情報サービス】電子送付変更手続き／オンライン事業所年金情報サービス 標準形式 4950013800003000
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