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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

行う電子申請用に作成しております。

※ 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、研修会などの資料として配付される場合、その他営利を図る目的でご

使用される場合などは、ご使用の前に香川県社会保険労務士会までご連絡くださ

い。

※ 本マニュアルに係る電子申請による届出は、社会保険労務士または労働保険事

務組合が行うことができます。社会保険労務士ではない無資格者（労働保険事務

組合は除く）・アウトソーシング会社・コンサルタント会社などがこの届出・電

子申請を事業主に代って行うことは、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．手続検索

■『 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・手続をする』を選

択し、『電子申請のトップ

ページ』をクリックする。

■下へスク

ロールす

る。

■『申請（申請者・代理人）』

をクリックする。
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■『キーワード入

力』の枠に「一

括有期事業」と

入力する。

※『府省を指定す

る』をクリック

すると左図のよ

うになり、「厚

生労働省」にチ

ェックを入れて

検索範囲をしぼ

ることもできま

す。

■『検索をクリッ

クする。

■下へスクロール

する。
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■「一括有期事業開始（建

設の事業）」をクリッ

クする。

■申請に必要な情報を確認する。

※パーソナライズをご利用の場合は、『この手続をパーソナライズ登録』をクリックし

て登録しますと、次回からはパーソナライズからこのページに簡単にたどり着くこと

ができます（パーソナライズの詳細については、当会発行のパーソナライズ活用編を

参照してください。）。
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２．申請書の作成

■下へスクロールする。

■労働保険一括有期事業開始届（建設事業）の『申請書を作成』をクリックする。

※手続詳細画面などで「申請書を作成」などのボタンを押しても画面が変わらない場合、

ご利用のブラウザ等のポップアップブロック機能によって表示制限されている可能性

がありますので、以下の方法でホップアップブロック機能を解除する必要があります

解除方法については、当会発行の事前設定編の第４章ブラウザ設定確認を参照して下

さい。

※書類作成の都度、ワークフォルダの確認画面（初めてのときは設定画面）が出る。作

成先を変更しないのであれば、そのまま『OK』を押す。【作成を終了したとき、自動

的に削除されます。】

■左記のように「このアプリケ

ーションを実行しますか。」

と画面表示されるので、当会

発行の事前設定編の３１ペー

ジから３２ページまでを参考

にご対応などして下さい。

■確認できたら『実行』をクリ

ックする。
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■各入力事項にデータを入力する。なお、数字は半角で入力し、事業の名称、事業場の

所在地、発注者の氏名又は名称及び住所、所轄監督署名、事業主住所、事業主氏名は

全角で入力する。

※入力にあたっての留意事項について

・事業の名称は、工事内容が具体的にわかるような工事名の記入。

記入例 〇邸新築工事 〇ビル電気設備工事 〇線道路改修工事

・事業場の所在地（工事現場）は、原則番地まで記入、土木等の場合は〇市〇町地

内と記入

・事業予定期間は、年月日まで記入。

・発注者氏名又は名称は会社名又は個人名、発注者住所は地番まで記入。

・請負金額は消費税込みの金額を記入。

・平成２６年４月より、元請事業が生じていない月については、事業所の管轄する

事業所又は労働保険事務組合所在地の労働基準監督署宛の届出は不要となりまし

た。

・なお、元請工事がない場合でも届出を行う場合は、労働保険番号、枚数表示（画面

の右上参照）、事業の名称の欄に「ありません」、事業予定期間の欄（入力例 平

成２６年１２月１日から平成２６年１２月３１日まで）、請負金額の欄には０円は

必ず入力して下さい。
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■『入力チェック』をクリックし、入力に漏れがないか確認する。

※事業の名称欄及び事業主住所・氏名欄は、全角で４０字以内となるよう記載すること。

また、発注者の氏名又は名称及び住所欄は、各々１行内に記載すること。

■『OK』をクリックする。

■『署名して次

へ進む』をク

リックする。

■社会保険労務士電子証明書をクリック

して選択し、『OK』をクリックする。

※なお、労働保険事務組合としての申請

の場合（労働保険番号の基幹番号が９０

万台など）は、労働保険事務組合の電子

証明書を使用することになります。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■『OK』をクリックする。

■保存先フォルダ★を指定して、『保

存をクリックする。

■「引き続きこの手続の他の申請届出書を作成します」にチェックを入れる。

■『進む』をクリックする。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■下へスクロール

する。

※一括有期事業開始届の続紙が必要な場合（事業数が６件以上の場合）は、労働保険

一括有期事業開始届（建設の事業）［別紙］１（９事業×５枚記載できます）の『申

請書作成』をクリックし、各事項欄にデータを入力して下さい。データ入力、それ以

後の操作方法については３ページから７ページまでを参考にしてください。（以降［別

紙］２０まで同様です。）

■「申請者が作成した任意の添付書類」の右にある『添付書類署名』をクリックする。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■チェック欄、「添付」にチェックを入れる。

■「書類名」に適宜「提出代行証明書」などと入力し、『参照』をクリックする。

※なお提出代行証明書ファイルの添付は、上記の方法以外に上図枠内にファイルをドラ

ック＆ドロップでも添付することができます。

■提出代行証明書を収納しているフォルダを開き、該当する PDF ファイルを選択して、

『開く』をクリックする。

※なお、労働保険事務組合としての申請の場合は、労働保険事務組合用の提出代行証明

書、労働保険事務等委託書、労働保険事務委託解除通知書のいずれかを使用します。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■『署名して次へ進む』をクリック

する。

■社会保険労務士電子証明書をクリックし

て選択し、『OK』をクリックする。

※なお、労働保険事務組合としての申請の

場合は、労働保険事務組合の電子証明書

を使用することになります。

■『OK』をクリックする。

■保存先フォルダ★を指定して、『保存』

をクリックする。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編



11

■「これまでに作成した申請書届出書を e-Gov に保管します。」にチェックを入れる。

■『保管』をクリックする。

※申請届出預かり票（以後「預かり票」と称する）は、本電子申請において必要ですの

で必ず取得してください。

※預かり票が取得できなかった場合

は、本章の操作が再び必要となり

ますので、ご注意ください

■『ダウンロード』をクリックする。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■『保存』をクリックし、『名前を付けて保存』をクリックする。

■事後に参照しますので、保存先フォル

ダを指定して、『保存』を十分確認して、

クリックする。

■ダウンロードが完了したら、『×』をクリックする。

■『終了する』

をクリックす

る。

※先の過程で預かり票のダウンロードに失敗しても、上図にある『ダウンロード』をク

リックすることにより、取得することができます。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■『ＯＫ』をクリックする。

３．申請書の送信

■『申請書送信』をクリックする。

■『参照』をクリックする。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■第２章で作成されている預かり票を保管しているフォルダから「 azukari」で始まるフ

ァイルを選択し、『開く』をクリックする。

■そして『読込』をクリックする。

■「選択」のにチェックを入れる（「全選択」をクリックしてすべてにチェックを入れ

ます）。

■『進む』をクリックする。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■左記のように「このアプリケーシ

ョンを実行しますか。」と画面表

示されるので、当会発行の事前設

定編の３１ページから３２ページ

までを参考にご対応などして下さ

い。

■確認できたら『実行』をクリック

する。

■申請者・届出者に関する情

報を入力をする。

・赤マークの項目は必須入

力。

・姓名の間はスペースを空

ける。

・住所は都道府県から入力。

■連絡先が申請者と同じ場合

は、チェックを入れると、

「申請者・届出者に関する

情報」で入力した内容が反

映される。

※連絡先のメールアドレスは

必須項目である。（申請者

のメールアドレス欄は必須

項目になってないので、チ

ェック入れても反映されな

いので注意を要する。）

※ e-Gov 電子申請システムからのお知らせ

連絡先のメールアドレス欄に記入したアドレスに、 e-Gov より次の電子メールが

届きます。

・【 e-Gov 電子申請システム】連絡事項確認のご連絡

・【 e-Gov 電子申請システム】審査終了のお知らせ

・【 e-Gov 電子申請システム】公文書確認のご連絡

・【 e-Gov 電子申請システム】手続終了のお知らせ（住所変更届など）

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■『提出先の選択』をクリ

ックする。

■大分類から該当する労働局名を選択する。

■中分類から提出先の労働基準監督署を選択する。

■『設定』をクリックする。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■『はい』をクリックする。

■提出先の選択が正常に表示さ

れているか確認する。

■『進む』をクリックする。

※ここで『ファイルに保存』をクリックすると、申請者・届出人に関する情報が保存で

き、次回から『ファイルから読込』をクリックすることに より、１５ページから１

７ページにある入力作業が省略で きます。

※なお『ファイルに保存』をクリックするにより保存した場合、提出先の選択も保存で

きますが、労働局、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所（事務センター）

のそれぞれ保存する必要があります。『ファイルから読込』をする場合には、それぞ

れの提出先の選択の確認を十分行って下さい。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編



18

■通常、ここで「添付」

するものはありません

ので、そのまま次へ進

んでください。

■ 『 進 む 』 を

ク リ ッ ク す

る。

■『OK』をクリックする。

■保存先フォルダを指定して、『保存』

をクリックする。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■「申請一覧」の申請手続にチェックを入れる。【申請意思の最終確認】

■『チェックした申請届出書を提出』をクリックする。この時点でデータが提出先に送

信される。

■『表示内容を保存』をクリックする。

※ここでは、申請、届出の審査状況その他の状況照会をする場合に必要な、到達番号、

問合せ番号等の情報データを保存する作業を行います。

※パーソナライズをご利用の方は、上記の『画面の保存』に代わって『パーソナライズ

登録』をクリックすることで、容易に事後処理できますのでおすすめします。

※なおパーソナライズの詳細については、当会発行のパーソナライズ活用編を参照して

ください。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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■『保存』をクリックし、『名前を付けて保存』を

クリックする。

■事後に参照できるよう分かり

やすい名前を付けた保存先フ

ォルダ★を指定して、『保存』

をクリックする。

■ダウンロードが

完了したら、『×』

をクリックする。

■『終了する』を

クリックする。

■『ＯＫ』をクリックする。

労働保険一括有期事業開始届（建設の事業）編
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