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●電子申請には事前準備が必要です。
初期設定については下記のマニュアルをご覧ください。

https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/esyokinew.pdf

https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/esyokinew.pdf


1. 「全ての処理ファイル」を

クリックします。

2. グループで「労災・雇用・

労働保険」を選択します。

3. 右のリストから「高年齢者

障害者雇用状況報告書」を

クリックします。

作成画面の起動方法１
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高年齢者雇用状況報告書の画面

の「障害者」ボタンをクリック

すると障害者雇用状況報告書の

作成画面が表示されます。

作成画面の起動方法２
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●台帳では電子申請のみに対応しています。
●電子申請には、事業所に届く書類に記載されているユーザIDとパスワードが必要です。
●障害者雇用状況報告書の電子申請は、既定の形式のExcelファイルで作成した報告書を添付する形で申請を行います。

そのため、申請前に既定のファイルをe-Govのホームページよりダウンロードし、報告書をあらかじめ作成しておく
必要があります。（P6参照）

●【参考データ】は実際の雇用状況により相違する場合があります。

障害者雇用状況報告書について
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1. 台帳のデータから算出した

事業所の【参考データ】で

す。

2. 障害者雇用状況報告書につ

いての参考情報です。

3. 電子申請時の注意事項です。
※こちらで電子申請時に必要なファイ

ルを事前にダウンロードし、作成をし

ます。

2
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報告書の作成
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1. 【電子申請時の注意事項】

の「ダウンロードサイト

へ」をクリックします。

2. e-Govの障害者雇用状況報

告の画面が表示されます。

画面下にスクロールし、

「【電子申請用】障害者雇

用状況報告書」をクリック

します。

3. Excelファイルをダウン

ロードし、提出する報告書

を作成してください。

1

画面下にスクロール

2

3

●報告書の作成方法は下記をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha-
koyou/dl/shougaishakoyou_kaisetsu.pdf

●報告書は必ず形式（Excelマクロ有効ブック
（*.xlsm)）を変更せずに保存してください。

●報告書の様式は毎年変更されますので、提出
年の6月1日以降にダウンロードした様式を使用
してください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha-koyou/dl/shougaishakoyou_kaisetsu.pdf


電子申請１
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1. 「e-Gov」ボタンをクリックします

（申請書作成の確認メッセージが表

示されます）。

※InternetExplorerが既に起動している

とe-Govウィンドウは表示されません。

InternetExplorerをすべて閉じた状態で

作業をおこなってください。

2. e-Govツールの「検索キー」をク

リックします。

3. 「キーワードを入力」にカーソルを

置き、右クリック「貼り付け」をク

リックします。

4. 入力フォームに「障害者雇用状況報

告」と入力されたら、画面下の「検

索」をクリックします。

5. 「障害者雇用状況報告」をクリック

します。
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画面下にスクロール



電子申請２
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1. 「申請する」をクリックします。

2. 「e-Gov電子申請アプリケーショ

ンを起動」をクリックします。

※「次回からはこの画面を省略し、直接ア

プリケーションを起動する。」にチェック

を入れて起動することで次回から省略が可

能です。

3．「このwebサイトがこのコン

ピューターのプログラムを開くことを

許可しますか？」と表示されましたら

「許可」をクリックします。

1

画面下にスクロール

2
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電子申請３
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1. e-Govツールの「申請者情

報」をクリックします。

2. 「ファイルから読込」を

クリックします。

3. 読込ファイルの指定ウィン

ドウのファイル名の入力

フォームにカーソルを合わ

せ、右クリック「貼り付

け」をし、「開く」をク

リックします。

1

2
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電子申請４

1. 入力内容を確認後、画面下

にスクロールし、「提出先

の選択」をクリックします。

2. 提出先の選択画面で、提出

先の大分類、中分類を選択

し、「設定」をクリックし

ます。

3. メッセージ画面が出てきた

ら、「はい」をクリックし、

元の画面に戻ります。

画面下にスクロール

1

２ ３
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電子申請５
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1. 府省照会情報に、顧問先に

事前通知されている「ユー

ザID」と「パスワード」を

入力します。

2. 画面下にスクロールし、

「進む」をクリックします。

3. 「入力内容の形式チェック

を行います。」が表示され

たら「OK」をクリックし

ます。

画面下にスクロール
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電子申請６
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1. e-Govツールの「電子申請

届出」をクリックします。

2. 「ファイルから読込」をク

リックします。

※完全に画面が表示される

には時間がかかりますので、

クリックの前に数秒お待ち

ください。

3. 読込ファイルの指定ウィン

ドウのファイル名の入力

フォームにカーソルを合わ

せ、右クリック「貼り付

け」をし、「開く」をク

リックします。
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3
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電子申請７
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1. 申請情報が画面に反映され

ますので、確認します。備

考欄に記入する場合はここ

で直接入力します。

2. 「入力チェック」をクリッ

クします。不備があれば修

正します。

3. 添付書類の「入力」をク

リックします。

3

1
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電子申請８
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1. 「添付」にチェックを入れ

ます。

2. 「参照」ボタンからP5で作

成した報告書のExcelファ

イルを選択します。

3. 「進む」をクリックします。

4. 「OK」をクリックします。

5. 「保存」をクリックします。

6. 「OK」をクリックします。

1
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電子申請９
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1. 手続名を確認してチェック

を入れます。

2. 「チェックした申請届出書

を提出」をクリックします。

クリック後、パーソナライズに登録するか尋ねられるので

パーソナライズにログインして保存してください。

＊登録しない場合、後で提出内容を確認できなくなりますので

ご注意ください。

1
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電子申請１０
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1. 到達確認画面から「パーソ

ナライズに登録」をクリッ

クします。

2. パーソナライズIDとパス

ワードを入力して「登録」

をクリックします。

3. 「パーソナライズ情報登録

完了」と表示され、登録の

完了となります。
1

2



申請後のデータ確認方法１
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1. インターネット検索にて「e-Gov電子

申請」と検索し、パーソナライズログ

インをクリックします。

2. 「e-Gov電子申請アプリケーションを

起動」をクリックします。※「次回から

この画面を省略し、直接アプリケーションを起動

する」にチェックを入れて起動した場合はこの画

面は表示されません。

3. 「このwebサイトがこのコンピュー

ターのプログラムを開くことを許可し

ますか？」と表示が出たら「許可」を

クリックします。

1

２
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申請後のデータ確認方法２

1

1. パーソナライズIDとパスワード

を入力し、「ログイン」ボタン

をクリックします。

2. 「通常申請案件を表示」ボタン

をクリックします。

2
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申請後のデータ確認方法３
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1. 申請案件一覧から申請状況

等を確認します。

2. 到達番号をクリックすると

画面が切り替わり、公文書

の取得が行えます。

1

2


