【雇用保険関係手続】旧様式による手続きの受付終了について
１

概要
「２ 対象手続き」の旧様式による手続き（表の左側）につきましては、申請・届出
にかかる様式変更により、平成 30 年 10 月１日から新様式による手続き（表の右側）を
開始しております。
旧様式による手続きにつきましては、新様式への移行措置として、新様式による手続
き開始後もすぐには受付終了せず、旧様式の手続きについても継続して申請可能として
おりましたが、平成 31 年 4 月 30 日をもちまして、受付を終了することといたしますの
で、旧様式の手続きを使用されている場合は、今後、新様式による手続きにて申請を行
っていただきますようお願いいたします。
２

対象手続き
旧様式（平成 31 年 4 月 30 日受付終了）

新様式（旧様式終了後も利用可能）

受付終了後、以下の手続きは利用できなくなります。

今後は以下の手続きをご利用ください。

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付あり）

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付あり）

（平成３０年１月以降手続き）

（平成３０年１０月以降手続き）

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

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

（平成３０年１月以降手続き）

（平成３０年１０月以降手続き）

雇用保険個人番号登録・変更届

雇用保険個人番号登録・変更届
（平成３０年１０月以降手続き）

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

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受給資格確認

（平成３０年１月以降手続き）

（平成３０年１０月以降手続き）

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

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

（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）

（初回申請）

（平成３０年１月以降手続き）

（平成３０年１０月以降手続き）

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・

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

所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出
（平成３０年１０月以降手続き）

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（初回申

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（初回申

請）

請）

（平成２８年１月以降手続き）

（平成３０年１０月以降手続き）

雇用保険介護休業給付（介護休業給付金）の申請

雇用保険介護休業給付（介護休業給付金）の申請

（平成３０年１月以降手続き）

（平成３０年１０月以降手続き）
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３

留意事項

〇

旧様式で保存したデータを新様式の手続きで再利用することはできません。
旧様式の手続き時に作成・保存された「xml ファイル」を指定し、新様式の手続きの
e-Gov 画面上から「ファイルから読込」機能を利用しようとした場合、エラーとなり読
み込むことができません。これは旧様式と新様式とで、様式 ID の相違、旧様式には存
在しない新たな項目の追加などの変更点があるため、旧様式のデータは新様式の手続き
では読み込めないデータ形式となっているためです。
お手数をおかけして誠に申し訳ありませんが、新様式の手続きにて新たに入力してい
ただけますようお願いいたします。
なお、旧様式の手続きにて申請される場合は、平成 31 年４月 30 日が受付最終日とな
りますのでご注意ください。

※【雇用保険関係手続】において、平成 31 年４月 30 日までの改元実施前に作成・保存
された「xml ファイル」を指定し、新元号５月１日の改元実施以降に、
「ファイルから読
込」機能を利用できる様式、利用できない様式の一覧は別紙のとおりです。
「ファイルから読込」機能を利用できる様式については、
「平成」の元号で保存したデ
ータは、
「ファイルから読込」時に「平成」の元号のまま読み込まれますが、改元実施以
降、e-Gov の画面上から新元号をプルダウンで選択できるようにすることを予定してお
りますので、必要な箇所を新元号に修正のうえご利用ください。

【お知らせ】連記式手続きをご利用の方へ
雇用保険関係手続の連記式手続で、届出作成仕様書、仕様チェックプログラム、届書
作成プログラムを利用される場合は、常に最新のバージョンのものをお使いください。
古いバージョン・版数で作成された CSV を使用しての申請は、システムでの処理が
できず、受付できない場合もありますので、日本年金機構ホームページに掲載されてい
る最新のものをダウンロードのうえご利用いただきますようお願いします。
現在の最新バージョンにつきましては以下をご確認ください。
・届書作成仕様書および仕様チェックプログラム（雇用保険）はこちら
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20180305.html
・届書作成プログラムはこちら
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20180302.html
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別紙

No.

手続ID

手続名

様式ID

申請書様式名

ファイル読込み
継続利用

1 4950000012349000

雇用保険適用除外の申請（厚生労働大臣への申請）

495000012349011831

電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届出

不可

2 4950000012350000

雇用保険適用除外の申請（都道府県労働局長への申請）

495000012350011832

電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届出

不可

3 4950000020459000

雇用保険の事業所設置の届出（平成２８年１月以降手続き）

495000020459030007

雇用保険適用事業所設置届

可

4 4950000020460000

雇用保険の事業所廃止の届出（平成２８年１月以降手続き）

495000020460030008

雇用保険適用事業所廃止届

可

5 4950000020461000

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）

495000020461030009

雇用保険事業主事業所各種変更届

可

6 4950000010535000

雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届

495000010535009097

雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届

7 4950000012453000

雇用保険事業所非該当承認の申請

495000012453011860

雇用保険事業所非該当承認申請書

可

8 4950000020447000

雇用保険被保険者資格取得届（平成２８年１月以降手続き）

495000020447029989

雇用保険被保険者資格取得届

可

9 4950000020448000

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付なし）（平成２８年１月以降手続き）

495000020448029990

雇用保険被保険者資格喪失届

可

10 4950000020660000

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付あり）（平成３０年１０月以降手続き）

495000020660030310

雇用保険被保険者資格喪失届

可

11 4950000020660000

雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付あり）（平成３０年１０月以降手続き）

495000020660030311

雇用保険被保険者離職証明書

可

12 4950000020450000

雇用保険被保険者資格喪失届（期間等証明票交付あり）（平成２８年１月以降手続き）

495000020450029993

雇用保険被保険者資格喪失届

可

13 4950000020450000

雇用保険被保険者資格喪失届（期間等証明票交付あり）（平成２８年１月以降手続き）

495000020450029994

雇用保険被保険者期間等証明書

可

495000020661030312

離職票の交付にかかる離職者情報

可

495000020661030313

雇用保険被保険者離職証明書

可

14 4950000020661000
15 4950000020661000

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（平成３０年１０月以降手続
き）
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（平成３０年１０月以降手続
き）

不可

16 4950000020373000

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

495000020373029907

期間等証明票の交付にかかる離職者情報

可

17 4950000020373000

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

495000020373029908

雇用保険被保険者期間等証明書

可

18 4950000012351000

雇用保険被保険者証の再交付の申請

495000012351011833

雇用保険被保険者証再交付申請書

19 4950000020451000

雇用保険被保険者転勤届（平成２８年１月以降手続き）

495000020451029995

雇用保険被保険者転勤届

可

20 4950000020452000

雇用保険被保険者氏名変更届（平成２８年１月以降手続き）

495000020452029996

雇用保険被保険者氏名変更届

可

21 4950000012466000

雇用保険被保険者離職票の再交付の申請

495000012466011865

雇用保険被保険者離職票再交付申請書

不可

22 4950000012493000

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会

495000012493011868

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票

不可

23 4950000020662000

雇用保険個人番号登録・変更届（平成３０年１０月以降手続き）

495000020662030314

個人番号登録・変更届

可

495000020663030315

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書

可

495000020663030316

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

可

495000020664030317

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書

可

495000020664030318

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

可

24 4950000020663000
25 4950000020663000
26 4950000020664000
27 4950000020664000

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（平成３０年１０月以降手続き）
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（平成３０年１０月以降手続き）
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）（平成３０年１０月以降手続き）
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）（平成３０年１０月以降手続き）

不可

28 4950000020333000

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

495000020333029851

高年齢雇用継続給付支給申請書

可

29 4950000020334000

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

495000020334029852

高年齢雇用継続給付支給申請書

可
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No.

手続ID

30 4950000020665000
31 4950000020666000
32 4950000020666000

手続名
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（平成３０年１０月以降手続き）
雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（初回申請）（平成３０年１０月以降
手続き）
雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（初回申請）（平成３０年１０月以降
手続き）

様式ID

申請書様式名

ファイル読込み
継続利用

495000020665030319

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

可

495000020666030320

育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書

可

495000020666030321

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

可

33 4950000020630000

雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（平成３０年１月以降手続き）

495000020630030279

育児休業給付金支給申請書

可

34 4950000020667000

雇用保険介護休業給付（介護休業給付金）の申請（平成３０年１０月以降手続き）

495000020667030322

介護休業給付金支給申請書

可

35 4950000020667000

雇用保険介護休業給付（介護休業給付金）の申請（平成３０年１０月以降手続き）

495000020667030323

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

可

36 4950000012359000

雇用保険の公共職業訓練等受講届及び同通所届

495000012359011841

公共職業訓練等受講届／通所届

不可

37 4950000020339000

受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請

495000020339029860

受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書

不可

38 4950000012361000

雇用保険受給資格者氏名・住所変更届

495000012361011843

受給資格者氏名／住所変更届

不可

39 4950000012362000

雇用保険傷病手当の申請

495000012362011844

傷病手当支給申請書

不可

40 4950000012494000

雇用保険就業促進手当（就業手当）の申請

495000012494011866

就業手当支給申請書

不可

41 4950000012363000

雇用保険就業促進手当（再就職手当）の申請

495000012363011845

再就職手当支給申請書

不可

42 4950000012364000

雇用保険就業促進手当（常用就職支度手当）の申請

495000012364011846

常用就職支度手当支給申請書

不可

43 4950000020434000

雇用保険就業促進手当（就業促進定着手当）の申請

495000020434029977

就業促進定着手当支給申請書

不可

44 4950000020330000

雇用保険移転費の申請

495000020330029847

移転費支給申請書

不可

45 4950000020530000

雇用保険求職活動支援費（広域求職活動費）の申請

495000020530030090

求職活動支援費（広域求職活動費）支給申請書

不可

46 4950000020531000

雇用保険求職活動支援費（短期訓練受講費）の申請

495000020531030091

求職活動支援費（短期訓練受講費）支給申請書

不可

47 4950000020532000

雇用保険求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）の申請

495000020532030092

求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）支給申請書

不可

48 4950000012354000

未支給の雇用保険失業等給付（求職者給付・就職促進給付）の請求

495000012354011836

未支給失業等給付請求書

不可

49 4950000020331000

雇用保険教育訓練給付（教育訓練給付金）の申請

495000020331029848

教育訓練給付金支給申請書

不可

50 4950000012456000

雇用保険教育訓練給付金支給要件照会

495000012456011864

教育訓練給付金支給要件照会票

不可

51 4950000020435000

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認の申請

495000020435029978

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票

不可

52 4950000020436000

雇用保険教育訓練給付（専門実践教育訓練給付金［専門訓練給付金］）の申請

495000020436029979

教育訓練給付金（第１０１条の２の７第２号関係）支給申請書

不可

53 4950000020437000

雇用保険教育訓練給付（専門実践教育訓練給付金［訓練追加給付金］）の申請

495000020437029980

教育訓練給付金（第１０１条の２の７第３号関係）支給申請書

不可

54 4950000020161000

雇用保険被保険者資格取得届（連記式）

495000020161029113

雇用保険ＣＳＶ形式届書総括票（送信用）

可

55 4950000020162000

雇用保険被保険者資格喪失届（連記式）

495000020162029115

雇用保険ＣＳＶ形式届書総括票（送信用）

可

56 4950000020163000

雇用保険被保険者転勤届（連記式）

495000020163029117

雇用保険ＣＳＶ形式届書総括票（送信用）

可

57 4950000020454000

雇用保険個人番号登録届（連記式）

495000020454029998

雇用保険ＣＳＶ形式届書総括票（送信用）

可

