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都道府県労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局長  

（公 印 省 略）  

「労働革準行政情報システムに係る機械処理手引（電子申請関連編）」の  

一部改正について   

申請・届出等処理支援システムに係る機械処理については、『「労働基準行政情報システ  

ムに係る機械処理（電子申請関連編）」の一部改正について』（平成16年6月1日付け基発  

第0601003号）により示したところであるが、今般、電子的な取下げ依頼の受理・審査機  

能の追加、労働局総務情報システムと連携した電子公文書発出機能の追加等の機能拡充を  

行うことに伴い、標記の手引を一部改正するので、これによる機械処理に遺漏なきを期さ  

れたい。   

なお、今般の機能拡充の主な内容は下記のとおりである。  

記  

1電子的な取下げ依頼の受理・審査機能の追加  

2 電子申請された手続に対する結果通知等の電子公文書作成支援機能の追加  

3 労働局総務情報システムと連携した電子公文書発出機能の追加  

4 労働局総務情報システム（電子公文書発行システム）と連携した電子公文書として   

の修正指示書の発出機能の追加   
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