
･㊥
社団法人日本経済団体連合会会長 腰

/′

厚生労働省発競第0510001号

平成 18年 5月 10日

厚生労層膚 務次

電子申請利用促進に係る取組について (協力依額)

平素は､厚生労働行政にご理解､ご協力を賜 り厚 く御礼申し上げます｡

さて､厚生労働省所管分野における企業や国民の皆様からの各穫申請 ･届出

手続につきましては､平成 15年度からは､そのほとんどの手続が電子申請に

より可能となっている●ところでありますO

しかしながら､電子申請による事掛 ま､琴々な理由により低迷 している状況

にあることから､今般､政府全体として､電子申請利用の促進を図る観点から

その対象手続 (当省所軍手続については77手続)ごとに､オンライン利用促

進のための行動計画を策定し､公表したところでありますQ' (厚生労働省所管

分野につきましては｣別添 ｢厚生労働省におけるオンライン利用促進のための･

行動計画の概要｣をご参照くださいC)

当省 といたしましては､電子申請の利用促進は､申請者の利便性の向上 とと

もに行政運営の簡素化 ･合理化にも資する重要な取組であることから､関係語

団体各位のご支援､ご協力もいただきながら､当該行動計画に基づき､積極的

に取 り組んでまいる所存でありますO

つきましては､貴殿におかれまして､金属各位-のご周知など､ご支援､ご

協力を賜りますようお願い申し上げますD
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全国社会保険労務士会連合会会長 腰
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厚生労働省発統第0510001号
平成 18年 5月 10日

厚生労働事務次

電子申藷利用促進に係る取組について (協力依額)

平素は､厚生労働行政にご理解､_ご 協力を賜 り厚く御礼 申し上げますO

さて､厚生労働省所管分野における企業や国民の皆様からの各種申請 .届出

手続につきましては､平成 15年度からは､.そのほとんどの手続が電子申請に

より可能となっているところであります｡

しかしながら､電子申請による手続は､様々な理由により低迷 している状況

にあることから､今般､政府全体として､電子申請利用め促進を図る観点から

その好象手続 (当省所管手続については177手癖 ごとに､オンライン利用促＼
進のための行動計画を策定し､.公表 したところであります｡ (厚生労働省所管

分野につきましては､別添 ｢厚生労働省におけるオンライン利用促進のため?
行動計画の概要｣をご参照くださいO)

当省 といたしましては､電子申請の利用促進捻､申請者の利便性の向上とと

もに行政運営の簡素化 -･合理化にも資する重要な取組であることから､関係緒

団体各位のご文選∴ご協力もいただきながら､当骸行動計画に基づき､一積極的

に取 り組んでまいる所存であります｡

つきましては､貴殿におかれまして､会員各位へのご周知など､ご支援､ご

協力を賜 りますようお願い申し上げます｡
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厚生労働啓発統第0510001号

平成 18年 5月 10日

厚生労働事務次

電子申請利用促進に係る取組について (協力依頼)

.._平素は､厚生労働行政にご理解､ご協力を賜 り厚く御礼申し上げますム

さて､厚生労働省所管分野における企業や国民の皆様からの各穫申請 ･届出

手続につきましては､平成 15年度からは､そのほとんどの手続が電子申請に

より可能となっているところでありますD

Lかしな'がら､電子申請による手続は､様々な理由により低迷 t<ている状況

にあることから､今般､政府全体として､電子申請利用の促進を図る観点から

その対象手続 (当省所管手続については77手続)ごとに､オンライン利用促

連のための行動計画を策定し､公義 したところであります｡ (厚生労働省所管

分野につきましては､別添 r厚生労働省におけるオシライン利用促連のための

行動計画の概要｣をご参照ください｡)

当省といたしまして時､電子申請の利用促進は､.申請者の利便性の向上とと

もに行政運営の簡素化 ･合理化にも資する重要な取組であることから､関係諸

団体各位のご支援､ご協力もいただきながら､当該行動計画に基づき､積極的

に取 り組んでまいる所存でありますD

つきましては､貴殿におかれまして､会員各位へのご周知など､ご支援､ご

協力を賜 りますようお顧い申し上げますo･
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全国中小企業団体中央会会長 殿

厚生労働省発統第0510001号

平成 18年 5月 ユ0日

厚生労働事務次

電子申請利用促進に係る教組について (協力依寮)

平素は､厚生労働行政にご理解<-･･ご協力を賜り厚 ぐ御礼申し上げます-.W~Ⅶ

さて､厚生労働省所管分野における企業や国民の皆様からの各種申簿 ･届出

手続につきましては､平成 15年度からは､その経とんどの手続が電子申請に

より可能となっているところであります｡

しかしながら､電子申請による手続は､様々な理由により低迷 している状況

にあることから､今般､政府全体として､電子申請利用の促進を図る観点から

その対象手続 (当省所管手続について経77手続)ごとに､オンライン利用促

進のための行動計画を策定し､公衆 したところでありますO (厚生労働省所管

分野につきましては､別添 ｢厚生労働省におけるオンライン利用促進のための

行動計画の概要｣ をご参照ください｡)

当省といたしましては､電子申請の利声保養は,･申請者の利便性の向上とと

もに行政運営の簡素化 ･合理化にも資する重要な取組であることから■､関係諸

団体各位のご支援､ご協ガもいただきながら､当該行動計画に基づき､積極的

に取り粗んでま.いる所存であります｡I
つきましては､貴殿におかれましてこ会員各位へのご周知など､ご支援､ご

協力を賜 りますようお願い申し上げます｡
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厚生労働省発統第051OO81号

平成 18年 5月 10日

厚生労働事務次

電子申請利用促進に係る取組について (協力依頼)

平素は､厚生労虜行政鑑ご理解､ゼ 協力を賜り厚 く御礼申し上げますD

さて､厚生労働省所管分野における企業や国民の皆様からの各種申請 ･届出

手続につきましては､平成 15年度からは､そのほとんどの手続が電子申請に

より可能となっているところでありますO

しかしながら､電子申請による手続は､様々な理由により低迷 している状況

にあることから､今般､政府全体として､電子申請利用の促進を図る観点から

その対象手続 (当省所管手続については77手続)ごとに､オンライン利用促

進のための行動計画を策定し､公葬 したところであ玖ますO (厚生労働省所管

分野につきましては､･別添 ｢厚生労働省におけるオ.ンライン利用促進のための
行数計筒の概要｣ をご参鷹くださいO)

当省 といたしましては､電子申緒,a)利用促進は､申請者の利便性の向上とと

もに行政運営の簡素化 ･合窄化にも資する重要な取組であることから､関係諸

団体各位のご支援､ご協力もいただきながら､当該行動計画に基づき､積極的

に取り組んでまいる所存であります｡

つきましては､貴殿におかれまして､■会見各鹿-のご周知など､ご支援､ご

協力を賜 りますようお餅い申し上げます｡



襲

全国商工会連合会会長 殿

厚生労億啓発験算05100Ol号

平成 18年 5月 10日

厚生労働事務次

電子申薄利用促遠に係る取組について (協力依頼)

-平素は､厚卑労働帝 政にご理解1･ご魔力を賜 り厚く御礼申し上げます｡

さて､厚生労働省所管分野における企業や国民の皆様からの各種申請 ･届出

手鹿につきましては､平成 15年度から縁､その時とんどの手続が電子申請に

より可能となっているところであります｡

しかしながら､電子申請による手続は､様々な理由により低迷 している状況

にあることから､今般､政府全体として､電子申簿利用の促進を図る観点から

その対象手続 (当省所管手続については77手続)ごとに､オンライン利用鹿

進のための行動計画を策定し､公表 したところであります｡ (厚生労勧省所管

分野につきましては､別添 ｢厚生労働省におけるオンライン利用促進のための

行動計画の概要｣ をご参照ください｡)

当省といたしましては､電子申請の利用促進は､申請者の利便性の向上 とと

もに行政葦常の簡素化 ･合理化にも資する重要な取組であることから､関係簿

団体各位のご支援､ご協力もいただきながら､当該行動計画に基づき､積極的

に取り温んでまいる所存であります｡

つきましては､貴殿におかれまして､会員各位-のご周知など､ご支援､･ご

協力を賜りますようお額い申し上げます｡
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厚生労働省発統第0510001号

平成 18年 5月 10日

厚生労働事務次

電子申請利用促進に係る取組について (協力依頼)

平素は､厚生労働行匪にご理解､一三 協力を賜 り厚く御礼申し上げますDLIl一.ll

さて､厚生労働省所管分野における企業や国民の皆様からの各穫申請 ･届出

手続につきましては､平成 15年度からは､そのほとんどの手続が電子申常に

より可儲 となっているところであります｡

しかしながら､電子申請による手続は､嘩々な理由により低迷 している状況

にあることから､今般､密府全体として､電子申請利用の促進を図る観点から

その対象手続 (当省所管手続については77手続)ごとに､･オンライン利用促

進のための行動計画を策定し､公奏したところであります｡ (厚生労働省所管

分野につきましては､別添 r厚生労働省におけるオンライン利用促透のための

行動計画の概要J をご参照ください.)

当省といた しましては､電子申請の利用促進は､申請者の利便性の向上とと●

もに行政運営の簡素化 ･合理化にも資する草案な取組であることから､関係藷

団体各位のご支援､ご協力もいただきながら､当該行数計画に基づき､積極的

に取 り組んでまいる所存であります｡

つきましては､貴殿におかれまして､会員各位へのご周知など､ご支援､ご

協力を賜 りますようお厚い申し上げます｡



㊨..
企業年金連合会理事長 殿

厚生労働省発溌第051000ユ骨

平鹿 18年 5月 ユ0日

厚生労働事務次

電子申請利用促進に係る取親について (協力放線)

_一一平素は1I_厚生労働行政にご理解､ご協功 を賜 り厚 く御礼申七上げます｡-

さて､厚生労働省所管分野における企業や国民の皆様からの各種申請 ･届出

手続につきましては､平成 15年度からはヾそのほとんどの手続が電子申請に

･より可能となっているところであります｡

しかしながら､電子申請による手続は､様々な理由により低迷 している状況

にあることから､今般､政府全体として､電子申請利用の促進を図る観点から

その対象手続 (当省所管手続については77手続)ごとに､オンライン利用促

進のための行動計画を策定 し､公表 したところでありますO (厚生労働省所管

分野につきましては､別添 ｢厚生労働省におけるオンライン利用促進のための

行動計画の概要｣をご参照くださいO)

当省 といたしましては､電子申舘の利用促進は､申璃者の利便性の向上とと

もに行政運営の簡素化..･合理化にも資する重要な取組であることか ら､関係諸

団体各位のご支童､ご協力もいただきながら､当綾行動計画に基づき､積極的

に取 り組んでまいる所存で奉ります｡
つきましては､貴殿におかれまして､会員各位-の ご周知など､ご支援･､ご

協力を賜 りますようお顔い申し上げますO


