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令和 4年より、e-Gov メンテナンス、マイナポータルメンテナンスのお知らせをこちらで掲載してまいります。 

更新がありました場合は、ログイン画面のお知らせを更新いたしますので、こちらの内容をご確認ください。 

 

※時間は前後する場合がございます。 

※期間中に申請、状況の更新を実施された場合、エラーになる可能性がございますのでご注意ください。 

 

＜＜e-Govのメンテナンス予定＞＞ 

日時 内容（対象範囲） 備考 

2023/05/12（金）  18:00～24:00 

2023/05/15（月）   18:00～24:00  

2023/05/17（水）  18:00～24:00 

2023/05/19（金）  18:00～24:00 

2023/05/24（水）  18:00～24:00 

2023/05/26（金）  18:00～24:00 

2023/05/29（月）  18:00～24:00 

全申請 https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/2023-04-

28t1451440900_1358.html 

保守作業期間中、一時的な通信断が発生いたします。 

通信断に伴い、万一、接続が途切れる等の事象が

発生した場合は、お手数をお掛けしますが、実施

中であった操作を最初からもう一度実施いただき

たくお願いします。 

 

 
 

＜＜マイナポータルのメンテナンス予定＞＞ 

直近の予定はありません 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-Gov メンテナンス・マイナポータルメンテナンスのご案内 

令和５年５月８日  更新 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/maintenance/2023-04-28t1451440900_1358.html
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＜＜終了した過去の e-Gov メンテナンス履歴 ＞＞ 

日時 内容（対象範囲） 備考 

2023/04/01(土) ～ 

2023/04/17(月) 

労働保険関係のみ 

※申請は可能。公文書

発行を停止 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/news/mhlw

/2023-03-

28t1323180900_1349.html 

 

労働保険適用徴収関係手続に係る令和

５年度分の申請については、下記期間中、

システムメンテナンス作業を実施するため、

労働局等での審査及び電子公文書の発

行が停止されます。 

令和５年４月 18日（火）以降、審査を

開始し、電子公文書の発行を行います。 

ご利用の皆様にはご不便をおかけいたします

が、ご理解の程よろしくお願いいたします。な

お、下記期間中であっても、申請することは

可能です。 

2023/04/06 18:00～20:00 全申請 e-Govサイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/news/2023

-04-06t1306570900_1352.html 

 

メンテナンス作業により、電子申請サービス、

電子申請 API に一時的な通信断が発生

いたします。通信断に伴い、万一、接続が

途切れる等の事象が発生した場合は、お手

数をお掛けしますが、実施中であった操作を

最初からもう一度実施いただきたくお願いし

ます。 

2023/3/12（日） 10時 ～  

2023/3/13（月）  8時 

 

2023/3/15（水） 20 時 30分 ～ 

               21 時 30分 

 

2023/3/18（土）  9時 ～ 17時 30 分 

 

2023/3/22（水） 17 時 50分 ～ 

               23 時 35分 

 

2023/3/23（木） 17 時 30分 ～ 

2023/3/24（金）  1 時 30分 

 

全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-
gov.go.jp/contents/maintenance/2023-
03-03t1009440900_1317.html 
 

3/12～3/13、3/15、3/22、3/23、3/24 

左記作業時間帯において一時的な通信断が

発生いたします。 

通信断に伴い、万一、接続が途切れる等の

事象が発生した場合は、お手数をお掛けしま

すが、実施中であった操作を最初からもう一度

実施いただきたくお願いします。 

 

3/18 
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2023/3/24（金） 17 時 50分 ～ 

               23 時 35分 

 

2023/3/27（月） 18 時 00分～  

                           24時 00分 

保守作業期間中、申請到達のステータス

更新の遅延が発生します。 

2023/1/9（月・祝） 10 時 ～ 23時 

2023/1/17（火）  18 時 ～ 21時 

2023/1/23（月）  18 時 ～ 24時 

2023/1/24（火）  10 時 ～ 18時 

2023/1/25（水）  18 時 ～ 24時 

2023/1/27（金）  18 時 ～ 24時 

2023/2/11（土）   8 時 ～ 22時 

2023/2/12（日）   ８時 ～ 22時 

 

2023/2/14（火） 

2023/2/15（水） 

2023/2/17（月） 

2023/2/20（月） 

2023/2/22（水） 

上記全て 18時 ～ 24時 

 

2023/2/23（木・祝）  5時 ～ 

2023/2/24（金）    8時 

 

2023/2/25（土）    7時 ～ 

2023/2/27（月）    7時 

全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-12-27t1608020900_1275.html 

1/9～2/22 

左記作業時間帯において一時的な通信断が

発生いたします。 

通信断に伴い、万一、接続が途切れる等の

事象が発生した場合は、お手数をお掛けしま

すが、実施中であった操作を最初からもう一度

実施いただきたくお願いします。 

 

2/23～2/27 

左記作業時間帯においてサービス停止が発

生いたします。 

電子申請に係る全ての機能がご利用いただけ

なくなります。 

2023/1/28（土） 10時 ～ 16時 

 

全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/news/2023-01-

16t1055590900_1297.html 

左記作業時間帯において申請が到達となら

ず、以下のようなエラーメッセージ、またはシステ

ムエラーが表示される可能性がございます。 

「証明書検証に失敗しました。しばらく時間を

おいてから再度お試しください。」 

このようなエラーメッセージが表示された場合

は、お手数をおかけしますが、時間をおいて申

請操作を実施いただきますようお願いします。 

2022/12/15（木）  18時 ～ 21 時 全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-12-13t1438430900_1269.html 

左記作業時間帯において通信断に伴い、接

続が途切れる等のタイムアウト関連エラーが発

生する可能性がございます。 

2022/11/26（土） 全申請 e-Gov サイト 
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2022/11/27（日） 全日 18時 ～ 21時 https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-11-08t1301090900_1257.html 

左記作業時間帯において通信断に伴い、接

続が途切れる等のタイムアウト関連エラーが発

生する可能性がございます。 

2022/10/9（日）   15時 ～ 20 時 

2022/10/22（土）  7 時 30分 ～ 

2022/10/23（日）  16時 

2022/10/29（土）  10時 ～ 18 時 

2022/10/31（月）  20時 ～ 23 時 

10/31以外は全申請 

10/31は労働保険関係 

e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-10-04t1458220900_1244.html 

左記作業時間帯において通信断に伴い、接

続が途切れる等のタイムアウト関連エラーが発

生する可能性がございます。 

2022/10/4（火）  13 時 ～ 16時 全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-10-04t1148410900_1243.html 

左記作業時間帯において通信断に伴い、接

続が途切れる等のタイムアウト関連エラーが発

生する可能性がございます。 

2022/10/3（月）  20 時 ～ 23時 全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-10-03t1510170900_1242.html 

左記作業時間帯において通信断に伴い、

接続が途切れる等のタイムアウト関連エ

ラーが発生する可能性がございます。 

2022/9/29（木）  18 時 ～ 21時 全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-09-26t1038170900_1230.html 

左記作業時間帯において通信断に伴い、

接続が途切れる等のタイムアウト関連エ

ラーが発生する可能性がございます。 

2022/9/17（土）  23 時 ～  

2022/9/18（日）  12 時 

労働保険関係 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/news/mhlw/202

2-07-22t1012460900_1200.html 

上記作業時間帯において電子申請の受付

を停止いたします。 

2022/9/8（木）  18時 ～ 21時 全申請 左記作業時間帯において一時的な通信断が

発生いたします。 

また、申請到達後のステータス更新の遅延が

発生します。 
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通信断に伴い、万一、接続が途切れる等の

事象が発生した場合は、お手数をお掛けしま

すが、実施中であった操作を最初からもう一度

実施いただきたくお願いします。 

2022/8/29（月）  18 時 ～ 20時 全申請 左記作業時間帯において一時的な通信断が

発生いたします。 

通信断に伴い、万一、接続が途切れる等の

事象が発生した場合は、お手数をお掛けしま

すが、実施中であった操作を最初からもう一度

実施いただきたくお願いします。 

2022/8/8（月）  19時 ～ 21時 労働保険関連 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-07-20t1620530900_1199.html

左記作業時間帯において一時的な通信断が

発生いたします。 

通信断に伴い、万一、接続が途切れる等の

事象が発生した場合は、お手数をお掛けしま

すが、実施中であった操作を最初からもう一度

実施いただきたくお願いします。 

2022/8/8（月）  18時 ～ 20時 全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-07-20t1620530900_1199.html 

左記作業時間帯において瞬断が 4回発生い

たします。 

通信断に伴い、万一、接続が途切れる等の

事象が発生した場合は、お手数をお掛けしま

すが、実施中であった操作を最初からもう一度

実施いただきたくお願いします。 

 

2022/8/3（水）  12 時 15分 ～ 

13時 30 分 

 
 

全申請 

 

e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-07-20t1620530900_1199.html 

左記作業時間帯において複数回通信断が発

生いたします。 

通信断に伴い、万一、接続が途切れる等の

事象が発生した場合は、お手数をお掛けしま

すが、実施中であった操作を最初からもう一度

実施いただきたくお願いします。 

2022/7/8（金）  19時 ～ 21時 全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-07-07t1342270900_1196.html 
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2022/6/25（土）  21 時 00分 ～ 

2022/6/26（日）   3 時 50分 

労働保険関連 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/news/mhlw/202

2-06-13t1718030900_1186.html 

2022/6/19（日）  21 時 15分 ～ 

2022/6/20（月）   1 時 50分 

労働保険関連 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/news/mhlw/202

2-06-13t1718030900_1186.html 

2022/6/13（月）  21 時～24 時 労働保険関連 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/news/mhlw/202

2-06-13t1718030900_1186.html 

2022/3/31（木）  23 時 30分 ～ 

2022/4/1（金）   8 時 00分 

労働保険関連 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/news/mhlw/202

2-03-25t1729570900_1145.html 

2022/3/18（金） 

2022/3/22（火） 

2022/3/24（木） 

2022/3/28（月） 

2022/3/30（水） 全日 18時～24時 

全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-03-07t1352230900_1130.html 

2022/3/5（土） 9時 ～ 

2022/3/6（日） 24 時 

全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-01-25t0927480900_1112.html 

2022/3/3（木） 18 時 ～ 23 時 

2022/3/4（金） 18 時 ～ 22 時 

労働保険関係 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/news/mhlw/202

2-03-03t1647030900_1127.html 

2022/1/27（木） 18時 ～ 20時 

 

2022/2/ 2（水） 

2022/2/4（金）  

2022/2/7（月）  

2022/2/9（水） 

2022/2/14（月） 

2022/2/16（水） 

2022/2/18（金）  全日 18時～ 24時 

全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-01-25t0927480900_1112.html 

 

2022/1/24（月） 0 時 ～ 6時 全申請 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/maintenance/20

22-01-04t1452050900_1104.html 
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https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/maintenance/2022-01-25t0927480900_1112.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/maintenance/2022-01-25t0927480900_1112.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2022-03-03t1647030900_1127.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2022-03-03t1647030900_1127.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2022-03-03t1647030900_1127.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/maintenance/2022-01-25t0927480900_1112.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/maintenance/2022-01-25t0927480900_1112.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/maintenance/2022-01-25t0927480900_1112.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/maintenance/2022-01-04t1452050900_1104.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/maintenance/2022-01-04t1452050900_1104.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/maintenance/2022-01-04t1452050900_1104.html
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2021/12/22（水） 22 時 ～ 

2022/1/11（火） 8 時 

労働保険関係 e-Gov サイト 

https://shinsei.e-

gov.go.jp/contents/news/mhlw/202

1-12-15t1332150900_1102.html 

労働保険の電子申請に関しましては、1/11

までの e-Gov側でのメンテナンスが終わり次

第、社労夢のバージョンアップに取り掛かります

ので、実質 1/20 頃までは電子申請ができ

ない予定です。社労夢側のバージョンアップも

完了すればお知らせいたします。 

その間電子申請ボタンを押下した際に「現在

電子申請は使用できません」と表示させていた

だきます。 

 
 
 
 
 

＜＜ 終了した過去のマイナポータルメンテナンス履歴 ＞＞ 

日時 内容（対象範囲） 備考 

2022/3/22（水） 23時 ～ 

2023/3/23（木） 1 時 

 

 

全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

2022/12/29（木） 0時 ～ 

2023/1/4（水）   8 時 30分 

全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

2022/12/22（木） 22 時 ～ 

2022/12/23（金） 1 時 30分 

全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

2022/10/10（月） 23 時 ～ 

2022/10/11（火） 0時 

全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

2022/9/27（火） 22時 ～ 

2022/9/28（水） 1 時 

 

2022/9/30（金） 23時 ～ 

2022/10/1（土） 0 時 30分 

全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

2022/8/31（水） 23時 ～ 

2022/9/1（木）  0 時 30分 

全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

2022/7/14（木） 23時 ～ 

2022/7/15（金） 1 時 30分 

 

2022/7/16（土） 23時 ～ 

2022/7/17（日） 6 時 

 

2022/7/29（金） 0 時 ~ 2時 

全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2021-12-15t1332150900_1102.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2021-12-15t1332150900_1102.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2021-12-15t1332150900_1102.html
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2022/3/24（木） 22時 ～ 

2022/3/25（金） 2 時 

全申請  システムメンテナンスのため、本番環境におい

てすべての API をご利用になれません。 

2022/3/11（金） 0 時 ～ 5時 全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

2022/2/25（金） 0 時 ～ 5時 全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

2022/1/23（日） 22時 ～ 

2022/1/24（月） 6 時 

全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

2023/3/31(金)23時 30分～03時 30 分 全申請 システムメンテナンスのため、本番環境において

すべての API をご利用になれません。 

 


