
画面の案内に沿って入力
すれば税額まで自動計算

マイナポータル連携や
過去の申告データを
利用して自動入力

マイナンバーカード
とスマホでe-Tax！

国税庁 法人番号7000012050002

申告書の作成・送信は

国税庁ホームページ から
確定申告

（裏面もご覧ください）

確定申告書等作成コーナーなら
自宅でいつでも申告♪

書き方や計算が分からない…

会社が休めない…

入力がめんどう…

自動計算

自動入力

自宅 か ら

さらに！e-Taxなら早期還付されます

相談はチャットボットや電話でもできます

e-Taxの使い方
（操作方法等）

申告書の作成に
当たってのご不明点等

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

0570-01-5901

所轄の税務署へお電話ください

税務職員ふたば

ご自宅からのe-Tax申告のご案内

※令和４年１月上旬公開予定

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

チャットボットでの相談▼

ご質問を入力いただけ

れば、AIを活用した

「税務職員ふたば」が

お答えします。

お電話での相談

（全国一律市内通話料金）
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パソコンの画面に表示された２次元バーコードをスマホ

（マイナンバーカード読取対応）で読み取れば、

マイナンバーカードを使ってｅ-Ｔａｘで送信できます！

※ WindowsのMicrosoft Edge、Google Chrome、macOSのSafari、

いずれにも対応。

スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、

金額や支払者情報などが自動で入力されます！

確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法などの

動画をご案内しています
動画で見る確定申告

・このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。
・Google Chromeの名称は、Google LLCの商標または登録商標です。
・Windows、Microsoft Edgeの名称は、米国及び他の国々で登録された米国Microsoft Corporationの商標です。
・macOSの名称は、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 R3.9

【対象所得】

 給与所得

 雑所得

 一時所得

 特定口座年間取引報告書

（上場株式等の譲渡所得等・配当所得等）

 上場株式等の譲渡損失額（前年繰越分）

令和３年分（令和４年１月以降）からはさらに便利に！

【各種控除等】

 すべての所得控除

 政党等寄附金特別控除

 災害減免額

 外国税額控除

 予定納税額

 本年分で差し引く繰越損失額

ICカードリーダライタ無しでe-Tax！

確定申告書の作成方法は動画でチェック！

ＩＣカードリーダライタ
がなくてもＯＫ

スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力

スマホ専用画面の対象範囲が拡大

スマホ専用画面の対象範囲
（ は令和４年１月から対応予定）

NEW NEW

NEW

NEW



令
和
３
年
分
確
定
申
告
か
ら

マ イ ナ ポ ー タ ル×確 定 申 告

医療費について、令和３年分の確定申告では、令和３年９月～12月分の
医療費通知情報（保険診療分）が令和４年２月上旬にマイナポータルから取得
可能となる予定です（令和４年分以降は１年間を通した医療費通知情報（保
険診療分）が取得可能となる予定です。）。

自動入力するためには、裏面の事前設定が必要となります。

自動入力可能な証明書等は発行元がマイナポータル連携に対応している必要があります。
国税庁HPの「マイナポータル連携特設ページ」でご確認ください。

さ
ら
に
広
が
る
自
動
入
力
！

医療費（注４）

ふるさと納税

生命保険

地震保険

株式の特定口座

住宅ローン控除関係

自動入力対象が拡大（注１、２、３）

マイナポータル連携
特設ページはこちら

注１

注２

注４

今後、自動入力対象をさらに拡大していく予定です。

注３ 令和３年分確定申告から、ふるさと納税及び地震保険もマイナポータル連携の
対象になります。
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マイナンバーカード
の取得申請はこちらマイナンバーカードの取得STEP１

STEP２ マイナポータルの開設

「マイナポータルサービス」にアクセス！
マイナポータルの
開設はこちら

① 証明書等の発行元（例：ふるさと納税のポータル事業者等）
が マイナポータル連携に対応していることと、
どの民間送達サービスを利用しているか確認します。

マイナポータル連携可能な
証明書等発行元一覧はこちら

マイナポータルの「もっとつながる」メニューから
マイナポータルとe-Tax (※１) 及び
民間送達サービス(※２)をつなぎます。

マイナポータル「もっとつながる」メニュー画面STEP３ マイナポータルの
「もっとつながる」設定

STEP４ 証明書等の発行元と民間送達サービスをつなぐ（連携）設定

② 発行元のサイトから民間送達サービスと連携するための手
続を行います。
手続方法は上記STEP3の民間送達サービスから一連の流れ
で行えます（発行元が対応している場合）。
ご不明な場合は、発行元にお問い合わせください。

・各種設定には、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン（又はICカードリーダライタ）が必要です。
・控除証明書等データがマイナポータル経由で取得可能となるには、STEP4の設定後、数日要する場合があります。
・このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。

国税庁 法人番号7000012050002

～マイナポータル連携を行う前の事前設定～

STEP５ 確定申告書等を作成 パソコン画面スマートフォン画面

確定申告

コンビニで
各種証明書が
取得できる

確定申告書等作成コーナーへ

本人確認書類
になる！

メリットいっぱい！マイナンバーカード

R3.9

健康保険証と
一体化予定

【令和３年10月～本格運用】

運転免許証と
一体化予定
【令和６年度末】

※１

※2



詳しくは マイナンバーカード で検索！

行政手続きも
オンラインで

健康保険証
として使える！

こ～んなに便利！マイナンバーカード

本人確認書類
として使える

確定申告でも
医療費通知情報を
カンタン連携

※お住まいの地域・ご利用の機関によってサービス内容は異なりますので、
事前のご確認をお願いします。

薬剤情報や
特定健診情報等が
マイナポータルで
確認できる！

新型コロナワクチン
接種証明書の

電子交付にも利用！
（年内開始予定） 住民票の写しなども

コンビニで
カンタン取得

デジタル庁作成（R3.11）
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「年調ソフト」で
電子化しましょう！

詳しくは国税庁ホームページ
「年末調整手続の電子化に向けた取組について」

でチェック！⇒

マイナポータルと連携すればさらに便利に！！

パソコンをご利用の方 スマートフォンをご利用の方

Windowsをご利用の方 Macintoshをご利用の方 Android端末をご利用の方 iPhoneをご利用の方

Microsoft Storeで
「年末調整 国税庁」
と検索

App Storeで
「年末調整 国税庁」
と検索

スマートフォン版イメージパソコン版イメージ

年調ソフトは公式アプリストアから簡単ダウンロード！！

マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、
各種申告書への自動入力が可能となります（マイナポータル連携）。
詳しくは国税庁ホームページ「マイナポータル連携特設ページ」でチェック！⇒

従業員 勤務先
（給与担当者）

デ ー タ
提 出

年調ソフトで控除額を
自動計算！

控除証明書との
チェックが不要！

年末調整が
ペーパーレスに！

もう何をどこに書けば
いいか迷わない！

税務署への申請が不要となりました！！

年末調整手続を電子化する場合、従来は税務署への申請が必要でしたが、令和３年度の税
制改正により申請が不要となりました。

※ パソコン版の年調ソフトは国税庁ホームページからもダウンロードできます。
※ 令和２年分年調ソフトをダウンロードした場合でも、新たに令和３年分年調ソフトのダウンロードが必要となります。
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国税庁
（法人番号7000012050002）R3.6

１ 控除額等の自動計算

…

年末調整までなくさない

ようにしないと…

正しく記入されている

かチェックしないと…

証明年度 令和○年

適用制度 新制度

ご契約者 国税　花子

保険期間 終身

証明額 XXXXX円

生命保険料控除証明書

（一般用）

…

保険料控除
証明書（ﾃﾞｰﾀ）

データだからなくす心配なし！

自動入力だから簡単！

自動入力だから

チェック不要！

ｲﾝﾎﾟｰﾄ

書類を７年間保管できる

スペースが必要

デ ー タ
提 出

データ保管だから

省スペース！

テレワーク先からでも

簡単に提出！テレワークなどの場合、

郵送や出社が必要

どの申告書を書けばよいか、申告書の書き方を勤務先に質問

従業員からの質問対応が大変

ヘルプデスク

質問に答えることで、必要な

申告書だけを作成

年調ソフトを使えばメリットいろいろ！

税務署主催の年末調整説明会は実施しておりませんが、年末調整に関する
様々な情報（パンフレット、説明動画、様式など）については、国税庁
ホームページ「年末調整に関する特設ページ」から、いつでも確認・入手
できますので、是非ご利用ください。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

２ 控除証明書等のデータを利用可能

３ データなら提出・保管も簡単

４ 質問への対応も充実

どうやって計算すれば

いいんだっけ？

控除額の計算

あってるかな？？

控除額を自動計算！ 自動計算だから

検算不要！

勤務先
（給与担当者）

従業員

勤務先
（給与担当者）

従業員 勤務先
（給与担当者）

国税庁からのお知らせ

※年調ソフトで作成した年末調整の書類は、印刷して提出することもできます。

従業員

証明年度 令和○年

適用制度 新制度

ご契約者 国税　花子

保険期間 終身

証明額 XXXXX円

生命保険料控除証明書

（一般用）

操作方法が分か
らない場合は…

ヘルプデスク

で解決！

従業員 勤務先
（給与担当者）



国税の納付手続に関するお問合せは、各税務署 管理運営部門までお願いします。

国税の納付手続には、以下４種類のキャッシュレス納付があります！！

１ ダイレクト納付

納付方法
こんな方におすすめ
詳細スマホから「国税クレジットカードお支払いサイト」(・クレジットカードを頻繁に利用されている方

・スマホやインターネットに接続可能なパソコン等をお持ちの方
※納付額に応じた決済手数料がかかります。

２ クレジットカード納付

３ 電子納税

４ 振替納税

納付方法 こんな方におすすめ 詳細

e-Taxにより申告書等を提出した後、
指定した預貯金口座から、即時又は納
付日を指定して、口座引落しにより納
付する方法
※ 事前手続が必要です。

・e-Taxで申告等をされている方
・源泉所得税など、頻繁に納付をされて
いる方
・日付指定で納付をされたい方

納付方法 こんな方におすすめ 詳細

インターネット上でのクレジットー
ド支払機能を利用して納付する方法
※ パソコンやスマホから「国税クレジットカード
お支払いサイト」（https://kokuzei.noufu.jp）
へアクセスし、所定の項目を入力

・クレジットカードを頻繁に利用されて
いる方
・スマホやインターネットに接続可能な
パソコン等をお持ちの方
※ 納付額に応じた決済手数料がかかります。

納付方法 こんな方におすすめ 詳細

契約しているインターネットバンキ
ング等から納付する方法

・e-Taxで申告等をされている方
・インターネットバンキングやモバイル
バンキングを利用されている方

納付方法 こんな方におすすめ 詳細

届出した預貯金口座から、国税庁が
指定する振替日に口座引落しにより納
付する方法
※ 個人の方の所得税と個人事業者の方の消費税が
対象です。

※ 事前手続が必要です。

・申告所得税や消費税の申告書を毎年提
出する個人事業者の方

ご自宅や会社から

キャッシュレス納付
してみませんか？
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はじめよう！
ダイレクト納付！

詳しくは
こちら
(YouTube)

03.11

詳しくは
こちら
(YouTube)

詳しくは
こちら
(YouTube)

e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、
簡単な操作で、あらかじめ届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日
に納付することができる便利な電子納税の手段です。

ダイレクト納付とは・・・

納付日の指定が
できて便利！

全て自宅や会社で
納付が完了！

利用に当たり
手数料は不要！

ダイレクト納付の操作方法を で

① ダイレクト納付利用のための事前準備 （２ステップ！）

ｅ-Taxを利用するために必要な、
利用者識別番号と呼ばれる「ＩＤ」
を取得します。 ※ 初回手続のみ

事前準備
STEP

１ ｅ-Ｔａｘの開始届出書の提出

事前準備
STEP

２ ダイレクト納付利用届出書の提出

ダイレクト納付で利用する金融機
関の預貯金口座等を登録します。

※ 初回手続のみ

e-Taxで源泉所得税の徴収高計算
書を作成・送信し、引き続き、ダイ
レクト納付の手続を行います。

② 源泉所得税の徴収高計算書の作成～ダイレクト納付手続

福岡国税局・税務署

※インターネットバンキングの契約は不要です。

簡単に徴収高計算書の作成と納付
手続ができます！
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◆ 国税庁においては、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、これまでも、オンライン(e-Tax)の
利用を推進してきたところです。

◆ 手続いただく皆様の利便にもつながるものであり、積極的にe-Taxをご利用していただくよう、ご協力をお願いします。

積極的なe-Tax利用のお願い

国税庁においては、本年10月に、規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）に基づき、年間10万件以上の手続（以下の28手続）について、
オンライン利用率を引き上げるための基本計画を策定しました。

※ 法人税申告については、引き続き添付書類も含めたe-Tax（いわゆる「完全e-Tax」）も推進していきます。
※ 国税納付手続のオンライン利用率はキャッシュレス納付割合を指し、また、目標値は令和７年度末のものです。

手続
令和2年度

利用率

令和5年度末

目標
手続

令和2年度

利用率

令和5年度末

目標

法人税申告 ※ 86.7% 90.0% 青色事業専従者給与に関する届出（個人） 39.7% 50.0%

消費税申告(法人) 85.7% 90.0% 所得税の青色申告の取りやめ 22.2% 30.0%

所得税申告 55.2% 65.0% 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出 31.4% 50.0%

消費税申告(個人) 67.8% 75.0% 消費税課税事業者届出 50.1% 60.0%

相続税申告 14.4% 40.0% 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出 58.0% 65.0%

贈与税申告 55.2% 65.0％ 給与所得の源泉徴収票(同合計表) 66.7% 75.0%

印紙税申告(書式表示) 60.5% 70.0% 給与支払事務所の開設・移転・廃止の届出 19.7% 30.0%

内国普通法人等の設立の届出 49.7% 60.0% 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 61.4% 70.0%

青色申告書の承認の申請(法人) 54.2% 65.0% 納税管理人の届出 11.1% 20.0%

異動事項に関する届出(納税地等の異動) (法人) 80.6% 85.0% 更正の請求 28.2% 40.0%

異動事項に関する届出(事業年度等の変更)(法人) 80.6% 85.0% 酒類の販売数量等の報告 13.3% 20.0%

事前確定届出給与に関する届出(法人) 79.2% 85.0% 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等の報告 13.0% 20.0%

個人事業の開業届出・廃業等届出 17.6% 30.0% 国税納付手続 ※ 29.3% 40.0%

所得税の青色申告承認申請 29.0% 40.0% 納税証明書の交付請求 10.9% 20.0%

◆ 上記の手続（所得税、法人税及び消費税の申告を除く）について、アンケート形式で改善意見を募集

しています。より皆様の利便性向上につながるよう、ご協力をお願いいたします。

改善意見の募集について URL：https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_2021_kihonkeikaku.htm
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