
マイナポータルを活用して、確定申告に必要な生命保険料控除証明書等の必要書類
のデータを一括取得し、各控除等に自動入力できるようになった。実際に利用する
にはどのような手順になるのかを紹介する。� 取材・文　向山�勇

特 集

令和2年分からスタート

マイナポータル連携で
確定申告を簡 便化
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確定申告がさらに便利に

令和2年分の所得税の確定申告手続から、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、各控除等への自動入力が可能となっ
た（マイナポータル連携）。
これまでの確定申告手続では、控除証明書等を書面

で収集・管理し、提出しなければならなかった。ま
た、控除証明書等を1件ずつ、確認しながら申告書に
記入又は入力する必要もあった。
令和2年分の確定申告からは、マイナポータルを活

用して控除証明書等を自動取得できるようになった。
また、取得したデータは、申告書の所定の項目に自動
入力されるので、手続が簡便化される。このため、控
除証明書等の管理・保管も不要になる。

さらに、マイナンバーカードを利用した電子申告も
利便性が高まった。これまでは、iPadOSやAndroid
のタブレット端末からはマイナンバーカードを利用し
てのe-Tax送信はできなかったが、マイナンバーカー
ド読取対応のスマートフォンを使ってe-Tax送信が可
能となる。
具体的には、スマートフォンにインストールした

「マイナポータルAP」でタブレット画面に表示された
2次元バーコードを読み取ることで、スマートフォン
とタブレットの同期を取ることが可能となる。
また、スマートフォンからマイナンバーカードを利

用したe-Tax送信を行う場合、これまでは2つのアプ
リのインストールが必要であったが、令和3年1月以
降は「マイナポータルAP」のインストールのみで
e-Tax送信が可能となる。

控除証明書等をデータで一括取得
各控除等への自動入力が可能に

住宅ローン、株式等取引、生命保険控除が対象

マイナポータルの活用で確定申告手続を簡便化

Before After

税務署
申告書に自動入力・
自動計算♪

マイナポータル
から、まとめて
データで取得

証券会社

年間取引
報告書

銀行等

年末残高
証明書

保険会社
保険料控除
証明書

納
税
者

●控除証明書等の書面の管理・保管が不要！
データ提出でらくらく！

●取得したデータを使って申告書の所定の項目に
自動入力！

●控除証明書等の書面の収集・管理・提出が必要
●書面の控除証明書等を1件1件確認しながら
記入・入力

確
定
申
告
手
続
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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、各控除等への自動入力をす
るにはどうすればいいのか。マイナンバーカードの取
得からマイナポータル連携までの手順を紹介しよう。

マイナンバーカードを取得
STEP1
マイナンバーカードを取得

マイナポータル連携を利用するには、マイナンバー
カードが必要になる。取得していない場合は取得申請
を行う。郵送などでも申請可能だが、スマートフォン
やパソコンでオンライン申請すると、発行までの時間
を短縮できる。
実際に申請をするには、マイナンバーカードの交付

申請書が必要になるが、これはマイナンバーの個人番
号通知書又は通知カードが自宅に送付された際に同封
されていたものを利用する＊。紛失してしまった場合
には、マイナンバーカードの総合サイトから再発行が
可能だ。
スマートフォンから申請をするには、まず、スマー

トフォンのカメラで顔写真を撮影する。次に交付申請

書の二次元バーコードを読み込み、申請用WEBサイ
トにアクセス。画面に従って必要事項を入力の上、顔
写真を添付し送信すれば完了する。
パソコンで申請するには、まずデジタルカメラで顔
写真を撮影し、パソコンに保存する。次に交付申請用
のWEBサイトにアクセスし、画面に従って必要事項
を入力し、顔写真を添付して送信する。申請する際に
は、交付申請書に記載されている申請書ID（半角数字
23桁）を入力する必要がある。申請書IDに誤りがあ
ると正しくカードが発行されないので、注意が必要だ。
郵送などで申請する場合は、マイナンバーカードの
総合サイトで手順を確認する。
オンライン申請を行うと、概ね1カ月ほどで市区町
村から「交付通知書」が届く。交付通知書に記載され
た必要書類を市区町村の窓口に持参すればマイナン
バーカードを受け取れる。

＊マイナンバーカードを持っていない方に対して、二次元バーコー
ド付きマイナンバーカード交付申請書が、令和2年12月末から令
和3年3月にかけて順次送付されています。

マイナンバーカードの取得から
マイナポータル連携までの手順を紹介

控除証明書等を自動取得するには

マイナポータル連携に対応している控除証明書等発行主体一覧
● 生命保険料控除証明書 ● 特定口座年間取引報告書

朝日生命保険相互会社 藍澤證券株式会社 東洋証券株式会社
アフラック生命保険株式会社 あかつき証券株式会社 野村證券株式会社
住友生命保険相互会社 いちよし証券株式会社 八十二証券株式会社
第一生命保険株式会社 エース証券株式会社 浜銀TT証券株式会社
大同生命保険株式会社 岡三オンライン証券株式会社 播陽証券株式会社
太陽生命保険株式会社 岡地証券株式会社 ひろぎん証券株式会社
日本生命保険相互会社 京銀証券株式会社 丸三証券株式会社
明治安田生命保険相互会社 静銀ティーエム証券株式会社 水戸証券株式会社

中銀証券株式会社 山和証券株式会社
● 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 東海東京証券株式会社

住宅金融支援機構
※令和2年10月27日現在
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STEP 2
マイナポータルの開設・�
もっとつながる設定

マイナンバーカードが取得できたら、マイナポータ
ルを開設し、もっとつながる設定を行う。
まずはスマートフォンかパソコンで「マイナポータ
ルサービス」のトップページにアクセスし、案内に
沿って、利用者登録（マイナポータルの開設）を行う。
マイナポータルの開設ができたら、マイナポータル

にログインし、「もっとつながる」メニューからマイ
ナポータルとe-Tax（図表中※1）・民間送達サービス
（図表中※2）をつなぐ。
次に、契約している生命保険会社、証券会社等がマ

イナポータルに対応しているかを確認する（4ページ
図表参照）。また、マイナポータル連携には対応して
いないものの、控除証明書等データをダウンロードで
きる場合、そのデータを取り込んで利用できるソフト
もある。国税庁が提供する「確定申告書等作成コー
ナー」では、ダウンロードしたデータも利用できる。

STEP 3
保険会社等と民間送達サービスの�
連携設定

契約している保険会社や証券会社のサイトにアクセ
スし、マイナポータル連携の手続を行う。

マイナンバーカードを取得
STEP 4
確定申告特集を検索

今年の確定申告の情報を国税庁のホームページの
「確定申告特集」で確認する。パソコン版とスマート
フォン版が用意されており、いずれの場合も「確定申
告特集」で検索すれば、すぐに見つけることができる。

マイナンバーカードを取得
STEP 5
確定申告書を作成

「確定申告特集」から「確定申告書等作成コーナー」
に移動すると以下のことができる（6～7ページ参照）。
●画面の案内に沿って、申告書の作成
●マイナポータル連携も作成の流れの中で利用可能
● �途中で保存したデータを読み込んで、申告書の作成
再開

● �メッセージボックス（e-Taxの受付結果など）の確認
案内に沿って、必要な手続を行う。

マイナンバーカードの�
取得申請はこちらから

マイナポータルの�
開設はこちらから

マイナポータル連携に�
対応している

控除証明書等発行 
主体一覧はこちらから

マイナポータル「もっとつながる」メニュー画面

※2

※1
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確定申告特集ページ(パソコン版）

パソコン版の「確定申告特集」
から「確定申告書等作成コー
ナー」へアクセス。

確定申告書の提出方法で「e-Tax
で提出（マイナンバーカード 
方式）」を選択する。その後は、
画面の案内に沿って、確定申告書
を作成する。

新規作成の場合は「作成開始」
を選択、保存データを利用する
場合は「保存データを利用して
作成」を選択する。

メッセージボックスでe-Taxの
受 付 結 果 の 確 認 や 送 信 し た
データのダウンロードが可能。
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column
令和2年分からスタートしたマイナポータル連携で自動入力される

情報は、（1）住宅ローン関係、（2）株式等の取引関係、（3）生命保険
控除証明の3種類だが、今後も順次拡大される予定だ。
令和3年分からは、（4）医療費関係、（5）ふるさと納税、（6）地震保

険控除証明が対象となり、令和4年分以降では、（7）社会保険、（8）
源泉徴収票などが自動入力される予定である。

確定申告書の自動入力

令和2年分からの自動入力�
● 住宅ローン関係
●株式等の取引関係
●生命保険控除証明

令和3年分からの自動入力予定
● 医療費関係
●ふるさと納税
●地震保険控除証明

令和4年分以降�順次拡大予定�
例えば

●社会保険
●源泉徴収票
●その他

詳しくはこちらから

自動入力される情報は順次拡大予定

国税庁マイナポータル 
連携特設ページ

確定申告特集ページ(スマートフォン版）

スマートフォン版の「確定申告
特集」から「確定申告書等作成
コーナー」へアクセス。

確 定 申 告 書 の 提 出 方 法 で
「e-Tax（マイナンバーカード
方式）」を選択する。その後
は、 画 面 の 案 内 に 沿 っ て 
確定申告書を作成する。

「作成開始」を選択する。
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マイナポータル連携は、年末調整手続においては令
和2年10月から利用可能となっており、保険料控除
申告書や住宅ローン控除申告書の作成の際に、控除証
明書等のデータを一括入手・自動入力することが可能
となった。
この年末調整手続におけるマイナポータル連携は、

「年末調整手続の電子化」が前提となっていることか
ら、「年末調整手続の電子化」について紹介する。

従業員、勤務先の負担が減り�
入力ミスなどもなくなる
令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震

保険料控除及び住宅借入金等特別控除の控除証明書等
が電子データで従業員の勤務先へ提供できるようにな
り、これに伴い、年末調整手続の電子化が進められて
いる。
これまでの年末調整手続は、（1）従業員が、保険会
社、金融機関、税務署等（以下「保険会社等」）から
控除証明書等を書面で受領、（2）従業員が、保険料控
除申告書又は住宅ローン控除申告書に、受領した書面
に記載された内容を転記の上、控除額を計算し記入、
（3）従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申
告書など、年末調整の際に作成する各種申告書（以下

「年末調整申告書」）を作成し、控除証明書等とともに
勤務先に提出、（4）勤務先は提出された年末調整申告
書に記載された控除額の検算、控除証明書等の確認を
行った上で、年税額を計算するという手順で行われて
いた。
年末調整手続が電子化されると、（1）従業員が、保

険会社等から控除証明書等を電子データで受領、（2）
従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードし
た年末調整控除申告書作成用ソフトウェア（年調ソフ
ト）＊に、住所・氏名等の基礎項目を入力し、受領した
電子データをインポート（自動入力、控除額の自動計
算）して、年末調整申告書の電子データを作成、（3）
従業員が、（2）の年末調整申告書データ及び（1）の控
除証明書等データを勤務先に提供、（4）勤務先が、（3）
で提供された電子データを給与システム等にインポー
トして年税額を計算する手順に変わる。
年末調整手続を電子化することにより、従業員、勤
務先の双方にメリットがある。
従業員は、これまでの手書きで行ってきた年末調整
申告書の記入や控除額の計算など省略できる。また、
書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、
保険会社等に対し、再発行を依頼しなければならな
かったが、その手間も不要となる。
勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整

（参考）�マイナポータル連携と�
年末調整手続の電子化

令和2年10月スタート

年末調整の電子化とは

勤務先
（給与担当者）

従業員

これまでの年末調整では…

手書きで作成… 検算等が必要…

書面
提出

令和2年10月からは

従業員
勤務先

（給与担当者）

データ
提出

控除証明書等データ利用で
自動計算

給与システム等に取り込み、
自動チェック、年税額計算
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セキュリティ対策も万全で�
安心して利用できる
マイナンバーカードについては、個人情報が漏洩す

るのではないかと心配している人も多い。しかし、マ
イナンバーカードのセキュリティ対策は万全だ。たと
えば、紛失した場合には、コールセンターに電話で連
絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの
第三者によるなりすまし利用が防止できる。24時間
365日いつでも受付をしている。
また、マイナンバーカード自体は顔写真付きである

ため、仮に紛失しても、第三者が、容易になりすます
ことはできない。さらに文字をレーザーにより彫りこ
むとともに、複雑な彩紋パターンを施す等により、券

面の偽造を困難にしている。
加えてICチップには、「税関係情報」や「年金関係

情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されて
おらず、万が一不正に情報を盗取しようとした場合に
は、自動的に記録情報を消去する機能などの対抗措置
が施されているので安心だ。
マイナンバーカードは、確定申告や年末調整以外に

も様々な分野で利用の範囲が広がっている。主に6つ
のメリット（図表参照）があるが、政府では、マイナ
ンバーカードの更なる利活用策を検討している。これ
を機に、今後、多くの方にマイナンバーカードをお持
ちいただき、これからの暮らしに役立てていただき
たい。

申告書データを利用することにより、控除額の検算が
不要となる。また、控除証明書等データを利用した場
合、添付書類等の確認に要する事務が削減される。さ
らに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェア
を利用して、控除申告書を作成するため、記載誤り等
が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期
待される。加えて、書面による年末調整の場合の書類

保管コストも削減が可能になる。

＊年末調整控除申告書作成用ソフトウェア（年調ソフト）とは、年
末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して
簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する
機能を持つ、国税庁が無償で提供するソフトウェア。なお、同様
の機能を有する民間のサービスを利用することによっても年末調
整手続の電子化は可能である。

ますます利用範囲が広がり
便利になるマイナンバーカード

令和3年3月から健康保険証としても利用可能に

マイナンバーカードの6つのメリット

（1）�健康保険証として利用可能�
（2021年３月予定）

（3）本人確認の際の身分証明書に利用 （5）�各種行政手続のオンライン申請等に�
利用

医療機関・薬局などで順次マイナンバーカー
ドの健康保険証利用が可能になる。

オンラインバンキングをはじめ、各種の民間
のオンライン取引に利用できるようになる見
込み。

マイナポータルへのログインをはじめ、各種
の行政手続のオンライン申請等に利用でき
る。

（2）�上限5,000円分のマイナポイントが�
取得可能

（4）コンビニなどで各種証明書を取得 （6）各種民間のオンライン取引等に

選んだ決済サービスでチャージ又は買い物を
すると利用額の25％分、上限5,000円分の
ポイントがもらえる。

コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書など
の公的な証明書を取得できる。全国の約
55,000店舗で早朝から夜（6:30〜23:00）
まで取得可能。土日祝日も対応。

オンラインバンキングをはじめ、各種の民間
のオンライン取引等に利用できるようになる
見込み。
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