
令和4年1月から
スマホやマイナンバーカードを利用した
確定申告がさらに便利に！！

国税庁では税務手続のデジタル化の推進や、新型コロナウイルス感染症拡大防止など、最近の社会
情勢の変化等を踏まえ、自宅からのe-Taxを従来以上に広く呼び掛けている。
令和4年1月から新機能が追加され、さらに便利になるというスマホやマイナンバーカードを利用
した確定申告について紹介する。� 取材・文　向山勇

自宅からのe-Taxがスタンダードに！

特集

（別添１）

国税庁ホームページを利用した自宅からのe-Taxはこんなに便利！
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令和4年1月から
スマホやマイナンバーカードを利用した
確定申告がさらに便利に！！

ふるさと納税は4つのポータルサイトの 
ほか、自治体への直接の寄付も一部対応
令和3年1月から確定申告のマイナポータル連携が

スタートし、確定申告をする際に株式の特定口座、住
宅ローン、生命保険料の控除証明書等を、マイナポー
タルを通じて電子交付を受け、自動入力できるように
なっている。令和4年からは、この対象がふるさと納
税、医療費、地震保険にも拡大される予定だ。
とくにふるさと納税は確定申告する人が多いので、

マイナポータル連携を利用できる人も多いと思われ
る。ふるさと納税の確定申告は、寄付先が多いと自治
体名や金額を1件ずつ入力する必要があり、手間がか
かる。そのデータをマイナポータル連携で取得し、自
動入力できれば、手間を省くことが可能だ。ただし、
自動入力を利用するには、証明書の発行元がマイナ
ポータル連携に対応している必要がある。ふるさと納
税の場合には、4つのポータルサイトを通じて行なっ

た寄付のほか、ポータルサイトを利用せず自治体に直
接、寄付をした場合にも対象となるものがあるので、
国税庁ホームページ（P5のSTEP4を参照）で確認さ
れたい。
また、医療費控除については、令和3年分の確定申

告で取得できるのは、令和3年9月から12月分の医
療費通知情報（原則、保険診療分）に限られるため、
1月から8月分は取得できないことに注意が必要。な
お、令和4年分以降の確定申告では、1年間を通じた
医療費通知情報の取得が可能となる予定だ。医療費控
除は、家族分をまとめて申告することも可能だが、そ
の場合には、申告する人を代理人として設定すれば、
家族分のデータも取得が可能になる。
なお、マイナポータル連携を実際に利用できるの

は、事前設定（P5参照）をしてから数日後になる場
合もあるため、早めに手続きをしておいたほうがいい
だろう。一度設定すれば、翌年以降は事前設定なしに
マイナポータル連携が利用できる。

マイナポータル連携の自動入力で 
より手軽に確定申告ができる

ふるさと納税、医療費、地震保険に対象拡大

令和3年分の確定申告で自動入力が可能なもの

ふるさと納税

株式の特定口座

住宅ローン控除関係

生命保険

地震保険

医療費※

※�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（原則、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（令和
4年分以降は1年間を通した医療費通知情報（原則、
保険診療分）が取得可能となる予定。）。

令和3年分の確定申告では、右の事項に関する控除証明書等につ
いて、マイナポータル連携によるデータの取得・自動入力が可能で
あり、新しく、ふるさと納税（令和4年1月～）、地震保険（令和4
年1月～）及び医療費（令和4年2月～）が加わる予定だ。
昨年分である令和2年分の確定申告から対象となっていた生命保
険及び株式の特定口座についても、マイナポータル連携に対応して
いる証明書の発行者が昨年から追加されており、今まで利用できな
かったが利用できるようになっている人もいるので、対応している
証明書等発行主体一覧（P4）や、国税庁ホームページ（P5の
STEP4）を参照されたい。
なお、マイナポータル連携による自動入力の対象については、今
後、さらに拡大されていく予定。

NEW!

NEW!

NEW!
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マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧

●保険料控除証明書
生命保険会社

朝日生命保険相互会社
アフラック生命保険株式会社
株式会社かんぽ生命保険
住友生命保険相互会社
ソニー生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
太陽生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
明治安田生命保険相互会社

損害保険株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
日新火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

共済
JA共済連（全国共済農業協同組合連合会）
都道府県民共済グループ（全国生活協同組合連合会）
こくみん共済coop（全国労働者共済生活協同組合連合会）
CO・OP共済（日本コープ共済生活協同組合連合会）

● �寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書
〈ポータルサイトを運営する特定事業者が発行するもの〉

ポータルサイト名（証明書発行者）
さとふる（株式会社さとふる）
ふるなび（株式会社アイモバイル）
楽天ふるさと納税（楽天株式会社）（令和4年2月から）
ふるさとチョイス（株式会社トラストバンク）

〈寄付を受けた地方団体が発行するもの〉
地方団体名

※�マイナポータル連携に対応している地方団体については、
民間送達サービス（ふるさと納税�e-Tax連携サービス）を
運営する株式会社シフトセブンコンサルティングのホーム
ページ（https://www.shift7.jp/e-tax-service/join-list.html）
を確認するか、寄付先の地方団体に確認されたい。

●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
銀行等

住宅金融支援機構

●特定口座年間取引報告書
証券会社

藍澤證券株式会社
あかつき証券株式会社
いちよし証券株式会社
岩井コスモ証券株式会社
エース証券株式会社
岡三オンライン証券株式会社
岡地証券株式会社
京銀証券株式会社
きらぼしライフデザイン証券株式会社
静銀ティーエム証券株式会社
中銀証券株式会社
東海東京証券株式会社
東洋証券株式会社
野村證券株式会社
八十二証券株式会社
浜銀TT証券株式会社
播陽証券株式会社
ひろぎん証券株式会社
丸三証券株式会社
水戸証券株式会社
山和証券株式会社
池田泉州TT証券株式会社
株式会社SBI証券
株式会社SBIネオモバイル証券
四国アライアンス証券株式会社
十六TT証券株式会社
ちばぎん証券株式会社
西日本シティTT証券株式会社
百五証券株式会社
ほくほくTT証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
めぶき証券株式会社
ワイエム証券株式会社

※ は令和4年1月から対応予定
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STEP

1
STEP

4

STEP

5

STEP

2

STEP

3

マイナンバー 
カードを取得

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

確定申告書等を作成

マイナポータル 
へ登録

マイナポータルの 
「もっとつながる」設定

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。マイナ
ンバーカードの取得申請は、郵送な
どでも可能だが、交付申請書（※）を
利用して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
るのでおススメ。
（※）�マイナンバーカードを取得していない方には、令和3年3月までに、

オンライン申請に使用できる2次元バーコード付きの交付申請書が
送付されている。

マイナポータル連携を利用するための事前設定については以下のとおり。
STEP1のマイナンバーカードの取得に一定の期間を要するほか、STEP4までの設定を終えた後に実際にマイナポータル
連携を利用できるまでに、証明書によっては一定の時間がかかる場合があるので、前もっての事前設定をおススメしたい。
なお、事前設定は1度行ってしまえば、次からは設定不要なので、翌年以降はスムーズにマイナポータル連携を利用する
ことができるようになる。
令和4年1月からは、これらの事前設定のための特設ページがマイナポータルに設けられる予定だ。この特設ページで
は、画面の案内に沿って操作を進めれば、スムーズに事前設定が完了するようになっているので、事前設定を行う場合に
は是非活用したい。

（1）�証明書等の発行元（例・ふるさと納税のポータル
事業者や保険会社等）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
しているか国税庁ホームページで確認。

（2）�発行元のサイトから民間送達サービスと連携する
ための手続を行う。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る（発行元が
対応している場合）。不明な場合は、発行元にお問
い合わせを。

STEP4までの事前設定が完了し、マイナポータル連携が
利用できるようになったら、国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」で確定申告書等の作成を行う。
「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿っ
て金額等を入力するだけで、所得税等の申告書や、青色
申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信
（提出）・印刷ができる。また、自動計算されるので計算
誤りがない。
令和3年分の確定申告からは、スマホによる申告につい
て、カメラによる給与の源泉徴
収票の自動入力や、専用画面の
対象範囲の拡大（P6参照）など
さらに便利になるほか、パソコ
ンによる申告についてもICカー
ドリーダライタの代わりにマイ
ナンバーカード読取対応のス
マートフォンが利用できるよう
になる（P7参照）など利用しや
すくなっている。

スマートフォンかパソコンで「マイナ
ポータル」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
ナポータルへ登録）を行う。

マイナポータル連携可能な
証明書等発行元一覧は�

こちらから

マイナポータル
はこちらから

マイナポータル連携の事前設定

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）
をつなぐ。
（注）�「民間送達サービス」とは、民間企業が提供している、インターネッ

ト上に自分専用のポストを作り、自分宛のメッセージやレターを受
け取ることができるサービスのこと。

確定申告書等作成�
コーナーはこちらから

マイナンバーカード
の取得申請は�
こちらから
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スマホカメラで撮影し 
源泉徴収票の自動入力が可能に
国税庁は、納税者の利便性向上や社会コストの縮

減、さらには新型コロナウイルスの感染を減らす観点
から、e-Taxの普及に力を入れている。e-Taxを利用
すると、税金の還付が早く受けられるのも利用者に
とってのメリットだ。現在国税庁ホームページの確定
申告書等作成コーナーは、マイナンバーカードとスマ
ホがあれば、自宅で申告書の作成から送信までが可能
になっているが、令和4年1月からはさらに利便性が
向上する予定だ。
会社員が確定申告する場合には、会社から受け取っ

た源泉徴収票の数値を入力する必要があるが、令和4
年1月からは、確定申告書等作成コーナーを利用すれ
ばスマホのカメラで源泉徴収票を読み取ることが可能

になる。源泉徴収票から入力が必要な数値は、年末調
整を受けている場合で最大30項目程度になる。それ
を手動で入力するには15分程度必要だったが、スマ
ホカメラで読み取って自動入力することで2、3分に
短縮できる見込みだ。
さらにスマホやタブレットのみでアクセスできるス
マホ専用画面で手続き可能な対象範囲も拡大する。ス
マホ専用画面では、現在対象となる所得が給与所得、
雑所得、一時所得に限られていた。それが令和4年1
月からは、特定口座を利用した「上場株式等の譲渡所
得等、配当所得等」や「上場株式等の譲渡損失額」、
「外国税額控除」もスマホ専用画面で手続きが可能に
なる。パソコンがなくても、スマホやタブレットなど
で確定申告ができる範囲が広がるわけだ。

スマホカメラによる給与の源泉徴収票の 
自動入力など、スマホによる申告の利便性向上

スマホによる申告がさらに便利に！

スマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を自動入力できる

スマホ専用画面の対象範囲

※NEWは令和4年1月から対応予定

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）

NEW!

NEW!

各種控除

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

NEW!
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スマートフォンで 
マイナンバーカードを読取
パソコンでe-Taxを利用するためには、マイナン

バーカードの読取を行うために、ICカードリーダライ
タが必要だった。令和4年1月からは、スマートフォ
ンにインストールした「マイナポータルアプリ」でパ
ソコンに表示された2次元バーコードを読み込むこと
で、スマートフォンとパソコンの連携が可能となる。

これまで必要だったICカードリーダライタの事前
設定やソフトウェアのインストールが不要となる。

確定申告書等作成コーナー（パソコン利用）マイナンバーカードを読み取る方法

マイナポータル（アプリ）に対応している�
スマートフォン

iOS � �iOS�13.1以上がインストールされた
iPhone�7以降の機種

Android � 合計312機種

2次元バーコード認証で 
ICカードリーダライタが不要に

パソコンでのe-Tax利用が簡便化
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年末調整においても、マイナポータル連携を利

用するなどにより、一連の手続きを電子化するこ

とが可能である。

この年末調整手続の電子化は従業員、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

計算について、国税庁が提供する年末調整控除申

告書作成用ソフトウェア（年調ソフト）等を利用

し、控除証明書等データをインポートすること

で、年末調整申告書に当該証明書の情報が自動入

力されるだけでなく控除額も自動計算されるほ

か、作成した年末調整申告書を電子的に勤務先へ

提出することができる。

勤務先は、従業員から提出された当該年末調整

申告書データを利用することにより、添付書類等

の確認に要する事務が削減されるほか、控除額の

検算も不要となる。さらに、書面による年末調整

の場合に比べ、書類保管に係るコストの削減も見

込まれる。

さらに令和3年分の年調ソフトには、

（1）前年分控除申告書のデータインポート機能

（2）当年分控除申告書データインポート機能

（3）�団体扱生命保険に係る控除証明書作成用デー

タ作成機能

が加わっている。

年末調整電子化の概要

マイナポータル連携で年末調整の手続きが簡便化

Inf
ormation

1

Reference information

参考情報
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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、
2021年10月20日からは、健康保険証としても
利用可能になった。また、年内には新型コロナワ

クチンの接種証明書の電子交付にも利用が開始さ
れる予定であるほか、運転免許証や在留カードと
の一体化も検討されており、今後、ますます便利
になるカードだ。

国税庁では、納税者の利便性の向上と現金管理
等に伴う社会全体のコストを縮減する観点から、
令和7年度までにキャッシュレス納付割合を4割
程度とすることを目指している。国税の納付に当
たっては、多様な納付手段があるが、金融機関や
税務署等の窓口に赴く必要がなく、自宅や事務所
などから納付手続きが可能な「キャッシュレス納
付」は納税者の利便性が高い納付手段であり、新
型コロナウイルスの感染症の感染防止の観点から
も非対面であるキャッシュレス納付の利用拡大が
期待されている。
キャッシュレス納付には（1）ダイレクト納付、

（2）振替納税、（3）インターネットバンキング、
（4）クレジットカード納付などの方法があるので、
是非ご利用いただきたい。
（1）ダイレクト納付
e-Taxから簡単な操作で預貯金口座からの振替

により納付する方法。e-Taxで申告されている方、
源泉所得税など頻繁に納税している方におスス
メ。事前にe-Taxの開始届出書、ダイレクト納付
利用届出書の提出が必要。
（2）振替納税
預貯金口座から自動的に引き落としにより納付

する方法。申告所得税や個人事業主の消費税の確
定申告書を毎年提出する必要のある方におスス
メ。事前に振替依頼書の提出が必要。
（3）インターネットバンキング
インターネットバンキング等を利用して納付手

続きをする方法。事前にe-Taxの開始届出書の提
出、インターネットバンキングの契約が必要。
（4）クレジットカード納付
「国税クレジットカードお支払いサイト」から
クレジットカードを利用して納付手続きをする方
法。納税額に応じた決済手数料が必要。

 1 本人確認書類になる！
● ライブ会場の入場、携帯電話の
契約、会員登録などに使える！

● 旧姓（旧氏）の併記ができる！
● 行政手続などでマイナンバー
の提示を求められたときに、
1枚で済む！

 4 オンラインで行政手続！
● 子育てなどに関する手続もオ
ンラインで！ワンストップで！

● マイナンバーカードを使って、
e-Taxがもっとベンリに！

 5 「マイナポータル」で暮らしがもっとベンリに！
■マイナポータルを使えば…
● 行政機関などが持つあなたの情報を確認できる！
● 行政機関などからのお知らせを受け取れる！

■さらに、これからは！
● 今後、あなたの特定健診情報、薬剤情報、医療費
通知情報が確認できるようになる！

● 確定申告の医療費控除がカンタンに！

 6 民間のサービスでも使える!
● オンラインでの住宅ローン契約
や証券口座開設などに使える！書
類郵送などの手間がかからない！

● 職員証としての利用も！

 2 コンビニで各種証明書が取得できる!
● 市区町村窓口に行けないときも近くのコンビニで
住民票の写しや課税証明書などが取得できる！

 3 健康保険証として使える！
● 対応する医療機関・薬局は、順次
拡大！

● あなたの同意のもと、医師と服
薬履歴などが共有でき、より良い
医療が可能に！

● 手続きをしなくても、限度額を超
える自己負担の支払いが不要に！

マイナンバーカードの6つのメリット

キャッシュレスで国税の納付が可能

マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に
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自宅からのe-Taxがスタンダードに！
令和4年1月からスマホやマイナンバーカードを利用した確定申告がさらに便利に！！特集
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