
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                 
 
 
                                 
                         
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

もっと詳しく！

【本人確認書類の例】 例１ マイナンバーカード   
例２ 通知カード ＋ 運転免許証、公的医療保険の被保険者証 など 

贈与税の申告書には、 

 

 

 マイナンバーカードを利用して、ご自宅等のパソコンから e-Tax で送信する場合は、本人確認

書類を別途送付する必要はありません！ 

令和元年分

贈与税の申告のしかた

詳しくは、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞」 
【https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm】をご覧ください。 

 

 

贈与税の申告書には、「マイナンバー」の記載が必要です！

税務署 この社会あなたの税がいきている 

 

作成方法の概要や入力例は、15～19ページをご覧ください。

申告書は、「国税庁ホームページ」で作成できます！

 

● この冊子は、一般的な事項を説明しています。目 次 は、次ページをご覧ください。 

  申告や納税についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。 

この「贈与税の申告のしかた」において、「令和元年分」とあるのは、平成31年１月１日から令

和元年12月31日までの期間に係る年分をいいます。 

● 令和元年分の贈与税の申告書の受付は、令和２年２月３日(月)から同年３月16日(月)までです。 

● 令和元年分の贈与税の納期限は、令和２年３月16日(月)です。 

「国税庁ホームページ」
へアクセス
ご自宅等のパソコンから、
「確定申告」

で検索。

 
申告書を作成

「確定申告書等作成コーナー」の
画面の案内に従って

金額など
を入力。

申告書を提出
国税庁ホームページで
作成した申告書を

e-Tax又は書面
で提出。

詳しくは、６ページをご覧ください。

確定申告 検索

 

詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。 

マイナンバーカードは郵便・パソコン・スマホなどから申請でき、無料で取得できます。 

マイナンバーカード 取得方法

マイナンバーカードの取得方法

検索 

 

 
 
 
 
  

が必要です。

本人確認書類の提示又は写しの添付 

申告書にはマイナンバー（個人番号）を記載

する欄を設けており、申告をされる方（財産の

贈与を受けた方）のマイナンバーの記載が必要

です。  

マイナンバー（12 桁）の記載 

マイナンバーを記載した申告書を提出する際に

は、申告をされる方（財産の贈与を受けた方）の本

人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。  

 

 

① ② ③



   
 

 

 は に 

１ 贈与税の概要 

(1) 暦年課税

(2) 相続時精算課税

２ 贈与税の申告書の提出期間と提出先

３ 贈与税の申告書の種類  

４ マイナンバー（個人番号）の記載等について  

５ 贈与税の納付

６ 贈与税の申告に誤りがある場合  

７ 参考 

(1) 贈与税の納税義務者及び納税義務の範囲の概要 

(2) 贈与税の課税財産

(3) 信託に関する権利等の贈与

(4) 贈与財産の評価   

 申告書の作成 等   

1  「国税庁ホームページ」を利用した申告書の作成  

2 贈与税の申告書の書きかた

3 申告書の作成例  

【事 １】暦年課税（特例税率）を適用する場合  

【事 ２】暦年課税（一般税率及び特例税率）を適用する場合  

【事 】贈与税の配偶者控除の特例（暦年課税）を適用する場合  

≪贈与税の の のチェックシート・添付書類≫  

【事 】相続時精算課税を適用する場合 

≪相続時精算課税を選択する場合のチェックシート・添付書類≫  

【事 】住宅取得等資金の非課税を適用し暦年課税を選択する場合

【事 】住宅取得等資金の非課税と住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税 

選択の特例を適用する場合 

○ 住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」及び「添付書類」の区分

≪  課税のチェックシート・添付書類≫

≪  与 合の相続時精算課税選択の のチェックシート・添付書類≫

≪  贈 ( 税 )のチェックシート・添付書類≫

【事 】農地等についての納税猶予及び免除の特例（暦年課税）を適用する場合  

≪ についての贈与 の添付書類≫  

【事 】非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例を適用し暦年課税を選択する場合

≪ 式等についての贈与税の （特例措置）のチェックシート≫  

 
 の 要等  

１ 贈与税の配偶者控除の特例

２ 住宅取得等資金の非課税

３ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例

４ 震災に係る住宅取得等資金の非課税

５ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税（教育資金の非課税）  

６ 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税（結婚・子育て資金の非課税）  

７ 農地等についての納税猶予及び免除の特例 

８ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等

９ 医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除・税額控除の特例

10 医療法人の持分を有する個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったものとみなされる場合の特例

11 医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例

13 相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置 

14  災害により被害を受けた場合 
 

【参考】贈与税（暦年課税）の税額の計算明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

相続時精算課税選択届出書（様式）

本人確認書類（写）添付台紙（様式）
 

取得した財産の種類、細目、利用区分・銘柄等の記載要領 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６

・・・・・・・・・・・・・・・ ２８

・・・・・・・・・・・・・ ３０

・・・・・・・・・・・・・・・ ３１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２

・・・・・・・・・・・・・・ ３５

・・・・・・・・・・・・ ３６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８

・ ４２

・・・・・・・・・・・・・・・ ４３

・・・・・ ５５

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

 ５８

・ ５９

・ ６１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６６

・・・・・・・・・・・・・ ６９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７１

・・・ ７３

・・ ７４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７５

・・・・・・・・・・・・・・・ ７８

・・・・・ ８８

・ ９２

・・・・・・・・・・・・・・・・ ９３

12 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除等 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ９4

・・・・・・  １０１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０１

 １０３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０７

・・・・・・・・・・・・・・  １０９

・ ４７

・ ５１



贈与税の申告書は、 

国税庁ホームページで作成！ 

確定申告１

◎ 税務署に行く手間がかかりません︕

「国税庁ホームページ」へアクセス

◎ 確定申告期間中は 24時間いつでも利用できます︕

申告書を作成
「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額などを入力するだけで
申告書が作成できます︕

２

３ 申告書を提出 申告書の提出は e-Tax（データ送信）または郵送等で！

〒
サービス（有料）を利用すれば、印刷できます。

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 月 日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

年 月 日まで有効

性別 女

□□市長

① マイナンバーカード
用意するものは、次の２つ

（見本）

・パスワード方式に対応した
・パスワード↓

e-Taxで送信して提出

印刷して郵送等で税務署へ提出
プリンタをお持ちでなくても、コンビニエンスストア等のプリント

●添付書類のイメージデータによる提出について
贈与税の申告書作成コーナーから、 で贈与税の申告書を送信する場合、別途郵送等で書面により提出する必要が

ある特定の添付書類（例︓戸籍の謄本など）について、書面による提出に代えて、イメージデータ（ 形式）により提
出することができます。

・｢ ・パスワード方式の届出完了通知｣の発行を希望される
場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類を
お持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

・確定申告会場で、既に ・パスワード方式の届出を提出さ
れた方は、申告書の控えと一緒に保管されている場合があ
りますので、ご確認ください。

（注）・ID・パスワード方式は暫定的な対応です。
お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

・メッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカード等が必要です。

（注） 詳しくは、e-taxホームページ【https://www.e-tax.nta.go.jp】
　　 をご覧ください。

・
が目印

② ICカードリーダライタ又は
　 マイナンバーカード対応のスマートフォン

又は

取得方法は表面
を見てね！

一部の端末のみ

（注）確定申告期間以外の利用可能時間やメンテナンスによりご利用いただけない時間帯については、e-Taxホームページでご確認ください。

（マイナンバーカード方式） （ID・パスワード方式）（注）
IDとパスワードで送信マイナンバーカードを使って送信




