
２ あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会

（将来構想）
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税務署に行く理由
（主なもの）

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て

8

確定申告
（納付・還付）

申請・届出

税務署に行かなくてもできるようにするために実現を目指す仕組み

相談

• 必要なデータを自動反映
• 納付、還付は登録済口座を利用

マイナポータルや
e-Taxのアカウント画面で
特例適用や納税の状況を確認

＊ 質問内容を入力するとAIを活用して自動で回答を表示するサービス

• 手続自体の要否を見直し
• 入力項目は最少限に

数回のクリック・
タップで完了

登録済口座 その他

（振込先）

上記内容を確認の上、申告

還付金は
3,000円です。

（あなたの所得）
給与 2,400,000円
年金 600,000円

（所得控除）
生命保険料 120,000円

もっと見る

特例適用状況
の確認

納税証明書
の入手

あなたの情報

所得税等に関する事項

所得税申告区分 青色

〇〇特例 適用なし

〇〇特例の適用を届け出る

納税の状況（〇月〇日時点）

未納税額はありません

納税状況データのダウンロード

税務相談
チャットボット

土地を売った

土地や建物を売却
した場合は、確定
申告が必要となる
場合があります。
具体的には、…

（入力欄）

申告・申請等の簡便化

自己情報のオンライン確認

⇒ 構想１・２

⇒ 構想３

チャットボット＊の充実等 ⇒ 構想４

プッシュ型の情報配信 ⇒ 構想５



確定申告に必要なデータ（給与や年金の収入金額、医療費の支払額など）を申告データに自動で取
り込むことにより、数回のクリック・タップで申告が完了する仕組みの実現を目指します。

構想１：税務署に行かずにできる「確定申告（納付・還付）」（申告の簡便化）

自分で入力

はい（自動で計算）

所得税を自動で
計算しますか？

（将来のイメージ）

還付金は
3,000円です。

登録済口座 その他

（振込先）

上記内容を確認の上、申告

（あなたの所得）
給与 2,400,000円
年金 600,000円

（所得控除）
生命保険料 120,000円

もっと見る
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（現状：税務署に行く場合）

① 申告に必要な情報を入手・整理
（例）

・源泉徴収票（給与・年金）
・生命保険料控除証明書 等

※ほとんどが紙で交付

③ 申告データを作成するシステム
（国税庁HP「確定申告書等作成
コーナー」）に必要な事項を個々
に入力
※還付金振込口座は毎年入力

④ e-Taxで申告データを送信

② 税務署（申告相談会場）を往訪
※確定申告期は混雑

① マイナポータルからログインして「確定申告」を選択

② 「自動で計算」を選択 ③ 内容を確認の上、申告

データを
自動反映

（注）
・ 国税庁では、マイナポータルを通じて入手したデータを申告データに自動的に取り込む仕組みの整備を進めています。

（既に取込可能：生命保険料、特定口座取引等。令和４年～：損害保険料、ふるさと納税等）
・ 必要な全てのデータを自動的に取り込むためには、データ交付の普及（発行者の協力）やシステムの刷新等が必要になります。
・ 国税庁の提供する「年調ソフト」を利用すれば、年末調整関係書類についても必要なデータを自動的に取り込むことが可能です。

※個々の項目や還付金振込口座の入力は不要
（振替納税を利用すれば納付も自動に）



ワンスオンリー（一度提出した情報は、二度提出することは不要とする）を徹底する観点から、申
請や届出については、その要否を不断に見直します。その上で、必要なものについては、入力事項
を最少限にし、数回のクリック・タップで手続が完了する仕組みの実現を目指します。

構想２：税務署に行かずにできる「申請・届出」（申請等の簡便化）

（将来のイメージ）

10

（注）
・ これまでも、e-Taxで国に提出した財務諸表データについては地方自治体への提出を不要とするなど、ワンスオンリーの実現に向けて

取り組んでいます。
・ 利用者目線に立ったサービスを提供するため、デジタル庁をはじめとする他省庁とも協働しつつ、国税以外の行政手続も含めたワンス

トップ・サービスの実現を目指します。

〇〇特例の届出

〇〇特例の適用を受けるためには、
以下の要件を満たす必要があります。
各要件を確認の上、満たしている場
合はチェックをしてください。

・・・

・・・

〇〇特例の適用を届け出る

（現状・課題）

・申請や届出は、個々の手続ごとに
様式が定められている

・オンライン（e-Tax）による場合も、
基本的には書面様式を前提とした
フォーマットへの入力が必要

所得税等に関する事項

所得税申告区分 青色

〇〇特例 適用なし

あなたの情報

〇〇特例の適用を届け出る

① マイナポータルの「あなたの情報」又はe-Taxのアカウント画面
（構想３参照）から必要な手続を選択

② 必要な項目をチェックの上、
「届け出る」等を選択

（書面様式のイメージ）



構想３：税務署に行かずにできる「特例適用状況の確認等」（自己情報のオンライン確認）

（将来のイメージ）
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（現状：納税証明書の例）

（注）
・ e-Taxで送信した申告データは現状でもe-Tax上で確認することができます。このほ

か、書面で提出した申告書等のイメージデータもe-Tax上で確認できる仕組みの提
供に向けて必要な作業を進めています（令和４年５月開始予定）。

・ 本構想は、申告以外のデータも対象とするものです。現時点では、e-Taxのアカウ
ント画面で自己情報を表示する機能を整備した上、個人の方についてはマイナポー
タルでも確認できるよう、データを連携するという方法を想定しています。

特例適用（青色承認、消費税簡易課税等）や納税（未納税額がない旨等）の状況については、マイ
ナポータルやe-Taxにより確認できる仕組みの実現を目指します。

① 税務署を往訪

② 交付請求書を
記入・提出

③ 納税証明書（紙）
の受領

④ 金融機関等に対して
納税証明書（紙）を提出

（注）
・ 納税証明書の交付請求及び受領はオンラ

イン（e-Tax）によることも可能です。
・ オンラインで交付するPDFデータにQR

コードを表示し、真正性を確保する仕組
みを提供予定です（令和３年７月予定）。

あなたの情報

所得税等に関する事項

所得税申告区分 青色

〇〇特例 適用なし

〇〇特例の適用を届け出る

納税の状況（〇月〇日時点）

未納税額はありません

納税状況データのダウンロード

マイナポータルの「あなたの情報」又はe-Taxのアカウント画面において、
過去に提出した申請・届出の状況や納税の状況を確認。



構想４：税務署に行かずにできる「相談」①（チャットボットの充実等）

（将来のイメージ）
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（現状）

（注）
・ これらの利用状況を踏まえ、国税庁ホームページの内容も随時改善していきます。
・ デジタル機器に不慣れな方も安心して相談できるよう電話相談の充実（技術の進展に

伴う機能追加、専用ダイヤルの導入等）に取り組むほか、チャットボットで解決しない
場合は電話相談など職員による対応につながる仕組みの導入等も検討していきます。

税務手続に関する不明な点は、オンラインで調べればすぐに解決できるよう、チャットボット＊１や
タックスアンサー＊２について、内容の充実や使い勝手の向上を図っていきます。

・チャットボットは、サービスの運
用を開始してから間もないため、
対応項目が限定

１ あなたの職業について教えてください。

２ あなたの状況について教えてください。

自営業 会社員・公務員

病院に行った 土地を相続した

…

…

・
・

No.〇 医療費を支払ったとき（医療費控除）
No.〇 医療費控除の対象となる医療費

・
・

（タックスアンサー）

タックスアンサーの改善
（令和４年４月リリース予定）

税務相談
チャットボット

土地を売った

土地や建物を売却し
た場合は、確定申告
が必要となる場合が
あります。
具体的には、・・・

（入力欄）

チャットボットの充実
（対応項目を順次拡大）

＊１ 質問内容を入力するとAIを活用して自動で回答を表示するサービス ＊２ よくある質問に対する回答（国税庁ホームページに掲載）

・タックスアンサーは、税目ごとに
分類

・大きな分類項目から小さな分類項
目へと順次選択していく構造と
なっており、知りたい情報にたど
り着きにくい点が課題

（注）年末調整については令和２年10月か
ら、確定申告については令和３年１
月から運用を開始しており、累計400
万件超の質問を受け付けています。



構想５：税務署に行かずにできる「相談」②（プッシュ型の情報配信）

（将来のイメージ）
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マイナポータルやe-Taxのお知らせを通じ、申告の要否や適用できる特例など、個々の納税者の状況
に応じた情報（カスタマイズ情報）をプッシュ型で提供する仕組みの実現を目指します。

お知らせ

・〇月〇日に発生しました地震の影響
により、お住まいの地域（〇〇市）
につきましては、所得税及び消費税
の申告期限及び納期限が延長されて
います。

申告期限等の延長について（詳細）

例１：災害にあった方へのお知らせ

・災害により住宅や家財などに損害を
受けた場合は、確定申告を行うこと
で①所得税法の雑損控除又は②災害
減免法の適用を受けることができま
す。

雑損控除と災害減免法（詳細）

・
・
・

お知らせ

・不動産を売却した場合、所得税の確
定申告が必要となる場合があります。

確定申告が必要かどうか確認する

例２：申告が必要な方へのお知らせ

譲渡物件：土地
物件所在地：〇〇県〇〇市…
譲渡収入：10,000,000円

取得価額 円

譲渡費用 円
入力してください

入力してください

国税庁の

システム

法定調書
情報＊

＊ 不動産業者が、誰から
どの不動産をいくらで購
入したかを記載した調書
を税務署に提出する制度
があります。

（注）災害等に関する情報については、現在も国税庁ホームページにおいて、適時に必要な情報を提供するよう取り組んでいます。

申告シミュレーション



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て【工程表】①
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データ（主な保有機関等）

実現時期（注１）

令和３
（2021）

令和４
（2022）

令和５
（2023）

令和６
（2024）以降

所得

年金 年間収入金額（日本年金機構）

給与 年間収入金額（勤務先）

事業・雑 収入、経費（会計ソフト・支払調書）

特定口座取引 取引金額（証券会社）

所得
控除

生命保険料 保険料支払額（生命保険会社）

地震保険料 保険料支払額（損害保険会社）

社会保険料 国民年金保険料負担額（日本年金機構）

医療費 医療費支払額（審査支払機関）

ふるさと納税 寄附金額（仲介業者）

その他 住宅ローン 年末残高（金融機関）

〇 確定申告（必要なデータの自動取込等）

令和５年１月～

令和３年１月～（対応する証券会社を順次拡大）

令和４年１月～（対応する保険会社を順次拡大）

令和４年２月～

令和３年１月～（対応する保険会社を順次拡大）

※未定 ⇒ 実現方式の検討が必要（注２）

（注１） 実現時期は「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12月25日閣議決定）の記載等に基づく現時点の見通し。
（注２） 給与の源泉徴収票については、令和４年１月以降、所定のクラウドに保存する方式による提出が可能となる予定。

また、確定申告書等作成コーナー（申告データを作成できる国税庁ホームページ上のシステム）において、スマートフォンの カメラで
源泉徴収票（紙）を読み取ることにより金額等を自動入力できる機能を提供する予定（令和４年１月リリース予定）。

令和４年１月～（対応する仲介業者を順次拡大）

令和３年１月～（対応する金融機関を順次拡大）

令和５年１月～
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必要な検討・作業

工程

令和３
（2021）

令和４
（2022）

令和５
（2023）

令和６
（2024）以降

申請・届出
（簡素化）

手続の要否の検討

必要な手続の記入項目の検討

e-Taxのシステム改修

特例適用や
納税の状況

の確認
マイナポータルやe-Taxで確認
できる情報の範囲を検討

相談

チャットボットの充実

タックスアンサーの改善

プッシュ型の情報配信

〇 確定申告以外

件数の多い手続から順次検討
（⇒ 必要に応じ、制度の見直しも検討）

リリース開発

リリース

令和８年
リプレース時の
実現を目指す

制度・予算等の観点から可能な
ものがあれば順次改修を検討

開発

利用者のニーズも踏まえ順次検討

次期リプレースに
向けて一定の結論
（令和４年中）

利用者のニーズも踏まえ順次検討

令和４年４月リリース予定開発

反映

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て【工程表】②

利用者のニーズも踏まえ順次検討



（参考）e-Tax利用率の推移
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75.5%
77.6%

82.1%
84.9%

86.7%

39.1% 40.6%

44.0%
47.5%

55.2%

14.4%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

法人税申告 所得税申告 相続税申告

〔平成28年4月～〕
・添付書類のイメージデータ化(法人税等)
・e-Taxデータ変換プログラムの提供
・受付日を最終土曜・日曜に拡大（５・８・11月）

〔平成31年１月～〕
・受付時間を最終土曜・日曜に拡大（毎月）
・送信容量の拡大

〔平成29年1月～〕
・添付書類のイメージデータ化(所得税等)
・マイナポータルとの連携

〔平成31年１月～〕
・マイナンバーカードを用いたログインの簡便化(所得税等)
・スマホ専用画面の導入

〔令和２年１月～〕
マイナンバーカードを用いたログインの簡便化の
対象拡大(所得税等)

〔令和元年10月～〕
相続税のe-Tax利用開始

※ 所得税申告については、確定申告会場で申告書を作成しe-Taxで提出した分を含む。

目標：90％

目標：65％

目標：40％

・ 国税庁では、平成16年度より国税電子申告・納税システム（e-Tax）の運用を開始。
・ 国税に関する全ての申告や申請について、原則としてオンラインで手続可能。
・ e-Tax利用率は順調に増加。令和５年度末のオンライン利用率目標を設定し、更なる向上を目指す。



金融機関窓口
3,008万件（67％）
金融機関窓口

3,008万件（67％）ｂんｂｂ

納付手段の多様化

（参考）納付手段の多様化とキャッシュレス納付の推進

17

税務署に行かなくても納付が行えるよう、従来、様々な納付手段を提供しています。納税者の利便
性を向上させるとともに、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、引き続き金融
機関や関係省庁と協力して、キャッシュレス納付の推進に取り組んでいきます。

（参考）国税の納付件数（手段別内訳：令和２年度実績）

コンビニ納付 194万件（4％）税務署窓口103万件（2％）

＊「キャッシュレス納付」とは、現金（紙幣・硬貨）を使用しない非対面の納付方法を意味し、振替納税・ダイレクト納付・インターネットバンキング・
クレジットカード納付の合計を指す。

キャッシュレス納付
1,304万件（29％）

金融機関窓口
2,858万件（64％）

従来の手段：税務署窓口、金融機関窓口、振替納税（登録口座からの自動引落し）

+

・インターネットバンキング（平成16年６月～）：金融機関のサービスを利用したオンライン納付

・コンビニ納付（バーコードは平成20年１月～、QRコードは平成31年１月～）

・ダイレクト納付（平成21年９月～）：e-Taxを利用したオンライン納付

・クレジットカード納付（平成29年１月～）：専用サイトを利用したオンライン納付

・スマートフォンを使用した決済サービスによる納付（令和４年12月導入予定）

キャッシュレス納付の推進に向けた取組

・税理士や未利用者に対する利用勧奨 ・関係民間団体や金融機関と連携した周知・広報

・金融機関や総務省等との協働による対応策の検討・実施


