
１
STEP 「国税庁 確定申告書等作成コーナー」

へアクセス
作成コーナー

提出方法の選択等

確定申告書等の作成の流れは映像でもご視聴いただけます。
右のＱＲコードから、「国税庁動画チャンネル」をご覧
ください。

作成の前に

マイナンバーカードを使って送信

e-Taxを利用した提出方法は２通り！

用意するものは、次の３つ！

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

① マイナンバーカード ② スマートフォン（マイナンバーカード読取
対応）又はICカードリーダライタ

又は

ＩＤとパスワードを使って送信

① ID（利用者識別番号）

② パスワード（暗証番号） ID・パスワード方式に対応した

ID・パスワード

確定申告会場（税務署）で、既にID・パスワード方式の届出を提出された方は、

申告書控えと一緒に受け取った「ID・パスワード方式の届出完了通知」をご確認ください。

「ID・PW」の文字が目印

※ ID・パスワード方式はマイナンバーカード等が普及するまでの暫定的な対応です。

マイナンバーカードの早期取得をお願いいたします。

国税局・税務署

※ ｢ID・パスワード方式の届出完了通知｣の発行を希望される方、

パスワードが不明な方は、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。

（CLICK）

（CLICK）

Ⓒ ＩＤ・パスワード方式

Ⓐ マイナンバーカード方式（スマートフォン読み取り）

Ⓑ マイナンバーカード方式（ICカードリーダライタ）

１

提出方法を以下のⒶ、Ⓑ、Ⓒ
から選択してください。

※提出方法により手順が異なります。

２
STEP

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

STEP

３

パソコンでの確定申告書等作成マニュアル

推奨ブラウザ（※）から「作成コー
ナー」と検索し、「国税庁 確定申告
書等作成コーナー」へアクセスします。

から申告書等の作成を開始します。

へ

へ

【推奨ブラウザ】
Windows → Microsoft Edge、

Google Chrome
Macintosh → Safari

③ マイナンバーカード発行時に設定した以下のパスワード
・ 署名用電子証明書のパスワード（英数字6～16桁、大文字小文字区別なし）
・ 利用者証明用パスワード（数字４桁）

85

※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

２ページの

４ページの

STEP

３-１



マイナンバーカード方式

４‐１
STEP

ＱＲコードの読み取り

マイナポータルと連携する場合

作成する申告書等を選択

STEP

３‐２ マイナポータル連携の選択

マイナポータルとの
連携には、お持ちの
スマホへのマイナ
ポータルアプリのダ
ウンロード及び利用
者登録が必要です。

マイナポータルからのデータ連携

マイナポータルから連携
したい証明書データを選
択し「申告書等を作成す
る」をクリックします。

２

申告書の作成年分を
選択した後、作成す
る申告書等の種類を
選択します。

３‐１
STEP

４‐２
STEP

表示されたＱＲコードをス
マホのマイナポータルアプ
リから読み取る

読み取り方法

STEP

６ へ
４‐１

STEP

（CLICK）

スマートフォンでマイナ
ポータルアプリを起動

アプリ内の画像右下の
アイコンをタップ

「ＱＲコード読取」を
タップ

パソコン画面に表示され
たＱＲコードを読み取る

５ページの右の へ
STEP

４-１
（CLICK）

へ３ページの



ご利用のための事前準備 ご利用のための事前確認

マイナポータルと連携しない場合
（ⒷICカードリーダライタ）

過去のe-Taxシステム利用状況に
応じて該当するものを選択します。

＜マイナンバーカード方式による確定申告が初めての方＞

ＱＲコードの読み取り

事前準備セットアップファイル
をダウンロードし、デスクトッ
プ等へ保存の上、セットアップ
ファイルを実行してください。

利用者証明用パスワード（数字４桁）を入力して、
「ＯＫ」をクリックします。

マイナンバーカードをＩＣ
カードリーダライタにセット
し、 をクリックします。

【要注意！】
利用者証明用パスワードを３回連続で間違え
るとロックされ、市区町村等でパスワードの
初期化手続きが必要となります。事前にパス
ワードをご確認いただき、ご入力ください。

マイナンバーカードの認証

お持ちのスマホにマイナ
ポータルアプリをインス
トールします。

マイナポータルアプリを起動し、
PC画面に表示されたＱＲコード
を読み取ります。

＜マイナンバーカード方式による確定申告が2回目以降の方＞

（CLICK）

（CLICK） ３

へ

へ５ページの

４‐１
STEP

４‐３
STEP

４‐２
STEP

４‐１
STEP

STEP

５STEP

４‐２
STEP

４ページの

（※既にインストール済の方は
STEP4-2へ）

マイナポータルと連携しない場合
（Ⓐスマートフォン読み取り）

読み取り方法

スマートフォンでマイナ
ポータルアプリを起動

アプリ内の画像右下の
アイコンをタップ

「ＱＲコード読取」を
タップ

パソコン画面に表示され
たＱＲコードを読み取る

４-４



利用者識別番号等の入力

➢ ID・パスワードの確認方法（例）

ID・パスワード方式の届出完了通知
（ ID・PW の文字が目印）に記載され
ています。
暗証番号の記載がない場合は、「重

要書類 利用者識別番号等の通知」を
ご確認ください。

マイナポータルと連携をしない場合

直接入力③

ICカードリーダライタで読み取り

スマホで読み取り

マイナンバーカードに記載された住

所・氏名等の必要事項を入力します。

マイナンバーカード情報の確認

次の①～③のいずれかの方法により、本人情報を入力します。

利用者証明用パスワード（数字４桁）
を入力します。

マイナポータルアプリでＱＲコードを読
み取った後、スマホでマイナンバーカー
ドを読み取ります。

４

４‐４
STEP

②

①

【要注意！】
利用者証明用パスワードを３回連続で間違えるとロックされ、
市区町村等でパスワードの初期化手続きが必要となります。
事前にパスワードをご確認いただき、ご入力ください。

STEP

３

ⒸＩＤ・パスワード方式で申告する場合

利用者識別番号(ID）と暗証番号

(パスワード)を入力します。

STEP

５
（CLICK）

へ５ページの



登録情報の確認

共通（マイナンバーカード方式 ／ ＩＤ・パスワード方式）

〇基本情報が確認できた場合の表示画面
「OK」をクリックして、「住所等の情報の
確認・訂正」画面に進みます。

〇基本情報が確認できなかった場合の表示画面
「次へ」をクリックして、「事前準備終了」画面
に進みます。

「申告書等を作成する」をクリックします。
登録情報に訂正がなければ「申告書等を
作成する」をクリックします。

作成する申告書等の選択
「作成する年分」と
「申告書等の種類」を
選択します。

申告内容に関する質問

５

STEP

５

STEP

６

これで申告の準備は完了です！

以降のステップでは申告する内容
に沿って、選択・入力していきま
しょう。

※ マイナンバーカード方式を
選択した方はこの画面で再度
作成する申告書等の種類を選
択します。

STEP

７

表示された質問に応じて
回答します。

※ 以降は「所得税」申告を選
択した場合の画面を例に進み
ます。



収入に関する入力

申告内容等の入力・確認（マイナンバーカード方式／ＩＤ・パスワード方式 共通）

９
控除に関する入力

住所・氏名等の入力

画面の案内に従って確認・入力をします。

必要な入力等を終えたら、画面下部の

をクリックします。

送信前の申告内容確認

「帳票表示・印刷」から作成した申告書等のイメージ
を確認し、誤りが無ければ次へ進んでください。

６

該当の項目の をクリックして、入力画面を開きます。
入力画面では、案内に従って源泉徴収票等の書類を基に収入金額等を入力していきます。
(注) ブラウザの戻るボタンは使用しないでください（入力内容が消えることがあります)。

STEP

８
STEP

９
STEP

10

STEP

11
STEP

12

計算結果の確認【重要】

ここまでに入力した内
容に基づき、納付すべ
き税額または、還付さ
れる金額が自動計算さ
れますので入力内容に
誤りがないか必ず確認
してください。

誤りがある場合は、各
項目の修正ボタンを
タップして修正してく
ださい。

申告書には法律によりマイナンバーの記載が義務
付けられていますので、確実に入力してください。

まだ送信されていませんので、
必ず送信（STEP13)まで行っ
てください。



マイナンバーカード方式
（Ⓐスマートフォン読み取り）

マイナンバーカード方式
（ⒷICカードリーダライタ）

Ⓒ ID・パスワード方式

暗証番号（パスワード）を入力し、
「送信する」をクリックする。

この画面が表示されれば申告は完了です！

送信データの確認

STEP

13

申告書等データの送信

STEP

14

送信前の認証（e-Taxへのログイン及び電子署名の付与）及び申告書等データの送信

表示されたＱＲコードをスマホで読み取り、
署名用電子証明書のパスワード（英数字6～
16桁、大文字・小文字区別なし）を入力し、
マイナンバーカードを読み取ると画面が自動
で切り替わります。

自動で切り替わった先の画面で「送信する」を
クリックし、確定申告書データを送信します。

マイナンバーカードをICカードリーダライ
タにセットし、「カードの読み取り」をク
リックした上で、署名用電子証明書のパス
ワード（英数字6～16桁、大文字・小文字区
別なし）を入力し、「OK」をクリックする
と、画面が自動で切り替わります。

※過去にマイナンバーカード方式により確定申告をされた方は、マイナンバーカードの読み取り操作が不要です。
※署名用パスワードは5回連続で間違えるとロックされ市区町村等でパスワードの初期化手続きが必要となり
ますので、十分に確認した上で入力してください。

から進んで、申告書のPDFデータを必ず保
存し、必要な場合は印刷してください。
税務署へ提出すべき添付書類がある場合は、申告

書等送信票（兼送付書）とともに提出してください。

７

送信票等印刷へ進む


