
国税庁ホームページへアクセス

はじめに準備するもの

ＩＤとパスワードで確定申告
（ID・パスワード方式）

マイナンバーカード
を使って確定申告

（マイナンバーカード方式）

②マイナンバーカード対応のスマートフォン

① マイナンバーカード

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

マイナンバーカードを
お持ちの方

税務署でID・パスワードを
取得された方

※ 操作画面は開発中のものであり、実際の画面と異なる場合があります。

･ iPhone、Safariの名称及びそのロゴは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

･ iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

･ Android、Chrome 、Chromeロゴは、Google LLC の商標又は登録商標です。

ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知

（見本）

ID・パスワード方式に対応した

ID・パスワード↓

マ イ ナ ポ ー タ ル×確 定 申 告

マイナポータルとの連携で
生命保険料控除などが自動入力！！

・自動入力するためには、事前設定が必要となります。
・今後、自動入力対象がさらに拡大していく予定です。

マイナポータル連携
特設ページはこちら

スマホ操作手順の詳細は、
「国税庁動画チャンネル」
でもご覧いただけます。

国税庁e-Taxキャラクター
イータ君

マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん 1

令和４年分 スマホ操作マニュアル

前年のデータ（.data）をお持ちの方は
こちらをタップして保存データの読み込
みを行うと便利です！（12ページ参照）

マイナンバーカードを使った申告がさらに便利に！

このマニュアルは下の表に該当する方への操作手順書になります。

年 分 令和４年分のみ

所 得
給与所得（特定支出控除適用者を除く）、
雑所得、一時所得、上場株式等の譲渡所得（特定口座のみ）

所得控除 全ての所得控除（雑損控除含む）

税額控除 政党等寄附金特別控除、災害減免額、外国税額控除等

そ の 他 予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額

※表以外の方も、このマニュアルの画面とは異なりますが、スマホで申告書が作成できます。

｢作成開始｣をタップ

次のブラウザから国税庁ホームページへアクセスし
｢確定申告書等の作成はこちら｣のバナーをタップ！

対応ブラウザ

iPhone

Safari

Android

Chrome

（申告の流れ・
Q&Aはこちら）

申告する収入等を
チェック

表示される質問に「はい」
又は「いいえ」で回答

チェックが終わった
ら、「確定」をタッ
プします。

４

令和５年３月15日

令和５年３月31日

下にスクロールして「次へ」
をタップ

【確定申告書等作成コーナー】

作成コーナー

作成する申告書等を選択

提出方法を選択し、「次へ」
をタップ



ID・パスワードの入力（ID・パスワード方式の方）

マイナンバーカードの読み取り（マイナンバーカード方式の方）

マイナンバーカードの上
にスマホを置き、「読み
取り開始」をタップ

ＩＤ・パスワード方式について、ＩＤ・パスワードの
認証を制限回数を超えて失敗すると、下のメッセージ
が表示され、当日はログインができなくなります（翌
日以降、再度ログインの必要があります）。

ＩＤ・パスワードの入力について

「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」
をご準備の上、利用者識別番号と暗証番号
を入力

基本情報が登録されている方

基本情報が登録されていない方

内容を確認して、
変更がある場合は
「訂正」を、変更が
ない場合は「次へ」
をタップ

の項目を全
て入力

利用者情報の確認・訂正

2

全て入力したら、画面
一番下の『内容を変更
する』をタップ

「マイナポータルアプリ」
のインストールが必要です。

マイナポータルアプリ
（アプリを開く必要はありません）

マイナンバーカード
読み取り対応端末の
一覧はこちらから

マイナンバーカード受け
取りの際に設定した、利
用者証明用電子証明書の
パスワード（数字４桁）
を入力

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、市区町村の窓口等でロックの解除が

必要となりますので、十分にご注意ください。



読取中…

⑥ 給与入力画面へ反映

内容確認・補正

カメラへの
アクセスを
許可

読取完了！

② カメラで源泉徴収票を撮影

カメラ読み込みでカンタン入力！
収入金額の入力 １ 給与所得

入力のポイント

・カメラ読み込みではなく直接入力

される方は、画面右下の「見本」

をタップして見本を参考に入力し

ます。

・「年末調整済み」と「年末調整未済」の源泉徴収票の見分け方

右図の の記載の有無

で判断します。

記載あり→年末調整済み

記載なし→年末調整未済

① カメラ読み取りの選択

内容を読み取る

③ 撮影画像の確認

④ OCR読取処理 ⑤ 読取内容の補正

３ページ

４ページ

４ページ

５ページ

５ページ

3

読み取った金額とお手持ちの源泉徴収票
の金額に誤りがないか確認を行い、誤り
がある場合は、金額を補正する。

４

見本 。

╲パシャリ／

該当する所得をタップし、それぞれ入力

会社員の方やパート・アルバイトの方で、
「給与所得の源泉徴収票」をお持ちの方

原稿料や講演料、個人年金、副業、暗号資産等
他の所得に当てはまらない所得がある方

生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金、競馬
や競輪の払戻金などの所得がある方

２

４

３

国民年金や厚生年金などの所得があり、
「公的年金等の源泉徴収票」をお持ちの方

１

該当する所得の入力が終わったら
「次へ」をタップ
次は、所得控除（６ページ）へ！

５

特定口座の株式売却損益・配当金や令和３年分
の申告で繰り越した上場株式等の譲渡損失を申
告する方

令和４年分 給与所得の源泉徴収票



２ 雑所得（公的年金） ３ 雑所得（その他）

暗号資産の所得の計算は、国税庁ホーム
ぺージ「暗号資産の計算書（総平均法
用）」をご活用ください。

〈見本〉

入力のポイント

・２枚以上の公的年金の源泉徴収票がある方は、１件ずつ入力します。
・個人年金はこの画面ではなく、右の画面の「３ 雑所得（その
他）」で入力します。

入力のポイント

A

B

C

D

E

F

G

4

４

該当する金額や名称等を
入力

支払者はこちらで確認

見本 。

Ⓐ～Ⓓのどこの区分に金額が記載されている
か確認

該当する区分をチェックすると「支払金額」と
「源泉徴収税額」が入力可能

該当する種目を選択



・「特定口座年間取引報告書」の入力
・「上場株式等に係る繰越損失」の入力

５ 株式等の売却・配当等の入力
〈見本〉

〈見本〉

４ 一時所得

一時所得は以下の計算式で算出されます。

（収入－必要経費－５０万円（特別控除））×１／２

見本のボタンをタップし、表示さ
れた見本を参考にⒶ～Ⓚの金額等
を１口座ずつ入力

＜譲渡損失の繰越額がある方＞
令和３年分の確定申告書付表（上場株式
等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控
除用）を確認し、見本のⒶ～Ⓒ欄の金額
を入力

参考

見本

5

A

B

C

見本

該当する金額や名称等を
入力

３

３

３

２

令和元年

該当する種目を選択



所得控除の入力 １ 医療費控除

領収書が複数ある場合は、「病院・
薬局」ごとにまとめて合計額で入力
してOK！

８ページ

８ページ

９ページ

９ページ

８ページ

８ページ

９ページ

6

全ての領収書の入力が終わったら、
「入力内容の確認」をタップ

該当する所得控除等をタップし、
それぞれ入力します。

いずれかを選択

６ページ

７ページ

７ページ

７ページ

７ページ

７ページ

１

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

該当する所得控除等の入力が終わったら「次へ」
をタップ
次は、住民税に関する事項（１０ページ）へ！

医療費の領収書を直接入
力する場合は「利用しな
い」をタップ



２ 社会保険料控除

３ 小規模企業共済等掛金控除

４ 生命保険料控除

５ 地震保険料控除

源泉徴収票に記載のない社会保険料
がある場合は、こちらから種類を選
択して、支払金額を入力

上記のほかに入力する社会保険料が
ある場合はこちらをタップ

➀の保険の種類を確認し、選択

金額の記載のある分類を確認し、
該当する項目に入力

６ 寄附金控除

※旧生命保険料控除 １

２

➀の適用制度が新生命か旧生命か
確認し、選択

金額の記載のある分類を確認し、
該当する項目に入力

証明書等が複数ある場合は、
全ての証明書等を入力

全ての証明書等の入力が終わっ
たら、「入力内容の確認」を
タップ

7

１

１

１

２

２

２

〈見本〉

〈見本〉

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
の適用を申請している方も、確定申告を
行う際は、全てのふるさと納税の金額を
寄附金控除額の計算に含める必要があり
ます。

入力のポイント

７

源泉徴収票に記載のないiDeCo
（イデコ）がある場合はこちら
を入力

寄附金の受領証明書等を
参考に１件ごとに①～⑤
を入力

２

３

４

５

１



９ 障害者控除

８ 勤労学生控除

７ 寡婦、ひとり親控除

この控除は申告するご本人が寡婦
又はひとり親に該当する場合に受
けられる控除です。

入力のポイント

この控除は申告するご本人が学生で、一定の要
件を満たす場合に受けられる控除です。
ご家族に学生の方がいる場合に受けられる控除
ではありません。

入力のポイント

この控除は「申告するご本人」が障害者である
場合に受けられる控除です。
扶養しているご家族が障害者である場合は、次
のページの「11 扶養控除」で入力します。

入力のポイント

10 配偶者控除

8

配偶者の情報を入力

理由を選択すると、質問が
順番に表示されますので、
「はい」又は「いいえ」を
選択

申告する方が勤労学生に該当する
場合は、「該当する」にチェック
すると、質問が順番に表示されま
すので、「はい」又は「いいえ」
を選択

障害者の区分を選択

特別障害者とは
精神障害者手帳１級、
身体障害者手帳１・２級
養育手帳「A」
などをお持ちの方が該当します。

配偶者の収入金額がある場合に入力



11 扶養控除 12 予定納税

実際に納付したかどうかにか
かわらず、税務署から通知さ
れた「予定納税額」に記載の
第１期分と第２期分の合計金
額を入力します。

入力のポイント

13 本年分で差し引く繰越損失

・令和３年分以前に雑損控除を受けた方で、本年分で
適用できる繰越損失がある方はこの画面から入力し
ます。

・繰越損失がある方は、令和３年分の確定申告書第四
表の翌年以降に繰り越す金額を確認して入力します。

入力のポイント

本年分の合計所得金額が48万円を超える親族
の方は、扶養控除の対象になりませんので、
お気をつけください。

入力のポイント

9

年分ごとに繰越金額を入
力

すべての扶養親族を入力したら、
「入力内容の確認」をタップ

令和元年分（3年前）の繰越額

〈見本〉

令和２年分（２年前）の繰越額

令和３年分（１年前）の繰越額

３

上記のほかに扶養親族がいる場合は、
「もう１人入力する」をタップ

繰越金額のある年分を選
択

30

30

30

１

１

１

２

２２

４



《納付する場合》

計算結果の確認

口座振替による納付がオススメです。

また、納付額30万円以下の場合コ

ンビニQR納付もできます。

申告書控えと一緒に表示される納付

用のQRコードを利用してコンビニ

で納付できます。

＜申告内容の確認＞

「帳票表示・印刷」をタップ

し、表示された送信前の確定

申告書の内容を確認

入力内容の確認

Android

確認後、「戻るボタン」
をタップして、元の画面
に戻る

iPhone

確認後、「タブボタン」
をタップして、表示して
いるタブを閉じて、元の
画面を開く

この画面ではまだデータの送信
（申告書の提出）は行われていません！

住民税に関する事項

の項目を「はい」又は「いいえ」で回答
し、「次へ」をタップ！

「はい」と回答した項目について、画面が表示
されますので、画面の案内に沿って入力 10

氏名や生年月日などの本
人情報及びマイナンバー
を入力

《還付される場合》

令和04年分の申告書等送信票（兼送付書） 令和04年分の申告書等送信票（兼送付書）

還付金の受取方法を選択し口

座情報等を入力

（還付金の受取口座について

は、申告するご本人の口座に

限ります。）。



読み取り後、画面の
案内に従って、進み
ます。

この画面が表示されたら
送信は成功です。

送信！（マイナンバーカード方式の方）

（例）a12345678

暗証番号を入力し、「送信

する」をタップ

（２ページで入力した暗証

番号と同じものを入力）

この画面が表示されたら

送信は成功です。

送信！（ID・パスワード方式の方）

申告書の控え（PDFファイル）の保存へ

申告書の控え（PDFファイル）の保存

申告書が表示されたら、画面下のシェアボタ
ンから任意の保存先（『ブックにコピー』や
『ファイルに保存』）をタップ

令和04年分の申告書等送信票(兼送付書)

申告書が表示されるとと
もに、自動的に端末内の
ダウンロードフォルダに
データが保存されます。

令和04年分の申告書等送信票(兼送付書)

自動的に保存されます

入力データ（.data）の保存

「入力データ（.data）」を保存しておくと、翌年以降、この

データを利用して申告書を作成できます。

「終了」をタップすれば、申告書の作成・提出は終了です。

「申告書等送信票（兼送付書）」に「別途提出」と記載された添付

書類は、郵送などで税務署に提出してください。

これで終了です。お疲れさまでした。
次のページに印刷方法などの参考情報
を掲載しています。

ファイル名：r4syotoku_smart.data

Android iPhone

11申告書の控え（PDFファイル）の保存へ

※過去にマイナンバーカード方式で申告された方は読取り不要です。

署名用電子証明書：英数字６

桁～16桁

のパスワードを入力 「帳票表示・印刷」をタップ



【参考】保存したデータを利用した申告書の作成

※「 Download 」フォルダが開いていない場合

は、左上の をタップして、メニューから

「 Download 」を選択

12

Android

iPhone

【参考】 保存したPDFの探し方

Android

iPhone

❶

❷

❸

❹

Chrome

「r４syotoku（1）.pdf」
のファイルを探します。

「r４syotoku」のファ
イルを探します。

ご自身で保存した場所
をタップ

ファイル Book

❶

❷

❸

❹
❶

❷

❸

r4syotoku(1).pdf

r4syotoku r4syotoku

r4syotoku

「r4syotoku」のファ
イルを探します。

※「.data」をiCloudDrive内に保存している場合の手順です。

（.data）
書を作成される方は以下の手順をご覧ください（機種や設定によって画面が違う
場合があります。）。

【参考】 保存したPDFを印刷する方法

画面右上の「メニュー」を開き、

「作成の流れ」をタップ
印刷の詳細はこちらから
確認！

Ⓐの場合：「r3syotoku_smart.data」

Ⓑの場合：「r4syotoku_smart.data」

を選択

令和３年分のデータ

を利用する場合

Ⓐ

作成途中の令和４年分

データを利用する場合

Ⓑ

Ⓐの場合：「r3syotoku_smart.data」

Ⓑの場合：「r4syotoku_smart.data」

を選択

Ⓐ

こちらをタップして、ご自身の

端末に応じて下の手順でデータ

読み込みを行ってください。

Ⓑ

表示される質問について、１～

の画面に進みます。

2023年２月16日

2023/02/162023/02/16


