イータックス

自宅で確定申告︵ e-Tax
︶をしてみませんか
イータックス

適用されるため︑控除
額が 万円アップしま
す︒

メリット４
迅速に還付される

マイナンバーカード
方式による e-Tax
マイナンバーカード方式
とは︑マイナンバーカード
と ＩＣカードリーダライタ
またはマイナンバーカード
対応のスマートフォンを利
マイナンバーカード方式の
３回連続で間違えると 利用開始時において、４情
ロックされます
報（氏名・住所・生年月日・
性別）を読み取る際に使用

で提出された還
e-Tax
付申告は︑３週間程度
で処理されており︑書
面提出と比べて早くな
っています︒
▼問合せ
については︑
e-Tax
﹁ e-Tax
・作成コーナーヘル
プデスク﹂または﹁マイナ
ンバー総合フリーダイヤ
ル﹂までお問い合わせくだ
さいますようお願いします︒
● e-Tax
・作成コーナーヘル
プデスク
☎０５７０︵０１︶５９０１
●マイナンバー総合フリー
ダイヤル
☎０１２０︵９５︶０１７８

③券面事項入力 数字４桁
補助用

メリット２
添付書類の提出が省略
できる
本人確認書類の提示
または写しの添付が必
要ないほか︑生命保険
料控除の証明書などは︑
添付を省略することが
可能です︒ただし︑法
定申告期限から５年間
は︑税務署から書類の
提出または提示を求め
られることがあるので
ご注意ください︒

メリット３
青色申告者は控除額が
万円アップする
令 和 ２︵ ２０ ２０︶
年分の確定申告以降︑
事業者・不動産所得者
の 万円の青色申告特
別控除額は 万円に減
額されます︒基礎控除
額が 万円から 万円
に変わるため控除され
る総額は変わりません
が︑ e-Tax
で申告する場
合は引き続き 万円の
青色申告特別控除額が

３回連続で間違えると e-Taxにログインする際に
使用
ロックされます

す︒
運転免許証などの身分証
明書を持参のうえ︑申告す
る本人が税務署で手続きす
れば︑﹁ ＩＤ・パスワード
方式の届出完了通知﹂を当
日その場で受け取ることが
できます︒
過去に︑利用者識別番号
※
を取得している人は︑利用
者識別番号もご用意くださ
い︒︵利用者識別番号が分
からない場合でも手続きは
可能です︶

ＩＤ・パスワード方式による e-Tax
ＩＤ・パスワード方式と
は︑マイナンバーカードに
代えて﹁ ＩＤ・パスワード
方式の届出完了通知﹂に記
載 さ れ て い る e-Tax
用のＩ
Ｄ・パスワードを利用して
を行う方法です︒
e-Tax
マイナンバーカードが普
及するまでの暫定的な対応
となり︑パソコン︑スマー
トフォンのどちらからでも
申告が可能です︒マイナン
バーカード方式と違い︑マ
イナンバーカードは不要で

②利用者証明用 数字４桁
電子証明書

︵電子申告︶
e-Tax
とは？

とは︑インターネッ
e-Tax
トなどを利用して国税に関
する各種手続きを電子的に
行うことのできるシステム
です︒
で確定申告を行う場
e-Tax
合︑次のようなメリットが
あります︒

メリット１
自宅で確定申告を完了
することができる
自宅にいながら画面
の指示に従い︑必要事
項を入力することで申
告が完了するため︑混
雑する申告会場に行く
必要がありません︒
また︑ e-Tax
は通常の
確定申告の期間︵ ２月
中旬〜３月中旬︶より
も早い令和３年１月か
ら利用可能であり︑確
定申告期間中は 時間
使用することができま
す︒

・以前に e-Tax
を利用したこ
とがある人は︑利用者識
別番号と暗証番号が必要
になること
パソコンの動作環境につ
いては国税庁ホームページ
で︑マイナンバーカード対
応の ＩＣカードリーダライ
タまたはスマートフォンに
ついては︑公的個人認証サ
ービスポータルサイトで確
認することができます︒
を行うために必要なス
e-Tax
マートフォンのアプリは︑
国税庁ホームページでご確
認のうえ︑インストールを
お願いします︒

①署名用電子証 英数字６文字以上 ５回連続で間違えると 申告などデータに電子署名
明書
を行う際に使用
16文字以下
ロックされます

▼問合せ 税務グループ☎０７９︵４３５︶０３５８

新型コロナウイルス感染
症は︑ ３密︵密閉・密集・
密接︶を避けることが重要
です︒
税務署の確定申告書作成
会場であるニッケパークタ
ウンや︑町の確定申告書作
成会場では︑除菌などでき
る限りの新型コロナウイル
ス感染症対策を施しますが︑
感染リスクをゼロにするこ
とはできません︒
そこで︑確定申告書作成
会場にお越しになることな
く︑ご自宅でもできる確定
申 告 の 方 法 と し て ︑ ２種 類
の e-Tax
をご紹介します︒

用 し て e-Tax
を行う方法で
す︒
ご利用時に︑マイナンバ
ーカードを取得時に設定し
た表の①〜③の︑パスワー
ドが必要になります︒
すでにマイナンバーカー
ドを取得している人がパス
ワードを忘れてしまった場
合︑パスワードを再設定す
る必要があります︒マイナ
ンバーカードを住民グルー
プまでご持参のうえパスワ
ードの再設定をお願いしま
す︒︵マイナンバーカード
に書かれている本人がお越
しください︶

﹁マイナンバーカード方
式﹂の e-Taxについての
留意点

使用方法
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
☎０５７０（０１）５９０１
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▼留意点 マイナンバーカ
を行う場
ー ド 方 式 の e-Tax
合︑次のことを事前に確認
してください︒
・お使いのパソコンが︑確
定申告書等作成コーナー
での動作環境を満たして
いること
・マイナンバーカードを読
み取ることができるＩＣ
カードリーダライタを所
持していること
・スマートフォンを使って
マイナンバーカードを読
み取る場合︑お持ちのパ
ソコン及びスマートフォ
ブ ル ー ト ゥ ス
機能が搭
ン に Bluetooth
載されていること
・スマートフォンを使って
マイナンバーカードを読
み取る場合︑専用のアプ
リをスマートフォンにダ
ウンロードする必要があ
ること

e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナ
ーに関する問い合わせ

65
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ロック画面
入力文字数など
カードの種類

マイナンバーカードの利用に係るＩＣカ
ードリーダライタの設定などに関する問
い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
☎０１２０（９５）０１７８

▲e-Taxの
概要・利用全般
※e-Taxの利用や操作方法について、役場にお問
い合わせいただいてもお答えいたしかねます。
下記の問い合わせ先にお尋ねください。

10

10

▶問合せ e-Taxについては、「e-Tax・作
成コーナーヘルプデスク」または「マイナン
バー総合フリーダイヤル」までお問い合わせ
くださいますようお願いします。

55
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▲国税庁e-Taxキャラクター
イータ君

▶問合せ マイナンバーカードの申請についてのお問い合わせは、住民グループ（マイナンバー専用窓口）
にお願いします。住民グループ（マイナンバー専用番号）☎０７９（４３７）７０４１
マイナンバーカードは、申請してから取得まで
２カ月程度の期間を要しますので、余裕をもって申請するようにしてください。

マイナンバーカードをもっていますか？

広報はりま 2.12

国税庁ホームページの
﹁確定申告書等作成コーナ
ー﹂で︑ e-Tax
を行うことが
できます︒

▲e-Tax利用の簡便化に
ついてよくある質問

24

▲確定申告書等作成コーナー

２種類のe-Tax
① マイナンバーカード方式
によるe-Tax
② ID・パスワード方式
によるe-Tax

