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手続き別ガイド 

新型コロナに係る 

課税標準特例の申告 
【eLTAX を利用した新型コロナに係る課税標準の手続手順】 
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はじめに 

「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市

計画税の課税標準の特例措置」とは、新型コロナウイルス感染症及びその感染拡大防止のための措置の影響

等により、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び

都市計画税の課税標準の軽減を行う特例措置のことです。 

今回の特例措置では、「厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和 3 年度課税の 1 年分に限り、償

却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を 2 分の 1 またはゼロにする」こととさ

れています(対象や軽減割合等、制度の詳細については、総務省ホームページや申告先の地方公共団体にご

確認ください)。 

この特例措置を受けるための申告は、新型コロナウィルス感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、窓

口受付や郵送のほか、eLTAX を経由して電子的に手続きを行うことができます。 

 (参考) eLTAX ホームページの案内ページ 

  https://www.eltax.lta.go.jp/news/02230 

本書では、この措置を受けるための申告を「新型コロナに係る課税標準特例の申告」または「特例申告」

と呼びます。本書では、この申告に的を絞って、eLTAX で手続きを行う一連の流れを説明します。 

 

新型コロナに係る課税標準特例の申告には、申告期限が設けられています(令和 3 年 2 月 1 日)。申告にあ

たっては、認定経営革新等支援機関等に認定を受ける等、準備が必要なものがありますので、早めにご準備

いただくことをお勧めいたします。本書が円滑に特例申告を行うための一助になれば幸いです。 

なお、本ガイド内に説明の記載されていない用語等は、本書とは別に用意されているマニュアル

『PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】』をご参照ください。 

 

  

https://www.eltax.lta.go.jp/news/02230
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 特例申告の手続きについて 

はじめに、新型コロナに係る課税標準特例の申告の手続き全体の一般的な流れを示します。 

 

1.1 全体の流れ 

初めて eLTAX をお使いになる方が、特例申告の手続きを eLTAX で行う際の流れは、以下のようになりま

す。 

 

 

このうち、「eLTAX を利用できるようにする」の部分については、本書では概要のみ説明しています。詳細

は、本書とは別に用意されているマニュアル『PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、

納税等】』をご確認ください。 

 

  

 特例申告の際に必要になるものと、eLTAX を利用するために必

要になるものを、それぞれ用意します。 

 「1.2 手続きに必要になるものを揃える」 

 PCdesk(WEB 版)を利用するパソコンの動作環境を整え、利用届

出(新規)を行い、利用者 ID を取得します。 

 「2 eLTAX を利用できるようにする」 

※ 既に eLTAX の利用届出を行い、eLTAX の利用者 ID を取得済みの

場合は、この手順は不要です。 

※ 特例申告の提出先が 1 団体のみの場合は、利用者 ID を取得せずに

申告を行うこともできますが、複数団体への一括提出やメッセージ

ボックス機能など、利用者 ID を取得することで使える便利な機能

もありますので、できるだけ利用者 ID を取得することをお勧めし

ます。 

 PCdesk(WEB 版)を操作して、特例申告の手続きを行います。 

 「3 特例申告の手続きを行う」～ 

必要になるものを揃える 

eLTAX を 

利用できるようにする 

地方公共団体へ 

特例申告を行う 



特例申告の手続きについて 

 2 

  

1.2 手続きに必要になるものを揃える 

特例申告を行うにあたって必要となるものを揃えます。入手に時間がかかるものもありますので、早めに

ご準備いただくことをお勧めします。 

 

1.2.1 特例申告の手続きのために必要なもの 

申告書 および 申告書に添付する書類として、通常以下のものが必要となります。 

なお、ここには一般的な内容を記載しておりますが、申告先の地方公共団体や申請者の個々の事情等によ

り、詳細が異なる場合がありますので、ご不明な場合は申告先の地方公共団体へご確認ください。 

紙で用意した場合は、eLTAX で電子申告する際には、電子化して PDF 形式などにしてください。 

 

① 新型コロナに係る課税標準特例の申告書 

原則として、提出先の地方公共団体の指定する方法(様式)により申告を行う必要があります。但し、

eLTAX により複数団体に一括して申告を行う方は、eLTAX ホームページに掲載の様式を用いることもで

きます。 

② (複数団体に一括して申告する場合)eLTAX ホームページに掲載の複数団体用専用様式 

eLTAX により複数団体に電子手続きを行う方は、eLTAX ホームページに掲載の複数団体用専用様式に所

要事項を記載して添付することで、複数団体に一括して申告することができます。 

※ 複数団体に一括して申告する場合は、eLTAX の利用者 ID が必要です。 

③ (事業用家屋の場合)特例対象資産一覧 

償却資産については、令和 3 年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。 

④ 事業収入が減少したことを証する書類 

会計帳簿や青色申告決算書の写しなど 

収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類 

⑤ (事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業用割合を示す書類 

青色申告決算書など 

⑥ 認定経営革新等支援機関等による確認 

申告書に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等による確認を受けてくださ

い。なお、代表者氏名の押印は不要です。 
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1.2.2  eLTAX の利用のために必要なもの 

eLTAX を利用して手続きを行うために、以下のものが必要になります。 

 

① 電子証明書 (マイナンバーカード等) 

eLTAX で電子申告等の手続きを行う際には、申告データ等に電子署名を付与します。この際に、利用者

の電子証明書が必要になります。 

eLTAX で利用可能な電子証明書については、eLTAX ホームページの「利用できる電子証明書」

(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/denshisyoumeisyo/)をご確認ください。 

電子証明書には、有効期間が設定されています。 

(例えば、マイナンバーカードの電子証明書の有効期間は、発行の日から 5 回目の誕生日までです) 

期限切れや失効済みの電子証明書は、使用できませんので、ご注意ください。 

IC カードタイプの電子証明書を用意した場合は、IC カードリーダや、それを動かすためのソフトウェ

ア(デバイスドライバ)が必要になります。IC カードタイプ以外の電子証明書でも、追加のソフトウェア

のインストールが必要な場合があります。詳しくは、電子証明書の発行機関や認証局にご確認くださ

い。 

② パソコン (PC) 

eLTAX を利用できる PC 環境については、eLTAX ホームページの「パソコン環境の準備」

(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/pckankyou/)をご確認ください。 

③ インターネット接続環境 

申告データ等を送受信するために、PC がインターネットに接続できることが必要です。 

④ 電子メール (e-mail) アドレス 

eLTAX のメッセージが届いたことを、電子メールでお知らせします。 

 

  

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/denshisyoumeisyo/
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/pckankyou/
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 eLTAX を利用できるようにする 

eLTAX の利用を始める際の流れを説明します。 

既に eLTAX の利用届出を行い、eLTAX の利用者 ID を取得済みの場合は、次の章にお進みください。 

 

 

PC 環境を整えて利用届出を行い、eLTAX を利用できるようにする際の流れは、以下のようになります。 

詳細は、eLTAX ホームページの「各種ドキュメント(https://www.eltax.lta.go.jp/support/document/)」に

掲載の「eLTAX スタートガイド(初めて電子申告や納税を行う方へ)※1」や、『PCdesk(WEB 版)ガイド【利

用届出（新規）、申請・届出、納税等】』をご確認ください。 

※1 新型コロナに係る課税標準特例の申告では、PCdesk(WEB 版)を使用しますので、「A 利用者 ID を取得する」の項をご覧くださ

い。 

 

 

  

 eLTAX の利用届出を行ったり、PCdesk(WEB 版)を利用するパ

ソコンの動作環境を確認します。 

eLTAX は、 Microsoft Windows 8.1/10 および macOS で利

用できます。 

 電子証明書を使用して署名するために、必要なプラグインを入手

し、パソコンにインストールします。 

プラグインは、Microsoft Windows の Edge 版と Internet 

Explorer 版 および macOS の Safari 版を用意しています。 

 Internet Explorer をお使いの場合は、PCdesk(WEB 版)を利用

するために、インターネットオプションの設定が必要です。 

表示された画面のレイアウトが崩れる場合は、互換表示設定やイ

ンターネットオプションの設定を見直します。 

 利用届出(新規)を行い、利用者 ID を取得します。 

特例申告の提出先が 1 団体のみの場合は、利用者 ID を取得せず

に申告することもできます。 

 利用者 ID が取得できたら、PCdesk(WEB 版)を利用して eLTAX

ポータルセンタにログインします。 

 

動作環境を確認する 

署名用のプラグインを 

インストールする 

ブラウザの設定を行う 

(Internet Explorer のみ実施) 

eLTAX の利用届出(新規) 

の手続きを行う 

PCdesk(WEB 版)に 

ログインする 

https://www.eltax.lta.go.jp/support/document/
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 特例申告の手続きを行う 

この章からは、PCdesk(WEB 版)を操作して、実際に特例申告の手続きを行う(地方公共団体へ申告書等一

式を提出する)手順を説明します。 

 

3.1 「その他申請書」について 

eLTAX では、今回の「新型コロナに係る課税標準特例の申告」のような緊急の施策に迅速に対応できるよ

う、様々な用途に用いるための「その他申請書」を用意しています。 

※「その他申請書」という名前で、あらかじめ定めた様式です。任意の申請書を送信できるものではありません。 

 

新型コロナに係る課税標準特例の申告についても、この「その他申請書」を用いて提出します。 

操作の大まかな流れは、eLTAX の既存の「申請・届出」機能と同様です。申請・届出の様式を選択する際

に、様式の一覧から「その他申請書(個人または法人)」を選んでください。そのうえで、別途作成した特例

申告の申告書を、添付資料として添付してください。 

 

その他、円滑に手続きが行われるために、以下の点にご留意ください。 

⚫ 「その他申請書」で申請できるものは、国や地方公共団体であらかじめ決められています。「その他申請

書」を用いて提出するよう案内があったもの以外には使用できません。 

⚫ 「その他申請書」の冒頭には「申請書の種類」を選ぶ欄があります。ご自身の申請する内容に合わせ

て、正しいものを選択してください。 

 

 

以下の表に示すように、あなたが eLTAX の利用者 ID を取得済みかどうかによって、具体的な操作手順が

異なります。該当する項へお進みください。 

  PCdesk(WEB 版)にログインして操作します。 

※ eLTAX にログインすることで、複数の地方公共団体へ特例申

告をまとめて行うことができます。 

 「4 利用者 ID をお持ちの方が、特例申告の手続きを行

う」 

 PCdesk(WEB 版)を、ログインせずに操作します。 

※ ログインしない場合、一度に提出できる提出先は 1 地方公共

団体のみとなります。 

※ その他、利用できる機能が限られます。 

 「5 ログインせずに特例申告の手続きを行う」 

 

  

納税者本人 

が申告する 

利用者 ID 

取得済 

利用者 ID 

なし 
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 利用者 ID をお持ちの方が、特例申

告の手続きを行う 

eLTAX の利用者 ID を取得済みの納税者本人が、PCdesk(WEB 版)にログインして、特例申告の手続きを

行う場合の手順を示します。 

 

 

4.1 固定資産税の特例申告(その他申請書)を作成する 

PCdesk(WEB 版)を操作して、地方公共団体に提出する特例申告のデータを作成します。 

新型コロナに係る課税標準特例の申告は、eLTAX の「申請・届出」の、「その他申請書」の様式を使いま

す。 

 

4.1.1 新規に作成する 

新型コロナに係る課税標準特例の申告(その他申請書)を新規に作成します。 

（1）使用するメニュー 

PCdesk(WEB 版)にログインした後、「メインメニュー（ログイン）」画面から「利用者メニュー」タブを

選択し、「申請・届出書の作成」をクリックして操作を行います。 
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（2）操作の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式・提出先選択 

 

1 様式の選択 

新型コロナに係る課税標準特例の申告を行う

際は、「その他申請書」(法人または個人)を選

択してください。 

 

 

5 2 3 4 

申請・届出

書入力 

電子署名 

1 

送信 様式・提出先

選択 

完了 

1 
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2 提出先地方公共団体の選択 

提出先の地方公共団体を選択します。 

1） 「地域」で提出する地方公共団体の地域を

選択し、「≫」をクリックします。 

該当する都道府県が「都道府県」に表示さ

れます。 

2） 「都道府県」で提出する地方公共団体の都

道府県を選択し、下向きの「≫」をクリッ

クします。 

該当する地方公共団体が「地方公共団体」

に表示されます。 

3） 「地方公共団体」で提出する地方公共団体

を選択し、「追加」をクリックします。 

該当する地方公共団体が「提出先一覧」に

追加されます。 

4） 提出先の地方公共団体の追加が完了したら

「次へ」をクリックします。 

 ポイント 

• 「提出先一覧」には、複数の提出先を追加できま

す。複数の提出先を提出先一覧に追加すること

で、同じ内容で一括して作成できます。 

 

 ポイント 

• 「提出先一覧」にある提出先を削除する場合は、

削除する提出先を選択して、画面下部の「削

除」をクリックします。 

 
 

 

3 提出先事務所等の選択 

選択した地方公共団体の区・事務所が一覧で表

示されるので、提出先の「区・事務所」を選択

します。 

その後、「次へ」をクリックします。 

 ポイント 

• 同じ地方公共団体の「区・事務所」を複数選択

することはできません。 

• 複数の区・事務所に対して特例申告を行いたい

場合は、一旦いずれかの区・事務所を選んでデ

ータ作成を行い、その後で複写機能を使用して

その他の区・事務所のデータを作成してくださ

い。 

 「申請書の複写、ダウンロード、削除ボタン

の説明」 
 

 



利用者 ID をお持ちの方が、特例申告の手続きを行う 

 9 

  

 

申請・届出書入力 

 

1 利用者情報の登録 

申請・届出者の情報を入力し、「次へ」をクリ

ックします。 

 

 ポイント 

• 利用者情報の欄には、ポータルセンタに登録さ

れている利用者情報が表示されます。内容を確

認し、変更したい内容がある場合は、変更内容

を入力してください。 

• 利用者が法人の場合は、法人番号を入力して

「法人情報取得」をクリックすると、「法人番号

情報確認」画面に法人番号に紐付く情報が表示

され、入力項目に転記できます。 

 
 

 

 

 「利用者情報登録」画面に表示される「提出先確認」「印刷」「保存」ボタンについて 

 

• 「提出先確認」：利用者が法人の場合で、提出先が複数のときには、「提出先確認」ボタンが表示されます。クリ

ックすると「提出先一覧」画面が表示されるので、提出先の地方公共団体を確認してください。 

• 「印刷」：表示されている内容を印刷します。 

• 「保存」：現在までの入力内容を一時保存し、後から再開することができます。 

一時保存データは、eLTAX ポータルセンタに保存されます。保存期間は 7 日間です。 

 

2 
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2 申請・届出書の入力 

「その他申請書」の様式に、必要事項を入力し

てください。 

 

「申請書の種類」欄には、申告しようとする内

容に沿って、適切なものを選択してください。 

・「【家屋】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者

等の事業用家屋…」: 事業用家屋の場合 

・「【償却】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者

等の償却資産…」: 償却資産の場合 

・「【家屋及び償却】新型コロナウイルス感染症等に係る中

小事業者等の…」: 事業用家屋と償却資産の場合 

その他の項目については、画面に表示されてい

るガイダンス文に従って入力してください。 

 

「添付資料追加」ボタンをクリックし、「各地方

公共団体が定める所定の申告書 または eLTAX

ホームページに掲載の eLTAX 様式」および そ

の他の必要な添付資料を添付してください。 

 

入力と添付資料の追加を終えたら、「次へ」を

クリックします。 

 

 ポイント 

• 一部の項目は「利用者情報登録」画面での入力

内容が表示されます。それらの項目を修正する

場合は、「戻る」ボタンをクリックして「利用者

情報登録」画面に戻って修正してください。 
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 画面下部のボタンについて 

 
 

ボタン名 説明 

添付資料追加 添付資料を追加できます。 

クリックすると、「添付資料登録・削除」画面が表示されます。 

「参照」をクリックし、追加したい添付資料を選択します。 

 注意 

• 添付資料には、パスワードを設定しないでください。 

• 添付資料として追加できるファイルは、拡張子が「.xls」「.xlsx」「.doc」「.docx」

「.txt」「.jpg」「.pdf」「.csv」のファイルです。(今後変更される可能性があります) 

ファイル名に eLTAX で利用できない文字(外字等)が含まれないようにしてください。 

eLTAX で利用できる文字については、eLTAX ホームページの「文字の扱いについて」

(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/chuuijikou/moji/)でご確認ください。 

• 以下のファイルは送信した際に問題が発生する可能性があるため、添付資料に追加し

ないでください。 

・Office2007 以降で利用できるスマートアートオブジェクトを埋め込んだ状態で、 

 Office2003 以前のバージョンの拡張子（「.xls」、「.doc」）形式で保存したファイル 

• ここで登録した添付資料は、選択した提出先すべての申請書に反映されます。 

特定の提出先だけに添付資料を登録したい場合は、この後の画面で申請書を編集し、

個別に登録してください。 

• 追加する添付資料は、ご利用のパソコンの任意のフォルダに保存しておいてくださ

い。 

• 添付資料は一度に 5 件まで添付できます。6 件以上送信したい場合は、最初の 5 件を

添付して送信した後、「追加添付資料の作成」で 6 件目以降を追加送信してください。 

 

「添付資料名称」を入力して「追加」をクリックすると、「添付資料一覧」に追加したファイル

が表示されます。「ダウンロード」をクリックすると、追加した添付資料をパソコンに保存する

ことができます。ブラウザ標準の保存ダイアログボックスで選択したフォルダに、添付資料の

ファイル名で保存されます。 

 

 

印刷 画面に表示されている内容を印刷できます。クリックすると、画面に表示されている内容が印

刷されます。 

 

保存 現在までの入力内容をポータルセンタに一時保存できます。後から申請書の入力を再開するこ

とができます。保存期間は 7 日間です。 
 「4.1.2 作成済みの申請書を照会・編集する」 

 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/chuuijikou/moji/
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3 保存結果の確認 

作成した申請書は、ポータルセンタに一時保存

され、「申請・届出書保存結果」画面に保存結

果が表示されますので、内容を確認します。 

引き続き電子署名を行う場合は「次へ」をクリ

ックします。 

 ポイント 

• ポータルセンタに保存された申請書を確認する

場合は、「申請・届出書一覧表示」をクリックし

ます。詳細は、以下の参照先をご確認くださ

い。 

 「4.1.2 作成済みの申請書を照会・編集す

る」 
 

 

 



利用者 ID をお持ちの方が、特例申告の手続きを行う 

 13 

  

電子署名 

 

 注意 

• 使用する電子証明書の種類に応じて操作が異なります。該当の箇所をご確認ください。 

・IC カード又は USB トークンに格納された電子証明書を使用する場合 

・ファイルに格納された電子証明書を使用する場合 

 

 利用可能な証明書について 

• お使いの OS、ブラウザにより、利用できる電子証明書が異なります。詳細は、証明書選択画面のガイダンス文

の「こちら」のリンクをクリックし、確認してください。 

 

 

IC カード又は USB トークンに格納された電子証明書を使用する場合 

 

 電子証明書の利用について 

• IC カードを利用する場合は、「証明書選択」画面で「次へ」をクリックする前にパソコンに IC カードリーダラ

イタを接続して、IC カードを IC カードリードライタにセットしてください。 

• USB トークンを利用する場合は、「証明書選択」画面で「次へ」をクリックする前に USB トークンをパソコン

に接続してください。 

 

1 電子証明書の選択 

署名に使用する電子証明書を選択します。 

IC カード又は USB トークンに格納された電子

証明書を使用する場合は、「IC カード又は

USB トークンを利用」を選択します。「認証局

サービス名」を選択し、「次へ」をクリックし

ます。 

 

2 パスワードの入力 

署名に使用する電子証明書のパスワードを入力

します。 

1） 「証明書選択」画面で「次へ」をクリック

すると、選択した電子証明書に対応する

パスワード入力画面が表示されます。 

2） 電子証明書のパスワードを入力して、

「OK」をクリックします。右の画面はマイ

ナンバーカードを使用した場合の画面で

す。 

 
※個人番号カード(マイナンバーカード)使用時の画面例 

 

 

3 
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3 電子署名の付与 

「証明書選択」画面で選択した電子証明書の内

容が表示されます。表示された内容を確認し、

「OK」をクリックして、署名を付与します。 

電子証明書を変更したい場合は、「キャンセ

ル」をクリックして前の画面からやり直してく

ださい。 

 注意 

• 電子証明書の有効期間が切れている場合は、電

子証明書を取得し直してください。電子証明書

の有効期間は、「電子証明書確認」画面の「有効

期間」で確認できます。 
 

 

4 追加の電子署名 

必要に応じて、連帯納税者等の、他の電子証明

書での電子署名を追加します。 

電子署名を追加する場合は、「追加署名」をク

リックし、表示される「証明書選択」画面で、

署名に使用する電子証明書を選択します。 

追加署名を行わずに、申請・届出書の送信に進

む場合は、「次へ」をクリックします。 

 ポイント 

• 申請書に付与できる署名の最大数は 20 件で

す。署名数が 20 件に達すると、メッセージが

表示されます。 
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5 電子証明書の確認 

電子署名する際に使用した電子証明書が一覧で

表示されます。使用した電子証明書が表示され

ていることを確認し、「次へ」をクリックしま

す。 

 ポイント 

• 電子証明書の詳細を確認したい場合は、確認し

たい電子証明書をクリックしてください。 

「証明書確認」欄に、選択した電子証明書の詳細

が表示されます。 

 

• ここまでの入力内容を一時保存したい場合は、

「保存」をクリックしてください。 

後から申請書の作成を再開することができま

す。 
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ファイルに格納された電子証明書を使用する場合 

1 電子証明書の選択 

署名に使用する電子証明書を選択します。 

ファイルに格納された電子証明書を使用する場

合は、「他メディアを利用」を選択して、「次

へ」をクリックします。 

1） 「ファイル名・パスワードの入力」画面が

表示されます。 

2） 「参照」をクリックし、証明書が格納され

ているフォルダを選択します。フォルダ

内にある証明書ファイルを選択し、「開く

(O)」をクリックします。 

3） 「ファイル名・パスワードの入力」画面で

電子証明書のパスワードを入力して、「次

へ」をクリックします。 

 

 

 

 

この後の手順は、「IC カード又は USB トークンに格納された電子証明書を使用する場合」と同様です。 
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送信 

 

 注意 

• 申請書をポータルセンタに送信すると、後から内容を訂正することはできません。 

送信した申請書を訂正したい場合は、送信した申請書を複写して、再送信してください。 

 「4.1.2 作成済みの申請書を照会・編集する」 

• 送信したデータはポータルセンタに 30 日間保存され、照会できます。 

送信した申請書の内容を後から確認する必要がある場合は、送信後 30 日間以内に、「申請・届出書一覧」画面

から申請書をダウンロードして保存しておいてください。 

 「4.1.2 作成済みの申請書を照会・編集する」 

 

1 申請書の送信 

作成が完了した申請の手続き(様式名)と提出先

が表示されます。表示されている内容に間違い

がないことを確認し、「送信」をクリックしま

す。 

修正したい内容がある場合は、「戻る」をクリ

ックして必要な箇所から入力し直してくださ

い。 

 

 

4 
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完了 

 

1 送信結果の確認 

申請書の送信結果が一覧表示されます。 

 

 ポイント 

• 画面に表示されている内容を印刷したい場合

は、「印刷」をクリックしてください。 

 

• 印刷すると、印刷した帳票のヘッダ部に「受付

番号」及び「受付日」が印字されます。 
 

 

 

 ポイント 

• 送信された申請書をポータルセンタで確認した結果が、受付通知としてメッセージボックスに届きます。 

 

 注意 

• この後、ポータルセンタでのチェックや地方公共団体の審査にてエラーとなる場合がありますので、必ず受付

状況を確認してください。詳細は、以下をご確認ください。 

 「4.2 送信した申請書の受付状況を照会する」 

 

  

5 
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4.1.2 作成済みの申請書を照会・編集する 

ポータルセンタに保存されている作成途中や作成済みの申請書データを一覧から選択し、照会・編集する

ことができます。 

また、一覧から選択した申請書データを複写、ダウンロード、削除することもできます。 

 

 注意 

• 電子署名が付与された申請書を編集すると、署名が削除されます。申請書の編集を行った場合は、電子署名を

付与し直してください。 

（1）使用するメニュー 

PCdesk(WEB 版)にログインした後、「メインメニュー（ログイン）」画面から「利用者メニュー」タブを

選択し、「申請・届出書の照会・編集」をクリックして操作を行います。 

 

 

 

（2）操作の流れ 

1 照会・編集する申請書データの選択 

ポータルセンタに保存されている申請書の一覧

が表示されます。照会・編集する申請書を一覧

から選択し、「照会・編集」をクリックしま

す。 

 ポイント 

• 照会・編集する申請書の行をダブルクリックし

ても、申請書の照会・編集が可能です。 

• 検索条件として申請番号、照会番号を指定し、

「検索」をクリックすると、申請書を検索するこ

とができます。 
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2 申請書の照会・編集 

選択した申請書の記載内容が表示されます。 

送信済みの申請書を選択した場合は、内容を確

認し、印刷したり、一覧画面に戻って複写やダ

ウンロードをすることができます。保存した申

請書を選択した場合は、そのまま編集や送信を

することができます。 

 

 注意 

• 送信済みの申請書は、参照のみ可能です。 

送信した申請書の内容を元に申請書を作成した

い場合は、一覧画面で申請書を複写してくださ

い。 

 

 保存した申請書を参照した場合 

• 申請書を保存した画面によって、以下のとおり

表示される画面が異なります。 

・利用者情報登録画面で保存した場合：「利用者

情報登録」画面 

・標準様式の申請・届出書入力画面で保存した場

合：「申請・届出書入力」画面 

 

編集や送信の操作については、以下をご確認く

ださい。 

 「4.1.1 新規に作成する」 

照会 

 
 

編集 
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 ポイント 

• 「申請・届出書一覧」画面で、申請書の複写、ダウンロード、削除をする場合は、以下の操作ボタンを使用しま

す。 

 

 
 

申請書の複写、ダウンロード、削除ボタンの説明 

ボタン名 説明 

複写 選択した申請書を複写し、新しい申請書として作成します。 

表示される「提出先（複写）選択（１）」画面と「提出先（複写）選択

（２）」画面にしたがって提出先を指定します。提出先を指定すると、「申

請・届出書複写結果」画面が表示されるので、複写結果を確認してくださ

い。 

複写できるのは、「作成状況」が以下のいずれかの申請書です。 
 「作成中」 

 「作成済」 

 「署名済」 

 「送信エラー」 

 「送信済」 

 

ダウンロード 選択した申請書をダウンロードします。 

ダウンロードできるのは、「作成状況」が以下のいずれかの申請書です。 
 「作成済」 

 「署名済」 

 「送信エラー」 

 「送信済」 

 

「ダウンロード」をクリックするとブラウザ標準の保存ダイアログボック

スが表示されるので、保存先を指定してください。選択したフォルダに

「eLTAX_[地方公共団体名称]_[様式名称].elt」というファイル名で申請書

のファイルが保存されます。 

 

削除 選択した申請書を削除します。削除が完了すると、「申請・届出書削除結

果」画面が表示されます。 

 

 



利用者 ID をお持ちの方が、特例申告の手続きを行う 

 22 

  

 申請・届出書一覧画面から電子署名を付与する 

• 「申請・届出書一覧」画面から電子署名を付与したい場合は、電子署名を付与したい申請書を選択し、「署名付

与」をクリックします。一度に 500 件までの申請書に電子署名を行うことができます。なお、電子署名を付与

できるのは、「作成状況」が以下のいずれかの申請書です。 

・「作成済」 

・「署名済」 

・「送信エラー」 

 

 

 申請・届出書一覧画面から申請書を送信する 

• 「申請・届出書一覧」画面からポータルセンタに申請書を送信したい場合は、送信したい申請書を選択し、「送

信」をクリックします。ポータルセンタに送信できるのは、「作成状況」が以下のいずれかの申請書です。 

・「署名済」 

・「送信エラー」 
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4.2 送信した申請書の受付状況を照会する 

ポータルセンタに送信した申請書の受付状況を確認します。 

（1）使用するメニュー 

PCdesk(WEB 版)にログインした後、「メインメニュー（ログイン）」画面から「利用者メニュー」タブを

選択し、「受付状況照会」をクリックして操作を行います。 
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（2）操作の流れ 

1 受付状況の照会 

ポータルセンタに送信した申請書が一覧表示さ

れます。 

一覧に表示されている「受付状況」で申請・届

出に関する現在の状況を確認します。 

 

 

 ポイント 

• 申請書を照会したい場合は、以下のいずれかの操作を行い、表示される「申請・届出書照会」画面で申請書を

確認してください。 

・照会した申請書を選択し、「照会」をクリック 

 

・申請書の行をダブルクリック 

 

• 表示されている申請書を絞り込んで表示する場合は、「条件で絞込」を選択し、絞り込み条件を設定します。

「絞込」をクリックすると、設定した条件で絞り込まれた申請書が一覧に表示されます。 

 

• 特定の申請書を表示する場合は、「申請番号で検索」を選択し、「申請番号」と「照会番号」を設定します。「検

索」をクリックすると、設定した「申請番号」と「照会番号」に該当する申請書が表示されます。 

  

• 表示されている内容を印刷したい場合は、「印刷」をクリックしてください。 
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 ログインせずに特例申告の手続きを

行う 

eLTAX の利用届出を行わず、利用者 ID をお持ちでない納税者が、ログインせずに特例申告の手続きを行

う場合の手順を示します。 

 

 

5.1 固定資産税の特例申告(その他申請書)を作成する 

eLTAX の利用者 ID を取得していない場合でも、eLTAX ポータルにログインすることなしに、新型コロナ

に係る課税標準特例の申告の手続きを行うことができます。 

 

 手続きの事前準備 

• 利用者 ID なしで申告する場合でも、申請書に電子署名を付与する際は、パソコンに署名用のプラグインをイン

ストールしておく必要があります。署名用のプラグインのインストール方法については、本書とは別に用意さ

れているマニュアル『PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】』をご確認くださ

い。 

 

 利用者 ID を取得しなくても行える操作 

• 以下の操作は、eLTAX の利用者 ID を取得していなくても行うことができます。 

・申請・届出書の作成、電子署名の付与と送信 

・作成途中の申請書をパソコンにファイルとして一時保存 / 一時保存したファイルの読み込み 

・送信した申請・届出書の受付状況の照会 

 

 利用者 ID が必要となる主な操作 

• 以下の操作を行うには、eLTAX のポータルセンタへログインする必要があります。 

・作成途中や作成済みの申請書のポータルセンタへの保存、照会・編集及び複写 

・申請・届出書の複数団体への一括作成 

・メッセージの照会 

・他の方(申請・届出者)の代理申請 
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（1）使用するメニュー 

PCdesk(WEB 版)にアクセスし、「ログイン」画面から「申請・届出（ログインなし）」をクリックして操

作を行います。 

 

 

 注意 

• 「ログイン」画面を表示した際に以下のメッセージが表示された場合は、「有効にする(E)」をクリックして、署

名用のプラグインを有効にしてください。 
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（2）操作の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式・提出先選択 

 

1 利用規約の確認 

eLTAX の利用規約が表示されます。内容を確

認し、「同意する」をクリックします。 

 ポイント 

• eLTAX を利用するには、利用規約に同意する必

要があります。 
 

 

2 申請・届出を行う 

「申請・届出メニュー」画面が表示されるの

で、「申請・届出書の作成(法人)」または「申

請・届出書の作成(個人)」を選択します。 

 

3 様式の選択 

新型コロナに係る課税標準特例の申告を行う

際は、「その他申請書」(法人または個人)を選

択してください。 

 

5 2 3 4 

申請・届出

書入力 

電子署名 

1 

送信 利用規約確認 

様式・提出先

選択 

完了 

1 
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4 提出先地方公共団体の選択 

提出先の地方公共団体を選択します。 

1） 「地域」で提出する地方公共団体の地域を

選択し、「≫」をクリックします。 

該当する都道府県が「都道府県」に表示さ

れます。 

2） 「都道府県」で提出する地方公共団体の都

道府県を選択し、下向きの「≫」をクリッ

クします。 

該当する地方公共団体が「地方公共団体」

に表示されます。 

3） 「地方公共団体」で提出する地方公共団体

を選択し、「次へ」をクリックします。 

 ポイント 

• 提出先はひとつだけ選択できます。 
 

 

5 提出先事務所等の選択 

選択した地方公共団体の区・事務所が一覧で表

示されるので、提出を行いたい「区・事務所」

を選択します。 

その後、「次へ」をクリックします。 

 ポイント 

• 複数の「区・事務所」が表示された場合でも、

ひとつだけ選択してください。 
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申請・届出書入力 

 

1 利用者情報の登録 

申請・届出者の情報を入力し、「次へ」をクリ

ックします。 

 

 「印刷」「保存」ボタンについて 

• 「印刷」：表示されている内容を印刷します。 

• 「保存」：現在までの入力内容をパソコンに保存

し、後から再開することができます。 

表示されるブラウザ標準の保存ダイアログボッ

クスで、保存先のフォルダを選択してくださ

い。選択したフォルダに「eLTAX_[地方公共団

体名称]_[様式名称].elt」というファイル名で保

存されます。 

 

 ポイント 

• 利用者が法人の場合は、法人番号を入力して

「法人情報取得」をクリックすると、「法人番号

情報確認」画面に法人番号に紐付く情報が表示

され、入力項目に転記できます。 

 
 

 

2 
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2 申請・届出書の入力 

「その他申請書」の様式に、必要事項を入力し

てください。 

 

「申請書の種類」欄には、申告しようとする内

容に沿って、適切なものを選択してください。 

・「【家屋】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者

等の事業用家屋…」: 事業用家屋の場合 

・「【償却】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者

等の償却資産…」: 償却資産の場合 

・「【家屋及び償却】新型コロナウイルス感染症等に係る中

小事業者等の…」: 事業用家屋と償却資産の場合 

その他の項目については、画面に表示されてい

るガイダンス文に従って入力してください。 

 

「添付資料追加」ボタンをクリックし、「各地方

公共団体が定める所定の申告書 または eLTAX

ホームページに掲載の eLTAX 様式」および そ

の他の必要な添付資料を添付してください。 

 

入力と添付資料の追加を終えたら、「次へ」を

クリックします。 

 

 ポイント 

• 一部の項目は「利用者情報登録」画面での入力

内容が表示されます。それらの項目を修正する

場合は、「戻る」ボタンをクリックして「利用者

情報登録」画面に戻って修正してください。 
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 画面下部のボタンについて 

 
 

ボタン名 説明 

添付資料追加 添付資料を追加できます。 

クリックすると、「添付資料登録・削除」画面が表示されます。 

「参照」をクリックし、追加したい添付資料を選択します。 

 注意 

• 添付資料には、パスワードを設定しないでください。 

• 添付資料として追加できるファイルは、拡張子が「.xls」「.xlsx」「.doc」「.docx」

「.txt」「.jpg」「.pdf」「.csv」のファイルです。(今後変更される可能性があります) 

ファイル名に eLTAX で利用できない文字(外字等)が含まれないようにしてください。 

eLTAX で利用できる文字については、eLTAX ホームページの「文字の扱いについて」

(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/chuuijikou/moji/)でご確認ください。 

• 以下のファイルは送信した際に問題が発生する可能性があるため、添付資料に追加し

ないでください。 

・Office2007 以降で利用できるスマートアートオブジェクトを埋め込んだ状態で、 

 Office2003 以前のバージョンの拡張子（「.xls」、「.doc」）形式で保存したファイル 

• 追加する添付資料は、ご利用のパソコンの任意のフォルダに保存しておいてくださ

い。 

• 添付資料は一度に 5 件まで添付できます。6 件以上の添付資料がある場合は、追加送

信機能を使います。追加送信機能を使うには、eLTAX の利用者 ID が必要です。ポー

タルセンタにログインしたうえで最初の(追加先となる)申請を行う必要があります。 

 

「添付資料名称」を入力して「追加」をクリックすると、「添付資料一覧」に追加したファイル

が表示されます。「ダウンロード」をクリックすると、追加した添付資料をパソコンに保存する

ことができます。ブラウザ標準の保存ダイアログボックスで選択したフォルダに、添付資料の

ファイル名で保存されます。 

 

印刷 画面に表示されている内容を印刷できます。クリックすると、画面に表示されている内容が印

刷されます。 

 

保存 現在までの入力内容をパソコンに一時保存し、後から再開することができます。 

表示されるブラウザ標準の保存ダイアログボックスで、保存先のフォルダを選択してくださ

い。選択したフォルダに「eLTAX_[地方公共団体名称]_[様式名称].elt」というファイル名で保

存されます。 

 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/chuuijikou/moji/
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電子署名 

 

 注意 

• 使用する電子証明書の種類に応じて操作が異なります。該当の箇所をご確認ください。 

・IC カード又は USB トークンに格納された電子証明書を使用する場合 

・ファイルに格納された電子証明書を使用する場合 

 

 利用可能な証明書について 

• お使いの OS、ブラウザにより、利用できる電子証明書が異なります。詳細は、証明書選択画面のガイダンス文

の「こちら」のリンクをクリックし、確認してください。 

 

 

IC カード又は USB トークンに格納された電子証明書を使用する場合 

 

 電子証明書の利用について 

• IC カードを利用する場合は、「証明書選択」画面で「次へ」をクリックする前にパソコンに IC カードリーダラ

イタを接続して、IC カードを IC カードリードライタにセットしてください。 

• USB トークンを利用する場合は、「証明書選択」画面で「次へ」をクリックする前に USB トークンをパソコン

に接続してください。 

 

1 電子証明書の選択 

署名に使用する電子証明書を選択します。 

IC カード又は USB トークンに格納された電子

証明書を使用する場合は、「IC カード又は

USB トークンを利用」を選択します。「認証局

サービス名」を選択し、「次へ」をクリックし

ます。 

 

2 パスワードの入力 

署名に使用する電子証明書のパスワードを入力

します。 

1） 「証明書選択」画面で「次へ」をクリック

すると、選択した電子証明書に対応する

パスワード入力画面が表示されます。 

2） 電子証明書のパスワードを入力して、

「OK」をクリックします。右の画面はマイ

ナンバーカードを使用した場合の画面で

す。 

 
※個人番号カード(マイナンバーカード)使用時の画面例 

 

3 
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3 電子署名の付与 

「証明書選択」画面で選択した電子証明書の内

容が表示されます。表示された内容を確認し、

「OK」をクリックして、署名を付与します。 

電子証明書を変更したい場合は、「キャンセ

ル」をクリックして前の画面からやり直してく

ださい。 

 注意 

• 電子証明書の有効期間が切れている場合は、電

子証明書を取得し直してください。電子証明書

の有効期間は、「電子証明書確認」画面の「有効

期間」で確認できます。 
 

 

4 追加の電子署名 

必要に応じて、連帯納税者等の他の電子証明書

で電子署名を追加します。 

電子署名を追加する場合は、「追加署名」をク

リックし、表示される「証明書選択」画面で、

署名に使用する電子証明書を選択します。 

追加署名を行わずに、申請・届出書の送信に進

む場合は、「次へ」をクリックします。 

 ポイント 

• 申請書に付与できる署名の最大数は 20 件で

す。署名数が 20 件に達すると、メッセージが

表示されます。 
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5 電子証明書の確認 

申請書に電子署名する際に使用した電子証明書

が一覧で表示されます。使用した電子証明書が

表示されていることを確認し、「次へ」をクリ

ックします。 

 ポイント 

• 電子証明書の詳細を確認したい場合は、確認し

たい電子証明書をクリックしてください。 

「証明書確認」欄に、選択した電子証明書の詳細

が表示されます。 

 

• ここまでの入力内容を一時保存したい場合は、

「保存」をクリックしてください。 

後から申請書の作成を再開することができま

す。 

 
 

 

 

ファイルに格納された電子証明書を使用する場合 

1 電子証明書の選択 

署名に使用する電子証明書を選択します。 

ファイルに格納された電子証明書を使用する場

合は、「他メディアを利用」を選択して、「次

へ」をクリックします。 

4） 「ファイル名・パスワードの入力」画面が

表示されます。 

5） 「参照」をクリックし、証明書が格納され

ているフォルダを選択します。フォルダ

内にある証明書ファイルを選択し、「開く

(O)」をクリックします。 

6） 「ファイル名・パスワードの入力」画面で

電子証明書のパスワードを入力して、「次

へ」をクリックします。 

 

 

 

 

この後の手順は、「IC カード又は USB トークンに格納された電子証明書を使用する場合」と同様です。 
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送信 

 

 注意 

• 申請書をポータルセンタに送信すると、後から内容を訂正することはできません。 

送信した申請書を訂正したい場合は、正しい内容でデータを再作成し、送信してください。 

 

1 申請書の送信 

作成が完了した申請の手続き(様式名)と提出先

が表示されます。表示されている内容に間違い

がないことを確認し、「送信」をクリックしま

す。 

修正したい内容がある場合は、「戻る」をクリ

ックして必要な箇所から入力し直してくださ

い。 

 

 

4 
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完了 

 

1 送信結果の確認 

申請書の送信結果が一覧表示されます。 

 

 「印刷」「保存」ボタンについて 

• 「印刷」：表示されている内容を印刷します。 

• 「保存」：送信した申請書データをダウンロード

して保存することができます。 
 

 

 

 注意 

• 利用者 ID なしでの利用のため、送信した申請書の内容を後から確認することはできません。送信した申請デー

タは必ずダウンロードして保存してください。 

• 利用者 ID なしで申請書を送信した場合は、受付状況を照会する際に「申請番号」と「照会番号」が必要となり

ます。 

「申請・届出書送信結果」画面に表示される「申請番号」と「照会番号」を大切に控えておいてください。 

 

  

5 
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5.2 送信した申請書の受付状況を照会する 

ポータルセンタに送信した申請書の受付状況を確認します。 

（1）使用するメニュー 

PCdesk(WEB 版)にアクセスし、「申請・届出メニュー」画面から「受付状況照会」をクリックして操作を

行います。 

 

 

 

（2）操作の流れ 

1 受付状況の照会 

受付状況照会画面が表示されます。 

申請・届出書の送信時に画面に表示されていた

「申請番号」と「照会番号」を入力して、「検

索」をクリックします。 
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2 受付状況の照会 

ポータルセンタに送信した申請書が表示されま

す。 

「受付状況」の欄で申請書に関する現在の状況

を確認します。 

 

 

 ポイント 

• 申請書を照会したい場合は、以下のいずれかの操作を行い、表示される「申請・届出書照会」画面で申請書を

確認してください。 

・照会した申請書を選択し、「照会」をクリック 

 

・申請書の行をダブルクリック 

 

• 表示されている内容を印刷したい場合は、「印刷」をクリックしてください。 
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 メッセージを照会する 

ポータルセンタからの通知や、地方公共団体からのお知らせ等は、eLTAX のポータルセンタに利用者ごと

に用意された「メッセージボックス」に格納されます。 

これらのメッセージを照会する手順を説明します。 

 

 注意 

• メッセージボックス機能を利用するには、eLTAX の利用者 ID が必要です。 

6.1 メッセージを照会する 

 

ポータルセンタや地方公共団体から届いたメッセージを確認します。 

照会したメッセージから、メッセージに添付されているファイルをダウンロードすることもできます。 

 

メッセージには、以下の 2 種類があります。 

• 受付通知 

以下の手続きを行うと、送信したデータをポータルセンタで確認した結果が受付通知として届

きます。 

・申告 

・申請・届出（新型コロナに係る課税標準特例の申告） 

・共通納税 

・別表や添付資料の追加送信 

・利用届出（変更） 

上記手続きを行った後は、必ずメッセージを照会して受付通知を確認し、手続きがポータルセ

ンタ又は地方公共団体に正しく受け付けられたことを確認してください。 

• お知らせ 

地方公共団体、地方税共同機構及びポータルセンタから、利用者宛のお知らせが随時届きま

す。 

 

 注意 

• メッセージは、一定の期間が経過すると自動的に削除されます。定期的に確認してください。 

メッセージの保存日数は、メッセージの件名によって異なります。詳細は、後述の「メッセージの保存日数に

ついて」をご覧ください。 

• 「申告受付エラー通知」が届いている場合、申告データが受け付けられていません。メッセージの内容を確認

し、早急に訂正等の対応を行った上で、申告データを再度送信する必要があります。 

申告データに関する手続きについては、「PCdesk(DL 版)ガイド【申告、納税等】」の「4 申告の手続きを行

う」をご確認ください。 
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 メッセージの保存日数について 

メッセージは、保存日数を過ぎると自動的に削除されます。定期的に確認してください。 

メッセージの保存日数は、メッセージの件名によって異なります。 

メッセージの保存日数は、以下のとおりです。 

保存日数 メッセージ件名 

30 日  お知らせ（※） 

 「申告書不受理通知」 

 「審査対象通知」 

 「利用届出受付完了通知」 

 「利用届出受付エラー通知」 

 「利用者情報訂正通知」 

 「提出先・手続き情報訂正通知」 

 「申告受付遅延のお知らせ」 

90 日  「不受理取消通知」 

 「申告書の訂正通知」 

 「プレ申告データに関するお知らせ」 

 「申請・届出受付完了通知」 

 「申請・届出受付エラー通知」 

 地方税共同機構からのお知らせ（※） 

 「申請・届出追加データ受付完了通知」 

120 日  「申告受付完了通知」 

 「申告受付エラー通知」 

 「無害化処理完了通知」 

 「添付資料削除通知」 

 「e-Tax 送信結果通知」 

 「口座登録通知（仮登録）」 

 「口座登録通知（変更）」 

 「口座登録通知（削除）」 

 「口座登録通知（審査結果）」 

 「納付情報発行依頼受付通知」 

 「納付情報発行結果」 

 「納付情報発行エラー結果」 

 「納付結果通知」 

 「納付情報発行依頼受付エラー通知」 

 「ダイレクト方式送信結果通知」 

 「ダイレクト方式取消通知」 

 「ダイレクト方式送信エラー通知」 

 「申告追加データ受付完了通知」 

（※）メッセージの内容により件名が変わります。 
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（1）使用するメニュー 

納税者等が本人宛のメッセージを照会する場合 

「メインメニュー（ログイン）」画面から「利用者メニュー」タブを選択し、「メッセージ照会」をクリック

して操作を行います。 
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代理人として手続きを行ったすべての納税者等宛のメッセージを照会する場合 

「メインメニュー（ログイン）」画面から「代理人メニュー」タブを選択し、「メッセージ照会（関与先）」

をクリックして操作を行います。 
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代理人が関与する特定の納税者等のメッセージのみを照会する場合 

代理人が関与する納税者等に納税者切替を行った上で、「メインメニュー（代理行為）」画面の「メッセー

ジ照会」をクリックして操作を行います 

 

 

（2）操作の流れ 

1 メッセージの選択 

メッセージの詳細を照会するため、一覧から照

会するメッセージを選択し、「表示」をクリッ

クします。 

 注意 

• 削除済みのメッセージは背景が灰色で表示さ

れ、選択できません。 

 

• ポータルセンタの混雑状況によっては、各種手

続きを行った後の受付通知に時間を要する場合

があります。そのため、通知のメッセージが届

いていない場合は、しばらく時間をおいてか

ら、再度メッセージ照会を行ってください。 
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 ポイント 

• 画面上部の「絞込み条件」や「発行日時」を指定して「検索」をクリックすると、表示するメッセージを指定

した条件で絞り込めます。 

 

 

 代理人が行った各種手続きに関する納税者等宛のメッセージを照会する場合 

• 「メッセージ一覧（関与先）」画面でメッセージを照会します。代理人として手続きを行ったすべての納税者等

宛のメッセージが一覧に表示されます。画面上部の「利用者 ID・利用者名」のプルダウンで照会したい関与先

の納税者等を指定して、「検索」をクリックすると、表示するメッセージを絞り込めます。 

 

 

2 メッセージの照会 

一覧で選択したメッセージの詳細が表示される

ので、内容を照会します。 

 注意 

• 「申告受付エラー通知」が届いている場合、申告

データが受け付けられていません。メッセージ

の内容を確認し、早急に訂正等の対応を行った

上で、申告データを再度送信する必要がありま

す。 

 

 ポイント 

• 「メッセージ照会」画面に表示される内容は、メ

ッセージの件名によって異なります。 
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 「メッセージ照会」画面に表示される「リンク先」「発行元」「発行元一覧」について 

• 「リンク先」に URL が表示されている場合は、URL をクリックしてリンク先を確認してください。 

 

• 照会したメッセージの発行元が複数の場合は、「発行元」の末尾に「他」と表示されます。 

 

• すべての発行元を確認する場合は、画面下部の「発行元一覧」をクリックしてください。 

表示される「発行元一覧」画面で、すべての発行元を確認できます。 

 

 

 「メッセージ照会」画面に表示される「印刷」ボタンについて 

• 「印刷」をクリックすると、照会したメッセージの詳細を印刷できます。 
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