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はじめに

新型コロナウイルスの影響で、みなさん大変な事態に

なっております。ギリギリの生活をされている方は生きる

か死ぬかの世界です。それでも大丈夫です。どうにかな

ります。あらゆる手を尽くして生き延びましょう。２０２０年

はそういう年です。
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第一話

持続化給付金の概要

はじまりはじまり～
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感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受

ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧として

いただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

持続化給付金とは
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給付額は幾らか

中小法人等は最大２００万円

個人事業者等は最大１００万円

給付額の計算方法

（前年度の売上月－今年度の売上月）×１２ヵ月
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給付対象者は誰か

店主

主婦

サラリ
ーマン

私も給付金が
欲しいです給付金が

欲しいです

僕も給付金が
欲しいです

給付金くれ
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店主

主婦

サラリ
ーマン

欲しいです

欲しいです

欲しいです

くれ

みなさん欲しいですよね
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個人事業主とフリーランスは確定申告をしてい
ることが基本条件です。＊特例条件もあります。

確定申告してないぴょん
もらえないぴょん

うさぎですからね

給付対象者は以下の三つ

①法人 ②個人事業主 ③ フリーランス
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仕組みが複雑すぎ
てわからないです

複雑ですよね

６月２９日開始の
持続化給付金って
何ですか？

それでは解説
しましょう
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事業所得のある中小法人等・
個人事業者等

主たる収入を雑所得・給与所得で
確定申告した個人事業者等

６月２９日追加

５月１日開始

フリーランスの給付範囲が狭すぎたため
６月２９日に対象を追加

６月２９日開始の持続化給付金って何？
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当初の持続化給付金

確定申告書第一表

事業収入のある方
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給与収入・雑収入
のある方

確定申告書第一表

追加された持続化給付



http://sho39.com/15 SHOSAKU事務所

私は開業届を提出して
いる個人事業主なので
当初の持続化給付金で
申請します 店主

１円でも事業収入を申告していたら
当初の持続化給付金での申請になる

おかしな話ですが追加された
持続化給付金では申請できま
せんのでご注意ください
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収入とは何ですか？

次のページで解説します

良い質問です

池上かな？
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収入から経費を引く
材料費 人件費 光熱費 交通費 通信費 備品費 広告宣伝費など

所得から控除を引く
青色申告控除 社会保険料控除 地震保険控除 寄付金控除など

収
入

収入とは何？

収入とは何も差し引いていない金額
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その通りです

それならフリータでも
申請できますね

追加された持続化給付
金の対象は給与収入
と雑収入ですね

いえ、フリーターは
対象外です
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雇用契約に基づく給与収入

サラリーマン、アルバイト、パートタイマーなどの報酬

三つの給与収入

委任契約に基づく給与収入

請負契約に基づく給与収入

対象外

対象
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雇用契約だから
対象外か～

社会保険だわ～

雇われていないことの
証明として、国民健康
保険証が必要です

サラリ
ーマン

サラリ
ーマン
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ダメダメです

雇用契約はダメ
なんですね

雑収入も教えて
ください

では次のページで
解説します
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雑収入とは何？

例：アフィリエイトによる利益 メルカリによる利益
ハンドメイド作品の販売 ビットコイン取引による利益
セミナーの講演料や謝礼金 寄稿文などの原稿料など

私は小物を売っているので
雑収入で申請しました

事業収入や給与収入など他の収入区分に該当しない収入

各方面からの小さな利益が
積み重なっている感じです

主婦
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主婦

それでは、
給付対象のフリーランスは誰でしょう

私もフリーラン
スですフリーラ

ンスです

僕もフリー
ランスです

サラリ
ーマン

フリーラン
スだぞ

店主
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そもそもフリーランスとは何か？

企業や団体などと雇用関係がなく、独立して仕事を請け負う人

明確な定義はありません。

一般的にクリエイティブな仕事によくある働き方です。

例：ＩＴ系のプログラマー、Ｗｅｂデザイナー。

カメラマン、イラストレーター、ライター、翻訳家、等々

よく考えたら
雇われでした

サラリ
ーマン
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個人事業者とは何か？

株式会社や合同会社などの法人を設立せず、
個人で事業を営んでいる人。

個人事業者として働く場合は、税務署に「開業届」を提出します。

このとき「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておくと税務

上有利になります。

私は開業届を提出して
いる個人事業者でした

店主
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よく考えたら
ペットだった

ペットは給付の
対象外ですね

ところで委任契約、請負
契約って何ですか？

それでは解説します
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委任契約とは何か？

「〇〇をしたいので、こういう作業を行ってください」という契約

例：弁護士、行政書士、司法書士などの代理契約

講演やセミナーなどの講師契約

私はセミナーや講演をやって
いるので委任契約が多いです

一部の業務を任せる契約

成果を問わない契約内容に基づく契約
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請負契約とは何か？

「△△円で〇〇を作って下さい」という契約

例：家をつくるハウスメーカーの工事請負契約

ホームページ作成やデザイン作成の契約など

私はアクセサリーを作ってい
るので請負契約が多いです

主婦

業務の完遂が目的となる契約

成果物に対する納期などを含めた契約
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収入区分のポイント

給与収入
雑収入

事業収入

６月２９日追加５月１日開始

事業収入

給与収入
雑収入

昨年度に比べて収入が５０％以上減少し
ている月があることが条件です
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フリーランスのポイント

雇用契約

委任契約
請負契約
委託契約

社会保険

国民保険

契約形態保険形態

昨年度に比べて収入が５０％以上減少し
ている月があることが条件です



http://sho39.com/31 SHOSAKU事務所

第二話

フリーランスの必要書類

はじまりはじまり～
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主婦

申請書類を用意しないと！

必要書類はこちら！

① 確定申告書（第一表）
② 国民健康保険証の写し
③ ２０２０年分の対象月の売上台帳
④ 通帳の写し
⑤ 本人確認書類
⑥ 業務委託契約等を示す書類２点
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受付日時の印字がある

① 確定申告書（第一表）

ポイント

収受日付印の押印がある

い
ず
れ
か
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e-Taxの受信通知
「送信されたデータを受け付けました」と記載された
受信メール

納税証明書（その２所得金額用）
税務署が発行しているもの
納税証明書は「その４」まであるので注意

い
ず
れ
か

押印または印字が無い場合

申告をしている証明書類を追加
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＊有効期限内のもの

＊資格取得が2019年以前のもの

② 国民健康保険証の写し

引っ越しや、コロナの影響による就業などの理由が
あれば2020年の資格取得でも大丈夫です

雇われていないことの証明書類として提出

ポイント
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例） 2020年度売上台帳

事業者名：ＳＨＯＳＡＫＵ事務所

２月売上 ０円

③ ２０２０年分の対象月の売上台帳

2020年度売上台帳・事業者名・対象月・売上金額の
四点が明確に記載されていること

シンプルな方が審査がスムーズ

ポイント
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区画整理で住所が違う、銀行が合併している、といった
場合があります。違う場合はその理由を一文添えておく。

④ 通帳の写し ⑤ 本人確認書類

通帳の写し・本人確認書類の情報と申請時の
入力内容が一致していること

ポイント
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⑥ 業務委託契約等を示す書類２点

この表だとよく
わからないです

それでは簡単に
解説します主婦
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A） 契約があったことを証明する書類

Ｂ） 支払いが行われたことを証明する書類

ふむふむ

書類は大きく分けて二つ

この二点の組み
合わせです

主婦
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業務委託契約書等
契約時の契約書

持続化給付金業務委託等契約申立書
遡って契約があったことを証明する書類

Ａ） 契約があったことを証明する書類

い
ず
れ
か
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持続化給付金のホームページから持続化給付金業務委託契約
等契約申立書をダウンロードし、取引先に署名又は記名捺印を
してもらう。

持続化給付金業務委託契約等契約申立書とは？

2019年に契約を結んでいなくても、遡って契約を証明できます。
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a) 支払調書（2019年度分）

b) 源泉徴収票（2019年度分）

c) 支払明細書

d) 通帳の写し（支払い箇所にマーカー）

ここらへんは比較的簡単に
用意できるかと思います

Ｂ） 支払いがあったことを証明する書類

い
ず
れ
か
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契約がたくさんあるの
でぜんぶ揃えるの大
変ですね

一つの契約だけ
で大丈夫ですよ

つまり書類が二つあ
れば良いんですね

ね、簡単でしょ

主婦

主婦
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業務委託契約をたくさん結んでいる場合、
そのうち一つの契約書類を提出すれば大丈夫です。

契約金額は問いません。

ただし、2019年度内の契約及び入金に限る。

ポイント
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提出書類のポイント

① 余計な書類を添付しない

② わかりにくい箇所はメモ書きで補足

審査をスムーズに進めるためにはシンプルに申請

統括者はプロですが、審査しているのは素人です。
マニュアルに沿って審査をしているだけなので、
余計なことをしない方が無難です。
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不備があった場合、メールアドレスに連絡が来る。
書類の差し替え、または追加書類の提出。

審
査

申請後の流れ

郵
送
入
金

持続化給付金は見切り発車の部分が多いため、
細かい審査基準は日々変わっています。
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第三話

フリーランスの申請事例

はじまりはじまり～
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要件はつか
めてきました

それは良かっ
たです

ただ、具体的によく
わからないです

それでは幾つか事例を
あげましょう
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業務委託契約等を示す書類
１ 業務委任契約書
２ 支払い明細書

事例１
職業 学習塾講師

講師料 年間300万円
給与収入で申告
委任契約に基づき「生徒を教える」と
いう役割を委任されている

先生ですね
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業務委託契約等を示す書類
１ 業務請負契約書
２ 通帳の写し （報酬の支払いがわかる箇所）

事例２
職業 Ｗｅｂデザイナー

Ｗｅｂ作成料 年間250万円
雑収入で申告
請負契約に基づき成果物を納品している

ＩＴですね
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業務委託契約等を示す書類
１ 業務委託契約書
２ 支払調書

事例３
職業 化粧品外交員

保険契約業務委託費 年間500万円
給与収入で申告
業務委託契約に基づき化粧品や学習教材
などの商品を扱っている

押し売りですね
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雇用契約は給付対象外

事例４
職業 コンビニアルバイト

アルバイト料 年間200万円
給与収入で申告
雇用契約に基づきに食品や日用品など
を扱っている

お世話になっ
ています
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業務委託契約等を示す書類
１ 業務請負契約書など （任意の１つでＯＫ）
２ 支払い明細書など （１に対応したもの）

事例５
職業 イベントＭＣ

①事務所所属契約料 年間300万円
給与収入で申告
②直受けイベント出演料 年間100万円
雑収入で申告

ゲームショウ
楽しい
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業務委託契約等を示す書類
１ 業務委託契約書など （任意の１つでＯＫ）
２ 源泉徴収票など （１に対応したもの）

事例６
職業 カメラマン

①新聞社との専属契約料 年間300万円
②セミナー報酬 年間100万円
③書籍などの印税 年間40万円
①②給与収入で申告 ③雑収入で申告

戦場かな
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②は給付対象外

業務委託契約等を示す書類
①の業務請負契約書
①の支払い明細書など

事例７
職業 運送業

① バイク便請負料 年間200万円
雑収入で申告

② 引っ越しアルバイト 年間100万円
給与収入で申告（雇用契約）

Amazon派です
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②は給付対象外

業務委託契約等を示す書類
①の業務請負契約書
①の支払い明細書など

事例８
職業 タレント

① 所属事務所契約料・出演料 年間100万円
給与収入で申告

② 居酒屋アルバイト 年間100万円
給与収入で申告（雇用契約）

夢追い人かな
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申請のポイント

雇用契約がある場合はそのぶんの金額を差し引いて申請

雇用契約

委任契約
請負契約
委託契約

あくまで自己申告
になります
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第四話

持続化給付金について

はじまりはじまり～
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審査機関は提出書類をどこまで調べるのか？

国民健康保険 市役所保険課

確定申告書 税務署 税理士

請負契約書等 相手企業

基本的に申告を信じます。
ただし不審な点がある場合は
確認します。

調査先提出書類
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雑所得者向け持続化給付金

持続化給金の税務上の取り扱い

公的年金等以外の雑所得

給与所得者向け持続化給付金

一時所得
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持続化給金は何に使ってもＯＫです。

給付額ぶんの領収書、レシートをとっておきましょう。

扱い⇒営業外収入（不課税）

仕分け区分⇒事業所得のなかの雑収入

＊所得区分の雑所得とは別ものです

仕分けのポイント

事業所得で申告する場合
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悪徳業者の暗躍

税理士を名乗って書類偽造

行政書士を名乗って書類偽造

３０%～５０％の手数料

高額な手数料を取る業者はニセモノです。
不正発覚時に業者は逃げています！
責任を負うのは申請者です！
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不正が発覚した場合

年利３％の延滞金＋支給額の二割返還

仮に100万円給付として１年後
3万円+20万円＝123万円の返還

屋号・氏名公表
悪質な場合は刑事告発

持続化給付金の申請代行は顧問税
理士及び行政書士の独占業務です。
手数料は５％です。
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問題だらけです

持続化給付金は
いろいろと問題が
ありますよね

どこらへんが
問題ですか？

私に仕事を依頼
しない所です
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イベント会社や派遣会社に
仕事を依頼して、資格のある
者に仕事をくれないのです

資本主義の大き
な欠点ですね

この国の運営は課金
ばかりさせるクソです
クソ野郎ばかりです

危ない発言なのでこれくらい
で締めましょう！

最後までご覧いただきまして
ありがとうございました！
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おわりに

新型コロナウイルスの影響で、予定していたセミナー

及び講演が軒並み中止。緊急事態宣言で対面にて行っ

ていた相談業務も休止中。

それでも大丈夫です。たぶんどうにかなります。どうに

かならなかもしれないけど、どうにかします。のたうちま

わって生き延びましょう。２０２０年はそういう年です。

SHOSAKU事務所代表 花房尚作
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SHOSAKU事務所

連絡先

tel：090-4961-6521
mail：info@sho39.com
web：www.sho39.com

紙芝居風ガイダンス


