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め︑自民党も同様の提

フリーランスへ﹁持続化給付金﹂
曾

大100万円を受け取れる

事業収入証明すれば対象に

ようにする︒6月中旬から

いて︑経済産業省は22日︑

所得﹂と税務申告してきた

収入を﹁雑所得﹂や﹁給与

ために給付を受けられなか二 受け付ける見込みだ︒
った一部のフリーランスの
また︑今年度補正予算に
人たちも︑新たに給付対象 盛り込まれていた小規模事
に加えると発表した︒
業者向けの﹁持続化補助

一−︑︒．〝−実．﹁︑←−﹇ト∴−﹇′′しん亀＝Fr

援する︒ ︵新宅あゆみ︶

間仕切りの設置など︑感染
随止に関する費用を最大50
万円補助し︑事業再開を支

フリーランスの保護

一元的な指針策定へ

企業などに雇われるので
はなくフリーランスとして

働く人が︑契約トラブルな
どに遭わないように保護を

強めるため︑政府は二R的
なガイドラインを作る︒契
約書がないため泣き寝入り
になるなどの課題が︑新型
コロナウイルス対策の休業

経産省は一時︑別の制度 金も弦充︒店舗の消毒や
一である﹁詩続化補助金﹂を

活用することで︑フリーラ
ンスの人たち向けの新たな

支援を行うことを検討して
いたが︑給付金制度の枠内
で対応することにした︒
持続化給付金は︑新型コ

ロナウイルスの感染弦大で
売り上げが落ちた中小企業
に最大200万円︑個人事

業者に最大100万円を支

で

法整備をめざしてお

罵笠置露頭六品

相て産調関l

とりまとめ︑議員立法

高化請

市にで

政府もこれを後押しす
中小企業や個人事業者向 る収入であることを証明す
けの﹁持続化給付金﹂につ る源泉徴収票や業務委託契
約書などを浸出すれば︑最

謹毅露露誌

ナンバーと一緒に登録で一査や
るようにする︒高市氏埴十倍擾
点として︑緊急時や
景気対策などの給付
通常の年金給付や

なるおそれもあり︑隠し資

同などを挙げた︒
うになるなど﹁国民の
﹁回の10万円の一律
轟減につながる﹂とメ
は︑申請された振込先の一事ットを強調した︒

抵抗感強く実現不透明

マイナンバーと銀行口座 に最終判断する見通しだ︒
ひもづげは︑2018年
だが︑個人の預金口座の
中身がのぞき見されやすく

月から本人の同意があれ
︑金融機関ができるよう

︒その3年後をめどに必

産がない人でも抵抗感は酸 給する制度︒受け取るに
い︒高市民も﹁国民の理解 は︑売り上げの減少を事業
が進むのが前提﹂としてお 所得で証明する必要があ

る︒今後は︑収入を雑所得
など︑別の所得分類で申告

している場合も︑事業によ

顕塑顕囲鞄嬰荻饗終発蟹饗一球護畿饗愛読謬畿麹畿

饗繋護饗議題嬰饗額類翳

′鯵

四国

なり︑義務化について

任を検討することになっ

いた︒高市氏は﹁年内に り︑義務化が実現するかは
保府省と検討する﹂と明 まだ不透明だ︒
し︑来年の法改正を念頭
︵
藤
田
知
也
︶
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臨時会合

やイベント中止などで浮き
誠意取り組む﹂という︒
は麻生氏との会談後の会見 彫りになっており︑縦割り
日銀の発表も受け︑みず
で
﹁
政
府
と
連
携
し
て
企
業
等
を
排
した対策に乗り出す︒
ほ銀行は中小企業などへ融 の資金繰りを積極的に支援
22日の全世代型社会保障
資するファンドの規模を従 していく﹂と強訴した︒
検討会議で明らかにした︒
来の3千億円から1兆円に
日銀が銀行などへ払う利 フリーランスは︑雇われた
息は事実上の補助金にな 労働者に近い形から完全な
る︒BNPパリバ証券の河 個人事業主まで︑様々な働
野能太郎チーフエコノミス き方や契約形態がある︒そ
トは﹁企業の資金繰り支援 のため従来は厚生労働省や
の最前線に立つ金融機関の 中小企業庁などが︑それぞ
財務悪化を防ぎ︑金融不安 れ担当分野ごとに対応して
の連鎖を予防するために必 きた︒こぼれ落ちのないよ
要な政策﹂とみる︒
うに︑政府として一元的に
︵
渡
辺
薄
暮
︶
目配りする狙いがある∵

率
「￣
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増やす方針を固めた︒
日銀はすでに︑50兆円と
地銀64行への申し込み は別の資金供給策︵最大25
百時点で約3万6千 兆円︶や︑企業が発行する
うち262件︵約45億 社債やコマーシャルペーパ
が実行された︒笹島律 ー︵CP︶の購入︵最大20
長︵常陽銀行頭取︶は 兆円︶も決めている︒これ
日も早い融資実行に向 らの実施期限は21年3月末
地銀界全体として誠心 まで半年間延ばす︒黒田氏
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