
個人クリニック持続化給付金の申請 
一般社団法人医業経営研鑽会会員  行政書士 佐藤千咲 

◆持続化給付金◆ 
 
～新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が大きく減少した事業者に「持続化給付金」が支給 
されます。給付金ですので、返済は不要、経費の使途も問われません。～ 
 
＜要件＞ 
１．新型コロナウイルス感染症の影響によりひと月の売上が前年の同月比で５０％以上減少している 
２．２０１９年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある 
 
＜給付額＞ 
前年の総売上（事業収入）ー（前年同月比▲５０％月の売上ｘ１２ヶ月） 
ただし、給付額は上限１００万円まで。 
 
＜申請方法＞ 
原則、電子申請 
＊ご自身での電子申請が困難な事業者対象に、事前予約による「電子申請サポート会場」設置を予定。 
 
＜申請期間＞ 
令和２年５月１日 ～ 令和３年１月１５日 
＊電子申請送信完了の締め切りが令和３年１月１５日令和３年２４時まで 
 
 
 
 

＊令和２年５月８日公表内容による 



１．対象月を選択し、予定給付額を算出する 
＊前年同月比で事業収入が５０％以上減少している月（対象月）を探して予定給付額を算出する 
 
例１）青色申告の場合 
                                                                         単位：万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年の年間事業収入 ３００万円 
2019年４月事業収入 ３０万円 
2020年４月事業収入 １３万円 → ５０％以上減少しているため給付対象であり、  
                  2020年４月を対象月として選択できる 
 
 
【給付額の算出】 
３００万円 － １３万円 ｘ １２ヶ月 ＝ １４４万円 
１４４万円 > １００万円（上限額） → 給付額 １００万円 
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対象月は 
2020年1月～12月の
中から選択します。 



例２）白色申告の場合 

                                                                単位：万円 

 
 
 
 
 
 
 
2019年の年間事業収入 ３００万円 
2019年月平均事業収入 ３００万円÷１２ヶ月＝２５万円/月 
2020年４月事業収入 １０万円 → ５０％以上減少しているため給付対象であり、  
                  2020年４月を対象月として選択できる 
 
【給付額の算出】 
３００万円 － １０万円 ｘ １２ヶ月 ＝ １８０万円 
１８０万円 > １００万円（上限額） → 給付額 １００万円 
 

 
 

  
 

2019年 

2019年合計 
300 

年間事業収
入300 

  
2020年 

2020年 年間事業 
収入 
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12

月 

40 20 20 10                 
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対象月は 
2020年1月～12月の
中から選択します。 



 

２．申請添付資料を準備する 

＊電子申請時は、以下書類のスキャン画像または、デジカメ・スマフォ撮影写真を添付し
ます 
（データはPDF,JPG,PNG） 
 
（１）青色申告の場合 
   ・２０１９年分の確定申告書第一の控え（１枚） 
   （税務署の収受日付印が押されていること） 
   ・２０１９年分所得税青色申告決算書の控え（２枚） 
    
    
 
               
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

任意提出ですが、 
①所得税青色申告決算書を提出し
ない者 
②所得税青色申告決算書に月間事
業収入の記載がない者 
③相当の事由により当該書類を提
出できない者 
は、給付金額の算出上、白色申告
と同じ扱いになってしまいますの
で、提出することをおすすめしま
す！ 
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（２）白色申告の場合 
   ・２０１９年分の確定申告書第一の控え（１枚） 
   （税務署の収受日付印が押されていること） 
              
 
  
              
 ～e-Taxで確定申告した場合～ 
（１）青色申告書類（３枚）又は（２）白色申告書類（１枚） 
             ＋  
           受信通知 
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＊例外１ 
 確定申告書の税務署収受日付印、受信通知がない場合 
     ↓ 
 納税証明書（その２所得金額用）で代替可能 
（確定申告書の事業年度のもの） 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊例外２ 
 例外１の納税証明書を提出することができない場合 
     ↓ 
 申請受付は可能。但し、通常よりも大幅に時間がかかり、または給付できない  
 可能性もあり。 
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（３）対象月の売上台帳、帳面 
（２０２０年〇月と明記する） 
      対象月          例：エクセﾙで作成した売上データ 
例：経理ソフトから 
  抽出した売上データ 
 
 
 
 

 
例：手書きの売上帳コピーなど10 

 
 
 

（４）給付金を受け取る銀行口座の通帳コピー 
   通帳表面  ＋  通帳を開いた１・２ページ目 又は  電子通帳画面コピー   
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売上資料例： 
・対象月の総括表、診療報酬請求 
 書、窓口現金月計表、クレジッ 
 トカード・自賠責などの未収金   
 明細表 など 
・上記等の資料の数字を会計ソフ 
 トに入力後、対象月の総勘定元 
 帳「売上」等の該当科目を印刷 
 したもの 
～詳細は、顧問税理士さんにご相談ください～ 



（５）身分証明書写し 
   （住所・氏名・明瞭な顔写真のある下記のいずれか） 
 
     運転免許証    個人番号カード（表面のみ） 写真付きの住民基本台帳カード 
 
 
 
 
 
 
     在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書など 
 
 
 
 
 
 
 
    上記がない場合は  住民票の写し ＋ パスポートの写し 
              住民票の写し ＋ 各種健康保険証の写し 

申請日に有効なものであり、記載
された住所が申請時に登録する住
所と同一のものに限られます！ 
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３．申請手順概要（医療法人・クリニック共通） 
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持続化給付金の申請用HP  
（https://jizokuka-kyufu.jp） 



４．電子申請を開始する 

宣誓・同意事項のチェック画面 
 
チェックをつける！ 

 
 

 ☑給付対象要件を満たしていること（満たしていない場合は電子申請で先に進めません） 
 (1)2019年以前から事業収入（売上）を得ており、今後も事業継続意思があること 
 (2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50％以上減少した月（対象月）     
  が存在すること 
 
 ☑必須入力事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと 
 
 ☑不給付要件（給付対象外となる者）に該当しないこと 
  (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務委託  
   営業」を行う事業者 
  (2)宗教上の組織若しくは団体 
  (3)(1)から(2)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者 
 
 ☑事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立ち入り検査等の調査に応じること 
 
 ☑不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと 
 
 ☑暴力団排除に関する誓約事項に同意すること 
 
 ☑持続化給付金給付規程（個人事業者向け）に従うこと 
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基本情報入力画面 

仮登録時のメールアドレス 

＊入力内容は一例です。 
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住所コピーをクリック 
すると自動的に上記登
録内容が反映されます 



特例適用の選択 

＊入力内容は一例です。 
特例に該当するケースは 
別途、経産省申請要領を 
ご参照ください。 
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売上入力 

自動計算されます。 

自動計算されます。 
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通帳表面.PDF 

通帳P1P2.PDF 
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確認画面 申 請 

対象月の売上台帳等.PDF 

2019年青色申告決算書（１）.PDF 

2019年青色申告決算書（2）.PDF 

2019年確定申告書第１表.PDF 
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 ＊申請後の流れ 
 申請内容・証拠書類等に不備・不明点があった場合は、登録した 
 メールアドレスへ連絡が入ります。内容確認後、マイページから登  
  録内容を修正します。 

 
   申請内容に不備等がなければ、2週間程度で事務局名義にて申請され 
 た 銀行口座に給付金が入金されます。 
 また、振込と前後するようですが、給付通知（不給付の場合には不 
 給付通知）が送付されてきます。 
 

経済産業省ＨＰより資料抜粋 



Q1  一度申請後、上限額まで申請できますか？ 
A1  一度給付を受けた事業者は、再度給付申請することができません。給付額がなるべく高くなる 
  ように対象月を選択してください。 
 
Q2  特定定額給付金や都道府県の協力金などと、持続化給付金の併給は可能か？ 
A2  持続化給付金については、他の給付金、協力金、各種補助金等との併給は可能です。他の給付金 
  等が持続化給付金と併給が可能かについては、担当自治体に確認ください。 
 （経産省よくある問い合わせより） 
 
Q3  持続化給付金は課税の対象となるか？ 
A3  税務上、益金（個人事業者の場合は、総収入金額）に算入されるものですが、損金（個人事業者 
  の場合は必要経費）のほうが多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象になりません。 
 （経産省よくある問い合わせより） 
 
Q4 手引き・申請画面で算出方法などに売上と収入の両方の表現がありますが？ 
Q4 給付額を算出する根拠となる売上とは、事業収入のことです。（利益ではありません） 
    不動産収入、給与収入、雑所得などは含まれません。 
  また、対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請 
  に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。 
   
 

Q＆A（医療法人・個人クリニック共通） 
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