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インボイス制度を考えるフリーランスの会



インボイス制度
とは？
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税率の変わらない

消費税増税



対象になるのは？
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【例】
●建設業界
大手ゼネコン⇔中小建設会社⇔一人親方など

●出版業界
出版社⇔編プロ⇔フリーライター等

●アニメ業界
アニメスジオ（製作委員会）⇔フリーアニメーター等

●プロサッカークラブ
クラブチーム⇔選手、トレーナー等

●通販サイト
通販サイト⇔出品者

学習塾、芸能事務所、シルバー人材センター、レストラン、
配送業、地方自治体など、影響の及ぶ範囲は膨大

小規模事業者がサービスや
作品を支える産業構造を持つ
業界全体に影響大
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これまで納めなくてよかった消費税

誰が負担する…？

フリーランス

商品の価格が上がる？課税業者になる？ 下請け分も負担する？

事業者・消費者で消費税を押し付け合うことに



日本の文化・食・流通etc…を下支えする

年間売上1000万円以下の
フリーランス・小規模事業者 6



売上1000万超は1割に満たず
＝フリーランスはほぼ免税業者

データ：フリーランス協会「フリーランス白書2022」より 7

フリーランスの半数以上が
収入400万円未満

アニメーター、ライター、
デザイナー、俳優…
フリーランスの数は

参考：ランサーズ「新・フリーランス実態調査 2021-2022年版」より

1577万人



さまざまなジャンルの団体が
インボイス制度に反対・懸念を表明
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大手出版社から届いた実際の文章



さまざまなジャンルの団体が
インボイス制度に反対・懸念を表明
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【経済団体】
日本商工会議所
全国中小企業団体中央会
全国商工団体連合会
中小企業家同友会全国協議会
【建設】
全国建設労働組合総連合
【税理士】
日本税理士会連合会／日本税理士政治連盟
全国青年税理士連盟
税経新人会全国協議会
【農業】
農民運動全国連合会
【出版】
日本出版者協議会
出版ネッツ

【小売】
日本チェーンストア協会

【文化・芸術】
公益社団法人日本漫画家協会
一般社団法人 日本アニメーター・演出協会
日本SF作家クラブ
協同組合日本俳優連合
映画演劇労働組合連合会

日本脚本家連盟
日本児童文学者協会
日本シナリオ作家協会
日本図案家協会
日本美術家連盟
日本美術著作権連合
日本映像職能連合
【医療】
公益社団法人 日本薬剤師会
【流通】
建交労軽貨物ユニオン
全日本建設交運一般労働組合



民間で負担を押し付け合わせるデスゲーム構造

重い事務作業（会社員も）と生活を圧迫する納税が発生する

スキルの前に「インボイスの有／無」で選別が行われる可能性

インボイス制度の問題点

新たな才能の芽を摘み、業界の発展を妨げる

多様な働き方・生き方を困難にさせる
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免税事業者でい続けた場合に不利益を被らないようにする
予防策がなく、仕事を失っても取り締まることが不可能
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①免税事業者がインボイス発行事業者となって
課税事業者に転換した場合、
３年間に限り消費税の納税額を売上高にかかる
消費税額の２割とする

「激変緩和措置」とは

②課税売上高1億円以下の事業者に限り1万円未満の取引は

インボイスなしでも仕入税額控除を認める
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①免税事業者がインボイス発行事業者となって課税事業者に転換した場合

３年間に限り消費税の納税額を売上高にかかる消費税額の２割とする

「激変緩和措置」とは

②課税売上高1億円以下の事業者に限り1万円未満の取引は

インボイスなしでも仕入税額控除を認める

→ 3年間だけまけておくから今のうちに
インボイス出せるようにしておいて

→ 助かる業界と助からない業界があります



インボイス制度
の

現在地

14



・2016年3月に公布された法律で
実施が決まっている。

参考：国税庁HPより https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/201808/201808c.html

・導入の経緯▶
「複数税率制度の下で適正な課税を確保するため」
として、軽減税率と一緒に導入される。

・実施スケジュール▶
〜2023年9月 登録申請締切

10月 インボイス制度開始
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Q.インボイス制度ってなに??

A.税率の変わらない消費税増税です
つ
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Q.誰が増税になるの？
A.増えた分の消費税を以下の3者で押し付けあうことになります

小規模事業者
年間売上 1000万円以下の
免税事業者。フリーランス、
個人事業主など。

物価の上昇が続く中、さらな
る値上げが消費者を直撃？

課税事業者になって
消費税を納める？

消費者

電気代や
モノの値段が上がる？

店や会社
年間売上1000万円超の課税
事業者。企業、お店など。

小規模事業者の分まで
消費税を負担する？

登録は23年9月末まででOK!

ちょっと待って
!

取引先、会計ソフト、税理士、税務署 etc…から
「インボイス（適格請求書）登録のお願い」をされた方へ

は独禁法違反のおそれも。
登録は焦らないで！

登録しないと取引しない
免税事業者のままでいたら
値下げします

9 月末までに登録申請をし、10月1
日に登録通知がこなかったとしても、
一旦、暫定的な請求書を発行するこ
とで対応可能です。通知後に改めて
インボイスを交付すれば問題ありま
せん。（財務省ホームページより）



好きな方法で「STOP! インボイス」の声をあげよう

ポイント 1

ポイント 2

オンライン署名20万筆目前！

著名人・各界からもインボイス制度「STOP!」の声

（2023年3月末時点）

初の大規模イベント「10.26 日比谷 MEETING」には1200人が現地参加、
中継動画の最大同時視聴数 1000人超、開催後 1週間のアーカイブ動画総視聴数1万回超

目指せ今度は 10 0 万人！

地元の国会議員・
財務省に声を届ける

登録を立ち止まってみる
インボイス発行事業者になると、消費税の納税が発生します。登録期限まではま
だ時間があります（23年 9月末まで）。制度のことを調べ、取引先・同僚などとも
話し合い、焦って登録しないこともアクションのひとつです。

現在、さまざまな団体がインボイス制度の勉強会や反対集会、業界の実態調査な
どを実施しています。参加して意思を示すことも大きな力になります。

アクション

3

メディアに声を届ける
好きなテレビ・ラジオ番組、新聞、インターネット媒体、インフルエンサー、著
名人などに「インボイス制度を扱ってください！」とメールしてみよう。過去、
投書によってインボイス制度を取り上げてもらえたこともあります！

アクション

2

アクション

5

アクション

4
勉強会や集会、アンケートに参加する

アポをとって直接訴えるもよし、FAX なら
10 分で思いを伝えられます！　自民党、公
明党の与党議員への訴えが効果的。

署名はこちら

作成：インボイス制度を考えるフリーランスの会

方法はこちら

オンライン署名をするアクション

1

○日本税理士会連合会／日本税理士政治連盟　○中小企業家同友会全国協議会　○日本チェーンストア協会
○全国建設労働組合総連合　○全国商工団体連合会　○全国青年税理士連盟　○農民運動全国連合会
○日本出版者協議会　○公益社団法人日本漫画家協会　○一般社団法人 日本アニメーター・演出協会
○日本 SF 作家クラブ　○協同組合日本俳優連合　○映画演劇労働組合連合会　○日本映像職能連合
○自由法曹団　○日本ジャーナリスト会議（JCJ）　○日本音楽家ユニオン　○一般社団法人日本美術著作権連合

……And More!

ダースレイダーさん
［ミュージシャン］

藤井聡さん
［京都大学大学院教授］

西位輝実さん
［アニメーター］

ZEN-LA-ROCKさん
［ミュージシャン］

和田靜香さん
［ライター］

甲斐田裕子さん
［声優］

中野晃一さん
［作家／上智大学教授］

加藤梅造さん
［ライブハウス
ロフトプロジェクト代表］

私たちの生活を支える小規模事業者を
狙いうちにするインボイス制度は、ひ
いては消費者みんなの暮らしや文化を
貧しくしてしまいます。

さまざまな当事者団体が発足中
VOICITION（声優のインボイス反対チーム）　　インボイス制度を考える演劇人の会　　インボイス制度について考えるフリー編集（者）と漫画家の会
アニメ業界の未来を考える会　　小規模事業者に寄り添いインボイスに反対する士業の会

最新情報は Twitter（@STOPINVOICE）で
チェックしてください！

掲載順不同



12

34

COMICS BY tii
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まずは知ろう！
インボイス制度

COMICS BY tii

https://stopinvoice.org/

減
税


