
 



脱サラしたいと思った時に読む本 

はじめに 

「脱サラしたい」 
　もしもそのような気持ちが少しでもあれば、ぜひとも最後までご覧頂くことを強くおすすめい
たします。 
この本は、そんな思いを胸に秘めている方に向けて執筆しました。 
　何を隠そう、私も一年半前までどこにでもいる会社員で、そのような思いを持っていました。 
私がこの短期間でどのように脱サラを達成し、自由な人生を手に入れたのか。 
その全貌を包み隠さず、お伝えいたします。 

第一章　『常識を疑え』 
・同じことを繰り返す日々 
・会社員の真実 
・固定概念を捨てろ 
・本当の安定とは 
・令和は企業の時代から個人の時代へ 

第二章　『副業のすゝめ』 
・いきなり辞めるな、まずは副業から 
・走りながら考えよう 
・完璧な準備なんか出来ない 

第三章　『Make Money』 
・時流に乗ったビジネスをやれ 
・自分でお金を生み出す重要性 
・0→1を作ること 

第四章　『抜け道を徹底解説』 
・副業が会社にバレないようにする方法 

第五章　『脱サラの基礎』 
・脱サラに必要な5つのマインド 
・脱サラする前に知っておきたい4つのこと 
・脱サラした後にやるべき4つのこと 

おわりに 



第一章　『常識を疑え』 

・同じことを繰り返す日々 

　疲れが残っている、やる気にならないという状況でも、毎朝決められた時間に自分を無理やり
起こす。 
本当は辞めたいけれども、「家族のため、生活のため」と自分に言い聞かせ、自分の心に括りつ
けられた縄を無理やり引いて職場へ。 
職場では精一杯自分を抑え、周囲に気を遣い、与えられた仕事を黙々とこなす。 
いつも金曜日が待ち遠しく、やっと週末が来ても48時間経てば「また明日から1週間が始まる」と
ブルーな気分になる。 
　このように、会社で働いていると、毎日が、毎週が同じことの繰り返しだなと感じることがあ
りませんか？ 
これらは私が会社員だった頃に感じていたことをありのまま吐露したものです。 
そんなネガティブな思いが頭の中のほとんどを占拠していた傍ら、「このままでいいのか」という
思いが芽生え、それを自問自答する毎日でした。 

・会社員の真実 

①会社員は自分の時間の安売りをしているという事実 
　会社員は自分の時間を会社に売っているようなものです。 
日本人の平均年収は500万円程度だと言われています。 
　例えば、月収30万円で、1日8時間労働を月に20日行っていた場合、時給換算すると以下の通り
になります。 
30万円÷8時間÷20日＝1875円 
これで済めばいいですが、実情はさらに通勤時間や日本のサラリーマンにつきものの残業も貴重
な個人の時間を奪っています。これらを入れて仮に12時間とすると、 
30万円÷12時間÷20日＝1,250円 
こう考えるといかがですか？ 
アルバイトやパートタイムで働いてる方のほうが、意外と「時間と給与」の関係においてシビアに
考えているように思われます。 
月収や年収という大きな括りになると、私たちはどうしても金額が大きいからか感覚が鈍くなっ
てしまい、時間の安売りをしているという事実に気付かないのです。 
今、この金額を知ってあなたはどう思いましたか？ 
貴重な人生の1時間をたったの1,000円ぽっちで安売りしている事実に。 
　これでは、いつまで経っても、お金も時間も手にすることができないということがご理解いた
だけるかと思います。 

②会社員は株主（投資家）のために働いているという事実 



　会社の利益はもちろん、働いている従業員に渡りますが、それと同様に株主の元へも渡ってい
ます。 
当然、株主が会社に勤務するのではなく、代わりに私たち、会社員が汗水流して働いて得た利益
を配当として得ています。 
　つまり、会社員は自らの生活のために働いている一方、株主たちのために働いていると言って
も過言ではありません。実際に、会社員の給料なんて比較にならないくらいの配当を得ている株
主が数多くいるのも事実です。 

・固定概念を捨てろ 

　私たちは学校教育の中で、「会社に勤めることが当たり前」という前提で教育を受けてきまし
た。以前、私が公立中学校に勤務していた時も、周囲の先生方も含め、そのような考え方だった
と思います。 
　なぜならば、それは日本の教育が会社で働くことをゴールとしていますし、企業側が会社で使い
やすい人間を育てるのが日本の教育となっているからです。 
　そのため、個性を伸ばすことよりも、みんなと同じであることや周りの人に合わせて秩序を保
つことが正しいとされています。これは雇う側としては当然のことでしょう。 
　例えば、あなたが面接官となり面接を行った際、いきなり「この会社で多くのことを学び、将
来は起業したいと思っています！」と言う就活生よりも「御社でこの身が滅びるまで働きま
す！」と言ってくれる就活生の方が長く会社に貢献してくれると思いますよね。 
　さらに、私たちは、会社で働くことは当たり前で、お給料をもらって生活することも当たり前
だと、それが常識であるように親や先生から教えられてきました。 
　そのようなこともあって、自分で事業を立ち上げて起業をすることや投資をすることのよう
な、給料をもらうこと以外の稼ぎ方を全く知らないで育ってしまっているというのが現状です。 
むしろ、本人がそう思っても、周囲から止められることさえあります。 
　その結果、大学を出て、就職活動をして企業に就職するというレールに乗っている人がほとん
どで、それ以外は特殊な働き方という固定概念ができあがってしまっています。 
そもそも、私たちは一人ひとり性格や特技も違いますし、興味があるものも違います。人それぞ
れ輝ける場所は違うのが当然です。 
　だからこそ、「仕事＝会社に勤める」という固定概念を捨てるべきなんです。 
近年、副業を解禁する企業が増えてきましたが、これも企業に依存せずに自分の力で収入を得る時
代になったことを象徴している出来事だと思っています。 
これからは、自分の力で稼ぐことが必要になっていく時代ですね。 

・安定の意味とは 

「正社員は安定」 
「大企業に勤めれば安定」 
「公務員は安定」 
あなたも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか？ 
私も以前はそう思っていました。 



　これまで、公立中学校の教員、そして大手の保険会社に勤めていたのも、そう信じていたから
だと言っても過言ではありません。 
この状態を客観的に考えてみると、毎月会社からもらう給料は、自分の力で稼いでいるわけでは
なく、会社から与えられているモノです。つまり、渡す側（会社）がいて、その渡す側次第でお
金が与えられなくなる可能性もあるということです。 
それらは真の安定からは、程遠いものでした。。 
　私の考える真の安定とは、「自分の力で稼げるスキルを身につけた状態」のことを言います。 
会社からもらう給料以外で、お金を稼ぐ方法を知らないというのは、実はかなり危険なことなん
です。 
　会社から給料をもらうのとは別に、自分の力でお金を稼ぐ事ができるようになっていれば、会
社が潰れようが、解雇されようが問題はありません。手元に入る収入が減るだけです。 
慌てて次の仕事を探す必要もないですし、場合によっては自分で会社を立ち上げたり、フリーラ
ンスとして働いたりするという選択肢もあります。 
　もし今すぐ起業や独立に気が向かなくても給料以外に収入源があると、会社で仕事をしている
時も心に余裕ができますので、苦手な上司に媚を売ったり、周囲の目を気にして残業をしたりす
ることもなくなります。 
　私もアフィリエイトで収益が上がるたびに、心にゆとりを持って仕事に励むことができていま
した。 
会社だけに依存せず、自分自身でも収益を上げられる「自分の力で稼げるスキルを身につけた状
態」状態こそ、真の安定と言えます。 

・令和は企業の時代から個人の時代へ 
　 
　これからは個人の時代です。 
個人の時代とは、会社という組織に依存しなくても、個人に価値がつく時代のことです。 
インターネットが普及する前は、会社という大きな組織だけが影響力を持つ時代でした。 
　なぜなら、情報を発信できる媒体が、テレビ、ラジオ、新聞といったマスメディアしかなかった
からです。 
発信力を使えるのは主に会社組織であり、個人の多くは影響力や発信力がありませんでした。 
つまり、自分のことを全国的に知ってもらうには、影響力、発信力を持った企業やマスメディア
などの組織に依存するしかなかったのです。 
　しかし、近年インターネットが発達し、今では誰もが気軽にメディアを持ち、全世界に情報発
信することが可能になりました。 
サイトを作れば、自分の商品を販売できますし、SNSを使えば、自分の思いや出来事をいつでも
発信することができます。 
つまり、企業やマスメディアを介さずとも、会社という組織に依存しなくとも、自分の商品を
売ったり、芸能活動ができたりしてしまう時代です。 
実際に、企業や事務所に所属せずに、フリーで活動する人や、芸能人、そしてアーティストがたく
さんいます。 
それぞれが自分のメディアを持ち、自分で情報を発信し、自分で仕事を生み出しています。 
　このように、現代は誰でも好きなことで生きていくことが充分に可能な時代になっています。 
会社という組織に依存しなくても、 



・個人に価値がつく時代 
・個人で活動できる時代 
  
これが個人の時代です。 
この流れはこれからさらに加速し、ますます個人が活躍しやすい時代に突入するでしょう。 

第二章　『副業のすゝめ』 

・いきなり辞めるな、まずは副業から 

◆最初から大きな収益をあげるのは難しい 
　よく、覚悟の表れとして退路を断ってからビジネスに挑戦しようとする人がいます。 
その心意気は大変素晴らしいのですが、いきなり大きな収益をあげるのは難しいです。 
そもそも脱サラをするためには、まず生活できるだけの収益を安定してあげておく必要がありま
す。 
　当然ですが、生活していくためにはお金が必要です。 
特に養うべき家族がいる場合には、自分だけの問題ではなくなってしまいます。 
事前の計画もなく、いきなり脱サラをするのはとてもリスクが高く無謀とも言えるので、まずは
副業から始めましょう。 
副業を行うことで、どのようにすれば自分の力で収益が得られるのかわかってきます。 
　また、副業として取り組んでいる間は、まだサラリーマンとしての給料があるので、生活ができ
なくなるという事態に陥ることはありません。 
副業をして得た収入は現在の収入に「+α」となっていくので、純粋にモチベーションアップにも
つながります。 
　では、本業として会社員をしながら副業をすることを考えると、副業に充てられる時間はかな
り限られることに気が付きます。 
どのような時間が充てられるかと言うと、休日や通勤・退勤の時間、そして休憩時間などのスキ
マ時間が主に副業として活動できる時間です。 
これを見て、取り組む時間が少ないので、収入を得ることがなかなか難しそうに感じる方もいる
かもしれません。 
　例えば、1日1時間の作業で月1万円稼げたとします。 
その場合、作業時間を5時間に増やしたとしても、同じ時間単価では月5万円ほどの収入しか見込
めません。この例は、短い時間でもある程度の利益を生み出す力がなければ、脱サラしたとしても
本業以上の収入を得ることができないということを表しています。 
これでは、到底生活することができませんよね。 
　では、それから更にスキルアップして、1日1時間の作業で月10万円を稼ぐことができるように
なったらどうでしょう。 
5時間をかければ月50万円を稼げる可能性があります。 
時間をよりかけられるようになった分だけ、より時間単価が上昇するかもしれません。 



脱サラをするなら、時間単価を上げることで会社員として働いていた時にはなかった有意義な時
間を作り、より大きな収入を得たいですよね。 
その利益を生みだすノウハウは一朝一夕で身につくものではないからこそ、まずは焦らず副業か
ら始めてみましょう。 

◆会社員には一定の信頼がある 
　実は脱サラをすると、会社というバックの存在がなくなるので、一気に信用を失ってしまいま
す。 
　例えば、クレジットカードの作成や賃貸物件の借用などは、会社員として安定的な収入を得る
ことができていれば比較的簡単にできます。 
しかし、脱サラして個人事業主になると、これらの契約が難しくなることも多いのです。 
ですから、会社に勤めている間にその社会的信用を存分に使って、できることをやっておくこと
をおすすめします。 

・走りながら考えよう 
　 
　副業を始めようと思った人にありがちなこと。 
それは、自分でもできそうなものを延々と探し、結局行動に移せていないことです。 
副業やネットビジネスと検索すると、数多くの副業やビジネスが出てきます。 
そこで、ブログが良いのか、はたまた転売が良いのかというように、何が自分に合っているかを
一生懸命探そうとします。 
　そして、結局何をすれば良いのかわからないことを理由に、行動にまで移さないという人が大
半です。 
あなたも心当たりがあるのではないでしょうか？ 
まずはどれだけ小さくても良いので、行動に移してみましょう。 
とにかく「行動」です。 
勉強したり、調べたりすることも大事ですが、まずは走り出しましょう！ 
　「PDCAサイクル」という言葉があります。 
この言葉は 
・「Plan（計画）」 
・「Do（実行）」 
・「Check（評価）」 
・「Action（改善）」 
の頭文字をとったもので、業務の効率化を目指す方法の1つとされており、ビジネスの世界でよく
使われるものです。 
PDCAサイクルを回すのは作業を洗練させていく為にとても重要で、今後ビジネスに取り組む上で
もぜひとも意識していただきたいポイントです。 
　最初のステップはこのうちの「Do（実行）」から入りましょう。 
なぜならば、「Plan（計画）」の段階で慎重になりすぎてしまい、結局行動できない人が多いか
らです。まずは考える前に動く事が大事です。 
　そして、行動しながら改善していく。これが大切です。 



・完璧な準備なんか出来ない 

　行動に移せない人がよく使う3つの言い訳があります。 
①お金がない 
②時間がない 
③自信がない 
　まず、ここでお伝えしたいことは、何かを始めるときに完璧に準備ができるということは一生
ないということです。 
人は無意識で変化を嫌います。 
現状を変えるということは、変化を起こすということであり、そこには失敗のリスクが伴いま
す。現状維持を選択すれば、リスクを負う必要もありませんし、無駄な労力も払わなくて済みま
す。 
　そのため、私たちは無意識のうちに何もしなくて良い理由を探してしまうのです。 
（これを「現状維持バイアス」と言います） 
変化を受け入れない限り、行動はできません。 
また、行動に移せない限り、人生に変化は起こりません。 

第三章　『Make Money』 

・時流に乗ったビジネスをやれ 

　時流とは、その時代の風潮・傾向を指します。 
時流に乗ったビジネスを選択することは本当に大事です。 
これは「川の流れに沿って泳いでいく」こととまったく同じです。 
いくら泳ぐのが得意な人でも、川の流れと反対に泳いでいるとなかなか前には進みません。 
逆に、泳ぐのが苦手な人でも、流れに沿って泳ぐだけで、スイスイと前に進むことができますよ
ね。 
　つまり、素直に川の流れに身を任せることができれば、それほど泳ぎが得意でなくてもどんどん
と前に進むことができるのです。 
ビジネスも同じで、とにかく時流に乗ることを最優先に考えるべきです。 

・自分でお金を生み出す重要性 

会社でもらう1万円 
自分で稼いだ1万円 
同じ金額でもそこには大きな違いがあります。 
会社員は、会社という組織に雇われながら生きてます。 
社員が会社の方向性に沿って労働を行い、利益を出し、その会社の利益の一部をもらうことにな
ります。 



雇われている側は、その企業から給料としてお金をもらうので、「稼ぐ」という感覚があまりあ
りません。 
あくまでも会社から与えられているモノです。 
　つまり、会社員という業種は、どうしても収益を会社に依存してしまっているので、会社が傾く
と自分も傾くことになります。 
　しかし、自分で収益を生み出すことがあれば、万が一の際のリスクヘッジにもなります。 

・0→1を作ること 
　 
　ネットビジネスで一番ツライのが、0→1を生み出す時です。 
つまり、何もない状態から軌道に乗せるまでが一番難しいのです。 
この1に辿り着けずに辞めてしまう方がほとんどといっても過言ではありません。 
今、世の中で成功を収めている人たちも、全員がこの0→1からスタートしています。 
「1」からスタートできる人なんかいません。全員が「0」からのスタートなのです。 
ネットビジネスはよく片手間でできそうなイメージをお持ちの方も多いですが、現実はそんなに
甘くはありません。 
あなたがいくら脱サラをしたいと思っても、中途半端な覚悟では脱サラは不可能でしょう。 
絶対に脱サラをしてやるぞと決意をしたのであれば、ちょっとやそっとのことで挫けたりはしない
はずです。 

第四章　『抜け道を徹底解説』 

・会社に副業がバレないようにする方法 

　副業をしている人が一番不安に思うことは「会社にバレること」ですが、なぜ会社側にわかる
かご存知ですか？ 
一番可能性が高いのは、住民税からバレるケースです。 
住民税決定通知書は給与を一番多く支払っている会社に通知されるので、住民税額が給与と比較
して不自然に高い場合、会社はその社員が本業以外の所得を得ていることが分かってしまいます。 
副業で給料が手渡しである場合もこれは同様で、給料の渡し方で住民税が変わることはありませ
ん。 
　次に、ネットショップの運営など、ネットに氏名を記載する必要がある副業をしている場合、名
前を検索されたらすぐにわかってしまうのでバレる可能性が高いです。 
　では、会社に副業をしていることがバレるとどうなるのでしょうか。 
基本的には、まず副業は辞めさせられます。 
また、口頭注意で済む場合もありますが、本業に支障をきたすと判断されると、最悪の場合、解
雇されることもあります。 
その他に、就業規則に副業禁止が明記されている場合は、減給などの処分が下ることも考えられ
ます。 



　このような事態を避けるために、副業が住民税決定通知によってバレないようにするために
は、副業の確定申告の時に、住民税の徴収方法を「普通徴収（自分で納付）」にしましょう。 
会社が受け取る住民税決定通知の額に変動が生じないため、ここからバレる事はなくなります。 
　しかし、多くの自治体では「特別徴収（給料から天引き）」を推奨しており、普通徴収を希望し
ていても特別徴収にされてしまう可能性があります。 
　また、そもそも普通徴収ができない自治体もあります。その場合は雇用される形態ではなく、
個人事業主として開業届を提出すれば収入が事業所得として認められ、確定申告が可能です。 
こうすると確実に普通徴収できます。今のところ、マイナンバーによって副業が会社にバレる可
能性はほぼありません。 
マイナンバーの利用目的は法律で定められており、民間の会社が勤務先を調べるなどの目的では
利用できないからです。 
　しかし、マイナンバー制度の導入により、個人の収入把握は容易になりました。副業でも、給
与所得以外に年間20万円以上の所得が発生している場合は確定申告が必要です。 
確定申告を怠ると、税務調査を受ける場合があり、もし脱税とみなされると給料が差し押さえら
れる可能性もあります。 
そうなると当然ですが会社にバレてしまいますので、確定申告は必ず行いましょう。その他に、
同僚などに副業の話はするべきではありません。 
　バレるケースの中には、同僚から告げ口されるということもあります。いくら会社にバレない
ように気をつけていても、あなたが話せばそれらが無意味になるくらいリスクが高まります。 
どんなに親しく信頼している同僚であっても、副業のことは話さないようにしましょう。 

第五章　『脱サラの基礎』 

・脱サラに必要な5つのマインド 

　ビジネスをする上で最も重要になるのがマインドです。 
マインドとは物事に対する考え方のことで、ビジネスやっていくためにはこのマインドを養う必
要があります。 
　これは全ての土台のようなもので、いくら良いノウハウやスキルがあっても、根底となるマイ
ンドがしっかりとできていないようでは絶対に結果は出ません。 
　今後、あなたがビジネスに取り組む上で絶対に持っていた方がいい5つのマインドがコチラで
す。 
  
①どんな時もプラス思考であれ 
　まず、持ってほしいマインドはどんな時もプラス思考であるということです。 
ここで大切なのは、「どんな時も」ということです。  
普通の状態においてプラス思考でいることは誰にでもできます。ここでのポイントは、壁にぶつ
かった時やマイナスの局面でいかにプラス思考にできるかです。 
　ネットビジネスも同じで、最初からスムーズに稼げるようになることはまずありません。 
こんなに頑張っても何で成果が出ないんだと嘆いてしまいそうになることもあります。 



しかし、そんな時に「やっぱり自分には無理なんだ」とマイナス思考になるのではなく、「今やっ
てることは必ず今後活きてくる」と前向きに考えられる人は必ず結果がついてきます。プラス思
考でいることは、諦めずに継続することにもつながりますので、何事もプラス思考で考えられる
ようになりましょう。 

②言い訳をしないこと 
　ネットビジネスを始めて結果が出ない人のほとんどが言い訳を言います。 
・自分には向いてなかった 
・本業が忙しくて時間が取れなかった 
・教え方が悪かった 
このようなことを言って、結果が出ないことは仕方がないことなんだと自分に言い聞かせていま
す。 
まず、このような考え方をしている以上、脱サラすることはできません。 
脱サラどころか、ネットビジネスで1円も稼ぐことはできないでしょう。 
ネットビジネスで成功している人は、みな自己責任のマインドを持っています。 
私も同じです。元々才能があったわけでもなく、30歳近くまでまともにパソコンすら使ったこと
がないような状況でした。 
　しかし、私がなぜ脱サラするまでに至ったかというと、弱音も吐きたい時はありましたが、言
い訳をせず、自己責任の気持ちを忘れなかったからです。  
「言い訳をしない」 
あなたもこの言葉を胸に刻み、ネットビジネスに励みましょう。 
  
③行動すること 
　結果を出すためには行動するしかありません。 
いくらわかった気になっても行動に移さない限り、現状が変わることは一切ありません。 
わかっていることと行動する（やってみる）ことには雲泥の差があります。 
100人が同じように考えていても、その中の10人しか行動に移せないと言っても過言ではありませ
ん。 
その証拠に、会社員の人は皆が一度は脱サラしたいと思ったことがあるはずです。 
　しかし、そのためにネットビジネスに取り組んだり、投資に挑戦したりしている人はほとんど
いません。 
何かに挑戦しないと現状は変わらないとわかっているにも関わらず、行動できない人がほとんど
だということがお分かりいただけると思います。 
だから、まずは行動しましょう。 
そして、どんな結果でもいいので、行動をした結果を出していきましょう。 
最初は思い通りにうまく行かないこともあるかもしれませんが、修正すればいいだけの話です。 
修正を繰り返していくうちに、気付けば大きな成果に繋がっています。 
あなたも今すぐ行動できる人になりましょう。 
  
④リスクを恐れないこと 
　答えから言うと、リスクを取れない人に成功はありません。 
リスクを取るからリターンがあります。 
日本人は特に失敗を恐れる人が多く、無難な選択をする人が多いように思います。 



だからこそ、会社員が安定していると勘違いしてる人が多いのも事実です。 
　しかし、ここで考える必要があるのが、「失敗とは何なのか？」ということです。 
 私は諦めた瞬間に失敗となり、諦めない限りは経験になると考えています。 
発明王であるトーマスエジソンも白熱電球を完成させた際、次のように述べています。 
「私は失敗したことがない。ただ、1万通りの、うまく行かない方法を見つけただけだ。」 
　 このように、諦めずに挑戦し続ける限り、失敗というものはなく、経験になるわけです。 
「将来は自分の好きなことで生きていきたい。そして脱サラしたい」 
と思うのであれば、リスクを恐れず、積極的に挑戦していきましょう。  
  
⑤できない理由を探すのではなく、できる理由を探すこと 
　何かを始める時、人は「できる理由」よりも「できない理由」を探します。 
先ほどご説明しましたが、「現状維持バイアス」といって、無意識のうちに行動しなくてよい理由
を探してしまうからです。 
　しかし、変化を受け入れられない限り、成功は永遠にやってきません。 
何か新しいことを始める際は、必ずと言っていいほど、不安や迷いが生じます。 
その時に、「できない理由」ではなく、「どうしたらできるか？」 ということを考えるようにし
ましょう。 
物事を否定的に考えては何事も絶対に上手くいきません。 
できない理由を探すのではなく、できる理由を探す癖をつけてください。 

・脱サラする前に知っておきたい4つのこと 

①収入源を確保しておくこと 
　まずは、脱サラしても生活していけるだけの収入源を作りましょう。 
生活費や固定費など、自分が生活する際に毎月どれだけ必要なのか把握することも大切です。 
また、脱サラして副業に本腰を入れたからといって、必ずしもすぐに大きな成果が出るとは限りま
せん。最低でも自分の生活費に必要な費用くらいは収益が安定して出せるようにしましょう。 
私の場合も、副業で生活できるレベルに達してから会社を辞めました。 

②固定費を削減すること 
　分かりやすいもので言えば光熱費や家賃が挙げられます。 
極限すれば、家賃の安い場所に引っ越してしまった方が支出を抑えられます。 
また、不要な月額料金も一度見直すことをおすすめします。 
　例えば、携帯電話のオプションサービス、年会費が高いクレジットカード、不要な保険、全く
使わない車などです。 
固定費を削減すれば、1ヶ月に必要な生活費を大きく抑えられます。 

③クレジットカードを作っておくこと 
　クレジットカード会社は、 
会社員＝収入が安定している 
自営業＝収入が不安定 
といった判断をします。 



　今後、あなたがネットビジネスで会社員よりも圧倒的に稼げるようになったとしても会社員の
ような信頼はもらえません。 
そのため、脱サラする前に、年会費無料のクレジットカードを1ヶ月につき、2～3枚程度は作って
おくことをおすすめします。 
もちろん私も脱サラ前に、しっかりと作っておきましたよ。 

④税金の知識を身につけること 
　会社員の場合、税金は給料から天引きされるのであまり意識しないと思いますが、脱サラした
個人事業主や法人経営者は確定申告にて自分で税金や費用を支払う必要があります。 
売上金額にもよりますが、個人的には顧問税理士をつけることをおすすめします。 
税理士に依頼するメリットとしては、確定申告の作業に時間を取られずに済むことと、申告漏れや
仕訳のミスなどが起きないことが挙げられます。 
　以上のように、あなたも脱サラする前にしっかりと準備をして、脱サラ後に慌てることがない
ようにしましょう。 

・脱サラした後にやるべき4つのこと 

①健康保険の切り替え 
　会社員だった人がフリーランスになるときは、退職後に国民健康保険に加入するか、これまで
加入していた社会保険を任意継続するかのどちらかを選択することになります。 
国民健康保険に加入する場合、手続きは近くの市区町村役場でおこないます。 
　手続きの際は、「社会保険の資格喪失証明書」「雇用保険の離職票」など退職日がわかるよう
な書類を持参する必要があります。 
任意継続を選択する場合は、退職日の翌日から20日以内に、各都道府県の協会けんぽ支部や各健
康保険組合で行わなければなりません。 
　ちなみに、前年度の所得で保険料の決まる国民健康保険が高額になってしまう人は、任意継続
を検討することをおすすめします。 
実際に支払う国民健康保険料の総額は、個人事業主のかんたん税金計算シミュレーションで簡単
に計算することができますので、ぜひお試しください。 

②年金の切り替え 
　会社員は会社の厚生年金（※公務員の人は共済年金）に加入していますが、脱サラするとこれを
国民年金に切り替える必要があります。 
国民年金への加入は、住んでいる市区町村役場で行うことができます。 
　手続きの際には年金手帳と、離職・退職証明書、社会保険の資格喪失書など「退職した日付が
わかるもの」を持っていく必要があります。 
健康保険についても年金についても、どちらも役所での手続きとなりますので、退職後は早めに
役所へ向かうようにしましょう。 
所得が一定基準以下の人は、国民年金の支払いを免除することもできます。 

③個人事業主の開業届け 

https://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-calc/


　国税庁のサイトには「事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」と記載が
あるので、独立したら早めに提出する必要があります。 
開業届を出すことによって、社会的信用を得られたり、節税効果の高い青色申告が行えたりする
など得られるメリットは大きいです。 
　開業手続きとして、近くの税務署に行き、「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類を提
出します。 
もし顧問税理士がいる場合は、開業届の提出を依頼することも可能です。 

④確定申告の準備 
　フリーランスという働き方に対して、最も敬遠されるポイントがこの確定申告だと思います。 
確定申告というのは、「1年間の収入や支出、利益はこうだったので、これだけ税金を払います」
ということを、書類にして税務署に申告し、納税額を確定することです。 
　税理士に依頼する場合は必要ないですが、自分でやる人はあらかじめ手続き方法をしっかりと
頭に入れておく必要があります。 

おわりに 

　最後までご覧いただきありがとうございました。 
私も2018年10月より完全初心者の状態でネットビジネスに参入し、9ヶ月後の2019年6月末に脱サ
ラすることができました。 
「たった一度の人生、後悔だけはしたくない」 
この思いを胸に、全力でネットビジネスに取り組んだ結果だと思います。 
最初は副業から始め、徐々に自信をつけていった結果、脱サラするという決断をすることができ
ました。 
　この本をご覧いただいているということは、あなたも「脱サラしたい」と感じていると思いま
す。 
焦る気持ちもあるかもしれませんが、まずは副業から取り組み、稼ぐ力をつけていきましょう。 
　もし、私の元で確実に稼ぐ力を身につけ、脱サラを視野に稼いでいきたいという方は、個別に
私までご連絡ください。 
いただいたメッセージをしっかりと拝見し、私から直接、返事をさせていただきますね。 
あなたからの決意あるご連絡を心よりお待ちしております。 
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