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（１）個人・事業者への給付金・支援金の執行状況について

施策 府省 事業規模 施策概要 進捗状況

持続化給付金 経産省
1次補正等
約5兆6,657

億円

売上が大きく減少した事業者に、中小法
人200万円、個人事業者等100万円を
上限に給付。

2020年５月受付開始、2021年２月に受付
終了。
・申請件数:約441万件
・給付件数:約424万件
・給付金額:約5.5兆円（給付終了時点）

家賃支援給付金 経産省
2次補正等
約1兆822億

円

売上が大きく減少した事業者に、地代・
家賃の負担を軽減することを目的とした給
付金を支給。（法人は最大600万円、
個人事業者は最大300万円）

2020年７月受付開始、2021年２月に受付
終了。
・申請件数:約108万件
・給付件数:約104万件
・給付金額:約9,000億円（給付終了時点）

緊急事態宣⾔の影響緩
和に係る一時支援金

経産省
R2予備費等
6,979億円

2021年１月から３月にかけて発令され
た緊急事態宣⾔に伴う飲⾷店の時短営
業又は不要不急の外出・移動の⾃粛の
影響により、売上が大きく減少した中小法
人等に対して60万円、個人事業者等に
対して30万円を上限に売上減少相当額
を給付。

3月8日から申請受付開始。
6月15日に書類の提出受付を終了。

・申請件数:約57万件
・給付件数:約55万件
・給付金額:約2,200億円（8/19時点）

緊急事態措置又はまん延
防止等重点措置の影響
緩和に係る月次支援金

2021年４月以降の緊急事態宣⾔や
まん延防止等重点措置に伴う飲⾷店の
休業・時短営業又は不要不急の外出・
移動の⾃粛の影響により、売上が大きく
減少した中小法人等に対して20万円／
月、個人事業者等に対して10万円／月
を上限に売上減少相当額を給付。

6月16日から申請受付開始。
7月1日より給付を開始。

・申請件数:約104万件
・給付件数:約51万件
・給付金額:約603億円（8/19時点）
※審査体制の強化等迅速な給付に向けて取組中



施策 府省 事業規模 施策概要 進捗状況

サプライチェーン対策のため
の国内投資促進事業費補
助金

経産省

1次補正
2,200億円

予備費
860億円

3次補正
2,108億円

生産拠点の集中度が高い製品
・ 部素材、又は国民が健康な
生活を営む上で重要な製品・部
素材のサプライチェーンの強靱化
のため、国内での工場の新設や
設備の導入を支援。

【一次公募(先行審査分)（R2.6.5締切）】

・申請件数:90件、金額:約996億円

・採択件数:57件、金額:約574億円

【一次公募(先行審査分除く)（R2.7.22締切）】

・申請件数:1,670件、金額:約1兆7,640億円

・採択件数:146件、金額:約2,478億円

【二次公募（R3.5.7締切）】

・申請件数:280件、金額:約3,118億円

・採択件数:151件、金額:約2,095億円

海外サプライチェーン多元
化等支援事業

経産省

1次補正
235億円

３次補正
116.7億円

国際的に生産拠点の集中度が
高い製品・部素材のASEAN等
における生産拠点の多元化の
ために設備導入等を補助。

【1次補正（第1～3回公募）】
＜第1回公募（設備導入補助）＞
・採択件数：30件 金額：約113億円
＜第2回公募（実証事業・事業実施可能性調査）＞
・採択件数：21件 金額：約12億円
＜第3回公募（設備導入補助）＞
・採択件数：30件 金額：約83億円

【3次補正（第4~5回公募）】

＜第4回公募（設備導入補助）＞

・採択件数：11件 金額：約46億円

＜第5回公募（設備導入補助）＞時期未定

中小企業等事業再構築促
進事業

経産省
3次補正
1兆1,485
億円

新分野展開、業態転換、事
業・業種転換、事業再編等の
思い切った事業再構築に意欲を
有する中小企業等の挑戦を支
援。

【第１回公募（5/7締切）】
・申請件数：22,231件
・採択件数：8,016件 金額：約2,189億円

【第２回公募（7/2締切）】
・申請件数：20,800件

【第３回公募】
・公募期間は7月30日～9月21日
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（２）事業の強靱化・再構築・需要創出支援の執行状況について



施策 府省 事業規模 施策概要 進捗状況

中小企業生産性革命推進
事業

・持続化補助金

・ものづくり補助金

・IT導入補助金

経産省

1次補正
700億円

2次補正
1,000億円

3次補正
2,300億円

持続化補助金

小規模事業者等が新型コロナウイル
ス感染症の影響を乗り越えるために行
う販路開拓等の取組や感染拡大予
防にかかる費用を支援。

また、ポストコロナ社会に対応したビジ
ネスモデルの転換に資する取組や感
染拡大予防にかかる費用を支援。

【１、2次補正】（令和２年度に受付終了）
採択件数 69,919件
金額 約899億円

【3次補正】（第１回受付 採択発表7/2時点）
採択件数 3,512件
金額 約33億円

ものづくり補助金

中小企業・小規模事業者等が行う新
型コロナウイルス感染症の影響を乗り
越えるための前向きな設備投資の一
部や感染拡大予防にかかる費用を支
援。

また、ウィズコロナ・ポストコロナ社会に
対応したビジネスモデルの転換に資す
る設備投資の一部を支援。

【1、2次補正】（令和２年度に受付終了）
採択件数 4,597件
金額 約399億円

【3次補正】（第６次公募 採択発表6/29時点）
採択件数 2,158件
金額 約180億円

IT導入補助金

新型コロナ感染症が事業環境に与え
た影響への対策及び同感染症の拡
大防止に向けた対策に取り組む事業
者のITツール導入を支援。

また、ウィズコロナ・ポストコロナ社会に
対応したビジネスモデルへ転換するた
めにITツールを導入する際にかかる費
用の一部を支援。

【1、2次補正】（令和２年度に受付終了）
採択件数 21,181件
金額 約347億円

【3次補正】（１次締切 採択発表6/15時点）
採択件数 2,352件
金額 約38億円
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（２）事業の強靱化・再構築・需要創出支援の執行状況について



施策 府省 事業規模 施策概要 進捗状況

コンテンツグローバル需要創出
促進事業
（J-LODlive）

経産省

1次補正
878億円

3次補正
401.3億円

予備費
314.5億円

（１）国内における公演の実施及
び当該公演を収録した動画の海外
向けデジタル配信の実施

（２）延期・中止した公演等の
キャンセル費用及び関連映像を活
用した動画の制作・配信の実施

交付決定件数：約36,210件
交付決定額：約1383.0億円（8/13日時点）

Go To イベント 経産省
1次補正

1,198億円

・文化芸術やスポーツに関するイベン
トのチケット購入者に対し、チケット
代金の2割相当分の割引を支援

・チケット1枚当たり2,000円が上限

チケット販売枚数：361.8万枚（8/12日時点）
給付金額：約30億円
※現在オンラインを除き停止中

Go To 商店街 経産省

1次補正
51億円

3次補正
30億円

・消費者や生産者が、地元や商店
街の良さを再認識するきっかけとなる
ような商店街イベント等の実施（オ
ンラインを活用したイベント実施も含
む）

・地域の良さの再発⾒を促すような、
新たな商材の開発やプロモーションの
製作

採択件数：532件（8/17時点）
採択金額：約35億円
※現在オンラインを除き停止中
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（２）事業の強靱化・再構築・需要創出支援の執行状況について
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（３）事業者への資金繰り支援の執行状況について

施策 府省 事業規模 施策概要 進捗状況

実質無利子・無担保融資等
（日本政策金融公庫等
・商工中金）

財務省
経産省

1～3次補正等
約110兆円

日本政策金融公庫等・
商工中金による、売上が
減少した中小企業等への
資金繰り支援。

・承諾件数:約87.6万件、金額:約16.3兆円

※数値は日本政策金融公庫等と商工中金

（中小企業向け危機対応融資）の合計

（6/30時点）

信用保証
（新型コロナウイルス対応分）

財務省
経産省

信用保証協会によるセー
フティネット保証4号及び
5号、危機関連保証。

・承諾件数:約188.3万件、金額:約35.9兆円

（6/30時点）

（※上記信用保証の内数）

実質無利子・無担保融資
（民間金融機関）

財務省
経産省

民間金融機関を活用し
た、売上が減少した中小
企業等に対する資金繰り
支援。

・承諾件数:約136.7万件、金額:約23.4兆円

（5/31時点）

※民間金融機関による実質無利子・
無担保融資は、5月末が実行期限

危機対応融資
（主に中堅・大企業向け）

財務省
経産省

1・2次補正

約10兆円

日本政策投資銀行・
商工中金（中堅向け）
による危機対応融資。

・承諾件数:419件、金額:約2.3兆円

（6/30時点）


