
スポーツ庁 新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策について 

 

・スポーツ庁から発表された各支援内容の中で関連すると思われるものを５つピックアッ

プし、詳細を聞き取り実施。 

 

１ 【STEP.1】「団体・個人向けの政府全体の支援策をスポーツ団体に提示」について 

① 経済産業省の給付金等の金融支援策をスポーツ庁として広報を行っているだけであ

り、スポーツ団体であるなしに関係なく、事業者全体を対象としたもの。 

参照：新型コロナウイルス感染症関連 （METI/経済産業省） 

  

２ 【STEP.1】「チケット払戻請求権放棄を寄附金控除とする税制改正」について 

① イベントに参加もしくは観戦する予定だった参加者が、チケット代を払戻せず「寄

附」扱いとすれば控除を受けられるというもの。 

② 令和２年２月１日～令和３年１月３１日までに開催されたイベントで、広く一般に

チケットが発売され、新型コロナウイルス感染予防のために開催中止したものが対

象。 

③ 主催者からスポーツ庁への申請で各イベントを対象とし、払戻を受けないと申告し

たイベント参加者に対し払戻請求権放棄証明書（仮）等を配布。参加者は確定申告

の際に上記の書類と共に申告を行えば、税優遇の対象となるもの。 

※関係法案の成立が前提 

https://www.meti.go.jp/covid-19/


参照：https://www.mext.go.jp/sports/content/20200422-mxt_sports1-

000006401_2.pdf 

→主催者は損失を減らすことができ、参加予定だった方々も控除が受けられる。 

 

・主催者と関係省庁、参加者間でのやり取りであり、ＪＡＦは対象ではない。 

・チケットを販売するほどの規模のイベントを主催する団体であれば、ＪＡＦ登録団

体・クラブも対象となる。 

 

３ 【STEP.2】「スポーツイベントの感染症拡大防止策」（サーモメーター、消毒用アルコ

ール等）の経費支援及び【STEP.3】「スポーツイベントの継続的な顧客獲得のための広告

経費の支援」について 

① 全国規模のリーグ及び大会主催者であり、社団法人又は財団法人のスポーツ団体等

が対象。 

② 補助対象上限額 1,000万円、1/2補助 

③ イベントの規模の線引き及び詳細等は調整中。 

 

・現時点の考え方では、ＪＡＦも対象になるとの回答。 

・ＪＡＦ登録団体・クラブは、全日本選手権規模の主催者であれば対象となる可能性が

あるとのこと。 

 

４ 【STEP.3】「スポーツによる地域活性化・交流イベントの開催経費の支援」について 

① 上記の「スポーツイベントの継続的な顧客獲得のための広告経費の支援」と一体し

て行うことにより相乗効果を図るイベントの開催に必要な経費の支援を行う。 

② 地域スポーツコミッションが対象。 

（地域スポーツコミッションとは、スポーツツーリズムやスポーツ大会の誘致等を

推進する地方公共団体とスポーツ団体、観光産業など民間企業が一体となったも

の。全国約１２０の地域で活動している。） 

③ スポーツよりも地域振興に力を入れている団体であれば、認定されるかもしれない

との回答。 

 

 参照：https://www.mext.go.jp/sports/content/20200408-mxt_sports1-

000006401_1.pdf 

 

・ＪＡＦは対象ではない。 

・ＪＡＦ登録団体・クラブが対象となるのは厳しい。 
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主な地方自治体の対応 

（１） 北海道 

  ・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業向け相談窓口及び融資取扱について 

  ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/shin-korona.htm 

 

（２） 東北地方 

青森県 

・経営に影響を受けている事業者等への支援 

：https://www.pref.aomori.lg.jp/koho/coronavirus_index.html#company 

 

秋田県 

・新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの事業者の皆様へ 

：https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/47236 

 

山形県 

   ・新型コロナウイルスの影響により経営に支障をきたしている県内中小企業者の皆

様へ 

   ：https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110013/folder-

kinyu/17shikin.html 

 

岩手県 

・事業者の皆様へ（新型コロナウイルス感染症対策） 

：https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/1028772.html 

 

宮城県 

   ・新型コロナウイルス感染症で影響を受けた中小企業者に対する金融支援について 

  ：https://www.pref.miyagi.jp/release/shingatacorona-kinyuu2.html 

 

   福島県 

   ・新型コロナウイルスにより事業活動に影響を受けた中小企業者への資金繰り支援 

について 

   ：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/covid19-01.html 
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（３） 関東地方 

東京都 

  ・新型コロナウイルス感染症に関する東京都の支援策 

   ：https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/information/corona-

support.html 

    

    千葉県 

   ・中小企業者支援について｜新型コロナウイルス感染症 

   ：https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/ncov/ncov-index.html 

     

茨城県 

   ・新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援策 

   ：https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/20200408.html 

    

    栃木県 

   ・新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた中小企業への支援策につい

て 

   ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/group/koronasiennsaku.html 

    

    群馬県 

   ・新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者向けの

支援制度について 

   ：https://www.pref.gunma.jp/houdou/g10g_00119.html 

 

    埼玉県 

   ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・個人事業主への支援 

   ：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html 

 

    神奈川県 

   ・新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援一覧 

   ：https://www.pref.kanagawa.jp/documents/57830/leafret_co200425-34.pdf 

 

（４） 中部地方 

愛知県 

  ・新型コロナウイルスに関連した中小・小規模企業向けの支援について 

  ：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/coronavirus20200203.html 
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   岐阜県 

  ・新型コロナウイルス感染症について 

   ：https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-

joho/shingata_corona_main.html#jigyou 

 

    三重県 

   ・中小企業・小規模企業の皆様へ（新型コロナウイルス感染症関連） 

   ：https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400019.htm 

 

    静岡県 

   ・新型コロナウイルスに関する中小企業等相談窓口 

   ：https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-010b/cv-soudan2.html 

 

    長野県 

   ・新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者向けポータルサイト 

   ：https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona.html 

   

    山梨県 

   ・新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度・相談窓口について 

https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/info_coronavirus_suppor

t.html 

 

    新潟県 

   ・新型コロナウイルス感染症対策 事業者の皆様へ 

   ：https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/jigyousya.html 

 

    富山県 

   ・新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者への金融支援について 

   ：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1300/kj00021519.html 

 

    石川県 

   ・新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている事業者の皆様へ 

   ：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/korona.html 
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    福井県 

   ・【新型コロナウイルス感染症】企業の皆様へ 

   ：https://www.pref.fukui.lg.jp/kenko/kenkou/cat0907/index.html 

 

（５） 関西地方 

大阪府 

  ・新型コロナウイルス感染症対策支援情報について 

  ：http://www.pref.osaka.lg.jp/smart_somu/shien/index.html 

 

   京都府 

  ・新型コロナウイルスに関する事業者向け支援制度 

  ：https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/shienseido.html 

 

   兵庫県 

  ・【新型コロナウイルス関連】雇用の維持や事業の継続などへの支援内容まとめ 

  ：http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_support_top01.html 

 

   奈良県 

  ・中小企業・小規模事業者の皆さまへ 

  ：http://www.pref.nara.jp/#007 

   滋賀県 

  ・新型コロナウイルスに関する県内事業者向け相談窓口の設置について 

  ：https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/309500.html 

 

和歌山県 

  ・経営支援資金（新型コロナウイルス感染症対応枠） 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/kinyuu/sangyoushien.

html 

 

（６） 中国地方 

広島県 

  ・新型コロナウイルス感染症 まとめサイト 

  ：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/#m02-02 
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   岡山県 

  ・新型コロナウイルス感染症にかかる事業者支援策 

  ：https://www.pref.okayama.jp/page/658782.html 

 

   鳥取県 

  ・新型コロナウイルス感染症への対応 

  ：https://www.pref.tottori.lg.jp/290044.htm 

 

   島根県 

  ・新型コロナウイルスに関する中小企業、小規模事業者向け情報等 

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/yuushi/koronamadogu

chi.html 

 

山口県 

   ・新型コロナウイルス感染症 関連情報

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10000/korona2020/202004240003.html

#2 

 

（７） 四国地方 

香川県 

   ・金融支援 －中小企業者などへの融資（新型コロナウイルス感染症関係） 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/w5hmps2003270

94826.shtml 

 

徳島県 

   ・中小企業・小規模事業者及び勤労者のみなさまへの支援について 

   ：https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5035172/ 

 

    愛媛県 

   ・新型コロナウイルス感染症に関する情報 

   ：https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/covid19.html#jigyousya 

  

    高知県 

   ・事業主・労働者のみなさまへ（新型コロナウイルスに関する助成金など） 

   ：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151301/2020041500107.html 
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（８） 九州地方 

福岡県 

  ・新型コロナウイルス感染症に関する労働と事業継続の支援・相談窓口について 

  ：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/coronavirus-shien.html 

 

   熊本県 

  ・事業者の皆さまへ 

https://www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&

class_id=7054  

  

佐賀県 

   ・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業の方々への金融支援について 

   ：https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00373303/index.html 

 

    大分県 

   ・事業者の皆様へ～新型コロナウイルスに関する支援策等について～ 

   ：http://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/korona-shiensesaku.html 

    宮崎県 

   ・新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者への給付金・協力金 

   ：http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/shigoto/shokogyo/kyufu-

kyoryoku.html 

 

    鹿児島県 

   ・中小企業・小規模事業者の皆さまへ 

   ：http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/covid19/jigyousya/index.html 

 

    長崎県 

   ・中小企業・小規模事業者のみなさまへ 

   ：https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/c-chusho/ 

 

    沖縄県 

   ・新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者に対する支援等について 

   ：https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/keiei/kinyu/singatakorona.html 
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