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新型コロナウイルス禍における自治体の
各種補償（助成金）に関する分析

足立　基浩 1），上野　美咲 2），松田　桃子 3）

はじめに

2020 年 1 月に日本で最初の感染者が現れた新型コロナウイルスであるが，その後増加，減

少を繰り返し，2021 年 10 月 11 日時点では第 5 波が収まりつつある。

政府は 2020 年 4 月 7 日に 1 回目の緊

急事態宣言を実施し，この措置により新

型コロナウイルス感染者数は鎮静化した

ものの，同年 7 月と 11 月，2021 年 2 月，

7 月にそれぞれ第 2 波，第 3 波，第 4 波，

第 5 波と呼ばれるような感染拡大が観測

された（図 1 参照）。当初 3 大都市圏で

感染は拡大したが，その後，地方都市部

でも広がるようになった。

2021 年 3 月以降は高齢者を対象にワ

クチン接種が各地でスタートし，これが

進めば経済環境などが改善するものと考

えられる。しかし，6 月 20 日に第 3 回

目の緊急事態宣言を解除したものの，東

京都の感染者数は沈静化せずに再びリバ

ウンドの状態となった（6 月 30 日の感染者数は 721 人）。

一方で，上記緊急事態宣言の発出は，同時に飲食店や観光業者の営業自粛をセットにしたも

のであった。法律的に営業時間を定めるなどの措置は当然ながら飲食店経営にマイナスの影響

を持つ。そのため，政府は事業者等に対し持続化給付金や月次補助金などの助成金策や，金融

機関を通じての融資策（劣後ローン等を含む）などを実施するようになった。こうした助成策

は政府の一律補助に加え都道府県や自治体などでも実施されたが，特に自治体での実施は地域

ごとに異なっており，その全体像も見えていない状況といえる。本稿ではこうした点に鑑み，

1）	 	　和歌山大学経済学部教授　本研究の全体を監修，文章を執筆した。
2）	 	　和歌山大学経済学部講師　本研究のデータセットの構築，表 2，表 3 の作成，関連個所の文章を執筆した。
3）	 	　和歌山大学大学院観光学研究科博士後期課程　本研究のデータセットの構築，図 3，図 4，図 5 の作成，

関連個所の文章を執筆した。
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図1　新型コロナウイルス感染者数
（2020年１月から2021年10月まで）

出典）NHK新型コロナ特設サイトより著者が作成
　　				（https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

data-widget/#mokuji0）
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日本全国の自治体が実施した各種助成策の実態や特徴などについて分析を行った。

コロナ禍における助成策の議論

2020 年 1 月以降，社会問題化してきたコロナ禍における各種給付金とその効果に関する学

術論文は，本稿執筆時点では少ないものの，以下 2 点については鋭い点を指摘している。

まず，橋本（2021）らは，中小企業への持続化給付金の効果を測定し，「申請企業は非申請

企業よりも生産性や売上高の伸びが高い」ことを実証的に示した。特に，こうした補助金に「申

請」するという行為そのものが，最終的に企業の生産性向上を促す点を指摘している。現在の

ところ，人道的見地から持続化給付金などの補助金策が語られることが多いが，実際にはこう

した助成が生産性向上にまで影響するとしている点は興味深い 4）。

また，こうした分野への補助金はもちろん，コロナ禍においてオンライン化の促進などを通

じた様々なイノベーションも必要であろう。山口（2021）は生産性向上を軸に「異業種同士の

コラボレーションの重要性」を指摘している 5）。

今回の場合，新型コロナウイルスの感染は，2020 年 3 月以降，拡大，縮小を繰り返してい

るが，2021 年 1 月からは本稿執筆の 10 月までのほとんどの日で緊急事態宣言，まん延防止等

重点措置，ないしはこれに指定されていない県，地域でも独自の営業自粛案（営業時間短縮を

含む）が出されている。

上記橋本（2021）らが示すように助成金をベースとした中小企業等への支援の結果，「生産性」

が上昇すれば，ポストコロナ期においても強い経営形態が持続される可能性がある。その意味

において持続化給付金や月次補助金などの支援は一時的ではなく中長期的にみてもその必要性

が認められよう。

国，都道府県，地元自治体からの支援

今回のような移動制限が法的に施行されるような未曽有の事態にはやはり行政からの公的支

援が不可欠といえる。特に，緊急事態宣言の発出に伴い，店舗の営業時間の短縮や休業要請な

どが実施されたが，法的に「営業制限」ないしは「休業」要求がなされた。その結果，当然な

がら協力店舗には金銭的補償が必要となる。

2020 年 4 月 7 日からの緊急事態宣言，また飲食店などをはじめとする民間業者の営業活動

の自粛については，①持続化給付金（最大 200 万円まで）と，②家賃補助（「単月あたりの売

り上げが昨年同月比で5割減った事業者」ないし，「3か月の売上合計が昨年同期に比べ30％減っ

4）	 	　橋本由紀・高橋孝平「小規模事業者持続化補助金の申請と受給の効果分析」独立行政法人経済産業研究所，
ディスカッションペーパーシリーズ　21-E-039，p1-p68　2021 年　https://www.rieti.go.jp/jp/publications/
dp/21e039.pdf　参照。

5）	 	　山口伸　「連載　コロナ禍における小企業者の経営革新②」　中小商工業研究　第 149 号　2021 年 10 月　
pp89-99　
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た」などの場合には家賃の 3 分の 2 が助成（半年間））がなされることとなっている。さらに，

③店の休業者に対しての「休業補償」など，をまかなうために膨大な額の国債が発行されるこ

ととなった（第 2 次補正予算を含む）。

なお，持続化給付金は，424 万件（申請 441 万）の中小企業・個人事業者に対し，約 5.5 兆

円分が配られ，給付を終了している。

今回のコロナ禍で特に打撃を受けた飲食業者への行政からの補助金の最新の情報（本稿執筆

2021 年 10 月時点）などについては，以下表 1 を参照されたい。

名称 時期 対象者 補助額 条件

月次補助金 4月
から
7月
まで｡

（1）緊急事態措置または
まん延防止等重点措置にと
もなう飲食店の休業・時短
営業または外出自粛等の影
響を受けている。（2）
2021年の月間売上が2019年
または2020年の同月比で
50%以上減少している。

法人（20万円），個
人10万円（一か月）
を上限に補助。

事業再構築補助金 中小企業，中堅企業，小
規 模 事 業 者 ， 個 人 事 業
主，企業組合等

中小企業：100万円以
上6,000万円以下(3分の
2補助），中堅企業100
万円以上8,000万円以
下(2分の1補助，4000
万円超は3分の1）。

売上減少について：
2020年10月以降の連続
する6か月間のうち，
任意の3か月の合計売
上高が，コロナ以前
（2019年又は2020年1
～3月）の同3か月の合
計売上高と比較して
10％以上減少している
必要がある。

雇用調整助成金（新型コロ
ナウイルス感染症特例措
置）【個人・法人向け】

雇用保険に加盟しており
新型コロナウイルス感染
症の影響により売上が前
年同月比で5％以上減少し
ている者。(対象労働者）
雇用保険被保険者，被保
険者でないパート・アル
バイトも対象。

中小企業の助成率｡
（）内は解雇等がな
い場合の助成率：4/5
（9/10），大企業：	
2/3（3/4）。(助成上
限）1日当たり13,500
円。

雇用調整助成金（地域特
例の対象）「緊急事態宣
言」「まん延防止等重点
措置」の対象地域で，知
事による基本的対処方針
に 沿 っ た 要 請 に 基 づ い
て，営業時間の短縮等に
協力する企業。

売り上げ高等の生産指標
を，直近3か月間の月平均
値と前年同期または前々
年同期の月平均値を比べ
て30%以上減少した全国
の企業。

中小企業の助成率。
（）内は解雇等がな
い場合の助成率：4/5
（10/10）。大企業：
4/5（10/10）。上限
　1日当たり15,000円

新型コロナウイルス感染
症対応休業支援金・給付
金【個人】事業主が雇用
調整助成金を利用しない
ために休業手当の支給を
受けることが出来ない労
働者を対象に，自らが申
請を行うことで休業前賃
金の80％（一日最大11000
円）の休業支援金を受給
することが出来る制度。

（申請者）中小企業の労
働者（大企業に雇用され
る労働者も対象となる場
合がある）　対象者	令和
2年4月1日から令和3年6月
30日までの間に，新型コ
ロナウイルス感染症等の
影響により，事業主の命
により休業した中小事業
主の労働者。

給付率	80%　助成上
限 金 額 	 1 日 あ た り
11,000円（令和3年5月
からは9 , 9 0 0円が上
限）。

※上限額について：
緊急事態措置または
まん延防止等重点措
置を実施すべき区域
の知事の要請を受け
て，営業時間の短縮
等 に 協 力 す る 施 設
（飲食店等）の労働
者は，令和3年5月1日
～令和3年6月30日の
期間11,000円。

表1　これまでの助成措置のまとめ

出典）内閣府，経済産業省のホームページ，また，補助金ポータルを参照。
　　　https://hojyokin-portal.jp/columns/corona_summary
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新型コロナによってマイナス効果があった業界

しかし，上記のような措置をもって状況はある程度は改善されたものの，厳しい経営状態の

中小事業者も依然多い状態が続いている。

帝国データバンクの調べによると，2020 年，「マイナスの影響がある」を業種別にみると，「旅

館・ホテル」が 100％で最も高く，これは国内観光客，インバウンド観光客減少の影響を直接

受けたものと考えられる。また緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などで時短要求や酒類の

提供制限を受けた「飲食店」は 95.4％であった 6）。

また，倒産件数は各種助成策や政府系金融機関の貸し付けなども功を奏して，2020 年 8 月

以降減少傾向にあるものの，依然高い水準にある（449 件（前年同月比 31.5％減））。負債総額

は 946 億 2100 万円（前年同月比 36.3％増）。なかでも，建設業（78 件，前年同月比 27.1％減），

製造業（50 件，同 26.5％減），卸売業（60 件，同 31.8％減），不動産業（11 件，同 56.0％減）

の 4 業種では，8 月として過去最少を更新した。

負債規模別にみると，2021 年 8 月の負債 10 億円以上の倒産は合計 24 件（前年同月比

60.0％増）と大幅に増加し，2020 年 7 月以来 13 カ月ぶりの 20 件台となった。地域別にみると，

9 地域中 8 地域で前年同月比減少。北海道（6 件，前年同月比 45.5％減）は過去最少，関東（171

件，同 27.8％減），中部（57 件，同 40.0％減），近畿（103 件，同 43.7％減），中国（20 件，同

33.3％減）の 4 地域が，8 月としては過去最少となっている 7）。

帝国データバンクは「観光支援の各種施策の一時停止や緊急事態宣言による休業・営業時間

短縮など，厳しい状況に見舞われた『旅館・ホテル』や『飲食店』などでは，外出自粛の影響

を色濃く受けている。一方で，プラスの影響を見込む企業では，巣ごもり需要の増加にともな

いスーパーマーケットなど飲食料品を扱う業種を中心に消費が拡大した」と分析している。

全商連の調査結果から考察する

全国商工団体連合会は，全国の自治体に対し，新型コロナウイルスで疲弊した商業者などに

対する支援策に関する調査を実施した（2020 年 8 月 28 日− 9 月 30 日，1788 自治体，1092 回

収（回収率 61.1％））。以下，同データをもとに分析を行いたい。

これまで，自治体による商業支援は，以下，①休業補償，②固定費補助，③雇用補助，④観

光・飲食業補助，⑤感染防止対策，⑥芸術・文化支援などに分類されるが，本来，こうした支

援策は全国一律が望ましい。しかしながら，それぞれの実施率は都道府県ごとに異なる。以下，

こうした取り組みの中で特に特筆すべき支援策についてみてみよう。

6）	 	　流通ニュース	2021 年 02 月 09 日　https://www.ryutsuu.biz/strategy/n020917.html　参照。
7）	 	　帝国データバンク資料　https://www.tdb.co.jp/tosan/syukei/2108.html　参照（一部引用）。
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休業補償

休業補償については，実施自治体数は 361 で，実施率は 33.1% であった。北海道，愛知県，

福島県，宮崎県などなどが手厚い。休業や営業時間短縮の要請に応じた事業者（飲食店，宿泊

施設，理美容業等）への給付金（支援金，協力金）が目立った。自治体によっては自主的に休

業した事業者への支援策もある。

固定費の補助

続いて「固定費の補助」についてみてみたい。固定費の補助は実施自治体数は 472 で，実施

率 43.2% であった。岩手県，新潟県，大分県，宮崎県などが手厚い。これらの地域は規模の小

さな経営を行う商業が多く，家賃を含め固定費に悩まされている企業が多い地域である。

北海道留寿都村では「家賃，地代，事業実施の際使用する機械等の賃料等固定費がかか

る村内の小規模企業者」を助成の対象としている。全体的に，家賃支援の上限額は 10 万円

から 150 万円となっており，法人の場合最大 600 万円，個人最大 300 万円という自治体も

ある。

さらに，上下水道の支払い猶予や減免，固定資産税・都市計画税の軽減措置等を実施してい

る自治体も多い。

雇用補助

雇用費補助については岐阜県，新潟県，愛媛県が多かった（実施自治体数は 249 で，実施率

は 22.8％）。岩手県遠野市では「45 歳未満のものを正規採用した，市内に事業所を有する中小

企業等」（新規雇用創出事業費補助金）を対象に上限額 300 千円（1 人当たり）を補助している。

宮城県加美町では「雇用調整助成金の対象外で家族専従者がいる町内事業所」（加美町専従者

雇用支援事業）を対象に上限 5 万円の助成を行った 8）。

観光支援

観光支援については，実施自治体数は 817，実施率 74.8% であった。GoTo トラベルキャンペー

ンなどの影響もあってか，すべての都道府県において助成率は高い数値であった（実施自治体

数（817 自治体）は最多）。宿泊費やプレミアム付き商品券・食事券の補助が多い。

感染防止対策

感染防止対策においては，実施自治体数は 629，実施率 57.6% であった。47 都道府県でまん

べんなく支援策が講じられている。感染対策（企業経営における再起のための販路開拓を支援

8）	 	　中小商工業研究所「新型コロナウイルスの影響を受ける中小業者への支援策実施状況調査の特徴とまとめ」
p3 を参照（全商連，2020 年 12 月 18 日）。
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等，ウィズコロナ，ポストコロナに向けてのビジネス支援）を行う事業者への，補助金，助成

金，支援金などである。

文化芸術

文化芸術に関する支援はすべての都道府県において，実施率が低い傾向にあった（実施自治

体数 106，実施率は 9.7% で最も低い）。鳥取県や石川県など一部を除いて取り組みが弱い分野で

ある。石川県は，「金沢芸妓，山中芸妓」に楽器，カツラなどの道具の維持費を給付（30 万円 / 人）9）。

このように，コロナ禍において，文化芸術など（フリーのアーティスト）やや置き去りにさ

れてきた感がある点に注意が必要だ。フランスなどでは，こうした文化芸術活動への支援が手

厚いのに対し，日本では極めて薄い。

主成分分析

分析手法

以下，全国商工団体連合会が全国の自治体に対し実施した「新型コロナウイルスで疲弊した商業

者などに対する支援策に関する調査自治体の助成金データ（2020 年 12 月 18 日）」を用いて「主成

分分析」を実施した（変数（先に紹介した休業補償等の 6 つの変数の「実施率」データ）の類型化）。

一般に，社会データの多くは互いに相関する傾向があるが，この相関性を除去し，別に新しい新た

な合成変数を作り出す。つまり，ここでつくられた「新しい合成変数」は互いに他の変数とは独立

しており相関はゼロとなっている。数学的にはあるデータのベクトルと別データのベクトルの内積

がゼロになるような条件のもと，新しいデータ群（主成分）を作り出すのが主成分分析である。

利用した変数

本分析に利用した変数は，休業補償，固定費補助（家賃など），雇用補助，観光支援，感染

防止対策，文化芸術への支援（助成）に関する実施率のデータである。なお，これらの変数別

に 47 都道府県別にデータが対応している。

データ

データは先述の全商連のデータを用いた。「新型コロナウイルスの影響を受ける中小業者へ

の支援策実施状況調査」の特徴とまとめ全商連調査（全商連，2020 年 12 月 18 日）。

結果

主成分分析結果は以下にまとめられる。主成分の累積割合は第 3 主成分で約 70％となるこ

9）	 	　中小商工業研究所「新型コロナウイルスの影響を受ける中小業者への支援策実施状況調査」の特徴とまと
め」p4 参照（全商連，2020 年 12 月 18 日）
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とから，本分析で用いる主成分の採用は第 3 主成分までとした（表 2 参照）。

また，主成分分析結果は以下に示されている（表 3，図 2 参照）。

上記の主成分のうち，累積割合が約 68％を占める主成分 1，主成分 2，主成分 3 についてみ

てみよう。

主成分1 主成分2 主成分3 主成分4 主成分5

標準偏差 1.403 1.132 0.941 0.844 0.826

割合 0.328 0.213 0.147 0.118 0.113

累積割合 0.328 0.541 0.689 0.808 0.922

主成分1 主成分2 主成分3 主成分4 主成分5

休業補償 -0.231	 -0.568	 -0.519	 0.139	 -0.576	

固定費補助（家賃など） -0.447	 -0.271	 0.618	 -0.142	 -0.203	

雇用補助 -0.526	 0.260	 0.312	 0.228	 -0.195	

観光支援 -0.320	 0.501	 -0.346	 -0.678	 -0.230	

感染防止対策 -0.460	 0.288	 -0.337	 0.575	 0.296	

文化芸術への支援 -0.395	 -0.450	 -0.137	 -0.344	 0.670	

表2　主成分1から主成分5までの割合と累積割合

表3　主成分分析の結果

Rotation:

主成分1 主成分2 主成分3 主成分4 主成分5
休業補償 -0.231 -0.568 -0.519 0.139 -0.576
固定費補助（家賃など）-0.447 -0.271 0.618 -0.142 -0.203
雇用補助 -0.526 0.260 0.312 0.228 -0.195
観光支援 -0.320 0.501 -0.346 -0.678 -0.230
感染防止対策-0.460 0.288 -0.337 0.575 0.296
文化芸術への支援-0.395 -0.450 -0.137 -0.344 0.670

-1.000 -0.500 0.000 0.500 1.000

主成分1

主成分2

主成分3

主成分4

主成分5

文化芸術への支援

感染防止対策

観光支援

雇用補助

固定費補助（家賃など）

休業補償

図2　主成分1から主成分5の特徴
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第 1 主成分　「全体実施・やや消極的実施型」

第 1 主成分については，すべての

変数がマイナスであり，「全体実施・

やや消極的実施」との解釈が可能で

ある。そもそも，こうした助成策は

平均してその実施率は 50％以下で

あった。つまり，実施していない自

治体も多いことから，「助成策は国

に依存し，自治体では実施せず（た

とえば，雇用補助は 22.9％）」とい

う意味において，この「非実施型」

が色濃く出たようである。主成分得

点においては，青森県，新潟県，群

馬県，岐阜県，兵庫県，宮崎県，熊

本県などが第 1 主成分において，高

い値を示している（図 3 参照）。

第 2 主成分　「観光支援・感染対策など地方再生型」

続いて第 2 主成分についてみてみ

よう。「観光支援」の数値が最も高く，

正の値を示し，また「雇用補助」「感

染防止策」なども正の値となってい

る。よって，第 2 主成分は「観光支

援・感染対策など地方再生型」と解

釈できよう。特に地方都市ではコロ

ナ禍であるにもかかわらず，三密対

策などが十分になされたうえで，イ

ベントなども実施されている。感染

防止策の部分が高い数値なのはこう

した地方都市での実態を示したもの

と思われる。大分県，愛媛県，長野

県など観光圏において，主成分得点

の数値が高い（図 4 参照）。

図3　第1主成分の主成分得点の分布（全国）
 「全体実施・やや消極的実施型」

図4　第2主成分の主成分得点の分布（全国）
 「観光支援・感染対策など地方再生型」
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第 3 主成分　「固定費，雇用補助タイプ（地域の企業支援型）」

第 3 主成分は「固定費，雇用補助

タイプ（地域の企業支援型）」とい

える。今回のコロナ禍は特に，飲食

店や観光産業などにマイナスの影響

を及ぼしたが，第 2 主成分が「観光

産業」と解釈できるのに対し，ここ

では「飲食業」などをはじめとした

地方の零細産業の支援策の実施状況

が色濃く出ているものと考えられ

る。ゆえに，「固定費補助策」や「雇

用補助」など地域の産業支援策がプ

ラスに出ている。岩手県，青森県，

長野県などの地域においてその主成

分得点が高い数値を示している（図

5 参照）。

おわりに

本稿では新型コロナウイルスにより経営的被害をこうむった企業や個人に対する都道府県，

自治体レベルの支援策の特徴について分析を行った。こうした支援策は，本来は政府レベルで

なされてはいるが，きめの細かい支援（追加支援策など）は自治体に投げられているのが現状

である。本稿の分析では，いくつかの点が明らかになった。

第 1 に，全国商工団体連合会のデータ「新型コロナウイルスで疲弊した商業者などに対する

支 援 策 に 関 す る 調 査（2020 年 8 月 28 日 − 9 月 30 日，1788 自 治 体，1092 回 収（ 回 収 率

61.1％））結果」では，自治体による商業支援は，①休業補償，②固定費補助，③雇用補助，

④観光・飲食業補助，⑤感染防止対策，⑥芸術・文化支援などに分類されることが分かった。

各支援策については，実施率は様々であり，最も高い「観光支援」の場合，その値は 74.8％で

あり，最も低いものは「芸術・文化支援」の 9.7％であった。文化芸術分野の支援は，今後，

インバウンド観光客が復活した場合，重要な観光の素材を提供する。より丁寧な支援策が必要

であろう。

第 2 に，こうした支援策について主成分分析を行ったところ，第 1 主成分の「全体実施・や

や消極的実施型」，第 2 主成分の「観光支援・感染対策など地方再生型」そして第 3 主成分の「固

定費，雇用補助タイプ（地域の企業支援型）」等に分類されることが分かった。この 3 つの主

成分で全体の寄与率は 70％ほどとなっている。新型コロナ対応としての自治体の政策は，政

図5　第3主成分の主成分得点の分布（全国）
「固定費，雇用補助タイプ（地域の企業支援型）」
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府の助成策を補完する性質があるものの，観光支援，感染対策，（民間企業の）各種固定費支

援などを通じて「地域産業の持続化支援」に主に使われていることが明らかとなった。なお，

第 1 主成分については青森県，新潟県，群馬県，岐阜県，兵庫県，宮崎県，熊本県などが第 1

主成分の得点は高い。第 2 主成分については，大分県，愛媛県，長野県など観光地域において，

主成分得点の数値が高い。第 3 主成分については，岩手県，青森県，長野県など，中小企業の

集積が大きなところでその主成分得点が高い数値を示している。

新型コロナは，本稿執筆時点（2021 年 10 月）においては，第 5 波が過ぎ，やや沈静化して

いるが，第 6 波の到来も予想される。引き続き，民間業者への営業自粛（時短要請）が要請さ

れる局面がある可能性は高いが，その際に，本研究で明らかになった地域ごとの自治体による

「助成の実態」を踏まえて，地域レベルの実施計画を立てる必要があろう。
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Analysis of Various Subsidies by Local Governments for the COVID-19’s Disaster

Motohiro ADACHI, Misaki UENO, Momoko MATSUDA

Abstract

The first cases of the COVID-19 appeared in Japan in January 2020. The number of 
infected persons has increased and decreased, and as of October 11, 2021, the fifth wave 
became under control.
　The four emergency declarations by the Japanese government that have been issued so 
far have included restricting business by restaurants and tourist agencies. Legally imposing 
opening and closing hours and other measures naturally have a negative impact on the 
restaurant business. Therefore, the government offered subsidies to the business sector, 
such as subsidies for sustainability and monthly subsidies, as well as loans through 
financial institutions (including subordinated loans). In addition to the subsidies led by 
the government, these subsidies were also implemented by local governments, such as 
prefectures and municipalities, but the implementation of these subsidies by municipalities 
has differed from region to region, and the overall picture is still unclear. This paper 
examines the actual conditions and characteristics of various subsidy programs 
implemented by local governments throughout Japan using principal component analysis 
to classify the subsidy programs of local governments (up to the third principal 
component). The main findings are as follows; Firstly, the first principal component was 
interpreted as the “all-or-nothing subsidy implementation type,” the second principal 
component was interpreted as the “tourism support, infection control, and other local 
revitalization type,” and the third principal component was interpreted as the “fixed cost, 
employment subsidy type, and local business support type”. Secondly, although the policies 
of local governments in response to COVID-19 are complementary to government 
subsidies, it is clear that they are mainly used to “support the sustainability of local 
industries,” including support for tourism, infection control, and various fixed costs (for 
private companies).


