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・物価高騰の影響が幅広く及んでいることを踏まえ、ほぼ全世帯を対象とでき

る下水道使用料等の減額措置を実施します。

・特に物価高騰の家計への影響が大きい低所得世帯、子育て世帯に対し、給付

金を支給します。

・これまで通りの栄養バランスや量を保った学校給食等を提供しつつ、子育て

世帯の負担軽減を図るため、学校給食費等の食材料費高騰分を市が負担しま

す。

原油価格・物価高騰対策の考え方

１

市民生活への支援

・原材料費や燃料費等の高騰による影響により苦しい経営環境が継続する中

小企業者を幅広く支援するため、新たな支援金や緊急の融資枠を創設しま

す。

・さらに、価格転嫁が難しいサービスの維持を図るため、公共交通事業者、

高齢者・保育施設等に対して、電気代・燃料費等の高騰分を助成するほか、

肥料価格の高騰による影響が拡大する農業者の負担軽減を図るため、肥料

費の高騰分を助成します。

事業者等への支援



原油価格・物価高騰対策の全体像

市民生活への支援 事業者等への支援

下水道使用料等の減免：1,586百万円

対象：市立小・中学校等
内容：食材料費高騰分を公費により負担

（7月以降の9か月分）

学校給食費支援：162百万円

中小企業者緊急特別支援金：1,080百万円

対象：市内販売農業者
内容：肥料価格の高騰分を助成（R3年間肥料使用経費の10％）

肥料価格高騰対策：79百万円

対象：営業中の市内一般公衆浴場
内容：燃料費等増額分を助成（使用燃料ごとに単価を設定）

一般公衆浴場支援：5百万円

対象：路線バス、タクシー等事業者（約40者）
内容：燃料費等高騰分を助成（台数×単価）

地域公共交通支援：196百万円

２

対象：一般世帯、事業者
内容：下水道使用料

基本使用料＋従量料金（10㎥分）を減免（4か月分）
農集使用料、し尿汲取り手数料
下水道使用料と同程度を減免

対象：住民税非課税世帯等
内容：5万円/世帯を支給

価格高騰緊急支援給付金：6,998百万円

対象：中学生までの児童を養育する世帯
内容：1万円/世帯を支給

子育て世帯臨時給付金：930百万円

対象：資本金10億円以下の市内企業等
内容：緊急融資の実施（総額100億円、１者5,000万円まで）

支援金の支給

緊急特別支援融資・支援金：2,860百万円

対象：高齢事業所、障害事業所、民間保育園、幼稚園等
内容：光熱水費等の負担増に対する支援金(又は補助金)を支給

高齢･障害事業所・保育施設等支援：289百万円

対象：商業団体、町内自治会等
内容：商店街街路灯・防犯街灯の補助金額を増額(電気料金上昇分)

商店街街路灯・防犯街灯補助：34百万円

対象：地方卸売市場場内事業者及び組合等関連団体
内容：電気料金の前年比高騰分の1/2を支給

地方卸売市場場内事業者等緊急特別支援金：77百万円

対象：公立保育所、民間保育園、認定こども園、幼稚園 等
内容：食材料費高騰分を助成

（7月以降の9か月分）

保育施設等給食費等支援：92百万円

対象：原材料費等コスト増の影響を受ける中小企業者
内容：コスト増に応じて5～25万円を助成（BCP策定事業者は10万円加算）



原油価格・物価高騰対策事業の予算額一覧
事 業 名 予算額(百万円)

市民生活への支援 9,768

下水道使用料等の減免 （P4） 1,586

価格高騰緊急支援給付金 （P5） 6,998

子育て世帯臨時給付金 （P5） 930

学校給食費支援 （P6） 162

保育施設等給食費等支援 （P6） 92

事業者等への支援 4,620

中小企業者緊急特別支援金 （P7） 1,080

令和4年4月～8月分 670

令和4年9月～11月分 410

緊急特別支援資金融資・支援金 （P8） 2,860

高齢・障害事業所支援 （P8） 220

民間保育施設等支援 （P9） 69

商店街街路灯・防犯街灯補助 （P9） 34

肥料価格高騰対策 （P10） 79

地方卸売市場場内事業者等緊急特別支援金 （P10） 77

地域公共交通支援 （P11） 196

一般公衆浴場支援 （P11） 5

計 14,388 ３



物価高騰などの影響を受ける市民や事業者の負担を軽減するため、下水道使用料等
の一部を減免します。
減免内容
（１）下水道使用料

1世帯あたり最大約3,200円を減免
(基本使用料及び従量料金(最大10㎥)の4か月分）

（２）農業集落排水使用料､し尿汲み取り手数料
下水道使用料と同程度の金額を減免

減免期間 令和4年10月～令和5年1月検針分

（し尿汲み取り手数料にあっては令和4年10月～令和5年1月実施分）

～市民生活への支援①～

下水道使用料等の減免 予算額1 5億8 , 6 0 0万円
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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対し、緊急支援給付金を支給します。
対象世帯
①基準日（令和4年9月30日）において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が
非課税である世帯

②予期せず令和4年1月から12月までの収入が減少し、上記と同様の事情にあると
認められる世帯

対象世帯数 約12万世帯
支給額 5万円/世帯
支給日 令和4年11月（予定）～順次

物価高騰に直面する子育て世帯の生活を支援するため、臨時給付金を支給します。
対象世帯 中学生までの児童を養育する世帯

※15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
対象世帯数 約7万7000世帯
支給額 1万円/世帯
支給日 令和4年12月（予定）～順次

～市民生活への支援②～

５
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価格高騰緊急支援給付金 予算額6 9億9 , 8 0 0万円

子育て世帯臨時給付金 予算額9億3 , 0 0 0万円



食材料費の高騰分を保護者に転嫁することなく､これまで通りの栄養バランスや量
を保った学校給食を提供できるよう、公費により高騰分を負担します。

公費負担額 市立小・中学校等(166校)の種別・学年に応じて、15～20円/食
実施期間 令和4年7月～令和5年3月

コロナ禍において食材料費が高騰するなか、保護者負担の軽減を図りつつ、これまで
通りの栄養バランスや量を保った給食を提供できるよう、必要な経費を助成します。
対象施設 公立保育所、民間保育園、認定こども園、幼稚園 等

※公立は賄材料費の追加
補助額 給食単価に物価上昇率を加味した額

3歳以上児 約14円/食 3歳未満児 約21円/食
対象期間 令和4年7月～令和5年3月

～市民生活への支援③～

６
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学校給食費支援 予算額1億6 , 2 0 0万円

保育施設等給食費等支援 予算額9 , 2 0 0万円



原材料費等のコスト増加の影響を受ける中小企業者に対して、事業継続のための
支援金を支給します。
①令和4年4月～8月分
対象者 令和4年4月～8月における原材料費等のコストが対前年同期比で10万円以上

増加した中小企業者
支給額 コスト増加額に応じ、5万円～15万円

※上記に加え､感染症に対応したBCP(事業継続計画）の策定を促進するため、
策定又は改定した中小企業者に対し、別途10万円を支給

申請時期 令和4年8月下旬～12月
②令和4年9月～11月分
対象者 令和4年9月～11月における原材料費等のコストが､対前年同期比で20万円以上

増加した中小企業者
支給額 一律10万円

※上記に加え、感染症に対応したBCP（事業継続計画)の策定を促進するため、
策定又は改定した中小企業者に対し、別途10万円を支給

申請時期 令和4年12月～令和5年1月
※BCPによる加算は、①②で1回限りです。

～事業者等への支援①～

中小企業者緊急特別支援金 予算額1 0億8 , 0 0 0万円

令和4年4月～8月分 6億7 , 0 0 0万円

令和4年9月～1 1月分 4億1 , 0 0 0万円

７
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～事業者等への支援②～

物価高騰の影響を受ける市内企業等に対して､経営安定を目的とした緊急融資枠を設
けるとともに､融資利用者に対し､物価高騰の負担を一部軽減するため､支援金を支給
します。（受付終了）
①緊急融資 対象者 資本金10億円以下の市内に本社を有する企業等

融資枠 100億円 ※1/4の25億円を金融機関に預託
融資限度額 5,000万円 融資利率 年1.4％以内
融資期間 運転資金 7年以内 設備資金 10年以内
融資申込期間 令和4年7月～8月

②支援金 支給額 融資調達額の3.6％

原油価格・物価高騰の影響を受ける高齢・障害事業所の負担を軽減するため、
光熱水費・食材費・車両燃料費の負担増に対する支援金を支給します。
対象者 高齢事業所、障害事業所 等
支給額 各経費単価に物価上昇率を加味した額

通所事業所 利用者1人あたり 9千円
訪問事業所 2万5千円/か所に加え、車両1台あたり 6千円
訪問入浴事業所 2万5千円/か所に加え、車両1台あたり2万7千円

対象期間 令和4年10月～令和5年3月

８
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緊急特別支援資金融資・支援金 予算額2 8億6 , 0 0 0万円

高齢・障害事業所支援 予算額2億2 , 0 0 0万円



～事業者等への支援③～

物価高騰の影響を受ける民間保育施設等の負担を軽減するため、光熱水費の負担増に

係る経費を助成します。
対象者 民間保育園・認定こども園

幼稚園 等
補助額 光熱水費単価に物価上昇率を加味した額

児童一人あたり 2,700円
対象期間 令和4年10月～令和5年3月

電気料金の高騰を受け、商業団体・町内自治会等に対し、商店街街路灯・防犯街灯の
管理費に係る補助金額を増額します。
補助額
現行
令和4年4月の電気料金×補助率×12か月分

上乗せ分
4月以降の電気料金上昇分×補助率
※9月以降は9月の単価が継続するものとして算定

補助率 街灯種別に応じ75％～90％

９
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民間保育施設等支援 予算額6 , 9 0 0万円

商店街街路灯・防犯街灯補助 予算額3 , 4 0 0万円



～事業者等への支援④～

肥料価格高騰を受け、農業者の負担軽減を図るため、肥料費の高騰分を助成します。
助 成 額 令和3年肥料使用経費の10％
上 限 額 200万円
申請期間 令和4年10月3日～令和5年1月10日

公設市場としての機能維持を図るため、電気料金高騰の影響を受ける場内事業者等に
対して､事業継続のための支援金を支給します。
対象者 場内事業者及び組合等関連団体
支給額 電気料金の前年比高騰分の1/2
対象期間 令和4年9月～令和5年3月
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地方卸売市場場内事業者等緊急特別支援金 予算額7 , 7 0 0万円

肥料価格高騰対策 予算額7 , 9 0 0万円



～事業者等への支援⑤～

安定した公共交通サービスを維持するため、燃料費高騰により大きな影響を受けている
公共交通事業者に対し、負担軽減のための支援金を支給します。（受付終了）
対象者 路線バス・タクシー・モノレール事業者
支援内容 保有車両の燃料費増額分を支援
支給額 路線バス 18万円/台

タクシー 5万円/台（ただし、個人タクシーは2万5千円/台）
モノレール 57万円/編成

地域の公衆衛生を維持するため、燃料費高騰により、大きな影響を受けている一般公衆
浴場に対し、負担軽減のための支援金を支給します。 （受付終了）
対象者 市内一般公衆浴場
支援内容 燃料費等の増額分を支援
支給額
ガス・重油を使用している場合 60万円/施設
薪のみを使用している場合 15万円/施設
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地域公共交通支援 予算額1億9 , 6 0 0万円

一般公衆浴場支援 予算額5 0 0万円


