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1山口市

本市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、感染拡大の防止に向けた徹底した取組や、市内経済の

回復に向けた取組を進めています。また、依然として感染症への対応と社会経済活動の維持を図るウィズコロナの

状況が続いている中、ロシアによるウクライナ侵略などの影響に伴う原油価格や物価の高騰により、市民生活や事

業活動に影響が生じていることから、国の『コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」』等の取組

を一刻も早く進めつつ、本市独自の生活者支援や事業者支援などの取組を進めるため、暮らしを支える緊急対策と

しての経済対策第１２弾（総額約２４億６千万円）を、５月３０日に緊急にとりまとめ、公表したところです。

同時に、県の６月補正予算における原油価格・物価高騰対策等や、商工団体等からの要望、市内事業者・農林水

産関係者をはじめとしたヒアリング、本年６月議会での議論や御意見などを踏まえた本市独自の追加対策の検討を

進めてきた中で、この度、生活者支援や事業者支援を柱とする「山口市新型コロナウイルス感染症経済対策第１２

弾拡充版」（総額約１７億円）をとりまとめ、公表するものです。

今後、令和３年度補正予算と令和４年度当初予算における経済対策第１１弾、本年５月３０日に公表した経済対

策第１２弾との一体的な取組を進めていきます。併せて、引き続き、国等の今後の対策や施策展開等を注視しつつ、

必要な対応を行います。

【考え方】

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」R4.4.26公表【国】

【県】 令和４年度６月補正予算 原油価格・物価高騰対策 R4.6.1公表

経済対策第１１弾（令和３年度補正予算＋令和４年度当初予算）
R4.2.14公表

【市】

経済対策第１２弾
R4.5.30公表

経済対策第１２弾拡充版
R4.7.25公表

引き続き国や県等の
対応を注視しつつ
必要な対応を行う

総額約２４億６千万円

総額約１７億円



2山口市

暮らしと地域経済を支える緊急対策

【予算規模】第１２弾拡充版 総額約１７億円

当初分（５月３０日発表分）の約２４億６，０００万円と合わせた第１２弾全体の予算規模

総額 約４１億６，０００万円

生活者支援

①物価高騰対策一時支援金の給付

②子育て世帯生活応援商品券の配布

③給食の食材費の値上がり分の支援（給食費の据置き）

④家計を応援「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券の発行

１

事業者支援

（１）農業・漁業者等への支援

①農業者の肥料代への支援

②農業者の省エネ対策への支援

③スマート農機等の導入への支援

④畜産農家の飼料費等への支援

⑤漁業者の燃料費・飼料費への支援

（２）中小企業等への支援

①市制度融資「原油価格・物価高騰等対策資金」の新設等

②生産性向上等への支援

③小規模事業者の経営継続に向けた支援

④市内タクシー事業者への交通系ＩＣカード導入支援

２



【予算額：千円】生活者支援
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１

担当課：健康福祉部 地域福祉課（電話：083-934-2790）

①物価高騰対策一時支援金の給付 令和４年度補正３号専決【予算額：２７２，０００千円】

【事業内容】令和４年度の住民税均等割が非課税の世帯に対して、光熱費などの急激な高騰による家計への負担軽減を
図るため、１世帯当たり１万円の「物価高騰対策一時支援金」を給付します。

【支 給 額】１世帯当たり１万円

【 】約２５，０００世帯対象世帯数
（想定）

担当課：こども未来部 こども未来課（電話：083-934-2797）

②子育て世帯生活応援商品券の配布 令和４年度補正３号専決【予算額：４２５，０００千円】

【事業内容】食料費などの物価高騰等により影響を受けている子育て世帯の家計を応援するため、市内で利用できる
商品券（「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券）を配布します。

【配布対象】高校生以下（１８歳以下）の子ども（約３０，０００人）のいる世帯

【配布枚数】子ども１人につき紙商品券１セット １３，０００円分（１，０００円券×１３枚）

【配布時期】令和４年９月送付（予定）

【使用期間】令和４年１２月末まで
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③給食の食材費の値上がり分の支援（給食費の据置き） 令和４年度補正３号専決【予算額：１２０，０００千円】

市立保育園等 ７，０００千円

私立保育園等 ３３，０００千円

市立小・中学校 ８０，０００千円

【事業内容】物価高騰により、保育園等や市立小・中学校の給食の食材費への影響が生じる中、引き続き、地元農林
水産物の利用を図りつつ、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食の提供を行います。
こうした対応に必要となる食材費の値上がり分については、保護者負担が生じることのないよう、対応
を行います。

担当課：教育委員会事務局 教育総務課 （電話：083-934-2947）
こども未来部 保育幼稚園課（電話：083-934-2798）

④家計を応援「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券の発行
令和４年度補正３号専決【予算額：４３０，０００千円】

【事業内容】物価高騰等に直面する家計の負担軽減を図るととともに、市内経済の回復を図るため、「エール！やま

ぐち」プレミアム共通商品券を追加発行します（総額１５．６億円）。また、これにより、７月１日から

販売を開始している「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券について、申込者全員が、希望する

セット数（１人５セットまで）を購入できるよう対応します。

【 】１０，０００円で１３，０００円分（プレミアム率３０％）

【販 売 数】計１２万セット

【取 扱 店】利用登録した市内の店舗

【販売対象】山口市民

【販売期間】追加分については令和４年１０月から（予定）

【使用期間】令和４年１２月末まで

プレミアム内容

担当課：商工振興部 ふるさと産業振興課（電話：083-934-2719）
「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券

大規模店・中小規模店共通券 中小規模店専用券

令和４年７月
発行総額
２６億円

追加発行総額
１５．６億円



【予算額：千円】
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（参考）公共施設の利用に係る使用料、各種証明書の交付や廃棄物処理に係る手数料の額を据え置きます

本市が提供する公共サービスの利用に係る使用料や手数料については、適正な受益者負担を確保するため、定期的な見
直しを行うこととしております。

令和４年度は、その見直しの時期に当たりますことから、見直しに向けた検討を進めておりましたが、原油価格や物価
の高騰により、市民の皆様の生活に大きな影響が生じている現状を踏まえ、市民の皆様の負担を増加させる料金改定は困
難であると判断し、令和４年度の使用料、手数料の見直しについては行わないこととしました。

・公共施設の利用に係る使用料及び各種証明書の交付に係る手数料について
担当課：総合政策部 財政課（電話：083-934-2750）

・廃棄物処理に係る手数料について
担当課：環境部 資源循環推進課（電話：083-941-2173）



事業者支援 【予算額：千円】

担当課：農林水産部 農業政策課（電話：083-934-2817）
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２

（１）農業・漁業者等への支援 【予算額：２３６，０００千円】

②農業者の省エネ対策への支援 令和４年度補正３号専決【予算額：１８，０００千円】

【事業内容】土地利用型作物（米・麦・大豆等）や、ビニールハウス等の施設で園芸作物（野菜・果樹・花き等）を生

産する認定農業者等の省エネ対策に係る経費の一部を、県事業と一体的に支援します。

【対 象 者】認定農業者等

【対象経費】土地利用型：土地利用型で使用する大型農業機械等のメンテナンスに要する経費

施設園芸 ：省エネに効果のある資材等の導入に要する経費

【補助率等】土地利用型：補助率 １／４ ※

施設園芸 ：補助率 １／４ ※

※県事業と合わせて補助率は３／４

①農業者の肥料代への支援 令和４年度補正３号専決【予算額：１００，０００千円】

【事業内容】肥料価格の高騰分の一部を県事業と一体的に支援します。

【対 象 者】令和４年度産の作付けを行っている農業者

【補 助 額】県支援単価と同額を支援

担当課：農林水産部 農業政策課（電話：083-934-2817）

燃油・資材・飼料価格等の高騰への対応を行い、農業・漁業者等の経営の安定化を図ります。



【予算額：千円】

担当課：農林水産部 農業政策課（電話：083-934-2891）
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③スマート農機等の導入への支援 令和４年度補正３号専決【予算額：３５，０００千円】

【事業内容】農業生産における省力化を通じたコスト低減を図るため、デジタル技術を活用したスマート農機等の導入

に係る経費の一部を支援します。

【対 象 者】認定農業者等

【対象経費】自動操舵システム付きのトラクターやコンバイン、農業用ドローンや水管理システムなど

【補助率等】補助率 １／２、補助上限額 ３，０００千円

④畜産農家の飼料費等への支援 令和４年度補正３号専決【予算額：８１，０００千円】

【事業内容】（ア）乳用牛・肉用牛、鶏（採卵鶏・肉用鶏）の飼養経費の一部を支援します。

（イ）配合飼料価格安定制度の生産者積立金について、県事業と一体となって全額支援します。

【対 象 者】畜産農家

【対象経費】（ア）家畜の飼養状況に応じた支援：乳用牛、肉用牛、鶏の飼養経費

（イ）配合飼料価格安定制度の生産者積立金への支援：畜産農家の今年度積立金

【補助率等】（ア）家畜の飼養状況に応じた支援：乳用牛 １８，０００円/頭、肉用牛 １１，０００円/頭、

鶏 ４０，０００円/１，０００羽

（イ）配合飼料価格安定制度の生産者積立金への支援：補助率 １／２※、補助上限額 ３００円/トン

※県事業と合わせて対象経費の全額支援

担当課：農林水産部 農業政策課（電話：083-934-2816）



【予算額：千円】

担当課：農林水産部 水産港湾課（電話：083-984-8026）
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⑤漁業者の燃料費・飼料費への支援 令和４年度補正３号専決【予算額：２，０００千円】

【事業内容】漁業者等に対して、燃料費や飼料費の高騰分の一部を支援します。

【対 象 者】燃料費への支援：山口県漁業協同組合（大海支店、嘉川支店及び山口支所）

飼料費への支援：椹野川漁業協同組合

【対象経費】燃料費・飼料費の価格高騰分

【補助率等】燃料費：１２円／ℓ

飼料費：補助率 １／２



①市制度融資「原油価格・物価高騰等対策資金」の新設等 令和４年度補正３号専決【予算額：１７６，５００千円】

【事業内容】原油価格・物価高騰等の影響を受けている中小企業等の資金繰りを支援するため、市制度融資において、
新たな融資枠「原油価格・物価高騰等対策資金」を設けるとともに、既存の「中小企業経営環境改善対策
資金」の拡充を行います。

【実施時期】令和４年８月１日～令和５年３月３１日まで

【概 要】

（ア）原油価格・物価高騰等対策資金【新設】

融資枠 ：６億円

対象者 ：直近３カ月間の売上高又は売上総利益額・営業利益額の合計額が前年又は前々年同期と

比べて５％以上減少している者等

融資限度額：運転資金・設備資金 ２，０００万円

利率 ：１．３％

保証料 ：全額補助

返済期間 ：１０年

返済期間の据置き期間：２４か月

（イ）中小企業経営環境改善対策資金【拡充】

対象者 ：セーフティネット保証１号～８号または危機関連保証の認定を受けた者

融資限度額：運転資金・設備資金合計 １，５００万円→２，０００万円に拡充

返済期間 ：運転資金 ５年間→１０年間に拡充、設備資金 ７年間→１０年間に拡充

返済期間の据置き期間：１２か月→２４か月に拡充

（ア）、（イ）は併用可

【予算額：千円】

担当課：商工振興部 ふるさと産業振興課（電話：083-934-2719）
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（２）中小企業等への支援 【予算額：２１９，０００千円】



【予算額：千円】
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②生産性向上等への支援 令和４年度補正３号専決【予算額：２０，０００千円】

【事業内容】生産性向上や労働環境の改善に向けた先端設備の導入経費の一部を支援します。

【対 象 者】市から先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業

【対象経費】先端設備導入計画に記載され、工業会等が発行する証明書を受けた先端設備で、令和４年４月１日から

令和５年２月２８までに取得した設備（リース契約や中古設備、再生可能エネルギー発電設備等を除く）

【補助率等】補助率：１／１０以内、補助上限額：２，０００千円

③小規模事業者の経営継続に向けた支援 令和４年度補正３号専決【予算額：１０，０００千円】

【事業内容】小規模事業者が、国の「小規模事業者持続化補助金」を活用し、販路拡大や経営基盤強化に向けた取組を

行う場合の経費の一部を支援します。

【対 象 者】国の「小規模事業者持続化補助金」の交付決定を受け、今年度中に事業を実施した市内小規模事業者

【対象経費】国の「小規模事業者持続化補助金」の対象経費

【補助率等】国の「小規模事業者持続化補助金」の補助金額を除いた対象経費の１／２

補助上限額：国の「小規模事業者持続化補助金」の補助上限に合わせ、１２．５万円～５０万円

担当課：商工振興部 ふるさと産業振興課（電話：083-934-2719）

担当課：都市整備部 交通政策課（電話：083-934-2729）

④市内タクシー事業者への交通系ＩＣカード導入支援 令和４年度補正３号専決【予算額：１２，５００千円】

【事業内容】市内を運行するタクシーにおいて、ＪＲ西日本が発行する「ＩＣＯＣＡ」を始めとした交通系ＩＣカード

を利用可能とするため、タクシー事業者の交通系ＩＣカード決済端末機等の導入経費を支援します。

【対 象 者】山口地区タクシー協会に所属するタクシー事業者（対象車両：約２５０台）

【対象経費】タクシー車両への交通系ＩＣカードの決済端末機等の導入経費等

【 】５０千円／台補助上限額



【予算額：千円】
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令和３年度 令和４年度

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１～３回目の新型コロナウイルスワクチンの接種（～9/30まで）

４回目の新型コロナウイルスワクチンの接種（6月上旬～9/30）

「地域外来・検査センター」の運営、学校活動等で県外を訪れた小・中学生等へのＰＣＲ検査の実施

令和３年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の給付

市内事業者の「新しい生活様式」への対応支援

農林水産物直売所等の施設整備支援

畜産農家への支援

「エール！やまぐち」プレミアム共通商品券の発行支援

【経済対策の主な取組のスケジュール】

デジタルクーポンの発行支援

地元農林水産物の販売促進支援（原則、毎月１回マルシェを開催）

観光誘客イベントへの開催支援

令和４年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の給付

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の給付

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の給付 ８月末まで申請期限を延長

住居確保給付金の給付 ８月末まで特例措置の申請期限を延長

子育て世帯への臨時特別給付金等の給付

■…第１２弾拡充版

住宅リフォーム工事を通じた市内消費喚起（5/27に申請受付終了）

市発注の公共工事における建設資材価格の高騰への適正な対応

指定管理者への減収補填

子育て世帯生活応援商品券の配布

家計を応援「エール！やまぐち」

プレミアム共通商品券の発行

物価高騰対策一時支援金の給付

農業・漁業者等への支援（燃油・資材・飼料価格等の高騰への支援）

市制度融資「原油価格・物価高騰等対策資金」の新設

先端設備導入への支援

小規模事業者の経営継続に向けた支援

市内タクシー事業者への交通系ＩＣカード導入支援

給食の食材費の値上がり分の支援（給食費の据置き）

■…第１２弾■…第１１弾まで


