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≪第 13弾で追加する緊急対策≫ 

令和４年９月追加補正予算後の、11月臨時、12月補正及び予備費による新型コロナウイルス

感染症及び物価高騰に関する対策について、緊急対策第 13弾として取りまとめました。 

引き続き、感染防止対策と経済対策の取組を進めるとともに、物価高騰による影響緩和にも

努めながら、市民生活の維持と地域経済の回復に取り組んでまいります。 

 

■令和４年度事業 

Ⅰ 感染拡大防止への取組 

○オミクロン株対応２価ワクチンや小児・乳幼児への新型コロナウイルスワクチンの接種

を実施します。 

 ☆新型コロナウイルスワクチン接種事業（オミクロン株対応、小児・乳幼児）（12月補正） 

 

○高齢者施設の感染拡大防止を強化するため、施設のゾーニング整備を支援します。 

☆高齢者施設に対する施設整備補助（11月臨時） 

 

Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組 

○原油価格の高騰により車両の運営経費が増大している一般廃棄物収集運搬許可業者等に

対し、安定的な事業継続に向けた緊急支援を実施することで市民の衛生的な生活環境を

維持します。 

 ☆一般廃棄物収集運搬許可業者等緊急支援金（12 月補正）※物価高騰対策 

 

○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住

民税非課税世帯等に対し、１世帯あたり５万円を給付します。 

 ☆物価高騰緊急支援給付金（国事業分）（11月臨時） 

 

○電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、国事業分の給付金対象以外の

低所得世帯に対し、本市独自の給付金として１世帯あたり５万円を給付します。 

 ☆物価高騰緊急支援給付金（市単独事業分）（11月臨時）※物価高騰対策 

 

○食料品等の物価高騰の影響を大きく受けている０歳から 18歳までの児童を対象とした 

子育て世帯に対し、本市独自の給付金として、児童一人あたり２万円を給付します。 

 ☆子育て世帯物価高騰緊急支援給付金（11月臨時）※物価高騰対策 

 

○感染症の影響により、生活に困窮し、緊急小口資金等の特例貸付がすべて終了した世

帯、または再貸付が不承認となった世帯のうち、収入や資産などの一定の要件を満たす

世帯に対する支援金の申請期間を延長します。 

 ☆生活困窮者自立支援金（12月補正） 
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Ⅲ 収束局面での地域経済活動の回復 

○長引く物価高騰等の影響を踏まえ、地域内の消費を喚起するため、「プレミアム商品券」

を応募されたすべての方に発行し、地域経済の活性化を支援します。 

 ☆プレミアム商品券事業補助金（発行セット数の拡大） 

 

Ⅳ 感染症等の非常時に強い社会経済構造の構築 

○電気料等の価格高騰の影響を受けているコミュニティセンターの指定管理者に対し、適

切な施設運営の維持を図るため経費の一部を支援します。 

 ☆指定管理施設光熱水費等補助金（12月補正）※物価高騰対策 

 

○光熱費や給食食材等の物価高騰の影響を大きく受けている教育・保育施設等に対して、

本市独自の補助金を支給することで保護者及び施設の負担軽減と子どもたちの健やかな

育ちに必要な環境を守ります。 

 ☆教育・保育施設等物価高騰緊急支援補助金（11 月臨時）※物価高騰対策 

 

○食材価格の高騰に伴い、学校給食の食材の一部の購入支援を継続・拡充することで、保

護者の負担を増やすことなく、円滑な学校給食の実施を図ります。 

 ☆学校給食食材の購入（12月補正）※物価高騰対策 
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【第13弾で追加する緊急対策】

Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組

Ⅳ 感染症等の非常時に強い
社会経済構造の構築

Ⅲ 収束局面での地域経済活動の回復

【感染防止対策】

☆新型コロナウイルスワクチン接種事業
（オミクロン株対応、小児・乳幼児）

☆高齢者施設に対する施設整備補助

【市民生活に資する行政サービスの維持】

☆教育・保育施設等物価高騰緊急支援補助金 ※物価高騰対策 ※再掲

☆学校給食食材の購入 ※物価高騰対策 ※再掲

☆一般廃棄物収集運搬許可業者等緊急支援金 ※物価高騰対策 ※再掲

Ⅰ 感染拡大防止への取組

【市民の暮らしを守る】

☆物価高騰緊急支援給付金（国事業分）

☆物価高騰緊急支援給付金（市単独事業分） ※物価高騰対策

☆子育て世帯物価高騰緊急支援給付金 ※物価高騰対策

☆生活困窮者自立支援金

【雇用・事業者を守る】

☆一般廃棄物収集運搬許可業者等緊急支援金 ※物価高騰対策

【収束局面での地域経済活動の回復】

☆プレミアム商品券事業補助金（発行セット数の拡大）

【社会的な環境の整備】

☆指定管理施設光熱水費等補助金 ※物価高騰対策

☆教育・保育施設等物価高騰緊急支援補助金 ※物価高騰対策

☆学校給食食材の購入 ※物価高騰対策

Ｒ４当初

４月臨時

５月臨時

６月補正

６月追加

７月臨時

９月補正

９月追加

11月臨時

12月補正
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【第13弾とりまとめ時点】

Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組

Ⅳ 感染症等の非常時に強い
社会経済構造の構築

Ⅲ 収束局面での地域経済活動の回復

【感染防止対策】
☆新聞折込等による基本的な感染対策の徹底等の啓発
☆市役所庁舎における感染防止用品の整備
☆斎場における感染防止用品の整備
☆生涯学習総合センターにおける感染防止用品の整備
☆避難所におけるパーティション等の整備
☆日中一時支援事業所等における感染防止用品等の整備
☆障がい者施設等新規入所者に対するＰＣＲ検査の実施
☆高齢者施設新規入所者に対するＰＣＲ検査の実施
☆敬老会（會津風雅堂）の事前申込制による実施
☆公立保育所における感染防止用品等の購入及び施設整備
☆西七日町児童館における施設整備
☆新型コロナウイルスワクチン接種事業
☆自書式投票用紙読取分類機等の整備
☆学校等における感染症対策等支援事業《Ｒ３繰越事業》
☆公共施設、市庁舎における感染症防止対策の強化
☆新型コロナウイルスワクチン接種事業（４回目）
☆投・開票所感染症対策
☆地域生活支援事業 ※再掲
☆避難所におけるパーティション等の整備
☆公共施設、市庁舎における感染症防止対策の強化
☆新型コロナウイルスワクチン接種事業
（オミクロン株対応、小児・乳幼児）
☆高齢者施設に対する施設整備補助

【地域医療体制の維持】
☆医療従事者宿泊支援事業

【市民生活に資する行政サービスの維持】
☆庁内無線環境等の整備 ※再掲
☆家庭系ごみ収集運搬業務継続支援事業補助金 ※再掲
☆都市計画情報デジタル化の推進 ※再掲
☆農地台帳システムデータ等の整備 ※再掲
☆学校給食食材の購入 ※原油価格・物価高騰対策 ※再掲
☆手続きナビシステム端末の増設 ※再掲
☆教育・保育施設等物価高騰緊急支援補助金 ※物価高騰対策 ※再掲

☆学校給食食材の購入 ※物価高騰対策 ※再掲
☆一般廃棄物収集運搬許可業者等緊急支援金 ※物価高騰対策 ※再掲

Ⅰ 感染拡大防止への取組

【市民の暮らしを守る】
☆自立生活サポート事業
☆住居確保給付金
☆傷病手当金＜国保、後期高齢＞の支給
☆介護保険料の減免
☆国民健康保険税の減免
☆後期高齢者医療保険料の減免
☆中山間地域生活支援システムの導入 ※再掲
☆子育て世帯への臨時特別給付金《Ｒ3繰越事業》
☆住民税非課税世帯等臨時特別給付金《Ｒ3繰越事業》
☆住民税非課税世帯等暖房費助成事業《Ｒ3繰越事業》
☆住民税非課税世帯等臨時特別給付金
☆住民税非課税世帯等光熱費助成事業 ※原油価格・物価高騰対策

☆子育て世帯生活支援特別給付金 ※原油価格・物価高騰対策
☆自宅療養者等に対する生活支援
☆物価高騰緊急支援給付金（国事業分）
☆物価高騰緊急支援給付金（市単独事業分） ※物価高騰対策
☆子育て世帯物価高騰緊急支援給付金 ※物価高騰対策
☆生活困窮者自立支援金

【雇用・事業者を守る】
☆家庭系ごみ収集運搬業務継続支援事業補助金
☆会津地鶏販売促進緊急対策事業補助金
☆会津馬肉需要開拓緊急対策事業補助金
☆飼料用米緊急転換推進補助金
☆収入保険加入促進事業補助金
☆地域交通事業者緊急支援金 ※原油価格・物価高騰対策
☆市産米粉消費拡大緊急対策事業補助金
☆地域交通事業者緊急支援金 ※原油価格・物価高騰対策
☆農業生産資材費高騰緊急対策事業補助金 ※原油価格・物価高騰対策

☆会津牛生産推進緊急対策事業奨励金 ※原油価格・物価高騰対策

☆一般廃棄物収集運搬許可業者等緊急支援金 ※物価高騰対策

【収束局面での地域経済活動の回復】
☆音声ＡＲを活用したまちなか周遊事業
☆ワーケーション等の受入体制の構築
☆観光施設事業特別会計繰出金
☆会津SAKEガチャプロジェクト事業補助金
☆プレミアム商品券事業補助金
☆プレミアム商品券事業補助金（追加発行）※原油価格・物価高騰対策

☆プレミアム商品券事業補助金（発行セット数の拡大）

【社会的な環境の整備】
☆庁内無線環境等の整備
☆中山間地域生活支援システムの導入
☆プラグインハイブリッド車及び可搬型給電器の整備
☆家庭系ごみ収集運搬業務継続支援事業補助金 ※再掲
☆都市計画情報デジタル化の推進
☆農地台帳システムデータ等の整備
☆収蔵美術作品デジタル化の推進
☆教育ICT環境の整備（GIGAスクール構想の推進）《Ｒ３繰越事業》

☆地域生活支援事業
☆学校給食食材の購入 ※原油価格・物価高騰対策
☆手続きナビシステム端末の増設
☆住宅用太陽光発電システム等設置補助金 ※原油価格・物価高騰対策

☆公設防犯灯のLED化
☆公共施設における照明器具のLED化
☆指定管理施設光熱水費等補助金 ※物価高騰対策
☆教育・保育施設等物価高騰緊急支援補助金 ※物価高騰対策
☆学校給食食材の購入 ※物価高騰対策

【新たな暮らしのスタイルの確立】
☆タクシーデリバリーサービスの構築
☆会津総合運動公園における施設整備

Ｒ４当初

４月臨時

５月臨時

６月補正

６月追加

７月臨時

９月補正

９月追加

11月臨時

12月補正

Ｒ４年度事業
【全体】



≪緊急対策の一覧【令和４年度事業】（第13弾取りまとめ時点）≫

市
民
生
活
を
守
る

Ⅰ 感染拡大防止への取組

感染防止対策 ☆新聞折込等による基本的な感染対策の徹底等の啓発（秘書広聴課）
☆市役所庁舎における感染防止用品の整備（総務課）
☆斎場における感染防止用品の整備（市民課）
☆避難所におけるパーティション等の整備（危機管理課）
☆日中一時支援事業所等における感染防止用品等の整備（障がい者支援課）
☆障がい者施設等新規入所者に対するＰＣＲ検査の実施（障がい者支援課）
☆高齢者施設新規入所者に対するＰＣＲ検査の実施（高齢福祉課）
☆敬老会（會津風雅堂）の事前申込制による実施（高齢福祉課）
☆公立保育所における感染防止用品等の購入及び施設整備（こども保育課）
☆西七日町児童館における施設整備（こども保育課）
☆新型コロナウイルスワクチン接種事業（新型コロナウイルス感染症対策室）

☆生涯学習総合センターにおける感染防止用品の整備（生涯学習総合センター）

☆自書式投票用紙読取分類機等の整備（選挙管理委員会）
☆学校等における感染症対策等支援事業《Ｒ３繰越事業》（学校保健給食室）

☆公共施設、市庁舎における感染症防止対策の強化（総務課など）
☆新型コロナウイルスワクチン接種事業（４回目）（新型コロナウイルス感染症対策室）

☆投・開票所感染症対策（選挙管理委員会事務局）
☆地域生活支援事業 ※再掲（障がい者支援課）
☆避難所におけるパーティション等の整備（危機管理課）
☆公共施設、市庁舎における感染症防止対策の強化（支所、各公民館など）
☆新型コロナウイルスワクチン接種事業
（オミクロン株対応、小児・乳幼児）（新型コロナウイルス感染症対策室）
☆高齢者施設に対する施設整備補助（高齢福祉課）

など

地域医療体制
の維持

☆医療従事者宿泊支援事業（新型コロナウイルス感染症対策室）
など

市民生活に資
する行政サー
ビスの維持

☆庁内無線環境等の整備（情報統計課） ※再掲
☆家庭系ごみ収集運搬業務継続支援事業補助金（廃棄物対策課） ※再掲
☆都市計画情報デジタル化の推進（都市計画課） ※再掲
☆農地台帳システムデータ等の整備（農業委員会） ※再掲
☆学校給食食材の購入（学校保健給食室） ※原油価格・物価高騰対策 ※再掲
☆手続きナビシステム端末の増設（情報統計課） ※再掲
☆教育・保育施設等物価高騰緊急支援補助金（こども保育課） ※物価高騰対策 ※再掲

☆学校給食食材の購入（学校保健給食室） ※物価高騰対策 ※再掲
☆一般廃棄物収集運搬許可業者等緊急支援金 ※物価高騰対策 ※再掲

など

市
民
生
活
を
守
る

Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組

市民の暮らし
を守る

☆自立生活サポート事業（地域福祉課）
☆住居確保給付金（地域福祉課）
☆傷病手当金＜国保、後期高齢＞の支給（国保年金課）
☆介護保険料の減免（高齢福祉課）
☆国民健康保険税の減免（国保年金課）
☆後期高齢者医療保険料の減免（国保年金課）
☆中山間地域生活支援システムの導入（地域づくり課） ※再掲
☆住民税非課税世帯等臨時特別給付金《Ｒ３繰越事業》（地域福祉課）
☆住民税非課税世帯等暖房費助成事業《Ｒ３繰越事業》（地域福祉課）
☆子育て世帯への臨時特別給付金《Ｒ３繰越事業》（こども家庭課）
☆生活困窮者自立支援金（地域福祉課）
☆住民税非課税世帯等臨時特別給付金（地域福祉課）
☆住民税非課税世帯等光熱費助成事業（地域福祉課） ※原油価格・物価高騰対策

☆子育て世帯生活支援特別給付金（こども家庭課） ※原油価格・物価高騰対策

☆自宅療養者等に対する生活支援（新型コロナウイルス感染症対策室）
☆物価高騰緊急支援給付金（国事業分）（地域福祉課）
☆物価高騰緊急支援給付金（市単独事業分）（地域福祉課）※物価高騰対策
☆子育て世帯物価高騰緊急支援給付金（こども家庭課） ※物価高騰対策
☆生活困窮者自立支援金（地域福祉課）
□緊急小口資金＜特例＞・総合支援資金＜特例＞
□母子父子寡婦福祉資金

など

雇用・事業者
を守る

☆家庭系ごみ収集運搬業務継続支援事業補助金（廃棄物対策課）
☆会津地鶏販売促進緊急対策事業補助金（農政課）
☆会津馬肉需要開拓緊急対策事業補助金（農政課）
☆飼料用米緊急転換推進補助金（農政課）
☆収入保険加入促進事業補助金（農政課）
☆地域交通事業者緊急支援金 ※原油価格・物価高騰対策（地域づくり課）
☆市産米粉消費拡大緊急対策事業補助金（農政課）
☆地域交通事業者緊急支援金（地域づくり課） ※原油価格・物価高騰対策
☆農業生産資材費高騰緊急対策事業補助金（農政課） ※原油価格・物価高騰対策

☆会津牛生産推進緊急対策事業奨励金（農政課） ※原油価格・物価高騰対策
☆一般廃棄物収集運搬許可業者等緊急支援金 ※物価高騰対策
□売り上げの減少した中小事業者に対する一時金＜県版一時金第４弾＞

など

（凡例）☆は、市事業及び市が関わる事業。□は、国・県・民間等の事業。
ゴシック体の表記は、新たな緊急対策。
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≪緊急対策の一覧【令和４年度事業】（第13弾取りまとめ時点）≫

地
域
活
力
再
生
へ

Ⅲ 収束局面での地域経済活動の回復

Ⅳ 感染症等の非常時に強い社会経済構造の構築

消費需要喚起
による回復

☆音声ＡＲを活用したまちなか周遊事業（観光課）
☆ワーケーション等の受入体制の構築（観光課）
☆観光施設事業特別会計繰出金（観光課）
☆会津ＳＡＫＥガチャプロジェクト事業補助金（商工課）
☆プレミアム商品券事業補助金（商工課）

☆プレミアム商品券事業補助金（追加発行）（商工課） ※原油価格・物価高騰対策

☆プレミアム商品券事業補助金（発行セット数の拡大）（商工課）
など

（凡例）☆は、市事業及び市が関わる事業。□は、国・県・民間等の事業。
ゴシック体の表記は、新たな緊急対策。

社会的な環境
の整備

☆庁内無線環境等の整備（情報統計課）
☆中山間地域生活支援システムの導入（地域づくり課）
☆プラグインハイブリッド車及び可搬型給電器の整備（危機管理課）
☆家庭系ごみ収集運搬業務継続支援事業補助金（廃棄物対策課） ※再掲
☆都市計画情報デジタル化の推進（都市計画課）
☆農地台帳システムデータ等の整備（農業委員会）
☆収蔵美術作品デジタル化の推進（文化課）
☆教育ＩＣＴ環境の整備（ＧＩＧＡスクール構想の推進）《Ｒ３繰越事業》
（学校教育課）
☆地域生活支援事業（障がい者支援課）
☆学校給食食材の購入（学校保健給食室） ※原油価格・物価高騰対策
☆手続きナビシステム端末の増設（情報統計課）
☆住宅用太陽光発電システム等設置補助金（環境生活課） ※原油価格・物価高騰対策

☆公設防犯灯のLED化（危機管理課）
☆公共施設における照明器具のLED化（生涯学習総合センター等）
☆指定管理施設光熱水費等補助金 ※物価高騰対策
☆教育・保育施設等物価高騰緊急支援補助金 ※物価高騰対策
☆学校給食食材の購入 ※物価高騰対策

など

新たな暮らし
のスタイル

の確立

☆タクシーデリバリーサービスの構築（地域づくり課）
☆会津総合運動公園における施設整備（まちづくり整備課）

など
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