
令和4年度６月補正予算案（追加分）の概要

Ⅰ 予算編成のねらい

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」（令和４年４月
２６日決定）に呼応し、以下の四本の柱に係る施策を中心に、補正予算案を
とりまとめた。

①原油価格高騰対策
②エネルギー・原材料・食料等安定供給対策
③新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等
④コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援

引き続き、国や市町村等と連携し、県民の命と健康を守り、地域経済の維持、
回復に向け、全力で取り組む。

５６億７,４４８万円

Ⅱ 補正予算額

＜財 源＞
国庫支出金 ５６億７,１７０万円
繰 入 金 ２７８万円

配付資料

財 政 課



Ⅲ 項目ごとの事業概要

【主な事業】

・原油価格高騰の影響を受ける
地域公共交通事業者の事業継続の支援 ８億４,４９０万円

・貨物自動車運送事業者の燃費向上のための
エコタイヤ導入の支援 １億８,０４６万円

・施設園芸農家の燃油使用量削減のための
設備等の導入の支援 １億 ３０３万円

（１）原油価格高騰対策 １１億７,９９０万円



Ⅲ 項目ごとの事業概要

【主な事業】

・中小企業の省エネ設備等への更新の支援 ９億 ７５０万円

・中小企業が生産性向上に向けて取り組む

エネルギー効率化や新事業展開等の支援 ４億３,５００万円

・飼料価格高騰の影響を受ける

畜産農家の飼料購入の負担軽減 １２億３,８９６万円

・県独自のプレミアム付食事券の発行 １０億５,６００万円

・貸切バスを利用した県内宿泊旅行の助成 １億 ２００万円

（２）エネルギー・原材料・食料等安定供給対策 ３９億４,２４１万円



Ⅲ 項目ごとの事業概要

【主な事業】

・県立、私立学校における電気料金や
給食費等の高騰に対する保護者負担等の軽減 １億８,４４７万円

・ウクライナからの避難民に対する
住居の確保や生活の支援 ２,５３６万円

・低所得のひとり親世帯への特別給付金の支給 ５,３７１万円

（４）コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援

２億９,５１０万円

【主な事業】

・中小企業の融資に係る金利負担を
軽減するための利子補助等 １億１,３７４万円

（３）新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等

１億８,１０１万円



Ⅲ 項目ごとの事業概要

【主な事業】

・市町村のＤＸ推進の支援 １,２２３万円

・マイナンバーカード取得促進のための

企業等での申請サポートの実施 ２,１５２万円

その他 ７,６０６万円

Ⅳ 参考

■コロナ関連予算について
【年度別】
令和元年度分 ６億１,８４６万円
令和２年度分 １,０３０億２,４８１万円
令和３年度分 １,５７４億９,８０１万円
令和４年度分 ５５６億１,９０４万円

うち６月補正（追加分） ５６億７,４４８万円

合 計 ３,１６７億６,０３２万円
【項目別】
・感染拡大防止策と医療提供体制の整備 ２,１９１億１,８５４万円
・地域経済の維持と事業の継続のための支援 ９７６億４,１７８万円



分類

（総務部）

一般 私学助成費 ・私立学校における電気料金の負担軽減に

《総務学事課》 要する経費

・私立学校における学校給食費等の保護者

負担軽減に要する経費

一般 ＩＴ戦略推進費 ・市町村のＤＸ推進の支援に要する経費

《デジタル推進課》

・マイナンバーカード取得促進のための申

請サポートに要する経費

（県民生活部）

一般 生活交通確保対策事業 地域公共交通事業者の事業継続を支援する

費 ための経費

《県民生活交通課》

一般 空路利用促進事業費 空港ターミナルビルの国際航空路線用施設

《航空企画推進課》 の機能維持の支援に要する経費

一般 ウクライナ避難民支援 県内のウクライナ避難民に対する生活支援

対策費 等に要する経費

《国際課》

（環境文化部）

一般 県民スポーツ振興費 トップクラブチームのホームゲームへの県

《スポーツ振興課》 民招待等に要する経費

（保健福祉部）

一般 公衆浴場対策費 一般公衆浴場への燃料費の支援に要する経

《生活衛生課》 費

一般 ひとり親家庭等福祉対 低所得のひとり親世帯に対する特別給付金

策費 の支給に要する経費

《子ども家庭課》

一般 生活保護等対策費 ・生活困窮者支援体制を構築するためのプ

《障害福祉課》 ラットフォーム整備への補助に要する経費

・総合支援資金等の特例貸付を利用できな

い世帯に対する支援金支給に要する経費

8,000

14,000

1,606 800

110,349 22,000

844,903

105,679

17,500

42,074 33,757

12,234

21,523

13,846,944

17,534 27,100

149,879

123,179

0 25,361

258,697

６　月　補　正　予　算　協　議　額（　追　加　分　）

（単位：千円）

事　項　名 補正協議前の額 補正協議額 説　　　　　　　明

14,245

136,157 53,710



分類

（単位：千円）

事　項　名 補正協議前の額 補正協議額 説　　　　　　　明

（産業労働部）

一般 産業労働総合対策費 ・貨物運送事業者に対するエコタイヤ購入

《マーケティング　　 費用の助成に要する経費

推進室、 ・新たな制度融資「原油高等特別対応」に

企業誘致・　 よる利子補助等に要する経費

投資促進課、 ・小規模事業者の経営力向上を支援するた

経営支援課、観光課》 めに実施するセミナー等に要する経費

・原油高等により経営に影響を受けた事業

者が行う省エネ設備等への更新の支援に要

する経費

・県内中小企業等が行うエネルギー効率化

や新事業展開等による生産性向上に向けた

設備導入等の支援に要する経費

・「岡山に泊まってカンパイ＆おかわりキ

ャンペーン」の期間延長に要する経費

・県産品の海外での販路拡大に向けたプロ

モーションの強化に要する経費

・貸切バスを利用した県内宿泊旅行の助成

に要する経費

（農林水産部）

一般 農政総合対策費 ・第三者認証店の利用促進のために行うキ

《農政企画課、 ャンペーンに要する経費

組合指導課》 ・農業者の収入保険への加入促進を図るた

めの保険料の補助に要する経費

・飲食店で使用できるプレミアム付食事券

の発行に要する経費

一般 農林水産業強化対策費 漁船の船底清掃に必要となる機器整備に対

《水産課》 する補助に要する経費

一般 園芸作物生産振興対策 燃油使用量削減に資する設備・装置等の導

費 入に対する補助に要する経費

《農産課》

一般 畜産経営安定推進事業 ・畜産農家の配合飼料購入負担額の軽減に

費 要する経費

《畜産課》 ・配合飼料価格安定制度に係る生産者負担

金に対する補助に要する経費

・(公財)中国四国酪農大学校の配合飼料購

入費に対する補助に要する経費

一般 家畜等流通改善事業費 フードバンク、子ども食堂等への県産牛乳

《畜産課》 ・乳製品の配布に要する経費

一般 漁業振興対策事業費 漁船の船底清掃に係る費用に対する補助に

《水産課》 要する経費

435,000

10,000

907,500

5,365,994 1,884,971

180,460

113,735

67,276

69,000

102,000

5,200

11,150

1,238,963

125,743

8,200

315,525 5,250

485,429 1,372,906

20,692

1,056,000

103,032

35,634 9,563

71,817 1,072,350

11,213 13,820



分類

（単位：千円）

事　項　名 補正協議前の額 補正協議額 説　　　　　　　明

（土木部）

一般 港湾利用促進対策費 一般旅客定期航路事業者に対する係船料相

《港湾課》 当額の補助に要する経費

（教育委員会）

一般 全日制高等学校管理運 県立高等学校等における空調設備電気料金

営費 等の保護者負担軽減に要する経費

《財務課》

一般 健康教育振興費 ・県立特別支援学校等における学校給食費

《特別支援教育課、 の保護者負担軽減に要する経費

保健体育課》 ・県立特別支援学校における舎食費の保護

者負担軽減に要する経費 988

191,930 9,709

8,721

42,332 6,239

2,221,483 51,584


