
（単位：百万円）

項 目 名
6月(追加)

補正予算額
これまでの
累計予算額

6月補正後
累計予算額

○ 感染拡大防止対策と医療提供体制の整備 9,528 4,343 13,871

○ 雇用の維持・事業の継続 3,347 4,344 7,691

○ 県民の生活支援 805 681 1,486

○ 学校の再開・学びの保障 168 － 168

○ 地域経済の回復・活性化 436 1,199 1,635

○ 感染症に強い社会・経済構造の構築 97 418 515

合 計 14,381 10,985 25,366

新型コロナウイルス感染症対策

1

2

Ⅰ 感染拡大防止対策と
医療提供体制の整備

６月(追加)補正予算額：９，５２８百万円



【内容】

特別支援学校のスクールバスの増便を行い、１便当たり生徒数を少人数化する

ことで、感染症の予防、拡大防止に必要な衛生環境の整備を行うもの。

１ 衛生環境整備事業 （５２百万円）

１ 衛生用品の確保等

3

＜問い合わせ先＞
教育委員会特別支援教育課

【内容】

観光・宿泊施設等の安全・安心な利用のため、県内の民間中小企業者が運営

する施設の感染予防対策等に要する経費に対し補助するもの。

・補助対象：観光施設等、宿泊施設

・補助率：３／４

２ 観光・宿泊施設等感染拡大防止対策支援事業 （５０百万円）

１ 衛生用品の確保等

4

＜問い合わせ先＞
交流推進部観光振興課



【内容】

医療機関、薬局等における感染拡大防止対策等に要する経費に対し補助するもの。

・感染疑い患者の診療を行う救急、周産期、小児医療機関

（９９床以下２，０００万円、１００床以上３，０００万円、１００床ごとに１，０００万円

を追加、入院受入加算１，０００万円）

・上記以外の病院（２００万円＋５万円×病床数）

・診療所（１００万円(無床)、２００万円(有床)）

・薬局、訪問看護ステーション、助産所（７０万円）

１ 医療機関・薬局等感染拡大防止対策事業 （３,１７２百万円）

２ 医療提供体制の整備・強化

5

＜問い合わせ先＞
健康福祉部医務国保課

【内容】

県立病院において、感染拡大防止対策や診療体制の確保を実施するもの。

２ 県立病院受入体制整備事業 （１３３百万円）

２ 医療提供体制の整備・強化

6

３ 新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関等研修事業
（１百万円）

【内容】

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことがない医療機関の医師、

看護師等の医療従事者や保健所職員を対象に、受入時の対応などの研修・

訓練を行い、第２波・第３波に備えた体制を整えるもの。

＜問い合わせ先＞
健康福祉部医務国保課

＜問い合わせ先＞
健康福祉部薬務感染症対策課



【内容】

患者と接する医療従事者等への慰労金を支給するもの。

①コロナ患者に対応する役割を有する医療機関等（診療実績有）：２０万円／人

②コロナ患者に対応する役割を有する医療機関等（診療実績無）：１０万円／人

③その他の病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所：５万円／人

※③は実際に感染症の入院患者を受け入れている場合は２０万円／人

４ 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金
（３，２２５百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

7

＜問い合わせ先＞
健康福祉部医務国保課

２ 医療提供体制の整備・強化

【内容】

介護・障害福祉サービス事業所等において感染症対策を行うために要する

経費に対し補助等するもの。

・感染症対策に要する物品の購入（個人防護具等）

・専門家による研修

・多機能型簡易居室の整備 等

１ 福祉サービス事業所等感染症対策強化事業 （５３５百万円）

３ 福祉サービス提供体制の確保

8

＜問い合わせ先＞
健康福祉部長寿社会対策課
健康福祉部障害福祉課



【内容】

保育施設、放課後児童クラブ等において職員の不安を軽減する取組み等を

実施する市町に対して補助するもの。

・感染対策相談窓口の設置

・専門家による相談支援 等

２ 保育所等感染症対策強化事業 （２２百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

9

＜問い合わせ先＞
健康福祉部子ども家庭課

３ 福祉サービス提供体制の確保

【内容】

福祉サービスの利用者と接する職員等への慰労金を支給するもの。

・介護サービス事業所等、障害福祉サービス事業所等、救護施設：５万円／人

３ 福祉サービス職員慰労金 （２，２５０百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化
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＜問い合わせ先＞
健康福祉部健康福祉総務課
健康福祉部長寿社会対策課
健康福祉部障害福祉課

３ 福祉サービス提供体制の確保



【内容】

介護・障害福祉サービス事業所等が、サービス利用休止中の利用者に対し、

利用再開のために行うケアプランの作成等を支援するもの。

４ 福祉サービス利用再開支援事業 （４百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化
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＜問い合わせ先＞
健康福祉部長寿社会対策課
健康福祉部障害福祉課

３ 福祉サービス提供体制の確保

【内容】

新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊産婦が安心して出産・育児

にあたることができるよう支援を強化するもの。

・感染した妊産婦に対する寄り添い支援

・妊婦のＰＣＲ検査費用の助成

１ 妊産婦支援強化事業 （７６百万円）

４ その他
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＜問い合わせ先＞

健康福祉部薬務感染症対策課
健康福祉部子ども家庭課



【内容】

新型コロナウイルス感染症の予防・感染拡大防止のため、県のイベント開催

制限により、県有施設でのイベント等を中止し、利用をキャンセルした場合に既に

納付されている使用料等を還付するもの。

・対象施設：県民ホール（大ホール・小ホール）

サンメッセ香川（大展示場・小展示場）

サンポート高松交流拠点施設（かがわ国際会議場・展示場）

・対象：令和２年６月１日から同年９月３０日の間の利用で、同年６月中に

キャンセルの申出があったもの

２ 県有施設キャンセル料等還付事業 （８百万円）
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＜問い合わせ先＞
文化芸術局文化振興課

４ その他
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Ⅱ 雇用の維持・事業の継続

６月（追加）補正予算額：３，３４７百万円



【内容】

就労継続支援事業所が取り組む生産活動回復に要する経費に対し補助する

もの。

・補助上限 ５０万円／事業所

１ 就労継続支援事業所活性化事業 （３５百万円）

１ 雇用の維持
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＜問い合わせ先＞
健康福祉部障害福祉課

【内容】

新型コロナウイルス感染症により大幅に売上高が減少した中小企業者等の

資金需要への対応を充実させるため、制度融資の融資上限額及び融資枠を拡大

するとともに、それに伴う追加の利子補給を行い、継続的に資金繰りを支援する

もの。（保証料については、全国信用保証協会連合会から県信用保証協会に対し

全額補給）

・融資上限額：４，０００万円（３，０００万円から引上げ）

・融資利率：年１．００％以内

・保証料率：年０．８５％

・融資期間：１０年（うち据置期間５年以内）

・利子補給期間：当初３年間

１ 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事業
（６０９百万円）

２ 県内事業者の資金繰り対策

16

＜問い合わせ先＞
商工労働部経営支援課



【内容】

危機関連融資を利用する中小企業者等に対して、信用保証料の全額補給を

行うことにより資金繰りを支援するもの。（県信用保証協会に対する保証料支払

いを年賦払いから一括払いに変更）

・補給対象融資上限額：８，０００万円

・融資利率：年１．００％以内

・保証料率：年０．６０％

・融資期間：１０年（うち据置期間２年以内）

・保証料補給期間：１０年

２ 危機関連融資保証料補給事業 （６８８百万円）

２ 県内事業者の資金繰り対策
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＜問い合わせ先＞
商工労働部経営支援課

【内容】

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少した事業者に対し、

国の家賃支援給付金に県独自の上乗せを行い、事業継続を支援するもの。

・給付率 個人：国の決定額の原則１／８

法人：国の決定額の原則１／１０

１ 香川県家賃応援給付金支給事業 （２，０１５百万円）

３ 県内事業者の事業継続支援
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＜問い合わせ先＞

商工労働部企業立地推進課
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Ⅲ 県民の生活支援

６月（追加）補正予算額：８０５百万円

【内容】

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等から、収入が減少し一時的な

資金が必要な方への緊急貸付けの原資を、事業を実施する香川県社会福祉協議会

に追加補助するもの。

（緊急小口資金）
・貸付上限額：１０万円（学校の休業等の特例：２０万円）
・償還期限：２年（据置期間１年以内）
・無利子、保証人不要

（総合支援資金）
・貸付上限額：月２０万円（単身世帯は月１５万円）
・貸付期間：原則３月以内
・償還期限：１０年（据置期間１年以内）
・無利子、保証人不要

１ 生活福祉資金貸付事業 （５９９百万円）

１ 県民の生活支援
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＜問い合わせ先＞

健康福祉部健康福祉総務課



【内容】

生活に困窮する方への相談支援体制を強化するとともに、住居確保給付金を

支給することにより、就労の機会及び住宅の確保の支援を行うもの。

・相談支援員（兼）就労支援員の増員

・住居確保給付金の支給

２ 生活困窮者支援事業 （１３百万円）

２ 飲食業の支援

21

＜問い合わせ先＞

健康福祉部健康福祉総務課

１ 県民の生活支援

【内容】

児童扶養手当を受給する世帯等に対して、臨時特別給付金を支給するもの。

・１世帯５万円

（第２子以降１人につき３万円、収入が大きく減少した世帯に５万円を加算）

３ ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 （１５４百万円）

２ 飲食業の支援
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＜問い合わせ先＞
健康福祉部子ども家庭課

１ 県民の生活支援



【内容】

県の奨学金等を利用している学生が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、

世帯収入やアルバイト収入の減少等により修学の継続が困難とならないよう一時金

を支給するもの。

・対象者：香川県大学生等奨学金の奨学生

日本学生支援機構 第一種奨学金返還支援対象者の学生

・支給額：５万円／人（貸付月額区分最高額が５万円を超える場合は当該最高額）

１ 大学生等応援給付金支給事業 （３２百万円）

２ 飲食業の支援
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＜問い合わせ先＞
政策部政策課

２ 修学継続支援

【内容】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変した世帯の生徒の授業

料を減免した私立中学校に対して、減免に要した経費を補助するもの。

２ 私立中学校家計急変世帯緊急支援事業 （７百万円）

２ 飲食業の支援

24

＜問い合わせ先＞
総務部総務学事課

２ 修学継続支援
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Ⅳ 学校の再開・学びの保障

６月（追加）補正予算額：１６８百万円

【内容】

感染症対策を講じながら子供たちの学びを保障するために必要な人的体制の

整備を行うもの。

・小中学校の最終学年で少人数編成の授業を行う加配教員の配置

・学習支援員、スクールサポートスタッフを追加配置する市町への補助

１ 市町立小中学校人的体制緊急整備事業 （４６百万円）

１ 教育体制の緊急整備

26

＜問い合わせ先＞
教育委員会義務教育課



【内容】

感染症対策や学習保障等に必要な取組みを迅速かつ柔軟に実施するための

経費を補助等するもの。

（補助対象）

・県立中学校 １校、県立高等学校 ２９校、県立特別支援学校 ８校

・私立中学校 ４校、私立高等学校 １０校

２ 学校再開対策事業 （１０５百万円）

１ 教育体制の緊急整備
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＜問い合わせ先＞
総務部総務学事課
教育委員会高校教育課

教育委員会特別支援教育課

【内容】

運動部活動全国大会の代替地方大会の開催に要する経費を支援するもの。

１ インターハイ等代替地方大会開催支援事業 （１７百万円）

２ 部活動の再開支援

28

＜問い合わせ先＞
教育委員会保健体育課
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Ⅴ 地域経済の回復・活性化

６月（追加）補正予算額：４３６百万円

【内容】

新型コロナウイルス感染症の影響による落ち込んだ旅行需要を喚起するため、

県内宿泊の宿泊料金を助成するとともに首都圏において情報発信を行うもの。

①令和２年６月１９日～同年７月末予定（対象者：県民限定）

・補助率（補助上限） １／２以内（１万円／人泊 ６０，０００千円）

②令和２年８月１日予定～令和３年１月３１日予定（対象者：限定なし）

・補助率（補助上限） １／２以内（７千円／人泊 ２８０，０００千円）

１ 県内宿泊促進事業 （４２１百万円）

１ 観光産業の支援
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＜問い合わせ先＞
交流推進部観光振興課



【内容】

感染防止対策を踏まえた新しい生活様式のもと、地域の文化芸術活動を行う者に

活動経費の一部を支援するもの。

・対象者：感染拡大防止対策を講じてかがわ文化芸術祭に参加等する個人・団体

・補助率：１／２ 等

・補助額：１０万円以上１００万円以内

１ 新しい生活様式のもと頑張る文化芸術活動支援事業
（６百万円）

２ 飲食業の支援
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＜問い合わせ先＞
文化芸術局文化振興課

２ 文化芸術活動・イベント等の支援

【内容】

県のイベント開催制限の段階的緩和の方針に沿いながら、県内の活性化を目指し

県民ホール（大ホール・小ホール）を活用したイベントを主催する者を支援するもの。

・対象者：県民ホールで有料イベントを主催する者

・補助額：利用料金の１／３相当額（計画入場者数が収容定員の１／４以下の

場合は利用料金の１／５相当額）

２ 県民ホール利用促進事業 （９百万円）

２ 飲食業の支援
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＜問い合わせ先＞
文化芸術局文化振興課

２ 文化芸術活動・イベント等の支援
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Ⅵ 感染症に強い社会・経済
構造の構築

６月（追加）補正予算額：９７百万円

【内容】

私立高校が行う、生徒用情報通信端末の整備に要する経費に対し補助するもの。

・補助上限：４５０万円／校

１ 私立学校ＩＣＴ教育設備整備促進事業 （３６百万円）

２ 飲食業の支援

34

＜問い合わせ先＞
総務部総務学事課

１ 情報技術の普及・浸透



【内容】

市町が設置する避難所における感染防止対策を支援するため、必要な物資を

県で備蓄するもの。

・パーテーション、段ボールベッド 等

１ 避難所における感染症対策強化事業 （２１百万円）

２ 感染防止対策の普及・浸透
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＜問い合わせ先＞
危機管理総局危機管理課

【内容】

感染症の拡大防止や遠隔授業の環境構築など感染症に強い体制づくりに取り

組む県内大学等に対して取組みに要した経費を補助するもの。

・補助上限：５００万円／事業

・補助率：１０／１０

２ 感染症に強い大学づくり推進事業 （４０百万円）

２ 感染防止対策の普及・浸透
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＜問い合わせ先＞

政策部地域活力推進課


