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（単位：百万円）

項 目 名
6月

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 1,866 2,477 4,343

○ 雇用の維持・事業の継続 22 4,322 4,344

○ 県民の生活支援 － 681 681

○ 地域経済の回復・活性化 1,199 － 1,199

○ 感染症に強い社会・経済構造の構築 401 17 418

合 計 3,488 7,497 10,985

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月補正予算額：１，８６６百万円
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【内容】

今後の感染拡大に備え、新型コロナウイルス感染症に関する県民からの

電話相談に一元的に対応するコールセンターの運営期間を延長等し、運営

体制の強化を図るもの。

１ 帰国者・接触者相談コールセンター運営事業 （３９百万円）

１ 相談体制の強化

3

＜問い合わせ先＞
健康福祉部健康福祉総務課

【内容】

県有施設等の感染症の予防に必要なマスク、消毒液、非接触型体温計等を

確保等するもの。

・社会福祉協議会

・県立文化施設、サンメッセ香川

・警察施設

１ 衛生用品確保事業 （１５百万円）

２ 衛生用品の確保等

4

＜問い合わせ先＞
政策部文化芸術局文化振興課
健康福祉部健康福祉総務課
商工労働部経営支援課
警察本部会計課
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【内容】

企業や団体等からマスクの現物寄付を受付け、基礎疾患を有するなどの

マスクが特に必要な方に無償配布するもの。

２ たすけあいマスクバンク事業 （１２百万円）

２ 衛生用品の確保等

5

３ 子ども女性相談センター衛生環境整備事業 （１百万円）

【内容】

子ども女性相談センターにおける、感染が疑われる子どもや相談者に

対応するための面接室等の確保のため改修を行うもの。

（国１０／１０）

＜問い合わせ先＞
健康福祉部健康福祉総務課

＜問い合わせ先＞
健康福祉部子ども家庭課

【内容】

公共交通機関の安全・安心な利用のため、県内の中小交通事業者が行う

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】

鉄道事業者（琴電）、バス事業者（乗合バス・貸切バス）

タクシー事業者、航路事業者、空港運営会社

【補助率】

３／４

４ 公共交通機関感染拡大防止対策支援事業 （５０百万円）

２ 衛生用品の確保等

6

＜問い合わせ先＞
交流推進部交通政策課
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【内容】

家畜保健衛生所のＰＣＲ検査関連機器を環境保健研究センターへ一時

移設し、行政検査体制の拡充を図るもの。

１ 環境保健研究センター検査機能強化事業 （２百万円）

３ 検査体制の強化

7

２ 地域外来・検査センター運営事業 （２５百万円）

【内容】

新型コロナウイルス感染症検査体制の拡充のため、臨時的な帰国者・接触

者外来（地域外来・検査センター）の運営を市町等に委託するもの。

＜問い合わせ先＞
健康福祉部薬務感染症対策課

＜問い合わせ先＞
健康福祉部薬務感染症対策課

【内容】

患者搬送の際の感染リスク低減のため、陰圧アイソレーターの整備等を

行うもの。

１ 医療搬送体制等確保事業 （７百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

8

２ 帰国者・接触者外来整備事業 （９百万円）

【内容】

帰国者・接触者外来を設置する医療機関が行う、必要機器等の整備に

要する経費に対し補助するもの。

【補助対象】

空気清浄機、パーテーション、個人防護服 等

＜問い合わせ先＞
健康福祉部薬務感染症対策課

＜問い合わせ先＞
健康福祉部薬務感染症対策課
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【内容】

新型コロナウイルス感染症患者を入院させるための病床の確保に必要な

経費に対し補助するもの。

・陰圧装置、人工呼吸器、体外式膜型人工肺（ＥＣＭＯ）、

個人防護服等の整備

・空床補償

３ 入院医療機関病床確保事業 （１，１２７百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

9

＜問い合わせ先＞
健康福祉部薬務感染症対策課

【内容】

新型コロナウイルス感染症の軽症者等が、医療機関外で療養するための

受入施設を確保等するもの。

・施設借上げ料

・生活支援委託料

・医師、看護師人件費 等

４ 軽症者受入体制整備事業 （３１５百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

10

＜問い合わせ先＞
健康福祉部医務国保課
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【内容】

医療機関における術前患者等検査用のＰＣＲ検査機器の整備に対し

補助するもの。

【補助対象】

・県内医療機関 等

５ 医療機関ＰＣＲ検査機器整備事業 （５百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

11

＜問い合わせ先＞
健康福祉部医務国保課

【内容】

新型コロナウイルス感染症患者の治療や看護等に従事する医療従事者

（県立病院を除く）の活動を支援するもの。

・宿泊費補助 １泊あたり５千円

・感染症患者治療等業務手当補助 １日あたり３千円又は４千円

６ 医療従事者活動支援事業 （１２４百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

12

＜問い合わせ先＞
健康福祉部医務国保課
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【内容】

県立病院での新型コロナウイルス感染症患者の受入体制の整備、強化を

行うもの。

・ＣＤＩ血液モニター、術前患者等用のＰＣＲ検査装置、個人防護服、

サーモグラフィーカメラの整備 等

・感染症対応職員の宿泊施設確保

・特殊勤務手当の特例適用（１日あたり３千円又は４千円）

７ 県立病院受入体制整備事業 （７７百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

13

＜問い合わせ先＞
病院局県立病院課

【内容】

新型コロナウイルス感染症患者等に接する作業、患者等が使用した物件

などの対応業務に従事した職員に対し、国家公務員に準じて特殊勤務手当

の特例を設け支給するもの。

・支給額：３千円／日（患者等の身体に直接接触し、又は長時間にわたり

接する場合は４千円／日）

８ 特殊勤務手当特例支給事業 （５百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

14

＜問い合わせ先＞
総務部人事・行革課
健康福祉部健康福祉総務課
警察本部会計課
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【内容】

感染症対策を行う保健師を増員し、健康福祉部における保健師業務の

体制の強化を図るもの。

９ 保健師業務体制強化事業 （６百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

15

１０ 感染症対策専門家派遣事業 （１百万円）

【内容】

早急に感染拡大防止対策を講じる必要が生じた場合に、感染症対策に

係る専門家を派遣し、現場での対応体制の強化を図るもの。

＜問い合わせ先＞
健康福祉部健康福祉総務課

＜問い合わせ先＞
健康福祉部薬務感染症対策課

【内容】

令和２年３月の県立学校の一斉臨時休業に伴う給食中止によるキャンセル

料を、（公財）香川県学校給食会等に対し支払うもの。

（国３／４、県１／４）

１ 県立学校給食食材キャンセル料 （１百万円）

５ 学校の臨時休業を円滑に進めるための環境整備

16

＜問い合わせ先＞
教育委員会保健体育課
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【内容】

利用者又は職員に、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した

福祉サービス事業所等がサービスを継続して提供するため、代替職員の

人件費や事業所等の消毒費用等に対して補助するもの。

・介護サービス事業所等、障害福祉サービス事業所等、児童養護施設等

（国２／３、県１／３ 等）

１ 福祉サービス継続支援事業 （３４百万円）

６ 福祉サービス提供体制の確保

17

＜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
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に関する情報を正確、迅速に発信するもの。

１ 情報発信強化事業 （１０百万円）

７ 情報発信の強化

【内容】

新型コロナウイルス感染症が長期化することに伴う県民の心身の変調に

対応するため、精神保健福祉センターによる相談支援の強化を行うもの。

（国３／４、県１／４）

１ 心のケア支援事業 （１百万円）

８ その他

18

＜問い合わせ先＞
健康福祉部健康福祉総務課

＜問い合わせ先＞
健康福祉部障害福祉課
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19

Ⅱ 雇用の維持・事業の継続

６月補正予算額：２２百万円

【内容】

離職者や非正規労働者、内定取り消しを受けた者などを主な支援対象として、

人手不足分野の企業等とマッチングを図る合同企業面接会等を開催するもの。

１ 離職者等のための合同企業面接会開催事業 （４百万円）

１ 雇用の維持

20

２ かがわＬＩＶＥ就職説明会開催事業 （３百万円）

【内容】

インターネット上で、就職活動中の学生と県内中小企業が出会う場を創出し、

学生の就職活動及び企業の採用活動を支援するもの。

＜問い合わせ先＞
商工労働部労働政策課

＜問い合わせ先＞
商工労働部労働政策課
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【内容】

香川県緊急雇用維持助成金の支給事務を行うため、会計年度任用職員４名を

雇用しようとするもの。

３ 香川県緊急雇用維持助成金支給事業 （５百万円）

１ 雇用の維持

【内容】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等を支援するため、

かがわ産業支援財団における助言や各種支援制度の周知・活用等の相談体制

の強化を継続するもの。

１ 中小企業者等向け経営相談体制強化事業 （１０百万円）

２ 県内事業者の事業継続支援

21

＜問い合わせ先＞
商工労働部労働政策課

＜問い合わせ先＞
商工労働部産業政策課

22

Ⅲ 地域経済の回復・活性化

６月補正予算額：１，１９９百万円
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【内容】

本県の社会経済活動の回復や、感染症に強い香川づくりに資する積極的な

取組みに対して、幅広く活用できる補助金を交付することにより、前向きに創意

工夫を凝らして挑戦する県内事業者を支援するもの。

１ 前向きに頑張る事業者を応援する総合補助事業 （７０５百万円）

１ 事業者のチャレンジ支援

23

＜問い合わせ先＞
政策部地域活力推進課

【内容】

飲食店のテイクアウトやデリバリーの普及を図るため、こうした取組みを紹介・

支援するポータルサイトを構築するもの。

１ テイクアウト・デリバリー飲食店ポータルサイト構築事業
（７百万円）

２ 飲食業の支援

24

＜問い合わせ先＞
商工労働部産業政策課



2020/6/15

13

【内容】

新型コロナウイルス感染拡大の影響が収束した後のインバウンド需要の回復を

推進するため、飲食店が行う衛生管理・空気換気設備等の導入や店舗の改装等

に要する経費を補助するもの。

【補助率】

１／２

２ 外食産業インバウンド需要回復緊急支援事業 （７３百万円）

２ 飲食業の支援

25

＜問い合わせ先＞
農政水産部農政課

【内容】

輸出に取り組む食品製造事業者等が行う、輸出の維持・回復に必要な施設

整備、機器の導入等に要する経費を補助するもの。

【補助率】

１／２

１ 輸出食品等製造施設整備緊急支援事業 （２３百万円）

３ 食品産業の支援

26

＜問い合わせ先＞
農政水産部農政課
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【内容】

栗林庵において、県産品購入促進キャンペーンを展開し、県産品の需要喚起を

図るもの。

・オンラインショップ送料負担

・割引券プレゼント

１ 栗林庵県産品応援キャンペーン事業 （４百万円）

４ 県産品の販売促進

27

＜問い合わせ先＞
交流推進部県産品振興課

【内容】

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた県産畜水産物について、学校給食

への提供を通じて、需要喚起を図るとともに、美味しさや魅力を伝えるもの。

・県産和牛、県産養殖魚 など

（国１０／１０）

１ 県産畜水産物給食提供事業 （３７５百万円）

５ 農畜水産業の支援

28

＜問い合わせ先＞
農政水産部畜産課
農政水産部水産課
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【内容】

新型コロナウイルス感染拡大による人手不足の解消に必要となる農業人材を

育成するため、農業大学校に研修用機械を整備するもの。

・研修用トラクター ２台

２ 農業労働力確保緊急支援事業 （１２百万円）

５ 農畜水産業の支援

29

＜問い合わせ先＞
農政水産部農業経営課

30

Ⅳ 感染症に強い社会・経済
構造の構築

６月補正予算額：４０１百万円
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【内容】

テレワークやＷｅｂ会議、Ｗｅｂ面接などのＩＣＴ活用により、感染症リスクに対応

した業務形態や働き方への転換を促進するため、セミナーを開催等するもの。

１ 中小企業等ＩＣＴ活用推進事業 （３百万円）

１ 雇用の維持

31

２ 中小企業等Ｗｅｂ面接導入推進事業 （２百万円）

【内容】

中小企業等が行うＷｅｂ面接システムの導入に要する経費を補助するもの。

【補助率】

補助率３／４（補助上限額１０万円）

１ 情報技術の普及・浸透

＜問い合わせ先＞
商工労働部労働政策課

＜問い合わせ先＞
商工労働部労働政策課

【内容】

ワークサポートかがわにおいて、Ｗｅｂによる採用活動の機会の提供や、Ｗｅｂ

による就職活動に関する助言指導等が実施できる環境整備を行い、企業の採用

活動及び若者の就職活動を支援するもの。

３ ワークサポートかがわＷｅｂ活動支援事業 （２百万円）

１ 雇用の維持

32

４ 企業向けオンライン研修等事業 （３百万円）

【内容】

かがわ産業支援財団が行う企業向け研修等をオンラインで行うことができるよう、

環境整備を行うもの。

１ 情報技術の普及・浸透

＜問い合わせ先＞
商工労働部労働政策課

＜問い合わせ先＞
商工労働部労働政策課
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【内容】

県立の高校、中学校、特別支援学校におけるＩＣＴ環境の整備を前倒して行う

もの。

・ タブレット端末整備

（高校１台／３人、中学校１台／１人、特支小中学部１台／１人・高等部１台／３人）

・ 電子黒板、Ｗｅｂカメラ

・ 入出力支援装置（特別支援学校のみ）

・ 貸与用モバイルルーター（通信環境のない家庭貸出用）

５ ＧＩＧＡスクール構想加速化事業 （３７４百万円）

１ 情報技術の普及・浸透

33

＜問い合わせ先＞
教育委員会保健体育課
教育委員会特別支援教育課

【内容】

私立学校におけるＩＣＴ環境の整備を支援するため、必要となる経費を補助する

もの。

６ 私立学校ＩＣＴ教育施設設備整備促進事業 （１７百万円）

１ 情報技術の普及・浸透

34

＜問い合わせ先＞
総務部総務学事課


