
（単位：百万円）

項 目 名
９月

補正予算額
これまでの
累計予算額

９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 14,742 13,871 28,613

○ 雇用の維持・事業の継続 21 7,691 7,712

○ 県民の生活支援 951 1,486 2,437

○ 学校の再開・学びの保障 4 168 172

○ 地域経済の回復・活性化 395 3,935 4,330

○ 感染症に強い社会・経済構造の構築 93 515 608

合 計 16,206 27,666 43,872

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

９月補正予算額：１４，７４２百万円



【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するもの。

・令和２年１０月～令和３年３月

１ 帰国者・接触者相談コールセンター運営事業 （２４百万円）

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】

施設等の感染症の予防、拡大防止に必要なマスク、消毒液、体温検知カメラ等

を確保等するもの。

・救護施設、社会福祉協議会

・県庁及び出先機関（窓口業務等）

・運転免許センター

１ 衛生用品確保事業 （１４百万円）

２ 衛生用品の確保等

4

＜問い合わせ先＞
総務部職員課
健康福祉部健康福祉総務課
警察本部会計課



【内容】

施設における感染症の予防、拡大防止に必要な衛生環境の整備等を行うもの。

・留置施設の改修（分隔居室設置）

・交番・駐在所、取調室等への遮蔽板の設置

・幼稚園の感染防止対策費の支援 等

２ 衛生環境整備事業 （６７百万円）

２ 衛生用品の確保等

5

＜問い合わせ先＞
総務部総務学事課
教育委員会義務教育課
警察本部会計課

【内容】

公共交通機関の安全・安心な利用のため、ＪＲ四国が行う感染拡大防止対策に

要する経費に対し補助するもの。

３ 公共交通機関感染拡大防止対策支援事業 （３百万円）

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



【内容】

迅速な検査と分子疫学調査を行うために必要な機器を環境保健研究セン

ターに整備するもの。

・ＰＣＲ検査機器、遺伝子抽出装置、次世代シークエンサー 等

１ 環境保健研究センター検査機能強化事業 （２９百万円）

7

２ 民間検査機関等ＰＣＲ検査機器整備事業 （１５百万円）

【内容】

民間検査機関等が行うＰＣＲ検査機器の整備に対し補助するもの。

＜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＞
健康福祉部医務国保課

３ 検査体制の強化

【内容】

保健所における新型コロナウイルス感染症対応能力を強化するもの。

・保健師（会計年度任用職員）の増員

・検体採取材料費等の感染症対応活動経費の増額

３ 保健所の対応能力強化事業 （１２百万円）

8

＜問い合わせ先＞
健康福祉部健康福祉総務課
健康福祉部薬務感染症対策課

３ 検査体制の強化



【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対し補

助するもの。

・簡易診療室、パーテーション、個人防護具 等

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

４ 医療提供体制の整備・強化

１ 帰国者・接触者外来整備事業 （４８百万円）

【内容】

新型コロナウイルス感染症患者が入院する病床の確保等に必要な経費に対

し補助するもの。

・空床補償、休床補償

・簡易陰圧装置、人工呼吸器、個人防護具等の整備

・重点医療機関における超音波画像診断装置、ＣＴ撮影装置等の整備

４ 医療提供体制の整備・強化

10

＜問い合わせ先＞

健康福祉部薬務感染症対策課

４ 医療提供体制の整備・強化

２ 入院医療機関病床確保事業 （８，６６６百万円）



【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。

①感染疑い患者の診療を行う救急、周産期、小児医療機関

（設備整備助成３，０００万円及び病床数に応じた支援金（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））

②上記以外の病院（２００万円＋５万円×病床数）

③診療所（１００万円(無床)、２００万円(有床)）

④薬局、訪問看護ステーション、助産所（７０万円）

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

４ 医療提供体制の整備・強化

３ 医療機関・薬局等感染拡大防止対策事業（１，３３９百万円）

【内容】

県立病院における新型コロナウイルス感染症患者等の受入体制を整備するも

の。

・超音波画像診断装置、移動式Ｘ線撮影装置、人工呼吸器

・医療用資材等保管倉庫 等

４ 医療提供体制の整備・強化

12

＜問い合わせ先＞
病院局県立病院課

４ 医療提供体制の整備・強化

４ 県立病院受入体制整備事業 （１７４百万円）



【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 医療提供体制の整備・強化

13

＜問い合わせ先＞
健康福祉部医務国保課

４ 医療提供体制の整備・強化

５ 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金（６２７百万円）

【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

設を新たに確保等するもの。

・施設借上げ料

・生活支援委託料

・医師、看護師人件費 等

４ 医療提供体制の整備・強化

14

＜問い合わせ先＞
健康福祉部医務国保課

４ 医療提供体制の整備・強化

６ 軽症者受入体制整備事業 （２０８百万円）



【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。

７ 医療機関ＰＣＲ検査機器整備事業 （８１百万円）

15

８ 香川県新型コロナウイルス感染症対策協議会運営事業
（２百万円）

【内容】

感染拡大防止策や医療提供体制等を検討する新型コロナウイルス感染症

対策協議会を運営するもの。

＜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

４ 医療提供体制の整備・強化

【内容】

インフルエンザ等の流行期における医療提供体制のひっ迫を回避するとともに、

県民の健康を保持するため、インフルエンザ及び肺炎球菌ワクチンの予防接種に

係る自己負担額の軽減助成を行うもの。

（１人当たり軽減額上限）

・インフルエンザワクチン予防接種（定期接種）：自己負担額

・インフルエンザワクチン予防接種（任意接種）：２，０００円

・肺炎球菌感染症ワクチン予防接種（任意接種）：５，５００円

４ 医療提供体制の整備・強化

16

＜問い合わせ先＞
健康福祉部薬務感染症対策課

４ 医療提供体制の整備・強化

９ インフルエンザ・肺炎球菌感染症ワクチン予防接種助成事業
（１，１４１百万円）



【内容】

感染症対策を講じてサービス提供を行う介護・障害福祉サービス事業所等に

感染防止のための掛かり増し経費を支援等するもの。

・感染症対策に要する物品の購入（個人防護具等）

・感染症対策の専門家による研修

・県における緊急時の配布用衛生用品の備蓄 等

１ 福祉サービス事業所等感染症対策強化事業（１，４９０百万円）

５ 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

【内容】

児童福祉施設等の事業継続に向けた、感染拡大防止のための環境整備や

職員研修に要する経費に対し補助するもの。

・認可保育施設、認可外保育施設、一時預かり事業所、病児保育事業所

・放課後児童クラブ、児童厚生施設

・地域子育て支援拠点、乳児全戸訪問事業、利用者支援事業、ファミリー・サ

ポート・センター事業

２ 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 （１９９百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

18

＜問い合わせ先＞
健康福祉部子ども政策課

５ 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在宅サービス再開に要する経費を支援

するもの。

・感染防止のための環境整備に要する経費

・サービス利用休止者の利用再開時に要する経費

３ 在宅福祉サービス再開支援事業 （３３４百万円）

４ 医療提供体制の整備・強化

19

＜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

５ 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において感染が発生し、自施設職員だけ

で業務継続が困難となった場合に備えた支援体制を県域で構築し、発生時には

支援に向けた関係者間の調整を行うもの。

４ 福祉サービス継続のための連携体制構築事業 （１８百万円）

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

５ 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：５万円／人

５ 福祉サービス職員慰労金 （２４８百万円）

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

５ 福祉サービス提供体制の確保

【内容】

歯科衛生士養成施設が感染防止のために臨地実習に替えて行う学内演習

に要する経費を助成するもの。

１ 歯科衛生士養成施設実習代替事業 （３百万円）

６ その他

22

＜問い合わせ先＞

健康福祉部医務国保課



23

Ⅱ 雇用の維持・事業の継続

９月補正予算額：２１百万円

【内容】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた労働者の就労継続等を支援する

もの。

①県内企業における労働移動の支援

・雇用維持のための出向・移籍を促進するため、手続きや事例等を紹介する

Ｗｅｂセミナーを開催

②保護観察対象者等に対する就労継続等の支援

・保護観察対象者等の就労継続等の支援に取り組む団体に対し補助

１ 感染症の影響を受けた労働者のための就労継続等支援事業
（３百万円）

１ 雇用の維持

24

＜問い合わせ先＞
商工労働部労働政策課



【内容】

農林中央金庫等と協調して、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた漁

業者等に対する県信用漁業協同組合連合会の融資に利子補給を行うことにより、

資金繰りを支援するもの。

・融資上限額：３，０００万円

・融資利率：年１.３５％

・融資期間：１０年以内（うち据置期間３年以内）

・利子補給期間：当初５年間

１ 新型コロナウイルス感染症対策漁業経営長期資金利子補給事業
（１８百万円）

２ 県内事業者の資金繰り対策

25

＜問い合わせ先＞
農政水産部水産課

26

Ⅲ 県民の生活支援

９月補正予算額：９５１百万円



【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 （９５０百万円）

１ 県民の生活支援

27

＜問い合わせ先＞

健康福祉部健康福祉総務課

【内容】

新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に修学が困難となった私立専

門学校生に対して授業料を補助等するもの。

１ 私立専門学校生授業料等負担軽減事業 （１百万円）

28

＜問い合わせ先＞

総務部総務学事課

２ 修学継続支援



29

Ⅳ 学校の再開・学びの保障

９月補正予算額：４百万円

【内容】

実習船「翔洋丸」の遠洋航海前に船員、指導教官及び実習生のＰＣＲ検査を実

施し、安全な遠洋航海実習の実施体制を確保するもの。

１ 遠洋航海実習前ＰＣＲ検査事業 （１百万円）

１ 教育体制の緊急整備

30

＜問い合わせ先＞
教育委員会高校教育課



【内容】

県立学校児童・生徒等の健康診断の際に、児童・生徒等及び学校医の感染防

止に必要な衛生用品を整備するもの。

・消毒液、サージカルマスク、グローブ、フェイスシールド

２ 県立学校保健指導衛生確保事業 （２百万円）

１ 教育体制の緊急整備

31

＜問い合わせ先＞
教育委員会保健体育課

【内容】

学校給食の安定的な食材供給体制を維持するため、臨時休業等により影響を

受けた県立学校の学校給食関連事業者の食材供給体制維持に関する取組みを

支援するもの。

１ 学校給食安定供給支援事業 （１百万円）

２ その他

32

＜問い合わせ先＞
教育委員会保健体育課



33

Ⅴ 地域経済の回復・活性化

９月補正予算額：３９５百万円

【内容】

県内公共交通機関の維持・確保を図るため、公共交通事業者が実施する新しい
生活様式に対応するための取組み等に要する経費に対し助成するもの。

①新しい生活様式対応利用促進事業

・ＪＲ四国 ２，０００万円

・ことでん ２，０００万円

・バス事業者 ７，８９０万円（１０万円/台）

・タクシー事業者 ８，５１０万円（５万円/台）

・高松空港 ２，０００万円

②鉄道機能強化整備支援事業

・ことでん複線化事業支援 ５３，６２２千円

１ 公共交通利用回復緊急支援事業 （２７８百万円）

１ 公共交通機関の支援

34

＜問い合わせ先＞
交流推進部交通政策課



【内容】

新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化する中においても、定

期旅客航路の維持・確保が図られるよう、新しい生活様式への対応等に取り組もう

とする定期旅客船事業者に対し支援を行うもの。

２ 定期旅客船事業者支援事業 （３３百万円）

１ 公共交通機関の支援

35

＜問い合わせ先＞
土木部港湾課

【内容】

県内宿泊施設における感染症対策の徹底を図るため、第三者機関による取組

の評価、助言を受けることができる体制を確保するもの。

１ 宿泊施設感染拡大防止対策実践事業 （５百万円）

２ 観光産業の支援

36

＜問い合わせ先＞
交流推進部観光振興課



【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するなど、県産品の需要喚

起を図るもの。

・県産品プレゼント（抽選）

・オンラインショップ送料負担

・オンラインショップのコンテンツ充実

１ 栗林庵県産品応援キャンペーン事業 （６百万円）

２ 飲食業の支援

37

＜問い合わせ先＞
交流推進部県産品振興課

３ 県産品の販売促進

【内容】

新しい生活様式や感染拡大予防ガイドラインを踏まえた感染予防対策を講じた展

示会を開催し、新型コロナウイルス感染症の影響により展示・販売機会が減少した伝

統的工芸品の需要喚起を図るもの。

・開催時期（予定）：令和３年２月（３日間程度）

・開催場所：サンメッセ香川（小展示場）

２ 新しい生活様式のもとで行う香川の伝統的工芸品展開催事業
（６百万円）

38

＜問い合わせ先＞
商工労働部経営支援課

３ 県産品の販売促進



【内容】

観光需要の減少やイベントの休止等により需要が減少している県産農畜水産物に

ついて、キャンペーンを展開し、旬の時期の需要喚起等を図るもの。

・かがわのイチオシ食材応援キャンペーン

・オリーブ牛消費拡大キャンペーン

・かがわの水産物消費拡大キャンペーン

１ かがわの美味しい食材需要喚起事業 （２０百万円）

２ 飲食業の支援

39

＜問い合わせ先＞
農政水産部農政課

４ 農畜水産業の支援

【内容】

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた県産水産物の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。

・讃岐さーもん、ノリ 等

２ 県産水産物給食提供事業 （４４百万円）

２ 飲食業の支援

40

＜問い合わせ先＞
農政水産部水産課

４ 農畜水産業の支援



【内容】

新型コロナウイルス感染拡大の影響により需要が減少した県産木材製品について、

民間施設での利用を促進するため、ＰＲ効果が高い公的スペースにおける県産木材を

内装・備品等に利用した新築・リフォームに対し補助するもの。

・補助率 １／２以内（補助上限額１００万円）

１ 木とふれあう空間整備緊急支援事業 （３百万円）

41

＜問い合わせ先＞
環境森林部みどり整備課

５ 林業の支援

42

Ⅵ 感染症に強い社会・経済
構造の構築

９月補正予算額：９３百万円



【内容】

県庁において、会議や研修等をオンラインで実施できる環境を整備するもの。

１ オンライン会議環境整備事業 （２９百万円）

43

２ 県民ホールライブ配信環境整備事業 （２４百万円）

【内容】

県民ホールにおいて、ライブ配信による文化芸術活動や舞台鑑賞等がで

きる環境を整備するもの。

＜問い合わせ先＞
政策部情報政策課

＜問い合わせ先＞
文化芸術局文化振興課

１ 情報通信技術の普及・浸透

【内容】

県立保健医療大学において遠隔授業等を実施する環境整備を行うもの。（県立大

学特別会計へ繰出し）

・Ｗｉ－Ｆｉの拡張、テレビ会議システム・Ｗｅｂカメラの整備

・教務・学生システムの改修

３ 県立保健医療大学遠隔授業活用推進事業 （７百万円）

44

＜問い合わせ先＞
健康福祉部医務国保課

１ 情報通信技術の普及・浸透



【内容】

障害福祉サービス事業所等におけるＩＣＴ導入を支援し、その効果を測定・検証す

るモデル事業を実施するもの。

・補 助 率 １０/１０

・補助上限 １００万円/事業所

４ 障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業 （４百万円）

45

＜問い合わせ先＞
健康福祉部障害福祉課

１ 情報通信技術の普及・浸透

【内容】

香川県新規就農相談センターが行う就農相談を、オンラインで実施できる環境等

を整備するもの。

５ オンライン就農相談環境整備事業 （５百万円）

46

＜問い合わせ先＞
農政水産部農業経営課

１ 情報通信技術の普及・浸透



【内容】

大規模災害時に応援要請等に応じ派遣される県職員等に、活動前のＰＣＲ検査を

実施することにより、円滑な被災地支援活動の実施体制を確保するもの。

１ 災害派遣における新型コロナウイルス感染症対策事業
（１０百万円）

47

＜問い合わせ先＞
危機管理総局危機管理課

２ 感染防止対策の普及・浸透

【内容】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が、産業技術センターで機器利

用や試験分析を行って商品開発や試験研究等を進める場合に、必要な経費を支援

するもの。

・機器使用料、試験分析手数料の１／２相当額

１ 新型コロナウイルス感染症影響事業者試験研究等支援事業
（３百万円）

48

＜問い合わせ先＞
商工労働部産業政策課

３ 企業の生産性向上・競争力強化・誘致



【内容】

県外に本社を有する事業者が、県内においてテレワークを実施するためのサテラ

イトオフィスを開設等する場合に、必要な経費を支援するもの。

・補助率 ２／３

・補助上限 ２００万円／事業者

２ 県内移住による新しい生活様式に対応するためのテレワーク
推進支援事業 （１１百万円）

49

＜問い合わせ先＞
商工労働部労働政策課

３ 企業の生産性向上・競争力強化・誘致


