
香川県 令和５年度当初予算

予算総額 ４,８８３億円

①県民１０ ０万人計画

②デジタル田園都市１０ ０計画

③にぎわい１０ ０計画

『人生１００年時代のフロンティア県』の実現



Ｒ５当初予算規模 ４，８８３億円
（Ｒ４当初４，９５３億円）

（東京讃岐会館関係積立金８４億円除きR4当初４，８６９億円）

前年度比 ▲１．４％

（積立金除き前年度比 ＋０．３％）

（参考）地方財政計画 ＋０．５％（水準超経費を除く）
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令和５年度 当初予算の姿



総合計画の改訂の方向性に沿った編成

Ⅱデジタル田園都市１ ０ ０計画
⑧産業拠点香川へ

⑨ 「四国の玄関口」として確かなインフラ整備を進める

⑩農林水産業の先進県へ

⑪県産品の販路拡大

⑫あらゆる世代・人材で香川の産業を支える

⑬グリーン社会の実現

⑭デジタル社会を形成する

Ⅰ県民１ ０ ０万人計画
① 「子育て県かがわ」をつくる

②教育の充実

③女性や高齢者、障害者が活躍する社会づくり

④安心できる医療・介護体制を構築

⑤災害や渇水に強い県土を作る

⑥交通事故や犯罪のない安全安心な社会をつくる

⑦人口１００万人計画

Ⅲにぎわい １ ０ ０計画
⑮観光客２割ＵＰを目指して

⑯まち全体の美化推進

⑰文化芸術、スポーツの振興による地域活性化

目標：「人生100年時代のフロンティア県」の実現
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人生１００年時代のフロンティア県の実現に向けた

１ 少子化対策局面打開パッケージ
経済負担軽減、子育て拠点充実、みんなで子育ての３本柱で少子化の局面打開を！

総額１８億円（前年度比９億円増）の局面打開予算！

２ せとうち企業誘致１００プラン
せとうち企業誘致１００プランで積極誘致！工業団地造成への新助成制度！

３ スタートアップへの支援
拠点の確保から成長加速化まで、伴走型で支援！

４ 脱炭素社会に向けた地球温暖化対策
ネット・ゼロ・エネルギーハウスの推進！カーボンニュートラルポート形成へ！

重点的な取組み
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５ 観光誘客・にぎわいづくり
観光客２割ＵＰを目指し、観光需要の回復拡大！

６ サンポート高松地区における
快適な都市空間づくり

県立アリーナの整備、サンポート高松地区の一大プロムナード化！

７ 物流・人流を支えるネットワークの整備
道路・港湾・空港のネットワークの充実に向けて！

８ 持続可能な社会の実現！ＳＤＧｓの推進

９ 新型コロナ、原油価格・物価高騰対策
ウイズコロナに向け引き続き各種対策を着実に実施！
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夢と仲間を持つ子育ての実現

不妊治療助成 ７２百万円

保険適用後の不妊治療の経済的負担の軽減
①上限５万円/回 ※高松市を除く

②５万円を超える自己負担増加額の全額/回

出産・子育て応援交付金 １３５百万円

妊娠届出時・出産届出時に各５万円相当を支援

子ども医療費助成 １,００７百万円

市町が行う子ども医療費支給事業に対する補助

★対象年齢：小学校就学前 ⇒ 小学校３年生までに拡充

（所得制限なし）

★県立高校教室空調経費の公費化
１７４百万円

県立高校等の普通教室、特別教室の冷暖房経費
の公費化による保護者負担の軽減

☆第３子以降の学校給食費無償化の
検討（Ｒ５～）

経 済 的 負 担 の 軽 減 子 育 て 拠 点 の 充 実 み ん な で 子 育 て

★第３期かがわ健やか子ども基金
３００百万円

・支援期間：令和５年度から令和７年度

★男性の家事・育児参画の推進
６百万円

･家事育児実践講座の開催
･男性従業員向け講演会の開催

★女性の働く未来応援事業 ２百万円

県内企業の経営者等を対象に､女性就労の促進
に向けたシンポジウムを開催｡

★女性向けビジネススキルアップ研修
１百万円

･受講期間：２週間 ６０時間程度(予定)
･定 員：各２０名程度(年２回開催予定)

★高等技術学校訓練時の
託児サービスの提供 ３百万円

★次代を担う若者のライフデザイン講座
２百万円

★産後ケア交通費の補助 ３百万円

･対象経費：産後ケアサービスに必要な交通費
･補助上限：１万４千円/回（５回まで）

★保育の充実 ５４百万円

①保育の受け皿拡大 ２４百万円
待機児童を受け入れるために必要な保育士

の派遣に要する経費を一部支援

②一時預かりの拡大 １６百万円
一時預かり事業を行うために必要な保育士

の派遣に要する経費を一部支援

③保護者・保育者負担軽減のための
紙おむつ処分支援 １４百万円

私立保育所等に対して、使用済み紙おむつ
の処分費用を支援

・市町が補助する額の１／２

★子育て拠点の充実に向けた調査・検討
１百万円

孤独な子育て世代が立ち寄れる支援拠点の
全県的展開に向けた検討

少子化対策局面打開パッケージ

※主な事業を掲載

１，８３７百万円
（Ｒ４：９４６百万円）

【全て新規又は拡充事業】
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せとうち企業誘致100プラン

企業誘致100プラン推進

★「せとうち企業誘致100プラン」の
推進 １３百万円

・広報啓発ツール作成

・ＷＥＢサイト、インターネット広告
によるＰＲ

・産業フェアやマッチングイベントへ
の出展

・首都圏、関西圏における経済人等の
人的ネットワークの活用

・企業等へのトップセールスの実施

工業用地の確保 企業誘致助成

★民間事業者による工業団地整備
に対する新たな助成制度の創設
【工業団地完成時に最大５億円】

①助成要件
・分譲可能面積５ha以上
・製造業の工場・試験研究施設、物流
拠点施設、データセンター等の立地
用地

・事業採算性、企業立地の見通しがある
こと

②補助率
・分譲用地を除く公共用地の土地取得費
と工事整備費の１／２

③補助上限
・上限５億円

３,４１８百万円
（Ｒ４：２,７１７百万円）

香川県企業誘致条例に基づく助成金
２,９９６百万円

①企業誘致助成金制度【上限５億円】

（工場・物流拠点施設の場合）
・投下固定資産額×10％(1回目)、5％(2回目)
・新規雇用者数×50万円(11人～)､100万円(51人～)

【令和５年度助成額】
対象企業数２３社 ２,９９６百万円

★② ①の制度拡充

(1)情報処理関連施設
・投下固定資産額×15％(1回目)、10％(2回目)
・事務所賃借料 ×50％(3年間 → ★5年間)
・通信機器賃借料×50％(1年間)
・新規雇用者数(6人～)×50万円(1年間 → ★3年間)

(2)本社機能の県内移転・拡充
・投下固定資産額×15％(1回目)、10％(2回目)
・事務所賃借料 ×50％(3年間 → ★5年間)
・事務所改装費 ×50％(1年間)
・★通信機器賃借料×50％(1年間) ※新設
・新規雇用者数×50万円(11人～)､100万円(51人～)

情報処理サービス業、
ソフトウェア業 等
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埋築事業による工業用地の確保
４０９百万円

埋立地を工業用地として基盤整備

①内海港草壁地区埋築事業
１１１百万円

②観音寺港観音寺地区埋築事業
２９８百万円

★カーボンニュートラルポート形成支援
助成金の創設

【施設完成時に最大５億円】
対象地域：港湾脱炭素化推進計画策定区域

対象施設：以下４分野の工場及び関連施設
①次世代再生可能エネルギー分野
②水素・燃料アンモニア産業分野
③資源循環関連分野
④カーボンリサイクル・マテリアル分野

補助率等：
・投下固定資産額の15％(10億円以上×10％)
・新規雇用者数×50万円(11人～)､100万円(51人～) 

内海港草壁地区 観音寺港観音寺地区



★香川県スタートアップスクエア事業
１百万円

香川インテリジェントパークを県内スター
トアップの集積地とする「香川県スタート
アップスクエア」を目指し、スタートアッ
プ向けの活動拠点を提供

・入居室数：１０室 ※法人登記可能
(ネクスト香川、フロム香川、ＩＴスクエア)

・賃 料：規定賃料の１／１０
※県が実施するビジネスチャレンジ
コンペ受賞者（上位３名）は無料

・支援期間：１年間

・入居要件：
①創業後５年以内の事業者
②過去３年以内に創業支援塾等を受講 等

・入居施設の特徴
・共同機器室の汎用計測機器等が利用可能
・共同実験室において試作品の試験が可能
・交流サロン、会議室、休憩室を完備
・無料駐車場あり

香川県スタートアップ成長加速化
事業 ４５百万円

★①スタートアップ成長加速化支援
補助金 １５百万円

「ビジネスチャレンジコンペ」を開催
し、優秀なビジネスプランに対し、事
業化に要する経費を支援するとともに
専門家による伴走支援を実施

・受賞者に対する支援
最優秀者：５００万円×１名
優 秀 者：３００万円×２名
奨 励 者：２００万円×２名

（補助金、補助率10/10）

②起業等スタートアップ支援補助金
３０百万円

創業や第二創業等の初期段階に要する経費
を補助

・補助率：１/２（上限:２００万円）

スタートアップへの支援

拠 点 確 保 支 援 伴 走 支 援 成 長 加 速 化 支 援

★「かがわスタートアップカンファレンス」設置・運営事業 ６百万円

６４百万円
（Ｒ４：４８百万円）

・金融機関やベンチャーキャピタルをはじめ、本県のスタートアップ
支援に携わる関係機関で構成

・本県独自のスタートアップ支援のあり方を検討
・スタートアップを目指す人材の育成から伴走支援まで、一体的に支援

香川県スタートアップスクエア

ネクスト香川

サンメッセ香川

香川県立
図書館
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※入居後１年経過後は規定賃料で
継続して入居可能(最長５年間）

香川県スタートアップ伴走支援事業
１２百万円

①スタートアップ経営相談窓口
１１百万円

かがわ産業支援財団に設置している
｢経営相談窓口」を拡充強化し、各種
相談に対応

★窓口開設日：週３日 ⇒ 週５日

②かがわ創業塾 １百万円

中小企業診断士や先輩起業者から、
ビジネスアイデアの創出モデルや経営
に必要な知識を習得する講座を開催

※上記のほか、香川インテリジェントパーク
内にある、特許等の相談窓口である「知財
総合支援窓口」やかがわ産業支援財団等に
よる相談支援を受けることが可能

※上記のほか、Setouchi-i-Baseにスタートアップの
拠点を確保(法人登記可能)。情報通信関連分野の人
材育成講座、活動・交流の場、創作工房等を提供

拠点確保
支 援

成長加速
支 援

伴走支援



森林資源の活用 造林事業
１７８百万円

ブルーカーボンの活用 藻場整備等
１３４百万円

脱炭素社会に向けた地球温暖化対策

家庭・企業の脱炭素推進

かがわスマートハウス促進事業
１６８百万円

ＺＥＨ（ﾈｯﾄ・ｾﾞﾛ・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾊｳｽ）導入支援
・補助単価：２０万円

★・子育て世帯、複数世代同居は５万円加算

太陽光発電、蓄電池、Ｖ２Ｈの設置補助

かがわゼロカーボンシフト支援事業
１３百万円

脱炭素専門相談窓口の設置(環境保全公社)

民間事業者の脱炭素事業を支援する
ＥＳＧ（環境配慮型）融資の促進

太陽光(熱)エネルギーの
最大限活用

吸 収 源 対 策

★初期費用ゼロ太陽光発電設備
導入促進事業 ２百万円

リース、ＰＰＡ(電力販売契約)の広報啓発

太陽光発電設備導入可能性調査事業
１０百万円

県有施設で導入可能性の調査を実施

★地域脱炭素導入支援事業
５百万円

市町職員や地元関係者を対象に

地域マイクログリッド等の勉強会の実施

★ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾟー ﾄ形成支援助成金
ｴﾈﾙｷﾞー 関連分野の工場等建設への助成金を創設

坂出港及び高松港で検討

新エネルギーの利活用

県

金融機関関係団体

専門家

コンソーシアム

融
資
先
事
業
者

脱炭素事業に融資

専門家の派遣

１,０９７百万円
（Ｒ４：６２４百万円）
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★大阪・関西万博に向けた需要開拓
８百万円

「瀬戸内海」、「アート」、「遍路」等を中心
とした旅行商品の造成やプロモーション

・国内航空路線誘致に向けた市場開拓
・大阪・関西万博２０２５に向けた

富裕層の誘客促進

観光誘客・にぎわいづくり

★魅力発見ハッシュタグキャンペーン
３百万円

旅行者の方などに県内の魅力をＳＮＳに投
稿してもらうキャンペーンを実施

・対 象 者：県民又は県外観光客
・対象期間：令和５年６月～令和６年１月
・キャンペーン景品：

旅行チケット、県産品など

大阪・関西万博に向けた需要開拓

★島へ行こうキャンペーン
２３百万円

①キックオフイベント

・安藤忠雄講演会
・知事と島民とのパネルディスカッション

②新ツアーの造成、実施
・島お手伝い旅

ごみ拾いや草刈りなど、島のお手伝い
をすることで、島民も観光客も心が
ホッと温まるミニツアー

・島滞在旅

島をメインコースとした島滞在型ツアー

・島クルーズ旅

島々ならではの自然や食、文化を生か
したクルージングツアー

③マザーポートイベント

県内の島々を結ぶマザーポートの１つで
ある高松港での交流イベント

観光需要喚起 島旅による誘客

全国旅行支援に続く旅行助成
３３３百万円

全国旅行支援等の終了による観光需要の落
ち込みを緩和し、継続的な観光需要を喚起

・実施期間：
令和５年５月～１０月（予定）

・助成内容（宿泊助成）：
補助率２０％以内、上限３千円／泊

イベントを活用した誘客

弘法大師空海御誕生１２５０年祭
５百万円

★瀬戸大橋開通３５周年 ２３百万円

・「せとうち島旅フェス」での共催イベント
・「さかいで大橋まつり」と連携した花火大会

の実施

★高松港周遊クルーズ ２百万円

・都市大臣会合の機運を醸成するため、高松港
における周遊クルーズイベント

３９７百万円
（Ｒ４：３３７百万円）
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サンポート高松地区プロムナード化等周辺環境整備事業 560百万円

サンポート高松地区における快適な都市空間づくり

★サンポート高松地区プロム
ナード化検討事業 10百万円

地区全体として、にぎわいがある
一大プロムナードとなるよう、
歩行空間を検討

高松港周辺の海辺空間整備
みなととまちのにぎわい創出

県立アリーナの整備推進 安全で快適な歩行空間確保

高松港港湾環境整備事業
(玉藻地区)125百万円

玉藻公園北側(キャッスルプロムナー
ド)における、安全で快適な歩行空間
の確保と海辺のにぎわい空間の創出

★高松港（玉藻地区）大型
クルーズ客船受入施設整備事業

20百万円

高松港玉藻地区で１１万トン級まで
の大型クルーズ客船の受入れが可能
となる施設の整備

サンポート高松地区
都市再生整備事業 405百万円

県立アリーナの開設に向けて、
鉄道駅や港からの安全で快適な
歩行空間を確保

・屋根付き歩道、連絡デッキ等

香川県立アリーナ整備事業
（本体工事） 6,676百万円

競技スポーツ、生涯スポーツ、交
流推進施設として香川県立アリー
ナをサンポート高松に整備

（スケジュール）
令和３年度～６年度 建設工事
令和６年度 開設

★香川県立アリーナ
開館準備事業 23百万円

・利用申込みの受付・利用調整
・ホームページ作成や各種媒体で
の情報発信

・コンサートなど大規模イベント
等の誘致 など

７，２５９百万円
（R4：3,007百万円）
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さぬき浜街道（五色台工区）整備
３，０３５百万円

空港連絡道路（香南工区）整備
４３６百万円

物流・人流を支えるネットワークと拠点の整備

幹線道路ネットワーク構築 海上物流基盤の強化

高松港国際物流ターミナル整備
４５４百万円

高松港複合一貫輸送ターミナル整備
１８５百万円

高松空港の機能強化

空港整備費負担金
７０百万円

・滑走路端安全区域（ＲＥＳＡ）
灯火改良 など

４，１８０百万円
（R4：3,046百万円）
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普 及 促 進
登録事業者に対する

補助拡充
SDGs登録制度運用

かがわ地方創生SDGs登録制度

・国のガイドラインに基づく

登録制度を導入（R4～）

R4年度 登録事業者 74者
（令和５年１月現在）

登録事業者は名刺に

”登録マーク“を活用できます！！

持続可能な社会の実現！ ＳＤＧｓの推進

SDGs普及促進セミナー

・事業者や市町職員などを対象とした、SDGs
普及促進のためのセミナーを開催、SDGsの
歩みを進めます！

働き方改革推進助成事業
テレワーク環境整備補助：

補助率1/2→2/3

中小企業BCP策定運用促進事業
計画策定等経費補助：

補助率1/2→2/3

県内中小企業設備投資資金
利子補給補助

補助上限額：

100万円/年→200万円/年
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新型コロナウイルス感染症対策
（コロナ禍における原油価格・物価高騰対策を含む）

感染拡大防止対策と医療提供体制の整備

医療提供体制の整備・強化
１１，７７４百万円

入院医療機関の設備整備への補助
入院医療機関の病床確保(空床補償) など

検査体制の強化 １，６９８百万円
ＰＣＲ検査費の公費負担 など

相談体制の強化 ３５２百万円
健康相談コールセンターの運営

衛生用品の確保等 １６８百万円
幼稚園、保育施設等の衛生用品の確保 など

雇用の維持・事業の継続

地域経済の回復・活性化

事業者の資金繰り対策 1,400百万円
売上が減少した中小企業者等への利子補給継続

雇用の維持 ２百万円
正社員就職マッチング支援

観光産業の支援 ３８２百万円
★島へ行こうキャンペーン
★魅力発見ハッシュタグキャンペーン
★県単独の宿泊助成 など

農畜水産業の支援 ８百万円
★耕畜連携による自給飼料確保推進 など

県民の生活支援

生活支援 ３百万円

修学継続支援 １百万円

学校の再開・学びの保障

教育体制の緊急整備 ２４百万円

県立学校における感染対策や学習保障 など

感染症に強い社会・
経済構造の構築

情報通信技術の普及・浸透
４６百万円

幼稚園のＩＣＴ環境整備支援 など

感染症対策の普及・浸透 ２百万円

企業の生産性向上・競争力強化・誘致
２２百万円

テレワーク拡大による県内転入支援 など

ワクチン接種の推進 ５２１百万円

福祉サービス提供体制の確保
１４１百万円

感染発生時のためのかかり増し経費支援 など

情報発信の強化等 ５６百万円

16,600百万円
（R４：19,842百万円）
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