
香川県 令和４年度当初予算
～『せとうち田園都市の確かな創造』の実現～

予算総額 ４,９５３億円
（令和３年度：４，７６１億円、＋１９２億円、＋４．０％）

「みんなでつくるせとうち田園都市・香川」実現計画の

３つの基本方針に沿った予算編成

①安全 と 安心 を 築 く 香 川

②新 し い流れ を つ く る 香 川

③誰 も が輝 く 香 川

令和３年度２月補正 １４７億円
新型コロナウイルス感染症対策、公共事業（防災・減災等）、デジタル化の推進 など
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重点的な取組み

１ 新型コロナウイルス感染症対策
👉感染拡大防止と医療提供体制の整備に３２事業、１２３億円

👉社会経済活動の維持・回復等に２７事業、７５億円

２ デジタル化の推進
👉デジタル化戦略の推進、生活・産業・行政分野のデジタル化推進、デジ

タル人材の育成等に１０９事業、２１億円

３ グリーン社会の実現
👉脱炭素・地球温暖化対策推進のため、再生可能エネルギー等の導入促進、

省エネ行動等の促進等に、３１事業、６億円

４ 災害に強い香川づくり
👉ハード・ソフト両面での防災・減災対策に８３事業、１６７億円



○医療提供体制等の継続確保（10,991百万円）
👉 ・入院病床、軽症者等受入施設の確保

・自宅療養者への健康管理等実施
・臨時の医療施設運営
★新型コロナウイルス対応看護職員育成

・感染拡大時の知事要請に基づく
無料PCR検査等の実施

〇３回目ワクチン接種
の推進（827百万円）

👉・県広域集団接種センター設置※R3年度2月補正

高齢者施設従事者、教職員などへの接種
・コールセンター運営、診療所等へのワクチン接種支援

新型コロナウイルス感染症対策
感染拡大防止対策・医療提供体制の整備

重点
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★「かがわＤＸ Ｌａｂ」整備事業
（100百万円） ※R3年度2月補正

👉・サンポート高松シンボルタワー３Ｆに整備
・民間企業が活用するサテライトオフィスも

★官民連携ＤＸ推進事業（30百万円）
👉・外部人材活用の「かがわDXフェロー」配置

・地域課題解決のための実証実験等による革新的
サービスを生み出す取組みを実践

○デジタル化推進事業（2百万円）
👉・５G、メタバース等の活用への勉強会

デジタル化の推進①
重点
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○県立・私立学校ICT環境整備（1,249百万円） ※R3年度2月補正
👉・高校における生徒一人一台端末、通信環境の整備

★かがわ医療情報ネットワーク
行政・医療・介護DX事業（70百万円） ※R3年度2月補正
👉・「K-MIX R」を活用した行政、医療、介護分野の

業務の省力化・効率化推進

デジタル化の推進②
重点
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グリーン社会の実現
重点
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○かがわスマートハウス
促進事業（130百万円）

👉 ・住宅用太陽光発電設備、

家庭用蓄電池の導入促進
★ ZEH 、V2Hの導入促進

〇ゼロカーボンシフト支援事業（13百万円）
👉★県内事業者の省エネ等の専門相談体制の確保
・専門家派遣による環境配慮型設備投資の促進
★先進的取組みを行う事業者への表彰制度導入

〇かがわエコオフィス
推進事業（55百万円）

👉★省エネ設備更新型ESCOを
モデル的に導入

★太陽光発電設備導入可能性調査



〇地震・津波対策海岸堤防等
整備事業（1,890百万円）

👉・南海トラフ地震に備え、

護岸や防潮壁等の整備を推進

〇ため池防災対策等事業

（2,150百万円）
👉・老朽ため池の改修
・中小規模ため池の耐震補強工事

★防災行政無線

機能強化事業（484百万円）
👉・衛星通信回線確保と回線容量の

大容量化による画像共有 など

災害に強い香川づくり
重点
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安全と安心を築く香川
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安全と安心を築く香川

◎「子育て県かがわ」の実現をめざす

◎安心できる医療・介護体制をつくる

◎交通事故・犯罪のない

安心安全の香川をつくる
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「子育て県かがわ」の実現をめざす

〇かがわ縁結び支援センター事業（43百万円）
👉★相談しやすい環境づくりのための相談・交流スペースの設置

〇医療的ケア児等に対する
支援対策事業（41百万円）

👉★支援センターに看護師の配置、

オンライン相談の実施

★医療的ケア児の保育受入れのため、
看護師配置や研修実施の市町を支援

○ネット・ゲーム依存対策（11百万円）
👉★オフラインキャンプを県内で実施
★親子参加型ワークショップの開催

★ヤングケアラー実態調査事業（3百万円）
👉・ヤングケアラーの実態を把握し、支援策を検討



〇ドクターヘリ運航事業（246百万円）
👉・救急医療の充実に向け、令和４年度から運航開始

○介護ロボット・ＩＣＴ導入

集中支援事業（60百万円）
👉・介護の労働環境の改善に向け、

ロボット・ＩＣＴの導入を支援

・補助上限額の拡充
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安心できる医療・介護体制をつくる

★がん患者医療用
補整具助成事業（2百万円）
👉・若年がん患者に対し、

ウイッグ等の購入費用の一部を補助



○高齢者の交通事故抑止対策（44百万円）
👉★高齢者交通安全ガイドによる世帯訪問指導の実施

・自動車教習所指導員による実車運転講習の実施

○自転車交通安全対策（5百万円）
👉★SNSの活用や学校との連携による広報啓発

★高齢者向けの自転車安全利用講習会の実施

○用水路等への転落防止対策

（94百万円）

★地域安全かがわ創造
プログラム推進事業（23百万円）
👉・夜間体制強化に向けた駐在所の再編・交番化

・地域住民の安全のため移動交番車の配備 10

交通事故・犯罪のない安全安心の香川をつくる



新しい流れをつくる香川
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◎定住人口を拡大する

◎戦略的な産業振興を図る

◎雇用対策を推進する

◎交流人口を回復・拡大する

◎農水産業の持続的発展を図る

◎四国における拠点性を確立する

新しい流れをつくる香川



〇情報通信関連産業育成・誘致事業（73百万円）
👉・情報通信関連人材の育成を推進

（★Webデザイナー等養成講座）
・Setouchi – i - Baseの運営

★お試しテレワーク移住助成事業
（３百万円）

👉・東京圏・大阪圏在住の移住希望者に

コワーキングスペース利用料等の補助

〇地方創生テレワークによる

移住促進事業（11百万円）
👉・市町が行うサテライトオフィス等の改修費等を補助

・空き家を改修して事業所として使用する県外の

事業者に助成する市町に補助

定住人口を拡大する
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戦略的な産業振興を図る
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★香川県産業成長戦略策定事業（2百万円）
👉・現行計画の期間終了に伴う次期戦略の策定

〇かがわSociety5.0（スマート社会）
推進事業（101百万円）

👉・ＡＩ等先端技術活用型研究開発支援

・中小企業のデジタル化の推進を支援 など

〇オリーブ関連プロジェクト事業（95百万円）
👉★オリーブ新品種の普及促進

★採油技術者育成のための研修の実施

・オリーブオイルの品質向上や

成分分析手法・評価技術の普及など



雇用対策を推進する

〇県内企業人材確保拠点
展開事業（77百万円）

👉★就職支援システムの統合・デジタル化による

利用者の利便性向上

★県内企業情報発信をデジタル化で支援

○魅力ある建設業推進事業
（13百万円）

👉・建設現場の生産性向上のための

ＩＣＴ機器の購入に対する支援

・人材確保・育成の取組みを支援

〇外国人材入国時待機費用支援事業
（21百万円）

👉・県内中小企業等が外国人材を受け入れる際の

入国時待機に要する経費に対する助成 14



交流人口を回復・拡大する

★観光需要喚起支援事業
〇県内宿泊等促進事業（4,866百万円）

👉・宿泊助成、クーポン券発行（春・夏）

〇観光需要回復支援事業（333百万円）

👉・継続的な観光需要喚起（秋・冬）

〇新しい観光スタイル推進事業

（10百万円）
👉★体験型コンテンツ割引キャンペーン など

〇ＭＩＣＥ誘致推進事業（7百万円）
👉★２０２３年に日本で開催予定の

サミット関係閣僚会合の誘致活動 など
15



農林水産業の持続的発展を図る

〇環境保全型グリーン農業推進事業（40百万円）
👉★環境負荷の低減や省力化による持続的で

環境にやさしい農業の実証

・土壌測定診断に基づく土づくりの推進 など

○スマート農業推進事業（31百万円）
👉★スマート農業機械の導入支援

・データ駆動型農業の実践体制づくり

など

〇水産振興総合対策事業（53百万円）
👉★オリーブサーモンの開発

・漁獲量が減少している魚種の

資源回復に向けた増殖技術開発研究

（★イイダコ、★ナマコ） など 16



四国における拠点性を確立する
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〇新県立体育館整備事業（2,823百万円）
👉・令和６年度中の開設を目指し建設工事を実施

★サンポート高松地区
都市再生整備事業（120百万円）

👉・屋根付き歩道(キャノピー)等の設計、
交差点改良

〇さぬき浜街道整備事業
（2,055百万円）

👉・五色台工区の整備
（トンネル建設工事） など



新しい流れをつくる香川
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誰もが輝く香川

◎豊かな人間性と個性あふれる子どもたちを育てる

◎「アート県かがわ」の魅力を高める

◎スポーツ県を目指す



〇香川型指導体制の推進
👉・小学校、中学校全学年で

３５人学級を実施

（★中学校３年生） など

〇特別支援教育の環境整備

(822百万円）

👉・小豆地域の特別支援学校の整備

（令和５年４月開校予定）

★特別支援学校の教室不足の

解消対策

豊かな人間性と個性あふれる子どもたちを育てる
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〇瀬戸内国際芸術祭推進事業（396百万円）
※適切な感染防止対策を講じた上で実施

👉・会期：春４月１４日～５月１８日 ３５日間

夏８月５日 ～９月４日 ３１日間

秋９月２９日～１１月６日 ３９日間

計１０５日間

👉★「漆の家」プロジェクトを

通じた香川漆芸の

情報発信

👉★会期中の土曜日に、県立ミュージアムの夜間開館を実施

（１７時～２０時まで）

〇障害者文化芸術活動推進事業
（7百万円）

👉★香川県障害者芸術祭2022の開催 など

「アート県かがわ」の魅力を高める

20



〇四国インターハイ開催事業（200百万円）
👉・ 四国インターハイの開催

開催日程 ：７月２３日～８月２３日
香川県開催：体操（新体操）、バスケット、

バレー（男子）、登山、
自転車（トラック・ロード）、
フェンシング、アーチェリー、
なぎなた、カヌー

スポーツ県を目指す
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誰もが輝く香川
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持続可能な社会の実現を目指す取組み

★ＳＤＧｓ普及促進事業（1百万円）
👉・本県独自の登録制度を創設し、

ＳＤＧｓに取り組む県内事業者等の

活動を「見える化」

★香川らしい国際協力推進事業

（16百万円）

👉・本県のこれまでの里海づくりの経験を

活かし、ベトナムハイフォン市の

海ごみ減少に向けた取組みに協力
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（参考１） 新型コロナウイルス感染症対策

【令和４年度当初予算】 総額19,842百万円
１ 感染拡大防止対策と医療提供体制の整備 【12,333】 ３ 県民の生活支援 【7】

①相談体制の強化（144） ①生活支援（6）

②衛生用品の確保等（229） ②修学継続支援（1）

③保健所体制・検査体制の強化（1,370） ４ 学校の再開・学びの保障 【59】

④医療提供体制の整備・強化（9,621） ①教育体制の緊急整備（59）

⑤新型コロナウイルスワクチン接種の推進（734） ５ 地域経済の回復・活性化 【5,258】

⑥福祉サービス提供体制の確保（47） ①観光産業の支援（5,220）

⑦情報発信の強化（21） ②文化芸術活動・イベント等の支援（38）

⑧その他（167） ６ 感染症に強い社会・経済構造の構築 【104】

２ 雇用の維持・事業の継続 【2,081】 ①情報通信技術の普及・浸透（74）

①雇用の維持（2） ②感染防止対策の普及・浸透（1）

②事業者の資金繰り対策（2,052） ③企業の生産性向上・競争力強化・誘致（29）

③事業継続支援（27）
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項 目 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 合 計

1 感染拡大防止対策と医療提供体制の整備 52 28,965 46,257 12,333 87,607

2 雇用の維持・事業の継続 10,303 4,814 2,081 17,198

3 県民の生活支援 232 3,127 6,016 7 9,382

4 学校の再開・学びの保障 160 227 59 446

5 地域経済の回復・活性化 4,097 7,143 5,258 16,498

6 感染症に強い社会・経済構造の構築 889 1,445 104 2,438

予算総額 284 47,541 65,902 19,842 133,569

【令和元年度から令和4年度当初予算までの累計予算額】

総額133,569百万円
（百万円）

※令和３年度については、２月補正当初提案分までの合計額



デジタル人材の育成 【266百万円】
・情報通信関連産業育成・誘致事業（42） ・デジタル人材マッチングイベント（1） など
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（参考２） デジタル化の推進に関する事業

【令和４年度当初予算】 総額2,173百万円
デジタル環境の整備 【451百万円】
・官民連携DX推進事業（３０） ・デジタル化推進事業（２） ・情報通信交流館運営（250）など

生活分野 【726百万円】
・かがわ健康ポイント事業

（7）

・レセプト情報活用診療支
援システム運営支援事業

（61）

・介護ロボット・ICT導入
集中支援事業 （60）

・ニホンザル加害個体群
GPS活用モニタリング

調査事業 （7） など

産業分野【314百万円】
・かがわSociety5.0（超ス
マート社会）推進事業

（101）

・新たな就職支援システム

構築事業 （10）

・デジタルマーケティング
観光誘客推進事業（25）

・スマート農業推進事業

（31） など

行政分野【416百万円】
・ＡＩ等の活用による業務
効率化推進事業（12）

・基幹系情報システム運用
事業（電子申請・届出シ
ステム、公共施設予約シ
ステム、電子入札システ
ム、建設情報共有システ
ム）（79）

など

参考：【令和３年度２月補正予算】 総額1,472百万円
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（参考３） グリーン社会の実現 関連事業

【令和４年度当初予算】 総額624百万円
脱炭素・地球温暖化対策の推進 【1百万円】 ・推進協議会運営（１）

省エネ行動等の促進 【31百万円】

・省エネ県民運動促進 （3）
・かがわゼロカーボンシフト支援 （13）
・かがわプラスチックスマートショップ認定（1）
・食品ロス削減推進（1） など

再エネ等導入促進 【231百万円】

・かがわスマートハウス促進 （130）
（太陽光・蓄電池・★ZEH・★V2H）

・AI等先端技術活用型研究開発支援事業 （90）
★小水力発電導入検討 （6） など

森林整備等推進 【248百万円】

・造林事業 （178）
・森林・竹林整備緊急対策事業 （49）
・県産木材の利用促進 （18） など

CO２以外の温室効果ガス対策【53百万円】

・フロン回収推進 （1）
・環境保全型農業推進 （47） など

気候変動適応 【5百万円】

・気候変動適応策連携推進 （5）

かがわエコオフィス推進 【55百万円】

★省エネ設備更新ESCO導入モデル事業 （1）
★太陽光発電設備導入可能性調査事業 （14）
・県有施設太陽光発電設備整備事業 （29) など
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（参考４） ハード・ソフト両面での防災・減災対策

◆防災・減災対策関連事業
【令和４年度当初予算：総額16,693百万円】

・防災アプリ活用のための普及啓発等事業(1)

・ため池保全管理センター支援事業（30）

・田んぼダム推進モデル事業（５）

・地区防災計画策定促進事業（５）

・防災行政無線機能強化事業（484）

・「災害に強い香川づくり」集中対策推進

事業（６0）

・中小企業ＢＣＰ策定運用促進事業（６）など

・地震・津波対策海岸堤防等整備事業(1,890)

・県営ため池等整備事業等（2,150）

・生活基盤施設耐震化等交付金事業（965）

・民間住宅耐震対策支援事業（59）

・老朽危険空き家除却支援事業（78）

・民間建築物耐震対策支援事業（８）

・緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業

（45）など

ハード対策
15,875百万円

ソフト対策
818百万円

参考：【令和３年度２月補正予算】 総額5,245百万円
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（参考５） 人口減少・活力向上対策

◆第２期かがわ創生総合戦略関係事業
【令和４年度当初予算】 総額56,796百万円

基本目標１：香川への人の流れを創る
【5,947百万円】

・情報通信関連産業育成・誘致事業（73）
・お試しテレワーク移住助成事業（３）
・県内企業人材確保拠点（地方版ハローワー
ク「ワークサポートかがわ」）展開事業

（77） など

基本目標３：活力ある香川であり続ける
ための元気を創る【20,822百万円】

・デジタル環境の整備、デジタル人材の育成

（717）

・環境保全型農業推進事業（４７）

・観光需要喚起支援事業（5,199） など

基本目標２：誰もが安心して暮らし、活躍
できる香川を創る 【27,293百万円】

・「災害に強い香川づくり」集中対策推進

事業（60）

・第３子以降保育料等免除事業（169）

・ドクターヘリ運営事業（246） など

基本目標４：人口減少に備えた持続可
能な都市と地域を創る【2,734百万円】
・空き家対策総合推進事業（８０）

・移動・外出支援事業（３）

・関係人口創出・拡大事業（２） など

Ⅰ 人口減少に挑む
33,240百万円

Ⅱ 人口減少に適応し、前進する
23,556百万円


