
 

 

県民手帳・県民ノート（2023 年版）の刊行について 
 

 香川県統計協会は「県民手帳・県民ノート（2023 年版）」を刊行し、10 月 27 日(木）

から、県統計協会及び県内の各書店等で順次販売します。 
市町データ・官公庁情報・くらしの相談窓口・防災メモなど仕事やくらしに役立つ情

報のほか、県民ノートでは巻頭ページで、春夏秋冬の県産品、県民手帳・県民ノートで

は裏見返しで、香川県庁舎旧本館及び東館の価値と魅力を紹介しています。 

 

１．2023 年版の主な特色 

○巻頭カラーページ【県民ノートのみ】 

・「特集 春夏秋冬の県産品」として、温暖で安定した気候が特徴の香川県の豊かな

山の幸、海の幸、加工品や工芸品などを春・夏・秋・冬のシーズンに分けて紹介す

る。 

合わせて、食を県内外の人に味わい、楽しんでいただく「かがわの食」Happy プロ

ジェクトの事業を紹介する。カラー８ページ。 

○裏見返し【県民手帳・県民ノート共通】 

・香川県庁舎旧本館及び東館の価値と魅力を紹介する。香川県庁舎東館は、令和４

年に重要文化財に指定された。文化財としての価値や魅力である構造や、合わせて

指定された家具等も含めた見どころについて紹介する。   

  ○表紙【県民ノートのみ】                    

・透明カバーの中の表紙は、紺・緑・オレンジ・青の４色から好みの色が選べるリ

バーシブル表紙２枚を引き続き採用。 

 

２．販売価格・刊行部数 

・県民ノート   ７００円（税込） ７，２００部 

・県 民 手 帳   ５００円（税込） ２，９００部 

 

３．販売日程 

  ・香川県統計協会窓口（統計調査課内） 

    １０月２７日（木）から 

・各書店等  

県内 宮脇書店など６７箇所   

県外 香川・愛媛せとうち旬彩館 （東京都内１箇所） 

 １０月２７日（木）以降順次 

  



2023年版　香川県民手帳・ノート委託販売書店等一覧　　　　　　　

販売開始：令和４年10月27日以降　販売終了：令和５年１月末予定

市町名 販　　売　　書　　店 住　　　　　所 電話番号

香川県官報販売所 番町1-9-16 087-851-6055

高松市役所売店 番町1-8-15 高松市役所内 087-839-2043

松本書店 栗林町1-7-15 087-833-1660

高松書林 兵庫町2-9 087-851-5201

香川県庁生協 番町4-1-10 087-832-3829

ジュンク堂書店高松店 常磐町1-3-1 瓦町FLAG3階 087-832-0170

TSUTAYA 西宝店 西宝町2丁目7-47 087-837-3180

かがわ物産館「栗林庵」 栗林町1-20-16 087-812-3155

くまざわ書店高松店 三条町中所608-1 you meタウン2F 087-869-2683

宮脇書店　１２

 総本店 朝日新町3-4 087-823-3152

 本店 丸亀町4-8 087-851-3733

 南本店 伏石町2139-11 087-869-9361

 イオン高松東店 福岡町3-8-5 087-822-1205

 イオン高松店 香西本町1-1 087-832-8217

 新屋島店 屋島西町1912-1 パワーシティ屋島2F 087-843-5995

 フレスポ高松店 東山崎町668-1 087-840-7570

 太田店 太田上町982-1 087-867-3140

 新国分寺店 国分寺町新名644-1 087-870-6230

 香西店 香西南町103-1 087-881-5348

 川東店 香川町川東下314-1 087-879-7282

 十川店 十川東町55-1 フジクラン十川内 087-802-7617

西村ジョイ　２

 Sメガホームセンター屋島店 屋島西町2105－8 087-843-5000

 Sメガホームセンター成合店 成合町812－1 087-885-3000

 DCM上福岡店 上福岡町838-1 087-833-9955

コメリハードアンドグリーン高松香南店 香南町由佐793-1 087-815-8861

紀伊國屋書店丸亀店 新田町150 ゆめタウン丸亀2F 0877-58-2511

TSUTAYA丸亀郡家店 郡家町1860-1 0877-58-6500

宮脇書店　２

 丸亀バサラ店 山北町50-1 0877-58-2560

 フジ丸亀店 川西町南1280-1 フジグラン丸亀2F 0877-58-7363

西村ジョイ メガホームセンター丸亀店 田村町506 0877-22-1000

DCM丸亀店 川西町南1280-1 0877-28-2300

コメリハードアンドグリーン綾歌店 綾歌町阿栗熊東下河西62-2 0877-57-1101

坂出市役所売店 室町2-3-5 坂出市役所内 0877-44-5003

宮脇書店　２

 新坂出店 京町1-4-18 イオン坂出店2F 0877-59-1988

 坂出白金店 白金町3-9-19 0877-45-7968

コメリパワー坂出店 入船町2-1-7 0877-59-2822

県
内

高 松 市

丸 亀 市

坂 出 市



市町名 販　　売　　書　　店 住　　　　　所 電話番号

みどり書店 文京町4-8-27 0877-62-1368

宮脇書店善通寺店 上吉田町4-9-54 0877-62-9034

宮脇書店　２

 観音寺店 坂本町6-2-20-101 0875-23-2352

 豊浜店 豊浜町姫浜1158-1 0875-52-6652

西村ジョイ観音寺店 坂本町6-3-22 0875-25-8000

コメリハードアンドグリーン大野原店 大野原町大野原3906-1 0875-54-9801

鎌田書店 津田町津田1133 0879-42-2058

宮脇書店　２

 志度店 志度757-2 087-870-2750

 寒川店 寒川町石田東甲1375 0879-43-2484

西村ジョイ志度店 志度1275－１ 087-894-6000

コメリハードアンドグリーン寒川店 寒川町石田東甲1410-18 0879-23-2370

宮脇書店東かがわ店 三本松1727-1 0879-26-9090

コメリハードアンドグリーン引田店 引田1930 0879-23-8630

宮脇書店三豊店 豊中町本山甲22 ゆめタウン三豊2F 0875-56-6036

西村ジョイ高瀬店 高瀬町新名984-11 0875-73-5000

コメリハードアンドグリーン三野店 三野町吉津2242-1 0875-56-2711

宮脇書店土庄マルナカ店 甲1360-71 0879-62-5088

DCM小豆島店 渕崎字大高下甲1447-1 0879-61-1211

ことぶき書店 甲36-10 0879-62-0581

小豆島町 なし

三木町 黒川書店 池戸天神3284-7 087-898-1313

直島町 なし

TSUTAYA宇多津店 浜三番丁21-2 0877-56-7507

宮脇書店　２

 宇多津店 浜八番丁122-1 0877-49-7078

 イオンタウン宇多津店 浜二番丁16 イオンタウン宇多津2F 0877-35-7712

未来屋書店綾川店 萱原822-1 イオン綾川SC2F 087-876-6008

宮脇書店綾南店 陶2741-1 087-870-8127

はしかた書店 五條726 0877-73-3106

宮脇書店琴平店 五條624-1 0877-75-2294

多度津町 宮脇書店多度津店 北鴨2-10-1 0877-32-5121

フジイ書店 吉野下219-6 0877-73-2233

西村ジョイ琴平店 買田553－１ 0877-75-5800

コメリハードアンドグリーン満濃店 大字吉野市神2143 0877-56-9707

県
外 東京

香川・愛媛せとうち旬彩館
（２Ｆ工芸品・雑貨ショップ）

東京都港区新橋2-19-10新橋
マリンビル2F

03-5537-2684

県
内

善通寺市

観音寺市

さぬき市

まんのう町

宇多津町

綾川町

琴平町

東かがわ市

三豊市

土庄町


