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❐令和４年度当初予算 デジタル化の推進関連予算 
２，１７３，２６０千円 

区分 部局 事業名 事業費

１ 生活分野のデジタル化 725,853
政策 ★ かがわ暮らし魅力発信事業 1,166
政策 地方創生テレワークによる移住促進事業 11,100
政策 ★ お試しテレワーク移住助成事業 3,300
政策 ★ 移住者向けオンラインコミュニティ構築等事業 230
政策 関係人口創出・拡大事業 1,501

政策
大学等の強みを生かした地域を支える大学づくり支援事
業

12,877

政策 県立ミュージアム資料管理システム運用等事業 545
危機 防災アプリ活用による避難行動促進事業 779
危機 防災訓練実施事業 2,296
危機 総合防災情報システム運用事業 43,860
危機 ★ 防災教育促進事業 1,128
環境 イノシシ被害未然防止緊急対策事業 933

環境
ニホンザル加害個体群緊急対策事業（★GPS活用モニタ
リング調査）

7,205

健福 かがわ健康ポイント事業 7,340
健福 介護ロボット・ICT導入集中支援事業 60,000
健福 レセプト情報活用診療支援システム運営支援事業 60,521

健福
かがわ医療情報ネットワーク（K-MIX R）運営支援事業
等

22,000

健福 かがわ縁結び支援センターマッチングシステム 2,395
健福 児童相談所体制強化インフラ整備事業 2,275
健福 放課後児童クラブ等ICT化推進事業 17,333
商労 テレワーク拡大による県内転入支援事業 5,000
交流 公共交通機関調査検討事業 756
土木 ★ インフラ分野のデジタル化推進事業 3,703
土木 砂防情報システム・水防情報システム運用事業 54,928
土木 水防情報システム改修事業 135,778

土木
高松港コンテナターミナル出入管理情報システム運用事
業

1,000

教委 情報教育事業(香川県情報教育支援サービス)等 10,461
教委 教職員情報環境整備事業等 98,625
教委 校務支援システム整備事業 40,052
教委 校内ＬＡＮ等維持管理事業 28,680
教委 情報教育設備維持管理事業 50,281
教委 主体的な学びを支援するICT活用事業 1,429
教委 県立図書館デジタルライブラリー充実事業等 1,140
教委 生涯学習情報提供システム運用事業 264

警察
安全・安心まちづくりを推進する防犯カメラ設置促進事
業

8,000

警察
犯罪に遭いにくいまちづくり（安全・安心地図情報シス
テム）

264

警察 鑑識等活動用機材整備経費 1,424
警察 初動捜査活動強化事業 10,657
警察 インターネット空間の脅威に対する総合対策事業 9,452
警察 ★ ドライブレコーダー活用の交通安全教育事業 600

警察
交通安全教育推進体制の充実等事業（交通事故情報提供
システム）

792

警察 ★ 高齢者交通安全ガイド事業 3,783

区分 部局 事業名 事業費

２ 産業分野のデジタル化 313,877

政策
情報通信関連産業育成・誘致事業（Setouchi-i-Base運
営）

31,200

環境 森林整備等推進活動支援事業 1,700
環･農･土 電子納品推進事業 2,639

商労 ＩＴスクエア運営事業 5,396
商労 かがわSociety5.0（超スマート社会）推進事業 101,427

商労
新規産業創出支援センター運営事業(情報通信型インキュ
ベート工房管理）

615

商労 アジアビジネス展開支援事業（オンライン商談会） 3,615
商労 企業誘致助成制度に基づく誘致 -
商労 多様な働き方推進事業 11,200
商労 働き方改革推進助成事業 4,600

商労
県内企業人材確保拠点運営事業（うち★新たな就職支援
システム構築）

11,838

商労
若者の就職支援拠点事業（うち★県内企業情報発信デジ
タル化支援）

5,000

交流 うどん県アート県ブランドプロモーション事業 25,259
交流 デジタルマーケティング観光誘客推進事業 24,612

交流
国際イベント等を活用した誘客対策事業（航空会社と連
携したデジタルマーケティング）

2,000

交流
県産品アンテナショップ機能強化事業（オンライン
ショップのインターネット広告）

1,000

交流
香川印戦略的販路拡大事業（ポータルサイトを使用した
情報発信等）

9,920

交流
伝統的工芸品等販路拡大事業（オンラインショップでの
販売とＳＮＳ等を活用した情報発信）

11,596

農水 スマート農業普及啓発促進事業 556
農水 スマート農業技術加速化実証プロジェクト事業 12,000
農水 ★ スマート農業技術導入支援事業 20,000
農水 水稲スマート水管理最適化技術の確立 280
農水 ★ 栽培技術情報提供サービスの開発 1,280
農水 ＡＩによる主要病害発生予測システムの開発 2,160
農水 データ駆動型農業の実践体制づくり支援事業 8,925
農水 スマート畜産推進事業 2,000
農水 カワウ被害対策事業 3,900
農水 海況等解析予報事業 369
農水 漁獲管理情報処理システム運営事業 1,790
土木 魅力ある建設現場推進事業 7,000

３ 行政分野のデジタル化 416,331
政策 オープンデータ推進事業 1,140
政策 公的個人認証サービス運営事業 27,664
政策 ＡＩ等の活用による業務効率化推進事業 12,287
政策 オンライン会議環境運用事業 4,553

政策
システム管理費（パソコンLTE通信経費・情報漏洩防止ソ
フトウェア）

57,300

政策
基幹系情報システム運用事業（電子申請・届出システ
ム、公共施設予約決済システム、文書管理システム等）

79,099

政策 個別システム開発・運用管理事業 1,618
政策 情報システム推進事業（情報システム調達関連費用） 235
総務 文書館システム・簿冊情報検索システム運用事業等 9,091
総務 eLTAXシステム運用費 3,258
総務 スマホ決済・コンビニ・ペイジー収納事業 25,339
総務 ★ 税務関係調査デジタル化推進事業 1,904
総務 税務システム改修経費 102,226
総務 地方税共同機構事業費 34,754

総務
人材育成等強化事業（職員のデジタル化の意識醸成を図
るための研修）

300

土木 ★ 建設業許可・経営事項審査電子申請システム運用事業 709
警察 マルチペイメントネットワーク運営経費 2,647
警察 ＯＳＳ共同利用型システム構築 52,207

４ デジタル環境の整備 450,990
政策 マイナンバーカード普及促進事業 1,005
政策 住民基本台帳ネットワークシステム運営事業 55,272

政策
デジタル化推進事業（ＡＩ・５Ｇ・★仮想空間（メタ
バース）等の勉強会等）

2,421

政策 ★ 官民連携DX推進事業 29,600
政策 公衆無線ＬＡＮ環境整備促進事業 3,000
政策 情報通信交流館維持管理・運営委託費等 249,856
政策 情報セキュリティ対策強化事業 89,677
総務 行政情報提供システム開発・運用事業 8,007
危機 消費者行政推進事業 5,276
健福 ネット・ゲーム依存予防対策事業 3,013
教委 子どものネット依存対策・ネット利用適正化推進事業 2,318
警察 ★ サイバー犯罪捜査能力強化事業 1,545

５ デジタル人材の育成 266,209

政策
情報通信関連産業育成・誘致事業（人材育成事業）（う
ち★Webデザイナー等養成講座）

42,100

商労 特定分野の人材確保拠点事業 1,350

商労
再就職促進訓練事業（求職者に対するWEB・プログラミ
ング等の職業訓練）

47,459

教委 情報教育事業（情報教育研修システム） 2,916

教委
教育活動支援員活用事業（プログラミング教育推進事業
支援員活動費）

53

教委 情報教育設備維持管理事業 121,989
教委 新しい学びのための環境整備事業 50,342

 

C20-1008
テキストボックス
資料３（別添）

C20-1008
テキストボックス



