
行政手続のオンライン化状況について①

押印の見直し方針

◆認印 ➡ 廃止

◆登記印・登録印 ➡ 原則として廃止（印鑑証明書の提出を求め、厳格な本人確認が必要なものを除く。）

見直し結果
押印を求める様式の総数 7,414件

押印廃止 7,149件（96.4％）

廃止済み

廃止予定

押印存続 265件（ 3.6％）

国の法令等

県の規則等

（具体例）

見直し

結果
対象者 様式名称

廃止

県民・事業者 県税に関する申請書・報告書

県民・事業者 各種補助金の申請書

県民・事業者 請求書（県からの支払いに係るもの）

職員 育児休業承認請求書

存続 県民・事業者 委任状（マイナンバー情報の開示請求）

（存続する理由）

216件

49件（印鑑証明書を求めるもの）

6,275件

874件

埼玉県知事記者会見 令和３年５月１８日 ①

行政手続のオンライン化を図るため、申請書等に求めていた押印の96.4％を廃止



・ オンライン化済

R3.2月 562件 → R3.4月 1,541件（40.2%）

・ オンライン化予定 408件（10.7%）

・ オンライン化検討中 1,881件（49.1%）

行政手続のオンライン化の状況

行政手続のオンライン化状況について②

・ 「オンライン化検討中」の手続について、提出書類など押印以外の阻害要因への対応策を検討し、

行政プロセスの見直しを行うことで、オンラインで受付可能な手続の増加を図る。

・ 国の法令等に基づく手続について、国に対し、必要な法令等の改正を行うことを要望。

○押印廃止によりオンライン化した手続（例）

◆ 全体の手続件数 3,830件（R3.4.1時点速報値）
手続名称 手続主体

申請総数

(R元年度)

介護保険法に基づく変更届等 事業者 約2,700件

自動車地球温暖化対策実施状況報告書
県民・

事業者
約800件

総合教育センター施設開放事業施設利用日誌 県民 約700件

今後の対応

・ 提出書類として、戸籍謄本の原本などが必要
・ 対面による受付で詳細確認や現地確認等が必要
・ 国の法令等に基づく手続であり、国の方針による

○オンライン化を阻害する要因

埼玉県知事記者会見 令和３年５月１８日 ②

押印廃止などの結果、オンラインでできる手続がR3.2月と比較して2.7倍（1,541件）となった



・高齢者の増加・生活支援ニーズの多様化

・社会とのつながりの喪失はフレイル
（虚弱）の入り口

課題 新たな取組

高齢者の暮らしを支えるサービス（配送、

移動販売、見守り、割引、訪問サービス

など）を実施している店舗等を登録し、

情報を専用サイトで公開することにより、

高齢者の利用を促し、高齢者の生活支援、

介護予防を推進する取組

プラチナ・サポート・ショップ

（ スタート）

高齢者の暮らしを支える「プラチナ・サポート・ショップ」①

埼玉県知事記者会見 令和３年５月１８日 ③

医療や介護保険サービスのみならず、
民間事業者等と連携し、多様な主体に

よる生活サポート体制の整備が必要

事業者の募集
（R2.8～）

プラチナ・サポート・ショップの開始
専用サイトでは、

・サービス内容の紹介
・マップ機能、多様な検索機能

具体的な
仕組み

情報提供先

◎高齢者、家族（ケアラー）

◎ケアマネジャー など

対応

全国初



登録サービス例 ステッカー

高齢者の暮らしを支える「プラチナ・サポート・ショップ」②

買い物支援
（移動販売、配送 など）

イトーヨーカ堂

コモディイイダ など

宅配・デリバリー
（食材、日用品 など）

コープみらい

弁当配食事業者 など

（移動販売） （見守り）

施設・場所貸し
（貸しスペースなど）

ウエルシア薬局

セブン-イレブン など

生活サービス
（見守り、防犯など）

日本郵便

埼玉りそな銀行 など

埼玉県知事記者会見 令和３年５月１８日 ④

※新型コロナウイルスの感染防止対策も確認
高齢者が集う通いの場、

介護予防体操などの情報も掲載

埼玉県プラチナサポートショップ情報サイト

プラチナ・サポート・ショップが目指す姿

県
市町村

連携

支援
生活サポート

やりたいこと・楽しみなど
「自分らしい」暮らし

企業による
ＳＤＧｓの取組など

企業活動

高齢者のイキイキとした暮らし
⇒誰一人取り残さない社会の実現へ

その他 出張・送迎サービス 学び・趣味 なども掲載

登録事業者・店舗数
１，７９５件 （R3.5.18現在）



今年も美味しい「狭山茶の新茶」ができました！①

埼玉県知事記者会見 令和３年５月１８日 ⑤

コク、旨味、狭山茶
味は狭山でとどめさす

自園・自製・自販

・農家自らが栽培、製造、

販売

・「６次産業化」の先駆け
・狭山茶の歴史は８００年以上

・産地は、入間市、所沢市、狭山市 等

新茶前線の到来

栽 培 面 積 825 （全国８位）

荒 茶 生 産 量 754 （全国10位）

産 出 額 ※ 17億円 （全国７位）

特徴１ 特徴２

４月 ５月

上旬 中旬 下旬 上旬

鹿児島茶

宇治茶

静岡茶

狭山茶

・主産地で最も北に位置

・冬の厳しい寒さで

香りとおいしさが濃縮

摘取り時期

※産出額は令和元年産

茶の生産状況（令和２年）

東日本ブロックでは２位

ha

t



今年も美味しい「狭山茶の新茶」ができました！②

埼玉県知事記者会見 令和３年５月１８日 ⑥

狭山茶の新たな需要の創出
オンライン

狭山茶まつり
レシピコンテスト

茶を使った料理や
菓子のレシピを募集

狭山茶を満喫できる
オンラインコンテンツ

ＰＲ機会の減少

新茶まつりが中止・縮小

ＳＮＳ等で情報発信

コロナ禍における需要拡大対策

自慢のレシピを御応募ください！

お取り寄せ埼玉県産農産物応援サイト 検索

狭山茶の新茶の御購入は

または、茶産地の小売店、直売所へ
※イメージ図

６月、１１月開催（予定） ６月～（予定）

新茶の状況

・天候に恵まれ、順調に生育

・良質な生葉でおいしい新茶に

・新茶は旨味成分が豊富

今が旬の新茶を

ぜひ御賞味ください



埼玉県高齢者ワクチン接種センターの開設について

埼玉県知事記者会見 令和３年５月１８日 ⑦

市町村における高齢者へのワクチン接種を補完する ワクチン接種センターの
稼働に向け、予約サイト・コールセンターを開設します！

▶ 受付開始 ５月２５日（火）～、６月９日（水）～

▶ 予約方法 市町村から配布された接種券の

記載内容等をシステムへ入力

▶ 対 象 全県域の高齢者

▶ 受付開始 ５月１９日（水）９時から

▶ 電話番号 ０５７０－０７１－０７７

※ 電話での予約はできません。予約サイトでお申込みください。

予約サイトの開設

相談窓口の設置

「埼玉県高齢者ワクチン接種センター」の概要

▶ 設置会場 埼玉県浦和合同庁舎

（JR北浦和駅徒歩１０分）

▶ 開設期間 ６月１日（火）～７月３１日（土）
（土日祝日も稼働）

▶ 接種人数 １日当たり７００人を想定

▶ スタッフ 県立病院の医師・看護師

▶ ワクチン 武田／モデルナ社製ワクチン

すでに接種を受けた方、

接種の予約をしている方を除く


