
県内市町村別 警戒区域アラート等発信状況

○警戒区域アラート発信基準
直近７日間における人口10万人当たりの新規陽性者数が15人以上

○注意報発信・解除基準
【発信】１週間当たりの新規陽性者数の対先週比の増が直近７日間のうち計４日間以上の場合
【解除】１週間当たりの新規陽性者数の対先週比の増が直近７日間のうち０日の場合

警戒区域アラート

注意報

埼玉県知事記者会見 令和４年１月５日 ①

令和4年1月4日　17時30分　現在
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大切な人を守るため、「三つの密」の回避など、
基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

◆ 初詣 ◆ 成人式
◆ 新年会 ◆ 旅行 など

新年を迎えてのお願い

埼玉県知事記者会見 令和４年１月５日 ②

・外出の際には、特に気を付けて、できる限り混雑を避けて

・体調がすぐれない場合は、外出を見送って

・会話の際には、大声を控え、必ずマスクの着用を

・業種別ガイドライン等を遵守している施設の利用を



ＰＣＲ検査等無料検査の実施について

埼玉県知事記者会見 令和３年１２月２７日 ③

オミクロン株の市中感染確認を受け、
感染に不安を感じる方は無料で検査が受けられます。

２ 検査の種類 ： ＰＣＲ検査または抗原定性検査

３ 検査の場所 ： 県内薬局・ドラックストア登録数 ２３８店舗（１月５日現在）

１ 対象者
１２月２７日まで

「ワクチン・検査パッケージ」を
活用するため検査が必要な方
のうち、健康上の理由等でワ
クチン接種が受けられない方

１月３１日まで対象者を拡大

「ワクチン・検査パッケージ」活用するため
検査が必要な方

特措法第２４条第９項に基づき、知事が行う
PCR検査等の受検要請に応じた「感染に不
安を感じる無症状の方」

＋

埼玉県知事記者会見 令和４年１月５日 ③



埼玉県ＤＸビジョン・ロードマップ公開

埼玉県知事記者会見 令和４年１月５日 ④

本県がDXで目指す社会全体の変革の将来像を、「DXビジョン」として設定し、当該ビジョンの実現に
向けた直近３年間の工程を「ロードマップ」として策定し公開

社会全体のDXの実現による
快適で豊かな真に暮らしやすい

新しい埼玉県への変革

※計画期間令和3年度～令和5年度

2021 2024 ・・・ 2031

埼玉県DX推進計画
令和3年3月にDX実現に
向けた方針を策定

デジタルによる社会全
体の変革を目指す

社会課題の複雑化

⚫ 新型コロナウイルスの
感染拡大

⚫ 大規模災害の多発
⚫ 将来的な人口減少

DXビジョンの実現にむけた
直近3年間の工程・取組を具体化

総合
ビジョン

対象別
ビジョン

分野別
ビジョン

バックキャスティング
DXビジョン

ロードマップ

DXで目指す将来像
を明確化

DXビジョン・ロードマップを策定し、公開

細分化・詳細化



１３の将来像（ＤＸビジョンの分類）

令和４年１月５日 ⑤

将来像を対象や分野等に分類し、１３のビジョンに細分化・詳細化することで、目指す将来像を明確化

総合ビジョン

分野別ビジョン

対象別ビジョン

県全体で共通的に目
指すビジョン

サービスの受益主体で
ある県民、事業者、行
政の視点でのビジョン

各分野毎の行政サー
ビス・事業の視点で
のビジョン

ビジョン区分 ビジョン分類

県民サービス
ビジョン

防災ビジョン 環境ビジョン 福祉ビジョン

保健医療ビジョン 産業ビジョン 農業・林業ビジョン

都市整備・建設・
公共インフラビジョン

教育ビジョン

総合ビジョン

行政事務ビジョン事業者サービス
ビジョン

安心・安全ビジョン



現在

主なＤＸビジョン・ビジョン事例（１/３）

埼玉県知事記者会見 令和４年１月５日 ⑥

総合ビジョン（抜粋） 県民・事業者・行政がデジタルでつながった
豊かで便利な埼玉県への変革

IDひとつで様々なサービスが
利用できるサービスの実現

ビジョン事例（変革後の具体的な事例）
デジタル庁が提供するGビズIDで、補助金
の申請などの県の様々な事業者サービスが
受けることができるようになる

2021 2024 ・・・ 2031

DXビジョン（目指すべき将来像）

マイナンバーカードの
民間活用

県民 事業者

GビズIDの活用

行政

マイナンバー
カード等の共通ID

の活用

ロードマップ
（ビジョン実現に向けた直近３年間の取組・工程）

バックキャスティング

技術調査、要件定義

事業者IDの共通化
現状把握、動向調査、制度設計

国ベース・レジストリ調整

実装、運用

関連事業調整

標準化ルールの策定

県の様々な事業者のＩＤの共通化や
国が進めているベース・レジストリなどの

基盤との連携の調査等を実施

ベース・レジストリとは
公的機関等で登録・公開され、
様々な場面で参照される、人、
法人、土地、建物、資格等の社
会の基本データ

人 法人 土地

建物 資格等

国 県

調整

総合ビジョンの将来像の一例



現在

次世代ワークスタイルの実現と県庁舎の
最適化によるハイクオリティ埼玉県への変革

行政事務ビジョン（抜粋）

主なＤＸビジョン・ビジョン事例（２/３）

埼玉県知事記者会見 令和４年１月５日 ⑦

2021 2024 ・・・ 2031

ビジョン事例
庁内の業務のペーパーレ
ス化やAI活用等が進み、
ほとんどの業務がデジタ
ルで行われるようになる

ビジョン事例
時間や場所にとらわ
れずテレワークがで
きるようになる

ビジョン事例
ABW等により、業務に
合わせたパフォーマンス
を最大限発揮できる業務
環境が実現されている

業務プロセス変革

ワークスタイル変革

ワークプレイス変革

DXビジョン（目指すべき将来像）対象別ビジョンの将来像の一例

ロードマップ
（ビジョン実現に向けた直近３年間の取組・工程）

バックキャスティング

モデル所属で紙の使用量を
令和元年度比で９０．８％削減

ペーパーレス化の実現に向けて、
ソフトや通信環境を整備するとともに
意識改革や制度の見直しを実施

ペーパーレス支援ソフトウェア等の導入

ペーパーレス化トライアル

モデル所属によるペーパーレス化トライアルの実施

ペーパーレス環境の整備（本庁・地域機関）
本庁幹部執務室、会議室への大型モニターの整備

地域機関無線LAN環境の整備

SIM入りパソコンの配布

ペーパーレス推進に向けた運用調整（本庁・地域機関）

〇ペーパーレス意識改革（ニュース配信等）

〇決裁・会議説明ルールの見直し



現在

設計

施工

監理

企画・調査

更新等

主なＤＸビジョン・ビジョン事例（３/３）

埼玉県知事記者会見 令和４年１月５日 ⑧

2021 2024 ・・・ 2031

スマートなインフラに支えられた魅力ある
暮らしやすい埼玉県への変革

建設生産プロセス変革

都市整備・建設・公共インフラビジョン（抜粋）

ビジョン事例

道路・河川等のインフラ
の３Dデータ化による施
設管理が合理化される

ビジョン事例

工数計算の自動化など
設計積算業務が効率化さ
れる

ビジョン事例

単純施工工事のＩＣＴ
施工等による省人化が
図られる

ビジョン事例

VRなどを活用した施工監理体
制により、若年層、外国人等
が活躍する工事現場となる

ロードマップ
（ビジョン実現に向けた直近３年間の取組・工程）

バックキャスティング

工事情報共有システム（ＡＳＰ）導入・推進、遠隔臨場の導入・推進

ICT・CIM活用方針の検討

CIM先行実施、ICT工種追加・規模拡大

ICT・CIM活用工事の拡大等、施工管理におけるデジタル化

３D対応環境整備

地元建設業者の支援

ICT全面活用方針・技術基準類の策定

３Ｄデータ等を活用したＩＣＴ施工の実施

DXビジョン（目指すべき将来像）分野別ビジョンの将来像の一例



DXビジョン・ロードマップを県HPで公開

埼玉県知事記者会見 令和４年１月５日 ⑨

具体的な将来像（ビジョン事例）と、その実現に向けたロードマップを1ファイルで見やすくわかりやすく県HPに公開

DX推進会議での
知事プレゼンテーション風景

（令和 3 年4 月）

DXビジョン知事レビュー風景
（令和 ３ 年７月、８月）

知事直轄プロジェクトとして令和３年４月に
発足し、全庁の約２６０名の職員が

組織横断的に活動を実施

県ホームページで本日公開

DXプロジェクトによる策定作業

「D（デジタル）」ではなく 「X（トランスフォーム）」

２０１の具体的な将来像
（ビジョン事例）を掲載


