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要望概要

ＤＸを加速させるための支援

１ 行政手続きの電子化の推進

２ マイナンバー利活用の普及促進

３ コロナ禍における「新しい生活様式」への対応

総括的事項

個別的事項

本県においてDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するにあたり、以下の項目について要望します。



オンライン未対応の手続

約2,450手続

本県のデジタル化の取組

国の法律等に基づく手続きが過半数を占め、早急な制度改正や運用の見直しが必要

※令和２年９月時点

オンライン対応
済みの手続

約250手続

オンライン化可能な手続

約150手続

オンライン化困難な手続

約2,300手続
国の法律等に基づく手続

約1,700手続

県の条例等に基づく手続

約600手続

①行政手続きのオンライン化

本県の約２，７００の行政手続きについてオンライン化の状況を調査（R2.1～）

現状の課題

押印（93.2%）

書類（42.2%）

対面（31.7%）

＜参考＞県独自手続における
主なオンライン化阻害要因



本県のデジタル化の取組

②テレワークの推進

平成29年度よりサテライトオフィスの運用を開始し、テレワークを
推進。新型コロナ感染拡大を受け、試行的に在宅勤務での業務を開
始。

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

在宅勤務の試行的実施

サテライトオフィスの整備（現在１６か所）

新型コロナ感染の拡大

● テレワーク環境の整備

遠隔操作システム WEB会議システム ビジネスチャット
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● テレワーク利用件数の推移

自宅から業務を行うための遠隔操作システムや職員間との会議やコ
ミュニケーションのための会議システムやチャット等を整備。

● テレワークの取組経緯

環境整備に伴い、非常事態宣言時には在宅勤務、サテライトオフィス
ともに活用が加速。宣言終了後も、一定の利用者数をキープ。

在宅勤務（遠隔操作システム利用者数） サテライトオフィス利用者数

人人

● テレワーク上の課題（職員へのアンケート、ヒアリング結果）

PCや通信端末等
の環境整備の拡充

勤務管理方法など
制度設計

執務環境の
ペーパーレス化

「新しい生活様式」に対応し継続・拡大するには、導入費やランニングなど多大なコストが必要
現状の課題

コロナ禍を契機に、ICTを活用した多様で効率的な働き方にシフト

場所に捕らわれない業務の遂行には
執務環境のペーパーレス化が必須



本県のデジタル化の取組

③県庁業務のペーパーレス化

パソコンで資料作成はするものの、報告・説明や打合せ等の庁内の各種業務の多くにおいて紙が中心

Before

After

タブレット、大型モニター、
WEB会議等の活用

報告・説明 決裁会議・打合せ

添付書類等も含めて
すべて電子で完結

パソコンとモニターで
会議・打合せを実施

執務環境

資料もすべてPDFにして
手元に紙がない状態を実現

一部モデル所属で実施

上期のコピー使用量が昨年度比で５７％減

知事説明・幹部報告等で実施 主要会議や打合せ等で実施

会議、決裁の完全ペーパーレス化に向け、全庁を対象に端末・システムの導入が必要
現状の課題



本県のデジタル化の取組

④ ICT活用工事

ICT

活用工事

従来方法

施 工設計・施工計画測量設計 検 査

測量の無人化による
危険回避

大量の設計図を
３次元モデル化

３Ｄデータの活用による
ＩＣＴ建設機械の自動制御

３Ｄモデルによる
検査でペーパーレス化

機械運搬や調査時間が長い 平面図・断面図などの２次元図面 施工の目安を設ける丁張作業 大量の検査書類

ＧＮＳＳ受信機

ジョイスティック

GNSS

コントロールボックス

コントローラー



本県のデジタル化の取組

<初期投資費用>

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ
ｿﾌﾄｳｪｱ

<知識習得>
測量機器の操作
3D測量データの処理

３D設計データの作成 ICT建設機械の操作
測量機器による出来形管理

平成２８年度から令和元年度までに５８件実施しているが、
受注者希望型の発注における実施率は26.3%にとどまっており、
受注者のＩＣＴ施工意欲の促進が課題となっている。

④ ICT活用工事

施 工設計・施工計画測量設計

合計
内 訳

発注者指定型 受注者希望型

発注 実施 発注 実施 発注 実施 実施率

H28～R1
(4年間)の実績

184 58 13 13 171 45 26.3％

● 埼玉県では

● 普及が進まない背景

・ＩＣＴ活用工事に必要な設備への初期投資費用が高額である。
・技能者の高齢化が進む中、ＩＣＴ技術の活用に必要な
知識の習得が進まない。

・地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ

・ドローン等

・3D対応高性能ＰＣ

・3D測量ﾃﾞｰﾀ処理ｿﾌﾄ等

・ＩＣＴバックホウ
・ＩＣＴﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 等

・3D設計ﾃﾞｰﾀ作成ｿﾌﾄ

普及促進には、初期投資費用や知識習得に関する支援の拡充・周知徹底が必要
現状の課題

● 関係団体からの主な意見

・多大な初期投資費用が必要だが、数年後の公共事業量が不透明で
投資に踏み切れない。

・ＩＣＴ建設機械の導入により、建設現場のイメージアップが図られ、
若手入職者の増加につながる。

・活用のスキル・ＩＣＴに精通した人的リソースの充足のために、
講習会等の継続的な開催が必要。

（例）
従来型バックホウ

約2,000万円
ＩＣＴバックホウ

約3,200万円（約1.6倍）

ＧＮＳＳ受信機

コントロールボックス

コントローラー

ジョイスティック

チルトセンサー



本県のデジタル化の取組

⑤ ICT教育

〇コロナ禍による学校教育への影響については、これまで、国レベルでも包括的な調
査が行われておらず、明確なデータが得られていなかった。

〇埼玉県では国に先駆けて、コロナ禍における各学校の学習指導等の状況について県
独自で全公立小・中学校を対象に調査を実施し、その中で、通常登校再開後の学校
のＩＣＴ活用の状況や課題も調査した。

（調査概要）
○ 対象校

埼玉県内（さいたま市立を除く）の全公立小・中学校
（小学校（702校）、中学校（355校）、義務教育学校（1校））

○ 実施期間
令和２年８月

○ 対象期間
学校再開（分散登校期間は除く）から夏季休業前までの期間



本県のデジタル化の取組

⑤ ICT教育

〇全ての学校が臨時休業期間以降どこかのタイミングでICTを活用して
いたが、機器及び通信環境の整備が途上であることもあり、臨時休
業中にＩＣＴを活用していた学校のうち、通常登校後も継続して活
用した学校は半分程度である。

通常登校再開後のＩＣＴ活用状況

48.6 

24.7 

26.4 

0.3 

中学校

「ＩＣＴ活用能力の高い教員はいるものの、
教員の活用能力の差が大きい」を選んだ学校の割合

○各学校は「ＩＣＴ活用能力の高い教員はいるものの、教員の活用能力
の差が大きい」ことをＩＣＴ活用の大きな課題として捉えている。

〇ＧＩＧＡスクールで整備したＩＣＴ機器が有効に活用されるために
は、教員のＩＣＴ活用能力の向上が今後の重要な課題。

ＩＣＴ活用の課題

通常登校再開後も継続して
ＩＣＴを活用していた学校の割合

問 ICTの活用の状況について、該当するものを選んでください。 問 学校再開後の授業や家庭学習におけるICT活用について、どのような課題があり
ますか。（複数回答有）



本県のデジタル化の取組

⑤ ICT教育

ＩＣＴ機器の有効活用に向けて、教員のＩＣＴ活用能力の向上や家庭のＩＣＴ環境整備が不可欠
現状の課題
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問 家庭にICT環境がない児童生徒にどのような支援（配慮）を行いましたか。（複数回答有）

１ ICTを活用する場合と同内容の紙媒体を配布した。 ２ DVD等の映像資料を配布した。

３ 学校で整備されているタブレット端末等を貸し出した。 ４ 市町村教育委員会や学校でモバイルルーター等を貸し出した。

５ 学校のPCルーム等を開放した。 ６ その他

７ 現段階では支援できていない。

〇全学校がＩＣＴ環境が無い児童生徒を把握していたが、ＩＣＴを活用せず紙媒体で支援していた学校又は支援手段を確保できていなかった学
校が全体の６割超あった。

〇ＧＩＧＡスクールで調達した端末を最大限活用するためには、機材調達に加えて、ＩＣＴ環境が無い児童生徒への支援策として、持ち帰りで
の活用が可能となるよう家庭のＩＣＴ環境を整えることは不可欠である。

ＩＣＴ環境が無い児童生徒への支援



セキュリティ及び個人情報の
適正な運用

利用の機会等の格差の是正
（デジタルデバイドの解消）

行政サービスの業務継続性の確保

デジタルサービスの充実
●スマホアプリの活用
● HP、SNS等の効果的運用

行政事務のデジタル化
●ペーパーレス
●テレワーク
● AI・RPA活用

システムの標準化
●クラウドサービス推進
●開発共通仕様の策定

行政機関連携
●国、市町村連携
●共同利用

事業者DXの支援
● DX推進セミナーの実施
●デジタル人材育成

官民データ活用の推進
●オープンデータの活用促進
● LOD

行政手続のオンライン化

●手続のデジタルファースト

●手続のワンスオンリー
●手続のワンストップ デジタルインフラの整備

●公衆WiFi環境の充実
● 5Gインフラの拡大
●庁内ネットワーク強化

県民サービス

行政事務

事業者サービスターゲット
別施策

共通施策

体系 施策

●：取組例

DX推進に係る施策体系

○ 本県におけるDXの実現に向けて、対象（ターゲット）別の施策及び各対象に共通する施策を分類。
来年度から、DX推進に向けた取組を本格化させる予定。

利用者管理の一元化
●利用者情報基盤の整備

●マイナンバーの活用促進



（STEP３に向けた事業者支援）

ＤＸ推進に関する埼玉県のロードマップ（案）

○ デジタル技術の導入や各種基盤の整備には相当の費用と人材が必要となる

○ 優先順位をつけながら中長期的視点で計画的に実行

令和12年度頃令和2年度 令和3年度～令和5年度 ～

埼玉県DX推進計画策定
（方針）

D

X

全
体
工
程

第2期
埼玉県DX推進計画

人
材
・
運
用
コ
ス
ト

時期

計
画 埼玉県DX推進計画に基づくデジタル化の実行

第2期
計画策定

 行政サービスに共通する利用者情報やシステムを一元化・共通化

 各種システムのクラウド活用や共同運用によるシステムの標準化

 行政データのオープンデータ公開と官民データ活用の促進

STEP3 サービスの連携・高度化

 民間サービスと行政サービスの連携

 ＡＩや自動運転などの未来技術を生かした
高度な社会サービスを実現

STEP2 情報の一元化・システム共通化

STEP１ 行政手続のオンライン化・デジタルサービスの充実・マイナンバー普及促進・行政事務のデジタル化

 制度やシステム等の業務プロセスを見直し、行政手続をオンライン化
 スマホアプリの活用などデジタルサービスを充実
 マイナンバーカードの普及・活用を推進
 庁内のペーパレス化やテレワーク等を推進し、行政事務のデジタル化等

計画的なデジタル化の実行により、行政サービスのデジタルインフラを整備し、
「社会全体のデジタルトランスフォーメーション」の実現を目指す

 事業者のデジタル化人材の育成

 分野別の新技術活用支援等



要望事項

ＤＸを加速させるための支援

国においては、行政のデジタル化に向けて、年内に「自治体DX推進計画」を策定し、自治体ごとに異なる情報システムの標

準化に取り組むこととしている。自治体DXを加速させるため、国と地方の統一的なガイドラインや共通のプラットフォームを国がイ

ニシアティブをとって早急に提示するとともに、全自治体が参画するようインセンティブも設けること。

また、自治体のDXに関わる投資を早期にかつ強力に推進することで、経済活性化のいち早い実現が期待できるが、自治体

にとって膨大なイニシャルコストが課題となるため、国は地方財政措置を伴った新たな地方債を創設し財政的支援を行うこと。

さらに、社会全体のデジタル化を目指すためには、国・地方・民間が一体となり、取組を進めていく必要がある。民間における

ICT活用に対する支援や官民データの連携基盤の構築なども併せて推進すること。

総括的事項



要望事項

１ 行政手続きの電子化の推進

自治体の行政手続の多くは国の法令に基づく手続であり、自治体の判断のみでの電子化には限界がある。書面規制、

押印、対面規制の見直しについては、各府省が地方公共団体にガイドライン等を提示することとなっていることから、これを速

やかに示すとともに、関係法令の早期の改正やシステム整備等に係る財政措置を講じること。

２ マイナンバー利活用の普及促進

「デジタル社会のパスポート」と位置付けられるマイナンバーは、DXを進める上で欠かせないデジタル基盤であり、国民がデ

ジタル社会の恩恵を享受できる環境整備が求められる。そこで、マイナンバー活用のメリットや安全性などについて十分な周知

を行った上で、国民のニーズに従い、より幅広い分野で活用できるよう一層の普及に努めること。

３ コロナ禍における「新しい生活様式」への対応

コロナ禍における「新しい生活様式」に対応するため、通信量増加に伴うネットワーク基盤の増強やテレワーク・ペーパーレス

に対応したシステム・端末の整備、Webコミュニケーションツールの導入など、すべての職員がオンラインで業務を効率よく実施

できる環境整備が急務となる。今後、取組を推進するにあたり、これらの導入費用やランニングコストに係る財政措置を講じ

ること。

個別的事項


