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寄居版

　埼玉県企業局では、地域の活性化と県土の均衡ある
発展を図るため、産業団地を整備しています。

■所在地　大里郡寄居町大字桜沢地内
■交通アクセス　関越自動車道　花園 IC から 3.0km、
　　　　　　　　秩父鉄道桜沢駅から0.3km
■事業面積　 127,600 平方メートル
■分譲面積　合計105,000 平方メートル
■引渡し時期　令和4年度（予定）
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2021（令和３年）3月

神尾たかよし事務所まで埼玉県議会　自由民主党県政調査事務所 深谷市針ケ谷399-1　TEL 048-585-3929
　　　　　　　　　   FAX 048-585-5149各地域でのお困りごとご要望をお聞かせください。　　　　　　　　　　　

●寄居桜沢地区産業団地整備事業費・・・・・・・・・4.968 万円
　圏央道や東京外環自動車道の県内開通、さらには東埼玉道路や新
大宮上尾道路の整備が進む中で、埼玉県における企業立地ニーズは
ますます高まっている。そのニーズに的確に対応するとともに、県
民生活の向上や雇用の確保のため、産業団地を整備を進めます。

　バイパス整備を実施している富田から牟礼の区間は引き続き用地
買収を進めます。まとまった用地が出来た個所から工事を進めます。
県道赤浜小川線の歩道整備は寄居カントリークラブ入り口 390m の
区間の用地取得を進めます。

　木造流通体制の構築は市町村、設計者、木材産業関係者等のマッ
チングを支援。木造建築技術アドバイザー制度により、技術的支援
や情報を提供し、公共施設等への県産木材利用拡大を推進します。
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　自由民主党議員団から要望で、令和３年度県の公共事業費は、防災・減
災対策を強力に推進するため、13ヶ月予算ベースで前年度比２割
増を計上する事になりました。　以下は具体的な要望内容です。

割

2021（令和３年）3

橋りょう修繕（折原）

折原 2号橋
補修設計を行います
（国道 140 号・折原 2号橋）

31

自転車歩行者道整備（鉢形）

歩道の整備を行います
　　（坂本寄居線）

30

橋りょう修繕（鉢形）

鉢形陸橋
傷んだ橋を補修します
　　（国道254号・鉢形陸橋）

32

砂防施設（鉢形）

渓流の保全等を行います（宮川）

43

社会資本整備（牟礼）

安全に通行できる道路を作ります
　　（赤浜小川線）

28

舗装道整備（冨田）

傷んだ舗装を修繕します
　　（国道254号）

38

橋りょう修繕（寄居）

傷んだ橋のひび割れ補修をします
（国道 140 号・寄居陸橋）

35

橋りょう修繕（桜沢陸橋）

傷んだ橋のひび割れ補修をします
　　（国道 140 号）

34

砂防施設（鉢形）

渓流保全の工事を行います
（関山川）

40

砂防維持修繕（秋山）

危険な護岸を修繕します
　　（土井ノ沢）

42

砂防施設（末野）

用地の買収や測量設計等を行います
（少林寺川）

41

橋りょう修繕（寄居）

八高陸橋
橋のひび割れの補修を行います
　　（飯能寄居線・八高陸橋）

33

橋りょう修繕（正喜橋）

橋のひび割れの補修を行います
　　（飯能寄居線）

36

自転車歩道整備（秋山）

誰もが安全に通行できる道路を作り
ます。（坂本寄居線）

30

道路改築（秋山）

安全に通行できる道路を作ります
　　（坂本寄居線）

25

道路改築整備（末野）

安全に通行できる道路を作り
ます　（広木折原線）

26

舗装道整備（折原）

傷んだ舗装を修繕します
　　（国道140号）

37

社会資本整備（末野）

安全に通行できる道路を作ります
　　（国道140号）

27

橋りょう修繕（寄居）

寄居橋
ひび割れの補修を行います
　　（長瀞玉淀自然公園線・寄居橋）

39

災害防除（折原）

安全に通行できる道路を作ります
　　（国道140号）

29

●赤丸数字・・・・・令和 3年度予算
●青英文字・・令和 2年度 2月補正予算
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■新型コロナウィルス感染症対策（保健医療部）
　　　　　　　・・・・・・・・10,011,700 万円
新　医療提供体制の強化と検査体制・軽症者等療養体制の確保。
　　ワクチン接種体制の整備。　

■感染拡大防止等を呼び掛ける特別広報（県民生活部）
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・30，000 万円
新　SNSやテレビ・ラジオ等による特別広報を実施。

■介護施設等への支援（福祉部）・・・・・・・・・189，200 万円
■飲食店への支援（産業労働部）・・・・・・・・・　42，000 万円
新　介護施設や飲食店等が取り組む感染防止対策を支援。

■県土強靭化に資する流域治水対策の加速化（県土整備部）
　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・1，120，100 万円
新　国と連動して県土の強靭化に資する流域治水対策を推進。

■災害に備えた医療体制の強化（保健医療部）・・・5，500 万円
新　災害拠点病院と連携し、新たに災害時連携病院を整備し、
　　災害時の患者受入体制の円滑化。

■熊谷児童相談所・一時保護所の一体整備（福祉部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・69，500 万円
新　現熊谷児童相談所南側の旧消費生活支援センター跡地に熊谷児童相談所を整備。

■児童相談所の機能強化（福祉部）　・・・・・・・・・6，300 万円

■手続のオンライン化の推進（企画財政部）
　　　　　　　　　　　・・・・2，700 万円
新　一度入力した情報の再入力を不要とするため、新たな
　　システムを整備。

■自動車税等の納税キャッシュレス化の推進（総務部）
　　　　　　　　　　・・・・・・・・7，600 万円
新　スマートフォンを活用した納税方法を導入し、利便性向上を推進。

■中小企業のデジタル化支援（産業労働部）・・・・1，400 万円
新　新たにＤＸ推進員を設置し、経営支援の体制強化を図るとともに、
　　デジタル化導入先進事例の発信を行う。

■中小企業の事業継続等に対する支援（産業労働部）
・・・・・・融資枠：6，500 億円　　　　

新　セーフティネット系資金の融資要件緩和による資金繰り支援の強化。

■持続可能な農業の確立（農林部）・・・・・・・・・3，900 万円
新　県産米の取扱店拡大の取組を進めるとともに、オンラインで花きや狭山茶の
　　販売を促進。

■渋沢栄一翁など埼玉三偉人のＰＲ・誘客（産業労働部）
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・2，400 万円
新　渋沢栄一翁が主人公の大河ドラマ放送を好機と捉え、渋沢翁をは
　　じめ埼玉三偉人ゆかりの地への誘客に取り組む。

■埼玉 150 周年記念事業の実施（県民生活部）・・3，900 万円
新　記念式典・イベントの開催、特設Ｗｅｂサイト及びＳＮＳの運営。

■東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会の成功に
向けた取組の実施（県民生活部）・・184，100 万円
新　ホストタウンや事前キャンプ地での新型コロナウィルス
　　感染症対策。

■Ｎext 川の再生の推進（県土整備部）
新　民間のアイデアやノウハウを活用した水辺空間の利活用を促進。

■動物園における SDGｓの推進（都市整備部）
新　こども動物自然公園における谷戸環境の再生・絶滅危惧種の保全。

■子ども食堂による子供のＥＱの向上（福祉部）
　　子ども食堂における体験活動や学習支援を推進。

■働き方改革の推進（産業労働部）
新　企業へのアドバイザー派遣やセミナー開催などを通じて男女が共に働きやすい環境路整備。

■子供や若者の国際交流支援（県民生活部・教育局）
新　オンラインと現地訪問を組み合わせた国際交流などを実施。

■「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」の推進（環境部・都市整備部）
　　　　　　
未来を見据えた基盤づくり
新　コンパクト、スマート、レジリエントの 3つの要素でまちづくりに取り組む市町村を支援。

「あと数マイルプロジェクト」の推進
■直轄事業と連携した骨太の道づくり（県土整備部）
　　　　　　　　　　　　　 　
新　県管理道路の重点整備による新たな幹線道路網の構築。

■県立高校の再編整備（教育局）
新　令和 5年度に開校予定の児玉新校（仮称）と飯能新校（仮称）に係る改修等の設
　　計を実施。

■特別支援学校の整備（教育局）
新　令和 5年度開校に向けた高校内分校 3校の整備等。

■保育士の確保・定着の促進（福祉部）
新　潜在保育士を対象とした最新の保育事情を学ぶ復職支援プログラム等の実施。

■地域包括ケアシステムの構築（福祉部）
新　「ケアラー月間」を創設し、ケアラー支援に関する普及啓発等の実施。

■サスティナブルな病院等の経営支援
新　病院職員を対象にＤＰＣデータの分析手法等を学ぶ研修会の開催。コロナ後
　　を見据えた病院経営の支援。

■警察業務の効率化による警察力の強化
新　警察官約 40 人分の増員効果を実現し犯罪情勢等に即した体制を確保。

■危機管理防災体制の強化（危機管理防災部）
新　危機や災害に対処するための具体的なシナリオの充実。

■家畜伝染病の防疫体制の強化（農林部）
新　家畜伝染病発生時に必要な情報を一元管理する家畜衛生情報共有システムを構築。

■県独自の学力・学習状況調査の実施及び調査結果の活用（教育局）
　　　　　　　　　　　
新　小・中学校に整備されるタブレット等を活用したＣＢＴ調査を試行。

多彩な人材が活躍できる社会をつくる
■若者人材の県内企業への就職支援（産業労働部）
　　　　　　　　　　　　　　　
新　合同企業面接会などを開催し、県内大学生と県内企業のマッチング等を支援。

■地場産業のチャレンジ支援（産業労働部）
新　ウィズコロナ時代に対応した新たな事業展開等に対する支援。

埼玉の農林業の成長産業化を支援する
■埼玉農業の競争力・生産基盤強化（農林部）
新　水田地帯における農業の高収益化を図るため、排水改良を中心とする　　　
　　ほ場整備を行い、野菜導入の効果を実証。

■地域公共交通の活性化（企画財政部）
新　秩父鉄道によるＩＣカード乗車券システムの導入を支援。

■循環型社会づくりの推進（環境部）
新　プラスチックの循環モデルの構築に向けコンソーシアムを結成し、市町村や
　　事業者と連携した効率的な回収方法を検証。

豊かな自然と共生する社会をつくる
■地域間連携による森林整備の支援（農林部）
新　森林整備や都市部での木材利用を促進するための「マッチングサポートセンターの設置。

県民が誇れる埼玉の魅力を高める
■県営公園の整備 ( 都市整備部）
新　大宮スーパー・ボールパーク構想の調査・検討

支え合いで魅力ある地域社会をつくる
■ＬＧＢＴＱ等性の多様性の理解促進とアライの見える化（県民生活部・教育局）
　　　　　　　　　　　　　　　

・・・・・111，500 万円

・・・6,000 万円

・・・500 万円

・・・・・・・・・・3，300 万円
　

・・6，800 万円
　

　　　　　　・・・・・・・・・・・1，200 万円

　

　　　　　　　　　　　　　 　・・・・・・・・・ 435，300 万円

・・・・・・・・・・・5，900 万円
新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・・・・・・・・・ 295，800 万円

・・28，600 万円 　　　

・・・・・11，100 万円
　

・・・・・・・7，000 万円
新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

・・・・・29，500 万円

・・・2，200 万円
　

・・・・・・9，000 万円
　

　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・24，300 万円
　

　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・7，300 万円
　

・・・・・・800 万円
　

4，000 万円　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

・・・・・・34，200 万円

・・・・・・・・1，400 万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

・・・・900 万円
　

・・・・・・・・・・25，000 万円
　

　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・ 800 万円
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