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■検査・医療提供体制等の確保
････････ 1,705億1,649.9万円
・・ 1,379億9,614.5万円
●検査・医療提供体制の強化（一部新規）
●軽症者等の療養体制の確保 ････････････････････ 283億3,184.6万円
●県民相談体制の強化 ･･･････････････････････････ 14億3,687.9万円
●感染者フォローアップ体制の強化 ･･･････････････ 26億7,496.8万円

■新型コロナワクチン接種の推進 ････ 99億7,026.5万円
●接種医療機関等への支援（新規）･･･････････････････ 69億9,678万円
●埼玉県ワクチン接種センターの運営
（4か所に拡充） 26億9,042.2万円
●副反応等の相談窓口の運営・正確な情報の周知 ･････ 2億8,306.3万円

■福祉施設における感染拡大防止 ････ 27億7,462.4万円
●介護施設等における感染拡大防止対策への支援 ･･････ 9億8,230万円
●児童福祉施設等における感染拡大防止対策への支援（新規）
･････････････････････････････････ 14億6,035.5万円
●福祉施設におけるリリーフナース制度の構築
（新規）･･･ 5,286.4万円

ウィズコロナ下での経済回復・成長
■事業再構築の取り組み等への支援 ･･･････ 2億9,962.4万円
●中小企業事業再構築支援事業
（新規）･･････････････ 2億3,121.6万円
●中小企業経営革新促進事業 ･････････････････････････ 6,172.9万円
●地場産業のチャレンジ支援事業 ･･･････････････････････ 667.9万円

■中小企業におけるデジタル人材の確保・育成の支援
･･･････････････････････ 2億3,980.1万円
●即戦力となる人材確保を支援
（新規）･･････････････ 1億7,438.4万円
●デジタル分野における人材の育成を支援
（新規）･･･････ 2,136.7万円
●女性のデジタル人材育成推進事業
（新規）･･･････････････ 4,405万円

■デジタル化によるビジネスモデル
の転換支援 ･･････5億5225.6万円
●県内中小企業のＤＸ推進（一部新規）
･･････････････････････････････････ 1億6,052.9万円
※県内企業のＤＸ推進
（新規）
・
・
・
・
・
・2,594.8万円
経営革新デジタル活用支援事業
（新規）
・
・
・
・
・
・1億1,513万円他
●技術・製品の開発支援とＡＩ・ｌoＴの活用支援（一部新規）･･ 2億2,468.9万円
●オンラインを活用した販路開拓支援
（一部新規）････････ 2,317.5万円
●キャッシュレス決済の導入に取り組む商店街への支援（新規）･･
規）･･ 1億4,386.3万円

■行政のデジタルトランスフォーメーション
（ＤＸ）の推進 ･･･････････ 19億454.2万円
●ＤＸの推進
（一部新規）･･･････ 7億5,232.4万円
※デジタライゼーションツールの運用 予算額 ･･････
･･ 5億5,283万円
情報連携プラットフォーム整備計画事業
（新規）･･････
･･････ 4,508.5万円他
●ＤＸの推進に向けた基盤整備
（新規）･････････････ 11億5,221.8万円
※基幹系業務システムの最適化 ･･････････････････････････ 5億1,172.4万円他

■エッセンシャルワーカーの処遇改善･････ 136億3,125.5万円
看 護 師

保育士、幼稚園教諭、
介護施設や障害福祉施設職員等
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■交通安全対策の推進
●交通安全施設整備 ･･･････････････････ 52億9,436.9万円
.9万円
※通学路における歩行者用信号機増設による安全対策の推進
進
ゾーン30プラスの整備による生活道路対策の推進他
●歩道や自転車通行空間の整備 ･･･ 26億6,594.3万円
●子どもの命を守る通学路の緊急対策（新規）･･ 8,000万円
※令和４年度は170箇所の安全対策を実施

■ケアラー・ヤングケアラーへの支援
●ヤングケアラー支援体制の整備（新規）･･･ 2,991.1万円
※ヤングケアラー支援推進協議会の設置・検討、コーディネーター
の配置／ヤングケアラーの早期発見・把握の体制づくり他
●ケアラー支援事業の推進 ･････････ 7,036.7万円
※市町村等支援事業他
●教育相談支援体制
（ヤングケアラー等）
の充実
（一部新規）･･10億751万円

■地域の医療体制の充実
●遠隔妊産婦モニタリング支援設備を活用した産科医療体制製備事業
（新規）
･････････････････････ 4,511.4万円
●大動脈解離の救急医療体制の整備（新規）･･･････････････ 639.3万円
●医師確保対策の推進（一部新規）････････････････････ 9億130.9万円
※県総合医局機構の推進
医師にとって魅力ある埼玉ブランドの構築（一部新規）他
●埼玉版ネウボラの推進（一部新規）････････････････ 2億6,899.5万円
※母子保健と児童福祉の一体的相談支援体制の構築（新規）

■児童虐待防止対策の強化
●児童虐待相談対応の充実（一部新規）･･････････････ 1億3,055.2万円
※音声認識による記録の自動作成システムの導入や児童虐待の類似事例
検索機能の追加等ＩＣＴを活用した児童相談所の業務効率化他
●市町村における相談体制強化の支援（一部新規）･･･････ 3,907.3万円

■多様なニーズに対応した教育の推進
●学習環境のデジタル化（一部新規）････････････････ 7億6,195.6万円
※県立学校におけるＩＣＴ環境整備と活用支援事業（一部新規）
データサイエンス・ＡＩリテラシー活用における調査研究（新規）
県立高校オンライン講座の実施（新規）他
●いじめ・不登校対策相談体制の充実（一部新規）･････ 9億7,825.1万円
※スクールカウンセラーの配置／オンライン相談の実施（新規）他
●特別支援学校の整備（一部新規）･･･････････････････ 48億9,513万円

■誰もが生き生きと活躍できる社会へ
●若者人材の県内企業への就職支援（一部新規）･･ 5,992.2万円
※県内企業合同インターンシップ情報説明会の開催（新規）他
●女性のキャリアアップへの支援（一部新規）･･ 2億4,832.5万円
※潜在的求職者チャレンジ応援（新規）
多様なニーズに対応した就業支援他
●障害者が安心して暮らせる場の確保（一部新規）･･･ 16億2,256.9万円
※重度障害者グループホームの整備・支援体制の強化（新規）他
●分身ロボットを活用した障害者就労支援事業（新規）･････ 170.8万円
●ＬＧＢＴＱへの支援（一部新規）･･････････････････････ 2,000.7万円
※大学生向けアライの取り組み（新規）／企業を対象とした
ＬＧＢＴＱ指標制度の導入
（新規）／相談窓口の設置（新規）
ＬＧＢＴＱ懇話会の開催
（新規）他

■持続可能な成長を実現する
●埼玉版スーパー・シティプロジェクトの推進（一部新規）･･ 1億4,282.1万円
※プロジェクトに取り組む市町村への助成（新規）他
●国直轄事業と連携した骨太の道づくり ･････････････ 47億4,447万円
●ミッシングリンク（幹線道路の未整備部分）の解消 ･･ 35億2,844.5万円
●橋りょうの計画的な点検・修繕・更新及び耐震補強 ･･ 144億3,175.2万円
●市街地の強靭化のための無電柱化の推進 ･････････ 37億3,022.3万円
●空き家対策の促進
（一部新規）･･･････････････････････ 2,277.8万円
※空き家等対策促進事業／中古住宅流通・住み替え促進事業／専門家を
活用する「空き家コーディネーター」を配置（新規）他
●河川・砂防施設の管理徹底、
強化 ･････ 95億7,820.4万円
●Ｎｅｘｔ川の再生の推進（一部新規）･･････ 7億291.7万円
※水辺ｄｅカーボンニュートラルの推進（新規）他
●埼玉ブランド農産物推進事業（一部新規）･･･ 739.6万円
※県産農産物ブランド力強化事業（一部新規）他
●果樹産地育成事業
（新規）･････････････････････････････ 1,600万円
●水田フル活用支援事業（一部新規）･････････････････････ 2,744万円
※主穀作生産振興対策事業／麦・大豆等作付拡大支援事業（新規）他
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