
埼玉県議会２月定例会特集！
 県民の安全・安心にために！令和４年度埼玉県一般会計予算成立！

Challenge SpiritChallenge Spirit
田村たくみ県議会だより田村たくみ県議会だより
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Challenge　Spirit と は・・・　
直訳で「挑戦する精神」。一度志を抱いたならば、一度の挫折を苦とせず糧とし、常に挑戦する気持ちで前向きに頑張っていく「田村たくみ」の精神を表したもの。

春暖の候　皆様方に於かれましては、 健やかにお過ごしのことと
お喜び申し上げます。 平素は、 私の活動にご理解とご協力を賜
り、 厚く御礼申し上げます。 　
　新型コロナウイルス感染症は、 ３月下旬から感染者数が横這
いが続いている状況であり、 新たに変異株であるオミクロン EX が
確認され、 更なる警戒が必要となっております。 皆様のご協力
により感染拡大防止策を進めるとともに、 冷え込んだ経済を立て
直すため、 両面において全力で取り組んで参ります。
　 さて、 令和 4 年度一般会計予算審議を中心とした埼玉県
議会２月定例会が 2 月 17 日から 3 月 25 日までの 37 日間で
行われました。 今年度予算は、 新型コロナウイルス感染症の
拡大防止、 社会全体の DX の推進とウィズコロナ下での経済
回復 ・ 成長、 安心安全の構築と充実、 誰もが輝く社会の実
現、持続可能な成長戦略等を主要施策としたものとなっており、
代表質問、 一般質問、 予算特別委員会審議を通して慎重
審議の末、 原案の通り全会一致にて可決致しました。 しかし
ながら、 予算の執行に課題が生じる 10 項目については、 附
帯決議を自民党発議で付けさせて頂き自民 ・ 公明 ・ 共産の
賛成多数で可決致しました。この他にも、知事提出議案７５件、
表彰議案 2 件、 人事議案 6 件を採択致しました。
　議員提出議案としては、 「埼玉県ひきこもり支援に関する条
例」 を自民党提案にて提出し、 全会一致で可決致しました。
また、 「死亡ひき逃げ事件における公訴時効撤廃に向けた法
整備等を求める意見書」 他、 意見書 10 件、 決議 1 件を可
決致しました。
　今後も、 県民要望に応える県政の推進 ・ 地域発展に全力
で取り組んで参ります。 皆様の更なるご支援 ・ ご協力をよろしく
お願い申し上げます。

埼玉県議会議員　田村たくみ
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令和４年度埼玉県一般会計予算

※１億円未満は
　四捨五入

２兆２,２８４億５,９００万円

＝＝＝田村たくみが推進する主な施策の予算概要＝＝＝

■新型コロナ検査 ・ 医療体制等の確保…138,937 百万円

■救急 ・ 周産期医療への助成…680 百万円

■デジタル化によるビジネス転換支援…437 百万円

■公金収納キャッシュレス化の推進…277 百万円

■行政の DX の推進…3,184 百万円

■大久保浄水場の高度浄水化処理整備…1,689 百万円

■災害に強い道路の整備…20,114 百万円

■埼玉版流域治水対策の推進…14,026 百万円

■警察活動の基盤の強化…3,533 百万円

■ケアラー ・ ヤングケアラーへの支援…1,182 百万円

■私立学校教育費負担軽減策…22,126 百万円

■特別支援学校の整備…4,895 百万円　　　　　　　　等

県税
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国庫支出金
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教育費
4918 億円
（22.1%）

民生費
4264（19.1）
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商工費
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その他
3513
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埼玉県議会議員　田 村 た く み　事務所

〒337-0032　さいたま市見沼区東新井５８７－２　　e-mail：info@takumi-tamura.jp　
電話 ： 048-681-0005　　FAX:048-681-0006

ホームページ　　http://www.takumi-tamura.jp

県政のこと、身近なこと、何でもお気軽にご相談ください！お問い合わせは、「田村たくみ」事務所まで…！

　埼玉県議会議員（４期）
　　◎ 南６区（さいたま市見沼区）選出   ◎議会運営委員会  委員　
　    ◎ 企画財政委員会  委員   ◎ 地方創生・行財政改革特別委員会  委員　
　　◎ 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会  委員
　昭和４６年１０月１５日生まれ（５０歳）
　　◎ さいたま市立海老沼小学校　卒業　◎ さいたま市立片柳中学校　卒業
　　◎ 埼玉県立川口青陵高等学校　卒業　◎ 放送大学教養学部　卒業
　　◎ 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科　修了（公共政策修士）
　主な経歴及び役職
　　◎ 第１２３代 埼玉県議会議長　◎埼玉県議会自由民主党議員団  幹事長
　　◎ 自由民主党さいたま市見沼区支部  支部長　　
　　◎ 早稲田大学システム競争力研究所 招聘研究員　等　

田 村 た く み プロフィール

「県ひきこもり支援に関する条例」を制定

◇参議院通常選挙支援のお願い◇

田村たくみの活動等を発信！
～QＲコードを読み込んでね～

ホームページ　　　　ブログ

Youtube　　　　　Twitter

　「ひきこもり」 はさまざまな要因によって社会的な参加の場面

がせばまり、 就労や就学などの自宅以外での生活の場が長

期にわたって失われている状態のことを指します。 埼玉県議

会自由民主党議員団では、 ひきこもり支援に関しプロジェクト

チームを作り、ひきこもり支援のための協議を続けて参りました。

　今定例会において、 「埼玉県ひきこもり支援に関する条例」

を自民党発議で提案致しました。 条例の内容は、 ひきこもり

状態にある者の意思を尊重することを基本理念として定め、

県の責務及び民間支援団体等の役割を明らかにするととも

に、 民間支援団体等によ

る支援を推進するために必

要な事項を定めることによ

り、 安心して支援を受けら

れる社会を実現することを

目的とするものであります。

　条例は、 全会派一致に

て可決、 成立致しました。
自民党県議団 PT での審議の様子

ロシアによるウクライナ侵攻に対する抗議決議
　我が国を含む国際社会が強く自制を求める中、 ロシアは本

年2月24日、 ウクライナに侵攻した。

　ロシア軍によるウクライナへの侵攻は、 力による一方的な現

状変更を認めないとの国際秩序の根幹を揺るがすとともに、

ウクライナの主権と領土の一体性を侵害する明白な国際法・

国連憲章違反であり、 断じて容認することはできない。

よって、 本県議会は、 今回のロシアによるウクライナへの侵

攻に対し強く抗議するとともに、 軍の即時撤収、 国際法の順

守を強く求める。

以上、 決議する。

令和4年 2月 28日

埼玉県議会

全会一致にて決議を採択した埼玉県議会

自民党公認
参議院議員全国比例代表区

公明党公認・自民党推薦
参議院議員埼玉選挙区

今井絵理子 西田まこと
候補予定者 候補予定者


