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1日（月） 当選御礼 

 

お支えをいただきまして、誠にありがとうございまし

た！ 

皆様のご支援により、２回目の当選をすることができ

ました。 

厚く、心より感謝御礼を申し上げます。 

２期目も、石川３区の皆様へご恩返しができるよう、

地域のため、石川のため、粉骨砕身取り組ませていた

だきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

2日（火） 当選証書授与式 

 

本日も七尾市内で朝の辻たちにて御礼挨拶です。多く

の皆様に激励を頂き改めて感謝致します。午後より県

庁にて当選証書授与式に参加。2 期目も新たな決意で

頑張ります。 

 

3日（祝） 七尾市文化賞・産業賞贈呈式 

 

七尾市文化賞・産業賞贈呈式に参加です。産業賞を受

賞された木下八重子様にはこれからもお元気でご活

躍を願っています。 

 

8日（月） 街宣 

 

衆院選終了後、各地にて、御礼の辻たちや街頭活動を

行いました。多くの皆様からの激励に感謝致します。

2 期目に向けて始動開始です。 
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8日（月） 各市町へ表敬訪問 

 
衆院選終了後、各市町へ表敬訪問です。2 期目に向け

て始動開始です。皆様よろしくお願いします。 

 

10日（水） 北陸経済界と自民党国会議員との

要望・懇談会に参加 

 
衆院選後初上京です。早速、北陸経済界と自民党国会

議員との要望・懇談会に参加。引き続き、北陸新幹線

建設促進大会、合同要望会に参加です。石川県から谷

本知事を始めた向出議長他、県議会や市町首長議会の

代表者の皆様と共に早期の整備促進で要望です。今後

地元からの要望が集中する為、与党議員として全力で

取り組みます。 

 

10日（水） 衆院選後、初登院です 

 

衆院選後、初登院です。 

多くの皆様に支えられ国政に送り出して頂いた事に

感謝致します。これからもふるさとの為に頑張ります。 

 

11日（木） 衆院選後初の宏池会例会 
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衆院選後初の宏池会例会に岸田総理と林新外相が揃

って参加。岸田総理より厳しい戦いを勝ち抜いた仲間

へ激励です。 

今後コロナ対策、経済政策等を速やかに進めるために

一致結束して総理を支える事を誓いました。 

引き続き、衆議院本会議、9 特別委員会が開かれ、正

副委員長・理事を選任。 

その他、令和三年度災害復旧促進全国大会へ、地元か

ら宮下中能登町長、宝達宝達志水町長、泉谷珠洲市長、

石川穴水町長が参加。 

第６１回商工会全国大会へ、地元から県内各商工会長

や事務局の皆さんが参加。 

JA グループ農政推進緊急全国大会へ、JA 石川西沢会

長、牧専務理事が参加でした。皆さん本当にご苦労様

です。 

 

11日（木） 多くの関係団体の皆様が会館事務

所に訪問頂きました。 

 

要望や表敬訪問の為、多くの関係団体の皆様が会館事

務所に訪問頂きました。 

全旅連多田介会長を始め、各地域の代表者より goto 事

業早期再開に向けた要望。金沢市議会 久保議長、前

副議長より表敬訪問です。JA 石川中央会西沢会長、牧

専務よりコロナ禍における米価米価安定への緊急支

援要請。皆さん本当にご苦労様です。しっかりと取り

組みます。 

 

12日（金） かほく市の特産品「紋平柿プレミア

ム」を PR 

 

かほく市の特産品「紋平柿プレミアム」を PR を兼ね

金子農林水産大臣へ JA かほく西川組合長と共に表敬

訪問です。金子大臣は柿が好物で興味深く栽培や販路

などを西川組合長より説明を聞かれ初値 10 万円での

取引や同日に新宿伊勢丹で行われた油野かほく市長

が紋平柿のトップセールスに石川ブランドの取り組

みや活動に大いに関心を持たれました。引き続き、石

川ブランドを応援して参ります。 

高松紋平柿(もんぺい柿）は石川県かほく市で栽培さ

れている柿です。 

紋平柿は在来種の渋柿です。品種改良によって、生み

出された甘さではなく、昔ながらの方法で、丁寧に渋

をぬくことで、コクのある甘さととろけるような食感

を引き出しています。特に希少価値が高く大きさ・品

質・外観が特に優れたものをプレミアムと冠し、商品

を出荷しています。 
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12日（金） 臨時国会が閉会 

 

臨時国会最終日に天皇陛下をお迎えして各委員会の

閉会中審査を終え国会が閉会しました。12/6 からの臨

時国会にて本格補正予算に取り組む日本経済の活性

化に向けて取り組んで参ります。 

また、本日は能登町漁業関係者の皆様と山田先生とご

一緒しました。 

自民党国土交通部会役員会にて副部会長として goto

事業の早期推進や沖縄県周辺海域による軽石被害に

ついて提言。 

令和三年度治水事業促進全国大会へ、地元石川から宮

下中能登町長、宝達宝達志水町長、泉谷珠洲市長、石

川穴水町長が前川北町長が参加です。 

 

14日（日） 週末、地元に戻り、奥能登地区にて

御礼のご挨拶です。 

 

週末、地元に戻り、奥能登地区にて御礼のご挨拶です。 

 

15日（月） 全国過疎地域連盟 第 52回定期総

会 

 

昨日、新幹線最終便で上京。 

午前、岸羽咋市長、議会の皆さんが表敬訪問です。岸

市長より市長会から税制について要望を聴取。また、

議会の皆さんから羽咋市の重点要望について聴取で
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す。 

全国過疎地域連盟 第52回定期総会へ‼︎ 地元から泉

谷珠洲長、寺井議長、金田宝達志水議会議長らが参加

でした。 

自民党国交部会や総務会に副部会長として参加でし

た。 

また、JR 東日本坂井常務取締役総合企画本部長、JR 西

日本岩崎常務執行役員東京本部長より税制改正にむ

けての要望聴取。JR 西日本岩崎常務へ JR 七尾線につ

いてコロナ後のダイヤ増便について提言。 

 

16日（火） 自民党の総務会に所属が決まりまし

た 

 
自民党の総務会に所属が決まりました。総務会は、法

案の審査や重要事項を決定する意思決定機関で、民間

企業で言うと役員会のようなイメージです。自民党の

重鎮が揃う中でしっかりと職務を全う致します。 

北陸税理士政治連盟、県道路整備促進協会の地元首長

より県選出国会議員への合同要望会です。 

自民党 賃貸住宅対策議員連盟 臨時総会並びに「安

全・安心の道づくりを求める全国大会」に参加です。 

県道路整備促進協会油野会長を始め県内 14 市・町長

の皆さんが参加。引き続き、県選出国会議員への要望

会に参加。 

上京された県内の多くの市・町長の皆さんには本当に

ご苦労様でした。 

 

17日（水） 石油増税反対総決起大会、全国町村

大会、自民党政調全体会議、住宅対策促進議員

連盟総会、農業基本政策検討委員会 

 

本日も地元から能越自動車道や様々な団体からの要

望活動を多数頂いております。引き続き、全力で取り

組んで参ります。 

   石川県土地区画整理組合連合会の西崎幹夫会長が

要望活動の為、会館事務所に来訪。 

   海岸保全整備推進議員連盟 総会に参加。海岸施設

の改修工事及び本県の千里浜海岸保全侵食対策に対

する提言です。 

   石油増税反対総決起大会に参加。 

   全国町村大会へ地元から矢田津幡町長、石川穴水町

町長、小泉志賀町長が参加でした。 

   自民党政調全体会議に参加。 

   住宅対策促進議員連盟総会に参加。 

   農業基本政策検討委員会(JA 石川西沢会長より参

加要請) 

議題：①米政策の推進状況について 

   ②団体要請について 
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17日（水） 能越自動車七尾区間要望活動 

 

能越自動車七尾区間要望活動の為に茶谷七尾市長、佐

藤議会議長と共に国土交通省へ同行致しました。これ

まで事業推進の為に多くの皆様のご協力を頂いてき

ました。引き続き、全力で取り組みます。 

 

18日（木） 国道 8号線(倶利伽羅防災)の整備

促進の要請 

 

矢田津幡町長と桜井小矢部市長共に県境の国道 8号線

(倶利伽羅防災)の整備促進の要請の為、国土交通省吉

岡技監を訪問です。県境の交通量は最も多く、降雪時

には慢性的に渋滞、来年度から工事着工、引き続き全

力で取り組みます。 

   水産業振興・漁村活性化推進大会・定期総会へ、地

元から石川穴水町長が参加です。 

   保健制度改善推進議員連盟総会に参加。税制改正に

向け一般社団法人 日本損害保険協会より要望徴収。 

    全国治水砂防促進大会へ、本県から油野かほく市

長、山田白山市長が参加です。 

他の宏池会例会や部会、関係省庁から税制改正に対す

るレクチャーでした。 

 

19日（金） 第 66回簡易水道整備促進全国大

会 

 

 本日は第 66 回簡易水道整備促進全国大会へ。地元

輪島市より鈴木さん、登岸さん 2 名が簡易水道に携わ

る功労者として協会長表彰を受けられました。 

おめでとうございます。 

 引き続き、自民党総務会に参加。コロナ克服・新時

代に向けての経済対策(案)について説明聴取・了承で

す。次に農林・食料戦略調査会、農林部会 合同会議

に参加。 

 最後に国保制度改善強化全国大会へ本県から油野

かほく市長が参加でした。終了後、羽田空港へ久しぶ

りに能登便で帰郷です。 
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21日（日） 一般国道 249号線黒島道路完成式 

 

本日は一般国道 249 号線黒島道路完成式に参加です。

式典に先立ち地元住民から谷本知事対してこれまで

の御労苦に感謝の意を込めてのお出迎えです。 

次期知事選に不出馬を表明してから初めてで、私も県

議時代から能登の振興発展の為に取り組んだ 14 年間

は感謝の気持ちでいっぱいです。引き続き、残り任期

を県民の幸せの為にご尽力願います。 

 

21日（日） 軽石漂着視察の為、沖縄へ‼︎ 

 

今週末の日程を終え、上京前に空港付近で街頭

活動です。午後能登便で上京後、国土交通部会

にて軽石漂着視察の為、沖縄へ‼︎ 夜 11 時頃ホテ

ルに到着でした。 

 

22日（月） 国土交通省の各局幹部と共に軽石

漂着被害の現場確認 

 

沖縄軽石被害の現場視察です。 

自民党国土交通部会で国土交通省の各局幹部と共に

軽石漂着被害の現場確認し被害状況や支援対策など

を地元首長や観光関係の皆さんから現場の厳しい現

状、この先の不安、求める支援策などのご意見を頂き

ました。 

参加者からは 

「こんな状況だったのか…」 

「実際に見るのと資料を見るのとは違うな」など、止

めどなく海岸から押し寄せる軽石の脅威を肌で実感。

更なる対策強化に取り組んで参ります。 
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24日（水） 加賀地区・能登地区開発協議会の合

同要望に農林水産省・国土交通省へ同行 

 

加賀地区・能登地区開発協議会の合同要望に農林水産

省・国土交通省へ同行致しました。国交省では能越道

などの整備促進や地方鉄道に対する支援、農林省では

農業農村整備や大和堆での不法操業対策への要望書

を提出。今後も能登・加賀地区の重要要望にしっかり

と取り組みます。 

その他、水産部会・水産総合調査会・農林水産関係団

体委員会合同会議にて、大和堆での不法操業対策や軽

石の漂着対策について提言。2021 治山・林道のつど

いや消防議員連盟・総会に参加です。 

 

25日（木） 自民党県選出国会議員が揃って顔

合わせ、衆議院選挙後の総括です。 

 

自民党県選出国会議員が揃って顔合わせ、衆議院選挙

後の総括です。終了後に税制改正に向け、石川県青色

申告会より税制改正に向けた要望を受け賜りました。 

次に半島振興対策促進大会へ、向出県議会議長や中西

副知事が代表してのご挨拶や進行役を務められまし

た。 

明日の第 65 回町村議会議長全国大会に参加の為、酒

元能登議会議長、中川内灘議会議長、角井津幡町議会

議長、作間中能登町議会議長の皆さんが表敬訪問です。 

最後に全国町村議会議長会代表者との懇談会へ、石川

県代表として酒元県町村議町会会長が参加でした。 

 

27日（土） 宏池会定例会 

 

宏池会定例会に参加です。終了後、若手一人一人から

近況を聞いて下さる岸田総理に改めて感謝致します。

総理になっても「聞く力」は健在です。 
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28日（日） 国道 249号 輪島バイパス(宅田町

～小伊勢町間)起工式に参加 

 

早朝より山王奉賛会の初詣の準備に立ち寄りました。

来週には師走に入り、激動の一年に想いを馳せました。

本日は穴水町や輪島市にて街頭活動を行い、選挙並み

に多くの皆様から激励を頂き感謝致します。また、一

般国道 249 号 輪島バイパス(宅田町～小伊勢町間)起

工式に参加でした。今日は最終新幹線で上京、明日か

ら忙しい日々が始まります。 

 

29日（月） 税制改正に向けて各種議連や部会、

委員会に参加 

 

前夜、最終新幹線で上京。 

午前より税制改正に向けて各種議連や部会、委員会に

参加でした。 

自動車議員連盟総会、地方税勉強会、国土交通部会税

制勉強会、税制調査会 小委員会へ‼︎ 

また、同派閥先輩の衆議院議員 上川陽子政経セミナ

ーに参加でした。 

 

30日（火） 宮橋小松市長が議員会館へお立ち

寄り頂きました 

 

宮橋小松市長が議員会館へお立ち寄り頂きました。 

県議時代から県連青年局で一緒に活動した事を懐か

しく、これからも小松市政発展の為にご尽力下さい。 

本日も税制改正に向けた議連や部会、委員会に参加。

また、関係省庁や団体のレクです。 

 


