自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二

1 日（水） 本日から師走です
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課題について意見交換です。その他、部会や議連、派
閥、関係省庁からのレクなど対応でした。
来週からいよいよ臨時国会が開かれ与党自民党が取
りまとめた経済対策に対し本格論戦が始まります。

3 日（金） 来週からの臨時国会開会に向けて、自
身の所属が決定いたしました。

本日から師走です。今年もあっという間の一年でした。
お支え頂く皆様に改めて感謝申し上げます。
税制改正に向けた各種団体からの要望や部会、議連、
省庁からのレクです。JF 石川 笹原組合長を始め、役
員の皆様で、燃油高騰に対する支援など要望を聴取。
また、海運・造船対策特別委員会、海事立国推進議員
連盟合同会議に参加。海上保安議員連盟にて大和堆で
の不法操業への対策強化のついて提言です。

本日、来週からの臨時国会開会に向けて、自身の所属
が決定いたしました。

2 日（木） 本日は燃料価格高騰経営危機突破総
決起大会に参加

国会対策委員の立場から衆議院法務委員会、厚生労働
委員会、議院運営委員会、原子力特別委員会、東日本
大震災復興特別委員会、政治倫理審査会を拝命です。
来週から想像を絶する国会日程がスタートします。何
とか頑張って参ります。
水産基本政策委員会、総務会、税制調査会 小委員会
に参加です。

本日は燃料価格高騰経営危機突破総決起大会に参加。
トラック、バス、タクシー団体からの燃油高騰支援協
力要請について一致結束致しました。
税制調査会

小委員会にて国交部会として新築住宅

取得に係る税制支援の継続について提言です。
また、石川県農業会議 要請活動に参加。地域の要望
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4 日（土） 県政懇談会に参加
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感を持って取り組みます。

6 日（月） 第 207 回臨時国会が召集

県政懇談会に参加です。自民党県選出各国会議員から
県政の諸課題について谷本知事と懇談、谷本知事より
28 年間県政を振り返っての思いを熱く伺いました。そ

本日、第 207 回臨時国会が召集され、岸田文雄内閣総

の後、かほく市みずほ地区区長会の皆さんと懇談の機

理大臣が衆参本会議にて所信表明演説を行い、新型コ

会を頂きました。

ロナウイルス対策として「3 回目のワクチン接種の出
来るだけの前倒し」と「最悪の事態を想定したオミク

5 日（日） のと里山海道四車線化(上棚ゆずりレ
ーン南伸)完成式に参加です

ロン株の水際対策強化」を明言。今国会のコロナ対策
や経済再生対策の早期成立を目指します。
また、早朝より国対正副会議に引き続き国対委員会へ
‼︎ 議会日程及び今国会提出法案を説明聴取。本会議、
原子力問題調査特別委員会、 東日本大震災復興特別
委員会が開かれました。次に開会を宣言される天皇陛
下を国会正門にてお出迎えし、参議院にて天皇陛下か
ら開会を宣言後、お見送り後、本会議にて、岸田総理
より所信表明演説でした。

のと里山海道四車線化(上棚ゆずりレーン南伸)完成式
に参加です。金沢〜能登間が安全性と利便性が更に向
上します。
また、志賀町・かほく市で街頭活動です。夕方にかけ
て本当に寒くなりましたね。その後、最終新幹線で上
京です。明日から臨時国会開会です。過去最大級 56 兆
円の経済対策を盛り込んだ早期予算成立に向け、緊張
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7 日（火） 靖國神社に参拝する国会議員の会に
参加
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会、本会議代表質問、宮沢洋一君を励ます会に参
加

みんなで靖國神社に参拝する国会議員の会に参加で
す。
コロナ禍で 2 年ぶりに行われ、
同僚議員と共に 246

本日は早朝より石川県国会議員の会、 国対正副会議、

万 6 千の英霊の御霊に哀悼の意を捧げてまいりました。

議院運営委員会・事前打ち合わせ、宏池会例会、本会
議代表質問(所要 3:20)、宮沢洋一君を励ます会に参加。

8 日（水） かほく市・中能登商工会の皆さんが繊
維総合見本市に出店

来週から予算委員会の論戦が始まります。
また、国会日程の合間に東京ビックサイト「中小企業
新ものづくり・新サービス展」に出展している県内企
業を視察でした。

10 日（金） 朝、自民党総務会、国対正副会議終
了後、午前中の新幹線で金沢へ‼︎

国会日程の合間に、かほく市・中能登商工会の皆さん
が繊維総合見本市に出店の為、東京国際フォーラムに
来ました。コロナ禍で 2 年ぶりの開催でいつもより多
くの関係者がご来場との事です。これからも応援致し
ます。
朝、自民党総務会、国対正副会議終了後、午前中の新

9 日（木） 石川県国会議員の会、 国対正副会
議、議院運営委員会・事前打ち合わせ、宏池会例

幹線で金沢へ‼︎
夕方、自民党県連青年局長・青年部長合同会議に久し
ぶりに参加です。10 年前、青年局長として就任時の事
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を懐かしく振り返り、衆院選での多くの応援に改めて

12 日（日） 第 4 回 のとルネ 100 人女子会㏌

感謝致します。

NANAO2021 に参加

11 日（土） 中能登町にて酒米奉納醸造祭に参
加

第 4 回 のとルネ 100 人女子会㏌ NANAO2021 に参加
です。
女性市議町議から提案のあったテーマをテーブル毎
本日は中能登町にて酒米奉納醸造祭に参加。中能登町

に意見交換され、観光や教育問題、女性議員を増やす

は古くからどぶろくに縁があり、全国 8 万社の神社の

など様々な意見を伺う事が出来ました。

中で 30 社がどぶろくの醸造の指定を受け、その内 3

また、午前中に石川県理学療法士連盟企画 政策研修

社が中能登町内神社です。また、どぶろく特区にされ、

会、zoom にて参加です。明日の朝一の国会日程の為、

地域活性化の一役を担っています。皆さんも織姫の里

夕方、のと里山空港にて上京です。引き続き、緊張感

でお買い求め下さい。

を持って取り組みます。

また、アルプラザ前にて街頭活動です。多くの皆様の

13 日（月） 国会対策正副会議終了後、本日・明
日と衆議院予算委員会が始まります

激励に感謝致します。夕方には中能登柔道教室納会に
参加です。礼儀正しく、頑張る子供達をこれからも全
力で応援致します。

早朝、国会対策正副会議終了後、本日・明日と衆議院
予算委員会が始まります。合計 14 時間の予算審議を
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15 日（水） 2021 年度補正予算案が衆議院本
会議で自民・公明与党の賛成多数で(立憲民主、
共産などの野党の反対)可決

二日間にかけて行われます。
午後より第 5 回伝建にぎわい推進議員連盟、 石川県
遺族会連合会より県選出国会議員へ要望、ドクターヘ
リ推進議員連盟 総会、 防衛省・内閣官房よりレクで
す。

14 日（火） 水産庁より令和４年度水産関係予
算案について説明聴取

本日は 2021 年度補正予算案が衆議院本会議で自民・
公明与党の賛成多数で(立憲民主、共産などの野党の
反対)可決され、衆議院を通過しました。コロナ影響を
水産庁より令和４年度水産関係予算案について説明

受けた経済対策が柱で一般会計の歳出総額は 35 兆

聴取。外国漁船対策として補正も含め 199 億円を計上

9695 億円に上り、参議院で審議され 20 日の成立を目

予定。取締船や人員の増強し、大和堆取締を強化に対

指します。

する御礼と引き続き、関係省庁連携しての対策強化を

本日は他に、デジタル社会推進本部、畜産・酪農対策

改めて要請です。

委員会、国対正副会議、国会対策委員会、農林水産関

本日は下記の通り部会や議連、関係省庁のレク対応で

係団体委員会役員会、衆議院予算委員会、デジタル庁

す。水産部会・水産総合調査会合同会議、 国対正副会

犬童審議官レク、議運事前打合せ・議院運営委員会、

議、自民党畜産振興議連総会、自民党総務会、整備新

衆議院本会議、衆議院議員

幹線等鉄道調査会・鉄道議員連盟合同会議、予算委員

加でした。

会

応援（4 時間）
、国会見学対応、水産庁レク、以上

です。
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16 日（木） 珠洲市議会の皆さんが議員会館に
来訪頂きました。
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です。携帯の不感地帯解消やマイナンバーカードの活
用、5G による医療の高度化や各種産業の効率化によ
る人手不足解消など様々な分野においてのデジタル
化が欠かせません。国民が置き去りにならないデジタ
ル化の推進に取り組んで参ります。
本日は他に、国土交通部会、国会対策正副会議、地方
議会の課題に関する PT、自民党総務会、総務部会関
連・消防議員連盟合同会議、自民党農村基盤整備議員
連盟 総会、法務省 出入国管理課レクでした。日程
が終了後地元に帰りますが、今週末は寒波到来です。
皆様も是非お気を付け下さい。

21 日（火） 新型コロナウイルスの影響を受けた
人などへの支援策や経済対策を盛り込んだ政府
の今年度の補正予算案成立

珠洲市議会の皆さんが議員会館に来訪頂きました。2
年ぶりの上京で、早速、珠洲市の重要要望について陳
情を頂きました。明日は「地方におけるデジタル化の
整備等について」関係省庁からの勉強会に共に参加で
す。
本日は総合農林政策調査会・農林部会・農政推進協議
会合同会議、国会対策正副委員長会議、無人航空機普
及・利用促進議員連盟 総会、宏池会定例会、 珠洲市
議会陳情要望、石川県弁護士会 塩梅会長より選択的
夫婦別姓について要望でした。

17 日（金） 珠洲市議会の皆さんと共に「地方に
おけるデジタル化について」の整備等の勉強会
に参加
昨日、新型コロナウイルスの影響を受けた人などへの
支援策や経済対策を盛り込んだ政府の今年度の補正
予算案は、一般会計の総額が 35 兆 9800 億円余りと補
正予算としては過去最大となり、18 歳以下への 10 万
円相当の給付費用の一部や、売り上げが大きく減った
事業者を支援する経費などが計上され、本日、参議院
本会議でも可決、成立しました。
また、所属委員会にて閉会中審査の取り扱いについて
審議後、衆参議院本会議にて閉会しました。
その他、パラダイムシフト研究会 設立総会、法務委
昨日に引き続き、珠洲市議会の皆さんと共に「地方に

員会、国対正副会議、厚労委員会、原子力特別委員会、

おけるデジタル化について」の整備等の勉強会に参加

東日本復興特別委員会、議運事前打ち合わせ・議院運
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営委員会、 金沢開発協議会・金沢港整備促進期成同盟

宏池会在京懇談会にて岸田総理が参加です。岸田会長

会、衆議院本会議、畜産・酪農対策委員会、労働保険

より今年は宏池会にとって大きな節目として総理総

特別会計についてレク、総合農林政策調査会・農林部

裁派閥になり皆様の多くのご協力、お支えのおかげで

会・農地政策検討委員会合同会議、新型コロナウイル

あります。年を明けて新しい資本主義、デジタル田園

ス等感染症対策本部 感染症法等ＰＴ、自民党総務会

都市国家構想、令和版所得倍増、こうした政策を結び

に参加でした。

つける為、国民の皆様の幸せに繋がる様に取り組む事
を誓い合いました。

22 日（水） 山野金沢市長、久保市議会議長が来
訪

その他、国道 415 号整備促進の為、国土交通省へ岸羽
咋市長と林氷見市長と共に陳情同行後に会館に来訪
頂きました。引き続き、応援して参ります。また、輪
島市議会自民わじまの皆さんが要望の為、来訪です。

本日は金沢福光道路整備促進期成同盟会・東部環状道

24 日（金） クリスマスイブに自身の企業後援会
を開催

路建設促進協議会 要望にて山野金沢市長、久保市議
会議長が来訪です。
その他、自民党国土交通部会にて来年度予算に向けて
説明聴取。土地家屋調査士制度改革推進議連 総会に
参加。国土交通省来年度予算についてレク。新型コロ
ナウイルス等感染症対策本部

特措法ＰＴに参加で

した。

23 日（木） 宏池会在京懇談会にて岸田総理が
参加

クリスマスイブに自身の企業後援会を開催。多くの皆
様にお越し頂き感謝致します。これからも地域経済の
発展の為に尽力致します。
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25 日（土） 津幡町笠池ケ原地区のため池崩落
現場を視察です

27 日（月） 早朝、七尾倫理法人会に参加後、七
尾市内にてドライバーの皆様にご挨拶です

津幡町笠池ケ原地区のため池崩落現場を視察です。早
期復旧に向け関係の皆様と共に取り組みます。

26 日（日） 能登町での懇談会を終えて、街頭活
動や挨拶回りです

昨日からの寒波で一気に冬の様相です。本日は能登町
での懇談会を終えて、街頭活動や挨拶回りです。皆さ
ん気を付けてお過ごし下さい。
早朝、七尾倫理法人会に参加後、七尾市内にてドライ
バーの皆様にご挨拶です。何人かの歩行中の皆さんに
も声を掛けて頂き、寒さも吹き飛びます。引き続き、
年末年始も街頭活動を頑張ります。
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29 日（水） 内灘町を皮切りに(津幡町、かほく
市、宝達志水町、羽咋市、中能登町、志賀町)2 市
5 町計 10 ヶ所で街頭活動です。

28 日（火） 小丸山公園下にてご通行中の皆様
に朝のご挨拶・街頭活動です。

本日は小丸山公園下にてご通行中の皆様に朝のご挨
拶・街頭活動です。1 時間程度の間で天候も急変しま
したが、多くの皆様に元気を頂きました。午後から金
沢でのマスコミ対応や石川護国神社に立ち寄り参拝
です。県内についても思いの外、積雪も落ち着いてい
ますが、年末年始、寒波に対する警戒も怠らずにお過
ごし下さい。

本日は内灘町を皮切りに(津幡町、かほく市、宝達志水
町、羽咋市、中能登町、志賀町)2 市 5 町計 10 ヶ所で
街頭活動です。途中、風雨に中で傘が飛ばされそうに
なりながら、各市町において今年最後となる街頭活動
です。本当にお世話になりありがとうございました。
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30 日（木） 珠洲市を皮切りに能登町、輪島市、
穴水町の奥能登 2 市 2 町にて昨日と同様の計
10 ヶ所で街頭活動です

本日は珠洲市を皮切りに能登町、輪島市、穴水町の奥
能登 2 市 2 町にて昨日と同様の計 10 ヶ所で街頭活動
です。昨日よりも温暖でしたが、夕方には雪に変わり
冷え込んでまいりました。各市町において今年最後と
なる街頭活動でしたが、今日も多くの皆さんより激励
を頂きました。感謝致します。本年は本当にお世話に
なりありがとうございました。来年も引き続き、よろ
しくお願いします。
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