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1日（土） 新年明けましておめでとうございます 

 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は皆様の大きなお支えのお陰で再び国政へ送り

出して頂き誠に感謝致します。コロナ変異株が国内で

徐々に発見され、一部市中感染も心配されますが、

PCR 検査の拡充や 3 回目のワクチン接種の前倒し、

治療薬の実用化に向け、政府一丸となって感染対策防

止や地域を元気にする経済対策について取り組んで

参ります。寒波襲来の中、皆様にはお気を付け頂き、

穏やかな新年をお迎え下さい。本年もよろしくお願い

します。 

 

1日（土） 七尾市内(藤野・小島西部交差点)に

て新年の街頭活動、始動開始です。 

 

明けましておめでとうございます。七尾市内(藤野・小

島西部交差点)にて新年の街頭活動、始動開始です。 

 

2日（日） 本日は初詣後に羽咋市，中能登町・七

尾市にて新年の街頭活動です。 

 

本日は初詣後に羽咋市，中能登町・七尾市にて新年の
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街頭活動です。寒風の中ではありますが通行中の皆様

からの激励に気合いが入り寒さも吹き飛びました。明

日も頑張ります。 

 

3日（月） 私の選挙の氏神様である大地主神社

(山王神社)に参拝です。 

 

本日は私の選挙の氏神様である大地主神社(山王神社)

に参拝です。昨年も大変お世話になりました。午後か

ら志賀町・宝達志水町にて街頭活動です。 

 

4日（火） 今日から仕事始めです 

 

今日から仕事始めです。今年もよろしくお願いします。

本日は輪島市役所前にて少し吹雪気味の中での街頭

活動を終え、輪島市新年祝賀名刺交換会に参加です。

引き続き、昼に穴水での新年会を終え、北國新聞本社

挨拶の為に金沢へ‼︎ その後，団体訪問，弔問、羽咋市

経済団体合同新年互礼会に参加。最後に和倉温泉での

新年会で締めくくりでした。 

 

5日（水） 珠洲商工会議所新年会互礼会に参加

です 

 

珠洲商工会議所新年会互礼会に参加です。歴代市長の

顔並べは大変な威厳でした。終了後、珠洲市内にて街

頭活動です。皆さんくれぐれも雪道にはお気を付け下

さい。 

6日（木） 宝達志水町新年互礼会に参加です 

 

本日は大変朝が冷え込み、逆に日中はポカポカ陽気で

した。また、逆に首都圏が雪に見舞われ、稀な降雪に

大混乱との報道も‼︎ 

また、今日は宝達志水町新年互礼会に参加です。商工

会と行政との合同の開催で、その後、挨拶回りや街頭

活動を宝達志水町、羽咋市，中能登町にて行いました。 
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8日（土） 七尾市消防団出初式に参加です 

 

本日は七尾市消防団出初式に参加です。その後、七尾

市文化協会表彰式新春のつどいに挨拶終了後、直ちに

金沢へ移動、自民党県連役員会へ‼︎ 次期知事選にて

自民党石川県連として馳，山田両候補の支持を決定で

す。また、内灘町・かほく市にて街頭活動でした。 

 

9日（日） 中能登町消防出初式に参加です 

 

中能登町消防出初式に参加です。日頃から地域防災の

要としてご尽力頂く消防団の皆様に感謝致します。式

典後、みぞれが降り注ぐ中、裸放水で頑張る団員後ろ

姿に感動です。風邪を引かない様にお大事にして下さ

い。 

 

9日（日） 七尾市成人式に参加です 

 

七尾市成人式に参加です。 

新成人の皆様、誠におめでとうございます。同じく長

女も成人を迎え我が家にとってもお祝いの日であり

ました。コロナ禍で家族が会場に入れない中、来賓と

親の立場を代表して祝辞です。皆様の輝かしい前途を

心から期待し応援いたします。ふるさとに誇りを持ち

これからも頑張って下さい。 

 

9日（日） 羽咋市成人式に参加です 

 

羽咋市成人式に参加です。新成人の皆様おめでとうご
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ざいます。 

皆さんの輝かしい前途に心から期待をし、応援致しま

す。ふるさとに誇りを持ちこれからも頑張って下さい。 

 

9日（日） 羽咋市・中能登町・七尾市にて街頭活

動です。 

 

成人式の式典が終了後、羽咋市・中能登町・七尾市に

て街頭活動です。 

新成人の皆さんの輝かしい前途に心から期待をし、応

援致します。ふるさとに誇りを持ちこれからも頑張っ

て下さい。 

 

10日（月） 穴水町甲地区の左義長の神事にお

邪魔しました。  

 

穴水町甲地区の左義長の神事にお邪魔しました。正月

飾りを燃やして一年の無病息災を願う伝統行事で、各

地域で正月後の風物詩として行われますね。 

また，次期穴水町長選挙に立候補予定者で友人の吉村

こうき後援会結成大会に激励に参加です。皆様の力強

いご支援をよろしくお願いします。 

終了後、穴水町ショッピングセンター前にて街頭活動

です。昨日も穴水町で成人式を迎えられた皆さんおめ

でとうございます。生まれ育った地域に誇りを持って

輝かしい未来に向かって頑張って下さい。 

 

 

 

11日（火） 七尾事務所に石川県年金協会の皆

さんが要望の為、来訪頂きました 

 

本日は七尾事務所に石川県年金協会の皆さんが要望

の為、来訪頂きました。団体皆様のご要望に寄り添え
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る様に尽力致します。 

これから珠洲市へ表敬訪問です。 

 

12日（水） 新年のご挨拶で奥能登 2市 2町並

びに羽咋郡市へ行政訪問です  

 

新年のご挨拶で奥能登 2市 2町並びに羽咋郡市へ行政

訪問です。また，自民党輪島・能登両支部より次期知

事選挙に向け支援要請への嘆願書を頂きました。熟慮

致します。 

 

13日（木） 令和 4年度通常国会に向けて衆議

院議員運営委員会に出席です 

 

本年，初上京です。17 日から始まる令和 4 年度通常国

会に向けて衆議院議員運営委員会に出席です。終了後、

国会対策正副委員長会議に参加。引き続き、宏池会在

京議員懇談会に参加です。岸田総理も出席で派閥での

念頭のご挨拶です。 

また、久しぶりの上京の為、財務省・厚生労働省・国

土交通省からのレクチャー続きです。夕方，地元へ戻

ります。 

 

14日（金） 大地主神社(山王神社)の左義長に

立ち寄りました  

 

本日は私の選挙の氏神様である大地主神社(山王神社)

の左義長に立ち寄りました。数多くのお札や正月飾り

などが持ち込まれ、書初めが天高く燃え上がる景色に

風情を感じます。奉賛会の皆さんのお世話に感謝しま

す。 

 

14日（金） 津幡町・かほく市・内灘町へ行政訪

問です  

 

津幡町・かほく市・内灘町へ行政訪問です。その合間
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に津幡町・かほく市にて街頭活動です。皆さん安全運

転にお気を付け下さい。 

 

15日（土） 自民党津幡・かほく・内灘各支部長

より知事選への支援要請に対する嘆願書を頂き

ました  

 

本日は自民党津幡・かほく・内灘各支部長より知事選

への支援要請に対する嘆願書を頂きました。その後、

内灘町・かほく市にて街頭活動を行いました。 

夜、先の衆議院で共に連携協力で共に戦った友党公明

党の新春能登総支部大会に参加です。17 日から通常国

会が開会します。緊張感を持って取り組みます。 

 

16日（日） 能登町宇出津酒垂神社左義長神事

に参加です  

 

本日は能登町宇出津酒垂神社左義長神事に参加です。

氏子の若衆のみなさんが賑々しくお世話され、今年の

コロナ禍での無病息災を祈願です。 

茶谷七尾市長後援会事務所へ表敬訪問です。能登地域

の諸課題について意見交換です。 

終日、雨模様でしたが、時折の晴れ間で七尾・羽咋市

内にて街頭活動。多くの皆様からの激励に感謝します。 

最後に石川県体育協会新年互礼会に参加です。来年か

らは、名称も変わり石川県スポーツ協会として新スタ

ートです。今年も各種競技団体の皆様のご活躍に期待

します。 

終了後、直ちに明日の通常国会開会に向けて上京です。

150 日に渡る長丁場の国会でコロナ対策や経済支援対

策など令和 4年度の予算成立に向けて全力で取り組み

ます。 

 

17日（月） 天皇陛下をお迎えして 208回通常

国会が開会です  

 

天皇陛下をお迎えして 208 回通常国会が開会です。コ

ロナ禍の為、昨年に引き続き、和装は自粛でしたが，

来年こそは全員で揃えたいですね。 

また，自民党本部にて両議員総会が行われ、海部俊樹

前総裁のご逝去に黙祷を捧げ、岸田総裁より通常国会

に向けて決意を表明です。 

今通常国会は 150 日間、政府提出は法案 58 本、条約

７件でコロナ感染対策や経済支援、北朝鮮ミサイル防

衛対策等、早期の令和 4 年度予算成立に向けて緊張感
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を持って取り組みます。 

18日（火） まん延防止等重点措置が 1都 12

県に対し適用を決定  

 
政府はコロナ感染拡大を受け、まん延防止等重点措置

が 1 都 12 県に対し適用を決定。期間を１/21 から２

/13 とする方針を表明。オミクロン株の特徴に対応し

たメリハリの効いた対策を進める方針です。 

本日は海上保安庁の予算概要や警察庁の警察法改正・

サイバー局改正についてレクです。 

その他に国会対策正副会議、総務会、与党・法案説明

に参加。 

また、公共工事品質確保に関する議員連盟総会、自由

民主党薬剤師問題議員懇談会に議連に参加です。 

国会日程で地元に戻れませんでしたが、穴水町長選挙 

初当選の吉村こうき新町長に当選おめでとうござい

ます。お祝い電話をしました。これからは、穴水町政

発展の為にご尽力願います。 

 

 

19日（水） 衆議院本会議にて総理所信表明演

説に対する代表質問が行われました  

 

衆議院本会議にて総理所信表明演説に対する代表質

問が行われ自民党からは梶山幹事長代理、立憲民主党

からは泉代表を含め他、3 氏より論戦開始、所要時間

は 3 時間でした。 

本日は午前中、通例の国会対策正副会議，国土交通部

会、議運事前打合せ・議院運営委員会、都市公園緑地

対策特別委員会に参加です。 

午後から衆議院本会議代表質問、防衛省政策局長より

予算関連法案レク、会館にて執務です。 

 

20日（木） 小泉進次郎前環境大臣より「環境が

成長戦略になる時代」として講演を聴取  

 

衆議院本会議にて岸田総理所信表明演説に対する代

表質問２日目、日本維新の会・公明党・国民民主党・

共産党の順に質疑(3 時間半)が行われました。来週か

ら衆参にて予算委員会の審議に移ります。 

本日は朝、自民党本部にて競争政策調査会・中小企業・
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小規模事業者政策調査会 合同会議、国会対策正副会

議、議運事前打合せ・議院運営委員会、 宏池会例会、 

本会議会館にて傍聴、総務省電波局・デジタル庁レク、

最後に畦元将吾衆議院議員政経フォーラムに参加で

した。小泉進次郎前環境大臣より「環境が成長戦略に

なる時代」として講演を聴取です。カーボンニュート

ラルの推進が能登地域にとって環境での成長戦略に

なり得る様に取り組みます。 

 

21日（金） 自民党本部にて災害対策特別委員

会 豪雪地帯対策に関する PTに参加  

 

朝、自民党本部にて災害対策特別委員会 豪雪地帯対

策に関する PT に参加後、国会対策正副会議へ‼︎ 水産

庁・財務省よりレクです。その後、北陸新幹線で帰省

です。 

七尾に到着して，直ちに 2 ヶ所で街頭活動，弔問でし

た。 

 

22日（土） 自民党石川県連役員会が開かれ、

3/13知事選挙にて、馳、山田の両氏の支持を

確認  

 

自民党石川県連役員会が開かれ、3/13 知事選挙にて、

馳、山田の両氏の支持を確認，4/24 参議院補選に宮本

周司参議院議員(全国比例)へ出馬要請です。 

終了後、山田候補後援会事務所にて不破・橋本両県議

と共に必勝を誓いました。 

また，内灘町・羽咋市にて街頭活動でした。 
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23日（日） 宮下県議と共に輪島市門前地区に

て街頭活動  

 

午前中に宮下県議と共に輪島市門前地区にて街頭活

動を行い、順次、輪島市洲衛、かほく市、津幡町にて

活動、明日からの衆議院予算委員会に備え金沢から北

陸新幹線かがやきで上京です。 

 

24日（月） 「まん延防止等重点措置」に新たに

石川県を含めた１８道府県を追加する意向を表

明  

 
岸田文雄首相は、新型コロナウイルスの変異の感染急

拡大を受け、緊急事態宣言に準じた対策が可能となる

「まん延防止等重点措置」に新たに石川県を含めた１

８道府県を追加する意向を表明しました。 

また、本日から衆議院予算委員会が行われ与野党から

7 時間の集中審議です。今日を含め 3 日間の審議です。

緊張感を持って取り組みます。 

 

25日（火） 北朝鮮が巡航ミサイルを 2発発射  

 

北朝鮮が巡航ミサイルを 2 発発射、今年に入り 5 回目

となり、地元漁業者にとっても大変な脅威になり、引

き続き、関係当局と連携して警戒監視を行なって参り

ます。 

衆議院予算委員会も 2 日目、新型コロナ対策や 18 歳

以下への１０万円給付など与野党からの質疑(7 時間)

が行われました。 

本日は国会対策正副会議、国対予算委員会対応、自民

党総務会、国土交通省自動車局・総務省貿易局レクで

した。 
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26日（水） 衆議院予算委員会 3日目、本日も

与野党質疑 7時間です  

 

衆議院予算委員会 3 日目、本日も与野党質疑 7 時間で

す。●災害対策特別委員会にて豪雪地域の除排雪の支

援や県境の除雪体制について要請。また、●日本産酒

類振興 PT にて能登杜氏組合の取り組みや能登での産

業を担う人手不足など、若者が醸造に興味を持つ取り

組みについて提言。●漁業漁場漁村整備促進推進議員

連盟総会にて次期漁港漁場長期計画について環境に

変化に適応した漁場生産力の強化で輪島海女漁への

藻場整備など支援要請を各部会や議連にて行いまし

た。 

その他に港湾議員連盟総会、国土交通部会、国会対策

正副会議、文化庁法案レク、災害対策特別委員会、日

本産酒類振興ＰＴ、漁業漁場漁村整備促進推進議員連

盟総会に参加です。 

 

28日（金） 岸田総理より３回目接種への協力

要請を訴えられました  

 

宏池会例会に参加。岸田総理よりオミクロン株の感染

力は強力であり、感染拡大が続く中、最も効果的な予

防方法はワクチンの３回目接種であると話があり、国

民の皆様へ接種券が届いた際には御自身のためにも、

御家族のためにも、ワクチンの種類よりスピードを優

先して、３回目接種への協力要請を訴えられました。

皆様是非とも、よろしくお願いします。 

 

28日（金） 今週は衆議院予算委員会にて 4日

間 28時間の与野党からの集中審議が行われま

した  

 

今週は衆議院予算委員会にて 4 日間 28 時間の与野党
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からの集中審議が行われました。その他に下記の議連

や会議に参加です。新型コロナウイルスに関するワク

チン対策ＰＴ、国会対策正副会議、国会対策委員会、

衆議院予算委員会、自民党総務会、国土交通省航空局・

内閣府より法案説明レクに参加でした。 

 

29日（土） 本日はパトリアにオープンして間も

ないニトリに立ち寄りました  

 

本日はパトリアにオープンして間もないニトリに立

ち寄りました。市内外から多くの方々が来店している

様で、ドンキに続き、ニトリの出店で更に、次の賑わ

いに繋がる事を期待します。 

また，七尾市・中能登町・志賀町にて街頭活動を行い

ました。多くのドライバーの皆様の激励に感謝致しま

す。引き続き、応援よろしくお願いします。 

 

30日（日） 七尾市では吉村新穴水町長より、か

ほく市では金子市議から激励を頂きました  

 

本日は七尾市内で街頭活動中に、先日、穴水町長選挙

で初当選された吉村新町長より激励に立ち寄って頂

き、また、かほく市では金子市議からも激励を頂きま

した。感謝致します。その他，志賀町富来地区、内灘

町、津幡町 5 ヶ所にて街頭活動を行い、夕方，上京し

て，明日からの国会日程に備えます。引き続き、よろ

しくお願いします。 
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31日（月） 衆議院国会対策正副会議にて国会

日程や情勢、各委員会の進め方など情報共有  

 

衆議院国会対策正副会議にて国会日程や情勢、各委員

会の進め方など情報共有。今週も慌ただしい日々が始

まります。 

午後より衆議院予算委員会集中審議、関係省庁から予

算・法案関連の説明聴取です。今週も頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 


