自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二

2022 年 2 月活動報告

1 日（火） 自民党中央政治大学院 第 3 期「ま
なびと塾」に参加

2 日（水） 新型コロナ感染症対策や内外の諸情
勢について質疑です

夕方，党本部にて 2 期生を対象とした自民党中央政治

衆議院予算委員会が行われ、新型コロナ感染症対策や

大学院 第 3 期「まなびと塾」に参加。岸田総裁が掲

内外の諸情勢について質疑です。終日、国会対策応援

げる「新しい時代を皆さんとともに」を実現するため

部隊として予算委員会に張り付きです。週末は寒波の

に「新しい時代の国家ビジョン―幸福度世界一の国へ」

様相ですので安全運転に気をつけて下さい。

と題して、コロナで社会が変容した今、幸福度向上の

3 日（木） 本日も早朝より国会対策正副会議に
参加です。

ために政治は何ができるのかをテーマに、参加議員１
人１人が自分の考えを発言し議論する講座でした。オ
ンラインで 100 名を超える塾生も参加に中、14 名の
同期の様々な幸福に対する意見で和気藹々とした有
意義な懇談でした。
その他、衆議院国会対策正副会議に続き、国会対策委
員会にて法案説明聴取、
総務会に引き続き、議運前打合せ・議院運営委員会、
衆議院本会議(2 時間)自民党中央政治大学院 第 3 期
「まなびと塾」に参加でした。

本日も早朝より国会対策正副会議に参加です。引き続
き、党本部にて総合農林政策調査会・農林部会合同会
議へ‼︎
次に議員会館にて内閣府地方創生担当より特区改正
法案について説明聴取です。
昼に宏池会定例会に参加。岸田会長の代わりに林座長
(外務大臣)より挨拶頂き、総務会での報告を終え、議
院運営委員会、国対等の為、衆議院へ‼︎
また、党本部に戻り地方組織・議員総局役員会に参加
後、会館事務所にて 3 区市町首長連絡、ワクチンの接
種状況などや課題などを報告頂きました。
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7 日（月） 令和 4 年度予算成立に緊張感を持っ
て取り組みます

5 日（土） 来たる石川知事選挙に向け、山田し
ゅうじ後援会発足式に参加です

衆議院予算委員会に国会対策として終日、張り付きで
来たる石川知事選挙に向け、山田しゅうじ後援会発足

す。与野党審議もいよいよ大詰めに差し掛かり、15 日

式に参加です。引き続き、自民党石川県連の総務会で

の中央公聴会を終えれば、いよいよ衆議院通過の見通

4 月に実施される参議院補欠選挙の候補者に宮本周司

しも見えてきます。引き続き、1 日も早い令和 4 年度

さんが全国比例から石川選挙区にくら替え選挙の候

予算成立に緊張感を持って取り組みます。

補者として了承されました。また、志賀町で行われた

8 日（火） ウクライナを巡る憂慮すべき状況の
改善を求める決議案が賛成多数で可決

山田しゅうじ後援会結成大会に参加しました。週末・
週明け寒波が予想されますが、是非、お気を付け下さ
い。皆様の応援よろしくお願いします。

本日は衆議院本会議にてウクライナを巡る憂慮すべ
き状況の改善を求める決議案が賛成多数で可決され、
山本太郎れいわ代表のみが反対でした。国際情勢の観
点から国会としても結束が不可欠です。
本日は毎朝の国会対策正副会議に引き続き、国会対策
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委員会にて政府法案説明聴取です。また、衆議院予算

県の多くも、同日までの延長の見通しです。

委員会、議会運営委員会に参加。議員会館にて内閣府

本日は総合農林政策調査会・農林部会合同会議、国会

より地方分権一括法案について説明聴取です。午後か

対策正副会議に参加。衆議院予算委員会への応援。昼

ら衆議院本会議に参加しました。終了後に東京ビック

に宏池会例会に Web にて参加。議院運営委員会にて

サイトで毎年おこなわれているギフトショー2022 に

山際新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣への与野

視察です。

党会派質疑終了後、議員会館にて水産庁・外務省・消
費者庁より法案等説明聴取でした。

8 日（火） 東京ビックサイトで毎年行われてい
るギフトショー2022 に視察です。

東京でも夕方から雪模様です。石川から比べれば然程
でもありませんが、気を付けます。

11 日（金） 盛山正仁衆議院議員(兵庫 1 区)が
石川県知事選の応援に来県頂きました

本日、衆議院本会議終了後に東京ビックサイトで毎年
行われているギフトショー2022 に視察です。
本県からは石川県繊維協会の他、かほく市商工会のブ
ースに伺いました。明後日まで 3 日間の開催です。コ

山田候補と東大同級生の盛山正仁衆議院議員(兵庫 1

ロナに負けず頑張って下さい。

区)が石川県知事選の応援に来県頂きました。私の所属
する宏池会の先輩議員で、日頃から国会対策でご指導

10 日（木） 新型コロナウイルス対策で各地に
適用する「まん延防止等重点措置」の延長が決定

を頂いております。盛山議員からは「山田候補は同級
生から見ても誠実で、頼り甲斐があり、面倒見の良い
人柄」を紹介。山田候補に心温まる激励を頂きました。
引き続きの応援をよろしくお願いします。

新型コロナウイルス対策で各地に適用する「まん延防
止等重点措置」の延長が決まり、13 都県の新たな期限
は 3/6、高知県も追加適用されます。他の対象 22 道府
3

自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二

2022 年 2 月活動報告

12 日（土） 石川県知事選にて山田しゅうじ候補
と輪島市門前地区や穴水町へ訪問

14 日（月） 鉄道議連・バス議連合同総会に参
加

石川県知事選にて山田しゅうじ候補と輪島市門前地

週末の山田修路候補の応援を終え、昨日深夜、宿舎に

区や穴水町へ訪問し、挨拶回りや街頭集会に参加しま

到着です。

した。多くの皆様からの激励に感謝致します。引き続

朝一の国会対策正副会議を終え、本日も衆議院予算委

き、応援よろしくお願いします。

員会集中審議で国会対策の応援で午前中は委員会に
張り付きです。

13 日（日） 焼田県議や津幡町議の皆さんの先
導で山田候補夫人と共に津幡町へ挨拶回りです

午後、議員会館にて厚労省・法務省・内閣府より法案
の説明聴取です。夕方に鉄道議連・バス議連合同総会
に参加です。人口減少やコロナ禍において鉄道やバス
事業者への路線の維持や経営安定の為の支援対策は
持続可能な交通・物流体系の構築向けて、今後とも取
り組んで参ります。

15 日（火） 2 週間ぶりに開かれた自民党総務
会に参加

本日は焼田県議や津幡町議の皆さんの先導で山田候
補夫人と共に津幡町へ挨拶回りです。また、夕方に自
民党中島支部総会にて山田候補の県知事選への推薦
が決議されました。
これから明日の国会に備え最終新幹線で上京します。
皆様の応援よろしくお願いします。
2 週間ぶりに開かれた自民党総務会に参加です。総務
会は自民党の最終の意思決定機関で政府の重要法案
が党の関連部会や政務調査会の審議を終え、総務会に
諮られて全会一致の了承で国会の審議に進む事にな
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19 日（土） 日程の合間に津幡町にて街頭活動
です

ります。
茂木幹事長より衆議院予算委員会の審議内容やオミ
クロン株の感染状況、水際対策の段階的な緩和の対応、
経済社会体制の機動的な対応、ウクライナ問題などの
報告がなされました。
本日は、朝一で党本部で国土交通部会の法案説明に参
加です。引き続き、議連や国会対策正副会議に参加。
終了後に関係省庁から法案レク。2 週間ぶりの自民党
総務会に参加。後は議員会館にて予算委員会公聴会を
院内放送で聴取や執務でした。

17 日（木） 予算委員会分科会が行われ、関係
省庁に対する質疑が行われました

日程の合間に津幡町にて街頭活動です。また、輪島市
においても広報車に合流し、山田修路候補の応援です。
引き続き、よろしくお願いします。

昨日から 2 日間、予算委員会分科会が行われ８分科会
に分かれ、関係省庁に対する質疑が行われました。私
は農林水産・国土交通・環境の希望でしたが、若手、

19 日（土） 山田候補本人と羽咋市へ挨拶回り
です

野党議員が優先で今回は質疑の機会が叶いませんで
したが、これから始まる各常任・特別委員会で引き続
き、取り組んでまいります。
本日も朝の国会対策正副会議に始まり、内閣府・金融
庁・経済産業省レクです。昼に宏池会リモート例会に
参加後、総合農林政策調査会・農林部会合同会議に引
き続き、棚田支援に関するプロジェクトチームに参加。
夕方に国土交通部会に次いで、漆＝japan 研究会第８
回総会では地元輪島塗や七尾仏壇のコロナ禍での支
援対策や販売促進、材料費の高騰、後継者育成などの
提言でした。

昨日、北陸新幹線最終便で深夜に金沢へ到着でした。
午前中に山田候補本人と羽咋市へ挨拶回りです。昼に
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津幡町にて山田候補のお兄さんと共に選対会議に参

予算案は昨年の臨時国会で成立した令和 3 年度補正予

加、午後から山田候補の玲子夫人と共に輪島市にて女

算と一体として、新型コロナウイルス対策に万全を期

性の集いに参加です。皆さん応援よろしくお願いしま

しつつ、
「成長と分配の好循環」による「新しい資本主

す。

義」の実現を図るための予算です。
成長戦略では過去最高の科学技術振興費 1 兆 3788 億

20 日（日） かほく市にて地元中学生から激励
され、元気 100 倍でした

円を確保し、デジタル、グリーン、量子、AI、宇宙、
次世代半導体等の研究開発を促進。デジタル田園都市
国家構想の実現に向けては、地方創生推進交付金 1000
億円のデジタル重点化により、自治体の創意によるデ
ジタル技術の実装等を支援します。
分配戦略では看護・介護・保育等の現場で働く人の収
入引き上げや、成長分野を支える人材育成等に向けた
3 年間で 4000 億円規模の施策パッケージ、下請 G メ
ンの倍増が掲げられています。
予算審議の舞台は参院に移り、同 24・25 日には参院
予算委員会で総理と全閣僚が出席する基本的質疑が

朝から不安定な天候です。挨拶回りを兼ね上京前に、

行われる予定です。自民党は予算の早期成立に全力を

かほく市・内灘町にて街頭活動を行いました。時折、

挙げます。

突風が吹き荒れる中、かほく市にて地元中学生から激

本日は自民党国会対策正副会議、総務会、議院運営委

励され、元気 100 倍でした。月曜の朝一からの国会に

員会打合せ、本会議、若手有志議員と港湾全体に関す

備え、上京です。引き続き、山田候補の応援をよろし

る勉強会、原子力規制に関する特別委員会に参加でし

くお願いします。

た。

22 日（火） 令和 4 年度予算案が自民党・公明
党・国民民主党の賛成多数により可決

24 日（木） 本日、石川県知事選挙告示です

本日、石川県知事選挙告示です。
衆議院本会議において一般会計の総額が 107 兆 5964

石川県知事には“山田しゅうじ”をどうぞ宜しくお願い

億円となる令和 4 年度予算案が自民党・公明党・国民

します。

民主党の賛成多数により可決され、参院に送付されま
した。戦後 2 番目の早さで衆院を通過です。
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27 日（日） 山崎・瀬戸・木戸市議と共に山田候
補の応援の為の街頭活動

令和 4 年度の予算案審議も参議院に論戦が移りました。
一日も早く予算成立に向け取り組みます。また、ウク

早朝からの雨風も静まり、七尾市内において山崎・瀬

ライナ情勢がここへきて急速に事態が緊迫化してき

戸・木戸市議と共に山田候補の応援の為の街頭活動で

ておます。ロシアがウクライナに軍事行動、侵略を本

す。新人議員の皆さんと一緒にフレッシュな気持ちで

格派させた事を受けて、自由民主党としてウクライナ

山田候補の応援です。皆様よろしくお願いします。

問題に対する対策本部を立ち上げ、政府一体となって

28 日（月） 岸田総理がゼレンスキー大統領と
電話会談を行いました

取り組みます。
本日は早朝より国会対策正副会議に引き続き、国会対
策委員会法案説明聴取。総合農林政策調査会・農林部
会合同会議、山村振興特別委員会、自民党総務会、衆
議院法務委員会、厚生労働委員会に参加でした。

26 日（土） 本日は山田候補と志賀町と中能登
町にて終日、応援の為に同行です

岸田総理がゼレンスキー大統領と電話会談を行いま
した。
日本は、ウクライナの主権と領土的一体性に対する確
固たる支持を表明するとともに、祖国と家族を守ろう
と懸命に行動するウクライナ国民と共にあります。
こうした考えに加え、１億ドルの緊急人道支援を行う
本日は山田候補と志賀町と中能登町にて終日、応援の

ことを伝えました。

為に同行です。寒い中にでも多くの皆様に山田候補に

ウクライナ侵略との暴挙に対する制裁を更に強化し

激励を頂きました。感謝致します。石川県知事には「山

ます。ロシア中央銀行との取引制限やベラルーシへの

田しゅうじ」をどうぞ宜しくお願いします。

新たな制裁措置を行うこととしました。
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ウクライナの皆さんとの連帯の意思を更に強固に示
すために、帰国に不安を抱く在留ウクライナ人の方々
の、在留の延長を可能とする措置を取ること致しまし
た。一日でも早く収束できる様に政府与党一丸となっ
て取り組んでまいります。
本日は予算審議も参議院に移り、国会対策正副会議、
厚生労働大臣政務官法案説明、外交部会、内閣部会、
厚生労働部会に参加です。
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