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1 日（火） ロシアによるウクライナ侵略を非難
する決議案が可決されました。
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また、本日は委員会で承認を受けた法案警察法並びに
雇用保険法等の一部を改正する法律案を衆議院本会
議で質疑が行われました。また、政府から原油価格高
騰に為の抑制対策の拡充が計られる方針です。蔓延防
止等重点措置も 3/21 まで延長となり、様々な厳しい
状況が重なりますが、関連予算の早期成立に向けて取
り組んでまいります。
本日は国会対策正副会議、議院運営委員会、食料産業
政策委員会、関係省庁より法案説明聴取。宏池会例会
リモート、衆議院本会議に参加でした。

ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議案がれ
いわ会派 3 名が反対で、賛成多数で可決されました。
3/2 には参議院において決議案が採決の予定です。
日々、戦況が報道される中で、政府には国際社会と連
携をして迅速かつ、より厳格な制裁措置を含め、邦人、
邦人関係者の救出、難民認定対応も早急に取り組み、
また、価格の高騰への対策を大幅に拡充な措置にも引
き続き、取り組んでまいります。
本日は衆議院法務委員会、国会対策正副会議、国会対
策委員会、自民党総務会、議院運営委員会打合せ、衆

4 日（金） 石川県知事には「山田しゅうじ」をよ
ろしくお願いします

議院本会議、法務委員会、総合農林政策調査会・農林
部会合同会議に参加でした。

3 日（木） 警察法並びに雇用保険法等の一部を
改正する法律案を衆議院本会議で質疑

本日の国会日程終了後、山田候補の応援の為にのと里
山空港から能登入りし、奥能登遊説の最後の能登町宇
出津漁協に合流です。寒い中で多くの皆様にお越し頂
予算審議が衆議院から参議院に移り、各委員会の店開

きました。感謝致します。是非、石川県知事には「山

きが始まりました。私は国会対策の兼ね合いで、厚生

田しゅうじ」をよろしくお願いします。

労働委員会と法務委員会、議院運営委員会に在籍です。
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5 日（土） 山田候補と共に輪島市・穴水町の選
挙遊説に同行
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山田しゅうじ能登町・珠洲市選挙対策事務所に訪問で
す。是非、石川県知事には「山田しゅうじ」を宜しく
お願いします。

7 日（月） 山田しゅうじ候補の七尾市遊説に同
行です

本日は山田候補と共に輪島市・穴水町の選挙遊説に同
行です。寒風の中、20 ヶ所を超える街頭・個人演説会
に多くの皆様にお集まり頂き、ふるさと「のと石川」
に対する山田候補の熱い“おもい”を訴えました。残り
1 週間「山田しゅうじ」をどうぞ宜しくお願いします。

山田しゅうじ候補の七尾市遊説に同行です。市内各地
域において多くの激励と応援を山田しゅうじ候補に
頂きました。ありがとうございます。これまで県内の
隅々にまで足を運び、多くの県民の声を聞き、仕事や
政策に反映してきました。誰よりも石川県を知る「山
田しゅうじ」をどうぞ宜しくお願いします。

8 日（火） 「山田しゅうじ JA グループ石川総決
起集会」に参加

6 日（日） 石川県知事には「山田しゅうじ」を宜
しくお願いします

国会日程終了後、とんぼ返りで「山田しゅうじ JA グル
ープ石川総決起集会」に参加。石川の主力産業である
農林水産業に精通し、石川の隅々にまで目配りできる
「山田しゅうじ」を是非、石川県知事に宜しくお願い
輪島市町選挙出陣式を終えて、

します。
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しくお願いします。

9 日（水） 岸田文雄総理と面談

本日は衆議院本会議にて法案採決後、
備えられたヘルメットを着用する訓練が行われまし
た。議員たちの頭には、白いヘルメット。大変珍しい
光景でした。

本日は国会日程の合間に岸田文雄総理と面談しまし
た。10 分間の短い時間ではありますが、石川県知事選
挙についての情勢報告をさせて頂きました。岸田総理
から「党としては中立だが、西田先生の立場で全力で

11 日（金） 東日本大地震から 11 年目の時

頑張る様に、後の事は心配するな」と激励を賜りまし
た。残り 3 日間、山田知事実現の為に全力で頑張りま
す。最後まで「山田しゅうじ」を宜しくお願いします。

10 日（木） 宏池会定例会にて石川県知事選挙
の情勢を報告

東日本大地震から 11 年目の時を迎えようとしており
ます。震災によってお亡くなりになられた方々に哀悼
の意を表しますと共に、ご遺族の方々に改めてお悔や
みを申し上げます。また、被災された方々、今なおふ
るさとに戻る事が叶わず避難生活を余儀なくされて
衆議院本会議終了後、宏池会定例会が行われました。

いる方々に、心よりお見舞い申し上げます。

私から石川県知事選挙の情勢を報告。連日の党の大物

自由民主党は「東北の復興なくして日本の再生はなし」

議員が石川入りの中で、元防衛相の小野寺事務総長代

との強い決意のもと、被災地復興の為に一丸となって

理から「石川でただ 1 人孤軍奮闘している西田さんの

取り組んできました。

力添えを少しでもお願いしたい」と紹介、先輩議員か

復興も新たなステージに入り、公共インフラの整備は

らの「頑張れ」との激励に、私にとって寒さ厳しい永

勿論、被災された方々の心のケアや産業や生業の支援

田町で、一時の温もりを感じる機会でした。残り 2 日

など、引き続き、全力で取り組んで参ります。

間、石川県知事選挙には「山田しゅうじ」をどうぞ宜

本日は厚生労働委員会開催中に 14:46 を迎え、橋本岳
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に感謝します。明日の投票日には「山田しゅうじ」を
どうぞよろしくお願いします。

11 日（金） いよいよ明日 3/12 は石川県知事
選挙最終日です

13 日（日） 第 89 回自由民主党大会が開催

昨日、石川県知事選挙山田しゅうじ候補の全ての日程
を終え、新幹線最終便で上京。
本日、第 89 回自由民主党大会が開かれ、岸田総理は
ロシアの軍事侵攻を挙げ「国際社会の変動から国民の
生活を守るため政治の安定が不可欠だ」と述べ、参院
選での勝利を目指すと強調しました。
いよいよ明日 3/12 は石川県知事選挙最終日です。こ

終了後、夜の山田しゅうじ候補の開票見守りの為、石

れまでお支え頂いた皆様に感謝申し上げます。選挙戦

川へトンボ返りです。

は明日限りですが、石川知事には「山田しゅうじ」と

14 日（月） 心より感謝を申し上げます

投票箱の閉まる最終最後までどうぞ宜しくお願いし
ます。

12 日（土） 石川県知事選挙最終日

この度の石川県知事選挙におきまして、山田しゅうじ
候補に多くのお支えや応援を頂きました事に心より
感謝を申し上げます。
石川県知事選挙最終日。

また、当選された馳新知事におかれましては多くの県

日中の電話作戦を終え、夕方から山田しゅうじ候補と

民の期待に応えて、素晴らしい石川県を作っていただ

共に徒歩遊説、打ち上げ集会、マイク納めに参加です。

きますことを、ご期待申し上げます。

これまで「山田しゅうじ」をお支え頂いた多くの皆様

お支えくださった全ての皆さまに御礼を申し上げて、
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ご挨拶といたします。

深夜、23：36 福島県沖に震度 6 強の地震が発生、東北

ありがとうございました。

を中心に甚大な被害に見舞われ、多くの被災された
方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。一日も早

15 日（火） 衆議院本会議に参加

い復旧復興の為に一丸となって取り組んでまいりま
す。
折しも、東日本大震災復興特別委員会に出席。
「東北の
復興無くして日本の再生はない」との強い思いで委員
会が開催。終了後、石川へ‼︎
今月 3/26 で 7 期 28 年間の任期を終える谷本知事へ
表敬訪問です。県議時代から多くのご指導やお支えを
頂き能登地域の振興発展のために大きなお力添えを
頂きました事に心より感謝します。これからも健康に
留意され、県政のご意見番として見守って下さい。

激動の石川県知事選挙を終えて、疲労感の中で、昨日

夜、3/22 告示 津幡町長選挙に向けて、矢田とみろう

上京しました。
保守 3 陣営、
死力を尽くしての闘いは、

後援会総会に激励の為に参加です。

誰が知事になっておかしくない三者三様の知事像が

終了後、トンボ帰りで新幹線で上京です。東京に到着

あったと思います。全国稀にみる注目される選挙であ

後、電車で新橋へ、ホームに入った直後に地震に遭遇、

ったと改めて 3 氏に対し敬意を表します。馳新知事を

その後、電車もストップ周辺は停電でした。直ぐにタ

はじめ、山野・山田両氏の今後の活躍を心より願いま

クシーに乗車できたので、無事、宿舎に戻れましたが、

す。

都内でも停電や帰宅困難に見舞われた方々も本当に

本日は過疎対策特別委員会、パラダイムシフト研究会

大変であったと思います。

第 4 回総会、衆議院厚生労働委員会、国会対策正副会

18 日（金） 矢田とみろう後援会事務所に立ち
寄って激励

議、議院運営委員会打合せ会、衆議院本会議、地方創
生実行統合本部

デジタル田園都市国家構想推進委

員会に参加でした。引き続き、心機一転、国会日程に
取り組みます。

16 日（水） 28 年間の任期を終える谷本知事
へ表敬訪問

東北地方がまた、震度 5 強地震に見舞われ、震源地が
岩手との事で、地震が続く事で地盤が緩くなり土砂災
害や、建物被害の心配が予想されます。余震などで眠
れない日々が続く被災地の方々には心配や苦労が絶
えませんが、様々な現場での一日も早い復旧に向けて、
5
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国を上げて取り組んで参ります。
国会対策正副会議に参加。来週火曜日には、いよいよ
参議院での予算審議を終えて本会議で令和 4 年度の予
算案が成立の見通しです。最後まで緊張感を持って取
り組みます。
地元に戻り、関係団体への挨拶回りや 22 日に告示を
迎える津幡町町長選挙へ 4 選に挑む、矢田とみろう後
援会事務所に立ち寄って激励です。焼田県議や町議の
皆様と共に結束して参ります。

19 日（土） 輪島市、穴水町、七尾市内にて街頭
19 日（土） 能登の旅情報センターリニューア
ルオープン記念式典に参加

活動をスタートします

のと里山空港での公務を終えて、今週から心機一転、
能登の旅情報センターリニューアルオープン記念式

輪島市、穴水町、七尾市内にて街頭活動をスタートし

典に参加です。能登観光の情報発信基地の拠点として

ます。皆様の激励に元気 100 倍です。引き続き、宜し

能登空港開港以来のリニューアルオープンです。空港

くお願いします。

利用客の皆さんが活躍し、更なる誘客促進に繋がる事
を期待します。また、谷本正憲知事が今月の 26 日を
もって 7 期 28 年の任期を迎え、式典を最後の公務と
なりました。これまでの能登石川に対する様々なご尽
力に感謝致します。本当にご苦労様でした。
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21 日（月） まん延防止等重点措置を全面解除
します。

志賀花火大会に来ました。商工会青年部の皆さんがコ
ロナ禍で地域に元気を取り戻すイベントを企画して 2

政府は、石川や東京・大阪など 18 都道府県に適用し

年目、直前までの雨も太鼓と花火の共演が始まると雨

ているまん延防止等重点措置を本日 21 日の期限で全

も晴れ上がり、夜空に上がる大輪の花火が多くの地域

面解除します。石川県内全域の飲食店に出されている

の皆さんに感動を与えてくれました。本当にありがと

時短要請なども解除されます。

うございます。

また、解除翌日の 22 日からは GoTo イートや県民割も
再開されるほか、4 月からは全国をブロックごとにわ

20 日（日） 宮本周司後援会事務所開きが行わ
れました

けた旅行割引事業も始まります。
本日は輪島市内において、急な案内にも関わらず、自
民党輪島支部の椿原・漆谷・森市議と共に、石川県知
事選山田修路氏への御礼や参院補選の宮本周司候補
の応援の為の街頭活動です。皆さん、よろしくお願い
します。

22 日（火） 新年度予算案が自民・公明両党と
国民民主党などの賛成多数で可決・成立

参議院補選に立候補予定の宮本周司後援会事務所開
きが行われました。全国比例区から石川県選挙区の地
方区へ鞍替え出馬です。中小企業小規模事業者の支え
として経験・実績、ふるさと石川に対する愛情は申し
分ありません。4/7 公示、4/24 投開票です。皆様、是
非、よろしくお願いします。
その後、内灘町、津幡町、かほく市、羽咋市、中能登
一般会計の総額が過去最大の 107 兆円余りとなる新

町にて街頭活動で宮本周司候補予定者の応援です。

年度予算案は、本日、参議院の予算委員会と本会議で
採決が行われ、自民・公明両党と国民民主党などの賛
7
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成多数で可決・成立しました。

立国推進議員連盟合同会議、ゼレンスキー・ウクライ

新年度予算案には、新型コロナウイルス対策のほか、

ナ大統領による国会演説に参加です。

看護や介護などの現場で働く人の賃金の引き上げに
必要な費用も盛り込まれていて、一般会計の総額は、
107 兆 5964 億円に上り、過去最大となっています。
午前、津幡町長選挙告示、矢田候補の出陣式へ‼︎ ３期
12 年の実績と町民福祉の充実と安心安全の街づくり
に尽力、4 選目に向けて激励です。その後、上京。参
議院本会議を会館で見守りながら、17 時、矢田町長無
投票当選の一報の連絡を受け、矢田町長へ電話で祝意
を伝えました。引き続き、町政発展の為にご尽力下さ
い。全力で応援します。

24 日（木） 北朝鮮の弾道ミサイル発射につい
て、許せない暴挙であり、断固として非難する

23 日（水） 一日も早く停戦に向けて、世界の
国々が一致結束して取り組む

北朝鮮の弾道ミサイル発射について、岸田首相は訪問
ウクライナのゼレンスキー大統領のオンライン演説

先のベルギーで記者団の取材に応じ「許せない暴挙で

が行われ、ゼレンスキー大統領は、岸田総理大臣や衆

あり、断固として非難する」と述べられ、

参両院の議長をはじめとする国会議員に対し、ウクラ

さらに「制裁を含めて、今後の対応については、日米

イナ語で同時通訳され、感謝の言葉と共に「アジアで

韓をはじめ関係国と連携とりながら対応していく」と

初めてロシアに対する圧力をかけ始めたのが日本で

した上で、
「G7 首脳会合においても、対応について連

す。引き続き継続をお願いします」と語り、引き続き

携を確認をしたい」と述べました。

の支援を要請がありました。

ミサイルが落下したとされる海域は、日本海に浮かぶ

その言葉に出席した多くの議員が感銘を受け、一日も

北海道の離島・奥尻島からは決して遠くない場所で、

早く停戦に向けて、世界の国々が一致結束して取り組

2017 年 11 月には、北朝鮮の大陸間弾道ミサイルが日

む事の重要性を皆で共有しました。

本の EEZ 内、青森県西方約 250 キロの日本海に落下、

本日は国会対策正副会議、消防議員連盟総会、衆議院

ここ数年、何度も同じ日本海の能登半島沖数百キロ地

法務委員会、日本・コスタリカ友好議員連盟、 国土交

点で落下、能登半島沖の大和堆周辺でで操業する能登

通省レク、森林を活かす都市の木造化推進議員連盟令

のイカ釣り漁船についても安全操業にも影響を及ぼ

和 4 年総会、(出席)海運・造船対策特別委員会、海事

しているのが状況で、北朝鮮に対する厳しい制裁措置
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が必須です。

27 日（日） 七尾市・中能登町・羽咋市にて街頭
活動

本日は国会対策正副会議、議院運営委員会打合会、宏
池会例会、衆議院本会議、新しい資本主義実行本部、
ポストコロナの経済政策を考える議員連盟 第 10 回
勉強会に参加でした。

26 日（土） 宮本周司候補の結束を誓いました

本日は七尾市・中能登町・羽咋市にて街頭活動です。
来週は新年度の始まりです。進学や就職で新たにスタ
ートされる皆様には緊張の連続ですが、是非、頑張っ
て下さい。これから上京します。
自身の地元七尾市の後援会役員会を開催。全国比例区

28 日（月） 内閣官房デジタル田園都市国家構
想の担当者を招いての勉強会です

から石川県選挙区の地方区へ鞍替え出馬する宮本周
司候補の結束を誓いました。中小企業小規模事業者の
支えとして経験・実績、ふるさと石川に対する愛情は
申し分ありません。4/7 公示、4/24 投開票です。皆様、
是非、よろしくお願いします。

本日は、七尾商工会議所の DX の取り組みで、内閣官
9

自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二

2022 年 3 月活動報告

31 日（木） 岸田総理による G7 首脳会合に関
する報告

房デジタル田園都市国家構想の担当者を招いての勉
強会です。終了後、国会見学に同行です。皆さんご苦
労様でした。

午後、衆議院本会議が(4 時間 50 分)開かれ、岸田総理
による G7 首脳会合に関する報告がなされ、並びに所

30 日（水） 国会周辺でも桜が満開です

有者不明土地の利用の円滑化等に関する改正法案を
含む 7 法案が採決されました。年度末最終日、4 時間
50 分の長丁場の本会議を終えて、明日から新年度で
1/17 から始まった通常国会がいよいよ折り返しを迎
えます。引き続き、緊張感を持って国会運営に取り組
んで参ります。
本日は国会対策正副会議、議員会館にて農林水産省・
財務省レク、議院運営委員会打合せ会、宏池会定例会、
衆議院本会議に参加でした。

国会周辺でも桜が満開です。
新年度に向けて様々な節目の機会がございます。現在、
コロナ感染症による医療機関の病床使用率が低いも
のの 37 都道府県でコロナ感染症が増加傾向にありま
す。引き続き、感染対策に気を付けてお過ごし下さい。
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