自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二

2 日（土） 宮本しゅうじ国政報告会に激励参加
です

2022 年４月活動報告

3 日（日） ふるさと民謡まつり・青柏民謡発表会
へ参加です

志賀町で行われた宮本しゅうじ国政報告会に激励参
加です。5 日後に迫った。参院補選の 4/7 公示 4/24 投

ふるさと民謡まつり・青柏民謡発表会へ参加です。

開票、県内大型選挙が続く中で、比例区から石川県選

イベントの責任者で新たに青柏民謡会会主に就任さ

挙区への鞍替え選挙です。経済産業の分野から石川県

れた中西文江さんとは幼馴染みです。

を元気にする為に全力を尽くす「宮本しゅうじ」をよ

コロナ禍で開催が大変難しい状況の中、感染対策に気

ろしくお願いします。

を配りながらの開催で、出演者の見事な歌と踊りで会
場も大いに盛り上がった事を大変嬉しく思います。

3 日（日） 気多大社 例祭 蛇の目神事に参拝で
す

この盛り上がりが次なるイベントや催し物の開催に
弾みがつくことを期待します。

3 日（日） 今週末、輪島市、七尾市、羽咋市、志賀
町にて街頭活動です

気多大社 例祭 蛇の目神事に参拝です。
その昔、祭神である大国主命が邑知潟の大蛇を退治し
たとの故事を再現する神事で毎年 4 月 3 日に行われ、
多くの参拝客が神事を見守る中、蛇の目に見立てた的

今週末、輪島市、七尾市、羽咋市、志賀町にて街頭活

が、弓と槍と太刀で仕留められました。

動です。来たる、参院補選に向けて宮本しゅうじ候補

退治された的紙は、眼の病気の厄除けになるとも言わ

のご支援、ご協力を是非、よろしくお願いします。

れており、神事が終わるやいなや、参拝客らが的紙を
取り合い、私も最近では老眼が進んでいるので、その
紙を頂き厄祓いを‼︎ ご利益を期待します。
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4 日（月） 金沢市議会高岩議長と坂本副議長が
議員会館に就任挨拶の為に来訪

2022 年４月活動報告

道法に違反する民間人の殺害は決して許される物で
はありません。引き続き、厳しく避難をしていく事を
政府与党としても取り組んでまいります。
本日は国会対策正副会議、内閣府防災担当よりレク、
自民党総務会、議院運営委員会、衆議院本会議、総合
農林政策調査会・農林部会合同会議、あなたの街にも
国宝を議員連盟〜重要文化財改称＆特別国宝創設を
実現する議員連盟〜総会、に参加でした。

7 日（木） 宮本しゅうじ候補の出陣式が金沢尾
山神社にて行われました
金沢市議会高岩議長と坂本副議長が議員会館に就任
挨拶の為に来訪頂きました。自民党青年局時代からの
同志であり、ふるさと石川 3 区出身のお二人には先の
衆院選に大変お世話になりました。これからの活躍を
期待します。共にふるさとの為に頑張ります。
本日は早朝の七尾倫理法人会に参加後、能登食祭市場
前にて市議らと共に辻立ちです。その後、晴天の中で、
のと里山空港の午前便にて上京。羽田空港に到着、東
京は肌寒く雨でした。また、議員会館にて官庁などの
新任退任挨拶やマスコミ取材対応でした。

参議院議員補欠選挙

宮本しゅうじ候補の出陣式が

金沢尾山神社にて行われました。自民党茂木幹事長も

5 日（火） キーウ近郊では民間人や多数の死者
が出て、残虐な行為に世界が大きな衝撃を受け
ています

駆け付け、激励を頂きました。これまで参議院全国比
例として、中小企業小規模事業者の支援の為に尽力し
た実績を、これからはふるさと石川を元気にする為に、
頑張って頂きたいと思います。宮本しゅうじ候補への
最後までのご支援ご協力をよろしくお願いします。

ロシアによるウクライナの軍事侵攻が始まって 40 日
あまりが過ぎ、ロシア軍が当初の計画通りにいかず、
それでも深刻な状況になっています。ロシア軍に占領
されたキーウ近郊では民間人や多数の死者が出て、残
虐な行為に世界が大きな衝撃を受けています。国際人
2

自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二

2022 年４月活動報告

8 日（金） 焼田事務所にて河北 3 支部の会議に
参加

9 日（土） 藤木しんや参議院議員の励ます会に
参加

昨日、参院補選、宮本周司候補の出陣式を終え、焼田

金沢にて宏池会の先輩議員で夏の参院選比例区候補

事務所にて河北 3 支部の会議に参加後、
上京しました。

の藤木しんや参議院議員の励ます会に参加です。前哨

本日、朝の国会対策正副会議や国会対策委員会に出席

戦である。参院補選宮本しゅうじ候補を圧倒的な勝利

して、引き続き、地元に戻り、県庁へ向かい馳新知事

で乗り切り、夏の参院選に繋げて参ります。また、七

と面談です。

尾市内や穴水町にて街頭活動を通じて宮本しゅうじ
候補の応援です。

8 日（金） 馳新知事と初面談です
9 日（土） 村友地域連携ファクトリーに視察

本日は馳新知事と初面談です。
選挙の結果を真摯に受け入れ、能登石川の未来に向け

ライフサポート村友地域連携ファクトリーに視察に

て建設的な議論のスタートです。国・県・市町の連携

立ち寄りました。農福連携で障害があっても思いやり

は不可欠、様々な課題を乗り越え、県政発展の為に尽

や助け合で、地域ぐるみで取り組む就労支援。生産者

力致します。

の顔が見える食材提供や安心できる地域コミュニテ

また、兼六園の桜が見頃を迎えます。今週末の花見は

ィです。興味のある方は是非、お立ち寄り下さい。

最高でしょうね。
宮本しゅうじ選挙事務所へ同僚の杉田衆議院議員と
訪問。結束して宮本候補の必勝の為に全力を尽くしま
す。皆様の応援よろしくお願いします。
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9 日（土） かほく市さくらまつりに開会前に立ち
寄りました

10 日（日） 能登なまこ供養祭並びに大漁祈願
祭に参加です

かほく市さくらまつりに開会前に立ち寄りました。コ

能登なまこ供養祭並びに大漁祈願祭に参加です。地元

ロナ禍で飲食は出来ませんが、久しぶりのイベントで

特産品で、加工品などは高級食材として珍重され、

笑顔満点です。

様々な恩恵を与えてくれる「能登なまこ」に、改めて
の母なる海への恩恵の感謝と、これからも環境を守り

9 日（土） 桜の名所、能登鹿島駅に立ち寄りまし
た

大切な水産資源を未来に繋いでいく事を関係者を始
め、地域の子供達と共に願いました。

10 日（日） オムライスのまち宝達志水町やわら
ぎの郷へ立ち寄りました

穴水町まで足を伸ばし、桜の名所、能登鹿島駅に立ち
寄りました。満開までには少し間がありますが、来週
末には見ごろとなるでしょう。でも、沢山の方々で賑
わっていました。

オムライスのまち宝達志水町に「元祖オムライス」を
考案した同町出身で料理人北橋茂男氏の長男茂登志
氏が大阪の洋食店「北極星」を引き継ぎ、創業 100 年
の恩返しでイベントを企画してオムライス 200 限定で
提供。やわらぎの郷へ立ち寄りました。お目当てのオ
ムライスには間に合いませんでしたが、北橋さんと一
緒に記念に一枚。これからもお元気で活躍して下さい。
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10 日（日） 河北 3 市町を遊説中の自民党広報
車に津幡町で合流

2022 年４月活動報告

12 日（火） 田鶴浜地区にて個人演説会を開催

参院補選宮本しゅうじ候補の七尾市内遊説を終え、田
河北 3 市町を遊説中の自民党広報車に津幡町で合流で

鶴浜地区にて個人演説会を開催。夕暮れ時のお忙しい

す。
アルプラザ津幡とプラント 3 にて街頭活動を行い。

中でのご参加に感謝致します。引き続き、
「宮本しゅう

焼田県議と共に参院補選の「宮本しゅうじ」候補の支

じ」を宜しくお願いします。これから最終新幹線で上

援を訴えました。最後までよろしくお願いします。

京し、朝の国会対策正副会議に参加です。

12 日（火） 参院補選宮本しゅうじ候補の七尾市
遊説に参加

12 日（火） ロシアに対する制裁措置としての 9
法案が成立しました。

参院補選宮本しゅうじ候補の七尾市遊説に参加です。

衆議院本会議に提出したロシアに対する制裁措置と

市内随所に多くの皆様にお集まり頂き、感謝致します。

しての関税暫定措置法並びに外国為替及び外国貿易

「宮本しゅうじ」をどうぞ宜しくお願いします。

法の一部改正法律案などの 9 法案が成立しました。ま
た、機械類や一部木材など 38 品目の輸入を今月 19 日
禁止。日本がロシアに対しての輸入を禁止するのは初
で、ロシアがウクライナに対する侵攻で世界経済に与
える影響は大きいが、世界が一丸となって協力し、制
裁を通じて、1 日も早く停戦に繋がる様に今後とも取
り組んで参ります。
本日は国会対策正副会議に参加。引き続き、自民党総
務会へ‼︎ 議院運営委員会打合せ会、衆議院本会議へ
5
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参加でした。

13 日（水） 国会内での献血に立ち寄りました

14 日（木） 全国旅館ホテル生活衛生同業組合
連合会青年部の皆さんが来訪

国会内での献血に立ち寄りました。

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部の帽

毎年この時期に衆議院の中庭で行われており、コロナ

子山さんと上出さんが議員会館に来訪頂きました。若

禍で献血者数も以前よりも低いと聞きます。皆様も機

手経営者としてコロナ禍での取り組みや GOTO 再開

会がありましたら献血にご協力頂きます様よろしく

や補助金についての現状や課題について熱心な訴え

お願いします。

をお聞きしました。しっかりと取り組んで参ります。
本日は国土交通部会、国対正副会議、国会対策委員会、

13 日（水） 津幡町・かほく市の皆さんが議員会
館へ来訪

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部要望、
議運前打合せ・議院運営委員会、宏池会定例会、衆議
院本会議、総合農林政策調査会・農林部会合同会議、
観光立国調査会に参加でした。

16 日（土） 春の北國特選会に清水県議と共に
訪問

津幡町・かほく市の皆さんが新年度重点事業の予算措
置に対する御礼と引き続きの事業推進への要望活動
の為に、議員会館へ来訪頂きました。その後、国土交
通省へ吉岡技監、村山道路局長への要望の為、同行で
す。
本日は法務委員会、国対正副会議、財務委員会、外務

春の北國特選会に清水県議と共に立ち寄り、コロナ禍

委員会、献血、津幡町・かほく市会館来訪、津幡町・

で 3 年ぶりの開催で、待ち侘びていた多くの皆さんで

かほく市国土交通省同行、国交省住宅局高藤企画官よ

賑わっていました。束の間の癒しに感謝します。

り法案レクでした。
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16 日（土） 羽咋市にて街頭活動です
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17 日（日） 輪島市三井地区「茅葺庵」にて車座
集会

羽咋市にて街頭活動です。
参院補選には「宮本しゅうじ」をよろしくお願いしま

岸田総理は能登空港到着後、輪島市三井地区「茅葺庵」

す。

にて車座集会に「宮本しゅうじ」候補と参加。農林水

17 日（日） 岸田文雄総理が県内入り

産業、輪島塗事業者、造り酒屋、飲食業、主婦の方々
より少子高齢化や過疎化の中での地域振興や担い手
不足、物価上昇対策の意見が求められ、岸田総理自ら
熱心にメモをとり、的確に答える姿に参加者からは
「聞く力」は伊達じゃないと感嘆する声が聞かれまし
た。
後に、総理秘書官からはこれまでの車座集会の中で、
最も印象に残る対談との評価を頂きました。参加され
た皆様、本当にご苦労様でした。

17 日（日） 岸田総理、能登食祭市場へ視察

岸田文雄総理が県内入りし、和倉温泉湯っ足りパーク
を始め、県内 3 会場で参院補選「宮本しゅうじ」候補
の応援演説で「激動の時代、与党勢力の安定に力を与
えてほしい」と訴えました。能登、金沢、加賀の会場
では多くの皆さんが訪れ岸田総理や宮本候補に熱烈
な激励を頂きました。感謝します。最後まで「宮本し
ゅうじ」よろしくお願いします。

岸田総理と共に和倉温泉での街頭演説会を終え、能登
食祭市場へ視察に同行です。香島津小田代表の案内で
各店舗で状況を聞き、試食(カニカマ、柚餅子、なまこ)
など地場の特産品を味わいました。
香島津小田代表からは「コロナで打撃を受けている中
7
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で、総理として初めて七尾へ視察に来て、実情を聞い
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願います。

てもらい大変うれしい」と語り、周りからのフラッシ

17 日（日） 内灘町にて宮本しゅうじ河北郡市総
決起大会を行いました

ュや掛け声で大変な賑わいでした。
この後、岸田総理には準備作業中のでか山の視察や七
尾の寿司で昼食で味わって頂きました。七尾市の伝統
芸能や食文化に触れ、特に「すし王国七尾」の代表で
あるトリ貝や赤にし貝など「ネタの種類や味わいが全
く違う」と驚き、
「大変美味しい」と感想を述べられま
した。
岸田総理には能登への訪問に感謝と日々の激務の中
で、この能登への訪問が少しでも癒しになり、明日へ
の活力に繋がる事を願います。

17 日（日） 岸田総理と宮本しゅうじ候補と共に
準備作業中のでか山を視察

岸田総理の石川県縦断日程も終わり、内灘町にて宮本
しゅうじ河北郡市総決起大会を行いました。日中のお
疲れのところ多く皆さんにお集まり頂き感謝致しま
す。残り 1 週間、引き続き、
「宮本しゅうじ」候補の支
援の輪を広げて頂きます様、よろしくお願いします。

18 日（月） 宮本しゅうじ候補の志賀町・中能登
町遊説に同行

岸田総理と宮本しゅうじ候補と共に能登食祭市場の
視察に引き続き、準備作業中のでか山を視察。若衆の
皆さんが木遣りを披露し、総理自らでか山の進行を左
右する中デコを体験。また、でか山関係者へ「伝統文
化を守り地域を盛り上げてほしい」と激励の言葉を頂
きました。岸田総理にはこの上も無い機会を頂きまし
た事に心から感謝致します。

参院補選 宮本しゅうじ候補の志賀町・中能登町遊説

この 2 年間コロナ禍で様々な地域のイベントや伝統文

に同行です。

化である多くのお祭りが中止となり、今年こそはとの

石川選挙区の代表はふるさと石川を元気に出来る「宮

思いで、日々準備を進めていたでか山関係者の皆様に

本しゅうじ」を是非、よろしくお願いします。

とって、現職総理として初めての七尾入りに合わせて、
でか山への訪問と激励は地域にとって大いに励みと
なった事と思います。5 月のゴールデンウイークに行
われる青柏祭でか山が成功裡に行われる事を心から
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18 日（月） ラピア鹿島にて行われた中能登町
決起大会に参加
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本日は国会対策正副会頭、自民党総務会、議院運営委
員会打合せ会、衆議院本会議、議員会館にて執務、石
川県土地改良事業団体連合会面談でした。

20 日（水） 「宮本しゅうじ」候補の応援に津幡町
へ駆け付けました

参院補選 宮本しゅうじ候補の志賀町・中能登町遊説
後、夜にラピア鹿島にて行われた中能登町決起大会に
参加。平日の夜に多くの方々に激励を頂き感謝致しま
す。
石川選挙区の代表はふるさと石川を元気に出来る「宮

午前中の国会での公務を終えて、新幹線にて「宮本し

本しゅうじ」を是非、よろしくお願いします。

ゅうじ」候補の応援に津幡町へ駆け付けました。滞在

終了後に明日の国会日程に備え、最終新幹線で上京で

は 3 時間で上京しましたが、２会場での街頭演説会に

した。

合流して支持を訴えました。また、小渕優子衆議院議
員も応援に駆け付け、週末の投開票に向けて最後のお

19 日（火） 多くの方々への勇気や希望に少しで
も繋がっていく事を期待致します

願いを訴えました。
「宮本しゅうじ」をどうぞよろしく
お願いします。

21 日（木） 岸田総理の石川入りについて、選挙
情勢を踏まえ報告

岸田総理には先週末、宮本しゅうじ候補の応援の為に
石川県にお越し頂きました。能登地区でも和倉温泉で
の街頭演説会での宮本候補への激励や輪島市での各
種職業の方々との車座集会、七尾市での能登食祭市場

宏池会例会に出席し、先週日曜日に派閥会長である岸

やでか山作業の視察など、今回の岸田総理の訪問が、

田総理の参院補選宮本しゅうじ候補の応援の為の石

多くの方々への勇気や希望に少しでも繋がっていく

川入りについてや選挙情勢を踏まえ報告をしました。

事を期待致します。

残すところわずかではありますが、参院補選には「宮
9
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本しゅうじ」をよろしくお願いします。
本日は国会対策正副会議、国会対策委員会、政務調査
会公約検討会議、議院運営委員会打合せ、宏池会例会、
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23 日（土） 能登町天坂や輪島市洲衛交差点に
て、「宮本しゅうじ」候補の応援の為の街頭活動
です

衆議院本会議、地元紙インタビュー、議員会館にて面
談でした。

24 日（土） 番匠副議長と共に 2 会場で「宮本し
ゅうじ」候補の応援の街頭活動

道の駅すずなり記念イベントで購入したお弁当で昼
食を済ませ、能登町天坂や輪島市洲衛交差点にて、引
き続き、参院補選「宮本しゅうじ」候補の応援の為の
街頭活動です。輪島市洲衛交差点では、まだまだ、桜
が見ごろでした。途中、何人も激励に立ち寄って頂き、
のと里山空港から帰郷後、珠洲へ‼︎

「もう入れてきたよ」とか「明日必ず投票に行きます」

番匠副議長と共に 2 会場で「宮本しゅうじ」候補の応

など沢山のお声掛けに元気を頂きました。本日、参院

援の街頭活動です。

補選最終日、金沢での宮本しゅうじ打上げ集会に参加

また、道の駅すずなり 12 周年記念のイベントに立ち

します。明日の投票箱が閉まる最後まで「宮本しゅう

寄りました。少しづつイベントが開催出来ることを嬉

じ」に皆様の大切な一票を賜ります様、よろしくお願

しく思います。

いします。

来月任期満了で行われる珠洲市長選挙の準備作業中

23 日（土） 参院補選「宮本しゅうじ」候補総決起
集会並びにマイク納めに参加

の泉谷事務所に立ち寄った所、泉谷市長とお会いでき
ました。来月、15 日告示に向けて頑張って下さい。

参院補選「宮本しゅうじ」候補総決起集会並びにマイ
ク納めに参加です。選挙戦のフィナーレとして多く皆
様方にお集まり頂き、最終最後のお願いと訴えを行い
10
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24 日（日） 参院補選宮本しゅうじ候補の当選が
投票箱が閉まった午後 8 時に確定

ました。
4/7 から始まった 17 日間、皆様のお支えの元、最終日
を迎える事が出来ました。後は明日の投票箱が閉まる
まで「宮本しゅうじ」の得票を一票でも積み上げる為
に関係者一丸となって頑張ります。どうぞ、よろしく
お願いします。

24 日（日） 友人の娘さんが内灘町で起業しまし
た

参院補選宮本しゅうじ候補の当選が投票箱が閉まっ
た午後 8 時に確定しました。これまで、お支え頂いた
後援会を始め関係の皆様方のご支援、ご協力に感謝致
します。これからもチーム石川として県選出国会議員
一丸となってふるさと石川の発展の為に、全力で頑張
って参ります。引き続きの応援をよろしくお願いしま
す。
友人の娘さんが内灘町で起業しました。美味しいコッ

25 日（月） 「まままーけっと」に立ち寄りました

ペパンに各種お惣菜や様々なクリームのデコレーシ
ョンが病みつきになる事は間違いありません。
是非、一度ご来店下さい。
こっぺぱん専門店ふわこっぺ内灘店
内灘町大清台 4-２役場付近
(定休日)火曜日
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3O
TU0MTEyMTMzNzA2NjU3?igshid=YmMyMTA2M
2Y=の

週末に田鶴浜地区コミュニティセンターで開催され
た地域イベント「まままーけっと」に立ち寄りました。
アクセサリーや小物、カフェや菓子、お弁当や占いな
ど、カラダもココロも癒される空間でした。私もタロ
ット占いを体験、当たっている様で本当にビックリ!?。
いい気分転換でした。
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26 日（火） 衆議院法務委員会にて刑法等の一
部改正法案の議論
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始め、県内外の多くの方々が開催を待ち望んでいまし
た。連休中は青柏祭でか山も併せて、是非、七尾市へ
お立ち寄り下さい。

29 日（金） 杉本栄蔵前中能登町長への長年の
ご労苦に対する感謝の会に参加

衆議院法務委員会にて刑法等の一部改正法案に対す
る参考人として Remember HANA 代表理事木村響子
さんから「侮辱罪の厳罰化を早急に求める」心痛なる
訴えをお聞きしました。娘である木村花さんのかけが
えのない命を突然奪う事がある時代に、現在の侮辱罪

杉本栄蔵前中能登町長への長年のご労苦に対する感

は明治時代に作られ、SNS 全盛の今の時代にそぐわな

謝の会が能登部上区の地元の後援会の皆様が集い行

い状況です。また、日常の誹謗中傷も含め、国におい

われました。杉本さんは併せて旭日小綬章の叙勲の受

ても、侮辱罪の厳罰化にしっかりと議論を進め取り組

賞者として地元紙に報道され、これまで青年団活動や

んで参ります。

町議、県議、中能登町長４期 16 年を歴任して地域の

本日は国会対策正副会議、衆議院法務委員会、党総務

振興発展の為にご尽力を頂きました。これからも健康

会、議運打合せ会、議院運営委員会、衆議院本会議、

に留意をされて地域のご意見番として見守って頂き

東日本大震災復興特別委員会、議員会館面談、国土交

たいと思います。今後とも宜しくお願いします。

通部会に参加でした。

29 日（金） 花嫁のれん展 開幕式に参加です

30 日（土） 津幡町、内灘町、かほく市にて街頭
活動を行いました

花嫁のれん展 開幕式に参加です。

倶利伽羅を後にして津幡町、内灘町、かほく市にて街

コロナ禍で 3 年ぶりの開催となり、地域にとっても花

頭活動を行いました。前日の雨模様から一転、晴天の

嫁のれんは素晴らしい文化であり、のれん展は地域を

中で、多くの皆さんから激励を頂きました。
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30 日（土） 鮮やかに咲き誇るのとキリシマツツ
ジを堪能しました

のとキリシマツツジ土田の郷センチュリー会の会長
辻口武志さん宅にお邪魔しました。この時期、いつも
楽しみにしており、鮮やかに咲き誇るのとキリシマツ
ツジを堪能しました。連休中は最高の見頃です。機会
がありましたら是非どうぞ‼︎

30 日（土） 倶利迦羅不動寺や古戦場跡、西之坊
鳳凰殿などに立ち寄りました

倶利迦羅不動寺や古戦場跡、西之坊鳳凰殿などに立ち
寄りました。ここ最近、多忙極めた日常を振り返り、
心安らかに参拝、残り少なくなった八重桜や新緑の青
葉薫る山並み、藤の花やツツジなどを見学、いい気分
転換でした。
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