自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二

2022 年５月活動報告

1 日（日） あばれ祭りに使われる松明のアテ葉
を山から採取

1 日（日） 珠洲市内、輪島市町野地区にて街頭
活動です

能登町旧役場跡地にて、あばれ祭りに使われる松明の

珠洲市内、輪島市町野地区にて街頭活動です。雨模様

材料になるアテ葉を祭り関係者の若衆の皆さんが総

ですが、地域の皆さんと共に元気に活動です。連休中

出で山から採取。雨の降り頻る中で泥だらけになりな

は事故や怪我などにご注意下さい

がら作業中の皆さんへ激励に伺いました。祭り開催に

2 日（月） 株式会社加賀屋小田禎彦代表取締役
相談役にご講演を賜わり聴講です

向けて若衆の皆さんの心意気がヒシヒシと伝わって
きました。

1 日（日） 奥能登カーニバル 2022 に立ち寄り
ました

七尾倫理法人会モーニングセミナーの講師に株式会
社加賀屋小田禎彦代表取締役相談役にご講演を賜わ
り聴講です。
能登町から珠洲市鉢ｹ崎で行われた奥能登カーニバル

プロが選ぶ日本のホテル・旅館 100 選 35 年連続日本

2022 に立ち寄りました。ワークショップ、スタンプラ

一。名実ともに日本一の旅館「おもてなし」の極意を

リー、キッチンカー、各種屋台、元気の湯館内に、た

伝える貴重なご講演でした。

くさんのお店で賑い、ジャンボフラワーはインパクト

私自身、53 才誕生日の節目として、身の引き締まる良

大でした。これからも感染対策に気を付けて、能登地

い機会を頂きました。心より感謝致します。

域において様々なイベントが開催され、以前の様な賑
わいに戻る事を期待します

1

自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二

2022 年５月活動報告

2 日（月） 青柏祭でか山の人形見に山町を訪問
しました

3 日（火） 「夜景」をテーマにした輪島塗の大型
地球儀を谷本前知事と視察

青柏祭でか山の人形見に山町を訪問しました。いよい

輪島塗の新たなシンボル

よ明日から本番を迎えて 3 年ぶりのでか山運行に、多

輪島塗技術保存会（輪島市）が５年の歳月をかけて制

くの皆さんが待ち侘びています。安全運行で青柏祭で

作してきた「夜景」をテーマにした輪島塗の大型地球

か山が成功裡に開催されますことを願います。

儀を谷本前知事と視察。
やっぱり気になるのがお値段？

3 日（火） のとキリフェスタ 2022 に谷本前知
事らと共に立ち寄りました

邪推な考えはさておき、連休中、是非輪島市までお立
ち寄り下さい。

3 日（火） 柳田マルシェ花回廊 2022 谷本前知
事と視察。

のとキリフェスタ 2022 に前谷本知事らと共に立ち寄
りました。3 年ぶりの開催で、ノトキリシマツツジ求
める方々が訪れ、苗木即売会や盆栽鑑賞など関係する
様々なイベントが行われています。
開催は 5/3〜5/5 ま

柳田マルシェ花回廊 2022

での 3 日間です。是非、お立ち寄り下さい。

谷本前知事と視察。地元、中学生らと一緒に‼︎
植物公園のノトキリシマツツジも素晴らしい見頃で
す。こちらも是非、お立ち寄り下さい。
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4 日（水） 3 年ぶりの青柏祭でか山

5 日（木） 連休中、すず塩田村に立ち寄りました

3 年ぶりの青柏祭でか山

連休中、すず塩田村に立ち寄りました。ゴールデンウ

馳知事をお出迎え‼︎

イーク期間は多くの方々で賑わっていました。また、

佐々木代議士もでか山初体験‼︎

しおソフトは絶品です。機会があれば是非、お立ち寄
り下さい。

4 日（水） 多くの方々が心待ちにしていた青柏祭
でか山が 3 年ぶり開催です

5 日（木） 輪島市、穴水町で街頭活動です

多くの方々が心待ちにしていた青柏祭でか山が 3 年ぶ

輪島市、穴水町で街頭活動です。連休中の晴天で顔が

り開催です。素晴らしい天候の中で多いに賑わってい

ガングロ気味、皆さんには残り 2 日間、有意義な連休

ました。5 日は最終日、是非、お立ち寄り下さい。

をお過ごし下さい。
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6 日（金） 岡田直樹参議院議員と共に能登地区
2 市 4 町への挨拶回りに同行

2022 年５月活動報告

終了後、憲法改正実現本部研修会が行われました。目
まぐるしい世界情勢の中で、日本の国土を守り国民の
生命や安全を守る為に、国民の幅広い理解を得て、新
しい時代の憲法を目指します。皆様のご理解ご協力を
よろしくお願いします。

8 日（日） ゴールデンウイーク最終日

岡田直樹参議院議員と共に能登地区 2 市 4 町(輪島市、
穴水町、珠洲市、能登町、中能登町、志賀町)の首長や
市町議、経済団体への挨拶回りに同行しました。
ゴールデンウイーク中の突然の訪問にも関わらず、多
くの皆さんから激励を賜わり感謝致します。
岡田議員のこれまでの能登・石川に対する貢献は計り

ゴールデンウイーク最終日。

知れません。

連休中の地元での活動を終え、朝から実家の墓参りや

様々な課題を乗り越え、未来志向でふるさとの為に夏

母の仏前に手を合わせ、上京の為の準備です。

の参院選に全力で取り組みます。応援をよろしくお願

途中、気多大社で参拝し、三井宮司とご一緒しました。

いします。

七尾市でも青柏祭でか山で多くの人で賑わいました。
これから県内での様々なお祭りやイベントの開催に

7 日（土） 第 69 回自由民主党石川県支部連合
会定期大会に参加

繋がり多いに盛り上がる事を期待します。
金沢駅にＰＲ広告されている今年の百万石祭りは
6/4(土)3 年ぶりに開催。利家公役に竹中直人さん、松
の方役に栗山千明さんが決定で、本当に待ち遠しいで
すね。
明日からの国会に備え、これから上京します。

第 69 回自由民主党石川県支部連合会定期大会に参加。
岡田会長・宮下幹事長体制から宮本新会長・作野新幹
事長へと一新され、夏の参院選に向けて挙党体制で取
り組みます。岡田直樹候補必勝の為にご支援ご協力を
よろしくお願いします。
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10 日（火） 輪島建設協同組合の役員の皆さん
が議員会館に来訪頂きました

2022 年５月活動報告

の年を記念するとともに、沖縄の一層の発展を祈念し、
これまでの沖縄の発展のあゆみや将来の可能性を発
信する機会として、国と県の共催により、沖縄復帰 50
周年記念式典を開催されました。
基地問題や子どもの貧困問題、軽石など課題が山積で
す。しっかりと応援して参ります。
本日は国土交通部会、国会対策正副会議、議院運営委
員会打合せ、沖縄物産展、衆議院本会議、衆議院法務
委員会、厚生労働委員会、文部省科学大臣陳情同行、
経済産業大臣陳情に同行です。

13 日（金） 末松文部科学大臣・萩生田経済産業
大臣への陳情に同行

輪島建設協同組合の役員の皆さんが議員会館に来訪
頂きました。能登地域の振興策について懇談です。ま
た、夕方から行われた岡田直樹参議院議員の励ます会
に参加です。
本日は原子力問題調査特別委員会、国会対策正副会議、
東日本大震災復興特別委員会、輪島建設業組合役員面
談、我が国の原子力技術の維持発展を図る若手勉強会、
おかだ直樹参議院議員を励ます会に参加でした。

13 日（金） 自民党本部で行われている沖縄物
産展に立ち寄りました
本日は午後の衆議院本会議に引き続き、法務委員会や
厚生労働委員会質疑・採決後に、馳知事、県選出国会
議員と共に、末松文部科学大臣への G7 教育大臣会合
誘致陳情・萩生田経済産業大臣への産総研新拠点に対
する陳情に同行です。

自民党本部で行われている沖縄物産展に立ち寄りま
した。普段の会議室が物産展に早変わり、かりゆし、
サーターアンダギー、泡盛など購入。国会ではかりゆ
しは夏季の正装として認められ、沖縄県知事選の応援
の際にも着用予定です。
また、沖縄県は令和４年５月１５日に本土復帰５０周
年を迎え、沖縄の本土復帰 50 周年という歴史的節目
5
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14 日（土） 金沢にて日中国交正常化 50 周年
記念大会に参加

15 日（日） 自民党羽咋支部、宝達志水支部、か
ほく支部の皆さんと国政報告

のと里山空港午前便で地元に戻りました。早速、空港

岡田直樹・宮本周司両参議院議員と共に自民党羽咋支

最寄りの交差点で街頭活動です。所用を終えて、金沢

部、宝達志水支部、かほく支部の皆さんと共に国政報

にて日中国交正常化 50 周年記念大会(記念式典・記念

告を兼ねての懇談会に参加です。

講演会)に参加。劉駐名古屋総領事の講演(歴史を未来

16 日（月） 山口環境大臣・松野内閣官房長官・
林外務大臣へ要望活動

に生かして)を聴講後、かほく市での街頭活動でした。

15 日（日） 珠洲市長選挙告示泉谷ますひろ候
補出陣式へ参加

馳知事と共に県内政官財一体となって
能登地域へのトキ放鳥実現
珠洲市長選挙告示

2023G7 教育大臣会合金沢市誘致

泉谷ますひろ候補出陣式へ参加。

について山口環境大臣・松野内閣官房長官・林外務大

４期 16 年の実績と「さらなる変革」を訴え、再選を目

臣へ要望活動に同行しました。

指しての選挙戦がスタートしました。
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17 日（火） 国土交通省より離島振興法改正に
ついてレクです

2022 年５月活動報告

真宗大谷派関係国会議員同朋の会が 3 年ぶりに開催さ
れました。一昨年、就任された大谷鴨裕門主よりお言
葉を賜りました。また、昨年、金沢教区かほく市光専
寺木越渉住職が宗務総長が就任、真宗大谷派(東本願
寺)は 2023 年に親鸞聖人御誕生 850 年・立教開宗 800
年慶讃法要が行われる予定です。これを機に是非、ご
参拝下さい。
本日は真宗大谷派関係国会議員同朋の会、国土交通部
会、海上保安議員連盟第 18 回総会、法務委員会、国会
対策正副会議、農林水産委員会、議員会館にて国道 415
号羽咋市・氷見市合同要望、宮下中能登町長陳情、物

国土交通省より離島振興法改正についてレクです。本

量倉庫振興推進議員連盟総会、港湾議員連盟総会、命

県は舳倉島が対象地域となり、本年度末で、現行の離

と暮らしを守る道づくり全国大会に参加でした。

島振興法が期限を迎えます。この法律は、１０年間の

18 日（水） 宏池会と語る会が行われ多くの方が
ご参加頂きました

限時法として制定され、以降１０年ごとに議員立法に
より改正されてきました。これを延長するに当たり、
現在、法改正の内容について関係各位による議論が進
んでおります。国土交通省を始め、関係省庁と緊密に
連携をとりながら、離島振興施策の推進に最大限努力
してまいります。
本日は国土交通部会正副会議、国会対策正副会議、財
務省補正予算レク、自民党総務会、議運打合せ会、議
院運営委員会、ひきこもり支援推進議員連盟」総会、
衆議院本会議、全国道路利用者会議定時総会、政務調
査会全体会議、国交省離島振興法改正レク、能登半島
広域観光協会表敬訪問でした。

宏池会と語る会が行われ多くの方がご参加頂きまし
た。心より感謝致します。今後とも所属会派の一員と

18 日（水） 真宗大谷派関係国会議員同朋の会
が 3 年ぶりに開催されました

して岸田総理総裁を全力でお支えして参ります。
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3 年ぶりに石崎奉燈祭の開催が決定しました。感染対
策や巡行に対して、まだまだ課題はありますが、祭り
は地域を元気にする特効薬です。引き続き。応援をし
て参ります。
東京では秘書時代からの友人で山形県山辺町清野副
町長が議員会館に来訪して頂き、来たる県議選挙に向
けて決意を伺いました。

20 日（金） 県立七尾美術館北館長より、「等伯
の魅力について」の講演が開かれ聴講
宏池会定例会に参加です。
岸田会長より、前日の宏池会と語る会が約 3 千名にも
上り多くの方が訪れ、盛会に開催できたとの御礼報告
があり、引き続き、国会終盤に向けて緊張感を持って
取り組み、夏の参院選に向けて結束を図りました。
また、岸田会長へ先日、トキの放鳥候補地として関係
省庁への要望活動の報告と改めて、能登への候補地選
定について訴えました。来週には派閥の官房副長官へ
要望致します。
本日は総合農林政策調査会・農林部会・農産物輸出促

七尾市文化協会定期総会に参加です。総会に先立ち、

進対策委員会合同会議、国会対策正副会議、国会対策

県立七尾美術館北館長より、
「等伯の魅力について」の

委員会、党臨時総務会、議院打合せ会、議院運営委員

講演が開かれ聴講。総会終了後に長谷川等伯展を今年

会、宏池会定例会、衆議院本会議に参加でした。

も視察です。初お目見えも数点あり、良い気分転換で
した。

20 日（金） 3 年ぶりに石崎奉燈祭の開催が決
定しました

夜は自民党津幡支部で岡田直樹参議院議員を招いて
の意見交換会でした。

22 日（日） 第 106 回高等学校相撲金沢大会開
会式に参加しました

東京での活動を終えて、能登便で帰郷して、七尾市内
で早速街頭活動を行いました。
夜に、地元町会で行われた石崎奉燈祭奉賛会に参加。
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第 106 回高等学校相撲金沢大会開会式に参加しました。

た。おめでとうございます。これからも奥能登の振興

鳥取城北高の団体 3 連覇や金沢学院大附属高団体準優

発展に共に取り組んで参ります。

勝、個人優勝など県内郷土力士の活躍が目立ち、地元

24 日（火） 泉谷市長から地域交通の支援体制
について要請を頂きました

七尾東雲高校の初勝利には大いに胸が熱くなりまし
た。本当に選手の皆さんご苦労様でした。

22 日（日） 金沢駐屯地創立 72 周年記念式典
に参加です

珠洲市長選挙で再選されたばかりの泉谷市長が早速、
挨拶や陳情為に上京。議員会館に来訪。地域交通の支
援体制について要請を頂き、夕方の国土交通部会にて
金沢駐屯地創立 72 周年記念式典に参加です。観閲式

提言をさせて頂きました。

には音楽隊や隊員達の凛々しい姿に様々な装備を搭

本日は北陸新幹線建設促進大会にて馳知事をはじめ

載、牽引したジープや装甲車、オートバイ、戦車など

地元県議団や経済界、また沿線自治体の府県知事や関

の観閲行進が行われました。

係者など大応援団で大会が開催され、馳知事よりも提

一度は必見です。皆さん来年は是非ご来場下さい。

言がなされました。また、各種要望会にも参加です。

22 日（日） 公明党政経懇話会に参加です

26 日（木） 自民党小野寺元防衛大臣の質疑の
サポートです

高校相撲金沢大会や金沢駐屯地記念式典を後に公明
党政経懇話会に参加です。多くのご来賓が参加の元、

終盤国会、衆議院予算委員会が始まりました。トップ

夏の参院選に向け自公連携で一致結束して取り組む

を切って自民党小野寺元防衛大臣の質疑のサポート

ことを誓い合いました。

です。日本を取り巻く安全保障の課題は大変深刻な状

夜、珠洲市長選挙にて泉谷市長が再選を果たされまし

況です。ロシアによるウクライナ侵攻、中国による台
9
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27 日（金） 令和 4 年度補正予算が与党賛成多
数で衆議院を通過

湾や尖閣を取り巻く状況、北朝鮮による弾道ミサイル
問題など、課題は山積です。国民の皆様のご理解ご協
力をよろしくお願いします。
本日は内閣第一部会・国土交通部会合同会議、国会対
策正副会議、衆議院予算委員会、全国治水砂防協会通
常総会、宏池会例会、鉄道議員連盟・バス議員連盟合
同勉強会、総理官邸にて磯崎官房副長官へ石川県要望、
衆議院予算委員会応援でした。

26 日（木） 「G7 教育会議の金沢誘致」と「トキ
の能登地域への放鳥候補地選定」について要望
昨日に引き続き、衆議院予算委員会委員会が開かれ、
与野党の質疑が行われ。夕方、衆議院本会議が開かれ
令和 4 年度補正予算が与党賛成多数で衆議院を通過。
一般会計総額 2 兆 7009 億円の予算額について岸田総
理は「今後の物価は不透明な状況であり、まずは足元
の物価の高騰対策に備えなければならない」と言及。
審議が参議院に移りました。通常国会終盤、最後まで
緊張感を持って取り組んで参ります。
本日は国会対策正副会議、定期航空協会レク、国交省
総理官邸で同じ宏池会所属の磯崎内閣官房副長官に

水管理国土保全課レク、国交省公共事業企画調整課レ

「G7 教育会議の金沢誘致」と「トキの能登地域への

ク、指定自動車教習所を応援する議員連盟総会、塩崎

放鳥候補地選定」について要望です。

衆議院議員レク、衆議院予算委員会応援、衆議院本会

5/16 に県内関係者と関係省庁を要望した際に、馳知事

議に参加、終了後に地元へ帰省でした。

より、総理派閥として要望してほしいと要請があり、

28 日（土） かほく市国道 159 号交通安全対策
事業「感謝する集い」に参加です

岸田総理には宏池会定例会にて、もう 1 人の木原官房
副長官にも要望予定です。
磯崎副長官からは同じ宏池会の仲間として、また、出
身地の丸亀市は、七尾市と姉妹都市提携を結んでおり、
「重く受け止めて精査したい」と言及。
引き続き、誘致活動に取り組んで参ります。

かほく市国道 159 号交通安全対策事業〈七塚地区〉完
成に「感謝する集い」に参加です。平成 23 年から事業
10
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29 日（日） 自民県議団・地域・職域支部選対合
同会議に参加です

に着手、歩道の拡幅や交差点での右折車設置により通
勤通学の歩行者の安心安全が確保されました。次は高
松地区へ事業が順次進められます。これからも事業推
進の為に取り組んで参ります。

28 日（土） 整備された七塚地区歩道前から街
頭活動です

自民県議団・地域・職域支部選対合同会議に参加です。
夏の参院選挙出馬予定者である岡田直樹参議院議員
への 4 選に向けて、宮本周司県連会長を選対本部長と
して衆議院議員が各選挙区の責任者として選挙に挑
みます。私は石川 3 区選対本部長として岡田直樹再選
かほく市国道 159 号交通安全対策事業完成に「感謝す

に向けて全力で頑張ります。皆様のご支援ご協力をよ

る集い」が終了後、早速、整備された七塚地区歩道前

ろしくお願いします。

から街頭活動です。岡田直樹参議院議員と共に要望活
動を行ってきた事業です。引き続き、共に頑張って参

29 日（日） 岡田直樹 2022 国政報告会へ会場

ります。

を移動して参加です

本日はかほく市七塚地区、宇ノ気地区、宝達志水町、
羽咋市、
中能登町の 5 ヶ所にて街頭活動を行いました。
皆さんの激励に感謝します。
※腕まくりした場所が赤く日焼けしてしまい夜は妻
の保湿パックでヒリヒリした顔や腕をクールダウン
でした。

岡田直樹 2022 国政報告会へ会場を移動して参加です。
県内首長や県市町議、関係団体や後援会の皆さん多数
ご参加の元、岡田直樹参議院議員より国政報告が行わ
れ、来たる夏の参院選に向けて必勝を誓いました。
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29 日（日） 北陸税理士政治連盟石川県下後援
会合同定期総会に参加

31 日（火） ラジオ体操議員連盟設立総会に参
加

引き続き、北陸税理士政治連盟石川県下後援会合同定

ラジオ体操議員連盟設立総会に参加です。正しいラジ

期総会に参加。県選出各国会議員・知事の合同後援会

オ体操を行う事で下記の効用が得られ、身体の健康づ

も同時に開催、昨年の衆院選から大型選挙が続き、全

くりに繋がります。

ての後援会の活動が報告されました。後は夏の参院選

柔軟性の向上

に向けて岡田参議院議員の再選を皆で誓いました。

血液循環の改善
バランス感覚の向上

31 日（火） 石川県農業協会の皆さんが要望活
動の為に来訪

代謝の促進
良い姿勢づくり
ラジオ体操第一、第二、みんなの体操を TV でお馴染
みの体操のお兄さん、お姉さんから指導、良い汗を流
しました。皆さんも是非、どうぞ‼︎

31 日（火）参議院本会議にて令和 4 年度補正予
算が成立

全国農業委員会会長大会に参加後、石川県農業協会の
皆さんが要望活動の為に議員会館に来訪です。

参議院本会議にて令和 4 年度補正予算が成立しました。
ロシアのウクライナ侵攻を受けた物価高騰に対応す
る政府の緊急経済対策の財源です。国会閉会まで残り
2 週間。引き続き、緊張感を持って取り組みます。
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本日は自動車議員連盟カーボンニュートラルに関す
る自動車政策勉強会、国会対策正副会議、郵便局の新
たな利活用を推進議員連盟、地方組織・議員総局役員
会、自民党総務会、治水議員連盟総会、令和 4 年度全
国農業委員会会長大会、石川県農業協会要望活動、柳
田建設協会勉強会、ラジオ体操議員連盟設立総会に参
加でした。
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