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1日（水） 全国高速道路建設協議会第 58回総

会に参加 

 

全国高速道路建設協議会第 58 回総会に参加です。地

元から油野かほく市長、高岩金沢市議会議長、粟野々

市市長が参加。終了後、議員会館にて要望を頂きまし

た。引き続き、能越自動車道やのと里山海道 4 車線化

などの高速道路整備促進、予算確保に向けて取り組ん

で参ります。 

本日は国会対策正副会議、総務省レク、観光庁レク、

全国高速道路建設協議会第58回総会、国土交通部会、

政調全体会議に参加でした。 

 

2日（木） 農林水産高校を応援する会に参加 

 

農林水産高校を応援する会に参加しました。昨今、農

業高校における施設や設備は老朽化が激しく、安心安

全で持続可能な農業を支える上で、スマート農業など

時代に即応した人材育成が急務です。さまざまな課題

解決の為にしっかりと応援して参ります。 

本日は党国会対策正副会議、内閣官房デジタル田園都

市実現事務局レク、宏池会定例会、第 17 回農林水産

高校を応援する会総会に参加でした。 

 

3日（金） 全旅連の多田会長(和倉温泉美湾荘

社長)が来訪 

 

全旅連の多田会長(和倉温泉美湾荘社長)が議員会館に

挨拶に来訪。議連や部会、国の骨太方針に対する観光

振興の提言に対して、御礼と引き続きの支援要請を頂

きました。コロナ感染症も落ち着きいよいよ goto 事

業も再開します。まだまだ感染対策に気を引き締めて、

以前の様な社会経済活動の活力を取り戻す為に全力

で取り組みます。 

本日は党水産部会、国会対策正副会議、原子力問題調

査特別委員会、総務省レク、観光庁レク、全旅連多田

会長面談、国土交通部会、政調全体会議に参加でした。 

 

4日（土） 自民党かほく支部と七尾市にて 岡田

直樹 参議院議員の励ます会と囲む会に参加 

 

朝の北陸新幹線で地元に戻り、自民党かほく支部と七

尾市にて岡田直樹参議院議員の励ます会と囲む会に

参加です。来たる戦いに向け、皆様の応援よろしくお
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願いします。 

 

4日（土） 3年ぶりに開催された「輪島市民まつ

り」に立ち寄りました 

 

3 年ぶりに開催された「輪島市民まつり」に立ち寄り

ました。夜の花火は見れませんでしたが、徐々に活気

が戻りつつあります。これからも更に盛り上げていき

ましょう。 

 

4日（土） 輪島市街地にて街頭活動です 

 

輪島市民まつりにを後に市街地にて街頭活動です。岡

田直樹参議院議員候補の必勝の為に頑張ります。 

 

4日（土） 岡田直樹志賀町後援会総会に参加で

す 

 

岡田直樹志賀町後援会総会に参加です。岡田・宮本・

西田の 3 人で、この 1 ヶ月石川 3 区を駆け巡り来たる

参院選に向けて準備を進めてきました。石川 3 区選対

本部長として全力で取り組みます。 

 

5日（日） 第 2回県下太鼓打競技 石崎大会 

開催 

 

第 2回県下太鼓打競技 石崎大会が地元小学校の体育

館で開催。コロナを乗り越え、イキイキと躍動感溢れ

るバチ捌きに感動すら覚えます。今年は石崎奉燈祭も

運行や様々な制約はあるものの 3年ぶりに開催予定で

す。徐々にイベントやお祭りが再開され、地域の賑わ

いに繋がる様に、これからも全力で応援します。 
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5日（日） 参議院選挙対策本部・おかだ直樹後

援会合同事務所開きに参加 

 

参議院選挙対策本部・おかだ直樹後援会合同事務所開

きに参加。 

参院選 6/22公示 7/10投票まであまり時間はありませ

んが、おかだ直樹の支援の輪を広げて頂きます様よろ

しくお願いします。 

場所 金沢市高柳町三字 56 番地 

 

5日（日） 自民党青年局・青年部全国一斉街頭

活動に参加 

 

自民党青年局・青年部全国一斉街頭活動に参加です。 

毎年この時期に北朝鮮の拉致問題について全国の青

年局の仲間と共に一斉に街頭から訴える自民党恒例

行事です。 

岡田直樹参議院議員らと共に拉致問題の一刻も早い

解決と北朝鮮による弾道ミサイル発射への抗議を訴

えました。 

 

5日（日） 石川県薬剤師会総会に参加です 

 

石川県薬剤師会総会に参加です。県民の健康と地域医

療を支える薬剤師の皆様に感謝します。 

コロナ禍で社会的役割も担う中で、地域医療の格差を

支える為にも能登地区の薬剤師の偏在は大きな課題

です。しっかりと取り組んで参ります。 

また、自民党薬剤師の組織候補として参議院比例区か

ら出馬予定の神谷まさゆき候補の応援もよろしくお

願いします。 

 

5日（日） 津幡町・かほく市・内灘町にて街頭活

動です 

 

金沢での薬剤師会の総会を終え、津幡町・かほく市・

内灘町にて街頭活動です。少し風が強く吹いていまし

たが、ドライバーからの激励に気合が入りました。そ

の後、通夜に参列し、今週末の日程を終え、上京しま

した。明日から終盤国会に向けて頑張ります。 
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7日（火） 衆議院本会議の法案処理を終え、全

国離島振興協議会・通常総会に参加 

 

衆議院本会議の法案処理を終え、全国離島振興協議

会・通常総会に参加。 

全国の離島において、離島振興政策によって生活条件

の改善や社会資本整備が行われてきました。しかし、

離島を取り巻く環境や社会的諸条件は依然として厳

しく、過疎・高齢化など様々な条件が悪化しています。

本県でも舳倉島を有し、わが国の領域を守り、海洋資

源や多様な文化など重要な役割を担っています。コロ

ナを乗り越え、新時代にふさわしい離島振興法の早期

改正延長に向けて、引き続き、取り組んで参ります。 

本日は国会対策正副会議、党総務会、森林を活かす都

市の木造化推進議員連盟令和 4 年総会、議運打合会、

議院運営委員会、自民党ちんたい議連 2022 年度総会、

衆議院本会議、令和４年度 全国離島振興協議会・通

常総会、国土交通省レクに参加でした。 

 

9日（木） 細田議長不信任案並びに内閣不信任

案の両不信任案が、大差で否決 

 

衆議院本会議にて、野党提出の細田議長不信任案並び

に内閣不信任案の両不信任案が野党の足並みも揃わ

ず、大差で否決されました。特に、内閣不信任案は立

憲・共産・社民のみでトリプルスコア以上で否決、国

会終盤の野党の年中行事の一つの様で、立憲の孤立感

が目立った結果でした。 

また、自民党臨時総務会にて岸田総裁出席の元で来た

る参院選に向けた選挙公約が説明。キャッチフレーズ

「日本を守る」「未来を創る」決断と実行について概要

聴取し、了承されました。 

本日は国会対策正副会議、自民党臨時総務会、議運打

合せ会、衆議院本会議、また、石川県土地家屋調査士

政治連盟 丸田会長が議員会館に来訪頂きました。 

 

10日（金） 大平正芳元首相のお墓参りに宏池

会有志と共に参列 

 

大平正芳元首相のお墓参りに宏池会有志と共に参列。

毎年 12 日の命日に合わせてお墓参り伺い、今年は秘

書として使えた瓦先生の恩師である大平先生に 28 年

ぶりの宏池会政権誕生の節目にお参りできた事は本

当に感慨深いです。 

また、石川県建築組合連合会から国保組合の育成強化

やインボイス制度の見直しについて要望を伺いまし

た。 

本日は国会対策正副会議、大平先生お墓参り、全日本

不動産政策推進議員連盟総会、石川県建築組合連合会

陳情来訪。議員会館にて執務でした。 
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11日（土） 中能登町議会議員選挙に立候補予

定者の皆さんに激励に挨拶回り 

 

来週、告示を迎える中能登町議会議員選挙に立候補予

定者の皆さんに激励に挨拶回りです。その後、中能登

町にて街頭活動を行いました。 

 

12日（日） 能越自動車道「輪島道路」建設フォ

ーラム“地元 1000人の声を中央へ”に参加 

 

能越自動車道「輪島道路」建設フォーラム“地元 1000

人の声を中央に”参加。これまで順次、能越自動車道が

整備され、三大都市圏と繋がり、新幹線の相乗効果も

あり能登地域にとって交流人口の増加に貢献。産業振

興や救急搬送など、命を守る道路として、本年度は予

算も増額され、来年中には三井 IC が開通の見通しで

す。引き続き、全線開通に向けて、取り組んで参りま

す。 

 

12日（日） 足立敏之参議院議員との意見交換

会に参加です 

 

足立敏之参議院議員との意見交換会に参加です。参院

選自民党比例区で唯一、建設業を支援する候補で、同

じ宏池会の先輩議員です。国道 159 号、415 号、千里

浜海岸保全整備促進に地方区の岡田直樹候補と共に

全力で取り組みます。応援よろしくお願いします。 

 

12日（日） 輪島市に戻り、洲衛交差点にて街頭

活動です 

 

輪島市に戻り、洲衛交差点にて街頭活動です。明日か

ら終盤国会に向け、最後まで緊張感を持って取り組み

ます。 
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12日（日） 自身の後援会、経西会輪島の意見交

換会に参加 

 

自身の後援会、経西会輪島の意見交換会に参加です。

輪島市の伝統文化や産業の振興など、多岐にわたる意

見交換に良いリフレッシュの機会になりました。これ

からもふるさとの為に頑張ります。 

 

13日（月） 神道政治連盟石川県本部の皆さん

と東京でご一緒させて頂きました 

 

6 時始発の新幹線かがやきで上京して、自民党電気工

事議員連盟総会へ参加です。全国電工連政治連盟米沢

寛会長より要望を聴取。引き続き、国会対策正副会議

へ‼︎ 

また、神道政治連盟国会議員懇談会総会並びに神道政

治連盟地方議員懇談会及び都道府県本部役員との懇

談会に参加。久しぶりに神道政治連盟石川県本部の皆

さんと東京でご一緒させて頂きました。国会終了後、

直ちに参院選挙でお世話になります。どうぞよろしく

お願いします。 

 

14 日（火）スギヨの最も有名な商品「カニカマ」の開

発から 50 周年 

 

本日は地元から株式会社スギヨ取締役杉野浩也さん

が議員会館に来訪。国会見学に同行しました。 

スギヨの最も有名な商品「カニカマ」の開発から 50 周

年の節目に開発秘話映像を作成。アジア最大級の国際

映画祭にノミネート、「カニカマ氏が語るカニカマ史」

を PR 説明。地元で慣れ親しんだ「カニカマ」ムービ

ーを是非ご覧下さい。 

https://www.sugiyo.co.jp/mr_kanikama/ 

 

14日（火） いよいよ、明日で国会が閉会 

 

いよいよ、明日で国会が閉会。1/17 から始まった通常

国会、150 日間で令和 3 年度補正予算、令和 4 年度予

算並びに補正予算、コロナ感染対策、燃油高騰対策、

ウクライナ決議、子ども家庭庁設置など 61 法案が審

議され、明日、参議院にて全ての法案成立の見通しで

す。6/22 からは参院選挙か公示を迎え、18 日間の選

挙戦に入ります。地方区からは岡田直樹候補へ‼︎ 比

例区からは自民・公明党の候補者をよろしくお願いし
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ます。 

本日は国会対策正副会議、スギヨ取締役面談、党総務

会、農業農村整備の集い、空き家対策推進議員連盟総

会、「海洋プラスチック対策推進議員連盟」総会、葉梨

康弘君の更なる活躍を期する会に参加でした。 

 

15日（水） 国会で予算や 61本の全ての法案が

100%成立した事は実に 26年ぶり 

 

本日、国会が閉会しました。1/17 から開会した国会で

予算や 61 本の全ての法案が 100%成立した事は実に

26 年ぶり、岸田政権の支持率も上昇し、ウクライナ支

援、コロナ感染対策、燃油高騰対策、経済支援などな

ど、安定が続いた国会でした。 

私自身も党国会対策正副役員のオブザーバーメンバ

ーとして 150 日間、朝の会議に参加。国会運営の裏舞

台を勉強させて頂き、その他、党総務会、議院運営委

員会、法務委員会、農林水産委員会、東日本地震復興

特別委員会、原子力問題調査特別委員会、政治倫理の

確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に所属、

多忙な日々でしたが、ようやく一区切りです。 

来週からは参院選に向けて心機一転全力で取り組ん

で参ります。 

 

18日（土） 岡田直樹参議院候補内灘町後援会

事務所開き 

 

岡田直樹参議院候補内灘町後援会事務所開きに駆け

つけて、6/22 公示に迫った選挙戦に向けて必勝を誓い

ました。暑い夏の陣、皆様体調には充分に気をつけて

いきましょう。 

本日は穴水町と内灘町にて街頭活動から岡田候補の

支援を訴えました。引き続き、よろしくお願いします。 

 

19日（日） 珠洲市にて 15:08震度 6弱の地震

が発生 

 

珠洲市にて 15:08 震度 6 弱の地震が発生。昨年の 7 月

より一年以上地震が頻発、綱海の影響は無いものの、

同程度の地震の発生は、能登半島沖地震以来です。奥

能登地区の首長さんや関係の皆さんより、情報を伺い、

大きな被害が見られないとの事ですが、棚からの落下

物による散乱や春日神社の鳥居の倒壊など見受けら

れ、墓石や壁などの被害も出ているようです。土砂崩

れや水道などの状況については確認中との事です。く

れぐれも余震に気を付けて、倒れる恐れのある場所に
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は近寄らないで頂きたいと思います。 

 

20日（月） 珠洲市にて昨日の地震の被害状況

を視察 

 

珠洲市にて昨日の地震の被害状況を視察。地域住民の

皆様には余震など不安な夜を過ごした事と思います。 

また、市内商店街にてお話を伺っている最中に 2 回目

の震度 5 強の地震に遭遇、被害も広がりつつも市内の

ライフライン一部箇所にて障害があるものの市民生

活には影響は少ない模様です。 

地震直後にも岸田総理より直接電話があり、国として

も最善の対策を行うとの言葉を頂きました。市役所へ

泉谷市長と共に状況を把握、今後の天候次第では土砂

災害の危険性もあるので行政としても危険箇所の調

査と把握し、地域住民の安心安全に努めます。 

 

21 日（火）自民党県選出国会議員にて馳知事を訪問 

June 21, 2022 

 

県議会最終日、自民党県選出国会議員にて馳知事を訪

問です。珠洲市に頻発する地震対策や国・県・地元自

治体への連携協力など、チーム石川として取り組む事

を確認。馳知事より経産省出身の新しく赴任した西垣

新副知事への紹介を兼ねて地域経済に対する影響な

ど支援策の状況確認も示唆。また、地盤の緩みなど土

砂災害など危険箇所の確認など早急に取り組んで参

ります。 

 

22日（水） 岡田なおき候補必勝祈願祭&出陣式

に参加 

 

参議院選挙公示 

岡田なおき候補必勝祈願祭&出陣式に参加です。3 期

18 年の実績と誠実で石川県政発展の為に尽力。様々な

要職を歴任、特に官房副長官時代にはコロナ感染対策、

災害支援、時には大和堆周辺外国船不法操業対策など

ふるさとのピンチの時に官邸から大きな力添えを頂

きました。これから 7/10 までの選挙戦ですが、石川

の未来の為に岡田なおき候補に皆様の大切な一票と

支援の輪を拡げて頂きます様に、よろしくお願いしま

す。 
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22日（水） 珠洲市へ馳知事、平蔵県議と共に地

震の被害状況の視察 

 

金沢での岡田候補の出陣式を終え、珠洲市へ馳知事、

平蔵県議と共に地震の被害状況の視察に同行。市役所

で泉谷市長より説明を受け、現地へ視察。特に被害の

大きかった民家裏の崩落現場や珪藻土コンロ作る被

害の大きかった窯を視察。現場の状況を確認。馳知事

より「被害状況から見て怪我人が出なくてよかった。

国と連携して復旧の為に全力で協力する」また、「山間

の溜池や急傾斜地などの危険箇所の把握に努め、2 次

災害防止に全力を尽くす」と言及。今後とも地元自治

体と連携して全力でサポート致します。 

 

24日（金） おかだ直樹候補七尾市遊説に同行

です 

 

おかだ直樹候補七尾市遊説に同行です。中島、田鶴浜、

能登島、七尾市内にて各地域にて街頭からお集まりの

皆様におかだ候補のふるさと能登石川に対する熱き

思いを訴えました。不順な天候の中、お集まり頂きま

した皆様に感謝致します。是非、期日前投票にはおか

だ直樹候補をよろしくお願いします。 

 

24日（金） おかだ直樹個人演説会に参加です 

 

参院選 3 日目 

七尾地区での遊説を切り上げ、おかだ直樹個人演説会

に参加です。本日から能登地区遊説・演説会が 3 日間

続き、初日に多くの皆さんにお集まり頂き感謝致しま

す。おかだ候補も既に顔が赤く日に焼け、終盤戦の如

く、熱く訴えていました。明日からは奥能登に舞台を

移し、おかだ候補の必勝の為に頑張ります。最終最後

までご支援をよろしくお願いします。 

 

25日（土） おかだ直樹候補、珠洲市の地震への

お見舞いと現地視察 

 

参院選 4 日目. 

おかだ直樹候補、珠洲市の地震へのお見舞いと現地視

察を兼ねての遊説です。 

早期の復旧、風評被害対策、防災・減災・国土強靭化

に努めます。 
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25日（土） おかだ直樹候補、珠洲市でのお見舞

いや現地視察遊説を終え、能登町遊説です 

 

参院選 4 日目. 

おかだ直樹候補、珠洲市でのお見舞いや現地視察遊説

を終え、能登町遊説です。昼からは一際暑い中で、お

集まり頂いた皆様に感謝・感激しながら、ふるさとの

思いを熱く訴えました。引き続き、おかだ候補をよろ

しくお願いします。 

 

25日（土） 能登町おかだ直樹候補の個人演説

会に参加です 

 

参院選 4 日目. 

おかだ直樹候補、珠洲市、能登町での日中の熱い遊説

を終え、本日の最後に能登町おかだ直樹候補の個人演

説会に参加です。 

お集まり頂いた皆様におかだ候補、感謝・感激しなが

ら、ふるさとの思いを熱く訴えました。引き続き、お

かだ候補をよろしくお願いします。 

 

26日（日） 七尾鹿島消防団連合訓練大会にて

団員の皆さんをお出迎え 

 

七尾鹿島消防団連合訓練大会にて入場行進の団員の

皆さんを来賓として出迎えました。3 年ぶりの開催で

すが、日頃の練習の成果を発揮して県体出場目指して

頑張って下さい。 

 

26日（日） おかだ直樹候補と共に穴水町にて

遊説です 

 

参院選 5 日目 

おかだ直樹候補と共に穴水町にて遊説です。スタート

は曽福地区の坂本三十次先生宅前から第一声です。 

奥能登地区グランドゴルフ大会開会前の選手の皆様

から沢山の激励を頂きました。 

また、各集落にて多くの皆さんに暑い中でお出迎え頂

き、本当にありがとうございました。 

引き続き、おかだ直樹候補のご支援をよろしくお願い

します。 
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26日（日） おかだ直樹候補と共に午後からは

輪島市門前地区にて遊説スタートです 

 

参院選 5 日目 

おかだ直樹候補と共に午後からは輪島市門前地区に

て遊説スタートです。 

門前地区商店街にておかだ候補の激励の為に多くの

地域住民の皆さんがお集まり頂き沢山の激励を受け

ました。 

また、各集落にて多くの皆さんに暑い中でお出迎え頂

き、本当にありがとうございますございました。 

JA おおぞら輪島市支店前にて自民公明合同街頭演説

会が行われ、決起大会さながらの本日最後の支援の訴

えです。 

終了後、輪島市内ショッピングセンター前にて街頭活

動で訴えです。 

これで 3 日間の前半の能登遊説日程が終了し、これか

ら県外応援後、7 月からの後半の能登遊説に向けて頑

張って参ります。 

引き続き、おかだ直樹候補のご支援をよろしくお願い

します。 

 

28日（火） 県外候補応援の為、これから京都へ

向かいます 

 

能登地区でのおかだ直樹候補の前半の遊説日程も終

了して、県外候補応援の為、これから京都へ向かいま

す。東京での公務を済ませ、中盤・後半に向けて、引

き続き、おかだ直樹候補並びに自民・公明党比例候補

の応援をよろしくお願いします。 

 

28日（火） 京都に到着後、京都選挙区吉井あき

ら候補選挙事務所を激励訪問 

 

参院選 7 日目 

京都に到着後、京都選挙区吉井あきら候補選挙事務所

を激励訪問。同期の繁本護先生や参議院議員西田昌司

先生と面談後、関係先へ挨拶回りです。真夏に迫る気

温の中で皆様には是非、体調にお気を付け下さい。 
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30日（木） 堀井巌・大野泰正両参議院議員がお

かだ直樹候補の応援の為に来県 

 

参院選 9 日目 

前日の公務(国土審議会豪雪地帯対策分科会)を終え、

午前の能登便で地元入りです。 

堀井巌・大野泰正両参議院議員がおかだ直樹候補の応

援の為に来県されました。両先生方は宮本県連会長と

同期で参院補選の時にも能登へ応援に来て下さり、今

回で能登入りは 2 回目。 

私も羽田空港から一緒に同行させて頂き宮下県議と

共に、おかだ候補の応援に回ります。 

まず、穴水町役場にて吉村町長を始め議員の皆さんと

の意見交換に参加。次に自民党輪島支部にて経済団体

や議員の皆さんとの懇談会に参加。 

外交、安全保障、コロナ感染対策、少子化福祉対策、

地震に対する風評対策，物価高騰対策など多岐にわた

るご意見を頂きました。様々な要望課題に自民党は全

力で取り組んで参ります。その為にも、参院選にはお

かだ直樹候補をどうぞよろしくお願いします。 

 

30日（木） 本日、穴水・輪島での懇談会を終え

て、輪島市を皮切りに街頭活動をスタート 

 

参院選 9 日目 

本日、穴水・輪島での懇談会を終えて、輪島市を皮切

りに街頭活動をスタート、羽咋市・志賀町 3ヶ所にて、

おかだ候補の支援を訴えました。 

連日、猛暑が続きますが、熱中症に気をつけてお過ご

し下さい 

 


