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3日（日） おかだ直樹かほく市遊説・比例進藤金

日子候補の街頭演説会に参加です 

 

参院選 12 日目、おかだ直樹かほく市遊説・比例進藤

金日子候補の街頭演説会に参加です。かほく市遊説で

は高松・七塚・宇ノ気地区にて街頭演説会を行い、宇

ノ気地区にて有村治子参議院議員も参戦。各地域でお

かだ候補の勝利に向けてガンバロー三唱で必勝を誓

いました。 

また、JA かほく本店前にて土地改良・森林・漁協組合

推薦の進藤金日子候補の街頭演説会に参加です。進藤

候補は農林水産業のエキスパートとして多くのご指

導を頂き、本県の様々な要望課題にお力添えを頂いて

おり、欠かす事の出来ない人材です。関係の皆様のご

支援をご協力をよろしくお願いします。 

 

3日（日） 参院選 12日目、おかだ直樹津幡町

遊説・演説会に参加です。 

 

参院選 12 日目、おかだ直樹津幡町遊説・演説会に参

加です。プラント 3 前での街頭活動や 6 地域での演説

会には多くの皆さんから激励を頂き感謝致します。夕

方からは小雨の中での活動でしたが、おかだ候補の勝

利に向けてガンバロー三唱で必勝を誓いました。 

 

4日（月） 参院選 12日目、おかだ直樹内灘町

遊説・演説会に参加です 

 

参院選 12 日目、おかだ直樹内灘町遊説・演説会に参

加です。急に降り注いだ雨も上がり、一転蒸し暑さの

中での活動です。かほく市に引き続き、有村治子参議

院議員も参戦。おかだ候補の勝利に向けてガンバロー

三唱で必勝を誓いました。 

 

4日（月） 参院選 13日目、おかだ直樹候補の

宝達志水町遊説・街頭演説会に参加です。 

 

参院選 13 日目、おかだ直樹候補の宝達志水町遊説・

街頭演説会に参加です。押水・志雄地区にて遊説中、

おかだ候補へ農家の方から採れたての特産品のすも

もの差し入れがあり「これを食べて頑張れ」との激励

におかだ候補も元気 100 倍でした。商工会前と役場前

中央公園での街頭演説会には多くの皆さんから激励

を頂き感謝致します。午前中は小雨の中での活動でし
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たが、農家の皆さんにとっては恵みの雨でした。引き

続き、おかだ候補の勝利に向けて、最後までよろしく

お願いします。 

 

6日（水） 菅義偉前内閣総理大臣を招いてのお

かだ直樹候補街頭演説会に参加です。 

 

参院選 15 日目、菅義偉前内閣総理大臣を招いてのお

かだ直樹候補街頭演説会に参加です。おかだ候補は官

房副長官としてワクチンの 100 万回接種やコロナ感

染対策支援・オリパラの開催など様々な取り組みの中

心メンバーとして菅総理を支えてきました。また、厳

しい世界情勢に対する外交・安全保障や物価高騰対策、

災害の脅威からこの選挙戦を乗り越え、更なる大きな

立場でふるさと石川を守り、日本を守る為にも、おか

だ直樹候補・自民党をどうぞよろしくお願いします。 

 

7日（木） 参院選 16日目、おかだ直樹候補の

志賀町遊説・街頭演説会に参加 

 

安倍元総理のご逝去に心よりご冥福をお祈りいたし

ます。 

参院選 16 日目、おかだ直樹候補の志賀町遊説・街頭

演説会に参加。遊説スタート前に小泉町長と共に出勤

前のドライバーの皆さんへ朝のご挨拶です。 

志賀町内 3会場での街頭演説会には多くの皆さんから

激励を頂きました。感謝致します。おかだ候補と共に

真っ黒に日焼けをしながら訴え、残り終盤戦、引き続

き、安倍元総理のご意志を引き継ぐ、おかだ候補の勝

利に向けて、最後までよろしくお願いします。 

 

7日（木） 参院選 16日目午後、おかだ直樹候

補の中能登町遊説・街頭演説会に参加 

 

安倍元総理のご逝去に心よりご冥福をお祈りいたし

ます。 

参院選 16 日目午後、おかだ直樹候補の中能登町遊説・

街頭演説会に参加。 

中能登町内 4会場での街頭演説会には多くの皆さんか

ら激励を頂きました。感謝致します。 

途中，道の駅織姫の里に立ち寄り、宮下町長と共に七

夕の短冊に願い事を‼︎ 

最後はラピア鹿島での決起大会へ‼︎ 

これでおかだ候補の能登遊説がすべて終了致しまし

た。残り終盤戦、引き続き、安倍元総理のご意志を引

き継ぐ、おかだ候補の勝利に向けて、最後までよろし

くお願いします。 
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9日（土） 自民党山谷えり子候補、津幡町カジマ

ート前にて街頭演説会に参加しました 

 

参院選最終日、安倍元総理のご逝去に心よりご冥福を

お祈りいたします。 

自民党山谷えり子候補の県内遊説の先陣を切って津

幡町カジマート前にて街頭演説会に参加しました。 

早朝より猛暑の中、多くの皆様からの激励を頂き感謝

致します。 

明日の投票箱が閉まる最後まで、安倍元総理のご意志

を引き継ぐ、地方区のおかだ直樹候補、比例区の自民

党(山谷えり子)・公明党候補をよろしくお願いします。 

 

9日（土） おかだ直樹候補、片町スクランブル

交差点にて最後の演説会に参加です 

 

参院選最終日、おかだ直樹候補、18 日間の全ての遊説

日程を終えて、片町スクランブル交差点にて最後の演

説会に参加です。 

昨日の安倍元総理の訃報に伴い、ガンバローなどの発

生を省き、宮本選対本部長と候補者本人による御礼と

追悼の言葉が語られ、また，選挙事務所にてマイク納

めも行われ、この選挙戦を締めくくりました。 

これまでお支え頂いた全ての皆様に感謝と御礼を申

し上げます。最後に明日の投票箱が閉まる瞬間までお

かだ直樹候補へのご支援、ご協力をよろしくお願いし

ます。 

 

10日（日） おかだ直樹候補、皆様の多くのお支

えを頂きまして無事に当選を賜る事が出来まし

た。 

 

参院選投票日、おかだ直樹候補、皆様の多くのお支え

を頂きまして無事に当選を賜る事が出来ました。心か

ら感謝申し上げます。 

この選挙戦、震災の影響や記録的な猛暑の日々、終盤

の痛ましく許されざる蛮行によって安倍元総理が逝

去された事は国民の皆様にとって大きな悲みであり，

なんとか一命を取り留めて頂きたいとの思いが叶わ

ず、本当に残念でなりません。ここに改めて、皆様と

共にご冥福をお祈り致します。 

安倍元総理の残されたご功績は自由民主党としての

誇りであり、我々、政治に身を置く立場の一人として

尊敬の念とその思いを引き継ぎ、岡田先生を先頭に

「ふるさと石川を守り、日本を守る」為に、精進を重

ねて参りたいと思います。 

本当にありがとうございました。 
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11日（月） 県選出国会議員で馳知事や県議会

へ当選の御礼報告に訪問です。 

 

当選報告会から一夜明け、改めて，県選出国会議員で

馳知事や県議会へ当選の御礼報告に訪問です。 

馳知事からも引き続き、県選出国会議員との連携を強

化して石川県の諸課題に取り組む決意を表明。 

￼これまでの実績と様々な状況を乗り越えて、次点候

補を 3 倍以上引き離し、圧倒的な勝利は４選を果たし

た岡田先生にとって大きな励みになります。 

これからも岡田先生を中心にチーム石川の一員とし

てふるさと能登・石川の発展の為に取り組んで参りま

す。 

知事や自民党県議会への当選御礼ご挨拶を済ませ、直

ちに、県選出国会議員と共に安倍元総理への通夜弔問

の為に上京です。 

 

11日（月）安倍晋三元総理の通夜の儀が行わ

れ、ご霊前にお参りをさせて頂きました 

 

徳川家康の菩提寺である増上寺にて、安倍晋三元総理

の通夜の儀が行われ、弔問や一般献花に多くの方々が

訪れ、私もその一人としてご霊前にお参りをさせて頂

きました。 

我が国の柱として、あまりも突然で早すぎる別れに、

未だに戸惑いと悲しみが尽きませんが、安倍元総理の

ご意志を少しでも引き継げる様に、これからも精進を

重ねて参ります。 

安倍元総理のご冥福を心よりお祈りいたします。 

 

12日（火） 安倍晋三元総理の告別式が終わり、

棺を乗せた車列が最後のお別れの為に国会周辺

へ。 

 

安倍晋三元総理の告別式が終わり、棺を乗せた車列が

最後のお別れの為に自民党本部や国会議事堂など国

会周辺へ。総理官邸では岸田総理らが見送られました。 

また、沿道には大勢の国会議員や一般市民らが駆けつ

け、私も共に安倍元総理を見送り、これまでのご功績

に改めての感謝と哀悼の意を捧げました。 
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12日（火） 国土交通省へ能越自動車道七尾区

間・七尾港合同要望活動に同行です 

 

参院選が終了後、早速、国土交通省へ能越自動車道七

尾区間・七尾港合同要望活動に同行です。 

七尾市行政からは茶谷市長、佐藤議長並びに、経済団

体から大林会頭らが参加し，地域の実情について訴え

ました。引き続き、北陸地方整備局(新潟県)への要望

活動もよろしくお願いします。 

 

13日（水） 自民党県連河北・羽咋・七鹿郡市

10支部との意見交換を行いました 

 

能登空港午前便で到着後、自民党県連支部訪問に参加。

河北・羽咋・七鹿郡市 10 支部との意見交換を行い、

これまでの度重なる大型選挙への謝意とその流れを

来たる統一地方選挙に向けて一致結束を誓いました。 

また、午後より羽咋市役所にて、国道 159 号羽咋道路

整備促進期成同盟会総会に参加です。地域の経済産業

を支え、住民の生活を守る為に、引き続き、整備促進

に取り組んでまいります。 

14日（木） 自民党県連奥能登 2市 2町 4支部

との意見交換を行いました 

 

昨日に引き続き、自民党県連支部訪問に参加。奥能登

2 市 2 町 4 支部との意見交換を行い、これまでの度重

なる大型選挙への謝意と党勢拡大など、これまでの勢

いを来たる統一地方選挙に向けて一致結束を誓いま

した。 

終了後、東京での派閥会合に参加の為に上京です。 

 

15日（金） 県議会で行われた令和 4年度能登

総合開発促進協議会総会に参加です 

 

議員会館での執務を終えて新幹線で地元に戻り，県議

会で行われた令和 4年度能登総合開発促進協議会総会

に参加です。能登地域の重要課題について今後とも国

への予算要望に一致結束して取り組んで参ります。 
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16日（土） 石川県立図書館開館記念式典に出

席しました 

 

石川県立図書館開館記念式典に出席しました。県民待

望の県立図書館がオープンです。開放感あふれる円形

劇場の様な大閲覧空間は圧巻です。常時３０万冊が気

軽に閲覧可能、石川の誇る伝統文化や里山里海の生物

多様性のコナーの図書は石川コレクションに相応し

く，若い方から高齢者まで気軽に利用出来ます。是非，

ご来場下さい。 

 

16日（土） 石川県看護連盟総会に参加です 

 

石川県看護連盟総会に参加です。 

コロナ感染下で看護職の皆様には患者さんに寄り添

い，治療や看護に献身的にお支え頂き心から感謝申し

上げます。時には家庭を顧みることもできずに苦しい

状況もあったかと思います。お察し致します。これか

らも地域医療や看護の充実の為に、引き続き、政治の

立場から応援をして参ります。 

17日（日） のとじま水族館開館 40周年記念式

典に参加です 

 

のとじま水族館開館 40 周年記念式典に参加です。こ

れまで多くの家族の思い出が詰まった水族館。これか

らも多くの皆さんに愛される水族館として賑わい続

けてほしいですね。是非、この夏はのとじま水族館へ

お越し下さい。 

 

17日（日） 七尾矢田新埠頭に、3年ぶりに海上

保安庁巡視船と自衛艦が入港 

 

七尾矢田新埠頭にて、3 年ぶりに海上保安庁巡視船と

自衛艦が入港し、「はまゆき」「ひうち」の一般公開前

に激励に立ち寄りました。海岸警備や海上の安全安心

の為に重要な任務を担っている乗務員の皆様に感謝

致します。今後ともよろしくお願いします。 
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17日（日） 海上保安友の会能登支部理事会、関

係団体合同懇談会に参加です 

 

海上保安友の会能登支部理事会、関係団体合同懇談会

に参加です。日頃から海上保安庁の皆様と共に、サポ

ート役としてふるさとの海の安心安全を守る為にご

尽力いただく関係の皆様に感謝致します。これからも

よろしくお願いします。 

 

17日（日） 七尾港まつり市民総踊りに立ち寄り

ました 

 

七尾港まつり市民総踊りに立ち寄りました。3 年ぶり

の開催で多くの市民の皆さんが参加してスタート前

ですが、大いに盛り上がっていました。3 年分の思い

を込めて踊って下さい♪ 

 

18日（月） 令和 4年度海の日記念式典・海上

安全祈願祭に参加です 

 

令和 4 年度海の日記念式典・海上安全祈願祭に参加で

す。日頃から地域の生活や生業に大きな恩恵を受けて

いる母なる海七尾湾に改めて感謝しつつ、更なる港湾

事業の推進に全力で取り組んで参ります。 

 

19日（火） 能登町議会の皆さんとご一緒しまし

た 

 

のと里山空港午前便でこれから上京です。能登町議会

の皆さんとご一緒しました。研修や陳情など日程が嵩

みますが気を付てお過ごし下さい。 
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19日（火） 宮下中能登町長と共に経済産業省・

消費者庁へ要望に同行です 

 

宮下中能登町長と共に経済産業省・消費者庁へ要望に

同行です。家庭用加熱器におけるスケール対策につい

てです。 

また、石田県議会議長より半島地域振興対策について

提言書を議員会館にて承りました。 

今週は地元からの中央要望が続きますので、在京にて

しっかりと取り組みます。 

 

20日（水） 国土交通省への中央要望後に議員

会館に来訪です 

 

本日は茶谷七尾市長・油野かほく市長、坂口輪島市長、

岸羽咋市長、森輪島議会議長、久岡輪島商工会議所会

頭一行が国土交通省への中央要望後に議員会館に来

訪です。 

また、ルビーロマン研究会大田会長が議員会館に来訪

です。先週，金沢市場にて 150 万の初値で大いに注目

が集まりました。明日は大阪市場とその次が東京大田

市場とルビーロマンの初セリが続きます。 

珠洲市議会の小泊・浜田市議が地元要望の為に来訪で

す。 

来訪頂いた皆様には暑い中，ご苦労でした。 

 

20日（水） 国道 159号線の整備促進の為、国

土交通省への中央要望に参加です 

 

国道 159 号線の整備促進の為、沿線自治体である茶谷

七尾市長、岸羽咋市長、油野かほく市長、矢田津幡町

長共に国土交通省への中央要望に参加です。 

また、能越自動車道輪島道路並びに輪島港の整備促進

の為、坂口輪島市長、森輪島市議会議長、久岡輪島商

工会議所会頭一行と共に国土交通省への中央要望に

参加しました。 

暑い中、本当にご苦労様でした。 

 

21日（木） 宏池会在京懇談会に参加 

 

宏池会在京懇談会に参加。参院選後、初顔合わせです。

林(外務大臣)座長より、安倍前総理に対する弔意を述

べられ、その意思を私達も引き継ぐと決意‼︎ 参院選に

対する協力御礼と同志の先生方への健闘を讃えまし
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た。引き続き、総裁派閥の一員として岸田総理をお支

えして参ります。 

 

22日（金） 第 71回 石川県戦没者慰霊式に参

加の為、石川県へ帰郷です。 

 

本日、第 71 回 石川県戦没者慰霊式に参加の為、石川

県へ帰郷です。3 年ぶりに開催され、改めて、戦没者

の御霊に哀悼の意を捧げて来ました。戦後の平和と繁

栄は故郷を守る為に亡くなられた多くの尊い犠牲の

賜物です。これからも忘れる事なく その意思を受け

継いでいきたいと思います。  

 

23日（土） 第 60回の長谷部まつりに参加で

す。 

 

第 60 回の長谷部まつりに参加です。 

穴水町は美味しい食の宝庫です、春はいさざ、夏はサ

ザエ、秋は能登牛、冬は何と言ってもカキで一年を通

して美味しいものが味わえるうまいもんの里です。 

また、夏の長谷部まつりは冬のジャンボカキまつりと

並ぶ穴水 2 大まつりで 3年ぶりの開催で穴水町の町民

の皆様にとっても待ちに待ったイベントです。 

様々な催し物やステージイベント、商店街の歩行者天

国、武者行列は多くのご声援で祭りを盛り上げていま

した。また、最後のランタンの打ち上げや花火大会が

夏の夜空を彩っていました。 

 

25日（月） 石川七尾日中友好協会総会・懇親会

に 3年ぶりに参加です 

 

石川七尾日中友好協会総会・懇親会に 3 年ぶりに参加

です。開会前に抗体検査をを済ませて、全員が陰性の

確認がとれてからのスタートです。 

今年は、日中国交正常化 50 年の節目となる年です。

現在、コロナ感染症やウクライナ情勢、尖閣諸島や大

和堆などの外交安全保障問題など、中国との関係は決

して良好とは言えない状況です。 

「一衣帯水」の言葉通り、共に寄り添うべき関係の両

国が認識の違いで不幸な状況に陥っており、民間交流

こそが、両国の架け橋になるものと思っております。

協会の皆様には今後ともよろしくお願いします。 
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26日（火） 七尾事務所にて石川県税理士会の

皆様が来訪です。 

 

七尾事務所にて石川県税理士会の皆様が来訪です。令

和 5 年度税制改正に向けた要望を頂きました。しっか

りと取り組んで参ります。 

本日はのと里山空港の午後便で上京します。 

 

28日（木） 国土交通省へ地元首長の皆さんと

共に中央要望に同行です。 

 

午前中に国土交通省へ地元首長の皆さんと共に中央

要望に同行です。石川県道路整備促進協会油野会長(か

ほく市長)、のと里山海道整備促進期成同盟会茶谷会長

(七尾市長)、岸羽咋市長が参加。里山海道の 4 車線化

や能越自動車道、金沢外環状道路などの整備促進を訴

えました。 

午後、党国土交通部会副部会長として全国議長会より

国土交通省関係所管の提言を承りました。故郷石川に

も直結する課題です。しっかりと取り組んで参ります。 

 

28日（木） 令和 4年度防衛省全国情報施設協

議会総会が 3年ぶりに行われ、地元から森輪島

市議が出席でした。 

 

令和 4 年度防衛省全国情報施設協議会総会が 3年ぶり

に行われ、レーダー基地所在自治体関係者が参加。地

元から森輪島市議が出席でした。ウクライナ情勢や北

朝鮮の弾道ミサイル、尖閣諸島や竹島などの領土問題

など日本をめぐる外交・安全保障の問題は大変厳しい

状況下にあります。全国のレーダー基地などの情報施

設は最前線の要であります。国としてもしっかりと支

援をして参ります。 

 


