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2日（火） 加賀・能登総合開発促進協議会の中

央要望に同行です。 

加賀・能登総合開発促進協議会の中央要望に同行です。

厚生労働省・農林水産省・文化庁へ重要課題について

宮下・善田議員と共に要望提言を致しました。猛暑の

中、日帰りでの活動、本当にご苦労様でした。 

 

3日（水） 7月の参院選を受けて第 209回臨時

国会が召集されました。 

7 月の参院選を受けて第 209 回臨時国会が召集されま

した。会期は 5 日までの 3 日間です。４期連続当選を

果たした岡田直樹参議院議員も初登院、決意を新たに

‼︎ 

自民党本部にて両議員総会が行われ、岸田総裁から国

難ともいえるこの様々な状況を乗り越える為にも一

致結束して取り組む決意を述べられました。 

また、同僚議員と共に国会正面にて陛下のお出迎え、

お見送りです。あいにくの土砂降りでびしょ濡れにな

りましたが、猛暑から一転、清々しい風で気分も一新

です。 

本日は国会対策正副会議、国会対策委員会、国土交通

部会、議運打合せ会、議院運営委員会、衆議院本会議、

原子力問題調査特別委員会、倫理選挙特別委員会、東

日本大震災復興特別委員会、経済産業省レク、天皇陛

下お出迎え、国会開会式、天皇陛下お見送り、でした。 

 

5日（金） 第 209回臨時国会が最終日です。会

期は 5日までの 3日間でした。 

第 209 回臨時国会が最終日です。会期は 5 日までの 3

日間でした。本日、岸田文雄首相とペロシ米下院議長

と首相公邸で会談し、午後からの衆議院本会議に細田

議長の紹介で外交官席から手を振ってのご挨拶があ

りました。 

台湾周辺で軍事演習を実施した中国に対し、日本側と

して即刻中止を求めた。演習はペロシ氏の台湾訪問へ

の報復措置として行われ、弾道ミサイルが日本の排他

的経済水域（EEZ）内に落下した事に対して、岸田首

相はペロシ氏の朝の会談で「中国の行動は地域、国際

社会の平和と安定に深刻な影響を与える」と懸念を表

明。両氏は、台湾海峡の平和と安定の維持に向けた日

米間の緊密な連携を確認。 

日本を取り巻く厳しい世界情勢の中で、日米安保障の

堅持は必要不可欠です。今後とも政府として、自民党

として日本の主権や国土の安全を守って参ります。 
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6日（土） 北陸新幹線建設促進石川県民会議に

参加です。  

北陸新幹線建設促進石川県民会議に参加です。2023 年

春の敦賀以西着工と 24 年春までの敦賀開業を要望と

する決議が採択され、来年度政府予算の概算要求に必

要な事項を盛り込む事が求められました。関係の皆様

と共に全力で取り組んで参ります。 

 

6日（土） 県政懇談会(夏季)に参加です。 

県政懇談会(夏季)に参加です。 

新知事就任後、初となる県選出自民国会議員 5 氏との

懇談会が開かれ、国政県政の諸課題について意見交換。 

私自身、①地震や豪雨に対する支援対策について②ト

キ放鳥「能登取り組み評価」や今後の取り組みについ

て③奥能登の医師不足対策について④カーボンニュ

ートラルポート推進について⑤コロナ禍における不

登校対策についてなどを提言です。引き続き、様々な

諸課題について国・県地元自治体と共に取り組んで参

ります。 

6日（土） 地元の石崎奉燈祭が 3年ぶりに開催 

地元の石崎奉燈祭が 3 年ぶりに開催。コロナ禍におけ

る感染対策と運行や担ぎ手、飲食の振る舞い等の自粛

などの様々な制約の中で行われました。 

ご協力頂いた関係の皆様に感謝致します。来年こそは、

コロナを乗り越えフル規格での開催に期待します。 

 

7日（日） 御祓川沿いで川への感謝と世界の平

和を祈る御祓川まつりに立ち寄りました。 

御祓川沿いで川への感謝と世界の平和を祈る御祓川

まつりに立ち寄りました。 

夕方から御手洗いの儀、大祓い神事、清水流しの儀な

どが厳かに行われます。 

私も灯籠流しに一筆、夏の一夜に思いを込めて‼︎ 
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8日（月） 本日は早朝の北陸新幹線にて上京。 

本日は早朝の北陸新幹線にて上京。山口環境大臣に対

して、能登トキ放鳥決定に際し、馳知事や能登地域の

9 市町首長の皆様と共に御礼訪問と豪雨災害での災害

廃棄物への要望です。 

2026 年のトキの放鳥を目指し、今後、地元関係者との

様々な課題や問題点について協議が必要不可欠です。 

その他、地元議会関係者との要望対応や勉強会に参加

です。引き続き、環境省へ御礼要望訪問。臨時総務会

にて組閣・党役員人事について岸田総裁へ一任を承認

しました。 

 

9日（火） 大森能登町長、能登町議会有志の皆

さんが議員会館に表敬訪問です。 

大森能登町長、能登町議会有志の皆さんが議員会館に

表敬訪問です。大森町長から地元の圃場整備の推進に

ついての要望を聴取。国会見学と内閣府よりデジタル

田園都市国家構想の取り組みについての勉強会に参

加です。暑い日々が続きますが、体調には気をつけて

下さい。 

 

10日（水） 岡田直樹参議院議員の初入閣のお

祝い会が参議院会館にて行われました。 

岡田直樹参議院議員の初入閣のお祝い会が参議院会

館にて行われました。急遽、地元から自民党県連役員

の県議の皆様も駆け付け、県民待望の大臣誕生で祝賀

ムードに一色。国務大臣として地方創生、沖縄北方担

当他、計 8 担当大臣として重責を担われます。引き続

き、ふるさと石川の為、日本の為に頑張って下さい。 

本日は臨時総務会にて岸田総裁より党役員人事の指

名発表がありました。また、内閣改造にも着手、厳し

い国際、国内情勢の中で挙党体制で取り組むとの決意

表明です。 

 

11日（木） 国交政務官内定を墓前にて報告し

て、改めて故郷の為に身を粉にして働く決意を誓

いました。  

今年も先人の遺徳を偲び、益谷秀次先生、坂本三十次

先生、稲村左近四郎先生、瓦力先生への墓前や仏前に

御参りに伺いました。国交政務官内定を墓前にて報告
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して、改めて故郷の為に身を粉にして働く決意を誓い

ました。 

 

12日（金） 第 2次岸田内閣で国土交通大臣政

務官を拝命致しました。  

総理官邸にて岸田総理より辞令を頂き、第 2 次岸田内

閣で国土交通大臣政務官を拝命致しました。これもひ

とえに皆様の多くのお支えの賜物です。心より感謝申

し上げます。 

また、総理公邸(旧官邸)にて写真撮影や初政務官会議

が開かれ、緊張の連続でした。 

石川県では先に岡田地方創生担当大臣が就任され、ま

た、宮本参議院議員も財務大臣政務官として同じく拝

命です。これからも共にふるさと石川の為、国民の幸

せの為に身を粉にして働いて参ります。 

 

13日（土） 第 37回松明の夕べ・禅の里花火大

会が行われました。  

輪島市門前地区で 3 年ぶりに第 37 回松明の夕べ・禅

の里花火大会が行われました。 

先祖の精霊が迷わずお越し頂くための大松明に火を

つけてお出迎えです。ステージイベントや大花火大会

も開催され多くの皆さんで賑わいました。 

お盆のひと時の気分転換になりました。明日上京しま

す。 

 

15日（月） 全国戦没者追悼式に公務として参列

しました。  

全国戦没者追悼式に公務として参列。天皇皇后両陛下

をお迎えして、岸田総理と共に追悼の辞が述べられま

した。戦後 77 年、現在の平和と繁栄は日本を守る為

に亡くなられた多くの尊い犠牲の賜物です。これから

もその意思を受け継いでいきたいと思います。 

 

15日（月） 岸田総理より国土交通大臣政務官

を拝命後、同省へ初登庁です  

岸田総理より国土交通大臣政務官を拝命後、同省へ初

登庁です。斉藤大臣から担務の辞令交付。政務三役初

会議、泉田前政務官との引き継ぎ、国交省幹部への新

任挨拶を終え、最後は政務官室にて‼︎ 
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近年、想定外の自然災害が頻発する中で、国民の皆様

の安全安心の為に頑張って参ります。引き続き、よろ

しくお願いします。 

 

17日（水） 政務官として最初の要請対応です  

午前中の議員会館での執務を終え、午後、政務官とし

て最初の要請対応です。伊豆湘南道路の建設促進に関

する要望として静岡県関係国会議員や首長より聴取。

その後、秘書官と共に議員会館にて挨拶回りです。各

地域で大雨警報が発令中なのでどうぞ気を付けて下

さい。 

 

18日（木） 国交省でのレクや要望要請の対応

です。 

本日も、衆参議員会館での挨拶回りを終え、国交省で

のレクや要望要請の対応です。 

多々見舞鶴市長より舞鶴若狭自動車道 4車線化及び舞

鶴港の整備について要望聴取です。多々見市長はかほ

く市高松出身で油野かほく市長と懇意の仲で、石川県

の事情にも明るく、日本海側での協力関係も重要です。 

また、村山金沢市長より国交省へのご挨拶の為に来訪

頂きました。今後の関係事業の要望活動について協力

要請です。しっかりと対応させて頂きます。 

 

19日（金） 宝達志水町議会の代表の皆さんが

国交省政務官室へ来訪頂きました。  

宝達志水町議会の代表の皆さんが千里浜海岸保全要

望の為、国交省政務官室へ来訪頂きました。地元の大

切な資源の保全の為に、引き続き、取り組んで参りま

す。これから昼の新幹線で地元へ戻ります。 

 

20日（土） 能登各地において警戒レベル 4の

大雨 

昨日は能登各地において警戒レベル 4 の大雨により、

各所において浸水の被害に見舞われました。被害を受

けた皆様や不安な夜を過ごした皆様には心からお見

舞いを申し上げます。 

近年、想定を超える豪雨災害や自然災害によって全国

各地において甚大な影響が出ています。一気に対策を

講じることが出来ませんが、少しでも被害を緩和する
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為にも、様々な状況を見直し、引き続き、防災減災国

土強靭化に一層取り組んでまいります。 

昨日は大雨の中で、珠洲道路(正院町小路～蛸島町間)

起工式に参加です。地域の安全安心の為の広域交流の

促進の為に、早期、整備促進に取り組んで参ります。 

 

21日（日） 大雨の影響で被害を受けた皆様に

心よりお見舞いを申し上げます。  

昨日の大雨の影響で被害を受けた皆様には心よりお

見舞いを申し上げます。 

大雨から一転、晴れ模様で安堵します。線状降水帯で、

立て続けに同じ地域に集中して降雨が続く状況が全

国的に見られ土砂災害などの 2次災害を誘発する恐れ

から少しでも晴れ間が続く事を願います。 

大雨での被害状況を関係市町の首長より聴取。夕方の

能登便で上京しました。 

本日は昨日に引き続き、主要地方道宇出津町野線(宇

出津山分～上町間)起工式に参加です。奥能登地域を

の中央を横断、広域交流の促進や地域住民にとって重

要な幹線道路です。急カーブや急勾配で冬季間には事

故が多発、整備促進にしっかりと取り組んで参ります。 

また、前日には柳田植物公園にて 3 年ぶりにござれ祭

りが開催、途中、大雨でしたが夜には雨も上がり、ス

テージイベントや花火大会が行われました。 

 

23日（火） 岸田総理に旬の「ルビーロマン」を

試食して頂きました  

石川県の特産品「ルビーロマン」の PR の為、総理官

邸を訪問。岸田総理に旬の「ルビーロマン」を試食し

て頂きました。官邸でのリモートは初試み。引き続き、

岡田新大臣や林外務大臣、西村経産大臣、野村農水大

臣、茂木自民幹事長へ‼︎ 同行して頂きましたルビー

ロマン研究会の生産者の皆さん本当にご苦労様でし

た。 

 

23日（火） ルビーロマン研究会の生産者の皆

さん本当にご苦労様でした  

石川県の特産品「ルビーロマン」の PR の為、総理官

邸を訪問。岸田総理に旬の「ルビーロマン」を試食し

て頂きました。引き続き、岡田新大臣や林外務大臣、

西村経産大臣、野村農水大臣、茂木自民幹事長へ‼︎ 

同行して頂きましたルビーロマン研究会の生産者の

皆さん本当にご苦労様でした。 

 



 
自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二 2022 年 8月活動報告 

 

7 

24日（水） 本日も国土交通省政務 3役として

3件の陳情を対応です  

本日も国土交通省政務 3 役として①山陰道長門・下関

建設促進期成同盟会(長門・下関両市長)より要請、②

国道 150 号バイパス建設促進期成同盟会より要請、③

東京都特別行政区長会より要請の 3件の陳情を対応で

す。遠方から上京される皆様には本当にご苦労様です。 

 

24日（水） 治水議員連盟にて担当政務官として

参加です。  

治水議員連盟にて担当政務官として参加です。想定を

超える自然災害が頻発する中で、治水事業の推進は不

可欠です。 

また、国交省の公務の合間に議員会館にて地元の皆さ

んと面談です。お立ち寄り頂き感謝致します。 

 

25日（木）全国知事会より脱炭素社会の実現に

関する提言  

本日、国交者にて全国知事会より長野県知事から脱炭

素社会の実現に向けた対策の推進に関する提言。岐阜

県揖斐川町長・議長より要望。滋賀県栗東市長・議長

より国道 1 号・8 号線整備促進について要望。九州地

区高規格道路整備促進について要望を承りました。関

係の皆様ご苦労様でした。 

また、北陸新幹線の今後の整備状況や災害による海岸

漂流物(災害流失ごみ)についてレク。大雨の際に大量

に流木やゴミが羽咋市や志賀町に大量に海岸や港に

漂着、その撤去費用と所管が環境省・農林省・国交省

にまたがるため撤去費用と早期の対応について調整

対応です。 

その他、昼に◉宏池会在京懇談会。 

◉森林整備・治山事業促進議員連盟総会。◉議員会館

にて中小企業庁 石川県と中小企業庁との連携につ

いてレクでした。 
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26日（金） 災害状況把握の為、県内関係機関へ

訪問です。  

災害状況把握の為、東京からトンボ返りで県内関係機

関へ訪問です。 

馳知事表敬訪問。県内の大雨による被害状況を県担当

者から報告を受け、県市町 9 月補正予算に合わせ災害

対応の調整です。 

JA 石川中央会へ訪問。西沢会長より 8 月の大雨によ

る県内農業関連の被害状況の報告を受けて、国からの

支援に対して要望聴取です。 

石川県看護連盟へ訪問。コロナ蔓延による看護師の過

酷で厳しい労働環境について野川前会長、北村新会長

より状況報告を聴取。 

石川県建設業協会へ訪問。資材高騰や人手不足問題、

災害支援について要望要請。 

最後、日程の合間に石川県護国神社に参拝でした。 

 

28日（日） 不破大仁第 115代石川県議会副議

長就任祝賀会に参加です  

 

不破大仁第 115 代石川県議会副議長就任祝賀会に参

加です。これまで自民党青年局時代からの同志であ

り、県議会の元同僚として、時には政治の良き理解

者として、行動を共にして参りました。引き続き、

県政発展の為にご活躍願います。 

政務官として在京当番の都合上、日帰り新幹線で金

沢には 2 時間半の滞在でした。これから上京しま

す。 

29日（月） 井出能美市長と八田県議が国交省

政務官室に来訪頂きました  

本日は元県議会の同僚であった、井出能美市長と八田

県議が国交省政務官室に来訪頂きました。 

井出市長より８月の大雨による被災状況と河川改修

による復旧対策の要望をお伺し、八田県議よりも大雨

による小松市の被災状況について説明を受けました。 

また、佐賀県山口知事、藤木議長より有明海沿岸道路

の整備促進について要望聴取です。 
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30日（火） 坂口輪島市長が国交省政務官室へ

要望来訪です。  

坂口輪島市長が国交省政務官室へ能越道輪島道路並

びに輪島港の整備促進の為、要望来訪です。 

令和 5 年中に一期区間、のと三井インターチェンジ開

通に向けて順次事業を進めます。また、また避難港充

実の為に、第 6 防波堤の延伸や老朽化した船着場の整

備に向けて取り組んで参ります。 

また、国道 27 号線整備促進について要望を聴取を承

りました。 

 

31日（水） 司法書士制度を考える自由民主党

議員懇話会に参加です。  

朝、自民党本部にて司法書士制度を考える自由民主党

議員懇話会に参加です。所有者不明土地により様々な

事業に影響が出ており、先の通常国会での法整備によ

り、手続きの簡略化による、事業推進に期待です。 

国土交通省にて 4 団体より要請です。まず最初に、①

藤原衆議院議員と共に岩手県金ヶ崎町より国道 4号線

拡幅整備についてリモート要請です。 

次に②福岡・山口両知事地元首長県議団より新たに関

門海峡を繋ぐ下関北九州道路の整備について要請で

す。 

③田野瀬衆議院議員と共に近畿地区国道整備につい

て大阪・奈良・滋賀の代表首長より要請です。 

④藤井衆議院議員と共に国道175号線整備促進につい

て兵庫県西脇・丹波市長より要請です。 

終了後、議員会館に戻り執務でした。 

 


