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1日（木） 防災の日。省内にて首都直下型地震を

想定した防災訓練が行われました。 

9/1 防災の日。省内にて首都直下型地震を想定した防

災訓練が行われました。いつ起こるかわからない南海

トラフ地震の発生時に国民の生命や安全を守る為の

様々な対策に迅速に行動できるかが大変重要になっ

て参ります。この訓練を生かし、国交省の皆様には、

これからも緊張感を持って職務に励んで頂きたいと

思います。 

国民の皆様には自然災害はいつ起きるかわかりませ

ん。大雨や台風が多く水害が心配な今こそ、日頃の備

えを見直しましょう。 

また、国交省にて、担務のレクや 3 件の要請対応でし

た。①松本衆議院議員より、北千葉道路整備促進につ

いて要請です。 

②上野衆議院議員より国道 8 号バイパス(米原バイパ

ス)建設促進について地元首長の皆さんと要請です。 

③務台衆議院議員より国道 19 号松本拡幅事業推進に

ついて松本市長・経済団体より要請でした。 

 

2日（金） 宮橋小松市長と佐々木代議士より要

請を頂きました。  

午前、宮橋小松市長と佐々木代議士が小松市において、

8 月の大雨の被害による早期の被害復旧と梯川や支川

の改修工事の推進について要請を頂きました。今後、

台風などで警戒状況が続きますが、国としても早期復

旧に向けて支援をして参ります。 

また、午後より、国交省所管業務についてレクに引き

続き、棚橋衆議院議員より国道 21 号岐阜・滋賀間関

ヶ原バイパスの事業促進について地元首長と共に要

請です。 

 

3日（土） 8月の大雨被害状況視察の為、輪島

市、志賀町、穴水町、羽咋市を訪問。  

8 月の大雨被害状況視察の為、輪島市、志賀町、穴水

町、羽咋市を訪問。午前中、坂口輪島市長と宮下県議

と共に、門前町中田、滝町 災害視察です。 

引き続き、小泉志賀町長と共に高浜漁協（千鳥ヶ浜）、

梨谷小山区（町道地の丸橋） 災害視察です。 

早期、復旧の為に取り組んで参ります。 
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3日（土） 8月の大雨被害状況視察の為、輪島

市、志賀町、穴水町、羽咋市を訪問。  

8 月の大雨被害状況視察の為、輪島市、志賀町、穴水

町、羽咋市を訪問。 

午後から、吉村穴水町長と共に町道瑞源寺線、県道穴

水剱地線 道路冠水 災害現場を視察。 

また、岸羽咋市長と共に千里浜、一ノ宮海岸（漂着ゴ

ミ）永光寺（法面崩壊）土受川、羽咋道路を視察です。 

今後、台風の接近で前線の活発化により、暴風や大雨

の恐れがあります。警戒を怠らず引き続き、緊張感を

持って取り組んで参ります。 

 

4日（日） 8月の大雨被害の為、七尾市崎山地

区を視察です。  

8 月の大雨被害の為、七尾市崎山地区を視察です。 

清水県議や地元市議、町会の皆さんと共に崎山川沿岸

や土砂災害で被害を受けた現場などを視察。現地にて、

ご意見を伺いました。 

引き続き、迅速な対応と市・県と連携した復旧や防災

減災対策に取り組んで参ります。 

 

5日（月） 石川県市議会議長会の皆さんが要望

の為、政務官室へ来訪  

石川県市議会議長会の皆さんが要望の為、政務官室へ

来訪。8 月の大雨による災害被害の早期復旧と河川改

修や治水対策及び北陸新幹線金沢ー敦賀間令和 5年度

開業並びに敦賀ー大阪間同年着工について要請を頂

きました。 

また、地元の七尾鹿島建設業協会の役員の皆さんも能

越自動車道並びにのと里山海道の 4車線化の整備促進

について要請を頂きました。 

地元の皆様の要請には場も和み、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。これからも緊張感を持って国民の幸せの為

に働いて参ります。 

その他、中川郁子衆議院議員より北海道、新得町スマ

ート IC 及びパーキング事業の新規事業着工について

新得町長と共に要請でした。 

 

6日（火） 宏池会研修会が 3年ぶりに開催。 
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宏池会研修会が 3 年ぶりに開催。岸田総理より、「昨

年の総裁選挙で決意をした信頼と共感の政治に立ち

戻り、宏池会が先頭に立って信頼回復に取り組みたい」

と結束を訴えました。 

研修会では三部構成の講演会で・第一部では国立感染

研究所 脇田所長より「新型コロナウイルス感染症の

これまでの評価と今後の見通し」について 

・第二部ではジャーナリスト後藤謙次氏より「保守本

流と宏池会」について 

・第三部では日本の経営コンサルタント冨山和彦氏よ

り目指すべき「資本主義(経営システム)の新しさ」と

は？についてご講演頂き、4 時間集中の研修会でした。 

 

7日（水） 修学旅行で上京された内灘中学校の

生徒の皆さんをお出迎えです。  

3 年ぶりに地元からの国会見学のお世話の為に、修学

旅行で上京された内灘中学校の生徒の皆さんをお出

迎えです。 

上京の準備や感染対策など色々とご苦労があった事

と察します。生徒達にとって素晴らしい思い出になる

事を願います。 

また、国交省にて、四国 4 県議会正副議長会:より四国

横断自動車道、今治小松自動車道、大洲・八幡浜自動

車道整備促進について要請です。 

引き続き、党本部にて自民党水道事業促進議員連盟第

18 回総会に参加。大雨による上水道の被害状況を説明

聴取。国交省に戻り、事前レクでした。 

 

8日（木） 最上川治水対策について山形県原田

川西町長、後藤飯豊町長、仁科小国町長より要請

です。 

8 月の大雨による災害復旧、最上川治水対策について

山形県原田川西町長、後藤飯豊町長、仁科小国町長よ

り要請です。甚大な被害により、幹線道路の早期の通

行止めや片側通行の解除や JR、橋梁などの早期の復旧

など、国として町民の生活の維持や地域経済の安定確

保の為に取り組んでいかなければなりません。 

今週末、来週にかけ、福井、小松、能登の災害視察の

予定です。 

 

10日（土） 8月の大雨被害状況視察の為、中能

登町・七尾市を訪問  

8 月の大雨被害状況視察の為、中能登町・七尾市を訪

問。 

午前中に宮下中能登町長と共に井田熊野川溢水現場

及び二宮川を視察しました。流木などの災害のゴミが

堰き止められ氾濫の要因。能登二宮駅 JR 七尾線高架

下橋梁の拡幅など要望あり。 
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また、午後から清水県議や脇田七尾副市長や市議らと

共に市道徳田 4号線や笠師川溢水現場、和倉駅前冠水、

石崎町浸水現場を視察です。 

今後、台風の接近や前線の活発化により、暴風や大雨

の恐れがあります。警戒を怠らず引き続き、緊張感を

持って取り組んで参ります。 

 

10日（土） 自民党中能登支部の総会に参加で

す。  

自民党中能登支部の総会に参加です。この一年は、衆

院選に始まり県知事選、参院補選、参院選と大型選挙

が続き、激動の年でありました。来春は統一地方選挙、

中能登選挙区には町執行部と強い連携と国・県に繋が

る候補の擁立が不可欠です。皆様のご支援をよろしく

お願いします。 

 

12日（月） 第 43次ソマリア周辺海賊派遣調査

隊出発報告に対し、政務三役を代表して激励。  

第43次ソマリア周辺海賊派遣調査隊出発報告に対し、

政務三役を代表して激励。海上保安庁の 8 名の隊員の

皆さんには、これから約半年間、遠く日本を離れ、海

賊対処行動に従事。海上自衛官と共に海域の船舶の安

全を守る為に頑張って頂き、無事に任務を完遂する事

を期待します。 

 

12日（月） 国交省大臣政務官としてノルウェー

貿易産業漁業副大臣との会合に参加。  

国交省大臣政務官としてノルウェー貿易産業漁業副

大臣との会合に参加。会談を通じて両国の海事関係の

取り組みについて意見交換。同じ海洋国家として連携

が不可欠です。ウルリクセン副大臣は本当に大きかっ

たですね 

 

13日（火） 大雨による災害被害視察の為、福井

県南越前町・小松市・羽咋市へ訪問。  

国交大臣政務官公務として、大雨による災害被害視察

の為、福井県南越前町・小松市・羽咋市へ訪問。 

小松市においては梯川支流の鍋谷川、滓上川の堤防決

壊や氾濫箇所、浸水地域の状況など佐々木代議士、宮

橋小松市長と共に視察。宮橋市長より市民生活の復旧
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を第一として、梯川本線の上流や支川の改修など流域

治水対策について要請を受け、梯川検討部会を設置し、

対策検討を提言。引き続き、国交省として復旧復興に

全力で取り組んで参ります。 

また、甚大な被害を受けた福井県南越前町の堤防決壊、

国道 8 号線被災現場視察後、最後に大量の流木が漂着

した羽咋市千里浜海岸を視察でした。 

 

13日（火） 大雨による災害被害視察の為、福井

県南越前町・小松市・羽咋市へ訪問。  

国交大臣政務官公務として、大雨による災害被害視察

の為、福井県南越前町・小松市・羽咋市へ訪問。 

甚大な被害を受けた福井県南越前町では堤防決壊箇

所や浸水被害状況、8 号線被災現場を岩倉町長と共に

視察。 

小松市災害視察を終え、最後に大量の流木が漂着した

羽咋市千里浜海岸を視察。かねてより、岸羽咋市長か

ら、早期の流木除去に対する先決での事業着手と海岸

線の所管が環境・農林・国交省とまたがる為に一括し

た対応の要請を受けていました。一様に綺麗になった

海岸線を見ての安堵とまだ残る能登の海岸線の漂着

物対策について引き続き取り組んで参ります。 

 

16日（金） 復興推進会議に参加です。  

復興推進会議に参加です。 

この会議は総理ヘッドとして総理、官房長官、全大臣

+復興担務副大臣、政務官で構成、年 4 回程度行われ

内閣改造後、初開催。 

東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進

と必要な関係行政機関相互の調整を図る会議です。 

 

16日（金） 珠洲市建設業協会の皆さんが表敬

訪問です。  

珠洲市建設業協会の皆さんが表敬訪問です。奥能登地

域の重要課題についての要請や意見交換など、地元か

らの激励に感謝致します。引き続き、ふるさとの為に

働いて参ります。 
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16日（金） かほく市の皆さんが国道 159号線

高松地区自歩道整備促進の為、要請に来訪です。  

かほく市の皆さんが国道159号線高松地区自歩道整備

促進の為、要請に来訪です。いつも一緒に要望をして

いた事業が、今は要望される側で、立場は違いますが、

事業推進の為にしっかりと応援します。 

 

17日（土） ふるさと関東羽咋会が 3年ぶりに

都内で開催されたのでタイミングよく参加出来

ました。  

本日、午前中は国交省政務三役の在京当番の為に都内

から出れませんが、ふるさと関東羽咋会が 3 年ぶりに

都内で開催されたのでタイミングよく参加出来まし

た。 

コロナ感染症も状況が落ち着いて、国の旅行支援が再

開された時には、是非、能登石川にお越し頂きふるさ

とを満喫して頂きたいと思います。 

これから能登便で地元に戻ります。 

 

18日（日） 第 81回七尾城まつり開会式、神社

祭に参加です。  

第 81 回七尾城まつり開会式、神社祭に参加です。3 年

ぶりの開催で天神山小学校の勇猛果敢な武者隊の皆

さんが七尾城の歴史を詠った口上は大変立派でした。

台風を前に緊張状態でありますが、本当に七尾城本丸

跡からの眺めは絶景でした。 

 

18日（日） 高階あおぞら市に立ち寄りました。 

七尾城を下り、高階あおぞら市に立ち寄りました。久

しぶりのイベントで地域に活気が生まれます。昼食が

わりに、暑い中でチャンコ鍋を食べ、熱いコーヒーで

沢山の大汗を！！ 

地域の皆さんの協力でイベントが盛り上がり、いい気

分転換になります。 

これから、台風に備え、上京します。 
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19日（月） 国交省にて台風 14号における特定

災害対策本部会議が行われ政務三役として出

席。  

夕方、国交省にて台風 14 号における特定災害対策本

部会議が行われ政務三役として出席。これまでも九州

や中国・四国地方でも大きな被害状況が報告されてお

り、引き続き、人命救助を最優先として早急な被害状

況の把握と災害応急対策に万全を期すよう取り組み

ます。 

 

20日（火） 杉本栄蔵前中能登町長他、関係の皆

さんに政務官室へ表敬訪問して頂きました。  

午前中に杉本栄蔵前中能登町長他、関係の皆さんに政

務官室へ表敬訪問して頂きました。 

また、夕方に自民党金沢市議会の皆さんより、金沢市

の重要課題について要請を賜りました。 

台風一過で、日本列島も落ち着きを取り戻しましたが、

台風 14 号により被害遭われた方々にお悔やみとお見

舞いを申し上げます。九州地区をはじめ各地域での被

害状況の把握に全力で努めて早期の復旧に向けて取

り組んで参ります。 

 

22日（木） 早朝、議員宿舎にて 3ヶ月ぶりに習

字教室に参加です。  

早朝、議員宿舎にて 3ヶ月ぶりに習字教室に参加です。

国会会期中に併せて行われており、恥ずかしながら休

会中の宿題に奮闘中です。長谷川耕史先生は、地元、

七尾出身輝関の化粧まわしを新調した際の文字を担

当され、故郷のご縁を感じています。 

 

22日（木） 公務でツーリズム EXPOジャパン

2022 オープニングセレモニーに石井国交副大

臣と共に参加  

公務でツーリズム EXPO ジャパン 2022 オープニン

グセレモニーに石井国交副大臣と共に参加。セレモニ

ー後に、国内や海外の PR ブースを巡りました。 

来月 11 日からは、水際対策については、入国者数に

ついての上限撤廃、個人旅行解禁、ビザなし渡航の解

禁を行う事をアメリカ訪問中の岸田総理が表明。 

旅行気分を盛り上げる絶好の機会となり、海外からの
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インバウンド対策による国内景気の盛り上がりに繋

がる事を期待します。 

 

22日（木） 県議時代の先輩議員である米澤県

議が政務官室に来訪  

県議時代の先輩議員である米澤県議が政務官室に来

訪。講師派遣要請で党本部に訪問前に立ち寄って頂き

ました。親しい先輩の訪問でホッと一息です。 

 

23日（金） 無名塾ロングラン公演「いのちぼう

にふろう物語」をようやく観劇する事ができまし

た  

無名塾ロングラン公演「いのちぼうにふろう物語」を

ようやく観劇する事ができました。 

仲代さんの 3度目の同公演でいぶし銀の役づくりに感

激です。 

なんと言っても終盤の見せ場である奥の扉が開き、外

の自然とマッチした舞台セットは圧巻でした。 

是非、皆さんにも観劇をお勧め致します。 

お問合せ 0767-66-2323 

公益財団法人演劇のまち振興事業団 

まで、よろしくお願いします。 

 

24日（土） 高岩勝人 金沢市議会議長就任祝賀

会に参加  

高岩勝人 金沢市議会議長就任祝賀会に参加。20 数年

来の友人で自民党青年部時代から共に歩んだ同志で

す。これから更なる飛躍に期待します。 

 

25日（日） 能登町柳田で行われた猿鬼歩こう

走ろう健康大会の開会式にて参加です  

能登町柳田で行われた猿鬼歩こう走ろう健康大会の

開会式にて参加です。ツツジに咲く季節から稲穂が実

る季節に変更し 3 年ぶりに開催され、能登高校書道部

や柳田小上級生によるブラスバンドが花を添えてく

れました。秋晴れの中でのスタートはランナーにとっ

て最高でしたね。 
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25日（日） 七尾市西湊まつり 2022武者隊出

立式に参加です。  

七尾市西湊まつり 2022 武者隊出立式に参加です。3 年

ぶりに開催され、武者隊は町会長さんたちが汗だくに

なりながら頑張っておられました。地域の皆さんが集

い西湊地区にとって久しぶりの賑わいでしたね。 

 

25日（日） 国土交通大臣政務官就任御礼のご

挨拶を兼ねて七尾市・中能登町・羽咋市にて街頭

活動です。  

国土交通大臣政務官就任後、初の地元での就任御礼の

ご挨拶を兼ねて七尾市・中能登町・羽咋市にて街頭活

動です。皆様のお支えに改めて感謝申し上げます。 

 

25日（日） 歴史と伝統を誇る羽咋唐戸山神事

相撲が 3年ぶりに開催  

歴史と伝統を誇る羽咋唐戸山神事相撲が 3年ぶりに開

催。大関に島田、畝傍山の両氏に「水なし、塩なし、

まったなし」の力勝負に観客の皆さんの熱気は最高潮

でした。 

 

26日（月） 第 32回自民党競馬推進議員連盟

へ参加。  

昨日、唐戸山神事相撲を終えて、最終新幹線で上京し

ました。 

本日、午前中に体調を整えて、遅れていた健康診断の

内視鏡検査の為に消化器クリニックへ。検査を終えて、

国会執務室へ出勤です。 

午後から第 32 回自民党競馬推進議員連盟へ参加。全

国の地方競馬の施設の老朽化が大きな課題でありま

す。金沢競馬場も含め古く 5、60 年建った厩舎もザラ

で労働環境の改善や若い厩務員が意欲を持って働け

る環境づくりの推進の為に法改正の延長を取り組ん

で参ります。 
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いよいよ明日は安倍晋三元総理の国葬です。改めてご

冥福をお祈り致します。 

 

27日（火） 安倍元総理の国葬に政務 3役とし

て、また、国会議員として参列。  

国の為に尽くされた安倍元総理の国葬に政務 3役とし

て、また、国会議員として参列できたことを本当に誇

りに思います。皇族の方々を始め、世界各国から国王

や国家元首、首相、代表など。国に関係する多くの参

列者の他に、朝から何時間も並ばれた数万人の一般献

花の為に訪れた皆様も同じ気持ちだと思います。安倍

元総理には心からの感謝と安らかな気持ちで、この国

の行く末を見守って頂きたいと思います。 

 

28日（水） 輪島建設業協会の皆さんが政務官

室へ来訪  

地元、輪島建設業協会の皆さんが政務官室へ来訪、公

共事業予算確保について要請です。 

また、菅家代議士、会津若松市長と共に会津縦貫道整

備促進期成同盟会への要請です。 

引き続き、公務で知床遊覧船事故対策検討委員会に国

交政務官として出席。総合的安全安心対策の中間取り

まとめを行い、本年12月の最終取りまとめに向けて、

小型旅客船を利用する皆様が安心して乗船出来るよ

う全力で対応して参ります。 

本日はその他に公務として行政事業レビュー政務講

評会議並びにグリーン社会実現推進本部会議に参加

でした。 

 

29日（木） 官邸にて、教育未来創造会議に国交

大臣代理として出席  

官邸にて、教育未来創造会議に国交大臣代理として出

席。有識者の皆さんより「コロナ後の新たな留学生受

け入れ・派遣計画について」提言です。海外からの優

秀な人材確保は、日本の経済発展や様々な点で有益に

繋がる事に期待します。 

 

29日（木） 官邸での教育未来創造会議終了後、

宏池会例会に参加。  

官邸での教育未来創造会議終了後、宏池会例会に参加。
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午後から国交省にて執務です。 

私の税理士後援会の所司会長が政務官室へ来訪して

頂きました。日頃からのお支えに感謝します。この後、

日本税理士政治連盟総会へ共に参加です。 

本日は全国建設業協会 奥村会長が令和 4年度補正予

算における公共事業予算の確保に係る緊急要望に来

訪です。 

引き続き、宏池会 大西前衆議院議員と共に大阪府

議・市議の皆さんと一緒に大阪における重要施作につ

いて要望です。 

また、福井県大野市石山市長他執行部の皆さんより、

道路整備事業について要望でした。 

 


