自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二

1 日（土） 本日は国交省政務三役の役割りであ
る在京当番で地元に戻れません
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2 日（日） かほく市出身の歌手氷室一哉さんが
出演するショーへ激励です

本日は国交省政務三役の役割りである在京当番で地
元に戻れません。

街頭活動を終えて、金沢にて、かほく市出身の歌手氷

その代わり在京当番で時間の余裕がある時は必ずウ

室一哉さんが出演するショーへ激励です。新曲のアカ

ォーキングも兼ねて靖国神社へ参拝。いい気分転換で

シア物語は有線月間ランキング 4 位と活躍中です。こ

す。

れから石川県を代表する歌い手として飛躍する事を

夕方、書道家の長谷川耕史先生と共に同郷の輝関へ激

期待します。皆さんも応援よろしくお願いします。

励です。長谷川先生は、輝関の化粧まわしを新調した

3 日（月） 第 210 回臨時国会が開会しました。

際の文字を担当され、議員宿舎で行われている書道教
室「書こう会」の先生です。輝関は今場所は十両東 4
枚目で 9 勝 6 敗と勝ち越し、来場所での幕内復帰が確
実視されています。来場所からの活躍に期待します。
皆さん、引き続き、応援よろしくお願いします。

2 日（日） 朝 9 時までの在京当番を終え、新幹
線で金沢へ

第 210 回臨時国会が開会しました。
会期は 12 月 10 日まで 69 日間です。
開会式に出席される天皇陛下を同期の皆さんと一緒
に国会正面玄関にてお出迎えです。
岸田総理より所信表明演説が行われて 5、6 日に代表
質問が行われます。
また、党本部にて国土交通部会が初顔合わせ、政務三
朝 9 時までの在京当番を終え、新幹線で金沢へ‼︎ 時

役より決意表明です。

間の制約上、かほく市・津幡町・内灘町の 4 ヶ所にて
街頭活動を行いました。
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4 日（火） 北朝鮮による弾道ミサイル発射を受
けて国土交通省にて緊急幹部会議が行われまし
た。
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応え致します。
その他、佐賀県伊万里市長が防災・安全交付金事業(歩
道拡幅事業)の推進の為に要望です。
佐賀県大町町長、武雄市長が国道 34 号の 4 車線化の
早期事業促進について要望です。
埼玉県本庄市国道 17 号バイパス整備促進について要
望でした。
また、自民党本部にて、砂防事業促進議員連盟へ政務
三役として参加でした。砂防事業は国民の生命や財産
を守る為に必要不可欠です。

6 日（木） 農業農村整備事業に関する要請を承
りました

北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けて国土交通省
にて緊急幹部会議が行われ、発射後の岸田総理や斉藤
大臣の指示・経過などの確認や航空・船舶・海事・鉄
道・海上保安庁・国土保全など関係部局などの対応状
況について確認。引き続き、不足の事態に備えて緊張
感を持って取り組んで参ります。

5 日（水） 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗
議する決議案が採択
公務の合間に議員会館に立ち寄り、石川県土地改良事
業団体連合会や関連 3 団体より、農業農村整備事業に
関する要請を承りました。
また、石川県行政書士濱田副会長が議員会館に来訪頂
き、能登地域の振興策について意見交換です。

本日は衆議院本会議にて北朝鮮による弾道ミサイル
発射に抗議する決議案が採択。引き続き、岸田総理所
信表明に対する代表質問が自民党・立憲民主党から行
われました。
国土交通省にて、石川県の道路・海岸・河川の要望と
して山田白山市長、油野かほく市長、井出能美市長、
小松副市長が佐々木・小森代議士が同行して国交省政
務官室へ来訪頂きました。地元の熱意にしっかりとお
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7 日（金） 自民党中島支部の皆さんが表敬訪問
の為に政務官室へ来訪です
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これからも新たな歴史を刻み、ふるさと能登石川を支
える素晴らしい人材として、世界に羽ばたく輝かしい
人材として、成長し、活躍する事を期待します。

8 日（土） 宝達志水町・羽咋市・志賀町 3 ヶ所に
て街頭活動を行いました

自民党中島支部の皆さんが表敬訪問の為に政務官室
へ来訪です。地元支援者の皆さんの来訪は本当に頭が
下がります。
また、政務官室にて、磐越自動車道 4 車線化の整備促
進について会津若松市長より要望。

式典や祝賀会の合間を縫って、宝達志水町・羽咋市・

引き続き、道路整備促進期成同盟会全国協議会より国

志賀町 3 ヶ所にて街頭活動を行いました。多くの皆様

土強靭化に対する緊急要請でした。

に激励を頂き感謝致します。

議員会館にて、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合
会

9 日（日） 能登中核工業団地 SDGs 祭りに立ち

多田会長他、執行部の皆さんより業界支援に対す

寄りました

る要望を聴取。いよいよ、今月 11 日から全国旅行支
援が開始されます。インバウンドや国内需要の回復に
期待します。

8 日（土） 石川県立羽咋高等学校 創立 100 周
年記念式典に出席

能登中核工業団地 SDGs 祭りに立ち寄りました。オー
プン型のお祭りとして町内外からお越し頂き、工業団
地の魅力発信と盛り沢山のイベントで多くの家族連
れで賑わっていました。昼にガッツリとカレー＆ラー
メンを美味しく頂きました。
石川県立羽咋高等学校 創立 100 周年記念式典に出席。
厳粛な式典の中で、凛とした生徒達の振る舞いに好感
を持ちました。さすが羽高生です。
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9 日（日） 地元石崎町の歩こう会の皆さんに出
発前に激励です

10 日（祝） 七尾東部商店街まちぶらマルシェに
立ち寄りました

朝.

七尾東部商店街まちぶらマルシェに立ち寄りました。

地元石崎町の歩こう会の皆さんに出発前に激励です。

商店街での久しぶりのイベント‼︎ 心配された天気も

皆さん、行ってらっしゃい‼︎

少しの晴れ間にまちぶらです。皆さん、いい笑顔でし
た。

9 日（日） 七尾市・志賀町・穴水町 3 ヶ所にて街
頭活動を行いました

10 日（祝） 七尾から珠洲に移動。早速、珠洲市
内にて街頭活動です

本日も日程の合間に七尾市・志賀町・穴水町 3 ヶ所に
て街頭活動を行いました。多くの皆様から温かい激励

七尾から珠洲に移動。早速、珠洲市内にて街頭活動で

や応援を頂き感謝致します。

す。その後、飯田わくわく広場に行われている「わく
わく day 2022」にも立ち寄りました。フードドライブ
やキッチンカー、出店などで賑わい、キッズ達も元気
いっぱいでした。
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10 日（祝） 能登町議会議員選挙に出馬される
候補予定者へ激励に伺いました
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12 日（水） 母校の愛知学院大商経会の皆さん
が取材の為に議員会館に来訪頂きました。

連休中、10/18 に告示される能登町議会議員選挙に出
馬される候補予定者へ激励に伺いました。中にはご不

母校の愛知学院大商経会報掲載の為に余語会長、柴田

在や写真を撮れなかった候補者にも心から激励を申

理事、事務局の皆さんが取材の為に議員会館に来訪頂

し上げます。最後まで緊張感を持って頑張って下さい。

きました。活躍する卒業生との事で大変恐縮しますが、
大学の思い出や出会い、人生の転機、学生に対する一

11 日（火） 石川県議会より善田・田中・橋本県
議が国交政務官室へ地域要望の為に来訪頂きま
した

言など、和やかな中で取材を終えました。改めて、母
校のお支えに感謝致します。

13 日（木） JA 石川中央会の皆様と共に 3 年ぶ
りに懇談の機会を頂きました

石川県議会より善田・田中・橋本県議が国交政務官室
へ地域要望の為に来訪頂きました。県議会や青年局の
元同僚として友人の来訪に頬が緩みます。県議の皆さ

JA 石川中央会の皆様と共に 3 年ぶりに懇談の機会を

んには、来春に向けて全力で頑張って下さい。

頂きました。明日、早朝から JA・農業関連の会議や要

また、長野県小川千曲市長、山村坂城町長他、議長同

望会、部会や大会が立て込みます。組合長の皆様大変

行して、坂城更植バイパス整備促進についての要望に

ご苦労様です。

来訪。

政務官室にて国道 4 号線岩手南地域 4 車線拡幅事業推

本日の最後に第 4 回未来を拓くパートナーシップ構築

進の為に花巻市長他周辺自治体とトヨタ自動車の代

推進会議について大臣代理として参加です。政務官室

表からの要請です。

(web 会議)にて意見表明です。

また、党本部にて水産政策推進議員協議会総会に参加
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でした。
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代理での参加でした。
17 日午前、日 ASEAN 交通大臣会議開かれ、インドネ

14 日（金） 早朝より、北陸四県農政議員懇談
会・要請会に参加です。

シアと日本が共同議長として、新型コロナ感染症後の
旅客需要回復が見込まれる中、加盟国との連携強化を
確認。テロの脅威に備える為、新たに 5 ヵ年計画を策
定し、航空保安向上に取り組む申し合わせをしました。
前日には現地では日本企業による海岸侵食対策での
人工リーフや擬岩工、養浜などの取り組みを視察。郊
外での寺院や棚田の田園風景、海岸浸食対策など故郷
の思いと重なるひと時でもありました。
また、視察後、EU 運輸総局からの要請でバイ会談。
ヘンリック運輸総局長との会談。来年予定される日
EU 運輸ハイレベル協議や G7 の訪日歓迎と引き続き

昨日の JA 石川中央会の懇談会に引き続き、
早朝より、

の相互協力を要請です。

北陸四県農政議員懇談会・要請会に参加です。

行きは深夜出発で、バンコクでの乗り換えも含めて 16

次に JA 中央会 石川県選出与党国会議員要請集会に

時間、帰りは 13 時間で早朝 6 時に羽田空港に到着。

参加。

ハードスケジュールでしたが、日本を代表する役割を

引き続き、総合農林政策調査会・農林部会合同会議に

担えた事については、大変、貴重な経験と光栄な機会

参加でした。

でもありました。

深夜に日 ASEAN 交通大臣会議に参加の為にインドネ

この度の私の政務官としての初海外視察・会議等に

シアへ羽田空港から飛び立ちます。

様々な面でサポートやお支えを頂いた関係の皆様に
本当に感謝致します。今後ともふるさとの為、日本の

15 日（土）～18 日（火） 日 ASEAN 交通大臣会
議への参加の為にインドネシアを初訪問でした。

為に働いて参ります。

18 日（火） 靖國神社に参拝する国会議員の会
の一員として靖国神社秋季例大祭へ参拝です

10/15〜18 の 2 泊 4 日の弾丸日程で、日 ASEAN 交通
大臣会議への参加の為にインドネシアを初訪問でし
た。

インドネシアから帰国後、直ぐに身支度を整え、みん

開催国のブティ運輸大臣からの要請でコロナ禍での 3

なで靖國神社に参拝する国会議員の会の一員として

年ぶりの現地開催。国会開会中の為、斉藤国交大臣の

靖国神社秋季例大祭へ参拝です。英霊の御霊に哀悼の
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意を捧げて参りました。
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石川県トラック協会から県選出国会議員との懇談会
に参加。

18 日（火） 国道 159 号羽咋道路整備促進期成
同盟会要望の為、羽咋市長・宝達志水町長と両
市町議長が政務官室へ来訪

令和 5 年度トラック関係施策に関する要望を承りまし
た。
また、その他、中国地方道路整備について要請。熊谷
市長より荒川の防災対策について要請。栃木県那須町
長より国道 4 号線 4 車線拡幅事業推進について要請を
承りました。

20 日（木） 油野かほく市長、岸羽咋市長より石
川県道路整備促進協会の要望

国道 159 号羽咋道路整備促進期成同盟会 要望の為、
羽咋市長・宝達志水町長と両市町議長が政務官室へ来
訪。軟弱地盤対策で開通時期がずれ込む見通しの為、
羽咋道路一部先行供用の要請に対し「少しでも事業効
果が発揮するよう柔軟に対応する」事を示唆しました。

19 日（水） 奥能登地区での地方における高付
加価値な観光地づくりの要請

油野かほく市長、岸羽咋市長より石川県道路整備促進
協会の要望として幹線道路の整備促進、災害に強い安
全安心な道路整備の推進及び補正予算の早期成立に
ついて要請です。
その他に矢田津幡町長、焼田県議、酒井町議が表敬
訪問。 自民党羽咋市議団と岸羽咋市長が羽咋市重点
事業に対する要請。 長崎県知事より道路整備に必要
な予算確保について県内国会議員団と要請。 滋賀県
知事より国交省にかかる関係事業予算確保に対する
要請。 農業農村整備の集いに石川県土地改良連合会
の皆さんと一緒に参加でした。

輪島商工会議所久岡会長より、奥能登地区での地方に
おける高付加価値な観光地づくりの要請について面
談です。
新田富山県知事との Web での要望会に参加です。国
土強靭化の推進や地方鉄道支援、国の旅行支援の柔軟
な対応など要請。引き続き、石川との連携強化を確認
です。
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21 日（金） 宮崎県知事より北九州自動車道建
設促進事業推進について関係団体と共に要請で
す。

23 日（日） 石川県立飯田高等学校創立百十周
年記念式典に参加です。

午後より、政務官室にて宮崎県知事より北九州自動車

石川県立飯田高等学校創立百十周年記念式典に参加

道建設促進事業推進について関係団体と共に要請で

です。お世話頂く生徒の皆さんの凛とした振る舞いに

す。

好感を持ちました。

また、午前中は文化庁より石川冨山県で共催される

これまでの地域や関係の皆様にお支えに感謝致しま

G7 教育大臣会合についてレクや羽咋市議団との面談

す。これからも能登を代表する学舎として輝かしい歴

でした。

史を刻み、ふるさと能登石川を支える素晴らしい人材

夕方、国交省での公務を終えて、北陸新幹線にて地元

として、世界に羽ばたく輝かしい人材として成長する

へ帰省します。

事を期待を致します。
本日は誠におめでとうございます。

22 日（土） 石川県青年団 OB 会(梁山会)総会・
懇親会に参加です。

23 日（日） なかのとおにぎり the フェスに立ち
寄りました

石川県青年団 OB 会(梁山会)総会・懇親会に参加です。
なんと結成されてから 50 年という事で、来年は能登

なかのとおにぎり the フェスに立ち寄りました。遅い

地域において全国大会が開催予定です。これからも現

時間にもう関わらず、テントでの販売やラピア内での

役の応援をよろしくお願いします。

様々な物品販売やイベントで賑わっていました。コロ

また、本日は日程の合間に中能登町にて街頭活動を行

ナ感染症を乗り越え、以前の様な暮らしを取り戻す為

いました。

に全力で取り組んで参ります。
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23 日（日） 珠洲市・能登町・輪島市にて街頭活
動です
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24 日（月） 北陸新幹線建設促進同盟会などの
要望の為、関係都府県の代表が国交省へ要請で
す

本日は、式典やイベント・面談などの合間を縫って、
珠洲市・能登町・輪島市にて街頭活動です。雨の中で

北陸新幹線建設促進同盟会などの要望の為、関係都府

したが、多くの皆様に温かい激励を頂き感謝致します。

県の代表が国交省へ要請です。令和 5 年度敦賀ー大阪

夕方の能登便で上京します。また、明日から頑張りま

間の着工は与党 PT で決議されており、前赤羽国交大

す。

臣の「重く受け止める」との意向をしっかりと引き継
いでいく事を表明。共に取り組んで参ります。

24 日（月） 宮下中能登町長が中能登町の水資
源を活かした企業誘致の推進の為に政務官室へ

長崎山梨県知事を始め、関係自治体の皆さんが共に中

要請来訪

ネルや相模湖付近の渋滞情報はよく耳にしますね。ま

央自動車道渋滞対策の事業推進の要請です。小仏トン
た、長崎山梨県知事はなんと、先代が七尾市能登島長
崎町の出身と伺いました。ご縁を感じました。併せて、
航空学園山梨校と能登キャンパスのご縁も深いです。
愛知県豊田市長、丹波代議士を始め関係の皆さんより
愛知のモノづくりを支える道路整備の早期実現の為
の要請でした。

宮下中能登町長が中能登町の水資源を活かした企業
誘致の推進の為に政務官室へ要請来訪です。豊かな水
源は地域の宝です。その活用について共に考えて参り
ます。
杉木鹿北商工会長、高田七尾市町連事務局長が表敬訪
問の為に政務官室へ来訪頂きました。前日、旧中島町
の東京での県人会に参加。来年は私も参加したいです
ね。
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25 日（火） 野田前総理より安倍晋三元総理へ
の追悼演説が行われました。
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本県からは坂口輪島市長、泉谷珠洲市長、茶谷七尾市
長、穴水副町長、金沢副市長が参加。状況報告です。
同期で国交政務官前任の木村次郎代議士並びに青森
市長他、国道 7 号線バイパス道路整備、岩木川治水事
業、推進予算確保について要請です。
出雲市長より国道 9 号出雲バイパス整備促進について
要請です。
福井県大野市長他関係者より、中部縦貫自動車道大野
油坂道路整備について要請でした。

27 日（金） 自民党港湾振興議員連盟に参加。国
交政務官として挨拶。

衆議院本会議が行われ野田前総理より安倍晋三元総
理への追悼演説が行われました。総理経験者という同
じ重責と与野党の明暗、勝者敗者、また、人として、
一人の政治家としての生き様や心情などを訴える言
葉に議場内の多くの議員が聞き入っていました。胸を
打つ追悼演説に敬意を表します。
本日は衆参国土交通委員会が開かれ、斉藤国土交通大
臣から所信表明が行われ、引き続き、政務三役の挨拶
に登壇です。

26 日（木） 泉谷珠洲市長より、バス路線を珠洲
市が引き継いだ事での支援体制について要請で
す。

早朝に自民党港湾振興議員連盟に参加。国交政務官と
して挨拶。前日に引き続き、港湾関連懇談会や大会、
議連、要望が集中して開催です。
福井県知事を始め、滋賀県副知事、高木代議士や関係
者より国道 360 号並びに国道 8 号道路整備及び豪雪対
策について要請です。
長野県知事及び関係首長より三遠南信道路整備につ
いて要請です。
昼に宏池会定例会に出席です。その他、午後より、
要請 勝俣孝明議員、静岡県駿河市長他関係者より
(道路関係)
要請 務台俊介議員、長野県関係者より(道路関係)

泉谷珠洲市長より、民間事業者が撤退したバス路線を

深澤陽一先生、静岡市長、関係者より要望(道路、

珠洲市が引き継いだ事での国からの支援体制につい

港湾関係)

て要請です。過疎地域では、民間事業者が経営継続が

元衆議院議長伊吹文明先生より同期虹の会メンバ

できずこの様な事例が今後増えると予想されます。

ーにて講演会参加でした。

北陸の港湾を考える懇談会に国交政務官として挨拶。
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27 日（金） 元衆議院議長伊吹文明先生より同
期虹の会メンバーに大変貴重なご講和を賜りま
した。
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28 日（金） 太郎田県議と共に加賀友禅大使の
一行の皆さんが政務官室へ来訪頂きました。

太郎田県議と共に加賀友禅大使の一行の皆さんが政
元衆議院議長伊吹文明先生より同期虹の会メンバー

務官室へ来訪頂きました。艶やかな皆さんで一瞬にし

に大変貴重なご講和を賜りました。終了後、記念撮影

て政務官室が華やかになりました。これからも伝統工

です。伊吹先生にはこれからもお元気で私共、後進の

芸を守る活動にご活躍願います。

指導をよろしくお願いします。同期一同、更なる研鑽

福井県敦賀市議会、高木毅代議士と共に 8 号線防災事

を積んで参ります。

業の推進及び豪雪対策について要請です。
石川県庁光永企画部長より、県政の諸課題について懇

28 日（金） 第 13 回 いしかわ県人祭 in 東京
が 3 年ぶりに開催されました。

談でした。

29 日（土） 白山甚之助谷地すべり万才谷排水ト
ンネル通水式典に国交政務官として公務出席

第 13 回 いしかわ県人祭 in 東京が 3 年ぶりに開催さ
れました。県内の多くの関係者の皆様の集いに大変な
盛り上がりで、コロナ前の様に元気がみなぎります。

白山甚之助谷地すべり万才谷排水トンネル通水式典

明日、国交政務官としての公務で白山砂防関連施設の

に国交政務官として公務出席。万才谷排水トンネルは

完成式出席の為、残念ながら途中で北陸新幹線で石川

直径 2.05m、全長 386m で地滑りの元となる沢の水を

へ戻ります。

地滑り区域外に導く為に掘削し、一年の内、積雪や除
雪準備で 7 が月は工事が出来ず、工事資材もヘリやク
レーンで運搬する為に工事関係者に大変なご苦労を
お掛けし感謝致します。これからも事前防災にも全力
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で取り組みます。

七尾市中島地区から地元企業の皆さんが来訪です。

終了後、百万貫の大岩や市ノ瀬砂防堰堤を視察。お昼

七尾市議会から佐藤議長を始め、灘会、あすなろ会

には白山ジオ弁を美味しく頂きました。

の皆さんが政務官室に来訪。能越自動車道・のと里山
海道・河川改修について要望です。

30 日（日） 第 10 回宮下正博杯親睦グランドゴ
ルフ交流大会が 3 年ぶりに開催です。

トパーズの皆さんが政務官室に来訪頂きました。
埼玉県中川・綾瀬川流域治水事業について要請です。
静岡県原子炉災害時における避難路の整備につい
て要請です。
舞鶴若狭自動車道 4 車線化・西舞鶴道路整備促進
について福井県・京都府より要請でした。

31 日（月） 東京での自身の 2 回目となる励ま
す会を開催させて頂きました。

第 10 回宮下正博杯親睦グランドゴルフ交流大会が 3
年ぶりに開催です。奥能登地区から 300 名以上の選手
の皆さんが集結です。素晴らしい天候の中で日頃の練
習の成果と健康増進の為に頑張って下さい。これから
も宮下正博県議と共にふるさと能登の為に全力で頑
張ります。

31 日（月） 本日も地元より多くの皆さんが政務
官室に来訪。

東京での自身の 2 回目となる励ます会を開催させて頂
きました。地元から神野後援会長を始め、首長や議員、
後援者の方々。
また、所管の斉藤国交大臣を始め、日頃から大所高所
からご指導を頂く古賀誠先生や宏池会の先輩方、同僚
議員、関係団体やお越し頂いた皆様に感謝致します。
これからも岸田総理をお支えし、郷土の為、国民の安
全安心や幸せの為に粉骨砕身頑張って参る所存であ
ります。引き続き、皆様のご支援ご協力をよろしくお
願いします。
※コロナ禍の為に充分なお声がけやおもてなしが出

本日も地元より多くの皆さんが政務官室に来訪。また、
3 団体から陳情要請です。
吉村穴水町長が来訪です。吉村町長とは同い年で議
員時代からの友人です。穴水町重要課題について意見
交換です。
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来ず誠に申し訳ございませんでした。

