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1日（火） 油野かほく市長、沖津県議、市議の皆

さん方に来訪頂きました。 

 

油野かほく市長、沖津県議、市議の皆さん方昨日の励

ます会に引き続き、政務官室へ来訪頂きました。かほ

く市重要要望事項についての要請です。 

宮下・清水県議が昨日の励ます会に引き続き、政務官

室へ来訪頂きました。県政課題について要請です。 

矢田津幡町長、小谷部市長と共に国道 8 号線津幡ー小

谷部間の 4 車線化、倶利伽羅防災事業促進。津幡駅整

備、プール周辺整備について事業要請です。 

 

1日（火） 今年もジャパン・クリエーション２０

２３に立ち寄りました。 

 

今年もジャパン・クリエーション２０２３に立ち寄り

ました。県内の繊維業界関係者が多数参加です。世界

的な物価高騰や歴史的な円安、エネルギー価格の上昇

など難題が山積。この難局を乗り越える為にも政策を

総動員して取り組んでいかなければなりません。引き

続き、政務三役の一員として尽力して参ります。 

 

2日（水） 担当政務官として初答弁です。 

 

午前中に開かれた衆議院国土交通委員会にて担当政

務官として初答弁です。谷田川衆議院議員からの船舶

分野の脱炭素化についての質問で「水素分野の活用が

重要で引き続き、利用拡大に必要な支援を行う」旨、

答弁を致しました。 

衆議院国土交通委員会終了後に直ちに、都市基盤整備

事業推進大会に国交政務官として参加です。 

国交省に戻り、自民党青森県選出国会議員より豪雨災

害による早期の河川改修、鉄道の復旧について要請で

す。 

山梨県、長野県、静岡県、新潟県合同中部日本自動車

道の早期建設促進について要請です。 

他、愛知県安城市より地方道整備について要請でした。 

 

3日（木） 北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、政

務三役を代表して斉藤国交大臣の指示を伝達。 

 

在京当番中、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、急遽、

国交省で緊急幹部会議を開き「国民の生命、財産を守

り抜くため被害状況の確認を行うなど引き続き万全
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を尽くしてほしい」と政務三役を代表して斉藤国交大

臣の指示を伝達。 

我が国の地域及び国際社会の平和と安全を脅かすも

のであり、到底容認はできません。引き続き、ミサイ

ル発射時には航空機や船舶の安全確認を徹底し、国民

の皆様へ迅速に情報提供をして参ります。 

 

4日（金） 衆議院内閣委員会にて、れいわ大石議

員より IR関連質疑にて答弁です。 

 

午前中に衆議院内閣委員会にて、私自身、内閣府担当

政務官も兼ねており、れいわ大石議員より IR 関連質

疑にて答弁です。 

午後より、衆議院本会議にて法案採決。終了後、国交

省にて、会津縦貫道路整備促進について山形・福島・

栃木 3 県より合同要望です。また、富士市・沼津市よ

り国道、海岸、港湾整備要請でした。 

 

4日（金） 母校愛知学院大学相撲部の激励会に

参加。 

 

母校愛知学院大学相撲部が明日から両国国技館で行

われる全国学生相撲選手権大会出場のための激励会

に参加。 

久しぶりに先輩方や後輩とのひと時はいい気分転換

でした。後輩達の奮闘に期待します。全力で頑張って

下さい。 

また、石川県観光大使でシンガー・パーソナリティで

OB の北脇貴士さんが愛学相撲部の応援歌を披露。別

途、西田昭二応援歌も披露。結構恥ずかしいです。 

わとんは豚肉料理の人気店で、店主は何と‼︎ 石川県中

能登町能登部出身でした。ふるさとのご縁を感じます。 

 

5日（土） 在京当番の為、ウォーキングを兼ねて

靖国参拝です 

 

在京当番の為、ウォーキングを兼ねて靖国参拝です。

神社境内には丹精込めて育てられた菊の展示会が行

われていました。今年は在京にて地元で毎年開催され

ている七尾菊花展に伺えず、残念でしたが、引き続き、

故郷の為に頑張って参ります。 
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6日（日） 三井の里に立ち寄り、テント市や茅葺

庵にて作品展など宮下県議と見学。 

 

在京当番の任が解け、直ちに能登午前便で輪島市へ‼︎ 

三井の里に立ち寄り、テント市や茅葺庵にて作品展な

ど宮下県議と見学。今年 4 月には岸田総理と共に訪れ

座談会が行われた馴染みの場所です。 

 

6日（日） 三井公民館の文化祭作品展や輪島漆

芸美術館にて開催中の生花展に立ち寄りました 

 

輪島市にて引き続き、三井公民館の文化祭作品展や輪

島漆芸美術館にて開催中の生花展に立ち寄りました。 

 

6日（日） 日程の合間に輪島市・七尾市 3ヶ所

にて街頭活動です 

 

日程の合間に輪島市・七尾市 3ヶ所にて街頭活動です。

通行中のドライバーからも沢山の激励を頂き感謝致

します。 

今日は在京当番を終えて、直ぐに、能登午前便で帰郷。

輪島ー七尾間を往復して、夕方の羽田午後便で上京し

ます。僅かな滞在でしたが、しっかりと充電完了です。 

 

7日（月） 山野之義前金沢市長が政務官室に来

訪して頂きました 

 

山野之義前金沢市長が政務官室に来訪して頂きまし

た。これまでの経験を活かし、SoftBank 戦略顧問に就

任．行政が進める DX 化の推進の為の様々なご助言を

頂きました。馳知事や県内の首長の皆様も DX 推進の

為に SoftBank 本社を訪問されると伺いました。本県が

DX 化の取り組みの先進地域に近づける為に応援をし

て参ります。 

また、沖縄県経済団体協議会より沖縄自動車道の特別

割引制度について要請対応でした。 
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8日（火） 感染症の予防関連や国際的な不正資

金等の法案について質疑・応答・採決が行われま

した 

 

衆議院本会議が午後から開かれ、フィリッポ・グラン

ディ国際連合難民高等弁務官一行本会議傍聴につき

紹介。 

感染症の予防関連や国際的な不正資金等の法案につ

いて質疑・応答・採決が行われました。 

また、昼からの本会議を挟み午前・午後と陳情要請が

計 10 件と断続的に続き多忙な 1 日でした。夜、気づ

くとギリギリに皆既月食を見ることができ明日への

活力に繋がります。 

 

9日（水） 安全・安心の道づくりを求める全国大

会に国交政務官として参加 

 

本日は衆議院国交委員会にて立憲神津委員からは置

き去り防止関連質疑、外務委員会にて立憲青山委員か

らは高速道路料金の見直し等の質疑に対する答弁を、

参議院復興特別委員会にて政務官として挨拶でした。 

安全・安心の道づくりを求める全国大会に国交政務官

として参加。地元首長を始め全国から多くの首長が参

加。 

県内首長の皆さんが安全・安心の道づくりを求める全

国大会参加後、国土交通省へ県内道路整備促進に要請

の為、来訪。 

他、山形県上山市長より国道 13 号交差点改良事業要

請です。 

高木代議士同行、国道 8 号線敦賀市、南越前町間バイ

パス整備に関する要請です。 

伊藤代議士同行、北海道横断自動車道整備促進につい

て要請でした。 

本日も忙しくも充実した 1 日に感謝致します。 

 

10日（木） 地元から柳田建設業協会並びに七

尾法人会の一行の皆さんが政務官室に来訪して

頂きました。 

 

本日は地元から柳田建設業協会並びに七尾法人会の

一行の皆さんが政務官室に来訪して頂きました。 

地元の皆さまの激励が活力の源になります。引き続き、

ふるさとの為に国民の安心安全の為に取り組んで参

ります。 
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10日（木） 本日も地元からの表敬訪問の他、

Web対応も含め 10件の要請活動対応です。 

 

本日も地元からの表敬訪問の他、Web 対応も含め 10

件の要請活動対応です。地域の様々な課題や要望に対

する熱意をしっかりと受け止めて参ります。 

また、昼に宏池会例会に参加。衆議院本会議終了後、

引き続き、衆議院東日本大震災復興特別委員会にて担

当政務官として挨拶。夕方に斉藤国交大臣と共に海事

振興連盟総会に参加でした。 

 

11日（金） 鹿北・中能登商工会の杉木・古玉会

長ら並びに石川県青年団協議会の皆さんが国交

省へ来訪 

 

本日は鹿北・中能登商工会の杉木・古玉会長ら並びに

石川県青年団協議会の皆さんが国交省へ来訪して頂

きました。地元からの日々の激励に感謝致します。 

その他、中部縦貫・北陸関東広域道路整備促進につい

て要請です。本県にとっても大変関わり合いの深い重

要な整備事業です。 

愛知県丹羽代議士同行にて国道 41 号名濃バイパス 4

車線化整備促進について要請です。 

兵庫県藤井代議士同行にて国道 175 号整備促進につ

いて要請でした。 

 

12日（土） 稲村県議と千里浜海岸保全や日本

で唯一の魅力づけなど風光明媚な景色を堪能し

ながら懇談 

 

能登午前便で空港に到着後、直ちに、千里浜レストハ

ウスにて稲村県議と千里浜海岸保全や日本で唯一の

魅力づけなど風光明媚な景色を堪能しながら懇談で

す。 

引き続き、金沢にて高村佳伸金沢市議会議員在職30周

年記念祝賀会に参加です。これからもお元気で更なる

活躍を期待します。 

また、同会場でいしかわ政経塾 3・4 回講座は福井県

選出滝波宏文参議院議員が講師としてエネルギーや

憲法改正について講演でした。 

 

13日（日） 今年 2回目となる県政懇談会に参

加です。 
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今年 2 回目となる県政懇談会に参加です。私からは①

大雨による災害復旧や冠水などの防災対策②インバ

ウンド対策やクルーズ船誘致③千里浜海岸保全や妙

成寺国宝化に向けて知事の意気込みなど県執行部と

の質疑を‼︎ 

終了後、北陸新幹線にて上京です。 

金沢は観光客でいっぱい、新幹線も満席状態でした。 

また早朝、県境七尾市大泊地区にて月一で開催されて

いる朝市に立ち寄りました。久しぶりに地域の皆さん

との触れ合いが良い気分転換になります。買い付けて

新鮮な魚は夕食の材料として妻へ‼︎ 午後からは県政

懇談会に向けて金沢へ向かいます。 

 

14日（月） アメリカ合衆国グリーン次期ハワイ

州知事が国土交通省へ来訪して頂きました。 

 

アメリカ合衆国グリーン次期ハワイ州知事が国土交

通省へ来訪して頂きました。 

先週、行われたハワイ州知事選挙で当選され、初訪問

先が日本である事は大変喜ばしい事であります。 

ハワイは日本にとって最も人気の旅行先であり、よう

やくウイズコロナに向けて取り組みや観光再始動事

業などを段階的に進め、激減した両国の往来を早期に

復活させる為の取り組みなど、有意義な意見交換が出

来ました。 

 

14日（月） 国土交通政務官に就任をして、3ヶ

月を迎えました。 

 

国土交通政務官に就任をして、3 ヶ月を迎えました。

これまで災害視察や海外での交通大臣会議参加、関係

団体や会議への出席、臨時国会開会中の政府答弁、事

業要望に対する陳情対応やレクなど、多忙な日々を経

験をさせて頂いております。 

政務三役としての在京当番などで、以前の様に地元へ

の帰郷は叶いませんが、ふるさとを思い、国民の安心

安全を守る為に、これからも誠心誠意職務に励んで参

ります。 

本日をもって公式な要請が 3 ヶ月で 100 件を超えま

した。ふるさとを思う気持ちは皆同じです。これから

も丁寧に誠意を持って要請活動を対応して参ります。 

本日は要請は以下の通りです。 

⚫ 小寺裕雄議員同行滋賀県名神名阪道路整備促進

要請。 

⚫ 藤原崇議員同行にて岩手県国道 4 号など要請。 

⚫ 小林茂樹議員同行にて奈良県国道 163 号の整備

促進要請。 

⚫ 金子俊平議員(秘書)、古屋圭司議員同行にて濃飛

横断自動車道整備促進について要請。 

⚫ 渡辺孝一議員同行にて北海道治水事業要請。 

⚫ 上野賢一郎議員同行にて滋賀県国道 8号整備要請

でした。 
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15日（火） 津幡町議会運営委員会の皆さんが

政務官室に来訪 

 

津幡町議会運営委員会の皆さんが政務官室に来訪。矢

田町長も同行して津幡町重要課題について要請です。 

佐々木代議士を始め、福村県議や関係自治体の首長が

同行して白山白川連道路早期事業化に向けて要請を

頂きました。これまでの関係者のご努力にしっかりと

繋いでいく様に尽力致します。 

全国治水砂防促進大会へ地元から首長の皆さんが参

加です。開会前にご挨拶です。 

また、本日は下記の通り陳情要請に来訪頂きました。 

⚫ 全国史跡整備市町村協議会臨時大会にて宮下中

能登町長も同席後、議員会館へ要請です。 

⚫ 西田昌司議員紹介にて国道 163 号など事業整備

について要請。 

⚫ 西野太亮議員同行にて有明沿岸道路整備促進に

ついて要請。 

⚫ 鈴木淳司議員同行にて国道 153 号整備促進につ

いて要請。 

⚫ 藤井比早之議員同行にて東播丹波連絡道路整備

促進について要請。 

⚫ 松本尚議員同行にて北千葉道路整備促進につい

て要請。 

⚫ 伊藤忠彦議員同行にて瀬戸大府東海線整備促進

について要請。 

⚫ 鈴木俊一議員紹介にて釜石港整備促進について

要請。 

⚫ 穂坂泰議員同行にて国道 254 号整備促進につい

て要請でした。 

 

16日（水） 衆議院内閣委員会にてれいわ大石委

員より IR関連質疑の為、内閣府担当政務官として

答弁です 

 

衆議院内閣委員会にてれいわ大石委員より IR 関連質

疑の為、内閣府担当政務官として答弁です。 

早朝より、北陸三県の自民党国会議員の先生方と北陸

経済連合会との懇談会に参加。エネルギーの安定対策

や北陸新幹線大阪ｰ敦賀間の 2023 年着工に向けての

重点要請を承りました。 

本日はその他、下記の通り要請・会議に対応を致しま

した。 

⚫ 石油流通問題議員連盟 総会に参加です。 

⚫ 御法川信英議員紹介、国道 46 号・国道 13 号整備

促進について要請。 

⚫ 鈴木俊一議員紹介にて国道 45 号・国道 106 号の

整備促進について要請。 

⚫ 上杉謙太郎議員紹介、水戸・郡山広域都市圏連絡

道路整備促進について要請。 

⚫ 堀井学議員同行にて日高自動車道整備促進・早期

事業化について要請。 

⚫ 上川陽子議員、大口善徳議員同行にて国道 1 号渋

滞対策高架橋事業化について要請。 

⚫ 加藤鮎子議員紹介にて朝日温海道路、赤川流域砂

防事業など要請でした。 
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17日（木） 本日も地元から要請活動や表敬訪

問に政務官室へお越し頂きました。 

 

本日も地元から要請活動や表敬訪問に政務官室へお

越し頂きました。改めて所管業務として、気を引き締

めて取り組んで参ります。 

輪島市より坂口市長、森議長、久岡会頭が同行して能

越自動車道・輪島港整備促進について要請です。 

能登地域の首長の皆さんがのと里山海道 4車線化整備

促進の要請活動に政務官室へ来訪頂きました。 

珠洲市議会から小泊議員、三盃議員、濱田議員が政務

官室に来訪頂きました。 

村山金沢市長が伝建協の新会長として重要伝統的建

造物群の整備保存について要請です。 

また、その他に大会出席や県外各地域から要請活動に

対応致しました。 

⚫ 令和４年度災害復旧促進全国大会へ国交政務官

として出席。 

⚫ 江島潔議員同行にて山陰道整備促進について要

請です。 

⚫ 山本順三議員、長谷川淳二議員同行にて国道 197

号の整備促進について要請です。 

⚫ 吉野正芳議員紹介にて国道 6 号・国道 49 号整備

促進について要請です。 

⚫ 山本啓介議員同行にて西九州自動車道整備促進

について要請です。 

⚫ 堀井学議員同行にて日高自動車道の整備促進に

ついて要請です。 

⚫ 今枝宗一郎議員同行にて新東名高速道路の整備

促進について要請です。 

 

18日（金） 石川県郵政政策研究会 新会員研

修の為に上京中の皆さんが議員会館に来訪して

頂きました。 

 

石川県郵政政策研究会 新会員研修の為に上京中の

皆さんが議員会館に来訪して頂きました。引き続き、

郵政事業推進の為に取り組んで参ります。 

また、政務官室では小野寺五典議員紹介にて、みやぎ

県北高速幹線道路整備促進について要請です。 

引き続き、吉野正芳議員紹介にて、ふくしま復興再生

道路など事業推進について要請です。 

本日の公務を終えて、コロナワクチン 4 回目の接種を

済ませました。早めに帰り休みます。 

今週末は、北朝鮮のミサイル発射などの緊急対応に備

え、在京当番の為に残念ながら、地元に戻れません。

ご了承下さい。 

 

20日（日） 本日も在京当番の為、東京日程で

す。 

 

本日も在京当番の為、東京日程です。 
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第一回全日本学生フルコンタクト空手選手権大会開

会式に参加。武奨館吉村裕館長が大会理事として奮闘。

流派混合の打撃系大会は初開催。全国から 1600 名の

選手が日本一の座を賭けて各階級で熱戦。一撃に込め

る組み手は迫力満点。大友康平氏による国家独唱は痺

れました。本県からも吉村道場の選手が参加。選手諸

君の健闘を祈ります。 

 

20日（日） 代々木体育館を後にして、最寄りの

明治神宮にて初参拝です。 

 

代々木体育館を後にして、最寄りの明治神宮にて初参

拝です。国民の安心安全を願いつつ、自身の職責を全

うする事を誓いました。 

 

21日（月） 上川衆議員、牧野参議員同行にて静

岡市巴川治水事業整備促進について要請です。 

 

午前、国交省政務官室にて上川衆議員、牧野参議員同

行にて静岡市巴川治水事業整備促進について要請で

す。 

午後、衆議院本会議に出席。法案採決並びに補正予算

案趣旨説明、与野党質疑が行われました。 

 

22日（火） 宮下・作野両協議会長より、県内の

重要課題について要請 

 

能登・加賀総合開発促進協議会を代表して宮下・作野

両協議会長より、県内の重要課題について要請です。

北陸新幹線や敦賀ｰ大阪間の早期着工、道路などのイ

ンフラ整備促進、大和堆の不法操業対策、特に豪雨災

害での被災地域の復旧復興と梯川、鍋谷川の河川改修

の前倒しについては国としても全力で取り組んで参

ります。 

また、石川県青色申告連合会より、令和 5 年度税制改

正に向けた重点要望について要請を承りました。 

 

23日（水） 輪島市洲衛交差点で街頭活動後、第

3回中島駅祭りに立ち寄りました。 

 

本日は能登空港着発の日帰り帰郷です。到着後、直ち

に輪島市洲衛交差点で街頭活動後、第 3 回中島駅祭り

に立ち寄りました。在京当番の関係上、地元に戻る機

会が減りましたが、帰郷時のふれあいはいい気分転換
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になります。引き続き、街頭活動と次の会場に移動で

す。 

 

23日（水） 中能登町かねまるまーけっとに立ち

寄りました。 

 

七尾市内で街頭活動や弔問を終えて、中能登町かねま

るまーけっとに立ち寄りました。旧鹿西町はおにぎり

の里で地域お越しが行われていました。思い起こすと、

私の同級生が初代のミスおにぎりだった事を思い出

します。これからも新たな取り組みに期待します。 

 

23日（水） 本日は能登空港着発の日帰り帰郷

です。 

 

本日は能登空港着発の日帰り帰郷です。二つのイベン

トや弔問を後、輪島市、七尾市、羽咋市、穴水町 4 会

場にて街頭活動を行いました。在京当番の関係上、以

前に比べ地元に戻る機会が減りましたが、帰郷時の街

頭活動は地元の皆さんとの大切なふれあいの一つで

す。雨模様でしたが、車中からの様々な激励を頂き、

気力充分に上京できました。明日から引き続き、頑張

って参ります。 

 

24日（木） 珠洲建設業協会 青年部の皆さんが

政務官室に表敬訪問です。 

 

珠洲建設業協会 青年部の皆さんが政務官室に表敬

訪問です。地域の未来を担う協会青年部の皆さんの今

後の活躍に期待します。 

石川県農業共済組合の役員の皆さんより、要請活動で

す。全国各地での台風や豪雨災害によって園芸や農作

物に甚大な被害が発生。農業保険が農業経営のセーフ

ティネットとして十分に発揮できる様に取り組んで

いかなければなりません。 

同期の高村先生の囲む会に同じく同期の穂坂先生と

共に参加です。 

大岡敏孝議員同行にて国道 8 号・国道 161 号整備促進

について要請に引き続き、小里泰弘議員同行にて国道

10 号線整備促進について要請です。 
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25日（金） 石川県遺族連合会 女性部の皆さん

が 3年ぶりに上京され、県選出国会議員に対し

て要請です。 

 

石川県遺族連合会 女性部の皆さんが 3年ぶりに上京

され、県選出国会議員に対して要請です。遺族の高齢

化や世代交代など、悲惨な戦争を風化させない語り部

の育成も今の時代には本当に必要ですね。 

その他、国土交通省政務官室にて、武部新議員同行に

て北海道横断道路整備促進について要請です。引き続

き、棚橋泰文議員紹介にて滋賀県国道 8 号線、161 号

線整備促進について要請でした。 

 

25日（金） 七尾市立小丸山小学校創立 150周

年記念式典の盛会を心よりお祝いを申し上げま

す。 

 

七尾市立小丸山小学校創立 150 周年記念式典の盛会

を心よりお祝いを申し上げます。 

9 月中旬に小丸山小学校を代表して高木心葉(よつば)

さんから、岸田総理が 4 月に七尾市を訪問した際に、

でか山を視察した事が小学校でも話題となり、でか山

にゆかりの深い小丸山小学校創立 150 周年へのお祝

いメッセージのお願いのお手紙を預かりました。 

地元の児童から岸田総理が、七尾市へ訪問した際の感

謝の気持ちや七尾市や小学校を紹介した大切な思い

の詰まったお手紙を無事にお届けして、節目の機会に

花を添えるお手伝いができた事を嬉しく思います。 

多忙極める岸田総理が、国会や外遊日程の僅かな合間

に七尾へ視察に来たご縁で、児童の声に真摯に答えて

頂いた事に感謝致します。 

引き続き、子供達が夢を持って未来に羽ばたける様に

全力で応援します。 

 

26日（土） 親鸞聖人御正忌「報恩」に国会議員

同朋の会として参拝です。 

 

午前の在京当番を終え、地元日程には間に合わない為、

京都日程に変更。 

 2022 年真宗大谷派（東本願寺）宗祖親鸞聖人御正忌

「報恩」に国会議員同朋の会として参拝です。 

木越(かほく市光泉寺)宗務総長の地元議員として、ま

た、久しぶりに祖父母や義父へのお参りを兼ねた機会

になり、感謝致します。 
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27日（日） 第 16回全国石川県人会連合会輪

島大会 式典・懇親会に参加です。 

 

第 16 回全国石川県人会連合会輪島大会 式典・懇親会

に参加です。日頃からふるさと石川の為に、献身的に

お支え頂き、応援して頂きます全国の県人会の皆様に

心から感謝致します。これからもコロナを乗り越えて、

県人会の輪が広がり、ふるさと石川が更に盛り上がる

様、共に頑張って参ります。 

石田会長と前田家 18 代当主とご一緒させて頂きまし

た。また、懇親会にて輪島塗の馬上盃にて乾杯です。 

 

27日（日） 来春に向け、七尾選挙区清水真一路

県議の県政報告会が行われました。 

 

来春に向け、七尾選挙区清水真一路県議の県政報告会

が行われました。この 4 年間、地域を小まめに回り、

多くの方の声に耳を傾け、議会質疑での政策提言など、

成長著しく、誠実で実直、ふるさとの将来の為に、子

供たちの未来の為に、働いてくれる清水県議に温かい

応援をよろしくお願いします。 

 

28日（月） 週明け早速、4件の要請活動対応で

す。 

 

週明け早速、4 件の要請活動対応です。 

⚫ 井野俊郎防衛副大臣同行にて群馬県国道 50 号整

備促進について要請です。 

⚫ 本田太郎議員同行にて京都府西舞鶴駅周辺整備、

舞鶴若狭自動車道整備促進について要請です。 

⚫ 宮澤博行議員紹介にて静岡県国道 1号整備促進に

ついて要請です。 

⚫ 野中厚農林副大臣同行にて埼玉県国道 17 号整備

促進について要請です。遠方からの要請活動ご苦

労様でした。 

 

30日（水） 国会内のトイレ掃除に参加させて頂

きました。 

 

公務の合間に国会掃除に学ぶ会の呼びかけで国会内

のトイレ掃除に参加させて頂きました。便器や床、壁

などを磨き、久しぶりのトイレ掃除に精を出しました。

早速、家内から「自宅でも頑張って‼︎」と言われそう。 

 



 
自由民主党石川３区 衆議院議員 にしだ昭二 2022 年 11 月活動報告 

 

13 

30日（水） 全国森林関係 3団体より、林業普及

指導事業予算確保について要請です。 

 

全国森林関係 3 団体より、林業普及指導事業予算確保

について要請です。全林研女性会議の坂本ちづる代表

にも立ち寄って頂きました。久しぶりの議員会館との

事で、坂本三十次先生の時から比べると議員会館に建

て替えられ、様変わりした状況に感慨深いご様子でし

た。これからも先人の先生方が尽力された故郷の第一

次産業を支える立場として引き続き、取り組んで参り

ます。 

また、国交省にて石川県警備業協会より適正な警備業

務の推進について要請です。 

山本順三議員、長谷川淳二議員、尾崎正直議員同行に

て四国西南地域道路整備促進について要請です。 

中国経済連合会より、中国地方における基幹的な交通

基盤の整備について他、要請を頂きました。 

公務終了後に国会掃除に学ぶ会の呼びかけで国会内

のトイレ掃除に参加させて頂きました。便器や床、壁

などを磨き、久しぶりのトイレ掃除に精を出しました。 

 


