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1日（木） 師走に入り、今年も残りわずかとなり

ました。  

 

師走に入り、今年も残りわずかとなりました。今日は

川北町議会の皆さんが政務官室に来訪して頂き、道路

整備や河川改修などの要請や地域の重要課題につい

て懇談です。 

また、宏池会例会に参加。引き続き、石川県農業会議

の皆さんと共に農業振興に関する課題や予算確保に

ついて要請や意見交換です。 

 

2日（金） 第二次補正予算が自民公明国民など

の賛成多数で可決成立  

 

参議院予算委員会の審議を終え、本会議にて政府の総

合経済対策を盛り込んだ第二次補正予算が自民公明

国民などの賛成多数で可決成立。一般会計 28 兆 9222

億円で物価高騰対策を柱とした経済対策です。 

朝、党本部にて農業基本政策検討委員会に参加。来年

度の米政策についてでした。 

国土交通省にて福島県知事よりふくしま復興再生道

路、阿武隈川などについて要請です。 

羽田空港より午後能登便にて帰郷です。 

 

3日（土） のと里山海道 4車線化(羽咋市柳田

町)完成式に参加です。  

 

のと里山海道 4 車線化(羽咋市柳田町)完成式に参加で

す。この道路は金沢と能登半島を結び、経済や産業の

大動脈として重要な役割な役割を担っています。４車

線化は安全性や利便性の向上、更なる時間距離の短縮

など、能登地域の発展の為には欠かす事が出来ません。

これからも事業推進に取り組んで参ります。 

 

3日（土） 中能登町、羽咋市、かほく市、津幡町、

内灘町にて街頭活動を行いました。  

 

のと里山海道 4 車線化完成式典を終え、中能登町、羽

咋市、かほく市、津幡町、内灘町にて街頭活動を行い

ました。朝から風が強く肌寒い日でしたが、時折、頂

く激励の言葉に心は充分に温かくなりました。感謝し

ます。本日中に、翌日の在京当番に備え、新幹線にて

上京です。 
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4日（日） 在京中、恒例の靖國神社参拝です。  

 

在京中、恒例の靖國神社参拝です。  

宿舎から往復で 80 分程度のウォーキングコース、午

前中から多くの参拝者で賑わっていました。 

 

5日（月） 本日から東京事務所にインターン生

の受け入れです。  

 

本日から東京事務所にインターン生の受け入れです。

金沢市出身、早大 2 年生の山内さんです。若い感性で

政治が身近に感じられる様に期待します。 

 

6日（火） 本日は衆議院本会議にて統一協会等

の救済法案が審議入りです。  

 

本日は衆議院本会議にて統一協会等の救済法案が審

議入りです。終了後に、赤坂議員宿舎にて行われてい

る長谷川耕史書道教室「書こう会」の忘年会に参加で

す。中谷元会長を中心に与野党の先生方が参加。国会

開会中、毎週木曜日早朝に行われています。これから

も精進して参ります。 

 

7日（水） 第 42次ソマリア周辺海域派遣捜査

隊が約 7ヶ月間の任務を終え、無事、日本に帰

国しました。  

 

第 42 次ソマリア周辺海域派遣捜査隊が約 7 ヶ月間の

任務を終え、無事、日本に帰国しました。遠く離れ、

不慣れな地域でコロナ禍の様々な制約がある厳しい

環境の中で、自衛隊員と共に海賊対処に係る司法警察

活動を遂行した 8名の派遣捜査隊の皆さんに敬意を表

します。今後ともこの任務の経験を活かし、海上保安

庁として日本海域の安全安心を守る為に尽力願いま

す。 
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7日（水） 輪島市の後援会(経西会輪島)の皆さ

んが政務官室に来訪して頂きました。  

 

輪島市の後援会(経西会輪島)の皆さんが政務官室に来

訪して頂きました。岡田大臣や宮本政務官も訪ねて頂

き、これからも連携してふるさとの為に尽力する事を

誓いました。 

 

9日（金） イラク共和国クルド地区自治観光省

ササン大臣が政務官室へ表敬訪問です。  

 

イラク共和国クルド地区自治観光省ササン大臣が政

務官室へ表敬訪問です。ササン大臣は当地域のインフ

ラ整備を所管しており、都市開発における技術協力や

観光振興への協力について会談を行いました。これか

ら北陸新幹線で金沢へ‼︎ 

 

10日（土） 本日は臨時国会最終日  

 

前日、金沢での日程を終え、北陸新幹線始発 6:01 にて

上京です。 

本日は臨時国会最終日、午前中より衆議院各委員会に

て閉会中審査を終え、17:00 開会の衆議院本会議を継

続のまま、参議院にて、世界平和統一家庭連合（旧統

一教会）問題を巡る被害者救済法案を参院消費者問題

特別委員会で与野党の賛成多数で可決。法案は同日の

本会議に緊急上程され、夕方 18:00 過ぎごろに可決、

成立しました。第２１０臨時国会は閉会となりました。 

 

11日（日） 輪島市洲衛にて国会報告を兼ね街

頭活動です。  

 

国会が閉会して、翌日の能登便で帰郷です。早速、輪

島市洲衛にて国会報告を兼ね街頭活動です。 

また、週明け宝達志水町議選を控え、各陣営に激励訪

問です。最後まで緊張感を持って頑張って下さい。 

終了後、宝達志水町・羽咋市にて街頭活動を行いまし

た。 

今年も残り 3週間余りとなりました。朝晩の冷え込み
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が増してきましたが、皆様には体調に気を付けてお過

ごし下さい。 

 

12日（月） 七尾市議(山崎市議・原田市議・木戸

市議)の皆さんと共に辻立ちです。  

 

早朝、七尾倫理法人会に参加後、七尾市議(山崎市議・

原田市議・木戸市議)の皆さんと共に辻立ちです。寒い

朝ではありましたが、多くのドライバーの方々より激

励を頂き、感謝致します。 

午後からの公務の為に能登便で上京です。 

 

12日（月） 自民党会館で開催された第 77回

全国戦没者遺族大会に出席です。  

 

上京後、直ちに自民党会館で開催された第 77 回全国

戦没者遺族大会に出席です。大会終了後、県選出国会

議員に対する要望会に参加。これまでのご要望に真摯

に取り組むと共に、遺族会の皆様の高齢化著しい実情

を配慮できる対応も検討して参ります。 

 

14日（水） 筑城まゆみさんとオーガナイザー西

村紗江子さんが政務官室に報告の為、来訪 

 

来年、3/29〜4/2 に東京で開催される Mrs of the year 

world 2023 世界大会に出場予定の筑城まゆみさんと

オーガナイザー西村紗江子さんが政務官室に報告の

為、来訪頂きました。 

筑城まゆみさんは高校の後輩で七尾市職員として、ま

た、書道や生花など多方面で活躍する姿に好感を持っ

ています。 

これからも素敵に輝く女性として活躍を願っていま

す。皆様も応援よろしくお願いします。 

ミセスオブザイヤーホームページ 

https://mrs-of-the-year.com/ 

ミセスオブザイヤー公式インスタグラム 

https://www.instagram.com/mrs_of_the_year/ 

大会オーガナイザー西村紗江子公式インスタグラム 

https://instagram.com/saeko1122?igshid=YmMyMT

A2M2Y= 
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15日（木） イカ釣り漁船の大和堆での安全安定

操業の為の要請です。  

 

石川・山形県漁協の幹部の皆さんと共にイカ釣り漁船

の大和堆での安全安定操業の為の要請です。首相官邸

にて磯崎官房副長官や自民党本部にて萩生田政調会

長への要請活動に同行。国土交通省では政務官として

要請を受けました。これからも漁業者が安心して操業

できる環境づくりに取り組んで参ります。 

 

16日（金） 珠洲市選挙区 平蔵豊志県議の県政

報告会に参加です。  

 

在京での要請活動を終え、午後の能登便で帰郷です。

珠洲市選挙区 平蔵豊志県議の県政報告会に参加で

す。 

今週はその他に 

⚫ 簗和生議員同行にて国道293号整備促進について 

⚫ 塩谷立議員、根本幸典議員同行にて三遠南信自動

車道整備促進・早期事業着手について 

⚫ 小寺裕雄議員同行にて滋賀県日野川河川改修事

業の要請 

でした。 

 

17日（土） 自民党石川県第三選挙区支部実務

者会議に出席です。  

 

自民党石川県第三選挙区支部実務者会議に出席です。

国政報告並びに、来春の統一地方選挙に向けて事務報

告です。 

また、石川県年金協会の役員の皆さんより年金受給に

ついての要請でした。 

皆さんには寒波が襲来し、降り始めの積雪により、

様々な点で混乱が予想されますが、是非、気をつけて

頂きたいと思います。 

 

19日（月） 夕方の便でベトナムへ出張です。  

 

午前中に 3件の道路整備の要請対応と国土交通省予算

の概要や知床事故に対するレクを終え、夕方の便でベ

トナムへ出張です。 

ベトナムでは 19 日夕方発、22 日朝の帰国予定です。

2 日間の滞在で第 8 回 日・ベトナム建設会議や第 4回 

日ベトナム建設副大臣級会合に出席予定。また、下水
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道施設やスマートシティ、日越大学視察。駐日ベトナ

ム大使館訪問、4 副大臣との会談など過密スケジュー

ルです。 

日本海側を中心に大雪の影響で、倒木や停電などで不

自由な生活を余儀なくされている皆様にはくれぐれ

もお体に気をつけて頂きたいと思います。除雪対応や

倒木の撤去など大雪による対応策を国土交通省とし

ても全力でサポートして参ります。 

 

20日（火） 昨日の深夜にベトナムに到着です。  

 

昨日の深夜にベトナムに到着です。二日間に亘っての

過密スケジュールですが、今回のベトナム訪問は 3 年

ぶりに対面での建設副大臣級の会議並びに会談が主

で、建設分野や不動産、下水道など共通するプロジェ

クトが多数あり、日本の ODA 事業における様々な課

題解決に向けて協力要請やこれまでの両省間の包括

的覚書更新など多岐にわたる議題で会談です。両国の

友好関係がより一層強固となる様に取り組みます。 

○12/21 初日目 

⚫ シン建設副大臣と会談(8:15) 

⚫ 第 8回日ベトナム建設会議(8:30) 

⚫ 日越大学を視察(10:30) 

⚫ ビンホームズスマートシティ視察(11:45) 

⚫ 駐ベトナム日本大使館にて山田大使との懇談

(12:30) 

⚫ ハノイ市エンサ下水道整備事業視察(14:30) 

⚫ フォン計画投資副大臣と会談(16:00) 

⚫ 日経建設企業との懇談(19:00) 

 

21日（水） 第 4回日越建設副大臣級会合に日

本代表として挨拶。  

 

ベトナム訪問 2 日目 

第 4 回日越建設副大臣級会合に日本代表として挨拶。

建設省(MOC)ギ大臣と会談です。その他にミン建設副

大臣、農業農村開発省(MARD)ヒエップ副大臣、交通

運輸省(MOT)トゥアン副大臣と会談です。前日に引き

続き、建設・下水道・不動産・都市開発分野での協力

及び制度改善や防災分野での協力、人的派遣や日本の

ODA 事業に対する課題など多岐に亘り意見を交わし

協力関係を求めました。 

2 日間に亘る強行日程をこなし夜、日本へ向けてベト

ナムを出国しました。 

 

22日（木） 奥能登地区の首長さんに連絡をとり

大雪対策のため、関係機関への協力要請対応で

す。  

 

午前、ベトナムから帰国後、奥能登地区の首長さんに

連絡をとり大雪の為の除雪や倒木による通行止めや

停電などの情報共有、関係機関への協力要請対応です。
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日本海側では再び警報級の大雪となる見込みなので、

不要な外出を避ける様にお願いします。 

午後、国交省にて第 10 回知床遊覧船事故対策検討委

員会に担当政務官として出席。これまで熱心な議論を

頂き、船舶に対する様々な安全対策や基準、悪質な業

者に対する厳しい対応など、二度とこの様な事故を繰

り返さない為にも国交省として責任を持って取り組

んで参ります。 

また、国交省災害対策本部にて大雪に対する防災会議

に出席。斉藤大臣よりこれまでの大寒波によって、北

陸信越地区において、大雪に見舞われた状況を鑑み日

本海側で再び警報級の大雪となる見込みで人命第一

の方針で速やかな救命救助と被災者支援にあたるよ

う指示があり、倒木や孤立や停電など能登の状況を踏

まえ、中山間地域に対する支援体制を要請致しました。 

 

23日（金） JFいしかわ二大ブランドの「加能ガ

ニ」「能登寒ブリ」の PR  

 

石川の冬の味覚の最高峰、JF いしかわ二大ブランドの

「加能ガニ」「能登寒ブリ」の PR の為に総理官邸へ‼︎ 

今季市場デビューした雌のコウバコガニ最高級ブラ

ンド「輝姫」、天然能登寒ブリ最高規格「煌」、加能ガ

ニの最高規格「輝」に近い石川の水産物を代表する食

材を輪島塗の器で岸田総理に提供。岸田総理から「濃

厚な感じで、甘み旨みが違いますね」と絶賛‼︎ 

岸田総理は担当者からの説明で、規格内容や初競りで

加能ガニ「輝」500 万円、能登寒ブリ「煌」400 万円

の情報を聞き、「これはすごい」と目を輝かせ味わって

頂きました。 

激務の岸田総理に対していいクリスマスプレゼント

になったかなぁ。 

 

23日（金） 自民党野々市支部の皆さんが街路・

公園整備の要請にて来訪です  

 

明後日から、引き続き、トルコに出張の為、国交省へ

の出勤は今日が最後です。 

総理官邸での県漁連からの贈呈式を終え、政務官室で

公務です。自民党野々市支部の皆さんが街路・公園整

備の要請にて来訪です。また、来春の統一地方選挙も

頑張って下さい。 

その他に鳩山二郎議員同行にて福岡県国道 208 号・道

の駅整備促進について要請、加藤竜祥議員同行にて島

原半島幹線道路整備促進について要請。ベトナム出張

同行者の担当の皆さんがご挨拶に来訪。 

宏池会も今年最後の在京懇談会が行われ、岸田総理よ

り締め括りのご挨拶を頂き、結束して総理をお支えす

る事を皆で誓いました。 
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25日（日） 23:00日本出国の為、国交省チー

ムと共に羽田空港へ  

 

在京当番の為、本年、最後の靖国神社参拝です。この

一年に改めて感謝とトルコ出張の安全祈願も合わせ

て参拝です。夜にトルコへ向けて出発します。 

23:00 日本出国の為、国交省チームと共に羽田空港へ

‼︎ 今回のトルコ出張は、日トルコ防災セミナーの参

加と視察や 4副大臣との会談が目的です。トルコは日

本と同じく地震災害が多く日本の防災対策の知見を

共有、連携協力の進展に取り組んで参ります。1 泊 4

日の弾丸日程ですが、頑張ります。 

 

26日（月） トルコイスタンブール空港に早朝到

着しました。駐在員と合流し現地状況について打

合せです。 

 

日本を 23:00 に出発して 13 時間半、トルコイスタン

ブール空港に早朝到着しました。駐在員と合流し現地

状況について打合せです。 

これまでにトルコにおいて日本企業が大型インフラ

プロジェクトを受注しており、ボスポラス海峡横断地

下鉄や第二ボスポラス大橋を視察。また、昼に現地法

人と懇談会にて情報収集でした。 

夕方にイスタンブールから首都アンカラへ航空機に

て移動。夜は翌日の防災セミナーや 4副大臣との会談

打合せを兼ね駐トルコ日本大使館との懇談会に参加。

時差が日本より 6時間早いので、とても長い 1 日でし

た。 

 

27日（火） 「日トルコ防災セミナー」の開催にあ

たり日本側を代表して挨拶  

 

トルコ 2日目. 

 

訪問の一番の目的である「日トルコ防災セミナー」の 

開催にあたり日本側を代表して挨拶。トルコも日本と

同様に幾度となく地震による大きな被害を経験、両国

間でこれまで防災協力の取り組みを進めて来ており、

防災の技術は橋梁の耐震補強やダムの再生による洪

水対策など多岐にわたり、日本の政策的な知見の共有

と日本企業の高い技術の紹介、両国の地震防災協力関

係の推進の為の取り組みです。 
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27日（火） 日トルコ防災セミナーに引き続き、

チャタクル内務省副大臣と会談です  

 

会談① 

日トルコ防災セミナーに引き続き、チャタクル内務省

副大臣と会談です。また、防災緊急対策庁(ＡＦＡＤ)

の防災システムの視察、昼食を兼ねた懇談会に参加で

す。 

 

27日（火） トルコ共和国政府要人に対して、セ

ミナーを対面で開催することができた事に対す

る謝辞  

 

政策協議では、トルコ共和国政府要人に対して、セミ

ナーを対面で開催することができた事に対する謝辞

や日本企業が有する道路の地震対策や洪水対策に関

するトップセールスなどを行いました。 

⚫ 会談②14:30〜 

ヴァランク環境都市気候変動省副大臣とのバイ

会談。 

⚫ 会談③16:00〜 

イシュクルト運輸インフラ副大臣とのバイ会談。 

⚫ 会談④17:30〜 

パクディル農業森林省副大臣とのバイ会談。 

会談が終了後、夕食を済ませ首都アンカラからイスタ

ンブールへ航空機で移動。到着時には深夜日付も変わ

り、乗り継ぎを経て 15 時間の長旅の末、ようやく羽

田空港に到着。日本との時差が 6時間ある為、宿舎に

着いた頃には夜 10 時近かったです。 

 

30日（金） 在京当番を終え、午前の能登便で 2

週間ぶりに帰郷です。  

 

在京当番を終え、午前の能登便で 2 週間ぶりに帰郷で

す。途中、今年最後の富士山を拝み、のと里山空港へ

‼︎ 天候の影響で旋回をしながら 1 時間遅れで到着、

少しホッとしました。 

早速、今年最後の街頭活動を輪島市や七尾市で行い、

今年一年の皆様からのお支えに感謝と御礼を申し上

げました。また、弔問や面談など、残り僅かな年の瀬

を感じ入ります。 

 


