
 

 

2021 年５月 

 

■ 5.7(金) 参議院本会議、同地方創生及び消費者問題に関する特別委

員会に出席。 

■ 5.10(月) 参議院予算委員会、自民党孤独・孤立対策特命委員会に

出席。 

■ 5.11(火) 自民党 With コロナ･After コロナ新たな国家ビジョンを

考える議員連盟 Well-being 分科会、同内水面漁業振興議員連盟総

会、同行政改革推進本部役員会、同無人航空機普及・利用促進議

員連盟総会、参議院総務委員会に出席、土地改良事業団体連合会

九州協議会通常総会にリモートで参加。 

■ 5.12(水) 自民党総務部会・地方議会の課題に関する PT 合同会

議、同ＰＦＩ推進特命委員会、参議院本会議、同地方創生及び消

費者問題に関する特別委員会、自民党森林を活かす都市の木造化

推進議員連盟総会、同所有者不明土地等に関する特別委員会役員

会、同水の未来戦略特命委員会、同鳥獣被害対策特別委員会合同

会議、同農林関係合同会議に出席。 

■ 5.13(木) 自民党農林関係合同会議、同 With コロナ After コロナ新

たな国家ビジョンを考える議員連盟環境エネルギー分科会、同ま

なびと夜間塾にリモート参加。各種打合せ。 

■ 5.14(金) 自民党日本 Well-Being 計画推進特命委員会、同農地政策

検討委員会、参議院本会議、自民党再生可能エネルギー普及拡大

議員連盟総会、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員

会に出席。各種レク打合せ。 

■ 5.15(土) 奈良県内で開催のリモート座談会に参加。 

■ 5.17(月) 自由民主党卸売市場議員連盟勉強会、富山県土地改良政

治連盟総会にリモートで参加、各種レク打合せ。 

■ 5.18(火) 参議院外交防衛委員会に出席、農業土木事業協会理事

会、岩手県土地改良設計協会総会にリモート参加、自民党農産物

輸出促進対策委員会、同財政再建推進本部会議、同社会機能移転

分散型国づくり特命委員会・社会機能の全国分散を実現する議員

連盟合同会議に出席。山梨県知事要請対応。 

■ 5.19(水) 自民党農林役員会、参議院本会議、自民党所有者不明土

地等に関する特別委員会、同普及事業推進議員懇談会総会、同環

境関係合同会議に出席。 

■ 5.20(木) 自民党農林関係合同会議、同水産関係合同会議、同経済

成長戦略本部会議、参議院法務委員会、自民党棚田支援に関する

PT、同米の需要拡大・創出検討 PT、同日本 Well-Being 計画推進

特命委員会、同「まなびと夜間塾」に出席。 

■ 5.21(金) 自民党農林関係合同会議、参議院本会議、同地方創生及

参議院予算委員会にて 

自民党委員会で意見を発言 

自由民主党卸売市場議員連盟勉強会にて 

自民党米の需要拡大・創出検討 PTで司会 

参議院総務委員会に出席 



 

 

び消費者問題に関する特別委員会理事懇談会に出席。各種レク打

合せ。 

■ 5.24(月) 自民党尖閣諸島の調査・開発を進める会と尖閣諸島への

公務員常駐実現に向けた勉強会の合同勉強会、同 2050 年カーボ

ンニュートラル実現推進本部会議に出席、各種レク打合せ。 

■ 5.25(火) 自民党戦略研究会、同米の需要拡大・創出検討 PT、与

党技術士議員連盟総会に出席。土地改良建設協会の機関誌「土地

改良」の座談会にリモート参加。各種レク。 

■ 5.26(水) 参議院本会議、同地方創生及び消費者問題に関する特別

委員会、自民党米の需要拡大・創出検討 PT に出席。各種レク対

応。 

■ 5.27(木) 自民党農業基本政策委員会、同水産基本政策委員会、同

地方創生実行統合本部、同女性局政策研究会開会セレモニー、参

議院環境員会、自民党棚田支援に関する PT に出席。土地改良事

業団体連合会九州協議会にリモート参加。 

■ 5.28(金) 自民党農林関係合同会議、同林政対策委員会、参議院本

会議、同地方創生及び消費者問題に関する特別委員会に出席。し

まね水土里女性の会、島根県土地改良功労者表彰式にリモート参

加。 

■ 5.31(月) 埼玉県土地改良政治連盟総会推薦状授与式、同ため池サ

ポートセンター開所式に出席。県下の土地改良施設等を現地調

査・関係者と意見交換。 

 

 

 

2021 年６月 

 

■ 6.1(火) 参議院総務委員会、全国離島振興協議会通常総会、参議院

自民党政策審議会、自民党まなびと夜間塾  (特別講座、リモート)

に出席。 

■ 6.2(水) 自民党農林関係合同会議、参議院本会議、自民党経協イン

フラ総合戦略調査特別委員会、同東日本大震災復興加速化本部総

会、同女性活躍推進特別委員会に出席。各種レク・打合せ。 

■ 6.3(木) 参議院総務委員会、自民党第 15 回農林水産高校を応援す

る会総会（リモート）、同「こども・若者」輝く未来創造本部会

議、同まなびと夜間塾(第 10 回、リモート)に出席。 

■ 6.4(金) 自民党 CLT で地方創生を実現する議員連盟総会、参議院

本会議、同地方創生及び消費者問題に関する特別委員会に出席。 

■ 6.5(土) 自民党熊本県連大会に出席。 

■ 6.6(日) 静岡県下 7 ヶ所(島田市、菊川市、袋井市、森町、浜松市

参議院地方創生及び消費者問題に関する特

別委員会で質問 

埼玉県下の農業関係者と意見交換 

(一社)土地改良建設協会のリモート座談会

にて 

全国離島振興協議会通常総会にて 

自民党熊本県連の大会にて 



 

 

北区、湖西市、浜松市南区)で国政報告会を開催。 

■ 6.7(月) 引き続き静岡県下 7 ヶ所(御殿場市、三島市、沼津市、伊

豆の国市、伊東市、富士市、静岡市清水区)で土地改良関係の方々

に国政報告会を開催。静岡県知事選挙応援。 

■ 6.8(火) 自民党循環型社会形成のための木材利用推進議員連盟総

会、同米の需要拡大・創出検討 PT、同花火文化芸術振興議員連

盟総会に出席。各種レク・勉強会。 

■ 6.9(水) 自民党日本 Well-Being 計画推進特命委員会、参議院本会

議、自民党水産に係る『意見交換の会』、同森林整備・治山事業促

進議員連盟総会、同有機資源利用推進議員連盟･臨時総会に出席。

財務省主計局長に森林・治山関係の予算確保要請。 

■ 6.10(木) 自民党内閣第二部会・デジタル社会推進本部合同会議、

同環境関係合同会議、参議院総務委員会、同政調全体会議、参議

院自民党不安に寄り添う政治のあり方勉強会(リモート)に出席。 

■ 6.11(金) 参議院本会議に出席。自民党棚田振興 PT で下村政調会

長に提言。 

■ 6.14(月) 長崎県土地改良政治連盟及び自民党長崎県連土地改良支

部から推薦状をリモートで拝受。超党派地熱発電普及推進議員連

盟総会。自民党棚田地域振興 PT で坂本地方創生担当大臣に提

言。 

■ 6.15(火) 自民党漁港漁場整備長期計画検討委員会、同規制改革等

に関する PT(No.11)会議（リモート）、同有機資源利用推進議員

連盟総会に出席。参議院本会議に出席。 

■ 6.16(水) 参議院本会議、同各委員会に出席。第 204 国会が閉会。

滋賀県土地改良関係者から政策提案。自民党憲法改正推進本部会

議、同女性局宣伝カー納車式、同食料産業政策委員会、同農産物

輸出促進対策委員会合同会議、同茶業振興議員連盟総会、同茶業

振興議員連盟総会、同再生可能エネルギー普及拡大議員連盟総会

に出席。 

■ 6.17(木) 自民党水の未来戦略特命委員会、同新たな資本主義を創

る議員連盟第 2 回総会、同道の駅議員連盟総会、同安全保障と土

地法制に関する特命委員会、同まなびと夜間塾(リモート)に出

席。 

■ 6.18(金) 自民党海外インフラ輸出を推進する議員連盟総会に出

席。各種レク・打合せ。 

■ 6.21(月) 茨城県下 3 ヶ所(筑西市、つくば市)で土地改良関係者に

国政報告及び意見交換。土地改良建設協会から推薦状を拝受。 

■ 6.22(火) アグリ山崎スマート農業実証コンソーシアム・スマート

農業技術現地検討会に参加。茨城県下 3 ヶ所（坂東市、常総市）

で土地改良関係者に国政報告及び意見交換。 

静岡県下で国政報告会を開催 

長崎県土地改良政治連盟と自民党長崎県連

からリモートで推薦状 

棚田 PTで坂本地方創生大臣に提言 

土地改良建設協会から推薦状を拝受 

自民党女性局宣伝カー納車式 

棚田 PTで下村自民党政調会長に提言 



 

 

■ 6.23(水) 大分県下で、おおいた水土里ネット女性の会役員会、進

藤金日子大分県後援会設立総会に出席。大分県議会を表敬、大分

県農業関係団体と意見交換。進藤金日子大分県後援会宇佐支部設

立総会に出席。宇佐市で「NHK 朝ドラ「南一郎平」誘致推進協

議会」の関係者と意見交換。 

■ 6.24(木) 大分県下の建設コンサルタント関係者と意見交換、国営

大野川上流地区の大蘇ダムに関して意見交換、進藤金日子大分県

後援会日田支部設立総会に出席。 

■ 6.25(金) 大阪市で近畿水土里ネット連合協議会総会に出席、同会

場からリモートで自民党女性局第 5 回政策ミーティング講演、千

葉県議会農業・土地改良議員連盟で意見交換。 

■ 6.28(月) 神奈川県議会議員と勉強会を開催、各種打合せ。 

■ 6.29(火) 自民党消費者問題調査会、超党派水制度改革議員連盟、

自民党農業基本政策検討委員会、同女性未来塾特別講座女性候補

者育成開講式に出席、各種レク・打合せ。 

■ 6.30(水) 東京都下 3 ヶ所(国分寺市、町田市、多摩市)で都議選応

援、各種打合せ。 

 

「NHK 朝ドラ「南一郎平」誘致推進協議会 

にて、南翁の偉業・広瀬井路・平田井路

は、世界かんがい施設遺産登録手続き中 

大分県後援会設立総会に出席 


