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陸自唯一の機甲師団が所在する
陸自東千歳駐屯地を視察

海外派遣中隊員の留守家族の皆様と車座対話

防衛装備庁艦艇装備研究所
岩国海洋環境試験評価サテライト発足式

空自防府北基地に第2宇宙
作戦隊の新設を発表

2021.3

日英防衛相会談での栄誉礼儀仗

英空母クイーン・エリザベスを視察 令和3年版防衛白書の表紙をデザインされた 
墨絵アーティスト西元祐貴さんから岸大臣を
イメージした素敵な墨絵を頂戴しました

日越防衛相会談

熱海市の災害派遣現場を視察

（写真は首相官邸HPより）

新政権発足後 大臣再任となり初めての登庁日
職員・隊員の皆さんが防衛省で出迎えてくださいました

（令和3年6月~11月）

任命書 〔第21、22、23代〕
菅内閣から3代続けて就任
これは憲政で初めてとのこと

菅・岸田内閣における
防衛大臣就任祝賀会(自民党山口県連主催)

後援会の皆様に設置していただいた横断幕が
「就任」から「再任」へ更新

防衛大臣

/地/元/公/務/

〈今後の地元行事予定について〉
新型コロナウイルス感染状況等も含めて、下記開催を検討中です。日程が決まりましたら、改めてご案内申し上げます。

■ 山口政経セミナー 　　■ 各地区国政報告会（新春の集い）

　皆様におかれましては健やかにお過ごしのこととお慶び申し
上げますとともに、平素より格別なるご支援を賜り心から感謝い
たします。
　昨年は、第一次ならびに第二次岸田内閣が発足いたしました。
私も、内閣の一員として防衛大臣に再任いただき、その重責に
日々身が引き締まる思いで臨んでいます。これまで応援してくだ
さった地元の皆様をはじめ支援者の方々に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
　防衛大臣として、全国25万人の自衛隊員の先頭に立ち、国防の
最前線で、わが国の領土、領海、領空、そして国民の生命と財産を
断固として守り抜くために、誠心誠意全力を尽くしてまいります。
　地元岩国基地は、わが国周辺の安全保障環境において極めて重
要な施設でありますが、一方で周辺地域の皆様の安全対策や騒音
防止対策は最優先であると考えています。
　また、依然として新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組
む状況が続きますが、健全な社会経済活動を行っていき、感染症
との共生を前提とした新しい社会を地方から創り上げていくた
めにも、進化したＩＴ技術の推進が求められます。
　そして、継続案件である山口県東部道路網の構築や国際バルク
戦略港湾の整備促進も進行中ですが、脱炭素社会に向けた新たな
エネルギー供給拠点化としても融合させていく必要があります。
　地元選出国会議員としても、引き続きこれらを含む課題に取り
組んでまいる所存です。
　末筆になりますが、本年も皆様の益々のご健勝と飛躍の年であ
りますことをお祈り申し上げます。
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空自防府南基地空自防府南基地

歴代の防衛大臣として
初めて視察

カズレーザーさん来省

東京2020 オリンピック ・パラリンピック競技大会東京2020 オリンピック ・パラリンピック競技大会

テレビ番組の自衛隊紹介コー
ナーにて、カズレーザーさんに
防衛省を初訪問いただき、感謝
状を贈呈。
番組内において、防衛省・自衛
隊の活動に対
する国民の皆
様の理解促進
に大きく貢献
していただき
ました。

「東京2020オ
リンピック・パ
ラリンピック支
援団 」 編成完
結式 ▶

オリンピックの
自衛隊メダリス
トが表敬
（フェンシング
山田選手は競
技団体の行事
で欠席)
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陸自山口駐屯地 山口地方協力本部
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沿道からも盛り上げていただき感謝です 各支部をはじめ皆さんのご協力あってこそ スタッフの皆さんをオンラインで激励

温かい拍手と笑顔で元気をいただきました 多くの方が耳を傾けてくださり  熱が入ります

【自由民主党総裁表彰伝達式】
山口県連会長としてご挨拶申し上げました

▲衆院選後 初登院時に登院表示盤の前で

【地元懇話会】 【岸 信夫政経セミナー（東京）】
地元からのご出席者を含め多くの皆様に国政報告

日没後 暗い中でも手を振ってくださる
たくさんの方々に心が温まりました

解散後  岸田総裁から公認証をいただく

お一人お一人と“グータッチ” 皆様の真剣な眼差しと数々の声援に感激

お支えいただいている皆様と

白崎八幡宮にて必勝祈願  神前には公認証 東京にいる候補も  みんなの心はひとつ！

決起大会・
個人演説会を開催

令和3年10月24日 投開票

参議院山口選挙区
補欠選挙

「ラストスパート！信千世頑張れ!!」

加藤清隆さんが、２日間一緒に各地を回ってくだ
さり、力強い激励のお言葉をいただきました。熱弁
に、ご参集の皆様も引き込まれていました。

田布施で毎回恒例となっているお
出迎えは 風船 紙吹雪 のぼり旗 ホ
ラ貝…と本当に華やか！

各地区で、「衆議院議員 岸 信夫・参議院議員 北村
経夫」合同の決起大会や集会を開催しました 。
北村経夫候補が当選を果たされ、皆様方のご支援
に感謝申し上げます。

智香子夫人もご挨拶智香子夫人もご挨拶
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大臣公務や国家の危機管理上から地元入りができず、候補不在の中、
長男の信千世秘書官が終日選挙カーに乗車、智香子夫人も支援者回り。
コロナ禍でもあり、異例の選挙戦となりましたが、ご支援ありがとうござい
ました。

この白ジャンパーは、前回
2017年の衆議院選挙で
岸候補が着ていたもの。候
補の想いをしっかりと背負
い、皆様にお願い回り。

20時に当確の一報を受け、候補はオンライン参加で、地元の皆様
と万歳！
これで衆院4期目、参院2期目とあわせて通算6期目となりました。
皆様の負託にお応えするためにも、地元をはじめ国民のために、
今後とも至誠をもって職務に邁進してまいります。

出陣式にて候補に代わり第一声出陣式にて候補に代わり第一声

ビデオメッセージで候補の想いを届けまし
た。その他地区ならびに山口県理学療法士連
盟等の支援団体でも、決起集会（Ｗeb含む）を
開催していただきました。

公務で残念ながら出席できなかった岸大臣
に代わり 信千世秘書官がメッセージを代読

元防衛大臣政務官 松川るい参議院議員と
一緒に  信千世秘書官が応援

政
治
評
論
家 
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氏  
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る
!

政 務 活 動

令和3年10月31日 投開票
第49回衆議院議員総選挙第49回衆議院議員総選挙

地元入りが難しい中 限られた時間での後援会
活動として懇話会開催

雲の下に虹が！雲の下に虹が！


