
ワシントン駐在 活動記録 
令和４年(2022 年) ５月１日（日）～５月 31 日（火） 

１ ワシントンポスト（電子版）掲載記事についての報告 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月６日（金） 

(2)内 容：ワシントンポストほか米国内 20 以上の新聞（電子版）に掲載された平

和的外交を求める知事の発言に関する記事の報告。 

 

２ 連邦議会会軍事委員会全体公聴会についての報告 

(1)実施日：（米東部）2022 年５月 11 日（水） 

(2)内 容：2023 年度空軍省予算要求にかかる全体公聴会における主な発言及び質

疑応答に関する報告 

 

３ 有識者との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 12 日（木）10:00～10:40 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：ブラウン大学名誉教授 

(4)内 容：米軍基地負担軽減に向けた取り組み等に関する意見交換 

 

４ 有識者との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 16 日（月）20:00～21:10 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：日本国内シンクタンク研究員  

(4)内 容：米軍基地負担軽減に向けた取り組み等に関する意見交換 

 

５ 有識者との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 17 日（火）10:00～10:30 

(2)場 所：事務所 

(3)面談者：コネチカット大学教授 

(4)内 容：沖縄の米軍基地問題に関するレクチャーについての調整 

 

６ 有識者との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 17 日（火）15:00～15:30 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：ノースセントラル大学教授 

(4)内 容：沖縄の米軍基地問題の発信に関する意見交換 



 

７ 有識者との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 19 日（木）20:00～20:40 

 (2)場 所：オンライン 

(3)面談者：平和団体支部長 

(4)内 容：米軍基地負担軽減に向けた取り組み等に関する意見交換 

 

８ 下院議員補佐官との面談 

 (1)日 時：（米東部）2022 年５月 23 日（月）10:00～10:30 

 (2)場 所：議員会館 

 (3)面談者：政策担当補佐官ほか 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：軍事委員会 

 (6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

９ 下院議員補佐官との面談 

 (1)日 時：（米東部）2022 年５月 25 日（水）11:00～11:25 

 (2)場 所：オンライン 

(3)面談者：外交・防衛担当補佐官 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：金融委員会ほか 

 (6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

10 下院議員補佐官との面談 

 (1)日 時：（米東部）2022 年５月 25 日（水）15:00～15:30 

 (2)場 所：オンライン 

(3)面談者：立法担当補佐官 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：軍事委員会 

 (6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

11 下院議員補佐官との面談 

 (1)日 時：（米東部）2022 年５月 26 日（木）12:30～12:55 

 (2)場 所：オンライン 

(3)面談者：防衛担当補佐官 

(4)政 党：民主党 



(5)委員会：軍事委員会 

 (6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

12 下院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 26 日（木）15:30～15:55 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：立法担当部長 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：農業委員会 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

13 上院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 27 日（金）10:00～10:20 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：安全保障担当顧問ほか 

(4)政 党：共和党 

(5)委員会：軍事委員会 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

14 下院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 27 日（木）11:00～11:20 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：立法担当補佐官 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：気候変動委員会ほか 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

15 下院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 27 日（木）12:30～13:00 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：防衛担当補佐官ほか 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：監視・改革委員会ほか 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

 



16 下院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 27 日（木）13:30～13:55 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：立法担当補佐官ほか 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：外交委員会ほか 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

17 下院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 31 日（火）10:00～10:30 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：防衛担当補佐官 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：軍事委員会 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

18 下院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 31 日（火）12:00～12:25 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：外交政策担当補佐官 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：軍事委員会 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

19 上院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 31 日（火）13:00～13:20 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：上級顧問ほか 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：軍事委員会 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

20 下院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 31 日（火）14:00～14:20 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：防衛担当補佐官 



 

(4)政 党：共和党 

(5)委員会：軍事委員会 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

21 下院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 31 日（火）14:30～14:50 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：軍事立法担当補佐官 

(4)政 党：民主党 

(5)委員会：軍事委員会 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

22 下院議員補佐官との面談 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 31 日（火）15:00～15:15 

(2)場 所：オンライン 

(3)面談者：軍事立法担当補佐官 

(4)政 党：共和党 

(5)委員会：軍事委員会 

(6)内 容：NDAA にかかる取り組みへの協力要請等 

 

23 有識者・教育機関関係者へのニュースレター送付 

(1)日 時：（米東部）2022 年５月 31 日（火） 

(2)方 法：電子メール添付 

(3)宛 先：計 168 人（有識者 81 人、教育機関 87 人） 
(4)内 容：①所長あいさつ、②新基地建設に係る国地方係争処理委員会への審査

申出、③復帰 50 年式典、④ジャパン・ソサエティー知事ビデオ挨拶告

知、セミナー・ウェビナー受入校募集告知 

 

 

 

 

 

 

 

 


