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内閣総理大臣補佐官 拝命

10 月 8 日、 岸田文雄 新政権の内閣総理大臣

補佐官を拝命しました。 41 歳での総理補佐官

は、 自民党史上、 最年少。 身の引き締まる思い

ですが、 総理官邸の中で、 コロナ対応をはじめ

我が国の最重要課題に、 日々取り組ませて頂く

こととなりました。 振り返ると10年前の2011年

９月、 私は、 当時の民主党政権に危機意識を感

じ、 勤めていた財務省を退職。 生まれ育った、

さいたまの地で政治の世界に飛び込みました。

公募で候補予定者に選ばれたものの、 普通のサ

ラリーマン家庭に育ち、 地盤・看板・カバンなし。

右も左も分からない、 31 歳の私を、 多くの地元

の皆さんが助けて、 そして、 育てて下さいました。

昭和 �� 年 � 月 �� 日（�� 歳）
さいたま市生まれ、浦和区在住。
家族：  妻、長男（６歳）、二男（４歳）、三男（２歳）
浦和市立別所小学校卒業。
東京大学卒業後、財務省入省。
ハーバード大学大学院修了。
平成 �� 年財務省退官。
平成 �� 年初当選。
平成 �� 年再選。平成 �� 年 � 選。

　あれから１０年。 まだまだ、 政治の世界では

若輩の身ですが、 お陰様で、 国政のまさにど

真ん中で仕事をさせて頂けるようになりまし

た。 次の 10 年は、 我が国にとって、 経済 ・

社会保障 ・ 外交安全保障の全ての分野が正

念場を迎えます。 これまで学ばせて頂いたこ

とを活かし、 国政の中心で、 全力を発揮させ

て頂く。 そして、 ここまで成長させて頂いた皆

様にご恩返しをさせて頂く。 そんな次の10 年

にして参ります。 皆様の引き続きのご指導を

何卒宜しくお願い申し上げます。

ご挨拶
～これまでの１０年、 これからの１０年～
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ご地元の衆議院議員の村井英樹さん。大変頼りにさせて頂いていて、現在、
内閣総理大臣補佐官として、私のことをすぐそばで支えてくれています。
是非、村井さんの活動へのご理解ご協力を宜しくお願い致します。

岸田文雄内閣総理大臣

総理補佐官就任当日から、総裁選挙で公約し、所信表
明演説でも触れた、経済対策の具体化などの仕事に取
り組みました。これまでも、何度も行ってきた、「岸田
さん」との打ち合わせですが、「岸田総理」となられて
からは、当然ながら、緊張感が違います。
　総裁選挙では、岸田候補（当時）の政策担当して、
政策集をとりまとめました。これからは、「新型コロナ
対応」、「新しい資本主義」、「毅然とした外交安全保障」
などの総裁選挙での公約を、霞が関の官僚チームとも
協働しながら、具体化していくこととなります。政策
集の主な内容は、中ページをご覧ください。
　なお、総理官邸の一角に執務室を頂き、普段はそち
らで仕事をしています。補佐官就任直後から、全省庁
の役所の皆さんが、様々な案件を相談に来られます。
それを伺い適切に対応すると共に、必要に応じて、総理・
官房長官にも相談しながら、国政を前に進めています。



ウン１枚でも、国は困難に直面するのが現代です。世
界中で、ワクチンや治療薬、さらには先端半導体の争
奪戦が激化しています。
　そこで、我が国の経済安全保障を確保するため、戦
略技術・物資の特定、技術流出の防止に向けて、国家
戦略を策定します。
 
デジタル田園都市国家構想
新しい資本主義の象徴は地域です。テレワーク、自動 
運転、ドローン宅配などデジタルの力を社会実装する
ため、５G などのデジタルインフラ整備を徹底して進
めます。
　また、「デジタルと言われてもピンと来ない」そん
な声もたくさん頂いています。国民みんなでデジタル
化を進めれば、経済社会の生産性が向上すると共に、
デジタル化のメリットを、みんなで享受できるように
なります。そのため、自治体や携帯電話ショップと連
携し、デジタル推進委員を全国に展開。各地域ごとに、
丁寧にスマートフォンの使い方などを説明すること
で、誰一人取り残されない「デジタル田園都市」を実
現します。

働く方すべてに社会保険を適用する
「勤労者皆社会保険」

人生 ��� 年時代が到来し、我々の人生は複線化し、兼
業や副業、フリーランスといった、多様で柔軟な働き
方が拡大します。
　将来への不安が、消費の抑制、成長の阻害要因の一
つとなっている今、働き方に関わらずセーフティー
ネットが確保されるようにします。

分配施策 ４本柱
「下請けいじめゼロ」

大企業が儲かっても、下請けの中小企業にコストカッ
トを迫り続けるようだと、地域経済は盛り上がりませ
ん。サプライチェーンの中で、中小・小規模事業者に
利益が適切に分配される必要があります。
　そのため、大企業に対して、長期的な視点にたって、
株主だけでなく、従業員も、取引先も恩恵が受けられ
る「３方良し」の経営を求めます。

中間層の拡大・少子化の解決に向けて、
子育て世帯の住居費・教育費を支援

「分厚い中間層」の復活に向け、分配機能を強化します。
特に、若い子育て世代の所得が伸び悩むなか、コロナ
禍で出生率も一段と低下。子育て世帯にとって大きな

   外交・安全保障
日米同盟を基軸にし、３つの覚悟を持って、毅然とした
外交・安全保障を展開します。
　第１に、民主主義を守り抜く覚悟。権威主義的体制が
拡大する中、台湾海峡の安定・香港の民主主義・ウイグ
ルの人権問題などに毅然と対応します。
　第２に、我が国の平和と安定を守り抜く覚悟。我が国
の領土・領海・領空、そして国民の生命・財産を断固と
して守るため、ミサイル防衛能力を含む、防衛力や海上
保安能力の強化に取り組みます。また、拉致問題は最重
要課題。拉致被害者の一日も早い帰国に向け、総力を挙
げて取り組みます。
　第３に、地球規模の課題に向き合い、人類に貢献し、
国際社会を主導する覚悟。地球温暖化対策の推進や、信
頼性ある自由なデータ流通の枠組みなど、新たなルール
づくりに向けて世界をリードします。
 

   最後に
岸田総理は、「国民の声をしっかり聴く」、「丁寧で寛容な
政治を行う」方針を掲げています。私も、総理大臣補佐
官として、皆様の声を伺いながら一つ一つの政策課題に
丁寧に取り組みます。どんなことでも構いませんので、
引き続き皆様からのお声をお寄せください。

負担となっている住居費、教育費を支援します。

公的分野で働く皆様の収入引き上げ
看護師、介護士、幼稚園教諭、保育士など、賃金が公的
に決まるにも関わらず、仕事内容に比して報酬が十分で
ない皆様の収入を思い切って増やします。

財政の単年度主義の弊害是正
企業に長期的視点を求めることと同様、政府も、科学技
術の振興や経済安保などの国家課題に計画的に取り組め
るよう、財政の単年度主義の弊害を是正します。

   新しい資本主義
経済には、「成長」と「分配」の両面が必要です。成長
がなければ分配はなく、我々は豊かになりません。し
かし、分配が適切になされなければ、消費の盛り上が
りはなく、次の成長につながりません。新自由主義的
な政策は、確かに我が国経済の体質強化と成長をもた
らしました。
　事実、この �� 年間で、我が国の GDP は �� 兆円伸び、
企業の経常利益も倍増。企業が抱える現預金は、���
兆円以上増加しています。その一方で、富の偏在など
の課題も生じています。今こそ「成長」と「分配」の
好循環による「新しい資本主義」を構築し、多くの方
に成長の果実を実感して頂く時です。

成長戦略 ４本柱
科学技術立国
���� 年以降、自然科学分野でノーベル賞を受賞した日
本人は、米国に次ぐ �� 名。しかし、日本の科学技術力
は今、陰りを見せています。博士号取得者や論文数は、
欧米や中国に大きく差をつけられています。コロナワ
クチンも、国内で開発できず、海外に依存しています。
　人工知能・量子技術・バイオ医薬品などの最先端の
科学技術は、我が国の将来の産業競争力を左右します。
そこで、�� 兆円規模の大学ファンドを年度内に設立す
るなど、科学技術分野の投資を抜本的に拡大します。
また、革新的な科学技術への研究開発支援も抜本的に
拡充します。

経済安全保障
かつて国家間の戦いは武力で行われました。しかし、
コロナ禍で明らかになったように、マスク・医療用ガ
　

  新型コロナ対策
「基本方針」と「当面のゴール」

コロナとの闘いには、国民の皆様の協力が不可欠です。
そのためには、政府方針への国民の皆様の納得感が不
可欠。このため、新政権では、政府方針の内容・その
必要性などについて丁寧に説明します。
　また、危機管理の要諦は、最悪の事態の想定です。「多
分よくなるだろう」では、コロナに打ち克てません。
常に最悪の事態を想定した対応を基本とします。
　また、ゴールを明確にして対応します。コロナウイ
ルスは、非常に変異が早く、残念ながらゼロにはでき
ません。そのため、当面、「季節性インフルエンザ同様、
従来の医療提供体制の中で対応可能なものとし、通常
に近い経済社会活動を一日も早く取り戻すこと」を目
標とします。

「通常に近い経済社会活動を取り戻すために」

足下で感染状況は落ち着きを見せていますが、楽観は
できません。ワクチン接種を加速し、�� 月中の希望者
全員のワクチン接種完了を目指すとともに、経口薬の
早期の開発・普及を全力で支援します。それまでの間は、
病床・医療人材などの医療提供体制の確保、感染状況
に応じた人流抑制と経済対策に全力で取り組みます。
　特に、国民の皆様が安心感と納得感を持ってご協力
頂けるよう、数十兆円規模の経済対策を実施します。
事業者向けに、持続化給付金の再支給など、地域・業
種を限定しない支援を事業規模に応じて実施します。
また、非正規・女性・学生をはじめ、コロナでお困り
の皆様に給付金を支給します。

「ウィズコロナ・ポストコロナを見据えて」
通常に近い社会経済活動の再開に向け、電子的ワクチ
ン接種証明の活用と検査の無料化・拡充に取り組み、
先手先手で再度の感染拡大を防ぐ仕組みを構築します。
その上で、国・地方が人流抑制や医療資源確保に、よ
り強い権限を持てるための法改正を行います。また、    
公衆衛生上の危機発生時に、国・地方を通じた強い指
揮権限を持つ「健康危機管理庁（仮称）」を創設し、感
染症危機管理に関する国家戦略を確立します。　　

岸田内閣の３つの重点政策、「新型コロナ対策」・「新しい
資本主義」・「外交・安全保障」のポイントを紹介します。 

岸田文雄 新政権
３つの重点政策のポイント


