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長年のご支援に
感謝申し上げます

内閣府特命担当大臣
地方創生・規制改革
まち・ひと・しごと創生 担当

す。この経験が活かせれば、いや活かさなけれ
ばと思っております。
どうぞ、今後とも引き続きこれまで同様の変
わらぬご支持ご支援を賜りますようお願いを申
し上げます。

衆議院議員
皆様方の長年にわたる限りないご支持・ご支
援に心より感謝申し上げますとともに、此度、
内閣府特命担当大臣（地方創生 規制改革 ま
ち・ひと・しごと創生担当）を拝命したことを、
ご報告申し上げます。
ようやく、皆様にこのような肩書でご挨拶を
申し上げることが叶い、誠に感無量であります。
安倍首相の組閣時の記者会見で『私が最も重視
している地方創生の担当大臣は、北村誠吾さん。
地方の実情を十分に熟知している方です。
』と
のご紹介をいただきました。このお言葉のとお
り、現場主義・汗かき主義でこれまでひたすら
邁進してきました。
「地方」の強さも弱さも、
そして辛さも喜びも肌身で知っているつもりで

安倍晋三首相

高市大臣と二人三脚で、過疎化など地方が直面
する困難な課題に果敢に挑戦してもらいます。
〜記者会見（9/11）で〜
いずれも、当選７回、８回の大ベテラン。政
「北村さんは、地方の実情を熟知している」
治家に求められる高い調整能力と政策実行力を
私が最も重視している地方創生の担当大臣 兼ね備えた人材です。さまざまな有権者の声に
は、北村誠吾さん。長崎県の県議、佐世保市の 耳を傾け、毎日、部会などでの議論を重ねなが
市議の経験もあり、地方の実情を十分に熟知し ら、政策を地道に練り上げていく、こうしたプ
ている方です。総務大臣として再入閣、地方自 ロセスの中で長年大きな力を発揮してきたベテ
治から情報通信まで幅広い総務行政に精通した
ランが、わが党にはたくさんいます。

︻写真右▶︼小値賀町役場に揚げられた垂れ幕

TV 局取材

︻写真左◀︼片山さつき前大臣と業務引継ぎ

︻写真下▼︼就任後の地元入りで︑何件も取材︒
これまでと違います

共同取材

単独取材

お 祝 辞

『地方創生の星』として
全国舞台に活躍を
佐世保市長

朝長 則男

第 4 次安倍再改造内閣で、北村誠吾衆議院議員が、地方創生 兼 規制改革担当
大臣として初入閣されましたことを、心からお慶び申し上げます。北村大臣の
喜びは、当然だと思いますが、37 年ぶりに、県北から大臣を輩出できたことは、
北村誠吾後援会の皆様や支持者の皆様の喜びひとしおの事と拝察いたします。
誠におめでとうございました。
さて、地方創生大臣に就任されたことは、これまで、地方とりわけ離島地域、
過疎地域、が抱える高齢化、人口減少、農水産業を中心とする産業の衰退など
の諸課題を熟知され、真摯に取り組んでこられた北村大臣に、もっともふさわ
しい大臣ポストであろうかと期待いたしております。また規制改革大臣として
は、何もかも規制改革が良というスタンスではなく、地方の実情や、中小企業、
零細事業者の立位置に配慮しながら推進をしていただくことを、期待してやみ
ません。結びに、北村大臣が、健康に留意され「地方創生の星」として全国を
舞台に活躍されますことを祈念して、お祝いの言葉といたします。

北村大臣

初 閣議

お 祝 辞
小値賀町民の悲願達成！
離島のけん引役を期待

地元の大きな誇り！
健康に留意し激務邁進を

小値賀町長

佐々町長

西村

久之

衆議院議員「北村誠吾氏」が地方創生兼規制
改革担当大臣として、第 4 次安倍改造内閣に入
閣されましたことに、心よりお慶びを申し上げ
ます。
「北村誠吾氏」の国務大臣就任は、小値賀町
民の悲願であり、また、小値賀町にとって大変
心強く喜ばしい限りでございます。
全国的に過疎化が深刻化している中、離島そ
して過疎地域の出身である北村先生が、地方を
牽引するリーダーとなる「地方創生担当大臣」
として入閣されたことは、人口減少が進む全国
の地方にとっては、大変頼もしくこの上ない喜
びであると共に、地方創生の取り組みに一層拍
車がかかり、地域が元気になるものと確信して
おります。
なかなか人口減少に歯止めがかからない当町
ではございますが、北村先生のお力添えをいただ
きながら、
地方創生に一層力を入れてまいります。
北村先生におかれましては、これから多忙な
日々が続くかと存じますが、健康には十分留意
していただき、なお一層のご活躍を心よりお祈
り申し上げます。

古庄

剛

北村先生「地方創生大臣」ご就任おめでとう
ございます。これはひとえに先生の不断の努力
が身を結んだものであり、地元のわたくし共も
大きな誇りとするものです。
先生が就任された地方創生大臣は、
「人口減
少や東京への人口集中を食い止め、地方を活性
化する」お仕事だと思います。
人口減少を九州内で見ますと長崎県が人口の
減少率の１番大きいな県となっており、県内の
各自治体、人口減少をくい止め、地方を活性化
することは、大きな課題となっています。
幸い、佐々町は、現時点では、長崎県で数少な
い人口の減少が進んでない町となっています
が、将来的には本町も人口減少が進むのはまぎ
れのない事実です。
国務大臣とは当然日本の将来を考えるお仕事
ですが、まずは、地元長崎からしっかりと地方
創生に取り組む自治体を応援していただきたい
と思います。
最後に、大臣は大変な激務と聞いています。
先生におかれてはくれぐれも健康に留意され大
臣の職を務められることをお祈りします。

■北村誠吾後援会佐世保事務所
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９月 11 日入閣後初の記者会見
北村大臣 冒頭発言録（抄）
皆様、お疲れでございます。
この度、内閣府特命担当大臣を拝命いたしま
した、北村誠吾でございます。
私の担当は、地方創生、規制改革でございます。
併せて、内閣の担当大臣として、まち・ひと・
しごと創生も担当を務めます。

地方創生についてでございますけれども、地

方創生はご存じの通り、人口の減少に歯止めを
掛けるとともに、東京圏への人口の過度の集中
を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確
保して、将来にわたって活力ある日本社会を維
持することを目指しております。
本年は地方創生における五か年の第１期まち・
ひと・しごと創生総合戦略の最終年です。
第２期総合戦略を策定し、政府一丸となって地
方創生の取り組みを一層強化してまいります。
国家戦略特区については、残された岩盤規制改
革を行い、規制改革事項の更なる追加を図ると
ともに、指定区域において具体的事業を迅速に
実現していきます。さらに第四次産業革命にお
ける最先端技術を活用し、未来の暮らしを先行
実現するスーパーシティ構想の実現に向けた制
度の整備を推進してまいります。

地方分権についてでありますが、地方分権改

革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫によ
り問題解決を図るための基盤となるものであ
り、地方創生における極めて重要なテーマであ
ります。現在進めている地方分権改革に関する
提案募集につきまして、地方からの提案を如何
に実現するかという基本姿勢に立って改革を着
実に、かつ強力に進めてまいります。また、改
革の成果を国民が実感できるよう優良事例の普
及や情報発信の強化に努めてまいります。

規制改革についてでありますけれども、規制

改革は成長戦略を支える中核の一つであり、日
本経済の力強い成長を阻害する規制を見直し、
スピード感を持って改革を進めていくことが必
要です。本年６月に閣議決定をした規制改革、

実施計画を確実に実行に移すとともに、更なる
改革を実現するために規制改革に掛かる新会議
を早急に設置し、件の改革を進めてまいります。

公文書管理についてでありますけれども、

現在と将来の国民に対する説明責任を全うする
ため、極めて重要な公文書管理制度について、
昨年７月の閣議会議決定に基づき様々な改善充
実を図ってきており、引き続き適正な公文書管
理の徹底に万全を期してまいります。

公益法人制度についてでありますけれども、

民による公益の増進を担う公益法人は、活力あ
ふれる長寿社会を支える重要な存在です。私と
しては、引き続き公益認定等、委員会と協力し、
公益法人の事項規律の確立や適正な法人運営の
確保に努めることにより、公益活動の活性化に
一層努力してまいります。

特定秘密の指定等の適正確保についてで

ありますけれども、独立公文書管理監および情
報保全監察室が運用基準に定められた権限を適
切に行使しつつ、特定秘密の否定等について実
行的に検証と監察を行い、法の運用の適正化が
確保されるよう万全を期してまいります。

ＰＰＰ
（パブリック・プライベート・パートナー
シップ：公民連携）
ないしＰＦＩ
（プライベイ
ト・ファイナンス・イニシアティブ）につい
てでありますけれども、我が国の厳しい財政事

情の下、効率的効果的な社会資本の整備を図る
ため、本年創設した地域プラットフォーム協定
制度等による地方自治体の案件形成支援等を通
じて、地域経済活性化に資するＰＰＰないしＰ
ＦＩ事業の推進に努めてまいります。
重要な政策課題に取り組みこととなり、身の引
き締まる思いであります。安倍内閣の一員とし
て精一杯務めさせていただく所存でありますの
で、何卒よろしくご教導のほどお願い申し上げ
ます。以上です。終わります。

お 祝 辞
待ち望んだ大臣誕生
地方の発展に尽力を
平戸市長

黒田

成彦

この度の第 4 次安倍内閣において地方創生兼
規制改革担当大臣にご就任されましたことを心
よりお慶び申し上げます。
県北では長年待ち望んだ大臣誕生の報せに市
民とともに大変喜んでおります。特に私たち平
戸市民にとりましては、人口減少や少子高齢化
など過疎地ならではの悩みを抱える現状にあっ
て、現場の声をしっかりと受け止めてくださり、
地域の魅力を踏まえた施策を全力で応援してい
ただける重要ポストだけに今後のご活躍に大い
に期待を寄せています。
全国的に人口減少が加速され、都市一極集中
の構図から抜け出せない状況の中、長崎県も県
内各自治体も課題山積であり、同様に全国津々
浦々から寄せられる要望や提案なども多岐にわ
たる激務であろうかと拝察いたします。
北村大臣におかれましては、安倍総理が掲げ
る「安定と挑戦の内閣」の旗印のもと、これまで
の長い政治経験と崇高な使命感を発揮され、国
家の繁栄のためそして地方の持続可能な発展形
成にご尽力賜りますようお願い申し上げます。

行動力と実行力で
「日本の創生」を
松浦市長

友田

吉泰

北村誠吾先生の地方創生担当大臣ご就任を心
からお慶び申し上げます。本市のみならず、全
国の地方自治体の多くが、人口減少と少子高齢
社会の到来に直面し、その危機に立ち向かうべ
く、それぞれ「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
を策定し、持続可能な地域づくりを目指して懸

命に取り組みを進めております。しかしながら、
未だその危機を克服するまでには至っておら
ず、これまで以上に知恵を絞り、汗を流して取
り組まなければ、地方の生き残りは図れないの
ではないかと危機感を強めているところです。
このような中、本市をはじめ地方の実情を熟知
され、本市の課題解決にも数々のご指導をいた
だいて参りました北村誠吾先生が、この度その
担当大臣にご就任されましたことは誠に心強
く、大きな喜びでございます。北村大臣におか
れましては、今後とも持ち前の行動力と実行力
によりまして、本市はもとより日本全体の創生
にご尽力賜りますようお願い申し上げます。

『至誠通天』を体現
力強い大臣ご就任
西海市長

杉澤

泰彦

この度の内閣府特命担当大臣へのご就任、誠
におめでとうございます。
「至誠通天」の名の通り、国民生活の向上と
国家繁栄のため、誠の心を尽くして行動すれば、
願いは必ず天に通じ認められる孟子の教えその
ものを体現されたことに敬服いたしますととも
に、西海市挙げてお慶び申し上げます。
特に、離島を知り、市政・県政に携わった幅広
い見識をもった先生が地方創生の任に就いたこ
とは、我が西海市や長崎県のみならず、全国の
地方の自治体にとりましてこんなに力強いこと
はございません。ぜひとも蓄積された優れた政
治的感覚をもって全国の地方をお導きください
ますようお願いいたします。
重ねて、西海市政に対しましては、日頃よりご
指導ご尽力賜っておりますほか、毎週のように
地域行事へ足を運んで下さり現状について熟知
いただいているところではございますが、改め
て西海市の地方創生の取り組み等を説明させて
いただく機会をまずは頂戴したいと存じます。
結びに、今後はさらに激務となられることと存
じますが一層のご活躍をお祈り申し上げます。

お 祝 辞
北村大臣ご支援の皆様方に
感謝とお祝いを申し上げます
自民党政務調査会副会長
参議院議員

古賀

友一郎

至誠通天
この度北村誠吾代議士におかれましては、内
閣府特命担当大臣（地方創生・規制改革）
、ご
就任誠におめでとうございます。
重ねて、自民党長崎県支部連合会会長でもあら
れます北村代議士陣頭指揮のもと、先般７月に
行われました参議院議員選挙におきましては絶
大なるご支援を賜り、おかげ様で２回目の初登
院のボタンを押すことが出来ました。
北村大臣におかれましては、あの優しく思い

やり人一倍強きご性分にて今日まで多くの方と
接され、強き信念のもとに世界情勢を鑑みなが
ら日本国の為、長崎の為政治活動をなさってお
られると拝察いたします。私も、このお姿に学
びながら丹誠を尽くす所存です。
陰徳は陽報をもたらすと申します、北村大臣
をお支えになっておられます皆様にお祝いを申
し上げ、今日まで弛まぬ丹誠を尽くしておられ
ます北村大臣に心より敬意と謝意を表し、益々
のご活躍を心より祈念申し上げます。

編集後記
「晴天の霹靂とは、このことか！」と思わせ
る事態が発生しました。世の中には想定しえな
いことが起り得る場面があるんですね！／「ま
さか」の坂は「いささか」を通り越し急坂。そ
こを転げるような慌ただしさで事務所スタッフ

はてんてこ舞いです／これを嬉しい悲鳴という
のでしょうか／ご支援の皆様とこの喜びを共
有したく急ぎ第１０号を発行します／次号では
北村新大臣の様子を詳報予定。
乞うご期待！！

いっしょに、日本を再建しよう！
自民党に入党して、党員として自民党を支えてください。
の
入党 内
ご案

入党資格

わが党の綱領、主義、政策等に賛同される方
満１８歳以上で日本国籍を有する方
他の政党の党籍を持たない方

◎
「入党申込書」に氏名、住所、電話番号などを記入し、党費を添えて、最寄りの支部にお持ちください。
◎党費：一般党員 年額 4,000 円、家族党員 年額 2,000 円、特別党員 年額 20,000 円以上
◎お申込みには、紹介党員が必要です。お知り合いに党員がいない場合、地元の支部にご相談ください。
◎家族党員として入党するには、同一世帯に一般党員１名が必要です。
入党に関するお問い合わせは、
自民党長崎県第四選挙区支部 又は、北村誠吾事務所まで

■北村誠吾後援会佐世保事務所
〒857-0863 佐世保市三浦町1-23 Tel 0956-25-3113 Fax0956-25-6223
■国会事務所
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第2議員会館714号
Tel 03-3508-7627 Fax03-3508-3257

