令和３年１１月現在

氏名： 佐藤 啓（さとう けい）
生年月日：昭和５４年４月７日
出身地：奈良県奈良市

＜略歴＞
昭和５４年４月

サラリーマン家庭に生まれる
奈良市立東登美ケ丘小学校卒業、西大和学園中学校・高等学校卒業

平成１５年３月

東京大学経済学部卒業

平成１５年４月

総務省入省

平成１５年８月

北海道総合企画部地域振興室市町村課

平成１６年４月

北海道総務部財政課

平成１７年４月

総務省行政管理局管理官（情報）付

平成１９年４月

総務省自治行政局市町村課 併 合併推進課 主査

平成２２年８月

カーネギーメロン大学大学院卒業（公共経営学修士）

平成２３年６月

南カリフォルニア大学大学院卒業（法律学修士）

平成２３年７月

茨城県常陸太田市 政策企画部長

平成２５年４月

茨城県常陸太田市 総務部長 兼 政策企画部長

平成２６年４月

総務省自治財政局公営企業経営室 課長補佐

平成２６年９月

内閣総理大臣補佐官 秘書官（内閣総理大臣官邸）

平成２７年１０月

総務省自治行政局選挙部選挙課 課長補佐

平成２７年１１月

総務省退職

平成２７年１１月

自民党奈良県参議院選挙区第二支部 支部長

平成２８年７月

参議院議員通常選挙（奈良選挙区）初当選

平成２８年９月

参議院外交防衛委員会 委員

平成３０年１０月

参議院経済産業委員会 理事、参議院自民党国会対策副委員長（経済産業）

令和元年９月

参議院議院運営委員会 理事、参議院自民党国会対策副委員長（議院運営）

令和２年９月

経済産業大臣政務官 兼 内閣府大臣政務官 兼 復興大臣政務官（菅内閣）

令和３年１１月

自民党青年局長代理、自民党内閣第二部会長代理
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＜来歴・人物＞
〇昭和 54 年 4 月 7 日生まれ。サラリーマン家庭に生まれる。奈良県奈良市出身。奈良市立東登美ケ丘小
学校、西大和学園中学校・高等学校、東京大学経済学部を卒業。経済学部在籍時には、持田信樹教授
（後に、東京大学 経済学研究科長・経済学部長）に師事し、財政学を中心に学ぶ。大学在学中に国家
公務員採用一種試験（法律）に合格。
〇平成 15 年 4 月、総務省に入省。４か月後、北海道庁へ赴任。財政課では、予算編成作業に携わる。 平
成 17 年 4 月、総務省に戻り、行政管理局において、情報公開法制の見直しや電子政府の推進に携わる。
その後、自治行政局市町村課において、市町村行政の連携を一層推進するため、定住自立圏構想の実
現に尽力した。
〇平成 21 年 7 月から 2 年間、人事院長期在外研究員としてアメリカ合衆国へ渡り、カーネギーメロン大学
大学院で公共経営学修士号（優秀卒業生：graduate with high distinction）を、南カリフォルニア大学大学
院で法律学修士号を取得した。南カリフォルニア大学大学院在籍時は、ロースクールの留学生代表を務
めるなど学業以外にも幅広く活動。2011 年のロサンゼルスマラソン完走。
〇平成 23 年 7 月に米国から帰国し、茨城県常陸太田市に赴任。政策企画部長（後に、総務部長兼政策企
画部長）として、人口減少対策や東日本大震災の復旧復興などに尽力。特に、人口減少対策に関しては、
「子育て上手 常陸太田」のキャッチフレーズのもと、子育て支援の拡充に力を注ぎ、数年で常陸太田市
を全国有数の先進自治体とすることに成功。全国から視察が相次ぎ、2018 年発刊の宝島社『田舎暮らし
の本』2 月号の「2018 年版 住みたい田舎ベストランキング」においては、常陸太田市が人口 10 万人未満
の小さなまち部門の「子育て世代が住みたい田舎 第 1 位」となった。
〇平成 26 年 4 月に総務省に戻り、自治財政局公営企業経営室 課長補佐として、地方財政制度の企画立
案に携わった。同年 9 月から 1 年間、総理官邸で内閣総理大臣補佐官の秘書官を務めた。木村太郎内
閣総理大臣補佐官のもと、ふるさとづくりの推進に携わり、安倍政権の進める地方創生を推進した。平成
27 年 10 月に総務省自治行政局選挙部選挙課課長補佐となり、同年 11 月に参議院選挙出馬のため総
務省を退職した。平成 28 年 7 月 10 日執行の第 24 回参議院議員通常選挙に自由民主党公認で出馬
し、野党統一候補として出馬した民進党の現職らを破り、初当選を果たした。
〇当選後は、外交防衛委員会、議院運営委員会に所属。党では、経済産業部会 副部会長、青年局 次長
などを務める。また、小泉進次郎衆議院議員が主催する勉強会「2020 年以降の経済社会構想会議」のメ
ンバーとして、国会改革の提言の取りまとめなどに関わった。
〇平成 30 年秋の時点において、経済産業委員会（理事）、議院運営委員会等に所属。党では、参議院自
民党国会対策委員会 副委員長（経済産業）を始め、財政再建推進本部 事務局次長、財政構造のあり
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方検討小委員会 事務局長代行、金融調査会 事務局次長、行政改革推進本部 幹事、選挙制度調査
会 事務局次長、青年局国際部 副部長、商工・中小企業関係団体委員会 副委員長、清和政策研究会
政策副委員長などを務める。また、世耕弘成経済産業大臣、加藤勝信総務会長や若手議員らでつくる
「明るい社会保障改革研究会」の事務局長として、令和時代の社会保障改革の提言取りまとめを行った。
〇令和元年秋の時点において、議院運営委員会（理事）、文教科学委員会に所属。党では、参議院国会対
策委員会 副委員長（議院運営）を始め、財政再建推進本部 事務局次長、財政構造のあり方検討小委
員会 事務局長代行、金融調査会 事務局次長、行政改革推進本部 公務員制度改革チーム 事務局次
長、文部科学部会 高等専門学校小委員会 事務局次長、青年局国際部 副部長などを務める。
〇令和 2 年 9 月 18 日、経済産業大臣政務官 兼 内閣府大臣政務官 兼 復興大臣政務官に就任。新型
コロナウイルス感染症対策（感染拡大防止と社会経済活動の両立）、デジタル化、環境・エネルギー、健
康・医療、経済安全保障、中小企業支援、福島復興、廃炉・汚染水対策などを担当。令和 3 年 10 月 4 日、
岸田文雄内閣の発足に伴い退任。
〇令和 3 年 11 月 9 日、自民党青年局長代理に就任。全国の青年世代の地方議員、党員や学生部員の声
を国政に届ける役割を担う。併せて、自民党内閣第二部会長代理に就任。経済再生、コロナ対策、新し
い資本主義、全世代型社会保障、行政改革や経済安全保障など内閣の重要政策に関する党の政策の
取りまとめを行う。
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主な所属議員連盟

〇みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会
〇自由民主党統合医療推進議員連盟
〇大阪ｰ名古屋ｰ東京リニア中央新幹線同時実現を目指す議員連盟
〇不動産鑑定士制度推進議員連盟
〇飛鳥古京を守る議員連盟
〇郵便局の新たな利活用を推進する議員連盟
〇CLT で地方創生を実現する議員連盟
〇京奈和自動車道推進議員連盟
〇自伐型林業普及推進議員連盟
〇神道政治連盟国会議員懇談会
〇自由民主党全国保育関係議員連盟
〇トラック輸送振興議員連盟
〇参議院農業・農協研究会
〇小規模企業を支援する参議院の会
〇眼科医療政策推進議員連盟
〇史跡保全議員連盟
〇自由民主党衛生検査所に関する制度推進議員連盟
〇自由民主党観光産業振興議員連盟
〇参議院自由民主党日・ハワイ友好議員連盟
〇栄養士議員連盟
〇自由民主党看護問題対策議員連盟
〇女性医療職エンパワメント推進議員連盟
〇街の酒屋さんを守る国会議員の会
〇自動車議員連盟
〇古郷を支援する参議院の会
〇自由民主党行政書士制度推進議員連盟
〇税理士制度改革推進議員連盟
〇国民歯科問題議員連盟
〇自治体病院議員連盟
〇日華議員懇談会
〇賃貸住宅対策議員連盟
〇航空宇宙産業の振興を図る議員連盟（新成長産業議連)
〇日米国会議員連盟
〇自転車活用推進議員連盟
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〇更生保護を考える議員の会
〇自由民主党消防議員連盟
〇自由民主党 LPG 対策議員連盟
〇公認会計士制度振興国会議員連盟
〇防災士議員懇話会
〇日豪国会議員連盟
〇中小印刷産業振興議員連盟
〇医療専門職の人材育成を考える会
〇日本・インド友好議員連盟
〇日本・インドネシア国家議員連盟
〇日豪国会議員連盟
〇ボーイスカウト振興国会議員連盟
〇日本・サウジアラビア友好議員連盟
〇日本会議国会議員懇談会
〇自由民主党卸売市場議員連盟
〇幼児教育議員連盟
〇保険制度改善推進議員連盟
〇中小・小規模事業者の円滑な世代交代を後押しする議員連盟
〇自由民主党タクシー・ハイヤー議員連盟
〇国民医療を守る議員の会
〇漬物振興議員連盟
〇自由民主党バス議員連盟
〇日中友好議員連盟
〇文化芸術振興議員連盟
〇自由民主党住宅対策促進議員連盟
〇介護福祉議員連盟
〇２０２５年大阪万国博覧会を実現する国会議員連盟
〇地域の農林水産業の振興促進議員連盟
〇適切なデータに基づく政策を推進するための若手議員連盟
〇国民とともに民事司法改革を推進する議員連盟
〇公共工事品質確保に関する議員連盟
〇地域の介護と福祉を考える参議院議員の会
〇自由民主党日本・オマーン友好議員連盟
〇国際競争力ある農業人材の育成に向けた議員連盟
〇資源リサイクル推進議員連盟
〇自由民主党国宝・重文を護る会
〇若者政策推進議員連盟

令和３年１１月現在

〇測量設計議員連盟
〇自民党サービス産業振興議員連盟
〇鉄道議員連盟
〇成育基本法推進議議員連盟
〇ガールスカウト推進議員連盟
〇配置薬議員連盟
〇天皇陛下御即位三十年奉祝国会議員連盟
〇「ワールドマスターズ関西」支援の議員連盟
〇リハビリテーションを考える議員連盟
〇男性の育休「義務化」を目指す議員連盟
〇産業・資源循環議員連盟
〇自由民主党ホッケー振興議員連盟
〇鍼灸マッサージを考える国会議員の会
〇葬祭業の健全な発展を支援する議員連盟
〇Ed Tech 推進議員連盟
〇関西文化学術研究都市建設促進議員連盟
〇森のようちえん振興議員連盟
〇源流を守り、国土保全を推進する議員連盟
〇不妊治療への支援拡充を目指す議員連盟
〇国民皆保険を守る国会議員連盟
〇こども宅食推進議員連盟
〇森林を活かす都市の木造化推進議員連盟
〇自動運転車・サポカー推進議員連盟
〇海外子女教育推進議員連盟
〇ポストコロナの経済政策を考える議員連盟

