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左藤 章
自由民主党大阪府第二選挙区支部長 

ごあいさつ

つくります！！

発行所　自由民主党 大阪府第二選挙区支部（大阪市阿倍野区・東住吉区・平野区）
  　　　　　〒545-0052   大阪市阿倍野区阿倍野筋 3-5-11 あべの恵寿ビル 3階
　　　　      TEL.06-6621-0045  FAX.06-6624-0777           info@akira310.com    

自民党入党、後援会
入会をご希望の方は
左記の左藤 章 事務所
までお問合せ
ください。

  　　　　　〒107-0052   東京都千代田区永田町2-1-2  衆議院第二議員会館924号室 
                       TEL.03-3508-7511  FAX.03-3508-3941     

左藤章は

左左藤章プロフィール藤章プロフィール（平成27年 11月 30日現在）（平成27年 11月 30日現在）

●金融緩和・財政出動といったアベノミク
スで円安・株高になっています。今後も
アベノミクスを続け、デフレから脱却し、
確実に景気を回復します。
●国内の中小企業の加工・製造の技術力を
守り、雇用を産み出します。
●海洋資源の開発を推し進め、資源大国・日本へ。

●中小企業を税制改正、融資強化で支援し、商業を
再活性化させます。
●歴史・文化・食・芸能など大阪特有の観光資源を有
効活用し「真の観光都市」へ。
●病院、大学、製薬会社の集まる大阪の高い医療ポ
テンシャルをフルに連携して、「再生医療とがん
治療の先端地域」にします。
●リニア新幹線の東京～大阪間早期開業へ。
●北陸新幹線の大阪までの計画路線を早期決定。

●極東アジアの不穏な動きにしっかり対応す
るため、「日米同盟」の強化の下、外交・
防衛力を向上させます。

●日本固有の領土・領海・領空を守り、力に
よる支配に屈せず、国民の生命・財産・暮
らしを守ります。

●国土強靭化し、南海トラフ地震、大和川治水対策
に取り組み、緊急災害時に即応できる体制を構築
します。

●地方創生、危機管理上からも 2005 年より議員
連盟で提案している副首都機能を大阪へ。

●原発への依存を減らし、省エネ機器の普及や太陽
光パネルなど再生可能な自然エネルギーの普及を
目指します。

デフレからの脱却・
　　　　景気回復！

活力ある大阪づくりを！

平和な日本を守るため
　強い外交・防衛力を！

災害に強い街づくりを！
　平素は自民党、並びに左藤章にご支援、ご指導を賜わり
心より御礼申し上げます。

　11 月 22 日に行われました大阪府知事・大阪市長を選出するダブル選挙におきま
して、自民党推薦候補者が敗れました。今回の結果を真摯に受け止め、反省すべき
点としっかり向き合い、大阪の自民党の一員として信頼回復と党政拡張のため日々
精進してまいります。今後とも、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
　さて、私は去る 10 月９日をもちまして、防衛副大臣兼内閣府副大臣を退任いたし
ました。この間、平和安全法制をはじめとする法案を成立させることができました。
関係各位のご協力に感謝申し上げます。ご承知の通り、我が国をとりまく安全保障現状は、厳しさを増しています。
米国、豪州、ＡＳＥＡＮ諸国、韓国等と情報共有や連絡を密にして、極東の安全保障のため、力を注いでまいります。
　現在、日本の経済は足踏み状態です。なんとか経済成長をし、新三本の矢が実現できるようにすることが喫緊
の課題です。そして、軽減税率に関しましても知恵を出し、ＴＰＰの理解と対策を講じるため、与党自民党として
全力投球で取組まなければなりません。来年１月４日からと言わ
れています通常国会で、早期に補正予算、本予算の成立をはかり、
「強い経済、強い日本づくり」を目指し、邁進してまいります。

現在の役職 所属議員連盟
(ほんの一部の抜粋です。詳しくはＨＰへ。)

危機管理都市推進議員連盟 事務局
公認会計士制度振興国会議員連盟
再生医療を推進する議員の会、自動車議員連盟
自然エネルギー促進議員連盟
情報産業振興議員連盟
自民党たばこ議員連盟
土地家屋調査士制度改革推進議員連盟
税理士制度改革推進議員連盟
発達障害の支援を考える議員連盟
街の酒屋さんを守る国会議員の会
薬剤師問題議員連盟
郵便局の新たな利活用を推進する
議員連盟 常任幹事
幼児教育議員連盟

自民党　大阪府第２選挙区支部　支部長
　　　　情報通信戦略調査会　副会長
　　　　文化伝統調査会　副会長　
その他　（学）大谷学園・（学）光華女子学園　各評議員
　　　　（学）大阪聖徳学園・（社福）聖徳園　各理事
　　　　（学）藤田学園・（学）木村学園　各理事
　　　　大阪阿倍野ライオンズクラブ　会員
　　　　（一社）大阪青年会議所　特別会員

これまで

強い経済、強い日本強い経済、強い日本強い経済、強い日本
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薬剤師問題議員連盟
郵便局の新たな利活用を推進する
議員連盟 常任幹事
幼児教育議員連盟

S26年福井県生まれ。S49年福井大学工学部卒。
セーレン(株)入社。郵政・法務各大臣秘書官歴任。
H12年衆議院議員初当選、H15年2期目当選。
H24年の総選挙にて大阪二区【阿倍野区・東住吉区・平野区】にて
3期目当選。
H24年12月からH25年9月まで防衛大臣政務官、同年10月からH26年9月まで自民党国防部会長、H26年2月から
H27年10月まで自民党大阪府連合会副会長、H26年9月からH27年10月まで防衛副大臣兼内閣府副大臣を歴任。

　私の担当で
もあった「平和

安全法制＊」が9月19日未明、参議院本会議で成立いた
しました。衆議院で116時間、参議院で100時間の審議
をつくしましたが、マスコミ、野党からは戦争法案、徴兵
制復活につながるなどの声があり、まだ国民の皆様に
充分な理解を得られていません。報道でもありました
が、我々は国の厳しい安全保障を考える上で、この平安
法は憲法で許される範囲での必要不可欠な法案と確信
しています。
　自衛隊の海外派遣は、ＰＫＯも含む国際貢献が中心
です。武力を行使する際のルール「新3要件」の下、我が
国の国民生活、領土、領海、領空を守るための自衛的活
動、そして我が国を守るため活動している米国等と共

に助け合うことは当然のことであります。
　また、徴兵制は憲法13条＊、18条＊の役務の関係から
憲法違反になり、考えられないことです。
　これからも国民の皆様の理解を深めるため、説明を
続けたく存じます。

＊平和安全法制　「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に
資するための自衛隊法等の一部を改訂する法律」及び「国際平和共
同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協
力支援活動等に関する法律」
＊憲法13条　すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由
及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反し
ない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
＊憲法18条　何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪
に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられ
ない。 　　　（日本国憲法原文ママ）

衆議院議員

強い国づくりをするため関西とりわけ大阪が果たすべき役割は大きなものがあります。
大阪経済を再活性化させるため左藤章は全力で取り組みます。

平和安全法制、可決

左藤 章
大阪事務所

左藤 章
国会事務所



宇宙・海洋開発特別
委員会にて　
星出彰彦宇宙飛行士と

特別区設置住民投票
にて街頭演説

我が国及び国際社会
の平和安全法制に関
する特別委員会にて
答弁

防衛省ピクセルパセ
リちゃんツアーにて
子どもたちからの質
問に答える左藤副大臣

活動報告活動報告
2015201520152015

LED普及促進議員連盟
にて菅官房長官へ申入れ

防衛副大臣兼内閣副大臣
離任式

大阪府知事・大阪市長
ダブル選挙にて応援演説

地元の少年野球
開会式にてご挨拶

英国にてマイケル・
ファロン国防大臣と

ブルガリアにて
キュミュルジエフ
国防副大臣との会談

護衛艦「かが」
推進式にて

各区左藤会総会

副大臣会議

防衛省内ぶら下がり

地方統一選挙の
応援演説

防衛大学校入学式
にて祝辞

後援会の皆さまと
旅行会

お世話になった皆さま
とバンザイ！

認証官任命式
防衛副大臣兼内閣府
副大臣再度拝命

アンドリュー豪国防
大臣との日豪防衛相
会議にて

後援会の皆さまと
ビアパーティ

カーター米国長官との
日米防衛相会議にて

2014年
12月

2015年
1月

4月

6月

9月

10月

11月

7月

8月

2月

3月

5月

統合訓練朝霞駐屯地
視察

7月


