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左藤章は

●国民の生命・財産・領土を断固として守るため、外交・
防衛力の更なる強化
●日米同盟を基軸とした安全保障、アジア諸国・豪州・
カナダ等との連携

●2025年大阪万博誘致の実現
●企業誘致の促進
●新なにわ筋線の早期実現
●JR大和路線の高架化
●がん対策や再生医療を充実させ
大阪を医療のメッカへ
●リニア・北陸新幹線の早期着工

●南海トラフ巨大地震などに対応できる防災・
減災対策
●大和川の護岸の更なる強化と水質改善
●東北・九州の復旧・復興の促進

強い経済・
　一億総活躍社会の実現

強い外交力と
　　　　確かな安全保障

活力ある
　大阪づくりを！

災害に強い街づくりを！ 　平素は左藤章、並びに自民党にご支援、ご指導賜り心よ
り御礼申し上げます。また、この度は大変多くの方からの

ご支持・ご支援を賜り、議席を確保することが出来ました。心より感謝申し上げます。
　11 月 1 日、特別国会が召集され、第四次安倍内閣が発足しました。私は、9 月よ
り努めています自民党国会対策副委員長として、国会運営をはじめ、働き方改革や
人材育成投資、教育再生、国の安全保障を中心に取り組んでおります。
　今国会では、いわゆる給与法をはじめとする9件の法案と議員改正法案では薬害
C 型肝炎救済法延長を提出する予定です。（平成 29 年 11 月 10 日時点）党内では、
教育再生実行本部副本部長として、0~5 歳児の保育料無償化や、貧困により高等教育を受けることができない方
への給付型奨学金、有利子・無利子奨学金の対象拡大をするための財源確保の対応、そして一億総活躍推進本部
副本部長として、「働き方改革」や「人づくり革命」「生産性革命」を推し進めてまいります。また、国際局長代理
や安全保障調査会や司法制度調査会、情報通信戦略調査会、情報通信戦略調査会、文化立国調査会各副会長も担
いつつ、今後も大阪のため、国民一人ひとりのため、真実一路に
国政に邁進してまいります。

強い経済、強い日本強い経済、強い日本

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。

左藤 章
大阪事務所

左藤 章
国会事務所

左左藤章プロフィール藤章プロフィール（平成29年 11月 10日現在）（平成29年 11月 10日現在）

（大阪市生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区）自由民主党 大阪府第二選挙区支部

●後継者や専門職業者などを含む人材育成への
投資「人づくり革命」
●中小企業や小規模事業者への税制改正と融資強化
●AI・IoT・ICT の更なる進化と活用を軸とした
「生産性革命」
●過重労働の解消、テレワーク、賃金引上げなど
を含む「働き方改革」
●再生可能エネルギーの拡充
●メタンハイドレートやレアメタルなどの海洋
資源開発

危機管理都市推進議員連盟 事務局長
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
障がい者の自立のために所得向上を目指す議員連盟
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
ラグビーワールドカップ2019日本大会成功議員連盟

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。)

これまで
S２６年福井県生まれ。S４９年福井大学工学部卒。
セーレン㈱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、H２４年３期目、
H２６年４期目当選。
H２９年総選挙にて大阪二区【生野区、阿倍野区・東住吉区・
平野区】より５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１
０月からH２６年９月まで自民党国防部会長、同年９月から
H２７年１０月まで防衛副大臣兼内閣府副大臣、H２８年１月
から同年９月まで衆議院安全保障委員長、H２８年９月より
H２９年９月まで自民党副幹事長を歴任。

衆議院
総務委員会・決算行政監視委員会・懲罰委員会・地方創生に
関する特別委員会 各委員
国　会
裁判官訴追委員
自民党
国会対策副委員長、国際局長代理
一億総活躍推進本部・教育再生実行本部・北朝鮮による拉致
問題対策本部　副本部長
司法制度調査会・情報通信戦略調査会・安全保障調査会・
文化立国調査会・科学技術イノベーション戦略調査会 副会長
IT戦略特命委員会・宇宙海洋開発特別委員会・差別問題に関
する特命委員会・部落問題に関する小委員会・再犯防止推進
特命委員会 各副委員長
道州制推進本部 幹事長代行
2025年大阪万博誘致推進本部 事務局長代行
超伝導リニア鉄道に関する特別委員会・所有者不明土地等に
関する特命委員会 各副幹事長
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会実施本部 幹事
大阪府支部連合会 政調会長
大阪府第二選挙区支部 支部長
その他　
(学)大谷学園・(学)清風明育社 各評議員
(学)光華女子学園・(学)大阪聖徳学園・
(学)藤田学園・(学)木村学園・(社福)聖徳園 各理事
(一社)大阪青年会議所 特別会員
大阪阿倍野ライオンズクラブ 委員
大阪日韓親善協会 理事長

( 一部抜粋 )

自民党の党員になって一緒に日本の未来を創りませんか。

自民党入党資格
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

党費
・一般党員　年額4,000円
・家族党員　年額2,000円

党員と合わせて左藤章後援会会員も募集しております。入党、後援会入会を
ご希望の方は、自民党大阪府第二選挙区支部（左藤章事務所）までお問合
せください。
　 TEL　06-6621-0045　
　 FAX　06-6624-0777　メール　info@akira310.com　

①入党希望又は後援会入会希望　②氏名 (フリガナ )　③生年月日　④性別　
⑤ご住所　⑥電話番号　を記載ください。

家族党員は一般党員と
同一世帯の方に限ります。（　　　　　　　　　　  　）

衆議院大阪２区
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2017

自民党2025年大阪
万博誘致推進本部
発足　
事務局長代行として
挨拶

大阪港開港150周年
にてご挨拶

お世話になった方々
と万歳！！

秋の園遊会に夫婦で
参加　
安倍総理と

日韓議員連盟にて
美昌一韓日議員連盟
会長御一行と

大阪府・大阪市予算
要望にて

高専ロボットフェア
開会式にて
10 代の学生たちが
自作ロボット披露

総務委員会理事とし
て熊本地震で被災し
た現場を視察

教育再生実行本部第
七次提言を安倍総理
へ申入れ

奨学金のあり方につ
いてのシンポジウム
に自民党代表として
出席

阿倍野神社子ども神輿
に参加。

世耕経済産業大臣へ
大阪万博について申
入れ

ノルウェー王国モニカ
・メーラン貿易産業大臣
（中央）とアーリン・
リーメスタ駐日大使
（左）と

自民党大阪府連主催
IRについての勉強会

総務委員会にてエス
トニア・ドイツ・フ
ランスを訪問　
エストニアのアルヴェ
ラ内務省緊急時即応
センター長等との意
見交換

菅官房長官、加藤勝
信内閣府特命担当大
臣へ「所有者不明土
地問題」の提言書を
提出

後援会の皆さまと
親睦旅行

安全保障委員会にて
航空自衛隊横田基地
を視察

各区左藤会後援会
総会開催

毎年恒例各区左藤会
のビアパーティにて
乾杯！

日米友好議員レセプ
ションにてジェイソ
ン・P・ハイランド
臨時代理大使と

裁判官訴追委員会
にて

2017

第193回通常国会開会

第194回特別国会開会

S２６年福井県生まれ。S４９年福井大学工学部卒。
セーレン㈱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、H２４年３期目、H２６年４期目当選。
H２９年総選挙にて大阪二区【生野区、阿倍野区・東住吉区・平野区】より５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、
同年９月からH２７年１０月まで防衛副大臣兼内閣府副大臣、H２８年１月から同年９月まで衆議院安全保障
委員長、H２８年９月よりH２９年９月まで自民党副幹事長を歴任。

堺市長選挙にて応援


