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活力ある
大阪づくりを！

強い経済・
一億総活躍社会の実現

●2025 年大阪万博の成功
●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・北陸新幹線の大阪への早期着工

●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事業承継
●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

強い外交力と
確かな安全保障

災害に強い街づくりを！

●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・インド等との連携

●南海トラフ巨大地震や自然災害などに対応できる
防災・減災対策
●大和川の護岸の更なる強化と水質改善
●地震・台風による復旧・復興の促進

左 藤章 プロフィール

現在の役職

( 一部抜粋 )

内

閣
内閣府副大臣

自民党
大阪府支部連合会 会長
2025大阪万博誘致推進本部事務局長代行
大阪府第２選挙区支部 支部長
その他
㈻大谷学園・㈻清風明育社 各評議員
㈻大阪聖徳学園・（社福）聖徳園・㈻光華女子学園・
㈻木村学園・㈻藤田学園 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
大阪府ソフトテニス連盟 会長
大阪日韓親善協会 理事長 等

これまで

（平成 30 年 11 月 9 日現在）

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

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
【大阪市生野区・阿倍野区・東住吉区・平野区】
より5期目当選。
H24年12月防衛大臣政務官、H25年10月自民党国防部会長、H26年9月防衛副大臣兼内閣府副大臣、H28年1月衆議
院安全保障委員長、H28年9月自民党副幹事長、H２９年自民党国会対策副委員長、国際局長代理、教育再生推進本部・サ
イバーセキュリティ推進本部・一億総活躍総活躍推進本部各副本部長、安全保障調査会・情報通信戦略調査会・文化立国調
査会・科学技術イノベーション戦略調査会・司法制度調査会各副会長を歴任。

自民党入党、後援会

発行所 自由民主党 大阪府第二選挙区支部（大阪市生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区） 入会をご希望の方は
〒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
左藤 章
大阪事務所 TEL.06-6621-0045 FAX.06-6624-0777
info@akira310.com
左藤 章
〒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
国会事務所 TEL.03-3508-7511 FAX.03-3508-3941

左記 左藤 章
事務所まで
お問合せ
ください。
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強い経済、強い日本
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。

ごあいさつ

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。
この度、安倍第四次改造内閣において、10 月 4 日付けで内閣府
副大臣を拝命いたしました。菅官房長官、宮腰大臣、平井大臣のもと、一億総活躍、行政改革、
少子化対策、クールジャパン戦略、IT 政策、科学技術・イノベーション政策、沖縄及び北方対策、
宇宙政策、消費者庁、公正取引委員会、拉致問題、知的財産戦略等３４の担当副大臣として
職務を全うして参ります。
また、昨年 12 月より就任しました自民党大阪府連会長としては、来年 4 月の統一地方選挙、
7 月の参議院選挙、11 月の大阪府知事、大阪市長選挙等につき、自民党の党勢拡大のため、
各種選挙に全力で取り組む覚悟です。
来年 6月 28日、29日には、大阪市で G20 サミット首脳会議が開催され、約35カ国・機関が
参加します。また、首脳会議の他、8 つの閣僚会合が全国各地で開催されます。しっかり支援
し大成功になるよう、そして日本のおもてなし精神と大阪はもちろん各地の魅力を世界へ向けて発信する機会となるよう、努
力して参ります。
さて、11月23日に 2025 大阪万博が決定しました。自民党大阪万博誘致推進本部（二階俊博本部長）の事務局長代行として
頑張ってきました。各国会議員、外務省、経産省、経済界はもとより安倍総理はじめ政府・与党あげてのご支援の賜物と感謝
申し上げます。今後も地元大阪府・大阪市と協力して成功に向けて努力して
参ります。
内閣府副大臣
いよいよ来年度の税制改正も終わりに近づき、第二次補正、2019 年度本
自民党大阪府支部連合会 会長
予算の作成に入りますし、防衛大綱、中期防の見直しも行われます。また、
今後色々な法案も審議されます。内閣府副大臣として国家国民のため頑張っ
て参ります。これからもご支援ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

衆議院議員

2025 大阪万博開催決定！
11 月 23 日（現地日）
、パリにて 2025 年に開催される万
国博覧会の開催地が大阪に決定いたしました。私自身、
自民党2025年大阪万博誘致推進本部事務局長代行として、
また自民党大阪府連会長として誘致に力を入れてまいり
ましたので、大変喜ばしく感じておりますとともに大阪万
博が関西の経済の起爆剤となることを期待しております。
大阪・関西万博のテーマは、
「いのち輝く未来社会のデ
ザイン」です。現在、
「Society 5.0」という国家プロジェク
トに政府与党・官民一体で取り組み、人々の暮らしや社
会全体が最適化された未来社会の実現を目指しています。
持続可能な開発目標（SDGs）の推進を通じて、企業・地方・
社会を改革し、わが国と世界の持続的成長と発展に貢献
していきたいと考えております。
集合共同体なる社会が個人を包摂される現状において、
その包摂に必要なものを国や行政が提供していく等の未
来社会への様々な取り組みに頑張って参ります。

左藤 章

おおさか東線の運行体系等の

概要決まる

現在、全線開通を目指し新大阪駅から放出駅まで
の北区間2019年春の開業に向け準備が進んでいます。
平野加美地域からも天王寺駅を経由することなく
新大阪への直行が可能になります。所要時間は新大
阪〜久宝寺間が概ね 35 分となります。

衣摺加美北
新加美

活動報告

2018
2017 年
12 月

第 68 回自民党大阪
府連大会開催
府連会長に就任

3月

自民党国際局長代理
としてガーナ国会議員
と面談

大阪府庁にて自民党
大阪万博推進本部開催

4月

阪南播磨公園竣工式

9月

自民党本部にて
大阪物産展開催

2018 年
1月

自民党国対副委員長
として与党法案説明
会出席

シベリア抑留犠牲者
追悼の集いにて弔辞

安倍総理はじめ各担
当大臣へ台風 21号に
よる被害に対する申
入れ

10 月

安倍総裁を迎えて自
民党大阪府連主催臨
時党員大会開催
府連会長として挨拶

安倍総理とともに
大阪府北部地震現地
視察

安倍第4次改造内閣
内閣府副大臣に就任

11 月

各地区新年互礼会に
てご挨拶

2月

司法制度調査会にて
国際化に対応した法
務行政推進 PT 座長
として取りまとめ

自民党なにわ塾開校

5月

司法制度調査会にて
香港・シンガポール
視察
香港国際仲裁セン
ターにて意見交換

6月

各地元神社節分祭に
出席

大 阪 府・市・堺 市
予算要望

各区左藤会後援会
総会開催

北朝鮮による拉致問題
対策本部にて
担当副大臣として挨拶

7月

各地元地域の夏まつ
りにて

衆議院内閣委員会にて
内閣府副大臣として
所信表明挨拶

8月

衆議院欧州各国にお
ける政治経済事情等
調査議員団にてフィ
ンランド・エストニア
視察

2025 万国博覧会開催地、
大阪に決定！

