
衆議院議員
＜経歴＞
昭和27年 1月　兵庫県美方郡村岡町生まれ
　　　　　　　村岡町立射添小学校･村岡町立射添中学校
　　　　　　　兵庫県立八鹿高校卒業
昭和50年 3月　明治大学政経学部卒業
昭和50年 4月　兵庫県庁入庁･県民生活部総務課長
　　　　　　　県防災局長･県政策室長
平成15年 8月　兵庫県自民党第五選挙区支部支部長
平成15年11月　第43回衆議院総選挙初当選(1期)
平成17年 7月　自民党副幹事長
平成17年 9月　第44回衆議院総選挙当選(2期)
平成17年11月　自民党政調総務部会専任部会長
平成18年10月　自民党税制調査会幹事
平成19年 8月　国土交通大臣政務官(安倍･福田内閣)
平成20年 8月　自民党国対副委員長
平成20年 9月　衆議院議院運営委員会(議事進行係)
平成21年 8月　第45回衆議院総選挙(3期)
平成22年 9月　自民党副幹事長
平成23年 5月　衆議院東日本大震災復興特別委員会 理事
平成24年12月　第46回衆議院総選挙(4期)
平成24年12月　復興副大臣 (第2次･安倍内閣)
平成25年 9月　復興副大臣 再任 (第2次･安倍改造内閣)

平成26年 9月　自民党政務調査会副会長
平成26年10月　復興大臣補佐官
平成26年12月　第47回衆議院総選挙(5期)

【歴任の主な役職】

＜衆議院＞
・東日本大震災復興特別委員会理事・総務委員会理事
・農林水産委員会理事・災害対策特別委員会委員理事
・科学技術イノベーション推進特別委員会委員

＜自由民主党＞
・副幹事長・災害対策特別委員長・税制調査会幹事・
東日本大震災復興加速化本部事務局長・過疎対策特別
委員会事務局長・林政調査会事務局長・山村振興特委
事務局長（副委員長兼）・兵庫県支部連合会会長

【主な議員連盟（役職）】
・消防議連（事務局長）・自治体病院議連（事務局長）
・日本伝統文化活性化議連（事務局長）
・オイスカ議連（事務局長）
・木質バイオマス・竹資源活用議員連盟（幹事長）
・恐竜学研究環境整備促進議連（幹事長）
・日本・パラグアイ友好議員連盟（事務局長）
・日本・ウルグアイ友好親善議員連盟（事務局長）

PROFILE

衆議院議員 谷　公一 政経セミナー

□日時／平成２７年7月５日(日)

　　　　　　　 13:00開会（12：00受付開始）

□場所／三田ホテル

　　　　　　　 三田市けやき台1-11-2   
　　　　　　　 TEL 079-564-1101

◆準備の都合上、ご出欠のお返事を同封のＦＡＸ返信用紙にて
　　ご返送、もしくは谷公一政経セミナー事務局までご連絡下さ
　　い。
◆会費は当日会場でも申し受けますが、事前に同封の振込み
　　用紙にてお振込み頂ければ幸いに存じます。
◆ご来場の際は、参加券にご芳名などをご記入の上、受付にご
　　提示下さい。
◆この催しは、政治資金規正法第８条の２に規定する政治資金
　　パーティーです。

○お振込み先　郵便振替口座
　　　　　　　　　　　　 口座番号　００９２０－８－３０１２９８
　　　　　　　　　　 　　口 座 名　谷公一政経セミナー
　　　　　　　　　　　 　事 務 局　兵庫県三田市下深田326-1
　　　　　　　　　　 　　連 絡 先　TEL 079-562-5482  
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　  FAX 079-562-8347

谷 公一 プロフィール谷 公一 プロフィール谷 公一 プロフィール

衆議院議員 谷 公一

■日時／平成２７年7月５日(日)　13:00開会（12:00受付開始）

■場所／三田ホテル
　　　　      三田市けやき台1-11-2   TEL 079-564-1101

政経セミナー政経セミナー政経セミナー

日　時／平成２７年7月５日(日) 13:00開会 (12:00受付開始)

場　所／三田ホテル
　 　　　　　三田市けやき台1-11-2   TEL 079-564-1101

会　費／１ ０ , ０ ０ ０円　（講演終了後、ソフトドリンクと軽食を用意しています。）

■この催しは、政治資金規正法第８条の２に規定する政治資金パーティーです。

セミナー講師 guest speaker

＊当日ご入場の際、本券を受付へご提示下さい

No.

ご芳名   貴社・団体名

ご住所　 〒　　 －

TEL

様

衆議院議員 谷　公一 政経セミナー衆議院議員 谷　公一 政経セミナー

衆議院議員 谷　公一 政経セミナー衆議院議員 谷　公一 政経セミナー衆議院議員 谷　公一 政経セミナー

 

■選 挙 区

 衆議院 愛媛第一選挙区

■当　　選

 衆議院７回、参議院１回

■現　　職

 厚生労働大臣

PROFILE
■生年月日

昭和２５年１１月７日(寅年)

■経　歴

昭和50年 東京大学教養学部教養学科アメリ

　　　　 カ科卒業

 　　　　日本銀行入行 

昭和57年 ハーバード大学行政学大学院修了

         (行政学修士) 

平成 5年 衆議院議員初当選(旧愛媛１区) 

平成 7年 参議院議員当選(愛媛選挙区) 

平成 9年 大蔵政務次官 

平成12年 衆議院議員当選(愛媛１区)、

         以後連続６回当選 

平成16年 衆議院法務委員長 

平成17年 外務副大臣 

平成18年 内閣官房長官?拉致問題担当大臣 

平成26年 厚生労働大臣 

平成26年 衆議院議員当選(現在衆７、参１) 

平成26年 厚生労働大臣(再任)

■現在の主な役職（議員連盟） 

コンピュータ会計推進議員連盟（TKC議連）  

日本・タイ友好議員連盟  

児童の養護と未来を考える議員連盟 各会長 

司法書士制度推進議連、土地家屋調査士制

度改革推進議連

日米国会議員連盟、日本・シンガポール友好促進議員連盟 

各事務局長

■これまでの主な役職 

自民党 政務調査会長代理、日本経済再生本部本部長代行、

 　　　金融調査会長、税制調査会副会長、成長戦略特命委

　　　 員会座長、対外経済協力特別委員長、党改革委員長、

　　　 NPO等特別委員長、報道局長、経済政策調査会長   

衆議院 予算委員会 筆頭理事、原子力問題調査特別委員会

　　　 理事、法務委員長   

参議院 法務委員会筆頭理事、予算委員会理事、福島原発事

　　　 故に係る両院議院運営委員会合同協議会 筆頭幹事

■主な著作 

｢ガバナンスを政治の手に―「原子力規制委員会」創設への

闘い｣ （2012年12月、 メタブレーン） 

「『国会原発事故調査委員会』立法府からの挑戦状」 

（2011年12月、出版共同流通株式会社） 

｢日本復活－『壊す改革』から『つくる改革』へ｣

（2003年9月、プレジデント社）

■家　族 

妻、長男、二男 

■趣　味 

山歩き 水泳 音楽鑑賞 

■座右の銘 

｢泰山は土壌を譲らず｣【｢史記｣李斯列伝】 

謹啓　時下ますますご清祥でご活躍のこととお慶び申し上げます。

　平素は、衆議院議員　谷　公一の政治活動に対しまして、格別のご支援、ご高配を賜り心から御礼申し上げます。

　昨年末の衆議院総選挙では、皆様方より、引き続き大変熱いご支援を賜り、五回目の当選を果たすことが出来ました。厚く御礼申

し上げます。

　谷公一議員には、復興大臣補佐官として、東北の被災地復興に向けた仕事を政府の一員としてしっかりと取り組まれるとともに、

それぞれの地域の特色を生かした地方創生と実感できる景気回復に向けて一生懸命汗をかき、皆様方のお声にしっかりと耳を傾け、

取り組んでいただきます。

　つきましては、谷　公一議員の今後益々の活躍を願って「谷公一政経セミナー」を開催させていただきます。

　今回は、厚生労働大臣　塩崎 恭久先生を講師にお招きし講演をいただくことになりました。

　貴方様におかれましては大変ご多忙の中、恐縮に存じますが、是非ともご参加をいただき、叱咤激励を賜れば幸甚に存じます。

　なお、講演終了後に「塩崎 恭久先生・谷 公一とふれあう会」の催しを行います。ソフトドリンクと軽食を用意させていただきま

すので併せて宜しくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 謹 白

平成27年5月吉日
衆議院議員　　　　　

谷　公一政経セミナー

発起人　久保井一匡

厚生労働大臣　衆議院議員

塩 崎 恭 久 先生
しお ざき やす ひさ
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それぞれの地域の特色を生かした地方創生と実感できる景気回復に向けて一生懸命汗をかき、皆様方のお声にしっかりと耳を傾け、

取り組んでいただきます。

　つきましては、谷　公一議員の今後益々の活躍を願って「谷公一政経セミナー」を開催させていただきます。

　今回は、厚生労働大臣　塩崎 恭久先生を講師にお招きし講演をいただくことになりました。

　貴方様におかれましては大変ご多忙の中、恐縮に存じますが、是非ともご参加をいただき、叱咤激励を賜れば幸甚に存じます。

　なお、講演終了後に「塩崎 恭久先生・谷 公一とふれあう会」の催しを行います。ソフトドリンクと軽食を用意させていただきま

すので併せて宜しくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 謹 白

平成27年5月吉日
衆議院議員　　　　　

谷　公一政経セミナー

発起人　久保井一匡

厚生労働大臣　衆議院議員

塩 崎 恭 久 先生
しお ざき やす ひさ




