中小企業の政策を考える会
〜会員限定勉強会のご案内〜

前内閣府副大臣 西村やすとし

これからの中小企業の経営について
地方創生の切り札“ローカルアベノミクス”を提唱する
衆議院議員・西村やすとし氏による
地域経済を支える中堅・中小企業・小規模事業所の支援や稼ぐ力の
徹底強化について学べる勉強会です

アベノミクスは大企業や大都会だけメリットがあるとの誤解もありますが、

前内閣府副大臣

西村やすとし

その成果を全国津々浦々まで実感してもらうことが重要です。弱い立場にある方々も含め、
すべての人にチャンスと希望を感じてもらうためのものです。
総理からも、地方の声、中小企業の方々の声を聞くよう強く指示を受けているところです。
こうした考えに立ち、アベノミクスをさらに発展・拡充し、地方や中小企業に重点を置いた
「アベノミクス第２章」がスタートします。

主な所属議連（詳細別紙）
・自民党総合エネルギー政策特命委員会委員長代理
・経済・財政・金融政策調査会事務局長
・コンテンツ産業振興議員連盟・情報産業振興議員連盟
・税理士制度改革推進議員連盟・小規模企業税制確立議員連盟
・ガソリンスタンドを考える若手議員の会
・自動車議員連盟・トラック輸送振興議員連盟・自民党バス議員連盟
・自由民主党観光産業振興議員連盟・自動車議員連盟
・宅地建物等対策議員連盟・賃貸住宅対策議員連盟
・行政書士制度推進議員連盟・司法書士制度推進議員連盟など

地域活性化・中小企業対策を大胆に実施、引き続き賃金引き上げの波を全国に
法人税を、数年で20パーセント台まで引き下げ
中小企業のコスト増（原材料、エネルギー）の転嫁を促進
モノづくり補助金により、地域中小企業の技術を継承・発展
人手不足、エネルギーコスト増に対応した省力化投資支援
経験あるシニア層を大都市から地域の中小企業支援人材としてU・Iターン促進

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ
・日時 : 平成27年 11月26日（木）

開演15時30分〜17時

※15分前には、会館前にお集まりください入館証をお渡しします
・場所 : 東京都千代田区永田町2-2-1 . 衆議院第一議員会館
・申込み・お問い合わせ
中小企業の政策を考える会事務局 seisaku@nippon-saisei.jp
ホームページ http://nippon-saisei.jp

一般社団法人日本地域経済再生機構
大阪本部 : 大阪市北区中津1丁目6番33号
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号
TEL : 06-6355-4786 FAX : 06-6809-1648

衆議院議員・西村やすとしプロフィール （1）
（主な所属議連）

〈所属議連〉

日本・ニカラグア友好議員連盟会長

（農林水産関係）

日本・マダカスカル友好議員連盟会長代行

漁港漁場漁村整備促進議員連盟

日本・インド友好議員連盟事務局長（超党派）

畜産振興議員連盟

日本・ＡＵ（アフリカ連合）友好議員連盟事務局長

酪政会

日本・ペルー友好議員連盟事務局長（超党派）

水産政策推進議員協議会

日本・オマーン友好議員連盟事務局長

養殖漁業懇話会

日本・モンゴル友好議員連盟幹事長代理（超党派）

有機農業推進議員連盟 （超党派）

日本・メキシコ友好議員連盟事務局長（超党派）

菜の花議員連盟 （超党派）

日本・サウジアラビア友好議員連盟幹事長（超党派）
日本・ロシア友好議員連盟幹事長（超党派）
日本・ボリビア友好議員連盟幹事長
日本・ジョージア友好議員連盟幹事長（超党派）
日本・ウズベキスタン議員連盟幹事長
日本ジブチ友好議員連盟副会長
西オーストラリア州・関西友好議員連盟事務局長
日英友好議員連盟副幹事長（超党派）
日本・イラン友好議員連盟副幹事長（超党派）
日本・バングラデシュ友好議員連盟副幹事長（超党派）
日韓議員連盟 幹事（超党派）
インド友好若手議員の会事務局長
エネルギー・化学産業振興議員連盟会長
創生「日本」副幹事長
地方居住推進議員連盟副幹事長
海洋基本法戦略研究会共同座長（超党派）
宇宙基本法フォローアップ議員協議会幹事長代理（超党派）
新世紀の安全保障体制を確立する議員の会事務局長（超党派）
一般空港を考える懇談会事務局長

（厚生労働関係）
介護福祉議員連盟
獣医師問題議員連盟
全国保育議員連盟
小児難病対策議員連盟
看護技術者対策議員連盟
看護問題対策議員連盟
知的障害者対策議員連盟
障害者の小規模作業所を支援する議員連盟
障害保健福祉推進議員連盟
遺家族議員協議会
軍恩議員協議会
移植医療を考える議員連盟
幼児教育議員連盟
親学推進議員連盟
発達障害の支援を考える議員連盟 （超党派）

窯業建材推進議連幹事長

（財政・金融・証券関係）

コンピューター会計推進議員連盟(TKC議連）副幹事長

税理士制度改革推進議員連盟

自民党フラワー産業議員連盟副幹事長

酒販制度研究会

スーパーコンピュータ推進議員連盟副幹事長

保険制度改善推進議員連盟

農村基盤整備議員連盟事務局長

小規模企業税制確立議員連盟

知的障害福祉推進議員連盟副幹事長
自由民主党全国保育関係議員連盟世話人

（商工・中小企業関係）

“朝鮮通信使”交流議員の会幹事 （超党派）

LPG対策議員連盟

都市農業研究会幹事

ガソリンスタンドを考える若手議員の会

危機管理都市推進議員連盟幹事長代理（超党派）

伝統的工芸品産業振興議員連盟

漁業経営支援政策研究会幹事

弁理士制度推進議連

海事振興連盟常任理事（超党派）

国際観光産業振興議員連盟

地熱発電普及推進議連幹事（超党派）

アクティブ・エイジング、アンチエイジング、リバーズエイジングを考える議員連盟

世界連邦日本国会委員会（超党派）

（運輸・交通関係）
自由民主党観光産業振興議員連盟
国家基幹技術としての海洋地球科学技術を推進する議員連盟
自動車整備議員連盟
中古自動車議員連盟
自動車議員連盟
トラック輸送振興議員連盟
自民党バス議員連盟
自由民主党オートバイ議員連盟
日本のみなとを考える若手議員の会
港湾議員連盟
運輸物流改革議員連盟
トラック輸送振興議員連盟

（国土・建設関係）
宅地建物等対策議員連盟
賃貸住宅対策議員連盟
景観議員連盟
海岸保全整備推進議員連盟
土地家屋調査士制度改革推進議員連盟
自民党沖縄美ら島議員連盟

衆議院議員・西村やすとしプロフィール （2）
（教育・文化・スポーツ関係）

〈過去の役職〉

スポーツ議員連盟 （超党派）

選挙対策局事務局長（2012年12月まで）

神道政治連盟国会議員懇談会

国際局次長（2012年12月まで）

モラロジー議員連盟

日本経済再生本部幹事（2012年12月まで）

アジアの子供たちに学校を作る議員の会

影の内閣

ゴルフ振興議員連盟

政務調査会財務金融部会長(2012年10月まで）

サッカー外交推進議員連盟

影の内閣

チアリーディング推進議員連盟

政務調査会・副会長兼事務局長（2010年9月まで）

音楽議員連盟 （超党派）

ネクスト・ジャパン（次の内閣）景気・雇用対策担当（大臣）（2010年9月まで）

映画議員連盟 （超党派）

外務大臣政務官（2008年8月6日就任、2009年9月16日付退任）

和装振興議員連盟 （超党派）

外務委員会委員（2008年8月まで）

ボーイスカウト振興国会議員連盟 （超党派）

国際テロ防止並びにイラク人道支援特別委員会理事（2008年8月まで）

スポーツ省設置推進議員連盟 （超党派）

国土交通委員会理事（2008年8月まで）

日本会議国会議員懇談会 （超党派）

内閣委員会理事（2007年9月まで）

恐竜学研究環境整備促進議員連盟副会長

ＮＰＯ特別委員会事務局長（2008年8月まで）

財務大臣（2012年12月まで）
経済産業大臣（2011年9月まで）

行政改革本部幹事（2008年8月まで）

（情報・通信関係）

党改革実行本部副本部長（2008年8月まで）

コンテンツ産業振興議員連盟

幼児教育小委員会事務局長（2008年8月まで）

情報産業振興議員連盟

厚生関係団体委員長代理（2008年8月まで）
拉致問題対策特命委員会幹事（2008年8月まで）

（環境関係）
自然との共生会議
アスベスト問題対策関係合同部会委員
サマータイム制度推進議員連盟 （超党派）
自然エネルギー促進議員連盟 （超党派）

国際局次長（2008年8月まで）
青年局国際部長（2008年8月まで）
雇用・生活調査会中小企業労働者問題PT事務局長（2008年8月まで）
国際競争力調査会会長補佐（2008年8月まで）
知的財産戦略調査会事務局次長（2008年8月まで）
科学技術創造立国推進調査会事務局次長（2008年8月まで）

（生活安全関係）
消防議員連盟
東南海・南海地震対策推進議員連盟

（外交・安全保障関係）

宇宙開発特別委員会事務局長（2008年8月まで）
中小企業事業承継問題検討小委員会事務局長（2008年8月まで）
エネルギー戦略合同部会副会長（2008年8月まで）
都市と農山漁村の共生・対流を進める調査会

NPO小委員会委員長（2008年8月まで）

農林水産物貿易調査会事務局次長（2008年8月まで）
水産部会副部会長（2008年8月まで）

日本・台湾経済文化交流を促進する若手議員の会

港湾特別委員会事務局次長（2008年8月まで）

ダボス会議議員連盟

海洋政策特別委員会事務局長（2008年8月まで）

日本カタール友好議員連盟

国土交通部会部会長代理（2008年8月まで）

日本シンガポール友好議員連盟

年金問題を考える若手議員の会世話人（2008年8月まで）

日本フィンランド友好議員連盟

運輸・交通関係団体副委員長（2007年9月まで）

日本イタリア友好議員連盟

内閣部会専任部会長（2007年9月まで）

日本フィリピン議員連盟

商工・中小企業関係団体副委員長（2006年10月まで）

日本・カザフスタン友好議員連盟

FTA、EPA特命委員会事務局次長（2006年10月まで）

自由民主党日本イラク友好議員連盟

漁業経営支援政策研究会事務局長（2006年6月まで）

大陸棚調査推進議員連盟

文部科学部会副部会長（2006年秋まで)

日中友好議員連盟 （超党派）

厚生労働部会副部会長（2006年秋まで)

日本・独立国家共同体友好議員連盟 （超党派）

農林水産委員会常任委員（2006年秋まで)

北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟 （超党派）

少子化対策研究会代表（2005年冬まで）

日本アイスランド友好議員連盟 （超党派）

公的賃貸住宅改革小委員会委員（2005年秋まで）

日本タイ友好議員連盟

立党５０年プロジェクト実行委員会委員（2005年秋まで）

日本ベトナム友好議員連盟 （超党派）

写真・映像局次長（2005年秋まで）

日本イスラエル友好議員連盟 （超党派）

フリーター研究会主査（2004年まで）

日本インドネシア国会議員連盟 （超党派）
日蘭議員連盟 （超党派）
日本・宇宙議員連盟 （超党派）
核軍縮議員ネットワーク・日本 （超党派）
日本ＥＵ友好議員連盟（超党派）
日本・ラオス友好議員連盟
日本・バーレーン友好議員連盟
日英交流議員連盟
世界連邦日本国会委員会

（法務・自治関係）
行政書士制度推進議員連盟
司法書士制度推進議員連盟
更生保護を考える若手議員の会
憲法調査推進議員連盟 （超党派）
外国人参政権の慎重な取扱いを要求する国会議員の会 （超党派）
郵便局の新たな利活用を推進する議員連盟

