
　大阪出身の私は、長野県や佐久地域の素晴らしい
自然とふるさと、そして人 と々の出会に励まされてき
ました。県民のみなさんがずっと守りつづけてきた美
しい里山、田園風景、街なみを、これからも力を合
わせて守り発展させていく決意です。
　米価暴落やTPPなど地域を壊す政治をストップさ
せるために、県民の命や暮らしが守られる県政実現
のために、さらに全力で奮闘します。政治は必ず変
わります。いっしょに声をあげましょう。

1971年大阪府生まれ。信州大学（農学部・森林
科学科）卒業。大学では学生自治会執行委員長を
つとめた。卒業後は住宅関連の会社に就職。父は
三重県で内科の医師。2011年県議初当選。現在
県議1期、長野県都市計画審議委員、県議会県民
文化健康福祉委員。佐久市消防団員　第12分団
所属（内山）。平和の花さく(佐久市)9条の会事務
局次長。趣味 サッカー、卓球、ジョギング、カラオケ。
家族 妻。住所：佐久市内山7894－1
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ピースアクション佐久・事務局長  岩下 和

　県議になってからも平和や原発ゼ
ロを求める市民運動に時間を作って
参加する大事な人です。街頭での元
気はつらつの訴えはみんなを元気に
し、中学生にも大人気。住民・青年の
目線でぜひがんばってほしいです。
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主婦  半田 小百合

　こんな議員見たことない！天性の
コミュニケーション能力。初心を忘れ
ない共感力。どこまでも謙虚な姿勢。
卓越した情報発信力。そしてそして
人をひきつけてやまない愛されキャ
ラ。藤岡さんは佐久の宝です！
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見たことない
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シナノ出版印刷労組 執行委員長 笠井 康司
　ブラック企業問題を解決できるの
は藤岡さんしかいません。連日私と
一緒に会社への抗議行動を行ってく
れています。我が事のように行動す
る姿からこの人しかいないと確信し、
今後も藤岡さんを応援します。

ブラック企業ＮＯ
この人しかいない
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事務事務
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議席に

大きくなった国会議員団と力合わせて
願い実現へさらに全力
願い実現の力が何倍も大きく
　日本共産党は衆院21議席で、単独で
議案を提案する権利を獲得。17の常任
委員会すべてに委員を送りました（11常
任委員会は複数）。また、党首討論に志位
委員長が立ち、本会議や委員会の質問
時間も大幅に増え、みなさんの声を届け
る力が何倍も大きくなりました。
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　躍進した党国会議員団の一員と
して、安倍内閣の暴走に対決・対
案・共同の立場で、党県議団と力
をあわせて、国政と地方政治を結
んでいきます。そのためにも、国政
に続き、長野県でも日本共産党を大
きくするために力をおかしください。

衆議院議員　藤野 保史

政党助成金廃止法案

を提出します！！

初登院する大きくなった日本共産党
衆議院議員団（2014年12月24日）
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2015年1・2月号外  発行：日本共産党長野県委員会　長野市若里1－12－7　TEL026（226）8376　日本共産党の見解を紹介します お知り合いに広げてください。（　）は定数。民主長野

県民の願いを実現する力をもっと大きく、史上最高の8議席以上、2ケタ県議団をめざします。

長野市区（10）

山口のりひさ（新）
長野市区（10）

和田あき子（現）
松本市区（６）

両角 友成（現）
上田市・小県郡区（４）

高村 京子（現）
佐久市・北佐久郡区（４）

ふじおか義英（現）
塩尻市区（２）

びぜん光正（前）
上伊那郡区（２）

小林 伸陽（現）
飯田市区（３）

水野ちかあき（新）
須坂市・上高井郡区（２）

土谷ふみえ（新）
岡谷市・下諏訪町区（２）

もうり栄子（前）
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