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藤井裕久 はこう考えます。
いきいきとした
長寿社会を実現する

「PTA活動の活性化」
家庭と学校と地域をつなぐPTA活動を
積極的に支援します。
「学校教育の充実」
教育は国家百年の計。35人学級の早期実現、教室等の施
設整備はもとより、家庭・学校・地域行政が協力してより良い
教育環境を創ります。
「ふるさと教育の推進」
ふるさとを愛する心、人を愛する心、思いやりの心を育成し、

大きな夢

働き盛り！子育て真っ盛り！の４８歳
い

じ

子どもたちの未来は
私たちが創る。

未来をつくる責任
ふ じ

ふ

ひ さ

藤 井 裕 久 頑張ってます！

「生涯スポーツと生涯学習の推進」
心身ともに健康に生きる。やりたい事、
喜び、
生きがいがあるから人は輝く。
生涯スポーツや生涯学習、
レクリエー
ション活動等を積極的に支援します。
「地域間交流と世代間交流の推進」
地域行事や学校行事への支援により、
人と人との交流が生
まれ、
絆を生み、
地域力を育みます。

輝く希望

助け合う社会が地域福祉の
基本だと思う。

働く場所がある、働きがいがある、
だからみんな元気になれる。

「子育て支援の充実による少子化対策」
保育園などの育児施設の充実や
経済的負担の軽減により、
子どもを
生み育てやすい環境を整えます。
「医療・介護への支援拡充」
医師・看護師の確保に力点を
置くとともに、医療施設・福祉施設の整備を推進します。
「障がい者福祉の充実」
障がいをもつ方が、いきいきと社会参画するための支援充実
をします。
「危機管理の充実」
行政による消防・警察機能の充実と、自助・互助・公助の精神
が息づく住民自治防衛への支援をします。

「地場産業と地域商工業への支援拡充」
薬業等の地場産業の活性化を
支援します。地域商工業者の元気が
地域の雇用を創出します。
「人材育成と職場環境整備の促進」
企業は人なり。人材育成と職場環境の
整備促進により、
働きがいのある強い企業を創ります。
「急激な国際化と地域間競争への対応」
北陸新幹線、
高速道路網、
港湾、
空港等の立地条件を活かし
た産業集積と富山県の観光化を推進します。

確かな安心

みなぎる活力

農林水産業を守ることは、
命を守ることだと思う。

緑･水･空気、かけがえのない
自然を未来に伝えたい。

祝 連合後援会事務所開き
10

大雪の中︑２３０名集まる︒

１月 日 日( ) 時より藤井裕久連合
後援会の事務所開きが行われました︒
近年にない大雪の中にもかかわら
ず︑満員の新事務所では︑厳かに神
事が執り行われた後︑応援に訪れた
宮腰光寛衆議院議員︑野上浩太郎参
議院議員︑浅名長在ェ門富山市議会
議員をはじめ︑自民党や地元商工会
の代表︑さらに女性部︑青年部の代
表からも激励の言葉をいただきまし
た︒
最後に心を新たに︑藤井裕久君を
地域の代表として県政に押し上げる
ため︑一致団結して戦うことを誓い
ました︒
16

「農業を守り育てる」
米作はもちろんのこと、
産地に応じた
地域ブランドを確立するとともに、
生産者に対する支援拡充と後継者の
育成をはかります。
また、
日本の農業や食を守る上でもTPP（環太平洋経済連携協定）
への即時加盟には断固反対します。
「食育と地産地消の推進」
青少年や一般消費者に対する食育と、地産地消の推進によ
り、
食料自給率を上げ、地域の農業を守り育てます。

大切な命

「学校や職場での環境教育の推進」
教育現場での自然体験・環境教育や
日常の企業活動を通じて環境保護
への意識を高揚し、
豊かな自然を未来へつなぎます。
「地域循環型社会の確立」
ゼロエミッションの推進により地域循環型社会の実現を目
指します。

豊かな自然

後援会にご入会ください。

インターネットからのご入会が可能になりました。

藤井裕久後援会は、藤井裕久を後援することにより、地域の発展と住民相互の交流を
図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする団体です。
現在、後援会の趣旨に賛同していただける会員を募集しています。どなたでもご参加い
ただける開かれたコミュニティーを目指しておりますので、お気軽にご入会ください。

下記にアクセスして頂き、
必要項目をご入力ください。

URL http://hirohisa.nakama.to
至速星駅
国道 359 号線

速星１区

至砺波

事務所が新しくなりました。

お気軽にお越しください。

〒939-2726 富山市婦中町蔵島91

TEL 076-465-7270 ＦＡＸ 076-465-7070
fujii@hirohisa.nakama.to
後援会事務所は、皆様の交流の場としてご利用いただけます。ご利用の際は予め後援会事務所にご連絡ください。

ファボーレ

至婦中大橋
富山西高校
速星中学校

朝日印刷さん
富士薬品さん

板倉 ( 南 )

藤井裕久連合後援会
事務所
セレモニーホール
西

伍都和建設さん
au ショップさん
至八尾
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