
安藤 はるみ

発行：日本共産党津軽地区委員会　日本共産党の活動を紹介します。
　　　〒036-8051　弘前市宮川 2-3-2　Tel 0172-34-4127

津軽の「命綱」の議席。お力をおかしください。
　昨年は安藤さんと、被災したりんご園地に何度も通いま
した。安藤さんが各地で、さまざまな分野で活動し、つな
がりと信頼を広げているからこそ、いざという時に思い切っ
て飛び込んでいくことができます。コロナや物価高騰の影
響で市民の暮らし、営農も商売も追い詰められている今、
安藤さんと力合わせて更に頑張りたいです。

　安藤晴美さんの議会での質問
回数は抜群で、鋭く県政をただ
してきました。また弱い立場の
人や困っている人に寄り添い、
生活相談を受けるとその解決に
親身に対応してきました。
　真面目で暖かく行動的で、議
員に不可欠な資質を持ち備えて
いる安藤さんは、女性の代表と
しても県議会に絶対なくてはな
らない存在です。
　５期目の安藤晴美さんにも期
待しています。皆さんまわりに
ご支持をひろげましょう。

川越 誠子憲法９条つがる女性の会
事務局長伊藤 真弘健生病院

病院長

　病気や不健康を生み出してい
るのは、貧困や社会的疎外など
の社会的環境に要因があると明
らかになっています。医療にた
ずさわる私たちの使命は、医療
活動を通して地域の人びとの健
康に貢献し、その結果として人
びとの豊かな生活を支援するこ
とです。この間、安藤さんと共
に地域の人びとの困難に寄り添
う活動を積極的に行ってきまし
た。すべてのひとが安心して生
活できる公正な社会の実現のた
めに、これからも共に頑張って
いきたいと思います。
安藤さんに期待します。

こし 明男 石田 久 千葉 こうき すとう えりか 三浦 こう
弘前市議会議員 弘前市議会議員 弘前市議会議員 党津軽地区医療福祉政策部次長 党津軽地区農業政策部長



喜びは あなたの笑顔 つくること

安藤 はるみ
●1952 年生まれ（東京都出身）
●1972 年東京都立練馬高等保母学院卒
●首都圏で保育士として 10 年間勤務
●1995 年～弘前市議会議員 3 期
●2007 年～青森県議会議員 4 期
●弘前市 清原 4 丁目 16-9 在住

～はるみのワクワク川柳より～

　日本は今、戦争か平和かの大きな岐路に立っています。憲法９条をい
かした外交で戦争が起きない環境をどう作るかが問われています。物価
高騰、高い介護保険料や国民健康保険料に苦しめられている時に軍事費
倍増で更なる増税は許されません。旧統一協会と選挙協力していた問題
も不問にできません。原発核燃問題では福島原発事故を忘れたかのよう
な議論は許されません。明確に反対の意思を示し頑張ります。わたしは
これまでの市議３期・県議４期の経験をフルに活かして、平和と暮らし・
いのちを守る県政にするために県民の皆さんと力を合わせて全力で頑張
ります。そして暴走する岸田政権ノーの審判を下す結果を出そうではあ
りませんか。

　わたしはこれまでの市議３期・
県議４期の経験をフルに活かして、
平和と暮らし・いのちを守る県政
にするために県民の皆さんと力を
合わせて全力で頑張ります。そし
て暴走する岸田政権ノーの審判を
下す選挙になるように頑張ります。

　日本は今、戦争か平和かの大き
な岐路に立っています。憲法９条
をいかした外交で戦争が起きない
環境をどう作るかが問われていま
す。物価高騰、高い介護保険料や
国民健康保険料に苦しめられてい
る時に軍事費倍増で更なる増税は
許されません。旧統一協会と選挙
協力していた問題も不問にできま
せん。

（写真）10 番目、11 番目の孫と一緒に
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安藤晴美さんを推薦します
　安藤さんは「弘前民主文学」の
前支部長であり、現在は事務局長
です。忙しい議員活動の合間にも
コツコツと執筆して、毎号に創作
小説を掲載し、また日常の何気な
い出来事をほっこりとした川柳に
するなどの姿は津川武一先生を彷
彿とさせるものがあり、暖かく、
裏表のないお人柄で、弘前代表の
県議として推薦します。

坂本 隆日本民主主義文学会
弘前支部長

●戦争反対をつらぬきます。

●国保や介護保険料の負担軽減を求め大増税に反対します。

●子育てを全力で応援します。

●教育環境の充実を求めます。

●雇用・営業を守ります。

●農業を守ります。

●健康寿命・コロナ対策を求めます。

●ジェンダー平等の前進を働きかけます。

●原発・核燃に反対し再生可能エネルギー・省エネ対策の
　充実を求めます。

・高校生までの医療費無料化
・保育料の軽減

・給付制の奨学金制度
・全県での学校給食無償化

・消費税 5％に減税しインボイス反対
・事業者を支援し最低賃金 1500 円に

・コメ・りんごを守り、安心して生活できる農政に
・災害にも対応する農業共済掛け金への補助

・受動喫煙、アルコール依存症対策
・がん検診の向上
・コロナ検査、入院体制の充実

・選択的夫婦別姓、LGBT 平等法の実現
・性暴力被害ワンストップ支援センターの充実
・子どもの年齢、発達に即した「包括的性教育」を公教育で
・男女の賃金格差をなくす

・破綻した核燃サイクル政策ストップ
・高レベル放射性廃棄物の保管期限の厳守と条例制定
・乱開発の下での再生可能エネルギーには規制を

・医療的ケア児への支援
・学童保育の充実

・理不尽な校則の見直し
・学校トイレに生理用品配置

　タバコの煙と加熱式た
ばこの蒸気には多くの化
学物質、有害物質が含ま
れています。そして、タ
バコを吸う人よりもタバ
コの先から出る煙の方に
何倍も何十倍も多い化学
物質が含まれていて、周
囲に健康被害を出します。
安藤さんには受動喫煙防
止の徹底を期待します。

中畑 範彦
歯科医師



　「コロナ検査・入院医療体制の
充実」、「無認可保育施設の安全対
策」、「治水対策」…県民の切実な
声を政策にして論戦。

　毎月の委員会で質問 192 回、
定例議会で一般質問・質疑 56 回
…バツグンの発言力で県政を動か
します。

　青森県議 4 期 16 年間の相談件
数は 782 件。住民の苦難解決に
全力、日本共産党の議員として住
民の目線で解決に向けて奮闘して
います。

　私は小学生二人を育てながら働くシ
ングルマザーです。学校での子どもの
対応に悩んでいた時に、安藤さんに相
談しアドバイスを頂きとても心強かっ
たです。優しく相談にのってくださっ
た安藤さんに感謝しています。

RT さん

　医院併設の介護施設で働いていまし
た。お年寄りへのひどい対応を是正し
て欲しいと安藤さんに相談し、さっそ
く保健所を通して院長への指導をして
もらいました。すぐに動いてもらい感
謝しています。

K・明子 さん

　私は障がい者施設で働き、障がい児をもつ父
親です。障がい者に対する虐待は決してあって
はならず、これまで実態を通報し何度か安藤さ
んに相談し、議会でも取り上げてもらいました。
障がい者の人権が守られるよう安藤さんにはこ
れからも頑張って頂きたいと思います。

岡田 浩介さん

　福島原発事故を忘れたかの様な
岸田政権の原発推進政策。それを
あと押しする県の姿勢は絶対に許
されません。

　青森県の基幹産業である農業を
しっかり守り、安心して後継者に
渡せる環境を作らなければなりま
せん。

　誰もが自分らしくいきいきと過
ごせることができる社会に。力を
合わせてがんばります。
　旧統一協会のジェンダー攻撃は
許されません。

　永年、議員として大活躍
されてきた安藤はるみさ
ん。子どもや若者の未来の
ために、平和を守り、地域
を元気にする。そして、反
原発、反核燃のためにも、
安藤はるみさんを応援しま
す。

　安藤さんは小柄ですがバ
イタリティは人一倍あり、
何度となく園地に足を運ん
で私達の要望を聞いてもら
いました。問題山積な農業
発展のためご意見番として
頑張ってもらいたいと思い
ます。
　ケッパレ、はるみ！

　弘前市議会議員 3期を経
て青森県議会議員を 2007
年から 4期を頑張ってこら
れ 5期目を目指すすごい女
性政治家であり是非ともま
た頑張ってほしいです。
　日本の政治はまだまだ男
社会であり女性の議員が増
えていかないと社会が変わ
らないと思います。

倉坪 芳子

工藤 保

田中 弘子

前社会福祉法人
抱民舎理事長

津軽農民組合

組合長

●原発・核燃ノー！
　金曜日行動

●大雨被害を受けた
大川地区を調査



政治を変えよう
安藤はるみといっしょに くらし・子育て・福祉の願い…

                                     実現へ全力あげます

　「敵基地攻撃能力」「軍事費が 43兆円」…岸田内閣は「戦
争する国」へ暴走しています。「大軍拡」の財源は、大増
税と社会保障・雇用、農業予算の切り捨てです。
　日本共産党・安藤はるみは「反戦平和」をつらぬき、こ
の危険な動きにキッパリ対決します。

　コロナ禍と物価高騰、年金の削減や医療費の窓口負担 2
倍…。安藤はるみは、くらしと地域経済をまもる県政へ全
力をあげます。連続した災害から、県民生活と農業の復旧
を。
　消費税の緊急減税、インボイスの中止、食糧生産を守る
県民運動をすすめます。

　安藤はるみは保育士として働き、子どもの未来・人権を
大切にする政治をめざしてきました。学校給食の無償化は
じめ子育て支援の思いきった充実を。学費半減、高齢者が
安心できる福祉をはじめ、一人ひとりが大切にされる社会
へとがんばります。

●憲法9条つがる女性の会の皆さんと毎月 3日
　の「アベ政治を許さない」から始まったスタ
　ンディング行動をずっと続けています。

●2021 年 11月 30日米軍 F16 戦闘機が飛行中
　に燃料タンクを深浦町に投棄する事故が起き、
　3日後現場を調査。吉田深浦町長と懇談。

●ジェンダー平等社会は誰もが自分らしく生き
　生きと暮らせる社会です。要請を受けて講師
　となり皆さんと共に認識を深め合いました。

●コロナ禍の元、仕送り減やアルバイト先がな
　くなる等学生達が困窮する事態に。高橋衆院
　議員と弘大を訪ね、福田眞作学長と懇談。

●コロナ病棟を担う弘大付属病院、健生病院、　
　弘前総合医療センターを訪問。大山力、伊藤
　真弘、大熊洋揮各院長からお話を伺いました。

●大川地区など 2度に渡る大雨で冠水したりん
　ご園地の皆さんの要望をお聞きし、小枝秀県
　りんご果樹課長に要請しました。


	安藤パンフ1.8
	安藤パンフ2.7
	安藤パンフ3.6
	安藤パンフ4.5

