新型
コロナ

一丸となって乗りこえましょう
最前線での医療・介護関係者の皆様のご奮闘をはじめ、福祉、教育、保育、業者、
業界、自治体、県民と子どもたちのがんばりに心から敬意と感謝を表します。
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すべての国民に 10 万円 世論で国を
！
国政野党の提案と国民の声が安倍政権を動かしました。
生活保護受給者にも制約なしで支給されます。

住民の声をお聞きし、国へさらに提案

一体で

補償を

中小事業者の家賃・固定費支援を
個人事業主・フリーランス・学生に直接助成を
国政野党は、4 月 28 日、2 割以上減収の事業者の家賃を支援する法案を国
会に提出。
コロナ特例で雇用調整助成金の要件緩和と柔軟運用で、休業中の
賃金・収入の 8 割補償、
学生支援も求めています。
スピーディー実施を。

検査体制強化・医療体制への抜本的支援を
米軍基地のコロナ情報開示を
すぐ消費税の５％減税、さらにゼロへ

党県議団 3 回申し入れ

日本共産党は玉城知事に緊急対策を 3 回申し入れ、知事
は
「万全な体制でとりくむ」
と第 1 次・172 億円、
第 2 次・
457 億円の緊急予算を編成。
県独自の支援金、協力金の
支給、PCR 検査場の増設など、支援対策・医療体制の強
化、感染拡大防止に、玉城知事先頭に取り組んでいます。
次のページで役立つ制度を紹介しています。
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発行：日本共産党沖縄県委員会
電話（862）6232

Fax（862）6487

日本共産党沖縄県委員会の見解を紹介します。
●このチラシはみなさんからの募金で作成しています。
募金をお願いいたします。
郵便振替 02060−0−37894 日本共産党沖縄県委員会
（募金には必ず氏名、住所、職業をお書きください）

しまぶく恵祐事務所

沖縄市宮里 1 ー 14−7

――玉城県政が緊急予算措置

1 次 172 億円、２次 457 億円

3 月５日、党県議団
玉城知事に緊急対策申し入れ

2020 年５月号外

動かした

☎ ９８９−５３２０

みなさんの声をお聞きしています。
お困りごとは
ご相談ください。みなさんの声を国・県へ届けます。

県議予定候補

嘉陽県議の
あとつぎ

オール沖縄
命とくらし、
営業を守るために全力

しまぶく

新型コロナ感染拡大を防ぎ、命と健康をどう守るか、暮らしと営業、子どもと教育を
どう守るか ―― 日本共産党のホームページにあります。ぜひ、ご覧ください。

けいすけ

恵祐

※新型コロナ特例支援策がいくつもあります。
経済産業省・厚生労働省や県・市町村・沖縄振興開発金融公庫などの HP もご活用ください。

新型コロナから生活を守る制度お知らせします

⇩※一般的な問い合わせに対しては、コールセンターで回答します。※内容を確認した上で、詳細なお問い合わせ等に関しては、 担当課の連絡先をお伝えします。

◆新型コロナ問題に関する問い合わせは、
２４時間対応の県の電話相談窓口へ ☎ ８６６ー２１２９( コールセンター）

◉ 飲食・小売等事業者へ緊急支援金 10 万円 ◉ 生活資金が借りられます 沖縄市社会福祉協議会 ◉ 融資が受けられます
☎ 937−3385
新型コロナの影響で、
休業、
失業などにより収入が
協力金２０万円を支給します（玉城県政独自の支援策）
減った世帯は無利子、
保証人不要で資金が借りられます。
電話予約制

詳細は沖縄県 HP を。県 HP からオンライン申請か、申請書を入手し郵送申請もできます。
問い合わせ先：県支援金等相談センター （土日祝日含む。9：00 〜 18：00） ☎851-9990

☎ ０１２０−
休校で仕事を休まざるをえなくなった方は、
１日８３３０円の助成金が受け取れます。60−3999
学校等休業助成金・
支援金相談コールセンター

◉ 住居確保給付金が受けられます

ウチ
ナ
ー
ン
チ
ュ
ウセェーティ
ー
ナイビランド

◉ 休業補償を受けられます

※学校等の休業、
個人事業主等の特例の場合、
２０万円以内。
●緊急小口資金
（１０万円以内）
●総合支援資金
（２人以上世帯・月２０万円以内、
単身・月１５万円以内）
沖縄市就職・生活支援
パーソナルサポートセンター
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、
☎ 923−3624
就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
電話予約を

新基地建設・9 条改憲ノー

オール沖縄の発展を

ブレない県議で
◉建白書「オスプレイ配備撤回、
普天間基地の閉鎖・撤去、県内
移設を断念」の実現に全力
◉普天間基地の運用停止

◉学校や保育所・病院など、
民間地上空での米軍機の
飛行・訓練を禁止
◉日米地域協定の抜本改定

6 月 23 日は慰霊の日、憲法 9 条改悪は許せません。命どぅ宝・
反戦平和の沖縄の心で、日本の政治を変え、平和で豊かな沖縄・
日本への未来をいっしょに切り開きましょう。

ウチナーンチュ

マキティ

ナイビランドー

玉城デニー知事

日本共産党・オール沖縄の勝利で、
建白書を実現する野党連合政権へ前進します

３０００万円、保証料率ゼロ（全額県が負担）利率 0.9％

◉ 持続化給付金が受けられます

☎ ８６６−２３４３
沖縄振興開発金融公庫

☎ 941−1795

※借入申込書等は、沖縄開発金融公庫の
ホームページからダウンロードできます。

中小企業 金融・給付金相談窓口
前年同月比で 50％以上減少している事業者には、
法人 200 万円、
個人事業者 100 万円を支給します。 ☎0570−783183

くらし向上、自立経済

玉城県政ささえる

確かな県議を
◉子ども貧困対策の拡充
◉中学卒業まで医療費無料に
◉最低賃金を 1000 円へ
◉本島縦貫鉄軌道交通導入
◉首里城早期再建
伝統文化の継承発展

県政に提案し

実現

主な公約

▲赤嶺衆院議員・県議を先頭に
新型コロナ影響調査

詳細な政策は
党沖縄県委員会 HP に
あります。ぜひご覧ください。

◉泡瀬干潟のラムサール条約湿地登録
◉性の多様性を尊重する沖縄県宣言
◉保育士・指導員の待遇改善。保育・
学童の待機児童解消
◉県内の企業･産業･人材を育て、
地元が潤う経済振興と所得向上を

県民の生活がイチバン――提案を重ね実現しました。

◉子ども医療費就学前まで
窓口無料
◉ひとり親家庭の高校生の
バス代助成
◉返済不要の奨学金
◉特養ホーム増設

◉PCR 検査場増設

反戦平和・命どぅ宝・沖縄の心をつらぬく

●国保税の大幅引き下げを

嘉陽県議のあとつぎ
県議予定候補

オール沖縄

玉城デニー知事

しまぶく

恵祐

◉子ども貧困対策基金創設
◉学校クーラー、
トイレ洋式化
◉スクールカウンセラー配置
◉しまくとぅば普及センター設置
◉「沖縄空手会館」オープン
◉農産物の輸送費補助
◉漁業生産額 8 年連続増加

安倍政治の持ち込み許さない

オール沖縄の若い力

新基地ノー！平和で豊かな沖縄へ
しまぶくさんを押し上げてください

写真：平和の礎

県は 4 月 1 日から対象枠を広げ、県内で３か月以上継続して同
一事業を営んでいて、新型コロナの影響をうけた中小企業は
県・国の融資が受けられます。

誰一人取り残さない沖縄らしい優しい社会を

しまぶく恵祐

政府は 4 月 21 日、新基地建設工事で辺野古埋め立ての軟弱地
盤改良のための設計変更申請を県に提出、まるで火事場泥棒で
はありませんか。しかし、工事は技術的に不可能。オール沖縄・
玉城デニー知事は県民投票の 71.7％の反対の圧倒的民意を尊
重、設計変更は認めないと断言、建設はできません。

更申請
安倍自公政権が設計変
新基地を優先
も︑
コロナ対策・県民より
怒りの審判を！
けて︑
県民の誇りと尊厳にか

新基地建設は不可能

沖縄県商工労働部・中小企業支援課

全国知事会も求めている公費 1 兆円投入で協会
けんぽなみになります（グラフ参照）。
さらに、沖縄に不利な国の前期高齢者制度で、
過去 11 年間で 905 億円も市町村の負担が増え
ています。制度を改善し、市町村のこれまでの
負担の国補填で、国保税は大幅に下げられます。
国にキッパリものいえる県議で国保税の負担軽
減を。

公費１兆円投入すれば
（こども２人、夫婦２人世帯の場合）

県内で一番高い自治体

50 万
19000 円

協会けんぽ

２４万
８４０0 円

県議選挙

5 月 29 日告示

6 月 7 日投票

オール沖縄の発展は

玉城デニー後援会長

呉屋守將

オール沖縄会議

照屋義実

しまぶく恵祐さん

衆院議員

屋良朝博

けいすけ

衆院議員

赤嶺政賢

新基地ストップ！

私のあとつぎ︑
しまぶくさんを
保革をこえたお力で
押し上げてください︒

嘉陽宗儀県議

高原在住 仲 村 初 枝

糸数慶子

オール沖縄の若い力

しまぶく恵祐

孫にみなさんの
お力をおかしください

前参院議員

玉城デニー知事をしっかり支える

庶民の味方・嘉陽県議の仕事と
宝の議席をひきつぎ︑県民のた
め に 働 き た い︒玉 城 デ ニ ー 知 事
を支えてがんばります︒

歳

高良鉄美

伊波洋一

安倍政治ノー

33

◉しまぶく恵祐 略歴
高原で父・勉、母・律子の 3 人
兄妹の次男とて生まれる。
高原小、
美東中、
北中城高校卒業
陸上自衛隊勤務
（千葉県）
嶋マス記念塾２１期会長
赤嶺政賢衆院議員秘書を歴任
現在：党中部地区副委員長
党県委員

参院議員

参院議員

「日本共産党ならでは」の役割があります

とことんオール沖縄
日本共産党は、県民の大同団結を大切にして
います。県知事選、県民投票などでも幅広い県民
と力をあわせて、誠実に尽くしてきました。
一致する目標で政治を一歩一歩、変えていく
ために共同する――この役割を果たします。
オール沖縄の前進に力をつくします。
国政野党の共闘の前進にがんばります。

ブレずにがんばる
沖縄戦をまねいた侵略戦争に反対をつらぬ
いた日本共産党。反戦・平和、命どぅ宝の「沖縄
の心」をつらぬいています。
基地あるがゆえの事件・事故をなくすため、
おおもとにある日米安保条約の廃棄を展望し
ています。
消費税増税、社会保障改悪などの根底にある
「財界中心」の政治をただします。

無料生活相談
県民の利益第一、県民の苦難軽減でがんばる
こと。私たち日本共産党の原点、役割です。
無料生活相談も、この立場で続けています。
県営団地に住む生活困窮者が強制的に追い出
されるという相談では、その声を県政に届けま
した。そして、家賃減免制度の大幅拡充を実現さ
せることもできました。

中国は社会主義でない
尖閣諸島へ領海侵入、人権抑圧を繰り返す中国の
行動は社会主義ではない、
共産党の名に値しない。
自由と民主主義を発展させ、世界の平和秩序に
努力することが社会主義です。
アメリカであれ中国であれ、ペコペコせず、間
違っている行動にモノをいう――日本共産党の
役割です。

