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2019年4月21日、当選
から1年が過ぎました。本
会議で党代表討論、環境
委員会でPFOS問題を取
り上げ、予算委員会では
普天間問題の解決策を
提示しました。

この間、ワシントンを2度
訪問、連邦議会議員と意
見交換。米民主党「プロ
グレッシブ議員連盟」と直
接パイプをつなげる「日本
プログレッシブ議員連盟」
の結成準備をいま同僚議
員らと進めています。

中国国際友好協会の招
きで中国最大の国営企業
や全オートメーション化し
たコンテナ港などを視察。
またフィリピンで大統領
補佐官（安全保障）

議員就任1年 沖縄のために 米議会とパイプ構築

新型コロナ支援策「特別定額給付金」(10万円)について

１．給付対象者：基準日（4/27）において、住民基本台帳に記録されているすべての方

2.収入による条件なし この給付金は生活保護制度上の「収入」として認めない

3.受給権者：その方の属する世帯の世帯主 ――特例あり 居住地の市町村にご相談ください――

4.申請方法：①市町村から郵送された申請書類を返送②マイナンバーカードを活用した電子申請

5.申請期間：市町村が設定した開始時期から3カ月以内

【相談窓口コールセンター】 ℡03-5638-5855 応対時間 9：00～18：30（土、日、祝日を除く）

２０２０年５月１１日発行 衆議院議員 屋良朝博事務所

〒904-2155 沖縄市美原4-22-12ﾋﾟｭｱﾊﾟﾙｸB-203 TEL:098-929-2416 HP：https://yaratomo.com/

のエスペロン氏からは南
シナ海をめぐる外交の基
本を教えられました。

東に米大陸、西にアメリ
カ、そして東にアジアを展
望できる沖縄はアジアの
うねりを取り込み、大きく
躍進できると確信してい
ます。

私たちの祖先がやって
いたことです。ウチナーが
沖縄の未来を変える！

コロナ対策急務

国民民主党は全国
で企業アンケートを
実施、その結果を政
府に訴えていきます。

沖縄第 3区では
3000社に送付し、
112社から回答があ

りました。「売り上げ激
減」「税金免除を」「家賃
補助を早く」といった切
実な声が寄せられました。
政府の取り組みがあまり
にも遅いという苛立ちが
社会全体を暗くしていま
す。経済再興に向けた実
効性ある施策を追求す
る必要性を痛感していま
す。事業者の要望が政
府の施策に反映できるよ
う主張してまいります。



4月10日、米軍普天間飛行場から有害物質PFOS

含有の泡消火剤が大量に流出する事故を受け、政府

と米大使館に原因究明と再発防止、徹底した汚染除

去を政府に強く要請しました。

発がん性や生殖機能異常への影響が指摘されるPF

OSは、ストックホルム条約により世界的に廃絶が合意

されている物質で、沖縄ではその土壌・水質汚染が深

刻です。沖縄は「復帰」から間もなく50年。事件事故が起きるたび泣き寝入りとなる
現状を変えなければなりません。粘り強く、取り組んでまいります。

普天間飛行場から泡消火剤流出
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2019年4月21日、衆議院
沖縄県第3区補欠選挙で
多くの支援を受け当選し
ました。

5月10日、有機フッ素化
合物の飲料水混入問題を
取り上げ、政府が暫定目
標値設定に動き出した。

国民、立憲両党の1年生議
員の辺野古視察をコーディ
ネート。サンゴ礁の美しさ
にみな感激。埋め立て反対
で意志統一。

当選2か月後の6月21日、
本会議で麻生大臣不信任
決議案代表討論に立ち、
政府を厳しく糾弾。

2019年8月、2020年1月
にワシントンを訪問。
連邦議会で沖縄基地問
題の解決を訴えた。

沖縄の振興発展の方向
性、基地問題をどう解
決するか、地域の人々
と話し合う。

2019年12月、返還後の北
部訓練場を視察。険しい
山を登ると米軍が放置し
た軍事資材がどっさり。
政府は撤去したと説明。

2020年2月、普天間を即
時運用停止、辺野古埋め
立てを不要にする代替案
を提案。

ワシントン訪問 地域でゆんたく会 世界遺産候補地に置土産 予算委 総理に質問

ヤラともひろ活動の軌跡

デニー知事と万歳 環境委で初質問 立国議員団辺野古視察 衆院本会議 代表討論

～昨年4月21日に当選し、1周年を迎えました～



【新型コロナウイルス】助成金・給付金等、おもな支援策について（5/1現在）
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持
）

特別定額給付金 一律１人１０万円を給付
※住民基本台帳に記録（4/27時点）されている全ての方

住居確保給付金 住居を失った・失う恐れのある方に

家賃実費支給 ※各自治体で条件・上限あり

高等教育就学
支援制度

授業料減免
返済不要の給付型奨学金

緊急小口支援金 貸付上限：１０万円（特例20万）１回限り
猶予措置1年、償還２年以内

総合支援資金
貸付上限（月）：単身15万、複数20万

原則３カ月以内、猶予措置1年、償還10年以内

各市町村特別給付金窓口
総務省コールセンター 03-5638-5855

各市町村の窓口

日本学生支援機構
０５７０-６６６-３０１

各市町村 社会福祉協議会
厚労省「全国共通相談ダイヤル」

０１２０-４６-１９９９
無利子

事
業
者
向
け

給
付
・
助
成

持続化給付金
2020年1～12月でひと月の売上が
前年同月比50％以上減で現金給付。
上限：法人200万、個人事業者100万円

雇用調整助成金 休業等助成１人１日８３３０円上限
助成率は解雇の有無、企業規模と雇用条件による

小学校休業等対応
助成金（企業）

小学校等休校で労働者が有給休暇取得の場合
賃金相当額助成 1日当たり上限：８３３０円

経産省 中小企業 金融・給付金相談窓口

０５７０-７８３-１８３

沖縄県労働局職業安定部助成金センター
０９８-８６８-１６０６

厚生労働省
相談コールセンター
０１２０-６０-３９９９

貸
付

無利子・無担保融資 コロナの影響で前年比５％以上の売上げ減少等
措置期間：最長５年

マル経融資の
金利引下げ

前年又は前々年比５％以上売上げ減で融資
限度額：1000万円 当初3年間金利0.9％引下げ

沖縄県振興開発金融公庫
０９８-９４１-１７８５

小学校休業等対応
支援金（フリーランス）

小学校等休校で休業したフリーランス
1日当たり４１００円（定額）を助成

セーフティーネット保証
（４・５号）

信用保証付き融資を利用中の事業者
別枠で借入債務の100％（4号）、80％（5号）を保証

民間金融機関または
お近くの信用保証協会

衆議院議員 屋良朝博事務所作成



玉城デニー県政を支え、沖縄の未来を拓く仲間たち
ヤラともＰＲＥＳＳ vol.３

沖縄市区 うるま市区

山内
やまうち

 末子
すえこ

 照屋
てるや

 大河
たいが

 
名護市区

山里
やまさと

 将雄
まさお

 

国頭郡区

平良
たいら

 昭一
しょういち

 吉田
よしだ

 勝
かつ

廣
ひろ

 平良
たいら

 昭一
しょういち

 吉田
よしだ

 勝
かつ

廣
ひろ

 

仲村
なかむら

 未央
み お

 玉城
たまき

 満
みつる

 

『わした島うちなーのために。』
その想いを共にする仲間としっかりスクラムを組
み、誇りある豊かな沖縄をつくってまいります。

宮古島市区 那覇市区

國
くに

仲
なか

 昌二
まさじ

 翁長
おなが

 雄治
たけはる

 

普天間/辺野古の新たな解決策！！
『解決 簡単レシピ』冊子を配布中☆

辺野古を「唯一の解決策」とする政府に対し、新たな提

案！軟弱地盤や活断層など、問題噴出の基地建設は政府

の試算で工期12年、工費9300億円といわれていますが、

際限なく膨れ上がる危険性をはらんでいます。その間、普

天間の危険性を放置し続けるのか？

屋良朝博が提唱する基地機能の分散・移転計画をわ

かりやすく説明します！お問合せは屋良事務所まで。
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