
石川良一 　都議会維新の党を代表して、今回議決案件として提出をされております知事提案の全ての議案に賛
成の立場で討論を行います。

 　まず、三月十一日を迎えますと、未曽有の被害をもたらした東日本大震災から五年目を迎えるわけ
であります。国を挙げて被災地の復興のために努力をしてきておるわけでありますが、震災の経験を
風化させてはならないわけで、東京都の支援もしっかりと継続をしていかなければなりません。

 　また、二〇一九年には、ラグビーワールドカップが被災県である岩手県釜石市でも開催をされるこ
とになっております。ラグビーを通じて復興の姿を世界に紹介できるように、また、ワールドカップ釜
石大会を成功させるために、東京都も開催自治体としっかりと連携をとり、大会成功のための準備に
取り組んでいかなければならないと思っております。

 　そして、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックの開催も、被災地の復興に結びつけていかなけ
ればなりません。

 　同時に、東京でも直下型地震がいつ発生してもおかしくない時期に入っているわけで、今回の補正
予算の中で、防災街づくり基金を二千億円積み立てているわけでありますが、長期的な視点を持ちな
がら、木密地域等の解消や耐震対策に、まさにスピード感を持って取り組んでいかなければならない
と思います。

 　さて、平成二十七年度一般会計補正予算は、都税の増収や不用額を集約することによって四千百十
億円の財源を生み出し、急を要する事業を中心に補正をしております。

 　その中で、島しょの超高速ブロードバンドによるサービス提供を可能にするための予算、二十六億
三千四百万円が計上されております。

 　全国の整備率が九九・九八％ということや、小笠原は平成二十一年に整備が終わっていることや、八
丈島は平成二十三年のデジタル化切りかえ時にＮＴＴ事業として完成をしているわけで、早期の完成
が待たれるわけであります。

 　今回、全体を四分割して進めることになっておりますが、遠隔医療の充実や災害時の通信手段であ
ることを考えると、命にかかわる事業でもあります。

 　また、本年八月には、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック開催都市提案の競技を正式決定する
ことになっております。

 　新島はサーフィンのメッカであり、しかも東京都にあるわけでございます。オリンピック・パラリン
ピックサーフィン競技の開催地に新島は名乗りを上げており、東京都町村会も全力で支援をしている
わけであります。こういったことも都としてはしっかりと受けとめ、早期のブロードバンドの完成を
図っていただきたいと思います。

 　また、今回、新規に東京都国民健康保険財政安定化基金が制定されることになりました。国民健康保
険財政を安定化させるために、都道府県に基金を設置するもので、平成二十七年度は、国民健康保険財
政安定化基金二百億円を、二十八年度は四百億円を予算措置することになっているわけで、総額で二
千億円を目標とするものであります。

 　市区町村の国民健康保険財政は、高齢化や雇用の不安定化による無職者の増などの波をもろに受け
て、今後ますます運営が厳しくなることは必定であります。

 　しかも、どの自治体も一般会計から財源を多く繰り入れていることから、住んでいる自治体の財政
力によって保険料にもばらつきがあり、国保の保険者である市区町村にとっては、財源の安定化と保
険料の適正化は喫緊の課題となっております。

 　介護保険制度のように一般会計からの繰り入れに制限があるわけではありません。まずは、この安
定化の基金制度をしっかりとつくり上げ、三十年度に備えていただきたいと思っております。

 　以上、意見を申し上げまして、賛成討論といたします。　ありがとうございました。
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