３歳未満児 適時服用可能か？
服用を優先すべき

■県が安定ヨウ素剤の

度から県独自で調達していまし

の安定ヨウ素剤は�平成２６年

に服用する薬剤です�ＵＰＺ外

り込まれることを抑制するため

時に放射性ヨウ素が甲状腺に取

安定ヨウ素剤は�原子力災害

た�服用を優先すべき３歳未満

割の輸送が可能�と答弁しまし

家備蓄分の４割�３日以内に約８

の集積所から�２４時間以内に国

ロックを含む５ブロック・５カ所

を求めたところ��東北・関東ブ

想定しているのか�知事に見解

本県への輸送時間をどのように

きです�この課題は�子どもを持

３歳未満児分は県内備蓄とすべ

ものが問題ですが�少なくとも�

思います�県外の分散備蓄その

康を考えた時�大きな問題だと

全ての３歳未満のお子さんの健

ります�しかし新潟県内に住む

柏崎市刈羽村はＵＰＺ内にあ

は県内備蓄とすべき

■少なくとも３歳未満児分

たが�県は�国家備蓄・近隣県か

児分のゼリ�状安定ヨウ素剤が�

つ県民の皆さんと十分共有すべき

�国家備蓄の備蓄地区はどこか�

らの融通�県購入の組み合わせ�

飲むべきタイミングに間に合わ

調達方法を変更

に変更すると今年３月末に発表

課題だと考えます�

実施したいと思います�

この課題に関する署名活動を

ない可能性が高いことが明らか
となりました�

しました�
原子力災害対策指針では�プ
ル�ム通過後�空間線量を測定
し�一定の値以上の地域住民の

1

避難の際に服用することになっ
ています�しかし�このタイミ
ングでは効果が十分期待できず�
プル�ム通過後ではなく�あら
かじめ�の服用が必要との識者
の指摘があります�
また�同指針では�乳幼児を含
む未成年者は服用を優先すべき�
としていますが�新しい方針で
は�３歳未満児用ゼリ�状安定ヨ
ウ素剤�は全て県外保管の国備蓄
とされています�

■近隣県から本県への
輸送時間は？
６月定例議会で�私の会派代表
小山議員がこの問題を取り上げ�

３歳未満児用ゼリー状安定ヨウ素剤問題を
子育て中の皆さんと話し合う（池田事務所にて）

第 24 号
池田ちか子県政通信
2022 年 8 月発行

県政通信第２４号
池田ちか子事務所

〒945‐1351
柏崎市上田尻 2938－4

TEL：080-8732-6851
FAX：0257-35-7194
Facebook
Twitter
「池田ちか子」で検索
「池田ちか子県政通信」は、新潟県議会議員池田千賀子の活動報告です。（市議会議員活動報告と併せ通算7４号目）

新潟県への輸送時間が大きな課題

第 24 号

県政通信

コスト高に苦しむ事業者への
支援として�プレミアム率２０
％の食事券発行�新潟県版Ｇ

■省エネ設備導入に補助
(専決予算)
ロシア・ウクライナ情勢によ

たところ�専決後�直ちに市町

村説明会を開催�７月１５日現

電気料等エネルギ�コストの

�関連記事３Ｐ��中小企業の

して４２億６３００万円が計

料価格高騰対応の緊急融資�と

なお�この他に�原油・原材

しました�

助事業の活用を働きかけたいと

事例などを示しながら�県の補

です�この後も�市町村の取組

せ専用ダイヤル０５０ ３‐０９２

在で１３�１５ほどの自治体が

低減をはかるため�省エネルギ

上されました�しかし�多くの

２
- ６５０にお問い合わせ下
さい�

飲食店は物価高騰の影響を強
�設備導入に対する補助事業

中小企業は既に新型コロナ関

給付金事業を実施予定とのこと

く受けています�私が伺ったラ

が計上されました�計上された

連で�融資事業を利用していま

原資積み増し(専決予算)

り�電気料も高騰しています

�メン店店主は�この値上げ通

額は５億円�補助対象の設備は

す�これから開始される償還に

新型コロナウイルス感染症

O

知を見てください�もうそろそ

表１のとおりです�補助率３分

ついて��返さないとは言わな

の影響によって収入が減少し

Ｅａｔ事業�１２億５千

ろ限界です�と�取引先から送

の２以内�補助金額上限１３３

いが�このタイミングで償還が

た世帯に�一時的に必要な経費

Ｔｏ

られてきた食材値上げ通知文書

万３千円�下限１３万３千円で

始まると厳しい�と�先送りを
一つの県で実施できる原油・

県の支援策としては�融資�

の受付が本年６月末から二か

付事業�があります�この事業

万円が予算計上されました�

の束を見せてくれました�
す�

■生活福祉資金貸付事業

飲食店が�Ｇ OＴｏ Ｅａｔ
事業�のプレミアム分を使って
価格転嫁できれば事業効果があ

原材料高騰支援は限界があり

位しかないかもしれませんが�

を貸し付ける�生活福祉資金貸

るということになります�しか

ますが�省エネ設備の導入をお

高効率空調、高効率給湯器、高効率ボイ

ラ、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ

【補助対象外設備例】

照明器具、断熱フィルム、コージェネレー

この事業は�市町村が生活に

(専決予算)

生活に窮する方への給付金

いかという点です�償還開始時

還困難な方々が多く発生しな

のとおりです�心配なのは�償

付を受けた方々の件数は�表３
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望む声も聴きます�

し�値上げによって客足が遠の

月延長されることに伴い�その

ロシアのウクライナ侵攻に端

また�お金借りて�というのは�

くことを懸念し�なかなか価格

考えの企業の皆様は問い合わ

を発して�原油やガス�小麦粉等

転嫁は難しいと言います�

原資を積み増す予算１１億３

あらゆるものが値上がりしてい

�事業の内容は表２のとおり�

決定的な支援策にはなり得な

ます�新型コロナウイルス感染

私たち県民も�Ｇ OＴｏ Ｅ
ａｔ事業�が�物価高騰にあえぐ

困窮する方々を対象に給付金

期が先送りとなったので�最も

これまでに事業を活用し貸

の支給や給食費支援を実施す

この特例貸付では�償還免除

早く借りた方で来年１月から

ポイントは市町村が事業を実

条件に�非課税世帯�が加えられ

る場合に�県が補助する事業で

施しなければ県の補助は受けら

ています�既に６月には課税状

償還が始まります�

れないことです�所管課に聞い

す�計上額は１０億円�

■市町村と連携した

３４７万円が計上されました�

症は再び感染が拡大�県民生活

飲食店を支援するねらいがある

いと感じます�

と企業活動に大きな影響が出て

ことをよく理解する必要がある
と思います�

など
ション設備、インバータ、車両

います�
このような中�参院選等の日
程により�６月定例議会は大幅
に後ろ倒しの日程となり�７月
１２日�８月２日の会期で開催
されました�

■プレミアム付食事券
事業者支援につながるか

【補助対象設備例】

物価高騰対策は十分か

(６月補正予算)

（表1）

6月定例議会
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9,522 件

1,404,405

総合支援資金

5,777 件

2,632,715

15,299 件

4,037,120

合

計

“電力自由化”の検証も必要？
新電力のピンチ 家庭・企業の電気料高騰！
東北電力ネットワーク
最終保障供給利用数（5 月 10 日現在）

（表4）

■新電力と契約した企業は窮地に
電力自由化により、「新電力」と言われる小売電気事業
者が誕生し、電気料金を抑えた魅力的なメニューを提示し
ました。多くの企業が経営におけるコスト削減が可能にな
ると、新電力との契約に変更しました。
ところがロシア・ウクライナ情勢等により、LNG 価格が
高騰。発電に多大なコストが発生しており、再エネ賦課金
とも合わせて小売電気事業者が提供する電気料が高騰し
ています。そのため、新電力は需要家に対し電気料金値上
げの通知を発出。東北電力ネットワーク等の一般送配電事
業者は新規の契約を受け付けていないことから、企業は新
電力が提示した高い電気料金で契約を継続するか、緊急避
難的な仕組みである一般送配電事業者による最終保障提
供料金（従来より約 2 割高）で提供を受けるか、選択が迫
られています。
電気料金負担が下がると見込んで新電力と契約した企
業が窮地に追い込まれた状況となっています。

■一般送配電事業者もピンチ
最終保障供給の料金メニューは通常よりも２割ほど高
い料金であるにも関わらず、一般送配電事業者に対し最終
保障供給を利用したいとする企業が増加（表 4）
。
そのため、最終保障供給の継続が困難な状況になってお
り、国において最終保障供給の料金に関する議論が始まっ
ています。今後は「通常より 2 割高」の水準がそれ以上と
なる可能性も出てきました。
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（池田調査結果）
東北電力管内
新潟県
（東北 7 県）
2022 年 1 月

14

3

2022 年 2 月

20

3

2022 年 3 月

478

190

2022 年 4 月

382

77

2022 年 5 月

1,520

165

■県の省エネ設備導入補助金は
効果を発揮するか？
2 ページに示したように、県は企業の電気料金負
担軽減等のため、省エネ設備導入補助を実施します。
しかし、現下の電気料高騰に苦しむ企業にとって、
この補助事業による即効性は期待できないというの
が現状だと思われます。
国は電力の安定供給策として、今冬までに最大９
基の原発を稼働させるとしています。電気料金高騰
と安定供給の必要性を前面に出して、原発の安全性
の議論がおざなりになることがあってはなりませ
ん。

■肥料値上がりへの支援

県は専決予算で�化学肥料から

有機肥料への転換や�配合飼料

価格安定制度への加入を促進す

る支援予算を措置しました�

また県は�配合飼料価格安定

制度の見直しを国に要望して

います�現在�国では肥料コス

トの増加分の７割を補てんす

る新たな支援策を検討してい

るとのことです�

同様に高騰している小麦に

ついては�生産を増やすため�

県は生産拡大事業を創設しま

し た�団地化に向けた話し合い

を支援する他�

先進的営農技術

の導入や機械施

設の導入を支援

します�

県農産園芸課

によれば�小麦

品種�ゆきちか

ら�は�成熟が

早く梅雨入り前

に収穫が可能で

あり�製パン性

も高いと推奨し

ています�

、

況が明らかとなっていると思い

緊急小口資金

【総合支援資金】
・対象者： 収入減や失業等により生活が困難
になっている世帯
・貸付上限額： ２人以上…月20 万円
単身…月１５万円
・貸付利子： 無利子
・償還期限： １０年以内（据置１年以内）

決定額（千円）

(専決予算)

決定件数

ますので�非課税とされた皆さ

（表3） 生活福祉資金貸付事業実績

・対象者： 休業等による収入減少により、
一時的な生活資金が必要な世帯
・貸付上限額： １０万円
・貸付利子： 無利子
・償還期限： 2 年以内（据置 1 年以内）

肥料価格も高騰しています�

生活福祉資金貸付事業
【緊急小口資金】

んは最寄りの社会福祉協議会に

ご相談ください�

（表2）
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新潟県女性議員の会上越支部研修会（3.30）
県の地域医療構想に関する研修会を実施。
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新総合交通・防災対策特別委員会視察（4.28）
えちごトキめき鉄道本社を訪問

“高田・新高田水力発電所”実地監査（6.8）
水力発電所は県財政に大きく貢献
フードバンク連盟会議（5.18）

門出の棚田の草刈り（6.18)

西山町での学区再編に関する意見交換会に参加（6.20）
不安や不満の声が多く出されました

.18)

大詰めの避難委員会を傍聴（6.5）

県議会議員 今期で引退を表明
平成 15 年柏崎市議会議員選挙初当選以来、皆様のご
支援により市議 3 期・県議 2 期を務めさせていただき
ました。次の選挙を 62 歳で迎えるにあたり、再び選挙
に臨むか後進に道を譲るか熟考して参りました。
幸い健康であり、気力体力も十分ありますが、余力が
あるうちにしっかりとバトンを渡すことも重要と考え、
来春の選挙には立候補しないと決心いたしました。
開催した役員会では「再選を目指すべき」との温かい
言葉も頂戴しましたが、ご理解を頂いた次第です。残さ
れた任期、しっかりと職責を果たしてまいります。

7月6日
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池田ちか子後援会支部長・幹事長会議

