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森林税を財源に産業創出を
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間伐等の施業を効率的に 研修）事業が対象です。
補助事業は事業体に将
行える現場技能者の確保
来の現場管理責任者 （フ

兵士４００人が東電告訴

まくいかなかったという
ことだ。
【問】６万都市で２人制
採用は、そうない。市長
は合併の理念にそぐわな
い方向に一生懸命との印
象がある。改善の必要性
を指摘したい。

弁護士採用 の経緯は

森林バンク制度も開始

国では木材の利用促進

とともに 年度から人工
林を保全する新事業とし

始める予定です。
森林は二酸化炭素を吸

収し酸素を供出するほか
降雨時にはダムのような

保水機能もあるため、洪

水などの災害防止と地球
温暖化の抑止効果が期待

される貴重な資源です。
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「サ イ レ ン ト
・ト リ ー ト メ ン
ト」 米 国 、 メ ジ
ャー リ ー グ で 初
ホー ム ラ ン を 打
った選手を出迎える際の
対応▼チームメンバーは
何事もなかったように振
る舞う。数分後、選手は
祝福される。大谷翔平選
手は終了後の記者会見中
に背後から氷水を浴びる
手荒い歓迎も▼やりすぎ
と思えるほどに徹底して
いるのが米国流。大谷選
手は心底、笑顔でメンバ
ーの祝福に応えていた。
年ぶりの快記録に現地
メディアはベーブルース
の再来と絶賛▼キーワー
ドは、 「無関心」と 「冷
水」かも。安倍政権は真
実を覆い隠し、その後に
露出を繰り返す。 「あっ
たものを無かったことに
は出来ない」▼報復を恐
れず、公務員の本懐を遂
げたのが前川喜平前事務
次官。前川氏は今年、盛
岡市で講演の予定。今こ
そ、憲法違反の安倍政権
に冷水を浴びせよう。

火
漁

【問】弁護士資格のある
職員を採用しているが、
そのねらいは何か。
【答】市は顧問弁護士も
持っているが、震災対応
で法的な問題もたくさん
あったのでその資格を持
った方が欲しいというこ
とで、来てもらった。

で、年約６００億円の税 ２００６年度から 「岩手
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今後は、それとの調整が
必要になります。
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て 「森林バンク」制度も

19

・育成」が目的です。

緑の雇用で指導員能力向上研修の様子

このため、新規就業者 ォレストリーダー）・統
の確保・育成のための研 括現場管理責任者 （フォ
修 等の 実 施事 業 体 に

レストマネージャー）の
候補として人材育成を求

再稼働と新設中止を
日本政府の要請で１３
日１２時、５０００人が
乗船する艦船が放射能の
中に突入。雨や雪が降る
中、三陸沖に駆けつけま

した。その乗組員が今、
苦しんでいます。最初は
兵士８人で東京電力を告
訴、その後４００人以上
が原告になっています。
これは川内、伊方両原
発で事故が起これば、偏
西風に乗り、日本列島が
ロナルド・レーガンの乗
組員と同じ運命に合うこ
とになります。原発の再
稼働と新設は中止すべき
です。事故でも起きれば
国民は日本国などに賠償
せよと迫ります。国民が
忠告します。安倍総理、
国民に忠告されるようで
は、もう終わりです、お
休みください。
佐々木 宏（南町）完
東日本大震災で艦艇、
原子力空母ロナルド・レ
ーガン等53隻が三陸沖で
「トモダチ作戦」を展開
しました。行方不明者の
捜索、食べ物や飲用水を
ヘリコプターで宮城県三
陸町、岩手県山田町に運
びました。作戦では自衛
隊と合同し、遺体9500体
を収容、３月11から５月
１日まで延976万7700人
の方に２４時間体制でガ
ンバってもらいました。

めており、山間地の雇用
創出にもつながります。
研修で重視されるのが
集合研修以外に行われる
林業作業士 （フォレスト
ワーカー）の人材確保に
向けた研修です。研修期
間は３か年でトライアル

「トモダチ作戦」の後遺症

を目的に 「専門的かつ高 業就業希望者の実地研修 する 「森林環境税」を創 は個人住民税を納めてい て原則、市町村に配られ し か年で 億１７００
度な知識・技術・技能で （以下、トライアル雇用 設する方針を固めており る約６２００万人が対象 る予定です。岩手県は、 万円の徴収実績があり、

（案内）の作成費用、林 人あたり年１千円を徴収 を軸に検討中です。新税 収は森林面積などに応じ の森林づくり県民税」と
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田中議員

時期は想定できない。
【問】私は震災対応と通
常対応とで２人必要と理
解して来た。名越副市長
が退任後、空白だった時
期があるが、そ
のことで何か矛
盾とか不都合で
も生じたのか。
【答】事細かに
言えないことは
あるが、副市長
採用には相手も
あることで、う

副市長２人制を
いつまで続ける

総括質疑

【問】市長は、副市長２
人制をいつまで続けるの
か。
【答】震災対応や地方創
生、子どもを生み安心し
て育てられるま
ちづくりの推進
すでに締め切られましたが、２０１８年度 「緑の雇用」の募集要
へ、復興が終わ
項は以下の通りです。宮古市は市独自の支援策を漁業などで実施し
るまで続けてい
ており、林業でも具体化の拡充が期待されます。
きたい。
林野庁が公募した『平
億円の枠内で賃金等そ は林業大学校等の卒業生
【問】その時期
成 年度 「緑の雇用」新 の事業にかかった費用を が対象です。
はいつを想定し
規就業者育成推進事業』 定額補助する内容です。
ているのか。
県は 年間で約 億円
は路網の整備や林業機械
【答】今、その
林業作業士 の育成研修
政府・与党は、森林整
補助は就業ガイダンス 備の財源を賄うため、１ 導入時期は２０２４年度

による効率的な作業シス
テム、人工林資源の有効
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活用と国産材の安定供給
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雇用の研修修了者もしく
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