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お電話・メール、事務所・市役所でも、
市政に関し広く皆様の御意見を求めております。

　皆様こんにちは。金沢市議会議員のくまのもりおです。

　日頃より、 たくさんの御意見をお寄せ頂きありがとうございます。 まだまだ、十分に対応できてい

るとはいえませんが、前向きに取り組んでまいります。 これからも、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお

願い致します。 

　さて、近年の国内のあちこちで顕在化していた豪雨災害。 とうとう、2017年は、金沢市も50年に

一度の豪雨災害にあいました。 「災害は、忘れたころにやってくる」という言葉が時代遅れに感じる

ほど、 災害が次々押し寄せている昨今です。 いざという時の持ち物、家族の集合場所、避難所へ

の経路などある程度、 決めておくことで、慌てる必要がなくなります。また、いざという時の対応を

ご近所でも話し合われると、よいですね。

　ご近所のつながりが強い地域は 災害時の復旧や、避難所での暮らしもスムーズに行くとのデー

タもございます。

金沢市議会議員  熊野盛夫

議員名から選ぶ 熊野盛夫→金沢市のHP〈金沢市議会 録画映像〉で実際の質問の映像がご覧いただけます。

平成28年度 金沢市議会 3月定例月議会 平成29年3月3日（金）～17日（金）

くまの 環境省の平成26年度のデータがございます。最新のものにな

りますが、金沢市の家庭系ごみの量は全国平均以下です。全

国平均より少ない、中核市平均より少ないとあります。この

点についての御見解を。

市　長 平成27年度の１日１人当たりの排出量は、燃やすごみと埋め

立てごみですけれども、合計で541グラムであります。平成28

年１月に国が定めた目標値500グラムを上回っているところで

あります。何としてもその国の目標値に近づけたいというふ

3月議会では、主にごみ袋有料化について一問一答式で質問しました。
以下は、一部を抜粋したものです。質疑応答全文は、金沢市HP「金沢市議会会議録」平成29年3月議会［質問者］熊野盛夫でご検索ください。

うに思っています。その目標値はもちろん大事ですけれども、

それよりも何よりも将来への負担を少しでも少なくしていき

たい、将来に少しでも良好な環境を残していきたい、その大命

題のもとに考えていかなければいけない課題であるというふ

うに思っています。

くまの 市の説明会において、まず冒頭にＤＶＤが流れます。そして、

最初に大きなテーマが流れた後に、金沢市の家庭系と事業系

のごみの総量を示し、金沢市のごみの量は全国平均よりも多

次ページへ続く

ければ破棄することは許されず、故意かつ違法に隠蔽し、隠匿し、削除

し、毀損し、完全消滅させるか、あるいは破壊するか、あるいはそうし

ようと試みるか、あるいはそうする意図を持って運び去る者は、いかな

る者もこの法のもと2,000ドル以下の科料、または禁錮３年以下の刑、

またはその両方に処するという厳重な罰則が（諸外国をはじめ）ありま

すが、日本には、刑法の毀損罪を除いて、公文書の扱いに関し罰則が一

切ない。

　さきの磯田先生の御指摘ではありませんが、公文書に対する国の重要

性の認識が非常に低いあらわれです。まず、世界の交流拠点都市を標榜

する金沢市でありますから、公文書館におきましても世界の基準をしっ

かり目指していくべきでは。

■現在の公文書館建設に当たっての進捗状況について

　公文書館で保存、管理する文書の種類も重要なポイント。各部局で廃

棄手続がとられると、まさに今、国会で問題になっていることの二の舞

になるおそれあり。第三者的な公文書館スタッフが保存、廃棄を決定す

る先進県－－神奈川県を見習うべきではないか。

　公文書館のスタッフは、行政の情報を中立、客観の立場で見ることが

でき、また、あらゆる情報に対し、広く見識を持った人材が必要。その

ほか、金沢市が考える公文書館にふさわしい人材について。

■公文書館が扱う文書の種類について

　公文書館管理法において、公文書館が取り扱う文書について、公の行

政文書のみならず、民間のものである法人文書、特定歴史公文書等も含

まれると示されている。

■金沢市が計画している公文書館において取り扱う文書の範囲について

　昭和28年、金沢市では浅野川水害が発生。実際に経験された方のお

話によると、平成20年の浅野川水害をしのぐ勢いであったとのこと。

平成20年の浅野川水害の際に、昭和28年の浅野川水害に関する何らか

の資料はどのように生かされたのか、また、それらの資料は行政文書の

みなのか、民間の文書も含まれているか。また、それらの保管状況につ

いて。

　今後の洪水等の災害に備えるためにも、神奈川県のように、行政文書

のみならず、民間の法人文書も取り扱うべきでは。　

　大分県では、過去の地震や津波に関する民間資料にも積極的にアクセ

スし、保存しているとお聞きします。防災・減災の立場からも、見習う

べきでは。

市長の答弁は、HPを御覧ください。

仙台市へ若者の就労支援についての視察をしました
（創生かなざわ玉野市議と）

全国市町村議員研修で函館市をモデルに高齢者福祉について勉強しました いしかわ若手議員の会で珠洲市のすす塩田村の視察を行いました

大徳地区盆踊り大会
踊りはもちろん、

仮装大会も大人気！

その他、自転車の安全な利用促進について、ヘルプマークについて、補助犬
の認知策拡充についてを質問いたしました。

大徳小学校の文化祭「フェスタ大徳」で、
野郎会（父親の会）のメンバーとして
今年は綿菓子を作りました！
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ボランティアスタッフの安野さんとくまの事務所にて

九州北部豪雨災害復興支援
九州北部豪雨災害の際に、いしかわ若手議員の
会で、タオルを集めて3ヶ所の社協に届けまし
た。ご協力くださった皆様のおかげで、マイクロ
バス1車分のタオルを届けることができました。
深く感謝申し上げます。

金沢市消防ポンプ車操法大会で大徳分団1番位として2年連続出場しました。金沢市消防ポンプ車操法大会で大徳分団1番位として2年連続出場しました。



 いとインフォメーションしております。これは昨年の９月定

例月議会において指摘しておりまして、これが丁寧な説明な

のかと質問しました。というのは、これはまさに心理学的な

一つのテクニック、初頭効果というものでございます。最初

に入った情報というものに対して、人は、あっ、そうなんだと

思ってしまうんですね。この初頭効果を使った形で、本来問

題とすべき家庭系ごみ、プラス事業系ごみの総量を示して、こ

れで本当に丁寧といえるのでしょうか。

市　長 全体の流れを示した上で言っていかないと、私は誤解を受け

るんだというふうに思っています。事業系ごみのことにつき

ましても、今定例月議会で出させていただいているところで

ありまして、丁寧な説明を引き続き重ねていかなければいけ

ないというふうに思っています。

くまの 先般、金沢市内37町会の町会長が市長に対して意見書を共同

提出されました。どういったお気持ちで意見書を提出された

と思いますか。

市　長 37町会の皆さんで話し合いをなされて、自分たちの意見を金

沢市に届けようという思いでお届けいただいたんだというふ

平成29年3月15日北陸中日新聞朝刊↑

平成29年度 金沢市議会 6月定例月議会 平成29年6月12日（月）～26日（月）

平成29年2月17日　
北陸中日新聞朝刊→

［質問その１］

・50年に1度の豪雨災害について

■湯涌地区の県道湯涌ー福光線の崩落の対応について

【ポイント】湯涌地区での対応の留意点について。

■大徳地区の松村5丁目付近での道路冠水事態について

【ポイント】10年に一度の降雨量への対応が目標とされる木曳川の（よ

り高い）目標変更について。

［質問その２］

・金沢市が計画する公文書館について（抜粋して掲載）

　先の国会では、学校法人森友学園への国有地売却、加計学園の獣医科

新設に当たって、現用文書がしかるべきチェックを受けずに、各所管の

内規によって破棄されていたことに対し、多くの国民から疑問の声が上

がり、内閣支持率が大幅に低下。

平成29年度 金沢市議会 9月定例月議会
9月議会では、豪雨災害の対策についての質問。
また、国会でも大いに話題になっている「公文書」の図書館、公文書館について質問しました。
以下は、質疑を要約したものです。応答は掲載しておりません。
質疑応答全文は、金沢市HP「金沢市議会会議録」平成29年9月議会［質問者］熊野盛夫でご検索ください。

6月議会では、1年目の保育士、幼稚園教諭のサポートや、子ども食堂のサポートなどについて質問しました。
質疑応答全文は、金沢市HP「金沢市議会会議録」平成29年6月議会［質問者］熊野盛夫でご検索ください。

　これら公文書の扱いに対し、「武士の家計簿」を書かれた歴史家磯田道

史先生も、公文書を民主主義の根幹を支える国民共有の知的財産と定

め、きちんと管理するよう求めた公文書管理法が施行されて6年も経つ

のに、国や政治家の間では、歴史的な記録を大事にしようという機運が

未だ広がっていない。公文書を隠蔽すれば国家は死ぬと危惧されてい

ます。

　表からも我が国の国立の公文書館の職員数は、世界各国と比較し、大

きく下回っています。また、アメリカでは、記録局の長官のサインがな

次ページへ続く

うに思っていますし、私は、市民の皆さんが市政に対して意見

を出していただくということは大切だというふうに思ってい

まして、真摯に受けとめているところであります。

くまの これはその先に、町会連合会から意見書が出された。けれど

も、その町会連合会の意見書というものを取りまとめる町会

会議がなかった。当然、各町会では各町民、住民の意見を集約

して出したものではない。つまり、突然町会連合会の上のほ

うで、ぴょこんとその意見書が行ってしまったということで

あります。そして、この町会長さんは、ごみの現場、各町会の

ごみステーションの責任者として、毎週のようにごみの状況

であったりというものを一番わかっている方々なんですよね。

そういう方々がわざわざ市長に意見書を届けたいという、こ

の思いというものは現場を踏まえたということを踏まえて、

市長、どう思われますか。

市　長 どういうお立場の方であっても、市民の皆さんが市政に対し

て関心を持って意思表示をしていただく、私は、そのことは大

変大切なことだというふうに思っていますし、真摯に受けと

めなければいけないというふうに思っています。

かなざわ市議会だよりNo.274↑

かなざわ市議会だよりNo.275↑
写真はイメージです

平成29年9月4日（月）～19日（火）

みどり集会場で毎月第3土曜日に開催されているみど
りファミリー倶楽部、回を追うごとに参加者が増えてい
ます。大切な『場所』になっています♬

2008年内閣府資料

■国立公文書館の職員数

アメリカ

2,500人

イギリス

580人

フランス

460人

韓国

300人

日本

42人
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ほど、 災害が次々押し寄せている昨今です。 いざという時の持ち物、家族の集合場所、避難所へ

の経路などある程度、 決めておくことで、慌てる必要がなくなります。また、いざという時の対応を

ご近所でも話し合われると、よいですね。

　ご近所のつながりが強い地域は 災害時の復旧や、避難所での暮らしもスムーズに行くとのデー

タもございます。

金沢市議会議員  熊野盛夫

議員名から選ぶ 熊野盛夫→金沢市のHP〈金沢市議会 録画映像〉で実際の質問の映像がご覧いただけます。

平成28年度 金沢市議会 3月定例月議会 平成29年3月3日（金）～17日（金）

くまの 環境省の平成26年度のデータがございます。最新のものにな

りますが、金沢市の家庭系ごみの量は全国平均以下です。全

国平均より少ない、中核市平均より少ないとあります。この

点についての御見解を。

市　長 平成27年度の１日１人当たりの排出量は、燃やすごみと埋め

立てごみですけれども、合計で541グラムであります。平成28

年１月に国が定めた目標値500グラムを上回っているところで

あります。何としてもその国の目標値に近づけたいというふ

3月議会では、主にごみ袋有料化について一問一答式で質問しました。
以下は、一部を抜粋したものです。質疑応答全文は、金沢市HP「金沢市議会会議録」平成29年3月議会［質問者］熊野盛夫でご検索ください。

うに思っています。その目標値はもちろん大事ですけれども、

それよりも何よりも将来への負担を少しでも少なくしていき

たい、将来に少しでも良好な環境を残していきたい、その大命

題のもとに考えていかなければいけない課題であるというふ

うに思っています。

くまの 市の説明会において、まず冒頭にＤＶＤが流れます。そして、

最初に大きなテーマが流れた後に、金沢市の家庭系と事業系

のごみの総量を示し、金沢市のごみの量は全国平均よりも多

次ページへ続く

ければ破棄することは許されず、故意かつ違法に隠蔽し、隠匿し、削除

し、毀損し、完全消滅させるか、あるいは破壊するか、あるいはそうし

ようと試みるか、あるいはそうする意図を持って運び去る者は、いかな

る者もこの法のもと2,000ドル以下の科料、または禁錮３年以下の刑、

またはその両方に処するという厳重な罰則が（諸外国をはじめ）ありま

すが、日本には、刑法の毀損罪を除いて、公文書の扱いに関し罰則が一

切ない。

　さきの磯田先生の御指摘ではありませんが、公文書に対する国の重要

性の認識が非常に低いあらわれです。まず、世界の交流拠点都市を標榜

する金沢市でありますから、公文書館におきましても世界の基準をしっ

かり目指していくべきでは。

■現在の公文書館建設に当たっての進捗状況について

　公文書館で保存、管理する文書の種類も重要なポイント。各部局で廃

棄手続がとられると、まさに今、国会で問題になっていることの二の舞

になるおそれあり。第三者的な公文書館スタッフが保存、廃棄を決定す

る先進県－－神奈川県を見習うべきではないか。

　公文書館のスタッフは、行政の情報を中立、客観の立場で見ることが

でき、また、あらゆる情報に対し、広く見識を持った人材が必要。その

ほか、金沢市が考える公文書館にふさわしい人材について。

■公文書館が扱う文書の種類について

　公文書館管理法において、公文書館が取り扱う文書について、公の行

政文書のみならず、民間のものである法人文書、特定歴史公文書等も含

まれると示されている。

■金沢市が計画している公文書館において取り扱う文書の範囲について

　昭和28年、金沢市では浅野川水害が発生。実際に経験された方のお

話によると、平成20年の浅野川水害をしのぐ勢いであったとのこと。

平成20年の浅野川水害の際に、昭和28年の浅野川水害に関する何らか

の資料はどのように生かされたのか、また、それらの資料は行政文書の

みなのか、民間の文書も含まれているか。また、それらの保管状況につ

いて。

　今後の洪水等の災害に備えるためにも、神奈川県のように、行政文書

のみならず、民間の法人文書も取り扱うべきでは。　

　大分県では、過去の地震や津波に関する民間資料にも積極的にアクセ

スし、保存しているとお聞きします。防災・減災の立場からも、見習う

べきでは。

市長の答弁は、HPを御覧ください。

仙台市へ若者の就労支援についての視察をしました
（創生かなざわ玉野市議と）

全国市町村議員研修で函館市をモデルに高齢者福祉について勉強しました いしかわ若手議員の会で珠洲市のすす塩田村の視察を行いました

大徳地区盆踊り大会
踊りはもちろん、

仮装大会も大人気！

その他、自転車の安全な利用促進について、ヘルプマークについて、補助犬
の認知策拡充についてを質問いたしました。

大徳小学校の文化祭「フェスタ大徳」で、
野郎会（父親の会）のメンバーとして
今年は綿菓子を作りました！

くまのもりお通信くまのもりお通信
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ボランティアスタッフの安野さんとくまの事務所にて

九州北部豪雨災害復興支援
九州北部豪雨災害の際に、いしかわ若手議員の
会で、タオルを集めて3ヶ所の社協に届けまし
た。ご協力くださった皆様のおかげで、マイクロ
バス1車分のタオルを届けることができました。
深く感謝申し上げます。

金沢市消防ポンプ車操法大会で大徳分団1番位として2年連続出場しました。金沢市消防ポンプ車操法大会で大徳分団1番位として2年連続出場しました。
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