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はじめに 

 

 市に課せられた最大の責務は、市民の生命・財産の安全を確保し、生活の質を高める

ことであり、地方分権が進む中では、市の保有する情報への市民の関心は高く、行政の

透明性の確保を求められています。 

 自治基本条例に掲げられた「伊賀市独自の自治の推進及び確立」を目指す上で、市民

自身あるいは地域自らの責任のもと、まちづくりの決定や実行を行うには、条例に規定

されている情報の共有は重要であり、広報の果たす役割は大きく、より効果的に行うこ

とが必要です。 

 市から発する情報には、前述のように、市の施策内容や事業活動を広く市民に知らせ

る「事業・施策等情報」と、一方で、事故・災害事案のように発生すれば市民の身体・

生命・財産等といった市民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある「事故・災害情報」、

あるいは、業務執行ミスのような組織自体に批判や不信感を招き、企業で言えば経営危

機になりかねないような「組織運営上のリスク情報」があります。 

 「事業・施策等情報」の広報手段としては、広報「いが市」をはじめ、ケーブルテレ

ビの行政チャンネル、ホームページ、チラシやパンフレットの配布が主ですが、他の手

段として新聞、テレビ、ラジオ等によるものがあります。中でも、より迅速に、広く市

民に知らせる手段が新聞、テレビ、ラジオ等による報道媒体（機関）によるものです。

報道機関による場合、公的な立場で論じられることから、市民の信頼性も高く、また、

費用のかからない広報手段と言え、費用対効果の面でも有効な手段です。このように、

報道媒体にニュースとして取り扱われるよう働きかけることをパブリシティ（publicity）

といいます。 

 一方、「事故・災害等情報」は、多くが突発的な場合であり、市はケーブルテレビの

行政チャンネル、ホームページにより周知を図りますが、新聞、テレビ、ラジオ等を活

用する方が、より迅速に広く市民に知らせる手段として有効な場合があります。また、

「組織運営上のリスク情報」においても、市民に知らせる義務があり、この場合は新聞、

テレビ、ラジオ等が殆どです。 

以上のことから、報道媒体・機関に対する情報提供のあり方を重要に考え、市の施策

や事業を広く知らせるための「パブリシティの活用」として、定例記者会見等において

発表するような市の新たな施策や事業、行事（会議・イベント等）情報といった「施策・

事業等情報」と、災害発生時等における市民生活情報や業務執行ミス等の発生時におけ

る「事故・災害や組織運営上のリスク情報」の２つに大別して整理し、情報提供のマニ

ュアルを作成するものです。 

なお、このマニュアルは、市民との情報共有のあり方の目安となるもので、運用後に

おいて適宜これを見直すことにより、確立するものとします。 
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１ パブリシティの活用について 

パブリシティとは 

官公庁、企業、各種団体などの情報源が、その製品や事業等に関する情報を、報道機関に

対して積極的にＰＲ活動を行い、マスメディアを通じて「報道」として情報が流れるよう働

きかける広報活動をいいます。 

 

市役所に置き換えると 

私たち職員で言えば、「施策や事業、イベント情報などを報道機関へ積極的に提供し、報

道として取り上げてもらうことで、市の財源を使わず、より多くの市民に知ってもらうよう

にする」ことになります。この対応がうまく行われていると、好ましいイメージや行政情報

を流してもらえ、速報性・広域性・同時性はもちろん、その情報は市民の信頼性も高く、メ

リットには計り知れないものがあります。 

 

報道機関って 

報道機関は、速報性や広域性、同時性に加え客観性に優れた特性があり、その内容は市民

の信頼度も高いものです。ニュースとして取り上げてもらうメリットは計り知れないものが

あります。有料広告等と比べても、費用は大きく節減できます。記事の掲載のいかんは、記

者に委ねられていますが、工夫して魅力ある資料を提供することで記事として取り上げられ

る機会も多くなります。 

 しかし、提供した情報が必ずしも取り上げられるとは限りません。それぞれの報道機関各

社の編集方針等により、当然にニュースとしての取捨選択を行います。いつ取り上げるか、

どのような取り上げ方をするかは、報道機関各社の判断に委ねられます。 

 

どうすればいいの？ 

 そこで、私たち職員は、意図するとおり情報を取り上げてもらう努力や工夫を行うととも

に、提供するタイミング、発表内容のポイントを絞り、正しく理解されるよう的確で充分な

資料の提供に心がける必要があります。 
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２ 事業・施策等情報の提供編 

報道機関への情報提供の方法として、新たな施策や事業、行事・イベント、会議等の情報

を提供する場合は、市長が発表する（会見）もの、各部局が発表するもの（資料提供・会見）

の２つに大別できます。 

 

情報提供する前に気をつけること 

ただし、市においては、情報を流す前に市議会や国や県・団体等といった関係機関との調

整を要するもの、公開が不要な情報や秘匿すべきものもあり、手続きを誤ることで、大きな

リスクとして跳ね返ることになりかねないこともあるので、資料作成前に次のような注意が

必要です。 

・予算措置の無い新規事業などの場合、議会に対し説明は必要ないですか。 

・国や県、他の団体などが関係する場合、先方と調整や先方の了解を得る必要はありませ

んか。 

・市民生活への影響等からみて、情報提供する必要がありますか。 

・関係法令、情報公開条例、個人情報保護条例等も含め様々な観点から検討しましたか。 

＊報道機関に提供した資料には、「差し替え」「回収」といった概念は存在しません。 

 ＊このような事情もあり、資料提供については平成 26 年 4 月から「部局別週間協議提

出案件（報道対応）」により報告いただくこととなっています。 

 

報道機関への資料提供は秘書課を窓口とします 

また、報道機関への資料提供については、原則として「総務部秘書課」を統一の窓口とし、

伊賀市記者会等へ配布することとします。 

 

（１）市長が行う会見  

 

ア．市長定例記者会見 

  秘書課から案内している市長が定例で行う会見のことです。 

 

 開催日、場所 

月１回１時間程度。ただし、議会定例会の告示日に当たる場合は告示日。（日時、場所

は、秘書課から別途案内しています） 
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 内 容 

重要施策等の推進上、市長から発表する必要があると部局が判断した項目を発表します。

また、時期が合えば、発表の効果を狙って、この会見の時に行事等の情報も発表するこ

ととしています。（ここで発表する情報は、原則として未発表のものに限ります） 

報道機関から、市政の課題等に関する市長の公式見解を求められることもあります。 

 

出席者 

 市長、副市長、参与、総務部長・次長、発表項目にかかる担当職員（部課長等） 

 司会進行は秘書課長が行います。 

 

発表資料 

 発表項目にかかる資料の説明書（統一様式）は、秘書課で資料ナンバーを付しますの

で、データで秘書課へ提出ください。関係資料（補足資料、パンフレット等）は担当部

署で、２０部作成し、会見日の７日前までに秘書課へ届けてください。 

＊資料は「（３）資料作成のポイント等」により作成願います。 

 

市長への事前説明 

 予め市長へ事前説明が必要な場合は、秘書課へ日程調整の連絡をしてください。 

10 分～15 分程度の市長へ説明する時間を設けることとします。（時間的余裕がない

ので市長への説明は、想定される質問その他の参考資料の確認になります。提出・説明

する資料は、ポイントを絞ったものとし、内容・枚数とも簡潔なものとしてください） 

 

 会見後の各部署の対応 

内容によっては、報道機関からの要請により、会見後に補足のため発表項目の担当部

署によるレクチャーが必要となります。また、レクチャーが不要な場合であっても、後

に質問等への対応を要することもありますので、発表項目に関係する担当部署は、当日

における勤務時間内での待機をお願いします。 

 

 ＊定例記者会見の内容は、市ホームページに掲載しています。 

  



- 4 - 

 

イ．市長臨時記者会見 

  市長が臨時に行う会見で、重要かつ緊急的な発表事項に限られ、市側が行うもの、報道

機関からの要請により行うものがあります。 

  秘書課が窓口となります。 

  

 開催日、場所 

  開催は不定期です。（別途、秘書課から開催日時、場所を案内します） 

   

 内 容 

  特に定まっていません。 

  ＊今年度中の例：住民投票の投票日の発表、○○市からの一般廃棄物受け入れ等 

 

出席者 

市長、（副市長、）発表項目にかかる担当職員（部課長等） 

司会進行は原則秘書課長が行います。 

 

 発表資料 

必要に応じ、担当部署で作成いただきます。 

＊原則として、（３）資料作成のポイント等」を参考に作成願います。 

 

市長への事前説明 

 予め市長へ事前説明が必要な場合は、秘書課へ日程調整の連絡をしてください。 

10 分～15 分程度の市長へ説明する時間を設けることとします。（時間的余裕がない

ので市長への説明は、想定される質問その他の参考資料の確認になります。提出・説明

する資料は、ポイントを絞ったものとし、内容・枚数とも簡潔なものとしてください） 

 

 会見後の各部署の対応 

内容によっては、報道機関からの要請により、会見後に補足のため発表項目の担当部署

によるレクチャーが必要となります。また、レクチャーが不要な場合であっても、後に質

問等への対応を要することもありますので、発表項目に関係する担当部署は、当日におけ

る勤務時間内（就業時間の終了間際などは、会見後２時間程度）での待機をお願いします。  
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ウ．市長へのぶら下がり会見 

 議員全員協議会や議会本会議の終了直後に、発表項目等の内容により市長を取り囲んで

行われるものが代表的です。原則として市長自らが応じることとなります。 

 

開催日、場所、内容 

  特に定まっていません。 

 

出席者 

市長、（副市長、）。（主に秘書課長が報道機関の対応をすることとしています） 

会議等の内容により、ぶら下がりが想定できる場合は、その事案の担当部課長は同席願

います。逆に、呼び出すこともありますので、対応（同席）をお願いします。 

 

 発表（提出）資料 

特に用意いただくものはありません。 

＊求められた場合は、出席記者分の部数と秘書課分を作成し、秘書課へ提出願います。 

 

 会見後の各部署の対応 

ぶら下がり会見の項目に関係する担当部署は、当日における勤務時間内（就業時間の終

了間際などは、会見後２時間程度）での待機をお願いします。 

 

 ＝幹部職員にぶら下がり会見を求められたとき＝ 

市長同様に幹部職員にも「ぶら下がり会見」を求められるケースがあります。 

  各部局の施策や懸案事項等について、回答すべき基本スタンスを日頃から常に明確にし

ておくなどの準備が必要です。 
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（２）各部局による資料提供（発表） 

  これまでに行っていたように部課長が報道機関に出向き、発表事項を直接記者に発表あ

るいは投げ込みを行うことで、資料の提供と同様に、報道機関等を通じて市民にお知らせ

する情報を広く伝えるものです。 

 平成２６年４月からココが変わっています!！ 

  「部局別週間協議提出案件（報道対応）」で報告いただくこととなっています。ここへ

の報告には、市ホームページへ掲載する行事・イベント、審議会等の情報も含みます。 

 これからの資料提供は 

  報道機関に投げ込む前に、秘書課へ資料の提出をお願いします。 

報道機関（伊賀記者会）への提供資料の部数は、報道社 11 部、広聴情報課 1 部の計

12部で、午後３時までに記者室へ投げ込んでください。 

発表内容が比較的軽易なものや定例的なものは、紙ベースによる資料の提供（投げ込み）

で済みますが、定例的でないものなど内容によっては報道機関から会見を求められる場合

があります。また、資料を見ただけでは、系統立てて理解が得られにくい場合、内容を正

しく理解いただき、わかり易い記事にしてもらうために、会見を開きたい場合も秘書課に

申し出てください。（会見は、市側と報道機関側の双方で意義のあることですが、個別の

事案についての必要性は、報道機関が判断することになります） 

会見の時間調整は、秘書課が報道機関（伊賀記者会幹事社）と調整しますので、担当部

署においては会見時の対応（出席）をお願いします。また、記者からの質疑に速やかに対

応できるよう、関係する資料は一式お持ちください。 

 ＊行事・イベント等の情報は、行事案内は開催日の 1週間前までには報道機関に届くのが

望ましいです。したがって、「部局別週間協議提出案件（報道対応）」は、その前週末に報

告いただくことになります。計画的な情報提供に心掛けてください。 

 ここに注意!! 

  市のホームページに掲載すれば、報道関係への情報提供は不要という概念は捨ててくだ

さい。先日の例でいうと「市長が出席するようなシンポジウムを報道機関に資料提供しな

いということは、市民に広く知らせずコソコソ開催して、単なる市民説明をしましたよと

いう行政側のアリバイ作りをしようと考えているのか」などといった誤解を与えることに

もなりかねません。報道機関も常に市のホームページを見ている訳ではありませんので、

パブリシティの概念からも報道機関への資料提供に心掛けてください。 

 

プレス発表した事項は、市ホームページへも掲載してください 
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（３）資料作成（発表内容）のポイント等  

 会見資料の作成に当たって、次のとおり要点を整理しましたので、ご活用くさい。 

 

ア．資料作成の基本 

 ・資料は、市民（記者）にわかりやすく、要点を要領よくまとめる。 

 ・報道機関にニュースとして取り上げてもらいやすいものとする。 

  そのため「何を言いたいのかポイントを絞り、市政運営の上でどうしたいのか」を明確

にする。自分が、記者（記事を書く）の気持ちになって作成するよう心掛けてください。 

 

イ．資料の構成 

① 報道資料は、その内容によりますが、「いつ（When）」「どこで（Where）」「誰が（Who）」

「何を（What）」「なぜ（Why）」「どのように（How）」の５Ｗ１Ｈに加え、「どの

くらいの期間（How long）」「いくつの（How many）」「予算は（How much）」

の要素で構成願います。 

②また、これまでの記者との質疑から、次の点を加えると効果的です。 

  ・前年や 10年前と比較して内容や人数などどうか。逆に、全国・県内で初または珍し

いなど、他の自治体と比べどうか。 

  ・その狙いや背景はどうか。 

  ・今後それを行う上で、課題や問題等あるのか。また、その解決のめどは。 

  ・ホットな、あるいはユニークな裏話等はないのか。 

  添付資料や説明内容に工夫を凝らし、記者の興味を引くような資料の作成に心掛けてく

ださい。 

 

ウ．発表資料の様式 

  イベント・催し開催の資料には「目的」「日時」「場所」など、必ず掲載しなければなら

ない、項目があります。 

 発表資料は統一様式（原則）とします 

発表内容により作成資料は異なりますが、統一した様式が好ましいため、様式例を参考

に作成願います（なお、既に定型化された様式を使用する場合は別途協議願います）。 

イベント・行事案内、募集案内、施設建設・着工・完成、制度の新設、出版物発行など、

発表内容により異なりますが、おおよそ次の項目を記載してください。 
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 ① 担当部署・連絡先の明記 

連絡先を必ず記載してください。記載位置は、1 枚目の右肩とします。 

「発表日」と連絡のつく「連絡先」を明記してください。（後刻において、万一訂正

する場合や資料を追加する場合も、必ず明記してください。） 

 

② タイトル：見出し 

   報道機関には、毎日多くの情報が提供されています。記者は、その中から「報道」す

る項目を取捨選択します。当然に、記者の目にとまらなければ記事になりません。タイ

トルに工夫を凝らし、記者の興味をひくように心掛けてください。 

＊あまり奇抜なタイトルは、内容を推測できず誤解を招いたりするので注意願います。 

 

③ 発表事項の概要：リード文 

   新聞記事で言えば、見出しの次に掲載されている記事の要約の部分に当たります。制

度の新設の場合、備品等の購入や施設等の整備の場合など、概要を記載してください。

ただし、発表内容により省略可能です。 

 

④ 目 的 

 発表する内容の目的を簡潔に記載してください。 

 

⑤ 日時・場所 

   年月日は、西暦と元号を併記してください（タイトルに西暦が使用されている場合は、

元号に直す必要はありません）。くれぐれも、曜日や午前・午後の単純な記載ミスの無

いようにお願いします。時刻は「午前 10 時 30 分」「正午」「午後 2 時」の要領で記

載してください。 

 

⑥ 募集・申込み・問合わせ先 

   イベント・行事等の募集、講座等への申込みについては、応募資格、応募方法、募集

期限、募集定員等を記載してください。応募資格は明確に、間違えた解釈ができないよ

うにしてください。応募用紙を使って申し込む場合は、（インターネットからのダウン

ロードだけでなく）実際に入手できる場所を明記してください。申込方法で、電話によ

ることが可能な場合は、時間外・休日等の対応についても記載してください。（例：電
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話でのお申し込みの場合は、平日午前９時から午後５時まで） 

なお、資料提供の場合、右肩に「連絡先」を記載するので不要ですが、募集の内容が

多くの部署になる場合、詳細が他部署になる場合など、必要に応じて問合わせ先を設定

願います。 

 

⑦ 解禁日の指定 

   「事前に発表するが、報道は特定の日時以降にして欲しい」と言う場合は、解禁日を

指定することも出来ます。一方的に、こちらの意図で設けることは出来ませんが、例え

ば、市長の資産公開（条例で公表日が決まっている場合）、当初予算や人事異動（大量

の情報があり、周辺取材や記事編成に相当の準備を要するような場合）の発表や、全国

一斉の発表など、合理的な理由があって報道機関（幹事社）と協議が成立した場合に限

りますので、予め秘書課に相談願います。 

 

  14ページ～21ページに記載例を掲載しています 

 

エ．想定質疑の作成と的確な回答 

  報道機関へ資料提供する際は、予め想定されるＱ＆Ａを作成願います。原則「一問一答」

です。その際に、推測・推量や私的見解に基づく発言は、誤った「報道」のもとです。資

料を用意し、事実を簡潔に説明できるようにしておいてください。（特に固有名詞や数値

は正確さが第一です） 

重要な判断が必要なものは、発言に責任の持てる職員（管理職）が説明してください。 

定例記者会見の場で、回答できない場合は「回答できません」と素直に述べてください。

出来る限り「回答できない部分」を限定し、その理由を納得してもらえるよう心掛けてく

ださい。 

関係資料は、なるべく多く持つように心掛けてください。それでも、手持資料が無く、

後で回答する場合は、「何時までに回答します」といった目安を伝えるようにしてくださ

い。その際は、連絡先を確認することも忘れないようにしてください。記者の原稿締め切

りの関係もありますので、約束した時間は守るようお願いします。 

  また、定例会見等の後に、担当部署に問合わせがある場合があります。担当者が不在で

も折り返し連絡するなど対応をお願いします。 

 



- 10 - 

 

オ．写真データの提供 

  定例記者会見の場で、写真データを求められるケースがあります。求められたデータに

ついては、会見後速やかに秘書課代表メールへ送信願います。 

秘書課から、出席記者の方へ一斉に配信します。なお、写真資料については、なるべく

データ（.jpg）でご用意願います。 

やむを得ず電子データの提供が出来ない場合は、写真を１２部用意してください。 

 

（４）発表後の対応  

 

ア．発表後の待機 

  発表（報道機関への投げ込み。午後３時まで）後に、会見（レクチャー含む）を行った

場合は、先に述べたとおり、当日の対応をお願いします。 

  会見を求められなかった場合も、発表した内容に対する記者からの問合わせが予想され

ますので、発表事項について明確な回答等の対応が出来るよう、当日の担当者の所属への

待機をお願いします。 

「担当がいないのでわかりません」「問い合わせたが、そのことは違う部署に聞いてく

れ、そこに問い合わせたら違う部署といわれた。窓口を一つにしてほしい」「理由も言わ

ずに、今は忙しいから後にしてくれといわれた。何のための情報提供だ。われわれを市民

と思ってほしい」といった苦情や非難が多く寄せられています。 

  やむを得ない事情で、担当が不在となる場合は、対応できるよう担当を変更する等の配

慮をお願いします。また、問い合わせに対しワンストップで対応できるよう、資料作成時

から関係する資料や情報の収集をお願いします。 

 

イ．発表後の訂正 

  一度ニュースとして流れたものを訂正することは、非常に困難です。万一、誤った情報

を伝えたことがわかったときは、直ちに取材記者に訂正を申し入れてください。迅速な対

応が必要です。 

その際は、秘書課にもご一報願います。誤りの内容によっては、訂正の資料を提出いた

だくことになります。その際の資料は「見え消し」で作成してください。処理が遅れると、

市民に誤った情報が提供されます。また、報道機関からの信用・信頼を損ねることになり

ます。 



- 11 - 

 

ウ．発表後の変更 

  すでに発表した行事等が、天候や災害等の突発的な理由により、やむを得ず中止・延期

になる場合は、その旨の資料提供が必要となります。 

  台風のような予め中止・延期が想定できる場合は、秘書課からまとめて報道機関へ情報

提供します。 

  また、休日等において突発的な理由で、中止・延期する場合もあり得ますので、予め発

表資料の中に、盛り込むようにしてください。 

  土日・時間外で、緊急を要する場合は、秘書課長又は秘書課主幹に連絡いただきますと、

伊賀市記者会幹事社へ連絡の上、記者連絡網で案内するようになっています。なお、秘書

課長及び秘書課主幹の連絡先電話番号は、「市長・副市長報告の取り扱い」の通知の際に

ご案内のとおりです。 

 

エ．想定外の質問が出たときの上司への報告 

  これまでに、報道機関からの質疑の対応については、管理職が行うことを原則とすると

記載しています。 

  会見の際に、当初予定していた発表内容以外に質疑及び、回答を余儀なくされ返答した

場合は、即日の内に速やかに所属部長へ報告してください。（この場合、口頭は避け、メ

モ程度のもので報告することが望ましいでしょう） 

  所属部長は、この報告を受けたら判断の上、必要に応じ市長・副市長への報告をお願い

します。 

 

（５）市議会との関係  

  市長臨時記者会見に見受けられるケースですが、市議会にも情報として提供する必要の

あるものについては、総務部内（秘書課と総務課）で調整し、関係部署に連絡することと

します。関係部署は、総務課からの指示により、市議会へ情報提供することとしてくださ

い。 

＊今年度の例：住民投票の投票日の発表（市議会へも同時）、○○市からの一般廃棄物受

け入れ（会見後に情報提供） 
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（６）取材への配慮  

 

ア．発表（資料提供）するということは 

報道機関に資料提供するということは、「ぜひ取材してください」と依頼することにな

ります。取材したいと思わせるような資料を準備することはもちろんですが、取材の際の

的確な対応が大切です。 

発表時において、なるべく専門用語は避け、市民に説明しているつもりで、対応してく

ださい。 

「皆さんもご案内のように」とか「○○法により」とか、こういった説明をすると「私

は知りませんので、はじめから教えてください」「法律を示してください」など、円滑な

対応とはならないので注意してください。 

 

イ．取材スペース等の確保 

行事等の当日の取材スペースは、充分に確保できるように心掛けてください。 

また、イベントや会議の現場で配布する資料は、記者が取材するポイントを選ぶ際の有

効な資料となりますので、配布するよう配慮してください。（その際は、既に配布した資

料も当日配布するよう心掛けてください） 

 

ウ．取材制限がある会議等の配慮 

重要な会議などは、頭撮りといって冒頭の 5 分程度撮影してもらう時間を設けます。 

非公開の会議などでも、情報公開の観点から、支障の無い範囲（協議事項の項目のみな

ど）で概要を伝えることも必要です。 

公開であっても、施設規模の関係や出席者からの要請などで制限を行うような場合は、

予め報道関係者にその理由を明確に説明し、理解を求めるようにしてください。 

 

エ．行事等終了後の対応 

行事終了後に会見等を行う場合は、発表するコメントや声明文の文言等が決まっている

場合は、確実に内容を伝えるという意味でも記者に配布できるよう心がけてください。ま

た、行事等の終了後に記者から取材を受ける場合が多いので、担当課長等は出来る限りそ

の場に残り、取材に対応するとともに、参加者数や結果（記録）などのほか、特質すべき

出来事などを取りまとめ、取材対応願います。 
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オ．自主的な取材への対応 

記者は市政に関する様々な案件について、常に自主的な取材活動を行っています。 

電話によるものや面会によるものなど様々です。これらに協力することも重要なパブリシ

ティの一つです。積極的にＰＲしたいもの、そうでないものでも適切な対応が必要です。  

 「部局別週間協議提出案件（報道対応）」による報告も忘れずに!! 

また、取材を受けた際は、先に通知の通り「部局別週間協議提出案件（報道対応）」に

より、市長・副市長への報告をお願いします。以前にこの報告が無く、対応が遅れたため

「市議会議員全員協議会」の場において、急遽事案の詳細な説明を行う必要が生じ、「協

議事項」に追加したケースがありました。改めて、報道機関への適切な対応と市長等への

報告について確認願います。 

なお、特定の記者に対して意図的に情報提供すること（リーク）は、避けてください。 

さらに、近々に発表予定の会見やレクチャー等が設定されている案件に対する取材を申

し込みがあった場合は、会見予定である旨を説明し、取材を待ってもらってください。ど

うしても理解が得られない場合は、秘書課に連絡ください。ただし、漠然と将来的に公表

するとの回答は、先延ばしする正当な理由にならないので、自主的な取材活動として、そ

の時点において可能な範囲で対応してください。 
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（書式例１：行事、イベント） 

平成 年 月 日定例記者会見（資料№○） 

担当連絡先 

○○○○部（局）○○○○課 

     ○○○○係 

担当者名：○○、○○ 

電話番号： 

 

   タイトル○○○○○○・・・ 

 

１ 発表事項の概要 

  （概要を記載するリード文の部分です。省略可能です） 

 

 

２ 発表内容 

（１）目的（開催目的を簡潔に記載願います） 

 

（２）日時（時刻は○時○分の要領で記載願います） 

 

（３）場所（会場の所在地、電話番号も記載願います） 

 

（４）参加（見込）人数（収容人員でも構いません。昨年実績など工夫も） 

 

（５）内容（要点がわかるように、箇条書きでも構いません） 

 

（６）主催者 

 

（７）その他 

 

３ 特記事項（参加要領や取材時の注意事項、県等と同時発表の場合など、特記事項があれ

ば記載願います）  

複数名で対応可能な場合は複数名記入願います。 
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（書式例２：募集） 

平成 年 月 日定例記者会見（資料№○） 

担当連絡先 

○○○○部（局）○○○○課 

     ○○○○係 

担当者名：○○、○○ 

電話番号： 

 

   タイトル○○○○○○・・・ 

 

１ 発表事項の概要 

  （概要を記載するリード文の部分です。省略可能です） 

 

２ 発表内容 

（１）目的（募集目的を簡潔に記載願います） 

 

（２）内容（募集内容や人員等を明確に記載願います） 

 

（３）募集方法 

  ①応募先（応募の受付先を記載願います） 

  ②応募期間（注：週期間前のものに限ります） 

  ③応募資格（省略不可） 

  ④応募方法（応募用紙の配布場所も記載願います） 

 

（４）実施日・場所等（募集した内容の実施日と場所を記載願います） 

 

（５）結果の発表方法（結果の発表時期や通知方法等を記載願います） 

 

（６）その他 

 

３ 特記事項（あれば記載願います）  
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（書式例３：展示） 

平成 年 月 日定例記者会見（資料№○） 

担当連絡先 

○○○○部（局）○○○○課 

     ○○○○係 

担当者名：○○、○○ 

電話番号： 

 

   タイトル○○○○○○・・・ 

 

１ 発表事項の概要 

  （概要を記載するリード文の部分です。省略可能です） 

 

 

２ 発表内容 

（１）目的（展示目的を簡潔に記載願います） 

 

（２）期間（時刻は○時○分の要領で記載願います） 

 

（３）場所（会場の所在地、電話番号も記載願います） 

 

（４）来場（見込）人数（収容人員でも構いません。昨年実績など工夫も） 

 

（５）内容（要点がわかるように、箇条書きでも構いません） 

 

（６）その他 

 

３ 特記事項（特記事項があれば記載願います） 

 

 

  

次のとおり取り扱ってください。 

 

解禁日 

 新聞      ○月○日（ ）朝刊 

 テレビ・ラジオ ○月○日（ ） 時 

 インターネット ○月○日（ ） 時 

 

解禁日設定には予め記者室との調整

が必要です。 
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（書式例４：刊行物） 

平成 年 月 日定例記者会見（資料№○） 

担当連絡先 

○○○○部（局）○○○○課 

     ○○○○係 

担当者名：○○、○○ 

電話番号： 

 

   タイトル○○○○○○・・・ 

 

１ 発表事項の概要 

  （概要を記載するリード文の部分です。省略可能です） 

 

 

２ 発表内容 

（１）目的（発行の目的を簡潔に記載願います） 

 

（２）内容概要（要点を絞って記載願います） 

 

（３）発行（予定）部数 

 

（４）規格・頁数（Ａ４カラー・○○ページという要領で記載願います） 

 

（５）配布先（具体的な入手方法や有料・無料の別などを記載願います） 

 

（６）特色（特徴や位置付け、経緯等を記載願います） 

 

（７）その他 

 

３ 特記事項（特記事項があれば記載願います） 
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（書式例５：制度の新設） 

平成 年 月 日定例記者会見（資料№○） 

担当連絡先 

○○○○部（局）○○○○課 

     ○○○○係 

担当者名：○○、○○ 

電話番号： 

 

   タイトル○○○○○○・・・ 

 

１ 発表事項の概要 

  （概要を記載するリード文の部分です。省略可能です） 

 

 

２ 発表内容 

（１）目的（制度を設ける目的を簡潔に記載願います） 

 

（２）内容（要点を絞って記載願います） 

 

（３）発足年月日（開始、発足、発効年月日等を記載願います） 

 

（４）対象者（範囲や人数、条件等を記載願います） 

 

（５）従来との比較（旧制度との相違点や新しい効果等を記載願います） 

 

（６）他市の状況（県内の他市との比較や傾向、あるいは全国的に珍しい等） 

 

（７）その他（新設に至る経緯や予算等、特徴的な要素など記載願います） 

 

３ 特記事項（特記事項があれば記載願います） 
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（書式例６：施設の建設、着工、完成） 

平成 年 月 日定例記者会見（資料№○） 

担当連絡先 

○○○○部（局）○○○○課 

     ○○○○係 

担当者名：○○、○○ 

電話番号： 

 

   タイトル○○○○○○・・・ 

 

１ 発表事項の概要 

  （概要を記載するリード文の部分です。省略可能です） 

 

 

２ 発表内容 

（１）事業、施設、工事等の名称（正式名称で記載願います） 

 

（２）所在地（地番まで記載願います） 

 

（３）事業費（総事業費を記載し、内訳や資料などがあれば添付願います） 

 

（４）使用目的（施設等の使用目的や計画、効果、利用見込等を記載願います） 

 

 

（５）着工（完成）年月日（日まで未定の場合は、○年○月頃で構いません） 

 

（６）その他（完成予定図、写真等、イメージできる資料を添付願います） 

 

 

３ 特記事項（特記事項があれば記載願います） 
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（書式例７：表敬訪問） 

平成 年 月 日定例記者会見（資料№○） 

担当連絡先 

○○○○部（局）○○○○課 

     ○○○○係 

担当者名：○○、○○ 

電話番号： 

 

   タイトル○○○○○○・・・ 

 

１ 発表事項の概要 

  （概要を記載するリード文の部分です。省略可能です） 

 

 

２ 発表内容 

（１）目的（表敬訪問の目的を簡潔に記載願います） 

 

（２）日時（時刻は○時○分の要領で記載願います） 

 

（３）場所（本庁の場合でも伊賀市上野丸之内 116 番地と記載願います） 

 

（４）訪問者（肩書き、氏名（ふりがな）等を記入願います） 

 

（５）応対者（市長・副市長以外にも対応者がいる場合、職氏名を明記願います） 

 

 

（６）その他 

 

 

３ 特記事項（特記事項があれば記載願います） 
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（書式例８：会議） 

平成 年 月 日定例記者会見（資料№○） 

担当連絡先 

○○○○部（局）○○○○課 

     ○○○○係 

担当者名：○○、○○ 

電話番号： 

 

   タイトル○○○○○○・・・ 

 

１ 発表事項の概要 

  （概要を記載するリード文の部分です。省略可能です） 

 

２ 発表内容 

（１）目的（開催目的を簡潔に記載願います） 

 

（２）日時（時刻は○時○分の要領で記載願います） 

 

（３）場所（本庁の場合も伊賀市上野丸之内 116 番地と記載願います。併せて電話番号も） 

 

（４）出席者職氏名（肩書き、氏名（ふりがな）等を記入願います。名簿があれば添付） 

 

（５）主な協議等の事項（要点がわかるように。箇条書き可） 

 

（６）公開・非公開の別（非公開の場合は、その理由を記載願います） 

 

（７）主催者（重要度は低いです） 

 

（８）その他 

 

３ 特記事項（取材要領、傍聴要領、会議後の会見要領など記載してください）  
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事務担当：○○部○○課 

△△、□□ 

電話番号   － 

（議会への情報提供例） 

平成 26年 月  日  

 

伊賀市議会議長 田山 宏弥 様 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄 

 

   ○○市からの「区域外の一般廃棄物の受け入れ」に関する市長訪問について 

 

このことについて、次のとおり情報提供します。 

 

事項名 
○○市からの「区域外の一般廃棄物の受け入れ」に関する市

長訪問 

日 時 平成 26年６月 23日（月）午前・午後   時  分頃 

場 所 〇〇小学校 

事項の内容 

○○市における一般廃棄物を焼却したばいじんから国の

基準を超えるダイオキシンが検出された件で、数値を隠蔽し

て伊賀市に一般廃棄物の受け入れ申し出を行っていたとし

て、○○市長が謝罪に訪れた。 

岡本市長との面談の際に、○○市長は、一連の経緯につい

て、岡本市長に謝罪するとともに、市民に対し謝意を表明し

た。また、今後は、○○市に第三者委員会を設け、真相を明

らかにするとともに、信頼回復に向け努力する旨を述べた。 

なお、本件に係る伊賀市内への持込の事前協議は白紙撤回

されている。 
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「事業・施策等情報」の提供ルール（市ホームページへの掲載も含みます） 

 

 

 

     YES                      NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

議会への説明、国等との調整など済

ませ、資料提供できるようにする。 

報道機関へ提供する前に秘書課へ１部提出（報告済みのチェック、定例記者会見との調整など） 

午後 3 時までに伊賀記者会へ投げ込み（記者分 11 部、広聴情報課分１部の計 12 部必要） 

報道機関へ情報提供する資料を作成する前に確認すること。 

 ①議会に対して事前に説明等する必要は無いですか？ 

 ②国や県、関係する団体との調整は必要ないですか？ 

 ③市民生活への影響等から見て、情報提供が必要ですか？ 

 

報道機関へ情報提供する（予定）ものは全て 

「部局別週間協議提出案件（報道対応）」で

報告（行事等の開催日を考慮し、早い目に提出） 

イベントや会議など、開催日の遅くとも 7 日前 

記者からの問合わせに対応できるよう、

担当者は事務所で勤務時間内は待機 

秘書課と報道機関と時間等の調整 

レクチャーが必要、求められた レクチャー（会見）が不要 

レクチャーの実施。担当と責任ある

立場の者（管理職等）が出席 

レクチャー後、記者からの問合わせ対応のため、担当者は勤

務時間内の待機はもちろん、遅い時間帯の場合も会見後の２

時間程度は職場で待機 

資料の訂正は直ちに秘書課へ。荒天による中止な

ど、変更が生じたら秘書課に連絡!! 

行事・イベント等の場合、取材スペースの確保や、実施後のレクチャー（対応）が

必要。結果等を的確に情報提供・回答するなど適切な対応を行うこと。 

記者との受け答えはメモをとる。予定（想定）外の回

答をした時など必要に応じ部長へ報告すること。 
※自主取材を受けたときも、直ちに部長へ報告するととも

に、部局別週間協議提出案件（報道対応）で秘書課へ報告

してください!! 
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３ 事故・災害や組織運営上のリスク情報の提供編 

  

“リスク（risk）”は“危険”と訳され、一般的な定義としては「ある行動に伴って、あ

るいは行動しないことによって、危険に遭う可能性や損をする可能性を意味する概念」とさ

れています。リスクの事案が発生したときに、その対応が確立されていなければ、その後の

対応に余分な時間と経費を費やし、ひいては市民サービスの低下を招いたり、市役所に対す

る信頼を失いかねないことになります。 

このようなリスクと向き合い、危険が現実のものとなる前に、必要な対策を講じるなど、

危険の発生を予防・制御するとともに、万一発生した場合においても、被害を最小限にとど

めることのできるような体制や対応策を整える取り組みを「リスク管理」と言います。 

しかしながら、不測の事態はいつ発生するかわかりません。 

ここでは、そのリスクが発生した場合における報道機関への対応のあり方について記載し

ます。 

 

（１）リスクと危機  

 リスクには、鳥インフルエンザや新型ウイルス問題などといった発生すれば市民全体の身

体・生命・財産に影響を及ぼすようなものから、水道管の破裂や道路の陥没など一部地域に

おける事故情報、あるいは、書類の誤発送や情報漏洩、職員の不祥事など市組織運営におい

て市民からの批判や不信感を招き、市政の信頼を損なう可能性のあるものです。 

 そして、「リスク」が顕在化し、具体的な事案となったものを「危機」といいます。 

 生活者の権利意識が徐々に高まり、また情報公開以外にも内部告発が頻繁に行われるなど、

報道機関に対して様々な「情報提供」がなされることは、皆さんも承知のとおりです。 

私たちは、法令遵守が大前提であり、行為に責任がないかどうかの重要な基準となってい

ます。過去には大きな問題にならなかった行為であっても、法的な責任はもちろん、道義的

にも厳しく問われる状況となっています。これまでと比べて危機が発生しやすい環境となっ

ており、どんな組織もリスクが高い環境にあり、過去には遭遇しなかった危機に遭遇するケ

ースも見受けられるようになりました。 

 改めて、市における危機について整理すると、次のとおりです。 

①市民の身体・生命・財産に重大な被害・損失が生じ、またはその恐れがあって、不安を与

えるような危機（不測の事態）事案 …豪雨・地震、産廃不法投棄問題など 

②円滑な市政運営に重大な支障を及ぼすような危機（不測の事態）事案…職員の情報漏洩、
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故意（汚職、官製談合、公金着服、セクハラ等）あるいは過失（公用車による事故、保育所

等におけるに児童や生徒のケガ等）よる不祥事など 

 

（２）危機管理  

 大切なことは、危機発生の可能性を事前に察知し、未然に防止するということです。 

各部局における事業や制度等に顕在しているリスクを把握して（5 月 1 日付け参与から

の通知参照）、その対応を検討しておくことは勿論、常に危機意識を高めておく必要があり

ます。各部局においては参与と連携し、未然に防止する対策を講じる必要があります。 

 

（３）危機（不測の事態）への対応  

 どのような未然防止策を講じても「不測の事態」に遭遇することは避けられません。 

 大切なことは、「不測の事態」に遭遇したときに、どのように対処するかです。 

起きて（起こして）しまった限りは、逃げ隠れや嘘・ごまかしなどせず、「どのように誠

意ある対応をするか」という次の取り組みを行うことによって、結果的に大きなダメージを

避けることとなります。 

 これまでのような、「何とか表沙汰にならない方法はないだろうか」「大きな問題とならな

いように出来る方法はないだろうか」を優先させるような考え方は、かえって事態を拡大化

し、長期化させるケースもあります。目先のことにとらわれるあまり、組織にとって好まし

くない事実を隠ぺいすることは、より大きな危機の原因ともなりかねません。 

 「情報（事態）の隠ぺいは不可能」という前提で対処するとともに、事実は事実として受

け止め、組織として責任ある対応に重点を置くことが、対極的には信頼の確保につながりま

す。 

 一時的なダメージはありますが、信頼回復に向けての大きな一歩にもなります。 

起こった事実を非難されるのでなく、起こった事実にどう対応したかによって非難される

のです。 

 

（４）部局内の連絡体制  

 緊急事態への対応時には、明確で迅速な指示命令系統が必要です。 

 各部局で、緊急連絡網などを作成いただいていることと思いますが、その機能を改めて確

認してください。 

 「（１）リスクと危機」で述べた「②円滑な市政運営に重大な支障を及ぼすような危機（不
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測の事態）事案」が発生したときは「市長・副市長報告の取り扱い」に従い、速やかに参与、

危機管理監、秘書課長まで情報提供してください。 

 また、災害対策本部の設置に至らないような事故等（水道管や道路の破損など）も、同様

の連絡をお願いします。 

 参与の指示により、「２ 事業・施策等情報の提供編」の要領で、秘書課を窓口として、

各部局から報道機関へ情報提供を行うこととします。 

 ＊先にも述べましたように、記事（報道）にするかしないかは、報道機関に委ねられます。

報道機関に情報提供することは、市民にオープンな市政運営にもつながり、信頼される行

政にもつながります。「他の自治体と比べ、伊賀市の情報は少ない。隠すつもりは無くと

も、いずれ判れば隠蔽していたと言われても仕方ないですよ」という報道関係者の声もあ

りますので、参考に記します。 

 

（５）市議会と報道機関との関係  

 故意や過失による危機が発生したときは、市議会への説明や情報提供を行うケースがあり

ます。市議会へ情報提供等を行う場合は、必要に応じて報道機関への速やかに発表できるよ

うにしてください。（事故等の場合、どちらが先ということはありません。） 

 議会への情報提供の必要の適否については、総務部内（秘書課と総務課）で調整し、関係

部署に連絡することとします。関係部署は、総務課からの指示により、市議会へ情報提供す

ることとしてください。 

＊今年度の例：青山地区内における小規模な水道の漏水（伊賀市記者会への情報提供・会見

なし。一部新聞報道あり）、上野市駅前広場の芭蕉翁像杖部分の破損（伊賀市記者会へ情報

提供・会見、市議会へも情報提供）、○○保育所における食物アレルギー児への誤飲（伊賀

市記者会・会見、市議会へ情報提供→後に議員全員協議会で報告） 

 

（６）大事故等における報道対応  

 大事故や激甚災害等の発生時には、迅速・的確な報道対応を行うことによって、市民等に

適切な行動を促すための情報が伝えられ、ひいては人命救助や災害復旧等に繋がることとな

ります。 

災害対策本部が設置されたときは、報道機関への対応は「広報班」が担うことになります

が、報道対応の概要を記載すると次のとおりです。 

ア．まず、当該部局での統一的な見解を共有すること。（複数の報道機関に異なる情報を与
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えることは混乱の原因となります） 

イ．災害対策本部が設置された場合は、「○○災害対策本部」等を明示し、対応窓口を一本

化することが大切です。担当部局と対策本部で情報共有するとともに、現場と本庁の間で

情報の錯綜がないようにしてください。 

ウ．「マスコミ用ボード」等を設置し、情報を積極的に公開するように努めてください。入

手情報は、ペーパーなどで時系列に表示することが望ましく、整理したうえで公表するよ

うにしてください。 

エ．緊急に会見を行う場合は、事件・事故等の発生時点から出来る限り速やかに会見時刻を

設定するとともに、並行して会見者の確定・発表資料等の作成など、準備を進めてくださ

い。 

オ．状況に応じて、適宜継続的に会見を設定してください。（個別取材への対応のみとなる

場合、各社に対して公平な情報提供が出来なくなり、情報のバランスに不均衡が生じます）

また、会見はなるべく早めに予定時刻を設定して明示するようにしてください。 

カ．大事故や激甚災害時には、「伊賀市災害対策本部」が設置されることが予想されます。

多くのマスコミが現地に殺到することから、本庁だけでなく災害現場でも定期的な会見を

行うことが求められます。また、災害の状況によっては、資料提供として報道機関だけで

なく、災害現場でも配布するなどの対応が必要な場合もあります。 

キ．大事故や激甚災害の現場の状況は、刻一刻と変化していきます。会見を継続的に行う場

合は、発表内容の誤りや数字の変化等があれば直ちに訂正する必要があります。そのため、

会見終了ごとに内容を検討してください。 

 

＊大規模災害等の現場において予想される報道機関との混乱例は次のとおりです。 

  ・市側が事実確認する前に、報道機関からの電話取材が殺到する。あるいは、報道がつ

めかけ、現地での対応が間に合わない。 

  ・現場への立ち入り調査等における取材場所を巡り、報道関係者とトラブルになる。 

  ・報道機関から求められる資料や質問に対する回答が間に合わず、クレームが出る。 

  ・被害者への取材申込み・インタビューを巡って、プライバシー保護のバランスを適切

に処理できず、トラブルとなる。 

  ・未確認情報や事実誤認情報が流布し、速報を重視するテレビなどで誤報道となる。 
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ク．大規模な災害の際など、国・県・市による合同対策会議などが設けられ、共同で記者会

見を行うケースがあります。会見までに、時間がるときは、発表予定の内容などを、予め

市長・副市長へ報告願います。急な会見の場合で、市長・副市長へ報告する時間的余裕が

無い場合は、会見の内容やその際の質疑・回答を整理し、「市長・副市長報告」により、

報告願います。 

 
 参考に記者の声を 

  「○○大地震の際に、報道対応の上手・下手がポイントですね。上手なところには、災害ボラ

ンティアがたくさん集まったが、被害の大きかった自治体でも下手だったところには、集まら

なかったですね。これは、われわれ報道関係者にも責任はあるわけですが、実際に起こったこ

とです」「市民の安全を確保するのだったら、何もケーブルテレビだけに頼る必要はないんです

よ。われわれだって、インターネットでの配信も出来れば、テレビで伝えることも出来る。い

ろんな方法で、情報を流すことが市民の安心・安全に繋がるのではないですか」 

 

（７）記者会見の必要性  

 危機（不測事態）事案の発生時には、情報収集や連絡調整などの対応に追われることがあ

ります。 

発生したときは「市長・副市長報告の取り扱い」に従い、速やかに参与まで情報提供して

ください。直ちに、秘書課と情報共有することとし、総務部内で議会対応も含め調整します。 

また、情報収集や連絡調整などの対応を理由に、報道対応が後回しとならないように留意

してください。報道機関から「隠している」など、不信を招きかねません。報道機関＝市民

への情報提供を的確に行うことが大切です。 

 このため、最低限必要な情報や対策等のとりまとめを進め、記者会見・資料提供（議会へ

の提供含む）など、状況に応じた適切な情報提供が必要です。 

＊33・34 ページに記載例を掲載しています。 

 

 報道機関の自主取材が殺到すると、かえって混乱しますので、市側から臨機応変な記者

会見の実施が効果的な場合があります。 

 ＊35ページに会見用記載例を掲載しています。 

 

会見における発表内容は 

会見は、情報の混乱、誤解に基づく行動や風評リスクを防ぐため、早急に伝えたい事項を、

①公式な見解を（組織としての正式な意思決定） 

②公式の場で（記者会見等、公の場） 
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③責任者の口から（事案ごとに相当の立場の者）報道機関に発表するとともに、記者との質

疑応答を行うことにより、より正確な情報を市民に伝えようとするものです。 

 

（８）記者会見時の留意点  

 会見を設定しようとする場合は、そのタイミングが重要となります。 

 公表すべき内容が整うことが、ひとつの目安ですが、場合によっては、現状の説明だけで

会見を行うことが必要なケースもあります。このタイミングが遅れることで、隠ぺい等と取

り扱われることもあります。 

会見時間等については、秘書課が伊賀記者会幹事社と調整します。（目安としては、発生

後おおよそ２時間で会見の準備等を行うことが通例です） 

 会見時の発表者は、当該事案に対し責任ある立場にある者（部課長等）を設定します。 

ただし、想定されないような質問もあるので、回答できるよう補助者を同席させることが

必要です。補助者は、主会見者（部課長等）へ随時適切な資料を差し出すこととし、主会見

者を補佐します。（また、発言を促された場合など最小限で回答する場合もあります） 

 

ア．記者会見に必要な要素 

  会見で伝えるべきは、「問題解決に向けた姿勢」と「被害者（いる場合）に対する配慮」

が大きなポイントです。 

 発表資料に掲載すべき事項として（事案により異なりますが） 

 ・状況説明（憶測や不安感等を招かないため、現状を詳細に報告する） 

 ・責任表明（市が直接的に関わる事案については、責任の所在を明確にする） 

 ・謝罪表明（市に過失のある事案については、謝罪の意思を表明する） 

 ・原因究明（原因不明の場合は、その究明に当たっていることを明示する） 

 ・再発防止策（再発防止策が整っていない場合は、検討の方向性等を示す） 

があります。 

  不特定多数の者に対して、事案の概要や論点を正しく伝え、公平な判断を仰ぐためには、

客観的な統一情報を発信（発表）することが重要です。発表資料を作成するに当たっては、

まず事案の経緯と現状、関係者の主張や見解など、事実関係を時系列的かつ客観的に整理

してください。事案の事実関係を客観的に整理することは、記者会見対応のみならず、関

係部局等との情報共有や意思統一を図る上でも不可欠です。 
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イ．記者会見資料の準備 

  記者会見には、発表資料が必要です。 

  発表資料には、事案の「概要」「現状」「原因」「今後の方針」等を盛り込みます。 

  また、発表資料には、状況説明、責任説明など５つの要素を明確にするとともに、定例

会見資料の作成の際にも記載した５Ｗ４Ｈの基本的要素で構成するようにしてください。 

  なお、記者会見で多くの質問が予想される場合は、予め想定問答を作成することも検討

願います。想定問答は、自分が記事を書く立場となって質問を考える必要があります。答

えにくい質問を想定しておくのも一つでしょう。 

想定問答では、次の点に留意してください。 

 ・想定問答は「イエス」「ノー」を明確にしてください。 

 ・想定問答はガイドラインです。一字一句覚える必要はありません。 

 ・想定問答に依存せず、自分の言葉で話すことを前提としてください。 

 ・記者会見時は背後から撮影されることもありますから注意してください。 

 ・発表資料に記載されない謝罪表明や責任者としての所見なども事前に整理して

おくと、落ち着いた発言が可能となります。 

 ・手持ち資料には発言できないこと（個人情報等）は、なるべく書き込まないよ

うにし、書き込む場合はマーキングするなど充分に注意してください。 

 ・被害者（いる場合）の氏名等の公表は、必ず本人及び家族等関係者への報告を

済ませてからにするなど、充分な調整をしてください。順序を誤ると、被害者

への配慮不足を指摘・非難されることになります。 

 

ウ．記者会見のポイント 

  「市民に対して説明する」ということを念頭に置いて、誠意をもって対応することが重

要です。重要なことは冒頭で説明し、質問には簡潔にわかりやすく回答します。答えられ

ない場合は、その理由を明確にして理解を求めるようにしてください。（プライバシー保

護等の理由。確認が取れてから回答する場合は、対応の見通しも）また、発言に誤りがあ

った場合、直ちに訂正してください。 

  会見で当初は答えられないとした件で、記者に追求を受けて最終的に回答してしまうケ

ースも見受けます。後に情報公開により、公開せざるを得なくなるような情報は、会見で

先に公表することが望ましい場合があることを認識願います。また、個人情報保護のため
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回答できない時は、会見でいかなる追及を受けても回答しないように毅然とした態度を示

すことが大切です。 

  なお、会見における不適切な対応の事例は次のようなものがあります。 

 ・事実を故意に隠そうとする姿勢 

 ・行政の理論で現実を解釈しようとする姿勢 

 ・一部にしか通じない専門用語や行政用語等を多用する姿勢 

 ・知らないことを推量で回答したり、未確認情報のみに基づいて回答すること 

 ・質問を妨げるような発言をすること 

 ・質問に対する答えをはぐらかしたり、余分なことまで話し続けること 

 ・時間的な都合により、一方的に会見を打ち切ろうとする姿勢 

 ・記者の理解不足や誤解を逆に指摘したり、非難するような姿勢 

 ・記者の追及に対して感情的になったり、反論したり開き直るような姿勢 

 

エ．会見後の確認 

  会見後は、会見概要を作成しておくと良いでしょう。後に報道内容（新聞・テレビ等）

を確認して、市民生活に大きな混乱を招くような誤報道があった場合は、秘書課にご一報

願います。当該報道機関に訂正の申し入れ等を行います。 

  また、会見時に出席した報道機関名を確認したい場合は、会見終了後に秘書課へお尋ね

ください。 

 

オ．市長コメント 

  危機事案の内容によっては、報道機関から市長コメントを求められる場合があります。 

  この場合は、秘書課にお問合わせいただくと、報道機関との調整を行います。 
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＝主な組織運営上の危機＝ 

職員 不祥事 職員の不祥事による信用失墜 

健康管理 職員の心身両面の健康不安による業務への影響 

施設・設備 庁舎管理 セキュリティ不備による盗難、破壊活動等 

施設整備 施設の保守管理、修繕の不備等による怪我、施設破損 

財務 財務システム システム障害による損失、システム不備による不正行為 

資金管理 公金の遺失 

資金運用 無理な投資による損害 

情報 個人情報 個人情報の漏洩による損害 

情報システム システムダウンによる影響、ｳｲﾙｽによる影響 

業務執行 対住民関係 住民とのトラブルによる業務の停滞や信用失墜 

ミス 業務上のミスによる損失、信用失墜 

環境負荷 公共業務執行に伴う環境負荷の増大 

広報・報道 住民、マスコミへの情報提供不備による不信感 

外郭団体 業務運営 外郭団体への不祥事等に対する監督責任 

その他 その他  
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（提供資料：報道機関速報用） 

平成 26年 月  日  

報 道 各 社 様 

 

 

 

 

 

事案名 ○○地域における水道管の破損について 

発生日時 平成 26 年○月○日（月）午前・午後   時  分頃（覚知） 

発生場所 〇〇地内（給水○○世帯） 

担当部署 水道部水道総務課 

事案の内容 

午前 11 時頃、市民からの通報で、水道水が濁るとの連絡あり。職

員を向かわせたところ、水道管の老朽化により漏水があることを確

認。現在、修繕すべく現地で対応中。なお、市営○○団地（△戸）

に対し給水車による給水を検討中。復旧時期は未定。 

初動対応 

市民からの通報により職員を現地に出向かせる。現地において、漏

水との連絡があり、修理業者へ連絡する。さらに、周辺に影響がな

いか確認させるとともに、万一に備え、給水車による対応をすべく

内部で手配するとともに、広報の準備に入る。 

 

今後の対応 

詳細、復旧目処等はおって連絡する。 

 

 

＊事案によっては、発生時点で報道関係者に一報入れることも必要です。 

 これにより、後刻に会見を行うとしても、直ちに取材対応をまぬがれないケースもありま

す。現場が混乱し、大変な状況であっても、不信を招くような言動はマイナスになりますの

で注意してください。  

連絡先 

○○部○○課○○係 

担当：○○、○○ 

℡        事案内容がわかるように 

５Ｗ４Ｈに心がけて 
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（提供資料：議会（速報）用） 

平成 26年 月  日  

 

伊賀市議会議長 田山 宏弥 様 

 

                       伊賀市長 岡 本  栄 

 

事件事故等発生報告 

 

事案名 ○○地域における水道管の破損について 

発生日時 平成 26 年○月○日（月）午前・午後   時  分頃（覚知） 

発生場所 〇〇地内（給水○○世帯） 

担当部署 水道部水道総務課 

事案の内容 

午前 11 時頃、市民からの通報で、水道水が濁るとの連絡あり。職

員を向かわせたところ、水道管の老朽化により漏水があることを確

認。現在、修繕すべく現地で対応中。なお、市営○○団地（△戸）

に対し給水車による給水を検討中。復旧時期は未定。 

初動対応 

市民からの通報により職員を現地に出向かせる。現地において、漏

水との連絡があり、修理業者へ連絡する。さらに、周辺に影響がな

いか確認させるとともに、万一に備え、給水車による対応をすべく

内部で手配するとともに、広報の準備に入る。 

 

今後の対応 

詳細、復旧目処等はおって連絡する。 

 

 

  

事案内容がわかるように 

５Ｗ４Ｈに心がけて 

連絡先 

○○部○○課○○係 

担当：○○、○○ 

℡        
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（危機事案記載例：会見用） 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

○○地区で水道管の破損事故が発生 

～△△世帯で断水。市は給水車□台で対応～ 

 

１ 概要 

 伊賀市○○で、○月○日午前○時ごろ、△△工事の現場で水道管が・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・ 

 

２ 規模 

 ・・・・・・・・・・・ 

 

３ 人的・物的被害の状況 

 

４ 対応・対策 

 

５ 復旧（予定）日時 

 

＊これまでの発表及び取材の例でいうと 

 概要には、先に述べた５Ｗ４Ｈを必要に応じ入れて作成します。 

 水道管や道路、施設の破損の場合、原状はもちろん、人的被害や物的被害があったのか、

被害の範囲や復旧の見込み時期などの質問があります。適宜、一途等 

 事務的なミスの場合、責任の所在、謝罪の意思を表したうえで、再発防止策、要した経費

と新たに要する経費など質問に対し返答を求められることもあります。先の例として、誤っ

た発送をした部分のみを説明して、本来発送すべき対象人数等を説明せず、隠ぺいでないの

かとの質問もありました。何を発表すべきか、適切に資料提供するよう心掛けてください。 

 まずは、発生した時点での報道対応が大切です。遅れることで、隠ぺいしていると言われ

ることになります。 

  

連絡先 

○○部○○課○○係 

担当：○○、○○ 

℡        

新聞などの見出しに当たります 

リードと言われる部分で、概要を記載

します。 

事案により適宜設けてください。 
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「事故・災害や組織運営上のリスク情報」の提供ルール 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

※まず第一報として、ここまで 30 分を目安に!! 

                   不要 

 

       情報提供（発表）必要            

 

 

 

 

 

       秘書課から会見の連絡 

 

       ※ここまでの間、発生から 2 時間以内が望ましい。最近の事例では、担当

部署においては、現場等で対応中となるケースもあり、役割分担が必要。 

              

 

               ※必要に応じ、又は報道機関の要請により、適宜会見を実

施（秘書課が調整）また、参与からの指示により議会へ

情報提供（総務課が調整） 

  

＊原則対象となる事案は「市長・副市長報告」による 

①市民生活に好ましくない影響を与える事態の発生情報 

②市の組織運営において市民の信頼を損なう事態の発生情報（職

員の不祥事等内部的なものは除く） 

③上記の①、②の発生につながる恐れのあるリスクの発生情報 

④他の自治体等で発生した危機事案に関して、本市の現状や対策 

＊また、重要とまでいかない場合（伊賀市内の一部地域内での漏

水、市の工事現場での事故・盗難等）も一報入れること。 

現場（担当）は上司に報告するとともに、速やかに現状を的確に把握し情報共有に努める 

担当課長等は「市長・副市長報告」を作成し、参与・危機管理監・秘書課長にメール等 

市長・副市長と参与による報道機関と

議会への対応検討（要否、時期等） 

対応結果、再発防止策等をまとめ「市

長・副市長報告」を提出 

報道機関速報用・議会（速報）用を作成し、秘書課・総務課へメール等で提出 

参与の指示で担当部署へ、情報提供するよう連絡 

秘書課から報道機関へ情報提供と会見時間等協議 総務部内調整の上、総務課と議

会で提供の要否調整 

担当部署（責任ある立場の者）による会見。会見用、関連資料を持参のこと。 

問合わせ対応のため 2 時間程度の事務所待機。次の情報提供又は会見への準備。 

対応結果や再発防止策などまとめ、市長・副市長報告を提出 

事案の終息期 

※随時、参与に報告のこと。 

危機事案

の発生 

全庁一体となった再発防止への取り組みへ ＊グループウエアを利用した情報共有（秘書

課）、市政運営会議などによる情報共有 



- 37 - 

 

＝これまでにあった記者会見から学んだ・・・ 

報道機関への情報提供における心構え＝ 

 

１ 市民目線・市民感覚を大切にする 

  職員は、全体の奉仕者である。市民の利益（市益）を最上位に考え、仕事する。 

  報道機関は市民であり、市民へ広く、即時に、同時に周知する手段の一つである。 

 

２ 市役所は一つである。 

  他部署で発生した危機を、他の事例としてではなく、自署（自分）の仕事として受け止

める。組織の縦のつながりを基本に、横の連携も深め、あらゆることに対して当事者意識

を持って、市民のニーズに応えることが大切である。 

 

３ 危機・リスクに関する重要情報は、まず市長・副市長へ報告する。 

  上司・部下、関係課との間で、普段から報告・連絡・相談の情報伝達を密にする。 

  悪い情報も隠さず、速やかに報告。重要情報は、30 分以内を目安に第一報を市長・副

市長、参与まで済ませること。 

 

４ 隠ぺいはしない・できない。 

  必ず露見します。露見した場合、市民からの信頼を失うなど、そのことにより及ぼす影

響は計り知れないものがある。不適正な事案を知りえた場合、管理職・担当職員は決して

隠ぺいしてはならない。 

  また、積極的な情報公開（報道機関への公表）は、市の責務であり、市民の信頼を得る

上で、最も基本的で大切なものである。一時のダメージは大きくとも、長期的に見れば信

頼の確保になる。 

 

 以上のことから、常にリスクの管理に努めつつ、不測の事態が発生した場合、適切な報道

機関との対応を図る必要があります。 

 


