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＜月例記者会見＞ 

平成 30 年 5 月 28 日 13:30～  

 

平成 30 年 6 月定例記者会見及び 5月月例記者会見 

 

会見記録 

  

〔市役所庁舎爆破予告〕 

市長  定例記者会見の前に、本日、市役所への庁舎爆破予告があり、対応いたしましたので、事実関

係について説明します。 

本日 10 時 15 分頃、市役所の電話交換に市役所爆破を示唆する不審な電話がありました。それを受け、

速やかに生駒署に通報をし、署から 5 名の警察官が来庁、電話交換で対応した者から事情聴取を行い、

不審物の捜索に警察と職員があたりました。11 時 45 分の段階で不審物は発見はされなかったのですが、

念のため来庁者と職員を庁舎外へ退避することを決定し、館内放送と職員の誘導により避難を行いまし

た。12 時 15 分の退避解除まで 30 分間様子を見ましたが、特に問題になる事は起きませんでした。手続

等で来られていた市民もおられるので、あまりに長時間、庁舎業務をやらないというわけにもいかない

ので、12 時 15 分に解除をいたしました。 

この間、10 時 40 分に 1 回目の庁内関係者会議を実施、11 時 20 分に 2 回目を行いまして 11 時 45 分

の処置を決定しました。12 時 15 分の退避の解除も 3 回目の会議を行って決定して速やかに退避の解除

の通告をいたしました。 

広報広聴課長  なお、今回避難していただいた市民と職員の数ですが、避難先は東側の駐車場と西側

の教育委員会前 2 階出口から出た外で、合わせて約 460 人、そのうち職員が約 350 人となっております。 

記者  具体的にどう言葉でどう言ってきたのか。男か女か。幾つぐらいの人なのか。名前を名乗った

のか。どこに住んでいる人とかその辺を教えてほしい。 

危機管理監  そのことについては、警察の捜査での協力上から、犯人しか知りえない秘密ということ

になりますので、伏せておいた方かよいであるということで、公開は見合わさせていただきます。 

記者  男か女ということも。 

危機管理監  はい。 

記者  それはどこが言っているんですか。 

市長  警察からそういう要請があったということです。 

記者  警察とは、生駒署のことですか。 

市長  そうです。 

記者  市長、こういう事件があって、現実的には何も起こらなくてよかったんですけれども、今回の

件で感じられたことは。 

市長  非常に怒りを覚えています。これによって、いろんな業務に支障が生じています。500 人に近い

職員と市民の方が避難をしたということで、業務に大変影響があったということを考えると、非常に怒

りを禁じえない。 

捜索をかなり念入りにしたので、11 時 45 分段階で避難してもらったほうがいいのかどうかということ

を、かなり考えましたが、何よりも市民の安全安心が大事であるということで、今回はこういう形で対

応いたしました。それによる業務への影響は大きいものがあり、腹立たしく、怒りを禁じえません。 
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記者  職員と警察は何人で捜索したのですか。 

危機管理監  職員については、当面市民の対応を行っている者以外全職員で、人数はカウントしてお

りません。避難は、ほぼ全員です。管理職は残しました。 

記者  11 時 45 分では何人くらい職員は残りましたか。50 人くらい。 

危機管理監  正確にはわかりませんが、それぐらいです。 

記者  解除した理由はなんでしたか。 

危機管理監  警察と捜索し、何もないということでしたので、安全であると判断しました。 

記者  過去にこれに似たような事案はありましたか。 

副市長  一昨年、市立病院に対し爆破の予告がありました。 

記者  市役所は初めてですか。少なくとも小紫市長になって。 

市長  初めてです。 

記者  近辺の市役所では聞いたことないですね。交換は代表電話という理解でいいですか。 

副市長  そうです。 

記者  今後の報道対応は、広報広聴課、それとも危機管理監で。 

広報広聴課長  広報広聴課で行います。 

 

１．6 月定例記者会見 

【 説 明 】 

〔市民課窓口申請ツール〕 

市長  平成 30 年度の生駒市議会第 4 回、6 月定例議会に上程する案件は、議案の件数は 11 件です。

その内、報告案件が 5 件、条例案件が 5 件、人事案件が 1 件です。内容について特段私から申し上げる

のは 1 件です。議案第 43 号、生駒市印鑑条例及び生駒市手数料条例の一部を改正する条例について、条

例自体は手数料の改正ですが、生駒市役所の市民課窓口で、いわゆるタブレット端末を使って、自分で

コンビニ交付と同じようにマイナンバーカードと画面操作をして証明書の交付申請ができるサービスを

新たにスタートいたします。これは 7 月 1 日からスタートします。それに伴って申請書を発行する値段

を条例で定めるものでございます。 

コンビニ交付と同じ値段、すなわち安い値段でできるということです。このサービスですが、県内で

は既に 4 月から橿原市でスタートしていますので 2 番目。ただ全国では 14 番目と非常に早い方だと思い

ます。窓口よりも早くできますし、市としても窓口の混雑緩和が図れ、また窓口より交付に係る値段が

安いので、お互いメリットがあるということで、導入に踏み切ったものでございます。どのようにタブ

レットを使って手続するのかご関心をもっていただけるのであれば、デモンストレーションいたします。 

 

〔監査委員の選任〕 

市民  人事案件は、監査委員の選任です。藤本代表監査委員が退任されることに伴い、東良徳一様を

監査委員に選任すべく、人事案件を提出するものです。東良さんは、公認会計士の事務所を経営してお

られますし、関西大学で会計専門職の非常勤の講師もされています。詳細は担当課にお聞きください。 

 

【 質疑応答 】 

〔市民課窓口申請ツール〕 

記者  タブレット端末は、最近レストランでやるようなやつですか。 
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市民課  ポンポンと押して、画面が順番に進んでいくものです。 

広報広聴課長  デモについては、アプリの調整を行っており、7 月 1 日の導入直前にご案内いたします。 

記者  14 番目っていうのは、根拠はあるのですか。総務省で調べているのですか。 

市長  J-LIS（地方公共団体情報システム機構）のシステムを使うので、そちらに聞けばわかります。 

 

２．5 月例記者会見 

【 説 明 】 

〔県内公共図書館では初開催！ウィキペディアでまちの魅力を発信 ウィキペディアタウン in いこま〕 

市長  ひとつめは、ウィキペディアタウンです。皆さんウィキペディアはよくご存じだと思いますが、

ウィキペディアタウンという取り組みがございます。前から注目はしていたのですが、地域の文化財や

観光名所などの情報を、実際に歩いてみたりして、ウィキペディアは自由に編集することができる媒体

ですので、街歩きをした結果をウィキペディアに書き込むことによって、地域の情報を、ウィキペディ

アを通して世界に発信するとともに、生駒に住んでいる方が郷土への関心を持ってもらい、生駒への愛

着を育んでもらう、そのような取り組みです。公共図書館が実施するのは奈良県内では初めてです。 

6 月 16 日の土曜日に一日かけて行います。午前中は、今回は市内の北部、高山の八幡宮や竹林園をみ

んなで散策したうえで、ウィキペディアをどうやって編集するのかを学んで、実際に自分で見たり聞い

たりしたものと図書館の資料を研究することによって、当日の後半にウィキペディアの編集を行います。

講師のオープンデータ京都実践会は、ウィキペディアタウンの実績があります。 

 

〔8 月 12 日から 15 日までの 4 日間、小中学校を閉庁します 休暇取得環境改善による教職員の働き方改

革を推進〕 

市長  8 月 12 日から 15 日の 4 日間は、小中学校を完全に閉庁することにしました。いくつかの目的

がありますが、ひとつめは教職員の長時間労働に対しての一つの歯止めということで行います。もう一

つは、昔、庁舎でも行っていましたが、夏場のエネルギー需要の増加を抑制する、省エネルギーの推進

という目的もあります。お盆の時期なので、学校が閉まるので部活もしないということで、教師も生徒

も家族でゆっくりお盆を過ごすという意味もあります。非常に熱い時期なので熱中症の防止の意味もあ

ります。特には教職員の長時間労働の是正というのが一番大きな目的です。 

この学校閉庁の取組みに加え、生駒市では既に、部活動の休業日を少なくとも週 1 回以上とし、市内

の全ての中学校に徹底しています。また、「生駒市学校教育のあり方検討委員会」を設置し、包括的なパ

ッケージとしての教職員の働き方をどのように改革していくのかということをしっかり考えてご提示し

ていきたいと思っています。 

 

〔6 月 1 日、近鉄生駒駅前周辺「歩きたばこ等禁止区域」に指定 指定セレモニーと取り締まりを実施〕 

市長  三つめが歩きたばこの話です。6 月 1 日から歩きたばこ禁止区域を指定するので、条例に基づく

規制が 6 月 1 日から始まります。これにより 6 月 1 日の朝 8 時から 8 時 30 分ごろ、ベルテラスいこま

ベルステージで、このセレモニーと啓発活動を行います。 
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【 質疑応答 】 

〔8 月 12 日から 15 日までの 4 日間、小中学校を閉庁します 休暇取得環境改善による教職員の働き方改

革を推進〕 

記者  小学校中学校の先生の働き方改革ですけれども、どういうアイデアでこうなったのですか。 

市長  他の自治体でも取り組むところが、昨年度も少しあって、今年度は県内での 12 市では、ほぼす

べての学校で閉庁するということのようです。おそらくそういった対応が今年度広がったのは、教職員

の長時間労働が問題だと国のほうでも認識され、国から指導か何かが出ていると思いますが。 

市担当者  昨年の 12 月 26 日に文部科学大臣から、「学校における働き方改革に関する緊急対策」が出

されました。その中で教職員の長期休業中の年休の取得がしやすいように、学校を休みにするというこ

とで書かれております。 

記者  文科省の方針に従って、全国的にやっているということですか。 

市担当者  そうです。奈良県内でも 12 市中 8 市がすでに決定しております。あとの 2 市も検討中で、

ほとんど行われるということです。 

記者  閉庁とはどのレベルですか。校長先生とか含め、教員が全部いなくなるということですか。 

市担当者  原則そういうふうに考えておりますが、あくまでもこの休みは年休取得ということですの

で、自主的な休みということになります。取得をしないという人は出てこられる可能性はありますが、

原則閉鎖で、電話も取らないということで考えております。 

記者  基本的には無人ですか。警備員は。 

市担当者  警備員は置いていませんので、基本的には無人です。 

記者  他市との違いや特徴はありますか。 

市担当者  生駒市は 12 日から実施しますが、他市で多いのはお盆の 13 日から 15 日です。中には 11

日の山の日からというところもあります。11 日は山の日で祝日になるので、生駒市でも出来るだけその

日から休んでもらえたらと考えております。 

記者  12 日は日曜日ですが、夏休みは何日から何日まででしたか。 

市担当者  7 月 21 日から 8 月 31 日です。 

記者  土日は夏休み期間中でも誰か来ているんですか。 

市担当者  部活があるので、中学校では部活の先生は出てきています。 

記者  部活は先生がいないとやってはいけないんですね。 

市担当者  はい。 

記者  小学校はどうですか。 

市担当者  小学校は原則、土日は来ていません。 

記者  小学校に関していうと、11 日も 12 日も来ていないということですね。実際は 11 日から休みで

しょ。そうすると 13 日から 15 日ということですか。 

市担当者  今年のカレンダーでいうとそうなります。 

記者  今年に限ったわけではなく、今年以降ということで 12 日という日付指定ということですね。 

市担当者  はい。 

記者  生駒市では 3 日でも 5 日でもなく 4 日にした根拠は。 

市担当者  11 日は祝日で本来休みの日なのではずしました。12 日は年によって日曜日になるかどうか

わからないので指定したということです。 

記者  資料に教職員の長時間労働の実態を「看過できない状況である」と書いているが、月の残業時
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間が何時間になっているとか、数字として出せるものがありますか。 

市担当者  文科省の一昨年度の調査、働き方の調査は出ています。市内については、先程の「教職員

のあり方委員会」の市内の小中学校教職員の実態で、アンケート調査で進めている状況です。 

記者  生駒市と他市で、生駒市の方が長時間になっている数字はあるのですか。 

市担当者  現在調査中です。その結果と一昨年の文科省のデータと比較します。 

記者  それは県内他市との比較ができるのか。 

市担当者  市町村レベルまではありません。 

記者  市内小中学校で「看過できない」といっている根拠はなんですか。 

市担当者  数字ではありませんが、学校訪問の中での聞き取りで、先生方の出勤時間、退勤時間を管

理職から聞き取りしています。その中で、毎日子どもたちが来る 7 時過ぎに出勤している学校もありま

すし、10 時・11 時まで残っている先生もいると報告を受けており、そこは見直してもらわないとという

話をしております。（今後の）アンケート調査の結果として出てくると思います。 

記者  学校数は 19 と 20 でどっちですか。 

市担当者   学校数は 20 です。小学校 12 と中学校 8８です。施設数で言いますとは 20 になります。 

記者  北小中は施設が 1 つで学校としては 2 つですね。小学校が 12 と中学校が 8。 

市担当者  はい。 

記者  これって県の職員じゃないですか、配属先の市によって休み方が変わってくるってこと？ 

市担当者  そうですね。 

記者  五條市は。 

市担当者  五條市は 31 年度から実施に向かい検討中で、香芝と天理が今年検討中と聞いています。 

記者  今年やるかもしれないということですか。五條は今年はやらないと言っている。 

市担当者  はい。 

記者  部活動の休業日に関しては、今年からということになるのですか。 

市担当者  昨年度から実施しています。 

記者  12 日から 15 日は、原則部活動はやってはいけないということですか。 

教育総務課 はい、原則。 

 

〔県内公共図書館では初開催！ウィキペディアでまちの魅力を発信 ウィキペディアタウン in いこま〕 

記者  ウィキペディアタウンは県内初ってことですか。 

市長  図書館でやるのは初めてということです。民間の団体が小規模にやることはあるので、県内初

ではありません。 

記者  宇治市とか精華町は。 

市担当者  精華町は図書館でやっておられます。比較的図書館となじみが深い事業ですので、図書館

の資料を使って行う事業と位置付けられていることが多く、教育委員会と図書館で協力してということ

が増え昨今では目立ってきております。 

記者  当日は、前半は歩いて、後半は図書館に行くということですね。 

市担当者  はい、そういうスケジュールです。 

記者  作業したらウィキペディに反映されて、おおっということになるんですね。15 人は埋まってい

ますか。 

市担当者  今のところ 10 人くらい申し込みをいただいています。 
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市長  私も行きます。午後からですけれども。 

 

〔6 月 1 日、近鉄生駒駅前周辺「歩きたばこ等禁止区域」に指定 指定セレモニーと取り締まりを実施〕 

記者  タバコですけれども、これよりも前もっての動きはないのですか。前日は世界禁煙デーですし。 

市長  先日、プラレールひろばで啓発をしました。 

市担当者  すでに世界禁煙デーに合わせて啓発活動を行っています。 

記者  プレートを貼るのはいつですか。 

市担当者  プレートは明日からです。 

記者  何か所ですか 

市担当者  約 50 か所です。 

記者  1 日で貼ってしまうのですか。 

市担当者  2、3 日にかけてはります。29 日から 31 日までです。 

記者  プレート以外は。 

市担当者  啓発看板です。それと、今日も朝から啓発のティッシュ配りを行いました。 

記者  看板はいつ。もう立てましたか。一番大きく目立つのは看板ですか。 

市担当者  はい。禁止区域の看板は 2 箇所です。位置図の看板は設置済みです。28 日から 31 日は駅

周辺でティッシュ配り等の啓発活動を行います。時間は朝 7 時から 8 時半と 17 時から 18 時半です。 

記者  プレートは明日から 50 か所で 29 日から 31 日設置で、看板はすでに 2 箇所設置済み。いつ設置

したのですか。 

市担当者  先週末です。 

記者  看板の場所はどこですか。 

市担当者  生駒駅の南側バス停付近と、ベルテラスです。「6 月 1 日から始めます」という予告看板は

4 か所設置します。 

記者  プレートは印刷。はめ込むのですか。 

市担当者  印刷したものを道路面に貼り付けます。 

記者  作業風景は行けば対応 OK ですね。個別対応も。 

市担当者  はい。 

記者  エレベーターの話しもあったけど、たばこの流れで大きな動きはありますか。 

市長  今日発表できるようなものはありません。健康のことを考えると禁煙するのが一番なので、禁

煙を促進するプログラムができないかと健康課を含めて考えています。また、ふるさと納税の活用につ

いて引き続き具体案を検討しています。 

（了） 


