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令和元年度（2019年度）第２回 北海道広報広聴推進会議 

  

令和２年（2020年）２月５日（水）13:28～ 

北海道庁本庁舎 ２階 総合政策部会議室 

 

１ 開会 

○事務局：中村主幹  

それでは、定刻よりは若干早いですが、皆様お揃いになりましたので、ただい

まから、令和元年度第 2 回北海道広報広聴推進会議を開催いたします。私は広

報広聴課調整グループ主幹の中村でございます。よろしくお願いいたします。 

開会にあたりまして、広報広聴課長の中村からご挨拶を申し上げます。 

 

２ 挨拶 

○中村広報広聴課長 

 中村でございます。改めてよろしくお願いいたします。 

今日は本当にお忙しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。また、

日頃より道政の広報広聴の推進にご協力をいただき、ありがとうございます。 

この会議は年 2回開催しており、前回、7月に開催した会議では、今後の道の

広報広聴活動の取組について、ご説明させていただきました。皆様からご意見を

いただきまして、今日は、これまでの取組についてご説明させていただくととも

に、来年度の方向性などについてもお話をさせていただきたいと思っています。 

住民の方々の情報の接し方は随分多様化しており、これだけ行えば絶対に伝

わるという手段がないという難しさを非常に感じております。 

今日、お手元に資料をお配りしておりますが、今年 4月に白老にウポポイ「民

族共生象徴空間」ができますし、8月にはオリンピックのマラソン競技等も開催

されるということで、イベントがいろいろと予定されておりますので、ぜひ、効

果的な情報発信のあり方について、皆様から忌憚のないご意見をいただきたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員紹介等 

○事務局：中村主幹 

 本日は委員全員にご出席をいただいておりまして、当会議の設置要綱５（５）

に基づき、本会議が成立していることをご報告させていただきます。 

本日の会議は公開で開催し、議事録は後日、道庁のホームページに発言委員の

名前入りで公開させていただきますので、ご了解のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

前回の会議以降、人事異動により委員が交代しておりますので、ご紹介させて

いただきます。千歳市企画部広報広聴課長の石澤委員です。 
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○石澤委員 

 10 月 1 日をもちまして、前任の小田広報広聴課長から交代しました、石澤で

す。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局：中村主幹  

どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、本日の会議資料ですが、配席図、会議次第、出席者名簿のほか、資料を

お手元にお配りしております。 

資料の不足がございましたら、事務局までお申し付けください。 

その他に広報紙「ほっかいどう」などもお配りしておりますので、後程ご覧い

ただきたいと思います。 

 

４ 議事 

○事務局：中村主幹  

それでは議事に入らせていただきます。この後の進行は川原座長にお願いい

たします。 

 

○川原座長 

 日本経済新聞の川原です。本日はよろしくお願いいたします。 

早速、議事に入らせていただきます。 

まず、議題 1、副座長の選出についてですが、先ほど事務局から説明がありま

したように、副座長が人事異動で交代されております。 

会議設置要綱 4（3）に基づきまして、座長の指名により副座長を置くことが

できると規定されております。 

人事異動による交代でありますので、後任である千歳市の石澤委員に副座長

を引続きお願いしたいと思いますが、委員の皆様、よろしいでしょうか。 

～同意～ 

それでは石澤委員、よろしくお願いいたします。 

 

では、次の議事に移ります。 

ここからは議事項目ごとに、事務局からご説明を受けて、説明内容に関する確

認や質問などを各委員の方からいただいて、最後に、ご意見やご助言をいただく

時間を 1時間ほど、確保させていただいております。 

このように進行させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、議事の 2番目、令和元年度広報事業の取組み状況について、事務局

から説明をお願いいたします。 

 

○事務局：津久井主幹 

 道政広報グループ主幹の津久井と申します。よろしくお願いいたします。 
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私からは、議事（2）「令和元年度(2019 年度)広報事業の取組状況について」

の「北海道戦略広報基本方針に基づく令和元年度の取組」の状況についてご説明

させていただきます。 

前回の会議でもご説明させていただきましたが、北海道戦略広報基本方針に

つきましては、インターネットの浸透や情報入手手段の多様化、環境変化に対応

した広報を実施するために平成 26年度に策定しまして、この方針に沿った形で、

毎年度具体的な取組を「取組計画表」という形で定めて推進しているところです。 

それではお手元の資料 1をご覧ください。 

１ページ目下段のスライドの２に記載してあります戦略広報基本方針の中に

は４つの基本戦略がございまして、基本戦略ごとに設けました８つの推進項目

ごとに、取組計画表の中で、27の取組を掲げて実施しているところです。 

その内７つの取組で目標数値を設定しているところですが、この資料ではそ

の目標数値に対する今年度の進捗状況や新たな取組を中心にご紹介させていた

だきます。 

本資料につきましては、この表の基本戦略と推進項目に沿った形で構成され

ております。 

めくっていただき、スライドの４をお願いいたします。 

基本戦略１の「北海道価値の効果的な発信」に関して、インターネットの積極

的な活用についてでございます。 

まず、北海道のホームページのアクセス数アップの取組ということで、令和元

年度のホームページのアクセス数の目標数値を１億 3,000万アクセスと定めて、

広報紙のお知らせ党には検索窓やＱＲコードを付けたり、ツイッターやブログ

でサイトを載せて、お知らせすることでホームページへの誘導を図ってきたと

ころです。 

その結果、12 月末現在では 9,100 万アクセスという実績になっております。

このペースですと目標数値の達成はちょっと微妙なところですが、引続き、いろ

いろな広報ツールからホームページへの誘導を図って、アクセス数アップの取

組を進めてまいります。 

スライドの 5から 8の取組につきましては、後程ご説明させていただきます。 

めくっていただき、スライドの 9「インターネットの積極的な活用」の中の「『北

海道庁広報ツイッター』の活用」についてでございます。 

フォロワー数を令和元年度末までに 4 万 1,600 人まで増やすという目標数値

を設定しているところです。 

12 月末現在で、4 万 606 人、本日現在ですでに 4 万 1,500 人、目標まであと

100人という状況となっており、今年度の目標は達成する見込みとなっておりま

す。 

赤れんが庁舎の前庭のカモですとか、桜をツイートしたり、ウポポイ開設への

カウントダウンツイートをしたり、職員が描きました北海道あるあるの４コマ

漫画をツイートするなど、親しみやすさを出す工夫をしているほか、庁内では多
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言語で発信している観光局ツイッターがあるのですけれども、非常時にはそう

いった多言語での観光局のツイートを広報ツイッターでもリツイートして、さ

らに拡散を図るなどの連携も図ったりして、フォロワー数の増加に努めている

ところです。 

過去、胆振東部地震の関係で災害情報を積極的に発信しまして、昨年度は、フ

ォロワー数は伸びたのですが、その影響を除きましても、平均してこれまで毎年

4,000 前後新たにフォローをしていただいてフォロワー数を伸ばしている状況

です。 

ここ最近では新型コロナウイルスの関係で、情報をツイッターで発信してお

り、さらにフォロワーが２週間で 540名以上増えているような状況です。 

今後も即時性や情報拡散性といったツイッターの特性を利用いたしまして、

積極的に道政情報や北海道の魅力情報の発信をいち早く行っていきたいと思い

ます。 

続きまして、スライドの 10「北海道メールマガジン Do･Ryoku」についてでご

ざいます。 

こちらは毎週金曜日に道からのお知らせやお出かけ情報、知事コラム、アイヌ

文化、スポーツの情報、美術館の情報、北海道遺産の情報、移住に関する情報な

どをメールマガジンで配信しております。 

登録者数 1 万 9,000 人という目標を設定しておりまして、12 月末現在、1 万

7,980人と前年度と同様の数字は保っているところです。 

他県では、ＳＮＳに移行してメールマガジンを廃止する県もいくつもあるの

ですが、こちらのメールマガジンに関しましては、道外の登録者も約 4 割いる

状況で、また、ＳＮＳを利用しない世代への非常に有効な媒体と考えております

ので、引き続き、ブログや他の広報媒体との連携も図って、相互補完しながら利

活用の促進を図っていきたいと考えているところです。 

スライドの 11から 16の取組については後程ご説明させていただきます。 

スライドの 17、18 の基本戦略２「道民の理解と協働によるコミュニケーショ

ン広報の推進」に関しての「①道民ニーズを踏まえた適切な広報手段の活用」に

ついてです。 

広報紙は年５回発行しているのですが、新聞折込やポスティングなどで多く

の方にご覧いただけるよう努めているところです。また、コンビニエンスストア

や多くの方が集まる公共施設、民間施設も含めて、置いていただく場所を広げて

いく取組を進めており、令和元年度末の公共施設等の設置箇所の目標数を 1,500

ヶ所として取り組んでいるところです。 

札幌市、旭川市、千歳市の図書館や金融機関の設置などによりまして、12 月

末現在で 1,503 ヶ所設置していただいているところで、こちらも目標を達成し

ているところですが、さらに多くの方に手にとっていただけるよう、引き続き、

設置箇所の増加させるよう努めてまいりたいと思います。 

参考資料として、お手元に今年度発行している広報紙をお配りしているとこ
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ろです。２月 19日から配布開始予定となっている次の 3月号については、観光

地づくりについて特集しております。 

続きまして、スライドの 19をご覧ください。道政広報テレビ番組についてで

す。 

年 2 回、30 分の番組を制作して、道の重点的な取組をご紹介しているところ

です。番組全編に手話の導入や副音声、字幕などを配しまして、健常者だけでな

く視聴覚障がい者にも配慮した番組を制作しているところです。 

本年度の１回目の放送につきましては、スマート農業の取組や本年 4 月に旭

川市に開校いたします「北の森づくり専門学院」の紹介などの内容で、昨年の 11

月 16日に HTBで放送したところです。 

放送後は、北海道庁インターネット放送局で動画をアップして、視聴を促して

いるところです。 

今年度の 2 回目につきましては、ウポポイのオープン直前の情報や世界遺産

登録を目指す縄文遺跡群を取り上げており、3月 7日に放送する予定としており

ます。 

続きまして、スライド 20と 21についてでございます。 

第１回目の推進会議でもご説明したとおり、道ではただいまご紹介いたしま

した広報紙やテレビ番組、ＳＮＳ関係以外にも、ラジオや新聞広告、地上デジタ

ルデータ放送といった多様な広報ツールを活用し、情報発信を行っているとこ

ろです。 

こうした広報ツールにつきましては、新聞広告に掲載した内容はホームペー

ジにも掲載する、あるいはブログやホームページに新しい情報を掲載した場合

には、広報ツイッターでもその旨を拡散するなど、相互に補完して情報発信して

いるところです。 

続きましてスライド 23から 38については後程ご説明させていただきます。 

スライドの 39 から 41 の基本戦略の４「広報活動を支えるマネジメント機能

の充実」の広報広聴連絡会議等の活用、それと職員の広報マインドの醸成につき

ましては、1回目の推進会議でご説明させていただきましたので、説明を省略さ

せていただきます。私からは以上です。 

 

○事務局：田口主幹 

 引き続きまして、広報企画グループの田口と申します。私から資料 1 の関係

部分と、資料の 2 から 4 まで一括してご説明させていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

まず資料 1のスライド５「インターネット放送局『Hokkai･Do･画』の動画掲載

の充実について」でございますが、スマートフォンの利用が浸透している中で、

道の施策や地域の取組などをわかりやすく的確に伝えるため、動画コンテンツ

の充実に努めてきているところでございます。動画の掲載数につきましては、昨

年 12月末現在で約 2,500本となっております。 
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6ページに動画の事例として紹介してございますが、道の施策のＰＲですとか、

道が実施する行事、イベントなどの紹介、それから「動くよ！広報紙ほっかいど

う」などの情報を動画で発信しているところでございます。 

めくっていただいてスライド 7「動画発信」について本年度、新たな取組を行

っているところですが、知事の出席行事や地域訪問の紹介を通じまして、道政や

地域の取組に対し、道民の皆様の理解や関心を持っていただこうと、新しいコー

ナーを設置して、「鈴木知事が動く」や「地域で活躍する人々」といったコーナ

ーをインターネット放送局「Hokkai･Do･画」のサイトに設置をしているところで

ございます。 

動画発信につきましては、関連する道のホームページに埋め込んだり、広報広

聴課のツイッターやフェイスブックで動画をアップしたことをお伝えするなど

の連携も図っているところです。 

令和になってから掲載した動画についてまとめたものが資料の 4 でございま

す。令和になってから約 200本近く掲載しているところですが、このように、と

にかく数を増やそうということで、試行錯誤でやってきたところでございます

が、やってみると中には再生回数が少ないものがございますので、まだまだ工夫

の余地があると考えているところでございます。今後も改善できる部分は改善

しながら、動画については拡充する方向で進めていきたいと考えてございます。 

資料の１に戻っていただきまして、スライドの 8 をご覧ください。次はブロ

グの紹介でございますが、「超!！旬ほっかいどう」というブログに取り組んでご

ざいまして、12月末時点の実績は、月平均でアクセス数が約 25万 8,000となっ

てございます。このブログにつきましても、関連するホームページに埋め込むほ

か、ツイッターで紹介するなど、連携を図りながら取り組んでいるところでござ

います。 

続きまして、スライドの 11 をご覧ください。スライドの 11 から 13 までが、

インスタグラムの取組でございます。 

「北海道ミライノート」というインスタグラムのページを設置するとともに、

投稿された動画を厳選して載せたサイトを運営してございます。この「ミライノ

ート」につきましては、魅力的な画像が集まっておりまして、質の面では非常に

充実していると考えているところですが、まだまだ発信力の面で弱い部分があ

ると思いますので、そこが課題であると考えているところでございます。 

スライドの 12「ミライノート」のＰＲのために新たに行った取組のご紹介で

すが、昨年 12月からネットニュース大手の「SmartNews」との連携を始めたとこ

ろでございます。「SmartNews」のアプリから北海道チャンネルを登録いただきま

すと、「ミライノート」の画像が見られるという取組を行っているところです。 

こちらはすぐにサイトのアクセス数やフォロワー数の増加に反映されるもの

ではありませんが、発信力の強化の面で役に立つものと考えているところでご

ざいます。 

もう一つご紹介いたしますと、前回この会議で、タイの方々にアプローチした
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らどうかというご意見をいただいたところでございまして、非常にいいアドバ

イスをいただき、機会があればタイにアプローチしたいと考えていたところ、先

月末から今月の初めにかけまして、タイのバンコクで JapanEXPO が開催されて

おり、道庁からも参加する部局がありましたので、参加する職員に、会場でフラ

イヤーの配布やタイ国内の訪問先の旅行業関係者へのＰＲをお願いしたところ

でございます。フライヤーは本日お配りしているものとなります。 

その他、ここに掲載してございますように、さまざまな場でＰＲ活動をこれか

らも行っていきたいと考えているところです。 

スライドの 13「ミライノート」に投稿された画像について、厳選して載せた

サイトがあるのですが、そこへのアクセスの状況につきましては、約 6万 4,000

件となっております。それから、インスタグラムの「ミライノート」のページの

フォロワー数については約 2,300 名となっております。属性につきましてはそ

れぞれこのグラフにあるとおりとなっております。 

続きまして、スライドの 14 をご覧ください。知事の公式 Facebook について

でございます。知事の日々の活動などを紹介することを通じまして、道民の皆様

の道政への理解や関心を持っていただこうということでこの取組を行っている

ところです。 

このフェイスブックにつきましても、関連する道のホームページへの誘導で

すとか、動画がアップされたことの紹介など、他の媒体との連携を図っていると

ころであります。 

スライドの 15 と 16 につきましては、前回の会議と同様のものですので、説

明を省略させていただきます。 

スライドの 23 をご覧ください。ここからは基本戦略の 3「民間企業などとの

協働による広報の推進」となりますが、以下の私の説明の中で企業様の敬称につ

いては省略させていただくことを予めご了承いただければと思います。 

スライドの 23は、今年度行いました新たな取組として、二つ紹介させていた

だきたいと思います。一つ目は、道の各部局や振興局における民間協働の担当職

員向けの説明会を行い、職員の意識向上を図ったほか、民間企業への積極的な働

きかけについて要請をしたところです。 

二つ目は、包括連携協定企業と関係部局との意見交換会を行い、道から民間企

業様に対する新たな取組の提案を行いましたほか、民間企業から協働事業の進

め方に関する要望や意見などをいただいて、協働事業のさらなる活性化を図っ

たところでございます。 

スライドの 24につきましては、包括連携協定の状況について記載しておりま

して、現在 75 の協定を 91 の企業と締結しているところであります。スライド

の 25 と 26 は、新たに包括連携協定を締結しました「あいおいニッセイ同和損

害保険」と「札幌大学」の内容についてご説明をしているところです。 

スライドの 27と 28は、前回と同様ですので説明は省略させていただきます。 

続きまして、スライドの 29は、商品パッケージの活用につきまして、あちら
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のテーブルにいくつか商品を展示してございますが、「サッポロビール」や「雪

印メグミルク」にご協力をいただいて、商品のパッケージを活用した道の施策Ｐ

Ｒにご協力をいただいているところです。 

スライドの 30は前回と同様の内容ですので省略させていただきます。 

スライドの 31 と 32 は、大型店舗でのイベントの開催を活用した道政のＰＲ

や企業主催のイベントに合わせた道政のＰＲにつきまして、紹介しているとこ

ろです。 

続きまして、スライドの 33では、映画ポスターの活用についてご紹介してい

るところです。本日もそちらに掲示させていただいております。 

続きまして、スライドの 34をご覧ください。本年度、新たに取り組みました

スマートフォンアプリを活用した新たな情報発信についてでございます。 

こちらは「クリプトン・フューチャー・メディア」と連携した取組となってご

ざいます。 

内容の一つ目は、先ほども言いましたが、「SmartNews」との連携でございまし

て、北海道チャンネルというタグを登録していただくと、そのトップ画面に道の

ホームページの情報が載るという取組を始めているところでございます。 

その内容といたしましては、道のホームページの新着情報から広く一般の皆

様に参加を呼びかけるイベントや防災情報、注意喚起など、暮らしに役立つ情報

を抜粋して掲載しているところです。例えば、二つ目の内容ですが、道内の市町

村情報を紹介しているスマートフォンアプリ「Domingo（ドミンゴ）」というのが

従来からあるのですが、今回、それをリニューアルし、より見やすくなって内容

も充実したところでございます。 

スライドの 35 から 37 については前回と同様の内容となりますので説明は省

略させていただきます。 

38 のスライドは、本年行いました北海道民間協働週間の行事の内容でござい

ます。 

資料 1のご説明は以上となります。 

続きまして、資料 2「北海道のキャッチフレーズを活用した広報の推進につい

て」でございますけれども、こちらの内容について、詳細は説明いたしませんけ

れども、今後とも道の業務や施策における活用、それから道の海外プロモーショ

ンにおける活用のほか、民間企業への活用を促していくことを通じまして、さら

なる認知度の向上に努めていきたいと考えているところでございます。 

続きまして、資料 3 をご覧ください。4 月 24 日に白老町にオープンいたしま

すウポポイについてでございます。 

ウポポイを広く周知するために、道政広報ツールはもとより、民間企業の力を

お借りして今年度、集中的にＰＲを行ってきたところでございます。 

スライド１にありますとおり、広報紙「ほっかいどう」の 8月号で特集を掲載

いたしましたほか、道の各種広報媒体のスペースにウポポイのロゴマークを固

定して掲載しているところです。 
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また、スライドの 2でございますが、ウポポイ公式動画を「Hokkai･Do･画」サ

イトに掲載したり、ウポポイのアンバサダーによるプロモーション活動を動画

に撮って発信するなど動画の活用を行っておりますほか、本年 3 月には道政広

報テレビ番組での放送を予定しているところでございます。 

スライドの 3 以降については、本年度における民間企業のご協力による取組

となります。航空会社におきましては、機体や機内誌、それから、機内の Wi-Fi

コンテンツ、旅行キャンペーンなどを活用した PRを行っていただいております。

それから、商業施設にあっては、店舗のサイネージなどを活用したＰＲにご協力

いただいているところです。 

スライドの 4 ですが、商品パッケージの活用についてご紹介をしているとこ

ろでございます。テーブルにも一部展示をさせていただいているところです。 

スライドの 5 につきましては、店舗などを活用したアイヌ工芸品リレー展示

についてご紹介をしております。 

ウポポイに関しましては、関係部局が国内外でのプロモーション活動を行っ

ているところでございますが、このほかにも全庁的に様々な機会を活用してＰ

Ｒを行っているところでございますが、その一部でございます広報広聴課が関

係しているものについてご紹介をさせていただきました。私のご説明は以上で

ございます。 

 

○川原座長 

 ありがとうございました。これまでの説明について何かご質問等ございませ

んでしょうか。 

私から１点教えてください。「Hokkai･Do･画」の中で知事の定例会見を流され

ていると思いますが、何か編集作業などをされているのでしょうか。 

 

○中村広報広聴課長 

 基本的にはそのまま流しておりますが、手話を入れております。画面の中に手

話通訳者の方を埋め込んでいるほか、少しわかりづらい部分がある場合はテロ

ップを入れることもあります。そのぐらいの編集です。 

 

○川原座長 

 この質問は削るとか、そういうことはないのですね。 

 

○中村広報広聴課長 

 全くないです。基本的にはそのまま流しています。 

 

○川原座長 

 わかりました。ありがとうございます。 

他にございませんか。沖本さんどうぞ。 
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○沖本委員 

 沖本です。先ほどウポポイのＰＲについてというところで、広く周知をするた

めに活動してらっしゃるということだったのですが、現状、認知度としてはどの

くらいだという認識でいらっしゃるのか。 

具体的な度合いがわかるようなものがあれば、ぜひ教えていただきたいです。 

 

 

○中村広報広聴課長 

 環境生活部でウポポイのＰＲ事業の時に調査を行っておりまして、直近が去

年の 11月だったと思うのですが、道内では 53.6％です。ただ、道外はまだ 6.2％

です。 

前の調査と比べて道内は 18ポイントぐらい伸びておりますが、道外は前回が

5.2で、今回 6.2と１ポイントぐらいしか伸びてないので、まず道外で、しっか

り認知度を高めなければいけないということもありますし、道内も、皆さん知っ

ているわけではありませんし、聞いたことはあってもどういうものかわからな

いという方も多いので、足を運んでみたいと思っていただけるような周知を道

内外ともにやっていかなければいけないと思っています。 

 

○川原座長 

 他にございませんでしょうか。 

それでは次の議題に移らせていただきます。（３）「令和元年度（2019 年度）

道民意識調査結果」について、事務局からお願いいたします。 

 

○事務局：中村主幹 

 それでは、令和元年度道民意識調査結果につきまして、資料 5 をご覧くださ

い。道政上の重要課題や主要施策に関する世論調査でございます。道民意識調査

につきまして、今年度の調査項目は下段に記載しています 6 テーマで実施をい

たしました。 

ページをめくっていただき、有効回答数は 732 件、回収率は 48.8％で、昨年

と比較して回収率がやや向上していますが、目標であります 5 割には満たない

状況でございました。 

各テーマの主な設問への回答につきましては、下段をご覧いただきたいので

すが、まず「北海道総合計画」に関しまして、居住市町村の住み心地・満足度に

ついては、7割以上の方が「住みよい」・「どちらかといえば住みよい」と回答さ

れ、また、6割以上の方は「満足」・「まあまあ満足」と答えられております。 

次のページになりますが、「安心して暮らし続けることのできる地域づくり」

に関しまして、居住市町村に関する調査につきましては、7割以上の方が「でき

れば今と同じ市町村に住んでいたい」と回答されております。 



  11 

スライド下段になりますが、「環境問題に関する道民の関心、取り組み状況」

に関しまして、日常生活における環境に配慮した行動につきましては、約 6 割

の方が「十分行動」・「少し行動」という回答をされております。 

次のページになりますが、「北海道における再犯防止の取組」に関しまして、

犯罪や非行をした人たちの立ち直りへの協力意識については、「思う」・「どちら

かといえば思う」と回答された方は 4 割に満たない状況となっておりまして、

国が行っている調査と比べると、道民の再犯防止に対する意欲は低い結果にな

っていると思っております。 

スライド下になりますが、「犯罪のない安全で安心な地域づくり」に関しまし

て、犯罪被害に遭うのではないかという不安については、5割以上の方が「よく

ある」・「たまにある」と回答されております。 

次ページになりますが、「食の安全・安心」に関しまして、食育への関心度に

ついては約 8割の方は「関心がある」・「どちらかといえば関心がある」と回答さ

れています。 

なお、各調査項目の回答結果の概要につきましては、参考資料の 3 に掲載し

ております。 

この調査結果を分析した詳細の報告書につきましては、12 月末に道のホーム

ページで公表しております。以上で説明を終わります。 

 

○川原座長 

 ありがとうございました。ここまでの説明に対してご質問、あるいはご不明な

点はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは最後に（４）その他についてでございます。事務局から資料がありま

すので、ご説明をお願いいたします。 

 

○平尾広報担当課長 

 広報担当課長の平尾でございます。 

お手元の資料番号等の色刷りの資料をご覧ください。「令和2年度（2020年度）

広報の方向性について（予定）」についてですが、まだ、予算等が確定していな

い中、あくまでも予定という前提で、今、私どもが考えている来年度の取組につ

いて、お話させていただきたいと思います。 

まず最初に、上の方のロードマップと書いてある部分をご覧ください。これも

皆さんご案内のとおりですが、札幌が国内候補地となりました冬季オリンピッ

クパラリンピックや北海道新幹線の札幌延伸など、本道の可能性を大きく広げ

るイベントがこのように予定をされております。 

ここ 10年間の主なものを載せておりますが、大きなイベントが軒並み続く状

況になっております。 

特に今年については、東京オリンピックのマラソン・競歩・サッカー競技が札

幌で開催され、道としては、本道が世界の注目を集める貴重な機会に恵まれる大
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変重要な年であると認識をしております。 

この絶好の機会に、おいしい食や美しい自然環境など、北海道の魅力を全庁一

丸となって世界へ発信すべく、各種の取組を継続しながら、道政情報の道民の皆

様との共有に努めてまいりたいと考えております。 

その下の「令和 2 年度（2020 年度）の取組予定」について、資料の上のポイ

ントにも一行書いておりますが、来年度に取り組む方向につきましては、道民に

届く情報発信と効果の検証をしていく、当然ですが、効率化しながら、広報内容

を充実していく、多くの職員が効果的に情報発信できる仕組みづくりを行って

いく、地域の取組のさらなる発信に努めていくということを主眼としまして、具

体的な取組の主なものをこの下に６つの項目として記載をしております。 

左の 1番目、ホームページに関しては、デザインをリニューアルして、より見

やすく探しやすく、使いやすくと、令和 2 年度にＣＭＳというホームページの

システムの見直し作業を行いまして、令和 3 年度のスタートから運用できるよ

うにということで、来年度一年間かけて取り組むこととしています。 

下の広報紙に関しては、これまで発信してきた情報内容を一新して、地域の特

色ある取組について、市町村の皆様とも連携を図りながら充実をしていきたい

と考えております。 

左の下の新聞紙面広報は、特に地方紙に関しての取組が主になりますが、これ

まで以上に地域に密着した情報を掲載すること、その他に道の重点的な取組を

年 1 回まとめて発信することで、地域重視のプッシュ型の情報発信に努めてい

きたいと考えております。 

右の上、動画のところですが、手軽に地域の情報を発信できる環境づくりとし

て、振興局職員が発信できる環境整備をする、機材等々含めて環境整備し、動画

作成のノウハウを誰でも取りかかれるようにマニュアル化して、研修等を行っ

て、スキルアップを図る。 

地域の特色ある取組を振興局が、主体的、道庁一体的に発信できるような仕組、

環境を考えていきたいということです。 

次の道政広報テレビ番組になりますが、今年度 2回放送している 30分の放送

時間枠の中に地域の情報を発信するコーナーを設けるなど、工夫をしながら取

り組んでいきたい。 

また、先ほど申し上げましたように、今は予算等が確定していないため、資料

には記載していないのですが、私どもとしてはこの回数を少し増やせないかと

検討しております。 

例えば、年４回の放送にできれば、春夏秋冬のシーズンごとに旬な情報を発信

することも可能になりますし、先ほど申し上げた地域情報についても、多くの内

容を取り上げることができます。 

また、道内 6圏域について、例えば 1回目はオホーツク、2回目は十勝、3回

目は道南、道北など、シリーズで全道くまなく発信することもできるのではない

かと考えております。 
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次の情報の連携強化につきましては、情報媒体間の連携を図りまして、効果的

で効率的な情報発信ということで、例えば時機をとらえて集中的にプッシュす

る情報をキャンペーン的に行うといった各媒体間のリンク等というのはこれか

らもさらに進めて、効率よくやっていきたいと思います。 

 

○川原座長 

 ありがとうございました。今のご説明、あるいはこの資料に関しての質問、あ

るいはご不明な点などはございませんでしょうか。石澤さんどうぞ。 

 

○石澤委員 

 千歳市の石澤でございます。ご説明ありがとうございます。ものすごく多くの

施策を講じていらっしゃることで、ご苦労も多いかと思いますが、今回、勉強さ

せていただきましてありがとうございました。 

1点お聞きしたいことがありまして、今後の広報の方向性の中で、広報紙等情

報の連携強化の中に、市町村等との連携という部分が何点か書かれているので

すが、具体的な連携の方策をある程度お考えになっていることはございますで

しょうか。 

 

○平尾広報担当課長 

これから振興局の職員ともいろいろ話をしなければなりませんが、振興局は、

管内市町村の情報や取組に関して、より地域に近い情報がありながらも、効率的

な情報発信ができていないところがあることから、そこにメスを入れて、その地

域をＰＲするための仕組については、よりよいものができるように取り組んで

いきたいと考えています。 

 

○石澤委員 

ありがとうございます。1点提案というか、発案させていただきたいと思いま

すが、振興局を通して各自治体に協力を要請する方法もあると思うのです。 

例えば、広報紙ほっかいどうは年 5 回発行しておりますが、ほとんどの自治

体は広報誌を発行しております。月 1 回発行していると思いますので、そうい

った自治体が持っている広報ツールを活用する視点もあってもよいと思います。 

例えば、ページ数の限りもありますので難しいと思いますが、北海道のコーナ

ーを作ってもらう。あるいはその原稿を各市町村に送るとか、そういう取組を行

ってもよいと思います。 

例えばですが、自治体の広報、例えば広報「ちとせ」を受け取った市民がスマ

ホを広報誌の表紙にかざしたらＡＲで鈴木知事が出てきたり、そのような、北海

道の広報との連携が自治体広報紙ともあってもよいと思いますので、ご検討い

ただけたらと思います。以上です。 
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○平尾広報担当課長 

 ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

 

○川原座長 

 他に今の件に関して、何かございませんでしょうか。 

それでは今日の議論全般に関して、委員の皆様から、今後の取組に向けたご意

見、ご助言などを、賜りたいと思いますが、いかがでしょうか。越後谷さんお願

いします。 

 

○越後谷委員 

 ＳＴＶの越後谷です。よろしくお願いいたします。 

全く関係ないかもしれませんけれども、道の施策全般に関わると思うので、お

伺いしたいのですが、冒頭のご挨拶にもあったと思いますけれど、今年、この予

定にも書いてある通り、ウポポイやオリンピックなど、楽しみなイベントがたく

さんあるのは皆さん承知の通りですが、今後、昨今の新型コロナウイルスの関係

で、道の方としては、外国人の方へのリーチの仕方が何か変わってきているとか、

何かが少なくなってきているという印象を、どういうふうに受けているのかと

いうのが一つ。 

もう一つは、今年度もしくは来年度に予定されている道が関わるイベント、道

全般の施策について何か影響を感じていらっしゃるのかというのをお尋ねした

い。 

 

○中村広報広聴課長 

 コロナウイルスの件は、まさに現在進行形で我々も対策を行っておりまして、

先般、札幌市の秋元市長が記者会見で、札幌の宿泊への影響ということで、13万

宿泊減で 64億円の減少が見込まれると発表しました。今、道も観光面への影響

の調査をしております。近々、その数字も出せると思います。 

コロナウイルスに関しては、日々状況が変わっていて、ＷＨＯが緊急事態宣言

を出していたり、国も水際対策を強化しておりますが、まずは、感染拡大防止を

しっかりやっていかなければいけないというのが最優先です。それから経済へ

の影響やいろいろな分野への影響などに目配せしながら、一緒に走らせていく

ということを我々も全庁での対策本部の中で行っておりまして、今まで２回会

議を開催し、全庁的に対応を進めていくこととしております。 

経済面への影響は、おそらくこれから数字が出てきます。特に観光を中心に影

響があるだろうと思っておりますが、そこをどう補っていくのかを考えなけれ

ばいけないと思っています。 

外国人へのリーチということに関して、情報面のリーチのことですかね。 

外国からのアクセスの分析は、まだそこまで至ってないないです。 

とにかく皆さんにお伝えするべき情報はあらゆるツールを使って出そうと、
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ホームページ、ＳＮＳ、いろいろな方々の協力をいただきながら、情報を出して

おりますが、それに対する外国人へのリーチというところまで分析ができてな

いかもしれないです。 

道への影響ということで、事業面でもこれからいろいろ出てくると思います。 

国際交流、あるいは、海外への何らかのＰＲ事業とか、いろいろな部分で、今

まで通りいかない部分も出てくるかもしれませんので、そういったところも含

めて、全庁的な影響を把握しながら、対応を進めているところです。 

 

○川原座長 

 ありがとうございます。他はいかがでしょうか。私から、もう一点よろしいで

すか。 

先ほど、沖本さんからの質問で、（ウポポイの）道外の認知度が 6％というお

答えだったと思うのですが、100 万人を達成するためにはやはり、道外の人を、

しかも 1 回ではなくて何度も何度も呼んでこないといけないという気がするの

ですが、そこに対する広報活動について、何かもう少し加えるような話があれば

教えていただきたい。 

あと、道内についていうと、修学旅行や道銀さんがウポポイ休暇を採用される

という非常に面白い試みをされていましたが、そういうものに続くような動き

を何か後押しするようなものがあるのか教えていただければと思います。 

 

○平尾広報担当課長 

 ウポポイの認知度については、残念ながら、担当部局を中心とした全庁の取組

の甲斐なく、まだ期待通りの上昇をしていない状況。 

これまでの広報紙でもウポポイの特集を掲載したり、今月 19日から発行する

3月号についても、ウポポイの紙面を大きく取り上げて、カウントダウンの雰囲

気が出るように取組んでいる。 

ＳＮＳでも頻繁に発信したり、先ほどＰＲさせていただいたように、こういう

会議などの場ごとに触れていくということで、担当部局は環境生活部ですが、道

庁職員全員がウポポイの広報マンとなるべく、私たち広報広聴課も同じ思いで、

ことあるごとに一つ一つ草の根的にやっていくしかないと考えています。 

修学旅行等については、ある程度予定されているとは聞いておりますが、包括

連携協定等でお付き合いのある企業の皆様の力もお借りしながら、できること

は全部やっていくということで、それに尽きると思います。 

100 万人に向けて、4 月 24 日にオープンしたら終わりではなく、まさしくそ

こからまた次のステージに入ると考えていますので、来年度に向けて頑張って

いきたいと思います。 

 

○川原座長 

 特に道内というよりは道外あるいは海外の方へのアプローチの仕方、何かも
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うちょっとあるといいなという気はしているのですが、そこについてはまだ具

体的なものはないのでしょうか。 

 

○平尾広報担当課長 

 これまで人の多いところ、首都圏や大阪、名古屋でセミナー、イベントをやっ

ておりますが、私どももやれることの全てを視野に、特に道外の方の認知度向上

に向けて取り組んでいきたいと考えています。 

 

○川原座長 

 わかりました。ありがとうございます。その他何かございませんでしょうか。

鈴木さんいかがですか。 

 

○鈴木委員 

 鈴木でございます。いつもお世話になっております。 

ネットを使った広報というところでは、日々、本当に私達業者も追いつけない

ぐらい、どんどん、変わっていっています。昔始めたやり方をそのまま続けてい

ると、女性の活躍推進と同じで、変わらなければ順位は下がるという状況で、

日々、カルチャーフィットという世界的な文化がどうなっているのかを意識し

ながらやっていかなければいけない。その中で頑張っていらっしゃる皆さんに

本当に頭が下がる思いです。 

やはり私も、実は先ほどのウポポイの数字、ちょっとショックを受けた部分が

あります。 

ではどうするかというところは、本当に難しいところではあるのですが、例え

ば海外では、去年、大英博物館のツイッターでクールジャパンの広告が出たとき

に、「ゴールデンカムイ」の漫画が大英博物館のツイッターの表紙になりました。 

そのときは海外の人たちの注目、これは何だという視線が集まり、そこで北海

道であったり、アイヌというものだったり、カムイという名前だったりが一気に

ヨーロッパの人たちにも広まったということもあります。 

そういうことを考えると、これから働きかけていく方法の一つとして、無謀な、

想定外の案かもしれないですが、グーグルにトップ画面に紹介が出るような、歴

史の一つとして紹介が出るような、気づいてもらえる仕掛けをアピールして働

きかけていく。海外の水準に合わせる、本当にグローバルな展開というのはどう

いうものなのかというのを、私ども業者も含めて、ゼロから考え、今までと違う

一歩を踏み出すのが今後は必要じゃないのかと、私自身も含めて、思っておりま

す。 

ぜひ一緒に考えさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○川原座長 



  17 

 ありがとうございます。何か事務局からございますか。今のご発言に対して。 

 

○平尾広報担当課長 

 昨年は、ラグビーワールドカップがあり、今年はオリンピックと国際的なイベ

ントが続きますが、オリンピック前の 4月 24日にウポポイがオープンすること

で、所管部局ではこの国際的なイベントに向けてどうアプローチするかという

ことを、来年度の予算も含めて、検討されていると思うので、もう少し情報を整

理する中で、皆さんにお伝えできる機会があればいいなと思います。 

今後も引き続き、委員の皆様からアドバイスいただければありがたいと思い

ます。 

 

○中村広報広聴課長 

 海外は我々も工夫をしなければいけないと思っておりまして、航空路線でい

うとフィンエアーが就航したのと、それからカンタスもきて、ヨーロッパが近く

なりました。 

文化を発信する時に、アイヌ文化というのが、アジアの方もそうですが、欧米

の方に興味持っていただきやすいのかなとも考えております。 

こういったものをどうリンクしていくかという話であるとか、あと、アドベン

チャートラベルワールドサミットの誘致に一生懸命取り組んできたのですが、

先日、内定をいただいたということで、これも欧米中心に 72兆円の市場がある。

そのアドベンチャートラベルのサミットが、うまくいけば 2021年に北海道で開

催される。 

これも中身が自然と文化アクティビティーが入っておりますので、こういっ

たところをうまくかみ合わせて、海外にＰＲ、リーチできるようにやっていきた

いと思っています。 

私、初めて聞いたのですが、カルチャーフィットというのは、すごくいい言葉

だなと思います。まさに今の時代の流れもそうだし、地域のカルチャーに合わせ

て発信してくということも大事なのだろうと、今、聞いていて考えていました。

ありがとうございます。 

 

○川原座長 

 馬上さん、どうぞ。 

 

○馬上委員 

 私も英語接客コンサルタントという肩書きになっているのですが、実際は通

訳ガイドとして活動しております。 

外国人のお客様を英語でご案内しているのですけれども、本当にアイヌ文化

についてはものすごい関心が高いです。 

ウポポイなのですが、これを見たときに「民族共生象徴空間」と書いてあるの
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ですが、一体これはなんだろうと。よく外国の人に、時間がない方に言われるの

ですけれど、「20秒で説明してくれ」と。この町はどんなものがあるのか、どん

なところなのかというのを「ちょっとパッと説明してくれない。」とよく言われ

るのですよ。 

いろいろなものがあるので、それを短くまとめるのは非常に難しいと思うの

ですが、例えば、道の皆さんがウポポイとはどんなもので、ここに行ったら何が

できるのと言われた時に、どう説明するかということを、多分、日本の方に対す

る説明と、外国の方に対する説明は変わってくると思うのです。 

なぜかというと、外国の方は背景がないので、日本人に対する説明と同じこと

を話しても通じない可能性があるので、ぜひ、こういったものを外国の方にアピ

ールするときは、外国の方の視点、日本人の方の視点にとどまらない発信をぜひ、

していただきたいと思います。 

あと ATTA（アドベンチャー・トラベル・トレード・アソシエーション）も、

実は私、第 1 回目の北海道からの派遣の時、アラスカに派遣されて参加してお

りまして、その時も本当にいろいろな国の方が 1 ヶ所に集まって、自然と文化

を楽しむような場所だったのですが、その時、私たちがその外国の方に何を説明

できるのか、どういうふうにきちっと伝えられるのかということが、広報におい

ても私たち道民においても重要だと思いました。 

あと、英語力アップは本当に、大きな課題だと。本当にこの ATWS（アドベン

チャー・トラベル・ワールド・サミット）を行う時に、外国の方を英語でご案内

する機会がきっと増えてくるので、ガイドがストーリーを伝えなくてはいけな

いという背景は、ちょっと関係ないかもしれないのですけれど、英語力のアップ

も必要だと思っております。以上です。 

 

○川原座長 

 ウポポイに絡んで他にございますか。 

先ほど、フィンエアーでヨーロッパにアプローチされるというお話があった

のですが、新型コロナでもわかったように、あるいは、去年から韓国の方が来ら

れなくなって、非常にアジアに偏重していた北海道のインバウンドをやはり変

えていかないといけないと思うのです。 

ヨーロッパは一つの答えになるかわかりませんが、せっかく AT（アドベンチ

ャー・トラベル）という新しい取組が来年できるのであれば、民間の観光事業者

の方とも一緒になって、どうやって新しい観光ルートができるのかとか、そうい

うものをどんどん皆さんで知恵を集めて、新しい北海道の観光をつくっていけ

ればと思い、いろいろな人からも聞くのですが、そういう取組も始まると思って

いるのですが、何か、それに対するお答えとかございますか。 

 

○中村広報広聴課長 

 まさにその通りだと思います。アジアの近隣の国々の方々ももちろん大事で、
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北海道の場合は今、312 万人のインバウンドが来られていて、そのうち 70 万人

が中国で、73 万人が韓国で、アジアが大勢を占めているので、大切にしなけれ

ばいけないのですが、一方でコロナウイルスのようなことがあると、その 70万

人の中国の方々がもしかするとぐっと減ってしまうというリスクもあるという

ことで、アジアも大切にしながら、いろいろな地域の方々に来てもらえるような

コンテンツを発信していかなければいけない。 

今まで食と観光、自然で北海道は売ってきましたが、ウポポイもできますし、

文化という視点などを加えて、コンテンツに厚みを持たせていくことが必要な

のではないかと我々も考えていますし、そこをもっとＰＲしてく必要と、掘り起

こしていかなければならないと思っておりますので、ぜひ、この場でも、ご意見

をいただければ参考にさせていただきますのでよろしくお願いします。 

 

○川原座長 

 ありがとうございます。ウポポイ以外でも全く構いませんので、どなたかご意

見、あるいはご質問はございませんでしょうか。北口さん、よろしくお願いしま

す。 

 

○北口委員 

 炭鉱の記憶推進事業団の北口です。よろしくお願いします。 

先ほどのアドベンチャートラベルツアーのことですが、おそらくイメージ的

にはラフティングするとか、川下りぐらいがアドベンチャートラベルではない

かと思われる方が多いと思うので、ウポポイもできますし、アイヌ文化ですとか、

私達がやっています炭鉄港（たんてつこう）の明治維新以降の北海道開拓の歴史

というところも、アドベンチャートラベルツアーに入れていただければと思い

ます。お願いします。 

あと、ホームページ、インターネットを見させていただいて、どれもすごく素

材がいいと思うのですが、「Hokkai･Do･画」は、短くなく長くなくすごく見やす

いですし、ブログにしましても 1 日に何回も他の振興局の記事も掲載されるの

で、５件も 6 件も上がってくるような日もありますし、ツイッターもミライノ

ートもあるし、どれを選んで、どれを見たらいいのだろうと思いつつも、それは

逆に言うと、好きなものを選べる選択肢がたくさんあっていいと思うので、今あ

るコンテンツの中で、さらに磨きをかけて、先ほどからの話に繋がりますが、ど

のように認知度を上げていくかというところが大事だと思います。 

あと、広報紙ですが、年に 5回出ていますけど、家で何度か見逃してしまった

のですが、おそらく広告に埋もれてしまっているのではないかと思います。 

その地域にもよると思いますが、折込チラシが少ない曜日とか、月曜、火曜あ

たりがいいとか、何かそういうものがあれば、埋もれずにすむのではないかと思

いました。 

おそらく、5回全部見つけて読んでいる人は、本当にこれを見たくて読んでい
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る人だと思いますので、なにげなく見ている方にも目にとまる方法がないかと

思いました。以上です。 

 

○川原座長 

 ありがとうございました。今のご質問、ご意見に対してありますか。 

 

○平尾広報担当課長 

広報紙については、来年度からこれまでよりも手にとっていただける、読んで

いただけるようにするために、紙面の工夫なども含めて、どのような方法が良い

のか、私たちも考えているところです。 

また、事業者にもいろいろな提案をいただけるように、仕様や条件を考え、今

月下旬か来月上旬にでも、事業者のアイデアを募って、競争していただいて、お

互いにいいものを作っていきたいと思いますので、令和 2 年度の広報紙を注目

してください。よろしくお願いします。 

 

○川原座長 

 それでは他にございませんでしょうか。 

山川さんはいかがですか。 

 

○山川委員 

 帯広から参りました山川です。まちづくりの事業全般をしておりまして、観光

の仕事もしております。 

先ほどからアドベンチャートラベルの話が何回か出ているのですが、アドベ

ンチャートラベルについては、欧米ではもう確立された概念、市場がありますけ

れども、まだこちらには概念が入ってきたばかりなので、日本の中でもまだなじ

みがなくて、事業者も理解をまだ共有できていないところがあるような現状で

はないかと認識です。 

私がわかりやすいなと思ったアドベンチャートラベルの説明は、国交大臣の

コメントで、「自然の中でのアクティビティー体験や異文化体験を通じて、自分

の内面が変わっていくような旅のスタイル」。 

日本人は、「アドベンチャー」をどうしても冒険みたいなイメージでとらえる

のですが、欧米の方たちがとらえている「アドベンチャー」というものは、心の

アドベンチャー、自分の内面が変わっていくところまでをセットで言っている

ので、そこに齟齬があるとか、観光事業者の中でもまだ理解が追いついていない

面があるとか、先ほど馬上委員から、お話がありましたけれども、外国の方に響

くような伝え方というものがあると思います。 

それは、背景が全くない状態で伝えなければいけないということと、あとＡＴ

自体がどのようなものかということを、深く理解された上で発信されることが

重要なのかと。 



  21 

私の個人的な認識なので間違っているかもしれないですが、観光ＰＲ予算、北

海道は沖縄の何十分の一みたいな話を聞いていて、予算がとても少ないので、欧

米に対して北海道をＰＲすることが予算的に難しいということを、私の周りの

観光事業者もよく話をしていて、ＡＴを世界から北海道大会を誘致したことは

大ニュースですが、この機を逃すと、欧米富裕層に向けたリーチは今後、難しい

だろう、これがうまくいかなければ、欧米富裕層は諦める、というような声もち

らほら聞こえているので、そのような現状があるという前提、認識で広報してい

ただけるとありがたいと思っております。 

あともう 1 点、私はウポポイについてはよくわかっていなくて、日本人向け

でいいので、どのようなものかというのを 20秒ぐらいで、うまく説明が聞ける

のであればお聞きしたいなと思いました。以上です。 

 

○中村広報広聴課長 

ウポポイは言葉としては「大勢で謳う」という意味で、愛称なのです。「民族

共生象徴空間」と言うと、わかりづらいかとも思うのですが、アイヌ文化を発信

するための関東以北で唯一の国立博物館ということなのです。 

展示が見えてきて、体験できるものがこんなものだよというのがわかってく

ると、きっとより皆さんに伝わってくると思うのですが、今、映像では建物しか

テレビ等でもお見せできていないので、多分そこが伝わりにくい一番の原因か

なと思っております。あと 2ヶ月ですから、そこができてきたら、もう少しわか

りやすく伝わるのではないのかと思っています。 

 

○山川委員 

 全体的に思うのが、その施設のことだけを指して、ウポポイと言っていいのか、

何か概念的なものがその周りにあって、それも含めてウポポイと言っているの

かが、ちょっとわかりづらいかなと思って、勝手に勘違いをしていた部分があっ

たかもしれません。 

 

○中村広報広聴課長 

 そうですね。この施設の愛称が「ウポポイ」なのです。民族共生象徴空間とい

うこの施設の名称がウポポイという理解でよろしいのですが、そこが多分、伝わ

ってないのですね。 

今、道内でも、53％ぐらいの方には認知していただいているのですが、ウポポ

イとはどのようなものと聞いた時に、そこまで理解していただいているかとい

うと、もっと数字は減るのだと思っています。 

今はまず、ウポポイという名前を知ってもらおうということを続けてきて、こ

こから、そこに情報を肉付けしていって、ウポポイとはこういうものということ

を知っていただいて、来ていただくことも、時間もあまりないのですが、やって

かなきゃいけないと、今、ご質問をいただいて改めて思いました。 
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あと、アドベンチャートラベルはまさにそうでして、我々の受入れる側も、も

っときちんと理解して発信していかないといけない。いわゆる体験観光と一緒

ではない、内面が変わっていくという部分。そういう背景のストーリーをしっか

り持って発信していかないと、今までと何が違うのか、アドベンチャートラベル

と体験観光はどこが違うのかを説明しきれずにいると、相手にも響かないとい

うことになるとお話を聞いて思いました。ありがとうございます。 

 

○事務局：津久井主幹 

 先ほどご案内した広報紙の 3 月号なのですが、そちらで観光を取り上げてい

まして、その中で、ドベンチャートラベルについても取り上げる予定になってい

ますので、ぜひご覧いただければと思います。 

その記事でも書かせていただいたのですが、やはりガイドの育成も大切だと

いうところに触れていまして、単純に受け入れてご案内できるだけじゃなくて、

先ほどおっしゃったように、その背景もきちっと説明できるようなガイドの育

成も、今後進めていかなければならないということで、担当部局でも取り組んで

いることも書かせていただいておりますので、どうぞご覧なってください。よろ

しくお願いします。 

 

○川原座長 

 山川さんよろしいですか。 

 

○山川委員 

 私のちょっと個人的な認識なので状況が違うかもしれないですが、やっぱり

北海道のＰＲというものが、観光や食がとてもボリュームが多いですよね。 

ここ最近なのですが、全国の中でも、スタートアップや起業支援、イノベーシ

ョンであったり、そこに結構、力を入れている地域なのではないかという認識を

私はもっています。 

東京、福岡、札幌ぐらいのレベルで、その世界では語られ始めていて、東京の

ベンチャー系の人達から北海道は、今、「NoMaps（ノーマップス）」という大規模

なイベントを開催していたり、あと、アメリカと東京にしかないベンチャーキャ

ピタルが札幌にあるのですが、それで、東京の次に札幌を選んだことがすごいと

話題になっていたり、東京方面から情報が入ってきて、北海道からの発信という

ものは、私はあまり見ないので、その辺りはあまり広報というか、ＰＲされる仕

組みがあまりないのかな、と感じているのですが、その辺り、何か発信されるよ

うなことがあれば、いいのかなと思いました。 

 

○平尾広報担当課長 

 大きなイベントや目新しいことは興味を引きやすいと思いますが、今、委員が

お話されたこと以外にも、生活に密着する防災関係増俸もそうですが、地に足を
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つけて取り組む、大事なことが多々ありますから、限られた紙面、時間をやりく

りしながら、どういうふうに発信するのがいいかをこれからも検討したいと思

います。 

 

○中村広報広聴課長 

 ベンチャーとか、イノベーションとか、スタートアップについては、今までも

札幌バレーなどの取組があります。 

ＩＴ業界では、福岡と札幌は頑張っている地域だと言われていて、今、北海道

が産業政策として打ち出しているものは、仕事と暮らしを一緒に合わせるワー

ケーション。 

東京の企業が、オフィスを離れてこちらで一定期間仕事をしていただくとか、

テレワークは、北見でワイズスタッフの田澤さんが第一人者でずっと引っ張っ

ていらっしゃいますが、そういう俎上があるので、北海道は、豊かな自然、暮ら

しやすい環境の中で仕事をしていただく、そこに仕事とバケーションと組み合

わせて、関係人口の増加につなげていくというところは、4月から新しくなる次

の総合戦略の中で、関係人口の増加として、大きく打ち出しており、そういった

意味では、仕事と暮らしというところをうまく両立させて、北海道の良さを売り

込んでいくということはやっていきたいと思います。 

 

○川原座長 

 葛西さん、お願いします。 

 

○葛西委員 

ライターの葛西と申します。「Hokkai･Do･画」の件で、今年度アップされてい

るコンテンツを見て、すごく幅広いコンテンツを出されていると思っていまし

た。 

今年度から新しく登場したスクラムトークという地域で活躍する人々のコー

ナーがアップされていると思うのですが、そういった地域のお仕事だったり、地

域で活躍する人々をご紹介することによって、人からその地域の魅力が見えて

くるところがあると思うので、とてもいいなと思いました。 

今現在、今年度、各地域で何名かの方々をご紹介されてると思うのですが、ど

ういったお仕事の方をどのように選んでいるのか、今後もどのように選ばれて、

ご紹介されていくのかということが一つ思ったのと、再生回数が 500 を超えて

いるものの中で、北海道で働く若手の先生からのメッセージとか、意外とすごく

再生回数が多いと思ったのと、お仕事関係のものも再生回数が多いと思いまし

て、そういった解析は、今後、コンテンツを作っていく上で参考にといいますか、

方向性を再生回数からも、考えられていくのかなということを一つ伺いたいで

す。 
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○平尾広報担当課長 

 動画コンテンツの再生回数を分析し、評価しながら次につなげていくことは、

当然、必要であると考えています。 

 

○事務局：田口主幹 

 「スクラムトーク」や「地域で活躍する人々」というのは、今年度トライアル

でやってみて、素材としては、知事の地域訪問、地元の方々とお話するっていう

のが「スクラムトーク」と称してやっているのですが、その中で自己紹介的にご

自身の活動を紹介している場面を一人一人編集したものが今年度の取り組みで

して、ちょっと中途半端というか、本来であれば、ちゃんとインタビューしたり、

普段の活動の場面もちょっと入れたり、そういった形で本格的にやれればいい

なというふうに思っておりまして。 

先ほど、来年度の取組という中で、振興局とか市町村のご協力を得てとお話し

たのは、予算にも関わるので、具体的には言えないですが、振興局の職員が撮っ

たり、インタビューや普段の活動の様子なども含めた形で編集すると、もっと見

られるものになると思っているところです。 

 

○平尾広報担当課長 

 スクラムトークのメンバーについては、地域で活躍されている方を首長さん

がご推薦されるなど、ある意味、地域を代表される皆様にお集まりいただいてい

るものと理解しています。 

昨年度までこの推進会議の委員でおられた小樽の永岡さんも、今年度の後志

地域におけるスクラムトークのメンバーとして、観光の取組をはじめとする地

元での活動状況、工夫されていることなどを話されていましたが、その分野の地

域代表の方を首長さんや振興局職員がお願いしているのだと思います。 

 

○川原座長 

 ありがとうございました。 

それでは山原さん、お願いできますでしょうか。 

 

○山原委員 

 鷹栖町の山原です。自分の方からは、石澤さんが最初にお話していた地域との

連携の関係について、確認を含めてお願いをしたいと思います。 

先程から話が出ているウポポイやコロナウイルスの関係については、新聞報

道等が出ているのですが、やはり、鷹栖町の日常、旭川市の隣の町ということで、

観光地でもないものですから、中国人を見るということもない生活がほとんど

の状況です。その中で、自分ごとではないので、正しい情報は正直言って入って

きていない。マスコミが大変だ、大変だと。 
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そんな中で、こういう有事の事態の時に、どういった情報を住民に対して話せ

るかということを、多分、事務手続上の情報については福祉部門の方には行って

いるとは思いますが、公開できる情報は、正直言って今のところ手持ちがないの

で、そういった情報をどのように広報していくのか。 

振興局にある保健所の情報であるとか、事務手続上の情報なのか、それとも公

開してもいい情報なのか、その辺がわからないので、本当に連携ということであ

れば、顔の見える形に振興局との連携ができるのであればいいのでるけれど、こ

ちらにある市町村との連携という言葉が、来年度以降、何か所か出ていますが、

どのようなことをやるのかは、ここからは見えないので、これについてもしっか

りできるのであれば、やっていただければと思います。 

またウポポイの話についても、日常の会話において、町民からは聞いたことが

ないので、やっぱりその辺というのは、多分、ちょっと遠い観光地なのです。 

正直、そういうイメージしかありませんので、本気で地方部のところまで道内

全体で意識を持たせるのであれば、もう少しＰＲを振興局単位でもやったほう

がいいのではないかと思いますので、今後、市町村との連携を進めるのであれば、

もう少し顔が見える形で、協議ができればと思います。 

これはちょっとお願いということでよろしくお願いします。 

 

○川原座長 

 ありがとうございました。何か今のご意見に対してありますでしょうか。 

 

○平尾広報担当課長 

 コロナウイルスの関係で、各所管の保健所が市町村と、緊急情報を共有すると

いう取組はしていると思うのですが、足りない部分があると感じられるとのお

話ですので、私どもからも、保健福祉部の部局に伝えて、もう 1回振り返っても

らうことを考えてみます。 

 

○川原座長 

 今のウポポイの話に関連して、遠い地域の方はあまり、自分事ではないと、そ

ういう気持ちがあると思うのです。せっかくウポポイに来られる、しかも北海道

をよく知らない方が来られる場合に、周辺を巻き込んで周回していただく取組

ということが大事になってくるのかと思います。 

二次交通というか、道内の交通を上手くＰＲできていれば、何となく「道北の

方もこうやって回れるのですよ」とか、「道東はこういうふうにリンクできるの

です」ということを行うことによって、多分、道内全体にウポポイの効果という

のが出てくるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

ざっくりとした話で恐縮なのですが。 

 

○中村広報広聴課長 
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 まさにその通りだと思います。私も北海道人ですので、なかなか、道内の中で

も遠い地域に行くのは億劫なところはあります。 

よほど行きたいというモチベーションがないと、なかなか行かないというこ

ともありますので、そういった魅力を伝えるのも一つですが、周遊してもらう、

そこだけが目的じゃなくて、周りも巻き込むという仕組みは考えなければいけ

ないと思います。 

白老の周辺は、登別などのいろいろな観光地もありますので、そういったとこ

ろを組み合わせたりできます。 

あとは今、スマホを使って乗継ができるような MaaS（マース）の取組が道南

や十勝、道東で出てきていますので、そういったものを広げて、バスは地元の人

でも乗継ぎが難しいので、インバウンドの方がバスなどの二次交通の乗継ぎな

どができるような仕組みも、将来的には必要になるのだろうと思います。 

 

○川原座長 

 ありがとうございます。どうぞ、鈴木さん。 

 

○鈴木委員 

 お話を伺っていて、思い出したことがあったので、ご提案をさせていただきた

いと思うのですが、今まで北海道は、どうしても物理的に遠いというのが何とな

くあり、特に道民は移動が面倒だというのがあったのですが、今は、そういった

旅を楽しむ、特に欧米の方たちや本州から来る方たちは、その北海道の遠い距離

を楽しむという旅も増えてきています。 

アドベンチャーツーリズムも然りですが、その地域の情報を出すときに、地図

的なもの、北海道の大きさやその町までの距離といったものをプラスで表現で

きる、例えば、車でどのぐらいかかる、いろんな民間のアプリやグーグルの地図

も確かにあるのですが、せっかくこれだけ道庁で皆さんがいろいろな地域の情

報を出しているのであれば、プラス面での距離の楽しみ、北海道の大きさを表せ

るようなものもあっていいのではないかと思いました。 

実際に私どもも、北海道にいる外国人や本州の人は北海道が好きで来ている

ので、皆さん北海道も地図で指をさせるし、札幌も指をさせるし、旭川、千歳も

指をさせますけれども、海外に行って、北海道、札幌から来ましたと言っても、

どこの事かわからないという方も実際多い。 

私達も逆です。海外の国名を出されても指をさせない。これは国内で考えても

本州でも、私は軽井沢も黒部ダムもどこにあるのかはわからない。 

それもまた、北海道も逆に同じで、例えば、えりも岬は有名だけど実際に地図

で指をさしてと言われたら、難しいと思います。 

何かそういったことを考えると、情報発信の一つとして、北海道の大きさを距

離や時間で、位置も一緒に表して伝えていくということも大事なのでないかと

感じたので、ご意見として挙げさせていただきました。 
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○川原座長 

 何か他にございませんでしょうか。せっかくの機会ですので、ぜひこれだけは

言っておきたいとか、私はこういう思いでやっているとか、あるいは何か事務局

の方からこれだけ言っときたいとか、ありませんか。よろしいですか。 

よろしいですか。このあたりで議論も尽きたということで、事務局の方にマイ

クをお返しいたします。 

 

５ 閉会 

○事務局：中村主幹 

 川原座長、委員の皆様、ありがとうございました。 

それでは、閉会にあたりまして広報担当課長の平尾からご挨拶申し上げます。 

 

○平尾広報担当課長 

 委員の皆様、本日は長時間にわたりまして貴重なご意見、ご提言をいただきま

して、ありがとうございます。心よりお礼申し上げます。 

今年度末で任期満了となられます委員の皆様におかれましては、これまで大

変お世話になりまして、改めて感謝申し上げます。 

今年度も皆様からいただきました様々なお言葉を念頭に置きまして、来年度

以降においても道民目線を忘れずに、広報広聴活動を進められるように職員一

同、志を新たにして取り組んでまいりたいと考えております。 

今回 7 名の委員の方が替わられるということになりますが、今後それぞれの

お立場でご活躍されると思いますけれども、これからも私どもの取組に関して、

十分ご関心を寄せていただきまして、気づいた点などがあれば、ご助言いただけ

ると大変ありがたく思います。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

 

○事務局：中村主幹 

 以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。本日はどうもありがとうご

ざいました。 

 


