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◆取組計画表

令和元年度の取組

・北海道戦略広報基本方針に基づく具体的な取組を示す「取組計画表」を、
毎年度策定（４つの戦略、８つの推進項目）
・年度末に実績を把握・点検。社会情勢等の変化を踏まえ、翌年度に反映

２



【基本戦略１】

北海道価値の効果的な発信

３



◆ホームページのアクセスアップ

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

・各部局・振興局と連携しながら、北海道
の魅力をホームページで積極的に発信

【目標数値】アクセス数
令和元年度 １億３，０００万アクセス
（Ｈ３０年度末実績 １億２，７００万アクセス）

【現在値】
１２月末現在 ９，１００万アクセス

４



◆インターネット放送局「Hokkai・Do・画」の動画掲載の充実

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

・各部局・振興局、市町村や関係団体作成動画の収集
・道が実施する行事・イベント等へ出向き、撮影・配信
・「動くよ！広報紙ほっかいどう」の積極投稿
・「知事定例記者会見（手話通訳付き）」の配信

【目標数値】動画掲載数
令和元年度末 ２，５００本
（Ｈ３０年度末実績 ２，３０５本）

【現在値】１２月末現在 ２，５０９本

５



【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

スマホの利用が浸透している中、道の施策や地域の取組などをわかりやすく的確に発信

【事例】

●道の施策PR

（例）北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録
への推薦決定

●道が実施する行事・イベント等

（例）ほっかいどう防災広場inチ・カ・ホ

●動くよ！広報紙ほっかいどう

・道職員自らが出演して、道政情報や北海道の魅力に関する
情報をわかりやすく発信
累計本数 ７０本（１２月末現在）

６

◆インターネット放送局「Hokkai・Do・画」の動画掲載の充実

世界遺産登録推薦決定

ほっかいどう防災広場inチ・カ・ホ

動くよ！広報紙ほっかいどう



●「鈴木知事が動く」コーナー等の設置

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

●「鈴木知事が動く」コーナー
・知事出席行事等
・なおみちカフェ
・スクラムトーク

●「地域で活躍する人々」コーナー
・スクラムトークの映像を活用

７

◆インターネット放送局「Hokkai・Do・画」の動画掲載の充実

なおみちカフェ

スクラムトーク

地域で活躍する人々

知事出席行事

新

知事出席行事や知事の地域訪問の紹介を通じて、道政や地域の取組への理解や関心を
持っていただく。

関連する道のホームページやＳＮＳとの連携も図っている。



◆ブログ「超!!旬ほっかいどう」による情報発信の充実

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

８

・各部局・（総合）振興局による積極的な投稿（月平均投稿数：１１０）
・ブログアクセス数の増加に向けた他の広報ツールの活用

【目標数値】アクセス数（月平均）
令和元年度 ３５９，０００アクセス／月
（Ｈ３０年度実績 ３３１，９００アクセス／月）

【現在値】
２５８，４５９アクセス／月平均（４～１２月実績）



◆「北海道庁広報ツイッター」の活用

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

・即時性や情報の拡散性が特徴であるツイッターの活用により、道の新着
情報や魅力などを発信

【目標数値】フォロワー数 令和元年度末 ４１，６００人
（平成３０年度末実績 ３６，７００人）

【現在値】 １２月末現在 ４０，６０６人

９



◆「北海道メールマガジンDo・Ryoku」による情報発信の拡充

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

・ブログやツイッターとのメディアミックスを強化
・市町村・観光関係団体から提供される情報も積極的に発信
・民間企業の協力による購読者プレゼントの実施

※「北海道メールマガジンDo・Ryoku」含め、
道全体では、３１のメールマガジンを配信

【目標数値】 「Do・Ryoku」登録者数
令和元年度末１９，０００人
（Ｈ３０年度末実績 １８，０００人）

【現在値】 １２月末現在 １７，９８０人

１０



◆SNSを活用した「北海道ミライノート」による魅力発信

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

・「北海道ミライノート」（以下、ミライノート）は、北海道を応援する
キャラクター 「雪ミク」をガイド役に、北海道の新たな魅力を発信
するプロジェクト。（H29.10開始）

・メインターゲットは若年層及び海外層。

・インスタグラムを活用して一般の方々から北海道の画像を募集し、
未来に残したい画像をホームページで紹介。
※ #北海道ミライノート又は#hmnoteをつけてインスタグラムで
画像を投稿していただく。

・ホームページは、日本語・英語対応。

１１



◆SNSを活用した「北海道ミライノート」による魅力発信

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

【普及に向けた取組】
・ネットニュース大手「SmartNews」の北海道チャンネルに、｢北海道ミライノート｣の画像を配信(2019.12.9～)

・クリプトン・フューチャー・メディア(株)と連携し、北海道密着型情報アプリ
｢Domingo(ドミンゴ)｣WEBページでの紹介

・北海道ASEAN事務所、北東北三県・北海道ソウル事務所：公式フェイスブックや
インスタグラム内での紹介

・海外でのPR
マレーシア・ペナンの観光博(2019.7)：PR動画の放映
タイ・バンコクの旅行博(2020.1～2)：PRフライヤーの設置等

・｢『世界津波の日』2019 高校生サミット in 北海道｣のホームページ
(日本語・英語対応)へのリンク

・「サッポロビール道産子感謝DAY」のステージでのPR                                                  

・ 札幌市内のセブンイレブンや北海学園大学へのPRフライヤーの設置

・ 道・イトーヨーカ堂共催イベントと連動したアリオ札幌大型モニターでのPR動画の放映

１２

SmartNewsの
北海道チャンネル



・ホームページに係る目標数値

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

【目標数値】ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数 令和元年度末 74,000（H30年度実績 58,555）
【現 在 値】 令和元年12月末 63,987（4月～12月）

１３
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・インスタグラムのフォロワー状況
【フォロワー数】 令和元年12月末 2,348（H30年度12月末 1,372）
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◆SNSを活用した「北海道ミライノート」による魅力発信



◆「北海道知事 鈴木 直道Facebook」による情報発信

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

①インターネットの積極的な活用

知事の日々の活動などを紹介することを通じて、道政への理解や関心を持っていただく。

関連する道のホームページやインターネット放送局の動画との連携も意識して投稿すること
で、他の広報媒体への効果的な誘導も図っている。

１4

新



◆首都圏等の出版社・放送局等へのＰＲ活動

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

②マスメディアに対する働きかけ

・各部局・振興局や市町村・関係団体と連携し、道内はもとより首都圏等の
マスメディアへ情報提供

【今年度の取組】
○テレビ
・ＮＨＫ ＢＳプレミアム「にっぽん縦断こころ旅」 制作協力
・ＮＨＫ 「きょうの料理」 R1.9.25放送(北海道の食材紹介） 制作協力
・読売テレビ 「遠くへ行きたい」 第2470回 根室～羅臼編 制作協力
○ウエブサイト
・JTB インバウンド向けウェブサイト「Kampai Rugby×Sake」 制作協力
○書籍
・交通新聞社 「ジパング倶楽部」 制作協力
・JTBパブリッシング 「るるぶ北海道」 制作協力

◆報道素材の提供
・報道素材の積極的かつ的確な提供に向け、 報道発表資料の
作成技術向上研修の実施

１５

「るるぶ北海道 2020年版」

JTBサイト「Kampai Rugby×Sake」



◆道外在住者に向けた情報発信

【基本戦略１】北海道価値の効果的な発信

③道外在住者・外国人に向けた情報発信

・移住者向けメールマガジンの活用をはじめ、首都圏等で開催される移住関連
行事や道人会・包括連携協定企業のイベントなどを活用し、「北海道ミライノー
ト」など北海道発のネット系広報ツールを周知

◆外国人に向けた情報発信

・他部局等の外国人に向けた情
報発信の機会を活用し、北海道
公式ホームページの外国語サイ
トを周知
・「北海道ミライノート」（英語版）
の運営

１６



【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

１７



◆広報紙「ほっかいどう」

【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

①道民ニーズを踏まえた適切な広報手段の活用

・年５回発行。主要な道政課題や政策、議会情報
などを紹介
・動くよ！広報紙ほっかいどう（YouTubeを活用した
動画広報）の活用
・公共施設などの設置箇所を拡大

【目標数値】公共施設等設置数
令和元年度末 １,５００ （Ｈ３０年度末実績 １,３０１）

【現在値】 １２月末現在 １,５０３

１８

【主な掲載内容】
・ ８月号：道民の皆さまへ、鈴木直道知事からの

メッセージ／アイヌ文化について
・ ９月号：令和元年度北海道予算について
・１１月号：防災対策について
・１２月号：ほっかいどう応援団会議について
・ ３月号：観光地づくりについて（仮）



【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

①道民ニーズを踏まえた適切な広報手段の活用

◆道政広報テレビ番組「情報カフェ赤れんが」

・年２回、３０分の特集番組を制作し、道の重要
政策を紹介
・子どもや若者の道政への関心を高めるため
アニメ動画（３分）を作成し、放送
【内容】
○第１回放送（令和元年１１月１６日）
テーマ：「技術の力と人の力で 強く、元気な農林水産業へ」
・未来を育てるスマート農業 ・森を学び、人を育てる「北の森づくり専門学院」
・漁師への一歩をしっかりサポート「北海道立漁業研修所」
・知恵と力を集結！ほっかいどう応援団会議

○第２回放送（令和２年３月を予定）
テーマ：（仮）「北海道の歴史を知って、つなげよう 未来へ！」
・民族共生象徴空間ウポポイの開設／・めざせ、世界遺産！縄文遺跡群
・北海道聴覚障がい者情報センターについて

１９



【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

①道民ニーズを踏まえた適切な広報手段の活用

・道税（５、６月）や献血促進（２月）に関するラジオスポットCM（２０秒、全１０２回）
・放送局：STVｰR、HBCｰR、AIRｰG、FMノースウェーブ

◆新聞紙面利用広告

「みなさんの赤れんが（道新、朝日、読売、毎日）」
・道の事業やイベント行事、各種制度等の情報を
コンパクトにお知らせ
・５月以降毎月第２日曜日掲載、半３段：年１６回

「北海道ビジネスページ（日経）」
・経済や企業に関する道の事業や各種制度をコンパクトにお知らせ
・偶数月の最終木曜日掲載、半３段：年６回

◆ラジオスポットCM

２０



【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

①道民ニーズを踏まえた適切な広報手段の活用

◆広報ツールの相互補完

・広報紙ほっかいどう、新
聞広告などアナログ系広
報をホームページに掲載

◆道政広報コーナーの活用

・本庁舎１階に道政広報コーナーを設置し、パネル
展の開催やリーフレットを配布 （１２月現在 催事
数：１６８件 来場者数：28,748人）

◆地デジデータ放送
・HTB地上デジタルデータ放送による道政情報の発信

２１



【基本戦略３】

民間企業などとの協働による広報の推進

２２



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

民間企業等との協働の状況

２３

●民間企業等との協働を担当する職員向けの説明の開催 (2019.7.18)

担当職員の意識の向上を図るため、協働事業の進め方や協働事業の取組事例の紹介の

ほか、民間企業への積極的な働きかけを要請

●包括連携協定企業と関係部との意見交換会の実施(2019.8.7)

協働事業の更なる活性化を図るため、道から民間企業等に対する新たな取組の提案の

ほか、民間企業等から協働事業の進め方に関する要望や意見等をいただく意見交換会

を初めて開催（45団体 53名出席）

包括連携協定企業との意見交換会

新 ●民間企業等との協働に係る新たな取組



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

▷包括連携協定の締結状況

複数の政策分野における協働事業を、継続的に実施していただける民間企業等との間で、

連携・協力に関する協定『包括連携協定』を締結

民間企業などとの協働の状況

２４

年 度
H18～H２5

(2006～2013)
H26

(2014)
H27

(2015)
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
R元

(2019)

締結数 33 9 9 6 8 5 5

[うち振興局] [11] [４] [１] [３] [２] [１] [２]

(累計) (33) (42) (51) (57) (65) (70) (75)

企業等数 39 52 64 71 80 86 91

(2020年2月5日現在)



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

▷新たに包括連携協定を締結した企業等

あいおいニッセイ同和損害保険(株)×北海道
包括連携協定締結日 令和元年(2019年)９月３０日

＜連携・協働の取組内容＞
１ 介護・福祉に関すること
２ 産業振興に関すること
３ 地域社会の貢献に関すること
４ 交通安全に関すること
５ 危機管理に関すること
６ 道政広報に関すること

民間企業等との協働の状況

２５

新



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

▷新たに包括連携協定を締結した企業等

学校法人札幌大学×北海道
包括連携協定締結日 令和元年(2019年)１１月１日

＜連携・協働の取組内容＞

１ 地域創生の促進に関すること

２ アイヌ文化の振興に関すること

３ 国際交流の促進に関すること

４ 地域防災の強化に関すること

民間企業等との協働の状況

２６

新



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

生活情報フリーマガジン

「EZO CLUB mg.COMMU」

サツドラホールディングス(株)

北海道の子育て支援施策等を紹介

航空会社機内誌

「rapora 」 AIR DO

北海道への移住者と移住者
が暮らす地域の「地域情
報」を紹介する「北海道移
住ライフ」を連載

▷フリーペーパーなどの紙媒体の活用

企業などの独自の広報ツール活用による民間広報の推進

２７

子育て情報誌

「ママNavi 」(株)Mammypro

「まま・ここっと」(株)インサイト

美容健康情報誌

「スコブル」
(株)ぶらんとマガジン社

地域情報誌

「ＪＰ０１」 総合商研(株)など



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

▷街頭大型ビジョンの活用

メガビジョン(札幌駅南口、4丁目プラザ）

パルコビジョン
(株)メガコーポレーション

サッポロファクトリー大型ビジョン
サッポロ都市開発(株)

チカホ（北大通交差点広場、北3条交差点広場）

札幌市

狸ビジョン（狸小路１～６丁目）

札幌狸小路商店街振興組合

北海道コカ・コーラボトリング

▷自動販売機電光掲示板の活用

２８



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

▷商品パッケージの活用

サッポロビール(株)

●サッポロ生ビール黒ラベル缶

HOKKAIDOミライ競馬缶 2019.5月発売

●麦とホップ、北海道オフのごちそう

北海道の森に海に乾杯！缶 2019.6月発売

雪印メグミルク(株)

●牛乳「味わい北海道しぼり」

早寝早起き朝ごはん運動PR 2019.1月～12月末

２９

HOKKAIDOミライ競馬缶 北海道の森に海に乾杯！缶

file:///C:/Users/044729/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.IE5/9WP742H0/"http:/www.google.co.jp/url
file:///C:/Users/044729/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.IE5/9WP742H0/"http:/www.google.co.jp/url


【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

３０

ポスター、チラシ・リーフレットの配置

セブン-イレブン、ファミリーマート、

セイコーマート、アリオ札幌、

北洋銀行、北海道銀行、佐川急便、SMBCなど

店内放送 セイコーマート

レシートの活用 セブン-イレブン

チラシへの掲載 イトーヨーカドー

▷店舗等の活用

セブン-イレブンレシート

佐川急便

イトーヨーカドー



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

 大型店舗でのイベントの開催

●イオンレイクタウン(埼玉県越谷市)

・「北海道フェア」に併せ食と観光のPRを実施

2019年6月26日(水)～30日(日)

●イトーヨーカドーアリオ札幌(札幌市東区)

・「木育フェア」の実施

2019年7月31日(水)～8月2日(金)

・「北海道のうまいものみーつけた」の実施

2019年10月30日(水)～11月4日(火)

●イオン札幌平岡店(札幌市清田区)

・「北海道さっぽろスポーツフェスティバル」の実施

2019年10月19日(土)～20日(日)

▷大型店舗でのイベントの開催、企業主催のイベントでのPR

３１

「北海道のうまいものみ～つけた」

「北海道さっぽろスポーツフエスティバル」

「北海道観光PRパネル展」



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

 企業主催のイベントでのＰＲ

●サッポロビール(株)主催

・「サッポロビール★道産子感謝DAY」 2019年7月6日(土)～7月7日(日)

・「THEサッポロビヤガーデン」 2019年7月19日(金)～8月14日(水)

●ANAホールディングス(株)主催

・「ANAオープンゴルフトーナメント」 2019年9月12日(木)～15日(日)

●イオン(株)主催

・イオンモール成田「北海道フェア」 2019年9月28日(土)～29日(日)

▷大型店舗でのイベントの開催、企業主催のイベントでのPR

３２

「道産子感謝DAY」 「ANAオープンゴルフトーナメント」 「北海道フェア」



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

▷映画ポスターの活用

映画ポスターの一部に道政広報を印刷

●TOHOマーケティング(株) ●(株)MACH

「ルパン三世」
2019.12.6公開
深川・留萌自動車道
全線開通

「ひつじのショ－ン」
2019.12.13公開
北海道立学校を

ふるさと納税で応援

３３

「ザ・プレデター」
2019.9.14公開
ストップ！飲酒運転

「僕のヒーロー・アカデミア」
2019.12.20公開
防災教育



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

▷スマートフォン・アプリを活用した新たな情報発信

●クリプトン・フューチャー・メディア(株)と道とのタイアップ(2019.12.9～)

〇国内最大規模のニュースアプリ「SmartNews(スマートニュース)」への情報発信

・「SmartNews」の北海道チャンネルに道ＨＰの新着情報を配信

・同じく「北海道ミライノート」の画像を配信(再掲)

・官民連携（道とクリプトン・フューチャー・メディア(株)）による取組は全国初

〇道とのタイアップ事業「Domingo（ドミンゴ）」のリニューアル

・デザインの一新（画像中心のビジュアル）

・市町村ページの充実（「ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ」や「ﾌｫﾄｷﾞｬﾗﾘｰ」を追加）

３４

SmartNewsの北海道チャンネル

北海道公式
北海道公式

もっと見る

＜情報発信のイメージ＞

新



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

▷ウェブサイトによる情報発信

会員向けサイトでの北海道キャンペーン

●明和地所（株）

「DISCOVERHOKKAIDO」を開設し、北海道の食や観光や

ライフスタイルなどの情報を発信

●（株）ぐるなび

「北海道×ぐるなび 食と観光ナビページ」を開設し、北海道の

「食」や「観光」に関する情報を発信

３５

明和地所

ぐるなび



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

G２０観光大臣会合PRに活用

●期間：2019年7月～10月

●内容：ポケモンキャラクターを活用した啓発物の作成

道内路線バス利用促進キャンペーンで活用

●期間：2019年7月26日～9月末

●内容：ポケモンキャラクターを活用した景品用カードの作成

道内のバス6000台にステッカーを貼付

PRイベントで着ぐるみを活用

子育て応援イベントでの活用

●期日：2019年12月14日(土)

●内容：ポケモンキャラクターを活用した啓発物の作成

イベントで着ぐるみを活用

▷企業のキャラクターを活用したPR 

３６

クリアファイル

うちわ

ピンバッチ

景品用カード

ステッカー イベントの様子

チラシ

メッセージカード イベントの様子



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

▷動画制作への協力

 北海道のキャッチフレーズ「その先の、道へ。北海道」をイメージした画像を
各振興局（各２点）から募集し、動画化することで北海道の地域の魅力を発信

●制作内容

・平成２９年(2017年)、地下歩行空間で実施の振興局イメージ画像ポスター展に合わせ、

全２８画像を動画化し、北３条広場の大型ビジョンで開催期間中放映

・ポスター展の人気投票上位の画像で６０秒・３０秒のショートバージョンを制作

街頭大型ビジョンを活用した道政広報等で放映中

37３７



【基本戦略３】 民間企業などとの協働による広報の推進

①民間ならではの効果的な手段を活用した協働広報の推進

日 程 2019年１０月１7日(木)～１8日(金)

場 所 道庁本庁舎1階 特設展示場A

内 容 包括連携協定を締結している民間企業等の取組をパネルで紹介

民間企業等の方に講師を依頼し、ランチタイムセミナーを実施

北海道民間協働週間の設定
道と民間企業等との協働の取組を、道民の皆さまにわかりやすく伝えるとともに、民間企業
との協働事業の必要性などの周知を図る

３８

パネル展の
様子

セミナーの様子

項目 10月17日(木) 10月18日(金)

セミナー

テーマ

地域と密着した

「地方創生」

スポーツ振興の取組

について

JP01の裏話

講師

あいおいニッセイ

同和損害保険(株)

札幌支店長　碇 淳一郎　氏

総合商研(株)

JP01編集長　土居 功　氏

来場者数
パネル展　327人

ランチタイムセミナー　110人



【基本戦略４】

広報活動を支えるマネジメント機能の充実

３９



【基本戦略４】広報活動を支えるマネジメント機能の充実

①広報広聴連絡会議等の活用

◆広報重点テーマ等の設定

・各部代表課長、（総合）振興局地域創生部長等からなる「広報広聴連絡会議」
や各広報担当者からなる「広報広聴担当者会議」を設置

・毎年度、広報重点テーマなどを協議し、全庁の統一的な意志や戦略を持った効
果的、効率的な道政広報を展開

４０

【令和元年度 広報重点テーマ】
◆「地域づくり」
ほっかいどう応援団会議の取組／持続的な鉄道網の確立に向けた利用促進等の推進／聴覚障
がい者情報提供施設の取組／胆振東部地震災害からの復旧・復興の取組など

◆「未来づくり」
外国人材の受入拡大・共生の促進／道立学校における特色ある教育活動の展開／アイヌ新法の
制定を踏まえた新たなアイヌ政策の推進など

◆「産業づくり」
魅力ある食の世界展開と更なる高みを目指した観光戦略の推進／食関連産業における先端技術
の導入促進／Ｉ Ｃ Ｔ技術を活用したスマート農業の推進など



【基本戦略４】広報活動を支えるマネジメント機能の充実

②職員の広報マインドの醸成

◆研修会の実施

・広報担当職員等を対象に「道政広報

研修会」や各（総合）振興局に出向いて
の研修会を実施。広報やウエブアクセシ
ビリティ対応スキルの向上を図る。

※道職員の他、市町村職員等も対象とした
「広報広聴技術研究会」を実施。

◆北海道戦略広報基本方針の周知徹底

・全職員に基本方針が浸透するよう、庁内
各種会議などを通じ、周知徹底。

４１

道政広報研修会

広報広聴技術研究会


