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令和元年度（2019 年度）第１回 北海道広報広聴推進会議 

 

令和元年（2019 年）７月 25 日（木）13:28～ 

北海道庁本庁舎 ２階 記者会見室 

 

１ 開会 

【事務局：中村主幹】 

ただ今から、令和元年度第１回北海道広報広聴推進会議を開催いたします。 

事務局の調整グループ主幹の中村と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 

２ 挨拶 

【事務局：中村主幹】 

それでは、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。 

 

【中村広報広聴課長】 

改めまして、広報広聴課の中村です。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、皆さんお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

また、日頃から道政の推進にご協力を賜りまして、重ねてお礼申し上げます。 

委員 10 名の皆様のうち 6 名の方々は、昨年度から引き続きということで、お世話になりま

す。それから新たに 4 名の方々に委員として加わっていただきました。どうぞよろしくお願

いいたします。 

皆様、ご承知のとおり、16 年ぶりの知事交代がありまして、4 月から新たな体制の下で道

政がスタートしております。 

おそらく道民の皆様方の道政へのご関心というのも高いと思っており、その情報を取り巻

く環境も日々目まぐるしく変わっていると感じています。 

今日はそういった新しい時代にふさわしい広報広聴のあり方という視点でもご検討いただ

ければありがたいと思っています。 

この後、今年度に取り組む、各種媒体を活用した広報広聴、企業との民間協働、それから

毎年度実施しております、道民の皆様方への意識調査について説明をさせていただきます。 

限られた時間ではありますけれども、それぞれのご専門の立場、それから道民の皆様の目

線という観点からご意見、ご提言をいただければ幸いです。 

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 10 名全員にご出席をいただいております。 

当会議の設置要綱第 5(2)に基づきまして、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、議事録につきましては、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、ご了承をお願いいたします。 

議事に入ります前に、委員の皆様をご紹介いたします。 

昨年度から引き続きご就任いただいている委員の皆様を初めにご紹介いたします。 
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株式会社日本経済新聞社札幌支社編集部長の川原委員です。 

川原委員には座長を務めていただいております。 

次に、札幌テレビ放送株式会社報道局次長の越後谷委員です。 

次に、千歳市企画部広報広聴課長の小田委員です。 

小田委員には副座長を務めていただいております。 

次に、株式会社シンク専務取締役の鈴木委員です。 

次に、Ｍ’sＥｎｇｌｉｓｈ英語接客コンサルタントの馬上委員です。 

次に、公募委員の葛西委員です。 

続きまして、今年度から新たにご就任いただきました委員の皆様です。 

鷹栖町総務企画課参事の山原委員です。 

サッポロビール株式会社北海道本社北海道戦略営業部課長代理の沖本委員です。 

ＮＰＯ法人炭鉱の記憶推進事業団事務局長の北口委員です。 

公募委員の山川委員です。 

委員の皆様、１年間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、会議次第、配席図、出席者名簿のほか、次第の下段枠内に

記載しております資料をお配りしております。資料に不足がありましたら、事務局までお申

し付けください。 

そのほか、広報紙「ほっかいどう」などもお配りしておりますので、後ほどご覧いただき

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】 

早速、議事に入りたいと思います。 

まず、（１）の「広報広聴業務」について事務局に説明をお願いします。 

 

【事務局：中村主幹】 

資料１－１をご覧ください。本資料は、当課の業務であります広報業務及び広聴業務につ

きまして、網羅的にツリー図で示したものでございます。なお、主な事業の詳細はこの後の

会議の中でご説明いたしますので、ここでは概略のみのご紹介に努めたいと思います。 

まず、広報業務ですが、様々な広報媒体を活用しタイムリーな道政情報の発信に努めると

ともに、パブリシティー活動としてマスメディアに対し道政情報等の報道素材を積極的に提

供しております。 

ツリー図の一番上になりますけれども、自主広報インフラにつきましては、アナログ系イ

ンフラとネットネット系インフラがあり、アナログ系では印刷媒体として広報紙「ほっかい

どう」や点字広報誌、各新聞を活用した広報を行っております。 

視聴覚媒体といたしましては、道政広報番組などのテレビ、それからラジオのスポットＣ

Ｍがありまして、また施設等の活用といたしまして、道庁１階と道庁別館１階にあります道



- 3 - 

 

政広報コーナーでの広報を行っております。 

ネット系といたしましては、ホームページ、それからのメルマガ、ブログやツイッター等

のＳＮＳの活用や、動画で道政情報を配信する「動くよ！広報紙ほっかいどう」などがあり

ます。 

ツリー図の中段になりますけれども、企業等との協働による広報では、包括連携企業との

協働事業や、タイアップ事業による広報にも積極的に取り組んでおります。 

次に広聴関連業務ですが、調査による広聴など、道民から寄せられた要望や意見等につき

まして、関係各部とも連携しながら道政への反映に努めております。 

一番大きいものになりますけれども、道民意識調査を行っており、これにつきましては、

道政上の課題や重要施策に関して、無作為に選んだ道民 1,500 人の方々に郵送形式により世

論調査を行っております。 

次に資料１－２をご覧ください。本資料は当課の事業予算として措置されているものの一

覧となります。 

本年度の予算の全体額といたしましては、一番下の合計欄にありますとおり、１億 7,840

万円ほどでございまして、対前年比 100.8％。金額にしまして 140 万円弱と、若干の増とな

っております。 

予算は大きく広報、広聴、報道の三つの区分に分かれておりまして、ご覧のとおり広報に

かかる予算が大部分を占めておりまして、中でも広報紙に関するものが、１億 1,600 万円強

となっております。 

広報紙「ほっかいどう」は、タブロイド判と記載されているものとなり、予算は大体１億

1,200 万円を要しており、道民の皆様に直接お届けする広報の中心ツールとして、金額的にも

ウエイトが大きくなっております。 

これまで道財政が大変厳しく、毎年のように予算を削減してきたところでございますけれ

ども、平成 29 年度以降はほぼ同額を維持しておりまして、ぎりぎり最低限の事業予算は確保

できているのではないかと考えております。 

次に資料１－３をご覧ください。今年度の広報広聴推進会議の開催予定でございます。 

この会議は年２回を予定しており、本日第１回は記載のとおりでございます。 

第２回目につきましては、来年１月頃を予定しており、内容は、今年度予算の事業の進捗

状況に加え、本日、皆様方からいただきますご意見への対応状況につきまして、意見交換を

していきたいと考えております。 

この会議自体は年２回の開催ではございますけども、この間、道の広報広聴事業に関しま

して、お気づきの点等がございましたら、電話またはメール等で随時ご連絡いただけると助

かります。 

簡単でございますけども、広報広聴業務についての説明は以上です。 

 

【川原座長】 

ありがとうございました。 

ここまでの説明について何か疑問点や質問はございますか。 
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私から、今、世間の広告費は、相当削減が進んでいて、たとえば我々の業界も非常に厳し

いところですけれど、その中で、前年と同じ金額を予算計上いただいて、非常にありがたい

のですが、実際、どういう形で掲載されているのか、アウトプットがどのようなものなのか、

もしお分かりになれば。 

 

【事務局：中村主幹】 

広報紙ということでよろしいですか。 

 

【川原座長】 

いえ、新聞とかテレビなどです。 

 

【事務局：中村主幹】 

新聞につきましては、大体月１回くらい、道新、読売、毎日、朝日新聞に「みなさんの赤

れんが」という、半３段の道政情報を出しております。それと、日本経済新聞にも、「北海

道ビジネスページ」いうことで出しております。 

広報紙につきましては年５回。テレビは年２回。ラジオスポットＣＭにつきましては、献

血と自動車税の納税の関係で、大体 100 本程度です。 

 

【事務局：津久井主幹】 

102 回。20 秒のスポットＣＭです。 

 

【事務局：中村主幹】 

それが大体皆様の目につくものです。 

併せて点字広報、目の不自由な方に出しているものにつきましては、年６回、点字とＣＤ

とカセットテープ。それを施設などに配布。点字広報誌につきましては、希望者にお配りし

ているところです。 

 

【川原座長】 

ほかによろしいですか。 

 

【小田委員】 

質問ですけれど、広報紙の予算は、配布に伴う予算と印刷等で内容は分かりますか。 

 

【事務局：中村主幹】 

およそ半々ぐらいです。配布に６千万円近く、製作・印刷は残り５千万円ぐらいです。 

一般的には新聞の折り込み、新聞をとられていない方につきましては、ポスティング。ご

協力いただける市町村においては市町村広報誌と同時に配布という形でやっております。 
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【小田委員】 

ということは、新聞の折り込みに金額がかかる。 

 

【事務局：中村主幹】 

新聞折り込みとポスティングです。新聞をとられてない方にはポスティングです。 

 

【川原座長】 

ほかにございますか。 

それでは、次の議事に移りたいと思います。最後に質疑応答、あるいは質問時間を設けて

ありますので、その都度の質問でも結構ですし、最後にいろんな議論する機会もありますの

で、よろしくお願いします。 

次に移りたいと思います。（２）「広報事業の取組」のうち、①「北海道戦略広報基本方

針に基づく令和元年度の取組」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。皆様には貴重なご意見を参考にさせていただ

いております。本日もよろしくお願いいたします。 

「北海道戦略広報基本方針」に基づく令和元年度の取組について説明させていただきます。 

資料の２－１をご覧ください。道では、インターネットなどの情報入手手段の多様化等の

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「北海道戦略広報基本方針」を策

定しております。 

この方針に沿った形で具体的な取り組みを毎年度「取組計画表」として定め、推進してい

るところでございます。こちらの資料では、その「取組計画表」に掲載している内容の主な

ものを紹介させていただきます。 

先ほどの「北海道戦略広報基本方針」と「取組計画表」を含みます令和元年度の「道政広

報広聴推進計画」につきましては、それぞれ参考資料の２－１、２－２として添付してござ

いますので、後ほどご覧いただければと思います。 

資料２－１の２ページですが、「基本方針」では「基本戦略」の１から４の四つの戦略と、

その下にあります８つの「推進項目」というものを定めております。 

毎年度策定する「取組計画表」では、この「推進項目」のもと、取組を実施しており、今

年度につきましては、27 の取組を実施しているところでございます。この取組のうち７つの

取組で目標数値を設定しているところでございます。 

４ページをご覧ください。基本戦略１「北海道価値の効果的な発信」の推進項目の１つ目、

①の「インターネットの積極的な活用」についてです。 

「取組計画表」では、ネット系の広報ツールの６つについて目標数値を設定して、推進を

図っていくこととしているところです。 

順に説明して参ります。まず北海道のホームページについてですが、庁内の各部局や振興

局と連携しながら、北海道の魅力をホームページでも積極的に発信していくこととしており
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まして、ホームページのアクセスアップに取り組んでいるところでございます。 

前年度末には年間１億2,700万アクセスの実績でしたが、これを今年度末には年間１億3,000

万アクセスまで延ばすことを目指しております。 

ほかのツールで情報発信をする際には、検索窓をつけたり、ホームページの該当ページの

ＵＲＬやＱＲコードをつけるなどして、ホームページへの誘導を図ってアクセス数を上げて

いきたいと考えております。 

５ページをご覧ください。インターネット放送局「Hokkai・Do・画」についてです。 

こちらは、道政や地域情報等をリアルに発信することを目的といたしまして、平成 24 年 2

月に YouTube 内に開設したものでございます。 

各部局や振興局、市町村、観光協会などの関係団体が作成しました地域ＰＲ動画等を収集

して、掲載しているところです。 

また、知事の定例記者会見の動画の配信なども行っているところです。 

こちらの前年度末の動画掲載本数は、2,305 本という実績であり、今年度末には 2,500 本

まで増加させることを目標としております。 

道の行事やイベントに出向きまして撮影した動画や、道職員自ら出演・撮影する「動くよ！

広報紙ほっかいどう」も積極的に投稿していきたいと考えております。 

６ページですが、ただいまお話いたしましたインターネット放送局内に道職員自らが出演

して道政情報や北海道の魅力に関する情報を分かりやすく発信する「動くよ！広報紙ほっか

いどう」というのを開設しております。 

撮影に当たりましては、本日委員としてお越しいただいております、鈴木委員が所属する

シンク様にもアドバイスをいただきながら、週１本程度のペースで動画を作成いたしまして、

これまでに 60 本以上をインターネット放送局にアップしているところでございます。 

若い世代に利用者が多い YouTube を使った広報ツールということで、人事委員会事務局が、

職員採用試験案内で積極的にこの「動くよ！広報紙ほっかいどう」を使って動画広報を行っ

ているところです。 

ただ、新しい広報ツールということで、庁内でもまだ存在を知らない職員も多く、活用し

ている部局に若干偏りがある状況ですので、庁内の広報担当者の研修会で活用を呼びかける

とともに、メールで周知を行っているところです。 

今後は他の部局での利用や、更に、振興局での利用も促していきたいと思っております。 

道民の皆様にも広報ツールとして認知していただいて、興味を持っていただくために、本

年２月に発行した広報紙「ほっかいどう」３月号にも、「動くよ！広報紙ほっかいどう」を

紹介する記事を掲載し、周知を図ったところです。 

７ページをご覧ください。道庁ブログ「超‼旬ほっかいどう」による情報発信の拡充につい

てです。 

こちらは楽天のご当地ブログを活用させていただいているもので、平成 22 年 12 月から実

施しております。 

前年度末には月平均 33 万 1,900 アクセスの実績であり、今年度末には 35 万 9,000 アクセ

スまで増加させることを目指して取り組んでおります。 
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８ページをご覧ください。「北海道庁広報ツイッター」の活用についてです。こちらは平

成 24 年７月から実施しております。 

広報ツイッターでは主にホームページや道庁ブログ、庁内関係課が行っていますフェイス

ブック、インターネット放送局の新着情報などを中心に道政情報や北海道の魅力情報を平日

に毎日投稿しているところです。 

ツイッターを受信しているフォロワーの数は、前年度末３万 6,700 人の実績であり、今年

度末には４万 1,600 人まで増加させることを目標としております。 

行政が発信するということで、どうしても硬い表現になりがちなのですが、お天気に関す

る話題や赤れんが前庭の桜情報、子鴨の話題などを入れたり、有名な方が道庁を表敬される

際には取材に参加しまして、その様子をツイートするなどしております。 

８ページの一番右側の画像は、ファイターズの田中賢介選手が表敬された時のもので、こ

ちらは４万を超えるようなインプレッションをいただいているところです。 

また、今月発行した広報紙「ほっかいどう」８月号に広報ツイッターの紹介記事も掲載し

ているところでありまして、日々フォロワーの増加に努めております。 

９ページをご覧ください。北海道メールマガジン「Do・Ryoku」による情報発信の拡充につ

いてです。 

メルマガでは、知事コラムや道政情報、道内のイベント情報などを毎週金曜日に発信して

おります。 

このメルマガの総登録者数は、前年度末１万8,000人の実績であり、今年度末には１万9,000

人まで増加させることを目標として取り組んでおります。 

道全体ではこの「Do・Ryoku」を初めとして、移住に関するものや食育、環境に関するもの

など 31 のメールマガジンを配信しているところでございます。 

10、11 ページの「ＳＮＳを活用した『北海道ミライノート』による魅力発信」につきまし

ては、後ほど説明させていただきます。 

12 ページをご覧ください。マスメディアに対する働きかけについてです。 

首都圏等の出版社や放送局などへ情報提供を行っておりまして、食や観光など北海道の魅

力をＰＲさせていただいているところです。 

今年度につきましては、既に実施したものも含め、資料のとおりテレビ番組の制作協力や

書籍の取材協力を行うこととしております。 

13 ページをご覧ください。「道外在住者・外国人に向けた情報発信」についてです。 

道外在住者や外国人に向けまして、北海道の魅力を発信するということで、例えば、動画、

移住者向けのメールマガジンの配信や、後ほど説明させていただきます「北海道ミライノー

ト」の英語版の開設など、外国人向けの働きかけを実施しているところでございます。 

14 ページからは基本戦略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

ついてです。 

15 ページをご覧ください。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」の推進項目の一つであります「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。 
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広報紙「ほっかいどう」をはじめとするアナログ系広報の取組を記載しており、広報紙「ほ

っかいどう」につきましては、道民の皆様に直接情報をお届けすることができる広報の基本

ツールとして位置付けております。 

今年度初号で、今月発行いたしました８月号を皆様にもお配りしておりますので、ご覧い

ただければと思います。 

４月に就任しました鈴木知事からのメッセージを掲載するとともに、特集として、来年４

月 24 日に白老町にオープンいたします「民族共生象徴空間ウポポイ」について紹介していま

す。このほかに各部の施策や振興局の地域の情報なども盛り込んでおります。 

発行は年５回で７月、８月、10 月、11 月、２月に発行することとしております。 

配布方法についてですが、各世帯へ配布する戸別配布というものを基本としておりまして、

新聞への折り込みのほか、新聞を取られてない世帯にはポスティングとして、郵便受けに直

接投函する方法、そのほか市町村広報誌への折り込みにより配布しております。 

このほか、道立施設や市役所、町村役場などの公的施設やコンビニエンスストアなどにも

配置しているところでございます。 

また、紙による配布だけではなく、ホームページへの電子データの掲載のほか、「Hokkaido 

ebooks」という電子書籍のサイトにも掲載をしているところです。 

公共施設等の設置数に目標を設定しており、前年度末は 1,301 か所の実績であり、今年度

末には 1,500 か所まで増やすことを目標としております。 

点字広報誌と声の広報ということで、視覚障がいのある方に向けて、点字版と音声版の広

報誌を作成しているところでございます。 

16 ページをご覧ください。道政広報テレビ番組についてですが、年２回、道の重要政策を

紹介するために 30 分の特別番組を作成し、放送しております。 

また、子どもや若い方々にも道政に関心を持っていただけるように、番組中に３分程度の

アニメ動画を組み込んでいるところです。 

手話言語条例の制定を踏まえ、昨年度から番組全編に手話を挿入しております。これらを

行って聴覚障害のある方にもよりご覧いただきやすい内容としているところでございます。 

ラジオスポットＣＭにつきましては、ＳＴＶ、ＨＢＣ、それからＦＭ２局で流す予定とし

ております。 

内容は、自動車税の納税や献血への協力といったテーマを絞った形で 20 秒のスポットＣＭ

としております。 

新聞紙面を利用した広報についてですが、新聞広告の「みなさんの赤れんが」につきまし

ては、４紙に原則月１回、第２日曜日に掲載し、道の事業や各種制度、イベントなどをコン

パクトにお知らせしているところです。 

新聞広告でもう１つ「北海道ビジネスページ」では、事業者やビジネス向けの内容を中心

に、道の事業や各種制度などを日経新聞の道内版に年６回、偶数月の最終木曜日に掲載して

いるところです。 

そのほか、資料には記載しておりませんが、北海道地方新聞協会加盟の 12 社に地元の振興

局から管内の住民の皆様にお知らせする情報を掲載しておりまして、引き続き行っていく予
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定としております。 

17 ページをご覧ください。ＨＴＢさんのご協力により、デジタルデータ放送を活用した情

報発信を行っております。 

このほか、本庁舎１階の道政広報コーナーにおきましては、パネル展ですとか、リーフレ

ットの配布などの取組を継続して進めていくこととしております。 

先ほどもお話ししましたが、広報紙や新聞広告などのアナログ系広報ツールにつきまして

も、ホームページで閲覧できるようにするなど、広報ツールの相互補完を積極的に実施して

いくこととしております。 

18 ページから 29 ページまでの、基本戦略３「民間企業などとの協働による広報の推進」

につきましては後ほど別途説明させていただきます。 

31 ページをご覧ください。基本戦略４「広報活動を支えるマネジメント機能の充実」につ

いてです。 

広報広聴連絡会議という各部代表課長や振興局地域創生部長等で構成する庁内会議を活用

しまして、毎年度、広報重点テーマなどを協議して、全庁的な意思統一を図りながら取組を

進めているところでございます。 

道の政策で、特に重点的に広報を実施していく必要があるものにつきましては、広報重点

テーマとして設定し、各種広報インフラを集中的に活用しながら、積極的な広報を推進して

いるところです。 

今年度の広報重点テーマにつきましては、「地域づくり」、「未来づくり」、「産業づく

り」の三つに設定しているところでございます。 

最後の 32 ページには「職員の広報マインドの醸成」ということで、職員を対象にした各種

研修会を実施し、この基本方針や取組計画の周知徹底、広報のスキルアップを今年度も引き

続き図って参りたいと考えております。 

私からの説明は以上です。 

 

【事務局：田口主幹】 

引き続きまして、基本戦略１のうち「北海道ミライノート」の部分と、基本戦略３「民間

企業等との協働」につきまして説明させていただきます。 

広報企画グループ主幹の田口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、説明の際に企業様の敬称につきましては、省略させていただきますことを予めお断

り申しておきます。 

10 ページをご覧ください。基本戦略１「インターネットの積極的な活用」のうち、「ＳＮ

Ｓを活用した『北海道ミライノート』による魅力発信」につきまして説明させていただきま

す。 

「北海道ミライノート」につきましては、平成 29 年 10 月から開始したところですが、イ

ンスタグラムを活用いたしました北海道の新たな魅力を発信するプロジェクトでございまし

て、一般の方々から、北海道の活動をインスタグラムに投稿していただき、さらにその中か

ら未来に残したい画像につきましては、専用のホームページで紹介をするといった取組とな
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ってございます。 

この取組のメインターゲットは、インスタグラムの利用が多いと思われる若い層と海外層

でございまして、若い層の方ですとか、海外からのお客さんから見た新しい目線で北海道の

魅力を切り取っていただいて、インスタグラムに投稿していただこうということを狙ってい

るものでございます。 

また、海外層もターゲットにしてございますので、ホームページにつきましては、英語の

ページも作成しているところでございます。 

普及に向けた取組といたしまして、本日お手元にお配りしているフライヤー、こちらを大

学や専門学校等に配布してＰＲをしているところですが、それらに加えまして、道の海外事

務所におけるフェイスブックやインスタグラムにおいて紹介をしているほか、国際的な観光

博でもＰＲをしているところでございます。 

包括連携協定企業のクリプトン・フューチャー・メディアや、サッポロビールと連携した

ＰＲも行っているほか、本年９月に開催いたします「世界津波の日高校生サミット」のホー

ムページへのリンクを通じまして、若い層や海外層に見ていただけるような取組を始めてお

りますので、今後効果が出てくることを期待しているところでございます。 

11 ページ「北海道ミライノート」のホームページへのアクセス状況につきましては、昨年

度の実績５万 8,559 件に対しまして、今年度の目標は７万 4,000 件を目標に掲げております。 

現在６月末までのアクセス数は約２万 3,000 件となっているところでございます。 

ユーザーの属性につきましては、色分けが分かりづらくて恐縮ですが、円グラフの凡例の

上から順に時計回りに表示しておりまして、年齢別で見ますと、18 歳から 24 歳までが 7.3％、

25 歳から 34 歳までが 25.6％、この両者を合わせた 35 歳未満の年齢層が全体の約３割程度と

なっているところでございます。 

国別につきましては、海外が 10.3％と１割以上の方が海外からアクセスしていただいてい

る状況となってございます。 

インスタグラムのフォロワー数につきましては、約 1,800 アカウントとなっておりまして、

年齢別では 35 歳未満の年齢層が全体の４割程度、国別では海外が約２割となってございま

す。 

若い層や外国人層にはホームページよりもインスタグラムの方が見てもらいやすいといっ

た傾向が見て取れると思われますので、引き続き、様々な機会や媒体を活用しながら、若い

層や外国人層に向けた情報発信として「北海道ミライノート」を活用した北海道の新たな魅

力発信に今後とも努める考えでございます。 

19 ページをご覧ください。基本戦略３「民間企業などとの協働による広報の推進」に関し

てでございますが、道では、様々な分野で民間企業などとの協働を進めているところでござ

いますが、この協働のイメージにあるように、道と民間企業等とがお互いに持っている資源

を有効活用することで双方にメリットのある事業を行うというのが協働と捉えているところ

でございます。その中で、広報分野でも協働の取り組みを行っているところでございます。 

具体的な事例といたしましては、企業が主催するイベントに道政広報ブースを設置し、ス

テージイベント等で施策をＰＲすることがございます。 
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施策のＰＲができるという、道側のメリットだけではなく、企業側としても道政広報を通

じた社会貢献をアピールできるという意味において、お互いにメリットがあると考えている

ところでございます。 

20 ページでは、道と民間企業等との包括連携協定の締結状況を記載してございます。 

これまで 87 の企業等と 71 の協定を締結しているところでございます。 

21 ページからは、企業などの独自の広報ツールを活用した道政広報に関しまして、今年度

の主な取り組みを紹介してございます。 

民間企業が製作しているフリーペーパーなどの紙媒体を活用した取組といたしまして、サ

ツドラのフリーマガジン「EZO CLUB」や AIRDO の機内誌「rapora」のほか、様々なフリーペ

ーパーの中に道政広報のページを作っていただいているところです。 

本日は、お手元に AIRDO の機内誌「rapora」７月号を配付しているところです。平成 30 年

度から「北海道移住ライフ」というタイトルで、北海道に移住された方の記事を掲載してい

ただいているところです。 

22 ページの左側、「街頭大型ビジョンの活用」ということで、札幌駅南口や４丁目プラザ、

パルコ、札幌ファクトリー、チカホ、狸小路にございます計 12 台の大型ビジョンにより道政

情報を発信しております。 

右側にある「自動販売機電光掲示板」につきましては、全道に約 1,300 ある北海道コカ・

コーラボトリングの自動販売機の上部に電光掲示板がございまして、平常時には、北海道の

観光ＰＲや道政情報を、災害時には、防災情報を発信しているところでございます。 

23 ページ「商品パッケージ」の活用につきまして、本日の会場入口の近くのテーブルにい

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、北海道キオスクな

どにご協力をいただき、商品のパッケージを活用した施策のＰＲを行っているところです。 

24 ページ「店舗等の活用」についてですが、包括連携協定を締結しているコンビニ、スー

パーなどの店舗におきまして、道政広報に関するチラシ配布やポスター掲出を行っていると

ころでございます。 

それから、セイコーマートでは、店内放送として、「北海道庁からのお知らせ」という形

で道政情報を配信していただいており、また、セブンイレブンでは、レシート広報というこ

とで、５回に１回の割合でレシートの下側に、例えば「今月は道税の納税推進期間です」と

か、「交通安全に注意しましょう」といった道政情報を掲載いただいているところでござい

ます。 

25 ページ「大型店舗でのイベントの開催」についてですが、埼玉県越谷市にあるイオンレ

イクタウンが本年６月に開催いたしました「北海道フェア」に併せまして、道内市町村が食

と観光のＰＲを行っているところです。 

また、イトーヨーカドーアリオ札幌では、道の行事に対しまして、場所の提供をいただい

ており、例えば 7 月 31 日から「木育フェア」を開催するほか、10 月に道産食品の展示販売

を実施することとなってございます。 

企業主催のイベントでのＰＲにつきまして、今月サッポロビール主催で開催されました「道

産子感謝ＤＡＹ」におきましては、ステージイベントで道政ＰＲを実施させていただいたほ
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か、先週から始まっている札幌ビアガーデンにおきましても、ステージで道の施策のＰＲを

行っているところでございます。 

26 ページの左側、「映画ポスターの活用」についてですが、ＴＯＨＯマーケティングとの

協働事業として、本日の会場入口に３枚ほど貼っておりますが、映画ポスターで道政情報を

無償で掲載していただいておりまして、一方、道としても、道有施設や学校などへの掲出に

協力をしているところでございます。 

右側の「ウェブサイトによる情報発信」についてですが、明和地所やぐるなびなどの会員

向けサイトに道政情報や観光情報などを掲載していただいております。 

27 ページ「企業のキャラクターを活用したＰＲ」についてですが、道では昨年 10 月にポケ

モンと包括連携協定を締結してございまして、ポケモンキャラクターのロコンとアローラロ

コンを北海道応援キャラクターに任命いただいており、道や市町村が着ぐるみを使用する際

の使用料の無償提供など、北海道の魅力発信に協力をいただいているところでございます。 

広報の取組としましても、道の施策のＰＲグッズなどにキャラクターを活用しており、例

えば本日配布しているうちわは、Ｇ20 観光大臣会合をＰＲするためのものでございます。 

また、「道内路線バス利用促進キャンペーン」におきましては、景品用カードやバスに貼

付するステッカーを作成するほか、明日、このキャンペーンのスタートイベントを実施する

ところですが、こちらでは着ぐるみが登場することになってございます。 

28 ページ「動画制作への協力」についてですが、鈴木委員が所属するシンク様からご提案

いただきまして、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

を各振興局から募集し、それを動画にしていただきましたものを、大型ビジョンやイベント

などで情報発信に活用しているところでございます。 

最後に 29 ページ「北海道民間協働週間の設定」についてですが、道では 10 月第３週を北

海道民間協働週間と位置付けまして、例年、道庁１階特設展示場で、民間企業などとの協働

の取り組みにつきまして、多くの道民の皆様に知っていただくため、パネル展とランチタイ

ムセミナーを実施しているところでございます。 

今年度は 10 月 15 日と 16 日に開催をする予定となってございます。 

今後とも民間企業などとの協働によりまして、更なる道政広報の推進を図っていきたいと

考えているところでございます。 

説明は以上でございます。ありがとうございました。 

 

【川原座長】 

ここまでの説明について何かご質問などはありますか。 

 

【越後谷委員】 

15ページですが、先ほど冒頭でもおっしゃっていましたが、広報紙の関係です。 

まず一つは、障害者の方には音声版ということでしたけれども、先ほど、ＣＤとカセット

とおっしゃっていましたが、カセットの需要はあるのですか。 
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【事務局：津久井主幹】 

はい、依然として、カセットの需要は高く、ＣＤはもちろん普及はしておりますが、まだ

まだカセットが欲しいという視覚障害者の方がいらっしゃるのです。なので、カセットを入

手するのは結構大変という状況ではございます。 

 

【越後谷委員】 

まだ需要はあるのですね。 

 

【事務局：津久井主幹】 

はい、あります。カセットをもっと欲しいっていう方がいらっしゃるぐらいです。 

 

【越後谷委員】 

それと、広報紙の件ですが、ずっと拝見していると、予算を含めて、少しずつ目標数値が

前年度より若干高く設定している。インターネットとか、全部そうですけど。 

それは良いことだと思うのですが、一方で、限られた予算を配分していく中で、広報紙の

目標を設置数1,300から1,500に上げていますが、どれだけニーズに合っているのかというの

は、調べようがあるのですか。 

例えばこの部分をもう少し減らして、インターネットの方に予算を使うとか。我々もそう

なのですけれども、考えなければならないのかなというのはあります。 

 

【事務局：津久井主幹】 

設置の施設を増やすのは、なかなか届かないとか、届いても折り込みだとチラシと一緒に

捨てられてしまうというようなことがある現状の中で、広報紙を目にして、手に取っていた

だく機会を少しでも増やすため、置く施設を増やそうということで目標を設定しているとこ

ろです。 

実際に、広報紙のアンケートをしているのですが、その中でいただくご意見としては、あ

そこにあった、こんなところで見つけた、こういうところにも置いてあるのだね、こういう

ところでもらえて良かった、というご意見は、たくさんいただくところで、スーパーに置い

ていただくなど、そういう施設にもご協力いただきながら、設置箇所を増やしているところ

です。 

 

【越後谷委員】 

そうすると、インターネットやツイッターなどの新しいツールを使った情報発信はどんど

ん増えていくと思いますが、一方で、昔ながらの広報紙というのも、未だに大切なツールだ

というお考えでよろしいでしょうか。 

 

【事務局：津久井主幹】 

そうですね、特に高齢の方など、インターネットを利用されない、インターネット環境が
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ない方もいらっしゃいますので。 

あと、アンケートで回答いただく中では、新聞をとっていない方でもこういうふうに活字

で道庁の情報をいただけるのは非常にありがたいというご意見をいただいているところで

す。 

平成25年度には広報紙等に関する道民意識調査をやっておりまして、その中でも道政情報

は何から入手されていますかという質問で、一番多い回答は、広報紙となっています。 

道では平成25年以降、広報について調査はしていないのですが、近年調査している他県の

調査結果を見ましても、広報紙から情報を得ているのは、ホームページやＳＮＳよりもずっ

と高い割合になっており、私たちも、まだまだ広報紙という紙媒体の重要さは認識している

ところです。 

 

【越後谷委員】 

ありがとうございます。 

 

【川原座長】 

ほかにございますか。 

 

【鈴木委員】 

インターネットに関わると陥るところではあるのですが、ドアを増やし過ぎてしまうこと

で、例えば、ツイッターもインスタグラムもやり、ホームページが三つも四つもできてしま

ったり。 

では、そこをどうするかということは頭が痛いところですけれども、情報を多く目に触れ

ていただくというところでは一度にたくさん出すのは、当たり前というかやらなきゃいけな

いことですけれども、例えば一つの情報を、これは「ミライノート」と「Hokkai･Do･画」に

載せるとか、どういう分け方なのかを教えていただければと思います。 

 

【事務局：田口主幹】 

「ミライノート」に関しては、情報発信というよりは、一般の方からどんどん投稿してい

ただくものなので、道から積極的にということではないと思うのですが、動画とツイッター

の連携につきましては、やはり動画だけアップしても見てもらえるかどうかということがあ

りますので、ツイッターでも動画をアップしたので見てくださいという形で連携をしている

ところです。 

 

【鈴木委員】 

観光でも、インバウンドだったり、飲食だったり、ルートだったり、多岐に渡っていくと

思うのですが、例えば、良い景色がありますよという情報発信だったら「ミライノート」、

そのほかに観光というところで区切り、市町村などの情報で動画があったら、それは動画と

ツイッターのコラボレーションみたいな感じで発信していくという、そういったイメージの
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分けでいいのでしょうか。 

また、そのほか経済などの情報があると思うのですが、そういったものをそれぞれどうい

うふうに分けて載せているのかなということを、参考までにお聞きしたいと思いました。 

 

【事務局：田口主幹】 

「ミライノート」で載ったものを海外事務所のフェイスブックでフォローする形での連携

は、ここは何々市の観光スポットですよという形で、記事を追加して海外の方に紹介してい

るというケースはあります。 

 

【平尾広報担当課長】 

案件毎に、明確にこれが動画という決め方はしていません。 

それぞれの素材により選択しています。 

基本はあらゆるツールを活用して、情報発信するということで、その素材や属性により、

一つ一つ判断して選択しています。 

 

【鈴木委員】 

分かりました。ありがとうございます。 

 

【川原座長】 

それでは次の議題に移らせていただきます。 

次は②の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、事務局から説明いた

だきます。 

 

【事務局：田口主幹】 

資料２－２「北海道のキャッチフレーズを活用した広報の推進」について説明させていた

だきます。 

私から見て前方に大きなバナーで「その先の道へ。北海道」というものを掲出しておりま

すが、こちらは北海道の新たなキャッチフレーズとして作成したものでございまして、英訳

の「Hokkaido. Expanding Horizons.」も同時に発表したところでございます。 

平成 28 年４月の発表となってございます。 

こちらの新しいキャッチフレーズにつきましては、これまでも道庁内職員向けですとか、

道民向け、業界向けといった様々な取組を通じまして、認知度の向上に努めてきたところで

ございます。 

昨年度は特に北海道 150 年事業と連携した取組を行ったところでございます。 

今後につきましても、引き続き、更なる浸透を図るための取組を行おうと考えておりまし

て、まず、道の業務及び各種広報媒体での活用といたしまして、具体的には業務用封筒の定

型デザイン化や自動車税納税通知書封筒への掲載を行っているところです。 

次に、道の様々な施策における活用といたしまして、具体的には、商業施設などの北海道
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フェアでのＰＲなどを行っているところです。 

最後に「関係機関や包括連携協定締結企業等においての活用の促進」として、具体的には

Ｇ20 観光大臣会合の関連のレセプションでのポスターの掲示や、動画広報を行ったところで

ございます。 

今後におきましても、道主催の事業や包括連携協定締結企業などと連携したＰＲにつきま

して、様々な機会をとらえて、引き続きキャッチフレーズの普及に努めてまいる考えでござ

います。説明は以上です。 

 

【川原座長】 

ありがとうございました。 

今の説明に対して、何か質問やご意見はございますか。 

 

【小田委員】 

質問です。このキャッチフレーズというのは、いつまで使うといった期間みたいなものは、

あるのでしょうか。 

 

【事務局：田口主幹】 

キャッチフレーズをいつ終わるという考えは今、ありません。 

当面は、この普及について、取り組んでいく考えです。 

 

【小田委員】 

新しいキャッチフレーズを次にというのは、今の時点ではない。 

 

【事務局：田口主幹】 

ないです。 

 

【小田委員】 

過去のキャッチフレーズは、今はもう使わないのですか。 

 

【平尾広報担当課長】 

現在も取組の対象としており、時折、使用の申請はいただいております。 

 

【川原座長】 

ほかはよろしいですか。 

では、次に、（３）の「広聴事業の取組」について事務局から説明いただきます。 

 

【事務局：中村主幹】 

「広聴事業の取組」につきまして、資料３をご覧ください。 
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当課の広聴事業の主要な取組として、道民意識調査についてご説明いたします。 

この調査の目的でございますけども、道の重要課題や主要施策に関しての世論調査の実施

によりまして、道民の意向や意識の把握に努め、道の政策形成に反映させることを目的とし

ております。 

調査方法でございますけども、調査の実施に当たりましては、専門的なノウハウが必要な

ことから、調査対象者の抽出から報告書の作成までを民間企業に委託の上、実施しておりま

す。 

調査対象は、道内に居住する満 18 歳以上の個人で 1,500 人。この 1,500 人の抽出方法は、

「層化二段無作為抽出法」を採用しております。これは統計調査の方法の一つで、国や他県

でも多く採用されている手法であります。 

調査は郵送による往復での調査でございまして、例年５から６テーマ、設問数としては 35

問程度。 

昨年度につきましては、北方領土問題や、人口減少問題、持続可能な開発目標、ＤＶ、文

化振興、少子化、ＳＮＳ犯罪の未然防止といった７つのテーマで 36 問を調査いたしました。

これは２ページ目、２枚目の方に詳細が載っております。 

２枚目以降は、調査結果と、それぞれの質問と回答数の多かった上位三つまでを取りまと

めております。 

なお、調査報告書の全文につきましては、200 ページを超えるものでございまして、これは

過去２年分を道のホームページに掲載しております。それ以前の部分につきましては、概要

のみ掲載しております。 

調査票の回収率につきましては、例年概ね 50％前後となっております。設問数 35 問程度

でも、回答に要する時間が 15 分から 20 分ぐらいかかりますので、回収率を上げる工夫とし

て、分かりやすい言葉使いにするのはもちろん、回答しやすいテーマ、イメージやすいテー

マから順に並べたりしております。 

昨年度からは、更なる回収率向上を図るため、インターネット上でも回答できるようにＱ

Ｒコードを調査票に印刷しまして、そこでスマホで読み取っていただいて、フォームで入力

するというような工夫もしております。 

今年度の調査スケジュールですけれども、現在、質問項目の詰めをしている段階でして、

来月には委託業者を決定した上で、調査の準備を進めながら、９月には調査票を郵送しまし

て、２週間、一月弱ぐらいで回収し、調査結果の分析など報告書を作成した上で、12 月には

調査結果を公表する予定でございます。 

簡単でございますけども広聴事業の取組についての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。今の件について何かご質問等ございますでしょうか。 

私からよろしいですか。調査票、調査項目につきましては、どなたがお作りになるのです

か。 
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【事務局：中村主幹】 

調査項目につきましては、各部に今年度はどのような調査をしたいかというのを照会して、

各部から上がってきたものの中で、私ども広報広聴課と政策を担当する政策局の方で選定し、

質問自体は各部の方で作成しまして、その各課から上がってきたものも、専門的な言葉で書

かれたりするものですから、それを誰でも分かりやすいように、私どもの方で修正しまして、

送っているところです。 

 

【川原座長】 

例えば今、道民に聞きたいこととして、ＩＲどうしますかというような質問もあるかもし

れないのですけど、その辺が入ってくる可能性もあるのでしょうか。 

 

【事務局：中村主幹】 

各部から出てくるものによります。 

例えば、自分たちで調査するもの、特に事業を行っている農政部とか、建設部、水産林務

部は予算がありますので、まずその事業予算の中でやったりします。 

予算がないところが大体私どもの方に要望をかけてくるのは多いです。 

 

【川原主幹】 

分かりました。 

ほかに何かございますか。 

 

【小田委員】 

今、各部から聞き取るということで、うちの市でも参考にしたいのですが、そういった場

合に、積極的にこれはやってほしいと来るものですか。それとも、断る方が多い、逆に入る

ようにお願いをする、いろいろあると思うのですけども。 

 

【事務局：中村主幹】 

そうですね。今年度、今やっている中で、各部から 20 テーマぐらい上がっています。 

20 テーマ上がった中で、５テーマぐらいに絞り込まなければならないという感じです。 

 

【小田委員】 

分かりました。 

 

【川原座長】 

ほかはよろしいですか。 

最後に４「その他」ですが、これ特にご用意がないというふうに伺っておりますので、せ

っかくお集まりの皆様から、広報活動なり広聴活動について、何かご意見なり、あるいは、

こういう取組をしているけども、一緒にできませんか、というような話でも結構ですし、何
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かいろいろお話をいただければと思います。いかがでしょう。 

 

【北口委員】 

北口です。よろしくお願いいたします。 

今回、委員をやらせていただいて、事前にインターネットのページを結構見たのですけれ

ども、ツイッターや「ミライノート」と結構知らないものが多かったのです。 

ブログにしても、自分たちが関わっているイベントだとか、関わってやってきたチームと

か、担当課の方は見ると思うのですけれども、見てない方や関係者じゃない方に伝えて、引

き込んで見てもらうことが、大事だと思うのですが、その辺をどのようにやられているのか。 

例えば、私は岩見沢に住んでおり、空知総合振興局さんのブログも、たまに入ってくるの

ですけれども、ほかの振興局さんとの連携はどういうふうになっているのかなとか、ほかの

町の情報を見たいけどあんまりなんか入ってこないな、と思うのですが、いかがでしょうか。 

 

【平尾広報担当課長】 

広報紙やホームページで発信した情報をツイッターで発信するなど、広報ツールの相互補

完を行いながら、なるべく多くの人の目に触れるように取組を進めています。 

振興局についても、例えばブログで発信された情報を当方のツイッターで取り上げるなど

のフォローに努めているところです。 

情報が見づらい、分かりづらい、検索しづらい、必要な情報が届きづらいといった課題は

あると認識をしており、今後、検討していきたいと考えております。 

 

【北口委員】 

いかにそこに関わっていない、興味の薄い人達に見てもらうかというところが大事なのか

なとちょっと思いました。 

 

【平尾広報担当課長】 

なかなか難しくて、苦労しているところです。 

 

【川原座長】 

ほかはいかがですか。 

 

【葛西委員】 

道のホームページですが、よく原稿を書く際に、普段、私の場合は、農業のことと漁業の

こと、文化のことをよく参考に拝見させていただくのですけれども、去年のアクセス数が１

億 2,700 万と。 

アクセス数が非常に高いのかなと思うのですけれども、他県と比較した場合、アクセス数

は高いのでしょうか。 
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【事務局：津久井主幹】 

トップページのアクセス数につきましては、昨年度、都道府県の中で一番ですね。総ペー

ジのアクセスだと５位ぐらいになる。ページ数っていうのが県によって大分差があるのもあ

ると思うのですけども、都道府県の中では見ていただいているホームページだとは思います。 

 

【葛西委員】 

どういったコンテンツのアクセスが一番多いとか、そういう解析とかされているのでしょ

うか。 

 

【事務局：津久井主幹】 

そうですね、ここのところですと、統一地方選もあり、今年４月は選挙のページをすごく

見ていただいています。例年ですと、パスポートの申請や自動車税の関係です。 

このほか、よく見ていただいているのが、教育庁のページで、高校入試の合格発表や、出

願状況のページ、教職員採用のページ。あと、道職員採用の人事委員会のページや高齢者施

設の有料施設のページなどです。 

 

【川原座長】 

よろしいですか。全国１位だったら、なるべくそれもアピールされるのもいいかなと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

ほかの委員の方、いかがでしょう。 

 

【馬上委員】 

すごく初歩的なことなのですけれども、こういった広報紙に載せる記事というのは、どの

ように選択されているのでしょうか。 

例えば、道民の方から、こんなのが知りたいよとか、特集して欲しいという要望が上がっ

たら応えていただいたりできるのでしょうか。 

 

【事務局：津久井主幹】 

特集の部分につきましては、毎年、道の重点政策の中から、お知らせしたい事項を発信す

るという意味で、その中から特集記事を組ませていただいているところです。 

そのほかですと、下の方に道政情報を載せているところがありますが、制度のお知らせや

道のイベントなどをお知らせしているところにつきましては、毎月、道庁各部で広報計画を

作っておりまして、その中で希望が上がってくるものの中から、タイムリーなものや全体に

関わるようなものを選定して掲載しているところです。 

 

【馬上委員】 

お客様の声みたいなものは来たりするのでしょうか。これがよかったよ、とか。 
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【事務局：津久井主幹】 

プレゼント企画を行い、アンケートを取っており、一緒にご意見をいただいておりまして、

毎回、３千以上の件数に上っているところです。 

その中で、こういうことを特集して欲しいという声をいただいておりまして、子育てに関

する情報などの要望も実際にいただいているところであり、こういった特集を、昨年度はご

意見も参考にしながらさせていただいております。 

貴重なご意見で、大変参考にしております。 

防災につきましては、昨年災害があったこともあり、特集して欲しいという声が多く、昨

年度の広報紙からワンポイントの防災コーナーを設けていますが、すごく参考になるので、

特集でやって欲しいという声が広報紙発行のたびに寄せられているところであり、今年度に

特集記事にできればと思っているところです。 

 

【馬上委員】 

もう一点、「ミライノート」、インスタグラムですけれど、外国人の方の投稿はどのぐら

いあるのか。フォロワー数を教えていただいたのですけれども、実際、投稿はあるのかなあ

と気になったのですけれども。 

 

【事務局：田口主幹】 

 投稿された場所は分かるのですが、その方が外国人かどうかっていうのは、調べてはいな

いです。 

 

【川原座長】 

山川さん、どうぞ。 

 

【山川委員】 

今の関連で、インスタグラムはいつから開設して、どのくらいの投稿数があるかは分かり

ますか。 

 

【事務局：田口主幹】 

累計で５万件となっています。 

 

【山川委員】 

どのぐらいの期間で５万件。 

 

【事務局：田口主幹】 

平成 29 年 10 月からです。 

 

【山川委員】 
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投稿する人はタグ付けをしたりして、それがどんどん利用者から利用者に広がっていくと

いうようなシステムにはなっているのですか。 

 

【事務局：田口主幹】 

はい、そうです。 

 

【山川委員】 

あともう１点よろしいでしょうか。 

民間との協働をチャレンジされていらっしゃって、「ミライノート」もすごくいいなと思

うのですけれども、今、私は十勝から来ているのですが、十勝の観光シーンでも、行政の方

が、自分たちの手で発信を頑張っていかなきゃいけないっていうところで、女性のプレーヤ

ーから、女子に引っかかるような発信の仕方を教えてくださいとか、そういう話がよく来る

のですよね。 

私たち、十勝の女性プレーヤーの団体を作っているので、そういうセミナーをやるのです

けども、いつもそこで、結果分かることが、行政の方のキャラクターは、いろいろいらっし

ゃいますけど、総じて硬くなってしまうのは、どうしてもあると思うのですよね。 

それを柔らかくしたりすることはあまり意味がないのではないかということで、結果、そ

のセミナーだったり、相談だったり、最終的な話は、それぞれのキャラクターを生かしてい

く。 

私たちも、北海道という名前がバンと出てきたところの情報から何を欲しいかっていうと、

正確な情報、信頼できる情報。面白いものとか、スピード性のあるものはそんなに求めてな

いのですよね。 

それは、面白い個人のブロガーであったり、民間で発信している人に求めている。 

だから、そこと、発信の仕方を、民間との協働っていうのが、コンテンツの協働だけでは

なく、発信の仕方を切り分けていくことも、十勝では、それが有効なのではないかというこ

とで、取り組み始めているのですけれども。 

もしかしたら道も、北海道ということを面白く、素敵に、クオリティ高く発信している民

間の方を、例えばですけども、その情報をキュレーションのように北海道が紹介するとか、

そうではない、そういう方達が面白おかしく広報できない、正確な詳細な情報、そこに特化

するとか。 

今、ものすごくメディア、個人メディアも含めて、とても数が多くなっていますので、何

か個別性を打ち出すというところで、キャラクターを存分に生かした、活用した発信の仕方

をしていただけたら面白いのではないかなと思いました。 

 

【川原座長】 

いかがですか、それに対して。 

 

【事務局：田口主幹】 
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おっしゃる通りで、システムというか、場所の提供は、北海道がミライノートという場所

を提供して、コンテンツや画像は、民間の方からどんどん発信していただく。 

そこでキュレーションの作業が非常に大事になってくるのですけども、そこは道の場合は、

民間企業と連携して、立ち上がりの部分で民間の方に非常にお手伝いをいただいております。 

インスタグラム上はどんどん出していただく。そして、ホームページに載せるものを選定

する作業、キュレーションの部分は民間の方のノウハウを使わせていただいて、どういった

観点が良いのかというアドバイスいただきまして、そういった仕組みで今やっているところ

です。 

 

【山川委員】 

ありがとうございます。 

私がプレーヤー側として欲しいのは、今、民間でも結構たくさん情報がある中で、それを

自分で個別に取りに行くのは結構大変で、それをまとめるということを民間で運営するとな

かなかペイができないので、行政の方たちにまとめたり、補完したり、置いておいていただ

くとか、そこの部分を担っていただけると、そこをさらに発信、まとまっているものの中か

ら探して発信するのは民間、もしくはまとまっているということ自体を発信するのが民間、

みたいな分け方があるのでないかなと思いました。 

 

【事務局：田口主幹】 

先ほどの話に追加すると、ホームページで載せたものをさらに民間の、例えばドミンゴと

か、そういうものに乗せていただいて発信もしているところです。 

 

【川原座長】 

なかなか道の職員の方が個性を発揮するのは難しいところがあるかもしれないのですけど、

そういうことも必要だということですよね。 

 

【山川委員】 

 無理に民間側に振らなくても良いのではないかな、という意味での個性を、ということで

した。 

 

【川原座長】 

はい。 

サッポロビールさんもかなり北海道と一緒に仕事されることも多いと思うのですけども、

沖本さんいかがでしょうか。 

 

【沖本委員】 

結構、民間との連携っていうのはいろいろあると思うのですけれども、逆に道として、ほ

かの県の方々との連携とか、その辺りで何か取り組まれていることがもしあれば、教えてい
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ただきたい。 

 

【平尾広報担当課長】 

今日、話題になっている類のもので、具体的にほかの県と協力しているケースはありませ

んが、民間の協働などについて、執務の参考のため、実施要領や事業実績などを情報共有す

ることはあります。 

道内の市町村の方とは、研究会や研修会などを通じて、スキルアップ、レベルアップを図

るべく、鋭意取り組みを進めています。 

 

【事務局：中村主幹】 

県との連携ですと、広報そのものではあまりないのですけど、例えば事業として、今、話

題になっている縄文では、青森県や北東北との連携で要請したり、ＰＲもやっています。 

あと、新幹線も、今、新函館北斗まできていますけども、その時も北海道と青森で連携し

てＰＲ等やっています。 

全体的よりも、個別事業で連携っていうのは、結構本数はあると思います。 

 

【事務局：津久井主幹】 

過去には、うちでやっているメールマガジン「Do・Ryoku」で飛行機の就航先と記事交換を

してお互いのメルマガに載せるというようなことを取組んでいた時期もあるのですけれども、

相手先がメルマガを廃止してしまったりして、現在はそういうことはしていないです。 

 

【沖本委員】 

ありがとうございます。 

 

【川原座長】 

鈴木さん。 

 

【鈴木委員】 

もしかしたら場違いな質問で、広報広聴課の役割ではないのかもしれないのですが、例え

ば、どうしても観光が多く情報として、発信されている感じがしますが、一番最後の 31 ペー

ジ重点テーマ等の設定で、広報重点テーマ「地域づくり」とか「未来づくり」とか「産業づ

くり」とある中で、観光以外でも、もしかしたらもう始まっている、既に掲載しているもの

はたくさんあるとは思いますが、ほかの県とかそういうところでは、例えば、キャッシュレ

スについてだとか、そういった経済の部分もどんどん連携してスタートしていっている。 

東京都さんは人材バンクもホームページで大きくしているのですけど。役割が違うかもし

れませんが、今後そういったところも、テーマに入っていくのかというのが、もし、今お話

できる範囲であれば、教えていただければと思います。 
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【平尾広報担当課長】 

これまでも、民間さんとは様々なケースで事業連携を行っておりますが、最近の例をあげ

ると、これから高齢者をはじめとするいわゆる交通弱者が多くなる中で、移動手段をいかに

効率的に確保するかという議題に対して、民間事業者の方が道に解決につながるアイディア

を提案し、市町村の課題、ニーズとマッチングするというようなケースはどんどん生まれて

きています。 

こういったことは、私たちのセクションとは直接の関わりはありませんが、庁内各部局で

の取組は進められています。 

 

【川原座長】 

山原さん、市町村の立場から、道庁あるいは広報政策について何かございますか。 

 

【山原委員】 

広報というよりは、私が気になるのは広聴の部分で、本町では、今、長期計画の策定作業

しているところで、昨年度から地域とのワークショップで聞き取りをかなり多くやっている

ところです。 

そんなことで、今回見せてもらった道民意識調査の話の中でも、目的自体は道民の道政に

対する意識の政策形成への反映ということですので、どういういった形で道民の方に伝えて

いくのか。 

当町は、小さい７千人の町ですので、アンケート調査とかそういった結果につきましては、

当然クロス集計をして、住民の方に説明に回っています。 

だけど、実際、北海道さんのことですから、そういうことはできないですよね。そういっ

たことをどういった形でできるのかなということと、あと政策に反映することも住民から出

ておりました。どうやって反映されるのだということも言われており、そういったことの返

し方はどのようになっているのかなと思います。 

 

【事務局：中村主幹】 

まず、結果につきましては、やはりホームページを見てもらうしかないです。 

当然、調査に答えてくれた方は、興味があると思うのですけども、調査票のボリュームが

大きいこともありまして、全体で 200 ページぐらい、クロス集計も全部やっています。 

各テーマにおける道民意識について、それぞれのテーマごとに１ページに記載して、そこ

でどういう政策に反映するかというのを書いております。 

昨年度の調査につきましては、資料３で説明を簡単にしましたけれども、その中で、７つ

のテーマ、例えば「安心して暮らし続けることのできる地域づくり」につきましては、平成

27 年に策定した「北海道創生総合戦略」のＫＰＩ、目標値の確認にも使っており、人口減少

のもたらす様々な課題、この解決に向けて、調査結果を使わせていただいているなど、テー

マごとに何に使っていますということを、ホームページの中で載せているところです。 

例えば少子化の関係ですと、「北の大地☆子ども未来づくり北海道計画」を策定するため
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にこの調査をさせていただきます、とかですね。 

そういう、計画づくりの基礎資料的なものが多いのと、各種重要な取組についての参考資

料として使わせてもらっているっていうのが主となっています。 

あと総合計画も、今年中間点検の年となりますので、今年度の調査テーマとしても検討し

ているところです。 

個別で対面調査を行うわけではないものですから、いかに文字で分かりやすく作り上げて

いくのかというのが一番重要だと思っています。 

郵送による調査というふうにしておりますので、分かりやすい設問を誰が見ても答えてく

れるような形で出すことを第一に考えております。 

 

【川原座長】 

ほか、いかがでしょうか。 

鈴木知事が、かなり発信力のある方で、ツイッターなんかでもよく拝見していますけれど

も、トップがああいう形でアナウンスされるというのは、広報の形として一番いいことかと

思うのですけど、方向性が違うことはまずないと思うのですが、トップの発信することと、

事務局側のフォローというかですね、それを平仄を合わせていくようなやり方というか、そ

の辺につきましてはどういうふうにお考えになってらっしゃるのでしょうか。 

 

【中村広報広聴課長】 

はい、おっしゃる通りですね。 

鈴木知事は知事になる前からツイッター、フェイスブックを個人で運用していて、フォロ

ワーも多分、今２万 5,000 人ぐらいいると思うのですよね。 

記事を投稿すると「いいね」が数百件ついたりということで、ネットを通じた情報発信を

今までもやってきたし、今も有効に活用しているところです。 

今は、鈴木知事が個人で運用しているツイッター、フェイスブックと北海道知事の公式フ

ェイスブックがありまして、基本的に知事が発信しているものは、ご自身で発信しています。 

我々の公式のものは、道の行事や道の政策に関するものを発信して、それを鈴木知事が自

分でシェアしたり、リツイートしたりという形でやっています。 

多分、今のところ平仄がずれているというのは、我々としては意識としてはないし、知事

もそこは道の政策と違うようなことは、発信しないように気をつけていると思います。 

冒頭に私が申し上げましたけれども、知事の発信力とか、やはり知事が変わったことによ

って、道民の皆さんも今までとちょっと違った目で道政に関心を持たれているのではないか

なと思いますので、知事の発信力を生かした道政の発信ということで、知事も発信する、我々

もそれぞれの政策ごとに情報発信する、そこをうまくリンクさせていく。 

鈴木知事の発信力をどう生かしていくかというところは、まだぼんやりとしているのです

けれども、今後考えていかなければならないテーマではないかなと思っていまして、そのあ

たりでも、プロの目として、あるいは道民の皆様の代表の目として、何かこういった形でで

きるのではないかというご提案があれば、是非お聞かせいただきたいと思っています。 
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【川原座長】 

何かございますか。今の件でもいいですし、そのほかのことでも結構です。 

 

【山川委員】 

個別の細かい話なのですけど、「ミライノート」の件で、今、国別のグラフを見せていた

だくと、日本、台湾、マレーシアと北海道の情報を発信するときに、今、台湾、マレーシア

が多いと思うのですけれど。 

やってらっしゃるかもしれませんが、私はタイと北海道を結ぶ活動のメンバーにもなって

いて、タイが世界の中で一番北海道好き、そして一番インスタを使う、ＳＮＳの中でも特に

インスタを使う、写真が好きな民族。 

日本大好きというのも確か世界ランキング１なのですけど、その中でも特にタイ人は北海

道の花畑など、ものすごく北海道が好きで、タイのゴールデンタイムのテレビ番組で、週に

５本ぐらい北海道を紹介する番組をやっているぐらい、多分、台湾とかマレーシアなんかよ

り北海道を好きだと思うのです。 

そしてこの「ミライノート」に、投稿してくれるような人が多いと思うので、何かタイ人

の方の中でバズるような仕掛けがあったら。 

この、台湾、マレーシアっていうのは観光客の数と比例しているので、どうしてもそうな

ると思うのですけど、いつもタイ人もったいないという話をよくしているので、何か少し頭

に入れておいていただけると嬉しいなと思って見ていました。 

 

【事務局：田口主幹】 

参考にさせていただきます。 

 

【川原座長】 

ほか、いかがですか。 

 

【越後谷委員】 

去年も聞いたのですが、いろいろな取組をされて、発信するツールがどんどん増えていき

ますけど、発信される皆さんの職員数は、多分変わってないですよね。なので、すごい仕事

が増えていて大変だと思うのですけど、頑張ってください。 

中の人の数っていうのは変わってないのですか。去年と。 

 

【平尾広報担当課長】 

仕事は増えていますが、担当者数は変わっていません。 

 

【越後谷委員】 

たまに炎上したりというのはないのですか。 
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【事務局：津久井主幹】 

いまのところはないです。 

 

【越後谷委員】 

ないのですか。私もほぼ一人でツイートしていて、正直、どうでもいいというときもある

のですけど。それはある種ブレーキを掛けていらっしゃるということでしたね、たしか。 

 

【平尾広報担当課長】 

職員それぞれが研鑽、勉強を重ねてスキルアップする中で、ツイッターも、最大限の取組

を行っています。 

道民の皆様がどのような情報を求めているのかということに日々アンテナを立て、できる

限りニーズにお応えできるようにと考えておりますが、日々いろいろなツールが出現して、

担当者には大変な苦労をかけていると感じております。 

 

【越後谷委員】 

ありがとうございます。 

 

【川原座長】 

ほか、いかがですか。 

 

【馬上委員】 

キャッチフレーズは、どうやって決めたのですか。 

 

【平尾広報担当課長】 

公募です。 

 

【馬上委員】 

公募で選んだのですか。英語の部分も公募で選ばれたのですか。 

 

【平尾広報担当課長】 

そうです。 

 

【馬上委員】 

じゃあ、日本語と英語はリンクしてない。 

 

【事務局：中村主幹】 

英語の部分はキャッチフレーズ「その先の道へ。北海道」を決めた後ですね。 
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民間のとあるところ頼みまして、このイメージに合うものを英訳でしてくださいとお願い

しました。 

確か胆振管内の町で地域おこし協力隊をやられた方にお願いしています。 

 

【馬上委員】 

私も仕事としてすごく英語のキャッチフレーズを考えてほしいって頼まれたりすることが

あるので、どんな風に決められたのかなってすごく興味があってお聞きしました。 

 

【川原座長】 

ほか、いかがでしょうか。 

北口さん。せっかくですから。 

 

【北口委員】 

インターネットの話が多くなっているのですけれども、やっぱり広報紙「ほっかいどう」

が一番ということもありましたけど、テレビもそうだと思うのですが、さっき見逃したのか

もしれないのですが、「情報カフェ赤れんが」が年２回の制作。放送はどんな感じで、放送

もその２回だけなのですか。 

 

【事務局：津久井主幹】 

そうです。 

 

【北口委員】 

もうちょっとテレビ放送で何かＰＲできたらいいのかなって。 

 

【平尾広報担当課長】 

テレビ放送は２回ですが、インターネットでは常時、テレビで放送した内容を見ることが

できます。 

 

【北口委員】 

やっぱりインターネットしない世代はテレビだと思うので。 

 

【平尾広報担当課長】 

再放送をしてはどうかということですか。 

 

【北口委員】 

そうですね、再放送であったり、どこかの町で、ウィークリーで、週１で放送したりして

ますけれど、ああいうのもいいのかなあと思いました。 
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【事務局：津久井主幹】 

過去には「ウィークリー赤れんが」といって３分でやっていたのですけど、３分で伝えら

れることは限られてしまうので、もっと掘り下げて放送できるようにということで、現在

は、30 分番組を年２回という形式をとっています。 

 

【北口委員】 

 分かりました。 

 

【川原座長】 

私からいいですか。 

今、韓国との関係が日本、良くなくなりつつあって、おそらく韓国から来ている人は中国

に次ぐぐらいかなと思うのですけど、それはそれとして、減ったとしても多くいらっしゃる

と。中国の方もおそらく今後まだ増えてくる。 

この辺りの言語対応というか、英語につきましてはかなりやってらっしゃると思うのです

けど、中韓、あとさっき山川さんからあったタイとかですね。そのあたりに対する言語対応

みたいなことについて、考えがあれば教えてください。 

 

【平尾広報担当課長】 

ホームページにおける対応ということですか。 

 

【川原座長】 

例えば、ツイッターで発信する時、あるいはインスタなどでも、英語をやっていたけど、

ほかはまだやってないですよね。その辺りができるのかできないのかも含めて。 

 

【平尾広報担当課長】 

道庁のホームページつきましては、多国語、英語以外にも対応しておりますが、「ミライ

ノート」のホームページは、英語のみであり、今後の課題として、中国、韓国、ロシア語、

いろんな言語で発信できるようにしていきたいと思っています。 

 

【川原座長】 

はい、ありがとうございます。 

質問も尽きたようですので、この辺で事務局の方にマイクをお返しいたします。 

 

【事務局：中村主幹】 

川原座長、委員の皆様、どうも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を申し上げます。 

 

【平尾広報担当課長】 
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皆様、本日は長時間にわたりまして、様々ご議論、また、貴重なご意見をいただきました。

ありがとうございます。感謝申し上げます。 

今回、話題となった件はもとより、様々な場面において、道民目線での姿勢というのは当

たり前ですが、常にそういったものを意識しながら、更なる取組を、今後とも進めて参りた

いと考えております。 

委員の皆様には、こういう会議の時のみならず、お時間が許されるのであれば、普段、道

庁の近くにお越しになった際に、是非、お立ち寄りいただき、また今日のお話の続きなど、

ざっくばらんにさせていただければ、私どもも非常にありがたいと思っております。 

今後とも、そういったことも含めて、よろしくお願いしたいと思います。 

本日は誠にありがとうございました。おつかれさまでした。 

 

【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。 

以上 


