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１ 開会 

【事務局：中村淳一】 

定刻より少し早いですが、皆様おそろいになりましたので、ただ今から、平成 30年度第２

回北海道広報広聴推進会議を開催します。 

私、広報広聴課の中村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 挨拶 

【事務局：中村淳一】 

それでは、開会にあたりまして、広報広聴課長の上田からご挨拶をいたします。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

ご紹介にあずかりました上田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

今日は、皆さんお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

前回ご出席いただけなかった馬上委員と北越委員もご出席いただきまして、全員ご参加と

いうことで、重ねてお礼申し上げます。ありがとうございます。 

本会議は、今年度２回行いますが、第１回目は６月に開催したところで、その時には、今

年度どういう取組をするかということをご説明させていただいたところでございます。 

本日は、第１回目の会議でご説明させていただいたことをどのように取り組んできたのか

ということを、ご説明させていただきます。 

前回、ご説明させていただいた中で、想定できなかった大きな変化というのは、やはり去

年の震災でございまして、去年の震災を受けて、どのような対応をしたのかということも資

料として付けさせていただいて、若干お時間を頂戴してご説明を申し上げたいと思いますの

で、なるべく時間をかけないように簡潔にご説明させていただきますけれども、ご説明を聞

いていただいて、我々の取組について、ご意見をまた頂戴いただければと思いますので、本

日の会議どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員紹介等 

【事務局：中村淳一】 

本日は、委員 10名全員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。 

なお、本日の会議の議事録につきましては、後日、道庁のホームページに発言者のお名前

入りで公開させていただくことを予めご了承願いたいと存じます。 

議事に入ります前に、今年度初めて参加されます新任の委員をご紹介いたします。 

まず、英語接客コンサルタントの馬上千恵委員です。 

よろしくお願いいたします。 

【委員：馬上千恵】 

 馬上と申します。どうぞよろしくお願いいいたします。 

【事務局：中村淳一】 

次に、人事異動により委員が交代しております。 
上富良野町の北越克彦委員です。よろしくお願いいたします。 

【委員：北越克彦】 

 上富良野町役場町民生活課の北越と申します。よろしくお願いいたします。 
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【事務局：中村淳一】 

次に、本日の会議資料でございますが、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手元にお配りしております。 

 ご覧いただきまして、資料に不足がございましたら、事務局までお申し付けいただけると

助かります。その他、広報紙「ほっかいどう」やフリーペーパーもお配りしておりますので、

後ほどご覧いただければと存じます。 

 

４ 議事 

【事務局：中村淳一】 

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。 

【座長：川原健一】 

座長を務めさせていただきます日本経済新聞社の川原です。本日はよろしくお願いいたし

ます。 

早速議事に入りたいと思います。 

まずお手元の資料、次第にありますように、（１）「平成 30年度広報事業の取組状況につ

いて」の中で、まず、①の「北海道戦略広報基本方針に基づく平成 30 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：津久井直子】 

道政広報グループで主幹をしております津久井と申します。本日は、よろしくお願いいた

します。 

それでは、座って説明させていただきます。 

私からは、議事の（１）平成 30年度広報事業の取組状況についての①北海道戦略広報基本

方針に基づく平成 30年度の取組につきまして、ご説明いたします。 

前回の推進会議でもご説明させていただいていますが、北海道戦略広報基本方針というの

は、インターネットの浸透ですとか情報入手手段の多様化等の環境の変化に対応した広報を

実施するために、平成 26年度に策定しておりまして、この方針に沿った形で具体的な取組を

毎年度「取組計画表」として定めて各種取組を推進しているところでございます。 

お手元の資料１をご覧ください。 

１ページ目の下段になりますが、こちらに記載のとおり、戦略広報基本方針の中には基本 

戦略の１から４まで４つの基本戦略と取組計画表というものを毎年定めていますが、その中

で８つの推進項目毎に、27の取組を掲げて実施しているところでございます。 

27の取組の内、７つの取組で「目標数値」を設定しておりまして、この資料では、平成 30 

年度の取組の状況を、目標数値の進捗状況などを中心にご紹介させていただきます。 

この資料につきましては、この表の戦略の項目と推進項目に沿った形で構成しております。 

また、「北海道戦略広報基本方針」と「取組計画表」を含みます「平成 30年度道政広報・ 

広聴推進計画」につきましては、参考資料２、参考資料３として添付してございます。 

資料をめくっていただいて、スライドの４ですが、基本戦略１の北海道価値の効果的な発

信に関しまして、①の「インターネットの積極的な活用」についてでございます。 
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まず、ホームページのアクセス数アップの取組ということで、平成 30年度のホームページ

のアクセス数の目標数値を約１億 3,000万アクセスと定めて取り組んできたとろですが、昨

年 12月末現在で約 9,700万アクセスという実績になっております。 

このままのペースですと、目標達成は微妙なところですが、今後もツイッターやブログ、 

広報紙など色々な広報ツールからホームページへの誘導を図りまして、引き続きアクセス数

のアップの取組を進めて参りたいと思っております。 

続いて、スライドの５、各部局ですとか、各振興局、関係団体、市町村などで作成した動 

画を集めて掲載しておりますインターネット放送局「Hokkai・Do・画」についてございます。 

こちらは、多くの方にご覧いただくために、コンテンツの充実を図ることが必要という観 

点から、目標値を動画の掲載数と定めているところでございます。 

今年度の目標は 2,300本としておりまして、昨年 12月末現在の状況は、2,180本という状 

況になっております。 

目標の達成というのは微妙な状況ですが、引き続きイベントの撮影などを行いまして、積 

極的に投稿を行って、掲載数のアップの取組を進め、北海道の魅力発信に努めてまいりたい

と思います。 

また、昨年の１月から、知事の定例記者会見の動画を手話通訳付きで配信しているところ

でございます。 

続きまして、スライドの６になりますが、インターネット放送局に関連しまして、道職員

自らが出演して、道政情報ですとか北海道の魅力に関する情報をわかりやすく発信しており

ます「動くよ！広報紙ほっかいどう」を（株）シンク様のご助言もいただきながら進めてい

ますが、昨年の１月から本格的に運用しているところでございます。 

こちらの資料に載せている画像ですが、これは昨年の胆振東部地震の時に、大規模な停電

を防がなければならない、そのために２割の節電の実施協力を皆さんに呼びかけなければな

らないということで、ありとあらゆる広報媒体を使って、それを皆さんにお伝えしようとい

う時に、インターネット放送局の YouTubeを使って行いたいということで、急遽、シナリオ

を書いて、職員で撮影、編集、投稿まで数時間という状況で、全て自分たちで行っているの

で、迅速な対応ができたところでございます。 

次に、スライド７になりますが、「動くよ！広報紙ほっかいどう」は、昨年 12月末の時点

で累計 49本を YouTubeにアップをしたところでございます。 

前回の推進会議におきまして、委員の方から「素人感を残しつつも、もっと工夫を」とい

ったご意見をいただいたところですが、撮影も本庁職員だけではなく振興局職員が出演した

り、高校に行って、高校の先生にインタビュー形式で行ったり、美術館に行きまして、学芸

員の方に出演していただいたりなど、庁舎外での撮影を行うなど、現在、試行錯誤しながら

取組を進めているところでございます。 

最近では庁内各部課から「動くよ！」に関する問い合わせも増えてきており、また、動画

構成にも原課の方から積極的に提案があったり、庁内でも新たな広報ツールとして浸透しつ

つあるところでございます。 

また、２月に広報紙「ほっかいどう」の３月号を発行する準備を進めていますが、この中
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の道政情報のお知らせの中でも、「動くよ！広報紙ほっかいどう」についてお知らせする予

定です。 

ＱＲコードを付けてお知らせする予定で、広く周知して、視聴数の増加を図りたいと考え

ております。 

続きまして、その下のスライドの８、ブログ「超！！旬ほっかいどう」についてでござい 

ます。 

連携協定を締結しています楽天さんのご協力をいただきながら、楽天のブログサイトに掲 

載しております。 

目標数値を月平均のアクセス数に設定しておりまして、今年度の目標は月平均 259,000ア 

クセスとしております。 

12月末時点の実績は、月平均 364,000アクセスとなっており、目標は達成できそうな状況 

となっております。 

この後ご説明しますツイッターなどのフォロワー数も増加しているところですので、ブロ 

グの新着情報をツイートするなど、相互に補完しながら、引き続き積極的な投稿をしていき

たいと考えております。 

続きまして、スライド９をご覧ください。 

「北海道庁広報ツイッター」の活用についてでございます。 

フォロワー数につきましては、平成 30年度末までに 28,000人まで増やす目標数値を設定

しておりまして、12 月末現在で既に 33,823 人となっておりまして、今年度の目標は達成の

見込みとなっております。 

フォロワー数が増えた大きな要因といたしましては、後ほど説明させていただきますが、 

胆振東部地震の際に、災害に関する情報発信をツイッターで実施し、９月に 6,000以上の新

規フォローがあったところ、これが大きな原因としてあげられます。 

また、その増加したフォロワーにつきましても、震災が落ち着いた後も継続して、フォロ

ーいただいている状況であり、大変、ありがたく感じているところでございます。 

今後も、即時性ですとか、情報拡散性といったツイッターの特性を活かしまして、道政情

報や魅力をいち早く発信していきたいと思います。 

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

登録者数を 19,000人と目標設定しておりまして、12月末現在で 17,973人となっておりま 

す。 

メルマガの登録者数は、昨年から横ばいの状況でして、前年度と同様の水準を保っている 

状況となっております。 

他県ではメルマガを中止して、ツイッターなどの SNSに移行したとの報告をいくつかいた 

だいているところですが、道のメルマガに関しましては、道外の登録者も４割と多く、SNSを

利用しない世代への有効な媒体と考えていることから、引き続き、ブログやツイッターでメ

ルマガの情報を紹介するなどして、連携しながら、更に利活用促進を図っていきたいと考え

ております。 

スライドの 11と 12の「北海道ミライノート」の関係は、後ほど説明させていただきます。 
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スライド 13の北海道胆振東部地震発生時の対応についてでございます。 

９月の地震では、大規模な停電が発生しまして、重要な情報源でありますテレビが見られ

ないという状況になりましたので、ホームページですとか、ツイッターを活用して情報提供

を行ったところです。 

 具体的にはホームページ閲覧者に情報が探しやすいように、利便性に配慮いたしまして、

ホームページに地震関連の情報を一覧にまとめたページを作成しまして、トップページから

一覧ページにアクセスしやすいようにトップページに災害の専用のバナーを作成したところ

です。ここをクリックすると、災害の情報をまとめたページに飛べるようにしたところです。 

このバナーを使いまして、節電の呼びかけですとか、デマ情報への注意喚起なども行った

ところです。 

ツイッターに関しましては、災害情報をまとめたページに順次アップしていく情報につい

て随時投稿を行ったところです。 

続いて、スライド 14、②の「マスメディアに対する働きかけ」ですけれども、首都圏等の 

出版社ですとか、放送局などへの情報提供を行ったり、職員が出演することで、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、資料にもございますように、テレビ番組ですとか、旅行誌等で北 

海道を取り扱っていただいたところです。 

スライドの 15についても、後ほど説明させていただきます。 

スライド 16、17、基本戦略２の「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」についてでございます。 

広報紙につきましては、年５回発行しております。新聞折り込みですとか、ポスティング 

などで多くの方にご覧いただけるように努めているところですが、ほかにもコンビニエンス

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ける場所を広げていこ

うという取組を進めておりまして、平成30年度末の設置箇所の目標数値を1,300カ所としてい

るところでございます。 

道内の大学の協力をいただくなどによりまして、昨年12月末現在で1,301カ所の設置となり、

目標を達成しているところですが、引き続き、設置箇所数の増に努めて参りたいと思います。 

皆様には、お手元に今年度の８月号、10月号、12月号をお配りしているところでございま

す。 

２月下旬には「広報紙ほっかいどう」の３月号を発行予定で、３月号では観光振興ですと

か、誘客促進について特集する予定としております。 

続いて、スライド18、道政広報テレビ番組についてでございます。 

道の重要政策を紹介するために、年２回、30分の番組を作成して放送しております。  

本年度の第１回目は、昨年の４月に制定しました手話言語条例ですとか、意思疎通支援条

例の紹介などの障がい者とのコミュニケーションづくりですとか、自転車条例などについて

の内容で、昨年の９月８日にHTBで放送しております。 

これまでも字幕スーパーを入れたり、副音声を取り入れたりしておりますが、今年度から

の新たな取り組みとして、番組全編に手話を挿入しまして、聴覚障がい者にも、よりご覧い
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ただきやすい内容としたところでございます。 

なお、本年度の第２回目につきましては、若者の人材育成ですとか、移住定住の促進、ま

た、来年度、白老町にオープンする予定の民族共生象徴空間について取り上げておりまして、

資料では２月下旬放送予定となっておりますが、２月23日の土曜日、11時13分からHTBで放送

予定となっております。 

資料のスライド19、20になりますが、道庁では、１回目の推進会議でもご説明しています

が、只今ご紹介した広報紙ですとかテレビ番組のほかにも、ラジオのスポットＣＭですとか、

新聞広告、地デジ放送といった多様な広報ツールを運用しておりまして、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ものは、ホームページにも掲載したり、ブログやホ

ームページの新着情報をツイッターで掲載した旨をツイートするなど相互に連携を図って、

補完して情報を発信しているところでございます。 

続きまして、スライドの 21～34、基本戦略３につきましては、後ほど説明させていただき

ます。 

続いて、スライド 35、基本戦略４「広報活動を支えるマネジメント機能の充実」の取り組

み、「広報重点テーマ等の設定」についてでございます。 

「広報広聴連絡会議」という庁内横断的な会議を活用しまして、毎年度、広報重点テーマ

などを協議しておりまして、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。 

今年度の広報重点テーマは「地域創生」、「人づくり」、「海外展開」の３つでありまし

て、「広報紙ほっかいどう」の特集内容や道政広報テレビ番組の内容に反映するなど、各種

広報インフラを集中的に活用して、積極的に情報発信しているところでございます。 

スライド 37、「職員の広報マインドの醸成」についてでございます。 

職員を対象にしました各種の研修会を実施して、職員の広報スキルのアップですとか、最

近では、ホームページのウェブアクセシビリティの向上というところも研修に力を入れて取

り組んできているところでございます。私の説明は以上です。 

【座長：川原健一】 

ありがとうございました。 

ここまでの説明について何かご質問なり、あるいはご不明な点があれば、委員の方からい

ただきます。 

私から１点。９月にツイッターのフォロワー数が 6,000増えられて、あまり減っていない

ということで、２割ぐらい増えているということですが、分析はできるのですかね。どうい

う属性の方が、つまり北海道の方が見ていらっしゃるのか、道外の方が見ていらっしゃるの

か、その辺の分析はできるのでしょうか。 

【事務局：津久井直子】 

エリア的なものは、分析できないです。 

【座長：川原健一】 

例えば、増えたことによって、エンゲージメントとか、その辺の変化は何かあったのでし

ょうか。 
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【広報担当課長：平尾喜希】 

ちょっとご質問の趣旨にそぐわないかもしれませんが、（これまで道のツイッターを見て

いなかった方が）災害の関係で道のツイッターに興味を持っていただいた際、道のツイッタ

ーは、観光情報や暮らしの情報など、様々な情報を多岐・多角に発信していることから、そ

ちらにも興味を持っていただいて、引き続き、フォローしていただいているのかなという印

象はありますが、細かい分析まではなかなかできていないところがあります。 

【座長：川原健一】 

実際に来てもらったら、非常に見るべきものがいっぱいあったという理解ですかね。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

勝手な解釈ですが、そういうことであれば嬉しく感じます。 

【事務局：津久井直子】 

市町村などの自治体もフォローしてくれたりして、うちが発信したものを自治体の方がリ

ツイートとしてくれたりということもあります。札幌市さんがリツイートしてくれたりして

います。 

【座長：川原健一】 

そういう広がりができているということですね。ありがとうございました。 

ほかよろしいでしょうか。 

【委員：伊藤彩香】 

昨年の地震発生時の部分で、ホームページとツイッターで情報を流したということですけ 

ど、それ以外の部分で、私はＦＭコミュニティの放送局に勤めているのですが、ご高齢の方

とかは、地元の情報を聴いてということがほとんどだったのですが、ただ、若い人たちは、

ツイッターで情報を知るということだったのですが、うちとしても SNS でも流しつつ、ラジ

オでもという形だったのですが、本当に沢山情報があったので、それこそツイッターで後は

見てくださいと言うと、ご高齢の人とかはやはり、ホームページ見ることができませんとか

いうので、すごく地元ラジオが大切だということがありました。 

道として何かキー局のラジオ局もそうですし、コミュニティ放送局の部分と連携を図って 

いるのかどうかということをお伺いします。 

【事務局：津久井直子】 

広報広聴課で、ラジオをやっているのが、ラジオのスポットＣＭで、献血と税の関係をや

っているだけで、昔はラジオの部分の予算もあったのですが、今は予算が削られて、ラジオ

の番組での繋がりも正直無いところです。今回の災害の対応の時もラジオの活用は正直でき

なかったところです。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

皆さんも記憶に新しいと思いますが、９月６日の地震発生後、全道に概ね電気が復旧する

８日までの２日間超に渡る、一般家庭でテレビが視聴できない状況下での情報伝達について

は、大変苦慮するものがありました。様々な災害対応を行っている中で、緊急的にラジオ番

組を編成するということもできなかったものですから、まずは、ツイッターやホームページ

で情報を発信し、地域の連携などにより、ご年配の方など、SNSの環境がない方に対する情報
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伝達について、協力を呼びかけるのが精一杯であったというのが現実のところです。 

【委員：伊藤彩香】 

緊急時なので、ラジオ局としてはすぐさま本当に対応できると思うのですよね。そういう

広告云々というのは別に抜きにして。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

今後の参考にさせていただきます。 

【座長：川原健一】 

ほかに質問無ければ、次の議事に入りたいと思います。 

②「民間企業などとの協働による広報の推進について」、事務局から説明をお願いします。 

【事務局：大須賀康高】 

広報企画グループ主幹の大須賀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

では、座りまして説明させていただきます。 

私の方からは、基本戦略の１の「北海道ミライノート」の部分と、基本戦略３の「民間企 

業等との協働」の部分を説明させていただきます。 

まず、スライド 11を見ていただきまして、基本戦略の１の「インターネットの積極的な 

活用」のうち、「SNSを活用した『北海道ミライノート』による魅力発信」というところか

らご説明させていただきます。 

「北海道ミライノート」は、第１回の会議でもご説明させていただいたところですが、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

ジェクトでありまして、インスタグラムを活用しまして、一般の方々から北海道の画像、写

真を募集して、その中から未来に残したい新たな魅力、新たな画像を専用のホームページで

紹介する取組としまして、平成 29年 10月から開始しております。 

この取組のメインターゲットは、インスタグラムの利用者が多い若年層と海外層でありま 

して、応募いただく画像に、「＃北海道ミライノート」又は「＃hｍnote」をつけてインス

タグラムで投稿していただいております。また、ホームページにつきましては海外層向けと

いうこともありまして、英語版のページも作成しております。 

ホームページのアクセス状況でありますが、今年度末の目標数値年間74,000件に対し、昨 

年12月末までのアクセス数は46,222件となっているところであります。 

 その下にグラフがありまして、ユーザーの属性についてですが、年齢別では、18歳から24 

歳までが9.6％、25歳から34歳が29.7％となっておりまして、この両者を合わせて35歳未満

を、我々は若年層と呼んでおりますが、若年層が全体の４割程度というところになっており

ます。また、国別におきましては、海外が合わせまして約12％というところで、１割以上の

方が海外から見ていただいているという状況になっております。 

スライド 12ですが、「北海道ミライノート」の PRということで、企業様とタイアップし 

た取組について、今年度行ったものについてまとめております。包括連携協定を締結してお

ります明和地所様のホームページの中に特設ページを作っていただいておりまして、その特

設ページの中に掲載された写真からお気に入りを選んで投稿してもらうキャンペーンをして

いただいたのですが、写真が 50枚くらいある中で、「北海道ミライノート」のホームペー
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ジ掲載画像 12枚を提供いたしまして、併せましてそのホームページの中にバナーを貼って

いただくということもしていただいたところです。 

札幌ベルエポック美容専門学校が高校生を対象に主催しましたフォトコンテストと連携い 

たしまして、フォトコンテストの応募の際に「＃北海道ミライノート」もつけることを条件

としまして、多くの高校生に投稿いただいたところです。 

そのほか、アリオ札幌で道がイベントを開催した際の大型モニターで、「北海道ミライノ 

ート」で作成いたしました動画を放映していただいたり、大通の THEサッポロビヤガーデン

ふるさと PRステージ、サッポロビールさんのステージで PRさせていただいたり、道外でい

いますと、大丸松坂屋さんが実施しております「北海道物産展情報サイト」というところが

ございまして、その中にバナーを載せさせていただいたり、海外に向けての PRといたしま

しては、インバウンドツアー客を対象としました、これは道が実施した事業ですが、観光列

車のモニターツアーにおいてフライヤーを配布したりとか、若年層や海外層に向けて PRを

実施してきたところです。 

続きまして、スライド 15、道外在住者や外国人に向けた情報発信というところがござい 

まして、この部分におきましても「北海道ミライノート」を代表的な取組として掲載させて

いただいております。 

これからも、企業様と連携いたしまして、様々な機会や媒体などを活用しながら、「北海 

道ミライノート」のインスタグラムを活用した取組を引き続き PRしまして、北海道の新た

な魅力発信に取り組んでいきたいと考えているところです。 

資料、少し飛びまして、スライド 21、22をご覧ください。ここからは基本戦略３「民間

企業などとの協働による広報の推進」についてご説明させていただきます。 

６月の会議でもご説明をさせていただいたとおり、道では、民間企業との協働を通じまし

て、民間ならではの効果的な手段を活用した道政広報を推進しております。 

めくっていただいて、スライド23をご覧いただきます。包括連携協定締結の状況を記載し 

ておりまして、次のスライドから、この仕組みを使った今年度の道政広報の主な取組につい

て説明させていただきます。 

スライド24をご覧ください。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につ 

いて、民間企業様が制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、いくつかご紹介させていただいております。一番左がサツドラホールディングス様のフ

リーマガジン「EZO CLUB」、真ん中がAIRDO の機内誌「rapora」、右側がマミープロ様、イ

ンサイト様、ぶらんとマガジン社様、総合商研様が作っているそれぞれのフリーペーパーの

中に道政広報のページを１ページ作っていただきまして、企業様と道でフリーペーパーのコ

ンセプトに関連する道政のテーマを調整しながら、毎号掲載させていただいております。 

本日は、この中からお手元にAIRDO の機内誌「rapora」をお配りしております。昨年12月 

に、20周年を機に大々的にリニューアルされまして、17ページに道政広報のページがござい

ます。 

今年度は、北海道移住ライフというタイトルで、北海道の各地域に移住された方を取り上

げていただきまして、北海道に移住してこんなことをやってますというような取組をPRさせ
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ていただいております。この度のテーマは、とても好評ということでありまして、来年度も

引き続き移住というテーマで掲載させていただくような形になっております。 

資料に戻っていただきまして、スライド25の左側、街頭大型ビジョンの活用につきまして 

は、札幌駅南口、４丁目プラザ、パルコ、サッポロファクトリー、チカホ、狸小路にありま

す合計12台の大型ビジョンによりまして、北海道の観光PR動画や道政情報を発信させていた

だいております。 

右側の自動販売機電光掲示板につきましては、北海道コカ･コーラ様の全道約1,300台あり 

ます自動販売機の上の部分に、道庁のお知らせとある部分ですが、電光掲示板がございまし

て、ここで定期的に道政情報を発信させていただいております。 

続きまして、スライド26、商品パッケージの活用について、今、後ろの窓際のテーブルに 

色々な商品パッケージを活用したPRも載せさせていただいておりまして、いくつか代表的な

ものを回させていただきたいと思っております。 

サッポロビール様、雪印メグミルク様をはじめといたしまして、多くの企業様にご協力い

ただきまして、商品のパッケージを活用し、道の施策に関するPRにご協力いただいておりま

す。昨年は、後々出てきますが、北海道命名150年事業を契機といたしまして、数多くの企

業のご協力いただきまして、様々な商品でＰＲさせていただいたところです。 

資料めくりまして、スライド27へ進んでいただけたらと思います。 

店舗等の活用につきまして、包括連携協定を締結しておりますコンビニエンスストア様、 

スーパー様、銀行様の各店舗で、道政広報に関するチラシの設置ですとか、ポスターの掲出

を行っていただいております。また、セコマ様では、店内放送としまして「北海道庁からの

お知らせ」という形で道政広報を配信していただいているほか、昨年からは道庁地下のセコ

マ様の店舗に、７月から新たに道政広報コーナーを設置していただきました。左の下の写真

になりますが、店内の一部分をご提供いただいて、道政広報をさせていただいております。 

また、右側にセブン-イレブン・ジャパン様のレシート広報について載せていただいてお 

りますが、セブン-イレブンのレシート、５回に１回の割合で、レシートの下側に道政広報

を載せさせていただいております。例えば今月は道税の納税期間ですとか、交通安全に注意

しましょうといった広く道民に働きかけたい情報を掲載させていただいております。 

続きまして下のスライド28に参ります。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といたしまして、まず、大型店舗でのイベントの開催といたしましては、イトーヨ

ーカ堂のアリオ札幌店様と協働で、イベントスペースを使わせていただきまして、開催しま

した、７月の「木育フェア」ですとか、10月末から11月に行いました「北海道のうまいもの

みーつけた」という物産展におきまして、道政をPRするパネル展とステージイベントを開催

させていただきました。 

また、企業主催のイベントにつきましては、例えば、サッポロビール様の「サッポロビー 

ル★道産子感謝DAY」ですとか、サッポロビヤガーデン、イオン様による「食べて応援しよ

う！北海道うまいもの市」などのフェアで、道政のPRを実施させていただいたところです。 

めくっていただきまして、スライド29をご覧ください。 

映画ポスターの活用につきましては、TOHO マーケティング様、MACH様との協働事業とい 
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たしまして、今年度は、TOHO マーケティング様が６件、MACH様からは８件の映画において

ポスターの一部に道政情報を掲載させていただきました。 

後ろの壁に、右側２枚が実物になりますが、このように映画ポスターも下側や両側と活用 

させていただきまして、そこの部分に道政情報を載せさせていただいております。 

資料にあります、例えば映画の「来る」では深川留萌自動車道の全線開通を、右側の「ニ 

ート・ニート・ニート」では少年の特殊詐欺の加担防止といった道政広報を、企業様に無償

で掲載させていただき、道といたしましては、代わりに道有施設や学校に配付しまして、掲

示させていただいているところです。 

同じページの右側、ウェブサイトによる情報発信については、先ほどもありました明和地 

所様やぐるなび様の会員向けサイトに道政情報や観光情報などを掲載させていただいており

ます。 

続きましてスライド30からは、今年度の新たな取組について、いくつかご紹介させていた 

だいております。 

まず、北海道命名150年事業のPRにつきましては、包括連携協定を締結しておりますレバ 

ンガ北海道様のご協力によりまして、４月と10月２回にわたりまして、ホームゲームの会場

を活用した様々な道政広報を実施させていただきました。また、北海道日本ハムファイター

ズ様につきましては、北海道命名150年の年である2018年に誕生した北海道の全新生児に北

海道命名150年ロゴマークと当時ファイターズの選手でありました大谷翔平選手のサインを

デザインした記念ボールの贈呈を行っていただいたほか、スライド31の上側になりますが、

日本郵便様には、北海道命名150年の記念切手の販売ですとか、道庁赤れんが庁舎東門前に

記念ポストを設置していただくなど、様々な企画で北海道命名150年事業をPRしていただい

たところです。 

その下側、その他の取組になりますが、北海道の施策をPRする取組としまして、損保ジャ 

パン日本興亜様には、「自然災害への備え」、「飲酒運転の根絶」、「自転車条例制定」の

３つの施策について掲載した三角ポップを5,000枚作成していただきまして、同社の道内営

業所ですとか、代理店、契約先の企業に配付していただくなど、PRをしていただいたところ

です。 

続きましてスライド32、北海道の魅力発信についてですが、日本郵便様には、北海道のキ 

ャッチフレーズとイメージキャラクターの雪ミクを印刷した年賀ハガキの販売を行っていた

だいたほか、ANA様には、道内の各空港発着便の利用者に道内の特産品や航空券が当たる観

光と食のキャンペーンを実施していただいたり、NEXCO東日本様には、北海道の特産品が当

たるスタンプラリーを実施していただいたところです。 

めくっていただきまして、スライド33に参ります。 

北海道胆振東部地震からの復興に向けた取組というところでありまして、今回の災害発生 

時につきましては、包括連携協定を結んでおります企業様を始めとしまして、多くの企業様

から物資の支援や義援金の寄付をいただいたほか、北海道応援企画といたしまして、サッポ

ロビール様、イオン様、ANA様、ぐるなび様、AIRDO様、ローソン様など、様々な企画を実施

いただき、北海道の元気をPRしていただいたところです。 
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続きまして、その下のスライド34、北海道民間協働週間の設定につきまして、道では、10  

月の第３週を北海道民間協働週間と位置づけまして、例年、道庁１階の特設展示場で、こう

した民間企業などとの協働の取組を、多くの道民の皆様に知っていただくために、パネル展

とランチタイムセミナーを実施しております。今年度は、10月15日から17日の３日間開催い

たしまして、パネル展では、包括連携協定を締結している全ての企業について、道との協働

による取組をご紹介させていただいたほか、ランチタイムセミナーでは、日本生命様に生活

習慣病リスクに関する講演ですとか、北海道が多数の企業様にご協力をいただいております

北海道未来チャレンジ基金を活用して留学された方に、「障がい者スポーツの拠点を北海道

に」と題したご講演をいただいたところです。 

今後も、こういった民間企業等との協働という手法を活用しまして、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す。 

【座長：川原健一】 

ありがとうございました。 

ここまでの説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

サッポロビールさん、色々とご活躍されているようですが。 

【委員：梶浦清孝】 

ありがとうございます。 

北海道 150年という、我々にとってみれば大変ありがたいきっかけで、北海道様と更に繋

がりを持てたかなと思っております。 

今回、サッポロビールという名前が多々登場はしているのですが、他の包括連携企業様や

北海道 150年パートナー様やスポーツコンテンツとコラボすることによって、北海道の広報

に繋がって行けたのかなと感じております。 

北海道 150年という軸とコラボが非常に大事だなということを感じました。 

【座長：川原健一】 

ほかよろしいでしょうか。 

次に、③「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」引き続き大須賀さんにご説

明をお願いします。 

【事務局：大須賀康高】 

続きまして、「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」ということで、 

資料の２をご覧いただければと思います。 

 北海道のキャッチフレーズは、平成 10年度に選定しました「試される大地」というところ

がございまして、それに加えまして、平成 28年４月に、「その先の、道へ。北海道」という

新しいキャッチフレーズを英訳「Hokkaido.Expanding Horizons」と一緒に、「大きな可能性

が広がる北海道のすばらしさ」、「積極的に前に進んで行こう」という思いが込められたも

のとして選考したところです。 

後ろに大きい幕がございまして、そこに「その先の、道へ。北海道」と「Hokkaido.Expanding  

Horizons」を掲載してございます。 

このキャッチフレーズ「その先の、道へ。北海道」を活用しました平成 30年度の主な取組
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についてご説明させていただきます。 

スライドの２を見ていただきまして、道においての取組と民間企業等による活用、そして、

今も話題にありました北海道 150年事業において様々に活用していただきましたので、この

３つにつきまして、ご説明させていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、スライド３をご覧ください。 

スライド３におきましては、「道においての取組」ということでご紹介させていただいて

おります。まず、業務で使用します業務用封筒ですとか納税通知書を発送する封筒にキャッ

チフレーズを新たに掲載するなどして、広く浸透を図っているところです。 

続きまして、下のスライド４に移っていただきまして、同じく道においての取組ですが、 

学会やビジネス交流会、見本市等におきまして、ブースや会場のモニターを活用しました PR

を行ったほか、先ほども出てきましたインバウンド向け観光列車におきましても PRをさせて

いただいたところです。 

続きまして、スライド５からスライド 7まで、「民間企業等による活用」の具体の取組を 

掲載しております。北海道フェアやビジネス交流会など企業活動と連動した PRといたしまし

て、イオン様が実施しました「イオン道産デー」のテレビ CM、３枚画像がありまして、上２

枚がテレビ CMで流していただいたもので、北海道 150年マークとキャッチフレーズ「その先

の、道へ。北海道」を使っていただいております。テレビ CMですとか店内ポップ、商品の包

装等において PRしていただいたり、イオンの道外店舗でのキャンペーン、真ん中が越ヶ谷、

右側が成田のお店ですけど、こういったところで北海道フェア等を開催していただいた際に、

同じように PRに使っていただいたところです。 

スライド６になります。先程資料１でもご紹介いたしましたが、日本郵便様が発売した年 

賀ハガキへの掲出ですとか、東京都で開催されました第一生命様主催のビジネス交流会での

PRです。 

一枚めくっていただいて、スライド７になりますけど、三省堂書店の首都圏主要店舗にお 

きまして、ポスターですとか、バナーを掲出していただいたり、大丸・松坂屋グループ様が

実施いたしました「北海道物産展」でのポスターの掲出など、様々な場面で活用していただ

いたところです。 

スライド８を見ていただきまして、ここから北海道命名 150年事業での活用についてご紹 

介させていただきます。 

８月に実施いたしました記念式典ですとか、道主催の事業、左側が北海道 150年ウィーク

ということで、７月 14日から８月 26日までをウィークとして様々な事業を実施しており、

ポスターですとか、企画イベントのチラシへの掲載ですとか、式典で実施いたしました高校

生による書道パフォーマンスの一番左に「その先の、道へ。北海道」と書いていただいたり

など活用いただきました。 

次のページにいきまして、スライド９、パートナー企業様等の協賛商品の販売等と連携し 

た PRとしまして、アークスグループ様とサッポロビール様との協働キャンペーンによる「北

海道名産缶」、「黒ラベル温泉缶」や、キリン様とポッカサッポロ様とによる「ガラナ」と

「リボンナポリン」のキャンペーン、ローソン様、コープさっぽろ様などによりまして、様々
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な企画で北海道 150年事業と併せてキャッチフレーズを掲載していただきました。 

スライド 10、この他にも、先程も見ていただいたところですが、多くのお菓子ですとか、 

飲料水、食品などへキャッチフレーズを活用していただいたところです。 

めくっていただきまして、スライド 11になります。 

今度は商品ではなくて、パートナー企業様の広告展開と連動した PRとしましては、例えば

北海道電力様のチカホ壁面広告、キティちゃんを使ったものですとか、JR北海道様における

キャンペーン等への活用、それから下のスライド 12、航空会社３社、JAL様、ANA様、そして

AIRDO様でキャンペーンに活用していただいて、AIRDO様においては、機体ですとかドリンク

サービスのコップへの掲載を行っていただいたところです。 

スライド 13、こちらは、加森観光様に、昨年１月から２月にかけて道庁赤レンガでプロジ

ェクションマッピングを実施していただきまして、その中で北海道のキャッチフレーズを放

映していただきまして、約 13万人の方にご覧いただいたほか、このプロジェクションマッピ

ングにつきましては、４月から 10月にはルスツリゾートでも放映していただいたところです。 

その下の、スライド 14、北海道コンサドーレ札幌のホーム試合のうち、サッポロビール様 

に協賛いただきました「北海道命名 150年記念マッチ」におきまして、北海道 150年を記念

した動画を作成していただきまして、放映されたところです。この動画につきましてはこの

後、最後にご覧いただこうと思っております。 

このように、昨年は、北海道が命名 150年ということで、多くの企業等にパートナー企業 

として参画いただきまして、北海道 150年マークと北海道のキャッチフレーズをセットで PR

していただいたところです。 

今後につきましては、業務用封筒ですとか、会議資料など道の業務での活用ですとか、道 

主催の事業においての活用に加えまして、北海道 150年事業にご協力いただいたパートナー

企業の方々に引き続き使っていただけるよう呼びかけるほか、包括連携協定企業等と協働し

た新たな取組についても検討するなど、キャッチフレーズの普及とキャッチフレーズを活用

した北海道の魅力発信というところに、引き続き努めて参りたいと考えているところです。 

以上でキャッチフレーズについての説明は終了でして、最後に動画を１本見ていただきた

いと思います。 

 

（動画視聴） 

 

【座長：川原健一】 

ありがとうございました。ここまでの中身で何かご質問等ありますでしょうか。 

ちなみに 150年というと、今年の８月２日でしたかね。ちょうど 150年に当たると思うの

ですけど、そこまでは、こういう 150年というのは、使っていくというイメージでよろしい

のでしょうか。 

【事務局：大須賀康高】 

基本的には 150年マークも含めまして、昨年一杯で一応使うことは終わっているという形

になっております。 
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販売している商品で、引き続き載っているものも一部あると思いますが、基本は昨年１年

間で終わっております。 

【座長：川原健一】 

わかりました。ありがとうございます。 

【副座長：小田誠】 

 150年ということで、色々なものがあるのですが、これは今後、使わない、無くなるという

ことでしょうか。 

【事務局：大須賀康高】 

一旦は終了という形になります。 

【座長：川原健一】 

 それは、年度ベースで切るということでしょうか。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

区切りは、歴年ということになります。 

【事務局：大須賀康高】 

 昨年、2018年の１月から 12月までの１年間ですね。 

【座長：川原健一】 

 まだ使っても良いという気がしますが。わかりました。一応区切りを付けるということで

すね。 

【副座長：小田誠】 

 ちなみにこれは道として経費がかかるものなのですか。 

【事務局：大須賀康高】 

 マークを使うことですか。それは自由に使っていただいて良いという形になっております。 

【委員：永岡朋子】 

今の 150周年の、気がついたら終わっている感がすごくあって、今の話を聞いて思ったの

ですが、150周年でこんなことが良かったという取りまとめというか総括というのは、今後何

か出される予定はあるのでしょうか。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

担当しているのは別の部署ですが、北海道 150 年の歩みを記録したものは、作るとは聞い

ております。また、2018年の１年間、こういう形で取り組んだということは、道のホームペ

ージでも載せております。 

【委員：永岡朋子】 

勝手に今年度一杯なのかなとイメージを持っていたので、あっ、もう終わっていたんだと

いうのがあって。ありがとうございます。 

【副座長：小田誠】 

 もったいないなという感じはしますね。 

【委員：永岡朋子】 

先ほどのコンサドーレさんの動画もすごく格好良いですよね。あれがもっと拡散できたら、

すごくまた PRできたのかなと思います。あの感じだったら、150周年が終わってからも近代
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日本における北海道が果たした役割といったところでも PRできていくのかなと思ったので。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

これを契機に、各企業様とパートナーシップを組み、更なる連携を積み重ねてきておりま

すので、それを礎として 151年目、152年目と、発展させていきたいと考えております。 

【委員：葛西麻衣子】 

北海道のキャッチフレーズが、「試される大地」がすごく印象的なのですが、これを変え

るタイミングって何か意図があるのでしょうか。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

「試される大地」を現在のキャッチフレーズに変えたということではなく、「試される大

地」は前堀知事時代のものでしたし、制定から時間が経ちましたので、また新たな取組とい

うことで、高橋知事もお考えになったということがあります。「試される大地」も広く浸透

しており、依然として、活用している状況にあります。 

【委員：鈴木ひろみ】 

 150年というよりも、広報の推進という全体的なところなのですが、実際に今の広報の内容

を見ると、これをもし一企業で行うとものすごい金額だなと思うのですが、次の広報の推進

というところで、「試される大地」から変わったのかとか、150年なんとなく終わっちゃった

のかとか、雰囲気で終わってしまうというか、例えば、次のステップといいますか、色々な

ものを、「試される大地」から次の「その先の、道へ。北海道」という新しいワードを知っ

てもらうとか、北海道が 150年ですよというのを知ってもらうというのもあるのですが、例

えば自転車の新しい法律だったり、知ってもらうだけじゃなくて、理解を求めるとか、色々

な種類がありますよね。なので、そろそろ次のステップというか、まず入口として知っても

らうためのものと、本当に知ってもらって、理解に進めなければいけないものとか、次の広

報の手立てを考えているのかなと思っております。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

キャッチフレーズに関して言えば、導入後の 28、29、30年度のまず３年間で、庁内印刷物

や職員の名刺での利用促進、また、ポスターやチラシを作成して道内外へ周知するなど、様々

な取組を展開してきました。まずこのスタートの３年間を振り返る作業をして、新年度から

の展開は、それほど遠くないうちにその方向性を示していきたいと思っております。 

【委員：馬上千恵】 

 それはどのように振り返られるのでしょうか。例えば、キャッチフレーズを色々なところ

で入れて、出されていて、その効果というのはどのように取ったり、調査されたりするので

しょうか。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

色々な媒体で、こちらから一方的に発信したものはカウントしやすいのですが、認知度を

確認するための具体的な手法を確立するまでには至っておりません。 

【委員：馬上千恵】 

 私は、外国人の方をよくご案内することをしているのですが、例えば、英語で発信したり

ですとか、ホームページを作られたりですとか、それに対するご意見を取ったり、こういう
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情報が欲しいという反応が実際あったりするのでしょうか。それともそういう場は全く設け

ていなくて、一方的な発信なのでしょうか。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

ホームページでのお問い合わせについて、返信できる機能がありますので、外国人の方に

限らず、ご意見をいただいた場合は、それにご返信するということは、行っております。 

【委員：馬上千恵】 

 案内をしていると、英語での情報が少ないという意見をすごくいただくので、話を聞くの

で、私は、外国人の方をよくご案内することをしているのですが、実際にパンフレットとか

媒体が沢山ありますよね。本当に必要とされている方に渡っていないというか、そういうこ

とが現場での実感としてあります。何か良い方法がないかと常々考えているところです。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

ホームページは英語での対応もしておりますが、それが浸透しきっていないということだ

と思いますので、あらゆる機会でこういうことを行っているということを発信できるように

考えていきます。 

【委員：馬上千恵】 

 ぜひ外国人の方が、知りたい情報をくみ取って、それを載せていただけると良いなと思い

ます。一方的なものではなく、本当に知りたい情報をくみ取っていただいて、それを載せて

いただけると良いと思います。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

観光客の方はもとより、色々な制度の進み方で、道内で働く外国人の方も増えていくと予

測されているので、庁内的にも議論して、具体的な取組を進めることでご理解いただけたら

と思います。 

【座長：川原健一】 

 次の議事に移りたいと思います。 

 （２）「平成 30年度道民意識調査結果について」、事務局からご説明をお願いします。 

【事務局：中村淳一】 

平成 30年度道民意識調査結果について、資料３－１をご覧ください。 

 道民意識調査は、道政上の重要課題や主要施策に関しての世論調査でございまして、道民

の道政に対する意識や意向の的確な把握に努めるとともに、政策形成に反映させることを目

的としまして、年１回、実施しております。 

今年度は、昨年８月に調査を実施いたしまして、調査項目は資料１枚目の下段に記載した

７項目、設問数は 36問で実施しております。 

次のページになりますが、調査対象は、道内に居住する 18歳以上の個人を対象としており

ます。 

調査方法は、層化二段無作為抽出法を採用しまして、これにより抽出した、札幌市(10区)

のほか道内の 27市 27町村の 1,500名に、調査票を郵送配付・郵送回収で実施しております。 

また、今年度調査からスマホを利用したインターネットからの回答も可能としたところで

ございます。 



- 18 - 

 

今年度の有効回収数は 708件、回収率は 47.8％で、例年 50％を超えておりましたけれど、

やや低い回収率となっております。 

これにつきましては、今年度９月６日に発生した震災の影響、調査期間は１ヶ月としてお

りますが、お礼状を兼ねた督促状を出してまして、１ヶ月半位で回収しているものですから、

その途中で地震があって、回収数が伸び悩んだとものと考えております。 

調査結果につきましては、各テーマを所管する部局等におきまして、今後の道政上の施策

への反映や計画策定の指標などに活用することとしておりまして、結果の概要につきまして

は、下段をご覧いただきたいのですが、各テーマの設問への解答につきまして、まず、「安

心して暮らし続けることのできる地域づくり」に関しましては、「居住市町村に関する調査」

については、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

まして、次のページになりますが、「少子化に対する意識」に関しましては、「子育てにつ

いての不安」について、５割近くの方が「子育てにかかる費用」と回答されています。 

「北方領土問題」に関しまして、「北方領土問題への関心度」については、「ある」が約

６割で、30歳未満の若年層ほど関心が低い結果となっております。 

 次のページになりますが、「文化に関する道民意識」に関しまして、「この１年間行った

文化芸術に関する活動」につきましては、「地域の芸能や祭りへの参加」が最も高かったで

す。 

「男女平等参画を阻害するあらゆる暴力の根絶」に関しまして、「暴力の被害経験」につ

いては、「身体的暴力」、「心理的攻撃」、「性的強要」の順に高かったという回答を得て

ます。 

「SNS 利用を発端とした犯罪被害」につきまして、「未成年や女性の SNS 利用に際し、潜

在する危険性」については、「思う」、「やや思う」を合わせると９割を超えておりました。 

「持続可能な開発目標」いわゆる SDGsに関しまして、「SDGｓの認知度」につきましては、

「知らなかった」が約７割と最も高い結果となっております。 

各調査項目の回答結果の概要につきましては、資料３－２のとおりでございます。各設問

につきまして、回答数の多かった上位３位までを掲載しております。 

なお、調査結果を分析した詳細な報告書につきましては、道のホームページで、昨年の 11

月に公表しております。以上で説明を終わります。 

【座長：川原健一】 

 ありがとうございました。 

 ここまでの説明に対しまして、何かご質問等はございますでしょうか。 

 最後に質疑、意見交換の時間を設けておりますので、その時にもしあれば、よろしくお願

いいたします。 

 最後、その他でございます。まず、北海道胆振東部地震、昨年９月６日の地震に関する広

報対応について、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局：中村淳一】 

それでは、資料４をご覧ください。 

本資料は当課で行ったものについて、１枚にまとめております。先ほど説明した部分につ
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いては重複するので省略いたします。 

まず、９月６日に発生しました胆振東部地震では、大変多くの犠牲者が出て、被災地を中

心に大きな被害が出ております。 

道では、震災直後から被災地等の被害状況の把握や地震に関連する様々な情報収集・正確

な情報発信、関係機関等との連携による被災地支援に努めてきたところでございます。 

広報事業の取組状況の中でも、一部説明しておりましたが、まず、知事の記者会見ですが、

９月６日から９月 28日まで、計６回の臨時記者会見を行っておりまして、節電や復興対策、

観光復興キャンペーンなどについて知事からメッセージを発信しております。 

それ以外にも定例記者会見を毎週実施しております。 

続きまして、報道発表についてですが、被害状況について当庁総務部危機対策課でまとめ

た情報を、９月６日午前７時に公表して以来、多い日には１日に６回更新するなど、昨年 12

月 28日の災害対策本部廃止までの間に計 117回報道発表してきております。その他、震災関

連の情報等を随時報道発表してきました。 

３番目は飛ばさせていただきまして、４番目になりますが、道公式ツイッターによる情報

発信でございますが、こちらも、震災直後から、災害情報ページに掲載した情報をツイート

しまして、広く情報発信に努めてきました。 

 ９月６日から８日までの３日間のツイート数は 94 件、30 日までのツイート数は 286 件に

のぼりまして、インプレッション数もこの期間、1,089万 689件、リツイート数は４万 2,263

件となり、多くの情報が拡散され、被災者の方などに情報が行き渡ったものと考えておりま

す。 

５番目も先ほど説明しましたので省略させていただきます。 

以上、簡単ではございますが、胆振東部地震に係る広報の対応についてのご説明でござい

ます。 

【座長：川原健一】 

 ありがとうございました。 

 これまでのご説明につきまして、何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

【委員：越後谷享史】 

 前回の時もお伺いしていたのですけれど、その後、胆振東部地震があって、今、知事の会

見のこととかもおっしゃっておりましたが、地震に関連して知事の会見というのは、Web上で

配信されていたのでしょうか。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

 知事の定例の記者会見が行われた時には、地震の関係を話す機会は多かったですが、記者

会見録は翌日にはすぐアップしておりました。 

 動画も先ほどご紹介させていただきましたが、手話をつけるのに合成をしなければいけな

いので、タイムラグがあるのですが、合成した動画を配信しております。 

【委員：越後谷享史】 

 前回の会議の時も意見をお伝えしたのですけれど、多分、ちょっと時差があって、配信さ

れていると思うのですけど、このぐらい大きい災害になったときに、メッセージというか、
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災害の大きな時もそうですし、節電に向けての呼びかけですとか、知事のメッセージという

のはそれなりに大きいと思うので、いつもは無理だと思いますが、生の配信というのは、や

れる体制の方が、北海道民としては、ありがたいのではないかなと思います。 

たまたまこの会議にも出ていて、その後こういうことが起きたので、改めて思った次第で 

す。なかなか大変なのはわかりますが、僕らも取材でお伺いして、なるべく知事のメッセー

ジを放送しようとは思うのですが、なかなか混乱の中なので、全てを放送することはできな

いですし、そういう意味では道庁でライブ配信するというのは、１つの手段かなと改めて思

いました。 

 もう一つ、２つめの報道発表で、被害状況の発表は、紙ベースで発表されたと思うのです

が、僕らも参考にさせていただきましたけど、これも例えば、最初全然わからなかった厚真

の被災状況がはっきりした段階でとか、それぞれの大きなトピックスの段階では、自分たち

で Webで発信するというのは、こういう時こそ取ったら良いのではないかと思いました。 

【事務局：中村淳一】 

一応ですね、定時で発表しておりまして、１時間ちょっとはかかっておりますが、ホーム

ページの方に被害報として掲載しております。 

それと合わせて、ツイッターで発信しておりまして、１日に多いときで６回、段々減って、

３回、４回となっておりますけれど、１時間後くらいにはホームページに、まとめページの

方にも当然掲載するようにしております。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

記憶では、１時間もかかってないと思います。報道の皆さんに FAXでお伝えしてから、す

ぐホームページには載せているはずです。 

【委員：越後谷享史】 

 文字ベースですよね。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

文字ベースのものを WEBに、そのまま載せております。PDFにして。 

【委員：越後谷享史】 

 対策本部の方が、例えば、これが肝ですよという形ではなくて、多分なかなか難しくて、

僕らもそうなのですが、最初のインターネットの積極的な活用でもご説明していただいた時

に、トップページに緊急のお知らせと赤くバナーが出ていて、これも実は皆さん、普段お忙

しくて、しかもこういう緊急時に、やることが一杯ある中で、ここにまた新たにお知らせと

か、緊急のメッセージとかやらなければならないというのは、しかもこれ専門の人っていな

いですよね多分。実は、僕らもそうなのですが、お年を召した方が、なかなか接触しづらい

という問題があるにしても、ただ、色々なツールで伝えていくのが良いに決まっているので、

これも本当はこれに専門に関われる人がいて、上手い発信の仕方があると、本当に良いなと

自戒を込めて言っておりまして、僕らもなかなかそれができないのですけど。 

先ほどラジオの話も出てましたが、例えば、弊社だと STVラジオというところがあって、

あの時に、特にテレビは、僕らずっと放送はしてましたけれど、北海道民にはなかなか全然

伝わっていなくて、東京で見ていた人が SNSで北海道民に折り返してくるというような情報
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の伝わり方で、ラジオは、幸いにも聞いていただけていたので、その時に例えば道庁の担当

の方が生で、自分たちではなかなかできないとおっしゃっていたので、例えば弊社でもどこ

のラジオでも良いのですけど、生で出てきていただいて、状況をご説明していただくという

のが、あの状況の中で可能なのかどうか、というのが最後の質問ですが、いかがですか。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

可能かどうかと言われると、答えに窮するのですが、あの地震の後、まず災害対策本部を

すぐ立ち上げました。災害対策本部が立ち上がると色々決められた班編制で、被害の情報を

収集したり、その情報をまとめて発信しなければならない班だとか、我々のように報道対応

する班だとか、色々な班分けをしております。その中で報道の部分でいくと、まずは死者、

怪我人がどのような状況にあるのかとか、まずは応急対策が一番大事で、その部分の情報を

いかに皆さんにお伝えして、発信してもらうのかということを最優先に行っているというの

が現実です。そのような状況の中で、一人割いて、個々のラジオ局に行って、被害状況など

をアナウンスするというのは、なかなか厳しいという感じがします。 

【委員：越後谷享史】 

道庁の方が、自分たちのツールを使って発信するというのがなかなか難しいのであれば、

予算の関係でラジオの予算が削減されていったというお話しがありましたが、逆に僕らを上

手く使っていくとか、僕らは情報を取って、放送しようとは思いますけど、道の方が伝えた

いことが伝えられていないことも当然あると思うので、なかなかお忙しいとは思いますが、

こういう状況の時は僕らを使っていただいても良いのだけどなというのは、思いとしてある

ものですから。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

最大限使わせていただきたいと思っておりまして、あとは、こんなに大きな災害を経験し

たことがないので、これは毎回、大きな災害の後に行うのですが、災害対応の検証委員会と

いうのをやっておりまして、その中でも広報や報道に関係するものも含めて、例えば、デマ

に関するものに対して、課題が色々生じてきたけれど、それにどう対応したら良いかという

のも議論の途中段階ではあります。 

死者とか実名を公表することについて、どうするのかとか、報道機関の皆さんでも、ばら

ばらな扱いになっていると思いますが、それを我々公的機関として、どのようなガイドライ

ンを引いたら良いのかとか、そういう議論もしておりますが、実名公表の関係でいくと、や

はり慎重にならざるを得ないというのが我々の考えです。やはり地元の自治体がどう対応す

るかという、そこを尊重しなければなりません。地元の自治体が実名を公表して欲しくない

ということであれば、我々からは公表しないという対応をするなど、色々な課題を、ブラッ

クアウトへの対応の部分も含めて検証しているところで、取りまとめ中という状況です。 

【委員：越後谷享史】 

ありがとうございます。 

【座長：川原健一】 

 やはりブラックアウトの時に、我々みたいなオールドメディアの発信力は著しく落ちて、

一番多分影響力があったのがツイッターだったと思います。 
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 我々も遅ればせながら、当日から始めて、なかなかフォロワーが増えていないので、皆さ

んフォローしていただきたいと思います。 

 一番リツイートがあったのが、道庁さんが外国人向けの窓口を作りましたというのを英語

で短く発信して、電話番号も入れて、ただしウィークデイしかやっていませんよという情報

が、今までの中で一番多かったです。やはり、さっき馬上さんからもありましたように、300

万人近く今、来道されている中で、外国人向けのアナウンスというのをどうしたら良いのか、

課題なんだろうなと、それを見ただけでもわかったので、そのあたりについてもう少しどう

していこうという話があれば、説明いただきたいなと思っております。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

外国人の方々が、路頭に迷うとか、帰国できないような状況で、道庁の別館で最大、確か

400人位入ったというような経験もあるので、ちょうどタイムリーですけれども、２月１日か

ら、観光セクションで、北海道観光局というツイッターのアカウントを設けて、色々な観光

情報を英語も含めて４カ国語で発信をするという取組を行います。交通情報や気象の状況も

含めて発信をするということを明日から取り組みます。 

あとは、明日から緊急サポートステーションという取組も始めていこうということで、内

容は何か大きな災害が起きた場合に、外国人に対応できるように４カ国語だったと思います

が、相談対応を行ったり、情報提供し、避難所にはなり得ないのですが、避難所の場所を紹

介してあげたりということを道庁の別館あるいは本庁舎を活用した取組を明日から始めます。 

【座長：川原健一】 

 ありがとうございます。 

それに関連して、馬上さんどうですか。 

【委員：馬上千恵】 

 私も実は、震災の時に faceboookで発信して、色々な方にシェアしていただいた投稿が、

困っている外国人の方に、日本人が投げかける言葉、例えば「お困りですか」「避難所はこ

こにありますよ」というのを英語と日本語で表記したものをシェアしたのですが、一番シェ

アしていただいて、いかに外国の方がすごく情報を求めていたというのがすごく感じました。 

 もちろん道庁さんがやることも大切なのですが、一般の市民の方も、もしお困りの方がい

たらお声がけして、避難所に案内して教えて差し上げるとか、こういう所があるよとか、情

報がもっと皆で発信していけるようになれば良いなと、まだまだ英語に対する壁が高いので

難しいですけれど、そういった情報も一緒に発信していただけたら、やってみようかなとな

るのかなと思います。 

【委員：鈴木ひろみ】 

 私も情報がまったくなくて、困った側の人間としてなのですが、道庁さんというお立場で、

普段なかなか連携とか難しいという風になってしまうとは思うのですが、私も一番情報入っ

たのが、ウィチャットで、中国の人たちからの情報がすごく入って、鈴木さん無事ですか、

どうなっていますか、という連絡で、救われたんですね。 

普段ではなくて、いざという時に、何かあった時に連携でライブ配信できるお手伝いをお

互いするとか、各ＦＭ地域と何かあった時に情報だけはブラックアウトにならない外国人も
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そうですけど、何かいざの時に、ちゃんと立ち上げられるようなシステムがあって、道民と

か観光客の方たちに、リリースしていただけると、やはりいざっていつあるかわからないの

で、観光にしても、移住にしても、そういうシステムがあって、一丸となって発信されるん

だということがわかると、これからの時代は、日本って本当に災害が多いので、安心できる

のではないのかなということをすごく感じていました。 

【座長：川原健一】 

今回の地震で、すごく被害が大きかったところとそうでもないところと、例えば、釧路は

そんなに被害無いですよね。そうなると、そこに住んでいる人によって欲しい情報って大分

違うと思うのですが、そのあたり、伊藤さん、どうですかね、実際に。 

【委員：伊藤彩香】 

 確かに釧路は本当に被害がなくて、ただ停電がちょっと長かったというのが正直あったの

ですが、皆さん、普段からニュースや災害があったりするとテレビを見るというのに慣れて

いて、意外と AbemaTVでニュースを見たとか、映像を見たいというのがあったみたいです。 

釧路にいれば、札幌の現状がどうなっているのか映像として見たいというのがあったとい

うのはありますね。 

【副座長：小田誠】 

千歳市は幸いにも特に大きな被害はなくて、ただ停電、それの被害だったのですけれど、

あとは空港があるということで、外国人の方が沢山、空港おり、空港自体が被害で皆さん出

なければならなかったという中で、恐らく道に来られた方もいますし、千歳の方は、実は 47

カ所という避難所があり、通常であれば、どこかの地域だけ開けるといったことは想定して

いたのですが、今回市内全て停電ということで、全避難所を開けて、なおかつ、外国人に限

らずですけれど、旅行者用の避難所も開設しました。 

ただ、うちは広報する手段が、ツイッターとかも無かったので、どうしても防災行政無線

のほか、広報車などで現場へ行って、声で案内する、そして、外国人の方は、職員で英語を

話せる人間が少ないので、ボランティアさんに頼み、皆さん協力してくれて、ボランティア

の皆さんに外国人の方には必ずついてもらう形で対応したのですが、やはり情報発信という

のはすごく課題でした。 

停電なのでホームページ見てくださいと伝えても、そんなの見れないという苦情もあった

ので、防災行政無線や広報車で回ってアナウンスするだとか、本当に何が良いのだろうかと

苦慮はしたのですが、色々な対策会議を道庁さんと同じように千歳市でもやっておりまして、

少なくともツイッターについては、災害用のツイッターということで、新たに始めようとい

うことで、決まったところです。 

ただ本当、情報発信というのは、すごく課題だなというのは実感としてあります。 

【座長：川原健一】 

上富良野町さんも外国人多いですし、いかがでしょうか。 

【委員：北越克彦】 

災害のブラックアウトの話ですけれど、上富良野町は役場に対策本部を作りまして、最初

の日は５回、６回と対策会議をしまして、各現場、施設の維持管理の状況がどうなっている
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のかとか、学校を臨時休校するのかどうするのかとか、幼稚園・保育所をどうするのかとか、

決めるのはその災害対策本部で決まることになりますので、決まったことをどう、住民の皆

さんにお知らせしていくのかというが、広報としての役割だと思うのですけれど、上富良野

町では防災無線が全戸に戸別受信機がございますので、そこでお知らせすることで１回で済

みますので、何回もどこの学校は明日休みにしますとか、幼稚園については休みにするとか、

保育所については休むと親御さんとの関係もありますので、保育所の関係では休まないとこ

ろも結果的にあったという状況がありました。水道も蛇口をひねれば出ましたけれども、そ

れが下水道になると、それが流れていきますので、下水道の方がピンチになるという状況に

なりましたので、水の使用をお控えくださいというアナウンスもしたり、対策が決まるとこ

ろと、お知らせするところの棲み分けというのが、先ほどの皆さんのお話を聞くと感じたよ

うに思います。 

そこには新しい情報が常に無いと、物事決めるのは対策本部で決めるようにはなると思う

のですが、そこの情報をいただいて、広報としてどうお知らせするのか、市町村役場での広

報というのは、基本的には月１回の広報紙を作るのが主な任務になりますので、災害の時に

住民の皆さんにお知らせする任務というのは、災害本部としての役割となってくるので、具

体的には被害はなかったのですが、そのようなこともあるのかなと感じたところです。 

【座長：川原健一】 

永岡さん、小樽は観光客も非常に多いところです。何かこうした方が良かったとかありま

すでしょうか。 

【委員：永岡朋子】 

私はちょうど外国人観光客を受け入れた緊急避難所の方に入っていたのですが、そこはた

またま自家発電ができる所だったので、電気はあったのですが、情報がやっぱり無くて、一

日 200人くらいの方が２日間泊まっていたのですが、次々に来る方の受け入れをしている状

態で、ずっとラジオを聞くということができないですね。私たちは、手の空いた瞬間、誰か

がスマホを開いて、ツイッターで情報を追いかけて、何時何分の時点でこういうことになっ

ているらしいから、じゃあどうだろうかというふうに、情報発信していたので、現場でお客

様とか観光客の方とかを対応している側からすると、実は文字で何時何分でこうだったとい

うのが全部残っている方が、非常にありがたいです。 

だから、ある程度細かくなくても良いので、断片的な情報でも良いので、本当に分刻みく

らいで、次々に情報を出していただける方が、非常にありがたいです。 

１時間前まで受け入れをしてくれていた銭湯が、もうお湯でなくなりましたと、お客様が

わざわざ行ったら使えなくて、戻ってきたということもあったので、この時点で行ってるけ

ど、もう３時間経っているから無いんじゃないかとか、そういうのを案内する側が判断して

いたので、何時何分の時点でどういう情報だったのかというのが蓄積されていると後から振

り返ることができるのですごくやりやすいので、ぜひこの辺りをライブ配信とか一杯やらな

ければならないことがあるかもしれませんが、正確と言うよりは迅速を求めて情報発信をし

ていただけると非常にありがたいなと思います。 

本当に街角でお手洗いも使えなくて、道ばたでおむつを替えているお母さんもいたぐらい
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で、どこでトイレが使えるとか、そういう本当に細かい情報がとにかく必要とされていたの

で、それを発信して欲しいのと、余裕がある方は、それを拡散もして欲しいなと思いました。 

私たちも「ＦＭおたる」の方が、その時ちょうど関東から協力してくれている方と連絡を

取って、小樽では連絡も全然つかなくなっていたので、関東を経由して小樽の情報を得て、

関東を経由して小樽に戻すということで、私たちもやっぱり、情報収集をしたのですけれど、

その関東の人が、このツイッターはこんなことをつぶやいているということをどんどん紹介

してくれたおかげで、私たちもこのアカウントを見ればこの情報があるんだというのを教え

てくれたので、全ての情報を網羅するのは大変だと思うので、この情報はこのアカウントが

持っているよというのを紹介してくれるだけでもすごくありがたいなと思いました。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

 先ほど、北越委員からもお話しがありましたけれども、災害時に対応を決定する災害対策

本部の役割と、私どものような広報という役割など、庁内的には、色々なセクションがあり

ますが、今回の災害を踏まえて、（セクション間の）連携が非常に大事だということが検証

会議でも議論されておりますので、反省すべきところは反省し、進んでいくという考えであ

り、第一報（速報）の重要性に鑑み、大きな災害が起きた時のツイッターなどによる発信を

どれだけ早くするかとか、そういうことも含めて、観光セクションや、災害対応の所管であ

る危機対策局などとも協議をしながら、先日のように災害発生が夜中とか明け方であった場

合でも、まず第一報を間を置かずに出せるような仕組み、取組を今考えているところです。 

【委員：永岡朋子】 

もう一点、地震後ですね、９月の下旬に東京で、海外の旅行会社の方が集まる商談会があ

りまして、そこで私たちは北海道大丈夫っていうのを伝えようと意気込み満々で行ったので

すが、向こうの方々が、知事からメッセージも出ているし、知っているよというくらいの感

覚で、もう大丈夫だってわかっているからとおっしゃってくださっていて、お話を聞いてい

る中で、知事からの公的なメッセージが、きちんと海外にも伝わっていて、そのおかげで、

旅行会社の方々、送客する側の方々が、安心している、日本を信じているから大丈夫ですと

おっしゃってくださっていて、メッセージは本当にありがたかったなと思っています。 

【座長：川原健一】 

かなり頻繁にやられていましたよね。強めのメッセージというか。 

繰り返しっていうのは大事なんでしょうね。 

【委員：伊藤彩香】 

停電になってしまって、音がもう一切なくなって、ご高齢の方で一人暮らしの方が、それ

こそ知事の声を聞いたとか、知っている人の声を聞くとかラジオの声を聞いてすごく安心で

きたっていうのが正直ありました。 

その声で、安心できるというのが、情報よりも助かったという方多かったと思います。 

【座長：川原健一】 

いかがでしょうか、特に地震がらみでなくても、全体のことでも結構ですので。 

【委員：伊藤彩香】 

すごく SNSを利用して、ありとあらゆる事をされているので、これ以上無いなというくら
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い情報を発信していただいているのですけれど、何かほかに今後の展開として何かできるか

なと考えていたときに、他の地域は、どういう事をしているのかなと私も調べてみたのです

が、道庁さんでまだやっていない部分でいうと、例えばなんですが、どれくらい需要がある

かわからないのですが、スマホのアプリを使って、情報発信するとか、東京都とかはやって

いたりするのですが、あとは、LINEの公式アカウントを使って、それもイベント的な情報発

信をしたりというものがありました。全部やると本当に職員の方も大変だと思うのですけれ

ど、先ほどメルマガはそれほど登録者が増えていないという話だったのですが、私、道庁の

ツイッターとか全部見ているのですが、メルマガを一番見ているのですよね。他の人はツイ

ッター見る、他の人は faceboook見るという形で、どの層が何を求めているか、やっぱり色々

やってみないとわからないなというのが正直あると思うので、通常業務もありつつの情報発

信も先ほど話し出ましたけれど、色々検討してみるのも良いかなという風に思いました。 

あと、広報紙とホームページを見てて思うのですが、すごく写真だとかイラストだとかあ

って明るくて良いのですが、最近の広報紙って、結構シンプルなものが多くて、シンプル過

ぎちゃうと地味すぎるというのもあるので、度合いが難しいのですが。すごく情報が沢山あ

って、良いのですけれど、私自身はすごく目がチカチカするというか、これも年齢層とか見

る人によって全然違うのかなと思うのですけれど。 

あと、ホームページにしても、情報も沢山あるので、すごく難しいと思うのですけれど、

見たいところまでにたどり着くまでに、すごく時間がかかってしまったりとか、シンプルさ

とこの度合いがちょっと重複してしまいますが、難しいですけれど、特に紙面だと高齢の方

も見ると思うので、難しいですよね。 

何かもし、皆さんのご意見とかあれば、聞きたいと思うのですけれど。 

【事務局：津久井直子】 

 広報紙も、後ろのプレゼント企画でプレゼントに応募いただく時にご意見もいただいてい

るのですが、その意見も様々で伊藤委員のように、色んな色を使いすぎだというようなご意

見もあれば、カラフルで見やすいというご意見もいただいて、色んな情報がコンパクトに見

られて良いという意見もあれば、もっと深く突っ込んだ記事を読みたいという、様々なご意

見をいただいているところで、私どもも試行錯誤しながら、苦労しながら、毎回作っている

という状況です。 

 ホームページに関しても、最近ウェブアクセシビリティっていうのがすごく言われていま

すので、シンプルなページづくりを私たちも庁内に呼びかけて、わかりやすい、派手な感じ

でなくても、必ずしもそれが良いというわけではなくて、シンプルでわかりやすいものを作

るようにということを研修ですごく呼びかけているところです。 

【座長：川原健一】 

 葛西さん、ライターという立場で、今のやりとりどう思いますか。 

 広報紙に限らず。 

【委員：葛西麻衣子】 

 さっき思ったのですが、このホームページですとかブログ、ツイッター、メールマガジン

とそれぞれ色々あるのですけれど、それぞれ発信される方というのは、別々の担当者の方で
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共有はしていない感じですよね。ブログではこの記事を載せて、メルマガではこれを載せて、

というのはそれぞれ共有されているのでしょうか。 

【事務局：津久井直子】 

 ブログで載せたものを、メルマガで発信したり、記事での連携というのはしてます。 

 ホームページの新着情報とブログの新着情報は必ずツイートすることは、積極的に行って

います。 

【座長：川原健一】 

 ツイッターというのは何人くらい発信できたりするのですか。 

【事務局：津久井直子】 

 ツイッターは基本一人で発信しています。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

 所管グループの中で、ホームページ担当であるとか広報紙担当といった役割分担があり、

一つのグループですが、ツイッターを担当する職員を一人、メインとしておいています。 

【座長：川原健一】 

 それも属人的に発信内容が任されるのですか。それも誰か上の者が許可なんかすると時間

がかかってしまうのですか。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

 私が発信の責任者で、私が全て了承する形ですが、私の了承を待っていると、時機を失す

るような場合は、担当者が判断し、その後、私が承認するという手続きをとることもありま

す。ブログなどは、各セクションで、観光情報など、色々な情報を各部が発信しますが、そ

の中で適当なものを担当者が判断してツイートし、所属グループ内の供覧、確認のあと、私

が承認するという形で、何人もが関わるということもあります。 

【事務局：津久井直子】 

広報ツイッターはうちの課で運用しているのですけど、ブログの方は道庁内で 500人くら

いの方が登録して職員が打っている状況です。 

地方の情報ですとか、それぞれ発信している状況です。 

【座長：川原健一】 

 梶浦さん、何か、いかがですか。 

【委員：梶浦清孝】 

 北海道 150年は、やはり画期的な良い取組だったと思うので、我々関わっているメンバー

はわかっているとしても、道民の皆さんに広く伝えていただきたいと感じました。 

地震に関しても、我々の立場でも色々なことがありましたが、その中で道庁の皆さんがご

苦労してやったこととか、北海道が元気だとＰＲされている、その辺をもっともっと良い意

味で自信持ってＰＲしていただきたいなと思います。 

【副座長：小田誠】 

 千歳市は、実は広報紙を担当者二人で作っていまして、毎月発行でそれだけで大変な思い

をしている中で、北海道さんが色々なことをやっていて、ただただすごいなと思っているの

ですが、千歳市として、人口増とか、そういうところが政策の柱になっていて、自然増とい
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うのはなかなか難しい状況ですので、やはり移住者を増やしたいんですね。 

そういった点でお願いなのですが、道外向け、なんとか北海道の魅力をぜひＰＲしていた

だいて色々な人が北海道に移住していただいて、その中から少しでも千歳にきてくれたらい

いのかな、と思っていますのでぜひ、道外向けのＰＲをもう少し力を入れていただければ、

嬉しいなと思います。よろしくお願いします。 

【座長：川原健一】 

 私も去年の４月に来たばかりですけど北海道のブランド力って圧倒的にすごいなって、来

て 10ヶ月ぐらいで身にしみてわかって、社内いろんな地域のツイッターアカウントもありま

すし、状況を色々な所の話を聞いても、道内の人も北海道を愛しているし、道外の人も北海

道を愛しているというのがひしひしと伝わってくるので、ぜひそれを広報という立場で良い

サイクルをさらに大きく回していけるように、やっていければ、より良くなるのではないか

という気が個人的にはしていますので今後ともよろしくお願いいたします。 

他にいかがでしょうか。質問もだいぶ煮詰まってきたようですので、この辺で事務局にお

返ししてもよろしいでしょうかね。 

 

５ 閉会 

【事務局：中村淳一】 

川原座長、どうもありがとうございました 

予定の議事は、以上で終了とさせていただきます。 

ここで、今年度をもちまして任期を終えられる委員の方が３名いらっしゃいます。 

北越委員、永岡委員、伊藤委員です。 

大変恐縮ですが、委員の皆様には２年間、北越委員におかれましては、１年のみですが、

お努めいただいた感想などがございましたら、お聞かせ願えればと思います。 

まずは北越委員からお願いします。 

【委員：北越克彦】 

去年の４月に担当になりまして、今日参加させていただいております。先ほど、千歳市さ

んからもありましたが、うちの町も広報誌の作成は二人の担当でやっていて、前の担当者が

非常に優れた担当でありまして、賞をいただいたことが縁になって、こちらに参加させてい

ただいているのかな、と思っております。私はこれで任期が終わるということになりますけ

れども、今日、活発な意見が色々出ておりまして、非常に参考になった部分もありますし、

北海道の方も精力を上げてやってくださっているというのが実感できましたので、今後とも

みなさんのご活躍を思っているところです。どうもありがとうございました。 

【委員：永岡朋子】 

非常に貴重な機会をいただいて、大変勉強になりました。最初の年は、もっとこうしたら、

というのがすごくたくさん思いついた部分があったんですけど、知れば知るほど、言うのは

簡単だけどやるのは大変なんだろうな、というのがつくづくわかってきて、私は、小樽市と

いう地域で観光という部分だけをどうやって広げていくかというところで来ているのですけ

ど、北海道という道民を対象で、道民以外の方も対象としつつ、ありとあらゆることをどう
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やって広めるか、そしてどう意見を聞くかというところが、本当に広すぎる仕事だな、とい

うふうに思いましたので、ご苦労が多いなというのをつくづく、今日も資料を拝見しながら

思っておりました。 

時代の流れが本当にめまぐるしいので、２年前まで良しとしていたことが多分来年にはや

り方が遅くなっていたりということが色々とあるかと思いますので、非常に大変だろうなと

思いますが、私たちも勉強しながらやってきていきたいと思っていますので、今後も道庁さ

んの取組を参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありが

とうございました。 

【委員：伊藤彩香】 

 ２年間に渡りまして、どうもありがとうございました。すごく活発にみなさんからいろい

ろとお話ですとか、貴重な意見を聞くことができて私自身もこの会議に来るのを楽しみにし

ていたので非常に残念ですけれども、すごくこの会議でいいなと思うのが、私も他の会議と

かに参加させていただくことがあるのですが、公募委員は１年とか２年とか任期で替わるの

ですけど、他の会議の委員というのはずっと同じ、というのがほぼほぼなんですよね。 

なので、ほとんど意見も同じ意見しか出なかったり、一言も発しない人が毎度いたり、意

見を言う人はいつも同じ人で、その人がちょっと偉い人だと、そうですね、って言って終わ

るみたいな、そういう本当につまらない会議ばかりで、ただ、この会議は、本当に公募委員

も替わりますし、その他の委員の方が、人選はすごく大変だと思うのですが、毎回変わるの

で、より多くの意見が聞けていると思います。女性の方も多いですし、年齢層も幅広いです

し、人選は大変だと思いますが、今後も引き続き、委員をチェンジしていくというのは、続

けていただきたいな、というふうに思います。 

あと公募委員というのに関しても、常に私も仕事をしていて感じるのは、市民の意見こそ

すごく貴重だったり、自分自身がわからなかったことをいってくれたりというのがすごく多

いので、本当に一般の主婦の人とか、全然仕事もしていないですよ、とか、そういう人こそ、

こういう情報を求めています、というのをきっと教えてくれると思うので、皆さんのがんば

りは私も今回会議でたくさん知ることができましたので、引き続きいろいろと情報発信をし

ていただけたらなと、いうふうに思います。どうもありがとうございました。 

【事務局：中村淳一】 

委員の皆様、本当にありがとうございました。 

それでは、最後に、広報担当課長の平尾から閉会にあたり、ご挨拶を申し上げます。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

皆様、本日は、長時間に渡りまして大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

貴重なご意見、ご提言をいただきまして、心より感謝申し上げます。 

今回で最後となる委員の皆様、今、ご挨拶いただきましたが、これまで数々のご協力、ま

た、ご意見を賜り、ありがとうございました。 

本日皆様からいただきました貴重なご意見を念頭に置きまして、今後とも、道民目線での

広報広聴活動に努め、道民の皆様に道政情報が確実に届くように取り組んで参りたいと思い

ますので、引き続きご支援いただきますようよろしくお願いします。 
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これからも道庁にお越しの際は、気軽に当課の方にもお立ち寄りいただき、色々と意見交

換させていただけるとありがたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

本日は本当にありがとうございました。 

【事務局：中村淳一】 

以上をもちまして、北海道広報広聴推進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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


