
 

 

 

平成 30年度第１回 

北海道広報広聴推進会議 
 

 

会 議 録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆日 時：平成 30年６月 20日（水）午後１時 30分開会 

◆場 所：北海道庁本庁舎 ２階 記者会見室 

 

 

 

 



- 1 - 

 

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１

回北海道広報広聴推進会議を開催します。 

私、事務局の中村と申します。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申し上げます。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

広報広聴課長の上田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、この会議にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

この会議は、委員の皆様 10名おり、今回７名の方に新たにご就任いただいたということで、

改めてご就任いただいたことにお礼を申し上げます。 

引き続きご就任いただいております永岡様と伊藤様、よろしくお願いいたします。 

この会議自体は、私共が行っております広報広聴業務を色々な観点からご意見とご提言を

いただいて、我々の業務を改善するという目的で開催させていただいておりますので、忌憚

のないご意見をいただければと思います。 

色々な活動をやっておりますが、後ほどスクリーン等でもご説明させていただきますけれ

ども、お配りしております広報紙「ほっかいどう」といった紙の媒体だけではなく、デジタ

ルの媒体を活用した広報活動もやっておりますし、最近増えているのが、少し掲示しており

ますが、色々な商品を通じて、民間企業様と協働で広報活動を行うといった取組も徐々に増

えてきております。 

こうした内容のほかに、広聴活動といたしまして、道民の皆様のご意向を政策に活かすよ

うな意識調査ということもやってございますので、そういったこともこれからご説明させて

いただいた上で、皆様からご意見を頂戴し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。 

簡単ではございますが、皆様、それぞれご専門の立場から、ご意見をいただきたいですし、

我々がなかなか気づかない道民目線でもご意見をいただきたいと思っておりますので、短い

時間ではございますが、本日は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名中８名のご出席をいただいておりまして、委員の過半数が出席されてお

りますことから、当会議の設置要綱５（２）に基づきまして、本会議が成立していることを

ご報告いたします。 

なお、本日の会議の議事録につきましては、後日、当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きますので、ご了解をいただきたいと思います。 

次に、議題に入ります前に、委員の皆様をご紹介いたします。 

まず、昨年度から引き続きご就任いただいている委員の皆様です。 

小樽観光協会事業推進マネージャーの永岡委員です。 
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【委員：永岡朋子】 

 よろしくお願いします。 

【事務局：中村淳一】 

次に、公募委員であります伊藤委員です。 

【委員：伊藤彩香】 

 よろしくお願いします。 

【事務局：中村淳一】 

なお、上富良野町の北越委員は所用のため欠席されておりますことをご報告いたします。 

次に、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。 

初めに、日本経済新聞社札幌支社編集部長の川原委員です。 

【委員：川原健一】 

 日経新聞の川原です。よろしくお願いいたします。 

【事務局：中村淳一】 

続きまして、札幌テレビ放送報道部長の越後谷委員です。 

【委員：越後谷享史】 

 越後谷です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局：中村淳一】 

次に、千歳市広報広聴課長の小田委員です。 

【委員：小田誠】 

 千歳市広報広聴課長の小田と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局：中村淳一】 

次に、サッポロビール北海道本社の梶浦委員です。 

【委員：梶浦清孝】 

 梶浦でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局：中村淳一】 

次に、株式会社シンク専務取締役の鈴木委員です。 

【委員：鈴木ひろみ】 

 シンクの鈴木でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局：中村淳一】 

次に、公募委員の葛西委員です。 

【委員：葛西麻衣子】 

 札幌でライターをしております葛西と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局：中村淳一】 

なお、英語接客コンサルタントの馬上委員は、所用のため欠席されております。 

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、会議次第

の下段枠内に記載してあります資料をお手元に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。 

その他に広報紙「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

覧いただければと思います。 
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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。 

最初に「座長選出」でございますが、座長及び副座長が任期満了で退任されておりますの

で、事務局で進めさせていただきます。これまで、当推進会議の座長には、広報広聴活動に

深い知見があります報道機関の委員さんに座長をお願いしているところでありまして、事務

局としましては、日本経済新聞社札幌支社の川原委員に座長をお願いしたいと存じますが、

委員の皆様いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

ありがとうございます。 

それでは、川原委員にお引き受けいただきたいと思います。 

それでは、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】 

川原です。改めてよろしくお願いいたします。それでは座って失礼します。 

早速議事に入りたいと思います。 

議題の２番目、副座長の選出であります。 

 副座長も座長と同じく昨年度末で任期満了となり退任されておりますので、ここで選ばせ

ていただきたいと思います。 

会議設置要綱４（３）に基づきまして、私が、副座長を指名させていただくということで、

よろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 ありがとうございます。それでは、指名させていただきます。 

副座長は、行政の立場で広報業務に携わっておられる千歳市の小田委員にお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

ご異議がないようですので、副座長は小田委員に決定したいと思います。よろしくお願い

します。 

次に議題（３）「広報広聴業務について」に移りたいと思います。 

では、事務局の方からご説明をお願いします。 

【事務局：中村淳一】 

座ってご説明させていただきます。資料１－１をご覧ください。 

 当課の業務であります広報及び広聴業務につきまして、ツリー図でお示ししております。 

 なお、業務の詳細につきましては、この後、各議題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とどめさせていただきます。 

まず、広報業務につきましては、様々な広報媒体を活用しまして、タイムリーな道政情報

の発信に努めるとともに、パブリシティ活動として、マスメディアに対し道政情報などの報

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が、自主広報インフラについては、アナログ系インフラと、

ネット系インフラがございまして、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、各種新聞を活用した広報を行っております。 
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 視聴覚媒体としまして、道政広報番組などのテレビ、ラジオのスポットＣＭ、施設等の活

用としまして、道庁１階と道庁別館１階にあります道政広報コーナーでの広報を行っており

ます。 

 ネット系では、ホームページ、メルマガ、ブログや、職員自ら動画で道政情報を配信する

「動くよ！広報紙ほっかいどう」などがございます。 

ツリー図の中段になりますが、企業等との協働による広報ということで、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。 

先ほど上田から紹介のありました素材を使っての広報も行っております。 

次に、広聴関連業務でございますが、調査による広聴など、道民から寄せられた要望や意

見等について、関係部局とも連携しながら、道政への反映に努めておりまして、道民意識調

査につきましては、道政上の課題や重要政策について、無作為に選んだ道民 1,500名の方々

に対し、郵送形式による世論調査を行っております。 

次に、資料の１－２でございます。 

当課の事業予算として措置されているものの一覧でございます。 

 平成 30年度の全体額としては、一番下の合計欄にあるとおり、１億 7,700万円ほどで、前

年比 101.3％、金額にして 230万円ほど、若干の増額となっております。 

 ただし、この表では、今年度から事業移管しているものを外しておりますので、その分を

含めますと若干下がっているということでございますが、広報事業自体は増額になっており

ます。 

予算は大きく、広報、広聴、報道の３つの区分に分かれております。 

 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 1,500万円ということでございます。 

 タブロイド判として記載しております広報紙「ほっかいどう」につきましては、道民の皆

様に直接お届けする広報の中心ツールでございまして、金額的にもウエイトが大きくなって

おります。 

これまでは、道の財政が厳しくて、毎年のように予算を削減してきたところでございます

が、一昨年来からは、ほぼ同額を維持してきておりまして、ぎりぎり最低限の事業予算は確

保できているといったところでございます。 

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が、この会議は年２回を予定しており

まして、本日、第１回はここに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ます。 

 内容につきましては、今年度事業の進捗状況のご説明、本日これから皆様からいただきま

すご意見などへの対応状況などについて、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回ではございますが、この間、道の広報広聴事業に関しまして、お気

づきの点などがございましたら、電話、メールなどで、随時ご連絡をいただきたいと思いま

す。 

簡単ですが、広報広聴業務についての説明は以上です。 
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【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、何かご質問なりご意見はございますでしょうか。 

【副座長：小田誠】 

予算の概要ですが、広告料収入というのが、もしあれば、それがどのくらいになるのでし

ょうか。 

【事務局：中村淳一】 

広告料収入ですが、私どもの広告料は、広報に限って言えば、ホームページのトップペー

ジにあるバナー広告のみでありまして、ここで 370万円位です。 

８つバナーを載せられるようになっておりますが、全部埋まることはないので、予算的に

は、全部埋まれば、640万位になりますが、半分ちょっと位です。 

なお、道のエレベーターの中に貼ってある広告などは総務部総務課のファシリティマネジ

メントグループで管理しておりまして、そこの収入は、私どもではわからないです。 

【座長：川原健一】 

他にありますでしょうか。 

では、ご質問が無いようですので、議題の（４）に移りたいと思います。 

「広報事業の取組について」ということで、まずは、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します。 

【事務局：津久井直子】 

道政広報グループの津久井と申します。よろしくお願いいたします。 

座って説明させていただきます。 

それでは、北海道戦略広報基本方針に基づく平成 30年度の取組みについてご説明させてい

ただきます。「資料２－１」をご覧ください。 

道で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変化に対応した広 

報を実施するため、平成 26年度に北海道戦略広報基本方針を策定しまして、この方針に沿っ

た形で取り組んでいるところでございます。 

基本方針では、４つの基本戦略とそれを推進するための８つの推進項目という基本的な事

項と大きな方向を定めまして、具体的な取組については、毎年度、「取組計画表」というも

のを定めまして、推進しているところで、年度末にその実績を把握、点検いたしまして、社

会情勢等の変化を踏まえ、翌年度の取組みに反映するという形で、時代に即した広報を実践

しているところです。 

「北海道戦略広報基本方針」と「取組計画表」を含めます「平成 30年度の道政広報・広聴

推進計画」につきましては、資料の後ろの方に参考資料の２－１、参考資料の２－２として

添付しているところです。 

「取組計画表」におきましては、平成 30年度は４つの戦略、８つの推進項目ごとに 27の

取組みを実施しているところです。 

その取組みのうち、７つの取組みで「目標数値」を設定しているところでございます。 

それを順に説明させていただきます。 

資料をめくっていただきまして、４ページ、まず、基本戦略の１、「北海道価値の効果的 

な発信」の推進項目であります「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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インターネットの積極的な活用についてですが、ネット系の広報ツールのうち、ホームペ 

ージのアクセス数の増加について、目標数値を設定しているところでして、30年度は、29年

度に年間のアクセス数が１億 2,300万アクセスだったものを、１億 3,000万アクセスを目指

していきたいということで、目標値を設定しているところです。 

各部局や振興局と連携しながら、北海道の様々な魅力をホームページで積極的に発信して 

いるところですが、ホームページの新着情報も積極的に道の広報ツイッターで発信している

ところでして、広報紙ですとか新聞広告で情報を載せた際には、必ず検索窓を設けたり、Ｑ

Ｒコードを載せるなどして、ホームページへの誘導を図っているところでありまして、そう

いった取組を図りながら、アクセス数のアップを目指していきたいと考えています。 

 続きまして、５ページ、インターネット放送局「Hokkai・Do・画」についてでございます。 

こちらは、道政ですとか、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年の２月に YouTube内に開設したものとなっております。 

前年度末の動画掲載数は 2,040本となっておりまして、今年度末には 2,300本まで増加さ 

せるということを「取組計画表」の中で目標としているところであります。 

各部局ですとか各振興局ですとか、市町村が作成しました地域のＰＲ動画などを積極的に 

収集して、掲載していくこととしております。 

また、毎週行っております知事の定例記者会見ですが、これまでは会見録をホームページ

に掲載していましたが、平成 30年の１月から定例記者会見を手話付き動画で配信していると

ころでございます。 

ライブ配信ではなく、会見の模様を撮影後、手話通訳を付けて、後日掲載しております。 

 続きまして、同じくインターネット放送局「Hokkai・Do・画」の関係になりますが、６ペ

ージのところですが、昨年から始めた取組ですが、「動くよ！広報紙ほっかいどう」と申し

まして、YouTubeを活用した動画広報を実施しております。 

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分かりやすく発信

するもので、昨年の９月に開設しまして、本年の１月から本格的に運用を開始しているとこ

ろです。 

広報紙に掲載した道からのお知らせの内容をわかりやすく職員自ら解説することなどを題

材としながらやっているところであり、撮影する際には、資料にも写真を載せていますが、

職員手作りのセットを使って、職場の会議室で、ホームビデオで撮っている状況です。 

撮影にあたりましては、本日委員としてお越しいただいております鈴木様のご所属の（株）

シンク様にアドバイスなどをいただきながら、毎週１本のペースで動画を作成しまして、こ

れまでに 30本以上をインターネット放送局にアップしたところでございます。 

資料に載せている職員２人が出演している画像ですが、これは北朝鮮の弾道ミサイル発射

の際に緊急速報が流れてどういった行動を取ったら良いかわからないという話がたくさんあ

ったので、危機対策課でミサイル落下時の行動を分かりやすく解説したパンフレットを作っ

た際に、それを動画で分かりやすく説明している危機対策課が出演した回です。 

あと、最近では道職員採用試験の申込受付開始した件ですとか、新しく施行された自転車

条例などを解説したものなどを発信しているところです。 
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続きまして、めくっていただきまして、７ページになります。 

こちらはブログの「超！！旬ほっかいどう」についてです。 

これは、楽天のご当地ブログを活用しているものでして、平成 22年 12月から実施してお 

ります。 

事前に投稿者登録を行いました各部局、振興局の職員約 500名が、それぞれの地域の取組 

などを発信しているところです。 

こちらも「取組計画表」の中で、目標を設定しているところですが、前年度は、月平均 23

万 1,700アクセスだったところを、今年度には月平均 25万 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いるところでして、各部局や振興局の積極的な投稿を呼びかけると

ともに、ツイッターでブログの投稿内容をツイートして、より拡散を図るなどして、アクセ

ス数の増に努める予定です。 

続きまして、８ページをご覧ください。 

「北海道庁広報ツイッター」についてでございます。 

こちらは平成 24年７月から実施しております。 

主に平日毎日、ホームページですとか、道庁ブログ、あとインターネット放送局「Hokkai・ 

Do・画」の新着情報などを投稿しているところでして、これらの広報ツールへの誘導を図る

とともに、情報発信の拡散を図っているところです。 

こちらにつきましても「取組計画表」の中で目標を設定しておりまして、ツイッターを受

信しておりますフォロワー数を、前年度末２万 3,600人だったものを、今年度末には２万 8,000

人まで増加させるという目標を設定しているところです。 

行政が発信する内容というのは、どうしても固い内容になってしまうことが多いですが、

ツイートしている内容の中で、北海道はすごく気温が低くて、全国の最低気温ランキングは

北海道のまちが独占しているよという話ですとか、道庁赤れんがの前庭のところにいるカモ

の情報などを発信すると、なかなか反応も良いものですから、そういった柔らかい表現も交

えながら、道政情報も発信して、フォロワー数の増につなげていきたいと考えているところ

です。 

続きまして、９ページ「北海道メールマガジン Do・Ryoku」についてでございます。 

こちらのメールマガジンは、道政情報ですとか、地域のイベント情報などを毎週金曜日に 

配信しております。このほかに、知事コラムなども掲載しているところです。 

「取組計画表」の中で、このメルマガの総登録者数について目標を設定しておりまして、 

前年度末に１万 8,000人だったものを、今年度末には１万 9,000人まで増加させることを目

標に設定しているところです。 

ツイッターですとか、ブログで、メルマガで行っているプレゼント企画の情報を掲載して、

メディアミックスを行っているほか、読者からイベント情報について、お出かけの参考にな

るという意見をたくさん頂いているところですので、これからも市町村ですとか観光関係団

体から提供される情報を積極的に発信して購読者数の増に努めていきたいと思っております。 

なお、道では、この「Do・Ryoku」のほかにも他課で 35のメールマガジンを配信している

ところです。 
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続きまして、10ページの「北海道ミライノート」については、後ほどご説明させていただ

きます。 

11ページをご覧ください。「マスメディアに対する働きかけ」についてでございます。 

首都圏等の出版社ですとか、放送局などへ情報提供を行ったり、職員が出演することで、 

食ですとか観光ですとか、北海道の魅力をＰＲさせていただいているところでございます。 

昨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、誌面広告等で 

北海道を取り扱っていただいたところでございます。 

続きまして 12ページ、「道外在住者・外国人に向けた情報発信」でございます。 

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

外移住者向けのメールマガジンの配信ですとか、後ほどご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、外国人に向けた働き掛けを実施しているところでござ

います。 

続きまして、13ページ、14ページのところの基本戦略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」で、まず 14ページの「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。 

こちらにつきましては、広報紙「ほっかいどう」をはじめとしましたアナログ系の広報の 

取組みを記載しているところでございます。 

14ページの広報紙「ほっかいどう」についてですが、道民の皆様に直接情報を届けること

ができる広報の基本ツールとして当課では位置付けているところです。 

今年発行しました３月号と６月号を皆様のお手元にお配りしているので、ご覧いただけれ

ばと思います。 

道庁の各部の施策ですとか、振興局の地域の情報なども盛り込んでいるほか、特集としま

して、３月号では今年は北海道と命名されて150年ということで、「北海道命名150年」を特

集し、６月号では「北海道予算」を特集として取り上げているところです。 

広報紙につきましては、５月、７月、９月、11月、２月の年５回発行しているところでご

ざいます。 

配布の方法につきましては、各世帯への戸別配布を基本としておりまして、そのほか新聞

への折り込みですとか、新聞を取られていない世帯向けには郵便受けに直接投函するポステ

ィングという方法をとっているところです。 

あと、そのほか 77の市町村におきまして市町村広報誌との同時配布にご協力いただいてい

るところでございます。 

そのほかに、広報紙が皆様の目に触れる機会を増やすということで、市町村等の役所、役

場の施設ですとか、郵便局、コンビニエンスストアなどにも広報紙を配置しているところで

ございます。 

「取組計画表」の中では、施設設置の中の公共施設等への設置数を目標数値として定めて

いるところであり、前年度末は 1,254箇所だったものを、今年度末には 1,300 箇所まで増や

すということを取組目標としております。 

また、広報紙につきましては、広報紙「ほっかいどう」を読むことができない視覚障がい



- 9 - 

 

者への情報発信といたしまして、点字版広報誌と音声版の声の広報を年６回作成して配布し

ているところでございます。 

続きまして15ページをご覧ください。こちらは道政広報テレビ番組についてでございます。 

テレビ番組は、年２回、道の重要政策を紹介するために、30分の番組を作成して放送して 

いるところであります。  

番組では、お子様ですとか、若い方々に向けても、道政に関心を持っていただくきっかけ 

になるように、番組内に３分程度のアニメ動画を組み込んでいるところでございます。 

 また、今年度は、新たな取組みとなりますが、番組の全編に手話を挿入いたしまして、目 

の見えない方には今まで副音声を入れており、耳の聞こえない方に字幕スーパーを全編に入 

れているのですが、今年度からは、全編に手話通訳を入れるということを新たな取組として 

いくところです 

今年度につきましては、８月と２月頃の放送を予定しております。 

続きまして、ラジオスポットＣＭの関係ですが、STV、HBC、それからＦＭ２局でラジオス 

ポットＣＭを実施予定としております。 

内容につきましては、自動車税の納税ですとか、献血への協力といったテーマを絞った形 

で20秒間のＣＭとしております。 

続きまして、新聞紙面の利用広告についてでございますが、新聞広告につきましては「み 

なさんの赤れんが」という形で、道新、朝日、毎日、読売の４紙に原則月１回、第２日曜日

に掲載しているところでございます。 

道の事業ですとか、各種制度のお知らせですとか、イベント等のお知らせをコンパクトに 

載せているところです。 

 新聞広告でもう一つ、「北海道ビジネスページ」というものもございまして、企業ですと 

か、事業者向けの内容を中心に、日本経済新聞の道内面に年６回、偶数月の最終木曜日に広 

告を掲載しているところでございます。 

その他、この資料には記載していませんが、北海道地方新聞協会加盟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も地方新聞利用の広報として実施しており、こ

れについても、今年度も引き続き、行う予定としております。 

続きまして、16ページ、HBCさんのご協力によりまして、地上デジタルデータ放送を活用し 

た情報発信も行っているところでございます。 

そのほか、道庁本庁舎１階の道政広報コーナーにおいては、パネル展ですとか、リーフレ 

ット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。 

新聞広告などのアナログ系広報ツールにつきましては、道のホームページでも閲覧できる 

ようにするなど、広報ツールの相互補完というものを積極的に実施していく予定としており

ます。 

 先ほど、地デジ放送のところで、HBCと申し上げましたが、HTBの誤りでした。大変申し訳

ございません。 

続きまして、17から 28ページまでは、後ほど説明させていただきますので、飛ばさせてい 

ただきます。 
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29、30ページの基本戦略の４「広報活動を支えるマネジメント機能の充実」についてご説 

明させていただきます。 

「広報広聴連絡会議」という会議を活用ということで、庁内の各部代表課長ですとか、振 

興局の広報を担当する部長からなる会議を活用いたしまして、毎年度、広報の重点テーマな

どを設定し、広報紙ですとか道政広報テレビ番組などの広報ツールの特集内容などに反映し

ているところであります。 

全庁の統一的な意思ですとか、戦略を持った広報を展開するために広報の重点テーマを毎 

年度設定しているところでございます。 

今年度の広報重点テーマにつきましては「地域創生」、「人づくり」、「海外展開」とい 

うものを設定しているところでございます。 

31ページ、「職員の広報マインドの醸成」についてでございます。 

道庁内では、職員を対象といたしまして、本庁で開催したり、各振興局で開催したり、各 

種研修会で広報の技術をアップするですとか、庁内の職員に広報の基本方針を浸透させると

いうことにも努めているところです。 

このほか、市町村の職員も合わせてですが、「広報広聴技術研究会」というものを毎年開

いて広報技術のスキルアップに努めているところでございます。 

今年度も引き続きこういった取組みを続けていきたいと思っているところでございます。 

私の説明は以上でございます。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

先ほど 15ページの道政広報番組「情報カフェ赤れんが」のところで、今年度の一回目の放

送予定について、８月頃とお伝えしましたが、９月の可能性もあります。今後、関係者の間

で打合せを行いながら固めていきますので、ご承知おきください。 

【座長：川原健一】 

どうもありがとうございました。 

ここまでの説明に対するご不明な点とか、ご質問ございませんでしょうか。 

【委員：伊藤彩香】 

インターネットのアクセスワードとかで、特にこの言葉でインターネットのページにたど

り着いているというのが今現在わかりますか。 

【事務局：津久井直子】 

検索ワードでのアクセスということですか。 

【委員：伊藤彩香】 

アクセス数が上がっているのですが、北海道 150 年事業の部分で、それでもし、そのワー

ドでアクセスが上がっているのかなとも思ったのですが。 

【事務局：津久井直子】 

最近のアクセス数が多いページですと、過去からの動きでもあるのですが、高齢者の施設、

介護施設などの情報を載せているページですとかが多くなっているところです。 

【委員：伊藤彩香】 

 実際のアクセスのワードで、この言葉で調べて、たどり着いているというのは、だいたい

わかるのですかね。 

【事務局：津久井直子】 
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 ページでどこのアクセス数が多いというのは、毎月集計して分析しているところであり、

それで大体、このページが見られているというのは把握しているところです。 

【委員：伊藤彩香】 

 まさに、この 150年事業の部分で、本当に良いタイミングというか、アクセス数がぐっと

伸びる良い時だと思うので、そのきっかけで、ホームページでもブログとかでもツイッター

でも、今まで見ていなかった人が、より見てもらえるようになれば良いかなと思いましたが、

それほど影響力は、現段階では無い感じですかね。 

【事務局：津久井直子】 

 ４月、５月の動きでは、職員採用のページですとか、福祉施設のページですとか、５月で

すと自動車税の納期限ということもあって、今年からスマイルキャンペーンということもや

っており、そういった取組のページがよく見られている状況です。 

【座長：川原健一】 

ちょっと時間が押していますので、最後に皆さんから色々ご意見を伺いたいと思いますの

で、次の議題に移りたいと思います。 

②の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、資料２－１の 17ページ、基本戦略の３の部分につきまして説明させていた

だきます。 

民間企業などとの協働というところでありますが、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。 

下の 18ページを見ていただきまして、こちらの民間企業等との協働のイメージ図をご覧い

ただきまして、道が推進しております民間企業等との協働というもののイメージをつかんで

いただこうと思います。 

道が進めております民間企業等との協働とは、道と民間企業等が、お互いに持っている「資

源」を提供し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ことであります。 

下の囲みのところで、事例をいくつか載せておりますので、見ていただきたいと思います。 

民間企業におきまして、CSR活動、社会貢献活動が大分進められているところであり、その

一環として植樹活動をしたいが土地がない、どこに植えて良いかわからないという企業に対

して、道庁としましては、北海道の森林を守る植樹はしたいが、予算も限られるということ

で、なかなか進められないという部分で、植樹活動を進めたい森林の所有者、たとえば道も

そうですし、市町村、民間を含めて所有者を紹介することで、両者のメリットが合致しまし

て、双方 win-winという形でお互い目的が達せられるというような、こういった橋渡しをす

ることが、民間企業等との協働というイメージになります。 

 広報の事例といたしましては、例えば、無償で提供できる施設であるとか、スペース設備

がありますとか、施設自体の来場者を増やしたいと思っている企業に対し、道が、施設を活

用したイベント等をそこで開催し、道庁が持っているブログやツイッターで、イベントにつ

いてＰＲすることで、施設としても、イベントをすることで集客もありますし、道庁がＰＲ

もしてくれるというメリットがあり、道としても、施設側としてもメリットがあるというと
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ころで、両者 win-winの関係を築けるというところが協働となります。  

進め方といたしましては、民間企業等から道に事業企画や協力・支援のご提案をいただき 

まして、双方で意見交換しながら事業を進めております。 

 この際に、我々が注意しているところでありますが、右上の囲みの中ですが、事業は原則

として、道の支出は伴わないもの、道庁がお金を出すというものではないというところと、

企業と道、双方にメリットのある win-winな関係を築けるようにというところを注意してい

るところであります。 

めくっていただいて 19ページになります。 

道と民間企業との協働の状況でありますが、道と民間企業等との協働事業につきましては、

いわゆる包括連携協定を締結して実施するものと、タイアップ事業という形で実施するパタ

ーンがございます。 

まず、包括連携協定になりますが、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」を締結して、

事業を進めております。 

歴年の締結数を書いてありますが、現在合計で 67の協定を 82の企業・グループと締結さ

せていただいております。 

また、この包括連携協定につきましては、振興局においても締結することができまして、

振興局で 18の協定を締結して、色々な企業と仕事をさせていただいております。 

今年度は５月に佐川急便さんと、６月にヤマト運輸さんの２社と包括連携協定を締結させ

ていただいております。 

タイアップ事業につきましては、包括的に複数の分野ではなくて、特定の政策テーマ、政 

策分野に絞ってピンポイントで１事業という形で、協働事業を実施するもので、単年度で終

了するものもあれば、何年か継続して実施していただけるものもございます。 

続きまして、20ページからは、この仕組みを使いまして、道政広報をどのように行ってい 

るかという事例をご紹介させていただきます。 

民間企業が制作しておりますフリーペーパーなどの紙媒体を活用した取組としまして、包 

括連携協定を締結しておりますサツドラホールディングスさんのフリーマガジン「EZO CLUB」

ですとか、AIRDOの機内誌「rapora」、タイアップ事業先でありますマミープロさん、インサ

イトさん、ぶらんとマガジン社さんが作っておりますフリーペーパーの中に道政広報のペー

ジを作っていただきまして、その中で、子育て用のフリーペーパーであれば、子育てに関す

る情報を載せることが一番だと思いますので、関係する部局とテーマを相談しながら、毎号

掲載させていただいているところです。 

本日、お手元に２つフリーペーパーを配らせていただいております。 

１つが、ぶらんとマガジン社さんの「スコブル」、70ページをご覧いただければと思いま 

す。 

こちら毎号、健康等に関する情報を載せていますが、今回の 27号につきましては、北海道 

産小麦をもっと食卓へ、品質もおいしさも格段に上がりました、というところを記事作成さ

せていただいております。 
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一番下に問い合わせ先等ありまして、農政部の食品政策課というところがこのページの作 

成に協力しているところです。 

もう一つお渡ししております AIRDOの「rapora」、機内誌です。 

飛行機によく乗る方は、見る機会があるのですが、そうでない方は意外と見る機会が無い 

ということで、26ページに北海道移住ライフということで、道内各地に移住してきて、こん

な生活をしてますよという方を取り上げまして、ＰＲさせていただくと、こういう記事を読

んでいただいて、北海道への移住を進めていこうという意図がありまして、今年度につきま

しては、移住をテーマに「rapora」については、掲載させていただいているところです。 

資料に戻っていただき、21 ページ左側、街頭大型ビジョンの活用ということで、例えば、 

札幌駅南口であるとか、４丁目プラザ、サッポロファクトリー、チカホ、狸小路にある、大

型ビジョンと呼ばれるものが各所にあるのですが、ここと協働という形で、時間を定期的に

頂いて、道政情報を発信しております。「道政だより」ということで、１時間に１回とか掲

載させていただいているところです。 

右側の自動販売機電光掲示版については、全道にある北海道コカ･コーラボトリングの自動 

販売機、約 1,300台に、上の部分に電光掲示板がありまして、ここでも定期的に道庁からの

お知らせということで、様々な情報を流させていただいているほか、災害時には防災情報を

流しております。 

続きまして、22ページ左側、店舗等の活用について、包括連携協定を締結しているコンビ 

ニエンスストアですとか、スーパー、銀行の店舗に道政広報に関するチラシを置かせていた

だいたり、ポスターを貼らせていただいたりというところと、特徴的なものとしまして、セ

コマさんでは、店内放送がずっと流れているのですが、その中で「北海道庁からのお知らせ

です」ということで道庁の情報を流していただいております。 

また、セブン-イレブンさんにつきましては、レシート広報ということで、レシートの下側 

に道政情報を、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

情報を載せさせていただいております。 

それから、右側になります。商品パッケージの活用ということでありまして、後ろの方の

テーブルに、150年ＰＲも含めまして、商品をたくさん並べさせていただきました。 

このように商品のパッケージに道政のものを載せていただきまして、例えば、資料にあり

ますとおり、サッポロビールさんの競馬缶、道営競馬ですとか、JRAの競馬についてＰＲして

いただいたり、北海道の名産缶ということで、名産品こんなのありますよというところを載

せていただいたり、あとは、雪印メグミルクさんのカツゲンにも 150年の広報を掲載させて

いただいたり、色々なものをＰＲさせていただいております。 

今年は、特に北海道 150 年ということもありまして、様々な商品で 150年をＰＲさせてい

ただいております。 

めくっていただきまして、23ページになります。 

今度は、映画ポスターの活用というところで、TOHOマーケティングさんとの協働事業とし 

まして、映画ポスターの一部に道政情報を掲載させていただいております。 

実物は壁に何点か貼っておりまして、例えば、「名探偵コナン」では、道民家庭の日です 
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とか、「羊と鋼の森」では、映像コンテストの開催が決定しました、作品を募集しますとか、

こういったことを無償で載せさせていただく代わりに、例えば道有施設ですとか、学校など

にポスターをお送りしまして、貼っていただくと、我々は情報を載せていただくというメリ

ットがありますし、映画会社さんとしては、ポスターを色々なところに貼っていただくとい

うメリットがあるとうことで、win-winな関係を築いているところであります。 

右側、ウェブサイトによる情報発信ということで、例えば、ぐるなびさんや明和地所さん 

の会員向けサイトに道政情報や観光情報なども載せさせていただいたりということもござい

ます。 

下にまいりまして、大型店舗のスペースを活用した道政広報ということで、例えば、イト

ーヨーカ堂アリオ札幌さんには広いステージがございまして、そこで木育フェアとか「うま

いものみーつけた」は道産食品を一手に扱っていただく北海道物産展のようなイベントをや

って頂いておりまして、そういうスペースでＰＲをさせていただいたりとか、その下、イベ

ントへの参加ということで、サッポロビールさんが開催している「道産子感謝ＤＡＹ」とい

う６月の末から７月の頭にあるイベントにＰＲステージということで出させていただいたり、

「サッポロビヤガーデン」でも様々なＰＲをさせていただいているところであります。 

それから、続きまして、25ページになります。 

レバンガ北海道さん、最近の事例ですが、昨年の９月にレバンガさんとも包括連携協定を 

締結させていただきまして、４月に行ったのですが、ホームゲームのハーフタイムに北海道

命名 150年ＰＲ事業ということで、道内の色々な市町村ですとか、ゆるキャラを集めて、ゆ

るキャラバスケットボールなどを開催させていただきまして、道内市町村ですとか道の施策

のＰＲをさせていただいたり、川崎のアウェーのゲームで北海道米のＰＲをさせていただく

コーナーを作らせていただいたりＰＲさせていただいているところです。 

続きまして、その下 26ページになります。 

民間企業から北海道への寄付金の贈呈としておりますが、こちらは、ただお金で頂くとい 

うことではなく、商品販売と連携した寄付の事例ということでありまして、２つご紹介させ

ていただいておりますが、左側、こちらもサッポロビールさんとの取組になりますが、「北

海道の森に海に乾杯キャンペーン」ということで、サッポロビールさんが缶ビールのパッケ

ージに「北海道の森に海に乾杯！」というところを載せていただいて、コープさっぽろさん

で販売いただいて、販売した１本につき、サッポロビールさんから 0.5 円、コープさっぽろ

さんから 0.5円、合わせて１円の寄付を道内市町村の森づくりに寄付いただいて、道内の森

づくりにご協力いただくというものです。 

右側につきましては、コカ･コーラさんがされている、同じような商品を販売して、売り上 

げに応じて、１円というような形で、こちらは環境保全に寄付を頂くという取組もあります。 

めくっていただきまして 27ページです。 

タイアップ事業の事例としまして、今日もご参加いただいておりますシンクさんの事例を

ご紹介させていただきます。 

シンクさんからご提案いただきまして、各振興局から募集した北海道のキャッチフレーズ

「その先の、道へ。北海道」をイメージした写真を映像化していただきまして、大型ビジョ
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ンやイベント等で情報発信させていただいております。後ほど、キャッチフレーズのご説明

をさせていただきますので、その終わりに映像を実際に見ていただこうかなと思っておりま

す。 

そして、最後になります。北海道民間協働週間の設定ということで、こういった民間協働

の取組み、必ずしも広報だけではないのですが、そういったものを道としても色々な企業の

ご協力を頂きまして、こういう活動をしていますというところをＰＲしていくべきだろうと

いうことで、民間協働週間というものを 10月の第３週に設けさせていただきまして、パネル

展ですとか、商品の展示ですとか、更にランチタイムセミナーなど、企業の方に講師として

来て頂いて、勉強会的なことをして、ＰＲもさせていただいているところです。 

今後も、こういった民間協働の取組を推進していきたいと考えているところです。 

続きまして、資料２－２の 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 

ところをご説明させていただきます。 

資料２－１の中で、10ページに「SNSを活用した『北海道ミライノート』による魅力発信」 

というところがございますが、その部分をちょっと特出ししまして、資料を作らせていただ

いております。 

資料２－２をご覧頂ければと思います。 

インターネットを活用した道政広報というのは、色々な SNSが最近ありまして、例えば、 

ブログですとかツイッターですとか、色々なものがあるのですが、この「北海道ミライノー

ト」の取組は、主にインスタグラムを使って新しい北海道の魅力を発信するという取組にな

ります。 

資料１枚目、２ページの下の部分、「北海道ミライノート」とは①の部分をご覧いただけ

ればと思います。 

北海道ミライノートとは、北海道を応援するキャラクター「雪ミク」、クリプトンさんの 

「初音ミク」を活用させていただきまして、「雪ミク」をガイド役に、北海道の新たな魅力

をインスタグラム等を使いまして、発信するプロジェクトです。 

メインターゲットは若年層及び海外層というところを考えております。 

道内、道外、さらに海外を問わず、これまでたくさんの方々がカメラや携帯電話、スマー 

トフォンで撮影してきたあなたしか知らない地元の景色、誰もが知っている美しい景色を将

来に残していこうというコンセプトで、写真をインスタグラムを使って集めまして、未来へ

の一冊ということで、ウェブサイトで公開させていただくというような取組みです。  

３ページになります。具体的な手法についてご説明させていただきます。 

インスタグラムを活用して一般の方々から美しい画像を募集しまして、その中から未来に 

残したい画像をホームページで紹介していくという作りになります。 

まずステップ１としまして、一般の方々に、インスタグラムで「#北海道ミライノート」ま 

たは「#hmnote」をつけて北海道の画像を投稿していただきます。 

そしてステップ２としまして、投稿されたものの中から、被写体や構図、色使いなどに工 

夫があって、いわゆるインスタ映えするような画像を選びまして、ミライノートのアカウン

トでリポスト、再投稿という形になりますが、インスタグラムの利用者へ発信いたします。 
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そしてステップ３としまして、毎日リポストしている画像の中から更に未来に残したい画

像を厳選しまして、月に 10枚から 15枚という形で、公式ホームページで発信するというイ

ンスタグラムとホームページを合わせた取組となっております。 

次にインスタグラムの運用状況についてご説明いたします。 

インスタグラム、昨年の９月 19日に開設しておりまして、フォロワーについては、前回の

広報広聴推進会議が行われた１月 15日時点で 645人だったところが、６月に入りまして 1,000

人超えということで順調に増えているところです。 

また、投稿数につきましても、３倍以上というような形になって、多くの方に投稿してい 

ただいているところです。 

５ページになりますが、インスタグラムのフォロワーの状況です。 

男女比が 50対 50ということで、男女問わず興味を持っていただけているのかなというと 

ころで、国別につきましては、日本人 86％に対しまして、外国人が 14％ということで、や

はり少し多いかなと思っております。 

台湾、アメリカ、マレーシア、イタリアといったところで見ていただいております。 

更に、年齢層ですが、男女で少し傾向が違っておりまして、女性は 25歳から 34歳までの

層が一番多くなっているのですが、男性については、若干年齢層が高く、34歳から 44歳ま

でが中心の利用となっております。 

若年層ということで、18 歳から 24 歳までの割合がもっと増えてほしいなというところが

ございますので、例えば包括連携協定を結んでいる大学等がいくつもありますので、こうい

ったところでもよりＰＲさせていただいて、インスタグラムでの投稿を呼びかけていきたい

なと思っております。 

次にホームページにつきましてです。６ページをご覧ください。 

こちらは昨年 10月 10日に開設しております。 

資料の右側に掲載しているのが画像のレイアウトになっております。 

ターゲット媒体ということで、スマホとタブレットをメインターゲットとしておりまして、

なるべくそうしたユーザーが見やすいような作りにしていることと、海外層にも見ていただ

くということで、英語版のページも用意しているところです。 

ページの下の方に道庁の公式ホームページの新着情報と道庁広報ツイッターの投稿内容な

どが自動的に表示される仕組みになっておりまして、道政情報とも少しリンクした作りにし

ております。 

めくっていただきまして、７ページになります。 

こちらのホームページのアクセス状況についてご説明いたします。 

平成 29年度末実績、39,503ということで、今年度末の目標数値、74,000という設定にし 

ております。 

今年、４月、５月ですでに１万件位アクセスがありまして、今、５万件程度ということ 

で、このペースを維持していけば、目標は達成できるかなというところを考えております。 

ユーザーの属性としましては、こちらはなぜか男性の方が見ていただく方が多くて、国別

につきましては、海外が 12％ということで、１割以上の方が海外からアクセスいただいて
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おります。 

年齢層につきましては、先ほどのデータと同じような傾向で、女性の方が、少し若い方に

見ていただいているかなというところです。 

最後のページ、８ページになります。 

 ミライノートをＰＲするという目的もありまして、ミライノートを紹介するコンセプト動 

画を作っております。 

動画は４月に公開しておりまして、ガイド役である雪ミクが、輝く光となって道内各地を

旅しながら北海道の魅力を紹介するということで、これまで知られている一般的な北海道と

いうよりは、見慣れない、目新しいを中心に動画を作っております。 

最後に動画をぜひ見て頂きまして、私の説明を終わらせて頂きたいと思います。 

（動画視聴） 

 

【座長：川原健一】 

次も大須賀さんですね。 

引き続き、「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」説明をお願いし

ます。 

【事務局：大須賀康高】 

 続きまして、資料２－３「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」ご

説明させて頂きます。 

 北海道のキャッチフレーズといいますと、平成 10年度に募集しました「試される大地」と

いうものがありまして、非常に認知度が高く、ずっと活用してきたところでありますが、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、そして英訳版で

は、「Hokkaido.Expanding Horizons」を選考して発表させて頂いたところです。 

「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 

いが込められましたキャッチフレーズとして、９月から 11月までの募集期間中に、9,205も

の応募を頂きまして、選考委員長に、クリプトン・フューチャー・メディア(株)の伊藤代表

に務めて頂き、選考したというところであります。 

また、選考したと同時にクリプトン社とタイアップ事業ということで、「初音ミク」のボ

ーカロイドを使いましたイメージソングの募集ですとか、「初音ミク」を使ったイラストの

募集、また、サウンドロゴというものをクリプトンさんで作っていただきまして、紙だけで

はなくて、媒体環境がデジタル化しているところもありまして、音声、映像コンテンツを含

めたＰＲをすることで普及、浸透を図っていくという取組をさせていただいております。 

サウンドロゴにつきましては、後ほど聴いていただこうと思っております。 

めくっていただきまして、昨年度の主な取組内容について説明させていただいております。 

啓発資材の作成ということで、ポスター、チラシ。ポスターは後ろに２枚、「その先の、 

道へ。北海道」ということで、雪ミクバージョンと各地域の振興局から画像を出していただ

き、それを集めたもの。それから、後ろにバナーが、初音ミク版のバナーがかかっておりま

すが、こういったものを作って、各地でＰＲさせていただいた部分と、もちろん道政の広報

媒体を使って、様々なＰＲをさせていただいた部分と、それから道庁内での活用ということ
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で、例えば我々の名刺ですとか会議資料のテンプレートですとか、本日の資料も右下に「そ

の先の、道へ。北海道」と入っておりますが、こういったテンプレートを作りまして、まず

は道庁内の人間に使っていただくというところに主眼を置きまして、展開しております。 

あとは、関係機関、民間企業等に協力を依頼しまして、色々ＰＲさせていただいていると 

ころです。 

少し具体的なものを説明させていただきます。 

新たなポスター、チラシなどを作成しまして、道立施設等に配布させていただいておりま

す。 

昨年度につきましては、道立施設の他に道の駅や高速道路サービスエリアなどに配布の範 

囲を広げまして、啓発を図っているところであります。 

次のページに移っていただいて、「地域の魅力を発信するイメージ画像展の実施」という 

ことで、各振興局から、このテーマに合った写真を募集しまして、各振興局から２点ずつ出

していただきまして、それを展示して投票していただくという画像展を実施しております。 

その中で、人気投票の上位をポスターにして、後ろに貼ってあるような画像を選んでおり

ます。 

ここの画像を使いまして、シンクさんに動画を作っていただいたところです。 

下段に移りまして、「各種広報媒体による活用」ということで、先ほどご紹介しました大 

型ビジョンと呼ばれるものに、サウンドロゴですとか、イメージソング、イメージ画像を定

期的に流していただいているところです。 

セコマさんの店内放送で道政広報が流れる時は、サウンドロゴも使っていただき、セブ 

ン-イレブンさんのレシートにもキャッチフレーズを入れていただいたりと、様々なところ

で活用していただいております。 

１ページめくっていただいて、「関係機関・民間企業等による活用の協力依頼」というこ

とで、例えば、北海道観光振興機構さんのキャンペーン「生 HOKKAIDO」のポスター等に、実

際の画像が下にありますが、狐が移っているポスターになりますが、北海道 150年と一緒に

「その先の、道へ。北海道」と入れていただいたり、ガイドマップに入れていただいたり、

北洋銀行さんの「ほくよう調査レポート」に使っていただいたり、北海道イオン会というイ

オンさんの催事におきましても、バナーを立てていただいたり、第一生命さんの経済講演会

にもポスターを貼っていただく等、様々な企業にご協力をいただきながらＰＲさせていただ

いているところです。 

次のページに移りまして、更に北海道 150年事業と合わせて、今年は 150 年のロゴがあり

まして、そこに「その先の、道へ。北海道」と合わせ技のものを作りまして、北海道 150年

と一緒にＰＲさせていただいておりまして、航空３社、JAL、ANA、AIRDO さんにおきまして

も、それぞれキャンペーンをしていただく時に、ロゴを使っていただいたり、AIRDOさんにつ

きましては、機体の搭乗する入り口に、「その先の、道へ。北海道」を入れていただいてＰ

Ｒしていただいております。 

そして、最後になりますが、北海道のキャッチフレーズを使用した今年度の取組ですが、

今年度はやはり、北海道 150年事業というところが、かなり盛り上がってきておりますので、
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それとセットで、「その先の、道へ。北海道」を展開していただいているところと、それが

終了した後につきましても、北海道 150年事業のパートナー企業さんが多数参画いただいて

おりますので、そうした団体や企業様に、150年事業は終わりますが、キャッチフレーズは引

き続き使っていただけるよう呼びかけていきたいと思っております。 

ポスター等のＰＲにつきましては、道の駅やサービスエリアを開拓したところであります

が、また新たな配布先の開拓をして、浸透を図っていきたいと思っております。 

説明は以上ですが、サウンドロゴを聴いていただきたいと思います。 

（サウンドロゴ） 

これがサウンドロゴです。狸小路などで流れております。 

続きまして、シンクさんに作っていただきました各地域からいただきました画像とリンク

しました動画につきましても、見ていただきます。 

（その先の、道へ。北海道 イメージ画像動画） 

これも狸小路で、ふとした時に流れております。注目いただければと思います。 

以上で終わらせていただきます。 

【座長：川原健一】 

ご質問あろうかと思いますが、議事を先に進めて、最後にご質問いただくことでよろしい

ですか。 

それでは、５番目の「広聴事業の取組について」、事務局からご説明をお願いします。 

【事務局：中村淳一】 

 資料３。当課の広聴事業の主要な取組みである「道民意識調査」についてご説明いたしま

す。 

調査のポイントにつきましては、道の重要課題や主要施策に関して世論調査により、道民

の意向や意識を把握しまして、道の政策形成に反映させるために実施するものでございます。 

 調査の方法ですが、調査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、民間企業への委託によって実施しております。 

調査対象は、北海道内に居住する満 18歳以上の個人で 1,500名、この 1,500名の抽出方法

といたしましては、「層化二段無作為抽出法」というやり方でございます。 

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方法でございます。 

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問程度でございます。 

 今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、いわゆる SDG

ｓですね。それからＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）、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、36問を予定しておりますが、詳細については、11月の調査

結果の公表までお待ちいただきたいと思います。 

回収率は、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 20分程度かかりますので、回収率を上げる工

夫としては、わかりやすい言葉遣いに留意するのはもちろんのこと、回答しやすいテーマ、

イメージしやすいテーマから順に並べて、最後まで答えていくよう誘導していくイメージで
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作っております。 

また、今年度につきましては、昨年度の推進会議で委員の方々からご提案のありました事

項でございますが、インターネット上でも 回答できるように準備を進めておりまして、そ

れによりさらなる回収率向上が見込まれるのではないかと思っております。 

なお、調査票送付後の一定期間経過後には、調査回答へのお礼と、未回答の場合の督促を 

兼ねたハガキを送付しております。 

 こういう調査というのは、どこがやっているのかが皆さん疑問に思われて、よく電話の照

会でも、本当に道がやっている調査か、という確認もいただいております。 

 そういうこともあることから、なるべく送付用の封筒も道の封筒を使いながら、調査を行

うというところでございます。 

当然、個人情報やプライバシーに神経質な時代でございますので、やむを得ないことであ

りますが、何とか調査にご理解ご協力いただき、回収率を上げていきたいと思っております。 

調査のスケジュールですが、先日委託業者が決定し、今後調査の準備を進めまして、８月

には調査を実施し、調査結果の分析など報告書作成の上、11月頃には公表する予定です。 

なお、平成 19年度以降の調査テーマ一覧は、次のページに掲載してあります。 

また３ページ目以降は、昨年実施した調査結果の概要ということで、それぞれ質問と回答

数の多かった上位３つまで取りまとめた資料をお配りしています。 

 内容は後ほどご覧いただきたいと思います。 

 なお、調査報告書の全文は大体 200ページ位ありますので、ホームページも容量が大きく

なるので、過去２年分については、道のＨＰに載せておりますが、それ以前のものは概要版

のみ掲載しております。 

 簡単ではございますが、広聴事業につきましては以上でございます。 

【座長：川原健一】 

それでは最後、その他ということで、議題特にないのですけど、ここまで議題に出てきた

案件についてのご意見なり、参考情報みたいなものがあれば、各委員の方からお願いします。 

【委員：越後谷享史】 

インターネットとか SNS の関係なのですが、これまでの戦略に加えて、当然やっていかな

ければならないと思うのですが、結構大変だと思うのですよね。 

先ほどのミライノートも拝見すると、すごく素晴らしいのですが、これを担当が、どうい

う人がやっていて、例えば、単純に、その担当の人を増やしているのか、仕事量が増加して

いるのか、その辺はどうなっているのか説明願えるとありがたいです。 

インターネットは絶対にやっていかなければならない発信方法ですけれど、これまでの業

務に加えてやることになっていて、結構大変じゃないかと思ってまして。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

 只今の越後谷委員のご指摘のとおり、ネット系の広報ツールも時代とともに多岐に渡って

きており、これに伴い業務量が増えているのも事実であります。これらの対応について、道

庁の定数管理の関係から、なかなか増員ということにもなりませんが、担当グループの職員

が、お互い補完し合いながら、勉強し合いながら、先ほど話があったように民間の力もお借

りしながら、現状は、なんとか順調に進んでいるかなと考えております。 
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【委員：越後谷享史】 

安心しました。ありがとうございました。 

関連してもう一つの方なのですが、先ほどの 30年度の取組の５ページのところにインタ

ーネット放送局の充実という話をいただきましたが、知事の定例会見は、後で配信している

ということですが、それはそれで全然良いのですが、今後、ライブ配信とかの計画の検討が

あるのかどうかお伺いしたい。というのは、特に平時だと良いのですが、災害時などで、知

事が情報を発信する時に、ライブ配信ということは必要ではないかなと思っているので、そ

のあたりの見通しはまだ無いのかもしれませんが、もしあればお伺いしたい。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

 手話通訳について、先ほど説明があったかもしれませんが、１月から始めておりまして、

こういった手話をつけて配信しているのが、47都道府県のうち４道県で、最初に取り組ん

だのは、鳥取県と三重県で、それに続いて北海道、そして神奈川県で行っているということ

であります。手話をつけないで配信しているというのは、かなりの県で行っているのです

が、我々がこだわったのは、この４月から手話言語条例と意思疎通支援条例が施行されまし

たので、それに先立って、できることは我々でやろうということで、ライブ配信も検討はし

たのですが、手話にこだわりました。例えば、最近のＪＲの話題でいえば、上下分離という

言葉は、耳で聞くとわかるのですが、それを手話で一瞬に表現しようとすると、なかなかと

っさには出てこない。ちゃんと意味を捉まえて、手話を表現してもらうためには、録画をし

て手話動画を合成してもらった方が伝わりやすいだろうということで、こういう形を取って

おります。 

 ライブについては、今のところは、まだ考えておりません。今このスタイルで始めたばか

りですので、あとはできるだけ早く、記者会見の会見録は、翌開庁日には、ボリュームがあ

ってもアップをしようということで、取り組んでおります。知事の記者会見の動画配信につ

いては、そういう状況でございます。 

【座長：川原健一】 

ありがとうございます。他の方ございませんか。 

【委員：梶浦清孝】 

 サッポロビールの梶浦です。本日はありがとうございました。 

ご質問というよりは、ご意見、ご要望になります。２点お願いしたいと思います。 

まず１点目。先ほど大須賀主幹からも北海道命名 150年に関して、様々な民間企業とのコ

ラボも含めて取組みをされているというお話がありました。実際、私も４月まで北海道庁様

を担当し、現在でも北海道命名 150年のＰＲに向けて一緒に活動させていただいています。 

150 年事業室様が独自にホームページで取組みを紹介されたり、小冊子を作られている事

は、把握をしているのですが、これらをぜひ北海道庁全体の広報活動と、更によりリンクさ

せることで、先ほど伊藤委員もおっしゃったように、インターネットのアクセスキーワード

の中で北海道命名 150年が上がってくると考えます。 

私も生まれは北海道ではないのですが、そんな私にとっても北海道命名 150年は、すごく

大きな出来事であり、今年度しかできない取組だと思っておりますので、上手く、ＰＲして

いただければなと思います。 
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次に２点目。冒頭、中村主幹から広告料収入で広報広聴課様は、ホームページのバナーの

みを管轄されているという話がありました。エレベーターですとか、職員の給与明細の広告

ですとか、自販機の広告は、総務部様の担当になっている事は理解しています。 

より北海道をＰＲできるような広告が、コンペ（入札）になってしまっている現状がある

ので、金額だけではなく、プレゼン内容等も踏まえながら、選んで頂きたいと思います。 

そのためにも広報広聴課様が全体の北海道の広報という観点の中で、ご担当されても良い

のではないかと思います。 

【座長：川原健一】 

ありがとうございました。では、他の方ございますか。 

【委員：鈴木ひろみ】 

本日はありがとうございました。 

私もインターネットで、質問というよりは意見になりますが、先ほどの越後谷委員と梶浦

委員とかぶってしまうところがあるのですが、ブログであったり、メルマガであったり、ミ

ライノート、ツイッター、インスタグラム、特にインスタグラム、ミライノートなどは、本

当にすごく綺麗な写真がたくさんあって、先ほどお話しにあったように、インスタグラムは

リンクさせるのが難しいのですが、何か上手く関連づけて、全体を通して素材の共有とか、

もっと広く発信できるようなことができないかなと考えています。 

私自身広報に関わる仕事ですので、これだけ本当によくなさっているなと思いますし、す

ごい労力と時間がかかっていると思います。 

その中で集められた素材、素晴らしいものがたくさんあります。 

当社も仕事をしていく上で、こういったブログの文章と写真をテキストで作って納品する

という仕事が実際あり、それは、その素材をいかにツイッターなどに全体を通した中で、活

かしていくのか、１つの広報素材として、活かしていくのかというところをテーマにやって

いきます。すごくもったいないなという写真がたくさん素材として載っていますので、リン

クを色々なところでして、もっと展開していければという風に考えています。 

【座長：川原健一】 

ありがとうございました。 

他の方、いかがでしょうか。伊藤様どうぞ。 

【委員：伊藤彩香】 

少しかぶってしまうところがあるのですが、「北海道ミライノート」の部分で、前回の会

議の時に、まだアクセス数が伸び悩んでいますという話で、今回、アクセス数を見るとすご

く増えていて、写真とかも一般の人たちが投稿しやすい形でとても良かったなと思うのです

が、まだまだ道民の方には「北海道ミライノート」というのが、あまり検索しないと思うの

ですよね、正直。私もこの会議に出ているので、「北海道ミライノート」というのはわかる

のですが、インスタ見てみようと思った時にミライノートだったと思って、検索してみると、

ミライノートという２人組のアイドルのアカウントが出てくるので、道庁で検索すると、道

庁は道庁で別のアカウントがあって、北海道で検索するとまた別のアカウントで、結局この

「北海道ミライノート」で検索するか、「hmnote」で検索するかしないと、この「北海道ミ

ライノート」が出てこないのですよね。 

より多くの方に見てもらうためには、一般の方が投稿する時は、ハッシュタグを「北海道

ミライノート」で良いと思うのですが、リポストを道庁さんがしますよね。その時に、「北

海道ミライノート」と、ごちゃごちゃになるかもしれませんが、ありとあらゆる、道庁でも
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良いですし、ハッシュタグを増やして、それに引っかかってもっとアクセス数が増えたら良

いのではないかなと思うのですが、前回、一番アクセス数増やすのは、初音ミクを利用した

方が、という話題が出ていたのですが、あまり初音ミクはという話だったので、若い人たち、

10代の層が伸び悩んでいるということだったので、そういうハッシュタグを増やすようにす

ると、より増えるのではないかなと思いました。 

もう１点が、YouTube、今、本当に情報過多の時代で、色々見るものがあるので、すごくア

クセス数を増やすというはとても大変なことだとは思うのですが、折角、道の職員の方がか

なりまめに更新されているのですが、やはり YouTubeはアクセス数がぽんと出てしまうので、

実際アクセス数が伸び悩んでいるのではないかと思うのですよね。数字がもろに出てしまう

ので。既にやっていたら恐縮ですが、ホームページ上とかに、この動画とかをリンクさせる

と、勝手にこの動画を見られるようになるので、そういうので少しずつ興味を持ってもらっ

たりしたらどうかなと思うのと、素人感覚を出しているとは思うのですが、職員さんによっ

て、結構温度差があるなというのは正直あるのですが、プロっぽくやれば良いというわけで

はなく、素人っぽさが売りだとは思うのですが、あまりにも小さい声で覇気が無い感じでや

っていると、見る方も、その先見ようかなという風にはならないと思うので、元気よくやれ

ば良いというものではないのですが、この素人っぽさと手作りっぽさというのを残しつつ、

どうにか折角、職員の方が出ているので、ちょっと工夫したら良いのかなと思うのですが、

何か今後の展開で考えていることはありますか。 

【事務局：津久井直子】 

職員採用の部分で、任用課の動画は、直接任用課のページから見られる形を取っていて、

実際に職員採用の部分は 1,000回以上視聴回数いただいているところです。 

ご意見いただいたところは既にやらせていただいているところで、あと、セットを使って

行っていたものを美術館系の場合は、現地に行って撮ってみたり、現地ロケじゃないですけ

れど、高校の先生に出演してもらったり、そういったことを少しずつ始めて、実施している

ところです。 

今は、本庁職員が出ているものが多いのですが、これから振興局で撮ったものも増やして

いけたら良いなと思っているところです。 

【座長：川原健一】 

どうもありがとうございました。 

それでは、ライターのお立場から、葛西さんどうでしょうか。 

【委員：葛西麻衣子】 

資料１－２で説明いただいた広報広聴課予算の概要の中で、一番予算が多い部分が広報紙

ということなのですけれど、１億円以上あるということなのですが、年５回発行されている

のですが、予算の部分で一番、製作費でかかっているのは、発行部数が多いということでし

ょうか。 

【事務局：中村淳一】 

一番はですね、輸送費が、配布費用が半分以上の金額を占めていまして、紙面作るのは、

4,000万位です。 

【委員：葛西麻衣子】 

全道各地で、更に個々の場所にそれぞれに配布しているのでしょうか。 

【事務局：中村淳一】 

新聞折り込みがメインなので、折り込み代がかかるのと、新聞を取らないところにはポス
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ティングで同じ手法で配っておりまして、そこの経費がやはり一番多くなっております。 

【委員：葛西麻衣子】 

発行部数はちなみに。 

【事務局：津久井直子】 

248万 7千部です。 

【座長：川原健一】 

ありがとうございました。 

それでは、観光の現場の視点から、ぜひ永岡委員からお願いできないでしょうか。 

【委員：永岡朋子】 

では、私の自分の反省も含めてなのですが、例えば、効果検証というのをどうやってされ

るかということですが、動画を何本作りますではなくて、どれだけ再生されたかで測って、

それがどういう効果をもたらすかというところに徐々に効果測定を変えていった方が良いか

なと感じていまして、皆さんおっしゃったことと重複するのですが、３分ぐらいで作ったア

ニメとかを、例えばツイッターに転載したりとか、素材そのものをそれぞれの媒体で上手く

使うということが結構有効にできるのではないかと思います。 

あと、こういう広報紙に、それこそツイッターやってますとか、YouTubeで見れますとか、

というように各媒体同士がつながると、これを見た人が、じゃあ、ツイッターをフォローし

ようかなとか、YouTube見てみようかなという形になると思いますので、色々な媒体がそれぞ

れで完結してしまっているところを、媒体同士がつながって、上手くそれぞれが取り込んで

いるユーザーというか、フォロワーというか、そういう方たちをもっともっと増やすような

流れができるのではないかなと思いました。 

さっきのタグの話、私も賛成でして、こないだ見た資料に、今、ググるという言葉に変わ

るまではいかないのかもしれないですけど、タグるという考え方も言葉として出てきている

みたいで、検索をする時にタグで調べるということが結構多いみたいなので、それこそリポ

ストの時に北海道とつけるとか、色々なワードをとにかく引っかけることで、多分もっとも

っと伸びてくるのではないかと思いますので、そこを活用していただければ、良いのかなと

思いますし、私もやらなければと思っているところですけれど、そういう風に思いました。 

最後に、これだけの議事に対して、１時間半というのがすごく短いのではないのかなと思

いましたので、本当に取り組まれていることが幅広いので、もうちょっと会議の時間をもっ

と伸ばされるか、あるいは何回かに分けるとかで、これだけの方が集まっているので、もっ

と一つ一つのトピックに対して意見交換を重ねていかれるともっと色んなアイデアが出てく

るのではないかと、ご意見伺っているだけで思いましたので、すごくもったいないなと感じ

ました。以上です。 

【座長：川原健一】 

私も同感でございます。市町村、自治体の立場から、小田委員お願いします。 

【委員：小田誠】 

時間過ぎて大変恐縮なのですが、広聴の道民意識調査の関係だったのですが、私も勉強不

足で、こういうものをやっていることを知らなかったのですが、基礎資料等、千歳市でも各

種色々な計画を作る時にそういうアンケートとかを行うのですが、サンプル数が大体うちで

は、3,000位のサンプルで、回収率が半分位で、一般的に行っているのですが、道の人口規模

からして 1,500というのは、私の感覚では、ちょっとどうなのかなというのがあるのですが、

恐らく統計上、適宜だということだと思うのですが、増やすことは難しいとか、そういうこ
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とがあるのでしょうか。 

【事務局：中村淳一】 

一番は、当然、理論上の数値で、1,500 とりあえず出しておけば、理論上は、１万出そう

が、２万出そうが、変わらない数値に収れんしてくるということが統計上のものであります。  

ただ、過去には、サンプル数はもう少し多かった時もあるのですが、予算の関係もあり、

今の 1,500で収めているところでございます。 

先ほども言いましたが、これが 3,000になっても理論上の数値でいけば、結果は変わらな

いのですが、1,500以下に落とすと、誤差が出てくると考えております。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

できるだけ回収率を上げる努力をするというのが一番大きいと思います。 

【委員：小田誠】 

恐らく webで回答するとなると、またもう少し上がるのかなと思いますね。 

【座長：川原健一】 

 私からも１点良いですか。 

 北海道全体の魅力を発信していく中で、例えば札幌市さんとの連携とか、他の経産局さん、

開発局さんとの連携というのは、あって良いというか、やらなければいけないと思うのです

が、そのあたりの取組について、どういうことをやっているのか教えていただければと思い

ます。 

【広報広聴課長：上田晃弘】 

広報に限った札幌市との連携として、記者会見でいきますと、知事の記者会見は毎週行っ

ているのですが、札幌市長は大体２週間に１回くらいで、それぞれお互いどういうことを発

言したのかということは、お互い交換して情報共有しております。 

色々な共通する課題が多いものですから、新幹線の駅ですとか、オリンピックにしても、

最近は特に連携しなければならないようなことが多く、災害の対応とか、都市型の災害が起

きた時にどうするかといったものなど、随時、それぞれのセクションで行っております。 

広報に限らずに言えば、札幌市長と知事との間で、いわゆる道市懇と言っているのですが、

懇談会というのを、毎年１回もしくは２回行っており、そういう場で、それぞれが持つ課題、

先ほど申し上げた新幹線など時々に応じた課題を議論して、それで連携をしたり、というこ

とは行っております。そういう場を活用して議題に載せて、協議をしたりということは毎年

行っております。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

広報の担当部分につきましては、北海道市長会、北海道町村会と共同で、市町村職員や道

職員、その他、関係団体の方を対象に、毎年、広報広聴技術研究会というものを開催してお

り、民間の講師の方をお招きして、広報技術を研鑽する交流会を設けておりまして、その中

で色々と議論して、課題を共有するといった取組も行っております。 

なかなかそれ以外は、予算等の関係もあり、難しい面もありますが、その限られた機会を

充実していきたいなと思っております。 

【座長：川原健一】 

 ありがとうございました。 

他にもし、これだけはというものがあれば、ぜひ。 

では、もう無いようですので、事務局にお返ししようと思います。 
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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させていただきます。 

閉会にあたりまして、平尾広報担当課長から一言挨拶を申し上げます。 

【広報担当課長：平尾喜希】 

本日は皆様、長時間にわたりまして様々なご議論、また、貴重なご意見、ご提言いただき

まして感謝申し上げます。 

先ほど梶浦委員からありました、庁舎を利用した宣伝などに関する広報担当としての関わ

りについてですが、事業自体は総務部が所管するものの、内容を検討するプロポーザル審査

の中で、当課の職員も色々な意見を述べさせていただいているところであり、その結果、十

分でない部分については、これからもっと充実させていきたいと考えております。 

また、広報素材の共有や有効活用、更には、インターネット放送局の番組の充実について

も、色々なご意見をいただきました。今後参考にさせていただきたいと思います。 

言わずもがなでございますが、私ども、冒頭上田からもありましたが、道民目線での姿勢

というものを、常に意識しながら、更なる取組を今後とも進めてまいりたいと考えておりま

すので、引き続きご支援賜れば幸いに存じます。 

事務的な連絡になってしまいますが、次回については、来年１月頃の開催を予定しており

ます。先ほど、時間をもう少し長くとか、回数を多くという意見もいただいているところ恐

縮ではありますが、今のところそのようになっております。また日にちが近くなりましたら

事務局で日程調整をさせていただきたいと思います。お忙しいと思いますが、引き続きご出

席をよろしくお願いします。本日は、誠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。 

本日はありがとうございました。 

 

以上 


