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１．開  会 

【事務局：中村淳一】 

定刻となり皆様もおそろいになりましたので、ただ今から、平成 29年度第２回北海道

広報広聴推進会議を開催します。 

私、事務局の広報広聴課、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、広報担当課長の篠原からご挨拶申し上げます。 

【広報担当課長：篠原結城子】 

皆様、こんにちは。広報担当課長の篠原でございます。 

本日は、広報広聴課長の上田が業務の都合により会議に出席できませんので、私から開会

にあたりまして、簡単ですがご挨拶させていただきます。 

新年に入りまして１ヶ月弱ですが、皆様方には、お忙しいところ、この会議に出席いただ

きまして、大変ありがとうございます。 

また、日頃の道の広報広聴活動の推進につきましても、ご理解とご協力をいただきまして、

重ねてお礼申し上げます。 

この会議は、ご存知だと思いますが、道の広報広聴活動全般につきまして、幅広いご意見

ご提言を皆様からいただいて、業務の効果的な推進に活かしていくために年２回開催させて

いただいております。 

本日は今年度２回目の会議ということで、４月から私どもが進めて参りました事業につい

てご報告申し上げたいと思いますが、１点新しい取組がありまして、「手話による情報発信」

について、私からこの場を借りてご説明させていただきたいと思います。 

来月開催されます第１回定例道議会に、障がいのある方たちの意思の疎通を支援して、社

会的な障壁を解消し、誰もが暮らしやすい社会を作っていくために「障がいのある方の意思

疎通支援に関する条例」と「手話言語条例」の２つの条例を提案させていただくことになっ

ております。名称の方はまだ仮置きなのですが、この条例に先駆けまして、広報広聴課で毎

週行っている「知事記者会見」を録画して手話映像を挿入し、これを道のホームページで公

開する取組を、１月４日の記者会見の分から既に先行して始めております。 

また、道議会で、知事の執行方針というのが示されるのですけど、そちらの方も、同じ様

に実施することとしておりますのと、会議など、知事の挨拶において、参集範囲等を勘案し

た上で必要があれば、手話通訳者を配置するという取組も行っていく予定でございます。 

このような社会的な情勢変化に、私どもも柔軟に対応しながら、これから業務を進めて参

りたいと思っていますので、委員の皆様には、それぞれのお立場から忌憚のないご意見をお

聞かせいただければと考えております。 

簡単ではございますが、私のご挨拶とさせていただきます。 

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】 

本日の会議につきましては、委員 10名中欠席者なしでございまして、委員の過半数が出席

されていることから、北海道広報広聴推進会議設置要綱５（２）に基づきまして、本会議が
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成立していることをご報告いたします。 

それでは、改めて新任の委員をご紹介いたします。第 1回の時も新任の委員の方のご紹介

をしておったのですが、１回目を欠席しておりました伊藤彩香様にご参加いただきましたの

で、ご紹介いたします。 

【委員：伊藤彩香】 

 はじめまして、釧路から参りました伊藤彩香と申します。 

公募委員という形で参加させていただくのですが、第 1回目は参加できず、申し訳ござい

ませんでした。会議の時間よりも移動の時間が長いので、今日は皆さんからいろいろ勉強さ

せていただいて帰りたいなと思っているのですけど、普段、仕事は、地元釧路でラジオ局が

あるのですけど、ＦＭくしろというところで、パーソナリティーですとか、フリーの司会な

どをしております。 

どうぞよろしくお願いします。 

【事務局：中村淳一】 

続きまして、会議資料の確認をいたします。 

お手元に、次第、出席者名簿、配席図の次に、 

・資料１、北海道戦略広報基本方針に基づく平成 29年度の取組について 

・資料２、若年層・海外層向けの新たな WEBサイト等による情報発信について 

・資料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 

・資料４、平成 29年度道民意識調査について 

・参考資料１、北海道広報広聴推進会議設置要綱・委員名簿 

・参考資料２、北海道戦略広報基本方針 

・参考資料３、平成 29年度「取組計画表」 

・参考資料４、重点広報テーマと広報紙「ほっかいどう」特集テーマ等 

・参考資料５、「動くよ！広報紙ほっかいどう」投稿一覧 

・参考資料６、北海道戦略広報基本方針に基づく「取組計画表」に掲げた「目標値／実績値」

の推移 

それから、フリーペーパーの「スコブル」、広報紙「ほっかいどう」12月号、それと新たな

キャッチフレーズのチラシ２枚をお配りしております。 

資料に不足がございましたら、こちらにお申し付けいただければ助かります。 

また、本日の議事録につきましては、皆様方に後日送付した後、点検をしていただいた上

で、道のホームページに掲載させていただくことをご承知おきください。 

 

４．議  事 

【事務局：中村淳一】 

それでは、議事に入ります。 

ここからの進行につきましては、及川座長にお願いします。よろしくお願いします。 

【座長：及川靖】 

それでは座ったままで失礼します。テレビ北海道の及川です。 

昨日から風邪気味で体調不良なのですが、よろしくお願いします。 

それでは早速、議事を進めたいと思います。 

まず議題（１）「平成 29年度 広報事業の取組について」の「①北海道戦略広報基本方針

に基づく平成 29年度の取組について」事務局から説明をお願いします。 
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【事務局：津久井直子】 

広報広聴課道政広報グループの津久井と申します。よろしくお願いします。 

 委員の皆様には、日頃より道政広報の推進につきまして、ご理解、ご協力、ご支援を賜り

まして、誠にありがとうございます。 

それでは、座って説明させていただきます。失礼します。 

私のほうから、まず「北海道戦略広報基本方針に基づく平成 29年度の取組」につきまして

説明させていただきます。 

お手元の資料１をご覧ください。 

６月の会議で配付しております、戦略広報基本方針と 29 年度の取組計画表の内容につい

て、前回、説明させていただいたところです。基本方針の中には、四つの基本戦略がありま

して、取組計画表の中で八つの推進項目、そして 28の主な取組を掲げております。 

このうち目標数値を七つ設定し、取り組んでいるところでして、これら目標数値の進捗状

況などを中心にご説明をさせていただきます。 

なお、基本戦略３の「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

の議題で詳しくご説明いたします。 

まず 4ページをご覧ください。 

基本戦略の一つ目、「北海道価値の効果的な発信」といたしまして、一つ目はインターネ

ットの積極的な活用であります。 

道政情報や北海道の魅力を道内外へ向けてインターネットを積極的に活用して発信してい

るところです。 

ホームページの平成 29年度のアクセス数の目標数値につきましては、約１億３千万アクセ

スと目標を定めたところなのですけれど、昨年 12月末現在で７千９百万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いきますと、目標達成が危うい状況なのですけれども、考えられる原

因といたしましては、平成 27年度、平成 28年度のアクセス数の上位というのは、北海道新

幹線の開業の絡みで、北海道新幹線のページが常に上位にきていた状況になっておりまして、

開業から少し時間が経ちまして、今年度におきましては、そういった全国から注目されるイ

ベントが少なくなっているということですとか、今年は幸いにも大きな災害が少なかったこ

となどが原因ではないかとこちらでは考えているところです。 

また、更なる要因といたしまして、中国から大量のページのダウンロードがされるという

事象が平成 28年 1月頃より起きているところでして、それらによってアクセス数が過去には

過大であったという報告をベンダーから受けていますが、最近はそうした動きが落ち着いて

きたことも要因の一つにはあるのではないかと思っています。 

前回にも報告させていただいたのですが、７月からスマホからのアクセスなのかパソコン

からのアクセスなのかを判別できるカウンターを設置したところです。 

傾向といたしましては、1対３の割合で、パソコンからのアクセスのほうがスマホ等の携帯

端末からのアクセスより多くなっているという状況でございます。 

前回の会議で、畑山委員からご質問がありましたホームページのセキュリティー対策につ

いてご説明させていただきますけれども、近年のサイバー攻撃の巧妙化やマイナンバー制度

の運用開始に伴いまして、総務省から地方公共団体のインターネット接続についてセキュリ

ティー強化が指示されているところです。 

インターネット接続におきましては、都道府県と市町村が協力して、インターネットの接
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続口を集約した上で、自治体情報セキュリティークラウドというものを構築して、高度なセ

キュリティーを講じることを総務省の指針で示されているところです。 

北海道のホームページのセキュリティー対策につきましては、情報政策課という課が担当

し、そちらにおいて行政情報ネットワーク全体として行っているところで、平成 29年の５月

に、北海道のセキュリティークラウドに接続して、強固なファイアーウォールによりサーバ

ーを保守しているところでして、システムの脆弱性ですとかウィルス対策などにつきまして

は、地方公共団体情報システム機構からの通知などを参考に、その都度対応させていただい

ているところです。 

続きまして、５ページをご覧ください。 

各部局ですとか振興局や団体・市町村などが作成している動画を中心に収集し掲載してい

るインターネット放送局「Ｈｏｋｋａｉ・Ｄｏ・画」についてです。 

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こ

とで、目標値を動画の掲載本数と定めているところです。 

今年度の目標は、2,100 本と定めたところなのですが、12月末現在で 2,001 本という状況

になっています。 

６ページになりますけれど、今年度の途中から、「動くよ！広報紙ほっかいどう」という

北海道職員自らが出演するコンテンツも開始したところです。 

こちらは新たな取組になるのですが、「動くよ！広報紙ほっかいどう」は、手作り感を大

事にしまして、写真にあるように手作りの機材とホームビデオで撮影して、ほぼノー編集で

投稿しているところです。載せている図はテレビをイメージしたセットになっておりまして、

私が出演した回の写真が載っているのですが、週１回程度のペースで、広報紙に掲載してい

る内容ですとか、道のイベントなどをなるべく難しい言葉を使わずに、出来るだけ分かりや

すく紹介するような形で投稿しています。主にスマートフォンを利用する若年層への道政情

報や北海道の魅力を発信するために開始した新たな取組となっています。 

これまでの収録内容の一覧を参考資料５に掲載しておりますので、後ほどご覧ください。 

続きまして７ページ、ブログ「超！旬ほっかいどう」についてご説明いたします。 

これは、連携協定を締結しています楽天様のご協力をいただきまして、楽天様のブログサ

イトに掲載しています。月平均のアクセス数について、目標数値を設定しているところでし

て、今年度の目標は月平均 25 万 9,000 アクセスを目標としております。12 月末現在で、月

平均 21万 5,350アクセスと、目標達成は少し厳しい状況にあるのですけれども、ツイッター

のフォロワー数は増えているところですので、ツイッターでブログの内容に触れ、ブログへ

の誘導を図るなど、メディアミックスの相乗効果を図りまして、引き続き積極的な投稿をし

ていきたいと考えています。 

次に８ページをご覧ください。 

ツイッターについてのご説明でございます。 

  フォロワー数につきましては、平成 29年度末までに２万 2,500までに増やす目標数値を設

定しておりまして、12月末現在で、２万 2,333となっているところです。今年度の目標は、

達成の見込みとなっています。今後も、即時性ですとか情報拡散性など、ツイッターの特性

を活かしまして、道の新着情報や魅力を素早く発信していきたいと考えるところでございま

す。 

 続きまして、９ページをご覧ください。メールマガジンについてのご説明です。「北海道

メールマガジンＤｏ・Ｒｙｏｋｕ」についてなんですけど、登録者数については、平成 29年
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度末までに１万 9,000人の目標に対しまして、12月末現在で１万 7,968人という状況になっ

ております。 

メルマガの登録者数は、新規に増える方もいるのですけど、やめてしまう方も同じぐらい

いる状況でして、一進一退の登録者数という状況になっています。 

 メルマガにつきましては、画像の添付が難しく、常に受信する必要のあるメルマガに比べ

て、好きな時に必要な情報を取りにいくスタイルのほうが、正直人気が高まっているところ

なども登録者数がなかなか伸びない要因になっているのではないかと考えているところでし

て、他県などでメルマガを中止したという話も幾つか伺っているところではあります。道と

しましては、引き続きブログですとかツイッターとの連携を図って、メールマガジンの利活

用の促進を図っていきたいと考えているところでございます。 

 続きまして 10ページの「若年層・海外層向けの新たなＷＥＢサイト等による情報発信」、

こちらにつきましては、今年度の新たな取組となるのですが、後ほどの議題で、詳しく説明

させていただきます。 

 続きまして、11ページをご覧ください。こちらは目標数値の設定はございませんが、マス

メディアに対する働きかけとして、取組例を紹介しております。 

 こちらの画像は、ケーブルテレビのジェイコムの情報バラエティー番組「北海道・東北ふ

るさとタイム」に東京事務所の職員が出演して、北海道のＰＲを行っているところでござい

ます。 

 このほか、昨年７月には、ＴＢＳの番組「音楽の日」全国５元中継に協力いたしまして、

赤れんが庁舎の前で、合唱団がゆずの「栄光の架け橋」を合唱する様子を全国中継しており

ます。 

このように、首都圏の放送局等へ北海道の露出を高める働きですとか、北海道関連番組へ

の取材協力などを行っているところです。 

 続きまして、12ペ－ジも新たなＷＥＢサイトの関連となりますので、後ほどの説明としま

す。 

 13ページ、14ページの基本戦略２「道民の理解と協働によるコミュニケーション広報の推

進」の広報紙「ほっかいどう」についてご説明いたします。 

 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し

て、新聞折り込みやポスティングなどの形で多くの方にご覧いただけるよう努めているとこ

ろですけれども、そのほかコンビニエンスストアですとか多くの方が集まる公共施設、民間

施設も含め、さらに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す。 

 平成 29年度末の目標数値を 1,100箇所としているところです。 

12月末現在、道立の高等学校ですとか、特別支援学校の協力をいただくことにより、既に

1,246箇所となっており、目標を達している状況にございます。 

 また、広報紙の内容につきましては、先ほどご説明したＹｏｕＴｕｂｅを活用した動画広

報であります「動くよ！広報紙ほっかいどう」でも分かりやすく紹介し、スマホ世代の若者

にも見ていただけるように取組を行っているところです。 

 15ページにもありますように、テレビ、ラジオ、新聞広告、16ページにあるように地デジ

データ放送といった様々な広報ツールがありますが、例えば新聞広告の内容はホームページ

にも掲載するなど、デジタル系の広報ツールとアナログ系の広報ツールを相互補完して情報

発信する取組を行っています。 

 ちょっと飛ぶのですが、32、33ページをご覧ください。 
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 基本戦略４の広報活動を支えるマネジメント活動の充実についての取組であります「重点

テーマ等の設定」についてご説明いたします。 

 全庁の統一的な意志や戦略を持った広報展開を進めるに当たりまして、毎年、広報重点テ

ーマを設定しております。 

 道の重点政策を基に今年度は、「グローバル展開」、「次代へつなぐ地域づくり」と「防

災」の３つをテーマと定め、展開をしております。 

 重点テーマにつきましては、別紙の参考資料４に広報紙やテレビ番組のテーマを載せてい

るのですが、こちらで見ていただくと分かるように、広報紙の特集ページですとか、道政広

報テレビ番組のテーマと連動しております。 

 なお、２月には広報紙３月号の発行、３月には道政広報テレビ番組を放送することとして

おりますが、本道が北海道に命名されて 150年目の節目を平成 30年に迎えることもありまし

て、今回は北海道 150年を特集する予定としております。 

 私からの説明は、簡単ではございますが、以上とさせていただきます。 

【座長：及川靖】 

ここまでの説明について、何かご質問やご不明な点はございませんか。 

【委員：早坂学】 

聞き逃したかもしれないのですが、ホームページのカウンター設置・アクセス先毎にカウ

ンターを設置したのは、７月でしたか。それは設置したらすぐ数字は把握できるものなので

すか。月別とかで出るものですか。 

【事務局：津久井直子】 

毎月、管理しているベンダーから数字をいただいております。 

【委員：早坂学】 

最新だと、国内・国外でどういうアクセスになっているのでしょうか。 

【事務局：津久井直子】 

地域別のアクセスはカウントができません。パソコンかスマホかのカウントだけです。 

【委員：早坂学】 

 地域からのアクセスがどういうふうになっているかは、把握できていないであれば、さっ

きの中国のダウンロード云々の話は、憶測ということなのですね。 

【事務局：津久井直子】 

 中国のＩＰアドレスからきているということは、ベンダーでは分かるのですが。 

【委員：早坂学】 

 多分、昨年も同じ事を聞いたと思うのですが、「アクセスが、海外か国内かと分かるので

しょうか」ということと、「そういうものが分かるのなら、一回分析を加えてみたら如何で

すか」と確か公募委員の方からご指摘があったような気がしますが、私も同じ意見で、一回

分析したらいいと思います。 

【事務局：津久井直子】 

 検討していきたいと思います。 

【委員：鹿又百合子】 

ＹｏｕＴｕｂｅの「動くよ！広報紙ほっかいどう」について、すごくいい取組だなぁと思

って、今この資料にはどのくらいアクセスがあるとは書いていないのですが、それはこれか

らなのですか。 

【事務局：津久井直子】 
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 ９月から試験的に始めていて、１月から本格的に庁内にも周知している状況で、まだアク

セス数は正直お恥ずかしい数字で、100から 200とかそれぐらいの数字ではあるのですけど、

映像のご専門の方からアドバイスを受けて、「素人っぽいのがいいです」とか、「毎週のよ

うに上げて、続けて行くことによって、だんだん検索数も上がってくる」とかアドバイスを

いただいているので、今はとにかく定期的に発信していくということを努力しているところ

です。 

【委員：鹿又百合子】 

私も、高校生と中学生の子供がいて、子供たちは完全にＹｏｕＴｕｂｅ世代で、ニュース

でも何でもＹｏｕＴｕｂｅから情報を得ている感じなので、学校に周知をして、例えば決ま

った時間に道徳の時間などに見ていただくとかすると子供達にも取組が分かるとか、もっと

知ってもらえるとか、ちょっと意見も含めました。 

【委員：畑山満美子】 

ホームページのセキュリティーについては、ありがとうございました。勉強になりました。 

先ほど、早坂さんからも言っていただいたのですが、前回も前々回も道外から来る方に対

してのアピールが少ないのではないかというお話をさせていただきまして、もちろん北海道

として道民の方に道政を伝えるというのは一番重要な事であると思うのですけど、新幹線で

アクセス数が増えるとかというのも、外から誘客する、国外から人を呼ぶとかそういうとい

うところに繋がってくるのではないのかなと思っていまして、北海道はせっかく魅力的な土

地なので、外の方々にもう少しアピールできるような取組があってほしいなと思いました。 

【事務局：津久井直子】 

 ご意見参考にさせていただきます。ありがとうございます。 

【委員：嘉藤裕一】 

「動くよ！広報紙ほっかいどう」について、９月から試験的に始めたということですが、

ＹｏｕＴｕｂｅで発信して、もう一方でテレビでも年２回行っていますよね。これは、将来

的にはテレビを止めてＹｏｕＴｕｂｅに一本化することは考えていますか。 

【事務局：津久井直子】 

 現在のところは考えていません。テレビは、ご高齢の方の楽しみというような部分もあり

まして、非常に重要な媒体であると考えていますので、現在のところテレビを止めるという

ことは考えてないです。狙う層が違うといいますか、分けて考えているところです。 

【座長：及川靖】 

テレビを作る時というのは、地元のプロダクションを使っているのですか。 

【事務局：津久井直子】 

プロポーザルで業者を選定いたしまして、そこに、放送まで一貫して制作をお願いしてい

るところです。 

【座長：及川靖】 

かなり、道の職員の方がバックアップしているのかなと。 

【事務局：津久井直子】 

テレビに関しては、特集するテーマ等について、関係する課の職員に出演していただいた

り、そういうところはあるのですが、特集とか取材先というところで市町村に出向くとか、

団体さんに取材させていただいたりとかはあるのですが、それ以外で、職員が絡むことはそ

う多くはないと思います。 

【座長：及川靖】 
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どうしても番組内容が硬いイメージがあるのですが、ある程度はプロダクションなりその

業者に任せている。 

【事務局：津久井直子】 

親しみやすくするために、アニメのコーナーを設けまして、若い世代に見てもらえるよう

な努力はしているところなのですが、どうしても硬くなってしまうというのはあるかなと。

コンセプトも今年につきましては、「情報カフェ赤れんが」ということで、カフェをイメー

ジし、カフェに遊びに来て見ていただくようなイメージで番組を作っておりまして、なるべ

く見ていただけるよう努力はしているところなのですが。 

【座長：及川靖】 

予算が限られているかと思いますので難しいかとは思いますが、例えば、道庁さんの広報

大使みたいなものとか、タレントを使ってとか、そういうようなお考えはありますか。 

【事務局：津久井直子】 

一番のネックは財政的なことかと思うのですが、司会の方はタレントさんにお願いして番

組を進行する形でやらせていただいております。 

広報大使ですと、福知事に大泉さんが就任していただいていますけど、なかなか金額的な

ものもありまして難しいところもあるかと思います。 

【座長：及川靖】 

「よしもと」とも連携していますよね。「よしもと」の芸人を使ってとか。 

【事務局：津久井直子】 

来年度以降、検討したいと思います。 

【座長：及川靖】 

その他ございますか。最後にも質疑応答の時間を取っていますので、よろしくお願いしま

す。 

それでは、２番の「若年層・海外層向けの新たなＷＥＢサイト等による情報発信について」

事務局からご説明をお願いします。 

【事務局：酒井隆】 

広報広聴課の酒井と申します。どうぞよろしくお願いします。座って説明させていただき

ます。 

先ほど説明いたしました、基本戦略１の「北海道価値の効果的な発信」の「インターネッ

トの積極的な活用」についてですけれども、「若年層・海外層向けの新たなＷＥＢサイト等

による情報発信」について、今年度から新たに取り組んでいるところでございます。 

資料につきましては、資料２として別にご用意をさせていただいておりますので、併せて

ご覧いただければと思います。 

今年度は初年度ということで、10ページに、目標数値はサイトアクセス数７万としており

ましたけれども、12月末現在で、２万 3,042アクセスということで、若干、目標数値に達す

るのが難しい状況ではありますけれども、そのあたりのところも含め、この「北海道ミライ

ノート」というサイトについて、資料２に基づいて、説明をさせていただきたいと思います。 

ＷＥＢサイトの名称を「北海道ミライノート」としております。ＵＲＬについては記載の

とおりなので、是非ご覧いただければと思うのですけれど、資料の右側に「北海道ミライノ

ートってなに？」ということで、コンセプトのページを載せさせていただいております。ち

ょっと字が小さいですけど、「北海道ミライノート」とした理由は、北海道が大好きな皆さ

んは、写真を撮り貯めているだろうと、その中には、皆さんがご存じの風景もあれば、その



- 9 - 

 

方しか知らない北海道の魅力を撮った写真もあるだろうということで、そういう写真を皆さ

んから集めて、それを未来に残していきたい写真として、一冊のノートにまとめていきまし

ょうというコンセプトで、「北海道ミライノート」というタイトルでＷＥＢサイトを開設し

ております。 

ＷＥＢサイトにつきましては、10 月 10 日に開設しまして、このサイトはスマートフォン

で見ていただくことをメインに考えておりますのと、写真を集めるというお話をさせていた

だきましたけれども、ＳＮＳ・インスタグラムと連携させまして、インスタグラムに投稿い

ただいた写真をこちらのＷＥＢサイトに引っ張ってきて、最終的に「北海道ミライノート」

としてまとめていこうという内容になってございます。 

１枚めくっていただいたところがＷＥＢサイトのレイアウトですが、ちょっと見づらいで

すが、ＰＣ上のサイトのレイアウトになっております。スマホで見ると画面が縦に見やすく

繋がっていくというような形で構成しております。 

このサイトはクリプトン・フューチャー・メディア様に委託して作っているサイトでござ

いまして、北海道の未来に残していきたいノートの写真を案内するガイド役として初音ミク

といいますか雪ミクを、北海道ミライ大使という位置づけで、イラストでトップ画面のメイ

ンヴィジュアルとコンセプトページに新たに書き起こしていただいた雪ミクのヴィジュアル

を使ってございます。 

この「北海道ミライノート」のＷＥＢサイトを開設したということなのですが、４ページ

を見ていただくと、「北海道ミライノート」全体がどうなっているのかっていうことをご理

解いただけるかなと思います。 

北海道としては、個人の皆様にインスタグラムで写真を投稿してくださいとお願いをして

おります。 

個人の皆様のそれぞれのアカウントに、「＃北海道ミライノート」と「＃ｈｍｎｏｔｅ」

のこのどちらかのタグを付けていただいた写真を載せてくださいと呼びかけをしております。 

北海道としては、インスタグラム上にも「北海道ミライノート」のアカウントを開設して

おりまして、５ページにアカウント名が載っていますけど、「hokkaido_mirai_note」という

アカウントで開設をしております。 

こちらのアカウントに、皆様からタグ付きで投稿いただいた写真の中から、北海道の魅力

をＰＲできる素敵な写真を一度選定しまして、それを「北海道ミライノート」のアカウント

で、再度、投稿します。 

このインスタグラム「北海道ミライノート」に皆さんから投稿いただいた写真を再度投稿

することによって、ＷＥＢサイト「北海道ミライノート」のＮＥＷ ＰＯＳＴＳというところ

に自動的に表示される設定になっております。 

その先の北海道、未来に残したい写真を選定するというお話をしましたけど、「北海道ミ

ライノート」のインスタグラムに、我々が再投稿した写真の中から更にこれは本当に素敵な

写真だな、未来に残したいなという写真を再度選定しまして、それをＰＩＣＫ ＵＰ画像とし

てサイトレイアウトの一番上に掲載をしていくという流れにしているところでございます。 

このＰＩＣＫ ＵＰ画像に載せる際には、投稿されている方と直接コンタクトをとってＷＥ

Ｂサイトページに載せることへの了解と、それから北海道としていろんな魅力を発信してい

くことについて同意いただきながら、ここに貯めていくという形にしておりますので、その

前段のインスタの部分までは、インスタグラム上に載っている写真を表示させていただいて

いるのですが、ＰＩＣＫ ＵＰに載る部分については、我々が投稿者の同意を得て、写真を我々
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のサーバーに保存して、更に活用が出来る状態でまとめていくという流れで、この「北海道

ミライノート」を運用しているところでございます。 

サイトのレイアウトの一番下にバナーがいくつか並んでおりまして、北海道のホームペー

ジですとか、150年事業ですとか、アイヌ政策、観光情報というようなところのバナーとか、

北海道のツイッターに投稿された情報も自動的にこのＷＥＢページに載るようになっており

ますし、北海道のホームページの新着情報もこちらのサイトに自動的に表示される仕組みに

なっております。 

 若年層・海外層向けということで、北海道の魅力的な写真を個人の皆様からたくさん集め

て、それを若い方とか海外の方に見ていただくというところから、同じページに道政に関す

る情報も載せておりますので、このサイトにきていただいた方には、そちらもご覧いただい

て、道政に関する部分についても、情報収集ですとか、ご理解を深めていただければという

作りになっているところでございます。 

５ページにインスタグラムアカウント「北海道ミライノート」の運用状況を少し載せさせ

ていただいております。さきほど目標数値にまだ少しとどいてないとお話をさせていただき

ましたけれども、インスタグラム上の運用は９月 19日から、写真をＷＥＢサイト開設前に集

めておく必要がありましたので、ＷＥＢサイトの開設に先立ってインスタグラムのアカウン

トを開設いたしましたけれども、それ以来、順調にフォロワー数が伸びておりまして、ここ

に載っているのが１月 15日現在のフォロワー数 645人となっておりますけれども、今日現在

665人になっておりまして、１週間ちょっとで 20人増えています。インスタグラムのタグ付

き投稿も順調に伸びておりまして、１月 15日で 3,663件だったところが、今日現在で 4,144

件になっております。 

それらの写真の中から、ミライノートアカウントで投稿している数も 290件、ＰＩＣ ＵＰ

画像も今日現在で 73件まで増えてございますので、年度末までに更に素敵な写真が集まって

くるだろうなと考えてございます。 

インスタグラムでミライノートのアカウントをフォローしていただくと、写真を見ること

ができてしまうというところがありまして、ＷＥＢサイトにいかなくても、新しい写真につ

いてはインスタをやられている方は見ることができるというところもあって、なかなかＷＥ

Ｂサイトに全ての方を引っ張れていないというところが課題になっているところなのですけ

ども、こういう形で運用している以上、どうしてもインスタグラムの運用が前提になってし

まいますし、我々としては、インスタグラムやＳＮＳをやっていない方は、こちらのＷＥＢ

サイトを是非見ていただければ、随時、北海道の魅力的な写真がアップされているし、素敵

な写真がどんどん選定されていきますよというＰＲを今後更にしていかなければいけないな

と思っています。 

このサイトを運用するにあたっては、皆さんからの写真投稿がないと運用ができないので、

インスタグラムへの投稿を呼びかけることをメインにＰＲしてきところなのですが、そちら

の方は割と順調にいっていますので、今後、ＷＥＢサイトのＰＲを積極的にやっていきたい

と思ってございます。 

６ページについては、今お話させていただいた通り、インスタグラムアカウントを開設し

た時から、いろんな場面で皆さんにこのタグを付けてインスタグラムに投稿してくださいと

呼びかけをしてまいりましたので、その時のチラシを付けさせていただいておりますし、後

ろに初音ミクのポスターを１枚貼らせていただていて、右上に白いポップみたいな物が貼り

付けてあるのですが、あれは実は赤れんが庁舎の観光コーナーに置かせていただいているも
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ので、外国の方にも分かるように、英語で「投稿してください」というような呼びかけもさ

せていただいておりますが、国外向けとはいいましても、そんなに外国の方にＷＥＢサイト

にきていただいている状況にはないので、国外向けのＰＲもしていかなければならないと思

っているところですけれども、足下からそういう取組も今進めさせていただているところで

ございます。 

この事業は、クリプトン・フューチャー・メディア様に委託しておりますと話をさせてい

ただきましたが、ＷＥＢサイトと併せて動画も制作しております。タイトルは未定なのです

が、３月までには、今、真冬の場面の撮影をしているところなので、まだ全部は出来ていな

いのですけど、北海道を拠点に活躍されている映像作家の方が、撮り下ろしで作っていただ

いていて、若年層・海外層というところも意識して、躍動感的な部分も前面に出した動画に

なる予定でございます。 

もちろん北海道ミライ大使として、雪ミクも登場する予定です。今現在、出来ているのが

30秒しか試写出来る部分がないのですが、せっかくなので、この部分だけ見ていただければ

と思います。 

(映像を放映) 

イメージだけなのですけれども、鋭意制作をしておりますので、最終的には３分程度の映

像になる予定でございますので、完成しましたらミライノートのＷＥＢサイト等で北海道の

魅力を発信していく場面で活用したいと考えています。 

説明は以上でございます。 

【座長：及川靖】 

ここまでの説明について、何かご質問、ご不明な点はございますか。 

【委員：鹿又百合子】 

若年層向け・海外層向けって書いてありまして、インスタは若い世代でとっても流行って

いますよね。子供から、若年層ってちょっとグレーのところはあるのですけど、今インスタ

を見させていただいたのですが、若年層向けというにはちょっとミスマッチ感をすごく感じ

ていて、今お話を聞いていると、最初にたくさん写真が欲しいので、サンプルを入れられた

のですよね、それがあまりにもプロっぽすぎて。 

私、お正月に旅行に行ってきまして、そこの情報を得るのに、ガイドブックとインスタで

行きたい場所の地域を沢山検索して、そこから、“このお店に行ってみたい”とか“ここの

場所で景色を見たい”とかっていうのをピックアップして、実際、旅行に役立てたのですけ

ど、（ミライノートの写真は）確かに行きたい場所は見つかるのですけど、プロっぽすぎて、

若い子がパチッと写してアップするような感じに見えないところが、若年層向けではないの

ではと思ったので、アクセス数が伸び悩んでいるのはそこなのかなって思うのですよね。 

若い子達がアップするのって、“今何々デートなう”みたいな等身大の“今、これしてい

るよ”っていうのをアップするのがインスタ映えとかのアップしやすいツールなのかなと思

うので、（ミライノートの写真は）広い場所から撮った写真がすごく多かったのですよね。

きっとプロの方が撮って、若干加工している写真も多いのかなと思ったのですけど、コーヒ

ーカップがあって後ろに景色があって、ネイルした爪の手があったりすると、この人行って

写したのだなって感じてもらえて使ってもらいやすいのかなって、感じました。 

【事務局：酒井隆】 

まさに、我々も２週間に 1回くらい、どの写真を選ぼうかとクリプトンさんを含めて話し

をしているのですけど、インスタといったらやっぱり寄りの写真だったり、色が綺麗だった
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り、若い方にアピールする写真がほしいよねという話は毎回出るのですが、どうしても今お

っしゃられたような綺麗な景色を撮られたものが多くなっている現状にあるので、それをど

う打破していくのかというところを、いろいろ話はしつつ、やはり写真を選ぶときに、こう

いうことを意図しているのだというものを選んでいかなければならないということで、それ

を意識してやってはいるのですが、なかなかそういった写真が足りない状況です。 

是非、皆様にも、そういった年代の方々等々に、是非タグを付けて、おっしゃられたよう

な寄りで女の子が喜びそうな北海道を表現できる写真があれば、我々本当に大喜びなのです

が。 

【委員：鹿又百合子】 

インスタの使い方って、インスタで、匿名で新しい自分を作ってアップしている方もいる

ぐらいなので、自撮りをして顔をアプリで変えているかたもいるくらいなので、インスタ映

えという言葉の背景にあるのは、今の言葉でいうと「リア充」だと思うのですよね。 

“今私こんな良いところに居るの、いいでしょ”みたいなのがインスタだと思うので、写

真集じゃない使い方っていうのが、今までのメディアとか広告展開とは違うようなアピール

の仕方に繋がっていくのかな、また、ターゲットもぐっと変わってくるのではという気がし

ます。 

【事務局：酒井隆】 

今、まさに悩んでいるところでありまして、ただ、やはり北海道の当たり前のといいます

か、皆様に知っていただきたい風景として「大自然」を表現していかなくてはいけないとい

うこともあって、そこのバランスを取ってやっていかなければならないのですけど、ターゲ

ットとしているところがまさにそこなので、そういったものを出していきたい。 

ただ、今なかなか、たくさんこういった写真がきていないので、よろしくお願いします。 

【委員：鹿又百合子】 

私も出していいですか。 

【事務局：酒井隆】  

もちろんです。是非お願いします。 

【委員：早坂学】 

素朴な疑問でいいですか。このインスタで、「クリプトン」、「雪ミク」って言葉を使っ

ちゃいけないと言う契約でもあったのですか。 

【事務局：酒井隆】  

それはないです。 

【委員：早坂学】 

「雪ミク」も「クリプトン」もキーワードがないから、検索ワードに引っかからないのか

なって思って。 

ハッシュタグみたいなことでやられているのですか、それで検索するのですよね。そうす

ると「雪ミク」、「クリプトン」っていうのがあるだけで、多分、えらい引っかかる数がち

がうのだと思うのですが。 

あまり、そっちから入られるのは嫌だったのですか。 

【事務局：酒井隆】 

そこは悩みどころで、我々がというよりも、クリプトン様がそういう考えで、それは違う

のではないかということで、雪ミクをさっき見ていただきましたが、すごく控えめな使い方

のご提案をいただいている。雪ミクをメインにすると、客層が極端に偏ってくる可能性があ



- 13 - 

 

るし、そうしないほうがいいのではないかというような議論をお互いにさせていただいて、

雪ミクを前面に出すというよりは、少し控えめに扱っていこうことで、今の形になっており

ます。 

【委員：伊藤彩香】 

もったいないですよね。雪ミク効果は非常に絶大というか、マニアの方たちにとっては。 

【事務局：酒井隆】 

悩んだのですよね、我々も最初は。そこを前面に出してほしいという話もしたのですけど、

これが求める部分っていうのは、最終的に何処に行くのかっていうことを考えた時に、ミク

のファンの方ばっかりがきても、ちょっと違うのではないでしょうかと。 

【委員：鹿又百合子】 

理想は、こうやって「リア充」をいっぱい投稿して、インスタが逆に一人歩きしてくれる

ようなことが理想ですよね。そこから、タグ付けされているページに興味を持ってくれたり

とか、それが他県であったり海外からのアクセスがあったりが理想ですよね。 

【事務局：酒井隆】 

雪ミクを出し過ぎない方がいいという判断をさせていただきました。 

【委員：早坂学】 

わかりました。 

【委員：鹿又百合子】 

一回コンテストとかやったら、若い子たちでバーっと伸びるかもしれませんね。 

【委員：畑山満美子】 

私もそれを言おうかなと思いました。 

【委員：鹿又百合子】 

プロではなくて、アマチュアで 15歳から高校生から 25歳まで限定とか、年齢定めるのも

良くないかもしれないですけど、若年層のアマチュアの方とかの感じで。 

【委員：畑山満美子】 

投稿者のモチベーションは、どこにセットされているのだろうと思っていて、普通にイン

スタをやられている方のモチベーションは自己顕示欲の満足度じゃないですか。それを北海

道にヒモづけるモチベーションは何なのだろう、どこに求めるのだろうなと思った時に、評

価されないとダメなのではないかなと。さっきおっしゃっていただいたコンテストとか何か

特典が付くとか。 

【事務局：酒井隆】 

もともとが、ここに選ばれたということを一つのステータスにしていければいいというの

が最初のスタートで、“ミライノートでリポストされたよね、おめでとう”とか“ＰＩＣ Ｕ

Ｐ画像になったよね、すごいね。”というようなところを、モチベーションに出来ないかな

ということで、選定する写真の質は落とせないという考え方の中で、運用しているところな

のですけど、コンテストも、もちろん予算があればやりたいですし、お金をかけない方法が

あれば、やっていきたいなという考えはありますので、来年度以降、検討したい。 

【委員：永岡朋子】 

さっきおっしゃっていたけど、ＷＥＢに載せたものが、今後、自分たちが同意をしたら使

われていくというのは、ちょっとしたことなので、楽しみですね。 

【事務局：酒井隆】 

そういうところを、少しモチベーションにしていただけたらいいな、もう少しステータス
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の高いものに。“あそこに選ばれたのは、すごいね”というようなところにしていきたいと

いう思いの狭間でいろいろとやっております。 

【委員：鹿又百合子】 

 ＷＥＢサイトのネーミングは決まったものなのでもう変えられないですけど、インスタは

Ｎｏｗなので、情報が流れていってしまうものなので、なんとなくミライっていう部分が、

壮大すぎるのだろうなと私は思っていて、でも今現在の写真をみると“ミライノートかー”

って見たのですけど、インスタの用途と、求めている層とかけ離れている部分があるので、

違うハッシュタグを考えてみるとかも、いいかも知れないです。 

【事務局：酒井隆】 

ありがとうございます。 

【委員：伊藤彩香】 

質の高い写真をピックアップするのはいいと思うのですけど、先ほどもおっしゃっていま

したけど、フォロワー数を増やすためには素人っぽい写真が必要なので、両方あったほうが

いいのかなって、気がしますね。 

地元のイベントとか食べ物とかそういうのもありつつ、“その中からピックアップしたの

はこれです”じゃないと、どうしても一般素人だとすごく引けてしまう、フォローすること

すら。 

【委員：鹿又百合子】 

このメンバーで今日 10枚くらいアップしたらいいのではないですか。 

【事務局：酒井隆】 

実はそれも意識はしているところもあって、写真を選ぶ時に、写真の素材集みたいなもの

がありますね。ライブラリーとかで。水玉がアップで景色が写っているみたいな。 

そういうのは、なるべく選ばないようにはしています。プロっぽい写真ばかりにならない

ように意識はしながらやってはいるのですけど、今、本当に試行錯誤しております。随時で

も気づいたことありましたら、是非ご意見いただけたら、検討させていただきますので。 

【委員：伊藤彩香】 

最近は、インスタでもプレゼントをツイッターとかと同じようにプレゼントもハッシュタ

グを付けてというのがあるのですよね。なので、別件になってしまいますけど、広報紙「ほ

っかいどう」の道産品とかのプレゼントがありますよね。それをインスタのところにもやる

と、ちょっとまた増えるのかって気もしますよね。未来ヘの写真をというのとなるとまた、

全然違う方向になるかとも思いますけどね。 

【事務局：酒井隆】 

少しずつ成長していくだろうなと思っているのですけど。 

【委員：永岡朋子】 

メインになるのがインスタなのだと思うのですけど、何となく事業の組み立て方が、ＷＥ

Ｂサイトが先にきている様な気がするのですよね。 

立ち上げた今の段階では、インスタグラムに重みを置いて、インスタグラムで「北海道ミ

ライノート」をやっていますっていうＰＲのほうが、おそらく、すぐフォローしようってな

るのではと思うのです。ＷＥＢサイトから入ってしまうと、後でフォローしようって。 

私、確か最初の時見ていたのですけど、フォローしていないことに今気がついて、今フォ

ローしたのですけど、っていうようなこともあると思うのですよね。 

私も、こういう似たようなことをやっているので、すごく迷うのですけど、ＷＥＢなのか
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インスタなのかって。 

そもそもの媒体の場所なのか、そこの訴え方をもう少しユーザーに分かりやすくするのを

考えると、ＷＥＢサイトは格納庫として絶対必要だと思うのですけど、活動させる場所はイ

ンスタ、ＷＥＢサイトはピックアップだとかコンテストだとかの次のステージとして活用す

るとか使い分けをされると、もう少しやりやすくなるかもしれないです。 

【事務局：酒井隆】 

ありがとうございます。そういう方法も考えてみたいと思います。 

【座長：及川靖】 

それでは、続いて、「③民間企業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：酒井隆】 

 18ページからの部分で基本戦略３「民間企業との協働による広報の推進」についてご説明

をさせていただきます。 

 １枚めくっていただいて 19ページから具体的な内容になりますけど、１回目の時もご説明

をさせていただいております、民間企業の皆様と北海道が協働の取組をしておりまして、お

互いの資源を、北海道と企業の皆様がそれぞれの資源を有効に活用して、それぞれＷｉｎ-Ｗ

ｉｎの関係を築きつつ、協働で事業に取り組みましょうという取組をしております。 

 20ページに民間企業の皆様との協働の状況ということで、一つの形として包括連携協定を

締結している企業様がございます。 

今日現在で、63件の包括連携を北海道と企業や団体の皆様と結ばせていただいておりまし

て、今年度６件結ばせていただいております。５月に北翔大学様、８月にサツドラ様、９月

に日本郵便様、同じく９月にレバンガを運営している北海道バスケットボールクラブ様、そ

れから 10 月には、胆振総合振興局で学校法人北斗文化学園様と協定を結んでおり、11 月に

はアクサ生命保険様と、今年度に入ってから結んでおります。 

 包括連携数は 63ということですけど、関係企業の皆様は 77企業ということになってござ

いまして、非常に多岐にわたる業種、大学、団体等々も含めて、民間の皆様といろんな取組

を進めております。 

 その中のひとつに、道政広報等々、広報活動にご協力をいただいている部分がございます

ので、その内容につきまして、21ページ以降、簡単にご説明させていただきます。 

 まず 21ページに、フリーペーパー等紙媒体ということで、今回、サツドラホールディング

様と包括連携協定を新たに結ばせていただいた中で、「ＥＺＯ ＣＬＵＢ ｍｇ･ＣＯＭＭＵ」

の中に北海道からのＰＲのページを設けていただいています。 

これは、協定を結ぶ前からご協力いただいていたところなのですけども、協定を結んだこ

とによって、きちっとした形で継続してやっていただける形を作れたなと思っておりますし、

1回目の会議でも（ＡＤＯの機内誌）「ｒａｐｏｒａ」の中に載せさせていただいております

とお話させていただきましたし、子育て情報誌「クルール」、美容健康情報誌等々、いろい

ろページをいただいてＰＲさせていただいておりますし、今回「スコブル」を皆様のお手元

にお配りさせていただいておりまして、その中の付箋を付けているところを開いていただく

と、飲酒運転撲滅という北海道の大きな課題ですが、１ページいただいてＰＲさせていただ

いているところでございます。 

 そのほか、街中の札幌駅南口とか４丁目プラザのメガビジョンですとか、サッポロファク

トリーの大型ビジョン、それからチカホ、狸ビジョン等々、街中で道政広報をさせていただ
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いている場面もございますし、全道 1,300台ございます北海道コカ・コーラボトリング様の

自動販売機の電光掲示板の中で、道庁からのお知らせというようなものも、載せさせていた

だいております。 

 １ページめくっていただきまして、23ページですけど、商品パッケージを活用したＰＲを

させていただいております。 

そちらに缶が並んでおりますが、サッポロビール様、従前からいろんなデザイン缶を出し

ていただいておりますが、今年度、「北海道の森に海に乾杯！缶」、「ＨＯＫＫＡＩＤＯ競

馬／ＪＲＡ缶」だったり、北海道遺産であるジンギスカンですけど「ジンギスカンで北海道

を食べよう缶！」というようなデザイン缶を出していただいています。その中で、例えばで

すね「森に海に乾杯！缶」でしたらサッポロビール様とコープ様が連携して、その売り上げ

の一部をカーボンオフセットというかＣＯ２の排出権にご寄付という形でいただくとか、ジ

ンギスカンのキャンペーンについてはイオン様とかマツオ様と連携してキャンペーンの中で

プレゼントをいだいたりとかというような形で、この商品パッケージを活用したＰＲをして

いただいております。 

 雪印メグミルク様もソフトカツゲンに北海道のキャッチフレーズのＰＲということで、４

月からは「その先の、道へ。北海道」のＰＲをやっていただいたり、というような部分もあ

りますし、店舗等の活用でも、チラシ、リーフレットをセブンイレブン様、ファミリーマー

ト様等々に置いていただく、あるいはポスターを貼らせていただいたり、店内で放送してい

ただいたり。それから、セブンイレブン様のレシートには、一番下のほうに、道政ＰＲの部

分をいただいておりますので、５回に 1回程度、道政ＰＲが出るというようなことにとなっ

てございます。 

 それから、映画ポスターの活用につきましても、今回はイーゼルで綺麗に並んでおります

けど、映画ポスターの下の部分に道政のＰＲを載せさせていただいておりまして、映画会社

の皆様にとりましては、道政ＰＲを入れることで、道関係機関にこの映画のポスターを貼れ

るようになりますし、我々としては、道政ＰＲを入れさせていただいて様々な面で映画のポ

スターが貼られますから、そちらでＰＲができる、まさにＷｉｎ-Ｗｉｎの関係でＰＲできて

いるかなということもございますし、ＷＥＢサイトでいきますと、本日、伊藤委員にご出席

いただいておりますけど、ＪＣＢ様に北海道キャンペーンを実施していただくなど、協働で

取組をさせていただいております。 

 それから、25ページでは、協定を結んでいる先に、イトーヨーカドー様ですとかイオン様

ですとかがございますので、そちらの大型店舗を活用させていただいて、イベントをやらせ

ていただく様なこともやってございます。 

 アリオ札幌では、７月に木育の関係、11月には食の関係で「うまいものみーつけた」とい

うイベントをやらせていただいたのですけど、その際には、ＰＲステージも一日いっぱい貸

していただいて、我々道庁関連のキャラクターをできるだけ揃えてステージに出してＰＲさ

せていただくという企画をやらせていただきました。 

 その際、ミス小樽にも参加をいただいて、その節はお世話になりました。そういった地域

のＰＲも含めたこういったＰＲをやらせていただいております。 

 またイオンモールではですね、パラアスリートの発掘プロジェクト等々を道内の各店舗で

やらせていただく等々、そういったスペースの活用をさせていただいておりますし、札幌ビ

アガーデンですとか、道産子感謝ＤＡＹ、サッポロビール様のイベント会場で道政ＰＲのた

めのステージの時間をいただくというようなことで、ご協力をいただいているところでござ
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います。 

 そういったような民間の皆様のいろいろな資源を我々も活用させていただきながら、道政

広報をやっておりますし、今年度新たにですね、26ページでは、レバンガ北海道、北海道バ

スケットボールクラブ様と北海道が包括連携協定を結ばせていただきましたので、新しい取

組として、まずはホームゲームで北海道の道政ＰＲをやらせていただきました。今年 150年

ということになりまして、12月、年明け直前に「来年は北海道命名 150年です」というブー

スを出させていただいて、ＰＲさせていただきましたし、現在アウェイでも北海道ＰＲをさ

せていただきたいということで、最終調整をしているところです。今年度中に、おそらく実

現ができるのではないかなと思っております。 

それから 1枚めくっていただいて 27ページですけど、「北海道未来チャレンジ基金」とい

うのがございまして、世界に挑戦する北海道の若者を応援する基金なのですけど、これの１

期生が今年度決まりまして、10名いまして、その方々が海外に行く前に、ファイターズの試

合の前に少し時間をいただいて本人が登場して「これから行ってきます」というようなこと

をＰＲさせていただきまた。 

こういったことを幅広く伝えることに、非常に役に立ちましたし、同じような考えの若者

も試合を見に行っていたことと思いますから、非常にＰＲに繋がったのではないかと思って

おりますし、28ページでは、ＡＮＡグループ様の方で 12月から「Ｔａｓｔｅｓ ｏｆ ＪＡＰ

ＡＮ ｂｙ ＡＮＡ -Ｅｘｐｌｏｒｅ ｔｈｅ ｒｅｇｉｏｎｓ-」グループ上げてのＰＲの取組

に、北海道を５月まで取り上げていただくことになっております。 

「Ｔａｓｔｅｓ ｏｆ ＪＡＰＡＮ」については 47都道府県一巡をして、次の企画に入って

この「Ｅｘｐｌｏｒｅ ｔｈｅ ｒｅｇｉｏｎｓ」が付いたのですけど、その第 1回目として、

包括連携協定を結んでおりましたし、是非、北海道がやりたいということで、北海道の全日

空の方が頑張ってくださって、第 1回目に、北海道を取り上げていただくことになりました。 

空港ラウンジですとかで道産食材等々の提供をしていただき、機内誌「翼の王国」に、12

月から５月まで北海道をずっとＰＲしていただける等々、非常に大きな取組として北海道を

応援していただいております。 

そこから 1枚めくっていただいたところ 29ページですけれども、こちらは包括協定を結ん

でいる企業様ではないのですが、シンク様といって動画関連の会社がございまして、そちら

とキャッチフレーズのイメージ画像の動画を制作する部分にご協力をいただきました。後ほ

ど詳しく説明させていただきますので、ここでは省かせていただきますけど、そういったよ

うなご協力もいただきながら進めているところです。 

それと、北海道民間協働週間、10月の第３週に民間協働週間を設定いたしまして、今ご説

明をさせていただきました道と民間企業の皆様との協働の取組について、道民の皆様に伝え

ていくということで、パネル展とランチタイムセミナーを今年度も実施をいたしました。 

今年度は、10月 12日と 13日の２日間実施をしたところで、開催状況については記載のと

おりでございます。 

セミナーについては、１日目がイオン北海道の方にＷＡＯＮの取組について説明いただき、

２日目についてはクリプトン・フューチャー・メディア様の中で〆パフェのプロデュースを

されている方がいらっしゃいまして、民間主導の地域の動きということでセミナーを実施さ

せていただき、昨年に比べて非常にたくさんの方々にお話を聞いていただきましたところで

ございまして、32ページがその時の様子でございます。 

ファイターズの「ふるさと応援大使」として、選手が市町村の応援大使となって張り付い
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ているのですけど、大谷選手のパネルも今回借りることが出来まして、多分今回が最後かな

と思いますけど皆様に写真を撮っていただいたところですし、ランチタイムセミナーもこの

写真を見ていただければ分かるように、盛況で、非常に好評をいただいたところでございま

す。 

雑ぱくですけど、以上で説明を終わります。 

【座長：及川靖】 

ここまでの説明で、何かご質問、ご不明な点はございませんか。 

【委員：深村栄司】 

私は、行政から参加させていただいているのですが、企業あるいは団体等々との連携協定

ということで、どちらかというと我々地方自治体の場合は、企業さんにとってのＣＳＲがメ

インであって、見守りですとか雇用ですとか、そういう観点で「自治体さんに何か貢献でき

ることはありませんか」というような入り口で入ってくるケースが大体なのですけど、例え

ば、今年新たに６つ、道庁さんとして包括連携を結ばれたと、先ほど 30ページでも協働の取

組について幅広く周知をされたということでございますけど、具体的な企業さんからのアプ

ローチ、道庁さんから仕掛ける部分、あるいは民間さんからご提案いただく部分、どういっ

たような経過で包括協定に繋がっているのか、ご参考までにお聞かせいただければと。 

【事務局：酒井隆】 

 我々としてはですね、企業等の皆様から提案を募集するという制度を持っておりまして、

その実施要領を定めつつ、ホームページで我々道側の道政上のニーズといいますか、それを

企業の皆様にホームページ上でお知らせをして、それについてご提案いただくというような

形が基本になっております。 

幸いですね、企業の皆様もＣＳＲ等々の関心も高まっているところもございまして、連携

に関するご相談をいただくことが年間を通じて結構ありまして、ホームページを見て来られ

る方もいらして、一方そうではなくて、ただ北海道と何かできないかと相談に来られる方も

いるのですけど、本来であれば、我々として積極的に企業の皆様にという考え方もあるとは

思うんですが、今、道庁としては、そういったようなニーズを皆様にお知らせをして、それ

について企業の皆様からご提案をいただくという形が基本となっております。 

【委員：深村栄司】 

ありがとうございました。 

【座長：及川靖】 

それでは、次、「④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」お願いし

ます。 

【事務局：酒井隆】 

引き続きまして、資料３でございます。「北海道のキャッチフレーズを活用した広報の推

進」につきまして説明させていただきます。 

第 1回目の会議で、昨年度選定いたしました新しいキャッチフレーズ「その先の、道へ。

北海道」についてですが、今年度こういった形で取り組んでいきますというお話を皆様にさ

せていただいた部分が２ページでございます。 

今日は、取組予定に基づいて、どう取り組んだのかというところを中心に説明させていた

だきます。 

３ページを開いていただいて、まずは啓発資材の作成と情報発信についてお話しさせてい

ただいておりました。その中で啓発資材につきまして、新しいデザインのポスターを２種類
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と、雪ミクのポスターについては一部リニューアルして、この３種類のポスターを作らせて

いただきました。 

チラシについても、本日、皆様のお手元に２種類配らせていただきまして、ポスターと同

様のデザインでチラシも作成をしております。 

こちらのポスター、チラシにつきましては、庁内、道関係機関等々、市町村は当然なので

すけど、以前に配ってなかった道の駅ですとか高速道路のＳＡ・ＰＡ等々も含め、配布の範

囲を広げて、より一般の方々の目に付くような形で配布をしたところでございます。 

それから、キャッチフレーズを活用した地域の魅力を発信というか、このキャッチフレー

ズ自体、魅力を発信していこうというメッセージのフレーズでございますので、昨年度も実

施をしたのですが、４ページに記載がございます地域の魅力を発信するイメージ画像展を、

昨年度に引き続きまして実施をいたしました。 

各振興局からイメージ写真を２枚ずついただきまして、それをポスターにして道庁本庁舎

の１階、それから地下歩行空間、それと赤れんが庁舎の３箇所でイメージ画像展を実施し、

来場の皆様に人気投票をしていただきました。 

地下歩行空間では、10月 26日に実施をしたのですけど、1,072名の方にご来場いただき、

投票は一人３枚のシールを気に入った写真に貼っていただいたのですけど、3,215 票と非常

に多くの投票をいただきました。 

その人気投票の結果が、実はこのポスターに採用されておりまして、１位が一番大きい十

勝牧場の白樺並木ですね、２位がその横のオホーツクのメルヘンの丘の写真、３位が真ん中

の宗谷の白い道ということで、人気のあった写真を少し大きく取り扱わせていただきつつ、

北海道全体のＰＲに繋がるようなポスター、チラシを作成させていただいてＰＲをしており

ます。 

先ほどちょっとお話にでておりました株式会社シンク様のご協力で、この写真を活用した

動画も作成をして、チカホの時には、この写真のところに出ていますけど、大きなビジョン

をお借りすることができましたので、ここの全面にこの写真を使った動画を流させていただ

きましたので、非常にインパクトがあって、歩いている方も足を止めて見ていただき、非常

に好評をいただいたところでございます。 

この動画ですね、30秒版、60秒版、この時は 14分版ぐらいの長さのものと３種類あるの

ですが、今日は 60秒版をご覧いただければと思います。 

(動画を放映) 

ちょっと短いので忙しい感じなのですけれども、チカホでやった時は長いバージョンを流

せましたので、画面全体に１枚の写真を出すことができましたので、非常にインパクトがあ

る形でＰＲできたかなと思っています。 

それから５ページですね、啓発資材の作成と発信について、各種広報媒体の活用として、

道が持っている先ほどご説明をさせていただいた色んな広報ツールを持ってございますが、

実は徹底しきれていないところがありましたので、ツイッターですとかブログとかのタイト

ル画面にキャッチフレーズを入れるだとか、ちょっと足りていなかったとか漏れていた部分

について、全てキャッチフレーズを入れるような形にしましたし、先ほどご説明をさせてい

ただいた民間企業の皆様と協働で広報を取り組んでいる中でも、６ページですけども、メガ

ビジョンにも必ずキャッチフレーズを入れたり、クリプトン様のご協力で作りましたサウン

ドロゴがございますので、それらもビジョンで活用したり、というようなところも改めて徹

底をしておりますし、セコマ様の店内放送で道庁のＰＲを毎時 32分くらいから入るのですけ
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ど、その終わりもサウンドロゴを入れておりますし、先ほどセブンイレブン様のレシートに

広告が出ますとお話をしたのですが、そのタイトルの方にも 150年のロゴと併せてキャッチ

フレーズが出るような形でＰＲの徹底をしております。 

それから７ページですけど、実は第１回目の会議の時に、鹿又委員からご指摘がありまし

た文字のイメージですとか、「そういったところはバラバラじゃないほうがいいのではない

か」というお話もいただいておりました。 

このポスターを見ていただくとわかるのですけど、その辺気をつけて、統一ではないので

すけど、標準的なフォントとして、その時もご指摘いただいたのですが「明朝」と「ゴシッ

ク」と両方作って、それを活用しやすいように事例集という形でまとめまして、職員向けの

部分がメインですけど、ここに載せさせていただいているのが、標準フォントはこうですよ、

名刺に使うのであればこういうレイアウトで使えますよというような。実は道庁の職員は名

刺を自分で作る人が多いものですから、自分で作るためのテンプレート等々も用意をして庁

内のイントラネットがありますのでそこに載せて、使いやすいような形で活用事例集をまと

めております。 

具体的にはこういう形で、物としては電子上でみんなに見ていただくような形になってい

るのですけど、いろんなパターンの名刺だとか、画像ありバージョンとか画像無しバージョ

ンとか、横型・縦型とか、ポスターに入れるときはここに入れたらいいよとか、そういう提

案も含めてこういった事例集も作らせていただいております。 

 それから、関係機関や民間企業様に活用の協力依頼をしてきたのですけど、今年度も新た

に進めておりまして、例えば観光振興機構の汎用で使っているガイドマップに 150年マーク

と併せて「その先の、道へ。北海道」を入れていただき、キャンペーン用のポスター「生Ｈ

ＯＫＫＡＩＤＯ」の中にも「その先の、道へ。北海道」を入れていただいたりとか、北海道

銀行様や北洋銀行様ではポスターを貼ってもらったり、デジタルサイネージで先ほどのイメ

ージ動画を流していただいたり、直接個別にお願いをしつつ活用していただいた部分がだん

だんと増えてきております。 

 その例が９ページですけれども、先ほど説明をした北海道観光振興機構の北海道マップ、

ポスターの他にも、北洋銀行様の調査レポートに入れていただいたり、第一生命様の 100周

年記念のイベントの際にミクのポスターを貼っていただいたり、イオン会で「その先の、道

へ。北海道」のバナーを置いていただき、協力いただける場面がどんどん増えてきておりま

すので、引き続きご活用の呼びかけを行ってまいりたいと思っています。 

 いよいよ今年 150 年ということですから、150 年マークと併せた形で、いろんな場面で使

っていただける場面も大変増えておりまして、日本航空様でいけば 150 年記念キャンペーン

をやっていただいておりますが、そのタイトルが「その先の、道へ。北海道」にしていただ

いておりますし、先ほどお話しをさせていただいた全日空様のキャンペーンの中でも 150年

ロゴと併せてお使いいただいている。 

 ＡＩＲＤＯ様におかれましては、機体にマークと併せて貼っていただき、様々な形で 150

年と併せて「その先の、道へ。北海道」を使われております。 

 今年は 150年の露出がかなり高まってくると思いますので、それとセットで「その先の、

道へ。北海道」が皆様の目に触れる機会がどんどん増えてくるのかなと考えていて、定着に

向けた大きなステップになればと思っております。以上でございます。 

【座長：及川靖】 

何かご質問、ご不明な点はございますか。 



- 21 - 

 

【委員：伊藤彩香】 

私が存じ上げないだけなのですけど、先ほど流れた動画でイメージソングというか歌があ

ったのですが、あれは誰が作って誰が唄っているのか教えて欲しかったのですが。 

【事務局：酒井隆】 

 唄っているのはヴォーカロイドで、作ったのはクリプトン・フューチャー・メディア様で、

歌とイラストを公募して、皆さんが投稿できる部分があるので、その中で応募していただい

て選定したものなのですよね。一般の方でイジャク Pさんの作品のはずなのですが、後ほど

お知らせでもいいですか。 

【委員：伊藤彩香】 

 はい、結構です。 

イメージソングってすごく耳に入ってくるので、動画をアップするにしても、その歌から

聞いてキャッチフレーズを覚えると思うのですよね。 

なので、このキャッチフレーズをもっと前に出すにはと考えると、札幌だと地元ミュージ

シャンはたくさんいすぎると思うのですが、例えば釧路だとこの人とか、帯広ならこの人と

か、地元、地元で結構有名な方達がいるので、そういう方達も起用しつつ、地元の情報を発

信してとかだと、より北海道らしいのかなって気がします。 

【事務局：酒井隆】 

 なるほど、ヒートボイスさんですか。 

【委員：伊藤彩香】 

 釧路ですと、ＰＲ動画など釧路市長が登場して地元ミュージシャンの歌にあわせて口ずさ

んだり踊ったりしています。そのため、歌って結構大事かなぁという気がします。 

【事務局：酒井隆】 

イメージソングは、昨年度の１月くらいに作って、今年度、どんどん活用していきますと

ご説明させていただいていて、動画を作る時のバックグラウンドミュージックに入れたり、

先日は道庁の女性の合唱団に唄っていただいたり、そういったような取組もしているのです

けど、地元のミュージシャンとか首長さんに唄っていただくのを想像してみたのですけど、

考えたいなと思います。 

【委員：伊藤彩香】 

 北海道でイベントがある時に、必ず「その先の、道へ。北海道」の歌を最後に唄うとか、

“道民みんながこの歌を知っています”というふうになるといいなと思いまして。 

【事務局：酒井隆】 

 実は、この間、企業の皆様と包括連携企業の交流会があって、サッポロビールホールディ

ングス様の会長様に乾杯をお願いしたのですけど、その時に「じゃあ皆さん、乾杯は、『そ

の先の、道へ。』と言ったら、皆さんは『北海道』と言ってください。」と言ってそれで乾

杯したのですが、これはいいなと思いまして、地道に広げていきたいなと。是非、伊藤委員

も釧路でもそういった乾杯を検討願います。 

【事務局：篠原結城子】 

この音楽はＹｏｕＴｕｂｅで上がっているのですよね。だれでも聞いていただけるように

なっております。 

【事務局：酒井隆】 

イラストと一緒にイメージソングの動画もありまして、先ほどご説明しました「Ｈｏｋｋ

ａｉ・Ｄｏ・画」でも見ることができます。 
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【事務局：篠原結城子】 

地元でそういったところをＰＲしていただいて、ご興味ある方は、是非、唄っていただき

たいと思います。 

【事務局：酒井隆】 

譜面もあるのですよね。 

【事務局：篠原結城子】 

合唱曲の譜面ですけど、ご相談ください。 

【委員：鈴木真弓】 

 北海道 150年事業ですけど、これは平成 30年度ですか、平成 30年ですか。 

【事務局：酒井隆】 

 平成 30年です。 

【委員：鈴木真弓】 

昨年から 150年をＰＲされているのですが、それが平成 30年で終わるという時に、次なる

展開は何かお持ちなのでしょうか。 

【事務局：酒井隆】 

次の展開も考えないといけないのですが、今、いろんな議論が正直あるのですよね。 

今は 150年ロゴと一緒に使っているのですけど、その後どうするかと皆で議論はしつつ結

論が出ていない状態です。 

このキャッチフレーズ自体は、北海道の前向きなメッセージを道民の皆様と共有しつつ、

道外・国外にもメッセージを発信していく言葉という位置づけなので、北海道や北海道の企

業の皆様が北海道から発信する際に、ちょっとメッセージとして添えていただければいいな

というふうに思っているのですけど、じゃあそれをどういうふうに進めていくかといところ

を、引き続き周知と、この趣旨を地道に伝えるにはどうしたらいいかを議論しているところ

です。 

【事務局：篠原結城子】 

先ほどご説明した活用事例集の中でも、キャッチフレーズ単体で使えるようなパターンを

紹介していて、今日、皆さんにお配りしている会議資料も右下のところにキャッチフレーズ

を入れさせていただいた、基本的な資料のパターンです。 

【事務局：酒井隆】 

「道庁がどこかでプレゼンする時は、こういうところにキャッチフレーズを入れたテンプ

レートを作ったので、こういった物を使ってください」という呼びかけを、これから庁内で

もしていくということを続けていこうと思っています。 

【委員：鈴木真弓】 

暫くは、これを続けて行こうということでいいのですね。 

【委員：鹿又百合子】 

今の鈴木さんのお話に続くかもしれないのですけど、３ページの啓発資材の作成というと

ころなのですけど、どうしても広告の仕事をしているのですごく引っかかるのですが、確認

なのですが、このチラシのターゲットはどなたでしょうか、道民ですよね、置いてあるとこ

ろを見ると。 

裏にインスタが載っているので、９月以降に作ったのだろうなと思うのですけど、裏面こ

れでいいのですか、という疑問を持っていて。 

たくさん枚数を刷られていて、きっとお金もかかっているだろうなと思うのですけど、こ
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のチラシの費用対効果は何なのだろうと感じました。 

先ほどのインスタグラムですとか、ホームページですとか、広報全体に関わることで、閲

覧数を伸ばしましょうとか、もっとインスタにアップして欲しいとかあると思うのですけど、

やっぱり最後にある目標って北海道の経済効果アップだと思うのですよね。買って欲しいと

か、来て欲しいとかに繋がると思うのですよね。 

去年、キャッチコピーが決まってから、今年、すごくいろんな場所で見かけて、１年間で

なったな－って私自身も感じていまして、ただキャッチコピー作っただけじゃない、ちゃん

と経済に関係しているのだなと。 

今回資料に入っているチラシは、やっぱりこの裏面が何かもったいないと思っていて、例

えば、使い方の意見として、私の地元の女満別空港があるメルヘンの丘をいつも見るのです

けど、これが載っていてすごく嬉しいのですが、裏面を見ると地図もありますよね、これも

すごくいいと思うのですよね。でもせっかくチラシを 5,000枚も作ったのであれば、掲載さ

れている地域の各市町村のホームページアドレスを載せるとか、なかなか今アドレスから入

ってくる人はいないと思うのですけれども、もっと掘り下げて特産品まで載せてしまうとか、

人って消費行動を起こすとき、「まず知る」ですよね。 

マーケティング用語で「アイザス」とか「アイドマ」って言うのですが、まず知って、そ

の後興味を持って、そして今は絶対検索して調べますよね、そして、そのまますぐポチッと

買い物かごに入れるという消費行動が起きると思うのですよね。なので、そこに結びつくよ

うなチラシを、例えばこんな景色なのだなと見たときに、「大空町行ってみたいな」、「こ

この観光情報、いくらで行けるか調べてみたい」とか、ＪＴＢさんとかもいらっしゃいます

し、そういうふうに繋がるのだったら、例えばここに、先ほどの協力していただいている一

般企業様も入れるとか、っていうことが成り立ってくると思うのですよね。そうしたら企業

様も広告展開だけでＷｉｎ-Ｗｉｎではなくて、ツアーを使ってもらえるかもしれないとかっ

ていうような、もっともっとお金が回る仕組みが、このチラシ１枚、5,000枚分で沢山効果が

生まれるではないかなと感じます。 

そうしたら、きっとホームページの閲覧数も伸びますし、道外からの方とか、海外の方と

かが、これを持って帰って、九州から来た方が持って帰って「景色もきれいだしお母さんに

あげよう」ってしたら、もしかしたらお母さんが旅行に来るかもしれないしというような、

消費行動に繋がるような媒体チラシ作りというのがこれからは大事ではないか、150年の先の

次の広告展開に繋がっていくのではないかなって気がいたします 

【委員：鈴木真弓】 

同感します。私も、裏面を見てがっかりしたというか。ポスターはいいのですけど、チラ

シをせっかく出したのなら、両面で訴えてほしいなと思ったのですよね。 

これはこれでコンセプトを持ったもので、白抜きで２色刷りにしたのだと思ったのですけ

ど。道民なのか、道民以外にもアプローチするのかというところは、もうすこし工夫しても

いいのかな、裏はいらなくて、表だけかと感じました。 

【委員：鹿又百合子】 

どうでしょ、ＦＡＸ用紙を付けて、書いて送ったらそこの特産品が送られて来るぐらいな、

そのくらいの勢いの行動を起こすチラシでもいいのかなと思います。 

【事務局：酒井隆】 

分かりました。ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

【委員：伊藤琴美】 
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 キャッチフレーズのところで、ＪＣＢで、ホームページとか告知の展開のあるところに載

せさせていただいていて、展開していくということで思ったことがありまして、今年 150年

で、ロゴが出来たことによって載せやすくなったなと感じまして、今年終わってしまうと、

来年またロゴがなくなっちゃうので、「文字だけだと載せづらい、どういうふうに載せよう

か」と考えてしまうところがあって。 

以前から「試される大地 北海道」はロゴがあったので載せやすいと感じていたのですが、

150年ロゴがなくなった来年以降は、何かロゴなど考えられているのでしょうか。 

【事務局：酒井隆】 

検討中ではあるのですけど、独自のこれ自体のロゴを作るのがいいのか、それとも、今ま

での北海道のマークとか、そういったものと併せて使った方がいいのか。 

例えば、150年のロゴがあるように、新幹線だったら新幹線のロゴがあって、それぞれそう

いったものと組み合わせてもらった方がいいのではないかという議論もあり、ちょっと定ま

っていないところではあるのですけど、何かあった方が載せやすいというのは、そのとおり

なのだろうなと思っていますので、今後、議論を深めていきたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

【委員：鹿又百合子】 

使い方のイメージとしては「くまモン」みたいですね。 

【事務局：酒井隆】 

そうですね。北海道にも、いろんなキャラクターがいて、各市町村にもいて。 

【委員：伊藤琴美】 

汎用性があると使いやすいところがあると思っていて、今回 150年ロゴが出来た時に、い

ろんなところでお見かけするので、同じ物を視覚的に見ると「あっ知っている」みたいなふ

うに良く感じていたので、ある程度何種類かに絞ったものがあるといいのかなと思いました。 

【事務局：酒井隆】 

なるほど、ありがとうございます。 

【委員：早坂学】 

ちょうど 1年前の会議の時に、「その先の、道へ。北海道」が全然浸透していないとお話

をしまして、果てはロゴにいたるまでケチがつく始末でしたが、さっき、鹿又さんがおっし

ゃったように、僕も見る機会が増えたなと個人的には思っています。 

今、伊藤さんがおっしゃったように 150年と連携で増えていっているものもあると思って

います。 

ロゴのことなどについては、この会議の意見がある程度反映されるということでよろしい

ですか。 

【事務局：酒井隆】 

“されない訳はない”と思っています。 

【委員：伊藤彩香】 

効果絶大ですね。 

【委員：早坂学】 

それを聞いて安心しました。 

【事務局：酒井隆】 

 ご意見を伺いながら、進めたいと思っています。 

【座長：及川靖】 
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他に何か意見はございますか。続きまして議事（２）「平成２９年度 道民意識調査の結

果について」、事務局から説明をお願いします。 

【事務局：中村淳一】 

それでは資料４をご覧ください。 

道民意識調査につきましては、道政上の重要課題や主要施策に関しての世論調査を実施す

るものでございまして、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いたしまして、年１回実施しているものでございます。 

今年度につきましては、昨年の８月に調査を実施いたしまして、調査項目につきましては

資料４の表紙のページの下段にありますように、７項目、設問数は37問になってございま

す。 

次のページになりますが、調査対象につきましては、道内に居住する個人で、昨年まで

は、20歳以上を対象としておりましたけれども、選挙権年齢が18歳に引き下げられたこと、

国や他県でも18歳以上を対象としている場合が多くなってきておりますことから、道の調査

も、今年度から18歳以上としてございます。 

調査方法は、層化二段無作為抽出法。これは、統計調査の方法の一つでございまして、国

や他県でも多く採用されている手法でございますけれども、これにより抽出しました、札幌

市10区のほか、道内の30市24町村地域の1,500人に、調査票を郵送配付・郵送回収で実施を

いたしております。 

なお、調査の実施にあたりましては、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委託し、実施しております。 

今年度の有効回収数は755件、回収率は50.3%で、ここ３年間だいたい同じくらいの回収率

となっております。 

回答者の特性につきましては、４ページ目、５ページ目の表で示したとおりでございま

す。 

各調査項目の設問と回答結果につきましては、資料に添付しております道民意識調査票の

とおりです。８ページ以降にございます。 

なお、調査結果を分析した報告書につきましては、道のホームページで昨年の11月22日か

ら公表しており、調査結果は、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し

てまいります。 

道民意識調査の結果につきましては以上でございますけども、第１回推進会議におきまし

て嘉藤委員からご意見のございました「回答率アップのために、回答専用のウェブフォーム

を作ってはどうか」ということでございましたけども、今年度につきましては６月の会議の

時には契約をしてしまった後でできなかったのですが、平成30年度の調査につきましては、

こちらも検討しておりまして、例えば３次元のバーコードを使って、スマホでかざせば回答

フォームへ飛ぶようなものもできるのではないかと考えておりまして、当然、調査票の郵送

はしなければなりませんが、回収方法につきましてはそのような形で、ウェブでできるよう

にすれば、回収率もアップするかと思いますので、実現に向けて検討中でございます。 

以上でございます。 

【座長：及川靖】 

ここまでの説明で、何かご質問、ご不明な点はございませんか。 

【委員：深村栄司】 

時間もない中で申し訳ないのですけれども、この意識調査の結果として、道政の政策形成
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への反映ということで実施されているということだったのですけれども、具体的に過去にお

いて、この道民意識調査から得られた結果をもとに政策に反映されたものが何かあったら一

例でいいのですけれども。 

【事務局：中村淳一】 

基本的にはですね、施策をまず作る段階で今の意識がどうなっているかという確認という

面が多いのではないかなと。この方向で本当にいいのだろうかという確認作業を意識調査で

やっている。この７項目は各部各課から候補を挙げてもらったところを、当課と政策局で選

別してやっているものでございまして、これが具体的にその事業に結びついたかというより

も、それを結びつけるための確認作業の一環なのかなというふうに思います。例えば条例を

作るときの進め方がこれでいいのかどうかとか、そういうものを確認しているが主ではない

かな。ちなみに私どもは窓口で、分析した結果は各部でそれぞれやっているものですから、

その部分については各部がそれぞれ進行管理をしているという形で、その後の集約というの

はこちらではしておりませんので、大変申し訳ないですけれども、これ以上の回答はちょっ

となかなかできないかなと。 

【委員：深村栄司】 

たぶんいろいろな行政課題があって、それぞれの部局さんが考えて事業を進めていこうと

思った時に、じゃあ道民の意向はどうなのかということで調査をかけたと思うのですが。そ

のかけた調査から得られたものをもってしてやろうとしていることが、どのレベルまでであ

るのか、判断されているかと思うのですけれども、そういったことがもし見えればなあと思

ったものですから。ちょっと質問させていただきました。 

【委員：鈴木真弓】 

関連してなんですけれども。 

特に北海道、ＪＲ問題もありまして、アンケートの中に交通ネットワークが今回第１項目

で結構な分量で割いておりまして、ちょっとこの結果では、鉄道だとかバスなどの地域の公

共交通機関は、札幌市さんと地方では全くニーズが違うと思うのです。回答した年代層によ

っても全く依存度が違うので、その辺がどうだったのかなと。もう少しこの辺は知りたいな

と思ったので、どこかで公表しているのでしょうか。 

【事務局：中村淳一】 

当然、生データは私ども持っているのですけれども、それを公表といいますか、ホームペ

ージ上の公表はこれ（配付資料）だけです。 

【委員：鈴木真弓】 

はい。わかりました。深村課長とも会議始まる前に話していたのですけれども、私の町も

ＪＲの廃止路線の一つに入っていて、広域行政の中でも今まで関わりのない広域行政の自治

体とも関連して今検討を進めているところもあり、道民の意見を聞く機会というのは北海道

がアンケートをとってくれるのが唯一なものですから。 

自治体は自治体で色々と住民とコミュニケーションをとることもあるので、是非こういう

のは具体的に意図して聞いているのかと思いまして、深村課長さんが質問されたので、私も

聞きたいと思ったところです。 

【事務局：中村淳一】 

想定がない調査はないと思います。 

【委員：鈴木真弓】 

はい。わかりました。 
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【事務局：中村淳一】 

ただですね、クロス集計とかやるのに、原課といいますか、その答えを求めているところ

で、そこら辺の情報は、私どもは持ってないのですよ。 

例えば今回、再生可能エネルギーの関係で原子力の問題ですとか、そういう部分をとった

りもしておりますけれども。原課がデータを基に今後の施策に反映していくような形をとっ

ているようなものでございますので、そこのところはちょっと。 

【委員：鈴木真弓】 

はい。わかりました。 

【事務局：篠原結城子】 

部の方にどのような施策の反映状況になっているのかということは、私どもの方で確認し

ますので、その辺は確かめてみたいと思います。 

ＪＲの方のご意見は、関係部局の方に伝えさせていただきたいと思います。 

【委員：嘉藤裕一】 

この道民意識調査なのですけれども、全道規模でしているものですよね。全道規模じゃな

くて、例えば振興局ごとで調査することって、考えていますか。 

【事務局：中村淳一】 

私どものこのセクションではないです。 

あくまでも、全道規模での調査ということで、やらせていただいていますし、例えば振興

局の持っている施策をどうするかということになれば、振興局が考えると思うのですが。た

だ、予算が必要なものですから、予算的にはちょっと厳しいのかなと。アンケート程度でし

たら、場所で配って書いてくださいというものができると思いますけれども、この規模では

ちょっと難しいのかなと思います。 

【座長：及川靖】 

それでは、時間過ぎていますがここからがメインイベントですので、どんどん質問なり提

案なりしてください。 

【委員：嘉藤裕一】 

ちょっと資料にはないのですけれども、平成 30年から、確か知事部局と道教委で北海道総

合教育大綱、教育の一番ベースとなるような計画ができて、知事部局と道教委が密接に関わ

り合って行政を展開するようなのですけれども、広報についても、現状、知事部局と道教委

で一緒に連携してやっていると思うのですが、この大綱が制定されてからも、いままで通り

連携して広報をやっていくというような考えでよろしいでしょうか。 

【事務局：篠原結城子】 

そうですね。 

【委員：嘉藤裕一】 

今までと変わらないというような。 

【事務局：篠原結城子】 

そうですね。大綱ができたことによって変わるということはないと思います。広報広聴連

絡会議という庁内の広報担当の主管課長の会議がございまして、そちらの方も教育の方もこ

れまでどおり入ってやることになると思います。 

【委員：深村栄司】 

資料１の 16ページ。 

道民ニーズを踏まえた適切な広報手段の活用ということで、地デジのデータ放送のことが
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書かれていまして。 

実は北海道文化放送さんが今年の１月から試験的に道内 179市町村に声かけをして、各市

町村３つまでデータを地デジに載せることが出来ますと。３月までは無料でやって、４月以

降は確か月額３万円だったかと思うが。昨年暮れに滝川市にも実は営業ということで来られ

て、内部でも検討しました。 

その時に、住民巻き込んでのリサーチはできなかったので、市役所内部の職員に、実際デ

ータ放送ってどれだけ見ていますかと実は問い合わせたのですよね。そしたら、意外に低く

て、３割ぐらいだったのです。私自身は天気予報を見る時にいつでもすぐ見られるので、デ

ータ放送を活用するのですが、それでもやっぱりデータ放送は天気予報ぐらいだったのです

よね。結果的に滝川市としては、その北海道文化放送さんのデータ放送による行政情報発信

を見送ることにしました。 

そうしましたところｕｈｂ（北海道文化放送）さんとしても意外だったと。もっともっと

179 の市町村全てがくるぐらいの想定の立て付けだから月額３万円にしたのだというような

話も実はあったのですけど、その辺、ＨＴＢさんのデータ放送を活用しての行政情報発信が、

どの程度道民に対して浸透しているかということを、道がお持ちでしたらそちらの部分と、

その効果的な運用ということでのお考えというのも教えていただければ。 

【事務局：津久井直子】 

どれくらいの視聴率があるかというデータはないのですが。 

【委員：深村栄司】 

ｕｈｂさんもないと言っていました。 

【事務局：髙田大資】 

こちらの方もちょっとそこまでは把握はできていないのですけれども、今おっしゃられた

ように、実際２割程度の人しか見ていないのではないかというようなお話を伺ったことはあ

ります。ただ、こちらの地デジ放送で載せている情報というのが、毎月道新さんとかに載せ

させていただいている新聞の広告の内容を載せさせていただいている状況なので、相互に補

完し合って見ていただければという意味合いでも使わせていただいている状況でして、それ

以上のデータがない状況でございます。 

【座長：及川靖】 

今日のご説明の中で、今年が 150年ということなのですけども。 

これ今の時点で 150年事業というのは、どの程度決まっていて、この前の年にあたるこの

29年度に、150年にかかるＰＲというのはあまり見られなかったように思いますけども。そ

の辺ってどれくらい事業が決まっていて、広報としてどういう形で。 

【事務局：津久井直子】 

北海道の経済界ですとかいろんな団体で（150年の）実行委員会を立ち上げているのですけ

れども、そちらの方で事業計画みたいなものができております。専用のサイトも持っており

まして、キックオフイベントがちょうど始まったところです。 

【委員：深村栄司】 

確かですね、道内全域の市町村あるいは民間企業に声かけをして、北海道 150年の冠にの

せる何かありませんかというのは道庁さんの方からお声かけがあってですね、それで登録し

ているのが結構な数ありますね。 

【事務局：津久井直子】 

そうですね、みらい事業にいろんな事業を登録していただいているというところです。 
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【委員：深村栄司】 

なので、北海道 150年なのでけっこう松浦武四郎関連ものが多かったり、それにこだわら

ない未来に向かってこう広がりを持つようなイベントだとか。 

【座長：及川靖】 

それは、広報の方では、今年は(150年の)前の年なんだけど、やってはいるのですか。 

【事務局：酒井隆】 

ホームページに、150年の特設サイトというのがありまして、そちらの方に随時ですね、パ

ートナーとしてご協力いただいている企業の皆様ですとか、それに伴う事業ですとか、そう

いったところは載っています。 

【事務局：篠原結城子】 

詳細はホームページに一番タイムリーにアップされていると思います。随時新しいものを

入れていくという形で紹介をしていて。 

先日から、この赤れんが庁舎で、新聞でも報道があったと思うのですけど、プロジェクシ

ョンマッピングをやっておりまして、あれも 150 年事業ということで加森観光様にやってい

ただいてます。２月に出します広報紙「ほっかいどう」も 150年をテーマにしていまして、

そうした事業のご紹介もさせていただいているので、ご覧になっていただきたいと思います。 

【委員：永岡朋子】 

よろしいですか。今後どういうふうに広報ツールを使っていくのかっていうところで、新

しく何か考えられていることはありますか。例えばＬＩＮＥ＠とかを使っているお店屋さん

とかも多くて、結構地域でも使い始めているところが多いと思うのですけれども、一方で先

ほどのお話の中でもメルマガをどうしようかお考えになっているところもあったと思うので

すが、そのあたり、もちろん決まってはいないと思うのですけど、感触的にもしかしたら今

後こうしたらいいのかなというふうにお考えになっている部分がもしあれば、私たちも参考

にさせていただきたいなと思ったのですけど。 

【事務局：篠原結城子】 

やっぱりＳＮＳは大きいなとは思っていて、それで今年度ミライノート、インスタを使っ

た若年層の取り込みというのもあったのですよね。 

今年度は、インスタと動画の方を新しく始めさせていただいたので、まずはそれを軌道に

乗せていくというところかなと。 

メルマガは、そうですね、もう少し推移を見て考えていきたいと思います。 

【委員：永岡朋子】 

動画事業をいろいろ展開されている方がおっしゃっていたのですけれども、いずれおそら

くＳＮＳもまた廃れていくことになると思うのですが、その時におそらく生き残るのが動画

とブログじゃないかというふうにおっしゃっている方もいるそうで、なので、動画として情

報を確保しておく。今のうちに視聴者数を確保しておくのはすごくいいというのは、私たち

もアドバイスをいただいて、私たちは全然出来ていないのですけど、すごくやりたいなと思

っていることを道庁さんがされていたのでいいなと思って拝見しておりました。 

ひとつだけ私たちも気を付けているのは、３分がやっぱり限界というのは、たぶんお耳に

されていると思うのですけれども、本当にその通りで。私たちが作った動画でも１分半でほ

ぼ半数が離脱していまして、まともに見られてない状態なので、短編でテンポ良くというの

を沢山作られて、もしかしたら、そこでとがって動画事業を展開されていく方があれもこれ

もと手を出されるよりは伝わりやすくなって、生き延びていく方法なのかなというふうにも、
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今日お話を伺いながら思っておりました。 

【事務局：篠原結城子】 

本当に変化が速くて、ツイッターだ、インスタだというふうにどんどんいろんなものが出

てきて見極めていかなければいけないところもありますので、今のご意見は参考にさせてい

ただきます。ありがとうございます。 

【委員：永岡朋子】 

私たちも勉強させていただきます。 

【座長：及川靖】 

 よろしいですか。 

 それでは進行を事務局にお返しします。 

 

  4．閉  会 

【事務局：中村淳一】 

及川座長、誠にありがとうございました。 

本日の議事はこれで終了となります。 

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７名いらっしゃいます。 

及川委員、早坂委員、深村委員、畑山委員、伊藤委員、鹿又委員、嘉藤委員でございます。

大変恐縮でございますけれども、２年間委員をお努めいただいた感想などがありましたら、

お聞かせ願えればと思います。座長の及川委員からよろしくお願いいたします。 

【座長：及川靖】 

座ったままで失礼します。座長を引き受ける時に何度も嫌だということをですね固辞した

んですけれども、それはどうせなるなら意見を言いたいということで固辞したのですが、意

見を存分に言ってもかまわないということでお引き受けしましたが、度々暴走することがあ

って大変失礼しました。 

先ほど話しましたキャッチフレーズのことが１回目の会議で印象に残っておりまして、先

ほども申しましたが、目に触れる機会が増えて、この会議での意見も多少は反映されている

のかなと思っておりました。 

道新の記事で知事の将来に関する微妙な記事が出まして、その後、個人的な見解でありま

すが、ＪＲ問題とか、空港民営化とか、知事が記事以降、発言されるようになった印象も個

人的には持っています。 

要は活発に意見を述べていくことが大事ではないかと感じております。７名の委員の方が

今日で終わりということですが、残られた方は、是非、遠慮せずにどんどん道庁の方に意見

を言っていただければと思います。 

それから道庁の担当者の方も、耳障りのいい意見ばかり出る方ばかりではなくて、やっぱ

りちょっと痛い、心に響く発言をされるような人を選んで、道庁の施策に反映させていただ

きたいと思います。今日聞いてその辺は大丈夫かなと思いますけど。是非よろしくお願いい

たします。短い間でしたがありがとうございました。 

【委員：早坂学】 

１年目の時にも申し上げたと思いますけど、広報の方と我々は、私 26年記者をやっている

ものですが、報道対応という側面しか見てこなかった中で、去年こうした広報という活動に

関する、逆に言うと 25年間、記者としては見てこなかったみなさんの活動の側面を見させて

いただいて、なるほどと。広い広報室、どこの役所でも広いですが、大半の人たちはこうい
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うことをやって報道対応とはまた違う領域でやられていたのだなという素直な感想を抱いた

のを思い出します。 

２年間やられていることとか、ここでの議論を聞いて、北海道に住んでみてということも

踏まえて、新聞のように一時右肩上がりの時代があって、そういう時って検証というのは比

較的おろそかにされがちで、時代にキャッチアップすると言いながら、さほどせずにいける

る時があって、自戒を込めてみたいなことですが、北海道は、今は放っておいても海外から

どんどん観光客が来て、意外と広報やそういうものの効果検証って難しいのだろうなと思い

ます。 

一生懸命新しいことをやられようとしていているのだと思うのですけれども、そういうふ

うにまさに右肩上がりに人気があるような気がする北海道のこの今の情勢の中で、先ほどか

ら何人かの方から指摘があったロゴの問題にしても、150年終わったらどうするの、の話もそ

うですし、そうした先を見据えたようないくつかの意見を本当に大事にしていただけるとい

いのかなと思います。 

２年間、たいした意見も言えませんでしたが、ありがとうございました。 

【委員：深村栄司】 

私も出席率があまりよくなくて、事務局のみなさんには大変ご迷惑をおかけして申し訳あ

りませんでした。 

ちょっと私言わせていただいたのですけれども、市役所に入った当初が広報広聴係振り出

しということで、そこに６年いて、その後は広報の現場に携わることはなかったのですけど

も、その後また今のセクションに来まして、広報広聴係を担当する立場になりました。 

縁あって今回委員をさせていただきまして、改めて、私が広報に携わっていた時には、広

報誌づくりだけに追われていているような、しかも情報の媒体、発信の媒体も広報誌ぐらい

しかなかったのが、それは今となってはホームページとかツイッターとか情報発信のツール

が増えてきて、それを抱えている道庁のみなさんも大変だろうなと、思っています。 

あわせてですね、今日の会議の資料でもありましたけども、目標値を掲げて進行管理をし

ていくということで、私たちも地方創生の総合戦略なるものを各自治体が立てていますけれ

ども、それに掲げた事業の進捗率が必ず毎年住民の方を巻き込んだ懇談会の中で検証作業を

行っています。是非、道庁さんにおかれましても、掲げた目標を上方修正するぐらいの情報

発信を今後も進めていただくと同時に、私も改めてまた道政に今以上に関心を持っていきた

いなと思っております。 

本当に短い期間でございましたけれども、大変お世話になりました。ありがとうございま

した。 

【委員：畑山満美子】 

２年間務めさせていただきました。ありがとうございます。私は委員をするまで道庁の広

報をあまり目にしたことがなかったのですね。ただ、これをやり始めると、いろいろなとこ

ろにある、ここにもあるとか、これもそうなのだ、というのが目に付いてきたのですね。 

なので、気が付くと入ってくるのだなというのがすごい実感したのです。もしかしたら道

民の方々でも、そういう方、まだ気付いていないので入ってこない方もいっぱいいるのかな

と思いまして、これからは、いかにこういういろいろな人の目をキャッチしていくかという

ところが重要なのかなと思っておりましたので、これからすごくキャッチしていく取組が楽

しみだなと思いました。 

あと、この委員会の進め方については、初めて予算とか収支とか見せていただきまして、
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それに対して公に評価してもらうという取組はすごくいいなと思っていたのですけど。私は

企業として出ていますので、企業の成果って必ず数値で評価されるのですね。広報とか広告

とかすごいモヤッとしているのって、なかなか成果がどれくらい出たとか数値化しにくいの

ですけど、そういうことも必ず数値化して成果がどれだけ出ましたというのを出さないと仕

事ができない、続けられないという立場できていますので、これからも数値化というのはす

ごく難しいと思うのですけど、「頑張りました」、「良かった」ではない、ちゃんと成果が

データとしてアピールできるような取組をしていただければなと思います。これまでありが

とうございました。 

【委員:伊藤琴美】 

私は１年間だったのですけれども、その前の１年が手塚という者が担当させていただきま

して、短い間ですがありがとうございました。 

印象に残っているのが、前回の会議で「イメージソングできました」と聞かせていただい

て、外で歩いていたらそれを聞く機会があって、ここで流れているのだなというように思っ

て、この会議で聞いたのもあって、外でどんどん告知が広がっているというのを単純に嬉し

く感じていました。 

企業で包括連携協定を長く結ばせていただいているのですけれども、引き続きお力になれ

るようなところが少しでもあれば、告知をしていきたいと思っております。 

個人的にはいろんな業界の方とこういった話をする機会がほぼ少ないので、いろんな意見

を聞けて個人的にすごく勉強になりました。どうもありがとうございました。 

【委員：鹿又百合子】 

私はいつも北見から来ておりまして、今日も飛行機で来て、これから飛行機で帰るのです

けれども、今年はまだ流氷が来てないのにマイナス 15度くらいの気温で、朝すごく寒くて、

札幌に来て暖かいなと感じたところです。 

２年間参加させていただきまして、すごくこの会で女性が活発だなという印象を。私ちょ

っと広告の仕事に長く、20年携わって、自分でも今独立をして、広告とビジネスのコンサル

の仕事をして、その傍ら女性の起業支援というものにも目を向けて活動していますので、す

ごく女性の方達の視点というのがすごいなと思って、圧倒され気味でいつも楽しみにして来

ていたのですけれども。やっぱり、これを売りたいという広告展開とかというのはすごく簡

単なのですよね。お茶を飲む人に向けたターゲットで広告展開していけばいいので。でも年

齢や幅も広い様々な人もいる北海道民に向けて発信するという広告展開というのは、本当に

難しい。いろんな方に受け取っていただかなければならないので。やっぱり長く広告に携わ

っておりますと、紙ではなくてメディアとか目に見えないかたちの媒体が今すごく多くて、

でもやっぱり紙ってなくならないですし、必要ですし、今後もゼロになるものではないと私

は思っているのですけれども、その中でどうやって知らしめていくか。さっき永岡さんもな

んか動画がいいよ、なんてお話しをしておりましたけれども。やっぱりＳＮＳの２次活用だ

けではなくて、残る媒体もの、これから更に 150年残るものと、後はそうじゃないものとの、

上手くこういう結び付きっていうものが、これからの広告展開は必要なんじゃないかなと思

っております。 

私も道東にいて、道庁の方が頑張って作っているのを、地元のどこで目にするかなという

ふうにいつも見て歩いておりました。最近は、意識すれば気が付くのだなというのを私もす

ごく思っているので、これからも地元でこんなの道庁でやっているよというのを広げていき

たいなと思っています。ありがとうございました。 
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【委員：嘉藤裕一】 

私もこの広報広聴推進会議の委員を２年間させていただきました。この委員になる前は、

道教委（北海道教育委員会）で教育モニターという制度がありまして、そちらの方も何年か

させていただきました。それを踏まえて、公募委員として一般の道民の立場から発言してき

ましたけれども、一般道民からしますと、道庁の仕事、道政というのは国政とか市町村政と

比較してなかなか接点が持ちにくいと感じております。国政とか市町村政はよく耳にしても、

道庁との接点は、個人単位では持ちづらい。そういう状況があるのかなと。でもそういう難

しい状況があるからこそ、道の広報の意義ですとか役割というのは、その分大きいのかなと

思っております。 

先ほども議論いたしましたけれどもＩＣＴを活用したり、民間企業と協働して色々試行錯

誤しながらやっているのですけれども、今後も、そういう活動を通じて、道民のためになる

ような広報広聴が展開されればいいなと期待したいと思います。 

最後になりますけれども、広報広聴課の関係者の皆様に対しまして、このような貴重な機

会をいただきましてありがとうございます。今後も道の広報をホームページ等でチェックし

ていきますので、有益な情報をこれからもどんどんアップするように期待しておりますので、

今後ともよろしくお願いします。 

【事務局：中村淳一】 

委員の皆様、２年間、本当にありがとうございました。 

それでは最後に、広報担当課長の篠原から閉会に当たりましてのご挨拶を申し上げます。 

【広報担当課長：篠原結城子】 

今日は大変長時間にわたってどうもありがとうございました。お疲れ様でした。 

目から鱗のようなご意見もたくさんあって、インスタのことであったり、チラシの裏面の

ことであったり、本当に参考になるご意見を沢山いただいたというふうに思っておりますし、

厳しいご意見、効果を考えながら、というところもお話しいただきましたので、そのあたり

も、私ども、これからしっかり意識をしながらやっていきたいと思います。 

今回、７名という大変多くの皆様が任期満了ということで本当にありがとうございました。

大変お疲れ様でした。これからも、委員という立場ではなくなりますけれども、道政広報を

しっかり見ていただき、何かあればご意見をいただければと思いますので、これからも応援

団であり、厳しいご意見を言っていただく道民として関わっていただければ幸いでございま

す。 

本日はありがとうございました。寒いですので、オホーツクに比べればまだまだですけれ

ども、足下も悪いのでどうぞお気を付けてお帰りください。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、平成 29年度第２回北海道広報広聴推進会議を閉会いたします。 

皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

以 上 


