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１．開  会 

【事務局（三浦主幹）】 

定刻となりましたので、ただ今より、平成 29年度第１回北海道広報広聴推進会議を

開催します。 

私、事務局の広報広聴課、三浦と申します。 

 よろしくお願いいたします。 

 

２．挨  拶 

【事務局（三浦主幹）】 

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申し上げます。 

【上田広報広聴課長】 

広報広聴課の上田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日はお忙しい中ご出席いただき誠にありがとうございます。 

皆様には、日頃から、道政の広報広聴業務にいろいろご協力いただきまして、本当にお

礼申し上げます。 

今年度、この会議に新たに４名の方にご就任いただきました。今日、ご出席いただいて

おりますけど、伊藤様、永岡様、鈴木様の３名と、もうひと方、釧路市在住の方でござい

ます伊藤様は、残念ながら欠席ではございますけど、公募でご就任いただいておりますこ

とをご報告させていただきます。 

まず、この会議でございますが、皆様からご意見を頂戴いたしまして、私どもの広報広

聴業務の推進に活かしていくことを目的に開催している訳でございますけれども、本日の

次第の議事にございますとおり、副座長の選出の後、広報広聴業務全体のご説明の後に、

広報事業と広聴事業の二つの主立った取組をご説明させていただいて、皆様からご意見を

いただきたいと思っているところでございます。 

従来から紙やデジタル媒体を使って広報業務を行っておりますけれども、それ以外にも

民間企業といろいろな形でタイアップさせていただいたり、広報活動も多くなってござい

ます。お手元のビールとか、こちらにも掲示しておりますけれども、こういった活動も非

常に増えているところでございます。 

それと、タイムリーな情報を出来るだけ発信しようということで取り組んでおりますけ

ど、最近の話題といたしましては、来年、北海道命名 150年ということで、北海道 150年

事業を道をあげて取り組んでいるところでございますし、来月の７月 17日は、実は、北海

道を命名した松浦武四郎さんが、明治政府に北海道と名付けて提案した日が７月 17日で、

明治２年だったと思いますが、その日にちなんで、「北海道みんなの日」、「道みんの日」

と略称でいっておりますが、これも実は、先般道議会で条例を制定しました。 

「北海道みんなの日」ということで、初めて今年、７月 17日、「道みんの日」として、

道立の施設を皆様に無料で開放したりするなどの取組をやっておりますし、そのような内

容を広報紙で紹介させていただいております。 

こうしたいろいろな広報活動をしておりますが、至らないこともあるかと思いますので、

引き続き皆様からのご意見をいただきたいと思っております。 

本日は限られた時間ではございますけれども、それぞれご専門のお立場、あるいは道民 
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目線から忌憚のないご意見を賜りたいと思いますので、重ねてご意見をいただきたいと

いうことをお願い申し上げて、開催に向けて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します。 

 

３．委員紹介等 

【事務局（三浦主幹）】 

本日は、委員 10名中７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

いることから、当会議の設置要綱に基づきまして、本会議が成立していることを報告させ

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きますので、ご了解願いたいと存じます。 

議事に入る前に、改めて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。 

 テレビ北海道報道制作局次長兼報道制作部長の及川座長です。 

【及川座長】 

 及川です。よろしくお願いします。 

私も去年から加わって、今回が２回目ですので、まだ、いろいろわからないことだらけ

ですけど、座長を引き受ける時に、「出来ればやりたくない。」と事務局の方に話をした

ら、「どんどん意見を言ってください。」ということで、お引き受けすることになりまし

た。あまりまとめるのは上手くなくて、むしろ意見を言いたいという立場で出席しており

ますので、よろしくお願いします 

【事務局（三浦主幹）】 

 次に、ＮＴＴ東日本第一営業部公共営業担当課長の畑山委員です。 

【畑山委員】 

畑山と申します。よろしくお願いいたします。 

私も昨年から引き続きなんですけれども、道庁さんはいろいろおもしろい活動をやって

いらっしゃるなと感心しながら聞いております。今年もよろしくお願いいたします。 

【事務局（三浦主幹）】 

オホーツクキャリアデザインネットワーク会計担当の鹿又委員です。 

【鹿又委員】 

 北見市から参りました鹿又裕子と申します。 

今年で２年目に入ります。仕事は広告のデザインと女性の起業支援を行っております。

なかなか道東にいて札幌の情報が身近に入りにくい場所におりますので、中央の情報を地

元に持ち帰れたらいいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。 

【事務局（三浦主幹）】 

公募委員の嘉藤委員です。 

【嘉藤委員】 

 私は公募で選ばれました嘉藤と申します。今回の会議は３回目でございまして、今日は

積極的に発言していきたいと思います。 

私は、行政モニターという制度が国なり地方自治体であるんですけど、そういったこと
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を経験してきましたので、そういった経験を踏まえながら、積極的な発言をしていきます

ので、皆様よろしくお願いします。 

【事務局（三浦主幹）】 

なお、読売新聞の早坂委員と滝川市の深村委員につきましては、所用のため欠席されて

おります。 

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。 

 まず、上富良野町町民生活課長の鈴木委員です。 

【鈴木委員】 

 上富良野町から来ました鈴木と申します。今年からということでご連絡いただきまして、

大変喜ばしく思っております。町村枠ということでございますけど、全道の町村において

は大きい町から小さい町がありますけど、広報広聴活動についてはそれぞれ工夫している

ところがあるとお伺いしておりますので、是非そういうことも併せて、北海道内の広報広

聴活動ということで、私も勉強して参りたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

【事務局（三浦主幹）】   

次に、ＪＣＢ北海道支社北海道営業部の伊藤委員です。 

【伊藤委員】 

ＪＣＢの伊藤です。よろしくお願いします。私は今年からなんですけれども、昨年は、

同じＪＣＢの手塚という者が出席をさせていただいておりまして、今年から引き継ぎを受

けて出席をさせていただく事になりました。 

仕事は、ＪＣＢカードのキャンペーンとかをやらせていただいておりまして、今回、何

か意見を言えたらいいなというのと、会社にも何か持ち帰れたらいいなと思っております。 

よろしくお願いします。 

【事務局（三浦主幹）】 

 次に、小樽観光協会事業推進マネージャーの永岡委員です。 

【永岡委員】 

 小樽観光協会の永岡と申します。どうぞよろしくお願いします。 

私も自分の本業の方で、観光に特化してですけど、小樽の魅力をどうやって伝えていく

か、日々悩んでいる事もあり、重なるところもあるかなと思いますので、勉強させていた

だきたいなと思っています。 

自分が一道民として考えたときに、結構知らないことがあるかなと思うので、そういう

面でいろいろこちらの方で意見交換をさせていただければと思っていますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

【事務局（三浦主幹）】 

なお、先ほど課長のご挨拶にありましたとおり、公募委員の伊藤彩香委員は、本日、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、皆様のお手元の方に会議次第、出席者名簿、配

席図、そして会議次第の下段の枠内に記載しております資料をお配りしております。 

その他、北海道の広報紙「ほっかいどう」、フリーペーパー２種類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。資料に不足がございましたら、事務局にお
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申し付けください。 

また、道と包括連携協定を締結しております「サッポロビール」さんが限定発売してお

ります、サッポロ黒ラベル「HOKKAIDO競馬缶」を皆様にお配りしております。これは、北

海道遺産に認定されている馬文化のＰＲということで、商品パッケージを活用した広報の

一例でありますので、ぜひお持ち帰りいただければと思います。 

 

４．議  事 

【事務局（三浦主幹）】 

それでは、議事に入らせていただきます。 

ここからの進行は、及川座長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。 

【及川座長】 

それでは座ったままで失礼いたします。 

先ほどご挨拶したとおり、テレビ北海道の及川です。ざっくばらんにお話を進めて行き

たいと思います。 

それでは、議題１「副座長選出について」でありますが、副座長が昨年度で任期満了と

なり退任されております。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

ていただくことで、よろしいでしょうか。 

それでは、行政の立場で広報業務に携わっている滝川市の深村委員にお願いしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

ご異議がないようなので、深村委員に決定いたします。深村委員へは事務局からお伝え

いただくようお願いします。 

次に、議題２「広報広聴業務について」事務局から説明をお願いします。 

【事務局（三浦主幹）】 

座ったまま説明させていただきます。 

資料１－１をご覧ください。 

 当課の主な業務であります広報業務、広聴業務を、網羅的にツリー図でお示ししており

ます。 

 なお、主な事業の詳細につきましては、この後の議題の中でご説明いたしますので、こ

こでは概略のみ、かいつまんでのご紹介とさせていただきます。 

まず、広報関連業務ですが、ご覧のとおり、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いるところです。 

ツリー図の一番上でございますけれども、自主広報インフラにつきましては、アナログ

系のインフラと、ネット系のインフラがありまして、アナログ系では、印刷媒体として、

広報紙「ほっかいどう」や、点字広報紙、声の広報紙。視聴覚媒体といたしまして、道政

広報番組などのテレビ、ラジオのスポットＣＭ。それから、施設等の活用として、道庁１

階と道庁別館１階に道政広報コーナーがございます。 

 また、ネット系では、ホームページ、メルマガ、ブログや、ユーチューブを使って動画

を配信するインターネット放送局といったものがあります。 

ツリー図の中段あたり、企業との協働広報の推進ということで、包括連携企業さんとの
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協働事業ですとか、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。 

下段になりますけど、広聴関連業務ですが、対話による広聴や、調査による広聴など、

道民から寄せられた要望、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

努めております。 

一つ目の、知事の地域訪問ですが、知事自らが地域に赴いて、現地視察や関係者との意

見交換を行っているものです。例年 20回程度行っております。 

その下、道民意識調査ですが、道政上の重要課題や重要政策について、無作為に選んだ

道民 1500名の方々に、郵送形式による世論調査を行っております。 

その下ですけれども、各部局・振興局の広聴活動の推進ですが、本庁各部や各振興局に

おいては、各種会議や、施設の訪問時など、様々な機会を捉えて、積極的に地域のニーズ

や、道民の声を把握する広聴活動に努めているところです。また、情報共有のための道庁

内部の会議も設けております。 

その下は、当課の所管業務ではありませんが、道政相談センターという部署での道政相

談業務や、道民便利サイトの開設、また、情報政策課が所管している「地域をつなげるネ

ットワーク」、これは、いわゆるインターネット上で行う電子会議室の機能ですけれども、

こうした広聴関連業務なども行っております。 

次に、資料１－２をご覧ください。 

当課の事業予算として措置されているものの一覧です。 

 平成 29年度の全体額としては、一番下の合計欄にありますとおり、１億 7,700万円ほど

で、前年比 99.2％、金額にして 150万円ほど、若干の減となっております。 

予算につきましては、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、広報誌「ほっかいどう」が１億 1,200万円ということで、当課の予算の

大部分を占めておりまして、広報紙「ほっかいどう」は道民の皆様に直接お届けする広報

の基本ツールとして、金額的にもウエイトが大きくなっております。 

なお、各項目とも昨年同額、あるいは同額に近い金額が措置されている中で、若干減額

となっている項目として、広報の「その他」が、前年比で 75.1％、金額にして 80万円ほど

の減となっておりますが、これは、事務費の削減によるものでございまして、具体には我々

職員の旅費、消耗品購入など需用費の節減によるものでございます。 

これまでは、道の財政が厳しく毎年のように予算を削減してきたところですが、今年、

昨年とほぼ同額を維持しておりまして、ぎりぎり最低限の事業予算は確保できているのか

なといったところです。これが予算の概要です。 

続きまして、資料１－３です。 

 今年度の広報広聴推進会議の開催予定です。 

 この会議は年２回を予定しておりまして、本日が第１回で、ここに記載のとおりです。 

 第２回目につきましては、来年１月頃を予定しておりまして、内容といたしましては、

今年度事業の進捗状況のご説明、また、本日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、道の広報広聴活動に関しまして、お

気づきの点などがあれば、電話、メールなどで、随時、私どもの方にご連絡をいただけれ

ばと思っております。 
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  簡単ですが、資料の説明は以上のとおりです。 

【及川座長】 

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。 

新聞の「みなさんの赤れんが」は、どのようなものですか。 

【事務局（中村主幹）】 

みなさんの赤れんがにつきましては、道新、朝日、毎日、読売の４紙に、毎月一回、広

告の形で出しているものです。手元に現物はないんですけれども、資料２－１の６ページ

の上段にありますが、半３段ですが、小さくなっていますけど、このような内容で道政広

報を出しているものでございます。 

【篠原広報担当課長】 

新聞全体は 15段で、それの５分の１、幅は半分のスペース、限られたスペースなんです

けれども、毎月掲載しています。 

【及川座長】 

ほかにご質問がなければ、議題３に入ります。 

議題（３）は「広報事業の取組について」、まずは①北海道戦略広報について、事務局

からご説明をお願いします。 

【事務局（中村主幹）】 

広報広聴課の中村と申します。よろしくお願いします。着席して説明させていただきす

のでよろしくお願いします。 

それでは、北海道広報戦略基本方針に基づきまして、平成 29年度の取組について、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や情報入手手段の多様化など環境の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作成いたしまして、この方針に

沿った形で具体的な取組を、毎年度、取組計画表として取りまとめ実施をしているところ

です。 

平成 29年度は、４つの戦略、８つの推進項目に 27の取組を計画いたしまして、そのう

ち７つの取組で目標数値を設定しておりますけれども、この資料では、取組計画表に掲載

している内容の主なものついて、説明をさせていただきます。 

なお、戦略広報基本方針と取組計画表に関しましては、それぞれ参考資料２－１と２－

２として添付しております。 

資料２－１をめくっていただきまして、２ページ目になります。 

基本戦略１として、「北海道価値の効果的な発信」の一つ目「インターネットの積極的

な活用について」は、ネット系の６つの広報ツールで目標数値を設定いたしまして、推進

を図っていくこととしております。 

まず、ホームページにつきましては、各部と連携しながら、積極的に情報発信していく

ことによりまして、年間アクセス数を昨年度の実績１億 2,400万アクセスから、今年度は

１億 3,000万アクセスまでに増やすことを目指しております。 

また、昨年７月に、ホームページを管理するＣＭＳを更新いたしまして、スマートホン

等の端末でも見やすい仕様に変更しておりまして、アクセス増に結びつくことを期待して
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いるところでございます。 

２ページ目下段に移りますけれども、道政や地域情報などをリアルに発信するツールと

いたしまして、平成 24年２月に開設いたしましたインターネット放送局「Ｈｏｋｋａｉ・

Ｄｏ・画」につきましては、各部局や市町村などが撮影いたしました動画を収集し掲載し

ていくほか、北海学園大学と連携し動画の制作などを行い充実を図っておりまして、前年

度末の動画掲載数 1,870本から今年度末には 2,100本まで増やすことを目指しております。 

続きまして３ページ目の上段に移りますけど、平成 22年 12月から実施しておりますブ

ログ「超！！旬ほっかいどう」についてでございます。このブログは、楽天のご当地ブロ

グを活用させていただいておりますが、月当たりのアクセス数を、昨年度の約 23万 4,000

アクセスから、今年度は 25万 9,000アクセスまで増加させることを目指してます。 

下段に移りまして、平成 24年７月から実施しております「北海道庁広報ツイッター」の

活用につきましては、主にホームページや道庁ブログ、インターネット放送局の新着情報

などを投稿しているところでございまして、このツイッターを受信しているフォロワーの

数を昨年度末の１万 9,000人から、今年度末には２万 2,500人まで増やすことを目指して

おります。 

めくっていただきまして、４ページの上段に移ります。「北海道メールマガジンＤｏ・

Ｒｙｏｋｕ」による情報発信でございます。道政情報やイベント情報など、原則毎週金曜

日に発信しておりますが、このメールマガジンの登録者数を昨年度末の約１万 8,000人か

ら、今年度末には約１万 9,000人に増やすことを目指しております。 

なお、この「Ｄｏ・Ｒｙｏｋｕ」のほかにも、各部局におきまして、配信しております

メールマガジンもございまして、現在、道全体では 35のメールマガジンを配信していると

ころでございます。 

下段に移りますけれども、基本戦略１の二つ目「マスメディアに対する働きかけ」でご

ざいます。これにつきましては、首都圏等の出版社や放送局などへのＰＲにつながる内容

活動を行うこととしておりまして、昨年度はＪ：ＣＯＭの情報番組に、北海道のＰＲにつ

ながる内容を取り上げていただいたところでございます。 

続きまして５ページ目の上段に移ります。基本戦略１の三つ目「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

外の移住希望者向けのメ－ルマガジンを配信したり、各種イベントにおいて外国語サイト

を紹介するチラシを配付するなどいたしまして、道外の方や外国人の方等へ働きかけを実

施しているところでございます。 

下段に移りまして、基本戦略２「道民の理解と協働によるコミュニケーション広報の推

進」についてでございますけど、その一つ目「道民ニーズを踏まえた適切な広報活動手段

の活用」では、広報紙「ほっかいどう」をはじめとした取組を掲載しております。 

まず、広報紙「ほっかいどう」につきましては、道民の皆様に直接情報をお届けするこ

とができる広報の基本ツールとして位置づけております。 

今年発行いたしました３月号と６月号をお手元にお配りしておりますけど、ご覧のとお

り、各部の施策や振興局の地域情報などのほか、特集といたしまして、３月号では「北海

道命名 150年」、６月号では「北海道予算」を取り上げてございます。 
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発行は年５回、５月、７月、９月、11月、２月末に、翌月の号として、発行していま

す。 

配布方法につきましては、新聞の折り込みやポスティングの方法で各家庭に配布してい

ますが、より多くの方に手にとっていただけますよう、市町村役場や、郵便局、コンビニ

エンスストアなどにも配置しております。 

目標数値といたしまして、公共施設への設置について、昨年度末の 980カ所から、今年

度末には 1,100カ所増やすことを目指しています。 

なお、視聴覚障がい者の方に向けて、点字版と音声版の広報紙を作成し配付しています。 

次に、道政広報テレビ番組につきましては、年２回、30分の番組を上半期と下半期に１

回ずつ放送する予定でございます。 

昨年度からは、子どもや若い方々に、道政に関心をもっていただくきっかけとなります

ように、番組内に３分程度のアニメ動画を組み込んでおります。 

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

ございます。内容といたしましては、自動車税の納税や、献血への協力といったテーマを

絞った形で、20秒間のＣＭを放送しております。 

ページをめくりまして６ページの新聞紙面を利用した広報についてでございます。 

先ほど及川座長からのご質問にもございましたが、「みなさんの赤れんが」につきまし

ては、道新、朝日、毎日、読売の４紙に原則として月１回、第２日曜日に道政情報を掲載

しております。 

それから、新聞広告としてもう一つ、「北海道ビジネスページ」というタイトルで、企

業やビジネスマン向けの内容を日本経済新聞社の道内面に年６回、偶数月の最終木曜日に

掲載しているところでございます。 

そのほか、資料には記載しておりませんけれども、北海道地方新聞協会に加盟している

12社に、地元の振興局から管内の住民の皆様方に、お知らせする情報を掲載しております。 

下段に移ります。広報ツールの相互補完ということで、広報紙、新聞広告などのアナロ

グ系広報をホームページでも閲覧できるようにしております。 

また、本庁舎１階の道政広報コーナーにおいては、パネル展やリーフレットの配布など

を継続して行っております。 

めくっていただいて７ページ目、基本戦略３「民間企業などとの協働による広報の推進」

につきましては、この後、資料２－２により別途説明させていただきます。 

下段に移りますが、基本戦略４の「広報活動を支えるマネジメント機能の充実」につい

て、まず一つ目「広報広聴連絡会議との活用」についてでございますけど、全庁的な意思

統一を図りつつ取組を進めるため、庁内の会議等を活用して、毎年度、広報重点テーマな

どを協議しています。 

今年度につきましては、「グローバル展開」、「次世代につなぐ地域づくり」、「防災」

を広報重点テーマに設定して取り組むこととしています。 

めくっていただいて最後８ページになりますが、基本戦略４の二つ目「職員の広報マイ

ンドの醸成」ですけれども、職員を対象とした研修会を札幌や振興局に出向いて実施する

ほか、庁内の各種会議などを通じまして、基本方針や取組計画などの周知、徹底を図って

おります。 
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以上で説明を終わります。 

【及川座長】 

ここまでの説明について、何かご質問、ご不明点はございますか。 

【伊藤委員】 

２ページ目のインターネットのホームページのアクセス数がかなり多いなとお見受けし

ているんですが、これはどういった地域の方が多いのでしょうか。 

【事務局（中村主幹）】 

どの地域からのアクセスかというのは、そういうシステムが入っていないものですから、

ちょっと判らないです。申し訳ございません。 

【伊藤委員】 

わかりました。ありがとうございます。 

【畑山委員】 

いろいろな取組を拝見させていただいて、インターネットですとか紙媒体だったり、様々

なことに取り組んでいらっしゃるなと思いました。数字的なところを何年前から取ってい

るのかわからないですが、この数年の間でどういった媒体が増えていてとか減っていった

とか、そういった統計って取っていらっしゃるでしょうか。 

今後、様々な取組に万遍なく取り組み続けるのか、傾向を見て重点を置いていく部分を

増やすのかとか、方針的なことをお聞かせいただければと思います。 

あともう一つ、インターネットに係ることですが、ホームページは、アタッカーが入る

とか、攻撃の対象になったりとか、そういったところの道のセキュリティについても教え

ていただければと思います。 

【事務局（中村主幹）】 

増減の関係ですけれども、基本的にですね、ホームページのアクセス数は、年度で取っ

ていまして、やはり年によって増減がございます。 

ＣＭＳを昨年７月に変えて、先ほど説明しましたけれども、スマホでも見られる仕様に

しておりますけれども、それまでは対応していませんから、スマホでは、道民の皆様から

も見づらいとの声もありまして、ＣＭＳは５年に１回更新していますけど、そのときに合

わせてスマホ対応にしたという形です。 

これからも、いろんな機器が出たときにそれに合うような形で改修はしていきたいと思

うのですが、先のことは見通せないという部分もありまして、今後の対応になるのかと思

います。 

あと、何からホームページのアクセスが多いのかということについても、全体のアクセ

ス数は今、わかっているのですが、私どものホームページにつきまして強靱化といいまし

て、北海道だけでなく全国的に自治体のネットワーク系の強靱化を図っておりまして、強

靱化作業が終わるのは今月中に終わるのですが、７月以降ですね、スマホからのアクセス

がどれくらいになるのかカウンターを設置したいと思っています。 

今はまだ設置していないので、パソコンから入っているのか、スマホから入っているの

か判らない状況にありますけど、７月には準備を進めていますので、それ以降はどのよう

な媒体から来ているのかなっていうのはわかるのかなと思っております。 

ネットのセキュリティーについて、攻撃型のものは、まだ北海道のホームページには入
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ってきていないのですが、所管は情報政策課というところで、ファイヤーウォールでやっ

ていると思いますが、詳しいところは判りかねますので、後日、お答えをさしていただけ

ればと思います。すみません。 

【畑山委員】 

最初の質問は、ネットでの配信ですとか紙媒体の配信とかについてどちらがメインかと

いうところで聞きたかったのですが、道民の方々からの反響がどの分野が多いんだろうと

いったところで、先ほどの予算を見ると紙媒体の予算が多いなと思っていて、それはちゃ

んと見てますよという反響をいっぱいもらっているという確証のもとで紙媒体のほうが多

いのか、それとも、このご時世、インターネットの方に切り替えていくのか。 

【篠原広報担当課長】 

後ほど説明するのですが、広聴の方で、道民意識調査をやっておりまして、そこで、数

年に１回、道政広報についてテーマにして調査をしているんですけれども、その中では、

やはり「広報紙で道政情報を取っています。」いうご意見がかなり多いんですよね。前回

と前々回の比較でも微減ぐらいですね。 

インターネットはかなり普及していますが、高齢者の方ですとか、手に取って見られる

ものというは、求められているのだなと考えておりまして、広報紙は全戸配布なものです

から、そこで使う予算というのは、どうしても多くなるのは仕方が無いというか、求めら

れている媒体で広報していくのは今後についても必要かなと思っています。 

ただ若年層の方は、なかなかご覧にならないと思いますので、広報紙と同じものをネッ

トでも見られるようにしていますし、先ほど申し上げたように、スマートフォンでも、見

やすいようにＣＭＳを変更しておりますので、ネットでの情報提供については、それほど

予算をかけずに、ブログですとかツイッターですとかを併せて活用しながら柔軟にやって

いくのがいいと思いますので、今のところは併用というか、そうした形で進めていく事に

なると考えております。 

【畑山委員】 

わかりました。反響について把握して、それに基づいて活動しているということですね。

ありがとうございました。 

【及川座長】 

関連なんですけど、アクセス数ですけど、例えば道庁のＰＲの部分と北海道戦略をＰＲ

する分野といろいろあると思うんですけど、どういったものに対してアクセスされている

かというような統計はあるのですか。 

【事務局（中村主幹）】 

調べればページごとのアクセス数は出すことができますが、今、私どもが毎月まとめて

いるのは、各セクションにどれだけあるか、例えば広報広聴課のページに何千、何万アク

セスがあったとかという統計は取っておりますが、各ページ毎の統計は取っておりません

ので、３月ですと高校入試ですとか、観光ですとかは多かろうと思いますが、今は手元に

ない状況でございます。 

【及川座長】 

どの分野が見られているということもカウントして、今おっしゃったことにも関連する

と思いますが、重点を置いて配信するのも重要ではないかと思うのですが。 
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【事務局（中村主幹）】 

道民の皆さんが見る情報と道外からホームページにアクセスする内容は違っていると思

うのですが、地域ごとのどの地域から見られているというのが私どもではわからないとい

うこともあって、例えば観光ですとか、道外からのお客さんがよく見るところはアクセス

が多いが、道民の皆様がそこのページをよく見ているかどうかはわからないので、それに

よって紙媒体で重点化することはしづらいかと。紙媒体は道民の皆様向けなので。 

【及川座長】 

紙媒体だけではなくて、例えば一つのページの中でＰＲするのに、観光分野が多く見ら

れているとしたら、観光に多くページを割くとか、媒体ごとではなくて分野ごとに割く事

は考えていけるのではないかと。 

【事務局（中村主幹）】 

ホームページであれば、ページ数を増やすとかですか。 

【及川座長】 

ええ、そうです。 

【事務局（中村主幹）】 

基本的にはページは各課でいかようにも作れるものです。当然情報量が多いものについ

ては、容量を多く配分して行っていますので、そういう事には柔軟に対応しています。 

【及川座長】 

ネットだけではなく紙媒体でも、例えば観光分野が多く見られているのでしたら観光分

野にページの大半を割くとか、なんかそういうことができるのではないかと思うのですけ

ど。 

そもそも何を見られているかをカウントしていなかったら、考えようがないんじゃない

かと思うんですが、その辺はどうお考えですか。 

これだけの予算を使っているわけだから、例えばどの媒体を見られているとか、どんな

分野が見られているとか、当然カウントして、多く見られている部分に重点配分していく

かはまた議論があるところかと思うんですけど、そういうことをしていかないと、そもそ

もこれだけの予算を使って、それが適正に使われているかどうかの検証にならないのでは

ないかと。 

【篠原広報担当課長】 

「見られているかいないか」ということも大変重要なことですし、道庁からどうしても

皆さんお伝えしなければいけないこともありますので、そういった部分に関しては、毎年、

重点的にこのテーマを押していきましょうという、広報重点テーマというのを先ほどの資

料の中の７ページなんですけど、重点テーマを定めまして、今年については、「グローバ

ル展開」と「次代へつなぐ地域づくり」と「防災」ということで、これらのテーマについ

ては、広報紙でも取り上げる、テレビ番組でも取り上げる、ネットでも取り上げる、重点

的にやっていこうというテーマを毎年決めて、そこは濃淡をつけながら、我々も広報して

います。 

道のホ－ムページについてですが、やはり行政情報が多くなってしまいますので、観光

であれば観光振興機構という別の団体がありますけど、こちらの方で充実したホームペー

ジを作っておりますので、そういった外部にリンクを飛ばすような工夫もしております。 



- 12 - 

 

【鹿又委員】 

若干似たようなところもあるのですが、北海道の人口とインターネット人口はどのくら

いかなと。どのくらいの方がインターネットを使っているのかのデータはすぐ出ると思う

のですが、さっきのホームページのアクセス数から見ると、ツイッターとメルマガの登録

している方がすごく少ないなと印象がありまして、北海道以外の方もフォロワーになって

いる方とかメルマガに登録されている方もいらっしゃると思うのですが、それはなぜなの

かなと気になったのです。 

この１億 3,000万のホームページのアクセスに対して、２万アクセス、ツイッターはも

っと少ないですよね。果たして労力をかけて継続する必要があるのか。無くするという選

択肢はないと思うので、どうしたらもっと有効的に使ってもらえるのかということを考え

たほうがいいんじゃないのかなと。 

例えばツイッターですと、私は、ツイッターは見ないのですが、高校生の息子や娘たち

が見て大きなニュースとか芸能人のニュースとかの情報をツイッターで得て、誰よりも早

く「こうなんだよ」と話しかけてくれるので、割と若い世代に絞った、ツイッターを見る

と「ファイターズを応援しましょう」とか写真も載っていて、若い人が目にしやすいなと

見ていたのですけど。 

メルマガも、家に居て情報を待っている世代だと広報紙「ほっかいどう」の紙媒体と同

じものではなくて、ちょっと補足するとか、逆に広報紙「ほっかいどう」に載っているも

のの予告のようなものを出して、全戸配布なので、「配られる紙面を見てくださいね」と

二次活用するとか、まったく同じものを二つの媒体に出すよりは、ネットとブログもあり

ますし、あと紙媒体と３次活用みたいな形で使っていくと有効的に使っていけるのではな

いかなと。クイズの問題をこっちに出して、こっち側に回答を入れるとかなのでも面白い

と思うんですよね。 

使い方によって、もっとアクセス数が増えるんじゃないかなと思います。 

【篠原広報担当課長】 

ありがとうございます。 

メルマガとツイッターやブログとの連携について、仰るような形で活用しておりまして、

「メルマガでプレゼントがありますよ」というお知らせを、ブログやツイッターですると、

メルマガを見てくれる人、登録者が増えるといこともありますし、逆のような形でもやっ

ています。 

メルマガの中に、ブログやツイッターの登録に誘導するようなリンクを張っていたりと

か、できるだけ、相乗効果があるようにということで、今後も工夫していきたいと思って

います。 

【鈴木委員】 

同じ行政職員ですので、数値の資料を出すときに、先ほどの委員さんからのご質問で私

も同じだなと思ったことは、平成 28年度の実績はこれで分かりますけど、例えばここ数年

の推移をきちんと出した方が数字は確実なものなので、やっぱり「ここはこうなんだね」

というところを資料で説明していただけたら分かりやすいと思いました。 

道でも計画を持っていらっしゃるので、今、平成 29年度の数値だけが出ていますけど、

多分、平成 30年度、次なる目標数値が示されているかと。 
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私たちもそうですが、だいたい５カ年ほど目標数値をもって達成評価をしていくので、

その辺は会議の中で、もう少し資料を提供していただけるとありがたいと思いました。 

【事務局（三浦主幹）】 

かしこまりました。 

【永岡委員】 

私も小樽の観光情報を出していただくときに、メルマガにお世話になったことがありま

すけど、ちょっと感じたのはこのタイトルってすごく想像しづらいというか、最初、北海

道のメールマガジンのサイトだと思わなくて、「北電」さんとか、ちょっと違う方を想像

してしまったときがあったんですね。 

さっき鹿又さんがおっしゃった「どうしてこんなに登録数とアクセス数が少ないのかな」

というところは、タイトルも工夫できるのではないのかなと思いました。 

動画もユーチューブで拝見いたしましたが、そこにあるタイトルが見てみようと思わせ

るチャンネル名になっていないのかなと思いました。わかりづらいかなと。 

ツイッター「北海道」はシンプルでわかりやすいと思うんですけど、メ－ルマガジンや

ブログに関しても、これで何の情報が得られるのか、もう少しわかりやすいほうがいいの

かなと思っていました。 

やはり北海道の情報を広く伝えるというところで、紙も必要でしょうし、ブログも必要

でしょうし、ＳＮＳも必要でしょうし、それぞれの役割を考えた発信方法というのが必要

だと思うんですけど、そのツールを使って誰に届けたいかという届け先を考えたときに、

ちょっと今のメルマガのタイトルでは私のような誤解をする人が他にもいるのかなと思い

ました。 

誰に向けて発信するのかは、内容にも絡んでくると思いますけど、今後、少し工夫して

いただけたら、もっと広がるんじゃないかなと思います。 

【篠原広報担当課長】 

メ－ルマガジンは、ネット系の中でも割と早く、ちょっと何年かはわからないですが、

始めたものなのですよね。多分、その時にいろんな議論をして「Ｄｏ・Ｒｙｏｋｕ」と決

めたんだろうなというところはあるんですけど、名前の付け方というのは、人に見てもら

うには大切なものだと思います。 

【及川座長】 

「Ｄｏ・Ｒｙｏｋｕ」はどういう意味ですか。 

【事務局（中村主幹）】 

Ｄｏは動く、北海道の「道」にもかけていますけど、動く力で動力なんです。 

ちょっと見づらいですが４ページの画面のカッコで動く力「動力」と書いています。 

【及川座長】 

むしろ努力が必要。 

【事務局（中村主幹）】 

もともと情報政策課が作られて、広報一元化ということで、当課で所管したものであり

ます。 

【鹿又委員】 

毎週発行されているんですね。すごいですね。 
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【事務局（中村主幹）】 

基本的には、広報紙とはまったく別の記事で、その時期に応じたホットな新鮮な話題を

お届けするという形です。 

昔は長い文書でページ数があったんですが、読んでもらえないということで、短くして

今は発信しております。 

【及川座長】 

最後に、また全体としての質問の時間を設けますので、次に進みたいと思います。 

２番目「民間企業など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（酒井主幹）】 

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。 

それでは座ってご説明をさせていただきます。 

お手元の資料２－２「民間企業などの協働による広報の推進」の資料に基づきましてご

説明をさせていただきます。 

まず１ページ目の下段でございます。 

１ページ目の下段につきましては、民間企業との協働のイメージという事で、イメージ

図を載せていただいてます。 

真ん中に企業様、それから北海道があって双方が交わっているイメージを書かせていた

だいてますけど、この部分については、民間企業の皆様と北海道がお互いに相互に持つそ

れぞれの資源を有効に使って、共に様々の事業を進めましょうという考え方が基本でござ

います。 

企業様はアイデア、ノウハウ、資金等々、様々な資源をお持ちでございます。 

道にも、情報等々たくさん持っておりますから、それらをつなぎ合わせるというか、双

方で有効に活用することによって、道であれば、公共サービスの充実でありますとか、地

域の活性化等に繋がりますし、企業様のニーズといたしましては、ＣＳＲ活動を充実させ

たい、それから、そういった活動を広くＰＲしたいといったニーズをマッチングすること

ができるということで、双方、基本的には Win－Winの関係で進めるということが、協働の

基本的な考えでございます。 

１枚めくっていただきますと、民間企業の協働の状況ということで、記載をさせていた

だいております。民間企業と協働の取組を大きく二つに分けさせていただいてます。 

上段の方に包括連携協定について書かせていただいておりまして、下段の方にタイアッ

プ事業を記載しています。 

上段の包括連携につきましては、道の様々な複数の政策分野、例えば食や観光であると

か、防災・環境など様々な政策分野がございますけれども、こういった複数の政策分野に

わたる協働事業、これを継続的に実施していただける民間企業様との間で包括連携協定と

いうものを結んで、共に、協働で事業を進めて行きましょうという内容でございます。 

協働事業は、平成 18年度からこの取組がスタートいたしまして、最初２つの企業から始

まりましたけれども、その後、いろいろと道の取組に関する認知度も高まって参りまして、

平成 28年度末現在、累計で 57の協定を結ばせていただいているところでございます。 

特に、平成 25年度、26年度、27年度につきましては、年間９件の新規の協定を結ばせ
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ていただくなど、非常に取組が広がっておりまして、今年度につきましても、すでに１件

協定を締結させていただいておりますので、現時点では 58の協定を結ばさせていただいて

いる状況になってございます。 

それから下のタイアップ事業でございますけど、こちらの方は包括連携とは違いまして、

特定の政策分野、わかりやすく説明すると、例えば新幹線、昨年の３月に開業いたしまし

たけども、その開業に向けまして、いろんな企業様からご協力をいただいて、皆様のお手

元にも競馬の缶がありますけど、例えばここに新幹線の開業に向けたＰＲを載せていただ

くとか、そういったような特定の取組について、事業をお互いに協働して実施するものを

タイアップ事業と呼ばせていただいております。 

それでは下段の方ですけれども、先ほども申し上げましたとおり、民間企業との協働に

つきましては、様々な分野で協働の取組がございますけど、今回は、企業の皆様と連携し

た広報ツール活用による協働、広報に絞った形でご説明をさせていただきたいと思います。 

まず２ページの下段ですが、街頭大型ビジョンの活用ですが、札幌市内に４丁目プラザ、

ファクトリー、チカホに大型ビジョンの設置されている場所がございますので、そちらの

方で道政情報を発信していただく、それからフリーペーパーですね、今日皆様のお手元に

「クルール」と「ラポラ」をお配りさせていただいておりますが、協働の取組によりまし

て、こういったフリーペーパーの中にも道政情報を提供させていただいております。 

ＡＩＲＤＯ様の機内誌「ラポラ」、皆様のお手元にあると思いますが 26ページをご覧い

ただくと、北海道ブランドストーリーということで北海道６次産業の取組を紹介するテー

マでございますけど、我々、北海道としてもＰＲしたい事項につきまして、ページを割い

ていただいて、ＰＲをさせていただいているところでございます。 

「クルール」につきましては、子育ということでございますから、付箋がついておりま

すけど、「あったか北海道庁」ということで、育児・介護等の情報を掲載させていただい

ているところでございます。 

それから、皆さんも総合商研様の「ＪＰ０１」という雑誌をご存じかと思いますけど、

こちらの方にも、我々の情報を載せさせていただいてご協力をいただいているところでご

ざいます。 

次、３ページに移っていただきます。 

こちらのほうは、自動販売機、北海道コカ・コーラ様との包括連携協定の中で取り組ん

でいる事例ですけれども、全道に約 1,300台あると聞いておりますが、北海道コカ・コー

ラ様の自動販売機の上に電光掲示板がついておりまして、そちらのほうに道政情報を載せ

させていただいております。 

皆さんもご覧になったことがあるかどうかなんですけど、しばらく待っていると、道政

情報が流れております。 

それから、コンビニエンスストアとかスーパーとの連携もしております。 

右側の店舗等活用といたしましては、いろんな店舗にチラシ、リーフレットを置いてい

ただく、それからポスターを貼っていただく、セイコーマート様には店内放送で道政情報

の提供を行っていただいおりまして、毎時１時間に１回、32分かららしいのですが、道政

情報を流していただいております。 

セブン－イレブン様のレシートにも道政情報が下の方に載っております。これは、毎回



- 16 - 

 

出るわけではなくて、５回に１回でございますので、皆様も注意していただくと５回に１

回は道政情報をご覧いただけることになってございます。 

それから下の段でございます。 

商品パッケージの活用ということでございますが、今日皆様にお配りしたサッポロビー

ル様の馬文化それから道営競馬ですね、それをＰＲしていただくパッケージになってござ

いますし、会場のそちらの方にいろいろパッケージを設置いたしておりますが、サッポロ

ビール様には他にもいろいろなデザイン缶を出していただいておりまして、リボンナポリ

ンに北海道のキャラクターを載せていただいたり、メグミルク様のソフトカツゲン、こち

ららの方には、後ほど説明しますけれども、北海道のキャッチフレーズ「その先の、道へ。

北海道」のＰＲをしていただいたり、このようなことでご協力をいただいております。 

それから、映画ポスターですけれども、後ろの方に映画のポスターを少し貼らせていた

だいています。 

映画のポスターの下に「ほっかいどう学力・体力向上運動」とか「警察官募集」とか北

海道庁からのお知らせというか情報提供を併せてしていただく取組をしていただいており

まして、配給会社、TOHO様ですとか、MACH様ですとかからお声掛けをいただいて、ある程

度映画の趣旨にあったような形で、我々が庁内にテーマを募集して、配給会社様が「これ

を載せましょう」ということで載せていただいている取組でございます。 

この映画のポスターは、我々庁舎の貼れる場所にもポスターを貼れるようになりますか

ら、映画会社の皆様にとってもポスターを貼る場所が増えるというようなことで、映画会

社様にとってもメリットがありますし、我々も道政情報をＰＲということで、双方、Win－

Winでやらせていただいている状況でございます。 

次、ページをめくっていただいて、先ほどコンビニ・スーパー様で、協働で取組を実施

しているとお話をさせていただきましたけれど、大型店舗をお持ちの事業者様、アリオ様、

イオン様等々ございますので、そういった中でイベントスペースがございます。 

そこを、道に貸していただいて、いろんなイベント、パネル展とか、という取組にもご

協力をいただいておりますし、民間企業様が主催するイベントの中で北海道のＰＲ、例え

ばブースを出させていただくとか、チラシを配らせていただくとか、そういった場面も作

っていただいておりまして、資料に載せている例では、大通り公園のサッポロビール様の

ビアガーデン会場で、ステージがあるんですけれども、その中に各市町村の皆様も出てお

りますが、我々道にもＰＲの機会をいただいております。 

それから、ＪＣＢ様にインターネット北海道サイトを開設いただいて、そういった取組

をしていただいているところでございます。 

次、下段の方に移ります。 

昨年度の少し新しめの取組として、ご紹介を二つほどさせていただきたいと思っており

ます。 

一つは、ヤフー様、ＪＣＢ様の社員食堂を活用させていただいて、地域の食材を提供し

てＰＲさせていただくという機会をいただきました。 

こちらの取組につきましては、企業様からの提案という事ではなくて、カッコ内に十勝

総合振興局と書かせていただいておりますけど、地域の取組として包括連携を結んでいる

企業様に相談というか、こちらから提案させていただいて実現をした取組でございます。 
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やっていただいた側もやった側も非常に好評だったと聞いておりまして、こういった地

域からの取組を、今後、我々広報広聴課としても、広げていきたいし、応援していきたい

と考えているところでございます。 

それでは次のページです。 

昨年末、12月に全日空様と包括連携協定を結ばせていただきました。 

その中で、機内誌等で北海道をＰＲしていただく、旅行商品を作っていただいたりもし

たんですけど、ちょうど全日空様が北海道就航 63周年ということで、この協定の締結を記

念して記念運賃ということで、道内路線に特割ですが 6,300円という格安の料金設定をし

ていただいたりといった取組をしていただいたところでございまして、広報以外にも、様々

な形で協働の取組をしているところでございます。 

５ページの下でございます。 

こういった民間企業の皆様との取組につきまして、我々としても道民の皆様に「もっと

判りやすく伝えていきたい」というところでございますから、平成 26 年度から、10 月の

第３週なんですけど、北海道民間協働週間を設定させていただいて、その中で、パネル展

等々の事業を実施しつつ、皆様に民間との協働の取組について紹介させていただいており

ます。 

下の囲みには、昨年度の実施状況という事で 10月 11日～14日まで、本庁舎の１階で実

施をさせていただきました。 

内容につきましては、「協働事業のパネル展」、「協働セミナー」ということで、一枚

めくっていただきますと、上の段にバネル展の状況の写真、それから来場者数を載せてお

ります。 

４日間で 713名の方に来ていただいたところでございますし、下の方では「協働セミナ

ー」という形で包括連携を結んでいたり民間と協働に取り組んでいる道庁の事例等々につ

いて皆様にご説明させていただく機会を作りまして、それぞれ約 40名程度の方にご参加い

ただいたところでございます。 

最後に、７ページ、ホームページについて企業様のロゴマークを並べておりますが、我々

としても、企業の皆様がやっていただいたことに返していくところの役割が、なかなかで

きる場面が少ないのですけれども、こういったホームページを作りながら企業の皆様の取

組についてもご紹介をさせていただいているところでございますので、機会がありました

らご覧いただければと思います。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

【及川座長】 

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。 

【永岡委員】 

この民間企業との協働というのは、基本的には道からの支出はないんですか。 

 

【事務局（酒井主幹）】 

基本的には、道の予算措置を伴わないものというお約束で行っています。 

【永岡委員】 

民間企業さんが社会貢献の一つとして協力をしますよということ。 
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【事務局（酒井主幹）】 

はい。 

【永岡委員】 

駅の待ち時間とか、病院の待ち時間とか、隙間時間って結構手持ち無沙汰になって、こ

ういうちょっとした状況に結構食いつく場面があると思うんですよね。そういう企業さん

との推進を進められると。 

これは、情報を伝えようとして伝える企業と協働されて行っていると思うんですけど、

そうではなくて、伝えようとあまりしていないような隙間時間が生まれるような場所で道

の情報がちょこちょこ入ってくると、結構、有効活用になるんじゃないかなと思うんです

よね。 

列車が後２、３分で入ってくる時には、ただ何もせず待っているだけの２、３分だと思

うので、その中で一つでも情報が入ってくれば違うでしょうし、そういう企業さんもター

ゲットに推進活動を進められたらいかがかなと思います。 

【事務局（酒井主幹）】 

わかりました。 

自動販売機はいろんな場所にあってですね、ぼんやり座って見ていると流れる、そうい

った取組の一つにはなってございます。 

【永岡委員】 

 機内誌もそうですね。機内で何もしない時間に読んでいる。 

【事務局（酒井主幹）】 

そうですね、自然と読んでいる。そういった視点も見つけて、いろいろ相談しながら進

めたいと思います。ありがとうございます。 

【伊藤委員】 

先ほどセブン－イレブンさんのレシートの下に広告が出ますよと伺って、そこは広告欄

ではなくセブン－イレブンさんの標識みたいなものですか。 

【事務局（酒井主幹）】 

そうですね。あそこは、基本的には広告を出すんですよね。そのうちの一つに道政情報

も折り込んでいただいておりまして、５回に１回は出るということで、ここに出す情報に

ついても庁内から取りまとめて載せている状況でございます。 

【伊藤委員】 

ちなみに、結構限られたスペースだと思うんですけれども、どういった内容のものを載

せられていますか。 

【事務局（中村主幹）】 

各部局から、毎月、どの媒体で何を載せたいかを取りまとめて、私どもでセレクトした

情報を載せております。 

例えば、自動車税の納税とか、住民にすぐわかりやすい形で。 

【篠原広報担当課長】 

節電のＰＲですとか。 

【事務局（酒井主幹】 

北方領土ですとか、そういった情報も載せますし、先ほどご説明した、いろいろな広報
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ツールの中の一つに位置づけをして、庁内から広報したい事項を取りまとめて載せており

ます。 

【伊藤委員】 

ありがとうございます。ちょっと思ったのは、レシートは限られたスペースなので、Ｑ

Ｒコードを付けてホームページに飛ばしたりとすると、ホームページのアクセスも上がっ

たりすることもあるのかなと思いましたので。 

【事務局（中村主幹）】 

ＱＲコードを付けているものも多いんですよ。イベントとかでもですね、ほぼＱＲコー

ドを付けていまして、すぐ飛ばせるような形でやっているんですが、たまたま、例に載っ

ているのがＱＲコードが付いていないもので、基本的に無いものについては、ホームペー

ジに飛ばすように考えていきたいと思っています。 

【嘉藤委員】 

民間企業との協働推進ということで、いろんな企業さんのアイコンが入っているんです

が、先日、家具のニトリさんが小樽で新しい美術館を造られたと思うんですが、ニトリさ

んはこの連携の推進の枠内に入っているのですか。見当たらなかったものですから。 

【事務局（酒井主幹）】 

包括連携協定という形ではなくて、教育庁と連携を結んでいるということで、これに全

部が入っているわけではないのですけれども、協働で取組はやっています。 

【及川座長】 

それでは、次、議事の３番目「北海道のキャッチフレーズについて」、お願いします。 

【事務局（酒井主幹】 

続きまして、北海道のキャッチフレーズについて説明させていただきます。 

資料の２－３になります。 

北海道のキャッチフレーズは、今まで平成 10年から「試される大地」ということで非常

に認知度も高く、活用もされておりましたけれども、北海道の魅力を国内外にこれまで以

上に積極的に発信をしていきたいという思いを込めまして、昨年の４月に新しいキャッチ

フレーズを定めたところでございます。「その先の、道へ。北海道」、英訳は「Hokkaido．

Expanding Horizons.」ということでございますけど、このフレーズにつきましては、「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いこう」という道民の

思いを込められたキャッチフレーズとなっておりまして、9,205 作品の中から審査を経て

決定したフレーズでございます。 

一枚めくっていただいたところが、昨年新しいキャッチフレーズの活用・普及に向けた

取組を進めてまいりましたところですので、この主立ったところを掲載させていただいて

おります。 

道といたしましては、このキャッチフレーズの活用に向けまして、様々な啓発資材を作

成しつつ情報発信を行ってきたところでございまして、今日もうるさいぐらいに「その先

の、道へ。北海道」のポスター、それからバナーですね。それと、ここは知事の記者会見

の場所なのですが、バックボードに「その先の、道へ。北海道」というメッセージをいれ

させていただいて、この新しいキャッチフレーズの普及に向けて取組を進めております。 

そのほか、昨年は各振興局から地域の魅力を発信する画像を出していただいて、それと
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このキャッチフレーズを合わせた素晴らしい地域の写真をポスターにして、道庁のほか地

下歩行空間でポスター展を実施したところですし、集めるにあたって、自由に使える画像

を出してくださいということにしておりましたので、イメージ画像を自由に使える画像集

を作成したところです。 

それから、先ほどいろいろお話をさせていただいた道庁で持っている広報ツールが様々

ございますので、そちらの方で「その先の、道へ。北海道」これを入れさせていただいて、

定着に向け発信をしているほか、昨年度できて１年目ということで、まずは道職員から知

名度を上げて使っていこうということがございますので、名刺でありますとか、電子メー

ルの署名でありますとか、それから庁内で横断幕の設置をしたり、「その先の、道へ。北

海道」のフレーズを初音ミクちゃんがしゃべるというサウンドロゴをクリプトンフューチ

ャーメディア様にタイアップ事業で作成していただきまして、そちらを庁内放送の終わり

に入れさせていただくという取組をしております。 

それから、もちろんですね、民間企業の皆様にも活用の呼びかけを行っておりまして、

先ほどご説明した包括連携の取組をしている事業様のほか、これまで「試される大地」と

いうロゴ・キャッチフレーズを使っていただいていた企業者様にも、新しいキャッチフレ

ーズができましたということで、活用のお願いをしたりというような取組を行ってきたと

ころでございます。 

下段の方については、先ほどご説明をしたポスター、チラシ、これはチラシの写真です

けれども、チラシ、イメージ画像、ポスター展の状況、今も貼っておりますけど、１階正

面を入っていただき上を見上げていただくと左手の方に、青い「その先の、道へ。北海道」

の横断幕を貼らせていただいてます。 

それから、先ほど説明させていただいた道庁インターネット放送局の中に、キャッチフ

レーズをＰＲするアニメ動画を作りまして、それを一回、テレビの道政広報番組で放送し

まして、今はユーチューブだとか、インターネット放送局に載せさせて活用しているとこ

ろでございます。 

次のページは、民間企業の皆様にいろいろ取り組んでいただいた内容でございます。 

下段に写真として載せさせていただいておりますけど、旭川の廣野組様におかれまして

は、自社ビルに、大きな広告幕を掲げていただいて、これは民間企業のご協力の第 1号と

いうことで、非常に喜ばしい嬉しい取組だったんですけれども、その後、雪印メグミルク

様には先ほどご説明したとおり、ソフトカツゲンのパッケージを使っていただいたりです

とか、雪印メグミルク様におかれましては、包括連携協定の取組の一環として、道庁赤れ

んが前に花壇を贈呈いただいているんですが、その看板に「その先の、道へ。北海道」と

いう看板をつけていただいて贈呈していただいた取組、それから、北洋銀行様、ＪＣＢ様、

ファミリーマート様、ＪＣＢ様には、情報サイトで発信していただいているところでござ

いますけど、このキャッチフレーズを決める審査委員の委員長をクリプトンフューチャー

メディア様の社長様にお願いした関係もございまして、先ほど、サウンドロゴについても

お話しいたしましたけれども、イメージソングも作っていただいております。 

そちらに貼ってありますバナーのイラストも、クリストンフューチャーメディア様の方

で公募をして、その中から優秀作品として選んでいただいたイメージイラストとしてご提

供いただいたところです。 
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お話ばかりなので、ここで、イメージソングを皆様にさわりだけですけど、聞いていた

だけたらと思います。 

 

【イメージソング放送】 

 

【事務局（酒井主幹）】 

こういった爽やかな曲になっております。 

我々としても、こういった映像とか音、そういったところと組み合わせながら、このキ

ャッチフレーズの普及に向けて、更なる取組を進めて参りたいと考えているところでござ

います。 

最後４ページになりますけど、今年度の取組予定として、そちらに飾ってあるポスター

等々につきましても、新しいデザインにしようかということで、今年度、新しいものを作

りたいなと思っておりますし、昨年度実施をしましたイメージ画像展というか、地域の魅

力を発信する取組もありますので、そういったことも今年度やっていきたい、それから、

もちろん広報ツールに入れてというところをより徹底していきたいと思っておりますし、

今、名刺等々のテンプレートもあるんですが、そこも刷新しながら、より使いやすいもの、

使いたくなるものに、もう少し深めていきたいと思ってございます。 

それから、今日のお昼から、今のイメージソングを庁内放送で掛けさせていただいて、

このキャッチフレーズの趣旨を伝えながら、より普及に向けて取り組んでいきたいと考え

てございます。 

それから、昨年度から始めておりますけど、関係機関、民間企業の皆様へのお願いも進

めておりまして、観光関係団体の皆様へお願いをしたり、金融機関の方に、先ほど隙間時

間のお話がありましたけれども、待ってるときにデジタルサイレージみたいなものがあり

ますので、そういったところに、こういうイメージソング付きの地域の映像を流していた

だくとか、そういうお願いをしながら進めているところですし、これから一年間かけて進

めていきたいと考えております。 

それから、冒頭に話しました来年北海道命名 150年ということになりますから、４ペー

ジの右のほうに、150年のロゴマークとキャッチフレーズをロゴ的に扱える形になっており

ます。 

こちらは、150年事業の基本指針の中でも、こういった形で使っていこうということにな

ってございますから、来年の 150年までは 150年のロゴと組み合わせた形で、このキャッ

チフレーズの露出も図っていくというような取組を進めていきたいと考えてございます。 

いずれにしましても、まだまだ「試される大地」に比べますと知名度も低いですし、普

及も図られておりません。今後とも皆様のご意見等々をいただきながら、普及に努めて参

りたいと考えおりますので、よろしくお願いします。 

以上でございます。 

【及川座長】 

何かご質問、ご不明な点はございますか。 

【嘉藤委員】 

キャッチフレーズなんですけど、今のところ、ポスターは初音ミクを使って大々的にや
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られていると思うんですけど、初音ミクもキャラクターですが、道庁の中でも結構自前で

マスコットキャラクターを持っていると思うんです。 

例えば新幹線をＰＲする「どこでもユキちゃん」ですとか、電子申請の「ドーチョくん」

ですとかあるんですけど、そういうキャラクターとコラボしてキャッチフレーズをＰＲす

るのもありなのかなって思いました。 

マスコットは、結構、道民の方は興味を持って見る人が多いと思いますので、そういっ

たものを組み合わせればいいのかなと思いました。 

【事務局（酒井主幹】 

そういったことのお願いを始めているところもあるんですけど、なかなか物理的に難し

かったりですとか、いりいろありますので、今後も協議を進めていきたいなと考えていま

す。ありがとうございます。 

【及川座長】 

先ほど取組についていろいろご紹介していただきましたけれども、それは、前回の会議

以降にプラスアルファでやられたことですか。 

【事務局（酒井主幹】 

昨年度の取組につきましては、１月に説明をさせていただいた部分と重複になっている

と思います。 

先ほどご説明をし忘れたのですけど、新しいところといたしましては、今年、セイコー

マ－ト様に店内放送をやっていただいているのですけど、そこに初音ミクちゃんのサウン

ドロゴを付けていただいたり、そういったような取組も新しくはやっているんですけど、

まだ新しい取組が１月以降出てきているかというと、なかなか進んでいなくて、これから

新しい啓発物を作りながら進めていこうということを考えています。 

イメージソングについては、なかなか活用が進んでいなかったところもありますので、

音と絵と合わせてやっていくという方針があるものですから、そういったところを活用し

ながら、どういったことができるかを図りながらやっていきたいと考えています。 

【鹿又委員】 

私も、前回のキャッチコピーの説明のとき、「その先の、道へ。北海道」というキャッ

チコピーのロゴタイプは決まっていませんよとお聞きしたのですが、いろいろなツールが

あるので、職業柄なのか、どれも一貫性があるように見えないんですよね。なんか、ばら

ばらに見えるのんですね。 

例えば、ここにもたくさんキャッチコピーが入ったものがあるんですが、「その先の、」

があって、「道へ。」があって、その空間が全角なのか半角なのかというのも全然違いま

すし、そういうのって音とキャラクターとおっしゃいましたけど、視覚から入ってくるの

が人間の認識ですごく大事だと思うんですよね。 

明朝体バージョン、ゴシック体バージョンとか用意してもいいと思うんですが、やはり

統一してこれを使ってくださいというものがあった方が、「試される大地」もやっぱり同

じ文字がマークとしてロゴタイプがあったので、ぱっと見て「あのマークの文字だよね」

と認識出来ると思うんですよね。 

なので、ある程度統一したほうが、縦横自由でも統一した方がいいんじゃないかなと。

今、作りものがどんどんどんどん増えてくるのに、そんな気がしてます。 
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【事務局（酒井主幹）】 

いろいろ、やはりそういったご意見をいただいておりまして、「自由です」みたいな形

で進めているんですけど、イメージもばらばらで「かえって使いにくい」というご意見も

いただいていますので検討しているんですが、先ほどご説明したとおり、今年から来年に

かけては、150年のロゴとの組み合わせの具体というか、こういった形で使っていくという

ところを基本にしようかなと考えております。 

ただフォントとかですね、推奨デザインとか、そういったところを少し作って、広めて

いければということを検討しておりますので、参考にというか、ご意見としていただきま

す。ありがとうございます。 

【及川座長】 

自由に使えるっていうことで、たくさんの人に使っていただこうと規制しなかったとい

うことですね。それがちょっと逆効果だったんですね。 

【事務局（酒井主幹）】 

善し悪しがあるようなので、「デザインはこうです」ではなくて、推奨のような形で、

どこまでできるかということを検討します。 

【篠原広報担当課長】 

今年度新しい啓発資材を作るというご説明させていただきましたが、そのときに、どん

な形になるか分からないのですけど、フォントとか先ほどおっしゃった字間とか、そうい

ったものも組み込んだマニュアル的な物も一緒に作ってご紹介させていただきたいなと。 

私たちも名刺に使いたいなと思ったときに、さてどうやって使おうかなと、みんなそれ

ぞれ逆に困ってしまったりしますので、そこは合わせて考えていきたいと思っております

ので、１月にいいご報告ができればなと思っています。 

【及川座長】 

「でっかいどう、北海道」ってキャッチフレーズはなかったですか。 

【事務局（中村主幹）】 

あれは、道のではないですね。一般企業「全日空のキャンペーン」のコピーで、テレビ

のコマーシャルですよね。 

【及川座長】 

前回の会議の後で、何がいいのかなと考えてみたんですけど、「でっかいどう、北海道」、

「試される大地」はやはりインパクト強かったなと。 

【事務局（酒井主幹】 

やはり「でっかいどう、北海道」はインパクトがありましたよね。 

今回のキャッチフレーズについては、道民の思いというか、そういったところを込めた

メッセージになっておりますので、様々な情報発信の場面で、キャッチフレーズを添えて

いただければ、メッセージの発信になるかなと考えておりますので、皆様におかれまして

もご活用いただければ、大変助かります。 

【畑山委員】 

前回、このキャッチフレーズが散々だったので、私はフォローしたかったのですが言え

なかったので、この場で言わせていただきますが、私はこのキャッチフレーズはすごく好

きだなと思っていて、なぜかというと、「試される大地」だとあまりにもインパクトがあ
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って、すごく使われるんですけど、段々とネガティブな方向に使われることが多かったじ

ゃないですか。 

例えば、台風被害があったら「さすが北海道、試されてるな」とか、JR北海道が廃線に

なると「北海道、試されているね」みたいな、ちょっとネガティブな使いが多くなってい

て、何かそれは道民としてはちょっと嫌だなと思うところもあるんですよね。 

このキャッチフレーズになってから、ものすごくポジティブな先の方を目指すというよ

うなイメージを受けるので 前回のものを払拭できるぐらい活躍してもらえたらなと。 

最後に質問ですけど、これは、評価ですが、どうやったら成功しましたというのかしら

と思っていて、次回の１月のときには、どういった状況になっているところが目標なので

しょうか。 

【事務局（酒井主幹）】 

当初、庁内は１年間でもちろん 100％。道外は３年スパンぐらいで目標を立てて進めてい

ます。 

ただ、それをどういうふうにそこまで達成したかというのを、どういうふうに図るかと

いうのは、今決めていないので、進めながら検討させていただきます。 

この数年内には、道民意識調査の中で、そういったテーマを使うことも検討していくか

なということも考えています。 

【及川座長】 

なかなか難しいですよね。それが浸透していないと言われたってね、どうすりやいいの

ですよね。 

【事務局（酒井主幹）】 

正直、そうですね。 

【及川座長】 

 他に意見はございますか。それでは最後にフリーな意見交換の時間がありますので、追

加があればその時にお願いいたします。 

それでは、議題（４）です。広聴事業の取り組みについて、事務局からご説明をお願い

します。 

【事務局（三浦主幹）】 

私からご説明いたします。時間が迫っておりますので、概略のみのということになりま

すけれどもご了承ください。 

資料は３になります。私どもの広聴事業の主要な取組である「道民意識調査」について

でございます。 

この意識調査は、目的にも書いてありますとおり、道の重要課題や主要施策に関しての

世論調査を実施しまして、道民の意向や意識を把握し、道の政策形成に反映させるという

ことを目的に実施をしております。こうした世論調査は、国はもちろん、他府県や市町村、

あるいはマスコミ各社さんのほうでも、いろいろな形態で、様々なテーマで実施されてい

ることはご承知のことかと思います。 

 私どもの調査ですけれども、調査の実施に当たりましては、専門的なノウハウが必要と

いうこともありまして、調査対象者の抽出から報告書の作成までを、民間企業に委託をし

て実施しております。 
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調査対象は、北海道内に居住する満18歳以上の個人1,500人ということです。 

昨年までは、20歳以上ということで調査をしておりましたが、国や他県の状況も18歳以

上が多くなっていることも踏まえまして、北海道の場合も今年から18歳以上で実施をする

予定です。 

 1,500人の抽出方法としましては、「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ありまして、国や他県でも多く採用されている手法

でございます。調査は、郵送による往復でございまして、例年、だいたい５、６テーマで

実施しております。設問数で35問程度であります。 

 回収状況ですけれども、概ね、例年50％前後で推移してきております。なかなか回収率

は上がらないんですけれども、そのための工夫としましては、わかりやすい言葉遣いに留

意するのはもちろんですし、イメージしやすい、わかりやすいテーマから順番に設問を並

べたりというような工夫もしております。また、調査期間は約１か月弱ほど予定してます

けれども、調査票の送付後、一定期間経過した後に、調査回答へのお礼と、未回答の場合

にはその督促を兼ねたハガキを送付しております。調査票が家庭に届く頃には、本当に北

海道がやっている調査なのかという確認のお電話をいただいたりしております。 

 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、やむを得ないのかなと。何

とか、調査にご協力いただきながら、回収率を上げていくように努力をしてまいりたいと

思っております。 

 今年の調査スケジュールですけれども、８月には調査を実施いたします。現在、調査テ

ーマについては検討中でございます。報告書のとりまとめ、分析を踏まえまして、11月に

は調査結果を公表する予定です。２回目の会議では皆様方にもその結果をご紹介したいと

思います。なお、次のページに平成18年以降の、最近までの調査テーマ一覧を添付してご

ざいます。 

また、その次ページからは、平成28年度の調査結果の概要ということで、それぞれ質問

と、回答数が多かった上位３つまでを取りまとめた資料でございます。内容については後

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、だいたい200ページ超えるんですけども、過去２年分につ

きましては道のホームページにも掲載をしております。それ以前については概要のみを掲

載をしております。道民意識調査については、簡単ですが以上でございます。 

【及川座長】 

何かご質問はございますか。 

【嘉藤委員】 

道民意識調査の件で、僕もちょっと過去に行政モニターをいくつかやっていたことがあ

ったものですから、その立場からちょっと確認しますけれども、まず調査方法が郵送なん

ですけれども、郵送以外に、例えばウェブ上から回答するとか、そういったことは今のと

ころ考えていないのですか。 

【事務局（三浦主幹）】 

ウェブアンケートというのも、うちの部署以外では様々なテーマでやっているんですけ

れども、私どもの道民に意識調査というのは、いわゆる標本調査といいまして、母集団、

この場合、満 18歳以上の道民ということなんですけれども、そこから 1,500人の標本を抽
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出する手法でございます。 

どうしてもウェブアンケートですと、当然ウェブに詳しいというかやってる人しか相手

にできないということもありまして、そうではなくて、あくまでも北海道全域を縮図とし

て調査する、標本調査というやり方をやっていますので、こうした郵送形式でやってござ

います。 

【嘉藤委員】 

一応、ターゲットはちゃんと絞ってそういう形で、郵送でやってるという。 

【事務局（三浦主幹）】 

そうですね。北海道をブロック分けして、さらに市町村の規模に分けて、その上で 150

の調査地点を規模に応じて配分して、さらに住民基本台帳から無作為に抽出するという作

業になります。 

【嘉藤委員】 

答える側からすれば、調査表というのが送られるわけですよね。 

それを記入して、それを専用の返信用の封筒に入れて、ポストに投函する。 

【事務局（三浦主幹）】 

 はい、そうです。 

【嘉藤委員】 

それがちょっと手間で。ポストが近くにあるといいですけど、やはり北海道ですから住

んでるところによってはポストが遠いとかいうところもあると思うんですよ。その辺を改

良するために郵送で送るとは別に、不特定多数ではなくて、特定の人ですけど、その人向

けの回答専用のウェブフォームみたいのを作って、そこで回答すればポストに投函する手

間がかからなくていいのかなと思いました。 

行政モニターとは事情が違うかもしれないんですけれども、だいたい行政モニターは、

こういうアンケートに答えるんですけれども、ウェブで回答するとか、ウェブで回答しな

くても事前に電子メールを登録してますので、電子メール上でエクセルファイルを送られ

てきて、それを回答すると。 

北海道教育委員会でも教育モニター制度があるんですけれど、エクセルファイルが送ら

れて、それでアンケートを答えて、送るといった形だったと思うんですけども、そういう

ウェブでやったほうがもっと回収率をあげる方策としては有効なところがあると思いまし

たので、ちょっと質問させていただきました。 

 あと質問は変わるんですけれども、道民意識調査って純粋に質問項目を設定して、それ

を答えておしまいという形で、自由記述とかはありますか。道政全般についてお伺いする

とか。 

【事務局（三浦主幹）】 

全般についてというより、テーマについては設問の選択肢の一つに「その他」具体的に

記入いただく場合もあります。質問に対する回答にはなりますけれども、そういうのはご

ざいます。 

 

【嘉藤委員】 

道民にとって、道政ってあまり身近でないところがあるんですよ。意識調査やるってこ
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とは、道政について普段あまり考えない、道政についていろいろ道民に考えてもらう機会

でもあると思うんですよ。そのタイミングで道政についてもっと自由な考えがあれば、そ

こに意識調査に書いてもらうとか。そうすることによって、道民がどういうことを道政に

ついて求めているか、そういった意見を吸い上げる方策として、この意識調査の中に自由

意見を書き込んでもらうということがあれば、もっと道民の意見が聞き取れるという形で

いいのかなと考えております。 

【事務局（三浦主幹）】 

ありがとうございます。一つ目のウェブ回答の部分は、ちょっと他県の例も参考に勉強

したいとは思うんですけれども、予算の絡みもあるものですから、そこは検討課題かなと

思います。 

もう一つ今の件、自由意見の部分ですけれども、広く意識調査だけではなくて、当然我々

の広聴業務として、道民の方々からの意見、要望、苦情も含めてですけれども、受け付け

る窓口はございますし、当然、振興局でも受け付けております。意識調査も含めて、広く

道民の意見を拾い上げて、吸い上げていかなければならないと思っております。 

【嘉藤委員】 

わかりました。 

【及川座長】 

 そのほかどうでしょうか。 

【鈴木委員】 

質問項目の上位３点についての資料は付いていますが、1,500 人の中の約 750 人くらい

ですけれども、男女割、年代別、いろいろ基礎データもあると思うんですね。その辺もう

ちょっと詳しく付いていれば、今後参考になるのではないでしょうか。 

また、自転車のところで「その他」が１位でしたが、「通学・通勤」ではなかったのか

な、設問でも、これはちょっと単純ですよね、と思ったものですから。 

さっき主幹が分かりやすい表現で工夫しているとは説明いただいたんですけれども、設

問するときには、私たちは分かっていても、住民を相手にした場合はこういうふうにして

ほしかったとか、さきほど嘉藤委員もおっしゃっていましてけれども、質問にせっかく協

力してもらったので、そういうところでの意見というのは、きちんと聞けるような場面が

あったらいいと思いました。 

【事務局（三浦主幹）】 

 かしこまりました。 

【及川座長】 

そのほかどうでしょうか。 

それでは議題の最後ですが、その他です。 

今日のテーマにあったことでもよろしいですし、何か参考となる情報やご意見などがあ

ったらお願いします。 

ちょっと私一つお伺いしたいのですが、今年度の広報重点テーマですが、「グローバル

展開」、「次代へつなぐ地域づくり」、「防災」、そうなんだろうなという感じがするん

ですけれども、一つ今道の課題としては、インバウンドにどう対応していくのかというの

があるのでしょうし、防災ということもあるかと思いますが、人口減少について大変だと
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思うんですが、その部分に対する支援、世界に誇る「ふるさと歴史文化」という項目を抜

き出していますけれども、ちょっとその辺弱いのかなというか、地域の人の立場に立って

地域を支援するという、その辺の広報での取組というのは具体的にどういう状況になって

いるのか。 

【上田広報広聴課長】 

 今でいう地方創生というのはですね、ここ２年くらい国も率先して取り組み、我々も総

合戦略をつくってますし、道だけではなく市町村でも全て総合戦略というのを作っている

のですけれども、動きとしては、広報というよりは実際に人を呼び込んだり、呼び戻した

りするというのが極めて重要だと。魅力を発信するもの大事なんですけれども。 

そこで去年から東京の有楽町なんですけど、移住定住推進センターという、有楽町駅前

の交通会館ビルの１階にどさんこプラザという北海道のアンテナショップがあるのですけ

ど、そのビルの中に移住定住、仕事の紹介もでき、まちの情報も提供でき、そこのまちで

はどんな医療支援、子供たちにどんな医療費をどこまでできるかとか、そういった情報も

含めて情報提供できるようなセンターを設けているんですね。そこで相談を受けたりして

いますので、どちらかというとそういうところに力を注いで、北海道に関心がある方々に

対して、実際に情報提供したり、住む場所、働く場所はどうなのか、というようなことに

取り組んでいます。そこにかなり力を入れてはいます。 

 今月から、北海道ウイークということで、いろいろな情報を提供している強化期間を設

けて、具体的には６月からは「しごと」というテーマを設けて、一定期間どこどこの町の

農林漁業の仕事について広くアピールしますということで、農林漁業の仕事に就きたいと

いう人に対してアピールするだとか、あとは地域おこし協力隊で協力したい若者が相談で

きるようにするだとか。 

加えて、秋ぐらいからは、地域ごとに、14振興局の魅力を伝えるなど、それぞれの自治

体が総合戦略を組んでますけれども、実際人を呼び込んで人を戻す、そういうことを、ま

ずは首都圏の東京で中心にやっていこうと。地方創生でいくと、主立った取組はそういう

ことです。 

実際、地方創生といってもいろいろなことをやる、農業の振興もやらなきゃいけない、

様々な分野の振興に取り組まないといけないのですが、力を入れているのは「ひと」。実

際に呼び戻したり。お医者さんもそうですね。お医者さんを確保するにも首都圏から確保

しようと。そういう状況であります。 

【及川座長】 

 その後に北海道ウイークの結果とかですね、それからそういう事業が、実際どれぐらい

お医者さんが仕事についたとか、そういうのが現実にどういうふうに反映されていくのか。

その辺のことも、今すぐはいいですので、次回には。 

【上田広報広聴課長】 

 頭の中に残っている数字でいけば、去年の 10月に東京のふるさと移住定住推進センター

を開設したのですけど、500件ちょっと（509名）の移住に関する相談人数がいます。そう

いった方々から相談を受けて、実際、その方々がどれだけ移住したのかについては、なか

なか後追いは難しいですね。ですがアンケートをやったり、調査はしています。実際どう

いう効果があったのか、追おうとしていますがかなり難しいです。 
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【及川座長】 

 その当たりのデータがありましたら、お知らせしていただきたいのと、最初の話に戻り

ますけれども広報活動のほうで、そういう地域を重点的に支援していくという試みとかが

あったら。 

【篠原広報担当課長】 

 広報紙の中でも地域の動きを紹介するコーナーもありますし、あと特集ページじゃない

ですけれども、裏面で、地域で頑張っている人たちを紹介するというコーナーも毎号設け

ているので、そういったところも使いながら、いろんな形で説明していこうと思っていま

す。 

 北海道ウイークについては、先日のうちのメルマガでも紹介をさせていただいて、道外

で読んでいらっしゃる方も多いと思いますので、広報ツールで紹介していきたいと思って

います。 

【及川座長】 

 その他どうでしょうか。特にデザインについて、何かご意見があるかと思うんですが。

せっかくですから他に何かありましたら。 

あとなかなか全ての分野に、キャッチフレーズもそうなんですが、それが実際の効果と

してどういうふうに結びついているのか、というような検証を、きっと難しいとは思うん

ですけども、こういうことをやってますというのはわかるんですが、現場は十分ご苦労さ

れているのはわかるんですが、実際どれだけ効果をあげているのかという検証も。これだ

け税金を使ってやっているんですから、そういう部分も必要かなと思います。 

 どうですか、せっかくですので。年に２回しかありませんので。 

【伊藤委員】 

 一ついいですか、ちょっと的外れだったら申し訳ないんですけれども。 

この前テレビで見たものがあって、外国なんですけれども、税金の使い道をものすごく

事細かに市民に伝えている都市がありますと。そこに住んでる人たちは、それにすごく満

足していて、それで特殊な使い方もしていて、警察の費用にすごく支出して、警察官も多

く見回りもしていて、犯罪件数がかなり少ないですとか、信号を信号会社に委託をして、

信号を手動で切り替えられたりして、渋滞を解消させて交通の便がすごくいいですとか、

かなり特殊なお金の使い方をしている都市なんですけれども、すごいいいなと感じました。 

広報紙「ほっかいどう」の、青いほうの下に、歳出が記載されているんですけれども、

教育費は他の都市に比べて高いのか低いのか、どこに力を入れられているのかなというの

がわからないと思っていて、北海道ってここにすごい力を入れていて、こんなお金の使い

方をしていて、こんなに素敵なんですよみたいな情報が入ると、他の内容にも興味が出る

かなというふうに感じたんで、ちょっと個人的な意見なんですけれども、お伝えさせてい

ただきます。 

 

【篠原広報担当課長】 

 北海道予算は毎年度、１号特集を割いてお伝えしているんですけれども、この伝え方で

果たしてわかっていただいているのかなというのは、我々も日々考えているところですの

で、今後に向けて、できるだけ道の予算を道民の方たちにわかりやすく伝えられる工夫を
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していきたいと思います。ありがとうございます。 

【上田広報広聴課長】 

本当にいろいろな分野に取り組んでいます。福祉はもちろん大事だし、人を呼び込む観

光も大事だし、交通問題も大事だし、人づくりも大事、あらゆるところを大事にしている

んですね。 

例えば広報紙のこのスペースでどれだけ伝えられるのかという話なんですけれども、見

開きの広報紙「ほっかいどう」を見ていただいて、開いたときの上段には、それぞれ何を

今年度力を入れていくかということ、例えば、左の上のところであれば、稼ぐ観光のため

に外国人観光客をどんどん呼びたいというようなことを訴えたり、その隣では、道産食品

をもっと海外に売り込んで輸出をしていきたい、これだけの目標でやっていきたいとか、

また隣では、女性や若者が力を発揮できる社会をつくるための様々な政策を伝えたり、い

ろいろなことがあります。 

本当は詳しく伝えたいところではあるのですけれども、いろいろ考えた上でこういうふ

うにまとめています。もちろん工夫はしていかなければならないとは思っています。 

【伊藤委員】 

 他の県とかと比べて、どこに注力しているのかなってところが特に知りたいなと思って

いて、例えばインバウンドとかすごい力を入れているとは思っているんですけれども、果

たしてそれが２倍ぐらい力を入れているのか、10倍ぐらい力を入れているのかとか、ちょ

っと感覚的にわからなくて。 

いろいろ工夫いただいているのは承知してはいるんですけど、ちょっと個人的にそう思

いました。 

【及川座長】 

 行政として公平性を重視すると、こういうふうになっちゃう。 

【上田広報広聴課長】 

 公平性を重視するともっと紙面を割かなくてはいけないくらいです。そんな中でも重点

的に掲載しているころではあるのですが。 

【鈴木委員】 

 市町村だと、自治体によって規模は違うのですが、予算・決算について公表するときに

住民 1人当たりの教育費とか、福祉にこれだけかけているとか、借金はこれだけあります

とか、それをどう皆さんにお伝えするのかの手法になります。そういうところでは 700億

円と言われても、何か自分の財布の中として比較してもよく分からないと思います。工夫

が必要かもしれませんね。 

【及川座長】 

 いいですか皆さん。 

 それでは時間が参りましたので進行を事務局にお返しします。 

 

  4．閉  会 

【事務局（三浦主幹）】 

 及川座長、どうもありがとうございました。 

予定の議事は、以上でございます。 
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最後に、篠原広報担当課長から閉会に当たり挨拶をさせていただきます。 

【篠原広報担当課長】 

 皆様お疲れ様でした。広報担当課長の篠原と申します。 

 広報広聴課ですね、課長が２名いまして、上田のほうが報道と広聴を担当し、私が広報

と民間協働を担当しているんですけれども、私、平成の初めくらいに担当者で広報を担当

していたことがありまして、その頃は紙、広報誌と新聞ですね。あと、テレビとラジオ、

パブリシティ、そのくらいしかなくて、本当に単純明快で割と分かりやすい形でやれてた

んですけれども、うん十年ぶりに戻ってきましたら、インターネットがありＳＮＳがあり

ということで、行政の情報を発信していくツールがすごくたくさん増えて、情報の内容と

かターゲットによって何を使っていったらいいのか、どういうふうに組み合わせていった

らいいのかということを私たちも日々模索しながらやっています。 

 そういう中では、こういう会議で皆様方から道民目線のですとか、お仕事を通じて感じ

ておられることとか、そういったご意見を伺えるのは本当に貴重な場だと思っております

ので、今後とも私どもにご意見ご提言をお願いできればと感じております。今日はどうも

ありがとうございました。 

 先ほども事務局からお話がありましたが、次回、来年の１月くらいということで、予定

をしております。また日程調整の上、ご案内をさせていただきますけれども、お忙しいと

は存じますが、是非ご参加の上、我々にいろいろなご意見を聞かせていただきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。 

【事務局（三浦主幹）】 

 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。 

 皆様どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


