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場 所：北 海 道 本 庁 舎  ２ 階  記 者 会 見 室 
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  １．開  会 

【事務局（西本主幹）】 

 まだ、出席予定の方がそろっておりませんが、定刻を過ぎましたので、始めさせていた

だきたいと思います。 

 ただいまから、平成２７年度第２回北海道広報広聴推進委員会を開催いたします。 

 

  ２．挨  拶 

【事務局（西本主幹）】 

 開会に当たりまして、広報広聴課長の濱坂からご挨拶を申し上げます。 

【濱坂広報広聴課長】 

 皆さん、おはようございます。 

 広報広聴課長の濱坂でございます。 

 本日は、お忙しい中をご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 委員の皆様方には、日ごろから道の広報広聴活動に対しまして特段のご理解とご協力を

賜り、心より御礼申し上げたいと思います。 

 本委員会は、ご承知のとおり、道の広報広聴活動全般にわたりましてご意見やご提言を

いただきまして、今後の道の広報広聴のあり方や、業務の効果的、効率的な推進に活かす

ことを目的に設置しているところでございます。 

 本日の議題でございますが、お手元の次第にございますとおり、本年度の戦略広報の展

開にかかわって、一つ目は、昨年度、平成２６年４月に策定した北海道戦略広報基本方針

に基づく本年度の取組についてご説明させていただきたいと思います。次に、二つ目とし

て、道で平成１８年度から進めている民間企業などとの協働による広報の推進についてご

説明させていただきたいと考えております。とりわけ、②の民間企業との協働につきまし

ては、先週の金曜日にも第一生命保険株式会社様との協定調印式がございましたが、包括

連携協定はこれまで累計で４９件となっておりまして、道の広報展開においてその取組が

着実に拡大してきているところでございますので、きょうはその状況についてご説明させ

ていただきたいと考えております。 

 道といたしましては、引き続き、これらの民間企業などとの協働や、様々な広報媒体の

活用などによりまして、道政情報を分かりやすくタイムリーに道民の皆様方に発信してい

きたいと考えております。また、本日の議題ではございませんが、皆様もご承知のことと

存じますけれども、本年度、北海道の新たなキャッチフレーズを募集しておりまして、現

在、本委員会の八木委員にもご参加いただいております選考委員会において選考作業を進

めている状況でございます。今後、新たなキャッチフレーズが決まりましたら、それらも

活用しながら、北海道が持つ豊かな自然環境や、食、観光などの北海道価値を道内外に発

信して本道の活性化に結び付けることができればと考えております。 

 本日は、限られた時間ではございますけれども、皆様から忌憚のないご意見、ご提言を
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いただいて道の広報広聴活動の推進に役立てていきたいと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

  ３．議  事 

【事務局（西本主幹）】 

 本日は、寺島副委員長、鈴木嘉幸委員のお二方が欠席ということでご連絡をいただいて

おります。 

 出席者は、合計８名となりまして、委員の過半数が出席されておりますので、当委員会

の設置要綱５の(２)に基づき、本日の本委員会は成立していることをご報告させていただ

きます。 

 それでは、議事に入る前に、お配りしているお手元の資料をご確認させていただきたい

と思います。 

 まず、あたまに次第があるかと思います。次に、資料としては、資料１として、北海道

戦略広報基本方針に基づく平成２７年度の取組について、それから、資料２といたしまし

て、民間企業などとの協働による広報の推進について、そのうしろに、参考資料１として、

北海道戦略広報基本方針、参考資料２として、この基本方針に基づく平成２７年度「取組

計画表」となっております。 

 資料としては以上でございますが、漏れなどはございませんか。 

 その他、机上には、広報紙「ほっかいどう」、その他フリーペーパー等、道の広報が載

っているものをいくつかご用意しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

 また、本日は、「北海道新幹線開業３．２６」と書いておりますが、道と包括連携協定

を締結しているサッポロビールから、新幹線開業記念のサッポロクラシックをご提供いた

だいております。サッポロビール様には協働事業の一環として商品パッケージを活用した

広報にご協力いただいておりまして、この場でご紹介したいと思います。 

 それでは、これから先の進行は鈴木委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

【鈴木（隆）委員長】 

 おはようございます。 

 第１回目に続きまして、今回も私が進行を務めさせていただきますが、忌憚のない意見

をどしどし出していただけることを期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 議題（１）は、平成２７年度戦略広報の展開についてですが、まず、①北海道戦略広報

基本方針に基づく平成２７年度の取組について、事務局からご説明をお願いいたします。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 広報広聴課で広報を担当しております山中でございます。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様には、道政広報の推進に当たりまして、日ごろからご理解、ご助言、ご協力

を賜りまして、この場を借りて重ねてお礼を申し上げたいと思います。 
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 私からは、平成２７年度戦略広報の展開につきましてご説明させていただきます。 

 資料は、お手元の資料のほか、こちらにスライドもございますので、両方をご参照いた

だければと思います。 

 前回、５月の委員会におきましては、配付している参考資料１の北海道戦略広報基本方

針、それから、参考資料２の平成２７年度「取組計画表」の内容について説明させていた

だいたところです。基本方針の中には４つの戦略がございまして、取組計画表において８

つの推進項目、２６の主な取組を掲げておりますが、目標数値を８つ設定して取り組んで

おりますので、本日は、これら目標数値の進捗状況を中心に説明させていただきたいと思

います。 

 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、後ほど議題②に

おいて詳しくご説明いたします。 

 まず、基本戦略１でございますけれども、北海道価値の効果的な発信としておりまして、

一つ目は、インターネットの積極的な活用でございますが、道政情報や北海道の魅力を道

内外へ積極的に発信しているところでございます。平成２６年度のホームページアクセス

数につきましては１億２，０００万アクセスとなっておりまして、今年度の目標数値は１

億２，２００万アクセスと定めました。１２月末現在では９，３３０万アクセスという実

績になっておりまして、このペースで行きますと年度末には目標数値の達成が可能ではな

いかと考えております。 

 次に、庁内の各部局、各振興局、関係団体、市町村などで作成いたしました動画を収集、

掲載しているインターネット放送局「Ｈｏｋｋａｉ・Ｄｏ・画」でございます。こちらは、

多くの方々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であるという観点

から、目標値を動画の掲載数と定めております。この掲載数の平成２６年度末の実績は１，

４００本、今年度、２７年度の目標は１，６２０本としておりますが、１２月末現在で１，

６１９本となっておりまして、きょう現在ですでに目標数値を超えている状況にございま

す。 

 続きまして、ブログの「超！！旬ほっかいどう」でございます。 

 連携協定を締結している楽天のご協力をいただきまして、楽天ブログサイトに掲載して

いるものでございます。１カ月平均のアクセス数について目標数値を設定しておりますけ

れども、平成２５年度のアクセスが５万７，３００アクセス、平成２６年度が９万２，０

００アクセスと推移しておりまして、今年度は９万５，０００アクセスという目標として

おりましたが、１２月末現在で１７万１，６７７アクセスと、こちらも大幅に数値を伸ば

しているところでございます。これは、各関係部局や振興局がフェイスブックやツイッタ

ーといったＳＮＳの連携を図ってきた結果、いわゆるメディアミックスの効果が現れてき

たものと理解しているところでございます。 

 次に、ツイッターでございますが、フォロワー数につきまして、平成２６年度末の１万

９００を１万５，５００まで増やそうという目標数値を設定いたしまして、１２月末現在
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で１万４，２２３という数字になっているところでございます。 

 ツイッターは、ご承知のとおり、瞬時に新しい情報を提供することができるツールであ

ることから、旬の北海道情報とか様々な行事などをＰＲする有効な手段と考えておりまし

て、赤れんが庁舎の庭にいるカモの日々の様子などを毎日掲載することによって、今の北

海道を発信するだけではなく、ツイッターのトレンドであるとかハッシュタグをチェック

して関連したツイートを行うことで、多くの方々にツイッターの存在を知っていただき、

目に触れていただくことによって、新規フォロワーの獲得を目指すことにも取り組んでい

るところでございます。また、掲載する情報でございますが、昨年４月からフェイスブッ

クの新着情報についてツイートを始めまして、北海道新幹線とか各振興局が持っている固

有の情報、いわゆるご当地ネタの発信が定期的に可能となったことによって、ツイート数

も大幅に伸びたと理解しているところでございます。このような取組によりまして、フォ

ロワー数も着実に増加しております。また、ツイート記事が表示された回数を表現するイ

ンプレッションというものも、昨年度に比べて２倍以上に増加しておりまして、より多く

の方々に道政情報が届いていることも実感しているところでございます。 

 続きまして、「北海道メールマガジンＤｏ・Ｒｙｏｋｕ」でございます。 

 登録者数１万６，６００人の目標に対して、１２月末現在で１万６，３８０人となって

おります。こちらも、先ほど申し上げたブログあるいはツイッターとの連携、メディアミ

ックスを進めることによりまして、登録の呼びかけ、あるいは利活用の促進といったもの

をさらに図っていきたいと考えております。 

 インターネットの利用による目標数値は以上でございます。 

 次に、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について今年

度の取組を紹介いたしますと、北海道をテーマにした漫画あるいは写真では、「もっと！

北海道民のオキテ」という、大手のKADOKAWAが出版いたしました漫画を掲載しております

が、このような例に見られるとおり、出版社が発行する情報誌あるいは出版物への情報の

提供を行っております。それから、昨年は、アメリカの公共番組専門のテレビ局であるＰ

ＢＳが取材に来られまして、知事のインタビューを行い、我々も取材協力をしまして、ア

メリカは当然ですけれども、日本でもそれを見られる環境となっております。 

 続きまして、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です

が、目標数値を設定している広報紙「ほっかいどう」についてでございます。 

 広報紙は、新聞折り込みやポスティングといった形で多くの方々にご覧いただけるよう

努めているところでございますが、それ以外にも、コンビニエンスストアとか多くの方が

集う公共施設、あるいは民間の施設なども含めて、これを設置させていただく場所をさら

に広げていこうという取組を鋭意進めておりまして、平成２６年度末の８００カ所から、

さらに８０カ所の増加を目標としております。１２月末現在では、まだ１桁しか増えてお

りませんでしたが、現在、ＮＥＸＣＯ東日本の協力によりまして、道内高速道路のサービ

スエリアあるいはパーキングエリアで１０カ所以上、さらに、イトーヨーカ堂の道内の各
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店舗におきましても１０カ所以上の設置がすでに決定いたしまして、今、最終的な調整を

しているところであります。さらに、例えば道立美術館とか都市公園といった公共施設に

も設置できるように、現在、調整を行っているところで、最終的には目標数値の８０カ所

まで達する見込みでございます。 

 次に、目標数値を設定している最後の項目ですが、ホームページのウェブアクセシビリ

ティー向上に向けた取組の一つといたしまして、ページのタイトルの修正を設定しており

ます。これは、ホームページをご覧になる方の利便性の向上を図るために、高齢者や障が

いのある方にも利用しやすいホームページにしていく必要があるという観点から、音声読

み上げソフトで読み上げられるページタイトルを分かりやすいものに修正していく作業を

しておりまして、年度末に不適切なページをゼロにするという目標を設定しております。 

 道が定めているウェブアクセシビリティーガイドラインでは、ページタイトルは固有で、

ページの内容が判断しやすいものに設定することと決まっております。重複したタイトル

などは全て解消する方向で、現在、各部局に作業を指示しているところでございます。 

 もう一つ、目標数値を設定しております見出しの設定を要するページにつきましても、

今年度及び来年度にかけまして引き続き作業を実施する予定となっております。 

 最後に、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の取組で、広報重点テ

ーマの設定についてです。 

 庁内の全庁的な統一テーマや、意思や戦略を持った広報展開をするに当たりまして、毎

年、広報重点テーマというものを設定しております。例年、年度が始まる前までにテーマ

を決めておりますが、今年度は４年に１回の選挙の年に当たりましたので、知事選挙の終

了後の７月に、道の重点政策を基に、一つは地域、二つ目は子育て・安心、三つ目は観光

といった三つのテーマを定めて展開しているところでございます。 

 広報重点テーマは、広報紙「ほっかいどう」の特集ページと連動しておりまして、１１

月号では「未来をつくる、地域の産業」をテーマに地域の魅力や資源を生かした取組を紹

介しております。また、１月号では「未来につなごう！安心の暮らし」をテーマにいたし

まして、喫緊の課題である人口減少問題とか、結婚あるいは子育てに対する応援記事とい

った観点で掲載しているところでございます。さらに、３月にはいよいよ新幹線が開業い

たしますが、重点テーマは観光でございますので、３月号といたしまして、３月２６日に

開業する北海道新幹線特集を予定しております。 

 簡単ではございますが、今年度の基本方針に基づく取組につきましては以上でございま

す。 

【鈴木（隆）委員長】 

 どうもありがとうございました。 

 ここまでの説明で、何かご意見やご質問等はございませんでしょうか。 

【衣斐委員】 

 本年度の活動、お疲れさまでございました。 
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 インターネットの活用の範囲について、三つほど質問させてください。 

 一つは、北海道庁のホームページですが、ひと昔前まではあのデザインで十分足りてい

ると思いますが、今はやはりパソコンで見るよりスマホで見る時代です。たしか、北海道

庁のホームページはスマホの最適化がまだなされていないと思うので、その辺の方向性は

今どうなっているのでしょうか。 

 二つ目は、例えば京都府とか、他の都道府県で比較的北海道と肩を並べるような地域と

のＳＮＳの対比について、あちらはどれぐらいアクセスしているのかとか、どういった情

報を発信しているのかといった比較検討はされているのかどうか。 

 それから、北海道内の活動で、これは広報活動全般ですが、町村レベルでは十分なコミ

ュニティーをされていると思いますけれども、例えば、政令指定都市である札幌市、それ

に準ずる函館市、旭川市といった大規模な市との協業はどういう形で活動されているのか、

この三つの質問についてご回答をお願いいたします。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 まず、１点目のスマホの件でございます。 

 前回のときにもこのようなご指導があり、我々としても、ぜひそれに対応していこうと

いうことで鋭意調整いたしておりまして、実は、道と包括連携協定を結んでいるヤフー株

式会社と協力してスマホの最適化について検討し、作業をしておりましたけれども、我々

が構成する作業ページを作るところまではうまくできたのですが、いざ、それを反映して

汎用化させるというか、皆さんがご覧いただくページに移行する時点で技術的に色々な不

具合が生じてしまいました。特に災害情報などの喫緊の情報を提示するときに、ホームペ

ージには載るけれども、スマホには載らないということになってしまうと、不具合が生じ

るというより、非常に危険なことになりますが、ヤフーとの協働によってもその辺の解消

がすぐにできなかったということでした。 

 しかしながら、今、委員からご指摘があったように、我々もスマホ化というのは当然や

っていかなければいけないと認識しております。そこで、今、道のホームページ全体を管

理しているコンテンツ・マネジメント・システム、いわゆるＣＭＳの機器の更新作業をし

ておりまして、来年度に向けてすでに業者選定の段階に入っておりますが、その中で、新

機能としてスマートフォンやタブレットに対応する仕様で進めております。ですから、来

年度の早い内にはスマホでもそのまま我々のホームページをご覧いただけるように、齟齬

がないようにしていきたいと考えているところでございます。 

【衣斐委員】 

 その辺は、ぜひオープンにする形で、例えば来年度の戦略の柱に定めて頑張っていただ

きたいと思います。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 分かりました。 

 それから、２点目のＳＮＳ系の話ですが、私どもは、他の県の情報について、悉皆
しっかい

調査
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のような形で調べたことはありません。ただ、ツイッターは、今、我々としても一つのメ

インとしているところでもありまして、観光圏と言われる京都、沖縄に問い合わせをして

みたところ、京都では、ツイッターについてはフォロワー数が２万３，０００近くと北海

道の大体１．８倍ぐらいあります。しかし一方で、ツイート数ということで、発信してい

る数からいきますと、京都は３，２００、北海道は１万７，０００と、北海道の方が多い

など、県によってフォロワー数とツイート数の違いも色々あったりします。ただ、沖縄に

ついては、民間の方がされているものはあるようですが、県としてやっているものはあり

ませんという回答でした。 

 それから、ＳＮＳということでは、先進県というのもいくつかあると聞いておりますが、

日進月歩ということで我々としても追いつかないところがあるものですから、適宜、衣斐

委員から、他の県の最新の情報をご提供いただいて、ぜひそれらを参考にさせていただき

たいと思います。 

【衣斐委員】 

 そういった地道な活動はパワーが要ると思うのですが、ＳＮＳというのはある意味で毎

日の日記のようなものですから、やはり、継続が力なりだと思いますので、今のモチベー

ションなり気持ちを維持していただければ十分に価値のある情報提供の仕方ができると思

います。時々、カモが話していますが、違うキャラクターもお願いします。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 その辺も、こんなものもあるよと教えていただければ我々も参考にさせていただきます。 

 最後に、札幌市などの自治体や団体との連携でございます。 

 まず、それぞれの市町村は広報を発信されていまして、それは我々も情報としていただ

いておりますし、我々の広報紙も各市町村に送ってご覧いただくなど、その辺は情報共有

をしております。しかしながら、もちろん掲載するときにひざ詰めで情報会議を開くよう

なことはできませんので、色々と情報が重複することもあると思いますが、その辺につい

ては、我々は道民に向けて、市町村は市町村の住民に向けて発信するということで、対象

が違うというところもありながら進めておりますけれども、その上で、地域の情報を収集

するのはやはり市町村がメインと考えております。我々としては、振興局が地域の出先に

なっていますので、振興局の地域政策課と市町村の広報や企画担当の部署と密接に連携し

て、地域の情報があればそれを道の方にも寄せていただいて、道で発信してもいいかどう

かという調整をするなど、そういったところも活用しながら進めております。 

 それから、情報を共有する一方、我々広報紙を発行する側として市町村の方々にご協力

をたまわっているのは、基本的には新聞折り込みとかポスティングで配っておりますが、

今、道内１７９の市町村の中で、７６市町村において、各市町村の広報紙に我々の広報紙

「ほっかいどう」をセットにして住民に配るということも進めております。そういうふう

に、ハード面というか、実際の面でも市町村と連携してやっていきたいと思っています。 

【衣斐委員】 
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 これは、僕の勝手なアイデアですが、先ほどのホームページの最適化というところでも、

特にメインのページはデリケートなところで、今、色々な障害があってできないというこ

とでした。しかし、ＳＮＳは、ある意味でそれを補助する情報発信ツールですから、北海

道の市町村レベルで発信しているフェイスブックなりツイッターのアカウントを何か一覧

でまとめるようなページぐらいはスマホで最適化する形で、例えば、北海道地図のどこか

にカーソルを持っていくと、その市町村のＳＮＳ系の情報発信を見ることができるように

するとかですね。スマホというのは直感なので、単純なテキスト一覧でそれがズラッと並

ぶようだと辛いですから、やはりイメージ的にビジュアル化したり、北海道の北の方を触

ったら稚内市なり利尻島の市町村のツイッターやＳＮＳに簡単にアクセスできるようにし

て、その辺からスマホの最適化を進めて本来の道庁のホームページという形もありかなと

思っています。頑張ってください。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 ありがとうございます。 

【鈴木（隆）委員長】 

 先ほどのご説明で、スマホ、タブレット向けの最適化は来年度のいつごろになるのです

か。 

【事務局（笠井主幹）】 

 今年６月、７月ごろを予定しています。 

【鈴木（隆）委員長】 

 では、本当にもう目の前という感じですね。 

 他に何か質問やご意見等はございますか。 

【吉形委員】 

 私もインターネット関係で教えていただきたいのですが、アクセス数が現在９，３３０

万アクセスと、びっくりするぐらい多いなと思いますし、ブログも目標の２倍近くなので、

すごく好調なのかなという印象がありました。ただ、この総数に対して、個々のコーナー

のページではどういったものがよく見られているのか、人気があるのか、そういったラン

キングのような分析はしていらっしゃるのでしょうか。 

【事務局（笠井主幹）】 

 ホームページに関しては、トップページ以外に、各部署のページ、それぞれのコンテン

ツのページのアクセス数も毎月把握しておりますし、ランキングといいますか、実際にそ

れぞれのページはどのくらいアクセスされているか、一覧にしたものを庁内で共有化して

誰でも見られるような状況にしております。 

 例えば、今年度の４月から１２月までのホームページのアクセス数についてページごと

に取りまとめた数字がございますが、トップページが１番なのは当然として、２番目には

北海道新幹線のページが来ていたり、また、上位に来るのはやはりそれぞれの部局のトッ

プページが多いです。それ以外のコンテンツのページになりますと、道職員採用情報のペ
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ージ、パスポートのページ、それから、各保健所で犬・猫の飼い主を探している情報を載

せておりまして、各振興局ともここへのアクセスが非常に多くてそれらのページがかなり

上位にランキングインしているような状況でございます。さらに、教育委員会の展覧会の

ご案内とか食中毒の予防関係のページなど、そういったページも上位に来ている状況とな

っています。 

【吉形委員】 

 おそらく、どこの企業も、総数に対してどういうものが見られているかということを顧

客サービスアップに役立てていると思います。もちろん新聞社もホームページを持ってい

て、どの記事が読まれているかチェックしておりますが、我々が思うものが意外と読まれ

ていなかったり、こんなものに興味があるのだと思うことも時々あります。そういう意味

で、よく目に触れているものの方が反応があって、逆によく分からなければ苦情や不満も

多いと思いますから、実際の施策として、こうしたランキングを基に、このページを充実

させようといったような新しい取組は何かやっているのでしょうか。 

【事務局（笠井主幹）】 

 我々広報広聴課としては、ランキングといいますか、アクセス数を各部局にお知らせし

まして、当然、上位に来ているところは引き続きアクセスしていただけるようにきちんと

更新なり情報提供、情報発信して行ってもらうようにしております。また、期待している

ほどアクセスされていないようなページを所管している部署に対しては、なぜそういう状

況になっているのか、ページのつくりが悪いのか、よりアクセスしていただけるページに

なるように各部署で常に努力してもらうということで、各ページの強化、更新は基本的に

各部局の主体的な取組としてやっていただいているような状況でございます。 

【鈴木（隆）委員長】 

 何か関連する質問等はございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

【鈴木（隆）委員長】 

 それでは、続きまして、二番目の議題に移りたいと思います。 

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

す。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 それでは、民間企業などとの協働による広報推進につきまして説明させていただきます。 

 資料２をご覧いただきたいと思います。 

 まず、北海道戦略広報基本方針における位置づけでございます。 

 ここにも書いておりますが、民間協働による広報につきましては、コンビニエンススト

アなどへのチラシの設置、あるいは店内放送による道政情報の提供など、民間ならではの

取組となっております。さらに、近年は、民間協働というものが活発になり、協働してい

る相手方の業種も多岐にわたっておりますが、様々な民間企業との協働事業を通じて効果
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的に道政広報を推進していくこととしておりまして、平成２６年４月に策定した北海道戦

略広報基本方針においても基本戦略の一つとして位置づけたところでございます。 

 次に、民間企業との協働イメージでございます。 

 民間企業との協働につきましては、昨年５月の委員会におきましてご説明させていただ

きましたので、説明は省略させていただきますが、民間企業と道がお互いに持つ資源を有

効活用することによりまして、北海道は公共サービスの充実あるいは地域の活性化などを

図ることができる、民間企業はそれぞれの会社のＣＳＲ活動を広くＰＲできるというよう

に、お互いにウィン・ウィンの関係を築くような仕組みになっております。 

 本日は、今年度行いました取組の実績を中心にご紹介いたします。 

 民間企業との協働の状況でございます。 

 包括連携協定につきましては、幅広い分野にわたって継続的に取り組んでいるものでご

ざいますが、先週金曜日に、今年度７件目となる第一生命保険株式会社との協定を締結い

たしまして、累計で４９件の協定を結んでおります。それ以外にも、タイアップ事業とい

う形で、特定の政策に絞ってその取組に限って連携するものもございますが、これは、単

年度で終了するものや新規のものなどもございまして、毎年２０件から３０件程度の取組

を進めているところでございます。 

 次に、具体的な取組の紹介でございます。 

 民間企業との継続的な取組と、今年度の新たな取組、いわゆる旬な取組の二つに分けて

ご説明いたします。 

 先ほど申し上げましたとおり、５月の委員会とも重複する部分もございますので、新た

な取組をご紹介したいと思います。 

 まず、継続的な取組の例といたしましては、街頭大型ビジョンやフリーペーパーの紙面

をおかりいたしまして、道政情報の発信を行っております。例えば、街頭ビジョンにおき

ましては、毎週二つのテーマを設定いたしまして、イベント情報あるいは道政情報を発信

するほか、札幌駅前にある地下歩行空間ビジョンあるいは北大通交差点広場、北三条交差

点広場でも発信しております。フリーペーパーは、現在、６紙におきまして子育て支援情

報など道の取組を紹介させていただいております。 

 次に、地上デジタルデータ放送や店舗等の活用ということです。こちらは、ＨＴＢある

いはＮＨＫのご協力をいただきましてデジタル放送を発信いたしております。あるいは、

コンビニエンスストアへのチラシ、リーフレットの設置、ポスターの掲示や、セイコーマ

ートの店内放送、セブン‐イレブンのレシートに道政情報を印刷するなど、このような多

岐にわたる取組を行っているところでございます。 

 次に、いわゆる商品パッケージを活用した広報でございます。 

 サッポロビールの製品で、道内各地で開催される冬のお祭りの情景と開催時期を記載い

たしました北海道の冬の祭り缶というビール缶があります。また、ポッカサッポロのリボ

ンナポリンのパッケージで、道内の様々なキャラクターを紹介する「リボンちゃんと北海
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道のなかまたち」と題して情報発信しております。さらに、映画ポスターを活用した広報

として、皆様の右側の方や奥にも貼ってありますが、このような映画ポスターに道政広報

を挿入したものを企業に無償で印刷していただきまして、幅広い方々に広報させていただ

くような取組をしております。 

 続きまして、大型店舗のスペースの活用でございますが、パネル展とかステージイベン

トを連携して開催し、道の事業、施策の色々なものをここでＰＲさせていただいておりま

す。例えば、道産牛の消費拡大、あるいは、木育といったものについて、アリオ札幌、イ

オンの店舗などを活用してＰＲさせていただいております。また、イベントとの連携とい

たしまして、大通のビアガーデンのステージにおきまして、北方領土対策、国際航空路線

などといった道の施策の紹介、あるいは、市町村の方々のふるさと応援ＰＲステージとい

ったものにおきまして、各地域の観光情報などをＰＲするような取組をしているところで

ございます。 

 次に、ウェブサイトあるいは公認ソングといったものの活用でございます。 

 ＪＣＢが運営しております北海道サイトで、北海道の文化、歴史を紹介する「北海道を

もっと知ろう！」というコーナー、あるいは、四季折々の観光情報を、２カ月更新で掲載

さしております。また、３月には、このサイトにおきまして、北海道新幹線開業特集を掲

載していただいて、道南の観光あるいは新幹線のＰＲ、紹介をしていただく予定になって

おります。 

 さらに、私ども、道では、本道の強みである食や観光あるいは文化といったものを海外

に積極的に発信するために、クールＨＯＫＫＡＩＤＯという取組を展開しているところで

ございます。このたび、この施策の公認ソングということで、クリエイティブ・オフィス

キューに所属しております綾野ましろさんに歌っていただきまして、イベントの際などに

無料で使用させていただいております。このように、一見、かたい印象のある我々行政の

施策を、北海道出身の綾野さんのさわやかな歌声で応援していただくようなソフトな取組

も織りまぜて進めているところでございます。 

 次に、新たな取組として進めているものを紹介させていただきます。 

 今年度新たに行った取組としまして、ヤフー株式会社との協働による情報発信の人材育

成というものを行いました。この取組は、ヤフーからオホーツク管内の北海道東藻琴高校

に講師を派遣していただきまして、マーケティングの知識あるいはインターネットによる

集客の方法をご講義いただいて、東藻琴高校で生産したソーセージあるいはチーズをネッ

トショップサイトで実際に販売するようなことを高校生が行って、その結果の発表会も実

施しております。電子商取引といういわゆるｅコマースの手法を用いてインターネット上

で情報発信をするということで、高校生をはじめとする方々に若い内からそういったスキ

ルを学んでいただいて、本道の将来を担う方々の人材育成という観点でモデル事業として

やっていただいたもので、同校の１・２年生４０人に１０回という長期間にわたって授業

を実施していただいたところであります。 
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 次に、北海道新幹線の開業がいよいよ３月２６日に行われますが、これまで、全道各地

域で様々な取組を実施しておりました。皆さんもご覧になっているかと思いますが、クリ

エイティブ・オフィスキュー所属の鈴井さんに特任車掌というものに扮していただきまし

て、新幹線のＣＭあるいは動画といったものに出演していただいております。あるいは、

函館出身のロックバンドであるＧＬＡＹが北海道新幹線イメージソングの「Ｓｕｐｅｒｎ

ｏｖａ Ｅｘｐｒｅｓｓ ２０１６」を制作して、自ら歌っていただいてＣＭなどのＢＧＭ

として使わせていただいております。 

 その他、簡単ではございますが、今後行われるものをざっと抜粋します。 

 道内向けのＰＲといたしましては、２月５日から始まるさっぽろ雪まつりにおきまして、

大通８丁目のＨＴＢ広場で新幹線の大雪像やＰＲブースを設置して、大雪像を背景にプロ

ジェクションマッピングを行います。あるいは、雪まつりと同時期に、先ほど言いました

開業ＰＲ動画も各街頭ビジョンを活用して放映する取組を行います。 

 また、道外向けといたしましては、開業直前キャラバンといたしまして、キャラバン隊

を組み、東北の新幹線の沿線地域に出向いてＰＲします。あるいは、各地域の物産展、東

京、千葉、群馬といった北関東も含めた関東一円の物産展においてＰＲします。さらに、

車両を利用して、山手線ジャックというのでしょうか、車体広告や中吊り広告を行ったり、

東京駅八重洲口に発信拠点を設けてＰＲするといったように、開業日に向けて色々なイベ

ントを行います。もちろん、開業日前後には道南を中心に数々の記念イベントも実施され

る予定でございます。 

 民間協働の観点からは、北海道新幹線のパッケージあるいは自動販売機といった数々の

商品開発が行われておりまして、ここに出ているクラシックもそうですが、開業カウント

ダウンに向けて弾みをつけさせていただいております。このように、身近でどなたも手に

取りやすい商品などを活用して気運を醸成し、道内全域に波及させていくことによって北

海道を盛り上げていこうということで、これから各民間企業などとの連携がますます重要

になっていくと考えているところでございます。 

 続きまして、北海道民間協働週間ということも実施しております。 

 これは、道と民間企業が協働した取組を道民の方々に分かりやすくお伝えして、民間企

業との協働事業の必要性などをご理解いただくために開催しているものでございます。道

庁と民間企業の協働事業を知っていただく機会を創出することを目的といたしまして、昨

年度から、パネルの展示、あるいは、実際の商品の現物を手に取っていただくようなこと

もやっております。また、企業から講師をお招きしてのセミナーの開催ということで、昨

年１０月の第３週に１週間にわたって道庁１階のロビーで実施いたしました。 

 続きまして、パネル展の実施ですが、これも、道庁の１階のロビーのスペースで、地域

活性化、食、環境、若者世代とそれぞれテーマを設定いたしまして、１６の協定企業など

のご協力によりまして、４日間にわたって１，３００名以上の方々にご来場いただきまし

た。また、先ほども言いましたが、講師の方に来ていただいて、ランチタイムセミナーと
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いうものも開催いたしました。これも４日間連日開催いたしまして、ここに書いてありま

すとおり、レバンガ北海道の北海道観光大使としての活動のご紹介、あるいは、雪印メグ

ミルクからは骨・カルシウムの大切さを学ぶセミナー、さらに、ＮＴＴ東日本からはイン

ターネットの安全な使い方ということで実施し、多くの方々にご来場いただいております。 

 続きまして、ホームページの民間企業等との協働の推進についてでございます。 

 こちらにつきましては、協定を締結している各企業との取組、あるいはタイアップ事業

につきまして、随時、ホームページに掲載しておりますので、ぜひ、ホームページを経由

してご覧いただければと考えております。よろしくお願いいたします。 

【鈴木（隆）委員長】 

 どうもありがとうございました。 

 ②の議題につきまして、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

【城岡委員】 

 ちょっと下世話な話しかもしれませんが、質問です。 

 民間企業との協働ということで、北海道と民間企業がそれぞれの強みを活かして事業に

取り組んでいますが、これは、基本的には道からの経費を出さないでやっていらっしゃる

のか。それから、確かに、こういうことはよいことで非常に膨らむかなと期待できますが、

公平性、透明性で難しいところもあると思いますので、それぞれのケースで異なるものな

のか、事例について補足説明していただければと思います。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 まず、基本的に、経費というものはお互いに一切かからないということで、道と相手の

企業の考え方が一致すれはすぐにでも実施するということであります。例えば、ここに出

ているビールのクラシックは道内限定ですから、道内はもとより、道外から来る方々もわ

りと接する機会が多いですから、ここに新幹線を載せることによって、北海道以外の方々

にもＰＲしていくという視点が我々の考えと一致したところがあって、これは無料でやっ

ていただく形になっております。 

 それから、他の事業では、コンビニエンスストアについても、多くの方々が訪れる場所

という観点から、本来は、有料で色々なものに掲載してもらうとか、ポスターを貼るにし

ても有料スペースになる場合があります。しかし、公共的なものを掲示することによって

公に対する支援を行っていくという観点から企業イメージをＰＲしていけるということで、

そういったところも無料で活用するような取組になっております。 

【城岡委員】 

 無料での仕掛けをつくる努力をしていただくのはすばらしいと思います。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 その辺は、毎回、連携企業の方々からも非常に意欲がある提案もしていただいて、我々

としても非常にありがたいことだなと思っているところでございます。 

【鈴木（隆）委員長】 
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 関連して質問等は何かございませんか。 

【吉形委員】 

 私も道外出身ですから、かつては、北海道に来て何をお土産に買っていくかというと大

体は間違いなくこの白い恋人でした。これさえ買っていけば間違いなくて、なぜかという

と本州にないからということで、すごく効果的だったと思うのです。 

 今回、特に新幹線については、道内の気運を当然盛り上げなければいけないと思います

が、その反面、やはり道外に対しても発信していかなければいけない側面があると思うの

です。そういう中で、民間との協働事業として、例えば北海道限定のラベルなどがあると

思うのですけれども、これらの内、どれぐらいが道外に発信されているのか、つまり、そ

ういう商品がどれぐらい売られているのかということが一つです。 

 もう一つは、経費は一切かからないと言いましても、民間企業が商品をつくる限り、必

ず採算性があると思いますから、道内では協力できても、全国的な展開となるとちょっと

ということもあると思います。そこで、そういう際に、インターネットを使うなどして、

北海道に来ればそういう限定商品があるということを何らかの形で発信してＰＲしていく

手だてを、道として何か持っているのでしょうか。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 まず、１点目のいわゆるタイアップ商品についてですが、実は、道外にどの程度の効果

があるかという分析までしたことはありません。ただ、そういった視点は確かに重要です

し、やりっ放しで何となく皆さんにＰＲしているということではなくて、サッポロビール

でも、道内でどの程度売れ行きがあり、どれだけ道外の方々にお土産として買ってもらっ

ているのかという実際の数字はマーケティングをされて把握されていると思います。です

から、そういった情報も入れながら、道外の方への道政広報のＰＲという観点でどうやっ

て進めていけばいいのかというのはこれからの課題だと思っていますので、吉形委員のお

話のとおりに進めていければなと思っております。 

 それから、それ以外のものですが、例えば「ぐるなび」というサイトがあって、我々は

そちらとも包括連携協定を結んでいまして、北海道の色々な特産物を紹介するコーナーを

設けてもらっています。当然、それはネットですから、全世界にＰＲしていただくもので

すが、無料で様々な形でやっていただいております。 

【吉形委員】 

 限定というのはすごく効果があると思いますので、そのあたりを強調すると、特に若い

人は食い付くと思います。 

 私ごとで恐縮ですが、私は息子がいまして、先日、北海道に来たのですが、来るなり、

いきなりスターバックスに行ったのです。なぜ北海道に来てスターバックスなのかと聞い

たら、北海道限定のタンブラーを出しているらしくて、それが欲しいというわけでスター

バックスに買いに行くのです。ですから、若い人たちは、北海道限定というと何となくコ

レクションにするみたいなところもありますし、お土産屋さんに行って、おっと思うのは
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ヒグマのパッケージのラーメンで、あれは分かりやすいですからやっぱり話題づくりに買

いますね。クラシックにしても、道内の人だと普通に知っていますが、道外から来る人は

こんなものがあるのかと思います。コンビニ一つとっても、セイコーマートというのは道

外の方にはすごく新鮮で、北海道ではこういうものが展開しているのか、入ってみようか

という気になると思いますから、限定というのはすごく武器になると思います。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 北海道ならではのものを武器にして北海道のＰＲに結び付けていくわけですね。 

【高橋委員】 

 このパッケージやポスターですが、どんなふうにデザインチェックをしているのか、興

味があります。写真を見ていても、同じようなものもあれば、違うものもあったりするの

で、そういうものは、企業から上がってきたものを見て、どなたかがチェックして返すと

いう形なのでしょうか。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 そうです。基本的には、企業からこんなものでどうですかという形で我々にご提案され

るのですが、それがすばらしいものですから、我々が口出しするようなものはありません。

もちろん、文字として載せてもらいたいもの、広報したいものは、我々からこういうもの

を入れてくださいと言ったりします。また、もし仮に公のものに載せるには不適切なもの

があった場合はもちろん申し上げることもありますが、基本的にはそんなことはありませ

んので、事業者のデザインとか内容をそのまま受けさせていただいているような形になり

ます。 

【高橋委員】 

 マークはこの大きさでなければだめとか、そういう規定があるわけではないのですか。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 ないです。 

 ただ、ＪＲの場合、新幹線のマークを付けるときにはＪＲ北海道の許諾を得なければい

けないということが１点あります。そこは、企業が直接やると非常にお金も手間もかかる

ので、北海道の新幹線担当部署が一括して、道の広報に使うもので決まった形のものであ

れば全て無償でやるというような手続的なことは我々とＪＲでやっております。 

【衣斐委員】 

 三つあります。 

 話題は逸れるかもしれませんが、北海道のイメージキャラクターはありますか。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 道のイメージキャラクターはありません。 

【衣斐委員】 

 その辺は、どんな考え方なのですか。 

 それから、資料の最初のところで協働イメージとしてウィン・ウィンという話がありま
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したが、どちらが歩み寄っているのか。つまり、きっかけはどっちから来ているのか。先

ほどのスターバックスでしたら、北海道はシロクマのもので、実はカードも統一したデザ

インのものがあります。例えばそういったものを目にするのだったら、道が共用しません

かというようなきっかけをつくっているのか、企業から道に言っているのか、その辺はど

んな活動イメージなのか、最初のきっかけを教えてほしいと思います。 

 それから、新幹線は東京からだと約４時間で、結構長く拘束されますが、そこで広報紙

などを配付する予定があるのか。あるいは、先ほどのスマホの最適化でもそうですが、結

局、４時間も列車の中にいれば、多分、今の新幹線はインターネットも全部通じると思い

ますから、スマホで自分の行きたいところの情報を取ることもできると思います。そうい

うように、その時間を何か有効活用できる施策を持っているのかどうか、その三つをお聞

かせいただきたいと思います。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 まず、一つ目のイメージキャラクターにつきましては、過去に色々検討した経緯はあり

ますが、今時点では統一キャラクターはありません。 

 実は、道外の方々のアンケートを見たところ、北海道のイメージというと観光がメイン

になっているようです。そこで、観光振興機構という観光に特化した組織が道にあります

が、そこでキュンちゃんというナキウサギがシカの着ぐるみをかぶっているかわいいキャ

ラクターがおりまして、頑張って色々なところに行っています。そのキュンちゃんが非常

に評判がよくて、観光に特化していますが、北海道といえば観光ですから、あれが北海道

のキャラクターとして色々なところに出没しておりまして、公式キャラクターではないで

すけれども、キュンちゃんに活動してもらっているような状況です。 

 あとは、個別の事業で、例えば、森林の普及とか、今回の新幹線の開業に向けたものと

か、目的に応じたキャラクターはそれぞれいっぱいあります。 

【衣斐委員】 

 キュンちゃんが観光キャラで結構上に行ってしまったから、それより上に行くようなア

イデアも時間がかかってしまうし、それがこけてしまったら大変なことになったりすると

か、色々ありますね。ですから、今のところは、キュンちゃんがイメージキャラクターの

ような形で活動しているということですね。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 今はそんな形になっております。 

 それから、協働するときにどのような形で実施するかという最初のきっかけですが、基

本的には、企業からご提案があってお話をいただくことがほとんどです。我々としても、

関係するところが色々ありますので、関係する各部署に紹介してタイアップできるところ

はどんどん進めております。その窓口は我々がやっておりますけれども、こんなことをや

りたいというふうにおっしゃっていただく方が圧倒的に多いです。 

【衣斐委員】 
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 ということは、そのための仕掛けはしないのですか。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 新幹線の話ばかりで恐縮ですが、新幹線のときには色々な手段を使ってＰＲしなければ

いけないので、例えば、今、駅の西口にカウントダウンのモニュメントがあると思います

けれども、実は、あれは、最初は道がやろうと思っておりました。しかし、予算が相当か

かるので、どこか企業とタイアップできないかということで探しまして、あれはもともと

サッポロビールが持っていたモニュメントなのですが、それをリニューアルする形で活用

したいということでこちらからお願いしました。サッポロビールもぜひということでご承

諾をいただきましたので、札幌駅西側にある新幹線カウントダウンモニュメントを置いた

のですが、そういうこともございます。 

【衣斐委員】 

 そうした平成２７年度実績が今のところ７件なのですね。 

 僕は、仕掛けるのは悪くないと思いますが、何か制限などはあるのですか。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 それはないです。 

【衣斐委員】 

 それでしたら、最初のきっかけは道から企業に働きかけるという活動もやってもいいと

思います。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 私どもの庁内各部に担当がおりますので、包括連携協定の企業の名前をずらっと書いて、

こんなことができますというリストを出しながら何かできませんかという照会はやってお

ります。ただ、各部局ではどうしても予算化した事業の中で完結するようなところがあり

まして、我々としては、予算をかけない事業という観点は非常に重要なので、そちらを進

めていこうと考えておりますけれども、呼びかけはしても実際にはなかなか上がってこな

いのが現実だと思っております。 

【衣斐委員】 

 最初の企業が動くところで、企業の広報課が北海道にという形で動いているということ

でしたけれども、企業からはそんなに強く動けないというところもあると思うので、やは

りこちらから歩み寄るとそれで結構うまくいくのかなというふうに勝手に思っています。

ぜひ、そういった活動も今後の戦術の範囲で何か掲げていただくと、もう少し数字が上が

るのかなと思います。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 ありがとうございます。 

 それから、三つ目の北海道新幹線との連携であります。 

 基本的には、ＪＲ東日本の方が長いものですから、我々としても、そちらの方が重要と

いうことで北海道のＰＲという観点でＪＲ東日本と色々と協議しております。実は、新幹



 - 18 - 

線にはグランクラスといういわゆるファーストクラスの席がありまして、そこに座るとお

弁当とお酒が出てきます。そこで、それは道内の特産品や食材を使った弁当にするという

ことで、ある程度のものがすでにでき上がっています。それから、お酒もフリードリンク

ですが、道内のワインとか地酒がいくつかありますので、道内の地酒メーカーのラベルを

貼ったお酒をそのまま提供するようなことで道内をＰＲすることになっておりまして、こ

れはほぼ決まっております。 

 それから、ＰＲ誌につきまして、我々が道内の特急に乗っていると普通にありますが、

今の時点では新幹線にはＰＲ誌を置くことがないみたいなのです。もしあれば、当然、Ｊ

Ｒ北海道が作っているような、つい読んでしまうぐらいレベルの高い北海道関係の記事の

載ったＰＲ誌を新幹線に配置するようことは当然やっていかなければいけないと思ってい

ます。多分、それは協議をしているところだと思いますけれども、実際のところは分かり

ません。 

【衣斐委員】 

 やはり、４時間かかった先の地域の情報については、皆さん、スマホによる収集は絶対

に電車の中でやるはずだと思います。ですから、どこかが北海道をまとめるということで

整理して、そのルートにできるだけアクセスしてもらって簡単に情報をキャッチできるよ

うにすべきだと思います。民間がやるとは思うのですが、民間だと自分たちのパートナー

の範囲ですからなかなか全面的なところには行かないと思うので、そこは、やはり北海道

が主体となって活動していただければいい結果が出てくるのかなと思います。 

 それから、今、多分、道南が盛り上がっていて、びくびくしているのは道北と道東の市

町村だと思うのです。行きは新幹線、帰りは飛行機というのが大体のシミュレーションに

なると思いますが、飛行機をどこで取るかというと新千歳になると思いますから、旭川や

中標津まではなかなか行かないと思います。ですから、実際は一年間の実績で色々な反省

点が出るとは思いますが、そういったところも見据える形で新幹線の活動をした方が、何

かそこに対する課題なりが見えてくると思います。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 分かりました。ありがとうございます。 

【鈴木（隆）委員長】 

 この議題につきまして、何か他にご意見はございましょうか。 

【篠田委員】 

 今、こういうお話は企業から来るとおっしゃいましたが、来たときに、これはちょっと

いかがかなというようなことはないのかどうか。また、どちらも経費がかからないという

ことですから、案外、企業の方でこれを付けておけばと考えることがないのか、もしそん

なふうにして来たとしたら、選考過程の中での線引きはないのでしょうか。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 確かに、そういう場合もあります。そういった場合には、こちらの考え方を理解してい
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ただいて、もっとこういうふうにするといいのではないですかというご助言もしながらや

っていきます。言葉は悪いですけれども、一方的に企業の利益誘導というようなことも全

くないわけではありませんが、その場合は、確かに道が一企業のＰＲをすることはもちろ

んあってはなりませんので、連携企業が全体で北海道のＰＲを進めていくという観点です

から、そこは色々意見交換しながらやっております。 

【西村委員】 

 質問です。 

 企業との連携で、例えばスポーツに特化した形でお聞きしたいのですが、例えば、道内

では北海道日本ハムファイターズ、レバンガ北海道、今年から頭に北海道が付くようにな

るコンサドーレ札幌などの企業も、当然、その４９企業の中に入っていらっしゃると思う

のです。そして、札幌ドームのビジョンを使って北海道の広報、ＰＲがなされていると思

いますが、それはどれぐらいの頻度でされているのですか。 

【事務局（千代主幹）】 

 今、おっしゃられたスポーツチームの中で、日本ハムは、親会社の食品メーカーの日本

ハムと道が包括連携協定を結んでおりまして、当然、その子会社である北海道日本ハムフ

ァイターズとも色々な連携の取組を行っています。その中では、今年度も実施しましたが、

ＷＥ ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＡＩＤＯ シリーズということで、北海道を盛り上げていこう、応

援していこうという取組をしておりますので、その取組とコラボして、例えば、赤れんが

庁舎を、今年度のＷＥ ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＡＩＤＯシリーズのユニフォームのカラーであ

るラベンダー色にライトアップしました。それから、昨年度から実施しているのは、北海

学園大学とのコラボで、ファイターズが勝ったときにみんなで踊るジンギスカンダンスを

道民にも踊ってもらう動画を作成しまして、それを試合中に札幌ドームのビジョンで流し

ていただきましたが、そういった取組をコラボしながら一緒にやっています。 

 ただ、道政広報そのものを札幌ドームのビジョンにというのはなかなかハードルが高い

のかなという気がしますが、ファイターズの取組に道も協力しながらやっていくような協

働の取組は今後も一緒にやっていきたいと思っております。 

【西村委員】 

 高齢者から子どもまで幅広い層でかなり人気があるスポーツだと思いますので、ぜひ、

北海道が元気を出すという意味合いでどんどん積極的にやっていただければと思いますの

で、よろしくお願いします。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 ありがとうございます。 

【鈴木（隆）委員長】 

 先ほど衣斐委員が言われたように、道から仕掛けるというのは非常に同感で、今まで４

９件の包括連携協定があるということですが、例えば道外の企業とも協定を結ぶというか、

もっと広げてもいいのかなと思うのですけれども、その辺はたくさんあるのですか。 
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【事務局（山中広報担当課長）】 

 相手企業は、道内外にかかわっておりません。第一生命株式会社と結んだりしています。 

【鈴木（隆）委員長】 

 北海道外でも広報されることになるのですか。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 そういうことでご協力いただくことになると思います。 

【鈴木（隆）委員長】 

 ふと思ったのですが、新幹線を考えると、東京よりも東北から人が来られますね。そう

すると、東北６県に出向いていって色々な企業を掘り起こすのもいいような気がしますが、

そういう意味での協働がもっとあっていいのかなと思いました。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 そういう視点も非常に重要だと思っていますので、お互いにやっていきたいと思います。 

【鈴木（隆）委員長】 

 この件で何か他にございますか。 

【八木委員】 

 新幹線について、２点お話ししたいと思います。 

 広報の活動で、企業との連携協定はお互いにウィン・ウィンの関係でやっていくのでお

金は発生しないとお聞きしましたが、先ほどの説明の中で、ＪＲ車内の中吊りや道外に向

けてのキャンペーンはどう考えても経費がかかるものだと思いますが、広報の取組と他部

署がやっている宣伝活動が混在しているのではないでしょうか。他部署ではどの程度の予

算をかけてやっているのか、それとも、民間側でお金をかけてやっているのかということ

と、もう少し分かりやすくご説明いただきたいと思います。 

 それから、「北海道生活」の次の号は北海道新幹線の開業を記念して道南と青森のエリ

ア特集をしますが、北海道でも盛り上がりに欠けていると聞きますけれども、全国誌の立

場で取材していて感じるのは、東京や首都圏でも同様のようです。北海道新幹線ができる

ということまでは分かっていても、札幌までつながると勘違いしている方が結構多くて、

つい先日の１２月末にお会いした方も、函館までだと言った瞬間にかなりがっかりされま

した。つまり、北陸新幹線が金沢にできる、九州新幹線が鹿児島につながるといったとき

には大動脈でそこまでつながるという感動がありましたが、北海道に新幹線ができるとい

うのはまだ入口にすぎないのです。ですから、大事なことは今ではなく、１５年後に札幌

まで延伸するのだというところも含めて、もっと中長期的な青写真をＰＲしていただくこ

とが道の役目ではないかと思います。道外に対してそういった誤解を解き、これがゴール

ではなく記念すべきスタートになるのだということをもう少しアピールしてほしいと思い

ます。民間は出来たその実像だけを取り上げますけれども、道政ということでは、今後、

どのように考えていて、どうしたいのだという未来の姿を見られるものがどこかで展開さ

れるのが望ましいと考えます。 
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【事務局（山中広報担当課長）】 

 まず、最初の各地域でのＰＲ活動の話ですけれども、予算上は、基本的に、北海道新幹

線のＰＲ推進費というものを新幹線推進室で取って各地域でのイベントやＰＲ活動をやっ

ております。そういう中で、予算をかけないでやる部分もありまして、例えば北海道銀行

とタイアップしてファイルに新幹線のロゴを入れたものを銀行で配布してもらうとか、行

内にポスターを貼ってもらうとか、そういったことについてのコラボは包括連携協定の中

で色々やっております。ただ、先ほど紹介した部分につきましては、実際にはほとんど新

幹線推進室の予算のＰＲ費ということでやっていまして、その資料はお渡ししておりませ

んけれども、純粋に切り分けております。それ以外の予算がかからない部分でタイアップ

できることについては、我々が企業とやっている状況になっております。 

 それから、先ほどおっしゃられた開業後のＰＲについてですが、新幹線のＰＲに関する

長期的な課題の洗い出しは、今まさに新幹線推進室で行っているところであります。今は、

ことし今年３月に開業してから１年間までの取組ということで、６年間の計画という形の

新幹線開業カウントダウンプログラムというものがありますので、その中で戦略的にやっ

ている最中であります。 

 八木委員がおっしゃったその先の話で、新幹線が札幌に来るまでの間に、道としてさら

にどういう取組をやるかということについては、これからの話だと思いますが、早々に開

業するわけですから、やっていかなければいけないという認識は庁内にもございます。 

【八木委員】 

 小樽、倶知安、長万部、八雲と駅の想定も一応出ていて、そのまちも１５年後に向けて

どんどん変わっていくわけですが、こういうふうにしたいのだというものがどこからも聞

こえないのです。そういう意味では、こういった部署の方が、むしろ、わりとお金をかけ

ないで青写真をいえる部署でないかと思います。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 道政広報の一つのパーツとしての新幹線を発信していくべきだということですね。 

【八木委員】 

 はい。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 いずれにしても、その辺は、どこがやるという話ではなくて、道として次の札幌延伸ま

でを見据えた取組は当然やっていかなければいけないと認識しておりますから、地域の情

報なども色々ご指導いただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【鈴木（隆）委員長】 

 他に何かございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

【鈴木（隆）委員長】 

 では、３番目に移ります。 
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 最後に、その他でございます。 

【事務局（千代主幹）】 

 私から、道政広報のテレビ番組の関係でお話しさせていただきたいと思います。 

 道では、道政情報や施策の紹介など、道民の皆様にお知らせするテレビ番組ということ

で、平成２５年度まで、「ウィークリー赤れんが」という３分間のレギュラー番組を制作

して、週に１回、民放テレビ局２局で放送してきましたけれども、これを平成２６年度に

大幅にリニューアルいたしまして、それまで、週に１度、３分番組で放送していたものを、

夏と冬の年に２回、一つのテーマを掘り下げて特集した３０分番組にして、「情報カフェ

赤れんが」という番組を、道内の民放テレビ局で放送しております。また、放送後１年間

は道のホームページのインターネット放送局でも公開しています。 

 このテーマにつきましては、道の重点政策から選定しておりまして、平成２６年度の１

回目は食と観光、２回目は北海道新幹線開業１年前特集という形で放送しました。今年度

の第１回目は人口減少問題をテーマに８月に放送しておりまして、今年度の２回目につい

ては、来月２月２７日に放送予定ですが、「もうすぐ開業北海道新幹線」ということで、

２年連続で北海道新幹線をテーマにして放送いたします。 

 本日は、せっかくの機会ですから、昨年８月２９日土曜日の１３時から放送した「情報

カフェ赤れんが」の人口減少問題をテーマにした番組ですが、当然、３０分全部は流せま

せんので、１０分程度に編集したものをこの後にご覧いただきたいと思います。人口減少

問題は、道政の重要な課題ということで全庁を挙げて取り組んでいるところですけれども、

番組の中では、人口減少が引き起こす課題やその対応策などについて、各地域で実際に取

り組んでいる事例などを挙げながら紹介しております。内容については、道民の方々にで

きるだけ分かりやすく紹介するように工夫して作成したつもりですが、見ていただいての

率直なご意見、ご感想などをお聞かせいただければありがたいと思います。 

 

〔動画の上映〕 

 

【事務局（千代主幹）】 

 今、ダイジェスト版をご覧いただきましたが、本編ではこうした地域の取組事例をたく

さん紹介した形で放送しております。 

 ご覧いただいたご感想やご意見をお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

【鈴木（隆）委員長】 

 いかがですか。 

【西村委員】 

 私は自治体代表として参加しておりますが、まず、率直にいって、うちの職員に見せた

いと思いますので、３０分番組をぜひ貸し出ししていただけませんか。各自治体の事例を
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参考にさせていただきたいと思います。これは冗談ではなくて、貸し出しをお願いします。 

 人口減少問題というのは、今、北海道だけではなく、全国的な規模で２０４０年問題と

いうことで非常に危惧されております。せたな町も、今の人口が８，７００人ほどですが、

それが４，０００人ほどになってしまうということで、本当にひっ迫した状態になります

けれども、何とかそうならないように、国も地方創生に力を入れてやっていただいており

ますので、それに乗って何とか頑張っていかなければならないと思いながら、せたな町以

外の各自治体でも知恵を出し合ってやっているところです。 

 そういう中で、今の映像を見て、キーワードがいくつかあると思いました。元気のある

北海道、笑顔、スマイル、それから、観光もミックスできると思いますが、食文化といっ

たことがあると思いますので、そういうものをキーワードとして何かできないかとビデオ

を見て改めて思いました。これまでもやっているのでしょうけれども、例えば、方言を使

って、もっと笑うべとか、もっとはしゃぐべとか、そういう笑顔と元気が出るような言葉

を使ってもっと北海道から発信していただいて、各自治体を巻き込んだ仕組みの中で一層

力を入れていただきたいと思います。我々はまだまだ努力が足りませんが、それに乗って

頑張っていきたいと思います。 

 きょうは、八木委員がいらっしゃいますが、毎月「北海道生活」を送っていただいて、

どうもありがとうございます。私も非常に楽しみに拝見させていただいておりまして、非

常にきれいなデザインと内容で、本当に洗練されたセンスだな、これは編集長の力量だと

思いますが、ぜひ、今言ったように北海道がもっともっと明るくなる、元気になる話題に

一層力を入れてやっていただければうれしいなと思いますので、よろしくお願いします。 

【事務局（千代主幹）】 

 今回の番組を作るに当たっては、テーマが人口減少問題ということでイメージとしては

暗いのですが、今おっしゃられたように、やはり、元気とか笑顔があふれる中で、地域に

おいて頑張って取り組んでいることを知っていただきたいと思って、こういった内容にし

ています。 

【西村委員】 

 今回の広報紙「ほっかいどう」１月号を拝見しまして、色合いといい、内容といい、非

常に分かりやすく説明されているなと思いました。私が何よりうれしかったのは、この写

真の方々は、真面目な顔ではなくて、非常に笑顔であることです。欲を言えば、歯を出す

ぐらいにもっとニコッとした笑顔がいいかなと思いますが、笑った表情の写真をたくさん

使っていただければ、その写真を見ただけで幸せな気分になれるかなと思いますので、ビ

ジュアル的にもそのようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【鈴木（隆）委員長】 

 他に何かありますか。 

【篠田委員】 
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 今、拝見したものは編集されたものですが、例えば、本編で見た情報がすごくいいから

話を聞きたいと思ったときの問い合わせ先はどこかに出ていたのでしょうか。 

 それから、実は富良野でも移住してきている人がたくさんいまして、富良野市としても

歓迎しています。ただ、来た後にどうしたらいいのだろうというフォローについては、富

良野市でもやろうとしているけれども、なかなか手を付けられないところがあります。私

は、たまたま富良野市から喫茶店の運営を委託されているのですが、実は、そこに移住者

が来たときに、富良野に来たはいいけれども、地元の人との交流がなかなかないなという

話しを聞きました。そこで、茶話会を開いたところ、どんどん参加者が増えていって、私

は、１回か２回、口火だけを切ろうと思っていたのですが、お願いだから毎月開催してと

頼まれて、一昨年ぐらいから始めてこれまで二、三十回ぐらいになっています。この集ま

りは、ずっと毎月続いていまして、冬の間などは、喫茶店を休んでいるのですが、そうい

うときは我が家にまで集まっております。 

 結局、どこの部署でもコーディネーター役が足りないのですね。各地域に色々な楽しい

ことがあって、人材がいても、それをつなぐ人がいないのです。去年も笑い話みたいなこ

とがあったのですが、札幌市の中学生３００人ぐらいが富良野に来たいという申し出があ

りました。今までは美瑛などに行っていたけれども、絶対に富良野で研修したいというこ

とで連絡してきたのですが、市で受けた担当者から、分かりません、受けかねます、無理

です、コーディネートはできませんと断られたらしいのです。そんなとき、ある自治体の

首長から篠田に聞いてごらんと言われたらしくて、全く面識がなかったのですが、先生か

ら直接お電話をいただきました。私は、せっかくこんなに熱意があって来てくださるなら

ということで、富良野の何がご希望かを伺ったら、文化やごみの処理など色々なことを挙

げられたので、五、六カ所をコーディネートさせていただきました。その後、市の方にも

言ったのですが、色々ないい施設や見てほしいものがあっても、それをつなぐ役目の人が

いなければ、結局、宝の持ち腐れになるのではないかと思うのですね。ですから、例えば、

道庁に電話したとき、これはこういうふうにつなげばいいということで、きちんとまわせ

る知識を最低限持ってほしいなと、私は、今、そのことをすごく思っています。 

 ４年後にはあっという間にオリンピックが来ますが、それでは、東京に一極集中する人

たちにどうやって北海道にも足を向けてもらうかといったときには、まだまだ先の話では

ありませんから、そのあたりのことも考えるべきだと思います。東京に来た観光客はやは

りどこかを回りたいと思っていますから、そういうことを想定しながら一定のイメージを

持ってコーディネートする役目といいますか、部署が変わってもそういう能力を引き継い

でいくぐらいの気構えがほしいなと思いました。 

【事務局（千代主幹）】 

 まず、１点目の問い合わせ先のお話ですが、本編の最後に道産米のプレゼント企画があ

りますので、プレゼントへの応募と同時に、その中で番組へのご意見とかご感想を書いて

広報広聴課に出していただけるようにお知らせしております。 



 - 25 - 

 今、ほんの１０分間を見ていただいた中で、コーディネーターが不足しているというご

感想を持たれたということですが、こういった番組をきっかけに、地域の課題や気づかれ

たことを道庁や市町村に伝えていただくきっかけになれば、大変うれしいと思っておりま

す。 

 ありがとうございました。 

【鈴木（隆）委員長】 

 どうぞ。 

【城岡委員】 

 この番組の情報については、実は、事務局からこういう道政広報番組があるというメー

ルをいただきましたので、私も録画して真面目に見ましたが、とてもすてきな事例をたく

さん取材されていたなと思いました。録画したものを２回見たのですが、正直、録画せず、

何かをしながら見た人には情報が多過ぎてしんどかったかなという印象を持ちました。そ

れぞれの事例は削るのがもったいないぐらいいい情報だったという意味で残されたのかな

と解釈していますが、「ながら」で見る人にはつらかったかなと思います。 

 それから、私自身、道政情報にはある程度のアンテナを張っているつもりでいたのです

が、いただいたメールによってそのテレビ番組に接することができましたので、そのメー

ルがなく、フラットな道民だったら、その番組に接することができたのかなと思います。

ホームページやツイッターなどでも紹介されていたかもしれませんが、全道各地で参考に

なることは、今、西村委員からあったような２次的な利用も含めて、極力、このような番

組に接する機会を持てるように、事前の情報の周知についても考えていただければいいな

と思いました。 

 以上です。 

【衣斐委員】 

 すごくきちんとでき上がっていたと思いました。１０分間ですから多少は短縮版ですが、

３０分番組ではきっとバランスがとれた形になっていて、それぞれの市町村が得意として

いる事例で、例えば農業、一次産業があったり、また、千歳は、最近、空港の民営化とい

うニュースがありましたが、実際に５空港ぐらいある自治体のうち、多分、首を縦に振る

のは千歳だけでしょうね。他はだめだと思います。民営化されれば人が来ますから、そこ

に対して安心な育児対応になると思います。それから、過疎化というキーワードで生活レ

ベルのお話がありましたし、新規ビジネスの可能性、最後に介護の人たちもできれば北海

道に移住していただきたいという、ものすごい期待もあると思いますが、そういう意味で

は地方創生だと思います。 

 この利用価値ですが、多分、二、三年は使えると思います。予算もかかることですから、

そういった意味では、そのときだけではなく、継続的な視点も入れてこういった番組を制

作していただければ減価償却までの時間が長く使えると思いますので、これから期待して

います。 
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 最後に、これは単純にうわさだけだと思うのですが、道の分県化というのはどうなって

いるのですか。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 道議会でそういう研究会ができたというのは我々も新聞で読みましたけれども、それ以

上のことは分かりません。内部的にもおそらくそこまでできていないと思います。  

【衣斐委員】 

 勉強会として、議会の皆さんがまとめるものですね。 

【事務局（山中広報担当課長）】 

 そうだと思います。 

【鈴木（隆）委員長】 

 では、時間が押しておりますので、その他として、何か最後にお話ししておきたいこと

はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

【鈴木（隆）委員長】 

 それでは、今日はここまでとさせていただきます。 

 意見も出尽くしたようですから、進行を事務局にお返しいたします。 

【事務局（西本主幹）】 

 委員長、ありがとうございました。 

 本日の委員会の議事は、これで終了となります。 

 ここで、今回の委員会をもちまして任期を終えられる方が４名いらっしゃいます。名簿

の上から順に、寺島副委員長、高橋委員、八木委員、鈴木嘉幸委員ですが、今回、お二方

は欠席ですし、八木委員はこの後の都合で退席されておりますので、高橋委員、大変恐縮

ですけれども、２年間、委員をお務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。 

【高橋委員】 

 Ｄ＆Ｃの高橋です。 

 ２年間、お世話になりました。 

 ＩＴも広報も分からない中で声をかけていただきまして、受けるときはすごく不安だっ

たのですが、短い中で道の広報に関して色々話しをしたり議論できたことは自分にとって

もすごくよかったと思います。 

 ただ、一つ、やはり、短い時間の中では、コンテンツやソフト面のことを話す時間が多

かったと思います。私はデザイン業をやっていますが、道がされる広報は多くの方に目に

触れたり、取っていただいたりする機会が多い中で、手に取りたいとか見たいと思うデザ

インということについてもその時代に合ったものがあると思いますので、その辺について

もう少し深く話しをできたらよかったかなと思ったのが反省点です。 

 ２年間、本当にありがとうございました。（拍手） 
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【事務局（西本主幹）】 

 高橋委員、２年間、本当にありがとうございました。 

 

 

  ４．閉  会 

【事務局（西本主幹）】 

 それでは、最後になりますが、山中課長から、一言、お礼を含め、ご挨拶をさせていた

だきたいと思います。 

【山中広報担当課長】 

 本日は、長時間にわたりまして活発なご議論をいただき、どうもありがとうございまし

た。 

 皆様からいただきましたご意見、ご提案などにつきましては、いずれも貴重なものと承

っております。今後の道政の広報広聴活動に当たりまして、ぜひとも活かしてまいりたい

と考えております。皆様からは、引き続き、道の広報広聴活動について各般にわたるご指

導、ご助言をいただければと思います。 

 また、最後になりましたけれども、高橋委員、また、ご退席されてここにはおられませ

んが、八木委員、そして鈴木嘉幸委員、寺島副委員長の４名の皆さんにおかれましては、

２年間の長きにわたりまして大変お世話になり、どうもありがとうございました。 

 今後とも、大所高所からそれぞれのお立場でお力添えをいただければと存じますので、

引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、これで本日の委員会を終了させていただきたいと思います。 

 本日は、お忙しい中をどうもありがとうございました。 

                                  以  上   

 


