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１．開１．開１．開１．開        会会会会    

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 皆さんおそろいになりましたので、ただいまより、平成２７年度第１回北海道広報広聴

推進委員会を開催したいと思います。 

 私は、広報広聴課の永田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．挨２．挨２．挨２．挨        拶拶拶拶    

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 開会に当たりまして、広報広聴課長の近藤からご挨拶を申し上げます。 

【【【【近藤広報広聴課長近藤広報広聴課長近藤広報広聴課長近藤広報広聴課長】】】】    

 ただいまご紹介いただきました広報広聴課長を務めております近藤と申します。 

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

 また、委員の皆様には、日ごろから道の広報広聴活動につきまして、特段のご理解とご

協力を賜っておりますことに、心からお礼を申し上げる次第でございます。 

 昨年度から引き続きましてご就任いただいております３名の委員の皆様方には、本年度

も貴重なご意見等を賜りますよう、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 また、本年度、新たに７名の委員の方にご就任をいただいたところでございます。まず、

ご就任をご快諾いただきましたことに対しまして、心からお礼を申し上げますとともに、

皆様から幅広い観点からの忌憚のないご意見を頂戴できますよう、心からお願いを申し上

げる次第でございます。 

 ご承知のとおり、当委員会は、道が行っております広報広聴活動全般にわたりましてご

意見、ご提言を頂戴し、今後の広報広聴のあり方や業務の効率化、高度化、推進に生かし

ていくことを目的に設置しているところでございます。本日の議題は、新しい体制になり

ましたので、委員長、副委員長の選任をしていただいた後、予算を含めまして、本年度の

広報広聴事業の概略をご説明させていただきます。 

 続きまして、戦略広報の展開につきまして、戦略広報の基本方針の考え方や本年度の取

組について、数値目標を掲げた取組を中心にご説明を申し上げたいと考えております。 

 また、道の広報の中で大変重要な役割を担っております民間企業などとの協働による広

報につきましては、平成１８年度から取り組んでまいりましたところ、これまで、包括連

携協定が累計で４２件、タイアップ事業が４５件となっておりますけれども、こちらの取

組状況についてもご説明を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、今後とも引き続き、広報媒体の活用や民間等との協働を進めるこ

とによりまして、道政情報をわかりやすくタイムリーに道民の皆様方に発信していくこと

はもちろんのこと、北海道のすぐれた自然環境やおいしい食、あるいは、多様なエネルギ

ー資源などの北海道価値に関する情報を道内外に積極的に発信し、本道の活性化に結びつ

けてまいりたいと考えております。 
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 本日は、限られた時間でございますが、忌憚のないご意見、ご提言を頂戴しまして、よ

りよい広報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。 

 ありがとうございました。 

 

３．委員紹介３．委員紹介３．委員紹介３．委員紹介    

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 本日は、寺島委員が欠席されております。 

 出席者は９名となっており、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

推進委員会の設置要綱５の２に基づきまして、本委員会が成立していることをご報告させ

ていただきます。 

 議事に入る前に、委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、平成２６年度から引き続き就任していただいております株式会社Ｄ＆Ｃ代表取締

役の高橋委員でございます。 

 株式会社コスモメディア編集局長の八木委員でございます。 

 北海道信用漁業協同組合連合会金融推進部副部長役の鈴木（嘉）委員でございます。 

 次に、平成２７年度から新たに就任をお願いいたしました読売新聞東京本社北海道支社

編集部長の吉形委員でございます。 

 ＴＶｈ、テレビ北海道報道制作局次長兼報道制作部長の鈴木（隆）委員でございます。 

 せたな町総務課長の西村委員でございます。 

 富良野メセナ協会代表の篠田委員でございます。 

 篠田委員は、演劇文化を中心とした地域活動などを行っております。 

 最後に、公募で選考されました札幌市の衣斐委員です。 

 同じく、公募で選考されました札幌市の城岡委員です。 

 それでは、議事に入る前にお配りしております資料について確認させていただきたいと

思います。 

 お配りしている資料は、右肩に資料ナンバーを書いております。 

 資料１－１から始まりまして資料１－２、資料１－２の中にさらに枝番で（１）（２）

（３）となっております。資料２－１、資料２－２、資料２－２の参考資料がありまして、

資料２－３とお配りしております。 

 その他、広報紙「ほっかいどう」やフリーペーパー等も机の上に置かせていただいてお

ります。 

 それから、机の上にペットボトルが置いてあります。お手元のペットボトルは、未来を

担う子どもたちに地元への愛着を込めてもらいたいとの趣旨から、北海道との協働事業に

より、ポッカサッポロ北海道株式会社が期間限定で販売しております。Ｒｉｂｂｏｎナポ

リン＜北海道キャラクターコラボラベル２０１５＞というものです。北海道各地のキャラ
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クター１６９種類を掲載させておりますので、ご紹介します。 

 

４．議４．議４．議４．議        事事事事    

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 本来であれば、委員長が議事を進めるところでありますけれども、前委員長が昨年度で

任期満了となり退任しておりますので、議題（１）の委員長選出までは事務局で進めさせ

ていただきたいと思います。ご了承願います。 

 それでは、（１）委員長選出であります。 

 これまで、広報広聴活動に深い知見のあります報道機関の関係者に委員長をお願いして

いるところです。 

 今回につきましては、事務局では、テレビ北海道の鈴木（隆）委員にお願いしたいと考

えておりますけれども、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり・拍手） 

 

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 ありがとうございます。 

 それでは、委員長はテレビ北海道の鈴木（隆）委員に決定します。 

 鈴木委員長、委員長席に移動をお願いします。 

 

〔委員長は所定の席に着く〕 

 

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 以降は、委員長に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 テレビ北海道の鈴木（隆）と申します。 

 不慣れな役割ではありますけれども、広報の関係で前向きな話ができればと考えており

ます。ご面倒をお掛けするかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事を継続したいと思います。 

 議題（２）副委員長の選出についてです。 

 副委員長についても、昨年度で任期満了となり、退任されております。 

 委員会設置要綱４の３により、委員長が副委員長を指名したいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 
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【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 それでは、本日は欠席されておりますが、行政の立場で広報業務に携わっておられます

当麻町の寺島委員にお願いしたいと考えております。 

 よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 ご異議がないので、副委員長は寺島委員に決定いたします。 

 寺島副委員長へは、事務局からご連絡いただければと思います。 

 それでは、議題（３）に入ります。 

 平成２７年度広報広聴事業についてです。 

 事務局から、順次、説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 資料１－１について簡単に説明したいと思います。 

 今年度、平成２７年度の広報広聴推進委員会の年間計画についてであります。 

 委員会は、年２回を予定しておりまして、第１回目は、本日の５月２７日に開催し、こ

こに書いてあるとおりの内容です。第２回目は、１０月から１１月頃を予定しておりまし

て、中身については、本年度の事業の執行状況、また、本日ご意見をいろいろいただいた

中で懸案に対する対応状況をご説明したいと思っております。別途、新たにご審議いただ

くような案件がもしあれば、それも加えてこの時にお話しさせていただきたいと考えてお

ります。 

 資料１－１については以上です。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 広報担当課長の美藤でございます。 

 委員の皆様には、日ごろから広報の推進にご支援、ご協力をいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 お三方の委員には、引き続きましてご協力をよろしくお願いいたしますとともに、新し

く委員にご就任いただきました皆様には、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 私から、資料１－２－（１）についてご説明させていただきたいと思います。 

 北海道の広報活動でございますけれども、ご承知のように、広報紙、新聞、テレビ等の

いわゆるアナログ系の広報と、ホームページ、ブログ、メールマガジンなどのインターネ

ット系の媒体の活用によりまして、最近では民間企業などとの協働による広報なども行っ

てきております。 

 お手元の資料は、予算ベースで作成したものでございますが、順を追って簡単にご説明

させていただきたいと思います。 
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 まず、アナログ系の広報についてでございます。 

 事業名のところをご覧いただきたいと思いますが、広報紙「ほっかいどう」は、道民の

皆様のお手元に直接情報を届けることができます広報の基本ツールとして位置付けており

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ので、ご覧い

ただければと思います。 

 こちらは、各部の施策や振興局の地域の情報なども盛り込んでおります他、毎号、特集

として、３月は研究機関の特集、６月はスポーツ王国北海道ということで、スポーツに対

する取組を取り上げさせていただいております。 

 配布方法ですが、個別配布を基本としておりまして、新聞の折り込み、新聞を取られて

いない方向けにはポスティングという方法をとっております他、市町村や郵便局、コンビ

ニエンスストアなどに配置しております。 

 昨年度との変更点を表の右側に記載しておりますが、道の厳しい財政状況等も勘案いた

しまして、発行回数を１回減らしまして５回としております。 

 一方、広報紙が若年層にはなかなか見てもらいづらいという現状もございますので、若

い方にも見てもらえるように、今年は、道からのお知らせが中心になろうかと思いますけ

れども、新たに電子版の広報紙を１回発行することとしております。 

 発行の回数、時期等でございますけれども、昨年は、年６回、２５２万部発行しており、

奇数月に発行しております。今年度につきましては、年５回、２５０万部発行することと

しており、今回、５月に発行しました後は、偶数月の８月、１０月、１２月、２月の下旬

を予定しております。 

 次に、点字広報誌、声の広報ということで、視聴覚障がい者の方向けに、昨年同様、点

字広報誌、声の広報を作成しています。部数が若干異なりますけれども、予算の効率的な

執行のために、主に予備の分を調整するような形で発行部数を減らす形になっております。 

 続きまして、新聞の区分に移ります。 

 新聞広告「みなさんの赤れんが」は、道内４紙、道新、朝日、毎日、読売の新聞に月１

回程度、第２日曜日に掲載しております。新聞への掲載回数は１回分減らすような形にな

っておりますが、その分、道からのお知らせを、ＨＴＢとＮＨＫの協力をいただきまして、

地上デジタルデータ放送、文字放送でご覧いただくようにしております。 

 それから、臨時広告でございます。こちらは、緊急的、臨時に新聞広告が必要になった

時に掲載する予算をこれまで確保しておりましたが、効率的な執行を図るという観点から、

今年度は廃止することといたしております。 

 なお、緊急に広報が必要になった場合につきましては、報道発表やホームページによる

発信で対応していくことを考えております。 

 新聞広告でもう一つ、北海道ビジネスページということで、企業やビジネスマン向けの

内容を中心に、日本経済新聞の道内面に年６回、偶数月の最終木曜日に広告を掲載してお

ります。 
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 その他、こちらには記載しておりませんが、地方新聞協会加盟１２社に、地元の振興局

から管内の住民の皆様にお知らせする情報を掲載しておりまして、これも引き続き、今年

度も行ってまいります。 

 テレビは、昨年同様、年２回、３０分の番組を上半期と下半期に１回ずつ放送すること

を予定しております。 

 放送内容については、現在、検討中ですが、８月に予定しております１回目については、

地方創生に関する内容を想定しております。 

 それから、ラジオスポットＣＭですが、こちらは昨年と同様の取組で、道内４局、 

ＳＴＶ、ＨＢＣ、それからＦＭ２局で流していただきます。 

 内容としましては、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としております。 

 続きまして、ネット系の広報ですが、ここに記載しております他にもツールはございま

すが、一応、予算ベースの資料という整理にしておりますので、ホームページ、メールマ

ガジン、インターネット放送局、サーバーの賃貸借などの維持管理に係る項目に絞ってこ

ちらに掲載しております。 

 ホームページにつきましては、高齢者や障がい者など、心身の機能に制約のある全ての

方にホームページを容易に利用していただけるようにしようということで、ウェブアクセ

シビリティーの向上に向けての取組を行っております。道のホームページは約７万ページ

ありますけれども、その主要な約２，５００ページをウェブアクセシビリティーに対応さ

せる方向で、今、改修を一通り終了したところでございまして、さらなる改修、利便性の

向上を図っていくこととしております。 

 インターネットを活用した情報発信につきましては、昨年同様、メールマガジンの発信、

インターネット放送局は、ユーチューブを使って動画を配信しているものですが、こちら

の管理運営などにも取り組んでいくこととしております。 

 メールマガジンにつきましては、平成２６年度末で約１万５，９５０人に登録をいただ

いております他、インターネット放送局は１，４００本の動画を掲載しております。詳細

につきましては、後ほど、取組の中でご説明させていただきたいと思います。 

 この他、予算を計上していないもので民間企業の皆さんの協力をいただいて取り組んで

いるもの、お手元のペットボトルなどもそうですが、その他に街頭の大型ビジョンにより

ます道政情報の放映や、コンビニエンスストアのレシートの余白に道政情報を載せていた

だく、銀行や郵便局等へのチラシ等の設置や、ポスターの掲出をしていただいたり、フリ

ーペーパーなどへの情報の掲載、先ほど申し上げました地上デジタル放送など各種取り組

んでいるところでございます。 

 他にも、ブログ、ツイッターの取組も行い、様々なツールを活用して、広く道民の皆様

に情報を的確にお伝えするために取組を進めているところです。 

 民間との協働による広報につきましては、後ほど別途説明させていただきたいと思いま
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す。 

 主な事業についての説明は以上でございます。 

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 次のページ資料１－２－（２）になります。 

 広聴関係の主なものについての説明をしたいと思います。 

 広聴関係につきましては、全体に関しては昨年と同じ形で進めたいと思います。 

 最初に書いてある「知事の地域訪問」ですけれども、地域の方々との懇談や施設訪問、

関係者との交流などを通じまして、知事自らが諸課題を把握し、道政に関する説明など意

見交換を行うものであり、これについても引き続き開催することとしております。 

 参考までに、平成２６年度につきましては１９回行いまして、延べ４７市町村を訪問し

ております。 

 ２段目にあります「道民意識調査」ですけれども、これも毎年やっております。道民の

方々を住民基本台帳からランダムに選んでの調査です。今年は６テーマ、大体４０問前後

の調査です。サンプル数は１，５００サンプルでやる予定でおります。 

 それから、その下の３つについては、道政相談センターという部署での所管になります

が、苦情や要望などのご意見を承る道政相談の他、知事に対する陳情なども受け付けたり

しております。 

 ホームページでは、道民便利サイトなども設けまして、道政全般に対する情報、窓口な

どの紹介をしているサイトを設けております。 

 一番下ですが、各部局や振興局においては、例えば振興局長が機会あるごとに地域に出

向き、様々な機会を通じて地域の状況を把握し、ご意見を伺っているところであり、この

振興局長の対話の広聴も引き続き行っていくことを考えております。 

 以上が広聴事業の主なものです。 

 次のページの資料１－２－（３）ですが、今申し上げました広報広聴課のトータルの予

算の状況です。 

 一番下の合計欄ですけれども、平成２６年度、２７年度の比については、２６年度は２

億円ちょっとの予算がありまして、２７年度は１億７，０００万円に落ちました。大体 

１３％ぐらい落ちているのですが、先ほど申し上げましたように、予算の削減は全庁的に

避けて通れないものですから、当初は２５％削減しろという話が当局からあったのですけ

れども、そこまで落とせないということで、やっと１３％減でとどめることができたとい

う状況です。 

 こういう全体像のもとで主なものの増減でご説明しますけれども、一番上の広報紙に関

しては、今、美藤から説明がありましたが、広報紙「ほっかいどう」が６回から５回に回

数が減となりましたので、それに伴う減で約２，１００万円の減額になっております。 

 新聞広告につきましても、「みなさんの赤れんが」の回数の減、あとは臨時広告を廃止

したことによる減です。これについても、２００万円弱の減額になっています。 
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 インターネットのところは、来年の１月からホームページサーバーを再リースすること

によりまして、リース料が若干安くなったということで、その見合い分として、約２００

万円を減額しております。 

 その他諸々につきましては、予算の削減の指示に伴う事務費等を削減して調整しており

ます。 

 簡単でございますが、予算については以上です。 

【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 どうもありがとうございました。 

 議題（３）の説明について、何かご質問もしくはご不明な点はありませんでしょうか。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 資料１－２－（１）の広報活動事業でございますが、広報紙「ほっかいどう」をベース

に「点字と声」という形で、中のソースは基本的には同じですか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 基本的には同じです。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 そこで、これは間違いだと思いますが、平成２７年で広報紙「ほっかいどう」は年５回

ですけれども、「点字と声」が年６回になっています。これはどういうことですか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 先ほどお話ししましたけれども、１回はウェブ版です。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】  

それでこういう形なのですか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 はい。 

【衣斐委員】【衣斐委員】【衣斐委員】【衣斐委員】 

 では、５足す１ですか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 そうですね。私どもの課で独自に発行しております。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 電子版というのは、基本的にＰＤＦをアップするということですか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 今はそう考えております。具体的なところは、これから課の中で検討していきたいと思

っております。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 ホームページにリンクがあって、それをクリックすると、このようなＰＤＦが開くとい

う形をイメージされているのですね。 
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【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 はい。 

【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 他に何かございますか。 

 私からも一つ伺います。 

 「道民意識調査」は、世論調査的で、ちゃんとした声が聞こえてくると思います。今回

は６テーマで、各部署から上がってくるのかなと思いますが、例えば、テーマを道民に公

募するといいますか、道民はどう考えているのかということを逆に公募するようなお考え

は特にないのでしょうか。 

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 今のところ、テーマを道民からということは考えていません。というのは、あくまでも

道側が施策を進める上で必要なデータを収集するための調査だからです。 

【【【【事務局（近藤広報広聴課長）事務局（近藤広報広聴課長）事務局（近藤広報広聴課長）事務局（近藤広報広聴課長）】】】】    

 具体的に言いますと、例えば５年計画を進めたものを来年度とか再来年度に計画の見直

しをする段階で、「道民意識調査」を使いまして、施策に関する道民の方々の意向を捉ま

えて、それに基づいて計画の詰めを行っていくという使い方が基本になっております。昨

年は、人口問題をテーマに調査させていただきまして、それを今、総合戦略等々に反映さ

せていく形で使っております。ですから、一般の北海道の皆さんがどんなことを考えてい

るのだろうというアンケートとは質が違う形になります。 

【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 わかりました。 

 他にございませんか。 

【【【【篠田委員篠田委員篠田委員篠田委員】】】】    

 道政相談等と書いてありますが、このあたりは、各市町村でも地域でも、問題等をどこ

へ相談したらいいのかということで、非常に問題になっているところです。また、自治体

に相談しても、その自治体自体がどこに振っていいかわからないのです。言葉上は、連携

してそれぞれに相談となっているのですけれども、なかなかそうはいっていないのが地域

の現状です。道では、これをやってどのくらいの声が上がってきているという数字はある

のですか。年間どのぐらいの相談があるのですか。 

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 本庁ベースと振興局ベースで分けているのですが、本庁サイドは、平成２６年度はハガ

キや電話トータルで年間３，３００件です。振興局は、約７２０件の問い合わせ等々があ

ります。 

【【【【篠田委員篠田委員篠田委員篠田委員】】】】    

 各地域の中で連携する時に、富良野の場合は、例えば、法曹界、裁判所、警察、市役所、

消費者協会がみんな独自で行われていて、市がそこに振るといっても、結局、担当者がそ
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の内容を理解していなくて、その問題自体をどうしていいかわからないという、ものすご

く基本的な問題が浮かび上がりました。そこで、去年、裁判所の調停委員が中心になって

連絡協議会を立ち上げたのですけれども、それで初めて、裁判所の使い道とか、調停委員

は何をしているのかなど、改めてわかることがあったので、できるだけ、この部署の方た

ちが横の連携をして、情報をきちんと持った上で、それぞれ困った方たちの振り分けをし

ていただきたいと思いました。 

【【【【事務局（近藤広報広聴課長）事務局（近藤広報広聴課長）事務局（近藤広報広聴課長）事務局（近藤広報広聴課長）】】】】    

 ご意見はセンターに伝えたいと思います。 

【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 他にございませんか。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 最後の予算についてです。 

 インターネットでコストがかかっているのは、サーバーレンタルだけがウエートを占め

ている状態でしょうか。インターネットの項目の約１，０００万円は三つの合計値ですか。 

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 合計値です。 

【衣斐委員】【衣斐委員】【衣斐委員】【衣斐委員】    

 ウエートを占めているコストは具体的にどれですか。 

【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 これは、ほぼ全部がリース料でございます。 

【衣斐委員】【衣斐委員】【衣斐委員】【衣斐委員】    

サーバーだけのリース料というわけではなくて、委託の形で全体を一括で契約されてい

るのですか。 

【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 サーバーの中にインストールされているソフトウエアも含めまして一式という形です。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 ３つまとめてこれで、金額は１個だけという形ですか。 

【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 それぞればらばらです。ホームページはホームページ一式で、メルマガに関してはメル

マガで一式です。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 一番コストがかかっているのはどれですか。 

【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 ホームページです。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 サーバーですか。それとも、管理をする人的なコストですか。 
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【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 ハード機器プラス、ＣＭＳ、コンテンツ管理システムと呼ばれているソフトの部分があ

ります。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 それは、１，０００万円のうちどれぐらいになりますか。非公開ですか。 

【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 金額は、入札の関係がございまして、非公開です。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 でも、それがかなりのウエートを占めているのですね。 

【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 ちょっと、お答えしかねます。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 中の情報の管理や編集は、どなたがやられているのですか。 

【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 ホームページのページ管理は、各部局の各担当者となっております。広報広聴課は、ト

ップページの管理と、通常時及び何かトラブルが起きた時などの各部局のサポートになっ

ています。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 中の直接の編集は、道庁の方々がやられているのですか。 

【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 それぞれの担当者になります。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 ありがとうございます。 

【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 他によろしいでしょうか。 

 

（「なし」と発言する者あり） 

 

【鈴木（隆）委員長】【鈴木（隆）委員長】【鈴木（隆）委員長】【鈴木（隆）委員長】    

それでは、ご質問等はもうないということで、次に移らせていただきます。 

 議題（４）の戦略広報の展開についてです。 

 まずは、「①北海道戦略広報基本方針について」、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 それでは、北海道戦略広報基本方針、資料２－１についてご説明させていただきます。 

 昨年の１回目の委員会でもご説明しておりますけれども、初めての委員の方々もいらっ
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しゃいますので、もう一度、ご説明させていただきたいと思います。 

 お手元にご用意させていただきました資料２－１についてご説明いたします。 

 まず、お開きいただきまして、１ページをご覧いただきたいと思います。 

 こちらの方針は、昨年４月に策定しましたもので、戦略広報の基本的な事項を記載した

方針となっております。 

 １ページに広報展開方針の総括とありますが、この基本方針の前段で平成２３年４月に

広報展開方針をまとめておりましたので、その展開方針の総括ということで、基本方針の

頭に持ってきております。平成２３年から２５年の間に進めました展開方針は、インター

ネットの浸透など地域からの情報発信、地域間競争の激化など、社会経済環境の大きな変

化に的確に対応していくため、中長期的な広報の活動方針が必要ということで、２３年４

月に推進期間３年間として策定したものでございます。 

 １ページの中段の③をご覧いただきたいと思いますが、こちらに概要をまとめておりま

す。 

 戦略広報は、限りある資源を効果的、効率的に活用しながら、その実現に向かって具体

的な方策をもって展開する広報活動として位置付けたところです。その目標は、２つ目の

丸に掲げておりますが、「道民の理解と協働に基づく戦略広報の展開による北海道価値を

活かした地域・経済の活性化」としております。その目標の実現に向けて、「基本戦略１ 

北海道価値の効果的な発信」、「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」、「３ 広報活動を支えるマネジメント機能の整備」という３つの戦略を定めたと

ころです。 

 続きまして、２ページ目をお開きいただきたいと思います。 

 こちらには、展開方針を３年間実施した実施状況と評価を記載しております。 

 実施状況は、それぞれ白地の部分で書かれているところで、黄色い枠の部分が評価とい

う整理になります。 

 基本戦略の１番目の北海道価値の効果的な発信の部分については、インターネットの活

用やマスメディアに向けた働きかけを行い、道庁ブログのアクセス数やメールマガジン登

録者の数が増加した他、様々な情報番組や情報誌で北海道の情報を取り上げていただいて

おります。 

 当時は想定しておりませんでしたソーシャルネットワークサービス、いわゆるツイッタ

ーやフェイスブックの利用が増大する中で、道としても、広報ツイッターを平成２４年７

月に開設してきているところです。 

 黄色の枠の中にありますが、スマートフォンの急速な普及などネット系広報をめぐる情

勢のめまぐるしい変化が想定されるということで、対応が必要となると位置付けておりま

す。展開方針では、具体的な取組としまして、３カ年計画で取組の行程表を作っておりま

したが、３カ年では情勢の変化を反映できないということで、新たな方針では、毎年度、

取組計画表を策定し実施することにしております。これが展開方針と基本方針の違いの一
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つとなっております。 

 取組計画表というのは、後ほど具体的な内容をご説明いたしますが、資料２－２参考資

料として後ろに添付しております１枚物です。 

 続きまして、２ページ目真ん中の基本戦略２です。 

 こちらにつきましては、アナログ系、ネット系の広報ツールを相互に補完して、効果的

な広報に取り組んできたということで総括しております。 

 基本戦略２の最後の丸の部分で、民間協働広報について記載しております。先ほども申

し上げておりますが、コンビニエンスストアなどへのチラシの設置とか店内放送、北海道

ゆかりの漫画家の方に「コミックふるさと北海道」という漫画を発行していただいた他、

フリーペーパーなど様々な効果的な手段を民間の皆さんの協力をいただいて推進してきて

いるところでございます。 

 道財政が厳しい中で、こういった民間の企業の皆さんの協力をいただいて進めています

「協働広報」につきましては、さらに大きな効果が期待できるということで、新しい方針

の中で民間協働の広報を基本戦略の柱立てにしているところです。これが古い方針と異な

る２つ目のポイントになるかと思います。 

 ３ページ目からは、昨年度からスタートしております新たな方針の中身をご説明してお

ります。 

 （１）（２）（３）とございますが、（１）では、戦略広報について継続して進めてい

くという基本的な考え方をまとめています。（２）では、従前の展開方針の目標を引き継

いだ形で、こちらも同じような目標、目指す姿を掲げております。（３）の基本戦略は、

ただいま申し上げましたように、民間協働を基本戦略３として新たに柱立てに追加して、

４本の戦略を立てております。 

 後ほど、資料２－２に基づきまして取組を紹介させていただきますので、以下、４ペー

ジ以降に記載されている内容は重複する部分がありますが、簡単にご説明させていただき

たいと思います。 

 ４ページをお開きいただきたいと思います。 

 １本目の基本戦略の北海道価値の効果的な発信は、従前の展開方針と同じ柱になってお

ります。項目は３つ立てており、こちらも前回と同じ内容ですが、インターネットの活用、

マスメディアへの働きかけ、それから、道外在住の方や外国人の方々に向けての情報発信

にも引き続き取り組んでいくことにしております。 

 ５ページ目は、２本目の基本戦略、「道民の理解と協力によるコミュニケーション広報

の推進」ということで、こちらも前回の展開方針と同じ柱立てです。推進項目は２つで、

「ニーズを踏まえた的確な広報手段の活用」、広報に関して「道民意見の把握と反映」と

しており、ニーズを踏まえました双方向型の広報を目指すとしております。 

 ６ページ目は、新たに柱立てをしました民間企業などとの協働による広報の推進です。

包括連携協定やタイアップ事業、いわゆるゼロ予算で広報展開を進めていくもので、その
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数も年々増えてきており、業種も多岐にわたっているところです。様々な民間企業との協

働を通じ、効果的な手段を活用した広報を推進していくこととしております。 

 ７ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 こちらは、４つ目の基本戦略で、広報活動を支えるマネジメント機能の充実としていま

す。これまでの展開方針では機能の整備としていたところですが、ある程度のベースがで

き上がりましたので、今後はさらに充実を図っていこうということで、庁内の分野横断的

な委員会の活用や職員の広報マインドの醸成、研修会等を通じてマネジメントする仕組み

を充実させていくこととしております。 

 最後に、８ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 推進体制などということで、推進体制、取組計画、目標指標の３つを掲載しております。 

 基本方針の推進にあたりましては、庁内横断的な会議などで進行管理を行っていく他、

今日皆様にお集まりいただいております委員会等におきましていただいた意見を具体的に

反映させながら毎年度の取組を行っていくとしております。 

 それから、具体的な取組につきましては、先ほどお話ししました参考資料にございます

取組計画表を毎年度作成し、年度末に年度の取組状況を点検しまして、その時点での情勢

の変化などを見据えて翌年度の計画に反映させていく流れを作っていくとしております。 

 最後に、目標指標についてでございますけれども、今ご説明しております広報事業はも

とより、例えば、イベントの開催、シンポジウム、体験教育やパネル展といった普及啓発

事業などにおいても、可能なものについては、成果指標などを設定し、事前の周知や参加

者の把握、終了後のアンケート調査の実施などは全庁を挙げて取組を進めていこうという

ことで、様々な機会を捉えて全庁に呼びかけております。これも、新しい方針の中で積極

的に取り進めていくことにしております。 

 雑ぱくでございますけれども、基本方針の説明は以上でございます。 

【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 ありがとうございました。 

 続きまして、「②平成２７年度の取組について」、事務局から説明をお願いいたします。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 続きまして、資料２－２の「平成２７年度の取組について」をご覧いただきたいと思い

ます。 

 スクリーンにも写させていただきますので、そちらもあわせてご覧いただきたいと思い

ますが、お手元の資料と同じ内容になっております。 

 これは、参考資料、取組計画表をカラーバージョンにわかりやすくまとめさせていただ

いたものでございます。 

 繰り返しになりますが、取組計画表は、基本方針に基づき、毎年度、具体的な取組をま

とめていくということで、４つの戦略、８つの推進項目ごとに実施してきております。今

年度は２６の取組を実施してきております。 
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 資料で言いますと２ページ目になりますが、基本戦略１は推進項目が３つあります。 

 １つ目の推進項目、インターネットの積極的な活用について、ネット系広報ツールの５

つについて、目標数値を定めまして推進を図っていくことにしております。 

 まず、ホームページでございますが、こちらにつきまして数値目標を定めており、昨年

度の実績は年間１億２，０００万アクセスでしたので、今年度末には１億２，２００万ア

クセス、２００万アクセスの増を目指してまいりたいと思います。先ほど、予算の中でも

説明がありましたが、コンテンツ管理システムの更新を予定しておりますので、これに関

する情報収集などにも努めていくこととしております。 

 続いて、資料の３ページ目になりますが、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、動画サイトでございます。ユーチューブを使って道の様々な取組、イベン

トなどを、道が作成したものだけではなく、市町村、団体が作ったものも集めて、まとめ

て配信、情報提供しております。こちらの目標数値は、昨年度末の掲載数が１，４００本

でしたので、今年度末にはプラス２２０本の１，６２０本を目指していくこととしており

ます。広く道内の市町村、団体等に提供を呼びかけているところです。 

 この動画の中には、連携協定を結んでおります北海学園大学との協働で、昨年から行っ

ている学生さんたちに動画を作っていただくという取組もあり、ＨＧＵ．ｃｈに掲載して

おります。昨年、学生さんが２３本の広報番組を作ってくれました。今年度については、

ある程度の本数ができておりますので、本数もさることながら、内容の充実を図っていこ

うということで、本数はあまり増やさないことを北海学園大学と話をしています。 

 続きまして、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」

です。これは、楽天のご当地ブログを活用させていただいているもので、目標数値を定め

ております。前年度末、月間平均９万２，０００アクセスありましたので、今年度末には

目標としまして９万５，０００アクセスを設定しております。 

 続いて、資料の４ページ目になります。 

 平成２４年７月から行っております道庁広報ツイッターの目標数値です。前年度末で 

１万９００フォロワーがありましたが、今年度末には１万５，５００フォロワーというこ

とで、４割強の増を目指して、今、取組を進めているところです。ホームページや道庁の

ブログ、それから、道庁のインターネット放送局の新着状況などもツイートしております。

その他、北海道の方言や道庁前庭の風景などを題材にして、毎日、「ご挨拶ツイート」と

いうものでツイートしているのですが、好評をいただいています。 

 続きまして、メールマガジンですが、道では３４のメールマガジンを配信しているとこ

ろです。このうち、広報広聴課では、道政情報やイベント情報などを毎週金曜日に配信し

ております。「Ｄｏ・Ｒｙｏｋｕ」という名前ですけれども、前年度末の登録者が１万 

５，９５０人でしたので、今年度末は約４％増の１万６，６００人を目指して取り組むこ

ととしています。コミュニケーションの手段が、１０代、２０代の方はソーシャルメディ

アのほうに移行していることもありますが、３０代以降の方はやはり依然としてメール、
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メルマガのほうが多いというデータもありますので、こちらも引き続き推進していくこと

としています。 

 次に、資料の５ページ目のウェブサイトリンク集「ＤｏＬｉｎｋ」です。道のホームペ

ージのサイトや、市町村、関係団体など関連している外部のサイトから利用される方の関

心の高い分野を集めたポータルサイトです。約８００ページを掲載しております。そのリ

ンク集の収集については、８００ページでおおむね終了して、今後は、ページの利便性の

向上を図るということで、カテゴリーとかサブカテゴリーの構成の変更や、更新の少ない

リンクについては削除するなどして、見やすい、使いやすいサイトにしていく工夫をして

いこうと考えております。こちらについては、目標値などは定めておりません。 

 それから、ＩＴに関する情勢把握ということで、スマートフォンやタブレット等の携帯

端末、また、先ほどお話しいたしましたウェブアクセシビリティーに関する情報把握にも

努めていくことにしております。 

 次に、資料の６ページ目になります。基本戦略１の推進項目の２番目のマスメディアに

対する働きかけとして、首都圏などの出版社や放送局などへのＰＲ活動をこれまでも行っ

てきておりますが、こちらも、数値目標にはなじまない部分もあり、具体的な数値を挙げ

ておりませんが、取組計画表の中では具体な取組イメージがわかるように、平成２６年度

の取組例を例示しております。 

 出版社のＫＡＤＯＫＡＷＡとのタイアップ事業で制作しました「漫画・うんちく北海道」

のような取組もさらに増やしていくことができればと考えております。 

 続きまして、推進項目③の道外在住者、外国人の方々向けの情報発信ですが、北海道の

魅力をより広く外に発信していかなければいけません。例えば、北海道暮らしフェアとい

う移住に関心を持っていらっしゃる方を対象にしたイベントなどが開催された際には、外

国語のトップページや我々が発信しているインターネットのページなどを掲載したリーフ

レットなどを配付するなどして、道外の方、外国人の方等に活用していただくように働き

かけを行っているところです。 

 続きまして、資料の７ページにまいります。 

 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。 

 こちらは、推進の項目を２つ挙げております。 

 １つ目は、「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、広報紙をは

じめ４つの取組を掲載しております。 

 広報紙「ほっかいどう」についての目標数値として、公共施設などの設置箇所というこ

とで、金融機関やコンビニエンスストアなどのご協力もいただき、広く皆様が入手できる

ように設置場所を設定しているところでございます。昨年度末に、主に公共施設等という

ことで、８００カ所に設置しておりますけれども、これを１割増やしまして８８０カ所を

目指して取り組んでいくこととしております。 

 この他、地上デジタル放送や、８ページに広報ツールの相互の補完、道庁１階道政広報
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コーナーにおいてもパネル展やリーフレットの配付など、タイムリーな情報を発信してお

りますので、継続して取組を進めていくことにしております。 

 それから、推進項目②の広報に関する道民意見の把握と反映については、３つの取組を

実施していくことにしております。 

 成果指標の設定につきましては、先ほど方針の中でもお話しさせていただきましたが、

普及啓発事業などにも、可能なものは広く成果指標の設定や事前の周知、事後の報告など

も行っていくようにしております。 

 資料の９ページになりますが、広報事業の予算のところでも触れましたけれども、ホー

ムページのウェブアクセシビリティーの向上につきまして、平成２５年度末から２６年度

にかけまして予算事業として取組を進めてきております。ポリシーやガイドラインなどを

策定いたしまして、主要なページ、よく利用されているページを中心に２，５００ページ

の改修を行っております。 

 今年度は、ガイドラインに基づき、残りのホームページも適切に作成、更新するための

啓発に努めていくこととなりますが、数値化が可能なものについては数値目標を設定して

おります。広く庁内の会議等でも周知を図り、道庁の職員自らが進める部分になりますが、

アクセシビリティーの向上に向けて全庁を挙げて取組を進めていくこととしております。 

 続いて、基本戦略３の民間企業などとの協働による広報の推進です。 

 こちらの詳細につきましては、後ほど別途説明させていただきます。 

 続きまして、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として、こちらは

２つの推進項目を掲げております。 

 広報広聴委員会という庁内の会議などの活用ということで、毎年度、道の重点政策に基

づき、広報も重点テーマを定めて進めております。今年度につきましては、知事選の年で

もあり、道の重点政策について、今、最終の取りまとめの段階にありますので、まだ決定

されておりません。これと連動いたしますので、決定次第、広報重点テーマを設定し、こ

れに沿って情報発信をしていくこととしています。広報紙やテレビ番組等でも広報重点テ

ーマをこれまでも取り上げてきております。昨年度につきましては、観光、環境、暮らし

ということで設定いたしました。 

 推進項目②は、職員の広報マインドの醸成ということで、意識を高めて広報技術の向上

なども研修会などで図っていこうということで、引き続きの取組を進めていくこととして

おります。 

 少し長くなりましたが、平成２７年度の取組につきましては以上でございます。 

【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、「③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

ご説明をお願いいたします。 

 



- 18 - 

 

【【【【事務局（千代主幹）事務局（千代主幹）事務局（千代主幹）事務局（千代主幹）】】】】    

 広報企画グループの千代と申します。 

 私からは、民間企業などとの協働による広報の推進についてご説明させていただきます。 

 なお、再任された委員の皆様におかれましては、前回、昨年１２月の委員会の説明と重

なる内容が多いかと思いますけれども、今回、新任の委員の皆様が多くいらっしゃいます

ので、どうかご容赦いただければと思います。 

 それでは、お手元の資料２－３、後ろの画面をご覧いただければと思います。 

 まず、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、先ほどもご説明いたし

ました北海道戦略広報基本方針の基本戦略３に位置づけまして、現在、様々な協働の取組

を積極的に推進しております。 

 なお、「民間企業など」の「など」でございますけれども、民間企業以外にも、例えば、

学校法人、大学とか高校、またＮＰＯ法人なども協働のパートナーとして含まれていると

いう意味でございます。 

 続きまして、２ページにまいりまして、上段でございますが、これは、道と民間企業等

との協働のイメージ図でございます。道と民間等がお互いに持っている資源を有効活用す

ることによりまして、北海道は公共サービスの充実の他、地域の活性化などを図ることが

でき、また、民間企業等にとりましては、自社のＣＳＲ、社会貢献活動を広くＰＲできる

というように、どちらか一方だけが利益を得るのではなく、双方がウインウインの関係を

築くことができる仕組みでございます。 

 ２ページ目の下段ですけれども、協働の状況でございます。これは、あくまでも道にお

ける分類、考え方ですが、「包括連携協定」というものを締結して実施するものと、「タ

イアップ事業」として実施するものと、大きく分けてこの２つがございます。 

 まず、包括連携協定というのは、複数の政策分野、例えば食や観光、文化、防災といっ

た幅広い分野にわたる協働事業を、単発ではなくて継続的に実施していただける民間企業

等と連携・協力に関する協定を締結しまして、それに基づいていろいろな協働事業を実施

するものでございます。 

 この制度自体は、平成１８年度からスタートしておりまして、最初の年の協定締結数は

２件でございましたけれども、この協働の仕組みや成果が広く認知されていくにつれて、

年々増加してきております。特に、平成２５年度、２６年度の２年間につきましては、そ

れぞれ年間９件ずつの協定を締結いたしまして、現在、累計で４２件の協定がございます。 

 その下のタイアップ事業ですけれども、こちらは特定のテーマということで、例えば観

光であれば、その１つの分野に絞って協働事業を実施するもので、こちらもここ数年で件

数が増加してきております。昨年度は、北海道新幹線の開業に向けた協働の取組が道南地

域を中心に活発化するなど、合計４５事業を実施しております。 

 次に、３ページにまいりまして、ここからは、民間協働による広報の具体的な取組をい

くつか紹介してまいります。 
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 まずは、毎年継続的に取り組んでいるものとして、継続的な取組①とありますが、札幌

市内の街頭大型ビジョンを活用した広報や、フリーペーパーなどの紙媒体を活用した広報

です。この資料には、子育て情報誌「ママＮａｖｉ」、エアドゥ機内誌「ｒａｐｏｒａ」、

総合商研が発行している北海道情報誌「ＪＰ０１」を掲載しておりますが、他にもいろい

ろなフリーペーパーなどで北海道の情報を発信しております。 

 お手元に、エアドゥの機内誌「ｒａｐｏｒａ」の最新号を配付しておりますけれども、

「ｒａｐｏｒａ」の２４ページにあります「北海道人物伝」のページは、道庁とエアドゥ

によるコラボで作成しているページで、道からは、人物に関するいろいろな資料や情報を

提供して、このページを一緒に作っております。 

 続きまして、３ページ下段の継続的な取組②です。 

 こちらは、ＮＨＫなどのテレビ局にご協力いただきまして、地上デジタルデータ放送で

道からの情報を発信したり、店舗等の活用としましては、コンビニや銀行の支店などにチ

ラシやリーフレットを配置するとか、ポスターを掲示するとか、店内放送やコンビニのレ

シートの余白を活用した道政広報を実施しております。 

 次に、４ページにまいりまして、継続的な取組③です。 

 いろいろな商品のパッケージを活用して道政の情報発信をするということで、例えば、

山崎製パンの北海道味めぐりフェアという商品のパッケージに使用している道産食材の産

地の観光情報、十勝産小豆であれば帯広のばんえい競馬の情報などを掲載してもらったり、

こちらに実物があるのですが、サッポロビールやエースコックには、開業が近づいている

北海道新幹線をデザインした商品を発売してもらい、開業ＰＲに一役買っていただいてい

ます。これは、あくまでもほんの数例でございまして、他にも、北海道遺産のＰＲとかア

イヌ文化の「イランカラプテ」キャンペーン等の商品など、本当にたくさんございます。

今、お手元にありますＲｉｂｂｏｎナポリンも、その一例でございます。 

 また、その横の映画ポスターの活用でございますが、映画ポスターを活用した広報もい

ろいろと実施しております。この会場の後ろの方にも掲示してありますが、現在公開中の

「ビリギャル」や、６月２０日公開予定で、美瑛町でロケをしております映画「愛を積む

ひと」などの作品のポスターに、道からのメッセージを印刷してもらって、道の関連施設

とか、内容によりましては、例えば教育関係ですと学校に、防犯関係ですと警察署などに

このポスターを掲出してもらいまして、映画のＰＲと同時に道政広報も行っております。 

 続きまして、その下の継続的な取組④でございます。 

 こちらは、アリオ札幌やイオンの各店など、大型スーパーの店舗スペースを活用いたし

まして、道の施策をＰＲするパネル展とかイベントを開催したり、民間企業で主催するイ

ベント、例えば、札幌大通のビアガーデンなどのステージにおきまして、道の施策のＰＲ

を実施しております。 

 続きまして、５ページからは、昨年度に初めて実施した新たな協働の取組を紹介してお

ります。 
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 まず、新たな取組①ですけれども、北海道ゆかりのタレントの活用ということで、昨年

８月に俳優の大泉洋さんやＴＥＡＭ ＮＡＣＳなどが所属する、道内の芸能プロダクショ

ンのクリエイティブオフィスキューと包括連携協定を締結いたしまして、その際に、大泉

洋さんを北海道特別「福」知事に任命し、北海道の良さを広く全国にＰＲ、発信していた

だいております。 

 なお、コスモメディア発行の「北海道生活」隔月刊誌でございますけれども、明日の 

２８日に全国発売、道内は３０日発売の最新号から、「大泉洋の福知事日記」というタイ

トルで、いわば福知事の活動報告の連載がスタートすることになっております。この連載

を通じて、こうした取組が、より多くの方々に知っていただけるのではないかと期待して

おります。 

 ５ページの下の新たな取組②です。 

 まず、昨年１月に包括連携協定を締結しました北海道コカ・コーラボトリングの自動販

売機、よく見かける赤い自販機でございますけれども、この自販機の中に電光掲示板付き

のものが全道各地に１，３００台ありまして、自販機の電光掲示板を活用して、道からの

メッセージを昨年４月から流してもらっております。 

 また、昨年９月に包括連携協定を締結しましたヤフーとの協働事業としましては、国内

最大級のポータルサイトであります「Ｙａｈｏｏ！ ＪＡＰＡＮ」のスマホ版トップペー

ジの「あなたにおすすめの記事」というところに、道政情報を出してもらう取組を実施し

ております。北海道関連の情報によくアクセスする人ほど道政情報が表示され易くなる仕

組みとなっております。 

 次に、６ページにまいりまして、新たな取組③でございます。 

 こちらはまず紙媒体、特に身近でわかりやすい漫画を通じた北海道の魅力発信の取組と

いたしまして、昨年５月にＫＡＤＯＫＡＷＡから全国発売されました「漫画・うんちく北

海道」に、道も企画・監修として携わっております他、道内の出版社であるエアーダイブ

社とのタイアップ事業としまして、北海道、札幌の礎を築いた島義勇の半生を描いた漫画

「島義勇伝」にも協力、支援を行っております。 

 また、その横ですが、包括連携協定を締結しております航空会社エアドゥとの協働事業

といたしまして、首都圏など道外に居住している就職活動中の学生に、道内企業にできる

だけ就職してもらえるように、就活支援割引運賃というものを設定していただいて、航空

運賃の負担を減らすことで、道内への就職を支援するといった取組も行っております。 

 その下の新たな取組④でございますけれども、現在、包括連携協定の本数が４２件と増

えてきたことによりまして、道と１つの企業、単独企業だけではなくて、複数の企業とコ

ラボレーションすることによって、より一層効果が発揮されるような協働事業も実施して

おります。 

 その事例として、左側の①は、道と北海学園大学と北海道日本ハムファイターズの３者

が連携しまして、昨年７月に行われたファイターズの「ＷＥ ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＡＩＤ
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Ｏ」シリーズを盛り上げるため、北海学園大学の学生にファイターズの応援動画「ジンギ

スカンダンス」というものを企画制作していただきまして、札幌ドームの大型ビジョンで

上映した他、道庁インターネット放送局にもこの動画をアップしまして、これまでのアク

セス数は約１万５，０００件となっております。 

 右側は、道とサッポロビール、コープさっぽろの３者が連携しまして、「北海道の森を

元気にしよう！」というキャンペーンを昨年実施しております。これは、サッポロビール

が作った対象商品、パッケージにキャンペーンの趣旨を印刷しておりまして、その商品を

コープさっぽろで販売し、その売り上げの一部を北海道の森づくりに寄附するという取組

でございます。昨年、この取組が第４回カーボン・オフセット大賞において、最高賞の１

つであります環境大臣賞を受賞しております。 

 次に、７ページにまいりまして、こうしたいろいろな民間協働の取組をできるだけ多く

の道民の皆さんに知っていただき、理解していただくための新たな取組といたしまして、

昨年初めて「北海道民間協働週間」というものを設定し、昨年１０月１４日から１７日ま

での４日間、道庁本庁舎１階の道民ホールでパネル展とセミナーを実施しております。 

 パネル展につきましては、昨年は「食」と「北海道の魅力発信」をテーマとして、１３

の協定締結企業や大学、また、７つのタイアップ事業実施企業の取組などを紹介し、４日

間で約１，１００名の来場者がございました。 

 ８ページにまいりまして、セミナーにつきましても、包括連携協定の企業の方に講師の

派遣を依頼いたしまして、ここに記載されているような各テーマでご講演をいただいてお

ります。４日間で３４３名の来場者がございました。 

 この民間協働週間につきましては、今年も１０月に開催する予定でございまして、こう

した機会を通じ、民間企業との協働事業の啓発にも力を入れていきたいと思っております。 

 なお、協定を締結しております各企業等との取組やタイアップ事業の内容につきまして

は、道のホームページに詳しく掲載しております。 

 本年度も、既に数社の民間企業の方から、道との協働事業実施についてのご相談なども

受けておりまして、具体的に協定締結を目指して協議中の案件もいくつかございます。こ

の民間協働の取組については、今後ますます活発になっていくのではないかと考えており

ます。 

 少し説明が長くなってしまい申し訳ありませんでしたが、最後に５分間のお時間をいた

だきたいと思います。先ほど、オフィスキューとの連携協定で、大泉福知事就任という話

をいたしました。また、北海学園大学の学生がファイターズ応援動画を制作したというこ

とも触れましたが、同じく北海学園大学の学生が、大泉福知事へのインタビュー動画を自

ら企画、撮影、編集全て行って制作しておりますので、それをご覧いただきまして、説明

を終わりたいと思います。 

 

〔動画の上映〕 
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【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 ありがとうございました。 

 ここまで、戦略広報の展開について説明をいただきました。 

 何かご質問、ご不明の点等がありませんでしょうか。 

【【【【八木委員八木委員八木委員八木委員】】】】    

 何点かありますので、順を追ってお話ししたいと思います。 

 まず、資料２－２の３ページ目です。ただいま動画を拝見させていただいたのですけれ

ども、現在、一般の方がユーチューブなどで動画を自由に投稿されて発信できるようにな

ってきました。今のところ、北海学園大学との協働事業で動画配信ですが、動画を２２０

本増やすにあたって、一般道民の方が北海道の魅力を動画というメディアを使って発信す

るものを広く公募したり採用して、その動画をアップすることは考えていらっしゃるでし

ょうか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 今のところ、そういった取組は考えておりません。 

【【【【八木委員八木委員八木委員八木委員】】】】    

 やはり、学生の動画だけを考えているなら若干狭くなってしまうと思います。もちろん、

クオリティーの管理がありますから、何でもかんでもいい訳ではないですけれども、広く

募集してクオリティーの高いものを道民から集めて発信する方法も一つ加えられたらいい

のではないかと思いました。 

 続きまして、その下段のブログの「超！！旬ほっかいどう」は、楽天ご当地ブログで作

成していただいているということですね。ただ、言い方は悪いですけれども、このロゴマ

ークが魚介か何かの通信販売の物産のようで、北海道全体のイメージを感じさせるものに

変えたほうが良いと思いました。前回の会議で「試される大地 北海道」というロゴなど

をどうするかという議論もあったのですけれども、今後、ブランド戦略を考える際に、こ

ういったところも、北海道のブランドイメージをより意識して改良されたらいいのではな

いかと思います。 

 その次の４ページですけれども、メールマガジンで、現在、１万５，９５０人で、プラ

ス６５０人を目指すということですが、弊社でも「北海道生活」「ｐｏｒｏｃｏ」と雑誌

ごとのメールマガジンの会員を増やしているのですが、分母が増えれば増えるほどエラー

配信がバックしてきます。１回登録してもそれが間違っているケースがあれは、メールマ

ガジンなどの大量メールを拒否して届かない、エラーで戻ってくるものもあるのです。と

りあえず、これはどんどん増やしていくのですか、それとも、クリーニングしていきなが

らの数字と考えていいでしょうか。 

【【【【事務局（美事務局（美事務局（美事務局（美藤広報担当課長）藤広報担当課長）藤広報担当課長）藤広報担当課長）】】】】    

 今の段階では、増やしていくことを考えております。 
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【【【【八木委員八木委員八木委員八木委員】】】】    

 エラーも含めてですか。 

 これは落としていった数字ですか。 

【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 今のところ、特にエラーとなったユーザを削除はしていないで、そのままです。 

【【【【八木委員八木委員八木委員八木委員】】】】    

 わかりました。 

 もう一つ、６ページの道外向けの情報発信のところで、移住関連のイベント「北海道暮

らしフェア」について書かれていました。弊社コスモメディアで、今年度、この「暮らし

フェア」の運営にご協力させていただくことになりました。去年もお手伝いをさせていた

だいたのですけれども、北海道がもともと好きで好意的に見てくださる方が集まるいい機

会だと思います。ただ紙媒体は各市町村や企業も含めてかなり種類が多いものですから、

単にチラシを預けるよりは、より来場者に読んでいただいたり、魅力を発信してもらうた

めの工夫をご準備されるとよろしいと思いました。今年は１０月と１１月にありますが、

こちらは私どもも協力させていただくお仕事にも入ってきますので、ぜひご検討をよろし

くお願いいたします。 

 最終的な重点テーマもこれから決められていくということですから、思いつくままに申

し上げて失礼いたしました。前回、北海道のロゴなどをどうするかというような論議もあ

りましたので、ぜひ、今年度は、新しい期に際しまして、新しいブランドイメージといい

ますか、新しい北海道の魅力を打ち出すお手伝いをさせていただければと思います。 

 以上です。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 よろしくお願いいたします。貴重なご意見をありがとうございました。 

【【【【鈴木委員長鈴木委員長鈴木委員長鈴木委員長】】】】    

 まだご発言されていない方もいらっしゃいますが、他にどなたかいらっしゃいますか。 

【【【【城岡委員城岡委員城岡委員城岡委員】】】】    

 今、資料２－３の民間企業などとの協働広報の推進について、大変興味深く聞かせてい

ただきました。確かに、数値目標で前よりも増やしていくぞというのは、第三者的に見て

も伸ばしていくというのがわかるのですが、数値になかなか表れないものでも、先ほどの

ような取組自体は非常に経費が抑えられた中で前向きに進めてファンを作っていくという

ことで、非常に有効な取組ではないかと思いながら聞かせていただきました。 

 数値目標に関連して、話は変わるのですが、私自身、広報ツイッターをフォロワーとし

てフォローさせていただいて、いろいろな楽しいネタを苦労して集めていらっしゃるなと

感じております。一方、スマートフォンで見ている者としては、例えば、更新が結構多か

ったり、つぶやきというよりは、ホームページ、メルマガの情報や、割とハードな情報伝

達のつぶやきが多いと、フォロワーとしてはつらいかなと思うところがあります。とにか
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く、数を増やしていく部分は第三者的に見て大事なのかもしれませんが、例えば、ここで

札幌市を例としていいかどうかわからないですけれども、観光ツイッターと情報ツイッタ

ーが分かれていたりするのですが、北海道庁の場合は北海道のツイッターに全部背負わせ

てしまって、多少大変かなと感じております。 

 それから、ツイッターに関しては、フォロワーからお返事が来た時にどういうふうに対

応されているのかが気になりました。とにかく数を増やすことも大事だと思うのですが、

「どういうふうにコミュニケーションをとって北海道のファンを作っていくのか」という

ことを大事にしていただきたいと感じています。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 貴重なご意見をありがとうございます。 

 我々の課で出しております広報ツイッターの他にも、例えば北海道新幹線など分野ごと

に道庁で発信しているツイッターは幾つかございます。多様な手段やツールを使って広く

情報を発信していくため、ブログやホームページ、道庁の各セクションにあるフェイスブ

ックなどと相乗効果を図り、広く知っていただこうということで、我々広報のツイートの

中で紹介しております。先ほどお話が出ましたように、読む方にとってはハードになって

いるところはあるかと思いますので、そのあたりは何らかの工夫ができないか、検討の余

地はあるというふうにお聞きしたところです。 

 フォロワーの方へは、基本的に返事は出していません。 

【【【【城岡委員城岡委員城岡委員城岡委員】】】】    

 デリケートな部分がありますからね。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 モバイルというキーワードで質問です。 

 まず、この基本方針は１年前に策定された資料だと思いますが、２ページの最初のイエ

ローのところで、スマートフォンの普及で、情報の入手の多様化、それに向けての取組が

必要とあります。１年たって、この答えは出ましたか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 いろいろ情報収集をしております中で、やはり若い年齢層の方たちはスマートフォンや

ＳＮＳの利用が増えています。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 そういうところが答えとして出ているのですか。 

【【【【事事事事務局（美藤広報担当課長）務局（美藤広報担当課長）務局（美藤広報担当課長）務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 はい。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 資料２－２の取組の２ページ目に、ＣＭＳの活用とあります。コンテンツ・マネジメン

ト・システムですが、これを新たに導入するという話ですか、それとも、既にこれでマネ

ジメントしているのですか。 
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【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 今、新しいＣＭＳに切りかえることを検討しています。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 そのマネジメントに、例えばスマートフォンのインターフェースの入手をするつもりは

ありますか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 検討を進めるつもりです。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 ご存じかと思いますけれども、基本的に北海道のホームページは対応していませんね。

正直に言って、見にくいです。見づらいものをわざわざ見ようというユーザーがどれだけ

いるかというと、そんなにはいないと思います。 

 ＣＭＳのところで、もう一つ、キーワードとしてやってほしいのは解析です。ですから、

いつ、誰が、どこで、どんなページを見たか、今、そういった解析ツールがあるはずです

から、もちろんコストの兼ね合いもありますから一概には言えないですけれども、技術的

にはそれが可能です。ですから、どこの地方の人がアクセスしているか、そういったもの

もきちんと分析して必要な情報を載せる、その辺のステップまでを最終的な目的として、

これからページのチューニングなり見直しをやっていってほしいと思います。 

 先ほどの動画のところでも量より質というキーワードをおっしゃっていましたが、それ

は、映像だけではなくて、ホームページのインターフェースも、ぜひ質をもう少し上げて

ほしいと思います。スマートフォンのモバイル用のインターフェースは、今年度の視野で

は厳しいでしょうか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 先ほども紹介させていただきましたが、民間協働で包括連携協定を結んでいますヤフー

の協力をいただき、もちろん全部のページにはできないのですけれども、道庁のトップペ

ージから入っていただいた場合については、スマートフォンに限りますが、最適化の形で

見ていただくことができるように、今、作業しております。 

【【【【衣斐委員衣斐委員衣斐委員衣斐委員】】】】    

 そういった企業は、相当少ないコストでできるだけスピーディーにという形で、可能性

としてはあると思います。ぜひ、そういった取組を少し意識してやられたほうがいいと思

います。それは、道庁のトップページだけにしてしまうと他とのバランスも崩れてしまい

ます。実際に、北海道から発信しているいろいろな複数のサイトという形で５つぐらいあ

りましたね。せめて、その範囲のトップページぐらいはまともにこれを使って出してほし

いと思います。コストがかかりますから一概に言えないと思いますが、そこは、先ほどお

っしゃった企業との連携で少ないコストで詰めていただければと思います。 

【【【【鈴木委員長鈴木委員長鈴木委員長鈴木委員長】】】】    

 どうもありがとうございました。 



- 26 - 

 

 いかがでしょうか。 

【【【【吉形委員吉形委員吉形委員吉形委員】】】】    

 恐らく、北海道外から北海道を見た場合、北海道の人が思っている以上に北海道は魅力

のある土地で、北海道に行きたいとか、北海道に住みたいという人は、道民の人たちや道

庁が考えている以上に多いと思います。 

 今と全く同じ部分で、ホームページのアクセス数は、他の県庁と比べてアクセス数は多

いのですか、少ないのですか。あまり比べたことはないですか。 

【【【【事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）事務局（山口主査）】】】】    

 厳密に他都府県と比較したことはないですが、特別多くも少なくもないかなという印象

を持っています。道庁のホームページの中で強力なコンテンツが今のところあまり無いで

すが、北海道新幹線関連のページが比較的アクセス数が多くて、年間１００万アクセス以

上は出してくれています。あとは、典型的な行政情報のページで、例えばこの時期になっ

てくると採用とか、先月ですと選挙とか、その前は高校入試といった道政情報が掲載され

るとアクセスが上昇するような感じになっています。 

【【【【吉形委員吉形委員吉形委員吉形委員】】】】    

 北海道に対する魅力、憧れを考えると、もう少し多くてもいいと思います。私は、多分、

トップレベルにあるのではないかと思いながらこの数字を見ていたのですが、そうでもな

いとすれば、どうやってアクセスしてくれるか。もちろん行政ですから、旅行や食の話ば

かりというわけにはいかないと思いますが、こういうふうに目標数値を設定するなら、ど

うやってアクセスしてくれるかという工夫が必要になってくる感じがします。 

 もう一つお伺いしたいことがあります。外国人向けは英語だけですか、中国語もあるの

ですか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 ホームページは、英語と中国語の繁体・簡体と韓国語とロシア語です。 

【【【【吉形委員吉形委員吉形委員吉形委員】】】】    

 すみません、私は日本語しか見ていませんでした。 

 恐らく、それぞれの言葉を使う国の人、例えば英語のホームページの作り方と日本語の

ホームページの作り方は違うと思います。逆に、我々が英語のホームページを見ていると、

ぼんとブログがいきなり出てきて、どこに本当に知りたい情報があるのかと思うのです。

むしろ、日本語というか、北海道において、例えば、人口が知りたいとか、人口動態につ

いて知りたいとすぐに項目が見つかるようになっています。逆に、英語なら英語を使って

いる人たちが見やすい、使いやすい、取っつきやすいホームページの構成があるのではな

いかと思うのです。それは、お金もかかるし、手間もかかるし、一朝一夕にはできないと

思いますけれども、もし本当に外国に向けた情報発信をするなら、その言葉を使っている

人たちが自国でどんなホームページが使いやすいと思われているか、そういうものを研究

されたほうがいいという気がします。 
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 今は翻訳になっていますか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 そうです。翻訳の形です。 

【【【【吉形委員吉形委員吉形委員吉形委員】】】】    

 もとのページの翻訳ですね。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 丸々翻訳の形にはなっていないです。特に外国人の方が関心を持っていると思われる内

容を載せています。 

 また、動画のインターネット放送局も、一部ですが、英語と韓国語と中国語を掲載して

います。 

【【【【高橋委員高橋委員高橋委員高橋委員】】】】    

 この委員をさせていただいてから、民間企業と協働しているものを見かけることがすご

く多くなりました。資料２－３で、タイアップ事業は平成２６年度は４５企業数となって

いるのですけれども、これは、提案をいただいたもので協議が調ったものと書いてありま

す。提案の数自体はもっと多くあるのですか、どのくらいのものが上がってきて４５件が

実現したのかなというのが１つと、基本的に募集はホームページのみなのでしょうか。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 提案はかなりありますけれども、私どものところに来るものは、正確に全部を拾ってい

るわけでないので印象になってしまいますが、倍ぐらいはあるかと思っています。 

【【【【事務局（櫻井主査）事務局（櫻井主査）事務局（櫻井主査）事務局（櫻井主査）】】】】    

 最初に申し上げておきますと、ここにある４５件は、包括連携協定を結んでいる企業以

外のところなので、協定を結んでいる企業の分を含めると年間５００件以上になります。 

 実際のオファーについては、ホームページなどを見ていただいて、若干、自社の営業に

なればという趣旨に受けとめられるものは、年間に何件かお断りしていますけれども、大

体はできるだけ一緒にできるようにお話を進めております。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 提案いただいたものをそのままという形では難しい場合もありますので、双方でいろい

ろ話し合いをしながら、こういう形でしたらできますよとか、こうしていただけると北海

道のＰＲになるのでこういう形にできませんかと逆にこちらから提案をさせていただきな

がら作り上げていってできたものが４５件です。 

 その他、今、櫻井主査が申しましたように、包括連携協定が４２件ありますが、その中

で行っている事業は５２７件ありました。ですから、連携協定を結んでいない企業の分の

数字となります。 

【【【【鈴木委員長鈴木委員長鈴木委員長鈴木委員長】】】】    

 他に何かございますか。 
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【【【【鈴木（嘉）委員鈴木（嘉）委員鈴木（嘉）委員鈴木（嘉）委員】】】】    

 ２点ほどあります。 

 先週、エアドゥに乗りまして「ｒａｐｏｒａ」を見たのですが、随分チラシ的な雑誌だ

なと思いながらも、このページだけはおもしろいなと思ってしっかり読みました。よく見

たら、北海道庁と書いてあるのですね。北海道庁との協働のページだということが最初は

よくわからなかったので、先ほどから出ている新しいロゴなどができたら、きちんとわか

るようにしたらよろしいのではないかと思いました。 

 もう一つは、広報紙「ほっかいどう」ですが、３月号と６月号を比べると、６月号のほ

うが見やすい気がします。文字間があいているということと、行間もちょっとあけたのか

なと思うのですが、インターネットを見られないお年寄りはこういうものを見るので、少

しでも見やすい広報紙をこれからも作っていただきたいと思いました。 

【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 他に何かございますでしょうか。 

 

（「なし」と発言する者あり） 

 

【【【【鈴木委員長鈴木委員長鈴木委員長鈴木委員長】】】】    

 それでは、議題（４）については終わりまして、最後のその他について、委員の皆様か

ら、何か参考となる情報、ご意見等がございましたらお聞かせ願いたいと思います。 

 

【【【【城岡委員城岡委員城岡委員城岡委員】】】】    

 先ほど、若者向け電子版広報紙というお話がありました。若者というと、広報紙自体に

なかなか接してくれなかったり、ＰＤＦなど媒体が電子だとしても自分の興味のないもの

をしっかり見てくれるというのは難しいところがあります。それで、ツイッターが全部い

いかどうかわからないけれども、より読み手に近かったり、それが言葉だったりするので、

スマートフォンというメディアは若者に近いので、これから可能性があるものではないか

と思います。電子版を若者にどういうふうに見せようとしているのか、差しさわりのない

範囲でお聞かせいただければと思います。 

【【【【事務局（美藤広報事務局（美藤広報事務局（美藤広報事務局（美藤広報担当課長）担当課長）担当課長）担当課長）】】】】    

 具体的にはこれからで、まだ詰まっておりません。電子版に予算を組んでという形にな

っていませんので、自分たちの持っているもので発信していくことになります。今年度は、

情報が６回あったところが５回になりますので、１回分の情報を何らかの形でお伝えして

いかなければいけないところがあります。そこのところで電子版ができないか、今、検討

していこうと思っております。例えば今ご説明したような民間協働の取組をやっておりま

すので、そういった枠組みを活用できないかとか、いろいろな専門の方のノウハウや経験

もお借りしながら作っていければと思います。５２本の連携協定を結んでいます。例えば、
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オフィスキューと連携協定を結んで取り組んでおりますので、お力をお借りしたり、漫画

を協働で作った実績もありますので、漫画、アニメのコンテンツも活用させていただけな

いかということも考えております。 

 先ほど、今ある分量を補うと言いましたが、今の情報量では作れないので、道庁からお

伝えしなければならない最低限の部分と地域の情報が中心になろうかと思います。そんな

に多くの分量では作れないと思っております。 

【【【【城岡委員城岡委員城岡委員城岡委員】】】】    

 わかりました。では、これからのトライアルですね。 

【【【【事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）事務局（美藤広報担当課長）】】】】    

 トライアルです。 

【【【【鈴木委員長鈴木委員長鈴木委員長鈴木委員長】】】】    

 ありがとうございました。 

 そろそろ時間ですが、西村委員、最後に何かありますか。 

【【【【西村委員西村委員西村委員西村委員】】】】    

 私だけまだ発言していないようですので、お時間をいただきたいと思います。 

 せたな町の西村と申します。 

 今日は、当麻町の方が見えていないので、自治体からは私１人です。 

 先ほど、鈴木（嘉）委員からお話がありましたが、私も広報紙「ほっかいどう」を見て

いまして、非常に見やすくなったなという印象を受けました。何年か前からタブロイド判

になったと思いますが、今、本当に紙ベースではなくてインターネットの時代にシフトし

ていると思いますが、これからも北海道の情報をきちんと的確に伝えていただければと思

います。 

 それから、非常にカラフルで見やすい紙面になっていると思いますが、あまりフォント

や色を使い過ぎると逆にチャラチャラした紙面になると思います。カラフルなものは見や

すくていいのですが、あまり度を超すとどうかなという気がしていますので、そのあたり

よろしくお願いいたします。 

 最後に、手前みそになって大変恐縮ですが、１分ほどお時間をいただきたいと思います。 

 せたな町は、ご存じの方はご存じだと思いますけれども、知らない人は知らない町です。

せたな町の位置から申し上げますと、奥尻島の向かい側になるのですが、町村合併をしま

して今年ちょうど１０年目になります。合併してから財政が非常に厳しい時代もあったの

ですが、９年前から町のＰＲとしてポスターを自前で作製しております。役場の若手職員

が企画しまして、出演しているのも職員ですし、印刷もお金をかけないでやっています。

札幌市のご協力もいただきまして、７月上旬から中旬にかけて、毎年、地下鉄にも張らせ

ていただいておりますし、札幌市内を走っているバスにも掲載していただいています。 

 今年は、実は、昨日担当者の打ち合わせがあったようです。私もどんな作品になるのか

わかりませんけれども、ぜひ注目していただければと思います。よろしくお願いします。 
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【【【【鈴木鈴木鈴木鈴木（隆）（隆）（隆）（隆）委員長委員長委員長委員長】】】】    

 どうもありがとうございました。 

 時間がまいりましたので、これで終わらせていただきたいと思います。 

 進行を事務局にお返しいたします。 

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に、近藤課長から一言ご挨拶させていただきたいと思います。 

【【【【近藤広報広聴課長近藤広報広聴課長近藤広報広聴課長近藤広報広聴課長】】】】    

 皆様、長時間にわたり活発なご議論、また貴重なご提言をいただきまして、本当にあり

がとうございました。 

 私どもから最初にお金がない、予算が削られるというお話をさせていただいたところ、

皆様からコストに非常に配慮していただいたご発言が続きまして、本当に恐縮しておりま

す。 

 今日いただきましたご意見等につきましては、今後の広報広聴活動に具体的に生かして

いきたいと思っておりますし、また、会議を開催する合間にも、いろいろなアイデアがあ

りましたら直接ご連絡をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次回の会議につきましては、１０月から１２月ぐらいということで予定しております。

日程につきましては、改めてご連絡をさ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、お忙しい中を本当にどうもありがとうございました。 

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 最後に事務局からご連絡をいたします。 

 本日の議事録につきましては、後日、皆様方に送付させていただきます。チェック等を

し終わった後に道のホームページにも掲載させていただく予定でおります。 

 

５．閉５．閉５．閉５．閉        会会会会    

【【【【事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）事務局（永田主幹）】】】】    

 それでは、以上をもちまして、平成２７年度第１回北海道広報広聴推進委員会を終了い

たします。 

 ありがとうございました。 

 

                                  以  上   


