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日 時：平成29年１月18日（水）午後１時30分開会 

場 所：北海道庁本庁舎 ３階 記者会見室 
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 1．開  会 

【事務局（三浦主幹）】 

 それでは、定刻より若干早い時間ではございますが、皆様お揃いでございますので、た

だいまより平成 28 年度第２回北海道広報広聴推進会議を始めさせていただきます。 

 私は、事務局、広報広聴課の三浦と申します。どうぞ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】 

 広報広聴課長の濱坂でございます。 

 本日は、委員の皆様方には何かとお忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

また、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りまして、

心より御礼申し上げます。 

 本日の会議は、今年度６月に続きまして２回目の会議でございますが、この会議の座長

でありました、テレビ北海道の鈴木委員が人事異動で退任されまして、今回新たに同じテ

レビ北海道の及川様に、委員としてご就任いただいております。及川様是非よろしくお願

いいたします。 

本会議につきましては、ご案内のとおり、道の広報広聴活動全般にわたりまして、皆様

方からのご意見やご提言をいただき、今後の道の広報広聴のあり方ですとか、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ございます。 

今回の議事でございますけれども、お手元に次第をお配りしておりますが、今年度の戦

略広報の展開につきまして、一つ目で平成 26 年４月に策定しました「北海道戦略広報基本

方針」に基づく取組について、ご説明させていただきたいと思います。 

二つ目でございますけれども、平成 18 年度から実施しておりますが、民間企業などとの

協働による広報の推進についてでございます。 

それから、三つ目でございますが、昨年４月に決定いたしました道の新しいキャッチフ

レーズ、ポスター等も貼ってございますけれども「その先の、道へ。北海道」。今年度か

ら、このキャッチフレーズを様々な場面で活用いたしまして、広報活動を行っているとこ

ろでございますが、その取組状況などについてご説明させていただきたいと思います。 

道といたしましては、こうしたキャッチフレーズなどを活用しながら、道政情報をわか

りやく、これからも道民の皆様方にお届けしていきたいと考えてございます。 

本日は、限られた時間ではございますが、道の広報広聴活動の推進に当たりまして、委

員皆様方それぞれご専門のお立場から、忌憚のないご意見、ご提言を頂戴できればと考え

てございますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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【事務局（三浦主幹）】 

 本日の会議は、せたな町の西村委員と滝川市の深村委員が欠席をされておりまして、委

員10名中８名のご出席をいただいております。委員の過半数が出席をされていることから、

北海道広報広聴推進会議設置要綱５の（２）に基づき、本会議が成立していることをご報

告いたします。 

 

  3．委員紹介 

【事務局（三浦主幹）】 

 ここで改めまして新任の委員をご紹介いたします。 

 テレビ北海道報道制作局次長兼報道制作部長の及川靖様です。よろしくお願いいたしま

す。 

【及川委員】 

よろしくお願いいたします。 

【事務局（三浦主幹）】 

 次に、会議資料について確認をさせていただきます。 

お手元に会議次第、出席者名簿、次に配席図がございます。その次に、資料１といたし

ましてカラーの両面刷りでございますが、11 ページまでのもの。それから、資料２といた

しまして同じくカラーの両面刷りで７ページまでのもの。それから資料３、片面刷りの１

枚ものでございます。 

それから、参考資料１といたしまして、「設置要綱（北海道広報広聴推進会議設置要綱）」

裏面に出席者名簿がついてございます。それから、参考資料２で「基本方針（北海道戦略

広報基本方針）」、それから、最後に片面刷りでございますけれども、参考資料 3「取組計

画表」がございます。 

 それと、お手元に、包括連携協定を締結している企業の一つでございますけれども、AIRDO

さんの機内誌を参考までにお配りしております。 

資料等に関して過不足等ありましたらお申し付けください。 

 

  4．議  事 

【事務局（三浦主幹）】 

 それでは、議事に入ります。 

 座長の選出までは、本来でありますと、副座長の西村委員にお願いするところでござい

ますが、本日欠席をされておりますので、座長選出までは事務局で進めさせていただきま

す。 

 それでは、議事（１）座長の選出でございます。 

冒頭濱坂の方から挨拶がありましたとおり、前座長の鈴木委員が退任されておりまして、

現在座長が不在となってございます。 
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これまで、当推進会議の座長には広報広聴活動に深い知見があります、報道機関の委員

さんに座長をお願いしているところです。 

テレビ北海道の及川委員におかれましては、新聞記者としてのキャリアもおありで道内

の事情にもお詳しいと伺っておりますので、事務局としては及川委員に座長をお願いした

いと存じますが、委員の皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり。拍手多数） 

 ありがとうございます。それでは、座長はテレビ北海道の及川委員に決定をいたしま

す。 

 この後の進行につきましては、及川座長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いい

たします。 

【及川座長】 

改めまして、テレビ北海道の及川です。よろしくお願いいたします。 

私は道新の記者を20数年務めまして、昨年の夏、テレビ北海道に出向する形となってお

ります。テレビ北海道のニュース報道については、道新が監修することとなっておりまし

て、今、夕方のニュースを作っているところでございます。まだ移って半年ということも

ありますが、思っていた以上に新聞の世界とテレビの世界はかなり違っておりまして、同

じ報道機関なのかなと思うところもあります。何が違っているか話づらいところではあり

ますが、追々話す機会があれば皆様にご紹介していきたいと思っております。 

 今回の座長なのですが、事務局の方に最初依頼されまして、初めはお断りをした形です。

意見をたくさん言いたいなと思っておりまして、お断りした経緯がありましたが、座長側

からもどんどん意見を言ってくださいと事務局の方に言っていただき、座長の仕事を脱線

することが多少はあるかと思いますが、皆様の意見を伺っていきたいと思いますので、こ

ちらも新米ですがよろしくお願いいたします。 

 着席させていただきます。 

 議事（２）平成28年度戦略広報の展開について、まず①北海道戦略広報基本方針に基づ

く平成28年度の取組について、事務局の方から説明をお願いいたします。 

【事務局（山田主査）】 

広報広聴課道政広報グループの山田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方におかれましては、日頃から道政広報の推進に関しまして、ご理解、ご協

力、ご支援を賜りまして、感謝を申し上げたいと思います。 

 それでは、着席してご説明させていただきたいと思います。 

私からは、まず資料１「北海道戦略広報基本方針」についてですが、平成 28 年度の取組

状況の説明をさせていただきます。 

 こちらの、スクリーンにも同様の画面を映しておりますので、あわせてご覧いただけれ

ばと思っております。 

前回、６月の委員会で、お手元に配付しております参考資料２「北海道戦略広報基本方
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針」、それから、参考資料３「平成 28 年度取組計画表」の内容についてご説明させていた

だいたところです。基本方針の中には４つの基本戦略がありまして、取組計画表で８つの

推進項目、27 の主な取組を掲げております。このうち目標数値を７つ設定して取り組んで

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

ります。基本戦略３「民間企業などとの協働による広報の推進」については、後ほど議題

２で詳しくご説明をさせていただきます。 

 それでは（資料１）１ページ開いていただいて、２ページ上段から説明いたします。 

まず、基本戦略の１本目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あります。道政情報や北海道の魅

力を道内外へ向けて、積極的に活用して発信しているところでございます。目標数値です

が、平成 27 年度のホームページアクセス数は約１億 2,500 万となっておりまして、今年度

の目標数値は１億2800万アクセスと定めたところでございます。12月末現在で、１億2,900

万アクセスという実績になっており、今現在で、既に目標数値を超えているという状況に

なっているところでございます。 

次に、３ページ目上段でございます。各部局、各振興局、団体、市町村などで作成しま

した動画を収集し掲載しております、インターネット放送局「Hokkai・Do・画」について

でございます。 

 こちらは、多くの方にご覧いただくために、コンテンツの充実を図ることが必要である、

という観点から、目標値を動画の掲載数と定めているところでございます。 

 平成 27 年度末の実績は 1,630 本、今年度の目標は 1,870 本ですが、12 月末現在で 1,848

本となっておりまして、このペースで行くと、年度末には目標数値の達成が可能というふ

うに考えているところでございます。 

続きまして、下段なのですが、ブログ「超!!旬ほっかいどう」についてでございます。 

 連携協定を締結しています楽天のご協力をいただきまして、楽天のブログサイトに掲載

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

平成 27 年度は 171,000 アクセス、今年度の目標は 178,000 アクセスを目標としておりまし

たが、12 月末現在で 242,509 アクセスと、去年に引き続きまして、大幅に数値を伸ばして

いるところでございます。これにつきましては、各関係部局や振興局がフェイスブック、

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

れてきているものというふうに理解しているところでございます。 

一枚めくっていただきまして、４ページ目の上段でございます。ツイッターでございま

す。フォロワー数について、平成 27 年度末で 15,500 を 22,400 まで増やそうという目標数

値を設定しておりまして、12 月末現在で 17,994 となっているところでございます。 

 一定程度フォロワー数は増加しているのですが、まだ目標数値まで足りないという状況

になっております。私どもとしていたしましては、旬な北海道の情報を発信するだけでな

くて、ツイッターの「トレンド」ですとか、「ハッシュタグ」をチェックして、関連した
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ツイートを行うことで多くの方に道のツイッターの存在を知っていただくとともに、これ

からはツイッターを積極的に活用している若者層への登録の呼びかけですとか、プレゼン

ト企画など検討をしておりまして、更なるフォロワー増加に向けた取組を進めていきたい

と考えているところでございます。 

次に下段なのですが、メールマガジンでございます。「北海道メールマガジン Do・Ryoku」

ですけれども、登録者数 17,800 人の目標に対して、12 月末現在で 17,815 人となっており

まして、今現在、目標数値を超えている状況となっております。引き続き、ブログ・ツイ

ッターとの連携、メディアミックスを進めまして、更に登録の呼びかけや利活用の促進を

図って参りたいと考えているところでございます。 

インターネットの積極的な活用に関する目標数値の状況は、以上でございます。 

次に６ページの上段になるのですが、目標数値の設定はないのですが、マスメディアに

対する働きかけといたしまして、画像を右上についているもので、少し小さいのですが、

ケーブルテレビ「Ｊ：ＣＯＭ」の情報バラエティ番組「北海道・東北ふるさとタイム」に、

東京事務所の職員が出演しまして、北海道のＰＲを行っているというところでございます。

今年度は３回ほど行っているところでございます。このように首都圏の放送局等に対し、

北海道の露出を高める働きかけ等を行っているところであります。 

続きまして７ページの下段ですが、基本戦略２でございます。「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、目標数値を設定しております「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、ポスティングなどの形で多くの方にご覧いただけるよう努め

ているところでございますけれども、コンビニエンスストアとか、多くの方が集まる公共

施設・民間施設も含めて、さらに置いていただく場所を広げていこうという取組を進めて

いるところでございます。平成 27 年度末の 880 カ所から 100 カ所の増を目標としていると

ころでございます。 

 12 月末現在では、まだ１桁しか増えていないところですが、市町村の協力によりまして、

平成 29 年３月号より、図書館ですとか、福祉関係などの市町村関連施設で 100 カ所程度の

設置が決まっておりまして、年度末には目標数値の達成は可能というふうに考えていると

ころでございます。 

次に９ページの上段でございます。目標数値を設定しております最後の項目なのですが、

ホームページのウェブアクセシビリティ向上に向けた取組といたしまして、「見出しの設

定を要するページ」を設定しております。 

 これは、ホームページの利便性の向上を図り、高齢者や障がいのある方にも利用しやす

いページにしていく必要があるということで、ページ内の見出しを、CMS の編集機能を使っ

て設定をすることによりまして、音声読み上げソフトの利用者が、的確に見出しを認識し

て、ページの概要を把握しやすいように修正する作業となっているところでございます。

年度内には不適切なページをゼロにするということで目標としているところです。見出し
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につきましてですが、前年６月の新 CMS 導入の際に、強制的に設定されるようにしている

ため、現在、不適切なページはゼロというふうになっているところでございます。 

最後ですが、10 ページ下段です。基本戦略４「広報活動を支えるマネジメント活動の充

実」の取組、「広報重点テーマの設定」についてでございます。 

 全庁の統一的な意志や戦略を持った広報展開をするに当たって、毎年、広報重点テーマ

というものを設定しております。 

 道の重点テーマを基に、今年度は「暮らし」、「食」、「人づくり」の 3 つのテーマを

定めて、展開を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、8 月号

では「北海道らしい安心の暮らしづくり」をテーマに、子育てや女性の活躍を支援する取

組などを紹介しております。10 月号では「未来へつなごう！北海道の食」をテーマに、道

産食品の海外展開の支援ですとか、先進技術を活用した農業の取組などを紹介しておりま

して、12 月号では「未来と地域を担う人づくり」をテーマに、グローバル人材の育成です

とか、子どもたちの職業体験の二つの取組を紹介しているところでございます。ちなみに、

本年２月に３月号を発行しますが、その際は北海道 150 年を特集することを予定しており

ます。 

簡単ではございますが、今年度の取組の進捗状況については以上でございます。 

【及川座長】 

 ここまでの説明で、何かご質問、ご不明な点はございませんか。 

【早坂委員】 

 前回の会議で、広報紙「ほっかいどう」のデジタル広報紙云々という話があったかと思

いますが、その後どうなったのか、というところをお伺いしたいのですけれども。 

【事務局（山田主査）】 

 前回委員さんからのご質問があって、若い世代の方をターゲットにした形で既存のコン

テンツを利用した広報媒体を準備中と回答したところですが、あれから準備を進めてまい

りまして、私どもといたしましては、ネット媒体を活用した情報発信の拡充を図っている

取組として、みなさまご承知のことと思いますが、レシピ投稿検索サイトの「クックパッ

ト」、これが 10 代から 30 代の方々が約半分くらいアクセスされているということで、そ

こに道の公式アカウントを開設いたしました。そこに道や関係団体が作成しましたレシピ

を掲載することで、北海道の食の魅力を発信するとともに、「ご飯日記」というブログ機

能があるのですが、そちらのほうを活用しまして、道のイベントですとか、旬な食材など

の食関連情報ですとか、暮らしの安心安全に関する情報、子育て情報などを発信していく

予定となっております。ちょうど本日開設したところでございます。以上でございます。 

【早坂委員】 

 それはデジタル広報紙の形なのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 
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 若者向けのという形です。 

【早坂委員】 

 まさに、今日設置されたのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

 そうですね。今日開設しました。 

【早坂委員】 

 事前に広報されていましたか。 

【井馬広報担当課長】 

 まだ立ち上がったばかりですので、庁内的には立ち上げたということをお知らせしてい

ますが、外向けにはこれからやっていきたいと思っています。 

【早坂委員】 

 前回の会議で６月下旬にホームページサーバの賃貸借、スマホ、タブレット対応予定と

なっていましたが、その後どうなって、それがアクセス数のこの数字にどう反映している

のか、分析は重ねられていますか。 

【事務局（山田主査）】 

 ６月 23 日にスマホですとか携帯端末向けの対応は完了したのですが、スマートフォンを

使ってアクセス数が伸びたとか、そこまでの分析に至っていない状態です。 

【早坂委員】 

 目標値 100 万上回っていることが、ホームページのアクセス数の伸びに関係しているの

ではないのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

 そこまでの分析はまだです。スマートフォンをたどってきたのかどうか、ということま

ではわからないところです。 

【井馬広報担当課長】 

 そこまでの検証はしていませんので詳細はわかりませんが、これだけアクセス数が増え

ていますので、一つの要因にはなっているのではないかと考えております。 

【衣斐委員】 

 今はそれくらいの解析はできるはずです。グーグルとかそういうツールはありますので。

ターゲットが、パソコンからなのか、スマホなのか、それとも別のものなのか、そういっ

たツールがありますので、ぜひ導入していただければと思います。そんなに手間はかから

ないはずです。 

【井馬広報担当課長】 

 そのような分析の方法があるということですので、これからの広報の効果の検証の中で

いろいろ取り入れながらやっていきたいと思います。 

【早坂委員】 

 もう一点、６ページ下の道外在住者・外国人に向けた情報発信なのですけど、もともと
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目標値を設定されていない項目だと思うのですが、外国語サイトへのアクセス数など出さ

れていると思うのですが、把握はされていますか。 

【事務局（五十嵐主査）】 

 外国語用のページを立ち上げておりまして、言語ごとに作ったのですが、そこのページ

ごとのアクセス数は把握しています。 

【早坂委員】 

 トータルでも構わないのですけれども、多言語のホームページのアクセス数はどの程度

あるのかわかりますか。 

【事務局（五十嵐主査）】 

 日本語のページに比べて、アクセス数は非常に少なくて、数百とか。そんなにアクセス

数はないはずです。もちろん、言語によっても増減はあるのですが、そんなに多くないで

す。 

【衣斐委員】 

 基本的にはどこからアクセスしたとか、国別とか、そういったものは解析できるツール

がありますので、多言語化しているということですから、それがどう活用されているのか、

どこからアクセスされているのか、きちんと見られますので、きちんと組み込んでいただ

いて、今後の参考にしていただきたいと思います。 

【井馬広報担当課長】 

 今、手元に資料がありませんので、正確な数字はわかりませんが、インターネット放送

局の動画がどの地域から見られているかといったことなどは把握しています。国外からも

ヨーロッパやアジア、アメリカなどから、件数は１桁とか多くても２桁ぐらいで、それほ

ど多くないと思いますが、こうした状況も捉えながら広報を展開していきたいと思ってお

ります。 

【鹿又委員】 

 重複するのですけれども、２ページ、目標数値のアクセス数がフェイスブックなどで伸

びていて、数字的に見ても素晴らしいなと思っていたのですが、６ページの海外からのア

クセス数が、広報の域を超えるかもしれないのですが、これだけ数字が伸びたから北海道

に観光客が増えたとか、これだけアクセス数が伸びたからホームページから訴えかけてい

る何かの応募が増えたとか、何か２次的な効果というのか、経済効果的なことを知りたい

なと思いました。よろしくお願いします。 

【及川座長】 

 ちなみにこの外国語とは何カ国語のページがあるのですか。 

【事務局（五十嵐主査）】 

 中国語の簡体字と繁体字、英語、韓国語、ロシア語です。 

【及川座長】 

 全部あわせて数百アクセスでしょうか。 
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【事務局（五十嵐主査）】 

 １ページあたり数百アクセス。全部では言語の数を掛けた数になります。 

【早坂委員】 

 どの言語にアクセスが多いかとかわかりませんか。 

【事務局（五十嵐主査）】 

 恐らく英語で見にくるのかと思います。特別そこの地域の言語は設定していないです。 

【畑山委員】 

 ネットでの情報発信の件なのですけれども、前回のときも海外の方向けの発信というこ

との話をさせていただきましたが、今回は増えたということでとても嬉しく思っているの

ですけれども、どちらかというと移住者ですとか住んでいる方のターゲットが多いなと思

っておりまして、もう少し観光客誘致ですとか、そういうところの観点が必要ではないか

ということと、札幌市がメインなのだと思いますが、冬のスポーツの大会ですとか、サッ

カーですとかラグビーですとかいろいろな国際的なイベントがありますので、海外の方が

来られるチャンスがたくさんあると思うので、それに乗じて何か発信をするというのを考

えてますでしょうか。 

【井馬広報担当課長】 

 大きなイベントについては、その時々でホームページに載せたりなどしながら、情報を

発信していきたいと思っております。 

【畑山委員】 

 是非そういうチャンスを活かしていただければと思います。 

【井馬広報担当課長】 

 見られる方にとっても、そうした情報が一番欲しい情報でしょうから、タイムリーに発

信できればと思っています。 

【衣斐委員】 

 まず一つは、昨年度から比べて今年度は、情報発信のところでホームページの最適化を

かなりされていて、スマホで見ると見やすいということ。見にくい画面だと中にいい情報

があっても誰もアクセスしたくないですから、まず見た目というのは大切だと思います。 

 そういったところでほとんどのところはやってあるのですが、今見たら「Hokkai・Do・

画」は最適にはならなかったということが気になりました。ここにある動画コンテンツを

見てみますと、YouTube などにリンクを貼り付けていると思うのですけれども、そんなにコ

ストがかからないと思いますので、すぐ見たい動画が、何があって、どのような内容で、

どのような形で、簡単に魅力的な動画がスマホから見られると、そういった簡単なことで

アクセスが増えると思いますので、少し突っ込んでいただければと思います。 

もう一つは、ツイッターなのですけれども、旬な北海道という形で、昨年度は冬でもカ

モといったキーワードでやっていましたけれども、28 年度は、がらっと変わった形で情報

発信されて、いいふうに変わっているなと思っています。 
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そこで、先ほど畑山委員からご指摘があったように、北海道に住んでいる方もいれば、

観光客もいる、子どももいる、成人もいる、ご高齢の方もいる。それを一元的にやってい

る形だと思うので、ホームページだと情報発信はなかなかタイムリーにいかないので、ツ

イッターであれば、いろいろなタイプ別のところで、アカウントを複数作って、それぞれ

ターゲットを絞った形で情報発信していく。 

例えば、ツイッターをよく利用する青年層を狙うのであれば、北海道も青年層をターゲ

ットにしたツイッターアカウントを作ってやっていく。そういった形で全てのターゲット

のアカウントを一度に作っても、負担もかかるし、テスト運転ができないでしょうから、

一つや二つのターゲットを作ってテストトライアルをやってみる。それで反応があるよう

であったら増やしていく。ツイッターですから、動画を貼り付けるとかいろいろな形でで

きますから、是非とも期待しています。 

【井馬広報担当課長】 

 北海道の情報をいろいろな方々に見ていただきたいと思っておりますが、今アドバイス

いただいたような手法なども取り入れながら、情報の発信に努めていきたいと思います。 

【嘉藤委員】 

 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ところですけれども、平成 28

年度の取組はよろしいのではないかと思うのですが、参考資料２の北海道戦略基本方針に

係る７ページ、ここのページを読んで、あれと思ったのですけれども、こちらに組織横断

的に展開されているということは私もよくわかったのですけれども、全部これ知事部局の

組織ですよね。教育委員会とか道警本部とか別の組織があるのですけれども、そことの連

携が書いていないのか疑問に思ったのです。 

前の会議の時にも指摘したのですけれども、実際教育委員会なり道警本部と連携はされ

ていると回答はいただいているのですけれども、それをここに書いた方が知事部局の広報

として、実情に合っているのではないかなという感じがしました。書いてなければ、眼中

にないというか、意識がないのかなという感じもするのですけれども、もし計画改定する

のであれば、他の行政委員会の連携についても、簡単でいいので文言も盛り込んだ方がい

いのではないかなと感じております。 

【井馬広報担当課長】 

 それぞれ広報は、知事部局、教育、道警と別々にやっておりますが、その都度、必要に

応じて、お互いに情報交換などしながら連携させていただいております。 

【篠田委員】 

 インターネットなど、私の知らないところでどんどん発展していて、こういうものに頼

らないための広報紙というペーパーが配られているのですけれども、これからもあちこち

に置きますということは伺いましたけれども、果たして、どれほど読まれているのか。 

インターネットでアクセスするというのは、意識的に自分が見たいから行くのですけれ

ども、こういうペーパーというのは新聞に折り込まれて、広告とわからないうちにどこか
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行ったというのがかなりの数あると思うのです。実際、自分がこういう委員になって富良

野で聞いてみても、ほとんど知らない人が多いです。こういうものを見ましたかと聞いて

もわからないと言うのですね。 

ですから、地域の市の広報などと一緒にというのは、町内会などの関係があって全部折

り込めないということは話していましたけれども、こういうものがどれだけ読まれている

のか、これからコンビニや何処何処に置きましたと数をいくらカウントしても読んだとは

限らないし、どのくらい読まれているのか、どこかで何か整理をするとか、何か一つ持っ

ていてもいいのではないかと。 

紙面が凄い立派になっても読まれていないようではもったいないですし、道民がそうい

う情報を持たないと外から来た人には伝えられないと思うのですね。やはり、道民の人た

ちが持っている情報は、外から来た人に伝えられると思うので。年齢層のちょっと上の人

たちというのは、ペーパーに頼りやすい人がまだまだいるというあたりも眼中に入れて、

ペーパーを見やすいようにしてはいかがかと。私も注意しては見るのですが、これではこ

のまま行ってしまうなというような、どうしても新聞の折り込みだけとなると。こんなに

いっぱい北海道の情報が入っているのに、という思いが非常にあります。 

なんとか新聞ではなくて、各市町村の広報誌と一緒に道民に配られるような形、そうい

う形をとっているところもあると聞いているのですけれども、また一町一村でもいいので、

一つずつ増やしていっていただければ、もっと効果があるのではないかなと思いました。 

【井馬広報担当課長】 

 広報紙の配付の仕方でございますけれども、市町村の広報誌と一緒に配ると、より認識

してもらえるということが多いようですので、有効な配付方法だと思っています。 

今年も市町村に協力をお願いしておりまして、少しずつですが、市町村の広報誌と一緒

に配付してもらえるところが増えております。 

【早坂委員】 

 広報紙そのもののデジタル化はもうなされているのですか。 

【事務局（山田主査）】 

 ホームページで見られる形になっています。 

【早坂委員】 

 既存のものとしてあるわけですね。 

【事務局（山田主査）】 

 はい。 

【及川座長】 

よろしいですか。フリーの意見交換の時間もあるようでございますので、そのときにま

た意見の交換をいただければと思います。 

それでは続いて議題②民間協働などとの協働による広報の推進について、説明をお願い

します。 



- 12 - 

 

【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」につきまして、今年度の取組状況等を説明させていただきたいと思います。資料２

をご覧ください。 

まず、「民間協働広報」の北海道戦略広報基本方針における位置付けですが、民間協働

広報につきましては、コンビニなどへのチラシの設置ですとか、店内放送による道政情報

の提供など、民間ならではの効果的な取組でありまして、さらに近年、民間企業との協働

がより活発になっておりまして、相手方の業種も多岐にわたっていることから、様々な民

間企業との協働を通じて、民間ならではの効果的な手段を活用した道政広報を推進してい

るところでございます。こうしたことから、平成26年４月に策定した「北海道戦略広報基

本方針」の基本戦略３として「民間協働広報」を位置付けたところでございます。 

次のページの上段に、民間企業との協働のイメージ図がございます。この図のとおり民

間企業と北海道が、お互いに持っている「資源」を有効活用することで、民間企業は自社

のCSR活動を広くPRできる、また、道は公共サービスの充実ですとか、地域の活性化など

を図ることができるといったように、お互いにウィン・ウィンの関係を築くことができる

仕組みとなっております。 

その下段は、民間企業との協働の状況でありますが、まず、包括連携協定。こちらは、

複数の政策分野における協働事業を、道と民間企業とが継続的に取り組んでいるものでご

ざいます。先週の１月13日に、稚内北星学園大学と道の出先機関である宗谷総合振興局が

協定を締結しまして、今年度の包括連携協定の件数としては５件目、累計で56件となって

おります。 

ちなみに今年度の５件ですけれども、昨年５月に北海道科学大学。以前は北海道工業大

学といっていましたが、数年前に名称変更をしております。６月に明和地所。クリオマン

ションというブランド名で事業展開している、東京のマンションデベロッパーで、創業者

が北海道上砂川出身ということから、創業時より札幌でも営業されている企業です。あ

と、11月に帯広の藤丸。老舗の百貨店ですが、こちらは十勝総合振興局と協定を結んでお

ります。先月12月にANAホールディングス航空会社の全日空の持ち株会社なのですが、道

と航空会社との協定はAIRDO、JALに続き３社目となっております。そして、今月の稚内北

星学園大学で、今年度５件という形になっております。 

その下のタイアップ事業ですが、これは特定の政策テーマ、政策分野に、絞って協働事

業を実施するものであり、こちらの方は単年度で終了するものですとか、新規のものなど

がございますが、今年度（平成28年度）はこれまで30件となっております。昨年度（平成

27年度）が141件と非常に多くなっているのですが、これは、北海道新幹線の開業があり

まして、その新幹線関連のタイアップ商品が数多く発売されたことにより、昨年度はこの

ような件数となっております。今年度はそれが一段落したことから、ほぼ例年並みに落ち

着きそうな見込みとなっております。 
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次に３ページ目になりますが、ここからは「民間協働広報」の具体的な取組をご紹介し

たいと思います。まず、札幌中心部の人通りの多い場所などに設置されている街頭大型ビ

ジョンを活用した広報。街頭大型ビジョンをお借りして、道政情報の発信を行っておりま

す。毎週２つのテーマを設定し、札幌駅南口やサッポロファクトリー、チカホの大型ビジ

ョンで、文字や動画による道政広報を行っています。 

また、フリーペーパーなどの活用としましては、子育て情報誌「ママNavi」ですとか、

AIRDOの機内誌「rapora」、地域情報誌「JP01」といった誌面を活用し、道の施策や取組

を紹介させていただいております。 

その下段になります、地上デジタルデータ放送につきましては、NHKとHTBのご協力をい

ただきまして、道政情報を発信しています。また、店舗等の活用ということで、コンビニ

や、銀行の支店などにチラシ・リーフレットを設置していただいたり、ポスターの掲示を

行ったり、セイコーマート店舗での店内放送を行ったり、セブンイレブンのレシートに道

政情報を印刷するなど、多岐にわたる取組を行っております。 

４ページ目に入りまして、企業の商品パッケージを活用した広報ということで、道民に

はおなじみの飲み物ですが、雪印メグミルクの「ソフトカツゲン」の1000mlパッケージの

側面に、この写真のように「道民家庭の日」の広報を期間限定で掲載していただいたり、

その隣はサッポロビールの「北海道冬のまつり缶」という商品ですが、さっぽろ雪まつり

を始め、道内各地で開催される冬のお祭り・イベントの紹介に加え、アイヌ語で「こんに

ちは」を意味する「イランカラプテ」の文字とロゴマークを「サッポロ黒ラベル」と「ク

ラシック」の缶に掲載していただいております。 

続いて、大型店舗のスペース活用ですが、イトーヨーカドーやイオンとの連携により、

大型店舗スペースを活用してパネル展や、ステージイベントを開催し、道の施策や事業な

どのPRを行っております。左側の写真は、今年度アリオ札幌で開催した「木育フェア」の

様子です。右側の写真は、夏の大通ビアガーデン８丁目会場「サッポロビールビアガーデ

ン」のステージで、北方領土対策など道の施策の紹介や、道内市町村による「ふるさと

PR」などを行っております。 

その下段ですが、ウェブサイトによる情報発信で、手塚委員のJCBが運営する「北海道

サイト」におきまして、北海道の文化や歴史、四季折々の観光情報などを発信しておりま

す。また、ぐるなびや明和地所にも、特設のWEBサイトを開設していただき、いろいろな

北海道情報を発信しております。 

その隣の自動販売機の活用としましては、北海道コカ・コーラボトリングの自動販売機

で、この写真のように電光掲示板付きのものが全道に1,300台ありまして、この電光掲示

板を活用して、道政情報や防災情報などを発信しております。 

次に、情報発信の人材育成ということで、こちらは平成27年度から、ヤフーとの協働事

業として取り組んでいるもので、昨年６月の第１回目の会議で、オホーツク管内の大空町

にある東藻琴高校で初めて実施した事例として、皆様にも動画を見ていただいたのです
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が、今年度は東藻琴高校に加え、新たに上川管内の幌加内高校でも実施しています。幌加

内町は、ご存知のとおり「そば」の一大産地ということで、町内唯一の高校である幌加内

高校、東藻琴高校と同じ町立の農業高校で、授業科目として「そば」があるユニークな高

校なのですが、昨年度の東藻琴高校で実施したこの取組を知り、是非こうした実践的な体

験学習をやってみたいという希望があったことから、ヤフーとも協議した上で、２校目と

して実施しております。今回も、ヤフーの方から講師を派遣していただき、マーケティン

グの知識や、インターネット広告による集客の方法などを学んだ後、実際に生徒達が作り

ました、本写真にもあります、トマトジュースや紫蘇ジュース、そば粉を使った焼き菓子

などを、ヤフーのネットショップサイトで11月に販売しまして、12月に成果発表会を行っ

ております。 

ちょっと余談にはなるのですが、昨年12月に、及川委員のTVhで日曜日に放送されてい

る「けいざいナビ北海道」という番組で「マチを変えるデジタル人材 地元ITで稼げ！」

そういった特集だったのですけれども、その中でこの幌加内高校の取組を紹介していただ

きました。現地取材もしていただき、実際に生徒がｅコマースに取り組んでいる映像など

を紹介いただききまして、多くの視聴者や、道民の方にもこの取組を知っていただけたの

ではと思っております。 

続きまして、その下段、「民間企業等との協働事業の啓発」として「北海道民間協働週

間」を実施しております。これは、道と民間企業が協働した取組を、道民の方々にわかり

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、平成26

年度から実施しているもので、今年度は、昨年10月11日から14日までの４日間、この本庁

舎１階道民ホールで開催いたしました。 

６ページに具体的な内容を記載しておりますけれども、まず「協働事業パネル展」、こ

れは道と民間企業との協働の取組をわかりやすく紹介するパネル展示のほかに、先ほども

ご説明しました、道政広報をパッケージに掲載していただいた各社の商品の展示なども行

い、４日間で532名の方に来場していただきました。 

また、その下の「協働セミナー」ですが、民間企業などから日替わりで講師の方をお招

きし、ちょうどお昼休み、ランチタイムに１時間程度のセミナーを実施いたしました。こ

の上の写真なのですが、10月11日のよしもと（吉本興業）。昨年３月に包括連携協定を締

結し、北海道出身のタカ＆トシさんに北海道観光大使に就任していただいたり、昨年８月

８日の「道民笑いの日」などで、協働事業を実施しておりますが、そのよしもとの札幌支

社長にご講演いただいた際に、同社所属で札幌在住の落語家、桂三段（かつらさんだん）

さんも一緒に来られまして、その方の特技である「どじょうすくい踊り」を披露された時

の写真です。当日は大変盛り上がりました。他にも北海道コカ・コーラボトリングや、コ

ープさっぽろの方に講師として来ていただき、道との協働の取組をわかりやすくご説明し

ていただいております。 

最後に、７ページですが、ホームページの「民間企業等との協働の推進について」とい
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うことで、道と包括連携協定を締結している各企業さんとの取組ですとか、タイアップ事

業につきまして、随時、道のホームページに掲載しておりますので、是非ご覧いただけれ

ばと思っています。 

私の説明は以上で終わります。 

【及川座長】 

 ここまでの説明で何かご質問はございませんか。 

【手塚委員】 

 当社も包括連携協定に参加させていただいて丸３年くらい経つのですけれども、いろい

ろ道庁さんと相談しながら実現できることを、小さいながらやらせていただいているので

すが、一企業でできることが非常に限られていて、単発的に狭い範囲でやっても果たして

効果あるのかというのが常々疑問に思っておりまして、どれだけ道庁さんのお役に立てて

いるのかという思いがありまして、これだけ包括連携協定を結んでいる企業の数が増えて

いって、いろんな分野があるので、もう少し企業を横に結びつけて一緒に取り組んだりす

ることで、もう少し大きなことができるのではないかというふうに感じているのですが、

なかなか横のつながりで複数企業で一緒にやりましょうだとか、動きが具体的にできてお

らず、当社としての働きかけが弱い部分もあるのですが、そういうところで横を結びつけ

ていくような活動について、ぜひ道庁さんの方からお力添えをいただけるともっといいこ

とができるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

【事務局（千代主幹）】 

 平成 18 年度から包括連携協定を始めて、これまで 56 件の協定がありますが、実際、古

くから取り組んでいる企業につきましては、かなり積極的に、例えば飲料メーカーがスー

パーと組んで、道も入った形で複数企業による協働事業という形でやられている事例もご

ざいます。もし包括連携企業の中で、この企業と何か一緒に取り組みたいといったご希望

があれば、道の方に伝えていただければ、いろいろ調整を行うことは可能ですし、逆に道

の方からも施策を進めていく上で、例えば 1 社だけではなくて複数の企業が一緒になって

取り組んだ方がいいようなものがあれば、是非お声掛けしていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

【及川座長】 

 他はいかがでしょうか。 

【鹿又委員】 

 私は北見市から来ているのですけれども、ここに掲載されているものが全てではないと

思いますが、例えば「ママ Navi」とかは札幌市のお母さんの情報誌ですよね。でも、そう

いうものも見る機会がすごく少なくて、JP01は Facebookとかで見ているのですけれども、

どのようなものが載っているのかなという思いもありながら、どうしても札幌が中心なの

で、自動販売機の取組にしても。東藻琴というのは前回もお聞きしまして、そんなことな

のだなあと感じました。 
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なかなかオホーツクで感じられる、やっぱり道東の人間からすると札幌まで車やバスで

５時間くらいかかる、東京に行くよりも時間がかかるので、オール北海道という意識から、

正直遠いところかなと思うのですが、でも例えば今回の取組が道東でやっているだとか、

道北でやっているだとか、もうちょっと身近に感じられる取組があると、先ほど北海道、

私もそうなのですね、今回、広報広聴課でどんなことをするのと聞かれたときに、「ほっ

かいどう」という広報紙を知っていますかと聞くと、そういえば入っていたっけね、とい

う感じが多かったりして、中身についてはなかなか実生活に置き換えていくのが少ない形

になっていて、もうちょっと身近に感じられるものが一つでもあるといいのかなと思いま

した。 

【井馬広報担当課長】 

 各企業さんとタイアップをしてやっていく中で、確かに札幌での取組が多くなってはい

ますが、例えばセミナーを札幌だけではなくて、帯広や函館などで開催するといったよう

なこともありますので、少しずつ道内各地域での取組が増えていければと思っています。 

【衣斐委員】 

 ２年も委員をやっていてこの質問は失礼かもしれないのですが、これはあくまでも広報

の範囲での民間企業との協働という形なのか、北海道として、道庁として、企業との協働

がこれだけということなのでしょうか。 

【井馬広報担当課長】 

 北海道としての包括連携協定になります。また、内容も広報だけというのではなく、観

光振興だとか、環境だとか、人づくりだとかいろいろなものを含んでいます。 

【衣斐委員】 

 これが全てという形でよろしいですね。そうすると疑問に思うのですが、協働イメージ

という形で２ページのところに企業側にしてもこうした CSR とか、企業 CSR は当たり前、

社会的責任ですので。それが 56 社だけという現状は、僕ら道民は、ここにはもっと、この

中にはない北海道でものすごい売り上げ、大成功している企業がたくさんあるわけですが、

それが入っていないというのは、どう理解すればいいのですか。 

【井馬広報担当課長】 

 現在、協定を結んでいるのが 56 の企業、団体ということです。 

【衣斐委員】 

 それぞれ単独で北海道とパートナーシップを結んでいきますか。他の企業は包括連携協

定に特に魅力を感じていないということでしょうか。 

【井馬広報担当課長】 

 そうではなく、協定を結ばれるのは、それぞれの企業さんのお考えではないかと思いま

す。こういった形で協定を結んでやろうというところもあるでしょうし、自分のところは

自分たちできちんとやりますといったところもあるのではないでしょうか。 

【衣斐委員】 
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 自分たちでできるのですけれども、北海道としては、ぜひ北海道がお持ちの情報なりを

企業とパートナーシップを結んで発信したいという思惑ではないでしょうか。ですから、

民間との協働が成り立つ。そこに企業が乗っかってくれないということではないでしょう

か。 

【井馬広報担当課長】 

 包括連携協定は、基本的には各企業さんや団体さんから一緒にやりましょうといったご

相談がございまして、それから始まる形となってございます。 

【衣斐委員】 

 こちらは待ちという形で。 

【井馬広報担当課長】 

 そういう形になります。 

【衣斐委員】 

 それをこちらから仕掛けるということは。 

【井馬広報担当課長】 

 そういったこともあるかと思いますが、多くは企業さんからのご相談をいただいてから

スタートしております。 

【衣斐委員】 

 それはやっていないが正解なのでしょうか。仕掛ければ企業はやるのではないかなと。

ですから、大企業とかに持って行けば、もう少しチャンスがあるのではないかと。 

【井馬広報担当課長】 

 もちろん日々の仕事の中で企業などと一緒にやりましょうということで、働き掛けてや

っている例はいろいろあると思いますが、たまたま包括連携協定ですとか、タイアップ事

業といった形の中では、そうしたことがなかなか見えていないということではないかと思

います。 

【衣斐委員】 

 民間企業の一覧、56 社ですけれども、かなりの本社が本州にあるのかと。僕は逆かなと

思うのですけれども、実際は、北海道に本社のある企業がここにたくさんあるというのが

理想かなと思いました。 

【井馬広報担当課長】 

 地元に根ざしている企業さんとは、これからも機会があれば協定などを結んで一緒にや

っていきたいと思っています。 

【嘉藤委員】 

 ７ページを見ますと、比較的大きな会社が並んでいるのですけれども、こちらは連携す

る会社さんはある程度一定の規模の大きさがないとダメなのか、そういった基準というの

はあるのかどうか。例えば、資本金が１千万円以上とか、売上高がいくら以上の企業でな

いと実際に難しいですとか、そういったところというのはあるのでしょうか。 
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【事務局（千代主幹）】 

 いえ、特に基準はございません。 

【嘉藤委員】 

 やるとなれば、例えば中小企業でも連携しようと思えばできるのでしょうか。 

【事務局（千代主幹）】 

 そうですね。道と協働の取組をしたいというご提案をいただければ可能です。 

【早坂委員】 

 こういう協定というのはもう都道府県レベルでは、一般的に行われていることですか。 

【井馬広報担当課長】 

 他の県でも取り組んでいると思いますが、どれぐらいやっているかということは把握し

ておりません。 

【早坂委員】 

 先行的なのでしょうか、道は。 

【井馬広報担当課長】 

 かなり先行しているのではないかと思います。 

【事務局（千代主幹）】 

 コンビニエンスストアですとか、NEXCO などは、営業されているほぼ全都道府県で、統一

的に結んでいるという事例もございます。 

【早坂委員】 

 災害協定なんかよく聞きますけど、協働の協定というのは、イメージがつきづらいので

すけど、事例の紹介があるのかなと。例えば、先ほど手塚委員が言われていたように、何

らかの形があり得るのだろうと思うのですけど。どういう可能性があり得るのかなと。広

報レベルでという意味ですよね。 

【手塚委員】 

 そうですね。おそらく民間企業としても道庁さんの情報を発信するのに、単純に全て奉

仕活動というような位置づけではやりきれない部分もあるので、メリットをうまく自分た

ちの企業にも出るような形で、工夫していくことで実現させているところがあるのですけ

れども、その時に単純に道庁さんとのマンツーマンの関係だと、そのメリットというのを

出しづらい部分が施策によってはあるところが、他の民間企業と連名で何か同じテーマを

もって活動することで露出が増えるなら、結果として企業としてメリットが出るというこ

とで、協力しやすくなるような事例もあると思っていますので、そういう時に企業の側か

ら発案して動かしていくというところが、なかなかやってくれそうな策を思いつかなかっ

たりだとかいうこともあるので、道庁さんの側からもご提案をいただけると実現しやすい

のではないかと。それで乗ってきて、結果として道庁の情報がより広く伝わるようになる

のではないかと思います。是非よろしくお願いします。 

【井馬広報担当課長】 
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 企業の皆さんにとっても、道にとっても、取組の効果がより高まるよう、連携企業の皆

さんとご相談しながらやっていきたいと思っています。 

【早坂委員】 

 すごく、ざっくばらんな話をしていいですか。 

新聞記事でいえば広告は広告としてあって、新聞記事というのはストレートに企業広告

になってはいけない。というのも、そこに社会性がないといけないと思ってやっているの

ですけれども、広報にそういう観念はあるのでしょうか。 

今の話は、ある程度企業の利潤に結びつかないと、企業側には協定を結ぶ動機が出てこ

ないというお話だと思いますが。 

こういうのは我々マスコミのいわゆる記事みたいなことで、広報する側が、道の広報と

して、企業側に何らかの利潤をもたらしてしまうのだということは避けたりしなきゃいけ

ないものなのでしょうか。農産物のＰＲとかは都道府県知事が自分で売り込んだりするく

らいの時代ですけれど。特定企業に対する利益が生じるのは避けたいものですか。 

【井馬広報担当課長】 

 こうした取組をすることによって、ただ単に特定企業の利益だけを高めてしまうように

なることは好ましくないと思っています。 

【衣斐委員】 

 CSR という言葉を使っている以上、それは絶対やってはいけないことだと思います。そこ

のところをイメージとして固めているので、企業とのコラボ、企業側の考え方はそっちに

なっている。タイアップするとなると、結局は企業の利益、民間ですからどうしてもそう

なってしまうのです。よくある日本の企業のパターンですよね。だからといってどうしよ

うもない現実はあるのですけれども。 

【早坂委員】 

 そうなのでしょうね。もったいないなという感じがしてしまいますね。 

【衣斐委員】 

 ですから、企業へのそういった協働といった形でもいいですし、それをもう少しグルー

ピングした協会ですとか、中間的なフォローをしてもらえればなと。企業として動かざる

を得ない状況。僕ら一般の道民としては、裏事情を知らないですけれども、ちょっと惜し

いなと思いますね。 

【早坂委員】 

 難しい話ですね。 

【篠田委員】 

 純粋に、例えばコラボレーションが動いたとしても、ちょっと動き出したときにどうし

ても違う考えなり見方なりで、企業の収益に関しての何かを道がやっているみたいに見ら

れかねなくなるということはありますよね。 

ちょっと離れるかもしれないのですけれども、日本でいういわゆるメセナの考え方みた



- 20 - 

 

いな、広告宣伝費ではありませんよという形で企業がお金を出すという習慣自体が日本で

はそんなにまだ定着してない。どうしても文化にお金を出すときというのは、広告宣伝費

みたいな形でお金が出る。 

ただ、基本的に欧米でやっているメセナというのは広告宣伝費ではないのだと。その考

え方自体が日本の中で浸透していくと、今みたいなことは収益ではなくて、たまたま収益

につながるけれども、こういう形なのだということの社会性も成熟していかないと、なか

なかその辺りが難しいだろうなとつくづく思いますね。 

【早坂委員】 

 結果的に、企業の利益になるように働いても仕方ないケースもあるのではないか。北海

道の商品を持っている旅行会社であるとか、北海道に絡む商品を売っている会社と、その

北海道自体を外向けにどんどんアピールしたい北海道が連携した結果、北海道に来る人が

増えたり、買う人が増えたりするというのは、ごく自然といえば自然という気もするので

すね。 

【井馬広報担当課長】 

 協働の取組の次の効果として、そうしたことになるのは構わないと思いますが、特定の

企業の利益だけを高めるようなことにはならない形で、包括連携協定を育てて行ければと

思っております。 

【畑山委員】 

 企業の利益的なところに話がいってしまうと、とても複雑な、面倒くさいところもある

ので、それが発生し得ないような土壌でやらせてもらっていまして、我々NTT ですので、小

学校の児童さんですとか、父兄向けに、道庁さんの方から依頼を受けて、ネット安全教室

をしています。 

今お子さんもスマホですとかネットですとか危険な使い方をして、犯罪に巻き込まれた

り、それを防止するような啓蒙活動とかもやっているのですけれども、そういったところ

ですと、お金とか関係ない部分で道民さん、市民さんに対して何か還元する取組が出来る

のかなと思っておりまして、そういうところでいくと、メディアさんですとか一般企業さ

んですとかと連携もできていく可能性があるのかと思いました。 

【及川座長】 

 企業である以上、利益は当然だろうし。 

例えば去年のよしもととの連携、面白いなと思ったのですけれども、よしもとは利用で

きるところは利用して利益出そうというくらいの勢いだと思うのですが、よしもととの取

組、去年どういうことをして、今後どういうふうな取組の計画をしているのか。 

【事務局（千代主幹）】 

 去年の 3 月に協定を締結しまして、内容としては、よしもとに所属するタレントを使っ

て北海道の食や観光の PR ですとか、よしもとは多角的な取組をされており、海外に物産の

店を出したり、他の企業と連携していろいろな展開をされていますので、海外に向けた情
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報発信についても、一緒に連携してやりましょうという内容になっています。 

あとは、道内にもタレントがたくさんいますので、地域イベントにタレントを派遣して、

一緒に地域イベントを盛り上げていきましょうといった取組もしております。 

【及川座長】 

 感触はどうなのでしょう。 

【事務局（千代主幹）】 

 そうですね、特に昨年８月８日の「道民の笑いの日」は、よしもとからも、ぜひ一緒に

やりましょうという形になりまして、昨年第１回目だったのですが、北３条広場で大規模

なイベントをもよしもとが中心となって開催していただき、結構多くの方々にも来ていた

だいて盛り上がりました。 

【及川座長】 

 今後につながっていきそうな感触はありましたか。 

【事務局（千代主幹）】 

 よしもと側も継続して是非やっていきたいという形になっています。 

【及川座長】 

 他に意見はございますか。それではこれも最後にフリーな意見交換の時間がありますの

で、追加があればそのときにお願いいたします。 

それでは、最後にキャッチフレーズ「その先の、道へ。北海道」について事務局からご

説明をお願いいたします。 

【事務局（千代主幹）】 

キャッチフレーズ「その先の、道へ。北海道」について、資料３、１枚ものになります

が、こちらでご説明させていただきます。 

このキャッチフレーズ「その先の、道へ。北海道」につきまして、前回６月の当会議で

もご説明させていただきましたが、昨年４月に、北海道の魅力を国内外に向け、これまで

以上に積極的に発信していくために、「Hokkaido.Expanding Horizons」という英語版と

合わせて決定、発表したものでございます。 

まず、１の「キャッチフレーズ表彰式」ですが、昨年の６月30日に、赤れんが庁舎前

庭、屋外において、知事、受賞者、選考委員長などの関係者をはじめ、赤れんが庁舎を訪

れてきた観光客の皆様などの一般観覧者も含め、多くの方々に参加していただき開催して

おります。 

また、表彰式に合わせて、後ほど説明しますが、キャッチフレーズのイメージ画像ポス

ター展の人気投票結果の発表ですとか、毎年、道との協働事業で赤れんが前庭に花壇を設

置していただいている、雪印メグミルクに制作していただいたキャッチフレーズ看板の贈

呈式も実施しております。 

次に、２の「これまでの取組」の道における主なPR活動ですが、４月の発表後、適宜、

広報紙「ほっかいどう」や、ホームページ、メルマガ、ツイッターなど道の各種広報媒体
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によって情報発信を行ったり、包括連携協定を締結している各企業などにキャッチフレー

ズを活用していただくよう、協力を依頼しております。 

また、先ほど述べましたイメージ画像ポスター展ですが、これは全道14の振興局が、こ

のキャッチフレーズを活用して、それぞれの地域らしさを表現したオリジナルのイメージ

画像を２作品ずつ制作しまして、その全作品、28作品なのですが、それを掲示したポスタ

ー展を６月に、本庁舎１階道民ホール、札幌駅前通地下歩行空間、赤れんが庁舎の３カ所

で開催いたしました。このポスター展の来場者に、シールを３枚お配りし、好きな作品３

作品を選んでもらって、そのシールを貼ってもらう方法で人気投票を実施し、その結果発

表をキャッチフレーズ表彰式で行ったのですが、この時の人気投票上位の作品をこの会場

内に掲示しています。左側から１位オホーツク総合振興局「美幌峠の雲海」、２位が渡島

総合振興局「八雲パノラマロード」、３位もオホーツク総合振興局「流氷とオーロラ

号」、これが上位３作品となっております。この時に、制作したイメージ画像は、職員の

名刺やイベントなどで活用しております。 

次に、ポスター等の制作ですが、キャッチフレーズの周知ですとか、幅広い活用促進を

図るためのポスターをこの会場にも掲示していますけれども、夏バージョンが名寄のひま

わり畑、冬バージョンは２月にできたばかりですが、豊頃町のジュエリーアイスの写真を

使って制作したものでございます。他にチラシですとか、バナースタンドなどを制作し、

道庁、振興局、市町村、道の関連施設などにポスターなどを掲出しているところでござい

ます。 

次に、道政広報テレビ番組「情報カフェ赤れんが」の中で、このキャッチフレーズを紹

介する３分間程度のアニメ動画を制作しております。これはフルアニメではなく、一部実

写と合成したものなのですが、今からせっかくの機会ですのでアニメ動画をご覧いただけ

ればと思います。その中で、この表の一番下に記載しているサウンドロゴ、これは何かと

いいますと、バーチャルシンガー「初音ミク」で有名な札幌の企業、クリプトン・フュー

チャー・メディアという会社とのタイアップ事業により、このキャッチフレーズ「その先

の、道へ。北海道」にメロディを付けて、初音ミクが歌う本当に短い数秒程度の作品なの

ですが、これをアニメ動画の中で紹介しておりますので、併せてお聞きください。 

 

【アニメ動画上映】 

 

今見ていただきました動画は、道庁インターネット放送局にもアップロードをしてお

り、インターネットでいつでも見ることが可能となっております。またサウンドロゴにつ

いては、道庁の庁内放送、通常お知らせの始めと終わりに鳴るピンポンパンポンというチ

ャイムのうち、終わりの部分をこのサウンドロゴに置き換えて放送しております。また、

ラジオスポットCMなどでもサウンドロゴを活用しています。 

資料に戻りまして、次に（２）の「民間企業等との協働による活用」なのですが、先ほ
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ども紹介しましたJCBの北海道サイトで、このキャッチフレーズのPR、情報発信にご協力

いただいておりますし、この一番下に記載している雪印メグミルクのカツゲンのパッケー

ジですが、今年の４月から、先ほど写真を見ていただいたようなパッケージ側面のスペー

スに、このキャッチフレーズを掲載していただける見込みになっております。今後もこう

した活用例が増えるように、引き続き、企業の皆様にご協力をお願いしていきたいと思っ

ております。 

最後に、今後の予定ですが、まず「初音ミク」のクリプトン・フューチャー・メディア

とは、先ほど説明したサウンドロゴ以外にもタイアップ事業といたしまして、初音ミクを

活用したキャッチフレーズのイメージソングとイラストの募集も行っており、ちょうど昨

日、クリプトンの方から、最優秀作品の発表があったところですけれども、このイメージ

ソングや、イラストなどを活用したPRを今後行っていく予定です。 

また、北海道150年事業、これは来年2018年が「北海道」と命名されてから150年目の節

目ということで、様々な記念イベントや、関連事業が行われる予定なのですが、この150

年事業をPRするためのキャッチフレーズとして「その先の、道へ。北海道」を使うことが

決定しています。 

これは、150年事業の３つのテーマ、「北海道151年目の新たな一歩を踏み出す」、「先

人から受け継いだ財産を次の世代につなぐ」、「“Hokkaido”の多様な魅力を世界に広げ

る」、この３つ全てに当てはまる、前向きなフレーズということで、道のキャッチフレー

ズをそのまま使用することとなり、今月中に発表される150年事業のロゴマークにも一体

的に使用することとなります。150年事業のPRによりこのキャッチフレーズが多くの方々

に目にしていただけることになりますので、150年事業と連携した取組も今後行っていく

予定です。 

以上で、説明を終わります。 

【及川座長】 

皆様、どうぞ質問をお願いいたします。 

【衣斐委員】 

まず、当たり前なところの確認ですけれども、商標登録等はされているのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

商標登録はしていないのですけれども、特許庁の方に道のキャッチフレーズを使います

ので、類似の商標等の審査の際にはご配慮をお願いいたします、というような依頼はして

います。それは前の「試される大地。北海道」の時も同じ手続をやっております。 

【衣斐委員】 

それは商標登録をする、しないといったらどちらなのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

今後も商標登録はしないです。 

【衣斐委員】 
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サウンドロゴはどうなのでしょうか。 

【事務局（千代主幹）】 

サウンドロゴにつきましては、権利的にはクリプトン・フューチャー・メディアが持っ

ており、それを道の方で使わせていただいております。 

【衣斐委員】 

そういった形での契約ですか。 

【事務局（千代主幹）】 

そうです。 

【衣斐委員】 

サウンドロゴはロゴ的にはサウンドもある形で、一般的なロゴというのはどれになるの

でしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

ロゴ（フォント等の指定）というものはないです。 

【衣斐委員】 

「試される大地。北海道」はロゴで指定されているのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

色つきの北海道という部分はロゴマークとして、指定されていますが、今回のものは文

章といいますか、指定されたロゴマークではないです。 

【衣斐委員】 

フォントとかも指定されているのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

フォント等も指定していません。今回のものは特に指定等はなく、ご自由にお使いくだ

さいというような形です。 

【衣斐委員】 

「その先の、道へ。北海道」のポスター写真なのですが、夏バージョン・冬バージョン

という形でこちらが正式な写真なのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

ポスターにおいてはそうです。 

【衣斐委員】 

これはいつ頃の期間まで貼り続けるのでしょうか。それとも、何かスケジューリング等

はあるのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

夏・冬なので、夏のポスターは従前配布した先も外されて、道庁内は２種類貼っている

ところもあるのですけれども、冬に関しては今年の３月くらいまでかなと。 

【衣斐委員】 

そのときの季節で使い分けると言う形ですか。 
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【事務局（山田主査）】 

そうですね。 

【衣斐委員】 

来年は来年で変わっちゃうのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

来年も夏になれば夏のポスター、冬になれば冬のポスターを。 

【衣斐委員】 

ポスター写真は来年また変わるという形でしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

そこまではまだ決まっていません。 

【衣斐委員】 

キャッチフレーズ的に「その先の、道へ。」という形で、いろいろな道があるというこ

とでこういった表現をされているのだと思いますが、この辺も参加型っていうのがいいの

かなと。 

たとえば、ツイッターで一個アカウントを作成し、皆さんがそれぞれの道を写真付きで

何かやるとか、そういったところで、道民の人が親しみやすいような形を取ってほしいな

と。こういった言葉ですとかはいろいろなところで可能性があると思いますから、タイア

ップ企業とのところで、例えば、僕だったら、レンタカー会社になんとか協力してもらっ

て、ドアの部分にロゴをつけたりとか、それぐらいのところで頑張っていただきたいなと

か、大手自動車メーカーとタイアップとかもそうですが、しょっちゅう見るところで活動

していただきたいなと。頑張ってください。 

【手塚委員】 

よろしいでしょうか。 

「試される大地。北海道」のときは、私も元々東京の出身で、旅行で北海道に来たとき

も知っていたのですね。いろいろな商品だとか、目に触れる機会があって認知度が高かっ

たと思うのですけれども、今回はロゴがない分、逆にイメージさせる視覚的な共通なもの

がないように思っていて、そのために認知度を上げていくようなことが難しい気もしてい

るのですが、どうなのでしょうか。 

【井馬広報担当課長】 

前の「試される大地。北海道」のときはかなり予算を掛けて、いろいろな広報媒体を活

用したり、イベントを開催したりするなどしながら PR を行っていましたが、当時とは異な

り、お金を掛けなくても利用できる広報手段が多様化する中、既存の道の広報媒体やイン

ターネットなどを活用しながら PR を行っています。前回との違いとして、新たにサウンド

ロゴといったような耳に残る PR 手段を活用しながら取り組んでいますので、少しずつ、皆

様にキャッチフレーズを認知いただけるようになるのではないかと思っております。 

【手塚委員】 
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たとえば認知いただいた後に、いろいろな人が活用するってことが必要な中で、例えば

サウンドロゴを聞いてもらうような仕掛け、短い北海道の PR 動画を数多く発信していくだ

とか、何かしら北海道が能動的な働き掛けがないと、なかなか聞いてもらう機会がないの

ではないかという気がしまして。 

【井馬広報担当課長】 

今、インターネット放送局の方でキャッチフレーズを活用したアニメ動画も見られるよ

うになっておりますし、また、道庁のラジオCMでもサウンドロゴを活用しておりますので、

少しずつでも広がっていけばと思っております。 

【衣斐委員】 

例えばそういったサウンドロゴとかこういった写真とかは、我々道民は自由に使えるの

ですか。使う権利といいますか、公開はされてないのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

振興局のポスター画像は自由に使えます。夏バージョンのポスターは画像の著作権の関

係もありまして、基本的な考え方としては、北海道がやるセミナーやチラシ等には夏バー

ジョンの方は使える形となっていますが、一般の方々が画像を拝借し、加工したりして商

売等に使うというのは想定していません。 

【衣斐委員】 

加工等ではなく、企業等が宣伝等に用いるために使うということなのですが、十人十色

ですからどういった使い方になるかとかはわからないところもありますが、たとえば垂れ

幕をこのまま単に使うというのはどうなのでしょうか。 

【事務局（山田主査）】 

キャッチフレーズの展開にかかる趣旨にご賛同いただけるということで、ポスター等を

貼っていただくことは可能です。 

【衣斐委員】 

サウンドロゴはどうなのでしょうか。 

【事務局（千代主幹）】 

サウンドロゴは、道のホームページにも掲載しているのですが、事前に道の方に申請を

していただいて特に問題なければご利用いただけます。 

【衣斐委員】 

ということは、使える可能性はあるということですね。全く使えないと言うことではな

く。 

【事務局（千代主幹）】 

そうですね。 

【衣斐委員】 

興味があったものですから確認いたしました。ありがとうございます。 

【及川座長】 
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他の方どうでしょうか。 

【篠田委員】 

これは単なる意見として聞いていただければと思うのですけれども、さっきおっしゃた

ように、何かとても残念だなと。活字だけだと自由さは多分あると思うのです。どういう

ふうにも言葉をお使いくださいというのはあるのですけれども、ポスターにしても全くイ

ンパクトがないのですよね。デザインを見ただけで書いてあることがふっと入るようなも

のが、ポスターという力なのかなと思うのですけれども、なんとなくこれを見ていてもじ

っくり読まないと、「その先の、道へ。北海道」のロゴなのだなというのが伝わってこな

くてですね、なんかこう惜しいなと言う気持ちを、決まったときからずっと思っています。 

なので、何とか文字とかを表立って北海道だけでも、北海道という文字が浮き出てくる

とか、道だけでも良いからどんと。なんかこうあると嬉しいなっていうような。ごめんな

さい。回答いただくようなことじゃなくて単なる感想として、そうあってほしいなと。 

それと、たとえばこのポスターを公共的なところに貼りたいなとなったときに、振興局

の方にお願いするのですか。たとえばポスターを富良野市なら富良野市のあるところに、

協力的なところに貼りたいなっていうときには。 

【事務局（山田主査）】 

予備があれば振興局でも構いませんし、私どもの方にも若干予備がありますので、お話

しいただければと思います。 

【篠田委員】 

わかりました。 

【及川座長】 

他にご意見はありませんか。 

【嘉藤委員】 

「その先の、道へ。北海道」というキャッチフレーズですけれども、北海道知事が時々

地方の方に行ったりしますけれども、地方の方に行ったタイミングで「その先の、道へ。

北海道」というキャッチフレーズを広めるとかですね、そういった活動はされているので

すか。 

知事の地方訪問の際にですね、知事の口から言っていただくのが一番の宣伝効果になり

ますし、知事に対して意見を申し上げるわけではないのですけれども、知事がメディアに

向かってやる機会があると思いますが、そういった機会があるタイミングで「その先の、

道へ。北海道」というキャッチフレーズを口癖のように言っていただければ、もっとキャ

ッチフレーズが道民の間で普及するのかなというふうに思っているのですけれども。 

【井馬広報担当課長】 

知事ご自身も、様々な場所でキャッチフレーズについてご発言をいただいておりますし、

また、外向けではありませんが、職員向けの年末年始の挨拶などの中でも必ず触れていた

だいておりますので、そのような形で知事にも先頭になってPRをしていただいております。 
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【嘉藤委員】 

ありがとうございました。 

【及川座長】 

この「その先の、道へ。北海道」の英語訳が「Hokkaido. Expanding Horizons」ですが、

これって人によって受けるイメージが相当違うと思うのですけれども、相当な意訳ではな

いかと思うのですが、どうなのでしょうか。 

【井馬広報担当課長】 

確かに、意訳だとは思いますが、「その先の、道へ。北海道」に込められた思いという

ものをうまく英訳していただいたのではないかと思っております。 

【及川座長】 

先ほどからお話しされている、込められた思い。それが文字面にちゃんと出てこないと

しょうがないのだとは思うのだけど。これは「試される大地」を決めたときと今回とその

選考過程というのはほぼ同じなのですか。公募して、どういう人が決めたとか。 

【事務局（千代主幹）】 

公募で決めたという意味では一緒です。規模的には前回の時はかなり応募数も多かった

のですが、今回は約 9,200 件です。 

【及川座長】 

前回はどれくらいだったのですか。 

【濱坂広報広聴課長】 

前回は 50,000 件ぐらいですかね。先ほど説明がありましたけれども、お金を掛けないで

今回やろうと。そういう時代じゃないだろうと。前回は賞金 100 万円で、今回は 10 万円で

すとか、PR の仕方や広告の打ち方だとかも今回はしないで。前回と状況も違いますので、

ネットとか懸賞情報誌みたいなのですとか、なるべくお金をかけない形で PR して 9,000 件

くらい。あとは、選考委員会を作って選考したと。メンバーは前回の選考委員とは全く違

いますけれども、選考して同じような形で選定いたしました。 

【及川座長】 

あまり、まだ浸透していないですね。 

【衣斐委員】 

これってどんどん使ってもらった方がいいのですよね。 

【井馬広報担当課長】 

そうですね。 

【及川座長】 

「試される大地」のときは新聞の紙面でも、それをもじったようなものなどをどんどん

使っていって、どんどん広まっていった経緯があるかと思うのですけど、正直言って、あ

まり強く言えないですけど、今回のキャッチフレーズは誰も使わないですよね。だから、

ロゴの問題とかもあるのかもしれないけど、現場の方たちもご苦労されているのだろうな
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とは思ってはいますけど、これはなかなかの難題ですよね。 

【井馬広報担当課長】 

包括連携協定を結んでいる企業などに活用を働きかけており、いろいろ使っていただく

ということもございます。また、来年度「北海道 150 年事業」の中でもこのキャッチフレ

ーズをつかっていただけますので少しずつ広がっていけばいいと思っております。 

【及川座長】 

他にどうでしょうか。 

【衣斐委員】 

「試される大地」とかロゴがあれば、それをどうしようかとか十人十色でもイメージが

つかめると思うのですけど、先ほど僕も尋ねたように、写真はこれだけなのかとか、文字

の並びだとか、そういった意味でフルオープンになっているのであれば、どんどんどんど

ん皆様に使わせて、どんな歪曲になってもそれは一部のところですから、だいたい正論の

ところが大半だとは思うので、みんなに使ってもらう形。そこで、どんどん作り上げてい

くという形しかないのかな。 

ここまで、オープンになっている以上は、単にロゴを作りましたとかも、半年前の話で

すから、ロゴを作ったとしたら前と違うのではないか、という話になるかとも思うのです

けど、十人十色で使わせる。それで、何か良い物があったり、ユニークな物が出てきたら、

それはそれで評価するようにして、どんどん固めていく。ですから、使わせる形の情報が

欲しいんですよね。先ほど言ったとおり、サウンドロゴは簡単に入手できるのかとか、そ

れを動画に組み入れていいのかとか。 

後は、ロゴを作りたければちょっとしたユニークな企画をやって、それに対する非公認

ロゴを集めてみるとか、どんどん興味を持たせないと、先ほど言ったとおり手がどんどん

どんどん届かなくなって、最後は忘れられてしまうとかというところに行っちゃうと取り

返しがつかないのではないかと思っておりますが、頑張ってください。 

【井馬広報担当課長】 

皆様に使っていただけるように、そういった情報などもどんどん出しながらやっていき

たいと思っております。 

【及川座長】 

半分冗談みたいな話ですけれども、よしもとの芸人にちょっといじってもらって、効果

を狙っていくとか、そこまでやっていかないと普及がしないという意味で逆効果になるよ

うな気がしますが。 

【手塚委員】 

先ほどのロゴとかの話に戻ってしまうのですけれども、企業がこれを使いたくなるよう

な仕掛けって必要だと思っておりまして、個人だとか、自治体だとかいうレベルでやって

もあんまり認知度って上がらないので、民間企業の力って活用すべきだと思っているので

すけれども、では、企業が使いたくなるのって「試される大地」のときは、あれが北海道
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ブランドの象徴みたいな形だったので、いろいろなパッケージに入れたり、トラックに貼

り付けたりだとか、入れることで自分の企業の北海道イメージが高められるからどんどん

使って認知されていったのだと思っておりまして、今回、新しいキャッチフレーズを決め

るに当たって、そういった商品には入れないだとかそういった規定とかがあったように記

憶をしているのですが、そういう規定を作らずに仮に食べ物だったら何でも、もしくは、

何％以上北海道の食品を使っているだとか、何か緩やかな規定を設けた上で、それを超え

ていたらどんどん入れてください。北海道にまつわる情報や、サービスや商品であればど

んどん使ってくださいというような使い方をして、企業が使いたくなるような仕掛けって

言うのを是非やって認知させていったらいいのではないかと思っております。 

【鹿又委員】 

ちなみに、今まで使っていた「試される大地。北海道」のロゴマークはもう使わないと

いう認識でよろしかったのでしょうか。 

【井馬広報担当課長】 

併存して使える形になっております。 

【篠田委員】 

やっぱり無関心が一番良くないのかなと。意見が出ないから賛成だろうということでは

なくて、一番意見が出ないことがどうかと。前の「試される大地」のときは賛否両論すご

くいろいろありましたよね。それによってお互いがこう考えているのだよとかの意識がそ

れぞれあったと思うのですけど、なんとなく今回は全く「何。」みたいな形で終わって、

あってもどうでもいい、なくてもどうでもいい、みたいなのはもったいない。 

やはり、広報としては北海道の広報活動の一つの最たるものだと思うのですよ、インパ

クトについては。例が良いかは別にして、東京都知事は何か決めたら、スカーフしていつ

も出てくるとか、バッジをつけていつも出てくるとか、そういった、ある種宣伝マンみた

いな形で、道の方が先頭に立ってやっていただかないと、なかなか進展しないのではない

か。例えば記者会見でよく見たら、バックボードパネルにキャッチフレーズが入っている

なとか思うのですけれども、なかなか記者会見されてもこうわからないので。わかるよう

なところでやってもらうとか。まあ、他のいろいろな方々にもやっていただいてもいいの

かもですか。やっぱり何か惜しいなって思いますね。 

この言葉に決まってしまったなら、なんとかこの言葉を活かしていただいて。「ふらの」

という文字もそうだったのですね。デザインしたものを各企業が使っても良いよ、使いた

いとなると、あの平仮名の「ふらの」という字が、どんどん各地元の企業で使うようにな

り、ワインか何かに使い始めた後に、どんどんいろいろな商品に使うようになった。使い

たいなと思わせるような形になってくれればすごくいいのじゃないのかなと。少し、いつ

も残念だなと思っておりました。 

【井馬課長】 

このキャッチフレーズに込められました北海道の限りない可能性、また、それを広げて
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いこうといった気持ちを持って、ぜひ多くの方に使っていただけるよう、様々な機会を通

じて PR していきたいと考えていますので、是非、皆様にも様々な形で応援していただけれ

ばと思います。 

【及川座長】 

キャッチフレーズについてはこれでよろしいでしょうか。その先の道が行き止まりにな

らないように頑張っていただければと思います。 

それでは、全体を通しての話しでも結構ですが、いかがですか。ご意見ある方はご発言

をお願いいたします。 

時間は過ぎておりますが、ご意見がある方はどうぞ。 

【衣斐委員】 

 全く関係ないことなのですが、北方領土はどうなっていますか。広報的には。 

【井馬広報担当課長】 

 広報紙 11 月号で、当初は違う記事を載せる予定だったのですが、今、こうした動きがあ

る中で大きなスペースを取りまして広報をさせていただきました。もちろん、担当課の方

でも他の様々な媒体を使い、広報をされています。 

【早坂委員】 

 今年度最後の推進会議ということで、識者として参加してきましたが、25 年記者をやっ

て当然、中央省庁も、地方でいえば横浜や静岡の広報の方ともお付き合いもあったし、メ

ディア対応としては非常にお世話になってきました。 

しかし、対外的な広報活動に向き合ったのは、実は初めてです。資料を見させていただ

いて、前回も思ったのですが、かなり細やかにやらなきゃいけないし、やっておられるの

だなと感じました。 

ただ、新聞も似ている苦しさがあって、ツイッターとかホームページを見させていただ

いたのですけれども、新聞社も記者が個人でツイッターに意見を発表することの是非みた

いなこととか、やわらかい見出しで読んでもらえるようにすることの是非とか、いろいろ

問題があります。道でも同じような葛藤はも持っておられると思うのですけれども、そう

した壁を少しで低くできるようになっていかないと、今のクロスメディアの時代に、なか

なか難しいのだろうなという感想を強く抱きました。お互い頑張りましょう。 

【井馬広報担当課長】 

 ありがとうございます。 

【嘉藤委員】 

 北方領土の話でちょっと思いついたのですが、道と市町村の関係は連携しっかりやって

いると思うのですけれども、国と道との広報というのはどういう感じになっているのか。

例えば、北方領土の場合、国と道で連携すると思うので大切だと思うのですけど。国との

連携というのはどういうふうにお考えになっているのか。その辺をお聞きしたいのですけ

ど。 
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【井馬広報担当課長】 

 北方領土の関係では、国の方とも十分連携をとりながら広報をされていると思います。 

【嘉藤委員】 

 ちゃんと連携はされていると。 

【井馬広報担当課長】 

 はい。 

【嘉藤委員】 

 わかりました。 

【及川座長】 

 よろしいでしょうか。 

 それでは事務局の方にお返しします。 

 

  5．閉  会 

【事務局（三浦主幹）】  

 及川座長、誠にありがとうございます。 

それでは、本日の会議を持ちまして委員の任期を終えられる方が３名いらっしゃいいま

す。篠田委員、衣斐委員、そして本日欠席の西村委員です。 

大変恐縮ではございますけれども、２年間委員をお努めいただきました感想などござい

ましたら、お聞かせ願いたいと思います。篠田委員からお願いいたします。 

【篠田委員】 

 本当に２年間お世話になりました。この委員の依頼を受け、一体自分は何をするのかと

いうこともわからず座りながら、いつも情報等をいただきました。ただただ席をあたため

ていただけの２年間で、何の力にもなれませんでしたけれども、こういう活動をしながら

道の広報をしているんだということの一部だけは拝見させていただきました。 

今後とも皆様頑張ってください。お世話になりました。ありがとうございました。 

（一同拍手） 

【事務局（三浦主幹）】 

衣斐委員お願いいたします。 

【衣斐委員】 

札幌に住んでおります、衣斐と申します。昨年度から２年間ですね、当推進会議の委員

を公募として参加させていただきました。自分は愛知県の出身でございまして、ちょうど

東日本大震災の年に、別に訳あってではないのですけれども、こちらに来てもう６年くら

い経っております。 

１年半ぐらい前からですね、この委員を公募するきっかけにもなったのですけれども、

仕事を新しいのにして、北海道全域を車で回って、映像コンテンツを制作して、一人で自

由にやっておりますけれども、ちょうど先月は、これも気になって調べたのですけれども
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北海道で一番人口の少ないのは音威子府村で、1000 人に満たないところですが、そこで

仕事をしていましたし、去年の８月には大型の台風が来た、ちょうど２、３日後でしょう

か、清水町でお仕事させてもらっています。 

いろいろなところを全道車で回っていて、やっぱり気が付くのは情報の必要性です。今

は、やはりスマホが主流になっているものですから、そういったところを活用して SNS・

ツイッターなどで、情報を的確にもらえる。そういったところが、自分にとってありがた

いし、時代は変わったとはいえども、それだけではなく今までの紙媒体などいろいろあり

ますが、公平性だとかを求められますけれども、逆に独創性・多様化というところで、も

ちろん限られた人材とコストというところはありますから、担当者の腕に任せるといった

意味でもこの推進会議というものの重要性といったものは、そういったところにあるのか

なと思うところです。 

これからは一道民として、皆様の活動を大変楽しみに拝聴しております。２年間本当に

ありがとうございました。お世話になりました。 

（一同拍手） 

【事務局（三浦主幹）】 

どうもありがとうございました。それでは最後に、広報担当課長の井馬から、閉会に当

たりご挨拶を申し上げます。 

【井馬広報担当課長】 

 皆様、お疲れ様でございます。 

 本日は、今年度最後の推進会議でございます。また、今日は長時間にわたりまして、貴

重な、そして、活発にご意見、ご提言をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 また、今ご挨拶いただきましたけれども、今回で任期を終了され、この委員を終えられ

る篠田委員、衣斐委員、そして本日ご欠席ではございますが西村委員、お三人の委員の皆

様、本当にありがとうございました。改めて感謝申し上げます。三人の先生方は、今日で

この委員を終えられますが、これからも、それぞれのお立場で道政の推進に力強いお言葉

をいただければと思っておりますので、是非よろしくお願いいたします。 

そしてまた、本日は議題の中で、今年度における私どもの取組というものを示させてい

ただきました。この中で、私どもといたしましても、道政情報をより分かりやすく、そし

てより効果的、効率的に広報していけるように日々努力しているところでございます。 

これからも、皆様から幅広いご意見、ご提言などをいただきながら道政情報がより多く

の方にしっかりと届くように努めてまいりますので、引き続きご支援いただければと思っ

てございます。本日は誠にありがとうございました。 

【事務局（三浦主幹）】 

 事務局からご連絡がございます。 

 本日の議事録につきましては、後日皆様に送付させていただきまして、ホームページに

も公開させていただきます。よろしくお願いいたします。 
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 これをもちまして、北海道広報広聴推進会議を終了させていただきます。 

 皆様どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


