
日本広報学会第11回公開シンポジウム 

「行政経営における広報の役割」 
 

日時：平成２０年８月２９日(金)１３：３１～１６：５４ 

場所：（財）都道府県会館４階４０２会議室 

主旨：広報学会では、昨年より「行政コミ

ュニケーション研究会」を立ち上げ、

自治体広報担当者、企業広報経験者や

大学の研究者らと共同で行政の広報部

門へのアンケート、ならびにヒアリン

グ調査を実施してきた。本年度はさら

に学会指定研究として「行政コミュニ

ケーション事例研究」も加わり、より行政広報の研究が深められることになった。この関心の

高まりの背景には、企業が CSR(社会的責任)を重視する中、行政と連携する動きが出てきたこ

と、一方、行政においては、市場化テスト、自治体間競争、効率的経営や地域との協働といっ

た視点から、NPOや企業の持つノウハウ活用の必要性が出てきたことが挙げられる。 

本シンポジウムでは、大阪府等の行政改革に携わっている上山信一氏による基調講演、自治

体アンケートおよびヒヤリング結果報告、並びにパネル・ディスカッションを通して、「行政

経営における広報の役割」について議論を展開していく。 

 

 13：32～13：37 開会挨拶 日本広報学会 副会長 猪狩誠也  

・毎年１回、会員外の方の参加のもと公開シンポジウムを開催。「行政」を取り上げるのは初めて。 

・「広報」は終戦時に進駐軍が「パブリック・リレーション」として我が国に助言し、持ち込んだ

のが始まり。１９４５年８月には行政組織内に広報室が設けられ、ある意味企業広報より先を

行っていた。 

・当学会においても「行政広報」について研究、取り組む必要があると認識しスタートした。 

 

 13：38～14：32 基調講演「行政経営改革における広報の役割」  

・講師：慶應義塾大学 総合政策学部 教授 上山 信一 

・①「行政広報」と「民間広報」の違い、②広報だけでは分からない「広報、公聴、情報公開」

の３点セット、③「行政経営改革」における「広報」の役割、について話す。 

・行政では広報と報道がセット：情報公開、フリープレイスの原則（記者クラブが役場内にあり、

記者が役場のなかをうろついている） → 「報道」があっての「広報」 

・「公聴」：クレームが大半 「隣の犬がうるさい、なんとかして」「市営住宅にネズミを捕りに来
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い」「俺は税金を払っているんだから、当然そんなことは役場がしろ」 → 広報をちゃんと

していないと公聴（クレーム、質問）が山ほど来る、公聴がうまくいっていると広報が楽。 

・「情報公開」：伝えたいことを出すのが「広報」 → 聞かれれば公表する 

・公聴室に入ってくるものだけが公聴とされているが･･･ → 各部署に市民から伝えられた意見、

質問はその部内にのみクローズしていて公聴室に集約されていない。民間であればお客様の声

はその日のうちに社長、全社員に回答も含め共有される。 

・民間であれば、市民が特定の企業と関係を断ち切ることが出来る（トヨタの車は買わないとか

マクドナルドは買わないとか）が、役所はその地に住む限り縁を切れない、逃れられない。他

の選択肢のないものを押しつけられ、強制的に「税」を取られる。 → 「広報の前に公聴を

やれ」 

・役所と報道はつるんでいる! 

・全市民が対象となる：ＴＶの無い家もあり、全ての市民に伝わるよう、紙媒体で、全員に、網

羅的にお知らせする必要がある → 民とは大きく異なる 

・削減のやり玉となる任意発信：「明るい町を作りましょう」など啓発のたぐいは、その効果、必

要性から、コスト縮減のやり玉に。 

・広報の予算内訳（大阪市の場合） 紙媒体が５割、ＴＶが２～３割。 

 

１．先進民間企業は覚悟の上で「オーバー・コミュニケーション」に投資する時代 

・既製品の大量生産から個別受注生産へ → 各ユーザーに合ったコミュニケーションが必要 

・業務の合理化のために、ユーザー自身に気持ちよく端末を操作させたい → コミュニケーシ

ョンが必要 

・システムの巨大化とブラックボックス化が不安を惹起
じゃっき

 → 疑われないようコミュニケーショ

ンが必要 

・好感イメージとブランドロイアリティ形成のために → コミュニケーションが必要 

 

２．行政機関でも広義の「広報」がますます重要になっている 

・税金と権力の使途チェックの強化、常にチェックを受ける必要がある → 「原則、全てを情

報公開」の時代 

・建設から福祉へ:「マクロ・可視」から「ミクロ・見えないもの」へ 新幹線を作るとかは見え

るし分かりやすかったが、福祉は見えず、わかりにくい → コミュニケーションが必要 

・複雑化する対人サービス × 拡大する財政錯覚 → 「モンスター・ボーダー」 「あれだけ

高い税金を払っているんだから、俺の家の階段の手すりを（役場が）直せ」 

・議会制民主主義と近代官僚制の限界 代表者となれなかった人はフラストレーション、悪気が

あってやっているわけではないが、受け手は悪く受け取っている → 恒常的な「政府不信」 
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・大阪市職員は５万人いる 庁内放送や庁内報ではなかなか伝わらない。 → ＴＶニュースや

新聞に載せると、職員家族も含め職員に伝わる 「大阪の財政はこうなんだって、お父さんの

給料はこうなるんだって」 

 

３． 近の行政改革は、「情報発信」の巧拙
こうせつ

に大きく左右されている 

・情報公開の潔さ
いさぎよさ

が信用を決定 → 大阪市の関市長の改革 全ての事業について分析し、毎

日わかった内容をパワーポイントで公開し続けた。反対勢力の反論は１週間後に出てくる（遅

い）ので、その時には世の中は次の話題に移っている。 

・劇場型改革（小泉、橋下など） 成果はともかく、変える力（パワー）があった。これまでは

内部打合せだった会合を、全て公開で行い、大臣をやり込めた。 

・ＴＶはリアルタイム 垂れ流し、生放送、手直しが効かない 新聞は記者のそしゃくがあって、

手直しが可能 → 上手い使い分けが重要 

・大阪の橋下改革も同様 ＴＶの経験を活かしてＴＶを利用し、毎日公開 小泉改革の進化形か 

・情報公開は虫干し効果（不正、無駄、利権抑制）をもたらす → 情報が公開されると分かる

と、不正なこと、無駄なこと、利権による圧力行為など、行われなくなる 

・「誰と誰が、いくら、どこで飯を食ったか」と、昔は監査請求的な情報公開だったが、今は、事

業評価に対する開示請求が増えている。 

・８月２８日５時より大阪市はＹｏｕＴｕｂｅを使って公開チャンネルを開設。現職市長がじか

にアナウンスする。元アナウンサーという市長のスキルを活用。 

・プレゼン、パワーポイント、ＹｏｕＴｕｂｅが行政広報の方法を変えていく。 

・広い意味の広報が出来ていない、狭い意味の広報もスキル不足 → 小泉劇場、橋下劇場は、

その人のパフォーマンスに頼っていて、全ての行政広報が出来なければいけない 

 

４．平時においても従来の行政の３機能（「公聴」、「広報・報道」、「情報公開」）の限界が目立って

きた 

・広報：“あまねく平等・総花主義”と情報垂れ流しへの批判 → 膨大な無駄と言われる 

・公聴:「苦情が政策の糧（宝）」にされない 役所には「友情」「愛情」を持ってこない、クレー

ムばかり、苦情ばかり → 政策につながらない 

・民間では、クレームは仕事の糧（商品やサービス開発など）になる。 

・友情、愛情のある人に来てもらい公聴できる場面を作る → 妊娠し、母子手帳をもらいに来

る人を対象に、子育て支援や役場に何を求めるかを公聴する 出産という嬉しいタイミングに、

母という同じ特化した人達を対象に、その人に特化した質問をする 

・報道:プレストの癒着（例、記者クラブ）、「記者と議員は育てない（？）」 → 役所は正面か

ら記者を育てるべき 
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・２つの組織的分断 

  ①分野の分断:縦割り部門別の対応 → 各部署が個別ばらばらにスキル無しにやっていて、

役所全体の信用を無くす 

  ②機能の分断:公聴、広報・報道、情報公開の３つが分断 

 

５．これからの行政の広報はいかにあるべきか？ 

・改革ステップ①：「広報広聴課」は偉いのか偉くないのか、市長付なのか分からない。土木部の

方が強く見える → 情報マネジメントの集権化と分断是正（例、報道官） 一部の失敗が全

体の信用不信につながらないよう 

・改革ステップ②：量的対応（ＨＰでの情報公開、市民とのメールやり取り） → 共通的な内

容はＨＰにおっかぶせて、毎月の広報紙は特集化してメリハリ 

・改革ステップ③：質的進化（ＨＰ改善、インナーブランディング（例、新潟市）） → ＨＰに

何を載せるかでスキルアップする。ＨＰはこまめに色々トライアルが出来る、学習が進む。広

報紙では月に１度、ポスターでは年に１度しか勉強できない。 

新潟市では新しく「区」を設けたが、馴染みがなかったことから、「区」の特徴が何なのか、

各区のＨＰ作成により区を育てている。 

・改革ステップ④：課題層別政策マーケティング（積極公聴、広報２．０） → 特定の人向け

の事業（介護、医療など）の集大成が行政なのだから、全員を同時にカバーする能力（出生届、

転入・転出、犬を飼うなど）、権力を持っている。 

母と子のニーズを全て収集できるはず（民間には出来ない）。母子手帳をわたす場面で３０

分時間を取り、母子に関わる事業にいくら支払えるか、プランＡ，Ｂ，Ｃのどれが良いか、直

接聞き取る。全員に意見を聞くことをスタートとし「平等性」を確保し、さらに協力いただけ

る方にはＨＰメンバーへとつないでいくことも出来る。 

「行政政策マーケティング」をやらないのはもったいない。特に「母と子」「結婚」「出生」

「介護制度」「引っ越し」など、民間のノウハウも使いながら、政策改革へつないで。 

 

 14：42～45：15 自治体アンケート・ヒアリング結果報告「行政広報の現状と今後の課題」 

・講師：「行政コミュニケーション研究会」主査  河合 孝仁（東海大学文学部 広報メディア学

科 准教授） 

・①「行政広報」、②「政策広報」、③「地域広報」 

・背景:・三位一体の改革により、自立の一方で財政難 

・平成の大合併で、アイデンティティの崩壊 

・住民の多様な関心 家庭で、地域で、職場で 様々な立場と関心がある 

・内部要因、外部要因 
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・地域経営という発想、戦略性を持った地域経営の必要性、地域イメージのブランド化等の取組

み 

・自治体アンケート・ヒアリングの内容 

①広報戦略を持っているか、文書化しているか：全国で７県、調査した８０市町村の内９市

のみと少ない。ストラディック・プランニング、環境分析、強みと弱み、機会と脅威を分

析（浜松市） 

②ＰＤＣＡのCheck＆Actionの行われている事例は見られなかった：広報紙にご意見の返信

用葉書を付けているところ、ＨＰの各ページ毎に役立ち度の評価欄を設けたり、メールモ

ニタ制度など 

③Ｄｏ 効果的な行政広報： 

・ターゲット、オーディエンスは誰か？ サービスの対象は要介護者かもしれないが、広

報すべきは要介護者の家族かも知れない。 適なチャネルは違うかもしれない。 

・ＡＩＳＡＳのどこに位置づけられるのか？ 

アテンション 

（注意喚起） 

インタレスト

（興味） 

サーチ 

（捜索） 

アクション 

（購入） 

シェア 

（共有） 

・どのようなインセンティブを与えられるか 

地域経営 

協働広報 

 

犬山市：ＮＰＯが市の広報紙を作っている。ＮＰＯが取材し、市民の感性と同一な記事が書ける。 

 

川崎市:川崎の都市イメージが、来訪回数が少ない人ほど悪く、改善したかった。 

「川崎市シティセールス戦略プラン」 

 ・差別的優位性を発掘し「情報発信」 → 企業、市民を含めた情報発信 

 「るるぶ川崎」、音楽やスポーツなどの強みを各専門誌でＰＲ、タウン誌、地域情報紙

等、地域と密着した情報発信媒体との連携。地域密着型のＨＰ開設へ役場が働きかけ、

作成は民の力を活用。 

・まちづくりと連動したイメージアップのための取組み 

 「落書きを消す」ボランティア活動を、ただ、落書きを消すだけに終わらせず、この

アクションを情報発信 

・川崎市におけるイメージアップ認定制度 

 市民の独自イベントであるが、市のイメージアップにもつながるものは申請し、連携、

助成金ももらえる。 

・さいわいコミュニティサイト 
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 民の活動を区のホームページがサポート 

民間、企業と連携した市の良さの発信活動 

 

北山村 合併の混乱のなかで、５３８人で自立する必要「危機」 

・地域産品のブランド化： 

北山村の「じゃばら」 → 「楽天」 → ユーザーレビュー７１件 

アレルギーに効果がありそうだが、薬事法の関係から役場としては言えないが、ユーザ

ーがレビューの上で書くぶんには合法である。 

・地域イメージのブランド化： 

「じゃばら」の売り上げも頭打ちになり、「温泉」、「ラフティング」、「すがすがしい自然」

など、地域のイメージのブランド化のため「村ぶろ」ブログの設置 平成１９年６月２１

日 

２００８年４月１日 ７，１００人超の会員、１日４万件のアクセス 

「サーチ」の部分が効くようなシステムとなっている 「じゃばら」「花粉症」「村ぶろ」 

→ 「じゃばらファン」から「北山村ファン」へ 

・ブランド化 ＝ 差別的優位性 → 評判 → 信頼の連鎖 ・・・ 当面は成功 

・広報支援機能 広報担当課による事業課への広報支援機能 

 

 15：27～16：48 パネルディスカッション「行政広報における戦略のあり方と協働広報の可能性」 

パネリスト:佐賀県 高情報統括監(CIO) 川島 宏一 

日経ガバメントテクノロジー 編集長 黒田 隆明 

㈱博報堂 ソーシャルビジネス推進室(前新潟県広報監) 高島 哲夫 

コーディネーター:東海大学文学部 広報メディア学科 准教授 河井 孝仁 

 

河井：行政広報について考えられていることをご紹介下さい。 

川島: 

・佐賀県にまつわる情報を効果的にどう活用、広報していき、地域情報をタネにどう活性化を図

るかといった仕事をしている。 

・「四つのメガトレンド」 ＩＣＴの発達、経済のグローバル化、民営化、地方分権化。 

・イチゴ 佐賀県産の農作物を生かすも殺すも、情報の力、価値。 

・少ない財源でどう満足してもらうかは、サービスの受け手とのコミュニケーションにより満足

度が異なる。 

・行政にしかできないことは何か、民間、ＮＰＯとの使い分け、役割分担、同じサービスを担い

手を替えて、安く、満足度を上げることが出来る。 

 - 6 -



・「地方政府の役割」   新しい地域統治形態の設計        地域競争力の強化 

 

行政のイノベーション、触媒力 

 

            公共サービス提供主体の多様化        行政経営力の強化 

  行政スタッフだけで考えることの限界 

民間、ＮＰＯとの意見交換から新しいアイディア、事業 

  行政にしかできない情報とのギャップ 

 

・「３つの壁に風穴を開ける」 

    「国内・国外」「行政・民間」「地方・東京」 → 積極的なメッセージ発信 

 

・「４つの見える化」 

 

        市民・ＮＰＯ    民間      地方政府 

         民間企業 

特定課題  製品・サービス

公共サービス全体 

現  場 

２，３００の事業内容、予算を分かってもらう 

 

「①公共サービス見える化」 

    協働テスト        企業         市民（ＣＳＯ） 

               （営利、私的）     （非営利、私的） 

アウトソーシング    「原則非開示」 

       

    「原則公開」 

人件費を含めて全て公開         行政（公共） 

・元気ひろば運営 

・未収債権の回収業務  民間で全ての部署の債権を回収、成功報酬 

 

「②特定課題の見える化」 

・公共サービス共同研究推進事業  予算０、（役所にしかない）情報は役場が提供する 

                 マイクロソフトとかが食いついてきた 
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「③製品・サービスの見える化」 

     ・製品のＰＲ  システムの共同開発 各県庁へも販売 佐賀県は５％の利益 

 

「④現場の見える化」 

   あるべき姿:全ての県民が身近で便利なブロードバンドを利用可能な環境にあること 

見える化ツール ・タスク看板 

・朝会 

・ＭＹボード  → 会議内容の見える化 

・ニコニコカレンダー  → チームの雰囲気を見える化 

 

・「公共サービス・マーケティング」 

   意味:たくさんの税金がかかっていることを分かってもらう。 

      モンスター・ボーダーを無くす、建設的な住民を増やす 

・「今後の行政と地域社会との望ましい関係」 

行政の役割:船の路を漕ぐ行政から、舵を執る行政へ 

        触媒：ルール・キーパー、紛争の調整役 

住民自治の回復:住民が決める公共サービスの内容 

・情報開示の徹底 → 様々な反応 → 人材の反応が良くなる → 人材育成 

 

河井:情報ギャップを埋めるためには、民間が翻訳を担うとか。 

黒田:ｅ都市ランキング 全国の自治体を対象に８１．８％の回収、１，４８１自治体から回答を得、

今回で９回目。 

「情報サービス」「アクセスビリティ」「庁内情報化」「情報化政策」「セキュリティ」の５項

目で評価。（参考 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080627/309669/） 

アクセスビリティ:４割はＨＰを作り

っぱなしでアクセス解析すらしていない。

藤沢市は、「注目のキーワード」「良く参

照されるカテゴリ」を公表。市職員にも

ベスト１００を共有。 

 

河井:報道資料をＨＰにアップしていない自

治体が多いのに驚き。ＣＧＭとかで市民

がギヤップを埋めていくことが難しい。

前新潟県広報官でもある高島さん、どうですか。 
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高島:１９７９年に博報堂に入り、ＰＲ畑をずっとやってきた。２００４年１０月２３日、中越大地

震が起き、里心がつき、個性の強い知事が民間から広報担当を任期付きで入れたいと。今帰る

しかないと思い、採用試験を受けた。３年契約。 

なぜ博報堂から行政にいこうと思ったか、それは、「行政は究極のサービス業だ。政策の広

報無くして行政はない」と思って。しかし、そんな行政マンはいなかった。 

県庁に入って驚き。黒板協定（報道協定）がない。新聞の段単価が部局ごとに違う。広報広

聴課は毎週出すので安いが、単発記事の部署は２倍の単価だった。県庁で一本にまとめて安く

発注しようと言ったが、誰も聞き入れてくれなかった。どこの部署も、自分の部署の金を広報

広聴課には渡したくなかった。 

情報「発信」は「受信」とセットである。相手が理解できる内容、字の大きさになっている

か。それ無しの発信では、単なるインフォメーションになってしまっている。 

マーケットイン：マーケットのことを知らなくて何で広報が出来るのか。 

役所の人は大学出で、緻密な資料を作る。「政策」、良いものを作ればよいと思っているが、

マーケットの求めるものを作らないと良いものではない。 

役所の人は「左脳」で「理解」させようとする。「右脳」で「共感」させることを知らない。

選挙に行かなければならないことは「左脳」でみんな知っている。女性タレントの呼びかけで

投票率がアップする。「右脳」で「共感」させて投票に行かせる。 

情報：大量の「インフォメーション」を編集し、「インテリジェンス」にする。日本語に訳

すと「インフォメーション」も「インテリジェンス」も「情報」 

エンジン０１
ぜろわん

文化戦略会議「オープンカレッジin新潟」 

２００１年に出来たので０１。毎年地域をまわり、地域の文化人で地域のテーマを考える。

会津若松→下関→新潟→名古屋で今年開催。（参考 http://www.enjin01.org/index2.html） 

 

河井:ある意味（県庁内の情報の）編集の仕事を、高島さんがしたのかなあ。行政が出そうとしてい

る情報が、「単に知らせる」から「伝える」になっているか。 

黒田：民間に任せてしまっちゃったら良いと思う。 

河井：どの部分を民に任せ、行政はどの部分を？ 

高島:役所の名刺ってすごいな。電話しても必ず繋いでもらえる。「博報堂の高島です」と「新潟県

広報官の高島です」では対応が大きく異なる。 

柏崎で地震が起き、原子力発電所で放射能が漏れたとの情報が流れ、セリアＡの来日が中止

になる、放射能の水に汚染された農作物や魚が売れなくなった。ＦＣＣＪに毎日、放射能の状

況を３ヶ月間持ち込んだら、２週間ぐらいで効果を発揮、記者クラブへの発表ではダメ。 

市政記者クラブには社会部の記者が張り付き、建政記者クラブには政治部が張り付く。受信

者を考えて、使い分ける。 
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河井:行政の「触媒力」とは？ 

川島:県庁のなかで予算を獲得するには左脳に訴えなきゃ。アウトカム、成果を出す、予算が付く、

事業が進む。行政言葉と住民言葉がずれている。何度も何度もやっていって上手くなっていく。 

新しい変化 行政の限界を知って、民に任せる。これは売れるという物があっても、民間の

Ａ社が騒ぐのでは、と行政は感じる。これにどうアプローチするか、誰に任せるか、コーディ

ネートすればいいか。 

 

河井:情報の「目利き」を探し、育てるシステムは？ 

川島：ＮＰＯの中に偶然言ってくれる人が、行政とのキャッチボールがあって、腹を割ったあとで

信頼が出来る。 

高島：阪神大震災の被災者が中越地震の時に応援に来てくれた。外国人対応、まちづくりなど、１

回経験していると支援してもらえる、生まれる。 

 

河井：相手の態度を変えるためにはどう情報を発信するか。どういう部分なら民の力を発揮できる

か。 

黒田：まずは（役所が持っている）情報を出してから。次に、次のステップに。とにかくＨＰの中

身が無くてリピータはない。民間と行政がいっしょにやっていくには、情報共有がまずなけれ

ば。インフォメーションを出すことがまず前提。 

 

河井：柏崎市 ＨＰ上に「Ｍｙページ」。子供は３歳、○○に住んでいる。これに基づいた情報の提

供がされる。全てのＨＰを見てはくれない。情報を切っていく情報の出し方を行政も。 

川島：何がクリティカルか。継続的に変化を起こそうと思うと、行政職員のモティベーションをあ

げること。 

広報が取り上げられ、「あなたのやっていることは、こんな評価を受けてますよ」はモティ

ベーションをあげるのに効果大。「日経の第１面に載るほどの評価を受ける仕事を俺はしてい

るんだ」と。広報が職員のモティベーションをあげるのに大きな効果がある。仕事をしていな

い人としている人の差を付けない行政において、この事は大きい。 

黒田：これからは、ほめるように記事を書きたい。 

高島：「メディア」と一括りにしているが、ＴＶと新聞は違う。地方ＴＶ局のローカルニュースは狙

い目。彼らは美しい絵で訴えるネタを求めている。ＴＶは新聞より影響力が大きい。地方ＴＶ

局とは絵で語れるネタを提供する。新聞と腹の探り合いをするより、良いことを素直に報道し

てもらえる良いツールとして活用下さい。 
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 16：48～16：52 質疑  

長岡大学 イブキ：行政の広報は総花的との話があった。広報において、民と行政が「すること、

しないこと」「出来ること、出来ないこと」は。 

川島：税金を取ることは行政のすること、行政にしか出来ないこと。これ以外は全て民に任せられ

る。しかし、その地域においてプレーヤーが居ないと、民に任せたくても任せる相手が居ない。

水道や公共料金の集金を民に任せたくても受け手が居ないのでは･･･。行政の仕事を理解し、

とってかわれる人がいるかのための広報、前提としての（役所の所有する）情報の提供を。 

高島：広報は奥が深い。出す情報もただ相手に認知して欲しいだけの情報なのか、ここまで行動し

て欲しい情報なのか、と目標により大きく違う。 

河井：ＡＩＳＡＳのどこに効くのか、誰に効くのかを意識した広報が、行政には不十分。 

 

― 以上 ― 

 

当日の配付資料 

第１期（2007年度）研究会報告 「行政コミュニケーションの現状と可能性」 

慶應義塾大学総合政策学部 上山信一 「行政経営改革における広報の役割」 
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