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■　世はまさに、自治体広報新時代。

「広報」に対して行政はどう取り組むべきか？

「知らせるだけ」の時代は
もう終わった。

協働の時代、自治体広報が
担うべき役割とは？

■　求められる、戦略的広報。
多様な住民ニーズ。
激しくなる都市間競争。
マスコミへの対応。

外部を意識した経営と
広報媒体の活用方法とは？

広報の
あり方を問う。
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刊行にあたって

まちづくりが行政主導で行われていた、戦後の復興期から高度経済成長期の自治体広報は、行

政から住民へのお知らせが中心の「お知らせ型広報」の時代でした。しかし、地方分権が進展し、

まちづくりの主役は住民となり、住民と行政との関係はパートナーに変化しました。住民と行政

との協働によりまちづくりを行う時代となった今、自治体広報は住民と行政とのコミュニケー

ションツールとして「対話型」への変革が必要となっています。

そこで、本研究会では、第一線でご活躍されている５名のゲストスピーカーによる講義を通じ、

今後の自治体広報のあり方について、研究を行いました。

本書は、各講義における研究員による提言とゲストスピーカーによる講義録を収録したもので

す。自治体現場において時代に即した広報への変革の一助となれば幸いです。

終わりになりましたが、ご多忙の中、ご講義いただきました講師の方々に改めて感謝申し上げ

ますとともに、この研究会が充実したものとなるよう、指導助言者としてご尽力いただきました

㈲
あし

コミュニティ研究所代表取締役　浦野秀一先生に厚く御礼申し上げます。

 平成25年３月
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【報告書の要点】
　本研究会では、“広報のテクニック”ではなく、“広報のあり方”について改めて考え、「自治体広報
がどうあるべきか」研究を深めました。
　ここでは、これからの時代に求められる自治体広報のあり方について、2つの観点から要点をご紹
介します。

1自治体広報の役割
　戦後の高度成長時代に行われたまちづくりにおける広報の役割は、行政から住民へのお知らせが中
心の、いわゆる「お知らせ型広報」でした。
　高度成長時代が終わり、現在は「地方分権」という名のもと、各地域の特性を生かしたまちづくり
を住民と行政が協働で取り組む時代となっています。そのような時代の変化に伴い、自治体広報は「お
知らせ型」から、「住民のニーズを意識した対話型」へと変革が求められています。

広報＝Public Relations
（人々とのより良い関係を構築するための活動）

自治体においては
広報 ･広聴活動の全てを指す

▍行政の発信する情報が住民の求める情報となっていない
（お知らせ広報・アリバイ広報・やりっぱなし広報）

▍職員の広報広聴意識が欠けている
住民の関心を得られていない、住民ニーズの把握ができていない、住民ニーズを共有できない

しかし、多くの自治体が依然として「お知らせ型」広報のまま…

自治体広報の課題

課題解決への取り組み
▍住民と共につくる広報
「住民に理解される」という目的を徹底する

▍行政の意識改革
全職員が広報広聴の役割を理解する、積極的に住民ニーズを把握する、収集した情報の共有を行
う、戦略的な広報を行う

自治体広報とは、住民とのより良い関係を構築するための活動。

「PR」の概念を理解し、広報の 

!
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2戦略的広報の必要性
　住民と協働のまちづくりを進めるためには、行政に都合のいい情報だけを知らせるのではなく、
戦略的に広報していくことが必要になっています。戦略的広報を実践できれば、「効果的な政策形
成や政策への理解」「都市魅力の効果的な発信」「マスコミの効果的な活用・不祥事の際の信用失墜
の防止」につながります。

▍行政の発信する情報が住民の求める情報となっていない
課題について関心を持ってもらい、自ら考えてもらえるような広報へ

▍広報が住民とのコミュニケーションツールとなっていない
本来の PRの意味である住民とのコミュニケーションを通じた広報が求められている

▍都市の魅力をアピールできていない
人口減少社会、不況による税収不足という厳しい情勢の中で、効果的な魅力発信が必要

▍マスコミを活用した情報発信が不十分
マスコミと行政の関係の希薄化

▍危機発生時のマスコミ対応が不十分
迅速、誠実、住民目線の情報発信となっていない

戦略的広報を実施するうえでの課題

▍政策広報の実施
目的に応じ、臨機応変に広報を行う

▍コミュニケーションを意識した広報
コミュニケーション計画、ソーシャルメディアの活用、広聴制度の充実による住民ニーズの把握

▍「外」を意識した広報の実施
「組織的、体系的な広報」「訴求のテーマ ･ターゲットを絞る」「持続的な広報」「世界の目線に立つ」
「大胆で目立つ」＝自治体内部だけでなく、世界を意識した広い視野での広報を実施

▍マスコミとの良好な関係作り
情報提供の場を充実、PRの機会を逃さない、広報担当職員が「まち」を熟知する

▍統一的なマスコミ対応を徹底
マスコミ対応マニュアルの整備、マスコミ対応のスキル向上（メラビアンの法則等）

課題解決への取り組み

役割を原点に立ち返って見直す!!

!
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自治体における広報の役割

～ 「地方自治新時代」の実現に向けて ～

・行政側の意識改革

・住民と共につくる広報
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「自治体における広報の役割」提言書

 池田市　吉川　朋宏

 高槻市　冨松　裕子

地方自治のあゆみと行政経営は、時代とともに変化している。

まず、地方自治の流れを大きく３つに分け、戦後の復興からを「前半期」、1979年頃からを

「後半期」、地方分権一括法が施行された2000年からを「地方自治新時代」として捉え考証する。

地方自治「前半期」は、戦後の復興を柱としたまちづくりがなされ、住民生活の最低水準の追

及を目的として、国があらゆる地方自治に関与したことから、まちづくりは行政主導で全国画一

化されたものとなった。その後、経済の高度成長による所得倍増やインフレ基調によりモノも充

足してきたことから、地方自治「後半期」となる1979年ごろを境に、住民生活の最低水準の追及

から住民満足度の向上を目指したまちづくりへと変化していった。

一方、行政と住民の関係をみると、地方自治「前半期」には多くの住民運動が起こり、地方自

治「後半期」の住民参加・住民参画の時代を経て、地方分権の礎が築かれ、平成12年に始まった

「地方自治新時代」では、住民と行政の協働・パートナーシップの関係へと変わっていった。

また、自治体の役割と広報の関係をみると、「前半期」の中央集権体制で国からの下請け機関

として住民サービスをする「統治モードの自治」であった時代背景から、広報は「お知らせ型」

となっていた。その後、地域の実情を把握し、住民満足度の向上と民意反映を基本とした「受託

モードの自治」へと変化してきており、「地方自治新時代」では、国から移譲された権限と財源

を活用し、それぞれの地方自治体が自らの責任と判断において、地域のニーズにあった政策を推

進することが求められるとともに、住民に対する説明責任を果たさなければならないことになっ

た。つまり、地域のニーズを把握し、政策決定過程で情報の開示と住民参加・参画を確保し、合

意形成を行わなければならないことから、広報のあり方にも大きな変革が必要となってきている。

自治体広報の役割の変化が求められる中、地方自治体における広報は何をすべきか、地域や住

民のニーズを意識した「対話型」の広報へ変わるためには何が必要なのか、研究会の意見をもと

に、第１章で地方自治体の現状の問題点を提示し、第２章で講義の中で参考となった事例を紹介

する。そして、第３章で課題を解決するために、現場でどのような取り組みを行い活用するかを

提示したい。
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第１章　自治体広報の現状の問題点

１．「お知らせ型」広報

現在の自治体広報は、行政側の住民に対する説明責任の一角を担うものとはなっておらず、

「広く知らせる＝お知らせ」という考えのもと、「広報紙に載せて周知を図った」という実績を

残すために、一方的な伝達をする「お知らせ型」広報となってしまっている。

住民のニーズを意識した広報となっていないため、紙面づくりのなかで、住民に興味をもって

もらう、理解をしてもらうといった工夫・努力が必要とされる。

２．職員の広報広聴意識が欠けている

「地方自治新時代」に変わったにもかかわらず、縦割り行政の弊害により、広報は広報担当が

するもので、それぞれの職場が経営体として広報を考え、実践するという意識があまりない。そ

の場限りのイベントのお知らせや例年掲載の啓発記事などが多くなってしまっていて、各所管課

が広報をつかって具体的にどう事業をPRしていくかということを広報担当課に知らせ、考える

体制になっていない。つまり、全庁的に広報に対する理解が不足していたり、広報広聴意識が欠

如していたりするものと考えられる。

３．住民ニーズの把握ができていない

広報とは「住民と行政をつなぐ」ものであるべきだが、民意を反映したものとなっていない。

また、住民からの意見・要望・苦情・提案などは、担当課が適時に直接回答・対処しているだけ

で、全庁的に情報共有ができていない。そのため、住民の要望・意見が、聞きっぱなし、言わ

せっぱなしとなることも多く、政策に反映していくようなマネジメントがなされていない。

４．住民の関心を得られていない

住民と行政の協働・パートナーシップという関係ができてきているものの、まちづくりは行政

主導で行われている。さらに、政策決定過程において、地域ニーズの把握や合意形成をするため

の問題提起と情報開示が十分に行われていないため、住民の多くはまちづくりや政策決定への関

心や参画意識も薄い。

第２章　地方分権時代の広報につなげるために

広報は、住民と行政の協力関係の樹立と開かれた政策の実現を目指して、住民へ「お知らせ」

などの情報を提供するとともに政策課題情報などを提供し、住民の意見や提案を行政の施策・事

業に反映させ、行政の広報活動をより一層、総合的・効果的にしなければならない。そのために
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は、自治体の政策や方針を決定した後の情報提供ではなく、①政策をめぐる現状認識とそれに基

づく課題を提起したり、②計画の中間段階の案など政策形成過程情報を提供したり、③住民の意

見・提案を求めて計画づくりや政策形成への反映を図ったりするなど、住民がまちづくりに参画

する気になるように工夫しなければならない。

ここでは講義で参考となった広報手法を紹介する。

１．プロセス広報

「プロセス広報」とは、行政が行う事業の経緯や過程を住民に紹介していくことで、住民に関

心を持ってもらう手法である。

例を挙げると広報紙などで「○○公民館が完成」とトピックスについて事後報告を行うだけで

なく、その公民館が開館に至るまでの住民との関わりや打ち合わせ、現状はどうなっているかな

どを細かく伝えていくことで住民の関心度も高まる。

２．対面広報

「対面広報」とは職員が住民のところに直接出向き、自治体の政策や制度をわかりやすく説明

するいわゆる「出前講座」などである。直接住民と対面して説明するため、意見や要望などもそ

の場で吸い上げることができる。

３．ガイド型広報

「ガイド型広報」とは、まちの生活様式や風景が持つ意味やその歴史を職員が説明して伝える

もので、職員自らが「文化の伝達者」としてその自治体の歴史や文化などをPRできるように広

報するものである。

４．その気にさせるタイトル作り

記事のタイトルによって中身をどう見せるか、どのようにPRするかによって記事に与える印

象が変わる。例えば「男女共同参画講演会」という催しのタイトルも「女性へのちょっとご褒

美」など興味を引くタイトルをつけることで住民を動かし、影響を与えることができる。

５．広報計画・評価シート

「広報計画シート」とは事業計画を立案するときにどのようにPRしていくか、どのように戦

略的に売り込んでいくかを計画シートに記入し、事業内容を点検するものである。これらを「広

報評価シート」で事業内容を振り返り、精査し、次回の事業計画を立案する際に役立てることが

できる（Ｐ12～14参照）。
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第３章　「地方自治新時代」の実現に向けて

以上に挙げた問題点を解決し、「地方自治新時代」の広報組織はどうあるべきか。それは、広

報担当職員が先導して組織や政策の司令塔になり「行政側の意識改革」と「住民と共につくる広

報」を率先して導いていかなければならない。なぜなら、これら行政と住民という二つの立場が

歩み寄り、協働でまちづくりに参画することが「地方自治新時代」の実現につながるからである。

１．行政側の意識改革

住民に対し、「まちづくりについて知らせる、分かってもらう、行動させる」ためには、自治

体職員がまちづくりについてアピールできるPR役として務め、さらには庁内の一つひとつの職

場が「経営体」いう自覚を持って（庁内分権）、広報広聴能力や政策能力を高めていかなければ

ならない。自治体職員が住民と真摯なコミュニケーションを取ることで必然的に豊かな人間関係

を生み出し、それが「社会の信頼＝パートナーシップ関係」を創出し、まちづくりの活力を形成

していくのである。そのための手段が広報の情報であって、広報が果たすべき役割は、情報を通

じて行政と住民の信頼関係をつくることなのである。

意識改革のためには、第一に全職員を対象とした広報PR研修を行うことも有効であると考え

られる。研修を通じて住民が理解しやすく、住民のニーズをくみ取って地方行政を実行するには

どのようにすればよいかを学ぶことができる。

さらに広聴の大切さを学ぶべきである。広聴＝クレーム処理ではない。住民の意見や要望を政

策に反映させるためには、広聴の機能を活用するしかない。しかし、中には極めて個人的な意

見・要望のいわゆる「ミーズ（造語）」が多くある。多くの住民が共有・共感できる意見や要望

が「ニーズ」である。この「ミーズ」の中から「ニーズ」を探り出し、住民の求める真意を読み

取ろうとする努力が必要である。広聴をうまく活用するには住民からの意見等を全庁的に情報共

有（データベース化）し、各所管課の行う政策立案の糧とするなど、広聴で得たものを政策へ反

映できるよう、住民の声を庁内で共有する仕組みが必要である。

また、各所管課に「広報」を意識してもらうには「広報計画シート」と「広報評価シート」の

導入も有効である。各所管課が事業を開始するにあたって、「広報計画シート」を活用すること

で、「なぜ、何のために、どのような広報をするのか」といった目標を明確にし、広報を意識し

てもらうことに役立てることができる。事業後に「広報評価シート」の個別評価と全体評価をす

ることで、今後の課題を明確にし、一つひとつの職場が「経営体」として、政策能力・広報広聴

能力を高めることができる。また、これらのシートを活用することで、広報担当者と各所管課職

員の意識、住民ニーズが大きくかけ離れることがないよう認識することができる。
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２．住民と共につくる広報

住民が「自分たちのまちは自分たちでつくろう」というように関心を向け、まちづくりに参画

する気になってもらうためには、前述した「プロセス広報」「対面広報」「ガイド型広報」のほ

か「住民参画型の広報メディア」などの活用も挙げられる。

「住民参画型の広報メディア」は、住民の編集員やレポーターによる取材記事やコラム、また

広報番組に住民がメーンで出演するなど広報活動の根幹に住民が参加するものである。これらを

通じて行政目線でなく、住民の目線からみた自治体の制度や行政に対する意見を述べてもらった

り、観光名所を住民からPRしてもらったりすることで、政策や制度、事業をより身近に感じて

もらえるなどの利点も多く、取り入れている自治体が増えてきている。

以上のような手法で、行政と住民が共に信頼しあえる対等の関係で手を取り合い、住民が行政

へ要望、それらを参考に行政が政策計画を策定、またその要望を実現したことを住民に広報し、

フィードバック。さらに住民が要望を出し、それらを行政が吸い上げる…。といった「対話のサ

イクル」が繰り広げられるようになる。そのことによって、初めて「地方自治新時代」が実現し

たといえるのではないだろうか。
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はじめに

私の研究所の名前は草冠に足（ ）と書いて、「あし」と読んでいただいております。「あれ、

こんな字があったか」と思われるかもしれませんが、もちろんこんな文字は実際にはありません。

皆さんは広報のプロですから、赤ペンでチェックされるようなことなのですが、私が勝手に造っ

た合成文字です。どういう文字を合成したかといいますと、「人間は考える葦である」というパ

スカルの有名な言葉があります。「考える葦」というのは、もちろん植物の葦のことを指します

が、その草冠を歩く足の上に乗せまして、地方行政というのは、現場に根ざして考え、行動して

いこう、「歩きながら考えるまちづくり」であると、これが私の基本的なスタンスです。

私が川口市役所に採用になったまだ22歳の若かりし頃、43年前にこんな文字を考えつきまして、

リュックサックの背中に大きくマジックでこの文字を書いて、日頃からお小遣いをためて、お金

がたまると休暇を取って、南のどこそこでは素晴らしい地方行政やっている自治体があるぞ、あ

るいは、北の方のどこそこではと、そういう噂が聞こえてくると訪ねていって、そこの首長のご

意見を伺う、あるいは、そこの役所の職員の皆さんと酒を酌み交わしながらまちづくり談義をす

るということをずっとやっていました。

平成４年３月いっぱいで、23年間勤めました川口市役所を退職、その翌日からマンションの小

さな部屋を借りまして、もともとのコンセプトである「 」という文字を看板にしたまちづくり

のシンクタンクを設立して、今年度が20年度目ということです。

現在、私が行っているのは政策アドバイザーです。毎年各地からご依頼があります。それから

現役のコンサルです。総合計画策定のコンサル、あるいは都市計画マスタープランの策定、中心

市街地活性化計画等です。中心市街地については、別途国土交通省から中心市街地活性化アドバ

イザーの委嘱を受けて、特に力を入れています。あるいは、高齢者保健福祉計画や観光計画など

地域振興にかかわるコンサルタント、それから本日のように研修会、研究会の講師として年間

300日ほど出張して、50～60日は執筆活動と大変楽しい生活をしています。

今日は、広報について勉強を進めていくということです。私はかつて広報を担当したことがあ

り、日本広報協会のアドバイザーを今でも務めています。地元に帰ると町内会の役員をしている

のですが、副町会長兼広報部長として、今31年目です。毎月広報紙を、Ａ４裏表のぺらぺらのも

のですが、毎月840部作っています。毎月というところはそんなにないのではないかと思います

「自治体における広報の役割 ＝広報は、政策の総仕上げ＝」

講　師　浦野　秀一　氏（㈲ コミュニティ研究所代表取締役、広報アドバイザー

　　　　　　　　　　　（日本広報協会）、元・地域振興アドバイザー）

実施日　2012年６月20日（水）

基調講義　講義録
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が、今でも私は広報については現役だということです。

１．今、なぜ「広報（広聴）マインド」が問われるのか

　⑴　広報広聴活動の原点

わが国の広報広聴活動の原点は、そもそも何かというと、1947年（昭和22年）12月、

GHQ（連合軍総司令部）が各地の軍政部を通じて、都道府県に「PRO設置」を求める通達

（PRO設置指令）を出したのです。もともとアメリカで始まったPRという概念をGHQが日

本に引っ張り込んできました。その通達というのはこういう内容でした。「PRO（Public 

Relations Offi  ce）は、政策について正確な資料を県民に提供し、県民自身にそれを判断させ、

県民の自由な意思を発表させることに努めなければならない」。この当時は行政広報と言っ

たのですが、わが国の行政広報・広聴は、この一片の通達から始まったのです。

しかし、各都道府県は困ってしまったのです。PROを設置しろと言われても、廊下から

部屋に入るときの看板をどうするかです。まさかPRO課とは書けない。日本語に直さなけ

ればいけない。PROというのを日本語に翻訳しなければいけないということで悩んだので

す。結論から言うと、当時46都道府県のうち富山県をはじめとする三つの団体が「広聴」と

翻訳したのです。ところが、残りの43都道府県は「広報」と翻訳したのです。これでスター

トから広報先行、広聴出遅れという関係ができてしまったのです。

それを今になって、学者の中には広報と翻訳したのが間違いだったという言い方をする人

もいます。だけど私は、間違いとか間違えていないという話ではないのではないか。当時の

時代背景からすれば、そうやって翻訳したのも時代を踏まえていたことではないかと思いま

す。そこで、私はタイトルに「広報マインド」と「マインド」を付けたのです。どうも今に

なって、ここに問題があるのではないかということです。

例えば、これは昨日の新聞なのです。去年の３.11の大震災、福島第一原発がぶっ壊れま

した。その３日か４日後に放射能を地上１ｍで測って、特に北西に向かって汚染が広がって

いるという調査結果がアメリカで得られました。それを直ちにアメリカは外務省に通知した

わけです。外務省は、放射能の量については文部科学省の担当だから文部科学省に連絡しま

した。それから、放射能の広がる範囲については、原子力安全・保安院が担当だから原子力

安全・保安院と文部科学省両方にすぐ通知したのです。しかし、両方ともこの情報を握りつ

ぶしてしまったのです。それが後に公表されて新聞に出たのはご存じのとおりです。新聞や

テレビでも相当報道されました。何をやっているのだということです。これは大きな問題だ

と思います。

だけど、これを見て私はびっくりしなかった。例のSPEEDⅠ、これと同じで、原子力担

当大臣の馬淵さんがSPEEDⅠの結果を把握していたけれども、公表すると住民の間にパ

ニックが起きるというので公表しなかったのでしょう。そうこうしているうちにどんどん汚
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染域が広がって、住民が放射能漬けになっていたわけです。結局、文部科学省と原子力安

全・保安院は４月に入って、それから公表したのは２か月後ではなかったですか。それは文

部科学省にしろ原子力安全・保安院にしろ理由がある。だけど握りつぶしたのです。結局は、

官邸が報告すべきだと思ったと、思っただけなのです。官邸から話が出なければ、こんな大

事な情報をどうして官邸が出さなかったと言えばいいのですが、それも言わずにということ

は、やはり握りつぶしたのですね。どうも、わが日本人は、こういう情報について鈍感と

言っていいのだろうか、どうも広報のマインドが欠けすぎているのではないかと私は思います。

今年の４月13日、北朝鮮がミサイルを撃ちました。あの日、朝の７時40分にアメリカから

日本にミサイルを撃ったと連絡が入った。ほとんど同時刻に韓国からも報告が入った。しか

し、日本はそれを官邸で聞いていながら、調査した上で間違いのない情報をというので調査

に２時間かかった。結局、国民に知らせたのは９時30分。ミサイルだから、ちょっと待って

と言っているうちに落ちてしまいますね。どうもこういう情報についてわが国民というのは

鈍感すぎるのではないか。

もう７～８年前かに、私ども川口市の近くの上尾市が隣のさいたま市と合併しようかとい

う話が市内で持ち上がったのです。ところが、当時の上尾市長は合併したくなかった。そこ

で『広報あげお』（広報紙）を使って市長が合併の反対キャンペーンを張ったのです。政令

市だから、それぞれもともとの地区には区役所として現在の本庁舎の機能が残るということ

は一言も触れずに、「さいたま市と合併すると役所が遠くなりますよ」。確かに市役所は浦

和に一個しかないので遠くなります。だけど、本庁舎がちゃんと支所として残るとは言わず

に、そういうことを含めて反対キャンペーンを張ったのです。そこで住民投票をやったら、

思惑どおり合併反対が多数を占めて合併の話はつぶれたのです。当然、推進派の市民からは

訴訟になっています。それが和解したのが去年でしょう。ずっと引きずったのです。広報と

いうのは、これは扱いによっては実に怖いものです。扱いによっては実に重要なものでもあ

るのです。

私は、ある知事が就任して、「人事と広報は俺がやる」と言ったのは無理のないことだな

と思いました。行政の経営の根本ですね。

　⑵　住民が持つ「三つの立場」と「広報戦略」

これは軽く頭の中に入れておいてください。一言で住民と言っても三つの部分があると思

います。まず、「顧客」、つまり行政サービスの対象としての立場があります。それから、

「納税者」（主権者）としての立場があります。真ん中に、今の時代、「パートナー」（行

政と協働する住民）という立場があります。この三つの立場を大きく分けて一人の住民が

持っています。これからの広報戦略を考えるときに、住民のどういう部分に広報するのだろ

うということを意識していないと、信頼関係の構築につながらないわけです。
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２．まちづくりの見方・考え方

それをいったん軽く頭に入れておいてもらって、一体なぜ広報のマインドが重要なのか。

一体なぜ行政広報と言われて今は自治体広報と言われているのか。PRO（Public Relations 

Office）は直訳すればパブリックリレーション、関係論ですが、広報と翻訳したり広聴と翻訳

したりするのは一体どうしてなのか。これは決して誤った解釈ではなく、私はむしろ時代がと

言いました。地方自治というのは時代とともに考えなければいけないのです。

３．「地方自治のあゆみ」と「住民と行政の関係の変化」

　⑴　自治のあゆみと行政経営は、時代とともに変化する

皆さんが広報のあり方を研究する上で下敷きとして重視しなければいけないのは、自治の

今、あるいは、これからです。しかし、それを考えるには、自治の今までも振り返っておか

なければいけません。そこで、皆さんの生まれるずっと前からの話、だけどこれは自治の担

い手として知っておかなければいけない一般教養として、しばらくお話をしようと思います。

地方自治のあゆみを話すために、簡単な年表を作ってきました。現在のような地方自治が

スタートしたのは戦後の話です。戦後といっても湾岸戦争ではなく太平洋戦争です。1947年

４月、これが現在の自治法がスタートした時期です。現に1947年４月から全国46都道府県の

知事が初めて選挙で選ばれました。旧憲法のころは、都道府県知事というのは国家公務員、

国が決めて送ってきたのです。今のようになったのは1947年。以来、2012年の今日まで、わ

が国の自治の歴史は65年間あります。しかし、その65年というのは、一つの時代区分ではな

かったのです。幾つかの時代区分に区切れます。その時代時代ごとに求められる行政経営の

あり方も変わってきています。だから広報、広聴も変わってきています。それを検証する年

表です。

自治法が施行されてしばらくの間、戦後の復興期を経験しました。焼け跡派とか闇市派と

か言われました。

戦後の復興も軌道に乗り、経済も安定し上向いてきた高度経済成長と言われた真っ最中の

1972年、国は国民意識調査を始めました。「国民生活に関する世論調査」、地方自治体が最

も引用する国の調査です。その中に豊かさ志向の調査があります。「あなたが生活を進めて

いく上で、豊かさというものを実感できるのはどういうときでしょうか。物が充実している

ときですか、心が充実しているときですか」。「心の豊かさ、物の豊かさ」がスタートした

のが1972年です。1972年というのは戦後の日本の歴史の大きな節目でした。何があったかと

いうと、日中国交回復もあったけれども、沖縄県が本土復帰したのが1972年、そこで初めて

47都道府県になりました。これは大きな節目です。

そのときに調査したら、皆さんの総合計画には「住民の価値観」という表現をしていると

思いますが、地方行政に対する住民の期待は、物と心のどちらにウエイトがあったかという
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と、ご承知のとおり、物志向が心のゆとり、潤いを求める心志向よりも勝っていたという結

果になりました。この場合、物というのは何を指しているかというと衣食住、公共施設のこ

とを指すのです。住民の身近な暮らしをより便利に快適にしてくれる公共施設、道路、公園、

学校、病院、図書館、公民館、保育所、老人ホーム、並べたらきりがないけれども、そう

いった公共施設を総称して物と言います。従って、今から40年前、住民の期待が物にウエイ

トがあったということは、戦後25年、一生懸命公共施設の再整備をやってきたけれども、ま

だまだ公共施設の整備は住民が満足するほど十分整っていなかった当時の社会状況が端的に

読み取れるというわけです。

ただ、その時代は高度経済成長の時代です。個人ベースでは所得倍増、役所ベースでは税

収倍増。ということは、ものづくりが急速に進んだのです。ものづくりが進めば進むほど、

住民の物に対する期待は逆に低まっていきます。

この転換点がいつ頃かというと、実は1979年でした。そうすると、地方自治の歴史は65年

あるけれども、1979年が一つの節目です。自治法施行から1970年代までの「地方自治前半時

代」、1980年代以降の「地方自治後半時代」と自治の歴史を前半と後半で区切って捉えない

と、行政経営のあり方を誤るぞというのが私の持論です。

　　①　地方自治“前半期”

さて、前半時代、全国三千数百の自治体がありました。その自治体が共通に目指した

地方行政の目的、目標というキーワードがあったのです。どんなキーワードかというと、

「シビルミニマムの追求」と言われました。もう死語になりましたね。市民生活の最低水

準という意味です。それが目的です。最低水準の実現が目的だなんて随分小さな目的を掲

げたものだと思うかもしれませんが、これには理由があります。憲法第25条生存権、「す

べて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、あれが根拠です。その

最低限度の生活、いわゆるセーフティネット、これを国家の責任で対応するのがナショナ

ルミニマム、われわれ市町村の責任で対応するのがシビルミニマムと使い分けします。全

国の自治体が最低水準を目指しているときに、皆さんのそれぞれの自治体でまちづくりを

するときに、うちの町の個性は、うちの町の特性は、うちの町らしさというそれぞれの自

治体の個別事情を持ち出したら、最低水準の実現がいつになるか分かったものではありま

せん。

そこで前半時代においては、地方自治、セルフガバメントの前面に国家が登場します。

国が政策をつくってくれるのです。例えば住民に一番身近な児童公園、今は街区公園とい

う言い方をしますが、「造るのだったら、面積基準はこのぐらいにしてね。必ず、すべり

台、ブランコ、砂場の三点セットを置いてちょうだいね。国の言うとおりやるのだったら

補助金も出してやるから」などという形でいろいろな仕掛けで国が政策をつくり、それを
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都道府県を通じて市町村に下ろしてくる。国が政策をつくり、われわれ市町村は事業自治

体と言われたのです。国から言われたとおり、仕事だけやっていればよかった。従って住

民サービスは国、都道府県、市町村、住民サービスをやってあげるよ、上から下に、上か

ら目線の、これを統治モードと言うのですが、統治モードで市町村行政のさまざまなルー

ルや仕組みが構成されていたのが前半時代ということです。だから、この時代はものづく

り優先、しかも統治モードでしょう。行政広報というのは、お知らせ中心になるのです。

だから、まちづくりは行政主導で行われました。行政主導がいいのでしょうか、住民主導

がいいのでしょうかとよく聞かれたのですが、いいとか悪いとかの話ではないのです。時

代です。爆撃で破壊された児童公園を造り直すのに、「公募の住民の方々集まってくださ

い。ワークショップで」と言っている場合ではないし、空襲で破壊された市民病院を造り

直すのに、「患者さま方のご意向を踏まえて」と言っている場合ではないのです。住民の

意見や要望については、こういう行政主導の時代だから行政と住民との間には高い塀が

あって、深い溝があったのです。広聴よりは、むしろ、お知らせ型の広報、全国46都道府

県が広報と翻訳したのは、やはり時代背景があったのだろうと私は思います。

これはまさに地方自治体ではないのです。中央集権社会です。だけど、私は否定する気

はないのです。これも時代だったなと思います。だけど認識しておかなければいけない副

作用も伴っています。どんな副作用かというと、画一化と言うのです。地方自治体と言い

ながら、どこでもやっていることは同じようなものではないのか。こういう画一化という

副作用を伴ったけれども、これはやはり前半時代における、極めて現実的な取り組みだっ

たと思います。

　　②　地方自治“後半期”

住民の行政に対する期待が物から心へと変わった後半時代になったら、行政だって変わ

らなければいけないのです。かつては最低水準のまちづくりが目標でした。後半時代の目

標はというと、住民満足度の向上と言われます。どこに住んでも「いいわが町になったな。

これだったら、いつまでも住み続けられるな」、そういうまちづくりをすることです。そ

うすると、何が満足かという主観が入ります。これから皆さんがまちづくりを進めていく

上で最も重要な最初の着眼点はどこに置くべきか、やはり何が満足か。温暖な地域と寒冷

な地域では満足の向きが違う。これから皆さんがまちづくりを進めていく上で真っ先に着

眼点をどこに置かなければいけないかというと、それぞれの自治体の地域の足元の実情に

スタンスを置かなければいけないということです。総合計画を策定する上でもポイントです。

そうすると、私たちの自治体の地域の実情というのは誰が把握しているか。私たちがい

つまでも府や国に顔を向けていく、これは国・府依存体質と言いますが、そんな根性で足

元の実情を踏まえたまちづくりができるかというと、できるわけがないです。国が私たち
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の自治体の実情を把握していません。私たちの地域の実情を、生活実感を持って分かって

いるのは、私たちのまちに住んでいる住民、私たちの自治体で活躍されている自治体の職

員だけです。そうすると、これからは、この統治モードをぶっ壊さなければいけません。

　　③　地方自治“新時代”

そこに気が付いて2000年４月に地方分権を行って、「もうこれからは地域のことは地域

自らが考え行動していこう。何を考えて、何を取り組んでもいい。だけど責任も地域自ら

が自己決定、自己責任」という形で地方自治のあり方を根本的に改革しました。根本的な

改革というのは、普通世間では革命と言います。だから地方分権というのは、わが国の地

方自治の大革命なのです。しかし、あの分権を革命とは思えない、思いたくもない、思わ

ないという職員が全国に結構いるものだから、分権前と分権後を比べて地方自治のあり方

は何も変わっていないというのが現実です。分権というのは革命です。革命というと、ま

た時代が変わったのです。

分権時代というのは地方自治の“新時代”です。旧時代の自治のあり方をいったん全部

洗い直さなければいけない。全部捨てるのではなく洗い直す。使えるものは使える。

　⑵　「地方自治（まちづくり）新時代」とはどんな時代か

かつて国が政策を作り、われわれ市町村は事業自治体でした。分権によって、政策を作っ

てくれた国が手を引いてしまったのです。そこで“新時代”は、自治体そのものが政策自治

体に脱皮しなければ駄目だということです。今では自治体職員に最も求められる能力が政策

能力と言われて、政策研究、あるいは政策研修が盛んに行われています。これは時代を踏ま

えているのです。かつて統治モード、分権後はと言ったら、市町村というのは誰がつくった

のですか。誰がつくったといったら、住民がつくったのです。アメリカの西部開拓史、住民

が集落をつくって、話し合いをもって、これを住民総会と言うのです。お金を出し合って、

保安官を雇って、自分たちの安全は自分たちでと、あれが自治の原点です。つまり、自治体

というのは住民がつくったのです。住民がつくって、「これこれの税金を預けるから、そう

いう行政をやってくださいね」と委託したのです。住民が委託者、われわれ行政は受託モー

ドに切り変わらなければいけないのです。

だんだん広報のあり方、総合計画の策定プロセスのあり方が見えてきますよね。時代が変

わったのです。住民が委託者、行政は受託者。委託と受託はどちらが主役ですかと言ったら、

民法の原理原則を持ち出すまでもなく、委託がなかったら受託なんてあり得ない。だから、

まちづくり主役は住民となるわけです。まちづくりの主役、主人公は住民だというのは、政

治家が次の選挙目当てのリップサービスで言っているのではないのです。地方自治の原理原

則からして住民が主役なのです。
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そうすると、これから自治体職員に最も求められる政策能力の根底にある最も基本的な能

力、これを民意反映能力と言うのです。一体誰のための地方行政なのかということです。こ

ういう時代の変化を踏まえて、住民と行政との関係も変わってきているのです。かつて前半

時代は統治モード。行政と住民の意見には高い壁、深い溝がありました。しかし、当時だっ

て住民は行政に意見・要望を述べたかった。だけど、行政主導だから高い壁があります。で

は、住民は意見を行政に届けるにはどうしたらいいか。住民運動でも起こすしかなかったの

です。だから、私が役所に入ったころ、月刊誌で『月刊住民運動』というのがあったぐらい

です。それからしばらく行政も学習してきます。「いつまでも行政主導だけでいいのだろう

か。最近は、どうも事柄、案件によっては、ある段階で住民を巻き込んでおかないと、用地

の取得、日照権の問題なんかでごたごたするな。そうだ。事柄と案件によってはある段階で

住民を巻き込んでおこうではないか」という話が出て、そこで住民参加論が生じてくる。

また、行政も学習してきます。まちづくりというのは、行政だけで済む話ですか。例えば

商店街に賑わいを取り戻す。行政としては商店街をモール化したり、フラワーポットを置い

たり、街路灯を造ったり、駐車場を整備したり、近代化資金で店舗の外装を良くしたりはで

きる。けれども、最終的に賑わいを取り戻すには、商店を経営している、おじさん、おばさ

んの一人ひとりが感じの良い応対、いい品ぞろえ、そういう努力があってこそ賑わいを取り

戻すのです。そうすると行政が一方的に商店街振興計画を作り、それを住民に説明して「ご

協力を」。気持ちよく、ご協力できるわけがない。計画策定段階からの住民参加というとこ

ろから住民参画論が起きてくるのです。しかし、これも厳密に言えば、まだ分権前までの時

代の話、分権によって国と自治体が対等、協力関係になります。一つの自治体では行政と住

民が対等、協力関係になります。そこにおけるまちづくりのあり方というのは、ここで協働、

パートナーシップという概念が登場してくるのです。

今の話、運動からパートナーシップまで全部を含めて住民参加論という形で総合計画には

表現されることも結構あります。だから、そういったことを全部踏まえて住民参加と表現を

する総合計画も結構ありますから、言葉尻だけでとらえないでください。ただ、厳密に言う

と住民と行政との関係もこういう段階を踏んできています。

もともと広報というのは、1904年、今から110年前、アメリカでPRの父と言われるアイ

ビー・リーが初めてPR事務所をつくったのです。これがPRの始まりと言われています。そ

のときの事務所はパブリシティオフィスと言われたのです。つまり広報というのはパブリシ

ティから始まっています。アメリカが原点です。つまり、企業や行政に代わって情報をメ

ディアを通して住民に流すことです。今はパブリシティというと、どうも行政の職員の中に

は、マスコミを敵視して、関係がよくないといいます。私もそういうところの研修会によく

行くのです。だけど、もともとそうではなくて、メディアを味方につけなければ駄目です。

パブリシティというのは、まずお金がかからない。情報の広がる密度と広さというのは、市



自治体における広報の役割

23おおさか市町村職員研修研究センター

第 

１ 

部

基
調
講
義
　
講
義
録

の広報紙、町の広報紙では比べものにならないぐらいのインパクトがあります。ただ、それ

をメディアに載せるかどうかの判断は向こう側にあるのです。僕らにはないのです。それだ

けに、民間のマスコミとどう付き合うか。つまり民間のマスコミが「これは面白そうな記事

だな」と思わせるにはどうしたらいいかというところがパブリシティ論になってくるのです。

もともとはパブリシティから始まったのです。この時代は行政が主役なのだから、戦後の

復興期だから、その延長上だから、行政広報と言われたのです。しかし、あれから50年たっ

て、もう成熟化社会、まちづくりの主役は住民という時代になったのです。そういう時代に

おける広報のあり方は、おしらせ中心のものでいいわけがないということです。

４．「広報」のポイント

　⑴　３セル～「知らせる」「分からせる」「動かせる」

私が考えている広報というのは、すべての職員が広報のセンスを持たなければ駄目だとい

うことです。なぜかというと、今回のタイトルにもありますが、広報というのは政策の総仕

上げです。これから皆さんが、たとえどんなに素晴らしい政策を立案しても、それを住民に

伝える広報でつまずいたら何もならないということです。

どうして何もならないか。川口市では、ごみ減量政策をやっています。それを市民に伝

えるキャッチフレーズ、こういう広報を30年ほど前から流しています。「ごみ、一人１日

100gの減量を…」。これ、私は大嫌いです。なぜか。何をやっていいのか、どうすれば一

人１日100gの減量になるのか分からないのです。これは川口市だけではなく、かなり全国

の自治体共通に使われているらしいのです。その証拠に、インターネットで「ごみ一人１日

100gの減量を…」と検索すると、全国の自治体の廃棄物処理委員会の会議録が出てくるの

です。私はこの間読んでいたら、最初に北海道旭川市、ある審議会委員が同様のキャッチフ

レーズにかみついています。「何をやっていいか分からないじゃないか」、同感です。

一方、こちらは国連のユニセフの宣伝チラシです。「全世界の方々から支援金をいただき

たい。もしあなたから3,000円ご支援をいただくと、子どもたちの命を奪う感染症にかかり

にくくするビタミンＡ、１年分を688人の子どもたちに投与できます。もしあなたから5,000

円ご支援いただくと、子どもたちがマラリアで命を落とさないように殺虫剤処理をほどこし

た蚊帳８張を提供できます。もしあなたから１万円を、３万円を、５万円を…」というチラ

シです。どちらがその気になりますかといったら、勝負ありです。

従って、広報というのは、「知らせる」「分からせる」「動かせる」、この３セルを意識

して行うものです。しかも、協働の時代になってきたら、協働のアクションにつながらない

広報というのは、これはむなしいのです。「知らせる」「分からせる」、次に「動かせる」、

このアクションにつながることが、広報のあり方の一つだと思います。

タイトルというのは、ちょっと軽くとらえている向きがあります。これも川口市の例です
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が、「路上喫煙防止条例」をかなり早い時期からやっています。そのときの住民に伝えるタ

イトルですが、何が問題かというと、キャッチコピーです。「路上喫煙マナーを守ろう」。

これを皆さんは、どう受け止めますか。皆さんは紳士淑女だから素直に受け止めてくれます

か。私は自慢ではないけれども、この辺が曲がっているので、このキャッチコピーを「路上

喫煙は、マナーを守って行いましょう」と読んでしまうのです。逆にいきますか。「マナー

を守って路上喫煙しましょう」と読めてしまう。これは行政が税金を使って行う広報として

は最悪です。税金の無駄遣い、これはいけません。ということは何なのか。よく行政という

のはPRが下手と言うでしょう。私は下手と思っていないのです。広報戦略を練っていない

のです。そこなのです。こういうのを私は持ち出して、だから広報能力は職員みんなが気に

掛けなければいけないと言っています。

　⑵　広報計画シート

作成したのは日本広報協会ですが、広報計画シート、それから広報評価シート、広報評価

シートの全体評価があります（Ｐ12～14参照）。

「○○市民文化祭」を開くとする。事業の概要はどうだ、担当部課、担当者、電話やメー

ル、広報の目的、この広報は事業を周知させるのか、事業への興味と関心を巻き起こすのか、

事業への理解を深めるのか、事業への例えばボランティアなどの参加を募るのかなど、こう

いった広報計画シートを作って、これをたたき台にして、各所管の職場で話し合って、広報

戦略を練っていくべきではないかと思っています。どんな様式でもいいのですが、職場の中

で広報戦略を練る。つまり、私は事業計画と広報計画というのは同時に立てなさいという主

義です。それを行政というのは政策形成ばかりに関心が向いてしまって、それで可決された、

市長の決裁が下りたというと、それをどう住民に伝えるか。「広報紙で流しておけばいい

じゃないか」となってしまうのです。どうもそれは住民が主役の時代になってくると、この

広報計画シートを使って、広報活動を戦略的に進めていただきたいのです。

　⑶　“タイトル”でその気にさせる

各担当課が住民にチラシを書くときのコツになると思います。ある男女共同参画センター

で、スチュワーデスをやっていた方をタイトルの専門として雇っています。彼女が来てから

タイトルにどんどん工夫がされて、タイトルを工夫しただけで男女共同参画センターのいろ

いろな講座の応募が２倍、３倍になり、常に抽選で決めることになっているということです。

タイトルというのは、例えば最初はこういうタイトルを練ったのだそうです。「男女共同

参画社会への展望」。心当たりがありますね。われわれの自治体というのは、まずこれです。

一ひねりして「変わりゆく社会と人」。これでも参加者はそう増えなかった。そこで再度ひ

ねったのです。そこで考えたのが、こういうタイトルです。「私へのご褒美講座」とか「女
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性のための心の栄養補強講座」。こういうタイトルにして、もちろんそれなりのイラストも

入れて、文字の字体もちょっと躍らせて、そうしたら参加希望者が２倍、３倍になった。タ

イトルで人を呼ぶということ、これはすべての職員が心掛けるべきだろうと思います。

そうすると皆さんがどういう立場にいるのかということです。広報広聴の担当者というの

は、職員みんなに広報広聴能力を広めるための政策の司令塔です。職員みんなが広報広聴能

力を持ったら、皆さんは要らないという話ではないのです。皆さんは永久にその存在意義が

あるのです。政策の司令塔、皆さんが広報広聴のマネジメントを握っているのです。ただ問

題は、職員みんなにどういう案内、パイロットをするかということなのです。

５．“まちづくり型広報”＝住民がわがまちに目を向け・関心を持ち、まちづくりに参画する気

になる広報のすすめ

　これからの広報というのは、まちづくり型広報の視点が必要ではないかと思っています。協

働の時代ですから、「住民がわがまちに目を向け・関心を持ち、まちづくりに参画する気にな

る広報のすすめ」です。

　⑴　広報目標（広報ニーズ）を明確に

何のための広報かということを明確にするために、担当課のスタッフが広報ニーズを共通

認識する必要があります。先ほどの「路上喫煙防止条例」がいい例です。これは恐らく職場

の中で話し合っていないのです。こんなに大事な条例が可決されたのをどうやったら住民に

伝わるだろうと職場の中で話し合っていれば、こんなキャッチコピーは出てこないと思いま

す。現に一番新しい川口市のホームページでこの部分を何と言っているかというと、「路上

での喫煙はやめましょう」。なぜ最初からそれが言えないのだということです。話し合って

いれば非常に単純で素直なせりふが誰かの口からぽっと出てきて、「それがいいじゃないで

すか」となったのかもしれません。

　⑵　“生活予報”から広報ニーズを先取りする

政策研修で私がよくやるのは人口推計です。「一体僕ら自治体の仕事というのは誰のため

の仕事？」と言ったら、もちろん住民のための仕事です。その住民が、今どういう人口構造

なのか、５年後は、10年後は、15年後はどんな人口構造になっていくことが予想できるのか

というところから、広報のニーズを把握しようではないかというやり方をとっています。こ

れを私は生活予報と言っているのです。

例えば、皆さんのほとんどの自治体で平均家族人数がどんどん減っています。家族が小さ

くなっています。15年後は平均家族人数２人を切ってしまうところが相当あると思います。

つまり福祉の世界で言われる自助・共助・公助の自助の力がどんどん低下していく。今はそ
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ういう時代です。自助というのは、自分のことは自分でできる。そうすると、誰が代わって

カバーするか。例えばごみ出しの日に、高齢者一人暮らしの方、自分が熱を出したらごみを

出せないですね。さあ、どうする、行政がやるか。私はそういうことは行政の仕事ではない

と思います。むしろ、ご近所の底力です。コミュニティというものを強化していく、向こ

う三軒両隣、あるいは自治会、町内会、NPO、ボランティア、みんなで助け合う社会です。

そうすると、これから広報を進めていく上で、助け合いの社会、新しい公共を目指していく

にはどんな広報が必要かということも、人口推計をやりながら、生活予報をやりながら私は

広報ニーズを把握するということを、広報担当のころによくやっていました。

　⑶　「プロセス広報」のすすめ

例えば文化会館を造る。従来の広報ではキセル広報と言うのですが、起工式のときに議長

と市長が並んで鍬入れか何かに、カメラに向かって歯をむき出して写真を撮っている。で、

１年半ほうりっぱなし。それで１年半たって、「いよいよ市民待望の○○文化会館、来月完

成」なんて、誰も待望なんかしていません、忘れていますよ。まちづくり型広報からすると、

毎月、囲みでいいから、「今文化会館の建設工事はこうなっていますよ」。来月号になると、

「文化会館の建設用地を確保するために、近所の方々の熱い、温かいご芳志で…」。あるい

は、その次になると「この文化会館ができたときに、こんな活動をしようというので、市民

の間でこういう動きが広がっています」という形で、それで初めて「市民待望の」とタイト

ルとして付けてもいいのですよね。プロセス型の広報、つまり世論をまちづくり型に変えて

いく。皆さんの着眼点次第では、広報の力というのは相当なものがあります。

　⑷　「対面広報」のすすめ…施設案内、出前講座

これは私が広報を担当しているときに、ちょっと力を入れました。要するに、実際に市内

の案内、施設めぐりですが、対面型で広報できますので非常にインパクトが強いものとなり

ます。

　⑸　ガイド型広報…「文化の伝達者」として、“人とまちをつなぐ”広報を

ガイドは文化の伝達者と言うのです。阪神・淡路大震災のあった翌日、滋賀県彦根市で私

は講演を頼まれていたのです。新幹線が止まって行けないだろうと思ったら、夜中の12時ご

ろ彦根市から電話があって、「浦野さん、うちの方は震度５ぐらいで、大した被害はないか

ら、予定どおり明日やります。」と言うのです。翌日大変ですよ。午後からの講演会でした

が、朝早くから新幹線を乗り継いで乗り継いで行きました。時間があったから、新幹線の中

であらかじめ彦根市が送ってきた市勢要覧を読んでいたのです。こういうページがありました。

評論家の田原総一朗さんは彦根市の出身だそうです。彦根というのは城下町です。城下町
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というのは、あまり道路が一本どんという都市計画はしません。特にお城の近くは、ちょっ

と道路があるとすぐにどんと突き当たる。また行くと、どんと突き当たる、またどんという、

かぎ型の都市計画をやります。その突き当たったところを、どん突きと言って、家も、どん

突きの家。田原総一朗さんはそのような家に生まれたようです。そして、育った彦根市にあ

まりいい印象を持っていなかったと書いてありました。ところが長じて評論家となって、生

まれ故郷で講演を頼まれた。早めに駅に着いたら、市役所の職員が迎えに来てくれて、「先

生、まだ講演会まで時間がありますから、久しぶりに市内をご案内しましょう。随分変わっ

ているはずですから」などと言われて車に乗って案内された。

城下町の中というのはあまり変わっていない。自分が生まれ育った家のそばに来た。市役

所職員の案内を聞いていたら、どん突きというのは、これはご承知のとおりですが、戦略上、

城下町に敵が攻めてきたときに、そのどん突きの家で、中から兵隊が敵を迎え撃つ。だから、

どん突きの家というのは壁が厚くて中が暗いのです。だから、じめじめしている。２階の窓

はというと小さな窓が幾つかあるだけです。その造りは戦略上の話で、２階の窓も敵が攻め

てきたときに内側から銃身を差し込んで迎え撃つ。また、ここからお城に行くメーンスト

リート、松並木でしたが、あの松並木というのは、一朝事があったときは、生ですぐ燃やせ

たり、平和のときは松脂で武具甲冑を修繕したりという話を聞いていったら、「なるほどな。

昔の人は偉かったな。それはともかくとして、風景には意味があるんだな」ということに気

が付いた。そうしたら、生まれ故郷の彦根市がとても好きになったという趣旨のことが、こ

こに書いてあるのです。

私は、これを読んでいて、町を案内した市の職員は偉いと思いました。これはガイドを

やっています。ガイドは文化の伝達者と言うのですね。これからまちづくり型広報というの

は、広報でガイドをやって欲しいですね。まちの生活様式にも、風景にも、それぞれ意味が

あるのです。その意味を解きほぐして、市民、住民に伝えていく広報を皆さんには期待した

いと思います。

　⑹　“横割り行政創造型”広報

行政というのは縦割りになっているでしょう。別に縦割りは悪いことはないです。私は縦

割りというのはとても効率的でいいなと思っています。では、何が悪いかというと、縦割り

しかやっていないのです。例えば男女共同参画推進室ができた。行政というのは縦割りで、

事務分掌規則で推進室のところに「男女共同参画社会に関すること」と書いてあるわけです。

ほかの課には書いていないのです。そうすると、「男女共同参画社会のために推進室をつ

くったのなら、うちの課には関係ないよ」というたこつぼ根性が広がっていくのです。そん

な根性で21世紀の最重要課題の男女共同参画社会が実現できるかというと、できるわけがな

いのです。男女共同参画的に道路整備をするとどんな道路整備の仕方があるのか、PI（パブ
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リックインボルブメント）、あるいは男女共同参画的に農業の振興をすると家族契約制度と

か、男女共同参画社会の実現に向けて、役所のすべての職場のすべての仕事を男女共同参画

的に行っていかなければいけない。そういう視点で皆さんが広報紙を作っていくことによっ

て、縦割り行政もいいのだけれども、横割りネットワークを広げることができるかもしれま

せん。

これも着眼点次第です。それが自治体の広報のあり方だと僕は思います。行政広報ではな

い。今は自治体広報です。時代の流れです。かつてはおしらせ版中心で、今は対話型のパー

トナーシップ型の時代です。

　⑺　ファシリテーション広報

住民の方々が持っているやる気、まちづくりに参画したいという気持ちを引き出すような

広報に取り組んで欲しいですね。

６．広告媒体の使い方

広報のメディアという話とパブリシティです。①メディアの広報紙、市勢要覧、テレビ、ラ

ジオ、ホームページ、その他。この「その他」のところにフェイスブックなりツイッターなり、

今デジタルサイレージという電信看板という考え方も出てきています。私も以前少し手がけた

ことがありますが、それよりもどんどん進化しています。

メディアの進歩というのはすごいですね。ですから、どんな広報でも可能だと思います。何

でも可能な高技術社会で一番重要なことは何かといったら、需要をきちんと定めることです。

何を広報すべきか、なぜそれが必要か。高技術社会で不可能なことはなくなった今日、大事な

ことは需要を明確にすることではないかと思います。
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～ 正しい情報を速やかに公表するために ～

・情報を共有し速やかに公表できる仕組みをつくる
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「危機発生時の広報」提言書

 豊 中 市　棚田　洋成

 岸和田市　脇本也須子

 阪 南 市　石橋真佐子

自治体にとっての「危機」とはどういったものであろうか。「危機」というと大災害やパンデ

ミック、財政危機などを思い浮かべがちであるが、住民の信頼を失墜する「不祥事の発生」もま

た、自治体の「危機」といえるであろう。

近年、自治体に向けられる住民の視線は非常に厳しく、住民の信頼を得るためには情報の公表

は不可欠であり、その対応がその後の信頼を左右することになる。

では、危機発生時に、自治体はどのように対応すればよいか。第１章では危機発生時の自治体

における広報の現状課題を提示し、第２章で講義の中で参考となった具体的な事例を紹介する。

そして、第３章で、課題を解決するために、現場でどういった取り組みを行い活用するかを提示

したい。

第１章　自治体広報におけるマスコミ対応の課題

１．発生から公表までに時間がかかる

情報を公表するにあたり、記者からの問い合わせに対して完璧に受け答えができるよう事実確

認や原因の特定（いわゆる５Ｗ１Ｈ）を優先しがちである。そのため、情報収集に時間がかかり

発表が遅くなりがちである。この情報収集による公表の遅れが“情報の隠ぺい”や“危機意識の

希薄さ”と捉えられてしまうこともあるため、いかに迅速に公表できるかが重要である。

２．公表内容が自治体目線になりがちである

「たいしたことではない」「実害がない」という自治体側の判断で公表しなかったり、公表し

たとしてもわかりやすく伝えるという姿勢でなかったり、目線が自治体主体になってしまう傾向

がある。

３．庁内でマスコミ対応の意識共有ができていない

危機発生時には、公表が必要であることがわかっていても、実際に直面したときにどうすれば

よいかが組織的に周知できていない。危機的状況に対する経験の少なさに加え、情報提供のため

の具体的な基準などが明確にされていないことも要因としてあげられる。
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　また、マスコミに対して苦手意識のようなものも見受けられる。

第２章　危機発生時に「理解される広報」につながる事柄

マスコミの取材視点には、「逃げると追う」「隠すと暴く」「疑惑からスタートする」という

特徴が見受けられる。そのため、初期の段階で対応を誤ると、必要以上に大きく報道されること

になり、公表の時期や対応に問題はなかったかなど自治体の危機意識を問われる「ネガティブ

キャンペーン報道」に繋がってしまう。

記者会見の際にマスコミに与える印象によって、その後の報道が左右されることをしっかり認

識し、記者の心理を考えた対応が必要である。ここでは、マスコミ対応の基本テクニックとして

講義で参考となった事例を紹介する。

１．メラビアンの法則を知る

アメリカの心理学者メラビアンによると、話し手が聞き手に与える印象は、表情や仕草などの

視覚的情報（55％）、声の質や大きさなどの聴覚的情報（38％）、話の内容（７％）の順に影響

が大きいとされている。（メラビアンの法則）

話す内容だけでなく、メラビアンの法則に代表される表情や仕草、口調などが記者に与える影

響についても十分考慮した上で会見に臨むことが必要である。

２．見識のある対応と潔さを示す

記者会見は法的責任を問う法廷とは異なるという認識も必要である。「責任」には「管理責

任」「法的責任」「社会的責任」「道義的責任」「経営的責任」の５つがある。一般的には管理

責任や法的責任に目が向きがちであるが、記者会見では社会的・道義的責任にもしっかりと目を

向け、まずは「お詫び」と「反省」の言葉を述べることが必要である。また、記者会見では、見

識のない「責任回避的発言」「身内意識的発言」「配慮なき発言」などは批判や非難の対象とな

るため、注意が必要である。

３．取り組んでいる姿勢をメッセージ性の強い言葉で示す

マスコミや住民からの理解を得るためには「懸命に取り組んでいる」「為すべきことはやっ

た」というメッセージが伝わる言葉を選ぶことが重要なポイントである。メッセージ性の強い言

葉としては、“放ってはおかないが、簡単ではない。ゴールを探している”という意味で「模索

している」、“納得できるものではないが、今、問題を解決するためにやむを得ず決断した”と

いう意味で「苦渋の決断（選択）」などがある。
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４．今後の方針や意思を明確に伝える

住民の不安感を取り除くために重要となるのは、今後の方向性や意思を具体的に示すことであ

る。「少なくとも、○○に着手する」「遅くとも○○までにはメドを示す」など、担当の努力目

標を言葉で伝える。また、最初に示した目標が達成できそうにない場合は、きちんと対応するこ

とも不可欠である。

５．「ブリッジ話法」の活用など話し方にも工夫する

因果関係を問われる質問に「否定」の姿勢で答えてしまうと、訴訟につながるような対立感情

を生じさせてしまいかねない。何らかの因果関係があったのではというスタンスで答え、報道を

通じて与える“住民感情”に配慮が必要である。

また、記者と議論してしまうと反感を招いてしまう。「ご指摘はごもっともですが－」「ご批

判はよくわかりますが－」と、相手の意見をいったん受け止める「ブリッジ話法」を心がける。

６．質問の回答は心理効果を狙う

「なぜ？」という質問に対し、「●つの理由がある」と提示して話す。予め理由の数を示すこ

とで聞き手が整理しやすくなる効果と、問題をはっきり認識した上での判断であるという納得感

を与える効果がある。理由をいくつか提示し断言して答えるように心がけることが大切である。

７．記者会見は状況次第で何度でも行う

状況が変わる都度、記者会見を行い「現段階では」という姿勢で継続して公表していく。情報

が不足すると記者は少数の「批判的コメント」をあたかも多数の住民の意見かのように報道する

という手段をとることもあるため、情報は十分に提供するようにしなければならない。記者会見

を重ねることで自治体側の誠意と努力のプロセス、一生懸命さを訴えることができる上、記者と

のコミュニケーションを図ることもできる。また、新たな情報がなくても定期的に記者会見を開

くことで自治体の姿勢を示すことができ、場合によっては記者会見自体がニュースになることも

ありうる。

第３章　正しい情報を速やかに公表するために

住民にとっての情報源は、マスコミから発せられる情報が主となる。そのため、マスコミがど

う理解し、どう報道するかがカギとなる。マスコミを味方につけ、理解を得た報道とするために

は、危機発生時にどのようにマスコミに対応したか―クライシスコミュニケーション―が非常に

重要になってくる。対応を誤らないためには「情報を共有し速やかに公表する仕組みづくり」

「マスコミ対応のスキルの向上」「マスコミとの関係づくり」が必要である。「住民のために公
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表する」ことを考えれば、自ずと公表のしかた、内容が見えてくるはずである。

１．情報を共有し速やかに公表できる仕組みをつくる

公表の遅れによるデメリットを認識し、速やかに公表できるよう、公表までの流れや手段を庁

内に浸透させなければならない。そのためには、わかりやすいルール作りが必要となる。

例えば「担当者を第１次報告者、その上司を第２次報告者、第３次報告者と定め、それぞれが

30分以内に上司に報告し、危機発生から２時間以内に記者会見を開く。また、その後の経過報告

も同様の手順で定期的に行う」といったものである。迅速な公表が最優先であるため、収集でき

ていない情報については、その時点で把握できている情報を今後の目安などと合わせて公表すれ

ばよいのである。

２.マスコミ対応のスキルを磨く

第２章で述べたような、マスコミ対応の具体的なテクニックを身に付け、記者の心理を理解し、

マスコミの理解、住民の理解を得るような情報提供を行うことが大切である。危機発生時には対

応に追われ、視野が狭くなりがちである。そういった状況では、より一層落ち着いて対応しない

といけないため、マスコミ対応のスキルを磨き、心理的な余裕を持って対応にあたることが必要

である。

３．マスコミと良好な関係を築く

記者とのコミュニケーションはなにも危機発生時に限ったことではない。普段から自治体で行

うイベントや行事などの情報を提供する場面も多いはずである。そういった際に記者と風通しの

よい関係を築いておくことも大切である。マスコミに対する苦手意識を捨て、うまく関係を築い

ておけば、自治体に対する理解も生まれやすく、プラスになる報道にもつながる。また、記者か

らの取材には常に協力する姿勢を示すべきである。
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はじめに

私が電通PRセンター（現・電通パブリックリレーションズ）に入社したのは、この会社が創

立されてからまだ半年の頃でした。それ以後、広報の草分けのような仕事をしてきました。ルー

ルもマニュアルも参考書もない中、企業広報や自治体のイベント広報などの企画立案を手探りで

やってきました。当時は教えてくれる上司もいなかったので、全て自分で考えて自分で失敗し自

分で学ぶことで、ノウハウを蓄積してきました。

今日お話しすることにも、本で学んだことは一つもありません。全て私が体験したことをまと

めたものなので、理論・理屈ではなく、実践的です。危機はいつ、どんなことが、どういう形で、

降りかかるかは分かりませんから、私の経験の中から「なるほど」「やっぱりそうだったか」と

合点がいくことを一つでも二つでも学んでいただければ、皆さんの血となり肉となると思います。

広報には相手がいるので理屈どおりにいかないところがあり、大学院を出ていくら本を読んで

勉強しても、実務では何もできません。クレームを言ってきたり、サービスに対しておかしいで

はないかと指摘してきたりする住民だけでなく、手強いマスコミがいるので、一筋縄でいくはず

がありません。

今回、Ｏ市で起きたいじめと自殺の問題は、世間やマスコミ、保護者に対する情報発信のまず

さの典型です。３年前、栃木県Ｋ市でいじめによる自殺問題が起きたときも大問題になり、私は

文部科学省から講演の依頼を受け、仙台、東京、大阪、福岡の四大都市で地域の校長先生や教育

委員会の委員250～300名を対象に、12月から翌年３月まで毎月１回ずつ、「いじめ･自殺問題が

発生した場合のマスコミ対応」というテーマで緊急のセミナーに出席しました。文部科学省では

そのときの内容をマニュアルにして配付したのですが、残念ながら、それを読んでも理解しなけ

れば役立ちません。

それはなぜでしょうか。公務員という性格のせいもありますし、学校の先生の勤務考課という

こともあるかもしれません。企業は、対応を間違えれば倒産するか、株価が下がるか、従業員が

リストラされるか、とにかく生活の基盤を失うのですが、公務員はそういう状況に追い込まれな

いからかもしれません。直接の担当者は苦労しますが、組織全体としてはあまり真剣に考えてい

ないように感じます。

危機発生時の広報は、その原因がこちら側にあるため、平常時の広報と違って非常に難しくな

ります。住民、マスコミ、議会が厳しい批判、疑惑の目でこちらを見て、コミュニケーションが

「危機発生時の広報 －マスコミ対応の基本知識と心得－」

講　師　田中　正博　氏（株式会社田中危機管理広報事務所　代表取締役社長）

実施日　2012年７月10日（火）

講義録
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断絶する中で、コミュニケーションを図るのは難しいのです。そういう危機が起きたときどうし

たらいいのか、という要点を幾つかお話しします。

Ⅰ．危機発生時の初期対応の基本知識

Ⅰ－１．マスコミの取材視点を知る

まず、第一の取材視点ですが、マスコミ記者は、よく「逃げると追う」「隠すと暴く」と言

います。逃げても批判報道は避けられないのに、取材から逃げてしまうケースが多いようで

す。また、なんとか隠そうとしてしまう。Ｏ市のいじめ問題でも、マスコミ報道で追い込まれ

るまでアンケート調査の全貌を出しませんでした。マスコミは「あれは隠したのだ。隠すのは

なにか、やましいことがあるからだ」と見ます。組織ぐるみの隠蔽は、マスコミにとって一番

のビッグニュースです。Ｏ市のケースはまさにその形になりました。「逃げると追う」「隠す

と暴く」というマスコミの特性を知っておけば、マスコミ報道でこれほど批判と非難を浴びな

かったかもしれません。

二つ目の取材視点は、「疑惑からスタートする」点です。マスコミの記者は、危機が生じた

とき、皆さん方がＡと説明しても「はい、分かりました。Ａですね」とは思いません。必ず、

Ａの後ろにまだ話していないＡ’があるのではないか、Ａ”があるのではないかという疑惑か

らスタートします。従って、そのような疑惑を生じさせない説明の仕方が、とても重要になり

ます。逆に言うと、記者が自分の疑いが誤解であり先入観を持って接していたのだということ

が分かると、「何だ、そういうことだったのか」ということで、途端にニュース性が下がるの

です。ところが、10の事実のうち２～３は言わなくてもいいだろう、そこまで話さなくてもい

いだろう、と考え、７しか話さないと、記者は「何か隠していることがあるのでは？」という

疑惑を抱き、一過性の報道で終わらないで、何度も報道し続ける“キャンペーン報道”になっ

ていきます。

三つ目は「原因は何か」です。何かがあったとき、検事でも警察官でも裁判官でもないのに、

記者は必ずその原因を特定しようと食いついてきます。この場合、原因が個人的である場合に

は、報道はしますが、キャンペーン報道されるケースはありません。たとえば、万引き、盗撮、

酒気帯び運転などのケースがこれに当たります。その反面、組織的、構造的な背景がある場合

は違います。例えばＯ市のいじめ問題は学校ぐるみ、教育委員会ぐるみで隠蔽したために大

キャンペーン報道になりました。あれは意図的に情報を組織的隠蔽したのだと見られたためで

す。また、上司がその不祥事を知っていながら「大したことではないからマスコミに公表する

必要はない」と判断して公表しなかったとします。後でこの事実をマスコミがキャッチした場

合は、“組織的な隠蔽”として、途端に大きな問題になります。

四つ目は、「公表がなぜ遅かったのか」。不測の事態が発生した場合、マスコミが意外に一

番問題にするのが行政の「公表の遅さ」です。何が起きたかというよりも、公表の遅さの方が
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大きな批判の対象になります。

冷凍ぎょうざ事故もそうでした。最初の被害はＣ市で起きたのですが、その公表が遅れ、そ

の後、兵庫県のＴ市や千葉県Ｉ市で第二、第三の事故が起きました。最初の事故発生の時点で

「原因不明ながら、冷凍ぎょうざで重篤な食中毒が発生した」ということが公表されていれば、

冷凍ぎょうざに対して人々は注意するはずです。原因の特定に役所が迷走し、この結果、公表

が遅れ、第二、第三の食中毒事故を招いてしまいました。このケースでは「公表の遅れ」が批

判されました。

原因は分からなくとも冷凍ぎょうざを食べた親子が嘔吐と下痢をしたという情報が保健所に

入ってきたとき、「この母親がうそをつくはずがない」と考え「ひょっとしたら何らかの因果

関係があるかもしれない…」と考え、「冷凍ぎょうざに注意、親子が食中毒？」という情報発

信をしていれば、消費者は気を付けていたでしょう。

マスコミは、役所が自らの意思で先に公表すると、自浄作用があると見ますが、反対に、役

所がまだ発表していないことを、マスコミが情報提供で知った場合には、隠蔽しようという気

持ちがあったのでは？　と考え、疑惑と批判の視点から報道します。

Ｋ市で工場団地の造成をする際に計算ミスをしてしまい、運搬する土砂の量を実際より少な

く見積もってしまいました。受注した土建会社が取りかかったところ、大変な量になることが

分かりました。ミスに気付いた役所は契約をやり直し、金額を増やして工事を続けました。工

事は適切に終わり、実害はなかったということでそれを公表しませんでしたが、これがマスコ

ミで批判され、市は職員を処分する事態にまでなりました。「実害がないから、公表しなくて

もいいのでは…」という考えは、マスコミは「ミスを隠蔽している」ととらえます。公表しな

いこと、それ自体が、まずマスコミにたたかれることを注意してください。「実害がなかった

から、あえて公表しなかった」と言いますが、実害がなくても、それを公表することによって

注意を促し、第二、第三の同様の事件が予防できます。マスコミが指摘するのはこの視点なの

です。

コンプライアンスとは「決められたルールで、決められた手順で仕事をすること」です。

従って、「実害はなかった」では済みません。

五つ目は、「起きたことにどう対応したのか」です。起きたことは仕方がありません。その

後、事実を速やかに公表したのか、その後の判断・対応に問題はなかったのか。これを必ずマ

スコミは追及してきます。

それを教えてくれる事例をご紹介します。Ｍ県の口蹄疫問題は歴史に残る自治体の危機でし

たが、同じ問題が起きたときの広島県の対応は見事でした。４月20日にＭ県の口蹄疫が国で認

定されたその２か月後の６月７日、広島県庄原市で、口蹄疫に似た症状のある牛が見つかりま

した。まだ疑惑の段階でしたが、県は直ちに公表しました。これまではDNA鑑定と写真鑑定

をし、農林水産省に情報を出し、合議を取り付けてから発表していましたが、広島県はＭ県の
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先例を見て、それでは対応が遅くなるとして、６月７日の昼に緊急記者会見で発表しました。

夕刊の締め切りにぎりぎり間に合う時間帯ですし、テレビの６時のニュースにも間に合います。

「Ｍ県から庄原市に飛び火した」と、地元は大騒ぎになりました。

これに対して、広島県は同日午後５時に再度、緊急記者会見を開き「DNA鑑定の結果、陰

性でした」と発表しました。県民を不必要に狼狽させ、パニックを起こしてはならない、とい

う理由から、確実な情報を確認してから公表するのが、従来の役所の考え方でしたが、今回の

県の判断はそうではなかったのです。事実確認をしてから公表するのでは間に合わなくなる。

直ちに庄原市近辺の牛の移動、車の移動を禁止し、職員を待機させ、消毒薬などの備品を準備

し、DNA鑑定が出る午後５時を待ったのです。

非常に難しい判断でしたが、連絡の届きにくい小規模農家にも注意を促す情報が届くために

は、マスコミによる報道が最も早く効率的だと考えたのです。対応の目線が小規模農家に向け

られたのでした。これが自治体の緊急事態発生時の情報発信のあるべき姿です。「５Ｗ１Ｈ」

を確認してから判断し情報発信しよう、という考え方は、インターネットやツイッター、ブロ

グ、メールがない古きよき時代の情報伝達ルールといえます。

この広島県の判断は非常に異例ですが、不測の事態が発生した場合の情報開示として、一

石を投じたといえます。「口蹄疫、情報をいつ公開したらいいのか。早くか、DNA鑑定後か、

悩む自治体」と見出しを付けた報道記事は全面的に広島県の対応を評価しています。

Ⅰ－２．マスコミ対応の基本認識

「住民にはマスコミを通した情報がすべてである」ということを認識する必要があります。

ある問題が起きたとき、行政が地域の全市民、全町民の一人ひとりに肉声で伝えることは不可

能です。住民は報道を通じて自治体がその問題にどう対応しようとしているか、またはどう対

応したか、を知ります。従って、マスコミ記者に対する行政からのメッセージ力がとても重要

になります。皆さんが記者やカメラマンに対する説明でどういう印象を与えるかが、その後の

マスコミの報道等に非常に影響を与え、結果的には住民の行政への信頼感を左右することにな

ります。

不測の事態が起きたとき、報道は避けられません。どうせ報道されるならばマスコミからの

疑惑の報道や批判の報道をより少なくすることが、危機管理広報の要諦です。そのためには殺

到する取材に対して「協力の姿勢」を示すことです。具体的には「スピード対応」です。「５

Ｗ１Ｈ」に関わらずに、今、分かっていることを説明することです。内閣安全保障の初代室長

の佐々淳行さんは「危機が生じた場合は、一何の原則が大切である」と言っています。一つの

What（Ｗ）、一つの異常、変化に気が付いたら、即、情報を上司に伝える。５Ｗ１Ｈを確認

してからでは遅すぎるという意味です。

スピード対応をもっと具体的に示すのが「２時間以内の記者会見の実施」です。危機が発生
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した直後で全体像が分からなくても「２時間以内に記者会見を開きますので」という連絡をマ

スコミにすることが大変重要な意味を持ちます。理由は、マスコミ記者にとってデスクに「ま

ず第一報」を送ることが急務の課題だからです。記者は当たり前のことですが、「５Ｗ１Ｈ」

を直ちに把握することはできないことを承知しています。しかし、デスクにとにかく第一報を

送らなければならない立場に立たされています。だから、情報の提供を急ぐのです。この心理

を知らないで「何も分かっていない段階で記者会見をやってどうするのか。やり込められるに

決まっているではないか」と反論する人がいますが、違うのです。マスコミの記者にとっては

役所側が「記者会見をすること」がニュースなのです。しかも、役所から全ての情報を聞きだ

せるとは思っていません。たとえば、死亡者が出たような事故の場合は役所からの情報だけで

はなく、病院の情報、警察の情報、目撃した住民の情報など同時に複数を取材します。従って、

仮に５Ｗ１Ｈの２Ｗしか分からなくても２Ｗを説明すればいいのです。

「５Ｗ１Ｈが分からないから記者会見ができない」と躊躇すると、マスコミは厳しく責め立

ててきます。責め立てられてようやく記者会見を開いたとしても、「対応が遅い」という批判

的トーンの報道になってしまいます。

Ⅰ－３．クライシス・コミュニケーションの「三つのキーワード」

取材への協力を示す具体的な方法で最も効果的なのは、今説明したように「２時間以内に迅

速な記者会見を行う」ことです。これが「クライシス・コミュニケーション」と呼ばれる対応

行動です。これは危機が発生した場合のコミュニケーションの在り方を示す言葉で、「スピー

ド」「情報開示」「社会的視点からの判断」という三つのキーワードがカギになります。

前述したように、危機が生じたときはスピードこそ命です。因果関係を確認してから対応す

ると「遅すぎる対応」として厳しく批判されます。

その典型的な例が福島第一原発です。今、ようやく明らかになりましたが、事故が起きた直

後の昨年３月29日の「産経新聞」の記事では、何時何分にどの記者会見で官房長官が何を説明

したかを整理していました。官房長官の情報発信の仕方がどうしても解せなかったのでしょう。

「朝日新聞」も今年３月、政府の広報について、全く同じ手法で時系列的に整理しています。

このことから、マスコミの視点は同じだということが分かります。

３月29日の「産経新聞」は、この記者会見は意味が分からないと疑問視しています。たとえ

ば、最初は半径２㎞の避難指示をしたのに、わずか30分後にはそれを３㎞に拡大しました。そ

れは「念のための指示だ」ということですが、何に対する念のためかという説明がなかった。

同じように、翌日には10㎞圏内に避難指示が拡大しました。「最悪のケースに備えてお願いし

ている」という説明でしたが、最悪のケースとは何なのかという説明がありません。さらには

それが20㎞に拡大されましたが「10～20㎞の住民に危険が生ずるものではない」という説明で

した。危険が生ずるものではないのに、なぜ避難しなければいけないのかという納得できる説
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明がありません。避難指示が30㎞に拡大したときには「万全を期す観点からも30㎞以内は避難

してくれ」ということでした。産経新聞は「こういう記者会見は住民に不必要な疑心暗鬼を増

幅させるだけではないか」と疑問を提示しています。

その結果、昨年６月、東京女子大学の災害心理学の広瀬弘忠教授（当時）が毎年行っている

国民アンケートでは「国からの災害情報が最も信頼できないものであった」という結果が出ま

した。59％の国民が国からの情報を信頼していません。一方、地元の自治体の情報は、地元に

密着しているために信頼度が高いという結果が出ました。さらに昨年12月、三菱総合研究所が、

災害管理の情報に接してどの機関からの信頼度が低下したかを調べた結果でも「政府の情報の

信頼度が最も落ちた」というものでした。今年になって原子力安全・保安院が自ら行った調査

でも「ツイッタ―より信頼性が低かった原子力安全・保安院の情報」という結果が出ました。

このように三つの調査結果が全て、国からの情報が信頼されていないことを物語っています。

５月28日の国会事故調査委員会では、「国の情報発信と国民との意識にズレがあった」、ある

いは「SPEEDⅠ（緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）の情報の公表が遅れた

ことが信頼失墜の原因である」とされました。

危機発生時の情報発信のカギ「クライシス・コミュニケーション」の３つのキーワードが欠

けると、どういう結果になるか―、を示した典型的事例だといえます。

Ⅱ．取材対応や記者会見の基本知識とノウハウ

Ⅱ－１．「メラビアンの法則」を知ること

突然、危機が発生してマスコミから取材が来た場合の対応ノウハウについて説明します。ま

ず、「メラビアンの法則」を知っておいてください。これは心理学のアルバート・メラビアン

氏が「話し手が聞き手に与える印象は何で決まるか」について膨大なデータを分析した結果、

1971年にまとめた法則とされます。それによると、相手に与える印象度は、話す人の表情やし

ぐさ、見た目などの「目から入る情報が55％」、声の質、大きさ、テンポなど「耳から入る情

報が38％」、そして「話の中身で左右されるのはわずか７％」だということです。

話の中身こそ一番印象度が高いのではないのか。誰でもそう思いますが、そうではないとい

うのです。例えば、今日、私が皆さん方に『実践・自治体の危機管理』という私の著書と今日

の講演のレジュメ、及び紹介した新聞報道の記事を全員にお渡しして「ここに同じ内容が記載

してありますから、これで私は失礼します」と帰ってもいいはずです。私が言いたいこと、紹

介したいデータや事例は、すべてそこに書いてあるからです。しかし、著書や資料を渡すだけ

では、私が強調したい点や注意したかったことを伝えることは十分ではありません。面と向

かって話すことで、私の言葉の中から、皆さん方がそれぞれに何かを感じてくれ、得ているの

です。

マスコミの記者も同じで、プロである以上、もらった資料で記事にすることはできます。し
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かし、この担当者がどういう問題意識や意欲をもって、この問題に取り組もうとしているのか

という姿勢は、活字情報からでは読み切れません。担当課長、担当部長、首長に会ってインタ

ビューし、相手の話す表情や話し方や身振りなどから、「この課長はこの点について問題意識

を持っている」「真剣に取り組もうとしている」「この点で一抹の不安を抱えている」といっ

たことを読み取り、記事で「新しい○○課長は、～について期待の成果を上げる余裕を見せ

た」などと表現するのです。このように、人物像や心理に触れた記事はニュースリリースだけ

では書けません。

マスコミの記者は、よく「おれたちは人相見だ」と言います。役所の記者会見で初めて課長、

部長を見たときに、その人がどういう見識や意気込みを持って取り組もうとしているのか、あ

るいは、不祥事を起こしたことに対して、どういう問題意識を持って取り組もうとしているの

か―、などを表情で見定めるというわけです。まさに「メラビアンの法則」です。従って、無

表情で説明するのではなく、つらいときには苦渋の表情で、意欲満々のときは声を一段大きく

話すことが大切です。必死になって全力で取り組んでいるという姿を、情熱を示さなくてはい

けません。これがメラビアンの法則の教えるところです。

Ⅱ－２．マスコミ対応では「見識」と「潔さ」が問われる

緊急記者会見やマスコミの取材では、対応する側の「見識」と「潔さ」が問われます。問題

が起きたことに対して、真摯な姿勢、反省の姿勢、再発防止の姿勢を見せないといけません。

これまで何人かの大臣が「失言」で辞任に追い込まれました。いわゆる「配慮のない失言」

「見識にかけた発言」が原因でした。緊迫した状況での記者会見やインタビューで気を付けた

いのは「役所の内部や上司の顔を念頭に置いた発言」をすると、たいてい失敗します。「目が

内部を向いている」からです。危機発生時は、住民、納税者になんらかの迷惑を掛けているの

ですから、常に「住民、納税者に目線を置いた発言」をすることが大切です。この目線を持っ

て発言する限り、「配慮のない」「見識にかけた」「責任回避的な」表現は避けることができ

ます。

次に、潔さを示すには「おわびと反省」の言葉を述べるしかありません。危機事象は起きて

いても原因はその時点ではまだ分からないケースがよくあります。そのような場合でも、とに

かく住民に何らかの被害や迷惑や不安感を与えたのですから、まず冒頭におわび、または反省

の言葉を述べるようにします。隣近所の関係でも、隣の敷地に自分の庭の木の葉が落ちれば、

実害はなくても謝るでしょう。相手は「いいのよ、どうせ肥料にするから」と言うかもしれま

せんが、おわびするのが社会人として当たり前のことです。ですから、とにかく潔く、まずお

わびと反省の言葉を述べなくてはいけません。

ところが、実際にはこれがなかなか出てきません。多分、頭の中に公務員が軽々に謝ると後

で損害賠償になったりしたときに責任を問われるという考え方が染みついているからでしょう。
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公務員はすぐに「管理責任」と「法的責任」を考えてしまいます。もちろんそれは重い責任で

すが、記者会見の場で問われるのはそれだけではなく「社会的責任」と「道義的責任」です。

従って、必ずしも「法的責任」や「管理責任」を認めておわびするのではないことを知ってお

きたいものです。

例えば、ゴミ焼却炉を造る計画があり、市の担当課では２年間にわたって住民説明会を10回

実施し、ほぼ地元の住民の了解が得られたと判断し、いよいよ着工しようとした時に、地元住

民の数名が突然、反対運動を起こすという緊急記者会見を開いたとしましょう。記者会見に出

た記者が、すぐ担当課に取材に来て「さきほど、○○地区の数人の有志の住民が～の理由を挙

げて反対運動ののろしを上げて記者会見をした。どう思いますか」。このときの応対の仕方一

つで、報道トーンが変わってくるのです。

もし、次のように応答したらどうなるでしょうか。「市はこれまで過去２年間に10回の説明

会を開き、１回当たり２時間、合計20時間かけてあらゆる資料とデータを開示して説明を重ね

てきました。市としては、十分に説明責任を果たしたという認識を持っております」。これは

理路整然、毅然とした対応ですし、事実を言っています。ところが、こういう説明を受けた記

者の反応は「課長、待ってください。課長はそう言いますが、今日、地元住民の５人がこうい

う理由で反対だと言っているのです。ということは、これまで10回、20時間説明したかもしれ

ませんが、結果的にはこの方々には理解されていなかったということでしょう。違いますか」

と、“住民の立場になって反論”してきます。これが記者の心理なのです。記者の気持ちは

「そうは言っても現実にはこうではないか」となり「住民が反対運動へ、役所側の説明に納得

せず」「市、予定変更の可能性も」などと住民サイドに立った報道になるかもしれません。

一方、「市はこれまで２年間にわたって10回、20時間にわたって、ありとあらゆる説明をし

てきました。われわれとしては、ほぼ地元住民の同意理解を得られたと思ったのですが、今の

お話を聞くと、まだまだわれわれの説明が不十分だったかもしれないと、反省せざるを得ませ

んね」と、「反論」「強弁」ではなく「反省」「自戒」の視点から説明したとしましょう。記

者は「課長、世の中には何に対しても反対する人が必ず何人かいますからね。今回も地元の住

民150人の中で反対しているのは５人ですからね」と、課長の心情や立場を理解して、報道は

するにせよ、厳しいトーンの報道ではなく「住民が反対運動、市、既定路線を変えず」という

市の立場を理解した報道になるかもしれません。応答の仕方が、記者の心を打ったためです。

まずおわびし、反省の言葉を述べると、記者は心情的に反論してこなくなります。役所の論

理からではなく、取材する記者の心理を知り、こういう言い方をすると記者の反発・反感を刺

激すると理解して対応することが大切です。

同様に、市町村で管理している公園のブランコの鎖が突然何かで外れて、遊んでいた子ども

が骨折するということが起きたとします。市の規定ではある程度の重さまでは耐久できるよう

になっていたけれども、子どもがふざけて３人乗ると鎖が切れてしまい、事故が起きます。そ
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のとき、「あれは１人しか乗れない。小さい低学年の子どもならせいぜい２人しか乗れないの

に、高学年を含めて３人も乗ったら、切れるのは当たり前だ。市はそこまでは保証していな

い」というのが理屈ですが、そんなことは言えません。このよう場合も「因果関係はまだ確認

されていませんが、こういう事故が起きたということは非常に残念に思います。何らかの因果

関係があったかもしれない、という前提のもとに、原因究明に取り組むつもりです」と説明す

るようにします。

緊急記者会見は非常に情緒的な状況ですから、理を尽くして反論すればするほど、記者は

「違うだろう」と反論のトーンで報道しがちです。ですから、必ず何らかの反省の言葉や自戒

の念を表すことが大事です。「一生懸命、あの手この手を尽くしてきましたが、結果的には及

びませんでした。その点については、まだまだやる方法があったのではないかと反省しており

ます」と言えば、市や町の担当職員が見えないところでいろいろやったということが記者に伝

わるでしょう。大事なのは説明の仕方なのです。理路整然と話すことではありません。

Ⅱ－３．「懸命に取り組んでいる」「為すべきことはやった」という姿を伝えること

皆さま方が一生懸命にやっていることがなぜ伝わらないのか。その一因は、伝えるような表

現をしていないからだと思います。皆さま方は現場で24時間奮戦していますから、それを「言

葉で伝える」ことが大切です。マスコミや記事を見る住民に理解されるためには、懸命に取り

組んで、為すべきことはやったということを伝えなければなりません。

たとえば、土砂崩れが起きた、子どもの保育所で問題が起きた、大規模な水道断水事故が起

きた。こういう場合、役所の担当としてこの問題にいかに真剣に取り組んでいるかを記者に納

得のいくメッセージとして、次のような表現があります。

　・「この問題を解決する方法が何かないか、今、懸命に模索しているところでございます」。

“模索”という言葉はゴールが誰にも分からない、答えが見つかっていない、前例も慣例

もない中で、今、目の前の課題を解決しようと、担当職員が一生懸命に、ゴールを探して

悪戦苦闘している姿を伝えてくれます。こういう言葉を聞いた記者は瞬時にペンを走らせ、

「市、懸命に対策を模索」という見出しを考えます。

　・「結果的にこの苦渋の決断（選択）をせざるを得ませんでした」。

「苦渋の決断」「苦渋の選択」という言葉は、あらゆる案を検討したが、時間の壁、法律の

壁、組織の壁、予算の壁、前例の壁でうまくいかない。100点満点で55点の評価しか得られな

いかもしれない、住民から見て満足するレベルではないかもしれないけれども、今、この問題

をここで解決するためには、この解決策しかなかった。「ごめんなさい。これが精いっぱいで

した」という立場を示すのが「苦渋の決断」であり「苦渋の選択」という言葉です。

この言葉を使った場合、多くの場合、マスコミ側はこちらの立場を理解し、立場を代弁する

ような報道をしてくれます。
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福島第一原発で東電は総攻撃を受けました。しかし、「苦渋の放出、苦渋の選択」という見

出しが「朝日新聞」の社会面トップに出たのです。汚染水がたまりにたまって、大きなタンク

も満杯になってしまった。増え続ける汚染水をどうにもできなくなったため、東電は上澄みの

汚染度の少ない水を海に捨てざるを得ませんでした。現場で働いている東電社員が日夜悪戦苦

闘している姿を見て、東電が「これしか今、方法がない」と説明したことに対してやむを得な

い措置だろう、と立場を理解したのがこの見出しに表れています。

同様に「読売新聞」にも「窒素、苦渋の注入」という記事が社会面トップで書かれています。

このまま放置すると、高濃度の水蒸気が露出して水素爆発を起こす恐れがある。従って、窒素

を注入して、水素爆発を未然に防止しなければいけない。それによって、また別の化学反応が

起こるかもしれないけれども、水素爆発を予防するにはこれしかない。解説記事には学者の意

見を含めて、なぜこれをしなければいけないかということが丁寧に書いてあります。

シーシェパードの妨害により、日本の調査捕鯨隊員が身の危険にさらされるという事態が起

き、昨年２月、今年の調査捕鯨は中止することにしました。「暴力に屈していいのか」という

強い世論の声もありましたが、相手は催涙ガスなどを持って乗り込んでくるのに対し、今の法

整備の中では水をかけて反撃するしかない。隊員の危険をひしひしと感じたのでしょう、捕鯨

中止は「苦渋の決断」だという見出しで報道されました。これも相手のおかれた立場を理解し

たからこそ、つけられた見出しだと思います。幸いなことに法が整ったので、今年からまた捕

鯨再開になりました。

Ｓ市で、大きなゴミ焼却炉で大問題が起きました。市は数年前に地元住民と協定書を交わし

て他の地域のゴミは絶対に焼かないと約束し、大きな焼却炉を造った経緯がありました。とこ

ろが、その後、吸収合併で他の自治体がＳ市に合併されました。しかし、合併した自治体の焼

却炉が老朽化で使えなくなったため、旧Ｓ市内の焼却炉を使わざるを得なくなるという事態に

なりました。しかし、協定書があるため、この地域のゴミは高い運搬料を払ってわざわざ県の

焼却炉に運ばなければいけなくなったわけです。「契約を交わしたけれど、こういう事態に

なったので何とか使わせてくれ」という市が、地元住民と大変長い間、折衝した結果、地元住

民は納得してくれました。Ｓ市のホームページには、この問題で悩み続けた市の立場を「受け

るのも苦渋の決断。受けないのも苦渋の決断」というタイトルで記載されています。マスコミ

は当然ながら、住民からは猛烈な反対の声が上がったが、苦渋の決断でこういう解決と、市の

立場に立った報道をしています。

このように「苦渋の決断」「苦渋の選択」は、役所の皆さんにとってはメッセージ力の大き

いキーワードになります。

Ⅱ－４．「今後の方針や意思」を明確に伝えること

行政は住民に不安感を与えてはなりません。原子力発電所事故後の政府の避難命令のように
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だんだんエリアを拡大するのは逆で、最初に最悪の事態を想定して30㎞圏内に命令を出し、そ

の後の状況次第でだんだんと20㎞、10㎞と狭めていって、残念ながら５㎞圏内はまだ駄目だと

いうようにやるのが、危機管理の判断の仕方です。

住民に不安感を与えないためには今後の方針や意思を明確に伝えることしかありません。ど

のように伝えるのか。一つは、例えば、市町村で管理している施設で人身事故が起き、再発防

止を聞かれた場合に「事実関係、因果関係を詳細に調査分析した上で、再発防止策を検討した

い」という答え方ではいけません。マスコミは「こんな重大な事故が起きて再発防止策の一つ

や二つもまだ考えていないのか。明日にもまた同じ問題が起きるかもしれないではないか。責

任者として自覚が欠落しているのではないか」と厳しく責め立てることでしょう。

このような場合には「因果関係を詳細に調査分析した上で検討すべきだとは思いますが、少

なくとも次の三つは直ちに来週からでも実施したいと思っています。「第一はマニュアルの見

直し、第二は同様な事案が内在していないかどうか総点検の実施、第三はこの事故を反省材料

にした職員研修の実施」と説明します。マニュアルはあるけれども、こういう事故が起きた以

上、点検マニュアルが必ずしも十分ではないかもしれない。内容の見直し、再チェックをする

必要があるということです。聞いている記者は「この人は事態の重大性を認識している。再発

防止策を迅速にきちんと考えている人だ」と感じるはずです。

防犯カメラを取り付ける、ガードレールを取り付ける、ガードマンを配置するなど、高額な

予算が必要なことはいま言えませんが、以上の三つならば、来週からでも実施することができ

ます。こういう見識を示すことが大事です。

もう一つは「遅くても～までには何とかメドを付けたいと思います」という説明です。「メ

ド」というのは責任者の“努力目標”を示す意味です。「対応に当たっては、いろいろなハー

ドルがあるかもしれないが、少なくとも責任者としては、遅くてもいつまでには何とかメドを

付けたいと思っている」。例えば「事実関係の調査は、遅くても今週中には何とかメドを付け

たいと思います」と言うと、記者は「この課長は自分なりの目標を持って取り組んでいるな」

と感じとります。

例えば、夕刻８時ごろ、原因不明の事故で水道が断水したとしましょう。「いつ復旧するの

か？」とマスコミ記者に聞かれて「掘り返してみないとどこまで破損しているか、分かりませ

んので、いつ復旧するかは軽軽には言えません」ということは子どもでも言えます。これは住

民に不安感を与えます。「掘り返してみないと詳しいことは分かりませんが、住民の利便性を

考えるならば、明朝５時までには何とかメドを付けたいと思っています」と言えばどうでしょ

うか。「この水道課長は住民の利便性を考えて、自分なりの目標を持って取り組もうとしてい

る」と分かります。

しかし、「そう言ったあとで、結果的に３～４時間遅れたらどうなるのか。うそをついたと

責められるから、そんなことは言えない」という考えもあるかもしれません。徹夜で水道の工
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事に取り組んだけれども、午前３時、思いがけない本管の破裂が発見されて、とても明朝５時

までには復旧が無理だということが分かったとします。「明朝５時までにはメドを付けたい」

と言ったのに、どうしたらいいか。その段階で「全力を挙げて徹夜で取り組んできましたが、

午前２時50分、思いがけない問題が新たに発見されたため、別の備品を調達し、取り換えなけ

ればいけません。このため、さらに修復時間が３時間延長になり、午前８時になりそうです」

というファックスを、午前３時に全部のマスコミにリリースします。ファックスを送った午前

３時には、記者は会社にいません。明朝、出社してファックスの資料を見ます。時刻を見ると

午前３時。これを見た記者はどう思うでしょうか。役所の人間は徹夜で取り組んできたけれど

も、思いがけないことがあって復旧が延びる。それを夜中の３時にきちんと情報伝達してきた。

努力のプロセスが分かるのです。ファックスを見て「約束が違うではないか」と怒鳴りこむ記

者はいません。これが記者の心理です。怠けて３時間遅れたわけではないのですから、それを

理解させるような広報をすればいいのです。

こういうことを知っておけば、メドを冒頭に述べて、住民に安心感を与え、記者には自分な

りの努力目標を持って取り組んでいるということを伝えることができます。そうすれば、批判

報道は回避できます。

Ⅱ－５．因果関係を問われた場合は「否定」のスタンスで答えない

マスコミ報道を通じて住民に与える影響に配慮してください。鉄棒が緩んで首の骨を折って

死亡したという事件が起きた自治体がありました。初期対応が悪かったせいもあり、相手が訴

訟を起こし高額のお金を払う結果になりました。「定期点検して異常はなかった。従って市と

しては、管理上の問題はないと考えている」と主張したけれども、お子さんを亡くした両親が

納得せず、訴訟になったのでした。せめて役所側では「お子さんが落ちたことと鉄棒の間に何

らかの因果関係があったのではないかという立場に立って、真摯に事実関係の究明に取り組む

つもりです」「何らかの因果関係があったかもしれないという状況認識の下で、さらに調査を

進めるつもりです」。子どもを亡くしたご両親にも、役所側が真摯にこの問題に取り組もうと

していることが伝わるので、もしかしたら訴訟が回避でき、示談になったかもしれません。民

事訴訟の99％は感情のもつれからといわれます。従って、感情のもつれを住民との間に起こし

てはいけない、感情のもつれを起こすような言い方を回避しなければなりません。因果関係が

あったと認めているわけではありませんが、だからといって因果関係なしと言っているわけで

もありません。因果関係を否定はしないけれども肯定もしない。しかし、配慮を示す。何らか

の因果関係があったかもしれないという状況認識を示す。これが見識です。こういう言葉をき

ちんと身に付けると、批判報道が丸くなります。
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Ⅱ－６．「ブリッジ話法」で対応する

記者との議論は避けたほうが無難です。常に疑惑と批判の目で取材しますから、理論理屈で

説明しても「分かりました」と言ってくれません。記者と見解が異なっている場合、記者が誤

解している場合、先入観を持っている場合、その場合の対応の方法として「ブリッジ話法」が

あります。ブリッジとは橋を架けることです。

例えば、記者から役所側の対応について、非常に厳しい指摘をされた場合、｢ご指摘はご

もっともでございます｣「ご批判は分かりますが」「ご疑問は当然だと思いますが」と、相手

の批判、疑問、指摘をいったん受け止めます。このノウハウはコミュニケーションを促進する

のに非常に重要です。

「ご指摘はごもっともでございます。ただ、あのときにわれわれ担当部署として最重視しな

ければならなかったのは、二次被害の防止でした（住民の不安感の解消でした）」。

これは現場にいなければ分からない状況認識であり、状況判断です。記者は知らないので

「なぜ避難勧告を伝えなかったのか」と聞きますが、「そのご指摘はごもっともですが、われ

われが最重視したのは二次被害です。現場でさらに人命にかかわるような二次被害が起きよう

としていたので、それを防止したのです」「ご批判はよく分かりますが、あの場合、最優先課

題は現場のパニックの防止だったのです。だから、全職員がパニックの防止に取り組みました。

従って、あなたが指摘したことは決して忘れていたわけでも見落としたわけでもないのです」

ということで、指摘、批判、疑問に対して、「重視」「優先」「配慮」といったキーワードを

組み合わせます。こう言う説明の仕方で対立感情を避けることができます。議員の先生方に対

する説明も同じです。違う意見が出たときに「先生、それは認識が違います」とは絶対に言っ

てはいけません。「先生のご指摘はごもっともです。ただ、この施策においてわれわれが最も

重視しているのは、住民の利便性の問題です」「住民の高齢化の問題に重点を置いているので

す」と話題を切り換え、絶対に同じ路線で答えないようにしてください。

Ⅱ－７．「なぜ？」という質問には「三つの理由がありまして…」と前置きし説明する

記者に「なぜそういう判断をしたのか」と聞かれた場合「えーっと…」などと、口ごもって

はいけません。直ちに「それには三つばかり大きな理由がありました」と言って、即座にその

三つの理由を考えてください。これが記者に納得感を与える話法なのです。

例えば、コストの問題、利用者の減少などの理由から図書館を廃止して巡回図書館や電子図

書館に切り替えることになったとします。当然ながら反対運動が起きるでしょう。記者も「公

共性の高い図書館をなぜ閉鎖するのか？」と問い質してくることでしょう。そういう場合には

「実はこれには三つばかり大きな理由がありました。一つは、図書館の利用者の激減ぶりで

す」と言ってデータを示します。次は「第二が図書館の利用者は過去３年間で３割減少しまし

たが、逆に公民館の利用率が15％ずつ上昇してきています。非常に高いので、公民館での新聞
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や定期雑誌の購読を推進し、図書館に代わるようなサービスを提供します」。「第三に、今は

電子図書館が非常に発達しているので、必要とあれば電子図書館システムによって、建物がな

くても住民の見たい図書を提供できます。以上三つの理由から、長い間使っていた図書館を残

念ながら廃止することになりました」と説明します。理由を三つ言われると、「いろいろなア

ングルから住民の利便性を考えて決定したのだ」ということが記者に分かります。ポイントは、

三つの理由を考えることです。町の歴史的な背景、地理的な条件、立地の問題、人口動態の変

化、何でもいいのです。それが、広い判断で物事を決めていたのだという印象を与えます。

Ⅱ－８．記者会見は状況次第で１日何回でも行う

緊急事態発生時は、新しい事実が分かるたびに記者会見を開いてください。記者会見を頻繁

に繰り返すことによって、記者との間にコミュニケーションが生まれます。大きな事故が起き

た場合、記者は付きっきりで取材します。例えば夕刻５時、夜８時、11時、朝３時ごろに記者

会見を開き、朝７時ごろに「ようやくめどが付いた」と５回目の記者会見を開いたとしましょ

う。記者は輪番制で替わっているかもしれませんが、皆さん方は徹夜で仕事をして疲れ切って

います。それを見た記者からは「課長、夕べは徹夜だったのでしょう。だいぶお疲れのようで

すね」と、ねぎらいの言葉が出ます。何度も頻繁に記者会見をしてプロセスを伝えていくと、

相手にその努力の姿が伝わっていきます。緊急記者会見は「諸刃の剣」です。対応力を持って

ノウハウを習得しているかどうかで、批判報道が大きく左右されることを忘れないでください。

ご清聴ありがとうございました。
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「自治体における戦略的広報」提言書

 
島本町　

片岡　慎吾

 寺村　拓也

自治体を取り巻く経営環境が変化するにつれて、都市･地域間競争が激化し、 自治体の“外”

を意識した変化が求められる。その変化に対応するため、企業誘致などの「市場的競争」、独自

制度創設などの「制度・基盤的競争」、自治体ホームページ（ウェブサイト）の質向上などの

「広報的競争」の戦略が必要となる。

本稿では、「広報的競争」に必要不可欠な戦略的広報について提言を行う。第１章では、自治

体における戦略的広報の現状と課題を、第２章では講義の中で参考となった内容を紹介、そして

第３章では、戦略的な広報を行うための具体案を提示したい。

第１章　自治体における戦略的広報の現状と課題

１．都市・地域間競争を意識していない

現在、都市・地域間競争がよりいっそう激化している。しかし、勝つための政策運営（定住促

進や観光客の誘致、地域ブランド構築など）に取り組んでいない、または、取り組みは行ってい

てもうまく広報が出来ていない自治体が多い。まずは、都市・地域間競争の課題を十分に把握し、

それに伴う戦略的広報の必要性を認識することと自治体の価値を高めるために、社会的責任・社

会的貢献を意識した広報も必要である。

２．情報発信が工夫されていない

さまざまな社会情勢の変化が進む中、自治体は経営的な視点を持って対応することが求められ

ている。

自治体広報紙は「平等な情報提供」や「無難な紙面」にこだわる傾向があり、広報紙に情報を

詰め込み過ぎになっている。また、ウェブサイトに掲載している情報量も多く、必要な情報がど

こにあるのかわかりにくいといった課題がある。

加えて、広報の対象が住民だけになっていることも多く、他市町村から人を呼ぶべきイベント

情報などが十分に周知できていないといった課題もある。



52 おおさか市町村職員研修研究センター

「自治体広報のあり方研究会」報告書PRublic elations

３．広報業務体制の問題

広報は「まち」の施策やイベントを伝える重要な仕事であるにもかかわらず、広報担当部署の

戦略的位置づけが低い。また、広報業務を専門に行う形態が普及していないのが現状である。

広報経験者を採用する制度のない自治体や職員が２年から３年程度で異動もしくは担当が変わ

る自治体も多いため、広報の知識やスキルが蓄積しにくいという課題がある。

４．メディア選択の問題

現在では、多くの自治体で広報紙をはじめ、ウェブサイトやケーブルテレビなど、さまざまな

媒体を通じて広報している。しかし、広報媒体のバランスが整理できていないため、どの媒体を

中心に広報していくのかという課題がある。

情報を紙媒体とウェブサイトの両方に掲載することは無駄ではないかという考えもある中で、

双方に多額の予算を投入しているが、この二重投資を活用できていない。限られた予算で効率よ

く広報するためにも、一部を外部委託するなど工夫が求められる。

５．インターネット環境が活用できていない

今後、ウェブサイトなどのインターネット環境を用いた情報発信はますます活発になることが

考えられる。そのため、インターネット環境が整備できていない家庭などの情報格差を踏まえ、

受動型広報（全戸配布される広報紙など）と能動型広報（ウェブサイトやフェイスブック、ツ

イッターなど）のバランスをとることが重要となってくる。それと同時に情報発信によるトラブ

ルに対応できる体制が必要である。

フェイスブックやツイッターなどのソーシャルメディアは、うまく活用できれば効果的な広報

が期待できるが、メリットやデメリットを把握できていないことなどから活用していない自治体

もある。

第２章　自治体における戦略的広報の講義内容の紹介

１．“外”を意識した経営を行う

　「“外”を意識した経営」に不可欠なのが次の５つの要件である。

　①　組織的かつ体系的に行われること

　組織全体で遵守すべき広報コミュミケーションの指針などをもとに、広報活動が重複なく

効果的に展開されていること

　②　訴求のテーマ・ターゲットが絞られていること

　広報の訴求対象やテーマの重点が、選択と集中の考え方によって絞られていること
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　③　持続的に行われること

　広報活動が短期的または一過性のものではなく、持続発展的に行われるメカニズムが備

わっていること

　④　世界の目線に立っていること

　広報の訴求対象としてアジアなどの外国、地域内の外国人居住者などを明確に意識するこ

とが重要

　⑤　大胆で目立つこと

　広報の内容やデザインなどできるだけ目立つようにする。目立たせることでマスコミに取

り上げられる、あるいは口コミで広がる可能性が高まる

２．テーマ・ターゲットを絞る

正しく情報を伝えるためには、テーマやターゲットを絞ることが重要である。テーマやター

ゲットを明確にしないと、情報が散漫になり、伝えたいことが上手く伝わらなくなる。「訴求対

象者の違いをしっかり認識する」、「訴求対象者の目線に立った政策広報を行う」、「訴求対象

者に積極的にアピールする『政策のブランディング』を行う」ことが大切である。

３．コミュニケーション計画・マニュアルの策定

戦略的広報を効果的かつ効率良く取り組むために、コミュニケーション計画やマニュアルの策

定が必要である。計画やマニュアルには、組織全体で遵守すべきルールや指針を明確に記すだけ

でなく、目的や対象、媒体なども記載することが望ましい。また、組織的かつ体系的に広報を行

うためにも、コミュニケーション計画やマニュアルの策定が求められる。

４．ソーシャルメディアの活用方法

ソーシャルメディアのメリットとして、情報を住民に迅速かつ広範囲に伝達できることや住民

が意見しやすいなど、自治体と住民の間を縮められることが挙げられる。このことから、これか

らの自治体広報において重要な情報発信ツールとなることが考えられる。デメリットとして、な

りすましによる嘘情報や、不適切な情報・誤った情報の発信、情報格差の問題など、使い方を誤

るとトラブルの元になる恐れがあることなどが挙げられる。そのため、ソーシャルメディアを

ウェブサイトの補完媒体と位置付けるなど、運用ポリシーを作っておくべきである。

５．広報媒体のあり方を考える

今後、一人世帯が増えていく傾向にあり、広報紙の印刷部数・宅配部数が増えコストがかさむ

可能性がある。そのため、紙やインターネットなど、それぞれの媒体の特性を生かした取り組み

が必要である。
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６．戦略的な政策広報を展開する

政策広報とは、行政の政策や行政サービスに対する理解を深め需要を拡大するための広報であ

り、次の４つの目的がある。

①認知向上（政策に対する認知度・理解度を高める）

②意識喚起（政策課題への関心や問題意識を高める）

③行動喚起（政策を利用、あるいは遵守してもらう）

④緊急対応（緊急時の適切な対応を促す）

これらを効果的に使い分けることで、戦略的な政策広報が展開できる。

７．利用しやすいウェブサイトづくり

利用しやすいウェブサイトを作るには、ウェブページをカテゴリー分けして必要な情報を探し

やすくする（法人向けと一般人向けに分けるなど）ことが必要である。

第３章　戦略的広報の展開に向けた取り組み

１．ターゲットを絞る

情報を「正しく伝わる」ようにするためには、対象者をはっきりさせることが重要になる。対

象者によって興味・関心の幅はさまざまであり、利用している広報媒体にも差が出てくる。多く

の自治体広報は「すべての人に平等に同等な情報を」という立場で情報発信を行っているのが現

状と考えられるが、対象者を絞った「情報発信の差別化」を意識することが重要である。

２．政策部門との連携

政策広報を行うためには、広報部門と政策部門とで共通認識を持つことが大切である。伝える

相手の想定や、どのような意味をもった広報であるかを意識し、住民や地域、行政内部、対マス

メディアなどへの方針や手段を明確にするコミュニケーション計画・マニュアルの策定を行い、

職員の意識を変えることが必要である。

３．ソーシャルメディアの活用方法を考える

フェイスブックやツイッターを利用することについては先の章で活用方法を提示したが、新た

にソーシャルメディアを導入する場合は、一貫性の観点から目的を明確にする必要がある。ソー

シャルメディアは、ウェブサイトの補完媒体と位置付けるなど運用ポリシーを策定して利用する

べきであり、「ウェブサイトを見てもらうよう誘導する」などの目的を設定することで担当者が

変わってもぶれることなく継続することができる。
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４．PDCAサイクルの確立

戦略的な広報コミュニケーションを実行していくためには、PDCAサイクルの確立が必要で

ある。広報事業をPDCAサイクルの視点で認知度、利用度など広報の住民に対する効果を常に

チェックし、広報戦略に無駄がないか検証する。例えば、ウェブサイトと広報紙のバランスを考

えて、世代別に情報を区別し、ウェブ環境にある世代には情報をウェブサイト上で見てもらうな

ど工夫を行う。

また、PDCAサイクルを取り入れることでコストの削減も見込まれ、限られた予算で効率よく

広報するためにも、一部を外部委託するなど工夫などが考えられる。

５．ウェブサイトの構成を考える

自治体のウェブサイトでは、新着情報が掲載された順に並んでいることが多いが、利用者の目

線に立って利用しやすいように努める必要がある。

掲載している情報を「住民向けのページ」「企業向けのページ」「観光のページ」などカテゴ

リー別に集約し、対象者を意識した構成にすることも大切である。
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はじめに

本日は、「戦略的広報コミュニケーションと政策広報のあり方」ということで少し的を絞って

テーマを設定しています。今、私は野村総合研究所に在籍していて、１か月に１回ぐらい北海道

大学大学院へ行って、集中講義の形で、「パブリックセクターの広報論」を教えています。大学

院ではもっと細かなところまで時間をかけて話していますが、本日は１時間半弱ぐらいですので、

戦略的広報をパブリックセクターで、特に自治体でやっていく場合はどういうことを念頭に置け

ばいいのかというのを、概論風にお話しさせていただければと思います。

カタカナ語が多くて恐縮なのですが、ミッションマネジメント、システムマネジメント、メ

ディアマネジメント、プロセスマネジメントという、広報を戦略的に行う際の切り口ごとにどう

していくのがいいのかという枠組みでの総論をご紹介します。

１．自治体を取り巻く経営環境変化と戦略的広報の必要性

取り掛かりとして、前段の環境認識です。今、自治体を取り巻く環境は非常に厳しい。特に

競争という視点からいうと、「市場」「制度・基盤」「広報」の三位一体の競争が激しくなっ

ていて、これにいかに勝っていくかということが必要になってきています。

そうした厳しい競争に打ち勝っていくために自治体に求められるのは何かということを突き

詰めていくと、「“外”を意識した経営変革」ではないかということです。このあたりは、皆

さんは課題として十分認識されていると思いますので、項目だけ簡単に述べます。

地域競争に打ち勝つためには何はともあれ、政策面で勝っていかなければならないというこ

とで、勝つための政策運営というのが１点。それと競争に打ち勝つためには、自治体の中のガ

バナンスをきちんとしていく必要がある。特に今求められているのは、行政としての経営の効

率化、説明責任の遂行という点でのガバナンスを強化していく必要があります。それから恐ら

く自治体も民間企業と同様に、自治体の存在そのものが社会的責任を持って社会的に貢献する

ということが求められている。そのため、環境への取り組みという意味で、民間企業と同様に

社会に対してCSRをアピールすることも若干必要になってきていると思います。もう一つ、国

民全体として国に対する信頼の低下が著しいわけですが、それを分解していくと、地方自治体

に対する地域住民への支持、信頼、人気も低下している。これらが政策展開していく上での非

常に重要な部分になっていますので、住民の目に敏感な経営という視点も重要です。

「自治体が実践すべき戦略的広報コミュニケーションと政策広報のあり方」

講　師　北村　倫夫　氏（北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院客員教授）

実施日　2012年８月８日

講義録
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その際に必要になってくるのが、決してこれだけでいいということではないのですが、外を

意識した経営にとっては、戦略的広報をやるということ。これが非常に重要な視点であり、ア

クションであると思われます。

私は、パブリックセクターの戦略的な広報活動を、あくまでも外からの評価ということです

が、いろいろ見てきました。それをもとに、どこから見ても戦略的な広報に近いものが出来上

がるのではないか、と思われる条件を５つ示していきます。

それほど目新しい視点ではないのですが、着実にこういうことを詰めていかないと戦略的広

報に結び付かないということの１点目は、組織的かつ体系的に行われるということです。広報

コミュニケーションの指針やルールを自治体の中できちんと作って、浸透させることが重要で

はないかと思います。

２点目、戦略的に広報するためには、訴求のテーマやターゲットを絞る必要があります。例

えば今自治体は、産業の誘致や交流人口の誘致を一生懸命やっていますが、その際、医療ツー

リズムを重点的にしたいのなら、それを大々的にキャンペーン的にやるとか、最近流行りのク

ラウドのデータセンターを持ってくるなどの取り組みについてもターゲットを明確に絞って誘

致活動をする視点が重要です。

３点目は、持続的に行うということです。広報のコンテンツが高頻度で更新される、広報に

かかわる専門の人材を長期的に配置する、高い水準を持った広報を持続的にやることが三つ目

の条件であると思います。

４点目は、世界の目線に立つということです。これは別に外資を誘致するという意味ではな

くて、皆さんの自治体に住んでおられる外国人の割合が非常に高まっていると思いますが、そ

うした生活者としての外国人を意識した広報の意味です。増えている外国人観光客に対しては

もちろんのこと、住民に対する広報であっても、常に世界の目線、外国人が分かりやすく世界

を意識した広報が必要であるということを言っています。

５点目は、大胆で目立つことです。やはり戦略的広報ですので、デザイン、ネーミングなど

が重要です。少し前まではゆるキャラが盛り上がっていましたが、目立つとマスコミに取り上

げられる可能性が高まって、それがどんどん口コミで広がっていくと思います。こういうこと

も一つの要件ということです。

今申し上げた要件をほぼすべて備えたような戦略的広報とは一体どんなものか、その具体的

な例として、最近、沖縄の仕事に野村総研としてかかわっていまして、その過程で、スペース

チャイナという会社とお付き合いがあっていろいろな話を聞いているのですが、例えばこんな

ことをやるのが戦略的広報のイメージではないでしょうか。

沖縄県が補助金を使って、沖縄だけの観光PRのための専門観光情報誌を作りました。名前

は「沖縄攻略」という戦争を始めるようなイメージなのですが、これぐらいのインパクトを

持ったものを作って中国人に訴求しないと中国人があまり来てくれないという問題意識から
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作っています。

特徴は、完全に中国の富裕層のビジネスマンをターゲットにし、この広報紙を配ったことで

す。配る先は、決して旅行代理店に任せるのではなく、富裕層のビジネスマンが立ち寄る先に

直接持って行って、配ってほしいとプロモーションをしたそうです。北京、上海、海南島のビ

ジネスマンが集まる場所は、経営者のクラブ、五つ星のホテル、有力企業のオフィス、銀行

のVIPルームなどで、ピンポイントで場所を指定してこの冊子を置いてきました。そうすると、

短時間ではけてしまうそうです。中国人の沖縄に対する認知度、知識、理解度、興味は、これ

まではそれほど高くなかったのですが、こういうものを見ると途端に変わってきます。その後

は口コミ効果なども含めて沖縄の知名度はどんどん上がってきていて、この広報紙を見て沖縄

に来た人たちが今急激に増えているということです。加えて、沖縄の場合数次ビザの発給が特

例で認められていますので、それとの相乗効果で中国人のちょっとした観光ブームになってい

ます。

どうして成功したかをまとめますと、ターゲットを中国人の富裕層ビジネスマンに絞ったこ

と、広報チャネルを工夫したこと、単に観光地とみやげものの写真と情報だけのパンフレット

ではなく、沖縄の歴史が語られていて、沖縄と中国がどういう関係にあったかという記述を入

れたこと、今中国は健康に対して非常にセンシティブで日本の健康関連のサービスに非常に関

心があるということから、長寿の島のイメージを訴求したということなどです。中国人の嗜好

や感性に合ったコンテンツをかなり盛り込んでいることも成功の要因になりました。

これぐらいやるのが戦略的広報で、その際には、先ほど言った五つの要件を満たすことが最

低限の必要条件になってくるということです。

では次に、戦略的広報をやるために必要な四つのマネジメント領域は何かということをお話

しします。ミッション、システム、メディア、プロセスの四つの領域をきちんとやれば、全体

として最適かつ最強な戦略的広報ができるというのが枠組みです。

ミッションは、フレームワーク、いろいろなビジョンや広報の計画を作りマネジメントする

ということです。システムというのは、組織、体制、人材です。情報システムという意味では

なくて、組織体制システムのことを言っています。メディアのマネジメントは、広報媒体と手

段をどう使って、どうマネジメントするかです。最後のプロセスは、皆さんご存じのPDCAを

広報に合ったような形でいかに回していくかということになります。

２．戦略的広報の展開に向けたミッションマネジメントの革新

これからは今申し上げました四つの領域それぞれについて、もう少し具体的にどういうこと

をやっていったらいいのかをお話しします。

まず、ミッションマネジメントの革新。皆さんは漠然と自治体広報・広聴という形で取り組

まれていると思いますが、広報の分解能をもう一段下げて、一体どういうタイプの広報コミュ
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ニケーションをやるのか、ということについての意識を少しお持ちになられた方がよろしいの

ではないかということです。広報コミュニケーションのフレームワークは大きく三つあるので

はないかと思います。一つ目がマーケティング、二つ目がコーポレート、三つ目がリスクです。

混然一体として自治体の広報をやられているわけですが、少しカテゴリーを分けて考えられた

方がやりやすいのではないかと思います。

一つ目が、マーケティング・コミュニケーションです。通常マーケティングというのは、民

間企業の商品・サービスを対象に使う言葉ですが、恐らく自治体の政策や行政サービスについ

てもマーケティングという言葉は十分当てはまるし、世界的な流れとしてパブリックセクター

のマーケティングは非常に重要な着眼点になっています。マーケティング・コミュニケーショ

ンとは、自治体の政策・行政サービスへの理解を深め、それに対する需要を広げることを目的

とした、住民を対象とする対外広報コミュニケーション、および職員を対象とする対内広報コ

ミュニケーションです。広報というのは、どちらかというと対外的な部分がこれまで重視され

てきましたが、対内的なコミュニケーションも非常に重要な部分になってきています。要する

に、外と内に対して自治体という組織が行う政策、提供するサービスに対して、内容を分かり

やすく説明したり、政策やサービスを利用してもらう、政策を守ってもらう、政策のリスクを

含めて外に住民や利害関係者等にコミュニケーションするということが重要です。もう一つは、

対内的にも自治体が行う政策は一体どういう目標で、何を目指してやっているのかを首長だけ

が理解しているのではなくて、自治体の職員全員が共有するようなコミュニケーションを対内

的にも同時に行っていくことが、マーケティング・コミュニケーションという意味では重要です。

次にコーポレート・コミュニケーションです。コーポレートは、日本語に訳す場合には「企

業」という訳になりますが、実際は「組織体」という訳語の方が正確であり、コーポレートの

中には自治体も民間企業も当然含まれます。したがって、これは組織体としてのコミュニケー

ションということになります。

組織体としてのコミュニケーションというのはどういうことかというと、相手として、いわ

ゆる社会全般という切り口もありますが、これは住民との社会、外国、全部含めてです。もう

少し対象を具体化すると、メディアとのリレーションをどうするかという視点が出てきます。

それからパートナーです。政策をやる上でのパートナーという位置付けで関係団体や取引先企

業を認識し、関係をより良くするという視点でのコミュニケーションも必要です。それから行

政間です。国との関係や他の自治体との関係も、より良い関係を構築するという意味でのコ

ミュニケーションが重要なものになります。それから投資家です。恐らくミニ公募債のような

形で、自治体と投資家の関係も非常に密接になっていると思うのですが、そのインベスターリ

レーションという視点での関係も重要です。これらを総体として、自治体という組織体が市民

との関係、組織内部でのより良き信頼関係の構築を目的としてやる広報コミュニケーション活

動ということになります。
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三つ目が、リスク・コミュニケーションです。危機管理広報のような形で皆さんの自治体は

非常に熱心に取り組まれていると思いますが、とらえ方が全く違う二つのリスクを自治体は抱

えていると思われます。それぞれに対して全く違うコミュニケーションの仕方をしなければな

らないという認識を持っておく方がよいのではないかと思います。

一つ目は、社会リスクに対応するコミュニケーションです。大震災への対応が一番良い例で

すが、国民の生活に影響の大きい災害やテロなどを社会リスクとしてとらえ、そのリスクをい

かに軽減するか、起こった場合にいかに対処していくかという面での広報が一つの大きなまと

まりとしてあります。通常、リスク・コミュニケーションというと、大体この辺が中心になり

ます。ところが最近、自治体という組織が事件を起こしたり、不祥事を起こしたり、組織とし

ての損害が発生しています。これは私の造語ですが自損リスク（組織体としての自治体が自分

で被るリスク）の可能性も、かつてないほど非常に高まっています。個人情報漏えいなど事件

は、自治体だけでなく民間企業も起こしていますので社会全体としてそのようになっているの

ですが、仮に皆さんの自治体で情報漏えいなどの事件が起こった際に、組織としてそのリスク

にどう対応していくかという視点でのコミュニケーションも非常に重要になります。

例えば事件を起こすと、職員に対してマスコミがマイクを向けるわけです。その際にどうい

う対応したらいいのか、どう答えたらいいのかから始まって、事件を起こしたときに、いち早

く自治体の広報担当がどう説明するか、どういうプロセスと体制で対処していくかなどをきち

んと考えておく必要があって、それをコミュニケーションという視点でどう対社会的にうまく

やっていくのかということが、自損リスクへの対応コミュニケーションということです。

これまで述べたように、大きく二つの質の違うリスクに対してコミュニケーションしていく

ことが重要です。

以上、マーケティング、コーポレート、リスクと、かなり抽象的な横文字の言葉を使って表

現しましたが、では具体的にもう一段下がったときの皆さま方の活動に近い言葉として表現す

るとどういう広報分野があるのでしょうか。

マーケティング・コミュニケーションをやるために、もう少し具体的な領域としては政策広

報、観光広報、産業広報、定住広報、通常の生活情報を取り扱う生活広報、それから最近では

環境広報というのも非常に重要になってきています。コーポレート・コミュニケーション分野

では、投資広報、メディアへのリリースをどうするかといった意味でのメディア広報、CSR広

報、あと庁内広報も分野に入ってきます。リスク・コミュニケーションについては、社会危機

管理の広報と自分たちが被る組織としての危機管理の広報があります。大きくこういった分類

で広報コミュニケーションの分野は規定されてくるのではないかということです。それぞれに

ついてもう少し具体的にお話しできればいいのですが、今日は時間の関係もありますので、フ

レームワークとしてはここまでになります。

次に、もう１段ブレークダウンしてみましょう。戦略的広報を展開する際にどういう広報計
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画を作ったらいいのかということになります。恐らく日本では、広報計画、あるいは広報・広

聴計画はほとんど存在していないと思います。ただ、ヨーロッパまでは手を広げて見ていない

ので分からないのですが、少なくともアメリカおよびカナダにおいては、自治体の広報・広聴

を行う上での計画がコミュニケーションプランという名称で作られています。

事例を示すと、（画面の）左がカナダのキングストンという自治体のコミュニケーションプ

ランの表紙、右はアメリカのシーダーラビッツという都市が策定しているCitywide Strategic 

Communications Planです。こういう形で自治体がコミュニケーションプランを作って、その

中で、先ほどフレームワークで申し上げたようなコミュニケーションの目標、方針、ターゲッ

ト、手段を規定して、それに則して活動をしています。

これらのプランは2000年以降ぐらいから出てきました。当初は人口5,000人とか１万人弱ぐ

らいの小さな自治体が中心だったのですが、最近は、アメリカのダラスやカナダのオタワなど

数十万から100万人に達するような都市でもコミュニケーションプランを作る傾向にあります。

すべての都市が作っているわけではないのですが、例としては非常に多いです。

コミュニケーションプラン策定のステップはかなり標準化されていて、大体どの都市でもプ

ランの内容はおおむね以下のような項目とステップで作られているようです。ざっくり言いま

すと、プランの目的と、コミュニケーションの対象者を決める。対象者は漠然と市民とかとい

う定義ではなく、もう少し分けられていて、市民、議会関係者、市の職員、観光で来る来訪者

など幾つも定義されています。その定義に沿った対象者に対して、コミュニケーションする自

治体側から発信するメッセージがどう作られ、それを対象者にどういう媒体を使って届けるの

かということが体系的にプランに書かれています。

この画面は、具体的なプランの項目を抽出して、アメリカとカナダのそれぞれの例を示して

います。これは2004年に作られたもので、今も随時内容が更新され、ホームページを見れば大

体出てきますので、興味があればご参照いただければと思います。今は2012年なので多少変

わっている部分はありますが、基本的には大体以下のような内容です。

例えばCity of Ashlandという小さい自治体がアメリカにあって、そこのコミュニケーショ

ンプランは、まず計画の理念があって、次に誰に対してコミュニケーションするのかを第１グ

ループ、第２グループにカテゴライズしています。第１グループは市民です。先ほど言いまし

たように職員や報道機関もここに入っていますが、これがプライオリティでいうと第１グルー

プの方がより重視すべきだというニュアンスなのです。第２グループには、市民以外の人々や

周辺の自治体、市の外郭団体などが入っていて、それぞれに対して、どうコミュニケーション

のメッセージを発信し、どういう媒体と手段でコミュニケーションするかということが計画の

中に書かれることになります。

その内容は書いていませんが、計画目標があって、次に戦略とアクション、それからコミュ

ニケーションの媒体と手段があります。いろいろな媒体があって、それをどう使っていくか、
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誰に対して有効な手段として使っていくかを示すのがコミュニケーションプランです。

翻って、日本にこういう似たようなものがあるのかということですが、平成18年時点で広島

県の三次市が作った「広報戦略　広報マニュアル」というのがあります。多分皆さんはご存じ

かと思うのですが、これがアメリカ・カナダタイプのコミュニケーションプランに一番近いの

かなと思います。ただ、項目の立て方や計画としての理念はアメリカ・カナダとは違う面があ

ります。三次市のものは、広報の戦略の柱を立てて、もう少し具体的に主に職員が日々広報す

る際にどういう点に留意しなければならないのか、どうやればいいのかということが書かれて

いるマニュアルになっています。この中で広報の対応時のタブーが取り上げられるなど、かな

り内部的なマニュアルではないかと思うのですが、三次市は全部公開しています。ただ公開し

ようとしまいが、自治体にとっての重要性は非常にあると思います。こういうものが自治体に

あるといいのかなと思います。

以上で最初のミッションマネジメントのトピック的な話題をお話ししました。

３．戦略的広報の展開に向けたシステムマネジメントの革新

これは広報を行う組織、体制、人材の面でのシステムをいかにやっていくかということです。

現在、日本の自治体の抱える広報業務体制の問題・課題は、いろいろな切り口があると思うの

ですが、私はざっくりまとめると次の二つだと思います。

まず、広報担当部署の戦略的な位置付けが相対的に低いのではないか。相対的というのは、

アメリカやカナダの自治体広報セクションの位置付けに比べて、日本の広報部署は組織全体の

中での位置付けが低いのではないかと感じます。アメリカでは、自治体にとって広報コミュニ

ケーションを行うセクションというのは最重要部門の一つで、パブリックリレーションズをす

べて統括するような位置付けとミッションが与えられていますが、日本の場合にはまだそこま

ではいっていないということがあります。

次に、日本の場合には専門家が圧倒的に不足しているのではないか。アメリカの自治体では

プロフェッショナル・コミュニケーターという専門資格を持った広報専門官が必ずいて、その

人たちは全く異動がないのです。ずっとコミュニケーション広報部門にいて専門家として務め

ています。

翻って日本を見てみますと、最近、広報部門に民間出身の広報関係の人を登用する例が見ら

れ、私も何例か知っていますが、結局、何年かしたら辞めてしまうとか、どうもうまくいかな

いという実態があります。それからプロパーの職員が広報部門に配属されても、４～５年とか、

せっかく専門知識を身に付けて、さあこれからというときに人事異動になるのです。日本の自

治体の人事制度がそうなっているので仕方ないことなのですが、広報部門に専門家がなかなか

育たない、定着しないという問題があるというのが大きな課題認識です。

では何をやっていったらいいのか。一つは、広報コミュニケーション組織を強化することが
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大きな革新の方向としてあります。その場合、広報コミュニケーションを統括する組織を拡充

するとか新設するということになります。ただ、現在の広報広聴課をなくすとか、どこかと統

合するのはなかなか難しいと思いますので、例えば位置付けを少し上げて、広報広聴課を首長

の直轄部門とするということが一つあるのではないか。新しい組織の新設は難しいと思います。

この画面は、アメリカの場合はどういう組織の名称になっているかというのを示しています。

最近は少し柔らかい表現も出てきていますが、日本の自治体は広報広聴の言葉が使われるのが

非常に多いと思います。アメリカの場合は、パブリックインフォメーションとかコミュニケー

ションズ・アンド・マーケティング・デパートメント、オフィス・オブ・コミュニケーション

ズ・アンド・メディアリレーションズなど、あまり統一化されていないのです。それぞれの自

治体の考え方でコミュニケーションを重視するのか、メディアを重視するのか、意識の違いで

名称も違っています。いずれにしても、コミュニケーション、マーケティング、メディアリ

レーションズのような非常に広い自治体全体のコミュニケーションを代表してやるというイ

メージの名称が付く場合が多く、実際にそのファンクションを担っています。

例えば、日本の広報広聴課がプラスアルファの業務メニューとしてどういうものの可能性が

あるかと考えますと、伝統的な広報広聴業務は当然やるとして、加えて先ほど紹介したコミュ

ニケーションプランを作るのは全然難しい話ではないと思います。それを組織全体に定着して

遵守させていくのは非常にエネルギーが要ることですが、作ることによって、ある程度実行管

理というのはできるのではないでしょうか。理想を言えば、自治体が対外的に発信する情報や

露出する部分でのインターフェース媒体については、一元的に管理するぐらいのことをやって

いかないと戦略的な広報にはなかなかならないのではないかと思います。

もう一つ、広報広聴課がＧＩ（ガバメント・アイデンティティ：自治体としてのアイデン

ティティ）を確保するということで、イメージ、ブランド、ロゴを管理していくのも広報コ

ミュニケーションの機能としては重要であると思います。

札幌市なども行っていますが、市民のコールセンターを開設するのも広報コミュニケーショ

ン組織の業務ではないかと思います。これは単にメニューですので、こんな広がりもあり得る

ということで示しています。

次に、人、専門コミュニケーターの話です。先ほど触れましたとおり、アメリカでは州単位

でPIO（Public Information Offi  cer）という資格認定制度があって、試験を通って資格が授与

されます。こうした有資格者が、自治体の広報コミュニケーションセクションにいて、通常は

コミュニケーション・プロフェッショナルやプロフェッショナル・コミュニケーターと呼ばれ

ていますが、多様なコミュニケーション業務を専門家としてやっています。ただ組織には、10

人とか20人の職員がいますが、全員がこの資格を持っているわけではなくて、１人の場合もあ

りますし、数人の場合もありますし、あとは通常の職員が補佐しているという状況です。とに

かく広報部門というのは対外的に非常にセンシティブな部分もありますので、やはり専門家が
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必要ではないかと思います。

４．戦略的広報の展開に向けたメディアマネジメントの革新

次に、メディアマネジメントの話です。先ほどと同様に、私が感じている日本の自治体広報

におけるメディアの問題を項目だけ申し上げますと、広報媒体と、それを所管する組織が分散

しており効果がなかなか発揮されないということです。例えば広報紙は広報広聴課です。でも、

自治体の公式ウェブサイトは例えば情報政策課や情報管理課など情報セクションが担当してい

ます。本当はこれが一元化されていることが望ましいわけで、それが分散しているがために効

果が発揮されないということです。

それから、自治体は各担当課がいろいろなパンフレットを作ったり、広報の活動をしている

と思うのですが、全体を分かっている部署なり把握している人がいない状況でいろいろな広報

がされているため、住民に対して正確に、どういう広報媒体で、どういう情報が提供されてい

るかが分からないということになっていると思われます。そのため、こういう広報をやってい

ますということを、さらに広報しなければならないという二度手間も発生しています。

また、依然として「デジタル・ディバイド」にどう対応しているかというのは皆さま方も非

常に重要な問題認識を持たれていると思います。簡単に言うと、ホームページと広報紙をどう

するのかという話です。札幌市の広報紙は全戸配布です。今、160万世帯に全戸配布するとそ

のコストたるや大変なもので、加えてホームページもきちんとやっていくという二重投資問題

が発生しています。ただ、全戸配布をやめると、当然、まだホームページを見れない人たちは

たくさんいるので、その辺をどうするかが重要な問題です。

それから、能動型広報と受動型広報のバランス、これは今申し上げたことを裏返しているの

ですが、広報紙の全戸配布は受動型なのです。黙っていても届くので、ぱらぱら見ればそれで

いい。でも、ホームページを見にいくとなると、かなり能動的にやらなければならないので努

力が必要になります。そういう能動型と受動型の広報を、自治体としてどちらに重点を置くの

かが非常に重要な問題になってきます。

もう一つは、Everything is on the Web、すなわち社会全体のデジタル化の流れの中で、自

治体は依然として紙媒体を多く抱えています。両者の兼ね合いをどうするのか。それから後で

ご紹介しますが、ソーシャルメディアとウェブページとの兼ね合いをどうするのかなど多様な

問題が潜んでいます。それにどう対応していくかといういろいろな決断が必要になってきます。

そうしたときに、現在自治体が取り扱っているメディアをどう整理したらいいのかというと、

以下の整理方法があると思います。

この表（画面）の表頭区分は、パーソナルメディア、ソーシャルメディア、マスメディアで

す。ソーシャルメディアは、狭義でインターネット上のフェイスブックやツイッターを指して

いる場合が多いのですが、ここでは若干定義を広げています。パーソナルが特定の少数を対象、
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マスメディアは不特定多数であるのに対して、ソーシャルメディアを特定の多数、特定はでき

るけれどもかなり多い人を対象とするメディアと捉えています。誰が見ているのか分からない

という不特定の大多数を対象とします。

一方で表側のメディア区分は、普段皆さまが作られている媒体も、こういう切り口で整理す

ると面白いかなということで提示しています。

一つは、放送・インターネット系のメディアという切り口です。フェイスブックやツイッ

ターというのはこの辺に入ってきますし、通常のウェブのサイトなどもこちらに入ってきます。

それ以外に空間メディアというのがあって、自治体がプレスカンファレンスをやるというのは

それほど多くないと思いますが、こういう場で広報するのは空間メディアです。表情や空気が

伝わるという意味で、空間メディアには、マスタイプなのかソーシャルタイプなのかという切

り口もあります。伝統的な紙・イメージメディアもありますが、広報紙はこの辺に入ってきま

す。それから、ヒューマンインターフェースメディアというのは、コールセンターやヘルプデ

スクです。これは人と人とのコミュニケーションなので、それも広報の媒体の一つにはなります。

こういう切り口で整理すると、皆さまの広報媒体はおおむねどのあたりになっているのかが

分かると思います。別にこれで優劣をつけるということではなくて、頭の整理上、このように

捉えていくとバランスを考える意味でも参考になると思います。

次に、いよいよ皆さまのご関心が高いと考えられますソーシャルメディアです。深く話して

いると、これだけで１日たってしまうのですが、簡単にさわりだけ述べます。

現在、自治体のソーシャルメディアのうち正確にアカウントが把握できるのはツイッターな

のでツイッターを見てみました。恐らく皆さんはツイナビというのをご存じですね。自治体が

公式のツイッターアカウントを登録するときにツイナビを通してやります。ツイナビを見ると、

公共機関の公式ツイッターのアカウント数が日々変わっています。今日のために初めて集計し

てみたのですが、良い悪いということではなく、関東の自治体は圧倒的に多いです。一都道府

県当たり32.7とダントツで、関東の自治体は自治体の本体、あるいは自治体のやっている○○

センターとか○○公民館というレベルでツイッターを立ち上げています。

それに対して、近畿の自治体は、ほかのブロックに比べれば高いと思いますが、関東に比べ

て数でいうとかなり差があります。ただ、ツイッターが多ければいいということではないと思

うのですが、ただ、ソーシャルメディアへの関心とか、とにかくやってみようという意識とし

て数をとらえるならば、関東の自治体の方がアグレッシブかなという印象はありました。

国も急速に各省庁でツイッターが増えています。理由としては、何はともあれ、東日本大震

災以降、急激にツイッターの有用性が認知され、どこの自治体もトライしようという動きに

なっています。

まだ黎明期なので評価は難しいと思うのですが、今現在で確認できるソーシャルメディアの

メリットとデメリットのポイントを簡単に整理しました。住民にとってのメリット・デメリッ
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トと、自治体にとってのメリット・デメリットの二つの視点を分けて考えました。

まず、住民側のメリットとして指摘される点の１番目が、自治体の政策や活動についての必

要な情報を迅速に入手できる。これは当たり前のことです。

それから自治体のウェブサイトで、お問い合わせというのを皆さんもやられていると思いま

すが、お問い合わせでいろいろなことが住民から来たときに、他の住民が何を聞いているのか、

どういう意見を出したのかということは通常分からないわけです。でもツイッターやフェイス

ブックの場合、何を言っているかというのは見れば分かるし、それこそ「いいね」の数で、こ

の発言に対しては非常に感動を呼んでいるなという、とにかく自分の考えが他の人に比べてど

うなのか、そうしたときに他の人々の意見、生の声が分かるというのは一つ重要なことと思い

ます。また、ソーシャルメディア系はiPhoneはじめ携帯からアクセスできるので、いつでも

どこからでも気軽にアクセスできるというメリットもあります。

一方、自治体側にとってのメリットは何かというと、既存のメディアを補完し、重要情報を

住民に迅速かつ広範に伝達できることです。まさに災害時に役に立ったと言われているのはこ

の点です。

それから多数の住民の意識・意見を可視化できることもメリットです。自治体職員が書いた

ものに対し、「いいね」の反応が幾つあったかということは簡単な住民アンケートをするに近

い効果、いわゆる広聴に近い効果があるのですが、それが可視化できるというのが２点目とし

て重要です。また、首長が自分の言葉で書き込んだり、住民の投稿に対してコメントが返って

くるという取り組みをしているところについては、首長と住民のコミュニケーションの距離感

が急速に縮まるという意味では重要かなと思います。これは良い点です。

以上に対して、デメリット、問題となるような点も多々あります。住民側からすると、皆さ

んご存じのとおり、東日本大震災のときにも「なりすまし」がたくさんありましたが、こうい

う危険性があります。

それからホームページを見るデジタル・ディバイドよりも、もっとより大きな利用面での

デジタル・ディバイド、情報格差というのはソーシャルメディアには発生するということで

す。要するに、日本国民の中で、ツイッターやフェイスブックを自由に扱える人は何割いるか

という話です。今の若い人たちは多分何の抵抗もなくやっています。私も何とかやれます。た

だ、私より上の年代になるとかなりハードルが高いのではないかと思います。皆さんもされて

いると思いますが、フェイスブックやツイッターというのは、まず仕組みがよく分からないで

す。自分の書いたことが、誰のどの範囲までにオープンになるのか。あと「いいね」ボタンを

押すと、これはどういう結果で、どういう影響がどこに及ぶのかなど、仕組みがなかなか難し

いです。また、フェイスブックも画面のデザインも含め、アプリケーションややり方など、シ

ステムが結構変わります。それにきちんと対応して正確に使いこなすというのは、相当な情報

リテラシーが必要です。それを使いこなせる住民の割合は今後どんどん増えると思うのですが、
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今の時点ではどうなのかということがあります。

それから今自治体は、ツイッター、フェイスブック、ホームページをみんな並立してやって

います。そうすると使う側から見て、一体違いは何なのか、流れている情報は違うのか、ツ

イッターで得た情報は他のフェイスブックにも流れているのか、流れていないのか、どういう

関係にあるのか、どう使い分けしているのかなど、利用する側には非常に分かりにくくなって

いると思います。たとえば、武雄市のものを見ても、まだウェブは残っているし、フェイス

ブックもウェブにアクセスできるし、ウェブのページとフェイスブックのページが同じ部分も

あるし違う部分もあったり、それとツイッターとはどう連動しているかなどについては、相当

勉強しないと分からないです。このような利用者側の混乱が生じています。それをどう解決し

ていくかというのが一つ重要な課題になります。

自治体側からのデメリットは、自治体は住民に対して平等に情報を提供するという義務があ

ると思うのですが、ソーシャルメディアを使っている人たちの層は限られますし、人数も限ら

れるということから、ソーシャルメディアを中心に広報をすると平等に伝えるという原則から

かなり外れていく可能性があります。

それから皆さんもご存じのとおり、北海道の長万部町のまんべ君のような問題が起こってし

まう可能性もあります。要するに、個人の発言なのか、組織体、自治体としてのオーソライズ

した発言なのかという点について、職員がツイッターでつぶやいたことやフェイスブックで流

したことがトラブルになる危険性が非常にあります。

また、情報システムの脆弱性も問題です。自治体のホームページはかなりシビアな条件の下

で管理されて情報を流していると思われます。ところがフェイスブックでもツイッターでも、

これまではそんなに大きなトラブルはないとは思いますが、民間ベースの何の契約上の取り交

わしもない状況のプラットフォームを使っています。このため、自治体が持っているあらゆる

情報を事業者側に預けたときに、情報システムがダウンするとか消失するとか、あるいは会社

が倒産して閉鎖になる危険性もあるわけです。そういうことに対して、自治体側がどこまで担

保できるか。そういうことも問題の一つであると思います。

それからどんどん突き詰めていくと公文書管理の問題とも絡んできます。フェイスブック、

ツイッターでやりとりした情報は自治体が公文書管理する際の対象になるのか、ならないのか。

なったときにどうやって保存して保護するのかという点も今後は課題になってくると思います。

自治体のソーシャルメディアの利用には、デメリットだけを強調すると、今申し上げたよう

な問題がまだまだあります。ただ、そうはいっても大きなメリットもあるわけなので、決して

やめるのではなくて、うまく使いこなしていくことが必要です。そのときに、少しガバナンス

を意識してソーシャルメディアをお使いになった方がいいのではないかと思います。

その際のガバナンスのポイントとして５点ほど挙げます。非常に抽象的で大くくりな柱建て

にしていますがご了解ください。
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ソーシャルメディアの目的とツールを明確にすること、利用・運用面でのセキュリティを向

上すること、チャネルミックスを構築すること、職員の利用ルールづくりをすること、文書管

理のルールづくりをすること、の５つです。特に、職員が自分でアカウントを取ってする場合、

どのようにやっていったらいいのかということのルールづくりが必要です。最終的には、自治

体におけるソーシャルメディアの運用ポリシーをきちんと作って、それにのっとってやってい

くことが重要です。その運用ポリシーの中身として、５つのガバナンスのポイントがきちんと

含まれるポリシーを作ることが重要だということです。

恐らく皆さま方の自治体では、必ずソーシャルメディアの運用ポリシーを作って、ウェブで

公開していると思います。ただ、私が見るかぎりでは項目が非常に粗いと思います。もう少し

きめ細かな運用ポリシーを立てておかないと職員も具体的にどうやったらいいのかというのは

分からないと思います。

それから、外向けと内向けが一緒になったポリシーになっているのも少し問題です。本当は

職員向けの運用ポリシーと、外に対する運用ポリシーは明確に分ける必要があります。職員の

運用ポリシーというのは、職員の皆さんがツイッター、フェイスブックにおいてアカウントを

持って情報発信するのはいいですが、ただし、こういう点に留意しなさい、トラブルが起こっ

たときにはこうしてくださいというのが内向けの運用ポリシーになります。

一方、外向けの運用ポリシーというのは、私たちの自治体はフェイスブックやツイッターで

のリプライはしませんとか、あらゆる責任は取りませんということを対外的に表明するという

意味での運用ポリシーです。そういう仕分けをしてきちんと運用ポリシーを立てることが重要

です。

５．戦略的広報の展開に向けたプロセスマネジメントの革新

最後に、プロセスマネジメントの話。これはPDCAサイクルです。PDCAサイクルはあらた

めて説明するまでもないと思いますので、PDCAをしっかりしましょうということになります。

今までのところで四つのマネジメントのお話をしました。次は政策広報に絞ってお話をした

いと思います。

６．自治体における戦略的な「政策広報」の展開

自治体の広報の非常に重要な領域かつ中心的な分野は政策広報だと思います。政策広報をき

ちんとするのが自治体の広報としては最もベースとなる部分ということから、ここに絞って少

しお話しします。

政策広報というのは、マーケティング・コミュニケーションの一つです。四つの目的があり

ます。認知の向上、住民意識の喚起、行動の喚起、緊急対応です。それぞれに対して、政策広

報のカテゴリーがあります。
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１番目が認知向上に資する、アカウンタビリティ型の政策広報です。これは、説明・告知型、

もう少し柔らかく言うと政策を説くタイプの政策広報です。要は、政策の意義・内容・影響・

成果について、住民に分かりやすく説明し理解を得るというタイプの広報です。

最近は、パブリックコメントや政策評価で、結果としての政策の見える化は非常に進展して

います。ただ、政策はどうやってプランニングされたかの見える化がまだまだブラックボック

スになっているので、そこに対してきちんと広報しましょうというのがアカウンタビリティ型

の政策広報です。

当時は革新的と言われて、また賛否両論が起こった2006年時点の北海道の栗山町の議会基本

条例が有名です。議会条例の中で政策の決定過程、プロセスを明確にきちんと住民に公開する

ことを規定したということが非常に革新的な部分です。こういうことを自治体が意識してやる

のが政策広報の一つの領域ということです。

２番目がアジェンダ型の政策広報です。これは意識を喚起するということです。課題提起、

柔らかい言葉で言うと政策を問う広報ということです。今、自治体には重要政策課題が目白押

しだと思います。重要政策課題である福祉・医療、教育、環境に対して、論点を住民に提起し

て、世論を喚起するというのがアジェンダ型政策広報です。

アジェンダ型政策広報には、論点公開型、説得誘導型、関心喚起型、意見公募型という、全

く性格の異なる四つのタイプの広報のまとまりがあって、これを意識してやるとより効果的な

広報になるのではないかと思います。

３番目がプロモーション型の政策広報です。自治体の考えている政策、施策、制度を利用し

てもらう、あるいは政策を守ってもらうことを住民に対してアピールして促すというのが、プ

ロモーション型の政策広報です。

これには、さらに大きく二つあって、各種の補助・助成制度、支援制度、特区制度、電子申

請などを利用してもらうことを促すタイプの広報と、国ベースで取り組んでいるクールビズ、

ウォームビズ、ごみのリサイクルなどの政策を立案したので守ってくださいというメッセージ

発信タイプの広報の２つです。これらを総称したプロモーション型の政策広報も重要です。

４番目がリスク管理型の政策広報です。これはリスク・コミュニケーションのところで言い

ました、社会リスクと自損リスクに対応した広報をリスク管理の政策広報という形でやる、す

なわち危機管理、政策を守るタイプの広報になります。

実際に政府の広報オンラインに出てくる新着情報を今述べた四つの切り口でまとめてみると、

この四つにおおむね分類されてしまうのです。国がやっている政策広報も、この四つのタイプ

のどれかに当てはまってしまいます。ということは、これを守ってもらいたい、知ってもらい

たい、国民にもう少し考えてもらいたいなど、最初からそのように政策広報を分けてメッセー

ジを発信すれば、非常に分かりやすくなるのではないでしょうか。

次に、政策広報のプロセスからみたタイプとしては、大きく、広告型の政策広報とパブリシ
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ティ型の政策広報があります。これは使い分けをきちんとしないと駄目です。広告型の政策広

報は、行政がダイレクトに住民・企業に対して、自分の意図そのままの情報が伝わります。た

だ、それがうまく伝わったかどうかはモニタリングしないと分かりません。一方、パブリシ

ティ型の政策広報というのは、メディアが媒介しますので、最初の自治体の意図はメディアが

翻訳してしまい、ワンクッションが入るので、行政が意図したものが最終の企業なり住民に伝

わっているかどうかはクエスチョンとなります。このため、メディアが正確に伝えているかと

いうモニタリングと、最終的にメディアを媒介として到達した住民側が、情報を意図したとお

りきちんと理解しているかという、この二つの側面でモニタリングが必要になります。

最後ですが、人々に正しく伝わる政策広報に向けてということをお話しします。これは多少

哲学的な部分があるのですが、「伝える」のと「伝わる」というのは全く違うことだというこ

とです。政策広報としては、単に一方向的に伝えるのではなくて、結果として住民に正しく伝

わったかどうかを重視して、正しく伝わることを目的とした政策広報のあり方を考える必要が

あります。

では、どうしたらいいかということになりますが、１番目は、訴求対象者の違いの認識です。

十把ひとからげに捉えた住民ではなくて、住民はいろいろな顔を持っているということの認識

です。例えば、納税者、公民、生活者、消費者、公募債を買うという意味で投資家、事業者、

NPOと自治体の協働ということになるとパートナーなど、一口に住民と言ってもいろいろな

顔があります。顔をイメージして、その顔に対して的確なメッセージを発信するという考え方

での広報が、正しく伝わる政策広報の一つとして遵守しなければならないポイントです。

２番目が、訴求対象者の目線に立った政策広報を行うということです。

３番目が、政策のブランディングです。結構難しい話になってくるのですが、政策もアピー

ルの仕方でブランドを持つということを言っています。例として構造改革特区の話をしていま

すが、「わが自治体は、自由かつ脱規制の政策をやります」というキャッチフレーズを発信す

る。それによって、自由な政策を持った自治体というブランドのようなものが形成されること

があるので、そういうことも意識した政策のイメージアップという意味での政策のブランディ

ングのようなことも視野に入れてやるといいと思います。

７．ケーススタディ：シアトル市の広報コミュニケーション

私は、ソーシャルメディアは過渡期であるので、今自治体の広報の最も中心となる媒体は

ホームページであり、それをいかにいいものにするかというのがベースではないかと思います。

最重要媒体はホームページであるとの理由としては、民間企業はウエッブ検索結果で上位10位

に入るというのが重要経営戦略になっていますし、民間企業ではまだまだホームページを中心

とした広報連携が中心です。ただ、あくまでもホームページが中心でいいのですが、それと他

の広報媒体がうまく連動して、最終的にはホームページに誘導するという考え方での広報媒体
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のミックスを考えることが重要になっています。

もう一点、ホームページの重要性としては、自治体のブランドやレピュテーションの向上に

大きく貢献するということです。

また、ホームページとソーシャルメディアとの関係で言いますと、今のところソーシャルメ

ディアは、あくまでも補完媒体として位置付けて、自治体のホームページに誘導するための媒

体として使うのが一番効果的ではないかと思います。

国、省庁は、フェイスブック、ツイッター、ホームページをやっていますが、その中で政府

広報室は、フェイスブック、ツイッターはホームページへ誘導するための情報と考えています。

ホームページ上で国民の皆さんに重要なこういう情報がアップデイトされました、新しく○○

省からこういう重要な情報が新着情報として来ましたなどの情報をツイッター、フェイスブッ

クなどで流して、具体的に詳しい情報は全部ホームページで提供するというような思想と設計

で政府の広報はされています。

自治体も基本的には重要な情報はホームページに誘導して、そこで提供するこということが

よいと思います。ただし、首長と住民のやりとりなど、双方向のコミュニケーションという

意味では、ホームページは機能的には全然追いつかないので、それはツイッター、フェイス

ブックでやることは重要だと思いますが、あくまでもホームページを中心として、ツイッター、

フェイスブックをうまく使っていくことが重要です。

ではこのように重要な役割を担う自治体ホームページですが、テクニカルな面から世界レベ

ルで見てどれが一番良いホームページなのかを考えたときに、私は大変申し訳ないのですが、

日本国内というよりはアメリカの自治体のホームページがかなり優れていると思います。アメ

リカでは自治体のホームページのコンテストや、ランキングも含めていろいろな取り組みがさ

れていて、2011年の最優秀ホームページとしてシアトル市のホームページが受賞しています。

シアトル市のホームページは、本当によくできていると思います。少し画面をみながら紹介

したいと思います。まずトップページのカテゴリーの作り方、カテゴリーから第２層、第３層

に誘導する仕方、トップページの一番フェイスになる部分での項目の配列の仕方や内容が優れ

ています。その他、外国語30か国語に対応していること、画面を個人がカスタマイズできるこ

となども評価できます。当然、最近のツイッター、フェイスブック、ブログなどのソーシャル

メディアに対応していますし、画像・映像系のコンテンツも豊富です。本当に参考になるホー

ムページだと思います。これは、そんなに難しい技術を使っているわけではありません。ただ、

ホームページの設計はウェブページのデザイン会社にいくら任せてもこういうものはできませ

ん。あくまでも発注する側がきちんと設計して、コンテンツは当然自治体側で用意して、こう

いうイメージで作ってくれと言えば、技術的には日本でも十分できると思います。

これで講演は終わります。どうもありがとうございました。
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住民とのコミュニケーション

ツールとしての広報

～ 自治体広報を住民との

　　コミュニケーションツールにするために ～

・広報の役割やPRの概念を共有する

・戦略的広報の実施

・マスメディアの活用

・情報収集を充実し、収集した情報を活用する

・広報計画とPDCAサイクル

第４部
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「住民とのコミュニケーションツールとしての広報」提言書

 吹田市　津田　泰彦

 豊中市　西岡　良和

 貝塚市　円地　正記

「広報」「宣伝」と訳されるPR（Public Relations）は、20世紀初頭の米国で「公衆・社会と

の関係づくりが大切である」という理念から誕生した。当時の米国では、新聞社が急成長を遂げ

ており、各企業では、新聞社が自社の不利益になる記事を書かせないように、専門家を雇って新

聞社にアプローチをしていた。そのような状況の中、「ザ・ニューヨーク・ワールド」紙の記者

だったアイビー・リーは、「秘密を持たず、積極的に情報を公開し、自らの姿勢と事実を広く

社会に知らしめる手段」を主張し、これがPRであるとした。その主張のもと、アイビー・リー

はPR会社を設立し、「正確性」、「信頼性」、「顧客の利益」をモットーにしたパブリシティ

業務を展開した。そして、1906年、世界で初めてNYタイムズにプレスリリースを行ったことに

よって、近代のPRは確立された。

わが国では、第二次世界大戦後、GHQによりPRの概念が持ち込まれ、「広報」と訳された。

その後、戦後の復興から高度成長の時代を経て、住民満足度の向上のために住民と協働したまち

づくりが求められる「地方自治新時代」と言われる時代に突入している。これからの自治体広報

は、アイビー・リーが主張したPRの原点に立ち返り、お知らせ中心の広報から、住民と行政の

信頼関係を築く「コミュニケーションツール」としての広報に変わっていかなければならない。

また、インターネットが普及し、フェイスブックやツイッターなどのソーシャルメディアが増

え、自治体・住民共に容易に情報を発信できる環境となった現在、自治体広報がどのようにある

べきかも考えていかなければならない。

そこで、これからの自治体広報が、住民とのコミュニケーションツールになるためにどのよう

に対応すればよいのか。第１章では自治体における広報の現状や課題を提示し、第２章で講義の

中で参考となった具体的な事例を紹介、第３章で、課題解決に向けての取り組みを提示したい。

第１章　自治体広報における現状と課題

１．行政の発信する情報は住民の求める情報となっていない

行政の行う広報の目的は、住民と行政との信頼関係を構築することにある。一方的に住民に情

報を発信するのではなく、住民が求める適切な情報を適切な形態で提供しなくてはならない。

しかし、現状では、主に「行政が知らせたい情報」を伝達するための手段として利用されてお
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り、「発信する情報（行政が知らせたい情報）」が「住民の求める適切な情報」と一致している

かについて疑問がある。

２．情報を周知することが目的になっている

広報する際、「広報をしたから」という担当者の安心や言い訳で終わってしまっている。多く

の自治体では、単に発信しただけの「やりっぱなし広報」、発信したということを言い訳にする

「アリバイ広報」といわれる状況に陥ってしまっている。「広報を行うことで何を伝えたいの

か」というところまで考えられていないことが多い。

３．住民から得られる情報の共有ができていない

住民の意見や意思は、行政運営にとって重要な要素となっているにも関わらず、それらを行政

全体で共有する仕組みができていない、または持っていても機能していない自治体が多い。

そのために住民意思は関連部局のみでしか活用されず、行政全体でさまざまな住民意思に基づ

く改善や見直しができていない。

また、住民からすれば「意見を出したにも関わらず行政は何の反応もない」ということで、行

政に対する信頼をなくす恐れもある。

第２章　自治体広報を「コミュニケーションツール」と
 するために参考となる事柄　　

１．情報は「隠す」のではなく「公表する」ものである

情報は、発信者に都合の良いもの、悪いものに選別され、都合の良いものについては積極的に

発信され、悪いものについては隠されるという傾向が強い。

しかし、意図的に都合の悪い情報を隠すことは、結果的に発信者に有利とはならない。たとえ

ば、記者会見のたびに、次々と隠ぺい事実がわかり、「まだ隠しているのではないか」という疑

心を抱かれるようなケースである。

つまり、都合の悪いものも含めて、全ての情報を事実に基づき正確に公表することが、結果的

に信頼を得ることにつながるのである。

２．結果を伴わない広報は広報と呼べない

2011年４月に発生し、４人が死亡した「ユッケ食中毒事件」。事件が起こった自治体では、事

件の１年前に食中毒についての広報をしていた。その内容には食中毒の危険性を盛り込んでいた

にも関わらず、この事件が発生した。

つまり、「広報をした」のではなく「広報をしたつもり」になっていただけで、結果として効
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果のない広報をしていたということを証明してしまった。結果を伴わない広報は広報とは呼べな

いということを認識すべきである。

３．広報の中身（素材）と「見せる中身」

自治体広報には、いわゆる行政用語が多用される傾向があり、住民からは敬遠されがちである。

「どうすれば見てもらえるか」ということを常に意識しなければならない。施策（素材）から

「見せる中身」をどう作るのか。正攻法にとらわれない様々な発想で、広報を行うことが重要で

ある。

４．「価値ある情報」の作成

広報をする際、組織内の調整が重要なことはいうまでもないが、それだけを意識した情報では、

受け手にとって「価値ある情報」でないこともある。

「価値ある情報」とするためには、広報を出したことによる効果を検証し、次につなげるとこ

ろまで意識することが重要である。そのためには、受け手の立場に立ち、PDCAサイクルを意識

しながら広報計画を立てていく必要がある。

５．「インフォメーション」を「インテリジェンス」に転化する

広報をコミュニケーションツールとして活用するには、住民の意思や意見を広く聴くことが不

可欠である。そのためには、広報と広聴の連携は必須だが、「苦情を聴くこと」で精一杯になっ

ている。広く住民の声を聴くためには、単なる意見聴取の取り組みだけでなく、さまざまなアプ

ローチの検討が重要となる。三重県鈴鹿市でメールモニター制度を活用し、メールモニターに登

録している住民に市政に関するアンケートを配信し回答してもらう制度が実施されている。

また、「聴いたことを活用する」ことも重要であるが、この段階に達していないことが多い。

まずはインフォメーションを行政全体で共有し、新たな政策の展開や業務の改善などに生かして

いくことが必要となる。

つまり「インフォメーション（情報）」を「インテリジェンス（情報に基づく洗練された判

断）」に転化することが本来の広聴業務であり、そのためには、組織風土や職員意識の改革など

「インナー（組織内）広報」にも積極的に取り組むことが重要である。

６．伝えたい情報は「作り手から受け手への熱伝導」が肝心

アピールしたい情報を伝える際は、その情報に血が通っているか否かが大きなポイントとなる。

「血が通うこと」、言い換えれば「作り手が発信する情報に熱意を込めること」ができた情報は、

受け手に伝わる情報となる。組織が大きくなるにつれ、情報に血が通わなくなってしまう傾向が

あるので、大きな組織ほどその点に注意することが重要である。
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第３章　自治体広報を住民とのコミュニケーションツールにするために

１．広報の役割やPRの概念を共有する

PRの概念は「Relations」という言葉にもあるように、情報を伝達することではなく、情報の

伝達を通じて住民との信頼関係を築くことである。

したがって、「全ての情報を正確に伝えること」「自治体が伝えたい情報を伝達すること」だ

けを目的とするのではなく、「情報を伝えることでどういう成果を得られるか」を検証すること

が必要である。

以上のように、全職員に広報の役割や基本的な考え方を周知することで、一人ひとりの意識を

改革し、組織風土を変えていくことが必要である。

２．戦略的広報の実施

例えば、同じ内容の周知でも、見出しや記事の内容によって伝わり方に違いが生じる。

だからこそ、情報の見せ方や出し方といったテクニックを習得し、自治体広報を戦略的に展開

することも重要である。常に「情報の受け手」の立場で考えることで、どうすれば効果的に伝わ

るのかを意識して広報をすることが必要である。

また、情報をどの媒体で発信することが適当か、広報紙などの紙媒体とホームページなどの電

子媒体をうまく組み合わせるなど、効果的・効率的な情報発信について、前例にとらわれずに研

究し実施することが必要である。

３．マスメディアの活用

厳しい財政状況の下、広報紙の予算確保が厳しくなる中、パブリシティを活用しない手はない。

「ニュース価値はどこにあるのか」などを明らかにし、新聞社をはじめフリーペーパーや雑誌社

などへのリリースも検討する。

４．情報収集を充実し、収集した情報を活用する

住民との信頼関係を築くためには、情報を発信するだけでなく、受け手の声を広く聴くことも

重要である。そのためには、情報を収集する広聴の制度を充実させなければならない。ホーム

ページを通じた意見募集やメールを活用した手法など、さまざまな媒体を活用して、効果的に情

報を収集できるかもしれない。

収集された情報を行政運営に活用することが本来の広聴のあり方である。収集した情報を共有

し、効果的に活用できる仕組みを構築することが必要である。
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５．広報計画とPDCAサイクル

近年、施策評価や事業評価といった「行政評価」を実施している自治体が少なくないが、行政

評価の内容は予算額などが主となっており、広報が指標となっていない。

しかし、現在の自治体広報には「計画的に取り組む視点」、「成果を意識して取り組む視点」

が必要なことはこれまでに述べたとおりである。広報を担当する部局が計画的に取り組むことは

もちろん、各担当部局が事業計画の中で広報をしっかりと位置付けることで、計画的に取り組み、

その成果についても評価を行うというPDCAサイクルを意識することが必要である。

事業計画書に広報を位置付けることも一例であるが、広報計画を事業計画書とは別に作成し、

行政全体で統一的に管理する仕組みの構築が望ましい。
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１．世論研究

私の専門分野は政治心理学・戦略コミュニケーション論です。私は大学に入った時はマスコ

ミに行きたかったのです。皆さんもそうだと思いますけれども、いろいろな出会いが人間の人

生を変えていくことがあると思うのです。

大学に入ったのは昭和51年ですが、３年生になったとき、私の指導教授になったのが辻村明

先生で、当時のソ連のメディア分析をしていました。

当時はもちろん東西冷戦のさなかですから、社会主義と資本主義の対立があったわけです。

ソ連の党の機関紙は「プラウダ」という「タテマエメディア」です。「５か年計画でこういう

ふうにうまくいきました。次の５か年計画でこういうふうにうまくいきました」というタテマ

エばかり。そういったものを分析しても現実は分からないということで、私の指導教授は何を

分析したかというと、ソ連の人たちが喜んで読んでいた「クロコダイル」という風刺漫画でした。

その風刺漫画には何が描いてあったかというと、例えばソ連ですから配給をします。黒パン

の配給を受けるために２時間も３時間も並んでいるわけです。その行列をしている中で横入り

をする人たちがいる。その横入りをする人は誰かというと、役人に賄賂をやっている者がみん

な横から入ってしまうのです。２時間、３時間待っている人たちは自分の順番が来たときには

パンがないわけです。そういう風刺漫画をソ連の人たちは喜んで読んでいました。これこそソ

連の人たちが一体何を考えて、何を望んでいるだろうかを表しているということで、そういう

風刺漫画を通して世論をその先生は分析していました。

そういう分析手法に私はしびれたというか、かっこいいなと思ったのです。私も同じような

ことをしていきたいと思って、マスコミを受けるのをやめて大学院に行きました。ですから、

幅広く言えば、私は世論研究をしていることになるかもしれません。

その世論研究の道に進んだわけですけれども、例えば選挙のときに世論調査をやります。ど

ういう政党に投票するか。さらに細かく言えば、マスコミの報道がそういった投票行動にどう

いうふうに影響しているのかについて研究の対象にしています。ですから、例えば次の選挙で

もマスコミの報道の内容を分析して、その報道がどのように有権者の投票行動に影響している

のかということも分析することになるでしょう。

もう一方で、「世論」を行政にどう生かしていくか。今日のメーンテーマの一つになります

けれども、そういう視点でもいろいろな研究をしていまして、いわば戦略コミュニケーション

「住民とのコミュニケーションツールとしての広報」

講　師　川上　和久　氏（明治学院大学法学部教授）

実施日　2012年８月29日（水）

講義録
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の一環としての「行政広報・広聴の研究」をしていることになります。例えば広報・広聴の連

携です。

そして、行政のことをきちんと理解していただいて、正確な情報を伝え、信頼に結びついて

いくような「世論形成」をどういうふうにしていったらいいかについても、研究を続けている

わけです。

その意味では行政にも目標、ゴールを決めた「戦略コミュニケーション」、あるいは「世論

の理解」を得ることが非常に大事だと言えると思います。そういう意味で私は行政の広報・広

聴のあり方について日本広報協会などでお仕事させていただいています。

２．PR（Public Relations）が出てきた背景

２－１．PRの父アイビー・リーがしたこと

これは常識的なことなので簡単に触れますけれども、「Public Relationsの父」といわれて

いる人がアイビー・リーです。いろいろなPublic Relationsが出てくるにはそれなりの背景が

あると思うのです。どういう背景があってPublic Relationsが出てきたのか。

20世紀の初頭になりますけれども、当時の新聞、あるいは当時の会社は自分に都合が悪いこ

とがあると隠すのが当たり前でした。動燃の事故があったときも隠蔽体質が指摘されました。

大相撲もそうですね。

どのような組織でも自分の都合の悪いことはあまり明るみに出したくないのです。それはど

こでも同じです。アメリカでも同じでした。20世紀初頭では例えば鉄道事故が頻発している

のです。去年でしたか、中国の鉄道事故で隠蔽して車両を埋めてしまったことがありました。

「けしからん」と言うけれども、私はあれを見ていて、アメリカだって20世紀のはじめには同

じようなことをいっぱいしていたのではないかと思いましたが、そういうふうに都合の悪いこ

とは隠すのが当たり前でした。

ところが、アイビー・リーは、列車事故を起こしたペンシルバニア鉄道会社の企業姿勢を改

めたのです。つまり、新聞の読者は「どうせ鉄道会社なんて事故を起こしたって隠すのは当た

り前だろう」と思っているのを、企業側にマイナスの事実情報もちゃんと開示してメディアと

の関係を改善させました。

そして、鉄道会社からのステートメントということで、初めてプレスリリースをしたといわ

れています。そうして正確な情報を伝達しました。今では当たり前のことかもしれませんけれ

ども、正確な情報を伝達することによって、かえってその顧客、あるいは新聞の読者が「ペン

シルバニアの鉄道会社はほかの会社と違う。きちんと正確な情報を伝達した」と信頼関係を得

ることができたのです。

だから、Public Relationsは正確な情報をできるだけ受け手、あるいはステイクホルダーの

方々に対して提供することが大事なのです。それによって信頼回復を得ることが大事なのです。
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今にも通じることです。

２－２．アイビー・リーの「教訓」

アイビー・リーへの批判はあるのです。例えば労働争議が盛んだったときに、ロックフェ

ラー２世だったと思いますけれども、どういうふうにしたら関係改善するのだということで、

労働者のところへ自ら赴いてコミュニケーションする姿を見せることで、「ロックフェラーは

労働者ともちゃんと会話するじゃないか」というイメージを持ってもらったり、あるいは労働

者の子どもたちに10セントを配るのです。今で考えればまさに子どもだましです。でも、そう

いうことをすることによって労働者の子どもたちの味方なのだというイメージをロックフェ

ラーに付けることにアイビー・リーは成功したわけです。

アイビー・リーは偽善者だという批判もあります。でも、現在にも残るポイントは、少なく

とも「隠し事をしている」と思われるような組織では信用されないということです。積極的に

情報を開示するのです。「カードスタッキング」はトランプでは「いかさま」と言いますけれ

ども、自分に都合のいい情報だけを開示するのではなくて、そうではない情報も含めて開示し

ようとする姿勢を持ち続けることが、「事の善しあしがあるでしょう」という反論があるかも

しれませんけれども、信頼関係の醸成に結びついていくのです。ただ、何でもかんでも開示す

ればいいものではないのです。これについては後ほど少し述べたいと思います。

２－３．「世論の理解」は目指したのか

戦後の日本は、「Public Relations」の概念を導入して、「世論の理解」を目指すことがで

きたのかについて、少し辛口ですがお話ししたいと思います。

ご承知のように、日本では第２次世界大戦の後にGHQが「Public Relations」の概念を持ち

込みました。ですから、「行政は一方的に住民に命令するような組織ではなくて、住民との

関係において適切な情報を提供し、信頼関係を構築しなければいけない。Public Relationsを

やりなさい」とGHQから言われて、今はどこの自治体にもある行政広報紙もそういった観点

から誕生していった経緯があります。ですから、「お知らせ」だけではなくて、住民の方々

とコミュニケーションすることによって世論を形成し、信頼関係を形成することが「Public 

Relations」、行政の広報・広聴の中に本来は含まれていたはずです。

２－４．Public Relationsは機能したか

ところが、それが果たして機能したかどうか。もちろん機能した部分もあったかもしれませ

んけれども、行政の広報・広聴は立派だと褒めても意味がありませんから、ほかの観点から少

し辛口に申し上げた方が皆さんにとっては今後のお役に立つと思うので、申し上げますと、ど

うしても行政にとって制度は一回できてしまうとなかなか変えていくことはできないのです。
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本来はそういった住民との信頼関係を作るためにいろいろな情報を開示して、住民から意見

を聴いて循環させようという理念の下に始まったはずの行政広報が、いつのまにか「自分たち

が知らせたい情報」の伝達手段になってしまうのです。「こういうことを知らせたいから、こ

こに入れておこう」となってしまうのです。住民にとって必要なのかどうかよりも、「このこ

とは入れておいた方がいいだろう」となってしまうのです。もっと言ってしまえば、所管の部

局が住民に「広報しました」と言うアリバイのために利用しているような例もあります。これ

を「アリバイ広報」といいます。

大規模の自治体は特にそうですけれども、例えば広報を所管する部局と広聴を所管する部局

と組織が分かれています。そうすると、広報と広聴をどういうふうに連携させたらいいかより

も、組織で自分が決まった仕事をすることで自分の責任は果たしたことになってしまいかねな

いのです。こういったものをタコツボ広報と言うわけですけれども、住民の行政への関心につ

ながらない広報があったのではないかなといった反省があります。もちろん「そういうことは

うちの自治体にはない」という自治体もあるかもしれませんけれども、やはり多かれ、少なか

れあるのです。

その結果、Public Relationsが本来目指していた信頼感が喪失されて、住民からたまに意見

が来ると思いますけれども、「何のための広報なのだ」というアゲインスト、逆風が吹いてく

るようになります。そうすると、今の政権の下で随分行政の広報が仕分けされたわけですけれ

ども、世論としても「こういう広報だったら仕分けられてもいいんじゃない」という意識を持

たれかねない状況にもあるということです。

３．象徴としての1995年都知事選

その象徴として、私は1995年の東京都知事選を例にあげたいと思います。鈴木俊一都知事が

引退して、石原信雄という自治省出身の官房副長官もやった方が立候補しました。そして、告

示の直前に青島幸男という方が急に出馬しました。その青島さんが何を掲げたかというと、臨

海地区、港区の海岸地区です。今はフジテレビがあるところです。鈴木都政はそこで都市博を

するといったことをもう決めていた。それを青島さんはやらないと言ったわけです。

選挙後の世論調査を見ると、都民は「おれたちが知らないうちに勝手に都市博を決めた。け

しからん」という世論で結果が決まった。「なぜおれたちの知らないうちに都市博なんて決め

たのだ。おれたちはそんな話は聞いていないよ。青島さんが都市博をやめるというなら、やめ

ればいいじゃないか。やめられるよ」というので、青島さんが圧勝して都知事になりました。

話はここからなのです。本当に知らないうちに都市博をすることになったのかという話です。

そこで、私は地方公務員になる４年生の学生２人に「本当にそういうけしからんことを行政が

やったのかどうか調べなさい」ということで、都庁の情報公開ルームへ行って、都市博の決定

過程がそんなにけしからんことだったのか。行政の広報・広聴という面から調べさせました。
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行政広報としてするべきことをしていなかったのかと調べた結果、実は全部きちんと行って

いるのです。都の広報や都議会レベルでも広報していました。ちゃんとコピーを取れば分かる

わけです。「都市博はこれです。これだけの予算を使います。都議会でこういう審議をしまし

た。こういう手続きで審議会もやりました。そういう手続きを経て都市博を行うようになりま

した」と「都のお知らせ」と「都議会のお知らせ」に書いてあります。ですから、全く手を抜

いていたわけではありません。

では、なぜ都民は「おれたちは聞いていない」と怒ったのか。要するに、広報を読んでいな

いのです。あるいはもう少し厳しい言い方をすれば、「都庁にとっても、都議会にとっても、

これは都民にとって非常に重要なことなのだから、こういう都市博があって、これだけ予算を

使うことを納得してもらおう。そういう世論を作っていこう」という広報における熱意が足り

なかったとも言えると思います。1995年の時点でこういうことが出てきているわけですから、

その後もどんどん出てくるわけです。制度の中できちんと広報をしました。制度の中で広聴し

ています。けれども、「おれたちは聞いていない。行政が勝手なことをしてけしからん」とい

うことがたくさん出てきているわけです。それを解決していくことを皆さんにぜひ考えていた

だきたいのです。

今もこういった体質は残念ながら変わらないことを一つ申し上げますと、去年の４月に焼肉

チェーン店の集団食中毒がありました。４人の方々が亡くなっています。行政はどのような手

を打っていたのかについて見ていただきたいと思うのです。

例えば東京都は飲食店にこういう広報をしているのです。「正しく知ろう！　生肉の取扱

い」というパンフレットです。さまざまな飲食店で肉の生食が原因の食中毒が発生しています。

実際に起きた食中毒の事例をこういうふうに出しているのです。「対策など詳しくは中面へ」

ということでパンフレットに「これだけは知っておきたい！　ポイント」「『新鮮だから生で

も安全』は間違い、『表面を消毒する』だけでは不十分」と書いてあります。最後のページは

「現状では、牛・鳥・豚の『生食用』食肉は流通していません」とあります。「生食用」の食

肉が流通していないのだから、「肉を生で提供しないでください」と赤字で強調しているつも

りなのでしょう。

「こういった手を行政としては打っていますよ」と都の衛生局も言っているわけですが、こ

れが発行されたのは平成21年11月です。ユッケの食中毒事件が起こる２年半前にこういう通達

を行政としてはきちんと出していますよということです。それであって、なおかつああいう事

件があったということは、厳しく見れば、何のためにこういう広報をやったのかということで

す。あるいは「配られた飲食店はこれをちゃんと読んだのですか」、読んで、そのとおり「生

で肉を提供しないようにしましたか」ということです。

広報効果のない広報をして、それで自分たちの責任を果たすことができたのだということで

あれば、行政としてはやはり責任を放棄していると言わざるを得ません。そういうことになり
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かねないのです。いまだに1995年の都知事選のときと同じようなことが行われているのです。

何人の人たちが飲食店で読んだのだろうということです。

厳しい言い方をすれば、肉の生食に関して厚生労働省から通達があったから、予算が取れた

ので、４ページのチラシを作って、関係の飲食店に渡したから、自分たちの責任は果たせたと

カン違いしていると思われても仕方のない部分があります。そういう一つ一つのことについて

きちんとした心配り、広報に魂が入っているかどうかが非常に重要なのではないかと思います。

手続きに従って広報するだけでは住民の方々は納得しないのです。

４．ペットフード市場はなぜ拡大したか

一方で、私たち住民にはさまざまな形で世論を形成しようとするコミュニケーションの努力

がなされています。行政も努力をしているかもしれませんけれども、行政以外もさまざまな努

力をしていて、それが効果を持っていることがたくさんある一例を申し上げたいと思います。

15年ほど前、関東地区も、関西地区も同じだと思いますけれども、集合住宅でペットを飼え

ないのはほとんど当たり前でした。今はほとんど飼っていいのです。

なぜか。15年ほど前に皆さんも新聞の社会面でペットを飼えなくて追い出されたかわいそう

なお年寄りの記事を読んだことがあるかもしれません。「衛生上きちんとすればペットを飼っ

ても大丈夫なのに、集合住宅ということで規約で追い出すのだ。冷たいじゃないか」なんてい

う記事がちらほら出ました。あるいは獣医師さんが「衛生状態にきちんと気を付ければ、別に

集合住宅でペットを飼うことは問題ないのだ」と言って、野良猫を餌付けして、その辺に糞を

まき散らかす方がよほど不衛生なので、衛生状態に気を付ければ、集合住宅でペットを飼っ

たって問題ないというような記事がたくさん出ていました。

結果として、15年たってペットを集合住宅で飼えるのは当たり前になりました。なぜそう

なったのか。そこには裏があったのです。これは有名な話ですから、ご存じの方がおられるか

もしれませんけれども、PR会社が介在したのです。そのスポンサーはどこだったか。ペット

フードの会社でした。

そのペットフードの会社は「このままでは人口も減っていくし、日本でのペットの市場は先

細りだ。集合住宅でもペットが飼えるようにして、ペットフードの市場を拡大したい」という

ことでした。そこで、PR会社が「お任せください。自分たちが集合住宅でペットを飼えるよ

うな世論を作ります」と売り込んだわけです。新聞社の社会部などに「追い出されて、かわい

そうなお年寄りがいますよ」と持ち込んだのです。うそではありません。現実です。けれども、

それをお涙ちょうだいで社会部に売り込むのです。あるいは獣医師さんのコメントということ

で新聞社に売り込むのです。皆さんのお立場で言えば、プレスリリース、パブリシティです。

そういうことをする一方で、マッチポンプではないですけれども、「最近は集合住宅でペッ

トが飼えないことは問題になっています」などと言って集合住宅の管理組合にそういう新聞記
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事を送り付けたり、あるいは「これから先、ペットは駄目なんて言うマンションは時代遅れで

すよ」という感じで、不動産会社やディベロッパーに新聞記事を送り付けたりするわけです。

そうすると、マンションを売り出す側も「管理組合規約で衛生状態に気を付ければ、ペットは

オーケーにした方がいいだろうな」ということになるわけです。その結果として、集合住宅で

ほとんどペットが飼えるようになり、ペットフード市場は倍以上に拡大したわけです。

意見広告なんてたかがしれています。新聞の15段広告をして、「集合住宅でペットを飼えな

いのはおかしいと私たちは思います」などと言って、ペットフードの会社が意見広告を出し

たって、「どうせ自分たちの都合だろう」と思われます。でも、そうして社会部の記事に巧み

に売り込めば、それが「なるほどな」と世論を動かしていくことになるわけです。

ですから、そういう課題に対して関心を持ってもらう仕掛けです。もう少し言ってしまえば、

観光振興などが多いです。自治体で言えば、もう明るみになっていますけれども、浜松市は

PR会社と提携して、例えばテレビに「餃子と言えば浜松」ということで、宇都宮と浜松がけ

んかしているようなことをネタとして売り込んで、「浜松餃子」を観光振興の目玉にしています。

善しあしですけれども、そういった形でなるべく住民の方々に届くようなコミュニケーショ

ンをしていこうとしています。外部に委託することも含めて、そういったことをしていこうと

自治体で行われているのが現実です。日本の大学ではPublic Relationsや宣伝や広報について

あまりやらないのです。

４－１．ホワイトハウスの「広報」

ただ、アメリカではPublic Relationsなど、広報や宣伝についての講座は山ほどあって、

Ph.D.（博士号）まで取れるわけです。なぜかというと、そういう産業が発達しているからと

いうこともあります。例えばホワイトハウスの広報で申し上げれば、レーガン政権のディー

バー次席補佐官という方がいたわけです。政策は行政用語を使わなければいけないし、分かり

にくい部分も多いのです。それを「いかに魅力的に見せるか」という方法を駆使して手腕を発

揮したのがディーバー次席補佐官です。

一つだけ例を申し上げますと、レーガン政権発足当初から世論調査をけっこうやりました。

すると、レーガンの教育政策は非常に支持が低かったのです。レーガンは何をやったか。今だ

とアメリカは電話やインターネットで世論調査を行っています。今日のオバマの支持率は何％、

ロムニーの支持率は何％とありますが、昔は世論調査には結構お金がかかったのです。ディー

バー次席補佐官はたくさんの世論調査をしてその動向を把握し、その広報効果を測定していま

した。

これで教育政策自体を変えたらポピュリズムです。行政としてあるべき姿とは言えないわけ

です。そこで、ディーバーは何をやったかというと、教育政策のキモになるような原稿を作っ

たのです。今でも本で残っています。短いものです。地方へ行くと、レーガン大統領が来た。
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演説したというと、１～２分のものですから、それをそのまま流しますね。今日はアトランタ

に行きました。今日はフィラデルフィアに行きました。今日はシカゴに行きました。今日はサ

ンフランシスコに行きましたということで、行くたびに教育に関する演説をするのです。１～

２分ですから、それを地元のテレビが流すのです。これを10分するとカットされてしまいます。

それを３か月続けてどうなったか。レーガンの回想録には「地方に行くたびにディーバーが

教育政策で同じ内容を言わせるので、『おれは役者だけど、同じことばかり言って疲れた』と

こぼした」という逸話まであるぐらい繰り返させたところ、どうなったか。レーガンの教育政

策に関する支持率が劇的に上がったのです。中身を変えたわけではないのです。政策の中身は

変えていません。その政策の中の一部について受け手に分かりやすい形で、イメージを伝達し

たのです。これが非常に重要だということです。

４－２．中身と「見せる中身」

今の時点で申し上げれば、池上彰さんといったらいいでしょうか。あの方は非常にうまいで

すよね。「週刊こどもニュース」をやっていました。「知らないと恥をかく何とかシリーズ」

という本があります。分かりやすいから読むのです。読んでくれないよりは、読んでもらって、

その中身について理解してもらった方がはるかにマシですね。そういったことをある程度は意

識していかなければいけないということです。

つまり、「中身」と「見せる中身」をしっかりと使い分けしましょうということです。住民

に分かってもらって、住民に読んでもらって、住民に理解してもらうためにどのような見せる

中身を作っていかなければいけないのか。テキストデータとしての「中身」は、行政用語が多

くてもやむを得ないです。後からご紹介しますけれども、「行政としてこれは削れない」と

いったものもあるかもしれません。特にホームページでの情報開示は行政用語が多くなります。

これはやむを得ないです。

私が拝見するところによると、これも「アリバイ広報」なのかもしれませんけれども、例え

ば自治体のホームページを開きますと、住民協働についてのこういったものができましたとい

うことで、開くといきなりPDFが出てきます。住民協働で、本当にNPOの人たちに参加して

もらいたいのであれば、どういう工夫をすれば住民協働で住民の人たちが乗ってきてくれるの

かなという意識が欠けているホームページの中身もまだまだ残念ながら多いです。ですから、

その課題は「見てもらう、アクセスしてもらう入口をどのように作るか」です。

４－３．送り手の側から～やりっぱなしでいいのか

今、申し上げたように、広報効果の前に適正な執行があるようでは本当に住民と心を通わせ

た広報は難しいです。どうしても年間広報計画の中にあるのは「組織の中の調整とアウトプッ

トとしての編成」です。そして、「出した」ことで精いっぱいになっているのです。「出す」
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ことが目的化してしまって、今月も誤植なく、ミスプリなく広報紙が出ました。私の役割を果

たせて、「ああ、疲れた」ということになってしまいます。先ほども申し上げたように、受け

手の方々に対して「価値ある情報」を発信できているかがチェックできなければいけないとい

うことです。

５．広聴－広報のサイクルと住民とのコミュニケーション

前半は「そういうこともあるかな」と皆さんに意識していただくために若干辛口の批判が先

行してしまいました。では、「どういうふうにしていけばいいのだろう。どういう形で住民と

のコミュニケーションツールとして広報・広聴を確立していけばいいのだろう」ということに

ついて、特効薬があるわけではありませんけれども、いろいろな例をご紹介しながらお話しし

ます。

５－１．なぜ「住民参加」が議論されたか

住民参加の必要性がよく言われています。広聴も住民参加の一つなわけです。私も随分広聴

について研究もしてきたものですから、ラジオ番組や新聞などでパブリック・コメントについ

て辛口のコメントをしました。国のレベルで申し上げますと、間接民主制を補って、行政手続

法で国民の意見の反映をきちんと「制度化」しようということなのです。最近、原発の問題で

パブリック・コメントが盛り上がりましたけれども、パブリック・コメントという言葉が非常

にメディアで取り上げられたものの、行政と国民とのコミュニケーションが行政手続法でパブ

リック・コメントが導入されたことによって促進されたのか。

私は行政が国民の声を聴くことに不熱心だとは決して思っていません。けれども、制度とし

てのパブリック・コメントはどうだったのかと考えると、ホームページ上でも公開されるし、

それについて考慮したか、どういうふうに訂正したかといったことが公開を義務づけられてい

るにもかかわらず、活発化しないのです。すれ違っている部分があります。だから、一回制度

化してしまうと、そこで形骸化が始まるということがあると思います。

もちろん間接民主制ですから、何でもかんでも住民の意見を聞かなければいけないことはな

いです。そんなのは大衆迎合主義で、住民の意見を何でも聞いていたら、予算が幾らあっても

足りなくて、サービスが無限に広がりますから、何でもかんでもということではないのです。

そこで聞くべきものについてどうやって取り入れているのかという広報・広聴の循環がないと、

すれ違いになってしまうのです。

５－２．各部局での“PDCAサイクル”の確認によるコミュニケーションの活性化

そこで、各部局でのPDCAサイクルの確認をきっちりと行っていくことによって、だいぶ広

聴・広報が変わっていくのではないかというお話をします。大体６段階あると思うのです。
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５－３．広聴・情報収集

広報広聴課、広聴広報課と二通りありますけれども、広聴という段階からお話を始めます。

ご自身の自治体、あるいはほかの自治体でも構いませんけれども、広聴という制度は一つでは

ないと思います。複数が設けられていると思うのです。市民意識調査も年１回行っていると思

います。これも貴重な広聴の手段です。他に、例えばアンケートモニター、「市長への手紙」

があるかもしれません。あるいは車座集会です。「お出かけ市長室」というのもあるかもしれ

ません。こういった市民意識調査やアンケートモニター、市長への手紙や市長へのＦＡＸ、あ

るいはお出かけ市長座談会が果たしてうまく機能しているのかと考えると、前にどこかの自治

体対象のアンケートを見たことがありましたけれども、「どうも機能していない」という意見

の方が多いのです。

それはなぜかというと、聞いたら聞きっ放しということも多いのです。あるいは担当部局に

話を回しておしまいということも多いのです。それは質によります。きちんとした広聴ではな

くて、「おれの家の前に道路を付けろ」など、そういったことを広聴として取り上げるのも難

しいところがあるかもしれません。そういった広聴もした結果が住民にどう生かされているか

が伝わりにくいことも現実だと思います。その意味で一つだけ例をご紹介したいと思います。

これは広報コンクールで特選になった三重県鈴鹿市の広報紙です。鈴鹿市は外国人が多いも

のですから、外国人と日本人との共生といったことを特集にしたのですけれども、一つの試み

として見ていただきたいと思いご紹介します。鈴鹿市の場合、人口は20万人少しぐらいでしょ

うか。メールモニターという制度を持っています。14歳以上の方はメールモニターとして登録

できるのですが、そういう方々に広報紙の特集にかかわるようなアンケートを出します。メー

ルモニターは6年前は5,000人ぐらいでしたけれども、今は市外の方にも対象が広がり、6,000～

7,000人ぐらい登録しています。

「多文化共生をどう思いますか」などメールモニターの登録者にアンケートを実施し、その

結果を広報紙で特集と一緒に、あるいは自由記述を広報紙で伝えています。要するに、自分た

ちが市の行政に関して「こういうことについてどう思うか」ということに対する意見が広報紙

の形で紹介されていることが一つの循環として意味のあることなのかなという気がします。こ

んな試みを行っている自治体もあるということです。

あるいはこういったメールモニターだけではなくて、窓口業務の方を含めて、既存の広聴活

動では取り切れない「サイレントマジョリティ」という方々の情報も大事です。パブリック・

コメントが難しいのはそれなのです。「サイレントマジョリティ」の人たちがどう考えている

かということで今回の原発のついてのパブコメでも意見が対立したわけです。「サイレントマ

ジョリティ」の情報をどう得るかということです。例えば組織の役所であれば、役所の構成員

の方々が得た情報を吸い上げるシステムができていればいいと私は思います。その「インフォ

メーション」を「インテリジェンス」に転化させていくシステムがあればできるのではないか
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と思います。

５－４．情報収集の重要性

一つだけ例を挙げますと、情報収集の重要性ということで、ゼミの学生によく読ませている

のですけれども、『大本営参謀の情報戦記』という本があります。私が大好きな本なのです。

堀栄三さんという戦後に奈良のどこかの村長をした方です。軍隊は情報を得るための組織です

けれども、この堀さんという参謀は大本営で「マッカーサー」と呼ばれたのです。なぜか。彼

は米国と戦争しているときに米国課に配属されて、短波放送を聞くわけです。電波は妨害でき

ないですから、アメリカの短波放送を聞くのです。その短波放送の中からある法則に気が付い

たわけです。

どういう法則に気が付いたかというと、短波放送で株式の何円高、何円安など、昔はラジオ

でよくしていましたね。それをずっと聞いていると、薬品会社と缶詰会社の株が上がると、ア

メリカが大規模な侵攻をしてくることに気が付いたのです。実際にそのとおりになったのです。

ですから、いろいろなところにそういうインフォメーションは眠っているのです。それをど

うやって引っ張り出すかが問われるのです。学生には「社会人になって、そういうインフォ

メーションをきちっと取れる人間になれ」と私はよく言うのですけれども、自治体でもそうい

うところにどうやってアンテナを張り巡らすかということだと思います。

５－５．組織の構成員による情報の共有

もっと申し上げれば、その張り巡らせたアンテナで得た情報をどうやってインテリジェンス

にしていくか。この当時、堀参謀は「アメリカが２か月後に攻めてくるぞ。大規模な作戦をし

てくるぞ」と分かっていたわけです。ところが、その情報課の情報を作戦課に上げると、作戦

課はそれを握りつぶしたのです。はっきり言えば、インテリジェンスがなかったわけです。そ

の理由は作戦課が「今、来られたら困るから」ということで、自分たちにとって都合のいい情

報を頼りにしたから駄目だったわけですけれども、そういうことはたくさんあります。

ナポレオンもそうです。ナポレオンもフーシェ警視総監が「今のパリ市民は戦争は嫌だと戦

争を倦んでいます」と情報として一生懸命上げるわけです。でも、それをナポレオンは聞き入

れないわけです。戦争に勝てば何とかなるだろうということです。最後は警視総監も警察大臣

もナポレオンを裏切ることになるわけです。

インフォメーションをきちんと受け入れて、それをインテリジェンスにしていく機能がなけ

れば、広聴システムがあっても何もならないわけです。一つ例を申し上げると、いろいろな自

治体のホームページには、評価あるいは自由記述を付ける欄があります。あれはシステム開発

会社がサービスとして付けるから付けていると思います。形だけコメント欄を付けて、その本

質をちゃんと見ることができるのか。そこから集めた情報をどういうふうに生かすかというこ
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とに対してのインテリジェンスを持たないと、集めただけに終わってしまうということです。

そこに関連していきますけれども、その意味ではインナー広報が重要です。インフォメー

ションを集めることも大事なのだけれども、そのインフォメーションに関して共有していくこ

とがまずは非常に重要です。これをインナー広報といいます。それには「組織風土」の壁があ

るということは私も承知しています。国レベルでも、こういうことを言うと怒られるかもしれ

ないけれども、外務省からの出向者、経済産業省からの出向者、警察庁からの出向者がいて、

例えば「警察の情報は外務省や経産省の出向の連中には絶対に見せるな」などという風土がな

きにしもあらずで、こういったことは、多かれ少なかれいろいろな自治体でもあるかもしれま

せん。

そういう共有された「解決すべき共通の課題」について、Public Affairsの「何が問題に

なっているか」を知って、こういう対応をしたらいいのではないかというシステムを持ってい

るかどうかが大事だと思います。一般企業でもそういうことがたくさんあります。例えば大手

の居酒屋チェーン店ですけれども、クレームのはがきを非常に重視する話を聞いたことがあり

ます。なぜ重視するかというと、それによって改善すれば、ほかの居酒屋との競争に勝つこと

ができるからです。ですから、そこの居酒屋チェーン店はクレームのはがきをすぐにまとめて

メールなどで本部に送るそうです。朝７時から会議を始めて、「夕べこうこう、こういうク

レームが来た。それについてどうしたらいいか」をその７時の会議で決めて、全国の居酒屋に

「こういうことがあったから、こういうふうにしろ」と即伝達するのです。その居酒屋チェー

ンはそれで伸びてきたわけです。

あるいは、もう一つは関西の家電会社の例です。それまではクレーム対応の部局があって、

そこだけで情報を抱え込んでいたのです。社内LANのようなものができて、その情報も全社

で共有できるようになったために何が起きたかというと、そのクレームが一番役に立ったのは

新商品開発の部局でした。

私はこの間テレビを取り換えたのです。そのときにお別れのつもりでリサイクルに出すリモ

コンを見たら、一回も触ったことのないボタンが半分ありました。何かの切り替えとチャンネ

ルのボタン以外、下にぱかっと開けないとできないようなボタンがあったのですが、一回もい

じったことがなかったのです。そういうことを含めて、新商品の開発にすごくクレームが役に

立ったのです。それまで分からなかったわけです。

理系の人は「性能のいいものを作ればいいのだ」という信仰のようなものがあります。「そ

うではないのだ。顧客にとって何が必要なのか」をそれによって知った例があります。ですか

ら、広聴で集めた情報についてどうやって組織の中で共有して生かしていくべきかというシス

テムを作っていくインナー広報が非常に大事ではないかということです。もちろんインナー広

報だって、そういうことばかりでは組織の中の人も見てくれないかもしれないので、「何々課

の誰々さんがこの間マラソン大会で何時間で走りました」という話題ももちろん入ってもいい
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です。「誰々さんと誰々さんが職場結婚しました」というのもいいのですけれども、それとは

別に、社内LANで情報を共有していくことも非常に重要なこととなります。

５－６．コミュニケーション手段の点検

広聴・広報で行っているコミュニケーションの手段が適切なのかどうか。「例えばこういう

ことはありませんか」ということです。６月になると食中毒があります。そうすると、「食中

毒に関する１ページ分は食品衛生部局の既得権益だ。これは毎年おれたちに決まっているのだ

からよこせ」。あるいは「春の交通安全週間、秋の交通安全運動週間は１ページずつ取ること

が決まっているのだから、削られては困るよ」。あるいは障がい者週間などもあります。「こ

れは重要なことなのだ。ここは決まっているのだから」と枠をはめられてしまって、果たして

広報紙に出すことが適切かどうかとは別に、縄張り争いになってしまっています。そこを一回

リセットして、広報紙をコミュニケーション手段として出すことが適切なものなのかどうか一

度チェックしてみることが必要になります。

あるいはホームページにもっと誘導していくことです。「続きはウェブで」というものです。

最近の広報紙は何でもかんでも「何とか検索」が増えました。でも、実際にそれで検索してみ

ると、目的のものがなくて、その部局のホームページが出てくるだけという場合もあります。

果たして、ホームページに誘導する方が効果的なのか。そのホームページに誘導するのであれ

ば、その受け皿を用意しなければいけないのです。そういうコミュニケーション手段として機

能しているのか点検する必要があると思います。

必ずしも適切でない手段が「昨年こういう予算で執行されたから、今年もこういう予算でや

るのです」と行われていることがありませんか。大規模な自治体であれば、ラジオスポットな

どを行っているかもしれません。ケーブルテレビで行っているかもしれません。広報紙、ある

いはいろいろなホームページも含めてよくよくチェックしてみると、果たしてそれは適切なの

かということについて疑問を持つようなものもあります。あるいは報道投げ込みといいますけ

れども、パブリシティ効果を狙った情報提供をする方がいいのではないかといったものです。

SNSあるいはユーチューブをどうやって利用したらいいのかということもあります。これは

少し厳しい言い方になりますけれども、都道府県レベルもほとんどがユーチューブを利用して

います。ユーチューブは、かわいそうなのですけれども、アクセス回数が全部記録されてしま

うわけです。皆さんもいろいろな都道府県のユーチューブチャンネルを見ていただければ分か

ると思うのですけれども、知事の記者会見チャンネルがあるのです。大体アクセスは30件や40

件というのもあります。誰が見ているかというと役所の中の人間が見ていて、外の人間は誰も

見ていないと思います。ユーチューブでは最後まで見ないとカウントされないのです。では、

何のために出しているのということなのです。

その一方で、例えば県で15秒ＣＭなどを作って、ある程度話題になるような「いじめノー」、
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あるいは「おもてなし」などのＣＭについては何千件のアクセスがあったりします。大阪市の

橋下市長でしたらいろいろな人がアクセスするでしょうけれども、それが果たして適切なのか

どうか。活用する価値があるのかどうか。その中に載せるコンテンツを考えなければいけませ

ん。そういったことも点検する必要があります。外部の人が見ても、行政のユーチューブチャ

ンネルを見て、「これは何のために出しているのか」というのがたくさんありますから、内部

の人から見ればなおさらそういったことは多いのではないかと思います。

５－７．アピールと説得

私は行政が「ジャーナリズム」の観点をもっと取り入れるべきだと思います。今日は「アリ

バイ広報、タコツボ広報」という非常にきつい言い方をして申し訳なかったです。受け手が

「なるほど」と納得したり、「えっ」と目を惹くコミュニケーションが工夫されているか。ア

ピールの要諦は「人間」にあって、「熱伝導」だと思うのです。そういったところが広報に工

夫されているのかどうか。行政にはさまざまな課題があるわけです。

そういう課題についていろいろな例があるのですけれども、これは３.11が起きる前の「広

報しちがはま」です。2010年６月の特集です。３.11が起こる１年近く前のことなのです。こ

ういう特集はたくさんの三陸地方の自治体で行っているのです。次のページを見ますと、驚

くべきことが書いてあるのです。「20××年宮城県沖地震に備える」と書いてあって、こう

いった大地震が今後30年以内に99％の確率で発生することが行政の広報紙に書いてあるのです。

「波浪と津波は何が違うの」ということで、なるべく子どもさんにも分かりやすいように、津

波と普通の波はこれだけ違うのだ、海面の上昇で無限にエネルギーが供給されるので気を付け

なければいけないということが書いてあります。

三陸地方の自治体ではチリの地震のときにこういうことが起きたなど、少なくとも１年に１

回はこういう災害と津波に備えましょうという広報がなされていました。和歌山県など、三陸

地方でないところでももちろん「津波に備えよう」という広報はされていますけれども、こう

いう広報がなされていたからこそ、七ヶ浜だけではなくて、三陸地方ではなおさらそういった

ことに関する問題意識が高かったと私は思います。

それでも２万人近くの方が亡くなりましたけれども、こういう広報が一生懸命なされたこと

で、普段から皆さんが津波に気を付けようということがあったからこそ、熱伝導があったので

はないかなと思います。こういう広報をした自治体の広報紙はたくさんあります。七ヶ浜だけ

ではありません。たくさんの自治体でこういう広報がなされているということです。重要なこ

とについてどうやって本音で語っていくかということです。

それから、認知症の方を手助けする「オレンジリング」について触れたいと思います。看護

師を目指している娘が何かの講習を受けてオレンジリングをもらったと言うのです。「そうい

えば、私はオレンジリングをもらったけど、どういう意味があるのかあまり知らなかった。け
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れども、この高崎市の広報紙を見たら、そういうことなのだ」と非常に感心していました。

なぜか。この広報には「人」がいます。母親の認知症を受け入れてもらえなかった方の体験

談が出ています。また認知症に注意が必要な日常生活の変化や地域医療の必要性など、「安心

ほっとメール」の携帯電話からの登録方法、あるいは徘徊模擬訓練がありまして、自分自身で

徘徊してみて、どういう人たちからどういうふうに声をかけてもらうかということについての

実験をしています。「私が所在不明者です」ということで徘徊をするのです。周りがなかなか

声をかけてくれないのだけれども、こういうところやこういうところで通報してくれたことを

役所の方がレポートしています。「安心ほっとメール」で登録してくださいなど、あるいは警

察の方のお話が出ています。

認知症についての特集はほかの自治体でもたくさんなされているのだけれども、特に高崎の

市民の方々がこういう特集を読むことによって認知症サポーターになったり、認知症サポー

ターの養成講座への参加について非常に説得力、コミュニケーション力があったということで

す。ということで、内閣総理大臣賞を受賞した広報作品です。「広報高崎」は高崎市のホーム

ページからダウンロードできます。今日はイメージでしか「こういうものですよ」とお示しで

きませんけれども、こういう特集の組み方、あるいは人の配置の仕方、アピールの仕方、こう

いうアピールをしたらいいのだなと、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

それから、先ほど障がい者週間のことを申し上げました。必ず障がい者週間があります。私

の大学も障がい者週間ということで、そういうシンポジウムの会場を提供して行っています。

これは長崎県平戸市の広報紙ですが、脊椎に損傷を持って生まれた車いす生活の少年がどうい

う思いで今まで社会と接してきたのか。そして、社会と自分自身がどうかかわりたいのかとい

うことについて自分自身の言葉で語っています。もちろんご本人、ご両親の了解を得ています。

私が市町村アカデミーでこれをご紹介したときに、ちょうど平戸市から研修生の人がお見え

になっていたので、「この広報を出したことによる効果はどうでしたか」と聞いたら、「よく

こういうことを特集してくれた。自分も障がい者について一緒に寄り添えるようにしたいと

思った」ということで、非常に反響があった広報紙なのです。こういうように人をもって描く

ことが非常に重要だという二つ目の例です。

次は農業問題です。岡山県ですけれども、真庭という町で農業がどういう状況にあるのか。

農業をどういうふうに考えてやっているのか。新住民が増えて、農業に縁遠い人も増えている

のだけれども、新規就農している人もこんな感じでいると紹介しています。教育の現場は実態

は見えにくいのですけれども、学校長とも話をし、現場ともお話をして、小学校でこんな農業

教育をしている、高校ではこんな農業教育をしていると紹介し、そして、いろいろな農業で頑

張っている人たちを紹介し、人で語っているということです。政策そのものを語るのではなく、

「農業について真庭はこういう政策を行っています。こういうことを行っています」ともちろ

ん統計データで語ることも必要ですけれども、就労支援センターなどを紹介するだけではなく
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て、人を紹介することによって農業の真庭における重要性を訴えるわけです。

それから、これは静岡県川根本町ですけれども、地域への愛着心ということで、地域の田ん

ぼを親水公園のような形にしたのです。自然観察公園にしたのですけれども、「こういう公園

ができました」とお知らせをするだけではなくて、その公園をどういう人たちがどういう思い

で造ったのかドキュメンタリー風にまとめています。人が登場して、こういう思いで、こうい

うふうにこの公園を守り、育てていってほしいと未来の世代に対して語るつくりになっていま

す。そして、ホタルの鑑賞会の例など、地域をこれからこうやって造っていきたいという発起

人のインタビューをしています。インタビューで構成しながら、この地域の人たちが造り上げ

た自然観察公園をどういうふうに将来にわたって守り、育てていったらいいかという特集をし

ています。ここで住民の方に一つ訴えかけ、住民の人たちとの一つのコミュニケーションを整

理できるのではないかと私は思います。

最後は買い物弱者です。ふるさとの暮らしを守るということで、多くの自治体が直面してい

る問題です。都市部でも買い物弱者がたくさんいるし、中山間地域でも多いわけですけれども、

単に制度として買い物弱者に対する助成が出ていますということだけではなくて、自分たちが

住んでいる自治体の合併がかかったりしたところは買い物弱者の問題は深刻なのです。都市の

人は中山間地に予算を使うと「おれたちの税金をなぜあっちに使うのだ」という話があるのだ

けれども、「こうやって皆さんは苦労しているのですよ。移動販売車が来ることによって、そ

れが一つの生活の支えになっているのですよ」ということを実態としてお知らせして、中山間

地域の人たちだけでなくて、都市の人たちにも中山間地域の買い物弱者の人たちを支えていっ

て新しい絆を作ってほしいということを行政広報紙の中で一生懸命訴えています。

ここでも「人」が登場しています。人をして語らせることで、あたかも住民の人たちは自分

が町の買い物弱者の人たちから語ってもらっているような形を取っています。最後に編集者の

方の思いが出ていて、住民でない私自身が読んでも作っている方の思いが伝わるなという広報

紙です。自治体で買い物弱者といったことを特集するような方がおられましたら、ぜひご参考

にしていただきたいと思うのです。そういうふうにやり方を変えるだけでも随分変わってくる

と思うのです。

５－８．同じ後期高齢者医療制度の周知でも

例えばプロでなくても、一つの熱伝導ができると思う例を紹介します。後期高齢者医療制度

は大変評判が悪かったのです。私は仕事で後期高齢者医療制度がなぜ評判が悪かったのか、実

態を調べるために東京の特別区23区の後期高齢者医療制度に関する広報を全部集めて分析しま

した。同じ東京特別区23区でも全然違うのです。

例えば豊島区の広報紙です。「おじいちゃん・おばあちゃんの原宿」といわれている高齢者

の町です。高齢者に優しい広報かなと思うと、「来年（平成20年）４月から健診の実施方法と



96 おおさか市町村職員研修研究センター

「自治体広報のあり方研究会」報告書PRublic elations

後期高齢者（75歳以上）の医療制度が変わります」と見出しを打っています。行政用語そのま

まです。75歳以上の方がお読みになるかというと、多分読まないと言ったら失礼ですが、ほと

んど読んでいないはずです。これが、大体普通の広報だと思ってください。

「医療制度改革の背景」ということで、多分75歳以上の方はこういうグラフは読めないです。

これはしょうがないのです。あの当時はメタボ健診といわれましたが、同時期に２つ制度が変

わったのです。だから、後期高齢者の医療制度と特定健康診査・特定保健指導と両方を並べて

非常に細かい字でお知らせしています。形だけメタボ健診と高齢者の方はイラストが描いてあ

ります。後期高齢者医療制度のときに多くの75歳以上の人たちが「おれは聞いていない」と怒

りました。こういった広報だったらそうなってしまうかなという部分はあると思います。

これが一番一生懸命だったかなというものを一つご紹介しますと、同じ23区でも、大田区の

ものは「75歳以上の皆さん」と75歳以上の皆さんに訴えかけています。後期高齢者医療制度が

始まります。そして、「分からないことがあったら聞いてくださいよ」と電話番号があります。

今はお金がないので、行政の方が自分でイラストを描くか、あるいは美術大学の学生にボラン

ティアで描いてもらうことが多いのですけれども、イラストを付けて吹き出しを付けています。

これも細かいですが、こういった形で75歳以上のおじいちゃん、おばあちゃんに関する記事だ

なということは分かります。

もし私がアドバイスするとしたら、「75」という数字を大田区報という題字のポイントと同

じぐらいにするかなと思います。それから、電話番号が重要ですから、ここのところはもう少

し大きくするということがあります。同じ特別区23区でこういう人たちにどうしても伝えなけ

ればいけない場合のアピールの仕方、紙面の構成の仕方がよく工夫されています。恐らくこれ

は担当の厚生労働省か何か知りませんけれども、そういうところから下りてきた通達のような

ものをそのまま活字に落としているものが多い。ほかの特別区でも同じようなのがいっぱいあ

ります。そうすると、やはり伝わり方が違います。伝わらなかったらこれは広報ではありませ

んというのは、こういったところにあるのではないかと私自身は思うのです。たとえプロの編

集者でなくても、担当者の方の「マインド」で対応できる部分があったはずです。そこについ

て気を付けることによってメディアによる「制度バッシング」もある程度は防げたのではない

のかなということが私の結論です。

５－９．効果の検証

やったらやりっぱなしではなくて、「目的達成」を検証する必要があります。例えば後期高

齢者医療制度であれば、電話がどのくらいあったのか。ラジオ番組やテレビ番組だったら、ど

のくらいホームページにアクセスがあったのかということを含めて、どのくらい自分たちが狙

いとする人たちに届いたのかということを意識することだけでも随分違ってくるのです。何も

毎回効果測定調査をやれと言っているわけではありません。お金がかかりますから、そういう
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マインドを持って、そういったところに気を付けながら次に生かしていく姿勢が大事です。こ

れが効果の検証ということです。

５－10．「タウンミーティング」

2006年の冬に、政府のタウンミーティング調査委員会ができまして、私はその調査委員会の

委員をやったのです。明らかにタウンミーティングは失敗したのです。こちらでもタウンミー

ティングをやったことがあるかもしれません。47都道府県で行っていますから、その後もまた

やりました。繰り返しになりますけれども、一回予算が付いてしまうと、その予算の枠内で

「形を作る」ことが重要になってしまったのです。つまり、本来のタウンミーティングをどの

ように位置づけて、その中で「住民とのコミュニケーション」をどういうふうに活性化させて

いくかという図式がないまま始まったのがタウンミーティングでした。

これは非常にきつい言い方になりますが、制度としてあるのに、空席があるとみっともない。

だから、動員するわけです。「動員された人がただ座っているだけではタウンミーティングっ

ぽくないじゃないか」とやらせ質問になるのです。あるいは「担当の大臣が来ているのに、貧

相だとよくない」。そうすると奢侈になるのです。１万何千円の花が置いてあったり、いろい

ろな係がいたり、前に大きなパネルを作って、それが何万円などという形になってくるのです。

「大臣が来るのだから、貧相なものはしていられない」と、そちらに目が行ってしまうのです。

大臣が来たのだから黒塗りの車で送り迎えしなければいけないなど、そんなところにエネル

ギーが使われてしまうということです。

５－11．国民対話の位置づけイメージ

「国民対話の位置づけ」は世耕弘成さんといった方々と一緒に図式として考えたのですけれ

ども、もちろんパブコメなどはここにあたるのかもしれません。まず争点・アジェンダをきち

んと抜き出さなければいけないでしょう。そこから政策形成までの段階で国民の方々が何を求

め、どうしたいのかということについてさまざまな情報を得ていくフェーズの中で国民対話は

実施していくべきではないか。そして、結論の案をパブコメにちゃんとかけて、政策決定をし

て、評価を受ける循環が必要ですという話をしました。けれども、残念ながら、そういう国民

対話が果たして有効に機能したかどうかと考えると、中途半端なまま終わってしまったという

ことはあると思います。

５－12．住民とのコミュニケーションは活性化できるか

住民とのコミュニケーションは活性化できるかですけれども、結局、「王道」は存在しない

です。持っているコミュニケーションルートをチェックし、それをフル活用して、コンテンツ

を充実・拡大して、「参加意識」を醸成していくしかないのです。新しいメディアとしての
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フェイスブックも結構です。ユーチューブも結構です。ツイッターも結構ですけれども、そう

いったソーシャルメディアの使い方も同じです。

もちろん「ジャスミン革命」と言って、フェイスブックができたことによってエジプトの独

裁政権は倒されました。けれども、例えば日本においてフェイスブックが活性化すればいいの

ですけれども、また制度としてフェイスブックを設けましたということで、それが生かされな

いようでは駄目なのです。そういう都道府県が多いのです。フェイスブックができているので

すけれども、まだ生かされないところが多いわけです。制度としてはめこむのではなくて、そ

れをどのようにして生かしていくかということです。そこについてぜひ議論して、いいものを

作り上げていただきたいと思います。

６．行政広報の共通課題：パブリシティ強化～予算削減が続く中で

パブリシティはその内容、ポイント、ニュース価値、アピールポイント、記事になるメリッ

トというものをきちんと書いて、それによってパブリシティを効果的にしていかなければなり

ません。

数値化や鮮度や視覚的訴求はパブリシティのときに重要で、活字で少しコンテンツをまとめ

て、報道資料として投げ込んだだけでは記者の方には通じません。

今までなかったようなメディア、例えば雑誌メディアやフリーペーパーといったところに対

してコミュニケーションを図っていくことも意外にいいのではないかという話です。

そして、私はここのところを強調したいのです。なぜそういうパブリシティが重要かという

と、それぞれの部局の人たちが情報を出す価値があるのかどうかについて、自分が持っている

さまざまなインフォメーションを考えてもらう契機になるのではないかということなのです。

「自分は部局のいろいろな情報を持っている。それを外に出すパブリシティする価値がある情

報なのか。住民の目に触れてもらって、それを生かす価値がある情報なのかどうか」と考えて

もらう契機にしたらいいのではないか。

例えば新聞記事になったり、テレビのニュースになったら、広告出稿料を基にした「広報効

果」を測定して表彰してもいいでしょう。相対的な意識を客観的に知ってもらって、埋もれて

いた情報をニュースにすることで、マインドが高まります。部局によりますが、マラソンなど

は出やすいし、あるいは観光振興だとパブリシティしやすいわけですけれども、組織の中でそ

ういう努力をすることに価値を置くような文化を作りましょう。自分の持っている情報を住民

に伝えることにみんなが生きがいを持つような組織文化を作りましょうという意味でパブリシ

ティの練習は非常に重要かなと思います。

もう一つは先ほどの真庭です。幾らかっこいいことを言っても、「ＪＡまにわ」で不祥事が

あり、台無しになったのです。信頼を築くのは非常に時間がかかるけれども、それを崩すのは

いっぺんにできるということです。たしか『ナポレオン言行録』で同じようなことを言ってい



99おおさか市町村職員研修研究センター

第 

４ 

部

住民とのコミュニケーションツールとしての広報

講
義
録

たと思いますけれども、「そういうリスクコントロールも大事です」ということです。

最後は広聴－広報の循環過程を作って、住民とのコミュニケーションをスムーズにしていっ

た上で、相互の信頼関係をどうして築いていくのかということです。そして、対住民の信頼関

係とインナー広報によってみんなで頑張ってやっていこうというモラルアップ、広聴・広報マ

インドをみんなで高めていき、PDCAのサイクルをどう構築していくかについて、それぞれの

自治体でご事情があるかもしれませんけれども、ぜひお考えいただきたいということです。

７．まとめ

住民とのコミュニケーションツールとしての広聴・広報ということでお話ししましたけれど

も、まとめとしてはさまざまな情報発信機会が増大しています。行政においてはコストをかけ

ずに情報を広報する機会はむしろ増していると言っていいかもしれません。パブリシティもそ

うです。あるいはソーシャルメディアもそうです。行政の広報紙だけではなくて、ホームペー

ジも、ソーシャルメディアも、あるいはパブリシティを通していろいろな情報を発信できます。

行政は莫大な情報を持っていますから、情報を発信することはさまざまできるはずです。

ただ単に情報を発信するのであれば、これは住民には届きません。先ほど少し辛口で言いま

したけれども、1995年の都知事選のときに「都市博？　私は聞いていないよ」と言われました。

残念ながら、一番読まれていないのは議会報なのです。議会報はなぜみんなに読まれないかと

いうと、明治時代の官報と同じだからです。どういう編集方針かというと、すべてがそうとは

言いませんけれども、議員の人たちが「おれが言ったことは全部入れろ」と言うわけです。一

般質問などがありますね。少なくとも私の住んでいる自治体の議会報は明治時代の官報と同じ

作りになっています。虫眼鏡で読まなければ分からない字で議員が質問したことは全部書いて

あります。「住民に関心を持ってもらって、自分たちのPublic Affairsにとって何が重要なの

か、どういうものをポイントとして伝えたいのか」という意識での双方向性の工夫の徹底をす

ることです。

それから、広聴・広報もいろいろな制度があります。まさにその制度に安住せずに、「そこ

に魂が入っていない」と言うとまた辛口になって申し訳ありませんけれども、私が見る限りに

おいて魂が入り切っていない部分は組織再編成の問題もあるでしょう。でも、ここに魂を入れ

る工夫をどういうふうにしていくことができるのか。これはガバナンスシステムの問題にもか

かわってきます。そういったことを行っていくことです。100点満点の答案はありませんけれ

ども、PDCAサイクルの部局ごとの徹底と今日私が申し上げたようなことを具体化していって、

それを徹底していくことで理想的なPDCAに向かっていくことができるのではないか。そして、

広報予算に限度がある中でもう少し各自治体はパブリシティを意識して、そこをきちんと行っ

ていくことがあっていいのではないかということです。
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マスコミとの付き合い方

～  マスコミとうまく付き合っていくために  ～

・人間関係を構築する

・自治体とマスコミ、両方の視点を持つ

・マスコミは怖くない－マニュアルでトラブル回避

第５部
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「マスコミとの付き合い方」提言書

 茨木市　正木　友希

 松原市　中村　恵大

 岬　町　溝畑　謙吾

近年、地方行政はかつてのような画一的なものではなくなってきており、自治体は独自の魅力

を創出するための取り組みを多数実施していかなければならない。

自治体の魅力を広報しようとする際、効果的な手段の一つだと考えられているのがマスコミで

ある。マスコミは情報を伝達する能力が高いため、施策やイベントがマスコミに好意的に取り上

げられれば、その宣伝効果は計り知れない。

しかし一方で、マスコミへの対応を誤ると、多大な負の宣伝効果が生じる危険性がある。また、

「情報提供をしても取り上げてもらえない」、「意図とは違う形で情報が流された」など、自治

体とマスコミの間の意思疎通不足によってすれ違いが生じ、マスコミを用いた効果的な宣伝がで

きていないことが多いという問題もある。

自治体がマスコミと良好な関係を築いて、効果的に活用するにはどうすればいいのだろうか。

第１章で自治体とマスコミの関係の現状・課題を提示し、第２章では講義の中で参考となった内

容を紹介、第３章で課題の解決に向けての取り組みや心構えなどを示す。

第１章　自治体とマスコミの関係の現状と課題

１．自治体職員と記者の付き合いの希薄化

近年、自治体職員と記者が直接会って話す機会が減っている。これは、メールや携帯電話が普

及し、「面と向かったやり取り」から「電子媒体上でのやりとり」へと取材形態が変わったから

である。

また、マスコミの代表格である新聞業界は、メディアの多様化の時代にあって、発行部数が伸

び悩んでいる。このことが、読者のニーズに応えるためにニュースの幅を広げながらも、記者の

数は減少させるという現状につながっている。必然的に１つの自治体を取材するためにかけられ

る時間は少なくなり、自治体の窓口まで足を運ぶ余裕がなくなっている。

では、職員と記者とのコミュニケーション不足が、各自治体にどのような影響を及ぼしている

のだろうか。
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　⑴　対面で記者に情報を提供できる場の減少

記者が自治体窓口や記者会見に足を運ぶ頻度が減少したことで、熱意がもっとも伝わりやす

い対面での情報交換があまり行われなくなった。代わりにメールやファクスなどで情報交換を

することが増加し、自治体の独自性が記者に伝わりにくくなった。

　⑵　意思疎通不足による「すれ違い」

マスコミによって、提供した情報が意図しない内容で報道されてしまうことがある。このよ

うな自治体とマスコミのすれ違いが頻繁に繰り返されると、自治体はマスコミに対する不信感

を抱く。そうなると、記者との意思疎通はますます困難となるばかりか、「こんな報道をされ

るなら情報提供はしないほうが良い」という風潮になり、効果的な広報を行えなくなる恐れが

ある。

また、意思疎通不足によるすれ違いは、マスコミに情報を提供した担当課と首長部局の間で

も起こりうる。担当課の意図通りに掲載された内容が、首長部局にとってはそうではなかった

といった例もある。どのような意図でその情報を提供するのか、自治体内部での打ち合わせに

も十分な意思疎通が必要である。

　⑶　特定の人物に頼りきりの情報

マスコミの自治体に対する取材が「足から電子」になったことで、「足で見つけた面白い

ニュース」よりも、「電子上で手に入る情報」のほうが記者に好まれるようになった。その結

果、メディア露出が多く、記者があえて取材しないでも話題を豊富に提供してくれる自治体の

長の発言に、紙面が左右されることが多くなった。しかし、長のPR任せの情報発信は、記者

にとっては内容の偏りや取材不足による内容のつまらなさ、自治体にとっては根本的な情報発

信力の不足を招く恐れがある。

２．自治体とマスコミにおける「重要な情報」の相違

マスコミを介して広く住民に情報を知らせるということは、ほとんどの自治体が望むところで

あろう。しかし、時間と労力をかけてマスコミに情報を提供しても、それが取り上げられないこ

とも多い。これは、自治体が住民に知らせたい情報と、マスコミがニュースにする価値があると

判断する情報とが必ずしも一致しないからである。自治体が「お知らせ」したい情報はほとんど

がマスコミにとっての「面白くないニュース」。その「面白くないニュース」を魅力的に見せる

ために、斬新な切り口や柔軟なアピール方法など、型にはまらない情報提供のあり方を考えなけ

ればならないだろう。
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３．自治体職員の広報意識の欠如

マスコミの積極的な取材が望めない以上、自治体からマスコミへの積極的なアプローチが必要

になる。しかし、事務の煩雑さや人手不足などの理由から、情報提供に消極的な自治体も少なか

らず存在する。特に、広報担当課以外の部署では、そもそも「広報関係の仕事は広報担当部署が

するもの」という発想があり、情報発信の意識に乏しい場合も多い。まずは、全職員にマスコミ

へ情報を提供することの重要性を認識させる必要がある。

第２章　「マスコミとの付き合い方」講義内容の紹介

１．「直接会う」ことのメリット

記者は取材対象の表情や顔色から情報の重要性や信頼性などを判断する。自治体職員と直接話

すのは、記者にとっては人を見る目を養う貴重な機会である。また、自治体職員は、文章だけの

やり取りよりも取り組みなどの魅力をアピールしやすくなる。このように、自治体職員と記者が

直接会話することは、双方にとってメリットとなる。

２．記者の視点を学ぶことの重要性

取材方法が変わってきたとはいえ、記者が「面白い」と感じるニュースは今も昔も変わらない。

すなわち、不祥事、時代の流れに乗った施策、ユニークな話題である。

しかし、近年、不祥事以外の面白い行政ニュースが減っている。これは、自治体そのものに魅

力がなくなったというよりも、自治体職員の知識不足によるところが大きい。たとえば記者が職

員に「何か面白い話題はないか」と質問したときに職員が何も答えられないようだと、記者は

「足を運んでもメリットがない」と判断し、顔を出さないようになってしまう。自治体にとって、

常に「時代の流れに乗った施策」や「ユニークな話題」を提供できる体制作りは必須である。

３．意思疎通のチャンスを逃さない

自治体が意図していない内容の記事が報道されたとき、自治体は不満を抱きはするが、それを

直接記者に言うことは少ない。しかし、それではいつまで経っても記者との意思疎通が図れない

ままである。自治体職員と記者の間でどのようなすれ違いがあったのかを突き止め、自治体側が

本当に言いたかったことは何であったのかを記者に伝えることで、お互いの顔が見え、人間関係

が構築される。
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４．自治体とマスコミ、双方の礼儀

自治体とマスコミがうまく付き合っていくためには、双方が心得ておくべき作法がある。たと

えばマスコミが、いわゆる特ダネと呼ばれるような、自治体に関する大きなニュースを取り上げ

る際は、「これを載せる」とその自治体に連絡するのが常識。もし連絡なしに載せられたら自治

体は「連絡してほしい」と言うべきである。

報道に関するルールをわきまえた記者なら、大きなニュースが他社に先に報道されること自体

には本気で怒ることはない。しかし、その後の問合せなどで自治体の対応が悪ければ、それを

きっかけに報道が過熱してしまうことはあり得る。よって、自治体は即座に記者会見を開くなど、

各報道機関へのフォローをしっかりしなければならない。

第３章　マスコミとうまく付き合っていくために

１．人間関係を構築する

自治体とマスコミの間に人間関係を構築するには、やはり自治体と記者の対話の場が必要であ

る。記者が足を運んでくれないなら、自治体側から積極的にアプローチを図ればよい。記者会見

を臨機応変に開催する、情報提供のために記者クラブなどに顔を出すなど、直接会える場を作り

出し、その機会を逃さず交流を深める。

まずは、顔が見える関係作りをすることが、マスコミと良好な関係を築く第一歩となる。

２．自治体とマスコミ、両方の視点を持つ

自治体がマスコミに提供する情報は、どうしても「自治体にとって有益な情報」に偏りがちで

ある。しかし、マスコミが求めている情報は刻々と変化するもの。自治体の都合ばかりの情報で

は、「あの自治体は面白くない」と飽きられてしまう恐れがある。

いま自治体に求められているのは、マスコミの視点を持ち、その時々に見合ったアプローチを

心がけることであろう。

　⑴　“まち”を熟知する

自治体の、広報担当は、重要な施策や取り組みについて知っておくことはもちろん、まちの

話題（まちネタ）についても知っておくべきである。まちネタをマスコミが探すとき、窓口と

して利用されるのは、やはりそのまちの広報担当部署である可能性が高い。常にネタを提供で

きる体制を整えておけば、面白い話題が拾えるまちであるという印象を記者に持ってもらうこ

とができる。
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　⑵　提供する情報に幅を持たせる

まちの話題にアンテナを張り、ある程度情報を持つことができたとしても、それを記者から

尋ねられるまで待っていては時機を逸してしまう。マスコミに提供する情報は行政に関わるも

のだけにこだわらず、まちネタなども日常的に知らせていく意識が必要である。

　⑶　記者が興味を持つよう情報を演出する

例えば同じ取り組みであっても、紹介の仕方次第で相手に与える印象は違ってくる。その取

り組みを構成する様々な要素の中から、記者が最も興味を持ちそうなものを見極め、うまく情

報に混ぜ込むことで、淡々と紹介するよりも遥かに「マスコミにとって魅力的な情報」を演出

することができる。

　⑷　資料は簡潔に

記者は日々大量の情報に囲まれている。そのような中で、自治体の提供した情報に裂ける時

間は多くない。重要な取り組みだからと言って資料を多くするのは逆効果である。内容を精査

し、資料は１枚程度に収めることが、記者に資料を読んでもらうことへの近道となる。

３．マスコミは怖くない―マニュアルでトラブル回避

自治体には、マスコミに報道されることがトラブルにつながるのではないかと恐れる職員もお

り、それが広報担当課以外の部署の広報意識を低下させる一因となっている。確かに、不用意な

情報提供は混乱を招きかねないが、宣伝効果は計り知れない。マスコミを効果的に活用するため

に、自治体内部で情報提供のマニュアル等を定め、トラブル回避のための事前策を打っておくの

がよい。

また、各部署に対して積極的に情報の提供を働きかけるなど、マスコミに情報が載ることの利

点を日常的に意識させることも必要である。

４．「マスコミとうまく付き合う」とは

自治体とマスコミは、しばしば対立する関係として描かれることがある。

しかし、実際の双方の関係が必ずしもそうであるとは限らない。時として、お互いに利益をも

たらす最大の存在にもなり得る。自治体とマスコミがうまく付き合うことは、敵対するリスクを

できる限り減らし、双方にとってより多くの利益を生み出す手段を見つけることに他ならない。

そして自治体という組織の中で、広報担当課はその手段を見つけることができる唯一と言って

もいい部署である。広報担当課は、そのことを念頭に、マスコミとのよりよい関係作りに向けて

日々研鑽することが必要である。
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１．記者としての経歴

私は、1980年に読売新聞に入社し、前橋支局で４年間の駆け出し時代を過ごしました。そし

て東京本社転勤になり、地方部で県版の見出しを付ける仕事を１年半くらい担当しました。社

会部に移ったのは85年で、デスクまで17年間ずっと在籍していました。

主な担当は労働問題です。労働組合を回って、総評の解散、連合の結成を取材しました。戦

後の労働史に出てくるような人物、太田薫、岩井章、滝田実、槙枝元文の各氏には直接お目に

かかって話を聞いています。労働組合は社会的影響力が失せて、どこかの知事さんに散々いじ

められる対象にもなり、担当としては少し悲しく悔しい思いもしています。

社会部に移ってすぐの若い頃、部内の新宿支局に配属されて東京都内の区政を１年半ぐらい

担当しました。デスクになる直前の1997年には東京都庁クラブのキャップを命じられて１年半

ほど在籍しました。青島都政の最後です。「裕次郎の兄です」と言いながら会見に臨んだ石原

慎太郎氏が立候補してきたときの都知事選を取材しました。

２．紙面審査とは

今の職場、紙面審査委員会では何をしているのか、です。紙面審査委員会では、本紙と在京

の他紙、つまり朝日・毎日・産経・東京・日経の紙面を毎日読み比べています。同じ素材を

扱った場合は、うちの書き方はこうだが他社はこう書いている、どちらが読者には読みやすい

か、他社に載っている記事がうちには載っていない、ここは取材不足だったのではないか―な

ど、そういうチェックをしていって、編集局にフィードバックしています。大事なのはあくま

で読者の視点に立つことです。編集局が最終的に商品の製作・管理を担っているとすれば、紙

面審査は、すでに消費者のもとに届いた商品のチェックに携わっている感じです。

もう一つは、朝刊の紙面は前の日に作りますが、その朝刊が読者の手に届く前の段階で助言

をします。東京本社だと、静岡、長野、あるいは新潟あたりに配る早版の新聞の刷りが出来上

がってきた段階でその紙面を読んで、「この記事に対してこの見出しはちょっとそぐわないの

ではないか」「この記事は何を言っているのかよく分からないので、工夫した方がいいのでは

ないか」などの助言をします。社会面の隅で扱っている記事は非常に面白いので、一般読者は

社会面のメーンで読みたいのではないか。そういう提言をすることもあります。編集局が助言

を受け入れるかどうかは局側の判断で、あくまで参考意見の扱いになっています。

「マスコミとの付き合い方」

講　師　左山　政樹　氏（読売新聞紙面審査委員）

実施日　2012年10月17日（水）

講義録



109おおさか市町村職員研修研究センター

第 

５ 

部

マスコミとの付き合い方

講
義
録

３．特ダネの特性

特ダネというのは、限られた情報源から取ってきます。どんな特ダネでも確認取材は欠かせ

ません。しかし、確認した先から情報が漏れていく恐れもあります。確認先がライバル紙と非

常に親しい関係にあったとしたら、「読売がこういうことを確かめてきた」とか、「読売がこ

んなのを聞いてきたが、君のところも知っているか」とか、ライバル紙に電話１本でも入れら

れたら、それで特ダネはなくなってしまうかもしれません。取材を始められてしまいますから。

最後は博打と一緒です。それこそ100％の情報を取ることができれば間違いはありませんが、

特ダネは８割か９割、ひどいときは覚悟を決めて丁か半か、５割ぐらいの確率で打つこともあ

ります。

４．東京都政と大阪府政の報道

昨今の紙面を見ていると、大阪の橋下さんがああ言った、東京の石原さんがこう言った、大

阪の橋下さんと東京の石原さんがどこそこのホテルで会った、そういう話ばかりです。自治体

の行政の長として、東京でいえば1,000万人の都民に対して何か行政的な有効な施策を立てた

かということになれば、いささか印象の薄い感じはします。例えば銀行税です。発想も良くて

都民もマスコミも、拍手喝采をした記憶があります。しかし、もともと税の公平性に欠けるの

ではないかという疑念があり、銀行側から裁判を起こされて、違法と認定されてしまいました。

最高裁で和解しましたが、結果的に利子を含めれば、税金で徴収したよりも高い額を銀行側に

返還しています。結局、都民の納めた税金が無駄遣いされました。

中小企業のためだといって「新銀行東京」をつくりました。発想はすばらしい。しかし、大

赤字で破綻寸前に追い込まれて新たに税金をつぎ込まざるを得なくなりました。石原さんの場

合は、尖閣問題でおわかりのように、花火を打ち上げるのは実にお上手なのですが、具体的な

施策の面では竜頭蛇尾に陥っていることも、なきにしもあらず、です。下の職員からすれば、

ああいう人が上にいるのは、ある意味で楽でしょう。広報担当者にしても、広報しなくても知

事自ら広報してくれるわけですから。

　青島さんのときは、世界都市博覧会を中止するところまでは強いリーダーシップを発揮し

て、それこそ都庁の全職員を敵に回して中止に持ち込みましたが、その後息切れしてしまって、

あとは何もしませんでした。朝に登庁してくると、ソファに寝転がりながら書類を読むことも

あったと聞いています。どちらかというと職員がいろいろアイデアを持ち込んでいたようです。

しかも、当時は東京都が財政的に厳しい状況でした。人件費削減や節約効果があるような施策

を職員の側から起案していたので、それを私ども都庁クラブ詰めの記者が庁内を回りながら拾

い集めて、記事化していました。

社会面などにもそういう話題が結構出ました。第３セクターを統合する、あるいは人員の削

減をするので、いくらいくらの節減効果があるなど、各紙ともちょくちょく打っていたものです。
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石原さんになってからは、本人がポンと花火を打ち上げて、各紙が１面でわっと取り上げま

す。では都民に直結する施策が次々に出てくるかというと、あまり出ていません。弊社の記事

データベースで検索してみても、印象に残るものはありませんでした。

橋下さんの場合はどうでしょう。こちらにうかがうときに乗ってきた新幹線で、中学校に給

食を導入するとテロップで流れていました。経済的に苦しい家庭には補助を出すことも決めた

そうですね。橋下さんは、こと教育に関しては一家言をお持ちのようなので、いろいろ施策が

出てくるのかもしれません。しかし、東京で橋下さんの話題になることといえば、入れ墨問題

とか、労働組合は庁舎から出て行けとか、いわゆる強権的な姿勢を示すものばかりです。そう

いうニュースしか報じない記者が悪いと言われればその通りですが、現実に、施策の話は東京

にあまり伝わっていません。

石原さんや橋下さんの手法が全国の首長に取り入れられれば、職員の方もどういう施策を打

てば効果的にマスコミに扱われるのか、あるいはどうすれば自分の役所の仕事を効果的にPR

できるのか、非常に苦しむことになるのではないかとも思われます。

本来、新聞記者はみなさんの仕事場の席の近く、要するに課内や庁舎内をあちこち廊下とん

びしながらいろいろな動きを察知します。多分、広報課の方も庁舎内を歩いて、次の広報紙に

出せる材料はないか探していらっしゃると思います。われわれ記者も庁舎を回って同じことを

しています。そこでもし、大きなネタに遭遇すれば、顔色を伺いながら少しずつ情報を仕入れ

ていきます。

５．メール取材、携帯電話の功罪

最近は、メールのやりとりから取材を始めることが多くなったような気がします。メールと

いうのは、最初に相手のアポイントメントを取るときに非常に便利なのです。

これまでは、ある担当課の課長にアポイントメントを取ろうと思えば、まず、その課に電話

をかけました。課員が出て「今、打ち合わせ中です」と答えれば、「では、また後で電話しま

す」あるいは「電話を差し上げたことをお伝えください」と足跡を残しておきます。相手が

「今、出張中です」だったら、「お帰りはいつですか」と尋ね、いずれにしても、再び電話し

直して、アポイントメントを取ったものです。「あの記者からの電話には、いないと言ってお

いてくれ、あいつは嫌いだから」と居留守を使われることもあるでしょう。

けれども、メールだと直にやりとりできます。１週間のうち、空いている時間があればご連

絡くださいとメールを送ります。取材相手からもメールで、いついつなら空いていると返事が

来て、ではそのときにお邪魔しますと、確認のメールさえ送信しておけばいい。

もう一つ、取材で便利になったのは携帯電話です。携帯の番号を聞き出すのが、取材の第一

歩みたいな印象です。携帯の番号を教えて欲しい、メールアドレスを教えて欲しいと求めるわ

けです。実際に会って名刺を交換して、携帯の番号が入っている方はそれでいいのですが、時
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折、その番号は仕事で持たされている携帯の番号であって、個人所有の番号でないこともあり

ます。われわれ記者としては、個人の携帯番号を知りたいのです。

携帯で直にやりとりできればアポイントメントも取りやすいですし、締切時間ぎりぎりのと

きにでも、話を取りやすいからです。会見も何もない、予定も何も分からないときに、直に携

帯に電話を入れて「こういうことがあるが、どうなのですか」と、話を聞けます。

ただ、便利なのですが、携帯ですから相手の顔色を見ることはできません。メールもそうで、

後々証拠として字は残りますが、携帯やメールのやりとりで本当の話を引き出せるかどうか、

非常に危ういところもあります。

６．アナログ時代に培われた人間観察の目

新聞社というのは24時間態勢ですから、例えば社会部では泊まり勤務があります。私が在籍

していたころは１週間に１度、40歳近くなっても２週間に１度くらいのペースで泊まりがあっ

て、そのころは外部の人から直に電話がかかってきました。読売新聞の場合は、巨人軍が負け

ると運動部と社会部の電話がよく鳴りました。「なぜ負けたのか」「あのときの采配が悪い」

などと怒っているのです。それは監督に言ってくれ、こちらも同じ気持ちだというようなこと

を、読者と電話で言い合ったものです。向こうは酔っ払っている方が多かったようですが。

そんな電話が、多いときには一晩に何十本もかかってきますが、その中で１本、本当のネタ

が混じっていることがあります。自分の勤めている会社が不正を働いているようだ、とか、自

分はある旅行会社で予約したのだが、突然キャンセルされた、おかしいから調べてくれとか。

調べてみると、会社ぐるみで詐欺を働いていたり、それこそ会社が傾いて一発目の不渡りが出

る直前だったり、いいネタが20本に１本くらい混ざっているわけです。非加熱の血液製剤によ

る薬害エイズなどの医療問題で、弊紙の取材班が次々に特ダネを打ったことがありますが、そ

の発端は、実はタレコミだった、ということもありました。

私が若手、中堅記者だった頃は、会社の勤務に就いていれば自動的に訓練された幸福な時代

だったのですが、今は弊社も、本社では、外部からの電話を専門に受ける部署を作っています。

電話を受ける部署でうまく対応して、記事にできるようなネタを拾い上げられればいいのです

が、その部署では１日に100本、200本の電話を受けているのです。受ける方も疲れ果てて、反

応が鈍くなってくる恐れもあります。玉石混交の中の「玉」を見逃していることもありうるで

しょう。

専門の部署で集中的に電話を受けるので、取材部門は効率的に仕事に打ち込めるかもしれま

せん。しかし、外部との接点が少なくなる弊害もあり、記者自身が唯我独尊になる恐れは十分

にある、そういう時代になっています。とにかく、あらゆる面で人間に対する観察が不足して

きていることは事実です。
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７．いじめ事件の取材

大津のいじめ事件は大阪本社の管轄なので事実関係はよく分かりませんが、埼玉県内で最近、

中学２年の男子生徒が同級生の３人から暴行を受けて、意識不明の重体に陥るという事件があ

りました。そのときに、警察は暴行した３人の生徒を暴行傷害で逮捕しています。それを県警

クラブで発表したそうです。

単なる暴行傷害、けんかの延長線だという話で警察も発表し、その３人がけんかだと供述し

たため、紙面の扱いも、埼玉県の事件だったので、埼玉県版にそれこそ小さく短い記事を掲載

しました。ところが、たまたまその取材をした記者のセンスが良かったのか、本人がそういう

経験をしたことがあるのかどうか分かりませんが、３人がかりでけんかというのはおかしいの

ではないか、３人がかりで殴ったり蹴ったりしたのですから、けんかのレベルではなくて、最

低でもリンチ、あるいはいじめではないかと疑ったようです。

けんかだという警察発表が発端でしたが、１か月くらいたった後に、関係者への取材で、ど

うもいじめのようだ、単純な暴行事件ではない旨を聞き込んだそうです。その後、教育関係者

に的を絞って、いじめだったのではないかと詰め寄ったようです。しかし、「調査中である」、

あるいは「そんなことはないはずだ」と反論されて確証をつかめませんでした。

ところが、大津の事件が７月頃に急展開して、いじめ問題が全国的な社会問題になりました。

文部科学省も乗り出してきて、風向きが変わったわけです。風向きが変わった段階でもう１回、

取材し直してみたら、そのときに初めて、いじめと認めざるを得ないとの見解を引き出せたよ

うです。

被害生徒の名前もわかりません。警察からも断片的な情報しか出ておらず、あちこちの取材

先に足しげく通って、断片的な情報をつなぎ合わせていきました。最終的には被害生徒の家族

にもたどりついて、その了承を得たうえで記事化したそうです。特ダネが出たのが９月初めご

ろでした。２月に事件が起きて、９月にやっと分かったのですから、８か月がかりで取材をし

ています。いざというときにきちんと取材先があるのは、日ごろ足を運んで、コミュニケー

ションを取っていたからではないか、あるいはコミュニケーションを取るために、関係者の携

帯電話番号などもちゃんと聞いていたのではないかと思われます。その意味では、まだ非常に

アナログ的な活動をしているのだなと、少し安心はしました。

８．記者はどういう経験を積むか

駆け出し記者は赴任先の地方支局で、取材先を地道に作っていって、自分のネタを記事にす

る訓練を重ねます。そんな記者が５～６年の体験を経てから、本社に上がってきます。大阪府

内の自治体には、本社に上がってきた記者がみなさんのもとへ取材にうかがっていると思いま

す。みなさんの前に現れる記者は、地方支局で５～６年の経験を積んでいるとみてもらってよ

いでしょう。
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府内の自治体を回る記者の多くは、社会部の中でも恐らく若手だと思います。大阪府警など

の事件担当部門で散々体力を消耗したため、リフレッシュを兼ねる狙いで中堅の記者をあてる

こともあります。

東京の社会部も同じような配置です。社会部に配属されて１年くらいはサツ回りと称して丁

稚奉公のような仕事をさせられ、ぼろぼろにこき使われます。その後、都内版の編集部門で23

区の区政担当に回るか、あるいは警視庁や裁判所で事件担当に回るかです。そこで２年か３年

くらいこき使われて、今度は都庁に回されるケースもあります。

私の社会部時代は都庁担当の記者といえば、警視庁を経た人間か、東京都内の区政を経験し

た記者でした。都庁クラブはキャップ以下４人くらいの体制で、都庁担当は、記者になって10

年、キャップクラスで15～16年。中堅からベテランの記者が配置されました。

９．行政からの発信をどう処理しているか

区政の段階でも特ダネはありますが、最近、23区の行政的な話題が全国ニュースになった覚

えがありません。大阪で１件だけ記憶にあるのは、泉佐野市が市の名前を売るというものです。

最初に書いたのは確か弊紙だったのではないでしょうか。

私の記憶で面白いなと思った施策の事例をご紹介しますと、都心の少子化で渋谷区の小学校

が廃校になり、その跡地を区民に貸し出して野菜などを作ってもらうというもので、夕刊社会

面でバンと出たことがあります。５～６年前の話ですが、これは区政担当記者がなかなか鋭い。

予算案の発表で予算説明書に目を通したのが取材の発端です。予算項目に事業名と予算額が書

いてあっただけのようです。区役所の広報担当の方もどうかしているのではないかと思います。

その事業に記者は引っ掛かりを覚えて、発表が終わって社に持ち帰ってから、あれ？と思った

らしく、区役所に取材し直してみたら、面白い話だったようです。その日には取材が間に合い

ませんでしたが、しばらくたってから、話題のような感じで記事になりました。

記者のセンスが生きた例です。本当は広報の段階で「これは面白いですよ」と、記者に売り

込んでもらってもいいような話題でしょうが、渋谷区の広報は、私が回っていた頃から、広報

に力を入れている印象のない体制だったような気がします。財政も不自由しません。あえて新

聞にいろいろ書いてもらわなくても構わない、という感じでした。それが逆に特ダネを生んだ

のかもしれません。

もう一つご紹介すると、これも少し古くて2007年のことです。西東京市、うちの社会部だと、

三鷹市に置いている武蔵野支局が担当している自治体です。西東京市の児童公園の噴水が、地

裁の仮処分を受けて使えなくなったことがありました。裁判所の担当記者が地裁の仮処分まで

目を光らせていませんから、全然分かりませんでした。ところが、たまたま市のホームページ

に、噴水が使えなくなった、住民の皆さんにご迷惑を掛けるというお断りか何かが出ていたら

しいのです。担当記者は「何だろう」と思ったらしくて、西東京市に取材しました。
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その結果、児童公園の近所の人から、噴水の周辺で水遊びをする子供の声がうるさいため、

仮処分を求めたら裁判所がそれを認めてしまった。社会面のトップ記事でした。それこそホー

ムページをきっかけに近所の話を聞き、もちろん市役所の対応も聞いています。訴えた住民の

声こそ入っていませんでしたが、代理人の弁護士の話はありましたので、大きな話題になりま

した。こんなふうに思わぬところにネタが転がっているのが行政担当の醍醐味というか、面白

さであります。

ところが、現在は自治体の首長のリーダーシップが問われ、どうも首長の発言を追い掛ける

方に力を注ぐようになっています。加えて、その場に立ち会っていないことがあると、どんな

発言をしたのか、記者は広報担当や秘書課などに確かめざるを得なくなり、広報担当もその方

面にだいぶ時間を割かれているのではないかと思われます。本来の行政の面白いネタを拾いに

くくなっているのかもしれません。

10．夜討ち朝駆け

記者は日頃、どんな活動をしているのか。私たちの世界ではまだアナログ的なところが多少

は残っていて、朝駆け夜討ちをやっています。警察や自治体の担当者のご自宅にお邪魔をしま

す。朝の出勤前に行ったり、夜にお帰りになったところを狙い撃ちしたりするものです。１対

１で話をすることに意味があります。社会部では、事件担当の部署はやらざるを得ないので

やっておりますし、都庁担当も多分やっているのではないかと思います。

「日本だけの悪い慣習ではないか。人の家まで押し掛けてきて」と思われるかもしれません。

もう絶版になってしまいましたが、『大統領の陰謀』というウォーターゲート事件を扱ったノ

ンフィクションがあります。それを読みますと、２人の記者が朝駆け夜討ちをやっています。

自宅に行って、そこで話を聞くという描写が出てきます。アメリカの大統領選があと１カ月も

しないうちにありますが、その選挙運動はほとんど戸別訪問です。朝駆け夜討ちに近いことを

しているわけです。戸別訪問が違法ではありませんから、ばんばん戸別訪問をしています。勝

負どきは向こうでも同じことをやっているのです。

私も記者の端くれだったので、地方勤務時代から結構これをやりました。県警の幹部宅に夜

回りに行って、ピンポンと呼び鈴を押します。ただ、地方の場合は、マイカーを運転して幹部

宅にうかがいますから、駐車場所が問題です。ある事件で夜回りに行った警察幹部のお宅でピ

ンポンとやって、居間に上げてもらったのはいいのですが、彼が最初に聞いたのは「どうやっ

て来たのか」ということでした。「車ですよ」と答えると、「その車はどこに置いたのか」

「角の向こうです」。すると、「あの角だとまだ近いんだよな」と不満顔でした。「もし、住

民から不審な車が止まっているといって110番されたらどうするのか。パトロールカーが回っ

てきて、この車は何だろう、それでナンバー照会されたら、君の車だと分かるだろう。何でそ

こに停まっているのか。おれの家が近いから、多分あいつはそこに行ったのだろうと思われる。
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おれの家に来るときは、できるだけ遠くへ止めろ。それが礼儀というものだ」と説教されまし

た。

自分としては思いもかけないことでした。情報源を大事にしろということを具体的に教えて

くれたのだと思います。このアドバイスは身に染みて、それ以降、どこのご自宅にうかがうに

しても、かなり離れた場所に車を止めるようになりました。たとえ駐車違反で引っ掛かったと

してもネタ元がばれないように、です。説教された幹部の方はもう引退されましたが、私に

とっては先生みたいな人で、今も私的に連絡を取っています。

東京本社に上がると、会社が黒塗りのハイヤーを出してくれて、それで取材先に行きました

が、遠くへ止めて、取材相手の自宅まで歩いて行きました。呼び鈴を押して、いらっしゃら

なければ周辺で待ちます。遅くまで待てば待つほどいい。取材先が同情してくれるからです。

「何をしているのか」「待っていたのですよ」「ご熱心なことだな」なんて。「何時から待っ

ていたのか」「かれこれ１時間。それ以上かもしれない」などと話すと、「仕方ないね」と苦

笑いしながら、労働組合の役員や中央省庁の幹部で人のいい人なら大体、家へ上げてくれます。

居間に上げてもらえばサシで話を聞けます。時間が切羽詰っているときは玄関先だけというこ

ともあります。こんなことを繰り返していると、奥さんとも仲良くなり、私は、ご本人よりも

奥さんが喜ぶものを手土産で持っていきました。季節の果物ならそんなに値段も張りませんし、

袖の下にもなりません。高校生の娘さんがいたので、娘さんが喜ぶようなスイーツを持って

いったこともあります。休日の昼間などなら必ずアップルパイを持っていくようにしていたら、

「アップルパイの記者さんが来たよ」と取り次いでくれました。娘さんはこちらの味方ですか

ら、取材先の方が居留守を使えないのです。

ただ、夜中の１時、２時ごろに住宅街で帰りを待つこともあるので、近所から不審がられ、

１回だけですが、実際に警察官の職務質問を受けたことがあります。パトカーが近づいて来る

ので、何だろうな、と思っていたら、すっと傍らに止まり、おまわりさんが降りてきて「何を

しているのですか」と尋ねられました。名刺を見せて事情を話したら、ご苦労さんです、と励

まされましたが、「ご近所から通報が入っていますから、あまり目立つところに立たないよう

にしてください」と注意を受けました。

そういうことを今でも地方や中央でやっているはずです。

11．情報管理と取材作法

新人記者が地方支局に配属されると、まず警察を担当しますので、警察署内を保険の外交員

のように動き回りました。警察の広報担当は副署長です。副署長席はもちろん、何かあれば署

長室に行ったり、刑事課長、防犯課長、警備課長の席を回ったりしていました。

今、地方支局に聞きますと、これができるところはほとんどなくなったそうです。情報管理

がうるさくなったのと、マスコミ自体がつぶしていった面もあります。あちこち回る記者がい
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ると、いつ抜かれるか分からないので、できるだけその危険性を減らすためです。そんなこと

が相まって、後輩に聞きますと、今は副署長席に行くのがせいぜいで、刑事課長の席などとて

も行けないと言っていました。これでは人間的な付き合いがやせ細ってきます。

旧労働省や都庁などを回っていましたが、課長席、あるいは係長席に行って話をしていると

きは、「この人は話し好きかな」「この人はどんな情報を持っているのかな」と頭を働かせて

いました。向こうも多分、同じように「この記者は……」と品定めをしていたと思います。源

氏物語ではありませんが、お互いに品定めをして、相性が合うなと思えば、夜回りをかけるこ

とになるわけです。

夜回りするには住所が必要です。本当は歴代の住所録があればいいのですが、私が赴任した

地方支局では、取材先の住所録が引き継がれておらず、回りようがない。一計を案じまして、

県警の幹部には県警宛に年賀状を出し、担当していた警察署の幹部には署宛に年賀状を出しま

した。当時の警察官は義理堅い人が多かったので、こちらこそ今年もよろしくと、人のいい人

はみんな返事をくれます。中でも人のいい人は、自宅の住所を書いていました。住所録ができ

ます。年明けからご自宅にお邪魔しました。「なぜ分かったのか」「年賀状をいただきまし

て」と言うと、「あっ」と絶句です。もう後の祭りで、そうやって人間関係を築いていきました。

携帯電話番号やメールアドレスを教えてくれというときは、同じようなことをやっているの

ではないかとは思います。人脈を築く訓練をしたかしないかで、大きな違いがあって、その訓

練を積んできた記者は本社へ来ても大きな誤報を打つことはないでしょうし、取材の段階で

「こいつはおかしい」という勘も働きますから、取り返しのつかない失敗をすることも少ない

と思います。

ところが、そういう取材作法をなかなか体得できなくなっています。官僚的という言葉がい

いのかどうか、弊社でも、組織としては整ってきたのです。大先輩に昔のことを聞くと出張費

も丼勘定。ブロック紙から這い上がってきた新聞ですからとてもいい加減なところもあって、

それがまた社内の活力にもなっていたそうです。けれども、今の世の中には通用しない。何事

も組織的に対処しています。朝日、毎日もみんなそうだと思いますが、組織が整った結果、外

部の人との触れ合いが減ってきて、逆に社内の遊泳に長けているような人物が昇進していきま

す。外部とのせめぎあいの体験に乏しいので、本当の意味での原稿のチェックができていませ

ん。平常時なら手際よく、きれいに上手に原稿を仕立てたり、紙面を作ったりできるかもしれ

ませんが、乾坤一擲の大勝負がかかったときには少し不安な面がある。

どうすればいいのか。新しい時代には新しい時代に見合った付き合い方を探らざるを得ませ

ん。ネットやメールを見たり、携帯の番号やメールアドレスを交換したりすることからら始め

るのも仕方がない。では、そこから先はどうかということです。結局は、メールのやりとり以

上の、あるいは携帯電話で適当に話をする以上のつながりでしょうか。この記者はこういう傾

向を持っている、あるいはわれわれからすると、何々市の広報担当のだれそれ課長はこういう
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癖があるというところまでお互いに見極めなければ、濃い取材に基づいた記事はなかなか出て

こないのではないでしょうか。

自治体の広報の方々からは、イベントを取材して欲しいという要請が多い。市でこういうこ

とをやります、何周年記念でどうのこうのというものです。何周年記念などというのは、はっ

きり言って面白くも何ともない記事だと、われわれの時代はそう考えてほとんど手を付けませ

んでした。せいぜいお付き合い程度、小さい記事で掲載するかどうかでした。それ以外は区政

の中の話題、今なら、少子高齢化に向けてどういう施策を打っているのか、その施策に区独特

の面白いものがないかなど、そんな話題を記事化したいと思っているのでしょうが、なかなか

うまくいかないというところがあります。

12．電子時代の弊害

会見風景もだいぶ違ってきています。10年くらい前はまだメモ書きが圧倒的に多くて、ノー

トパソコンをパチパチやっている、あるいはノートワープロをカチカチやっている記者を奇異

の目で見たものです。「あれで頭に入っているのかな」と眺めていましたが、今は政府や政党

の会見、社会部の場合なら都知事の会見などがありますが、会見風景を見ていると、結構パチ

パチと打っている記者が少なくありません。

政治部ではメモ書きを上げる作業があります。昔は会見を手書きでメモに取って、そのメモ

を原稿用紙の裏などに書き起こして、それをファックスなどで取材の責任者に送っていました。

官邸詰めのキャップなどはそんなメモ書きを束で持っていて、その中から今日のニュースは何

かを探していました。メモを読み比べることで政治の方向性が見えてくることもあったので

しょう。今はこれをパソコン等で仕上げて送りつけてくる。一字一句、話した通りの内容を忠

実に採録しています。それがキャップの下に集まってきます。メールで送られてくるので、そ

れを片端からニュースに仕立てるのは結構しんどいと思います。

手書きのときは、メモを取ると手が疲れます。まず会見でメモを取り、今度は原稿用紙の裏

などにメモを起こしていた。人によってはワープロで打って、印字をして送っていました。と

にかく煩雑で、時間も取り、嫌だなと思いながらやっているので、どうしてもエッセンスを凝

縮して報告するようになります。ニュースだと考えたことだけを伝えていたようです。つまり、

取材記者段階で選択があり、キャップの段階でさらに精査される。不思議なことに、こういう

訓練を重ねていると、ニュースの価値判断力が自動的に身につくせいか、ニュースを落とすこ

とが少ない。

ところが、カチカチと会見内容を片端から機械的に入れていくと、微妙な言葉のニュアンス、

ここは「ですます調」で言って、ここは「だ調」で言っているなど、それは分かるかもしれま

せんが、文字でびっしりのメールなんかを見ると、何がニュースなのか、私などはまず分から

ない。
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つまり、会見に出ている記者が、その場、その場でニュースの価値判断をしていないのでは

ないかと疑われるのです。ニュース性の判断をしないで、とにかく力任せに打ちまくったメモ

書きをとにかく送ります。それで終わり。嫌な仕事を早めに終わらせた方がいいのは昔も今も

変わりませんから、効率的・合理的になったのかもしれません。しかし、結果的にはその記者

がその場でニュース判断をしていない。これが積み重なります。

自民党の総裁選が行われましたが、谷垣総裁が出るか出ないかというときに、石原幹事長と

の間で、どちらが出るか、出ないかの話し合いがありました。そのときに谷垣さんに近い議員

から「石原氏は明智光秀か」という話が出ました。面白い発言です。朝日にも毎日にも載りま

した。ところが、弊紙は下品な例えだからと意図的に落としたのか、あるいは見過ごしてし

まったのか、よく分かりませんが、明智光秀という発言が載っていませんでした。明智光秀に

例えれば、少し日本史をかじっている人なら、総裁選がどういう状態なのかすぐに分かります。

読者も面白がるキーワードのような発言が紙面から落ちた一因には、パソコンによるメモ処理

の方法があったかもしれません。

いったん記事化のタイミングを失うと、採録するには、採録するに足るきっかけが必要にな

ります。テレビでもバンバン明智光秀と言っているのに、弊紙はなかなかリセットができなく

て、最後まで明智光秀を紙面化しませんでした。面白い言葉を逃してしまった。一字一句漏ら

さずに、全部聞いたことを文字にできる、パソコンでそのまま打てる、若手記者の技術・技能

はすばらしいのですが、そこから先の処理の仕方がどうもうまくない。何回も繰り返しますが、

これはどういう訓練を積んできたか、どういうことをやってきたかということに尽きると思い

ます。

13．行政サイドも記者の品定めを

支局の訓練を経た記者が取材に来たときに、どう付き合えばいいのか。なぜこいつは記者に

なったのだろうという人が記者だったりするため、ピンキリで的確な答えが見つからない面も

あります。もっぱら品定めが必要です。品定めは、その記者が何か一本抜かれたとき、あるい

は抜いたときが絶好の機会です。

例えば、うちの記者が何か面白い特ダネをつかみました。広報担当なり、もっと上の幹部な

りに、念押しというか、「書きますよ」と必ず連絡してくるはずです。もし礼儀知らずで連絡

しそうにもない記者がいれば、日頃の雑誌のときなどにみなさんから「書く前はきちんと言っ

てください」と求めてください。相手への連絡は、少なくとも私たちの世界のいろはの「い」

です。記事を書く前の夕方５時かそこらに「明日書きますからね」と話したとしたら、それは

単に、発表の記事か何かの処理予定です。これではありません。本当の特ダネなら、多分、夜

中の11時か12時、他社が絶対に追いかけられない時間帯に「明日の紙面に出ますから」と電話

をかけてくるはずです。
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このときに、さて、みなさんはどう対応するでしょうか。一紙に書かれるわけです。それが

もし１面のトップ記事だったら、他社は抜かれていますから大変なことになります。翌朝、新

聞が配られるより早い時間帯に各社から「どうなっているのか」と広報担当に電話がかかって

くると思います。正式に発表したときはつるし上げに近い状態になるかもしれません。

マジギレする記者もいるでしょう。そういう記者は、はっきり言って駄目です。

キレる素振りを見せる記者もいて、「今度こそ」と思っています。「ふざけるな」と悪態を

つくかもしれませんが、「次は出し抜いてやろう」と狙いますから、そうは責めないはずです。

特ダネを書く記者は、前の日に「明日出ますよ」と通告するのが礼儀です。連絡してこない

記者とは、付き合いをちょっと考え直した方がいいかもしれません。

「明日出ますよ」と連絡を受けたときに、みなさんは、翌日、マジギレする記者に取り囲ま

れて散々な目に遭う恐れもあります。ひょっとしたら、首長も会見せざるを得なくなるかもし

れません。特に不祥事などはそうです。では一気に発表してしまえと、深夜に担当記者に連絡

し、「明日こういうものが何々新聞に出ます」とは言わないまでも、「こういう話について緊

急に発表します」というように対応する手もあると思います。つまり通告してきた記者に義理

を立ててその新聞一紙に抜かせるケースもあれば、「一紙に書かれるより、全紙に緊急発表し

た方がいい」と、自治体幹部にも緊急招集をかけて会見を開く選択もあるわけです。

緊急に発表すれば、今度マジギレするのは特ダネを書いた記者です。ふざけるなということ

になると思います。次回からは一切そちらには連絡しない、とふてくされるかもしれません。

緊急発表に懲りて次に特ダネを打つときに連絡しないような記者であれば、これはまた付き合

いを考え直した方がいい。そうやったとしても通告を怠らないのが、本当に付き合っていける

記者だと思います。

なぜなら、取材相手に裏切られるのは、私たちの世界からすると、想定内、当たり前なので

す。守ってくれる方が異例なのです。もし守ってくれたらもうけもの、守ってくれなければ仕

方ない、それなら守ってくれるまでこちらが徹底的にやるしかないと構えるのが、訓練を積ん

だ記者だと思います。

14．マスコミと広報担当者の関係

みなさんが裏切るときには、裏切るときなりのフォローの仕方があると思います。

昔の話ですが、リクルート事件があったときに、私は旧労働省（現厚生労働省）担当でした。

労働省の事務次官経験者が在職中に事務次官室で未公開株を受け取って収賄で逮捕されました。

地検特捜部が省内に家宅捜索に来るなど、大変な騒ぎでした。

そのときにちょっとしたネタをつかみました。本筋ではありませんが、労働省の幹部が知人

の会社の発起人に名前を貸していたのです。労働省の幹部で名前貸しをするのは、公務員の兼

職禁止規定に触れる恐れも出ていました。ある幹部宅に夜回りしたら、処分せざるを得ないと



120 おおさか市町村職員研修研究センター

「自治体広報のあり方研究会」報告書PRublic elations

いう話になりました。「明日省議を開いて、そこで処分を決める」と言ったのです。間違いな

いかと念を押すと、黙ってうなずきました。その幹部は上から５指に入る人で、彼が言えば間

違いないわけです。

翌日の夕刊に書きました。紙面上は「当日」ですが、少しごまかして「一両日中」というあ

いまいな形で打ちました。もちろん、広報担当者には事前に連絡してあります。夕刊ですから

正午前くらいだったでしょうか。「えっ？」の反応でしたから、詳細を知らなかったようです。

夕刊でしたので、記者クラブの他社の記者がそれを察知するのが午後１時を回ったあたりから

で、どうなっているのかと広報に問い合わせ始めました。

会見がセットされたのは午後２時過ぎ。会見に出てきた幹部はしゃあしゃあと「こういう事

実はありません」と、処分決定を否定しました。あぜんとしたのは私の方です。「昨日、言っ

たじゃないか」と詰め寄りそうになりましたが、その場で公言できることではありません。驚

きながら会見を聞いていました。兼職禁止に触れるかどうかについては、認めるような認めな

いような、あいまいな発言で切り抜けて、結局、一両日中に処分と私が打った記事は、誤報の

ようになってしまいました。こちらが真っ青です。

ところが、会見が終わった後に、広報担当者がちょっと来てくれと片隅に呼んで、「（当の

幹部が）くれぐれも申し訳ないと言っていました」と伝えてくれたのです。「よろしく言って

おいてくれとのことでした」と。要するに、「昨日はああ言ったけれど、今日情勢が変わった。

けれどもあなたの記事内容は間違いないから」というサインでもあったのでしょう。幹部は自

分が情報源であることを広報に知られるのを承知のうえで伝言を残したものと思われます。そ

の伝言を聞いただけで、「ああ、なるほど」と納得しました。

各社からつるし上げを食ったので、今日の処分はなかったことにして、仕切り直したので

しょう。恐らく省議では決めていたのだと思いますが、省議は午前中で、各社の問い合わせが

集中し始めたのは午後になってからでした。私の記事をいったん誤報の形にして沈静化を図っ

たのでしょう。しばらくすると処分したことをきちんと発表しました。

私は危うく誤報記者になるところでしたが、そういう一言をかけてくれたおかげで顔も立ち

ましたし、怒りも覚えませんでした。中央省庁なのにだらしがないなあ、とは思いましたけれ

ども。お互いに一両損のような形になりましたが、そういう処理の仕方もあるのかと感心した

ものです。

事ほどさように、マスコミと広報担当者とはせめぎ合う面が出てきます。記者の側に立って

記者の味方をしながら、発表内容に関し、これではマスコミに受けないからこうしてくれ、あ

あしてくれと内部に提言する。と同時に、別のときにはマスコミを敵に回して自分の組織を守

らなければなりません。その最前線に立つわけですから、広報というのはぬえのような部署で

す。広報を担当した人たちは、うまく昇進していく人と、途中で頓挫したり病気になったりす

る人とに分かれるようです。
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われわれは夜の懇談も取材方法の一つとして重要視している面もあります。ただし問題なの

は、酒席で聞いた話を直に記事にする記者が時々いることです。実際に弊社でもいましたし、

他社でも酒席で聞いた話をすぐに字にした記者がいます。また、それこそ本当のオフレコの懇

談があって、そこで意見交換した中身をそのまま記事にした記者がいました。お付き合いを続

けない方がいい記者だろうと思います。あまり質のいい取材の仕方だとは思いません。少なく

とも酒席で意見交換をして、「あ、面白いネタがあるな」と思えば、改めて取材に出向いて、

しらふで一から聞いていくというのが私たち記者の基本だと思います。

そうしなければ、お互いに思ったままを言えないでしょう。私たちの方だって取材相手が腹

を割ってくれなければ意見交換になりません。

品定めを終えて信頼関係ができたなと思えば、酒席ではむしろ、「こういう施策があるのだ

が、どう思うか」「記事にした場合、どんな扱いになるだろうか」などと突っ込んでもらって

も、大丈夫だと思います。こちらも「それだとせいぜい社会面の２段か３段止まり」「こんな

面白いイベントがあるけれど」「ああ、単なるイベントだったら駄目、地域版止まり」などと

率直に意見を申し上げることもあるでしょう。どうやれば紙面に面白おかしく紹介できるのか、

経験を積んできた記者なら、そのノウハウも豊富ですから、そのノウハウを広報活動に生かせ

るようなチエも出せると思います。記者と広報担当者はお互いに敵であると同時に、持ちつ持

たれつの面もある。これは癒着ではないと思います。
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＝おわりに＝

 ㈲ コミュニティ研究所　代表取締役　浦野　秀一

これだけ政策論議が盛んになっている時代において、「広報」というテーマについて行政内部

できちんとした議論が行われたことがあっただろうか。広報とは、行政経営上どんな意味・意義

を持つべきなのか。そしてそのための技術・手法は。それに向けた職員の意識は。行政としてど

のような体制で臨むべきかなど。今回お招きしたゲスト講師の言葉から、このような議論をきち

んとしてこなかった、あるいはしたためしがない「行政」に対して、広報のあり方について様々

な角度から提言が寄せられたのだと思う。それが前掲のような危機対応広報、戦略的広報、コ

ミュニケーション・ツールとしての広報、マスコミ対応などといったテーマとなって私たちの前

で述べられたのである。

それらをふまえ、これから「広報」に対して行政はどう取り組んでいくべきか、その何点かを

指摘し「あとがき（おわりに）」にかえたい。

１．“分配”から“協創”へ、広報も変わらなければいけない

地方分権前、自治体の組織・機構は、国から通達や補助金等を受けやすいように構成されてい

た。そのような時代、公共サービスはおおむね画一的で、しかも政策は主に国がつくり、地方自

治体は事業自治体といわれた。自治体は住民に対してそれをどのように「分配」するかに行政の

重点が置かれていた。そのような時代背景の中で広報は、いきおい“お知らせ中心型”になって

いったのである。

しかし、地方分権時代となって、まちづくりの主役は住民と言われるようになった。住民満足

度の向上がまちづくりの目標である。とすると、何が満足かというのは住民によって様々である。

このような時代、広報に求められるのはコミュニケーション機能である。住民と住民、住民と行

政のコミュニケーションをより活発にし、論議を巻き起こす機能がこれからの広報に求められる。

コミュニケーションを活発にすると“良好な関係”が生まれる。それがPR（Public Relations）

である。

これからの広報は、住民がまちづくりに何を求めているか。これからのまちづくりに真に必要

なものは何か。これからどのようなまちを次代に伝えていくか。コミュニケーションを通して、

住民と住民、住民と行政がまちづくりのニーズを“協創”していく機能が求められる。これから

必要なのは、“ニーズ協創型広報”である。
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２．「広報」の行政経営上の意義・価値を明確にする

かつて某知事が就任直後、「人事と広報は俺がやる」と言ったということが伝えられている。

真偽のほどはともかくとして、行政における広報の意義をよく表している。広報というのは、そ

れほどに行政経営にとって重要であり、それだけに戦略的に取り組まなければいけないというこ

とである。

しかしながら従来、行政は政策形成にそのエネルギーのほとんどを使い、広報にはあまり力を

注いでこなかった。しかし、住民が政策の存在を知るのは「広報」によってのみである。住民は

広報されて初めてその政策の存在と意味を知るのである。本来そこには、政策を形成した過程と

同じくらいの配慮とエネルギーをかけてしかるべきである。

しかし広報の行政経営上の意義、またその技術などについて、これまであまり庁内論議をはじ

め、職員研修なども行われて来なかった。したがって各課が住民に知らせるチラシやポスター、

広報担当課に依頼する原稿には、各課担当者個人のセンスや思い入れ・独自の技量で行われるこ

とが普通となっている。また、住民が知りたいことより行政から知らせたいことばかりが並び、

住民と行政とのいい関係（パブリック・リレーション）を構築するより、むしろ行政サイドの一

方的な都合で広報が行われてきたきらいがある。

まず、そこから脱しなければいけない。常に住民の立場に立ち、知らせたいことより（住民

が）知りたいことは何かを考えて広報すべきである。そのためにも、これからの行政を進めてい

く上で、「広報のあり方」について、庁内議論を巻き起こす必要がある。広報担当者は、その火

付け役となるべきである。

３．トップを中心とした広報戦略会議を開く

広報はまちの顔である。住民は、広報を通してわがまちが今どのようなことを目指し、何をや

ろうとしているかを知るのである。そのような「広報の意義・役割」を行政の中に位置づけ、各

課がそれぞれの立場で、あるいは連携してどのように広報していくかを、議論する場が行政に欲

しい。

これからの行政経営における広報の位置づけ、行政としてマスコミへの対応など、これはトッ

プを中心に全ての部局の代表が集まって議論が行われるべきである。最初は手探りでも、３回５

回と続けていくうちに、“広報の文化”は必ず行政の内部に育っていくものである。

４．「職員みんなが広報人」の意識を自覚させ、広報能力を研修する

広報能力といっても、広報紙をつくる能力ではない。自分達が現状を踏まえ、問題・課題を精

査し、望ましいまちづくりをめざして住民と協働して形成した政策を、さらに多くの住民に知っ

て欲しい・分ってもらいたい・なお一層協働してもらいたいために行うのが広報である。

行政は、各課に「広報連絡員」などを置いて、各課と広報担当課との橋渡しなどをさせるケー
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スが多いが、それだけでは十分でない。全職員を対象に定期的に広報研修会を行うべきである。

そこで行政経営における広報の意義を説くとともに、広報作成の簡単な技術・用字用語等を伝え

ることをするのである。

各課が発行しているチラシ・ポスターなどを職員の前に並べて批評し合うのも一方法である。

職員は、行政人であると同時に生活者でもある。その両方の視点から広報を見つめることとなる。

他課のチラシを批評することが、結局は自課の広報の質の向上にもつながるものである。

５．マスコミへの対応について庁内の意思・行動を統一する

マスコミ対応については、一般的にいって行政は積極的に良好な関係をとろうとはしてこな

かったようである。しかし、政策の総仕上げとして、政策を住民に知らせることについては、マ

スコミの力に勝るものは無い。心して良好な関係をつくり・維持していくことが望ましい。マス

コミは、住民の代表ととらえるべきである。

しかし、行政はマスコミに対しても、つまり住民に対しても庁内ルールを優先させがちである。

今すぐに広報しなければいけないことでも、上司の了解・議会への連絡の方にまず関心を向ける。

それはいいとしても、度が過ぎるとマスコミへの情報提供が遅くなる。すると、“逃げると追う。

隠すと暴く”といったマスコミの本性が前面に出てきて行政は追及される立場になりがちである。

マスコミへの情報提供、特に危機的状況においてのマスコミ対応については、パブリシティの

意義・重要性とその手法とともに、日頃から庁内で議論しておくべきである。

６．広報担当課と各課の関係を明確にする

行政には今だに、「広報は広報担当課の仕事である」といった意識が根強く残っている。それ

もそのはずである。事務分掌規則には、「広報に関すること」は広報担当課には記されているが、

他の各課には記されていない。行政は、ルールで仕事をするところだから、事務分掌規則にそう

書かれてあれば、そう考えるのは無理も無い。問題は、事務分掌規則そのものであり、相変わら

ず事務分掌規則を錦の御旗として仕事を進めている職員の意識であり、それを地方分権時代に

なっても放置してきた行政の側にある。

行政の仕事には大きく分けて２種類ある。「事業事務」と「経営事務」である。

事業事務というのは、環境・生活・福祉・産業経済・教育文化・基盤整備等々のほとんどの職

員が分担して取り組んでいる分野である。一方「経営事務」というのは、広報広聴・協働・行財

政といった分野である。一般の事務分掌規則は、その両方を並列に並べて各課に落とし込んでい

る。そこが問題である。だから、「広報は大事な仕事とは思うが、それは広報担当課の仕事だ。

自分の課の事務分掌には書いていない」といった話につながる。

経営事務については、担当課はあるものの、それらはあくまでも「政策の司令塔」であり、具

体的に実行するのは、事業事務を担当している全ての職員なのである。つまり、福祉の仕事・産
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業の仕事・基盤整備の仕事を、「広報」を意識して、「協働」で行ってくださいね、といった位

置づけなのである。それを「事業事務」も「経営事務」も、混同してルール化するものだから、

先のような感覚が職員の間に蔓延していくのである。まず、事務分掌規則を改正して、「経営事

務」は、「各課共通事項」といった中に落とし込むべきである。それでこそ、制度的にも「職員

みんなが広報人」ということになる。

行政内部における広報の位置づけ、職員の広報に対する意識の喚起は、まずそのようなところ

から始めるべきである。

７．広報のプロである前に、行政のプロであるべきだ

かつて全国広報コンクールの審査員をしていて、また最近いくつかの自治体広報のクリニック

をしていて気になることがある。それは、広報のプロは多いが、行政のプロは少ないということ

である。特に特集記事を読んでいてそう思う。第一次産業の振興、少子高齢化への対応、人権

問題や環境問題の扱い、行財政改革の中での地域経営のあり方等々、今日各自治体が直面する

“旬”の課題は数多くある。当然そのようなテーマの特集が多く企画されるが、視点・論点、展

開・展望が甘い、ズレていると思われるものが少なくない。ツメが甘いどころか、どこのまちに

も通用する通り一遍の論理で、十年一日のごとき紙面展開では、広報人としての資質どころか行

政人としての資格まで疑いたくなる。一体どこに目をつけてこのような紙面をつくったのか…と

思うこともしばしばである。

「どう伝えるか」も大切だが、より大切なのは「何を伝えるか」である。まず、広報すべき事

象・事柄の根本的なポイントは何かをしっかりつかみ、その上で様々な住民の立場に応えるよう

に、多様な視点・論点から話を展開させていくべきである。そのためには広報のプロである前に、

行政のプロであって欲しい。

行政のプロとして己を磨くには、総合計画を読みこなすことである。総合計画こそ、揺りかご

から墓場まで、まちと住民の暮らしの全てを網羅した政策の総合体である。だから総合計画とい

うのである。この総合計画の端から端までを常に読みこなすことを己に科すことで、立派な行政

のプロとして成長できる。行政のプロが伝える技術を持ち、広報のプロになったら、これほどの

強みはないのである。

今回、この研究に参加していただいた府内自治体の広報人の皆さんは、それぞれ立派にその務

めを果たしてくれた。また、ゲスト講師の講義について、的確にその論点をおさえ、研究員提言

書としてまとめていただいた。皆さんの洞察力・解析力・文章表現力にあらためて敬意を表する。

皆さんのような高い広報力を持った職員、またこの報告書を読んで新たな気づきを得た皆さんが

これからの自治体広報をより質の高いものにしてくれると確信している。
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研究活動記録
研究会 月　　日 内　　　　　　　　容

第１回 ６月20日（水）

① オリエンテーション及び研究員自己紹介
② ㈲ コミュニティ研究所　代表取締役　浦野　秀一氏
　 基調講義「自治体における広報の役割」
③ 意見交換会

第２回 ７月10日（火）

① ㈱田中危機管理広報事務所
　 代表取締役社長　田中　正博氏
　 「危機発生時の広報」
② 意見交換会

第３回 ８月８日（水）

① 北海道大学大学院　国際広報メディア・観光学院
　 （メディア・コミュニケーション研究院）客員教授　北村　倫夫氏
　 「自治体における戦略的広報」
② 意見交換会

第４回 ８月29日（水）
① 明治学院大学法学部教授　川上　和久氏
　 「住民とのコミュニケーションツールとしての広報」
② 意見交換会

第５回 10月17日（水）
① 読売新聞紙面審査委員会　左山　政樹氏
　 「マスコミとの付き合い方」
② 意見交換会

第６回 11月26日（月） 討議及び提言書まとめ

第７回 12月13日（木） 討議及び提言書まとめ
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市町村名 所　　　　　　　　属 氏　　　名
池 田 市 市長公室広報広聴課 吉　川　朋　宏
高 槻 市 政策財政部政策推進室広報広聴課 冨　松　裕　子
茨 木 市 総務部広報広聴課 正　木　友　希
吹 田 市 行政経営部企画政策室 津　田　泰　彦

豊 中 市
消防本部消防総務室消防企画チーム企画グループ 棚　田　洋　成
政策企画部広報広聴課 西　岡　良　和

島 本 町 総務部自治・防災課
片　岡　慎　吾
寺　村　拓　也

松 原 市 総務部市政情報室 中　村　恵　大
貝 塚 市 都市政策部交流推進課 円　地　正　記
岸 和 田 市 市長公室広報広聴課 脇　本　也須子
阪 南 市 市長公室秘書広報課 石　橋　真佐子
岬 町 まちづくり戦略室地域再生担当 溝　畑　謙　吾

指導助言者
㈲ コミュニティ研究所　代表取締役 浦　野　秀　一
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■　世はまさに、自治体広報新時代。

「広報」に対して行政はどう取り組むべきか？

「知らせるだけ」の時代は
もう終わった。

協働の時代、自治体広報が
担うべき役割とは？

■　求められる、戦略的広報。
多様な住民ニーズ。
激しくなる都市間競争。
マスコミへの対応。

外部を意識した経営と
広報媒体の活用方法とは？
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