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平成２７年４月以降、本局及び開発建設部では、北海道開発事業の「ストック効果」を幅広

く発信するために、地域イベントを含む様々な機会を活用したパネル展を行うなど、様々な取

組を進めている。 

本発表は、これらの取組の実施状況を紹介するとともに、参加者の関心の度合い、報道状況

等との関係を検討して、今後の効果的な事業広報のあり方について考察するものである。 
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1.  はじめに 

 
インフラ整備による効果には、①「フロー効果」（イ

ンフラ投資により生産、雇用及び消費等の経済活動が派

生的に創出され、経済全体が拡大する効果）と②「スト

ック効果」（インフラが整備され、それらが機能するこ

とによって継続的に得られる効果）がある。 

北海道開発事業のインフラ整備による効果を見てみる

と、河川やダム、道路、港湾、空港、農地や用排水路等

の整備によって、建設業等の工事に関連する産業の生産

活動が高まる等の「フロー効果」が発現するとととも

に、河川やダムの整備による洪水被害の低減、道路、港

湾や空港の整備による迅速かつ効率的な物流や観光客の

移動の確保、農地や用排水路等の整備による農水産物の

生産性の向上等といった「ストック効果」が発現してい

る。 

インフラ整備による効果

社会資本の効果

生産活動の創出

雇用の誘発

所得増加による消費の拡大

生産拡大効果
・移動時間の短縮
・輸送費の低下
・貨物取扱量の増加 等

生活の質の向上効果
・生活環境の改善
・アメニティの向上 等

フロー効果

ストック効果

安全・安心効果
・耐震性の向上
・水害リスクの低減 等

 
図-1  インフラ整備による効果 

 

 
このように、北海道開発事業によって整備されたイン

フラは、北海道の経済・産業の基盤として、道民のくら

しを支えている。 

 
 

2. 北海道開発局の取組の経緯 

 
(1)  「北海道開発局ストック効果最大化ヘッドクォータ

ー」の設立 

北海道開発局では、「ストック効果」の発信に係る取

組を推進していくため、平成２７年４月に、局内に「北

海道開発局ストック効果最大化ヘッドクォーター」とこ

の下に「北海道開発局ストック効果最大化ヘッドクォー

ター・ワーキンググループ」を設立し、各事業部門が横

断的に連携して取り組むこととした。 

 

 (2)  取組内容の検討 

「北海道開発局ストック効果最大化ヘッドクォー 

ター・ワーキンググループ」において、北海道開発事業

の「ストック効果」の最大化や発信のために、今後実施

する具体的な取組について検討を行い、インフラ整備の

役割や「ストック効果」について、地域住民や経済界等

に理解を深めていただくことを目的に、以下の取組を実

施することとした。 

①パネル展等の実施による事業広報 

②地方公共団体・経済界への情報提供 

③経済界が主催するフォーラム等を通じた情報発信 

④現場見学会等の場を通じた学校への情報発信 

 

別紙―２ 
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３.  取組の実施状況 

 

(1)  パネル展等の実施による事業広報 

 本局及び開発建設部では、平成２７年５月以降、「ス

トック効果」を広く周知することを目的に、「ストック

効果」の事例等を取りまとめたパネルやパンフレットを

作成し、パネル展等を１０６回実施した。 

 

  
図-2 「ストック効果」の事例パネル 

 

実施内容の内訳は、図３に示すとおり、パネル展のみ

（５９回）、パネル展とパンフレットの配布（４１回）、

パンフレット配布のみ（６回）となっている。 

55%
39%

6%

総実施回数 １０６回

パネル展（５９回）

パネル展とパンフレット配布（４１回）

パンフレット配布（６回）

 
図-3 パネル展等の実施状況 

 

  

図-4 パネル展の様子 

（「函館マリンフェスティバル２０１５」（函館市）） 

パネル展等の開催場所の内訳は、図５に示すとおり、

①庁舎（９回）、②市役所等の公共施設（１２回）、③

道の駅・フェリーターミナル等の交通拠点施設（１０

回）、④銀行等の商業施設（８回）、⑤各種イベント会

場（６７回）となっている。なお、地域に根付いた祭り

等のイベントに併せてパネル展を実施したことから、各

種イベント会場の回数が多くなっている。 

9%

11%

9%

8%63%

総実施回数１０６回

庁舎（９回）

公共施設（市役所等）（１２
回）

交通拠点施設（道の駅・フェリー
ターミナル等）（１０回）

商業施設（８回）

イベント会場（６７回）

 

図-5 開催場所の内訳 

 
(2)  地方公共団体・経済界への情報提供 

本局及び開発建設部では、地方公共団体や経済界に対

して「ストック効果」を広く周知するために、地方公共

団体や経済界との意見交換会や地域づくり連携会議等の

場を活用して、「ストック効果」の事例等を取りまとめ

たパンフレットを配付し、説明するなどの情報提供を 

１４８回実施した。 

 

図-6 意見交換会の様子（本局） 

 
(3)  経済界が主催するフォーラム等を通じた情報発信 

 本局では、経済界が主催する以下のフォーラム等にお

いて、経済界を中心とする参加者に対して、「ストック

効果」に関する講演等を実施して、情報発信を行った。 

①「釧路根室圏まちとくらしネットワークフォーラム」 

・開催日、開催地 ６月４日、釧路市 

・参加人数 ２２名 

・実施内容 開発調整課長による講演 

②「釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ総会」 

・開催日、開催地 ６月２２日、釧路市 

・参加人数 １７名 



Shuji Iida, Noriyuki Tsutsui 

・実施内容 開発調整課長補佐による講演 

③「地方創生フォーラム」 

・開催日、開催地 ９月２４日、札幌市 

・参加人数 約７００名 

・実施内容 パネル展、北海道開発局長による北海道 

知事及び北海道商工会議所連合会会頭に対するパ

ネルの説明 

   

図-7 局長による知事等へのパネル説明 

（「地方創生フォーラム」（札幌市）） 

 
(4)  現場見学会等の場を通じた学校への情報発信 

 本局及び開発建設部では、高校、高専及び大学を対象

にして実施した現場見学会や業務説明会等において、

「ストック効果」の事例等を取りまとめたパネルの展示

やパンフレットを配付するなどの情報発信を実施した。

（実施校数 ５２校、参加学生数 約１,０００名） 

 

図-8 苫小牧高専を対象にした現場見学会の様子 

（国営かんがい排水事業 勇払東部（二期）地区 

厚幌導水路工事（厚真町）） 

 
 

4.「ストック効果」に係る事業広報の効果 

(1)パネル展等の実施による事業広報 

a) 参加者の関心、報道状況について 

参加者の関心については、パネルの閲覧状況やパンフ

レットの配布状況を見ると、高い関心があったと考えら

れる。 

本局が８回実施したパネル展におけるパンフレットの

配布状況は、約５００部となっている。８回実施したパ

ネル展のためにパンフレットを９５０部作成したことか

ら、準備した約半数のパンフレットを手に取ってもらっ

たことになる。 

報道状況については、図９に示すとおりである。 

パネル展等を１０６回実施したうち、報道提供を４０

回（３７．７％）行い、このうち、パネル展等の実施に

ついて報道提供したのは３０回（２８．３％）である。

その中で、パネル展等について記載があるのは１５回 

（１４．２％）となっている。 

また、テレビ報道されたのは、２回（１．９％）とな

っている。 
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図-9 パネル展等の報道状況 

  
新聞報道状況の開催場所ごとの内訳は、図１０に示す

とおりであり、イベント会場で実施した場合、パネル展

等の実施について報道提供した数に比べ、パネル展等に

ついて記載された数が少なくなっている。 
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図-10 新聞報道状況の開催場所ごとの内訳 

 
b) 結果の考察 

パネル展等の実施にあたっては、まず、既存資料

（「地域を支える開発事業」（２０枚）、「くらしと経

済を支えるインフラ（本省版）」（１枚））を活用して

実施し、その後６月に「くらしと経済を支えるインフラ

（北海道開発局版）」（２３枚）を作成し、さらに１０

月に「インフラを『賢く使う』」（６枚）を新たに作成

し、これらを組み併せて展示するなど発信内容を工夫し

て実施した。 
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 また、「地域を支える開発事業」、「くらしと経済を

支えるインフラ（北海道開発局版）」、「インフラを

『賢く使う』」は、それぞれＡ４サイズにプリントして

パンフレットとして活用するとともに、これらをホーム

ページに掲載し、一般の方々に広く周知するように努め

た。 

 本局では、札幌合同庁舎１階ロビーにおいて、２回パ

ネル展を実施したが、２回目のパネル展では、１回目と

内容が重複しないように、「ストック効果」のパネルに

加え、北海道開発局が携わった公共施設を紹介するため

に作成した「公共施設インフラ写真集」も併せて展示

し、一般の方々に対して、興味を持ってもらえるように

工夫した。この結果、２回目のパネル展がテレビニュー

スでも取り上げられ、「ストック効果」や公共施設がよ

り多くの方々の目に留まる機会を提供できたのではない

かと考える。 

また、本局では、北海道商工会議所連合会が主催する

「地方創生フォーラム」、北洋銀行が主催する「地方創

生フォーラム」、北海道経済連合会が主催する「平成  
２７年度上期活動報告会」、北海道河川財団が主催する

「平成２７年度 第３回ＲＩＣ講演会」と連携して、こ

れらに併せてパネル展を実施した。これらのフォーラム

等の実施にあたっては、会場入口付近にパネルを展示し

たり、会場内にパネルを展示するなど、より多くの方々

にパネルを見ていただけるように工夫を重ねた。 
 

 

 

 

図-11 フォーラム会場におけるパネルの展示状況 

（左 会場入口付近での展示、右 会場内での展示） 

 

開発建設部では、地域に根付いた祭り等のイベントに

併せてパネル展を実施するなど、回数も数多く実施し、

多くの方々の目に留まるように努めた。 

本局及び開発建設部では、北海道開発局と北洋銀行が

北海道の地域活性化に寄与することを目的とした連携協

定を結んでいることから、この両者が連携して実施する

取組の一環として、大通ビッセや全道各地にある北洋銀

行の支店でパネル展を実施した。大通ビッセは、札幌市

の中心部にあり、人の往来も多いことから注目を集めた

と考えられる。また、北洋銀行の支店では、多くの銀行

利用者に対して、広報することができたのではないかと

考えられる。なお、大通ビッセや北洋銀行の支店におけ

る展示では、「公共施設インフラ写真集」も展示し、一

般の方々に公共施設についても併せて広報するように努

めた。 

こうした工夫を行った結果、多くの方々に「ストック

効果」について目にする機会を提供できたのではないか

と考える。 

新聞報道状況を見ると、パネル展等について記載され

た数が、パネル展等の実施について報道提供した数の半

数となっている。特に、イベント等と連携してパネル展

を実施する場合、その差が大きくなっていることが明ら

かになった。また、公共施設と交通拠点施設において、

パネル展等を複数回実施することをまとめて報道提供し

た場合、報道提供時点から日数が経過して実施したもの

が報道されないこともわかった。これらの点について

は、今後の課題として工夫が必要である。 

 
(2) 地方公共団体・経済界への情報提供 

意見交換会の場で、ある町長から「道路整備によって

地域住民の利便性向上や観光客の増加が見られる。」や

「港湾整備によって衛生面や効率面で水産物への好影響

が出ている。」等の発言があり、地方公共団体や経済界

において、「ストック効果」に対する認識が深まってき

ていると感じる。 

 
(3) 経済界が主催するフォーラム等を通じた情報発信 

「釧路根室圏まちとくらしネットワークフォーラム」

と「釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ総会」

において、「ストック効果」に関する講演を行ったこと

は、これらへの参加者が経済界の方々であり、一般の

方々よりはインフラ整備に関心があると思われ、参加者

が少ないながらも「ストック効果」を周知する効果は高

かったと考えられる。 

北海道商工会議所連合会が主催する「地方創生フォー

ラム」については、経済関係者を中心とする約７００名

の参加があり、パネル展等によって情報発信をしたこと

は、「ストック効果」の理解促進等の広報効果が大きか

ったと考える。 

 また、このフォーラムは、一般紙を含む新聞４社及び

テレビ２社で報道されたことから、フォーラム参加者以 

外にも「ストック効果」を周知する効果が大きかったと

考えられる。 

 

 (4) 現場見学会等の場を通じた学校への情報発信 

現場見学会等に参加した学生に対するアンケート結果

を見ると、「実際に現場を見て、たくさんの興味を持つ

ことができた。」や「授業で習ったことも説明を受け

て、より一層理解を深めることができた。」等の感想が

あり、学生の関心は高かったと考えられる。 
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5.  今後の取組に向けた課題等 

経済界が主催するフォーラム等と連携して情報発信す

ることは、多くの方々が参加することから、広報効果が

非常に高いと考える。 

これまで経済界が主催するフォーラム等と連携して情

報発信した経験を踏まえて、特に気づいた点について、

以下に述べたい。 

会場入口付近にパネルを展示したり、会場内にパネル

を展示して、より多くの方々にパネルを見ていただける

ように工夫を行った。 

しかし、会場入口付近にパネルを展示していても、パ

ネルの前に立ち止まることなく会場にそのまま向かう人

が見受けられたり、また、会場内にパネルを展示した場

合にも、入口との位置関係によって、パネルが目立たず

に、パネルの存在に気づかない人が見受けられた。 

このように、多くの方々にパネルを見ていただけるよ

うに展示方法を変える工夫をしたが、思うようにいかな

い事があった。 

このため、経済界が主催するフォーラム等と連携した

パネル展の実施にあたっては、主催者や会場の都合もあ

り、こちらの意図したとおりにパネルを設置できない場

合もあるが、少なくとも開演前に、司会者にパネル展を

実施していることをアナウンスしてもらい参加者に周知

することが必要である。また、パネルの説明者を配置

したり、パネルに関するアンケートを実施して参加者を

呼び止める声かけを行うことも効果的であると考える。 

なお、フォーラムの途中に休憩時間があった場合、休

憩時間中にパネルを見る人が多かったことから、フォー

ラムの途中に休憩時間を設けることは、多くの方々にパ

ネルを見ていただくために効果的であると考える。 

今後は、経済界が主催するフォーラム等と連携してパ

ネル展を実施する場合、以上のことを含め、主催者等と

の密な調整を行い、計画的に準備を進め、より効果的に

情報発信する必要がある。 

また、各地域で行われるイベントと連携してパネル

展を実施することは、一般の方々に関心をもってもらう

ために効果的であると考える。「ストック効果」を幅広

く発信するために、交通拠点施設や商業施設も含め、多

くの方々の目に止まる場所で数多くパネル展を実施して

いく必要がある。 

この際、パネル展に関する広報の効果を高めるため

に、報道機関にイベントだけではなくパネル展について

も記事にしてもらう必要があることから、パネル展の意

義や目的等についても併せて報道提供していく必要があ

る。また、パネル展を長い期間に渡って複数回実施する

場合は、一度に報道提供するのではなく、報道機関に適

切に情報発信するために何回かに分けて報道提供してい

く必要がある。 

さらに、学校に対して「ストック効果」や北海道開発

事業の役割等の情報発信を行うことは、学生が将来北海

道開発局の職員になりたいと考えてもらう動機付けにす

ることからも重要であると考えている。このため、現場

見学会等の場を通じた学校への情報発信についても、引

き続き積極的に実施していく必要がある。 

 

 

6.  おわりに 

「ストック効果」を発信する取組を引き続き行ってい

くが、北海道開発局単独の取組はもちろんのこと、地方

公共団体や経済界等の他機関と連携して実施するなど、

より効果が高まる方策を検討し実施していきたい。また、

パネル展の実施にあたっては、「ストック効果」のパネ

ルに加えて「公共施設インフラ写真集」を展示するなど

工夫し、より多くの方々に目にしていただけるように、

他の北海道開発事業の広報と連携した効率的な事業広報

に努めていきたい。 
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はじめとする関係者の皆様に、この場を借りて厚くお礼

申し上げる。 

 


	開発監理部　開発調整課　　○飯田　修司
	筒井　紀行

