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まえがき  
 国土交通省（北海道開発局）は国民生活に密着した官庁として、「人々の生き生きとし

た暮らしと、これを支える活力ある経済社会、日々の安全、美しく良好な環境、多様性の

ある地域を実現するためのハード・ソフト基盤を形成すること」を使命とし、各種の施策

及び事業を推進している。  
これらの実施にあたっては、国民の理解と協力そして信頼を得ることが不可欠であり、

施策や事業のアカウンタビリティの向上とともに、国民からの意見聴集や国民との双方向

コミュニケーション活動が課題となっている。  
 旭川開発建設部地域振興対策室では、地域の方々からの意見や提案を取り入れ、地域活

性化につなげる様々な取り組みを実施しており、地域の方々との双方向のコミュニケーシ

ョン活動を積極的に行っている。  
この活動の一環として、地域の方々の活動を紹介する「旭建セミナー」と旭川のコミュ

ニティＦＭ「ＦＭりべーる」において開発建設部長がパーソナリティを務める番組（以下

「コミュニティＦＭ」という）を実施している。  
 本稿では、これらの取り組みを紹介するとともに、コミュニティＦＭ出演者、旭建セミ

ナーで講師を務めて頂いた方々（以下「出演者」という）を対象としたアンケート調査の

結果と、取組みの効果及び課題を報告するものである。  
 
１ 当部地域振興対策室のコミュニケーション活動の紹介  
１―１ 旭建セミナーについて  

職員が地域の有職者の活動を直接聞くことで、地域の状況やニーズを的確に把握し執

務の参考とすることを目的として開催している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図―1 セミナーの様子  
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当セミナーは、職員のみならず、地域住民も多数受講し、地域で活躍されている方々

の活動を知る場となっている。  
開催状況は、平成１６年度から平成１９年１２月までで１５回（職員向け３回、一般

公開１２回）、２１名の講師で実施し受講者は合計１，０９４名となっている。  
 

１－２ コミュニティＦＭについて  
旭川のコミュニティＦＭ局「ＦＭりべーる」（受信可能エリアは、旭川市全域と東川

町・鷹栖町・比布町・愛別町・上川町・美瑛町・当麻町・東神楽町の一部）において、

「地域で活躍されている方をゲストに招き、様々な活動の紹介やその活動に対する熱い

思いなどを語っていただき、その活動を地域の方々に知ってもらうことで、地域活性化

の支援に取り組みたい」というコンセプトのもと、平成１７年１０月に「元気に行こう

ぜ！！旭川」と題する番組をコミュニティＦＭ局の協力により企画し、当時の開発建設

部長がパーソナリティとなってスタートした。  
平成１８年５月からは、現在の開発建設部長が引継ぎ、番組名を「いい人いいモノ一

杯！旭川」と題して、同様に地域で活躍している方々を紹介している。  
 

表―１ 番組概要  
番 組 名  元気に行こうぜ！！旭川  いい人いいモノ一杯！旭川  

パーソナリティ  森田康志（前旭川開発建設部長） 西村泰弘（旭川開発建設部長）  
実 施 期 間  ・Ｈ１７．１０～Ｈ１８．４  

毎月第２・４日曜日３０分番組

・Ｈ１８．５～Ｈ１９．３  
毎月第２・４日曜日３０分番組

・H１９．４～  
毎月第２・４水曜日６０分番組

実 施 回 数  １４回  ４０回（Ｈ１９年１２月末現在）  
出 演 者 数  １１人（延人数１９人）  ６０人（延人数６９人）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図―2 コミュニティ FM 局での収録風景  



１－３ 実施体制  
（１）旭建セミナー  

年度当初に地域振興対策室において、テーマを設定し、地元で活躍されている方を

中心に講師を人選しているが、近年は事業部門と連携し、「わが村は美しく－北海道」

運動コンクールの受賞記念講演を開催し、地域住民に当部事業施策のＰＲ活動も併せ

て実施している。  
（２）コミュニティＦＭ  
   旭川や上川地方で地元農産物の普及拡大等の地産地消、技術開発・産業振興、観光

振興、中心市街地の活性化、障がい者の活動支援、地域医療など様々な分野で活躍し

ている方々を多方面の人的ネットワークを活用して発掘し、事前の情報収集やヒアリ

ングなどを行って、番組を企画している。  
    
２ アンケート調査について  

当部地域振興対策室で実施している双方向コミュニケーション活動の効果を検証す

るためにアンケート調査を実施した。  
２－１ アンケート実施内容  

以下の内容についてアンケート調査を行い、属性と項目の集計結果を以下に記す。  
 

表２ アンケート調査方法  
項  目  旭川開発建設部地域振興対策室「旭建セミナー」及び「コミュニティＦＭ」

の活動効果に関するアンケート  
調査対象  【旭建セミナー】  

平成１６年４月から平成１９年１２月までの旭建セミナー講師  
【コミュニティＦＭ】  
平成１７年１０月から平成１９年１２月１２日（水）までの「元気に行こう

ぜ！！旭川」及び「いい人いいモノ一杯！旭川」出演者  
対象者数  合計 ８２人（８５人のうち異動者等３名を除く）  

※ コミュニティＦＭ（７０人）、旭建セミナー（２２人）の内、両方出演し

た方の重複分は除いている。  
調査方法  アンケート調査用紙記入（無記名回答）  

【質問項目】  
質問１ 旭川開発建設部のコミュニティＦＭや旭建セミナーなどの活動に

ついて参加依頼がある前から知っていたか？  
質問２ 今回の取り組み【コミュニティＦＭ・旭建セミナー】について、メ

リットだと思われることは？  
質問３ 今回コミュニティＦＭや旭建セミナーに出演及び講演して、周囲か

ら反響があったか？  
更問１ 「反響があった」と答えた方へ、どのような方から反響がありまし

たか？ 



更問２ 具体的にはどのような反響がありましたか？  
質問４ 今回コミュニティＦＭや旭建セミナーに参加して、旭川開発建設部

についてどのような印象を持たれましたか？ 

質問５ コミュニティＦＭや旭建セミナーなどの取り組みを今後も続けて

いくべきだと思いますか？また、それはなぜですか？ 

更問  「続けるべき」「続けた方が良い」と答えた方への質問です。 

今後どのような取り組みを期待しますか？  

質問６ その他、旭川開発建設部への要望や意見がありましたらお聞かせく

ださい。  
回 答 数  ５７人（回収率７０％）  
調査期間  平成１９年１２月４日（火）～平成１９年１２月２１日（金）  

 
２－２ アンケート対象者の基本的属性  
 アンケート対象者の基本的属性を以下に記す。  
（１） 出演者の男女比        （２）出演者の職種（全体）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３） 出演者の職種（詳細：旭建セミナー、コミュニティＦＭ）  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 図―５ アンケート対象者職種別グラフ  
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図―４ アンケート対象者職種比  図―３ アンケート対象者男女比  



３ アンケート調査の結果及び分析  
（１）質問１について（図―６参照）  

「知っている」、「どちらか一つ

を知っている」と「聞いたことが

ある程度」の回答を合わせると約

７１％の方々が知っているとい

う回答であった。平成１６年度か

ら継続的な取り組みの実施、新聞

等に掲載されたこともあり、本取

組みが地域において、高い認知度

を有していると思われる。  
 

（２）質問２について（図―７参照）  
「地域のことを発表する場があって良い」（約３０％）、「地域と行政の共通認識

を持つ場となる」（約２４％）「地域連携の情報交換ができる」（約２０％）という

回答が多く、その他として、「（出演して）活動に対するモチベーションが更に上が

る」等の意見もあり、本取組みが出演していただいた地域の方々にとっても、活動

の広がりなどに役立っていると思われる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）質問３について（図―８参照）  

周囲の反応については、「数人から反響

があった」という回答（約５４％）が一

番多く、どのような方から反響があった

のかを聞くと「コミュニティＦＭ・旭建

セミナーを聞いたという人」という回答

（３９％）が一番多かった。  
また、「友人」（約２７％）、「同じ取り

組みをしている仲間・同業者」（約２４％）

という回答も多かった。（図―９参照）  
 

図―６ コミュニケーション活動認知度  

図―７ 活動に参加したメリット  

Ｎ＝５７

Ｎ＝１５２（複数回答） 

図―８ 周囲の反響  

Ｎ＝５７



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「具体的にどのような反響がありましたか」との質問に対して、「出演に関して見

た・聴いたなど」の回答（約５９％）が多く、コメントも「熱心な活動に感動した」、

「考えていることが理解できた」、「活動の内容を聞き一緒に活動したい」、「放送関

係者から取材申し込みがあった」等、本取組みが出演者の活動のＰＲとともに具体

的な内容を紹介するのに役立ったと思われる。（図―１０参照）  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
（４）質問４について（図―１１参照）  

「地域のためにとてもよくやってくれている」（約３６％）と「さらに積極的に

（地域活性化）に取り組んでほしい」（約３０％）という回答が多く、本取組みの

今後の更なる継続に期待している方が多かった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他の回答として、「開発局はソフト面にも積極的に取り組んでいるのだと感じ

た」、「役所なのに親しみやすくなった」、「地域の中にとけこんで、積極的に参加し

図―１１ 旭川開発建設部のイメージ  

Ｎ＝７７（複数回答） 

図―９ どのような方から反響があったか  
Ｎ＝５９（複数回答）  

Ｎ＝５３（複数回答）  
図―１０ 周囲の反響の内容  



ている姿勢に感動」、「出演者の取り組んでいる事業に関心を持ち、見学に来て勉強

している姿勢に北海道開発局職員に対する自分の考えが少し変わった」等、北海道

開発局のイメージアップや理解者の拡大に貢献していると思われる。  
そして、当部のコミュニケーション活動に関する取組みの姿勢が評価されつつあ

ると考える。  
 

（５）質問５について（図―１２参照）  
回答者全員が「絶対続けるべき」（約６

３％）、「機会があれば続けたほうがよい」

（約３３％）という回答だった。  
「絶対続けるべき」、「機会があれば続

けたほうがよい」という理由については、

「旭川開発建設部が身近に感じる・（官と

民の）距離をなくすため」（４名）、「地域

の情報を発信するのはとても大事だか

ら」（３名）、「（出演することで）開建の

取り組みを直接聞くことができる」、「行

政と地域住民が同じ目線で地域づくりに

取り組む有益な場（旭建セミナー）」、「旭

川開発建設部の考えが分かり易く、意気

込みも伝わり、各地の街づくり運動、活性化に大きな弾みとなる」、「国の行政機関

への（良い意味での）見方が変わった」、「地域の取り組みに対し、トップ自らスポ

ットをあてる姿勢を地元住民は大きな支援として受け止めている」という意見があ

る一方、「続けることが自体が目的になってしまわぬよう、日頃からの情報発掘、

発信が重要」という更なる努力を期待するという意見もあった。  
 

（６）質問６について  
これまで以上に地域の方々と協働連携した事業展開を期待する意見として、「管

内の広域連携による地域づくり（地域振興）に地元の大学（高校）や企業・団体な

ども巻き込むなど、産・学・官のコーディネーターを担って欲しい」（３人）、「各

地域で活動している『人・グループ』を発掘して積極的に応援していただきたい」

（３人）とある一方、当部の事業ＰＲ不足を指摘する意見として、「地域の人たち

にもっと旭川開発建設部の仕事をＰＲしたほうがよい」（３人）という意見があっ

た。  
 

４ 活動の成果   
このコミュニケーション活動の結果、当部の各事業部門の取組につながったものも現

れ、出演者の活動支援とともに当部の事業の活性化にも役立っている。  
具体的な実施事例は以下のとおりである。  

Ｎ＝５７

図―１２ 今後の活動要望  



（１） 道路維持作業車へのバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の試験使用  
（２）道の駅におけるバイオトイレの設置（災害対策用）  
（３）障害のある方々と協働した公共施設（道の駅等）のバリアフリー化の検討調査  
（４）地産地消の取り組みの支援  
（５）旭川開発建設部主催の各種委員会等への参画  
 
５ まとめ  
  当部地域振興対策室が取り組んできた地域の方々との双方向コミュニケーション活

動の結果、以下の効果があると考えられる。  
（１） 当部職員だけではなく、多くの地域の方々に地域で活躍している人や団体の活動を

紹介することができた。  
（２）これまで知らなかった地域の先進的な取組みの情報収集に役立った。  
（３）地域で活躍する方々の取り組みを取り上げることにより、出演者の活動意欲の向上 

   につながった。  
（４）地域で活躍する方々との接点が生まれ、当部の新たな取組みの発掘につながり、い

くつかの協働事業が生まれた。  
（５）当部で主催する各種委員会、懇談会の委員の広がりにつながった。  

今後の課題としては、双方向コミュニケーション活動を通じて集められた地域の魅

力や能力・技術、そしてニーズを積極的に当部が実施する事業に結びつけることも

必要であり、地域の方々との協働連携による地域協働プロジェクトの創出等、具体

的な地域活性化策を図っていくことが重要と考える。  
 
６ あとがき  

このコミュニケーション活動における出演者の方々は、上川地域の様々な分野で活躍

されている方々であり、いわゆる「地域のオピニオンリーダー」でもある。地域のオピ

ニオンリーダーが、旭建セミナーやコミュニティＦＭへの出演を通じて、当部の事業や

取組み姿勢への理解が深まることにより、双方向のコミュニケーション活動がより円滑

となり、事業だけでなく開発行政全般に対して意見要望等をいただく機会が増えている。   
また、地域活動の中で、旭川開発建設部の取り組みについてＰＲをしていただくケー

スも多くなっている。  
このように、旭建セミナーやコミュニティＦＭ等の活動を通じて、継続的な双方向コ

ミュニケーション活動を実施し、地域で活躍する方々との人脈やネットワークを形成す

ることによって、国土交通省（北海道開発局）の職務や事業への理解者や協力者を増や

し、円滑な事業の実施とともに新たな事業創出や地域協働プロジェクトの拡大につなが

るものと確信している。 

最後に、本取組みに参加していただいた方々に対し感謝の意を表し本報告を終了する。 
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