
問題提起型広報の意義
特集「自治を問う」を事例として

増田知也（同志社大学政策学部助教・京都自治総研研究員）

1994 年 11 月、北海道恵庭市の広報誌『広報

えにわ』において、「自治を問う」というタイ

トルの特集記事が組まれた。この特集記事は、

同年 2月に恵庭市の前市長が収賄容疑で逮捕さ

れたことを正面から取り上げたもので、1994

年度の全国広報コンクールで内閣総理大臣賞を

受賞している。当時の広報広聴課長であった林

嘉男氏は、「この事件のように裁判の結論が出

る前にこういう特集を組むということは非常に

異例のことで、企画の段階で不安がなかったと

言えば嘘になります」（林 2000、18 ｐ）と述べ

ている。このように、係争中の（あるいは仮に

結論が出ていたとしてもセンシティブな）問題

を自治体広報誌が取り上げるということは、極

めて特殊な事例であるといえるだろう。

「自治を問う」とは一体何だったのだろうか。

なぜこのような特集記事が組まれるに至ったの

か。また、どのような特徴を持っているのか。

そして、このように地域問題に切り込む広報を

行うことには、どのような意味があるといえる

だろうか。

恵庭市汚職事件と「自治を問う」

恵庭市を揺るがした汚職事件

「自治を問う」で取り上げられた恵庭市汚職

事件とはどのようなものだったか。事件の一連

の経過を表 1にまとめた。この事件は、前恵庭

市長（当時）の浜垣実氏が、2 件の収賄と 1 件

の公職選挙法違反に問われ、有罪判決を受けた

ものである。逮捕当時現職ではなかったものの、

前市長の相次ぐ不正発覚、逮捕、有罪確定とい

う事態は、恵庭市民や職員に対して大きな衝撃

を与えたことだろう。

事件に一石を投じた広報記事

この恵庭市を揺るがした汚職事件を真正面か

ら取り扱ったのが、特集「自治を問う」であっ

た。この特集記事は、恵庭市の広報誌『広報え

にわ』（1994 年 11 月号）において掲載された

ものである。全 23 ページのうち、特集「自治

を問う」が 11 ページを占める。記事は扉ペー

ジ、事件の経過説明、座談会、市民からの意見

から構成されている（表 2）。

特集「自治を問う」に対して、市民や職員の

反応はどのようなものだったか。林氏によれば、

市民からは好意的な反響を得られたが、内部か

らは批判の声も上がったようである。

▲

「自治を問う」の特集が出されると、市民

の反響は予想以上でした。多くの市民の方は

よくやった、恵庭のまちも捨てたもんじゃな

い、この特集できっと悪いニュースの半分ぐ

らいは払拭できるだろうという応援の言葉を

いただきましたが、内部からは市民の納税意

識が半減したら一体どうするんだ、広報が責

任を取ってくれるのかという意見もありまし

た。（林 2000、18 ｐ）

このような反応からすれば、特集「自治を問

う」は、前市長の汚職事件という危機的状況に

おいて、市民の信頼を取り戻す上で大きな役割
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1989年9月
千葉市の建設会社幹部が、恵庭市長（当時）の浜垣実氏に、市発注の橋建設工事の指名
競争入札に便宜を図った謝礼として現金200万円を渡す（『日経』1994.5.27、38ｐ）

1992年1月
恵庭市の砂利販売会社社長が浜垣氏に、国有林内での採石許可申請をめぐる陳情に便宜
を
図ってもらう目的で、現金500万円を渡す（『日経』1994.2.4、38ｐ）

プラント会社支店長が工事を請け負っていたにもかかわらず、立候補を表明していた
浜垣氏に現金200万円以上を贈る（『日経』1994.2.6、38ｐ）

市長選挙で浜垣氏が落選（『日経』1994.2.4、38ｐ）

1994年1月9日 事件が発覚（『日経』1994.1.10、38ｐ）

1994年2月3日 砂利販売会社社長と浜垣氏が贈収賄容疑で逮捕される（『日経』1994.2.4、38ｐ）

1994年2月5日 砂利販売会社社長と浜垣氏が送検される（『日経』1994.2.6、38ｐ）

1994年2月19日
プラント会社支店長が公職選挙法違反の容疑で逮捕される
（『日経』1994.2.19、38ｐ）

1994年3月 浜垣氏が橋の工事に関する収賄容疑で追送検される（『日経』1994.3.16、38ｐ）

1994年5月11日 プラントメーカー前支店長に有罪判決が下る（『日経』1994.5.12、38ｐ）

1994年5月26日 浜垣氏が橋の工事に関する収賄容疑で追起訴される（『日経』1994.5.27、38ｐ）

1994年11月 『広報えにわ』に特集「自治を問う」が掲載される

1995年3月9日
札幌地裁で浜垣氏に有罪判決（懲役3年、執行猶予4年、追徴金900万円）
（『日経』1995.3.10、38ｐ）

1996年1月25日 札幌高裁が浜垣氏の控訴を棄却、有罪確定（『日経』1996.1.26、38ｐ）

1993年11月

掲載ページ 項　目 内　　容

3ｐ
扉（特集タイトル
とリード文）

道を歩く2組の母子の写真と汚職事件の新聞記事が
コラージュされている

4～7ｐ 事件の経過説明
恵庭市の歴史において公共工事が果たした役割と、事件の経過を
振り返り、改善に向けた動きを伝えている

8～13ｐ
座談会「明日の恵
庭を考える」

7人の市民と林氏（司会）による座談会の模様

13ｐ 市民からの意見 3名の匿名意見と、2名の実名意見

表 1 恵庭市汚職事件の経過

出典：『日本経済新聞』各号の記事を元に筆者作成。

表 2 「自治を問う」の構成と内容

出典：恵庭市（1994）を元に筆者作成。

を果たしたといえるのではないか。少なくとも、

我が町はこのままでいいのかという問題提起を

行うという点では、成功を収めたといえる。

掲載を実現させた中心人物

この特集「自治を問う」を掲載する上で重要

な役割を果たした人物が、当時の恵庭市広報広
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聴課長であった、林嘉男氏である。林氏は 198

7 年から 1996 年まで『広報えにわ』の編集を

担当した（林 2000）。

林氏は「自治を問う」掲載に至るまでの広報

観の変化を、著書『自治体職員の意識改革を如

何にして進めるか』の中で語っている。その記

述によると、林氏は広報担当となった当初に、

市民から「どうして恵庭の広報誌はこんなに面

白くないの」と言われたという。そこで林氏は、

バックナンバーを 1ページずつ見直し、その原

因を次の 3点にまとめた。

▲

第一点は、一方的なお知らせが多くて、役

所は広報誌を単なる情報提供の道具としか使

っていない。紙面を見ると、人があまり登場

していなくて文字がほとんどです。ですから

積極的に読みたいという気持ちにならないの

です。人間は「ひと」に興味がありますから、

紙面に顔写真が載っていると、そこに目が引

かれて関心を持ち始めます／第二点はわかり

やすい広報誌ではなかったのかなと思いまし

た。どの面を見ても行政用語がたくさんあっ

て、難しいという感じがしました。／第三点

はどちらかというと、行政が一方的に決めて、

その結果を報告するというスタイルが多くて、

今のように市民の意見が載っているスペース

が限られていたような気がするんです。（林、

2000、6 ｐ）

そして、これらの点への対策として、ほとん

ど全ページに顔写真を載せるということを 198

7 年 8 月号から始めたという。

▲

そこで、まずこれらの点を変えようと考え、

昭和 62 年 8 月号から広報誌の表紙、そして

中身まで、ほとんど全ページに「ひと」を載

せ始めました。一号あたり 20 人くらい登場

してもらいましたから、どのページを開いて

も、顔写真がベタベタ出て来ました。（林、2

000、6 ｐ）

こうして、林氏は就任早々に、お知らせ偏重

という広報誌のあり方に疑問を持ち、市民を中

心に据えることで改革を図ることを試みた。し

かしながら、林氏は顔写真を載せるだけでは不

十分であるという思いを持つようになる。

▲

例えば河川が汚れている、ゴルフ場の農薬

などで環境破壊が進んでいるとすれば、これ

は行政と深く結びついた問題です。こうした

問題を取り上げずに、いつもニコニコの顔写

真ばかりを載せていても、市民が本当に関心

のある問題を伝えていないのではないか。市

民はいま、どんな問題が自分の住んでいるま

ちにあるのか、それを行政はどうしようとし

ているのか、本当に知りたいことはそこなん

ですね。（林 2000、11 ｐ）

このように、林氏は市民が本当に知りたいこ

ととは、地域にどんな問題があり、その問題を

行政がどう対処しようとしているかであると考

えた。そこで、林氏は特集「自治を問う」に先

立つ 1994 年 6 月号から、編集方針を再度変更

することとなる。

▲

市民は恵庭市にある市政の問題点を結果だ

けではなく、そのプロセスから伝えてくれる

ことを広報誌に求めているのだということに

気づき始めたのです。たとえ、それが行政と

して積極的に知らせたくない問題であっても、

きちんと知らせることができる広報誌であっ

てこそ、広報誌本来の役割ではないかと考え

るようになりました。／そこで、94 年 6 月

号から編集方針を大きく転換し、市政の問題

点を出来るだけプロセスから伝えていこうと

いうことにしました。（林 2000、11-12 ｐ）

こうした流れの先に、特集「自治を問う」が

生まれたということになる。林氏は、汚職事件

を受けて「自治を問う」掲載を決めた当時の心

境を次のように語っている。

▲

1994 年でした。当時の市長の汚職は恵庭

汚職というタイトルで新聞やテレビが毎日毎

日、私どもが耳をふさぎたくなるほど繰り返

して報道するわけです。ところがそういう時、

私ども広報マンは何を取材しているかという
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と、雪祭りとかスキー大会のお知らせなんか

を平然とやっていたんです。／まちのことを

一番よく知っているのは広報マンです。私は

そう自負しています。ですから恵庭のまちの

歴史、背景、どういう市民層がいるのか、こ

ういうことを踏まえたうえで汚職問題をきち

んと検証し、市民と共に考えなければだめだ

なと感じて、この特集の企画に踏み切ったわ

けです。（林 2000、17 ｐ）

以上のように、林氏の広報に対する考え方は、

まずお知らせ偏重の広報への問題認識から始ま

り、人物を中心に据えた編集を経て、地域の問

題に切り込む誌面作りへと展開していった。こ

うした流れの延長線上に、特集「自治を問う」

は位置している。

「自治を問う」における市民の位置づけ

「ひと」が見える

「自治を問う」の特徴の一つとして、多くの

人物が登場するということが挙げられる。表 3

は、記事中で意見が紹介されている人物を一覧

にしたものである。扉を含め、全 11 ページの

特集記事の中で、23 名の人物の意見が紹介さ

れている。

人物を中心に誌面を構成するというのは、林

氏がお知らせ偏重への対策として始めた、広報

誌に「ひと」を載せるという方針に沿ったもの

である。そして、記事に取り上げられている

「ひと」は専門家ばかりではない。むしろ、多

くを占めるのはごく普通の市民である。このよ

うに、例え汚職事件というセンシティブな問題

を取り上げているにもかかわらず、ごく普通の

市民の顔が見え、声が聞こえる記事となってい

ることが、「自治を問う」の一つの特徴といえ

る。

市民が主体

特集「自治を問う」には、ただ市民が沢山登

場するだけではない。記事において市民は、ま

さに自治の主体として位置づけられている。そ

れを象徴するのが、扉ページに掲載された、特

集全体のリード文である。そこには次のように

書かれている。

▲

恵庭市は、かつて経験したことのない自体

に直面している。今、あらためて行政や議会

のあり方が問われているのだ。そして実は、

私たち市民もまた問われていると言わねばな

らない。自治の主体は、まさしく私たち、市

民だからである。今、私たちは何をすべきな

のか、自治の意味を確かめながら、考えてみ

たい。（恵庭市 1994、3 ｐ）

ここで注目すべきは、主語が「私たち市民」

となっていることである。決して、「私たち行

政」でもなければ、「私たち職員」でもない。

通常、広報誌は行政が市民に向けて発行するも

のである。そのため、広報において市民は、情

報を伝えるべき相手であり、情報の受け手、客

体であるのが普通であろう。

同様に、8 ～ 13 ページに掲載されている座

談会では、さまざまな立場の市民たちがそれぞ

れに意見を表明し、議論を交わしている。ここ

においても、市民は自治の主体として登場して

いるのである。他方で、職員であり、情報の送

り手であるはずの林氏は、司会としてサポート

役に徹している。

「自治を問う」が問いかけるもの

筆者は拙稿（増田 2015）において、政策広

報の概念をパブリック・リレーションズ概念と

の関係から整理し、市民を主体として位置づけ

た広報を「住民自治的広報」と定義した。特集

「自治を問う」は、市民を主体として位置づけ

ているという点で、住民自治的広報の典型であ

るといえるだろう。「公衆関係」というパブリ

ック・リレーションズの意味からすれば、広報

誌が市民の意見を掲載し、地域問題を積極的に

取り上げることは、特殊というよりむしろ当然

の姿ともいえる。
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番号 人　　物 掲載ページ

1 ある新聞記者 4ｐ

2 ある市民（72歳・女性） 5ｐ

3 下島松在住の梅村芳樹さん（58歳） 〃

4 市民の一人（68歳・男性） 〃

5 恵み野で手芸店を営んでいる内倉真裕美さん 6ｐ

6 総務部長 〃

7 末広町で建築会社を営む相沢和利さん 7ｐ

8 恵み野在住の北海道大学教授、木佐茂男さん 〃

9 元東京地検特捜部でロッキード事件を担当した堀田力さん 〃

10 北海道大学の山口二郎教授 〃

11 村上利雄　小説家　（泉町） 8～13ｐ

12 田中美保　ピアニスト　（恵み野） 〃

13 浅野フミ　テレホン相談員　（中島町） 〃

14 和田文江　消費生活相談員　（柏木町） 〃

15 原田裕　旅館主　（島松東町） 〃

16 若濱五郎　大学教授　（恵み野） 〃

17 近藤春夫　コラムニスト　（柏陽町） 〃

18 林嘉男　広報広聴課長 〃

19 男性・北島在住 13ｐ

20 男性・南島松在住 〃

21 男性・恵み野在住 〃

22 大野孝一さん（36歳・泉町在住） 〃

23 小笠原美恵子さん（47歳・盤尻在住） 〃

表 3 「自治を問う」で意見が紹介されている人物一覧

※人物名は全て、記事に掲載されている表記のまま。

出典：恵庭市（1994）を元に筆者作成。

また、市民を主体として位置づけることは、

住民（市民）参加を促進する上でも重要である

と考えられる。佐藤竺は、「『参加』という言葉

の響きが、別に何か主たるものがあって、それ

に従たる形で参入する意味をもっている」と前

置きした上で、「住民参加の現代的意義は、わ

が国の場合、とりわけ行政の客体＝被支配者に

すぎなかった住民が、いまや 180 度転換して、

その主人公＝支配者にふさわしく、責任をもっ

て行政に主体的にかかわっていくことにみいだ
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されなければならない」（佐藤 1990、128 ｐ）

と述べ、住民参加において住民が行政の客体か

ら主体へと変わることの意義を強調している。

市民が客体から主体へと変わる上で、広報は

重要な役割を果たすと考えられる。松下圭一は、

「自治体計画から個別施策まで、政策決定

『前』の公開は、議会審議はもちろん、市民参

加、職員参加の前提となります」と述べ、「広

報情報だけでは市民は自治体政策の客体として

位置づけられるにとどまり、政策情報の公開・

共有によってはじめて『考える市民』が『考え

る職員』とともに登場します」（松下 1999、91

-92 ｐ）と、政策決定前の情報によって「考え

る市民」を生み出すことが出来ると主張してい

る。

林氏は、自らが生み出した広報のスタイルを

「問題提起型」と呼んでいる。そして、その効

果として、市民からの意見や提案が寄せられる

ようになったことを、次のように記述している

が、これは市民の客体から主体への転換が、広

報によって起こり得ることを示しているといえ

るのではないだろうか。

▲

生活に密着した問題を取り上げ、読者と一

緒に考えていく、これを私は「問題提起型」

広報誌と呼びました。このスタイルにしてか

ら、市民からの意見も増え、「あの件につい

てはもっと別の考えがある」などの提案が寄

せられるようになりました。このような提案

や意見を「市民の声」として見開き 2ページ

を使って紹介することにしました。（林 2000、

13 ｐ）

おわりに

特集「自治を問う」は全国広報コンクールで

内閣総理大臣賞を受賞するなど、自治体広報業

界で大きな注目を集めた。この取り組みに刺激

を受け、秋田県若美町（現・男鹿市）の『広報

わかみ』は 1996 年に「自治を問う」というタ

イトルで業者との癒着の問題を取り上げた（今

川 1999、3-4 ｐ）。また、問題提起型広報を掲

げる三重県名張市の『広報なばり』や、茨城県

取手市が広報誌とは別に発行する政策情報誌

『蘖』など、積極的な取り組みもみられる。そ

して、拙著（増田 2014）で取り上げたように、

『広報えにわ』は現在も活発な問題提起型広報

を展開している。しかしながら、圧倒的大多数

の自治体広報は、林氏が問題だと考えた「お知

らせ」偏重から未だ抜け出せていないのではな

いか。改めて、特集「自治を問う」を自治体広

報の理想型として、再評価する時期に来ている

のではないだろうか。
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