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はじめに

摂南大学法学部増田ゼミでは、2018 年度、

「子育てと福祉の融合」「まちづくりワークシ

ョップ」「防災広報」の 3 つのプロジェクトに

取り組んだ。本稿では、そのうちの防災広報チ

ームの研究成果を紹介しつつ、防災広報におい

てよくみられる「啓発型広報」と、北海道恵庭

市で行われていた「問題提起型広報」とを比較

することで、効果的な防災広報のあり方を探っ

てみたい。

防災広報をテーマとしたゼミ活動

防災広報チームでは、淀川流域を中心に、高

槻市、枚方市、寝屋川市、茨木市、大阪市、吹

田市におけるこの 1年間の広報誌、ウェブ、お

よび SNS を調査した。そして、掲載されている

情報が決定済みの情報を伝える「お知らせ広

報」なのか、決定前に問題を投げかける「問題

提起型広報」なのかを分類した。その結果、大

半の情報は「お知らせ広報」であり、「問題提

起型広報」はまったく見られなかった。ただし、

「お知らせ広報」でもなく「問題提起型広報」

でもない例もいくつか発見することができた。

それは例えば、自助・共助・公助などの言葉を

使いながら、住民の防災意識の向上を図ろうと

するものである。こうした広報を、防災広報チ

ームでは、両者の中間に位置するものとして、

「啓発型広報」と呼ぶことにした。

防災広報における「啓発型広報」は、その多

くが共通する視点をもっていた。それは、大規

模災害において行政の対応には限界があること、

そして近隣での助け合いが被害を軽減するとい

うことである。しかしながら、近所づきあいが

稀薄になったと言われる今日において、共助を

強調することで、本当に防災意識を高めること

ができるのだろうか。実際に、防災広報チーム

が、身近な家族の意見や、ウェブ上でのご近所

付き合いに関する意見を調査したところ、近所

づきあいをすることについての賛成意見と反対

意見の両方みられた。このことからすれば、単

純に共助の利点を強調するだけでは不十分とい

える。近所づきあいに否定的な住民の意見にも、

もっと耳を傾ける必要があるのではないだろう

か。

このような観点から、防災広報チームでは、

「啓発型広報」ではなく、「問題提起型広報」

で防災広報を行うとすればどうなるか、特集記

事を試作してみることにした（図 1）。この特集

記事では、左ページにおいて防災のための近所

付き合いが必要とされていることに触れつつ、

右ページにおいて近所付き合いに関するさまざ

まな意見を紹介し、どうすれば防災力を高める

ことができるのかを、住民と共に考えるという

構成になっている。

これらのゼミ活動から学んだことを、理論的

に整理しつつ、防災広報における「啓発型広

報」と「問題提起型広報」の事例分析を進めて

いくことにする。
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増田ゼミ防災広報チームが試作した「問題提起型広報」

広報論における啓発と問題提起

広報、 PR 、パブリック・リレーションズ

広報という言葉には、狭義と広義の 2つの用

法が存在する。狭義の広報は知らせることを意

味する言葉で、これは現在一般に使われている

用法である。広義の広報は、知らせることに加

えて聞くこと（広聴）も含めた用法である。広

報という言葉は、戦後にパブリック・リレーシ

ョンズ（Public Relations）概念の訳語として

用いられるようになった。パブリック・リレー

ションズは、19 世紀アメリカで生まれた概念

である。直訳すれば「公衆関係」となり、組織

が人びととの良好な信頼関係を構築し、維持す

ることを意味する。パブリック・リレーション

ズを略したものが、「自己 PR」や「自治体の魅

力を PR する」と言った時に使われる「PR」の

語源となっている。

こうしてみれば、広報も PR もパブリック・

リレーションズも、すべて本来は同じ意味の言

葉なのであるが、現在ではこれらの意味は分離

している。すなわち、広報は専ら知らせること

の意味に特化しているし、PR はアピールやプ

ロモーションの意味に変質してしまっている。

そうしたなかにおいて、パブリック・リレーシ

ョンズという言葉が本来持つ、信頼関係の構築

という意味合いはすっかり薄れてしまっている。

信頼関係を構築するためには、当然、知らせ

ることも聞くことも必要となる。ただし、信頼

関係の構築こそがパブリック・リレーションズ

の本義であって、知らせることと聞くことを組

み合わせさえすれば、パブリック・リレーショ

ンズを行ったことになるというわけではないこ

とに、注意が必要である。

広報の 3類型

ここで改めて、広報の 3類型について整理し

ておきたい（表 1 ）。「お知らせ広報」とは、決

定事項だけを伝える広報であり、行政サービス

に関する情報やイベント情報などがこれに当た
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お知らせ
広報

啓発型
広報

問題提起型
広報

論点提示 なし あり あり

結論 なし あり なし

多様な見解 なし なし あり

中立性 形式的 形式的 実質的

表 1 広報の 3類型

出典：筆者作成

る。「啓発型広報」とは、特定の論点について、

発信者側の主張を理解してもらうために行う広

報であり、防災意識の向上を図る特集記事など

がこれに当たる。「問題提起型広報」とは、特

定の論点について、対立意見も含めた多様な見

解を紹介することで、行政と住民とが共に考え

るための広報である。「問題提起型広報」の事

例は極めて少ないが、後に北海道恵庭市の事例

を紹介する。

「啓発型広報」と「問題提起型広報」は、特

定の論点を取り扱っていることでは共通する。

違いがあるのは、「啓発型広報」が一つの結論

を軸に議論を展開するのに対して、「問題提起

型広報」は多様な見解を紹介するということで

ある。「問題提起型広報」には明確な結論がな

く、答えは読者がそれぞれに考えることになる。

その意味では、「啓発型広報」は閉じた議論で

あるのに対して、「問題提起型広報」は開かれ

た議論であるとも言えるだろう。

2 つの中立性

「問題提起型広報」の例が極めて少ないこと

の原因には、多様な見解を紹介することが、行

政広報の中立性を損なうのではないかという懸

念があると思われる。実際、筆者はある市の広

報担当者に対するインタビュー調査において、

「個人の意見を紹介すると中立ではなくなって

しまうので、行政の公式見解だけを載せるよう

にしている」という趣旨の説明を聞いたことが

ある。他方、別の市の広報担当者に対するイン

タビュー調査においては、「行政だけの意見で

は中立ではなくなってしまうので、多様な意見

を掲載するようにしている」という趣旨の説明

を聞いたこともある。どちらも同じ「中立」と

いう言葉を使っていながら、結果は正反対にな

っている。

ここでは、前者を「形式的な中立性」、後者

を「実質的な中立性」と呼ぶことにしたい。

「形式的な中立性」は、政治的に意見が分かれ

るような問題には深入りしないことで、中立を

保とうとするものである。しかし、そうするた

めに広報は、決定事項や公式見解だけを伝える

「お知らせ広報」や、通説や有力説だけを伝え

る「啓発型広報」とならざるを得ない。実質的

な中立性は、さまざまな政治的意見を広く取り

入れてバランスを取ることで、中立を保とうと

するものである。こうした考え方を取ることで、

政治的に意見が分かれる問題についても早い段

階から情報発信を行うことができるようになる。

事例分析

ここで、防災広報に関する広報誌の事例を分

析していきたい。一つは、『広報なばり』2011

年 10-3 号の「特集 地震に立ち向かう 3 つの

キーワード：自助・共助・公助」である。もう

一つは、『広報えにわ』2007 年 2 月号の「特集

雪克服術：『除雪』。この必要にして厄介な課

題」である。これらはいずれも、広報コンクー

ルの受賞作であり、優れた特集記事であること

がうかがえる。また、どちらも行政の限界につ

いて取り上げており、自助・共助・公助に関わ

る内容となっている。

『広報なばり』の防災特集

まず、『広報なばり』の防災特集の特徴を整

理しよう。この特集では、冒頭に「地震に立ち

向かうために、いま何ができるのか」（名張市

2011：1）と問いかけている。これが特集の論

点である。また、同じページの最後に、「地震
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に立ち向かうためには、自分の身は自分で守る

『自助』、そして、地域で助け合う『共助』は

不可欠なのです」（名張市 2011：1）と結論を

述べている。

その後のページには、自助・共助・公助につ

いてそれぞれ記述されている。自助については、

避難準備や家具の転倒防止の方策を紹介してい

る（名張市 2011：2-3）。これらについては一

つの考えのみが示されているので、通説的見解

あるいは有力説を採用しているといえるだろう。

共助については、「中越地震で住民が助け合

った小さな集落では被害が少なかった」「東日

本大震災で近所の人たちで助け合った」といっ

た事例をもとに、地域での助け合いの効果と重

要性を述べている（名張市 2011：4-5）。ここ

でも、近所付き合いのデメリットなどが述べら

れているわけではないので、共助は重要である

という視点で貫かれている。

公助については、いくつかの問題について、

行政が現在、行っている対応策を紹介している。

例えば、大規模災害時に行政だけでの対応には

限界があるという問題に対して、他の市町村や

市内事業所との連携協定を紹介している。また、

近所付き合いが薄れているという問題について

は、災害時要援護者支援制度を紹介している

（名張市 2011：6）。

『広報えにわ』の除雪特集

続いて、『広報えにわ』の除雪特集の特徴を

整理しよう。恵庭市では、除雪に対する市民要

望は年間 900 件を数えるという。この特集では、

なぜ除雪や排雪の要望に行政は応えられないの

か、ということが論点となっている（恵庭市

2007：3）。その答えとして、「市の除雪に対す

る基本的な姿勢の一つに、積雪地である以上、

雪によってもたらされる、ある程度の不都合や

不便は止むを得ないこと、という考え方があり

ます」（恵庭市 2007：5）という市の考えと、

「市民要望の多くが、もっと通行しやすい路面

にしてほしいということであったり、交差点の

排雪だったりします」（恵庭市 2007：5）とい

う住民の考えとのギャップがあるということが

示されている。

ただし、どの程度の除雪を行うべきかについ

ての結論は明確にはされていない。「この額を

知り、『もっと費用をかけてもいいくらいだ』

と考えるのか、『多少不便だが、解けて何も残

らないものにかける費用としては妥当だ』と考

えるのか、意見の分かれるところでしょう」

（恵庭市 2007：4）というように、多様な見解

が存在することを前提としているからである。

多様な見解があるなかで、何を採用すべきか

の価値判断は、最終的には住民に委ねられてい

る。その点は、「流れてなくなってしまうもの

に、新たに何億円もの追加費用をすることの是

非をお聞きしたいのです」（恵庭市 2007：6）

という言葉に端的に表れている。このように、

『広報えにわ』では、住民と共に考えるという

姿勢が貫かれている。

この特集では、「もっと除雪を、と願う市民。

一定の基準のもとに動く行政。この主張をお互

いに繰り返したとしても、意見は平行線のまま。

距離は縮まりません」（恵庭市 2007：6）とい

う、行政と住民との相互不信の構図が明らかに

されている。そして、「除雪という厄介な課題

を真ん中において、地域と行政と除雪事業者が

向き合うことで、確実にお互いの距離を一歩近

づけることができますし、そこからは、新たな

地域の除雪方法が生まれてくるのかもしれませ

ん」（恵庭市 2007：7）というように、相互信

頼の醸成を訴えかけている。この時、広報は行

政の立場と住民の立場を仲介する役割を果たし

ていることになる。

最後に、行政と住民の歩み寄りの例として、

札幌市において町内会単位で独自の除雪ルール

を決める「地域と造る冬みち事業」が紹介され

ている。こうした先行事例に対しても、「もち

ろんこうした、画期的な手法に思える取り組み
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『広報なばり』 『広報えにわ』

【あり】 【あり】

地震に立ち向かうために、いま何ができる
のか

なぜ除雪や排雪の要望に行政は応えられな
いのか

【あり】 【なし】

自分の身は自分で守る「自助」と、地域で
助け合う「共助」が不可欠

どの程度の除雪を行うのか、住民や地域、
除雪業者と共に考えていきたい

【なし】 【あり】

結論に対する異論・反論などは掲載されて
おらず、特定の立場に立脚している

行政の考えを率直に述べると同時に、住民
の考えにも寄り添うなど、複数の立場に立
脚している

【形式的】 【実質的】

通説・有力説を中心に構成している 対立する意見も含め、さまざまな意見を広
く取り入れている

【説明】 【提案】

いくつかの問題について、既に行っている
対策について説明している

いくつかの問題について、改善の方向性を
提案している

論点

結論

多様な見解

中立性

問題と対応

表 2 『広報なばり』と『広報えにわ』の比較

出典：筆者作成

にも、マイナス面も必ずあるのだと思います」

（恵庭市 2007：7）と付け加えるところにも、

この特集の多面的な立ち位置がよく表れている。

両誌の比較

両誌の特徴を比較したものが表 2である。ま

ず、『広報なばり』も『広報えにわ』も、論点

を明確にしているという点では共通していた。

この点が「お知らせ広報」との大きな違いであ

る。しかしながら、その論点についての結論に

ついては両者で異なっている。前者が、明確な

結論を定め、それに沿った形で特集記事を構成

しているのに対して、後者は、住民とともに考

えたいという問いかけにとどまっており、明確

な結論は定められていない。また、前者は結論

に対する異論や反論などは特に掲載されておら

ず、一つの立場からの記述であるといえる。他

方、後者は行政の考えを説明しつつも住民の考

えにも寄り添うなど、複数の立場からの記述と

なっている。中立性に関しては、前者は通説・

有力説を中心に構成されており、立脚する中立

性は形式的な中立性であるといえる。また、後

者は対立する意見も含め、さまざまな意見を広

く取り入れており、立脚する中立性は実質的中

立性であるといえる。

これらに加えて、いずれの特集記事も、現状

の対策についていくつかの問題点が挙げられて

いることが共通する。しかし、問題への対応に

関しては、『広報なばり』がすでに行っている

対策の紹介にとどまっているのに対して、『広

報えにわ』は、さらなる改善の方向性について

提案している、という違いもみられた。

「啓発型広報」から「問題提起型広報」へ

2 誌の比較からは、『広報なばり』が「啓発

型広報」の特徴を多く備えており、『広報えに

わ』が「問題提起型広報」の特徴を多く備えて

いることが分かる。それでは、「啓発型」と

「問題提起型」では、どちらの方が認識を変え、

行動を促す力が強いのであろうか。『広報なば
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り』に登場する、2 つの象徴的な証言から考え

てみたい。

一つは、塩竈市婦人防火クラブ連合会会長の

小林氏が、これまで啓発活動を続けてきたもの

の、「避難所に非常持出袋を持ってきていた人

は、ほんのわずか」（名張市 2011：3）だった

と述べていることである。もう一つは、コミュ

ニティＦＭベイウェーブの横田氏が「『市にガ

ソリンが届くが、保管するドラム缶がない』と

ＦＭで呼びかけると、ラジオを聞いていた人が

市にドラム缶を提供するなど、災害時における

身近なＦＭ局の必要性を実感しました」（名張

市 2011：3）と述べていることである。

もちろん、状況がまったく違うということは

前提としつつも、「こうしてほしい」というこ

とを直接訴えた方が十分効果を上げなかった一

方で、「困っている」ということだけを伝えた

方は、実際に行動を促すことができたというこ

とは興味深い。このように、「困り事」には人

を動かす力があると思われる。同じように、人

は結論のついた「啓発」よりも、結論を考える

余地のある「問題提起」によって動かされるの

ではないだろうか。

おわりに

今回取り上げた『広報えにわ』の除雪特集に

は、住民と共に考えるという姿勢が強く表れて

いた。住民に対して考えてほしい、と問いかけ

をすることは、場合によっては行政の責任放棄、

住民への丸投げと捉えられてしまうかもしれな

い。しかしながら、住民は本来、自治体におけ

る主権者である、という住民自治の考えからす

れば、これはむしろ当たり前の姿なのである。

なぜなら、対立する複数の価値のなかから何を

重視し、何を重視しないかを決めることができ

るのは、個々の住民であって、行政ではないか

らである。

現状、多くの広報は「お知らせ広報」にとど

まっており、意欲的な広報と言われるものも、

その大半は「啓発型広報」にとどまっている。

「問題提起型広報」と呼べるものは、一時期の

『広報えにわ』が、ほとんど唯一といっていい

ほど希少である。

増田ゼミでは、今後とも「問題提起型広報」

の試作を続けることで、それが持つ可能性を探

っていきたいと考えている。また同時に、「問

題提起型広報」は実践するうえで多くの課題を

抱えていることも事実である。「問題提起型広

報を啓発する」ということになれば、本末転倒

である。「問題提起型広報を問題提起する」と

いう姿勢で今後とも取り組んでいきたい。
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