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２０２１年３月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１９日(金)、ＮＨＫ放送センター

（ウェブ開催）において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「２０２１年度関東甲信越地方向け地

域放送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「２０２１年度

関東甲信越地方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。次に、甲府放送局

の取り組みと今後の予定について報告した。その後、ヤマナシ・クエスト「８Ｋニッポン 

大地とぶどうと造り手と 極上“山梨ワイン”」について説明があり、放送番組一般も含

めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   副委員長  小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

   委 員      泉田 佑子（書家） 

尾形 玲子（養蜂家、ひふみ養蜂園(株)代表取締役） 

片桐 幹雄（株式会社野沢温泉代表取締役社長） 

斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 弘子（アサヤ食品(株)代表取締役社長） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

仁衡 琢磨（ペンギンシステム(株)代表取締役社長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ヤマナシ・クエスト「８Ｋニッポン 大地とぶどうと造り手と 極上“山梨ワイン”」 

（総合 ３月５日(金)放送＜山梨県域＞）について＞ 

 

○  映像が美しく、穏やかな時間の流れがよく伝わってきた。余韻が心地よい、芸術

性の高い番組だったと思う。山梨ワインの印象を新たにする、インパクトのある内

容がすばらしかった。山梨ワインの現状や今後の方向性がよく理解できた。番組の

構成や出演者のバランスもよく考えられていたと思う。三澤彩奈さんを含む３人の
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醸造家が紹介されたが、それぞれが異なるアプローチで世界に通用するワイン造り

を目指しており、人と自然の関わり方にも多様性があることがよく伝わってきた。

音楽にも一貫性があり、こだわりが感じられた。最新の技術で撮影した美しい映像

を通して、山梨ワインの最先端の取り組みを伝えたことを高く評価したい。３月１

日(月)の「ニュース シブ５時」でも、三澤さんのワイン造りが取り上げられてい

た。今回の番組と同じ映像を使用していたが、「ヤマナシ・クエスト」よりもテロッ

プが大きいなど、とても分かりやすくてよかったと思う。 

 

○  冒頭の映像がとても美しく、番組に引き込まれた。三澤さんがひたむきにワイン

造りに取り組む様子から、彼女の情熱が伝わってきた。その情熱がブドウ栽培への

こだわりにつながっていることもよく理解できた。また、「甲州のブドウを使って

日本を表現したい」という三澤さんのことばに感銘を受けた。自然のよさを大切に

してワインを造っている岡本英史さんの紹介もよかった。「ワインは畑で生まれる

ものだ」ということばに感動した。８Ｋカメラで撮影されたこともあってか、ワイン

の香りが画面を通して漂ってくるようなすばらしい映像だった。美しく格調高い映

像とともに、ナレーションや音楽も落ち着いた雰囲気だった。なお、音楽について

は、もう少し場面ごとに違いを出すなど工夫してもよかったのではないか。日本が

世界に誇る山梨ワインを紹介したことや、醸造家たちのこだわりを伝えたことは意

義深く、とてもよい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ニュース シブ５時」の企画は「ヤマナシ・クエスト」

に先行して放送したが、短時間で情報が伝わるように、テロッ

プを含めてより分かりやすい演出にした。一方で、「ヤマナ

シ・クエスト」は約１時間の番組なので、映像の美しさを前

面に出すために、テロップなどは必要最小限とした。音楽は

この番組のために制作し、場面に応じてアレンジをして使用

した。頂いた意見は、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  山梨ワインは日本国内ではかなり有名だが、世界に通用するワインを造ろうとす

る醸造家たちのさまざまな取り組みが紹介されており引き込まれた。醸造家はそれ

ぞれ感性や考え方が異なっているものの、その味に感動できるワインを追い求める

姿は共通していると感じた。ワインは主にヨーロッパで発展したのち世界中に広

まったと認識している。土壌や気候などワイン造りの環境も含めて伝統に重きが置

かれる中、日本の風土に合わせて奥深いワインを造ろうとする醸造家たちの情熱が

ひしひしと伝わってきた。ブドウ畑が広がる風景や雲が流れていく様子など、映像
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の美しさが印象的で、山梨県の自然のすばらしさもよく伝わってきた。醸造家を目

指す若者にとっては、人生を変えうるほどインパクトのある映像だったと思う。全

体的にとても興味深い内容だった。 

 

○  映像がとても美しく、番組の世界に引き込まれた。醸造家たちのコメントは哲学

的で示唆に富んでいた。なお、三澤さんのコメントを紹介したシーンについてだが、

三澤さんの声がとても優しかったので、バックの音楽が過剰だと感じた。番組全体

を通して、音楽がとても印象的だったので、音量をもう少し抑えるなど演出に配慮

がほしかった。鳥の鳴き声など、豊かな自然の魅力を感じる音色についても、もう

少し生かしてもよかったのではないか。全体的には構成がすばらしく、後半に進む

にしたがって番組に没頭することができた。醸造家たちのブドウやワイン、そして

ふるさとに対する思いがとてもよく伝わってきて感動した。 

 

○  山梨県の自然の魅力を再認識でき、とても満足度の高い番組だった。ブドウ畑の

美しい風景が特に印象的で、映画を見ているような気分になった。山梨ワインの品

質が上がり、近年は世界でも評価されるようになってきたが、今回は３人の醸造家

に焦点を当ててワイン造りの情熱やこだわりを伝えており興味深かった。３人の醸

造家たちに共通していたのは、その土地の個性をワインで表現しようとしているこ

とだ。それぞれの製法は三者三様で、ワインを仕込む様子などが生き生きと描かれ

ておりとてもよかった。ドローンで撮影した映像は開放感があり、ＢＳ８Ｋでの放

送にもぴったりだと感じた。一方で、質の高いワインは山梨県の各地で製造されて

おり、この３人を取り上げた理由を知りたくなった。北杜市の新進のワイナリーを

中心に紹介していたが、山梨県のワインは勝沼から始まっているので、勝沼の話題

も伝えてほしかった。山梨県のワイン造りの歴史を伝えるという意味でも、もう少

しバランスよく紹介したほうがよかったのではないか。三澤さんの取り組みを詳し

く伝えていたが、男性に比べて数が少ない女性の醸造家であることも一つの理由

だったのだろうか。約１時間の番組であれば、もう少し多くの醸造家を取り上げて

もよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回は３人の醸造家を取り上げた。山梨県には多くのワイ

ナリーがあり、醸造家たちはそれぞれが哲学を持って独自の

製法でワインを製造している。この番組を制作するにあたり、

その多様性をどのように伝えたらよいか熟慮した。異なる手

法でワインを造る醸造家を対比することでそれぞれの思いや

考え方の違い、そして多様性が伝えられるのではないかと考
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えた。今回は醸造家の思いをしっかりと伝えたいと考え、あ

えて３人の方に絞った。また、女性が醸造家として活躍して

いることを伝えたいという思いもあった。山梨の美しい風景

は、タイムラプスという低速度撮影の手法を用いて撮影した。

評価いただいたことをうれしく思う。 

 

○  山梨県ならではの話題を扱っており、よいテーマ選定だったと思う。一方で、ワ

インについて詳しくない人には伝わりにくい部分があったのではないか。山梨県に

おけるワイン造りの歴史など、ワインの生産が盛んであることの背景などをしっか

りと伝えてほしかった。山梨ワインが世界で評価されるようになるまでに、先人た

ちの苦難の歴史があったということは重要な視点だったと考える。３月１日の

「ニュース シブ５時」で三澤さんについて紹介されていたが、彼女のワイン造り

に対する情熱はすばらしく、感動した。今回の番組では、「ニュース シブ５時」

では触れられていなかった新しい情報があったことがすばらしく、ニュース番組と

連動したこともとてもよかった。一方で、ブドウを夜に収穫する理由について、も

う少し丁寧に説明してほしかったと思う。ひたむきにワイン造りに取り組む醸造家

たちの努力がよく伝わってくる興味深い番組だった。 

 

○  とてもすばらしい番組だった。美しい映像とともに醸造家たちの名言が数多く紹

介されており感動的だった。何度も見返したくなるような番組で、８Ｋの放送もぜ

ひ見てみたいと感じた。 

 

○  「８Ｋニッポン」というタイトルのとおり、山梨県の風景をタイムラプスで撮影

しており効果的だったと思う。特に、雲が流れていくシーンがすばらしかった。こ

れまでの山梨ワインのイメージを大きく変えるような、新鮮さと驚きを与えてくれ

る番組だった。山梨ワインが世界でも高評価を得ていることが分かっただけでなく、

３人の醸造家のこだわりや苦労がよく理解できた。「ワインは人が造るのではなく

畑で生まれるものだ」というコメントがあったが、ヨーロッパと比較すると山梨県

のワイン造りの歴史は短いにも関わらず、ブドウ栽培の環境要素であるテロワール

がしっかりと根づいていることを感じた。ワインは嗜好品であり、物語性が重要だ

と考えているが、山梨ワインの過去、現在、未来が描かれており、物語性の高い番

組だった。マスター・オブ・ワインの資格を持つ大橋健一さんが出演していたこと

で番組に説得力が生まれ、山梨ワインの魅力を裏付けていたと思う。日本の原風景

のような山梨県の自然の美しさを伝えるとともに、山梨ワインの存在意義を高める

すばらしい番組だったと思う。 

 



5 

○  山梨県の風景とワイン造りの様子が美しい映像で伝えられており、すばらしい番

組だった。醸造家のことばはさまざまな示唆を与えていたと思う。ワイン造りに適

しているとはいえない高温多湿の日本で、風土の力を信じてワイン造りに懸ける醸

造家の思いがひしひしと伝わってきた。醸造家たちの情熱の積み重ねが、現在の山

梨ワインを形づくってきたことがよく理解できた。山梨県のブドウ栽培の起源が紹

介されるなど、ワインの歴史を知ることができてとても興味深かった。ブドウは棚

で栽培されているというイメージがあったが必ずしもそうではなく、畑や畝の造り

方などさまざまな工夫がされていることがよく分かった。山梨ワインの魅力がとて

もよく伝わってくる番組で、実際に飲みたいと感じた人も多かったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ヨーロッパだけではなく、ワイン造りの最先端の現場では

テロワールという風土の個性を生かしたワイン造りが大切に

されている。山梨県の醸造家の方々はテロワールを自分なり

に取り入れてワイン造りをしている。今回の番組では、醸造

家たちが大事にしてきたそれぞれの哲学をしっかりと伝えた

いと考えた。山梨県におけるワインの歴史をもう少し伝えて

ほしかったという指摘など、頂いた意見は今後の番組制作に

生かしていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今後も地域のさまざまな魅力や課題を多くの方々にしっか

りと伝えていきたいと考えている。頂いた意見は今後の番組

制作に生かしていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  東日本大震災から１０年が経過し、さまざまな関連番組が放送されていた。厳し

い現実を突きつけられることもあり、多くのことを考えさせられた。「新潟ニュー

ス６１０」の中でも震災関連の特集がたびたび放送されていた。３月１２日(金)

の金よう夜きらっと新潟「“避難”の終わりが見えなくて～自主避難・１０年目の

声～」を見た。終わりの見えない避難生活について取り上げられており考えさせら

れた。福島県からの避難者と新潟県の地域住民との関わりや、再稼働に向けて揺れ

る柏崎刈羽原子力発電所の話題などが、地域の目線で丁寧に紹介されていた。前を

向いて進むためにも、これらの問題を自分のこととして捉えてほしいというメッ
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セージが明確に伝わり、気づかされる部分があった。一方で、新潟局のホームペー

ジには福島局や、東京の放送センターの東日本大震災関連のページがリンクされて

いるが、地域の人たちが必要としている情報がインターネット上にはあまり展開さ

れていないと感じている。ＮＨＫは震災関連のすばらしい番組を制作しているので、

インターネットなど放送以外のツールを用いて有益な情報を発信し続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  震災から１０年が経過しても、新潟県内にはおよそ 2,000

人の避難者が暮らしている。さまざまな角度で取材をし、「新

潟ニュース６１０」や「金よう夜きらっと新潟」などで多角

的に伝えることを心がけた。指摘のように、柏崎刈羽原子力

発電所の再稼働問題は重要なテーマの一つで、まさに新潟県

の人たちが直面している問題だ。引き続き、しっかりと取材

して最新の情報を伝えていきたい。避難者の中には、ふるさ

とである福島県のニュースを知りたいという人も多い。「新潟

ニュース６１０」では福島県のニュースを伝えるコーナーを

設けており、今後も継続したいと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  各地域放送局がさまざまな切り口で防災・減災報道や、復

興支援に取り組んでいる。ＮＨＫのホームページには東日本

大震災に関するさまざまなサイトがあるが、より分かりやす

い情報発信となるよう、検討を進めていきたい。 

 

○  ３月１１日は忘れてはならない日だが、ＮＨＫは「あさイチ」や「ごごナマ」な

ども含め、東日本大震災に関連した特集番組を数多く放送していた。公共放送とし

てしっかりと役割を果たしており、とてもよかった。ＮＨＫと民放５局が防災の共

同プロジェクトに取り組んでいたことも評価したい。災害時は停電が発生すること

も多いので、ラジオでの取り組みをこれまで以上に充実させてほしい。また「綾瀬

はるかのふくしまに恋して」というミニ番組があり、俳優の綾瀬はるかさんが福島

県を訪れて地域の魅力を紹介しておりすばらしいと思う。また、３月６日(土)の東

日本大震災１０年 特集ドラマ「あなたのそばで明日が笑う」を見た。綾瀬さんの

持つ透明感が役に合っており、俳優の池松壮亮さんの演技もすばらしかった。エン

ディングで流れる楽曲の歌詞もドラマの内容と合致しており感動的だった。新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響に苦しむ人たちにも勇気を与えたのではないか。 
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（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫと民放の共同プロジェクトについて意見をいただい

た。東日本大震災の経験から、災害時はラジオが特に重要な

役割を果たすと認識しており、地域の放送局どうしが連携す

ることが重要だと考えている。千葉放送局では、ＦＭラジオ

共同キャンペーン千葉「ＮＥＸＴ ＲＡＤＩＯ」という取り

組みを地域のＦＭ局と共同で行っている。いざというときに

きめ細かく情報を届けることができるよう、地域の防災・減

災に資する取り組みを継続していきたい。 

 

○  ３月８日(月)のＮＨＫスペシャル「イナサ～風寄せる大地 １６年の記録～」(総

合 後 10:00～10:59)を見た。仙台の荒浜で漁業や農業を営んでいた人たちが津波

の被害ですべてを失い、移住を余儀なくされていた。それでも荒浜に通い続け、笑

顔を忘れずに生きる姿に心を打たれた。すばらしいドキュメンタリーだった。 

 

○  ３月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「廃炉への道２０２１ 原発事故１０年の軌

跡」(総合 後 9:00～9:59)を見た。原発の廃炉がいかに大変かということがよく分

かる、とてもすばらしい番組だった。この問題については継続して伝えていってほ

しい。 

 

○  ３月１日(月)の逆転人生「あの日“加害者”になった私 東電社員たちの１０年」

を見た。東京電力福島第一原子力発電所の事故後に、賠償や除染に関わる業務で福

島に赴任した東京電力の社員たちの苦悩がよく伝わってきた。福島の人たちと心か

ら向き合うことで、被害者と加害者の関係を超える絆が生まれたことなど、示唆に

富む内容だった。実際に被災した人たちに会い、話を聞くことによって、彼らの痛

みが自分のこととして感じられるようになることがよく伝わってきた。すばらしい

番組で、多くの人に見てほしいと感じた。 

 

○  東日本大震災の関連番組が数多く放送されていたが、どの番組も見応えがあった。

ＮＨＫが公共放送の役割をしっかりと果たしていることがよく分かり、とてもよ

かったと思う。 

 

○  ３月７日(日)のＮＨＫスペシャル「ドラマ 星影のワルツ」(総合 後 9:00～9:59)

を見た。実話に基づいたドラマで、俳優の遠藤憲一さんの演技に引き込まれた。津

波に流された主人公が福島沖の海を漂流するという極限の状況を描いていたが、生

きようとする強い気持ちを持っているかどうかで生死が分かれるのではないかと
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感じた。示唆に富むドラマで心に響いた。 

 

○  ３月１３日(土)のＮＨＫスペシャル「大震災と子どもたちの１０年 いま言葉に

できること」を見た。被災した子どもたちの成長記録を伝えていたが、大人と子ど

もでは震災の受け止め方が大きく異なることがよく伝わってきた。身近な家族にだ

からこそ自分の本音を伝えることができないという子どもたちのことばが胸に響

いた。支援団体が彼らを支え続けていたことはすばらしく、ＮＨＫがこの事実を

しっかりと伝えたことを高く評価したい。 

 

○  ３月１３日(土)の「３．１１ １０年 そしてこれから」(総合 後 10:55～11:30)

を見た。ミュージシャンの野田洋次郎さんと東京藝術大学の箭内道彦教授の対談番

組だったが、野田さんが立ち上げた義援金プロジェクトの話題など、日本の若い世

代がしっかりと支援に取り組んでいることを知り、とても頼もしく思った。野田

さんのさまざまな思いがよく分かり、ファンになった。東日本大震災について若い

世代に訴求する意味でも、とても意義深い番組だった。 

 

○  ３月６日(土)の宮城発地域ドラマ「ペペロンチーノ」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:30～

11:30)を見た。草彅剛さんが演じるイタリアンのシェフがレストランの再建を果た

すまでの物語を通して、被災者の心の葛藤や復興への歩みを丁寧に描いていた。被

災者である前に料理人であるという趣旨の主人公のことばから、想像を絶するよう

な苦難に直面しても、それまでに培ってきた自信やプライドが前を向いて生きる原

動力になるのだと感じた。地上波での放送も期待したい。 

 

○  東日本大震災の発生から１０年が経過したからこそ伝えられた事実が数多く

あったと感じた。３月１１日(木)の逆転人生「あの日“加害者”になった私 東電

社員たちの１０年」や、３月１３日(土)のＮＨＫスペシャル「大震災と子どもたち

の１０年 いま言葉にできること」などは、丁寧に取材を積み重ねたことでようや

く放送することができたのではないか。 

 

○  ３月１２日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「私を変えた３．１１ 東日本大震災

から１０年」を見た。あの日のことを思い出し、私たちの生活がこの１０年でどの

ように変わったのかを改めて見つめ直すきっかけとなる番組だった。関東地方に暮

らす人々にとって、大きな意味を持つ内容だったのではないか。 

 

○  ３月７日(日)のＢＳ１スペシャル「新３・１１万葉集 詠み人知らずたちの１０

年」(ＢＳ１ 後 7:00～7:49)を見た。岩手県、宮城県、福島県で被災した人たちが
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短歌で心の内を表現しており、伝わってくるものがあった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「逆転人生」や「ＮＨＫスペシャル」、「宮城発地域ドラマ」

など、東日本大震災に関連した番組についてさまざまな意見

を頂きありがたく思う。頂いた意見は現場に伝えるとともに、

今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  ３月５日(金)の茨城スペシャル「ちょっと見仏２～幻の遍路道をゆく～」を見た。

奥貫仁美キャスターが、遍路道「常陸三十三観音霊場」を専門家とともに訪ね歩く

番組で、すばらしかった。茨城県内各地にある山寺の観音が地域文化の中で大きな

役割を果たしていることがよく理解できた。地域の歴史や文化をテーマに、丹念に

作り込んだ番組を制作し放送していることはＮＨＫの大きな強みだと考えている。 

 

○  ３月１２日(金)のとちスペ「コロナと向き合う栃木の人たち」を見た。栃木県は

１月に緊急事態宣言が発出されるなど、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大き

く受けた地域だ。勤め先を解雇されて再就職を目指す女性や、存続の危機に陥った

劇団、結婚式場のスタッフなど、さまざまな人たちを宇都宮局の若手職員がリポー

トし、問題提起をしていた。若手職員のコメントはぎこちない面もあったが、加藤

成史アナウンサーがうまくリードしていた。それぞれのリポートはよくまとまって

おり、構成や紹介されたさまざまな情報も適切だったと思う。宇都宮局のキャッチ

コピーである「つながる」を体現できるよい番組だった。また、「とちぎ６３０」

でもこの劇団の話題を伝えていた。新型コロナウイルスの影響については、状況を

しっかりと見極めたうえで、問題提起をしたり、希望を与えたりするような番組を

制作し続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  宇都宮局では若手職員が中心となる部横断の「つながる」

プロジェクトに取り組んでいる。今回は、プロジェクトのメン

バーが時間をかけて取材したことを、番組で伝えることがで

きた。放送だけではなく、デジタルサービスの向上など、さ

まざまな取り組みを継続していきたい。 

 

○  ３月１６日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「一節入魂、己を込める～鰹

（かつお）節職人・瀬崎祐介～」を見た。瀬崎さんは自分の祖父から息子の代まで

４代にわたって職人をしているとのことで、語られるエピソードには感動を覚えた。
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伝統を尊重しながらも、さらなる進化を目指して取り組む姿勢がすばらしかった。

伝統や文化を継承するためには、それを守るだけではなく、常に向上心を持って技

術を進化させることが重要であることがしっかりと伝わってきた。職人を目指そう

とする若い世代の背中を押してくれるような番組でとても興味深かった。 

 

○  ３月８日(月)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」を見た。東日本大震災に関す

る話題から次のコーナーに切り替わる際に、やや違和感を覚えた。盛岡局の「犠牲

家族５人 弔う１０年」というしんみりとする企画の終了直後に、元気なオープ

ニングテーマで始まる「おはスポ」のコーナーに切り替わった。盛岡局の企画の導

入部分ではアナウンサーがＶＴＲの趣旨や内容について丁寧に伝えていた一方で、

まとめのコメントがなかった。しんみりとする企画であったので、まとめのコメン

トを入れるなり、「おはスポ」に切り替わる際にオープニングテーマを使用しない

など、演出に配慮が必要だったのではないか。 

 

○  「世界はほしいモノにあふれてる」が３月をもってレギュラー放送を終了するが、

亡くなった三浦春馬さんのファンの間では、初回から再放送してほしいという声が

あるので、ぜひ検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「世界はほしいモノにあふれてる」については、３月１８

日(木)の放送で区切りを迎えることになった。新型コロナウ

イルスの感染拡大で、海外での取材やロケができなくなるな

ど番組本来のコンセプトを実現しづらくなっていることもあ

る。今後は、特集番組として放送することを検討している。

頂いた意見は今後の番組編成の検討に生かしていきたい。 

 

○  ３月１２日(金)の「渋沢栄一に学ぶＳＤＧｓ“持続可能な経済”をめざして」(Ｂ

Ｓ４Ｋ 後 10:00～10:49)を見た。渋沢栄一のやしゃごである渋澤健さんが案内役

となり、渋沢栄一について解説していた。渋澤健さんは企業家の視点で、栄一につ

いて分析しており説得力があった。ドラマやアニメ、現地取材などの多面的な構成

がすばらしく、歴史と現代が巧みに融合されていた。渋沢栄一が説いた現代のＳＤ

Ｇｓにもつながる視点がよく理解できた。誰１人取り残さないという栄一の思いや、

栄一の教えを実践する企業の紹介などがあったこともよい。栄一の生涯をたどりな

がら、彼の思想が現代に生かされていることをしっかりと紹介しており、内容の濃

いすばらしい番組だった。 

 



11 

○  前回の審議会で、地域放送番組についてもＮＨＫプラスで配信してほしいと申し

上げたが、３月３日(水)から「ご当地プラス」のサービスが始まった。とてもすば

らしい取り組みであり、今後の展開にも期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３月３日(水)から拠点放送局ごとにプレイリストで地域放

送番組の配信サービスを開始した。現在、システムや体制の

整備を図るとともに、配信する番組数や操作性などもさらに

改良に向けて検討を進めている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  前回の審議会で指摘を頂いた大河ドラマ「青天を衝（つ）

け」での徳川慶喜のかぶりものについて説明させていただく。

慶喜のかぶりものについては、専門家の間でもさまざまな解

釈があるが、ドラマで採用したかぶり方については、軍装に

関するいくつかの文献を参考にした。また、時代考証をお願

いしている専門家の方々にも意見を伺う中で、慶喜のかぶり

ものはブルームと呼ばれる毛の飾りが特徴的であることから、

フランス陸軍における竜騎兵などのヘルメットの影響を受け

ていると解釈した。今回は、その解釈に基づいたかぶり方を

採用した。 

 

○  歴史を扱う番組において時代考証は重要であるので、今後も十分に気をつけてほ

しい。 

 

○  歴史を番組で取り上げる際には、丁寧に時代考証することを心がけてほしい。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２１年２月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１９日(金)、ＮＨＫ放送センター

（ウェブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について報告があった。引き続き、「２０２１年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集

計画（案）」の諮問にあたって説明があり、審議の結果、番組審議会として原案を可とす

る旨、答申することを決定した。続いて、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行っ

た。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、３月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   副委員長  小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

   委 員      泉田 佑子（書家） 

尾形 玲子（養蜂家、ひふみ養蜂園(株)代表取締役） 

片桐 幹雄（株式会社野沢温泉代表取締役社長） 

斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 弘子（アサヤ食品(株)代表取締役社長） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

仁衡 琢磨（ペンギンシステム(株)代表取締役社長） 

宮田麻一美（万座温泉日進舘女将） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２１年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画（案）」について-諮問-＞ 

 

○  大河ドラマ「青天を衝（つ）け」について、主人公の渋沢栄一は関東甲信越地方

の各地に足跡を残している。さいたま放送局と水戸放送局が連携して取り組むとい

う説明があったが、各放送局が相互に乗り入れるようなインターローカル番組がで

きるとよい。この地域の視聴者が渋沢栄一についての新たな知見を得られるよい機

会になると思われるので、ぜひお願いしたい。 
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（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫも同じ思いで、さいたま放送局と水戸放送局だけで

はなく、関東甲信越各局が連携する番組の制作を検討してい

る。 

 

○  「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」と「２０２１年度国内放送番組編

成計画」は「ＮＨＫ経営計画 2021-2023 年度」に即した内容になっていると感じ

た。さらに、今回示された「２０２１年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計

画（案）」は、これら２つの計画をしっかりと踏まえた内容になっていると思う。

各地方局が連携することや地域の活性化に資することがそれぞれの計画に示され

ており、整合性もある。また、全体として現在の社会情勢や地域の特性を捉えた内

容だと感じた。なお、地域放送局が良質な番組を制作するためには、経営資源の適

切な配分も重要だと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫ経営計画 2021-2023 年度」では、今後を見据え

て放送波や経費を削減するなど経営資源を絞る一方で、番組

などサービスの質は向上させることをうたっている。地域放

送局はこれまでも多くの番組を制作してきたが、その地域で

放送すると役割を終えてしまうことが多かった。「２０２１年

度国内放送番組編成計画」では、地域放送局が制作した良質

な番組を全国向けに放送する機会を増やすなど、経営資源の

価値を最大限に生かすことを重要な論点にしている。編成上

のさまざまな工夫も行うことで、視聴者に満足していただけ

るよう努めていきたい。 

 

○  各放送局が力を入れて制作した良質な番組を全国放送することは、地域の放送局

にとっても大きな励みになると思う。地域の情報を全国に向けて発信することや各

放送局が連携することは重要だ。しっかりと取り組んでいってほしい。 

 

○  各放送局がそれぞれの地域の課題や問題に向き合い、詳細に計画を立てているこ

とが理解できた。地域で放送した良質な番組を全国に向けて放送する機会をぜひ増

やしてほしい。ＮＨＫスペシャル「２０３０ 未来への分岐点」シリーズをはじめ、

ＮＨＫは持続可能な社会の実現に向けて、さまざまな社会的な課題をテーマにした

質の高い番組を数多く放送している。環境問題などの重要なテーマについては、過
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去の番組をまとめて放送するなどの取り組みにも期待したい。世界や日本のよりよ

い未来の実現に資するような番組を今後も制作しつづけてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫは１月からＳＤＧｓキャンペーン「未来へ １７ア

クション」をスタートした。年間を通してさまざまな取り組

みを行いたいと考えている。ＳＤＧｓが掲げる１７の目標に

ついての理解を促進し、人々の行動変容につなげることを目

指している。さまざまな番組やデジタルサービスが連携し、

重要なメッセージを視聴者にしっかりと届けていきたい。Ｎ

ＨＫスペシャル「２０３０ 未来への分岐点」はこのキャン

ペーンの象徴的な番組としてシリーズで放送している。 

 

○  今回の「２０２１年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画（案）」は地域

の話題や課題にしっかりと向き合ったもので興味深い。命と暮らしを守る報道につ

いて、地域の放送局が地域に密着したきめ細かい情報を伝えることはとても意義が

あると考えている。各放送局が自治体などと連携して取り組んでいることもよく理

解できた。引き続き正確かつ迅速な情報発信をお願いしたい。また、新型コロナウ

イルスに関する報道については、人々が世界各国を行き交う時代であるので、世界

各国の最新情報や日本の水際対策などについて幅広く伝えてほしい。併せて、各地

域放送局は地域住民の安全安心につながるような情報発信に努めてほしい。 

 

○  諮問いただいた「２０２１年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画（案）」

について、委員の皆さまの意見の趣旨が番組編成に生かされることを前提に、原案

を可とする答申をしたいと思うが、異議はないか。 

 

○  異議なし。 

 

○  原案を可とし、答申することにする。 

 

（ＮＨＫ側） 

  原案を可とする答申をいただき、ありがたく思う。頂いた

指摘と意見を地域放送番組の編集に生かしていく。今後もよ

ろしくお願いしたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２９日(金)のヤマナシ・クエスト「コロナ時代 産後の親をどう支える？」を

見た。新型コロナウイルス感染拡大下における育児サポートについて特集していた。

外出自粛が求められ気軽に人と会えなくなったことなどが要因となり、産後うつを発

症するリスクがこれまでと比較して３０％以上も高くなっているという現状を踏ま

え、山梨県がどのような取り組みをしているのかについて具体的に伝えていた。多く

の母親たちを丁寧に取材し、置かれている現状をしっかりと伝えていた。東京大学の

汐見稔幸名誉教授のコメントは的確かつ温かみがありとてもよかった。山梨県産前産

後ケアセンターの取り組みについて詳しく説明していたこともよかった。ただ、この

施設の利用実績や、利用対象者へどのような案内がなされているのかについても知ら

せてほしかった。視聴者の生活に役立つ情報については、分かりやすく伝えることを

心がけてほしい。妊産婦や幼児の保護者を担当の保健師がサポートする「マイ保健師

制度」や、欧米で取り入れられているホームスタートという家庭訪問型の子育て支援

を行うＮＰＯ法人の取り組みもすばらしいと感じた。山梨県が子どもを大切に育てよ

うとしていることがよく伝わってきた。一方で、番組の概要を紹介する冒頭のシーン

はややせわしない印象を受けたので、もう少し丁寧に伝えるとなおよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスの感染拡大が育児に大きな影響をもた

らしているという切実な問題を特集した。引き続き視聴者に身

近な地域の課題をしっかりと伝えていく。視聴者の生活に役立

つ情報は詳しく伝えてほしいという指摘は、今後の番組制作に

生かしていきたい。 

 

○  「いば６」の中で随時放送されている「水戸も舞台！大河ドラマ 青天を衝（つ）

け」を見ている。大河ドラマ本編を見たいと思わせる内容で、郷土愛の醸成にも寄

与するとてもよいコーナーだ。渋沢栄一の出身地である埼玉県だけではなく、水戸

など関東各地のゆかりの地を盛り上げる取り組みはすばらしい。茨城県内で撮影さ

れたドラマのシーンを紹介し、出演俳優が地域の話題を語るインタビューを伝えて

いることもよい。２月５日(金)の放送では、東京都にある渋沢史料館の井上潤館長

がリモートで出演し、渋沢栄一と水戸のつながりについてのエピソードを語ってい

たが、多角的な番組づくりを評価したい。また、水戸放送局のホームページに特設

コーナーを設け、過去に放送した内容を動画で公開していることもすばらしい。大

河ドラマのホームページにリンクが貼られていたこともよく、本部と地域の放送局

が相互に連携することは重要だ。関連した要望だが、ＮＨＫプラスでも地域の放送
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が見られるようにしてほしい。さまざまな理由で県域放送を見ていない人や、その

存在を知らない人が少なくない。新型コロナウイルスや災害についての報道は重要

で、ＮＨＫの県域放送が果たしている役割はとても大きいと感じている。午後６時

台のニュース情報番組だけでもよいので、ＮＨＫプラスで配信することを検討して

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地域の番組については、令和３年３月から段階的に配信す

ることを予定している。まずは拠点放送局が放送している金

曜日午後７時台の地域向け番組や、平日午後６時台のニュー

ス情報番組などを中心に、見逃し配信をスタートさせる予定

だ。頂いた意見はしっかりと受け止めたい。 

 

○  新潟県など雪の多い地域では除雪中の事故が多発しており、この冬も除雪機に巻

き込まれて高齢者や子どもが犠牲になった。除雪中の悲惨な事故は毎年繰り返され

ており、深刻な問題だ。新潟放送局は３０秒のお知らせや「新潟ニュース６１０」

の中で除雪中の事故防止を呼びかけておりとてもよい。高齢者が事故に巻き込まれ

ることを防ぐために、若者の力を生かすユニークな取り組みが紹介されるなど、課

題と解決策をセットで伝えることには意義がある。雪が降り始める前にこのような

情報を伝えるとなおよかったと思う。若者に向けた情報を発信する際には、ＳＮＳ

なども有効に活用してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  除雪中の事故への注意を促すお知らせはこの冬に初めて制

作した。視聴者からの反響も多く、内容も充実させながら放

送している。今回得た知見を生かし、来年度はより早い時期

から放送したいと考えている。 

 

○  ２月１２日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「“さよなら”なき別れ コロナによ

る死 遺族のいま」を見た。家族の死に立ち会うことができなかった遺族の苦しみ

や葛藤がよく伝わってきて胸が痛んだ。新型コロナウイルスの恐ろしさがしっかり

と伝わってきた一方、このウイルスを恐れすぎるあまり、感染者やその家族への偏

見につながらなければよいと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「首都圏情報 ネタドリ！」は新型コロナウイルスに関連
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し、医療現場の厳しい状況や、遺族が直面するさまざまな問

題などを伝えてきた。今後も多角的に発信していきたい。 

 

○  １月２６日(火)の「ニュースウオッチ９」を見た。「ゼロ戦 残骸探す執念とは」

というコーナーがあり、千葉放送局の記者が伝えていた。千葉県睦沢町の幸治昌秀

さんが、かつて千葉県に墜落したゼロ戦の機体の残骸を探すという執念の物語で、

とても興味深い内容だった。静岡県に住む杉山栄作さんの「終戦前夜に出撃した兄

の墜落場所を知りたい」という願いに応えており、遺族の思いに寄り添う姿は感動

的だった。住民の記憶や日記を手がかりに探索を行い、実際に機銃やエンジンなど

を発見していた。「時間が封じ込められている」という幸治さんのことばが心に染

みた。さらに、１月３０日(土)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」では、発掘さ

れた機銃が睦沢町の歴史民俗資料館で公開されることを伝えていた。このような継

続した取材は今後も続けてほしいし、番組への展開も期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ゼロ戦の話題は視聴者からも大きな反響をいただいた。引

き続き取材を重ね、新たな情報をお届けできるよう努めてい

きたい。 

 

○  ２月７日(日)のＮＨＫスペシャル ２０３０ 未来への分岐点（２）「飽食の悪

夢～水・食料クライシス～」(総合 後 9:15～10:14)を見た。先進国の飽食によっ

て途上国の生活が脅かされていることがよく理解できた。水や食料などの身近な問

題が危機的な状況にあることを痛感させられる番組だった。 

  なお、ＮＨＫは衛星波でもすばらしい番組を数多く放送しているが、ＮＨＫプラ

スでは配信されていない。良質な番組だけでも、見逃し配信での提供を検討してほ

しい。 

 

○  ２月１４日(日)のＮＨＫスペシャル パンデミック 激動の世界（８）「音楽＆

スポーツ 熱狂なき空間」(総合 後 9:15～10:04)を見た。スポーツや音楽は、多

くの人に集まってもらうことで収益を得るという側面がある。新型コロナウイルス

感染拡大下における選手たちの戸惑いや葛藤から、これらの業界が大変な状況にあ

ることがよく伝わってきた。東京大学の吉見俊哉教授が、パンデミックによって経

済は後退したが文化は成熟していくという趣旨の発言をしており納得感があった。

ドイツのプロサッカーリーグのサポーターの１人が、無観客の試合は見ていられな

いと語っていたが、熱狂の無い空間からは重要な価値が失われしまうことを示唆し

たことばで考えさせられた。不要不急と呼ばれるものの存在が人間には必要であり、
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スポーツや音楽の重要性を改めて考えさせられた。 

 

○  ２月１６日(火)のクローズアップ現代＋「プラごみリサイクルどう実現？あなた

は？国内で循環させる」を見た。環境問題は企業が解決に向けて行動することが重

要だ。この番組では、同業のライバル企業どうしが資源循環社会の実現に向けて共

同で取り組む事例が伝えられていた。さまざまな業界が全体として取り組むことが

重要であり、とてもよい紹介だった。ＮＨＫが「ＮＨＫスペシャル」などさまざま

な番組で環境問題について伝えることは意義深く、今後も期待したい。千葉県は海

に面している地域が多いので、千葉放送局は海洋プラスチックの問題などについて

積極的に発信してほしい。また、ＮＨＫプラスで見逃し配信のサービスが行われて

いることをさまざまな世代に伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  海洋プラスチックの問題などについて指摘をいただいたが、

千葉放送局としてもＳＤＧｓに関連した話題を視聴者に届け

ていきたい。 

 

○  ２月１４日(日)の大河ドラマ「青天を衝（つ）け」(総合 後 8:00～9:00)を見た。

冒頭で、一橋慶喜が馬に乗って渋沢栄一のところにやってくる印象的なシーンが

あったが、慶喜がかぶっていた陣笠は前後が逆だった。本来、つばを折り返したよ

うな「まびさし」といわれる部分が正面に来るようにかぶるのが正しい。ＮＨＫプ

ラスクロスＳＨＩＢＵＹＡで開催されていた大河ドラマ「青天を衝（つ）け」展で

の展示も同様に前後が逆だったが、時代考証をする際には十分注意してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  頂いた指摘は現場に伝えるとともに、詳細については次回

の審議会でお答えする。 

 

○  よるドラ「ここは今から倫理です。」を見ている。若い世代に向けた内容で、「善

と悪」「美しさとは何か」などさまざまなテーマを扱っており興味深い。良質なド

ラマだと感じている。 

 

○  １月３０日(土)のＥＴＶ特集「一所懸命に漕（こ）いできた～“歴史探偵”半藤

一利の遺言～」を見た。１月に亡くなられた作家の半藤一利さんを特集しており、

よく練られた構成がすばらしかった。「日本よ いつまでも平和で穏やかな国であ

れ」という半藤さんのことばが印象に残った。現代日本への警鐘など、半藤さんの
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思いが伝わってくるメッセージ性の高い番組だった。戦争を実際に体験した人は高

齢となり、当時の証言をできる人も少なくなっている。ＮＨＫには公共放送として、

今後も戦争の恐ろしさや平和の尊さなどを繰り返し伝えていってほしい。その際、

視聴者の共感を得られ、想像力に働きかけるような番組作りをお願いしたい。 

 

○  ２月１８日(木)の「７年ごとの記録 ３５歳になりました 前編」(Ｅテレ 後

10:00～10:50)を見た。1992 年に７歳だった子どもたちを１４歳、２１歳、２８歳

と７年ごとに取材し、日常生活や将来の夢などを伝えてきた長期シリーズの第５弾

で、今回は３５歳になった出演者のいまを伝えていた。企画そのものがすばらしく、

日本各地の異なる環境で育った１０人に焦点を当てていたこともよい。１人の人物

を７年ごとに取材して生活や価値観の変遷を伝えており、とても興味深かった。１

人の人生を長年にわたって取材する番組はＮＨＫならではだと感じ、感心した。精

いっぱい生きる１０人にしっかりと向きあい、それぞれの人生をリアルに映し出し

ておりすばらしかった。後編の放送を楽しみにするとともに、彼らが４２歳になる

年に、同様の番組が制作されることを期待したい。 

 

○  ２月１７日(水)に再放送されたＢＳ１スペシャル「良心を束ねて河となす～医

師・中村哲 ７３年の軌跡～」(ＢＳ１ 後 6:00～7:39)を見た。中村さんの足跡を

とても丁寧に伝えていた。中村さんの生い立ちや仕事ぶりを知る関係者へのインタ

ビューから、中村さんの偉大さがよく理解できた。息子を亡くした悲しみを抱えな

がらアフガニスタンの人たちに尽くしたことなどが紹介されており、中村さんの人

生は日本人の誇りだと感じた。衛星波だけではなくさまざまな放送波でこのような

番組を放送してほしい。 

 

○  １月２４日(日)のとちラブ朗読劇「すっぴん」(ＦＭ 後 2:00～3:10 栃木県域)

を聴いた。和菓子の自動製造機開発に挑む夫婦の奮闘を描いた朗読劇で、脚本がす

ばらしかった。また、今回は公開収録であったが、スタジオで制作したのではと感

じるほどクリアな音質で、放送スタッフの技術力の高さも感じられる番組だった。

地域で頑張る人たちをニュース番組の中で取り上げることはよくあるが、今回のよ

うに娯楽の要素を加えた形で地域の文化を伝えることはとてもよいと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回の番組は栃木県向けに放送したが、後日インターネッ

トラジオ「らじる★らじる」にも展開し、全国の人々にお聴

きいただくことができた。 
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ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２１年１月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ放送センター

（ウェブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、「ＮＨＫ経営計画 2021－2023 年度」の概要についての説明があり議

事に入った。 

会議では、まず、さいたま放送局の取り組みと今後の予定について報告した。その後、

ＮＨＫニュース おはよう日本「国内最大級のポップカルチャー拠点がオープン！」、首

都圏ネットワーク「シリーズ 埼玉 アニめぐり」について説明があり、放送番組一般

も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   副委員長  小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

   委 員      泉田 佑子（書家） 

尾形 玲子（養蜂家、ひふみ養蜂園(株)代表取締役） 

片桐 幹雄（株式会社野沢温泉代表取締役社長） 

斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 弘子（アサヤ食品(株)代表取締役社長） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

仁衡 琢磨（ペンギンシステム(株)代表取締役社長） 

宮田麻一美（万座温泉日進舘女将） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫニュース おはよう日本「国内最大級のポップカルチャー拠点がオープン！」 

（総合 １１月７日(土)放送＜関東甲信越＞） 

首都圏ネットワーク「シリーズ 埼玉 アニめぐり」 

（総合 １１月１０日(火)～１３日(金)放送＜東京・埼玉・千葉・神奈川＞） 

について＞ 
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○  埼玉県がアニメを観光の柱にしていることなど、初めて知る情報が数多く紹介さ

れており興味深い内容だった。ＮＨＫニュース おはよう日本「国内最大級のポッ

プカルチャー拠点がオープン！」では埼玉県所沢市に開館したミュージアムが紹介

されていたが、これまでにない展示の方法を取り入れていることに興味を引かれた。

アニメにあまり詳しくない人にも分かりやすく情報を伝える工夫がされておりと

てもよかった。 

  首都圏ネットワーク「シリーズ 埼玉 アニめぐり」は、埼玉県のアニメ観光大使

のキャラクターと地域の魅力を伝えていた。趣向が凝らされた内容で興味深いシ

リーズだった。アニメや漫画の舞台となった地域が“聖地”となることで、観光に

資する人工物を造らなくとも県外から人を呼び込むことができる。このような取り

組みが持続可能な観光モデルになりうることは新しい発見だった。人と付き合うこ

とが苦手だった人たちが生き生きと活躍できる場を創造できる可能性があるとい

う紹介もすばらしかった。他者への理解や共感が求められる時代において、サブカ

ルチャーが持つ力にしっかりと向き合ったことを評価したい。 

 

○  「国内最大級のポップカルチャー拠点がオープン！」は巨大な石造りの建物の映

像から中継が始まったが、インパクトがあり興味を引かれた。ミュージアム内部の

斬新な展示の方法も興味深かった。朝の時間帯にふさわしく、実際に行ってみたく

なるような情報が紹介されておりとてもよかった。 

  「シリーズ 埼玉 アニめぐり」は、アニメで地域を盛り上げようと埼玉県が県

を挙げて取り組みを行っていることを分かりやすく伝えていた。観光大使のアニメ

キャラクターが埼玉県の魅力を紹介していたこともとてもよかった。アニメの舞台

になった地域に観光客が訪れることで経済が活性化し、地域の人たちとの交流も生

まれていることはすばらしい。一方で、観光客が増えることで、地域の人たちにとっ

てマイナスの面が生じてはいないのかと少し気になった。アニメが地域の経済にも

たらす力は実感しているので、今後もあらゆる地域で盛り上がっていくことを期待

している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  “アニメの聖地”として紹介した久喜市の地域は住宅街だ

ということもあり、当初は住民たちから戸惑う声もあったよ

うだ。地元の商工会が相談窓口を設けるなどの取り組みを

行った結果、現在では地域の人たちとファンの間でより良好

な関係が築けるようになったと聞いている。 

 

○  「国内最大級のポップカルチャー拠点がオープン！」は初めて知る情報が数多く
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紹介されておりとてもよかった。規則性のないランダムな展示方法や、本棚に映し

出されるプロジェクションマッピングが興味深く、実際に行ってみたくなった。既

成概念にとらわれない新しい世界を見た思いがしたので、若い世代にぜひ体験して

ほしいと感じた。 

  「シリーズ 埼玉 アニめぐり」は各回が短時間の放送だったにも関わらず、興味

深い内容をうまくまとめて伝えていた。アニメに詳しくない人でも関心が持てる構

成になっていた。現実にある地域や景色がアニメで描かれることで町おこしにつな

がることに気づかされた。人と付き合うことが苦手だった男性が、地域の菓子店の

店主と親しくなったことをきっかけに出会いが広がり、地域のＦＭ番組のＤＪに

なったことが紹介されていた。興味があるものをきっかけにして他者とつながるこ

とで、自身の世界が広がっていくことが分かりやすく伝わってきた。 

 

○  「国内最大級のポップカルチャー拠点がオープン！」では特徴的な外観のミュー

ジアムが紹介されていたが、映像にインパクトがありとても興味深かった。朝の時

間帯に心が弾む内容で、実際に行ってみたいと感じた。「ごちゃまぜ」をコンセプ

トにさまざまな展示がなされていたが、本に焦点を当てていたことがよかった。計

算された本の配置や、本棚にプロジェクションマッピングを映し出す「本棚劇場」

に驚かされた。短い放送時間の中で多くの情報を伝えておりすばらしい企画だった。 

  「シリーズ 埼玉 アニめぐり」は４日間にわたる放送だったが、一連の企画であ

ることが視聴者にも分かりやすく表現されていた。アニメが観光の柱になっている

ことをしっかりと伝えていたことも評価したい。埼玉県の各地域が舞台になってい

るアニメと、そのアニメにまつわるエピソードを紹介する構成が分かりやすかった。

埼玉県の大野元裕知事がアニメファンであるという紹介もよかった。“聖地巡礼”

をするファンが「自分がアニメの中にいるような感覚がとても好き」と言っていた

が、アニメのシーンと実際の景色を対比して伝えたことで日本のアニメの質の高さ

がよく伝わってきた。アニメが地域を盛り上げる原動力になることを、具体例を交

えて伝えたことで、短時間ながらも満足感のある企画になっていた。２人のアナ

ウンサーと観光大使のキャラクターのやりとりはややぎこちない面もあったが、ほ

ほえましくて好感を持った。一方で、キャラクターの声と口の動きが合っていない

部分があり違和感を覚えた。また、観光大使のキャラクターが 2,000 年の眠りから

目覚めたという設定にどのような背景があるのかについて触れたほうがよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ２人のアナウンサーとキャラクターのやりとりについてだ

が、アニメにあまり詳しくない２人が毎日地域と関連したア

ニメを紹介することで、自然と理解が深まっていく様子が伝
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わるのではないかと考えた。観光大使のキャラクターの声と

口の動きが合っていなかったことは技術的な問題で、徐々に

改善を図った。今回得た知見は今後に生かしていきたい。 

 

○  「国内最大級のポップカルチャー拠点がオープン！」は文化複合施設が全面オー

プンしてから約１週間後のタイミングでタイムリーに取り上げたことがとてもよ

かった。一方で、ポップカルチャーの拠点を紹介するにしては、映像が「本棚劇場」

に集中し過ぎていると感じた。また、“アニメの聖地”をテーマに、「首都圏ネット

ワーク」など別の番組でも一連の企画を放送していたので、さまざまな話題を紹介

したほうが企画全体のつながりやバランスがよかったと思う。“アニメの聖地”は

今回紹介されていた地域以外にも複数あるので、引き続きこの話題を番組で取り上

げてほしい。埼玉県の地域性や魅力を伝えるうえでも意義のあることであり、今後

の取り組みに期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  アニメの話題については「首都圏ネットワーク」でも取り

上げる予定であったこともあり、「おはよう日本」の中継では

さまざまな本棚を中心に紹介することとした。頂いた指摘に

ついては今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  どちらの企画も大変興味深かった。日本のアニメは世界中でかなりの人気を博し

ており、誰でも知っているようなアニメから、かなりマニアックなアニメまで海外

のファンは認知している。世界で愛されるアニメの文化は日本の誇りであると考え

ているので、埼玉県の取り組みはとてもすばらしいと感じた。現在は新型コロナウ

イルス感染拡大の影響で、外国人観光客が日本を訪れるような状況ではないが、感

染の拡大が収束した際には今回紹介された文化複合施設が日本を代表する観光名

所になりうるのではないか。アニメや漫画に詳しくない人に理解を深めてもらう意

味でも意義深い企画だった。 

 

○  「国内最大級のポップカルチャー拠点がオープン！」は斬新な外観のミュージア

ムの映像から中継が始まったことで一気に興味が湧いたので、とてもよい導入だっ

たと思う。建物内でどのような展示がなされているのか、とても気になった。これ

までにない展示の方法が紹介されるなど、ミュージアムの魅力が伝わる構成で実際

に現地を訪れたくなる中継だった。 

  「シリーズ 埼玉 アニめぐり」は、アニメを観光の柱にして地域の魅力を発信

するという取り組みがとても興味深かった。海外では何十年も前から日本のアニメ
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が放送されており、アニメは日本が誇る文化であると考えている。日本のアニメを

見てサッカーを始めた子どもたちが、今では世界のトッププレーヤーになっている

例もあり、アニメの影響力は目を見張るものがある。アニメをきっかけにして地域

への愛着が芽生えた人もいるとのことだが、アニメとともに地域を盛り上げること

はとてもよいと思う。若い世代が地域に関心を持つきっかけにもなるので、意義の

ある紹介だった。 

 

○  「国内最大級のポップカルチャー拠点がオープン！」は「ごちゃまぜ」をコンセ

プトにした展示に胸が躍り、実際に訪れてみたいと思わせる中継だった。「ブック

ストリート」の話題では、ゆっくり時間をかけて１冊の本に出会うという紹介が

あったが、何でもインターネットで検索できる便利な時代だからこそ価値があるの

だろうと感じた。一方で、カメラワークに安定感がなく、見づらい部分があり残念

だった。 

  「シリーズ 埼玉 アニめぐり」では、自治体がアニメを観光の柱にして地域を

盛り上げている様子を伝えていた。“アニメの聖地”を訪れたいというファンの思

いやファン同士のつながりなど、埼玉県がアニメで盛り上がっていることを再認識

させてくれる内容だった。４日連続で放送したこともとてもよかった。実際の風景

とアニメを対比して伝えていたことで、ファンがアニメのモデルになった地域を訪

れたいと思う気持ちが理解できた。一方で、大野知事が有名なサッカー漫画のアラ

ビア語監修に関わった背景について伝えてほしかった。また、アニメ観光大使の

キャラクターの設定についても触れたほうがよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  カメラワークについては、やや急いでしまった部分があっ

たかもしれない。頂いた意見は制作現場とも共有し、今後の

番組制作に生かしていきたい。 

 

○  「国内最大級のポップカルチャー拠点がオープン！」は中継の冒頭、ミュージア

ムの全景からリポーターにズームアップする演出があったが、建物の大きさがよく

伝わってきてよかった。「ごちゃまぜ」の展示を伝える際のテロップのフォントに

も工夫が感じられた。「本棚劇場」を紹介していたが、棚の上部に置かれている本

が、実際に読めるものなのかと疑問に感じたので、ひと言触れられているとなおよ

かった。 

  「シリーズ 埼玉 アニめぐり」は全体を通して構成がすばらしかった。初回で

総論を伝え、翌日以降は久喜市、秩父市、川越市の魅力を日ごとに紹介していたの

でとても分かりやすかった。アニメで人生が変わったという男性など、アニメ
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ファンそれぞれの個性がしっかりと描かれていた。また、小窓に映し出されていた

アナウンサーの表情がとても豊かだった。視聴者を代表してこの企画に関心を寄せ

ているように感じられ、効果的な演出だった。一方で、川越市を取り上げた回で紹

介されていた女性の名前の漢字が難読であったため、ふりがなを付けるなどの工夫

をしてほしかった。 

 

○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」と「首都圏ネットワーク」が連動し、一連の

シリーズでアニメの企画を扱った手法がとてもよいと感じた。一つのテーマについ

て伝える際のよいモデルケースになったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  本棚に関する指摘についてだが、ひと言コメントを入れて

もよかったかもしれない。今回頂いた意見は今後の番組制作

の参考にさせていただく。今後もアニメや大河ドラマ「青天

を衝（つ）け」の話題を伝えることで地域を盛り上げていき

たい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月８日(金)の金よう夜きらっと新潟「にいがタグっとスペシャル～進化する地

域の魅力～」を見た。リポーターが新潟県のさまざまな魅力を体感して伝える「新

潟ニュース６１０」の人気コーナー「にいがタグっと」の特別編で、すばらしい内

容だった。キャスターが和装で出演しており、新春らしい華やかな演出がとてもよ

かった。一方で、和装には相手への礼儀を尽くすという意味があるが、出演者の着

付けの乱れや所作が気になった。ふだん着物を着る機会は少なくやむをえない面も

あると思うが、周りがもう少しフォローできるとよかったと思う。山菜を切る場面

で包丁をのこぎりのように押し引きしていたことにやや違和感を覚えた。また、他

県で製造された包丁を使っていたが、新潟県の魅力を伝える番組であり、県内製の

包丁を使う配慮がほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 着付けの乱れなど気配りが不足していたのではないかとい

う指摘については今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  １月８日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「首都圏に緊急事態宣言 私たちの生活

は？医療は？」(総合 後 7:30～8:42)を見た。１都３県に緊急事態宣言が発出され
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た翌日に放送時間を拡大して伝えていた。時宜を得たテーマをうまくまとめて伝え

ており、すばらしい番組だった。 

 

○  １月８日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「首都圏に緊急事態宣言 私たちの生活

は？医療は？」を見た。時宜を得た内容で説得力がありとてもよかった。１都３県

の知事の生出演や、テレワークの取り組みなどの紹介もよかったが、医療現場が危

機的な状況にあることが緊迫感とともにしっかりと伝わってきたことを特に評価

したい。医療現場で働く医師や看護師のことばが重く胸に響いた。ショッキングな

映像もあったが、医療現場の現実を伝えるために不可欠だったと思う。別の番組の

中でもこの映像の一部が使われていたが、とても説得力があった。今後もこのよう

な取り組みを続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「首都圏情報 ネタドリ！」は１都３県に緊急事態宣言が

発出されたことを受けて、急きょ企画した番組だ。今後も時

宜を得たテーマを取り上げていきたい。指摘のように、一部

の映像は朝のニュース番組などでも放送し、医療現場の窮状

を伝えた。首都圏の生活情報については総合テレビの逆Ｌ字

放送で伝えているが、情報をまとめて伝えることも重要であ

ると考えている。頂いた意見を参考に、今後もさまざまな取

り組みを続けていきたい。 

 

○  １月１３日(水)の「Ｎｅｗｓかいドキ」を見た。「ワインと花火 異業種の若者

の挑戦」と題して、地域を盛り上げようと奮闘する２人の男性の取り組みを紹介し

ていた。継続的に丁寧な取材がなされており、新型コロナウイルスの感染拡大下で

の取り組みという観点からもすばらしい内容だったと思う。地域の産業に勇気を与

える企画で、今後にも期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「Ｎｅｗｓかいドキ」では「インタビュー コロナに負け

ない」という企画など、新型コロナウイルスの感染拡大によ

る影響や課題を取材して伝えている。厳しい状況の中でも前

を向いて進んでいくという視点を大切にし、山梨県内のさま

ざまな取り組みを紹介している。頂いた意見を踏まえ、今後

も県内の動きをしっかりと伝えていきたい。 
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○  「とちぎ６３０」を見ている。番組内で「ＣＡＴＶわがまちだより」というコー

ナーがあり、地域のケーブルテレビ局が作った番組を紹介している。ＣＡＴＶと連

携することで、ＮＨＫだけではなかなか伝えきれない地域の魅力を紹介することが

できるので意義深い。ＣＡＴＶと日頃から連携することは災害報道などにも役立つ

と考えられるので、今後の取り組みにも期待したい。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル「２０３０ 未来への分岐点（１）暴走する温

暖化“脱炭素”への挑戦」を見た。人類の未来を左右すると言われる地球温暖化の

問題について、各国の動きや日本の現状を分かりやすく伝える意義のある番組だっ

た。新型コロナウイルスに関する情報に翻弄される中でも、地球温暖化は忘れては

ならない重要な問題であり、今回取り上げたことを評価したい。未来の地球の様子

をシミュレーションして映像で伝えており、この問題を放置すると深刻な未来が待

ち受けていることが現実感をもって伝わってきた。今後１０年間の取り組みが地球

の未来を左右すると言われているなか、多くの人たちに見てもらいたいと思える内

容だった。番組で使われていた音楽も、この問題がいかに深刻であるのかをうまく

表現していた。番組で紹介されていた「悪い行いをする者が世界を滅ぼすのではな

い。それを見ていながら何もしない者たちが滅ぼすのだ」というアインシュタイン

のことばが印象に残った。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル「２０３０ 未来への分岐点（１）暴走する温

暖化“脱炭素”への挑戦」を見た。未来の地球の姿をシミュレーションしたうえで

映像化しており、具体的なイメージを分かりやすく伝えていたことがすばらしい。

一方で、あまりに現実感のある映像だったので、現実なのかシミュレーションなの

か分からなくなる場面がありやや戸惑った。途中から番組を見る人もいるので、シ

ミュレーションの場面ではその旨がテロップで表示されているとなおよかった。さ

まざまな演出を用いて若い世代にもメッセージが伝わる工夫がされていたことを

評価したい。今後のシリーズにも期待している。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル「２０３０ 未来への分岐点（１）暴走する温

暖化“脱炭素”への挑戦」を見た。「悪い行いをする者が世界を滅ぼすのではない。

それを見ていながら何もしない者たちが滅ぼすのだ」というアインシュタインのこ

とばが紹介されていたが、世界各国や日本の現状を知るという意味において、ＮＨ

Ｋが果たすべき役割がとても大きいことを強く感じた。さまざまな手法を使って重

要な事実を視聴者に分かりやすく伝えており、公共放送ならではの価値ある番組

だった。脱炭素社会に向けて日本の具体的な取り組みが十分になされているとはい

えないところに、問題の深刻さを感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫはこの１月からＳＤＧｓキャンペーン「未来へ１７

アクション」という取り組みをスタートさせたが、その幕開

けとして位置づけた番組だ。実写、ＣＧ映像、そしてドラマ

などさまざまな要素を盛り込むことで、地球温暖化を身近な

問題として捉えてもらうことを意識した。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル「２０３０ 未来への分岐点（１）暴走する温

暖化“脱炭素”への挑戦」を見た。よく練られた内容ですばらしかった。地球温暖

化などグローバルな課題は、個人はもちろんだが国や企業、団体などが危機感を

持って行動することが重要だ。ＳＤＧｓなどの理念は世の中に浸透してきたが、こ

とばだけではなく、私たちの行動が問われる時代になったことを実感した。このシ

リーズが社会全体を動かすきっかけになることを期待したい。また、ＮＨＫはＳＤ

Ｇｓキャンペーン「未来へ１７アクション」の取り組みを始めるとのことだが、こ

のほかにも「ＮＨＫクリエイティブ・ライブラリー」などさまざまな試みをしてい

る。持続可能な社会を実現するための一助となるような多角的な取り組みがすばら

しいと感じている。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル「２０３０ 未来への分岐点（１）暴走する温

暖化“脱炭素”への挑戦」を見た。重要な地球環境の問題に焦点を当てており、今

後も目が離せないシリーズだ。次回以降も期待したい。 

 

○  １２月２７日(日)の「中村哲の声が聞こえる」(総合 前 10:05～10:53)と１２月

２８日(月)のＢＳ１スペシャル「良心を束ねて河となす～医師・中村哲 ７３年の

軌跡～」(ＢＳ１ 後 9:00～9:50、10:00～10:49)を見た。中村さんの思いがしっか

りと伝わってくるすばらしい番組だった。中村さんへの感謝が今でもアフガニス

タンの人々の心に生き続けていることに、中村さんの功績と偉大さを改めて感じた。 

 

○  １２月２９日(火)の歴史発掘ミステリー 京都 千年蔵「大原 勝林院」(総合 

後 9:00～9:59)を見た。2020 年８月にＢＳプレミアムで放送された同名の番組をも

とにしていたが、内容が大きく改善されていたことを評価したい。 

 

○  １２月３１日(木)の第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦「今こそ歌おう みんなでエー

ル」を見た。2020 年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受け、中でも

飲食業や観光業、そしてエンターテインメント業界が厳しい状況に立たされた。苦
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しかった１年間に思いを巡らせながら見たが、明るい未来を信じて頑張ろうという

前向きな気持ちにさせてくれる内容ですばらしかった。毎年楽しみにしている視聴

者のため、そしてアーティストたちの夢のステージという意味でも、歴史ある「Ｎ

ＨＫ紅白歌合戦」を今後も続けていってほしい。 

 

○  １月１１日(月)の逆転人生 選「ヤマユリ咲き誇るゴミ処理場」(総合 後 10:30

～11:15)を見た。環境問題について深く考えさせられる内容で感動した。いわゆる

“ダイオキシン問題”に翻弄された産業廃棄物処理会社の社長である女性が、強い

信念を持って環境問題に取り組み、地域住民との関係も改善させていったことを紹

介していた。今では自然と共存する処理場に生まれ変わったとのことで、このよう

な事例に焦点を当てたことがすばらしい。問題を解決するためにはさまざまな発想

が必要だということが伝わる番組だった。今後も未来を担う子どもたちや若い世代

がみずから考えるきっかけになるような番組を制作していってほしい。 

 

○  １月１日(金)のまるごと見せます！世界の教育コンテンツ～日本賞２０２０～

「幼児・児童向け部門 トビーのステキな映像旅行」(Ｅテレ 後 1:00～1:55)を見

た。「トビートラベル」という仮想の旅行会社が、世界のこども番組を紹介すると

いう構成だったが、やや冗長に感じた。子どもたちの理解力をもっと信頼し、テン

ポのよい作りにしたほうがよかったのではないか。取り上げられた番組を制作した

国について知らない子どもたちもいるので、それぞれの国の概要を説明していたこ

とはとてもよかった。一方で、フランスのことを「世界中から愛されるあこがれの

国」というナレーションで紹介していたが、価値観の押しつけにつながりかねず避

けるべきだったのではないか。子ども向けの番組では特に配慮をしてほしい。今回

の表現からは、世界中から愛されない国もあるのかという疑念が生まれかねない。

ヨーロッパ中心主義的な考え方は時代にそぐわず、各国間で優劣をつけることは教

育上好ましくない。「日本賞」の取り組みはすばらしいので、それを損ねることの

ないよう、十分注意してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  世界の教育コンテンツのコンクールである「日本賞」は多

様性がコンセプトの一つになっている。頂いた指摘は受け止

め、番組の制作に際しては視聴者に誤解を与えることのない

よう十分配慮していきたい。 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１２月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ放送センター

（ウェブ開催）において、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、横浜放送局の取り組みと今後の予定について報告した。その後、小

さな旅「工場夜景 誇り輝く～川崎～」について説明があり、放送番組一般も含めて活

発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      原  拓男（千曲錦酒造(株)相談役） 

   副委員長  奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   委 員      泉田 佑子（書家） 

小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

     斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 弘子（アサヤ食品(株)代表取締役社長） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

      仁衡 琢磨（ペンギンシステム(株)代表取締役社長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜小さな旅「工場夜景 誇り輝く～川崎～」（総合 １１月２９日(日)放送） 

について＞ 

 

○  「小さな旅」は地域に住む人々の営みをノスタルジックに描く趣深い番組だ。自然

豊かな地域を扱うことが多いが、今回は川崎の工場夜景をテーマにしていたので、「小

さな旅」としてはやや異質だと感じた。地域の人々の暮らしぶりや心意気などがさま

ざまな角度から丁寧に描かれており、川崎の工場地帯の日常がよく伝わってきた。一

方で、番組の冒頭で旅人のアナウンサーが屋形船を見つけて声をかけるシーンはやや

予定調和であるように感じた。「小さな旅」は地域を訪れた旅人が地元の人たちと交

流することで生まれる何気ない物語が魅力であると思う。工場夜景の映像が早回しで

紹介されていたが、もう少しゆったりと情感を込めて描いてほしかった。早回しで紹
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介した意図があれば知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「小さな旅」は地域の人たちとの何気ない出会いを紡いだ

番組であるというのは指摘のとおりだ。また、今回は人工物

ならではのきらめきや美しさを最大限伝えたいと考え、工場

夜景の映像を早回しで紹介した。番組のテンポからすると違

和感があったかも知れないが、さまざまな世代の視聴者に工

場夜景の魅力を伝えたいと考え、今回の演出とした。 

 

○  川崎の工場夜景をテーマにしており、興味深く見た。期待したとおり、心が安ら

ぐ番組だった。屋形船で工場夜景のガイドをする女性、プラント工場で働く男性、

そして地元で食堂を営む家族の取材を通して、川崎の工場地帯で働く人々の誇りや

営みを丁寧に描いていた。川崎周辺の京浜工業地帯は高度経済成長の象徴のような

地域で、過去には大気汚染による公害問題があったものの、現在は環境に配慮した

町になったことなど、時代とともに歩んできた川崎の変遷がよく理解できた。安全

を第一にして歴史を重ねてきた日本の製造業の一端をかいま見ることができた。番

組の後半、ガイドの女性が頻繁に立ち寄る場所から撮影した夕暮れの風景はとても

美しく、秀逸なナレーションも相まって印象深い内容だった。 

 

○  工場というと私は公害などのイメージが真っ先に思い浮かぶが、工場夜景を楽し

む屋形船のツアーがあることに驚かされた。「小さな旅」は地域の人たちの暮らし

を知ることができるので、好きな番組の一つだ。今回もさまざまなエピソードを知

ることができてすばらしかった。高度経済成長期から川崎を支えてきた人たちの営

みがよく伝わってきた。川崎の工場とその周辺で働く人たちを軸に構成していたこ

とで親近感が湧き、心に響く内容になっていた。たそがれ時の川崎の風景や工場夜

景の映像がとても美しかった。ナレーションがよく練られていたうえ、想像力をか

き立てられる音楽もとてもよかった。食堂を営む家族の母親の立ち居ふるまいや手

際のよい仕事ぶりから、工場で働く人たちを長年支えてきたことが伝わってきた。

使用済みのプラスチックから、水素と炭素ガスを作り出すという世界唯一のプラン

トの紹介があったが、このテーマについては改めてニュースの企画や番組でも詳し

く伝えてほしい。 

 

○  全体的にとてもよい番組だった。屋形船のガイドの女性のエピソードでは、亡く

なった夫が働いていたプラントを、誇りを持って案内していることがさりげなく表

現されておりすばらしかった。「五感を使って見てください」という女性のことば
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が印象に残った。工場自体は無機的なものだが、人が働いている工場夜景の魅力を

ガイドが伝えることで、あたかも工場に命が宿っているように見えることがうまく

表現されていた。長年プラント工場に勤め、職場の安全を守る男性が働く様子が紹

介されていたことも、工場をより身近なものに感じさせていたと思う。食堂を営む

家族は魅力的だったが、淡々と仕事をしていた長男のコメントが盛り込まれている

となおよかった。たそがれ時の工場の映像がとても美しかった。「小さな旅」のテー

マ音楽は日本の原風景を想起させるような曲だが、今回のように人工物を扱った内

容とあわせて聞くと新鮮で興味深かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  限られた放送時間の中で、食堂を切り盛りする母親の魅力

を最大限伝えたいと考え、長男のコメントは割愛した。「小さ

な旅」はその地域で世代を超えて受け継がれている大事なも

のを伝えることが大きなテーマだ。指摘は今後の番組制作に

生かしていきたい。 

 

○  工場夜景を案内する屋形船のガイドが取り上げられていた。以前、屋形船で新型

コロナウイルスの集団感染が発生したことがあったが、感染対策が十分にとられて

いることがよく伝わってきた。番組を見て集団感染を思い出した人がいたかも知れ

ないが、かえって安全であることを印象づける演出になっており、意味のある紹介

だったと思う。工場夜景のツアーは人気があるので、ツアー参加者のインタビュー

があるとより魅力を伝えることができたのではないか。また、日が昇ってから夜景

に変わるまでを定点カメラで撮影し、早送りで紹介したほうが工場夜景の魅力がよ

り際立ったと思う。かつてはオレンジ色だったプラントのランプが、ＬＥＤの登場

で白色に変わったという紹介があったが、映像では緑色が多かったように感じ、疑

問が残った。工場とともに生きる地域の人たちの物語はどれも興味深かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  一日を通して定点カメラで撮影した映像を使用することも

検討したが、風景だけではなく地域に暮らす人々の魅力を伝

えることも重要なテーマであり、全体のバランスを勘案して

夜景のみの紹介とした。工場のランプの色については白色が

多かったと認識しているが、ガイドの女性の活動を伝える

シーンなど緑色が印象に残る場面もあった。頂いた意見は今

後の参考にしたい。 
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○  大野雄二さんのテーマ曲がとてもすばらしくて感動した。番組中の音楽もとても

よかった。「小さな旅」は農村の風景を紹介することが多いが、工場夜景をテーマ

にしたことも新鮮味があってよかった。屋形船を使った工場夜景のツアーがあるこ

とを初めて知り、興味をひかれた。亡き夫を思いながら川崎の工場夜景をガイドす

る女性の魅力的な人柄がよく伝わってきた。食堂を営む母親の雰囲気がよく表現さ

れていたし、父親の笑顔も印象的だった。一方で、バイクと工場夜景を撮影する人

たちを取り上げていたが、工場夜景そのものを楽しむグループを紹介したほうがよ

りよかったと思う。工場をテーマにしていたので、環境問題が気になった視聴者も

いたことと思う。工場で何を製造し、それがどのように人々の生活に役立っている

のかについて、もう少し詳しい紹介があるとなおよかった。有害ガスを燃やして無

害化しているというナレーションがあったが、もう少し詳しい説明があると、公害

問題を克服してきた地域であることがより伝わっただろう。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「小さな旅」は地域に住む人々の営みを紹介する番組なの

で、工場が環境に配慮しているという情報をどこまで詳しく

伝えるべきかは熟慮した。川崎にはかつて公害問題があり、

それを克服してきた地域であり、環境問題についても触れる

こととしたが、全体のバランスを考えて掘り下げることはし

なかった。川崎は環境に配慮した地域であるという点につい

ては、別の企画で紹介したいと考えている。 

 

○  工場地帯の海で釣りをしている人、遊んでいる子どもたち、通勤ラッシュで仕事

に向かう人など、印象的かつ象徴的な映像を背景に、川崎という地域を説明する

シーンで番組が始まった。続けて屋形船のエピソードを紹介したことも流れが感じ

られてとてもよかった。「小さな旅」ということで、美しい映像ばかりが紹介され

るのかと思っていたが、よい意味で裏切られた部分もあった。公害問題を経験し、

それを克服してきた川崎の変遷とともに、工場地帯に暮らす地域の人たちの営みを

丁寧に取材して描いていた。工場夜景ツアーのガイドをする女性のさまざまな思い

がとてもよく伝わり、川崎の歴史を語り部として伝える姿が印象深かった。地域の

食堂を紹介した場面では、食事をしてこれから仕事に向かう人と、仕事が終わって

ビールを飲む人が同時に映し出されており、これこそが川崎の風景だと感じた。た

そがれ時の美しい映像とともに、ガイドの女性が思いを語るエンディングがすばら

しかった。一方で、バイクと工場夜景の映像が短く取り上げられていたことに疑問

が残った。位置づけがあいまいだったので、もう少し詳しく紹介したほうがよかっ

た。 
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○  大野雄二さんのノスタルジックなテーマ音楽はすばらしく、あっという間に番組

に引き込まれた。日本の経済成長に大きな役割を果たした京浜工業地帯の説明が

あった点もよかった。有毒物質を無害化する世界唯一のプラントや、工場の明かり

がＬＥＤになったことなど、川崎が環境に配慮した町になっていることがしっかり

と伝わってきた。屋形船での工場夜景ツアーの参加者は若い男女が多く、驚かされ

た。若い世代が工場夜景に興味を持った背景について伝えてほしかった。食堂を営

む家族には親しみが感じられてよかった。全体を通して良質なすばらしい番組だっ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「小さな旅」は現場で撮影したものがすべてという番組だ

が、川崎に住む人々の営みを多くの視聴者に届けることができ

たと考えている。頂いた意見は今後の番組制作に生かしていき

たい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  現在、新潟県は大雪の影響で多くの車が立ち往生するなどかなりの被害が出てい

る。新潟放送局は逆Ｌ字で大雪関連情報を伝え、２次元コードも表示して新潟放送

局のホームページを案内している。立ち往生しているドライバーたちの中にはこの

ような情報で安心した人がいたのではないか。一方で、ホームページの表示がやや

見づらいと感じたので、もう少し工夫してほしい。また、立ち往生した車の中での

注意点や、励ましのことばをトップページで表示するとよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ホームページのレイアウトについて、速やかに反映するこ

とは難しいが、いただいた意見は今後に生かしていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新潟放送局はＳＮＳで立ち往生しているドライバーに向け

た情報サイトの案内を発信している。首都圏局や「ＮＨＫ生活

・防災」のアカウントでも同様の発信をし、丁寧に情報を届け

ていきたい。 

 



6 

○  １１月２６日(木)の「新潟ニュース６１０」を見た。文部科学省が進める「ＧＩ

ＧＡスクール構想」について取り上げていた。新型コロナウイルス感染拡大の影響

もあり、今後は子どもたちの創造性を育むためにタブレット端末などを用いた学校

教育が急速に進むと考えられる。重要なテーマであり、継続的に伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＧＩＧＡスクール構想」については、継続的に取材をし

て伝えていきたい。 

 

○  １２月１日（火）の「いば６」を見た。宇都宮放送局の「とちぎ６３０」とコラ

ボレーションをしており、茨城の笠間焼と栃木の益子焼を「かさましこ」として取

り上げていた。北関東の各放送局が連携した企画でとてもよく、今後も継続してほ

しい。「いば６」では大河ドラマ「青天を衝（つ）け」に関連したシリーズ企画を

放送している。水戸もドラマの舞台になるので、茨城県民が「青天を衝（つ）け」

を見ようというモチベーションを高めてくれる、すばらしい企画だ。一方で、アナ

ウンサーが俳優にインタビューする際、メモ代わりにスマートフォンを使っており、

視線を落とす様子が気になってしまった。また、「剪定」ということばをを「せん

てい」と表記していたが、漢字にルビを振って表記したほうが日本語文化を守る上

でも望ましかったのではないか。 

 

○  １２月４日(金)の新潟ニュース６１０×金よう夜きらっと新潟「古町・万代スペ

シャル 第１部・第２部」(総合 後 5:20～6:00、6:45～7:00、7:30～7:57 新潟県

域)を見た。今年度の新潟放送局は番組の枠を超えた企画を数多く放送しており、

楽しんでいる。番組制作者の前向きな姿勢を感じることができてとてもよい。新潟

駅周辺が今後どのように発展していくのかについて、新潟県民の関心はとても高い。

「新潟大進化」と題してこのテーマに特化し、ＳＮＳで意見募集をするなど、さま

ざまな角度から情報を伝えておりすばらしい内容だった。一方で、ゲストは新潟市

長など立場のある人ばかりだったので、学生など今後の新潟県を背負う人たちの意

見も盛り込んでほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＳＮＳなども活用し、多くの視聴者に参加してもらうこと

を目指した。新型コロナウイルス感染拡大下ということもあ

り、ゲストの人数は絞らざるをえなかった。また、ＳＮＳで

届いた県民の意見や質問について新潟市長に尋ねたいと考え、

番組に出演していただいた。ＳＮＳ上での議論も盛り上がり、
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注目を集めることができた。 

 

○  「とちぎ６３０」の中で毎週木曜日に放送されている「なくそう栃木の詐欺被害

～次はあなたが狙われる～」を見ている。多くの人がテレビを見ている時間帯に栃

木県内で起こったさまざまな事例を伝えている点がよい。冒頭でアナウンサーが概

要を伝えるという構成も分かりやすく、訴求力のあるコーナーだ。１２月１７日

（木）は「おかあさんという呼びかけに注意しましょう」という内容で、８０代の

女性が「おかあさん」と電話をかけてきた次男の代理人と名乗る人物に現金や

キャッシュカードを渡してしまったという内容だった。栃木県は特殊詐欺の被害が

全国平均よりやや多いので、詐欺に関する情報を伝え続けることは意義深いと感じ

ている。年配の視聴者に向けてテロップが見やすくなっていた点もよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「なくそう栃木の詐欺被害～次はあなたが狙われる～」は

栃木県警と連携して情報を伝えている。栃木県で起こった詐

欺被害の実例をもとに、自分の事としてこの問題を捉えても

らえるよう工夫している。詐欺被害を撲滅することは難しい

が、少しでも被害を減らしたいという思いで取り組んでいる。 

 

○  １２月１１日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「２０２０年冬 コロナ社会の“外

側”で」を見た。新型コロナウイルスの感染拡大によって、人々の暮らしにリモー

トワークや宅配サービスが浸透する中、屋外で働き、人々の生活維持にかかせない

職業に就いている「エッセンシャルワーカー」に焦点を当てていた。ごみの清掃員

や料理を運ぶ配達員などの仕事によって私たちの生活が支えられていることを改

めて考えさせられる内容ですばらしかった。具体的な数字や事例を挙げてそれぞれ

の仕事の工夫や苦労している点などを紹介しており、とても分かりやすかった。料

理の配達員のことばからは、現場の苦労や率直な思いがよく伝わってきた。ゲスト

で和光大学の竹信三恵子教授が「陰で支えてくれている人たちの仕事を私たちは当

たり前のように思って軽視しがちである」という趣旨の発言をしていたが、確かに

そのような風潮があると感じた。ＮＨＫは一つのテーマを決めて、さまざまな番組

で多角的に取り上げるという取り組みをしているが、そうすることで多くの人の目

に触れることになるのでとてもよいと思う。 

 

○  １２月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「新型コロナ“第３波” 危機は乗り切れ

るのか」を見た。夏の“第２波”と比較して感染者数がかなり多く、大変な状況だ。

毎日のニュースでもさまざまな情報が伝えられているが、これまでの経緯や最新情
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報についてデータを根拠にまとめて伝えており、説得力があった。政府がしっかり

とリーダーシップを取って感染拡大を防ぐことが重要で、「ＧｏＴｏトラベル」事

業を見直すきっかけになるような内容だった。一方で、経済のことを考慮すると事

業の見直しによって生活が立ちゆかなくなる人も出てくると思われるので、とても

難しい状況だ。新型コロナウイルスについて正しい情報を伝え、一人一人がこの問

題を考えるきっかけになる番組だった。自治体、医療機関、高齢者施設などの間で

情報共有や連携が必要であるものの、現状はうまくいっていないという解説もあっ

た。番組を通して、人と会うことによって感染が広がってしまうということが本質

的に理解できた。武田真一アナウンサーが帰省についてみずからの経験を話してい

たことによって、この問題をより身近なものとして捉えた視聴者も多かったのでは

ないか。新型コロナウイルスとの闘いという正解の見えない未知の脅威について、

今後もあふれる情報を整理するような番組を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  看護師などの医療従事者は日常生活もままならない中働い

ているが、番組の前半では、いま最前線で起きていることを

しっかりと伝えた。新型コロナウイルスの影響が長引いてい

ることで、人々の緊張感がやや緩んでいるという現状がある

ので、新たな視点も交えながら問題の本質や感染拡大を防ぐ

方策を伝え、注意喚起した。「ＮＨＫスペシャル」では、新型

コロナウイルスについて多角的に取り上げているが、イン

ターネット上などでもさまざまな情報があふれているので、

引き続きさまざまな番組で情報を整理して伝えていきたい。 

 

○  １２月７日(月)の逆転人生「史上最大の番狂わせ 逆転トライ生んだ立役者」を

見た。園田学園女子大学の荒木香織教授を取り上げていた。アメリカでスポーツ心

理学を学んだものの就職に失敗するなど、挫折を経験する中で、当時ラグビー日本

代表のヘッドコーチだったエディー・ジョーンズさんに見いだされ、選手たちをサ

ポートしたことが紹介されていた。日本チームが躍進した背景に若い女性が大きく

関わっていたことに感動した。日本のラグビー史に残る 2015 年の南アフリカ戦で

選手たちのメンタルを鍛えたエピソードも興味深く、すばらしい番組だった。 

 

○  １２月１５日(火)の「超絶神業！マジックバトル 冬の陣」(総合 後 7:30～8:42)

を見た。ゲストがマジシャンに無理な注文を言ってマジックの種明かしをしようと

する内容だったが、マジシャンの努力や尊厳を踏みにじっているようにも思えて違

和感があった。種や仕掛けがあることを前提に驚かされることを楽しむという、マ
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ジック本来の魅力が全く感じられない内容だった。マジシャンの技術はすばらし

かっただけに残念だった。 

 

○  １１月２６日(木)の【連続テレビ小説】「エール（１１９）」を見た。ラストに主

人公の妻である音が海に出るシーンがあったが、演出が見事だった。海に向かって

踏み出すシーンは主人公と音の人生が現在から過去、そして未来へつながっていく

ことを想起させる名シーンだった。制作チームに拍手を送りたい。 

 

○  【連続テレビ小説】「エール」を見ていた。新型コロナウイルス感染拡大の影響

を大きく受けて大変な撮影だったと思うが、内容がすばらしく楽しませてもらった。 

 

○  大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」を見ている。すばらしい内容で毎回感動し

ている。足利義昭や比叡山に関連する人物に焦点を当てている点もよい。明智光秀

の人物像も興味深く描かれており、俳優の演技もすばらしいと感じている。新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響で合戦シーンなど、撮影では制約が多いことと思うが、

工夫が感じられ、十分楽しめる内容になっている。 

 

○  １２月６日(日)のクラシック音楽館「ベートーベン特集（３）『第９』歓喜への

扉を聞こう」を見た。ことし生誕 250 年を迎えたベートーベンを特集していた。

ファンによる投票で１位に選ばれた「交響曲第９番」をレナード・バーンスタイン

が指揮したウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で聴かせていた。４０年以

上前に撮影された映像だったが、圧巻の演奏を堪能した。 

 

○  １２月７日（月）の幻解！超常ファイル ダークサイド・ミステリーＥ＋（プラ

ス）「アポロ月着陸は陰謀なのか？」を見た。番組の前半でアポロ１１号は月に着

陸していなかったという説を唱え、後半ではその説を否定して実際に月に行ってい

たという根拠を示していた。陰謀論をテーマに、両面から真実を考える内容だが、

後半で前半の説を否定していたために、前半の説を少し信じたことが無意味であっ

たように思い虚無感があった。もう少し演出上の工夫があってもよかったのではな

いか。この番組はＢＳプレミアムの番組をＥテレ向けに再編集したものだと思うが、

Ｅテレは教育に資する重要な放送波であるので、内容については十分配慮してほし

い。 

 

○  １２月１５日（火）に再放送された先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「ＬＯ

ＶＥコメで幸せをつかめ！」を見た。コメにまつわるさまざまな話題が取り上げら

れていた。酢が日本で作られた歴史は特に興味深く、その歴史が現代にどのように
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つながっているかという紹介があった点もよかった。当時の人々の生活様式を土偶

から知ることができるということも興味深かった。新型コロナウイルスの感染拡大

下で閉塞（へいそく）感のある時代に、生活する上でのヒントが得られる番組だっ

た。 

 

○  １１月２８日(土)の「魔改造の夜 第２弾」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59)を見た。

６月に放送された第１弾も見たが、思わず大笑いするようなとても楽しい番組だっ

たので次回作を期待していた。今回、第２弾の放送がありうれしく思う。新型コロ

ナウイルス感染拡大下の閉塞感を打ち破るような斬新な内容がすばらしい。一流の

技術者たちが日常的に使う家電や子ども用のおもちゃなどを改造してその性能を

競うというコンセプトが興味深かった。技術者たちが入念に準備する様子から、彼

らのプロ意識や技術力の高さがとてもよく伝わってきた。一方で、何度も同じ場面

が繰り返されるシーンはややくどいという印象を受けた。第３弾の放送を期待して

いる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ことしの６月に「魔改造の夜」を初めて放送した際、多く

の反響があった。熱心なファンも多い番組で、第３弾につい

ても検討していきたい。 

 

○  「魔改造の夜 第２弾」を見た。３つの技術者チームが円盤型のお掃除ロボット

を改造し、走り幅跳びのようにどれだけ遠くまで跳ばすことができるか競っていた。

技術者たちは入念に準備をしたうえでこのテーマに挑んでいた。日本企業の技術力

の高さやそれぞれのチームの特徴が丁寧に描かれており、日本のものづくりを応援

しようとする思いが感じられてとてもよかった。一方で、太鼓をたたくクマのおも

ちゃを改造してどれだけ多くの瓦を割れるかというコーナーはやや付け足しのよ

うな感じを受けた。とても興味深い番組であり、次回作も期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  日常使いの家電などを改造して性能を競うという、何かの

役に立つわけでもないテーマ設定であることで、かえって技

術者たちのものづくりに対する姿勢が伝わると考えている。

バラエティーでありながらも、技術者たちの熱意や技術に感

動を覚える、さまざまな要素が組み合わされた番組だと考え

ている。 
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○  １２月９日(水)の英雄たちの選択「昭和の選択 太平洋戦争 東條英機 開戦へ

の煩悶（はんもん）」を見た。昭和の最大の転換点を分かりやすく伝えた良質な番

組だった。木戸幸一内大臣が戦争回避の道を探るための奇策として開戦派の東條英

機を首相の座に推挙したことはこれまでも知られていた。戦前より開戦内閣と言わ

れ、結果として開戦に踏み切った事実は知っていたが、いくつか疑問も持っていた。

歴史学者で埼玉大学の一ノ瀬俊也教授を初めとする３名の有識者のコメントはい

ずれも的確で、東條英機の内面まで深く掘り下げる内容になっており納得感があっ

た。 

 

○  「美しき世界の山々」のシリーズを見ている。ゆったりと見ることができるとて

もよい番組だ。映像を補足するテロップの量も適当だと感じているが、アメリカの

「ヨセミテ」とカナダの「カナディアンロッキー」を扱った回では、一部の表記に

違和感を覚えた。外国の地名などを日本語表記する際には十分注意をしてほしい。 

 

○  教育コンテンツの国際的なコンクールである「日本賞」の授賞式をライブ配信で

見た。とても感激し、実際に番組を見たいと思った。「日本賞」の受賞作品は年末

などに放送される予定があるのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「日本賞」の受賞作品についてはＥテレで１２月３１日

(木)に「青少年・一般向け部門」、１月１日（金）には「幼児・

児童向け部門」を放送する予定なのでぜひご覧いただきたい。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 

 



1 

２０２０年１１月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ放送センター

（ウェブ開催）において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、水戸放送局の取り組みと今後の予定について報告した。その後、茨

城スペシャル「台風１９号から１年～激甚災害から命を守るには～」について説明があ

り、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      原  拓男（千曲錦酒造(株)相談役） 

   副委員長  奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   委 員      泉田 佑子（書家） 

尾形 玲子（養蜂家、ひふみ養蜂園(株)代表取締役） 

小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

     斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

      仁衡 琢磨（ペンギンシステム(株)代表取締役社長） 

      宮田麻一美（万座温泉日進舘女将） 

 

 

（主な発言） 

 

＜茨城スペシャル「台風１９号から１年～激甚災害から命を守るには～」 

（総合 １０月９日(金)放送＜茨城県域＞）について＞ 

 

○  昨年の台風１９号の被害を思い返しながら、興味深く見た。台風の被害を受けた

人や、怖い思いをした人にとって、とても励みになる番組だったと思う。生活再建

上の課題に対し、国や自治体が動いているという安心感も得られたのではないか。

台風１９号の被害で浮き彫りになった課題についても包み隠さず伝えており、視聴

者の問題意識にしっかりと応えていた。とてもよい内容だったので、どれだけの人

がこの番組を見たのか気になった。自治体が災害に対する取り組みを進めているこ

とを住民に広く知らせるために、どのような手段が効果的なのかと考えさせられた。
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このところ新型コロナウイルス感染拡大の問題に関心が集まっているが、過去の災

害を忘れずに、その教訓を生かすことができる今回のような番組はとても意義があ

ると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  １１月１６日(月)に、この番組を総合テレビで全国に放送

した。台風１９号の被害を風化させることのないよう、平時

から継続的に水害に対する注意を促す番組を制作していきた

い。 

 

○  問題の所在と水害への対策が分かりやすく提示された、すばらしい番組だった。

テロップも工夫されており、色使いやフォントなども含めて適切だったと思う。一

方で、被災者の精神的なケアは重要であるので、「いばらきこころのホットライン」

という心の相談窓口の紹介では、相談を受け付けている時間帯を示すなど、もう少

し詳しく伝えてほしかった。解説の記者が、「流域型洪水」というあまり聞き慣れ

ないことばを使っていた。使用頻度の低い用語については、テロップで表示したほ

うがよい。国土交通省が自治体に謝罪をしたという場面で、国土交通大臣の名前は

テロップで示していたが、県知事の名前は表示しておらず気になった。なお、「今

夜はこれで失礼します」ということばで番組を終えていたが、今回のような普遍的

なテーマを扱った番組は、再放送することを意識して時制を伴うことばの使用は避

けたほうが望ましいと思う。番組の中で記者が語っていた「避難が空振りに終わっ

たとしても、素振りと考える」という金言が印象に残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  コメントは再放送を意識すべきだという指摘については、

今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  被災者の苦悩や生活再建上の課題、治水対策といったテーマで構成した番組だっ

たが、やや消化不良だったと思う。昨年の台風１９号で発生した河川の氾濫につい

て、映像とナレーションで伝えていたが、茨城県民であっても流域外の住民は被災

地域に関する記憶が薄れているだろう。分かりやすく伝えるためにも、地図などで

地域を示す必要があったと思う。被災者について、経済的なケアだけではなく、精

神的なケアが重要であると伝えていたが、現場がどのような取り組みをしているの

かもっと詳しく伝えてほしかった。また、ＡＩを用いたダムの事前放流について紹

介されていたが、ＡＩに頼り切ってよいものか、検証が必要ではなかったか。防災

無線についても、平時の訓練では問題ないとのことだったが、就寝時や風雨がひど
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い状況でもしっかりと聞き取ることができるのか、検証が必要だったと思う。流域

治水についても技術的に問題がないか、専門家に意見を聞いてほしかった。内容が

多岐にわたってしまい、それぞれのテーマで掘り下げが足りなかったように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回はＡＩの活用や防災無線の話題は紹介のみにとどめた

が、今後、指摘を頂いた点について検証するリポートなどを

制作していきたい。 

 

○  台風による災害は日本のどこにいても発生する可能性があり、興味深く見たが、

心の相談窓口の紹介では、窓口の開設時間を示してほしかった。防災無線の取り組

みが紹介されたが、防災無線は聞き取りにくいと、かえって不安をあおってしまう

場合がある。サイレンを鳴らすことでこのような問題を解消できるとのことだが、

どのような時に鳴らすのかについて、住民に事前に周知徹底されているのか気に

なった。流域治水の取り組みについて、自分の住む地域が遊水地に指定されたこと

を新聞で初めて知ったという人が紹介されたが、なぜそのようなことになったのか

と非常に驚いた。新型コロナウイルス感染拡大の影響で説明会が開かれなかったと

のことだが、住民にとっては大きな問題であるので、乱暴な話だと感じた。中村慶

子アナウンサーのコメントや進行は適切でよかったと思う。一方で「激甚災害から

命を守るには」というタイトルの割には、災害時に住民がとるべき行動について掘

り下げが足りておらず、もう少し工夫して分かりやすく伝えてほしかった。 

 

○  昨年の台風１９号から１年の節目に企画されたとても有意義な番組だった。多く

の被災者が今でも不安を抱えて生活している現状を伝えるとともに、流域型洪水の

教訓と新たな防災対策への取り組みを丹念に取材して丁寧に伝えていたと思う。防

災情報についての検証やダムの緊急放流回避、防災無線の訓練など、住民の命を守

るため、具体的にどのような対策が進められているのかよく理解できた。流域治水

は住民の住居移転を伴う大プロジェクトだということだが、取り組みの進め方につ

いての中村アナウンサーの発言には説得力があり、しっかりと問題提起ができてい

た点を評価したい。一方で、心の相談窓口については、もう少し詳しく伝えてほし

かった。「激甚災害から命を守るには」というタイトルだったが、ハザードマップ

の有効な活用事例など、住民が命を守る方策がもっと盛り込まれているとなおよ

かった。北関東の各放送局が連携したインターローカル番組を開発するとのことだ

が、それぞれの県の魅力を伝えてくれる番組を期待している。 
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（ＮＨＫ側） 

  心の相談窓口については、もう少しこまやかに伝えたほう

がよかったと考えている。不安を感じている人が安心して相

談できる窓口があることを分かりやすく伝えるべきという指

摘はそのとおりで、今後の参考にしたい。 

 

○  昨年の台風１９号に伴う風水害の記憶を風化させないためにも、とても意義のあ

る番組だった。心の相談窓口を紹介したこともとてもよかった。当時、被災地を取

材した中村アナウンサーが、自分のことばで情報伝達を迅速にすることの重要性を

語っていたことも番組に説得力をもたらしていた。遊水地となる地域の住民に説明

をしていないという国の対応にはあきれてしまった。しっかりと問題提起をしてい

たことを評価したい。一方で、国土交通省に対する取材がもう少し深いとなおよ

かったと思う。深夜に災害の警戒レベルが上がることもあるが、かえって危険で逃

げるに逃げられないケースもある。高齢者が多い地域での警報の出し方や情報の伝

え方、そしてそれを受けた住民の避難などについて、引き続き伝えてほしい。地域

によって地形も異なり、抱えている課題はさまざまあるので、地域の放送局が地域

の防災について詳しく伝えることは意義深い。 

 

（ＮＨＫ側） 

  茨城県は水害が多発する地域だ。水害と向き合って継続的

に取材し、県民に最新の情報をしっかりと伝えることは、水

戸放送局の重要な役割だと考えている。情報の伝え方や住民

の避難についてなど、重要な指摘をいただいた。夜間におけ

る安全な避難のしかたなど、今後もさまざまなテーマを扱っ

ていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  台風の教訓や被災地の復興について、引き続き考えていき

たい。防災無線が聞き取りにくいという問題は千葉県にもあ

る。実際に被災することで地域の課題が明らかになったとい

う一面もあるので、取材を深めて最新の情報を伝えていく。

また、自治体とも連携しながら地域の防災・減災につながる

取り組みも進めていきたい。 

 

○  流域治水に関する説明会が遅れたという、住民の暮らしを左右する重大な問題を

伝えていた。報道の役割を果たすとても意義のある番組だった。一方で、災害から
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１年が経過した今、被災者に対して必要な支援は経済的なものから精神的なものに

変化しているとのことだったが、まだ日常に戻れていない人々がいるのであれば、

経済的な支援が今はどうなっているのかも掘り下げて伝えるべきだった。浸水や全

半壊の被害を受けた住宅がどの程度復旧したのか、そして公営住宅の無償提供の実

態などについて、さらに詳しく知りたかった。国や自治体の取り組みはよく取材で

きていたが、それを受けて私たちがどのように災害に備えるのか、もっと視覚的に

分かりやすく伝えてほしかった。災害が迫っているという情報を得る方法や、実際

に避難が必要な状況の定義づけといった点の掘り下げがほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  具体的な情報が不足していたという指摘については重く受

け止め、今後も知恵を絞って住民の役に立つ情報を伝えてい

きたい。 

 

○  番組冒頭の映像に見入ってしまった。昨年の台風１９号の被害を改めて認識し、

災害に備えなければならないという意識を持つことができた。自宅に大きな被害を

受けた住民の現状を伝えていたが、災害から１年経過してもなお厳しい状況にある

被災者の様子がしっかりと伝わってきた。流域治水については、各都道府県で取り

組みもさまざまだと思う。例えば、神奈川県では昨年の台風１９号の大雨で鶴見川

が氾濫しそうになったものの、新横浜公園の遊水地のおかげで氾濫を免れたという

例もある。地形の違いや住宅のありなしによって効果的な対策は変わってくるので、

防災の難しさを改めて感じた。一方で、国土交通省はハザードマップを公開してお

り、自治体は避難ルートや避難場所を指定して公表することが義務づけられている。

自治体の役割についても取材を深め、分かりやすく伝えてほしい。 

 

○  昨年の台風１９号による被害から１年が経過したタイミングで、激甚災害から命

を守るための具体策を検討する意義のある番組だった。スタジオの場面では、左上

に「水害から命を守る」というテロップが出ていたが、文字が小さかったうえに青

色で枠取られており、背景のセットと同色でとても見にくかった。また、青色は水

を連想させるので、もう少し温かい色を使用したほうがよかったと思う。ダムの緊

急放流によって下流で氾濫が発生し、死者が出るという深刻な事態が起こったが、

対応が後手に回っていると感じた。なぜ事前放流ができなかったのかについて、も

う少し詳しく知りたかった。番組で記者が語っていた避難がむだになったとしても、

空振りでなく素振りだと思ってほしいという表現はとても分かりやすく印象に

残った。 
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（ＮＨＫ側） 

  今回は災害という厳しい内容を扱ったので、寒色を使用し

たほうがよいと判断した。水戸放送局は防災・減災を大きな

テーマに掲げており、継続してこの問題を取り上げていく。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「水害から命を守る」というテロップに青色を使用したの

は、ＮＨＫが全国で展開している「水害から命を守るキャン

ペーン」のロゴが青色だということも理由の一つだ。

 心の相談窓口についての指摘は重要で、今後の番組制作に

生かしていきたい。消化不良であったという意見については、

短い時間にさまざまなテーマを詰め込みすぎた部分があった

と考えている。今後、内容によっては２週連続で放送するこ

とも検討したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月３０日(金)のぐんまスペシャル「新潟×群馬ＳＷＩＴＣＨ旅 峠で握手！

（前編）」と１１月６日(金)の「新潟×群馬ＳＷＩＴＣＨ旅 峠で握手！（後編）」

を見た。前橋放送局と新潟放送局が共同で制作した番組で、知っているようで意外

と知らない隣県の魅力が数多く紹介されていた。地元出身のお笑い芸人が県境の峠

を目指して旅をする中で、両県の知られざるつながりやご当地グルメなどを紹介し

ていた。演出がユニークでとても楽しめた。一方で、群馬県のグルメの紹介では、

誰もが知る名産品が選ばれていなかった。新潟県のグルメは名産の米を使ったおに

ぎりを紹介していたので、やや違和感があった。出演していたお笑い芸人が両県の

魅力をコントで伝えるコーナーについて、コント自体はおもしろかったものの、県

の魅力はあまり伝わってこなかった。地域の放送局が連携する企画はとてもすばら

しく、今後も続けていってほしい。 

 

○  １０月３０日(金)の金よう夜きらっと新潟「新潟×群馬ＳＷＩＴＣＨ旅 峠で握

手！（前編）」と１１月６日(金)の「新潟×群馬ＳＷＩＴＣＨ旅 峠で握手！（後

編）」を見た。新潟放送局と前橋放送局が共同で制作した番組だが、放送局の垣根

を越えた斬新な企画がとてもよかった。バラエティー要素が強い、とても楽しい番

組だった。地元出身のお笑い芸人を旅人に迎え、真骨頂であるコントや漫才を取り
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入れた企画がとてもよく、評価したい。インターローカル番組は、文化の違いなど

他県の理解が深まるので、今後も積極的に取り組んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  インターローカル番組は、各県の違いなどさまざまな情報

を伝えることができるほか、番組の制作者にとってもあらた

な気づきを得て成長につながるという効果もある。引き続き

取り組んでいきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  頂いた意見は番組担当者とも共有し、今後の番組制作に生

かしていきたい。 

 

○  １０月３０日(金)の知るしん 信州を知るテレビ「にっぽん百名山 美ヶ原」を

見た。信州の魅力を再発見できる、すばらしい番組だった。 

 

○  １０月３０日(金)のとちスペ「光る栃木の農業人」を見た。栃木県は首都圏に多

くの農作物を出荷している農業県だが、農業人口は２０年前と比較しておよそ半減

している。農業は自然災害に弱いことなどさまざまな課題を抱え、後継者も不足し

ている。このような状況の中で、工夫をして栃木県の農業を活性化しようと取り組

む人たちに焦点を当てていた。前向きな内容で、将来に希望をもつことができる番

組だった。また、農業に関するさまざまなテーマを丁寧に伝えていたと思う。宇都

宮大学農学部の秋山満教授の解説にも説得力があり、見応えがあった。加藤成史ア

ナウンサーの進行もよかった。これからの農業を考えるうえで、経営者の目線を持

つことが重要になることがよく伝わってきた。一方で、栃木県には農業を専門にし

ている大学の学部や高校があるが、農業を学ぶ若者たちが頑張る生産者の姿を見て

どのように受け止めるのかについて紹介があるとなおよかった。 

 

○  １０月３０日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「ヘイトスピーチをどうなくす？ 

全国初の罰則付き条例 その課題」、１１月６日(金)の「子どもたちに“家庭”を 

動き出した里親支援」、１１月１３日(金)の「１０人に１人の男性が危機！？働き

盛りを襲う“パパうつ”」を見た。いずれも番組のテーマが時宜を得ており、すば

らしかった。２７分の番組だが、各回で取り上げた問題の要点をうまくまとめて伝

えていたと思う。取材を受けた当事者たちのことばには説得力があった。ゲストも

これらの問題の当事者で、コメントにも納得感があってよかった。 

  また、１０月１８日(日)の目撃！にっぽん「原爆の図とわたし～命をみつめた 
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ひと夏～」を見た。現代社会の中でいじめや家庭内不和などの生きづらさを抱えた

大学生が、埼玉県の美術館にある原爆の惨状を描いた「原爆の図」と出会い、みず

からの人生と深く向き合う過程を伝えていた。さまざまな示唆を与えるすばらしい

番組だった。学生たちの心の動きをこまやかに描いており、感動した。一方で、「首

都圏情報 ネタドリ！」にも言えることだが、番組に出演したことで当事者が不利

益を被るようなことはなかったかと心配になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  出演していただいた一般の方々とは、取材をする中で時間

をかけて信頼関係を築いている。番組の放送後も連絡は取り

続けており、番組への出演によって不利益を被ることのない

よう細心の注意を払いながら番組を制作している。 

 

○  １１月１０日(火)～１３日(金)の「首都圏ネットワーク」を見た。埼玉県の観光

資源であるアニメについて特集しており、興味深く見た。全国的に有名なアニメの

タイトルは知っていたが、埼玉県の各地をテーマにしたアニメや漫画があることを

初めて知った。熱心なファンが“聖地巡礼”としてアニメの舞台を訪れ、その文化

が外国人にも浸透していることに驚かされた。サブカルチャーの広がりを改めて感

じさせてくれるよい企画だったと思う。ややマニアックな話題についても取り上げ

ており、取材の深さに感心した。また、１１月１４日(土)の「ＮＨＫニュース お

はよう日本」も見た。「土曜すてき旅」のコーナーでは、埼玉県飯能市が舞台のア

ニメを取り上げながら町の魅力を紹介しており、とてもよかった。１１月７日(土)

の「ＳＡＩＴＡＭＡ ＡＮＩＭＥＤＩＡＴＨＯＮ」(ＦＭ 後 2:00～後 5:00 埼玉県

域)でも、さいたま放送局のイベントと連動した企画で埼玉県を盛り上げており、

地域放送局ならではの工夫がすばらしかった。今後もこのような取り組みを継続し

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回はアニメをきっかけにしてどのように地域を盛り上げ

ていくかという部分に焦点を当てた。新型コロナウイルスの

感染拡大によって、観光客の減少など厳しい状況に置かれて

いる地域が多い中、今回のような楽しい話題で埼玉県を盛り

上げたいという思いで企画した。関東各県にはアニメの聖地

とされるスポットが数多くある。今回は埼玉県を中心に扱っ

たが、千葉県や神奈川県にも同様のスポットがあり、連携し

ながら今後も地域を盛り上げていきたい。 
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○  １１月１３日(金)の金よう夜きらっと新潟「横田滋さん かなわなかった再会～

新証言“空白の２０年”」を見た。横田さんについて、年表を使用して時間軸が分

かるように丁寧に伝えていた。当時捜査に関わった新潟県警の警察官などさまざま

な関係者を深く取材しており、北朝鮮による拉致事件の全容を改めて見直すことが

できる、すばらしい番組だった。事件の解決には世論や国民が事件に関心を持ち続

けることが重要だ。その意味でも、一連の動きを丁寧に伝える今回のような特集番

組は意義がある。ぜひ全国に向けて放送してほしいと思える番組だった。 

 

○  １１月１３日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「１０人に１人の男性が危機！？働

き盛りを襲う“パパうつ”」を見た。母親の産後うつについて取り上げられること

は多く、約１割がうつになると言われているが、幼い子をもつ父親が同じかそれ以

上の割合でうつになるという調査結果に驚かされた。多くの父親が子育てを担う時

代に、時宜を得た重要なテーマを扱っていた。多様な意見が紹介されており、視聴

者の思いにしっかりと寄り添った番組だった。 

 

○  １１月１３日(金)の「いば６」を見た。茨城県ゆかりの武道である杖道が紹介さ

れていた。杖道の始祖が夢想権之助という人物だということを初めて知った。地域

の偉人について深く掘り下げており、とても感心した。また、「いば６」では来年

の大河ドラマ「青天を衝（つ）け」を特集した企画が継続的に放送されている。主

人公の渋沢栄一が徳川慶喜に仕えていたという内容で特集していたが、来年の大河

ドラマのスタートに向け、郷土を知り視聴意欲を高めるうえでもよい取り組みだと

思う。また、各地の放送局が連携したインターローカル番組はすばらしい取り組み

だと思う。北関東３県の共通点や違いについて深掘りし、県民が郷土愛を持てるよ

うな番組を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  北関東３局のインターローカル番組については、来年実現

させる方向で検討を進めているところだ。 

 

○  １０月３１日(土)のＳＯＮＧＳ「森山直太朗 山崎育三郎」を見た。「ＳＯＮＧ

Ｓ」は質の高い音楽番組ですばらしい。今回は連続テレビ小説「エール」に出演し

ている森山さんと山崎さんがゲストだった。「エール」の映像も活用しながら、撮

影のエピソードについても話を聞くことができてとてもよかった。ことしは新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響で、オリンピック・パラリンピックだけでなく、さま

ざまなスポーツ大会が中止や延期となり、結果的に「エール」の内容もタイミング
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を外したように思えたが、新型コロナウイルスの影響で苦境に立たされている日本

中の人たちに文字どおりエールを送ることができたと思う。 

 

○  １１月１３日(金)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」を見た。子どもの事故死

などについて検証をし、再発防止につなげる「チャイルド・デス・レビュー」につ

いて伝えていた。世界各国で既に行われているが、ようやく日本でも取り組むよう

になったことが紹介されていた。日本ではかつて主流だった赤ちゃんのうつぶせ寝

が、現在はアメリカの「チャイルド・デス・レビュー」の検証によってリスクが高

いことが認められている。とても意義のある紹介だった。 

 

○  １０月１７日(土)のＥＴＶ特集「調査ドキュメント～外国人技能実習制度を追う

～」を見た。ベトナム人の技能実習生が置かれている厳しい状況を丁寧に伝えてお

り、すばらしかった。現地の送り出し機関や受け入れる企業について、さまざまな

角度から深く取材していたと思う。改めて制度を見直すきっかけになるような番組

だった。番組制作者の熱意もよく伝わってきた。新型コロナウイルスの感染拡大下

において、知っておくべき社会問題である外国人技能実習制度の問題点を取り上げ

たことには意義がある。 

 

○  １１月１５日(日)のクラシック音楽館「オーケストラでつなぐ希望のシンフォ

ニー 第三夜」を見た。ベートーベンの生誕 250 年にあわせた企画だったが、特に

山形交響楽団と大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏がすばらしく、感動した。演

奏者たちは皆マスクをしており、この番組でも新型コロナウイルス感染拡大の影響

を感じた。 

 

○  １１月１７日(火)のシャキーン！「将棋の日 女流棋士がやってくる！」を見た。

女流棋士の山口恵梨子女流二段が出演し、子どもたちとともに新しい将棋の駒を考

えるなど、すばらしい内容だった。新型コロナウイルスの感染拡大によって外出す

らままならない状況があり、子どもたちが家庭で遊ぶ必要性が増している。その意

味でも、日本の伝統文化で知的ゲームである将棋の魅力を子どもたちに伝える番組

を、今後も放送してほしい。将棋はネットメディアなども力を入れているが、ＮＨ

Ｋは昔から継続して将棋を取り上げてきたので、将棋をテーマにした新しい切り口

の番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  棋士の藤井聡太二冠の活躍をきっかけに、人々の将棋への

関心はかなり高まっている。Ｅテレを中心に日頃から将棋の
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番組を放送しているが、この９月には「ＮＨＫスペシャル」

でも藤井二冠を特集した。引き続き将棋の魅力を伝えるとと

もに、ファンの期待に応えていきたい。 

 

○  １０月３１日(土)の英雄たちの選択 スペシャル「プロが選ぶ“最強”の戦国武

将」を見た。静岡大学の小和田哲男名誉教授をはじめとする専門家７人による議論

の様子から、戦国武将への理解が深まる番組ですばらしかった。 

 

○  １０月２４日(土)のＦＭシアター「風のあと咲き」を聴いた。千葉放送局が制作

した番組だが、地域のことをしっかりと考えた番組だと感じた。「ひと花咲かせる！

失業、台風、コロナから再起－千葉の花農家の娘の物語」というサブタイトルだっ

たが、課題を抱えながらもさまざまな困難に立ち向かっている人たちに元気を与え

てくれる良質な番組だった。 

 

○  １０月２９日(木)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」を見た。フランスで新型

コロナウイルスの感染が拡大しているというニュースの中で「外出制限はことしの

春以来５か月半ぶりとなります」という表現を使っていた。その際、ネガティブな

意味を含む事柄に対して「ぶり」を使用することに違和感を覚えた。「ぶり」とい

うことばは、待ち望んでいることへの期待感を語感に含むのでやや気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ぶり」ということばの使い方についてはこれまでもさま

ざまな意見を頂いており、慎重に必要性を検討しながら使用

する用語の一つだ。「ぶり」という表現は端的に時間の経過を

示すことができ、代わる表現も難しい。視聴者に分かりやす

く伝えるために、注意しながら適切に使用することを心がけ

ている。一般的な国語辞典に「好ましくないことにも使う」

と書かれているように、間違いではないと認識しているが、

視聴者がどのように感じるかということを常に考えながら今

後も注意して使用していきたい。 

 

○  １０月からスタートした「列島ニュース」を見ている。新型コロナウイルスの感

染拡大やそれに伴う失業や就職難など、暗い話題が多い中、地域の明るいニュース

を伝えておりとてもよいと感じている。 
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ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１０月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１６日(金)、ＮＨＫ放送センター

（ウェブ開催）において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、新潟放送局の取り組みと今後の予定について報告した。続いて、千

葉放送局の取り組みと今後の予定について報告した。その後、金よう夜きらっと新潟

「ピンチをチャンスに～ｗｉｔｈコロナの日本酒～」と、「オンラインで“社会”を学ぶ

なら コロナで変わる小学校」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見

の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      原  拓男（千曲錦酒造(株)相談役） 

   副委員長  奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   委 員      泉田 佑子（書家） 

尾形 玲子（養蜂家、ひふみ養蜂園(株)代表取締役） 

小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

     斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 弘子（アサヤ食品(株)代表取締役社長） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

      宮田麻一美（万座温泉日進舘女将） 

 

 

（主な発言） 

 

＜金よう夜きらっと新潟「ピンチをチャンスに～ｗｉｔｈコロナの日本酒～」 

（総合 ９月２５日(金)放送＜新潟県域＞）について＞ 

 

○  新潟県の重要な産業である日本酒をテーマとして取り上げたことは意義深い。一

方で、新潟県の日本酒業界が直面している危機的な状況についてはよく理解できた

ものの、ピンチをチャンスに変えていくために何が必要かという分析が不十分で、

もの足りない内容だった。データを用いて新潟県における日本酒業界の現状を説明

していたが、必要性が感じられなかった。日本酒におけるテロワールの推進はよい
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と思うが、過去の取り組みの継続という切り口で語られていたのも残念だった。テ

ロワールは最近注目されているＳＤＧｓの考え方と親和性が高いという解説があ

れば説得力が出たのではないか。新型コロナウイルスの感染拡大によって、オンラ

インでの販売量は増加しているが、対面での販売は苦戦している。販売方法の工夫

によって危機を乗り越えるといった視点も必要だったのではないか。全体的にあり

きたりな内容だったうえ、「皆さん、日本酒を飲みましょう」というまとめのコメン

トも極めて安易で、後味の悪い番組だった。重要なテーマであるため、今後は新し

い切り口や論点を明確にした番組を期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  各酒造メーカーは動画サイトで情報発信するなど、さまざ

まな取り組みを行っているが、今回は日本酒の振興につなが

る興味深い取り組みとして「学校蔵」に焦点を当てた。新た

な視点や課題の掘り下げが不足していたという意見は、今後

の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  美しい自然の景色を背景に、おちょこに日本酒が注がれる冒頭のシーンが印象的

だった。「学校蔵」からは、新潟県が日本酒に誇りを持ち、前向きに取り組む様子

がよく伝わってきた。「学校蔵」に１週間泊まり込み、酒造りを体験できるという

紹介に興味を引かれた。新型コロナウイルス感染拡大の影響で厳しい状況に置かれ

ながらも、日本酒の魅力を世界に発信して地域の活性化につなげる取り組みが紹介さ

れるなど、希望が感じられるスケール感のある番組だった。日本酒は日本の誇る食文

化であり、応援したい気持ちになった。 

 

○  新潟県の日本酒業界や生産者の現状、海外展開する酒造メーカーの取り組みなど、

さまざまな情報がうまくまとまっており興味深かった。新型コロナウイルスの感染

拡大による影響を踏まえて、地域の活性化につながる話題を盛り込んでいた点もよ

かった。地域の放送局が地域活性化につながる情報を伝えることは重要で、意義のあ

る番組だった。一方で、新潟県における特定名称酒の生産割合が全国と比較して高い

ことを伝えていたが、データそのものは正しいものの、大手と中小の酒造メーカーで

は生産量の規模が大きく異なっているため、比較することに意味を感じなかった。

データを本質的に捉え、新潟県が今後どのように取り組んでいくべきかについて掘り

下げるとよかったと思う。新型コロナウイルス感染拡大で同様の課題に直面している

多くの酒造メーカーにとっても、参考になる内容だったと思う。 

 

○  内容の濃いよい番組だった。特に「学校蔵」の取り組みは興味深かった。新型コ
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ロナウイルスの感染拡大以前から続けてきた日頃の取り組みが、苦境に立たされた

ときにも生きてくると感じた。「学校蔵」を体験した外国人が、海外からリモート

で出演していた点もよかった。「学校蔵」の体験で日本酒造りにほれ込み、香港か

ら佐渡に移住した人がいることに驚かされたが、その方のインタビューもあるとよ

り説得力が増したと思う。また、酒造メーカーの苦悩はよく伝わってきたものの、

ゲストのコメントは活路を見いだせるような内容ではなく残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「学校蔵」は、日本酒造りだけではなく日本酒を通して佐

渡という地域の特色を伝えるという視野の広い取り組みだ。

実際に佐渡に移住した香港の方は、日本酒というよりは佐渡

についての関心が高く、日本酒に焦点を当てた今回の番組で

は詳しくは紹介しないこととした。 

 

○  新潟県の日本酒業界が置かれている現状が具体的かつ分かりやすく伝えられて

おり、興味深かった。一方で、「学校蔵」の取り組みは新型コロナウイルスの感染

拡大がきっかけで始まったわけではなく、いわゆる“ｗｉｔｈコロナ”の視点で注

目したことに違和感を覚えた。地域の伝統を守るために続けてきた「学校蔵」が、

今改めて見直されているという説明が必要だったのではないか。また、テロワール

について解説したうえで「学校蔵」の取り組みを描いたほうがよかったと思う。日本

酒の出荷量を紹介する部分では、売り上げの減少に悩んだ酒造メーカーの具体的な取

り組みや対策を伝えてほしかった。 

 

○  日本酒の売り上げ減少など、新潟県が直面している課題がよく分かった。アメリ

カを中心に海外に販路を見いだすという紹介があったが、アメリカで販売されてい

る日本酒の中で、新潟県が主力としている「高級酒」の割合がどの程度なのかを示

していなかったため、効果が期待できるのかよく分からなかった。「学校蔵」の取

り組みは日本酒の普及のためにもよい紹介だったと思う。日本酒の製造方法や環境

の違いによって味が変わってくることは日本酒を学ぶうえでの基本だと思うので、

海外の販路開拓の話題よりは「学校蔵」についてもう少し詳しく伝えてほしかった。

また、香港から佐渡に移住した方のインタビューがなかったが、必要な要素だった

のではないか。 

 

○  全体的に、希望を感じることのできる番組だった。新潟県の日本酒業界が大変な

状況にあることは初めて知った。新型コロナウイルスの感染拡大によって、飲酒を

伴う食事会が減っていることは認識していたが、自宅で飲む酒のニーズは増えてい
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るため、それほど大きな影響はないと考えていた。「学校蔵」のパートでは、外国

人が日本酒の魅力を世界に広めていたり、みずから製造している人もいることを

知った。ネガティブな話題だけでなく、将来に希望を持つことができる内容が散り

ばめられていた点がすばらしかったと思う。 

 

○  新潟県の日本酒業界が置かれている状況をさまざまな観点から紹介しており、厳

しい現状がよく理解できた。日本酒は海外で注目されており、輸出量も増加傾向に

あることは知っていたが、新型コロナウイルスの影響によって厳しい状況にあるこ

とがよく伝わってきた。一方で、もう少し幅広い視点でこの問題を捉える必要が

あったと思う。「学校蔵」の取り組みは興味深く、引き込まれた。外国人だけでは

なく日本人でも「学校蔵」に興味がある人は多いと思われるので、その観点からピン

チをチャンスに変える動きなどが紹介されるとなおよかった。また、日本酒の出荷量

を紹介した場面のテロップがカラフルで見にくかったため、もう少しシンプルにして

ほしかった。スタジオセットは日本酒についての番組だと一目で分かり、よかったと

思う。 

 

○  全体的に洗練された良質な番組だったと感じた。放送時間には限りがあるため難

しかったとは思うが、日本酒造りにおいてとても重要な酒米やこうじ造りについて

もっと詳しく伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新潟県にはさまざまな規模の酒造メーカーがあるため、

データの扱いが難しかった。なるべく実情が伝わるような

データを用いて日本酒業界の現状を伝えたつもりだが、掘り

下げ不足だったという意見は重く受け止めたい。今後も客観

的な情報をより丁寧に伝えていく。 

 

 

＜「オンラインで“社会”を学ぶなら コロナで変わる小学校」 

（Ｅテレ ７月１２日(日)放送）について＞ 

 

○  赴任したての教師が、苦労しながらオンライン授業に取り組む様子を伝えていた。

新型コロナウイルスの感染拡大による状況の変化にさらされながらも、社会科の授

業を通してさまざまな課題を解決していく生徒の姿がリアルに伝わってきて、胸を

打たれた。オンライン授業が持つ可能性や抱えている課題を世の中に伝える意義の

ある番組だった。一方で、オンライン授業の取り組みが進んでいない地域も多いの
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で、この小学校以外の事例も知りたいと感じた。 

 

○  赴任したての教師がオンライン授業で生徒たちとコミュニケーションをとろう

と試行錯誤する様子がよく伝わってきた。“ｗｉｔｈコロナ時代”の教育現場にとっ

てモデルケースになるすばらしい取り組みだと思う。オンライン授業によって多くの

生徒たちが良質な教育を受けることで、いじめや不登校などの問題解決にもつながる

可能性があると思う。家庭でオンライン授業を受けている様子が紹介されるとなおよ

かった。番組最後のナレーションはすばらしく、「きっと明日も学んでいける」とい

うコメントが印象に残った。 

 

○  新型コロナウイルスの感染拡大下における教育現場の混乱や教師の苦労を知る

ことができ、学ぶ意味についても考えさせられる番組だった。生徒たちがみずから

疑問を持って意見を交わす授業を目標としている教師が、理想の教育に向かって奮

闘し、生徒たちもその思いに応える様子が丁寧に描かれていた。「オンライン授業

で心のやりとりができるとは思わなかった」という保護者のコメントから、取り組

みの成果を感じた。教師の姿勢や子どもたちの姿から、日本の将来に希望を持つこ

とができた。新型コロナウイルスの感染拡大によって義務教育のあり方も問われて

いると考えている。そのようなテーマを扱った番組も期待している。 

 

○  新型コロナウイルス感染拡大の影響でストレスが増加するなか、元気が出るすば

らしい番組だった。赴任したての教師がオンライン授業に戸惑いながらも工夫して

生徒と向き合う様子がよく伝わってきた。慣れないオンライン授業に奮闘する教師

と、それに応えて生徒たちが成長していく姿に感動した。「オンライン授業で心の

やりとりができるとは思わなかった」という保護者のコメントが印象に残った。

オンライン授業にはあまりよいイメージがなかったが、取り組み次第ではさまざま

可能性があることが理解できた。構成やナレーションの内容がよく練られており、

良質な番組だった。 

 

○  教育に対して熱い思いを持った教師が、新しい赴任先で誠実に取り組む姿がしっ

かり描かれており、感動的な番組ですばらしかった。オンライン授業を通して、生

徒だけではなく教師が成長する様子も伝わってきた。教育関係者だけではなく、多

くの人たちにヒントを与える示唆に富んだ内容だった。オンライン授業でも双方向

のコミュニケーションがとれることについて、具体的な事例を紹介しながらうまく

描いていたと思う。テロップの色使いも工夫されており、ディテールにもこだわっ

た良質な番組だった。 

 



6 

○  赴任したての教師が試行錯誤しながら生徒たちと向き合い、オンラインでの授業

を軌道に乗せるまでの様子が丁寧に描かれていた。教育に対して情熱をもった教師

に注目した点もよかったと思う。新型コロナウイルスの感染拡大によって、同じよ

うな悩みを抱えている教育関係者にとっても参考になる内容だったと思う。教師の

思いに応える小学生たちのひたむきさにも胸を打たれた。教える側と教わる側双方

のモチベーションのあり方について深く考えさせられる良質な番組だった。 

 

○  情熱をもってひたむきに取り組む教師の姿が美しく、感動した。オンライン授業

には、子どもたちが集中できないなどよい印象を持っていなかったが、そのような

マイナスのイメージが覆された。生徒の母親がコメントしていたように、オンラ

イン授業でも心を通わせることができると実感した。教師はもちろん、さまざまな

人にとって参考になる内容で、示唆に富んだ番組だった。テーマ設定はもちろん、

構成やテロップ、音楽などすべてがすばらしかった。 

 

○  子どもたちが自ら疑問を持ち、意見を交わす授業はアクティブラーニングと言わ

れ、全国的にもさまざまな取り組みが行われている。赴任したてで子どもたちと直

接会えない中でもオンライン授業でこの手法を取り入れ、試行錯誤しながら前向き

に取り組む教師の姿に感動した。画面右上にテロップで、いま扱っている内容を端

的に表示しており、すぐれた演出だった。俳優の小芝風花さんの落ち着いた語りも

好印象だった。子どもたちが学ぶ様子を保護者が間近で見ることができるなど、

オンライン授業にはメリットも多い。“ｗｉｔｈコロナ時代”においては、オンラ

イン授業をどのように取り入れるのかが重要になると考えている。オンラインと対

面のよい面を取り入れ、授業で併用するという方向性も今後考えられると思う。と

ても参考になる、すばらしい番組だった。 

 

○  新型コロナウイルスの影響で、学校現場は教師、生徒ともに初めて経験すること

ばかりでとても大変な状況にある。教育現場の課題や取り組みを深く取材し、リア

ルかつ丁寧に伝えたすばらしい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） オンライン授業などの先進的な取り組みをしている学校は

これまでにもあったが、今回取り上げた学校を長期にわたっ

て取材する中で、新型コロナウイルスの感染拡大下における

教育現場の努力や実情だけでなく教師と生徒の心のつながり

の大切さも見えてきた。現在の状況下で苦労している教育関

係者や視聴者に、この学校の取り組みや教師と生徒のやりと

りを伝えることで、何かのヒントやメッセージになればとい
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う思いで番組を制作した。新型コロナウイルスの影響はしば

らく続くと思われるので、引き続き取材を深めてニュースや

番組で伝えていきたい。 

 

○  番組のタイトルは「オンラインで“社会”を学ぶなら」となっている。「社会」

は世の中全体という意味で受け取ったが、世の中を表わす「社会」と教科の「社会」

をかけたのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  指摘のように、どちらの意味も込めて「社会」とした。今

回取り上げた教師が、社会科の授業を通して子どもたちとコ

ミュニケーションを深めたいという強い思いを持っていたこ

とも理由の一つだ。この番組は「世の中や人とのつながり」

もテーマとしており、これら両方の意味を含む「社会」とい

うことばをタイトルに入れた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１８日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「コロナ禍でも大人気！従業員が輝く

温泉旅館」を見た。長野県のある温泉旅館では、うつ病や引きこもりなど生きづら

さを抱えている人たちが従業員としてやりがいをもって活躍していた。個性を生か

して互いに助け合う職場にするためのさまざまな工夫が伝わってくるとともに、旅

館経営者の思いが実っていく過程が分かりやすく描かれていた。生きづらさを抱え

ていた人が他者に認められることで心に安らぎが生まれ、繊細さが気遣いという長

所に変わることを実感した。さまざまな人に希望を与えてくれる番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回は、ディレクターが取材する中で、旅館の取り組みだ

けではなく従業員の人たちのバックグラウンドについても話

を聞くことができたため、番組で詳しく伝えた。 

 

○  首都圏情報 ネタドリ！「コロナ禍でも大人気！従業員が輝く温泉旅館」を見た。

新型コロナウイルスの感染拡大下でも工夫することで成果を出している旅館があ

るという紹介に元気をもらった。倒産寸前の旅館を再建に導いた大きな要因に、生

きづらさを抱えた従業員の活躍があったことには驚かされた。人材を輝かせる秘け
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つが数多く盛り込まれており、興味深かった。旅館の経営者が語っていた「応援さ

れる人になることが幸せ」ということばが胸に響いた。一方で、生きづらさを抱え

た従業員たちの率直な思いは伝わってきたが、うつ病などを経験していない従業員

の声も紹介してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  生きづらさを抱えているわけではない従業員にもさまざま

な話を聞いたが、今回は困難を乗り越えて働く従業員と旅館

の経営者の取り組みに焦点を当てた。頂いた意見は今後の番

組制作に生かしていきたい。 

 

○  １０月９日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「“大都市水害”にどう備える？ 動

きだした住民たち」を見た。実際に防災に取り組む人たちを取材していた点がすば

らしい。神奈川県のある高層マンションで１週間の停電を経験した人のインタ

ビューなど、現実に起こった事例を数多く紹介していたことが番組に説得力を与え

ていた。時宜を得たテーマで参考になる番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  昨年の台風による被害の影響が続いていることについて、

粘り強く取材交渉をすることで住民の方々の理解を得られ、

今回の番組につなげることができた。 

 

○  １０月９日(金)の知るしん 信州を知るテレビ「堤防決壊 そのとき住民は～検

証・台風１９号 命を守るために～」（総合 後 7:30～8:42 長野県域）を見た。昨

年長野県内に甚大な被害をもたらした「台風１９号」について、大規模なアンケー

トをもとに住民避難の課題を改めて検証していた。ラジオ第１でも同時放送してお

り、よい取り組みだと感じた。被災者にも配慮した演出で、住民たちが実際に避難

した動きを地図上に示していた点も分かりやすかった。防災についての最新の動き

も盛り込まれており、今後の教訓になるすばらしい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  昨年の「台風１９号」についてはこれまでニュースや番組

で多角的に伝えてきたが、この番組ではさまざまな情報を集

約して伝えることができたと考えている。今回の番組をベー

スに、内容をより凝縮して１１月１日(日)にＢＳ１で全国放

送する予定だ。 
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○  １０月９日(金)の「とちぎ６３０」を見た。来年の大河ドラマ「青天を衝（つ）

け」について、栃木県那須塩原市でロケが行われた様子を伝えていた。俳優の竹中

直人さんが撮影に臨む場面からは、さまざまな歴史上のエピソードが盛り込まれな

がらドラマ制作が進められていることが分かり、とても楽しみになった。全国各地

でロケが行われると思うが、地域放送局と連動しながらＰＲに努めて地域を盛り上

げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大河ドラマ「青天を衝（つ）け」の主人公である渋沢栄一

ゆかりの地は、関東地方に数多く存在している。各地域放送

局と連携しながら、さまざまな情報を伝えていきたい。 

 

○  １０月１５日(金)の「新潟ニュース６１０」を見た。「北朝鮮拉致被害者帰国か

ら１８年」の特集の中で、当事者である蓮池薫さんのインタビューが取り上げられ

ていた。今年は北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの父である横田滋さんが亡く

なったこともあり、新潟県では拉致問題に関心が高まっている。金曜夜間の「金よ

う夜きらっと新潟」でも特集が組まれるようだが、若い世代の意見も取り入れなが

ら地域放送局として意義のある番組を制作し続けてほしい。 

 

○  「首都圏ネットワーク」に「あなたと、ちかさと」という、千葉県、神奈川県、

埼玉県、東京都の情報を伝えるコーナーが新設された。民放も含めて毎日のニュー

ス番組で扱うテーマは大きな事件や事故などが多く、どうしても似かよってしまう

が、地域の情報をまとめて伝えてくれるこのようなコーナーはとてもよい。また、

「列島ニュース」で全国各地の地域の情報を伝えていることもよい取り組みだと感

じている。 

 

○  連続テレビ小説「エール」を見ている。１０月１４日(水)の第８８話「戦場の歌」

はテーマ曲も流れず、戦争や死を扱ったとてもリアルで重い内容だった。主人公の

今後の作曲に大きな影響を与えることを暗示していたため必要不可欠な演出だっ

たが、朝に放送する内容としては重すぎると感じた人もいたのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  指摘のとおり、連続テレビ小説「エール」の第８８話は特

に重い描き方をした。古関裕而さんの人生をモデルに物語と

して取り上げるとき、戦争との関わりについてどのように描
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くべきか熟慮した結果このような形になった。視聴者からも

さまざまな意見が届いているが、頂いた意見は今後の番組制

作に生かしていきたい。 

 

○  １０月１４日(水)の連続テレビ小説「エール」を見た。主人公のモデルである古

関裕而さんと戦争の関わりは避けて通れないテーマでどのように描くのかと注目

していたが、しっかりと向き合って描いており胸に響いた。 

 

○  ８月２７日(木)の世界はほしいモノにあふれてる「ＪＡＰＡＮ！ 究極の“台所

道具”」を見た。新潟県の伝統工芸である鎚起銅器を取り上げていた。各地の伝統

工芸品を取り上げることは地域の活性化につながるので、よい紹介だったと思う。

今後も伝統工芸品の魅力について、幅広い世代に伝えていってほしい。 

 

○  １０月１日(木)のヒューマニエンス ４０億年のたくらみ「オトコとオンナ“性”

のゆらぎのミステリー」を見た。俳優の織田裕二さんが出演者とやりとりをする中

で、難解なテーマを分かりやすく伝えていた。科学的な知見は社会で活用されるこ

とが重要であり、この番組が社会的な課題解決のきっかけになればと思う。 

 

○  １０月１３日(火)の魂のタキ火（２）「台風一過の廃工場＠美女木」を見た。俳

優の要潤さんと本上まなみさん、動物作家の篠原かをりさんがたき火を見つめなが

ら語り合う番組だった。たき火があることで話しやすくなると出演者も語っていた

が、たき火の映像を見ることで自分自身がその場にいるような臨場感があった。新

型コロナウイルスによるさまざまな影響で疲労が蓄積している人も多いと思うが、

ゆったりと没頭できる番組でとてもよかった。出演者のトークがとても自然で嫌み

がなく、すばらしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「魂のタキ火」はＢＳプレミアムで１０月から始まった新

番組だ。たき火があることで、独特の雰囲気の中でトークが

できるという効果がある。４月に前身となる番組を放送した

ところ視聴者からの評判がよかったため、１０月から定時番

組とした。出演者から発せられるありのままのことばを紡い

でいることが、番組に自然な印象を与えていると考えている。 

 

○  「アンという名の少女」を見ている。日本でも人気のある「赤毛のアン」を海外

の放送局がドラマ化した作品だ。「赤毛のアン」は子どもの視点で読む作品だと考
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えているが、このドラマは大人の視点で物事を捉えて構成していると感じた。さま

ざまな困難を乗り越えてアンが成長していく姿が感じられる演出もよかった。子ど

もたちの権利の確立が不十分だった時代を描いているものの、養子縁組や不登校の

問題など、現代にも通じる内容がすばらしい。この海外ドラマを選び、放送したこ

とを評価したい。 

 

○  日曜日の午前６時４５分からラジオ第２で放送している「こころをよむ」を聴い

ている。文学や映画など各分野の第一人者が、人々が抱えているさまざまな問題を

分かりやすく読み解く番組だ。１０月からは映画がテーマの「シネマレッスン」を

放送しているが、映画評論家の青柳秀侑さんの語りで有名な映画の魅力を再発見す

ることができる、良質な番組だ。ＮＨＫでは過去の名作映画を放送しているが、こ

のような映画の魅力を多角的に取り上げた番組があってもよいと感じている。 

 

○  「未来スイッチ」を見ている。社会的な課題を解決するためのヒントを教えてく

れる、とても役に立つ番組だと思う。災害や福祉など、さまざまなテーマについて

現場での取り組みを紹介しており分かりやすい。短時間だが良質な番組なので、

ホームページなどで放送日時をさらに周知するとともに、より多くの人が見られる

時間帯にも放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「未来スイッチ」はＮＨＫが公共メディアとして伝えるべ

きテーマについて、コンパクトに分かりやすく伝えるミニ番

組だ。基本的には平日の夜１１時４０分から総合テレビで放

送している。番組時刻表では、キャンペーンに関連するほか

のミニ番組と同様に、「公共メディアキャンペーン」というタ

イトルで掲載している。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年９月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ放送センター

（ウェブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、２０２０年度後半期の国内放送番組の編成について説明があり、２

０２１年度の番組改定とあわせて意見の交換を行った。続いて、長野放送局の取り組み

と今後の予定について報告した。その後、知るしん 信州を知るテレビ「ウィズコロナ

時代の切り札！？地域密着エネルギーが熱い！」について説明があり、放送番組一般も

含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１０月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      原  拓男（千曲錦酒造(株)相談役） 

   副委員長  奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   委 員      泉田 佑子（書家） 

尾形 玲子（養蜂家、ひふみ養蜂園(株)代表取締役） 

小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

     斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 弘子（アサヤ食品(株)代表取締役社長） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

      仁衡 琢磨（ペンギンシステム(株)代表取締役社長） 

      宮田麻一美（万座温泉日進舘女将） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２０年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「２０２１年度の番組改定へ向けた意見聴取」について＞ 

 

○  学校放送番組の新シリーズ「アクティブ１０」は中高生向けにもかかわらず、本

放送が深夜、再放送が日中帯になっているが、どのような意図があるのか。 
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（ＮＨＫ側） 

  学校放送番組は、学校の授業での視聴を大きな目的として

いる。中学校や高等学校の先生たちが授業の準備のために事

前に番組を視聴できるように、深夜に編成している。 

 

○  「ＮＨＫ地域局発」が平日の午前中に放送されるとのことで、地域の魅力が発信

されることを期待している。一方で、少ない人員の中で地域放送局の負担は増えて

しまうとも思うが、制作体制はどうなっているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地域放送局がその地域向けに制作した番組はこれまでも平

日午後の時間帯で全国放送していたが、放送時間は限られて

おり、地域向けの良質な番組を全国の視聴者に届けきれてい

ないという課題があった。視聴者の要望も多く、今回その機

会を増やすこととした。地域向けに放送した番組を全国向け

にも放送するという枠組みであるため、地域放送局の業務量

が大きく増えることはないと考えている。 

 

○  「列島ニュース」は各地域のお昼のニュースを選定し、大阪放送局からまとめて

放送するという認識でよいのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  その通りだ。首都直下型地震等で、万が一本部の放送機能

が失われた際には大阪放送局から情報を発信することになる

ため、日常的に全国向けのニュースを大阪放送局から伝える

ことで、非常事態に備えるというねらいもある。 

 

○  「ＮＨＫ地域局発」はよい取り組みで地域の活性化につながると思うし、地方放

送局のモチベーションアップにもつながるのではないか。「帰ってきた〇〇」では

ＮＨＫが持つ貴重ですばらしい映像が全国に届けられることを期待している。 

 

 

＜知るしん  信州を知るテレビ「ウィズコロナ時代の切り札！？地域密着エネルギーが熱い！」 

（総合 ７月３１日(金)放送＜長野県域＞）について＞ 

 

○  世界的にも注目されている自然エネルギーの活用に焦点を当て、具体的な事例を
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示しながら地域でどのような取り組みができるのかについて分かりやすく伝えて

おり、示唆に富んだ良質な番組だった。「身の丈に合った」というキーワードで展

開されており共感できた。自然エネルギーに関する素朴な疑問に対し、タレントの

林マヤさんと信州大学の茅野恒秀准教授の掛け合いで分かりやすく説明していた

点もよかったと思う。メガソーラー建設の問題点や、なかなか住民の理解が得られ

ない様子が紹介されていたが、メガソーラーだけではなくバイオマス発電にも問題

点はあるはずで、メガソーラーだけがやや悪者になっているような印象を受けた。

今回取り上げていた発電所は、利益や効率を追求するのではなく従業員の働き方に

も考慮することで成功した事例だった。ただ、働き方の紹介では、働き手がこれま

での生活や収入がどう変わったのかについても、伝えてほしかった。また、国内の

メガソーラーの場所が描かれたイラストが紹介されたが、正確に実態を反映してい

なかったと思う。霧ヶ峰山麓のテロップも縦読みと横読みが混ざっていて読みづら

かった。全体的には、地域の住民が身の丈に合った方法で地域活性化を目指すとい

う、とても参考になる良質な番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「身の丈に合った」というキーワードはまさに伝えたかっ

たことだ。バイオマス発電にもさまざまな問題があることは

承知しているが、限られた時間の中で今回は割愛することと

した。地図上にメガソーラーを配置した図については、日本

全国に多くのメガソーラーが存在することが伝わるように工

夫した。テロップの表示のしかたについては、頂いた意見を

参考にしていきたい。 

 

○  林さんは誠実かつさわやかで、進行もよどみがなく好感を持った。ナレーション

で丁寧な説明が加えられていたため、とても分かりやすかった。全国に設置された

メガソーラーのイラストも分かりやすかった。自然エネルギーを有効に活用し、地

域活性化につなげている様子がよく伝わってきた。「自然エネルギーが災害への備

えになる」という茅野さんの説明も説得力があり参考になった。地域の行政担当者

などにもぜひ見てほしい内容だと感じた。一方で、市民ファンドで資金を募ったと

いう紹介があったが、資金を集めた仕組みや、その結果発電された電力がどのよう

に地域の住民に還元されているのかについて、もう少し詳しく知りたかった。番組

タイトルに「ウィズコロナ時代」とあるが、新型コロナウイルスにつながる内容が

やや足りなかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  長野県は自然エネルギーの活用が全国的にも進んでいるた

め、今回取り上げることとした。飯田市の「おひさまファン

ド」や、電力がどのような形で住民に還元されているのかに

ついて、詳しく伝えられるとよりよかったと思う。今回取り

上げることができなかった部分については、１０月に放送す

る予定の「クローズアップ現代＋」で掘り下げたいと考えて

いる。 

 

○  テーマが時宜を得ており、質の高い番組だった。自然エネルギーのあり方が転換

期にある中、太陽光発電やバイオマス発電についてタイミングよく取り上げていた。

茅野さんの説明は丁寧で、林さんのコメントも分かりやすかった。鬼無里の太陽光

発電の話題では、市民ファンドの仕組みと、災害に強い発電パネルの特性がよく理

解できた。エネルギーと食の自給、そして雇用の確保によって地域活性化につなが

る事例が紹介されたことはよかった。一方で、メガソーラー建設予定地でありなが

ら、結果的にとん挫してしまった土地の所有者たちのその後が気になった。アント

ニオ・グテーレス国連事務総長が訴えた「グリーン・リカバリー」の話題は、番組

の内容に合った英語表現の部分が使用され、また紹介するタイミングも適切だった

と思う。加えて、国連サミットで採択された持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」につ

いて触れられているとなおよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＳＤＧｓ」が新型コロナウイルスの感染拡大を機にどの

様な方向に向かうのかについて、今回の長野県の事例も含め

て「クローズアップ現代＋」で取り上げる予定だ。 

 

○  地域だけではなく、全国に向けて放送してほしい内容の番組だった。「クローズ

アップ現代＋」で取り上げる予定とのことで、楽しみにしたい。飯綱山の話題もす

ばらしく、林業の不振をきっかけに新たに生み出した発電事業で雇用の創出につな

げたことなど、とても参考になる取り組みだった。地域で身の丈に合った生産と消

費をし、経済を循環させることはこれからの時代に必要で、それを実現している住

民たちの表情がとても生き生きしているように感じた。一方で、テロップが少し過

剰で、特にオレンジ色のテロップはとても読みづらかった。もっとシンプルでよい

と思う。また、テーマを転換するときに効果音を入れていたが、取材内容がすばら

しいため、やや過剰な演出に感じた。全体的には地に足の着いた地域の取り組みを

紹介し、希望を与えてくれる良質な番組だった。 
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○  新型コロナウイルスの感染拡大以前から、長野県の各地で自然エネルギーを自給

しようという取り組みが進んでいたことがよく分かり、興味深かった。身の丈に

合った取り組みで地域を活性化するという点がすばらしく、それを継続してきたこ

とに感心した。新型コロナウイルスの感染拡大によって働き方や生き方が見直され

ているが、これまでの継続的な取り組みがそれをきっかけに脚光を浴びたという、

流れのある構成がよかったと思う。「エネルギーと食を自給すると地域活性化につ

ながる」という説明があったが、番組で取り上げられていたベーカリー以外にも、

エネルギーと食が結びついている事例を紹介してほしかった。全体的にバランスが

よく、内容も盛りだくさんでとても良質な番組だったと思う。 

 

○  番組のテーマが長野県ならではでよかったと思う。自然エネルギーの利用につい

て、地域密着型から利益還元の循環型に変わってきたことなど、さまざまな変化が

丁寧に説明されていた。一方で、「自治意識の継承」という解説があったが、もう

少し掘り下げて伝えてほしかった。エネルギーと食の自給を目指してファンドを募

り、ソーラーパネル設置につなげることは自然エネルギーの活用における理想の流

れだと感じた。住民がおよそ 2,500 人の鬼無里でどれほどの人たちがファンドに参

加したのかや理解を得られない住人はいなかったのかが気になった。また、木材

チップの燃焼については地球温暖化にもつながるため、問題もあるのではないかと

疑問に感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  木材チップの燃焼による地球温暖化の問題については、樹

木は二酸化炭素を吸収する働きがあるため、環境負荷は限定

的だとされている。また古い樹木をそのままにしておくと二

酸化炭素の吸収量が減るため、古い木を伐採し、若い木を植

えるサイクルを作ったほうが全体的な二酸化炭素の吸収量は

増えるという調査結果もある。この様な理由から、山の樹木

を伐採して有効に活用することが、長い目で見ると環境にも

よい影響があるという観点で番組を制作した。 

 

○  茅野さんが「ソーラーパネルの設置はゴールでなく、始まりだ」という趣旨の発

言をしていたが、感銘を受けた。「自然エネルギーは単に増やせばよいものではな

いのですね」という林さんのことばも印象に残った。テロップが過剰だという印象

もあったが、分かりやすく伝わるように工夫していると感じた。漢字と平仮名の色

を使い分けているテロップがあったが、短時間の表示でも内容が頭に入ってきたた

め、よいアイデアだった。茶色と緑色を使用しており、木をイメージさせる色使い
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が番組のコンセプトにも合っていたと思う。一方で、霧ヶ峰山麓のテロップは読み

づらかったので、今後は改善してほしい。各地域の取り組みを地名で紹介していた

が、木材チップの話題では飯綱山の麓となっており、地域名を出しておらず違和感

があった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  鬼無里も飯綱も長野市にあるが、長野市はとても広く、市

街地もあれば山深い地域もあるため、長野県の視聴者がイ

メージしやすいように伝え方を工夫した。また、飯綱町とい

う別の自治体もあるため、より地域を限定できる表現とした。

難しい話題も多かったため、テロップは多めにつけることを

意識した。 

 

○  全国的に関心の高い話題で、食い入るように視聴した。東日本大震災後には自然

エネルギーがこれまで以上に注目され、電力の買取制度も始まったが、その経緯に

ついても番組の中で紹介されており、長野県の取り組みがその流れの中にあること

を分かりやすく説明していた。セミの声が聞こえる自然豊かな廃校の中で林さんと

茅野さんが対談するシーンは番組のコンセプトに合っており、共感した。鬼無里地

区や飯綱山の麓の話題は、地域密着型の取り組みが成功の鍵になることがうまく表

現されていた。一方で、製材所の紹介では、木の伐採が里山の手入れになる点や、

木質バイオマスが実は環境への負荷が少ない点にについて、もう少し説明があると

よかった。「グリーン・リカバリー」ということばに表現されているように、この

テーマは自然と共生するという人間本来の姿を思わせる一方で革新的でもあり、

「ＳＤＧｓ」につながるものだと感じている。全体的に内容が濃く、地域密着の話

題を取り上げたすばらしい番組だった。 

 

○  メガソーラーと地域密着型エネルギーを比較するなど、とても分かりやすい内容

だった。茅野さんが「ソーラーパネルの設置はゴールでなく、始まりだ」という趣

旨の発言をしていたが、太陽光パネルを設置する前と後の住民たちの生活の違いに

ついて紹介しており、地域によい影響をもたらしたことが理解できた。ゲストに林

さんを迎えたのもテーマに沿っており好印象だった。一方で、オレンジ色のテロッ

プは読みづらく、前向きな表現がネガティブに伝わってしまうように感じた。もっ

とシンプルな色づかいでよかったと思う。林さんと茅野さんが対談するシーンはセ

ミの鳴き声がやや耳障りに感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  新型コロナウイルス感染拡大下での収録ということもあり、

換気を徹底したためにどうしてもセミの鳴き声が入ってし

まった。セミの音声についてはできる限り小さくしたが、結

果的にやや気になる音量だったことは否めない。 

 

○  時宜を得た話題で、内容も濃いすばらしい番組だったと思う。テロップの文字は

大きく工夫されており、色づかいも適切で見やすかったと思う。難しい話題につい

ても、イラストを用いることで分かりやすく説明されていた。高齢化が進んだ現代

においては、幅広い視聴者の立場に立って、より見やすい番組を作ることが必要だ

と感じており、この番組はそれができていたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  テロップについての指摘は、今後の番組制作に生かしてい

きたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  新潟放送局では夏休み期間中、「おうちでじょんのび～新潟の夏～」と題して高

校野球の過去の名勝負などを放送していた。新型コロナウイルスの影響で帰省する

ことすらままならない夏休みだったが、放送で地域をサポートしようという思いが

伝わってくるよい企画だったと思う。なかでも、８月１２日(水)の金よう夜きらっ

と新潟 選「スイカバイトにかける夏」(総合 後 6:10～6:37 新潟県域)はスイカの

収穫のアルバイトをしながら成長する高校生を鮮やかに描いておりすばらしかっ

た。 

 

○  ９月１１日(金)の金よう夜きらっと新潟「福島潟～知られざる里潟の力～」を見

た。地元出身のキャスターが地域の人たちの営みに触れながら福島潟の魅力を紹介

する、良質な番組だった。福島潟はバードウォッチングの名所というイメージだっ

たが、自然と共生しながら人々が暮らしている重要な地域であることを再認識でき

た。今後も伝統文化や郷土料理などについて深く取材し、地域の魅力を再発見でき

るような番組を期待している。 

 

○  ９月１１日(金)のぐんまスペシャル「群響ＲＥＢＯＲＮ コロナ禍５か月の奮闘

記」を見た。群馬交響楽団の演奏は感動的で、前向きに取り組む楽団員の姿に心を

打たれた。新型コロナウイルスの影響を受けて苦境に立たされている人たちに勇気
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を与えてくれる、すばらしい番組だった。 

 

○  「とちぎ６３０」に「あの日のふるさと」という視聴者からのリクエストに応じ

てＮＨＫが持つアーカイブ映像を紹介するコーナーがあるが、懐かしい映像でホッ

とする時間を地域の視聴者に与えていると思う。９月７日(月)は昭和５５年の栃の

葉国体が紹介されていたが、毎週懐かしく視聴している。 

 

○  ８月６日(木)のＮＨＫスペシャル「証言と映像でつづる原爆投下・全記録」(総

合 後 10:00～11:00)を見た。マンハッタン計画の現場責任者だったトーマス・ファ

レル准将の手記が発見されたことをもとにした、証言記録として大きな価値を持つ

番組だった。ＢＢＣに残されていた当時の日本政府首脳の証言も盛り込まれており、

すばらしかった。関連する番組として、８月８日(土)に放送されたＥＴＶ特集「“焼

き場に立つ少年”をさがして」の告知もするとよかったのではないか。 

 

○  ８月１０日に再放送されたＮＨＫスペシャル「恐竜超世界（２）史上最強！海の

モンスター」(ＢＳ１ 後 6:00～6:49)を見た。モササウルスが恐竜時代の海の王者

であったことが描かれていたが、夏休みに子どもと一緒に楽しむことができるよい

内容の番組だった。俳優の上白石萌音さんの語りもよかった。精密なＣＧは恐竜た

ちをリアルに表現しており、技術力の高さに感心した。恐竜が生きた時代を実感で

きるすばらしい番組だった。 

 

○  ７月３０日(木)のクローズアップ現代＋「戦争の記憶をつなぐ資料館・慰霊碑の

危機 貴重な資料が散逸」を見た。「もう一つ世代が進むと、戦争の記憶は全部忘

れ去られてしまうのでないか」という趣旨のコメントが胸に刺さった。行政に対す

る警鐘にもなっており、民間での活動に限界も感じた。東京都平和祈念館の建設問

題や加害責任など、戦争と平和に対する歴史観の溝を埋めることがいかに難しいか

を痛感する番組だった。前橋市が民間の資料館の資料を引き取って目録化を進める

という紹介があったが、歴史が事実として後世に託されることに安どを覚えた。す

ばらしい構成の番組だったと思う。 

 

○  ８月１５日(土)の【国際共同制作 特集ドラマ】「太陽の子」(総合 後 7:30～8:50)

を見た。柳楽優弥さんを中心とした俳優陣の演技がすばらしく、戦争の緊迫感や当

時の人たちの心の動きがよく伝わってくる質の高いドラマだった。先日亡くなられ

た三浦春馬さんも出演していたが、すばらしい表現者であるので、過去の出演作品

も改めて放送してほしいと思った。 
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○  ８月２３日(日)に始まった【プレミアムドラマ】「すぐ死ぬんだから」を見た。

当初は乱暴なタイトルだと思って見始めたが、見終わったときにはドラマに合った

前向きなタイトルだと感じた。とても興味深い内容だった。 

 

○  来年の大河ドラマは渋沢栄一が主人公になるとのことだが、富岡製糸場のほか、

いくつかの地方銀行には渋沢栄一が揮ごうしたへん額が飾られているなど、関東甲

信越の各地には渋沢栄一にまつわる遺産が数多くある。地域の放送局でもそれらの

遺産をうまく取り上げることで、大河ドラマのＰＲに努めてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大河ドラマ「青天を衝（つ）け」については首都圏局と各

地域放送局が連携したさまざまな展開を検討している。いた

だいた意見は今後の参考にさせていただく。 

 

○  ８月８日(土)のＥＴＶ特集「“焼き場に立つ少年”をさがして」を見た。原爆投

下直後の長崎で米軍カメラマンのジョー・オダネルが撮影した有名な写真をテーマ

にした番組で、最新の技術を用いて多角的に分析しており感心した。写真の少年が

誰であるのか、そして元原爆孤児の証言を取り入れながら、当時の子どもたちや写

真の少年の思いをしっかり描いていた。焼き場をあとにした少年は一度も振り返ら

ずに駆け去ったというオダネルの証言は重く、平和の尊さを強く感じた。守本奈実

アナウンサーのナレーションは落ち着きがあって聞きやすかった。「ＥＴＶ特集」

は午後１１時台の放送だが、もっと多くの人が見る時間帯に放送してほしいと感じ

させる番組だった。 

 

○  ８月１５日(土)のＥＴＶ特集「サヘルの旅～傷（いた）みと生きるということ～」

を見た。タレントのサヘル・ローズさんに密着していた。イランの戦争孤児だった

ことなど、大変な人生を送られてきたことは知っていたが、想像以上の厳しさに驚

かされた。日本で暮らす中で自分を見失ったものの、イランで苦労する女性たちと

の交流の中でアイデンティティーを見いだし、自分自身のことを他人に伝えられる

ようになったことが紹介されていた。サヘルさんが人生を前向きに歩みだす軌跡を

たどった内容の濃い番組で感動した。 

 

○  ８月３日から４週にわたって放送された「１００分ｄｅ名著 ミヒャエル・エン

デ“モモ”」を見た。京都大学教授で臨床心理学者の河合俊雄さんが指南役となり、

子どもでも理解できるファンタジー作品に込められた本質的な意味や奥深さを教

えてくれる、すばらしい番組だった。「１００分ｄｅ名著」は１０年ほど続いてい
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る番組だが、これからもよい作品を扱うことで長寿番組になってほしいと思う。大

河ドラマ「青天を衝（つ）け」に合わせて、渋沢栄一の著作「論語と算盤」も取り

上げてほしい。 

 

○  ９月１４日(月)に再放送されたハートネットＴＶ「シリーズ“認知症とともに生

きるまち”を行く（１）なぜ“働く”のか」を見た。ＮＨＫ厚生文化事業団の「認

知症とともに生きるまち大賞」を受賞した取り組みを紹介していた。認知症当事者

ネットワークみやぎ代表の丹野智文さんが選考委員をしていたが、認知症の当事者

ならではのコメントがすばらしかった。「認知症の人を心配することや優しさがか

えって認知症の人を縛ってしまう」といった内容のコメントに考えさせられた。 

 

○  ９月１４日(月)のハートネットＴＶ「人生の再出発～ある出所者の日々～」を見

た。刑務所を出所した人の社会復帰がいかに難しいかについて掘り下げており、

テーマの選び方や取材力の高さに感心した。 

 

○  ８月１６日(日)に再放送された日曜美術館「無言館の扉 語り続ける戦没画学

生」を見た。画家の野見山暁治さんは満州に出征したが、病気のために帰国して生

き残った。野見山さんの「絵描きは絵さえ残っていればまだ死んでいない」という

趣旨のことばに感銘を受けた無言館の窪島誠一郎館長が、亡くなった画学生の作品

を収蔵しはじめたことなどが丁寧に紹介されていた。戦争の悲惨さが伝わってくる

番組だった。 

 

○  ９月１６日(水)の又吉直樹のヘウレーカ！「僕らはみんな“あぶれ者”だっ

た！？」を見た。暮らしに潜む不思議を見つけ出しひも解く教養バラエティーで、

自然科学だけではなく生活全般をテーマにしており、楽しく見ている。今回はタイ

トルに興味を引かれて視聴したが、難解な物理学について順序立ててうまく説明し

ていたと思う。茨城県東海村の高エネルギー加速器研究機構の巨大施設を素粒子物

理学者の多田将さんと巡りながら、難しい素粒子の話題について分かりやすく解説

していた。素粒子物理学の分野では日本が世界の最先端を走っているとのことだが、

その一端を担う多田さんの話をかみ砕いて伝えており、納得できた。二次元コード

などを表示し、多田さんのプロフィールにアクセスできるような工夫があると便利

だと思った。視聴者の知的好奇心に応える番組は意義深く、ＮＨＫの果たす役割は

大きい。引き続き期待している。 

 

○  ８月２日(日)の「ニッポンの夏 長岡の大花火を味わい尽くす！～新潟県長岡市

から中継～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 6:38～8:59)を見た。新型コロナウイルス感染拡大の影
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響で全国的に花火大会が中止となる中、美しい花火の映像を見ることができ、元気を

もらった。生放送の番組でありながら花火を鑑賞して終わるのではなく、長岡の大花

火に込められている復興や平和への祈りや、地域の人々の思いを解説していたのがす

ばらしく、花火を鑑賞する楽しさを改めて教えてくれる番組だった。地域の人々が大

切にしている花火に「フェニックス」があるが、市民 1 人１人の小さな力が集結し

て始まった花火であるという説明があるとなおよかった。 

 

○  ８月４日(火)のアナザーストリーズ 運命の分岐点「わたしはやっていない 村木

厚子 無罪までの４５４日」を見た。厚生労働省の局長だった村木厚子さんが、身

に覚えのない罪で逮捕されてから無罪を勝ち取るまでの経緯に迫った番組で、取り

調べを受けているときの村木さんの精神状態や、家族との絆などがよく伝わってき

た。検事による証拠の改ざんなど、事件の内容に驚がくした。この事件がきっかけ

となり、取り調べについての法制度改正につながるなど、とても重要な内容だった。

ＢＳプレミアムだけではなく、地上波でも放送してほしい。 

 

○  ８月２２日(土)の歴史発掘ミステリー 京都 千年蔵「大原 勝林院」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱ

ﾑ 後 10:00～11:00)を見た。開かずの蔵を開封するような告知がされており期待し

ていたが、期待はずれの内容で残念だった。勝林院の蔵の公開をドキュメンタリー

の様に描いていたが、最近発掘された痕跡のある寺宝をさもいま開けたように見せ

ており、陳腐に感じた。ＮＨＫらしくない残念な内容で、企画自体を再考すべきで

はなかったか。このような安易な番組はＮＨＫの品位を落とすことにもつながりか

ねないと感じた。 

 

○  ＮＨＫラジオ「らじる☆らじる」は聴き逃した番組をもう一度聴くことができる

インターネットサービスでとてもよい。また、「ラジオ深夜便」は連日長時間の生

放送で伝えているが、情報量も多くすばらしい番組だと思う。 

 

○  何度も見たいと思い録画していた番組に逆Ｌ字スーパーで熱中症に対する警戒

情報が常時表示されていた。逆Ｌ字スーパーは視聴の妨げになる場合があるため、

リアルタイム視聴でのみ意味のある情報をうまく分離できないものかと感じてい

る。また、歌番組の中で新閣僚決定の速報スーパーがチャイム音付きで頻繁に伝え

られていたが、やや度が過ぎていると感じた。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年７月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１７日(金)、ＮＨＫ放送センター

（ウェブ開催）において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、首都圏情報 ネタドリ！「どう楽しむ？コロナ時代の観光」につい

て説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、８月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      原  拓男（千曲錦酒造(株)相談役） 

   副委員長  奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   委 員      尾形 玲子（養蜂家、ひふみ養蜂園(株)代表取締役） 

小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

     斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 弘子（アサヤ食品(株)代表取締役社長） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

      仁衡 琢磨（ペンギンシステム(株)代表取締役社長） 

      宮田麻一美（万座温泉日進舘女将） 

 

 

（主な発言） 

 

＜首都圏情報 ネタドリ！「どう楽しむ？ コロナ時代の観光」 

（総合 ６月１２日(金)放送＜関東甲信越地方向け＞）について＞ 

 

○  観光業が厳しい状況に置かれていることがよく分かった。困難に直面しながらも

工夫して乗り越えようとする各企業の努力はすばらしく、勇気をもらった。“ｗｉ

ｔｈコロナ時代”と言われるように、新型コロナウイルスと共存しながらどう楽し

むか、という発想はとてもよいと思う。ゲストのリゾート会社社長の星野佳路さん

が提唱していた、近隣地域の魅力を改めて見直す「マイクロツーリズム」という考

え方は勉強になった。テーマにふさわしいゲストだったと思う。それぞれの企業の

工夫やウイルス対策などの取り組みは理解できたが、その企業努力の結果として客

足が戻ったかどうかについても伝えてほしかった。観光業に携わる人々にとっても、
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示唆に富んだ有益な番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組を放送した時点ではそれぞれの企業が取り組みを始め

たばかりで結果まで伝えることができなかったが、このテーマ

は継続して取材していきたい。 

 

○  「コロナ時代」というタイトルが気になった。コロナウイルスは古くから存在し

ており、コロナということばは商品名などにも使われているので「ＣＯＶＩＤ－１

９」や「新型コロナウイルス」など、なるべく正確な名称を使用してほしい。公共

メディアのＮＨＫが新たな事象をどう呼称するかは重要なので、十分に注意してほ

しい。キャスターの松田利仁亜アナウンサーの発音は聞きやすく自然体で好感を

持ったが、ゲストの女性は原稿を読んでいると感じる場面が多く、気になった。ま

た、松田アナウンサーはゲストを愛称で呼んでいたが、視聴者が戸惑わないように

名前で呼んでほしい。隅田川の水上バスの話題では、以前屋形船で新型コロナウイ

ルスの集団感染が発生したこともあるので、オープンエアで飲酒も行われていない

ことにしっかり触れるとなおよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  指摘については、今後の番組制作に生かしていきたい。水

上バスが密な状態にならないことについては、番組後半に紹

介した。 

 

○  新型コロナウイルスの感染拡大により観光地が打撃を受けていることは知って

いたが、外国人旅行者が見込めず厳しい状況になっていることがよく分かった。業

態が異なる複数の事業者を取材しており、内容にも説得力があったと思う。中華料

理店がドライブスルーなどで新たな顧客を生み出そうとしている取り組みのなか

で紹介された、「何かをすれば何かが変わる」ということばは、観光業復活に向け

たキーワードだと感じた。地域の魅力を再発見し、「マイクロツーリズム」という

考え方を定着させ、新しい顧客やリピーターを獲得していくことが今後は重要にな

ると感じた。経済の活性化について、「ＧｏＴｏトラベルキャンペーン」なども計

画されているが、いわゆる「新しい生活様式」を意識した身近な観光について考え

る契機となった、良質な番組だったと思う。 

 

○  多くの人々がいま最も知りたい情報を伝えてくれるタイムリーな番組だった。首

都圏の有名な観光地が新型コロナウイルスの感染拡大によって実際にどの様な影
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響を受けたのかがよく分かる、とてもよい番組だったと思う。浅草や横浜中華街な

どの具体的な事例が紹介されたあとに星野さんの鋭い現状分析があり、新しい取り

組みとして横浜のホテルやオープンエアの乗り物での観光を紹介するという構成

が効果的だった。星野さんの「新しいものに出会いたいという消費者の気持ちを満

たすサービスを考えたい」という前向きなことばが印象的で好感を持った。首都圏

だけではなく、今後は地方の観光についても取り上げてほしい。 

 

○  浅草や横浜中華街の現状紹介では、事業者の危機感や戦略転換が迫られている実

態がリアルに伝わってきた。中華料理店がデリバリーやドライブスルーで新たな顧

客を生み出そうとする様子など、事業者の努力がしっかり伝わってきた。ただ、カ

メラワークが不安定に感じ、番組に集中できない部分があった。ゲストに星野さん

を起用したのは適任でよかった。「マイクロツーリズム」は、コンセプトが時代に

合っていて説得力があった。一方で、観光収入についてデータを用いて説明してい

たが、出典が小さく読みづらかったので画面の作りを工夫してほしかった。また、

2019 年の旅行消費額について円グラフで示していたが、やや分かりにくかったと

思う。ゲストの高橋みなみさんの「私たちは元通りを求めてしまいがちだが、変化

に順応して楽しんでいきたい」という趣旨の発言は、番組全体のまとめにもなって

おり、共感した。 

 

○  新型コロナウイルスによって観光業が大変な状況にあることがよく分かった。人

力車の車夫はマスクやフェイスシールドを着けて客を案内しているとのことだが、

暑さ対策など苦労している点について感想を聞きたかった。中華料理店の店員が

言っていた「何かをすれば何かが変わるかもしれない」ということばが印象に残っ

た。ＶＴＲに重なるように、松田アナウンサーとゲストの表情を画面の左右に配置

していたが、雑多な印象で見づらかった。視聴者が見やすい画面作りを心掛けてほ

しい。テーマの設定など、全体的にはとてもよい番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  グラフの表現についての意見は今後に生かしていきたい。ま

た、ゲストがリモート出演だったために演出が難しい部分もあ

ったが、視聴者が違和感を持つことのないよう、今後も心掛け

ていきたい。 

 

○  困窮する観光業にエールを送るような番組だったと思う。星野さんをゲストに迎

え、さまざまな提言を引き出していたのがすばらしかった。星野さんが「国内の四

季折々のよさを見直し、野外型観光などでお客さまにリピートしていただく」とい



4 

う趣旨の発言をしていたが、とても参考になる考え方だと感じた。このようなリ

ピーターを生み出す秘訣は、新しい観光の指針になるものだと思う。一方で、観光

する側と受け入れる側が取り組むべき新型コロナウイルス対策について、もっと詳

しく扱ってほしかった。また、浅草や横浜中華街などは有名な観光地だが、さらに

厳しい現実に直面している地方の観光地も紹介してほしかった。ゲストの女性はと

ても明るくて好感を持ったが、コメントが自分のことばではなく原稿を読んでいる

感じがして、少し気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスの感染拡大で観光業に影響が出ている

ことを多くの視聴者に伝えるため、今回は誰もが知っている有

名な観光地を取り上げたが、今後は地域の観光地の事例なども

取り上げていきたい。 

 

○  横浜中華街の中華料理店が、創業以来初めてチラシを作るなどの営業活動をした

という紹介があり、有名な観光地ですら危機的な状況にあることが伝わってきた。

外国人旅行者数と日本人旅行者数の割合比較など、データを効果的に用いて現状を

分かりやすく解説していたと思う。ただ、外国人旅行者と日本人旅行者がもたらす

経済効果の違いなどの説明があるとさらによかったと思う。星野さんが観光業の今

後の方向性を示していたが、説得力があった。地域の魅力を再発見するというキー

ワードによって、誰もが今回のテーマを身近なこととして関心を持ったと思う。一

方で、「どう楽しむ？」という番組タイトルについては、このタイミングで楽しむ

というワードはふさわしいのだろうかと、やや疑問に思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  さまざまなデータの中から、今回は国内消費額の消費区分

について紹介した。指摘については参考にしたい。 

 

○  場面が変わるたびに「ネタドリ！」という明るい音声のつなぎ映像が入っていた

が、今回の番組は新型コロナウイルスで深刻な影響を受けた観光業の人たちを取材

した内容であるため、やや不適切だと感じた。感染防止に万全の対策をしても客足

が戻らないという人力車の紹介からは、現実の厳しさがひしひしと伝わってきた。

横浜の中華街の新たな楽しみ方や、密な状態を避けた水上バスなど、番組のタイト

ルに合った内容を分かりやすい解説で伝えていたと思う。星野さんの「マイクロ

ツーリズム」の考え方など、興味深い内容が盛り込まれており、よい番組だった。

一方で、キャスターがゲストを愛称で呼んでいたのは違和感があり、番組の終わり
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がやや駆け足に感じたのは残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  つなぎ映像については数パターン用意しており、番組の内

容によって使い分けている。今回は、「観光を安全にどう楽し

むのか」ということを伝えるため、少し明るい印象のつなぎ

映像を使用した。観光に対して後ろ向きの印象を与えないよ

う配慮した。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２８日(日)のＮＨＫスペシャル「戦国～激動の世界と日本～（１）秘められ

た征服計画 織田信長×宣教師」と７月５日(日)の「戦国～激動の世界と日本～

（２）ジャパン・シルバーを獲得せよ 徳川家康×オランダ」を見た。日本史を考

えるうえでは国内に残されている資料だけでは限界があるが、海外に残されていた

資料をもとに、「世界の中の日本」という視点で日本の戦国時代の史実を見つめな

おしており、興味深い番組だった。科学的な分析や実験も交えながら斬新な切り口

で構成していてすばらしかった。特に、大砲をハイスピードカメラで撮影した映像

は迫力があってよかった。 

 

○  ７月４日(土)のＮＨＫスペシャル「タモリ×山中伸弥“人体ＶＳウイルス”～驚

異の免疫ネットワーク～」(総合 後 7:45～8:58)を見た。ウイルスと人体の免疫の

関係がよく分かった。ＣＧ映像もすばらしく、技術の高さに感心した。質の高い番

組で、医療の発展にも貢献しうる内容だと感じた。新型コロナウイルスだけではな

く、うつ病も大きな社会問題になっており、苦しんでいる患者や家族が数多くいる。

うつ病についても、ＮＨＫスペシャルで取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「人体ＶＳウイルス」は多くの視聴者に見ていただいた。

ＮＨＫスペシャルでは今後もさまざまなテーマを取り上げて

いきたい。 

 

○  ７月３日(金)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」を見た。埼玉県の銭湯の話題

の中で、店主が好きな歌のことを「野球チームの球団歌」と紹介していたが、回り

くどい表現で、違和感を覚えた。 
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○  ７月１１日(土)のブラタモリ「葉山～“憧れの葉山”は どうできた？～」を見

た。神奈川県三浦半島の葉山町がどのように形成されたのかを探っていた。タモリ

さんの博識ぶりには毎回感心している。日本有数のヨットの町である葉山だが、入

り組んだ地形を形作る葉山層群がヨットに適した複雑な風を生み出すことや、皇室

の御用邸が建てられた理由などについて分かりやすく解説した興味深い番組だっ

た。 

 

○  ７月１３日(月)の【ストーリーズ】事件の涙「そこに あなたがいない～京都ア

ニメーション放火事件～」を見た。事件で娘や息子が犠牲になった家族を取材して

おり、遺族の痛みや悲しみが深く伝わってきた。遺族に寄り添った番組で、制作者

の姿勢にも感動した。 

 

○  ７月１５日(水)のクローズアップ現代＋「“森友”裁判始まる 自殺した職員の

妻と国 佐川氏は？焦点は」を見た。森友学園をめぐる決算文書改ざん問題で自殺

をした近畿財務局の職員の妻が国や元財務省理財局長の佐川宣寿氏を相手取り損

害賠償を求めている裁判を取り上げていた。誰もが真相を知りたいと思っている事

件だと思う。自然災害や新型コロナウイルスについて連日報じられているが、政治

の問題についてもしっかり伝えてほしい。ニュースだけでは伝えきれないことも多

いので、この様な番組を引き続き作り続けてほしい。 

 

○  ７月１１日(土)の【特集ドラマ】「５６年目の失恋」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29)

を見た。現代に働く見習いシェフが、東京オリンピックが開催された 1964 年にタ

イムスリップするという物語だった。ラストシーンには驚いたが、どんな反響が寄

せられたのか興味を持った。1964 年という時代背景をドラマの中にうまく取り入

れており、恋愛の要素だけではなく、私たちが忘れてしまった何か大切なものを思

い出させてくれるような内容だった。野菜くずでだしを取ったスープについての一

連のエピソードは思わず涙が出てしまうような内容で、心が洗われる思いだった。

今後も良質なドラマを作り続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ラストシーンについては「本当に笑った」といった意見や

「付け足し感があり、余計だった」という意見など、さまざ

まな声が寄せられた。 

 

○  ７月１１日(土)のＥＴＶ特集「ひなたの氷 九二歳、桜守の遺言」を見た。９２
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歳の桜守である佐野藤右衛門さんの日々をつづった番組で、特に映像がすばらし

かった。佐野さんが桜の木と向き合う様子からは、自然に対する謙虚さを感じた。

自然と人間の共生について、佐野さんが危惧していることが「遺言」という形で美

しい映像とともに表現されており、感動的であるとともに考えさせられる番組だっ

た。 

 

○  ６月２２日（月)～２５日（木）に再放送された１００分ｄｅ名著「ダーウィン

“種の起源”（１）～（４）」(Ｅテレ２ 前 11:30～11:54)を見た。ダーウィンの「進

化論」について、専門の学者が学術的に解説しており、重要なテーマについて正し

い理解ができたと思う。「進化論」について誤った理解に基づいた表現がＳＮＳ上

で話題になる中、過去の放送から本質的な内容の番組を機敏に編成したのはすばら

しい取り組みだと感じた。 

 

○  ７月２日(木)、９日（木）の世界１０代コロナ会議（１）、（２）(Ｅテレ 後 10:00

～10:29)を見た。新型コロナウイルスによって世界の人々が日常生活に影響を受け

ているという、ある意味で共通の体験をしているなかで、各国の１０代の若者たち

がどんなことを考えているのかを伝えていた。オンライン授業になったことで勉強

に身が入らないといった悩みや、人種差別の問題など、身近な話題から政治的な話

まで幅広い内容を若者たちが語り合う構成は興味深かった。将来を担う若者たちが

しっかり考えて行動していることが分かる、よい番組だった。 

 

○  ＢＳ１を中心に放送している「駅ピアノ」や「空港ピアノ」などのピアノシリー

ズをいつも楽しみに見ている。また、「ヨーロッパ トラムの旅」を見た。ヨーロッ

パの有名な都市が取り上げられていて興味を引かれるが、もっと丁寧に字幕を付与

することでさらにすばらしい番組になると思う。 

 

○  ６月２７日(土)のザ・ディレクソン「ｉｎ 奈良」を見た。視聴者が自らディレ

クターとなって地域を元気にする企画を考え、ＮＨＫがそのアイデアを映像化すると

いう取り組みは興味深く、地域活性化にもつながる番組だと思う。アイデアを出し合

う会議がオンラインで行われるなど、密な状態にならぬように配慮しつつも、番組の

コンセプトはしっかり守られており、番組そのものがレベルアップしていると感じた。

また、山里亮太さんによる司会は安定感があり好感を持った。地域の人たちとＮＨ

Ｋをつなぐ意義のある番組であり、今後も継続してほしい。 

 

○  ７月１２日(日)のＢＳ１スペシャル「レバノンからのＳＯＳ～コロナ禍追いつめ

られるシリア難民～」(ＢＳ１ 後 10:00～10:50、11:00～11:49)を見た。レバノン
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に避難しているシリア難民を丁寧に取材し、臓器売買や売春などの実態を伝えてい

た。衝撃的な内容ではあるが、構成や編集が練られた良質な番組だったと思う。深

い取材内容を伝えるだけではなく、歴史的な背景や経済、差別の問題など、物事の

本質に迫っており感心した。難民キャンプの取材中に新型コロナウイルスの問題が

生じたのだと思うが、そのことで難民がさらに厳しい状況に追い込まれていく様子

がよく伝わってきた。すばらしい番組だった。 

 

○  ３月２１日(土)の京都 山里の宿「花脊の四季の物語」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～

10:59)を見た。日本の原風景を美しい映像で撮影するとともに、残すべき日本の文

化や独特の美意識を丁寧に取材して細やかに描いていた。長時間の番組だったが、

すばらしい内容に引き込まれて食い入るように見てしまった。俳優の近藤正臣さん

の語りも心地よく、すばらしかった。７月には「花脊の春の物語」「花脊の夏の物

語」など、季節ごとの番組を放送していたが、いずれも改めて日本のよさを感じる

ことができた。平安時代から連綿と続いている宿の独自の美意識がしっかり伝わっ

てくるすばらしい番組だった。 

 

○  新型コロナウイルスに関連したニュース番組を見ている。ＮＨＫのニュースは正

確な情報を分かりやすく伝えておりとても頼りにしているので、引き続き期待して

いる。「ニュース シブ５時」は、スタジオ全体が黄色を基調にした明るいデザイン

になり元気をもらっているが、時報も黄色であるために、スタジオが背景映像に

なった場合は時刻がやや見にくいと感じている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ニュース シブ５時」の時報については、頂いた意見を

踏まえて、デザインを変更することを含めて検討させていた

だく。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 

 



1 

２０２０年６月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１９日(金)、ＮＨＫ放送センター

(ウェブ開催)において、９人の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、６月７日(日)に放送した「これでわかった！世界のいま」の内容につ

いて報告があり議事に入った。 

会議では、まず、宇都宮放送局の取り組みと今後の予定について報告した。その後、

とちスぺ「知ってなるほど とちぎのいちご」について説明があり、放送番組一般も含

めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      原  拓男（千曲錦酒造(株)相談役） 

   副委員長  奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   委 員      泉田 佑子（書家） 

尾形 玲子（養蜂家、ひふみ養蜂園(株)代表取締役） 

小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

     斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

      仁衡 琢磨（ペンギンシステム(株)代表取締役社長） 

      宮田麻一美（万座温泉日進舘女将） 

 

 

（主な発言） 

 

＜とちスペ「知ってなるほど とちぎのいちご」 

（総合 ３月１３日(金)放送＜栃木県域＞）について＞ 

 

○  オープニングがポップでとてもよく、最後まで楽しく見ることができた。栃木県

特産のいちごをテーマにしており、視聴者がクイズに参加しながら地域の魅力を再

発見できる、意義のある番組だった。タレントの佐藤美希さん、お笑い芸人のテル

さん、栃木県農業試験場いちご研究所主任の関口雄介さんからそれぞれいいコメン

トを引き出しており、ゲストの選定も適切だったと思う。ただ、３名のゲストの座
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席位置が横並びだったのが気になった。解説役の関口さんは、佐藤さんやテルさん

と少し距離をとったほうがよかったと思う。クイズの進め方には視聴者への配慮が

感じられてよかったが、視聴者とゲストの正解率にかい離があり、やや違和感が

あった。また、いちご研究所は新品種を作ることが最大の仕事で、いちごの試食数

もかなりの数になるということだったので、関口さんから新品種開発の苦労などを

聞きたかった。いちごの味を判定するロボットについても、判定基準をもっと詳し

く知りたかった。また、ロボットにおいしいと判定されたいちごは、実際に食べて

も本当においしいのかも気になった。双方向のクイズ番組は、視聴者の満足度を高

めることが重要だと思う。視聴者目線で、楽しめる番組を作り続けてほしい。 

 

○  クイズを用いて視聴者を番組に引き込むのはいいアイデアだと思う。ゲストと司

会の礒野佑子アナウンサーの掛け合いも心地よかった。栃木県のいちごについての

取り組みがよく理解できた。一方で、クイズにやや時間を使いすぎていたと感じた。

もう少し栃木県の取り組みなどを伝えてほしかった。栃木のいちごは安全に食べる

ことができるという情報を根拠とともに示せるとよりよかったと思う。タイトルど

おり、栃木のいちごについて知って納得できる楽しい番組だった。 

 

○  ゲストや司会のアナウンサーが魅力的で、楽しい番組だった。ＶＴＲの映像が映

されている最中にもゲストの表情をワイプ画面で出していてよかった。ただ、新品

種のいちごを試食したゲストのコメントは、やや抽象的で具体的な味をイメージで

きなかった。テレビで味覚を伝えることは難しいが、もう少し伝える工夫がほし

かった。また、ロボットがおいしいと判断したいちごを試食してもらい、その感想

を聞いてみたかった。加えて、いちご研究所が栃木県の農業試験場内にあることを

しっかり伝えたほうがよかった。栃木県には県外出身の人が数多く住んでおり、栃

木県民でも自県のことをあまり知らない人もいるので、県域放送でも栃木の魅力を

発信することには意義がある。宇都宮放送局のテーマである「つながる」というキー

ワードに沿った番組だったと思う。 

 

○  栃木県が５２年連続でいちごの生産量全国１位だということを初めて知った。１

問目のクイズはとても興味深く、ハウスを二重構造にしてビニールの隙間に地下水

を通すことで保温していることに驚いた。栃木県民の約８割はこのクイズに正解し

ており、いちごへの愛着が感じられた。一方で、番組全体をとおしていちごの何を

伝えたいのかがあまり分からなかった。いちごというテーマがやや広すぎたのでは

ないか。農業試験場の苦労や最新の取り組みをもっと紹介したほうが、より多くの

視聴者を引き付けることができたと思う。全体的には明るい雰囲気の番組で、楽し

く見ることができた。 
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○  ゲストは栃木県出身者で固めたほうがよかったと思う。地元の人でも知らない情

報がもっと紹介されると、より説得力がある番組になったと思う。いちごの生産量

が全国１位ということだが、他県とどのくらい差があるのかを視覚的に示したほう

が分かりやすかったと思う。視聴者参加型の演出はよいが、視聴者に解答を呼びか

ける前に、ゲストにクイズに答えてもらったほうが自然な進行になったのではない

か。いちごのおいしい食べ方の情報を盛り込むとともに、ゲストの関口さんに、お

いしいいちごの見分けかたなどを聞けるとなおよかった。 

 

○  視聴者にクイズの参加を呼び掛ける双方向の番組だったが、継続視聴を促す意味

で効果的な演出だと思う。番組は楽しくポップな演出で、雰囲気作りがすばらし

かった。特に礒野アナウンサーの進行はくだけすぎることなく、高いスキルを感じ

た。一方で、ゲスト２人へのクイズはやや冗長に感じた。クイズに時間をかけるの

ではなく、品種改良の歴史やハウスの二重構造の理由などについてもう少し深掘り

してほしかった。いちご研究所が県の機関なのか民間の会社なのか分からず、番組

に集中できなかった。農業に関わりのない人や、栃木に来て日が浅い人に興味を

持ってもらうためにも、県の機関であることや、研究所の所在地を伝えてほしかっ

た。なお、宇都宮大学は番組で紹介されたロボット以外でもいちごに関する興味深

い研究を行っており成果を出している。そのような紹介があるとなおよかった。 

 

○  栃木のいちごを支える生産者のノウハウと、いちご研究所や宇都宮大学の取り組

みがクイズを通して紹介されており、楽しい番組だった。栃木のいちごが多くの

人々やさまざまな技術によって支えられていることがよく分かった。テロップもい

ちごをテーマにしたデザインで統一されており、とても好印象だった。宇都宮放送

局が掲げる「つながる」というテーマが感じられる番組だった。一方で、スタジオ

部分ではゲストがフレームアウトしてしまう部分があり、番組に集中できなかった。 

 

○  栃木県民のいちごへの愛着が感じられる楽しい番組だった。クイズを活用して

テンポよく気楽に見ることができる内容だったと思う。一方で、クイズの正解率は

視聴者とゲストの間にギャップがあり、違和感を覚えた。日本はいちごの品種改良

の分野で、世界有数の国であるので、新品種の開発についてもっと詳しく知りた

かった。全体を通して飽きの来ない内容だった。礒野アナウンサーがうまく雰囲気

づくりをしていたが、ゲストのコメントがやや騒がしく感じる部分もあり、生放送

の難しさを感じた。 

 

○  クイズを用いた生放送の双方向番組は視聴者を引き付けるうえで効果的だと思
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う。画面右上に生放送というテロップがあったことや、いちごのロゴマークが入っ

ていたのは好印象だった。また、テロップの文字が大きく、背景の映像も工夫され

ていて心地よく見ることができた。クイズの解答者数と正解率がリアルタイムで表

示されるのはよかったが、解答時間が少し短く感じた。ハウスを二重構造にして隙

間に地下水を流して保温するという説明があったが、もう少し詳しい解説がほし

かった。３問目に出題された「味を判定するロボットの研究者が以前どのようなス

ポーツをするロボットを研究していたか」というクイズはいちごとあまり関係が無

く、無理のある出題のように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  クイズの数やロボットが判定したいちごの味を検証するこ

とについては、今後の参考にしたい。農業や食べ物の話題を

扱うときは、食の安全安心も意識して制作している。クイズ

の結果については、視聴者の正解率が予想以上に高く、番組

制作者としても意外だった。いちご研究所については、これ

まで県域放送で何度も取り上げてきたが、今回初めて番組を

見た人に対してどのように情報を提供すべきなのかは重要な

観点だと思う。県外出身者も含めて、地域の人々に満足して

もらえる番組作りを今後も目指していきたい。 

 

○  栃木県のいちご作りが、先人たちの栽培の工夫や新品種の開発によって発展して

きたことがよく分かった。楽しい雰囲気が伝わり、ＶＴＲとスタジオをうまく組み

合わせた飽きない番組だった。宇都宮大学がいちごの味を判定するロボットを開発

した話題は興味深かった。地域の特産品について、ＮＨＫが地元の視聴者に発信す

ることは意義があると感じた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１４日(木)の「ほっとぐんま６３０」を見た。新型コロナウイルスの影響で

外国人技能実習生の受け入れができなくなったキャベツ農家が人材不足に苦しん

でいる実態を伝えていた。群馬県民に向けて現場の声をしっかり届けたいい企画

だったと思う。 

 

○  ６月１１日(木)の「首都圏ネットワーク」を見た。新型コロナウイルスに感染す
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ると、治療後でも日常生活に支障が出る場合があるということが紹介されていた。

入院治療のあと、退院すれば完治するものだと考えていたが、退院後でもさまざま

な後遺症に悩んでいる人が多くいることがよく分かった。感染しないこと、そして

させないことが重要であることを伝えるよい企画だった。 

 

○  ６月２日(火)のプロフェショナル 仕事の流儀「餅ばあちゃんの物語～菓子職

人・桑田ミサオ～」を見た。構成や映像が工夫されており、すばらしい番組だった。  

６０歳を過ぎてササ餅づくりを始めた桑田さんの笑顔がすばらしく、引き込まれた。

ナレーションを極力抑えて、映像とテロップで桑田さんの魅力をうまく表現してい

た。桑田さんの考え方や人生についての哲学のようなものが、ディレクターとの自

然なやりとりの中からよく伝わってきた。 

 

○  ６月９日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「革命は、地方から起こす～編

集者・岩佐十良～」を見た。幅広く地域おこし活動をしている編集者に長期間密着

しており、その取材力に感心した。長野県の温泉旅館を訪れた際に、住民から自分

たちへのあいさつがないというクレームを受けていたシーンがあったが、どのよう

に対応したのか伝えておらず残念だった。地域の人たちを集めて意見を聞く場面が

あったが、その前段階で地域に溶け込んでいく様子も伝えるべきだったと思う。 

 

○  ６月９日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「革命は、地方から起こす～編

集者・岩佐十良～」を見た。岩佐さんは周囲に無謀と言われながらも地域に移住し、

地域の魅力を都市部の人たちに発信する取り組みをしている。地域を元気にしたい

という熱い思いが伝わってくる番組だった。地元の住民にあいさつがないと指摘さ

れたシーンは、挑戦の始まりということを印象付けていたと思う。 

 

○  ６月９日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「革命は、地方から起こす～編

集者・岩佐十良～」を見た。岩佐さんが、地域の文化や人々の魅力を発信し続けて

いることがよく分かった。地域活性化を目指し、独自の視点で日本各地の宿泊施設

を再生してきた取り組みを長期にわたって取材した力作だった。 

 

○  ６月５日(金)の「ＮＨＫニュース７」を見た。北朝鮮による拉致被害者家族会の

元代表である横田滋さんの訃報を伝えていた。現代表の飯塚繁雄さんの電話インタ

ビューがあったが、電話がつながらずに雑音が流れてとても聞き苦しかった。今後

気を付けてほしい。 

 

○  ６月８日(月)の【ストーリーズ】「新宿ダイアリー～母とコロナの４か月～」を
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見た。ディレクターが自身の母親を取材したすばらしい番組だった。長年新宿で

マージャン店を経営している母親の日常を描くことで、問題を提起していた。真面

目に働いてきた一人の人間が、新型コロナウイルスの影響で数々の困難に直面し、

苦しみながらも前を向いて生きるリアルな姿を描いていた。 

 

○  「オシばん」を見た。３分間でおすすめの番組を紹介している。興味のある番組

を探すことができるため活用している。 

 

○  名曲アルバム「オーボエ・ソナタ プーランク作曲」を見た。オーボエ奏者の古

部賢一さんのソロがすばらしく、映像やテロップで楽曲の世界観をうまく表現して

いた。５分の番組ながら、すばらしい演奏とともにプーランクの生涯についても紹

介しており、演出力の高さを感じた。「なき王女のためのパヴァーヌ  ラヴェル作

曲」も見た。ラヴェルがイメージした王女が誰かということまで伝えていたのがよ

かった。一方で、タイトルの「なき」が平仮名だったため、亡くなった王女である

ことが分かりにくかった。表記のルールがあるのだろうが、漢字で記載してルビを

ふるなど工夫してほしい。 

 

○  ５月３１日(日)の日曜美術館 アートシーン「＃アートシェア 今こそ、見て欲

しいこの一作」を見た。著名人が大切にしているアートを紹介していた。新型コロ

ナウイルスと共存する時代に、美術の重要性を示したよい番組だったが、スタジオ

部分のトークはありふれたもので残念だった。美術品を鑑賞するポイントなど、深

みのある話を聞きたかった。新型コロナウイルスの影響で番組作りにも制約が出て

いると思うが、新しいフォーマット作りに積極的に挑戦していってほしい。 

 

○  ６月１３日(土)のＥＴＶ特集「引き裂かれた海～長崎・国営諫早湾干拓事業の中

で～」を見た。諫早湾干拓事業についての賛成反対に関わらず、この事業によって

地域住民がどれほど翻弄され、心を痛めたのかがひしひしと伝わってきた。「海を

壊しただけではなく、人間関係も壊した」という関係者のことばが印象に残った。

地道な取材で地域住民の思いを丁寧にくみ取ったすばらしい番組だった。 

 

○  ５月１８日(月)に再放送された体操ニッポン復活の舞台裏「アテネ戦士が語る金

メダル秘話」(ＢＳ１ 後 6:00～6:50)を見た。名場面は何度見ても、感動がよみが

える。体操の男子日本代表チームが金メダル獲得を決めたシーンで刈屋富士雄アナ

ウンサーの「栄光への架け橋だ」という実況を聞き、あらためて当時の気持ちを思

い出すことができた。 
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○  ５月３０日(土)のあの試合をもう一度！スポーツ名勝負「ＦＩＦＡ女子ワールド

カップなでしこ初優勝ドイツ大会２０１１」(ＢＳ１ 後 6:00～6:50、7:00～7:50、

8:00～8:50)を見た。サッカー女子日本代表がドイツ大会で初優勝した試合をほぼ

ノーカットで放送していた。貴重な試合を再び見ることができて感動した。ＮＨＫ

の映像資産はすばらしく、来年の東京オリンピック・パラリンピックにもつながる

放送だったと思う。今後も過去の名試合をぜひ放送してほしい。 

 

○  新型コロナウイルスの感染拡大で、多くのスポーツの試合や大会が中止となるな

か、懐かしいスポーツの名場面を伝える取り組みはすばらしいと思う。 

 

○  ５月２３日(土)のＢＳ１スペシャル「コロナ新時代への提言～変容する人間・社

会・倫理～」(ＢＳ１ 後 9:00～9:49)を見た。新型コロナウイルスが存在する世界

で、今後どう生きていけばよいのかを考える番組だった。３人の有識者が議論をし

ながら、それぞれの専門分野の立場から有益な意見を述べていた。視聴者に深く考

えさせる、示唆に富んだ番組だった。新型コロナウイルスに関する情報は、感染者

数やクラスターの発生、給付金、経済の先行きなど現実的な話題が多いが、この番

組では人間社会の変容という大きなテーマについて考えることができて有意義

だった。 

 

○  ５月３１日(日)のＢＳ１スペシャル「はなれてひとつに奏でる～奇跡の“パプリ

カ”誕生秘話～」(ＢＳ１ 後 10:00～10:49)を見た。新日本フィルハーモニー交響

楽団の楽団員の１人がリモートで「パプリカ」の演奏をしようと仲間に声をかけ、

最終的には６２人が参加してオーケストラが実現するまでを描く番組だった。オー

プニングの美しい風景とテロップが番組全体の内容をうまく表現しており見入っ

てしまった。それぞれの楽団員の個性がよく分かった。新人の楽団員からは、新型

コロナウイルスの影響で満足に活動できない葛藤がにじみ出ており、同様の境遇に

ある人は特に共感したと思う。人と人との温かいつながりが伝わってくる、心にし

みる良質なドキュメンタリーだった。新型コロナウイルスによって困難な状況に置

かれても、音楽をきっかけにして前向きに苦境を乗り越えるという、人々のエネル

ギーが伝わってくる番組だった。 

 

○  ５月３１日(日)のＢＳ１スペシャル「はなれてひとつに奏でる～奇跡の“パプリ

カ”誕生秘話～」を見た。とても興味深い番組で、引き付けられた。リモートでの

「パプリカ」演奏を企画した楽団員の魅力がよく伝わってきた。ディレクターのす

ぐれた感性が感じられる番組で感動した。 

 



8 

○  ５月３１日(日)のＢＳ１スペシャル「はなれてひとつに奏でる～奇跡の“パプリ

カ”誕生秘話～」を見た。一つ一つのシーンに印象的なエピソードが散りばめられ

たすばらしい番組だったと思う。 

 

○  ６月１５日(月)に再放送されたＢＳ１スペシャル「市民が見た世界のコロナ

ショック ５月編」(ＢＳ１ 後 1:00～1:49)を見た。新型コロナウイルスに関連し

て世界各国の状況が報道されているが、市民の暮らしぶりはあまり見えてこないと

感じていた。この番組をとおして市民の生活の様子や各国の対策の違いがよく分

かった。人々の日常がリアルに伝わってくるよい番組だった。 

 

○  ５月２３日(土)の「京都・祇園 紗月の四季」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59)を見

た。新型コロナウイルスについての情報があふれているなか、気持ちが和らぐ美し

い映像が散りばめられた番組で癒された。お座敷に関わる仕事は困難に直面してい

るが、そんななかでも芸妓の紗月さんが花柳界でプライドを持って生きていること

を伝えた良質な番組だった。紗月さんの感情の機微を丁寧に描いており、すばらし

かった。困難に立ち向かう姿は、芸道に関わる人たちにとって大いに参考になると

感じた。今後もこのような番組を期待している。 

 

○  ６月１０日(水)の英雄たちの選択「昭和に響いた“エール”～作曲家・古関裕而

と日本人～」を見た。連続テレビ小説「エール」の主人公のモデルである古関さん

について深く知ることができた。古関さんの戦争体験や葛藤が作品に与えた影響を

丁寧にひも解いていたと思う。古関さんについてさまざまな側面から考察した興味

深い番組だった。 

 

○  ５月２４日(日)のＤＪ日本史「シリーズ これで日本が出来ました！～参勤交

代」を聴いた。参勤交代は道の原点という趣旨の解説があったが、それは結果論で

あり、原点となったのは伝馬制度だと思う。歴史の検証は入念に行ってほしい。人

が動くことで経済が動き、それが感染症の流行にもつながってきたという歴史の紹

介は良かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組で歴史を扱う際には事実関係をきちんと確認するよう

努めているが、いただいた意見は参考にさせていただく。 

 

○  ６月９日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「革命は、地方から起こす～編

集者・岩佐十良～」を見た。岩佐さんの仕事を丁寧に取材して淡々と伝えており、
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好感が持てる番組だった。仕事に対する姿勢がすばらしく、見入ってしまった。プ

ロフェッショナルとしての考え方やポリシーもしっかり伝わってきた。「気合いっ

て古いんだよな。でも、気合い」ということばにパワーをもらった。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年５月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ放送センター

(ウェブ開催)において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「２０２０年度国内放送番組編成計画および２０２０年度関東甲信

越地方向け編成計画の変更点」と「２０１９年度関東甲信越地方放送番組の種別ごとの

放送時間」について報告があった。続いて、前橋放送局の取り組みと今後の予定につい

て報告した。その後、ほっとぐんま６３０「となりの一歩」、ニュース・気象情報（群馬）

「Ｎｅｗｓココが知りたい」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の

交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      原  拓男（千曲錦酒造(株)相談役） 

   副委員長  奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   委 員      泉田 佑子（書家） 

尾形 玲子（養蜂家、ひふみ養蜂園(株)代表取締役） 

小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

     斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 弘子（アサヤ食品(株)代表取締役社長） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

      仁衡 琢磨（ペンギンシステム(株)代表取締役社長） 

      宮田麻一美（万座温泉日進舘女将） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ほっとぐんま６３０「となりの一歩 蚕の繭でアスリートの爪を丈夫に」 

（総合 ４月２日(木)放送＜群馬県域＞） 

ニュース・気象情報（群馬）「Ｎｅｗｓココが知りたい 新型コロナウイルス」 

（総合 ４月１７日(金)放送＜群馬県域＞）について＞ 

 

○  「となりの一歩」は群馬愛を感じるコーナーだった。爪はアスリートだけではなく
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すべての人にとって重要な部分だが、その保護剤の原材料に蚕やスズメバチの繭が使

われていることは驚きだった。地域特産の素材を生かしてものづくりをするという、

群馬県の特色が分かりやすく紹介されており、よい切り口だったと思う。 

  「Ｎｅｗｓココが知りたい」は、子どもから大人まで誰もが理解しやすいような演

出上の工夫が感じられ、好感を持った。新型コロナウイルスについての質問に分かり

やすく答えているだけではなく、難しい用語についての解説が付け加えられていたの

もよい。新型コロナウイルスについてはさまざまな情報があふれているので、重要な

情報を分かりやすく伝えるという取り組みを継続してほしい。 

 

○  「となりの一歩」は地域の放送局ならではの企画でとてもよかった。爪の保護剤

にスズメバチの繭や卵の薄皮を使用することなど、製品の開発プロセスがよく分

かった。ボルダリングの選手が保護剤を使用しているとのことだったが、使用した

感想を聞きたかった。前橋放送局のホームページでもこのコーナーが視聴できるよ

うになっており、インターネットサービスを充実させるのはいい取り組みだと思う。 

  「Ｎｅｗｓココが知りたい」は視聴者から寄せられた疑問に記者が答えるコー

ナーで、今回は新型コロナウイルスについての解説だった。身近な情報はニーズが

高いためよかったと思う。地域に根差した放送局が、視聴者の関心が高い情報を提

供することは意義深い。ただ、画面に表示された「Ｎｅｗｓココが知りたい」のロ

ゴが白色とオレンジ色のデザインで、視覚的に見にくいと感じた。 

 

○  「となりの一歩」は爪の保護剤の開発プロセスが分かりやすく伝えられていた。

地元の特産品である繭や、卵の薄皮など身近な材料を使い、国の研究機関とも協力

しながら約３年をかけて完成させたとのことだった。夢のある話題で、よい内容

だったと思う。 

  「Ｎｅｗｓココが知りたい」は新型コロナウイルスのＰＣＲ検査について取り上

げていた。視聴者の関心が高いタイムリーな話題で、全体的に分かりやすい解説で

よかった。群馬県内における１日あたりのＰＣＲ検査可能件数の話題の直後に、こ

れまでの累計検査数がグラフで示されたが、１日の検査数の変化をグラフで紹介し

たほうが分かりやすかったと思う。視聴者からの疑問に答えるコーナーは県民の

ニーズも高いと思うので、今後も期待したい。 

 

○  「となりの一歩」は地元の会社が特産の蚕の繭を活用し、アスリート向けの爪の

保護剤を開発する過程が紹介されていた。興味を引く話題で、内容もおもしろかっ

た。蚕やスズメバチの繭、卵の薄皮などの成分を組み合わせることで保護剤になる

ことは驚きだった。コーナーの構成も、研究開発の内容と経過、保護剤を実際に使

用している野球選手の感想、そして今後の展望の紹介、という流れがあって分かり
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やすかった。長年培ってきた地元企業の技術や、保護剤を開発した社長の思いが伝

わってくるよいコーナーだった。 

  「Ｎｅｗｓココが知りたい」は新型コロナウイルスについてその時点の最新情報

を簡潔に分かりやすく解説していた。アナウンサーと記者が掛け合うスタイルは親

しみが増すのでよい。一方、ドライブスルー検査を扱った項目で、「希望者すべて

にＰＣＲ検査をするのは非現実的」という担当者のコメントがあったが、ドライブ

スルー検査に関連した質問の答えとしては違和感があった。ドライブスルー検査は、

検体採取の選択肢の一つであり、ＰＣＲ検査が必要かどうかは医師や保健所が判断

するものだろう。この問題については専門的な要素がどうしても強いので、情報を

整理して適切に伝えてほしい。 

 

○  「となりの一歩」は爪の保護剤に蚕の繭を使用しているという群馬県らしい話題

で好感を持った。開発に国の研究機関である農業・食品産業技術総合研究機構が関

わったとのことだが、この研究機関についてもっと詳しい説明がほしかった。また、

保護剤を使用している長野県のアスリートに感想を聞いていたが、長野県ではなく

群馬県のアスリートに話を聞いてほしかった。この保護剤については、今後の展望

をもっと伝えてほしかった。 

  「Ｎｅｗｓココが知りたい」は身近な話題をタイムリーに扱っていてよいコー

ナーだと思う。新型コロナウイルスによる臨時休校に関する相談窓口の紹介では、

電話番号などをもっと長い時間表示しておいたほうが親切だったと思う。 

 

○  「となりの一歩」は地元の企業が特産の蚕の繭を使って製品開発をしているとい

う話題だったが、地域に元気を与えるよい内容で、伝え方も分かりやすく工夫され

ていた。「速球を投げ込むピッチャー、壁をよじ登るボルダリング」というナレー

ションがあったが、人物と競技の並置になってしまっていて違和感があった。群馬

デスティネーションキャンペーンの話題は、群馬県のマスコットキャラクターが登

場することで雰囲気が柔らかくなっていたのがよかった。綿貫観音山古墳の国宝を

シリーズで紹介しているのもよかったが、難しいことばについては学芸員の説明に

合わせて字幕を出すなどの工夫がほしかった。また、渡来品のデザインを参考にし

て兜が製作されたのではないかという説明があったが、その根拠も伝えてほしかっ

た。群馬県と渡来文化は歴史上深いつながりがあるので、その点を思い起こさせる

ような紹介もほしかった。なお、気象予報のコーナーでは、気象予報士が話すこと

ばのイントネーションにやや違和感を覚えた。 

 

○  「となりの一歩」について、群馬県の特産である蚕の繭や生糸だけを取り上げる

のだろうと思いながら視聴した。実際には、蚕の繭だけではなくスズメバチの繭や
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卵の薄皮の成分も使って爪の保護剤を作るという、地元企業の取り組みが紹介され

ており感動した。繭は糸にしたうえで使用するという常識が覆されて驚いた。群馬

県の魅力を伝えるよい企画だった。一方で、保護剤を使用しているアスリートを紹

介していたが、長野県の選手だったため、地元の選手に話を聞いてほしかった。 

  「Ｎｅｗｓココが知りたい」は視聴者から寄せられた疑問に記者がしっかり答え

ており、安心感があった。ただ、コーナーのロゴデザインが見づらいと感じた。引

き続き、視聴者の声に寄り添った番組作りを期待している。 

 

○  「となりの一歩」について、養蚕業が衰退しつつある中、蚕の繭を生かす取り組

みを伝えており、とてもよい企画だった。蚕の繭が美容製品ではなく、アスリート

が使用する爪の保護剤になるということに驚かされた。今まで使われてこなかった

タンパク質の成分が爪の保護に有効であることなど、身近なものを再発見するヒン

トが散りばめられていたと思う。ただ、コーナーを通して何を最も伝えたかったの

かがよく分からなかった。保護剤の優れた点についても、もっと具体的に知りた

かった。 

  「Ｎｅｗｓココが知りたい」について、視聴者との距離が近くなるよい企画だと

感じた。ただ、ＰＣＲ検査について、視聴者の質問にしっかり答えられていたのか

疑問が残った。記者の解説は分かりやすかったものの、やや冗長だったため、どん

な質問に対する解説なのかがぼやけてしまっていた。質問に対して端的に答えを示

し、そのあとで詳しく解説する構成にしたほうがよかったと思う。前橋放送局の

ホームページは地域性も感じられるよいデザインだと思う。このコーナーで取り上

げた内容を、ホームページにも掲載してほしい。 

 

○  「となりの一歩」は爪の保護剤に注目しており、興味深い内容だった。地元の特

産品を生かした製品があるという情報自体にも価値があると感じた。ただ、実際に

商品化されたのかがあいまいでよく分からなかったため、伝え方は工夫してほしい。

この保護剤を使用してもドーピングにはならないという紹介があったが、もともと

はオリンピックを意識した企画だったのだろうか。 

  「Ｎｅｗｓココが知りたい」について、視聴者からの身近な疑問に答えることは

地域放送局の役割でもあるため、こういった取り組みはすばらしい。意見が分かれ

るようなニュースを伝えるときはさまざまな側面を示すことが重要だが、一方でど

う考えるべきか指針がほしいと感じるときもある。伝え方のバランスは難しいと思

うが、視聴者にとってよりよい放送になるよう心掛けてほしい。 

 

○  「となりの一歩」の内容は興味深くとてもよかった。ただ、番組内で紹介していた

コーナー名の由来について、身近な場所をとなりと表現していたがしっくりこなかっ
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た。また、爪の保護剤を使用した感想は地元のアスリートに聞いてほしかった。 

  「Ｎｅｗｓココが知りたい」のロゴデザインは文字が読みにくく、改善の余地が

あると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「となりの一歩」では、保護剤を使用した効果を使用しな

かった場合と比較して伝えたかったが、その違いを映像で伝

えることは難しかった。今回は保護剤を使用してその効果を

実感している長野県の野球選手を取り上げたが、群馬県内の

アスリートを取り上げてほしいという意見は今後に生かして

いきたい。農業・食品産業技術総合研究機構ではスズメバチ

の研究が行われているが、活動の詳細については、今回は保

護剤についてより詳しく伝えることを優先し割愛した。今回

取り上げた企業の研究は今後も続いていくので、引き続き取

材したいと考えている。 

  「Ｎｅｗｓココが知りたい」については、ふだんのニュース

では詳しく説明できないことばなどを分かりやすく解説してい

きたいと考えている。コーナーのロゴデザインについては、ど

のような見せ方がよいのか検討していきたい。ドライブスルー

検査の話題に関連して担当者のコメントを紹介したが、記者の

質問とかみ合っていない部分があったと思う。ニュースの伝え

方やホームページ展開について、よりよいものにできるよう引

き続き考えていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月２５日(土)の土曜スタジオパーク「『エール』特集」を見た。ミュージシャン

の森山直太朗さんがリモートで出演していたが、音声の遅れが気になった。 

 

○  ４月２９日(水)のＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０８ ＪＦＫ暗殺 

前編」(総合 後 7:30～8:30)、５月２日(土)のＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆ

ｉｌｅ．０８ ＪＦＫ暗殺 後編」(総合 後 9:00～9:54)を見た。衝撃的な事件を

取り上げており、関心を持って視聴した。事件の真実は明らかになっていないが、

さまざまな側面から事件に迫ったすばらしい番組だった。 
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○  ４月２８日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「緊急企画！ 危機と闘うプ

ロたち」を見た。さまざまな分野の第一線で活躍する人たちからのメッセージを届

けており、元気をもらえる番組だった。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「緊急企画！プロのおうちごはん」シリーズを

見た。番組特有の演出効果で、自宅でできるプロのレシピを伝えていておもしろ

かった。番組の知名度を生かして視聴者にステイホームを呼びかけており、インパ

クトのある企画だった。 

 

○  ５月９日(土)のスゴモリどうぶつえん「“世界一幸せな動物”クオッカ登場」(総

合 後 10:00～10:10)を見た。短い番組でありながらストーリー性があり、動物た

ちの特徴がしっかり伝わってきた。飼育員の取り組みも紹介されており、知的好奇

心が満たされた。心が癒やされ、心地よい時間を与えてくれる番組だった。次回も

期待している。 

 

○  ５月１１日(月)の国会中継「衆議院予算委員会質疑」(総合 前 9:00～11:54、後

1:00～4:10)を見た。新型コロナウイルスの感染相談や受診の目安に 37.5 度以上の

発熱が４日以上という文言があったが、そのことが一因となって重症化や死に至っ

たと思われる患者が出てしまった。質疑では遺族のことばが取り上げられていたが、

この目安が結果として最悪の事態を招いたのではないかと感じた。未知のウイルス

なので対応は難しいと思うが、今回明らかになったさまざまな問題点を検証したう

えで多角的に取材し、今後の教訓となるような番組を放送し続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスについては地域のニュースも含めて全

国ニュースで放送しているほか、「ＮＨＫスペシャル」や「ク

ローズアップ現代＋」などの番組でも多角的に伝えている。

引き続き、医療や経済などさまざまな切り口で伝えていきた

い。 

 

○  外出自粛が続く中、ＮＨＫはプロフェッショナル 仕事の流儀「緊急企画！プロ

のおうちごはん」シリーズなど、自宅での時間の使い方を紹介したさまざまな番組

を放送しており、とてもよい。特に、ＥＴＶ特集の一連の番組はすばらしかった。

４月２３日(木)に再放送されたＥＴＶ特集「７人の小さき探求者～変わりゆく世界

の真ん中で～」を見た。新型コロナウイルスによって先が見通しにくいなか、未来

を創り上げる子どもたち一人一人を信頼することで子どもたちが本来の力を発揮
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できることが伝えられており、考えさせられる番組だった。４月２５日(土)のＥＴ

Ｖ特集「緊急対談 パンデミックが変える世界 ユヴァル・ノア・ハラリとの６０

分」では貴重な意見を聞くことができ、とても勉強になった。 

 

○  新型コロナウイルスについて、ＥＴＶ特集の一連の番組は勉強になった。特に、

ＥＴＶ特集「緊急対談 パンデミックが変える世界 ユヴァル・ノア・ハラリとの

６０分」では、新型コロナウイルスの問題に関連して今後起こりうる脅威を示した

うえで、人々がそれに対処すべき方策が示唆されていた。マクロな視点でとらえた

番組ですばらしかった。道傳愛子キャスターのインタビューも見事だったと思う。 

 

○  ＥＴＶ特集「緊急対談パンデミックが変える世界 ユヴァル・ノア・ハラリとの

６０分」を見た。結末を選ぶのは私たちで、協力と連帯が必要だというメッセージ

が印象に残った。 

 

○  ５月２日(土)のＥＴＶ特集「義男さんと憲法誕生」を見た。日本国憲法制定には

さまざまな背景があったとされるが、敗戦後の混乱期に先人たちが日本の将来につ

いて思索を重ねたことなど、隠れた一面を知ることができた。平和主義や生存権の

提唱に、法学者の鈴木義男さんが大きく寄与していたことが理解できた。また、鈴

木さんの人生描写があったことで、当時の様子がよく伝わってきた。帝国憲法改正

案委員小委員会速記録などの資料が再現ドラマのベースになっており、分かりやす

く伝えていたと思う。ただ、同委員会において、よい意見は党派を超えて取り入れ

るという考え方が根本にあったことの紹介があると、さらに視聴者の理解が進んだ

と思う。新しい資料という紹介があったが、速記録は 1995 年に公開されている。

研究が進み新たな事実が明らかになっているが、新資料という表現には違和感を覚

えた。憲法の制定に関わった人物を丁寧に描いており、「ＥＴＶ特集」ならではの、

見応えのある有意義な番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  速記録が公開された 1995 年以降、さまざまなことが明らか

になってきた。特に、国家賠償請求権や刑事補償請求権につ

いても鈴木さんが果たした役割が大きかったことは、1995 年

以降に見つかった新資料と速記録を突き合わせることで分

かったことだ。こうしたことを含め、新資料という表現を使っ

た。 

 

○  ４月１９日(日)の日曜美術館「疫病をこえて 人は何を描いてきたか」を見た。
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これまで流行してきた疫病を知り、先人たちの歴史を学ぶうえで、美術からのアプ

ローチは印象に残るので有効な手法だと思う。紹介されていた作品からは、疫病の

始まりから終息までの道のりや、人々が苦闘する様子がしっかり伝わってきた。祇

園祭など、疫病をきっかけにはじまり、現代まで続いている文化が紹介されたこと

もよかった。最近ＳＮＳで話題の妖怪「アマビエ」を取り上げ、そのルーツを探っ

ていたことも興味深かった。疫病をどう乗り越えていくのか、一人一人が考える

きっかけや時間を与えてくれる番組だった。 

 

○  ４月３０日(木)のバリバラ「バリバラ桜を見る会～バリアフリーと多様性の宴

（うたげ）～ 第二部」を見た。桜を見る会の演出で注目が集まっていた番組だが、

内容がすばらしかった。相模原障害者殺傷事件の背景にある社会の問題点を鋭く突

いており感心した。番組の放送後にはさまざまな反響があったと思うが、ＮＨＫだ

からこそ制作できる内容だった。 

 

○  ＢＳ１で放送されている「ワールドニュース」や「キャッチ！世界のトップニュー

ス」を見ている。とても分かりやすく世界のニュースを伝えており、新型コロナウ

イルスに対する各国の対応も参考になる。ただ、時報や二次元バーコードの表示に

よって映像が見づらくなることがあるので、気を付けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  海外の放送局が制作した映像を使っているので難しい面も

あるが、視聴者が見やすい放送になるよう引き続き工夫して

いきたい。 

 

○  ５月１２日(火)のアナザーストリーズ 運命の分岐点「“２００１年宇宙の旅”

未来への扉は開かれた！」を見た。近頃はＡＩの発達が目覚ましく、新型コロナウ

イルスによって世界規模で物事を考える必要性も増しているが、半世紀も前に公開

された映画の中で現代に通じるような問題が示唆されており、制作者たちの才能に

驚かされた。映画に携わったスタッフが、のちにすばらしい映画監督になったこと

や、映画に影響されて研究を深めた研究者がいるという紹介など、とても興味深い

番組で見入ってしまった。 

 

○  新型コロナウイルスに関連するニュースを日々視聴している。取材や番組制作に

制約がある中、ＮＨＫにチャンネルを合わせると正確かつ必要な情報が伝えられて

おり感心している。ニュースだけではなく、子ども番組も継続していてすばらしい。

引き続き期待している。 



9 

 

（ＮＨＫ側） 

  大河ドラマや連続テレビ小説なども収録が中断しているが、

リモート収録なども活用し、なるべくよい放送ができるよう

努めている。引き続き知恵を使いながら放送を継続していき

たい。 

 

○  新型コロナウイルスについては、ニュースや「ＥＴＶ特集」、「クローズアップ現

代＋」などで最新の情報を客観的に伝えていると思う。また、自宅でどう過ごすか

ということも扱っており、さまざまな視点で伝えていることに好感を持った。なお、

食や運動などの健康に関わる話題は多いが、衣食住の衣や住をテーマにした番組は

あまりないように思う。いずれも日々の生活で重要なことだと思われるので、バ

ランスよく放送してほしい。 

 

○  Ｅテレには子ども向けの番組が数多くあるが、ＮＨＫプラスでは子ども向けの

コンテンツが目立たないように思う。「ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」では簡単に

見られるようになっているので、ＮＨＫプラスの利便性を高めていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫプラスについては、引き続き視聴者にとってよりよ

いサービスとなるよう努力していきたい。 

 

○  ＮＨＫプラスによってニュースを見る機会が増えたという人もおり、効果的な取

り組みだと思う。時間に縛られない視聴スタイルを人々に提供しており、新しい手

法だと感じている。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年４月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１７日(金)、ＮＨＫ放送センター

(ウェブ開催)において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「２０２０年度関東甲信越地方向け地

域放送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「２０２０年度

関東甲信越地方向け地域放送番組編成計画」について説明があり、続いて２０２０年度

インターネットサービス実施計画について説明があった。その後、首都圏情報 ネタド

リ！「家族が最期を決めるとき～脳死移植 初めて語る葛藤～」について説明があり、

放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      原  拓男（千曲錦酒造(株)相談役） 

   副委員長  奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長） 

   委 員      岩佐 十良（(株)自遊人代表取締役） 

小野 訓啓（(株)めぶきフィナンシャルグループ取締役） 

     斉藤とも子（俳優／社会福祉士・介護福祉士） 

杉山 弘子（アサヤ食品(株)代表取締役社長） 

杉山 正司（元埼玉県立文書館館長） 

      仁衡 琢磨（ペンギンシステム(株)代表取締役社長） 

      宮田麻一美（万座温泉日進舘女将） 

 

 

（主な発言） 

 

＜首都圏情報 ネタドリ！「家族が最期を決めるとき～脳死移植 初めて語る葛藤～」 

（総合 ２月７日(金)放送）＜関東甲信越地方向け＞について＞ 

 

○  家族や自分が脳死と判定された場合に、残された家族はどう判断するだろうかと

深く考えさせられる番組だった。実際にその判断を迫られた家族への取材では、家

族の葛藤が伝わる内容で多くの人たちに実感を持って考える機会を与えることが

できたのではないか。 
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○  交通事故により脳死と判定された少年の映像で始まる印象的なオープニング

だった。臓器提供を行った２つの家族の取材に基づき、命という重いテーマを扱い

ながらもしっかりとまとめられていた。取材に携わった記者やスタジオのキャス

ター、出演者のコメントも心に響いた。実際はもっと多くの家族に取材をしたのだ

と思うが、遺族に直接インタビューするのは大変だっただろう。脳死による臓器移

植について視聴者に関心を持ってもらうきっかけを作ることができたのではない

か。一方で、このような番組を医療関係者や臓器提供者、臓器提供を希望する当事

者たちはどう捉えるのだろうかと気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  取材した方や医療関係者からはおおむね好評な意見を頂い

た。ただし視聴者からは臓器移植に全面的に賛成するような

内容に感じたという意見もあった。さまざまな考え方や受け

止め方があると考えている。 

 

○  臓器移植という大変重いテーマをよくここまで伝えてくれたと感動した。番組で

は２組の家族が紹介されていたが、プライバシーに関わる写真も提供されていて、

取材者と家族との信頼関係を感じた。子どもの臓器移植を決意した親の思いも大変

よく伝わってきた。臓器移植の是非ではなく、命について考えさせられる番組だっ

た。風見しんごさんがコメンテーターとして参加されていたが、１０歳の子どもを

同じように交通事故で亡くされており、涙をこらえながら思いを伝える姿に胸を打

たれた。家族との絆や命の重さを改めて振り返ることができる番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組で紹介した家族だけではなく、今回紹介しなかった家

族からも、さまざまな声を聞き、信頼関係を築きながら制作

した。制作者としても考えさせられることが多い取材だった。 

 

○  非常に重いテーマについて考えるきっかけを与えてくれた番組だった。遺族から

写真などの資料もたくさん提供されており、取材者と制作者の信頼関係が強く感じ

られた。一方で、脳死判定がされた時に、臓器提供を選択しなかった家族の話も聞

きたかった。どちらも厳しい選択で、正解はないと思う。家族が最期を決めなけれ

ばいけない時に何を思うのか、その違いを見たいと思った。子どもの臓器移植を決

意するまでの過程で、奇跡を願う気持ちと、現実を冷静に受け入れなければという

揺れ動く気持ちがよく分かり、家族の愛がよく表現されていた。番組を見て、自分
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がどうしたいかではなく、本人ならどう思うかという判断基準を持つことも重要だ

と感じた。 

 

○  重い決断を下さなければいけない家族の苦悩がよく取材されていた。再び悲しい

気持ちを思い起こさせてしまうなかで、よく取材を承諾してくれたと思う。「誰か

の一部としてでも生きていけるなら」という言葉からは、悲しみの先に希望が残る

というメッセージが感じられた。脳死状態で本人の意思が分からない中、意思を推

し量る難しさや家族の覚悟に基づく決断が胸に迫ってきた。脳死移植について、多

くの人は頭の中では理解しても、心情的には受け入れがたい問題もあると思われる

ので、よい問いかけになる番組だった。脳死移植に否定的な意見も番組の最後で紹

介されており、バランスが取れていたように思う。 

 

○  長期にわたる丁寧な取材を感じさせる内容で、難しいテーマを分かりやすく伝え

ていたが、番組の雰囲気が軽すぎたのではないか。「首都圏情報 ネタドリ！」の

ふだんのセットやナレーション、ＢＧＭが使われていて、今回のテーマにはそぐわ

ないように感じた。画面右上の「悲痛」「苦悩」といったテロップの字体も、視聴

者に感情を押しつけているようだった。ＮＨＫにしかできない表現方法があると思

うので、今回のような重いテーマのときには、文字の色合いやデザインを含め画面

の作り方にも気を配ってほしい。一方で、内容はすばらしく、脳死と判定された子

どもの手形や足形をとるシーンは印象的だった。脳死判定を受けた家族の様子が報

道されることは少ないと思う。個人的には、脳死状態での臓器移植になかなか賛成

できない気持ちだったが、番組を見てこの夫婦の決断を尊重したいと思った。また、

家族内で意見が分かれたケースを取り上げていた点も、この臓器移植の問題の難し

さを伝えることができていた。家族と制作者の信頼関係を感じることができた番組

だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  多くの視聴者に見てもらえるような番組作りをしたいと思

う反面、内容とかけ離れた雰囲気の演出にならないように検

討しながら制作している。頂いた意見は今後の番組制作に生

かしていきたい。 

 

○  番組を見終わった後、家族の大切さを改めて実感し、臓器提供について話し合っ

た。命の尊さはもちろんだが、ドナーファミリーの葛藤の先に、新しくつながって

いく命があることが伝わり、重いテーマでありながらも希望が見いだせた番組だっ

た。 
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○  まだ体が温かいなかで、脳死を受け止め臓器提供を決断するのは本当に大変なこ

とだと改めて感じた。脳死状態での臓器移植は家族の同意があればできるように

なったが、家族が判断することの難しさを番組では伝えられていたように思う。今

回は２組の家族の例を紹介していたが、臓器提供を選択しなかった家族や臓器提供

を受けた家族のコメントなどがあってもよかった。「首都圏情報 ネタドリ！」は

番組の冒頭で 2019 年度の脳死による臓器提供は９７件と紹介していたが、脳死に

よる臓器提供の件数がどのように変わってきたのか、もう少し具体的に知りたかっ

た。また、脳死による臓器提供について一般的な解説があってもよかったのではな

いか。全体的には、とても重いテーマに対し丁寧な取材が行われていてよい番組

だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回は、遺族の思いや葛藤を中心に伝えたが、臓器提供の

件数も含め、多角的に伝えられるよう今後も取材を重ねてい

きたい。 

 

○  突然の交通事故で子どもを亡くしたご両親のインタビューは、臓器提供を決断す

るまでの葛藤や悲しみ、苦しみが混在しており、胸を打つ内容だった。臓器提供と

いう重い決断をしたご両親の気持ちを考えると、察するに余りあるものがあった。

臓器提供については、どちらかというと否定的な立場だったが、番組を見て考え方

が少し変わった。１０歳の子どもを交通事故で亡くしたゲストの風見さんのコメン

トや、ご両親の子どもの姿、形はなくなるが誰かの体の中で生き続けることが自分

の心の中の救いであり、そう考えることで前向きに生きていけるということばはと

ても印象に残った。視聴者は突然自分にも起こるかもしれない問題について、多く

のことを考えさせられたのではないか。 

 

○  家族を失うという最大の悲しみの中で取材に応じてくれた方々に感謝を申し上

げたい。大変デリケートな問題を取材した制作者たちにも感謝したい。今までぼん

やりとした認識であった臓器提供が自身のこと、家族のこととして考えることにつ

ながった。もしこの番組をきっかけに、臓器提供の件数が増え、助かる命が増える

のであれば、この番組は大変意義があったのではないか。番組内では時間的に厳し

かったかもしれないが、個人情報はふせたうえで、臓器提供を受けた方々の思いを

文章でもよいので何例か紹介してもらえるとよかった。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月１０日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「感染急増 どうなる首都の医療」を見

た。松田利仁亜キャスターがこれまで以上に外出自粛を呼びかけ、感染拡大による医

療の崩壊を防ぐため、医療現場の厳しい状況をしっかりと伝えており、実態を知るこ

とができた。小池百合子東京都知事のコメントも紹介され、人との接触を少なくする

ことが重要であることが分かり、説得力のある番組だった。 

 

○  ３月２４日(火)の「みんなの卒業式」（総合 後 7:30～8:42）を見た。また、２

８日(土) (総合 後 4:58～5:00）の再放送を改めて見たが、何度見てもすばらしい

番組だった。 

 

○  ３月２９日(日)のＮＨＫスペシャル「ホットスポット最後の楽園 ｓｅａｓｏｎ３ 

第３回『進化の魔法 息づく島々～東南アジア ウォーレシア～』」を見た。人間と

共生するコモドドラゴンや表情を使い分けることのできるサルなど、今まで見たこと

のないような珍しい動物たちが紹介され、映像も大変きれいで引き込まれた。人類に

よる自然破壊を免れたために、特殊な自然環境が守られさまざまな生き物が生き延び

続けられたことも分かった。プレゼンターの福山雅治さんによる案内もすばらしかっ

た。新型コロナウイルスに関する報道で気持ちが暗くなる日が多いが、この番組は家

族でも楽しめる内容だった。人類と自然の関係について、さまざまなことを考えさせ

られた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ウォーレシア諸島は、地形的に大陸とつながったことがな

く、生物が独自の進化をしてきたという経緯を描いた。今回

は、ＮＨＫと海外のプロダクションが共同で、これまで培っ

てきた自然撮影のノウハウを生かしながら制作した。 

 

○  ４月５日(日)と１２日(日)の「どーも、ＮＨＫ」を見た。視聴者とＮＨＫをつな

ぐ広報番組として、日曜日のお昼前という視聴しやすい時間帯に編成されていてよ

い。この番組はアナウンサーだけでなく、タレントも出演するなど、おもしろく構

成されており、日曜日１回だけの放送ではもったいないように感じる。ＮＨＫで働

く人の顔が見えることで、視聴者が親近感を持つきっかけになると思う。番組制作

の裏側が見られるのもよい。今後も続けてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  「どーも、ＮＨＫ」はＮＨＫの番組制作の舞台裏などを知っ

ていただくために、さまざまな職種の職員が出演して伝えて

いる。この番組を通して、視聴者にＮＨＫのことをより深く

理解していただきたいと考えている。 

 

○  ４月５日(日)のＮＨＫスペシャル デジタルＶＳリアル（１）「フェイクに奪わ

れる“私”」を見た。フェイクニュースによって引き起こされた事件が紹介されて

いたが、現実的な問題であり恐怖を覚えた。４月６日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「～

志村けんさんありがとう～２０１０年 福島県小野町の旅」を見た。番組は志村

さんが亡くなったという悲しみを伝えるだけではなく、日本を代表するコメディ

アンを追悼するにふさわしい内容だった。４月８日(水)の歴史秘話ヒストリア「激

闘！中国革命に賭けた日本人 孫文と梅屋庄吉」を見た。孫文の中国革命を助けた

梅屋庄吉という日本人の存在がしっかりと描かれており、すばらしかった。 

 

○  Ｅテレの「おかあさんといっしょ」など子ども番組を見ている。新型コロナウイ

ルスの影響で学校が休校になり、どう過ごせばよいのかと戸惑いを感じている人た

ちがいるなかで、ＮＨＫには自宅での過ごし方や学校の先生からのメッセージなど

子ども向けのコンテンツを集めたウェブサイトがあり、評価したい。今回の迅速な

対応は非常によかった。子どもたちが出演していない「おかあさんといっしょ」を

初めて見た時は衝撃を受けたが、新型コロナウイルスの感染拡大に気をつけなけれ

ばいけないということを、番組を見た子どもも多少なりとも感じ取ることができる

のではないか。テレビの影響は大きいので、子どもたちに向けて手洗いやうがいを

推奨する歌なども制作してほしい。 

 

○  ４月４日(土)のＥＴＶ特集「緊急対談 パンデミックが変える世界～歴史から何

を学ぶか～」を見た。歴史学者の磯田道史さんと感染症の専門家で長崎大学の山本

太郎教授、世界史に詳しい漫画家のヤマザキマリさんの３人がすばらしい対談を

行っていた。歴史から学ぶという視座がとても新鮮で、イタリア在住のヤマザキ

さんの話も実感を伴って聞くことができた。番組後半の東京大学の河岡義裕教授の

コメントも大変興味深かった。現代では実際にウイルスを人工的に製造することも

可能だと分かり、恐ろしくもなったが、視野が広がった。ヤマザキさんの「生きて

いく上で必要最低限のことだけを意識していくような風潮が芽生える」と言う言葉

も印象的だった。番組では、アニメーションを使いながらウイルスについて分かり

やすく説明したり、複数の出演者をテレビ会議風に画面を分割して見せるなど工夫

の凝らされた演出もユニークでよかった。 
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○  ４月１１日(土)の１００分ｄｅ名著 カミュ“ペスト”「第１回～第４回」を見

た。まん延している新型コロナウイルスのことを考えさせられる内容だった。１匹

のネズミの死からペストがまん延し、市民が自由を奪われ、極限状態に陥るという

様子はまさに現状と重なり、歴史に学ぶことの重要性を痛感した。自分たちの日常

には問題はないのだと過小評価し、慣れてしまうことの恐ろしさに警鐘を鳴らして

おり、随所に教訓が散りばめられており、現代人への戒めのように感じた。自分が

できることを実践するという当たり前の行動の必要性を改めて知らしめる番組

だった。 

 

○  ４月１１日(土)の１００分ｄｅ名著 カミュ“ペスト”「第１回～第４回」を見

た。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で話題になっているという話を聞き、こ

の番組を見ようと思った。番組を見ながら、現在の世界とあまりにもリンクすると

ころが多く恐ろしくなった。自分の中にある悪を自覚し、弱者の立場に立つとはど

ういうことなのかを考えさせられた。また、この感染症を乗り越えた時にどのよう

な形で私たちの記憶に残るのか、文学作品を通じて自分たちの行動や考え方を見直

すことができた。再放送も含めて、ＮＨＫの各番組で感染症に関する内容を取り上

げているのはよい取り組みだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  １００分ｄｅ名著 カミュ“ペスト”「第１回～第４回」は、

2018 年に放送した番組だ。ＮＨＫでは新型コロナウイルスの

感染拡大が続く中、それぞれの番組で多角的に感染症につい

て伝えている。 

 

○  ４月１０日(金)のららら♪クラシック「古関裕而の世界～日本人にエールを！

～」を見た。古関裕而さんは、日本人ならば誰もが聞いたことのある曲を数多く作

曲している。ご本人の映像も交えながら、さまざまなエピソードを紹介してくれた

非常によい番組だった。 

 

○  ＢＳ１の「ワールドニュース」をよく見ている。民放も含めて、新型コロナウイ

ルスに関する報道は、情報が偏っていると感じている。もう少し客観的な報道が

あってもよいのでないか。「ワールドニュース」は世界各国のさまざまなニュース

を伝えており、新型コロナウイルス感染症の影響が収まりつつある国と比較すると、

今後日本において、どのような状況になっていくのか予測するための参考になる。

ニュースは日本や世界で起きていることを冷静に報道することが重要で、必ずしも
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コメンテーターに意見を聞く必要はないのではないか。彼らの発言に誘導されてし

まっている面もあるのではないか。事実を正確に伝えることが今の状況では重要だ

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスについては、日本国内の状況だけでな

く、世界の情勢を伝えることも重要だと考えている。ＢＳ１

では、平日夜１０時から「国際報道２０２０」という番組も

放送しているが、今後もさまざまな番組で多角的に伝えてい

きたい。 

 

○  多くの番組で、新型コロナウイルスについて伝えられている。４月７日(火)の緊

急事態宣言以降、ＮＨＫでも外出自粛の必要性が訴えられている。そうした中、４

月９日(木)のくらし☆解説「緊急事態宣言 経済対策 生活への支援は？」を見た。

岩渕梢キャスターと今井純子解説委員が質疑応答の形で給付金のことを伝えており、

分かりやすかった。 

 

○  ４月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「新型コロナウイルス瀬戸際の攻防～感染拡

大阻止最前線からの報告～」を見た。厚生労働省のクラスター対策班の苦悩が描か

れており、有意義な内容だった。大きなテーマを真正面から扱った番組に感服した。 

 

○  ４月１４日(火)のクローズアップ現代＋「医療崩壊防げ！ 悲鳴 患者たらい回

し？ 救急現場から痛切訴え」を見た。新型コロナウイルスに関しては、情報が多

すぎて、結局何をすればよいのか分からなくなっている人も多いのでないか。この

番組は感染拡大に伴って時々刻々と変化する医療現場の状況を分かりやすく整理

して伝えていた。医療現場には、新型コロナウイルスの感染者だけでなく、一般の

患者もいるが、どのように対応を両立していくべきなのか、しっかりと問題提起が

されていた。医療崩壊を起こさないために、一人一人が感染予防に努めなければい

けないという注意喚起にもなっていた。番組を通して課題が整理されており、内容

も充実していた。集中治療室で懸命な治療を受けたとしても、最後は患者自身の免

疫でウイルスが消えるのを待つしかないと伝えていたことが印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ４月の「クローズアップ現代＋」はすべて新型コロナウイ

ルスに関連した内容としているが、多岐にわたるテーマを扱

うことで、ニュースを一歩深めた内容にしたいと考えている。
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ひっ迫する医療現場の現状については、今後も取材を続けて

いきたい。 

 

○  ４月１６日(木)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」ではひっ迫する医療現場でい

わゆる「無給医」が新型コロナウイルスの診察に派遣されつつあるという現状が伝え

られており、社会性のある問題提起だった。一連の新型コロナウイルスの報道につい

ては、早い段階から分かりやすい情報提供をしており、公共放送としての使命を果た

せているのではないか。リスク管理を徹底しながら、今後もしっかりと取材してほし

い。 

 

○  ４月１６日(木)と２３日(金)の 「ごごナマ」の「おうちでミュージアム」とい

うコーナーを見た。４月１６日(木)は国立科学博物館で、４月２３日(金)は渋谷区

立松濤美術館が紹介されていた。新型コロナウイルスの影響で、博物館や美術館に

見に行くことができない状況が続いているが、今回のように番組で展示の一部を紹

介する取り組みはよいと思う。 

 

○  ＮＨＫプラスとＮＨＫオンデマンドの特徴を明確にし、相互に関連性を高めてほ

しい。どちらのサイトで番組名を検索しても、配信が行われていればそれぞれのサ

イトに誘導できるとよいのではないか。新型コロナウイルスの関連番組を見逃して

しまい、困っている人もいるだろう。もっと多くの人にＮＨＫプラスを利用しても

らえるよう広報してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫプラスとＮＨＫオンデマンドというサービスをどの

ように運用していくべきかについて検討を重ねているところ

だ。ＮＨＫプラスは始まったばかりのサービスなので、より

多くの人々に利用していただけるようさらなるサービスの充

実をはかっていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者からもＮＨＫプラスの利用の手続きが分かりにくい

という意見を頂いている。番組検索の方法などについては、

視聴者の目線に立ちながら引き続きサービスの利便性の向上

を図っていきたい。 

 

○  ＮＨＫプラスは放送された番組を見られるので重宝しているが、４月１１日(土)
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のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「村木厚子×今野敏」は見ることが

できなかった。権利確保ができなかった番組なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  権利上の都合で同時配信と見逃し配信を行えない番組もあ

る。 

 

○  連続テレビ小説「エール」を見た。こんな状況だからこそ、朝から応援してもらっ

ているような明るい雰囲気の番組に癒やされている。主題歌であるＧＲｅｅｅｅＮ

の「星影のエール」は、多くの人たちにエールを送りたいという番組のテーマとも

合っている。音楽に関係のあるドラマなので、オープニングの映像に歌詞を入れて

はどうか。過去の連続テレビ小説を見ると、歌詞の入る番組と入らない番組があり、

基準はあるのだろうかと気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「連続テレビ小説」のオープニングに歌詞を入れるかにつ

いての基準は特にないが、指摘は今後の番組制作に生かして

いきたい。 

 

○  「あさイチ」で出演者の博多華丸・大吉さんがリモート出演している。最初は慣

れない様子だったが、徐々に表情も明るくなり楽しく見ている。ふだんとは異なる

演出については苦労も多いと思うが、引き続き感染防止のために工夫して制作して

ほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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