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２０２２年３月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。札幌局長と室蘭局長からあいさつがあり、議事

に入った。 

議事はまず、前回の審議会での答申を受け「２０２２年度北海道地方向け地域放送

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「２０２２年度北海

道地方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。 

続いて、北海道道「ＬＧＢＴｓ 子どものリアルに耳を傾けて」をはじめとして、

放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、４月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

                     ぷれいおん・とかち 理事長） 

副委員長  桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

委  員  金山 準   (北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授) 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      笹森 琴絵 （酪農学園大学 農食環境学群特任准教授） 

      成田 正夫 （ながぬま農業協同組合 代表理事組合長） 

      西田 一博  (有限会社厚岸清掃社 代表取締役) 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

      船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「ＬＧＢＴｓ 子どものリアルに耳を傾けて」 

(総合 ２月２５日(金) 後 7:32～7:57 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)について＞ 

 

○  ＭＣの鈴井貴之さんの「ＬＧＢＴｓというように区分すること自体がどうなのかと

疑問に感じる」や「カミングアウトということば自体も必要なのかと思う」というコ

メントは非常に共感でき、心に残った。区別することをなくしたいと思う一方で、ど

こかで線を引かないと生きづらい世の中であるということも現実で、子どものＬＧＢ
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Ｔｓという大変難しい課題に取り組んだと思う。調査によると１３人に１人がＬＧＢ

Ｔｓであると言われている中で、誰もが生きづらさを感じない世の中になるように、

ＮＨＫには公共放送として引き続き、ＬＧＢＴｓについての情報発信に取り組んでほ

しい。 

 

○  ＬＧＢＴｓについて、それぞれの意味をきちんと説明しており、ＬＧＢＴｓに真剣

に向き合う機会を与えてくれる番組だった。カミングアウトの状況をグラフで紹介し

ていたが、年代別で見やすく、５０歳以上はカミングアウトせずに過ごしてきた方が

多い世代であるということが分かった。ＬＧＢＴｓの子どもを育てた高橋愛紀さんが

地域ラジオ局でＬＧＢＴｓのためのラジオ番組を始めたという話は、今後ＬＧＢＴｓ

の子どもを持つ親に寄り添った、心強い相談相手になってくれると感じた。ＮＨＫは

ドラマなどでもこういった内容を取り上げているが、北海道地方の地域放送番組でも

引き続き取り上げ、視聴者が共感したり考える機会を提供してほしい。それにより、

鈴井さんが「個人が、らしく思い描いた人生を進んでいける社会になってほしい。こ

ういう特集をしなくてもよい、当たり前になっている世の中になってほしい」と発言

していたように、相手に寄り添って考え、ＬＧＢＴｓを始めとした個人の考えが尊重

され、マイノリティーが生きやすい世の中になることにつながってほしいと思う。 

 

○  子どもに「何で自分は女の子なのに男子トイレに入らなければいけないの？」と言

われたことで、スカートを買ってあげて、今までに見たことがないような笑顔を見た

ときに、母親が「この子の生きたいように育ててあげよう」と受け入れて、幼稚園に

すぐに相談したり、小学校では同じクラスの親と情報共有していることに感嘆した。

「何も後ろめたさを持たなくても、普通に今まで通りにそのままで生きていいんだよ。

そのために頑張るね」ということばからは親としての覚悟や思いが伝わった。ＬＧＢ

Ｔｓへの理解が社会で広がっていると感じていたが、この番組を通して、改めて当事

者の不安や悩みに寄り添うなど、さまざまな活動をしている人たちがいることを知る

ことができた。学校現場も変わってきているとのことだが、トイレにあるという“レ

インボーフラッグ”などの具体的な取り組みも紹介してほしかった。 

 

○  冒頭で「誰もが生きづらさを感じない世の中であるために何ができるのか考える」

というコメントがあったが、「生きづらさ」ということばは非常に意味合いが難しく、

生きづらさを感じている人というのはいろいろな環境や境遇にいると思う。高橋さん

がＬＧＢＴｓであることをカミングアウトした子どもに「男性として生んであげられ

なくてごめんね」と言ったことに反発を受けたというやり取りからも伝わってきたが、

ＬＧＢＴｓの人たちの生きづらさをもっと掘り下げると番組に深みが出たと思う。カ

ミングアウトしたことによって人生が開かれていった事例を取り上げていたが、アウ
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ティングによる情報漏洩や不本意に伝わったときの危険性は、命に関わる可能性もあ

るということに細心の注意を払ってほしい。また、スタジオでは、リストカットは本

当に死にたいということではなく、分かってほしい、気付いてほしいというサインだ

という話があったが、リストカットに込められたサインはもっと重大な意味が含まれ

ていたり、その行為自体も危険であるという注意喚起も必要だったのではないか。鈴

井さんの「ＬＧＢＴｓというように区分すること自体がどうなのかと疑問に感じる」

や「カミングアウトしたら親は受け止めてくれる」というコメントは非常に的確であ

り、思いが込められていた。 

 

○  ＬＧＢＴｓについて、社会的、公共的に非常に意義のある内容だった。人によって

理解や関心の度合いが大きく異なるテーマであり、用語の基本的な説明から始めたこ

とで内容に入りやすかった。男の子の体で生まれてきたが、自分のことを女の子だと

感じている小学生の子どもを持つ母親が「男の子としてかっこよく育てようとしてき

たことは間違っていて、この子の生きたいように育ててあげよう」と言っていた心情

は察するに余りあるが、そのことばが非常に力強かったことも印象的だった。また、

宝塚大学看護学部教授の日高庸晴さんの「ＬＧＢＴｓの人を笑いの対象にしていない

か、振り返って考えてほしい」や「自分の発言が相手を傷つけていないか、想像力を

働かせてほしい」というコメントを取り上げていたが、これは今回の主題であるＬＧ

ＢＴｓである子どもとその保護者の関係にとどまらず、当事者と友人や職場の同僚な

どの知人との関係のほうが当てはまるのではないかと思う。家族だけではなく、より

広い社会の中で自分の在り方が尊重されない限り、生きづらさの問題は解消されない

のではないか。友人や知人がＬＧＢＴｓであるという、もう少し広い関係性もぜひ取

り上げてほしい。 

 

○  この番組を通して、私たちの持つ固定観念、多様性や共感力、本当の幸せとは何か

などを考えさせられるとともに、ＬＧＢＴｓについての現状と課題、さらに解決へと

主観的にも客観的にも考えることができる番組の組み立てになっていたと感じた。本

当に着たかったスカートをはいた子どもの様子を「４年間育ててきて見たことがない

笑顔」と語る母親からは、自身が感じていた違和感とその理由が分かった戸惑い、安

堵感が入り混じった複雑な感情が率直に伝わると同時に、当事者たちの苦しみも伝

わってきたように感じた。高橋さんの子どもが、高校２年生でカミングアウトしたと

きに「男性として生んであげられなくてごめんね」と言ったことに対して「それは人

間否定だ」と返されたという話から、１３人に１人がＬＧＢＴｓという、決して少数

とは言えない人々が同様の状況に置かれていることとあわせて、子どものときから生

きづらさを抱え続けて成長せざるをえなかったことは非常に残酷だと感じた。また、

我が子がＬＧＢＴｓと知り、葛藤する中で子どもとともに培った経験や知識を社会に
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還元しようとして変わっていく母親の姿は、何からどう学んで自分の人格に組み込む

かは人それぞれで、年齢も性別も関係なく人としての成長の可能性を信じさせてくれ

るものだった。多くの視聴者が日常的にＬＧＢＴｓやＳＯＧＩということばに触れ、

学ぶことで、鈴井さんのコメントにもあったようにＬＧＢＴｓが当たり前の世の中に

なるよう、今後もぜひ番組などで取り上げていってほしい。 

 

○  ＬＧＢＴｓについて考える機会を与えてくれた番組であり、その知識を正しく理解

するきっかけとなった。子どもがＬＧＢＴｓであると知ったときに、母親は非常に大

きな衝撃を受けたと思うが、初めてスカートを着て喜ぶ子どもに対して「ごめんね」

と言っていたように、本当の気持ちに気付いてあげられなかった自責の念や、今後成

長する中での体の変化や周りの理解や環境などへの不安や苦悩が尽きない中、だから

こそ子どもとしっかりと向き合っていこうという母親の強い姿は非常に印象に残っ

た。また、高橋さんが地域ラジオ局でＬＧＢＴｓのための番組を始め、当事者の大学

生がゲストとして参加して、カミングアウトについての相談をしていたが、高橋さん

の話すことばはＬＧＢＴｓの子どもを育てた経験を基にしており、リアルさや説得力

があるので非常に心強いと感じた。この番組で取り上げた親子はいずれも母と子だっ

たが、ほかの家族との関係、特に父子の関係について知りたかった。教育現場の整備

も進んできているとのことだが、学校ではどのような取り組みが行われているのか紹

介すると、より理解が深まったと思う。鈴井さんの「カミングアウトということばも

どうなのかなと思うところもあるし、親は受け止めてくれる」や「思い描いた人生を

進んでいける社会になってほしい」というコメントは大変共感が持てた。 

 

○  ＬＧＢＴｓの子どもを子育て中の母親と、同じ境遇で子育てが一段落して理解を広

める活動をしている母親の２人にスポットを当てることで分かりやすい番組構成に

なっており、当事者からのメッセージは非常に重みがあり、考えさせられるものだっ

た。カミングアウトしているかまとめた年代別のグラフからは、年代が高いほどカ

ミングアウトしづらい社会だったのであろうことがうかがい知れた。高い年代ほど、

“男らしさ”や“女らしさ”という性別ごとの役割の決め付け、“普通”や“当たり

前”という根拠のない考え方に支配されていたのではないかと思うと、時代が進んで

いく中でＬＧＢＴｓへの理解が進み、カミングアウトしやすく、生きづらさが解消さ

れる明るい未来になってほしいと思う。そのためにも、ＮＨＫには公共放送として

メッセージの発信を続けてほしい。 

 

○  今回は、子どものＬＧＢＴｓにフォーカスして問題提起していたが、ＬＧＢＴｓの

小学生を育てる母親が同じクラスの親と情報共有していることや、学校現場から変

わってきており、ＬＧＢＴｓや多様性に触れる環境が整ってきているという話は、周
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囲に正しく理解してもらうために非常に大切なことである。高橋さんが、“ＬＧＢＴ

ｓ”ということばを知らないときに子どもにカミングアウトされて困惑したという話

や、先進国の中で同性婚が唯一認められていないのは日本だけで、他国では性的指向

や性自認はみんな違って当たり前という考え方である“ＳＯＧＩ”が浸透していると

いう話からは、すべての人の平等や人権の尊重を前面に打ち出して課題解決に取り組

むことの大切さが伝わってきた。鈴井さんの「ＬＧＢＴｓという表現が早くなくなっ

てほしい」というコメントや高橋さんの「１０年後、２０年後にカミングアウトがな

い時代になったらいい」というコメントにも強く共感できた。高橋さんの取り組みな

どを番組で取り上げることで、一人でも多くの人がＬＧＢＴｓに関心を持ち、周囲の

理解が進んでいき、当事者たちの生きづらさがなくなることを願っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２０日(日)のラジオ ＃ナナメの場「みんなは何に『夢中』？」(ラジオ第１ 後

3:05～3:59.55、4:05～4:55 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を聴いた。家でも学校でもないもう一つの

居場所として、タテの関係にある親や先生、ヨコの関係にある友達でもない“ナナメ

の関係”でつながり、悩みや夢を語り合う“ナナメの場”として放送し、今回は十勝

での子育て支援の取り組みを紹介しており、地域の子育ち・親育ちのための活動とし

ての役割や、活動を継続することの大切さがよく伝わった。子育ての難しさが社会的

な課題となり少子化にもつながる中、親だけの問題ではなく、地域全体が関心を持っ

て子育て世代を支えていくことが必要であり、今後もこの“ナナメの場”を広げる取

り組みを続けていってほしい。 

 

○  ２月２８日(月)～３月４日(金)の「ほっとニュース道北・オホーツク」(総合 後 6:40

～6:55 旭川単･北見単、３月１日は後 6:40～7:00)を見た。２月２８日(月)は、北京

オリンピックの女子カーリングでのロコ・ソラーレの銀メダル獲得をタイムリーに取

り上げ、地元の北見の喜びや盛り上がりが伝わった。気象情報は時間を確保し、気象

予報士を起用することで、丁寧に詳しく伝えていたほか、各地の話題を自治体の広報

担当者が伝えたり、それぞれの自治体でまちづくりに活躍する協力隊員を取り上げる

など、１週間の放送を通して、地域に密着した情報を丁寧に分かりやすく取り上げる

ことを心がけていた。放送時間の拡大を有効に使っており、４月からの放送が非常に

楽しみになる内容だった。 

 

○  ２月２８日(月)～３月４日(金)の「ほっとニュース道東スペシャル」(総合 後 6:40

～6:55 帯広単･釧路単、３月４日は後 6:40～7:00)を見た。どこで起きた、どのよう
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なニュースを伝えるのかを番組冒頭にテロップでまとめて表示しており、分かりやす

かった。釧路・根室地方のニュースは、釧路放送局のスタジオから放送しており、十

勝も含めた地域間の割合も配慮していたように感じられた。また、介護・医療、経済、

災害など、曜日ごとに関心の高いテーマを設定して深掘りするコーナーは、放送時間

を拡大したことで身近な地域の話題をしっかりと見ることができる特集になってい

た。気象情報も気象予報士を起用して、「ほっとニュース北海道」と取り上げる情報

の差別化を図る工夫が見られた。４月からは番組名を「ほっとニュースぐるっと道

東！」として、放送時間も拡大することで、十勝、釧路、根室それぞれの地域の情報

を今まで以上にしっかり発信することを期待している。一方で、気になったのが「ほっ

とニュース道東スペシャル」をはじめとして、北海道ブロックでの放送とあわせて、

同じリポートを複数回放送することがあるが、何度も見る視聴者もいると思うので、

既視感がないように見せ方を工夫してほしい。 

 

○  ３月４日(金)の北海道道「星降る夜に～アイヌの星物語～」を見た。アイヌの星と

自然や動物の話について、星空の映像やアニメーション、ナレーションの非常にきれ

いな演出とあわせて、楽しく、興味深く見ることができた。旭川出身の末岡外美夫さん

がアイヌの古老から物語を聞き取り『人間達（アイヌタリ）のみた星座と伝承』とい

う本にまとめるのに相当な苦労があったことがよく伝わってきた。その苦労を紹介す

るために、末岡さん自身のエピソードをいくつか取り上げていたが、アイヌの人たち

への聞き取りについてのエピソードももっと取り上げてほしかった。 

 

○  『人間達（アイヌタリ）のみた星座と伝承』について、国立アイヌ民族博物館の学

芸員が「北海道各地の伝承をまとめて読める本として貴重」や「かつての暮らしの様

子が星を見ることで感じることができるのがおもしろい」と言っていたが、専門家で

もアイヌでもない末岡さんが、アイヌの人たちが自分たちの生活や価値観を重ねて作

り上げた物語や世界観を丁寧に聞き取り、後世に伝えたおかげで、その豊かな精神文

化の一端、美しさや壮大さに触れることができたと思うと、熱意や情熱が成し遂げる

ことの偉大さに胸を打たれた。人に恋をしたシャチの話など、アイヌの星物語は野生

動物が好きな人や専門家に新たな発見やワクワク感をもたらすのではないかと思っ

た。タイムラプスで撮影した星空の映像、物語に沿った透明感のあるイラストやナ

レーション、ＢＧＭなども互いを引き立てており、雄大でありながら繊細で美しく、

豊かな時間をもたらしてくれる番組だった。 

 

○  ３月１１日(金)の北海道道「地震・津波被害から住民を守れ～沿岸自治体・現場か

らの報告」(総合 後 8:00～8:25 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。千島海溝沿いの巨大地震では、

浜中町の霧多布地区は最大約１０メートルの高さの津波が想定されるとのことだが、
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根室市の２１．７メートルや、厚岸町では最大２１メートルの第１波が到達すると

あったように、隣の町でこのように津波の高さが違うのは地形の差によるものなのか、

理由が知りたかった。北海道大学の高橋浩晃教授が、２０１２年、北海道が道の津波

浸水の被害想定の見直しを全国で一番早く取り組んだことや、国の基準を満たしてい

なかったためにハード整備が進まなかったこと、国の想定が新たに出たことで津波避

難タワーなどのハード整備が加速度的に進むのではないかという期待を述べていた

が、国の基準や想定などの具体的な数値があるとイメージしやすかったのではないか。

今後の防災はどうすればよいのかという質問に対して、高橋さんの「東日本大震災の

被災地で聞いたことだが、ふだんからまちづくりのことをきちんと考えていたり、将

来のビジョンがあるまちは復興が早く、復興した後も活気があった」や「地域の取り

組みを国や道は寄り添って支援してほしい」と答えていたのが印象深かった。いくつ

かの自治体の取り組みを取り上げていたが、自治体同士の横の連携があるとよりよい

防災マニュアルにつながるのではないかと思うので、次回以降はこれについての視点

にも注目して番組を制作してほしい。 

 

○  自力での避難が難しい人たちの避難の問題について、興味深く見ることができた。

苫小牧市の取り組みを紹介していたが、避難に支援が必要な人たちの名簿の作成が義

務付けられ、これを基に誰が支援するかや避難ルートなどをあらかじめ決めておく個

別避難計画の作成も努力義務化される中、市は町内会に名簿を渡して協力を要請した。

当初、町内会では災害時の支援のノウハウを持たないために名簿を受け取るだけとい

う状況だったが、市が社会福祉協議会に連携を求めたことで、災害対応のノウハウを

町内会に提供する流れができていった。災害対策と社会福祉は深いつながりがあるこ

とに気付かされるとともに、孤立がもたらすリスクという観点から、社会的に孤立し

ている人を包摂していくことが重要な課題だと感じた。この孤立とリスクの問題は独

り暮らしの高齢者に限らず、子育て世帯などにも当てはまるものであり、社会福祉や

育児支援が充実したまちは災害にも強いまちになるのではないかと思った。 

 

○  冒頭の東日本大震災の津波の映像を見ると、防災対策の必要性をあらためて切実に

感じた。浜中町や厚岸町のように津波避難施設の整備を単独で行うには財政の壁があ

る地域や、苫小牧市のように市や社会福祉協議会、町内会が連携して、自力での避難

が難しい人たちの避難の問題を解決しようとしている地域を紹介していたが、それぞ

れに課題やジレンマを抱えていることがわかった。高橋さんが「東日本大震災の被災

地で聞いたことだが、ふだんからまちづくりのことをきちんと考えていたり、将来の

ビジョンがあるまちは復興が早かった」と言っていたが、地震や津波への備えとは、

防災や復興への対策だけでなく、ふだんから将来のまちの形を作り上げておくことが

大切だという指摘は非常に新鮮だった。この番組を通じて、各自治体がほかの地域の
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取り組みを知る機会になったと思うし、道民一人ひとりにとっては自分の住むまちの

防災対策の実態への意識を持つきっかけになったのではないか。だからこそ、１月、

３月と放送したが、災害への備えが人々の心と生活にしっかり定着するように引き続

き番組を放送して喚起してほしい。 

 

○  東日本大震災が発生した３月１１日の放送で、これからも繰り返し取り上げていか

なくてはいけないテーマである。番組では、最初に「津波避難施設の整備」と「自力

での避難が難しい人たちの避難」という取り上げる２つのテーマを明確にした、理解

しやすい構成だった。最新のデータを使ったり、シミュレーションをＣＧ映像で丁寧

に紹介するなど、演出も非常に分かりやすかった。津波避難施設の整備に関する課題

についても、津波の浸水が想定される沿岸の３９の自治体にしっかりと聞いた結果を

基に丁寧に紹介していた。個別避難計画については苫小牧市の取り組みを取り上げて、

一つの方向性を示していたが、町内会の活動についてはサポートする側もされる側も

高齢者である場合が多いと思う。今後の担い手や高齢者と同様に障害者が災害時に避

難するときのリスクの高さなどの課題についても掘り下げてほしかった。 

 

○  テーマを「津波避難施設の整備」と「自力での避難が難しい人たちの避難」の２つ

に絞ることで見やすく、理解しやすかった。浜中町の霧多布地区は海沿いのほとんど

が津波浸水域ということがよく分かる映像で、地震発生から５分後と１５分後に避難

を開始した場合で大きく結果が異なるというシミュレーションも非常に分かりやす

かった。新たな津波避難施設を単独事業で造るのは財政的に非常に厳しいという厚岸

町の若狭靖町長の切実な声を紹介していたが、当然のことであり、国や道の支援の必

要性を実感した。苫小牧市が社会福祉協議会に連携を求め、町内会に災害対応の具体

的なノウハウを提供しているという取り組みは、ほかの自治体でも進めてほしいと

思った。高橋さんの「北海道は土地が広くて人口が少ないというメリットを生かして、

避難する道路を広く作る」という提案や「東日本大震災の被災地で聞いたことだが、

ふだんからまちづくりのことをきちんと考えていたり、将来のビジョンがあるまちは

復興が早く、復興した後も活気があった」という話は分かりやすく、納得できた。 

○  そして、国や道の財政的な支援が必要だという指摘があったが、それがなぜ進まな

いのかと思い、３月１２日(土)のＮＨＫスペシャル「あなたの家族は逃げられます

か？～急増 “津波浸水域”の高齢者施設～」(総合 後 9:00～9:54)を見た。東日本

大震災で甚大な津波被害を受けた宮城県気仙沼市や岩手県山田町の高齢者施設の被

害状況を取り上げていたが、津波の浸水想定区域にある高齢者施設のうち、その半数

近くが東日本大震災後に開設されたという事実に驚いた。さらに、厚生労働省の高齢

者支援課の課長の「浸水想定区域に高齢者施設を絶対建てさせないと決めてしまえば、

行政は一番楽かもしれないが、移転する土地に余裕はなく、土地の値段も非常に上
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がってしまうために経営が成り立たない。高齢者にサービスが提供されないと本末転

倒になってしまう。リスクのある場所に建てる場合は避難上の措置を行い、そのため

に意味のある避難計画が作ってあるかに焦点を当てて見ていくべきである」という

インタビューに驚くとともに、安全な場所に施設を建てることを最優先に考えなけれ

ば、東日本大震災の教訓を生かしていないということになるのではないかと憤りを感

じた。また、番組では今できることとして３つのヒントを紹介していた。１つ目は、

廃校の活用と過疎地域を支援する過疎対策事業債の利用によって、少ない負担で施設

を内陸に移転した三重県南伊勢町の事例、２つ目は、施設が市から補助を得て設置し

た避難施設に地域の住民も避難するかわりに、入所者の避難を手伝ってもらう協力関

係を築くことで互いの命を守るという静岡県焼津市の事例、３つ目は、将来の世代の

安全を第一に考えて、５０回以上も町ぐるみの議論を重ねながらまちづくりを根本的

に見直すという静岡県伊豆市土肥地区の事例である。いずれも国や自治体の支援が必

要だったり、時間がかかってしまったりとそれぞれに課題があり、国や自治体には引

き続き国民の命を最優先に対策に取り組んでほしいと思った。 

 

○  ３月１５日(火)のクローズアップ現代＋「緊迫ウクライナ▽迫る首都侵攻の脅威▽

市民たちはいま」(総合 後 7:30～7:57)を見た。ウクライナの危機についての関心が

非常に高い中、番組ではウクライナ国内で撮影され、ＳＮＳに投稿された自撮りの映

像を紹介しており、現地の緊迫した状況が非常によく伝わってきた。 

 

○  「【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ」を見ているが、今までの伏線を回収

していく週の放送は非常に見応えがあり、感動するストーリーだった。 

○  「ディスカバー・クイーン」は、結成５０年のクイーンの魅力をさまざまな角度か

ら分析している非常に聴き応えがある番組であり、１年間限定で放送が終わってしま

うのが残念である。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２２年２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。議事に先立ち、札幌局長から１２月２６日(日)

に放送した、ＢＳ１スペシャル「河瀨直美が見つめた東京五輪」についての調査結果

の報告とあいさつの後、最近の番組について報告があり、議事に入った。 

議事はまず、「２０２２年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」に

ついての報告があった。引き続き、「２０２２年度北海道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、放送番組一般について活発に意見の交

換を行った。 

最後に、３月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

                     ぷれいおん・とかち 理事長） 

委  員  金山 準   (北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授) 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      佐々木良榮 （デザイナー、（有）良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      笹森 琴絵 （酪農学園大学 農食環境学群特任准教授） 

      成田 正夫 （ながぬま農業協同組合 代表理事組合長） 

      西田 一博  (有限会社厚岸清掃社 代表取締役) 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

      船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２２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＞ 

 

○  総合テレビで月曜から水曜の午後７時台に「クローズアップ現代」を移設すると

いうことだが、現在の「クローズアップ現代＋」は必ずしも子どもから大人まで家

族で楽しむという番組の内容ではないと思う。「大胆に進化させ、時代のニーズに応

え、家族のコミュニケーションの起点となる」とあるのは番組の内容を変えるとい
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うことなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  家族構成の変化やネット環境の進化、番組の視聴のしかたが

多様化している中で、より多くの方々にこの番組を見てもらう

ためにはどの時間帯で放送するのが最適かを検討し、総合テレ

ビの平日夜７時台に移設することとした。視聴者が今知りたい

こと、視聴者に知ってほしいことを、報道機関として社会に切

り込んで伝えていくという基本の姿勢は変わらない。一方で、

今より多くの視聴者、特に若い世代の視聴者に見てもらうには、

伝え方を工夫していくことなどが必要だと考えている。 

 

○  番組名を変えないということは今までと同じ要素は残るということだと思うが、番

組の性格として変えていく部分と変えない部分の区別が分かると移設したねらいが

より分かると思う。また、「社会に切り込んでいく」という「クローズアップ現代」

の特色を変えないのであれば、ニュースなどとの違いを出すようにしてほしい。 

 

＜「２０２２年度北海道地方向け地域放送番組編集計画(案)」について＞ 

 

○  北海道は第１次産業が基盤になっているが、道央エリアでは札幌市をはじめとして

さまざまな魅力を持つ都市も多く、第１次産業を中心として扱いづらいと思うが、ぜ

ひ北海道の魅力である「食」とあわせて取り上げていってほしい。 

 

○  諮問された「２０２２年度北海道地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、

各委員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。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

  答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画につい

て決定し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２６日(水)の「ほっとニュース北海道」で、冬眠しないヒグマに戸惑う人たち
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のリポートを見た。秋にどんぐりが豊作であったり、エゾシカの死体などのエサがあ

れば、冬眠する必要がなかったり、冬眠入りが遅れる傾向があるということから、こ

れまでのイメージとの違いに驚いた。厳冬の工事現場に出没するヒグマを警戒して、

クマよけの鈴を装備したりハンターが同行する様子や現場責任者のことばや表情か

らは、以前にはなかった状況への戸惑いや危機感がひしひしと伝わってきた。動物と

人とのあつれきや問題を解決するうえで、変わりつつある自然について知ることが喫

緊の課題だと感じた。 

 

○  １月２８日(金)の北海道道「塀の中の１３人～出所者支援はいま～」(総合 後 7:33

～7:58 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。覚醒剤取締法違反の再犯者率が非常に高いということ

を数字で示すことで、特別なプログラムを施すことに意味があるという理解につなげ

ていた。再犯者の覚醒剤に対する欲求の話や、語り合いの中で出た「頑張っていれば

頑張っているほどプツンと切れるのが早い」ということばは実際に罪を犯した人でな

いと分からない心境だと感じた。スタジオでは、ＮＰＯ法人の方が再犯を防止するに

はどうしたらよいかということをエコマップを使いながら専門的な見地から説明し

ていたが、「自分のことをよく知るということが非常に大事である。孤立していると

言うのは簡単だけれども、そういう人を孤立させないように息の長い支援が大切だ」

という訴えは胸に響くものがあった。出所者を支援するプロジェクトを行っている方

の、仕事に没頭することが大切だという指摘も説得力があった。受刑者の人権あるい

は人道的な対応への配慮は必要であるが、注意しなければならないのは、被害者や犯

罪を防止するために運動している人たちが不快な気持ちを覚えないような配慮も大

切であり、支援プログラムの成果を具体的に数字などで示すことができれば、より広

い理解の助けになるのではないかと思った。また、覚醒剤犯罪以外にもこのようなプ

ログラムは適用できるのか、札幌以外でこのようなプログラムを導入している例があ

るのかも知りたかった。番組全体を通して温かみのある内容で、こういった視点は大

切であり、よいテーマの取り上げ方だった。 

 

○  薬物犯罪を依存症という病としてアプローチしていたことは評価できる。社会の受

け入れ側の問題も提起されており、非常にバランスがよい内容だった。 

 

○  １月２８日(金)のローカルフレンズ滞在記ＳＰ「西興部・十勝・道南環駒」(総合 後

8:00～8:43 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。大阪から十勝のトムラウシに移住した一家が生き

生きと山村で暮らしている様子から、ぜひ訪ねてみたいと思うようなワクワクする内

容だった。西興部村では「村には何もない」と言い続けていたローカルフレンズが、

システムエンジニアとの出会いからつながりを広げていく様子が飾らない等身大の

姿で伝わってきた。そのシステムエンジニアが移住して起業する中で、村のさまざま
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な人たちの応援や支援が大きかったという話は印象的で、何とかなるという熱意は若

者や移住者に期待する地元の人との親和性が高いのではないかと感じた。森町の姉弟

ユニットの話題では、不登校で引きこもりに近い状態で苦しんでいた若者が好きな音

楽活動を通じて輝いていく様子や周囲の人たちが温かいまなざしで見守って支えて

いる様子が魅力的に描かれていた。これからの超少子高齢化社会や、持続可能な地域

として生き残っていくという視点から、魅力的なまちづくりのモデルを引き続き紹介

していってほしい。スタジオの背景や登場人物の語りを補う説明にイラストや動画が

ふんだんに使われており、ポップなイメージになっていた。 

 

○  ２月１１日(金)の緊急特番「ドカ雪襲来 除雪できない」(総合 後 6:05～6:30 北

海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。ＪＲ北海道の見解や予測不能だった小さな低気圧など、雪に強い

という北国の交通のイメージが今回なぜ生かしきれなかったのかがよく解説されて

おり、今後の対策と課題についても大変分かりやすい内容だった。特に停車したまま

身動きが取れない車両に降り積もった雪を除雪するために電流を止めなければなら

なかったことや、退避場に移動できなかった車両が多く、除雪車両が真っ直ぐに進め

ずに人力での除雪に頼らざるをえなかったことなどがイラストや映像などで示され

て、どの年代の人にも分かりやすく伝わったと思う。また、除雪と排雪が進まない原

因が、札幌市の予算や人員の削減ではなく、大型ダンプカーやドライバーの不足、夏

の仕事量の減少と結びついていたと市民に周知できたことで不満や怒りも少しは収

めることができたのではないかと感じる。今回は人口の多い札幌市で被害も甚大だっ

たと思うが、北海道のどの地域に住んでいても今後も起こりうるという思いを持って

番組を見ることができた。 

 

○  積もった雪の影響で車両が線路上で身動きが取れない状況やポイントの除雪は人

力でないとできないことが映像からよく伝わった。大雪の原因は石狩湾付近に発生し

た小さな低気圧が北西の風を生み、札幌に強い雪雲が入ったことによるということも

理解できた。今後も気象や交通についての情報はしっかりと伝えてほしい。 

 

○  大雪から短い時間でこれだけの情報を集めて、簡潔に論点が整理されており、原因

と影響とが非常に分かりやすい番組構成になっていた。この２日間で２度の大雪がど

のような影響をもたらしたのかをイラストや映像で紹介することでイメージしやす

く、視覚的にも非常に分かりやすかった。天気図にあらわれない低気圧とは何か、低

気圧がなぜ大きな影響を及ぼしたのかという疑問もあり、大雪の原因をもっと深く掘

り下げて説明してほしかった。今回よく見えてこなかった札幌市や道の動き、ＪＲ北

海道の再発防止についての動きも引き続き取材してほしい。 
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○  １２月２６日(日)のＢＳ１スペシャル「河瀨直美が見つめた東京五輪」(BS1 後

10:00～11:49)について、昨今のスポーツ本来の価値を超えて肥大化している商業的

なオリンピックの側面があり、手放しでオリンピックを美化することへの違和感につ

いてあらためて考えさせられた。パンデミックという状況下での開催だったため、開

催について賛否両論が社会で渦巻いていたことは否定できない。今回の字幕の問題は、

単なる制作現場のチェック体制という問題だけでなく、番組の公平性という点にも欠

ける点はなかったかを検証し、公共放送として広い視野で視聴者が考えることができ

るような番組の制作をお願いしたい。 

 

○  １月２３日(日)の令和の寺子屋「相手の気持ちによりそって～演出家・宮本亞門」

(Ｅテレ 後 4:15～4:59)を見た。演出家の宮本亞門さんが寺子屋の講師になり、京都

の寺で小学生に直接話をするという授業は大変興味深く、大切な心の持ち方や相手の

気持ちに寄り添う力、想像することの大切さなどを子どもたちだけでなく、私たち視

聴者も学ぶことができる、大変よい番組だった。 

 

○  １月２７日(木)の「ニュース シブ 5 時」内の「5 分でわかる 世界遺産の舞台裏 

特命チームがカギ？」という企画を見た。一般論だが、歴史を科学的ないし学問的に

扱うときは、まず関連する資料を可能な限り集めて検討し、その上でその全体を合理

的に説明できるという結論を出すものである。佐渡の金山の世界遺産登録については、

歴史と政治の関係のほか、遺産的価値とその負の側面との関係をどう考えるべきかと

いう一般的次元の問題がある。強制労働の存否という論点から歴史認識、外交など複

数の論点が絡み、非常にデリケートで複雑な問題だと考えるが、番組では政府内のタ

スクフォースが頑張っているという一面的な取り上げ方しかしておらず、その「歴史

戦チーム」を取り上げるときに付されたイラストも、視聴者に対して、そのチームな

るものについての具体的な情報は提供していないように受け取れた。ＮＨＫがこの問

題をどのように客観的、中立的に報じるのかという視点が見えず、国内番組基準の第

１章第５項１に掲げる「意見が対立している公共の問題については、できるだけ多く

の角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う」や、令和 4 年度の国内放送番組編集

の基本計画の「分断ではなく対話を 日本と世界の相互理解を促進する発信を強化」

という方針からも、より冷静かつ多面的な取り上げが必要だったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  一面的な見方によらず、しっかりとした取材・調査に基づい

て番組を制作するという基本を貫き、今後も放送番組を制作し

ていきたい。 
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（ＮＨＫ側） 

  いただいた意見を「ニュース シブ５時」を制作している報

道局と共有し、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  １月３０日(日)のさわやか自然百景「北海道 積丹半島 冬」を見た。積丹半島の

空撮映像から、切り立って延々と続く壮大な要塞のような断崖の圧倒的な光景にとて

も驚かされるとともに、北海道には私たちが魅力を知らない場所がまだまだあること

を感じた。ホッケが卵を守り育て、命を育む姿は、ふだんは食べ物として見ている生

き物たちにも命があるということを感覚的に訴えていて、環境や動物の保全の大切さ

が無理なく伝わり、子どもから大人まで幅広い世代に見てほしい番組である。 

 

○  ２月２日(水)のクローズアップ現代＋「新作戦で連覇をつかめ～密着！パシュート

大革命～」は、北京オリンピックの開幕直前であり、女子団体パシュートの代表選手

が北海道出身ということから注目して見た。選手の体に取り付けたカメラの映像から

は臨場感が伝わってきた。ワールドカップでの転倒の原因がイラストでわかりやすく

説明されており、プッシュ作戦へのチャレンジやそれを改良した手つなぎハイブリッ

ド作戦からはオリンピック本番ではどうなるのかという関心が高まり、パシュートと

いう競技の魅力が伝わってきた。「読むとさらに楽しめるパシュートの注目ポイント」

というＱＲコードが表示されており、選手たちを取材してきたカメラマンの解説など

が詳しく紹介されていて、視聴者が深掘りして楽しめる取り組みだと感じた。「クロー

ズアップ現代＋」はその時々で興味のあること、話題になっていることを短い時間で

取材・編集して番組が作り上げられていると感じることができる番組である。 

 

○  ２月４日(金)の北京オリンピック「開会式」(Ｅテレ 後 8:58～11:21)で、Ｅテレで

はろう通訳を通していたが、字幕を追いきれないろう者もいるため、ろう通訳を付け

たことは非常にすばらしい取り組みである。 

 

○  ２月１２日(土)のＥＴＶ特集「ぼくは しんだ じぶんで しんだ 谷川俊太郎と

死の絵本」を見た。谷川さんと画家と編集者らがそれぞれの立場で生と死に向き合い、

その思いがぶつかったり、さらに壊し合ったり、新しいものを形作っていく過程が克

明に描かれており、これからこの絵本を手に取る人々にその世界に入っていくための

準備をさせてくれるような番組だった。この番組を見てから絵本を読むのとそうでな

いのとでは、絵本の受け入れ方が違うのではないかと思う。作者である谷川さんは、

主人公である「僕」の死んだ理由が人間社会の中だけにあったのではないということ

を文章や絵だけで安易に判断せず、読者に感じ取ってほしいと願い、自死の背景を単

純化したり一般化したりしないことで複雑さを伝えたいという意図なのではないか。
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自死の背景にあるものが複雑で重層的であればあるほど、番組を見たり絵本を手にす

る私たち一人ひとりと決して無縁ではない自死というものが現実味を持って迫って

くると感じた。絵本を読み終えた子どもたちの受け取り方の多様さは作り手の想定内

だったのか、さまざまな社会的要因によるいじめが蔓延する今を生きる子どもたちが

どんな感想を抱くのか、など知りたかった。成長段階や価値観、その時の立場や立ち

位置で伝わり方や受け止め方が異なると思うので、幅広い層に手に取ってほしい絵本

だということが伝わる番組だった。 

 

○  ２月１３日(日)の目撃！ニッポン「声をあげて、そして」を見た。消えることのな

い大きな傷を抱えて葛藤しながらも、性暴力被害の声を上げ続けている女性ジャーナ

リストの偽らざる姿を５年にわたり追跡していて、胸に迫るものがあった。これまで

被害者の心情に寄り添って、なかなか表に出てこなかった問題に彼女自身がいかに立

ち向かって闘っているのかというとても貴重な記録だと思った。性暴力を許さない社

会の実現のためにもぜひ多くの人に見てほしいと感じた。 

 

○  「国際報道２０２２」は総合テレビでも深夜に放送し、ＮＨＫプラスでも配信され

ている。ぜひ地域で放送しているニュース情報番組もＮＨＫプラスで配信をしてほし

い。 

 

○  マルチ編成における「サブチャンネル切り替え方法のご案内」は、テレビのリモコン

のイラストを使ってサブチャンネルの視聴方法を紹介しているが、高齢者にもわかり

やすい内容になっていると思う。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２２年１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１９日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。議事に先立ち、札幌局長から、１月１日付で新

たに就任した委員の紹介とあいさつがあった。続いて、１２月２６日(日)に放送した

「ＢＳ１スペシャル」の内容について報告とあいさつの後、釧路局長のあいさつがあ

り、議事に入った。 

議事はまず、北海道スペシャル「突然、海の色が変わった」をはじめとして、放送

番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、２月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

                     ぷれいおん・とかち 理事長） 

副委員長  桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

委  員  金山 準   (北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授) 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      笹森 琴絵 （酪農学園大学 農食環境学群特任准教授） 

      西田 一博  (有限会社厚岸清掃社 代表取締役) 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

      船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道スペシャル「突然、海の色が変わった」 

(総合 １２月２４日(金) 後 8:14～8:43 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)について＞ 

 

○  赤潮の被害に遭っているという報道は目にしていたが、トゲが抜け落ちたウニの

死骸やヒトデの山、死んだツブ貝に入っているヤドカリの映像を見ることで、実際

どのような状況なのかを知り、とても衝撃的だった。３代続く漁師で潜水士でもあ

る毛利哲也さんの仕事がいかに危険な場所で行われているのかについても厚岸の海

の歴史などとあわせて時系列で紹介されていて、地元の人たちの６０年間におよぶ

ウニ漁への熱い思いを知ることができた。地元の漁業関係者への取材もとても丁寧
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に行われていたように思う。番組では、北海道大学准教授の伊佐田智規さんや水産

資源研究所の黒田寛さんといった研究者の方々が正体不明の謎のプランクトンと史

上初の赤潮発生のメカニズムについて原因解明にあたっている姿も伝えていた。赤

潮で苦悩した関係者を通してではあるが、毛利さんが「まだまだあきらめない」と

前を向いている姿に心を打たれた。番組全体を通して、テレビでなければ伝えられ

なかった潜水士という危険な仕事や赤潮の状況を知ることができた。毛利さんが家

族のために一生懸命働いている姿を見て、稚ウニが無事に育って収穫できるよう願

わずにはいられなかった。だが、赤潮が発生しなければ厚岸の海について詳しく知

る機会がなかったということは、ある意味とても複雑な心境だった。 

 

○  ウニやサケが死んでいる映像は繰り返し目にしてきたが、テーブルに山積みにされ

たツブ貝の殻からヤドカリが次々とはい出てきたり、ヒトデの大増殖などの被害映像

はとても衝撃的だった。現場の生々しい光景を目にして感情のこもった言葉を耳にす

ることで、私たちの食卓にあがり口にするものが奪われたということを初めて実感す

ることができたと思う。毛利さんのような現場の人たちとその家族を幹にして、漁業

と関わる人々の生活やウニ漁の苦労と挑戦と失敗の歴史、自然と人の共生の在り方や

難しさなどを取り上げることで現実としての深みや厚みがつき、深刻さをより自分の

ことのように受け止めることができた。赤潮の発生をきっかけに、誰もが恩恵にあず

かっていながら実は何も知らなかった世界を文字どおり水面下まで掘り下げて伝え

ていた。毛利さんが自分に言い聞かせるように「だめでも何ぼでもやらないと」と繰

り返しつぶやいていたが、取材する側とされる側の信頼関係があってこそ引き出せた

言葉や表情で、作り手が彼らに寄り添って丁寧に本音を拾い続けたということが伝

わってきた。まるで親友か同志のような毛利さんと奥さんとのやり取り、父親をかっ

こいいと言っている娘さん、それからウニ漁の後輩たちが口にする毛利さんへの思い

に対する、毛利さんの照れた反応がとても温かくて、番組全体の救いになっていた。

赤潮がもたらす惨状と毛利さんが黙々と日常を営む姿、その両方の振れ幅の大きさが

この番組を印象的にしていた。番組は、まだ楽観は許されないという危機感を抱かせ

て終わるが、環境の激変にもまれながら人はそれをどう捉えて生きていくのかを問い

かけていた。最後に「つづく」というテロップが出てきそうな終わり方で、科学的知

見や発見を含めた続編を期待したい。 

 

○  植物プランクトンがウニに与える影響についても分かりやすく解説されており、ヒ

トデの異常繁殖によって第２の収入源であるツブ貝にまで悪影響を及ぼしているこ

となど、これまでのニュースでは知りえなかった事実が取り上げられていて見応えが

あった。毛利さんの潜水士としての側面も紹介されていて、ウニ漁の歴史などに触れ

ながら地域全体に与える影響の大きさがうかがえるような番組の構成で、改めて事の
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重大性に気づかされた。毛利さんの家族紹介もあり、単にプランクトンによる漁業被

害にとどまらず、まさに災害であり北海道の基幹産業にも大きな打撃を与えていると

いうことが強烈なメッセージとして伝わってきた。また、研究者や科学者が原因を追

究する姿を追ったり、北海道の鈴木直道知事の視察の様子なども紹介されていて、こ

の問題を多方面から取り上げようとする意図も伝わってきた。多くの視聴者が「何と

かしなければだめだ」という思いを持ったと思うので、非常に大きなメッセージを発

信することができたと感じた。ただ、決め手となる対応策も見つかっておらず、行政

の支援もまだ決まっていないということで、毛利さんのように前を向くことしかでき

ないのだという閉塞（へいそく）感を感じた。時には冗談を飛ばしながらも現実を直

視して前を向く毛利さんの姿には感動して学ぶべき点も多かった。 

 

○  赤潮被害の全体的な状況についての解説と、その中で生きる漁師の毛利さんに焦点

を当てて、マクロ的な状況とミクロ的な視点を往復するという構成がとてもよく機能

していた。毛利さんは悲壮感や厳しさをあまり表に出すことはなく、ひょうひょうと

した振る舞いの人柄で印象的だった。毛利さんの娘さんが、お父さんのことを「誇ら

しい」「かっこいい」とすんなり言えるという関係性が描かれていた。赤潮で未曾有

の被害と言われるような壊滅的な状況で、実際に映し出される映像もとてもショッ

キングなものだった。大変な時期なので、われわれ視聴者はどうしても深刻な顔をし

て悩んで苦しんでいる当事者が出てくるだろうなと予想してしまうが、毛利さんは前

向きな姿勢を失っていない。過酷な状況とその中にいる当事者との対比に、いい意味

でギャップや違和感があり、それがとても印象的だった。未曾有の被害を受けていて、

ウニ漁はもうできなくなってしまうかもしれないと伝えていたが、番組全体のトーン

は悲観的になり過ぎないものになっていた。鈴木知事の視察の様子もあったが、明ら

かに国や自治体による対策や支援が必要な状況だと思うので、どのような対策や支援

が考えられているのかを番組内で伝えてもよかったと思う。 

 

○  厚岸はカキやアサリといった二枚貝が主力の産物なので、不安な気持ちだけがどん

どん膨らんでいくという状況だったと思う。潜水士の毛利さんの言い方はぶっきらぼ

うだが心は温かいといった人柄と、赤潮による被害がどれだけあったのかが映像を通

じて伝わったことは非常によかったと思う。番組では、カキ・アサリは特に被害はな

いということだったが、厚岸は時期によって漁が違うのではないか。毛利さんは１２

月からツブ貝を取っていたが、これから春にかけて沖ツブの状況が分かってくると思

う。厚岸のウニは１０～１２月が最盛期で被害がはっきり分かったと思うが、これか

らいろいろと被害が見えてくるのではないか。ツブ貝もそうだが、春以降は昆布がど

うなるかということがあるもので、今後はその辺も注視してほしい。番組は潜水士の

毛利さんを通じて厚岸の被害を伝えていたが、継続して調査をしていかなければいけ
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ない事案だと思う。引き続き、地域のこと、厚岸のことを追跡調査で取材をしてもら

いたいと思う。 

 

○  赤潮発生の原因は植物プランクトンの異常発生であり、伊佐田さんや黒田さんも、

ある程度分かっていることがあるが今後どうなるのかという予測や防ぐ方法がない

というのが大きな問題だと言っていた。赤潮の問題について、全般に何が分かってい

て何が分からないかということがよく整理され、はっきり提示されていた。番組全体

を通してカメラワークと編集が上手く印象的だった。ツブ貝の仕分けをしている毛利

さんの奥さんが「ヤドカリって売れないの」と毛利さんに聞く場面があったが、この

ときの奥さんの言葉に厳しい状況が表れていて、伝わってきた。毛利さんの表情の捉

え方もうまく、港を出てから漁場に着くまで黙って下を向いている毛利さんからは不

安や苦しさが表情に出ていて、ふだんの様子に今の苦しさが表れていて印象的だった。

お金の話を聞くのは難しいと思うが、稚ウニになるまでどのくらいの時間と費用がか

かったのかや、海に放流してから水揚げまでは５年かかるということなので、その費

用なども分かれば漁業者の苦境がさらに伝わるのではないか。稚ウニをまく漁場の海

の色が赤潮被害を受けている海の色とは異なるとてもきれいな青い海だった。まいた

稚ウニがきちんと育ってくれるといいなという期待感を心に抱かせるような海で、見

ていて救いになった。 

 

○  冒頭のトゲの落ちたウニの映像は本当に衝撃的で、この問題がいかに大きいかとい

うことを視聴者にはっきり分かってもらううえでとても大事な映像だった。番組では、

カメラを向けられて緊張した漁師たちが映っていたが、そういったシーンを間に織り

交ぜることで漁師のふだんの生活であったり、家族の大切さというのが大変よく分

かった。特に、娘さんが描いたお父さんの絵が潜水士として仕事をしている絵で、お

父さんのことを誇りに思っていることが伝わってきた。本当にすばらしい家族に支え

られて成り立っている職業なのだと思った。また、船上からの漁と違い、潜水士はさ

らにリスクの高い職業であるということがよく伝わってきた。ただ、市場での競りを

行っている映像などがあれば、私たちの生活でウニが手に入らない状況になっている

ということがより伝わったのではないか。今後はぜひ現場の奥深くまで入ることを期

待したい。 

 

○  赤潮のことを伝えてからかなり時間が経過していたが、北海道での赤潮の被害は史

上初とのことであり、ようやく赤潮の被害に関する特集を見ることができた。黒田

さんがプランクトンの異常繁殖の背景を分析していたが、現時点では赤潮を防ぐ方法

も見つかっていないことで漁業者に甚大な被害をもたらしたことに対する責任の重

さと無念さを感じた。ただ、漁師たちを支える専門家がいるのだということも分かっ
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た。潜水士は「６０キロの重りをつけるため、一度海底に沈んだら自力では浮き上が

ることが難しい特殊な潜り方」という説明があり、まさに命の危険と隣り合わせの漁

だということにとても驚いた。漁師仲間に人望のある毛利さんが、誇りを持って従事

している姿がとても印象的で、「赤潮が地域で守り育ててきた漁業を一瞬で打ち壊し

た」というナレーションが一層胸を打った。１２月に赤潮が収束したとはいえ、早朝

の漁を終えた後に建設現場でアルバイトをする毛利さんの姿が、「ダメでも何ぼでも

やらないと」「まだ体が動けるのだから意欲しかない」という言葉に重なって胸を打

たれた。赤潮の問題を検証するだけなら、そのほかの地域の実態も取材するといった

方法もあったと思うが、海に生きる一人の人物の視点から問題を掘り起こすという予

想外の展開はとても見応えがあった。番組タイトルは、大きな自然の力に太刀打ちで

きない人間の無力さが表現されているようだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  赤潮被害の研究について、取材中は確定的ではなかったので

番組の中で言及することはできなかった。現在の見立てとして

は、海洋熱波や赤潮をすぐに防ぐことはできなくても、いざ赤

潮が起きた場合、あるいは起きる可能性がある場合は、海の中

にいる海洋生物の収穫時期を少しでも早めて一斉に引き揚げる

という案が出ているということである。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２４日(金)の北海道道「北の万葉集２０２１」(総合 後 7:30～8:14 北海道

ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。万葉集は当時の人々の暮らしや思いをリアルに感じられるものだと思

うので、和歌を軸としてそれぞれの思いを振り返るというのは、１年の最後を締めく

くる番組としてとてもよいコンセプトだった。万葉集がさまざまな身分の人が詠んだ

和歌を集めたものであるように、著名なゲストと一般の方を同列に扱って紹介するこ

とで、番組にめりはりを与えていたように思う。函館で飲食店を経営するミャンマー

の方を取り上げていたのはとてもよく、北海道の暮らしを一緒に作り上げているのは

日本人だけではないというメッセージと受け取った。 

 

○  １月７日(金)の北海道道「北京オリンピック直前！ がんばれ どさんこアスリー

ト」(総合 後 7:30～8:12 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。北京オリンピックについての話題が

新型コロナウイルスの影響や外交の問題などでおとなしくなってしまった中で、出場

する日本代表の選手たちが脚光を浴びる番組を制作したのはとてもよいことだと思
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う。スタジオゲストの原田雅彦さんや岡崎朋美さんが各選手の解説をするというのは

かなり説得力があった。選手を主眼にした話があるとその競技を見たくなる人は多い

と思う。北京オリンピックまではまだ時間があるので、オリンピックを迎えるに当

たっての楽しみを紹介する番組があればよいと思う。 

 

○  １月７日(金)の「天塩川～氷の一本道の物語～」(総合 後 8:12～8:42 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)

を見た。天塩川の営み、それを取り巻く自然や生き物たち、それから人の生活も支え

て豊かにしている、恵み豊かな川だということが分かった。映像の美しさが際立って

いて、繁殖期を迎えたサケの赤色、色づく森の色彩にあふれている秋、無彩色が静け

さを引き立てる冬の霧氷やダイヤモンドダストなど、自分ではおよそ見ることができ

ない景色の数々に目を見張った。特に、大河が少しずつ凍結しながら動きを止めるメ

カニズムを「氷の赤ちゃん」と説明して、川底から離れて表面にぽこぽこ浮いて流れ

に乗っていくという一連の動きを丁寧に撮っていた。川という大きな生命体の一面を

見ているように感じて心温まるものがあった。ただ、全体を通して映像やナレー

ションのすべてがゆったりとしていた。悠久や連綿と続く自然の営みとか、あらゆる

ものを包み込む大きな空間や時間の流れを表現したいのだなと思ったが少し単調に

感じられた。 

 

○  １月１４日(金)の北海道道「巨大地震・津波にどう備えるか」(総合 後 7:30～8:12

北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。地震への備えなどに関する番組はあるが、地域を限定して北海

道内の冬の避難を取り上げていたことはとてもよいと思う。また、ＭＣの鈴井貴之

さんが自宅から何を持ち出すのかという冬の避難準備の様子は大変分かりやすく、緊

張感とユーモアがありながらも見ていて一緒に考えさせられた。釧路市の認定こども

園で、子どもたちが津波を想定した避難訓練で一生懸命に防寒着を着て避難する姿に

心を打たれた。やはりこうした訓練は常に必要であり、どんな地域に住んでいても知

識と備えがあれば、いざというときに役立つことがたくさんあると分かった。「防災

小説」ということばは初めて聞いたが、音別中学校の清水望叶さんが書く具体的な内

容と想像力がとても素晴らしかった。鈴井さんと多田萌加さんがそれぞれ書いた文章

も共感でき、「備えが大切」という気持ちを改めて喚起してくれた。 

 

○  継続して防災意識を弱めないための啓発として番組にしていくのは大事なことで

あり、ＡＲを使って津波の怖さを知るなど、視覚に訴えるツールを多用することで内

容を理解できる人が増えると感じた。津波は３０ｃｍの高さでも体を持っていかれる

などの紹介もあり、さらに深い理解につながる構成になっていた。専門家のコメント

が欲しいと思えるタイミングに合わせて、日本赤十字北海道看護大学教授の根本昌宏

さんが出てくるなど、全体的にテンポがよかった。冬期間の避難場所までの障壁、低
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体温症など、道民として考えておかなくてはならないポイントもよく分る形で伝えら

れていたと思う。被害の大きさや困難性を紹介するだけではなく、どのようにすれば

被害を最小限にできるかというメッセージも流れていてよかった。ただ、犬を飼って

いる場合はどうすべきだったのかが最後まで分からなかった。 

 

○  津波にテーマを絞っていて大変分かりやすく、興味深く視聴した。津波の怖さを知

るとともに、実際の避難ルートや冬のリスクなど番組の構成は分かりやすかった。「避

難ルートを知る」ということでは、釧路市大楽毛地区は津波想定が最大５ｍ以上と伝

えていたが、釧路市のＷＥＢハザードマップでは１０ｍ以上の地域もあったと思う。

大楽毛地区は線路と海に挟まれた地域、津波避難困難地域であり、自分の住んでいる

地域の浸水が何ｍになるのかというのは大事だと思うので数字が気になった。鈴井

さんがスタジオで冬の避難準備をする様子は、冬の避難のリスクとポイントを知るた

めの企画としてとてもよかった。災害の種類によって、ふさわしい避難先や施設が異

なってくるので、避難先をどう選定するかというのはとても大事なことだと思う。施

設によっては準備している備品類も違うと聞くので、避難先できちんと用意されてい

るのかという確認があればさらによかった。災害時には自分たちに何ができるかとい

う取り組みも必要なので、今後も番組の中で啓発を行ってほしい。 

 

○  １２月１６日(木)～１７日(金)の「ほっとニュース道央いぶりひだかｃｈ」(総合 

後 6:45～7:00 道央エリア(札幌単・室蘭単))を見た。先月の番組審議会の際に、札幌

圏は転入者なども多く、地名や土地勘のない人も多いので配慮してもらいたいと伝え

た。番組審議会後もトライアル放送が続いており、ニュースタイトルの横に地図が出

ていた。エリアニュースを伝えるときに該当地域の色が変わって表示されるなど配慮

されていてとてもよかった。 

 

○  「ほっとニュース道東スペシャル」(総合 後 6:45～7:00 道東エリア(帯広単・釧路

単))を見た。駆け足でニュースを伝えるばかりではなく、地元に密着した話題がリア

ルに伝わる感覚があってとてもよかった。１６日と１７日の２日間は２０分に拡大し

ていたが、特集のボリュームがあり、番組への親近感が増すという印象だった。 

 

○  １２月１８日(土)のすくすく子育て すくすくナイト「子育て中の心の危機～メン

タルクライシス～」(Ｅテレ 後 9:00～10:00)を見た。スタジオゲストの恵泉女学園大

学学長の大日向雅美さんが「子育ては、かわいいだけでは済まない」「やればやるほ

ど大変」と言っていたように、子育て経験のない夫婦だけで乗り越えようとすること

自体が困難なことであり、地域の温かいまなざしで支え合って担うことが当たり前に

なることが社会通念になるようにと考える。親が経験する孤独感や体の疲れ、パート
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ナーとの衝突など番組で紹介されていたが、子育て世代と地域のつながりがあれば

もっと子育ては楽しく喜びを感じられるのではないか。番組の中でＩＴ企業経営者の

青野慶久さんが言っていたように、当事者は「子育ては未来を作る仕事」「子育てに

携わる人がいなければ未来の社会を維持することはできない」という視点でもっと声

を上げていかなければ社会は変わらないという話に強く共感した。決して番組の出演

者が特別なケースではなく、子育ての難しさが新型コロナウイルスの影響でより一層

顕在化したと認識している。社会全体の共通の課題として、１人でも多くの人が子育

てに関心を持てるような情報の発信に期待している。この番組は当事者以外が見る可

能性が低いと思うので、「ＮＨＫスペシャル」のような枠組みでも問題を取り上げて

ほしい。 

 

○  １２月３１日(金)の「第７２回ＮＨＫ紅白歌合戦」(総合 後 7:30～11:45)を楽しく

視聴した。平均視聴率がどこまで重視されているものなのか、単純な疑問として浮

かんだ。「紅白歌合戦」についてはターゲット層をもう少し上げなければいけないな

どの意見を聞くが、全世代に受ける番組制作というのは難しいと思う。 

 

○  出演者やその歌に集中して視聴したい人たちにとっては、社会問題などいろいろな

内容を入れ過ぎてしまったように感じる。 

 

○  １月９日(日)のＮＨＫスペシャル「北の海 よみがえる絶景」(総合 後 9:15～

10:04)を見た。自然を扱ったＮＨＫ番組のだいご味だと思うので、ホッケ柱やニシン

の群来(くき)が引き起こす現象の壮大な美しさと不思議さに見入った。自然現象の映

像は、現場に行けばすぐ撮れるというものではないので、時間をかけて丁寧に探し続

けて撮影に成功したという行程も盛り込まれていた。私たちがお茶の間で見ている映

像がいかに貴重であるかも伝わり、見ていて背筋が伸びるようだった。北の海の生命

力や人と海の関わり方の変遷、それから北海道に暮らすことの幸せまでも描いていた。

食べ物としてニシンやホッケが好きな人、釣りの獲物として好きな人、または生き物

としてひかれている人、そのどれでもない人も五感を刺激されて引きつけられたので

はないか。 

 

○  １月９日(日)のＮＨＫスペシャル「北の海 よみがえる絶景」を見た。北海道の海

で起きている不思議な現象、ニシン、ホッケ、ホタテにまつわる壮観なドラマで、映

像のすばらしさに圧倒された。私たちの住む北海道の海でこんなに神秘的な生き物た

ちの光景があるのだということを伝えていた。その光景を映像にとらえる努力と、そ

の現象にまつわる不思議なメカニズムを解明するプロセスのどれもが見応え十分

だった。水産資源のプロフェッショナルとして、熱い思いで多くの方々が北の海に関
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わっているのだと気付いた。 

 

○  １月１０日(月)の「平野レミの早わざレシピ！２０２２初春」(総合 前 8:15～9:24)

を見た。平野レミさんのネーミングのすばらしさと、斬新なメニューに引かれていて、

手早く、素早く調理するのが、時にはハラハラやドキドキ感もあってとても楽しめた。

あまりテレビ向けではない場面もあったと思うが、ふだん台所では人に見せられない

ような姿で料理をすることもあると思うので、案外すんなり受け入れられていたので

はないか。普通の料理番組にはない高揚感もあり、クッキングショーとして楽しめた。 

 

○  1 月１０日(月)の「気候危機を食い止めたい！ 若者たちが挑むＣＯＰ２６」(総合 

前 10:05～10:50)を見た。若者だけではなく、環境危機を懸念する大人も勇気をもら

える番組だった。海面上昇の恐ろしさを訴えるソロモン諸島出身の女性と、それに触

発された日本の大学院生のやり取りを見ながら、ネットから得た情報で意識革命が起

きて、互いがつながりながら上や横へ成長していく若者たちの姿がとても印象深かっ

た。なぜ日本では脱炭素への動きが遅いのか、なぜ危機感が伝わらないのかという、

理不尽な巨大な壁のような大人の事情に遮られてしまう若者のもどかしさや悔しさ

が画面からにじみ出してくるようだった。 

 

○  １月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「証言ドキュメント 永田町・権力の興亡 コロ

ナ禍の首相交代劇」(総合 後 9:00～9:59)を見た。去年の夏から秋にかけての政局は

激動で、その関係者に直接話を聞いて肉声を伝えることは非常に価値があり、大きな

意義があると思う。当時の菅義偉内閣総理大臣は、安倍晋三前内閣総理大臣の後継者

として忠実に安倍後継をしていたはずだったが、去年の夏から秋の政局を境にたもと

を分かつように別行動をしていたように思う。この２人の間に何があったのか明らか

になるかどうかに注目して視聴したが結論が出ずに残念だった。安倍さんと当時の麻

生太郎副総理兼財務大臣の会談で二階俊博自民党幹事長の処遇についてやり取りが

あったことや、横浜市長選挙の敗北を契機として、ＡＡＡ(安倍・麻生・甘利明自民

党税制調査会長（当時））が主導して幹事長交代から菅降ろしに変わったと知り、政

局が流れていった様子が分かった。８月３０日に菅さんが二階さんの幹事長交代の意

向を伝えたこと、８月３１日に菅さんと安倍さんの電話によるやりとりがあったこと、

９月３日に菅さんが自民党総裁選に立候補しないことを表明していた。安倍後継だっ

たはずの菅さんが安倍さんに直接引導を渡されたのがこの電話ではないかと思うの

で、その謎がもう少し分かればよかった。今後の方向性を見るうえでも、まだ分から

ない部分を引き続き取材してもらいたい。 

 

○  全てインタビュー形式で進行していて、切り取りもなければ張り付けや誇張する部
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分もなかった。個人個人の話していることでストーリーを進めていくというのは、記

録に残る映像ではないか。表情の撮り方が本当にうまく、菅さんが悔しいというとき

の表情などははっきり分かるし、残念だったのだろうなという気持ちはとても伝わっ

てきた。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年１２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１５日(水)、札幌グランドホテルに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議は、議事に先立ち、空席となっている委員長の互選を行い選出した。 

続いて、札幌局長からあいさつがあり、議事に入った。 

議事はまず、北海道道「未来を拓け！北海道農業」をはじめとして、放送番組一般

について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

                     ぷれいおん・とかち 理事長） 

副委員長  桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

委  員  金山 準   (北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授) 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      佐々木良榮 （デザイナー、（有）良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      西田 一博  (有限会社厚岸清掃社 代表取締役) 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

      船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

  

（主な発言） 

 

＜北海道道「未来を拓け！北海道農業」(総合 １１月２６日(金))について＞ 

 

○  日本の農業の持続可能性が社会問題であり、地域全体の持続可能性やジェンダー

格差という広範囲にわたる問題と広く関連しているということが番組のポイントだ

と感じた。広尾町で唯一の女性酪農家である角倉円佳さんのジェンダー格差の問題

に一番強い印象を受けた。角倉さんは大学生向けの酪農体験を始めており、牧場経

営を目指す帯広畜産大学の学生は「嫁に行くのが一番簡単だよ」と言われた経験が

あると悩みを話していた。現状としてそういう面はあるかもしれないが、そのよう

なことばが平気で流通してしまうという社会意識自体が問題であり、番組として当

事者の生の声を引き出していてよかったと思う。番組では、実際には女性の牧場経

営者もいて、そうした前近代的な状況が変わりつつあるということが紹介されて前
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向きに終わっていた。「未来を拓け」というタイトルどおり、課題と希望の双方に触

れたバランスのよい作りになっていた。ただ、スタジオで解説していた酪農学園大

学教授の阿部茂さんが「６次産業化」や「スマート農業」ということばを用いてい

たが、視聴者には補足説明がないと分かりにくいと思う。 

 

○  本別町の畑作農家である前田茂雄さんは、自前の生産ラインによるポップコーンの

開発に力を入れており、加工・包装までのすべてを自前で行うという取り組みは大変

すばらしいと思った。地域愛や今後の農業を担っていく若者を巻き込む経営手腕に感

嘆するとともに、こうした強いリーダーシップを発揮すると応援したいと思う購入者

が増えるのだと改めて感じた。だが、北海道の「ローカルフードプロジェクト」が６

次産業化からシフトして、持続可能なビジネスモデルの創出についての支援に取り組

みながら農業の課題に対処していくには問題点も多くあると思う。今後、後継者がい

ない農家が減少しても大規模化するだけでは乗り越えていけないという地域の人口

減少による暮らしの問題もあることを知り、農業王国である十勝が危機感を持って取

り組む事例が紹介されることで、ほかの地域にも波及効果があればよいと強く思った。

広尾町の女性酪農家である角倉さんの取り組みも紹介されており、女性の活躍の場が

大きくなることをうれしく思う半面、今後乗り越えていかなければならない課題がと

ても多いのだと感じた。 

 

○  札幌圏以外の道内のほとんどの地域で人口減少、地域産業の衰退、担い手不足によ

る事業継承の不安など、さまざまな課題を抱えていると思う。地域や産業をどう守る

かということで農業にスポットを当て、その取り組みから解決方法の糸口を探る構成

は大変分かりやすかった。前田さんが取り組んでいるポップコーンの開発は、農業を

いかに持続させるかについての一つのヒントになったのではないか。農業以外のネッ

トワークでの意見交換や、道内の大学生と商品開発をする実際の映像も紹介していて、

世代を超えたつながり、地域外の人との関わりの大切さを改めて感じた。地域の人口

が減少していく中で、それぞれの産業だけではなかなか解決できないというのが北海

道内の現状だと感じるので、ポップコーンの工場を造るに当たっての苦労話なども交

えて前田さんの情熱や思いを聞くことができればよかったと思う。女性酪農家である

角倉さんは女性経営者ならではの苦労話をしていたが、自分が先駆者になって続ける

ことでこれから挑戦したいと思う人たちを応援したい、そして応援できる地域にした

いという思いは最終的には人が持続可能な地域にしていくための起爆剤になるので

はないか。今回のテーマは農業についてだったが、農業は地域とともにあること、農

業を通じての地域貢献の在り方を知ることは、全産業に通じる考え方だと思った。 

 

○  本別町の前田さんと広尾町の角倉さんは、北海道農業の未来を左右するキーパー
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ソンと言えるような人たちだった。「高付加価値化」「新規就農の産学連携」「女性の

就農・働き方の問題」など、２人の活動を通じて今後の農業の持続可能性につながる

キーワードがたくさん出ていたと思う。前田さんと角倉さんの取り組みを通じて、北

海道の農業が抱える課題と可能性のどちらも浮き彫りにできたのではないか。農家に

対してだけではなく、周囲の人々を巻き込んだことによって、自分に関係のあること

として捉える人たちが増えて地域に好循環をもたらすということは、１次産業に共通

して言えることだと思う。十勝の農家１戸当たりの耕地面積は広大なので、番組で伝

えていたスケールメリットやブランドイメージを上手に活用しながら多様な働き方

や人材活用を進めていけば、北海道農業の未来はまだまだ明るいのだという気持ちに

なった。番組では、視覚に訴える資料の活用や専門家を招いてのスタジオ解説があり、

両方がそろうと分かりやすさは格段に違うという印象を持ったので、今後も取り入れ

てほしいと思う。大変分かりやすく見応えのある番組だった。 

 

○  前田さんの祖先が、子どもたちに日常的に農業を感じてほしいと学校建設用に土地

を寄付したという話に大変驚いた。前田さんは「まずは身近なところから農業を知っ

てもらっていったほうが伝わりやすい」「町のことが自分ごとになっていれば、人口

が少なくなったとしても“関係人口”が続くんじゃないか」と話しており、祖先から

の思いが現在の前田さんの取り組みにもつながっているのだと感じた。女性酪農家の

角倉さんが「こんな小娘に何ができるんだ」「どうせ女だから何年かで辞めて嫁に行

くんだろう」と言われた経験を持ちながら経営に挑戦している姿は、同じようなこと

を言われたことのある人に勇気を与えたのではないか。角倉さんの元で酪農体験をし

ている帯広畜産大学の学生との会話も本当にリアルで、「好きな人なんてできたこと

ないのに結婚しなきゃだめですかね」と言った角倉さんのことばは、女性が職業を選

ぶときの問題だと共感する女性視聴者も多かったのではないか。自分が酪農経営を実

践することで地域の人に理解してもらい、担い手につなげようとしている角倉さんの

姿勢はとてもすばらしかった。農業に限らず、職業に対する正しい理解は、これから

さまざまな職業を目指す若い世代に大切なことであり、女性への偏見も払拭（ふっ

しょく）するような担い手を育てることにつながると思うので、全国の方に見てもら

いたいと思う。番組では、フリップを使った分かりやすい説明やローカルフードプロ

ジェクトの説明もあり、紹介された２人の取り組みがより実践的なものだと思えた。 

 

○  前田さんを知るうえで、ポップコーンを作っているという情報は分かりやすく印象

深かった。解説をしていた酪農学園大学教授の阿部さんの話では、６次産業化という

のは地域経済発展にうまく至らなくて、ローカルフードプロジェクトという新しい形

ができたということだった。ただ、６次産業化を進めた結果、前田さんのような経営

形態があるのではないかと思う。生産・製造・販売までを１か所で行うという以前の
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６次産業化と大学と共同研究をしている今の６次産業化は何が違うのかが分かりに

くかったので、違いがもう少し分かるようになればよかったと思う。酪農家の角倉

さんを紹介する映像からは、女性が 1 人で牧場経営に携わる難しさが伝わってきた。

酪農体験に来ている大学生は、牧場経営に対する将来の不安を話していた。酪農を始

めるためには「嫁に行くのが一番簡単だよ」と言われたことに対して、それでは自分

の理想の牧場はできないのではないかということだった。若くして「理想の牧場」と

いうコンセプトを持っていることがすばらしいと思うし、このような意欲のある人が

参画できる道を作ることは大事だと思うが、酪農という業界から見て、女性が参加す

ることにどのような意味とメリットがあるのかを踏み込んでもらいたかった。酪農に

生かせる女性の視点や経験といったものがあれば、酪農の側と女性の側の両方から見

ることができたのではないか。 

 

○  前田さんはポップコーンを開発するために、食品加工を学ぶ大学生の意見を聞いた

り、高校生に試食会をしてもらってアンケートを取ったりと、実際に食べている消費

者の意見を聞いて製品を作ることはとても大事なことなので、生産者の方には大変勉

強になる番組だったと思う。角倉さんの元で酪農体験をしている大学生は、女性が 1

人で酪農を始めることに対して周りから「嫁に行くのが一番簡単だよ」と言われる現

実に、スタートの段階でハードルが出来上っていて選択肢がないという状況が苦しい

と不安を感じていた。今の農業関係では難しいのかもしれないが、多くの人がこのこ

とに対して問題意識を持つことはとても大事なことだと思う。女性の社会進出を後押

しできる社会になるべきであり、将来は農家の労働力不足が懸念されるので、そう

いった警鐘を鳴らすうえでも大変意味のある完成度の高い番組だった。鈴井さんのコ

メントは、自身も農業が好きなのだろうなという思いが伝わってきた。 

 

○  番組冒頭で、北海道全体で５年以内の後継者を確保していない農家が６９％と紹介

していた。十勝の食糧自給率は 1,000％を超えているという中で、約７割という数字

が意外だった。十勝の農家は規模の大小にかかわらず安定した経営ができているとい

う印象があるので、十勝の中では後継者問題がどのくらいの問題数値になるのか、そ

の対比が知りたかった。前田さんの活躍を知り、十勝で安定した経営ができているの

は、いろいろな関係者が連携して食品に関するＰＲを行い消費を促すといったローカ

ルフードプロジェクトの普及にあるのではないかと感じた。広尾町の角倉さんは、周

囲の力を活用することで、搾乳や牛の世話に集中できる環境を整えて安定した経営を

実現していると紹介していた。自身の経験から「チャンスがみんなにあるということ

を地域に理解してもらいたい」「応援できる地域になったらよいな」という思いを語

る姿は頼もしく、夢を実践している姿に感動した。酪農学園大学教授の阿部さんは「多

様な人材を受け入れ、開かれた農業になることで農業の持続可能化は実現する」とコ
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メントしていた。食糧基地の十勝では、農家と地域とのつながりが地域全体の豊かな

生活環境の持続化をもたらしているような気がした。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月３日(金)の北海道道「世界最小！ミクロ珍獣を追え」を見た。北海道にしか

生息していないのにトウキョウトガリネズミという名前の不思議や、体重が１円玉２

枚分という生態の説明に、トガリネズミ研究者である博士の河原淳さんと、自然番組

のディレクターの六田晴洋さんが夢中になる気持ちが分かった。めったに捕獲できな

いトウキョウトガリネズミがこの番組の撮影で見つけられたということも、番組を盛

り上げた一つだと思う。何かに夢中になれることは幸せなことなのだなと感じられる、

ほっこりする番組だった。 

 

○  落とし穴や箱わなを作ってトウキョウトガリネズミを探すシーンからは、忍耐強く

カメラを回しているロケの大変さが伝わってきた。トウキョウトガリネズミを見つけ

たときの河原さんと六田さんの喜び方は、見ていてほっこりするものだった。 

 

○  １２月１０日(金)の北海道道「ボードゲーム作家は、幸せをデザインする。」(総合 

後 7:30～8:15 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。内容の割に時間が長いと感じたが、途中でアニ

メーションがあったり、真っ白い部屋で人物を浮き立たせてゆったりとインタビュー

を聞いていたりしており、映像や間の開け方など空間の使い方がとてもよくて深入り

してしまうという印象を受けた。 

 

○  １２月２日(木)のクローズアップ現代＋「“核のごみ”と住民の分断▽私たちに問

いかけるのは何か」を見た。寿都町の片岡春雄町長の「きれい事言って理想論だけで

はおまんまは食べられませんし」「簡単にカネなんて生まれませんよ」という発言を

見た道外の視聴者は、寿都町だけではなく北海道自体の財政が相当苦しい状況にある

という印象になるのではないかと思った。文献調査は、誰がどこでどんな作業をして

いるのか分からないので、「文献調査とは一体何か」という視点の問いかけがあって

もよいのではないか。スタジオゲストである小説家の真山仁さんの視点は、北海道に

核ごみ処分場を造るよう言っているように受け止められるもので、ニュートラルな立

場でコメントしていないのではないかと疑問に思った。スタジオではＮＨＫ小樽支局

の記者が北海道の実情や外国の例も含めて説明していたので、北海道からの視点を伝

えていたと思うが、寿都町と神恵内村の核のごみの問題は全国放送になると捉え方が

異なるのかと思った。寿都町のように自治体が望めばその周りの自治体がどれだけ反

対しても調査できてしまうこと、地層処分は地下に埋められて人の目に見えなくなる
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のでいつか忘れられてしまうという危険性の問題があるということを、北海道から全

国に発出する方向性の意見立て、論立てがあってもよいと思う。全国の“核のごみ”

の問題に対して北海道が手を挙げているとなると、適地は北海道しかないと考える視

聴者がいるのではないかと思った。 

 

○  １２月１３日(月)と１４日(火)の「ほっとニュース道央いぶりひだかｃｈ」(総合 

後 6:45～7:00 道央エリア(札幌単・室蘭単))を見た。「ほっとニュース北海道」から

の番組の移り変わりはスムーズな流れで、報道する内容については伝えるべき意義が

あるものと感じた。ただ、１４日の放送で特殊詐欺の被害防止について、北海道警察

が注意喚起しているというのは道内全域の話題だと思うので、どのような基準で選ん

だのか気になった。１５分という放送時間のうち気象情報が中心で「長い」と感じた

ので、気象情報の意義やねらいが気になった。道外出身者の中には土地勘がなく、地

名の読み方が難しいと思う人たちもいると思うので、配慮することができればよいと

思う。 

 

○  １３日は室蘭市の福島ＰＣＢ廃棄物処理計画について、１４日は夕張市のスキー場

再開について伝えていた。記者のコメントもあり、詳しく報道していたが、全道に向

けたニュースでよいのではないかと思う。その後に続くニュースは生活圏に密着した

話題で、地域圏内に合ったニュースを探すのは難しいと思うが地域にはまるものがあ

ればよりおもしろいのではないか。気象情報はとても詳しかったが、予報技術で可能

であれば、札幌市を区よりもさらに細分化して伝えることができると、より興味を

持って見られると思う。 

 

○  北海道の面積は広いので、地域放送の拡充はよいことだと思う。地域のニュースや

情報は大事な事なので、それぞれの地域で何が起きているのかが分かるような情報の

比率を高めることができれば、視聴者にも喜ばれるのではないか。 

 

○  「ほっとニュース道北・オホーツクスペシャル」(総合 後 6:45～7:00 道北・オホー

ツクエリア(旭川単・北見単))を見た。５分間のローカルニュース枠が１５分に拡大

することで、よりきめ細やかなローカルニュースになると思った。気象情報の時間が

長く感じることもあったが、１次産業など天候に左右される仕事の人には助かる情報

だと思う。ただ、道北・オホーツクエリアの範囲がどこまでを示すのか分からないこ

ともあり、取り上げるニュースについて具体的な位置関係が分かるとより伝わりやす

いのではないか。北見局がカーリングの話題をメインにしていた時は、内容に偏りを

感じて道北の人たちの反応が気になったが、時間が拡大したことでそのほかにも中継

や取材など、細かく対応していると思う。今後、地方の人口減少という厳しい時代背
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景の中、北見局管内の話題もきちんと届けてもらえるということを感じた。 

 

○  放送する時間帯によっては、気象情報よりも地域の細かな話題を伝えるほうが興味

深いのではないかと感じた。 

 

○  「ほっとニュース道東スペシャル」(総合 後 6:45～7:00 道東エリア(帯広単・釧路

単))を見た。道東エリアは帯広局をキー局にして放送枠を１５分に拡大して放送して

おり、ニュースも６～７分の放送で情報量を増やしていた。十勝地方の情報も見るこ

とができる、両地域に配慮した作りでよかったと思う。ただ、「ほっとニュース北海

道」で直前の時間にも北海道全域の気象情報を細かく伝えていたので、同じ内容のも

のをまた伝えているように思えて長く感じた。 

 

○ １５分に拡大していたが、後半６分前後気象情報が占めていたので、全体として地

域の情報を広く浅く駆け足で伝えているという印象だった。１５分という限られた放

送時間の中で、オープニングでその地域ならではのすばらしい風景の映像を紹介した

り、気象情報をどのくらいの時間伝えるかなど、模索を続けてほしい。道東の太平洋

沿岸に深刻な被害を及ぼしている赤潮の問題についても触れて、自治体の支援の動き

や大樹町での海水のモニタリング調査の様子などを伝えていた。原因の究明や対策に

ついては地元の方が関心を寄せているテーマだと思うので、また別の機会に深掘りし

てほしい内容だった。千島海溝沿いで想定される巨大地震は道東エリアに共通の課題

だと思う。防災教育にＮＨＫが協力しているという話題で、地域に密着して課題解決

に取り組んでいるのだなと感じた。学校等への広報などは行なっているのか知りたい。

防災や気候変動、ＳＤＧｓに関わるような話題は、私たちの身近な地域でも取り組ん

でいる事例として関心を寄せていきたい。 

 

○ 「ほっとニュース函館プラス」(総合 後 6:45～7:00 道南エリア(函館単))を見た。

道南地域は日本海側と太平洋側に面しており、場所によっては全く正反対の天候にな

ることがあるので、道南エリアについては詳しい気象情報はあったほうがよいと感じ

た。「地元の人間が一番地元を知らない」と聞くので、道外から来た人の目で地域を

捉えたときに「何かおかしい」「違っている」といったものを地元の人間に気付づか

せてくれるようなニュースがあってもよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地域に根差したニュースは北海道全域の放送だと難しいの

が現状である。自分の住んでいるエリアの情報が知りたいとい

う声が多く、地域のサービス向上としてエリア統合を考えた。
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ローカルファーストの取材、放送サービスをしっかり構築して、

地域の皆様に満足いただけるものを提供できるようにしたい。 

  伝えている気象情報は、道内全体的な天気と地域の詳しい予

報という違いはあるが、放送時間が隣接しているので長く感じ

たのではないか。ブロック放送とエリア放送の組み合わせや、

位置関係をきちんと示しつつ、地域向けの放送についての各地

の説明を出せるような伝え方をしていきたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年１１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１７日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局

において、７人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。札幌局長と旭川局長、放送総局副総局長からあ

いさつがあり、議事に入った。 

議事はまず、北海道道「開園７０周年！あなたの知らない円山動物園」をはじめと

して、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１２月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があ

り、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

                     ぷれいおん・とかち 理事長） 

      金山 準   (北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授) 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      佐々木良榮 （デザイナー、（有）良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

 船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「開園７０周年！あなたの知らない円山動物園」 

(総合 １１月５日(金))について＞ 

 

○  ことし開園７０周年を迎える円山動物園の映像には、昭和の動物園の様子が映っ

ていて懐かしかった。動物園は人々を癒やしたり喜んでもらったり、生態を知って

もらうということだけではなく、絶滅危惧種の保全と繁殖も動物園に求められるこ

となのだとしっかり見ることができた。特に繁殖の秘密として、は虫類や小動物の

餌になるコオロギをさまざまなサイズで用意していたという映像は、ふだん見るこ

とができないものだった。ゾウの精神的な負担を減らすことを目的とした週４回行

われているトレーニングの様子や、番組の最後で警戒心が強く自然界では立ったま

ま寝るゾウが砂に横たわり眠る姿が映されていた。飼育員の方々の工夫とゾウとの

信頼関係をかいま見ることができてとてもうれしくなる映像だった。動物園の飼育
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は狭いおりに閉じ込められていてかわいそうという思いが強かったが、旭山動物園

の元園長で札幌市環境局参与の小菅正夫さんの案内は分かりやすく、長年動物に愛

情を注ぎながら今も活躍している姿に心を打たれた。ただ、2015 年の円山動物園の

存続危機を脱却するためには組織改革や新人教育などの取り組みがあったと思うの

で、その内容についても知りたかった。 

 

○  随所に出てくる動物たちが非常にかわいらしく、楽しく視聴した。開園７０年とい

う円山動物園の歴史は、昭和の歴史でもあると思う。飼育員とカンガルーがボクシン

グをするという今では考えられない映像を懐かしく見た人も多かったのではないか。

円山動物園では、餌としてのコオロギを飼育する動物の大きさに合わせて育てていた。

飼育する動物の種類を考えると、成長に合わせて育てていくという努力は大変だと思

う。このような、一般的には分からない努力が繁殖を成功につなげているのだと感じ

た。ゾウのトレーニングは本当に驚いたが、ゾウへの支配から対等な関係作りができ

るまで、どのくらい時間がかかったのかという情報もあればよかったと思う。札幌市

で動物園作りを条例化しようとしているという話を聞いて、北海道で一番多くの種類

の動物を飼育するという責任と意気込みを強く感じた。小菅さんの番組最後の「地球

の多様性を動物園で一瞬でも思い描く」ということばが印象的だった。それは人間も

同じで、いろいろな環境で暮らす人々の多様性を認めてどうつながっていくかという

ことと思いが重なった。短い時間の中でよくまとまっていて、気持ちが豊かになる番

組だった。 

 

○  円山動物園は楽しい場所であるというＰＲとは異なり、深い内容になっていた。管

理体制の不備で動物の死が相次いだ当時はかなり批判されていたが、ネガティブな情

報を真正面から扱い、むしろそこが話の軸になっているというのはよい驚きだった。

動物園そのものが虐待だという意見もあり、動物福祉の問題は避けて通れないと思う

が、動物園が娯楽施設から社会的・公共的な役割へと考えざるを得なくなっている状

況なのだと思った。教育的効果、協調や種の保存、学術的役割など、社会的な観点を

踏まえて円山動物園の取り組みに触れて見やすくする一方で、伝えている内容はとて

も硬派だった。ゾウの飼育についての取り組みは、柵越しに飼育することで飼育員も

ゾウに近づき過ぎないようにするという印象的なものだった。かつては飼育員の安全

のために支配と服従の関係だったが、お互いを尊重しつつ飼育するという精神的な負

担を軽減する取り組みを知ることで、動物園の飼育として献身的な一事例を見ること

ができた。 

 

○  動物園の歴史を振り返りつつ、時代ごとの役割の変化、新しいゾウに対する取り組

みの紹介や動物園条例まで踏み込んでいて、開園７０年にふさわしい内容だった。生
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物の多様性にまで踏み込んだ話は見応えがあり、動物園の役割が変化していくのは興

味深かった。娯楽が多様化している現代でも世代を問わず楽しめる動物園というコン

テンツはほかにはあまりないと改めて感じたし、繁殖を通じた種の保存という役割は

動物園にしかできないことだと思った。小菅さんとの対話は非常に興味深く、「想像

力が豊かでないと飼育はできない」ということばは心に響いた。小菅さんの動物園に

かける熱量もよく伝わったし、動物園の飼育員の仕事の大変さを改めて知るきっかけ

になったと思う。日本で初めて札幌市の動物園条例を作るという円山動物園の取り組

みからは、日本の動物園を北海道が引っ張っていくという印象を受けるので今後も取

り上げてもらいたい。 

 

○  エサとなるコオロギの管理や世界で初めて子どもを産んだヒメトガリネズミの飼

育については、番組のタイトルどおり知らない取り組みを知ることができた。以前の

円山動物園は、動物園というよりは遊園地という印象が強くかったので、古い映像が

映し出されて懐かしさを感じた。小菅さんは動物園の役割について話していたが、北

海道の動物園がいくつかある中でそれぞれが同じことをするよりも役割分担したほ

うがよいと思ったので、小菅さんに旭山動物園と円山動物園の違いを含めて語っても

らいたかった。札幌市が掲げる全国初の動物園条例が何を目指すものなのかがいまひ

とつ分からなかった。番組では生物多様性の保全について触れていたが、どの動物が

いないのか、あるいはどのくらいの数が必要なのか、この種にはどの国からどれだけ

のニーズがあるかということになると、動物園は研究機関に近づいて札幌市民から遠

ざかっていくのではないかと心配になった。円山動物園は、札幌市民にとって家族で

遊びに行くことができる場所なので、動物園の将来像が分かると開園８０周年、100

周年の見通しが立つのではないか。 

 

○  開園７０年を迎えた円山動物園の歴史を振り返りながら動物園の目指すビジョン

を紹介したことで、円山動物園の新たな魅力が伝わったのではないか。ゾウ舎では飼

育員との対等な関係を築いている様子が伝えられていて、ゾウの自主性を尊重する姿

勢やゾウがゾウらしく生きられるための工夫がされていた。動物本来の餌の探索行動

などを入場者に見せる展示方法は、ゾウ舎に行ってみたいと思わせる展開だった。動

物園は社会教育施設であり博物館相当施設という位置づけだが、小菅さんは「動物園

は動物のための施設でもありたい」と言っていた。人間は地球の一員として多くの生

き物のことを考えて、地球の多様性を一瞬でも思い描けるように、また世界中の動物

を絶滅から防ぐことを動物園の使命として捉えていることが円山動物園の魅力につ

ながっているのだと思った。生物多様性の保全を動物園の役割として条例化すること

は、動物の立場や暮らしぶりを尊重するだけではなく、地球環境の保全にも貢献する

というＳＤＧｓ的なプロジェクトだとも感じた。番組の最後に、警戒心の強いゾウが



4 

砂に体を横たえて眠りにつくというエピソードがあったが、ことばなき動物たちの幸

福度を物語っているような感動的な終わり方だった。 

 

○  日本の動物園には動物を見るためだけではなく、種の保存、教育・環境教育、調査・

研究、レクリエーションという４つの役割があり、中でも種の保存という絶滅危惧種

の動物の繁殖や自然への回帰が今の動物園の目的だという時代の変化がよく出てい

たと思う。動物園で世界中の種の保存をすることはできないので、そのうちの一部で

も貢献できれば、というのが小菅さんの信念ではないかと思った。小菅さんの動物に

対する、そして人間と動物に関わることに対する信念を具現化していくために条例を

作ろうとすることに意味があるのではないか。今までのゾウと飼育員の主従関係から

柵越しに接して対等な関係を築くことに取り組んでおり、地球環境の変化が動物園に

与える使命を変えてきていることが大変よく分かった。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２２日(金)の北海道道「ニシンがくる！～巨万の富を生んだ魚の謎～」を見

た。２年間取材をして貴重な映像が撮影できたこと、実験の様子とニシンの産卵を２

０年研究した結果を伝えていた。だが、ニシンがどうして戻ってきたのかという推測

はほとんどなく、結局は謎なのだなという思いが残った。日本の歴史を変えたと言わ

れるニシンだが、情報が中途半端だった。２年間取材した中には苦労や発見もたく

さんあったと思うが伝えるものが少なかったように思う。ニシンの産卵を捉えた貴重

な映像なのか、大量にニシンが戻った謎の追求なのか、それによる経済効果なのか、

生態系や北海道大学の研究についてなのか、各コンテンツが深いだけに短い時間でま

とめるのは大変だと思うが、焦点がぼやけてしまいどのようなジャンルとして見てよ

いのか分からなかった。番組の入り方と終わり方が全体のイメージに合っていないよ

うにも感じられた。 

 

○  ニシンは北海道の生活にとって大きな存在だと思う。ただ、タイトルに「巨万の富」

とあったが、社会的側面というよりはニシンの産卵とそれを捉えた映像に焦点を当て

た科学番組的な内容ではないかと思った。とても貴重な映像だということは分かるの

だが、２５分という短い時間なのでもう少しほかの側面の掘り下げ方、取り上げ方が

あってもよかったと思う。番組の途中で「ニシンが海藻に体をこすりつける動きをす

る。それを調べると大発見になるから、ぜひ覚えておいてください」というナレー

ションがあったが、その大発見は何だったのかが分からなかった。 

 

○  ニシンの生態を追っただけではなく、ニシン漁が北海道の経済を左右したという側
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面も伝えられていてよかったと思う。ただ、タイトルにある謎が分からないままだっ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ニシンが戻ってきた理由については、まだ謎である。まだ分

かっていないということを、もう少し明確に伝えるべきだった。 

 

○  １１月５日(金)の北海道スペシャル「奄美アイヌ ～北と南の唄が出会うとき～」

(総合 後 7:57～8:40 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。アイヌの楽器奏者のＯＫＩさんのトンコ

リの音もすばらしかった。お互いの土地を訪ねてルーツをたどる旅は大変興味深く、

南と北の歌が融合することのすばらしさや、苦労した歴史が同じようにあったという

ことを歌から感じることができて、ゆったりとした中にも歴史が感じられた。アイヌ

の歴史については、いろいろと連想する方もいると思うが、歌が祭祀（し）から発展

して今も歌い継がれているということが興味深かった。世界にアイヌ音楽を発信する

ＯＫＩさんと奄美の島唄伝承の第一人者である朝崎郁恵さんに、もっといろいろな歌

を聞かせてもらいたいと思う一方で、朝崎さんの歌を歌い継ぐ人がいるのかどうかが

気になった。 

 

○  朝崎さんの「楽譜にできない音があって、それが昔の人たちの暮らしなんですね」

という話が印象的だった。奄美とアイヌの共通点として激しい差別を受けた歴史が背

景にあり、そういった差別から逃れたい、あるいは苦痛を和らげたいという意味で

歌った生活の歌が民謡であるということを考えると、ブルース起源とも共通点がある

と思った。歌の意味をある程度字幕で紹介していたがやや抑えぎみで、説明抜きで音

楽をじっくり聴かせる制作もよかった。奄美の民謡以外の音楽文化についても紹介し

てもらえたら楽しいのではないか。 

 

○ １１月７日(日)のさわやか自然百景「北海道 松前小島」を見た。膨大な映像を撮っ

たと思うが、無人島の陸海空の自然を余すところなく撮影しており、いろいろな角度

から捉えていて興味深かった。動物の生態も詳しく解説されていて、見応えもあった。

番組の時間が短く見落としがちな放送枠なのかもしれないが、とても質が高いので

もっと時間を増やしてもよいのではないか。 

 

○  １１月３日(水)のＮＨＫスペシャル ジェンダーサイエンス（１）「男Ｘ女 性差

の真実」(総合 後 7:30～8:16:45)と１１月６日(土)のＮＨＫスペシャル ジェンダー

サイエンス（２）「月経 苦しみとタブーの真実」を見た。ドミニカ共和国のサリー

ナス村では、胎児期に分泌される男性ホルモンのテストステロンシャワーの分泌の弱
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さが原因となり、思春期に再分泌されると男性的な特徴が表れ、村人の５０人に１人

が体の性が変わるという事例は大変興味深かった。人類の９０％が男性脳と女性脳の

混じり合ったモザイク脳であり、生活環境や社会環境、交流や学びなどいろいろな経

験が脳や性ホルモンに影響を与えてモザイク脳を作り出しているということを知り、

男性だから男性脳、女性だから女性脳になるわけではないと分かった。男性ホルモン

のテストステロンの量が減少して、性欲や異性への興味が低い若者が増えていると伝

えていたが、将来的に子孫を残すことが難しくなっても、子どもを産み育てやすい社

会の仕組みや生殖医療によって出生率が増えている海外の事例が紹介されていた。ス

タジオで解説していた専門家の話は非常に印象的で、脳と心の発達の専門家である京

都大学教授の明和政子さんは「人類の英知をフル活用すれば少子化、出生率の問題は

柔軟に解決できる」と話しており、ホルモンの専門家である麻布大学教授の菊水健史

さんは「人類は進化の途上にあり生殖の割合が減り、個人の幸せを達成していく段階

にある」と話していた。ジェンダーに関する科学的な真実が一つ一つ明らかになるこ

とで、さまざまな偏見が取り除かれていくという実感が持てるよい内容だった。 

  （２）「月経 苦しみとタブーの真実」では、番組で伝えていたように生理のつら

さは個人差が大きく、月経困難症で多くの女性が日常生活のパフォーマンス低下を経

験していると伝えており、日本ではタブー視されがちな月経の仕組みや役割を科学的

に理解することが本当に大切だと改めて感じた。社会のありようによって女性の健康

状態も影響を受けており、経済的な損失も相当なものだという報告があったので、社

会全体が女性の健康や働きやすい環境作りに関心を寄せていくことが現代の課題だ

と思った。メディアが活発に取り上げていくことで社会の偏見が取り除かれて理解が

進むようにと切に思う。番組ゲストの千原ジュニアさんとＹＯＵさんのコメントはお

もしろく、ＮＨＫのイメージを覆す斬新さがあった。科学的な話題を伝える硬派な内

容だが、若い世代に訴える力があってよかったと思う。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年１０月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２０日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局

において、７人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。札幌局長と函館局長からあいさつがあり、議事

に入った。 

議事はまず、北海道道「“運命を変えよう”～カーリング日本代表決定戦の舞台裏～」

をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１１月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があ

り、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

副委員長  桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       金山 準  （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「“運命を変えよう”～カーリング日本代表決定戦の舞台裏～」 

(総合 １０月８日(金) 後 7:30～8:19 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)について＞ 

 

○  番組の冒頭でロコ・ソラーレの吉田知那美選手が「運がなかった」と言っていて、

私も試合を見ていてそう感じていたので、その裏側が分かる内容でよかった。鈴木

夕湖選手は「意図的に流れを変えようと思って変えたのは初めて」と言っていたが、

ロコ・ソラーレの歴史の中でこれまでなかった絶体絶命のピンチだったのか、ある

いは同じようなピンチが以前もあったから今回対応できたのかが知りたかった。２

連敗したあとの第３戦までの２時間のミーティングで流れが変わったのであれば、

いかにメンタルの問題が結果に影響するのかといった競技の特質を、専門家や引退

した選手に分析してもらうとよかったと思う。ミーティングの内容を試合に生かす

ことができたのは、ロコ・ソラーレが王者として勝ち抜いてきたからこそで、ほか
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のチームではできなかったことではないかと思うので、両チームの戦い方を比較で

きれば、より伝わったのではないか。吉田選手はＳＮＳで運の解釈について説明し

ていたが、そのことばから自分たちのプレーに対する自信を感じ、ロコ・ソラーレ

の際立った強さの最大の要素だと思った。 

 

○  番組のタイトルにもあるとおり、激闘であった試合の舞台裏を見ることのできる貴

重な機会だった。選手の個別インタビューと試合の様子を織り交ぜた構成はバランス

がよく、激戦の緊迫感をより一層感じ取ることができた。対戦チームである北海道銀

行の選手のインタビューが、番組全体に厚みを持たせていたように感じられ、番組に

引き込まれる要素のひとつだったと思う。同時に、カーリング自体の楽しさや難しさ

が伝わるような場面も数多くあった。カーリングにあまり詳しくない人でも楽しめる

ようになっていたと思うが、もう少し詳しくルールを説明してもよかったと思う。自

分たちで運命を変えるというテーマを掲げつつ、２時間のインターバルの間にスマー

トフォンで運命の変え方を検索していたという状況は、ロコ・ソラーレのメンバーら

しさを捉えているほほえましい場面だった。ロコ・ソラーレは「勝つ」ことと「笑顔」

というイメージを求められていたが、その殻を自ら破って一回り成長した姿を非常に

うまく表現できていた番組だった。ＭＣの鈴井貴之さんの「運命をポジティブな考え

方で変えていく」というコメントも、番組のまとめとして非常によかった。 

 

○  ロコ・ソラーレと北海道銀行の８人全員が北見市出身で、小学校時代から共に切さ

たく磨してきたよきライバル関係にあるチーム同士の戦いはとても見応えがあった。

ロコ・ソラーレの選手たちが、２時間後に控える第３戦を前にして、ミーティングで

気持ちを整えていくプロセスがとても印象的だった。鈴木選手は「私たちには運がな

い」という現状分析をして、吉田選手は「神様は私たちを勝たせない。自分たちで運

命を変えるしかない」と話していた。即座に携帯電話でその方法を検索し始めたとい

う話は、若者らしい展開で意表を突かれた。だが、自分たちなりの解決法を見いだせ

たということが結果的にターニングポイントになっていたので、メンタルが影響する

スポーツなのだと感じた。笑顔以外の感情も全部さらけ出して試合に臨むという切り

替え方法を自分たちで導き出したことがすばらしかった。試合前に吉田選手が「好き

な感情を出していこう」「運命を変えよう」とチームメイトにことばをかけている

シーンは気迫を感じられ、よきライバルとして両チームの選手間の思いが随所で紹介

されていたのも感動的だった。吉田選手は、運という人の力ではどうしようもないこ

とについて試合の翌日にＳＮＳで紹介しており、その紹介もとても効果的だった。鈴

井さんが番組の最後に「自分たちの手で運命を引き寄せるという強い気持ちがあれば、

世界は 180 度変わる」とコメントしていて、一スポーツを超えて普遍的なメッセージ

だなと感じた。 
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○  ロコ・ソラーレの選手それぞれの心の動きなどを、インタビューと試合の映像で振

り返るという構成で、３日間の激闘だった試合の緊張感がよみがえってきた。カー

リングの細かいルールや、勝敗の分かれ目などが分からない人にも楽しめる内容だっ

たと思う。北海道銀行の吉村紗也香選手は、ロコ・ソラーレの鈴木選手や吉田選手と

中学校の同級生でお互い切さたく磨した仲間だったが、悔しさの中にも相手への感謝

の気持ちが見られたコメントがあり印象に残った。ほかの選手やコーチ、監督の話も

聞くことができたらよかったと思う。ロコ・ソラーレの選手たちが、運を変えるには

どうしたらよいかというミーティングをして、お互いに本音をぶつけ合ったことでよ

い結果が出ていた。鈴木選手が言っていた「小さなラッキーにも気づく」ことは、私

たちの日常生活の中でも大切な気持ちだと改めて気づいた。ＮＨＫにはカーリングの

試合中継も引き続きお願いする。 

 

○  「運命」や「知られざる舞台裏」という重厚なキーワードがあり、どういうことな

のかと気になり引き込まれて視聴した。番組の中盤で、その運命とは流れが悪いとい

うことだと明かされるような構成になっていた。ロコ・ソラーレの選手は、「ラック」

や「チャンス」ということばを使っていた。スポーツの場面では、ラックやチャンス

が意味を持つのは分かるが、運命がラックと同じ文脈で使われるのは語感としては違

和感があった。運命というのはいくらなんでも大げさだろうと感じていたが、吉田選

手のことばから選手生命をかけていたことが分かり、これがアスリートの境地なのだ

と感じた。鈴井さんも「運命という問題はわれわれみんなにも共通する」と言ってお

り、普遍的なテーマであるという側面もあると思うが、メンタル面がとても大きく影

響するカーリングの特性で、アスリート独特の感じ方なのではないかとも思う。吉田

選手は自身のＳＮＳで運について解説していたので、もう少し深く聞きたかった。 

 

○  試合にフォーカスしインタビューを交えた構成は、一戦一戦をドラマのように仕立

てていて見応えがあり引き込まれた。北海道銀行の吉村選手の目力は圧倒的で、競技

に対する気持ちが伝わってきた。試合中継のときだけではなく、インタビューのとき

の選手たちの表情の捉え方も本当にすばらしかった。鈴井さんが番組の最後に言った

コメントは、落ち着いた中でも熱い気持ちが伝わってくる、とてもよいものだった。

番組を見た視聴者の中には、カーリングに対して関心をもった人もいると思うので、

この番組を通じてカーリングの競技人口とファンを増やすことにつながったのでは

ないか。 

 

○  ２連敗だったロコ・ソラーレが、第３戦までの２時間の間で３連勝へ向けてどのよ

うに気持ちを切り替えていったのか。勝利が決まったあとに吉田選手が涙を流して
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インタビューを受けている様子からも、運を変えるという大きな気持ちの切り替えが

２時間の間にあったのだということを改めて知った。運命を変えるという番組の趣旨

はとても分かりやすかった。ロコ・ソラーレの選手たちは、なぜ勝てないのかを考え

ていたと思うが、本当の作戦プランというのは私たちが見ることのない裏側で起こっ

ているのだと番組を通じて分かった。ロコ・ソラーレの吉田選手が、最終第５戦の試

合の流れを大きく変えた運の解釈について自身のＳＮＳで投稿しており、それを番組

でも紹介することでうまくまとまっていた。一方で、なぜロコ・ソラーレと北海道銀

行が北京オリンピックの日本代表決定戦で争うことになったのかを、前提として伝え

ておいたほうがよいと思った。 

 

○  競技中の会話から選手一人一人の人間性を感じて、見ているほうも一緒に戦ってい

る気持ちになった。選手の表情や、競技に対するエネルギーが変化していく様子から、

人は気持ちの切り替え次第で変わっていくのだと伝わってきた。インタビューを間に

入れた番組構成もよく、対戦相手の北海道銀行の選手の出演が番組をより深いものに

していたと思う。双方の選手全員が北見市出身で、幼い頃から切さたく磨してきた間

柄だということも、番組をより感慨深いものにしていた。運という目に見えず逆らう

ことができないものに翻弄されるのではなく、置かれている状況と今まで培ってきた

ものを冷静に捉え、運は自分たちで作っていくものだと切り替えていったことは、ス

ポーツの世界だけではなく今不安を抱える多くの国民に勇気をあたえた内容だった

のではないか。カーリングが今後北海道を代表するものになっていくのだと感じられ

るとともに、カーリングの魅力を感じて興味を持った視聴者も多かったのではないか。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１日(金)の北海道道「帰ってきたヒグマ」(総合 後 7:33～7:58 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)

を見た。札幌市の住宅街にヒグマが出たというのはショッキングな事件だが、背景に

札幌市の緑地化計画とカムバックサーモン運動があり、ヒグマをおびき寄せることに

なっているのではないかという問題提起だった。ヒグマの出没と連関があるならば、

なぜ今札幌市東区に出没することになったのかについてもう少し説明が欲しかった

し、緑地化計画とカムバックサーモン運動が、ヒグマが出てきた直接的な原因と受け

取る人もいると思う。また、通行人がヒグマに襲われる映像が繰り返し流れていたが、

同じ場面が繰り返されるとネガティブなイメージを呼び起こす結果につながると思

うので、直接的な原因と位置付けないのであればヒグマの残虐映像を抑えるなどの工

夫があってもよかったと思う。 

 

○  ヒグマがどのようなルートで住宅街にやってきたのかを知りたかったので、きちん
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と検証しながら見せてもらえてよかった。1980 年代の緑地化計画やカムバックサー

モン運動は自然環境を大事にするということで始まったが、さまざまな取り組みの裏

にはリスクやコストなど負の部分があるので、そうしたことへの理解を促すという意

味でも今回の番組はよかった。 

 

○  ヒグマを駆除するシーンは、映像を木漏れ日に変えて音声だけで伝えていてよかっ

たと思う。ヒグマが市街地に出没するようになった背景には、緑地化計画をはじめと

するさまざまな取り組みが関係していたことを伝えていた。ＭＣの鈴井さんは自分の

家の防犯カメラにヒグマが写っている映像を提供していたり、多田さんも道産子なら

ではの話をしたりしてリアリティーがあった。今後、ハンターの高齢化や後継者不足

で、ヒグマの駆除は難しくなっていくのではないか。どのように対処していくのかに

ついて、ヒグマに関するほかの番組でも具体策がなく、解決策の提案が欲しかった。 

 

○  １０月１５日(金)の北海道道「空知くん３歳 ―心と心で会話する親子―」(総合 後

7:30～7:56.30 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。先天性難聴と中途失聴の両親に育てられる聴者

の空知くんの子育てを通じて、その大変さや母親の史恵さんの心の葛藤について大変

よく描かれていた。空知くんとなかなか通じ合えない、コミュニケーションのすれ違

いの様子は、カメラアングルや映像の切り取り方がすばらしく、よりリアルに描かれ

ていたと思う。タイトルにあるように、目と目をきちんと合わせて会話をして心を通

じ合わせるということは大事なことだと思う。ただ、目を合わせること自体が手話で

話す者のエチケットであり、一見心を通わせているように思えるアイコンタクトは、

単に話を聞くための基本的な姿勢にすぎないと聞くので、番組を通じて伝えたかった

ことがいまひとつ分からなかった。空知くんのように、聞こえない夫婦に生まれた聞

こえる子供はＣＯＤＡ（＝Children of Deaf Adults）という。ＣＯＤＡは、生まれ

ながら両親の通訳者になるという使命を担い、否応なく両親を守らなくてはいけない

立場になる。成長発達段階において、大きなリスクを抱えている存在かもしれないの

で、ＣＯＤＡについて詳しい方に話を聞くことができればもっと厚みを持たせること

ができたのではないか。 

 

○  ノーミュージック、ノーナレーションというのは印象的で、いつもと違う番組の構

成から不思議と心安らぐ感覚を味わうことができ、最近のテレビがいかに情報過多に

なっているか分かった。登場人物の動きにシンプルに集中でき、自分自身の感覚も鋭

敏になるようで、番組を深く味わえる思いがけない効果があると感じた。だが、番組

冒頭でＭＣが「今回のテーマは家族です」と言っており違和感を覚えた。確かに、耳

が聞こえないというハンディキャップがあって、分かり合いたい、乗り越えたいと心

の底からわき出るような願いを持ちながら葛藤する姿は、家族だからこそという側面
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に間違いないと思う。しかし、あえて家族だからというカテゴリーに押しとどめる必

要があったのか。一方で、史恵さんが空知くんの伝えたいことが分からないという場

面からは、母親の切なさと苦しい気持ちを感じることができた。ただ、空知くんが史

恵さんの耳が聞こえないと理解できない心理状態はどうしてなのか分からなかった。

ハンディキャップを抱えながら移住をして北海道で生活する人々の今を伝える番組

は、多様性を理解するうえでとても大切な情報であり、関心を持つということが他者

を理解するための第一歩だと思うので、視聴者を引きつける魅力的な番組だったと思

う。 

 

○  音楽もナレーションもなく、過度に感情を喚起するような仕立てになっていないの

がよかった。さまざまな苦労があるはずだが、取り上げられている一つ一つのエピ

ソードは子育て世代、あるいは子育て経験者にとっては誰しも思い当たるところが

あったのではないか。空知くんが言いたいことが伝わらなくてかんしゃくを起こして

しまったり、史恵さんが空知くんに「嫌い」と言われて気にしていたり、空知くんと

向き合いたいと思っていても近づいたり離れたりで向き合い方が分からないなど、子

育て経験者は誰でも共感するのではないか。ただ、それは番組の魅力であると同時に、

共感できてしまうことで空知くんの家庭の特有の事情について強調されなくなり、も

の足りなさにつながると感じた。空知くんが３歳の誕生日のプレゼントをもらってと

ても楽しそうに歌って遊んでいる場面があった。親である２人は聞こえていないが優

しいまなざしで見つめており、簡単には言えない思い入れがかいま見られて、とても

よいシーンだと感じた。 

 

○  １０月１５日(金)の「道スタ外伝Ⅱ～１７９の魅力お届けします～」(総合 後 7:57

～8:40 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。知らない話題も多く、とても楽しく見ることができた。

ローカル色の強い話題をきめ細かく取材できるＮＨＫのよさが随所に出ていたと思

う。ただ、道内全 179 市町村のシン・キャッチコピーをホームページで見ることがで

きると放送後に知ったので、番組内でもひと言紹介があればよかった。今後、「秋ノ

陣」「冬ノ陣」そして「外伝」へと続いていくのを楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「北海道スタジアム－春ノ陣－」を放送したときに、179 の

市町村の方々にシン・キャッチコピーを考えてもらいホーム

ページで紹介した。今回の「道スタ外伝Ⅱ」では案内しなかっ

たが、ホームページではシン・キャッチコピーのほか各市町村

の話題なども紹介しているので、視聴者に見ていただけるよう

に紹介をしていきたい。 
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○  「【連続テレビ小説】おかえりモネ」を見ている。被災地に住んでいる人たちの心

情を理解した物語の構成と脚本で、毎朝楽しみにしている。主人公の幼なじみを演じ

ている前田航基さんがてい髪するシーンでは、僧侶になることの重みをとても感じた。

震災でたくさんの方々が亡くなり、その方たちを供養する責任という厳しさをドラマ

の中で好演されていてとても感銘を受けた。今年は東日本大震災から１０年という節

目の年だが、まだ復興できていないところがたくさんあると思う。そのことを忘れな

いためにも、ドラマやドキュメンタリーといった形で震災の記憶、事実、現状を継続

して伝えていってもらいたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年９月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１５日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。札幌局長と北見局長からあいさつがあり、議事

に入った。 

議事はまず、２０２１年度後半期の国内放送番組の編成について編成主幹から説明

があり、２０２２年度の番組改定についての意見を伺った。 

続いて、北海道スペシャル「ファーブルのバトン おくやま親子の夏休み」をはじ

めとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１０月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があ

り、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

副委員長  桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       金山 準  （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      佐々木良榮 （デザイナー、（有）良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      成田 正夫 （ながぬま農業協同組合 代表理事組合長） 

西田 一博  (有限会社厚岸清掃社 代表取締役) 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道スペシャル「ファーブルのバトン おくやま親子の夏休み」 

(総合 ９月１０日(金) 後 8:00～8:43 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)について＞ 

 

○  音楽の選曲もよく、図鑑作家の奥山久さんの思いを男性のナレーション、番組の

進行を女性のナレーションと作り方にも変化があった。久さんと息子の英治さん、

孫の恭さんが家族で楽しんでいる雰囲気も伝わってくる内容だった。恭さんはフェ

リーの中で、「今回は北海道の歩き方、おやじの歩き方、じいちゃんの歩き方を見ら
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れたらうれしい」と言っており、とてもよい感性を持っていると感じた。英治さん

が「３人で来るのなんて最初で最後だよ」と言ったときの久さんの何とも言えない

表情が非常に印象的で、そういった話がオープンにできる、よい親子関係なのだと

感じた。久さんが美瑛町で描いていた風景画はとてもすばらしかったのだが、その

絵を見た英治さんが「さすが絵描きだな」と言っていて、久さんは画家でもあった

のかと疑問に思った。久さんの経歴についてもっと紹介があればよかった。番組の

後半で、英治さんが久さんに「死は怖くないか」という質問をしていたが、それに

対する久さんの「死ぬなんて全然怖くないよ。だから毎日やりたいことをやってく

わけ。やりたくないことはなるべくやらない。時間は全部自分のもの」「自然のよさ

を子どもでも大人でも教えてあげたい。それを通すために、人の言うことを聞いちゃ

いけない」ということばに大変感銘を受けた。久さんがこれまで作った図鑑は、こ

のようなすてきな思いと経験から作られていたのだと感じ、自分の生き方に迷う人

たちには、こういうふうに生きてよいのだと感じられる非常に奥深い話だったと思

う。「ファーブルのバトン」というタイトルは、ファーブルから久さんへ、息子と孫

へ、そして将来の子どもたちに引き継がれてほしいと思えるよいタイトルだった。

新型コロナウイルスの影響で大変閉塞的な気分の中、一緒に夏休みの旅をしている

ような気分になった。 

 

○  生き物や植物に魅せられた親子３代の旅に同行したような気分で、楽しく見ること

ができた。教育熱心な親ではなかったという久さんだが、英治さんは父親の背中を見

て学ぶことの多かった人生なのだろうと感じた。そして、自然の不思議にはとことん

こだわるのに、食事には無頓着な様子は親近感のわく楽しい光景だった。親子で死に

ついて話す様子からは、その会話の内容の深さを感じたし、物の見方や考え方を共有

できる親子関係はすばらしいと思った。死について語る久さんのことばが、英治さん

や恭さんにも受け継がれていくのだと感じ、「ファーブルのバトン」というタイトル

が強く印象づけられた。３世代がお互いを認めてリスペクトしている様子がとても新

鮮で、久さんがファーブルに勝る記録を打ち立てる日まで、この親子はお互いが愛情

深くいられるのだろうと思えるほほえましいエンディングだった。子どもたちの共感

力や、たくましく楽しく生きる力が身についていくお手本のようにも感じられて深く

味わえる番組だった。 

 

○  久さんが５０年かけて 120 冊以上の本を作ったことは本当にすばらしく、８３歳と

いう年齢でもまだまだ現役で作られるのではないかと感じた。予備知識が何もなくて

も、手間暇をかけながらしっかり自分の目で見て感じたものを落として作っていくと

いう久さんの図鑑作りの大変さも感じられた。また、移動中の駐車場などでも、いろ

いろな植物や昆虫などにすぐ目が向き脱線してしまう奥山親子の行動が自由すぎて、
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その姿を追うスタッフも大変だっただろうと思った。それぞれの行動を追い過ぎてバ

ラバラな感じもあったが、親子の仲のよさ、この３人の道中の楽しさはしっかりと伝

わってきた。ただ、英治さんが久さんの背中を見て育ち、自身も自然教育の指導者と

なっていたので、自然体験施設で子どもたちに教えている姿をもう少し見せてもらい

たかった。また、孫の恭さんは、フェリーの中で「おやじとじいちゃんの北海道の歩

き方を見てみたい」と話していたので、その歩き方を見てどう感じたのかということ

にも触れてもらえれば、より深く見ることができたのではないか。 

 

○  音楽やナレーションが軽妙で、全体として落ち着いて楽しく見ることができた。好

きなことを親が追求して、それに共感する子ども、さらには孫という在り方にとても

好感を覚えた。好きなものを親が子どもに押し付けるわけでもなく、子どものほうも

親に無関心なわけでもない。互いの生き方に対して敬意を持ちながら接している点は、

ひとつの理想的な親子関係の在り方かもしれないと感じた。北海道に住む者にとって

は見慣れている動植物が、奥山さんたちの目を通すことで改めて新鮮に感じられた。

だが、描かれているのが完全に男性の関係だけであるというのが気になった。好きな

ことを一緒に追求して楽しむ３世代の父と息子と孫は、見ていてうらやましいと思う

が、彼らの配偶者はその生き方をどのように見て感じて、関わっているのかをもう少

し知りたかった。「ファーブルのバトン」というタイトルだが、バトンに関わってい

るのは、本当にこの３人だけなのか。好きなことを自由に追求するのは男性で、それ

を見えないところでサポートするのが女性という構図に見えなくもないので、父と息

子、孫以外の視点がもう少し欲しかった。 

 

○  音楽もナレーションもほのぼのとしていて、とても楽しく見ることができた。道民

ではない３人がどのような視点で自然観察をするのかということに興味がわいた。興

味の対象が目の前にあれば観察をするという、マイペースで芯を持った生き様はとて

もすばらしく、知りたかったこと、見たかったものを実際に目にすることがいかに大

切かということを教えられた。３人の食事風景はとてもダイナミックで無頓着だった

が、グルメ番組やありきたりの北海道観光地巡りではない、こんな旅を楽しめたら人

生を何倍にも楽しめるのではないかと思わずにはいられないものだった。好きなこと

を仕事にしているとはいえ、誰よりも知識を深めることは並大抵の努力ではなかった

と思う。知識人ぶらずにただありのままを観察し続けることの大切さや、映像から伝

わる久さんの人柄は、とても心温まるものだった。どの年代の方が見ても、心揺さぶ

られる番組だったのではないか。北海道の自然を当たり前のものと思ってしまいがち

だが、この番組によって知らないことが多いのだということに気づかされた。これか

らも自然の不思議や美しさを改めて見てみたいと思える時間になった。また、それぞ

れの配偶者は３人をどのように支えているのか、今回の取材はどのような経緯による
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ものだったのかということも気になった。 

 

○  ３人の行動がバラバラで話が分からなくなる場面があったが、女性のナレーション

が上手にまとめており分かりやすかった。また、久さんのことばを男性のアナウン

サーが話すという演出もとてもよかった。オムサロ原生花園で初めて目にする草を撮

影して、その草についての調べ方を話している姿から、仕事への誇りをかいま見るこ

とができた。「日本の野生植物は 5000 以上ある」という話もしており、それだけの時

間と労力を積み重ねてきたことが想像できて印象に残った。英治さんが久さんのすご

さについて語るシーンからも、久さんが行ってきたことのすごさが伝わり、よい親子

関係が描かれていた。ただ、「ファーブルのバトン」というタイトルに関しては、久

さんの「自分に師匠は特にいないけれども、影響を受けたのはファーブルだ」という

ことばがあっただけだった。また、久さんは５０年で 120 冊以上の本を作ったという

ことだったので、久さんの作品やこれまでの功績の紹介もあればよかったと思う。な

ぜ３人の北海道旅行を取り上げたのか疑問に残ったが、「バトン」という意味では家

族のきずなの強さを感じて、自然への敬愛や家族のきずなについていろいろと考えさ

せられた。こつこつと努力を積み重ねてきた久さんの生き方に非常に感銘を受けて、

尊敬の念がこみあげる大変よい番組だった。 

 

○  番組を制作する意図がよく分からず、何を受け取ればよいのか分からずに終わって

しまった。初めて訪れる土地の生き物に関してとても知識が豊富だと思ったが、ふ

だんの生活の様子を知りたいと思った。親子３代で死について深い議論をしている様

子からは、こうした旅の途中でなければこのような会話はできないのかもしれないと

感じた。タイトルの「ファーブルのバトン」について、バトンが親から子へ、そして

孫へという流れは分かるのだが、一番最初に久さんがファーブルに受けた影響が何

だったのか分かりにくかった。また、図鑑作家、ナチュラリスト、靴屋といった３人

の職業から考えると、ＢＧＭのメッセージはやや楽観的過ぎると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  自分で見たものしか執筆しないという久さんの姿勢が

ファーブルに通じると見立て、自然に子や孫に受け継がれてい

くことを「バトン」と表現した。 

 

○  タイトルの「ファーブル」から専門的な内容なのかと思ったが、植物や昆虫などに

詳しくない人にとっても入り込みやすい内容だった。草花や昆虫を楽しむ様子が描か

れており、無限に楽しめるものだということに気づかされた。親子３世代のやり取り

が大変興味深く、冒頭のやり取りはよい関係性を持った３人だから成り立っていると
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感じた。全体的にはほのぼのとした展開だったが、「親子とは」「生きるとは」といっ

たメッセージがちりばめられていたように思う。久さんは、夕食の会話で「好きなこ

と以外はやらない」と話していて、こういう生き方があってもいいのだと感じた。久

さんは、自分のためにやりたいことを突き詰めてきたように思えるが、結果的に英治

さんや恭さんは親の背中を見ながら、自分が選んだ道を自立して生きている。親の考

え方を押し付ける傾向が多く感じられる世の中で、このような子育ての方法もあるの

だと思った。また、テントを使わないキャンプをしていたようだが、どのように寝泊

まりしていたのか気になった。 

 

○  好きな仕事をとことんやってみたいと思わせるとてもすてきな番組だった。久さん

がパーキングエリアにあるフキをそのまま食べていて衝撃的だったが、その野生味に

引き込まれた。久さんが描くスケッチにも感動したが、彼の人柄がにじみ出ていてな

るほどと思える場面だった。番組では、夕食のシーンで缶詰を火にかけていたが、火

にかけると内側のコーティング剤が溶け出して食品に移ってしまう缶詰があった時

代もあるので、視聴者に対して間違いを与えないよう気をつけてほしい。３人の夕食

のシーンはとてもよい場面だったので、食品の安全性に対する認識をしっかり持った

うえで制作してもらいたい。 

 

○  北海道には原生花園がいくつかあるが、なぜ紋別市のオムサロ原生花園を選択した

のか分からなかった。久さんを見ていると、単に自然が好き、草花が好き、昆虫が好

きということではなく、自分で見て感じたものを図鑑にしてだれかに知らせるという

ことが喜びにつながり、自由に仕事ができるという結果につながっているのではない

かと感じた。タイトルの「バトン」ということばには、自然の豊かさをつなげること、

親の背中を見ていく世代のことといった、さまざまな意味が込められていると感じた。

全体を通して大変軽妙で、３人の動きに合った音楽の選択とナレーションはとてもよ

いと感じた。ただ、缶詰のふたを開けずに直接火にかけた場合、開けた瞬間に水分が

飛び出して危険なので、視聴者に向けた注意があればよいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組では缶詰を直接火にかけた映像を放送しているので、

再放送のときは注意喚起をしたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月１１日(水)の目撃！にっぽん選「日本一静かで 笑顔あふれるカフェ」(総合 前

6:10～6:45)を見た。スタッフの８割が聴覚障がい者というカフェで、スタッフリー
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ダーの大塚絵梨さんは聞こえない人も聞こえる人も一緒に接客の仕事をしたいとい

う夢を持っていた。大塚さんの熱意は、聴覚障がいのある人たちでも働けるというこ

とを証明し会社に認めさせようというもので、「みんなが頑張った」と言っていたこ

とがとても印象的だった。常連客もスタッフの明るく受け答えする姿、人懐っこさに

好印象を持ち、ことばはなくて静かだが、手話や筆談でいろいろな会話が交わされて

いる様子はにぎやかに見えた。話すということだけがことばではないのだと感じ、と

ても印象的だった。常連客の中には、スタッフの仕事ぶりを見ると自分も頑張らなけ

ればならないと思えるという人がいて、来店した人にも力を与えてくれているお店だ

ということが伝わってきた。また、大塚さんは「みなさんがくつろげる場所を作りた

い」という思いでお客さんと交流していた。会社の理念にあるように、人種・性別、

障がいの有無に関わらず、多くの人たちが安らげる場所になっていると思える、とて

も感動できる番組だった。 

 

○  ８月２１日(土)の「今夜も生でさだまさし～北の国から２０２１夏・安平～」(総合 

後 11:50～前 1:20)を見た。北海道胆振東部地震から３年というタイミングでの生放

送だった。さださんは３年前のこの時期に札幌市でコンサートがあり、災害ボラン

ティアを応援する意味で避難所を回ってたくさんの方と話したということを伝えて

いた。１時間半の番組だったが、地元である安平町の方たちのはがきも多く読まれ、

さださんが避難所を回ってくれて勇気づけられたという話も多かった。ＳＮＳでの誹

謗中傷など、社会で大きな問題になっている点についてもいろいろと述べており、「自

分がされて嫌なことは人にしない」ということを、さださん自身のことばで話してい

たのが非常に印象的だった。さださんは年齢に関係なく、幅広い世代に支持されてい

ることが感じられた。数々の出会いをしてきたさださん本人の魅力がそのまま番組の

魅力となっていたと思う。 

 

○  ９月１日(水)の福島をずっと見ているＴＶ（９６）「つながり人形“モッコ”が見

たもの」(Ｅﾃﾚ 後 10:00～10:44)を見た。東京オリンピック・パラリンピックの公式

文化プログラムで、被災地の復興がどのような形で世界に発信されていくのか興味深

く視聴した。人形劇師の沢則行さんが人形制作を指揮し、番組のＭＣであるクリエイ

ティブディレクターの箭内道彦さんが全長１０メートルの巨大人形“モッコ”をみん

なで力を合わせて動かそうというプロジェクトだった。東北の復興のためにこの

チャンスを最大限に生かしたいと願っていたが、新型コロナウイルスの影響で東京オ

リンピック・パラリンピックが延期になってしまったこともあり、「招致のためだけ

のお題目にさせたくない」という思いが、プロジェクトを通じて被災者を励ましたい

という思いとも重なり、強い意気込みが感じられた。巨大人形の操り方だけではなく、

子どもたちの夢や希望、復興に向けて歩むすべての人の思いをつなげることを意図し
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ているということが、モッコの物語の作り手である又吉直樹さんとの対話からも伝

わってきた。モッコの旅に立ち会った東北の人たちには、見る人それぞれの思いが

あって感動しているようだった。その様子を見て、文化・芸術の力は侮れないと再確

認することができた。表面的には復興は済んだかもしれないが、心の復興には手がつ

けられていないという現状を、東北復興を掲げたオリンピックが終わっても続けて発

信していくべきだと感じた。箭内さんのメッセージを、多くの人が忘れずに心に留め

てほしいと改めて思った。 

 

○  ９月１０日(金)の「ほっとニュース道北・オホーツクスペシャル」(総合 後 6:45

～7:00 旭川単・北見単)を見た。１５分という時間の中で道北とオホーツクの話題が

幅広く伝えられていた。道北ローカルのニュースを見ることはとても新鮮に感じられ

た。道北の話題もオホーツクの話題も両方見ることができて満足感があったので、今

後も見る機会があるとよいと思った。 

 

○  ９月１０日(金)の北海道道「新型コロナ第５波 デルタ株との闘い」を見た。冒頭

に人工呼吸器ＥＣＭＯを使用した治療の様子が映っており、非常に衝撃的だった。医

療現場や保健所のひっ迫した状態がよく伝わり、緩んでしまっていた気持ちを引き締

められた視聴者も多いのではないか。街頭インタビューには誰もが思う疑問が集約さ

れていて、それに対する札幌医科大学の横田伸一教授の答えは明確な答えだけではな

かったが、今言えることを最大限に話していると感じた。日本はワクチン接種を推奨

しているが、ワクチンを接種しないことが悪であるかのような表現はしてほしくない

と思った。いろいろな不安や思いがあると思うので、ワクチンなどについて取り上げ

るときはデータや科学的根拠に基づく取材をした番組を制作してほしい。短い時間の

中では警鐘を鳴らすといった内容にとどまらざるを得ないとは思うが、「北海道道」

ではもう少し違う視点でもよかったのではないか。 

 

○  デルタ株を中心とする第５波の特徴を分かりやすく、バランスよく、危機感を持っ

て伝えていたのではないか。ワクチンについて、ＳＮＳやインターネットなどで不確

かな情報がかなり出回っているように感じる中で、私たちが抱きがちな典型的な疑問

に横田教授が丁寧に答えていた。ＥＣＭＯを用いた重症患者の治療現場の映像は刺激

が強かったので、放送することに賛否もあると思うが、現場の切迫感やひっ迫した状

況がよく伝わってきた。壮絶な現場の医療崩壊ということばの重みを改めて感じられ

たので、伝える意味はとても大きいと感じた。感染者数と重症者数は毎日伝えられる

が、数字だけでは分からない情報がこの番組では多角的に伝えられていたので、まさ

に今求められている内容だったと思う。 
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○  ＥＣＭＯを使用する現場の映像は衝撃的で、視聴者に警鐘を鳴らす内容だったと思

う。今回の番組は若い世代における感染状況はどうなのかという話がテーマのひとつ

だったと思うので、北海道内の重症者数のうち、若い人の比率が増えているのならば、

きちんと数字を提示するべきだったと思う。横田教授の解説は、分からないことは分

からない、難しいことは難しいと言っており、理論的で信憑性が高いと感じた。男性

ＭＣは、芸術的な話や芸能関係といったものに関してのコメントは本当にすばらしい

のだが､社会問題になるとどうしても空回りしてしまう印象だ。熱い気持ちとともに

しっかりと伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＥＣＭＯ治療の現場の映像はまさに伝えたいことであり、放

送した意味があったと思う。この回の「北海道道」は当初別の

テーマだったが、緊急事態宣言が延長されることで急きょ内容

を差し替えた。もう少し違う視点でというご指摘についても検

討する。 

 

○  「ひるナマ！北海道」を見ている。ほかの地域情報番組やニュース番組では、テレ

ビの番組表にアナウンサーやリポーター、ゲストの名前が出ているが、「ひるナマ!北

海道」は名前が出ていない。番組情報は参考になるので、出したほうがよいのではな

いか。 

 

○  ９月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「９．１１ 閉ざされた真相～遺族と国家の２

０年～」を見た。９．１１から２０年という区切りであり、実行犯の背後でアメリカ

の同盟国のサウジアラビア政府が支援していたのではないかというテーマは、もし真

実であれば歴史が塗り替わるであろう重要なものだった。番組では、サウジアラビア

は湾岸戦争以降、非常に強い反米感情を持っており、湾岸戦争のために聖なる土地に

異教徒の米軍が駐留したことに対する怒りは大変強かったと伝えていた。９．１１の

テロは宗教戦争なのかもしれないということにもつながるテーマだと思った。ＦＢＩ

の元捜査官へも深く取材しており、遺族の姿を通して国家関係に関わる問題を追いか

けた内容で、この問題は今も未解決といえるのだと感じた。ただ、実行犯の背後にサ

ウジアラビア政府の関与があったとしても、それは９．１１以降の出来事の意味を変

えるまでの問題になる話なのかが分からず疑問が残った。今後のアフガニスタン情勢

にも関わる大きなテーマだと思うので継続して取材してほしい。 

 

○ 東京オリンピック・パラリンピックの開会式と閉会式について。オリンピックの開

会式に手話通訳がなく問題視され、関係団体などからＮＨＫに要望があったと聞いて
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いる。その後、オリンピックの閉会式、パラリンピックの開会式・閉会式には手話通

訳があり、期待以上に応えてくれたと思う。手話は地域差が大きく、年代によって違

いもある。また、中途失聴者の中には手話が分からない方もいる。今回の取り組みを

踏まえて、今後も情報アクセシビリティの究極型を目指してほしい。 

 

○  東京オリンピック・パラリンピックについて。通常のニュースなど競技以外の放送

を求める人も一定数いたかと思うが、自国開催でふだん目にすることのないさまざま

なスポーツを見ることができてとてもよかった。特に、パラリンピックに関しては現

場に立つだけでも大変な方々が、周囲の支えがあって競技の場に立っている。鍛錬を

重ねて結果を出す姿に感動した。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年７月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２１日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局にお

いて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。議事に先立ち、札幌局長から、７月１日付で新た

に就任した委員の紹介とあいさつがあった。続いて、札幌局長と域内各局長からあいさ

つがあり、議事に入った。 

議事はまず、北海道道×東北ココから「いざ世界遺産へ！“北の縄文”大探求ＳＰ」

をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

副委員長  桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       金山 準   (北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授) 

       倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      佐々木良榮 （デザイナー、（有）良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      成田 正夫 （ながぬま農業協同組合 代表理事組合長） 

西田 一博  (有限会社厚岸清掃社 代表取締役) 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道×東北ココから「いざ世界遺産へ！“北の縄文”大探求ＳＰ」 

 (総合 ７月９日(金) 後 7:30～8:42)について＞ 

 

○  いつもの「北海道道」とは趣向を変えた「東北ココから」とのコラボは、北海道・

北東北の縄文遺跡群が世界遺産に登録される見通しだということを、視聴者に紹介す

るうえでもタイムリーな企画だった。番組では縄文時代について「一般的な中学校の

教科書で約１ページしか触れられていない」と指摘していて、教育現場でもあまり教

えていないということがよく分かった。番組では、「狩猟・採集×定住」と「豊かな
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精神文化」の２つをポイントとして紹介していて、分かりやすく制作されていた。実

験考古学と称して、岩手県の御所野遺跡で実際に縄文時代の生活を体験して伝えてお

り、エンターテインメント的な要素もあって非常によかった。ただ、縄文時代は一部

の地域だけではなく日本全体にあったと思うので、北海道と北東北の特徴がもう少し

分かりやすく説明されていればよかったと思う。國學院大学名誉教授の小林達雄さん

は、縄文時代の食料の季節変化を表した縄文カレンダーで採集・狩猟などのサイクル

があったことが特徴だと示していたが、それは日本全体に共通する特徴なのか、北海

道と北東北の特徴なのかがもう少し分かればよかったと思う。番組の合間に地域の遺

跡を紹介していたが、ある程度似通ったところがまとめられていれば、より理解しや

すかった。また、「現場と中継がつながっています」と秋田県鹿角市の大湯環状列石

が紹介されていたが、現地が明るかったので生中継なのか録画なのかが分からなかっ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

  縄文時代の始まりから終わりまでを遺跡からたどることが

できるのは、北海道と北東北の遺跡群が唯一の地域である。日

本列島にはさまざまな縄文遺跡があるが、北海道と北東北の遺

跡群に特徴的なのは、一貫して縄文の歴史をたどることができ

るという点だった。縄文中期までは温暖化が進み、後期に入り

寒冷化するまでは森林地帯に豊かな実りをもたらしていたとい

うことである。「中継」とは厳密には「スタジオと別の場所を

つなぐこと」を意味しており、番組自体は札幌局のスタジオで

収録をしたものなので、「生放送」ではなかった。 

 

○  東北の遺跡群も含めて縄文時代の魅力を詳細に紹介しており、勉強になる意義のあ

る番組だった。「東北ココから」とのコラボも非常に興味深く、北海道と北東北の地

理的な距離を感じさせない一体感のある演出はよかったと思う。コムアイさんのナ

レーションは番組の雰囲気にあっており、リモートゲストである片桐仁さんからは縄

文時代に対する熱量を感じられた。これだけ多くの遺跡があると、人気の差が出てく

ると思うが、スタジオで遺跡はおもしろいという説明がされていて好感が持てた。各

コーナーのつなぎの部分で、ほかの遺跡についての紹介がされていたのも非常によ

かったと思う。世界遺産に登録されると、地元の観光事業者は多くの人に来てもらい

たいと期待しがちだが、今回の番組のねらいは「まずは、縄文について知ってもらう」

ことだと思う。視聴者が遺跡を巡ってみたいと思うような紹介をした出演者の人選は

よかったのではないか。 

 



3 

○  世界遺産に登録される見通しの北海道・北東北の縄文遺跡群をひもとく、非常に勉

強になる番組だった。小林さんは、縄文時代の食料の季節変化について説明しており、

北海道埋蔵文化財センターの坂本尚史さんも「出土した深鉢形土器からは噴きこぼれ

て焦げたおこげがある」と言っていた。煮炊きする穀物を栽培していたのかどうかと

いった、当時の暮らしぶりをもう少し見てみたかった。そして、当時の暮らし方とし

て、秋田県の大湯環状列石を紹介していた。気候が寒冷化して集落を分散させて暮ら

すようになったあとも、ストーンサークルに集まることで仲間との交流がなされてい

たと分かった。縄文人は人と人とのつながりが非常に強く、現代のわれわれに欠けて

いる人と人との関わり方にも思いが至った。現代の情勢の中、やはり人のつながりが

非常に大事だと再確認できる番組だった。 

 

○  北海道と北東北に１７もの縄文遺跡があるということに大変驚いたと同時に、遺跡

の建物などを見てそのスケールの大きさや豊かな暮らしぶりが伺えた。縄文時代が日

本の歴史のほとんどを占めているが、教科書の記載が約１ページで、教科書に載らな

い時代もあったと伝えていたが、函館市で発掘された国宝でもある中空土偶の「茅空」

が、３０年以上も町役場の金庫にしまわれていたという話も興味深く、その時代に

よって価値観は変わっていくのだと感じた。大湯環状列石についても、大湯ストーン

サークル館の赤坂明美さんが「気象の変化によって人々が離れて暮らすことになって

も、ストーンサークルに集まって共同作業することでつながりを確認するコミュニ

ケーションの手段になっていた」と説明しており、人間社会の原点を見たような気が

した。歴史から現在の生活を考えさせられたことで、縄文時代をとても身近に感じる

ことができた。番組の最後に、ＭＣの鈴井貴之さんが「過去の原始的なことではなく、

今生きているすべての源である」とコメントしており、強く共感できた。 

 

○  コムアイさんのナレーションは、番組の雰囲気にとてもあっていた。実験考古学は

とても興味深く、厳しい冬をどのように乗り越えたのかを体験しており、生きる知恵

について実践していたのが興味深かった。小林さんの縄文カレンダーについての解説

はとても納得することができて、祖先の知恵や工夫を感じ取ることができた。縄文土

器は、その縄目文様だけでなく、火焔型、水煙把手付型など、目に見えない精神世界

を表現しているということから、縄文時代の芸術性が高いことを改めて見ることがで

きた。土器を実際に使用して、料理を再現することができれば、土器がどのように使

われていたのかを知ることができて、当時の縄文人の暮らしを身近に感じ取ることが

できたのではないか。 

 

○  北海道と北東北を結ぶ企画は非常に興味深かった。番組では、日本人の遺伝子の約

１０％に縄文人由来の遺伝子が受け継がれていると伝えていた。だが、予備知識がな
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い状態で漠然と縄文人由来の遺伝子を１０％と言われても分かりづらいのではない

か。実験考古学と称して、当時のライフスタイルを再現して見せており、視聴者も一

緒に体験しているような臨場感が味わえて効果的だったと思う。土器や土偶から縄文

人の暮らしぶりや精神世界の豊かさを探求する例もいくつかあり、縄文時代からすで

に自然と共存して見えない世界を表現する豊かな精神性があったことは、非常に衝撃

的で新しい発見だった。安定した生活環境を維持できた理由として、１年を通じて計

算された狩猟・採集生活を送り、自然の恵みと一体化した暮らしが営めていたという

ことにも驚いた。中空土偶は発掘から３０年後に国宝に認定されたが、時代の流れを

経て、損得や利益の価値、判断との対極にある縄文的な世界や自然との共生が、人類

の持続可能な生き方を模索するうえで切実な課題になってきたのだと思った。大湯環

状列石のストーンサークルについても、共同墓地や祭祀場にとどまらず、劇場空間と

して多角的、日常的に重要な場所として機能していたということが分かり、想像力を

かき立てられた。 

 

○  縄文文化の多面的な魅力が楽しく、かつ分かりやすく伝えられており、全体として

作りの丁寧さを感じた。縄文人の当時の生活を実際に体験したり、現代の縄文にハマ

る人々を紹介する際にもその人なりの関心と熱意に焦点を当てたりしている点が、と

ても多角的に縄文文化に近づく方法を教えてくれているようで、視聴者の関心を引き

つけていたと思う。番組のポイントとして、「狩猟・採集×定住」と「豊かな精神文

化」が紹介されていたが、「狩猟・採集×定住」に生活の実質的なリアリティーに重

点があったように思えたので、「豊かな精神文化」という面をもう少し掘り下げてほ

しかった。生活のリアリティーというのは、食についてだけではなく、どのようなこ

とを考えて、どのように世界を見ていたのかということも含まれていると思う。そし

て、土器に手の込んだ装飾をするということは、縄文人の知性や生きるということそ

のものに深く結びついた意味を持っていたのではないか。それが「豊かな精神文化」

という番組のポイントにつながっていき、より縄文人の魅力が伝わるのではないか。 

 

○  鈴井さんやリモートゲストの片桐さんが、視聴者の興味を引くような雰囲気を作り

ながら、わかりやすい言葉で伝えており、非常に楽しく視聴した。北海道・北東北の

縄文遺跡群は海外の評価が高いということだが、外国で実際に評価をされているポ

イントを教えてもらえると、より理解できたのではないか。実験考古学として、当時

の生活を視聴者に伝えられるよう体験していたのは、番組全体としても非常に興味を

そそる内容だった。ただ、北海道・北東北の１万年、１万 5,000 年前の生活が 3,500

年ほど前まで連続しているものがあそこにあったと分かったが、あの当時の日本全体

の状況は実際どうだったのか気になった。「一般的な中学校の教科書で約１ページし

か触れられていない」という話は非常にもったいないという思いだった。日本の古き
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よき文化が評価されたからこそ、今回の世界遺産登録の見通しになったと思うので、

全国の子供たちにも伝ぱするように今後につながっていけばよいと感じた。日本には

古い歴史があるということは知っているが、改めて番組で取り上げてもらえることに

よって、日本の歴史の深さやすばらしさ、文化の美しさをこの番組を通じて学ぶこと

ができるのではないか。 

 

○  縄文に興味がない人にも興味を持たせるような内容だった。縄文時代についての記

載が「一般的な中学校の教科書で約１ページしか触れられていない」ということで、

子どもたちにも日本の歴史を学ぶよい機会を与えたのではないか。「北海道道」は重

たいテーマの回のときに、「時間が短くて足りない」と思うことが多いが、今回は制

作にゆとりを感じたので、もう少し深掘りするような話があってもよかった。例えば、

縄文文化からアイヌ文化にどのようにつながっていったのかというようなことが分

かれば、さらに興味を持ってより深く入り込めたのではないか。コムアイさんのナ

レーションは、番組の雰囲気に合っていて聴き心地がとてもよく、粘土細工の作家で

もある片桐さんの起用もよかった。石おのの形を変えるだけで１万 2,000 年もかかっ

たということに、人間が進歩するスピードの変化が感じられて、おもしろい例えだと

感じた。 

 

○  コムアイさんのナレーションは、縄文にハマる人々の熱量に魅せられたときに、冷

静に引き戻してくれるようで大変効果的だったと思う。縄文にハマった人々の熱量も

画面から伝わり、縄文愛があふれる方たちがたくさん紹介されていて大変興味深かっ

た。中空土偶は発掘から３０年後に国宝に選ばれたとのことだが、ある日突然日の光

を浴びることがあることに驚いた。北海道と東北の交易のあかしである栗で縄文ビー

ルを作っていたことに触れていたが、北海道に栗が自生していなかったことを知るこ

とができた。世界遺産登録については、番組で伝えていた情報の多くが述べられてい

たのではないかと思う。ただ、最終的に世界の時代と日本の縄文時代を並列表記にし

てもらえれば、時代の流れがより分かりやすかったのではないか。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月１８日(金)の北海道道「オホーツク海 命はぐくむ大循環の謎」を見た。オホー

ツク海で２年がかりの大プロジェクトの調査の実態がとても丁寧に取材されており、

冬の厳しい寒さの時期に学術研究船に乗った苦労を感じられた。オホーツク海が豊か

な理由は、どのようなメカニズムによるものなのか。流氷とプランクトンが関係して

海が豊かになるといった知識はあっても、実際に映像で見ることでとても分かりやす

く伝わったのではないか。ブルームという植物プランクトンが大量発生する理由の解
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明に挑む研究者や学生のようすや、海水温のグラフを基にした海水が大循環する仕組

みについての説明はとても分かりやすかった。今後も調査は続けられると思うので、

私たち視聴者にも調査の結果を分かりやすく解説する番組を制作してもらいたい。 

 

○  ７月２日(金)の北海道道「＃ナナメの場 みんなでつくろう、子どもたちの居場所」

を見た。家や学校で居場所を見つけられない子どもたちの居場所が本当に少ないとい

うことを実感し、このような場所の必要性を非常に強く感じさせられる番組だった。

こども食堂やお寺を活用した寺子屋など、具体的な取り組みもたくさん紹介されてお

り、そこに関わる大人の素顔も印象深いものだった。“ナナメの場”というのは、子

供たちだけではなくて、そこにかかわる大人たちへの支援にもつながっているのだと

強く思った。また、ナナメの場づくりをキャンペーンで取り組んでいることも、公共

放送としてすばらしいと思う。ラジオともリンクしており、リスナーとトークをして

いること自体、すでにナナメの場が作られているようで非常に好感が持てた。番組の

最後に、鈴井さんがナナメの場のことを家を建てるときの筋交いに例えていて、とて

もしっくりくるコメントだった。 

 

○  番組を見て興味を持った人が二次元コードにアクセスすることで、一人一人に何が

できるのかということも考えられる時間になったのではないか。大学生がお寺を利用

して地域の居場所作りに取り組んだり、お寺でふるまう食事を二条市場の人たちに

作ってもらう交渉をしたりしていた。今後、地域食堂という形でどのように運営され

るのか興味深かったので、プロジェクトの進行を見守りながら自分にできることを探

していきたい。 

 

○  身近な場所や地域で子どもの成長を支えるＮＨＫのキャンペーンに大変注目して

いる。北海学園大学の学生である加藤めいさんが自分で考えて積極的につながりを

作っていく姿勢はすばらしいと思った。親世代も受け身でサービスを提供されること

に慣れている人が多い中で、これからの未来を生きる子どもや若者に本当に必要な資

質だと感じた。それから、札幌市若者支援総合センター館長の松田考さんが子どもや

子育て中の親に対する優しい眼差しをもつことの大切さを訴えていた。鈴井さんの筋

交いの例えも､「子どもたちの環境が強固なものになる」というメッセージにつながっ

ていて、ナナメの場の大切さをより多くの方々に伝えるためのよいヒントになったと

思う。この活動を一過性にせず、今後も子どもと地域の関わりを伝えて視聴者の関心

を喚起してほしい。 

 

○  番組全体としては有意義で、とても温かい視点で制作されているという印象だった。

学校の集団行動は、子どもによっては本当に窮屈でつらいものなのだろうと感じた。
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いろいろな条件の下で暮らしている子どもがいる中で、家でも学校でもない第３の場

があること自体はとても有意義だと思う。そして、それを伝えていくことはとても公

益性の高い意義のあることではないか。一方、行政ではやり切れない部分を何とかし

ようと自主的にいろいろな方が動くと、どうしてもうまくいかない例や抱えている課

題や問題が出てくると思う。今後はそういうものも含めて扱ってもらいたいと感じた。

ナナメの場ということばはこのプロジェクトの造語だが、文部科学省のホームページ

にも“ナナメの関係”ということばがある。社会的方向性にも沿った大きなプロジェ

クトだと思うので、ぜひとも続けてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ナナメの場はラジオ番組として制作し、その前置きとして

「北海道道」でも放送することにした。メッセージ性をより強

く出して視聴者からの声が集まるようにするためにも、ＷＥＢ

なども含めてキャンペーン化した。ナナメの場ということばは

記憶に残りやすいので、その価値観も含めて広げていければと

考えている。子どもたちの顔を映しながら取材をすることは非

常に難しかったが、両親などを含めて取材したことでより伝

わったのではないかと思う。 

 

○  社会的な問題をしっかりと扱うのはさすがだと感じた。なぜナナメの場というもの

が必要な社会になり、それを解決するにはどういったことが必要なのか。われわれが

考えて結論を導くための手助けとしてこういった番組があるのだと思うが、そういっ

た課題と解決に触れるものを続編として制作してほしい。 

 

○  公共でナナメの場を作らなければならなくなったのはいつからだろうか、という問

題提起がなかったと感じた。以前は、地域と子どもたちのつながりが自然にあって、

ナナメの場は当たり前のようにあったと思う。私たちが子供のころに失ったものと今

現在の社会が得て失ったものと、何がどう違うのかと感じた。簡単に答えが得られる

ことではないと思うが、何を失って何を得たのか。そういうことを含めた番組制作を

期待したい。 

 

○  「ほっとニュース北海道」を見ている。札幌市東区でヒグマが出没し、襲われて被

害者が出たという報道があった。各局が追いかけ回したことでヒグマが興奮してパ

ニックになった可能性もあるのかどうか分からなかったので、状況を詳しく知りた

かった。報道の力のすごさを感じることがあるが、逆に怖さも感じる。伝え方によっ

ては悪影響が出ることもあるし、またよい影響が出ることもあるということを今回の
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報道で感じた。ＮＨＫにもそういった点をしっかり考慮しながら取材を行ってもらい

たいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫの取材ではヒグマを追うことはしていない。現場の近

くに記者とカメラマンは配置したが、取材者の安全も確保する

必要があり、駆除が確認されるまで車から降りることも一切し

なかった。 

 

○  ７月１０日(土)の「北海道スタジアム夏ノ陣－第一部－」と「－第二部－」(総合 後

6:05～6:45、7:30～8:45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。「第一部」は、道内 179 市町村をリモー

トでつなぎ、そのうちのいくつかの市町村を無作為にピックアップして、司会の加藤

浩次さんがその市町村を紹介する形で、加藤さんのフットワークの軽さが見えた。だ

が、クイズに参加するための二次元コードの表示時間が短く、読み込みが間に合わな

かったのが残念だった。 

 

○  ７月１６日(金)のローカルフレンズ滞在記ＳＰ「宗谷・喜茂別・弟子屈編」(総合 後

7:57～8:40 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。それぞれの地域で自分の生き方を見つけて、活躍し

ている人や頑張っている人が分かった。同じように地域で暮らす人が見ても共感でき

て、自分も頑張ろうと励まされるような内容だった。美しい風景と地域ならではの情

報も紹介されており、心豊かに暮らしているようすが伝わってきた。短い時間の中で、

取材される人や町のよさがきちんと伝わる構成は、ディレクターが１か月滞在してい

るからこそ見えてくるものがあると感じられた。地域の暮らしはよいイメージだけで

はないが、魅力を伝えることだけでもよいのではないかと思わせる番組だった。 

 

○  ７月１７日(土)の【ストーリーズ】「北角裕樹が見たミャンマークーデター」を見

た。日本人ジャーナリストの北角裕樹さんが現地で撮った映像などを通して、ミャン

マーのクーデターの実情を紹介する内容だった。放送にあたっては、ミャンマー軍の

反感を買って今後の取材が危なくなる可能性があったり、なぜそんな危険な所に行く

のかという世論を改めて喚起したりといったリスクも考えられると思う。ただ、

ミャンマー市民の証言や表情を映像で見ることで現地の緊迫したようすが伝わり、放

送がなければ分からなかった事実が確かにあったので、それらのリスクを勘案したう

えでも放送する価値はあった。至近距離から撮った映像だからこそ分かることもあっ

たが、いろいろな映像が混ざっていたので、誰が撮った映像なのか分類されていると

より詳しく分かったと思う。北角さんは、拘束されたときも刑務所の中で知った証言

などを伝えてくれており、現地で得た非常に重要な情報が紹介されるのは大きな成果
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である。ＳＮＳや動画配信で現地の情報はある程度分かるが、ＮＨＫが放映すること

は国際的にも意義があると感じた。放送できなかった映像もあると思うが、記録とし

ては非常に貴重なもので、高く評価できる番組だった。 

 

○  ７月１７日(土)のＥＴＶ特集「僕らが自分らしくいられる理由－５４色の色鉛筆－

奈良のインクルーシブ中学校」を見た。この春卒業した５４人の中学生の半年を追っ

たものだった。重い知的障害のある子や家庭に問題がある子、性同一性障がいのある

子などが同じ教室でお互いを知って手を差し伸べあっていた。校長先生の哲学の授業

や１日かけて自分たちの気持ちを語り合う集中ホームルームといった教育実践も本

当に優れていた。子どもたちの悩みや戸惑いなど、中学生の等身大の姿を通して、こ

の中学校の日常の風景がよく伝えられていた。だれもが共に生き合うことが難しい世

の中で考えさせられる、とてもよい番組だった。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年６月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局にお

いて、６人の委員が出席して開かれた。 

会議は、議事に先立ち、空席となっている委員長と副委員長の互選を行い選出した。 

続いて、札幌局長と室蘭局長からあいさつがあり、議事に入った。 

会議では、まず、「２０２０年度北海道地方向け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、北海道道「詩梨ちゃん事件から２年 母と子をどう守るのか」をはじめとし

て、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

副委員長  桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「詩梨ちゃん事件から２年 母と子をどう守るのか」 

 (総合 ６月４日(金))について＞ 

 

○  少子高齢化、核家族化、地域コミュニティの希薄化など、人と人との関わり合いの

経験が乏しい親たちが多いという背景は自明のことだったと思う。地域ぐるみで親子

の成長を見守り支え合うことが必要だが、そのことに対する理解が不十分であると分

かった。そして、行政の各専門機関の連携がされてなかったという課題についても改

めて深く考えさせられた。行政だけではなく、生きづらさを抱える家庭を地域がどう

支えているかという視点が不可欠で、実態把握につながる支援の網を広げる努力をし

ているＮＰＯや児童家庭支援センターの取り組みを興味深く見ることができた。番組

では、ＤＶの相談件数や乳幼児健診の休止による影響を指摘した上で、行政がＳＮＳ
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を活用した支援の方法を進めていると伝えていたが、声を待つだけの対応には限界が

あるのではないか。困難な状況にある若い世代を支えるには、日頃から子どもたちに

温かいまなざしを注げるような地域づくり、人と人とのつながりが大事だという視点

を、もう少し掘り下げて伝えてもよかったと思う。それでも、このような悲しい事件

を２度と起こさないためにも、関係者だけではなく、すべての人たちに子育てに関心

を持てるよう多くの道民に喚起したのはとてもよかった。今後もこのような報道を意

識的に続けてほしい。 

 

○  幼い命が犠牲になるニュースは胸が締め付けられる悲しさで目を背けてしまいが

ちだが、今回のような検証番組は事件を止める大きなストッパーになると思う。記者

の解説は分かりやすく、それぞれの行政機関は問題点を知っていながら人任せだった

と指摘していた。要保護児童対策地域協議会が取り扱った件数は、事件前の 492 回か

ら事件後 1,073 回を超えたことが分かり、事件を契機に行政の横の連携が強化された

ことを感じた。母親がＳＮＳに投稿していた喜びと不安は、母親なら誰もが共感でき

る感情だと思う。子育てには葛藤や苦悩が多いが、それ以上に日々の子どもの成長は

母親の心の糧でもあると思う。楽しさややりがいも多くあるということを、もう少し

番組内でクローズアップできるとよかった。そして、番組の最後に「若い人のための

ＳＮＳ相談はこちら」と行政や支援機関の相談先につながる二次元コードを紹介して

いたが、そうした取り組みをたくさんの方に知ってもらうという意味でもよかったと

思う。困っている方々に活動や思いが届いてほしいという、希望の持てる構成だった。 

 

○  番組で改めて事件を取り上げることで、多くの人が改めて事件を振り返る機会に

なったのではないか。事件を風化させないという点で今回の番組は大事だったと思う。

亡くなった子どもがかわいそうという同情や、被告に対する非難を際立たせる番組も

あると思うが、今回は母親を孤立させないためにできることをテーマに、支援団体の

取り組みなどを紹介しており、事件は事件としつつも、将来に向けた視点で捉えてい

た。また、被告である母親は、暴力が日常化した複雑な家庭環境下で育ち、自分の子

どもに対しても同じことをしてしまったという点から、さまざまな要因が複雑に絡み

合っていると理解できた。行政機関が相談に乗るだけではなく、番組で紹介していた

ように児童家庭支援センターが親子の関わりに対してカウンセリングでサポートし

ていくといった取り組みが普及していけばいいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  女性ディレクターと女性記者の目線で取材をし、母親をサ

ポートする環境に構造的な問題があるのだという点を柱とした

内容になった。今後は、子育ての楽しさとやりがいなどといっ
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た点も入れて制作したい。 

  苛烈な生育環境で育った子どもが親になると、今回のような

ケースに陥る可能性が比較的高いことが取材で分かってきた。

その多くは社会の中に埋もれてしまい、なかなか知られない面

もあることも分かってきたので、事件から２年たったこのタイ

ミングで番組を放送した。 

 

○  現場となった家の近くに花やぬいぐるみが供えてあるシーンを見て、世の中は詩梨

ちゃんに同情的で優しいという印象を持った半面、どこか人ごとのようで、社会は変

わっていないという状況がこのシーンに凝縮されているようで印象深かった。検証報

告書は「各機関が連携しながら、もう一歩踏み込んだ支援をすべきだった」と結論づ

けていたが、もう一歩踏み込むためには何が必要なのかまで言及してほしかった。１

歳６か月の乳幼児健診の時で成長不良だと分かったときに、虐待が起きていると判断

し、支援態勢を組むことができなかったのか。判断するためには知識や経験が必要だ

と思うので、そのための人材を育てていく態勢が十分だったのか。各行政機関の連携

体制は、どういうところに問題があったのかなどを知りたかった。また、母親と交際

相手との関係が詩梨ちゃんにどう影響していたのかまで知りたいと思った。 

 

○ 個を優先するという社会になってきており、家族や地域の横のつながりがなくなっ

ていると警鐘を鳴らすインパクトのある内容だった。行政の各部署の縦割りを変える

ことが難しいのは分かるが、視聴者がこれではいけないと考えるきっかけになったと

思うので、この番組の果たす役割は大きかったと思う。恵まれていない家庭環境に生

まれた子どもは、自分が親になったときに同じようなことを繰り返してしまうという

負の連鎖があると分かった。視聴者は、その負の連鎖から抜け出せるような仕組みや、

みんなが幸せに生きていくための仕組みづくりが大事だという意識を持てたのでは

ないか。しかし、支援団体だけではなく、それぞれの市区町村も動いていかないと難

しい課題だと思うので、行政に対して投げかける内容がもう少しあってもよかった。 

 

○ 番組では、乳幼児検診で成長不良に気づいていながら支援体制を組めなかったと伝

えていた。横のつながりがなく情報を共有できない縦割り行政の弊害が、今回の痛ま

しい事件に集約されてしまったのではないかと感じた。被告である母親は、詩梨

ちゃんが生まれたあとはＳＮＳにかわいいと投稿していたのに、そのときの思いはど

こへ消えていったのか。そして、交際相手のことばを受け入れるようになったのはど

うしてなのか。その辺りの背景と関連性が番組の中では見えず、分かりづらかった。

ひとり親で子育てをしている方はたくさんいると思うが、そもそも自分が何に困って

いるのかが分からず、相談するという選択肢も生まれてこないのではないか。母親の
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背景ばかりが掘り下げられていたので、子育ては母親がすべきだという見方ができて

しまいそうで残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組では、交際相手に出会う前に、行政が母子の問題点に気

づけたのではないかというところを描いた結果、交際相手との

関係については比重が低くなった。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１１日(火)の「ほっとニュース北海道」を見た。特集として「１人で着られる

車いすドレス」について伝えていた。車いす用のウェディングドレスを作っている石

切山祥子さんの思い、意欲、車いすの方のためにという気持ちが的確に表現されてお

り、取材・制作者のレベルの高さを感じた。その車いすのファッションショーの様子

はＮＨＫ ＷＯＲＬＤ－ＪＡＰＡＮでも放送され、北海道で活躍する方が世界に向け

て紹介されるのは、北海道民にとってうれしい話だと思う。今後も、北海道で活躍す

る人を発掘、発信してほしい。 

 

○  ５月２１日(金)の北海道道「コロナ第４波 それでも“すすきの”で生きる」を見

た。多くの苦難を乗り越えた３人の女性にスポットを当てて、それぞれの思いや生き

様を切り取る形で構成されていた。番組冒頭で、おにぎりを無料で配っている女性た

ちを紹介していた。自分たちよりもっと苦しい状況にある方へ支援をしているという

のは、飲食業で働く人々の素の姿を切り出していて、飲食店でクラスターが多く発生

しているという誤解を緩和することにもつながったのではないか。すすきのの歴史に

ついても丁寧に描かれており、高度経済成長や札幌冬季オリンピック、バブル景気と

崩壊などいろいろ困難に見舞われてきた街と、そこに常に前向きな姿勢で生きてきた

芸者の澤田啓子さんの人生を重ねていくという紹介のしかたは本当に見応えがあっ

た。澤田さんの「前を向きながら辛抱して耐えている」ということばは、年代や価値

観の違いでどのように伝わるか分からないが、今大事なメッセージだと感じた。 

 

○  ６月１１日(金)の北海道スペシャル「北の息吹を刻む ～絵本作家・手島圭三郎～」

(総合 後 7:30～8:27 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。手島さん自身の解説もあり、作品への思

いや制作の工程がとても分かりやすく、楽しく見ることができた。最終作となる４０

作目で引退すると知って残念な気持ちになったが、木版画による絵本が出来上がるま

での流れをとても丁寧に取材していた。北海道の自然や生き物への強い思いは、子供

のころに暮らしたオホーツクに原点があったと知り、生き物の生き生きとした姿を描



5 

けるのは、小さいころの経験があったからだと感じた。手島さんのスケッチのすばら

しさは圧巻で、彫刻刀で作品を彫る職人技に感心した。番組では、絵本「しまふくろ

うのみずうみ」をアニメーション化し、音楽家の土取利行さんの曲に合わせて紹介し

ていた。相性はとてもよかったが、絵本の持つストーリー性と作者の思いはアニメー

ションでは限界があり、絵本でしか描けなかったよさが伝わらなかったのではないか。

しかし、春の命をテーマに作られた作品は、希望を与えてくれて深い感銘を受けた。 

 

○  この番組で初めて手島さんのことを知ったが、手島さんが制作に関して大変情熱に

あふれた人であるということが素直に伝わってきた。作者の制作工程や考え方に集中

した内容で、実に分かりやすく、入り込んで見られた。北海道から世界的に活躍する

芸術家を取り上げるのはとてもすばらしいことなので、今後も続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  手島さんの絵本から伝わってくる躍動感やストーリー展開

のすばらしさを、絵本の接写以上に伝えたいと思い、アニメー

ションを企画した。担当したディレクターが何度も取材し、多

くの話を聞き出すことができた。 

 

○  ５月２８日(金)の北海道道「天塩川“氷の一本道”の秘密」を見た。天塩川は日本

で第４位の長さを誇る大河であり、河口から 130 キロに渡って一本道として凍り続け

る川だと知った。水は温度の低下に加えて、刺激があって初めて凍ると知り、アンカー

アイスが形成されることによって、天塩川が完全に凍ると分かった。深夜の取材は氷

点下２７度まで下がっていて、取材の過酷さと大変さも感じた。 

 

○  ５月２３日(日)のＮＨＫスペシャル パンデミック 激動の世界（１０）「迫る“介

護崩壊”新型コロナで揺れる老後」を見た。全般的によくまとまっていて、分かりや

すい番組だった。新型コロナウイルスの感染拡大で介護施設の現場が大変厳しい状況

になっており、慢性的な人手不足と経営難という明確なテーマだった。新しい介護様

式として、ＩＴの活用や非接触介護といういろいろな試みがあると分かった。東洋大

学の高野龍昭准教授が、このままの介護保険制度ではサービスが絶滅しかねないこと

を指摘しており、そのとおりだと感じた。北海道の幌加内町が、介護予算とは別に町

独自の財源で介護施設の支援をしている例を上げていた。町営病院の入院病棟を閉鎖

したお金を介護支援に回しているということだったが、入院病棟がなくなり困ってい

る人もいると思うので、完璧な対応策と言えるかどうかは難しいが興味深い内容だっ

た。介護は命と向き合う仕事であることを国民の多くの人が理解し切っていないとこ

ろがあり、そこは政治の場でも報道の場でも世に広く問うていかなければならないこ
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とだと思う。 

 

○  ５月２６日(水)の「風をつかめ！ヨーロッパアルプス大縦断レース」の再放送(Ｂ

ＳＰ 後 3:09～5:08)を見た。パラグライダーが主体のレースで、高いところから飛び

出して上昇気流に乗って距離を稼ぎ、その距離をいかに速く飛ぶかというレースだっ

た。映像は申し分のないとてもすばらしいものだった。ただ、きれいな景色を眺めて

終わるだけにならないよう、操縦のしかたや構造、レースの組み立てについてもう少

し説明があると見た人も分かりやすかったのではないか。 

 

○  ６月２日(水)のみみより！くらし解説「コロナで進む少子化 子育て支援に配慮

を」を見た。新型コロナウイルスの影響で出産や妊娠を先送りにする傾向が強まって

おり、少子化がますます進行しているというレポートだった。専業主婦は、新型コロ

ナウイルスの影響による外出自粛などで外部との交流が減り、孤立するリスクが高い

という指摘は印象的だった。緊急事態宣言下で施設の利用を休止している所が多く、

親子の交流の場や地域の子育て情報の提供といった学びの場などの機能がストップ

しているが、幼児期の遊びは子どもの発達に不可欠であり、連日の密室での孤立した

子育てによる親のストレスが、どの地域でも本当に深刻だと思う。子どもや子育てに

対して、地域の理解と温かいまなざしが広がるように今後も後押ししてもらいたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 



 

５月北海道地方放送番組審議会休会の 

お知らせ 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、５月１９日

(水)に予定していた北海道地方放送番組審議会は休会とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 番組審議会事務局 
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２０２１年４月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２１日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。札幌局長からあいさつがあり、議事に入った。 

議事はまず、「ほっとニュース北海道」をはじめとして、放送番組一般について活発

に意見の交換を行った。 

最後に、５月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があり、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  蛭田亜紗子  (小説家） 

 副委員長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

      齋藤 拓也 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      佐々木良榮 （デザイナー、(有)良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      成田 正夫 （ながぬま農業協同組合 代表理事組合長） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜「ほっとニュース北海道」 

(総合 ４/５(月)～９(金)、または４/１２(月)～１６(金))について＞ 

   

○  ４月５日(月)～９日(金)の「ほっとニュース北海道」を見た。新しくなったオープ

ニングの音楽はこれからニュースが始まるというインパクトのあるものだった。一方

で新しいロゴはきれいだが、見づらいと感じた。瀬田宙大アナウンサーの話し方は分

かりやすくて好感が持て、「超ローカル宣言」というキャッチコピーのとおり、ロー

カルなニュースが盛りだくさんで分かりやすい内容だった。番組冒頭で「きょうの道

内ニュース」として主なニュース項目を紹介しており、どのニュースがいつ頃伝えら

れるのかが分かるのもよかった。「シリーズ 農林水産・最新技術」は、次はどうな

るのだろうと明日も見たいと思わせる興味をそそる構成だった。各地の農林水産の新
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技術や取り組みが非常に分かりやすく紹介されていて、いろいろとヒントをもらえる

人もいるのではないか。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて大変な時期だか

らこそ、希望が持てるような特集だった。「故郷にレンズを向けて」という釧路局の

カメラマンが故郷を取材するコーナーでは、自らも東日本大震災の被災者でありなが

ら、自分にできることはないかという素直な問いと、地元出身のカメラマンだからこ

そ答えてくれた人たちの率直な思いなどが短い時間の中で伝わってきた。「ＪＩＭＯ

ＴＯ自慢」のコーナーも全体的にバランスが取れているという印象を受けたが、浜中

町のレストランを紹介していたが、シェフが料理を作るときにマスクをしていなかっ

たことが気になった。「ローカルフレンズ滞在記」は、ディレクターが１か月も滞在

して取材するということに驚き、どのような思いで企画したのか気になった。コー

ナーの中での二次元コードの表示時間が短く、読み込みが間に合わなかった。全体的

にバランスの取れたニュース番組になっていると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  昨年度の「ローカルフレンズ出会い旅」は不定期の放送では

あったが多くの方に見ていただけたので、定期で展開したいと

「ほっとニュース北海道」の中で「ローカルフレンズ滞在記」

を立ち上げた。通常の取材・ロケは何らかの取材対象・目的が

あってそれに向かっていくのだが、その発想を変えて、特に目

的を立てずにとにかく行って１か月滞在させてもらって、その

中から見えてくるものを伝えられないかと考えた。１回の取

材・ロケでは見えてこない等身大の町や地域の姿を伝えたいと

いうことがコンセプトである。 

 

○  「シリーズ 農林水産・最新技術」に着目して見た。「サケ稚魚の研究」は、浜中

町の海とつながった藻散布沼を活用して育てた稚魚を海へ放流すると伝えていた。だ

が、番組では３年前に放流をしたと伝えていて、その成果がそろそろ出ていると思う

ので現段階での成果を知りたかった。また、地球温暖化の影響で最低水温から最高水

温までの幅が広がるというのは分かるが、放流に適した水温を保つ日数が短くなるこ

とと、地球温暖化の関係がやや分かりにくく、温暖化が進むと水温上昇の速度が上が

る理由も分かりづらかったので説明が欲しかった。「帯広市の和牛」については、Ａ

Ｉが肉質を見分けて解析するような技術ができてきたというのは興味深いが、北海道

の牛に対して使うのではなく、福島市の牛に使われていた。北海道の畜産業に対して

の貢献度はどのくらいあるのかが気になった。「強度の高いＣＬＴ」については、開

発費用が非常にかかるとのことだが、どのくらい実用性があり価格の問題をどう解決

するのか、もう少しいろいろな専門家や専門業者に聞いてみてもよかったのではない
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か。シリーズとしては、意欲的にいろいろと調べられていて、新しい技術も紹介され

ていて関心を持って見ることができた。６日(火)には「衆議院北海道第２区選出議員

補欠選挙」を取り上げていたが、選挙権があるのは札幌市の一部の選挙区内の人たち

だけなので、選挙権のない人たちに何を伝えるか。どの党から誰が出ているかという

ことよりも、誰が何を政策的に主張しているかを重点的に聞きたいと思った。各候補

者の思いは伝えているが、この選挙の元になった「政治とカネ」の問題について誰も

触れなかったのか、触れたけれども放送されなかったのか。それにどういうスタンス

で臨むのかが国政にも影響する問題だと思うので、そこを聞きたかった。 

 

○  新しいテーマ音楽はインパクトがある。番組冒頭で「きょうの道内ニュース」とい

う形で、特集やその日に伝えたい大事なニュースを目次のようにまとめて示すのはよ

かった。週間を通して冒頭のニュースは新型コロナウイルスについての話が多く、変

異ウイルスの感染が増えているということを毎日伝えていたのが印象に残った。だが、

新型コロナウイルスの変異ウイルスへの感染が何人かという数の報告はもちろん大

事だが、どういう点に注意しなければいけないのか、どういう特性があるのかという

ことがあまり伝えられていないように思う。北海道の中で変異ウイルスの感染が増え

ているのであれば、変異ウイルスのどういうところが問題なのか、あるいはどういう

変異の型があるのかなどを併せて伝えてもいいのではないかと思った。なお、道内の

大学や医科大学などの専門家のコメントも入れながら、北海道の中から得られた情報

を使って新型コロナウイルスについて説明していることは、とてもいいアクセントに

なっていた。それから、新しく加わった菅野愛キャスターと石川晴香キャスターがと

ても落ち着いている感じでよかった。瀬田アナウンサーの存在がとても大きく、「ロー

カルフレンズ滞在記」「ローカルフレンズニュース」のコーナーは、これまでの取材

の積み重ねがとても生きていた。登場する人が、自分が住んでいる土地への愛着を

語っており、とても好感が持てた。双方向演出に関して、二次元コードの表示が短かっ

たので、もう少し長く映しておいてもらえるとよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 ホームページの記事へ誘導する二次元コードの表示時間に

ついては、スタジオパートだけ表示するのではなく、ＶＴＲ中

も表示することなど検討したい。 

 

○  「シリーズ 農林水産・最新技術」については、とても興味深い内容でどれも課題

を克服して道内産の資源を生かす最新技術を端的に分かりやすく伝えており、視聴者

の関心を喚起していたと思う。道内の各エリアの経済情報にも、新しい知見が盛り込

まれていると感じた。そして、馬の出産がピークを迎えたことや、ニシンの群来、白
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魚漁などの季節を告げる話題は、映像のインパクトもあって自然との調和も感じられ

た。その時期にしか見られない映像はこれからも丁寧に伝えてほしい。「チェンジ・

ドット道東の地方創生」については、多くの人たちが関わって取り組みを進めること

で、自分たちの町のよさや強みを認識できる、地方創生の一つのロールモデルになる

手法だということが、二次元コードの先にある非常に読みごたえのある解説からも分

かった。二次元コードを読み込むとディープな世界がより堪能できる仕組みになって

いた。この回だけでは語れない素材のよさから、バラエティーに富んだ盛りだくさん

でフレッシュな情報をお茶の間に届けるという印象を受けた。同じ時代を生きている

北海道の人たちが、１日の終わりにまた明日も頑張ろうと思えるような番組になって

いくといいなと感じた。 

 

○  １日あたりの情報量、コンテンツの量はボリュームがあり、ＮＨＫの情報収集力と

取材力がはっきり分かる番組だと感じた。新型コロナウイルスの報道については、テ

レビや新聞の報道ではなかなか分からない点が多く、結局はネットに頼ってしまう。

新型コロナウイルスの重症化率や重症者数などを常にチェックしている人にすれば、

新聞離れ、テレビ離れがそういうところで起きているのではないかと感じた。「シリー

ズ 農林水産・最新技術」については、北海道はやはり第１次産業で支えられており、

その話題を特集として組んだのはとてもよかった。第１次産業に対しては成り手の問

題など課題がある中で、番組で最新の第１次産業の取り組みを見せることは次の人脈

作りにおいてもとても大切な情報なので、今回のようなシリーズはよかったと思う。

「チェンジ・ドット道東の地方創生」について、士幌町の話については学生たちを含

めて見事なマーケティングを行っていると思った。地に足の着いた地域おこしをき

ちんと取り上げて、分かりやすく見せてくれたのはとてもよかった。 

 

○  ４月１２日(月)～１６日(金)の「ほっとニュース北海道」を見た。日々のニュース

の伝わり方という観点については、以前と比べて全く違和感がなく、これまでどおり

きちんと伝わっていると感じた。耳の不自由な人にどう伝わるのかと音声をオフにし

て見ても、右上のタイトルの表示とテロップの組み合わせで内容がある程度理解でき、

タイムラグはあるが字幕が後から追いかけてくるので問題なく伝わってきた。「ロー

カルフレンズ滞在記」はディレクターが１か月その土地に行ったきりで滞在するとい

う企画で、そこで発掘される人や物は非常に興味深かった。いったん地元を離れてま

た戻ってきた人にスポットを当てており、よそから人を集めるよりもいったん出て

いった人を戻す施策のほうが移住策として効果が高いと思うので、こうして地元で頑

張っている姿を伝えていってほしい。今までは札幌とその周辺、あるいは各地の放送

局の周辺の話題が取り上げられることが多かったが、この新しいコーナーは本当に

ローカルなところに入っていって、ローカルならではのおもしろい話題が取り上げら



5 

れていて、よいと思う。新メンバーの菅野キャスターと石川キャスターは安定感が

あって、安心して見ていられた。双方向演出については、二次元コードが出ているの

で情報を積極的に取りに行く視聴者にとっては非常に便利になったと思う。ただ、表

示する時間が短かった。表示すること自体が目的になってはいけないので、一定期間

ごとにアクセス数などを分析することも必要ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 「ほっとニュース北海道」は新年度からさまざまな点を一新

した。「超ローカル宣言」というキャッチコピーのとおり、北海

道のさまざまな地域の情報を丁寧に伝えていく。札幌以外の地

域でも、その地域に根ざしてさまざまな取り組みをされ頑張っ

ているみなさんに寄り添って、本当に地域密着の情報を伝えて

いきたいと考えている。 

 

○  以前よりも充実した内容で見応えがあった。冒頭で、どの話題が何分ころに放送さ

れるのかが示されているのは分かりやすかった。「ワクチン接種について」は、町に

よって異なる取り組み方をタイムリーで知ることができてよかった。１４日(水)には

「新型コロナウイルスの第３波での死亡者の内訳」について詳しく伝えていた。統計

をまとめた表がとても分かりやすく、これからの対策にも触れて紹介していてとても

よかった。最近は「変異ウイルスの疑い」ということばがよく出てくるが、その疑い

というのは症状で分かるのか、それとも通常の新型コロナウイルスと違ってどこが変

異なのかが伝わりづらいところがあると思う。これからの報道の中で伝えてもらえれ

ば、対策するうえでの参考になるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

第３波の死亡者の内訳について統計をまとめたのは厚生労働

省のＤＭＡＴである。札幌市の新型コロナウイルスの第３波に

よる死者の状況、実情を調べてまとめているデータを分析して

伝えた。数字をただ伝えるだけではなく、その裏にどういう現

実があるのかということも伝えることができるようにしていき

たい。 

 

○  ニュース番組と情報番組の中間のような印象で、それぞれのコンテンツは大変よく

できていて、情報量の多さに感心した。だが、「道産食材の料理コンテスト」につい

て、コンテストなのに順位もなく、どこのホテルで開催したのか分からなかった。何

のためにこのコンテストを取り上げたのか伝わらなかったので残念だった。「ローカ
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ルフレンズ滞在記」については、前週を見逃すと何をしていたのかが分からず、置き

去りにされているような気がした。野外音楽フェスの話では、Ｕターンした地元の人

たちが出演したり、このフェスから東京に巣立ったミュージシャンがいたりという話

だったが、都会に出たいという気持ちは分かるが、結局東京を目指すのがいいことな

のだという印象が残ってしまい残念だった。また、「ほっとニュース北海道」と「北

海道道」、「北海道スタジアム」で出演者や内容がかぶっている部分が出ているので、

その辺の整合性を若干危惧している。番組の方向性としては間違ってはいないと思う

が、これからどういうふうにまとめていくのか期待している。 

 

○  見ていて引っかかる部分が少ない、ほかのニュース番組などとは一線を画す、とて

も独自色の強い情報番組に成長していると感じた。新しいロゴはかわいらしいが、色

味の明度、彩度が近いので見づらさがあった。新テーマ曲は、耳に残りやすくてとて

もいいと思う。ただ、トピックとトピックの間に時々間の空く瞬間があった。映像は

流れていて無音だとドキッとしてしまうのではないか。天気予報は、ただ予報を伝え

るのではなく、天気の読み方とか気象の知識について説明しているのがとてもために

なっていいと感じた。気象予報士の浜崎慎二さんが、いかに気象のことを知ってもら

うか、興味を持ってもらうかという思いはとてもすばらしいと思った。だが、１４日

(水)では新型コロナウイルス関連の感染者の数や第３波の死亡の実情を伝えた直後

に五輪まで 100 日だと伝えたり、１６日(金)には札幌の外出自粛要請延長のニュース

の直後に登別温泉でゴールデンウィークに向けた一斉清掃の話題を取り上げていた

りしていた。新型コロナウイルス関係のニュースのあとに、人が集まるイベントの話

題が続くと心情としてモヤモヤしてしまう部分がある。せめて、間に違う話題を挟む

などして、伝える順序を考えたほうがいいのではないか。また、道内の地域のニュー

スを満遍なく取り上げようという意欲は感じるが、どうしてこの話題がこの地域でな

ければいけなかったのだろうかと疑問が残るものがあった。だが、新型コロナウイル

スの影響でなかなか遠出できない中、道内各地の生の話題に触れることができてとて

も興味深かった。衆議院北海道第２区選出議員補欠選挙関連の「投票に行こう！ひと

くちメモ」について、企画としてはとてもいいと思うが、取り上げた話題が初歩的過

ぎるものだったので、今後はもっと深く掘り下げられることを期待している。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月１９日(金)の北海道道「再び動き始めた地熱発電」を見た。地熱発電の仕組み

について模型を基に、野村優夫アナウンサーが仕組みや利点、開発の難しさなど分か

りやすく説明していた。社会としてエネルギーの選択をしていくときに考える材料を
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提供したいという姿勢が伺え、ＭＣの鈴井貴之さんも再生可能エネルギーが北海道の

今後にどのようにつながっていくのかという視点で伝えており、とてもいい番組だっ

た。ただ、東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、全国で 100 件以上の開発が進ん

でいると伝えていたが、ほかの地域と比べて北海道ではなぜ進んでいなかったのかが

分かりにくかった。温泉への影響や国立公園の存在などがハードルになるとあったが、

ほかの地域も地熱を利用しようとすると似たような問題はあったのではないか。北海

道で進まない理由を併せて知りたかった。 

 

○ 地熱発電は調査から稼働まで時間と費用で１０年前後かかるハードルが高いものだ

と分かった。今まで疑問に思っていたことがはっきりと分かりやすく解説されていた。 

 

○  ４月２日(金)の北海道道スペシャル「２年目突入！倉本聰ＳＰ～ドラマ界の巨人は

なぜ北海道を選んだか～」(総合 後 7:30～8:19 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。倉本聰さんは

北海道のテレビ界の重鎮という印象だったが、ＭＣの鈴井さんと多田萌加さんを温か

く迎え入れていて、オープンマインドな感じで対談が始まり安心感を持って見られた。

都会育ちだが、アイデンティティーに自然が強くあったと生い立ちを語る姿が印象的

だった。また、脚本家を目指しながらもラジオ番組の描写に面白さを見出したり、テ

レビの脚本家として独立してからもシナリオ技術者としての腕を磨くためにがむ

しゃらに作品を書いたり、随所に才能の片鱗があったと感じた。利害を超えた本質的

な人間関係を洞察する才能が、北海道との関係の中で開花した人だということが分

かって、一層親近感が持てた。倉本さんが「自然っていうものが生きてるなって感じ」

と話されたり、鈴井さんも自然と対峙する生活の中からいろいろな想像力のヒントを

得ているのだということがかいま見えたりして、通じ合うものがあるとてもいい対談

だった。 

 

○ ４月９日(金)の北海道道「挑む杜氏・市澤智子の世界」(総合 後 7:33～7:58 北海

道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。日本酒界の風雲児と呼ばれる、北海道で唯一の女性杜氏がどんな酒

造りをするのか非常に興味を持った。東京の短期大学で醸造の勉強をして、ビール会

社や酒蔵でも修行されたという非常に研究熱心な方なので、杜氏としての経験年数や

今勤めている醸造会社の経験年数などが分かればさらによかったと思う。市澤さんは

米と会話ができると言っており、今までの経験と強い信念から自信を持って酒造りを

しているのが伺えた。そんな市澤さんが、どんな酒ができるのかと心配と期待が混じ

る場面もしっかりと捉えており、初搾りの場面もとても臨場感があり、現場にいるよ

うな感覚を味わうことができ、またそのときの彼女の表情から納得した酒ができたの

だと感じることができた。ただ、同時にほかの杜氏の反応もあればよかったと思う。

北海道で活躍する職人はたくさんいると思うので、今後もそうした方を取材してほし
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いと感じた。 

 

○  杜氏の市澤さんが取り組む「極力米は削らない」という酒造りそのものにもとても

興味をそそられ､同時に市澤さんの格好よさにとてもしびれた。飾らないありのまま

の魅力や、酒造りへのチャレンジ精神と仕事に対する厳しさ、すべてを捧げるまっす

ぐな情熱、そして精米度合いが高い大吟醸がもてはやされている今の時代に反旗を翻

す強さなど、酒造りの様子を淡々と伝える構成も題材によく合っていてすばらしかっ

た。人物を取り上げる場合、ゲストとしてスタジオに来ることが多いが、来ていない

ことがかえって市澤さんのストイックさを際立たせていた。また、今回は「女性杜氏」

ということばを使っているが、女性であることを強調しすぎることなく非常にフラッ

トに市澤さんという人物を捉えていることも、とても好印象だった。 

 

○ ４月１６日(金)の北海道道「博士、マジですか！？～ユニーク学者が明かす生命の

神秘～」を見た。北海道大学の中垣俊之教授のとても質の高い研究を分かりやすく伝

える内容だった。番組冒頭で、中垣教授がイグノーベル賞を取ったという紹介があっ

たにも関わらず、授賞理由を言わないことが気になったのだが、授賞理由になった研

究を番組の中で解説していてなるほどなと思った。 

 

○ 北海道大学の中垣教授の興味深い研究内容の紹介と分かりやすい解説で、どんどん

引き込まれていくような感覚だった。粘菌の特性を生かして迷路や北海道地図を作る

実験の数々は興味深く、鈴井さんと多田さんのリアクションからも臨場感が伝わって

きた。ふだんなじみのない単細胞生物の賢さを発見できたことはもちろん、オンラ

インやリモート、バーチャルな世界で生活を送っている私たちにリアルな視点のすご

さと大切さを教えてくれたと思う。 

 

○  ４月１７日(土)の「北海道スタジアム春ノ陣－第一部－」と「－第二部－」(総合 後

7:30～8:45、9:00～10:20 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。「第一部」は、総合司会の加藤浩次

さんと北海道にあまり縁がないであろう人たちをゲストに迎えており、張り切ってい

る加藤さんとゲストの対比が興味深かった。179 市町村の人たちとリモートでつなぐ

という発想は、新型コロナウイルスの現状において最大限のことをされていると思う

し、事前準備だけでも大変だったであろうということが画面から感じられた。番組で

は、各市町村で考えた地域ならではのキャッチコピーを考えてもらい紹介していたが、

一生懸命考えてアピールしようとしている姿はとても胸を打たれた。ギネス記録に挑

戦するコーナーで、接続の問題なのかリモート画面で白抜きの部分があって気になっ

た。全体としては、北海道各地の人たちを全道に発信するという形だったので、もっ

と全国にも発信してたくさんの人に見てもらえるといいのではないかと思う。新型コ
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ロナウイルスの影響の中にあって、とても有意義な一つの方向性だと思う。北海道は

179 の市町村があり、その一つ一つの個性を発信することによって、北海道全体の魅

力が出てくると思うので、これからのステップアップを期待している。「第二部」は、

ＴＥＡＭ ＮＡＣＳを特集していた。メンバーの舞台にかける情熱やその舞台裏とい

うものを延々と描いていたが､それをわざわざこの番組の中で発信する必要があった

のか。彼ら自身の存在がすでに北海道から発信するチームになっているので、そこを

掘り下げていくのはどうなのかと思った。最後のインタビューで「自分の生まれた街

が一番好き」だと言っていたが､「北海道スタジアム」ならではの特別な仕掛けや取

り組みがあればおもしろかったのではないか。 

 

○  ４月１９日(月)の「ひるナマ！北海道」の春レタスでお手軽韓国料理！の特集を見

た。野菜ソムリエの土上明子さんが、料理の仕上がり具合だけでなく、旬の春レタス

の特徴もしっかり視聴者に伝えていた。今回のようにキャベツを手でちぎることの意

味や、素材を生かすための火入れの順番、残ったときの保存方法など、料理を作る人

が欲しい情報をしっかり説明していてよかった。ただ、サツマイモ原料の韓国はるさ

めはどこで手に入るのか、インターネットで簡単に手に入る方法なども分かりやすく

伝えてもらえれば、視聴者もより入りやすかったと思う。 

 

○ ４月２０日(火)の「ほっとニュース北海道 道東スペシャル」(総合 後 6:45～7:00 

帯広・釧路ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。ふだんの５分間では取り上げられない地域色の濃い話題で

満足感があった。身近な話題が取り上げられることは、ＮＨＫへの親近感につながる

のではないか。天気一つを取っても、十勝地方だけでも北部、中部、南部、さらに町

村の天気が非常に詳しく伝えられていて見応えがあった。十勝地方だけでなく、道東

の釧路市、根室市も同じように詳しく伝えられていたので、１５分間になるとこんな

に違うのだなと思った。この枠を十二分に生かして、道東の魅力、課題発掘に取り組ん

でもらいたいと期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  １５分という形でより地域に密着した情報を出すことに

よって、地域の方にさらに喜んでもらえる情報満載の番組、

ニュースを目指していきたい。 

 

○  ４月２１日(水)の「ＮＨＫニュース おはよう北海道」の自動車科で名車が復活 

旭川実業高校の挑戦！の特集を見た。旭川実業高校の自動車科の女子生徒がリー

ダーとなり廃車をよみがえらせようとしていて、女性活躍の時代に合っている内容

だと感じた。若い世代の人たちに、いろいろな職業があっていろいろな活躍のしか
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たがあるのだということをもっと伝えてもらい、子供たちを応援できるような番組

を作ってほしいと思う。 

 

○  「ほっとニュース北海道」の中でときどき二次元コードが表示されており、スマー

トフォンで読み込んでその遷移先のホームページに行ってみたら、そのホームペー

ジの記事がたいへん充実していた。キャスターのブログも読んだが、これだけの情

報を作るのはとても大変だろうと思うほどとても濃い内容で、読み物としてしっか

りしている。それだけの情報があるのだから、今後は実際の放送の中でももっと二

次元コードを出したり、ホームページでも詳しく伝えていますと紹介したりした方

がよいと思う。一方で、「ほっとニュース北海道」を放送している夕方の忙しい時間

帯に、スマートフォンで二次元コードを読み込んでくれる人がどれぐらいいるだろ

うかという疑問もある。 

 

○  ４月１０日(土)のＮＨＫスペシャル「池江璃花子 新たな挑戦」を見た。トップ

アスリートが勝敗を分けるような局面で何を考えていたか、どんなことを見ていた

かという答えを引き出せるかどうかは難しいことだと思う。だが、この番組ではイン

タビューする側の質問がとても丁寧に練られていて配慮を感じられた。池江さんの

受け答えが、過去のＶＴＲのインタビューと今回の生放送とでははっきり違ってお

り、とてもよいインタビュー番組だと感じた。アナウンサーが考えて構成したのか、

あるいはスタッフみんなで考えながら質問を練って聞いたのか知りたいと思った。

ただ、ＮＨＫプラスで見たときに、「この映像は配信しておりません」と画面に出て

１分間中断するようなところがあったので、配信しなかった理由を知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

スポーツ映像では地上波で放送する権利、ＢＳで放送する

権利、ネットで配信する権利といったように権利が分かれてお

り、ＮＨＫプラスで中断した時間はネット配信不可の映像だっ

た。 

 

○  ４月１０日(土)の【特集ドラマ】流行感冒(ＢＳＰ 後 9:00～10:13)を見た。志賀

直哉のスペイン風邪を題材にした小説を原作とした単発ドラマだったが、現在の新

型コロナウイルスのカリカチュアみたいなところが多くあり、おもしろさを感じる

とともにドキッとさせられるところも多かった。大正時代の暮らしと疫病と騒動を

客観的にとらえることで、現代の社会的な問題が見えてくる効果もあった。俳優陣

の演技は魅力と説得力があり、コミカルな部分のさじ加減も絶妙で、自然にすっと

ドラマの世界に入ることができた。原作と話の大筋は同じでもおもしろみや深みや
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現代性といった脚色が加えられており、ＮＨＫのドラマ制作の力量を改めて感じた。

新型コロナウイルスの影響を受けて出口が見えない今、いつかは感染の不安はなく

なるのだということがドラマで見ることができほっとさせられた。ぜひ地上波でも

放送をして、多くのかたに見てもらいたい。 

 

○   ４月１日(木)の聖火リレーのライブ配信について。長野市で聖火ランナーが走っ

ていたが、音声の一部が切れて走っている姿だけが映っていた。その後、音声は戻

るが抗議の声は消えていた。これに関して「聖火ランナーのかたがたへの配慮も含

めて、ＮＨＫとしてさまざまな状況に応じて判断している」という回答をしていた。

確かにランナーの感情を思うと、音をそのままにするのはどうかという部分もある

が、何のコメントもなく、ただそこだけ音が切れているというのはとても不自然な

感じがするので説明が欲しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

   聖火リレーの模様をインターネットのライブストリーミン

グでお届けしていたところ、急に大きな音が沿道から発生した

ので対応した。ランナー走行中の映像・音声については、走っ

ている聖火ランナーの方々への配慮も含め、状況に応じて対応

している。ランナーの方々に焦点を当てたものなので、音声の

内容などによって対応しているわけではない。東京オリンピッ

ク・パラリンピックをめぐる様々な意見については、これまで

もニュースや番組などで取り上げており、今後も、意見が対立

している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明

らかにしていく。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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