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２０２３年３月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、２０日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、１

４人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、子どもの学びを応援する新たな取り組みについて説明があり、放送

番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

われ、会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   副委員長  佐倉  統（東京大学大学院情報学環教授／理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー ） 

   委 員      秋田 正紀（株式会社松屋取締役会長兼取締役会議長） 

秋本 可愛（株式会社Ｂｌａｎｋｅｔ代表取締役） 

小沢 秀行（朝日新聞社論説副主幹） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

﨑村 夏彦（ＯｐｅｎＩＤ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ理事長） 

椎木 里佳（株式会社ＡＭＦ代表取締役社長） 

柴田  岳（読売新聞大阪本社代表取締役社長） 

末冨  芳（日本大学文理学部教授） 

萩原 智子（日本水泳連盟理事／シドニー五輪競泳日本代表） 

橋本 麻里（公益財団法人永青文庫副館長） 

馬場 利彦（全国農業協同組合中央会専務理事） 

安河内賢弘（ＪＡＭ会長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜子どもの学びを応援する新たな取り組みについて＞ 

 

○  ＮＨＫは良質な学びのコンテンツを数多く提供してきたと思うが、インターネット

の活用や多様性の理解など、時代に合った新しいテーマに取り組んでいることは、非

常によいと感じた。その中で、ジェンダーや性の問題について、どのように取り上げ

ようと考えているのか聞きたい。また、これらの教材を、学校や家庭で活用するため

のノウハウを伝える取り組みがあるのか知りたい。 
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（ＮＨＫ側） 

  性については、思春期の子どもに向けた番組に加え、それよ

り小さな子どもを対象とした番組も制作している。再現ドラマ

のようなものを使い、見たあとで「されると嫌な気持ちになる

ことについて、みんなはどう思うか。」というような形で話し合

えるような番組にしている。子どもたちが成長するにつれて、

性に対する意識をどのように身につけていくのか、先生たちが

子どもたちに向き合ううえで何が必要かということが今後の課

題だと考えている。使い方については、ヒントとなるような活

用事例をウェブサイトに掲載しているほか、各地で定期的に

行っているＮＨＫと学校の先生との意見交換の場でもノウハウ

を共有するようにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ジェンダーに関しては、男の子はブルー、女の子はピンクと

いった色使いのような固定的な概念にとらわれないよう意識し

て番組を制作することに取り組んでいる。また、ＮＨＫは「NHK 

for School」の効果的な活用方法やノウハウを学ぶ研修会を開

催している。 

 

○  子ども、学校に限らず、学びをサポートすることはＮＨＫが公共メディアとして優

先的に取り組むべきことだと思う。特に、子どもたちのメディアリテラシーを高める

ことができる取り組みを期待している。信じられる情報か否かをどう見抜くのか、不

確かな情報を流したことがどれだけ多くの人を傷つけるのかなどについて、学ぶ機会

を設けてほしい。関連団体が教材を販売するなどの展開もありうると思うが、透明性

を持って取り組んでほしい。 

 

○  「NHK for School」のウェブサイトを見た。漢字に振りがなが付いた子ども向けの

ページと、学校の先生向けのページをボタン一つで切り替えることができ、非常に利

用しやすいと感じた。生理などデリケートなテーマについて、子どもたちが正しい知

識を得られるように、積極的に取り上げてほしい。現在、「NHK for School」ではｕ

＆ｉ「なんでズル休みするの？～生理」という番組を見ることができるが、生理につ

いて正しい知識を得ることで男女がお互いに認め合うことができたり、婦人科系の病

気に気づく機会になったりすると思うので、さらなる発信を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  ｕ＆ｉ「なんでズル休みするの？～生理」の動画は非常によ

く見られていて、ニーズがあると受け止めている。 

 

○  ＮＨＫのコンテンツのほかにも文部科学省や経済産業省などが提供する学びの

コンテンツがある。これらの提供元の枠を超えて、個々の子どもが何を利用して学ん

だのかの学習履歴を蓄積できる仕組みが必要だと感じている。不登校の子どもや休校

などにより自宅で学習する子どもが、どの単元をどこまで履修したかということが分

かるようになるとよい。経済産業省やデジタル庁では教育のデータの利活用の議論が

進んでいるが、ＮＨＫもぜひ参画してほしい。また、学習コンテンツの利用状況の検

証は、行政や民間と連携して進めてほしい。日本の教育コンテンツの丁寧さ、豊かさ

は世界の中でも誇るべきものだと感じているので、子どもたちがよりよく、より楽し

く学べることができることにつながる取り組みを期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ユーザーの学習履歴を蓄積することは、制約もあり、現在

行っていない。 

 

○  この取り組みに非常に期待している。学びには学校教育、生涯教育などさまざまな

種類があり、ＮＨＫが提供する学びのコンテンツも「ＮＨＫキッズ」「NHK for School」

「ＮＨＫラーニング」などさまざまなものがあるが、ロゴのデザインなどがまちまち

で統一感がない。これらが学びに関わるコンテンツだということが一目瞭然に分かる

ユーザーインターフェースを工夫し、学習者がウェブサイトで求めるコンテンツにス

ムーズにアクセスできるようになるとよいと思う。 

 

○  自分が子どもの頃に比べ、多彩な学びのコンテンツが増えていることに驚いた。取

り上げるべきテーマは多いが、番組の数を増やし続けることは難しく、スクラップ＆

ビルドが必要になると思う。どのような基準で取り上げるテーマを選定しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新しいテーマを取り上げるときに合わせて、既存の内容の見

直しをしている。人員や予算に限りがある中、公共メディアと

しての役割や視聴者から求められているものを意識しながら選

定している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  全国の先生方とＮＨＫの制作者が意見交換をする会議を定
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期的に開催していて、そこでの意見などを参考にしながら優先

順位を決めている。 

 

○  多文化・多言語への対応などに取り組んでいることを知って感銘を受けた。外国人

に向けたやさしい日本語でのコンテンツはすばらしい。ただ、日本語が苦手な外国人

にとって、このコンテンツにたどり着くまでが難しいと思うので、簡単に探せるよう

な工夫をしてほしい。また、日本には選挙の投票率が低下しているという課題がある

ので、主権者教育に関わるテーマも取り上げるとよいと思う。 

 

○  子どもの教育にどう関わったらよいのか悩んでいる親は多いと感じている。そのよ

うな親に対して、コンテンツの活用法を伝える取り組みがあると、より多くの家庭で

使ってもらえるようになると思う。また、家族の介護やケアを担う子ども、いわゆる

“ヤングケアラー”について、当事者たちは自分たちの置かれた状況に気づきにくい

側面があると感じている。ＮＨＫのコンテンツが、自分の状況に気づくきっかけと

なって、支援につながるようになればよいと感じている。 

 

○  「高校講座」と「NHK for School」の動画を相互に検索できるようにするなど、コン

テンツの連携を充実させる取り組みは、すばらしいことだと感じた。子どもたちが動

画のリンクをたどって興味関心を広げることができるので、非常によいことだと思う。

歴史ドラマが歴史に興味を持つきっかけになることは多いと思うが、史実とフィク

ションを混同してしまうことが往々にしてあると思うので、その区別に役立つコン

テンツを提示するとよいと思う。また、コンテンツを見るのにウェブサイトのログ

インが必要な場合、障害がある人や外国人などにとってはログイン操作のハードルを

高く感じることがあると思う。多様な人たちが使いやすいインターフェースを期待し

ている。 

 

○  家庭の保護者に対して「NHK for School」の活用のしかたや、子どもへの教え方の

手引きのようなものがあるとよいと思う。子どもが学校で使っているタブレット端末

を家庭に持って帰ることがあるが、子どもが十分に使いこなせていなかったり、親が

使い方を理解できていなかったりすることもあるので、活用のしかたが分かるように

なると非常に有益だと思う。また、ことばでの説明を理解することが苦手な子どもに

は、映像で説明すると理解がしやすくなると思う。子どもも使いやすく、親もサポー

トしやすいウェブサイトになってほしい。 

 

○  すばらしい番組が多くあると感じた。「ｕ＆ｉ」は話題に上がった生理に関するも

ののほか、電車の席を譲るか譲らないかというテーマも扱っていて、大人でも気付き



5 

のある興味深い内容だと思う。教育現場の長時間労働も課題になっているので、教師

の負担軽減に役立つサービスとなることを期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  学校での学習でだけでなく、家庭でも日常的に使ってもら

い、知ることが楽しい、分かることがおもしろいと感じてもら

えるようなコンテンツを提供していきたい。そのような観点で

「NHK for School」のウェブサイトの中に家庭での学びを応援

する「おうちで学ぼう！」というページを開設している。 

 

○  対話型ＡＩの登場など、ＡＩの進化を実感している。将来はプログラミングに頼る

ことなく、自然なことばでＡＩに指示が出来るようになるというような予測も聞く。

今後に向けて、ＡＩとのつきあい方、距離感のようなものを学ぶことができるコン

テンツができるとよいと思う。また、中高生など若い世代では、ＳＮＳを通じて他人

と簡単に比較されることで、自信をなくしメンタルが不調になる人が増えていると感

じている。自分を見つめてメンタルをケアするのに役立つコンテンツもあるとよいと

思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＡＩとのつきあい方など、変化が著しい分野のテーマについ

て、学習コンテンツを作ることは難しさがあるが、将来に向け

て検討したい。メンタルケアのコンテンツについても検討して

いきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月４日(土)のＮＨＫスペシャル南海トラフ巨大地震「第１部 ドラマ」（総合後

7:30～8:48、後 10:00～10:54）と翌５日(日)の「第２部 “最悪のシナリオ”にどう

備えるか」（総合後 9:00～9:54）を見た。最初に西日本で巨大地震が発生し、その後

東日本でも巨大地震が連続して起きるという「半割れ」を想定し、ドラマをまじえる

ことで、自分が体験しているような臨場感が生まれ、地震への備えについても、自分

のこととして受け止めることができた。ドラマは地震発生前の平穏でありふれた日常

風景から始まっていて、日常生活の中で、いつ地震が起きてもおかしくないことが伝

わり、効果的だった。ドラマは東の「半割れ」の発生を伝える緊急地震速報で終わり、

東日本の被害の実態は描かれなかった。大勢の死傷者だけでなく、東海道の大動脈が
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寸断され、日本経済への打撃も深刻なはずだ。ドラマでは描かれなかった、より厳し

い現実も直視しなければならないと思った。また、ドラマでは自衛隊の活動なども見

たかった。 

 

○  ３月４日(土)と５日(日)のＮＨＫスペシャル「南海トラフ巨大地震」を見た。ドラ

マの舞台が連続テレビ小説「舞いあがれ！」でも舞台になっている東大阪の町工場で

あるのに加え、その工場の社長役が「舞いあがれ！」に出演している松尾諭さんだっ

たので、連続テレビ小説の続きのような感覚で興味を持って見ることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ドラマは、世の中の課題を自分のこととして考えてもらうた

めに有効な手法だと考えている。今後もテーマに応じて効果的

に取り入れていきたい。 

 

○  ３月４日(土)と５日(日)のＮＨＫスペシャル「南海トラフ巨大地震」を見た。若い

世代をはじめ倍速視聴になれている視聴者にとっては、ドラマは前置きが長いと感じ

る。そうした視聴者にも見てもらうためには、もう少しテンポをよくするとよいと思

う。巨大地震の恐ろしさを伝え、備えを呼びかけることは大切なことなので、より多

くの視聴者に見てもらえる工夫を期待している。「南海トラフ」ということばは、被

害想定域で地震が発生するたびにＳＮＳで頻繁に使われていて、そのまま番組の情報

をＳＮＳで発信すると大量の投稿の中に埋もれてしまう恐れがある。番組の情報をＳ

ＮＳで的確に届けるためには、番組独自のハッシュタグなどを加えて発信するのがよ

いと思う。 

 

○  ３月４日(土)と５日(日)のＮＨＫスペシャル「南海トラフ巨大地震」を見た。社会

を取り巻くリスクに関する情報を関係者の間で共有し、相互に意思疎通をはかる“リ

スクコミュニケーション”の観点からも興味深い内容だった。ただ、首都直下地震な

ど南海トラフ以外の地震のリスクについての言及もあるとなおよかった。ドラマを見

ていて、南海トラフ地震の被害想定地域内にある原子力発電所の状況のことが気に

なった。事故の想定までドラマで描く必要はないが、その懸念についての言及があっ

てもよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回は南海トラフ地震に焦点を絞ったので、南海トラフ以外

の地震のリスクについては別の機会に取り上げたいと考えてい

る。原子力発電所のリスクについては視聴者からも指摘があっ
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たが、３月１８日(土)と１９日(日)のＮＨＫスペシャル「メル

トダウン Ｆｉｌｅ．８（前編・後編）」で東京電力福島第一原

発事故の検証を行うことにしていたこともあって、今回の番組

では触れなかった。南海トラフ地震の被害想定地域内にある原

子力発電所の懸念についても触れるべきだったのではないかと

いう指摘は現場に伝えたい。 

 

○  ３月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「海辺にあった、町の病院 ～震災１２年 石

巻市雄勝町～」を見た。東日本大震災で津波にのまれ、患者と職員の９割が犠牲になっ

た病院を取り上げていた。遺族や生き残った職員が、震災の直後では、ショックが大

きすぎて語れなかった心の内を、少しずつ語れるようになっていることに、震災から

１２年がたったこの時期にこのテーマを取り上げた意義を感じた。感傷的なナレー

ションや音楽を排した演出からは、真摯（しんし）な姿勢が伝わり、番組に対する信

頼感を高めていると感じた。津波で亡くなった人の遺族、生き残った人それぞれの複

雑な心情がそのまま描かれていて、ある遺族の「何とも言いようがない」ということ

ばに象徴されるように、極限状況で人はどのように行動するべきかということは結論

の出しようがないことだと感じた。そのうえで、病院を作る場所や制度の設計など、

このような極限状況を作り出さないためにどのようなことができるのかということ

を考えるきっかけにもなる、非常に意義のある番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組は仙台局のディレクターが現地に長く通って取材

先と関係を築き、少しずつ話を聞いて制作した。淡々と伝える

ことで、失われたものの大きさ、亡くなった人たちの命の尊さ

などを視聴者に感じてもらうことを意識した。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ナレーションを入れないドキュメンタリーの手法は７、８年

ぐらい前から、「ノーナレ」などさまざまな番組で取り組んでき

た。今回の番組では、出演した人たちの声そのものの価値を最

大限に生かすように制作した。今後もこの手法を活用した番組

に取り組んでいきたい。 

 

○  ３月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「震災１２年 復興の地図～“希望の芽”を探

して～」を見た。国勢調査などをもとに、東日本大震災の被災地の各自治体の性別や

年齢別、職業別の人口増減を詳細に分析していて興味深かった。年長者が若い人に町
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の復興、再生を任せることで、若い世代の人口が増加している宮城県女川町や、直営

の保育所を開いたことで求職者が増えている水産加工会社などの事例は、被災地だけ

でなく、若い世代の減少に悩む全国の過疎地にとっても、ヒントになると感じた。ほ

かの過疎地についても国勢調査のデータ分析を基にした、若い世代を呼び込むための

ヒントとなる取り組みを見つけ出すことを期待している。 

 

○  ３月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「震災１２年 復興の地図～“希望の芽”を探

して～」を見た。国勢調査の結果について、知る機会が今まであまりなかったように

感じるが、この番組で詳細に分析し、年代別、性別、家族構成別の人口増減を可視化

したことは非常に興味深い。今回の分析だけで人口増減の理由を説明しきることはで

きないかもしれないが、一つの見方を示すという意味で意義があったと思う。若い人

を呼び込む工夫、自前の保育所を設置した中小企業、地元産業とベンチャー企業の協

力などの実例は震災からの復興だけでなく、少子高齢化に悩む日本全体にとっての

ヒントになると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組ではデータを通し、復興の現在地を考えてみようと

した。全体的に人口が減っている被災地の中にも人口が増加に

転じているところや、新しい産業が起こりつつあるところもあ

る。それらを見ていくことで、少子高齢化が進む日本の問題解

決のヒントも見いだせるのではないかと考えている。 

 

○  ３月１８日(土)のＮＨＫスペシャル メルトダウン Ｆｉｌｅ．８「前編 原発事

故・危機の８８時間」（総合 後 10:00～10:54）と３月１９日(日)の「後編 事故１２

年目の“新事実”」（総合 後 9:00～9:54）を見た。東京電力福島第一原発事故につい

て、事故当時、アメリカでは原発事故が特にクローズアップされて、西海岸が放射能

汚染される可能性があるとして市民にヨウ素剤の購入を呼びかけたり、原発の中で何

が起きているのか専門家が分析したりするなど盛んに報道されていて、日本国内との

違いに驚いた記憶がある。このように世界でも大きく注目された原発事故について、

新たに分かった事実も踏まえて検証した意義深い番組だった。地震や津波に対する備

えについてはもちろんのこと、原発事故の検証と事故対策についても伝え続けてほし

い。 

 

○  ３月１８日(土)と１９日(日)のＮＨＫスペシャル「メルトダウン Ｆｉｌｅ．８」

を見た。東京電力福島第一原発事故の全体像について、最近になって分かった新たな

事実を踏まえ、非常に詳しく説明していた。２号機の格納容器が大規模に破壊されず
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に済んだことは偶然だったという説明には戦慄（せんりつ）を覚えた。「後編 事故

１２年目の“新事実”」の解説はやや難しく感じたが、非常によい番組だった。 

 

○  ３月１３日(月)のクローズアップ現代「まだまだ拡大中！推し活パワーが世界を変

える」を見た。外部の情報を自分なりに意味づけて世界を捉え直す心の働きを説明す

る“プロジェクション・サイエンス”という視点を用いて「推し活」を分析していた

ことが興味深かった。この番組をスマートフォンから「ＮＨＫプラス」で見ていたが、

画面に表示されたＱＲコードからリンク先のホームページを参照しようとして、スク

リーンショットを撮ろうとしたが撮れずに、参照できなかった。スマートフォンの「Ｎ

ＨＫプラス」の再生画面では、番組内で表示したＱＲコードの参照先のホームページ

のリンク先を別に表示するなどの工夫があるとよいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  スマートフォンで「ＮＨＫプラス」を見ているときに、画面

をタップして左上に表示される「ｉ」ボタンを押すと、番組の

詳細情報を見ることができる。この詳細情報の中に番組の公式

サイトへのリンクもあり、番組の概要やより詳しい情報などを

見ることができるようにしている。 

 

○  ３月１３日(月)のクローズアップ現代「まだまだ拡大中！推し活パワーが世界を変

える」で、出演者の写真を取り違えるミスがあったとの報道があった。「クローズアッ

プ現代」はよい内容の回が多いが、タイムリーな話題を追い求めるあまり、制作に無

理が生じている部分があるのではないかと気になった。拙速にならず、きちんと質が

保たれた番組を制作するよう心がけてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組で、推し活女子専門ジムに通う女性を紹介した際

に、全く違う人物の写真を誤って使用してしまった。この女性

が自身のＳＮＳでリツイートした写真を、本人の写真と間違え

て選び、最終的な確認をしないまま放送してしまったものだ。

誤って紹介した写真の関係者、ならびに取材に協力いただいた

関係者の皆様には大変迷惑をおかけした。「クローズアップ現

代」は毎回さまざまな部署の人間が参加して制作しているが、

編集段階から何度も試写を重ねて内容をチェックする体制をと

っている。このような間違いが二度と起こらないよう現場で議

論し、改めて取材の手順などを確認していきたい。 
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○  ３月１３日(月)のヒューマニエンスＱ（クエスト） シーズン２「“快楽”ドーパ

ミンという天使と悪魔」を見た。一般的に「快楽物質」といわれるドーパミンが、学

習のきっかけとしても働いていることを紹介していた。番組を見たとき、多忙のため

気持ちが沈んでいたが、自分もドーパミンを働かせて活力を得ることができると思い、

前向きな気持ちになることができた。 

 

○  ３月１５日(水)のクローズアップ現代「密着！賃上げ交渉 私たちの給料は上がる

のか？」を見た。従業員の生活の苦しさなど、さまざまな理由から賃上げが求められ

ている現状と、一方で、物価や光熱費の高騰で利益率が落ちている中小企業にとって、

賃上げは簡単なことでないことも取り上げられていて考えさせられた。経営者と従業

員を対立関係として取り上げるのでなく、労使双方で一緒に考えていかなければいけ

ないテーマとして伝えていたことがよかった。介護、福祉の業界では、介護報酬が決

まっている一方、光熱費の高騰などで厳しい経営状況になっている現状があり、ほか

の業界で賃上げが進むと介護に携わる人材の確保が厳しくなるのではないかという

危機感がある。このような特定の業界の経営の実態などについても踏み込んで取り上

げてほしい。 

 

○  ３月１５日(水)の歴史探偵「ＶＲ探検！信長の安土城」を見た。現地の測量と当時

の記録をもとに、安土城をバーチャル空間に再現したことに感銘を受けた。この映像

は視聴者全体の資産として今後も活用できるものだと感じた。再現にあたって膨大な

資料を参照したと思う。参照した資料の一覧を番組ホームページなどで公開すれば、

その一覧にも資料としての価値があると思う。 

 

○  ３月１６日(木)のサラメシ シーズン１２「仙台せり収穫メシ▽家族のごちそう定

期便」を見た。宮城県名取市のせり農家を取り上げていた。農業の現場を紹介するの

は、若い世代が農業に興味を持つきっかけになってよいと思っているが、冷たい泥水

につかってせりを収穫する姿には、過酷な現場だと感じるかもしれないと思った。 

 

○  ３月１９日(日)のＮＨＫのど自慢「大分から生放送▽八代亜紀・阿部真央」を見た。

インターネットで見つけた雑誌記事で「ＮＨＫのど自慢」の制作の舞台裏を知って興

味を持っていた。番組には、地元愛の強さを打ち出す人、大切な人のために歌う人、

歌うことの楽しさを伝える人など、個性豊かな出場者が次々と登場していた。限られ

た時間の中で１８人もの出場者を次から次に紹介しながらも、決してさばいているよ

うには見せない司会の小田切千アナウンサーの技量にも感心した。来月からは男女２

人の新しいアナウンサーに交代するとのことだが、番組に新しい魅力が加わるか楽し
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みだ。「ＮＨＫのど自慢」を通して、地味な存在ながら長年にわたり続いている番組

の価値を改めて認識した。マンネリにならないよう時代に合わせながら、よりよい番

組となるよう期待している。 

 

○  ３月２０日(日)のダーウィンが来た！「鉄腕ＤＡＳＨとのコラボで調査！海の大異

変」を見た。テレビ放送７０年の日本テレビとのコラボレーション企画で、ふだん日

本テレビの番組に出演しているフリーアナウンサーの桝太一さんが出演していて、非

常に活気があってよかった。クジラの鼻水を採取するという企画に子どもは夢中で、

家族で楽しめるよい番組だった。 

 

○  日本テレビを見ていたら、大喜利の番組にチコちゃんが出演していて驚いた。日本

テレビとのコラボレーションのねらいを知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫは７０年前の２月１日にテレビ放送を開始し、同じ年

の８月１日に日本テレビが放送を開始した。両者ともに７０年

の節目ということで、６０年、６５年の節目に続き、コラボレ

ーションした。今回は１週間にわたってお互いの人気番組、特

集番組が連携し、３月１９日(日)にはお互いのスタジオで生放

送の特集番組を放送した。ＮＨＫと民放は、日頃、しのぎを削

り切磋琢磨（せっさたくま）する間柄だが、こうした取り組み

を通じ、テレビ業界の仲間として、お互いのよいところを学び

合い、視聴者によりよいものを届けることにつなげていきたい

と考えている。 

 

○  「列島ニュース」を見ている。全国に５４あるＮＨＫの各放送局が取材した地域の

ニュースを伝えていて、旬の話題、風物詩、祭りなど、それぞれの地域の文化につい

て知ることができて興味深い。初対面の人と会話するとき、この番組で知った相手の

出身地の話題を話すと会話が弾み、役に立つこともある。また、自分が住んでいた地

域の放送局にかつて所属していたアナウンサーが、違う地域でニュースを読んでいる

のを見つけると、非常に懐かしく、古い知り合いに再会したかのように感じる。この

ような楽しみ方もＮＨＫならではだと思う。 

 

○  ドラマ１０「大奥」を見ていた。現代社会にも通じるテーマがドラマの中に投影さ

れていて、非常に興味深かった。原作、脚本、演じる俳優ともすばらしいと感じた。

続編を放送すると聞いているので、非常に期待している。 
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（ＮＨＫ側） 

  ドラマ１０「大奥」の原作には、パンデミック、ジェンダー、

少子化問題など、今の日本と重なるテーマが詰まっていて、そ

れを最大限に生かすことを意識した。秋以降に続編の「Ｓｅａ

ｓｏｎ２」の放送を予定している。 

 

○  ２月４日(土)から５回にわたって放送された「東京の雪男」（Ｅテレ(土)後 9:00～

9:30）を見た。山を降りた雪男が人間社会の中で暮らすという奇想天外なストーリー

を通して、共生社会のあり方を考えさせられた。雪男とヒロインの人間の女性との結

婚が法律上認められず、婚姻届を受理されない場面や、主人公の友人の雪男が勤務先

の工場を解雇され、役所に相談に行っても「雪人は生活保護の対象外です」と突き放

される場面からは、同性婚や外国人労働者をめぐる問題を想起させられた。他にも、

食品ロスや野生動物との共生など、ユーモアあふれるラブストーリーを基本としなが

ら、社会の様々な課題が織り交ぜられており、単なるコメディーを超えた広がり、深

み、味わいがあった。 

 

○  ２月２４日(金)の新・にっぽんの芸能「燃え上がる情念の表現」を見た。５０分ほ

どの舞踊をいったいどうやって３５分の番組で紹介するのか気になったが、中盤を大

胆にカットする代わりに、その部分のストーリーをスタジオで分かりやすく補足をし

たり、副音声で主人公の関係性などストーリーの背景を詳しく解説したりしていたの

で、舞踊に詳しくない人でも分かりやすい内容になっていた。「新・にっぽんの芸能」

は４月からリニューアルし、今より５分短い３０分の番組になると聞いているが、初

めて見る人にも分かりやすく、今までの番組のファンも満足するような内容となるこ

とを期待している。時間が短い分、説明が足りなくなることもあると思うので、番組

ホームページやＳＮＳで情報を補足するとよいと思う。古典芸能は、衣装など、視覚

的に楽しめる要素が多いので、写真や映像を投稿するようなＳＮＳがよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「新・にっぽんの芸能」はさまざまな日本の古典芸能の魅力

を視聴者に知ってもらうことを第一の目的にしている。この番

組で古典芸能に興味を持ったら、長時間の公演を見ることがで

きる「古典芸能への招待」などで、本格的な公演も堪能しても

らいたいと考えている。「新・にっぽんの芸能」は４月からリニ

ューアルするが、これからも日本のさまざまな古典芸能の魅力

をより豊かに伝えたいと考えている。 
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○  ２月２５日(土)のＥＴＶ特集「ルポ 死亡退院 ～精神医療・闇の実態～」を見た。

虐待行為が日常的に行われていた精神科病院の実態と問題の背景を、綿密な取材で明

らかにした意義のある番組だった。入院患者を支援している弁護士の取り組みに寄り

添うように伝えていたこともよかった。患者の家族、他の病院、行政が“必要悪”と

してこの病院を頼っていたことに、問題の根深さを感じた。また、２２年前に４０人

ほどの患者が不審な死を遂げる事件が起きた埼玉県の病院で院長をしていて保険医

の資格を取り消された医師が、資格を再取得してこの病院の院長となっていることも

問題だと感じた。非常に複雑な問題だと感じているが、今後も取材を続け、問題を明

らかにしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＥＴＶ特集」では６年前から精神医療の課題に取り組んで

きた。この番組は、病院の実態を告発する情報が寄せられたこ

とをきっかけに慎重に取材を続け、報道部門とも連携して、こ

の問題がより多くの人に知られるよう心がけた。根の深い問題

だが、解決につながるすべはないか、社会と一緒に考えること

ができるように、これからもこのテーマに取り組んでいきたい。 

 

○  「中国語！ナビ」と「ハングルッ！ナビ」を見ている。語学だけでなく、その国の

文化についても取り上げていて、楽しく学ぶことができる。ラジオも含め、ＮＨＫの

語学番組は質が高く、多くの人が活用していると思う。今後も、この質を維持し続け

てほしい。 

 

○  ２月２５日(土)の「ロシア 衝突の源流」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59)を見た。ロ

シアによるウクライナへの軍事侵攻がはじまって１年にあたり、さまざまな番組を

見たが、この番組が一番ＮＨＫらしさを感じた。ロシアとスラブ民族の歴史を振り

返り、外部からの圧力に対しあらがう彼らの心理状態などを深く掘り下げていた。

日頃、近現代史を学ぶ機会は少ないと感じているが、このような番組を通して、今

世界で起こっているニュースの背景を知ることができると思う。このように背景を

時間をかけてじっくりと伝えることができるのはＮＨＫならではだと感じている。

１２月から衛星放送が新しくなるが、このような番組を引き続き放送してほしい。 

 

○  国会で放送法についての議論が続いている。受信料で維持されているＮＨＫだから

こそ、政府に忖度（そんたく）することなく、公平・公正な情報を伝えていることを、

この機会にしっかりと発信してほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  放送法第４条で、放送事業者は番組編集にあたって政治的に

公平であるべきことが規定されている。この規定が倫理規定な

のか、法規範性を持った条文なのかについては双方の説がある

と承知しているが、ＮＨＫとしてはあくまでも自主・自律を貫

き、公平・公正な情報を伝えていくことは変わらない。 

 

 

ＮＨＫメディア総局メディア編成センター 
        番組審議会事務局 

 


