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２０２３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、１５日(水)、ＮＨＫ札幌放送局におい

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、札幌局長と北見局長からあいさ

つがあり、議事に入った。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「２０２３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「２０２３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「巨大地震・津波 冬に起きたらどうする！？」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  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 教授) 

委  員  伊藤 翔太  (株式会社トリプルワン 代表取締役) 

      乾  ルカ  (小説家) 

      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） 

      清水 貴子 （地酒のまるしん商店 店長） 

      鍋谷 雪子 （株式会社Ｎａｂｅｙａ 専務取締役） 

      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「巨大地震・津波 冬に起きたらどうする！？」 

(総合 ３月１０日(金)後 7:30～7:55 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)について＞ 

 

○  冬に巨大地震が起こった場合の避難計画について、多角的に検討していた。実際に

夜間極寒避難所体験に参加した釧路局の記者のコメントには説得力があった。観光地
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での夜間の避難においては、観光客が安全な方角を見つけるのは容易でないと理解で

きた。冬の期間の防災という切り口は北海道民にとって大きなポイントであり、まと

めの解説も分かりやすかった。しかし、キーワードとして挙げていた用語をうまく生

かすことができておらず、もっと象徴的な使い方をしてもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  キーワードへの言及が番組途中からなくなってしまったの

で、途中でもう一度触れておけば、視聴者の理解の助けになっ

たかもしれなかった。 

 

○  自宅以外で被災したときの行動を考えるうえで、たいへん参考になる番組だった。

冬の避難所での温かい食事の重要性をあらためて感じた。番組視聴後には、放送で紹

介していたＱＲコードからホームページを閲覧し、非常持ち出し品を自主的に確認し

てみた。今後も定期的に冬の防災について学んでいきたいと思った。 

 

○  災害時の避難について寒冷地特有の問題と対策を分かりやすく発信する意図が感

じられた。専門家によるスタジオ解説やＶＴＲ内での説明によって、全体的に説得力

のある番組になっていた。一方で、冬の避難所生活で足りない物品を指摘しただけで

終わってしまった印象を受けた。必要とされるすべての荷物を持って災害時の悪路を

行くことはできるのかといった問題点を補完する説明も必要だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  提案するだけでなく、それによって新たに浮かび上がる課題

への補完的な説明が必要という指摘はそのとおりであり、今後

同様のテーマを扱う際には忘れてはいけないと思う。 

 

○  冬に地震が起こると被害が甚大になるということに焦点を絞り、冬の避難時の備え

について詳しく説明していた。冬の避難所は想像以上に寒さが厳しいことがよく伝

わってきた。避難時の服装についてマネキンを使って視覚に訴えており、靴が大事と

いうことが記憶に残った。想定される地震について、スタジオのセットを使った説明

があったが、海溝型地震の特徴をもっと詳しく知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  海溝型地震についての説明は、番組の時間が限られている中

ではあるが不足していたと感じる。今後の番組制作の際に生か

していきたい。 
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○  防災意識の向上を図るにはよい番組だった。実際に避難所に泊まってみるという試

みは現実味があってよかった。今回のような番組をきっかけに災害に気をつけなけれ

ばならないと再認識するので、時期を見た放送でよかったと思う。北海道の話題とし

て親近感があったが、「北海道道」として取り上げる内容だったのかは疑問が残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地震というテーマは「北海道道」で取り上げなければならな

いと考えており、３月に放送するのが視聴者に一番届くタイ

ミングではないかと思っていた。 

 

○  冬季の避難に特化し、現状と課題を扱う今回の番組はタイムリーだと感じた。避難

所生活を体験した親子や記者の気付きが共有されることで、視聴者も何が大切なのか

を疑似体験のような形で理解できたと思う。自治体の準備や受け入れ態勢が決して万

全ではないとあえて明確にしたことは、自分の身は自分で守る自己防衛の必要性を訴

えるうえで効果的だったのではないか。視聴者が思わず身の回りを見直したくなるよ

うな番組を、これからも根気強く、繰り返し届けてほしい。 

 

○  避難所体験参加者の感想から、ふだんの生活で災害への危機感を持っていてもなお

足りない部分があることがわかった。ＶＲ映像を使って函館での災害を想定する事例

が紹介されていたが、観光地の災害想定という視点は参考になった。視聴者により興

味を持ってもらうためには、興味を引く防災グッズの紹介がもう少しあってもよかっ

たのではないか。また、冬の被災時にもっともケアが必要と考えられる授乳中の母親

や高齢者が暖をとるためにはどうすればよいのかといった疑問への解決策を明確に

打ち出すことができていれば、危機管理意識向上の重要性を視聴者により強く訴えか

けることができたと思う。 

 

○  冒頭に国や道の被害想定を詳しく示しており理解が進んだ。段ボールベッドや食事

が重要という説明も分かりやすかった。問題点の提示がある一方、どうすればよいの

かという点が分かりにくかった。「避難の落とし穴」についての指摘も、具体的にど

うすればよいのかが分からず隔靴そうようだった。また、冬の観光地での避難の在り

方として紹介されていたことは一般論といえるようなものだったので、さらに踏み

込んだ内容であればよかった。最後に、スタジオゲストの専門家が話していた、避難

には二つのフェーズがあり、まずは逃げること、そして避難生活は意外に長く続くと

いうコメントは冬の避難についての重要な指摘だった。 
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（ＮＨＫ側） 

  具体的な対策を示すべきではという指摘に関して、ＮＨＫ北

海道では地域社会のニーズを調べ、それに応えていくプロジェ

クトを 2023 年度から始める。そのテーマの一つに「防災」を据

え、日常の中に防災を考える習慣を作るという取り組み、ムー

ブメントを作りたいと考えている。 

 

○  今回の放送は、住民にとって何が必要かに焦点が当てられており、視聴者の関心が

高かったのではないか。避難所内の気温が夜は７度台ということに驚いた。ほかにも

具体的な情報が示されており、視聴者が避難を疑似体験できたと思う。番組ホーム

ページにも備えの問題についての有益な情報が掲載されていた。災害に関する情報へ

のニーズは、地域や生活スタイル、使用している言語など住民の事情によりさまざま

なので、それぞれのニーズに目を向けた番組作りを続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  一つの番組だけで終わるのではなく、ニュースの企画やウェ

ブ記事、ＮＨＫ北海道で展開している防災のホームページでも

情報を分かりやすく整理して発信し、より多くの方が知識を得

られるようにしていきたい。 

 

○  東日本大震災が発生した３月１１日を前に、防災意識を喚起する番組を放送するこ

とは重要なことだと感じた。この番組は、冬の避難所での低体温症への対処について

掘り下げられており、非常に参考になった。段ボールベッドや災害用トイレなどは家

庭でも準備が必要だと再認識した。スタジオゲストの専門家が挙げていたキーワード

は、避難生活のポイントを分かりやすく押さえていた。自分の身は自分で守るという

観点で災害時を想定して備えることが大切だと改めて感じた。分散避難など自治体だ

けでなく企業と住民が一緒に議論しながら備える必要があるものについては、取り組

みがどれくらい進んでいるのか気になった。先進事例の紹介によって地域の企業と住

民との連携が生まれたり、強まったりすることもあるのではないか。「防災対策をす

れば死者数を８０％減らせる」というキーワードを紹介していたが、もう少し分かり

やすく、誰もが親しみやすい形で浸透することで、ふだんから防災意識を持つことに

つながってほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「防災対策進めると死者数８０％減」というキーワードは、

防災番組を放送するにあたって重要なことだと考えているので、



5 

今後は詳しく説明することを意識していきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月３日(金)の道北・オホーツクスペシャル「自治体広報が伝える ふるさと自慢

スペシャル」(総合 前 1:20～1:44 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)をＮＨＫプラスで見た。自治体の広

報担当者が映像撮影やインタビュー、リポートを行っていた。地域の人々とともに番

組を制作していることがよく伝わってきて、新鮮さを感じながら好感を持って見るこ

とができた。ほかのエリアで放送されているこのような番組もＮＨＫプラスの配信だ

けでなく、視聴できればよいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  平日後６：４０から道内の各エリアで放送している番組も、

今後ＮＨＫプラスで配信する予定である。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組は、自治体の担当者とやり取りをしながら、地域な

らではの情報を発信している。引き続き、さまざまな自治体の

情報を紹介していきたいと考えている。 

 

○  ３月３日(金)のどうみん手作りクイズ１７９Ｑ「第３回」(総合 後 7:30～7:56.30 

北海道ﾌﾞﾛｯｸ)と１０日(金)の「第４回」(総合 後 7:57～8:23.30 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。

冒頭からテンポがよく見やすかった。出演した地域の人々との連携もスムーズだった。

特に「第４回」では、スタジオゲストの武田真治さんと番組ＭＣの加藤浩次さんとの

やり取りを楽しんで見ることができた。 

 

○  ３月３日(金)のどうみん手作りクイズ１７９Ｑ「第３回」と１０日(金)の「第４回」

を見た。「第１回」や「第２回」よりも演出がよりわかりやすくなっており、字幕スー

パーやイラストをもふんだんに使われていて、丁寧に制作されていると感じた。これ

までにクイズを出題した市町村の合計数が分かるような表示があるとよいのではな

いかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組は、クイズのアイデアを出して、出演もしていただ

く各自治体の方々がいなければ成立しない番組である。ＮＨＫ
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の放送を視聴者と一緒に作っているということが提示できてい

るとすれば意味があると思っている。画面の表示については、

視認しやすいように工夫を続けていきたい。 

 

○  ３月３日(金)のどうみん手作りクイズ１７９Ｑ「第３回」と１０日(金)の「第４回」

を見た。「第１回」や「第２回」と比べて、紹介されている市町村の場所が地図で見

やすくなっていた。ただ、全国放送で北海道を扱っている番組のように、市町村の名

前や場所をもっと丁寧に紹介する努力が必要だと思った。そのほか、手作りクイズは

地元の特色ある産業をプレゼンする形式が多いが、もう少し形式に幅があってもよい

のではないか。出演する方々による、一般の方ならではというような内容の手作りク

イズも見てみたい。 

 

○  ３月５日(日)の北海道スペシャル「知床 いのち巡る地より」(総合 後 1:05～1:50 

北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。この番組にはナレーションがなく、最初は慣れない感じもあっ

たが、新鮮さも感じられた。また、知床の自然と、美術家の創作活動や暮らしぶりが

美しい映像とカメラワークで捉えられており、とても感動した。 

 

（ＮＨＫ側） 

  制作者は４５分もの長時間をノーナレーションでよいもの

かと戸惑いながらも挑戦した。ノーナレーションだからといっ

て沈黙ばかりではなく、知床のいろいろな声や音が聞こえてき

たことで、むしろじょう舌な世界を表現できたのかもしれない

と思う。 

 

○  ３月５日(日)の北海道スペシャル「知床 いのち巡る地より」を見た。ノーナレー

ションだったが、芸術がテーマだったので、ナレーションによる説明がなければ内容

が理解しづらかった。周りの音や出来事が自然に映り込んできて臨場感が出るのは

ノーナレーションの長所だが、理解の難しい世界については分かりにくくなってしま

うと感じた。３月１１日(土)の「ＮＨＫニュース おはよう北海道 土曜プラス」で

放送した、氷下を舞うフリーダイバーを取り上げたリポートではノーナレーションが

効果的だった。フリーダイバーの「１本のダイブが人生を凝縮したような感覚がある」

という言葉が斬新で、鮮やかな印象を持った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  芸術がテーマの番組では、補足としてのナレーションが必要

だったのではないかという指摘はたいへんよく理解できる。一
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方で、ナレーションで意味が分かるということは、映像から感

じる余白のようなものを失っているという可能性もある。視聴

者が自分自身で解釈し、意味付けしていくことによってさらな

る想像につながったり、あるいは全く意味が分からなくても衝

撃を受けたりするといった効果がノーナレーションの醍醐味だ

と考える。 

 

○  ３月９日(木)の道東スペシャル「語ろう これからの私たちの“まち”」(総合 後

7:30～8:45 帯広単･釧路単)を見た。１月末でデパートが閉店したその後のまちの未

来を語り合う生放送で、高校生たちも語り合いの輪に加わっており興味深かった。ま

ちのにぎわいをどう作るかといった、さまざまなテーマに沿って、出演者それぞれの

声を聞き合う展開は見応えがあった。高校生ボランティア団体のメンバーが中心街の

商店街を訪ねて、店の人と話をしながら、まずは意見を聞き合う関係を作って思いを

共有することが、新たなまちづくりのヒントになると気付く様子が印象的だった。帯

広局がまちづくりの今後という多くの視聴者が関心を寄せる話題について討論番組

を放送する意義は大きく、ＮＨＫも議論に加わり、地域課題の解決にともに取り組む

姿勢を具現化した番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地域のために何ができるかというだけでなく、その先にある

「地域とともに」や「地域の一員として」といった志を持てる

よう模索を続けていきたい。 

 

○  ３月１３日(月)の道東スペシャル「語ろう これからの私たちの“まち”」(総合 前

0:54～2:09 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)の北海道ブロックでの再放送を見た。学生から経営者に一

方的に意見するという構成になっていたことに疑問を感じ、その意見の実現可能性も

意識した構成にしてほしかった。スタジオの出演者にもう一人、経営者や地域の経済

界の方がいればよりよかったのではないかと思う。 

 

○  ３月１０日(金)の北海道を愛した画家たち～紋別で暮らし描かれた風景～「村瀬真

治」(総合 後 3:55～4:00 旭川単･北見単)を見た。８０歳まで流氷を描き続けた画家

の作品について、初期から晩年までの作風の変化を追いながら、ゆったりと見ること

ができる番組だった。 

 

○  ３月１４日(火)のプロ野球２０２３「日本ハム」対「西武」(総合 後 1:30～5:50 北

海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。ＮＨＫと民放各局が同時に中継しており、話題性があるといえど
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も複数局で放送する必要はないのではないかと感じた。各テレビ局が同時に放送する

のであれば、中継内容をすみ分けしておくべきではなかったか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  北海道日本ハムファイターズの本拠地、エスコンフィールド

北海道で行われる最初の試合ということで注目度が高く、ＮＨ

Ｋが中継を予定していたところ、民放他社も中継があると直前

にわかった。視聴者の高い関心に応えられるようＮＨＫ独自の

演出で中継したつもりだったが、結果としてそれほど差別化が

図られていなかったと感じる。スポーツ中継に限らず、民放と

連携や協力すべきところは議論していかなければならないと考

えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この中継は、通常の同時間帯の約６倍の世帯で視聴され、視

聴者の関心の高さをあらためて認識した。一方で、午後３時台

は全国放送では大相撲を放送していたが、北海道地方では後

３：５４までプロ野球を放送したことに対して視聴者から多く

の意見が寄せられた。今回の番組編成や中継における演出は、

エスコンフィールド北海道のこけら落としという二度とない出

来事の価値を重視した結果だが、視聴者からの意見を参考にし

ながら今後に生かしていきたい。 

 

○  ２月２０日(月)のクローズアップ現代「シリーズ侵攻１年 ウクライナ“真実”を

追う記者たちの闘い」を見た。非常に迫力のある映像やリポートが続いた。ウクライ

ナの放送局についての取材では、ウクライナの放送局が非常に冷静に、常にウクライ

ナの政権を監視しようとするマインドを強く持っていることが分かった。これが健全

な報道の在り方であり、ＮＨＫが放送する映像としては自らの姿勢を正す意味もあっ

たと思う。 

 

○  ２月２１日(火)のクローズアップ現代「シリーズ侵攻１年 ロシア 市民たちの１

２か月」を見た。２夜連続放送の２日目はロシアを取材しており、ロシア軍の支援活

動をしている人の、ロシア人はこの戦争をどのように認識しているのかを示す言葉を

紹介したことには大きな意味があると感じた。一方、キャスターが国家と国民を一緒

に非難して戦争は止まるのかというロシアへの問いかけをしていたが、これには承服

しかねた。現段階でロシアの侵攻批判にブレーキをかけるようなコメントはふさわし
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くないと思った。 

 

○  ２月２２日(水)の時論公論「ウクライナ侵攻１年 経済制裁の効果と今後のリス

ク」を見た。ロシアのウクライナ侵攻から１年を評価する中で使っていた「ポスト冷

戦」という言葉の意味するところが曖昧だったのではないか。また、国際秩序の話を

するならば、国連の状況にも触れ、国連には何ができるのかというところから論じて

ほしかった。 

 

○  ２月２３日(木)の「ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵」(BS1 後 6:00～

7:49)を見た。前編では、十勝出身の画家とウクライナのハルキウにある芸術学校の

美術教師が、お互いの戦争体験や子どもたちの描く絵画の表現を通じてウクライナや

世界の平和を希求する姿が丁寧に描き出されていた。後編では世界中に取材を広げて

おり、子どもの絵から世界を見ていくという展開に感心し、平和の大切さを随所に感

じた。 

 

○  ２月２３日(木)の「手話で楽しむみんなのテレビ×ドキュメント７２時間」(E テレ 

後 10:30～11:00)を見た。ろう者に内容がよく伝わり、理解しやすくなる「ろう通訳」

を行っていた。コメントしている人の微妙なニュアンスが伝わることで、耳が聞こえ

ない人にもより一層番組を楽しんでほしいという番組制作者の意図が伝わってきた。 

 

○  ３月２日(木)のあさイチ「愛（め）でたいｎｉｐｐｏｎ 北海道～極寒の大地でホッ

とな出会い～」(総合 前 8:15～8:55)を見た。函館市内から大沼エリアに至るまで函

館局のアナウンサーがニッチなスポットを紹介していた。北海道の個性的な部分とし

て、あえて食や景観ではなく「人」に注目した内容となっており、楽しみながら見る

ことができた。出演者には若い人が多かったので、若者向けにＮＨＫプラスで配信が

あることをもっと周知してほしい。 

 

○  ３月４日(土)のＭＥＷＥ「１７歳高校生のルーティン」(総合 後 4:13～4:15)を見

た。２分ほどの短い放送の中で胸がしめつけられるようなシーンがいくつもあり、印

象に残る番組だった。ヤングケアラーの日常を描いており、より鮮明に当事者の生活

が想像できた。 

 

○  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 

前編･後 7:30～8:48、後編･後 10:00～10:54)を見た。番組の冒頭と最後の解説で、南

海トラフ地震の概要をイラストやグラフなどで視覚的に分かりやすく整理していた。

直接被害が想定されるいくつかの地域ごとにどのようになるかが示されたことで、日
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常生活の中で不意に襲ってくる地震の恐怖を改めて認識し、備えが必要だと感じた。 

 

○  ３月５日(日)のＮＨＫスペシャル「南海トラフ巨大地震 第２部 “最悪のシナリ

オ”にどう備えるか」(総合 後 9:00～9:59)を見た。第１部のドラマで想定されてい

た事態への対処や準備など多角的な提言が盛り込まれていたので、災害の全体像を重

層的に把握できた。自治体や個人、企業それぞれが災害に備える必要性をあらためて

感じた。政府や自治体ができることには限界があるとはっきり述べていたが、それな

らば自分の身を自分で守るためにどうすればよいのか方策を示してほしかった。 

 

○  ３月１０日(金)のドキュメント７２時間「冬の北海道 村のコンビニで」を見た。

初山別村の村に１軒だけしかないコンビニを撮影場所に選んだのは興味深かった。地

域のよさや課題がさまざまな角度から浮かび上がっていたと思った。 

 

○  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～」(総合 後 10:00～10:49)を見た。石巻市雄勝町の病院の関係者に取材し

た番組だったが、定点観測のように震災のことを毎年見ていくということの大切さを

感じた。ノーナレーションという演出手法を取り、病院の看護師や医師、震災で亡く

なった人の関係者の言葉をつないでいくことで、震災を風化させない効果があると

思った。 

 

○  ３月１１日(土)のレギュラー番組への道「ネコが選ぶ！アニマル動画グランプリ」

を見た。５日間かけた科学的計測、ゲストや専門家の自由なコメント、アナウンサー

の実況などすべてに笑いどころがあり、あっという間に番組を見終わってしまった。 

 

○  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。女川や石巻の将来性の高い事例を紹介していたが、紹介の手法とし

て国勢調査のデータを分析して、グラフ化あるいは図にして示すという手法は斬新だ

と思った。被災地に起きていることは、これから人口が減少する日本全国でも散見さ

れる事例だという視点には共感でき、全体的に分かりやすい番組だった。 

 

○  ３月１３日(月)のドキュメント２０ｍｉｎ．選「見えない人の“みる”世界」(総

合 前 0:00～0:19.45)をＮＨＫプラスで見た。３人の視覚障害者が世界をどうイメー

ジし、その中でどう生活しているのかを日々のＶＴＲを交えながら語っていた。３人

のイメージを提示する際に、３人の言葉が過不足なく組み込まれており、「見えてい

る世界」のイメージも言葉に忠実に再現されていた。同一の空間を見ているにもかか

わらず、三者三様な様子が興味深かった。視覚障害者が見る世界を知ることで、視覚
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障害を持たない人々が自分自身を知ることができる番組だと思った。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 


