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２０２２年３月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１７日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「２０２３年度関東甲信越地方向け地

域放送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「２０２３年度

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

取り組みと今後の予定について報告した。その後、首都圏情報 ネタドリ！「広がる“無

毛社会”！？～私たちと毛のこれから～」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か月の番組編成について説

明が行われ、会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

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

副委員長  泉田 佑子（書家） 

   委 員      飯島 禎典（株式会社湊與 専務取締役） 

石塚  愛（横浜市立大学附属病院チャイルド・ライフ・スペシャリスト） 

坂内 剛至（有限会社ネイチャープラネット代表取締役） 

田中 裕子（さいたま市岩槻人形博物館館長） 

中村 敬太郎（前橋園芸株式会社代表取締役社長） 

吉田 千秋（ひたちなか海浜鉄道株式会社代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜都圏情報 ネタドリ！「広がる“無毛社会”！？～私たちと毛のこれから～」 

（総合 ２月１７日(金)放送＜関東地方（茨城・栃木は別番組）＞）について＞ 

 

○  脱毛について多角的に考える番組だった。メディアや広告の影響から、トレンドを

押さえることを意識して生活している人も多いと思う。脱毛の流行についても、メ

ディアの影響が少なからずあると思う。コロナ禍でオンライン会議が日常的に行われ

るようになって自身のひげが気になる人が増えたことや、いわゆる介護脱毛の広まり

などには、時代がよく表れていると感じた。番組で紹介していた体毛について子ども
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たちに教える場面では、体毛が生えることは自然なことなので、体毛とどのようにつ

きあうのか自分で考えて選択することが大切だと伝えていた。多様性の時代をしっか

りと映し出していたと思う。番組の最後に、司会のアナウンサーが「多様性の時代を

迎え選択肢も増える中で、個性を生かすためには周りの目に捉われず、強い意志を持

つことが大切」という趣旨のコメントをしていた。多様な個人がいることを受け入れ

て、それぞれの持ち味を尊重するという「ダイバーシティ＆インクルージョン」の考

え方からすると、多様性を受け入れる寛容性がなければ、摩擦を生みかねない。多様

性を受け入れることの大切さについても紹介するとなおよかったのではないか。また、

若者だけではなく幅広い世代に脱毛が広がっているとしながら、街頭の声は若者だけ

が取り上げられていたことに違和感を覚えた。 

 

○  体毛の濃さなどにコンプレックスを抱いて暮らしている人は多いと思う。脱毛をす

ることで、これまで感じていた生きづらさが少なからず解消される事例も盛り込まれ

ていて、示唆に富んだ興味深い番組だと感じた。実際に脱毛をした大学教授の方が、

自身の経験を体毛がなくなり「トゥルントゥルンになった」と表現していたのはやや

気になった。 

 

○  脱毛を望む人がここまで増えていることに驚いた。美容目的の女性だけでなく、男

性や中高年、さらには老後の介護に備えて脱毛をする人が多いことを初めて知った。

介護脱毛のパートで、「私たちプロにとっては無毛であるかどうかで負担は変わらな

い。毛があると迷惑になるという考えが広がらないでほしい」という介護の専門家の

コメントを紹介したのは意見が偏ることがなく適切だった。「首都圏情報 ネタド

リ！」はさまざまな話題を取材して伝えているが、多様な意見を丁寧に紹介している

ことがよいと思う。今回も脱毛について中立的な立場で現状を伝えたうえで、世の中

への警鐘も含んだ示唆に富む番組だった。脱毛をするかしないかは個人の判断だが、

人はさまざまな意見を参考にして決断をするものなので、賛否をバランスよく取り上

げたことを評価したい。番組では金銭的なトラブルについて紹介していたが、医療的

なトラブルについても言及するとよかったのではないか。最近ではムダ毛という表現

が体毛という表現に改められているとのことだが、正しい方向性だと思う。この番組

が思春期の子どもたちの不安を解消する一助になるとよいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  多様性とあわせて寛容性についてもう少し取り上げるべき

だという意見は次に生かしたい。街頭インタビューもさまざま

な年代の声を伝えたほうがよかったと考えている。医療的な観

点については、演出を工夫して画面に文字情報を表示する形で
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紹介した。 

 

○  脱毛のニーズが増えているということだが、その一方でひげを生やしている方が脱

毛の流行をどのように感じているのかという紹介があってもよかったのではないか。

また、体毛があることのメリットについてももう少し盛り込まれるとよかったと思う。

脚をすりむいた際は、体毛があることで傷が浅くなったり、治りが早かったりする。

そのような観点があると、よりバランスのよい番組になったと思う。 

 

○  さまざまな立場や世代の人が脱毛をしていることに驚いた。「脱毛をするもしない

も個性である」というコメントはそのとおりで、自分自身の考え方を見つめ直すうえ

でも参考になった。介護脱毛について、介護をする家族にとってはありがたいが、介

護のプロにとってはどちらでもよいという話があったが、この話題に関心を持ってい

る視聴者からすると、脱毛をしたほうがよいのかしなくてもよいのか、方向性までも

う少し掘り下げて伝えてほしかった。脱毛に関連した金銭トラブルや同調圧力につい

て紹介したのはよい警鐘になったと思う。デリケートな話題をＮＨＫらしい真摯

（しんし）な姿勢で伝える内容で好感を持った。今後もＮＨＫならではの報道や番組

を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  体毛があることでプラスになる側面について、もう少し伝え

てもよかったかもしれない。介護脱毛をする人が近年増えてい

るということを、まず紹介することに意義があると考えた。頂

いた意見は今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  最近は電車などでの広告だけではなく、いわゆる“インフルエンサー”が脱毛のＰ

Ｒをするケースが多いように感じている。タイムリーな話題を多角的に伝える、内容

の濃い番組だった。自身も脱毛をした大学教授が、「自分の容姿はそれぞれが好きに

すればよい」という趣旨の発言をしていのは、多様性の時代に即したよいコメントだ

と思った。コロナ禍以降に脱毛した理由を示すデータで、「特に理由は無い」と回答

した女性が多いことは興味深かった。コロナ禍で行動が制限される中、ある種の達成

感を得るために脱毛をする人もいると感じた。介護脱毛の紹介では、介護の専門家が、

体毛があろうが無かろうが、介助者の負担はほとんど変わらないことを明確に述べて

いて、ＮＨＫが公共メディアとして中立な立場であることが理解できた。一方で、家

庭で家族の介護をする場合は体毛があることで負担が大きかったという声も紹介さ

れていたので、介護のプロではない家族がケアする場合は脱毛をしたほうがよいのか

など、もう少し掘り下げて伝えてほしかった。子どもたちがふだん多く接している動
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画投稿サイトなどの広告には、同調圧力を感じるような過剰な表現が使われているも

のが少なからずある。その意味では、「脱毛することが当たり前」というような考え

方に警鐘を鳴らし、「脱毛は１つの選択肢で、それぞれが好きなように判断すればよ

い」というメッセージが明確に伝わってきたことがすばらしいと感じた。子どもたち

の保護者にも見てほしい番組だった。 

 

○  電車の車内広告で「脱毛はマナー」というコピーを目にし、違和感を覚えたことが

あった。この番組で、首都圏の脱毛事情をおおよそ理解することができた。３月３日

(金)の「“加工した私”に近づきたい 見た目に悩む人たち」も見たが、いずれの番

組もルッキズムの高まりとどのように向き合うのがよいか考えさせられる内容で、新

生活を迎える人たちが多い時期にタイムリーだと感じた。両番組からは、現代社会で

人間としての本来の幸せや豊かさが失われ、心の貧困が広がりつつあるのではないか

ということを感じた。体毛に対する私たちの価値観の変化を公平に伝えようとしてい

るとは感じたが、脱毛した登場人物が熱く語っていたためか、やや脱毛を肯定してい

るようにも思えた。脱毛に関する金銭的トラブルが起きていることを指摘していたの

は重要だが、美容業界に対する規制が現状ではどのようになっているのか気になった。

美容業者の戦略によって、若者たちが「脱毛しなければならない」と思い込んでしま

うことが問題になっていることがよく分った。ゲストの専門家から、体毛との向き合

い方についての若い世代に向けたアドバイスがあるとなおよかったと思う。脱毛が浸

透していることを示すデータが紹介されたが、サンプルがやや限られていて説得力に

欠けるように感じた。また、医療の観点でどのようなことに気をつければよいのか、

もっと詳しく伝える必要があったと思う。デリケートな話題を取り上げたことは評価

したいと思う。 

 

○  デリケートな話題をまじめに取り上げた番組でとてもよかった。地域でも脱毛を行

う医療機関が増えてきたと感じている。中学生や高校生が体毛について悩むことも多

いと思うので、専門家による学校での教育も必要だと感じた。電車の車内にはいくつ

もの美容業者が広告を出しているし、知名度が高く信頼がおけると思われているタ

レントが起用されているケースもある。脱毛をめぐって金銭的な被害に遭った事例に

は考えされられた。思春期の子どもたちや高齢者が、気軽に相談できるような相談窓

口を紹介するとなおよかった。また、脱毛をする場合に、どのような美容業者に注意

すべきか、もう少し詳しく知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  街中やＳＮＳ、動画投稿サイトなどを通して脱毛に関する情

報や広告に大量に触れる中で、若い世代を中心に価値観が偏る
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懸念があることについて問題提起をしたいと考えた。今回は、

個人がどのように判断するのかについて掘り下げて伝えたが、

指摘のように美容業界や広告のルールなども重要なテーマであ

り、取材を続けていきたい。脱毛をした方は、脱毛に対して肯

定的な思いが強いことを理解したうえで、反対の意見もしっか

りと伝えたつもりだ。より説得力のあるデータを示してほしか

ったなど頂いた意見は今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  脱毛が流行しているが、そのさまざまな側面について理解を深めることができた。

介護脱毛を行う人が増加していることを伝えると同時に、介護のプロにとっては体毛

のあり無しであまり負担は変わらないという専門家のことばを紹介するなど、限定的

な情報にならないようしっかりと配慮されていると感じた。脱毛を肯定的に捉える若

い世代の声とともに、広告が若者に与える影響について伝えていて好感を持った。子

どもたちにどのように声を掛けたらよいか、保護者に対する具体的なアドバイスが留

意点とともに紹介されていたのもよかった。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月１８日(土)のＪリーグ２０２３ Ｊ１第１節「セレッソ大阪」対「アルビレッ

クス新潟」(総合 後 1:50～4:05 新潟県域)を見た。新潟市で行われたパブリック

ビューイング会場から実況するという新たな試みがとてもよかった。パブリック

ビューイング会場のサポーターの歓声も聞こえてくるなど、臨場感を味わうことがで

きた。解説の宮澤ミシェルさんと実況の増田卓アナウンサーの掛け合いもすばらし

かった。「新潟ニュース６１０」でスポーツを担当していて、今回の中継にも出演し

ていたキャスターの藍川眞帆さんはコメントも適切でよく勉強されていると感じた。

ことしはＪリーグ３０年の節目の年なので、サッカーを通して地域の人たちに元気を

届けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  パブリックビューイングの来場者からは、「実況を目の前で

見ることができて感動した」など、好意的な意見が多く寄せら

れた。新潟局では年間４試合の中継を予定している。よいタイ

ミングで中継し、地域の盛り上がりにつなげていきたい。 

 

○  ２月２４日(金)の「ひるまえほっと」を見た。宇都宮局が取り組んでいる、視聴者

からの疑問を徹底的に調べる企画「シラベンジャー」の舞台裏が紹介されていが、と
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ても熱心に取材をしていることがよく分かり胸が熱くなった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「シラベンジャー」は 2022 年４月から「とちぎ６３０」の

コーナーとして放送していて、キャスター、記者、ディレクタ

ー、カメラマンなどさまざまな職種のスタッフが総力を挙げて

制作している。今後もこの取り組みを続けていきたい。 

 

○  ２月２６日(日)の首都圏いちオシ！「東京・学生の街」を見た。「ＮＨＫニュース 

おはよう日本」や「首都圏ネットワーク」での告知で興味を持った。街のいち押しの

魅力を紹介する内容で、学生が案内役を務めていて楽しめた。高田馬場、八王子、北

千住が取り上げられていたが、古くからの学生街から比較的新しい学生街まで、多様

性があったのがよい。さまざまな大学や、学生が登場したことも評価したい。テンポ

のよい進行で情報量も多くついて行くのが大変だったが、お昼どきに放送する番組と

してはよかったと思う。学生と地域住民のつながりは双方にとってかけがえのないも

のだ。北千住の住民が「大学ができて街がにぎやかで若々しくなった」と話していた

のからは、実感が伝わってきた。気持ちがよく伝わることばを丁寧に拾いあげて伝え

ていたと思う。コロナ禍で学生たちの心のよりどころが地域とのつながりにあったと

いう紹介には温かな気持ちになった。ただ、八王子のエピソードからは、学生と地域

とのつながりがあまり伝わってこなかったのが残念だった。 

 

○  ３月３日(金)のキタカン＋「北関東ご当地グルメ自慢！」を見た。「ＮＨＫニュー

ス７」の終了直後においしそうな食べ物の映像が映し出され、興味を引かれた。民放

では北関東の３県を比較して競い合わせるような演出の番組があり違和感を持って

いた。この番組は、北関東３局のキャスターがそれぞれの県のよいところを紹介し、

和やかな雰囲気で進行していて好感を持った。ご当地ならではの食材や料理はどれも

魅力的で、それぞれのグルメに携わる人たちのエピソードも興味深く、応援したい気

持ちになった。現地を訪れて味わってみたいと思わせられる内容ですばらしかった。

食事のメインとなる料理のあとに甘いものの紹介が続くという流れも分りやすかっ

た。ただ、実際に現地で食べてみたいと考えたとき、アクセス方法などが紹介されて

いなかったのは残念だった。また、「写真映え」ということばが使われていたのには

違和感を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「キタカン＋」は北関東３局が共同で年間数本制作してい

る。今回の番組は、全国放送のロコだけが知っている「ご当地
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グルメ対決 北関東スペシャル」の素材を活用しながら、さら

に偕楽園での収録を加えたもので、地域の視聴者に楽しんでも

らいたいと考えて制作した。今後もそれぞれの県の魅力を尊重

し、互いに高め合っていくような番組を制作したいと考えてい

る。 

 

○  ３月１０日(金)の金曜やまなし「再発見！やまなしの発酵」を見た。山梨県内のワ

イン醸造、みそづくり、藍染めという、発酵にまつわる３つのテーマを掘り下げた内

容で興味深かった。地域の視聴者にとっても勉強になる番組だった。ワイン醸造の

パートでは、醸造の過程の副産物で生じる二酸化炭素をどのように生かすか検討して

いる場面を紹介していた。地域の課題解決やＳＤＧｓにも関連した内容でとてもよ

かった。みそづくりや藍染めについてもさまざまな情報が伝えられていた。よく取材

していて、魅力的で意義のある番組だと感じた。コロナ禍前のようなにぎやかな雰囲

気とテンポのよい進行からも、これからの時代が楽しみになった。ゲストの出演者た

ちがよい雰囲気を作り、番組に一体感をもたらしていた。ワイナリーだけではなく、

みそ蔵での収録があるとより効果的だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  最近注目されつつある発酵をテーマにして、ふだんあまりテ

レビやＮＨＫを見ない若い世代とつながるイベントを行った。

今回の番組は、そのイベントと連動して制作したものだ。甲府

局のオープンスタジオだけではなくワイナリーで収録を行うこ

とにも取り組んだ。頂いた意見は今後の番組制作に生かしてい

きたい。 

 

○  ３月１０日(金)のとちスペ「１２歳で被災したぼくらの同窓会 ～あの日から１２

年～」を見た。宇都宮局の齋藤貴浩記者は宮城県石巻市出身で、東日本大震災で被災

した経験があるそうだが、当事者でありながら記者として客観性を持って番組に関わ

ることは難しく、苦労も多かったのではないか。３月１１日の前後で震災関連の番組

を放送することは、東日本大震災を風化させないために重要なことだ。震災関連の番

組は見ていてつらくなるような場面もあるが、この番組の「決して美談にしないでほ

しい」という被災者のことばがすべてを表していると感じた。被災者の中には、触れ

られたくない過去と向き合っている人もいれば、すでに前を向いて生きているので同

情されたくないという人もいる。それぞれにさまざまな事情や生き方があるので、今

も前を向くことが難しい人たちの思いも伝えてほしかったと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

  若手の記者とディレクターが中心になって制作した番組

だ。東日本大震災についてはこれからも継続して伝えていく。

頂いた意見は現場に伝え、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  「新潟ニュース６１０」で「知っておきたい原子力」というシリーズが始まった。

「原子力とはそもそもどのようなものなのか」など、毎回テーマを絞って短時間で伝

えていて勉強になる。誰もが受け入れやすい伝え方で情報を発信していてよい取り組

みだと思う。若い世代にとっても役に立つ内容なので、ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏ

ｌなどにも展開してほしいと思う。エネルギー問題についても伝えられているが、天

然ガス採掘など新潟県の資源開発がどのような役割を果たすのかについて、もう少し

掘り下げて伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「知っておきたい原子力」は全１１回のシリーズを予定して

いる。再放送についても検討していきたい。新潟県では古くか

ら原油や天然ガスの開発が行われていて、国内シェアの大半を

占めている。エネルギーに関する最新情報はこれからも丁寧に

伝えていきたい。 

 

○  ２月２５日(土)のＮＨＫスペシャル「調査報告・ロシア軍～“プーチンの軍隊”で

何が～」と２月２６日(日)の「ウクライナ大統領府 軍事侵攻・緊迫の７２時間」を

見た。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってからの数日間に、ウクライナ

大統領府やロシア軍がどのような動きをしたのかがよく分かる番組だった。関係者た

ちの行動や考えがリアルに伝わってきた。ＮＨＫがこのような番組を制作できたのは、

長年ウクライナの放送事業に協力してきた実績があったからだと感じた。争いの歴史

が増えるのは悲しいことだが、忘れてはならないことをしっかりと記録に残すことは

重要で、意義のある番組だった。 

 

○  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 

後 7:30～8:48、10:00～10:54)を見た。「半割れ」という時間差で大きな地震が２回以

上発生する可能性があることを初めて知った。実際にこの現象が起きた際に人々が取

るべき行動や行政の態勢構築などについてシミュレーションし、災害が起きてしまう

前に伝えたことがよい。発災時に私たちが取るべき行動について考えさせられるすば

らしい番組だった。 
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○  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」を見た。

近い将来に高い確率で起きると言われている南海トラフ地震について取り上げた良

質な番組だった。最近は新型コロナウイルスやウクライナ情勢などのニュースに目が

いきがちだったが、改めて身近な危機を再認識することができた。防災・減災報道や

災害時の情報発信はＮＨＫが担っている重要な役割だと考えているが、この番組はま

さにその役割を体現していてすばらしかった。発災時のさまざまな状況を想定し、私

たちの取るべき行動を臨場感のあるドラマ仕立てで伝えていて理解が深まった。３月

５日(日)の「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)も見た。専門家と出演者の対話を通し、視聴者も一緒になって考え

ることができる演出がとてもよかった。東日本大震災から１２年が経過したが、依然

として復興は道半ばで、あらかじめ災害に備える重要性を痛感している。引き続きさ

まざまな形で防災や減災につながる情報を伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  南海トラフはもちろんだが、ことしは関東大震災から 100 年

となることを踏まえ、首都圏局でもプロジェクトで年間を通し

てさまざまな展開を行う予定だ。首都直下地震への備えについ

ても詳しく伝えていきたい。 

 

○  ３月５日(日)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」を見た。ＱＲコードを活用して、

視聴者からの質問を募集する場面があった。手元に携帯電話がある場合はよいが、そ

うでない場合にはやや不便に感じる。番組のホームページなどから応募画面に簡単に

到達できればよいのだが、今回はたどり着くのが難しかった。放送に関連するデジタ

ルコンテンツがより使いやすくなることを期待したい。 

 

○  ３月１６日(木)の日本テレビの番組に「チコちゃん」が出演するなど、ＮＨＫと日

本テレビがさまざまな番組でコラボレーションする企画を見た。ＮＨＫは昔と変わっ

たという印象を受けた。ＮＨＫをふだん見ていない人は、いくらよい番組を放送して

もＮＨＫを見ることはない。ＮＨＫがチャンネルを合わせてほしいと考えている若い

世代が日常的に見ているであろう民放の番組にＮＨＫのコンテンツが登場すること

で、ＮＨＫの番組を見るきっかけになるし、ＮＨＫが親しみやすい存在であることも

伝わる。効果的ですばらしい取り組みだと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫと日本テレビは双方とも放送を開始してからことし

で７０年になることをきっかけに、互いの人気番組がコラボ

レーションして放送するなど、さまざまな展開を行っている。
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３月１９日(日)にも特別番組を放送する予定なので期待してほ

しい。 

 

○  ２月１８日(土)の「いのち輝く 横浜こどもホスピス１年」(ＢＳ１ 後 8:00～8:49)

を見た。番組のロゴは虹色のデザインで、子どもたちはどのような色にもなれるし、

輝ける存在であることを示唆していて、番組の内容にぴったりだと感じた。横浜局が

継続して取材してきたことをまとめて伝える内容だった。こどもホスピスは、子ども

たちや家族にとって大切な家のような場所であることがよく伝わってきた。２人の女

の子がこどもホスピスで過ごす様子が多く紹介されていたが、彼女たちの姿を通して

ホスピスが重要な存在であることがよく伝わってきた。臨場感のあるカメラワークで、

その場にいるかのような感覚を覚えた。語りが子役の新津ちせさんであることにも好

感を持った。コロナ禍で、子どもたちやその家族は感染を避けるために、家と病院を

往復する生活を余儀なくされてきた。社会や人とのつながりが失われがちな中で、こ

どもホスピスの存在は欠かせなく、普及が進んでほしいと思う。国から金銭的な支援

が受けらないことが課題だと考えているので、この問題も含め、引き続きこどもホス

ピスの重要性をしっかりと伝えてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組で取り上げた子どもホスピスは 2021 年１２月に開設さ

れ、2022 年６月３日(金)の首都圏情報 ネタドリ！「ひとりひ

とりの命輝く場所 横浜“こどもホスピス”」でも特集した。

開設から１年が経過したタイミングで、ＢＳ１で放送し、全国

に伝えることができた。各地のこどもホスピスでも、資金面で

の課題が多いと聞いている。今後も取材を継続していきたい。 

 

○  ３月１１日(土)にさいたま局が主催した防災イベント「ＮＨＫさいたま防災展示ｉ

ｎさいたま新都心」を見てきた。会場は 2022 年に放送された首都圏ネットワーク「大

規模マンションの防災対策」でも取り上げられた、大型マンションが林立する地域だ。

この地域でイベントを開催することは効果的だと感じた。公衆電話での災害伝言ダイ

ヤルの使い方や、ガスメーターの復旧方法などを実際に体験できた。ＮＨＫと公共機

関、行政が連携して防災に取り組むことは極めて重要だと改めて感じた。さいたま局

は、このイベントに合わせて「ひるどき！さいたま～ず」でも「備える」をテーマに、

災害時に身を守るための情報を伝えていた。イベントと放送が一体になって視聴者に

届けることは効果的ですばらしい。これからも命と暮らしを守る防災・減災報道に全

力で取り組んでほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  さいたま新都心で防災に関する企画展を行っている。さいた

ま市は人口の増加が全国的にも顕著で、さらに新都心周辺は新

築のマンションも多いので、防災をテーマにした企画を実施す

るのに最適だと考えた。今回の企画展は、防災のネットワーク

を広げることも意識して、民間企業や行政と協力して行った。

また、体験型のコーナーを設け、理解促進を図ることに努めた。

頂いた意見は今後の展開に生かしていきたい。 

 

○  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。国勢調査のデータから人口増加が起きている場所を探し出し、

その原因を探るという内容で興味深かった。町ぐるみで行っている取り組みもあれ

ば、企業が始めた取り組みが人の流れを作り出している例もあり驚かされた。研究

者が「被災地はこれからの日本の社会の鏡になる」と話していたが、紹介されてい

た取り組みは、いずれも人口減少に頭を悩ませている多くの自治体にとって、希望

になると感じた。被災各地で活躍する若者はもちろん、若者の挑戦を後押しする大

人たちの姿も印象に残った。若者に任せるという決断をした年長者の思いや葛藤に

ついて詳しく聞いてみたかった。 

 

 

 

 

ＮＨＫメディア総局メディア編成センター／首都圏局 

             番組審議会事務局 

 


