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平成２４年３月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２１日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。  

会議では、まず、前回の番組審議会での答申を受け「平成２４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「平成２４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、北海道発スペシャルドラマ「大地のファンファーレ」ほか、番組一般につい

て活発な意見交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

 

（主な発言） 

＜「平成２４年度北海道地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○  ６月から札幌局のホームページでのニュース配信を充実させる予定とのことだが、

このことについて聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

現在でも、データ放送の北海道関連ニュースをホームページでも掲載し

ている。新年度はニュース関連のページをリニューアルし、「ネットワーク

ニュース北海道」で取り上げたニュースの解説記事などを掲載していき、

一層の充実を図りたいと考えている。 

 

 

 



 2

＜北海道発スペシャルドラマ「大地のファンファーレ」 

２月１７日（金）後 8:00～8:43 前編「出走！」       

２月２４日（金）後 8:00～8:43 後編「人馬一体」＞について 

 

○  ドラマの舞台は、世界で唯一といっていい、北海道のばんえい競馬であり、地域

を発展させるために、観光資源を見直し、新たな魅力を発見するという意味でも道

民として、ありがたいという気持ちだ。ただ、全国放送でも予定していたためか、

ばんえい競馬の歴史的な背景、経営状況の厳しさなど、視聴者に背景をわかりやす

くするための要素を盛り込んだため、放送時間が足りないと感じた。レースシーン

はアップやスローモーションが多く、全体が映らないため、レースのだいご味が欠

けてしまったと思う。脚本が平板で、意外性が欠けていた。また、主人公が先輩ジ

ョッキーを鼓舞するために、「あんたを負かしてやる」というセリフを言っていたが、

いくら若者でも、先輩にあんな言葉遣いはしないと思う。説明的なセリフも多く、

無駄なセリフが多いのが気になった。主役の高良健吾さんは現代の若者像を一生懸

命演じたのかもしれないが、暗い印象だった。前向きな姿勢の主人公を見たかった。 

 

○  新人騎手同士の競争心や、ベテランジョッキーとの世代交代などのテーマが興味

深く、楽しく見ることができた。映像がとても美しく、朝焼けの中、ばん馬の鼻息

や俳優の吐く息が白く、本当に寒いことが臨場感をもって伝わってきた。札幌交響

楽団の演奏による音楽も素晴らしかった。最後のイレネー記念のレースのシーンで

も、テーマ音楽がだんだん大きくなり、少しの間、無音になった後、また観客の音

が聞こえるなど、音響効果もうまく工夫されていたと思う。 

 

○  連続テレビ小説「おひさま」で義理の親子を演じた、高良さんと寺脇康文さんが

出演しており、娯楽番組として楽しく見た。ただ、人と馬が関わるシーンが、レー

ス中心の展開で、馬房の中での人と馬の触れ合いや給餌など、馬と一緒に生活し、

働くことで騎手が成長していくシーンがあまり見られなかったことは残念だった。

ばんえい競馬についてよく知らなかったが､新人騎手が斤量のハンディをもらって

レースに出ていることなど初めて知ることが多かった。赤木春恵さんが演じた名物

馬主が子どものころ、農耕馬で耕すシーンがあったが、当時の服装に違和感があっ

たものの、農耕馬が北海道の開拓の礎であり、人と馬が密接に関わってきたことが

描きたかったのだと思う。現在、北海道の経済が低迷している状況で、このドラマ

が現状を打破する起爆剤になってほしいと感じた。 

 

○  十勝管内で働く者として、地元を取り上げてもらい、北海道独自の馬文化を広く

国民に伝えることができて、非常にありがたい気持ちだ。ただ、前後編で物語をま
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とめることは大変だったと思う。もっと長い放送時間があれば、展開の不自然さも

解消されたと思い、残念だ。十勝のばん馬を取り上げた映画やテレビドラマはこれ

までにもあったが、番組ではばん馬の大きさや美しさをわかってもらえるように、

ばん馬に非常に接近して撮影していたことが印象的だ。馬の息づかいが聞こえ、吐

く息が見えるなど、リアリティーにあふれた映像となっていた。騎手の目線で撮影

したシーンもあり、臨場感が視聴者に伝わったと思う。ばんえい競馬の経営状況は

苦しく、レースに出られないばん馬はすぐに馬肉になってしまうといった厳しさが

あるが、ドラマは存続に向けて頑張っている関係者やボランティアとしてばんえい

競馬を支える人たちの励みになったと思う。 

 

○  全国放送を予定しているドラマであり、限られた放送時間の中で、ばんえい競馬

の仕組みをわかりやすく伝えつつ、物語をまとめることは至難の技だったと思う。

主人公の北村俊平は、いわゆる脱サラをして、騎手試験を奇跡のように１回で合格

した。最初の頃は成績も低迷するが、ドラマの中でこれといった根拠もなく、最後

はそれなりの成績を上げる話の展開に無理を感じた。また、俊平が、ばんえい競馬

の業界では神のような存在であったはずの大先輩を“あんた”呼ばわりする場面は

不自然に感じ、ドラマのセリフとはいえ、非常に不愉快だった。 

 

○  北海道の歴史における人と馬の関わりと、ばんえい競馬における騎手と馬との関

わりをきちんと描いており、ドラマの後編の副題である「人馬一体」はそのことを

よく表現していると思った。ストーリーはシンプルだが､短いなりにまとまりがあっ

て、わかりやすいと思った。札幌交響楽団の演奏によるテーマ音楽が非常にすばら

しかった。音楽の使い方に工夫が見られ、ドラマの盛り上げに大いに役立っている

と思った。風景と音楽の美しいコンビネーションが、随所に感じられた。これまで

は、ばんえい競馬を残酷なレースで、子供の教育上よくないものだと思っていたが、

このドラマを見て、ばん馬には北海道の開拓の歴史を背景とした北海道ならではの

文化の一面があることを知った。吉野厚子役の古村比呂さんは、北海道出身という

こともあり、自然なセリフまわしに感心した。 

 

○  ストーリーがわかりやすく、映像が美しかった。ばん馬の駆ける姿は迫力があり、

音楽もすばらしい映像に負けず、ドラマを十分に盛り上げていた。配役も適役だっ

たと思う。ドラマを見て、昔は近所にてい鉄屋さんがあったことを思い出した。ば

んえい競馬をドラマの素材としたことで、人と馬との結びつきが非常に強かったと

いう北海道のすばらしい歴史が、全国放送で見る、道外の人たちにも伝わればいい

と思う。 
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○  ばんえい競馬を題材としたことは北海道のＮＨＫならではと思った。寒さの厳し

い早朝での調教の様子や、音更町での馬追いの情景が美しく、迫力もあり、すばら

しい映像だった。世界で唯一のばんえい競馬は北海道の大事な文化遺産だが、経営

環境の厳しさから、道内各地で開催が取りやめになり、今は帯広市のみで存続して

いる。帯広市さえも立ち行かなくなれば、馬はもちろん、携わる牧場や厩舎、関連

する全ての業種もなくなってしまうということをドラマでしっかり伝えていた。こ

のドラマが全国放送されることで、観光資源としてのばんえい競馬が広く発信でき

ればと思う。主人公を演じる高良さんと馬が触れ合うシーンがもっとあれば、馬へ

の愛情がさらに伝わったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ばんえい競馬を初めて見た時に、機械によって生きるのではなく、自分

の力で生きる、地に足の着いた生き方をする人間を描けると思った。放送

時間の制約があったが、ばんえい競馬のすばらしさが伝えられたとすれば、

望外の喜びだ。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月２日(金)の北海道クローズアップ「エゾシカ６５万頭～食べて“共生”でき

ますか？～」は北海道のエゾシカ問題をわかりやすく解説しており、よくまとまっ

た番組だった。毎年１５万頭も捕獲しなければエゾシカの個体数を減らせない現状

がよくわかった。駆除したエゾシカ肉を食用に使っていくことは大変だが、有効に

活用する方法が広まっていけば、北海道ならではの食材になる可能性があることが

わかり、希望が感じられる番組だった。 

 

○  北海道クローズアップ「エゾシカ６５万頭～食べて“共生”できますか？～」は、

エゾシカ肉を食べることを奨励した内容だったが、野生の動物を食べるうえでの、

消費者の安全・安心についても取り上げてあり、安心した。ただ、食べて共生でき

るかどうかは番組を見てもよくわからなかった。 

 

○  ２月２４日(金)の北海道クローズアップ「電子書籍で図書館が変わる！？～私た

ちの“知の宝庫”の行方は～」は、電子書籍の問題を端緒として、知的宝庫である

図書館をどう作っていくべきかについて、問題提起をしていた。図書館を評価する

基準を利用人数にすると、人気のベストセラー書籍をそろえれば利用率は上がるが、

それでは単なる無料の貸本屋になってしまう。図書館の在り方を問い直す良い番組
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だった。 

 

○  ３月２日(金)のほっかいどう穴場ハンター「オホーツク海沿岸で“ファンタステ

ィックな”穴場を探せ！」は流氷観光だけではない、オホーツク地方の意外な場所

が紹介されていて、楽しく見た。次回の放送では沖縄放送局と共同制作するとのこ

とで、来年度も大いに期待している。 

 

○  北海道クローズアップ「エゾシカ６５万頭～食べて“共生”できますか？～」は、

命あるものを捕獲するということは食べることが供養だというハンターの話が印象

に残った。エゾシカによる農業被害は非常に深刻で、エゾシカが原因の交通事故も

多い。道はもっと早急に適正頭数に向けての対策を行うべきで、エゾシカ問題の解

決は待ったなしだとあらためて思わされた番組だった。 

 

○  女子スキージャンプの高梨沙羅選手がＷ杯ジャンプで優勝するなど活躍してい

て、道民として心が明るくなる話題だ。女子スピードスケート、高木美帆選手が帯

広市で行われた世界ジュニア選手権で総合優勝したことも喜ばしい。２年後のソチ

冬季オリンピックに向けて、こうした道内の選手について、番組やニュースなど、

さまざまな形で取り上げることを期待している。 

 

○  ３月４日(日)のさわやか自然百景「厳冬 十勝川」は十勝川の冬場の結氷につい

て、じっくりと撮影された美しい映像で伝えていて、新しい発見のある番組だった。

雪と氷が集積して川が全面結氷することは理解していたが、考えていたより雪の量

が多いことは番組の映像でよくわかった。十勝川の中の鮭をえさにしている、オオ

ワシ、オジロワシが木にとまっている姿やオオワシの幼鳥などすばらしい映像だっ

た。 

 

○  ３月８日(木)北海道クローズアップ スペシャル「こころ 東北と響きあう～奥尻

島から東日本大震災をみつめて～」（後 8:00～8:43 総合 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）は、１９年

前の北海道南西沖地震で大きな被害を受けた奥尻島について取り上げていた。年に

数回奥尻島に行く機会があるが、復興は進んでいるものの、住民数が震災前に比べ

３割ほど減っているとのことだった。観光地としても年々寂れてきている。今後も、

長期的な視点で奥尻島の復興を支援していかなければならないと改めて感じさせる

番組だった。今、復興のために頑張っている東北地方の被災地にも当てはまるだけ

に、今後の追加取材にも期待したい。 

 

○  北海道クローズアップ「エゾシカ６５万頭～食べて“共生”できますか？～」は
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エゾシカ問題の入門編として、適切な番組だった。エゾシカ肉を食べた方がいいと

認知されてきて、道庁が施策を取り始めているが、トレーサビリティーの制度がな

いため、食の事故が起きることも懸念される。番組とは異なり、食べて“共生”す

る見通しはそんなに明るくないと思っている。今後も長期的に取り上げていってほ

しい。 

 

○  北海道クローズアップ「電子書籍で図書館が変わる！？～私たちの“知の宝庫”

の行方は～」は非常に面白かった。札幌市立中央図書館が電子書籍を貸し出す取り

組みを始めたが、北海道に関連するあらゆる資料を図書館でそろえたくても、経営

への影響を懸念する出版社は協力できないなど、出版界を取り巻く根源的な問題に

ついて知ることができた。角川歴彦氏の話や、国立国会図書館や千代田区図書館へ

の取材など、盛りだくさんの内容で、２５分の放送時間ではもったいない気がした。  

 

○  ３月４日(日)のＮＨＫスペシャル「映像記録 ３．１１～あの日を忘れない～」

（総合 後 9:00～9:58.30）の冒頭で、震災当日の激しい揺れや津波の映像を使用し

ており、被災者、特に子供たちにはつらい映像が含まれているかもしれないが、今

後の防災・減災に役立つと考えてこの番組を制作したとの制作意図がスーパーで表

示されていた。被災された人たちへの配慮や後世へ伝える使命など、報道する側の

真摯（しんし）な姿勢が伝わり、大変感動した。 

 

○  ２月１８日(土)のマイケル・サンデル究極の選択「お金で買えるもの 買えない

もの」（総合 後 9:00～10:13）、３月１９日(月) マイケル・サンデル究極の選択「許

せる格差 許せない格差」（総合 後 10:00～11:13）は、いずれも非常に難しい問題

を取り上げていたが、出演者のお国柄や国の現状、世代間の違いなどが浮き彫りに

なり、大変勉強になる番組だった。価値観が多様化する複雑な現代にあって示唆に

富んだ有意義な番組だと思う。 

 

○  北海道クローズアップ スペシャル「こころ 東北と響きあう～奥尻島から東日本

大震災をみつめて～」は震災を風化させないために、北海道南西沖地震の被災経験

をインタビューで伝えていた。中でも印象的だったのは、函館市で看護師をしてい

る女性が北海道南西沖地震でご両親を亡くした後、悲しみが深すぎて、一度も奥尻

島に行けなかったが、今回の東日本大震災の救助に加わることで、改めて自分の被

災経験に向き合おうとしている姿だった。同じ被災者だからわかり合える、共鳴す

るところがあったのだと思う。番組を見て、やはり故郷は特別なものなのだと改め

て認識した。 
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○  ３月９日(金)の北海道クローズアップ「白熱トークスペシャルｉｎ北海道大学 震

災１年・私たちにできることは？」（後 7:30～8:43 総合 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）は大学生

100 人が、これからの被災地支援について白熱した議論を交わした番組だった。ボラ

ンティアの体験談やＮＰＯとしての活動など、大学生の言葉を通して知ったことが

たくさんあった。番組の中で「ボランティアをブームではなく、文化にするにはど

うしたらいいか」について議論されていたが、文化は蓄積の上に成り立つものであ

り、支援活動が風化しないようにすることが重要だと思った。震災復興に対するメ

ディアの役割は大きく、継続してこうした番組を制作してほしい。 

 

○  ３月１６日(金)の北海道中ひざくりげ「牛の瞳にうつる夢～浦臼町～」は福岡県

から５年前に北海道に移り住んだ肉牛農家の家族を中心に構成されていた。ある農

業生産法人が支援して肉牛農家として独立したとのことだったが、こうした支援制

度が、果たして持続可能なものなのか番組を見ただけではわからなかった。家族の

幼い双子の子どもたちがかわいらしく、制度がうまく持続し、肉牛農家のビジネス

が軌道に乗ることを祈らずにはいられなかった。 

 

○  ３月１６日(金)のネイチャリング北海道「ダイナミック知床！流氷体験」は厳冬

の中でのアウトドアの楽しみ方について、存分に紹介されていた。流氷がロシアの

アムール川の河口から流れてきていることに触れていた。もう少し詳しい説明があ

れば、流氷の神秘性などがもっと伝わったと思う。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２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、

８人の委員が出席して開かれた。  

 会議では、まず、「平成２４年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」に

ついて説明があった。引き続き、「平成２４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。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（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） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２４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＞ 

 

○  「平成２４年度国内放送番組の編成計画」では、ラジオ第２放送で、「中国語によ

る日本の文化情報発信を一層強化して、国内の聴取者や在日外国人に向けたサービ

スの向上を図ります」としている。地域放送でもその地方の外国人に向けての多言

語での放送が今後重要になってくると考える。 

 

○  「編成計画」は各年代層に向けて意欲的な取り組みが盛り込まれているという印

象を受けている。来年度に期待したい。 
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＜「平成２４年度北海道地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  基本方針に「北海道の魅力を国内外に紹介するコンテンツを制作、発信」とあり、

また、重点事項の第３項目にドキュメンタリーや自然番組を「海外に向けて」とあ

る。具体的にどのような施策を考えているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「さわやか自然百景」などの自然番組を中心に、国際放送の「ＮＨＫワー

ルドＴＶ」を通じ、海外に発信する予定だ。北海道の優良なコンテンツを海

外に発信することで、北海道の魅力を世界に向けてアピールしたい。 

 

○  平成２７年に北海道新幹線が開業する。北海道全体に大きな影響を与える問題だ

という認識を持って報道してもらいたい。また、新幹線開通に伴い、北海道から本

州への食料輸送にどのような変化が起きるのかなど、物流の問題も併せて取り上げ

てもらいたい。 

 

○  基本方針に「防災・減災につながる放送や震災を風化させない継続的な報道に全

力で取り組む」とあるが、東北電力大間原子力発電所のことをもっと取り上げてほ

しい。道南地方では北海道電力泊原子力発電所より大間原発の方が大きく影響を受

ける。取り上げるにあたっては、総体的なエネルギー問題として報道に取り組んで

ほしい。 

 

○  「ラジオ深夜便」を毎日聴いているが、ラジオにはテレビとは違う魅力、優秀性

があると感じている。北海道は多くの小説の舞台となっており、素晴らしい作品も

多い。北海道にまつわる小説を、ラジオの朗読番組などで紹介してほしい。 

 

○  午後６時１０分からの地域ニュース番組の時間帯は、どちらかというと、情報番

組が放送されていると感じる。民放も地域放送の時間帯だが、相当に密度の高い、

硬質のニュース企画を放送している。ＮＨＫは道内各局からの話題を入れなければ

ならず、必然的に“やわらかい”ネタになりがちだ。視聴者はニュースには硬質な

ものを求めている。地域ニュースについての考えを明確にした方がいい。 

 

○  重点事項に、データ放送を充実するとしているが、データ放送を見たことがない

という高齢者が周りに結構いる。せっかくデータ放送を充実させても、視聴者に届

かなくては意味がない。データ放送をより啓蒙するような広報番組を制作、放送し

てはどうか。 
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○  重点事項に、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）参加の影響などさまざま

な課題に真正面から向きあうとある。昨年、釧路港がトウモロコシの国際バルク戦

略港湾の選定を受けたが、釧路市だけでは国際戦略が描けていないのが現状だ。Ｔ

ＰＰが締結されれば、物流のコストを下げ、外国からの農産物に価格で競争力を保

つのが重要だ。全道、全国でこの好機をどう戦略的に生かしていくかがますます重

要になってくる。放送でも積極的に取り上げてもらいたい。 

 

○  東日本大震災関連では、後日の検証で、釧路市でも広範囲にわたって津波の浸水

を受けていたことがわかってきた。ただ、大津波警報が出ていたにもかかわらず、

避難した住民は少なく、また、避難した人も、結果的に津波が一番高い時間に家に

戻ってしまった。今後は、津波の浸水が予想されるところに、あらかじめ放送のた

めの無人カメラなどを設置するなど、津波の危険を、臨場感をもって伝える工夫が

必要だと考える。 

 

○  基本方針の「“フルデジタル時代”における新たな放送サービスの強化」に、イン

ターネットを活用したニュースの発信を本格的に検討しているとあるが、非常に期

待している。私もインターネットラジオのサービス「らじる★らじる」や「ＮＨＫ

ネットクラブ」を活用しているが、さまざまなツールを使って、視聴者と接触する

ことが重要だ。 

 

○  「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区構想」は北海道が強みを持っ

ている食の分野で付加価値を高め、海外への展開を図るために、北海道や札幌市な

どが、国の成長戦略に基づく総合特区制度に提案している施策だが、縦割り行政の

弊害やさまざまな規制をクリアしていくことが問題となっている。この構想を放送

でさまざまな視点で取り上げることで、全道的に盛り上げていってほしい。 

 

○  北海道のＮＨＫは若年層の接触率を高めるために、バラエティーに富んだ番組を

編成するなど、熱心に取り組んできたと感じている。その努力が視聴率に反映して

いるのか知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

平成２３年度は金曜日の夜１０時台を、未接触者層に向けてアピールす

る番組枠と位置づけ、さまざまな番組を編成してきた。「ほっかいどう穴場

ハンター」や「ＳＡＢＵ ＳＥＳＳＩＯＮ」が全国放送に展開するなど成果

を上げてきた。この時間帯での平均視聴率は、３～４％だが、「ほっかいど
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う穴場ハンター」の公式ツイッターアカウントのフォロワー数が約 9,000

で、地域放送局の中ではトップクラスの数だ。番組に寄せられる投稿・投

票数も全国放送の際には１万 9,000 件にのぼった。各種調査の結果でも、

２０～３０代の接触者率は確実に上がってきている。 

 

○  諮問された「平成２４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、委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを

前提に、番組審議会として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＞ 

 

○  ２月８日(水)のひるブラ「世界に誇る！神秘の氷彫刻ロード～北海道旭川市～」

は、ちょうど旭川市で行われていた氷彫刻の世界大会について、氷彫刻の制作者を

紹介していた。氷彫刻の魅力を発信することは素晴らしいが、大会の期間など、基

本的な情報が伝えられず、視聴者が実際に見に行きたくなる番組構成でないことが

残念だった。昨年の大会で優勝した人を紹介していたが、その像の制作過程につい

て説明がなかったり、会場の公園についての説明も中途半端など、アナウンサーの

進行も拙いと感じた。 

 

○  ＢＳ１の「ワールドＷａｖｅ」を毎朝見ている。世界各国のニュースを見比べて

いると、キャスターのあり方が国によってずいぶん違うと感じる。フランスやイギ

リスのキャスターはカジュアルで、堅苦しさがないが、アジアでは、香港や韓国は

男女のアナウンサーがペアで伝えていて、男性アナウンサーが解説などメインを担

い、女性アナウンサーは聞き役になることが多い。ＮＨＫも｢ニュースウオッチ９」

では、難しい問題は大越健介キャスターが解説し、井上あさひアナウンサーは聞き

役になる。こうした“性”による役割分担は世界との比較で見ると違和感を覚えて

しまう。 

 

○  １月２２日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「ツノが命！知床のエゾシ

カ」は、ツノの大きさがメスを獲得するための戦いの勝敗を決めるエゾシカの世界
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で、春にツノが落ちるとオスの序列が大逆転する様子などを１年にわたる長期取材

で紹介していた。大きなツノが落ちる瞬間や、ツノを立派に見せるために、樹皮に

こすりつけて、ツノを削り、先を白くして、格好よく見せるなど、面白い映像がた

くさんあり、見応えがあった。ただ、大きなツノが落ちる理由や、若いオスのツノ

は落ちない理由が番組を見ただけではよくわからなかった。また、北海道の農家に

とって大問題である、エゾシカの食害についても一言ふれてほしかった。 

 

○  １月２７日(金) の北海道クローズアップ 北方領土プロジェクト「秘蔵映像が語

る北方領土～実効支配はこうして進められた～」と２月３日(金)の「“ロシア化”

する四島（しま）を見つめて～北方領土 元島民たちの叫び～」を見て、北方領土

返還運動の現状と根室市の経済について、あらためて考えさせられた。旧ソビエト

連邦が崩壊した直後の北方四島では、食料もエネルギーも十分ではなく、経済的な

援助と引き替えに、領土問題の前進を迫ることができた。しかし、今は、日本経済

が疲弊し、根室市の漁業も衰退する一方、ロシア政府は巨額の投資をしているため、

現在の四島は相当に豊かになっている。領土を返還させるための外交展開はどうあ

るべきなのかについて、深く考えさせられる番組だった。今回の番組を発展させ、

２月４日(土)のドキュメンタリーＷａｖｅ「遠ざかる四島（しま）～“ロシア化”

する北方領土～」で全国に向けて北方四島のことを放送したことはすばらしい。今

後も地域番組を積極的に全国放送展開すべきだ。 

 

○  ２月５日(日)のドキュメンタリー熱インド「女たちの評議団」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 3:00

～4:00）はＮＨＫとインド人映像作家たちの共同制作でインド人でなければ表現で

きない社会の内側に迫るシリーズだった。インドでは夫の家庭内暴力が無視されが

ちで、殺人さえ隠され、女性の不審死が自殺とされることもあることを番組で知っ

た。インド社会の女性軽視問題に挑むドキュメンタリーは、インドの新しい潮流を

知ることができて非常に新鮮だった。今後も身近なアジアのさまざまな情報を知る

ことができる番組を期待している。 

 

○  北海道クローズアップ「“ロシア化”する四島(しま)を見つめて」を見て、北方

領土のロシア住民がロシア政府による巨額資金が投入されて、豊かな生活を送って

いる現状が実感をもって理解できた。北方領土のロシア人の人口が増えている一方

で、根室市に住む元島民の高齢化は進行し、市の経済も疲弊していることが、映像

から痛々しいほど伝わってきた。記者の解説もわかりやすかった。北方領土返還運

動について、経済交流に期待を懸け、日ロの信頼関係により返還にこぎ着けたいと

する人たちと、経済交流よりもまずは返還が先だという人たちがいることを、スト

レートに現場の声として伝えていて、従来の番組にはない切り口だった。 
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○  １月２７日(金)の北スペシャル「北海道発掘バラエティー ホリホリＸ」は北海

道の各地方の知られざる“ネタ”を発掘する番組で、楽しく見た。特に愛別町で、

町の子どもの誕生を祝って、花火を上げるエピソードはとても感動的だった。司会

進行もスムーズで面白く、今後も継続して放送してほしい。 

 

○  北海道クローズアップ「“ロシア化”する四島(しま)を見つめて」は返還運動の

原点である根室市の人口が減り、経済的にも衰退する一方、それとは対極的に、北

方四島ではロシアの実効支配が進み、そこに暮らすロシア人の生活がどんどん豊か

になっている現状がよくわかった。ロシア人の若年層が増えている一方で、対照的

に元島民たちの高齢化は進み、亡くなる人も多くなっている。ロシア人で生まれ故

郷が四島という人が増えていることは、「北方領土はロシアの領土だ」と思ってい

る人たちが増えているということで、ゆゆしき問題だ。返還運動に関しても、元島

民と、その子、孫の世代では考え方が違うことも番組を見て感じた。返還運動が置

かれている状況による閉塞感、悩み、あるいは時代の変化への対応の難しさがよく

表現されていた。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１８日（水）、ＮＨＫ札幌放送局にお

いて、８人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、視聴番組の北スペシャル「こまどり姉妹 不思議な人気の７３歳」を

含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

続いて、２月の番組編成と放送番組モニター報告、視聴者意向についてそれぞれ説

明があり、会議を終了した。 

 なお、次回は２月１５日(水)に開催することとした。 

 主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜北スペシャル「こまどり姉妹 不思議な人気の７３歳」 

（１月１３日(金) 総合 午後 8:02～8:45 北海道ブロック）について＞ 

 

○  番組では北海道出身の双子デュオ歌手、こまどり姉妹を取り上げており、彼女た

ちをテレビで見るのは久しぶりで、懐かしく見た。妹の葉子さんの大病やファンの

暴行による怪我、人気の低迷など、さまざまな困難を乗り越えて、７３歳の今なお

現役でコンサート活動を行っていることを知り、非常に驚き、圧倒された。苦労人

ゆえの謙虚さや優しさ、人を大切にする心が番組中のインタビューを通じて伝わっ

てきた。こまどり姉妹の仕事に対する厳しい姿勢、プロとしての誇り、責任感の強

さは、今の若い世代の目に“カッコイイ”と映っていると思った。姉妹がコンサー

トの中で語る何気ない昭和の暮らしのひとこまが、コンサートを企画した学生にと

っては新鮮だったことが、彼ら彼女らの感性豊かな言葉で語られたことも構成とし

て良かったと思う。実際のコンサートでこまどり姉妹がどんなことを語るのかにつ
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いて、番組の中でもっと紹介してほしかった。 

 

○  こまどり姉妹がデビュー前、東京・浅草周辺で流しで歌い、お金を得ていたこと

を初めて知り、生きていくための努力を一生懸命していたことに、感動させられた。

上京する前の北海道での苦労についてもっと掘り下げてほしかった。こまどり姉妹

に魅せられて、映画「こまどり姉妹 がやって来る ヤア！ヤア！ヤア！」を制作し

た、監督の片岡英子さんや映画を見て興味を持ち、コンサートを企画した札幌国際

大学の学生たちが、姉妹に対して共通して“カッコイイ”と感想を述べていたが、

具体的に何がカッコイイと思っているのかが、わかりにくかった。番組のインタビ

ューの中で、「前向きで生きているから毎日が楽しい」、「生きているときは、存分に

楽しまなければもったいない」、「生きている証を皆さまに認めてもらうのだ」とい

った姉妹の言葉は、的を射た言葉で、２人の人生そのものを集約していると思った。

歌い続けていくことで２人が生きる力を得ていることもよく伝わった。 

 

○  昭和を代表した歌手が今でも現役で頑張っている姿をノスタルジックに取り上げ

る番組だと思っていたが、過去のことよりも、こまどり姉妹がさまざまな困難を乗

り越え、現在を一生懸命生きていることに主眼をおいた構成に共感を覚えた。２人

の言葉には、多くの困難を克服してきた人生の重みがあった。中でも、「私たちは歌

が好きで歌手になったのではない」という言葉が印象に残った。自分の思いどおり

にならない人生でも、一生懸命やることが大切だとの思いが伝わってきた。また、

入場料を払ってくれるお客さんが喜んで帰ってもらうために努力をしている２人の

プロ根性、生きざまが感じられて、非常に感銘を受けた。「自分の好きなことがわか

らない」、「自分が好きなことを仕事にしたい」という最近の若者の生き方とは真逆

な生き方で、だからこそ、新鮮に受けとめられたのではないか。ステージでの２人

の語りと歌をもう少し長く見てみたいと思った。 

 

○  こまどり姉妹の人生の苦労話を聞き、２人は昭和という時代を歌った歌手だった

のだとあらためて感じた。樺太からの引き揚げ、極貧の中、流しで歌を歌い始め、  

２１歳でレコードデビュー、７年連続で「ＮＨＫ紅白歌合戦」に出場し、演歌歌手

として一世をふうびしたがその後、人気が低迷した２人の歴史が番組を見てよくわ

かった。大学生たちが２人を“カッコイイ”と言っている思いが私にはよくわから

なかった。戦前・戦後の激動の時代を、家族愛、姉妹愛、人と人とのきずなによっ

て生き抜いてきたことが、苦労知らずの今の若者には新鮮に映るのだろうか。こま

どり姉妹は歌とトークを通して、人生を楽しんで生きることが大切だと観客に伝え

ているのだと思う。同じ北海道出身として、この不思議な人気にあやかって、これ

からも活躍してほしいと思った。 
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○  子どもの時にテレビで見ていたこまどり姉妹を久しぶりに見て、懐かしかった。

いろいろな不幸を背負いながら、前向きに生きて、今でも現役で活躍していること

に、同じ北海道出身者として元気をもらった。今後も頑張ってもらいたいと思う。

３０代の女性監督が制作した「こまどり姉妹 がやって来る ヤア！ヤア！ヤア！」

や、札幌国際大学の学生たちがイベントで２人を取り上げたことが番組で紹介され

ていたが、学生たちが本当にこまどり姉妹に感動したのか、具体的にどこに感動し

たのかが、抽象的なコメントが多く、よくわからなかった。学生たちや映画監督と

こまどり姉妹の交流を、後日談ではなく、交流しているまさにその現場を番組で紹

介すればよかったと思った。 

 

○  札幌国際大学の学生が撮った映像や昭和の記録映画や「ＮＨＫ紅白歌合戦」の映

像など、過去の映像が多く、それだけ、番組作りに苦労があったと思う。出演前の

化粧の時に、「裸電球の色じゃないと舞台に立ったときの本当の色は分からない」と

いう発言や、舞台袖からずっと観客の様子を観察して、その日のステージをイメー

ジして挑んできた様子に、細やかな心遣いをしてきた人たちなのだと感銘を受けた。

インタビューで「溺れながら泳ぎを覚えてきた」と言ったが、自分たちはステージ

の素養がなく、経験の中から覚えてきたということだと思う。裸電球の件と共に、

取材したからこそ引き出せた貴重な発言だと思った。こまどり姉妹の言葉を印象づ

けるために、スーパーをした方がよりいっそうよかったと思った。また、若者の間

でのこまどり姉妹人気について、本当に人気があるのか、あるいはキワモノ的に取

り上げられているのか、よくわからなかった。 

 

○  こまどり姉妹が北海道出身ということは知っていたが、７３歳の今も元気に活動

し、人気が再燃していることを今回の番組で初めて知った。全編を通してこまどり

姉妹のステージでのトークとインタビューを交えて、展開が速く、視聴者を飽きさ

せない構成だった。派手な衣装などビジュアル的にも大変面白かった。映画のプロ

デューサーは「こまどり姉妹と同世代をターゲットにした映画のつもりが若者たち

に人気が出た」と言っていたし、札幌でのコンサートを企画した札幌国際大学の大

月隆寛教授も、「戦後史を学ぶためにこまどり姉妹を取り上げたが、学生が２人の人

生観にはまってしまった」と言っていたが、この人気の秘密について、番組は解き

明かしたかったのだと思った。波乱の実体験からくる言葉は、若者たちの心ととも

に、視聴者の心にも届いたのではないかと思う。先の見えない時代にこまどり姉妹

の力強い物語にだいぶ勇気をもらったと思う。 

 

○  こまどり姉妹の全盛期を知る最後の世代の私も、ステージでのこまどり姉妹の語
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りを聞き、郷愁のような懐かしさを感じた。同じ時代を生きた人はよりいっそうの

共感を覚えただろうと思う。７３歳ながら今なお現役の芸能人として活発に活動し、

今なお楽しく、力強く生きているという姿勢をステージで見せることで、同世代の

観客に力が伝播していく様子が画面から伝わってきた。こまどり姉妹の世代は多く

の人が貧しく、苦しい時代を乗り越えて昭和の時代を築き上げたが、現代の若者が

こまどり姉妹を“カッコイイ”と思う理由はその時代をよく知らないところからき

ているのだと思う。若者がカッコいいと言う裏側にあるものは何か、もう少し番組

で取り上げた方がよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ディレクター自身もこまどり姉妹の語りに言いようのない魅力を感じ、

ひきつけられ、この番組を制作した。大学生がこまどり姉妹に感じる“カ

ッコイイ”とは何か追求することもできたが、今回は、自分たちとは縁

のない時代の年配の人の波乱万丈の苦労話に若者たちが引きつけられて

いる事実をありのままに伝えることが重要だと考え制作にあたった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２６日(月)の「ネットワークニュース北海道」では、冬のつるつる路面に

ついて取り上げていた。北海道の冬を初めて体験するＮＨＫ北見放送局の記者がつ

るつる路面での運転の仕方を体験するリポート形式は道民にも非常に参考になった

のではないか。 

 

○  １２月２７日(火)の「ネットワークニュース北海道」は江別市の飲酒ひき逃げ事

件の同乗者が危険運転致死幇（ほう）助罪で起訴されたというニュースを取り上げ

ていた。単にニュースを報道したのみならず、８年前に今回の現場近くでひき逃げ

事故に遭った被害者の遺族を取材して報告していたことで、このニュースの重大さ、

命の重さがより視聴者に伝わったと思った。 

 

○  １月１６日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「子どもを鍛える、母の給食 

管理栄養士・佐々木十美」は、佐々木さんが北海道置戸町の給食センターの管理栄

養士として“給食は教育の一環”との強い信念を貫いてきたことをしっかりと伝え

ていたと思う。予算の問題や食品衛生の管理にまつわる法律など、さまざまな制約

がある中で、時には直属の上司と対立しながらも、“本物の味”を出すことへの佐々

木さんのこだわりも番組では伝えていたと思う。間もなく退職する佐々木さんの後
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任の新人管理栄養士に、名物カレーのレシピを伝える姿に、レシピだけでなく、給

食にかける心もまた伝えようとする思いが表れていて大変感動した。 

 

○  １月１３日(金)の北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑭「わたしたちにで

きること～大学生ボランティアの１０か月～」（後 7:32～7:57 総合 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）

は、東日本大震災の被災地で今もボランティアを行っている北海道の大学生の話題

だった。震災から１０か月経過し、現地に赴くボランティアが激減してきている状

況の中で、大学生たちが、どうすれば長く支援を続けられるかについて真剣に考え

ていることに感銘をうけた。いかに長く支援を続けていくかは、国民全員に与えら

れた大きな課題だと思った。また、１月１５日(日)の「ＮＨＫニュース７」で、福

島県相馬市の観光いちご農園の営業を再開したニュースを伝えていた。震災で農家

が減り、再開が危ぶまれていたが、経営者はガレキ撤去のボランティアに勇気づけ

られて頑張れたとコメントしていた。１人１人の力は小さいが、それが集まること

でさまざまな事業再開の原動力になっているとが感じた。 

 

○  １月１６日(月)クローズアップ現代「子どもが語る大震災（１）高校生が伝える

福島」は福島県原町高校の生徒がドキュメンタリーを制作していることを取り上げ

ていた。これは２０１１年９月３０日(金)の北海道クローズアップスペシャル「高

校生×ＮＨＫ 高校生が見つめた大震災」で取り上げた話題に追加取材を加えて、

全国放送にしたもので、ＮＨＫ北海道が震災報道のけん引役となっている感があり、

たのもしく感じた。これからも継続して震災に向き合う放送をお願いしたい。 

 

○  １月１５日(日)のさわやか自然百景「北海道 奥尻島 ブナの森」は、奥尻島の

ブナの原生林と、島の生態系の頂点に立つエゾタヌキなど、ブナの恵みを受けて生

きる動物について伝えていた。１４分という短い放送時間ではあるが、非常に中身

の濃い内容だった。村上里和アナウンサーのナレーションもよかった。 

 

○  １月７日(土)の「穴場ハンター」（総合 (８日)前 0:00～0:43）は、ＮＨＫ北海道

制作の番組が全国放送となったもので、期待通りに面白く、楽しく見た。取り上げ

た地域は、東京・浅草界わいで、視聴者からのツイートを通して寄せられた情報に

よってロケが行われていた。豚革の製造会社など、視聴者からのツイートがなけれ

ば、なかなか取り上げられないところも多く、民放を含め、多くの番組で取り上げ

られてきた地域にもかかわらず、新鮮味があった。三好正人アナウンサーと藤岡み

なみさんの司会者コンビも楽しく、スカイツリー音頭を踊る地元のおかあさんとの

交流なども面白く見た。三好アナウンサーと藤岡さんの人気投票では、6,000 数の投

稿があったことが、深夜の時間での放送では珍しいことではと驚いた。 
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○  １月１３日(金)の「アナブロ２０１２ 新年スペシャル」を楽しく見た。アナウン

サーへの質問を募集したところ、110 通もの投稿があり、新潟県や宮城県からも質問

が寄せられたとのことで、ＮＨＫ札幌放送局の「アナウンサー・キャスターブログ」

が全国に浸透していると感じた。アナウンサーに親しみを感じることのできる「ア

ナブロ」だが、どこまでアナウンサー個人の情報を出したらいいのかについては、

少し考えさせられた。 

 

○  北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑭「わたしたちにできること～大学生

ボランティアの１０か月～」の中で被災者が、「忘れられるのが一番つらい」と言

っていたことが印象的だった。「北海道クローズアップ」で今後も震災について取

り上げてほしいという気持ちをあらたにした。 

 

○  １１月に江別市で起きた飲酒運転による死亡ひき逃げ事故を取り上げ、同乗者３

人にも、道内で初めて危険運転致死幇助罪が適用になったことを伝えた「ネットワ

ークニュース北海道」では、８年前に、同乗者もいた中での飲酒運転事故で高校１

年生の息子を失った高石洋子さんが、救護もせずにその場を去ってしまうことは、

同乗者も同罪ではないかと講演会などで訴え続けてきたことについても紹介してお

り、ニュースに厚みが出て、事の深刻さが浮き彫りになったと思う。 

 

○  １月８日(日)のさわやか自然百景「北海道 斜里川」は道内ではあまり知られてい

ない斜里川を取り上げていた。映像は美しく、斜里川の魅力をうまく伝えていたが、

サクラマスとヤマメが同じ魚であることが番組を見ただけではよくわからなかっ

た。 

 

○  さわやか自然百景「北海道 奥尻島 ブナの森」は奥尻島の生態系の頂点にタヌ

キがいる事実を伝えていたが、こうした地域は少なく、希少性を伝えていたと思う。

ブナについても、黒松内がブナの生息地の北限ということで有名だが、面積の広さ

では奥尻島が勝る。奥尻島が地域おこしで一生懸命ブナを利用しようと頑張ってい

ることを知っているだけに、番組となっていてうれしかった。 

 

○  「穴場ハンター」は三好アナウンサーのキャラクターが生きていて、とても楽し

く見ることができた。真面目なのにコミカルといったキャラクターが定着しつつあ

るが、一方でニュースも読まなくてはいけないＮＨＫアナウンサーとして大丈夫な

のかと少し心配だ。紅組、白組にわかれて、どちらが面白いか投票で決めるという

演出で、実際の投票総数が 6,000 数以上になっていて、驚いた。午前０時からの放
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送と考えれば大変な数ではないかと思う。 

 

○  １月１３日(金)のドキュメンタリー５「ありがとうの配達」（総合 後 10:46～

10:51 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）は、旭川市から天塩町までのルートの荷物を運ぶ個人の“便利

屋さん”を取り上げた番組だった。お得意のお客さんとの温かな心の交流のある、

人情味あふれるドキュメンタリーで、５分という短い間でコンパクトにまとまって

いて、非常に面白かった。ただ、“便利屋”がビジネスとして成立しているのかど

うかが、番組を見ただけれはよくわからなかった。 

 

○  土日の北海道の地域ニュースの中で、札幌局以外の話題を取り上げる際に、あま

りにもニュース性のない話題が多く、見ていて違和感がある。全道放送にする価値

があるかどうかもう一度考えてほしい。 

 

○  北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑭「わたしたちにできること～大学生

ボランティアの１０か月～」は北海道の学生たちの活動を取り上げており、一生懸

命取り組んでいる姿にエールを送りたいと思った。ボランティアを始めた当初は不

安げな表情を浮かべていた学生が、手探りで活動を続けているうちに表情に変化が

出てきたことが見てとれた。水産加工会社の経営者に再会した場面では、被災者に

寄り添ってきた思いが届いていることが画面を通して伝わり、とても感動した。 

 

○  クローズアップ現代「子どもが語る大震災（１）高校生が伝える福島」は以前、

「北海道クローズアップ」で放送した内容が全国放送になっており、感慨深かった。

原町高校の生徒たちに取材陣がずっと寄り添っていたということで、その姿勢に感

心した。 

 

○  ドキュメンタリー５「ありがとうの配達」は、地元の旭川市の話題ということで、

関心を持って見た。便利屋さんの人柄が画面ににじみ出ており、地方に住む人たち

にとって、頼もしい存在だと思った。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「子どもを鍛える、母の給食 管理栄養士・佐々

木十美」は、給食を作るだけでなく、自ら畑まで行って、納得のできる食材を確保

する姿勢にこの人は宝だと思った。番組ではコメントも紹介していて、佐々木さん

が精魂を込めて作った給食によって培われた味覚が、大人になった今も伝えられて

いることがわかり非常によかった。 

 

○  １２月１８日(日)の産地発！たべもの一直線「北海道 標津町発 さけ節」は、
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製作過程を含めて非常に丁寧に、興味深い話を織り交ぜながらさけ節について取り

上げていた。味へのこだわりと品質向上に向けた取り組みを知り、素晴らしいと思

った。さけ節を町の産業にしていきたいという主人公の田村正範さんの姿に、全道

各地の自治体が抱える課題も見えてきた。 

 

○  １月１５日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機「知られざる放射能汚染

～海からの緊急報告～」はＮＨＫが独自に行った調査結果を中心に海や湖の放射能

汚染の実態について伝えた番組で、画期的だと思った。東京電力福島第一原子力発

電所から２０キロ圏内の海以外にも、千葉県銚子沖などにホットスポットが出現し、

魚に取り込まれているという驚くべき事実が番組で明らかにされ、空恐ろしさを感

じた。風評被害につながりかねない微妙な問題だが、今後も勇気ある、見識ある報

道を心がけてほしい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、２１日（水）、ホテルモントレ札幌

において、１１人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、視聴番組の北スペシャル「長い長い遠足～北見北斗高校７１ｋｍ～」

を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

続いて、平成２４年１月の番組編成と放送番組モニター報告、視聴者意向について

それぞれ説明があり、会議を終了した。 

 なお、次回は１月１８日(水)に開催することとした。 

 主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（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） 

 
（主な発言） 

 

＜北スペシャル「長い長い遠足～北見北斗高校７１ｋｍ～」 

（１１月２５日(金) 総合 午後 8:00～8:43 北海道ブロック）について＞ 

 

○  昭和７年から続く北見北斗高校の伝統行事、強行遠足について取り上げた番組だ

った。制限時間内に男子が７１キロメートル、女子が４１キロメートルもの距離を

走破しなければならない大変な行事だ。生徒たちは一人一人が何かをつかみたい、

あるいは今の自分を変えたいという思いで走っていることが感じられた。番組では

１年生の高薄君と３年生の石川君に焦点を当てて構成されていた。高薄君は中間地

点前で制限時間切れになり、途中棄権になってしまったが、来年こそは完走すると
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意気込むところがほほえましく、高校生らしい爽やかさが感じられた。石川君は両

親、仲間たちの励ましもあり完走できた。意地悪な見方をすれば、この番組の撮影

スタッフが側にいることで気持ちが切れずに 後まで走ることができたのではない

かとも思った。理由はどうであれ、３年目にして初めて完走できたことは、大学受

験を含めて、石川君の今後の人生にプラスになったと思う。この伝統行事に対して

の先生たちの思いや、生徒たちがこの行事を通じてどう変化したのかについても番

組で、触れていればなおよかったと思う。 

 

○  娘が北見北斗高校出身ということもあり、親しみを感じて見た。生徒たちが完走

することで自分は変われると確信したり、肉体のつらさが、ゴールの瞬間、喜びに

変わったりといった、生徒たちが走ることによって変わっていく様子がはっきりと

伝わってきた。また、強行遠足の意義や、長く続いてきた理由も伝わってきたと思

う。伝統行事として続けるためには、先生たちの努力や周囲の人たちの協力が欠か

せない。心臓に負担をかけないために、授業で、走り込みを行うなど、事前の準備

に時間をかけてやっていることについても取り上げてほしかった。強行遠足に臨む

生徒たちが、番組の中で語った言葉はどれもすばらしくて、高校生の純粋な気持ち

がとてもよく伝わり、感動した。 

 

○  ４３分という時間を感じさせない、一気に見せるテンポのよい進行が印象的だっ

た。ただ、唐突に遠足の途中の映像から始まるオープニングは、効果的だとは思え

なかった。ナレーションは俳優の柳楽優弥さんで、少し感情を乗せすぎだと感じた。

札幌の大学への進学で親と意見が食い違っている石川君が話すシーンが印象的だっ

た。北海道は広く、札幌市に進学することは経済的な面でも精神的な面でも負担が

大きく、石川君のコメントが図らずも北海道の地方都市に暮らす子どもや親が抱え

る問題を浮き彫りにしたと思う。男子の描き方が苦しさや挫折など重苦しい印象を

受ける分、女子は逆に明るさを前面に出していることが、作り手の意図なのか、現

代の若者の縮図なのかが気になった。男子高校生のさりげなくもユーモアあふれる

やりとりで終わるラストシーンは制作者のセンスを感じた。 

 

○  北海道の高校で多く行われている長距離遠足というユニークな学校行事を取り上

げたことは地域色が出てよかったと思う。数多くの生徒の中から、高薄君、石川君、

そしてバレーボール部の女子生徒３人に焦点を当てた理由を知りたいと思った。遠

足直前に、「不屈の精神を鍛えるため」、「何かをつかみたい」、「自分を変えたい」と

いった、生徒たちの思いを紹介していたが、遠足が終わった後の生徒たちの感想や

考えを番組に盛り込めば、より締まったものになったと思う。長距離遠足は、地域

住民の大きな支えがあって成立していると思うが、そうした活動も番組の中で紹介
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した方が、学校と地域、生徒と地域住民との関係性を知ることができてさらに良か

ったのではないか。 

 

○  ドキュメンタリーとドラマを兼ね合わせたような番組だった。番組では全般的に、

完走するための精神力を強調していたが、マラソンは、科学的に取り組まなければ

ならないスポーツで、練習することで成果が上がるといった点に全く触れていない

ことに、違和感を覚えた。また、遠足の総距離が７１キロメートルということはわ

かるが、生徒が今、どの地点を走っているのかがわからないため、彼らの苦しみや

肉体的疲労を推し量ることができず少し歯がゆかった。石川君がゴール後、感極ま

って泣いていたが、自然に流れ出た涙なのだろうが、それを撮影できたことは幸運

だったと思う。 

 

○  北海道には長距離徒歩を学生に課すという伝統のある学校がたくさんあり、かね

てから非常に興味深く思っていた。近年、学校で生徒に我慢の限界を強いるという

ことはあまりなく、良い伝統が北見北斗高校には残っているのだと思った。若者が

完走を目指して走る様子を、遺影を持った高齢の人などの地域住民が見守る姿に、

本当に地元に根ざした行事であると強く感じた。制作者と高校生との距離が自然な

感じだったことがよかった。ただ、長距離徒歩については恩田陸さんの傑作小説「夜

のピクニック」のイメージが強く、番組が物語ドラマ的な構成であるがゆえに、ど

うしても比較してしまった。 

 

○  私の高校時代にも、旧南茅部町から函館市へ走る、長距離マラソン大会があった

ため、感慨深く番組を見た。北見北斗高校の生徒たちは、「自分を変えたい」、「何か

をつかみたい」など、純粋な気持ちで参加していると感心した。番組の中で泣く生

徒がいたが、私の高校では完走して泣く生徒を見たことはなく、番組制作上、どう

しても感動を強要する作りになっているのではないかと、自分の体験と比較して少

し不自然さを感じた。北海道には長距離走を取り入れている高校がたくさんあり、

他の高校とも比較したらより面白いのではないか。 

 

○  マラソンが好きで、駅伝やマラソン中継をよく見るが、ただ走っているだけなの

に、なぜか引き込まれてしまう。やはり、走るという行為自体にドラマを感じると

いうことだと思う。今回の番組は３組の生徒に焦点を当てていたが、もっと多くの

生徒たちを見てみたかった。カンヌ国際映画祭で 優秀主演男優賞を受賞した俳優

の柳楽優弥さんをナレーションに起用していたが、少し硬い感じがした。ただ、番

組の内容自体は、高校生の青春の１ページを切り取る感じで、楽しく見た。 
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○  取材対象の男子がひ弱な感じの子が多く、簡単に完走できるような子を主役に据

えるとドラマ性に欠けるため、あえてそうしたのだと思った。 初は斜に構えて見

ていたが、見ているうちにどんどん引き込まれた。高校生と世代が近い俳優の柳楽

優弥さんの、落ち着いて、寄り添うようなナレーションがよかった。生徒たちが強

行遠足で何をつかめたのか、結論を番組では提示せず、生徒に余計な質問もせず、

余韻を残した終わりをしたことが、好感を持った。大人が忘れてしまっている、純

粋な何かを見たような気がした。この番組に出たことが、生徒それぞれの人生の後

押しになればいいと思った。長距離遠足といった学校行事は実施が大変であり、行

事を支える人たちについても取り上げたらなおよかったのではないか。 

 

○  全体的に無駄なところがなく、きれいにまとまった番組だった。タイトルの「長

い長い遠足～北見北斗高校７１キロ」だけでは番組の内容があまり伝わらないでは

と思った。また、オープニングの映像がディレクターの手持ちカメラの映像で、手

ブレが気になった。番組構成は高校生が走る姿を主体としているので、地味な印象

があるが、のどかな北見市の風景や明け方の田園風景など、映像が本当に美しかっ

た。地味なシーンが続く中で、高校生らしく、女子が応援の鉢巻きを男子にプレゼ

ントしたり、完走したらパンを買ってあげたりなど、ほのぼのとしながらも、印象

的なシーンが多かった。主人公の石川君の今後の姿も見てみたいと感じた。 

 

○  前半から中盤ぐらいまでは、石川君、高薄君、バレーボール部の女子３人組、そ

れぞれの遠足への思いを織り込みながら頑張る様子を紹介していた。終盤はナレー

ションをあまり入れずに、石川君の足音と車の行き交う音、そして彼の独り言や走

り続けるシーンで番組が構成されており、彼のやり遂げたいという思いが伝わって

くる表現になっていた。途中で、優しい性格の石川君が仲間を励まし、共に走り続

けようとするシーンは、今回の遠足にかける彼の思いが強く表れていた。思いがけ

ず両親が応援に来てくれたことに涙ながらに喜んでいたことが感動的で、周りの仲

間への感謝や達成できた喜びを素直に表現している彼の姿に、高校生らしいすがす

がしさを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

実は昭和３０年代にも、同じ題材でＮＨＫがドキュメンタリーを制作

したことがある。現在、撮影機材がデジタル技術のおかげで飛躍的に発

達しており、技術を使って同じ題材にチャレンジしたということだ。デ

ィレクター数名がデジタルビデオを駆使して生徒に密着して撮影したた

め、極限状態に置かれた生徒のハーハーという息遣い、足音、仲間との

何気ない会話まで詳細に撮れていた。そのため、行事の周辺も取材はし
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たが、生徒の走る姿を中心にした構成とした。当日の雰囲気そのままを

凝縮した番組を作り上げることができたと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２５日(金)の北海道中ひざくりげ「漁師が磨くふるさとの味～八雲町～」

は、八雲町の漁協青年部が作るサケの“山漬け”について取り上げていた。１６年

ほど前から山漬け作りに取り組み、今では人気の全国ブランドにもなってきている

とのことで、５キログラム以上の雄のサケを６段積みにする熟練の技が必要とされ

ることに感心した。今年は作り手である漁師たちが、東日本大震災の被害を受けた

ため、今年の山漬け作りは大変だったが、多くの消費者からの声に後押しされて、

何とか作りあげたことは、素晴らしい話で感動した。山漬けをきっかけに、八雲町

の漁業全体が震災から早く立ち直り、活性化されていけばとよいと思った。旅人の

久保田茂アナウンサーのダジャレも面白く、山漬け作りに挑戦する姿もほほえまし

く感じられた。 

 

○  １２月８日(木)のＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」は、津波で孤

立した宮城県南三陸町の馬場中山集落の住民が、行政の施策を待ちきれず、自力で

再起への道を進む姿を追った番組で、震災の被災者たちが実際にどのような生活を

送っているのかを知るよい機会となり、とてもためになった。多くの日本人に見て

もらいたい番組だった。 

 

○  １２月１日(木)のブラタモリ「荒川／柴又」は、古地図を片手に東京・荒川、柴

又地区の知られざる歴史を紹介しており、柴又を襲った台風被害の爪あとや、帝釈

天が、災害から守ってくれるお寺として評判だったことがわかり、興味深かった。 

 

○  １２月２日(金)のほっかいどう穴場ハンター「親子で楽しめる穴場を探せ！＠十

勝」は、三好正人アナウンサーに替わり、ベテランの吉田賢アナウンサーが出演し

ており、いつもと違う演出を楽しく見た。大相撲実況が専門の吉田アナウンサーか

ら三好アナウンサーへの「しこを踏め」、「腰の位置が大切」、「軸を決める、イコー

ル突っ張りが効く」といった辛口のアドバイスは自分自身にもとてもためになった。

１月に全国放送になるとのことで、とても楽しみにしている。 

 

○  １１月２５日(金)の「ネットワークニュース北海道」は登坂淳一アナウンサーが

函館市の観光施設、赤レンガ倉庫から生中継で、函館観光の魅力について紹介して
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いた。函館市民にとっては当たり前になっている事柄に視点を当て、観光都市とし

て、改善すべき問題について考えさせる内容だった。ゲストの観光学が専門の立教

大学の清水愼一教授は、ＪＲ東日本やＪＴＢに勤務していた経験から、鋭い視点で

観光を語っており、適任だった。北海道新幹線延伸の問題も含めて、より広い視野

で観光を取り上げるとなおよかったと思う。 

 

○  １２月１６日(金)の北スペシャル「北海道 古代ミステリー」は、北海道の室町

時代以前の歴史について、楽しく学べる番組だった。北海道から出土する勾玉が、

九州との交流で得たものであることや、平安時代の北海道は豊かで、厚真町は奥州

平泉との交易の拠点として繁栄していたことなど、新しい発見の連続だった。アイ

ヌの人びとのルーツについての新説も紹介しており、制作者がよく調べて、相当の

苦労をして番組を作ったことが感じられた。 

 

○  北海道中ひざくりげ「漁師が磨くふるさとの味～八雲町～」は酪農のイメージが

強い八雲町に、サケの山漬けという特産品があることを紹介していて、興味深く見

た。地域の特産品としての経済的な観点での発展性があるのかどうかについてもで

きれば知りたかった。 

 

○  １２月９日(金)の北海道中ひざくりげ「街を元気にシニア達人～釧路市～」は面

白く、かつ、考えさせられる番組だった。釧路市の商店街に暮らすお年寄りたちが、

電気修理やたこ作りなどの特技を子どもたちに教えることで、地域の活性化に役立

っている姿を描いていた。住民が自らの能力を地域に還元することで、商店街の活

性化につながっていることは、他の地域でも活用できる事例だと感じた。 

 

○  「平成２１～２３年ＮＨＫ経営計画」で、経営目標として、接触者率８０％を掲

げているためなのか、自局番組の宣伝が多い印象がある。番組宣伝のガイドライン

について知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは番組と番組の合間に放送している「スポット」について

は、１週間あたりの時間数として 145 分放送している。このほか「土

曜スタジオパーク」などの広報番組も放送している。自局の電波で放

送日時や内容をお伝えすることは、視聴者からの要望も多く、重要な

視聴者サービスと考えている。 

 

○１１月１８日(金)の北海道クローズアップ シリーズ人口減少社会を生き抜け⑥「勝
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ち抜く小売業の秘密」は、北海道を拠点とする小売業の強さに焦点を当てた番組で、食

品スーパー業界全国２位に成長したアークスと、大手コンビニチェーンを抑えて、シン

クタンクが行った調査で顧客満足度１位となったセイコーマートについて取り上げてい

た。コスト削減を追求するアークス、またプライベートブランド商品を増やすセイコー

マートと、北海道ならではの流通業の成功モデルが示されていて興味深かった。そうご

電器やデパートの丸井今井の失敗例と比較した上で、相対化して伝えた方がなおよかっ

たのではないか。 

 

○北スペシャル「北海道 古代ミステリー」は北海道の歴史についての 新の研究成果

をコミカルな演出で視聴者にわかりやすく伝えようとしていることに、好感が持てた。

ほっかいどう穴場ハンター「親子で楽しめる穴場を探せ！＠十勝」は、出演者同士の内

輪話で盛り上がっている印象があり、視聴者を置き去りにしてひとりよがりの完が否め

なかった。 

 

○先日、元番組審議会委員が番組に出ていたが、私はかねてから、審議委員が番組に関

与することは、任期中およびその後も含めて控えたほうがいいのではないかと感じてい

た。「審議の信頼性」の観点から、外部から見たとき、ある種の便宜供与と見られる危

険性があると思う。 

 
（ＮＨＫ側） 

番組の出演者は、有している技能や専門性などを勘案して、ふさわし

いと思われる人物の中から、番組担当者が決めている。在任中の放送番

組審議会委員についても、こうした条件に合致し、かつ、必然性がある

と判断すれば、出演依頼をすることはある。委員であることを理由に、

一律に排除することまではしていない。ただ、放送番組審議会は、放送

法に基づき、放送番組の適性を図るために設けられた機関のため、委員

には、客観的な立場でＮＨＫの諮問に応じ、意見を述べていただく必要

がある。したがって、在任中の委員に出演を依頼する場合は、必然性や

頻度などについて、一般の出演者とは異なる配慮が必要だ。ご指摘のよ

うに、視聴者の方々など外部から、必然性を疑われるような起用は避け

ねばならないと考えている。 
 

○  北海道中ひざくりげ「街を元気にシニア達人～釧路市～」は釧路市城山商店街の

６０代、７０代の高齢者が自らの特技を生かして、地域振興に貢献している姿がす

ばらしかった。地域の人々の自然な姿を伝えていて好感が持てた。これからも過度

に美化することなく、人々のありのままの姿を伝える番組作りをしてほしい。 
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○  １２月１６日(金)の北スペシャル いくぞ～！北の出会い旅 「第１１回 秋の

十勝を行きＭＡＸ！」は、私の地元十勝、池田町と本別町が舞台で、興味深く見た。

吉幾三さんと地元の方、猪飼雄一アナウンサーの掛け合いが面白く、楽しく見るこ

とができた。池田町の牧羊犬ショーについて紹介していたが、昔から羊を多く飼っ

ている地域で、羊が産業として成立しなくなった後も、それを観光資源として活用

しているという事実に触れてくれればなおよかった。 

 

○  北海道クローズアップ シリーズ人口減少社会を生き抜け「勝ち抜く小売業の秘

密」は、全国的に見て、所得が低く、高齢化が進んでいる北海道の現状を乗り切る

工夫が、逆に強みとなって成功している小売業の事例を取り上げていた。北海道の

企業がこれからどうやって生き抜いていくのか、さらに掘り下げた番組を見たいと

思った。 

 

○  １２月１０日(土)の「おはよう北海道土曜プラス」は苫小牧市の隣町、白老町の

虎杖浜を紹介していた。コーナーの冒頭を見逃してしまったが、番組のホームペー

ジで企画のＶＴＲ動画が掲載されていたため、見ることができた。ホームページと

連動したサービスの便利さを実感した。 

 

○  ほっかいどう穴場ハンター「親子で楽しめる穴場を探せ！＠十勝」は三好アナウ

ンサーに替わり出演した吉田アナウンサーが地元の皆さんと楽しく語らっている映

像に、三好アナウンサーがニュースを読んでいるテレビ画面が移っていて、思わず

笑ってしまった。放送番組モニターの評価が低かったようだが、自分の感覚とはず

いぶん違うと感じ、不思議に思った。 

 

○  １２月１６日(金)の北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑬「真冬の震災・

停電… あなたはどうする！？」はキャスターの池田耕一郎アナウンサーもウォー

ム・ビズで登場し、細部までのこだわりを感じた。番組で紹介されていた、電力が

なくても冬の北海道で暖かく生活するノウハウは、インフルエンザが流行した時な

ど、外出せずに家で過ごさなければならない場合にも役立つと思った。 

 

○  北スペシャル「北海道 古代ミステリー」は厚真町が平安時代は交易が盛んで、

豊かだったことなどがわかり面白かった。考古学は従来、発掘の専門家と、文献の

研究者とが分かれてしまっている。 近の研究成果を基にオホーツク圏の古代の歴

史を探る構成が非常に楽しかった。コミカルなスタジオ演出については、出演者が

慣れないことをやっている雰囲気が伝わってきて、気恥ずかしくなってしまった。

改善の余地が大いにあると思う。 
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○  北海道中ひざくりげ「街を元気にシニア達人～釧路市～」は、世界三大夕日とし

て知られる釧路市の夕日をモチーフにしたゼリーを紹介していたが、幣舞橋から見

える釧路川河口に沈む夕日を撮影して放送してほしかった。美しい夕日の映像がな

かったのが残念だ。 

 

○  北スペシャル いくぞ～！北の出会い旅「第１１回 秋の十勝を行きＭＡＸ！」

は、毎回吉さんの気さくな人柄と、地域の人たちとの自然なふれ合いを楽しみにし

ていたが、今回は同行の猪飼アナウンサーに対する吉さんの接し方が乱暴に感じ、

違和感があった。また、“ぶっつけ本番”をアピールするようなナレーションが頻

繁に入るが、地元の人の表情や様子を見ていれば、ぶっつけ本番だとわかり、必要

ないと感じた。 

 

○  北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑬「真冬の震災・停電… あなたはど

うする！？」は自分の体温で発熱するスプレーなど、電気が頼らなくても暖かく過

ごせるアイデア商品の紹介があり、とても有用な番組だった。また、視聴者から寄

せられた節電のアイデアがスーパーされていて、さまざまな節電方法がわかりよか

った。時宜にかなった番組だった。 

 

○  １２月１９日(月)の「ＮＨＫニュース」で、高齢者を対象に行われた、真冬のツ

ルツル路面の歩き方講習について取り上げていたが、重要なことだと思った。今後

も雪の多い北海道で暮らすための知恵について伝える放送をしてほしい。 

 

○  北スペシャル「北海道 古代ミステリー」は古代史に関心があり、楽しんで見た。

番組に出演していた旭川市博物館副館長の瀬川拓郎さんによるアイヌ史研究の成果

をうまく生かし、番組を制作したと感じた。北海道で出土した勾玉のルーツを追っ

て、日本各地に取材に行っており、制作には手間と時間をかけていると思う。ミス

テリータッチで進行する構成は面白かったが、吉田アナウンサーが先生にふんして

講義するスタイルのスタジオ演出は気恥ずかしくなる感じがして、違和感があった。 

 

○  北海道クローズアップ シリーズ人口減少社会を生き抜け「勝ち抜く小売業の秘

密」はアークスとセイコーマートの特徴的な小売業としての戦略がわかりやすく紹

介されていた。各業界の競合の激しさがよく表現されていてよかった。ただ、いち

早く迎えた人口減少、高齢化社会への対応、道外企業の進出が遅れたことをその強

さの要因にしているが、セイコーマートには当てはまるが、それ以外の企業に当て

はめるのはやや短絡的だと思った。 



 10

 

○  北スペシャル いくぞ～！北の出会い旅 「第１１回 秋の十勝を行きＭＡＸ！」

は十勝のビートについて、砂糖への精製過程も含めて紹介していた。ＴＰＰ（環太

平洋パートナーシップ協定）で も影響を受ける作物とされていて、十勝地方の主

作物にもかかわらず、一般的な認知度が低い。非常によかったと思う。 

 

○  北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑬「真冬の震災・停電… あなたはど

うする！？」を見て、“物質的に備えるのではなくて、電気がなくても生活できる、

ノウハウの蓄積をしっかりしておかなければいけない”といった印象的なコメント

が多く、身近な対策やすぐに実践できる方法を紹介しており、非常に参考になった。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１６日（水）、札幌放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、視聴番組の北海道クローズアップ「音楽の喜びを届けたい～５０年目

の札幌交響楽団～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

続いて、１２月の番組編成と放送番組モニター報告、視聴者意向についてそれぞれ

説明があり、会議を終了した。 

 なお、次回は１２月２１日(水)に開催することとした。 

 主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（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） 

 
（主な発言） 

＜北海道クローズアップ「音楽の喜びを届けたい～５０年目の札幌交響楽団」 

（１０月２１日(金) 総合 午後 7:30～7:55 北海道ブロック）について＞ 

 

○  “札響”こと、札幌交響楽団が多大な債務で存続が危ぶまれながらも、徹底したコ

ストカットで、財政を健全化し、活動を続けている現状がよくわかった。気になった

点は、創立５０周年を記念して行った欧州公演が、“欧州で絶賛を浴びた”と紹介し

ていたが、表現として少し誇張があるのではないのか。また、札響の財政状況やオー

ケストラとしてのレベルなど、国内にある地域交響楽団と比較してどうなのかについ

てもっと知りたいと思った。事務局長や楽団員のパーソナルマネジャーなど、人に焦

点を当てた番組構成だったが、具体的な人件費の削減額を数字で示すことで、国内屈

指の演奏家達がどれほどの苦労をして札響を支えているのかがよりわかったと思う。
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また、企業や自治体の文化事業予算がバブル期に比べてどれほど削減されているのか

わかれば、札響を取り巻く厳しい現状がよりわかり、番組にニュース性も加味できた

と思う。 

 

○  オーケストラの再生物語として番組を見た。年間 120 回以上ものコンサートを開き、

そのうちの３分の１は札幌市以外の地方で開いているとのことで、楽団員の苦労が伝

わってきた。コンサート設備がない会場で工夫して壇上を作っている様子や、公演を

主催する地方自治体が財政に余裕がなく、公演料も少ないため、楽団員が自費で現地

に行くなど、涙ぐましい取り組みで節約していることが番組を見てよくわり、感銘を

受けた。人口 2,000 人ほどの小さな町でオーケストラの演奏を聴くことができる感動

は、小さな町で暮らした経験から痛いほどわかる。北海道民に文化を届ける使命感と

身近な存在であり続けたいという意識を楽団員一人一人が持っていることで札響の

活動が成立していると感じた。１つ気になったのは、中学校の特別学級で講演した時

の様子を伝える際、特別学級ということで、あたかも楽団員が格別な思いを持ちなが

ら演奏しているように描いていたが、もっと淡々とした映像で伝えた方がよかった。 

 

○  以前中学校のＰＴＡ活動をしている時に、会費を工面して、札響の楽団員数名の演

奏会を催したことがあり、番組を感慨深い思いで見た。非常に印象に残るよい番組だ

ったが、札響が道内各地だけではなく、海外でも演奏活動をしていることについても

っと紹介してほしかった。また、オーケストラ再建の取り組みについて、コメントだ

けでなく、当時の映像を使って、再建の苦労について掘り下げるべきではなかったか。

さらに、札響を支えている一般の人々についてもっと取り上げることで、道民が自分

たちで札響を支えていくべきだという認識を高める効果があったのではないか。 

 

○  札響が、財政危機に直面した時、地域のオーケストラとしての存在意義に立ち帰り、

さまざまな行動を展開した姿勢に大変共感し、敬意を抱いた。旭川市の旭山動物園の

取り組みにも重なる、すばらしいことだ。オーケストラが地方に出向き、演奏活動を

することで、長期的には、北海道各地に音楽愛好者を育み、上質な音楽を聴く耳や感

性を育てていくことにつながり、結果として将来の札響を支持するファン作りにつな

がっていく。地方にも質の高い音楽を届けたいという使命感を持つ楽団員の熱意や、

音楽を深く愛する心、演奏する喜びを感じ、とても感動した。危機に直面しても、果

敢に挑戦し、経営改善に取り組む姿は、多くの苦難に直面している人々を勇気づけた

と思う。 

 

○  設立５０周年記念欧州公演などの華やかな話ではなく、地道な地方公演の話を中心

に据えて、楽団を支える事務局長、楽団員の相談役のパーソナルマネジャーに焦点を
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当てており、クラシックに疎い人でもなじみやすい番組構成だった。オーケストラに

は多くの演奏者とスタッフがおり、マネジメントが大変だ。さらに景気が低迷し、自

治体の文化関連の予算が削減され、札響を取り巻く状況はかなり厳しい。そうした中

で、外部からマネジメントにたけた人を招聘し、楽団員一人一人が強い危機意識をも

ち、オーケストラを再生させていく姿は、さまざまな人に共感できる話で、番組とし

て伝える意義があったと思う。できれば、経営危機に陥った原因や改革を行う際に直

面した抵抗や問題、現在の課題についてもっと掘り下げ、詳しく伝えてほしかった。 

 

○  経営危機の中で楽団員の意識改革、再建に向けた取り組み、勇気を肌で感じた番組

だった。改革には発想の転換や目的意識を共有することが必要だと実感した。一つ残

念だったのは、物心さまざまな面でサポートした人たちがいたと思うが、その存在が

番組ではよくわからなかった。ただ、時間や労力を惜しまず、道内各地での公演、回

数を増やすなど、危機を乗り切るためさまざまなことに取り組んだ札響の姿勢や、質

の高い本物の音楽を道民に肌で感じてもらいたいという楽団員の強い思いはよく伝

わった。道民のためのオーケストラという自負があって、設立５０年を迎えることが

できたのだと思った。番組を見てあらためて、札響のこれからの活躍に期待したいと

思った。 

 

○  札響の設立５０年の節目に「北海道クローズアップ」で取り上げられたことを感慨

深く見た。累積赤字を抱え、札響が存続の危機にあるというニュースを見たのを覚え

ている。番組では、経営危機をどう乗り切ったのかについてあまり詳しく取り上げて

おらず残念だったが、事務局長や楽団員のパーソナルマネジャーに焦点を当て、楽団

の運営を主なテーマとした構成は興味深かった。ただ、財政危機を発端にして、札響

がさまざまな工夫を行ったことや、楽団員自らが進んで小さな公演もこなすようにな

ったことと、番組のテーマである「音楽の喜びを届けたい」という思いにどうつなが

るのかよくわからなかった。 

 

○  どうやって経営危機を脱したかより、経営危機をきっかけとして札響が「音楽の喜

びを届ける」という本来の社会的役割に気づき、それを果たすべく努力していく姿が

感動的に描かれていたと思った。設立５０周年を節目に札響の現在を紹介しつつ、人

間それぞれの社会で果たすべき役割についても考えさせる番組構成だった。地方で文

化事業を行うにはお金の問題が一番足かせになっている。今回の番組で札響を紹介し

たことで、地域の人たちがうまく札響と関わっていくきっかけになったと思う。今後

も地域の文化レベルを上げることにつながるような番組制作を望む。 
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○  ２５分という短い時間の中でうまくまとめられていた番組だった。地方公演の様子

とオーケストラ改革、未来に向けた取り組みの大きく３つの柱で構成されていて、見

やすかった。さまざまな困難の中、企業理念として、地域のためのオーケストラを目

指し改革を進めてきたことが、個性ある事務局長とパーソナルマネジャーの２人に焦

点を当てることで、わかりやすく描かれており、理解が深まった。この番組に合わせ

て、１１月３日(木)に「札響ＦＭコンサート－ヨーロッパツアー帰国記念演奏会から

－」（前 9:15～10:45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）の放送があり、タイムリーな編成だと感心した。

スマートフォンを通じて、インターネットラジオ「らじる★らじる」で、その便利さ

に感心しながら番組を楽しく聴いた。 

 

○  オーケストラは一般的に“お堅い”イメージがあるが、今回の番組では、日々の活

動が紹介されており、身近に感じることができた。歴史の浅い北海道にレベルの高い

文化を根づかせたいという使命感を持って、楽団員が積極的に各地に出向き、地方公

演やボランティアのコンサートを実践している姿に感銘を受けた。累積赤字に苦しん

できた札響が原点に帰り、広く外に出て行き、聴いてくれる人、支持してくれる人を

増やしていく地道な活動を行ったことで、経営が持ち直したことが番組を見て感じら

れた。楽団としての演奏のレベルは高く、ボランティア活動も含めて、北海道の隅々

まで芸術の感性を向上させ、地元に根づかせる活動している札響の姿を見て、心から

応援したいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道クローズアップ」は課題や展望を掘り下げていく内容が多く、

今回の番組も当初は札響の経営危機の克服について取り上げる予定だった。

ディレクターが取材をしてみると、札響の楽団員の意識の高さが一番印象

に残ったため、人に焦点を当てた番組構成となった。 
 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月４日(金)の北スペシャル「人と馬 世紀をこえて～十勝・最古の草ばん馬～」

は、全道各地で行われている草ばん馬について取り上げていた。草ばん馬という言葉

は知っていたが、現在も行われていることは知らなかった。１５歳になる老齢のばん

馬の元エース、ツルマキシンザンが最後のレースに臨む様子など、動物を取り上げる

取材は面倒だったと思うが、粘り強く時間をかけて取材したことが伝わってきて、Ｎ

ＨＫならではの番組だと思った。 
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○  １１月６日(日)のこんなステキなにっぽんが「心ひとつに シソの里～北海道佐呂

間町～」は、お菓子やドレッシングの香料に使うシソは一般的な食用のシソとは全く

違うものだということを、初めて知り、シソの収穫の様子なども、とてもおもしろく

見た。 

 

○  １１月３日(木)の双方向解説 そこが知りたい！「激論！ＴＰＰ」（総合 前 10:05

～11:54）は、ＮＨＫ解説委員が出演し、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）

の賛成派、慎重派に分かれての討論番組だった。相当に踏み込んだ内容で、激しい言

葉のやり取りもあり、新聞でいうと編集方針を決める内部の議論をそのまま見せてい

るようで、いつものＮＨＫには見られない番組で大変驚いた。 

 

○  １１月４日(金)の北海道クローズアップ「ＴＰＰの衝撃 どうなる北海道農業」

は、野田首相がＴＰＰへの参加を表明すると見られていたＡＰＥＣ（アジア太平洋

経済協力会議）開催のタイミングで制作された番組だった。北海道庁が試算してい

るＴＰＰの影響についてのさまざまな数字を基に議論が進められていたが、その数

字の信頼性についてどう検証しているのか気になった。スタジオのやり取りは、ア

ナウンサーは農業者の立場を中心に取材した記者の解説をおうむ返しに伝えるだけ

で、必ずしもＴＰＰで農業が全部だめになるわけではないなどの意見をバランスよく

提示しておらず、一方的な印象があった。 

 
（ＮＨＫ側） 

「北海道クローズアップ」について、今回は北海道の放送局として、農

業への影響に焦点をしぼって伝えた。道庁が出した試算の数字は、農業

に影響を与える指標として、あくまで試算と断った上で紹介した。行政

や農業者の懸念の背景にあるものをわかりやすく示すには、試算を使う

ことは効果的だと考える。ただ、視聴者に誤解を与えないように今後も

配慮していきたい。 

 

○  ＮＨＫ札幌放送局のアナウンサーの素顔の一面を伝える、５分のミニ番組「アナブ

ロ」を札幌局のホームページの動画で楽しく見た。１１月１１日（金）のアナブロ 第

３６回「帰ってきたフィギュア王子」は増子有人アナウンサーがフィギュアスケート

をしている姿が新鮮で、普段のニュースを読む姿とのギャップに驚きを感じた。 

 

○  １１月５日(土)の目撃！日本列島「一緒だから また走る～車いすマラソン ２０

年目の挑戦～」は感動的な番組だった。５歳の時に脳梗塞で倒れ、今は言葉も発せず、

寝返りさえも自分でうてない３２歳の青年と、献身的に介護を続ける家族の物語だっ
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た。２０年間参加しているマラソン大会に今年も参加する父子の姿を通し、この家族

にとっての幸せを温かい目線で描いていた。函館局のニュースカメラマンが撮影を担

当したとのことだが、重苦しい雰囲気になることなく、見る人に力を与えてくれるよ

うな映像が多く、さすがと思わされた。児童虐待や介護殺人など、生命が非常に軽視

されてきている昨今、生きること、努力することについて考えさせられる番組だった。

俳優・國村準さんのナレーションも番組に合っていた。 

 

○  １１月５日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「沸点～中国ブロガー ネットの中の

攻防～」は、中国の影響力のあるブロガーを取り上げていて、生き生きとしたドキュ

メンタリーになっていた。ただ、中国のネットを管理している国務院新聞弁公室とい

う機関を、「政府の新聞部」と訳していたが、一般的にはそういう呼称は使われてい

ない。また、中国共産党中央委員会の機関紙人民日報傘下の人民網(人民ネット)にあ

る「輿情監測室」について、ネットをコントロールしている組織と紹介されていたが、

ネットをモニターしている組織で、内部文書とされていた「網絡輿情」も、特別に機

密性の高い文書ではない。やや誤解を与える表現となっていた。 

 

○  北海道クローズアップ「ＴＰＰの衝撃 どうなる北海道農業」は、野田首相のＡ

ＰＥＣ出席前に、タイミングよく放送されたと思う。ＴＰＰについては、参加の可

否を判断する情報が足りなく、各省庁が出している試算の根拠が検証されていない問

題があるが、ＴＰＰ問題に対する立ち位置がはっきりしていないことが一番問題だと

思う。国益か地方益か、第１次産業、第２次産業、第３次産業でどの産業を優先させ

るのかなど、判断基準が明確でなく、安全保障の問題、日中関係、日米関係などさま

ざまなことが連動して複雑になっている。ＮＨＫ北海道として、北海道民の利益とい

う視点から、問題を整理して報道してもらいたい。 

 

○  １１月４日(金)のネイチャリング北海道「十勝の牧場で酪農ガール」（総合 後

10:00～10:24 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）は鹿部町の農場で、４人の“ネイチャーガールズ”が酪

農体験をしていた。トラクターで牧草ロールを作ったり、チーズやバターを手作りし、

そのチーズを使ってピザを焼いたりなど盛りだくさんな内容で楽しめた。ＴＰＰ参加

の是非について議論される昨今だが、ＴＰＰに参加したときに、果たして番組で紹介

されたような北海道の酪農地帯の豊かな自然が維持されるか不安を抱きつつ見た番

組だった。 

 

○  １０月２１日(金)の北スペシャル「北の大地を歩きつくそう２０１１～ぶらりみて

ある記スペシャル～」は「おはよう北海道土曜プラス」の人気コーナー「ぶらりみて

ある記」を集大成した番組で、道内各放送局のリポーターが楽しみながら体験してい
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る様子が興味深く、地域の姿がよく見える番組だった。１１月５日(土)の「おはよう

北海道土曜プラス」の「ぶらり見てある記」では日高町のシシャモが取り上げられて

おり、リポーターが船酔いしながらも頑張ってリポートする姿が印象的だった。地域

の紹介番組としておもしろく見た。 

 

○  北海道クローズアップ「ＴＰＰの衝撃 どうなる北海道農業」は、道庁がＴＰＰ

の影響を試算したモデルケースの芽室町を取り上げて議論を進めつつ、民主党のＴＰ

Ｐ交渉参加プロジェクトチーム座長である鉢呂吉雄衆院議員のインタビューを入れ

るなど、ライブ感のある構成だった。東日本大震災があったが、もう少し早く北海道

の視点でＴＰＰを取り上げた番組を制作してほしかった。 

 

○  北スペシャル「人と馬 世紀をこえて～十勝・最古の草ばん馬～」は、ばんえい競

馬については知っていたが、道内各地で草ばん馬が行われていることは知らず、新鮮

だった。ばん馬が白い汗を流すなど、初めて見る映像が多く、驚きのある番組だった。

草ばん馬が開催されるのは、農業を中心とした地域コミュニティーが成立しているか

らで、ＴＰＰに参加することで、北海道の地域社会が崩壊することが危惧される。前

の時間に放送された、北海道クローズアップ「ＴＰＰの衝撃 どうなる北海道農業」

から引き続き見ることで、図らずも北海道にとってＴＰＰとは何かについて考えさ

せられた。 

 

○  北海道クローズアップ「ＴＰＰの衝撃 どうなる北海道農業」は、地域産業の問

題や人口減少の問題、さらには国家の食料自給率の問題まで網羅して、よくまとまっ

た番組だった。ＴＰＰの問題は、省庁によって影響の試算が異なり、一般の人にとっ

て、実態がよくわからない。報道にあたっては、難しい側面があると思うが、その中

でも事象を掘り下げていくのがＮＨＫの役目だと思う。鉢呂座長が出演していたが具

体的な話は何ら聞かれず、プロジェクトチームの議論の内容を取材側で把握した上

で、もう少し突っ込んだ質問をするべきだった。ＴＰＰに参加するしないにかかわら

ず、北海道の農業の競争力を増す努力をしていくべきで、そのための施策の紹介など、

前向きな話も織り交ぜた番組を今後、作ってもらいたい。 

 

○  北スペシャル「人と馬 世紀を超えて～十勝最古の草ばん馬」は、草ばん馬を通し

て、地域の人たちの結びつきを見せたドキュメンタリーだった。老いた愛馬と馬主や、

初めて草ばん馬に挑戦する人に焦点を当て、感動的な人間ドラマになっていた。レー

スの日は雨で、撮影は大変だったと思うが、美しい映像が多く盛り込まれていた。草

ばん馬は 100 年も続いているとのことで、農業を基に発展した北海道の歴史を改めて

考える機会となった。 
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○  １１月１４日(月)の「ネットワークニュース北海道」で、福島県郡山市から恵庭市

に移住したステンドグラス作家の家族を紹介していた。こうして、東日本大震災の被

災者について、継続的に取り上げる姿勢はすばらしいと思う。 

 

○  ＴＰＰの問題はどうしても経済団体、農業団体の対立軸で報道されるのが問題だと

思っている。菅前首相が参加について明言したのは一昨年で、今月まで十分時間があ

ったにもかかわらず、詳細な報道や世論の深まりを促すような番組がなかったこと

も、一般の人が拙速感を持つ要因の一つだと感じている。ＮＨＫに関しては、北海道

クローズアップ「ＴＰＰの衝撃 どうなる北海道農業」と双方向解説 そこが知り

たい！「激論！ＴＰＰ」に加えて、１１月１０日(木)のクローズアップ現代「ＴＰ

Ｐ交渉参加の行方」など、他局よりは早く、しっかりとした報道をしており、一定

の評価を与えることができると思う。各省庁が試算を出しているが、裏付けまで示さ

ないと、独り歩きしてしまう危険性がある。また、生活者の目線では、安い農産物が

入ってくるのはいいことだ、という議論もある。北海道にとっては極めて重大な影響

のある問題で、ＮＨＫには今後ともさまざまな角度から掘り下げた報道をお願いした

い。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１０月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１９日（水）、札幌放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、視聴番組の北海道中ひざくりげスペシャル「ふるさとを旅した２５年」

を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

続いて、１１月の番組編成と放送番組モニター報告、視聴者意向についてそれぞれ

説明があり、会議を終了した。 

 なお、次回は１１月１６日(水)に開催することとした。 

 主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

柴田 悟 （月形農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

渡邉 浩平（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） 

 
（主な発言） 

＜北海道中ひざくりげスペシャル「ふるさとを旅した２５年」 

（９月２２日(木) 総合 午後 7:30～8:43  北海道ブロック）について＞ 

 

○  「北海道中ひざくりげ」の放送開始から２５年もの長い年月がたったことに感慨

を覚えた。構成は過去の番組の映像の紹介と、当時番組に出演した人たちが現在ど

うなっているのかを今の旅人の久保田茂アナウンサーが訪ねるもので、視聴者の興

味に応えたものだった。番組では人生が順調な人たちを紹介していたが、中には、

あまりうまくいっていない人もいるかもしれず、そういう人も番組で取り上げた方

がよかったのではないかと思ったが、俳優の岩尾亮さんが「北海道中ひざくりげ」

の魅力について、地域の人が主役であることと、知らない北海道を再発見すること

と分析しているシーンを見て、この温かい雰囲気の演出でよいのだと思い直した。

民放を含めてさまざまな旅番組があるが、「北海道中ひざくりげ」は本当の意味で地

域の人たちが主役の番組で、これからも回を重ねていってほしい。 
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○  番組が２５年間も継続していることに大いに感慨を覚える。理由として、北海道

は全国の２２％近い面積を有しており、その広い土地にさまざまな人たちが生活し

ていて、知られざる風俗や慣習があり、常に新たな発見があることがあげられる。

変わらず番組のテーマ曲である、南こうせつさんが歌う「北の旅人」は四半世紀経

ても歌に古くささがなく、いつ聴いても心になじむ歌だ。歌詞が北の大地に暮らす

私たち道民の心をしっかりと捉えている内容だと思った。また、番組の中盤に岩尾

亮さんを登場させて、番組を分析させる構成にしたことが、地域の人たちが主役の

番組だということや地域の文化や風習をきちんと捉えているということ、また、広

い北海道にはあなたの知らない“ふるさと”がまだたくさんあることなどを視聴者

に伝えることに成功したと思う。出演した人たちの過去と現在の姿を比較すること

で、お子さんたち、あるいは大人たちの２５年間の成長の様子をきちんと整理して

いたことに感心した。北海道をくまなく回ることは大変だと思うが、これからも継

続して放送していってほしい。 

 

○  時間の積み重ねは非常に強く人を引きつけるということをあらためて感じた。増

毛町雄冬で番組開始当時新婚だった夫婦が、土地に溶け込み、２人でたくましく漁

業にいそしんでいる姿に時間の重みを強く感じるとともに感銘を受けた。司会の久

保田アナウンサーが穏やかな口調で、テンポよく番組が進んでいったため、７３分

という時間を感じさせなかった。視聴者代表として岩尾亮さんが「あなたの知らな

いふるさと」という番組のコンセプトを示していたが、北海道は広大で、道民であ

っても自分が住んでいる以外の地域について知らないことが多いということが強み

になると感じている。北海道は、藩を廃して県が置かれた他県と異なり、よい意味

での開放性や進取の気性があり、掘り下げる対象として非常におもしろいことが、

番組が長く続いた理由であると思う。「北海道中ひざくりげ」を見て、北海道の地域

性とはこういうものだと思う人もいるため、責任重大な面もあると思う。北海道と

は何かを突き詰めていくより、さまざまな人を紹介していく方が長く愛される番組

となると思う。 

 

○  番組を見て、長寿番組としての理由がよくわかった。ありのままのふるさと北海

道を切り取り、ありのままに伝えるよい番組だった。放送開始から２５年がたち、

出演者それぞれが成長し、新たに家族を持つなど、特別な事が起こるわけではない

が、飾り気なく、本当に北海道はいいと思わせてくれた番組だった。司会の久保田

アナウンサーとゲストの南こうせつさんのコメントにあるように、人間の命の営み

や血筋の継承など、当たり前の事が続いていくことが本当に幸せなのだということ

があらためて意識された。人に焦点を当てたエピソードが多かったが、自然の変化

についても織り込んでいればなおよかった。 
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○  番組の中で、旧北村で、２５年前に誕生した四つ子について取り上げていた。当

時、非常に話題となり、四つ子のお父さんの職業が同じ農業者ということで関心が

あった。２５年の月日がたち、四つ子たちは立派に成長していていたが、一家は離

農していて、残念な思いがしたし、その理由についても知りたいと思った。出演し

た人たちや子供たちの成長を映像で見ることができ、２５年続いた番組の歴史や重

みを感じた時間だった。それぞれの人が地域に根ざしてたくましく生きていること

に大変感動した。番組を通して、知らない北海道の地域、文化を知ることができる

ことは本当にすばらしいことだ。番組で取り上げられた地方に出かけた時に、番組

を見たことによってまた別の角度から体感できることも楽しい。これからも北海道

の違う一面をずっと紹介し続けてほしい。 

 

○  ２５年間続いた「北海道中ひざくりげ」は大好きな番組だ。この番組のよさは、

道内の各地で普通の暮らしをしている人にスポットを当て、地域の特性をうまく番

組に反映させているところだと思う。北海道がいかに広いか、北海道の自然がいか

にすばらしいかを、道民が再認識できる番組だ。観光アドバイザーの仕事で全道各

地を飛び回り出会った人の中で、「北海道ひざくりげ」に出演したことが一生の思い

出になっている人がいた。「放送されて、観光客が札幌から来てくれた」「観光資源

がない町なのに、『北海道中ひざくりげ』を見て来てくれる人がいた」という話をよ

く聞く。真の意味で北海道に根付いた番組なのだと実感する。これからも、放送継

続５０年を目指して頑張ってほしい。 

 

○  番組構成に破綻がなく、２５年という時間の積み重ねの意義が感じられた。７３

分という放送時間は長いようだが、“北海道の記録”として考えれば長すぎるという

ことはなく、貴重な映像の記録だと感じた。番組の中で、旧浦河町に移住し五百羅

漢像を作っている人の「自分の思いをぶつけるのではなく、木の目の言うとおりに

掘っていく。だからスランプがない」という言葉が心に強く残った。生身から出て

きた言葉は、年月がたっても変わらない力がある。大変よい番組だったと思う。 

 

○  全体的にうまく構成された番組で、見ていて引き込まれた。南こうせつさんのト

ークを交えて進行していく番組構成に好感が持てた。番組の中で視聴者からの投稿

を紹介したことは、視聴者が主役という番組コンセプトが伝わってきたと思う。番

組開始当初の古い映像と出演者の現代の姿を比較して見せることで、時間の経過や

歴史を目の当たりにすることができた。増毛町雄冬に嫁いできた花嫁さんが２５年

たち、かつては怖がっていたタコを見事仕分ける姿や、４歳だった四つ子たちが立

派な青年に大きく成長した姿は感慨深かった。旧南茅部町で出稼ぎに出ている漁師

の父親の帰りを心待ちにしていた少年が、今は自身も父親になり、親への感謝の言
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葉を述べていた姿が感動的だった。家族を思う気持ちのすばらしさは、番組が視聴

者に伝えたいことでもあると思う。北海道に生きる普通の人に焦点を当てているこ

とが、番組が支持を得ている理由だとよくわかった。これからも長く続けていって

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

視聴者により親しみを持ってもらうため、番組ホームページやお手紙

で、番組に対する思い出やエピソードを寄せてもらい、番組内で紹介し

た。北海道各地で行われている地域振興の取り組みや人々の故郷に対す

る思いをこれからも紹介していく番組でありたいと考えている。また、

大変な時代に、それぞれの事情を抱えて頑張って生きている人たちを見

つめていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月７日(金)の北スペシャル「北海道から届けよう！歌の力コンサート」（総

合 後 7:30～8:43 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）と１０月７日(金)の「ＬＩＶＥ Ｈ」（総合 後 10:00

～11:13 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。東日本大震災の被災地にエールを送る内容の番組だ

ったが、あらためて歌の力は大きいと感じた。「ＬＩＶＥ Ｈ」は若者向けの音楽番

組で、ＭＣ、出演者ともに北海道出身とのことで、こんなに多くの北海道ゆかりの

アーティストがいたのかと驚いた。観客の若者たちが熱狂し、熱心に聴いている様

子が好ましかった。 

 

○  １０月１４日(金)の北海道クローズアップスペシャル 震災プロジェクト⑫「終わ

らない震災」（総合 後 7:30～8:43 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）は４つのテーマで構成され、震災

から半年たった今の被災地、被災者の状況を描いていた。東京電力福島第一原子力

発電所の事故のため、道内へ避難している人の気持ちに寄り添い取材している姿勢

が感じられた。また、北海道のＮＰＯが行っている移動支援ボランティアのエピソ

ードでは、ボランティアの在り方や、ボランティアに行く人が少なくなっている現

状について考えさせられた。また、被災地の漁師たちが力強く再び漁に乗り出して

行く姿に、復興は被災者が“稼げる”ことが不可欠だと実感した。今後も被災者の

支援や雇用など、震災のことを多角的に伝える番組を制作してほしい。 

 

○  １０月１２日(水)のためしてガッテン「ついに皆伝！京料亭に伝わる昆布ダシの

奥義」は、京都の老舗料亭の極秘のダシを生む“幻の昆布”のうまさの理由を徹底
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分析し、家庭の昆布で味を再現する方法について紹介していた。幻の昆布は礼文島

香深浜産の昆布で、数年間蔵に寝かせることで、うまみを熟成させ、一般的な昆布

の香りが抜け、フルーティーな感じの昆布になるとのことだった。秘伝の技を家庭

で簡単に再現する方法は少し乱暴な感じがしたが、昆布の一大生産地である北海道

に生きる者として、昆布の扱いについて非常に勉強になった。 

 

○  北海道クローズアップスペシャル 震災プロジェクト⑫「終わらない震災」は、移

動ボランティアのパートで使われた「寄り添いて走る風になれ」という言葉が人と

人がお互いを支え合うことを表現するすばらしい言葉で、大変印象に残った。 

 

○  ＢＳの多チャンネル化が進んでも、若者のテレビ離れは止まっていない。“若者

のテレビ回帰”はＮＨＫのみならずすべてのテレビ局にとって重要なテーマだ。そ

うした観点を持ちながら、９月３０日(金)の北海道クローズアップスペシャル「高

校生×ＮＨＫ 高校生が見つめた大震災」（総合 後 7:30～8:43 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）と「Ｌ

ＩＶＥ Ｈ」を見た。北海道クローズアップスペシャル「高校生×ＮＨＫ 高校生が

見つめた大震災」は、被災地である福島県の原町高校と北海道の千歳高校、札幌旭

丘高校の放送部が震災をテーマに番組制作をした様子やその作品を紹介していた。

原町高校が作った作品は確かに、心を動かされるものがあり、北海道の生徒は、被

災地に対し真摯にアプローチしていることがわかった。ただ、全体的に、ＮＨＫと

接点を持ちやすい優秀な放送部の高校生がＮＨＫと共に番組を作っているだけで、

その他大勢のＮＨＫに興味のない高校生、若者に対してアプローチする番組にはな

っていなかった。また、若者向け音楽番組の「ＬＩＶＥ Ｈ」は高揚感がうまく演出

されていたが、北海道出身のアーティストを出演させても、北海道の地域性は出て

いなかった。ただ、若者たちとの結びつきを深めるべくさまざまなアプローチを模

索していることは伝わってきた。 

 

○  １０月１６日(日)のドキュメント２０ｍｉｎ．「ここから、もう一度始めよう～

札幌・シェアハウスのひと夏～」（総合 １７日(月)前 0:40～1:00）は、１０日１万

円で過ごせる簡易宿泊施設に住む若者同士の絆と社会への再出発を描いたドキュメ

ントだった。主人公の若者が住人から借金をしたり、だらしない生活のため職を失

ったりなどのう余曲折を経て、社会に再び踏み出す姿を、入局２年目の若いディレ

クターがつかず離れずの距離感でその過程を捉えていた。番組冒頭は若者を通して、

時代の世相を切り取る番組だと思ったが、見終わって爽やかな気持ちになり、ドキ

ュメントとして非常に優れていると感じた。若者に迎合することなく、若者に関係

のある社会の問題などを丁寧に描いていくことが、結局のところ若者のテレビ回帰

につながっていくと思う。 
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○  １０月１７日(月)のクローズアップ現代「“自給力”～食とエネルギーを自給す

る暮らしの可能性～」は、世界的な食糧危機やエネルギー危機を背景に、食とエネ

ルギーを自給する暮らしを実現したい人が増えている現状について伝えていた。ゲ

ストの経済評論家・内橋克人さんの「働きがい、生きがい、社会の有用性、必要性

が労働の尊厳を守る」というコメントが印象深かった。こうした新しい価値観が広

がることで、北海道を始めとした地方の人口減少問題や一極集中のいびつな状態を

解決する糸口になるのではないかと思った。 

 

○  １０月２日(日)のさわやか自然百景「花の浮島 礼文島」は礼文島の花とミツバ

チの共生について伝えていた。礼文島は花を観光資源として、地域振興を行ってい

るが、この番組は花をテーマにして、礼文島の魅力をあますことなく伝えているす

ばらしい番組だった。 

 

○  北海道クローズアップスペシャル 震災プロジェクト⑫「終わらない震災」と北海

道クローズアップスペシャル「高校生×ＮＨＫ 高校生が見つめた大震災」を見た。

「終わらない震災」は、ＮＨＫ北海道が震災について取材してきたエピソードをあ

らためて１つの番組としたもので、震災に取り組んできた蓄積が生かされた番組だ

った。ただ、ボランティアを取り上げる時に、ボランティア団体ばかりに脚光を当

てず、全くの手弁当で行っている善意の個人についても取り上げてもらいたい。「高

校生×ＮＨＫ 高校生が見つめた大震災」は、高校生たちが自分たちの声で自分た

ちの意見を素直に伝えている姿が印象に残った。「“がんばろう日本”という軽い

言葉ではなく、自分たちができることから始めたいと思う」というコメントなど、

はっとさせられる言葉がたくさんあった。被災地の福島県・原町高校の生徒も、原

発事故の理不尽さや将来が見えない不安に対して、「何でこんなことがあるのだ」、

「原発は嫌だ。なくなったほうがいい」と自分の言葉で語っており、大人はなかな

か言えない言葉だと思った。こうした高校生の生の言葉を紹介したことを評価した

い。 

 

○  ドキュメント２０ｍｉｎ．「ここから、もう一度始めよう～札幌・シェアハウス

のひと夏～」を見た。敷金・礼金なし、１０日１万円で過ごせる簡易宿泊施設が札

幌にあるということを番組で初めて知った。入局２年目のディレクターの目の付け

どころがよい番組だと思った。ただ、何を軸に描く番組なのかよくわからなかった。

番組冒頭は宿泊施設で出会った人々を通して、ディレクターが社会のひずみを描く

番組なのかと思ったが、番組の途中から１人の青年が立ち直る姿を追う番組に変化

していった。また、ディレクター自身が姿を現す必要があるのか疑問に思った。全
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体的に、取材者が対象者との距離を測りかねている印象があったが、そうした疑問

を着眼点のよさで相殺した番組だったと思う。２年目のディレクターということで、

今後に期待したい。 

 

○  １０月から後期改定でさまざまな新番組が始まったが、全体として総合テレビ、

Ｅテレ、ＢＳ１、ＢＳプレミアムの映像４波の役割がより明確になってきていると

感じる。番組ホームページも見やすくなって、予告動画など、充実していると感心

している。また、ＮＨＫオンラインのＮＨＫ映像マップ「みちしる～新日本風土記

アーカイブス」はＮＨＫが蓄積してきた画像、映像を気軽に見ることができる便利

なサービスだと感心している。 

 

○  ９月２９日(木)のグラン・ジュテ～私が跳んだ日「自然写真家 久保田亜矢」は

北海道在住の自然写真家・久保田亜矢さんを追った番組だった。普通の主婦だった

久保田さんは偶然手に取ったエゾリスの写真集に感動し、自分もエゾリスを撮影し

たいとの思いで写真家に転身した。その決断は大きなものであったと思うが、番組

ではあまり触れないで、写真家としての久保田さんの日常を追ったところに好感を

持った。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年９月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、２１日（水）、札幌放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、「平成２３年度後半期の国内放送番組の編成」および「平成２４年度

の番組改定」について説明があった。 

続いて、視聴番組の北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑪「“防災のスピー

ド”を上げろ」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

後に、１０月の番組編成と放送番組モニター報告、視聴者意向について、それぞ

れ説明があり、会議を終了した。 

  

（出席委員） 

委 員 長  田澤 由利（（株）ワイズスタッフ代表取締役） 

副委員長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

委  員  内田 和幸（ながぬま農業協同組合代表理事組合長） 

木下 正明（鳥取神宮宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

渡邉 浩平（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） 

 
（主な発言） 

 

＜平成２４年度の番組改定について＞ 

 

○  ４０代後半の女性は忙しく、テレビの前に座ってじっくりと番組を見る時間がほ

とんどない世代だ。忙しい時間をやりくりしてでも見たいと思う番組は、ＤＶＤ化

されずなかなか入手することができない古い映画だ。今後もこのような映画を編成

するよう希望する。 

 

○  夜間、特に午後１０時台、１１時台に長尺の番組を見るのはつらい。メディアと

して伝えたいことがたくさんあることはわかるが、伝え方に工夫がほしい。短い番

組の方が視聴者に伝わることもある。 
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○  テレビをどのように視聴しているのか、私と同じ５０代の周囲の知人たちに聞く

と、リアルタイム視聴は忙しくてできず、地デジ化以降はＥＰＧで録画しやすくな

ったこともあり、見たい番組は録画して時間のある時にまとめて見ているとのこと

だった。このような見方をする場合、視聴率にはどのように反映されるのか。今後

はリアルタイム視聴だけではない指標が必要だと思う。 

 

＜北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑪「“防災のスピード”を上げろ」 

（９月９日(金) 総合 午後 10:00～11:13 北海道ブロック）について＞ 

 

○  東日本大震災の発生から半年というタイミングで、震災について、情報伝達、避

難、救助、復旧の４つの観点からあらためて見つめ直すという番組だった。私が住

んでいる苫小牧市が災害時に携帯電話で情報提供をする取り組みについて紹介して

いたが、具体的にどういう申し込みが必要なのかなどについて知りたいと思った。

データ放送などで補完的により詳しく紹介すればなおよかったのではないか。９月

から新しく担当した池田耕一郎アナウンサーは、初回に比べると緊張も取れ、落ち

着いてきたと思う。 

 

○  震災に関して、情報伝達、避難、救助、復旧という４部構成で伝えたことで、こ

れまでの震災関連の「北海道クローズアップ」の中でも見やすくなり非常によかっ

たと思う。情報伝達と避難をテーマとした前半では、命を守るためには、行政に依

存するのではなく、私たち自身が地域コミュニティを形成し、危機管理について常

に思いを巡らす必要があることについて深く考えさせられた。救助と復旧をテーマ

とした後半では、行政の事前の対策が実際の震災では役に立っておらず、結果を受

けて対策を立て直すという“後追い行政”ではいけないという群馬大学の片田敏孝

教授の言葉が印象的だった。四方を海に囲まれ、地域間の距離が離れている北海道

で今回の震災規模の災害が起きたらどうなるのかについて、あらためてしっかり考

える良い機会となる番組だった。 

 

○  番組では防災無線について多く時間をさいて取り上げていたが、「音が聞きづら

い」、「何を言っているか分からない」という声は多くの自治体で平時から住民よ

り寄せられているので、なぜ聞きづらくなっているのか、聞こえづらくなる理由に

ついて、もっと番組で取り上げてほしかった。災害時の避難の問題では、海沿いの

自治体の苫小牧市や豊頃町、釧路市の事例を取り上げていたが、過去に津波被害を

受けた経験を生かし、対策をしっかり立てている浜中町や厚岸町、奥尻町を事例に

出して比較した方がよりわかりやすくなったと思う。ドクターヘリやＤＭＡＴ（災

害派遣医療チーム）についても取り上げていたが、迅速に道路を復旧させて救助す
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るルートを確保することについて考えることの方が重要だと思った。また、港湾の

連携についても取り上げていたが、道路が復旧しないと港から被災地に救助物資を

届けられない。こうした道路についての掘り下げが足りないのは残念だった。番組

の中で取り上げた内容が多く、７３分の放送時間では、伝えきれないと思った。 

 

○  北海道で震災が起きたらどうなるのかについて、もう一度見つめ直す意味で、適

切なタイミングでの放送だった。一般論に陥らずに、各地の課題や取り組みを丁寧

に取材していたと思った。情報伝達、避難、救助、復旧という４つのテーマに整理

されており、視聴者にわかりやすい構成になっていた。長年防災に取り組んできた

片田教授の話は説得力があり、道民の防災意識を高める効果があった。ただ、制作

者が意識高く取り組んだ番組であることは感じたが、７３分の放送時間は長すぎる

と思う人もいると思う。２部構成にするなど、伝える方法については再考をお願い

したい。また、三陸地方に伝わる、津波がきたら、肉親に構わず、各自“てんでん

ばらばら”に高台へと逃げろという教えの「津波てんでんこ」について伝えていた。

家族のきずなが強いほど被害を大きくするが、かと言って本当に肉親を置いて自分

だけ逃げられるのか、災害弱者をどうするのかという問題を含めて、放送でどう伝

えるのか難しい問題だと思った。 
 

○  タイミングよく放送され、防災意識を高める効果があった番組だと思う。情報伝

達、避難、救助、復旧という４点に整理し、それぞれの地域の取り組み、対策をわ

かりやすく伝えていた。防災が専門の片田教授が本州を事例として解説していたが、

北海道にどこまで適用できるのかという視点でも興味深く見た。子育て支援サイト

を運営する、ゲストの阿部夕子さんが一般的な母親、主婦の視点から防災について

率直に意見を述べていてよかった。防災について、国、地方自治体、地域住民がや

るべきことは何かについて、今後も考えていく必要があると思わされた番組だった。

次の世代の子どもたちの命を守るという意味でも、ＮＨＫにはこうした防災につい

て、問題提起を行う番組を引き続き制作していってほしい。 

 

○  副題で「防災のスピードを上げろ」といっておきながら、番組内では、ＶＴＲと

スタジオとのスピード感が違うことが気になった。ゲストのコメントは、ＶＴＲの

繰り返しになっており、防災の知識のない人もいたため、客観的な事実よりも道徳

や人間論に陥ってしまった感がある。自身の役割を完全に把握していないせいか、

アナウンサーもコメントを引き出しにくく、スタジオが空回りしていた。ゲストの

人選は適切だったのか疑問に思った。道内の専門家、あるいは北海道に根を下ろし

ている人の意見をもっと聞くべきではないか。また、７３分の放送時間は長すぎる

と感じた。この内容なら、「ネットワークニュース北海道」などのニュースの企画で
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短くテンポよく伝えた方が効果的だと思う。７３分という放送時間が先にあり、埋

めることにきゅうきゅうとしている印象だった。 

 

○  まず、７３分という放送時間は長過ぎると感じた。ＶＴＲの合間にアナウンサー

とゲストの間延びした会話を入れて番組を進行する構成はもうやめた方がよいので

はないか。むしろ防災専門家の片田教授の話をじっくり聞きたかった。また、もう

１人のゲストの阿部さんを子育てをしている母親や女性の代表として位置づけてい

たようだが、専門家の片田さんが男性のため、男女の役割分担として、ステレオタ

イプの枠組みになっていて違和感を覚えた。避難所になる公民館のカギの開閉を警

備会社に委託する話題がＶＴＲで取り上げられていたが、津波が来た場合はまず逃

げることが必要であり、かつ公民館自体が浸水区域になる可能性もあり、危険では

ないかと思う。番組でこうした問題点を提示していないことを不思議に思う。また、

ドクターヘリがＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の要員を緊急時に被災地に運ぶこ

とについて取り上げられていたが、ドクターヘリの役割から逸脱したもので、ＤＭ

ＡＴを有効に使うには、自衛隊や消防庁の大きなヘリ輸送が必要であり、こうした

点について、番組で触れるべきでなかったか。 

 

○  防災について、スピードを上げるという切り口の下に、視聴者が知っておく必要

があることを、さまざまな事例をもとにわかりやすく説明していたと思う。ゲスト

の人数も適切で、特に、片田教授の話がわかりやすく示唆に富んでいた。東日本大

震災規模の地震が北海道に起きる場合に備え、早急に対策を立てる必要がある中、

他の自治体のよい事例、新しい取り組みについて紹介していたことは、非常に有用

だと思う。ただ、地震による津波に起因する災害について議論している時に、海の

ない札幌市在住の阿部さんをゲストとして意見を求めることには違和感があった。

また、避難した理由として、ラジオやテレビを視聴した人の割合は示されていたが、

近所の人に促された人の割合も知りたかった。東日本大震災発生時に私の住む釧路

市は大津波警報が出たにもかかわらず、避難した人がほとんどいなかった。日本人

の危機管理意識は低いと言わざるをえず、だからこそ子どもの頃から絶えず啓蒙し

ていくことが大事だと思う。ＮＨＫにはこれからも地震に関する番組を制作してい

ってほしい。 

 

○  副題に「防災のスピードを上げろ」とあったが、番組の内容はほとんど津波に関

連することであり、津波に対する防災と特定した方がよかったと思った。問題提起

の番組としてはよく整理されていたが、７３分という放送時間は長く、視聴するの

が正直つらかった。ゲストの阿部さんが生活者の視点で話していたが、海のない札

幌市在住のため、津波の話で切迫感や臨場感が感じられないコメントだった。津波
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を常に意識している人がコメントすべきだったと思う。被災者へのアンケートで今

回の震災で、揺れが収まって避難行動をした人が６割弱だったことに驚いた。片田

教授がインフラ設備を充実させて防災対策をしても避難行動をしないことには助か

らないと言っていたがそのとおりだと思う。地震の後にテレビやラジオ、携帯のワ

ンセグ放送を見なかった人が６割近くに上ったことも印象的だった。我々が、地震

が起きた時にどう行動すべきなのか常に想定していることが重要であり、想定の大

切さを番組でもっと強く伝えてもよかったのではないか。 

 

○  ４つのテーマに分けて、スピードという切り口で進行していく番組構成は非常に

分かりやすく、見やすかった。放送時間が少し長かったが、４つに分かれていたの

で、テンポよく見られた。ゲストの役割分担には非常に違和感をおぼえた。女性の

阿部さんには「家庭や母親の視線、生活者視線で話す」という役割の他には、意見

を求めていないような印象を受けた。今の３０代、４０代の女性は子育てや家事だ

けに専念しているのではない人たちが多い。若干反感を買ってしまう危険性もある

ことを念頭においてもらいたい。震災によって、被災地では雇用状況が危機的にな

ってきている。北海道に同様のことが起きた場合、必ず同じ問題が生じるので、雇

用を切り口にした番組を制作してもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

専門家だけをゲストにすると議論は深まるが、とめどもなく専門的に

なり普通の視聴者の知りたいことから離れてしまう危惧もある。阿部さ

んには議論を身近なものとして引き寄せる役割を期待した。女性にばか

りこうした役割を担わせる印象を与えていたとすれば、反省し、今後の

番組作りに生かしたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月３１日(日)のＮＨＫスペシャル「幻の霧～摩周湖 神秘の夏～」は、日頃は

迷惑に思っている海霧に対する意識を変えるすばらしい番組だった。武田双雲作の

番組の題字も素適だった。摩周湖を囲む断崖から白い塊が滝のように流れ込む、“滝

霧”を撮影するために、科学的な分析も加えながら、総力を結集して取り組んだこ

とが伝わってきて感動した。“滝霧”の映像は迫力があり、人知を超えたものを感

じた。ナレーションを担当した俳優の向井理さんの語りは耳に心地よく、その合間

に村上里和アナウンサーの語りが入り、バランスがよかった。「ＮＨＫスペシャル」

を再編集した７月１９日(月)から２１日(水)の「霧の絶景 北海道」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 

後 7:30～7:59）を見た。テーマ別にわけた構成で、また新たな視点で見ることがで
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きて、とてもよかった。 

 

○  ８月１９日(金)の北海道クローズアップ「“夢の医療”を掘り起こせ」は、札幌

にある医療の治験をコーディネートする臨床開発機構の話で、そうした機構が北海

道にあることを初めて知り、興味深かった。 

 

○  ８月２０日(土)の「ほっかいどう穴場ハンター」（総合 後 10:00～11:29）は、初

の全国放送ということだが、司会の三好正人アナウンサーと藤岡みなみさんのキャ

ラクターが際立っていて、ツイッターの書き込みを見ても評判がよく、北海道発の

番組を全国で評価してもらえたのではないかと、うれしく思った。今後も、北海道

発の番組が全国放送になることを期待する。 

 

○  ７月２２日(金)の北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑨「震災 心の軌跡

～奥尻島 津波から１８年～」を見て、災害後の心の復興、復旧には時間がかかる

ということを改めて感じた。町の復興は時間とともにそれなりに進んでいくが、災

害を風化させないために、南西沖地震で家族を亡くした人たちの深い悲しみを番組

で取り上げたことは意義があり、今後の警鐘にもなったと思う。 

 

○  ９月７日(水)の「櫻井翔の“いま そこにいる人々”＜命の現場＞」（Ｅﾃﾚ 後 6:55

～7:49）は、「医は仁術なり」という言葉を再認識させる非常に印象的な番組だっ

た。北海道寿都町の医師が取り上げられており、患者に寄り添う姿に感銘を受けた。

医療について勉強になった番組だ。 

 

○  ８月１４日(日)と８月２８日(日)のさわやか自然百景「北海道 落石岬」、「札

幌 羊ヶ丘の森」を見た。落石岬は、有名ではないが、アカエゾマツの純林など貴

重な生態系があり、私が推進する北海道のエコツアーの中でも強く推している。番

組がそのままプロモーションビデオとして使えるほど、映像もすばらしく、落石岬

が取り上げられたことを地元の人も喜んでいた。札幌市の羊ヶ丘の森は、190 万の大

都市の中に天然林が残っているという非常に珍しく、日本ではここにしかない貴重

なものだ。この森の貴重さがわかっただけでも番組として価値がある。 

 

○  東日本大震災から半年がたち、客観的に、ある種ドライに現況を見つめることが

大切だと感じている。震災の影響をあまり受けていない北海道をもっと国内・国外

に向けてアピールする番組を制作して、日本の多様な側面を海外に示していくこと

も、復興にとって重要ではないか。メディア接触の調査をした際に、ＮＨＫは「安

心感」「信頼性」という点で民放を引き離して、大きな評価を得ている。ＮＨＫだ
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からこそ、震災後の次の枠組みをどう考えていくのかを示す番組を、「北海道クロ

ーズアップ」など、さまざまな形で放送していってほしい。 

 

○  ９月１３日(火)の「つながる＠きたカフェ」の「ふるさと人間発見」のコーナー

で網走監獄保存財団の理事長で、網走市初の女性市会議員となった中川イセさんを

取り上げていた。番組を見て初めて知った人だが、魅力的な人物で興味深く見た。

こうした地域のために尽力した、全道的にはまだ知られていないすばらしい人たち

を今後も番組で紹介してほしい。 

 

○  ９月１５日(木)の「ネットワークニュース北海道」は「あの町この町」のコーナ

ーで、別海町の牛の削蹄（てい）師を取り上げていた。別海町には削蹄（てい）師

が１３人いて、牛の健康、乳量の安定生産に貢献しているとのことで、そうした職

業があることを初めて知り、興味深かった。北海道の基幹産業である農業の話題を

今後も取り上げてもらいたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「幻の霧～摩周湖 神秘の夏～」はすばらしかった。番組冒頭

からの作り手の意気込みが伝わってきた。向井理さんのナレーションが映像ととて

も合っていて、静謐（ひつ）な世界を表現していた。村上里和アナウンサーとのナ

レーションの交代も違和感がなく、よかった。「霧の絶景 北海道」はナレーショ

ンを女優の薬師丸ひろ子さんに替え、新たな切り口の番組となっており、こちらも

思わず引き込まれるように見てしまった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「幻の霧～摩周湖 神秘の夏～」はすばらしい番組で、感動し

た。長期間にわたる丹念な取材とロケによることが見て取れ、こうした番組はＮＨ

Ｋしかできない番組だと思った。 

 

○  「櫻井 翔の“いま そこにいる人々”＜命の現場＞」は思わず引き込まれて見た。

番組で取り上げられていた寿都町の中川貴史医師は地域に根づき、家族状況を含め

て住民のことをよく知っていることが診察にも役立ち、無駄な検査をせず、幅広い

要望に対応している姿が見事だった。医師として生き生きと暮らしていることに感

動した。訪問診療を専門に行う広島の医師も取り上げていた。この方が以前、救命

医をしていた時は「死」に対して無力感を持っていたが、今は人が生きる意味をか

みしめながら診療を行っているという言葉が印象的だった。患者が亡くなった後の

家族の心のケアまでも担っていることに驚き、感銘を受けた。このような医師が私

のそばにもいてほしいと思った。 
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○  ９月１６日(金)の「アナブロ」（総合 後 10:55～11:00 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）は、大相撲

中継を担当している吉田賢アナウンサーが、相撲についての豊富な知識を披露して

いて面白かった。子供相撲を実況するという企画もあり、久しぶりに子どもたちが

相撲を取る姿も見て、すがすがしいと思った。京都局時代の部下だったという飯島

徹郎アナウンサーとの掛け合いも楽しく、アナウンサーのふだんの人柄が現れるこ

とがこの番組のよさだ。 

 

○  ９月１６日(金)のＲＥＡＬ Ｈ「お金、万歳」（総合 後 11:00～11:24 北海道ﾌﾞ

ﾛｯｸ）は入局３年目の若いディレクターが、若者たちのお金の使い方について、あり

のままの姿を伝えていく番組だった。意外にも貯金をしている若者が多く、そのお

金を何に使うのか知りたかった。若年層をターゲットにした番組ということで、ロ

ケをした素材にあまり手を加えずに放送したと思うが、視聴者がどういう点に共感

を持つのかが知りたいと感じた。 近の若者のしっかりとした姿が感じられて好感

が持てた番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「幻の霧～摩周湖 神秘の夏～」は、冒頭を見ただけで、画面

の前から離れられなくなり、 後まで夢中で見た。映像が美しいだけでなく、摩周

湖についての新しい発見が次々とあり、自然の営みでありながら、ロマンを感じさ

せる番組だった。霧がまるで生き物のように動いていく様子を上空から追いかけた

映像は圧倒される絶景だった。霧を形状の違いから、“滝霧”や“のぼり霧”とい

った名前をつける日本人ならではの感性の豊かさを感じることもでき、楽しく見る

ことができた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「幻の霧～摩周湖 神秘の夏～」は引き込まれて見た。作業の

手を止めて見てしまう迫力の映像と、先がどうなるのか早く見たくなる番組構成で

期待どおりの番組だった。インターネットでの評判も非常によく、「摩周湖に行き

たくなった」といった書き込みがたくさん見られた。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年７月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、２０日（水）、札幌放送局において、

７人の委員が出席して開かれた。 

会議は、視聴番組の北海道クローズアップ・震災プロジェクト⑧「一眼レフに心を

映して～被災地の高校写真部～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行

った。 

続いて、８月の番組編成と放送番組モニター報告、視聴者意向について、それぞれ

説明があり、会議を終了した。 

  

（出席委員） 

委 員 長  田澤 由利（（株）ワイズスタッフ代表取締役） 

副委員長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

委  員  坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

 
（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ・震災プロジェクト⑧ 

「一眼レフに心を映して～被災地の高校写真部～」 

（７月８日(金) 総合 午後 7:30～7:55 北海道ブロック）について＞ 
 

○  北海道で開催される高校生の「写真甲子園」への出場を目指す、東日本大震災の

被災地にある宮城県の石巻北高校写真部に密着し、津波で肉親を失った２人の高校

生に焦点を当てた番組だった。何も隠さず、何も加えず、丁寧に２人の心の動きを

追うことで、震災によって誰もが傷ついている現状をあらためて感じさせた番組だ

った。制作者の目線の高さが視聴者と近く、２人を描く番組制作者自身も傷つきな

がら懸命に制作したのだと思う。番組冒頭で、なぜＮＨＫ北海道がこの番組を作っ

たかということが、十分かつ最小限で語られていたため、番組構成に無理を感じな

かった。津波でお母さんと弟、妹を亡くした渡辺君の「犠牲を出してまで生き残っ

た罪悪感」「家族のことを思って頑張る」という言葉、お父さんを亡くした遠藤さん

の「立ち上がって自分で前に進む」という言葉が悲しかった。１０代の子どもがこ
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うした言葉を借り物ではなく、自分のものとして語ることができている姿に、生き

ていてこんなに悲しいことがあっていいのかと思いながら見た。被災地の子どもた

ちすべてに、この番組を制作したスタッフのような存在があることを祈っている。 

 

○  とても良いドキュメンタリー番組で、高く評価したい。ドキュメンタリーで難し

いのは、取り上げるべき題材、人物を見つけることだと思う。今回の場合は学校関

係者の了解を得なければならず、制作をスタートするまでの苦労が随分あっただろ

うと強く感じた。震災時にお母さんと妹と弟の４人で家にいて、自分だけが生き残

った渡辺君に焦点を当て、亡くなった妹について「流されている途中に手が届きそ

うだったのだけれども、うまく届かなくて妹を助けることができなかった。罪悪感

から、今でもフラッシュバックする」という言葉を引き出していたが、感銘を受け

た。取材する側の努力を強く感じた。 

 

○  番組を見て、被災者が大きな心の傷を負ったことがあらためてわかったが、取り

上げられていた高校生２人がその心の傷から立ち直る兆しがわずかながらもかいま

見えたことが救いだった。「写真甲子園」が北海道で開催されていることは知ってい

たが、高校の写真部が実際どういう活動をしているのかよく知らなかったため、興

味深く見た。被災地の高校ということで、被災した現場を撮影して応募するのかと

思ったが、撮影した写真のほとんどは友達など身近な“人”を撮ったものだった。

人が人を信じ、支え合って暮らしていくことで癒やされていくことが、高校生の姿

から感じられて希望が見えた半面、まだ現実と向き合うことがつらい高校生たちの

心も知ることができた。何気ない写真が２人の心を映していたと感じた。 

 

○  被災者の心に焦点を当てた番組で、涙なくしては見られなかった。津波で父親を

亡くした遠藤さんが、津波で流されてしまった自宅の跡地に行ったシーンは、窓か

ら見えていた美しい海の風景が今はがれきに変わってしまった悲しみを視聴者も共

有することができた。お母さんと４年生の妹と３歳の弟を亡くした渡辺君が「助け

られる距離だったかもしれないけれども、そうでなかったかもしれない」と言った

場面は、神経を使った表現で、１８歳の少年が涙なく伝えたことに鮮明な印象が残

った。ただ、心に残る数々の映像や高校生２人の表情など印象に残ることはあるが、

番組として何を視聴者に訴えたかったのかがやや不明確だったのではないだろうか。

７月１８日(月)にこの番組をリメイクした、目撃！日本列島「“心”を写した１００

０枚～被災地の高校写真部～」（総合 後 2:00～2：23）が全国放送された。プロカメ

ラマンの立木義浩さんが被災地の高校写真部に最新カメラを進呈するシーンで、

「胸に一物あるでしょうけれども、それを写真に昇華して」という言葉に、番組制

作者として何を視聴者に見てもらいたかったのかわかった気がした。取材した石巻
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北高校は予選を通過できず、「写真甲子園」に参加できなかったが、人が人を撮るこ

とで心が癒やされていく過程を見せてくれて、まとまりのある良い番組だった。 

 

○  震災のニュースがあまりテレビで以前ほどには取り上げられなくなって、私自身

も忘れかけているところに被災者を温かく見つめる番組を放送することに意義があ

ったと思う。番組は、家族を震災で失った遠藤さんと渡辺君が、今の自分に何がい

ちばん大切か自分自身で見つめ直す過程が、２５分という短い放送時間で、よくま

とめられていた。取材期間中、写真を撮ることができなくなってしまった遠藤さん

も、母親と妹さんと弟さんを亡くした当時をフラッシュバックで思い出すと語る渡

辺君も、映像の中では明るく振る舞っていたが、内心は大きなショックを抱えたま

ま生きているのではないかと思った。番組の最後に、渡辺君が「今後は、亡くなっ

た家族の分もしっかり生きていくことを決意しました」と語り、遠藤さんが「自分

で立ち上がって、前に進める強さがあったらいい」と語るなど、２人ともポジティ

ブな決意を言っていたのが非常にうれしく感じた。この番組は、なかなか伝わりに

くい、震災被害を受けた若者の心に焦点を当てたもので、大きな悲しみやショック

を受けながら被災地の中で頑張っている人がたくさんいることを忘れてはいけない

ということを再認識させられた。 

 

○  高校生たちが今回の震災で家族や家を失い、大きく傷ついて、深い悲しみの中に

あることを感じた。強く生きなければいけない、現実を受け止めて向き合わなけれ

ばいけないと考え、立ち直ったかのように語っていたが実際は、そうしなければい

けないと自分に言い聞かせているだけで、心の中は非常に空虚で、現実との折り合

いが今もついていないという真実の姿がよく表現されていた。番組で取り上げた高

校生たちに対して、「早く立ち直ってほしい。しっかり生きていってほしい」と願わ

ずにはいられなかった。仲間たちがいるので悲しみを乗り越えていけるということ

を、被写体として仲間の写真が多かったことで伝えていたが、違うのではないか。

被災した場所や風景を撮っても、気持ちが入らない。彼らが写せるものは、動いて

いるもので気を許せるもので、それが元気そうに振る舞ってくれている仲間だった

から撮っただけなのではないか。それほどに悲しみが深いのではと感じた。「『写真

甲子園』に出る」という目的意識を持たせ、元気づけようとした顧問の先生は立派

だと思った。 

 

○  本当にいい番組だと思った。オープニングで渡辺君が、「朝起きて、３、４回自然

と涙が出てきて、その時の記憶がフラッシュバックで思い出されて」と話している

姿に、この番組は被災地でつらい思いをしている人たちの話なのだとわかり、一気

に引き込まれた。番組に登場した３人の人物がすばらしく、特に写真部顧問の荒川
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先生がよかった。主役は高校生２人ではあると思うが、番組制作者と２人の間にい

る先生が自然に、生徒を大事にして思いやっていることがわかった。とても好きな

シーンがあり、それは、先生と部長の遠藤さんが写真を見ながら首を同時にかしげ

たシーンだ。津波でお父さんを失った悲しみに心が混乱し、取材を受けることがで

きなくなっていた遠藤さんが、友達の写真を撮ることで改めて取材を受けることが

できるようになった瞬間だ。こうしたシーンを撮影できたのは、作為をせず、取材

対象者の心に寄り添ってきたからこそ撮れたのだと思った。遠藤さんが取材を受け

られなくなったことは、取材によって彼女のつらい経験を思い出させたせいではな

いかと責められるかもしれない状況にもかかわらず、正直に番組で伝えた制作者の

姿勢にも好感をもった。最後に遠藤さんが「前に進める強さを」と言ったことに、

このような信じられない状況に陥った高校生が発した言葉としてとても感動した。 

 

（ＮＨＫ側） 

ロケの最中、遠藤さんが落ち込んでしまい、取材できない期間があっ

たが、取材が受けられないくらいの心のありように事の本質があるので

はないかということで、ディレクターは粘り強く再び取材ができる時を

待った。遠藤さんとそれまでに築き上げた人間関係があったため、取材

を続けることができた。被災地の人たちのことを十分に理解しているよ

うでも、制作過程であらためて気づくことが多かったという印象を持っ

た。今後も震災について取り上げていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月１７日(金)の北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑦ 第１部「命を守

るために いま できること」は、東日本大震災をうけて、各自治体が防災体制の

見直しをせまられているという内容だった。地元の苫小牧市も取り上げられており、

興味深く見た。北海道には 500 年周期で大津波がきており、最後にきたのが１７世

紀で、大津波を発生させる地震がいつ起きてもおかしくないことなど番組で初めて

知ることが多かった。今までの防災計画ではその種の大津波に対応していないこと

をあらためて知り、驚いた。映像でお年寄りが高台の避難所に避難しようとして、

手すりの位置が高くてうまく歩けない様子を見ることで、机上の論理ではなく、災

害時にどう行動すればいいのか実際にやってみないとわからないと思った。道民に

注意を喚起する意味で意義のある番組だった。 

 

○  ７月１日(金)の北スペシャル「知床～後編 人とヒグマ隣りあう暮らし～」は、映

像がすばらしかった。番屋の漁師の大瀬初三郎さんがクマに接近しすぎて危険なの
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ではないかと心配だったが、ナレーションで「大瀬さんは特別で、クマを決して甘

く見てはいない」と説明していたので、安心した。番屋の漁師たちがヒグマと共生

しつつも、クマと対じするときの緊張感が画面から伝わってきた。ただ怖がるので

はなく、畏れを持ち、対じしている姿をかいま見た気がした。 

 

○  ７月８日(金)の北スペシャル「北海道発掘バラエティ ホリホリＸ 第２回」は森

の恵みというキーワードで、フレッシュチーズ、ピアノの響板、ポルチーニを取り

上げていたが、番組で初めて知る情報が多く、面白かった。探偵団員のホリホリレ

ッドがピアノの響板作りを紹介するシーンで、ピアノを弾いていて、彼の意外な一

面を知りよかった。また、ホリホリイエローのひょうひょうとしたキャラクターが、

高級食材ポルチーニに合っておらず、逆に笑いを誘った。レッドとイエローのキャ

ラクターが際立ち、これからも期待して見たいと思った。面白さだけでなく、北海

道の厳しい自然が育んだ木材がすばらしい音色を出す響板になることを知って、厳

しい自然と向き合うことで産業として成立していることに感動した。 

 

○  ７月８日(金)の「北スペシャル」は、番組冒頭から面白く最後まで見たいと思わ

せる作りだった。私もレッドがピアノを弾いている姿に驚いたり、イエローのキャ

ラクターに笑ったりしながら見た。スタジオゲストのペナルティがとてもよかった。

特に、ヒデさんの博識が番組によい効果を与えた。スタジオゲストとして何を求め

られているのかがよくわかっている芸人さんが出演していることで、見ていて安心

感があった。司会の北陽の２人も実力を発揮できる環境で、いい掛け合いだと思っ

た。ＢＧＭの選曲が第１回同様に絶妙で、超能力という言葉に反応するようにタイ

ミングよく、マジシャンのＭｒ．マリックさんのテーマ曲がかかって、うさんくさ

い感じを醸し出すなど、家族で見ながら大笑いしてしまう選曲ばかりだった。番組

最後で取り上げた還暦野球大会全国優勝のオール札幌は、１本のドキュメンタリー

番組ができてしまうくらいのぜいたくな内容だった。楽しくて、笑えて、切なくて、

エンターテインメント番組の王道だと思った。よい小説を読んだ後のようにさわや

かで、多彩な内容に感動した。 

 

（ＮＨＫ側） 

北スペシャル「北海道発掘バラエティ ホリホリＸ」は私たち自身も、

北海道の知られざる一面に感動し、驚きながら番組制作をしている。知

られざる技術やすばらしい人たちをもっと掘り起こしていきたいと思っ

ている。 
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○  ７月１７日(日)にＢＳプレミアムで始まったＢＳ時代劇「テンペスト」の関連で、

７月１８日(月)の「琉球王国の秘密～ドラマ“テンペスト”の世界～」（総合 後 1:05

～1:54）を興味深く見た。沖縄や沖縄人の生き方を知るうえで、勉強になった。中

国の使節を迎えるための建物の北殿と、日本の使節を迎えるための南殿があるとい

うことなど、観光旅行で沖縄を訪れた際には知り得なかったことを知ることできた。

中国と日本という大国に挟まれた小国琉球王国が双方の国とどううまく付き合い、

長きにわたって独立を保ったのかがよくわかり感動した。 

 

○  ７月１日(金)の「北スペシャル」は偶然ではあるが、昨年、番組に登場した漁師

の大瀬さんにお会いし、ヒグマを８メートルぐらいの近さで見る機会があった。あ

そこには番屋の漁師たちとヒグマとの間の“おきて”があり、決められた範囲から

先には来ないように、「ここから先には来るな」と言葉で伝えるとヒグマにもわか

るということが番組で取り上げられていたが、実際に行った時の経験と同じで、感

心した。すぐ隣にヒグマがいながら知床で暮らし続けることが可能なのは、長年の

知恵がある大瀬さんたちだからできることで、共存を可能にしている理由に焦点を

当てたことは北海道の自然を知る上で大変よい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組はロボットカメラを使い、ヒグマがカメラに近寄ってくる迫

真の映像を撮るなど、自然番組の手法も取り入れたが、番組のテーマは

人とヒグマとの関わりだ。単なるユートピアではない知床で、動物と共

存するということは何かとともに、現地で繰り広げられる緊張感を描き

たかった。 

 

○  ７月１８日(月)のワイルドライフ海の日スペシャル「地球丸ごと 海の生きもの大

集結」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:00～8:59）は２時間４５分という長時間の番組だったが、

初めて撮影された貴重な映像の数々に驚き、楽しんで見ることができた。クジラが

自分で起こした水泡でニシンを捕獲する生態は知られているが、実際に水泡の中に

ニシンを集めて、口を開けて魚が入る姿まではっきりと撮影できたのはあの番組が

初めてだったのではないか。大変驚いた。遭遇するのが難しいシロナガスクジラの

横に並んで一緒に泳いで撮影した映像もあったが、初めて撮影された映像だと思う。

北海道内外のホエールウオッチングの専門家にも尋ねてみたが、皆、初めて見た映

像だと言っており、画期的なことだと思う。メインの進行役がタレントの中川翔子

さんで、専門的な番組でありながら、海の中の生態系を子どもにとってもわかりや

すい言葉で説明していてよかった。カリフォルニア湾が湾なのになぜ生態系が豊か
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なのかなど、学術的な説明も時間をかけてしっかりとされていた。子供たちの環境

学習の教材にぜひ使ってほしい番組だと思った。 

 

○  ６月１７日(金)の「北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑦ 第１部、第２

部」（総合 後 10:00〜10:44 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）は、釧路市役所の電源室が、津波がき

たら浸水してしまう地下室に設置されている映像や、白糠町の防災訓練、えりも町

の保育園の高台への避難訓練など、１つ１つの映像は興味深かったが、番組構成上、

１つの映像が終わるごとにスタジオの４人のコメンテーターが映像に対してコメン

トしていて、冗長でコメントの内容も底が浅く、無意味だと感じた。放送時間の枠

が先にあり、番組構成を無理に当てはめているだけで、視聴者本位ではないと思っ

た。無理に２部構成にしなくてもよかったのではないか。北海道に避難してきた被

災者について、非常に丁寧に取材していて好感がもてた。例えば、今はむかわ町の

農業法人で働く福島県浪江町の元警察官が原発事故の最中も公務に従事していた際、

家族からの「父親を亡くしたら子どもはどうしたらいいの」というメールで人生を

考え直したというエピソードは、深く考えさせられた。ＮＨＫは取材力があり、取

材で得たいい素材がたくさんあるのだから、コメンテーターの力など借りずに、事

実の強さを前面に出す番組づくりをする方がよいと思った。 

 

○  ７月１日(金)の北海道中ひざくりげ「木のぬくもりにアイデア添えて～旭川市～」

を旭川市の支局に勤務していた頃を思い出しながら楽しく見た。家具作りの木工職

人を取り上げた番組で、オーダーメイド家具にこだわる職人や、親子で木工クラフ

トのお店を経営する職人を紹介しており、２５分の短い放送時間にもかかわらず、

盛りだくさんの内容で面白かった。ただ、残念だったことは、こだわりの木製の箱

を作る木工職人が、どの木材と留め金の組み合わせがいちばん壊れにくいか、ある

程度の高さから落下させて壊す実験をしていた際の映像で、６種類ぐらいの特殊な

組み方をやっていてどれがどれだかよくわからなかったし、いちばん丈夫な組み合

わせがどれだったかもわからなかったことだ。また、番組で出てくるクラフトショ

ップの場所が旭川に住んだことがない人にはわかりにくかったと思った。番組のホ

ームページを見ればわかるのかもしれないが、番組内でも触れるべきだったと思う。 

 

○  ＮＨＫ北海道の震災プロジェクト関連の番組は毎回深みがある内容だが、６月１

７日(金)の「北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑦ 第１部、第２部」は、残

念ながらつまらなかった。番組内で取り上げているテーマはそれぞれ、目のつけど

ころとしては正しいのだが、全体としてまとまりがなく、何を視聴者に伝えたいの

かぼやけた感じがあった。例えば、北海道に 500 年間隔で起きる地震で、えりも町

は２２メートル、釧路市は１２．６メートルの津波がいつ起きてもおかしくなく、
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早期の対策が必要だという問題提起があったが、その大津波はどのぐらいの規模で、

どのぐらいの影響が出るのか。番組を見ていてもイメージが全然わかなかった。ど

のぐらいまで浸水して、避難者の数はどれくらいになる見込みなのか。どれくらい

の高さまで逃げれば助かるかなど、具体的に示してほしかった。原子力発電所の問

題に関しては、議論するには番組の時間が短すぎると感じた。北海道電力泊原子力

発電所の近隣自治体にアンケートを取っていたが、軽々には答えられない問題だろ

うし、コメンテーターの原発への考え方がはっきりしない中でコメントさせても無

意味と感じた。防災に関して、番組で個々人の意識や備えが大事とあったが、もっ

と多くの時間を使って強調してほしかった。国や自治体がやるべきことがあるが、

被害を減らせるのは「自分の身は自分で守る」という気構えだと思う。今後も番組

で取り上げていってほしい重要なテーマだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組でスタジオコメンテーターに発言してもらうことで、難しい話を

わかりやすく説明してもらえる効果を期待している。ただ、ご指摘のと

おり、間延びしている、あるいは話が深まっていかないという印象を与

えていたということであれば、内容を盛り込み過ぎたり、放送時間が長

かったのかもしれない。 

 

○  ゆっくりテレビを見ることができる土曜日に放送される「おはよう北海道土曜プ

ラス」を毎週楽しみにしている。６月２５(土)はおはよう北海道土曜プラス内の企

画「ぶらり見てある記」で「初夏の森を楽しむ津別町」があった。地元の北見市に

近く、知り合いが住んでいることから興味深く見た。津別町の名物として「クマヤ

キ」というお菓子が紹介されていて、クマの横顔の焼き印があって、「クマヤキ」

と書いてあるのが何とも面白く、金曜夜間１０時台に放送している「ほっかいどう

穴場ハンター」にも使えるのではないかと思いながら見た。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年６月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１５日（水）、札幌放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「国内放送番組の種別の基準」と、平成２３年度国内放送番組およ

び北海道地方向け地域放送番組の「番組の種別」について、説明があった。 

続いて、視聴番組の北スペシャル「ホリホリＸ」を含め、放送番組一般について活

発に意見交換を行った。 

最後に、７月の番組編成と放送番組モニター報告、視聴者意向についてそれぞれ説

明があり、会議を終了した。 

  

（出席委員） 

委 員 長  田澤 由利（（株）ワイズスタッフ代表取締役） 

副委員長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

委  員  内田 和幸（ながぬま農業協同組合代表理事組合長） 

木下 正明（鳥取神宮宮司） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

 
（主な発言） 

 

＜北スペシャル「ホリホリＸ」 

（総合 ５月２７日(金) 午後 8:00～8:43 北海道ブロック）について＞ 

 

○  「ぜいたくなひととき」「真夜中の仕事」「黄金の右手」という３つのキーワード

をもとに、４人の“ホリホリ団員”が知られざる北海道の魅力を発掘していく内容

だった。コミカルな演出なため、若者受けの番組かと思ったが、取り上げていた内

容は、別海町でごくまれにみられる「四角い太陽」の話題や、留辺蘂町で温泉を利

用して越冬する水族館の魚など、どちらかといえば高齢者向けで、演出にそぐわな

いのではと感じた。ただ、この番組は特定の年齢層にターゲットを絞らず、すべて

の年代の人に見てほしいということなのかもしれない。また、火花の違いで鉄の素

材の違いがわかるという「火花検査士」は、その職人技で日本の工業を支えている

ことがわかった。自然や農産物だけではない、北海道の新たな一面を知った思いだ。 
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○  取材していた場所の数が多く、ゲストのタレントも多く、華やさがあり、内容も

非常に面白かった。新聞記者として、私が常に心にとめてきたことは、読者が新た

な知識を得られる文章でなければ意味がない、ということだが、私も今回の番組で

初めて知ったことが多く、良い意味の驚きがある番組だった。全道各地の話題を番

組で取り上げたことによって、“ＮＨＫ北海道”が制作した番組意義がよくでていた

と思う。 

 

○  番組で紹介した話題は、ちょっとした内容が多かったが、ほとんどが初めて知る

ことで、知られざる北海道が掘り起こされているという感じで大変興味深かった。

ＮＨＫ“らしくない”番組で、挑戦的なものだと思う。小学５年生の子どもと一緒

に番組を見たが、集中し見ていたので、この試みは成功していると思う。ゲストと

して、北海道大学の青木由直名誉教授が出演していて、硬い感じのコメントになる

かと思ったが、“落ち着いた好奇心”という感じが出ていて、好感が持てた。ただ、

温泉で育てた魚が通常より大きくなる理由が明確に示されていなかった。専門家に

よる詳しい説明がほしかった。賛否両論あるかと思うが、こうしたさまざまな番組

を制作することがＮＨＫの可能性を広げていくと思う。 

 

○  スタジオにあるホリホリ団の“肖像画”は、色合いや誇張の表現が、エル・グレ

コ風で、笑いを誘うものであり、番組導入部に視聴者を引き付けることに成功して

いると思った。３つのキーワードに沿って、知られざる北海道が紹介されていたが、

われわれ北海道民であっても、知らないことがこんなにもたくさんあるのだなと感

じ入った。印象に残ったのは、小樽のケーキデザイナーの女性がタブレット型パソ

コンやシューズなど本物そっくりのケーキを細部まで表現して作っていたことだ。

スタジオゲストにそれぞれの個性に合わせたケーキを作っていたが、実に工夫に富

んで、その人柄を表しており、楽しく見ることができた。また、室蘭市の製鉄所で

は、ハイスピードカメラで火花が飛び散る様子をとらえ、同じように見える火花の

違いをはっきりと表現していたことに感心した。新しい視点で北海道の良さを伝え

る番組は、全道だけではなく、全国に向けても放送していってほしい。今後も、実

験的、冒険的な番組作りに期待する。 

 

○  ホリホリ団の一員として出演している岩尾亮さんのその愛すべきキャラクターが

うまく発揮されていてよかった。ＢＧＭの選曲もよく、四角い太陽のエピソードで

「太陽にほえろ」のテーマを流したりして、笑いのセンスにあふれていて、今まで

のＮＨＫにはない冒険心のある演出だと思った。残念だったのは、小樽のケーキデ

ザイナーのコーナーで、ゲスト用のケーキを作った際に、非常に手間暇のかかる仕
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事にもかかわらず、スタジオのゲストで「ありがとう」と言ったのは神田山陽さん

だけだったことだ。制作者が配慮すべきだったと思う。 

 

○  ＮＨＫにしてはくだけた、楽しんで見ることのできる番組を作ったと思った。北

海道は本当に広く、私たちが知らない取り組みをしている人や職人がまだまだたく

さんいることをあらためて実感し、興味深く見ることができた。今後の放送では、

ぜひ、北海道の基幹産業である農業を取り上げて、栽培方法など、さまざまな工夫

を行っている農業者を掘り起こして紹介してもらいたい。 

 

○  道内のちょっと面白いネタを集めつつ、バラエティー番組的な演出で、オムニバ

ス形式で進行していく構成が楽しかった。ただ、７つのエピソードをまとめる３つ

のキーワードは後づけという印象が否めない。ＢＧＭに合わせたナレーションが、

気が利いていて、ＮＨＫらしくなく、面白かった。ゲストの神田山陽さんとローラ・

チャンさんが、自然な会話と身振り手振りで話す様子に親近感を感じさせ、楽しさ

をよく演出していた。２人に対して、青木由直名誉教授は、非常にまじめで、硬さ

が見られた。もう少しくだけていると、ぐっと楽しさが増したと思う。気になった

点は、温泉で魚が大きくなるエピソードで、魚が大丈夫なのかという質問があった

時に、明確な回答がなかった点だ。未消化なまま番組が進行してしまったと思う。

また、「火花検査士」が製鉄所の中で果たしている役割がわかりづらかった。もう少

しくわしい説明が必要だったと思う。 

 

○  「ホリホリＸ」という番組名は、番組を見れば「掘り下げる」ということからき

たネーミングだとわかるが、一見では良くわからないところもあり、インパクトが

でてよい。留辺蘂町の温泉で育つ魚のエピソードなど、地元の話でも新たな発見が

あったり、遠くの町の話であれば行ってみたいと思わされた番組だった。子供の好

奇心を刺激して、親子が一緒に見て勉強になり、楽しむことができる番組だと感じ

た。番組で取り上げた内容はホームページでくわしく紹介していたが、番組を見て

いない人も番組で取り上げたお店などの情報により容易にアクセスできるようにす

ることも重要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道といえば自然といった、紋切り型ではない北海道のすばらしさを

掘り起こしたいという思いで始めた番組だ。これからは、話題のジャンル

を多彩にして、農業の話題も取り上げていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 
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○  ５月２０日(金)の北海道クローズアップ「あなたの“大切な人”と」は、自殺で

親を亡くした学生たちが企画した、家族や友人など身近な人と撮った写真を、“大切

な人”の写真として展示する取り組みについて紹介していた。写真展示は東日本大

震災直後の３月で、震災の遺族も、「あのとき早く逃げていれば」などと、自殺で遺

された家族と同じように、後悔の念を抱きながらいるのだろうかと思いながら番組

を見て、涙が止まらなかった。展示された写真は幸せそうな写真ばかりで、私も写

真を撮っておかなければいけないと思った。母親を自殺で亡くした女性が、写真展

示に取り組んだことをきっかけに、父親と母親について話し合うことができたこと

が感動的だった。 

 

○  ６月３日(金)の北海道クローズアップ 震災プロジェクト⑥「“サンマ危機”を乗

り越えろ～再起にかける漁師たち～」は東日本大震災の被災地の産業の復興、特に

漁業の復興について取り上げていた。震災後、釧路の漁師も宮城で停泊していた大

型船の多くを被災し、倉庫も被害を受けたため、多くが漁に出られないとのことだ

った。元の仕事に戻れるまでの施策が必要だという話など、道民としても非常に考

えさせられる内容だった。ＮＨＫ北海道として取り組んでいる「震災プロジェクト」

では、現状とこれからの課題をしっかりと分析した上で、北海道がいかに支援して

いくことができるかを提示してほしい。 

 

○  ６月３日(金)の北スペシャル「知床 ～前編 海と森の開拓史～」は、ヒグマの

“語り”により、ヒグマの視点から知床の開拓の歴史をたどる番組構成になってい

たことが面白く、とてもわかりやすかった。ただ、番屋に住む漁業者が、ヒグマが

近くにいるにもかかわらず車から降りる場面は、視聴者にヒグマは怖くないと誤解

を与えかねない映像表現ではなかったか。また、漁業者はヒグマと共生してきたが、

農業者はヒグマと対立してきたという描かれ方をしていたが、そうした一面的な見

方は、違和感を持った。 

 

○  ＢＳプレミアムで毎朝７時５分から放送している「世界の名峰 グレートサミッ

ツ エピソード１００」を楽しみに見ている。１０分という時間が朝にぴったりで、

朝食後のコーヒータイムの習慣となっている。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「あなたの“大切な人”と」は、自殺で多くの人

が亡くなっている現状の歯止めになればと思い制作した。今回の震災で多
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くの命が失われたこともあり、制作を続けることに戸惑いがあったが、結

果として人びとに生きる勇気を与えたい、希望やきずなを確認してもらい

たいという取材先の学生や制作者の思いが番組に通底していたため、震災

後でも、変わらないメッセージを送ることができたと考えている。 

 

○  「北海道クローズアップ 震災プロジェクト」を見て感じたことだが、金曜夜７

時台、８時台に加え、第２部を１０時台に編成していて、はたして両方を通して見

る視聴者がどれほどいるのかと疑問に思う。私も紙面づくりでどの分量で伝えるか

については頭を悩ませていて、作り手の思いはわかるが、視聴者にも時間に限りが

あることを考慮すべきではないか。 

 

○  ６月５日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機第１回「事故はなぜ深刻化し

たのか」（総合 後 9:00～9:58）は、海江田万里経済産業大臣や福山哲郎官房副長官、

当時、総理大臣補佐官を務めていた寺田学衆議院議員などの政府関係者や東京電力

の小森明生常務など、おそらく初めてインタビューに答える人たちから、東京電力

福島第一原発事故の内幕について言いにくいことをよく引き出して、感銘を受けた。

なぜ事故は深刻化したのか、水素爆発があった当日、翌日に何があったのかが非常

によくわかった。情報共有が図られず、官邸はほとんど情報がない中で事故に対応

していたことがわかり慄然とした。この種のインタビューはふだんの取材で培われ

た人脈やネットワークが必要だ。こうした番組を制作できるのはＮＨＫしかないと

思う。引き続きＮＨＫの原発問題報道に期待している。 

 

○  ６月１４日(水)のクローズアップ現代「原発事故と日米同盟」は、原発事故対応

における日米関係の舞台裏を伝えていて、初めて知ることも多かった。事故後の検

証と教訓を分析していくことは非常に大事で、厚みのある取材力を持っているＮＨ

Ｋにその役割を強く期待したい。原発問題関連でいえば、子供の被ばくの問題があ

る。文部科学省がガイドラインを定めたが、低線量被ばくの影響の科学的データの

蓄積がない中で、親の不安はもっともだと思う。この問題は複雑で正解はないと思

うが、こうしたテーマについても引き続き取り上げていってほしい。 

 

○  ６月９日(木)のクローズアップ現代「ガレキがなくならない」は、東日本大震災

の被災地でがれきの撤去が進まない現状に焦点を当てた番組だった。国谷裕子キャ

スターが現地に行って、リポートする構成だった。がれきを処理するのではなく、

復興のニーズに合わせてリサイクルするシステムを構築する必要があるなど現地か

ら発信している番組ならではの提案が示されていて感心したが、キャスターの国谷

さんが現場の実情をあまり知らないところがあり、問題に対する切り口が甘く、が
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れきを見てぼう然としているだけの印象があった。ジャーナリストはもっと多く現

地に行かないと本当の現状はわからないと思う。もっと深く問題にアプローチして

いってほしいと思った。 

 

○  キャスターやアナウンサーの方々には珍しい名前の方が多いと思うが、字幕スー

パーに振り仮名が振っていないので、何と読むのかわからず、親しみやすさが少し

そがれてしまうところがあると思う。キャスターやアナウンサーの名前をスーパー

する際に、できれば毎回振り仮名をふってもらいたい。 

 

○  「もしドラ」や「メジャー」など、野球部を舞台にしたアニメを見ていつも思う

ことだが、硬式野球部の話なのに、球を打つ時の効果音が軟式野球の音であること

に、我々のような経験者は非常に違和感がある。できれば改善してほしい。 

 

○  「ドキュメンタリー５」は５分間の短い番組だが、よく編集された秀逸な番組だ。

５月２０日(金)放送の第１話「奥尻から今 伝えたい」は、北海道南西沖地震を経

験した奥尻島の消防士が、今、東北の人たちの役に立ちたいと語っていた。第２話

の「忘れないで～北海道のハンセン病～」は、かつて隔離病棟に強制収容されたハ

ンセン病の元患者が、ふるさとに帰りたくても帰れないつらい思いを語っていた。

一人一人の人生に寄り添い、向き合っている番組をこれからも制作していってほし

い。 

 

○  「ネットワークニュース北海道」では６月８日(水)から１０日(金)の３日間にわ

たって、東日本大震災の被災地から北海道に避難してきた人たちへのアンケートを

もとにした特集を放送していた。アンケート結果によると、被災者の人たちは東北

の人たちとのきずなを大事にしたいと思うと同時に、避難先の住民ともさまざまな

かたちで交流したいとのことだった。苦境の中にある被災者については今後もニュ

ースで取り上げていくことが大事だと感じた。 

 

○  ５月２５日(水)の仕事学のすすめ 小菅正夫 マネジメントは動物園に学べ 第

４回「目的のために戦略家たれ」は、旭山動物園の前園長の小菅正夫さんがいかに

戦略的に旭山動物園を盛り上げてきたかということを語っていた。動物園の予算を

多く計上してもらうために、ビデオや紙芝居を使い、笑いを交えてプレゼンテーシ

ョンしたというエピソードは印象深かった。小菅さんの人柄が画面からあふれ出て

くる内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 
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被災者アンケートは、北海道にいる被災者の現状を明らかにするために、

ＮＨＫ北海道の記者が１人１人に郵便や、直接訪問などを行い、集めてき

たものだ。アンケートを集計することで、被災者全体の傾向がわかるだけ

ではなく、個々の事情がよくわかった。アンケートに協力していただいた

方を引き続き今後も追いかけていきたい。 

 

○  小説家の伊集院静さんがエッセーで、東日本大震災後に、強く欲したものとして、

“正しい情報”“水”“歌”をあげていた。私もさまざまな歌で心が癒やされたこ

とを実感した。正しい情報と歌はＮＨＫがしっかりとした番組を作ってくれると確

信している。今後ともよろしくお願いしたい。 

 

○  ６月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災 第１部「復興はなぜ進まな

いのか～被災地からの報告～」（総合 後 7:30～8:43）は、国民の誰もが感じている、

震災後３か月でどれだけ復旧・復興が進んでいるのかという疑問に的確に答えた番

組だった。被災地の復興への取り組みに密着取材し、枝野幸男官房長官へのダイレ

クトインタビューもあり、充実した内容だった。国や自治体は長期的な視野を持ち、

１日も早い復興を成し遂げてほしいと願わずにはいられなかった。 

 

○  ６月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災第２部「“製造業王国”東北

は立ち直れるか」（総合 後 9:00～10:13）を見てあらためて、東北地方には製造業

が多く、日本の経済成長の原動力になってきたことを知った。東北の復興なくして

日本の再生はないという話をしていたゲストがいたが、そのとおりだと思った。被

災者が「このぐらいでは負けない」「頑張る」と話していたことに感動した。 

 

○  クローズアップ現代「原発事故と日米同盟」を見て、原発事故が起きた当初の、

リスクの大きさの認識が日米で全く違っていたことがよくわかった。日本の対応の

遅さにいら立ったアメリカが、官邸の事故対応の意思決定過程に入ることを要望し

ていたことは、番組で初めて知った。何かあれば大統領の下に専門家が集まり、責

任をもって判断を行うアメリカと異なり、国家存亡の危機に対し、日本には対応で

きる組織になっていないという、日本の危機管理体制に対する本質的な問題提起が

番組の中にあったと思った。ＮＨＫのように、他のマスコミもこうした問題提起を

していってほしい。 

 

○  ６月１０日(金)のネイチャリング北海道「駒ケ岳山ろくで乗馬トレッキング」は、

４人の若い女性が乗馬に挑戦していて、駒ヶ岳周辺の景観の素晴らしさの中で、開

放的な乗馬の楽しさや、馬との一体感、景色と一体となる感じが魅力的に伝わって
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きた。全く乗馬経験のない女性でも、難しく見える坂道で乗馬したことが、意外だ

った。「私も乗ってみたい」と思わせる楽しい番組だ。 

 

○  「ＮＨＫオンデマンド」は、視聴可能な地域放送番組がとても少ない。道外に住

んでいる北海道出身者が北海道の番組を、お金を払ってでも見たい人もいると思う。

そういうニーズに応えていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

昨年度福岡局と共同制作した北スペシャル「どさんこラーメン博多っ子」

など、地域放送番組もＮＨＫオンデマンドで配信した実績がある。権利処

理の問題はあるが、その他の地域放送番組についてもオンデマンドの番組

リストに入れるよう働きかけていきたいと考えている。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年５月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１８日（水）、札幌放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、金曜夜間１０時台の「Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｈ」の３つの番組、「ほ

っかいどう穴場ハンター」、「ＩＮＦＯ Ｈ」、「アナブロ」を含め、放送番組一般につ

いて活発に意見交換を行った。 

続いて、６月の番組編成と放送番組モニター報告、視聴者意向について説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  田澤 由利（（株）ワイズスタッフ代表取締役） 

副委員長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

若山  直（（株）五島軒取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｈ「ほっかいどう穴場ハンター」「ＩＮＦＯ Ｈ」、 

「アナブロ」（総合 ５月１３日(金)午後 10:00～10:44 北海道ブロック）＞ 

 

○  「ほっかいどう穴場ハンター」はデータ放送の画面で、リアルタイムで視聴者か

ら寄せられたツイッターやメールでの投稿を表示していて、ライブ感があり引き込

まれて見ることができた。２４分という放送時間があっという間に過ぎていった。

ツイッターとの相性がよい番組内容で、テンポがよく、若年層に受け入れられる番

組だと思った。出演者のタレントの藤岡みなみさん、三好正人アナウンサーの２人

のやり取りを通して「穴場」を伝える番組構成がよかったと思う。万人がよいと思

うところが名所ではなく、自分たちがよいと思ったところが自分たちの名所なのだ

と考える傾向が若い人には強いと思うが、番組にもそれが生かされていた。穴場そ

れ自体の情報よりも、穴場に行った時に偶然出会った人やモノ、風景などの偶然性

を大切にした番組のコンセプトが、人に「行ってみたいな」と思わせる効果があり、

長期的な観点で観光振興につながる番組だと思った。「ＩＮＦＯ Ｈ」はＭＣの木村
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愛理さんが若いながらも、安定感があり聞きやすい番組進行で共感できた。同じく

ＭＣの女子大生たちとゲストのガールズバンド・ＳＣＡＮＤＡＬとの女性同士なら

ではのトークが繰り広げられていて、ゲストの素の姿を引き出していたと思う。ミ

ュージックビデオをもう少し長く放送すればなおよかったと思う。「アナブロ」は寺

門亜衣子アナウンサーの素顔が見られてよかったが、彼女の描き方をもう少し大人

っぽく見せたほうがよかったのではないか。 

 

○  「ほっかいどう穴場ハンター」は制作費を多くかけなかった番組だと思うが、藤

岡みなみさんと三好アナウンサーのコンビがとても良く、楽しく見ることができた。

ツイッターやメールで寄せられた投稿がデータ放送の画面に表示されているという

番組構成だった。正直私は大変だったが、今の若い人は番組とツイッターを両方見

るのに苦労はないのだと感心した。番組で取り上げられていた穴場は私も以前より

小樽市の隠れた名所だと思っていたので、うれしかった。「ＩＮＦＯ Ｈ」は番組キ

ャラクターのベーベの声など、民放の番組のようで既視感のある番組だった。地域

放送番組なのだから、有名なアーティストだけでなく、北海道で活躍するアーティ

ストも紹介すればいいと思う。「アナブロ」は出演した寺門亜衣子アナウンサーに対

して親しみが持てる構成で、面白く見ることができた。 

 

○  金曜日の午後１０時台という時間帯をＮＨＫ北海道としてどういう位置づけにし、

何を発信しようとしているのか、番組を見ただけではよくわからなかった。３つの

番組の中で番組としていいと思ったのは、「ＩＮＦＯ Ｈ」で、若者も意識して、新

しい音楽を紹介するというコンセプトが明快だった。「ほっかいどう穴場ハンター」

については、５０代の自分はＩＴ弱者ではないと思うが、ツイッターと連動する番

組構成について行けなかった。見ていて疲れてしまったし、手法に問題があると思

った。小樽市の穴場ということで取り上げたものが、おもちゃ屋さんであったり、

寺院であったり、ネパール料理店であったりして、果たしてこれが紹介に値するの

かと疑問に思った。極めて限定的なミニコミ誌で取り上げたわけではなく、北海道

全域に発信している番組で取り上げた以上、取り上げ方と手法そのものに疑問が残

った。次回は函館市を取り上げるということなので、函館に住んだことのない視聴

者が番組を見た時に、十分納得できる取材対象と紹介内容になるようお願いしたい。 

 

○  「ほっかいどう穴場ハンター」はぶっつけ本番で制作された番組とのことだが、

ＮＨＫの番組としては珍しい試みでよいと思った。次回は函館市を取り上げるとの

ことで、大いに期待している。「ＩＮＦＯ Ｈ」は、ゲストのＳＣＡＮＤＡＬにイン

タビューするコーナーで、ＢＧＭとして彼女たちの歌が流れていた。年のせいか、

両方同時に聞くことが難しかった。２０代の息子は問題なく聞き取れていたような
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ので、若い人向けにはいいのかもしれないが、もう少し配慮が必要ではないか。 

 

○  金曜夜１０時はふっと息を抜いてテレビを見たい時間帯で、「ほっかいどう穴場

ハンター」のガチガチに構成を固めていない、柔軟な作りが心地よかった。ロケの

日に雨が降ってしまうなど、いい意味での“外れ感”がよかった。「Ｇｅｎｅｒａｔ

ｉｏｎ Ｈ」のキャラクターのエッジ君がかわいく、今後の活躍に期待したい。「Ｉ

ＮＦＯ Ｈ」はＭＣの女子大生たちの服装が気になった。若さをアピールするために

足や肩を出す服装を着る必要はないと思う。もっと清潔感を大事にしてほしい。「ア

ナブロ」は楽屋落ちの話ではないかとの指摘もあるが、私は面白いと思った。ナレ

ーションの岩尾亮さんの語り口がよく、寺門アナウンサーの英語を話しているとき

の伸び伸びとした表情や、手足の動きに素顔がかいま見え面白かった。硬質だが、

一方で遊べる余裕を持っている点がＮＨＫのバラエティーのよさだと思っている。

今後も期待している。 

 

○  「ほっかいどう穴場ハンター」は、面白い企画だと思った。前年度に特集番組と

して放送されていたものが定時化したのは視聴者に受け入れられていたからだと思

う。データ放送画面を使い、ツイッターやメールで寄せられた投稿が表示されてい

たが、画面の表示範囲が大きく、見づらいと感じたが、一方で藤岡さんと三好アナ

ウンサーが生き生きとしていたのが大変よかった。ツイッターの内容で、出演者自

身に対する質問が多く寄せられていて関心の高さを表していたと思う。月１回の放

送とのことだが、放送間隔を短くしたほうが、認知度が高まるのではないか。「ＩＮ

ＦＯ Ｈ」は番組キャラクターのベーベがかわいらしく、インパクトがあってよかっ

た。ＭＣの木村愛理さんも、番組の進行のしかたがよく、１５分の放送時間が短く

感じた。「アナブロ」は寺門亜衣子アナウンサーが自分の名前にかけていろいろな場

所を紹介する構成で、親しみが持てて、面白く見た。 

 

○  「ほっかいどう穴場ハンター」は生放送で、視聴者からダイレクトに寄せられる

ツイッターのつぶやきに反応しつつ、情報番組としての精度も確保しなければなら

ないという意味で、意欲的な取り組みで、挑戦的な番組と言える。出演者のユニー

クな感性が見えて、楽しく見ることができた。三好アナウンサーは、初めての出演

ということで、以前から出演している藤岡さんやツイッターからの突っ込みに対し

てなかなか気の利いたコメントができない場面があったが、逆にさわやかな好青年

という好印象が残った。突っ込みやすい、“いじりやすい”キャラクターという意味

では、番組に適したアナウンサーだと思った。番組で取り上げられていたループ橋

とダムは私も名所と思っていたので、うれしかった。一方で、「これが穴場なのか」

と疑問を感じる場所も取り上げられていた。ツイッターの投稿を基に番組を組み立
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てているのでやむを得ないと思うが、拍子抜けした感もある。番組の認知度が高ま

れば、穴場情報もより多く集まり、番組内容も充実していくと思う。 

 

○  今までの殻を破った、ＮＨＫにない番組だと思った。いい意味で「ＮＨＫも変わ

ったな」と思わせる番組だ。ＮＨＫ北海道が、若年層に一生懸命アプローチしてフ

ァンを増やそうという姿勢が感じられた。従来ＮＨＫが放送する若者向け番組には

不自然さがあったが、ネットとの連動は飽きさせず、この番組は本当に若者に受け

入れられる番組だと思った。番組をロケした日が雨だったということもリアルな感

じがあってよかった。番組中、ツイッターのつぶやきがポップアップで出ることも、

若い人たちはニコニコ動画などでテレビ画面の上に自分が発信した文字が表示され

ることには慣れている。また、パソコンや携帯端末を見ながらテレビを見るという

新しい視聴スタイルにも合致している。これからも積極的に取り組んでもらいたい。

ただ、ツイッターのハッシュタグがたくさんあって、「♯ｎｈｋ＿ｓａｐｐｏｒｏ」、

「♯ｎｈｋ＿ｇｈ」、「♯ｎｈｋ＿ｈｏｋｋａｉｄｏ」など、どれが番組の正式なの

かがわかりにくかった。 
 

（ＮＨＫ側） 

「ほっかいどう穴場ハンター」で取り上げる場所の質は番組の根幹に関

わることで、視聴者から投稿される情報の精度が高まることが大事だと考

えている。質の高い投稿を寄せてもらえるよう、ツイートでの呼びかけ方

法など、今後も工夫していきたい。ハッシュタグについては正式には「♯

ａｎａｂａｈｕｎｔｅｒ」だが、ユーザーが独自に使用しているものもあ

り、わかりにくかったのかもしれない。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１３日(金)の北海道クローズアップ・震災プロジェクト⑤「震災から２か月・

被災者はいま」（総合 後 7:30～8:45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。東日本大震災の発生直

後から「北海道クローズアップ」では、貴重な情報が豊富な、厚みのある番組を立

て続けに放送していると感じてきたが、今回の番組も、民放で震災の扱いが減る中

で、被災地の状況、被災地と北海道との関係について、道民が知るべきことを網羅

した内容でよかった。復興の進行状況も確認でき、視聴者に安心感を与える内容で

もあった。「私たちは見捨てていないよ」という気持ちで寄り添っていくというこ

とが必要だということなど、ゲストの話は示唆に富んでいた。また、ボランティア

がなぜ重要なのかについて、さまざまな事例をうまくまとめていた。番組では引き
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続き、行政が果たすべき役割についても取り上げていってほしい。 

 

○  北海道クローズアップ・震災プロジェクト⑤「震災から２か月・被災者はいま」

は、ボランティアの質の側面について取り上げられていて、勉強になった。酪農学

園大学の学生ボランティアの活動の様子を見て、ボランティアは震災に遭った人た

ちだけでなく、ボランティアする側にとってもさまざまなことを経験できる、重要

な機会なのだということが、映像の中から読み取ることができた。岩手県釜石市で

活動していたＮＰＯグループのように、ずっと同じ場所でボランティアをすること

で、地元の人とのコミュニケーションも深まり、信頼関係が結ばれていくこともわ

かった。「北海道クローズアップ」では今後も震災について取り上げ、北海道がど

のような役割を果たせるかについて伝えていってほしい。 

 

○  ４月２９日(金)のホリデーインタビュー「雪の大地が スプリンターを育（はぐ

く）む～陸上競技指導者・中村宏之～」（総合 前 6:30～6:53）を興味深く見た。北

海道の陸上選手にとってハンデになる冬の環境を工夫し、室内の練習を多くするこ

とで強い選手を育成している姿に感心した。 

 

○  ５月４日(水)の食べてニッコリふるさと給食「サケ・イクラ丼給食～北海道・標

津町～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 7:50～8:00）を、思わず引き込まれて見た。イクラを生で

食べることは新鮮さを保つうえで大変なことであるのに、地元の人たちが衛生管理

をきちんとして、子供たちに伝統的な食べ物を食べさせてあげたいという気持ちが

伝わってきた。学校給食を通して、食育を取り上げた番組だと思った。６月から新

番組として始まるとのことだが、これからも全国各地のさまざまな給食を取り上げ

ていってほしい。 

 

○  北海道クローズアップ・震災プロジェクト⑤「震災から２か月・被災者はいま」

は、３人のゲストが出演していたが、江川紹子さんが主に発言していることにやや

違和感を覚えた。江川紹子さんは有名で、番組構成上インパクトを持たせる必要が

あったのかもしれないが、彼女のコメントはすでにわかっているようなことがほと

んどだったのではないか。もう１人のゲストである北海道大学地震火山研究観測セ

ンター助教の定池祐季さんは幼いときに奥尻島で北海道南西沖地震を経験した人

で、もっと話を聞きたいと思った。定池さんなど、北海道の人たちにもっと聞く構

成にしたほうがよかったのではないか。 

 

○  北海道クローズアップ・震災プロジェクト⑤「震災から２か月・被災者はいま」

を見てあらためて、日本全国には至るところに活断層があり、どこで地震が起きて
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も不思議ではないことを実感した。地震が多発する日本で今後、原子力発電所をど

う運用すべきなのかについて、政情が不安定な中東地域の石油に依存している日本

の産業構造の面からも考えていくことが重要だと思う。ＮＨＫでは引き続き番組で

取り上げていってほしい。 

 

○  ５月４日(水)のもぎたて！北海道「美深町の春は樹液で始まる！？」（ラジオ第

１ 後 9:30～9:55）は、美深町がしらかば樹林を産業として育成してきたことを取り

上げていて興味深かった。しらかばの樹液を化粧品や石けん、掃除用クリーナーな

どの製品化に成功していて、伐採森林を有効に資源として活用している様子に感動

した。 

 

○  北海道クローズアップ・震災プロジェクト⑤「震災から２か月・被災者はいま」

を見て、思わず涙してしまうほどの感動を覚えた。これは全国に放送してほしい番

組だ。ゲストの江川紹子さんが、「今と向き合う大切さ」「自分にとって一番大切

なことは何か」「平凡な日常の大切さ」などの言葉を、当たり前のことではあるが、

説得力を持って発言する姿を見て、まさにこの番組に適任なゲストだと感じた。学

生ボランティアに被災者のお年寄りが切々と震災の被害状況について話す映像は非

常によいシーンで、制作現場の「取材対象者に対する優しさ」を感じたシーンだっ

た。従来のボランティア取材にはない良さが出たのは、人に焦点を当て過ぎず、あ

くまでも焦点を現地そのものに合わせていたためではないか。番組構成にめりはり

があり、冷静な目で制作され、作り手の気迫が感じられるすばらしい番組だった。 

 

○  北海道クローズアップ・震災プロジェクト⑤「震災から２か月・被災者はいま」

は道内に移住している被災者のうち、札幌で独り暮らしをしている男性を取り上げ

ていた。被災者同士のつながりによって、自分の居場所を見つけていくシーンがあ

りよかった。また、長期的なボランティアが重要ということも番組の中で伝えてお

り、番組構成が非常に優れていたと思う。 

 

○  ホリデーインタビュー「雪の大地が スプリンターを育（はぐく）む～陸上競技

指導者・中村宏之～」はかつて恵庭北高校で陸上競技の指導にあたり、福島千里選

手などを育てた中村宏之さんを取り上げていた。「グラウンド作りが選手を作る」

という言葉に象徴されるように、非常に熱心に選手育成をしていることがわかった。

グラウンドを使えない冬の間は校舎の廊下を使って、筋肉をつけていくなど、独自

の練習の工夫が生徒の集中力を高めていて、その努力に感心した。 

 

○  北海道クローズアップ・震災プロジェクト⑤「震災から２か月・被災者はいま」



 7

は、ボランティアの重要性やボランティアに求められている内容が非常に多様化し

ていること、復興の進み具合によってサポート内容が変化していかなければいけな

いといった実態が、深く掘り下げて伝えられていた。北海道に避難した２組の被災

者について、３名のゲストがさまざまな視点から感想や意見を述べていたが、どれ

も深みのある言葉だった。自分が何かの役に立つということで、生きることを実感

したり、価値を見出したり、喜びを感じるということが生きることなのだ、という

深いメッセージが伝わってきた。ボランティアや、ケア、サポートをする側にとっ

て非常に重要な視点が示された、すばらしい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ディレクターが取材に入ってわかったことは、震災から２か月がたち、

北海道に住む私たちは、もう復興に向かっていると考えがちだが、現地で

生活している方々の生活は、実は２か月前とほとんど変わっていないとい

うことだった。そこを素直に伝える番組構成にした。こうした現状を伝え

続けなければいけないという思いをあらためて強くしている。 

 

○  ５月２日(月)のディープピープル「胃がんのスーパー外科医」は、がんの手術で

患者にとって開腹手術がいいのか、腹くう鏡手術がいいのか、など手術方法につい

て権威の３人が話し合うという内容で、従来の番組では聞けないような話がたくさ

んあり、興味深かった。今後のラインナップにも期待している。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年４月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、２０日（水）、札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２３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「平成２３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。 
次いで、視聴番組の北海道クローズアップ緊急特番③「深まる被害 いま何をすべ

きか」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、５月の番組編成と放送番組モニター報告、視聴者意向について説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  田澤 由利（（株）ワイズスタッフ代表取締役） 

副委員長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

委  員  内田 和幸（ながぬま農業協同組合代表理事組合長） 
桜木 紫乃（作家） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

山田 英和（（株）とかちアドベンチャークラブ代表取締役社長） 

若山  直（（株）五島軒取締役社長） 

渡邉 浩平（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） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ緊急特番③「深まる被害 いま何をすべきか」 

（総合 ４月１日(金) 午後 8:00～8:45 北海道ブロック）＞ 

 

○  放送が４月１日で、東京電力福島第一原子力発電所の事故の見通しがたたず、「東

日本大震災」の全体的な被害状況が見えない中ではあったが、北海道の人たちがど

ういう支援をしているのかなど、北海道の目線で震災を捉えた番組で、よかったと

思う。ボランティアについて、参加したいと思っている人も、さまざまな情報が飛

び交っている状況で戸惑いもあったと思うが、番組ではボランティアについて役立

つホームページを紹介するなど、有益な情報を提供してくれて、非常に役に立った

のではないか。想定を超える震災が起き、防災の在り方が今までの常識と違ってき
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ているので、北海道の防災のあり方についても引き続きこのシリーズの中で触れて

いってもらいたい。奥尻島で北海道南西沖地震の被害に遭った若者が、消防士にな

ってスマトラ沖の地震の救援に行き、復興のために活動している姿が紹介されてい

た。非常に重いテーマだったが､このエピソードにより救われた思いがあった。 

 

○  幸いにして被害に遭わなかった私たちが何をすべきか、というテーマを扱った番

組だと思った。被災者の方々のニーズに見合ったきめ細かな支援が求められている

が、中でも障害者やお年寄り、病院に通院している人などの災害弱者を優先的に支

援するべきと思うので、番組で焦点を当てていたのはよかったと思う。福島県やそ

の周辺地域の農作物の一部は出荷停止の措置が取られているが、この事態が日本全

体に拡大することが心配だ。北海道の観光や海産物も、風評被害を受けている。国

民全体でこれからも真剣に考えていかなければならないと思っている。 

 

○  まずは、この災害報道に対するＮＨＫ北海道の皆さんの努力と熱意に感謝したい。

大変な長期戦になると思うがこれからもよろしくお願いしたい。番組では、ボラン

ティアの現場の葛藤と統制のない個人の判断に頼るしかないという活動内容を取り

上げていた。「行政が、被災現場が何を求めているか掘り起こし切れていない」とい

う言葉があったが、それがなぜなのかが抜け落ちていたように思う。人手が足りな

いからなのか、伝達経路が出来ていないからなのか、その理由がわかればボランテ

ィア現場も動きやすくなると思った。今後の災害報道のあり方について、報道の量

が多すぎても視聴者に不安を募らせるだけになる恐れがある。短くて、視聴者の心

に届き、何回も繰り返し放送できるような番組を期待したい。 

 

○  ほんの少しではあるが、日常を取り戻しつつある被災地で今、何が必要なのかに

ついて検討していて、効果的なボランティア活動を行うための情報を多く取り上げ

ており、良いタイミングでの放送だと思った。番組では、災害弱者に対してきめ細

かい支援でサポートしていくためには、まさにボランティアの活動でなければでき

ないということがきちんと報道されていた。ボランティアが組織的に統率されて動

くことが非常に重要だということ、また、組織運営の大変さも番組で知ることがで

きた。北海道経済の影響として観光と漁業が取り上げられていた。企業活動におい

て北海道と東北は関係が深く、そうした点についてももう少し深く取り上げてほし

かった。奥尻島で津波を経験した人が東北に対するメッセージを送っていたが、番

組の締めくくりとしてよかったと思った。 

 

○  番組の中に、たくさんの事柄を詰め込みすぎたのではという印象を持った。被災

地の様子、今私たちができる支援、震災で影響を受けた観光産業や漁業と広がる被
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害、津波を経験した奥尻島からのメッセージと、番組で取り上げられていたそれぞ

れの項目は別々の番組として取り上げてもよかったのではないか。今起きているこ

とをすべてまとめて伝えるよりも、震災が発生してからの事象を時系列でまとめる

ことも必要だったと思う。今回の震災では津波で市街地が全部被害を受けている自

治体も多い。復旧というよりも、将来的に二度と津波被害を受けない新しいまちづ

くりをするという意識が必要で、そうした視点からもこの震災について伝えていっ

てほしい。 

 

○  まず地震発生後のＮＨＫの速報体制、バランスの取れた報道について敬意を表し

たい。福島原発という未曽有の事故があり、報道現場も混乱していたと思うが、安

定感のある報道がなされたと思っている。今回の番組の構成は、被災地の状況、北

海道の被害、奥尻島の現状、支援の情報と、バランスが取れた構成がなされていた。

特に奥尻島が現在復興している様子は、希望が持てる、復興後のイメージが持てる

話になっていた。ただ、タイトルに「今何をなすべきか」とあるが、規範や普遍的

真理という意味を帯びている「べき」という言葉を使うことについては議論がわか

れるところだと思う。もう少し客観的な視点で伝えた方がいいのではないか。日本

で起こった大震災で、同胞が大きく被災したということはあるが、できれば視聴者

に対し、自発的な気持ちを引き出すような報道の方が良いのではないか。 

 

○  北海道から現場に入った記者の報告やボランティア活動をする人の視点を通して、

被災者の様子や必要な情報を伝えた番組であった。障害者や高齢者へ必要なものを

届けるボランティアがいたが、身動きのできない人にとってボランティアの助けが

どれほど重要かということがよくわかった。支援物資についても、何が必要とされ

ているか、送る際の注意点、連絡先などきめ細かい情報を伝えていて、非常にため

になるよい番組だった。北海道経済の柱の一つでもある観光の被害に関して登別温

泉の例を取り上げていたが、深刻な状況だとあらためて実感した。今夏に首都圏で

電力不足の影響が想定される中、今まさに北海道の良さを全国に向けて伝える重要

な時期ではないか。復興を支援するムードを盛り上げる北海道の姿を伝えることも、

被災者の心を支えることにもなると思う。そういう意識でも今後の報道に取り組ん

でいってほしい。 

 

○  １８年前の北海道南西沖地震で津波の被害が大きかった奥尻島からのメッセージ

が取り上げられており、よかったと思う。北海道には泊原子力発電所のみならず、

函館市から３０キロ圏内にある青森県大間市に建設中の原子力発電所の問題もある

ことを今後、きちんと報道していってほしい。今回のような大惨事の後には必ず復

興特需があると思う。特需が起これば税収が上がり、復興にも役に立つ。こうした
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側面も今後積極的に取り上げていってほしい。今、一番問題なのは政治、官庁のシ

ステムが金属疲労を起こしている中で未曽有の震災が起きたことにある。システム

を立て直しつつ、復興を成し遂げていかなくてはならない。ＮＨＫには提言も含め

て積極的に発信していくことを期待する。 

 

○  地震が起きた当時は長野県のホテルでずっとＮＨＫを見ていた。情報をしっかり

と伝え、１人でいるときに心強く、ほかのチャンネルを見ようと思わない自分に、

改めてＮＨＫの存在の大きさを感じた。今回の番組は地元北海道の視線から構成さ

れ、さまざまな観点からバランスよく報道した番組になっていて、非常にためにな

った。今夏は電力不足の問題もあり、首都圏では大変な事態になるのではないかと

予想されている。北海道はどうしていくべきなのか、首都圏の人たちが北海道に何

を期待するのかについて、問題提起も含めてもっと取り上げていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

一連の震災関連の報道では３つの視点を大事にしてきた。１つ目は北海

道はこの震災の被災者であること。２つ目は最も被害の大きかった東北地

方の隣人であり、いわば支援をする側でもあること。３つ目は北海道は“次

の被災地”であること。この３つを常に念頭におき、その視点をそれぞれ

失わないようにしてきた。４月１日までの時点では、テーマを１つに絞る

ということをあえてせずに、いろいろなものを盛り込んで伝えてきた。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  今回の震災報道の中で、長い間総合テレビと衛星第１テレビの内容が同じだった

のが残念だった。地震発生間もない期間はしかたなかったと思うが、世界は当時、

日本をどう見ているのかを知りたかったため、「ワールドニュースアワー」は放送

するべきだったと思う。今回の震災を契機に、ドイツで反原発政党の緑の党が大躍

進を遂げるなど、世界中でさまざまな動きがあった。世界各国からの視点でも震災

を見つめることができたと思う。報道を見比べるという点でも残念なことだった。 

 

○  ４月１５日(金)北海道クローズアップ緊急特番④「徹底討論 東日本大震災 い

ま何ができるのか」（総合 後 8:00～8:45、10：00～10：45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）は被災地

で今何ができるのかという問いかけと、想定外の災害にどう備えるかということ、

原発への不安など、７人の有識者を招いてさまざまな角度から意見が述べられてい

てよかったと思う。今後、想定外の災害にどう備えるかは非常に大きなテーマだと

思う。原発事故は１年や２年では簡単に収束する問題でなく、周辺に与える影響、
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風評被害など連動してさまざまな問題が生じている。北海道の電源の約４割を泊原

子力発電所が支えており、北海道全体の電源の重要な位置を占めていることを、道

民は正しく認識し、向き合っていかなくてはならないと思っている。引き続き番組

で取り上げていってほしい。また、経済の問題では、北海道全体、日本全体が元気

になるためには、自粛ムードから脱却して、もっと元気な日本になるための意識改

革もしていかなければならない。この問題についても引き続き取り上げていっても

らいたい。 

 

○  「北海道クローズアップ緊急特番④」は出演者が多すぎると感じた。一部の出演

者を除いて、自分の思いばかりを語っている印象を持った。客観的な発言が少なく、

内容が散漫になった。「想定外の出来事をどう防いでいくのか」という番組の問い

かけ自体がちぐはぐで、行政がきちんと想定していなかったという視点が欠けてい

たように思う。原子力の専門家がいない中で原発問題を討論することにも無理を感

じた。討論ではなく出演者にそれぞれの得意分野について一人一人から短くてもじ

っくりと話を聞く方がよかった。 

 

○  ４月１８日(月)放送のディープピープル「中国に勝つ卓球」を、１つの事柄をと

ことん突き詰めていくこの番組はＮＨＫしか作れないと感じながら楽しく見た。今

回のテーマは「中国に勝つ卓球」で、日本の卓球界をけん引してきた３人の選手の、

“極めた者”同士の会話で、お互いの深いところを会話として引き出すことに成功

していたと思う。楽しく見ることができる番組構成だ。３人の会話を受けて、マニ

アックな比喩でその深さや面白さを表現するコメンテーターが関根勤さんで、まさ

に適任だと思った。大変満足した番組であった。  

 

○  震災関連報道ではラジオ第１放送の取り組みがすばらしいと感じた。震災関連の

情報の合間にクラシックからポップスまで、さまざまな音楽が流れていて、選曲も

洗練されていていたと思う。被災者の心に響いたのではないか。被災者の方たちは

テレビが見られず、新聞も読めない状況の人も多く、ラジオは１番頼りになる伝達

手段だったと思う。中高年のパーソナリティの語り口に、若い人には出せない番組

の品格のようなものを感じることができた。ラジオが生きた情報を伝えられる手段

であることをあらためて再認識した。 

 

○  中国のメディアでも、今回の地震について連日大きく伝えられている。日本の秩

序だった被災地のあり方など、中国のメディア関係者も大変驚いていた。「親族が

亡くなっても、どうして泣き叫ぶこともなく極めて抑制的でいられるのか」など、

日本と中国の国民性の違いについても驚きが大きかった。日本は今、非常に厳しい
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状況にあるが、世界は震災に対する日本の対応を冷静に見ているということを知る

べきだ。ＮＨＫには世界のいろいろな目を意識して、多様な視点で世界の中の北海

道、あるいは世界の中の日本を報道していくことが大事だ。一方で北海道の経済、

特に観光を考える際に、北海道は元気だというメッセージをなかなか発信しにくい

状況ではあるが、北海道の元気が日本の元気につながっていくという視点を持って

いいのではないか。長期的な視野から復興を支援していくことが大切だと感じてい

る。 

 

○  「あさイチ」では 震災直後から、生活に役立つ情報を多く取り上げていてよか

ったと思う。例えば新聞紙を組み立てて、アルミ箔（はく）を載せてビニールをか

ぶせて皿代わりにするとか、スーパーのポリ袋をおむつ代わりにするなどといった

情報は被災者にとって大変有効で、今後の備えにもなったと思った。 

 
○  ４月１６日(土)のマイケル・サンデル 究極の選択「大震災特別講義～私たちは

どう生きるべきか～」（総合 後 9：00～10：13）を非常に面白く見た。サンデル教授

や、日本、中国、アメリカの各国の学生たちが、今回の大震災に対して、日本人の

冷静に協力し合う姿をたたえていた。日本が今、外国からどのように見られている

のかがわかり、私たち日本人も自分たちを見直して自信を持つことができたと思う。

番組に強く勇気づけられた。 
 

○  ３月４日(金)の北海道クローズアップ「進化する斎藤佑樹 ～“プロ選手”への模

索～」はピッチング動作の解析やインタビューをもとに斎藤選手がプロでどのよう

なピッチングを見せるのかを分析していて、非常に面白く見た。プロ初勝利も果た

した斉藤選手をこれからも引き続き追いかけていってもらいたい。 

 

○  ３月７日(月)の生中継！ふるさと一番「まもなく営業再開！海獣いっぱい・北の

水族館～北海道小樽市」は水族館の営業再開のタイミングでの中継で、タイムリー

な面白い企画だった。北海道内の観光地も来客数が減っている状況だが、北海道の

元気な様子を積極的に取り上げていき、道内の人たちが身近なところに出かけてい

く気分を後押しするような番組をお願いしたい。 

 

○ 今回の震災においてＮＨＫがインターネットの分野で積極的に情報発信をしたこと

を大いに評価したいと思う。被災地ではテレビが映らない状況も多く、インターネ

ットでニュースを配信していたことは必要な情報を伝えるうえで効果的な取り組み

だ。安否確認に関しては、グーグルのパーソンファインダーと連動し、情報を提供

していたことも画期的だ。また、一番よかったのは、被災地の放送局からの情報発
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信で、被災地のいろいろな情報を、ＮＨＫが掲載することで信頼できるものとして

活用することができた。緊急の対応で難しいこともあったかしれないが、英断であ

ったと思う。ツイッターで、ＮＨＫの部署単位での情報発信があり、非常によかっ

た。新しいソーシャルメディアを取り入れて、さらなるネットでの情報発信をお願

いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回の震災報道では、ＮＨＫの放送を、一部を除いてそのままネットで

配信する取り組みを行った。ユーストリーム、ニコニコ生放送、あるいは

ヤフー、ギャオにも配信した。そうした媒体を通じた視聴も非常に多かっ

た。テレビやパソコン、携帯端末などの“３－ＳＣＲＥＥＮＳ”を活用し

た災害報道のあり方を検証し、今後に生かしていきたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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