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平成２４年３月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１６日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２４年度関東甲信越地方向け地

域放送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２４年度

関東甲信越地方向け地域放送番組編成計画」について、説明があった。 

続いて、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      金子  仁（新潟交通（株）相談役） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月３日(土)のＮＨＫスペシャル「原発事故 １００時間の記録」（総合 後 9:00

～9:58）は発災からの動きを時系列で追った番組であった。震災の翌日に避難指示

が出され、福島県双葉町の病院の看護師が、突然やってきた防護服姿の警察官に、

何の説明もないままに「避難しろ」と言われ、戸惑った当時の様子が大変よく伝わっ

てきた。また、福島県浪江町の消防団員が、任務が突然、生存者の捜索や救助から

避難誘導に変わったために、前夜の捜索中に生存者の声が聞こえた場所に助けに行

くことができず、後にその場所から消防団の仲間が発見されたことに悔し涙を流し

ていたことが印象的だった。 
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○  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 9:00～9:59）は、震災が発生した３月１１日にさまざまな場所で撮影さ

れた映像を紹介していた。震災から１年が過ぎた今も、怖さを感じる映像であった。

これらの映像は、今後の防災や災害に対する教訓として役立つ貴重な映像であり、

番組としてまとめ、映像資料として残すことは重要な取り組みである。「早く逃げ

ろ」と叫んでいても、慌てることなく、普通に歩いている人が映っており、危険が

迫っていても、とっさの判断ができない人間の弱さを感じさせられた。 

 

○  ３月５日(月)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「３８分間～巨大

津波 いのちの記録～」（総合 後 10:00～10:49）は、貴重な映像記録となってい

た。政府や自治体の緊急対策が十分でなかったことを、改めて感じさせられた。 

 

○  ３月６日(火)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「気仙沼 人情商

店街」（総合 後 10:00～10:49）は、津波ですべてを失った状況から、自治体に頼る

ことなく、自分たちで力を合わせて、１つ１つの障害を乗り越え、商店街を復興させ

る姿に感動した。郊外の大型ショッピングセンターとの競争により、厳しい状況に追

い込まれ、活気を失ってしまっている、日本各地の商店街にも刺激になったのでは

ないか。 

 

○  ３月８日(木)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「調査報告 原発

マネー～“３兆円”は地域をどう変えたか～」（総合 後 10:00～10:49）は、ＮＨ

Ｋが独自に実施した、４４の原発の立地自治体へのアンケートから、３兆円に上る、

電源三法交付金や寄付金、核燃料税などの“原発マネー”によって自治体の財政が

支えられてきた実情が描かれていた。原発が廃炉になったら、自治体の財政をどの

ように維持していけばよいのか苦悩する町長の様子が大変印象深かった。 

 

○  ３月１１日(日)のＮＨＫスペシャル「“同日同時刻”生中継 被災地の夜」（総合 

後 9:00～10:13）は、震災から１年後の３月１１日の同じ時刻に同じ場所から、生

中継で被災者本人が当時の体験を語るという斬新な演出だった。同じ時刻や場所で

語ることによって、より明確に当時の状況が伝わって、視聴者も被災者の感情を共

有することができたのではないかと感じた。しかし、時間の制約がある中で、一般

の方々に語ってもらうのは斬新な演出である一方で、聞き役と話がかみ合わず、無

理があると感じられる部分もあった。渡辺謙さんによる手記の朗読は、手記を書い

た被災者の思いがひしひしと伝わってきて、すばらしかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「“同日同時刻”生中継 被災地の夜」は、助け合うことの大
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切さが伝わってくる番組だった。電車の中に閉じ込められた人々が水や食べ物を

みんなで分け合って食べた話や、医師の「一人だったら絶望してしまうような状況

でも、目の前に支えるべき人たちがいることで、自分も生きることができ、支えあ

うことの大切さを感じた」という話に感銘を受けた。これからも、生きていくこと

の大切さを前面に出した番組を作ってほしい。また、語ることができないほどの悲

惨な出来事や人の醜さを物語る出来事もあったであろうが、時間がたつにつれて、

話すこともできるようになると思うので、そういった話も証言記録としてまとめて

いってほしい。 

 

○  ２月１９日(日)の産地発！たべもの一直線「長崎 対馬市発 しいたけ」は、対

馬は江戸時代からしいたけの産地として有名で、長崎県ではしいたけを寿司のネタ

として食べる習慣があると知り、驚いた。 

 

○  ２月１９日(日) のサキどり↑「深海探査機“江戸っ子１号” 未知の海底に挑む

町工場」は、コストを抑えた小型の深海探査機“江戸っ子１号”の開発に、それぞれ

の分野で高い技術を持つ４つの中小企業が挑戦する様子が紹介されており、非常に興

味深かった。東京の下町で働く技術者が持つ技術力はすばらしいと感じた。 

 

○  「サキどり↑」では、２月２６日(日)から３週にわたって、被災地の復興に向けた

動きをシリーズで伝えていたが、３月１１日(日)の「福島の復興支える地銀の苦闘」

は、地方銀行が原発事故からの復興を目指す融資先の企業を支えていく様子を取り上

げていた。地銀が“私募債”を全額引き受けることで、財務状況の健全性がアピール

でき、売り上げが回復したという、再出発することができた融資先を紹介していたが、

一方で、融資を受けることができずに休業や廃業した企業もあるはずで、うまくいっ

ていない例も取り上げてほしかった。 

 

○  ２月２５日(土)の「夜なのにあさイチ～漢方スペシャル～」（総合 後 7:30～

8:43）は、出演しているアナウンサー自らが漢方治療を体験して、実感でその効果

について伝えており、説得力があった。朝の時間帯に放送している「あさイチ」を夜

の時間帯にも放送することは、さらに多くの人に番組を知ってもらううえで効果的で

あった。 

 

○  「あさイチ」で扱ったテーマを発展させて、他の時間帯で放送する「夜なのにあさ

イチ」のような取り組みは、これからも定期的に実施してほしい。 

 

○  ２月２６日(日)の月刊やさい通信「２月号」は、いろいろな種類のモヤシが使わ
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れた、さまざまな料理を紹介しており、モヤシがなぜ安く大量に生産できるのかと

いう疑問にも答えてくれていた。 

 

○  ２月２６日(日)の小さな旅「晴れたら スキー場へ～新潟県 十日町市松代～」は、

雪とうまく付き合い、楽しんでいるという、ほのぼのできる番組だった。７０～８０

代の地元の米農家の人たちがスキーを楽しんでいる姿が紹介されていたが、若い頃は

冬は県外に出稼ぎに行っており、スキーを楽しむことができなかったという話は、か

つての生活の厳しさが伝わってくるものであった。 

 

○  ３月１１日(日)の小さな旅「あしたの海～福島県 相馬市～」は、漁師たちが、本

来は漁に使う船でがれき撤去の作業を行い、その賃金で生計を立てるしかない現状を

伝えていた。漁の再開の見通しが立たない、原発事故がもたらした悲惨な現状が映し

出されていた。 

 

○  ３月４日(日)のドキュメント２０ｍｉｎ．「マエストロの白熱教室～指揮者・広上

淳一の音楽道場～」は、緊張感のある授業中の映像がよく撮れており、非常に見応

えがあった。「ドキュメント２０ｍｉｎ．」は、非常に内容が濃く、興味深い番組で

ある。日曜の深夜だけではなく、もっと多くの人が見られる時間に放送してほしい。 

 

○  ３月８日(木)の地球イチバン「地球でイチバン“子どもにやさしい”教育」は、

９割の子どもが“学校が楽しい”という、オランダの学校にプロレスラーのジャガー

横田さん親子が体験入学するというものだった。学校や授業を自分で選ぶことがで

き、また、勉強についていけない場合には、自ら留年することができる。留年した

からといって周囲は特別扱いすることなく、温かく見守っているということなど、

オランダの教育はすばらしいと感じた。横田さんのお子さんが積み木遊びに飽きて

他のことをしたがったときも、ちゃんと片付けてから次に移るように指導していた

ことに感心させられた。日本も教育に対する考え方を見直していかないといけない

と思わせてくれる、すばらしい番組だった。 

 

○  ３月１０日(土)と１１日(日)の「特集 明日へ 支えあおう～東日本大震災から

１年～」は、この１年間をどのように伝えればよいのか、非常に難しい番組だった

と思うが、各地を中継でつなぎながら、震災が起きた１年が終わり、次の１年にど

のように向かっていけばよいのかを考えるきっかけになる内容になっていたと思

う。政府主催の東日本大震災一周年追悼式で、岩手県大槌町の方が遺族代表として

文章を読んでいたが、３月７日(水)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１

年「仮設住宅の冬 いのちと向き合う日々」（総合 後 10:00～10:49）で取材して
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いた被災者と同じ方だった。偶然だとは思うが、式典に出る方だとわかって取材し

たとすれば、たくさんの被災者の方がいる中で、特定の人をクローズアップするこ

とには違和感を感じる。 

 

○  ３月１４日(水)のためしてガッテン「冷凍解凍に新ワザ誕生 速い！プリプリ！

美味」は、氷水でおいしく解凍できることや、冷凍のまま肉や魚をフライパンでお

いしく焼くことができることなど、新しい発見があり大変勉強になった。 

 

○  ためしてガッテン「冷凍解凍に新ワザ誕生 速い！プリプリ！美味」は、食材の

質を保ったまま解凍するコツをうまく伝えていて、大変参考になった。 

 

○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」の中で放送している「まちかど情報室」で取

り上げる製品は、きっと役立つだろうと思わせてくれる物が多く、このような便利

な物を考えついたことに感心させられる。これからもさまざまな新しい情報を伝え

てほしい。 

 

○  ２月２５日(土)の土曜ドラマスペシャル「家で死ぬということ」（総合 後 9:00

～10:14）は、ガンで余命３か月の義母、その義母の介護をする息子を主人公に、

どうやって死を迎えるかという難しい問題に向き合ったドラマだった。“死”とい

う重いテーマを扱っていたが、視聴者が重たい気持ちにならないように描かれてい

たと思う。現在は自宅で死を迎える人がほとんどいなくなってしまったが、住み慣

れた自分の家で死にたいと思っている人がいるということを忘れてはならないと

感じさせた。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」を見ると、当時の複雑な男女関係や、武士がなぜ汚い着物

を着ているのかなど、われわれが当時の風習や暮らしの様子などについてあまり知

識がないことを感じさせられる。今後、清盛がどのように成長して変わっていくの

か、大変興味深い。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」は、主人公の糸子役が尾野真千子さんから夏

木マリさんに替わった。パワフルな夏木さんが、糸子の老後をどのように演じるの

か楽しみである。尾野さんが糸子を演じていたときは、「家族とは」というテーマ

が中心にあったように感じられたが、晩年の糸子を夏木さんが演じるようになって

からは、「生きるとは」、「人生とは」ということを問いかけているように感じられ

る。尾野さんから夏木さんへ主役が交代するということは、もっとさまざまな機会

でＰＲしてもよかったのではないか。 
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○  連続テレビ小説「カーネーション」は、ミニスカートやパンタロンスーツ、厚底

靴などのファッション、コシノジュンコさんがデザインした赤と黒の強烈な色彩感

覚など、若いころのファッションを思い出しながら楽しく見ている。 

 

○  よる☆ドラ「本日は大安なり」は、脅迫状を出した犯人が誰なのかという謎解き

のドラマだが、５つの結婚式の話が同時に展開しており、ドラマ全体の大きなス

トーリーが今ひとつ見えにくかった。 

 

○  ２月２４日(金)の金よう夜きらっと新潟「話はずんで『この空の花』に込めた思い

～大林宣彦 監督～」は、長岡市の花火大会を描いた映画を作った大林監督に、映画

に込めた思いなどを聞いていた。昭和２１年から続いている長岡の花火には、戦時中

の長岡空襲で亡くなった人への慰霊や復興の願い、中越地震からの復興の願いなどが

込められていることを知ることができた。 

 

○  ３月２日(金)のキッチンが走る！「雪原の白鳥の湖でポカポカ中華～新潟・越後平

野～」は、ラムサール条約にも登録されている新潟市の佐潟の湧き水で育った寒ブナ

や、ブロッコリーのわき芽、大根などを使った料理や、白鳥が舞う姿などを紹介して

いた。地元の話題を紹介してもらうことは、そこに住む人々にとってはうれしいもの

であり、これからもいろいろな土地の魅力を紹介してほしい。 

 

○  ３月９日(金)の金曜山梨「震災１年・どうする山梨の防災」では、甲府盆地は盆

地特有の基盤の弱さがあることや、３つのプレートが交わるところに位置している

ことなど、特有の危険性があることを知って驚いた。地震により洪水も同時に起き

る複合災害の脅威、木造家屋の耐震化が進んでいないこと、高齢者が多く住む山間地

の集落の孤立など、さまざまな問題を取り上げており、災害への備えの重要性を改め

て認識させられる番組だった。河川の堤防は盛り土でできているため、地震が発生し

た際には堤防が決壊し、洪水も起こる複合災害の可能性があり、自治会長が住民の避

難場所の確保に苦慮する様子が伝わってきた。地震が発生した際に、孤立する可能性

が指摘されている山間部には衛星携帯電話が配備されているとのことだが、高齢者が

多いため、緊急時に使いこなすことができるのかと不安になった。 

 

○  ２月２６日(日)の「世界への挑戦 １７歳のバレリーナ～第４０回ローザンヌ国

際バレエコンクール ハイライト～」（Ｅﾃﾚ 後 4:30～5:00）は、バレエが好きな

視聴者の関心に応えるよい番組だった。熊川哲也さんの「コンクールはバレエダン

サー人生の出発点に過ぎず、そこから先のダンサーとしてのキャリアの構築は、本
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人のバレエとの向き合い方しだいだ」という言葉が印象的だった。熊川さんがロー

ザンヌのコンクールに出場したときの貴重な映像も懐かしかった。 

 

○  ２月１７日(金)の新日本風土記「秩父山中 里物語」は、“秩父夜祭”をはじめ

とした、埼玉県・秩父の固有の文化、繁栄の歴史が紹介されており、埼玉県民でも

あらためて、秩父のことを知ることができる番組だった。いまだにオオカミを信仰

していることに驚いた。山々に囲まれた土地だからこそ、古くからの伝統や文化が

大切に残されており、今では珍しくなった祭りの“龍勢”も残っているのだと感じ

た。かつて養蚕や“秩父銘仙”、セメントで繁盛し、日本の経済成長に大きな役割

を果たした時代の変遷なども織り込まれ、時代の変遷を感じさせる番組であった。

地域局が地元の話題を発信することは、町作りや産業振興などの地域の活性化に一

役買い、地元の人たちも地域のよさを再認識することができるので、今後も積極的

に取り組んでほしい。 

 

○  ２月２４日(金)の新日本風土記「角館」は、春のしだれ桜やお盆の墓参り、秋祭り、

冬の雪景色などの四季の移り変わりを美しい映像で紹介しており、武家、商家、農家

などで代々続いてきたしきたりなどが、歴史的な背景とともに説明されていて、大変

興味深かった。美しい風土や祭り、暮らし、人々の営みなどを紹介する「新日本風土

記」にふさわしい充実した内容だった。 

 

○  ３月９日(金)の新日本風土記「城 戦の跡 夢の跡」では、１０以上の城を取り上

げていた。城は非常に美しい建築物だが、攻め込まれた際のさまざまな工夫が設けら

れていることに驚いた。松本城は火縄銃が届かないように堀の幅を決めていたことや、

堀の中には先が鋭くとがったくいが打ち込まれていたこと、堀の底に大小さまざまな

くぼみを作って簡単に渡ることができないような仕掛けがあったことなどが紹介さ

れていた。いろいろな事態を想定した城の構造に感心させられた。 

 

○  ２月２７日(月)のワイルドライフ「世界自然遺産 知床 角がつなぐ！エゾシカ

命の物語」は、オスのシカの角が落ちる、めったに見られない瞬間を撮影していた。

決定的な瞬間を撮影することができたのは、根気強いロケの成果だろうと感じた。

エゾシカなどの野生動物が生きていくことの厳しさが十分に伝わってくる内容で

あった。今回は、エゾシカの生態に焦点を当てていたが、エゾシカが増え過ぎたこ

とによる食害などの負の問題も出ているので、そうした課題も別の機会に取り上げ

てほしい。 

  また、クマが人里まで降りてきたことがニュースで伝えられているが、なぜクマ

が人里へ降りてくるのか、山の中だけでは生活できなくなってしまっているのか、
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その背景も掘り下げて、自然保護と開発の関係などについて問題提起する番組も放

送してほしい。 

 

○  ３月１２日(月)のワイルドライフスペシャル「謎の深海巨大生物を追う」は、巨

大イカ“ダイオウイカ”や新種の深海ザメ“メガマウス”の生態の一部が紹介され

ていたが、その迫力に非常に驚かされた。アメリカでつくられた潜水艇に、オーロ

ラの撮影にも使われた超高感度ハイビジョンカメラを取り付けて潜るということ

なので、ダイオウイカが泳いでいる姿を撮影することができるのを楽しみにしてい

る。深海に生きる“ヒレビロイカ”が吸盤ではなく鋭いフックをもっていることを

知り驚いた。このようにまだまだ知られていないさまざまな深海生物の生態を番組

で取り上げており、大変興味深かった。 

 

○  ３月８日(木)の美の壺「小江戸 川越」は、埼玉県川越市の町並みを非常に美し

く取り上げていた。川越の蔵は、黒漆喰（くろじっくい）で仕上げられており、江

戸の町並みをまねたものであるということがきちんと紹介されていた。川越唐桟（か

わごえとうざん）からは、極細の縞（しま）模様や、木綿にもかかわらず絹のよう

な光沢など、江戸っ子の粋が伝わってくるようだった。また、川越は江戸のさつま

いもの 大の産地であったが、さつまいもについても、飢きんの際に重宝されてい

た時代背景や当時の食べ方などが紹介されていた。単に食べ物などの名産品を紹介

するだけでなく、さまざまな情報も交えながら、奥行きのある番組になっていた。 

 

○  韓国では、国内向けの報道番組などでも、英語で放送しているものがある。韓国

経済が躍進を続けている背景には、このようなグローバル化への意識の強さもある

のではないかと感じる。日本でも、日本人向けに英語で放送する番組を増やしてい

く必要があるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＢＳ１の「ＡＳＩＡＮ ＶＯＩＣＥＳ」などは、英語を主音

声、日本語を副音声の２か国語で放送している。「地球テレビ 

エル・ムンド」も英語も交えながら放送している。「ＢＳ世界

のドキュメンタリー」など海外で制作された番組は、日本語

に吹き替えることなく、字幕をつけて原語で放送している。 

  語学番組を除いては、日本人向けの英語の番組は今のとこ

ろ制作していないが、国内向けの番組の英語版を制作して、

国際放送でも放送している。テレビ国際放送の「ＮＨＫワー

ルドＴＶ」のホームページ上でのライブストリーミングを
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行っており、国内でも視聴することができる。 

  小学校で英語教育が必修となっていることは、課題として

捉えており、「クローズアップ現代」でも５月放送の「教壇に

立つのはだれ？～小学校・英語必修化の波紋～」で取り上げ

た。Ｅテレでは「プレキソ英語」という小学生の英語学習に

対応した番組を放送している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫニュース７」などの報道番組でも、副音声で英語

を同時放送する、２か国語放送を行っている。 

 

○  ２か国語放送もよいが、もっと踏み込んで、日本人アナウンサーが英語でニュー

スを伝えるといったことにも取り組んでほしい。 

 

○  新しくなった千葉局の会館を見学した。千葉局では、ＦＭ放送でしか独自の放送

をできないため、ツイッターによる情報発言などの工夫も行っているが、地域性が

豊かな千葉県の情報を、地域の視聴者に向けて提供していくことの難しさを感じた。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年３月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２８日(水)、２９日(木)、持ち回り

により実施された。 

会議では、「平成２４年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画」の変更案につ

いて説明があり、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。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      金子  仁（新潟交通（株）相談役） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年２月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１７日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、７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年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画

（案）」の諮問にあたって、説明があり、審議の結果、番組審議会として原案を可とする旨、

答申することを決定した。続いて、放送番組一般について、活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      金子  仁（新潟交通（株）相談役） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２４年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画（案）」ついて－諮問－＞ 

 

○  “東日本大震災からの復興”や“防災や減災への取り組み”を編集計画の中心に

据えているが、実際に、震災からの復興は進んでいるのか、防災や減災の取り組み

は行われているのかを検証していくことはＮＨＫが果たすべき重要な役割だと思

うので、しっかり実践してほしい。 

  ４月から栃木県で県域放送が始まるが、きめ細かな地域の情報を発信することで、県内

で知られていない情報などを広く視聴者に知ってもらう役割を担うことを期待している。 

  農業を基幹産業とする地域が多い関東甲信越地方において、ＴＰＰ（環太平洋パート

ナーシップ協定）は日本の将来像を考えるうえでも重要な課題である。交渉参加の是非

が先送りされているが、国民的な議論が深まるようにもっと積極的に取り上げてほしい。 
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○  ４月に開始する群馬県の県域放送では、きめ細かな地域情報の提供に努めてほしい。 

  「平成２４年度国内放送番組編成計画」に、「部門（種別）ごとの定時放送時間お

よび比率」という項目があるが、この比率は近年どのように推移しているのか、別

の機会に報告してほしい。 

 

○  東日本大震災によって、当たり前であった豊かな生活がいかにぜい弱なもので

あったかを思い知らされた。一方で、節電などの当時の苦労や努力をすぐに忘れて

しまう風潮が感じられる。原子力発電をはじめとする、日本のエネルギー政策はど

のように転換するのか、国民の生活にどのような影響があるのか、などの視点から、

震災後の課題に向き合う番組を制作してほしい。 

  関東甲信越地方は農業に関与する人や地域が多いので、食の自給、さらには日本

の農業の将来についても、重点的に伝えてほしい。 

  全国規模の情報を知ることも大切であるが、特に災害報道や選挙報道においては、

それぞれの地域に密着した情報を知りたいという視聴者の要望は高いと思う。現在

は独自の県域放送ができない放送局も、県内向けに放送することができるよう、検

討を進めてほしい。 

  重点事項に“地域の魅力・活力を全国に発信”、“地域を元気にする応援団”とあ

るが、独自の技術を持っている会社や地域に根ざした地道な福祉活動など、あまり

知られていない取り組みやそれに携わる人を発掘して、全国に情報発信してほしい。

ドキュメンタリーで取り上げた人や取材した人、解説で出演した人について、「こ

のようなすばらしい人をよく見つけた」と感じることが多い。このような貴重な情

報を蓄積していることが、ＮＨＫのすばらしさだと思う。このことは地域局の取材

力に支えられている部分が大きいと思うので、地域局での取材をますます充実させ

てほしい。 

  地域局には若い人材が多くいると思うが、彼らが制作した番組を全国放送する機会が少

ないのではないか。「地域発ドラマ」をはじめとして、地域局制作の番組を積極的に全国

放送してほしい。ＮＨＫ内で切さたく磨して競い合い、よりよい番組を作ることが、さら

なる地域の魅力や活力の発信、地域の活性化につながっていくと思う。 

  プロ野球・横浜ＤｅＮＡベイスターズが今年から装いを新たにする。横浜局には、

神奈川県内の応援の機運を盛り上げてほしい。 

  また、神奈川県内には、アメリカ軍の厚木基地と横須賀基地があるので、神奈川

県におけるアメリカ軍基地の問題も番組で取り上げてほしい。基地の関係者など、

外国人が多く住んでいるために、京浜工業地帯や製油所の大きな原油タンクなどで

事故が起きた際には、外国人向けの災害報道も必要となる。 

 

○  前橋局と宇都宮局で県域放送が始まるのは大変よいことであり、期待している。 
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  「各局の重点事項」に基づいて、各県独自の県民性が反映された魅力ある番組編

成を行い、地域を活性化していくように努めてほしい。 

  地震や大雨、大雪などの自然災害の問題や、教育や治安などの社会の問題など、

さまざまな切り口で、地域の人々の安全、安心な暮らしのために何が必要かを取り

上げてほしい。さらに、地域経済の発展につながるような情報も積極的に取り上げ、

地域の活性化のヒントになるような番組を届けてほしい。 

  「小さな旅」が放送開始から３０年を迎えるとのことだが、地域に息づく伝統や

暮らしを地道に取り上げてきたすばらしい番組だ。記念の特集番組の放送もあるよ

うだが、大変楽しみである。 

 

○  “震災後の課題に向き合う”という「重点事項」は、各局に共通する重要な課題

である。被災者を取材し、放送で取り上げる際には、被災者が何を訴えたいのかを

十分にくみ取り、気持ちに配慮して放送してほしい。 

  水戸局の「重点事項」に“宇都宮、前橋両局と連携し、地域振興、活性化に貢献

する”とあるが、北関東自動車道が開通したことにより、東西の移動が容易になり、

つながりが深まっている。北関東の３局で情報交換を積極的に行い、県域放送では隣

県の情報も発信してほしい。 

 

○  さいたま局の「重点事項」にもあるが、多くの震災避難者を受け入れている埼玉県

においては、震災からの復興への課題に引き続きしっかり取り組んでいってほしい。 

  “都道府県の魅力度”について民間会社が実施した調査によると、関東甲信越の半数

近くの県が下位に位置している。地域の魅力や活力を放送で伝えることは、各局の重要

な役割であり、お互いに切さたく磨して、関東甲信越地方全体を盛り上げてほしい。 

 

○  昨年の日本の貿易収支が赤字になったり、中国の家電メーカーが国内の電機メー

カーの家電部門を買収するなど、経済に関するさまざまな出来事が起こっている。

ニュースや番組を通して、視聴者に地域経済に関する情報を届けてほしい。 

  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～」で、専門家とともに東京電力福島第一原発周辺の海の汚染

調査を国に先駆けて行ったように、新たな問題を積極的に掘り起こし、安心、安全

な暮らしを送るための情報の提供に引き続き力を入れてほしい。 

 

○  諮問された「平成２４年度関東甲信越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。 
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○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

  答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画につ

いて決定し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２２日(日)の小さな旅「静寂に 凛（りん）とたつ～山梨県 身延町～」は、

冬の凛とした空気が伝わってくる、映像の美しい番組だった。宿坊に暮らしながら、

大学に通う女性を取り上げていたが、規律正しい暮らしをしたいと、親元を離れて

宿坊で生活を送る姿は、今の時代にあって大変珍しく、すばらしい女性を選んだと

思った。春から静岡県の福祉施設で働くという、新しく進む道も紹介しており、番

組を見た後にすがすがしい気持ちになった。 

 

○  ２月８日(水)のためしてガッテン「甘！１秒で糖度急上昇 イチゴびっくり裏技

集」では、イチゴの赤い実の部分は “偽果（ぎか）”と呼ばれ、果実ではないとい

うことを知り、大変勉強になった。視聴者が興味を持つようなテーマ立てで番組を

進行しており、加えて、立川志の輔さんが補足するコメントもわかりやすかった。

ストローを使ってへたをきれいに取る技は見ていて気持ちがよく、自分でも試して

みたが、硬い芯の部分がきれいに取れて、味も甘くなる気がした。イチゴ狩りの達

人が見分けた、非常に甘いイチゴは傷みやすいために市場に流通しておらず、食べ

たかったらイチゴ狩りに行くしかないと紹介していたのは、イチゴ農家の気持ちを

代弁してくれていて、うれしかった。さらに、立川さんが番組末尾で「イチゴ狩り

に行ったときには、ストローを使ってへただけ残してイチゴを採らないように」と

フォローしていたのもよかった。 

 

○  ２月９日(木)のクローズアップ現代「豪雪から高齢者を救え～相次ぐ除雪事故死

～」では、今年は記録的な豪雪の中、高齢者の除雪作業中の事故死が相次いでいる

ことが取り上げられていた。山間集落では過疎化が進み、若い世代がいないため、

地域の人たちが助け合って雪下ろしをすることもままならず、高齢者が一人で除雪

作業をしていて、事故に遭ってしまうからとのことである。高齢化や過疎化が進む

山間集落の暮らしを維持し、守っていくことの大変さを考えさせられた。 

  新潟局が制作する「金よう夜きらっと新潟」でも、１月２７日(金)の「雪国満喫！
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ぽかぽか温泉旅」、２月３日(金)の「豪雪と闘う男たち～津南 秋山郷～」、２月１０

日(金)の「僕にもできた！～障がい者スキースクール～」（総合 後 7:32～7:57 新潟

県域）と３週連続で“雪”をテーマに取り上げていた。取り上げ方はさまざまである

が、タイムリーだった。 

 

○  ２月１１日(土)のＮＨＫニュース おはよう日本「木曽・不入山を行く」（総合 前

7:30～7:55）を見たが、“不入山（ふにゅうざん）”のように、許可なく立ち入ること

を禁じるなどの対策をとらねば、日本の自然を守っていくことはできないのではない

か、と感じさせられた。この番組は、１月２０日(金)に中部地方で放送された４３分

の番組、金とく「不入山（ふにゅうざん）～ヒノキの森 知られざる発見～」が基に

なっているとのことだが、こちらの番組も機会があれば全国放送してほしい。 

 

○  ２月１３日(月)～１６日(木)のあさイチ「ピカピカ☆日本」では、さいたま市大

宮盆栽美術館、鴻巣市のひな人形、鴻巣市内を流れる荒川の川幅が日本一にちなん

だＢ級グルメのこうのす川幅うどん、小川和紙、秩父独自のお菓子など、埼玉県の

魅力満載の中継を連日放送しており、大変楽しく見ることができた。 

 

○  ２月１４日(火)のクローズアップ現代「産みたいのに産めない～卵子老化の衝撃

～」を見たが、今まで卵子が老化するなどということは考えたことがなかったので、

衝撃を受けた。少子化の問題にもつながるのではないかと感じられた。さまざまな視

点から“卵子の老化”について取り上げていくことで、少子化の解消に少しでもつな

がっていけばよいと思う。 

 

○  １月７日(土)、１４日(土)の土曜ドラマスペシャル「とんび」（総合 後 9:00～

10:13）は、非常に感動した。原作はもちろんのこと、脚本もすばらしいと感じた。

番組ホームページにはメイキング動画なども掲載されているが、“昭和”の時代の

雰囲気をＣＧを使わずに再現した舞台セットへのこだわりが伝わってきた。 

 

○  ２月１９日(日)放送予定の「『トンイ』最終章スペシャル」や３月３１日(土)放

送予定の「海外ドラマ『ｇｌｅｅ』放送開始直前スペシャル」は、ドラマの時代背

景などを紹介する番組であり、ドラマの盛り上げに一役買うと思う。ただし、ドラ

マの宣伝だけの内容にならないように気をつけてほしい。 

 

○  今年のローザンヌバレエコンクールで、日本人高校生の菅井円加さんが第１位を

獲得したが、コンクールの模様は放送するのか。 

 コンクールでの踊りだけでなく、出場者たちのドキュメンタリーを番組に取り入
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れると、演技中とは違った出場者の一面をかいま見ることができる。番組を見てい

る同年代の励みになると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ローザンヌバレエコンクールは、例年５月か６月頃、Ｅテ

レで特集番組として放送している。今年は、菅井さんが第１

位を獲得したことで非常に注目度が高まっているので、まず

は２月２６日(日)に「速報！第４０回ローザンヌバレエコン

クール」（Ｅﾃﾚ 後 4:30～5:00）を放送する予定である。菅井

さんの決選での踊りをノーカットで届けるなど、決選の模様

をハイライトで放送する予定である。 

 

○  「コズミック フロント～発見！驚異の大宇宙～」は、 “宇宙”や“科学”を

テーマにした番組であるが、堅苦しさがなく、構えずに見ることができ、子どもに

も、宇宙の未知へのロマンをかきたて、科学への興味を無理なく喚起することがで

きる番組である。番組の制作には、相当な取材力や宇宙に関する知識が必要だと思

うが、これからも継続して制作してほしい。 

 

○  ２月１０日(金)～１２日(日)の「愛されて５０年♪みんなのうたリクエスト大全

集！」（ﾗｼﾞｵ第 1 後 8:05～9:55）は、子どもの頃に聞いたことがある懐かしい曲が

流れ、楽しく聞くことができた。博識な残間里江子さんのユーモアがありながらも

辛口なコメントと、小倉久寛さんのほんわかとした雰囲気のトークは、バランスが

非常によいと感じた。別のテーマでも、この２人で進行する番組を聴いてみたい。 

 

○  ＮＨＫオンデマンドは、４月以降、ｉＰｈｏｎｅやｉＰａｄでも動画の視聴が可

能となるとのことだが、スマートフォンでは視聴できるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  スマートフォンは、ＯＳがアンドロイド２．２以上で、フ

ラッシュプレイヤー対応であれば既に視聴することができる。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、特報首都圏「縮むニッポン え！ダムに水が貯まらない？」につい

て説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

副委員長  田中 宏和（（財）田中本家博物館館長） 

委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

新井 幸人（写真家） 

金子  仁（新潟交通（株）相談役） 

国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜特報首都圏「縮むニッポン え！ダムに水が貯まらない？」 

（総合 １２月１６日(金)放送）について＞ 

 

○  インフラやライフラインなど、個人では簡単には情報を得ることが難しい問題に

目を向けたよい番組であった。上下水道やガスなどのライフライン、公共事業で造

られた橋や道路などの中には、造られてから相当の年数がたっているものもあり、

今後の対策を考える必要があったり、維持していくのに費用がかかったりすること

が想定されるので、取材を続けてほしい。 

  「地形が急しゅんだったから土砂がたまった」、「当時の予想を大幅に上回るス

ピードで土砂がたまった」というダム管理者のインタビューが番組で紹介されてい

たが、建設当初の認識が甘かったと言わざるをえないと感じた。 
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  奈良県の大滝ダムのように、試験湛水（たんすい）を行ったところ、亀裂が発生

したために、水を貯めることができず、ばく大な費用と地域の犠牲のうえに造られ

たにも関わらず、ダムの役目を果たせていないという例もある。こうした事例がほ

かにもないかなど、全国のダムの状況も取材してほしい。 

  群馬県の八ッ場ダムも建設継続が決定されたが、震災復興のための費用なども必

要な中で、事業継続の必要性があるのかどうか、引き続き取材してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「特報首都圏」は関東甲信越地方向けの番組であり、今回

は群馬県と長野県のダムを中心に取材した。取材をする中で、

全国には約３千のダムがあるということを知り、その数の多

さに驚いた。今後は全国のダムにも視野を広げて取材を続け

ていきたい。 

 

○  たまった土砂の量を測定した全国の 977 のダムのうち、140 のダムで 100 年でた

まると予測していた土砂の量を既に超えているということを紹介していたが、一方

で、土砂の処分地を探すことも大変であるということも取り上げており、わかりや

すくまとめていたと思う。神戸市の布引五本松ダムは明治時代に造られたが、ダム

の完成から８年後には“排砂バイパストンネル”も造られ、建設から 100 年以上たっ

た現在でもダムとしての機能を維持しているのに、このような成功例が現在は生か

されていないことに驚いた。 

  中野純一キャスターが番組ホームページのスタッフブログに書いていたように、

インフラやライフラインは“地味な話題”ではあるが、大変重要な課題だと思う。

今回のような問題を、放送を通して社会に問題提起することは公共放送の重要な役

割であり、今後、ダムを長く使うためにはどうすればいいのかといった視点や、ダ

ムの水の利用という点にも注目して、取材を続けてほしい。 

  視聴者からメールやツイッターで寄せられた意見の中から、「むだづかいではな

いか」といったものを画面上で紹介していたが、何に関しての意見なのかがわかり

づらく、今回の番組テーマにそぐわないのではないかと感じた。 

 

○  土砂がたまってしまい、深刻な状況にあるダムが日本全国にあるという事実を全

く知らなかったので、番組を見て、大変驚いた。東日本大震災をきっかけに自然の

脅威が大きな問題になっているので、治水という視点でダムの現状を取り上げるこ

とは、この番組のテーマとしてふさわしいと感じた。 

  疑問に思ったことは、布引五本松ダムは何らかの問題意識があったから、完成後

に排砂バイパストンネルも造られたのに、なぜそれ以降のダムにはトンネルが設置
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されていないのかということである。ダムの建設にあわせてトンネルも設置してい

れば、土砂が堆積する問題は緩和されたと考えられるが、トンネルが設置されな

かったのはなぜか、その理由についてもう少し掘り下げてほしかった。 

  また、下流の川底が下がり、護岸が崩れる被害について紹介していたが、下流に

堆積するはずの土砂をダムがせき止めてしまっているのだから、ダムにたまった土

砂を下流に捨てれば、処分地の問題も含めて、問題が解消するのではないかと思う

が、そうしないのはなぜなのか率直に疑問に感じる。 

  スタジオゲストの大学教授が、ダムにたまる土砂は毎年平均的に流れ込むものと、

災害によって大規模に流れ込むものがあると解説していたが、100 年の計画堆砂容

量を計算する際に、大規模な災害によって流れ込む土砂の量が想定されていたのか

どうか疑問である。さらに、あと２０年しかダムの機能がもたないという時点まで

具体的な対応がなされてこなかったことも問題である。もっと大きな社会問題とし

て扱われるように、継続的に取り上げていってほしい。水が流れる力を使って土砂

を吸い込む開発中の装置を紹介していたが、ほかの研究や開発されている新たな技

術、貯砂ダムを造る場合との費用の差なども知りたかった。 

 

○  台風などの際に下流を洪水から守るために“治水”を目的に造られたダムもあり、

ダムは必要なものであるという認識は忘れてはならない。そして、ダムの機能を維

持していくために、土砂が流れ込むのを防ぐ、貯砂ダムもまた必要だと感じた。 

  国や自治体などの管理担当者は数年たつと担当が代わってしまうため、その場し

のぎの対応になりがちである。しかし、ダムの問題は国全体に影響する問題であり、

今後も粘り強く取材を続けてほしい。 

  そもそも日本の河川は急流なのだから、ダムに土砂がたまるのは当たり前のこと

である。ダムにたまった土砂を海などの埋め立てやコンクリートの原料に使うこと

はできないのだろうか。国や自治体には、たまった土砂を利用する企業に対して補

助金を出す仕組みなど、ダムの土砂を有効活用しながら減らす手立てを考えてほし

いと感じた。 

 

○  全国に約３千のダムがあるが、土砂がたまり、ダムとしての機能が 100 年たたず

に失われてしまうのはあくまで一部であり、ダムは貯水、治水、発電など、人々の

生活に必要なものであるということも認識しておく必要がある。造られてから千年

以上たつが、“ダム湖百選”にも選ばれた香川県の満濃池のように、維持や管理を

しっかりすれば、ダムは長く機能を維持していくことができるということを広く紹

介してほしい。 

  河川の勾配が急で流れが速かったり、土質が崩れやすい場合に、ダムに土砂がた

まりやすいと聞いたことがあるが、このように土砂がたまる原因がわかっているの



4 

ならば、予定地をしっかり調査したり、対策が確立されるまで新しいダムの建設を

控えるなど、まずは国土交通省などが早急に対策を講ずるべきであると感じた。 

 

○  東日本大震災以降、原子力発電への考え方が見直され、水力発電にも注目が集

まっているにもかかわらず、ダムに土砂がたまり、建設当初に想定した期間ほど機

能が維持できなくなってしまっているという現実は残念なことだ。 

  ダムに限らず、「むだ」と言われているインフラが多いのは誰しもが感じている

ことだと思うが、日本経済の停滞、財政のひっ迫、少子高齢化などが深刻化する中、

今の社会に適合したインフラ整備のあり方について、深く掘り下げた取材や議論を

行い、番組で伝えてほしい。 

  例えば、八ッ場ダムは、利根川流域の平野部の治水など、さまざまな視点から検

証した結果、事業継続に至ったのだろうが、このような問題を取り上げる際には、

一方の意見だけではなく、多方面から検証や取材をしてほしい。 

 

○  今回の番組は、“ダムありき”という前提でストーリーが組み立てられていたよ

うに思う。しかし、日本は国土の約７割が森林で覆われており、美しい自然がある

にもかかわらず、その自然を破壊してまで、そもそも全国各地にこんなにも多くの

ダムを造る必要があったのか、という視点からも検証してほしかった。番組で紹介

していた、土砂を取り除くための装置も実用化のめどが立っておらず、決して有効

な手段とは言えないのではないかと感じた。また、やっと確保できた土砂の捨て場

として田んぼが紹介されていたが、農地に土砂を捨てるという県の考え方にも疑問

を感じた。 

  これまで、なぜこれほど多数のダムが必要なのか、このような大規模な公共事業

を地方で行わなければならないのかと思っていた。しかし、被災地でも防潮堤や防

波堤をどんどん造っていく計画があり、それは人命を守るという防災の観点から必

要なものであると同時に、公共事業を行うことで雇用を確保し、地方の産業を活性

化させるためという目的もあると聞く。こうした現実を取り上げた番組も検討して

ほしい。 

  今回の番組は、「え！ダムに水が貯まらない？」というタイトルで、ダムに土砂

がたまり、その機能が脅かされているということがテーマだったが、「縮むニッ

ポン」というシリーズ名との関係性が十分には伝わってこなかった。 

 

○  この番組は、ダムについての詳しい知識がない視聴者でも、問題点を認識するこ

とができる内容になっていた。治水や農業用水の確保に、川の上流に造られたダム

が貢献していることも事実であり、100 年後には設計者など建設に関わった人がい

なくなっているとしても、十分に機能を維持することができるダムを造ってほしい
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と感じさせる内容だった。 

  ダムに堆積した土砂の１％未満しか処理できないにもかかわらず、土砂の捨て場と

して休耕田が使われることは、農業に携わっている者として残念に思った。 

  この番組を放送した直後に八ッ場ダムの事業継続が発表され、結果としてタイム

リーな放送になったと思う。 

 

○  ダムを建設する際に、100 年を基準にして計画堆砂容量を計算しているが、100

年と言わず、なぜもっと長く機能するように基準を設定しないのかと思った。ヨー

ロッパには長い年月にわたって機能しているダムがあり、日本のすばらしい技術力

があれば、もっと長い期間、機能するダムを建設することができるはずなので、行

政や建設業界など、ダムの建設に関わる人たちに考えを聞いてみたいと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３千ものダムがなぜ造られたのか、そもそも洪水調整機能

や貯水機能としてのダムは必要だったのか、100 年はダムが

機能するとした想定は正しかったのか、などをしっかりと検

証しなければならないと感じた。 

  また、ダムを壊すにも費用がかかり、また、今後は公共事

業が縮小して、新しいダムの建設も容易ではなくなると想定

される中で、既にあるダムの貯水、発電、治水などの機能を

将来にわたって維持していくにはどうすればいいのかという

ことは深刻な問題であり、引き続き取材を進め、検証してい

かなければならない。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２日(月)のＮＨＫスペシャル「エベレスト～世界最高峰を撮る～」（総合 後

9:00～10:13）は、エベレストの山頂に登り、あれだけの美しい映像を撮影したこ

とに驚きと感動を覚えた。 

 

○  １月７日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“震災失業”１２万人の危機」

（総合 後 7:30～8:43）は、被災地の現在の課題である、雇用の回復がまだまだ進ん

でいないことを見せつけた番組であり、漁業をはじめとした地場産業のいち早い復

興が必要だと痛感した。失業給付のない自営業者の二重ローンの問題を取り上げて

いたことは大変重要であり、こういった問題を繰り返し番組で取り上げることで、
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政府や自治体、民間基金を動かすきっかけになればよいと思う。アルコールへの依

存や心のケアの問題も被災地では新たな問題になっており、これらについても取材

を進め、番組でも伝えてほしい。 

 

○  １月８日(日)のＮＨＫスペシャル「世界遺産 平泉 金色堂の謎を追う」（総合 

後 9:30～10:19）は、中尊寺金色堂のガラスケースの中に、初めてクレーンカメラ

が入り、細部にわたって撮影した、見応えのある番組であった。夜光貝を切り抜い

て作った螺鈿（らでん）や、９７％以上の非常に高い純度の金箔を６万４千枚も使っ

ている金色堂の映像は、非常に美しかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「世界遺産 平泉 金色堂の謎を追う」では、通常は見ること

ができない中尊寺金色堂の細部まで映像で見ることができた。これほどの精巧で大

量の螺鈿はどれほどの技術を持つ職人がどのように作ったのかと思い、当時の職人

の技術の高さに驚いた。 

 

○  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」では、東京電力福島第一原子力発電所から２０キロメートル

圏内の海や魚の放射能汚染の調査を国に先駆けて、番組で実施したことは評価すべ

きことであり、私たちが知っておかなくてはならない情報を克明に教えてくれてい

た。これからも継続的に調査し、報道してほしい。 

 

○  １１月８日(火)の「ゆうどきネットワーク」のコーナー、「毎日食べた～い 絶

品！まかない飯」では“オム納豆チャーハン”を紹介しており、実際に家庭でも作っ

てみたが、非常においしかった。これからも、手軽に作れて、何度も作りたくなる

ような料理を紹介してほしい。 

 

○  １２月２２日(木)の「きよしとこの夜２０１１ クリスマススペシャル」（総合 後

7:30～8:43）は、ゲストが大勢出演し、トークも盛り上がり、華やかで楽しく見るこ

とができた。氷川きよしさんは、年配の方を中心に非常に人気があるので、今後も「き

よしとこの夜」を定期的に放送してほしい。 

 

○  １２月２４日(土)の「ミラクルセンスを磨け あなたの知らない脳の力」（総合 

後 9:00～10:13）は、人並み外れた驚異的な聴覚、嗅覚、視覚などを持った人々を

紹介していて、非常に興味深い番組だった。イタリアで最優秀ソムリエに選ばれた

こともある日本人ソムリエは、卓越した嗅覚を持っており、香りの分析の専門家で

も嗅ぎ分けが難しい、微妙な香りの違いを嗅ぎ分けることができるということに驚
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いた。サッカーの中村俊輔選手が広い視野を持つ秘密として、通常の人間が見てい

るときの“中心視”と、視線をあまり動かさずに広い範囲を見る“周辺視”の違い

も紹介しており、勉強になった。最も驚いたのは、アメリカに住む全盲の男性がマ

ウンテンバイクで町を走っている姿だった。舌で上あごを弾いてクリック音を出し、

その反響音を聞き分けることで、周囲の様子を把握する“エコーロケーション”と

いう方法と、それを使いこなすことができる驚異の聴覚が紹介されていた。このよ

うな番組によって、障害がある人やその家族に勇気を与えられるのではないかと感

じた。病気のためにまもなく失明してしまう人がエコーロケーションを訓練する様

子も取材していたが、習得するのは簡単なことではないということも併せて紹介し

ていたのは大切なことである。 

 

○  １２月２５日(日)の小さな旅「町は 今朝も ほうきの響き～栃木県 鹿沼市界

わい～」は、多くの家庭で電気掃除機が使われている現在の社会において、江戸時

代からの伝統ある“鹿沼ほうき”に注目し、数えるほどになってしまったほうき職

人の中で、祖父から受け継いで職人になった３４歳の女性を取り上げていた。「小

さな旅」は、大野雄二さんが作曲したテーマ音楽と各地の美しい映像が相まった、

すばらしい番組である。 

 

○  １２月２７日(火)の追跡！真相ファイル「パチンコにハマる女たち」（総合 後

10:55～11:23）は、ギャンブルで自己破産の申し立てをする人が増えたり、大手企

業の元会長がギャンブルに巨額のお金をつぎ込んだというニュースが話題になる

など、ギャンブルの危険性に注目が集まるなか、警鐘を鳴らすタイムリーな番組

だった。パチンコにハマる脳のメカニズムを科学的に検証していたことは、説得力が

あり、興味深かった。ただ、依存症からの脱却がいかに大変であるかをもう少し詳し

く取り上げ、ギャンブルの危険性をもっと訴えてほしかった。この「追跡！真相ファ

イル」は、「追跡！Ａ ｔｏ Ｚ」をリニューアルした番組ということで、次回の

放送も大いに期待している。 

 

○  １２月２８日(水)の追跡！真相ファイル「低線量被ばく 揺らぐ国際基準」（総

合 後 10:55～11:23）は、作家の室井佑月さんと鎌田靖解説委員が、低線量被ばく

について取材したうえで、自分たちの考えていること、感じたことを発言する、問

題に鋭く切り込んだ番組だった。多くの人々が関心を持つ“低線量被ばく”やその

安全基準については、これからも取り上げていってほしい。 

 

○  １２月３１日(土)の「希望の町のデザイン 建築家・伊東豊雄 釜石復興に挑む」

（総合 後 6:05～6:49）では、伊東さんが自ら考えた釜石市のデザインを住民に問
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うというストーリーの番組であったが、私自身は“復興”とは当事者たちが皆で考

えて、これからの町をつくっていくことだと考えているので、番組の内容には違和

感を覚えた。 

 

○  １２月３１日(土)の「第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合 後 7:15～11:45）は、東

日本大震災をはじめとして、去年起こったいろいろな出来事をまとめて取り上げて

おり、今までにないすばらしい内容だった。長渕剛さんが被災地から語りかけ、歌っ

ている様子も印象的だった。ぜひ再放送も検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫ紅白歌合戦」は再放送を考えていない。ＮＨＫオン

デマンドでは配信を行った。 

 

○  「第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、東北出身の歌手が出演したり、“絆”をテーマ

にしたコーナーがあるなど、東日本大震災で被害にあった人たちを元気づける演出が

随所に盛り込まれていたように感じられた。 

 

○  １月２日(月)のさわやか自然百景 新春スペシャル「森の国 日本」（総合 前

7:20～8:48）は、貴重なアーカイブス映像で“森”を紹介していた。ブナの葉は内

側に丸まった形をしており、葉がうまく受け止めた雨水は幹を伝わって浸透し、森

に蓄えられるという、細かいところまで取材しており、すばらしいと感じた。去年

６月に世界自然遺産に登録された小笠原諸島の生き物は、４割が固有種であること

が紹介されていたが、その固有種を守るために、小笠原では細心の注意を払ってい

る。小笠原諸島の自然を番組などで紹介するときは、そうした点にも配慮して慎重

に扱ってほしい。また、「東北地方の森」の章では、田部井淳子さんが東日本大震

災で被害にあった、ふるさとの福島やその自然への思いを語っていたが、その内容

に非常に感動した。東北地方にはすばらしい自然が開発されずに残っているので、

ぜひこれからも紹介してほしい。「さわやか自然百景」は、これからも、有名な場

所やスケール感がある派手な場所だけでなく、身近な自然も広く紹介していってほ

しい。 

 

○  「ブラタモリ」で、１月５日(木)の「江戸の盛り場～両国編～」と１月１２日(木)

の「江戸の盛り場～吉原編～」では、明暦の大火の後の都市計画によって、両国橋

が造られ、盛り場も生まれたことや、吉原が女性も訪れる観光地であり、咲いた桜

の木をメイン通りに植えるという粋な計らいをしていたことなど、知られざる情報

がふんだんに盛り込まれていて驚いた。“冷やかし”の言葉の語源となったと言わ
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れている橋があることも初めて知り、どれも勉強になった。 

 

○  １月８日(日)のサキどり↑「団地・マンション再生で町を元気に！」では、東京・

日野市の多摩平団地で、入居者がいなくなり、老朽化した建物を高齢者棟、ファミ

リー棟、シェアハウス棟として生まれ変わらせたことを取り上げていた。団地の自

治会のイベントにも若者が参加するようになり、高齢者と若者が一緒になって団地

を再生していこうという取り組みは評価できる。過疎に悩まされている地方の町も、

このような取り組みを参考にして、高齢者と若者が一緒になって暮らせる町作りを

目指してほしいと感じた。また、東京・千代田区の築２７年や渋谷区の築５０年の

古い賃貸マンションは、部屋を自由に改装してよいということで、入居待ちの部屋

もあるほど、若者に人気があることが紹介されていた。昔に立ち返り、ものを大切

にする文化が取り戻されているようで、すばらしいことだと感じた。 

 

○  １月８日(日)の「２０１２年 ダマされてタマるか！」（総合 後 6:10～6:39）

は、振り込め詐欺の被害が減らない現状で、東日本大震災の水不足や電力不足に便

乗した詐欺など、新しい手口をわかりやすく紹介していた。居酒屋のセットで、女

性ゲスト４人の軽快なトークもあり、見やすい演出になっていた。“出会い系サイ

ト”の詐欺は女性がだまされる例が多いということや、人のために相談に乗ってい

ると思っていたら、いつの間にか詐欺の被害者になっているということに驚いた。

漫画「クロサギ」の原作者による“即決しない”、“ひと手間かける”といった、だ

まされないためのポイントやキーワードの解説も非常にわかりやすかった。 

 

○  １月９日(月)の大相撲初場所－二日目－「新春恒例 大相撲座談中継２０１２」

では、デーモン閣下とやくみつるさん、舞の海秀平さん、藤井康生アナウンサーが

“座談会”をするという、従来なかった演出を取り入れており、興味深く見ること

ができた。相撲に興味がない人でも取り組みを楽しく見ることができ、相撲に興味

を持ってもらえるのではないかと感じた。 

 

○  １月１４日(土)の課外授業 ようこそ先輩「本当の強さって何だろう？～柔道家 

鈴木桂治～」（総合 前 9:30～10:00）では、鈴木さんが北京オリンピックの初戦で

負けてしまった自らの姿をビデオで見せたり、まっすぐな語り口で自分の気持ちを

子どもたちに語りかけたりすることで、子どもたちの反応が変わっていく様子が描

かれており、番組に見入ってしまった。今の子どもたちは自分の弱さを見せること

が苦手だと言われているが、鈴木さんという偉大な先輩の授業が将来役に立つので

はないか。「課外授業 ようこそ先輩」は、授業に臨むために、制作スタッフが学

校と念入りに打ち合わせをして、しっかりと準備していることが感じられる、大人
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も楽しめる密度の高い番組だと思う。 

 

○  １月１６日(月)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」では、“子どもにこびない”、“食べ物では甘やかさない”

と、あえて子どもたちが嫌いな食材を使ったりして、本当においしいものをしっか

り教えようとする佐々木さんの考えが印象的だった。ただ、佐々木さんのプライ

ベートな顔も紹介してほしかった。プロフェッショナルと呼ばれるような近寄り難

く見える人たちも、プライベートな一面を見ることで、より親近感が沸いたり、共

感できる部分があるかもしれない。佐々木さんは北海道東部の置戸町の管理栄養士

で、このように地方で活躍するプロフェッショナルを取り上げることは大切なこと

であり、これからもこのような方を探し出してほしい。 

 

○  １月２０日(金)のあさイチ「被害急増 歯科インプラントで」は、競争が激化し

て経営環境が悪化する歯科医院が、十分な技術を持たないままに、収益性の高い

インプラント治療を導入し、トラブルに至っている実態を紹介していた。今後もト

ラブルが増える可能性が高いと思うので、最新情報を定期的に伝えてほしい。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」は、３年に分けずにまとめて放送したほうが

よかったのではないかと感じていたが、すばらしいドラマだった。明治という新し

い時代を切り開いていこうとする姿が描かれていたが、現代の日本人も、昔からの

文化や伝統を守りながらも、今の社会の価値観に合ったシステムを構築し、誇りを

持って生きていくことができる国を築いていかなくてはならないと思わせてくれ

た。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」は、臨場感あふれる戦闘シーンが描かれてお

り、制作に非常に苦労したのではないかと思った。 

 

○  １２月２９日(木)、３０日(金)の大河ドラマ「江～姫たちの戦国」総集編（総合 前

7:20～9:10）は、うまく編集してまとめ直しており、毎週見ていたときとは異なる番

組のように感じられ、あらためてじっくりと見ることができた。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」は、武士である清盛の当時の様相を映像で忠実に表現して

いると感じた。今後、清盛が出世して変化していく様子をどのように描いていくの

か楽しみである。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」は、年配の視聴者を中心に「画面が暗くてよく見えない」、
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「ほこりっぽく、画面が汚く感じられる」といった意見を聞くが、平安時代末期の

当時の時代感を映像でリアルに表現しようとしているからではないかと思う。 

 

○  最近の「大河ドラマ」のキャスティングは、若者に人気のあるタレントや歌手な

どを起用することで、話題作りをしているように感じられる。「大河ドラマ」は、

このようなキャスティングはせずに、演技力の高い俳優を起用してほしい。また、

意外だと思われるようなキャスティングをするのであれば、経験が長く演技力があ

るものの、まだ脚光を浴びていない俳優を発掘して起用するなど、俳優を育てると

いう意識も持ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  話題作りのためにキャスティングするようなことはない。

視聴者が意外だと感じるような場合も、制作者は、その方が

持つ独自の魅力が番組によい影響を与えてくれるのではない

かという思いでキャスティングしている。番組を見ていて、

それが伝わってこないということであれば、現時点では制作

者がその魅力をうまく引き出せていないということではない

かと思う。もう少し見守ってほしい。 

 

○  １月１３日(金)の特報首都圏「挑む！世界へ～クルム伊達公子さん ４１歳～」

は、伊達さんの素顔や本音を非常にうまく引き出しており、気持ちのよいインタ

ビュー番組だった。 

 

○  １２月２８日(木)のＭＬＢ２０１１ 日本人メジャーリーガーの群像「苦しみの果

てに～イチロー 知られざる闘い～」（ＢＳ1 後 9:00～9:49）では、スランプでも諦

めずに、自分を信じてスランプを克服しようとするイチロー選手の姿勢には、私たち

が日常の生活を送る中でも共通するものがあるのではないかと感じ、非常にためにな

る番組だった。 

 

○  １月２日(月)の伝説の名勝負「不屈の闘志激突！’８５ラグビー日本選手権 新

日鉄釜石×同志社大学」（ＢＳ1 後 10:00～(3 日)前 0:50）は、たっぷりと時間をか

けて、試合をノーカットで見せながら、当時の両チームの中心選手の証言を交えて試

合を振り返る、ＢＳならではの見応えがある番組だった。メールなどで寄せられた

視聴者からのメッセージを画面上で紹介していたが、試合の映像や解説に集中でき

なくなってしまうのではないかと感じた。こうした演出は一考を要する。 
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○  １月１日(日)から始まった、「開拓者たち～大型ドキュメンタリードラマ～」

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:27 ほか）は、戦前、旧満州（中国東北地方）へわたり、

過酷な逃避行と避難生活を体験した末に帰国し、戦後の日本で新たな農地の開拓に

たくましく挑んだ人々を描いた物語である。実際に想像を絶する体験をした人々の

インタビューを交えてドラマ化していた。今日、私たちは戦争でどれだけ多くの人

の命が奪われ、人生が狂わされたかを忘れがちであるが、このドラマを見ると、筆

舌に尽くしがたい思いをしながら、それでも懸命に生きてきた先人たちが今の日本

の豊かな社会の土台を作ってくれたのだと実感し、自分たちも次の世代につなげて

いく覚悟を持たなければならないと、思いを新たにしたドラマだった。証言してく

ださった方の中には既に亡くなった方がいることを、番組最後に表示された協力者

名のスーパーに「故」の文字がついていることで知ったが、この時代を経験した貴

重な証言者が存命のうちに取材をすることの大切さを痛感し、あらためてこの番組

を制作した意義を考えさせられた。出演している俳優の演技もすばらしく、映像も

非常に美しかった。飢えに苦しみながらの逃避行のさなか、日本人の親子が畑でト

マトをもらって食べるシーンの、泥だらけの手の黒さとトマトの鮮やかな赤のコン

トラストが非常に印象的であり、よけいに悲惨さが伝わる映像だった。ドラマの途

中で、戦争を実際に体験した人たちのインタビューをたびたび挿入していたが、

インタビューを挟むことによって、ドラマへの感情移入が薄れてしまうので、挿入

の頻度や長さなど、演出上の工夫の余地があると感じた。 

 

○  １月１４日(土)の特集ドラマ「風をあつめて」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～10:59）

は、障害のある人やその支援者たちの体験手記を募集した「ＮＨＫ障害福祉賞」を

受賞した過去の作品の中からドラマ化した番組であり、福山型筋ジストロフィーの

２人の子どもを抱えた夫婦のドラマだった。自分も病気に苦しむ身内がいるので、

わが子を殺してしまおうかと追い詰められる父親の気持ちが痛いほど理解できた。

そのときの母親の「子どもたちは空に雲が出ているときは機嫌がよい。動けなくて

も、話せなくても、楽しいことを探しながら生きている」という言葉や、父親の「自

分は体が健康なのに、何のために生きているかと思ったら何もしていなかった。子

どもたちは自分にいろいろなことを教えてくれている。２人が自分の娘でよかっ

た」という言葉にも胸を打たれた。このような勇気と力をもらえるドラマをこれか

らも制作してほしい。 

 

○  年末年始に放送していた番組は再放送が多いように感じた。ふだんはなかなかテ

レビを見ることができないが、年末年始にテレビを見る機会が多い人には、過去の

優れた番組を見ることができる機会になったと思う。 
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○  ＮＨＫラジオの周波数を、インターネットで「ＮＨＫオンライン」から探したが、

なかなか見つけることができなかった。ラジオ第１やＦＭのホームページには掲載

されていたが、もっと見つけやすいようにしてほしい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１２月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１６日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、知るしん。信州を知るテレビ「今なぜ 井上井月～伊那谷を愛した

漂泊の俳人～」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      金子  仁（新潟交通（株）相談役） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜知るしん。信州を知るテレビ「今なぜ 井上井月～伊那谷を愛した漂泊の俳人～」 

（総合 １１月１８日(金)放送）について＞ 

 

○  “写生”の手法で自然を美しく俳句で詠んだ井上井月の人物像や俳句について知る

ことができる、大変興味深い番組だった。スタジオゲストの俳優・田中泯さんは、“自

由”をどのように捉えるのか、自身の解釈を自由に語っており、おもしろく見ること

ができた。 

  「知るしん。信州を知るテレビ」は、長野県の話題を取り上げる番組であり、以前

から楽しく見ている。来年４月から群馬県や栃木県でも県域放送が始まるとのことだ

が、ぜひこのような番組を放送してほしい。 

 

○  「知るしん。信州を知るテレビ」は興味深いテーマで番組を制作していることが
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多く、以前から関心があった。今回は“井上井月”という、広い長野県の中で、さ

らに地域を絞った“伊那”という土地にゆかりの俳人を取り上げたことはよかった。

地域局には、地域に密着したテーマの番組を積極的に制作してほしい。 

  ゲストの田中さんは個性が強く、コメントはユニークで迫力もあり、非常におも

しろかったが、アナウンサーは田中さんのコメントを受け止めきれていなかったよ

うに感じた。田中さんをゲストにすることが決まっていたのであれば、生放送とい

うこともあるので、事前により詳細な打ち合わせをしておけば、アナウンサーもも

う少しスムーズに受け答えができたのではないか。 

  もう１人のゲストの相子智恵さんは、俳人らしいことばを使って、番組で紹介さ

れた俳句を解説しており、非常にわかりやすかった。 

  井月に影響を受けた人物として芥川龍之介を紹介していたが、井月と同じ俳人と

して有名な種田山頭火などとも比較するなど、もっと「俳句」そのものにスポット

を当ててみてもおもしろいと思った。 

  井月は 1,800 以上の俳句を残しているということだったので、番組でももっと俳

句を紹介してほしかった。例えば、伊那の美しい風景と一緒に俳句を紹介すること

で、“写生”や“余情”についての解説がなくても、俳句の魅力が十分伝わったの

ではないか。あるいは、スタジオに出演していたゲストが案内役になり、伊那を旅

して井月が残した足跡をたどるという演出も見てみたかった。 

  ゲストの発言のなかで、本来は「不平等」、「不公平」と表現すべきところを、障

害者を傷つける可能性がある表現が使われていたことが気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「知るしん。信州を知るテレビ」では、キャスターの発言に

不適切な表現などがあった場合は、チーフ・プロデューサー

を中心にどう対応するか判断をしている。今回は生放送中の

ゲストの発言でもあったため、訂正などはしなかった。ゲス

トの発言も含めて、今後とも注意をしていきたい。 

 

○  井月の「柳から出て行舟の早さかな」という句を紹介していたが、句を聞いた瞬

間に、天竜川や舟などが描かれた水墨画が頭に浮かんでくるような、非常に優れた

句であると感じた。井月のように、知られていない人物を取り上げて、世に広める

のは非常に意味があると思う。 

  田中さんは強烈な個性を持った俳優で、コメントも個性的だった。アナウンサー

が田中さんのコメントを自分のことばに置き換えて、わかりやすく説明しようと努

力していたことが印象的だった。 
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○  番組で紹介していた俳句はいずれもすばらしく、魅力的な句だと感じた。井月を

目標としている書家が「酒袋洗うや梅の散る夕べ」という俳句が好きだと紹介して

いたが、この句の解説も聞いてみたかった。 

  井月は単に俳人として放浪していたというわけではなく、俳句以外に書にも非常

に優れて、学もあり、何より、欲を捨ててわび住まいをする、そういう日々を送っ

ていた人物なのではないかと感じられた。 

  伊那の人たちが井月を受け入れたことからは、人と人とがつながりを持ちながら

生きていくことの大切さが伝わり、東日本大震災の後の現代にも通じる精神だと

思った。 

 

○  長野県は音楽などの芸術が盛んであるというイメージを持っており、今回の番組

の“俳句”というテーマについても長野県らしいテーマだと思った。 

  伊那谷の自然を映した映像は非常に美しく、印象に残った。花祭りで桜の木の下

で村の人々が宴会をしている場面は、特にすばらしいと感じた。また、井月の生き

ざまに勇気をもらったという俳優が、「井月が見た風景を見ると、不安を乗り越え

ることができる」と言っていたことが印象深く、井月が見た当時と変わらない風景

が現在にも残っていることは本当にすばらしい。 

  田中さんは非常に個性があり、ゲストとしての語り口と、映画で井月を演じてい

る様子は、その表情をはじめとして、別人のように感じられた。田中さんのコメン

トは非常に独特であり、アナウンサーも受け答えに苦慮している様子がうかがえた。

生放送ならば、もう少し事前に打ち合わせをしておいたほうがよかったかと思った。

しかし、田中さんは自分の考えていることを率直に語っており、その魅力は十分に

引き出されていた。今回は“井上井月”にスポットを当てた番組だったが、“俳優・

田中泯”を取り上げた特集も見てみたいと思うくらいに、田中さんは魅力的な俳優

だった。 

  また、相子さんは落ち着いた語り口で、しっかりと語っており、番組に引き締まっ

た印象をもたらし、バランスのよいゲストの人選だと感じた。 

  ナレーションやテロップでは、「伊那谷」や「伊那」、「伊那山」というように、

同じ地名をさまざまな呼び名で表していたが、どのように区別して使っていたのか

が気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  現在の地名は「伊那市」である。地元では広く「伊那谷」

と呼んでおり、この番組は長野県域での放送なので、番組内

では「伊那谷」という呼び方を使用した。テロップでは、地

名は自治体などの表記となるため、「伊那」と表記し、そごが
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生じてしまった。 

  全国放送など、長野県以外で放送する場合には、長野県独

自の表現や表記はなるべく使わないようにしており、使用す

るときには注釈を入れるようにしている。 

 

○  “俳句”も未知の分野だったので、じっくり見た。俳諧の時代の流れを解説して

いたが、対象をありのままに写し取ることで、その美しさを表現する“写生”の技

法を正岡子規が唱える以前から、井月が“写生”の俳句を詠んでいたという説明は

非常にわかりやすく、子規と比較するくらいにすばらしい俳人だったということが

納得できた。 

  井月の影響を受けている俳優や書家など、いろいろな視点から井月の魅力を紹介

しており、非常にわかりやすかった。伊那ゆかりの俳人を発掘したことは大変意義

深く感じられたが、井月の俳句自体ももっと紹介してほしかった。 

  田中さんの話は難しい表現が多いが、共感できる部分も多かった。田中さんは「表

現に所有権がない」とコメントしており、非常におもしろく、共感できた。 

  スタジオのトークがだんだん盛り上がってきたところで番組の終わりになって

しまい、もの足りない印象を受けたことは残念だった。生放送で大変だったと思う

が、アナウンサーはもう少しうまくスタジオを仕切ってほしかった。 

  「知るしん。信州を知るテレビ」の番組名は、「信州を知るテレビ」から「知る

しん。」と名付けており、親しみやすいと思う。栃木県でも県域放送が始まるとの

ことなので、地域向けの番組には、その地域の特徴をうまく捉えた番組名を付けれ

ば、番組に親しみを持ってもらえるようになると思う。 

 

○  映画で井月を演じた田中さんは、井月のことを勉強し、実際に演じた際に感じた

ことからコメントしており、俳句を詳しく解説することができる相子さんと合わせ

て、非常によいゲストの人選だった。また、ゲストとキャスターのやりとりは、生

放送ならではの難しさもあったが、苦労しながらもよくまとめていたのではないか

と思う。 

  番組では、映画化のことを紹介したり、ゆかりの場所を訪ねたり、書家などの井

月にあこがれる人を紹介したり、さらに、俳句の歴史についての解説なども交えて、

大変わかりやすくまとまった番組構成だった。 

  「知るしん。信州を知るテレビ」という番組名の通り、信州の知られざる人やも

のを知ることができる、大変ためになる番組だった。長野県以外でも、地域に埋も

れている、井月のようなすばらしい人物を発掘した番組を積極的に制作してほしい。 

 

○  井月の晩年の生活が記された日記からもわかるように、３０年という長きにわ
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たって、伊那の人々は井月を温かく受け入れていたが、それだけではなく、俳句を

たしなみ、井月に教えを請うような知識や教養の高さがあった。井月直筆の俳句や

書を立派なびょうぶに残していたということからもわかるように、井月の存在価値

を見いだした、先見の明はすばらしい。また、相子さんが「俳句は他人を信じる詩

である」とコメントしていたように、俳句をたしなむ伊那の人々と井月には信頼関

係も築かれていたのだと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  委員からの意見で出ており、モニター報告や視聴者からの

意見にもあったが、スタジオのトークについては賛否両論

あった。収録、編集して放送することもできたが、今回は生

放送を選択した。事前の打ち合わせの際に、発言などを細か

く決めてしまうこともできるが、生放送の長所やおもしろさ

がなくなってしまうため、予定調和的なものを排しながら、

放送の質を高める努力をしていきたい。 

  今回、委員から出た意見は持ち帰って、長野局でも共有し、

今後の「知るしん。信州を知るテレビ」の制作に生かしていき

たい。 

 

○  誰もが日常の生活に縛られず、自由奔放に生きたいという願望は抱いているが、

それがなかなか許されないのが現実だと思う。現代の人々には、経済的に貧しくて

も伊那谷を放浪しながら俳句を作り続け、一生を終えた井月の生き方が羨ましく、

新鮮に映ったのではないか。 

  番組ではゲストのコメントが中心だったが、伊那谷に現在暮らしている人々の感

想なども聞きたかった。 

  長野県伊那地方に埋没していた俳人を発掘して、番組として取り上げたことは大

変意義深く感じた。今後も地域放送番組を充実させることに力を注いでほしい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月６日(日)のＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」の再放送（１

２月７日(水)深夜）は、震災直後から取材を始め、カメラに収めることができた一

つ一つのストーリーを積み重ねた番組であり、心動かされる場面が多いドキュメン

タリー番組だった。宮城県南三陸町の馬場中山集落のリーダーがトラックいっぱい
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に食料を積み、それが落ちないように荷台に腹ばいになってしがみついていたが、

少しの食料もむだにしたくないという彼の思いがあのような行動を取らせたこと

が、震災直後に被災地を訪れたときの経験から理解できて、当時の気持ちを思い出

しながら番組を見ることができた。 

 

○  １１月１３日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「助かった命が なぜ」の

再放送（１２月２３日(水)深夜）では、仮設住宅での自殺について取り上げていた。

この番組で、どういう経緯で自殺に至ったかという情報を共有することができて、

同じ境遇にある人たちが、みんなで乗り越えていこうという気持ちを持つことがで

きたのではないかと感じた。事実を包み隠すことなく正確に伝えることで、視聴者

への情報提供になっただけでなく、当事者たちの励みにもなり、非常に意義のある

番組だった。 

 

○  １１月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「アレルギーを治せ！」では、食物アレル

ギーに対する免疫療法が紹介されており、アレルギーで苦しむ患者には非常に喜ば

しいことだと思う。患者が少ない奇病や直接は命に影響がない病気は効果的な治療

法の研究開発がなかなか進まないが、このような病気の治療に懸命に取り組んでい

る研究機関、医師や教授を番組で取り上げることで、注目が集まり、研究開発が進ん

でほしいと思う。 

 

○  １１月２７日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機「安全神話～当事者が

語る事故の深層～」では、原発の安全審査指針は、アメリカの指針を参考に日本版

を作成したが、日本版では原発の周囲に低人口帯を設けることや重大事故が起きた

ときの対策が盛り込まれなかったということを伝えていた。原発の“安全神話”が

どのように生まれ、崩壊したのかが当事者たちの声を盛り込みながら、わかりやす

く伝えられており、今回の事故は偶然ではないと強く感じる番組だった。北海道南

西沖地震や阪神・淡路大震災の経験から、地震や津波のリスクを知りながらも十分

な対策を取らなかった電力会社や、リスクに目を向けなかった国に対して、東京電

力福島第一原子力発電所の事故は“人災”であるという印象を受けた。また、番組

の最後にキャスターが、国や電力会社だけでなく、自分たちメディアも事故が起き

てからしか問題点を指摘することができなかったのは、原発の安全神話に捉われて

いたからではないかとコメントしていたことは評価できる。同じ過ちを繰り返さな

いためにも、今後も取材を続け、「ＮＨＫスペシャル」などで検証していくことが

テレビの役割だと感じる。 

 

○  １２月３日(土)、４日(日)のＮＨＫスペシャル「証言記録 日本人の戦争」（総合 
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３日(土)後 9:00～10:15、４日(日) 後 9:15～10:05）は、４年にわたって戦争体験者

の証言を収集した番組であった。太平洋戦争開戦から７０年がたち、体験者の証言を

聞くことができる機会が少なくなってしまっている。自身の戦争体験を話したくない

人は多いと思うが、歴史を後世に伝えていくことの重要性を訴えることで、戦争体験

者も証言してくれるのではないだろうか。これからも証言を収集することを続けてほ

しい。 

 

○  １２月１１日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「震災遺児 １５００人」

（総合 後 9:15～10:05）では、震災遺児が 1,500 人に及ぶということを知り、心が痛ん

だ。地域が復興していくことも大切であるが、震災遺児の子どもたちがどのように成

長していくのかが大変気にかかる。今後も取材を続けてほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「震災遺児 １５００人」で、学校や避難所を回っ

て、子どもたちの心のケアに取り組んできた宮城県名取市の医師を取材していたこ

とは大変すばらしい。「子どもたちは大人が思っている以上に自分の置かれている

状況を理解して行動しており、周りはそれを支える必要がある」や「怒りや悲しみ、

慟哭（どうこく）など、人間の本当の感情というものを表に出していいと言ってあ

げる時期であり、心の中にたまった重い物をぽんと外に出すことによって、次のス

テップに向かう大事な土台作りになる」というコメントは、心に深い傷を負った子

どもたちに接するときのヒントになる、心にしみる言葉だった。自分を助けに行く

ために母と姉が亡くなったことを知っており、そのすべてを受け止めようとする少

女や、不器用ながらも家事をする父の姿を見て、自分も頑張ろうとする少年など、

子どもたちのけなげな姿に感動した。涙も見せないで母の思い出を語っているとき

の少女のこわばった表情など、子どもの心情の変化をよく捉えていた。取材者と家

族が信頼関係を築けているからだと感じた。周りの大人たちが子どもを今後どう支

えていけばよいのかを認識するためにも、意義のある番組だと感じた。鎌田靖キャ

スターは、「追跡！Ａ ｔｏ Ｚ」の担当のときから取材力があると感じている。す

ばらしいキャスターだと思う。 

 

○  １１月２０日(日)のドキュメント２０ｍｉｎ．「山里に元気を！～２８歳の挑戦

～」（総合 (21 日(月))前 0:40～1:00）では、大学を中退し、過疎に悩む山里で地

元の人たちと協力しながら、地域を元気にする活動を続けている小坂純也さんとい

う２０代の男性を取り上げていたが、彼を取材するのは、４年前にＮＨＫの番組「一

期一会 キミにききたい！」に一緒に出演したことがある、福井放送局のディレク

ターというユニークな番組であった。初めて会ったときのお互いの印象や、その後

の４年間の様子も紹介しており、２人の個性や生き方の違いが対照的に感じられて、
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おもしろい企画だった。「“東大”という肩書きを捨てることに迷いは感じなかっ

たのか」という問いに、「中退してから１０年たつのに、なぜそれからの１０年間

に関心を持ってくれないのか」と小坂さんが本音で答えるやり取りに引き込まれて

しまった。ディレクターの「自分の内側から沸き上がってくる思いよりも、外から

の評価を気にしてしまう」という悩みにも、「そのような生き方は楽しいのか。こ

れから先、何が起こるかわからないほうが楽しいのではないか」と言う小坂さんの

言葉から、小坂さんの生き方や本音が伝わり、とてもすばらしい番組だった。小坂

さんの人柄のよさはもちろん伝わってきたが、その小坂さんに臆することなく自分

の価値観をぶつけていたディレクターも好感が持て、小坂さんのような人物を見つ

け出した取材力にも感服した。 

 

○  １１月２１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「不屈の課長、情熱を力に

～商社マン・片野裕～」は、片野さんとアメリカのリチウムメーカーとの非常に重

要な交渉の様子が撮影されていたことは大変興味深かった。体が大きく、おやつを

楽しくおいしそうに食べている、片野さんのキャラクターには親近感を覚えた。

「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、天才肌の人たちばかりでなく、努力する

ことで一流になれたというようなタイプの人たちが、どのように道を切り開いて

いったのかも丁寧に描いており、好感が持てる番組である。 

 

○  １２月５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「極限の宇宙 コマンダーへ

の道～宇宙飛行士・若田光一～」では、若田さんが国際宇宙ステーションの船長を

担うために訓練を受けている場面が紹介されていたが、緊急時の対応訓練などは、

普通見ることができない貴重な映像であった。また、これらの訓練の様子とは別に、

若田さんが自分の体を鍛えるためにトレーニングしている様子も紹介されており、

大変見応えがあった。 

 

○  １２月１２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「それでも、海を信じてい

る～カキ養殖・畠山重篤～」は、カキが食べるプランクトンの量は上流の森から溶

け出す栄養分に依存することを表現した畠山さんの「森は海のおふくろなんだ」と

いうことばが大変印象的であった。山がきれいでないと海がきれいにならない、海

でおいしいものがとれないという自然のつながりを、人々の細かい心の動きと合わ

せて表現しており、心打たれた。また、自分に代わって作業の中心を担う、経験が

浅い長男に細かな指示を出すことはせず、「自分で経験しないことには、仕事はわ

からない」という畠山さんのことばも印象深かった。 

 

○  「小さな旅」は、各地の風土とそこに暮らす人々の生活を丁寧に描いた、よい番
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組だ。１１月２７日(日)の「ふたたび 走り出して～茨城県 那珂湊界わい～」は、

東日本大震災から立ち直り、懸命に生きている那珂湊の人たちが紹介されており、

前向きな気持ちになれる内容だった。また、１２月４日(日)の「人あたたかく 情

島～広島県 呉市～」では、情島の人たちと、対岸に住む人たちが、お互いに助け

合う、心温まる交流が描かれていた。さらに、１２月１１日（日）の手紙シリーズ

第１回「忘れられないわたしの旅」は、旅の思い出を通して、家族の絆の強さを描

いたものであった。 

 

○  １１月２７日(日)のサキどり↑「世界にＧＯ！極細繊維で元気な中小企業」は、

山形県の老舗繊維企業が“極細モヘア糸”を生産するのに、昔から使われている古

い機械や職人の技によっていることや、若手の育成方法を見直したことで、ベテ

ランの意識にも変化が見られ、与えられた仕事の枠を超えて商品の提案をするよう

になったことなど、興味深い内容を伝えていた。 

 

○  １１月２７日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「華麗！トンボ超飛行術

３連続宙返りに空中戦」を見たが、トンボが連続宙返りをしたり、クモを捕えて食

べることは、この番組で初めて知った。ハイスピードカメラがその様子を捉えてお

り、撮影の苦労がうかがえた。トンボは自然界の生存競争を生き抜くために、さま

ざまな工夫をしていることがわかり、大変興味深かった。 

 

○  １２月８日(木)のクローズアップ現代「海底で発見！幻の軍船～７３０年前 元

寇の謎～」では、モンゴル軍船が長崎沖の海底で見つかったことが紹介されていた。

沈没船から発見されたれんがなどから、南宋の兵士が奴隷として船に乗っていたの

ではないかということを推測しており、考古学のすごさや奥深さが伝わってきた。 

 

○  １２月８日(木)の地球イチバン「地球でイチバン高い場所にある塩田～ペルー・

マラス～」では、ペルーのアンデス山中の標高３千メートルにある塩田が紹介され

ていた。非常に映像が美しく、また、塩作りの大変さや、地元の人たちのお互いに

助け合うというインカの時代からの慣習などを知ることができる、充実した内容の

番組だった。 

 

○  「ブラタモリ」は、夜１０時台というじっくり見ることができる時間帯に編成さ

れている。１２月８日(木)、１５日(木)の「地下鉄スペシャル」や８月１１日(木)

の「渋谷編・超拡大版！」（総合 後 7:30～8:43）をはじめ、ふだんは見ることが

できない場所や時代の移り変わりとともに忘れられてしまう事柄を紹介しており、

記録としても残しておくべき番組だと感じる。 
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○  １２月１４日(水)の歴史秘話ヒストリア「ああ、討ち入りさえなかったら…～悪

役・将軍・妻 ３つの“裏”忠臣蔵～」は、大石内蔵助と理玖（りく）の長男・主

税以外の２人の子が討ち入り後、どのように生きたかがわかり、興味深く見ること

ができた。兵庫県赤穂市と愛知県吉良町が近年まで交流がなかったことには驚いた。 

 

○  １２月１５日（木）のタイムスクープハンター「修羅場！決戦の妻たち」（総合 

(16 日(金))前 1:15～1:58）は、江戸時代の「後妻打ち（うわなりうち）」という風

習をドラマで紹介していたが、このような風習があったことを初めて知った。 

 

○  １２月１０日(土)の土曜ドラマスペシャル「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一

号～」（総合 後 9:00～10:29）も「真珠湾攻撃」をテーマにした番組であった。部

隊のなかで唯一生き残り、捕虜第一号となった酒巻和男少尉が、岩佐直治大尉の「命

の使い方を間違ってはならない」ということばを忘れずに、アメリカの収容所で捕

虜になった日本人の命を救うべく奔走した様子がよく描かれており、心打たれる内

容だった。酒巻少尉を演じた青木崇高さんが、捕虜となり、死ぬべきではないかと

苦悩を続ける姿を迫力ある演技で演じていた。番組の最後で、真珠湾沖の海底に沈

む特殊潜航艇「甲標的」の映像と「真珠湾での甲標的による戦果はなかった事が現

在判明している」という字幕スーパーを出していたが、戦時中、その事実を隠して、

「甲標的」による戦死者を「九軍神」としてたたえていたことへの反省が込められ

ていたように感じられた。現代においても、東日本大震災に関する報道について、

正確な情報を視聴者に提供することの大切さを、改めて肝に銘じなければならない

と教えられた気がした。 

 

○  二〇三高地の戦いが、１２月１１日(日)のスペシャルドラマ 坂の上の雲「二〇

三高地」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 6:00～7:29）だけでなく、翌日のＢＳプレミアムの映画

でも取り上げられていた。いずれも大変迫力があり、見応えがあった。「スペシャ

ルドラマ 坂の上の雲」の次回の放送が楽しみになるような効果的な編成だった。 

 

○  大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」は、江を中心に描いたストーリーとして、楽

しく見ることができたが、江の晩年についてももっと詳しく描いてほしかった。 

 

○  ドラマ１０「カレ、夫、男友達」は、３姉妹のキャラクターが作られ過ぎており、

展開も想像できてしまうような内容であった。視聴者が次の展開に期待を持てるよ

うなストーリーを考えてほしい。 
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○  １２月９日(金)の金曜山梨「没後１００年“雨敬”復活～公共公益に生きた実業

家～」は、ＪＲ中央本線の建設や熱海、軽井沢の開拓に尽力した“雨宮敬次郎”に

ついて詳しく取り上げており、すばらしい番組であるが、県民には雨宮がほとんど

知られていないことに驚いた。 

 

○  １２月５日(月)のきょうの料理 ケンタロウの冷蔵庫レスキュー隊「納豆入りお

かず豚汁」は、実際に作ってみると非常においしく、納豆は「流水にあててぬめり

をとる」ことが調理のポイントとして紹介されており、わかりやすく参考になった。 

 

○  １２月１２日(月)の俳句王国 題「クリスマス」は、句会の参加者が句会を楽しん

でいることが視聴者にも伝わり、俳句に興味を持つことができる内容だった。次回の

題「夫婦」も楽しみである。 

 

○  １１月１２日（土）のハイビジョン特集「しあわせのカタチ～脚本家・木皿泉 創

作の“世界”～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～11:29）は、“木皿泉”が夫婦で作品を作っ

ている脚本家であることを初めて知った。夫が脳梗塞で倒れてからは、妻は介護や

家事などの日常生活だけでも苦労しているであろうし、作品も２人で討論しながら

熟するまで作らないので本数が少なく、経済的にも決して楽ではないというところ

まで取り上げられていたが、２人には悲壮感がなく、夫においしいものを食べても

らいたいからと食事にこだわったり、介護用品にはお金を惜しまないという妻の思

いなど、すてきな夫婦の関係に感動した。“夫婦の物語”をテーマにしたドラマを、

この番組のために書き下ろしてもらい、脚本家の自宅でドラマを収録するというスタ

イルも大変ユニークだと感じた。遠慮がちに、隣の部屋から撮影の様子をのぞいてい

る脚本家夫婦の姿が新鮮に感じられた。 

 

○  １１月２１日(月)のシリーズ 辛亥革命１００年「第１回 孫文 革命を支えた

日本人」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～11:29）では、最初は孫文を支援していた日本政

府が孫文から離れていく過程が詳しく描かれており、政治における利害関係の冷酷

さを丁寧に説明していた。 

 

○  １１月２８日(月)の極上美の饗宴 シリーズ世界が驚嘆したニッポン（３）「漆

のダ・ヴィンチ 柴田是真」では、是真が漆で紙に描いた絵は大変すばらしく、そ

の技術の高さに驚いた。このようなすばらしい日本人の芸術作品が国外に流出して

しまっていることは寂しく感じられるが、一方で、日本の芸術性の高さが海外でも

認められていることを証明しているとも思った。 
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○  １２月７日(水)のたけしアート☆ビート「三沢厚彦」で紹介された、彫刻家・三

沢厚彦さんの“アニマルズ”という木彫りの動物作品は、木で作っているとは思え

ないほどに毛並みもきれいに表現されている一方で、表情はリアルすぎず、愛きょ

うがあり、独特だが躍動感のある作品だと思った。また、ビートたけしさんが描い

たスケッチを三沢さんが彫って作品にするという取り組みもおもしろかった。ス

ケッチを立体化した作品はすばらしく、三沢さんの創造力に感銘を受けた。 

 

○  １２月８日(木)のＢＳ歴史館「真珠湾への７日間～日米開戦・外交官たちの苦闘

と誤算～」は、太平洋戦争に突入するまでの外交官たちの苦闘と誤算を紹介してい

た。外務省と大使館、軍部などの“組織や官僚の縦割り”が外交や戦略の弊害にな

り、戦争を回避することができなかったと感じさせる内容であり、興味深く見るこ

とができた。 

 

○  １２月９日(金)の新日本風土記「雪の夜」は、北海道旭川の除雪作業や岐阜県飛

騨の“三寺まいり”、新潟県長岡の酒造りなどを取り上げており、雪国の寒く、厳

しい環境の中でも、それぞれの地域でたくましく生きる人々の姿や幻想的な風景を

オムニバスで描いた、おもしろい番組であった。 

 

○  １２月１０日(土)のアインシュタインの眼「ジェット旅客機 次世代の翼に迫

る」は、新型旅客機「７８７型」の最新技術に迫っていた。炭素繊維を機体に使う

ことで軽量化され、低燃費化が可能になったり、飛行中に翼が反ることによって、

揺れが抑えられ、乗り心地がよくなったり、ノズルのデザインによって、エンジン

の騒音が低減されるなど、その最新技術に驚いた。日本の企業の機体製造率はアメ

リカと同様の３５％とのことで、炭素繊維など、日本の技術の高さをうかがい知る

ことができ、すばらしいと感じた。 

 

○  １２月１３日(火)のもういちど、日本「冬の奥会津」では、奥会津は桐（きり）

の産地であることや、桐の板を雪にさらして３年ほど寝かせて、木目を浮き立たせ

ることなどが紹介されていた。初めて知ることばかりで大変興味深かった。 

 

○  １２月１４日(水)のもういちど、日本「仙台 光のページェント」では、仙台市

の大通りをイルミネーションで飾る「ＳＥＮＤＡＩ 光のページェント」は、東日

本大震災の津波で５０万個の電球すべてが失われてしまったが、全国から例年以上

の募金や支援が集まり、今年も開催することができたという事実は大変すばらしい

と感じた。 
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○  現代の子どもたちは敬語の使い方を知らないように感じる。本当は親や学校、社

会が教えなくてはならないが、「敬語の使い方」を学ぶことができる番組も制作し

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「お元気ですか 日本列島」には、梅津正樹アナウンサー

が正しい日本語の使い方や言葉の本来の意味を解説する「こ

とばおじさんの気になることば」のコーナーがある。視聴者

からは「敬語の使い方」や「話しことばなどのことばづかい」

などについて疑問や質問が寄せられており、梅津アナウン

サーが答えている。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１１月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、首都圏プロジェクト「しん～震災から、新たな生き方へ～」につい

て説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      金子  仁（新潟交通（株）相談役） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜首都圏プロジェクト「しん～震災から、新たな生き方へ～」について 

「首都圏スペシャル」（１０月２８日(金)放送分）から＞ 

 

○  被災地以外で暮らす人々について、年代や環境が異なる人々、日本にいる留学生

など、多種多様に取り上げたのは大変よかった。７３分を長く感じさせない番組

だった。 

  スタジオゲストのコメントは的を射ていた。３人のゲストの年齢は３０～５０代だっ

たが、２０代や６０代以上など、もっと若い人や年配の人の意見も聞きたかった。 

  震災前はほとんど自宅から出ることのなかった高齢者が「みんなで励まし合いな

がら、少しでも元気でいる」と言って外出するようになったことや、ボランティア

をすることなど考えたこともなく、人との関わりを避けてきた大学生が、震災を

きっかけに生きる意味を問い直し、人の役に立てばさらによいと考えるようになっ

たことなど、それぞれの気持ちや考え方の変化がよく伝わってくる内容だった。 
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  番組の中でツイッターやメールの内容が画面下部に紹介されていたが、映像を見

たり、ゲストの話に耳を傾けながら、この画面下部の文字を読むのは難しい。 

 

○  東日本大震災のことはもちろん忘れてはいないが、今一度、当日の自分の行動も

含めて、震災を振り返るよい機会になった。 

  タイトルの「しん」という言葉は、 初は意図がよく理解できなかったが、震災

の“震”、新しいの“新”、深いの“深”、前進の“進”、信頼の“信”など、さまざ

まな「しん」を思い浮かべることができ、インパクトのある言葉だと感じるように

なった。どのような「しん」なのかは、そのつど変化していくと思うが、自分に問

いかけていきたいと思わせてくれる番組だった。 

  この番組に限らず、働いている若い世代を取り上げる場合、サラリーマンが多い

ように感じる。首都圏にも農林水産業に従事する若者はいるので、彼らも取り上げ

てほしい。 

 

○  今まで考えもしなかった“死”を身近に感じたことによって、家族や大切な人と

の絆を大切にするために転職したり、結婚したり、何かの役に立ちたい、被災地と

向き合いたいと、一歩を踏み出すといった変化が起こり、自分の人生を大切にする

ようになった人々が描かれていた。科学技術や経済の発展をベストとする文明から

“命の文明”へ転換していくのではないかと感じさせるものであった。 

  この番組だけで終わらせてしまうのではなく、今後も取材を続け、被災した人々、被

災しなかった人々それぞれの１年後、２年後、さらにその先の変化も紹介してほしい。 

 

○  震災を通じて、人々の考え方が変わったのは理解できるが、家族との絆や一緒に

過ごす時間を大切にするために転職するというように、個人的な思いや考えが前面

に出すぎるのは、“他人はどうでもよい”、“自分だけよければ構わない”といった、

現代の日本の“自分勝手”な風潮が出ているように感じられ、受け入れがたい面も

ある。個人としての問題のほかに、企業に勤めていれば、企業としてこの震災にど

う向き合い貢献するか、という社会的な責任や使命もある。 

 

○  東日本大震災は、直接被災しなかった人にとっても、ひと事ではないということを

あらためて強く意識させられた。安全、安心だった日常が変わることによって、当

たり前だと思っていたことをあらためて考えるようになり、被災地以外で暮らす人

の考え方、生き方、職業観も変わったことがよく伝わってきた。 

  家族との絆の大切さを再認識して転職したことも紹介されていたが、すべての人に

当てはまるわけではなく、農業に従事し、自己完結の中で仕事をしている者として、

共感できない部分も少なからずあった。 
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  年月がたっても震災のことを忘れないように、被災地はもちろん、被災地以外の

人々の暮らしも継続して取材していくことが必要だと感じた。 

  タイトルの「しん」は、いろいろな意味に解釈できる、興味深いタイトルだと思った。 

  ゲストの乙武洋匡さんは不自由な身でありながら、以前に「生活の中ではそれほ

ど不自由を感じない」と言っていたが、この番組では「震災によって“できないこ

と”を突きつけられた」と発言しており、非常に重みを感じた。 

 

○  「しん」というキーワードで震災後の変化を表現する取り組みは、人々の考えを引

き出すのに分かりやすいテーマである一方で、番組に制約を与えてしまった気もする。

番組の 後で、３人のゲストにも「しん」というキーワードで震災を表現してもらっ

ていたが、このようなキーワードにこだわった無理な演出は不要だと感じた。 

  放送中に視聴者から寄せられた意見を画面下部で紹介する演出は、より多くの情

報を視聴者に提供する意味でもよい試みだとは思うが、文字が小さく、切り替わる

タイミングも早いため、文字を追いきれない。 

  人との関わりをできるだけ避けて生きてきた大学生が、震災をきっかけに、生き

ている間に何か動きたい、人の役に立てばさらによいと考えるようになったことは

すばらしい。また、震災により、生きていることの喜び、感謝を感じたことで、ほ

とんど自宅から出ることがなかった高齢者が、少しでも元気でいようと努力するよ

うになったこともすばらしかった。しかし、大学生の話の中心が「被災地に行かな

いボランティアは自己満足でしかない」という批判に移ってしまったことにより番

組全体の趣旨と外れてしまい、大学生と高齢者の２つの話につながりがなくなって

しまったことは残念だった。番組のテーマは、ボランティアのありよううんぬんで

はなく、明日死んでしまうかもしれないという死の恐怖を多くの人が感じ、生きる

意味を一人一人が自分の事として考えさせられた、ということだったのではないか

と思う。 

  首都圏で暮らす多くの人々が、生きるということを考えたと思うので、被災地以

外で暮らす人々の生活や考え方がどう変わったのかを「首都圏スペシャル」で取り

上げたことは、共感することができる、非常によいテーマだと思う。一方で、被災

しなかったからこそ、このようなことを考える余裕があるとも言えるので、首都圏

で被災した人々への配慮も求められる。 

  また、外国人留学生が、日本人が東日本大震災のニュースを見て涙している姿を

見て、自分たちも何とか力になりたいと思っていることにも大変感動した。私たち

日本人も、日本や日本人に対して思いを深くし、これからの日本をどうしていけば

よいのか考えるようになったのではないかと思う。 

 

○  震災当初の心境を考えた際に浮かんだ「しん」は、辛苦の“辛”だった。今は少
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し落ち着きを取り戻しており、みんなが復興を信じる“信”、自分自身を真剣に考

える“真”などが思い浮かんでくる。 

  東日本大震災は非常につらい経験だったが、日本人が持つ“助け合い”や“思い

やり”の精神によって、地域の人々をはじめとした絆が深まったと思う。そうした

ことを感じさせる番組だった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２３日(日)のＮＨＫスペシャル「“中国人ボス”がやってきた～密着 レ

ナウンの４００日～」は、中国企業に買収された、日本の老舗企業のレナウンの社

員が、今までとは全く異なるやり方に戸惑っている様子がよく描かれていた。中国

企業のすごさを感じると同時に、日本人スタッフにも頑張ってほしいと思った。 

 

○  １０月３０日(日)のＮＨＫスペシャル「秘境ブータン 幻のチョウを追う」では、

ブータン政府の許可を得た日本の調査隊に同行し、わずか１週間の間に、幻の蝶

「ブータンシボリアゲハ」の姿だけでなく、交尾や産卵の様子も世界で初めて撮影

することに成功していたが、非常に貴重な映像であり、本当に感動した。ブータン

の人たちはむやみに森林を伐採せず、人為的に管理することで、チョウが生息でき

る環境を維持していることを知った。森林保護官を目指すブータンの研修生たちに

チョウの知識を教えて、ブータンシボリアゲハの標本を託したことや、ブータン国

王が来日した際にブータンシボリアゲハの標本を日本に寄贈し、両国の友好に役

立っていることも、もっと詳しく見てみたいと思った。 

 

○  １１月６日(日)のＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」（総合 後 9:00

～9:58）は、東日本大震災の発生１０日後から８か月の間、宮城県南三陸町の馬場

中山集落を取材していた。行政の対応が遅いために、村人たちが自ら立ち上がって、

再建に乗り出し、たくましく生きていく姿からは、日本人の底力が感じられ、番組

を見た私たちも元気づけられた。日本人のすばらしさを世界に発信できる番組だと

思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」は、行政からの支援も物資も届か

ず、孤立してしまった馬場中山集落の 200 人の住人たちが、自分たちで生きていく姿

に非常に感動した。救援物資が届かない中、津波で流された家や泥の中から見つけた

食料を洗って、みんなで分け合って食べたと語っており、仲間同士が助け合う意識や
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生きることに対する力強さが伝わってきた。集落のみんなが高台に一緒に住むことが

できる独自の計画が行政には難しいと言われても、インターネットでボランティアを

呼びかけ、避難所のそばに“復興基地”を建設してしまったことには驚いた。湾内に

沈んだがれきを引き上げ、中古漁船を集めて漁港を復興させるために、北海道へ漁船

を買い付けに行き、３日間不眠不休で津軽海峡を渡ってきた場面には胸が詰まった。

震災の１０日後という時期から取材を続けていたことにも感心した。 

 

○  １０月２４日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「中村勘太郎 広島県安芸高田市」（後編）

では、中村勘太郎さんが、安芸高田市に伝わる郷土芸能“神楽”を演じる地元の高

校の神楽部を訪ね、笑福亭鶴瓶さんが“子ども歌舞伎”を演じる地元の中学校を訪

ね、生徒たちとの触れ合いを交えて紹介していた。高校生の演じる神楽はすばらし

かった。 

 

○  １０月２４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「料理の力を、信じている～料

理家・栗原はるみ～」では、栗原さんがフランスのリンゴ菓子・タルトタタンの試作を

５０回以上繰り返しており、妥協を許さない一流の仕事人の証しが伝わってきた。「プロ

フェッショナル 仕事の流儀」は１０月の放送再開以降、栗原さんや本田選手、脚本家・

三谷幸喜さんなど、幅広いジャンルから人選していて、とてもよい。 

 

○  １１月１４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「這（は）い上がれ 世界の

頂へ プロサッカー選手・本田圭佑」は、本田選手が試合で冷静にプレーするために、

数日前から戦闘モードに切り換えて“入れ込む”姿から、プロとしてのストイックな

姿勢が感じられた。けがでしばらく試合に出られないときも、「自分を作り直す

チャンス」と前向きに捉えていたところからも、プロのすごさが伝わってきた。 

 

○  １０月２７日(木)の地球イチバン「地球でイチバン暑い場所～エチオピア・ア

ファール低地～」は、貴重な水は幼い子どもから順番に飲み、“弱い者から守る”

というルールがあることや、住まないほうがよいのではないかと思うような過酷な

環境でも、アファールの人の「自分の故郷を愛している」という言葉に感動した。 

 

○  １０月２９日(土)の「ＮＨＫのど自慢イン台湾」（総合 後 7:30～8:43）は、楽

しく見ることができた。台湾は日本に非常に友好的であり、台湾では日本の歌が多

く歌われていることに驚いた。一方で、日本では台湾の歌はほとんど知られておら

ず、文化の違いも感じた。 

 

○  １０月２９日(土)の五感の迷宮「脳が作る錯覚の世界」（総合 後 9:00～10:13）
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は、手品やアメリカの“ミステリースポット”、カッパの里として有名な福岡県久

留米市の“坂上り水”などで起きる錯覚の仕組みをわかりやすく解説していて、非

常におもしろかった。サッカーのオフサイドの判定も、副審が錯覚によって誤審し

てしまうということを知ることができた。人間は錯覚があり、たまに間違えるから

こそおもしろいのだと思った。 

 

○  １０月３０日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「スクープ連発！カメラ

マンはウミガメ」は、ウミガメの甲羅にカメラを取り付け、ウミガメの目線で撮影さ

れた映像で生態を追う手法が非常におもしろかった。ウミガメが自分の目で地形を確

かめて位置を確認していることや、睡眠、食事、繁殖のしかたなどに驚かされた。 

 

○  １１月１３日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「思いやりいっぱい！ゴリ

ラの大家族」では、母親がいなくなってしまった子どものゴリラを父親が面倒を見て、

同じ群れの子どもたちも気を使いながら生活しているところを紹介していて、ほほえ

ましかった。今まで知らなかったり、見たことがない動物の生態を見てみたいと思う

が、一方で、何でも解明してしまうと、自然の神秘が薄れてしまう気もする。 

 

○  １１月３日(木)のワンダー×ワンダー「マヤ文明 謎の巨大ピラミッド」（総合 

後 7:30～8:43）では、グアテマラ北部のサンバルトロ遺跡のピラミッドで発見さ

れた壁画には王の自己犠牲の儀式が描かれており、神秘の泉“セノーテ”の底には

聖なる世界があると信じられ、多数の人骨が今も葬られていることに驚いた。春分

の日に影がヘビに見えるように造られた階段や、王が立つと太陽の光を背に受けて

見えるように造られた神殿などから、マヤ文明の天文学の水準の高さが証明され、

非常に見応えのある番組だった。南北の回帰線の間でしか見られない、年に一度の

天頂通過の日には影が全くなくなるという現象を紹介していたが、映像では影があ

るように見えてしまい、残念だった。 

 

○  １１月５日(土)の「松本人志のコントＭＨＫ」は、松本さんと浜田雅功さんがテ

レビ番組でコントを披露するのは１０年ぶりということで注目していたが、テンポ

がよく、松本さんならではのおもしろさがあった。影絵と英語を使ったコントも、

影絵の特徴をうまく使っており、見ているとだんだんおもしろくなってくる感じが

した。次回以降も楽しみである。 

 

○  「松本人志のコントＭＨＫ」は、松本さんと浜田さんのコントは、ナンセンスの

繰り返しで笑いを作り上げていく古典的な手法だったが、「これぞ、松本人志」と

いう斬新なコントを見たかった。影絵を使った英語劇は斬新な手法で新鮮さが感じ
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られたが、吐くシーンを繰り返す演出は気になった。次回を楽しみにしている。 

 

○  １１月９日(水)のためしてガッテン「生かす！きのこパワー １３倍ＵＰ激うま

健康ワザ」では、“氷エノキ”やミキサーにかけて細かく砕くといった、キノコを

おいしく食べる調理法が紹介されており、楽しく見ることができた。キノコは傘と

柄で味が違うということは勉強になった。 

 

○  ためしてガッテン「生かす！きのこパワー １３倍ＵＰ激うま健康ワザ」では、

エノキタケを天日に干すことによってうまさが増すことが紹介されており、早速実

践してみたが、干しエノキは口に入れただけで、干す前とは甘みが全く異なり驚い

た。大変有益な番組であった。 

 

○  １１月１６日(水)のためしてガッテン「驚異の回復！腰の痛み」では、腰痛の原

因が椎間板ヘルニアではないということや、腰痛があった人が犬を飼うことでスト

レスが減り、側坐核（そくざかく）の働きが高まって、腰痛が回復したということ

を紹介しており、驚くとともに勉強になった。 

 

○  １１月９日(水)の歴史秘話ヒストリア「東北に輝け！幻の黄金都市～世界遺産・

平泉 奥州藤原氏１００年の夢～」では、東北への偏見や差別をなくすために、都

に負けない高度な文化を築こうとして、中尊寺金色堂が建立されたことを知った。

源義経が東北に来て、奥州藤原氏とどのようなやり取りがあったのかも別の機会に

詳しく紹介してほしい。これからも歴史上の細かい事象を取り上げてほしい。 

 

○  １１月１７日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 山梨・甲府盆地」では、甲府市が

世界二大宝石加工の街の１つとして有名であり、全国で唯一の公立の宝石美術専門

学校や、“ゴッドハンド”と称される職人の技法などが紹介されていた。Ｅテレの

極める！「高田純次の宝石学」などでも取り上げられていたが、こうした知られざ

る地域の話題を全国に積極的に発信していってほしい。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」は、見ていて楽しくなるストーリーで、キャ

スティングもよい。しかし、主役の糸子や奈津などの若い女性が使う方言がきつく

感じられる場合がある。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」は、ヒロインの演技がとても自然で、共感を

持ってみることができる。 
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○  ドラマ１０「カレ、夫、男友達」は、江國香織さんの原作がすばらしく、テンポ

もよい。ドラマに出てくる３姉妹や両親などの生き方は、自分とは違い、共通点も

ないが、どこか受け入れることができる要素がある。 

 

○  ドラマ１０「カレ、夫、男友達」は、ユースケ・サンタマリアさんが演じる長女

の夫が妻に暴力をふるう場面が衝撃的であり、好演していると思う。次女を演じる

真木よう子さんは「龍馬伝」ではお龍役を好演していたが、このドラマでもイベン

トプランナーとしてのびのびと生きる役柄を好演している。 

 

○  ドラマ１０「カレ、夫、男友達」は、長女が夫から暴力を受けるシーンは少々過

激だと感じる。 

 

○  ドラマ１０「カレ、夫、男友達」と、よる☆ドラ「ビターシュガー」は、いずれ

も３人の女性を中心に描いたドラマであるが、同じ火曜夜間にあえて連続して編成

し、続けて見てもらうことを意図しているのか。もし意図的だとしたら、非常に戦

略的な編成だと感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  火曜の夜１０～１１時台の時間帯は、３０～４０歳代の女

性が多くテレビを視聴する時間だと捉えており、あえてこの

２本のドラマを続けて編成している。 

 

○  １１月５日(土)、１２日(土)の土曜ドラマスペシャル「使命と魂のリミット」（総

合 後 9:00～10:13）は、東野圭吾さん原作の医療サスペンスを非常にすばらしい

ドラマに仕上げていた。サスペンスとして、伏線がいろいろと設けられており、テン

ポもよかった。主役の石原さとみさんも好演していた。 

 

○  １１月４日(金)の特報首都圏「“科学不信”動き出した市民たち」の番組アンケー

トで、国の原発に対する安全管理を“信頼していない”という回答が７０パーセン

トに達していたことに驚いた。フランスではチェルノブイリ原子力発電所の事故以

降、行政や企業を頼らず、市民が主体となって運営する放射線研究機関「クリラッ

ド」が活動していることや、日本にも、国や大学から独立した研究者グループ「高

木学校」が存在することを知ることができた。高木仁三郎さんが生前残していた論

文には、福島第一原子力発電所を地震が直撃した場合の危険性が指摘されていたこ

とに驚いた。 
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○  １０月２１日(金)の新日本風土記「いざ鎌倉」は、托鉢（たくはつ）の様子から、

長い間をかけて、お寺と地域とのつながりが築き上げられているのだと感じた。流

鏑馬（やぶさめ）、谷戸（やど）など、鎌倉時代の伝統が現代にも息づいているこ

とがわかる番組だった。ぜひ鎌倉を訪ねてみたいと思った。 

 

○  ＢＳプレミアムの「きらり！東北の秋」では、東日本大震災の被災者を一生懸命

に応援している人たちを紹介していた。７月２４日(日)の「ものまね芸人大集合！

～元気と笑いを届けたい～」の再放送（１０月２３日(日)）は、ものまねタレント

のコロッケさんの呼びかけで集まった２０組の芸人が、“いま、ものまね芸人にで

きること”として、東京・渋谷で開催した被災者支援のチャリティーライブの模様

を紹介しており、元気が出る番組だった。１０月２３日(日)から２７日(木)の「毎

日 寂聴 青空説法」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 7:45～8:00）では、瀬戸内寂聴さんが被災

地各地で青空説法を開いたり、１０月２７日(木)の「きらり！えん旅～加藤登紀子 

岩手・遠野市へ～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～9:29）では、歌手の加藤登紀子さんが

岩手県遠野市を訪れて、歌を届けるなど、いろいろな人が、それぞれができる方法

で被災した人たちを励まし、力になっていることを知り、感銘を受けた。 

 

○  １０月２２日(土)から放送した「きらり！東北の秋」の中で、１０月２９日(土)

の「東北の名峰 四季の彩り」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:00～8:58）で、福島県出身の世

界的な登山家である、元祖“山ガール”の田部井淳子さんが、山登りや東北地方の

名峰の魅力について、生き生きと、熱く語る姿からは、なるほど“山ガール”と呼

ばれる理由が分かる気がした。東北地方には登ってみたい名峰や見てみたい植物な

どがたくさんあるが、それらが美しい映像で紹介されており、あらためて「登らな

くてはならない」と思わせてくれる番組だった。東北地方の名峰には交通手段が整

備されていないところが多くあり、手付かずの自然がまだまだ残っている。そう

いった自然も交えながら、東北地方の名峰を一つ一つ掘り下げて紹介する番組も放

送してほしい。 

 

○  １０月２５日(火)の「ＢＳアーカイブス」では、２００４年（平成１６年）に放

送した、ハイビジョン特集「つかい川 用水堀が育む山里の四季」が取り上げられ

ていた。宮城県仙台市朴沢には、“つかい川”と呼ばれる用水堀が江戸時代から人々

の暮らしを支えており、現代でも田んぼや畑へ水をひく貴重な水源として使われて

いる。“つかい川”と深く結びついた、水辺に生きる人々の暮らしを、四季の移り

変わりとともに美しい映像で描いた番組であった。 

 

○  ８月１７日(水)の還（かえ）ってくる雪「ふるさとを守る人びとの記録」の再放
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送（１０月２９日(土)）は、月山のふもとの豪雪地帯である山形県西川町の正月か

ら１年間をじっくり取材していた。若者が都会に出て行ってしまい、年配の人しか

残っていないという“過疎”が日本各地で問題となっているが、日本各地のこのよ

うな“原風景”とも呼べるようなすばらしい風景や人々の暮らしを取り上げること

によって、都会に住む人たちが故郷を思い起こす機会になると思う。 

 

○  １１月１３日(日)のＢＳ時代劇「塚原卜伝」は 終回を迎えたが、毎回楽しく見

ていた。今後も見応えのある「ＢＳ時代劇」を放送してほしい。 

 

○  若いタレントのことばづかいが気になる番組があった。会話の中で、「うんうん」、

「ふーん」、「おうおう」など、質問や返事のことばづかいがなっていないのではな

いかと感じた。 近の若者はこのようなことばづかいなのかもしれないが、出演者

としてはふさわしくないと思う。もし視聴率を高くしたいがために、人気があるタ

レントを起用するという安易な考え方があるなら、やめてほしいし、番組を見た若

者が、このようなことばづかいでよい、と思ってしまうことがないように、ことば

づかいについてもきぜんと対応してほしい。タレントはどのような基準で選んでい

るのか。 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者に親しみを持って番組を見てもらうために、出演す

るタレントも視聴者と同じ目線で物事を考えていくような、

演出の工夫を試行錯誤している。しかし、ただ人気タレント

を起用するというだけでは安易であり、今後も制作現場で議

論していきたい。また、タレントを起用するだけでなく、番

組の進行を任せることができるアナウンサーを育成すること

も大切だと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  それぞれの番組の趣旨に合ったタレントを起用することで、

そのタレントの好奇心が番組をより引き立ててくれるのでは

ないかという狙いがある。しかし、タレントに聞き苦しく、

ぞんざいな受け答えがあったとしたら、ことばづかいには気

をつけていきたい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１０月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２１日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「綱火 父から息子へ～筑波山麓・４００年の祭り～」について説

明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      玉木 正之（スポーツ＆音楽ライター） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「綱火 父から息子へ～筑波山麓・４００年の祭り～」 

（総合 ９月２３日(金) 後 6:10～6:44）について＞ 

 

○  関東地方に“綱火”という、伝統あるすばらしい祭りがあることを初めて知った。

埼玉・秩父地方の“龍勢祭り”なども同様だが、その地域でしか知られていない、

その地域に行かなければ見ることができない祭りを取り上げていることは大変よ

い。 

 

○  子どもの頃に、地元で“横綱火”という祭りがあったので、懐かしく思い出しな

がら見た。祭りはその地域の参加者は楽しんでいても、世間一般には知られていな

いものが多い。今回の番組のように、これからも関東地方に数多くある祭りを取り
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上げていってもらいたい。 

 

○  祭りは地域の人たちが活気づき、社会も活性化する瞬間である。その祭りをテレ

ビで紹介することは、地域の観光ＰＲにもつながるので、これからも地方に埋もれ

ている文化を番組で発掘・発信してもらいたい。 

 

○  “綱火”を通して、筑波という地域の貴重な文化や歴史を発掘した、大変意義の

ある番組であった。 

 

○  “綱火”は知らなかったし、花火を作るにはすり鉢を使って火薬を調合すること

も初めて知った。ぜひ見に行きたいと思った。また、“綱火”は以前より見物客が

減ってしまっているらしく、茨城県の貴重な観光資源として、もっと県外にもア

ピールし、多くの見物客が来るようになってほしいと思った。 

 

○  江戸時代から伝わる古文書に、暗号で火薬の作り方などが書かれているのを実際

に見ると、伝統の重さが感じられた。 

 

○  火薬の調合などの秘伝が暗号で書かれた、蔵に大切に保管され、家元しか見るこ

とができない古文書の存在は、非常に興味深かった。家元の親子からは伝統を継承

することの難しさが伝わり、一般の企業や家庭での代替わりなどにも当てはめなが

ら見ることができた。 

 

○  “綱火”という祭りの存在を知らなかったので、興味深く見ることができ、非常

に見応えがあった。 

  祭りがいつから始まり、どのように変遷してきたのか、からくり人形はどのように

作っていて、壊れたときにはどのように直すのかなど、いろいろな興味が沸いた。家

元の継承を通して、父と息子の人間ドラマを描いた番組だったが、祭り自体の内容を

詳しく紹介する番組にしてもらいたかった。祭りを前面に出すことで、関東地方に埋

もれている伝統文化を全国に発信する役割を果たすことができるのではないか。 

 

○  生まれ育った地域には“綱火”のような祭りはないため、複雑な綱の操作で人形

を動かしているのが大変珍しかった。“綱火”は火の災いを避けて豊作を祈願する

祭りだと紹介されていたが、なぜ綱で操る“からくり人形”が使われているのか、

なぜ「桃太郎と鬼ヶ城の戦い」を演じるのかなど、祭りの内容について、もっと知

りたかった。綱の操作の難しさなどは、からくり人形の操り方がわかったほうが、

伝わりやすかったのではないか。 
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○  師匠と弟子という関係に加えて、親子の関係もありながら家元を継承していく様

子からは、親である勘二さんのもどかしさや葛藤が伝わってきた。 

 

○  健一さんは当初は取材に積極的に応じてくれてなかったと言うが、祭りの翌日に

カメラの前で涙ぐみながら語っていた場面は、健一さんの本当の姿が描かれている

ように感じられ、取材を進めていく中で信頼関係を築くことができたからこそ捉え

られた場面だと感じた。 

 

○  今年の“綱火”は失敗が続いてしまったが、「祭りでの失敗を機に固まった結束」

というナレーションがあったように、健一さんと保存会のメンバーの絆が深まる様

子が伝わってきて、ドキュメンタリーの醍醐味を味わえた。失敗が続く中でも、投

げ出さずに淡々と必死に向き合っている健一さんの姿は、見ている人の心を捉えた

と思う。 

  また、「今年はちょっと（祭りが）中止になれば（よかった）」と言っていた健一

さんが、祭りに前向きになることができ、思いが切り替わった瞬間を表現できてい

れば、さらにすばらしい番組になったと思う。 

 

○ 家元の大橋勘二さんと息子の健一さんの、親子の絆は知ることができたが、この

２人以外の家族についても知りたかった。他の家族がどのような人たちなのか、ど

のようにこの２人を支えているのかなどが気になった。 

 

○  登場人物が男性ばかりで、女性が出てこなかったために、少々閉塞感のようなも

のを感じた。家元の勘二さんの妻は画面に一瞬映っただけだったが、家元の家族と

して、どのように家元を支え、祭りに関わっているのかを知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  家元は男性しか継承しないことなど、“綱火”という祭りの

説明もする必要があり、勘二さんと健一さんの家元の継承に

番組内容を集約させたほうがよいのではないかと考えて制作

したが、勘二さんと健一さん以外の家族も描いたほうがよ

かったのではないかと、放送が終わった後も迷っている。 

 

○  ドキュメンタリーを制作するには非常に労力と時間がかかるが、ディレクターが

長い時間をかけて、家元の親子やその家族に取材を重ね、人間関係を築いていった

結果が、このようなすばらしいドキュメンタリーとして出来上がったのだと思う。
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保存会のメンバーも 初は健一さんが家元を継承することに不安を感じていたが、

祭りが終わった後には健一さんを盛り立てていこうとしていた。保存会のメンバー

にも、番組として取り上げられるほど、貴重な“綱火”という伝統文化を守り続け

ていかなくてはならない、そのためには家元の健一さんを育てなければいけないと

いう意識が芽生えたのではないか。 

 

○  家元を支え、祭りの重要な役割を担っている保存会のメンバーが、健一さんが家

元を継承することについて、どのように思っているのかをもっと聞いてみたかった。

祭りの労をねぎらっている場面で、保存会の人が「俺に任せてくれ」と言っていた

が、家元だけに頼るのではなく、保存会のメンバーなどにもこれまで以上に任せて

いくことで、祭りの文化が継承され、“綱火”が未来につながっていくのではない

かという印象を抱いた。 

 

○  保存会のメンバーが「部門ごとの仕事をそれぞれの人に任せて」、「専門部門を

作って、それぞれが責任を持つ」、「俺に任せろ」などと言っていたが、保存会のメン

バーそれぞれに任せるほうがうまくいくのか、それともやはり家元が一手に担った

ほうがよいのかについて、今後も取材を続けてほしい。 

 

○  桃太郎の人形が地面に着いてしまうという、勘二さんも経験したことのないよう

な失敗が起こるくらい、綱によるからくり人形の操作は難しいということがわかっ

た。人形を操るために欠かすことのできない、保存会のメンバーについても、もっ

と紹介してもらいたかった。保存会には家元の健一さんより高齢なメンバーが多

かったが、保存会に若い跡継ぎがいるのか、“綱火”が行われている茨城県つくば

みらい市の小張地区には、祭りを担う次の世代の人たちはいるのかなどについても

興味が沸いてきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  保存会には若い世代の人たちはいないと言ってよい状況で

ある。 

  しかし、番組では取り上げなかったが、保存会のメンバー

は、夏には小張小学校で小学生に綱火を教えている。また、

小張地区の周辺は開発が進み、子どもの数も増えてきており、

祭りの前日に行われる、清めの花火で悪霊を追い払う“繰り

込み”という行事には、新しくこの地区に住むようになった

子どもたちも参加している。小張地区の２百数十戸だけで“綱

火”を守っていくのではなく、小学生や周辺の地区からも担
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い手が出てきてほしいと思う。２０代の若い方が１人、保存

会に入っている。 

 

○  保存会のメンバーが小学校で綱火を教えているということだが、番組にその場面を

加えれば、もし“綱火”の将来を不安に思う視聴者も、少なからず安心できたと思う。 

 

○  家元だけが継承でき、秘伝も暗号で記していることは、伝統を守るために必要な

ことであるが、東日本大震災のように不測の事態が発生し、伝統が継承されずに途

絶えてしまうということがないように、保存会のメンバーも含めた複数で伝統を継

承していくことも、これからは考えていく必要があるのではないか。 

 

○  感動できる、よい番組だった。 

  今回取り上げた“綱火”は家元の継承に焦点を当てていたが、私の住んでいる地

域の人形浄瑠璃や獅子舞は、過疎や、氏子や長男でなければ人形に触れることもで

きないという伝統によって、継承することができずに衰退してしまっている。 

  このように、地方では伝統芸能がどんどん衰退してしまっているので、関東甲信

越の他の放送局でも、地域に埋もれている文化やなくしてはならない文化を発掘し

て、番組で取り上げてほしい。サラリーマンなので練習時間がない、氏子ではない

ので参加することができないといった、さまざまな課題を番組で取り上げることに

よって、伝統芸能を継承することを地域で考えるきっかけにしてほしい。その番組

も関東甲信越地方や全国放送などに広く発信されることで、伝統を継承することの

重要性についての共通認識が全国に生まれてほしい。 

 

○  初代家元の甲冑（かっちゅう）を着る勘二さんに対して「かっこいいですよ。かっ

こいい。」と言うディレクターの声が入っていたが、“家元の継承”という重いテー

マの番組の中で、その場面だけ雰囲気が軽くなってしまって残念だった。 

 

○  地域局で仕事をしている若いディレクターが自分で提案して、全国放送の番組を

作る機会を得たことで、このようなすばらしい番組が生まれたということがわかっ

た。ぜひ今後も地域局の若いディレクターに全国放送の番組を作る機会を提供して

ほしい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２３日(金)のＮＨＫスペシャル「きこえますか 私たちの歌が～被災地 の
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ど自慢～」（総合 後 7:30～8:43）は、全国に向けて放送されることで、各地に散

らばっている被災した人たちへのメッセージになるということを教えてくれた。地

域の情報を全国に発信することは重要だと感じた。また、この番組を宮城県石巻市

で見たが、現地で見ることによって、さらに感情移入できたような気がする。 

 

○  ９月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」は、自然の魅

力や焼き畑など伝統的な暮らしを時間をかけて丁寧に撮影しており、ぜひ世界に発

信してほしいと思える番組だった。 

 

○  １０月２日(日)のＮＨＫスペシャル 巨大津波「その時ひとはどう動いたか」は、

非常に詳細なデータに基づいている番組だった。実際にこのような事態に遭遇した

ら、どうすればよいのかを科学的な観点から考えるうえでも役に立つ番組であった。 

 

○  １０月９日(日)の「ＮＨＫとっておきサンデー」枠内の「あなたのアンコール」

では、「国際エミー賞」の時事問題部門を受賞したということで、平成２２年１０

月放送のＮＨＫスペシャル「奇跡の生還～スクープ チリ鉱山事故の真実～」が

アンコール放送されていた。作業員への単独インタビューやＮＨＫが独自に入手し

た作業員みずからが記録した映像など、非常に貴重な、すばらしい番組だった。さ

らに、「ＮＨＫスペシャル」の放送が終わったあと、番組制作者の「作業員が救出

されてから１０日後に放送した番組であり、作業員が撮影した映像を入手したのは

放送３日前で、そこから短期間で編集した」というコメントが紹介されていたが、

このような解説があることによって、番組に込めた制作者の思いや番組を制作する

うえでの苦労などを知ることができ、番組への理解がより深まると感じた。しかし、

このような機会が少ないと感じるので、これからも制作者のコメントを紹介する場

を積極的に設けてほしい。 

 

○  ９月１８日(日)の「世界初・生特番 宇宙の渚に立つ」（総合 後 7:30～7:58）

は、非常にすばらしかった。宇宙から送られてくる映像は、大変価値のある貴重な

映像であり、これからもさまざまな機会で紹介してほしい。スタジオゲストとして

出演していた宇宙飛行士や科学者などの専門家でさえも、宇宙ステーションからの

生中継の映像に驚いている様子からリアルさが伝わってきて、宇宙からの映像のす

ごさがますます実感できた。次回以降のシリーズも期待している。 

 

○  「世界初・生特番 宇宙の渚に立つ」は非常に感激した。ＮＨＫが開発した宇宙

用超高感度カメラを使って、古川聡宇宙飛行士が生中継で伝える、雷、日の出や日

の入り、地上の夜景などの映像をはじめ、オーロラ、流星、スプライトなど、初め
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て見る光景に興奮と感動を覚えた。青少年の皆さんにもぜひ見てもらいたい番組で

あり、今後の放送も期待している。 

 

○  ９月２４日(土)のワンダー×ワンダー「登れ！飛べ！ 縦断アルプス 天空の大

冒険」（総合 7:30～8:43）では、オーストリアからスタートし、イタリア、スイス、

フランス、モナコの５か国にわたって、パラグライダーと歩きでゴールを目指す

「エックス・アルプス」という大会が紹介されており、非常に見応えがあった。日

本人も２人が果敢に挑戦しており、残念ながらリタイアや失格になってしまったが、

楽しく見ることができた。 

  ２位のトマ・ココネアさんが 後は飛ばずに走ってゴールした場面は感動的に描

かれていた一方で、優勝したクリスチャン・マウラーさんはあまり取り上げられて

おらず、少々寂しかった。 

 

○  ９月２６日(月)のディープピープル「オンナ心をつかむドラマ脚本家」では、連

続テレビ小説「おひさま」や同「ちゅらさん」が代表作の岡田惠和さん、「ハケン

の品格」などを書いた中園ミホさん、来年度前期の連続テレビ小説「梅ちゃん先生」

を担当する尾崎将也さんが、それぞれの、脚本を書くための発想術、執筆に行き詰

まったときの対処法などを語り合う番組であった。出演者がお互いの仕事のしかた

を知る貴重な機会にもなっていて、おもしろい切り口の番組だと感じた。異なる作

風にもかかわらず、３人とも山田太一さんの影響を受けていることには驚いた。 

 

○  １０月２日(日)の小さな旅「再起の記憶 刻んで～横浜 山下公園～」では、山

下公園は横浜の観光地の名所になっているが、関東大震災で出たがれきで海を埋め

立てた土地の上にできており、“復興の象徴”と言われていることなど、横浜に生

まれ育っていながら知らなかった情報が織り込まれていた。公園内にはインドの人

たちが寄贈した「インド水塔」があり、今でもインド人会の方がきれいに清掃して

大切に守っていることなど、新しい情報も与えてくれた。東日本大震災で被害に

あった宮城県の修学旅行の中学生に、関東大震災を乗り越えてできた山下公園の成

り立ちを熱く語り、励ましている市民ガイドの姿にも大変感動した。 

 

○  １０月８日(土)のＭＡＧ・ネット～マンガ・アニメ・ゲームのゲンバ～「１０月

号」では、アニメファンに向けたラジオ番組“アニラジ”が若い人たちに人気であ

り、週に 100 本近く放送され、アニメ人気を支えているということを紹介していた。

ニッポン放送の番組の制作風景を取材し、ＮＨＫの番組で紹介していたことに驚い

た。ただ、その番組の中でラジオ番組の司会者がＣＭ中に下着を脱ぐ場面も紹介し

ていたが、この場面は取り上げる必然性を感じなかった。若い世代の心をつかもう
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という狙いは理解できるが、視聴者に迎合するような番組作りはやめてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この「ＭＡＧ・ネット～マンガ・アニメ・ゲームのゲンバ

～」や「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｄｅｅｐ Ａ」は、ＢＳで放送し

ていた番組で、今年度から総合テレビの深夜時間帯に移設し、

内容や演出面でさまざまなチャレンジをしているところであ

るが、今回は少々行き過ぎだと言われてもやむをえない内容

であったと感じている。 

 

○  １０月１０日(月)のドキュメント２０ｍｉｎ．「“酷道”４３９号」は、狭く、

暗く、危ない道をドライブすることが趣味の男性を取り上げていた。自分で山道を

手入れして、誰も行かないような山奥で畑を耕しているおばあさんとの出会いなど

によって、こうした趣味にはまってしまったことなどが紹介されていた。今まで知

らなかった番組だが、興味深く見ることができた。 

 

○  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」では、昆布は熟成させるとおいしくなるということが紹介されていた。蔵で

２３年間熟成させた昆布があることや、オーブンで１時間加熱することで熟成昆布

と同じような味が出るということなど、いろいろな発見があった。驚くと同時に、

ぜひ自分でも試してみたいと思わせてくれる、おもしろい番組だった。 

 

○  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」では、２３年

間熟成された昆布や家庭でも１時間で熟成昆布と同じ味を出すことができる方法、

昆布の保存法など紹介されていて、新たな発見があり、大変興味深かった。しかし、

「賞味期限は気にしておらず、カビさえ気をつければ大丈夫」や「賞味期限が過ぎ

ている昆布を見つけるともうけものと思って」というコメントは誤解を招きかねな

い表現ではないかと感じた。「賞味期限は『おいしい味』を保証するもので、カビ

なければ食べられるが、保存法に気をつけて」というスーパーも出ていたが、賞味

期限についての詳しい説明も必要ではないか。 

 

○  １０月１４日(金)のドラクロワ「再会特集 幸せな結婚スペシャル」（総合 後

10:00～10:48）は、司会の人選やテーマ、演出も含めて、今までのＮＨＫの番組に

は見られないような、肩の力を抜いて見ることができる番組である。一方で、１４

歳離れた教師と元教え子の結婚の話は大変ドラマチックだった。教師という立場で

あった妻のさまざまな葛藤がよく描かれていた。また、元教え子と結婚したことを
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生徒たちに話すべきか悩む妻に、夫が「そのまま正直に話したらよい」と助言し、

「一生懸命に家族が生きようとしているときに誰も非難せず、応援してくれる」と

言った夫の言葉が現実になったことには感銘を受けた。 

 

○  １０月１５日(土)朝６時台の「ＮＨＫニュース おはよう日本」では、６月に世

界自然遺産に登録された小笠原諸島の貴重な固有の動植物を守るための取り組み

をリポートしていた。観光客が増えることは喜ばしいが、島外から外来種を持ち込

まないように、靴底や衣服の種子を取る呼びかけなども紹介しており、非常にうれ

しく感じた。小笠原諸島の貴重な固有の植物や動物を守るためにも、このような小

さな、細かい自然保護の取り組みは大変重要である。短いがきらりと光るリポート

であった。 

 

○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」の土曜の中継コーナーは、入田直子リポー

ターが担当しているが、歯切れがよいリポートで楽しい。 

 

○  １０月１６日(日)の産地発！たべもの一直線「静岡市発 ぎんなん」では、静岡

市清水区のぎんなん栽培農家を取り上げていた。上に成長する力をおさえて実のつ

きをよくしたり、枝の角度を登りやすくすることで収穫しやすくしたり、果肉むき

などの道具を自分で開発するなど、鮮度のよいぎんなんを出荷するためのさまざま

な工夫は非常にすばらしいと感心した。「つくろう！ふるさとの味」のコーナーでは、

子どもたちが里芋のサラダ作りに挑戦していた。里芋の皮をむくときにクッキング

ペーパーを使うということは知っていたが、潰した後ににんじんなどと混ぜてマヨ

ネーズで味付けすると、おいしいサラダになるということは新しい発見だった。 

 

○  １０月１７日(月)のアスリートの魂「日本オープンゴルフ 男たちの闘い」では、

ベテランのプロゴルファーでも、順位やスコアなどにはあらわれない部分で努力し

ている様子が描かれており大変興味深かった。 

 

○  １０月１８日(火)のクローズアップ現代「地方を変える“コミュニティデザ

イン”」では、コミュニティデザインを手がける山崎亮さんを取材しており、なか

なか理解しづらい都市計画や町づくりという分野を、山崎さんたちが取り組む“コ

ミュニティデザイン”を通して、わかりやすく紹介していた。また、都市計画や町

づくりに精通する藻谷浩介さんの的確なスタジオ解説もあり、非常にすばらしい番

組になっていた。 

 

○  １０月２０日(木)の「ニュースウオッチ９」（総合 後 9:00～10:30）に野田首相
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が出演するにあたって、野田首相に聞きたいことを２日前から広く視聴者に募集し

ていた。1,246 通のメールやファクスが集まったとのことだが、視聴者の声を野田

首相に直接聞いてもらうことができる貴重な機会となった。ほかの大臣にも出演し

てもらって、また放送してほしい。 

 

○  １０月１日(土)の連続テレビ小説「おひさま」の 終回がどのように終わるのか

に興味があったが、ラストシーンで、現代の“白紙同盟”のメンバーが出てきた。

育子役を黒柳徹子さんが演じていたことに驚いたが、イメージに合ったキャス

ティングだと思った。 

 

○  連続テレビ小説「おひさま」は、日本人の持っている優しさや、恥らいの文化、

奥ゆかしさなどがうまく表現されており、そこが多くの視聴者に見てもらえた要因

の一つではないか。 

 

○  １０月３日(月)から始まった連続テレビ小説「カーネーション」は、実在の人物

がモデルなので制作が難しいと思うが、テンポがよく、毎日おもしろく見ている。

糸子の少女時代を演じた二宮星さんは演技力があったが、１週目しか登場しなかっ

たのは残念だった。椎名林檎さんの主題歌も非常によく、今後も期待が持てるドラ

マだと思う。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」は、糸子の少女時代を演じた二宮星さんと奈

津の少女時代を演じた高須璃香さんの演技がすばらしく、もう少し長く見たいと

思った。 

 

○  ドラマを見ていると、出演者の髪型がきれいに整いすぎており、夫婦げんかの後

でも乱れていないことに不自然さを感じるものもあるが、連続テレビ小説「カー

ネーション」は、ヒロインの尾野真千子さんの容姿や演技が自然で、違和感なく見

ることができる。 

 

○  １０月１８日(火)から始まった、よる☆ドラ「ビターシュガー」は、今までのＮ

ＨＫにはないような軽いタッチの見やすい演出のドラマだと感じた。今後のストー

リー展開が楽しみである。 

 

○  「江～姫たちの戦国～」は、現代劇のような軽い演技や人物像の描き方が気にな

る。大河ドラマらしい重厚感を大切にしてほしい。権力を得た豊臣秀吉を江が「サ

ル」と呼び捨てにしている場面や、徳川秀忠が江のために形見の品を火事の中に取
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りに行くときに家臣が誰も付いて行かない場面などには、違和感を覚えた。 

 

○  ８月１１日(木)の福祉ネットワーク 震災５か月「地域の暮らしを取り戻したい

～陸前高田・障害者グループホーム～」の再放送（１０月４日(火)）では、地域の

中で自立した生活を送っていた知的障害者たちが、震災後、さまざまな困難に向き

合いながら復興住宅で再び共同生活を送る様子を取り上げていた。こうした内容は、

Ｅテレの福祉番組で伝えるだけでなく、総合テレビなどの震災関連の番組で取り上

げてほしい。 

  来年はロンドンパラリンピックも開催される。私は以前から、「パラリンピックは

特殊なスポーツ競技大会ではない」と言ってきているが、パラリンピックも「サタ

デースポーツ」や「サンデースポーツ」などで、ほかの競技と同様に伝えてほしい。 

 

○  ９月１０日(土)の大科学実験「手作り電池カー」では、レモンを使った手作り電

池で自動車を走らせる実験を行っており非常に感心したが、「賞味期限切れの保存

用サンプルをいただきました」という断りを文字で出していたことは残念だった。

レモンを大量に使うことへの非難を考慮したのかもしれないが、科学の法則を壮大

な実験でわかりやすく伝えることが持ち味の番組であり、ぜひ番組の趣旨を貫いて、

今後も堂々と“実験”に取り組んでほしい。 

 

○  １０月８日(土)のグレーテルのかまど「スヌーピーの“チョコチップクッキー”」

では、スヌーピーが登場する漫画「ピーナッツ」の作者、チャールズ・Ｍ・シュル

ツさんの大好物のチョコチップクッキーが取り上げられていた。お菓子の作り方だ

けでなく、お菓子にまつわる物語や歴史も紹介されており、チョコチップクッキー

に関するさまざまなことを知ることができた。「グレーテルのかまど」という番組

名はセンスがあると思うが、どのような番組なのかが伝わりにくいので、“お菓子”

に関する番組であるということがわかる副題を付けたほうがいいのではないか。 

 

○  １０月１７日(月)の極める！ 高田純次の宝石学 第３回「宝石を掘る！」では、

琥珀（こはく）を採掘するところを紹介していたが、狭い坑道に入って採掘する大

変さや、採掘する地区によって琥珀の色合いが異なることなどを初めて知った。 

 

○  ９月２５日(日)の地球アゴラ「お墓に参ろう！」では、スウェーデン、香港（中

国）、ルーマニア、マダガスカルのお墓参りのスタイルが紹介されていた。香港で

はお墓には亡くなった方の写真が貼られていることやお墓参りではさまざまな紙

細工のお供え物を燃やすこと、マダガスカルでは 1,000 人以上という大人数で墓参

りをし、埋葬されていた遺体の布を巻き直すことなど、国による風習の違いに驚か
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された。番組で紹介された４か国だけでなく、世界各国のお墓参りの風習も知りた

くなった。 

 

○  １０月５日(水)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ アフガニスタン紛

争１０年「バーミヤンの少年 １０年の記録」は、紛争が続くアフガニスタンで暮

らす少年の成長の様子を１０年にわたって記録していた。少年の成長とアフガニス

タンの状況や時代の変化がよく捉えられたドキュメンタリー番組であった。 

 

○  １０月８日(土)のＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン「たたむ」

では、日本の“たたむ”という文化を取り上げ、「小田原提灯（ちょうちん）」が紹

介されていた。小田原提灯は使わないときには全部畳めて、携帯にも便利であると

いうところに感心した。イタリア人の出演者も「イタリアでも使ってみたい」と言っ

ていたように、日本文化のすばらしさを紹介する、よい番組だった。 

 

○  ９月１９日(月)から２１日(水)の「霧の絶景 北海道」の再放送（１０月１６日

(日)）では、初夏に発生する“海霧”が減っていることを取り上げていた。海霧の

もたらす冷気によって、暑さに弱い乳牛は草をたくさん食べるようになり、乳の出

る量が増え、昆布漁では、海岸に干した昆布は海霧によって適度に水分を含み、割

れにくく、切り口がきれいになるが、温暖化の影響で海霧の発生日数が減っており、

乳牛は草を食べず、乳の量も減り、昆布は噴霧器で水をまかなければならなくなっ

ているという。これからも、このような日本の自然環境の小さな変化を捉えてその

影響について考える番組を放送してほしい。 

 

○  １０月２日(日)の「ＢＳシネマ 山田洋次監督が選んだ日本の名作１００本～家

族編～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～11:38）では、市川崑監督の「私は二歳」を放送

していた。団地で初めての子育てをする夫婦の姿を描いた映画だが、自分の幼少期

や子育ての経験とも重ね合わせながら見ることができ、このようなすばらしい映画

があったのかと感動した。 

 

○  東北の魅力をさまざまな番組で伝える、ＢＳプレミアムの「きらり！東北の秋」

が盛んにＰＲされている。東日本大震災から半年以上が経過したものの、まだ復興

のめどが立っていない地域もあり、震災や東北のことを忘れてはいけないという

メッセージが伝わってくる。ぜひ今後も続けてもらいたい取り組みである。 

 

○  近、ＮＨＫの番組が“民放化してきている”と言われているが、新しいことに

挑戦している姿勢はさまざまな番組から伝わってくる。しかし、ＮＨＫの番組がも
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ともと持っている質の高さを維持することも忘れないでほしい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年９月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１６日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、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後、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１０月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      金子  仁（新潟交通（株）相談役） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      玉木 正之（スポーツ＆音楽ライター） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「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＞ 

 

○  総合テレビやＢＳプレミアム、ラジオ第１を中心に、４０代女性が主なターゲッ

トとなっており、ラジオ第１は“４０代女性をターゲットにした平日午前の刷新”

を掲げている。しかし、仕事や家事、育児などによって平日昼間にラジオを聞くこ

とができない女性は多いと思う。接触者率を高めるために、接触の少ない世代を

ターゲットとする狙いはわかるが、あらゆるチャンネルで４０代女性をターゲット

にした番組編成にする必要はないのではないか。 
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○  ４０代女性でも仕事をしている人と子育てをしている人がおり、６０代以上でも

働いている人と既に退職している人がいる。ある程度の年齢以上になると、生活習

慣の違いが大きくなり、年齢だけでターゲットを設定することは難しくなる。年齢

や性別以外に、生活習慣なども考慮に入れて、ターゲットを設定してほしい。 

 

○  ４０～５０代の女性は働いている人や専業主婦など、生活環境が異なるが、働い

ている人向けの番組には、仕事上の悩みや困っていることなどを解決してくれるよ

うな内容の番組が求められていると思う。 

 

○  ターゲットにとらわれることなく、“よい番組を届ける”ということも必要だと

感じる。録画機も普及しているので、録画して視聴することを目的とした集中的な

編成も考えてほしい。 

 

○  本数の少ないシリーズドラマは、一度見逃してしまうとそのまま見なくなってし

まうことも多い。「大河ドラマ」のように長期のドラマを夜間に放送してほしい。 

 

○  韓国ドラマは女性を中心に人気があるが、総合テレビやＢＳプレミアムで放送し

ている「イ・サン」や「トンイ」のような歴史ドラマであれば、男性視聴者も獲得

できるのではないか。 

 

○  ＮＨＫは新しいテーマに積極的に取り組んでおり、特に昨年取り上げたテーマ、

“無縁社会”には衝撃を受けた。誰もが自分のことのように感じたのではないか。

今後も人々の心に問いかけるようなテーマに積極的に取り組んでほしい。 

 

○  昨年は“無縁社会”について、朝のニュース番組や夜の特集番組が有機的に連動

し、社会に埋もれていたテーマを顕在化させたことは大きな意義があった。公共放

送の使命として、現代社会に眠る問題を掘り起こして、問題提起していくドキュ

メンタリーなどの特集番組をさまざまな時間帯で編成してほしい。 

 

○  ＮＨＫのスポーツ中継の解説は公平性が高く、気持ちよく見ることができる。こ

れからも公平性の高い解説ができる方を選んでほしい。 

 

○  ＮＨＫの高校野球中継は、どちらかの高校に偏った応援をすることもなく、公平に

解説していると感じられる。非常に大事なことであり、これからも継続してほしい。 

 

○  ６０代以上はＮＨＫ、中でも総合テレビの接触者率が高い。総合テレビの接触者率
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が高いのは、総合テレビでニュースや気象情報を視聴する習慣があるからだと考えら

れる。じっくりと番組を楽しみたい視聴者はＢＳプレミアムを見ているのではないか。 

  番組の編成を考える際には、接触者率の数字だけでなく、視聴時間の長さなども

考慮してほしい 

 

○  ＮＨＫの「ニュース」には“真実を伝えている”という印象があり、視聴者から

も期待されている。朝には生活情報も織り交ぜながらテンポよくニュースを伝える

「ＮＨＫニュース おはよう日本」、夕方には首都圏の身近な地域で起こった一日

の情報を伝える「首都圏ネットワーク」、比較的ゆったりとテレビを見ることがで

きる夜の時間帯には、一日の出来事をじっくり解説する「ニュースウオッチ９」と

いう、朝から夜まで、ニュースを中心に据えた編成は変えないでほしい。 

 

○  総合テレビでは“ファミリーアワーの強力な大型番組の開発”を改定のポイント

としているが、騒がしい内容の番組ではなく、見ていて心が安らぐような内容の番

組を開発してもらいたい。 

 

○  Ｅテレは１８時、１９時台を“１０代ゾーン”として、さらなる強化を改定のポ

イントとしているが、１０代の若者は学習塾や習い事などで在宅しておらず、テレ

ビを見ることは難しいと思う。むしろ、母親が夕飯の支度をする時間帯であるため、

幼児などもっと小さい子ども向けの番組が求められているのではないか。 

 

○  Ｅテレにはすばらしい内容の番組が多くあると思うが、視聴率に反映されていな

いことは残念である。 

  １８時、１９時台は“１０代向けのさらなる強化”を改定のポイントとしている

が、この時間帯に１０代の若者は在宅していないか、在宅していてもテレビを見て

いないと思われ、接触者率の拡大は難しいのではないか。 

 

○  Ｅテレの改定のポイント“１０代向けのさらなる強化”、“２０～３０代の若者の

強化”は必要なことである。これからの日本を担っていく若い世代に、新たな価値

観を提供することは公共放送の重要な役割だと思うので、若者の興味をひく番組を

ぜひ放送してほしい。 

 

○  Ｅテレで１０代や２０～３０代向けの番組を強化することは非常によいが、一方

で、“モンスターペアレント”などの社会問題もあるので、親世代に向けた番組も

放送してほしい。 

 



4 

○  ＢＳ１とＢＳプレミアムは、それぞれのコンセプトが明確になり、役割が整理さ

れたと感じる。ＢＳプレミアムでは、さらにジャンルに特化した個性的な番組が

あってもいいのではないか。 

 

○  ２３年度の改定において、ＢＳ１はニュースやスポーツを中心に、ＢＳプレミア

ムは自然、紀行、ドラマなどのジャンル分けを明確にしたことにより、視聴者にも

ＢＳ２波の役割がわかりやすくなったと思う。２４年度も引き続き、２波の役割を

さらに明確にしていってもらいたい。 

 

○  ＢＳ１、ＢＳプレミアムはそれぞれの波の役割が整理され、個性がはっきり示さ

れているので、視聴者は番組を選択しやすくなったと思う。 

 

○  ＢＳ１は“アジアの文化・生活情報ゾーンの見直し”を改定のポイントとしてい

るが、アジア各国の歴史や文化、生活習慣などを積極的に紹介し、アジアの国々と

の摩擦を少なくすることに役立つような番組を放送してほしい。 

 

○  番組を編成する時間を意識することも大切であるが、視聴者に見てもらえる品質

の高い番組を制作することが何より大切なことである。 

  例えば、８月２８日(日)の地球アゴラ「この夏、海外旅行どこ行った？」はイギ

リス、フランス、ロシア、サウジアラビアの４か国を結んで放送していたが、海外

旅行の行き先や楽しみ方をはじめ、生活習慣、お金の使い方など、４か国を対比さ

せることで各国の違いをわかりやすく伝えていた。 

 

○  ９月４日(日)～１５日(木)の日韓共同制作ドラマ「赤と黒」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00

～11:59 ほか）は、月曜から木曜まで２話ずつの集中編成であった。平日夜間であり、

放送で見ることは難しいと感じたが、視聴者は興味をひかれる番組は録画してでも見

るはずである。番組の放送時間も重要だが、時間だけにとらわれるのではなく、この

番組のように視聴者の興味をひく番組を積極的に放送してもらいたい。 

 

○  忙しい日常の中で、テレビを集中して見ることは難しく、録画して後で見ること

になるが、ラジオは別の作業をしながら聞くことができるので重宝している。仕事

や家事をしながらでも、ラジオから得られる情報は多くあるので、これからも積極

的にラジオで情報を届けてもらいたい。 

 

○  ラジオ第１の土曜、日曜夜間の“１０代へターゲットをしぼった編成”とは具体

的にはどのような編成なのか。 



5 

（ＮＨＫ側） 

  １０代を中心とした若い世代はラジオに接する機会が多い

とは言えない。しかし、ネットラジオ「らじる★らじる」の

開始によって、若い世代の方々にも、パソコンで別の作業を

しながらラジオを聞いてもらえる可能性が増すのではないか

と考えている。土曜、日曜の夜間および深夜の時間帯で若い

世代向けの番組の充実を考えていきたい。 

 

○  ラジオ第１の「つながるラジオ」は楽しく聞くことができる番組であり、継続し

てほしい。 

 

○  外国電波の混信により、特に夜間はラジオ第１が聞きづらい場合がある。技術的

に難しいかもしれないが、ＦＭのようにラジオ第１もノイズの少ない音で聞くこと

ができるようになると、緊急報道の際にもさらに役立つと思う。 

 

○  ネットラジオ「らじる★らじる」が始まり、スマートフォンでも聞くことができ

るようになると聞いた。山の中などの電波が入りにくい場所を車で走っているとき

に、カーステレオではなくスマートフォンでラジオを鮮明に聞くことができると便

利である。ラジオの電波が入りづらいところでも、携帯電話がつながるところなら

ば「らじる★らじる」を聞くことができるということなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  スマートフォンの「らじる★らじる」は携帯電話の電波を

受けて受信するため、ラジオの電波が入ればカーステレオで

聞くことができ、携帯電話の電波が入れば「らじる★らじる」

でラジオを聞くことができるということになる。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月２４日(日)のＮＨＫスペシャル「東京スカイツリー 世界 難関への挑戦」

（総合 後 9:00～9:58）は見応えがあった。 

 

○  ７月２５日(月)のＮＨＫスペシャル「なでしこジャパン 世界一への道」（総合 

後 10:00～10:49）を見た。「ＦＩＦＡ女子ワールドカップ ドイツ２０１１」で、

“なでしこジャパン”が優勝した瞬間を中継で見ていたが、さらに１週間後に、な
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ぜ世界一になれたのかを再度検証することで感動がよみがえってきた。各選手への

インタビューを交えながら、世界一になるまでの足跡をうまくまとめており、さら

に対戦相手のアメリカのワンバク選手のインタビューを入れることでバランスの

取れた番組になっていた。「ニアで行く」と言った宮間あや選手のコーナーキック

にピタリと合わせた澤穂希選手のゴールのシーンは、決まるとわかっていても、何

度見ても感動がよみがえってくる。一方で、ＰＫ戦で勝敗が決まったにもかかわら

ず、ＰＫ戦の模様はあまり取り上げられていなかったのは残念だった。 

 

○  女子サッカー日本代表“なでしこジャパン”が「ＦＩＦＡ女子ワールドカップ ド

イツ２０１１」で優勝したシーンを何度も見る機会があった。世界一という快挙で

あり、非常にうれしかったが、 後に勝敗を決めたＰＫ戦については、すべてのキッ

クを紹介しているケースが少なかったように思う。ＰＫ戦については、１人目の

キッカーから 後のキッカーまでしっかり見せてほしかった。 

 

○  ７月２９日(金)、３０日(土)のＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０１ 

グリコ・森永事件」（総合 29 日(金)後 7:45～8:58、30 日(土)7:40～8:53、9:10～

10:23）は、見応えある番組だった。何よりも衝撃的だったのは、現金の受け取り

場所で、滋賀県警の捜査員が犯人らしき人物を目撃していながら、大阪府警が単独

で広域捜査をしていたために手を出すことができなかったという事実を、当時の大

阪府警の捜査責任者が今まで知らなかったということだ。いかに警察内部で情報が

共有されていなかったかということをまざまざと語る事実であった。 

 

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

三陸沖で発生した海霧が上陸し、釧路湿原をさかのぼって摩周湖へ到達する、“滝

霧”の発生メカニズムを丁寧に解明していた。通常の霧は、例えばダムなどで発生

して外にあふれ出るが、海霧が摩周湖を囲む断崖から中に入ってくるという滝霧の

光景には衝撃を受けた。神秘的な謎も解明してしまうと夢がなくなってつまらない

という面もあるが、ＮＨＫの取材力はさすがだと感心した。ほかにもたくさんある

自然の中の不思議な現象を科学的に解明する番組を放送してもらいたい。 

 

○  ８月２８日(日)のＮＨＫスペシャル「日本人イヌイット 北極圏に生きる」（総

合 後 9:00～9:58）は、現地に移り住み、アザラシやセイウチの狩りで生計を営む

日本人とその家族を長期にわたって取材した番組であった。番組の中で衝撃を受け

たのは、少女が血のしたたるアッパリアスという鳥の肉を食べている映像だった。

イヌイットにとって大切な食料であるということは理解できるが、その映像が流れ

ている時間が少し長く感じられ、思わず目を背けてしまった。人によって感じ方は
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さまざまだと思うが、番組内に残酷な映像も含まれているという注釈を番組冒頭で

告知するなどの工夫があってもよかったのではないだろうか。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「日本人イヌイット 北極圏に生きる」では、イヌイットが自

分の仕事に誇りを持ち、自信を持って狩猟のしかたなどを子どもに伝えている姿は

すばらしいと感じた。日本人の中でも、自分の仕事に自信や誇りを持っている人は

いると思うので、ぜひ取り上げて、番組でも紹介してもらいたい。 

 

○  ９月４日(日)のＮＨＫスペシャル「脳がよみがえる～脳卒中・リハビリ革命～」

は、脳卒中後のリハビリに重点が置かれた内容だったが、原因についてはあまり触

れられていない点が残念だった。私自身も脳卒中を経験したことがあるが、それま

での不摂生が原因であり、だからこそリハビリを頑張り、効果も出たのではないか

と感じている。そうした心理的な観点からも脳卒中リハビリについて取材すると、

もっと幅のあるドキュメンタリーになったのではないかと思う。 

 

○  東日本大震災から半年がたったことを機に放送された、９月１０日(土)のＮＨＫ

スペシャル 東日本大震災「追い詰められる被災者」（総合 後 7:30～8:47）は、

番組テーマに当てはまる“追い詰められる”被災者を中心に取り上げていた印象が

あった。実際に被災地を訪れると、仮設住宅での暮らしを強いられているものの、

明るく前向きに生活している被災者もいる。そうした面も取り上げてほしい。また、

復興財源についても、国の施策がどのように決まるのかということについて、中立

的な立場で、正確な情報を提供していってほしい。 

 

○  ７月２０日(水)のヒューマンドキュメンタリー「あなたが心の道しるべ～小山内

美智子と浅野史郞～」（総合 後 10:00～10:48）は、生きていく力をみんなに与える、

よい番組だった。重度の脳性まひを抱えている小山内さんが、ハンデがあっても普

通に暮らせる社会にしたいと行政に陳情に行ったり、ケア付き住宅への入居を実現

するために奮闘したり、子どもを育てたりと、「残った機能を生かして生きる」と

言って、それを実践している姿は本当に美しいと感じた。「たくさん税金がかかるし、

社会の役には立たないし、親には迷惑をかけるし、若いころは生きていてもいいの

か悪いのかといつも考えていた」とご自身が吐露していたように、障害者がハンディ

を持ちながら生きることには困難も多いが、そうした状況下で精力的に生きている

小山内さんの姿に勇気づけられた。また、元宮城県知事の浅野さんとの、難病をそ

れぞれ患いながらも励まし合って、“戦友”のように支え合う姿に感動を受けた。 

 

○  ７月２１日(木)のヒューマンドキュメンタリー「死刑～被害者遺族・葛藤の日々
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～」（総合 後 10:00～10:48）は、息子をリンチで殺害されるという悲惨でつらい

体験をした被害者夫婦を、２年近くにわたり丹念に取材して、その心情を丁寧に捉

えていた。一貫して死刑判決を望む母親と、死刑を望む一方で、刑罰とはいえ人の命

を奪うことについて再考しようとする父親、それぞれの気持ちの変化や、夫婦間で気

持ちのすれ違いが生じる過程をきめ細かく描いていた。死刑制度について議論する上

でも、意義がある番組だと感じた。 

 

○  ７月３１日(日)のサキどり↑「広がる“共感消費”のインパクト」は、ツイッター

によるつぶやきが消費者の共感を生み、商売につながっている“あられ屋”などを

紹介していた。資本力のない若者が起業しても、事業が成り立つ可能性があるとい

うことを伝えるために取り上げたのだと思うが、若者も勇気づけられたと思う。 

 

○  ８月２１日(日)のサキどり↑「主婦たちの“売れる商品”作り その後」は、主

婦の声を商品開発に生かすために行われている大阪の女性モニター会の様子を紹

介した、６月に放送した回の“その後”編であった。モニター会を開くたびに、出

てくる意見も異なり、企業側も悩んでいる様子が取り上げられていて、大変興味深

かった。 

 

○  ９月４日(日)のサキどり↑「品質で売れば農業が変わる 産直市場の挑戦」は、

茨城県の「みずほの村市場」を紹介していた。農家は自ら価格を設定し、市場価格

よりも高い価格設定でも品質にこだわった商品を売ることで、お客さんに喜んでも

らうという、商売の原則を見た気がする。また、茨城県産の農産物の一部が放射性

物質の影響を受けているが、いち早く検査を行うことで安全性をアピールするなど、

商品の品質や信頼性を高める努力には感心させられた。 

 

○  ８月８日(月)のニュースウオッチ９「コメの値段が変わる？７２年ぶり先物取引

復活」は、賛成側と反対側両方の意見を取材していてバランスは取れていたが、大

越健介キャスターが「価格の変動という不安はあるが、コメの価格について、一つ

の指標ができたことで、消費者にとって今後のコメの価格がどう推移するのか見え

やすくなった」とコメントしていたことには違和感と憤りを覚えた。現在でもコメ

は入札取引により、きちんと取り引きされているが、大越キャスターのコメントに

よって、現在のコメの取り引きが透明性がないかのように受け取られかねないと感

じた。 

 

○  ８月１１日(木)の「ブラタモリスペシャル 渋谷編・超拡大版！」（総合 後 7:30

～8:43）は、ふだんは見ることができない地下深くの鉄道工事現場や、建設中の今
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しか見られない高層ビルの工事現場からの景色などが紹介されており、興味深く見

ることができた。渋谷は名前のとおり“谷”にあるということがよくわかった。 

 

○  ８月１７日(水)のファミリーヒストリー「勝野洋～父はボルネオで何を見たか

～」（総合 後 10:00～10:48）は、勝野さんの父親が家族と向き合おうとしなかっ

た理由が、親戚や第三者の証言から明らかになっていく番組であった。ボルネオで

の戦争体験が原因で家族に向き合うことができなかったという事実をひもとき、誇

れる父親だったということを再確認する過程を、勝野さんが息子さんと一緒に見て

いくという構成は大変すばらしかった。 

 

○  夏期特集編成の中で、８月１８日(木)の「きよしとこの夜２０１１ 夏スペシャ

ル」（総合 後 7:30～8:43）は、歌はもちろんのこと、料理や「ザ・名言クイズ」

など、各コーナーがテンポよく進行し、心和やかに楽しめる番組であった。年１回

と言わず、定期的に放送してもらいたい。 

 

○  ８月３１日(水)のＳＯＮＧＳ「デイヴィッド・フォスター×シャリースｉｎ Ｌ

Ａ」では、シャリースさんの圧巻のステージを紹介していた。このようなすばらし

い才能を持ったアーティストが世に出るためには、有能なプロデューサーの存在も

重要なのだと感じさせる内容であった。 

 

○  ８月２６日(金)の首都圏スペシャル「過去からの警告 “首都圏大地震”にどう

備えるか」（総合 後 7:32～8:45 関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸ）は、過去の地震や津波を古地図

や古文書から検証しており、災害への備えを見直す上で参考になると感じた。また、

東日本大震災の際に都内の道路で大渋滞が発生したが、車の類焼の怖さを実験を交え

て具体的に伝えていて、わかりやすかった。 

 

○  ８月２６日(金)の金よう夜きらっと新潟「和の音にかける ひと夏の挑戦」（総

合 後 7:30～7:57 新潟県域）は、箏、尺八、三味線などを演奏する、新潟市ジュ

ニア邦楽合奏団の中学生、高校生が、定期演奏会に向けて一生懸命に練習に取り組

む姿を描いた、よい番組であった。 

 

○  「総合診療医 ドクターＧ」は、“総合診療医”という新しいテーマに積極的に

取り組んだ番組だった。この番組のように、興味や関心の高い番組は定時の番組に

してもらいたい。 

 

○  ８月１日(月)～５日(金)の「おかあさんといっしょ」は、東日本大震災の５か所
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の被災地で収録したものだった。子どもたちに非常に人気のある番組であり、本当

にすばらしい取り組みだと感じた。これからも被災地に赴き、子どもたちに元気を

届けてほしい。 

 

○  ８月２日(火)～２３日(火)の直伝 和の極意「茶の湯 武者小路千家 朝茶～涼

しい時間を有効に～」は、大変勉強になった。現在の学校教育では、茶道や華道な

ど日本文化を教える時間が減ってしまっている。試験勉強も大切であるが、日本文

化を学ぶことも大切なことである。これからもこのような日本文化を学ぶことがで

きる番組を取り上げてもらいたい。 

 

○  地上波では、東日本大震災から半年を機に、震災関連のさまざまな特集番組が放

送されていたが、行政の関係者や政治家が出てくる番組は歯切れが悪く、議論も盛

り上がらない印象を持った。 

  一方で、９月１１日(日)のＥＴＶ特集「アメリカから見た福島原発事故」は興味

深い内容であった。東京電力福島第一原子力発電所に導入された「マークＩ」型原

子炉が、設計国のアメリカで想定されてきたとおりの重大な事故を引き起こしたこ

とが取り上げられていた。さらに、アメリカでは「マークＩ」型原子炉は、地震が

多い西海岸には１基もないということに衝撃を受けた。見応えのあるドキュメンタ

リー番組だった。 

 

○  ９月１５日(木)の野田ともうします。「野田ブログの行方」（Ｅﾃﾚ 16 日(金)前

0:55～1:05）は、コミックの原作を実写化したショートドラマである。下手なブロ

ガーが達人になっていく様子をコミカルに描いており、つい引き込まれてしまうお

もしろさがあった。 

 

○  「白熱教室ＪＡＰＡＮ」は、自分が学生であったら、このような授業を聴講したい

と思わせるような番組である。これからも名授業を発掘し、紹介していってほしい。 

 

○  「Ｅテレ２３５５」は、見ると癒やされる。長時間の番組と番組の間に、このよ

うに短い時間の癒やされる番組があると、視聴者も気分転換ができてよいと思う。 

 

○  ９月１２日(月)の「地球テレビ エル・ムンド」では、山本寛斎さんが福島県相

馬市で、東日本大震災の犠牲者の鎮魂のための“天灯（てんとう）”という行事を

行ったことが紹介されていた。非常に美しい映像であった。今後の復興と犠牲者へ

の弔いの祈りを込めた、世界で活躍している山本さんならではの応援メッセージで

あり、すばらしい取り組みだと思った。また、震災後も帰国せずに日本に残った在
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日外国人が、被災地でボランティア活動を続けていることが紹介されていた。ボ

ランティア活動を行う外国人一人一人の姿は、世界中が被災地とつながっているこ

との象徴のように感じられた。 

 

○  ８月１７日(水)のハイビジョン特集「三代友達～大地の祈り 黒川能の絆（きず

な）～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 11:50～後 1:19）では、村を挙げて取り組まれている、山

形県の黒川能が非常に美しい映像で描かれていた。黒川能を通じた村人同士のつな

がりも伝わってくる、すばらしい番組だった。 

 

○  ８月１７日(水)のハイビジョンスペシャル「イグネ～仙台平野に浮かぶ緑の島

～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 1:20～3:16）は、仙台市長喜城の屋敷林“イグネ”とともに

暮らす人々を一年にわたって描いた番組で、先人の知恵を生かして、イグネを暮ら

しの中に上手に取り入れており、感心させられた。 

 

○  ８月２０日(土)の証言記録 日本人の戦争 前編「１９３７－１９４４ 熱狂と

破局」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 3:00～5:57）では、戦争を体験した方たちが「戦争は残酷

そのものであり、人間を何も飾らない“裸の鬼”に変えてしまう。その苦痛や罪悪

感からは死ぬまで解放されることはない」などということを語っていた。私の父親

も「おまえに戦争のことを話してもわからない」と、戦争のことは語らずに亡くなっ

たが、この番組を見て、父親の心情が理解できたように思う。 

 

○  ８月３０日(土)の旅のチカラ「まぼろしの牡丹（ぼたん）の山へ～中国・玉龍雪

山～」は、日本画家の中島千波さんが中国雲南省へ牡丹の原種を探す旅であったが、

現地でスケッチした牡丹を、日本に帰ってきてすばらしい絵に仕上げており、プロ

の技術の高さに感動した。 

 

○  ９月５日(月)の食べてニッコリふるさと給食「マツタケご飯給食～長野・喬木村

～」では、長野県の喬木第二小学校の小学生が自分たちで里山を手入れして収穫し

たマツタケを使ったマツタケご飯を、９月８日(木)の「サバとワカメ給食～福井・

小浜市～」では、ワカメご飯とサバの焼き物の給食を紹介していた。地元の旬の食

材で“地産地消の給食”を作って子どもたちに提供するという、すばらしい取り組

みを紹介する番組であり、毎回、どこの地域の小学生が、どのような食材の給食を

食べるのか、楽しみに見ている。 

 

○  ＢＳでは、９月にアメリカ同時多発テロに関する番組が多数放送されていた。９

月６日(火)の「ＢＳアーカイブス」枠内のハイビジョンスペシャル「暴走する聖戦
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（ジハード）～９．１１テロはこうして起きた～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 9:32～11:33）

や９月５日(月)のハイビジョンスペシャル「９．１１テロを撮ったカメラマン 衝

撃の体験と迫真の写真」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 9:33～10:23）などは、テロから１０年たっ

たことをあらためて実感させられるよい内容の番組であった。 

 

○  ９月６日(火)の旅のチカラ「アンデス 星と雪の巡礼～写真家 桃井和馬～」は、

桃井さんがペルー・アンデスの聖地を巡礼する旅だったが、番組末尾の桃井さんへの

インタビューの際に、バックグラウンドミュージックとしてピアノの音楽が使われて

いて、桃井さんの話が聞こえづらかった。バックグラウンドミュージックは、その効

果について十分に吟味したうえで使ってほしい。 

 

○  ９月７日(水)のアインシュタインの眼 特選映像ファイル「グルメの秘密～魅惑の

ドリンク～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:45～9:55）は、シェイカーに超小型ハイスピードカ

メラを取り付け、バーテンダーがカクテルを作るときのシェイカーの中の映像が紹介

されていた。シェイカーの中で氷がほとんど溶けずにカクテルが出来上がり、さらに

カクテルに無数の細かい気泡が含まれることでまろやかな口当たりになることがわ

かり、とても勉強になった。 

 

○  ９月９日(金)の新日本風土記「桜島」では、桜島の噴火の瞬間を撮影する写真家

を紹介していた。噴火にも“泣いている桜島”、“怒る桜島”、“笑う桜島”などと表

現できるような、さまざまな表情があることを知った。また、日本画家・西山英雄

は桜島の噴火に魅力を感じ、生涯、真っ赤な桜島を描き続けたそうだが、その西山

が晩年に描いた、噴火の中に不動明王を描いた作品の迫力には衝撃を受けた。 

 

○  日韓共同制作ドラマ「赤と黒」は、９月に１日２話の集中編成で「字幕版」を放

送し、１０月からは毎週金曜に「吹替版」を放送するということだが、「字幕版」

のほうがオリジナルに近くて見応えがあると感じており、毎週金曜に定時で放送す

るのであれば「字幕版」を放送してほしかった。平日夜間に連日２話ずつの放送で

は視聴することが難しく、録画することが多くなってしまうが、毎週１話ずつであ

れば、録画ではなく放送を見ようと思うのではないか。 

  ＮＨＫが 近放送している韓国ドラマは、「イ・サン」や「トンイ」など、歴史

を描いたものが多いが、この「赤と黒」は現代が舞台であり、主演のキム・ナムギ

ルさんがナイーブな青年の二面性を演じ分けた役柄に感動した。 

 

○  ＢＳプレミアムでは、１０月２２日(土)～３０日(日)に「きらり！東北の秋」と

題して、東北地方の秋の魅力を紹介する番組を集中放送するが、平泉が世界遺産に
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登録されたこともあり、大河ドラマ「炎立つ」を再放送してはどうかと思う。 

 

○  ８月２８日(日)の「歌の日曜散歩」は、茨城県大洗町・磯浜小学校の体育館から

の公開放送だった。自分も会場に足を運んだが、番組で流れる懐かしい曲は、番組

のリスナーの青春時代を思い起こさせるような選曲で、会場を訪れた人たちも青春

時代の話で盛り上がっていた。和気あいあいとした、よい雰囲気の中での放送だっ

た。大洗町は東日本大震災の風評被害などによるイメージダウンに悩まされている

が、番組では、行ってみたいと思わせるような、震災以前の明るい大洗町のイメー

ジが伝わってきた。 

 

○  「夏休み子ども科学電話相談」（ﾗｼﾞｵ第１ 前 8:33～11:50 ほか）は、大人になると

人に聞くことができない素朴な疑問を、子どもが質問して、スタジオの先生が丁寧に

答えてくれる番組である。番組を聴いていて残念に感じるのは、動物や昆虫、植物な

ど生き物についての質問の際に、先生が「飼っていますか」、「育てていますか」と聞

くと、子どもたちからは、テレビやビデオ、図鑑で見たという答えが多いことだ。子

どもたちが生き物に直接触れる機会がなくなっていることを知り、気の毒だと思う。 

 

○  ２０代の学生は、人と人との関係、東日本大震災以降言われている“絆”に対し

て非常に敏感である。“絆”とはどのようなものなのかを深く掘り下げていく番組

は学生をはじめ、若い世代もとても関心を持ってくれると思う。 

 

○  日本に来る外国人の中には、来るにあたって長期間日本について勉強したという

人も多いし、自国の文化への造詣が深い人も多い。こうした姿勢には感心させられ

る。日本人も日本の歴史や文化をおざなりにしないように、日頃から番組でも取り

上げていってもらいたい。 

 

○  今年は大正元年から 100 年に当たる。大正時代は１５年しかなかったものの、“モ

ダンボーイ”や“モダンガール”の世界、“大正ロマン”の世界、北原白秋、西條八

十、野口雨情、中山晋平、竹久夢二などが集まって創られた児童雑誌「コドモノクニ」

など、さまざまな特徴のある時代だと思う。ぜひ、大正時代にスポットを当てた番組

も制作してほしい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年７月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、インターネットやデータ放送など、ＮＨＫのデジタルサービスにつ

いて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、８月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

金子  仁（新潟交通（株）相談役） 

国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

玉木 正之（スポーツ＆音楽ライター） 

山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫのデジタルサービスについて＞ 

 

○  以前は「あさイチ」を見ながら料理のレシピを必死で書きとめていたが、今はホー

ムページでレシピを確認できるため、放送をじっくり楽しむことができるように

なった。 

 

○  「小さな旅」の番組ホームページからダウンロードできる、Ａ４サイズ１枚に番組

情報がまとめられた「コブック」は、実に簡単な仕組みだが、大変便利だと感じた。 

 

○  普段はテレビのニュースをリアルタイムで見ることができないが、新聞の夕刊で

気になるニュースを見つけると、インターネットのニュースの動画で確認している。

テレビを見る時間が取れないほどの慌ただしい生活を送る中で、さまざまな状況に
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おいて自分が見たいときに、見たい場所で番組を視聴することができる「３－Ｓｃ

ｒｅｅｎｓ展開」はすばらしい取り組みだ。 

 

○  ホームページの効果測定で、ＮＨＫオンラインの利用層分析を見ると、２１～

５０歳では女性の割合が高くなっていることは興味深い。女性は料理のレシピなど

を見るために、こまめにＮＨＫオンラインにアクセスしているのだろうが、番組も

視聴していると思われる。つまり、放送外リーチだけではなく、放送および放送外

の両方でＮＨＫコンテンツに接している人が多いだろう。 

  放送外リーチのみの年層別、男女別の分布にも興味が沸いた。特に若年層がどの

くらい放送外のみでＮＨＫコンテンツに接しているのかは興味がある。 

 

○  霧島連山・新燃岳の噴火活動が継続している中で、鹿児島局や宮崎局のホーム

ページの「新燃岳噴火情報」は、現地の方々にとっては非常に大切な情報源となっ

ていると思われる。すばらしい取り組みだ。 

 

○  震災時に、グーグルと連携して安否情報検索を実施していたことは初めて知った。 

 

○  東日本大震災の際、ＮＨＫがホームページでさまざまな情報提供をしていたとの

ことだが、避難所にはパソコンが少なく、ホームページが充実していても十分には

活用されていなかったのではないかと思う。しかし、ＮＨＫが安否情報検索など、

災害時にはホームページでさまざまな対応をしていることを知り、率直にすばらし

いと感じた。 

 

○  私自身は放送のみでＮＨＫコンテンツに接しているが、番組を見逃してもさまざ

まな時間帯で再放送があるため、ＮＨＫオンデマンドなど、放送外でＮＨＫのコン

テンツに接する必要を感じていない。 

  ただ、今関心が高い、放射線量の測定値を福島局がデータ放送やホームページで

提供しているのはよい取り組みだ。小さな子どもを持つ母親が、子どもを放射線被

害から一生懸命に守る様子が、放送でもたびたび取り上げられており、その一助に

なると思う。福島局以外でもこのようなサービスを提供しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  各地の放射線量について、インターネットではＮＨＫ全体

のホームページのほか、福島局がホームページで独自に県内

の放射線量を提供している。データ放送では、首都圏向けに

関東各地の放射線量を提供しているほか、水戸局、福島局は
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独自に県内の放射線量を提供している。 

 

○  ３－Ｓｃｒｅｅｎｓ展開はさまざまなライフスタイルに対応するためにも積極

的に取り組むべきであり、評価している。農業に従事している身としては、季節に

よってテレビの視聴時間が異なり、見逃す番組も多くなってしまうので、ＮＨＫ

オンデマンドなどのサービスは大変重宝している。 

 

○  今後、ＮＨＫオンラインのＰＲを行うことにより、アクセス数もさらに増えると

考えられる。「ラジオ深夜便」のコーナーもホームページ上でストリーミングサー

ビスを行っているが、こうした３－Ｓｃｒｅｅｎｓ展開を充実させていってほしい。

今は放送のみでＮＨＫに接している方々も、３－Ｓｃｒｅｅｎｓ展開が今後ますま

す充実していけば、インターネットによるさまざまなサービスを利用する機会も増

えるようになると感じた。 

 

○  ＮＨＫの番組は、放送後にはＮＨＫオンデマンドにより、インターネット配信され

ているが、将来的にはインターネットを活用した、放送との同時配信も可能なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  東日本大震災の際には、インターネットによる放送の同時

配信を実施したが、法的には災害などの緊急時以外は認めら

れていない。ただし、音声放送については、総務省の認可を

得て、９月からインターネットによる同時配信を開始する予

定である。都市部などでの聞きづらい状況を解消するための

補完的な措置として実施するものである。 

  国際放送は外国人への情報提供として、インターネットに

よる放送の同時配信を行っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月１９日(日)のＮＨＫスペシャル「昔 父は日本人を殺した～ピュリツァー賞

作家が見た沖縄戦～」は、沖縄戦を体験した父を持つアメリカ人ドキュメンタリー

作家が沖縄を訪れるという番組だった。沖縄戦を体験したアメリカ人と日本人それ

ぞれの証言を中心に番組が進んでいたが、沖縄戦の悲惨さがアメリカ人の視点から

描かれていることに衝撃を受けるとともに、これからも戦争がもたらす悲劇を語り

継いでいかねばならないと思わせる番組だった。 
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○  ６月２６日(日)のＮＨＫスペシャル ホットスポット 後の楽園 第６回「日

本 私たちの奇跡の島」は、ニホンザルをはじめとする日本の生き物たちが、暖流

がもたらす日本列島の特異性の下で独自の進化を遂げてきたことを教えてくれた、

すばらしい番組だ。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ホットスポット 後の楽園 第６回「日本 私たちの奇跡

の島」は、日本は緯度の高さでは乾燥した気候に属する地域が多い地帯にあたるが、

黒潮がもたらす雨の影響により、日本全土の７０％が森林に覆われているというこ

とを伝えていた。日本は自然に恵まれた国だということを誇りに思うとともに、こ

の自然環境を守っていかなければならないとあらためて強く感じた。また、沖縄・

西表島の森に暮らすホタルの美しい映像に感動した。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ホットスポット 後の楽園 第６回「日本 私たちの奇跡

の島」を見た。「ホットスポット」という単語が、東京電力福島第一原子力発電所

の事故以降、異なる意味で一般的に知られるようになったため、何とかならないも

のかともどかしい思いであった。 

 

○  ７月３日(日)のＮＨＫスペシャル 原発危機 第２回「広がる放射能汚染」を見

た。福島市の渡利小学校では校庭の土を入れ替えることで放射線量が減ったため、

休み時間だけは校庭を開放することにしたが、子どもたちを校庭に出すかどうかの

判断は各家庭に委ねているということが印象に残った。校庭の土を入れ替えても、

雨や風により再び校庭の土が汚染されてしまう不安を感じたが、番組ではそこまで

触れていなかったことが気になった。 

  放射性プルームと雨に着目することで、飛び地のように現れる放射線量の高い場

所「ホットスポット」を想定することができるということだったが、報道機関には、

風と雨の予想から「この地域は放射線量が高くなる」といった情報を発信してもら

いたい。いたずらに不安をあおらない配慮は必要だが、放射線量が高くなることが

予想できれば、今日は子どもたちを外で遊ばせるのはやめようといった対応を取れ

るのではないだろうか。 

  また、放射性物質を取り込みやすい農作物として、茶以外にキノコ、牧草、ベリー

類が挙げられていた。どんな農作物が影響を受けやすいのか、どのような形で放射

性物質の汚染を受けるのかを明らかにすることによって、自治体も重点的に検査な

どの対策に動くようになる。今後も報道機関は継続して取材するという役割を果た

すことで、研究機関、報道機関、自治体が一体となって、消費者の食の安全を確保

することに努めてもらいたい。 
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○  ７月１０日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“世界 大”の液状化」で、

宮城県女川町において、津波に強いと言われていた鉄筋ビルが相次いで横転した理

由が、地震によって液状化現象が発生してコンクリート製の基礎杭（くい）が抜け

やすくなったところにあると分析していた。この分析結果には大きな衝撃を受けた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“世界 大”の液状化」を見て、東日本大震

災では津波や放射能汚染などによる被害のほかにも、液状化による相当な被害が出

ていたことを知った。埋立地やもともとの沼地を造成して建物を建てたという場所

が日本国内にはたくさんあるので、高知市の防災対策を取材していたように、これ

からも継続して取り上げていってほしい。 

 

○  ６月２６日(日)の小さな旅「ふるさとへの始発駅～東京 上野界わい～」は、集

団就職列車で岩手県から上野駅に降り立ち、その後飲み屋を営む主人、飲み屋に集

まる東北出身の人々の交流、さらに東日本大震災で被害にあった故郷を案じる姿を

描いていた。それぞれの人々の故郷への思いが伝わってくる番組であった。 

  ７月１０日(日)の小さな旅「夏 きらめきのゲレンデ～長野県 白馬村～」では、

冬にスキー場としてにぎわう白馬村が、夏には緑美しく変わる姿を描いたすばらし

い番組だった。 

 

○  ６月２６日(日)の「サキどり↑」では、地元の女性と結婚して山形県 上町にやっ

てきた外国人が企画する、地域の魅力を満喫できるユニークな旅を紹介していた。

観光などの地域振興は、外から来た「よそ者」、「若者」、一つのことに夢中で取り

組める「ばか者」が一体となることで活性化を図ることができるということだった

が、自分が住む地域とも照らし合わせて、なるほどと感じた。 

 

○  ７月１０日(日)のサキどり↑「夏が来た！“節電術”大特集」では、１階から２階ま

でゴーヤの緑のカーテンで覆われた家が紹介されていた。屋外に比べて室温が下がり、

節電につながっているということが理解できた。また、年中ほぼ温度が一定の地中熱を

利用する空調システムを紹介していた。費用は 200 万円ほどかかるものの、電気に頼ら

ないシステムで、さすがは情報を「サキどり」する番組だと感じた。 

 

○  サキどり↑「夏が来た！“節電術”大特集」では、ゴーヤの緑のカーテン、地中

熱の空調システム、自然エネルギーを 大限に取り入れるための研究をしている

「ロハスの家」といった、節電のための技や知恵が紹介されていた。これらは、今

すぐに家庭に取り入れるのは難しいものもあるが、節電を促すきっかけとなると

思った。 
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○ 近、熱中症についてテレビや新聞でさかんに取り上げられるようになっている。

これまでは東日本大震災の影響で、節電への意識を高める報道が連日続いており、

被災地の方々のことを考えると、自分も多少我慢してでも節電しなければならない

という考えが広く浸透してきている。しかし、梅雨が明けて気温が上がっているに

もかかわらず、エアコンの使用を控えるなど節電に取り組んだ結果、高齢者などの

弱者を中心に熱中症にかかってしまう人が増えているという。今後は、７月４日

(月)のクローズアップ現代「どう防ぐ“節電熱中症”」のように、節電と熱中症へ

の対策を両立するための正しい知識が身に付くような放送も心がけてもらいたい。 

 

○  ６月２２日(水)のためしてガッテン「緊急警報！免疫力低下・突然死を招く感

染症」では、全く思いも寄らなかった歯周病からいろいろな感染症が広がり、そ

れが突然死を招くということが紹介されていた。７０％近い日本人が歯周病に感

染しているということで、自分にも当てはまるかもしれないと思いながら見た。

また、６月２９日(水)のためしてガッテン「肝臓の健康を守れＳＰ」では、脂肪肝

が肝臓がんを引き起こすという内容を放送していた。このような健康をテーマにし

た番組から得た知識を、自身の健康の維持にも役立てていきたい。 

 

○  ７月１３日(水)のためしてガッテン「血液からツヨくなる！熱中症で死ぬもんか

ＳＰ」を見て、「大量に汗をかくとき」は塩分の補給が重要であるということを知

ることができた。汗をかきづらい高齢者は、特に気を付けなければならないという

ことも強く発信してほしい。平年よりも早く梅雨明けしてしまったものの、できれ

ば梅雨が明けて本格的に夏の暑さが到来する前に放送してもらいたかった。 

 

○  ６月２７日(月)のディープピープル「トップ営業マン」は、お客様に対するトーク

術、お客様の中で誰がキーマンなのかといった情報の収集、お客様の心をつかむ方法

など、営業マンとしてトップでいるための努力を知ることができ、勉強になった。 

 

○  ７月３日(日)のさわやか自然百景「初夏 奥只見」は、初夏の奥只見の自然や植

物、生き物たちを紹介していた。奥只見は、初夏以外の季節も魅力的であるので、

ぜひほかの季節も取り上げてほしい。 

 

○  ７月９日(土)のサラメシ「第９回」は、農業を営む女性たちが自ら育てた食材で

作るランチ、弁当箱工場に勤める女性の手作り弁当、ロボットメーカー事務所の若

手社員がモノ作りの心を学ぶために仕事の一貫として作るランチ、５年前に妻を亡

くした男性が娘のために作る父と娘の心をつなぐキャラクター弁当、赤塚不二夫が

愛したランチの店など、ランチの紹介あり、それぞれのエピソードもありで、盛り
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だくさんな内容になっていた。深夜の時間帯にランチを紹介する番組を放送するこ

とに違和感を覚えるものの、それぞれのテーマはよく取材されていると感心した。 

 

○  ６月２４日(金)の「太郎と敏子～瀬戸内寂聴が語る究極の愛～」（総合 後 7:30

～8:43）は、岡本太郎と彼を支えた敏子さんの話ということで、興味深く見た。太

郎は晩年、パーキンソン病にかかるが、敏子さんは太郎の芸術家としての衰えを

後まで世間に見せないようにカバーしたり、会話も成立しなくなるほどに病が進行

していく中で、「太郎が何も分からなくても守り抜いてみせる」、「生命の根源を揺

り動かし、岡本太郎に戻したい」という叫びを日記につづっていた。身内に同じ病

の者がいるので、敏子さんの気持ちが分かり、感情移入して見入ってしまった。行

方不明だった太郎の壁画をメキシコで発見し、日本に持ち帰るという話をしている

敏子さんのキラキラした姿がとても印象的であり、敏子さんという人物に興味が湧

いた。２～３月に放送された土曜ドラマ「ＴＡＲＯの塔」は、太郎を中心に描いた

ドラマだったが、敏子さんの生涯を描いたドラマを見てみたいと思った。 

 

○  ７月１日(金)の首都圏スペシャル「高めよう！“市民電気力”」では、家族構成

や生活習慣の異なる家庭を例に挙げて節電への取り組みを説明しており、理解しや

すかった。実験住宅ではあるが、太陽光発電と燃料電池さらに蓄電池の併用で電気

を買う必要がほとんどない住宅も紹介しており、将来的にはこのような住宅が普及

していくのかと思った。 

  この番組では、メールやツイッターで寄せられた視聴者からの投稿を画面下部で

紹介していた。視聴者のリアルタイムの反応を知ることができ、番組内容を理解す

る一助となる一方で、投稿してから放送画面に出るまでに少なからずタイムラグが

発生するため、放送内容とのズレが生じてしまっていた。また、投稿を読むことに

意識が向いてしまうと、放送内容に集中できない場合もあると感じた。 

 

○  ７月１日(金)の「おしえてメッシ選手！」(総合 後 7:30～7:55 関東甲信ﾌﾞﾛｯｸ)

は、子どもたちがメッシ選手に聞きたいことをボードに一生懸命に書いている姿が

ほほえましかった。「おしえて高橋大輔選手！」の際にもコメントしたが、子ども

たちにメッシ選手という一流のアスリートとの交流の機会を提供する、非常にすば

らしい企画だった。 

 

○  放射性セシウムによる牛肉の汚染についての報道が続いているが、まさに食の安

全性、信頼性を覆すような事象であり、悲しく思う。検査結果などのさまざまな数

値を包み隠さずに報道することによって、視聴者に食の安全性は伝わるが、「安全

＝安心」ではないのが現状である。なぜこのような事態になってしまったのか、原
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因は農家にあるのか、県にあるのか、国にあるのかを追究し、視聴者に全容を伝え

ることで、安全だけでなく、安心も広めてもらいたい。 

 

○  ７月８日(金)に連続テレビ小説「おひさま」の長野・安曇野ロケを見に行ってき

た。暑い中でのロケだったが、俳優も地元の出演者もスタッフもそれぞれの役割を

しっかりと果たしていて、番組制作の現場とはどういうものなのかを勉強すること

ができた。撮影を見学したシーンが放送されるのが楽しみだ。 

  連続テレビ小説「おひさま」では、兄の戦死、日本の敗戦、終戦後に夫が引き揚

げてくる場面、戦前教育と戦後教育の違いに戸惑う主人公や子どもたちの様子など、

ストーリーの上で重要な転機となるシーンについて、登場人物の心の動きなどを

テンポよく描いていた。 

 

○  「ひるブラ」は、画面上の小窓に映っているスタジオゲストが中継先と会話をする

という演出をしているが、中継先で出演者同士の会話が盛り上がっているところにス

タジオゲストがうまく入っていけないような場面も見受けられる。スタジオゲストは

置かなくてもよいのではないかと感じる。 

 

○  「タイムスクープハンター」は、当時の庶民の生活、子どもたちの考え方、商いの

しかたなど、歴史の表舞台では知られていないようなことが、過去へ「タイムワープ」

するという演出で表現されていた。ところどころに裏話もうまく組み込まれており、

とてもおもしろく見ることができた。 

 

○  今年は東日本大震災が起こったため、例年以上に９月１日の「防災の日」に注目

が集まり、人々の防災への関心も高まっている。ＮＨＫも例年以上に力を入れて、

防災への啓発につながるような放送をしてもらいたい。 

 

○  「ここが聞きたい！名医にＱ」の「解消！痔（じ）の悩み」(６月２５日(土))

と「あなたの疑問に答えます！痔（じ）の悩み」(７月２日(土))では、専門医が症

状を説明したり、治療法を答える際に模型のような立体的なパネルを使ったりして

いたので、具体的で分かりやすかった。 

 

○  ６月２６日(日)のＥＴＶ特集「カメラマンが見た沖縄戦～隠された戦場の真実

～」は、沖縄戦に海兵隊カメラマンとして参戦したウルフキルさんのインタビュー

を中心に構成されていた。先輩の戦場カメラマンの作品に憧れて、意気揚々と沖縄

に乗り込んだが、戦闘を繰り返すにつれて、いつ、どこで自分も遺体の一つとなる

かもしれないという状況下で、戦争に対する思いが変わっていく様子がインタ
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ビューや鮮明なカラー映像とともに克明に描かれていた。そして、６６年間、心の

重荷として、家族にも話してこなかった話や見せることも捨てることもできなかっ

た写真をカメラの前で告白したことに胸を打たれた。沖縄戦から６６年がたつが、

戦争を経験した人々の生の声を記録した貴重な番組として、これからもこのような

番組を作り続けてほしい。 

 

○  「すイエんサー」は、中学生や高校生などの１０代を対象とした、日常生活の中

でのふとした疑問に答える番組だが、大人も楽しく見ることができ、ためにもなる

内容である。 

 

○  Ｅテレの「コレヤバっ」について、番組タイトルは「コレ(は)ヤバ(イ)っ」とい

う言葉から名付けられているのではないかと思う。 近では「ヤバイ」という言葉

はよい時、悪い時などどんなときでも使われているようだが、ＮＨＫは美しい日本

語を継承していく役割も担う必要があり、番組タイトルも含めて放送で使う際には

配慮してもらいたい。 

 

○  「１００分ｄｅ名著」は、２５分の４回シリーズの計１００分で有名な著書を読

み解くというインパクトのある番組である。７月は福沢諭吉の「学問のすゝめ」を

取り上げている。子どもの頃に「学問のすゝめ」を読んだ際には、その内容や福沢

諭吉の考え方は理解することが難しかったが、この番組を見た後にはあらためて本

を読んでみようと思わせてくれる内容であった。 

 

○  ７月９日(土)のＦＩＦＡ女子ワールドカップ ドイツ２０１１－準々決勝－「日

本」対「ドイツ」(ＢＳ１ 10 日(日)前 3:25～6:30)や、７月１４日(木)の－準決勝

－「日本」対「スウェーデン」(ＢＳ１ 15 日(金)前 0:00～1:50)では、試合展開や

審判の判定に視聴者が不満を持つような内容であったが、ＮＨＫのアナウンサーは

必要な言葉のみを選んで実況し、解説者と一緒になって不満を言うようなこともな

かった。サッカーに詳しくない視聴者でも、試合に集中して楽しむことができる中

継だった。 

 

○  ７月１４日(木)のＦＩＦＡ女子ワールドカップ ドイツ２０１１－準決勝－「日

本」対「スウェーデン」の中継で、日本が勝った余韻に浸っているにもかかわらず、

試合終了後すぐに「コパアメリカ２０１１～サッカー南米選手権」の話に移ってし

まったのは非常に残念だった。 

一方で、すばらしいと感じたのは、７月９日(土)の「ピタゴラスイッチ」の中で、

「アルゴリズムたいそう」になでしこジャパンの選手たちが出演していたことだ。
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なでしこジャパンがドイツ戦を前に盛り上がっている、非常によいタイミングでの

放送だったので感動してしまった。番組を制作するうえで、このような「遊び心」

を常に持っていてもらいたい。 

 

○  ６月２４日(金)から７月１日(金)に「ＢＳシネマ」では「アジア映画秀作選」と

して、韓国映画、イラン映画、中国映画、レバノン映画、モンゴルが舞台のドイツ

映画を放送していた。イランやレバノンの映画から、道路の舗装状態、子どもたち

や学校の様子などをうかがい知ることができ、アラブ圏の人々の暮らしをいかに知

らなかったかということが分かった。 

 

○  ７月５日(火) から８日(金)の４夜連続で放送した「ケネディ家の人びと」（ＢＳ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:00～7:45、7:45～8:30 ほか）は、興味を持って楽しく見ることができ

たが、史実に即していない演出もあったと思うので、史実との違いをスタジオで解

説するといった工夫があってもよかったのではないか。 

 

○  「ケネディ家の人びと」は、第１回は回想シーンが挿入されていたり、年代が行っ

たり来たりしていて、ストーリーが分かりづらかったが、第２回以降はテンポのよ

いドラマとして楽しむことができた。フィクションとノンフィクションが入り交

じっていたが、どちらなのかを視聴者にも分かりやすい演出にしてもよかったので

はないか。ケイティ・ホームズさん演じるジョン・Ｆ・ケネディの妻ジャクリーン

はイメージと合っていてよかった。 

 

○  ７月１日(金)の新日本風土記「富士山」では、世界も含めた各地にある“富士”

を紹介していた。農家の方が田んぼのあぜで津軽富士（岩木山）に向かって手を合

わせている場面は、それぞれの土地で“富士”が大切にされているということをう

かがわせるものであり、富士山は日本人の“象徴”なのだとあらためて感じた。 

 

○  ７月２日(土)の「みんなで探そう！ニッポンの里山第１部、第２部」（ＢＳﾌﾟﾚﾐ

ｱﾑ 後 5:30～6:45、7:00～8:29）は、千葉県鴨川市の棚田「大山千枚田」に出演者

が集まって、視聴者や著名人が推薦する里山を紹介したり、ゲストが里山を訪ねて

体感したりする番組だった。古くから大切にされてきた身近な自然や、そこに生き

る数多くの動植物が取り上げられていた。近年、生態系には危惧すべき変化が起き

ており、これからも自然の大切さに目を向けることができるような番組を放送して

ほしい。 

 

○  坂本龍馬を暗殺したのは京都見廻組であるという定説があるが、７月８日(金)
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のＢＳ歴史館「真相！龍馬暗殺の謎」では、会津出身の作家、星亮一さんが「明治

連合政府は、龍馬暗殺を幕府側の会津藩と京都見廻組に押しつけることで一件落着

し、政府が団結していくきっかけとした」とコメントしていた。新選組犯行説、京

都見廻組犯行説、薩摩藩黒幕説、紀州藩黒幕説など、さまざまな説から龍馬暗殺に

迫っており、興味深く見ることができた。 

 

○  「トンイ」は、貧しい身分の出身の女性が王妃となり、いろいろな権力闘争に巻

き込まれながらも活躍していくという、ストーリーを知っていても毎回ワクワクし

ながら楽しみに見ている。 

 

○  ７月２０日(水)からは「夏休み子ども科学電話相談」（ﾗｼﾞｵ第 1 前 8:33～11:50）

の放送が始まる。なかなか人に聞くことができないような素朴な疑問を、子どもが

質問し、スタジオの先生が答えてくれる、とてもためになる番組である。 

  ＮＨＫの番組に接しているのは総じて年齢層の高い方が多く、特にラジオは小中

学生を中心とした子どもが親しむことができる番組が少ないと感じている。休日や

学校の休み時間などには、子どもに楽しんで聞いてもらえる「夏休み子ども科学電

話相談」のような番組を今後も放送してほしい。 

 

○  綾小路きみまろさんが出演し、ＮＨＫオンデマンドを周知するＰＲ番組を放送し

ているが、内容がやや軟らかすぎるように感じた。ＮＨＫオンデマンドが親しみや

すいものであるということをＰＲする演出なのだろうが、著名人を起用してにぎや

かに告知するだけでなく、ＮＨＫアナウンサーがじっくりとそのよさを伝える演出

も、告知したい対象の本質がしっかり伝わるので大切にしてほしい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年６月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１７日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、９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

び関東甲信越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、連続テレビ小説「おひさま」について説明があり、収録スタジオの見学を行っ

た後、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      金子  仁（新潟交通（株）代表取締役社長） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      玉木 正之（スポーツ＆音楽ライター） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜連続テレビ小説「おひさま」について＞ 

 

○  今日の収録はとても大切なシーンだったと思うが、ヒロインの井上真央さんと夫

役の高良健吾さんの迫真の演技は見事だった。高校生の娘は、まっすぐな純情な

シーンになると、「恥ずかしくて見ていられない」などと言いながら見ている。あ

らゆる世代に受け入れられているのではないかと思う。 

 

○  見学した収録シーンは約１５分にわたるものだったが、複数のカメラで撮影した

映像を組み合わせる“カット割り”を、モニターで見ていると、短いところで３秒

ほど、長くても１２、１３秒ごとにカットが切り替わっていた。こうした工夫をこ
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らした演出のおかげで、楽しく見られるのだと分かった。迫真の演技に、プロフェッ

ショナルのすごさを感じた。 

  長野県の観光の分野での「おひさま」効果を実感している。震災の発生以降、観

光客がほとんど来なくなり、厳しい状態が続いていたが、ようやくここへ来て少し

ずつ回復してきた。観光客にどこから来たのかと尋ねると、安曇野へ行ってきたと

答える人が増えてきた。 

  オープニングは、音楽がすてきで、映像の押し花も美しく、好感が持てる。番組

の 後に長野県の美しい風景が写真で紹介されるのも、県民としてとてもうれしい。 

  番組では、戦時の厳しい状況下での子どもや親の思い、教師の思いなどがうまく

表現されており、涙を誘われることが多い。教育の大切さについても考えさせられ

ることが多い。 

 

○  ４台のカメラを駆使したぜいたくな撮り方だ。これだけ力を入れて制作している

からこそ、多くの人に愛されるドラマになっているのだと思う。 

 

○  約１５分にも及ぶシーンを演じきる２人の俳優の力量はすごいと感じた。また、

寺脇康文さんが演じるヒロインの父親には、好感が持てる。 

 

○  番組は、朝にふさわしい、さわやかな印象だ。 

 

○  わずか１５分間のドラマだが、涙を誘うシーンも多く、番組が終わるときには翌

日の放送が気になってしまう。 

 

○  ドラマで描かれる時代は私が育った時代に近く、懐かしい。このドラマは「二十

四の瞳」をほうふつとさせる。 

 

○  この番組を見ているのは主に６０代・７０代ではないかと推察するが、その世代

が生きてきた時代と物語がちょうど重なるのではないだろうか。ドラマの中には、

そば粉が手に入らないことなど統制経済の様子も織り込まれていて、歴史の勉強に

もなり、奥が深い。 

 

○  東日本大震災の被災地でも大変よく見られていると聞く。戦争に敗れ、多くのも

のを失いながらも、明るくあたたかく生きるヒロインの物語は、震災後の現代にも

元気を与えてくれているのではないか。また、高良健吾さんは、誠実な昭和のよき

男性像を好演している。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  日曜朝の「小さな旅」と「サキどり↑」を欠かさず見ている。「小さな旅」の５

月２２日(日)以降４週のテーマは、「花の里 ほのぼのと～群馬県中之条町～」

（22 日）、「本においでよ～東京 神保町～」（29 日）、「春待つ山河～新潟県 上

越地方～」（6 月 5 日）、「わたしもイレブン～静岡市清水区～」（12 日）と、自然の

風景と町の人々の暮らしの話題が交互に放送され、視聴者を飽きさせない工夫をし

ていると感じた。テーマ音楽もよく、番組の 後を飾るアナウンサーの語りもすて

きだ。「花の里 ほのぼのと～群馬県中之条町～」での「花の里 心豊かな暮らしが

ありました」など、手紙に書いてみたい、残しておきたいと思わせることばがよく

出てくる。映像とともに耳から入ってくることばが文学的で格調が高い。 

  「小さな旅」に続いて放送される「サキどり↑」も、おもしろい。５月２２日(日)

の「サキどり↑調査隊」のコーナーでは、愛知県豊橋市のスーパーが、価格も安く

はなく、品ぞろえもそれほどよくはないのに、繁盛している秘密に迫るという内容

だった。客と店員が顔なじみであることや、地元の商品を中心に取り扱っていて旬

の食材をそろえていることなど、地域の商店が大型スーパーに対抗していくための

知恵が紹介されており、感心した。５月２９日(日)の「水の備え 大丈夫ですか？」

は、雨水や井戸水利用の話題だった。東京都墨田区では、洪水対策として、区民の

雨水タンク設置に助成金を出しており、区民が雨水を生活に生かしていると伝えて

いた。また、茨城県・茨城町の総合病院が、地下水プラントを導入していたため、

震災の停電の際にそれを使って難を逃れたことも紹介していた。番組は、飲み水は

厚生労働省、農業用水は農林水産省、工業用水は経済産業省、下水処理関係は国土

交通省、全体を見るのが環境省と、水に関する所管官庁がばらばらで、ここに政策

がスピーディーに実施できない問題があると指摘していて、説得力があった。ぜひ

改善してもらいたいと思った。６月５日(日)の「主婦たちの“売れる商品”作り」

は、主婦たちが消費者モニターとして、ヒット商品づくりに一役買っているという

話題だった。６月１２日(日)の「みんなで森をげんきにしよう！」は、外国の安い

材木が輸入されて日本の林業がふるわないなか、若い人たちが日本の材木を使って、

製品化までを直接手がける取り組みが紹介された。「サキどり↑」は、ライフスタ

イルを変えるための参考になる話題をコンパクトに取り上げている。 

 

○  ５月２７日(金)の首都圏スペシャル「“原発からの避難”追跡７５日」（総合 後

7:30～8:43 関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸ）は、東京電力福島第一原子力発電所の事故発生から

少し時間がたち、疲労感や先が見えないことへの不安が出てくる時期に、さまざま

な立場の避難者の生活が取材されていて、よい企画だった。福島県南相馬市から群
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馬県・草津町に避難していた家族の、仕事のために父親が福島に戻ったことで、避

難先の子どもが精神的に不安定になったケースなどが取り上げられていた。また家

族で一緒に暮らしたいと、原発から３０キロ圏外に新しい住居を探すものの、多く

の人が順番待ちをしている状況だということも伝えられていた。避難者の「戻れな

いなら『戻れない』と発表してほしい」、「前向きになるためには、普通の生活をす

るしかない」ということばが、切実に響いてきた。 

 

○  ５月２８日(土)の「土曜マルシェ」でのオクラの特集で、豚肉の代わりにオクラ

とチーズとタマネギで作るヘルシーなギョーザが紹介されていた。その日の晩に早

速作ってみたが、とてもおいしくできた。 

 

○  ６月３日(金)の特報首都圏「世界に挑む“埼玉県職員”～マラソン日本代表・川

内優輝～」は、東京マラソンで日本人トップになり世界選手権の日本代表に内定し

た川内さんを取り上げていた。アマチュアの立場で競技を続け、楽しく走る練習を

続けて結果を出したことがよく取材されていた。ＮＨＫのスタッフは東京マラソン

の前から取材を続けていたそうだが、その着眼点がすばらしい。 

 

○  働く人々の昼食を取り上げる「サラメシ」は、地域や職業によって、昼食にそれ

ぞれ特徴があることを教えてくれる。パイロットは短時間で食べられるお弁当を食

べ、レーシングドライバーは厳しい体重管理が求められるためにたくさん食べなけ

ればならないことなど、食事のしかたがそれぞれに異なっていて興味深い。人々の

昼食をとおして、そこに根づく文化まで再発見できる番組だ。 

 

○  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、事故対応の初動５日間に起こったこと

を、政府関係者、東電、現場作業員、研究者など 200 人以上への取材と、内部文書

の分析などにより、緻密に検証していた。特に、小森明生東電常務の率直な証言が

印象深かった。本来ならばただちに宣言されるはずの原子力緊急事態宣言が、党首

会談のために遅れたこと、電源車の確保に必死になるあまりに電気系統が壊れてい

ることに思いが至らなかったこと、格納容器の圧力を下げるベントのマニュアルに

電源が失われた場合の想定が盛り込まれていなかったこと、格納容器は窒素で満た

されているため水素爆発は起こらないと思い込んでいたことなど、知らなかったこ

とがいくつも分かり、驚かされた。放射性物質の飛散シミュレーションが国民に伝

えられなかったため、危険な地域を通って避難してしまった住民がいたことも伝え

られていたが、災害時のラジオの有効性が再認識されたいま、ＮＨＫは、避難指示

など身を守るための情報がラジオで得られるということを、人々の間に定着させて
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いってほしい。 

 

○  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」

で使用した、福島中央テレビから借りた爆発の瞬間の映像は、まさに真に迫る映像

だった。テレビは映像によって信ぴょう性をもたらすメディアだと思うので、他社

から借りてでもこの映像を使った判断はよかった。番組では、政府や東電などの対

応が、時系列でよくまとめられていた。原発は先端技術で管理されていると思って

いたが、電源が失われると電源車の確保のみに奔走したり、手動でのベントの方法

が用意されていなかったことなどを知って、その信頼が崩れ、おそろしく感じた。 

 

○  ６月８日(水)深夜の「ＭＪ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 少女時代 スペシャル」（総合 

9 日(木)後 0:15～0:59）で、娘の世代に人気のあるグループ・少女時代を初めて知っ

た。“Ｋ－ＰＯＰ”ということばが韓国のポピュラー音楽を表すということも、こ

の番組で学んだ。 

 

○  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）に枝野幸男官房長官が出演

していたが、抽象的な発言に終始したという印象があった。たとえば仮設住宅の整

備時期など、さらに突っ込んで質問してもらいたかった。 

  ここのところ、防災に関する議論の際に、今回の地震の規模や津波の高さを基準

にするというような話をしているケースがあるが、千年に一度とも言われる今回の

震災に、考えがあまりに引き寄せられてしまうと、備えに巨額の経費と時間が必要

となって身動きがとれなくなるのではないかと心配になる。災害があった場合にい

かに早く逃げるのか、どうしたら安全を確保できるのかなど、ソフト面の整備には

今でもできることがあり、すぐに取りかかるべきだが、ハード面にまで万全を求め

るのは現実的ではないと感じる。 

 

○  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～」、第２部「“製造業王国”東北は立ち直れるか」（総合 後 9:00～10:13）

などをはじめ、被災地の現状などを伝える報道は、ＮＨＫや民放を問わず、たくさん

行われている。しかし、今後は、現状を脱出するためのアイデアが出るような番組

も制作してほしい。私が暮らす町は、観光が主な産業だが、いまだに観光客が来ず、

大変苦しく先が見えない。どうすればこの窮状を脱することができるのか。行動を

起こそうと思える切り口の番組がほしい。 

 

○  ６月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「あなたの寿命は延ばせる～発見！長寿遺伝
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子～」を興味深く見た。進行役に萩本欽一さんを起用し、コンピューターグラフィッ

クスも使った、わかりやすい演出であった。また、寿命を延ばす遺伝子の正体を後

半まで明かさずに視聴者の興味を 後まで引っ張る、うまい構成であった。カロ

リーを制限すればだれでも遺伝子が働き始めるという期待感と、それを続けないと

効果が出ないという難しさ、さらに、カロリーを制限しなくてもサーチュイン遺伝

子を働かせることができる錠剤の開発が進んでいることまで紹介されていて、今後

どうなっていくか期待が持てる内容だった。 

 

○  ６月１３日(月)の「首都圏ネットワーク」などで、震災で大きな被害を受けたイ

チゴの産地、宮城県・亘理町が、栽培を再開するために、栃木県からイチゴの苗の

提供を受けたという話題が伝えられた。被災地への支援で大切になってくるのは、

被災地の人たちが自力で経済活動を行っていくことへの手助けだと思うので、その

具体的な例として、苗の供給が紹介されたのはよかった。 

  「ＮＨＫニュース おはよう日本」のセットがリニューアルされたが、すっきり

としてきれいだ。 

 

○  近、「あさイチ」を見ることが多いが、ワイドショー番組にありがちな事件・事

故や芸能人の話題などに比べて、役立つ情報が多い。６月１５日(水)は「驚きの“昼

寝マジック！”」で、効果的な昼寝の方法などを紹介していた。ひざを伸ばして、背

中を６０度以上傾けないで１５分昼寝をすると疲れがよくとれることや、コーヒーや

濃いお茶を飲んでから昼寝をすると、カフェインが３０分後に効いて目覚めがよいと

いうことなど、実際の生活に取り入れてみたいと思わせる内容であった。また、６月

１６日(木)の「続発！原因不明の食中毒」では、２年足らずの間に 198 件発生した原

因不明の食中毒の原因を探ったところ、ヒラメの寄生虫が１つの原因であることが分

かってきたと報道していた。身近な問題を取り上げていて、大変役に立つ。 

 

○  民放の番組の、たとえば政治に関するニュースなどで、司会者やキャスターが、

国会議員定数を半分にするべきだとか、政党は政党助成金を返上して被災地に送る

べきだなどと、自由に発言しているところを目にすることがある。ＮＨＫの番組で

も、キャスターがそのような発言をしてはいけないのだろうか、公共放送とはいえ、

遠慮せず、視聴者の目線で意見を述べてもらっていいのではないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  遠慮しているということはない。たとえば取材経験を積ん

だ者がキャスターを務める場合など、個人の意見を言っても

構わないと考えている。「ニュースウオッチ９」の大越健介
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キャスターも、政治記者や海外特派員としての経験に基づい

て、意見を述べている。 

 

○  よく聞いていると、えん曲的に批判したり意見を述べたりしていると分かるとき

はあるが、生活者としては、やはり言うべきときには、はっきり言ってほしいと感

じることがある。 

 

○  日本人は熱しやすく冷めやすい。震災関連の報道が毎日続くと心理的に冷え切っ

てしまい、何も買わず、旅行もしないので、経済が回らなくなる。震災や原発に関

する重要な情報は報道しなくてはならないが、その報道がもたらす反作用について

も考慮するようにしてほしい。 

  震災ではすべての業界が影響を受けただろうが、特に地方の観光業界が受けたダ

メージは相当なものだ。一方、首都圏では、電力の供給不足で夏の暑さ対策が大き

な課題になっている。たとえば、首都圏の人たちを地方の観光地に誘い、節電対策

と観光業の復活の両方に資するような方策を提案していってほしい。 

  千年に一度と言われるほどの今回の災害に備えて、ハードを完璧に整備しようと

すると、膨大な経費と時間が必要で、現実的ではないと思う。現実に即して大事な

のは、東海地震などすぐに発生するかもしれない次の大災害にどう備えるかという

ことではないか。いま再び災害が起こったら、私たちは何をすべきなのか。大がか

りなハードを必要としない防災・減災対策のマニュアルづくりなどを、放送を通じ

て呼びかけていってほしい。 

 

○  ２人の委員から、防災・減災におけるハードとソフトについて発言があったが、

６月１１日(土)の週刊 ニュース深読み「津波からどう逃げる？１００年後にも伝

えたい防災意識」では、ソフトとしての防災教育の重要性をうまく伝えていた。岩

手県釜石市の釜石小学校で全校児童 184 人が助かったのは、防災教育が行き届いて

いたからだということだった。津波に際しての「想定にとらわれるな」、「 善を尽

くせ」、「率先避難者たれ」という避難３原則が紹介されていた。番組で紹介された

家族は、ふだんから「それぞれがいち早く逃げる」と約束していたために、親子が

ばらばらに避難し、結果として全員が助かったそうだ。こうしたソフトの部分の大

切さを、これからも放送で伝えてもらいたい。 

 

○  「江～姫たちの戦国～」は、浅井３姉妹それぞれの心理描写がおもしろい。また、

豊臣秀吉はこれまでの大河ドラマなどとは異なる描き方をされている。少し軽く、劇

画調の扱いをしているが、それはそれでおもしろい。 
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○  かつては代理出産など考えられなかったが、ドラマ１０「マドンナ・ヴェルデ」

で描かれたように、現在は不可能ではなくなった。ドラマでは、技術の進歩によっ

て新たな問題が生じることがよく描かれていた。時を同じくして、高齢出産を描く

ＴＢＳ系列のドラマ「生まれる。」も放送された。少子高齢化の時代で、出産を扱っ

た２つのドラマが放送されたことは大切なことではないか。「マドンナ・ヴェルデ」

は、続編も期待したくなる内容だった。 

 

○  ５月３１日(火)からスタートしたドラマ１０「下流の宴」は、おばあさんの世代、

親の年代、若い２０代という異なる世代間の価値観の隔たりや心のぶつかり合いが

描かれているが、嫌みはなく、主演の黒木瞳さんをはじめ俳優たちがそれぞれ上手

に演じていて楽しく見られる。 

 

○  ドラマ１０「下流の宴」は、主人公の家庭で、異なる世代のそれぞれの価値観が

ぶつかりあうが、私の家庭も同じように３世代が暮らしていて、身近に感じている。

家族が小さくなった現代に、興味深くて楽しく、考えさせられるドラマだ。 

 

○  ５月２２日(日)の日曜美術館「安宅英一 狂気と礼節のコレクター」に感銘を受

けた。安宅さんにまつわるエピソードには、ＮＨＫのドラマ「ザ・商社」のモデル

になったり、１つの作品の収集に２０年もかけたりしたことなど、信じられないよ

うなものが多かった。安宅さんのもとで美術品の収集にあたった伊藤郁太郎さんの

話も、興味をそそられるものだった。また、美術品を撮影したカメラワークもすば

らしかった。中国・元の時代の「青花 蓮池魚藻文 壺」に描かれた魚の、飛び出し

てくるような力強さをとらえていたし、李朝の白磁「青花 草花文 面取瓶」に線で

描かれた花などもうまく撮影されていた。南宋時代の「油滴天目 茶碗（わん）」は、

まるで宇宙を見るような、宝石箱の中にいる錯覚さえ覚えた。紹介された美術品に

私も魅せられ、“魔性”ということばがぴったりに感じた。 

 

○  ６月１４日(火)の直伝 和の極意 あっぱれ！江戸のテクノロジー 第２回「田中

久重（２）万年時計の極意」を見ていて、改めて、当時の日本人の技術の高さに感動

した。日本が誇るすばらしい職人技が失われないよう、これからも取り上げていって

ほしい。 

 

○  ６月４日(土)のＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン「礼儀」で、

外国の若者たちが日本のおかしいところを指摘するスタジオトークのなかで、イタ

リア人男性が「イタリアでは、スパゲッティを取り分けて食べることは絶対にない」

と話していたが、私はイタリアで現地の人たちが取り分ける姿を何度も目にしてい
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る。各国の文化を題材にする番組には、しっかりとした知識を持った人が出演する

ことが必要なのではないか。 

 

○  ６月１２日(日)の「長友佑都 イタリアを駆ける～セリエＡ２０１０－１１ 激

闘の記録～」（ＢＳ１ 後 7:00～7:50）はすばらしいドキュメンタリーだった。長

友選手の向上心を常に持ち努力を怠らない姿勢、人の懐に積極的に飛び込みチーム

に溶け込むキャラクターも手伝ったとは思うが、ドキュメンタリーとしても上質の

ものだった。また、指揮者の佐渡裕さんがベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を

指揮するまでに密着した、６月１１日(土)のハイビジョン特集「情熱のタクト～指

揮者・佐渡裕 ベルリンフィルへの挑戦～」もすばらしかった。２つの番組は、と

もに、取材対象者の個性の良さだけに終わらせない、番組づくりのよさが感じられ

た。 

  佐渡さんが指揮したベルリン・フィルを実際に聞いたが、ＮＨＫが収録・放送し

た初日の演奏よりも、２日目、３日目がとてもよかったので、残念に思う。 

 

○  「にっぽん縦断 こころ旅」は、俳優・火野正平さんの人間性をうまく引き出して

いる。小型カメラも駆使していて、大変おもしろい。 

 

○  ４月１３日(水)のたけしアート☆ビート「セビアン・グローバー」では、タップ・

ダンサーのセビアン・グローバーさんが、歴史的な名ダンサーたちのタップの特徴

を、巧みにわかりやすく表現していた。６月８日(水)のたけしアート☆ビート「辻

井伸行」では、辻井さんが、ビートたけしさんがでたらめに弾いたピアノに見事に

音楽を続けてみせたり、「心の目で見た」という景色への感動をもとに作られたオ

リジナル曲を披露したりする姿を紹介していた。ショパンやドビュッシーを演奏す

る辻井さんとは異なる姿が見られ、面白かった。６月１５日(水)のたけしアート☆

ビート「荒木経惟」は、荒木経惟さんの写真と小津安二郎さんの映画に共通性を見

いだすという意外な視点が興味深かった。この番組のよさは、たけしさんとの出会

いに興奮したアーティストたちが、その勢いで、たけしさん以外の人が頼んでも応

じてもらえないのではないかというような演奏・演技を見せたり、意外な一面を見

せたりするところにあると思う。ただ一方で、たけしさんがやや前に出すぎている

印象も否めない。 

 

○  「たけしアート☆ビート」はとてもおもしろい。「辻井伸行」での、辻井さんの

「津軽海峡冬景色」の弾き語りなどは録画して残しておきたいほどだ。この番組は、

たけしさんという強い個性があるからこそ成り立っているものだが、一方でそのこ

とが１つの課題でもある。たけしさんがいなくてもアーティストの素顔が引き出せ
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ればよいが、現段階では、たけしさんという個性にもたれている印象を受ける。 

 

○  「額縁をくぐって物語の中へ」はとてもおもしろい。「源氏物語絵巻」や「鳥獣

人物戯画」を題材に、案内人が絵の中に入り込み、絵に描かれている人や動物と会

話を交わしながら番組は進むが、案内人が光源氏に突っ込んだ質問を投げかけるな

ど、痛快で娯楽性があってよい。しかし、朝の放送なので、ゆっくり見ていられな

いのが残念だ。ぜひ夜にじっくり見たい。 

 

○  偶然に「額縁をくぐって物語の中へ」を見たが、大変楽しい番組だった。忙しい

朝に見る番組ではないと思うので、ぜひ夜間にゆっくり楽しみたい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年５月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、首都圏スペシャル「電気が足りない！～暮らし どう変える？～」

について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      明石 要一（千葉大学教育学部教授） 

   副委員長  清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜首都圏スペシャル「電気が足りない！～暮らし どう変える？～」 

（総合 ４月２２日(金) 後 8:00～8:43 関東地方）について＞ 

 

○  ３月に計画停電があり、夏場に向けて電力使用量の削減が求められるなか、タイ

ムリーな企画だった。 

  番組では、東京大学生産技術研究所の准教授・岩船由美子さんが、埼玉県の団地

のお年寄りの独り暮らし、お年寄りの夫婦２人暮らし、幼い子どもがいる家庭の電

力使用状況を調べ、テレビの輝度や冷蔵庫の温度の調節など、それぞれのライフス

タイルに合わせた節電の実例を紹介していて、参考になった。 

  兵庫県豊岡市の小・中学校の、節電への取り組みはすばらしかった。学校ぐるみ

の節電で節約できた経費の半分が各学校に支払われ、本などを自由に買うことがで

きる仕組みは、子どものためにも保護者のためにも、地域のためにもなるので、全

国に広げてほしい。 
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○  とてもタイムリーな企画だった。東京では駅の改札口などが真っ暗だが、往来す

る人々は特に問題ない様子だ。むしろ今までが明るすぎて、電気を必要以上に消費

していたという感じがした。震災を機に、電力使用を見直すことになったと思う。 

  番組は、寒くない時期には暖房便座のスイッチを切ったり、加湿器を省エネモー

ドで使うなど、簡単にできる節電方法に気付かせてくれた。こうした内容の放送は、

これからも行ってほしい。 

  兵庫県豊岡市の小・中学校で行われている節電への取り組みの紹介で、節約した

お金で本を購入した小学校の児童が、インタビューに「よいことをして、よいこと

が返ってくるのがよい」と答えていた。とてもよいことばだった。 

  多くの人が、震災を機に、電気がないと日常生活が立ちゆかないと感じただろう

と思う。どのように節電に取り組むのか、いかにエネルギー源を確保していくのか

という、私たちに課せられた課題に対し、ぜひ問題提起を続けてほしい。 

 

○  ３月の計画停電では、町がこんなに真っ暗になってしまうのだと実感した。駅か

ら自宅まで月の明かりで帰るという経験もしたので、この番組は大変興味深かった。 

  工場やオフィス、家庭など、それぞれの立場で、どのように節電に取り組めばよ

いのか、わかりやすく説明していた。家庭での節電については、異なる３パターン

の家庭の、ライフスタイルに合わせた無理のない節電方法を教えてくれた。節電に

熱心な人のなかには、エアコンの使用を止めて体調を崩した人もたくさんいたので

はないかと思う。番組では、エアコンを使いながらも節電できる方法があるという

ことを的確に紹介していて、よかった。 

  出演者については、エネルギー問題の専門家である岩船さんと、家電に詳しい俳

優・細川茂樹さんのバランスもよく、進行もスムーズだった。 

  静岡県伊豆市の土肥温泉の旅館が客へのサービスを落とさないように配慮しな

がらさまざまな工夫で節電に取り組む様子から、経営者の苦心がよく伝わってきた。

旅館や飲食店などサービス業の現場では、苦労が多いと思う。 

 

○  節電の重要性とあわせて、電力不足が企業に強いる大きな負担についても、生産

性の低下や、夜間の操業は人件費が高くなることなどデメリットも紹介していて、

節電を考えていくうえで重要な問題を提起していた。 

  また、去年、猛暑日の日数が過去最高を記録した埼玉県深谷市が、小・中学校へ

のエアコン設置を決めたものの、今年の夏に自由に使えるかどうかわからない状況

にあることも紹介していたが、猛暑対策と節電の両立の難しさを感じさせる内容で

あった。 

  一般の人たちが節電方法を考えていくために、家電の電力消費量を紹介したこと
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はよかった。家庭では、小さなことから始めればよいと思う。テレビの輝度を下げ

ることで消費電力が減らせることを紹介していたが、お年寄りが自分でも設定でき

るように、もう少しゆっくり丁寧に説明すると、さらに効果的だったと思う。 

  節電については、みんなが一緒になって考え、取り組んでいかなければならない。

グリーンカーテンの作り方なども紹介するとよいと思う。 

 

○  タイムリーな企画であり、取り組みやすい節電方法を紹介していた。しかし、役

所や病院など不特定多数の人が訪れる公共施設が過度の節電をすると、安全上や衛

生上の問題が発生するのではとの不安も感じる。業務の効率化を図り、時間外勤務

を抑えることで節電するほうがよいという考え方もあって当然で、節約すべき電力

と使うべき電力について、市民一人一人が適正に判断していくことが重要になる。

そうした点についても言及してほしかった。 

  テレビの輝度を下げることに関連して、細川さんが「輝度を下げるとパネルが長

持ちするそうだ」と、有用なコメントをしていた。また、「冷凍庫はものを詰めた

ほうがいい。冷蔵庫はものを詰めすぎないで、カーテンをつけると冷気が逃げにく

い」とも話していた。せっかくのよいコメントだったので、進行役のアナウンサー

にもう少し掘り下げてもらいたかった。 

  インターネットを通して節電を競い合う“節電ゲーム”は、極端で、毎日は続か

ない方法だと感じた。子どもに関心を持たせる意味ではよいと思うが、気軽に取り

組める内容ではないのではないか。 

 

○  工場やオフィスの、さまざまな取り組みを紹介していたことはよかった。ただし、

工場ではすでに二酸化炭素の排出量削減に向けた取り組みを進めているので、あま

り余力はないと感じる。企業の節電には限界があり、生産力が低下して減産などの

問題が発生することもきちんと紹介されていた。 

  いちばん評価できるのは、東京電力管内の約 2,000 万世帯が５０ワットずつ節電

をすると、合計で 100 万キロワットになり、発電所１基分に相当するという紹介だ。

各家庭で取り組むことで、大きな効果が得られることが実感できた。家庭でできる

節電の具体的な方法もわかりやすく、改めて身近な節電の大切さに気付かされた。

各家庭での取り組みを喚起する意味で、大きな役割を果たした番組だった。 

  電力不足の一方で、夏の猛暑対策が心配になる。その点について、去年猛暑を記

録した埼玉県深谷市の教育委員会を例に挙げ、電力不足でエアコンが自由に使える

かどうかわからないということも紹介もされており、バランスが取れていたと感じ

る。 

  二宮尊徳の教えに、“積小為大”という言葉がある。どんなことも小さなことの

積み重ねである、小さなことをおろそかにすると大きなことはできない、小さなこ
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とでも積み重ねれば大きな仕事をなしえるという、この教えのとおりの思いで、節

電に取り組むべきだと改めて思った。 

  たとえば、ＮＨＫの放送で、画面の隅に電力使用量をリアルタイムに表示するこ

とができたら、節電に対する市民の参加意識が高まるのではないか。 

  ５月１５日(日)夜以降のニュースで、東京電力の解析で、地震の１６時間後に福

島第一原子力発電所１号機でメルトダウンが起きていたことがわかったと報道さ

れた。この事実がわかるのに２か月もの時間を要したことを考えると、東電の発表

をそのまま信じてよいのか不安を覚えた。本当のところ電力はどれだけ不足するの

か、検証してほしいと思った。 

 

○  震災の前、パリに出張していた。空港は明るかったが、地下鉄や官庁舎は暗いと

感じた。電気の使用にメリハリが感じられた。日本でも節電が広がっているが、た

とえば役所や病院などは不特定多数の人が出入りするので、あまりに電気を落とし

てしまうべきではないと感じる。番組では、節約すべき電力と必要な電力を判断す

る重要性についてもふれてほしかった。 

  番組は、目に見えない電力使用量を具体的な事例や数字で示していて、わかりや

すかった。 

  こうした内容の番組は説教臭くなりがちだが、今回はわかりやすく取りつきやす

い演出で、大変よかった。こういうトーンでの放送を続けてほしい。 

 

○  家庭でできる節電方法の知恵をたくさんもらった。それぞれの節電方法でどれく

らい節約できるのか金額に換算できると、節電に取り組む意欲がさらに高まるので

はないか。節電に向けた強い意思と継続が大切だと思った。 

 

○  京浜工業地帯の工場、埼玉県深谷市の教育委員会、東京のオフィスビル、静岡県

伊豆市の観光旅館など、さまざまな業界を取り上げ、停電の影響や、節電対策が業

種に応じて工夫されていることがよくわかった。去年、電力需要が最も高かった７

月２３日(金)を例に、今夏の不足する電力量の予測、電力使用に占める工場やオ

フィス、家庭ごとの内訳が紹介され、勉強になった。 

  家庭での節電方法についても、埼玉県の団地の３世帯を例に、テレビの輝度下げ

や加湿器の省エネモード利用など具体的な効果を数値で示したことはわかりやす

かった。東電管内の約 2,000 万世帯が少しずつ節電すれば大きな効果が得られ、工

場やオフィスとあわせた節電で、電力不足は解消できるのではないかと思った。 

  兵庫県豊岡市の小・中学校の節電の取り組みには感心したが、“節電ゲーム”に

ついては少し違和感を覚えた。 

  ゲストの岩船さんと細川さんは、それぞれの役割分担が明確で、わかりやすかっ
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た。 

  震災から１か月後の放送で、タイムリーな企画だった。夏に向けて日本全体で節

電に取り組む環境づくりが大切で、ＮＨＫは先頭に立ってキャンペーンを行ってほ

しい。 

 

○  番組では、不必要な電力使用を控えることと、必要な電力使用を我慢することが、

区別なく語られているようにも思えた。不必要な電力使用を控えることは重要なこ

とで、電力不足とは関係なく推奨すべきものだ。一方で、これまでの電力使用のあ

り方も検証されるべきだ。たとえば、駅の通路や会社の廊下が暗くなったが、これ

までが必要以上に明るかったのではないか。こうした点についても、もっと検討し

てほしかった。 

  消費者を信頼して、電力使用量を常に示せば、もっと簡単に節電に取り組めるの

ではないか。世界的に見ても高い電気料金体系や電力会社の企業体質も、同時に問

題にするべきだろう。原発はコストが安いといわれるが、電力会社の広告宣伝費や、

地域振興のための国の予算、事故処理の経費をあわせて考えると、そうは思えない

点がある。節電の問題だけではなく、消費者・需要サイドの問題は、常に供給サイ

ドの問題と並立して語られるべきではないか。 

  単なる節電奨励にとどまるのではなく、関連したさまざまな問題をあわせて考え

る必要があると感じている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」では、主人公の言葉遣いや所作が軽すぎる印

象を受ける。大河ドラマには、品格や格式、一つ一つの言葉に重みを求めたい。 

  一方、連続テレビ小説「おひさま」は、言葉遣いがとてもよい。日本の言葉のや

さしさや美しさが、よく表されている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ドラマは、作品ごとにコンセプトを考えて、演出の味付け

を変えており、「江」は現在の演出がふさわしいと考えて制作

している。しかし、品格が感じられないという意見について

は、しっかりと受け止めたい。 

  「おひさま」は戦前から戦後にかけての物語であるので、

当時の雰囲気を再現するような演出をしている。 
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○  「江」のあまりにくだけた言葉遣いや、豊臣秀吉が軽く描かれる演出には違和感

を覚える。一方、あまり知られていなかった江の波乱万丈の人生について教えてく

れたドラマでもあり、後半に期待したい。 

  連続テレビ小説「おひさま」は丁寧な言葉遣いなどがよい。一方で、作中の旧師

範学校の生徒はみんな女学校から上がってきた者ばかりだという点が気になる。女

学校と旧制中学校の卒業生ばかりではなく、むしろ尋常小学校の卒業生が教師にな

るケースのほうが多い。当時は女性が仕事を持つことは大変だったということを表

す意味でも、どこかでふれるとよいのではないか。 

 

○ 連続テレビ小説「おひさま」は、現代のシーンでの騒々しい演技が、しっとりと

した昭和の雰囲気を壊しているように思えて違和感を覚える。 

 

○  ４月２５日(月)の「ＮＨＫニュース７」で、田中好子さんの告別式の様子が伝え

られた。生前に録音された本人のメッセージが告別式で流され、放送でもほとんど

すべての部分を伝えていた。大変重いものがあった。 

 

○  震災に関連して、４月２９日(金)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、福島

第一原発で復旧作業にあたる作業員たちを取り上げていた。下請け企業が約 400 社

あり約 900 人もの人が働いているということを知り、懸命に働いている作業員のこ

とを思うと胸が痛んだ。いつか作業員の心情も伝えてほしい。 

  ５月１６日(月)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、原発がある福井県に隣

接する滋賀県の嘉田由紀子知事が緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステ

ム（ＳＰＥＥＤＩ）の配備を求めたと伝えていた。ＳＰＥＥＤＩの配備が原発から

半径１０キロ圏内の道府県に限られていることや、滋賀県の福井県との県境は、原

発から１３キロしか離れていないことなど、知らないことが多いことに気付かされ

た。 

  ５月１３日(金)の「ニュースウオッチ９」で、日本と同様、火山の多いニュージー

ランドが地熱発電で電力の１０％以上をまかなっていることを伝えていた。発電施

設を造ったのは日本企業だということも併せて紹介されていた。その企業の世界

シェアはトップなのだそうだ。日本が世界的な技術を持ち、地熱資源も豊富である

にもかかわらず、地熱発電が進まないことに対して、調査・掘削・建設にかかる巨

額のコストや、資源の多くが国立公園内にあることなどの課題が挙げられていた。

原発事故のリスクを考えると、多少コストがかかっても再生可能なエネルギー開発

を進めていかなければならないと感じた。 
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○  ５月２日(月)の鶴瓶の家族に乾杯 大河ドラマ「江」スペシャル「水川あさみ 福

井県福井市」（総合 後 7:30～8:43.30）で、笑福亭鶴瓶さんと水川さんが福井のろ

うそく店を訪れ、製作現場を見せてほしいと頼んだが、断られてしまうシーンには

驚いた。ぶっつけ本番の旅ということが実感できて、新鮮に感じられた。 

 

○  震災からちょうど２か月にあたる５月１１日(水)深夜に、ＮＨＫスペシャル「巨

大津波 “いのち”をどう守るのか」（本放送 5 月 7 日(土)総合 後 9:00～10:13）

の再放送を見たが、すばらしい内容であった。初めに津波の猛烈さを物語る映像が

あり、次に、その映像に米粒のほどの大きさで映っていた人を探し当てて、いかに

して九死に一生を得たのかを本人の言葉で伝えていた。「100回の津波警報のうち、

９９回津波が来なくても、１回来るなら毎回逃げる」と話している人がいたが、津

波の映像を見た後の、その言葉には大変な説得力が感じられた。本人を探し当てる

ことには大変な苦労があっただろうし、被害にあった人たちも当時のことを思い出

すのはつらかったと思うが、今後の教訓とするため、インタビューに応じたのだろ

う。取材対象にそう思ってもらえる取材をした制作者に敬意を表したい。この番組

からは、たくさんの教訓が得られた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「巨大津波“いのち”をどう守るか」は大変すばらしく、ＮＨ

Ｋの現場主義ともいえるものが多分に感じられた。津波をとらえた映像の数々を見

て、その恐ろしさを改めて感じた。映像に米粒ほどの大きさで映っていた、津波に

襲われながらも何とか生き残った人を探し当てて取材していたことに、努力を惜し

まない姿勢を感じた。危機一髪助かった人たちの証言は、本人たちにとって大変な

負担だったと思うが、その分視聴者に強く訴える力を持っていた。 

 

○  写楽について、５月１２日(木)の知られざる在外秘宝 第４回「写楽・解かれゆ

く謎～ギリシャの浮世絵が語る正体～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29）と、５月８

日(日)のＮＨＫスペシャル「浮世絵ミステリー 写楽～天才絵師の正体を追う～」

の２つを見た。ＮＨＫスペシャルで案内役を務めた歌舞伎役者の中村獅童さんは、

写楽の大首絵に似せたポーズも決まっていて、また実際に浮世絵の収集をしている

とのことで、番組にふさわしい起用であると思った。ギリシャで発見された肉筆画

の研究から、写楽の正体がわかってきたと紹介されていたが、版元である蔦屋との

関係やわずか１０か月で姿を消したことについて、さらに掘り下げれば、一層おも

しろいものになると思う。 
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○  ＮＨＫスペシャル「浮世絵ミステリー 写楽～天才絵師の正体を追う～」は、写

楽の正体に迫る謎解きがテンポよく展開され、飽きることがなかった。写楽の正体

として有力となった能役者のその後の人生、筆を置いて以降、本当に全く絵を描か

なかったのか、子孫のところにも何も残されていないのかなどの疑問も残ったので、

いつか答えてほしい。 

 

○  ５月１０日(火)から「サラリーマンＮＥＯ」のシーズン６が始まったが、ただ笑

えるというだけではなく、実際の仕事の現場でもありえそうな内容のコントで、身

近に感じる。 

 

○  ５月１１日(水)のクローズアップ現代「故郷（ふるさと）はどうなるのか～福島・

浪江町 原発事故に直面する人々～」（総合 後 7:32～7:58）は、福島県・二本松

市からの放送だった。被災地の雰囲気が伝わってくるので、積極的に現場からの放

送を実施してほしい。 

 

○  ５月１５日(日)に再放送された仕事ハッケン伝「ペナルティ ワッキー×中華レ

ストランチェーン」（本放送 5 月 12 日(木)）は、中華レストランチェーンで働く

ワッキーさんの真摯（しんし）な姿、それに応えるエリアマネージャーの熱のこもっ

た指導やマニュアルにはない言葉がすばらしかった。一人一人の社員が、自分の力

で店をよくしようと思っていることがよく伝わってきた。 

 

○  仕事ハッケン伝「ペナルティ ワッキー×中華レストランチェーン」は、バラエ

ティー番組の企画かと軽い気持ちで見始めたが、ワッキーさんの真剣な仕事ぶりか

ら、本気で取り組んでいることがよく伝わってきた。 

 

○  ５月１９日(木)の「仕事ハッケン伝 博多華丸×ＩＴ企業」のＩＴ企業の仕事風

景は、一見すると遊んでいるようなのだが、見ていくうちに、やはり厳しい競争が

あることがわかった。仕事の進め方も、伝統的な日本企業の手法に通じるところが

多い。単に欧米企業の手法を取り入れるだけではなく、日本のよいものも取り入れ

ながら、一方で時代の変化とともに変えるべきところは変えていかなくてはならな

いと痛切に感じた。撮影の途中で東日本大震災が起き、華丸さんの企画も被災者へ

の義援金に生かされることになり、ＩＴ企業のスピード感を見た気がした。この番

組は、さまざまな仕事の疑似体験ができる番組だ。震災の後でもあり、生きること

や働くことに希望が持てるような番組を制作していってほしい。 

 

○  ５月１５日(日)のサキどり↑「日本の“隠れたチャンピオン”たち」で、日本の
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中小企業の、世界に通じるさまざまな技術が紹介されていた。お茶メーカーがコン

サルタントの力を借りて、タイの消費者に受け入れられるお茶の開発に努める姿が

興味深かった。エンディングでは、長崎県観光連盟が中国の人気ブロガーを招いて、

長崎の安全性を発信してもらう取り組みが紹介された。海外から見ると、東北と九

州の判別が難しいということはわかるが、それでも、九州の取り組みを紹介するこ

とには少し違和感を覚えた。 

 

○  ５月１５日(日)夜以降に報道された、地震の１６時間後に福島第一原発１号機が

メルトダウンしていたことが東電の解析でわかったというニュースについては、地

震で圧力容器が損傷し、水位が下がっていたということだった。事故発生当時の発

表では、こうしたことは伝えられていなかった。インターネットなどでは、真偽の

ほどは定かではないにせよ、メルトダウンの可能性について早くから指摘されてい

た。解析に時間がかかったとはいえ、２か月もたったこの時期になって、やはりメ

ルトダウンしていたことを知らされると、政府や東電の発表をそのまま信じてよい

のか疑念を抱きたくなる。ＮＨＫなどの報道機関には、公式発表にとどまらず、視

聴者・読者の関心に応える多面的な報道を期待する。 

  福島第一原発での復旧作業についても、その作業の様子や、作業員たちがどのよ

うな経緯をたどって作業に当たっているのかなども知らせてほしい。 

 

○  児童虐待は大変深刻な問題だが、５月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「虐待カ

ウンセリング～作家 柳美里・５００日の記録～」はとてもよい番組だった。番組

で紹介されていた“虐待の世代間連鎖”に、多くの人たちが苦しんでいる。連鎖を

断ち切るためには、過去を振り返り、親との関係に向き合わなければならず、その

過程には大変な苦しみや葛藤があるようだ。プライバシーにかかわる部分もさらけ

出した柳さんの姿は、同じ問題に苦しむ人たちに踏み出す勇気を与えたと思う。敬

意を表したい。柳さんをそういう気持ちにさせた番組制作者の努力も評価したい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「虐待カウンセリング～作家 柳美里・５００日の記録～」に

は感動した。柳さんの父親の故郷・韓国に行き父の姉から話を聞いて、ようやく父

のことが少しわかってくるというところまで追いかけた、息の長い取材は見事だっ

た。 

 

○  ５月１６日(月)の「震災に負けない ゆうどきネットワーク」（総合 後 5:12～

6:30）のなかで、放射線の専門家が、放射線の子どもへの影響について解説してい

た。放射能の影響によって体内に生まれる、将来のがんの要因になりえる物質を、

比喩的に「がんの赤ちゃん」と表現し、「“がんの赤ちゃん”が、“立派ながん“に
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ならないように」という話があった。ゲストの清水国明さんが「“立派ながん”と

いう言い方はちょっと」と苦言を呈したとおり、違和感を覚えた。わかりやすく話

そうとしていることは理解できるが、放射線の影響に不安を感じている人にとって、

そうした表現はつらいことだと思うので、軽率だったと感じる。 

 

○  ５月１６日(月)のディープピープル「バレーボール・セッター」は、セッターた

ちが、新しい技をどのようにして生み出していったのかを話し合うてい談が、大変

興味深かった。 

 

○  ５月１３日(金)「知るしん。信州を知るテレビ」の「特集『医療分野に商機あり！

信州製造業の挑戦』」では、厳しい経済状況のなかでも伸びている医療分野に挑む長

野県のメーカーを取り上げていた。また、「奈津子のふるさと出会い旅『中野市の巻』」

では、父親の病気をきっかけに農業に取り組んでいる若い女性を紹介していた。「知

るしん。信州を知るテレビ」は、忘れてしまいがちな地域のすばらしさを紹介する、

よい番組だ。 

 

○  ５月１３日(金)の金曜山梨「甲斐道めぐり～塩の道～」の舞台は、かつて塩の道

と呼ばれた富士川街道だったが、珍しい高級食材のハナビラタケというきのこを新

しい特産品にしようと努力している男性を紹介していた。地元のことでも、新しい

ことは案外知らないものだと気付かされた。 

 

○  北関東地方は震災の影響で観光客が減り、観光業がふるわない。東北の産品の購

入運動など、東北地方を応援しようという機運が高まっているが、北関東の沿岸部

も被害を受けたにもかかわらず、放送をはじめ、世間の目があまり向いていない気

がする。水戸放送局は、茨城県内の被害の様子などをきめ細かく報道していた。テ

レビの映像部分を縮小して作ったスペースで文字情報を伝える“逆Ｌ字スーパー”

で、給水場所や細かい天気予報などが提供されて、大変役に立った。 

 

○  ５月８日(日)の「第３９回ローザンヌ国際バレエ・コンクール」（教育 後 3:00

～4:00）は、若い日本人バレエダンサーが世界に羽ばたく時代になったことが感じ

られる内容であった。 

 

○  ５月１５日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図 福島原発

事故から２か月」のラストは、高い放射線量のために避難せざるをえなかった福島

県・浪江町赤宇木の夫婦が、最後になるかもしれないと感じながら、飼い犬と飼い

猫にえさをやりに戻るシーンだった。夫婦が車に乗って自宅を離れる場面にはナ
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レーションも音楽もなく、追いかけてくる犬の姿が車のリアガラスごしに映し出さ

れ、胸が痛くなった。収束への道筋が見えないつらさが重く伝わってきた。 

 

○  ５月１６日(月)の極める！ グッチ裕三のお米学 第３回「すしの歴史 鍵は酢

にあり」で、酢には純米酢、粕（かす）酢、米酢などの種類があること、江戸時代

に安価な粕酢が登場したことによってさまざまな種類のすしがつくられるように

なったことなどを伝えていた。日本の発酵技術のすばらしさを感じた。 

 

○  衛星放送は、２波化されて落ち着きがよくなった。ＢＳ１の国際情報とスポーツ

というテーマ性はおもしろい。ＢＳプレミアムも、「ＢＳシネマ 山田洋次監督が

選んだ日本の名作１００本～家族編～」、「若冲ミラクルワールド」や「知られざる

在外秘宝」など、日本人の心の琴線に触れる作品を届ける役割を果たしている。多

くの中高年視聴者が、この２つのチャンネルを見るようになる可能性を感じる。 

 

○  放射性物質について、ヨウ素やセシウムについては報道でよく耳にするものの、

ＢＳ世界のドキュメンタリー の５月１０日(火)深夜の「シリーズ チェルノブイ

リ ２５年 被曝（ばく）の森はいま」や、１６日(月)深夜の「シリーズ 放射性

廃棄物はどこへ 終わらない悪夢（前編）」でふれられていた、ストロンチウムや

トリチウムなどについては、あまり耳にしたことがない。放射性物質の種類や影響

については、多面的に報道してほしい。 

 

○  ４月１８日(月)の邦画を彩った女優たち「女優 夏目雅子 笑顔に秘められた執

念」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:00～8:59）は、夏目さんの気さくな人柄やいちずな仕事ぶ

りが余すところなく紹介されていた。 

 

○  ４月２５日(月)から２８日(木)まで４回連続で放送された「若冲ミラクルワール

ド」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 25 日(月)～27 日(水)後 9:00～10:29、28 日(木)後 8:00～9:29）

で、伊藤若冲の世界を堪能した。色彩の鮮やかさや筆遣いの精密さ、立体感を出す

画法などがよくわかり、ただ単に美術館に行く以上によく理解することができた。 

 

○  ウィリアム王子とキャサリン妃の結婚式に関連して、「ＢＳシネマ」で放送され

た、「エリザベス：ゴールデン・エイジ」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 25 日(月)後 10:30～26 日

(火)0:25.30）や「Ｑｕｅｅｎ Ｖｉｃｔｏｒｉａ 至上の恋」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 26 日

(火)後 10:30～27 日(水)前 0:16）、「クィーン」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 27 日(水)後 10:30～

28 日(木)前 0:14）を見て、イギリス王室の歴史の一面を知ることができた。また、

４月２３日(土)の検索ｄｅゴー！とっておき世界遺産「ロイヤルウエディング～華
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麗なる王室の物語～」（総合 後 7:30～8:43）では、ビクトリア女王が白いウエ

ディングドレスを着て以降、白が世界中に広まったという話も紹介されていた。今

回の結婚式に関連して放送された番組から、雑学的な知識も含めてさまざまな情報

を知ることもでき、興味深かった。 

 

○  ５月７日(土)の石井竜也のショータイム「世界最高峰の若手サーカスフェスティ

バル ｉｎ パリ」は、パフォーマンスの内容がすばらしかった。 

 

○  ５月７日(土)の体感！グレートネイチャー「“奇跡の海”謎に迫る～インドネシ

ア ラジャ・アンパット～」では、さんご礁や海に暮らす生き物の映像など、水中

カメラマン・長田勇さんが撮影したすばらしい映像が盛りだくさんで、大いに楽し

めた。 

 

○  ５月９日(月)から４日連続で放送された「知られざる在外秘宝」はとても勉強に

なった。５月９日(月)の第１回「北斎漂流～初公開 謎のイスラエル・コレクション

～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29）では、日本では 300 円ほどで買えた浮世絵が、

ヨーロッパでその技術を評価され、その結果、よいものが多くヨーロッパへ渡って

しまったことを伝えていた。浮世絵が世界一の印刷技術による芸術品だということ

がよくわかった。 

  ５月１０日(火)の第２回「発見された桃山のジャパン～スペイン・修道院で守ら

れる蒔（まき）絵～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29）で、ヨーロッパに渡った蒔絵

の漆器の存在を初めて知った。桃山時代の名品が現代まで伝えられていることはす

ばらしく、日本人であることに誇りを持てるような内容であった。漆器には、きめ

細かな、すばらしいものがたくさんある。そうした名品を紹介する、異なる切り口

の番組も放送してほしい。 

  ５月１１日(水)の第３回「徹底分析・写楽全作品～浮世絵版画 全１４５枚が語

る謎の絵師～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29）では、写楽のすべての作品が紹介さ

れていた。全作品を見るのも初めてであったし、肉筆画があることも初めて知った。

絵の分析も興味深かった。写楽の正体として有力になった人物についても詳しく調

べてられていて、大変おもしろかった。 

  ５月１６日(月)の極上美の饗宴 シリーズ“いのち映す超絶工芸”「色彩めぐる

小宇宙 七宝家・並河靖之」も、日本人の卓越した技術を感じさせる内容であった。

並河のすばらしい技術が継承されずになくなってしまったことが残念だ。工芸品の

傑作が生まれる影には、それを支える多数の裏方の職人の技術がある。そうした

人々に光を当てる番組も制作するとよいと思う。 

  あわせて、こうした日本の美術や歴史を取り上げた番組を学校教育の場で活用し
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てもらい、子どもたちに日本のすばらしさを知ってもらいたい。 

 

○  「ラジオあさいちばん」午前５時台の「健康ライフ」では、医療の専門家が健康

に関するアドバイスをしている。５月１６日(月)からは「仮設住宅で健康を守る」

というテーマで、ＮＰＯ法人 阪神高齢者・障害者支援ネットワーク理事長の黒田

裕子さんが実践を交えたアドバイスをしていた。こうした内容の放送は重要だと感

じた。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年４月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ放送センターに

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年度関東甲信越地方向け地

域放送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２３年度

関東甲信越地方向け地域放送番組編成計画」について、説明があった。 

続いて、東日本大震災関連の放送および放送番組一般について、活発に意見交換を

行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      明石 要一（千葉大学教育学部教授） 

   副委員長  清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      金子  仁（新潟交通（株）代表取締役社長） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

      玉木 正之（スポーツ＆音楽ライター） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜東日本大震災関連の放送について＞ 

 

○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」や「首都圏震災ニュース」、「ニュースウオッ

チ９」、「ＮＨＫスペシャル」など一連の震災報道から、ＮＨＫの現場主義ともいえ

るものが感じられた。直後から現地に入り、被災者を取材し、アンケートなども行

い、それらを放送に生かそうとする姿勢が随所に表れていた。被災地の状況や被災

者の声を発信し、みんなで考えていこうと投げかける意識をもって放送していると

感じた。 
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○  ３月１６日(水)の「ニュースウオッチ９」（総合 後 9:00～翌 17 日(木)前 0:00）

での「被災地で“生と死”を見つめて」というリポートで、宮城県南三陸町の津波

に襲われて犠牲者を出した病院に勤める若い医師に、子どもが生まれたという

ニュースが伝えられた。苦しく、つらい状況の中でも、未来への希望につながる

ニュースを伝えたことは、適切な配慮だったと思う。 

 

○  ３月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「東北関東大震災から１０日」（総合 後 9:00

～10:55）と、４月３日(日)のＮＨＫスペシャル「東日本大震災“いのち”をどう

つなぐのか～医療現場からの報告～」（総合 後 9:00～10:00）では、被災地の惨状

もさることながら、みずからも被災した現地の医師や看護師たちが、家族の安否が

確認できなかったり、診療所が流されてしまったりしたなかでも、不眠不休で献身

的に活動する姿に感動した。 

 

○  ３月２６日(土)の「海外ネットワーク」（総合 後 6:12～6:44）は、東京電力福

島第一原子力発電所の事故に対する各国の動きを伝えていて、よかった。ドイツで

は反原発のデモが起き、1980 年以前に運転を始めた原発７機を３か月間停止させ

て安全性を点検しているという。また、「首都圏ネットワーク」などで、海外から、

工業製品についても放射線に汚染されているのではないかと見られていると伝え

ていた。経済的にも大きな被害が出る気がして、これからが正念場だと思う。福島

第一原発については、世界が注目している。日本はしっかりと対応し、みずからの

考えを世界に向けて強く発信しなければいけないと思う。 

 

○  ３月２９日(火)のクローズアップ現代「今、私たちにできること～被災地の外か

らも人々を支える～」（総合 後 8:00～8:43）では、東電の計画停電に際して、人

気アニメの“ヤシマ作戦”という名称を使って節電を呼びかける動きが、ツイッター

によって一斉に広まったことが紹介された。ソーシャルメディアが、情報をいち早

く広める手段になっていることがよくわかった。 

 

○  ４月６日(水)のＳＯＮＧＳ「歌にこめたメッセージ」（総合 後 11:10～11:39）

では、竹内まりやさんと山下達郎さんの震災についてのコメントが放送された。大

変心に染みることばで、楽曲もいつも以上に心に染みた。 

 

○  ４月８日(木)の特報首都圏「原発 放射線 どう向き合うのか」（総合 後 8:00

～8:43）では、野菜の表面についた放射性物質は洗えば落ちるということを伝えて

いた。ほうれんそうを水ですすぐことで放射性ヨウ素が減ることを、特殊なシート

を使って、目に見えるかたちで示していた。視聴者・消費者に、必要以上に不安を
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与えない表現で、大変よかった。 

 

○  ４月１４日(木)深夜に再放送されたＮＨＫスペシャル「東日本大震災１か月 第

２部 生活再建に何が必要か」（本放送 総合 ４月９日(土)後 9:00～10:13）で、800

人の従業員を抱える宮城県気仙沼市の水産会社の社長が、従業員を解雇するのか、

社会保険料の負担を続けて休職扱いにとどめるのか悩んだ末、人材の流出を防ぐた

めに休職扱いとする姿が描かれていた。被災地では多くの企業が壊滅的な被害を受

け、雇用が崩壊している。そうした問題を、きめ細かく取り上げてもらいたい。 

 

○  ４月１０日(日)のサキどり↑「大震災から見えてきた“新しい経済のカタチ”

（１）」での、「大震災 新たな支援“デジタル地図”」というリポートで、ボラン

ティアが被災地でスムーズに活動できるように、インターネット上のデジタル地図

に、多くの人々が生活情報を入力する活動が行われていることを知った。被災地に

行かなくてもできることがあるということや、さまざまなボランティアの方法があ

ることを教えてくれてよかった。 

 

○  部下の女性２人に、ＮＨＫの震災関連の放送について意見を聞いてみた。直後か

ら落ち着いた報道で、安心感があったというのが第一印象だそうだ。それから、買

い占めなどにより一時的に物資不足が生じた際、こうした事象を報道するのは当然

だと思うが、一方で、その報道がさらなる買い占め、物資不足を招いた面もあるの

ではないかとの意見があった。買い占めについては、４月１２日(火)のあさイチ「シ

リーズ 大震災から１か月（２）なぜパニックは起きたのか？」（総合 前 8:20～

10:00）でも取り上げられていたが、報道には大きな影響力があり、場合によって

はパニックを助長してしまう面もあると思うので、伝え方などにより一層の配慮を

求めたい。 

 

○  ４月１２日(火)の大人ドリルスペシャル「大震災をどう乗りこえるのか？」（総

合 後 10:00～10:48）は、司会の加藤浩次さんと渡辺満里奈さんが、専門の解説委

員に対して、視聴者の目線で質問していた。解説委員の説明はわかりやすく、理解

しやすかった。 

 

○  ４月９日(土)のここが聞きたい！名医にＱ「あなたの疑問に答えます！糖尿病」

は、視聴者からの質問に３人の医師が答えていたが、それぞれの専門分野からのア

ドバイスがわかりやすかった。福島第一原発の事故を受けて、国立がんセンター中

央病院の放射線治療科長・伊丹純さんが放射線の影響について詳しく説明するコー

ナーが設けられ、参考になった。 
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○  平成２２年３月に放送されたＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ（７日(日)

第３回「巨大都市（メガシティ）を未知の揺れが襲う 長周期地震動の脅威」およ

び１４日(日)第４回「ＴＳＵＮＡＭＩ 襲来の悪夢」）で見たことが、今回現実の

ことになってしまった。番組で地盤が液状化することを知り、津波の巨大な力は人

や車を押し流すということも印象に残っていた。震災では、車も建物も流されて、

まさに番組で描かれたことが現実になってしまい、大変恐ろしい。 

 

○  平成２１年１０月１１日(日)のＮＨＫスペシャル「原発解体～世界の現場は警告

する～」を見たあと、番組審議会の席で、このような番組を繰り返し放送して、電

力会社や国の考えを問いただすべきだと発言した。原発に代わるエネルギーがすぐ

には見つからないなか、エネルギー問題はみんなで考えていかなければならない、

重い課題だと今回改めて感じた。 

 

○  災害は、日本のそれぞれの地域にとって、いつ同じことが起きるかわからない重

大な問題だ。今回、地域放送局がそれぞれの地域に向けて放送した災害関連の番組

を、「ろーかる直送便」枠で全国放送したことは、大変有意義なことだ。 

 

○  「第８３回選抜高校野球大会」（３月２３日(水)～４月３日(日)）が開催・中継

されたことはよかった。３月２３日(水)の「開会式」での岡山・創志学園高校の野

山慎介主将は、選手宣誓で前向きなメッセージを発してくれて、うれしかった。 

 

○  震災の発生から約１日、自宅が停電したため、ラジオのありがたさを改めて痛感

した。ラジオで状況は把握していたつもりだったが、電気が復旧してテレビの

ニュース映像を見たとき、大変な衝撃を受けた。 

  福島第一原発の事故に関するＮＨＫの報道では、専門の解説委員や科学文化部の

記者がわかりやすく解説していた。視聴者の多くは、原発や放射線に関する知識を

持ち合わせておらず、まずは怖いというイメージを抱いただろうと思う。そのよう

な状況下で、冷静に淡々と伝えていてよかった。 

 

○  震災では、計画停電で何度か真っ暗な生活をしたとき、ラジオに本当に助けられ

た。ＮＨＫが、テレビだけではなく、ラジオやそのほかのさまざまな媒体に向けて、

情報を提供することの大切さを改めて感じた。 

 

○  震災によって、東北各地の美しい地域が無残な姿になってしまったことは今でも

信じがたく、大変残念だ。ＮＨＫのラジオとテレビでは、長い間、震災関連の報道
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が続いた。民放がふだんの番組編成に戻っても、ＮＨＫはかなりの数の番組を休止

にして、きめ細かく、夜遅くまで震災関連の放送を行ったことはありがたかった。

被災地の人々も、直後は電気などのライフラインが復旧せずテレビが見られなかっ

たと思うが、１か月が過ぎ、テレビを見られる地域も多くなってきたと思うので、

被災地の全体的な状況が伝わったと思う。報道の大切さ、影響力の大きさを、被災

地の人々も感じているのではないか。 

 

○  震災から１か月の番組編成はよく考えられていた。状況の変化に合わせて、週ご

とに番組編成も変わっていた。たとえば、「クローズアップ現代」は、ふだんは２

６分の放送だが、震災後は、情報をより詳しく伝えるために４５分程度に拡大され

た。今後も大災害が起こる可能性が考えられるので、その際には、阪神・淡路大震

災と今回の報道のありようが参考になるのではないか。 

 

○  発生から数日たったころ、茨城県産のほうれんそう、かき菜で放射線量が高く

なったというニュースがあった。茨城県には原発があり、県がもともと線量を測定

する機能を持っていて早く対応したところ、あのような報道がなされたのだと思う。

その後、他県産の野菜からも放射性物質が検出されたという報道が相次いだわけだ

が、アナウンサーの「農産物に対する被害が徐々に広がっています」というコメン

トが気になった。推測になるが、おそらく実際には、最初の大きな爆発で飛散した

放射性物質が徐々に検査で検出されたのだと思う。しかし、このコメントでは、被

害がどんどん拡大しているような印象を与えてしまった気がする。 

 

○  今回、小学校や中学校での教育のなかで、防災・減災についての考え方や行動を

子どもたちに教えていたために、助かった学校があったということからも、教育の

大切さを改めて感じている。 

 

○  危機管理は、大変重要なことだ。東北地方で、明治時代に津波に襲われたところ

で、今回、住民が高台に上り被害が少なかったところもあったという。仲間どうし

で炊き出しをしているところも紹介されていた。リーダーになる人がいたり、地域

の人々が日ごろから協力しあう体制があったりしたことを、放送で紹介したことは

よかった。先人たちの知恵を伝達するためにも、ＮＨＫには、今回の経験を語り継

いでいく使命があると思う。 

 

○  震災２日前の３月９日(水)にも、東北地方でマグニチュード７．３の地震があっ

た。岩手県に実家がある学生に聞いたところ、家族はその際に避難する訓練を受け

ていて、今回助かったという。津波に対しては、高いところに上ったり、漁船であ
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れば沖に出たり、さまざまな知恵がある。その知恵を後世に伝え、人々がみずから

の身を守れるような情報提供をしてほしい。 

 

○  「ＮＨＫ年鑑 2010」を読むと、災害に対する世論調査結果がたくさん掲載され

ている。茨城県東海村の住民を対象にした「臨海事故１０年住民意識調査」や、青

森・岩手・宮城県の太平洋岸の住民を対象にした「大津波警報に関する緊急調査」

の結果には、大いに考えさせられる。平成２１年９月に行われた「臨海事故１０年

住民意識調査」では、原子力発電について、８７％が必要と答え、村の防災訓練に

参加したことがないと答えた人は７１％に上っている。「大津波警報に関する緊急

調査」は、平成２２年２月２８日のチリ大地震による大津波の後の３月中旬に行わ

れているが、避難指示・勧告が出されたのを知って避難した人は２９％で、避難し

なかった人は６９％に上るそうだ。改めて、災害に対する危機意識の重要性を感じ

た。こうした調査結果を、より一層視聴者に伝えてほしい。 

 

○  企業を中心に、自粛ムードが漂っている。観光旅館やホテルでは閑古鳥が鳴いてお

り、観光バスも稼動していないという。しかし、被災地が復興していくためには、現

地にお金が回らないといけない。ある程度受け入れができる地域であれば、被災地以

外の人々が旅行し、宿泊し、食事をし、おみやげや魚を買う、といったことが求めら

れると思う。義援金ももちろん大切だが、それだけではとうてい続かない。現地でお

金を使うことを通して、現地を応援することも必要ではないか。そうした視点で、被

災地の人々がどういう気持ちで、被災地以外の人々に何を求めているのかを、ぜひ取

り上げてほしい。これからが本当の正念場だ。多方面にわたる報道を望む。 

 

○  経済活動を自粛する動きについては、私の周りでも、宿泊客が減ったり、歓送迎

会が中止になったりといったことが起きている。かなりの数の人たちが、経済活動

の自粛が社会貢献につながると考えているのかもしれないが、それは錯覚だ。もち

ろん行きすぎたことはいけないが、被害に遭わなかった地域の人々は、むしろ日常

の活動をし、経済活動を通じて被災地を支援するほうがよほど長続きすると思う。

４月に入り、少しずつ自粛は控えようという雰囲気も出てきており、観光に行こう

という動きも出てきた。各地の観光協会がキャンペーンを始めたりしているので、

ＮＨＫにもそうした活動を取り上げてもらい、旅行など日常の経済活動をするほう

が被災者を応援することにつながるという方向に、社会が向かってほしいと思う。 

 

○  テレビ各局とも、定時番組に戻ってきている。今までは震災報道が過剰な気さえ

していたが、これから時間がたつと、逆に震災関連の情報がほとんど出てこないと

いう状況も心配される。被災者に対しての関心が薄れないよう、引き続き、適時適
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切に取り上げてほしい。 

 

○  日本人は熱しやすく冷めやすいところがあるので、これからも復興支援につなが

る番組を、長期にわたって継続して放送してほしい。 

 

○  震災報道が続く一方で、電力量の削減が大きな課題となっている。ＮＨＫも民放

も独自の事業体なので難しいことではあるが、国難ともいえる今の事態に際しては、

オリンピック放送でのジャパンコンソーシアムのように放送事業者どうしが協力

し、たとえば、ある社は地震と津波、他の社は原発事故といった具合に役割を分担

できれば、電力量も経費も削減できるのではないかとも思う。 

 

○  福島第一原発の作業員が、数量不足のために１人が１個の線量計を持つことがで

きないという情報を伝えている一方で、複数の社の報道関係者が線量計を携えて取

材する映像を見て、違和感を覚えた。非常事態でもあるので、各社が協力し、代表

取材の形で取材者を減らすなどして、線量計を現場の作業員に回すといった配慮が

できないものかと感じた。 

 

○  福島第一原発の水素爆発は、民放のカメラがその瞬間をとらえていた。コメント

をどれだけ重ねても、あの映像にはかなわないと思うので、ＮＨＫも映像を借りて

放送すべきだったと思う。情報をわかりやすく届けることが大切なのであり、他社

から借りた映像を使うことを恥じる必要はない。 

 

○  被ばくのリスクがあり容易に取材クルーを出せないことはわかるが、福島第一原

発周辺の避難指示区域内にもカメラが入るべきだと考える。週刊誌などでは、フ

リーの記者などが現地に入り、その様子が報じられている。現場に入らないとわか

らないことがあるのと思うので、やはり現場に行くべきだ。 

  また、週刊誌が報じるような被災地の現状、たとえば自動販売機を壊して現金を

盗み出す人や、避難地域の家屋に空き巣に入る人の姿が、テレビでは報じられない。

この点も疑問に思う。 

 

○  今回の震災の名称は、ＮＨＫが当初使用していた「東北関東大震災」のほうがふ

さわしいのではないか。災害の名称については、各メディアが付けたもので通すこ

とでよいのでないだろうか。 

 

○  震災の名称は、政府が決めるのか。 
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（ＮＨＫ側） 

  当初、ＮＨＫは、主な被害が東北および関東地方に集中し

ていることから、「東北関東大震災」という名称を用いた。し

かし、政府が正式な名称を「東日本大震災」と閣議決定した

段階で、そちらに合わせた。 

 

○  震災が発生したときからテレビを見ていて、民放のほうが現地の情報を多く放送

していた印象がある。ＮＨＫにはそれぞれの都道府県に放送局があるので、現地の

放送局からもっと情報を伝えてほしい。 

 

○  震災関連の報道ではＮＨＫの底力を見た。そのうえで言うのだが、発生から２、

３日の報道では、民放のほうが福島や仙台、岩手の放送局につないでいた印象があ

る。ＮＨＫは仙台放送局が中心で、盛岡放送局も福島放送局もあまり出てこなかっ

た気がする。全国のネットワークがあるのだから、青森放送局から盛岡放送局、福

島放送局からの情報発信がもっとあれば、さらによかった。 

 

○  被害の大きかった東北地方の状況はもちろん大切だが、たとえば関東地方でも、

計画停電で交通機関に乱れが出て、千葉県で地盤の液状化が起こるなど、市民の暮

らしに影響するさまざまな出来事が起こった。逆Ｌ字画面で情報は流れたけれども、

自分の生活に密接に関連した情報が、いつ、どこで放送されるのかわからず、もど

かしかった。もっと地域放送の時間を増やして、地域ごとの情報を丁寧に伝えてほ

しかった。全国の放送局のうち、ＦＭ放送以外での地域放送ができない局は、開局

が予定されている局を除くと、さいたま、千葉、横浜の３放送局だけだと聞いた。

東京への通勤圏でもあり、各県固有のニーズがあるのか疑問だという声があるのは

理解できるが、災害時のことなどを考えると、ＦＭ放送以外でも地域放送ができる

体制作りを早期に検討してもらいたい。 

 

○  ＮＨＫの放送では、専門の解説委員や記者による解説は大変よかった。ただし、

福島第一原発の事故や放射線についての報道では、聞き慣れない単位や国の基準値

など、わかりにくい用語や数値がたくさん出てきた。結局はどういうことなのか、

農産物や水産物を食べてよいのかだめなのかということが、なかなか理解できな

かった。不安を覚えた人たちが、食べるのを控えてしまうのは、ある程度しかたが

ないことだと思うが、ＮＨＫには、もう少し視聴者が理解できるところまで、解き

ほぐして伝えてもらいたかった。そうしたことがないと、風評被害が拡大してしま

う。また、野菜の出荷制限解除に関する報道なども、１回や２回伝えただけでは伝

わらない。安心情報は、繰り返し伝えてほしい。 
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○  さまざまなところで義援金の受け付けが行われている。海外からも集まってきて

いると聞く。しかし、それらがどのようなところで役立てられているのかが見えな

い。本当に多くの人々が募金をしていると思うので、納得してもらうためにも、義

援金がどのように使われているのかといった点も、報道していってほしい。 

 

○  最も感じたのは、チャンネルの役割分担だ。工夫はしていたと思うが、チャンネ

ルごとの性格を明確にし、早い時期から周知・広報してもらえたら、さらによかっ

たと思う。発生当初、どのチャンネルでも総合テレビの内容が放送されている時間

が長かった。取材・制作要員の問題など課題がさまざまあるとは思うが、複数の

チャンネルを持っているのに、生かし切れていないと感じた。 

 

○  私の周りでも、震災の映像の影響力が強すぎて、発生から２、３日すると、テレ

ビは見たくないという人が出た。子どもに与える心理的な影響も心配されるので、

心のケアに重点を置いた放送を行うチャンネルも、いち早く設けてほしいと思った。 

 

○  震災の数日後から、手話がついた放送が多くなったが、発生直後が最も不安で情

報が求められると思うので、情報弱者になりがちな人たちにも、直後から情報を届

けられる体制づくりをぜひお願いしたい。 

 

○  震災当初のころの東電の記者会見で、ＮＨＫも民放も一斉に中継を始めたが、わ

かりにくい内容の会見が続いたため、民放は中継を打ち切り、スタジオに戻して別

の情報を提供したが、総合テレビは会見の模様を長い時間中継し続けたことがあっ

た。災害時、視聴者は有用な情報を一刻も早く得たいと思っているので、わかりに

くい内容の会見だと判断したら、スタジオに戻して解説したほうがよい場合もある

のではないか。情報を伝える際には、同時性や迅速性ももちろん大事だが、視聴者

が行動を起こせる程度まで解きほぐして伝えてほしい。たとえば、計画停電につい

て、東電の発表のしかた自体にも問題があったが、逆Ｌ字画面で“横浜市の一部”

という表示が複数のグループに対して出され、自分が暮らす地域はどこに含まれる

のかわからなかった。詳しくはインターネットあるいは電話で問い合わせるように

というのでは、放送で伝えている意味が薄い気がした。 

 

○  放射線関連のニュースで解説をしていた研究者のなかには、表現力に乏しく説明

がわかりにくい人もいた。そのことが視聴者に不安を与えてしまうこともあるので、

解説者の選定にも一層の配慮をお願いしたい。 
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○  なかなか取材が入らない避難所などに行き、不足している物資について報道した

り、現地のボランティアネットワークのコーディネーターと連携したりするなど、

単に情報を伝えるだけではなく、被災地と視聴者を橋渡しする機能もより積極的に

果たすとよいのではないか。 

 

○  原発や放射線についての、解説委員や記者による解説は、とてもわかりやすかっ

た。くわしくない私たちが聞いても、理解することができた。ふだんは活躍の機会

がないかもしれないが、こうした専門知識を有する人材を育成してきたことは評価

できる。 

 

○  今回、私たちがいかに科学の知識を持ち合わせていないかがよくわかった。新たな

報道がなされるたびに右往左往し、敏感に反応していた。それが風評被害の一因にも

なった。その意味で、大人のための科学力育成講座のような番組の必要性を感じた。 

 

○  大学生のボランティア活動への参加を促そうと、文部科学省は全国の大学や短大

に対して、授業の一環で活動に参加した場合に単位として認めるなどの配慮を求め

ている。これから息の長いボランティアが必要になってくる。学生がボランティア

に取り組みやすいように、現地で求められるボランティア情報などを、タイムリー

に提供してほしい。 

 

○ 防災の日である９月１日のラジオ第１では、毎年、防災関連の特集番組を放送して

いる。地方では、民放とＮＨＫがいろいろな情報を出し合い、それをＮＨＫのラジ

オ第１で放送したりしている。また、地域のコミュニティーＦＭと電話で結び、情

報交換をすることもあった。今回の震災でも、コミュニティーＦＭからのきめ細か

な情報を、ＮＨＫの電波に乗せて届けることはできないのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  被災地のコミュニティーＦＭは、今は地元向けに生活情報

を提供するのに精一杯の状況だと聞いているが、一部のコ

ミュニティーＦＭには、ＮＨＫのラジオにも出演して話して

もらっている。各コミュニティーＦＭの状況が落ち着いてき

たら、さらに積極的に放送していきたい。 

 

○  今回の震災について、「千年に一度」という報道がなされている。それを聞いて

思い浮かべたのが、政府の事業仕分けだ。200 年に一度の大津波を想定して進めら

れてきたスーパー堤防について、仕分けでは「廃止」と判定された。しかし、もし
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今回のような大津波に襲われたら、東京は全滅するのではないか。原発に頼ってい

た発電も、福島第一原発の事故により電力供給が不足する事態に陥った。平成２７

年に完成予定だった八ッ場ダムについて、発電だけが建設目的ではなかったにせよ、

中止すべきではなかったとの声もある。また、岩手県・普代村の当時の村長が、周

囲から「高すぎる」と批判を受けながらも、反対を押し切って高さ１５メートルを

超える防潮堤と水門を造っておいたところ、今回の震災では、その設備が津波を防

いだという報道もあった。リスクを回避するために、どれだけ費用をかければよい

のか。財政的な余裕がないなか、今回の震災は、その選択の難しさを考えさせるも

のであった。 

 

○  今回、地震と津波で原発が大きな被害を受けたが、もしもＮＨＫの放送センター

が大きな災害に遭ったら、ＮＨＫはどう対応するのだろうかとも考えた。ＮＨＫに

も、常に危機管理の意識を持ってもらいたい。 

 

○  霧島連山・新燃岳の噴火について、震災までは各社が懸命に報道していたが、少

し薄れてしまった印象だ。噴火は続いているので、報道を続けてほしい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「ネットが“革命”を起こした～中東・若者

たちの攻防～」（総合 後 9:00～9:54）は、各国の革命が、ソーシャルネットワー

クサービスを使って、どのように起きたのか、よく取材されていた。 

 

○  ２月２４日(木)の「新感覚ゲーム クエスタ」で温泉を取り上げていたが、どの

温泉でも女性がタオルを巻いて入浴するシーンがあった。温泉のよさを伝えるとい

う趣旨から考えると、不必要だった。 

 

○  ２月２６日(土)の追跡！Ａ ｔｏ Ｚ「情報流出の闇を追え」（総合 後 9:55～

10:24）は、仏ルノー社の産業スパイ事件（後にねつ造と判明）が報道をされた時

期のタイムリーな放送であった。一方、情報流出を防ぐためにセキュリティ強化を

進めると、業務の非効率性が増したり、監視社会になったりする恐れもある。個人

情報保護法そのものも、この法律が壁になって名簿が作れないなど、いろいろな問

題が出ているが、消費者保護が進んだかというと必ずしもそうではなく、約款で一

方的に同意させられているというような実情もある。そうした逆の面からの問題点

も取り上げてほしい。 
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○  ３月５日(土)の追跡！Ａ ｔｏ Ｚ「広がる“新しい心の病”～混乱する精神科医

療～」（総合 後 10:10～10:39）で扱った向精神薬の大量服用の問題は、取り上げ

られているのを見たことがなく、大変よい企画だった。 

 

○ ３月８日(火)のドラマ１０「四十九日のレシピ」最終回は、とてもよかったと思う。 

 

○  連続テレビ小説「おひさま」は、本格的な連続テレビ小説という感じだ。主人公・

陽子の少女時代を演じた八木優希さんは、表情豊かな演技がすばらしかった。陽子

の母親役・原田知世さんも、病弱な母親を見事に演じていた。 

 

○  連続テレビ小説「おひさま」は、信州のさわやかな朝の雰囲気が画面から伝わっ

てくる。被災地の人々も、明るく生きていこうと励まされるのではないか。 

 

○  世の中が暗くなりがちなときだけに、連続テレビ小説「おひさま」での陽子の明

るい姿には元気づけられる。舞台である信州・安曇野の風景は、癒やしになる。 

 

○  連続テレビ小説「おひさま」は、好感をもって見ている。舞台は昭和初期だが、

幼いころに見た風景と一部重なる点もあり、懐かしい思いだ。現在の陽子を演じる

若尾文子さんの力量は、やはりすばらしい。劇中の安曇野のシーンには、日本人の

原風景ともいえる風景が映し出されていると感じる。 

 

○  連続テレビ小説「おひさま」は、よいスタートを切ったと思う。ただし、物語が現

代と過去を往来する構成は、小説でもよくある手法だが、不要ではないかと感じる。 

 

○  ＢＳ時代劇「新選組血風録」は、土方歳三役の永井大さんをはじめ、主要キャス

トのほとんどが知らない俳優だが、むしろそのために物語に入り込みやすく、とて

も新鮮に見られる。 

 

○  ４月７日(木)のらいじんぐ産～追跡！にっぽん産業史～「“エレベーター” 空に

伸びるハイウエー」は、おもしろかった。下町が高層マンションの町に変わってい

くなかで、かつて路地が果たした役割を今はエレベーターが担っているとして、住

民がエレベーターの前で話す姿を写していたが、そこで話が終わったことには違和

感を覚えた。かつての路地を知っている人はそういうことをするかもしれないが、

路地を知らない世代が増えていけば、こうした役割は失われていくというところま

で語ってほしかった。また、チェコのある会社では、社長室がエレベーターの中に

あり、社長室が上下に移動しているそうで、「エレベーターを部屋と考える発想が
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おもしろい」という意見があった。しかし、これは単なるおもしろい話であり、一

般的に敷延できる話ではない。しかし、全体として、大変興味深い内容になってお

り、かつての「プロジェクトＸ～挑戦者たち～」に代わるような、産業の側面から

日本の近代史を見つめなおす番組になるのではないか。ただし、「らいじんぐ産」

という番組名には違和感を覚える。 

 

○  「グッド・ワイフ」は非常によかった。しかし、最後の終わり方が少しもの足り

なかった。 

 

○  「ｇｌｅｅ」は、私も大好きだが、高校生の娘の世代にも好評で、早くもファン

が出ているようだ。 

 

○  ４月１１日(月)のワイルドライフ「アリューシャンマジック クジラと海鳥 脅

威の大集結」は大変迫力ある映像で、驚かされた。 

 

○  ワイルドライフ「アリューシャンマジック クジラと海鳥 脅威の大集結」に大

変感動した。新しく始まったＢＳプレミアムには、ほかにもよい番組がたくさん出

てきているようで、大変期待している。 

 

○  大相撲夏場所は、技能審査場所として開催されることになった。被災して避難所

にいる方には年配の方も多く、相撲ファンも多いと思う。震災に遭って各地に避難

している人々にとって、相撲中継は励ましや慰めになると思うので、こういうとき

こそ、中継を実施してはどうか。 

 

○  大相撲の技量審査場所は、ぜひ中継してほしい。その際には、あわせて最初の土

俵祭りやその前に行われる野見宿禰神社での土俵入り、最後の土俵上がりの足洗い

まで、すべてを放送してみてはどうか。本来の大相撲は、神事と興業、スポーツと

いう３つの要素がミックスされてできているものだが、たとえば八百長問題につい

ては、近代スポーツとしての視点からの批判ばかりだと感じる。今こそ、勝ち負け

だけではない、大相撲の全体像、原点を伝える機会ではないか。 

 

○  ラジオで、人工衛星が地上から見られるという話題を伝えていたが、どうすれば

見られるかという説明が十分でなかった。「この衛星は１日に地球を何回回ってい

て、この地域だったらこのように見られる」というくらいの丁寧さが必要だ。もう

少し聴取者の立場に立った伝え方をしてもらいたい。 
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○  広島放送局制作の「百歳バンザイ！」が終了し残念だ。日本の 100 歳は元気だと

伝えるためにも、機会があれば再開してほしい。 

 

○  一昨年ぐらいから、ＮＨＫは若い人たちに向けた放送にも力を入れているが、一

部で民放の演出をまねたような番組もあるように感じる。その成果を検証して、今

後の方向性についてはしっかり検討していってほしい。 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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