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平成２５年３月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、  

１０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２５年度中部地方向け地域放送

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２５年度中部地

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、「忘れない 未来のために～東日本大震災から２年～」について説明があり、

放送番組一般を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    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当社長室長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２５年度中部地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○ 字幕放送は、手入力で作業をするのか。 

 

（ＮＨＫ側）  名古屋放送局ではＮＨＫが開発してきた音声を自動変換する 

装置を使うが、方言などは機械が認識しにくい場合もあるので、 

オペレーターをおいて補っていく。 
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○  ラジオ第１の新番組「夕刊 ゴジらじ」が楽しみだ。エリアは東海３県となってい

るが、ぜひ静岡をはじめ、全国で聞けるようにしてほしい。インターネットラジオ「ら

じる★らじる」では、聴くことができるようになるのか。 

 

（ＮＨＫ側）  「夕刊 ゴジらじ」は東海３県を対象にしており、静岡では 

お聞きいただくことができないが、５月に開始予定のインター 

ネットラジオ「らじる★らじる」では、全国で聴いていただけ 

るようになる。 

 

 

＜忘れない 未来のために～東日本大震災から２年～ 

（３月８日(金) 総合 第１部 後 5:11～5:57、第２，３部 後 7:30～8:45  

中部ブロック）について＞ 

 

（ＮＨＫ側）  昨年も同じ「忘れない 未来のために～東日本大震災から１ 

年～」というタイトルで番組を制作したが、その際、たった１ 

年で「忘れない」という言葉はどうなのかと議論した。しかし、 

２年目の今年、そうした懸念が、残念なことに現実のものにな 

っているという思いを取材や制作を通して痛感した。 

第１部のテーマは「支援」。行政や企業やＮＰＯではなく、一 

般の人が個人としてできる支援とは何かを提示したいと考えた。 

スタジオにジャーナリストの津田大介さんと名古屋のＮＰＯレ 

スキューストックヤードの栗田暢之さんに来ていただき、さま 

ざまなアイデアを出してもらった。放送後、モニターの人から 

「これから何ができるか不安に思っていただけに、背中を押し 

てくれた思いがする」という言葉をいただいた。番組では、「忘 

れない」ということが“支援”の第一歩であり、大切なことで 

あることを伝えたかった。 

          第２部と３部で東海・北陸地域の防災と原発問題について伝 

         えた。中部地方は防災と言ってもひとくくりにできない難しさ 

         がある。南海トラフ地震や大津波が話題になっているが、北陸 

         や内陸の岐阜の人にとっては、太平洋沿岸ほどの切実感がない 

問題だと思う。そうした中でいかに中部７県の皆さんに関心を 

         持っていただくかで苦労した。「クローズアップ現代」のように 

         に１つのテーマを掘り下げたり、「ＮＨＫスペシャル」のような 
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         スケール感をもってじっくり検証する番組もあるが、今回は地 

         域に暮らす記者やディレクターでしかわからないような問題を 

丹念に掘り起こしていくことが大切であると考えた。震災関連 

の番組は、視聴率の面でなかなか苦戦しているのが現状だが、 

地域にとって大切なテーマだけに繰り返し放送することが大切 

だと思っている。 

 

○  第１部で募金・義援金の話が出ていたが、この２年間、使い方が非常に不透明だっ

たという気がする。もっと具体的な事例を示し、掘り下げればよかったと思う。さら

に放射性物質が検出されていないのにわかめが売れなくて山のように積んである光

景には胸が痛んだ。第２部に出てきた岩手県釜石市のケースには衝撃を受けた。本当

の訓練場所には行かず「集まりやすい場所」で防災訓練をしていたために大きな被害

を受けたという話は教訓になった。地形を頭に入れるという行為は、実際、歩かない

とだめだと感じた。足腰が悪い人や、杖や車椅子を必要とする人ほど、実際に歩いて

避難場所を確認しておく必要があると思った。家庭で食料を１週間備蓄するという話

があったが、これは重要な話だと思った。私たちの周りでも避難所に行けば何とかな

ると思っている人が多い。しかし実際には避難所でも物資が足りなくて、非常に険悪

になった例も聞いている。番組ではそういったことも余すことなく伝えるべきだと思

った。第３部の原発のリスクに関しては、コメンテーターの考え方とはいえ、「原発

に依存できない社会が来る」と明言しており非常に共感できた。やはり使用済みの燃

料の処理のしかたは世界の研究でも追いついておらず、とりあえず埋めて、将来の技

術開発に任せようという報道もあるくらいだ。この問題はもっと深めてほしかった。

ボランティアと被災者との間でさまざまなあつれきが起きていると聞いている。大学

の研究室やゼミなどがボランティアに行って、現地の住民と良くないあつれきが生じ

ているようだ。ボランティアについて悪い評価は報道しづらいとは思うが、こうした

事例も厳しく検証するべきではないか。 

 

○  「忘れない」というコンセプトは、絶対にはずすべきではない大切な要素になって

いると思った。「昔は親から子へ、あるいは祖父から孫へと過去の被災体験などを語

り継いでいた」という名古屋大学の福和伸夫教授の話や、静岡に避難している塾の先

生が塾生に、震災の実態を語り伝えている様子には共感した。名古屋市大須にある東

北の物産を売る店では、風化のスピードとともに売上も落ちているという。風化させ

ないために、いかに次世代につないでいくかは、ＮＨＫに託された課題ではないかと

思った。民放にはできないことだと思う。なお、番組は各放送局が分担して制作した

だけに、大変身近な内容となっていた。第１部では、支援が順調な面と厳しかった両
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面を取り上げ、さらに今後の支援のあり方を考えさせる課題提起の部分もあった。第

２部では東海・北陸の防災を扱っていたが、国の基準の見直しによって、新たな地域

防災計画の策定を求められ、相当に苦労している自治体の様子がわかり課題も提起し

ていた。ただ、福和教授の話が自治体の取り組みの話になりがちで、一般市民向けに

なっていなかったように感じ、違和感を覚えた。第３部の多摩大学大学院の田坂広志

教授の解説や問題提起は、大変わかりやすくてよかった。 

 

○  第１部の被災地の支援について、当初はがれき処理をはじめ、支援すべきことが明

確だったが、現在は一段落し、復興という段階に入っていて、その段階で何ができる

のかが難しい問題になっているという話に同感した。ＮＰＯの栗田さんの「 大の敵

は無関心であり、忘れないことを基本に、できることを少しずつやっていくことが大

事だ」という言葉につきると思う。「支援」という言葉は、“上から目線”で、「助け

る」という発想が何かおこがましい感じがする。むしろ復興の一員だという認識で、

言葉を置き換えることによって、「何でもいいんだ」ということが現実のこととして

理解できるようになった。第２部の防災では、福和先生の「昔はおじいちゃん、おば

あちゃんから孫に語り伝えていた」という話は印象的だった。番組では必要な避難所

の数があるのかどうか、ＢＣＰ（事業継続計画）が策定されているのかなどハード面

に重点を置いて紹介していたが、ハード面の対策だけではなく、福和さんが言われた

先人たちが代々語り継いできたソフト面での対応が大変大事ではないかと思った。第

３部の原発の問題では、田坂さんの「安心と安全が大事で、 も大事なのは信頼では

ないか」という言葉が印象的だった。原発の再稼働についても、国民がなるほどそう

いうことなら安心できるという、安全基準を政府が明確にすることが大事ではないか

と思った。私自身の勝手な思いだが、原発事故が発生した場合、近隣の国々にも影響

を及ぼすことがあるので、こういう問題は各国別に安全基準を設けるのではなく、国

際的な規制というか、そういったことを議論すべきではないかと思った。今後こうい

った角度からも取り上げてもらえれば、より理解も深められると思った。 

 

○  各地域の特徴は、地域の人でないとわからないという点では、わかりやすかったが、

さまざまな震災に関する番組がある中で、もう少し突っ込んだ方が理解しやすかった。

もう少し深みのあるものでないとなかなか視聴者に見てもらえないのではないかと

思った。富山に住んでいるが、富山ではがれき処理について、受け入れをめぐって賛

否が分かれ問題が生じており、個人的に関心を持った。このがれき処理についても、

視点を変え、方向性を示すような内容がほしかった。 

 

○  家族全員で意識的に見るようにした。それぞれのテーマをわかりやすく伝えていて、
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家族でその後話し合いたくなるような内容だった。この番組を見て個人的に関心を持

ったのが、３月１１日に東北の放送局、特に福島、宮城、岩手放送局がどのような番

組を特集したのだろうかという点だ。第３部の田坂教授の指摘は的確で、大切なテー

マでもあるので、全国放送でも取り上げる必要があると思った。第１部の名古屋市の

岩手県陸前高田市へのまるごと支援や福井県の箸業者の取り組みを見て、こういった

良い事例は他にももっとあるように思うので、これからも取材して放送してほしいと

思った。１つだけあえて言わせていただくと、これは個人の主観だが、１部の出演者

の髪の色が個性的過ぎて、コメント自体はすばらしく、非の打ちどころはないが、親

族を亡くした人や避難してきている人も少なくないと思うので、番組作りの上では、

コメンテーターの容姿に配慮が必要なのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  東北の放送局が中心となって、３月７日(木)から５夜連続で 

ＮＨＫスペシャルを制作し放送した。また、１０日(日)の「Ｎ 

ＨＫのど自慢」は、宮城県・岩沼市民会館から時間を拡大して 

生放送、また１０日(日)と１１日(月)には岩手県大槌町をキー 

ステーションに、震災から２年になる人々の“今”を伝える番 

組を放送するなど、全国向け放送を行い、東北地方だけでの放 

送は行なっていない。 

 

○  第１部が日頃の興味の方向性にぴったり合っていて、大変よかった。出演者につい

ても、髪は金髪だが、彼の個性として認知されているので、気にはならなかった。遠

く離れている地域で、気にはしていてもなかなかボランティアに参加できない人は結

構いると思うが、普通の生活の中でこういう支援もできるということをさりげなく織

り込んでいてよかった。足湯でマッサージしながらつぶやきを聞く活動は、大きいこ

とではないけれど、細やかで温かい感じがした。東北の食品について、放射能が怖く

てなかなか手を出せなかったが、“国民の責任”として食べなくてはいけないという

思いを新たにした。名古屋市大須の東北の物産店の売上が下がっている事実も大変シ

ョッキングだったが、買うことで復興支援になると利用している主婦の姿を見て、市

民レベルでできることもあることがわかった。第２部で南海トラフ地震の津波予想を

立体的に示していたが、怖いと思った。被害想定が出ても、三重県伊勢市など避難場

所が足らない、あるいは避難場所に認定できない場所を、基準を緩めて認定している

所もあり、このままでいいのかと思った。 

 

○  原発、津波、交通網などどの問題においても、地域によってずいぶん違いがあり、

中部というエリアは広いと思った。震災の話は、 近遠い話になりがちだったが、と
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ても身近に感じることができた。たとえば、ボランティアの話題について、全国放送

ではなかなか名古屋や岐阜の取り組みは出てこないが、地元の取り組みの紹介があれ

ば、身近に感じることができる。そういう意味で良かったと思う。ただ、この番組は

広くて浅いと言うと失礼だが、いろいろなことを知ることができるという点で意義深

いと思うが、一方でひとつひとつをもっと深く知りたいと思った。たとえば、特番の

前後の「ナビゲーション」などで、ＢＣＰについて詳しく取り上げるなどの展開があ

れば興味深いと思った。第１部で、栗田さんが、まだ何も支援ができていない、何か

をしたいと思っている人に向けて、「これから５年、１０年と続く中で、今からでも

遅くない」というくだりは勇気づけられたし、支えるために何かをしたいと思う人を

踏み出させるメッセージになっていたと思った。第２部では、ＢＣＰや交通など、直

接的ではないが幅広い視点から震災を捉えていて、いろいろな視点に気づかされた。

なお、今後取り上げてほしいテーマとしては、東海エリアにもボランティア団体やＮ

ＰＯがたくさんがあるので、その中で、どこがきちんと行っているか、逆にどこに問

題があるのかなどを取り上げてもらうと興味深い。 

 

○  全般的に、東海・北陸の７つの県の各放送局がいろいろな情報をたくさん集め、我々

が知らないことを紹介してくれた。各県ごとには今まで紹介したであろうことも、こ

うやって東海北陸ブロックで見ると、この地域だけでもたくさんの素材があったのだ

と感じ、取材の労をねぎらいたい。特に記憶に残ったものは、第１部の支援について、

いまさら遅いのではないかと思っている人たちに、まだ遅くはない、出遅れてはいな

いと、勇気づける発言が栗田さんからあったのはよかった。第２部で紹介された伊勢

市の避難所が不足している問題や、ＢＣＰでは、岐阜県が全国で初めて研修センター

を設置し、研修していることを初めて知った。いい紹介だった。第３部では、各自治

体が災害や原発対策などいろいろ取り組まなければならないことになっているが、現

在、地域防災計画の作成をめぐって自治体が国に丸投げされ、大変な苦労をしている

様子は、地域の悲鳴が聞こえてくるような気がした。ただこれらのリポートを見て、

もう少し掘り下げた方が良かった部分もあった。特にＢＣＰについては、各企業が事

業計画を紙の上では作ったものの、それを生かしきれているところは少ないのではな

いかと思う。特に、東海地区は“ものづくり”企業が多い所なので、ＢＣＰに各企業

がどのように取り組んでいるのかを、中部の特徴として取り上げてもいいと思った。

番組全体の印象は、地域の事例はたくさん網羅していたが、総花的だったような印象

は否定できない。ゲストについては、いとうまい子さんは、率直に疑問や質問をして

いて、好感が持てた。田坂さんはとても的確な解説で、説得力があった。「安全、安

心に加え、信頼が大切だ」とか「仮に再稼働が必要になったとしても、使用済燃料の

量を初めに決めたうえでないと核廃棄物の問題は 後まで残る」といった冷静な解説
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が大変よかった。 

 

○  第１部で、足湯をしながら被災者の本音を聞き、支援に生かしていく紹介があった

が、震災から２年がたち、ニーズが個々に異なってきていて、被災者の要望をどのよ

うに引き上げていくのかを、リラックスしているうちに、そこから発せられるつぶや

きを支援に変えていくというのは専門的だ。まさに医療や看護の中で一番使っている

ことであって、つぶやきの中に本音が出てくると言うが、なかなか本音を引き出すこ

とが難しい中で、そのような支援をさりげなくやっているところがすばらしいと思っ

た。中部７県の視点で見られる構成になっていて、身近に感じられた。私は三重県に

住んでいて、一色町や二見町など具体的に出てくる場所がわかるので、「あそこは逃

げる場所がなくてどうするのだろう、お年寄りが多い場所なのに」などと問題を再認

識できた。 

 

○  「現在進行形の課題であり、 大の敵は無関心だ」という栗田さんの発言があった

が、国民に対し、まだ、復興・復旧の途上で、むしろ新たな課題が生じていることを

意識づけ、注目させるためにも、完全に復興するまで、このような番組を毎年定期的

かつ継続的に制作することが必要だと思った。特に第１部の栗田さんの発言は、実際

に現地で支援を行っている人ならではの視点と知見ある話で、「２年も過ぎたのでは

なく、まだ２年しかたっていない。東北の食品を食べるか食べないかは、消費者の選

択に任し、無理強いできない。良い物であれば残っていくので、その良い物を作るた

めの支援を行うこと大切だ」など、風評に惑わされる人や国などをいたずらに非難し

ない姿勢や現実を踏まえた発言に共感を覚えた。第３部では、リスクについて、緊急

度や重要度などがわかりづらく、現状についての不安感が緩和され、冷静に原発につ

いての課題を考えるような内容にはなっていなかった。そもそも防災や原発問題を東

海・北陸地域に限定し、かつ一律に考えるところに無理があるように思う。防災上の

課題は、太平洋側と日本海側では異なり、原発に関しては、コメンテーターの課題意

識が超長期かつ地球的な視点であったように、地域限定で考えること自体、そぐわな

いように感じた。そういった点で、局所的な捉え方と大局的な捉え方のギャップをキ

ャスターとコメンテーターとの対話で感じられた。平成２１年の駿河湾を震源とする

地震の際の浜岡原発５号機の揺れの規模について、ガルという地震の加速度で表記し

ていたが、不親切だと思った。今後は、東海と北陸地域での被災時の機能分担や、そ

れぞれの地域での課題など内容を分けて制作すればいいのではないか。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２２日(金)のナビゲーション「在宅介護クライシス～“死を考える”家族の苦

悩～」を見た。診療報酬の改定後、入院期間が短縮され、在宅介護が増加していると

いうことで、富山市が行った 4,100 人の在宅介護の家族へのアンケート調査を基に、

介護する家族の苦悩などの実態を報じていた。富山福祉短期大学看護学科長の炭谷靖

子教授が、「ケアマネージャーやホームヘルパー、医師、看護士それぞれが何をして

いるのかなど情報共有し、連携することが大事だ。１人で抱え込まずに、地域包括支

援センターなどに相談するなど助けを求めたらいい」と話していた。それも必要なこ

とだと思うが、介護については今後ますます深刻化する問題だと思う。真剣に考えな

ければいけないテーマなので、今後医療費の問題や背景なども取材し、もっと掘り下

げていってほしい。 

 

○  ３月１日(金)のナビゲーション「ビキニ事件はいかされたのか ～海の放射能を調

査せよ～」では、1954 年３月１日のビキニ環礁での水爆実験でマグロ漁船の「第五

福竜丸」が被ばくしたが、実は当時日本の科学者がこの海域で放射能による海洋汚染

の実態の調査を行い、汚染物質の拡散の状況や食物連鎖などをずいぶんと明らかにし

ていたことがわかった。しかし、こうした研究の成果が福島の原発事故では全く生か

されていなかった事実も浮き彫りにしていた。福島の事故から２年、風化という言葉

も聞かれるが、今後も語られ続けるなかで「第五福竜丸」の５９年前の実態について

も取り上げてほしいと思った。 

 

○  ２月２２日(金)の金とく「美酒のお供に・・・ おつまみ倶楽部」は、「おつまみ

倶楽部」というタイトルにふさわしい出演者たちで、また黒崎めぐみアナウンサーが

飲み屋のおかみの衣装で出てきたので、期待して見たが、特に大したおつまみも出て

こず、せっかくの出演者を生かすような酒やつまみの“うんちく”がなく、取材でき

たものをかき集めただけの印象で、竜頭蛇尾な番組だった。もう少しタイトルに合っ

た内容にしてほしかった。 

 

○  ２月２８日(木)と３月７日(木)の「Ｕｔａ－Ｔｕｂｅ」のゲストは、ＭＯＮＫＥＹ 

ＭＡＪＩＫだった。曲が好きで注目していたグループだったが映像では初めて見た。

被災地での活動の話などが聞けて大変よかったと思う。 

 

○  ２月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「なぜ日本人が… ～アルジェリア人質事件の

真相～」は、今回の事件がただ外国人だから狙われたようで、真相について、新たに
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明らかになるものはなかった。タイトルを「アルジェリア人質事件の背景 台頭する

北アフリカのテロの脅威」などとすれば、充実した編集内容と思えたが、扇情的なタ

イトルだけに見終わった後に、失望感があった。 

 

○  ２月２４日(日)のＮＨＫスペシャル 激動イスラム第２回「イスラムを覚醒せよ～

“瀬戸際の大国”イランの戦略～」では、イスラム過激主義、原理主義、アラブの春

などイスラムを取り巻くさまざまな動きがあるが、この裏にシーア派のイランの動き

がかなり関わっていることを示していた。イランがトルコやグルジアなどのシーア派

に力を注ぎ、反米の動きを起こそうとしているという話など、これまでシーア派のイ

ランの動きやアラブの動きはわかりにくかったが、この番組でよくわかった。制作は、

取材班だけではなく、現地駐在の記者などの力も大きかったように思った。 

 

○  ３月は、東日本大震災関連の番組で大変力作がそろっていた。特に、３月１０日(日)

のＮＨＫスペシャル「メルトダウン 原子炉“冷却”の死角」は、ＮＨＫのジャーナ

リストとしての力量と良心を示すような本当にいい内容だった。イソコンの問題は、

これまで以上に突っ込んでいて、なぜ誤認したのか、途中で気づくチャンスがあった

のではないかといったところまで分析し検証し、問題点として指摘していた。番組で

は 後の手段としてイソコンが動いていたとして、 終的に水素爆発を防ぐことがで

きたかどうかわからないと言っていたが、事実がわからなければその後の判断ができ

ないという指摘も全くそのとおりだと思った。消防車の注水が復水器へ出てしまった

話についても、イソコン同様、ＮＨＫの力で世間に初めて明らかにされたことだ。国

や東京電力やその他機関がつかみきっていない、あるいは、あえて表面に出していな

い問題をＮＨＫの力で表に出してもらって大変よかった。今後とも期待している。 

３月３日(日)のＮＨＫスペシャル「“いのちの記録”を未来へ～震災ビッグデータ

～」も本当に驚いた番組だ。携帯電話、ツイッター、カーナビゲーション、気象デー

タなど、当日流れていた情報を全部再現し、しかも、これだけの記録が残っていたこ

とを画面上で再現してくれたことは、大変興味深かった。その中でも、震災直後、内

陸にいた人の中で、かえって沿岸の方に行ってしまう人が多かったことがこの番組か

らわかった。自分の家族や肉親を心配してあえて海岸の方へ行ったようだが、おそら

く犠牲になった方も多かったと思う。その時の人々の行動をこういった形で記録に残

すことは貴重だと思う。データを今後どのように生かすかは検討が始まったばかりの

ようだが、ＮＨＫの力を何らかの形で生かしてもらいたいと思う。 

 

○  ３月７日(木)のＮＨＫスペシャル３．１１ あの日から２年「何が命をつないだの

か～発掘記録・知られざる救出劇～」（総合 後 10:00～10:49）を見た。宮城県石巻
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市の消防隊員のエピソードの再現シーンがよくできていた。これまで厳しい訓練を重

ねてきたにもかかわらず、現場では訓練で使うような機材が何一つ使えず、手元にあ

ったもので一人ずつ救助していくというところが生々しく紹介されていた。ただ、無

線でセンターとのやりとりの記録が多く紹介されていたが、救助要請しても救助は得

られなかったようで、もしかしたら自分も助けてもらえないかもしれないと思って見

た。宮城県の牝鹿半島に海から支援物資を届けた話があったが、祖父が伊勢湾台風の

時に、三陸地方の人たちに助けられた恩を覚えていて今度は自分たちが行くのだと、

静岡の漁業会社が支援した話にはとても驚いた。現場のリーダーとして、どういう資

質が必要なのかを改めて問う意味でもよい番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から２年「メルトダウン 原子炉“冷却”の

死角」では、ＮＨＫが独自に調査したリポートで、すごい番組だと思った。番組では

400 人のヒアリングや海外の原子力機関との調査から２つの技術的な問題を突き止

めたということだった。ひとつは１号機の水素爆発で、非常用冷却装置が稼働してい

なかったこと。もうひとつが３号機で停電後バッテリーが無くなる前に消防車から原

子炉に水を注入したにもかかわらず、復水器に漏れが生じていたという事実。製造業

では、何か不具合があったら一次、二次、三次原因を探り、５回程度は「なぜ？」を

繰り返し、本当の原因がわかってくると言われているのだが、これほどの重大な事故

について、原因究明が十分なされておらず、いいかげんに済まされていることを浮き

彫りにしていた。これでは東京電力や政府の原発に対する国民の不信感が募るばかり

ではないかと感じた。この番組は３月１０日（日）に放送されたが、１２日(火)の日

経新聞の朝刊「春秋」というコラムには、この番組での指摘を取り上げたと思われる

記事が掲載されていた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から２年「メルトダウン 原子炉“冷却”の

死角」を見て、国や事故調査委員会などが実態を把握していない、あるいは報告に上

げていない問題の多くを明らかにしたことに大変驚いた。国や東京電力が示していな

いにもかかわらずＮＨＫが指摘したいくつかの問題点について、その後どのように扱

われたのか、あるいは何らかの改善に役立っているのかなどを検証する番組を見たい。 

 

○  ３月２日(土)のマイケル・サンデルの白熱教室＠東北大学「これからの復興の話を

しよう」(総合 後 9:15～10:13)と３月３日(日)のマイケル・サンデル 経営者白熱

教室 「震災復興 企業に何かできるか」(総合 後 4:00～4:59)を見た。東北大学で

は、被災地に住む人たちの葛藤をテーマにして議論していて、とても迫力があった。

複雑でさまざまな利害が関係する問題を、マイケル・サンデルさんがみごとにファシ
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リテート（相互理解を促す）する姿に大変感動した。「経営者白熱教室」も新鮮でお

もしろかった。経営者が自身の立場や経営者の視点で復興について議論し、その中で

経営上の葛藤のようなものも出てきて興味深かった。サンデルさんの番組を見るたび

に思うのは、根底にあるテーマが哲人政治か民主主義かといつも思う。さらに、その

奥には熟議というか話し合う中できっと適切な答えに導かれるという、民主主義に対

する信用、信頼のようなものがあるからこその取り組みなのだろうと思う。同時に、

メディアの存在についても考えさせられ、ＮＨＫがどうあるべきかを自問自答する意

味合いすらあるのではないだろうか。サンデルさんがどういう気持ちやどういった視

点でファシリテートしているのか。あるいはどうやったら自分にもできるのかなどを

知りたいので、ぜひ、彼のファシリテートのポイントを追うような番組が見たい。た

とえば、「めざせ！会社の星」で、「会議のコツ」などをテーマに取り上げるなどもい

いだろう。 

 

○  「マイケル・サンデルの白熱教室」は、方法論だけでなく、哲学的な面も深めるこ

とができ、いつもすばらしいと思ってみている。東北大学では「これからの復興の話

をしよう」という難しいテーマにもかかわらず、1,000 人もの人をひきつけ、すばら

しさを目のあたりにした。ぜひ特集でまとめて放送するなどすればまた違う見方がで

きると感じた。 

 

○  ２月２５日(月)の大人ドリル「新しい日本を切り拓け！～女性解説委員の提言～」

は、働く人が国内・外、地域で選択できるように賃金制度を変えたらいいのではない

か、あるいは企業で働きだしてから海外留学する「留職」という提案をしていて、ど

ちらかというと大企業でしかできない対応ばかりが話され、少ししらけ気味だったが、

後半では、ＮＰＯが運営する福祉マンションのサービスの話など具体的な話が出てき

て、わかりやすかった。今回は、５人の女性の解説委員の個性があまり際立ったとい

う印象がなく残念だったが、次回を楽しみにしたい。 

 

○  大人ドリル「新しい日本を切り拓け！～女性解説委員の提言～」は、タイトルが「新

しい日本を切り拓け！」で、ＮＨＫの女性解説委員がせっかく出てきていたにもかか

わらず、内容的に深められず残念だった。 

 

○  「あさイチ」は、自分の年代の女性が興味を持つテーマが取り上げられているが、

後まで見られないことが多いので、関心の高いテーマは、録画して見ている。３月

６日(水)は、「ちゃんと知りたい 若年性認知症」で、大らかに笑顔で支え、一緒に

生きていくことが、認知症の進行を遅らせるうえでも良いという話など、情報がもら
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えてありがたかった。 

 

○  ２月１７日(日)のＥＴＶ特集「プレゼンが世界を変える～ＴＥＤ 人の心を動かす

技～」を見た。 近プレゼンテーションばやりで、その中心として、アメリカの講演

主催団体ＴＥＤが取り上げられているが、実はプレゼンテーションの技巧の 高峰で

はなく、世に伝え広げるべきアイデアを持った人たちが、それを広げ、共感し、投資

や活動を広げていくものなのだということをきちんと取材した内容となっていて大

変興味深かった。当初、購入番組かと思ったが、プレゼンターへの長時間のインタビ

ューとＴＥＤスタッフにも取材していて、ＮＨＫならではのステータスと取材力を生

かした充実した内容の番組だった。 

 

○  ３月１０日(日)のＥＴＶ特集「何が書かれなかったのか ～政府原発事故調査～」

を見た。原発の事故調が行政機構によって阻害されてうまく機能しなかったのか、そ

れともこれほど無責任な人たちが事故調査に携わっているという事故調の問題を指

摘しているのかというところが、見ていてどっちつかずな内容で、どういう制作意図

で作ったのかを知りたいと思った。 

 

○  ３月１日(金)のバリバラ～障害者情報バラエティー～「摂食障害」を見た。摂食障

害の子どもの支援を行っているが、回復途中の悩みやだいぶん回復した人の体験談を

聞いて、少し客観的に見ることが重要であることなどためになる話が多かった。 

 

○  ３月３日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「密着！福島第一原発 知られざる廃炉への道」

は、廃炉に向けた作業は何千もの作業員が従事して、４０年かかると言われている。

作業については放射線量が非常に強い中での作業であり、回収作業は試行錯誤の連続

だと強調されていて、技術が確立されていない中で、使用済の燃料を一体どうするの

か、 終処分はどうなっているのかがわかりにくかった。ただ開発技術、特にいろい

ろなロボットが活用されて、技術開発が進んでいることがわかり、むしろ、この究極

の“後片づけ”の中で、世界に貢献できるような技術が確立できるのではないかと期

待を持った。しかし、３月９日(土)ドキュメンタリーＷＡＶＥ「原子力“バックエン

ド” 前線～イギリスから福島へ～」でのイギリスの取り組みを見て、日本の廃炉へ

向けた作業が果たして４０年で終わるのだろうかと疑問に思い始めた。イギリスでは

1957 年に原子炉の事故が発生し、廃炉作業に入っており、すべての作業が終わるに

は 100 年かかると言っていた。今回の福島の作業でも、イギリスの技術を導入するよ

うだが、２つの番組を見て、100 年と 40 年の差がどこででてくるのか疑問が残った。 
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○  ３月９日(土)のハートネットＴＶ特集「震災を詠む２０１３～鎮魂と希望と 三十

一文字の記録～」(E ﾃﾚ 後 4:00～4:59)は、被災者がどんな思いを三十一文字につづ

っているのか関心があって見た。震災直後では詠めなかったと思われるような風景も、

この２年の間にずいぶん出てきていると思った。震災を詠むという試みは１年に１回

ずつでも続けて「東北万葉集」のようにまとまればいいと思う。また、昔からある東

北の歌枕や希望へのメッセージになるようなものを盛りこんだ「よみがえれ東北のチ

ャリティー百人一首」といったものができればいいと思う。ぜひシリーズ化してほし

いと思った。 

 

○  ２月２２日(金)の新日本風土記「越前の冬」 の映像は、これまでに福井を扱った

番組では も美しい映像だと思った。県民の多くは地元を見直すよい機会になったと

思う。しかし、カニの話を取り上げている中で出てくる人がちまたの常識から少しは

ずれたことを話しているのでいかがなものかと思った。 

 

○  ３月６日(水)ＢＳプレミアム「８０年後のＫＥＮＪＩ ～宮沢賢治 映像童話集～」

(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～10:29、10:30～10:29）第１回、２回を見た。ＣＧと実写で構

成された映像の作り方には「銀河鉄道の夜」のイメージが限定されてしまうというこ

とで、賛否あるかもしれないが、美術を担当した人の美意識の高さ、映像へのこだわ

りが感じられ、映像詩集を見ているようだった。ぜひ、ほかの宮沢賢治の作品や、東

北出身の高村光太郎や草野心平などの作品を、今回の映像チームに演出してほしいと

思った。 

 

○  プレミアムドラマ「嘆きの美女」(１月１２日(土)～３月２日(土) BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ)は、

コメディタッチで、ドタバタで、８ミリフィルムで撮影したような古めかしい映像も

あって、すごくリラックスして見られた。 

 

○  ３月９日(土)から始まったプレミアムよるドラマ「ラスト・ディナー」は、場面が

レストランのひとつだけで、ディナーをする２人の会話から過去にあったであろうド

ラマを想像しながら見るというスタイルから、舞台を見ているような感じで大変おも

しろい。これからも楽しみにしている。 

 

○  日常的にラジオを聞いている。「日曜名作座」や「音の風景」は、聞きながらいろ

いろなイメージができ、とても安らぐので好きだ。「ラジオ文芸館」は毎週土曜日の

楽しみで、ＮＨＫのアナウンサーが朗読する場合もあるし、いろいろな人が話をする

場合もあるが、本で読むのと音を通して聞くのでは全く異なるので好きだ。ＦＭは、
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音楽を選ぶにしても、何を基準にしていいかわからないときに、こういう音楽を買っ

てみよう、これも聞いてみたいと思えるので楽しみであり、朝の目覚めの音楽として

も聞いている。「ラジオ体操」は、楽しみにしている人がたくさんいて、いろいろな

人との会話ができている。ラジオを通して投稿しているリスナーの意見を聞いている

と、あの音を聞いた段階で「元気になろう」と思える。心を切り替える、いいきっか

けになっている。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２５年２月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、 

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２５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２５年度中部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交換を行った。 

最後に、業務報告および３月の番組編成、放送番組モニター報告、視聴者意向について

説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当社長室長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

 

 

（主な発言） 

＜「平成２５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＞ 

 

○  ラジオ第１の土日夜間に、「だめだめラジオ 天使のお言葉」「怒髪天 増子直純の

ロックな労働相談室」「ミュージックパトロール チェキラ！」という番組が記載さ

れている。多様な価値観や意見があるとは思うが、こういった番組名はいかがなもの

かと思う。また、テレビ放送開始６０年関連企画として「おしん」が再放送されるが、

一方で、「おしん」が民間で映画化されるように聞いている。「おしん」はＮＨＫの代

表的な番組であるにもかかわらず、手放すようになった経緯を知りたい。 
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（ＮＨＫ側）  

放送文化研究所などの調査で、若者のラジオ離れが進んでい 

る結果が出ている。ＮＨＫでは、若者にＮＨＫの番組を視聴し 

てもらうためのさまざまな工夫を行っており、ラジオでも若者 

向けのゾーンを設けた。「だめだめラジオ」は、自分のことを 

卑下しているように聞こえるが、たとえば「電車やバスの中で 

お年寄りに席を譲れなかったので、叱ってください」というよ 

うな投書をもとにパーソナリティーが、本気で叱ってくれると 

いう趣旨の番組だ。また、「怒髪天」は、パーソナリティーの 

増子直純さんが所属するロックグループの名前で、「チェキラ」 

は、英語の「Check it up」を早く言った略語である。ラジオ 

は、テレビよりもある程度許容範囲を広げられることもあり、 

若い人に興味を持ってもらうという趣旨で、こうした番組名と 

することとした。「おしん」の映画化の経緯は知らないが、こ 

れまでにもＮＨＫのドラマが映画化されたり、民放のドラマと 

して制作されたことはある。 

 

○ 数点質問がある。編集の重点事項の中に、末尾が「努めます」という表現になって

いるものがあるが、他の項目では「制作します」「行ないます」「伝えます」と言い切

っている中で、「努めます」は消極的なイメージだ。なぜこういう表現なのか。総合テ

レビの時刻表で「イッピン」が新設になっているが、「イッピン」は、これまでも放送

されており、興味深く見ていた。なぜ、新設の表示があるのか。また、午前４時３０

分開始というとても早い時間に編成したのはなぜか。Ｅテレ「学ぼう ＢＯＳＡＩ（防

災）」については、なぜ番組名に「ＢＯＳＡＩ」とアルファベットを使うのか。わざわ

ざかっこ書きにするのであれば、そのまま漢字で書けばいいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

「努めます」というのは、弱い表現ではなく、「日々努力して、 

なお一層努めてまいります」という決意表明だとご理解いただ 

きたい。「イッピン」については、現在、ＢＳプレミアムの火 

曜日午後７時３０分から放送している。新年度からは、引き続 

きＢＳプレミアムで放送しつつ、総合テレビでも見ていただく 

機会を増やそうということで設置したものだ。 

「ＢＯＳＡＩ（防災）」のアルファベット表記については、タ 

イトルを見て、興味を持ってもらえるようにとの考えで付けた 
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ものだ。 

 

○ 編集計画の重点事項の中に、２０２０年のオリンピックの開催地決定に向けて関連

情報を詳しく伝えるとあるが、ＮＨＫとして東京オリンピックの招致に前向きなので

あれば、関連情報を放送する程度ではなく、国民的関心を呼ぶようなバックアップの

動きをすべきではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

 ＮＨＫの報道姿勢は、賛否両論ある話題については、公正中 

立を保ちながら、両方の意見や考え方を示して視聴者の皆さん 

に考えていただくというのが基本的なスタンスだ。オリンピッ 

クについても、経済の波及効果を期待する賛成意見に対し、福 

祉など別のところに税金を使ってほしいという意見もあるだろ 

う。オリンピック招致の動きやＩＯＣの動きなどの情報はきち 

んと正確に伝えつつ、両方の意見を紹介するというのが基本的 

な考え方だ。 

 

 

＜「平成２５年度中部地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

○ 津放送局の重点事項に書かれている伊勢神宮の式年遷宮の関連番組についてだが、

式年遷宮は国民的行事であり、ものづくりを伝承していくという意味合いでも非常に

意義深い行事だ。式年遷宮の意味をもう一度思い起こすことも重要だと思うので、三

重県内の地域放送に留めるのではなく、ぜひ全国向けの番組制作をしてほしい。 

 

○ 名古屋放送局の重点事項で、地域向けニュースの一部で字幕放送を始めるという説

明があったが、字幕放送を始めるのは名古屋放送局だけなのか。技術的な問題がなけ

れば、他の局にも広げてもらいたい。それぞれ防災をはじめ災害対策に関する記述が

あるが、静岡放送局は「いかにして命を守るかという視点」で取り組むと明示されて

いて、大変すばらしい。各放送局においても、静岡放送局に負けないように取り組ん

でほしい。 

 

○ 各放送局がそれぞれの地域事情を踏まえて放送するのは重々理解できる。しかし、

その一方で、共通するような課題もある。たとえば北陸地域では、新幹線の開業の影

響や、自然や文化、観光面で共通する話題などもある。そういったテーマの際は、関

係する放送局が連携して取り組んでほしいと思うが、そうした場合のタッグの組み方
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や責任体制についてどのように考えているのか知りたい。 

 

○ 基本計画や編集計画において、政治の話や消費税、少子高齢化、いじめの問題、暮

らしの問題などは取り上げられているが、憲法改正に関する文言が入っていない。憲

法は、国の根幹に関わるものであり、マスコミにとっても、表現の自由について影響

のある大きな課題だと思うので、憲法に関してどういうスタンスなのか気になった。

金沢放送局の重点事項に、放送開始６０年を機に、貴重な過去のフィルムを掘り起こ

して紹介するという項目があるが、全国放送でも地域放送でもそういうものがあると

思う。過去の番組の中には、思い出に残る人形劇などもあるので、いいものを掘り起

こして、深夜などに放送すれば見る人も多いのではないかと思う。 

 

○ インターネットの活用という点で、ぜひＮＨＫオンデマンドで地域発ドラマや「金

とく」「ナビゲーション」などを見られるようにしてほしい。そうなれば、他県に住む

友人などに、この地域の良い番組を簡単に薦められるようになる。たとえば、４７都

道府県の地図にひも付ける形で紹介するといいと思う。インターネットを使った選挙

運動が解禁に向けて議論されている。ＮＨＫでも選挙報道について、ソーシャルメデ

ィアなど、ウェブを活用した手法の開発にぜひ力を入れてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

    静岡放送局の重点事項に記述した「生命・財産を守る」とい 

う理念は防災・減災放送の基本であり、どの地域、どの放送局 

でも、共通している考え方だ。災害は地域によって異なるため、 

その備えやどういう体制を作っておくのかは、地域に合わせて 

いろいろな工夫をし、積み重ねをしておかなくてはいけない。 

各局の重点事項には、各局それぞれの工夫や苦労が文面に表わ 

れているとお考えいただきたい。字幕放送は重要だと考えてい 

る。収録番組は、すでにほとんど字幕付きになっているが、生 

番組の字幕放送については、設備とそれを操作する者のスキル 

が必要になるため、一斉に開始することは難しい。そのため、 

まずは名古屋と大阪で開始することとなった。段階的に広げて 

いくことになると思う。複数の局の連携について質問があった 

が、たとえば、国内で一番、原子力発電所が集中している福井 

県で有事があった際には、福井放送局だけではなく近隣の岐阜 

や愛知、そして、京都や滋賀などにも大きな影響がある。中部 

の各放送局だけではなく、近畿や東京とも連携して取材してい 
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かなければならない。ＮＨＫでは、有事に備え、放送局間の連 

携の問題も含め、平時からさまざまなハード、ソフトの両面で 

準備を行っている。 

 

○  諮問された「平成２５年度中部地方向け地域放送番組編集計画（案）」については、

委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを前提に、

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

          答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編計画について 

  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１８日(金)の「東海北陸“子ども”スペシャル ホンネで語ろうＴＶ」では、

いじめについて多くの課題の提示があり、たくさんの意見が寄せられ、それに対しゲ

ストが意見を述べていたが、議論というところまで発展しなかった印象だ。いじめの

問題は、いじめが原因の自殺があった際に話題になり、ほとぼりが冷め、話題に上が

らなくなるということの繰り返しのような印象がある。番組で出た意見も昔から言わ

れていることの域を越えておらず、教育現場の状況は旧態依然たるものだと再確認し

た。こういうテーマの場合は、ゲストの意見が重要になると思うが、今回のゲストの

人選はよかった。特に、文部科学省いじめ問題アドバイザーの大河内祥晴さんの話に

は重みがあった。大河内さんは被害者の遺族だが、加害者の子どもにも分け隔てなく

接し、話に耳を傾けてきた人なので、ともすると問題を単純化していきそうになると

ころを、冷静に話のポイントを戻していて、人間性の深みを感じた。大河内さんも、

学校の対応について、議論のレベルが昔と変わっていないことを残念がっていたが、

共感するところだった。また、レッド吉田さんは一般の親の代表としての役割を十分

果たしていた。実際にいじめを受けた子どもを取材していたが、映像には心をつかむ

ものがあるので、いじめについて深く考えてなかった人たちが考えるきっかけになっ

たのではないかと思う。いじめられる子どもにも原因があるという、昔からよくある

意見がいまだにあったことに、解決の難しさを感じた。理由があれば加害が容認され
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るとか、許される加害があるなどという発想は、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）

や虐待にも通ずるものがあり、一種の人権問題だ。いじめ問題も人権問題として捉え、

議論を深める番組があればいいと思う。その点で、小学校教諭である岡崎勝先生が、

いじめの問題に直面している子どもの生の声を聞いて、大人が一緒に考えてアイデア

を出し、解決に向かって話し合っていくことを提案していて、これはとてもいいこと

だと思った。いじめは、重要な問題であり、今回、番組の企画として取り上げたこと

は大変良かった。広く意見を募集していたが、自ら意見を出すことで参加感もあった

だろうし、大変意義のある番組だと思う。今後も引き続き取り組んでほしい。 

 

○ 「東海北陸“子ども”スペシャル ホンネで語ろうＴＶ」を見て、いじめの実態や

深刻さがよくわかった。むしろ議論がなかったところがよかったと思う。子どもたち

の本音が出ていて、相当貴重な情報となったと思う。集められた意見や情報をいかに

次につなげていくかに期待している。大河内さんの話を聞いていると１９年前から何

も変わっていないようだ。今回集められた意見や情報を活用し、どのようにしていじ

めをなくしていけばいいのかという観点で、番組を制作してほしい。 

 

○ １月２５日(金)ドラマスペシャル「ヤアになる日 ～鳥羽・答志島パラダイス～ 特

別編」(総合 後 7:32～8:45 中部ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。今回は、９月の本放送とどのような

映像が追加になっているのかという少し変わった視点で見たのだが、後半部分に新し

い映像が加わっていた。全く同じではなく、映像を追加して放送する手法は、新しい

挑戦としてよかったと思う。 

 

○ ２月８日(金)の静岡流「浜岡原発 災害時の備えは～密着 中電の対策と揺れる周

辺地域～」に出ていた中部電力関係者のコメントを聞いて、東京電力をはじめ、どの

関係者も似たような発言をすると思った。浜岡原子力発電所が、稼動していなくても

多額の費用がかかっており、どれほど危険なのかについて、数値によって具体的に示

されていたうえ、焼津市の例を取り上げ、自治体の生の声を紹介していた点がとても

印象深かった。静岡放送局が編集計画の重点事項に明示しているように、いかにして

県民の命を守るのかという視点が反映された番組だった。 

 

○ １月１８日(金)の情報ＬＩＶＥ ただイマ！「離婚で苦しむ子どもたち」を見た。

親の離婚を子どもの目線で見て、子どもたちの生の声を取り上げていたのはとても意

義があったと思う。 

 

○ １月３０日(水)の歴史秘話ヒストリア「戦国最恐妻の夫操縦法～豊臣秀吉を天下人
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にした女・おね～」は、「最強」ではなく「最恐」と表記している点に興味を持って見

た。大河ドラマなどでよく取り上げられる女性だが、戦いに走り回る夫に代わって大

名の妻子の面倒を手厚く見たり、贈呈品によって人心を掌握するなど、夫を越える政

治手腕を見せていたようだ。武力で天下統一を目指す夫と、家臣や武将たちを支える

妻というように、夫婦で役割分担ができていたことがよくわかった。夫の死後は表舞

台には出ず、引き際もとても格好いいと感じた。秀吉の女性関係について織田信長に

相談した際のエピソードなどもおもしろかった。お互いに言いたいことを言い合うと

いう当時では珍しい夫婦関係の様子を劇で紹介していたが、その尾張弁があまりにも

不自然で、聞いていて残念だった。こういう場面には、ぜひきちんと方言を使える俳

優に出演してもらいたい。 

 

○ １月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「終(つい)の住処(すみか)はどこに 老人漂流

社会」は、大変良い番組だった。番組に出ていた高齢者の様子を見て、一緒に番組を

見た家内が涙を流していたが、自分も、今後の生活をどうすべきなのかと突き付けら

れ、非常に考えさせられた番組だった。老人を追い込んでしまうことにつながりかね

ないなど賛否両論あると思うが、こうした問題に踏み込んでいるところは、さすがは

ＮＨＫだと評価したい。特に、団塊の世代が高齢化することで、さらに超高齢化が進

む中で、他にもさまざまな問題が出てくると思う。今後もきちんと課題を捉えて取り

組んでいってほしい。 

 

○ ２月３日(日)のＮＨＫスペシャル「沢木耕太郎 推理ドキュメント 運命の一枚 

～“戦場”写真 最大の謎に挑む～」を大変興味深く見た。ロバート・キャパの「崩

れ落ちる兵士」は、歴史的な写真として評価されているが、実は死の瞬間に撮ったも

のではないのではないかという謎を追っていく番組で、とても筋の通った内容ですば

らしいドキュメンタリーだった。自分が撮った写真ではないのに自分が撮ったことに

なってしまい、その名声の重圧から逃れるために、キャパが命懸けで撮ったのが傑作

と言われている、ノルマンディー上陸作戦の時の写真だったのではないか、という筋

書きは、非常に説得力のあるものだった。実は、この話は、先日、雑誌に掲載されて

いた沢木耕太郎さんの記事と同じもので、番組で初めて知ったわけではなかったが、

この記事を映像的に裏打ちするという意味では大変興味深い内容だった。ただ、ノル

マンディー上陸作戦の写真について、ナレーションでは、ぶれていたと言っていたが、

実はぶれていたのではなく、助手が現像処理を失敗してネガを傷めたため、ぶれたよ

うな写真になったと言われているので、その点が気になった。また、「崩れ落ちた兵士」

の兵士が倒れた理由について、番組の中では言及していなかったが、雑誌の記事によ

ると、偶発的な出来事で滑ったのではないかと書かれていた。このことにも言及した
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ほうがよかったように思う。 

 

○ ２月１０日(日)のＮＨＫスペシャル「“核のゴミ”はどこへ～検証・使用済み核燃料

～」では、使用済み核燃料を資源として捉えるのかどうかなどに関してよく取材して

いた。日本では、使用済み核燃料を資源扱いしたことによって処理工程が一つ増え、

そのことによって必要以上に金がかかり、よりいっそう処理が難しくなっているとい

う実態をえぐり出していて、よくここまでレポートしたと感心した。フィンランドと

スウェーデンには最終処分場があるそうだが、その建設の際に、国内ではどういう世

論があったのかなどにも触れていればさらによかった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「“核のゴミ”はどこへ～検証・使用済み核燃料～」は、時宜にか

なったテーマだ。前半では、核燃料サイクルの是非に関してとてもわかりやすく問題

提起していた。最終処分には、海洋投棄や輸出などさまざまな手段があるが、それに

ついてはあまり掘り下げられず、後半では一転して、怪文書のようなものやインタビ

ューが出てきて、日本原燃の利権問題にテーマが収束している印象で残念だった。“核

のゴミ”そのものの本質を捉えるようなタイトルだったので、タイトルに見合った内

容として、もう少し大きく捉えてほしかった。 

 

○ ２月３日(日)の明日へ－支えあおう－証言記録 東日本大震災 第１３回「岩手県

釜石市～津波で孤立した港町」では、大津波で道路が寸断し、孤立してしまった町の

人たちが自分たちの力で、復旧作業などに取り組んだ話をインタビューを交えて紹介

していた。地域の力、人間の強さ、地域の人たちの団結力を感じる、大変いい内容だ

った。震災の番組をさまざま放送しているが、自立してがんばっている姿を自然に描

いている番組として、とてもよかった。 

 

○ ２月１２日(火)のクローズアップ現代「“体罰”なぜ繰り返されるのか」を見た。教

師などへのインタビューを聞くと、まだ体罰を容認する風潮があるように感じられた。

ゲストの早稲田大学スポーツ科学学術院長の友添秀則さんが、体罰が介在するような

練習の中からは人は育っていかないと明言したにもかかわらず、国谷裕子キャスター

は、それを深めなかったところが残念だった。番組全体を通して、訴求すべきことや

焦点が定まらず、体罰の問題について悠長に捉えているように感じた。 

 

○ ２月１４日(木)のクローズアップ現代「ハンターが絶滅する！？～見直される“狩

猟文化”～」は、見ごたえのある番組だった。獣害などについては、さほど身に迫っ

た問題ではなかったので、関心が低かったのだが、定量的、定性的な面からこの問題
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を端的に紹介していて、獣害とハンターの減少の関係性やその実態、深刻さが大変よ

くわかった。必ずしも解決策があるわけではないのだろうが、改善に向けた可能性は

示されており、問題提起という意味ではわかりやすく有意義な番組だったと思う。 

 

○ テレビ６０年記念ドラマ「メイドインジャパン」の２回、３回を見た。１０月にＮ

ＨＫスペシャルでも、日本の家電業界が中国や韓国に追い上げられており、その理由

の一つとして、日本人の技術者が海外へ流出しているという実態を取り上げていたが、

この実態を素早くドラマ化しており、時宜にかなったドラマだったと思う。ただ、競

争相手だった会社に資本提携を持ちかけるというハッピーエンドで終わったのは、少

し歯切れの悪い感じがした。海外に行った技術者の息子が実は新聞記者で、私怨から

スクープ記事を書いたという話があったが、私怨のために記事を書くような新聞記者

は一人もいない。また、スクープ記事の見出しが「タクミ電機倒産の危機へ」となっ

ていたが、新聞では、記事が引き金になって企業が倒産するようなことがないように

配慮し、倒産する前の企業については、通常、「経営破綻」「債務超過」という表現を

使う。新聞業界のことをきちんとわかったうえで、ドラマを制作してほしかった。 

 

○ 放送開始６０年を捉え、さまざまな過去の番組が放送されているが、たとえば、「お

しん」のモデルは静岡の人だったが、雪のシーンが欲しかったため、山形を舞台にし

たと聞いたことがある。そうしたかつての番組の発掘エピソードなどが聞ける番組が

あればおもしろいと思う。 

 

○ サイエンスＺＥＲＯの１月２０日(日)「地球外生命の大本命！衛星タイタン」、２月

３日(日)「湖に眠る 奇跡の堆積物」、２月１０日(日)「ＳＦ世界が現実に！ プロジ

ェクション映像技術の衝撃」を見た。全くの素人が見ても飽きさせないようＣＧや映

像が駆使されており、知的好奇心を十分に満足させるよい番組だった。福井県の水月

湖の年縞堆積物（ねんこうたいせきぶつ）が、過去の気候や年代測定の補正に使われ

る標準の計量として選ばれたことは新聞で知っていたが、「湖に眠る奇跡の堆積物」で

は、そのことがわかりやすく説明されており、その意義深さもきちんと伝えていて、

大変よい番組だった。地元の者としても誇りが増えた気持ちだが、後で福井放送局が

制作した番組だと聞いて、福井放送局の頑張りを実感した。 

 

○ １月２８日(月)のハートネットＴＶ シリーズ貧困拡大社会「家計を見直し 生活

再建へ」では、経済ジャーナリストの荻原博子さんと反貧困ネットワーク事務局長の

湯浅誠さんが的確な意見を述べていた。生活困窮者を自立させるためには、孤立させ

ないことが重要だという指摘に共感した。福岡県の生協「グリーンコープ」の取り組
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みを紹介していたが、就活支援においては、本当に丁寧で積極的な関わりをし、時に

は厳しい指摘をしている様子を見て、相談者の力量に感心した。ただ、どちらかとい

うと高齢者や女性との関連が深い生活協同組合が、なぜ２０代の若者を支援すること

になったのかが紹介されていなかったのが、残念だった。 

 

○ ２月８日(金)の課外授業 ようこそ先輩「心がゆったり ふるさとの銭湯絵～銭湯

絵師 中島盛夫」を見た。銭湯絵師が全国にたった２人しかいないことをこの番組で

初めて知った。中島さんが故郷の福島県飯舘村への思いを子どもたちに語り、地元を

離れて暮らさざるを得ない子どもたちが一生懸命、故郷を描き、それを地域の銭湯に

飾る、その発想がとてもすばらしかった。きっと中部地方でも中部ならではの「課外

授業 ようこそ先輩」があるのではないかと思う。こういったすばらしい話があれば、

「課外授業 ようこそ先輩」に限らず、地域発ドラマや他の全国放送番組でも発信し

ていってほしい。 

 

○ １月１８日(金)、２５日(金)のＢＳ時代劇「火怨・北の英雄 アテルイ伝」第２回・

第３回を見たが、テレビ６０年記念ドラマ「メイドインジャパン」（１月２６日(土)、

２月２日(土)、９日(土) 総合 後 9:00～10:13）より、はるかにおもしろかった。こ

れまで大和朝廷側の視点で描かれたものはあったと思うが、蝦夷(えみし)軍側の思い

を描き、少数派を主人公にして、普遍的な思いや温かいメッセージが込められており、

東北の自然も加わってすばらしかった。今まで描かれなかった視点を今後もぜひ取り

上げてほしい。中部発でもこういったものができればうれしいと思う。 

 

○ １月２７日(日)のプレミアムドラマ「宮崎 命のあしあと ～宮崎発地域ドラマ～」

は、平成２２年に宮崎を襲った口てい疫で、実際に苦労した人たちの証言をもとにド

ラマ化されたもので、とてもいい番組だった。特に、陣内孝則さんが演じる和牛繁殖

農家と獣医とのやり取りは、涙を誘う内容だった。いろいろな立場の人に苦労話を聞

いてはいたものの、こんな問題もあったのかと改めて認識させられた番組だった。約

３０万頭もの家畜を殺処分し、実際に４割の農家が廃業したのだが、苦悩を乗り越え

て再開にこぎ着けられたというドラマで、感動した。ぜひ、総合テレビでも放送して

ほしい。 

 

○ ２月１０日(日)のＢＳプレミアムドラマ「人生は“サイテーおやじ”から教わった

～漫画家・西原理恵子～」は、西原さんの豪快なお父さんの話で、虐待ではないかと

思うような場面があったが、はちゃめちゃだが憎めない人で、堂々と生きて、自分の

考えを自信を持って述べていたので、いろいろな人から慕われていたのだと、その人
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柄がよく表われていた。過去の追想の場面がよく出てきていたが、子どもの不安な気

持ちなども描かれており、西原さんの優しい漫画を育んできた大きな柱の一つが、こ

の豪快な養父であり、西原さんを無条件で受け入れてくれる大人の関わり方だったの

だと思った。見終わった後に涙が出てくる番組だった。 

 

○ ＮＨＫの番組で特に好きなのは「追跡者 ザ・プロファイラー」や「プロフェッシ

ョナル 仕事の流儀」で、何かをなし遂げたプロの人を取り上げ、その人生や考え方、

極めたものを紹介する内容がとてもおもしろいと思う。「追跡者 ザ・プロファイラー」

のブルース・リーやフレディ・マーキュリーを取り上げた回とプロフェッショナル仕

事の流儀 特別編「イチロースペシャル２０１２」の再放送を興味深く見たが、自分

の職業に人生をかけている姿がすばらしいので、またいろいろな人を紹介してほしい。 

 

○ 「旅のチカラ」は、さまざまな旅番組がある中で、旅人役の出演者の人生にとって

大切な意味を持つ旅に密着している感じがとても伝わり、タイトルにぴったりな内容

となっている。１月２４日(木)の「“人生を歌う声”を求めて～石丸幹二 パリ～」は、

改めてその思いを強く感じた。著名人の旅が続くようだが、出演者は必ずしも著名人

ばかりでなくてもいいと思う。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２５年１月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、  

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、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、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    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当社長室長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長 

経済学博士） 

 

 

（主な発言） 

＜放送番組一般について＞ 

○  ほっとイブニングぎふ「発掘ふるさとの人」のコーナーは、岐阜の地域の偉人にス

ポットを当てるというものだが、１２月２５日(火)は正村一忠さんというアマチュア

天文家を紹介していた。青果問屋を営みつつ、天文の研究をし、私財を投じ、900 名

以上の寄付も集めて天文台を作ったという話だったが、おそらく多くの人が初めて聞

いたエピソードだったと思う。こういった人物を発掘し、スポットライトをあて、丁

寧に紹介することは大変すばらしい。今後もあまり知られていない地域の偉人を見い

だし、フォーカスしていってほしい。 

 

○  １２月２３日(日)のＮＨＫスペシャル「日本国債」は、大変いい番組だった。第４

６回衆議院議員総選挙の１週間後の放送にもかかわらず、内容はとてもよくまとまっ

ていた。１２月２０日(木)に日本銀行の白川方明総裁が記者会見で、さらなる金融緩

和の強化、国債の購入増に関する声明を行った直後でもあり、時宜を得ているととも
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に、特に、その後の急激な円安が予想される内容でもあった。国の債務が 1,000 兆円

で、そのうち 700 兆円は国債であるという現実、また、国の予算９０兆円の半分を国

債でまかなっている問題をどう解決するかについてはいろいろな意見があると思う

が、この問題の解決には、日本の信用や政府のガバナビリティー（統率力）が関係し

てくる。その意味で、国民の選挙による選択が、非常に重要なのであり、政府や政権

は、国民が選んでいるのだという視点がもっと強調されるべきだと思う。国民とは関

係のない所で、政府が勝手にやっている結果なのだというような、ある意味で少し第

三者的な番組になっていたのが残念だった。 

 

○  １月６日(日)のＮＨＫスペシャル「父と子 市川猿翁・香川照之」では、市川猿翁

さんと香川照之さん父子の複雑な関係を長期にわたって追っていたが、日がたつにつ

れて、表情や関係性が変わっていく様子が見て取れる番組だった。丁寧に時間をかけ

て撮り続けてられており、力が入った内容だった。言葉では言わずとも、芸を極めて

いくということのすばらしさ、魅力、厳しさというものが感じられ、すばらしかった。

芸を極めることは、専門職を極めていくことと同様であり、どんな世界であっても厳

しさとすばらしさとがあると感じた。 

 

○  １月１２日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「空白の初期被ばく～消えたヨ

ウ素１３１を追う～」は、ＮＨＫの良識とジャーナリスト魂を改めて再認識させてく

れた番組だ。これまでセシウムのことはいろいろ取りざたされてきたが、この番組で

は甲状腺がんに大変影響のあるヨウ素１３１を取り上げていた。ヨウ素１３１は半減

期が８日間しかなく、その間に検査しなければわからないため、当時の子どもたちの

検査結果がほとんどないのが実態だが、ＮＨＫにしかできないと思われるシミュレー

ションをして、拡散の状況を再現しており、大変わかりやすかった。そして、いたず

らに不安をあおるわけではないが、きちんと調べる必要があると明確に警告していた。

東京電力福島第一原発事故に関しては、ずさんな除染の実態や除染作業の下請の従業

員に対する日当が正当に支払われていなかったことなど、まださまざまな問題がある。

そのうちの１つがヨウ素の問題だと思うので、今後もＮＨＫに期待している。鎌田靖

さんがキャスターを務めていたが、とても信頼感のおける進行で大変よかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「空白の初期被ばく～消えたヨウ素１３１を追う

～」を見て、医者、科学者、行政などそれぞれの立場によって、これほど捉え方が異

なるのかと思った。弘前大学被ばく医療総合研究所の床次眞司教授の、住民に正しい

理解をしてもらうために、事実をできる限り詳細に調べ、分析し、公表していくとい

う姿勢に共感したが、一方で、行政は、説明のしかたが難しいと言っていた。どう説
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明するかではなく、事実を突き止めることが重要で、正しい知識を住民に知らせるこ

とが大事だと思った。福島県いわき市の渡辺敬夫市長が、当時迷いに迷ったが安定ヨ

ウ素剤を飲ませるべきだったと今の気持ちを率直に話す姿に、人間性が感じられ、ほ

っとする場面でもあった。 

 

○  １月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」では、伝説

の巨大イカ、ダイオウイカが深海で泳ぐ姿を世界で初めて撮影しており、撮影成功に

至る国際チームの苦労や今回の功績がよくわかった。深海での映像は美しく、中でも

ダイオウイカの姿は光を放つ黄金色で、群を抜いてすばらしく、その神秘性に感動し

た。潜水艇は、1,000 メートルが限界なのだが、800 メートル付近で姿を捉え、ダイ

オウイカに合わせて深く潜っていく様子にはらはらした。撮影した映像の分析結果に

興味があるので、引き続き特集などで放送してほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」は、大変おもしろい番組だっ

た。特に、いろいろな失敗を経て、撮影に挑み、少し気を抜いた瞬間にダイオウイカ

が出てきた様子は、映画のようなドキュメントで大変よかった。金色に輝く巨大なイ

カが動いている姿を初めて撮影できたことはおおいに宣伝してもいいと思う。ただ、

少し気になったのは、１月６日(日)の「ＮＨＫニュース７」で報道し、９日(水)の「Ｎ

ＨＫプレマップ」でＰＲし、番組は１３日(日)に放送していたが、一方で、「ＮＨＫ

ステラ」には「ダイオウイカ」の文字が出ていない。結局、ダイオウイカを撮影した

のはいつだったのだろうか。うがち過ぎかもしれないが、ダイオウイカを撮影したの

は随分前で、番組の放送直前になってＰＲを開始することで、ＰＲ効果を高めようと

したのではないかと思った。また、ＮＨＫは１年以上にわたって取材してきたようだ

が、費用がずいぶんかかったのではないだろうかなども気になったが、番組としては

大変よかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」は、 

アメリカのディスカバリー・チャンネルとの国際共同制作番組 

なので、費用は分担して制作している。これまでに、ＢＳプレ 

ミアムで小笠原の海の魅力などを紹介する番組などを制作しな 

がら、ダイオウイカの撮影を目指して取材を続け、今回撮影に 

成功したのだと思う。 

 

○  １２月２４日(月)のファミリーヒストリー「南果歩～波乱の南一族・１３００年の
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絆～」を見た。祖父の雲洛さんが韓国から日本に移住し、経済的に非常に苦しい中で、

死ぬまで祖国や家系のことを忘れていなかったことや、朝鮮では家系をとても大切に

し、先祖を深く敬うことがよくわかる番組だった。朝鮮および中国にさかのぼった南

家のルーツや、祖母側の曾祖母が朝鮮王朝時代の王の側室候補になるほどの美人であ

ったいう話などが出てきて、大変興味深かった。 

 

○  １２月２４日(月)の追跡！真相ファイル「１１９番通報にいま何が」(総合 後 

10:55～11:23)で、男子大学生が１１９番通報して体調不良を訴えたにもかかわらず、

救急車が出動せず死亡し件を扱っていた。その際の電話のやりとりでは、出動しなく

て済むように誘導しているようだった。行政側は、１１９番通報が増え、対応に追わ

れて大変と悩みを吐露していたが、むしろ行政側で壁を作って、忙しくなるのを防い

でいるように感じられた。人命に関わる問題なので、どのように対応すべきかなどに

ついて、もう少し突っ込んでほしかった。 

 

○  「追跡！真相ファイル」は、キャスターの鎌田靖さんの切り込み方が好きでよく見

ている。１２月２６日(水)の「“消えた”子どもの自殺」では、鋭い切り込み方と取

材力に感心させられた。文部科学省と警察が出している「児童生徒の自殺統計」に１

５０人以上の差があり、その背景などを追跡していた。自殺も事故死と同様だと言っ

ていた元教育長で現たつの市長の西田正則さんがインタビューに応じていたが、今の

教育界の実態が見え、生きた教育ができているのか心配になった。その半面、行き過

ぎた指導を認め、生徒の自殺に反省の念を抱き、１０年間にわたって遺族と話し合い

ながら指導基準を変えるなど真摯に取り組んでいる教師も紹介されていて、明るさも

見えた。番組の最後に、番組内で扱った事例について、修正に応じたかどうかを明示

していたところも良かった。今後も引き続き、教育改革の一助になるよう教育の改善

について取り上げてほしい。 

 

○  １２月２７日(木)の「妄想ニホン料理」(総合 後 7：30～7:59)は、日本の親子丼

の「親子」から連想する料理をタイやイタリアの料理人が創作するもので、単に食材

を自分で頭の中で膨らませるだけではなく、実際に市場や林の中で食材を探し、自国

の調味料を使ってオリジナル料理を作っており、「妄想」というよりも「挑戦」と名

付けていいような番組だった。日本人が知らない食材が出てきたり、「親子」を大き

いものと小さいものに解釈した料理、また、スタジオで「親戚」関係のような組み合

わせの親子丼を紹介するなどしていて興味深く見た。モデルの栗原類さんが初司会に

挑戦したのだが、本人も居心地が悪そうで、清水ミチコさんと森泉さんの明るいコメ

ントに助けられた感じだった。「料理はもっと自由であっていい」という最後のコメ
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ントで、番組が何を言いたかったのかがわかった。肩の凝らない暮れのヒット番組だ

と思った。 

 

○  １２月３１日(月)の「第６３回 ＮＨＫ紅白歌合戦」を家族で見た。高齢の親の世

代は、おもしろくなかったと言っていたが、中学生と小学生の娘は、司会の嵐やゴー

ルデンボンバーのパフォーマンスなどを喜んで見ていた。「紅白」を見ることで、そ

の年の流行曲がわかり、最近の世相を知る機会になるので、好ましく思って見ている。

なるべく広い世代に楽しんでもらうようにこれまでも工夫していると思うが、世代ご

とのリクエストを聞いて選曲するなどの工夫をしてはどうか。今年の珠玉の１曲は、

美輪明宏さんの「ヨイトマケの唄」で、表現力と芸術性に魅了され、大変感動した。

言葉で細かく説明しなくても、気持ちや感情を伝えられる歌の力を感じた。先月の「視

聴者の声」に、韓国人歌手の出演について、いろいろな意見が寄せられていたが、日

本の音楽界では韓流が浸透していることからも、文化交流の一環として、あまり固く

考えず、政治でこう着している両国間の関係を和らげる意味でも、個人的には出演さ

せた方がよかったのではないかと思う。 

 

○  「第６３回 ＮＨＫ紅白歌合戦」は、例年どおり大変楽しく見た。今年も、携帯情

報端末で、東海大学の芦田宏直教授のハッシュタグやＮＨＫのオフィシャルのツイッ

ターなどを見ながら視聴し、番組を共有するコミュニティーのようなものができて大

変おもしろかった。副音声で行っている「紅白裏トークチャンネル」のふざけた感じ

も好きで、視聴者と同じ目線で楽しんでおり、とても意欲的な内容でおもしろかった。

たとえば今度は、ＢＳで「紅白」を見ながら批評する番組を放送してみてはどうか。

今回は美輪明宏さんに大変感動した。これまでどういった人かあまり知らなかったの

だが、プロフィールや実績をインターネットで見て、ファンになった。背景に映像を

活用し、大変力が入っていて、見ごたえのある、すばらしい演出だった。ＭＩＳＩＡ

さんの中継で、あんなに風が吹いているのに、風の音が入らず、生で歌っているので

あれば、すばらしい音響技術だと感銘を受けた。 

 

○  「第６３回 ＮＨＫ紅白歌合戦」は、幅広い年齢層を対象にしているのでいたしか

たないことだと思うが、知らない歌手や歌が増えてきたように思う。いろいろな放送

技術が駆使されており、映像による企画・演出がすばらしかった。アフリカのナミブ

砂漠からの中継もよかったが、経費がかかっている印象だ。美輪明宏さんの評価が大

変高いが、もし三輪さんが出ていなかったら、誰が印象に残ったのだろうかと思った。

司会の堀北真希さんはそつなく淡々とこなしていたが、相手方のゲストによっては、

なかなか会話が発展していなかった。楽しめるような進行も検討してほしい。 
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○  年末年始ということもあって、子どもたちと“チャンネル争い”しながら見たのだ

が、「第６３回ＮＨＫ紅白歌合戦」については、子どもたちは興味のない歌手の時は、

テレビを見ないで他の事をしていた。１月５日(土)の「テレビ６０年 連続テレビ小

説“あなたの朝ドラって何！”」（総合 後 9:00～10:13）は、私は懐かしく見たのだ

が、子どもたちは、ドラマ本編を見ていないので、何がおもしろいのかわからないと

言っていた。この番組は、年配の人が対象だったのだろう。ＮＨＫは、幅広い年齢層

を対象とする番組が多いかもしれないが、昭和４９年～昭和６１年に放送された「レ

ッツゴーヤング」は、若者向けだと明確にわかったように、番組名で対象を明示する

といいと思う。年齢別の視聴率などの情報を、番組コンセプトなどにどのように反映

させているのか興味があるので、機会があれば教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 ビデオリサーチ社より、放送の翌日に世帯および年代別の視 

聴率の結果が入ってくる。ＮＨＫをご覧いただいている視聴者 

層は高齢者に偏っている傾向があり、データを分析しながら、 

若年層に対象を絞った番組も制作している。たとえば、「ＭＵＳ 

ＩＣ ＪＡＰＡＮ」は若年層に向けた番組であり、その他にも 

３０代、４０代の女性に対象を絞ったドラマなどを制作してい 

る。 

 

○  １２月３１日(月)の「ゆく年くる年」（総合 後 11:45～1 日(火) 前 0:15）の石川

県西圓寺温泉からの中継は、来客数も増えて地元でも好評だった。 

 

○  １月２日(水)の「和食が世界遺産？ ～おいしい日本 １万５千年の旅～」(総合 

後 9:00～9:58)は、今年の秋に「和食」が新たな世界遺産となるかもしれないという

ことで、世界に類を見ない和食ならではの世界を探る旅に出るという番組で興味深く

見た。フレンチシェフのダヴィッド・ブランさんが、かつお節や昆布でだしをとるこ

とに挑戦する姿がとてもおもしろかった。また、縄文土器に、料理を盛り付け、演出

するための技法が施されていたという事実には大変驚いた。しかし、１時間番組なの

で、和食を語るには短か過ぎた。だしについても、番組で取り上げられたのはかつお

節と昆布だけだったが、他にも伝統的なものがたくさんある。ましてや、和食となる

と、盛り付けや、器、包丁の使い方、献立の構成など１時間では語り尽くせない。福

井県の昆布屋が紹介され、奥井隆社長が話していたが、昆布の奥深さやこだわりなど

も時間が短くて十分出しきれていないように感じた。番組がよくなかったという意味
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ではなく、むしろ和食の奥深さの入口を紹介した番組だったと思うので、さらに奥に

進んだものを制作してほしい。最近は、ファストフードや冷凍食品を利用する人が多

いので、ひとつの料理を作るまでの工程やこだわりなど、芸術ともいえる和食のすば

らしさを伝えていってほしい。また、イタリアンやフレンチに比べ、和食の料理人が

少なく、減っている状況なので、和食のすばらしさをもっと番組の中で伝えてほしか

った。 

 

○  １月３日(木)の「福山雅治 最後の楽園を行く～大自然へ 新たな旅が始まった～」

(総合 後 7:30～8:43)を見た。平成２３年のＮＨＫスペシャル「ホットスポット 最

後の楽園」第１弾の６回もすべて見たが、毎回ＮＨＫの描く自然や動物の映像の美し

さ、技術に感動し、今回も楽しみにしていた。熱帯雨林の中やジャングルの樹上に張

りめぐらされた林冠などでの撮影は、どうやって行っているのだろうと感心し、オラ

ンウータンの撮影のために１か月間もカメラを仕掛けておいたそうだが、どれほどの

労力と時間がかかっているのだろうかと考えながらとても驚きつつ見た。ニュージー

ランドで、福山雅治さんの手の上にオウムが乗ったりする映像は、見ていて臨場感あ

ふれるものですばらしかった。ただ、「珍しいシーンです」「滅多に見られないシーン

です」という言葉が何度も出てきたが、これはあまり頻繁に出さないほうがいいと思

う。福山さんが撮った写真もすばらしく、自然の美しさや神秘さが伝わってきて、番

組構成上、とても良いアイデアだと思った。「ホットスポット 最後の楽園」第２弾

の放送を楽しみにしている。 

 

○  １月７日(月)のクローズアップ現代スペシャル「エネルギー大変革～岐路に立つ日

本の資源戦略～」(総合 後 7:30～8:43）は、「日本の資源戦略」という副題にもかか

わらず、アメリカのシェールオイルやシェールガスの話が中心となっており、日本の

エネルギーの将来について方向性が見えなかったのが残念だ。日本の場合、水力と原

子力に依存しているが、原子力発電をなくすと、中東の石油やロシアのＬＮＧなどが

エネルギー源になる。そこにアメリカのシェールオイルやシェールガスが加わること

で選択肢は増えるわけだが、日本のエネルギーが他国に依存していることには変わり

はない。海上風力発電やメタンハイドレード、ソーラー発電など新エネルギーの情報

もあったが、今のところ未知数であり、あまり明るい未来が開けているとは考えられ

なかった。日本では原子力発電の利用について賛否が分かれているが、それも踏まえ

た、日本のエネルギーに関する安全保障について、もっと正面から取り上げてほしか

った。 

 

○  １月８日(火)のクローズアップ現代「超高速計算が起こす“新・産業革命”～スパ



8 

 

コン「京」のひらく未来～」は、昨年のＮＨＫスペシャルに引き続き、具体的な活用

事例もあげていて大変わかりやすい番組になっていた。また、利用面での課題などに

ついてもしっかりと伝えていた。スーパーコンピューターを利用することにより、い

わゆる新・産業革命と言われるような開発が期待できると感じた。日本だけではなく

世界でもスーパーコンピューターを使った開発競争が起こっているようだが、世界の

競争に打ち勝つためにも、スーパーコンピューターの利用が必須となる。特に、医療

面での活用に期待されているが、実際の成果なども今後は紹介してほしい。今回はス

ーパーコンピューターの開発について、メーカー名を出さず、機械の映像だけだった

が、いったいどういった基準でメーカー名を出したり出さなかったりするのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 企業名については、ＮＨＫの場合、企業や商品の宣伝につな 

がるような出し方はしないという原則がある。ただし、企業名 

そのものが情報のひとつだというケースも多々あるので、そう 

いう場合には、企業名を出すこともある。 

 

○  １月１４日(月)の首都圏の大雪の報道について述べたい。首都圏では雪に対する備

えが十分でないことは理解するが、雪の多い地域の住民にとっては、大騒ぎし過ぎて

いるように思えた。いろいろな注意事項などについては、全国放送ではなく、首都圏

向けのニュースの中で取り扱えばいいのではないか。人口比率的に、首都圏のニュー

スは扱う時間も多くするということなのかもしれないが、仮に名古屋が大雪になった

場合、全国ニュースでどの程度取り扱うのかと悶 （々もんもん）としながら見ていた。

また、気象情報の際に、降雪量の予想として、北陸地方は５０センチなどとしている

が、それは山間部の一部地域であり、海沿いや平野部では１０センチ程度だ。画面の

隅には「多い所で」と書いているが、石川県ではそんなに雪が降るのかという印象を

強く持たれ、冬の観光客を失ってしまうような気がする。たとえば、沿岸部など降雪

量の少ない地域については色を薄くするなど、工夫して報道してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）   

数年前の北陸地方での大雪については、全国ニュースで取り 

扱った。気象・災害情報においては、生命・財産を守ることが 

重要だが、交通情報も生活への影響が大きいので、重要なポイ 

ントと捉えている。気象情報については、それぞれの地域ごと 

に事情も異なり、課題が多い。引き続き議論してサービスの向 

上を図っていく。 
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○  １月１４日(月)の「沖縄 基地の街 女性たちはいま」（総合 後 6:10～6:44）を

見た。今の沖縄の若い人たちにとっては、基地があるのが当たり前で、アメリカ兵と

知り合って交際、妊娠し、シングルマザーが増えている実態を描いていた。そういっ

た女性たちの子育てや子どもに出自について話すかどうかといった悩みの相談にの

り、支援を行っているＮＰＯのとてもパワフルな活動の様子や、その困難さが紹介さ

れていてよかった。特に印象的だったのは、取材に応じたアメリカ側の海兵隊家族支

援施設の担当者たちの冷たい対応だ。支援を受けられない人が現実にいることについ

ては、個人の責任だという認識で、その冷淡な対応を映像で淡々と流すことで、沖縄

の現状を映し出し、日本とアメリカ、本土と沖縄との関係や差別の問題などを、浮き

彫りにしていた。掘り下げ方にもの足りなさを感じたものの、こういった重要な問題

に取り組むＮＨＫの責任感が感じられ、公共放送の役割を果たしている番組だと思っ

た。 

 

○  「沖縄 基地の街 女性たちはいま」では、基地の問題がありつつも人として交際

相手を信じ、妊娠や中絶などの問題が起こっている沖縄の実態が浮き彫りになってい

た。ＮＰＯ法人が女性たちの支援に懸命に取り組んでいることはわかったが、国や沖

縄県がどのように取り組んでいるのかがまったく見えなかったので、もう一歩踏み込

んでほしかった。 

 

○  １年間見ていた「イ・サン」が１月１３日(日)に最終回をむかえた。大変おもしろ

いドラマで、個性的な脇役の設定は、本筋とははずれたりしながらもかえって気休め

になり、気楽に見ることができた。その点で、大河ドラマ「平清盛」は、話が深刻過

ぎて見続けることができなかった。日曜日は気楽に楽しめることが重要だと思う。今

年の大河ドラマでは、そういう要素も考えてほしい。 

 

○  大河ドラマ「八重の桜」は、幅広い年齢層の人が見たくなるようなドラマになって

いる。震災復興、東北支援の視点で選んだ人物だと思うが、江戸時代から明治にかけ

て、文明や文化が大きく変わる激動の時代の話は、いつの時代にも当てはまるわくわ

く感があり勇気と元気をもらえる印象を受けた。八重の子どもの頃を演じた鈴木梨央

さんの演技は驚くほどすばらしかったが、出演者の方言の使い方がうま過ぎて、たま

に何を言っているのかわからなかったので、わかりにくい表現の際は、文字を出して

くれるとありがたい。什の掟（じゅうのおきて）の「ならぬものはならぬ」という言

葉は、以前、藤原正彦氏の著書で知って好きな言葉なのだが、理屈ではない強い教え

であり、今の世の中でも「ならぬものはならぬ」ということが一つ筋の通った道理で

はないかと感じている。 
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○  大河ドラマ「八重の桜」は、とても良い印象だ。なぜ「平清盛」は、人気がなかっ

たのか再度見てみようと思い、大河ドラマ「平清盛 総集編」(BS プレミアム 後 6:00

～9:00)を見た。おそらくＣＧなどの画像処理の技術に走って、大河ドラマのイメー

ジとずれてしまったのではないだろうか。たとえば、馬が走っている実写に画像処理

技術を加えることで違和感が生じていたのではないか。「紅白歌合戦」でも階段部分

を画像で処理していたが、以前であればセットを変更する時間を使って中継などを入

れるなどの演出もあった。技術の進歩を取り入れつつも、実写とのギャップがないよ

うにすればいいと思う。 

 

○  大河ドラマ「八重の桜」を見られなかったので、八重とはどういう人だったのかや、

時代背景などを知りたくて、「歴史秘話ヒストリア」の１月９日(水)「“ハンサムウー

マン”がゆく 新島八重 不屈の会津魂」と、１月１６日(水)「白虎隊 奇跡の生還

劇～八重とともに戦った少年たち～」を見た。八重の生い立ちから、新島襄との結婚

や二人での活動、新島襄が死んだ後、従軍看護婦などで活躍したことを簡潔に紹介し

ており、白虎隊がどういう経緯で自決に至ったのかなども、足跡をたどる形で紹介し

ていて、大変わかりやすい番組だった。歴史秘話ヒストリアは、あまりよくない回も

あるが、この２回は大変よかった。ただ、１月９日(水)は、大河ドラマの番組宣伝を

兼ねているようで、その後に「ＮＨＫプレマップ」が続いたので、番組宣伝がずっと

続いた印象だ。「プレマップ」と銘打って宣伝だとわかる場合はいいが、あたかも番

組仕立てにして宣伝をするのはあまりよくない。番組を見てほしいという気持ちはわ

かるが、宣伝し過ぎるのはあまりよくないと思う。年末年始の特別番組のＰＲも多か

った時期だけに、どういった基準になっているのか知りたい。 

 

   （ＮＨＫ側） 

ぜひ見ていただきたい番組は、番組ＰＲや「ＮＨＫプレマッ 

プ」などで積極的にＰＲしていこうという考え方があるが、一 

般の番組の中で番組宣伝だと受け取られるような作り方はよし 

としていない。「歴史秘話ヒストリア」については、大河ドラマ 

で取り上げた人物ではあるものの、みなさんの関心の高い話題 

であろうという前提で企画し、取り扱ったのだと思う。ある種 

の社会的な話題を取り上げたというようにご覧いただきたい。 

 

○  連続テレビ小説「純と愛」を毎日見ているが、１月１７日(木)は、驚きとともに感

銘を受けた。１月１７日は、阪神・淡路大震災の発生した日であり、ドラマの中でそ

のことに触れたストーリー展開になっていた。配慮ある演出がすばらしいと思った。 
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○  ハートネットＴＶ 未来へのアクションの１月７日(月)「復興を支える“右腕”た

ち」と８日(火)の「目覚めよ！現代の“龍馬”たち」を見た。東北支援の特集で興味

深かったが、はじめはなぜコロッケさんがコメンテーターで出演しているのか不思議

だった。しかし、幼少時、生活が貧しく、また右耳の聴力を失うハンディを抱える中

で、物真似という低く扱われがちなものをエンターテーメントとして昇華させるチャ

レンジを重ねてきた彼のこれまでの生き方を知り、そのコメントが大変重く、有意義

でかつ新鮮だった。すてきなキャスティングだと思った。 

 

○  １月５日(土)のＴＶシンポジウム「アジアと日本の食と農の未来」は、番組名では

難しい印象だったが、大変わかりやすい内容だった。日本の食の専門家たちがパネリ

ストになっていて、その中に農業生産者が加わっていなかったのだが、それが逆によ

かったと思う。消費に関する課題について論じられており、消費者に近い立場の人が

どのように捉えているのかを聞けてよかった。また、アジアの人口が増え、食料がひ

っ迫している中で、不足分を今後どう確保するのかが課題だと話していて、認識を新

たにした。農業の再生について、少し論じていたが、農業に関する掘り下げがやや薄

かったように思う。食の専門家から見て、農業の再生はどうあるべきかを聞きたかっ

た。このような番組は視聴率は低いと思うが、実情を幅広く知ってもらえる機会にな

るので、ぜひ今後も放送してほしい。 

 

○  １月６日(日)の日本人は何を考えてきたのか 第９回「大本教 民衆は何を求めた

のか」を見た。大変よくできた番組で、大本教の発祥から弾圧、現在までをよく描い

ていた。戦前の大弾圧によって、解体していると思っていたのだが、いまも宗教行事

を行っている人たちが残っていることに驚いた。危険な思想だということで弾圧の対

象になり、国家は、第２次弾圧で徹底的な破壊を行ったようだが、武器を持っていて

危険な団体だと見なされていたのかが番組ではわからなかった。大本教の思想につい

ては、残されたさまざまな論文や雑誌から紹介していたが、国家が当時どのように捉

えていたのかがわかりにくかったので、体制側の史料も合わせて出せばよりよかった

と思う。進行は、三宅民夫アナウンサーで、フィルムや史料の合間に、専門の大学教

授が語り、三宅アナウンサーが専門家に的確な疑問の提示をして、視聴者の疑問を代

弁するような形となっていた。さすがはベテランだと感心した。 

 

○  １００分ｄｅ名著「般若心経」を見た。「１００分ｄｅ名著」をよく見るのだが、

この番組がなぜ心を捉えるのか考えたところ、本の選択がとても良く、私に合ってい

るのだと思う。人生、人間とは何か、また、人の悩みに共通した部分に影響を与える

ような大切なことを伝えてくれていて、とてもためになっている。 
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○  アニメなどしか見ていなかった小学生の子どもが「すイエんサー」を大好きで、毎

週見ている。引き続きおもしろい内容を届けてほしい。 

 

○  １月３日(木)の「覇王伝説～最強の戦国武将は誰だ？～」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～

10:59)は、専門家のコメントが的確な上に、単なる学問の見識だけではなく、個人的

な好き嫌いも表明していて、かえって楽しい歴史番組になっていた。当時の戦費など

を円に換算することによって、身近に感じられ、より説得力が増していた。コンピュ

ーターを使った戦略のシミュレーションや、アニメやイラストも取り入れられており、

２時間の番組だが、退屈せず楽しく見ることができた。気になったことは、歴史好き

の若者がスタジオに集まっている中で、日本語が流ちょうなイタリア人に質問や意見

が集中していたことだ。今回も民放のバラエティー番組でナレーションをしている人

が起用されていたが、最近ＮＨＫの娯楽番組でＮＨＫのアナウンサー以外の人がナレ

ーションをするケースがある。ＮＨＫのアナウンサーも民放に負けないよう、バラエ

ティー番組にも向いた個性的なナレーションができる人材を育成してほしいと思う。 

 

○  １月１１日(金)から始まったＢＳ時代劇「火怨・北の英雄 アテルイ伝」を見た。

このドラマを見るまでアテルイという人物を知らなかったが、番組審議会用のメモを

作成しようとワープロを打ったところ、正しく変換できたので、歴史上の有名人物だ

ったのかと驚いた。これまで韓国の歴史ドラマを見ていて、日本でもいろいろな時代

の歴史ドラマを取り上げてほしいと思っていただけに、今回の「アテルイ伝」はとて

も期待できる。蝦夷（えみし）や大和朝廷については、なじみが少ないので、時代考

証の信ぴょう性などはあまり気にせず、かえって楽しく見ることができた。東北の地

図を示し、蝦夷（えみし）がどのように分布していたのか、あるいは大和朝廷がどの

ように城を築いていったのかをわかりやすく見せていた。女性の化粧が現代的な点が

少し気になったが、アテルイ役の大沢たかおさんが若々しく、また東北の自然の美し

さが際立っていた。多文化共生という言葉があるが、日本にも多くの文化や民族があ

り、多様な国であると改めて認識した。ぜひ若い人たちにも見てほしい番組だと思う。

今回は４回シリーズだが、まず試験的に制作し、視聴者の反応を見ながら、いずれ骨

太で大作のドラマに作り変えるのではないかと期待している。 

 

○  １月１３日(日)のＳＯＮＧＳプレミアム「さだまさし 第一夜」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 

11:00～11:59)で、さださんが歌詞づくりについて話していて、メッセージソングを

作るにあたって理解できない人にはわかってもらわなくていいと少し毒づいていた

が、これまでの言動とは異なっていてとても意外だった。若い頃から彼の書く歌詞は

とてもわかりやすく、短編小説のようなドラマが描かれており、社会への向きあい方
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などすばらしく、今の２０代には書けるアーチストはいないのではないかと思う。彼

が言葉にのせる思いをもう少し深めてもらうとよかったのではないだろうか。また、

長尺なわりには、歌がダイジェストになっており、最後がポイントになっている「親

父の一番長い日」などは、短くするとおもしろみがなくなってしまうので残念だった。

２回目を楽しみにしている。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２４年１２月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２１日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、金とく「切手のないおくりもの～Ａ ＳＯＮＧ ＦＯＲ ＹＯＵ～」

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    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長 

経済学博士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜金とく 「切手のないおくりもの～Ａ ＳＯＮＧ ＦＯＲ ＹＯＵ～」 

       （１１月３０日(金) 総合 後 8:00～8:43 中部ブロック）について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者からのリクエストに応え、その人の大切な人のもとへ 

歌手が直接、歌を届けに行くという初めての試みの番組だった。 

かなり試行錯誤しながら、チャレンジした。視聴者のお宅を訪 

問して、その場で歌うということは、歌手にとっても相当なプ 

レッシャーがあり、出演交渉には苦労したが、夏川りみさんと 

馬場俊英さんに快諾してもらい実現できた。多くのお便りやリ 

クエストをいただいた中から８組を厳選し、９月中旬から１０ 

月にかけて取材した結果、３組を番組で取り上げることにした。 
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どういう形で歌手を登場させるのかについても、いろいろな手 

法を試してみた。人を感動させ心の傷を癒やす、歌の力を伝え 

ることができる番組になったのではないかと思う。 

 

○  １組目は、歌手と周りの人との一体感がうまく表現されており、サプライズの中に

も、よくあるドッキリ番組とは異なる温かさを感じた。２組目は、家の中での撮影だ

ったので、カメラワークが難しかったのではないか、また外の雑音が入らないかなど

と思いながら見たが、部屋に置いてあった昔の写真を取り入れるなどして、うまくカ

バーしていた。３組目は、歌に対する思いが一番うまく表現された内容だった。勇気

づけられ、歌の力を信じて新しく踏み出していける熱い番組なので、年に１回くらい

放送してもいいと思う。今回取り上げられたのは東海地方の人たちが主だったので、

次回は北陸の人も取り上げてほしい。１点、なぜ歌手を３名にせず、夏川さんが２組

を訪問することにしたのかを教えてほしい。 

 

○  プロのアーティストに直接、歌を届けてもらえるというのは、こういった企画がな

い限り実現しないことなので、うれしいだろうなと思った。１組目はお祝いの席で、

なおかつ、三味（さんしん）仲間で演奏していた曲を夏川さんに届けてもらうという

ものなので、場としても合っていて、自然な感じだった。一番難しそうだと思ったの

は最後のケースだが、土屋チーフ・プロデューサーの説明を聞いて、リクエストごと

に紹介のしかたを変えていることがわかり、とても良いと思った。おのおの個人的な

ストーリーではありつつも、身近にもありそうな話なので、共感できた。また、自分

の思いを言葉で正確に伝えるのは難しいが、歌ならば伝えられると実感した。３組目

では、娘が今回の企画に応募した思いを母親に伝えるのにとても苦労している様子だ

ったが、母親は複雑な表情ではあるものの、娘の気持ちを受け止めていたように見え

て、とても感動した。多くのリクエストの中から、番組で紹介する人をどのように選

んだのかと、紹介のしかたで工夫した点などを聞きたい。 

 

○  率直に言って、楽しい番組だった。ぜひまた放送してほしい。馬場さんが依頼者の

家を訪問した際の少し困惑した雰囲気や、３組目の方を訪ねる際の夏川さんの緊張感

が伝わってきて、とてもよかったと思う。「切手のないおくりもの」の歌詞の一節で

番組を締めくくっていたが、これも大変よかった。続編が放送されることを期待して

いる。 

 

○  こういったサプライズを楽しむ企画はありがちなので、よくあるタイプの番組かと

思って見だしたが、だんだんとそうした番組ではないと感じた。特に３組目は、かな
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りつらい内容で、それだけに夏川さんの歌の力を一番感じさせるものだった。交通事

故で息子さんを亡くした時に母親がずっと聞いていた「涙そうそう」を、生で聞かせ

ることで、かえってつらくさせてしまうのではないかと懸念したが、聞き終わった後

の母親の「息子には届いたかな」という言葉から、自分をいやすためではなく、曲に

込められた思いを息子に届けたいと思って聞いていたのだということがわかった。自

分の気持ちを、歌を通じて亡くなった息子に伝えてもらったという意味で、前進はあ

ったのだろうと思う。言葉ではうまく伝えることができない思いを歌によって伝える

ことができる。感謝や勇気、そして癒しを与えることができるのが歌の力だと実感し

た。たびたびだとマンネリ化してしまうかもしれないが、また見たい番組だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  出演の見込みのない歌手へのリクエストをたくさんいただい 

ても、リクエストしてくださった方に失礼なので、歌手が決ま 

ってから、その歌手に歌を届けてほしい方を募集する方法を採 

った。４３分間の限られた時間の中で、歌もきちんと聞いても 

らい、いろいろな話も紹介するには、何組紹介するのが適当か 

検討を重ね、最終的に３組で構成した。いただいたリクエスト 

には、読みながら涙が出るものも多くあったが、いろいろと取 

材をしたうえで、番組で紹介する方を選定した。それぞれ異な 

ったストーリーでありながら、全体を通して見ると、結婚して、 

夫婦生活があって、子どもを亡くすこともあるというように、 

人生を感じ取れるようにすれば見やすい構成になるのではない 

かと思い、紹介する方を決定した。 

 

○  大変いい番組だったと、夫婦で何度も話した。暗い話題が先に来れば見続けないだ

ろうから、明るいものから始め、徐々に重くなっていく構成は、ずいぶんよく考えて

作っていると思った。歌も大変よかったが、折々に出てくる会話に心打たれるものが

あった。２組目の、夫に歌をプレゼントした妻が「主人に感謝の気持ちを伝えられて

よかった」という言葉や、３組目の、娘から母への「お母さんに元気を出してほしい

と言っているのではない。弟のことを覚えておくためで、生きて行く糧になればいい」

という言葉に心を打たれた。感情を表に出さず、情に溺れない黒崎めぐみアナウンサ

ーの語りも内容に合っていてとてもよかった。映像も雰囲気がよく出ていて全般的に

感動した番組だ。ぜひまた制作してほしい。 
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○  タイトルが「切手のないおくりもの」なので、祝福や励ましを歌で表すものだとい

うイメージが最初からあり、また１組目が結婚式でのサプライズだったので、この後

もこんな感じで続くのだろうと思わされた。もし視聴番組ではなかったら、最後まで

見なかったと思う。そういう意味では、最初にひきつける工夫が必要だったのではな

いか。しかし、最後まで見ると、いい番組だったと思う。ただ、今回多くの応募の中

から３組が選ばれたわけだが、選に漏れた方には、どんな形で連絡したのだろうか。

また、この番組そのものは歌の力を感じられる意味でよかったのだが、本来、「金と

く」は中部地方の自然や暮らし、文化をより深く取材するという趣旨だと理解してい

るので、「金とく」の枠で放送すべき番組なのかは疑問に思う。 

 

○  音響機材もない、一般の家庭のリビングで歌うというのは、歌手の力量が試される

ことだと思う。３組目の母親が最後まで笑顔になれなかったように見えたのが、とて

も気になったが、夏川さんが帰路の車中で語った「今までと違った『涙そうそう』が

今日生まれた。これまで歌ってきてよかった」というコメントで番組がギュッと引き

締まった感じがした。 

 

○  当初、「金とく」で扱うテーマとしては違和感があったが、見ているうちに、歌で

人々がしっかりと結ばれていくような、歌の力と人間の心のふれあいが感じられる番

組だった。例えば「母の日」や「父の日」などにあわせて、シリーズ化していくとい

いと思う。 

 

 （ＮＨＫ側） 

  リクエストしてくれた人のところに歌手が実際に行って歌う 

ということを、導入部分でわかってもらうためのプレゼンテー 

ションのような位置づけで、結婚式でのサプライズを最初に置 

いた。また、この番組も大きな意味で地域サービスの一つだと 

思っているので、「金とく」の趣旨にはあっていると思う。ただ、 

訪ねた場所の風景について歌手がどのような感想を持ったのか 

を入れるなどして、もう少し地域性を出せばよかったと思う。 

３組目では、お母さんが笑顔になるというところまではいかな 

かったが、娘が伝えたかった思いはちゃんと受け止めていただ 

ろうし、娘さんも伝えたかった思いを伝えられて次のステージ 

に進めたのではないかと視聴者にも十分感じてもらえたと思う。 

なお、リクエストをいただいた方には、全員にお礼をお送り 

している。 
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＜放送番組一般について＞ 

○ １２月７日(金)のナビゲーション「北陸新幹線 乗客をわが街へ」は、地元に関連

する内容だったので、興味深く見た。一般市民レベルになると、どういう形で対応し

ていいのか、“様子見”のような状態になっているが、具体的に事例をあげてわかりや

すく説明しており、修学旅行誘致をはじめとした積極的な取り組みが行われているこ

とがわかった。北陸新幹線については、北陸だけで盛り上がっているようにも感じる

ので、この番組が他の地域でどのように見られたのか、他の委員の意見を聞いてみた

い。 

 

○  ナビゲーション「北陸新幹線 乗客をわが街へ」には、いくつも驚きがあり、興味

深く見た。まだ約２年先のことだと思っていたが、修学旅行誘致のことなどを考える

と２年というのはぎりぎりらしく、先を見通した動きが始まっていること。また、通

過する駅になってしまう長野の取り組み、広域で駅を利活用しようと試みている高岡

のリポートなど興味深い内容だった。番組では、新幹線をどう生かすかというポジテ

ィブな要素に光を当てていたが、問題やリスクなど課題も示していればなおよかった

と思う。 

 

○  １２月７日(金)の金とく「敦士が行く！“ギフとフラッグ”自転車旅 ～国体でふ

るさと再発見～」は、ぎふ清流国体を盛り上げる番組で大変よかった。岐阜県の中で

もあまり知られていない地域が紹介されていて、「なるほど、この町にはこういう良

いものがあるのだ」と気づかされる内容だった。岐阜県では１０月に放送し、中部ブ

ロックでは、今回が初回放送だったが、夏に収録したものなので、服装などこの時期

に見ると違和感があったのが残念だ。 

 

○  「ほっとイブニングぎふ」のリポートコーナーで、１１月２１日(水)は、名古屋局

制作の「自転車で街の魅力を再発見」、１２月１８日(火)は福井局の「復活目指す老

舗（しにせ）酒造会社の取り組み」を放送していた。東海３県の時間の枠ならわかる

のだが、岐阜県域の時間帯には、岐阜県内の地域ニュースを放送してほしい。 

 

○   １２月１６日(日)の「衆院選２０１２ 開票速報」（総合 後 7:55～終夜）につい

て、公正な報道のために各政党に同じ時間を配分するというのは十分理解できるが、

今回のように政党が乱立している場合には間延びした感があり、番組としては退屈し

てしまうというのが正直な感想だ。事前に諸課題について党首から回答をもらい、そ

の要点をまとめて放送するといった工夫がほしかった。今回の選挙の争点として、消

費税、原発、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）などの課題があるが、郵政民
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営化の選挙の時（第４４回衆議院議員選挙）のように、こういった課題についてイエ

スかノーかを問うような風潮があり、報道する側にとってはわかりやすい構図だった

と思うが、情報を提供するだけではなく、課題に対する視聴者の理解を深める番組づ

くりが必要ではないかと感じた。開票速報については、具体的な票数が出てくるまで

の時間の持たせ方が難しかったように見受けられた。最近のテレビは画面をメインと

サブに分けることもできるようなので、そうした技術をうまく活用し、例えば全国と

各地域の情報を分けて表示するなどすれば、うまくカバーできると思う。 

 

○  「衆院選２０１２ 開票速報」は、公平で、かつスピード感のある内容だった。キ

ャスターの武田真一アナウンサーは、個性的な党首にも冷静な応対をしていて感銘を

受けた。 

 

○  １２月１５日(土)の衆院選特集「党首 師走を駆ける～密着 １２日間の熱き戦い

～」(総合 後 9:00～10:18)を興味深く見た。特に、党首の街頭演説やインタビュー

などを通して、各政党が訴えているポイントをよく整理し、コンパクトにまとめてい

た。ただ、党によって、時間的な配分が異なり、バランスに欠けていたように見えた。

街頭の映像で、チラシを受け取らない人が映っていたが、「あの政党は人気がない」

という印象を与えかねないので、来年の参議院選挙に向けて、街頭映像についても慎

重な扱いをしてほしい。 

 

○  「衆院選２０１２ 開票速報」を見ていると、当確を出すスピードは民放に比べて

ＮＨＫは遅かったように思った。各候補の選挙事務所では民放よりもＮＨＫの当選確

実報道を重視していたようで、遅くても確実であるがゆえに信頼されるのがＮＨＫな

のだと思った。ただ、なぜ当確を出すスピードに民放と差が出たのか知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  衆院選特集「党首 師走を駆ける～密着 １２日間の熱き戦 

い～」については、議席数を勘案しながら扱う時間を傾斜配分 

しているので、選挙前の議席数が多い党について長めに紹介す 

ることになる。このため、指摘のような印象だったのだと思う。 

選挙前の映像については、映像によっていろいろな印象を与え 

ることもあるので、十分配慮しなければいけないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回の選挙は、大変情勢が読みにくいものだったので、どう 
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しても慎重にならざるを得ない地域があった。正確性を重視し、 

確信が得られるまで当選確実を打たなかった。しかし、テレビ 

局なので、正確かつ速さも求めなければいけない。今回のご指 

摘については、今後の選挙の取材や報道に生かしていきたいと 

思う。 

 

○  １１月１８日(日)のＮＨＫスペシャル「がんワクチン～“夢の治療薬”への格闘～」

は、生命と直接向き合っているがん患者本人、またはその家族にとって、薬ができる

ことによってどのようにＱＯＬ（クオリティオブライフ／生活の質）が上がっていく

のかというところまで掘り下げた内容で大変見ごたえのある番組だった。今回は、患

者側の立場や薬の開発の面が中心となっていたが、医療者側の視点も入れながら、ぜ

ひ今後もがんワクチンについて、特集を組んでほしい。 

 

○  １２月９日(日)のＮＨＫスペシャル「ヒマラヤ８０００ｍ峰 全山登頂に挑む」は、

登山の過酷さや厳しさが印象的だった。登頂を目指す竹内洋岳さんたちよりもむしろ、

非常に危険な山を取材しながら登山するカメラマンが気になって、その覚悟や体力、

精神力に驚きを持って見た。ナレーターの仲村トオルさんは、とてもいい声で、山の

厳しさやロマン、ドキドキ感を醸し出していて番組内容にあっていた。後半はほとん

ど言葉も出ない厳しい登山で、一歩一歩登っていく映像が多かったが、かえって力が

入り、息をのんで見た。途中で、高山病になった仲間を下山させる様子は、非常に冷

静な判断をしたと思うし、山の厳しさが伝わってくるシーンだった。防寒の服装であ

ったにしても高山で、テントで一夜を過ごして、なぜ凍死しなかったのか、また、山

の上でもインターネットやメールがつながることに大変驚いた。8,000 メートルは死

の領域であり、それに挑戦することが登山の魅力なのだと思うが、成し遂げて、テン

トに戻った時の言葉が「さあ帰ろう。ありがとう」というあっさりした一言しかなか

ったため、残念ながら、命をかけてまで山に登る魅力が理解しきれないまま終わって

しまった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ヒマラヤ８０００ｍ峰 全山登頂に挑む」は、自然の中にあっ

て、人間はあまりにもちっぽけなものだとまざまざとわかる内容だった。東日本大震

災もそうだが、自然には人間の力は及ばないので、おごらずしっかりと自分たちの足

元を見て対じしていかなければならないと思う。竹内洋岳さんの、自然と上手につき

合い、人間の限界をわきまえながら挑む姿は心打つものがあった。カメラマンがどの

ように撮影しているのかということにも興味を持った。 
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○  １１月２１日(水)の探検バクモン拡大スペシャル「いじめ×爆笑問題」（総合 後 

10:00～11:12）では、今は、クラスの中にリーダーやヒーローなど強い者がおらず、

いじめを抑える人がいないという話が出ていたが、クラスの中にリーダーを作ること

について、今の教育の考え方はどうなのかと思う。番組の中では、解決方法やアイデ

アがなかなか出てこなかったが、少なくともいじめは本当に難しい問題だということ

は理解できた。 

 

○  １２月３日(月)と１０日(月)のディープピープル「緊急特集 いじめ」を見た。前

編は、いじめ全般の話で、現在のいじめの状況といじめによって自殺した人の気持ち

について語っていた。「親に迷惑をかけたくないという気持ちが強くて最後まで親に

言わない。しかし、自殺をしてしまえば一番悲しむのは親であり、そういった心の動

きが理解できない」という話などが印象的だった。ぜひ、学校でもこういう番組を見

せればいいと思った。後編では、ごっこ遊びが進んだ「いじり」と「いじめ」が紙一

重になっているという話が紹介されていた。「いじり」の中に「いじめ」を見つける

には教師がきちんと見ていなければならないことなど、前編よりもさらに踏み込んだ、

深い内容で、現場の状況などをいろいろと学べる番組だった。 

 

○  １２月３日(月)のクローズアップ現代「突然の崩落はなぜ～緊急報告・中央道トン

ネル事故～」は、事故の翌日の放送だったが、短時間によくあれだけの番組ができた

と感心した。生々しい証言をはじめ、トンネルに詳しい研究者などの解説、また模型、

構造図も示していて、わかりやすかった。同じような構造のトンネルが全国に相当数

あるので、警鐘を鳴らす意味でもすばらしい番組だった。今後はさらに、老朽化した

トンネルへの対策がどう進んでいるのか、安全性の確保はどうなっているのかなども

取材してほしい。 

 

○  １２月４日(火)のあさイチ「スゴ技Ｑ レシピ無限大！ＮＥＷみそワールド」は、

最近の研究に基づくみそと塩分の関係、血圧を下げる効果、乳がんや骨粗しょう症の

予防、アンチエイジングの効果などを紹介していて興味深く見た。みそを使った料理

を紹介しており、赤みそ、白みそと表現していたが、みその種類は地域によって異な

るため、赤手・白手の米みそ、西京みそと表現するほうが適切だ。例えば、愛知県で

は、赤みそは、いわゆる八丁みそ、豆みそのことなので、番組で紹介したレシピで料

理すれば、違ったものができかねない。そのあたりも配慮した方がいいと思う。 

 

○  １２月５日(水)のクローズアップ現代「お葬式が出せない～どうする“葬送の場”

～」は、日本の今を象徴する内容だった。高齢化社会にあって死亡者数が増加し、斎
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場や火葬場が混雑して、葬儀をすぐにあげられず、遺体を霊安室の中にある冷蔵庫に

預けていることなど、大都市の実態に大変驚いた。また、斎場や火葬場不足も深刻な

状況にあり、その背景には、近くに火葬場があると土地の価値が下がるという反対運

動があった。一方で、行政側が火葬場の候補地を公募し、周辺のインフラを整備する

ことによって、住民が好意的に受け止めている事例もあった。受け入れ側の考え方し

だいで、こんなにも違うのかと思い、今後の解決策のポイントがここにあるように感

じた。２つのテーマを相反するケースで紹介するという構成だったが、問題点を理解

する上において、とてもわかりやすい手法だった。最後に、「多死社会」という発言

があったが、最近はそのように表現されているところに、日本社会の今後の見通しの

暗さが凝縮されているように感じた。 

 

○  １２月２日(日)のＭＵＳＩＣ ＪＡＰＡＮ「ＥＸＩＬＥスペシャル」を見た。今回

はトーク部分が多く、ＥＸＩＬＥの現在までの歩みなどがあまり触れられていなかっ

たのが少し残念だったが、それぞれのメンバーの個性が出ていて良い番組だった。 

 

○  １０月２３日(火)放送開始のドラマ１０「シングルマザーズ」は、基本は母親の目

線ではあるが、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）加害者の男性が登場し、加害

者の悩みや弱さ、人間味を表していて、母親と父親の間で揺れる子どもの悩みも垣間

見られ、重いテーマをわかりやすく表現していた。今後もこういったテーマについて

理解しやすいドラマが続けばいいと思う。 

 

○  ドラマ１０「シングルマザーズ」の後半では、ＤＶ被害者だけでなく、加害者の苦

悩も描いていた。今後の日本のＤＶ問題を考えていく上で、加害者側に立って考える

ことは大変重要な視点であり、ドラマを通じてそのことをわかりやすく伝えていたの

で、大変すばらしいと思った。また、今回は、子どもが成長とともに、自分の父親を

どのように見ていくのかというところまで描かれており、これまでのＤＶ関連のドラ

マとは異なって、一歩踏み込んだ問題を提起した良いドラマだった。 

 

○  「連続クイズ ホールドオン！」は、セットもオーソドックスでクラシックな感じ

がするクイズ番組だ。司会の山口智充さんがハイテンションで進行しているのだが、

回答者がわりと冷静で、その対照的な様子は見ていて少しつらいものがある。回答者

は地区の予選を勝ち抜いてきているようだが、そのわりには回答率も高くなく、本当

に全国放送のクイズ番組なのかと首をかしげたくなるので、もう少しセットやクイズ

の内容をレベルアップした方がよいと思う。 
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○  ニュース報道について、気になっていることがある。自殺者数について、何県が第

何位だというものだった。人口差があるにもかかわらず単純に自殺者数だけで順位を

つけて報道するのは、ミスリードになるのではないかと思う。例えば、人口比など別

の計数で分析するなどして、安易に４７都道府県を比べるようなことはしないほうが

いいと思う。 

 

○  １２月１日(土)のここが聞きたい！名医にＱ「ここまで進んだ！糖尿病治療の最前

線」では、糖尿病のメカニズムと３種類の治療法を結び付けて、どう効果があるのか

ということを説明しており、大変よかった。ただ、新しい薬や治療法の効果が強調さ

れ、ダイエットにも効果があるような話もあったが、期待して飛びつく人が出なけれ

ばいいがと一抹の不安も覚えた。１０人に１人が糖尿病患者と言われており、予備軍

を含めると相当の数になるようなので、治療法だけではなく予防の面も取り上げると

なおいいと思う。 

 

○  １２月６日(木)の仕事学のすすめ「ヤマトホールディングス瀬戸薫 １７万人の全

員経営」第１回では、クロネコヤマトの現会長である瀬戸さんの、新しい市場を開拓

することで成長してきたという話に感心した。「戦わずして勝つ」という理念で、そ

のために新しい市場を作り、価格競争を避けるといった考え方や、「クレームはニー

ズの裏返しである」という発想、社員の提案は慎重に扱い十分検討するという話は、

興味深かった。１２月１３日(木)の第２回「サービスが先、利益は後」は、創業者の

小倉さんの思い出話や、初期の「宅急便」におけるアイデアの実現化の話などいろい

ろと紹介していて、１回目と同様、物流ビジネスの内容を理解するうえでとてもいい

番組だった。 

 

○  １２月１１日(火)の趣味Ｄｏ楽 彫刻家・籔内佐斗司流 仏像拝観手引 第３回

「仏像の原点 大仏さまめぐり」を見た。タレントの篠原ともえさんが出演していた   

が、昔のイメージとは異なり、落ち着いていて、言葉遣いやしぐさもしっとりしてお

り、違和感がなかった。特に、伽藍（がらん）に入ると必ずまず合掌している様子が

好ましかった。東大寺の盧舎那仏について、あの大きなものをどのように作ったのか、

その技法をわかりやすく説明するほか、上野にある顔面部だけの上野大仏なども紹介

されており、知的好奇心をくすぐる興味深い番組だった。こういった国宝を訪ねる番

組は何回見てもいいと思うので、引き続き制作してほしい。 

 

○  １２月５日(水)から始まった１００分ｄｅ名著「サン＝テグジュペリ 星の王子さ  

ま」も、大変おもしろくて、毎回見ている。 
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○  今年、ＮＨＫの番組で一番よかったと思うのは、１０月１４日(日)放送のＥＴＶ特

集「永山則夫 １００時間の告白～封印された精神鑑定の真実～」で、非常に感銘を

受けた。罪を犯した人の背景などを、限られた時間内に裁判にどう反映していくのか、

また、背景などを理解した上でどう裁くのかというテーマは非常に重いもので、深く

考えさせられるとてもいい番組だった。 

 

○  １１月１９日(火)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ スポーツ もうひ

とつの現実「アンチ・ドーピング 果てしない闘い」では、アンチドーピングプログ

ラムを作ったＩＯＣ医事委員長のアルネ・リュンクビスト教授の取り組みや、ドーピ

ングを逃れる手法がどんどん開発され、その一方で、さまざまな検査方法も開発され

ていることなど、ドーピングに関するさまざまな情報を取り上げていた。遺伝子ドー

ピングや血液ドーピング、合成ステロイドなどの検出されにくいドーピング方法や、

それらに対する検査方法として、「生体パスポート」という検査方法などが紹介され

ており、そうした科学的な話が特に興味深かった。選手だけが処分され、コーチなど

スタッフには処分がないことや、アメリカではドーピングを行った選手に対して全く

批判的ではない意見もあることなど、日本とは感覚が違うこともよくわかった。 

 

○  １０月２７日(土)放送開始の「てふてふ荘へようこそ」は、格安アパートの住人と

その部屋の地縛霊が心を通わせ合うというおもしろい設定で、土曜日の夜に気楽に見

ることができ、癒やされる番組だった。地縛霊など、あり得ない設定や、とっぴな話

も多いのだが、コメディータッチでテンポよく進み、自然に見ることができた。スト

ーリーがうまく作られており、出演者のコミカルな演技や個性がおもしろく、見やす

さにつながっていたと思う。 

１１月１７日(土)放送開始のスペシャルドラマ「償い」も、不思議な能力を持つ少

年が、ドラマの展開のカギを握っているというあり得ない設定だが、登場人物一人ひ

とりの悩みや個性がとてもリアルで、感情移入できておもしろく見た。 

 

○  １２月２０日(木)の旅のチカラ「世界一“女”が輝く町へ～松井冬子 メキシコ・

フチタン～」を見た。日本画家の松井冬子さんは、独特な作風で、「女性の痛み」を

テーマにし、女性だけを描いている。絵に画かれた獣は暴力と抑圧を表わしているそ

うで、うちに秘められたものをうかがい知ることができた。その松井さんが、メキシ

コのフチタンを訪ね、男性ではあるが女性として、祭りや伝統衣装を支えているムシ

ェという人たちとの親交を深め、最後にムシェのリーダー的存在の人をモデルにして

デッサンを描くのだが、作品は本当にすばらしくて、モノトーンでありながら伝統衣

装が色鮮やかに見えるようなものだった。松井さんはとても魅力的な人で、言葉も非
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常に豊富なのだが、番組の最後が「美術家の仕事は、社会に何かを訴えるものだと思

っていたが、心に寄り添えるものを描きたい。モデルとの信頼関係が一番大事で、お

互いにオープンになって作品を作る」という言葉で締めくくられ、すてきな終わり方

だと感じた。本当にいい番組を見た。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２４年１１月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、東海北陸スペシャル「エアロスペース・ドリーム」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    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当社長室長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長 

経済学博士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜東海北陸スペシャル「エアロスペース・ドリーム」 

 （１０月１２日(金) 総合 後 7:30～8:43 中部ブロック）について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

  歴史的な円高や新興国の台頭により、日本の製造業を取り巻 

く状況が非常に厳しい中、将来成長が期待される分野のひとつ 

である航空産業、宇宙産業での中部地方の製造業の挑戦と可能 

性について考え、お伝えした特集番組である。ロケットをはじ 

め日本の航空宇宙分野の産業の半数以上が中部地方に集積して 

おり、中部地方のものづくりへの応援歌という思いで制作した。 

演出面では、産業を扱う堅苦しい番組ではなく、親子で楽しめ 
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る経済番組を目指し、航空や宇宙に詳しいタレントなどに出演 

してもらった。また、この規模で行うのは名古屋局として初め 

ての試みになるのだが、インターネットや携帯電話から意見や 

感想などを投稿してもらい、リアルタイムで表示していくとい 

う、双方向の演出に取り組んだ。ＮＨＫネットクラブ会員への 

事後調査によると、３０代、４０代の若い人が、インターネッ 

トで番組を知って視聴し、親子で一緒にクイズを楽しんだなど 

の結果が出ている。 

 

○ 日本の半数以上の航空宇宙産業が中部地方に集まっていることを今回初めて知った。

５０年ぶりの国産旅客機の開発や宇宙エレベーターへの挑戦など興味深い内容が多か

った。日本経済が元気になる切り札という表現があったが、まさにそういう可能性を

秘めたジャンルだと実感した。中部ブロックだけの放送はもったいないと思ったが、

インターネットなどで他の地域でも見ることはできたのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 名古屋放送局のホームページに２分間のＰＲ動画を掲載して 

いたので、その動画は見られたが、番組本編は他地域での放送 

は行っていない。 

 

○ こういった分野でも細かい部分は技術者の手仕事だと知ることができたし、若い人

材の育成へのアプローチもあり、いい番組だったが、気になった点が２つある。１つ

目は、生放送の必要性があったのだろうかという点だ。双方向という演出の試みはわ

かるが、生放送ゆえに慌ただしい感じがあり、もっとじっくりと作り込んだ形で見た

かった。２つ目は、女性出演者の服装だ。男子生徒が多い学校への訪問に短パンは向

かないと思う。番組を安心して見てもらうためにも、出演者の服装は考えた方がいい

と思う。内容的には勉強になる番組だったので、今後は第２弾、第３弾を全国放送で

発信してほしい。 

 

○ 名古屋で開催された国際航空宇宙展と連動させ、東海・北陸地域の産業に関わる多

くの企業や技術を次々と紹介するという企画意図が伝わってきて、おもしろく見た。

高い安全性を追求すべく、国産旅客機ＭＲＪを丹念にチェックしている現場の様子や、

宇宙ステーションに物資を運ぶ無人大型宇宙船「こうのとり」が、たった２人の熟練

工によって作られている様子などが特に興味深かった。宇宙エレベーターは、奇想天

外なアイデアで、今後どうなっていくのか期待を持って応援したい。他にも宇宙用下
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着の開発などふだん目にしない分野の技術がたくさん紹介されていて、日本経済に明

るいきざしを感じた。 

 

○ ＭＲＪの 近の開発状況もよくわかり、引き込まれて見た。特に印象的だったのは、

ＭＲＪの安全性について話し合う会議の席に、女性の姿があったことだ。 近、理系

女子が着目されているが、理系に興味のある若い女性たちの励みになるような光景だ

と思った。ロケット部品の製造においては、現場の息づかいまでも伝わってくるよう

な映像で、よくここまでカメラが入れたものだと驚いた。就職先として大企業を選択

する若者が多いが、こういったオンリーワンの技術を持っている小さな企業をどんど

ん紹介することで、学生の選択眼が広がればいいと思う。ただ、視聴者からの投稿で、

同じメッセージが繰り返し出ていたのが残念だった。あまり投稿が集まらなかったの

だろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 国際航空宇宙展が名古屋で開催されていたので、中継を入れ 

る前提で、生放送にこだわった。また、オンエア中に寄せられ 

た意見数は、期待したほどは伸びなかった。 

 

○ ＭＲＪをはじめとする地域の先進的な取り組みを紹介しており、かなりの意気込み

を感じるとともに、夢があり、興味深い内容だった。双方向については、チャレンジ

するのはいいことだが、まだノウハウが蓄積されていないようで、ぎこちない感じが

した。また、７３分という放送時間も長く感じた。もう少しコンパクトにすれば、ま

とまり感が出たのではないか。地域の紹介という視点で考えた場合、地域をＰＲした

いという意識をあまり強く出すよりも、事実は事実として伝え、思いは思いとしてバ

ランス良く伝えた方が、視聴者を取り込んでいける番組になるように思う。 

 

○ 司会者や出演者のコメントがユニークで、それが息抜きにもなり、家族一緒に楽し

く見た。 先端の飛行機でさえ、個々の技術者の技に依存していることに大変感心し

た。技術者の職人技が継承されていくことが前提ではあるが、こういった技術が日本

の将来につながるのではないかと感じた。７３分間では無理かもしれないが、ＭＲＪ

について、具体的に燃費がどの程度いいのか、海外の航空機との性能比較なども知り

たかった。しかし、今回の放送時間内でも十分に勉強になった。 

 

○ 国際航空宇宙展やＭＲＪに対するこのエリアの関係者やマスコミの盛り上がりを一

貫して感じた番組で、中部の一員として強い関心と期待を寄せて見た。ソーシャルメ
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ディアを活用した番組づくりという点では、今回の演出は大変興味深いものだった。

しかし、ホームページからフォームに書き込んで投稿するという手法だったので、ユ

ーザビリティの面ではハードルが高く、ハッシュタグを付けてつぶやくだけなどの方

が参加しやすいと思った。定時番組ではないこともあり技術的に難しかったのだろう

が、今回で終わらず、ＳＮＳを活用した番組が定着することを期待している。他社製

品との比較や性能に関する具体的な数値、また硬軟両面の経済的な論評なども紹介し

てほしいと思いながら見たため、少々拍子抜けした感じがあったが、家族向きの番組

という設定であるのならば、ちょうどいい内容だった。どういう人達に見てほしいの

かをもう少し明確に打ち出していれば、よりよかったと思う。 

 

○ ＭＲＪについては、ナビゲーション「世界へ翔（かけ）ろ～国産旅客機 ５０年ぶ

りの挑戦～」(平成２３年１月１４日(金)放送)を見ていたので“二番煎じ”的な印象

もあったものの、この地方の航空・宇宙産業を一挙にまとめたという意気込みが感じ

られる番組だった。手際よく、いろいろなものを網羅的に紹介し、この地方でどんな

産業がどのようになっているのかがよくわかる構成だった。特に、印象的だったのは、

先端産業を支えているのは手作業で、小さい会社の技術力に頼っていることだった。

ＭＲＪの安全を検証するために、国交省の専門委員が大勢名古屋に来て検査に当たっ

ているのを見て、安全のためにはかなりの人手や労力が必要なのだと改めてわかった。

“すそ野産業”への波及効果について、宇宙に関しては、北陸での技術が宇宙服や下

着に使われ、思いもしないような産業にまで影響していることがよくわかったが、Ｍ

ＲＪについてはどのように影響があるのかわかりにくかった。また、宇宙エレベータ

ーは、確かにおもしろい話だったが、番組で紹介されていた静岡大学工学部の「うな

ぎのぼり」という技術が宇宙エレベーターとどう結び付くのかよくわからなかった。 

 

○ 東海・北陸地方のものづくりはすばらしいと改めて感じさせてくれる内容だった。

近は、地道に取り組むことはどちらかというと嫌われがちだが、番組では、ひとつ

ひとつの地道な努力が夢に向かってつながっていることを伝えており、教育的な観点

でも良い番組だった。リポーターは、番組の雰囲気を軟らかくしていたものの、言葉

づかいやアクセントがいわゆる“今どき”で、服装も含め、この番組にはそぐわない

感じがした。このリポーター役のタレントは愛知県出身とのことだが、出身地にこだ

わることなく、番組にふさわしい人選をしてほしいと思う。 

 

○ 近は、製造業の空洞化など、暗いニュースが多い中で、希望が持てる内容、明る

い話題で大変よかった。特に、中部地方のものづくりが個人の技を含めてすごい力を

持っており、こういった中小企業のものづくりの集積の上に、航空・宇宙産業が成り
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立っていること、さらに、「ものづくりは人づくり」とよく言うが、やはり人をきちん

と教育しなければいいものづくりはできないことを再認識した。教育という観点でも、

岐阜県の中日本航空専門学校の活動を伝えていて、全体の構成も大変よかった。たと

えば小学生に宇宙に対する夢を語らせるコーナーなどがあれば、さらに将来的な夢が

ふくらむ番組になったと思う。宇宙産業は、技術面での波及効果が非常に大きく、大

変なメリットを生み出すという話を聞いたことがあるが、ビジネス展開としては大変

難しい領域だと思う。飛行機についても決して楽なビジネスではなく、需要変動が非

常に激しいものだ。ＭＲＪ開発については、そういったビジネス面の話を飛行機会社

の経営者から聞けば、より深みのある番組になったのではないか。 

 

○ ものづくりに関しては、航空宇宙だけではなく、例えば自動車の部品メーカーが医

療や福祉などの分野でさまざまな事業展開をしている。空洞化の懸念が叫ばれる中、

この地域ではさまざまなチャレンジの動きがあるので、今後もいち早く伝えていきた

い。ソーシャル視聴については、名古屋局としては初めての試みで、いろいろ課題も

見えてきた。今後も、定着化を目指して可能性を探っていきたいと考えている。  

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月１９日(金)のナビゲーション「ゴミで稼ぐ！～激安時代の廃棄物ビジネス～」

は、地域の中にこういった技術を持つ中小企業やベンチャー企業があるのだと関心を

持って見た。バイオエタノールの事例をあげていたが、専門的なこともわかりやすく

説明していてとてもよかった。成功した人を共有するだけでなく、挑戦している人を

励ますという意味合いでもテレビ番組は大きな役割を担っていると思う。そういった

観点でもとても良い番組だった。ぜひ、これからも無名だが挑戦をしている、あるい

は、必ずしも成果が出ていないが挑戦している姿を紹介していってほしい。 

 

○ １０月２６日(金)のナビゲーション「立山連峰 神秘の氷河～知られざる謎に迫る

～」を興味深く見た。番組の中で、模型を使って説明していたが、今の時代はＣＧで

見せた方が、もっと引き込まれたのではないか。 

 

○ １０月２６日(金)の金とく「東海北陸 芭蕉トラベル」は、この地域ならではの視

点で、俳句などになじみのない人にもわかりやすい構成になっていた。出演者も大変

良く、それぞれが松尾芭蕉への思いを語っていて、おもしろく見させてもらった。 
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○ １１月２日(金)の金とく「東海北陸魚紀行 ｉｎ 静岡 美味と珍味の港町めぐり」

では、隠れた珍味、地域の宝を掘り起こしており、わかりやすく楽しい番組だった。

ゲストのさかなクンの魚に関する知識や人柄はすばらしいのだが、地域番組において

は、地域にゆかりのある新たな人材も発掘してほしい。 

 

○ １０月２１日(日)のＮＨＫスペシャル「ノーベル賞・山中伸弥 ｉＰＳ細胞“革命”」

では、山中教授の言葉に大変印象的なものがいくつもあった。中でも、「事実をつかむ

ことが大事だ」という言葉は、ビジネスの場面でも共通することだと思った。山中教

授は、大変謙虚な人で、部下の使い方にもいろいろ気を配り、単なる研究者ではなく、

すばらしいリーダーでもあると思った。外見では超エリートだという印象だが、実際

はとても親しみを感じられるすばらしい人だと思う。 

 

○ １０月２７日(土)のＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオ

１「岐路に立つ日の丸家電」を見たが、ファクターが多過ぎて、どれが重要なものな

のかが視聴者には理解しにくかったように思う。シャープがサムスンに負けつつある

理由として、現在のテレビは部品が「コモディティー（汎用品）」になっていることを

上げていたが、私は円高・ウォン安の為替が 大の要因だと思っている。円高につい

ては、中部地方をはじめ中小企業や自動車産業など他の業種でも影響があるので、シ

ャープについても、その一つとして説明すればよかったと思う。また、ソニーは、自

社の音楽著作権を守るために、縦割り構造を崩すことができず、大型化した組織の障

害によってうまくいかなくなったと言っており、シャープの事例と着目点がまったく

異なっていた。さらに 後の方では、ソニーのインドでの取り組みを紹介し、技術面

での話になっていたが、円高なら円高、組織なら組織、技術なら技術の話で全体を通

した方が、視聴者には理解しやすかったのではないだろうか。 

 １０月２８日(日)のＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオ

２「復活への新戦略」では、工場長が売り上げを考えながら商品を生産する中国のハ

イアール家電の事例や、炭素繊維などの新素材を研究開発したことで成功した東レの

事例、そして、ベンチャーの海外進出などを紹介していたが、この回でも、組織や技

術などのファクターが混在していた。私は、１回目は組織の話、２回目は技術の話と

分けて構成すべきだと思う。しかし、「家電の製造業はサービス業」という概念や「コ

モディティー」といった言葉は初めて聞いたもので、いろいろと勉強になった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオ１ 「岐路に立つ日

の丸家電」は、内容が盛り込まれ過ぎて、それぞれの内容がどちらに向かっているの

か、あまり整理されてなかったように思う。ソニーとアップル、シャープとサムスン、
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それぞれが対比的に描かれていたが、アップルは自社工場を持たず、サムスンは「技

術は買えばいい」という考え方のようで、工場という地道なものづくりの現場を持っ

ていることが足かせとなり、日本の２つのメーカーが負けてしまったというように受

け取られないか危惧した。日本の企業が工場をリストラしたために優秀な人材が海外

に出てしまい、中国や韓国などのメーカーの大きな力になっているという話を聞くの

で、そうした点も番組の中で取り上げてほしかった。また、ソニーは社長などが取材

に応じていたが、シャープは、首脳陣は１人も出てこなかったという対比を見ると、

ソニーは何か新しい方向性を見出している感じがする一方、シャープはだめなのかと

思うような内容になっていた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオ１ 「岐路に立つ日

の丸家電」は、内容が盛り込まれ過ぎて、それぞれの内容がどちらに向かっているの

か、あまり整理されてなかったように思う。ソニーとアップル、シャープとサムスン、

それぞれが対比的に描かれていたが、アップルは自社工場を持たず、サムスンは「技

術は買えばいい」という考え方のようで、工場という地道なものづくりの現場を持っ

ていることが足かせとなり、日本の２つのメーカーが負けてしまったというように受

け取られないか危惧した。日本の企業が工場をリストラしたために優秀な人材が海外

に出てしまい、中国や韓国などのメーカーの大きな力になっているという話を聞くの

で、そうした点も番組の中で取り上げてほしかった。また、ソニーは社長などが取材

に応じていたが、シャープは、首脳陣は１人も出てこなかったという対比を見ると、

ソニーは何か新しい方向性を見出している感じがする一方、シャープはだめなのかと

思うような内容になっていた。 

 

○ １１月３日(土)のＮＨＫスペシャル「発見！幻の巨大軍船～モンゴル帝国ＶＳ日本 

７３０年目の真実～」では、長崎の海底で見つかった軍船の調査などによってわかっ

た新たな事実にもとづき、フビライがどのように襲来してきたのかを紹介していた。

元寇の１０年後に、フビライがベトナムを攻めた時、ベトナムは、川底に杭を埋めて

フビライの船を動けなくした。つまり、弱い者が強い者を知恵によって負かしたこと

に触れ、神風が吹いた国だから大丈夫と第２次世界戦に突入した日本と、ベトナム戦

争においてゲリラ作戦でアメリカから国を守ったベトナムを対比していたところが、

大変おもしろかった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「発見！幻の巨大軍船～モンゴル帝国ＶＳ日本 ７３０年目の真

実」を引き込まれて見た。今まで神風がモンゴル軍の船を沈没させたとされてきたが、

科学的な考察や、地元の漁師の話、水中考古学の研究など、多方面からのアプローチ
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があり、バランスが取れていてよかった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル 中国文明の謎 第２集「漢字誕生 王朝交代の秘密」では、漢

字の基になる甲骨文字は神との契約手段だったが、その後、漢字が、周辺の国と契約

を結ぶ手段に変わっていき、中国が国家をまとめていく大きな力のひとつになったと

いう話になるほどと思いながらも、ヨーロッパではアルファベットがあるのに、なぜ

民族が統一できなかったのかという点についてはよくわからなかった。後半で、アル

ファベットは表音文字で音のみしか示さない、それに対して漢字は表意文字なので、

多少言語が変わっても意味を通じさせる力があると説明していたが、朝鮮や日本でも

漢字が使われていたのだから、本当にそう言えるのか疑問だった。全体を通しては、

第１集に続き、知的好奇心をかき立てられる番組だった。 

 

○ １１月４日(日)のＮＨＫスペシャル「ダルビッシュ有 大リーグと闘った男」は、

長時間のインタビューや映像によって、ダルビッシュ選手の１年間の活躍ぶりや苦悩

などがよくわかり、大変興味深い番組だった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「ダルビッシュ有 大リーグと闘った男」を見た。日本と異なる

環境で苦しみ、再び立ち上がるために自分の行動を分析し、自分の力ではい上がって

行く精神的な強さは、とてもたくましく、気持ちが良いものだった。日本の若い人た

ちの中にも、あのような力があることを快く感じた。 

 

○ １０月２２日(月)の「関ジャニ∞の明日はどっちだ！」(総合 前 0:10～0:39)では、

弱小の相撲部が１勝を目指す姿と、原稿を持ち込んでもなかなか採用されない若手漫

画家の挑戦を追っていたが、ドキュメンタリーにありがちな 後に良い結果が出ると

いうものではなかったことが、かえってリアルさを出していた。また、関ジャニ∞の

３人のコメントも同世代ならではの、等身大のもので、とても温かかった。ぜひ、深

夜ではなく、親子一緒に見られるような時間帯に放送してほしい。こういった頑張っ

ている人達をいろいろなジャンルで取り上げる番組がさらに増えればいいと思った。 

 

○ １０月３１日(水)のあさイチ「性暴力からわが子を守る」で性暴力を取り上げてい

た。苦しんでいる人がたくさんいるので、救済制度や支援策、どのような点に気をつ

ければいいのかなどを今後もきちんと取り上げ、どんどん発信してもらいたい。 

 

○ １１月８日(木)のクローズアップ現代「 高指導部交代 中国は変わるのか」では、

地方政府の汚職、格差の広がりなどに対する民衆の不満、毛沢東への回帰などさまざ
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まなことが積み重なり、共産党政権が危なくなってきている中国の実態が描かれてい

た。住民が仲介人に依頼して、地方政府の役人と立ち退きについて交渉する映像を見

て、よくカメラが入れたものだと思っていたところ、この番組の放送が中国で中止さ

れたというニュースが流れたので、やはりすごい番組だったのだと感心した。 

 

○ １１月９日(金)の情報ＬＩＶＥ ただイマ！「知っていますか？“奇跡の作曲家”

佐村河内守」を見た。「情報ＬＩＶＥ ただイマ！」は、さまざまな視点で興味深い切

り口の特集があり、注目している番組のひとつだ。奇跡の何とかという言葉を見出し

で使っているとうそっぽく感じるが、佐村河内さんに関しては、その言葉がぴったり

で、とても感動した。今後、どういったジャンルのどのような人を取り上げるのか楽

しみだ。 

 

○ 情報ＬＩＶＥ ただイマ！「知っていますか？“奇跡の作曲家”佐村河内守」を見

て、耳が聞こえなくなっても絶対音感によって、あれほどの交響曲が書けるとは、佐

村河内さんはすばらしい人だと思った。交響曲「ヒロシマ」は、心が本当に癒やされ

るすばらしい音楽だ。彼についてもう少し深く掘り下げた番組を作ってもらえると、

日本人の心や人間の可能性をもっと引き出してもらえるのではないかと思う。 

 

○ １１月１２日(月)のディープピープル「スピードスケート男子 500ｍ」は、大変良

い番組だった。500 メートルレースの中で、どこでスピードを加速するのか、力を抜

くタイミングやスタート時の足の角度、置き方、体重のかけ方など細かい技術的な話

をはじめ、レース展開についても、これまでに聞いたことのないものばかりで、大変

興味深かった。金メダリストの清水宏保選手が 500 メートルの 初から 後までミス

なしで滑れたことは一度もないと言っていたのが特に印象的だった。 

 

○ １１月１２日(月)のファミリーヒストリー「小塚崇彦～五輪の夢・小塚家３代の挑

戦～」を見て大変感動した。小塚家が３代続くスケートの名家だということも知らな

かった。祖父の光彦さんの執念とも言える信念の強さによって、愛知県がスケート王

国と言われるようになったことがよくわかった。世代を超えて実現していく志の強さ

や夢の大きさなどを感じるすばらしい番組だった。 

 

○ ファミリーヒストリー「小塚崇彦～五輪の夢・小塚家３代の挑戦～」を見て、なぜ

名古屋でフィギュアスケートが盛んなのかということ、そして、裾野が広くないと優

秀な人が出てこないことがよくわかった。祖父の高い使命感が脈々と子孫に受け継が

れていったことが番組から感じられ、とても感激した。すばらしい番組だった。 
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○ １１月１３日(火)のクローズアップ現代「眠れる日本の宝の山～林業再生への挑戦

～」では、林業について知らないことがたくさん紹介され、驚きながら見た。 近、

林業や農業に関心を持つ若者が増えているようで、この番組はフェイスブックやツイ

ッター上でも関心が高かった。戦後に植林したものが収穫できるようになり、いわば、

事業としての成熟期になっているが、林業が大変難しい産業であることが、現場の生

の声や数値などで示されており、大変感銘を受けた。林業が経済をけん引する先端産

業に成長したドイツの事例や岡山県西粟倉村の取り組みが紹介され、地域にも、また

既存産業にも可能性があることを感じさせられて、大変興味深かった。こういった地

域に埋もれているが可能性のあるものにスポットライトを当てるＮＨＫの姿勢は高く

評価できる。 

 

○ １１月１５日(木)の地球イチバン「地球でイチバンお母さんにやさしい国～ノルウ

ェー～」では、世界 165 か国を対象とした母親指標調査で世界一になったノルウェー

の女性を支える制度や働く女性の現状を紹介していた。スタジオには、子育て中のタ

レントが出ていたが、実体験に基づいた、しっかりした発言をしていた。ノルウェー

の育児休職などの制度はどれも羨ましく、“目からうろこ”のものばかりで、引き込ま

れて見た。男性の意識を変えるための大胆な作戦があったそうだが、長い間の慣習は

簡単には変わらないのではないだろうか。上司が男性でも女性でも関係ないと、男性

たちが普通に発言するようになるまでのさまざまな葛藤などについて、もう少し知り

たかった。「育児は女性がするもの」という考え方に代表される女性側の性別役割分担

の固定観念をどう変えるかが一番難しい問題だと思うが、強引にでも制度を変えてし

まえばできるということが、この番組からのメッセージだったのではないかと思う。

働く女性は、限られた時間内に仕事を終えなければならない緊張感や責任感を負って

おり、厳しい状況にあっても挑戦していく姿は、生き生きとしていてとてもよかった。 

 

○ 連続テレビ小説「純と愛」は、今までの常識を打ち破った内容のドラマだ。人の本

性がよめる愛や、匂いに敏感な妹が登場し、主人公の純の心の声で話が進んでいく。

そのテンポはとても新しいし、愛の母親役の若村麻由美さんの演技は、とても迫力が

ある。また、武田鉄矢さんもこれまでのイメージとは異なり、計算高い父親役を演じ

ていて、この後の展開が気になっている。その一方で、高齢の視聴者がついていけて

いるのだろうかが心配だ。それから、第２２回で、愛が客の息子の頬をたたくシーン

があったのだが、どんな理由であれ、子どもに対して怒りを暴力で発散するという設

定はやめてほしかった。 近のＮＨＫのドラマは、さまざまな実験的なことにトライ

し、試行錯誤をしながら、時代に即した新しいドラマ作りをしていると思う。旧来の

きっちりとしたオーソドックスなドラマもよいが、こういった取り組みも楽しみだ。 
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○ １０月２３日(火)から始まったドラマ１０「シングルマザーズ」は、約１０年前の

設定でまだＤＶ（ドメスティックバイオレンス）があまり知られてない頃なので、夫

からの逃げ方などを見ていると、もっと早く弁護士に相談すればいいのと感情移入し

てしまう。当時はまだ支援の制度が整っていなかったのだが、ドラマでは、そういっ

た制度に関する話ではなく、弱い立場に置かれているシングルマザーたちが、当事者

同士でつながり合い、生きる力を得ていく力強さを伝えようとしているのだろう。今

後の展開を楽しみにしている。 

 

○ １１月６日(火)から始まった名古屋局制作のよる★ドラ「恋するハエ女」を見てい

る。舞台での芝居のような筧利夫さんの動きや話し方、チャットをする主人公コモリ

ンなど、不思議で違和感のあるドラマだ。総理大臣が名古屋出身だという設定で、名

古屋城の映像もあるが、名古屋を強調しているわりには名古屋弁を話さないことにも

違和感がある。本当に、このあと、どう展開していくのかまったくわからない、宙ぶ

らりんな気持ちではあるが、秘密がたくさんちりばめられているような気がするので、

また来週も見ると思う。 

 

○ １１月７日(水)から１００分ｄｅ名著「アインシュタイン相対性理論」が始まった。

幼少時に漫画や映画などを通じてワープやタイムマシンを夢見た世代でもあり、「相対

性理論」を勉強する機会として喜んで見ている。アニメーションを使い、その後、伊

集院光さんの質問に佐藤勝彦東大名誉教授が答えて行くという進め方でわかりやすく

工夫されているが、「相対性理論」自体が大変難しい内容なので、なかなか１回２回見

ただけでは理解できない。しかし、録画し、何度も見直して、何とか理解しようと頑

張っている。 

 

○ １０月２４日(水)の追跡者 ザ・プロファイラー「マリ・アントワネット」(BS プ

レミアム 後 9:00～9:59)を見た。「ベルサイユのばら」に親しんできた世代なので、

マリ・アントワネットに関する番組は条件反射的に見てしまう。浪費家として知られ

る彼女だが、実はそうではなく、繊細な女性で、王妃としてのプライドを高く持ちな

がら 期を迎えたということなどについては、「ベルサイユのばら」を読んでよく知っ

ているので、途中はつまらない感じだった。しかし、後半に池田理代子さんが、マリ・

アントワネットが作詞・作曲したという歌曲を披露したのには、驚いた。 近は「マ

リー・アントワネット」ではなく、「マリ」と縮めるのだろうか。こういった表記の変

化も新しい発見だった。 

 

○ 視聴番組でソーシャル視聴について話が出ていたが、７月６日(金)の東北発☆未来
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塾「起業のチカラ アイデアひとつで社会は変わる」では、出演した加藤徹生さんが、

番組の放送中に、「質問があれば番組のハッシュタグを付けてつぶやいてください。出

演者がツイッターですぐお答えします」という、リアルタイムのやり取りをしていた。

まさに視聴者が出演者とツイッターでやり取りできる興味深い取り組みだった。東海

大学の芦田宏直教授の「紅白歌合戦」でのツイッターが有名だが、ツイートしながら、

日本中の人や外国の人とも一緒に見ている気持ちになれるというのは、新しい楽しい

番組の見方だと思う。ソーシャル視聴が他の番組でも広がっていくことを期待してい

る。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２４年１０月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１９日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、プレミアムドラマ 津局発地域ドラマ「ヤアになる日～鳥羽・答志島

パラダイス～」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。 

最後に、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    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当社長室長） 

委員     伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜プレミアムドラマ 津局発地域ドラマ「ヤアになる日～鳥羽・答志島パラダイス～」 

         （９月３０日(日) BS プレミアム 後 10:00～10:58）について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

 名古屋局は地域発ドラマに力を入れており、今回は、“寝屋子 

制度”や祭りなど大変ユニークな風習が残っている三重県の答 

志島を舞台に選んだ。他人の家に忍び込んだ時の話や“ＴＳＪ 

４８”など、ドラマに出てくるエピソードは、島にある実話だ。 

震災以降、“絆”について話題にのぼることが多くなったが、こ 

の島では、他人の子どもでも自分の子どものように愛情を持っ 

て育てていくという寝屋子制度によって、島全体が強い絆で結 

ばれている。こうした答志島の魅力を全国の皆さんに知ってい 
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ただければと思って制作した。 

 

○ 「ヤア」という言葉は聞きなれないものだったが、ドラマを見ていくうちに、この

島にとっての大切なキーワードだとわかってきた。島の人たちも多く出演していたが、

鳥羽一郎さんの存在感が大きく、インパクトがあり、とても楽しく見た。ぜひ静岡を

はじめ、その他の地方も順番にドラマの舞台にしていってほしい。なお、答志島は、

万葉集にも詠まれている場所だ。もし、また続編などを制作する場合には、島に残る

ユニークな風習だけではなく、昔から大切にされてきた場所のひとつであることなど

も紹介したらいいと思う。 

 

○ 隣近所との関係性にプライバシーがなさ過ぎる感はあるが、都会に住む者が見失い

がちなものをみごとに思い出させてくれた大変いい番組だった。「夫婦で船に乗って漁

に出るのは、死と隣り合わせなので、運命共同体である夫婦でしかできず、これから

は、さまざまな島が直面する問題に、若い世代が、夫婦の愛情で育て許容し、変えて

いってほしい、その志に答える意味での『答志島』だ」というせりふは、興味深く、

勉強になった。答志島にしかない世界観ではあるが、日本人の忘れていたことを思い

出させてくれた。 

 

○ 特にタイトルの文字が気に入った。この島の様子に懐かしさを覚えると同時に、最

近は隣近所との関係が希薄になって、個人情報の取り扱いなどにも神経質になりすぎ

ているのではないかと改めて感じた。島のしきたりや文化をドラマの中できちんと紹

介しており、また、地元の人たちもたくさん出演し、せりふも気持ちがとても自然に

伝えられていて、大変よかった。最後に源三が言った「志に答えるのが答志島」とい

う言葉がとても印象に残っている。鳥羽一郎さんが突然出てきたところは少し違和感

があったものの、ぜひ続編で、美帆がヤアになった後の姿を見たいと思った。 

 

○ 昔は日本のどこにでもあった「向こう三軒両隣」と言われるような親戚や家族、近

所つきあいの風習などが、いまだに受け継がれている場所があるのだと驚いた。都会

では孤独・孤立死、田舎では限界集落などの問題がある中、ドラマを見る限り、この

島では、多くの若者が島に残っていて活気があるように感じられたが、実際にはどう

なのか、少し気になった。最近は個人情報の取り扱いが厳しくなっているが、この島

では、島民同士がすべてを把握している。すばらしいことだと思うが、その反面、若

い人たちは本当に耐えられるのだろうかと疑問に思った。倉科カナさんの演技がとて

もすばらしく、島で次々に起こる初めての体験に圧倒される様子などがうまく表現さ

れていて、ひきこまれていった。また、島の人たちの演技が素朴で、実際に生活して
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いる島の人たちが出演することによって島の絆をより強く感じられた。ただ、俳優と

のギャップがあり過ぎて、少し違和感があった。家族や近所などとの信頼、絆、結束

が希薄になっている現代だが、それらが、本来、社会を作る一番基本となるものであ

ることを再認識することができたドラマで、見終わった後はすがすがしい気分だった。 

 

○ 連続テレビ小説「ウェルかめ」と同じく、海に関係する設定なので、倉科カナさん

にうまくあっていて、島に行ってみたいと思えた。しかし、ポイントを置いているの

が、地域のＰＲなのか、人間模様なのか、その割合があまりよくわからなかった。導

入部分で寝屋子制度が説明されてはいたが、途中までわかりづらかった。「ダーウィン

が来た！」の“ヒゲじい”のようなキャラクターが出て説明するなどもう少し工夫し

てはどうかと思った。 

 

○ ストーリーとしては、若者向けのようだが、この地域の持つおもしろさに引き込ま

れて、放送時間がとても短く感じられるほどだった。最近は、プライバシーが重視さ

れるようになったが、その半面、孤立化によるさまざまな問題など、ぎすぎすしがち

な社会から見ると、全く別次元のようで、島全体が家族のような暮らしがとても新鮮

で、暖かく感じられた。他人の家に上がりこんで宴会をする様子は、自分が住むとな

ると少し抵抗があるが、とても明るくて、地域の懐が広く、ゆったりとしているのだ

と感じた。寝屋子制度は、育児や教育を血のつながった親だけが抱え込むのではなく、

地域全体で子どもを育てるのが当然だという風習で、その大らかさが気持ちいいとい

う印象を持った。紗智子の今後の生活がどうなっていくのかなど、まだまだ続きを見

たいと思った。 

 

○ 子育て支援の仕事をしていると、寝屋子制度がよく話題に上がってくる。そのため、

島での子育てのしかたなどを気にしながら見ていたこともあり、はじめのほうは、早

口でなおかつさまざまな風習などが出てきて、ついていけない感じだった。しかし、

主人公が島でいろいろなことに遭遇し、戸惑う様子を見るにつれ、こちらの気持ちも

共鳴し、引き込まれていった。島の人がエキストラとして出演していたが、演技が自

然で、あまり俳優との区別がつかないぐらいでおもしろかった。中でも、ＴＳＪ４８

は強烈な印象だった。家に鍵をかけていないことや他人の家でも自分の家のように上

がる様子には驚いたが、きっと答志島では空き巣や虐待などの件数が少ないのだろう。

ストーリーに出てくる女性は、他の地方から島に入ってきている設定がほとんどだっ

たが、島で育った女性も描くとよかったのではないか。また、仕事を辞めて島に移っ

た紗智子の職業観について、まったく触れられていなかった点が残念だ。島でビスト

ロを開くという発想はおもしろいと思うので、続編に期待している。 
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○ ドラマの組み立て方として、前半に夫婦船に関する情報があり、それが伏線となっ

て、危機を乗り越えハッピーエンドにつながるというストーリー展開がうまくできて

いた。ドラマの隠れた主役は答志島そのものだったと思う。答志島がどういう位置づ

けなのかを紹介し、都市部から近い場所にも関わらず、貴重な古い社会制度や風習が

残っていることを強調すれば、もっと驚きが増したのではないか。ヤアの語源は何で、

どういった意味なのかを深く知りたいと思った。せっかく主題歌を作ったにもかかわ

らず、あまり印象に残らなかったので、もったいない感じがした。 

 

○ 答志島の隣の神島で離島の医療問題に関する活動をしているので、興味深く見た。

さまざまな調査の結果、島では子どもへの虐待などはなく、夫婦間においては、他地

方から来た女性が島に溶け込めるように、夫が上手にやっているようだ。島で夫婦の

絆が作られていくことが、若い夫婦の離婚話を通して、うまく描かれていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 寝屋子制度など島の風習については、視聴者にも、主人公と 

同じように徐々に島に溶け込んでもらえるよう、あえてあまり 

説明を加えなかった。ただ、島の位置関係については、説明不 

足だったと思う。プライバシーが全くないわけではなく、相手 

に合わせているようだ。鳥羽一郎さんには、三重県の出身で、 

ロケ地の近くで働いていたこともあって、主題歌まで作ってく 

ださったが、本編ではなかなか時間的に入らず、「プレマップ」 

などで鳥羽一郎バージョンを制作し、主にドラマのＰＲ面でご 

協力いただいた。主題歌はドラマとともに残っていくので、い 

い島へのプレゼントになったと思う。地域の良さを伝えるには、 

観光ＰＲになり過ぎないようバランスが求められるが、今回は 

うまくいったと思う。島で生まれた女性は成人して出て行く人 

が多いようだが、このドラマで故郷を懐かしく思って見てもら 

えたのではないか。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月１３日(土)のＮＨＫスペシャル「激走！日本アルプス大縦断」は、大変感動

的だった。自然の美しさと荒々しさ、レースの過酷さが映像からとてもよく伝わって

きていた。時にはおびえているような、また、笑顔の中にも緊張感が漂う表情など、
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ベテランであっても、必死に山を越えていく参加者の様子に大変心を引き付けられる

ものがあった。それぞれの思いを抱えてチャレンジする様子はもちろんだが、制限時

間を過ぎても、あきらめずにゴールを目指す参加者と、ゴールで迎える人たちの様子

が特に印象的だった。レースは、他人との競争ではあるが、自分を乗り越えるための

挑戦でもあることが伝わってきて大変感動した。 

 

○ １０月１７日(水)の歴史秘話ヒストリア「キツイ時ほどドハデにいこう！～徳川家

康・宗春 金ピカ名古屋」を見た。徳川吉宗の節約令に対し、宗春が派手にお金を使

っていた話は知っていたが、遊郭や芝居に金を使っていたと聞き、いかがなものかと

も思った。しかし、それらが現在の名古屋友禅に結び付いていることや、からくり人

形製作の技を競い合ったことがこの地方の現在のモノづくりの強さにつながっている

などは、新しい発見だった。 

 

○ 歴史秘話ヒストリア「キツイ時ほどドハデにいこう！～徳川家康・宗春 金ピカ名

古屋」を見た。ド派手と言われる名古屋の文化のルーツが徳川家康、宗春時代に築か

れたという切り口が大変おもしろかった。衣服や持ち物、祭りや遊郭、芝居小屋、宗

春が二十男であったことなどのエピソードが大変おもしろかった。緊縮財政の暗い時

代にあって、元気のいい名古屋に全国各地から技術者が集まってきて、モノづくり名

古屋の原点になったという視点もよかった。さらに、宗春の立ち居振る舞いは浮つい

たものではなく、「民を慈しみ自らは耐え忍ぶ」という哲学に基づくものであったとい

う点が興味深かった。吉宗から蟄居謹慎処分を受けた時も初物でめでたいと苦難をユ

ーモアで返す大らかさに人としての魅力を感じ、大変興味深かった。 

 

○ 全国放送で名古屋のことが取り上げられる機会が少ないこともあり、歴史秘話ヒス

トリアの「キツイ時ほどドハデにいこう！～徳川家康・宗春 金ピカ名古屋」を大変

喜んで見た。派手好きと言われる名古屋で、地味な仕事の積み重ねであるモノづくり

が盛んなのには、矛盾があるとかねがね思っていたところ、宗春が祭りのために全国

から技術者を集め、山車からくりを作らせたことが原点となって、モノづくりにつな

がったという解釈を初めて聞かされ、なるほどと知的好奇心が刺激された。ただし、

金鯱プロジェクトが宗春と深く関係があるような印象があったが、直接の関係はない

ので、誤解のないようにすべきだったと思った。 

 

○ ９月２３日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「幻の氷河 日本に現る！」は、これまで知

らなかったことが多く、大変興味深く見た。なぜ、温暖な日本で氷河が発見されたの

かについて、実験による説明や、氷河のできるメカニズムなどをわかりやすく解説し
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ていて納得した。紅葉の色の違いなどもきちんと説明していてよかった。しかし、氷

河の研究が何につながるのかが少し気になった。グリーンランドなどの他の氷河では

かなりのスピードで縮小化が進んでおり、その原因は地球温暖化ではなく、微生物に

よるものだと示していたが、さらに研究が進んでいくことを願っている。 

 

○ 土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田 茂」を見たが、周

りでも多くの人がこの番組を見ていて、一様に非常におもしろいと評判がよい。きれ

いごとや成功事例だけを描くのではなく、日本という国の表と裏、心の葛藤や人間同

士の駆け引き、本音と建て前などさまざまなものが実にうまく描かれていた。キャス

ティングがすばらしく、また俳優の、いい意味でその人の持つ“人間くささ”がより

いっそう興味を駆り立ててくれたように思う。北朝鮮の拉致問題や中国・韓国との尖

閣諸島、竹島問題などが一段と激しさを増す中、冷静さを保ちながら、一方で日本人

としてのプライドや気骨を忘れず、しっかりと国益を考えた外交をしてほしいと改め

て感じた。５回シリーズということで、歴史を描くには、かなり割愛された部分もあ

るだろう。今の日本の外交を自国のことだともっと関心を持ってもらうためにも、時

間をかけてじっくりと見たいと思う。 

 

○ 土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田 茂」について、こ

の時代の歴史は、一応理解はしているものの、学校の授業では省かれがちなので、再

確認するという意味で興味深く見た。多少誇張されていた部分もあると思うが、吉田

首相が背負っていたいろいろなものや、戦後、焼け野原から立ち上がってきた当時の

日本人の力の源のようなものを知ることができたという意味で、大変ありがたい番組

だった。 

 

○ ９月９日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９兆

円」は、放送後、新聞各紙でも復興予算について取り上げ、政府も新しい予算の仕分

けをするという政治的に大きな問題に発展している。放送時にも、この番組は、日本

の政治その他にどういう影響を与えるかという視点で注意深く見守っていたが、新聞

社にもいろいろな声が読者から届き、「衝撃的だったので、新聞でも追跡してほしい」

「火を付けてくれたのはＮＨＫだが、新聞でも深く報道してほしい」など反響が続い

ている。今年見たＮＨＫの番組の中で、この番組はジャーナリズムの一番の本領を発

揮した、大変いい番組だったと思う。ある週刊誌が、自分が取り上げたのが最初だっ

たと主張しているようだが、国民全体レベルの問題に押し上げたのは、このＮＨＫス

ペシャルだと思うので、こうした大変意義のある報道を今後も続けていってほしい。 
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○ ９月２３日(日)ＮＨＫスペシャル「対立を克服できるか～領土で揺れる日中・日韓

～」(総合 後 9:00～10:49）を見た。経済的な打撃について、「短期的にはいろいろ影

響が出るかもしれないが、中長期的に見れば大丈夫ではないか」というジャーナリス

トの櫻井よしこさんの発言は、企業の立場からすると若干、のんきな発言だと感じた。

しかし、後半に元外務審議官の田中均さんが話した「中国は隣国なので、良好な関係

を築き、日中間に信頼できるパイプの構築が必要であり、そういうパイプが今はない」

という発言が、今の日中間の関係を物語っているように思った。日韓間については、

韓国の小学校で竹島について教育をきちんとしていることに大変驚いた。櫻井さんが

従軍慰安婦の問題に終始し、肝心の領土問題などに議論が発展せず、司会の三宅民夫

さんが苦労しているようだったが、中国・韓国との関係において、日本がどのような

立場をとっていくのか、大局的観点から考えなければならないと大変勉強になった。

日本の若者が 1965 年の日韓の国交正常化の条約の内容を理解したうえで発言してい

たことには、少し意外な感じを受けると同時に、日本の若者も捨てたものではないと

思った。 

 

○ ９月３０日(日)のＮＨＫスペシャル「日中外交はこうして始まった」は、今年が国

交回復４０年ということで放送したのだろうが、日中国交正常化の成立に至る経緯が、

とてもよくわかった。特に印象に残ったのは、中国が日本に賠償を求めなかったのは、

第１次大戦後のドイツの賠償金があまりに多額だったことが次の大戦の引き金になっ

たことや日清戦争の結果などをふまえたうえで、毛沢東主席が日本に賠償を求めなか

ったという点で、なるほどそういう判断もあったのかと思った。また、日中国交正常

化の主役は田中角栄首相だと思っていたが、共に尽力したのは当時の大平正芳外相だ

ったということだ。田中首相の「戦時中にご迷惑をかけた」という発言に対し、中国

側の猛反発があった時に、大平外相が「政治生命、肉体生命をかけて正常化をやり通

す」と周恩来首相に迫って関係修復を図ったというエピソードも印象的だった。しか

し、外交文書が新たに発見されたというので、現在の尖閣問題の解決につながる新た

なヒントでも出てくるかと期待していたが、残念ながらそこまでには到らなかった。

番組の最後で、交渉の窓口が必要だと言っていたが、領土問題は存在しないという日

本政府の態度には無理があるのではないかと思う。引き続き、この問題について、冷

静かつ精力的に番組を作っていってほしい。 

 

○ １０月７日(日)のＮＨＫスペシャル東日本大震災「除染 そして、イグネは切り倒

された」では、福島県南相馬市での除染活動が遅々として進まず、すでに子どもに影

響が出始めていることなどの実態がわかった。国民は、東日本大震災やその後の放射

能問題への対応を見ていて、政府を信用できなくなってきているのではないか。これ
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は国にとってゆゆしき問題で、大変難しい問題に立ち至るのではないかと危惧してい

る。除染作業についてはいろいろ難しい問題があるだろうが、思い切った対策を打た

なければいけないと強く感じた。 

 

○ １０月１４日(日)のＮＨＫスペシャル 中国文明の謎 第１集「中華の源流 幻の

王朝を追う」は、最近明らかになった最も古い中国の王朝「夏」について、どのよう

な政治や文化で、どこにあったのかなどを解き明かしていた。夏王朝では５種類の穀

物を栽培することで、河川の氾濫や気候変動の中でも生き残ってきたことや身分制度

などわくわくするような話が多く出てきて、ＣＧも駆使されており大変よかった。外

交で緊張感が高まっている中ではあるが、中国の研究者と京都大学の研究者の学問的、

文化的交流は途切れないでほしいと思った。一方で、中国では、学校で、子どもたち

に、自分たちは夏王朝の子孫だと教えている様子も紹介されており、国民の一体感を

醸し出すためなのだろうが、ストレートには受け止めづらい感じがした。なお、番組

のはじめに、中井貴一さんが中国の下町の店に入る場面があったが、カメラワークを

見てめまいがしそうになった。劇的な印象を与えたい意図なのかもしれないが、再考

したほうがいいと思う。 

 

○ ＮＨＫスペシャル 中国文明の謎 第１集「中華の源流 幻の王朝を追う」を大変

興味深く見た。この番組も日中国交正常化４０年にあわせた企画だと思う。尖閣問題

のある、この時期になぜ放送するのかという意見もあるかと思うが、ＮＨＫが冷静に

中国の文明や、日本との関わりなどを掘り下げる番組を放送する姿勢は良いと思う 

 

○ １０月２日(火)のクローズアップ現代「撤退ができない…中国進出・日系企業の苦

悩」では、２つの企業を対比し、さらに、撤退コンサルティングも紹介していた。人

件費が安いことを理由に中国に進出したという企業が大半だったが、今は労働集約的

な形での進出は成り立たなくなってきていると実感した。最近はミャンマーなども注

目されているようだが、人件費の安さだけを求めて進出すれば、中国と同様のことが

起きるような気がする。 

 

○ １０月１５日(月)クローズアップ現代「１０年目の告白 蓮池薫さん“拉致”解決

への思い」は、蓮池さんへのインタビュー形式だったが、冒頭で蓮池さんが、北朝鮮

による死亡報告はうそだと明言しており、かなりインパクトのある出だしだった。ま

た、特別な映像ではなく、蓮池さんが会議室で淡々と語る姿に非常に差し迫った印象

を受けた。一時帰国した際の家族や地域の人たちとの絆と北朝鮮で生まれた新たな絆

のはざまで揺れる拉致被害者の心の中のさまざまな葛藤が、言葉のひとつひとつをか
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みしめるような話し方に表れており、想像を超える苦労があったのだと感じられた。

帰国から１０年ということで拉致問題が取り上げられたわけだが、世論に訴えるため

にも、北朝鮮にメッセージを送るためにも、継続的に取り上げるべきだと思う。北朝

鮮に残された被害者の気持ちは我々が思っているより、はるかにつらく耐え難いもの

で、すぐに解決しなければいけない問題だ、という蓮池さんの言葉が真実だと感じた。 

 

○ ９月２２日(土)のホリデーインタビュー「“どうしたの？”は魔法のコトバ～教育評

論家 尾木直樹～」を見た。「なぜ？なぜ？」と追い込むのではなく「どうしたの？」

という優しい語りかけによって、かたくなになっていた子どもの心が和らぎ、そこか

ら自分で考えていける。「どうしたの？」は、相手の目線に立てる言葉であるというこ

とを、自身の子どもの頃のいろいろな苦しい体験を踏まえて話していて、とても説得

力があった。ぜひ、若い母親世代に聞いてもらいたい内容だし、家族も本人も救われ

るのではないかと思うので、もう少し見やすい夕方などに放送したらいいと思う。 

 

○ ９月２９日(土)「独占公開！ 東京駅復活大作戦！」（総合 後 7:32～ 8:45）では、

東京駅の復元工事の完成を機に、歴史などを詳しく説明していて大変良い番組だった。

東京駅は乗り換えだけにしか使っていなかったが、番組を見て興味がわいたので、そ

の後、通った際にしっかり見に行った。 

 

○ １０月１５日(月)のファミリーヒストリー「谷原章介～祖父が語らなかった悲劇の

航海～」を見た。家族や親戚でもわからなかった祖父準造さんの過去をよくあそこま

で調べ、当時の写真や座礁した船に同乗していた当時の部下へのインタビュー、そし

て天気図などを交えた徹底取材で、大変感心した。この番組は著名人の家族の歴史を

取材し、そのアイデンティティを探り、家族の絆を見つめるというものだが、それが

しっかりと感じられる内容だった。自分の祖先の生きざまを知ることによって、改め

て先祖から命を引き継いで、自分自身が生かされているのだと感じ、今を大事に、も

っと懸命に生きなければいけないと教えられた。ただ一方で、知っていい過去と、知

らなくてもいい過去があるのではないかと思う。この番組では、知らなくていい過去

は映さないのだろうが、いろいろな過去や出来事があって、その人のヒストリーにな

ると思うので、ある部分だけを取り上げて若干美化して伝えるような形は、本当にい

いのだろうかという感想も持った。大阪市長の出自をめぐって週刊誌と論争になって

いる報道もあったことから、過去を表に出すということは、難しい問題だと改めて思

ったしだいである。 

 

○ ９月２２日(土)の地球ドラマチック「ツタンカーメンＤＮＡ大解析（１）判明！王
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家の系譜」は、ツタンカーメンの父方・母方のＤＮＡから、ツタンカーメンの父母を

採っていくミステリー仕立ての番組だった。こういった歴史番組はとても楽しみだ。

番組を見て、自分が学んだ歴史観が古くなっていると痛感したので、今の高校生の教

科書を読んでみたいと思った。 

 

○ １０月７日(日)のＥＴＶ特集「わがまちに医師を～地域医療と霞が関の半世紀～」

(E テレ 後 10:00～11:29）では、国民皆保険制度ができた頃から現在までを、当時の

映像や医師会会長などの証言を交えながら紹介されており、霞が関との関係と地域医

療の置かれてきた状況がよくわかった。番組の後半で、元岩手県知事の増田寛也さん

が「医療問題には関所みたいなものがあちこちにあって、全体が複雑に絡み合って、

どこをつつけばどう動くということが想定できない」と話していたが、まさにその言

葉の意味がよくわかる番組だった。当時の自民党副総裁の大野伴睦と日本医師会会長

の武見太郎との医療金融公庫をめぐるやり取りでは、選挙での票集めにおよぶ発言な

ど生々しいものがあり、地域医療にしわ寄せが来た背景もわかった。また、インター

ンや医局制度などの制度の崩壊や混乱が、結果として地域で医師不足につながってい

ることなどが明確にわかった。今回紹介されていた岩手県立高田病院では、東日本大

震災以降、医師不足が解消されたようだが、あくまで震災によって注目されたことで

改善されただけだと思う。愛知県では、産婦人科や小児科が閉鎖されるなど医師不足

の実態があるようだ。こうした状況の解消へ向けて、地域医療研修制度が確立される

ことを期待している。 

 

○ ＥＴＶ特集「わがまちに医師を～地域医療と霞が関の半世紀～」では、地域におけ

る医師不足の現状を招いた原因について、官僚や医師会、医師などがそれぞれの立場

で語っていた。結果として、しわ寄せが現場の医師や患者に行っていること、トップ

の判断によって、弱い者が一番被害を受けることがよくわかった。地域医療のこれか

らについて考えていかなければならないという思いがひしひしと伝わり、保険制度も

含め日本の医療の今後について、いろいろなことを考えさせられた。 

 

○ ９月２４日(月)のハートネットＴＶ シリーズ貧困拡大社会（１）「さまよう女性た

ち」で、夜の街で働く女性たちの厳しい現実を紹介していたが、少ない収入の中から

家族に仕送りをしている姿は見ていてとても切なくなった。若い女性たちが過酷な現

実から抜け出すためのシステムや生活を立て直すサポーターとどのように出会い、伴

走していくかを知りたかった。こういったテーマを、きちんと扱えるのは、ＮＨＫの

強味であり、この時間帯に放送するということにも感心した。ぜひ今後とも続けてい

ってほしい。 
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○ １０月１０日(水)のハートネットＴＶ 福マガ・特別号「大阪地裁判決の波紋～発

達障害者をどう支えるか」は、発達障害の男性が殺人罪に問われた裁判の判決を検証

するという内容だった。この判決は、発達障害を支援する受け皿がないことから生じ

る不利益を、発達障害という個性を持つことになった被告人に負わせるという態度が

判決にありありと表われていて、重大な問題を含んでおり、日弁連からも意見書が出

されている。番組では、発達障害者自身を理解する努力が尽くされてないのではない

か、障害者の置かれている社会状況を裁判の中で正しく理解されていないのではない

か、福祉関係者による受け皿づくりが少しずつ進んでいて実績を上げているのにもか

かわらず、そういう社会状況が正しく理解されていないといった点について、問題点

を整理しながら議論していた。短い時間の番組だったが、問題点の絞りこみや出演者

の人選がよく、コメントも大変わかりやすかった。特にわかりやすかったのは、大阪

弁護士会主催の障害者に対応する専門弁護士を養成する研修会で上映されたビデオの

内容だ。実際の発達障害の人と弁護士との質疑応答の様子だが、障害によって言葉の

真の意味が伝わらない中、もし取調官が発達障害者の個性を理解せずに強引に調書を

取ったとしたら、被告人の真の姿とはかけ離れた極悪非道な人物像を調書に描くこと

が簡単にできると思えるもので、この問題は司法において重大な問題だと改めて感じ

た。少しでも社会とつながる生活ができるように支援しているグループホームが少な

いながらも広がりつつあることが紹介されていたが、今後も支援活動の意義を紹介し

ていってほしい。 

 

○ １０月１７日(水)のハートネットＴＶ カキコミ！深層リサーチ「揺れる学校～親

と先生～」（２）では、追い詰められる教師の実態を描きながら、その中で、課題に対

して向き合っている学校の実状も紹介されており、大変インパクトのある番組だった。

特に、多くの保護者やボランティアが小学校での授業や活動に参加している事例を紹

介していたが、地域の人たちと学校が一緒になって子どもたちの面倒を見ている姿が、

大変興味深かった。「ハートネットＴＶ」は、さまざまな少数派に対する思いなどを取

り上げており、注目している番組だ。いじめ問題などについて、教師がどのように向

き合っているのか、現場の声の描き方に大変インパクトがあり、すばらしい内容だっ

た。 

 

○ 「オイコノミア」は、おもしろい番組だ。ピース又吉さんの雰囲気がとてもよく、

ゲストとの問答によって経済の問題を解き明かしていく中に、知性が感じられ、気持

ちよく見ている。「サイエンスＺＥＲＯ」も、知的好奇心が刺激される内容で、興味深

く見ている。 
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○ ９月３０日(日)のプレミアムドラマ「ドロクター」後編を見たが、他の地方でも地

域医療については同じような状況ではないかと思った。小池徹平さんの演技にとても

共感しながら、ストーリーに見入った。今回はドクターを主人公にしていたが、地域

医療の問題はいろいろな形での描き方ができると思うので、また取り上げてほしい。 

 

○ 「世界ふれあい街歩き」は、異色の旅番組だと思うが、いつも楽しみに見ている。

有名な都市だけではなく、世界の路地裏のような場所も紹介され、興味深い。現地で

出会った人たちとのふれあいなど、見ていて本当に街を歩いているような感覚になる。

リポーターが旅をするものとは違って、撮影で大変な作業をしていると思うが、旅番

組の新しい手法を切り開いたすばらしい番組だと思う。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２４年９月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２１日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度後半期の番組編成」および「平成２５年度の番組改

定」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、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    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長、 

経済学博士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２４年度後半期の番組編成」および「平成２５年度の番組改定」について＞ 

 

○ 「総合診療医ドクターＧ」は、サスペンスのような要素もあって、楽しく見ていた。

視聴率が悪かったから終了するということなのか。 

 

○ 「プロフェッショナル 仕事の流儀」も終了するのは残念だ。どのような経緯で終

了することになったのか教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

        「総合診療医ドクターＧ」や「プロフェッショナル 仕事の 

流儀」は、視聴率が悪いから放送を終了するのではない。視聴 
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者の方々からはご好評をいただいていると認識している。両番 

組とも、制作上の都合により、当初から前半期いっぱいで終了 

する予定であった。 

 

○ 「プロフェッショナル 仕事の流儀」が終了するのは残念だが、「ファミリーヒスト

リー」や「地球イチバン」が定時化されるので、期待している。番組の紹介などでは

地上波が中心となっているが、完全デジタル化され、ＢＳも身近に感じられるように

なったと思うので、もっとＢＳの魅力をアピールすべきだ。これまでは、まずはＢＳ

で放送し、評判のよかった番組を地上波で放送するというのが主流だったが、今後は、

ＢＳの番組はＢＳ独自の放送のままでもいいのではないか。 

 

○ 「ファミリーヒストリー」は、大変興味深く見ていたので、定時化されることはお

おいに結構だ。「ＮＨＫスペシャル」は、毎回見たいが、すべて見られるわけではなく、

かねてから３分～５分間程度で要約した番組が、出勤前の早朝ないしは帰宅後の深夜

に見られたらいいと思っていた。「Ｎスペ５ｍｉｎ．」は、そうした希望がかなったも

ので、よい企画だ。 

 

○ 「ＢＳ１スポーツドキュメンタリー」はスポーツや人間ドラマを描くと説明を受け

たが、岐阜局が以前取材していた男子新体操のようなあまり知られていない競技や地

域ならではの内容を取り上げてくれるものと期待している。特集番組「ザ・プロファ

イラー」は、歴史上の英雄をさまざまな角度から見直したり、調査し直すという形で

ＮＨＫらしい作りになっていて興味深く見ていたので、「追跡者 ザ・プロファイラー」

が開始されるのは楽しみだ。 

 

○ ８月２６日(日)のＮＨＫスペシャル「フローズンプラネット」を見たが、北極・南

極について、このように丁寧なドキュメンタリー番組を制作できるのは、日本ではＮ

ＨＫ以外にないように思う。温暖化について語るより、こういった番組で北極の氷の

とける様子を見せる方が訴える力は大きい。ＮＨＫでは、これまでも環境に関する取

り組みをしてきているが、来年度以降、北極・南極への注目度、着目度がさらに増し

ていくと思うので、年間のコンセプトの柱の一つとし、さらに一歩踏み込んだ地球の

実状をリアルに描き、極地に挑むような番組づくりを行ってほしい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

○ ９月１４日(金)の金とく「押切もえが挑む！“天空の頂”槍ヶ岳」は、とても楽し
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く見た。９月７日(金)の「ハギトモ 白馬三山を行く ～天上のお花畑と大雪渓」で

は、スポーツ選手の萩原智子さんが登山していたが、押切もえさんはモデルなので、

果たして槍ヶ岳に登れるものだろうかと思いつつ見たが、彼女が登れるのではあれば、

自分たちも準備さえきちんとすれば登れるような気持ちになった。登山客の家族連れ

とコミュニケーションをとっている様子などは、「鶴瓶の家族に乾杯」のような感じで

楽しく、かつ彼女が新しいチャレンジに挑む様子が興味深かった。こういった番組が

もっとあればいいと思う。スポーツには関係ない人がスポーツに取り組む様子は、山

登りだけに限らず、他のことでもおもしろいのではないかと思った。 

 

○ ７月１６日(月)のホリデーインタビュー「志をつなぐ授業 〜教育学者 齋藤孝〜」

(総合 前 6:30～6:53）は、番組の最後に、齋藤さんが高校時代の漢文の先生から特別

授業を受ける場面があり、試みとしてとてもおもしろい番組だった。しかし、せっか

く高校時代の恩師が出てきたのに、特別授業の内容があまり紹介されていなかったの

が残念だ。これまで「ホリデーインタビュー」を見ていなかったのだが、いろいろな

人を取り上げているようで、これから着目したい番組だ。 

 

○ ロンドンオリンピックは、かなりの時間で放送していたが、パラリンピックについ

ては、比較すると大変少なかった。どういう考え方で編成しているのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

        ロンドンパラリンピックは、すべての競技で中継映像が制作 

されるわけではなく、また、障害の違いによって細かくクラス 

分けされているので、ハイライト番組で整理して放送したほう 

が内容をきちんと伝えられると判断した。また、Ｅテレで開会 

式と閉会式を生放送したほか、車いすテニスなど注目の競技は 

中継録画で放送した。関連番組もあわせると、放送時間は合計 

４５時間あまりとこれまでで最長となった。 

 

○ ８月１４日(火)のＮＨＫスペシャル「なでしこジャパン 涙と笑顔の初メダル」(総

合 後 7:30～8:28)で、全員がほぼ一様に、すばらしい仲間と戦えたと語る姿が大変印

象的だった。チームの一体感がすばらしく、チームが勝つために、おのおのが自分が

何をやらなければいけないかをよく理解し、徹底していたし、佐々木則夫監督は時に

は非情と思えるほどの冷静な判断をするのだが、それを選手たちが理解し、ついてい

っていた。こうしたことができれば、ビジネスの世界でも、きわめて強いチームにな

れるだろうと思った。 
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○ ８月６日(月)のＮＨＫスペシャル「黒い雨～活（い）かされなかった被爆者調査～」

(総合 後 8:00～ 8:49）を見た。黒い雨による被ばくの影響調査のデータがなぜ公に

されなかったのか、実際にどういう影響が出ていたのかなど、国内だけでなくアメリ

カにまで行き、いろいろな人の証言を交えて明らかにしていた。中には非常に衝撃的

な証言もあり、こうした取材姿勢や番組制作は、ＮＨＫの使命を果たしていると思う。

福島の原発事故の残留放射線による被害の危険性なども訴えていたが、今後も継続的

に追跡取材し、国民に知らしめてほしい。 

 

○ ８月１７日(金)の課外授業 ようこそ先輩「記事にしよう 未来のふるさと～石巻

日日新聞 武内宏之～」を見た。小学校６年生の児童たちが、彼らが二十歳になった

時に世の中がどうなっているかを、想像して新聞を作るというものだ。こうした未来

新聞を作成するという取り組みは、国際的なＮＧＯが４月に行っていたことを知って

いたので、目新しくは感じなかったが、東日本大震災の時に手書きの壁新聞を作った

宮城県石巻市の石巻日日新聞の記者が、被災地の子どもたちと一緒に新聞を作るとい

う点に関心を持った。仮設住宅では孤独感ではなく、仕事がないことが問題になって

いることなどを子どもたちが取材するのだが、被災地の子どもたちだからこそ、今起

きているさまざまな社会的な問題が自分たちの未来につながっているという点に現実

感が出ていて、それが番組を成立させていたと思う。未来新聞には、日本中が協力し

てくれて、がれきはすっかりなくなった、また、商店街は大変にぎわい、大企業が石

巻に支社を出し地元の人を雇用しているなどと書かれていたが、かねてからこういっ

た取り組みでは書いて終わるだけになりがちで、この番組もそうだったのが残念だ。

本当に大事なことは、子どもたちのこうした思いを大人がどう受け止め、どう動かし

ていくかということだと思う。たとえば、がれきの山を定点観測し、がれきが１か月

ごとにどう減っていくか、どこが受け入れているかなどを目に見える形で取材するこ

とによって、子どもたちへの答えになると思う。こういったことは何十年もかかると

思うが、ぜひＮＨＫで取り組んでいってほしい。 

 

○ ８月１７日(金)のＮＨＫスペシャル「最期の笑顔～納棺師が描いた東日本大震災～」

(総合 後 10:00～10:49)で、復元納棺師という仕事を初めて知った。子どもたちに亡

くなった妻の姿に会わせるかどうか悩んでいた父親が、復元された妻の顔を見て、子

どもに会わせる決心をする様子などを映していた。なかなか棺のあるところにカメラ

が入ることがないこともあり、こうした死の場面をきちんと記録していくことはテレ

ビの一つの役割ではないかと思った。納棺師がとても尊い仕事であることも伝わって

きて、良い番組だった。 
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○ ＮＨＫスペシャル「最期の笑顔～納棺師が描いた東日本大震災～」を見て、復元納

棺師という仕事があることを知ったが、涙なくしては見られないほど感情が揺さぶら

れる内容で、遺族と亡くなった人の両方に寄り添って、最後の対面をつなぐ役割の大

切さを知った。復元納棺師が、復元した顔をもとにかわいらしい淡いイラストを色紙

に描き、言葉を添えていたが、その言葉は、亡くなった人や残された人をありのまま

に肯定してくれるようなもので、残された人に力を与えており、大変よかったと思う。 

 

○ ９月３日(月)の「ＮＨＫニュースおはよう日本」で石巻市の高台移転について取材

していた。住民の意見を集め、合意を取っていくのは、非常に大変な作業だが、それ

を丁寧にやっているボランティアグループを紹介していた。このグループの一員であ

る知人に聞いた話では、このグループは大変丁寧に復興プランを作っているそうだが、

その点については、詳しく触れられていなかった。住民のさまざまな願いを丁寧に聞

くのは時間がかかることだが、一方で復興のスピードを上げなければならない、その

バランスをどのように取ればいいのかなどの視点で、再度、取材してもらえればと思

う。 

 

○ ９月９日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「追跡 復興予算１９兆円」(総合 

後 9:00～ 9:58)では、復興予算１９兆円のうち、３次補正の９．２兆円がどのような

使われ方をするのかを検証し、重要な問題提起をしていた。いろいろな省庁が便乗し、

被災地以外のための申請をしているのには驚いた。しかし、肝心の被災地では商店街

に予算が下りず、個人病院経営の医師が資金繰りに苦しむなど、復興がなかなか進ん

でいない実態がみごとに描かれていた。その後、民放のニュース番組で、ＮＨＫスペ

シャルで取り上げられた内容をもとに３次補正の使い方について野田総理らに質問し

ていたが、ＮＨＫが本来の果たすべき役割を果たした好例だと思う。 

 

○ ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９兆円」を見て、被

災地以外に予算が配分されていることに大変驚いた。その後の民放のニュース番組で、

この番組を引用しているのを見て、さすがＮＨＫだと思った。ぜひ、続編で、実際の

予算の使われ方について、もっと指摘してほしいと思う。 

 

○ ９月８日(土)のプロフェッショナル 仕事の流儀「高倉健スペシャル」(総合 後 

7:30～ 8:42)では、大滝秀治さんの芝居に負けたくないという高倉健さんのプロ意識

や常に勉強し続ける姿、一方で、ロケの合間に見せる周りのスタッフへの気遣いなど

がみごとに描かれており、高倉健さんは、まさにプロだと感じた。 
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○ プロフェッショナル 仕事の流儀「高倉健スペシャル」と８月２０日(月)の「鶴瓶

の家族に乾杯スペシャル～ブータン王国」(総合 後 7:30～ 8:43）は、家族一緒に大

変楽しく見ることができた。海外でも国内同様に笑福亭鶴瓶さんらしさが出ていて、

とても印象的ですてきな内容だった。 

 

○ ９月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」では、出生前

診断を受けて、異常があると言われた夫婦を取り上げていた。命の鼓動を日々感じな

がら、命を消すのか育むのかという判断を迫られ苦悩する姿は大変痛々しく、罪深い

問題だと考えさせられた。番組の中で、出生前診断が命の選別につながり社会的差別

を助長すると反対する意見も紹介されていたが、自分自身も選民思想につながるので

はないかと感じた。また、視聴者から寄せられた、きれいごとでは済まないという意

見が紹介されていたが、その言葉の背景にある具体的事情は何なのかをもう少し明ら

かにしてくれたら、もっと問題の本質に迫れたのではないかと思う。全体的に、この

問題が家族の個人的な悩みのように取り扱われている印象を持たれるのではないかと

危惧する面もあった。社会がいわゆる健常者といわれる人たちをスタンダードと考え、

無意識の差別を生みだす問題の大きさや、親が安心して障害のある子どもを育てられ

る社会のシステムになっていれば抱かなくてもいい悩みがあるのではないか。社会の

未熟さや福祉の貧困さが、より母親に過重な責任感を負わせているのではないかと感

じた。また、出生前診断を専門にしているクリニックを取材していたが、そのカウン

セリングも、個人的感情の整理の場面だけしか紹介されておらず、個人の問題に局限

化している感があった。重いテーマだけに議論が分かれるとは思うが、重要な問題点

を含んでいるので、ぜひ今後もこういうテーマを追っていってほしい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」と９月１５日(土)の週刊 ニュ

ース深読み「出生前診断“命”をめぐる視点」を見た。ニュース深読みには、遺伝の

専門家とダウン症児を持つ家族の会が出ていたが、遺伝子の異常と遺伝病は異なるも

のであり、ダウン症は遺伝子の異常ではあるが、遺伝するものではない。このあたり

は、誤解を生まないように十分気を配らないと、ダウン症児を持つ家族には苦しい状

況が生じる可能性があると思った。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」は、大変考えさせられる有意義

な番組だった。出生前診断の結果、障害があり得るとわかった場合、８割が中絶し、

２割が出産の判断をすると紹介されていたが、番組では、産むという判断をした家族

のみを追っていた。なかなか取材に応じてもらえなかったのかもしれないが、中絶を

選択した家庭の苦悩を追うことによって、より考えさせられる番組になったと思う。
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また、産むか産まないかを家庭内の問題のように扱うことは危険な発想だと思った。

障害のある子どもが生きづらい社会になっていること自体が問題だという観点からも

う少し視野を広げるような投げかけがあってもよかったのではないか。 

 

○ ＮＨＫでは、動物や自然をテーマにした番組を数多く放送しているが、８月２５日

(土)と２６日(日)のＮＨＫスペシャル「フローズンプラネット」は、内容と映像に圧

倒された番組だった。ペンギンが巣作りをする映像は、見ていて大変おもしろく、シ

ャチがチームワークを組んでアザラシをしとめるシーンには感心するばかりだった。

シャチのシーンでは、１か所だけではなく、陸や海中など何か所からも撮影しており、

その迫力に感動した。また、ホッキョクドクガという虫の映像は、長時間、よく石の

下の小さな虫を撮り続けたものだと頭が下がる思いがした。つららが海底までたどり

着く映像にも驚き、さすがはＮＨＫだと思った。幼い子どももくぎづけになって見て

いた。 

 

○ ８月３０日(木)のクローズアップ現代「糖尿病の“常識”が変わる」では糖尿病の

型の違いや治療法についてわかりやすく説明していた。糖尿病のメカニズムの研究に

よる新しい治療法も取り上げていたが、研究結果と新しい治療法との関連性について、

掘り下げ方がやや足りないように感じた。過去の番組で紹介されていた、すい臓の機

能自体を高める薬との関係についても触れてほしかったと思う。 

 

○ ８月３１日(金)に「ドキュメント２０ｍｉｎ．選」(総合 前 2:10～3:10)として深

夜に３番組を並べて再放送していたものを見た。「みんなぁがおるき 大丈夫ちや」は、

自然が豊かな地区に移り住んだ女の子の春から夏休みまでの生活を追ったドキュメン

トだったが、高齢者が多い過疎の地域で、お年寄りと子どもとのふれあいの様子が描

かれ、自然の中で地域の人たちに温かく見守られながら育つ豊かさを実感した。 

「永山絢斗がたどる マンガ少年の戦争」は、海軍に入隊した少年が日常生活を描い

たマンガを紹介していたが、色使いをはじめとても上手で、出版化できるのではない

なかと思うほど生き生きとした作品だった。その少年は戦死したと聞き、そうした時

代を思って、とても切ない気持ちになった。 

「ＳＵＭＯは心でとれ～熱血親方とエジプト人力士～」は、エジプトから来た外国人

力士の姿を追ったもので、勝ったときにガッツポーズをしてはいけないことなど、い

ろいろな文化の違いに苦労している様子が描かれていて興味深かった。国は違っても、

好きなことに打ち込んで上達しようとする姿はすがすがしく、外国人力士を応援しよ

うという気持ちになった。 
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○ ９月６日(木)の仕事ハッケン伝「麒麟 川島明×京都 庭師」は、本格的な弟子入

り修行となっており、生々しくて臨場感のある、とてもよい番組だった。この秋でい

ったん終了するそうだが、再開を心待ちにしている。この番組は大人が見ても面白い

が、職業教育という観点からも非常に有意義だと思う。その意味でひとつ提案したい

のだが、番組ホームページに、業種名一覧を加えてもらうと、子どもや大学生などの

職業教育にも役立つと思う。 

 

○ ９月１５日(土)のＳＯＮＧＳ「髙橋真梨子」を見たが、構成が少しあわただしい感

じだった。一人の歌手の歌をじっくり聞くには３０分では短い。４５分間、できれば

１時間くらいあるといいと思う。とてもいい番組なので、放送時間を拡大して継続し

てほしい。 

 

○ ９月１７日(月)のＴＥＡＭ 最高の自分になれる場所「美容家電の女たち」(総合 後 

10:00～10:47.30)では、女性のチームがワークライフバランスを保ち、お互いに理解

し合いながら、どんどん輝いていく姿や女性が元気な様子が見られ、大変興味深い番

組だった。このように元気になれる要素が、今の日本には全体的に少ないように思わ

れるので、女性だけでなく男性も輝いている番組をぜひ作ってほしい。 

 

○ ９月８日(土)から始まった土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った男・

吉田茂～」（総合 後 9:00～10:13）は、景気低迷、混迷を続ける政治、領土・外交問

題を抱えている今だからこそ、吉田茂のような人物、外交が必要ではないかと思いな

がら見た。主演の渡辺謙さんは期待どおりのすばらしい演技だった。マッカーサーと

のやり取りのシーンでは、英語が堪能なこともあって迫力がより増し、吉田茂の持っ

ていた日本人としての誇りや、戦争では負けたが外交では絶対負けないという緊迫感

がなお一層伝わってきたように思う。吉田茂については暴れん坊のようなイメージが

あったが、イメージが少し変わった。当時の日本人にとっては受け入れ難い厳しい状

況だったと思うが、それを堪え忍んで、したたかに外交を行なった吉田茂をはじめと

する当時の人々に、敬意を表したいという気持ちになった。今、外交上のトラブルを

抱えているが、相手の思いを飲み込みながら、こちらの思いを遂げていく。どこで押

して、どこで引くのかといった手法の大切さを感じる番組だった。 

 

○ 大河ドラマは、これまでは、最初はおもしろくなくても５月頃にはだんだんとよく

なってくるのが通例だったが、「平清盛」についてはあまり興味が持てない。一言で言

うと、難しいという印象だ。この時代にはあまりなじみがないことや、平姓と藤原姓

が多く、同じような名前で、関係性がよくわからない。また、せめて俳優の顔で区別
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ができればいいのだが、若い人の顔はあまり区別がつかないので、全体のストーリー

を理解するのに苦労している。ときどきは、家系図や登場人物の関係性について、説

明するなどして、もっとわかりやすく工夫するといいのではないか。 

 

○ ８月１２日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「海底下１０００ｍ！巨大地震の謎を探る」

を見た。４月に放送されたＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅡ 巨大地震」で

地震が起きるメカニズムを解説していたが、さらに研究が進み、新たな結果や解明の

手がかりになることが紹介され、大変興味深かった。 

 

○ ９月９日(日)のＥＴＶ特集「地球の裏側で“コシヒカリ”が実る」は、南米ウルグ

アイで日本のコシヒカリを改良した品種が、どういった経緯で栽培されるようになっ

たのかなどをきちんと伝えていた。名古屋大学生物機能開発利用研究センターの北野

英己教授が「従来の２倍の収量があっても、日本の現状では、コメが余って受け入れ

られない」という趣旨の話をしていたが、なぜ受け入れられないのか、もう少し掘り

下げてほしかった。しかし、海外での取り組みは大変勉強になった。日本では、農業

従事者の高齢化や担い手不足などで苦境にたっているので、非常に大きな課題を投げ

かけている番組だと思った。 

 

○ ９月１６日(日)のＥＴＶ特集シリーズ チェルノブイリ原発事故・汚染地帯からの

報告 第１回「ベラルーシの苦悩」を見て、被ばくによる健康被害の特集を見たいと

思った。次回は、ウクライナの実態リポートだということで、大変楽しみにしている。 

 

○ ９月１２日(水)の「挑戦しつづける男～東山紀之４５歳～」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:00～

8:44）を見た。東山さんがボクシングでトレーニングしている様子や自分自身を追い

込みながら一つ一つの舞台に向き合っている姿を通して彼のプロ意識が伝わってきて、

とても刺激の多い、すばらしい番組だった。 

 

○ ９月１６日(日)プレミアムドラマ「ドロクター」は、福井県のおおい町名田庄地区

の地域医療を一手に担う診療所での実話に基づいたドラマだが、自分も福井県出身と

いうこともあり興味深く見た。山間部の小さな村で、自然が豊かで、星のきれいな町

といったイメージしかなかったが、地域医療の厳しさをこの番組を通じて知ることが

できた。こういった所で暮らす人々にとっては、心と心の通じ合う関係が何よりも大

事なのだと思った。地域の人や患者からさまざまなことを教えてもらいながら成長し

ていく姿や、ミスをしても村の人からこの村に残ってほしいと言われる様子などは、

苦しみながらも生まれた絆の証しであり、まさしく地域医療の原点ではないかと感じ
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た。ところどころに名田庄の四季が映し出されていたが、もう少し自然の美しさや厳

しさを取り入れれば、地域医療の現実をより感じてもらえたのではないか。後編も楽

しみにしている。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２４年７月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、各局の午後６時台「ニュース・情報番組」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、８，９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    奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

     伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

大林 重治 （のと共栄信用金庫理事長） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜午後６時台「ニュース・情報番組」 総合（各局単）について＞ 

 

○  津局のオープニング映像が印象的だったし、金沢局の記者の解説もわかりやすかっ

た。名古屋局は、相撲で言えば横綱のような内容で、見ていて安心感があった。キャ

スターの望月啓太アナウンサーの個性も出ており、オープニングでのおもしろい演出

や、緊急報道用のライブユーによる中継方法など、さまざまな試みがなされていて、

毎日見たい番組だと思った。岐阜局では、男子新体操の親子の日々努力する姿を追っ

ていたが、男子新体操は新しいジャンルでもあり、ぜひ全国向けのニュースでも扱っ

てほしい。他の県にもこのような期待のホープがいると思うので、ホープフォーラム

のような形で横つなぎにして、半期に１度などで紹介するといいのではないか。静岡

局の番組には、制作者の思いや志のようなものが随所に見られた。特に、看護師不足
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に悩む病院のリポートでは、院内保育所がある病院数について、数字だけなく、その

割合などを数値で示しており、丁寧でよかった。また、「スポーツ元気印」では、全

日制ではなく、定時制高校の軟式野球部を取り上げたことがよかった。選手たちが頑

張っている姿は、地域の人たちの励みになったと思う。「みーつけた」は、制作者の

感性が問われるものだと思うが、映像詩集のような描き方で、小さなコーナーでも丁

寧に作っていて大変よかった。静岡の３名のキャスターは、見ていてさわやかな感じ

がし、わかりやすく伝えているので、他の県や全国放送でも活躍してほしいと思って

いる。金沢局の「レッツゴー松井」のコーナーは１０年間続いていると聞いたが、こ

ういった企画ができるのは、ＮＨＫだけだと思うので、松井秀喜選手が引退するまで

ぜひ続けてほしい。 

 

○  各局それぞれが地域の特色を生かし、地域ならではの話題や自然をなるべく多く取

り上げようという姿勢で、コーナーもいろいろと工夫されており、大変おもしろかっ

た。視聴者とコミュニケーションを取り、視聴者の意向を反映しようとする努力が見

られた。各局ともアナウンサーの声のトーンや話すスピードなど、落ち着いた感じで

わかりやすく話していて、話し方の重要性を実感した。冒頭に松井秀喜選手の情報が

出てきたのが金沢らしく、核燃料税の解説もとてもわかりやすくて感心した。原子力

防災訓練のリポートは、地域に密着した問題であり、大変興味深かった。原発に関し

ては、さまざまな意見があり、取り扱いにくいテーマだと思うが、福井局の「あすへ

備える」では、若者が企画した原発のあり方に関する討論イベントを取材しながら、

展開している点が大変よかった。富山局の「ニュース富山人」というタイトルは、大

変良いと思う。トキの話題だったが、ニュースを見て多くの人が集まった場合を想定

し、トキを見守る注意点をきちんと解説していたところが大変よかった。プロスポー

ツが活発な静岡で、あえて定時制高校の軟式野球部を取り上げた着眼点がよかった。

「みーつけた」のコーナーは、カメラマンが腕を競っているという話を聞き、一段と

興味深いものになった。名古屋局はいろいろな角度でニュースを掘り下げていると思

った。「ほっとライフジャーナル」のコーナーは、おもしろい発想だと思うので、定

着すれば一段とよくなるのではないか。津局が紹介していた宮川の季節の風景が大変

美しく、地域に発信することは意義深いと思った。岐阜局の男子新体操の親子のリポ

ートは、地域で応援していくべきだと思ったし、競技の認知度を上げて、オリンピッ

クの対象競技にしたいという親子の目標の大きさなど、とても興味深く見応えがあっ

た。 

 

○  各地域のローカルニュースを並べて見た率直な感想は、それぞれに大変地域性を感

じるものだった。防災や原子力発電の問題については、広域の東海や全国のニュース
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で見るよりもずっと生々しく、これがローカルニュースの存在意義だと感じた。岐阜

では、多くの人が名古屋本社の新聞を読んでおり、民放のニュース番組でも岐阜のニ

ュースがあまりないので、ＮＨＫには岐阜地域のニュースをもっと多く取り上げてほ

しいと思う。名古屋、津、岐阜局は「ほっとイブニング」というタイトルで、地域性

がないが、他の局のタイトルは個性的で、地域による温度感があるのが大変良いと思

った。各県にあるＮＨＫの強みを生かし、同じテーマでそれぞれの局が特集を制作し、

地域を比較したりしながらつなげる企画があればおもしろいと思う。岐阜局の「ほっ

とイブニング」の「発掘 ふるさとの人」のコーナーを楽しみにしているが、見られ

ないこともあるので、ＮＨＫオンデマンドに加えてほしい。このようなコーナーやロ

ーカルのニュース、特集などもＮＨＫオンデマンドで見られるようになるといいと思

う。 

 

○  各局とも趣向を凝らした内容で、楽しむことができた。全体を通して感じたことは、

この時間帯の視聴者層としては高齢者が多いと思うので、なるべくゆっくりと話し、

特に大事な情報の場合には、文字情報や説明画像を長く見せるなどの工夫をしてほし

い。また、この時間帯に見られない世代に向けては、録画してでも見たくなるような、

身近なテーマや自分の生活や仕事に役立つ内容を取り上げることが重要だと思う。キ

ャスターやアナウンサーがいろいろな所に出かけて取材する場合、特に生中継では、

時間内にうまくまとめる瞬発力などが求められると思うが、感動を上手に伝える技量

も必要だと思う。その点で、津局の「宮川の四季」のリポーターがありきたりな表現

をしていて少し残念な感じがした。今年は、オリンピックイヤーということもあり、

スポーツ分野で活躍している人が取り上げられることが多いが、文化系やボランティ

ア活動などをしている若者にもスポットを当ててほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

    お年寄りにもわかりやすいよう、ゆっくり伝えることも考え 

てほしいとのご意見を頂戴したが、午後６時台は、地域向けの 

メインニュースと位置づけており、その日に起こった主な出来 

事、あるいは抱えているテーマなどを、量と質の両面でバラン 

スよく、限られた時間で伝えなければいけないという実情があ 

る。ＮＨＫ放送技術研究所では、高齢者のために音声を聞きや 

すくする話速変換システムなども開発しており、ニュース制作 

と技術開発の両面から工夫していきたい。 
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（ＮＨＫ側） 

ご指摘のリポーターは、スポーツ選手を引退して、最初の仕事 

としてお受けいただいた。まだ不慣れな点もあるがスタッフと一 

緒に努力している。 

 

○  各局それぞれが、地域に根ざしたテーマを取り上げ、地域の抱える問題や得意分野、

誇りなどを番組の中に反映させているという印象を受けた。「ＮＨＫスペシャル」な

どのように深く追究する番組とは異なり、この時間帯は、迅速に、スピーディーに報

道していくことが求められ、なおかつ民放でもいろいろな形で地域に根ざしたニュー

スを放送している中で、ＮＨＫらしさを出していくのは非常に難しいだろうと思う。

しかし、佐藤局長の話にあったように、午後６時台のニュースは原点で、取材をさら

に深め、「ナビゲーション」や「ＮＨＫスペシャル」でさらに深く掘り下げた放送を

していくという手法は、ＮＨＫでしかできない強みではないかと思い、今後のニュー

ス番組を見る目が変わった。金沢局が松井選手のコーナーを毎日放送しているのは驚

きで、彼は地域の誇りなのだと改めてわかった。富山局と金沢局のオープニングはと

てもインパクトのあるものだった。金沢局の宮﨑浩輔アナウンサーの話し方は視聴者

に向けて語りかけるようでとても親しみやすく、伝えようという気持ちが伝わってき

て、安心して聞いていられる。全体的に、キャスターの服装については、女性は清そ

な感じだが、男性については服装や髪型が気になることがあった。ＮＨＫらしく清潔

感のある服装、髪型が望まれると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ニュース番組においては、どういう人がどのような身なりで 

伝えているかも含めて、情報として伝わると思う。不快感を与 

えない身だしなみが大前提だと思っている。 

 

○  金沢局の核燃料税の条例案提出、福井局の原発のあり方に関する若者が企画した討

論会、名古屋局の扱った名張事件、津局の「伊勢歳時記」や静岡局のがれき受け入れ

再開の話題は、地域のみで放送するのはもったいないので、全国発信すべきだと思っ

たが、午後６時台はあくまで原点で、全国に展開していくという佐藤局長の話に納得

した。富山のトキの話題や静岡の軟式野球やカルガモの話題、名古屋の地下街誕生の

いきさつの話、岐阜の男子新体操などは、地元の者にとって親しみが持てる内容だっ

た。共通のテーマの話題を他県でも取り上げてもらえば、その分野で進んでいる情報

なども知ることができ、地元に対する理解がより深まると思う。 

 



5 

 

○  各局がかなり力を入れて報道していることが伝わってきた。オープニングもそれぞ

れの特色があり、特に「ニュース富山人」は、新鮮に感じた。金沢局の核燃料税に関

する県議会のニュースや原子力の防災訓練などは、パネルでわかりやすく説明し、箇

条書きでうまくまとめられていて、視聴者層にあった工夫をしていると思った。特集

や企画リポートは、掘り下げて全国放送などにつなげていく内容もかなりあると思う

ので、期待している。名古屋局の「ほっとライフジャーナル」は、今回視聴した４月

１０日（火）の芝居による演出は雑な印象だったが、７月３日（火）の「広がるご当

地金融」では、ＮＰＯバンクを取り上げており、興味深い内容だった。 

 

○  それぞれの土地柄や風土にあった内容になっていると思った。津局では三重県が強

化している障害者の防災対策を取り上げていたが、ニュース番組で取り上げると県民

意識が高まる効果もあるので、そういった意味合いも込められたものだろう。また、

地元の人が誇りに思っている宮川や伊勢を扱うことによって、ＮＨＫを身近に感じて

もらえる工夫をしていることもわかった。富山局のトキのリポートは丁寧に撮影して

おり、福井局の若者の原発に関する討論会のリポートは興味深く、ニュース番組の作

り方がわかったような気がした。全体的には、それぞれの県民が見て、関心を持つ場

所や内容で、より地域に根ざしたＮＨＫだと思える企画になっていた。 

 

○  各局の意気込みを感じるものだった。ＮＨＫはこれまでも地域のホットなニュース

を発信し、日本に元気を与える意味で重要な役割を果たしていると感じている。金沢

局では、核燃料税などの今日的な話題から、地元の者が毎日祈る気持ちで見ている「レ

ッツゴー松井」のようなものまで、さまざまな話題を取り上げていると思う。松井選

手だけでなく、最近の旬の人としては、金沢学院大学の女子ウエイトリフティングの

八木かなえ選手が注目されているので、ぜひ今後は彼女の情報もより多く取り上げて

ほしい。平成２６年度には北陸新幹線が金沢まで伸びることや、原発に関する悩みな

どは福井県だけでなく近隣県でも関係する共通のテーマなので、短い時間でもいいの

で、北陸３県の広域で伝える時間帯があればいいと思う。 

 

○  午後６時台のニュース番組は基本的に各県で放送しているが、北陸３県の共通の課

題やテーマなどについては、北陸３局で共通のリポートを放送しているほか、「中部

リポート」という企画を中部７県で共有し、各局の午後６時台でも放送している。こ

のほかには、金曜の午後７時台や８時台の枠で、「金とく北陸スペシャル」などの番

組を北陸ブロックで放送している。 

 

○  いずれもオープニングがユニークでよかった。若いスタッフが頑張っている様子が



6 

 

うかがえたが、特に、金沢局で核燃料税条例に関する解説をしていた及川佑子記者は、

大変的確な解説でよかった。金沢局の「神戸（かんべ）のいざ行かんべ！」の冒頭の

映像には、少々驚かされたが、あの程度までなら好感が持てる。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２６日(火)の「情報フレッシュ便 さらさらサラダ」の「さやさやさやか」の

コーナーで「食物アレルギーでも安心な料理」と題し、知人の調理師が出演していた。

身近な人が出ると関心が高くなるので、こうしたところも地域番組の楽しさのひとつ

だと思った。 

 

○  ６月２９日（金）のナビゲーション「巨大津波にどう備える」を見て、３・１１の

記憶が少しずつ、薄れてしまいつつある昨今だけに、こうした題材を繰り返し取り上

げていくことはとても有意義なことだと思った。静岡県沼津市内浦重須地区には親戚

がいることもあり、住民の高台移転に、以前から注目していた。二重ローンの問題、

世代間の意識の違いなど、課題や問題点をわかりやすく伝えていた。全員が賛成して

初めて移転が成立するのではなく、希望者からでも移転できるような道が模索されて

いることもわかり、「全国初のケース」が生まれるか否か、今後も取材を続けてほし

い。 

 

○  ７月１３日(金)の金とく「真相回転！どえりゃあモータース」は、タイトルを見て、

すごい技術を持っている自動車会社の紹介番組だと思ったが、車とは全く関係のない

ものだった。知多娘や喫茶店のモーニングサービスの起源などおもしろいものもあっ

たが、番組全体としては「中部の“見たい”“知りたい”“行きたい”に応える」とい

う「金とく」の目指しているテーマからずれていると感じた。 

 

○  「うまいッ！」は、進行役の食材への敬意と愛情があふれたトークが楽しくて、毎

週見ている。６月１７日（日）の「食べてビックリ！絶品ニジマス」では、静岡県富

士宮市のニジマスを取り上げていたが、地元の者でも知らない餌のエピソードなどが

盛り込まれており、とても新鮮だった。人間がニジマスの餌を食べている姿に驚がく

したが、ニジマスにここまで愛情を持って、対じしている人たちの思いが、全国の人々

にも伝わったのではないだろうか。静岡には「長田の桃」や、「用宗のマグロのスペ

アリブ」「太刀魚の干物づくり」などすばらしい食材や食べ物がたくさんあるので、

今後もぜひ、静岡や中部地方の食材にスポットを当ててほしいと願っている。 
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○  ５月２２日(火)から放送していたドラマ１０「はつ恋」が７月１７日(火)に終わっ

た。木村佳乃さんや井原剛志さんなどとてもいい俳優がそろっており、毎週楽しみに

見ていた。ストーリーがドラマチック過ぎて、少し現実的ではない感じもあったが、

純粋に楽しむことができた。 

 

○  ６月１６日(土)の土曜ドラマスペシャル「永遠（とわ）の泉」（総合 後 9:00～10:13）

は、非常に奥の深いドラマだった。妻殺しの被疑者である倉本を通して、山内という

弁護士の気持ちを表していた。病身の妻をみとれなかった山内の罪の意識が、倉本の

心情との対比によって、浮き彫りにされていた。倉本との会話の中で、妻が死ぬ前に、

自分も倉本と同じように妻に水を飲ませたことを思い出し、倉本から、それはちゃん

と最期の別れができたことだと言われ、山内は救われた気持ちになったのだが、この

部分がドラマで訴えたかったポイントではないかと思った。身近な人が亡くなると、

こうすればよかったなどと後悔の念を抱くが、そういった心の機微をみごとに描いた

番組だったと思う。 

 

○  ６月３０日(土)の「サラリーマンＮＥＯゴールド」（総合 後 9:00～10:13）は、「サ

ラリンピック」のコーナーをはじめ、細かい部分にも“ボケ”的な要素が多くあって、

大変おもしろかった。ゴールデンの時間帯にここまでやっていいのかといった意見も

あるかもしれないが、この番組のファンの一人としては、深夜時間帯に、もっと鋭く

してずっと続けてほしい。 

 

○  ７月２日(月)のあさイチ「子どもも大人も増加！“発達障害”」を見た。若者の雇

用に携わっている者としては、大人の発達障害は、避けて通れない問題で、よりフォ

ーカスすべき課題だと思っているので、「あさイチ」で取り上げたことは大変有意義

なことだと思う。今後もさまざまな形で発達障害について取り上げてほしい。 

 

○  ７月４日(水)のためしてガッテン「オリンピック選手直伝！美ボディー＆超健康ワ

ザ」には、女子ウエイトリフティングの八木かなえ選手が取り上げられていたので、

興味を持って見た。八木選手の強さの秘密は笑顔と柔軟性で、ウエイトリフティング

は、究極のジャンプ競技であると結論づけていた。一般の人でもジャンプすることに

よって骨を作る作用が活性化され、骨密度が大きくアップするという解説があり、次

に水泳の北島康介選手が紹介され、おへそをひっこめるトレーニングによってスピー

ドが出て、腰痛などにも良いという話や、サッカー選手のスロージョギングの効果な

どを紹介していた。「ためしてガッテン」が長年ずっと人気があるのは、こういった

身近な健康法をテーマにしているからだと思った。 
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○  ７月６日(金)の情報ＬＩＶＥ ただイマ！「親が認知症に…そのとき娘は」を見た。

認知症については、患者数が増え、医療面のみならずケアも充実させなければならな

いので、医療関係者だけでなく家族も巻き込んで対処していかなければ状況になって

いる。番組では、映画監督の関口祐加さんが認知症のお母さんの様子を記録した映像

を紹介していたが、認知症を受け入れ、笑いながら過ごす姿を見て、すごいと思った。 

“笑い”が医学的にも有効だと言われているが、認知症をネガティブに捉えず、前向

きに捉えられるような番組を今後も放送してほしい。 

 

○  ７月１７日(火)のドキュメント７２時間「札幌すすきの２４時間にぎりめし屋」（総

合 後 10:55～11:24）は、カメラが回っていたからかもしれないが、おにぎりを食べ

る人々の顔が明るく、出てくる言葉も前向きな発言ばかりだった。アルバイトの店員

が街に配達に行く姿と「不景気でもみんな胸を張って働いている。すすきのには学ぶ

事がいっぱいある」というコメントがぴったりはまっていた。風俗店への配達を取材

していたが、店員が顔を出して取材に応じていたことと、ＮＨＫがここまで取材した

ことの両方に驚いた。日本のソウルフードと言えるおにぎりを食べることで、皆が笑

顔で前向きになれるのではないかと感じ、また、店に集う客と従業員との交流や、お

にぎりを通した人間模様やつながりなどから、日本人の力強さを実感できる番組だっ

た。 

 

○  ７月１８日(水)の探検バクモン「アンチエイジングはどこまで可能か？ ＰＡＲＴ

２」では、自分の血小板を取り出して濃縮したものを直接自分の肌へ注射したり、自

分自身のホルモンを培養して注射したり錠剤で飲んだりなどのアンチエイジングの

最新の治療法が紹介され、最近は、老化は完全に治療が可能な病気の一つと位置づけ

られていることに大変に驚いた。治療方法の勉強を怠るとすぐ１５年、２０年は遅れ

てしまうという研究者の話が印象的だった。また、アンチエイジングの治療に取り組

んでいる南雲吉則医師と、一時的にはよくても最終的には生命全体のバランスを崩す

行為だと異を唱える青山学院大学の福岡伸一教授との激論が大変おもしろかった。ハ

ーバード大学のシンクレア博士の「２００歳まで生きて、孫の孫と元気に遊べるよう

な社会が実現するかもしれない」という発言と、福岡教授の「老化と死は生物にとっ

て最大の利他的な行為だ」という発言は、完全に考え方が異なっていた。老化を防ぐ

ための治療は、神の領域とも言えるような部分にまで人間の科学が入り始めたと思わ

された。アンチエイジングの目的は、長生きしたり見た目を若返らせるのではなく、

年をとっても健康で活動的な老後を送れることだというまとめ方は、まさしく誰もが

望むことであり、ほっとする落ち着いたまとめ方だった。少子高齢化や人口減少への

有効な対策が見つけられない中、200 歳まで生きるのはひとつの解決策かもしれない
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という期待感も持つような、少し不思議な感じの番組だった。 

 

○  ６月２５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「闘う介護 覚悟の現場 介護

福祉士・和田行男」でも、同じく認知症の介護について、介護福祉士がどのように認

知症の患者と向き合っているのかを取り上げていて、タイムリーでいい番組だった。 

 

○  ７月１６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「未来をつかむ、勝負の教室 

小学校教師・菊池省三」は大変いい番組だった。学級崩壊を立て直すには子どもたち

に話をさせ、自分を堂々と表現させることが重要だという考え方を紹介し、菊池先生

が子どもたちに向けて、「過去は変えられない、しかし未来は自分で作るんだ」と熱

っぽく語る姿に感動した。「常に自己否定もしながら、進化するため変えていく。そ

ういった取り組みを苦と思わない。そういう人がプロフェッショナルだ」とも語って

いたが、教室だけでなく、職場でも部下の指導にとても参考になると思った。 

 

○  ６月２４日(日)のＮＨＫスペシャル 知られざる大英博物館 第１集「古代エジプ

ト 民が支えた３０００年の繁栄」は、3,000 年にわたるエジプトの繁栄の理由を、

大英博物館に残されたエジプトの遺物やパピルスに残された記録から解明していた。

古代エジプトはファラオの力が強く、民衆は奴隷のように使われていたと思っていた

が、実際には民衆は豊かな生活をしていたことなどが解明され、3,600 年前に現存し

た数学の問題集なども大変興味深かった。今後もピラミッドやオベリスクなどエジプ

トに関する謎を解明する番組を制作してほしい。 

 

○  ７月１日(日)のＮＨＫスペシャル 知られざる大英博物館 第２集「古代ギリシャ 

“白い”文明の真実」を見た。美術の教科書や彫像のレプリカなどから、古代ギリシ

ャとの彫像といえば白い大理石でできたものだと思いこんでいたが、もともとはとて

もビビッドな彩色がほどこされていたそうだ。貴族の命令で、大英博物館で彩色を全

部削除されたと知り、とてもショックを受けた。日本でも、現在は白っぽくなってい

る天平時代の塑像が、当時は非常に鮮やかな彩色だったことがＣＧで再現されたりし

ているが、こういった知的好奇心がそそられる番組を引き続き制作してほしい。 

 

○  ７月８日(日)のＮＨＫスペシャル知られざる大英博物館 第３集「日本 巨大古墳

の謎」を見た。ニューヨークのメトロポリンタン美術館にも驚かされたことがあるが、

さすがかつての大英帝国だと感じた。 

 

○  ６月２３日(土)のＮＨＫスペシャル「産みたいのに 産めない～卵子老化の衝撃～」
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（総合 後 9:35～10:24）では、フランスと日本の不妊治療の取り組みなどを紹介し

ていたが、せっかくいいテーマだったのに、深まりがなくて残念だった。女性だけが

原因ではなく、男性側にも問題があると言いながらも、女性の年齢だけを際立たせた

取り上げ方で、男性不妊の問題や日本の産業との因果関係などについては、触れられ

ていなかった。データも古く、またそのデータをもう少し多角的に取り扱うべきだと

思った。日本の文化との関連性や、なぜ日本でこれほど不妊が急激に増えたのか、そ

の原因について、身体・心理・社会的な面から掘り下げる必要があると思う。タイト

ルに「衝撃」と付けている以上、もう少し不妊の背景を鋭く追究し、どこに焦点を当

てた内容にするのかを明確にすべきだったと思う。 

 

○  ６月３０日(土)のＮＨＫスペシャル「今ふたたび 日本のがん医療を問う」（総合 

後 7:30～8:43）で、ＮＨＫが行った 2,000 人のアンケート結果などから、５年前に

施行された「がん対策基本法」の取り組みがいかに遅れているのか、整備がいいかげ

んなのかが浮き彫りになり、キャスターや記者の鋭い質問に小宮山洋子厚生労働大臣

が戸惑う場面も見られた。がんになっても安心して暮らせる社会の構築が実際に進め

られているのかについて、検証する番組を引き続き制作してほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「今ふたたび 日本のがん医療を問う」は、関心の高いテーマで

興味深く見た。「がん対策基本法」が施行されて５年経ち、がん対策にばく大なお金

をかけて、いろいろな研究が行われ、だんだんとよくなっているものもあるが、文部

科学省、厚生労働省、経済産業省という縦割り行政が問題となってなかなか進まず、

それによって患者が一番被害を被っているという実態が具体的に表れていた。三重県

の患者が北海道で手術をしなければならない実態はショックだった。患者主体にもの

を考える仕組みになるように、行政の縦割りの見直しなどについてもう少し追究して

ほしかった。 

 

○  ７月７日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「がれき “２０００万トン”の

衝撃」（総合 後 9:00～9:49）も、仕事で関わっていることもあり、大変興味深く見

た。 

 

○  ７月１４日(土)のＮＨＫスペシャル ミラクルボディー 第１回「ウサイン・ボル

ト 人類最速の秘密」（総合 後 7:32～8:30）では、超ハイスピードカメラや骨格の

動きまでわかるモーションキャプチャーを駆使した専門的な解析を見ることができ、

トップアスリートの肉体の秘密がわかる大変ぜいたくな番組だった。不安定なフォー

ムにもかかわらず速く走れる謎や、背骨の病気を克服するために肉体改造を行ってき
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たボルト自身の人間ドラマに、とても感動した。体のゆがみのせいで左足の歩幅が大

きくなることをメリットに変えてスピードを生み出したという話から、彼が努力して

トップランナーになった人だとわかった。ボルトの「自分の肉体に感謝して、これか

らも受け入れていく。もがいて前に進み続けていく」という言葉がとても印象的で、

トップアスリートの気持ちを感じられる番組だった。 

  

○  ７月１５日（日）のＮＨＫスペシャル ミラクルボディー 第２回「内村航平 驚

異の“空中感覚”」を見た。ロンドンオリンピックの開催が迫った時期に、日本中が

期待している国民的な選手を取り上げるのは、時流にあったものだと思う。ただ、オ

リンピック前の大事な時期に、金メダル候補のホープに宇宙航空医学に基づく測定ま

でさせていいのかと思った人たちもいるのではないかと懸念した。しかし、子どもの

頃には全くできなかったことを乗り越えたエピソードや高校時代に１０点満点中２

点しか取れない種目もあったこと、右手を活用したイメージトレーニングの手法、不

可能を可能にしていこうと挑んでゆく姿などは、体操選手という枠を越えて、多くの

人たちの心の琴線に触れ得るものだったと思う。天才肌に思われがちな内村選手が誰

よりも練習しているという話は、床を丁寧に掃除している姿ともつながって、とても

胸を打つものがあった。地道で丁寧な取材によってできたすばらしい番組だった。 

 

○  ６月１７日(日)のＥＴＶ特集「不滅のプロジェクト～核燃料サイクル 半世紀の軌

跡～」を見た。日本は資源に乏しいことから、核燃料サイクルに夢が託されたのだが、

欧米各国が、技術的困難さやコストの面から見直しや撤退を進める中、なぜ日本がい

まだに実現を目指して取り組んでいるのかという理由がよくわかった。ＮＨＫのすご

さを改めて感じたのが、計画当時から中枢を担っていた産・官・学の中心人物が語る

非公式の会合の録音テープを放送し、コメントしていたところだ。当時、官僚は平和

利用の技術を磨けばおのずと軍事利用につながるという共通の認識があったことや、

核武装が極秘に進められていたという話に驚いた。国策と電力会社の考え方がかなり

異なることもよくわかったので、そういった点も含めて引き続き追跡取材して、適宜

国民に知らしめてほしい。 

 

○  ７月５日(木)のオトナへのトビラＴＶ「ココだけの“性”のはなし」は、中高生に

向けて、避妊の重要性をきちんと伝えており、大変意義のある番組だった。一方で、

７月４日(水）の「バリバラ～障害者情報バラエティー～」は、「出産～産んだらダメ

ですか？～」の再放送で、障害者同士のいわゆる“できちゃった婚”を肯定的に伝え

るものだった。一方は再放送ではあるものの、近い時期に、全くスタンスの異なる２

つの番組が編成されていたので、Ｅテレは何を目指しているのかと思った。障害者は
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性的犯罪に巻き込まれてしまうケースもあるので、「バリバラ」の中でも「オトナへ

のトビラＴＶ」のように、避妊の重要性をきちんと取り上げてほしい。 

 

○  ７月６日(金)の東北発☆未来塾「起業のチカラ アイデアひとつで社会は変わる」

を見た。東北発☆未来塾は、第一線で活躍している人が東北の若者とじかに触れ合い、

番組を超えて東北の若者たちに感動や喜びを残している有意義な番組で、毎回楽しみ

に見ている。７月は、当社の社員だった経営コンサルタントの加藤徹生さんが講師な

のでなおさら楽しみに見たのだが、ツイッターの画面を見ながら番組を見ていると、

加藤さんがツイッター上で番組を見ている視聴者の質問に答えるなどのやりとりを

しており、番組とツイッターがまさに連動していて、大変楽しめた。 

 

○  韓国ドラマを楽しく見ているが、６月２４日(日)の韓国歴史ドラマ「王女の男」直

前スペシャル（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～9:44）には、がっかりした。ナビゲーター役の

はるな愛さんの話が衣装の美しさや男優の外見の話ばかりで、来日している韓国の俳

優も戸惑っているように見えた。日本の時代劇は衰退しつつあるようだが、韓国ドラ

マの人気を探る意味でも、ナビゲーターには時代劇の俳優などをたて、日本の歴史ド

ラマや時代劇の作り方との違いや演技のしかたについてコメントをもらうなど、もう

少し違った宣伝の方法があってもいいのではないか。 

 

○  ７月８日(日)のプレミアムドラマ 高橋留美子劇場 第１章「赤い花束」は、高橋

さんの漫画を実写化したもので、３つの話を場面ごとに組み合わせてオムニバスふう

に展開していくものだった。組み合わせる場面の切り取り方が難しいと思うが、うま

くつなげており、自然に見られた。高橋さんの作品はヒーロー的な人が出てこず、家

族間の葛藤やすれ違い、切なさや情けなさ、おもしろさがうまく実写化されていて、

配役も大変よかった。 

 

○  ７月１４日(土)、１５日(日)に岐阜で行なわれた「ＮＨＫぎふ ふれあい祭２０１

２」というイベントに参加した。こういったイベントは、地域の放送局がより身近に

感じられ、大変うれしく思った。今後もこのような取り組みに期待している。 

 

 ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２４年６月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、ＮＨＫスペシャル「激動 トヨタ ピラミッド」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、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    奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫスペシャル「激動 トヨタ ピラミッド」 

       （総合 ６月１０日(日) 後 9:00～9:49）について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

名古屋放送局では、もの作りの盛んな東海地方の放送局として、製造

業がこれからどう変化し、どのような形で日本に残っていくのかを大き

なテーマと捉えている。この番組の特徴としては、１次サプライヤー、

２次、３次とサプライチェーンを１つの線で結び、追っていったもので、

今まであまりなかった手法ではないかと思う。製造業のそれぞれの現場

の苦闘の様子を密着取材したが、これからも継続的にモノづくりの現場

がどう変わっていくのかという観点で番組を制作し、全国に発信してい

きたい。 
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○  現在の日本のもの作りの企業が抱えている苦しさや問題点などを野口製作所の動

きをフォローすることによって、とてもよく表現していた。しかし、一般の視聴者は

どのように受け止めたのだろうか。東海地方に多い２次、３次のサプライチェーンに

属する会社の従業員たちには、かなり悲観的な印象を与えたのではないだろうか。新

興国との競争の中で、製造業は重要なターニングポイントに来ている。トヨタ自動車

の溶接ロボットやリモートレーザー、中央発條のバネの熱加工の工程などの技術開発

を紹介していたが、革新的な改革をしなければ生き残っていけないことを表している。

トヨタの豊田章男社長が、国内生産体制 300 万台を維持する方針を示したが、国内で

の雇用を守るという企業としての社会的責任がベースにある。しかし、それだけでは

なく、技術開発と生産は、表裏一体なので、技術開発は国内で行い、その実行として

の生産は海外でということはあり得ないからである。また、野口製作所の加藤昌一社

長がインドネシアに行き、デンソーを訪問し歓迎されなかったというシーンがあった

が、あり得ない話と思う。通常、特にトヨタグループはパートナーとの関係が親密だ

から、加藤社長がインドネシアへ行く前に日本のデンソーに相談しているはずだ。デ

ンソーインドネシア本部を訪問し冷たい対応を受けるということはビジネスの手順

からしたら考えられないことだ。今回は、非常に苦しい状況が強調されていたが、さ

らに取材し、苦難を乗り越え、海外で成功した事例などの成功例を放送することによ

って、２次、３次、あるいは４次で働く人たちに勇気を与えてほしいと思う。 

 

○  とても大変な状況になっていることがわかり、重い感じがした。日本の経済を長く

支えてきたトヨタのピラミッドが、円高などによって、激しく変化し、その大きな影

響を受ける下請けの苦悩がとても切実に表われていた。昨年１０月７日(金)のナビゲ

ーション「自動車産業 超円高の衝撃～中小企業に何が」では、海外進出について「出

るも苦悩、残るも苦悩」という下請け会社の言葉があったが、今回も「出ても地獄、

残っても地獄」と話しており、その心情が番組の中で具体的に表れていた。さらに、

野口製作所の加藤社長がリストラを行う中、「みんなで一緒にがんばろうという松下

幸之助さんの思想が理想だが、変化が早過ぎる」と苦悩を語っていたのが、特に印象

的だった。また、３次下請けの汐見塗装の鎌田篤社長の「下請けはこりごり、金輪際

やりたくない」という言葉に、大変な実態が浮き彫りになっていた。豊田社長が「国

内では技術革新を進め、国際競争力を高めたい。国内生産３００万台を守る」と発表

していたが、すでに海外でもピラミッドができていることを思うと、日本国内の雇用

や経済はどうなってしまうのかと不安になった。国内に残ってがんばっている会社も

取材していたら、もう少し明るいものが見えてきたのではないか。 

○  トヨタという、この地域にとって大きな存在感のある企業を扱ったこと自体が有意
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義で、大変興味深く見た。余談を含めず、淡々と、しかし事実をきちんと伝えようと

いう姿勢が感じられた。現在起きている問題や課題については、非常にわかりやすか

ったが、３次、４次あるいは、そのまだ下層に位置する“現場”感の強い会社にまで

踏み込んで取材してほしいと思った。１０年後、２０年後にどんなことが起こり得る

のかについての示唆があれば、より深く学べたように思う。国内の小・零細企業にお

いても、生産工程のイノベーションを起こしたり、業態そのものや下請け構造から脱

して自社ブランドを作っていくような事例もあるかもしれないので、そういった新し

い活路を見出した会社を紹介すると、前に向かっていける番組内容になったと思う。

今回は問題提起という意味では大変意義深い番組だったが、海外に展開して成功した

事例や国内で新しい業態転換を果たした事例なども含めた続編に期待している。 

 

○  ＮＨＫで、なおかつ地元の局でしか作れない骨太の番組だった。空から１次、２次、

３次と順番に工場を映した映像は、立地面からも関係性がよくわかり興味深かった。

また、１次サプライヤーに配付された資料の一部や野口製作所の部内会議、コンパク

トラインなど、よくここまで取材に応じてもらえたと感心した。「金輪際、下請けは

したくない」、「出ても地獄、残っても地獄」という言葉には、選択の余地がなく、廃

業などに追い込まれる企業の苦悩が伝わってきた。汐見塗装の様子を見ていて、廃業

後、果たして彼らの腕が発揮できるような仕事があるのだろうかと危惧するとともに、

一方で、インドネシア人の若者が、会社に貢献したい、夢は社長だと目を輝かして語

る様子は、今の日本の若者たちと対照的だと感じた。ピラミッドの一角から抜けた中

小企業もあると聞いているので、そういった会社は、どういうきっかけでピラミッド

を抜け、その後どうなっているのかも知りたい。ピラミッドの下にいるとどうしても

上だけを見がちだが、横を見て同業者と新しいものを生み出していく、またそれを誰

がどう支えていくのかといった次のステップもぜひ見たいと感じた。 

 

○  改めて日本の厳しい現状を実感するとともに、トヨタという企業の影響力の大きさ

を感じる番組だった。トヨタのようなもの作りのピラミッドは、日本の大企業の典型

的な構造だと思う。人口減少や東日本大震災による影響、電力不足、歴史的な円高な

どによって、日本の多くの企業がこれまでにない厳しい経営環境におかれていること

を考えると非常に重い気持ちになった。野口製作所の加藤社長の眼光鋭いまなざしと、

松下幸之助さんを例えに出した言葉がとても印象的で、改めてビジネスの厳しさを教

えられたような気がした。コストダウンと品質向上を同時に進めなければならない難

しさはどの企業も同じだが、資金的に余裕がなく、廃業や倒産せざるを得ない状況に

は胸が詰まった。経済の中心が、確実に欧米から新興国に変わってきている現状も非

常に強く認識をしたが、国内で頑張っている事例やまだまだできることがあるといっ
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たメッセージを加えれば、勇気を与えられたのではないか。打開策が見つかるような

番組もぜひ作ってほしい。 

 

○  全体的に暗く、もう少し前向きな事例も紹介した方がよかったという意見もあった

が、実態が暗いのであれば、とことん現実を描き切ることが大切だと思うので、とて

も興味深く見ることができた。ありのままの現状を知りたいので、次は視点を変えて、

２次、３次の社長ではなく、社員に焦点をあてた続編に期待している。最後のナレー

ションで、「もの作り大国日本は、今、生き残れるかの岐路に立っている」と締めく

くっていたが、生き残れるかの岐路に立っているというのは番組を見る前段階からす

でにわかっていることなので、もっと作り手のメッセージを込めた言葉にするべきだ

と思う。また、タイトルにもある「激動」とは果たして、地震で言うとどの程度の震

度に匹敵するのかという提示のしかたをしたら、番組制作者のメッセージをさらに強

く伝えられたのではないかと思った。 

 

○  日本が誇ってきた、もの作りの生産システムのピラミッドがどう激動しているのか

を、野口製作所への長期の密着取材を中心にして展開しており、とてもわかりやすか

った。２次サプライヤーの中でも、野口製作所のように海外進出を試みている会社は

ごく限られており、国内に残り、廃業などに追い込まれてしまう会社もあるのではな

いか。その雇用が大変気になるので、ぜひ国内に残った企業に関しても継続的に取材

してほしい。野口製作所がインドネシアで１次サプライヤーから冷たい対応を受けた

ことには、複雑な思いがした。その後、野口製作所が労使関係など課題をどう克服し

ていったのか、また、こういった下請け会社がどう生き残り、成長できるのか否かに

ついて関心があるので、引き続き取りあげてほしい。豊田社長が「国内生産 300 万台

を死守する」と言っていたが、超円高の中でなぜ国内生産にこだわるのかについて解

説してほしかった。６月１日(金)の金とく「ものづくり探訪 知られざる“強小企業”」

で、すばらしい技術力を持った中小企業が紹介されていたが、その一方で、岐路に立

たされている中小企業がたくさんあることを知り、複雑な思いがした。 

 

○  昨年１０月の「ナビゲーション」の頃よりも、もっと大変な事態になっていると感

じた。よくここまで撮影させてもらえたと感心したが、カメラの前でこれだけ話して

いることを思うと、実際にはもっとすごい状況があるように思えた。コンパクトライ

ンの説明はとてもわかりやすく、こういった発想の転換によって、コンパクトライン

以外にもさまざまな工夫がなされているのだろうと思いながら見た。確かに暗く、ど

こかに明るい要素はないのかと思ってしまう番組だったが、こういう番組はＮＨＫで

しか制作できないと思う。どのような形であっても、きっちりと現実を見せ、自分た
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ちの身近なこととして考えさせられるような番組を引き続き制作してほしい。 

 

○  昨年１０月の「ナビゲーション」と同じテーマを扱った番組だが、今回のタイトル

は「激動 トヨタ ピラミッド」と端的なもので、人目を引く力があったし、下請け

構造を「ピラミッド」と表現することで、トヨタと下請け会社の関係がよくわかった。

野口製作所を１年間密着取材していたが、よくここまでの取材協力を取り付け、フォ

ローしてきたものだと感心した。まだまだトヨタは負けていないと思っていたが、海

外の他社製品と比較した内部資料を見ると、現場では必ずしもそうではないと認識し

ていることがわかり、衝撃的だった。また、インドネシアで野口製作所の加藤社長が

受けた冷たい対応もショッキングな場面だった。苦労して海外進出した結果、デンソ

ーやアイシンなどから受注できたのかどうかなど、野口製作所のその後についても知

りたい。東日本大震災以降、さまざまな問題を抱える日本国内で、豊田社長があえて

300 万台を宣言した背景に、技術開発と生産は同じ場所で行わなければ力が発揮でき

ないからだと、番組の中でも触れておくべきだった。また、品質向上と原価低減を実

現するには技術革新が必要で、その例として、中央発條のコンパクトラインなどが紹

介されていたが、この技術革新がコスト低減にどの程度好影響をもたらすのかについ

ても触れてほしかった。 

 

○  企業の苦悩が前面に出ており、インパクトの強い番組だった。ピラミッドという言

葉は自動車産業のすそ野の広さを表す意味でずいぶん前から使われているが、日本で

は、部品メーカーそれぞれが阿吽（あうん）の呼吸で、部品を製造しているため、そ

れらの部品を組み合わせることで良い車ができ、そこが外国にはまねができない構造

だという話を聞いたことがある。今回の番組を見て、ピラミッドの実態が相当変わっ

てきたのだとわかった。全般的に大変興味深い番組だったが、部品の共通化や海外企

業からの受注があるのかどうかなどについても知りたいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

   下請けの部品の会社で、新しい分野に展開しているところもあり、取

材したが、この番組で描きたいことに達する内容ではなかった。そこ

で、６月６日(水)の「おはよう東海」の企画で医療福祉分野への参入

について紹介した。どのように動いているかという視点でも今後、製

造業に関する番組を作っていくつもりなので、期待してほしい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 
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○  ５月１８日(金)のナビゲーション「誰にも言えない～精神疾患の親と暮らす子ども

たち～」は、全国で初めて津市で、親が精神疾患を患っている子どもの会が発足した

ことをきっかけに制作したのだと思う。漫画『わが家の母はビョーキです』の著者で

ある中村ユキさんと母親が番組に顔を出して登場したことにまず大変驚いた。漫画に

は、母親が統合失調症を発症してからのユキさんの壮絶な半生が書かれているが、番

組の中に出てきた、ユキさんの家族がくつろいでいる光景が、薬やさまざまな支えに

よって落ち着いた生活が送れるようになるのだということを象徴的に表わしていた。

医師が子どもに対して、親の病気についてわかりやすく説明することの重要性を指摘

していたことはよかった。また、母親が統合失調症になった場合に、父親がどのよう

に家族を支えていくのかが全く見えなかったのは、象徴的だと感じた。ゲストの児童

精神科医の西田寿美さんが、「行政が主導権を持って、スキルのある専門家と一緒に

なって地域でケアし、子育て支援に取り込むべきだ」と話していたが、病気のことを

隠さざるをえない家族のＳＯＳに、誰が最初に気づいてあげられるかを考えることが

一番大事ではなかったかと思う。しかしながら、「ナビゲーション」は毎回、とても

鋭い切り口で制作されており感心している。今後も引き続き頑張ってほしい。 

 

○  ５月２５日(金)のナビゲーション「迫られた原発再稼働の判断～福井・おおい町議

会の１か月～」を見た。関西電力大飯原子力発電所の再稼働をめぐり、安全性が十分

保証されていない中で、町議会が苦渋の選択をしていく様子と、国の対応の問題点が

よくまとめられていた。そもそも原子力行政は国策だと思うのだが、人口 9,000 人の

小さな町に第１段階での判断を求めるというのは政府がリーダーシップを取ってい

ないように思え、そういった課題も投げかけていたように思う。 

 

○  最近の「ナビゲーション」と「ためしてガッテン」は、内容が充実していて大変良

い。特に、６月１日(金)のナビゲーション「“余命”を決められますか～「胃ろう」

に揺れる看取りの現場～」では、口で食べることが大切だと改めて認識させられ、生

きることと生かされること、どういう医師に診てもらうべきかなど、いろいろと考え

させられた。引き続きこういった課題を掘り下げる番組を制作してほしい。 

 

○  ５月１９日(日）のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「原発の安全性とは何

か」では、原発の安全性に関するアメリカとスイスの事例を紹介していた。日本は５

月１９日現在、大飯原発の再開について議論中だが、原子力安全・保安院は、ストレ

ステストを１次評価と２次評価にわけ、１次評価のみで運転再開可の判断をした。そ

の判断について深野弘行院長は「完全に安全が確保されているとは言っていない。こ
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こまでは確認したが、ここから先は確認できていない。」とコメントしていたが、国

民の立場からは安全についての確信が持てず、納得できる回答ではないと思った。こ

の番組を見て、原発の安全性に対する国の取り組み姿勢について、欧米と日本の差を

痛切に思い知らされた。規制官庁のあり方についても、スイスの原子力安全検査局は

安全のみを考える独立機関だが、かたや日本は経産省の下部機関だ。「由らしむべし、

知らしめるべからず」の“お上的”発想などその要因はいろいろあるが、鎌田靖レポ

ーターが最後に言った「原発に 100％安全はないことが、福島第一原発の事故の重い

教訓だと忘れてはならない」がすべてだと思う。 

 

○  ５月２６日(土)のＮＨＫスペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理教

「オウム真理教 １７年目の真実」（総合 後 7:30～8:43、9:00～10:13）を見た。

オウム真理教がどのように暴走していったのかが、ドラマを交えながら、わかりやす

く表現されていてとてもよかった。番組は、押収されずに残っていた 700 本のテープ

を基に制作していたが、なぜそのテープが残っていたのかが疑問だった。もし、当時、

捜査機関が回収し、分析していたら、どういう心理で教団が動いていたのかなど、さ

まざまな事実があぶり出せたのではないか。テープの存在がわかっていながら回収し

なかったのだとしたら、警察の大失敗ではないかと思った。ドラマの中で、担当記者

に対し、上司が「オウムに寄り添い過ぎては、目が曇るぞ」とアドバイスするシーン

があったが、教団の動きを本当に知ろうと思うと、入り込み過ぎるぐらいの気持ちで

ないと、真実が見えてこないのではないかと思うので、この記者の寄り添い方やのめ

り込み方は、事実をあぶり出していくのに必要だったと思う。第２部では、専門家の

人たちが、とても興味深い視点から解説していて、なるほどと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理教「オウム真理教 

１７年目の真実」では、麻原彰晃こと松本智津夫死刑囚らの 700 本の音声テープを基

に、教団設立の初期からの経過をたどり、なぜ凶暴化したのかを説明していたが、麻

原は当初から宗教を隠れみのにして社会を支配しようとしていたことが、テープによ

って裏付けられていた。松本死刑囚が真実を語らないまま刑が確定したので、謎や未

解決の部分が残ったと言っていたが、何が解決し、何が未解決で残っているのかをも

う少し整理して説明してもらいたかった。５月２７日(日)の「オウムＶＳ警察 知ら

れざる攻防」は、松本サリン事件の際に、薬品会社や原料から、長野県警や神奈川県

警がすでにオウム真理教にたどり着いていたことなど、特ダネと言える情報があり、

大変貴重な番組となっていた。各警察の捜査にそうした進展があったにもかかわらず、

警察全体としては、宗教団体が化学兵器を作ることなどあり得ないと判断し、結果と

して大事件を許してしまったようだ。特に、もし警察がきちんと捜査を行い、早めに
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手を打っていれば、地下鉄サリン事件は起こらなかったのではないかという内容は、

重い取材結果だと思った。オウムが最初から何を狙いとしていたのか、地下鉄サリン

事件はなぜ起きたのか、この２点が未解決のポイントだと示してくれれば、全体がも

う少しわかりやすかったのではないか。しかし、大変な力作だったので、第３、第４

の特集も期待している。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「未解決事件」として、この時期にオウム真理教を取り上げるの

は、昨年末に特別手配犯の平田信容疑者が出頭したからだろうと思っていたところ、

菊地直子容疑者に続き、高橋克也容疑者も逮捕され、タイミングもよく、期待どおり

の内容だった。 

 

○  ６月２日(土）のＮＨＫスペシャル「イナサがまた吹く日」（総合 後 9:00～10:13）

は、震災後１年余りの宮城県仙台市荒浜の人々の生活を、７年前の記録との比較で描

いていた。津波で集落の建物がほとんど流出し、７年前の景色と一変したが、農地跡

では残っていた種もみから稲穂が育ち、海では名産の赤貝がガレキにまみれながらも

収穫される。また、盆には家族が集まって、おはぎを食べたり、正月には雑煮を食べ

るという風習は続いており、収穫された魚や農作物を近所におすそ分けするという良

きならわしも変わっていない。苦難にあっても育っていく自然の生命力や、人々が守

っていく地域の伝統、人情が７年前の映像との比較で一層浮き彫りにされた良い番組

だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「イナサがまた吹く日～風 寄せる集落に生きる～」を見ていろ

いろなことを考えた。東日本大震災後、東北各地の民俗芸能で復活したものが多いと

聞いた。民俗芸能はもともと収穫の祝いや労働のねぎらい、もうひとつには死者の弔

いも意味しているものがあるので、そういったことから復活したのだろう。この番組

をはじめ、日本の各地域の谷筋町筋の文化の伝承・保存という意味で、ＮＨＫのアー

カイブスは大変重要な役割を果たしていると思う。 

 

○  ６月３日(日)のＮＨＫスペシャル「コンピューター革命 最強×最速の頭脳誕生」

で、世界最速のスーパーコンピューター「京」を見て、やはりスーパーコンピュータ

ーの分野でも日本は１番でなければいけないと実感した。新薬の開発やバーチャル心

臓による手術のシミュレーションなどを例に挙げ、スーパーコンピューターがどのよ

うな局面で使われるのかをわかりやすく説明していたところもよかった。ただ、スー

パーコンピューターの数が限られている中、どういう形で使うのか、またその経費は

どのぐらいなのかについても興味を持った。機械なので勝手に暴走してトラブルが発
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生することも考えられると思うが、そうしたケースに備えてどのような対策が取られ

ているのかなどについても触れていれば、よりおもしろくなったのではないか。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「コンピューター革命 最強×最速の頭脳誕生」を興味深く見た。

東京大学の入試に挑戦するコンピューターを開発していることを知り、コンピュータ

ーを相手に入試問題を作らねばならないとは、大変な時代になったものだと思った。 

 

○  ６月９日(土)のＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅡ 第３回「“大変動期”

最悪のシナリオに備えろ」（総合 後 9:00～10:13）は、最新のＣＧに加え、ゼラチン

による岩盤の実験装置なども使い、理解しやすく工夫されていて大変よかった。東日

本大震災後に火山活動が活発になってきていることには背筋が寒くなった。不安にな

るような情報が多い中、少し肩の力を抜けるようにと考えたのかもしれないが、今回

のドラマ部分は、少し甘い印象だった。また、「最悪のシナリオに備えろ」というタ

イトルのわりには、どう備えるのかといったハウツーの部分が一切なく、タイトルと

内容に食い違いがあるように思った。たとえば、人口の密集しているエリアで火災が

発生した場合に、どのように生き抜くのかといったノウハウについて、改めて番組を

作ってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅡ 第３回「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅡ「“大

変動期”最悪のシナリオに備えろ」は、シミュレーションやデータなどさまざまな工

夫を凝らしわかりやすく解説しており、興味深い内容が多かったので、驚きと感動で

あっという間に時間が過ぎた。紹介していた兆候は非常に不気味なもので、不安にな

った。さまざまな角度から地震の予兆を探る最新の予知研究に大変感心したのだが、

ここまでデータがそろい、研究もされているのに、なぜ地震が起こった後になって、

実はこんなデータがあったなど後手に回るのか理解できない。せっかく多くのデータ

が提示されていたので、次回は、それらのデータをもう少し詳しく解説したり、リス

クの回避方法や対策などについて掘り下げた番組を見たいと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅡ 第３回「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅡ「“大

変動期”最悪のシナリオに備えろ」では、富士山噴火について取り上げていたが、静

岡で暮らしている者にとって、富士山の異変はひと事ではない。切実なテーマである

にもかかわらず、ドラマ部分の設定があまりにも非日常的で腹立たしく感じた。たと

えば、孫を預かっている祖父母の様子など日常的な設定にすれば、ドラマを挿入する

手法が生かせたのではないか。中部地方には、富士山に限らず多くの山があるので、

東京ではなく、名古屋放送局が中心となって巨大地震などの自然災害に備える番組を
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制作し、全国発信してほしい。 

 

○  ６月３日(日)のダーウィンが来た！「生きていた“絶滅魚”クニマスを追え！」は、

７０年前に絶滅したと言われていたクニマスが昨年発見され、その水中の姿を初めて

ＮＨＫのカメラで捉えたものだった。秋田県田沢湖では絶滅したクニマスが山梨県の

西湖でなぜ生存していたのかについても、大変わかりやすく説明していた。京都大学

の中坊徹次教授が、発見した時の感動を話していたが、発見の立役者であるさかなク

ンも出てくれば、もっとその感動が伝わってきたように思う。クニマスを守っていく

ためにも、今後の西湖の環境面の保護が気になるところだ。 

 

○  ６月６日(水)のためしてガッテン「つかむ！歩く！脳卒中 夢のリハビリ最前線」

では、ボツリヌス菌を使った治療や磁気刺激治療など脳卒中に有効な治療法を紹介し

ており、興味深く見た。地方には、医療面の選択肢が少ないので、こういった情報を

積極的に発信して考える手立てを与えてほしい。５月３０日(水)の「うどん！裏技・

コシ技・美味技これでもかＳＰ」と６月１３日(水)の「あの鶏むね肉が絶品に変わる

ウルトラ技発見」では、伊勢と讃岐のうどんの違いや「こうするとおいしくなる」な

どのポイントを番組の始めのほうでわかりやすく見せていて楽しく見ることができ

た。 

 

○  ６月５日(火)のタイムスクープハンター「仰天裁判！鉄火つかみ」は、焼けた鉄を

使った昔の裁判方法を紹介しており、とてもおもしろい内容だった。「タイムスクー

プハンター」は、服装や建物、言葉遣いがとてもリアルにできていて、あたかも本当

に当時のそのままを再現しているのではないかと思えるぐらいだ。今回もリアル感に

富み、打ち首を行なったことが１つのトリックだったというどんでん返しもあって、

大変おもしろかった。今後も期待している。 

 

○  ６月１３日(水)のクローズアップ現代「“薬漬け”になりたくない～向精神薬をの

む子ども～」で、向精神薬を飲む子どもが全国で１５万人近くいることや、安全性が

確保されていないのに処方されていること、また、その副作用も起きているという事

実を知り、大変驚いた。鋭く、かつ具体的に数字などを示しながら、こういったあま

り知られていない社会的な課題を取り上げる姿勢に感心した。投薬治療に頼るのはな

ぜなのか、何を変えていけばいいのかなど、もう一歩踏み込んだ分析や提案があると

よりよかったと思う。 

 

○  ６月１４日（木）の仕事ハッケン伝「第９回 押切もえ×温泉旅館」は、最近、食
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事どころを設置したりバイキング形式に変えるなどして、客室係のサービスを削減し

ている旅館が多い中で、あえて客室係に焦点を当てたところに興味を持って見た。こ

の旅館は、有形文化財に指定されていてエレベーターやリフトがなく、建物を傷めな

いよう掃除機も使えないなど、客室係の体力勝負的な部分があるのだが、一方で、効

率よく働くための時間の組み立て方法や客をもてなすための臨機応変な対応など、頭

脳を使う部分もうまく紹介していた。押切さんが客に料理を出す際に失敗した後、指

導役の齋藤さんが、「今回のお客様は大変いい方で、逆に気を遣ってくれたが、本来

はお客様に絶対気を遣わせてはいけない。」と話す言葉に共感を覚えた。特別室の宿

泊客を押切さんに任せたということは、そのお客様と旅館との間に信頼関係がきっち

りとできていたから許可されたのだと思う。そうした関係を作り上げた旅館スタッフ

の結束の強さも、この番組の中から感じることができた。ゲストについては、あまり

必要性を感じなかったが、中尾彬さんの「客室係はＮＧが出せない、いつも本番だ」

というコメントはよかった。この番組では、客室係の表も裏もストレートに映し出さ

れており、仕事のやりがいなども描かれていたので、旅館の客室係のイメージアップ

につながる大変良い番組だったと思う。 

 

○  ５月１７日(木)の仕事学のすすめ 姜尚中 人生哲学的仕事論 第３回「悩んだら

本を読め」は、新刊など最新のものと古い文献など古典の両方を読むことで、古典の

知識を生かせる物事が浮かび上がるという話に感心させられた。また、姜さんが高校

生の頃、読書にのめり込んでいく中で感じた「孤独であることを避ける必要はない」

という言葉が、とても心に響いたほか、今後本を読むうえで参考にしたい話がいろい

ろとあった。 

 

○  ６月５日(火)のさかのぼり日本史 大正・明治“一等国”の誕生 第１回「誤算の

第一次世界大戦」は、短い番組だが、大変わかりやすい内容で楽しく見た。第二次世

界大戦に比べて、第一次世界大戦を扱ったものは少ないので、当時の日本、あるいは

世界情勢についてじっくりと理解することができた。今の日本には見られない強気の

外交、国の未来を見据え危機感を抱きながら戦略を練った力強さを感じた。当時に比

べると、今の日本の外交に危うさを感じるとともに、政治が外交や国防を責任をもっ

て行なうべきだと改めて思った。歴史番組は難しくなりがちだが、この番組はリラッ

クスして見られた。 

 

○  ６月１１日(月)のスーパープレゼンテーション「ビル・ゲイツ登場」を興味深く見

た。「ＴＥＤカンファレンス」はインターネットで見ていたのだが、パソコンで見る

よりもテレビの大画面で見る方が楽しく、伊藤穰一さんのコメントがとても適切でわ
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かりやすかった。また、番組ホームページには、「ＴＥＤ」へのリンクが張ってあり、

大変親切だと思った。英語の教材としても、知的好奇心に対する刺激という点でも有

意義な番組なので、引き続き、継続して放送してほしい。 

 

○  「趣味Ｄｏ楽」の「道楽」を「Ｄｏ楽」と表記するタイトルの付け方は、日本語を

壊すように思われ、賛成できない。しかし、「茶の湯 表千家～もてなしのために～」

では、なかなか一般的に見られない茶室などを見られて、至福の時間だった。 

 

○  趣味Ｄｏ楽「京都で磨く ゆかた美人」では、着付けの際に、タオルをたくさん巻

くと汗を吸い、またしわにもならないと案内人役の講師が話していたが、そもそもゆ

かたとは、汗取りができる着物であり、しわができて当たり前のものだ。本来の意味

合いを失わせてしまうような指南のしかたでがっかりした。 

 

○  ５月２４日(木)のＢＳ歴史館「夢と野望のクリエーター２ 井原西鶴 “好色”と 

“笑い”のベストセラー作家」を見た。井原西鶴自身がとても魅力的な人物だったか

らだと思うが、いろいろな作家や学者がおもしろいコメントをたくさん出していて、

とても楽しめた。特に、「好色一代男」の内容を、ダイジェストでおもしろくまとめ

たアニメーションは、ゲストのコメントとうまくつながっていて、理解しやすかった。 

 

○  「ラジオの新日曜名作座」は、西田敏行さんと竹下景子さんが、ＳＦや時代物など

さまざまなジャンルの作品を取り上げていて、楽しみに聞いている。子どもの頃にこ

ういうラジオ番組を聞き、それがきっかけで原作をたくさん読んだ。今の若い人たち

にもぜひ聞いてほしい番組だ。 

 

○  春まで名古屋放送局にいた内多勝康アナウンサーが「きょうの料理」に出ていた。

内多アナウンサーは、こういった料理番組でも、良い味を出していると思った。 

 

○  「おかあさんといっしょ」はＮＨＫを代表するすばらしい番組のひとつだと思うが、

最近は子育てを取り巻く環境が変わってきている中で、このタイトルのままでよいの

だろうか。父親に育てられていたり、仕事で母親が不在であったりし、この時間帯に

お母さんと一緒にテレビを見られる子どもは少なくなってきているように思う。 

 

○  ４月からＮＨＫオンデマンドがｉＰａｄやｉＰｈｏｎｅでも視聴できるようにな

り、とてもうれしく思っている。好きな時間にリビングなどでくつろぎながら、見逃

し番組を見られるのはとても良い。より多くの番組がオンデマンドでも見られるよう
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になることを期待している。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２４年５月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、  

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、金とく「どうなる？ これからの在宅介護」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。 

続いて、「平成２３年度中部地方放送番組の種別ごとの放送時間」について報告があ

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    奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

委員     伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

 

（主な発言） 

＜金とく「どうなる？ これからの在宅介護」 

（総合 ４月２７日（金）後 8:00～8:43 中部ブロック）について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

「金とく」は、中部地域の自然や文化の再発見というテーマ 

      とともに、地域の課題を親しみやすい演出で、わかりやすく伝 

      えるという責務も担っている。今年４月に改正された介護保険 

      法についても、地域の課題の１つと捉え、介護や在宅介護をど 

のようにしていくべきかを考えるヒントの１つになればと思っ 

て制作した。改正直前の３月下旬から直後の４月上旬にかけて 

取材やロケを行い、実際に利用者の生活がどのように変わるの 

かを取材した。今回の改正は、中部地方で先進的な取り組みを 
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している事業所がモデルの１つとなったということで、その取 

り組みなども含めて伝えた。介護保険の基礎的情報と今回の改 

正内容をどの程度のバランスで取り扱うかについて議論を重ね、 

実際の利用者の生活や暮らし、家族関係を取材し、老後にいき 

いきと暮らしたいという思いを一番大切にしようと考えた。 

 

○  在宅介護への施策を強化していくことの重要性や、城戸真亜子さんの「人生を最

後までどのように能動的に生きていくのかが大切だ」という発言に共感した。ただ、

介護保険の内容をあまり理解できていない人が大半だと思うので、番組を１回見た

だけでは、改正内容についてわかりにくかったのではないか。冒頭で概要を解説す

るか、紹介された事例ごとに説明を加えるなど、もう少し工夫してほしかった。短

時間での訪問介護が紹介されていたが、同様の介護が必要な人が近所に複数人いれ

ばそうした方法も可能だろうが、どんな地域でも実現できるとは思えなかった。三

重県津市の事例で、病院から老健（介護老人保健施設）を経由し、自宅へ戻るとい

う理想的なシステムがあったが、実際には老健は２、３年待ちだと聞いており、施

設の不足という物理的な問題が大きいようだ。今後もこういったテーマを引き続き

掘り下げてほしい。 

  

○  やはり、前段階として、概要説明があればわかりやすかったのではないかと思う。

病院から老健、そして自宅へ移っていくパターンや自宅での介護、さらに地域で支

え合うライフサポート事業について順番に紹介されていたが、これらはあくまで先

進的な事例であり、介護施設が不足している実態がある中、そううまくは行かない

のではないか。２４時間、電話１本で対応できる態勢が整っている事業所はほとん

どないだろうし、逆に短時間巡回訪問介護サービスに過度の期待感を持たせること

にならないかと思った。また、法改正によって、今までのサービスを受けようとし

た場合、むしろ個人負担増になる点に不安を感じた。介護保険法は始まって日が浅

いので、まだ現場も混乱している部分もあるだろう。制度が充実され、いきいきと

した老後が過ごせるような社会が構築できるように、今後も継続的に取り上げてほ

しい。 

 

○  介護保険法のことは詳しくなかったが、この番組は非常にわかりやすかった。事

細かに説明に時間を費やすのではなく、具体的に事例をいくつか紹介しながら、だ

んだんと概要が見えてくる流れがよかったと思う。自宅で、家族とケアマネージャ

ーなどの介護スタッフとが介護プランを検討している様子は、ある意味心強かった

が、これはある程度の人口がいる都市部だからできることであり、過疎地ではこの
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ようにスタッフをそろえることは難しいだろう。短時間介護の仕組みは、認知症の

人にとっては、いろいろな人が出入りすることで、かえって混乱をまねくことにな

るという城戸さんの指摘にはなるほどと思った。また、城戸さんが、町内会やマン

ションなどの自治会内でお互いを支え合う仕組みもできつつあると話していたが、

もしかしたら、こういうことをきっかけに、崩壊したと言われる地域のコミュニテ

ィーが復活する兆しができるかもしれないと感じた。人の出入りが頻繁になること

によって、地域の防犯力も高まるようにも思った。残念だったのは、家族関係が少

し見えづらかったことである。最近は高齢者間で経済格差が生まれているが、今回

紹介されていた事例は一戸建てに住み、経済的には比較的余裕があると思われる人

たちだった。他にも独居の人や制度に関する情報の入手が難しい人、人に頼ったり

話すことが苦手な人などもたくさんいるので、もう少し幅広く取材をすれば、より

深みが増したように思う。 

 

○ 日本の将来や介護を含めた社会そのものについて、前向きに捉えることと、逆に

不安に思うことの両面の見方ができる番組だった。在宅を望む人はアンケート結果

では全体の５４％で、番組の中では５４％もの人が願っているという趣旨で捉えて

いたが、逆に考えると約半分は介護施設で介護を受けたいと思っているとも言える

だろう。妻と２人暮らしの老夫婦の家庭や、１人暮らしのおばあさんが紹介されて

いたが、この背景には、少子化や核家族の問題、限界集落の問題などがあるのでは

ないか。家族が近くに住んでいたり、同居していたり、また地域のコミュニケーシ

ョンがあれば、もっと在宅介護を望む人がいるのではないかと思う。実際に親の介

護をしているという城戸さんが、非常に明るく、介護を前向きに捉えている姿が印

象的で、「自分らしく生活ができる、つまり普通の生活ができる喜びが次へとつな

がる」と話していたが、最期まで自分らしく生ききることができる世の中になれば

いいと思う。番組全体としては、「これからの介護」というタイトルどおり、とて

も参考になる情報もありわかりやすかったが、こうしたサービスを受けるには、具

体的にどれくらいの金額が必要なのかなど、経済的なことについて、もう少し詳し

く知ることができればさらによかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご意見やご指摘にあった介護保険そのものの説明や経済的な 

話については、引き続き介護に関する番組を制作していく中で 

いかしていきたい。老健については、強化型の事業所は全国的 

に１割に満たないというのが実態で、入所待ちという所もある。 

今後増えていくのかなどについて、もう少し番組の中で指摘し 
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てもよかったと思う。いわゆる「短時間訪問」は、随時も受け 

付けているが、すぐに対応してくれる事業所が近くにあるとは 

限らないのも事実だ。先進的な事例ばかりではなく、山間部な 

ど問題を抱えている点も伝えたかったが、限られた時間内では 

紹介しきれなかったので、今後も継続的に取り組んでいくつも 

りだ。 

 

○  わかりやすくまとめられていた。タレントなどがコメンテーターに入ると浮いて

しまうことがあるが、城戸さん自身が親の介護をしていることもあり、今回のキャ

スティングは大変よかった。また、新田國夫医師は、５月１７日(木)のクローズア

ップ現代「人生の最期 どう迎える？～岐路に立つ延命医療～」にも出演していた

が、新田さんの解説もわかりやすく、実際に介護を経験している人と医師という組

み合わせが大変バランスよく、全体的にとてもいい形で機能していた。３年ぶりの

外出で花見のイベントに行った９３歳の成田花枝さんがだんごを食べている様子

は、ほっとできる場面として印象に残った。また、子どもも家族として大切な要素

だと思うので、介護から一番遠い世代である小さい子どもの表情も入れて、子ども

たちにとっておじいちゃん、おばあちゃんの在宅介護がどういうことなのかという

視点でも、今後、番組を制作してもらえればと思う。 

 

○  高齢者の視点に立つ場合や医療者、介護する側の視点に立つのでは見方が全く異

なってくる。そういった意味で、この番組がどの視点に立ったものなのか時々混乱

を起こす部分があった。高齢者の立場に立つとシビアなお金の問題がある。介護度

によって、どのくらいお金がかかるのかなどに触れれば、金額を聞いて安心するこ

ともあると思うので、もう少し生活に密着した取り上げ方があればよかったのでは

ないか。医療関係者や介護する側の立場では、法律の改正によって、チーム医療が

どのように変わるのかが知りたかった。高齢者は病気の場合が多いので、在宅介護

だけを切り離して考えることはできず、在宅看護、在宅医療が必要になってくる。

もし病気になっていても安心して在宅で治療や介護を受けられるのかどうかも掘

り下げていれば、なおよかったと思う。短時間の巡回訪問型の介護が紹介されてい

たが、過疎の地域では不可能だ。一方で、小さな集落では人間関係がより密になっ

ていて、とてもいいシステムを自分たちで構築している所もある。また、都会と過

疎地の老人を比較した場合、ご近所などとの会話は過疎地の人が多いようだ。数々

の問題提起があり勉強になったが、高齢者は、その人が今までどのように生きてき

たかが家族関係や疾患などに表れてくるという側面があるので、そこまで掘り下げ

ればより深みや説得力が増したのではないかと思う。 
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○  誰もが避けては通れない重いテーマだったが、黒崎めぐみアナウンサーの進行や

話し方、自分の体験を通し意見を静かに語る城戸さん、医師である新田さんという

組み合わせがよかったと思う。介護に関わっている友人に聞いたところ、富山県で

は、過疎とそうではない場所が混在しており、施設と人材の不足もあって、この番

組で取り上げたような取り組みをすぐに具現化していくのは非常に難しいと言っ

ていた。番組を１回見ただけではわかりにくい点もあったが、全体的には静かな番

組展開でよかったと思う。 

 

○  「金とく」は、これまで中部地方ならではの話題、あるいは中部地方特有のニュ

ース、課題などを取り上げていたので、今回はなぜ、こういった普遍的な問題を取

り上げるのか疑問だったが、４月の介護保険法改正のタイミングにあわせたのだと

知り、内容的にもなるほどと納得した。しかし、介護保険に関する基本的な情報が

なかったので、１回の視聴ではわかりにくかった。内容的には、老健、短時間訪問

介護、生活支援・援助の時間が短縮になったこと、ライフサポートなどバランスよ

く、また地域的なバランスも考えられていてよかったと思うが、お金に関する説明

が少なかったのが残念だ。実際の費用負担額や、時間短縮による自己負担がどれほ

ど増えるのかなどの説明は不可欠だと思う。 

 

○  城戸さんの落ち着いた話しぶりに好感が持て、大変良い番組だった。一人暮らし

の人が外部と交流を持つようになり、非常に明るくなったと聞くので、コミュニテ

ィーで協力して介護をすることはいいことだと思う。しかし、城戸さんが、認知症

のお母さんの介護について同じマンションの人が協力してくれていると話してい

たが、認知症の場合には、地域で支えるというのは、かなり難しいのではないかと

思う。城戸さんの場合は、マンションの中で特別なシステムができているのかもし

れないが、最後にそのことに触れたことで、まだまだ多くの課題があると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

やはり介護保険に関する基礎情報をもう少し入れるべきだっ 

たかもしれない。誰の視点に立つかという点については、一部、 

事業者の視点も入れたが、議論した結果、基本的には家族に視 

点を置いて制作したつもりだ。今回取材させてもらったのは、 

１人暮らしか夫婦の２人暮らしの人ばかりだったので、世代を 

越えた大家族を入れておけば、誰の視点でという意味で広がり 

があったのかもしれない。情報を加えながら家族を描くのは結 
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構難しいが、介護を受ける高齢者はどう考えるのか、支える家 

族はどう考え、見ているのか、その家族として、子どもに加え 

て孫の世代も入れて、一つの家族を軸にして、作っていく方法 

もあったと気づかされた。重要な指摘だと思ったのは、医療・ 

看護との関わりだ。今回はほとんど触れなかったが、介護・医 

療・看護は切り離せない三位一体のことだと思うので、ぜひ今 

後番組で取り組んでいきたいテーマだ。城戸さんの話によると、 

東日本大震災を機に、マンションの中でお互いに助け合えるよ 

うになったようだ。気軽にできる助け合いと認知症の介護は異 

なることだが、もし介護の経験がある人がアドバイスをしたり、 

何らかの形でサポートし合うことができるようになったら、ラ 

イフサポーターに近い相互扶助、助け合いの実践になっていく 

のではないかと考え、視聴者の皆さんへの問いかけとして取り 

入れた。 

 

＜放送番組一般について＞ 

○  ４月１３日(金)の静岡流「もっと早く！その先へ」は、とてもすてきな番組だっ

た。家族をはじめ周囲のサポートに支えられ、ロンドンパラリンピックを目指す様

子が描かれていた。日本代表になることも大切だが、それよりも目指したいものが

あると発言していた姿が印象的だった。有名で花形の選手のドキュメンタリーはこ

れからいろいろと取り上げられると思うが、このように日本代表を志してがんばっ

ている人を取り上げることは大切だ。丁寧に追っていて、見てよかったと思う番組

の１つだった。 

 

○  ５月１日(金)の金とく「名古屋 堀川 歴史トラベル」では、堀川界わいに残る

江戸時代から続く産業、文化、生活などが紹介され、大変おもしろかった。 

 

○  ４月２９日(日)のＮＨＫスペシャル「職場を襲う“新型うつ”」と５月５日(土)

の週刊 ニュース深読み「“新人社員”が危ない？ どうつきあうイマドキの若者」

では、いずれも入社３年以内の社員の離職率が高く、最近多くなっている“新型う

つ”を取り上げていたので、興味深く見た。「ＮＨＫスペシャル」では、再現ドラ

マとスタジオでのディスカッションが交互にある演出だったので、頭を切り換える

のに少し時間を要した。再現ドラマで、うつ病で休職中なのに海外旅行に行くとい

う設定は、ひとつの事例なのかもしれないが、若い人たちはこの青年に対して共感

を持つだろうか、もう少し考えた方がいいのではないかと感じた。ディスカッショ
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ンで、法政大学教授の尾木直樹さんが、原因の１つとして、新学力観を基に教育を

受け、絶対評価の中で生きてきた世代なので、自己肯定感が低いことが根本にある

と指摘しており、興味を持ったが、あまり議論が深められなかった。また、離職率

が低い企業として具体的な会社名も出ていたが、なぜ離職率が低いのかという分析

まで発展しなかった点やどのように対処すればいいのかというところまで議論が

深められておらず、全体的に中途半端な印象だった。企業は、個人のハンディや個

性に合わせた職場にしていくのがいいというまとめ方だったが、実際にそうしたこ

とができるのは大企業ぐらいで、中小企業では難しいだろう。両方の番組に、社会

学者の古市憲寿さんが出演していたが、彼は手元に資料や本を置き、たまにそれを

見ながら語っていた。若干その動作が気にはなったのだが、語る内容は非常に説得

力があった。この問題は母親との関係が深いと指摘していたが、大学生や就職する

年齢になってからでは遅過ぎると思うので、キャリアビジョンをどう持たせるかと

いった家庭教育をポイントに、改めて番組を作るといいと思う。 

 

○  ５月５日(土)のＮＨＫスペシャル 震災を生きる子どもたち「２１人の輪」（総

合 後 9:30～10:43）は、福島県相馬市の磯部小学校の２１人の６年生を中学進学

まで１年間にわたってよく取材していた。特別にドラマティックなことがあるわけ

ではないが、日常の子どもたちの生活を淡々と描いており、じんわりと良さが伝わ

ってくる番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 震災を生きる子どもたち「２１人の輪」で、「ぼくたちは一

体どうなってしまうのだろう」、「鳥はいいよね。飛んで逃げられて」という子ども

の言葉がとても印象的で胸にささるものがあった。大震災で心に傷を負ったのは大

人も同じだが、子どもたちもいろいろなものを失っているにもかかわらず、子ども

たちなりにそれを受け止め、むしろ大人の背中を押して、励まし、前に進む力を生

み出してくれていると、この番組の中から感じた。さまざまな状況にある子どもた

ちを紹介していたが、どの子もたくましく、精神的に折れずによくここまで強くが

んばってこられたと感心しながら見た。１年を通して取材していたので、震災直後、

仮設住宅に移った時、友達と再会できた時、そして卒業式の時と、現実を受け止め

られず非常にむなしい表情だったものが、日を追うごとに生きる強さが出てきて、

厳しすぎる現実ではあるが、それを背負って生きていかなければならないという覚

悟が感じられ、子どもたちの成長していく姿を見ることができ、子どもたちから勇

気をもらった。ただ、震災直後の子どもたちへの取材が、子どもたちにどのような

影響を与えるのか、心配になった。非常にデリケートなので、かなり気を遣っただ

ろうし、難しかったのではないかと思う。 
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○  ５月６日(日)のＮＨＫスペシャル 震災を生きる子どもたち「ガレキの町の小さ

な一歩」では、岩手県大槌町の大槌小学校に通う１人の女の子にスポットを当て、

震災後の姿を描いていた。とても我慢強い子だが、家族への手紙を書いた際に見せ

た表情は、心にじんと来た。大震災にあって、大変な状況なのに、１１歳でありな

がらも人に対する思いやりの心を忘れない姿は、大人である自分自身が恥ずかしい

気持ちにもなり、大変勉強になった。今の給食制度を知らないが、番組の中で、父

親が弁当を作っていた。なぜ給食にし、家族の負担を軽くしないのか疑問に思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「職場を襲う“新型うつ”」の中で、現代型のうつ病は、家族

関係、特に母子関係に起因しているとの話があった。胎児の頃からの母子関係が、

大きくなってから虐待やセクシャリティーなどに影響することは知っていたが、確

かにうつ病にも関係するかもしれないと思いながら見た。社会人が現代型うつ病に

なった場合、本人だけでなく、周りの社員への配慮なども含め、企業にはさまざま

な影響があり、経営者は、非常に難しい立場に置かれる。個人情報との関係で医師

から詳細な話を聞けずに、困惑している経営者も多いと思うので、ぜひ引き続きこ

のテーマを取り上げていってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「職場を襲う“新型うつ”」は、ひと事ではない問題だと思っ

て見た。江川紹子さんが“新型うつ”について「時代のカナリア」と表現していた。

カナリアとは、その時代のいろいろな問題を最初に体験し、予兆を感じる存在だと

いう意味だと解釈した。就業規則に、休養期間中は病気を治すことに専念するとい

う規程を新設するなど、どの企業でも苦労していることがわかった。病気が増えた

要因として、尾木直樹さんが、ゆとり教育によって、学力そのものより見られ方を

気にする人間に育ってしまい、自己肯定感がないことが“新型うつ”を発症する人

たちの底にあるのではないかと分析していてなるほどと思ったが、その一方で、「周

囲に負荷がかかり、会社の経営にのしかかり、社会を弱くしている」という意見に

対して、「時代遅れ」だと一刀両断したのには少しがっかりした。現在起きている

現象などはよくわかったが、これからどうしていけばいいのか、対処方法にまで議

論が到らなかった点が残念だったので、続編に期待している。タイトルからも言え

るが、職場は襲われるという立場、つまり、企業、職場の立場で描いているので、

もしかしたら、病気にかかっている若い人たちには反発があるかもしれないが、社

会全体で取り組まなければいけない問題なので、こういう取り上げ方でよかったと

思う。 

 

○  ５月１２日(土)のＮＨＫスペシャル「追跡！世界キティ旋風のナゾ」（総合 後
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9:00～10:13）は、どうしてハロー・キティが全世界で受け入れられ、売れている

のかを取り上げていたが、「ＮＨＫスペシャル」でこういうテーマも取り上げるの

かと興味深く見た。原画を変更できないスヌーピーに対し、キティはいろいろな変

更ができる自由があり、その自由度が、キャラクターが受け入れられるかどうかに

影響するのだとわかった。日本発の“カワイイ”という概念が、宗教や世界観が異

なる国々の人たちに、なぜ受け入れられるのかについて、もう少し掘り下げればも

っと厚みがあっておもしろい番組になったと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「追跡！世界キティ旋風のナゾ」を見た。日本の輸出産業とし

て、クールジャパンに期待が集まっているが、日本のアニメや漫画には、子どもに

は見せられない性的な描写や女性の服装などが多いため、コンテンツ産業は、海外

輸出比率が５％しかないというのには驚いた。そうした中、キティが世界進出に成

功し、世界のニーズに合っている理由などが非常に印象的だった。 

 

○  ５月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「キム・ジョンウン 北朝鮮 権力の内幕」

は、キム・ジョンウン氏が第一書記に就任した経緯や現在の北朝鮮の経済状況、権

力構造などを描いていた。現在の体制が維持できるかどうかは経済の立て直しにか

かっていて、うまくいかなければあと２～３年以内に何かが起こるかもしれないと

いう話や元高官など多方面にわたって取材しており、非常にわかりやすい番組だっ

た。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「キム・ジョンウン 北朝鮮 権力の内幕」は、タイトルから

受けるほど強い印象の番組内容ではなかった。しかし、内情を深く知ることが難し

い北朝鮮の現状について、入手しづらい情報を集め、元高官などの証言を基に再現

しており、すごいことだと思った。その中でも、素顔を全く知ることができない生

前のキム・ジョンイル総書記が父親として悩んでいたことや、家族間の葛藤など、

想像していたものとは異なる意外な姿を見ることができた。軍内部の統制の乱れや

国民の不満など、いつ体制が崩れてもおかしくない国であり、キム・ジョンウン氏

は、リーダーとしてはまだ若く、経験不足でもあるので、どうなっていくのか気に

なる。今後も引き続き北朝鮮情勢の取材をしてほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「キム・ジョンウン 北朝鮮 権力の内幕」は、元高官などの

インタビューなど大変興味深い内容が満載だった。特に、髪形をはじめ話し方など

を祖父であるキム・イルソン国家主席に似せる演出をしたこと、キム・ジョンイル

総書記が急逝したので、準備不足のまま権力が継承されたこと、白頭山の神聖なも
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のとされていた木材が伐採され、中国に売られたことがキム・ジョンイル氏のげき

りんに触れたことがきっかけで、改革開放路線が閉鎖体制に戻ってしまったことな

ど、秘話が盛りだくさんで、大変おもしろい内容だった。 

 

○  ４月２１日(土)の土曜ドラマスペシャル「あっこと僕らが生きた夏」（後編）（総

合 後 9:00～10:13）を見た。若者の生活や精神構造が変わってきたと言われてい

るが、根底には昔と変わらない青春時代の熱いものがあると感じられ、ほっとする

内容だった。ストーリー展開は、想像どおりではあったが、がん患者を持つ家族の

苦悩や葛藤、家族の深い愛情をうまく取り入れて、とても心が温まるドラマだった。

現代の家族愛は描きにくいと思うが、この番組では、両親と兄の愛情がよく描かれ

ており、見ていてほのぼのするものだった。高校生がこれほど自分の死に正面から

しっかりと向き合うことは、なかなかないと思っていたが、大人のように深く考え

ていて、人間が生に真剣に向き合うということには年齢は関係ないのだと思った。

とてもいいドラマだった。 

 

○  ５月６日(日)のプレミアムドラマ「ヨメとダンナの４９３日～おもろい夫婦の

“がんフーフー日記”」（総合 後 10:00～10:59）は、がん患者の話なのだが、全体

的に暗いものではなかった。ドラマでありつつも、ドキュメンタリーの新しい形で

もあったと思う。俳優が演じる部分と実際に本人や友人がインタビューに応えるな

どの部分がパズルのように繰り返し出てきて、特にブログが一つのポイントになっ

ており、今の若い人たちがどのように人間関係を築いているのかが、大変わかりや

すく再現されていた。帝王切開の手術前日に書いた夫の手紙は、どこにでもあるラ

ブレターなのだが、番組を引き締めていて、温かいエピソードだった。ＮＨＫスペ

シャル「職場を襲う“新型うつ”」と同様、再現ドラマと実在の人物を組み合わせ

る手法は、今後新しい番組スタイルになるかもしれないと思った。 

 

○  ４月３０日(月)の「キミたちの未来 僕たちの選択～時任三郎 世界エネルギー

の旅～」（総合 前 8:20～9:03）は、どのエネルギーがこれからの日本で使えるか

について問題提起していた。この番組では、脱原発の母親グループが自分たちで電

力会社を立ち上げたドイツ、風力など 100％自然エネルギーのデンマーク、120 年

分の放射性廃棄物の処分用貯蔵庫を作っているフィンランドの３つの取り組みを

紹介していた。結論づけてはいなかったが、原発が問題となっている日本で、次世

代のために、何を選び、どうしていけばいいのか問いかけられ、考えさせられるい

い内容だった。もう少し見やすい時間帯に編成すればよかったと思う。 
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○  「○○○○の演芸図鑑」を楽しみにしている。これまで桂三枝さんや春風亭小朝

さんが司会をしていたが、今回は三遊亭圓歌さんが二度目の登場で、ゲストにもい

ろいろな人が出てきてとてもおもしろく見ている。５月６日(日)の「ホームラン、

柳家喜多八、有馬稲子」でも、有馬さんとの丁々発止の会話がとても楽しかった。

せっかくいぶし銀のような、なおかつ磨かれた技が披露されている大変おもしろい

番組なのに、放送時間が早朝過ぎるので、もう少し見やすい時間に編成すればいい

と思う。 

 

○  ５月１４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「一途一心、明日をつむぐ 

心臓外科医・天野篤」を見た。天皇陛下の心臓の執刀医なので、これまでずっとエ

リートとして生きてきた人だろうと思っていたが、落ちこぼれで、なかなか就職が

決まらずさまざまな壁にぶつかってきたことは意外だった。父親の心臓手術に立ち

会うが、術後に父親が亡くなってしまったことが人生を変えるきっかけとなった話

などさまざまなエピソードが紹介されていた。休む間も惜しんで手術をし続ける姿

は、まさに一途な姿だと思い大変感動した。 

 

○  ５月１６日(水)のためしてガッテン「アチッジュワ！油あげ 食卓のおかず倍増

計画」を見るまで、福井の油あげがおいしいとは全く知らなかった。特に揚げたて

がおいしいそうだが、近くに住んでいても知らないことがあるものだと思った。 

 

○  ５月１６日(水)の探検バクモン「５０年に１度のチャンス！姫路城を攻略せよ」

は、工事中の姫路城内を探検する内容で、大変興味深く楽しめた。特に、姫路城管

理事務所長の和田達也さんの説明がすばらしく、番組を引き立てていた。今回の修

理で、漆喰（しっくい）をはがしたところ、窓が発見されたことや、どのような物

が漆喰の材料となっているのかなどとてもおもしろかった。修理の技術を記録し、

後世に伝えることの重要性がよく理解できた。ただ、春風亭昇太さんが、カメラを

持って、通常入ることができない所で撮影しているのは、常識的にどうなのかと気

になった。 

 

○  新年度、Ｅテレの「ＮＨＫ短歌」と「ＮＨＫ俳句」が大きく様変わりした。これ

までは先生が固定された形式だったが、４月から初心者や若い世代向けに内容を刷

新し、ロケやドキュメンタリーのようなものも含まれている。短歌や俳句の実作者

には賛否あるかもしれないが、長く続いてきた番組に新たな要素を加えていくチャ

レンジをすばらしいと思った。 

 



12 

 

○  「サイエンスＺＥＲＯ」はとても好きな番組だ。５月１２日(土)の「摩周湖 神

秘の湖に迫る異変」は、図やＣＧをうまく使って、わかりやすく構成されていた。

特に「異変」というキーワードにひかれて見たのだが、その異変の原因の研究につ

いて紹介していた。摩周湖は、入って来る川も出て行く川もないという独特な地形

によって、“摩周ブルー”と言われる世界一の透明度となっているが、最近は透明

度がかなり低下し、湖周辺の木々が立ち枯れる現象も発生してきており、いずれも

摩周湖の霧に関係しているそうだ。摩周湖は、わずかな変化がわかる地球のセンサ

ーと言われ、摩周湖の状況が地球全体の環境のセンサーになっていることなど知ら

なかったことが多く、大変よくできた番組だった。 

 

○  ４月２１日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「企業が国を訴える ～エルサルバ

ドル 自由貿易協定を巡る攻防～」は、アメリカと自由貿易協定（ＦＴＡ）を結ん

だエルサルバドルで、環境汚染を引き起こしている多国籍企業による鉱山開発を元

に巻き起こった国民間の対立や国の抱える苦悩、農民の苦しみなどがうまくまとめ

られ、わかりやすかった。投資家が不利益をこうむった場合に取引先の国を国際投

資紛争解決センター（ＩＣＳＩＤ）に訴えることができるというＩＳＤ条項（投資

家・国家紛争条項）を取り上げていた。日本のＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協

定）に関することも議論されているそうだ。ＴＰＰやＦＴＡは、国内でも注目され

ているものの、一般的になかなか難しく理解されていないこともあるので、あえて

番組で取り上げたのだろうか。今年中にＩＣＳＩＤの裁定が出るそうなので、その

結果も知りたい。こういった貿易協定には一般的には見えない項目があるので、わ

かりやすい報道を今後も続けてほしい。 

 

○  ５月７日(月)のアスリートの魂「“一球の重み”を胸に 中日 浅尾拓也」は、

人気がある浅尾選手が、今シーズンは苦戦していて、まさに一球の重みを感じてい

る表情を見てとれるドキュメンタリーだった。浅尾選手の一球にかける思いと、い

つ出番が来てもいいように毎日練習を繰り返す姿は、野球だけではなく、その他に

も置き換えられると思った。単なるアスリートものとしてだけではないおもしろさ

があったので、こういった番組が増えてほしいと思う。 

 

○  ５月５日(土)のＮＨＫ大分放送局開局７０年記念ドラマ「無垢（むく)の島」（Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 4:30～5:43）では、地方の自然がふんだんに取り入れられていた。一

輪車に乗っている小学生の後ろの空の色や景色、そして、主人公の少年と柄本佑さ

んの２人がただ座っているだけのバックの風景など、何気ない場面で豊かな自然が

描かれていてよかった。日本の 2012 年、２１世紀の状況を記録していく意味でも、
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季節ごとに４７都道府県を回って、地方の自然が見られるドラマがあってもいいか

もしれないと思った。今後の地方発のドラマに期待している。 

 

○  午前５時、６時台のニュース番組に出ている女性キャスターの季節感のない服装

が気になっている。男性は背広を着ているのに、なぜ女性だけ半袖のブラウスや薄

手のワンピースなのか。民放とは違って、ＮＨＫの特にニュース番組では、きちん

とした服装で、きちんと話し、きちんと伝えてほしい。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２４年４月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、  

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、ティーンズプロジェクト フレ☆フレ「今年にかける女子高生ボク

サー」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、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    奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

大林 重治 （のと共栄信用金庫理事長） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

田中 章義 （歌人・作家） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

 

（主な発言） 

 

＜ティーンズプロジェクト フレ☆フレ「今年にかける女子高生ボクサー」 

                              （Ｅテレ ４月６日(金)）について＞ 

 

（ＮＨＫ側）  

５０年間、名古屋発の全国放送番組として親しまれてきた  

「中学生日記」に代わる番組ということで、１０代の人たちが 

見て元気になるような番組を目指し、１０代の夢を応援するこ 

とをコンセプトとした。夢を応援するというスタイルの番組は、 

これまでにも多くあるため、この番組ならではの特徴をどう出 

していくかを議論し、夢を追いかける人はもちろんだが、応援 

団として、本気で応援に取り組んでくれる人に出てもらうこと 



2 

 

を大事に考えた。この番組がなければおそらく出会うことのな 

かったチャレンジャーと応援団員が番組を通じて共感し、応援と 

いう形を通してつながる。そういったところにこの番組の一番の 

魅力を感じてもらえるよう今後も作っていきたいと思っている。 

番組ホームページへのアクセスは、１日約１万件のページビュー 

があり、今後の視聴者の反響に期待している。 

 

○  チャレンジャーと応援団員が出会った当初はぎこちなかったが、チャレンジャー

の一生懸命に練習する様子を見て、応援する気持ちが高まってきているのがわかり、

見ているこちらも応援したい気持ちが強くなった。試合後のメールのやりとりなど

が紹介され、お互いに次の目標に向かって前向きに進もうとしている姿に感動した。

こういったやりとりを通して、遠くからでも応援ができることが定着すれば、もっ

と広がりが出てくるように思う。 

 

○  番組のキャッチフレーズである「ひとりの夢が みんなの夢に」という結果が十

分に出ていて、大変気持ちのいい番組だった。全国から応援メッセージが多く寄せ

られている点でも、注目されていることがわかる。画面の構成は、当初は邪魔な印

象だったが、見進めているうちに、ポイントがわかってよいと思った。また、応援

団長が、どういうふうに応援団をまとめていくのかがわかりにくく、応援団長らし

くないと感じた。 

 

○  世代によって、見るポイントが異なるだろうと思うが、自分は後半に感動した。

ただ、応援団長がどのようにリーダーシップを発揮しているのかがつかみきれなか

った。もう少し応援団長と団員がおのおのどのような役割を果たしているのかわか

りやすくしたほうがいいと思った。また、番組の山場がどこにあるのかわかりにく

い点が残念だった。       

 

○  １回目なので、決めつけるのはよくないと思うが、芸能人を応援団長にするので

はなく、悩みを解決するために必要な専門的知識を持った人にアドバイスをもらっ

たほうが、説得力が増すのではないか。今回、チャレンジャーは惜しくも負けてし

まったが、チャレンジャーや応援団員の今後も知りたいと思った。チャレンジャー

と応援団員のその後を取り上げる企画があるといいのではないか。 

 

○  ５０年間続いてきた「中学生日記」の後継番組だけに制作陣の意気込みを感じら

れる番組だった。しかし、応援団長の立場があいまいな感じがした。また、応援団
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はチャレンジャーの近くにいて初めて、細かいことが理解できるような気がする。

応援団が、チャレンジャーの遠方で離れて応援するというスタイルを続けるのは、

難しいように思った。 

 

○  応援している人の気持ちが率直に伝わってきて、好感の持てる番組だった。チャ

レンジャーが真剣に取り組んでいる分、応援団長は、有名なタレントに固定するの

ではなく、バラエティー豊かにした方がいい。どういった人をキャスティングでき

るかがポイントになると思う。また、１０代に継続的に受け入れられるためには、

２人のその後についてフォローしていくことが大事だと思う。インターネットなど

を活用し、たとえば、同世代の気持ちを引き出す「フレ☆フレ フォーラム」など

を開催し立体的に制作していくといいのではないか。可能性が豊かな分、丁寧に展

開することで、もっとよい番組になっていくと思う。 

 

○  チャレンジャーと応援団長がどのように選ばれたのかがわからなかった。応援団

長の人選の過程や、チャレンジャーのこれまでの経歴や環境について、もう少し詳

しく触れていれば、より理解が深まったと思う。功罪相半ばする点ではあるが、一

般の１０代の子どもたちが出てくるので、全体的にぎこちなさがあった。この番組

で女子ボクシングの試合を初めて見たが、とても迫力があった。今後もいろいろな

テーマを取り上げてほしい。 

 

○  がんばっている人を応援するという番組の趣旨に共感を覚えた。ぜひ継続させ、

育てていってほしい。応援団長がどの程度関わっていたのかについては、疑問が

残った。チャレンジャーの家族や監督など周りの人たちとのつながりや物語があ

ればよかったと思う。画面の構成はユニークでよかったが、画面が窮屈になる印

象もあったので、画面を狭く感じさせないレイアウトに工夫してはどうか。挑戦

する人と応援する人をつなぐ番組という意味では、インターネットの展開に向い

ている番組だと思うので、チャレンジしている人たち同士がつながるような場な

どを企画すれば、より番組が生かされると思う。 

 

○  ボクサーとして、ロンドンオリンピックを目指すきっかけや親子の関係なども

う少し説明があったらよかったのではないか。チャレンジャーだけでなく、応援

団員も課題を抱えていたり、夢を探していると思うので、そういった面もあわせ

て紹介するといいと思う。スポーツは結果がはっきりしているので、応援しやす

いが、文化系や映像化しづらい夢についても、多様なジャンルでがんばっている

子どもたちを取り上げてほしい。   
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○ 全国から応援団員を募集するのはおもしろいと思ったが、内容に新鮮味が感じ

られず、全体的には盛り上がりに欠ける番組だった。しかし、人と人が出会って

触れあうことによって生まれる絆が大切だということは伝わってきた。ケイン・

コスギさんが選ばれた経緯が見えてこず、応援団長がチャレンジャーにどういう

メッセージを伝えたいのかが見えづらかったことが、応援団長の位置づけをわか

りにくくしていたのではないか。餅やお守りなどの応援アイテムが出てきたが、

絆を作るきっかけにはなっていたものの、その場限りの印象もあったので、もう

少しいろいろとつながりを持たせばよかったと思う。 

 

○ １０代に見てもらうためには、身近な友達や知人のこととして拍手を送りたく

なるような要素が必要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ケイン・コスギさんが挑戦者を訪ね、今こんなことを悩んで 

いるので、応援したい人はいませんかと呼びかけるという「募 

集編」を１月１日(日)に放送し、その放送を見て集まった応援 

団との交流を今回放送した。前回の募集部分をコンパクトにし 

てしまったので、応援団長であるケインさんの位置づけがわか 

りづらくなってしまったのかもしれない。ケインさんは子ども 

の頃から格闘技の経験があり、いろいろな大会にも出ているの 

で、チャレンジャーの気持ちがわかると考え、応援団長になっ 

てもらった。スケジュールの関係で、決勝戦の場面に応援団長 

がいられないという残念な状況になったが、それは、女子ボク 

シングの大会が、始まるまで何人の選手が出場するか公表され 

ず試合日程がわからなかったため、やむを得なかった。また、 

チャレンジャーの選び方についてもご意見をいただいたが、チ 

ャレンジャーが世界を目指すアスリートのような場合は、素人 

に応援できることがあまりなく、どのように応援できるかのポ 

イントを見つけることがチャレンジャー探しの大きなポイント 

だと思っている。４月２０日(金)放送分では、母校の中学校の 

閉校イベントのアイディアを募集するという内容で、やはり母 

校が閉校になる鹿児島県喜界島の中学生２人組が、一緒に何か 

やりませんかと声を寄せてくれた。遠いので直接会うことはで 

きないが、１週間に１度スカイプ（インターネットのテレビ電 
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話）でやり取りするといった応援スタイルをとった。チャレン 

ジャーと応援団のその後を見たいとのご意見についてだが、わ 

れわれもそれぞれのチャレンジのその後が知りたいと思ってい 

るので、その後の様子を集めた企画なども今後、検討していき 

たいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月２０日(火)の追跡！真相ファイル「都会の孤立死 ＳＯＳが届かない」（総

合 後 10:55～11:23）は、札幌の姉妹の孤立死の事件をきっかけに、孤立死の問題

を長期取材で追っており、このような社会問題があることに大変驚いた。少し残念

なのは、役所だけが悪いような印象となっていたところで、個人情報保護の面と情

報共有の必要性、自立しなくなっていく人が増えてしまう問題など、役所が抱える

葛藤などの面にも踏み込んでいれば、さらに興味深いものになったと思う。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」は、純粋に大変おもしろく、学ぶことや感動

の多いドラマだった。 

 

○  ３月２７日(火)と２８日(水)のマルチチャンネルドラマ「朝ドラ殺人事件」（総

合 28 日(水)前 0:15～0:43、29 日(木)前 1:05～1:33）を興味深く見た。マルチ編

成を活用して、２つのストーリーを１つのドラマの中で見られるという手法の番組

だが、デジタル放送にはこのような使い方があり、こういったマルチチャンネルの

楽しみ方があるのだとわかった。少し見づらい印象もあったが、マルチチャンネル

をうまく生かす方法がもっとありそうだと可能性を感じるドラマだった。今後もこ

ういった試験的な取り組みに期待している。 

 

○  ４月１４日(土)の土曜ドラマスペシャル「あっこと僕らが生きた夏」（前編）（総

合 後 9:00～10:13）を見た。実話を基に作られているそうだが、出演している高

校生の野球の試合のシーンは、ドラマであるにもかかわらず大変迫力があり、実際

にプレーしているのではないかと思うほどすばらしかった。見ていて何となく先が

予想できる展開の内容ではあったが、高校球児が大変さわやかに描かれていて、後

編もぜひ見たいと思った。 

 

○  「欽ちゃんのがんばる！日本大作戦」は、萩本欽一さんの軽快な進行が大変楽し
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い番組だ。３月２３日(金)では、愛知県が空き巣被害のワーストワンから脱却しよ

うとしている活動を、内多勝康アナウンサーが紹介していた。防犯グッズなどを配

布し、声かけやパトロールなどさまざまな工夫をしたものの、今回も 下位のまま

だった。しかし、何も努力していないのではなく、 下位ではあるものの、数字と

しては減少したという報告がなされていたところが、とても重要なことだと思う。

ランクや順位づけは明確で、発表の部分をドラマチックに描きやすいが、順位は

下位であっても、どう変化したかという評価こそが大切ではないかと思う。ただ、

コメンテーターとして出演した女性タレントが、自分の意見を言うわけでもなく、

終始にこにこ立っているだけだったことには首を傾げた。また、服装も季節に合わ

ないもので、ＮＨＫのスタジオは節電していないと思われないか、気になった。 

 

○  ３月１８日(日)のＮＨＫスペシャル「東京大空襲 ５８３枚の未公開写真」は、

これまでないとされてきた記録を探し出し、証言などを基に東京大空襲の全貌を明

らかにしており、ＮＨＫにしかできない大変すばらしい記録番組だと思った。特に、

アメリカの攻撃が、当初ピンポイント攻撃だったが、途中から市街地全体を焼き尽

くす無差別攻撃に変わった点なども明確に示していた。ただ、すべて焼却されたは

ずのネガがなぜ残っていたのか、そして現在どのような形で保存されているのかが

気になった。 

 

○  ３月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「仁淀川～青の神秘～」で、仁淀川が“仁淀

ブルー”といわれ、非常に美しい川であることを初めて知った。川に生息する生物

や川を取り巻く自然環境もよくわかり、特に、ハナイカダやホタルがとても美しく

映されていてすばらしかった。以前は、こういった美しい映像は、万博のパビリオ

ンなどでしか見られなかったが、こうして家庭のテレビで見られるようになってう

れしいことだ。地上波では、日本が直面している難しい問題が報じられることが多

いように感じるので、もう少し地上波を利用して、こういった自然の美しさなども

紹介してほしい。 

 

○  ３月３１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「インフラ危機を乗り越

えろ」（総合 後 9:00～10:13）を見て、いろいろな場所でインフラの寿命が来て、

その維持補修や改修に膨大な費用がかかっているという実態とその理由がよくわ

かった。インフラ危機をどのように克服していくかについて、富山市のコンパクト

シティ化などの事例を通し、住民に実態を知らせ、住民の理解を得ながら進める必

要があると締めくくっていたが、少し論点がずれたような印象があった。むしろ、

従来のようなどこでも普遍的に利益を共有できるインフラは無理なので、選択しな
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がら進めていかなければいけない厳しい状況にあると示したほうがわかりやすか

ったのではないか。ただ、番組全体としては、現在の問題点がよくわかったよい番

組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「インフラ危機を乗り越えろ」を関心を持

って見た。いずれ日本でもこういった事態が起こると思っていたので、今回ＮＨＫ

が取り上げたことを評価したい。しかし、番組ではいわゆるハコモノと言われる公

共施設は、維持管理に経済的負担がかかるので、壊すべきだと言っていたが、廃校

になった学校などを民間で公共的な使い方をしている事例が実際に数多くあり、そ

の点も考慮してほしかった。また、富山県のコンパクト化についても、もう少し掘

り下げるべきだった。ある地域に居住しなくなったとしても、神社に出かけたり、

米を作るために田んぼに行ったりなど、さまざまな生活が残っており、道路や橋の

補修は必要な場合が多い。そういった意味で、集団で移住してもらえば、中山間地

の橋も整備しなくてよくなるというような話は、妄想に過ぎない。水道事業の民営

化について、福島県会津若松市の民間委託の例を挙げていたが、人口が３万や４万

人のところでは民営化してもビジネスにならない。それをビジネスにどう結びつけ

るのかという点にも切り込んでほしかった。インフラの維持管理を住民に任せるこ

とも紹介されていたが、住民だけでなく、ＮＰＯや企業のＣＳＲ活動、ボランティ

アなどによる新しい動きも起こってきているので、もう少し掘り下げてほしかった。

ただし、全体的には大変興味深い番組だった。 

 

○  ３月２４日(土)のＮＨＫスペシャル「故郷（ふるさと）か移住か～原発避難者た

ちの決断～」（総合 後 9:00～10:13）の冒頭の街頭インタビューで、被災地への関

心が低くなっている発言を聞いて、自分も 近は大震災について、過去を振り返る

ような感覚でいることに気づかされた。故郷に戻ることができない現実や解決でき

ない問題に直面し、むしろ震災直後よりも精神的に悪化している状況を知り、大変

つらい思いの残る番組だった。福井県にある関西電力大飯原発の再稼働に向けてさ

まざまな報道があるが、地元では、不安を抱えながら、原発と共存していかなけれ

ばならない実状があり、大変心が揺れている。この番組を見ながら、政策を転換す

る場合には、国の責任で地域の生活がしっかり成り立つような補償や産業育成をし

てくべきだと思った。福島県浪江町に戻るかどうかを住民の判断に任せている国の

無責任さに、怒りや虚しさも感じた。家族の健康や子どもの進学、住宅や仕事のこ

となど、あらゆる決断が各家庭に迫られている状況を目の当たりにして、自分がこ

の状況に置かれた際に、どのような決断ができるのかなども考えさせられる番組だ

った。商工会の青年部の人に年輩の人が、町を担っているのは君たちの世代で、将
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来を託すしかないと話していたが、大変印象的で、原発のある県に住む者にとって

は、今後、彼らはどんな将来像を描くのか、何を目標に生活していくのかについて、

ひと事ではなく、自分たちにもその決断が迫られているような気持ちになり、つら

く感じた。ＮＨＫでは、東日本大震災から１年目ということで、多くの震災関連番

組を放送していたが、さまざまな分野について、あらゆる角度から取り上げており、

ＮＨＫの取材力に感心した。 

 

○  ４月１日(日)と８日(日)のＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅡ 巨大地震」

を見た。第１回「いま日本の地下で何が起きているのか」では、これまで地震の研

究では日本がトップレベルにあったにもかかわらず、東日本大震災は自信を打ち砕

かれるような巨大地震だったと話していた。全体的には専門的でやや難しい内容で

はあるものの、映像やデータがうまく使われており、地震が発生するメカニズムが

わかりやすく理解できた。南海・東南海の連動地震は非常に大きな地震になること

もよくわかり、知識が増え、満足のいく番組だった。また、第２回「津波はどこま

で巨大化するのか」では、津波が巨大化した仕組みを図などによって大変わかりや

すく解説していた。東海・東南海で地震が発生した場合の被害想定がＣＧで描かれ

ていたが、大阪の街の中に津波が入っていく様子などは、恐怖を感じるものだった。

巨大地震や津波が発生した場合に、どのように対処すべきなのか不安を感じたので、

どのように備えたらいいのかなどについても取り上げてほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ 巨大地震Ⅱ」の第１回、第２回を見た。

第１回では、日本の地下が現在どういう状況になっているのかを非常にわかりやす

く解説しており、東日本大震災の際、地震が巨大化した理由や、地震の発生回数が

前年比の４倍以上になっているといった恐ろしい実態などがよくわかった。世界的

な規模で地震の連鎖が起きていると警告を発し、その一番の危険地帯が南海トラフ

だと明言していたが、その近くに住む我々にとって特に警告性に富んでいた。 近

の地震に関する番組や新聞記事などメディアの中で、一番優れている番組だと思っ

た。これからも引き続きこういった情報を提供してほしい。 

第２回「津波はどこまで巨大化するのか」では、ＣＧによるシミュレーションが

大変よくできていて、大阪の街の被害想定が理屈ぬきによくわかった。締めくくり

の「東日本大震災によって被害は終わりではない。知れば知るほど底知れない脅威

を感じるが、この現実を受け止めなければならない」という言葉は印象的で、ＮＨ

Ｋは大変重要な力を発揮してくれていると感じた。ただ１つ残念なのは、広く視聴

者に知ってもらい、見てもらうためには、「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ」という英語表記

ではなく、「巨大地震」などにして、この番組はこういう番組だと一目でわかるよ
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うなアピールをした方がよいと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅡ 巨大地震 第２回「津波はどこまで

巨大化するのか」では、歴史が警告するという視点で、地層の調査によって分析し、

推測していく過程がよくわかり、とても勉強になった。特に、大阪の津波のシミュ

レーションは、視覚的でよくわかり、津波の恐さを感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ 巨大地震Ⅱ 第２回「津波はどこまで

巨大化するのか」では、日本の周囲の状況をＣＧによるシミュレーションなどによ

って、とても詳しく伝えていた。大学教授や研究者が、過去の歴史的な蓄積も生か

されない事象が東日本大震災で起き、これが終わりではなく、始まりになる可能性

もあると言っていた。この番組を見て、政治に携わる人がどのように考えているの

か興味を持ちながら見た。 

 

○  ４月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「木嶋被告 １００日裁判」を見た。この裁

判は、状況証拠の積み重ねで犯罪事実をどう立証していくかという大変難しい裁判

だった。まだ始まって３年の裁判員裁判という制度の下で、どのように判断してい

くのかということもあり、大変興味を持って見た。周防正行監督が「判決文の中で

論理の道筋が見えないということは、控訴の理由が検証できない大きな欠陥を持っ

ている」と率直にコメントし、裁判員裁判の問題点を指摘していたが、その点につ

いてあまり深く掘り下げられなかったのが残念だった。また、過去に裁判員を経験

した人を集めて、この裁判について、議論してもらっていたが、協力した人は、相

当意識が高く、間接事実をどのように判断するのか大変悩んでいた様子も興味深か

った。また、周防さんは「裁判官よりも裁判員の方が一つ一つの証拠に真摯（しん

し）に向き合う点でよい」と裁判員裁判を評価していたが、弁護士の立場では裁判

員裁判に不安を感じる部分もある。不安な部分を、市民にどう乗り越えていっても

らうかという点についても、触れていればなおよかったと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「木嶋被告 １００日裁判」は、制度が導入されるときから疑

問を持っていた裁判員裁判を取り上げていた。裁判員裁判ではどんな問題が起きる

のか、プロである裁判官と一般の裁判員の違いはどこにあるのか、また事件をどう

判断するのかなどの疑問について、番組を通じていくつかの視点を与えてくれる内

容となっていた。量刑については、やはり専門家が出すべきではないかと思ったが、

素人である裁判員が丁寧に判断することと、プロである裁判官が経験則で判決を出

すことにそれぞれの意味があることがわかり、裁判員制度の今後について考えてい
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く必要性を改めて感じた。 

 

○  ４月５日(木)のクローズアップ現代「どうする原発 運転再開 不安は解消され

るのか」は、我々が知りたい安全性やストレステストなどについて、図解や大学の

研究室でのテストなどで大変わかりやすく解説し、まとめていた。さまざまな課題

の提起や問題点の指摘だけではなく、安全確保のために住民の意見を取り入れ対策

を練り、成果を上げているフランスの事例を示しながら構成していた点も大変よか

った。原子力安全・保安院がまとめた３０項目の安全対策が、今後どう取られてい

くのか、あるいは、どう取られたのかについても、引き続き報道してほしい。 

 

○  ４月１８日(水)のクローズアップ現代「“空き家”が街をむしばむ」では、空き

家の増加によって、こんなにも深刻な問題が起こっているのだとわかった。接道条

件を満たしていない家が空き家となっていることや固定資産税の優遇制度のこと

など、具体的に納得できる内容でよい番組だった。こういう状況が続くと１０年後、

２０年後にどうなるのかといった課題の深刻さを示せば、より視聴者に迫るものに

なったのではないか。 

 

○  「ニュース富山人」がリニューアルされ、キャスターも変わり、中條誠子アナン

サーが１週間交替で出演している。彼女の人柄がさりげなく出ていて親近感が持て

る。また、きちんとした言葉使いで、ニュースがわかりやすく伝わり、地方局に彼

女のようなアナウンサーがいてくれることは大変喜ばしい。 

 

○  ４月１３日(金)の情報ＬＩＶＥ ただイマ！「がんワクチン 治療 前線」は、

１回目なので、ぎこちなさがあるのはしかたないと思うが、全体的に内容が中途半

端で期待したものとは異なっていた。「金曜劇場」というドラマ仕立てで、木嶋佳

苗被告の裁判のニュースに触れていたが、唐突で、中味も薄かった。がんワクチン

治療に関する特集も、時間的に制約があり、主治医に相談することが必要だと結論

付けされていて、全体的に物足りなかった。また、「空中タイムキーパー」や原田

泰造さんの服装などにも違和感があった。今後の内容の充実に期待したい。 

 

○  ４月１０日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「覚悟を持って我が道を行く 

日本料理人・山本征治」を見た。伝統を守ることが基本の日本料理において、この

料理方法は本当に 上の料理方法なのかなど疑問を持ちながら探求している姿や

随所にちりばめられている斬新な発想などが大変興味深かった。食材だけではなく、

料理を化学反応にまで遡って学び、 新の実験器具を駆使して食材の可能性を突き
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詰めていく姿は、料理人というよりも科学者のような印象すらおぼえた。また、料

理とはその行為ではなくて、料理を食べる人のために もおいしい料理のしかたを

考え、提供する、その精神にこそ本質があるというポリシーにも大変感銘を受けた。

ただ、彼のプロフェッショナルとしての精神は大変うまく描かれていたが、料理方

法や内容は斬新過ぎて、料理そのものはあまりおいしそうに見えなかった。髪の毛

が長く、厨房で汗をかきながら料理する姿は、日本料理人のイメージからはかけ離

れており、不潔な感じがしたせいかもしれない。 

 

○  ４月１６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「絆が、希望を創り出す 困

窮者支援・奥田知志」は、今までにないプロフェッショナルを紹介しており、とて

も新鮮味があっておもしろかった。奥田氏は、支えたり支えられたりの双方向が絆

であると考えており、全員で将来のビジョンを共有する会議を開いたり、避難者を

受け入るプロジェクトを作ったりしている。普通の人でもできないことではないが、

プロであるからこそ、あそこまでリーダーシップを発揮し、引っ張っていけるのだ

と思った。 

 

○  「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、通常同じ人を取り上げることはないの

だが、４月１６日(月)の「絆が、希望を創り出す 困窮者支援・奥田知志」では、

ホームレスの支援活動を行ってきていた奥田さんを再度取り上げ、東日本大震災の

被災者の支援活動を追っていた。奥田さんの取り組みは、単なるボランティア、あ

るいは救済というものではなく、心の面からも救おうと懸命に活動する様子がにじ

み出ており、大変よい番組だった。 

 

○  ４月１９日(木)の仕事ハッケン伝「益子卓郎（Ｕ字工事）×パティシエ」を見た。

芸能人をたくさん集めてひな壇のように座らせ、意味がよくわからない意見を言わ

せるようなことはＮＨＫでは放送してほしくなかったが、リニューアルされて、ま

さしくそういう番組になっていた。また、修行を終えた芸能人が、よく 後に涙を

流すが、プロの仕事は甘いものではなく、今回もパティシエの力があって、店頭に

商品を置けたわけなので、全体的にうそっぽさを感じた。 

 

○  ４月１５日(日)の日曜美術館「破格のコレクター 大阪にあり～探訪！藤田美術

館の至宝～」では、なかなか一挙に見られない作品が見られ、とてもぜいたくな番

組だと思った。特に「曜変天目茶碗」は、すばらしい技術があり、格別の美しさが

映し出されていて、大変感動して見た。 
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○  ３月１９日(月)のハイビジョン特集「いつでもスタンバイＯＫ～彫刻家・外尾悦

郎 ガウディに挑む～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59）では、スペインの天才建築

家アントニ・ガウディが設計したサグラダ・ファミリア教会で、唯一の外国人彫刻

家として活躍している日本人の外尾さんの姿を追っていて、こんなすばらしい日本

人がいるのだと感心した。外尾さんは 後に「１００年間生きる方法」として８つ

のことを言っていたが、「恐れを払拭して先入観から脱却する」、「子ども心を忘れ

ないこと」などの言葉が印象的だった。また、「自分の人生に少しだけ寛大である」

こととも言っていて、気が遠くなるような年月をかけて取り組むことそのものが

“人生に寛大”であることの表れなのかと思った。日本人の女性が新たに弟子入り

を希望し、「生誕の門」の扉作りに挑む様子などを見て、日本は一体今後どうなる

のかと思わされる時代だけに、自分の思いにまっすぐに取り組む姿に大変感動を覚

えた。 

  

○  ３月２４日(土)のハイビジョン特集「井上ひさしとてんぷくトリオのコント」（Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 11:00～25 日(日)前 0:29）では、井上ひさしさんの作品を、歌舞伎の

中村獅童さんとお笑いタレントを起用し、三宅裕司さんの演出で再現していた。伊

東四朗さんなどの当時の証言なども加わり、ＮＨＫでなければできない番組だと思

って感動した。井上ひさしさんの言葉に対するこだわりを知り、笑うということ、

日本語を駆使しておかしさを出すということはどういうことなのかについて考え

させられた。 

 

○  ４月４日(水)の極上美の饗宴 シリーズ 日本美築いた仏（１）「奈良・中宮寺

“菩薩半跏像”」を見た。中京大学の湯浅景元教授が、半跏思惟（はんかしい）の

ポーズは、人体工学上可能かどうかについて、実際に学生にポーズをとらせ、一見

ゆるやかに見えるが本当はとても力が必要で、緊張感が融合しているからこそ美し

いと感じると話しており、大変興味深い内容だった。日本美術や仏像修理、彫刻、

写真家など、それぞれの専門家がそれぞれの立場で話す内容がとてもおもしろくよ

かった。剛力彩芽さんが奈良を訪ねていたが、彼女は自分なりに言葉を選んで発言

し、とても好感が持てた。ぜひ、彼女のようなすばらしいコメントが言える出演者

を発掘してほしい。 

 

○  今日は初めての出席になるので、ＮＨＫの番組を数多く見てきた。そのうえで、

全体的に感じたことを述べさせてもらいたい。ＢＳには世界の紀行番組や海外ニュ

ースなどがあるが、地上波の海外の情報は、アメリカや北朝鮮、中国などが中心で、

全体的に少ない感じがした。ＮＨＫには世界的なネットワークがあるので、その取
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材力を生かし、世界に学ぶという要素を増やしてはどうか。たとえば消費税の増税

に関して、世界各国の事例を紹介し、世界の知見のようなことを地上波でもっと伝

えてもいいと思う。また、ブータンの国王が鹿児島県志布志市の取り組みに注目し

ているという雑誌の記事を見て、大変興味を持った。地方都市にも日本を元気にす

るエピソードやニュースがあると思うので、地方発の情報発信をいっそう積極的に

行ってほしいと思う。 

 

○  「ためしてガッテン」は、有益な情報も多いが、 近、クイズ形式で、後半まで

引っ張る傾向が目立つ。内容自体に力があり、知りたい情報があれば、チャンネル

を変えてしまうことはないと思うので、早めに情報の内容を明かしてもいいように

思う。 

 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 
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