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平成２５年３月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１３日（水）、さっぽろテレビ塔会議室に

おいて、７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「神様の赤ん坊」について説明があり、放送番組

一般について活発に意見の交換を行った。 

続いて、４月の番組編成の説明と放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神社宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２５年度北海道地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○ 番組種別について、各種別の比率は決まっているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

平成２５年度全国放送の総合テレビの計画値は、教養 23.3％、教育が

10.5％、報道が 46.2％、娯楽が 20.0％となっている。平成２４年度分につ

いては、５月の審議会で改めて説明する。 

 

 

＜クローズアップ現代「パロディは文化？それとも違法？」 

(総合 2 月 19 日(火))について＞ 

 

○  同じパロディでも、前半は商標権、後半は著作権の話になっており、番組を２つに

分けたほうがよかったのではないかと思った。「面白い恋人」をめぐり石屋製菓と吉

本興業の和解に至るまでの経緯や、著作権の問題で、漫画やアニメを真似された側が
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どういう思いをしているのかについてもっと取材をしてほしかった。 

 

○  番組の中で、裁判における双方の主張を対じさせて取り上げていたところがよかっ

た。福井弁護士の「商標権はその商品を選ぶ際に間違いが生じないためにある」とい

う説明があったが、「白い恋人」と「面白い恋人」を勘違いする可能性は低いのでは

ないかと思ったので、この場合はどうなるのか、もう一歩踏み込んだ解説を聞きたか

った。番組全体としてはやや盛りだくさんで、理解しにくいところがあった。 

 

○  この番組は、裁判の和解を受けて急きょ作られたのだと思うが、タイムリーな番組

だった。裁判のやりとりの映像が分かりやすく、キャスターとゲストが、一般の視聴

者が感じるだろう疑問をうまくフォローしていた。特許や商標というのはもともと、

産業を発展させるために制度ができているのだと思う。その前提をしっかり伝えてか

らの話にしないと理解しづらいと感じた。論点があまりにも多く、消化しきれないま

まに進んでいってしまったことが問題だと思う。 

 

○  商品の違いだけを見ると「面白い恋人」は盗作にしか見えないという感じがした。

したがって、この問題と後半のフランスのパロディに対する考え方は別物であり、き

ちんと整理する必要があったと思う。今回の和解は、販売する領域を区分し、パッケ

ージも変えるということで一定の成立がなされたが、商標を争う事例は他にもあり、

企画する側の節度が非常に大事だと感じた。２６分の番組の中で、白黒をきちっとつ

けた整理というのは無理なのかもしれないが、このような問題を投げかけてくれたと

いう点では、非常に有効な番組だったと思う。 

 

○  「面白い恋人」をめぐる裁判は、裁判所が判決を出さずに、和解という幕引きにな

っていたため、私たち見る側に判断を問いかけている番組になっていた。パロディ商

品というのは、一見楽しそうで、消費者にとっては選択の幅が広がるものだが、モラ

ルや礼儀をわきまえて使ってほしいと改めて感じた。 

 

○  画家の模倣は創作活動の大きなツールとなっていて、パロディ、イコール文化とい

う話にはならないにしても、それによって新しい作品が生まれている。あらゆる商品、

著作物は次々と国内外に発表されていく、あるいは流通していくものなので、日本は

日本なりの基準を設けなければならない。さらなる説明を加えた番組に膨らませてほ

しい。一般の人にとって複雑なテーマを非常に分かりやすく説明していてよかったと

思う。 

 

○  一般的に難解で、身近ではない商標権や著作権の問題を、「白い恋人」対「面白い



 3

恋人」の裁判という、関心を持ちやすい話題で取り上げたのはよかった。ただ、パロ

ディと模倣を一緒に取り上げていて、商標権と著作権で角度を変えて説明していたた

め、頭の整理がつかなかった。商標権については、具体的な判例を示し比較すれば、

もう少しスムーズに頭に入ったと思う。一方、商標権に関する認識が日本は甘いとい

う事実があると思う。グローバル化の中で、特にアニメが次々と海外に出ていってお

り、日本がそうした財産を守っていくためには、こうしたことに広くいろいろな人が

関心を持たなければならない。今回の番組は、そうした問題提起をしたものと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

前半の商標権と後半の著作権で、混乱を招かないような配慮があるべきだ

ったとのご指摘は、反省すべき点だ。「クローズアップ現代」はスピード重

視の番組なので、この裁判の和解のタイミングが問題提起をするチャンスだ

と思って限られた時間の中で制作した。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２３日（土）の「懐かしのオホーツク～映像でたどるふるさとの原点～」(総

合 前 10:35～11:00 北海道ブロック)は、貴重な古い映像がしっかり残っていること

に驚き、感動した。また、地元出身の神田山陽さんの講談風の進行も、小気味よく非

常に分かりやすかった。他の放送局でもこのような昔の映像が残っているのであれ

ば、地域の人たちに喜んでもらえるし、北海道民としてこのような文化があったとい

うことが分かれば、面白く見ることができると思う。 

 

○  「懐かしのオホーツク」を見て、北見のハッカが世界のハッカシェアの７０％を占

めていたことや、結晶がないため万能薬として活用されていたという話を初めて聞い

て驚いた。なぜハッカ産業が衰退していったのかということについても視点を当てて

もらいたかった。 

 

○  ２月２２日（金）北海道クローズアップ「日本海のスケソウダラが消える？～でき

るか 海の資源管理～」は、水産資源を保護する動きがうまくいっていない原因のひ

とつを映像で明確に知らしめていた。漁師はできるだけたくさんとりたいと思うだろ

うが、資源を管理していかなければいけないという結論が明確に表れていてよかっ

た。資源量は正確に調査できているにもかかわらず、ＴＡＣ（漁獲可能量）が機能し

ていないということを、えぐるように指摘していた。世の中のおかしいところを淡々

と表現するということは、公共放送として非常に意義がある。 

 



 4

○  北海道クローズアップ「日本海のスケソウダラが消える？」は、国が定めた漁獲枠

が、科学的根拠を無視して短期的な漁業者の収入を確保することを優先した枠設定で

あったということに、本当に驚いた。しかもそれがまだ継続されていて、日本海のス

ケソウダラの漁獲量がかつての１０分の１という危機的な状況にあり、結果として漁

業者がじり貧の経営を強いられ、漁業という産業そのものが衰退して、永続性の道が

閉ざされようとしている事実を国が認めたということに驚いた。今回は日本海側の話

だったが、オホーツクや太平洋側はどうなっているのか。また、スケソウダラに限ら

ずほかの魚資源が同様の形になっているとすれば、末恐ろしい状況だと思う。北海道

の大きな産業のひとつである漁業の永続性に関わるということで、捨て置けない状況

だと認識した。 

 

（ＮＨＫ側） 

漁業者の陳情に呼応する形で議員が動き、水産庁が結果的にＴＡＣの数値

を上積みしていくといったところまできちんと裏付けができればもう少し

普遍的な話になったと思う。また、同じスケソウダラという魚種をめぐって、

漁業者の地域によっても、沖底と沿岸という取り方による利害関係が対立し

ており、その複雑さをもう少し提示できればよかった。 

 

○  ２月２２日（金）の北海道中ひざくりげ「小さな水族館の大きな夢～北見市～」は、

非常に小さい水族館に半年で１６万人もの人が来たということに驚いた。その原動力

となる若い２人の一生懸命頑張っている姿を丁寧に取材していてよかった。その若者

に対して行政サイドがどういう応援をしているか、どういう裁量を認めているのかと

いうことを見せてもらい、地域活性化のポイントを知りたかった。 

 

○  北海道中ひざくりげ「小さな水族館の大きな夢」は、展示型の水族館ということで

非常にユニークな存在だと思った。旭山動物園が示した、生き物の自然な生態を見せ

ていくという展示スタイルや、毎年、新しいものを取り込んで入館者を飽きさせない

工夫が、全国や道内の各施設に伝播していっているという意味で、旭山動物園の功績

は本当に大きいという感じを受けた。加えて若い２人が企画運営しているということ

にも驚き、若い感性で試行錯誤を繰り返しながら水族館を本当にいいものにしようと

取り組み、水族館とともに本人たちも大きく成長していっている姿に、ほほえましさ

を感じた。若い２人に運営させている町の立ち位置もすばらしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

施設の紹介はほかのメディアでもやっているので、水族館を運営する人た

ちの人間性をできるだけ分厚くしたいと思った。水族館に対する行政サイド
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の支援については、今後の番組づくりで検討したい。 

 

○  ３月１日（金）の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「届け！大地の

響き～北海道農民管弦楽団の挑戦～」は、総勢７０人の団員ひとりひとりの表情が

非常に豊かで、楽器に向かうときの満足感がうまくまとめられていた。このような

管弦楽団が北海道にあるということは誇りに思っていいと思う。ＥテレかＦＭでこ

の楽団の演奏を流してほしい。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「届け！大地の響き」について、地

域の後継者や農業者で作るバンドが町内のいろいろなイベントで演奏しているとい

うケースは各地にあるが、７０人もの規模の管弦楽団が結成されているというのは、

初めて知った。全道各地からどこに集まって、全体でどのような練習をしているのか

興味がある。農閑期の３か月間を楽器一筋に打ち込むという思い入れや、公演終了後

の団員の満足感、達成感が十分に伝わってきた。きっと、被災者のかたがたの心を癒

やし、背中を押すこともできたのではないかと思う。 

 

○  ３月８日（金）の北海道クローズアップスペシャル「冬の災害に立ち向かえ」に

ついて、暴風雪の恐ろしさを映像で見たり、ＪＲの不通や停電を経験したりしたの

で、身近な防災対策が大事だと感じた。番組で出てきた「防災合宿」は、私たちも

すぐに取り組まなければならないと思った。 

 

○  ３月９日（土）の「ＭＯＤＥＲＮ ＴＩＭＥＳ 北海道、昭和の彩り～建築家 田

上義也～」(総合 後 11:30～11:53 北海道ブロック)は、東郷青児やジョン・バチ

ェラーと関わりがあったという田上の人生が面白く、大変興味深く見た。建物を訪

ね歩くということを考えると、女性タレントではなく、技術の専門家か建築家を出

した方が、建物の解説をする上で、もう少し生きたのではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 若い視聴者層をターゲットに設定し、新しい層を開拓するという理由で女

性タレントを起用した。ご指摘のように、専門家を立てて、もっと長尺で展

開できる内容だと感じた。 

 

 

○  ３月１０日（日）のさわやか自然百景「厳冬 十勝川」は、オオワシやオジロワシ

が十勝川にも多く生息していることをしっかり紹介していた。また、川が結氷する過

程だけではなく、川霧や湖畔の木々の霧氷、サンピラーの幻想的な情景も映していた
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のがよかった。機材を持ちながら凍った川岸を歩き、撮影したテレビクルーの方々の

苦労を強く感じた。 

 

○  ３月１０日（日）の地球アゴラ「生かせ！おばちゃんパワー」は、陸前高田市の「な

でしこ会」の４人が、パラグアイ、チェコのおばあちゃんたちの活動の紹介を見て、

とても明るい表情をされていたのが印象的だった。海外のいろいろな情報が交換でき

るのは非常に有意義だと思った。 

             

○  ３月１１日（月）の「地球テレビ エル・ムンド」は、震災後、各界の著名なプロ

フェッショナルがどのような活動をしたかをまとめた番組で、すばらしかった。中で

も、建築家の山本理顕さんと内藤廣さんの話に感動し、各地域で復興がよりよい形で

未来に向けて進んでいくといいなと思った。 

  

○  ３月１１日（月）の「特集 明日へ～支えあおう～東日本大震災から２年」(総合 前

10:05～11:00)では、宮城県亘理町から北海道伊達市に移住したイチゴ農家のリポー

トが放送されたが、再起を懸けて自立を目指している姿を、全国の人に見てもらった

のがとてもよいことだったと思う。今後も本人や実家に残っているお父さんのことを

伝えてもらいたい。 

             

○  震災から２年を迎えるにあたり、「ＮＨＫニュースおはよう日本」や「ＮＨＫスペ

シャル」の中で、避難生活を送っている実情や原発の事故処理の現実をたくさん伝え

ていてよかった。復興が進んでいない様子を見て、私たちが送った義援金がどのよう

に使われているのか疑問を感じたので、その情報を発信してほしい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

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

 

２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２０日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。  

 会議では、まず、「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年度北海道地方向け地域放送番組編集計画

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

旨、答申することを決定した。 

 続いて、放送番組一般について、活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神社宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成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＞ 

 

○  朝の時間帯に、４時半、５時、６時、７時と同じニュースを繰り返しているが、

ＮＨＫのニュースに対する考えはどうなっているのか。そのコンセプトを教えても

らいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

時間帯の特性に応じた作り方をしている。朝の時間は、起きてから出かけ

て行くまでの時間であり、非常に短いサイクルで生活リズムが動いていると

いうことがいろいろなデータから出ている。そのため、短いサイクルで見て

もらうことを念頭に置き、どこから見てどこで見終えても、ある程度の情報
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は得られるような内容になっている。一方、夜間の番組は最初から最後まで

見てもらい納得してもらえる作りにしている。 

 

○  世界各国で、中国のＣＣＴＶの露出が非常に強く、逆にＮＨＫの放送があまり流

れていない。中国の解釈が相当なインパクトを持って世界に流れているので、外国

の方がその影響を強く受けているのが問題であるとも言われている。わが国を代表

するＮＨＫの海外での露出や、日本の国益の考え方をより広くアピールする内容の

ものが求められているのではないかと思うが、その辺りの取り組みはどうなってい

るのか。海外にいる日本人向けというよりは、海外の人々に強くアピールできるよ

うな発信をしてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

       「ＮＨＫワールド」が国際放送としてどう力を入れていくのかというご期

待のお話だと思う。国際放送も視聴者の数を増やし、世界各地のケーブルテ

レビやホテルで受信してもらえるように動いている。「ＮＨＫワールド」で

は、テレビは英語放送、ラジオは多言語で展開している。ご指摘は国際放送

に改めて伝える。 

 

 

＜「平成２５年度北海道地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  函館局の説明にあったように、２年後の新幹線延伸により、観光客がどのような

形で北海道に流れていくのかということを、観光業者だけでなくいろいろな経済関

係者が興味を持っているので、ぜひ取材してほしい。 

この１年、「ダーウィンが来た！生き物新伝説」や「北スペシャル」で知床の自

然やクマを数多く取り上げてもらい、観光の後押しをしてもらった。今後も支援を

お願いしたい。 

 

○  各局の説明を聞いて、全道的に過去の映像の掘り起こしというのが共通のテーマ

だと思った。 

 

○  「地域貢献に取り組みます」と書いているとおり、地域の取材力を落とさないよ

うにしてほしい。特に緊急報道体制のシミュレーションというのをしっかりやって

もらいたい。 

 

○  ニュースの全道発信を強化するのはいいことだと思うが、自治体の予算審議の時
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期など、特定の地域の人に関わるニュースがある時は、臨機応変に対応してほしい。 

 

○  高速道路の発達や新幹線延伸により時間的距離がますます短縮されることを考え

れば、オール北海道でニュースを知識として得るということは非常に大事だと思う。

特に、新幹線の延伸を見越して、札幌圏と仙台圏の交流が始まったところなので、

青森をはじめとする東北地方の動きについてもいろいろな情報を放送することを期

待している。 

 

○  北海道が世界に打って出るようなものについての取材、番組作りを積極的にやっ

てもらいたい。未来に向けて希望と安らぎを届け、顧客満足度を上げることを徹底

してほしい。 

 

○  北海道は観光に期待感を持っており、行政、産業界が熱心に取り組んでいる。た

くさんの外国からの観光客と交流を持つために、中国語や韓国語の日常のあいさつ

など、基本的な言葉を学べる短時間の番組があるといいと思う。また、北海道を訪

れた観光客が、どのような印象をもったかということに関心があり、ぜひ取材して

ほしい。 

  

○  今年、旭川局が開局８０周年を迎えるということで、地元に住む人たちが地域を

知る上で役立つようなイベントを期待している。また、経済面について、旭川駅周

辺の開発が進んでいるが、従来からある商店街と、新しく造られる大型ショッピン

グセンターをどのように共存させていくのかを報道してほしい。 

 

○  ニュースの全道発信を増やすという一方で、天気予報のように、地域を細分化し

て身近な情報を伝えるべきものもあるので、必要に応じた放送をお願いしたい。 

 

○  金融界でも新幹線を契機とした、東北の金融機関との相互連携や活性化に向けて、

お互いにできることを考えているが、ＮＨＫでも北海道と東北でそれぞれの文化や

見どころなどを放送し、相互理解や交流を後押ししてほしい。海外についても同様、

北海道は、タイや台湾などからの観光客に非常に期待しているが、北海道の人も相

手の国のことを理解するという情報提供があっていいのではないかと思う。 

 

○  諮問された「平成２５年度北海道地方向け地域放送番組編集計画（案）」につい

ては、委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを

前提に、番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 
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○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１８日（金）の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「５０年目の

初トライ～北見北斗・フィフティーンの人生～」は、選手たちの人生を散りばめな

がらよく撮影されていたが、奈良県の天理高校の選手と交流している場面も番組に

盛り込んでいたら、もう少し厚みのある番組になったのではないかと感じた。 

 

○  １月２５日（金）の「ネットワークニュース北海道」を見て、タンチョウが特別

天然記念物に指定されて６０年もたっているのに、その生態がよくわかっていない

ことを不思議に感じた。構成を工夫すれば情報をもう少し盛り込めたのではないか

と思った。 

 

○  ２月８日（金）の北海道クローズアップ「揺れる“国境”の島～北方領土 色丹

島民の本音～」は、ロシア人のカメラマンを使ったということで、今まであまり聞

いたことがない色丹島民の思いを知ることができた。「日本人と一緒に島に住んで

もいい。」と言う島民を見て、領土交渉を現実的に進めていけるのではないかと思

った。できればもう少し、一般の方にも分かりやすく、説明の時間を長くしてほし

かった。 

 

○  北海道クローズアップ「揺れる“国境”の島」は、新しい視点で作られていて、

北方領土の問題は、国家主権の観点とともに、生活圏からの発言が大切だという解

説も示唆に富むものだった。領土の問題は未来の共通の利益をどう作るかという視

点が大切だと思う。ただ、ビザなし交流や日本政府の働きかけがどういう形でこの

問題に影響を与えているのかについて言及がほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「揺れる“国境”の島」は、「ロシア人スタッフが取材し

た」と一言入っていたが、普通の人は意味が分からないと思う。ロシアの主権のも

とにビザを取って取材するのはけしからん、という日本政府の立場がある故、日本

人は北方領土での取材は全くできないという事情について、視聴者に伝えることが
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大事だと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「揺れる“国境”の島」を見て、色丹島が返還されたとき

に、ロシア人の島民 2,000 人が、日本の人口減少による労働力不足の課題解決の糸

口になるのではないかと思った。ただ、歴史的な背景をもう少し説明した方が番組

の理解が深まったのではないかと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「揺れる“国境”の島」は、日本との連携を求める島民と、

緊張が高まることでロシア本国から関心を向けさせようとする人々の２つの対立軸

を示していて分かりやすかった。水産加工会社が２つしかなく、港も荒れていて物

資も少ない島の現状を、今までよりも踏み込んだ形で見せてくれた。領土問題は非

常に関心が高まっており、これからは政府の対応も番組作りに盛り込んでほしい。 

 

○  北海道クローズアップ「揺れる“国境”の島」は、開発が最後になっている色丹

島の現状や、常に不安にさらされている島民の心情がよく取材されていた。ロシア

の子供たちが一様に「ここは私たちの領土」と言う姿を見て、色丹島を故郷とする

人たちが島民のほとんどを占めるという中で、領土問題の難しさや交渉そのものが

困難になってきていると改めて感じた。根室管内で過疎化や元島民の高齢化が進ん

でいる一方、色丹島のロシア住民も未来を見出せないでいる姿を見て、双方が同じ

ような状況にいるという不幸を強く感じた。 

 

○  ２月１５日（金）の北海道発スペシャルドラマ「僕が父親になるまで」（総合 後

7:30～8:43）を見て、先月の番組審議会で指摘した「神様の赤ん坊」の不自然な部

分を理解できた。全国放送の「神様の赤ん坊」は吉田栄作を主人公に、観光地・函

館の映像をふんだんに使うという宿命を持っていたからかもしれないが、ドラマと

しては北海道向けのほうが面白かった。 

 

○  北海道発スペシャルドラマ「僕が父親になるまで」は、「神様の赤ん坊」で省略

されていた部分が見事に埋められており、この番組を全国放送したほうがよく理解

してもらえたのではないだろうか。 

 

○  北海道発スペシャルドラマ「僕が父親になるまで」は、それぞれのカップルの持

つ心情がよく理解できて、すっきりした。流れがきちんとつかまえられるという意

味で、アナザーストーリーである「僕が父親になるまで」の方がドラマとしてはよ

くできており、最初から２時間番組でやるか、放送を２回に分けるというやり方も

あったのではないかと思った。 



 6

 

○  ２月１６日（土）の「北海道 100 年ニュース」は、大変すばらしい映像で、１回

で終わらせるのはもったいないと感じた。ゲストの意見を聞きながら映像を見せて

いくというスタイルではなく、昔の映像を見てもらい、当時の出演者に思い出話を

語ってもらうとか、面白いコメントをもらうなど、視聴者が参加できる構成になる

といいのではないか。世代間の交流があって時代を楽しむことができ、さらに地域

局の存在が生きると思うので、今後もこの番組を続けてほしい。 

  

○  ３月８日（金）の北スペシャル いくぞ～！北の出会い旅「第２１回 おい！ス

ター登場 厚岸」は、白いソフトクリームをバニラではなく「ミルク」という理由

や、吉幾三さんの料理により、地元の食材に付加価値をつけて提案していた点はよ

かったが、風景やそこに住む人々など、地域の魅力の発信が物足りなかった。 

 

○  ２月９日（土）のすくすく子育て「シングル子育て」は、現状に合った内容で、

講師である恵泉女学園大学大学院教授の大日向雅美さんのコメントがすばらしかっ

た。これからも教育的な配慮にあふれたよい番組、よいアドバイスで、子育て中の

お母さん、お父さんだけでなく、おじいちゃんやおばあちゃんも支援してもらえた

らありがたいと思う。 

 

○  ２月１０日のＥＴＶ特集 「音で描く賢治の宇宙～冨田勲×初音ミク 異次元コ

ラボ～」は、80 歳になった冨田さんの変わらない創作意欲と革新的な創造性には天

才的なものを感じた。新しいものをどんどん取り込むところがすばらしかった。 

 

○  ２月１０日（日）のラジオ第１「歌の日曜散歩」は函館からの生放送で、公開放

送を見に行った。全国各地から６０人ほどのファンが訪れており、本当に心和む番

組で感心して聞いた。ＮＨＫの長い歴史の中で積み重ねてきた、視聴者を大事にす

るこの番組を、引き続き私たちとしても大事に育てていきたいと思った。 

 

○  インターネットで「ＮＨＫワールドＴＶ」を見る機会があり、ニュース番組はも

ちろん、北海道の自然や施設等についてもたくさん放映されているということが改

めて分かった。今後も一層の充実をお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 北方領土の取材は、釧路局のディレクターがサハリンに行き、現地のカメ

ラマンに日本のドキュメンタリーの撮り方などの打ち合わせを行った後、そ

のカメラマンに色丹島に行って取材してもらった。今後もこのやり方を継続
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しながら映像を蓄積していき、領土問題の動きに合わせて、さまざまな番組

を展開していこうと思っている。 

 

「北海道 100 年ニュース」は、新年度も何本か放送する予定でいる。今回   

は、番組を最初から最後まで見てもらうというスタイルではなく、個別のニ

ュースを雑多に提示することで、番組を通して物語的な意味をつけないとい

うようなものを狙って作った。今後も試行錯誤して、アーカイブスの可能性

を追求した番組を作っていきたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

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

 

１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１６日（水）、札幌放送局において、１０

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、プレミアムドラマ「神様の赤ん坊」について説明があり、放送番組

一般について活発に意見の交換を行った。 

続いて、２月の番組編成の説明と放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

 

（主な発言） 

 

＜プレミアムドラマ 札幌局発地域ドラマ「神様の赤ん坊」 

(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 12 月 23 日(日) 午後 10:00～10:59)について＞ 

 

○  イルミネーションの輝くクリスマスイブの函館が舞台ということで、夜景を含め、

背景がきれいで番組を非常に盛り上げており、楽しんで見ることができた。若いカッ

プルについては謎に包まれた部分が多く、視聴者に解釈を任せる部分もあったと思う

が、全体として退屈しないで見られた。 

 

○  導入部分から少しの間、主人公のせりふを聞き取れなかったが、構成や作者の意図

が伝わってきて、まとまりのあるよいドラマだと思った。登場人物それぞれの心情が、

控えめで静かな演技力に支えられて非常に光っていた。全体に物静かに淡々とドラマ

が進んでいくため、函館市内を走る路面電車の動きや音などが、一層引き立ち、いつ

もとは違ったアングルからの函館山や、線路の視点から見た風景などがとても新鮮で
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印象に残った。ただ、ラストシーンで 2 組の夫婦が坂道の交差点の真ん中で分かれる

シーンが不自然という気がした。 

 

○  いくつかの場面でストーリーが省略されており、視聴者に想像させる作りになって

いた。例えば、運転手である主人公が電車の中に置き去りにされた赤ちゃんを連れて

きたのに、上司が警察に届けることなく進んでいくことや、島崎拓海がバスに乗り遅

れてヒッチハイクで函館に来るのを、トラックの助手席に乗っているワンシーンだけ

で示していることがやや短絡的だと感じた。また、設定が１２月にもかかわらず、赤

ん坊の足や腕がそのまま出されていて、もっと気配りすべきではなかったかと思う。

来月放送が予定されているアナザーストーリー「僕が父親になるまで」では、これら

が補足された形で構成されることを期待したい。人間の絆という意味では、非常に感

動的なドラマだった。 

 

○  「函館の美しい映像を見せて、イブの夜に涙を」というドラマの意図は分かるが､

ストーリーの設定に無理があり、最後まで見るのが辛かった。なぜ若い２人は見知ら

ぬ土地である函館に来て出産するのか、なぜバイトのために函館から遠い小樽まで行

くのか、なぜ彼女からのメールに一切答えようとしないのか、なぜ出産後 1 週間で元

気に走れるのかなど、次々と疑問が浮かんできた。６０分に収めるために省略したの

かもしれないが、原作がどうなっているのか知りたくなった。頭の中で「なぜ」がい

っぱいになり、見るのがしんどかった。 

 

○  ドラマを見た近親が、「細部の設定に説得性がなく、物語の中に入って行けなかっ

た」、「ドラマというのはそもそも矛盾に満ちているもので、そこには目をつぶってス

トーリーに乗ってしまうことが大切」などと言っているのを聞いて、ドラマには、い

ろいろな感想があって、会話が弾み面白いと感じた。私は、携帯電話を使ってえん曲

かつ間接的にコミュニケーションをとる２組の男女を描く中で、「因習めいた日本的情

緒から切れている」という北海道のイメージと異なる、新しい構造を作っているのか

と思った。 

 

○  役者さんの演技や景色は大変よかったが、若い２人がなぜ赤ん坊を産む場所を函館

にしたのかという理由が最後まで分からないため、物語に致命的に入りづらかった。

景色を映し過ぎているため、1 時間で２組の男女について語るには無理があり、結局、

双方の男女が都合よく動かざるをえなくなっていた。多数の意見を聞き過ぎて、書き

手側が混乱したか、折れたという印象が強く、企画と景色と役者を先にそろえて、後

からせりふを当てたという感じがした。「ずっとおれのそばにいてくれ」というラスト

のせりふは必要ない。何も話さずに２人で坂を下りていく後ろ姿で伝えるのが、役者
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の仕事だ。監督、俳優、脚本家が、それぞれ互いの仕事に対して信頼を持っていない

と、散漫になったり冗舌になったりする。今回は観光番組なのか、ヒューマンドラマ

なのか、非常にあいまいだった。 

 

○  市電からの街並みや函館山からの眺望をきれいに映していて、函館の観光のために

大変よかったと思う。ただ、なぜ渡辺早智が函館で子供を産んだのかが最後までわか

らず、岩館修一と瑞恵の子供をめぐる過去についても、番組前半から引っ張ってきた

にもかかわらず「若くて生活の自信がなくてあきらめた」といった一言で終わってし

まった。拓海が小樽から函館に向かう際に、なぜ都市間バスやＪＲを使わずに深夜バ

スを利用していたのかも分からなかった。２月１５日北海道地方で放送予定のアナザ

ーストーリー「僕が父親になるまで」に期待するが、北海道以外の人は、「なぜ」が分

からないままで終わってしまうのは残念だ。 

 

○  私は、ドラマが矛盾に満ちているということを理解しながら見るタイプで、楽しく

見た。しかし、指定番組ということで再度、番組を見直したところ、「なぜ函館で出産

か」という一番の謎をはじめ、営業時間外で客を乗せていいのか、なぜ１２月２４日

なのに小樽にも函館にも雪がないのかなどの疑問点が出てきた。主演の４人の演技や、

赤ちゃんの表情がうまく撮れていたのはよかった。 

 

○  番組の宣伝がたくさんされていたので期待を持って見たが、1 回見ただけでは感興

があまりわいてこなかった。一番の見どころはこの４人のそれぞれの心理描写だと思

うが、物足りなかったという印象を持った。「試されるのは信じる心」というのは、現

代人のだれにも通じることであり、ドラマのテーマとしては非常によかったとは思う。

しかし、タイミングよく言葉や映像をつないだだけではそれが十分には読み取れず、

不可解な部分が見えてきてしまったのだと思う。 

 

○  他の委員と同様、「なぜ、なぜ」の固まりだったのが､最後はドラマということで自

分の中に落とし込んだ。時間の使い方としてエンディングがあまりにあっけなく、違

和感があった。若い２人が何を思っているのか、あるいは何に葛藤しているのかとい

うのが全く分からず、この２人はいらないのではと感じた。吉田栄作の演技には、ぐ

っと来るものがあり、エンディングで奥さんに向かって、「ずっとそばにいてほしい」

と告げる場面がハードボイルドの最後のような感じでよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

２組の男女を追ったところに最大の問題があり、できるだけ中年の夫婦の

話に集約するような形になった。その結果、赤ん坊を捨てるまでのシーンで、
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最小限必要な要素を収めた短いカットが続くことになった。ドラマを作るに

は脚本の段階で精緻に作っていかないといけないと感じている。「僕が父親

になるまで」は、若い２人に焦点を当てるので、いくつかの謎が解けもう少

し疑問なく見てもらえるかと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２１日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「宝の島の大空

へ～航空写真家・清水武男～」は非常にわかりやすい構成で、すばらしい航空写真に

感心した。ナレーションが番組に合っていて、見事にまとめられていた。 

 

○  １２月２１日(金)の北スペシャル いくぞ～！北の出会い旅「第２０回 吉様は赤

ん坊」は、プレミアムドラマ「神様の赤ん坊」の番組ＰＲが少し多過ぎたのが気にな

った。 

 

○  １月３日(木)の「“不思議の庭”の野菜たち」は、一つ一つの野菜がこれまで見た

ことのない姿で目の前に示されて非常に驚いた。ニンジンの立派なひげ根やアスパラ

ガスの頑丈な根など、どの野菜も存在感と生命力にあふれていることが画面から伝わ

ってきた。 

 

○  「“不思議の庭”の野菜たち」は、野菜の成長から死までを、我々が気づいていな

い部分の写真を通して、見事に１ページにまとめ上げる技術力がすばらしいと思った。 

 

○  「“不思議の庭”の野菜たち」は、テロップがしゃれていて良かった。１年間撮り

ためた写真を並べて１枚の作品にまとめていく過程で、その苦悩から涙を流す奥田實

さんを見て、よくここまで撮ったなと感じた。 

  

○  「“不思議の庭”の野菜たち」は素朴な奥田さん夫妻が自然とともに生きている姿

をとらえていて、非常によかった。特に、芯をくり抜いたリンゴの中に蜂蜜を入れて

焼き上げたシーンが印象に残った。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「宝の島の大空へ」と「“不思議の

庭”の野菜たち」は、北海道と写真家との幸福な関係を描いていた。写真家である清

水さんと奥田さんが共に、一定の年齢になってから身近なところに価値を発見してい

くところが面白いと思った。ただ、「宝の島の大空へ」では言葉がやや大仰で作り手
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の思いが多少空回りしていたと感じた。「“不思議の庭”の野菜たち」では、一般的

に人を表す名詞の後につける「たち」を、野菜の後に使っていたのが気になった。 

 

○  １月１１日(金)の北海道クローズアップ「２０１３ 社長たちの世界戦略」は、北

海道の経営者がさまざまな分野で頑張っていることや、世界に誇るすばらしい技術が

あることを分かりやすく説明していて、とてもよかった。スタジオの作りがいつもと

違って新鮮だったが、アナウンサーの服装が寒い冬にはふさわしくないと感じた。 

 

○  北海道クローズアップ「２０１３ 社長たちの世界戦略」では、各企業の戦術の比

較を大変面白く見たが、よく知られている企業の紹介で終わっていた。企業の成長を

さらに高め、海外展開を押し進めるには、経済団体や行政の役割が必要になるので、

その動きについても焦点を当ててほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「２０１３ 社長たちの世界戦略」では、４人の企業経営者

の気概がすばらしかった。ただ、北海道の経営環境が厳しいということを強調し過ぎ

ではないかと感じた。特に、クリプトン・フューチャーは、北海道に制約やしがらみ

がないということで成功したのではなく、アイデアと技術があればどこからでも世界

に出ていけるのだということの証左なのだと思う。 

 

○  １月１１日(金)の北スペシャル「知床ヒグマ 母と子の渚（なぎさ）」は、ヒグマの

生態の一端を知ることができて、非常にすばらしい番組だった。子グマの愛らしさや

母グマの愛情に新鮮な感動を覚えた。ただ、語りが映像より先に説明を加える部分が

いくつかあったのが残念だ。 

 

○  １月１２日(土)の「アナブロスペシャル」は、ＭＣの岩尾亮さんのコメントがすば

らしく、またＢＧＭの選曲が最高でとても楽しかった。ただ、「４０歳で独身である

こと」をことさら強調していたのが気になった。 

 

○  １月６日(日)のさわやか自然百景「北海道 余別川」は、緻密に時間配分を計算して

いる番組だと感心した。サケマスの類が、あるがままの自然の中ですみ分けを行って

いることがよく分かった。川の上流まで道なき道を登って撮影するのは大変だったと

思うが、水中でのアメマスの産卵の様子がよく撮れていてすばらしかった。 

 

○  さわやか自然百景「北海道 余別川」は、流れをせき止めるような人工物がないた

め原始の姿を残していて、生態系として非常に面白いと感じた。短い川にサケ類がた

くさん生息していて、命のつながりをコンパクトにまとめていて感動した。 
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○  さわやか自然百景「北海道 余別川」は、アメマスが小さな滝をジャンプしながら

上っていく姿に感動した。 

 

○  １月１３日(日)の「ＮＨＫニュースおはよう日本」７時台で、羅臼沖の５０頭以上

のトドの群れを水中撮影した映像に見入った。トドには、海の害獣というイメージが

あったが、海中での愛嬌のある行動や、親近感を持ってカメラに近寄ってくることに、

今までとは違う印象を持った。氷点下の海中で撮影したカメラマンに敬意を表したい。 

 

○  １２月２３日(日)ＮＨＫスペシャル「日本国債」は、関心を持ちづらいテーマを、

ドラマ仕立てで飽きさせずに分かりやすく説明していた。国債については、専門家で

も「大変だ」という人と「心配ない」という人に分かれるのだが、番組では客観的な

事実や数字を取り上げていて、現状認識ができる内容だった。最後に「入るを量りて

出ずるを制す」という言葉が出てきたが、この指し示すところが視聴者に伝わってく

れればと思った。 

 

○  １月６日(日)から始まった大河ドラマ「八重の桜」は、映像がきれいで子役の演技

もすばらしいと思うが、いくつか意味のわからない会津弁があったので、説明が欲し

いと感じた。 

 

○  大河ドラマ「八重の桜」は、子役が愛らしく、この子役の出演が第２回で終わって

しまうのが残念だ。 

 

○  １月６日(日)ＮＨＫスペシャル「父と子 市川猿翁・香川照之」は、２人の挑戦や

舞台に懸ける意気込みが見ごたえがあり、楽しませてもらった。 

 

○  札幌局のホームページで、「北海道クローズアップ」のところに真冬の節電対策の

動画があり、このような形で過去の番組をホームページ上で利用できることを初めて

知った。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「宝の島の大空へ」の章立

ての言葉は、清水さんに敬意を表して著書の中のキーワードを取り上げて使

ったのだが、説明不足だったかもしれない。「コメントが大仰である」とい

うのは、ディレクターの気持ちが少し入り過ぎたところもあったかと思う。

この辺りは今後気をつけていきたい。 
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平成２４年１２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１９日（水）、ホテルモントレ札幌にお

いて、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「脳内ドキュメンタリー 考える人」について説明があり、放送番組

一般について活発に意見の交換を行った。 

続いて、１月の番組編成の説明と放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神社宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

 

（主な発言） 

 

＜「脳内ドキュメンタリー 考える人」 

(総合 12 月 8 日(土) 午後 11:30～11:58)について＞ 

 

○  一流の仕事人の頭の中をのぞくということで、非常に興味を持って見た。 も強く

印象に残ったのは、坂川栄治さんが街を散策しながら、居心地のよさの“なぜ”を分

析していたことだ。私も日常の暮らしの中で、ただ漠然と感じて通り過ぎてしまうの

ではなく、そのなぜを立ち止まって考えるようにしてみようかと思った。また、芸人

の又吉直樹さんは読書家で、非常に落ち着いた語りをする方だった。又吉さんの問い

かけに答える坂川さんの語り口調もとても自然体で、人柄が伝わってきた。自由な雰

囲気が番組全体にあって、見ている側もゆったりと心地よく見られて、大変おもしろ

く、よい番組だった。これから、いろいろなプロの「脳内ドキュメンタリー」を見せ

てもらえるように期待している。 
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○  装丁で本の売り上げが変わるということは聞いたことがあるが、自分が本を選ぶと

きにおもしろそうだと思って手に取った本が、実は“心地よい”という切り口で、手

に取らされてレジまで本を持って行かされていたのかもしれないということを知っ

た。出版社の要望に対して、たくさんあるイメージの引き出しの中から短時間で答え

を出していくという、めったに見られない打ち合わせの様子を本人が見ながら解説す

るというのが、非常によかった。又吉さんは、坂川さんの本質的な人のよさを引き出

していたが、もう少し「どうしてそのような興味がわくのか」を掘り下げてほしかっ

た。また、今まで概念がない新しい本を出すときや、出版社側のコンセプトがもとも

と悪い場合にどのような打ち合わせが行われるのか、どのように考えられるのかも知

りたかった。全体として完成度が高く、非常に楽しく見せてもらった。 

 

○  まず、「脳内ドキュメンタリー」という番組で、装丁家を取り上げるとは思ってい

なかったので、びっくりした。坂川さんという北海道出身の方を今回初めて知った。

どの本にも共通する個性というものがなく、１冊１冊が別物で、全然違う表情の装丁

をしていることに敬服した。１つ１つのアイデアを１枚の表紙の中で組み合わせてい

くことによって、深みを持つような変化があることに驚き、実に鮮やかな衣替えだと

感じた。際立った一つの芸術性を持った仕事であり、感心させられた番組だった。 

 

○  番組を見て、本屋で本を買っていないことに改めて気づいた。普段、書評を見てネ

ットで注文して、どこにも行かないで本を読んでいるので、装丁家の人には申し訳な

いという思いを強くした。ある登場人物の実際の仕事を撮影して、その当事者にイン

タビューをしながら、頭の中で何を考えていたのか説明させるというのは、テレビに

しかできないおもしろい手法だと思って見た。「文学とミステリーの中間」や「ポッ

プとフォーマルの間」といった編集者の要望一つ一つに対応している様子がよくわか

った。「装丁って、デザインプラス心理学」という言葉や、「世の中って、ちょっとし

たことででき上がっているんだ」「人を気持ちよくさせるちょっとしたこと」など、

なるほどとうなずける言葉があった。ただ、放送された時間帯で見ている人がどれぐ

らいいるのか気になった。地域放送番組ならば、北海道出身ということ以外に、坂川

さんがふるさとに非常に熱い思いがあって、ふるさとの関係でいろいろなことに取り

組んでいることの紹介があったら親しみがわいたと思う。番組を見終わって全国放送

かと思ったので、その意味では残念だ。番組としては非常におもしろかった。 

 

○  坂川さんが、「ベストセラーにするのであれば坂川さんに頼め」と言われるほど出

版界の有名な方だというのは知らなかった。私は、作家で本を購入することが多く、

表紙の良さで読者に本を買ってもらうために装丁しているということを初めて知っ
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た。幅広い視野を持ち、日常の暮らしの中から物事を分析・考察し、日々頭の中に詰

め込んでいるからこそ、編集者からタイトルや本の内容等を聞きながら、わずか１時

間足らずで、ある程度のデザインができ上がるということは、さすがプロだなと感心

した。内容はよかったが、もう少し多くの人に見てもらえる時間帯に放送してほしい。

「プロフェッショナル 仕事の流儀」と重なって見えた。 

 

○  今回の番組は、思考の過程を本人が解説していくということで、分かりやすかった。

ただ、坂川さんはアイデアの引き出しが多い人で、凡人とはちょっと違うので、番組

を見て何かを学ぶというのはなかなか難しいと感じた。仕事以外の時間の使い方から

ヒントを得ているというところは楽しく見た。ただ、和田誠さんや安野光雅さんのよ

うにイラストレーターや画家が装丁する場合、パターンで訴えかけてくるという仕事

もあり、装丁という世界を、純粋に商業美術と割り切りたくない人たちもいると思う。

だから、又吉さんが「装丁という仕事を、例えばデザインの仕事と比べてどういうふ

うに位置づけているのですか」ということを坂川さんに問いかけるなど、装丁の仕事

そのものを客体化、相対化する一言があると、ちょっと引いて見られたかなと思う。 

 

○  坂川さんの人となりをうまく引き出して、自分はあまり前に出ない、自分の仕事内

容を心得た又吉さんの進行が心地よかった。装丁家と編集者の限られた時間の打ち合

わせで繰り広げられる脳内の動きや思考の方向が理解できた。打ち合わせにやたらと

時間がかかると作る側の呼吸が乱れてしまうので、打ち合わせを１時間で完了させる

だけの技量を磨いてきた達人の姿勢に脱帽した。番組途中で建物の直線と木々の曲線

について話していたが、これは何か物を作るという、それまでそこになかったものを

生む仕事をしていると、大変響く。直線と曲線というのは大変いいキーワードだった。

ただ、気になったのは、本を読まないでデザインするというところだ。言い切ってし

まうと、書き手に失礼だなと思う。そう言い切るには、編集者が相当優秀でないと無

理なわけで、このやり方ですべてがうまくいくとは思わない。「ベストセラーなら坂

川さんへ」と冒頭ではっきりと言い切ったが､今は違うのではないか。 

 

○  初から買ってもらう、レジまで持っていってもらうというマーケットのことまで

考えている坂川さんは、プロフェッショナルだと思った。出版社との打ち合わせで、

無理難題を言われているのに、たった１時間でまとめあげるというのは、 初から話

ができているのかと思うほどだった。引き出しをすごくたくさん持っていて、すばら

しい才能をお持ちの方だと思った。番組はうまくまとめられており、あっと言う間に

後まで行ってしまったという感じがした。また、芸人である又吉さんも坂川さんの

話をうまく引き出していたと思う。 
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○  装丁の世界も、坂川さんという方も知らなかったが､とても楽しく見た。驚いたの

は、打ち合わせを撮らせることだ。これから売り出そうという戦略もあってそういう

場面を設定したかもしれないが､創作の過程を見せるのはすごい人だと感じた。また、

編集者が坂川さんの質問に非常に滑らかに答えていて、この本についてはいろいろと

考えてやってきているという優秀さがすごく印象的だった。いよいよ装丁ができて坂

川さんが文字を切り取っている時に、「脳から指先に連絡してこういうことをしてい

る」という表現があったが､脳内のものをいよいよ形にする現場が見られて、非常に

おもしろかった。 

 

○  「脳内ドキュメンタリー 考える人」というタイトルがおもしろく、又吉さんが出

てきたので、全国放送かと思った。『ＴＵＧＵＭＩ』や『ソフィーの世界』など、な

じみのある本が出たので、ブックデザインのヒットメーカーだということがひと目で

わかり、引きつけられた。デザインという感覚的な仕事を見せるのはかなり難しいの

ではないかと思っていたが、編集者とのやり取りで事もなげにイメージが具体化して

いく過程や、デザインが決定していくプロセスをＶＴＲで見せてくれたのは、成功し

た手法だと思った。画面をＶＴＲ、又吉さん、坂川さんの３つに分割して、又吉さん

の質問と坂川さんの解説を同一画面で見ることでよりリアルかつ効果的に伝わった

と思う。後半は、坂川さんの発想の原点や感覚に迫る内容だったが、「居心地のよさ

をすべてのものの基本にする」という言葉が、強いメッセージとして伝わってきた。

ブックデザインという身近な素材を通して、デザインの決定過程やそのノウハウを見

ることができ、デザインを志す人にも参考になったのではないかと思う。 

 

○  書店で本を買うときに、表題や表紙、あるいは帯のキャッチみたいな文言に大きく

左右されているのだと改めて認識した。手に取らせることを意図して装丁され、それ

にまんまと乗せられているという悔しさを感じた。しかも、坂川さんが本を読まずに

ヒアリングだけでデザインを決めていくということで、それにはめられているのもま

た悔しいという気がした。非常にマニアックな、興味深い番組だった。そもそもデザ

インというのは、感性で作るのだろうと勝手に思い込んでいたが､この番組を見ると、

感性も重要だが、心理学的な論理性を持って組み立てていることに驚いた。編集者と

やり取りしながら、どの場面でどうひらめいたのか、どういう意図でそれをアレンジ

していったのかという思考の過程を、本人に語らせており、巻き戻して、実はあのと

きこう思ったと振り返るような構成が斬新でおもしろかった。１冊の本の表紙のデザ

インにここまで多くの言葉で深く語らせているという意味で、すごいと思った。それ

は又吉さんの引き出す力もあるのだろうが、それに加えて、坂川さんの「ぜひこうい

うジャンルの仕事を知ってほしい」「感性を感じてほしい」といった強い欲求があっ

たのだと思う。 



 5

 

（ＮＨＫ側） 

私どもで考えたのは、「もうちょっと考えようよ」ということと「一人一人 

考える形が違ってもいいではないか」ということだ。しかし、そういうこと

を声高に言ってもしかたないので、みんなが興味を持てそうな一流の人の頭

の中をのぞくという番組にした。作る過程で「プロフェッショナル 仕事の

流儀」との差異化ということはわれわれの中にあり、「プロフェッショナル 

仕事の流儀」の 5 分の部分を 30 分にできないかという発想から考えてみた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月３０日(金)の北海道クローズアップ「動き始めた“北極海航路”」は、北海

道の港の可能性を取り上げてくれて、よくぞやってくれたと思った。ノルウェーやロ

シアの現状についても広範囲にわたって取材しており、内容の濃い番組だった。もっ

と掘り下げて、北海道に北極圏航路を使って物を運んでくる必要性や、道内の港のネ

ットワークの造成などについても取り上げ、ＮＨＫの番組で後押ししてほしい。 

 

○  北海道クローズアップ「動き始めた“北極海航路”」は、北海道が優位な位置にあ

るということが分かっていなかったので、新鮮な視点を得た。この問題は、中国が先

行しており、資源の問題があると聞いているので、全体の構図の中で北海道としてど

ういう利益機会があるのか、国としてどう考えているのかということを今後描いても

らいたい。この番組を見ながら、北方領土について改めて問題にする必要があると感

じた。 

 

○  １２月７日(金)北海道クローズアップ「よみがえる地方路線バス～斜陽産業 復活

のカギは～」は、経営者側の常識ではなく利用者側の常識を考えろということを、企

業の経営者に示唆したのだと思う。これはバス事業だけにとどまらないことで、内容

の濃い番組だった。 

 

○  北海道クローズアップ「よみがえる地方路線バス～斜陽産業 復活のカギは～」は

タイトルがやたらに長い。「よみがえる」には「斜陽」も「復活」も全部入っている

のに、と思った。また、バス会社の社長が「よろしくお願いします」とにっこり笑っ

て部下の手を取る映像が何を意味しているのかわからなかった。キャスターとゲスト

のやりとりがシナリオどおりに進んでいるようで、鼻についた。 
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○  北海道クローズアップ「よみがえる地方路線バス」は、高齢化や過疎化が進み閉

塞感がある現代社会の中で、当たり前だと思っていたところを見直すということが

メッセージだったように思う。十勝バスのアクションを起こした成果が出ているの

は、見ている人、特に経営者側に対して何らかのヒントになったのではないかと思

う。 

○  北海道クローズアップ「よみがえる地方路線バス」について、これまでの「北海道

クローズアップ」は、北海道の問題から始まり、次に大きな展開があって、 後にま

た北海道に戻ってくる構成で、課題あるいは利益に関する話が多かったと思う。今回

は北海道に直接戻ってくる話ではなかったが、好感を持って見た。 

 

○  北海道クローズアップ「よみがえる地方路線バス」について、停留所の見直しや路

線図のデザイン変更をしてきたバス会社は何社もある中で、十勝バスがどうして成功

したのかを比較して分析するべきだ。十勝バスの増益の大部分は経費節減であり、自

治体からの路線バスへの補助金や、冬は時刻表通りに進まず使いたくても使えないと

いう事情、郊外にいくと高額になってしまう料金の問題についても触れないと、バス

会社がこれまでも努力し続けてきたことが伝わらないと思った。 

 

○  北海道クローズアップ「よみがえる地方路線バス」は、当たり前にやるべきことを

地道にしっかり行う、それが鍵だという示唆に富んだ番組だった。特に十勝バスの個

別訪問や分かりやすいマップという地道な取り組みと、埼玉のバス会社のカメラで乗

降客の動きをとらえるという科学的な取り組みが好対照だった。解説の中で「補助金

に頼り」という表現があったが、新しい発想を受け入れづらい企業体質を、業界全体

として持っていたのが本質ではないかと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「よみがえる地方路線バス」では、街も人も、老いることと

生まれることを繰り返すものなのだと改めて思った。また、横文字の使い方が気にな

った。「クリエイティブ」「メリット」「ニーズ」という言葉は、何となく言ってい

ることは分かる気がするが、私自身は実際の意味をはっきりとつかんでいない。横文

字は、意味を問われると答えに詰まるものも多いと思うので、できるだけ日本語に変

換して使ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

タイトルが長すぎるというご指摘は、テーマを盛り込みたいと欲張り過ぎ

た結果であり、なるほどと思った。キャスターとゲストのやりとりについて

は、限られた時間の中でコンパクトにやるためにある程度段取りをしている。

北極海航路を含め、北海道にはチャンスがあるのにもったいないことがたく
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さんあると感じており、今後も取材をしていきたい。 

 

○  １２月１日(土)の北の文芸館２０１２「朗読と音楽のライブセッション」は、アナ

ウンサーの表現力に感服し、舞台美術がシンプルな分、映像が浮かんでくるくらい情

感に満ちた朗読だった。演奏も物語に合っていて、より感情移入することができた。

ただ、演奏者への照明の当て方が少し気の毒で気になった。 

 

○  １２月９日(日)の「北見放送局開局７０周年記念番組 懐かしのオホーツク」（総

合 前 8:00～8:25 北見単）は見ごたえがあるすばらしい番組だった。番組の終わり

に、まとめとして語られた言葉も印象に強く残った。単なる回顧に終わらせないで、

歴史から学ぶ未来を示唆してまとめられていたということで、非常に感動した。これ

だけ内容豊富に編集された番組なので、より多くの人に見てもらいたいと思った。 

 

○  １２月１４日(金)北スペシャル「北海道ミステリー 動物たちとの２万年物語」は

縄文人やアイヌの話を分かりやすく伝えており、鹿絶滅やサケ乱獲の問題も提起して

いておもしろい番組だった。 

 

○  北スペシャル「北海道ミステリー 動物たちとの２万年物語」は、前回よりも出演

者の服装が落ち着いており素直に話を聞くことができた。 後に「今までは鹿を食べ

たり皮を使ったりしていたが、今は頭数を減らすためだけに殺そうとしている」とい

うコメントが、ナレーターの言葉ではなくて、藤岡みなみさんの言葉で語られたのは

すごくよかった。音楽も番組に非常に合っていた。 

 

○  １２月５日(水)のもぎたて！北海道「まもなく１００周年！函館市電の魅力」は、

音声だけで伝えることの苦労が痛いほど伝わってきて、むしろこういう番組はラジオ

よりもテレビで放送したほうが多くの人によく分かってもらえるのではないかとい

う気が強くした。 

 

○  １２月１６日(日)のさわやか自然百景「北海道 鵡川」について、「ここは北海道

の南部」とうナレーションが気になった。鵡川が北海道の南部という認識がなかった

ので、北海道の南部はどこからか知りたい。 

 

○  １１月２７日(火)の暴風雪で登別・室蘭方面が停電になり、データ放送等を見たも

のの、停電がいつまで続くのかよく分からなかった。北海道は冬の大変さがあるので、

冬の防災や災害時のノウハウに関する番組を来年の秋頃に作ってもらいたい。 

また、１２月７日(金)に宮城県沖の地震で津波警報が出たときに、アナウンサーの
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「逃げてください」という呼びかけが耳に強く残った。警報が出たときに避難を促す      

のはよかったと思う。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

室蘭の停電のときは、午前９時ぐらいからラジオの放送を立ち上げ、１５

分サイズの放送を、毎正時の全国ニュースの直後と３０分の全国ニュースの

直後、計３６回ほど室蘭局から出し続けていた。委員のご指摘を受け、情報

の伝え方や量についても改めて考え直さなければいけないと感じた。津波警

報の呼びかけについては、震災以降、命を守るためにどうしたらいいのかず

っと議論してきた。今後もよりよい形になるよう議論を続けていく。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２４年１１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、２１日（水）、札幌放送局において、  

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道 青森クローズアップ「なぜ建設再開？～大間原発 揺れる

２つの町から～」について説明があり、放送番組一般について活発に意見の交換を行っ

た。 

続いて、１２月の番組編成の説明と放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神社宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道 青森クローズアップ「なぜ建設再開？～大間原発 揺れる２つの町から～」 

（総合 11 月 18 日(日) 午前 8:00～8:25）について＞ 

 

 

○  青森県・大間原子力発電所の建設再開に関して、大間町では補助金や固定資産税に

よる経済効果を期待し、一方、観光が基幹産業の函館市は再開に反対することは当然

のことだと思った。政府のあいまいな対応が招いた混乱をどう解決していくのか非常

に難しい問題だと思った。大間原発は再処理核燃料が利用可能な特別な原発であるた

め、どうしても建設を再開したいという政府の意向が番組を見てよくわかった。福島

の事故により、政府または道庁のエネルギー政策も変わってきているというのが現実

で、政府の優柔不断な対応が続けば、大間も函館もどちらも不幸になるだけだと感じ



 2

た。非常に大切な問題提起をした、良い番組だった。北海道にとってもとても大事な

問題だと思うので、今後もぜひ、この問題の経緯をしっかりと取材し、第２弾、第３

弾と番組を作ってもらいたいと思う。 

 

○  冷え込んだ地域経済とそこに暮らす人々の本音を提起していたと思った。地域の雇

用や経済問題こそが大間原発の問題の根幹なのだと明示したことに意味があったと

思う。原発がどうしてこんなに地域にお金をくれるのか、ということを考えるだけの

生活的余裕がない地方の暮らしが問題であるという切り込みは、放映時間の短い番組

ならではの、無駄のないものだった。水野倫之解説委員の説明は簡潔でわかりやすく、

大間の問題は政治が判断すべきであり、政府の説明が必要との言葉が非常に重く響い

た。 

 

○  青森県の原発と核処理の問題は沖縄の米軍基地と構造が似ているとかねてから思

っている。政策があって、その負担を地方が担っている。地方は地方で、それによっ

ていくばくかのお金をもらっているということだと思う。ただ、大間の場合は「原発

ゼロ」の政策があって、そのことの整合性を欠くということと、影響する範囲が都道

府県を越えてまたがっていて、賛否が異なるということが沖縄の基地問題と異なると

思う。番組はその異なるところに目を向けて展開をしていた。番組を見て、大間の原

発対策交付金に頼らざるをえない状況というのがひしひしと伝わってきた。一方、観

光が産業の柱の函館市にとっても死活問題であることもよくわかった。政府の原発ゼ

ロの方針と矛盾点、大間原発はプルトニウムを消費できる機能があるがゆえに再開が

急がれたことなど、水野解説委員の解説でよくわかった。核燃料サイクルの問題は、

国際関係の中で考えざるをえない問題だが、地方局としては地域という視点からの地

道な取材が求められ、北海道と青森が共同取材をしたということは非常に重要な側面

だと思う。青森の方々が今回の番組をどう見たのか、そしてわれわれも青森の声をど

う聞くのか、という形で継続して伝えてほしい。 

 

○  非常に濃厚で良い番組であった。ただ、ある程度知識がある人はいいが、一般の視

聴者にとって、２５分の放送時間は短すぎるのではないかと思った。象徴的なのは、

冒頭の１分余りの間に出されたさまざまな問題だった。これだけ凝縮されると、疲れ

てしまうことはないのだろうかと思った。原発をめぐる問題を大間町から見た側面と

函館市から見た側面を合わせる番組構成だったので、それぞれの地域の問題も番組に

入れなくてはならず、まとめることが難しかったのではないかと思った。水野解説委

員は４分足らずの説明で、大間原発がＭＯＸ燃料に対応した原発であるが故の問題点

を見事に整理していたが、説明が立て板に水であるため、ついてこられない視聴者も

いるかもしれないと思った。的を射た、優れた番組ではあったが､時間の余裕がない
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ことと詰め込み過ぎではないかという印象を持った。 

 

○  函館と大間で一番短い距離というのは、汐首岬の先から大間まで津軽海峡を経て１

７．５ｋｍしかなく、生活共同体の間柄であると言える。東京電力福島第一原子力発

電所の事故では、半径３０ｋｍ圏内の地域が被害を受けている状況を考えると、危険

区域についての考え方を検討する必要があると思った。大間原発で事故が起きた場合

は、大間町民はフェリーなどの海上輸送で函館方面に避難せざるをえない実態がある

ことも、放送時間の制約はあるものの、取り上げてほしかった。原子力政策のひずみ

を地方に責任転嫁している点は国の政策の矛盾であり、原発に絶対の安全の保障がな

いだけに、実際に起きるという想定のもと、人命をどう守るかということに視点を当

てて継続的に取り上げていただきたいと思う。全国放送に値する番組だと思った。 

 

○  短い時間の中で現状把握、地元の問題点が理解できる、内容の濃い番組だと思った。

函館と大間は経済的な結びつきが想像以上に大きいことが番組を見てよくわかった。

函館山を使ったカメラワークにより両者の距離が非常に近いことをうまく表現して

いた。建設再開の理由が使用済核燃料を利用することにあることを番組で初めて知っ

た。両方の町に対して中立的な立場を守りつつ、原子力行政の問題点について踏み込

んで指摘する番組で、その姿勢に好感をもった。ただ、大間は原発賛成で函館は反対

というすみ分けでいいのかと気になった。世論調査のようなデータがあった方が良か

ったのではないか。使用済み燃料の問題だけでなく、原発にはさまざまな問題がある

ので、世界中の識者の話を聞き、ＮＨＫ独自の切り口で紹介する番組を制作してほし

いと思った。 

 

○  「原発立地交付金に頼らなければ地域経済が成り立たない」という図式に終始し、

「だから仕方がない面がある」という含みを持たせていたことに不満を感じた。経済

の視点で原発を捉えればこうした展開にならざるを得ない。この番組は北海道地方だ

けの問題ではなく、北海道が日本の“食料基地”を担っている現状では、もし事故が

起きた時は日本全体の大きな問題になるわけで、是非とも全国放送にしてほしい番組

だった。原発から出る副産物を処理するために大間原発が必要なことは、水野解説委

員のわかりやすい説明もあり、よくわかった。それでもなお、番組には人命重視の視

点が欠けている印象をぬぐえず、その姿勢に疑問を感じた。子供を持つ福島の親たち

の気持ちを考えると胸がいっぱいになる。人命重視の観点から原発を考えるきっかけ

になる番組を制作してほしい。 

 

○  政府は新エネルギー政策を掲げ、2030 年代には原発の稼働ゼロを目指す方針を出

しながら、大間原発だけは建設の再開をいち早く認めたことに疑問を感じていたが、
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大間原発が既存の原発から出る核廃棄物、プルトニウムとウランの混合酸化物燃料を

100％使用する特殊な原発のために建設再開を急いだことが番組を見てよくわかっ

た。政府と原子力規制委員会の責任が明確ではない中で、事業者である電源開発の判

断に委ねている国の姿勢に疑問を感じた。ただ、大間町にとっては、原発が地域経済

や産業、さらには雇用の問題を含め、とても大きな影響を及ぼしていることは理解で

き、軽々しく是非の判断はできないと番組を見て強く思った。 

 

○  大間原発の建設再開が急がれた背景を水野解説委員が非常にわかりやすく説明し

ていてよく理解できた。また、水野解説委員が、経済産業省と原子力規制委員会のど

ちらに再開の責任があるのかというあいまいな状況については、経済産業大臣や内閣

総理大臣が決断をするべきであると言ったことは、一歩踏み込んだ発言でよかった。 

空撮を見て、函館市と大間町は津軽海峡を挟んで２３ｋｍしか離れていない、本当に

近接していることが実感できた。また、大間町が廃れている象徴として、小学校の窓

ガラスが割れて、テープでふさいでいる映像があったが、使い古された手法だと思っ

た。大間原発の建設再開が急がれた理由は、日本人全体が知るべき内容で、ぜひ全国

放送をしてほしいと思った。 

 

○  ２５分の放送時間を非常に短く感じるほど内容に見入った。登場人物が原発推進派

と反対派、国・原子力規制委員会の３者に絞られていたことが番組をわかりやすくし

ていたと思う。番組の中で、責任の所在について、国は「原子力規制委員会の判断を

待つ」と言い、原子力規制委員会は「判断をしない」と言っている映像があり、衝撃

を受けた。原発の問題というと、安全性や放射線の健康に対する影響といったことに

焦点が当てられがちだが、番組ではより大きな視点で再建設の背景にある、政治的、

経済的、社会的な側面に目を向けており、よかった。番組を見れば見るほど国や電力

会社、原子力の専門家に対する信頼が揺らいだことは深刻な問題だ。引き続き国のエ

ネルギー政策の在り方を問う番組を制作してほしいと思った。 

 

○  大間原発の建設再開の背後にある問題や矛盾について番組を見てよくわかった。原

子力行政の稚拙さ、説明責任を果たしていないという実態、住民感情への配慮がなさ

れていないという現実が浮き彫りになっていた。建設・稼働の判断は政府、ないしは

国が行っていくべきなのは明白であるにもかかわらず、事業者や規制委員会が判断す

るもの、と答弁しているのは責任逃れも甚だしいと感じる。現段階で再開した理由は、

地域の経済的疲弊を一刻も早く解消したいということと、プルトニウムの処理は日本

が世界に対して果たさなければならない宿命であるというところにある。それはそう

としても、来年７月に新しい安全基準が示される前に建設再開した理由にはならない

と番組を見て思った。国益や公益のために国民生活が制限される場合、それらが正し
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いものならば国は誠意をつくして詳細に説明するべきで、それをしていないことが現

在の日本が抱える問題であり、象徴的に表れたのが大間原発の問題だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大間原発の安全性、人命の観点は番組に盛り込もうとしたが、２５分の放

送時間では収まらないと判断し、あえて入れなかった。今回の番組ではそれ

ぞれの地域が抱えている事情と、原発を持つ全ての国々が直面する問題であ

る使用済核燃料の問題について論点を絞り、グローバルな構図の中にある問

題として、大間原発問題を取り上げたかった。全国放送番組にするべく、引

き続き取材していく予定だ。 

      大間原発から３０ｋｍ圏内にあるにもかかわらず、国からの説明は全くな

く、蚊帳の外に置かれた状態が続いている函館市のいらだちや怒りを地元の

放送局としてしっかりと伝えたいという思いで番組を制作した。大間原発が

プルトニウムを消費するための原発だということは伝え方が難しいが、取材

を継続し全国に訴えていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１９日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「究極の“美牛”

を育てたい～酪農親子の挑戦～」は、ナレーションで言葉の“飾り”が少し多いよう

に感じた。例えば、「牛の見栄えをよくするために、こういった作業に熱中する」と

あったが、“熱中”は必要ないのではないか。あるいは「頼りにしていた恩人がいま

す」というセリフも、「頼りにした人がいます」でいいと思った。語感の合わない箇

所が幾つかあった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「究極の“美牛”を育てたい」は全

道のホルスタイン部門の共進会で、“北海道一美しい乳牛”を目指す中標津町の中川

さん親子の歩みを描いた番組だった。歩行の様子や体格、毛並み、乳房の大きさなど

様々な審査基準がある中、審査結果は２等賞だった。息子の泰征君は中学生でありな

がら、家業を継ぐべきか将来の悩みを持っていたようだが、来年も１等を目指して挑

戦するという強い決意があり、この挑戦が酪農家を目指す一歩になったとうれしい気

持ちになった。“酪農王国・北海道”は経済情勢や政府の農業政策で平坦な道ではな

いと思うが、番組は若い同世代の酪農家が元気や勇気をもらえる内容でよかったと思

った。 
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○  １０月２６日(金)の北スペシャル 北海道中ひざくりげ「廃校ルネサンス進行中～

新冠町～」は、非常に良い観点から作られた番組だと思った。少子化が進み、学校が

廃校になると解体されるケースが多いが、新冠町ではフランスの幻想画家の作品を

200 点収蔵する美術館や高齢者の福祉施設、馬主の交流施設、児童自立援助ホーム、

教会の交流施設、地元の建設会社の事務所に見事に再利用されており、すばらしいと

思った。新冠町の学校は建物としても個性があり、それぞれの学校に個性を持たせて

設計したことで再利用の可能性も広がったと感じた。町の農業支援を受けて移住し

た、新規就農の若者たちを取り上げていたが、それよりも、新冠町の観光名所である

レ・コード館についてもっと取り上げてほしかった。保存するレコードが８３万枚も

あり、年間２万人が利用していることは驚異的だと思われ、廃校利用と共に取り上げ

れば、番組はより充実したと思った。 

 

○  北スペシャル 北海道中ひざくりげ「廃校ルネサンス進行中」は、町役場に廃校を

活用するためのプロジェクトを立ち上げ、その中心となった産業課長の堤さんが案内

役になっていた。「公共の施設を売却するというのはいかがなものか」という意見も

あった中で、プロジェクトを推進し、インターネットのオークションに出すなど民間

にも広く呼びかけ、自治体の発想の枠にとらわれずに行動した堤さんの細やかに気配

りや熱意に感動した。町の大小にかかわらず、人材が重要なことを番組は伝えていた

と思った。廃校は地域にとっては非常に大きな問題のため、「存続」と声を上げてし

まいがちだが、新冠町の例を見ると、統合によって、規模の大きな学校になり、以前

はできなかったサッカーができるようになるなど利点も多くあることがわかった。新

冠町がこれからどのようにさらなる再生・発展していくのか楽しみで、番組タイトル

の「廃校ルネサンス進行中！」がとても適切だと感心した。 

 

○  北スペシャル 北海道中ひざくりげ「廃校ルネサンス進行中」は一般的には暗いイ

メージのある廃校が、うまく再利用されていることが楽しかった。新規就農者のエピ

ソードは教員住宅を再利用していることがわかり、さまざまなものを再利用して町を

豊かにしようとする取り組みがわかり、よかったと思った。建物の再利用方法はわか

ったが、グラウンドがどのように再利用されているのか気になった。 

 

○  北スペシャル 北海道中ひざくりげ「廃校ルネサンス進行中」はインターネットで

公募して販売する手法は今では珍しいことではないが、それでも、廃校７校中６校が

売却されたことは、やはりすごいことだと思った。廃校が美術館と福祉施設になるこ

となどは、理想的な活用例だと感心した。 
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○  １１月２日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「俳優・大地康雄

“心のふるさと”を撮る」について、剣淵町の絵本に関する取り組みは心豊かになる

いい取り組みだと感じており、楽しみしていた番組だった。俳優の大地康雄さんが絵

本の里に魅せられて、剣淵町を舞台に映画を撮影する様子が、絵本の里を築いた町民

の人たちとの交流も絡めて紹介されていた。今の経済中心の社会から、心の豊かさを

追求しようとしている地域社会に根づく心の豊かさ描いたことは意義深いことだと

思った。ただ、大地さんがどうして剣淵町で映画を撮りたいと思ったのか、その動機

が番組を見ただけではよくわからなかった。また、特産ではない絵本というものを町

おこしの核に昇華させたことは並大抵の熱意と苦労ではないはずだが、そこに触れら

れておらず、番組名にある「ヒューマンストーリー」としては物足りなさを感じた。

映画の映像を最小限にして、人と人の絡みをもっと濃密に映像で見せた方がよかっ

た。「“地域の絆”を撮る」という副題が内容に合わないと感じた。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「俳優・大地康雄“心のふるさと”

を撮る」は、大地さんが剣淵町で映画を撮ろうと思った動機があまりよく伝わってこ

なかった。大地さんが汗をかきながら、子供たちに読み聞かせをする様子を見て、絵

本を読んだ時の子供たちの瞳の輝きを見て映画を撮りたいと思ったのだろうなと推

察されたが、大地さん自身の言葉で伝えた方がよかった。ただ、絵本の里の取り組み

を進めた人たちの「自分たちは、人口が減ることではなくて心の豊かさが失われるこ

とを恐れて、こういう取り組みをした」という言葉が、お金の豊かさがそのまま地域

の豊かさ、心の豊かさになるのか疑問に思うことが多い昨今、非常に心にしみた。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「俳優・大地康雄“心のふるさと”

を撮る」は、２５年間、町民がこつこつと作り上げていった地域の財産で、番組に取

り上げられたことで、剣淵町に関心を持つ人が増えたらいいと思った。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「俳優・大地康雄“心のふるさと”

を撮る」は、剣淵町を“心のふるさと”と感じたからこそ、映画の撮影をするまでに

なったのだと思うが、なぜ“心のふるさと”と感じたのか、番組を見てもよくわから

なかった。ただ、大地さんは地味だが存在感のある俳優で定評があるだけあって、番

組の中で見せる人間味ある表情や語り口の温かみや深みから、映画で伝えたいことや

剣淵町の人々への愛情が伝わってきた。ただ、大地さんが映画で伝えたい「唯一帰っ

てこられる場所」「心のふるさと」といったものは、最終的には人とのつながりとか

語らいの中で感じるものだろうと思うので、どうしてそこに行き着いたのかを、番組

の中で紹介してほしかった。 
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○  １１月２日(金)の北スペシャル「北の大地を歩きつくそう ２０１２～ぶらりみて

ある記スペシャル～」も言葉でいくつか気になったところがあった。番組冒頭、「ぐ

っと気温が冷え込んで」とあったが、「気温が下がって」、あるいは主語を落として

「ぐっと冷え込んで」で十分だと思った。また、さくらんぼが名産の仁木町で、口を

使ってさくらんぼの種を飛ばす“さくらんぼ飛ばし”について、「その腕前を披露し

てもらいました」と言っていたが、種を飛ばすことを「腕前」と言うことに違和感が

あった。 

 

○  １１月９日(金)の北海道クローズアップ スペシャル「高校生×北クロ２０１２～

高校生が考える北海道のこれから～」は、高校の放送部とＮＨＫの垣根のないやり取

りが隠れたテーマだったと思った。“北海道のこれから”をテーマにそれぞれの高校

が番組を制作する中で、“北海道のこれから”から外れている札幌旭丘高校のドラマ

が大きなインパクトを残したと感じた。テーマから外れるドラマをなぜ番組に組み入

れたのか知りたいと思った。また、高校生が出した宿題をＮＨＫが受けるという、そ

ういう番組の構成もあったのではないかと思った。番組では「北クロ×高校生」とう

たってはいるが、ＮＨＫは場所を貸し、司会進行役を務めただけだったという印象が

強く、ＮＨＫ側はもっと全身で高校生の熱意とやる気を受け止めるべきだと思った。

ＮＨＫにとってはたくさんある番組の１つかもしれないが、高校生にとっては将来を

考える貴重な機会なのだから、ＮＨＫ側にもそれなりの覚悟が必要だった。素人を公

共の“舞台”に上げる際は、“舞台”の作り手も一緒に傷ついているのか。そこが視

聴者に問われているのだと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

      北海道クローズアップ スペシャル「高校生×北クロ２０１２～高校生が

考える北海道のこれから～」は、高校生の作る作品は面白く、いろいろと気

づかされることも多かった。ＮＨＫが制作する番組とうまく連動し、新しい

番組を開発したいという思いはずっと持っている。もっと覚悟を持って高校

生に向き合うべきというご意見は次回の取り組みに生かしていきたい。 

 

○  １１月１７日(土)の「おはよう北海道土曜プラス」の特集は白いカボチャや紫色の

ダイコンなど一般にはあまりなじみのない野菜を、市場を通さずレストランなどに直

接届ける取り組みを行っている津別町の若者グループを取り上げていた。自分たちで

作るわけではなく、農家である自分の祖母、知り合いに生産を依頼すると、農協や市

場を通すことしか知らなかった彼らが規格外の野菜の需要を知りびっくりする様子

に、“葉っぱビジネス”で有名な徳島県上勝町を想起させられた。長時間の番組にす

ることも可能な題材だと思った。 
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○  １１月５日(月)の「発見！体感！サケ躍る紅葉の清流 石狩川紀行」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱ

ﾑ 後 8:00～8:59）は石狩川の河口から源流まで自転車で走るという紀行番組で、石

狩川流域の自然と人々の暮らしの関係が描かれており、札幌市に住んでいる者とし

て、非常に興味深かった。サケの遡上をメインテーマにして、石狩川の治水の歴史や

宮島沼のマガン、上流のサケ養殖などのエピソードがちりばめられていて、飽きさせ

ない展開だった。冒頭で、河口と上流の人々の連携により大きなサケが戻ってくると

いう興味深い話があり、番組を見ようという動機となったが、番組の最後の方ではそ

のテーマから外れてしまったことが残念だった。紀行番組では特に、メインテーマの

筋を通した方がいいと思った。 

 

○  １１月１１日(日)のさわやか自然百景「北海道 宮島沼 秋」はラムサール条約に

登録されている宮島沼について取り上げていた。先人の農家の方々のご苦労もあり、

周辺は北海道を代表する農業地帯となっている。稲刈り後の田んぼが渡り鳥の格好の

えさ場になり多様な種類の鳥が集まっているのは、そのような過去の人間の営みが今

の生態系に影響を与えているからだと番組でも説明すれば、渡り鳥が集まる背景がよ

りよくわかったのではないかと思う。「さわやか自然百景」の映像は毎回感心してい

るが、今回も渡り鳥の動きを見事に捉えており、すばらしかった。 

 

○  さわやか自然百景「北海道 宮島沼 秋」はマガンがＶ字型の飛行をする“がん行”

の理由が、前の鳥の乱気流を受けないために少しずつずらして飛ぶためであること

を、番組で初めて知った。ただ、「沼の真ん中にいることによって、外敵から身を守

る」とあったが、外敵として取り上げられているのはオジロワシだけで、他にもいる

のではないかと疑問に思った。また、数万羽の渡り鳥が近隣の田んぼの落ち穂をえさ

にして、飛来しているとのことだが、数万羽の渡り鳥が十分食べられるほど落ち穂が

あるのかが気になった。ラムサール条約で保護が義務づけられているので、水田の農

薬の問題など、周辺の農家は相当に気を遣っているだろうと推察するがそのあたりの

苦労にも触れてほしかった。 

 

○  さわやか自然百景「北海道 宮島沼 秋」はラムサール条約に登録されて１０年の

節目に番組で取り上げられ、うれしかった。マガンが沼を埋め尽くす情景や夕焼け空

の中を沼に戻ってくる数万羽の鳥の映像に圧倒された。秋と春に“渡り”の中継点に

なっていて豊かな自然の証左ではあるが、周辺住民は鳴き声が相当な騒音で大変だと

聞いている。また、新芽が食べられる食害もある中、秋の落ち穂をあえて遅くまで収

穫しなかったり、冬は田んぼに水を張って米ぬかをまき、ミミズの繁殖を促して春の

鳥のえさになるようにするなど、農家の苦労は並大抵ではない。そうした取り組みや
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苦労についても知ってほしい。 

 

○  １１月１６日(金)の新日本風土記「函館」は、松たかこさんが道民に語りかける番

組スポットが多く放送されており、期待して見たが、期待以上の内容だった。開港以

来１５０年の函館の歴史を、“光のまち、函館”という大きなテーマにし、うまくま

とめていて、函館市民としてうれしかった。さまざまな職業に就く庶民の表情を実に

豊かな映像でとらえていた。“光のまち”を象徴する函館山からの夜景の映像も本当

に素晴らしかった。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

 番組審議会事務局 

 



 1

平成２４年１０月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１７日（水）、札幌放送局において、７

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北スペシャル「ビッキの森の小さな学校」をはじめとして、放送番組一般につ

いて活発な意見交換を行った。 

続いて、１１月の番組編成について山田放送部長から、放送番組モニター報告につい

て田巻考査主管から、視聴者意向について嶺野広報事業部長から、それぞれ説明があり、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

 

（主な発言） 

 

＜北スペシャル「ビッキの森の小さな学校」 

(９月２１日(金) 総合 午後 8:00～8:43)について＞ 

 

○  音威子府村は小さな村だが非常に特徴があり、そこでしかできないものを丁寧に

拾っていた。美術工芸高校があるということを初めて知った。親元を離れ、やりた

いことを少しずつ見つけていくということを番組としてとらえ、子供たちの変化を

その場その場で切り取って見せていた。美術的な素材を取り上げているということ

もあり、映像も凝っていて、見ている側の感情が入り込みやすくなっていたと思う。

また、村に来る高校生を包み込んで紹介し、地域を応援していくという姿勢が出て

おり、好感が持てた。卒業生の進路、その後の活躍を追った番組も見てみたい。一

方、高校生の苦労・苦悩は当然あるはずなので、環境に慣れてきて楽しく絵がかけ

たという以外の部分も出して欲しかった。 

 

○  北海道で１番小さな自治体である道北の音威子府村に焦点を当てたのはよかった。

ＢＧＭで時計の音と、画面でも古い時計を利用して、都会との時間の流れ方の違い
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を強調していたのだと思うが、学生はそこまでの違いは感じておらず、制作側の意

向が出過ぎていたのではないかと感じた。また、砂澤ビッキについての説明をもう

少し長くすれば、彼のことをよく知らない人も、彼自身や高校との関係を理解でき

たのではないかと思う。 

 

○  タイトルからは番組の内容は推測できなかったが、生徒たちの森との触れ合いが

時折出ており、自然豊かな村の映像を映し出していた。柱時計と音の演出は面白か

ったが、頻繁に出ることで、ゆっくりした速度で進む生活の映像と、静かな語りが

消される部分があり残念だった。高齢化と過疎化が進む中で、若い生徒が常時村に

住んでいることで文化や地域の活性化にとって貴重な存在となっており、特色ある

このような高校が長く存続することを願っている。 

 

○  砂澤ビッキの歴史的な縦の時間軸と、今の横の時間軸とをうまく織り交ぜていこ

うとした制作の意図がよく伝わった。ナレーションを使わずに、音楽とテロップだ

けで表現するという演出も、青春のほろ苦さを感じさせてよかった。親元を１５歳

で離れて寮生活をする不安な気持ちや、生徒の創作の場面がもう少しあってもよか

ったのではと感じた。 

 

○  この学校は廃校になるかもしれない危機の中で、今の美術工芸の高校にしたとい

うことで、大自然に囲まれた自然環境が効果をもたらした北海道ならではの取り組

みだと言える。番組では、生徒たちの入学当初の様子から半年間の間に、次第に目

が輝き笑顔が増え、また、それぞれの問題意識が高まっていく成長の過程をよくと

らえており、印象に残る番組だった。 

 

○  彫刻家砂澤ビッキとおといねっぷ美術工芸高校の生徒たちを素材にしており、映

像、構成、ナレーションも含めて秀逸な番組だった。卒業生もクラフトデザイナー

や家具デザイナーとして活動し、地域経済を支える存在になっている。小さな村で

１つしかない高校の特色ある変革は、もっと大きく取り上げて全国に発信してほし

い。続編があってもいいと思わせる番組だった。 

 

○  美術工芸の専門学校という存在そのものがユニークで、教育に多様性をもたらす

ものでもあり、小さな村が運営していることに驚くとともに、大変価値があると感

じた。生徒たちの自ら進んで少しずつ変化する局面が映し出されたのは、丁寧に取

材した成果だと思う。砂澤ビッキが生徒たちとどのように関わっていたのか、今の

生徒たちが砂澤ビッキという存在をどうとらえているのかに触れられていないのが

残念だった。 
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（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  豊かで美しい自然を持つ小さな村で学ぶ高校生たちの、気負いのない自然な暮ら

しをまとめており、演出も木造の柱時計を映すことで都会と森の中との時間の流れ

の速さを対比させるという制作の意図が伝わった。森と語り合う寡黙で重厚な砂澤

ビッキの彫刻家としての精神性や作品を基軸に置き、音威子府という環境に暮らす

１５歳の未完成な若者たちの心の変化、自分の生きる道を見つけ出していく様子な

ど、ありのままの純粋さを切り取って映し出しており、とても見応えのある番組だ

った。 

 

（ＮＨＫ側） 

生徒たちの苦悩や葛藤については、番組に入れる選択肢もあった。しか

し、説明的になってしまう危険性、また、多様なものを表現するため、説

明しないことで伝わることもあるという判断をした。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月５日(金)の北海道クローズアップ「夕張は再生できるか～“限界自治体”

の課題～」は、若い鈴木直道市長の積極的な施策を紹介し、少しでも前に進んでい

るという状況を、テレビを通して道民が確認できたということは、意義があったと

思う。夕張が頑張っている中で、国や道の姿勢が中途半端であることが浮き彫りに

なり、番組としてまとまっていた。一方、大胆に前向きなことを行ったときに具体

的にどうなるのか、どのような解決に至るのかを切り込み、具体的な数字を出さな

いと、状況の説明、応援する番組で終わってしまうと感じた。 

 

○  ９月２２日(土)の「ヒグマ撮って来た！」(総合 後 11:30～11:24 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)

と、１０月７日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「知床ヒグマ親子 番屋

に大集合！」は、知床のヒグマの親子を取り上げており、クマの子別れやイルカの

死骸を何百メートルも泳いで捕ってくる様子など、貴重な映像を撮っていた。知床

らしい自然や、ヒグマと漁師の共生という、昔からある羅臼特有の風景をしっかり

映し出していた。 

 

○  北海道クローズアップ「夕張は再生できるか」は、鈴木市長の努力は理解しつつ

も、パフォーマンスが目立つという印象だった。夕張の再建に向けては、まだ方向
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が定まってないという感じを受けたので、応援するだけではなく、本質もとらえた

番組を期待する。 

 

○  北海道クローズアップ「夕張は再生できるか」は、財政破綻した夕張の財政再建

に向けた取り組みを紹介していたが、過去に関わった人たちの声があるとよかった。

公債比率の高い市町村が道内には多々ある中で、視聴者が自分のまちはどうなって

いるのかと考えさせる内容だった。 

 

○  １０月１２日(金)の北海道クローズアップ「中国“競馬市場”を制覇せよ！～馬

産地・日高の挑戦～」は、サラブレッドの産地、日高を取材し、２０年前から見る

と生産量が３分の２に減り地域経済に大きな影響を及ぼしている現状を打開する取

り組みを紹介した番組だった。巨大な市場を持つ中国への売り込みで、世界に誇る

生産技術を持つ馬産農家が少しでも活性化してくれればと期待している。一方で、

馬の生産技術については、中国へ安易に流出させることがないよう慎重さが必要だ

と感じた。 

 

○  １０月６日(土)目撃！日本列島「愛犬よ 走れ！～北海道 犬と人の物語～」は、

老犬のための車いすの話が想定を超える展開で、妻とともに感動して見た。制作者

は犬だけではなく今の高齢化社会を意図して描いたのかと推察した。構成上のつな

がりやナレーションには違和感を覚える部分があった。    

 

○  １０月８日(月)のホリデーインタビュー「創作の“源泉”は北海道～漫画家・ヤ

マザキマリ～」(総合 前 6:30～6:53)は、「テルマエ・ロマエ」の原作者ヤマザキ

マリさんのインタビューであり、話も非常に面白く、言葉にも非常に重いものがあ

り非常によい番組だった。アナウンサーの姿勢、口調に気になる点が残った。 

 

○  北海道クローズアップ「夕張は再生できるか」を、本当に再生できるのかと深刻

に受け止めながら見た。国・道・市の３者協議の場をもう少し掘り下げ、詳しくま

とめてほしかった。戦後の日本の復興に大きな役割を果たした夕張を、継続して取

材、報道してほしい。 

 

○  北海道クローズアップ「中国“競馬市場”を制覇せよ！」は、馬を買うよりも飼

育する技術と治療する技術を中国側で使用したいという戦略が感じられた。馬の生

産者にとって影響が大きく、注視していく必要を感じた。 

 

○  北海道クローズアップ「夕張は再生できるか」を、関心を持って見た。北海道全
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体の問題ということが印象づけられており、取り上げる意味が十分にある番組だっ

た。鈴木市長の取り組みは前向きであることが伝わってくるため、うまくいってい

るという印象を与えてしまうと感じた。再生していくという夢を与えるのも重要だ

が、市民がどのように感じているかをもう少し盛り込めば市長の露出も少なくなり、

すっきりした内容になったのではないかと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「中国“競馬市場”を制覇せよ！」は、タイトルが少し大

げさかと感じた。中国に馬の育成技術を取られることには十分に注意すべきだが、

牧場の経営が厳しいことを考えると、牧場が買われてしまうことにも併せて注意す

る必要性を感じた。日高の一所懸命努力する姿を見て、応援したいと思わせる番組

だった。 

 

○  「ヒグマ撮って来た！」は、面白く楽しい番組だったが、アシスタントの人選と

伝えたいことが何だったのか意図が分からなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「夕張は再生できるか」は、北海道だけではなく、

日本の財政赤字の縮図と思っており、取り組みを通して今後の日本の財政

問題を考える１つのきっかけにしたいと考えた。取り組みが映像として印

象に残ってしまい、応援しているように伝わったとしたら、効果について

数値等を出すことも必要だったとも思う。今後のヒントを探った番組でも

あったが、具体的な解決策が見いだせなかったため、途中経過の報告とな

った。今後も継続的に取り組んで。 

 

（ＮＨＫ側） 

ホリデーインタビュー「創作の“源泉”は北海道」について聞き手アナ

ウンサーの意図としては、リラックスした雰囲気の中で相手の話を伺いた

い、できるだけ身近に感じてもらいたいということであった。違和感を持

ったということは受け止めたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局  

番組審議会事務局 
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平成２４年９月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１９日（水）、札幌放送局において、１０

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度後半期の国内放送番組の編成について」および「ロ

ンドンオリンピックとメディア利用」について説明があり、「平成２５年度の番組改定

について」の意見を伺った。 

続いて、北スペシャル「クイズ 防災力向上委員会」をはじめとして、放送番組一般

について活発な意見交換を行った。 

最後に、１０月の番組編成の説明と放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜ロンドンオリンピックとメディア利用について＞ 

 

○  「オリンピックの放送時間が長すぎると思った」というアンケート回答があった。

北京オリンピックでは１０％で、ロンドンオリンピックでは２１％にはね上がって

おり、私も同じ印象を持っている。北京のときは主要な競技は日本の生活時間帯に

あるので、生放送だったと記憶している。今回は主要なものはほとんど夜中から明

け方にかけてなので、生活時間帯で見るのはすべて録画放送。それにもかかわらず､

通常の番組が放送されないということに不満があった。この違いがあると推測する

が、どのように分析しているのか。 
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（ＮＨＫ側） 

これまでのオリンピック放送の中で、ロンドンオリンピックの放送時間

が一番多かったということは数字としてあるが､夜から早朝にかけて生放

送、午後の時間帯にハイライトとしてまとめて録画放送という編成を行っ

たので、そのような意見がアンケートに反映されているという分析をして

いる。 

 

 

＜平成２５年度の番組改定について＞ 

 

○  自分の時代に比べ、子育ての大変さが一層増しているという印象を持っている。

子どもと親の関係の問題に端を発する胸が痛む事件が目につく。大人と子どものち

ょっとした行き違いが蓄積している結果かと思う。確かに「すくすく子育て」のよ

うな教科書的な子育ての番組はあるが､「あさイチ」で子育てのことが取り上げられ

ているように、現代の状況に合った子育ての番組作りをしてほしい。核家族で相談

するところもなく、非常に閉鎖的な家庭、状況の中で就学児童や生徒が悲惨な人生

に追いやられるのを少しでも改善していけるような番組を希望する。 

 

○  インターネットなどの普及で、最近視聴者参加型のバラエティーが非常に増えて

いるように感じている。来年度からも視聴者参加型の番組は増えていくのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

今年から視聴者参加型の「連続クイズ ホールドオン！」というクイ

ズ番組を始めた。また、ニュース番組でも午前０時からの「ＮＥＷＳ Ｗ

ＥＢ ２４」では、ネットによる意見を番組の中で紹介しつつ、若手の

識者の方に意見を聞いている。バラエティー番組というジャンルにとら

われずに、視聴者参加という形式は増えていく傾向にあると思われる。

地域放送でもインターネット、データ放送、携帯電話からも参加するこ

とができ、放送以外のメディアを使った番組作り、ニュースへの参加な

どいろいろな可能性がある。今後、試行を含めて、どういう伝え方がで

きるか、何ができるかということをしっかりとやっていきたい。 

 

○  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)のようにメディアが果たすべきチェック機能に今後も期待して

いる。 
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＜北スペシャル「クイズ 防災力向上委員会」 

（８月３１日(金) 総合 午後 7:55～8:43）について＞ 

 

○  民放出演者としてのイメージが強い佐藤のりゆきさんを起用したことにまず驚い

た。中身については、双方向性ということで、データ放送の使い方も丁寧に説明が

あってよかった。たとえば、今の家庭には耐震装置がついているので火は最初に止

めなくていいという、現状に合った防災の在り方など、今まで常識だと思っていた

ことと違うところが、クイズ形式で分かりやすく理解できた。ただ、背景がきらび

やか過ぎて、画面が見にくかった。 

 

○  昨年の東日本大震災後の市民の防災意識を高めるための番組だということで、大

変勉強になった。吉田賢アナウンサーだけではなく佐藤のりゆきさんも進行に加わ

ったことで、番組の進行がスムーズで、非常に分かりやすくなったと思う。また、

データ放送を利用した視聴者参加により、視聴者の意見も反映できていた。いつ災

害が起きるか分からないので、このようにやさしく楽しくクイズ形式で学べる番組

を続けてほしいと思う。○×式のクイズが出されたときに、画面に出る○×が、ク

イズの正解なのか、解答者の解答に対してかが理解しにくかったので、次回は検討

してもらいたい。 

 

○  佐藤のりゆきさんを迎えての番組作りは大冒険だったと思う。佐藤さんの起用に

より、今までのＮＨＫにはないバラエティー番組になったように思う。質問も、従

来の知識の隙を突いてくる問題が多く、飽きさせない内容だった。気になった点は

５つ。１つは、生放送ということもあると思うが、番組を通してのカメラワーク。

２つ目が、ホームページの口頭での紹介。３つ目が、ゲスト解答者の○×クイズで

の解答の混乱。４つ目は解答の解説コメントが言い切ってしかるべきところが、語

尾があいまいで、説得力が薄いこと。５つ目は再現ドラマの家族のうち、北海道弁

のイントネーションで正しく話していたのがお母さんのみだったこと。 

 

○  初期行動をどうとるべきか、自分の命をどう守るのかという問いかけも含めてこ

の番組を作ったのだと思う。バラエティー的な部分もあり、楽しく見た。防災に対

しての認識を見直すよい機会ではなかったかと思っている。ゲスト解答者も、それ

ぞれの立場で解答し、正しい、間違いという判断が視聴者にきちっと説明されてい

たのがよかった。９月１日(土)のＮＨＫスペシャル「釜石の“奇跡”～いのちを守

る特別授業～」(総合 後 7:30～8:43)も見たが、小学生が放課後、自分の判断で大
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津波を逃れたということは、そこに家族の絆、学校教育があり、すべてがプラスに

働いたということだと思う。そういう会話が家庭の中であるべきだし、学校教育の

中でも、地域でも、防災として取り組んでいかなければいけないことを我々視聴者

に訴えたのではないか。道内でも２日に１回地震が発生しており、札幌でも７割の

人が防災の備えをしていないというアンケート調査もあり、メディアが道民の皆さ

んにいろいろな趣向を凝らした中で、防災に対しての心構えを繰り返し発信しても

らいたい。 

 

○  生放送は、双方向で視聴者から解答を得るということ以外に意味があったのかと

疑問に思った。司会は、重厚な感じで、ある意味で絶妙なコンビ、アップテンポで

非常によかったが、生放送故の不手際があったのは残念だった。また、冒頭での紹

介コメントに「あるご家族を取材しました」ということを言っていたが、本当の家

族とはだれも思わないので、そのまま「防災さん一家では」と言えばよかった。も

う一つは、ゲスト解答者の一人が、解答があまりに貧相だった。事前に擦り込みを

やるのがクイズ番組では、と思った。総じて面白かったが､回数を重ねていく必要を

感じた。 

 

○  番組が始まった時の印象は、タッチが軽く、真剣さがあるのかというもの。しか

し時間が進むにつれて、市民に防災を訴えるためにはこういう方法もあるのかと思

い、だんだん画面に食いついていくような形で見終わった。転倒防止器具の設置の

問題や、骨折したときの新聞紙を副木の代わりに使うなど、意外な部分で目の前の

ものがうまく利用できるということを再認識できた。「津波・洪水は逃げるが勝ち」

というのは、ＮＨＫでＰＲしていっていい言葉かと思う。東日本大震災を風化させ

ないためにも、こういうクイズ形式を含めて、市民を巻き込んで身近なところで番

組を作っていくことが、体験させるという意味ではマスメディアとして非常に重要

な役割を果たしていくと思う。 

 

○  暮らしの中の地震に対する備えを中心にクイズにしているという番組で、ねらい

はもちろん、間違いやすいところをクイズ形式にして、各家庭に理解を深めてもら

おうということだと思う。司会が２人いるのも掛け合いがかみ合わず、ＮＨＫらし

くないと感じた。解答者も、バラエティーということで芸能人の主婦、若い女性、

男性となっていたが、まともな答えを出す役目を担っている人がおらず、佐藤のり

ゆきさんが解答者で入ったほうが、まとまったのではないかと感じた。また、生放

送で難しいところがあると思うが、カメラワークがうまくなかった。私たちが知り

たいのは、地震が発生したらどうするか、家の中がどうなっていればよいかという

ことなので、クイズ形式の中でそれを説明したうえで、さらに詳しい情報を提示し
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た方がよかったと思う。 

 

○  タイトルから軽いイメージを抱いていたが、中身は飽きさせないように考えて構

成されていた。しかし、内容が盛りだくさんすぎて、ほころびが目立ったのかと思

う。佐藤のりゆきさんの登場には、大変驚いた。意外だったことも含めて、この番

組へ視聴者の気持ちを大きく引きつけたということでは、非常に効果があったと思

う。耐震グッズによる転倒防止の実験はテレビでも見たことがなく、非常に興味を

持ち勉強になった。番組の中でも出ていたが、北海道の場合は環境の違う冬場の防

災の備えも重要だと思う。継続的にこういう番組を放送して、より深く防災意識が

根づいていくようになればと希望する。 

 

○  今回の防災意識や対策に関した番組の中で、７割の人が備えをしていないという

ことを具体的に公表したのがとてもよかった。クイズ形式で楽しく防災意識を高め

てもらおうという意図、目的は十分に伝わり、クイズの出題内容、それに合わせた

検証・実験、専門家のコメントも非常に分かりやすく、よい内容だったと思う。佐

藤のりゆきさん、神田山陽さんのお２人の掛け合いで、２人の個性、印象が色濃く

残り、そちらに関心が行ってしまい本来の目的が薄れてしまった感じもした。番組

は全体としては面白かったが、タイトルロゴが常時右上にあるのと、クイズの内容

テロップが画面の中に複数回出てきたので、画面に集中できないところがあった。

スタジオの背景と司会の衣装が同化して目立たなかったのとカメラワークのぶれが

気になった。 

 

○  生放送で視聴者参加型としたことは、防災への関心を高める意味で、意欲的な取

り組みだった。逆に、そういうリスクを負ってやった分、どのくらいの人がネット

を通して参加したかが気になるところ。吉田アナウンサーは落ち着いた仕切りで、

さすがだと思った。一方、佐藤のりゆきさんは､初めてのＮＨＫ出演ということもあ

ってか、張り切り過ぎているような印象もあり、発言やアクションが上滑りした感

じを受けた。番組の構成としては、防災にかかわる極めて身近なケースを想定して

いて、分かりやすく説明されていたと思う。「まず玄関への退路」「１階は２階より

危険」というのは、新しい気づきでもあった。○×ゲスト解答は正解なのか不正解

なのかよく分からず、混乱した。 

 

（ＮＨＫ側） 

防災という大切なテーマを、さまざまなアプローチでさまざまな層に届

けるという試みをしたほうがいいのではないかという中で、知名度が高く、

北海道にずっと住んでいらっしゃる佐藤のりゆきさんを起用することとし
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た。司会を２人にしたのは、防災の知識とクイズ、そしてゲストとの掛け

合いを１人でやるには容量が大きい番組であるという判断をしたため。○

×の解答については、ナレーションで解消できたことだと思う。スタジオ

セットの問題では、司会も色が見えなかったため正解と不正解を間違えて

答えてしまった、ということにつながっていった。ゲスト解答者について

は、北海道出身で、生活感覚のある方、若年層の視聴者に近い方、機転の

効く男性というバランスの中で起用した。データ放送については、１問に

つき 600 件近い投票があり、合計で 2,240 票あった。いろいろなことを試

みた番組だが、またこういう手法を取れ入れながら、視聴者により見ても

らえるような番組作りをさらに心がけていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月２１日(火)の北海道 戦争の記録「忘れられた犠牲者たち～北海道と朝鮮人労

務動員～」(総合 後 10:00～10:43)は、日本の労働力不足のため、７０万人の朝鮮

人労働者を日本に連れてきて、そのうちの１５万人が北海道に来たということで、

こんなに多くの人が来たということに、まずびっくりした。番組の中で、１５万人

がこの５か所に来たという説明があったが、５か所ではなくて、もっとあるのでは

ないかという疑問を持った。鎌を持って竹やぶを切りながら骨を探すという場面が

あったが、あのスタイルで７０年前の遺骨を本当に探せるのかと疑問に思った。ま

た、「来たくない」という韓国の生存者の１人を連れてきたところ、空港でも北海

道に来ることに拒否反応を示しており、あえてああいう形で連れてきたことがよか

ったのかということを疑問に感じた。「労務動員」により朝鮮人が過酷な環境の中、

北海道で過ごしたということを表現するのであれば、描き方にもっと工夫が必要で

はなかったか。 

 

○  北海道 戦争の記憶「忘れられた犠牲者たち」は、北海道で１５万人もの朝鮮人労

務員が各地でインフラ整備に苦労したということで、驚きを持つとともに、これだ

けの大きな出来事がこれまでほとんど知られることなく封印されてきた事実にも、

信じられない思いがした。歴史の真実を伝えることの大切さを強く感じる。東川町

では６年前、韓国政府調査団の来道によって事実が判明したとのことだが、町長は

じめ東川町の人々がこの歴史的事実をきちんと後世に伝えていこうとして動いてい

ることを知り、大変うれしく思う。この悲しい歴史を未来の友好関係の礎にしよう

とする強い意志が伝わってきた。非常に重い事実を突きつけられたが、よく番組を

作ってくれたと敬意を表したい。 
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（ＮＨＫ側） 

北海道 戦争の記憶「忘れられた犠牲者たち」については、労務動

員は、番組で取り上げた以外にも炭鉱のほうが多い。番組の図で

説明したのは、現在も使っている施設を紹介したもので閉山して

いる炭鉱などは入れなかった。 

 

○  ８月３１日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンヒストリー「僕らが伝えた

かった“原発”」は、「普通」という言葉がクローズアップされていたが、福島の

人たちが何を「普通」と感じていたいのか、もう少し掘り下げてほしかった。原発

作業員として働いていたお父さんを取材するというのは、父親の立場としては大変

なところだったろうし、そういう意味ではこういう番組を作ったのはとてもよかっ

たと思うが、「僕らが伝えたかった“原発”」というのは何だったのか、理解でき

なかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「僕らが伝えたかった“原発”」

は、伝えられたかどうかは別として、「伝えたい原発」というタイトルにしなかっ

たところに、悔いがあるという意味かと思っている。高校生の視点で語られる生々

しい現場と、親やその上の世代と自分たちの間にあるギャップについて考えさせら

れた。短時間であることのもの足りなさを感じなかったのは、構成が大変よかった

ということだと思う。制作側に強引な大人の意図を感じなかったこと、何よりも現

役高校生が「普通」という言葉に引っかかってくれたことがうれしかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンヒストリー「僕らが伝えたかった“原発”」

は、寺門亜衣子アナウンサーのナレーションがよかった。原発労働者のお父さんは

当初インタビューを拒絶していたものの、しばらくたつとインタビューを受けるよ

うになったが、その過程の説明が必要だったのではないかと感じた。また、家族に

心配させたくない、家族もそれが分かるからそれ以上聞かないという、すごく悲し

い「普通」という言葉。そこを強調している意図はよく分かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「僕らが伝えたか

った“原発”」は高校生たちが番組を作っているさまを取材して、

番組を作っている。「普通」という言葉に反応はしたが、議論して

深めるところまで行かなかったのは、酪農家と原発の作業員の子

どもという立場の違う部員同士で傷つけ合いたくないという気持
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ちがあったかもしれない。ただ、我々としては、あるがままに撮

影したものを、なるべく視聴者が混乱しないような形で伝えよう

と考えた。取材拒否をしていた父親がインタビューを受けるよう

になったのは、１年近くの時間経過によるものであったが、丁寧

に一言言うべきだったかもしれない。 

 

○  ９月１日(土)のネイチャリング北海道「旭岳で山ガール」(総合 後 11:30～11:53)

の、ネイチャーガールズの皆さんはとてもはつらつとしてかわいらしく、引き込ま

れてしまった。ガイドが初心者向けに、疲れない登り方、けがの防ぎ方をしっかり

サポートしていたので、番組を見て、登りたいと思う人も増えるのではないかと思

う。ただ、山の天候は変わりやすく、危険をはらんでいるということはこの番組で

も伝ったが、今後、秋のシーズンで山登りする方も多いので、機会があればそうい

うことも併せて知らせてほしい。 

 

○  ９月７日(金)の北海道クローズアップ「その時 どう逃げきるか～津波新想定の衝

撃～」は、ゲストに片田敏孝さんを起用したことで番組が締まった。道内、道外各

地の試みが紹介され非常に分かりやすい番組だった。 

 

○  北海道クローズアップ「その時 どう逃げきるか」は、津波の新想定が発表された

のを受けて作られ、全体的によくまとまっていたし、分かりやすかったと思う。行

政も含めて一般の我々もどう対応したらいいか分からないという現状の中で、片田

さんが説得力のある落ち着いたまとめを行っていた。宮城県石巻市、和歌山県田辺

市と釧路市のヒントになるいい事例が紹介されており、とても分かりやすいものだ

った。その中で釧路市については、例えば１０万人のうちの何万人が建物に収容で

きる目算が立っているのか、他の都市ではどうなのかという行政の達成率のような、

具体的な数字が欲しかった。小さな川の支流に津波が上がってきている映像があっ

たが、いろいろなところが水没したというのがなかなかメディアに出ておらず、中

のほうまでかなり危ない状態だったというのがよく分かり、ありがたく思った。 

 

○  ９月７日(金)の北海道中ひざくりげ「ひつじの里に夢を結ぶ～美深町・仁宇布（ニ

ウプ）～」では、ここに行ってみたいと思わせる、久しぶりにほっとする映像を見

た。北海道は今、限界集落と言われ、地域のコミュニケーションがどんどん崩れて

いる地区が増えている中、羊というキーワードで集まってくる人たちの様子を見て

いると、原発などで地域が崩壊するという番組が多い中で、地域の再生ということ

を強く考えさせられる番組だった。 
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○  北海道中ひざくりげ「ひつじの里に夢を結ぶ」は、人口が７０人という小さな集

落の人々の暮らしをしっかりとカメラにおさめて放送したのは、とてもよかった。

ほほえましいと思ったのは、足りなくなった羊の乳を分けてもらいに行くとか、地

域の人たちがつつましやかに支えているというところが、画面で本当に伝わってき

たこと。こういう番組はなかなかほかの局では作れないと思うので、継続して作っ

ていっていただきたい。 

 

○  ９月１５日(土)穴場ハンター「目指せ！わらしべ長者！ＭＣ物々交換対決 ｉｎ 

北見」(総合 後 11:30～11:59)は、「新企画」と出ていて、また見た。最初は私物か

ら始まって、出会う人と物々交換していくという展開で、穴場から穴場への出会う

人とのつながりがこれでできたということで、流れがスムーズな印象を受けた。大

変よい企画で、番組がよくなっていると思った。 

 

○  ８月５日(日)のさわやか自然百景「夏 大雪山系」は、2,000 メートル級の大雪山

の映像の美しさが素晴らしく、オリンピックの真っただ中で、ほっと一息つける、

安らぎを与えてくれた番組だった。 

 

○  ９月２日(日)のさわやか自然百景「北海道 サロベツの砂丘林」は、日本の中でも

最大面積の特別保護地域を１か所で持っているサロベツ原野の自然について、よく

知らないという人が多いので、番組にしてもらってよかった。砂丘林の中でしか繁

殖しないカモの一種ミコアイサの子育ての様子を初めて画面で見ることができ感激

した。撮影クルーが重い機材を持ちながらこの場所に入るのは、本当に大変な苦労

だったと思う。すばらしい番組を１４分で作っており、自然を見せるのが目的かと

も思うが、これだけ貴重な映像を撮っているのであれば、もう少しそういう裏側の

説明もあったほうがいいとも思う。 

 

○  ９月２日(日)の「ＮＨＫのど自慢－北海道北見市－」の開催で募集開始から本番終

了まで周囲の話題の大半が「のど自慢」になった。視聴者の関心の高さに圧倒され

た。 

 

○  ９月９日(日)のＮＨＫスペシャル「追跡 復興予算１９兆円」をメディアがチェ

ック機能を果たした番組として評価したい。復興予算１９兆円のうちの９.２兆円が

３次補正予算として組まれていて、このうち２兆円強が被災地以外の、被災地に直

接関係のない事業に投入されていることについての各省庁の言い分、理由づけにあ

きれるばかりだった。コストを減らす取り組みが行われていないことにがく然とす

る。標準化して統一してやれば、われわれの税金はもしかすると大幅に減ったので
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はないかとすら思える。この番組では、そういった事実を一つ一つついて事実解明

をしており、ぜひ、こういった番組をやっていってほしい。 

 

ＮＨＫ札幌放送局  

番組審議会事務局 
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平成２４年７月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１８日（水）、札幌放送局において、１０

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道クローズアップ「安全は取り戻せるか～検証 ＪＲ北海道～」

をはじめとして、放送番組一般について活発な意見交換を行った。 

続いて、８月の番組編成の説明と放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ「安全は取り戻せるか～検証 ＪＲ北海道～」 

（７月６日(金) 総合 午後 7:30～7:55）について＞ 

 

○  ＪＲ北海道の小池明夫社長がスタジオ出演し、キャスターの質問に直接答えてい

たことは、内容はともあれ、不祥事に対して真摯（しんし）に向きあう姿勢が見え

てよかった。トンネル内の事故を想定した避難訓練で、乗客を車内に残してしまっ

たが、その際不手際を隠さず、取材をさせていたことからもＪＲ北海道の真剣な姿

勢が伝わってきた。ただ、番組タイトルの「安全は取り戻せるか」という問いの答

えは番組を見てもわからなかった。問題となっている技術力の低下、安全意識の低

さへの対策を、池田耕一郎キャスターと記者が具体的に引き出せていなかったのか、

ＪＲに答えがないのかわからないが、ＪＲがなかなか改善の方向に向かっていない

ということは番組を通じて見えた。 
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○  スタジオでの小池社長へのインタビューは釈明に長々とした時間を与えているよ

うに感じた。経営の中枢を歩んできた小池社長が、他人事のように「大企業病」、「風

通しが悪い」と語る姿に、自らの責任についてどう考えているのかと思った。番組

を作るに当たっては、ＪＲ側の協力を得なければ撮影もできないし取材もできない

ので、しかたがない部分はあったと思うが、ＪＲ北海道の弁解のために制作された

番組と感じる視聴者も多いと思われ、評価の分かれる番組だと思った。 

 

○  昨年５月の石勝線トンネル脱線火災事故の原因究明と、それを踏まえたＪＲ北海

道の安全・安心の取り組みを取り上げ、テンポよくまとめられた見ごたえのある番

組だった。事故当時の白煙が充満するトンネル、線路わきに座り込む乗客のぼう然

とした姿、焼け焦げた無残な車両などの映像が番組冒頭に効果的に出ており、事故

のすさまじさと、もしかしたら多くの犠牲者を出したかもしれない事故の重大さと

恐怖を伝えていた。２５年前に経費削減で新規採用を控えたために、現在４０歳前

後の中堅社員が少なくなり、それが技術力の低下を招いた理由の１つとして説明さ

れていたが、これは明確に予知できたことであり、何ら対策を講じてこなかったこ

とは、一般の会社では考えられないことだ。事故が起きてから慌てて対応している

ＪＲ北海道の姿勢が、番組で浮き彫りになった。スタジオで小池社長に事故後のＪ

Ｒ北海道の改革の経過と内容を直接語ってもらうことで、タイトルにある“検証”

が多少は果たされたのかと思うが、もっと厳しい質問で切り込む必要があったと思

う。 

 

○  石勝線トンネル脱線火災事故から１年の間でこの事故以外にも、数多くの不祥事

があったことを番組であらためて知り、道民にとってなくてはならない公共交通機

関であるＪＲの現状をＮＨＫが伝えたことの意義は大きかった。小池社長や技術担

当の５０代の幹部職員が、若い世代の安全意識の低さ、技術力の低下を語っていた

が、これを見た若手社員はがっかりしてしまうのではないか。人は誰でも失敗する

が、それを指摘できる部門間の連携、社内情報の共有化をしっかり行うべきではな

いかと思う。 

 

○  制作者とＪＲ北海道、両者の覚悟が感じられる番組だったからこそ、冒頭の「密

着取材で迫ります」というコメントは制作者が安易に使わない方が良いのではない

かと思った。人事構成上、抜け落ちた世代があり、技術力低下の原因になっている

との根本的な問題が、２５年前の民営化にあったことを社長が認めた意義は大きい。

ただ、技術が受け継がれていないとされる２０代、３０代の言葉が一切なかったこ

とに違和感を持った。「安全意識の低さ」というスーパーがあったが、先に文字で伝
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えるのではなく、現場の映像によって、視聴者に知らせることが大事だと思った。

小池社長が覚悟を決めての出演だったことは画面から十分伝わってきたが、２５分

の放送時間は短く、未消化なまま終わってしまった印象がある。 

 

○  連続して事故やトラブルが発生しながら容易に改善されない理由として、「組織

が大きい」、「縦割り」などが挙げられていたが、旧国鉄の悪い体質が容易に改善さ

れないまま放置されていることに触れておらず、問題の核心に踏み込んでいない印

象をもった。国鉄が分割民営化されて四半世紀たった今でも、定年間近の旧国鉄時

代からの社員と、ＪＲ北海道になってから採用された社員との間には、年齢的なギ

ャップに加え、体質の違いがあり、それが、指示命令系統、技術指導、継承に大き

なひずみになって表れ、単純ミスが起こりやすい原因となっているのではないか。

事故は簡単には減っていかないと感じた。 

 

○  ＪＲ北海道の自己弁護を聞かされたという印象を強く持った。「北海道クローズ

アップ」で石勝線トンネル脱線火災事故を取り上げるのは初めてであり、どういう

事故で、背景にどのような問題があったのか、また、その後も不祥事が絶えないの

はなぜなのかを、制作者側が改めて検証するべきだった。事故原因を「技術力の低

下」、「安全意識の低さ」の２つの問題として整理していたが、２５分の放送時間中

９分ほどしか割り当てておらず、十分とは言えない。社長へのインタビューは、キ

ャスターの質問も記者の質問も言いわけを誘導するものが多い印象を持った。記者

が「ＪＲ北海道は厳しい指示を出した」と言っていたが、ＪＲ北海道を擁護してい

るように感じられる、不必要なコメントだと思った。もちろん取材に制約はあると

思うが、制作者はもっと独自に取材し、知識を深めた上で踏み込んだ内容の、客観

的な検証番組にしてほしかった。 

 

○  掘り下げが足りなかったと思った。掘り下げてほしかったものの一つは企業経営

のことだ。経営状況で新規採用ができないことは一般企業でもあることだが、人事

構成のいびつさを是正するために中途採用をするなどの努力している。ＪＲ北海道

に４０代、３０代の社員が極端に少ない分布になっているのは、企業としての努力

をしてこなかっただけだ。もうひとつは安全意識の低さ。石勝線のトンネルを使っ

た事故後の大規模な訓練で、乗客の案内をしていなかったことはあまりにも乗客の

安全を無視する行動で、あれだけの事故を起こした後の訓練でさえなっていないの

だから、問題意識が無さ過ぎると思った。問題意識を持っている社員も多いと思う

が、上に対して物を言えない体質が非常に強いのだと思う。小池社長の話を聞くだ

けでなく、一般社員の声をもっと聞いて制作してほしいと思った。 
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○  冒頭に事故当時の生々しい映像があり、一気に番組に引き込まれた。事故が起き

たことと、その後も不祥事が続いていることの２つに問題点を絞り、原因を、技術

力の低下と安全意識の低さの２つの点から検証していく構成はわかりやすかった。

小池社長が出演し、諸問題について冷静に話している姿は、改革に取り組む意気込

みが感じられた。ＪＲ北海道の体質が事故の原因となっていることはわかったが、

福知山線脱線事故へのＪＲ西日本の対応と、ＪＲ北海道の事故対応の比較を行えば

なお、ＪＲ北海道の問題がわかると思った。また、事故に遭った人のコメントがも

っとあればなお良かった。ＪＲ北海道の労使関係には全く触れられていなかったが、

今後、検証を進めていくうえでは非常に重要な点であり、番組で取り上げてほしい

と思った。 

 

○  小池社長が出演したことは、「二度と繰り返せない」という覚悟が出ていた。問題

点として「技術力の低下」と「安全意識の低さ」を挙げていたが、なぜそれに至る

かというところの踏み込みが足りなかった。トラブルや故障などの整備不良の情報

は細かいものでさえ上層部まで伝えられ、しっかりとした対応策が示されるはずだ。

事故が続く理由は、情報が伝えられていないのか、あるいは伝えられても上層部が

問題を正しく認識できる力がないためで、企業経営のシステムに問題があると言わ

ざるを得ない。番組で経営の問題としてこの指摘をしていなかったのは弱い。また、

安全意識が低いために、乗客の避難誘導ができないと番組で指摘していたが、違う

と思った。誘導できない理由は、事故現場で当事者として判断する訓練ができてい

ないためで、これもまたシステムの問題だ。一歩間違えば甚大な事故につながる可

能性もあった追分駅の信号トラブル事故について、番組ではミスを指摘しなかった

他の係の人について触れていたが、問題は、事故につながる可能性のある操作を、

口頭と簡単なメモで引き継いでいることにあり、そのようなシステムの不備を人の

問題に帰結させていることは違うと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＪＲ北海道の弁明の番組ととられないよう、厳しい質問をしたつもりで

はあったが、もっと厳しくすべきだとの意見は真摯（しんし）に受け止め

たい。技術力が低下してしまった原因を、年齢構成をキーワードに解明し

ようとしたが、なぜいびつな年齢構成になったのかについての歴史的な背

景までひもとくには放送時間が足りなかった。石勝線トンネル脱線火災事

故の事故調査委員会の報告はまだ出ておらず、検証する材料が少なかった

ため、記者会見で再三小池社長が事故原因として挙げている「安全意識の

低さ」と「技術力の低下」を掘り下げていく番組とした。 

小池社長のインタビューを収録し、記者がその発言を検証して、ＪＲ北
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海道の体質を指摘するようなコメントをしたとしたら、「ＪＲ北海道の広

報番組」という印象はかなり変わったと思う。ご批判を今後の参考にさせ

ていただきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月６日(金)の北スペシャル「世界自然遺産 知床 エゾシカの命 角がつなぐ」は

エゾシカを１年間じっくり追ってその生態を見せており、非常に面白かった。春の

雪解けの時期に雄シカの角が落ちる映像があり、初めて撮影されたものとのことで、

感動した。身近な存在であるエゾシカの生態を、実はよく知らなかったのだなと思

った。 

 

○  北スペシャル「世界自然遺産 知床 エゾシカの命 角がつなぐ」は、知床の自然が

すばらしかった、さまざまな動物が生息し、春夏秋冬で違う表情を見せてくれる。

世界自然遺産にふさわしい、われわれ日本人にとっての財産であることを再認識し

た。 

 

○  ７月１３日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンヒストリー「コウモリってか

わいい！～動物写真家・中島宏章さん～」は、あまり良い印象がないコウモリの知

られざるかわいさを感じることができた番組だった。こだわりを持ってコウモリの

写真を撮る中島さんの姿もよかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンヒストリー「コウモリってかわいい！～動物写

真家・中島宏章さん～」は被写体がコウモリであることが、新鮮な驚きだった。コ

ウモリの知られざる生態がわかっていくうちに、興味がわき、引き込まれた。コウ

モリの研究に一生を懸けるまでになった中島さんは少年のようで、森の中で枯れ葉

の中のコウモリを見つけたときに、「いた、いた、ここにいた！」とカメラに向か

って喜ぶ姿がほほえましかった。北海道に１９種類ものコウモリが生息しており、

札幌市のオフィスビル街にも飛び回っていることを知り、大変驚いた。番組を見て、

これまでコウモリに抱いていた不気味なイメージが払拭（ふっしょく）された。自

然教育に力を入れている幼稚園の園児と中島さんの交流も面白く、園児にコウモリ

を知ってほしい一心で一緒に野山を駆け回る中島さんの笑顔が素敵だと思った。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンヒストリー「コウモリってかわいい！～動物写

真家・中島宏章さん～」は中島さんの写真集が、若手写真家の登竜門、田淵行男賞
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を受賞したことで、興味を持った。コウモリにはあまり興味がわかず、好きな動物

ではないが、札幌市の中心部にあるビル街の森にコウモリが生息していることは新

鮮な驚きだった。 コウモリが生息できる、身近な自然環境をどう維持していくの

かについて、考えさせられる番組で、子どもが見てもわかりやすく環境保護の大切

さが伝わる番組だと思った。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンヒストリー「コウモリってかわいい！～動物写

真家・中島宏章さん～」はコウモリを発見した時の中島さんの表情が、コウモリと

同じくらいかわいく、印象に残った。コウモリは洞窟にいるイメージだったが、葉

っぱの裏にいることに驚いた。街中でも飛んでいる姿を確認できるとは初めて知る

ことだった。中島さんがコウモリの生態について「信じられないような事実が次か

ら次と出てくる」「知らないことが次から次と起こる」と言っていたが、新たにわ

かったことの具体例が少なく、ふだんの生態についてもう少し詳しく紹介していれ

ばさらに興味がわくのではと思った。 

 

○  ７月１３日(金)の北スペシャル「北海道発掘バラエティー ホリホリＸ」は、今回

５回目で、レギュラー出演者である「ホリホリ団」メンバーの魅力が出てきて面白

かった。それぞれの役回りが決まってきて、番組進行もスムーズになった。 

 

○  北スペシャル「北海道発掘バラエティー ホリホリＸ」はＮＨＫの娯楽番組として

は中途半端だと思った。各エピソードを結論に持っていかずに宙ぶらりんにする構

成は、深夜帯向けの演出で、午後８時台の番組としては、“北海道発掘”を前面に

強く出し、情報性を高めた方がいいと思った。司会の北陽とゲストが自分たちの役

回りをいまひとつ把握できない感じで、空回りしている印象を持った。 

 

○  北スペシャル「北海道発掘バラエティー ホリホリＸ」は情報バラエティー番組と

して面白く見ることができた。バーベキューの達人や、礼文島のユースホステルの

試みなどさまざまな話題を紹介しており、すごいと思わせる半面、趣味が高じたも

のやユニークなものもあって、北海道には多彩な人や面白いスポットがあるのだな

と改めて感心した。 

 

○  毎週土曜日朝に放送されている｢おはよう北海道土曜プラス」の特集が面白い。６

月３０日(土)では、部員数が少なく単独出場することができない足寄、士幌、新得、

幕別高校が連合チームを結成し、全国高等学校野球選手権大会の予選に出場した話

題を取り上げていた。強豪帯広南商業高校と対戦し、０対９で負けてしまうが、涙

あり、笑顔ありのすばらしい短編になっていた。新得高校については、４月に放送
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した、にっぽん紀行「ひとりじゃない～北海道新得高校 それぞれの春～」で取り

上げられ、その後が気になっていた。今回の特集で結末がわかり、うれしかった。

ただ、連合チームが出場を認められたことを、「思いもよらぬ知らせが届いた」と

いうのは過剰な表現だと思った。７月７日(土)の特集は、野菜の小さな表情の妙を

撮り続けている東川町在住のカメラマンを取り上げていて、興味深かった。ルバー

ブの花の中の１ミリぐらいの花粉を撮影する様子に密着し、映像としてもとても面

白かった。登坂淳一アナウンサーのナレーションが落ち着いていてよかった。７月

１４日(土)の特集は道東で行われている北海シマエビ漁が、東日本大震災の津波の

引き潮の影響で、エビが暮らす水草のアマモと稚エビが流されてしまって、漁がで

きなくなっていることを伝えていた。資源管理が難しいシマエビ漁を諦めて、ホタ

テ養殖に切り替える漁師がいるなど、初めて知ることも多く、興味深かった。ＶＴ

Ｒに出てくる漁師の名前のスーパーがなかなか出てこず、わかりにくい場面があっ

た。スーパーは名前が出た時点ですぐに出してもらいたい。 

 

○  ７月１５日(日)のさわやか自然百景「北海道 檜山の森」は北限のヒバや樹齢 200

年のブナ、針葉樹であるヒバの森と、その森で子育てをするエゾライチョウを取り

上げていた。６月の新緑の美しさに感動した。ヒバの幼木が２０センチメートルに

なるのに１０年以上の年数がかかることを番組で初めて知った。 

 

○  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 10:55～11:23:30)は、待望の番組だった。おにぎり屋のそばで取材をした

時に食べたことがあり、おいしかったことなど懐かしく思い出した。おにぎり屋に

出入りする客の表情や言葉から、いろいろな人の人生の断片が見えてきた。ディレ

クターが客の不動産会社の社員に対して「売り上げ、厳しいのですか」という厳し

い質問をしたり、風俗店におにぎりを配達するアルバイトに「プライベートで風俗

に行くのですか」という突っ込んだ問いかけをするなど、体当たりの取材であるこ

とが感じられ、面白い番組になっていた。ナレーターの俳優の奥田瑛二さんが適役

だった。 

 

○  ６月２９日(金)の北スペシャル 北海道中ひざくりげ「恵みの火山 いとしき我が

家 ～渡島半島・恵山～」は、函館生まれの私ですら知らない、恵山の魅力を伝え

ていた。明治時代に恵山の温泉を発見した三好又右衛門という実在の人物の昔話を

ベースにした展開が面白く、子孫である原田千春さんが女将として温泉旅館を切り

盛りし、孫たちと一緒に恵山の環境保護にも取り組んでいる姿に感心した。ただ、

旅人の久保田茂アナウンサーが訪ねていった畑から縄文時代の土器の破片が出土し

た際、土器に関する説明がなく、残念だった。 
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○  ７月１５日(日)の｢にっぽん縦断こころ旅 週末版」は俳優の火野正平さんが自転

車で北海道各地を旅する番組で、夏場の観光シーズンに北海道を紹介する番組は、

観光に携わる者としてはありがたい。７月２９日(日)まで北海道編が続くとのこと

で、今後も楽しみだ。 

 

○  ６月２９日(金)の北海道クローズアップ「盲導犬を育成せよ～遺伝子研究 前

線～」は、盲導犬に適した犬の遺伝子研究が帯広畜産大学で行われていることを紹

介しており、喜ばしく、報道する価値のある話題だと思った。また、ゲストの柏倉

秀克さんの視覚障害者の心模様に関する説明が克明で、盲導犬の大切さをよく理解

することができる良い番組だった。ただ、池田キャスターの「遺伝子で選ぶことに

危険な部分を感じてしまう」というコメントに大きな違和感を持った。遺伝子研究

の倫理問題に触れるのであれば、具体的に何が危険なのかはっきりと言うべきだ。 

 

○  ６月２９日(金)の北スペシャル しあわせ鉄道紀行「路面電車でゆったり旅～函館

市電～」は、函館市電を取り上げており、各駅停車の旅という番組コンセプトを逸

脱するのではないかと感じた。 

 

○  旭川市中心部にある買物公園が、誕生から４０周年を迎えたことを記念して、各

種まちづくりのイベントが行われている。ＮＨＫ旭川放送局も所蔵している映像や

写真を使ったイベントを行っており、市民に好評だ。地方局の地域密着の取り組み

はすばらしいと思う。 

 

○  ７月１４日(土)の穴場ハンター「無茶ぶり 新説！函館とは○○の街」（総合 後

11:40～前 0:09 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）はＭＣの藤岡みなみさんがかわいいキャラクターで、

会話やコメントの自在さに好感を持った。一方で、番組内容は、函館市の隠れた穴

場を探り当てるという当初の趣旨から逸脱していると感じた。 

 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局  

番組審議会事務局 
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平成２４年６月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、２０日（水）、札幌放送局において、１０

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「原発の町を 背負

いながら」をはじめとして、放送番組一般について活発な意見交換を行った。 

続いて、７月の番組編成の説明と放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形町農業協同組合代表理事組合長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「原発の町を 背負いながら」 

（５月１８日(金) 総合 午後 7:30～7:55）について＞ 

 

○  東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生した時に、家族で札幌市に避難して

きた福島県大熊町の熊谷さん一家の１年を追った番組だった。現在は、熊谷さん夫

婦は地元福島県に戻り、長男の妻と子供２人は放射能の問題のため、札幌市に残っ

ている。家族がバラバラになってしまった状態だ。福島県には熊谷さん一家だけで

なく、相当多くの人たちが同様の問題を抱えていることを思い、複雑な気持ちで番

組を見た。福島県に戻った熊谷さんの奥さんが、大熊町役場に相談に行った際、役

場の職員が「東京電力に相談に行ってくれ」と言うシーンがあったが、行政の力の

限界をかいま見た思いだ。熊谷さんのケースを通して、大熊町の取り組み、国、県

に対してどのような要望を行っているのかなど、行政の関わりを掘り下げれば、よ

りいっそう充実した番組になったと思った。番組後半に、原発が地域を発展させて
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くれたから、東京電力を悪く言いたくないという熊谷さんの言葉がとても重い言葉

として心に響いた。 

 

○  登坂淳一アナウンサーと小野藍子ディレクターの２人がナレーションを担当して

いたが、違和感があった。例えば、「この夫婦が福島に戻る選択が本当によかったか

どうか、私は理解できずにいた」との小野ディレクターのナレーションは、不必要

だと思った。東電に対する批判を封印している、原発とともに生きてきた夫婦と福

島県の東京電力の関連会社で働き続ける長男、そして札幌に暮らしている長男の妻。

それぞれの選択に秘められた思いは、映像を見るだけで十分に想像できるので、説

明を加えすぎないで、視聴者の判断に委ねるべきだと思った。ディレクターの思い

入れが深く、力が入りすぎていたのかもしれない。また、“福島”という言葉が、ど

こを指すのかわかりづらかった。夫婦が言っている“福島”は、ふるさとの意味で

あると思うが、ディレクターは、梨農園を営んでいた大熊町、仮住まいで戸建てを

見つけたいわき市、などの説明がないとよくわからないと思った。 

 

○  大変な状況にかかわらず、恨み言を言わず、「原発のおかげで地域が発展した」と

言い、原発事故の一端を担ったと責任まで感じている夫婦の姿に、きちんとした日

本人の姿を感じた。長期取材で信頼関係が醸成されたからこそ、含蓄のある、当事

者でなければわからない言葉を引き出していたと思う。札幌市に残る決断をした長

男の妻が「原発というものがどういうものか、あんなに近くにあるのにわかってい

なかったし、原子力というものがわからなかった」と言っていたが、考えさせられ

る言葉だった。家族それぞれの選択と苦悩する気持ちがよく理解できた。ただ、ナ

レーションが男性から女性に切り替わる構成になっていたため、唐突な感じがした。

また、この番組の放送翌日の１９日(土)に、同じ家族を描いた、ドキュメンタリー

５「ずっと、見守っていく」（総合 後 0:40～0:45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）の放送があったが、

「北海道クローズアップ」では悲しいこととして描かれていた孫たちとの別離が、

「ドキュメンタリー５」では別れ際に孫が四つ葉のクローバーを渡してくれること

に象徴される希望のシーンとなっていて、番組素材の解釈の違いに戸惑いを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

５月１９日(土)の「ドキュメンタリー５」は、今回の「北海道クローズ

アップ」のアナザーストーリーとして、本筋を変えず、リメークした短編

として味わっていただければと思い制作した。場面の描き方が、２つの番

組で違うように捉えられたとのご指摘は、今後、番組づくりのうえで留意

していきたい。 
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○  熊谷さん夫婦の長男は東京電力の火力発電所の復旧作業に携わり、２か月に１度

しか家族の元に戻れない状況の中、「福島県人として復旧に携わらなければいけな

い」という責任感あふれる言葉で語っていたが、離れて暮らす家族にとっては、長

男が責任感をもてばもつほど大変な状況になるのではと思った。ふるさとに対する

強い思いを持ち、孫とのふれあいを捨ててまでも帰郷にこだわる夫婦の思いを私は

理解できないが、札幌市に拠点を置く長男家族を大切にするための決断であるとも

捉えられると思った。長男夫婦に迷惑をかけないで生活しなければならないという

思いが相当強いように見て取れた。現在、全国各地に離散家族が相当数いると思う

が、原発事故によって家族と離れて暮らす子供への支援を盛り込んだ被災者支援法

案の一刻も早い成立が望まれると思った。 

 

○  １年間をかけて、熊谷さん一家を追った制作者の根気と、熊谷さんの選択を自分

のことに置き換えてしゅん巡する姿に、大変好感を持ち、見ごたえがあった。熊谷

さん夫婦と長男の妻と２人の孫の札幌市での生活から、夫婦が福島県へ戻るまでを

描いていたが、なぜ２人が戻りたがったのか、その理由が番組の核心であったと思

った。戻るべきか、留まるべきか悩む家族を追いながら、制作者も悩んでいること

が映像とナレーションから伝わってきた。ただ、番組の核心を「この夫婦が福島に

戻る選択が本当によかったかどうか、私は理解できずにいた」というナレーション

で言ってしまってよかったのかどうか、評価がわかれると思う。また、夫妻が福島

に戻る理由が郷愁だけではないことが、映像からにじみ出ていた。大切な孫と別れ

てまで戻る理由の１つは、家族間の確執があることは長男の妻の言葉から想像され

た。「わが子を原発の恐怖にさらしたくない。親としての責任です」という言葉に、

原発の恩恵の中で育ってきた夫とその両親との気持ちの隔たりを感じた。家族の問

題を出さなかったことは制作側が意図したことなのか。原発のせいで家族が壊れて

しまったことを暗に伝えたかったのか、あるいは原発は家族離散の不幸を生んだと

いう報告だったのか、番組の着地点が視聴者に丸投げとなっている印象をもった。 

 

○  家族離散状態の熊谷さん一家の現状が、原子力を電力源として使うリスクの大き

さを視聴者に伝えていると思った。夫婦にとって、生まれ育った故郷が大切なもの

として存在している一方で、子育て真っ 中の息子夫婦にとっては、子どもの安全

を守る固い決意と覚悟がある。祖父母と両親の苦しみや悲しみをじっと受け止めて

暮らす孫たちのあどけなく、けなげな姿に強く心が打たれた。それぞれが大切にす

るものが違うからこそ離ればなれに暮らさなければならないことに、涙がこみ上げ

た。手入れが行き届き、広々とした梨農園が映されていたシーンは、熊谷さん夫婦

が心を込めて育ててきたことがしのばれ、他人が立ち入ることができない深い苦し

みを感じた。東京電力の世話になってきたという気持ちをもち続けている家族の姿
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がやり切れなかった。これからも、被災者の厳しい現状を丁寧に伝える番組を制作

し続けてほしい。 

 

○  「この夫婦が福島に戻る選択が本当によかったかどうか、私は理解できずにいた」

という小野ディレクターの言葉が番組の柱になり、なぞ解きのように、 後に福島

に帰る人たちの気持ちが理解できる構成となっていた。小野ディレクターの家族に

対する思いが前面に出ている構成でもあったと思う。札幌市に残る長男の妻の思い

を聞くシーンがあったが、掘り下げておらず、番組の柱はあくまで福島に帰る決断

をした夫婦の方に置くことで主題が明確になっており、好感を持った。夫婦と長男

の妻との間にいろいろな感情のあつれきがあることは推察されたが、その問題に立

ち入り、撮影することは不可能だと思う。だからこそ、小野ディレクターは福島に

帰還する夫婦の気持ちに番組の焦点を当てる構成にしたのだと思った。 

 

○  大熊町で原発事故の被害にあった熊谷さん一家が３世代の家族で札幌市に移住し

てきた後日談で、なぜ家族がバラバラにならなければならないのかについて取り上

げていたが、２５分の放送時間は短く、制作者が伝えたいことが出し切れなかった

のではないか。熊谷さん一家を通して被災者の苦労を表現したかったのか、家族が

離ればなれになる選択をせざるをえなかった悲しみを表したかったのか、東京電力

の原発城下町だった大熊町民の複雑な気持ちを伝えたかったのか、ふるさとを忘れ

ない気持ちについて描いたのか、結局何が主題の番組なのかよくわからなかった。

もう少し放送時間の長い番組を再度制作してもらいたいと思った。 

 

○  長い時間をかけて撮影されたため、番組として編集することに苦労があったと思

ったが、ドキュメンタリーとしてよくまとまった番組だと思った。登坂アナウンサ

ーのナレーションがよく、熊谷さん夫婦が苦渋の決断をしたことが映像から伝わっ

てきた。ただ、全体として重苦しい番組に仕上がっていたことが残念だった。また、

原発事故によって、住み慣れた故郷を捨てざるをえなかった哀感を伝えたかったの

か、一家離散の悲哀を描きたかったのかがあいまいで、焦点が定まらなかった。な

ぜこの一家が離ればなれにならざるをえなかったのかについて描きたかったのだと

思うが、熊谷さん夫妻の望郷の念が強調されていたが、現代社会では単身赴任など

で家族が離ればなれで暮らしている人は多く、また、さまざまな理由で、故郷を離

れて異境の土地に住む人たちもいるので、望郷の念をあまり強調しない方がよかっ

たと思った。 

 

○  札幌市に避難してきた当初から取材していることで、被災者の心の移り変わりが

見事に捉えられていたと思った。冒頭で、「一緒に暮らしていた３世代の家族がな
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ぜ、別れなければならないのか。そして、なぜ再び悲しみを抱えて進もうとするの

か」という静かな問いかけがあったが、丁寧にその問いをひもといていく内容だっ

た。札幌市で避難生活を送っていたころは無表情で生気がなかった熊谷さん夫婦の

ご主人が、福島県に戻ってからは一転、知人と交わりながら、前向きな気持ちで頑

張っている様子が印象的で、年配の人が新しい土地に適応することの難しさを再認

識した。自分たちの暮らしが原発によって潤い、支えられ、恩恵を受けていたから

こそ、今の厳しい現実を受け入れなければならない。補助金の申請は、できればし

たくないという夫婦の言葉の裏側には原発を許容してきたことへの後悔があるので

はないかと感じた。長期間取材することで、裏側の深い気持ちを引き出すことがで

き、内容の濃い番組になったと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

担当ディレクターが１年間取材を続け、信頼関係を築けたからこそ、熊

谷さん夫婦の「原発の恩恵を受けてきた我々には責任がある」と語る姿を

撮影できた。夫妻からその言葉を聞くには、１年もの時間が必要だったこ

とは、非常に重い事実で、何とか良い番組にしたいと強く思いながら制作

した。視聴者に一番よく伝わる方法を検討した結果、普段は用いない「１

人称で語るナレーション」を採用した。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２６日(土)のクリエイティブ フロンティア２０１２「学生たちが映像で伝

える“未来”」（総合 後 11:00～11:54 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）は、「笑顔」をテーマに、実

写部門とＣＧ・アニメ部門の２つの部門で、道内の高校生、大学生、専門学校生た

ちが自由な感性で制作した短編映像作品のコンテストを取り上げた番組だった。作

品は１分１５秒以内でなければならず、難しい課題だったと思う。学生たちがさま

ざまな分野で創造力を高めることを手助けするような番組を今後も制作してほしい

と思った。 

 

○  ６月１日(金)の北海道クローズアップ「追跡！ランニングブーム」はかつて函館

ハーフマラソンの立ち上げをした経験があり、大変興味深く参考になる番組だった。

ストレス解消のために走っているサラリーマンとファッションも楽しみながら走っ

ている女性を取り上げたことで、ランニングがブームになっている現状がよくわか

った。道内では 100 を超えるマラソン大会があり、ユニークな大会も多いことが紹

介され、興味深かった。ランニングをスポーツ・ツーリズムとして経済の活性化に
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つなげたいという視点がよかった。 

 

○  ６月１５日(金)の北海道クローズアップ「まちにイチゴが根付くまで～“震災集

団移住”農家たちの挑戦～」は津波被害で宮城県亘理町から北海道伊達市に移住し

た６軒のイチゴ農家を取り上げた番組だった。手厚い支援と引き換えにイチゴを伊

達市の特産品に育てる使命がある農家の、収穫までの１年に密着しており、非常に

興味深かった。伊達市は伊達亘理藩から移住した人たちが作ったまちで、自分たち

のルーツとなる宮城県亘理町から６世帯８人を受け入れた。全国的に有名な「亘理

いちご」の生産者の技術をもってしても、高品質で付加価値の高いケーキ用のイチ

ゴを育てることは難しく、順風満帆にはいかず、ハラハラしたが、 後には驚くほ

ど粒ぞろいの美しいイチゴを収穫できており、確かな一歩を踏み出そうとする姿に

感動した。初収穫の喜びと、今までの苦労を吹き飛ばす、はじけるような笑顔を見

て、応援したい気持ちになった。 

 

○  北海道クローズアップ「追跡！ランニングブーム」は、私もマラソンをしており、

番組で取り上げられた洞爺湖マラソンに出場していたので、興味深かったが、冒頭

に「ランニングブームの秘密を徹底的に追跡します」とあり、大げさだと思った。

「追跡します」だけでよかったのではないか。また、「洞爺湖マラソンで出会った

２人のランナー」というコメントがあったが、洞爺湖マラソンの前から２人を取材

しているのは自明で、違和感があった。 

 

○  北海道クローズアップ「まちにイチゴが根付くまで～“震災集団移住”農家たち

の挑戦～」で取り上げたイチゴ栽培は被災者支援と地域の活性化を両立させた取り

組みで、番組で紹介したこと自体がよいことだ。行政では外部の人材活用がうまく

なされていないところも多いが、伊達市のこの取り組みは画期的で、この取り組み

が成功し、全道、全国に波及すればよいと思った。行政の投資のあり方や世界的な

競争に勝ち抜ける農業のあり方についても考えさせられる番組だった。番組では農

家に焦点を当てていたが、支援する行政側の動きについてももっと紹介すればなお

よかった。単年度の予算で支援に３億円以上も計上していることは大変なことで、

伊達市の投資回収の考え方についても知りたいと思った。 

 

○  ５月２９日(火)の「ネットワークニュース北海道」で、キャスターの登坂淳一ア

ナウンサーが青い農作業着を着て、田植機にも乗っていて驚いた。北海道米のゆめ

ぴりかの生産に登坂アナウンサーが挑戦する「登坂のゆめぴりか通信」というシリ

ーズ企画で、ゆめぴりかをブランド米にすべく日々頑張っている生産者にとって大

変うれしいことだと思った。ゆめぴりかの新米の収穫も登坂アナウンサーにしても
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らい、１年間を通じた取材をまとめた番組を制作してほしいと思った。結果として、

北海道米のＰＲとなれば幸いだ。 

 

○  ６月１６日(土)のネイチャリング北海道「士別の牧場で羊ガール」は、３０年前

から、町おこしで羊を使った観光を行っているとのことで、４人の女の子たちが“ネ

イチャーガールズ”と称して、羊の毛刈りや羊毛のハンドメイドを通して士別市を

紹介していて面白かった。ただ、羊のかわいさを取り上げながら、ラム料理を食べ

るシーンは興ざめだった。北海道観光を取り上げるとき、「食」は欠かせない要素

なのかもしれないが、違う切り口の番組を見たいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道観光の捉え方が画一的になりがちであることは指摘のとおりだと

思う。新たな視点を盛り込み、画一的にならないような番組作りを心掛け

たい。 

 

○  ６月２日(土)のネイチャリング北海道「洞爺湖畔でガールズキャンプ」はカラフ

ルでかわいい、いろいろなキャンプ道具を紹介しており、楽しそうだった。ダッチ

オーブンで作る料理は本格的で、まるで自宅がそのまま自然の中に移動したかのよ

うな光景に、カルチャーショックを受けた。ただ、キャンプは非日常の自然の中で

過ごすことに醍醐味があり、屋外で自宅のように過ごしたいがために自然に害を与

えることがないように注意しながら、今後も番組作りをしていってほしい。 

 

○  ６月１日(金)の北スペシャル いくぞ～！北の出会い旅「第１６回 ギューギュー

十勝」は吉幾三さんのキャラクターがあればこその番組だと思った。都会暮らしの

女性ゲストの感性と吉さんの面白さときまじめなアナウンサーの三者の掛け合いは

絶妙だ。吉さん一行にいきなり訪ねてこられる地域の人たちの表情やふるまいも自

然で面白く、何が飛び出すかわからないワクワク感がある番組構成だ。 後に、

訪問先の各地で手に入れた食材で吉さんが作った料理をみんなで食べて旅を総括す

るくだりも、訪ねた人たちの思いを大切にするようで、とてもよい演出だと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「追跡！ランニングブーム」は、キャスターの池田耕一郎

アナウンサーが走りながら伝えていく演出で、躍動感のある始まりになっていた。

番組前半がランニングに熱中している人を紹介し、後半はスポーツ・ツーリズムや

地域振興の視点でランニングブームを取り上げる構成になっていたが、途中から視

点が変わるため雑然とした感じになってしまったと思った。番組を貫く視点は１つ

の方がよいとかねがね思っている。 
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○  ６月１５日(金)の北スペシャル「闘え！巨鳥オオワシ」は大変な労力と時間を費

やした番組だと思った。ロシアのサハリンで位置を確認するＧＰＳ装置をつけたオ

オワシが、越冬のため 1,000 キロメートル離れた北海道知床まで無事に飛んできた

ことは感動的で、絵になる場面だった。年長のオオワシが年少のオオワシの獲物を

奪うことは、年少のオオワシを訓練することになる仕組みがよくわかった。ただ、

オスメス関係なく訓練されているのか、冬に知床で淘汰されたオオワシがシベリア

に戻ったときに生殖をして強い種を残していくのかなどについて、もう少し詳しく

説明した方がわかりやすかったと思った。 

 

○  ６月２日(土)の目撃！日本列島「届かぬふるさと～根室 北方領土への思い～」

はロシアのプーチン大統領が北方領土に関して、「日ロ双方が受け入れ可能な形で

決着させたい」とコメントしたことに衝撃を受けている元島民を取り上げた番組だ

った。北方領土をテーマにした従来の番組では、戦時中に暴力的に北方領土を奪い

実効支配をすすめるロシアに対し、日本の歴史的正当性を前面に出す内容が多かっ

たが、今回の番組では、根室市民の「北方四島にロシア人と日本人が一緒に住めな

いのか」、「北方四島で経済交流することができないのか」など踏み込んだ発言を

取り上げており、よいことだと思った。北方四島のロシア人が根室市を中心に北海

道で経済活動できる一方で、元島民が北方領土で経済活動が全くできない現実に矛

盾を感じている元島民は実は多いので、今後もこの問題について取り上げていって

ほしい。 

 

○  北海道クローズアップ「まちにイチゴが根付くまで～“震災集団移住”農家たち

の挑戦～」は内容もよく、テンポよく進む展開でよい番組だった。亘理町から移住

してきたイチゴ農家のリーダー佐藤さんと丸子さんの日常を追い、新天地でイチゴ

栽培に懸ける思いや不安、ふるさとへの思いを十分に伝えていた。小さな自治体に

とっては巨額の予算を計上した伊達市の職員５０人ほどが、ビニールハウスで苗の

栽培を手伝っている映像はインパクトがあり、応援したい気持ちになった。移住農

家が丹精込めた業務用イチゴを洋菓子店が全量買い上げ、販売するという新聞記事

を読んだが、生産者と行政、民間が一体となった取り組みはニュース性があり、時

宜を得た放送だったと思った。 

 

○  ネイチャリング北海道「士別の牧場で羊ガール」はネイチャーガールズのはつら

つとした魅力もさることながら、羊の愛らしさに見入った。牧歌的な風景と羊のい

る風景が何とも旅情を誘い、行ってみたいという気持ちになった。羊は 1,000 種以

上もあることを始めとして、羊にまつわる話題が豊富で勉強になった。 
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○  ６月１８日(月)の「ネットワーク北海道」のシリーズ企画「登坂のゆめぴりか通

信」が印象に残っている。アナウンサー自らが現場に出向く演出は親しみがあって

よかった。ゆめぴりかは北海道の大事なブランド米で、私が住む旭川市周辺でもた

くさん生産されている。今後もこの企画を楽しみにしている。 

 

○  北海道クローズアップ「まちにイチゴが根付くまで～“震災集団移住”農家たち

の挑戦～」で、伊達市長がイチゴ農家を助けるだけが目的ではない、イチゴを伊達

市の名産に育ててもらうために亘理町のイチゴ農家の力を借りるのだと言っていた

ことが印象に残った。再起をかける農家も必死だが、単年度で３億円もの大金を投

入している伊達市も決して失敗できない事業で、両者が危機感を共有し、一体とな

って取り組んでいることが伝わり、ぜひ成功してもらいたいと思った。イチゴ農家

のリーダー佐藤さんが静かに語る姿から、退路を断って来ている決意や覚悟がよく

伝わってきた。ただ、他の農家の人物像や伊達市に移住するに至った経緯が伝わり

づらく、番組が間延びした感じになってしまったことが残念だった。品質、収量、

単位当たりの収入など全ての面で、北海道の他のイチゴ農家より上を目指している

と言う佐藤さんの意欲は、学ぶべきことがたくさんあると思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

東日本大震災から１年以上たち、問題が細分化してくる。震災と北海道

の関わりを今後も放送していきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年５月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１６日（水）、札幌放送局において、１１

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２３年度北海道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。 

続いて、にっぽん紀行「ひとりじゃない～北海道新得高校 それぞれの春～」をはじ

めとして、放送番組一般について活発な意見交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、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  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形町農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

 

（主な発言） 

 

＜にっぽん紀行「ひとりじゃない～北海道新得高校 それぞれの春～」 

（４月３０日(月) 総合 午後 7:30～7:54.30）について＞ 

 

○  十勝地方の新得高校を舞台に、たった１人の部員として活動する、野球部の片桐

君とラグビー部の寺田君について取り上げた番組だった。１人しかいないながらも、

伝統を絶やしたくないという共通の思いを持ち、互いに励まし合って練習を行う姿

に大変好感を持った。１人でもできる練習方法を工夫し、部活動をおう歌している

姿にも、大変感心した。信念と自信と目標をしっかり持って、部活動を通して自分

を育んでいこうという精神がうかがわれた。２人の生き生きした笑顔、表情が描き

出されており、しっかりと取材した上で番組を制作していることが感じられた。し
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っかりとした人間形成ができて、立派な青年へと成長してほしいと願う気持ちで見

た。 

 

○  コンパクトによくまとめられた面白い番組だった。主人公２人に寄り添った取材

で、長期間にわたる撮影は大変だったと思う。片桐君は、新入部員が見つかりそう

もないと暗い表情だったが、最後に、新入部員が入ることになり、明るい表情で大

喜びしている姿が、高校生らしく、ほほえましかった。寺田君もさわやかな青年で、

番組で取り上げるべきよいキャラクターだと思った。ただ、ラグビーも野球も、個

人の能力は当然のこととして、チームプレーや連携を覚えなくては、ゲームが成り

立たない。片桐君は夏の全国高校野球選手権大会予選に出場することを目標に頑張

っているが、たった２人でどうやって出場するのか、他の部からメンバーを集める

のかなど、もう少し番組の中で説明がほしかった。体幹トレーニングが印象的なシ

ーンとして描かれており、最後に３人で練習するシーンはすがすがしく、高校生の

よさを感じさせられた。 

 

○  主人公２人が、高校生らしく、すがすがしかった。道内各地で過疎化が進み、各

地の高校も廃校になる寸前までに新入生が減っている中で、たった１人で部活動を

頑張る、高校生がいる瞬間を探し出してきて、映像化したことはよかったと思う。

２人の高校生が支え合って、部活動を続ける様子や、困難な状況でも頑張る姿を、

時間をかけて丁寧に取材しており、ＮＨＫならではの番組と思った。めまぐるしく

変化する今の時代にあって、意義のあることだと思う。 ２人のシーンの合間に新

得町の美しい自然も映し出され、北海道外の視聴者にも地域の実情が伝わったと思

った。ただ、ナレーションが抑え過ぎで、“かわいそうな高校生”というイメージを

視聴者に与えてしまい、少し残念だった。テーマ音楽は番組の趣旨に合っていて、

心にしみた。 

 

○  過疎化によって、十勝管内の高校の中でも新得高校の減員は極めて多く、１学年

に１クラスしかない状況で、高校の存続は地元の大きな課題になっている。番組を

見て、あらためて学生たちが部活動をしたくてもできない厳しい状況がよくわかっ

た。寺田君は、７人制ラグビーの全道代表として活躍しているとのことで、１人だ

けの練習で全道代表としてのレベルを保つことは技術的にも精神的にも大変なこと

だと、経験者として、私もよくわかる。新入生歓迎会の場面は、片桐君は大きな声

を出したり、バドミントンの羽根を使った練習を披露するなど、彼なりのやり方で

新入部員を１人でも獲得したいという素直な気持ちが表れており、若者のさわやか

さ、純粋さが伝わってきて、共感できるシーンだった。地域の大人たちがこの高校

生たちに何をしてあげるか考えさせられ、また、都会に住んでいる人にも、小規模
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校の実態について問題提起してくれた番組だった。 

 

○  番組の副題にあった、“ひとりじゃない”というテーマは、私が小説を書くうえで

も、重要なテーマで、興味を持って番組を見た。高校生の部活動というと、汗と涙

と失われゆく時間の貴さを映し出す番組が一般的だが、チームスポーツに１人で取

り組む高校生を、淡々と、静かに捉えていたことが印象的だった。なぜ１人で部活

動に取り組むのかという単純な問いかけを、番組制作者がしつこくせず、映像だけ

で伝え、一緒に歩もうという制作姿勢に大変好感を持った。ナレーションは、声の

トーンを抑え過ぎていて、もう少し緩急があってもよかったと思った。 

 

○  片桐君と寺田君の個性は対照的で、お互いを引き立てていた。片桐君と新入部員

が２人でランニングしている時に、通りかかった寺田君が「よかったな」と言うよ

うな笑顔で、後ろ向きになってランニングしたシーンは、お互いを尊重し、さりげ

なく相手を心で応援しながら支え合ってきたことが、実感として伝わる映像だった。

高校生らしい、さわやかで純粋な、ひたむきさがあふれた番組だった。ただ、ナレ

ーションの口調が暗く、悲しい事件のレポートなのかと勘違いするほどだった。生

徒たちの笑顔の映像と調和しない感じだったことが残念だった。 

 

○  片桐君と寺田君が１人で部活動を続ける理由は、本人にとっても完全に説明する

ことは不可能だと思う。番組ではその理由をことさら強調することもなく、淡々と

２人の姿を追うことで、視聴者に余韻を残す番組になったと思う。番組として“解”

を求めておらず、取材対象者と距離感を感じる番組構成に好感が持てた。ナレーシ

ョンについては、対象を突き放す感じでよかったと私は思う。ただ、番組後半で、「頑

張って」と言ったコメントが、べたついた感じでなかった方がよかったと思う。 

 

○  高校生がしっかりとした志を持っていることに、好感が持てた。新入生の男子生

徒が１０人しかおらず、片桐君がいっぱいのパフォーマンスをしても、１人の部員

しか確保できなかったという残酷な結果はかわいそうな気がした。少子化傾向が進

む状況で、他校との合同チームでも全国高校野球選手権大会に参加できるように、

日本高等学校野球連盟の規定が変わることを期待したい。新得高校だけでなく、過

疎化・少子化が進行する北海道の各地で存続が危ぶまれる学校が多くある。番組は

２人の姿を通じて、地方が直面している問題をもあぶり出していると思った。 

 

○  過疎化が進む地方にある高校が抱える問題について考えさせられる番組であった

が、番組ではあえてその点には触れずに、さわやかな２人の青年の姿を丁寧に追っ

ていたことがとてもよく、視聴者にさまざまなことを考えさせ、見終わった後、爽
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快な気持ちになる番組だった。テーマ音楽もすばらしかった。 

 

○  地味だが、秀逸な番組だった。地方の過疎化の問題を町の高校を通して見つめて

いた。片桐君が新得高校の伝統あるユニホームを着て大会に出たいという思いに、

胸が熱くなり感動した。淡々と伝える制作者の目線がとてもよかった。映像から２

人の好ましい性格がにじみ出ていて、ドラマになりそうな雰囲気すらあった。 

 

○  番組で取り上げた部活動の状況を通して、地方で起きている高校の廃校や学級削

減、生徒数減少の深刻さを、あらためて知ることができた。町としては活性化を維

持するために、高校を残したいと思うことは当然だが、一方で、生徒の立場からす

れば、高校は知識を学ぶだけではなく、多様な人間と触れ合う場でもあり、一定の

機能が維持されている必要がある。部活動すらままならず、だからこそ新入生も入

ってこない悪循環に陥っていると思った。厳しい状況でも、練習をすること、続け

ることに誇りを持ち、目的、目標意識も持ってしっかりと活動している片桐君、寺

田君に感心した。野球部に新入部員が１人だけ入ってきたが、この春や夏の大会は

どうなるのか、その後日談も知りたいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

たった１人なのになぜ部活動を続けるのかということに関心を持って取

材を始めたが、取材を続けるうちに、すがすがしい２人の高校生に寄り添

う内容の番組となった。ナレーションは抑え過ぎだったかもしれないが、

ナレーターなりに一生懸命考えて読んだ結果だった。賛否が分かれる読み

方だったかもしれない。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１１日(金)の北スペシャル「北海道発掘バラエティー ホリホリＸ」は“そ

の噂 本当？”をお題に、０１２３４５６７８９という電話番号が実在するのかに

ついて徹底調査をしたり、鉄道マニアが“日本一の秘境駅”と呼ぶ、室蘭本線の小

幌駅の実情を探るなど、初めて知ることばかりで楽しい番組構成だった。特にヒト

デから採取したエキスがカラスを撃退することは、ゴミ出し時にカラスに困らせら

れている多くの地域で朗報となる情報で、この話題についてさらに詳しく番組を制

作してほしい。また、小樽市の小学校でランドセルの替わりに使われているナップ

ランドという、軽くて背負いやすいご当地カバンは、小樽市だけでなく、広く普及

してほしいと思った。 
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○  ５月１１日(金)の北海道クローズアップ「巨大市場 中国をつかめ～水産業 危

機をチャンスに～」は消費者の魚離れが進む中、隣の大国・中国に進出することで

生き残りをかける水産業の最前線を追った番組だった。函館市のメーカーが製作し

たイカ釣りロボットが、中国で売れ行きを伸ばした要因として、イカの消費を増や

そうと中国でさきいかの製造や販売に乗り出して、需要を掘り起こしたことなど、

興味深い話題が紹介されていた。ただ、「巨大市場中国をつかめ」というわりには、

北海道漁連が中国の大連市で秋サケのプレゼンをし、現地のスーパーで２日間、冷

凍のサケの切り身を売るイベントを紹介していただけだと思った。そもそも、漁連

の中国での販売戦略もおよそ戦略とは言えないものだ。北海道漁連の取り組みを紹

介するだけではなく、別の切り口が必要ではなかったか。 

 

○  ５月１０日(木)の「つながる＠きたカフェ」の「各駅停車おいしい旅」のコーナ

ーでは、根室線の帯広駅から新得駅までの汽車の旅を取り上げていた。鉄道フォト

ライターの矢野直美さんが旅人としてレポートしているが、語り口は穏やかでわか

りやすく、本人が本当の旅行好きであることが伝わってきて、とても好感が持てる。

ただ、箸の持ち方が少し気になる。できれば、直してもらいたいと思う。 

 

○  ５月６日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「摩周湖 神秘の湖に迫る異変」は、私が住

む然別湖と、摩周湖の環境が非常に似ていることもあり、興味を持って見たが、レ

ポーターが環境科学に不勉強なことにやや違和感を覚えた。また、摩周湖の透明度

が落ちている理由として、ヒメマスを放流したことで、動物性のプランクトンがい

なくなり、結果として植物性プランクトンが異常繁殖したことと、中国から来る光

化学スモッグや酸性雨を理由として取り上げていたが、環境が似ている然別湖のデ

ータと比較すると、それだけが理由とは思えない。あくまでヒメマスの放流と光化

学スモッグは推測される理由の一部であることを番組でもっと強調するべきだっ

た。 

 

○  北スペシャル「北海道発掘バラエティー ホリホリＸ」は、シリーズの４回目だ

った。今までの回では、さまざまな話題を紹介するが深まらず、消化不良のまま番

組が進行していくことに、制作者側の迷いが感じられたが、今回はそれを修正する

のではなく、つっこみどころをわざと残した構成と進行になっていたように思った。

“日本一の秘境駅”の小幌駅を取り上げたコーナーでは、ロケがうまくいかずに全

体像がわからないまま次のコーナーに行くことや、食パンとカップめんが食べ放題

の不思議なスナックの店主が先生と生徒だったという題材も事実だけ伝えて、次の

話題に行く。ただ、“ホリホリＸ”なのに全然“掘っていない”という視聴者の気
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持ちは、ゲストの河本準一さんがつっこむことで代弁する構成になっていた。行き

当たりばったりのように思えるが、一方で、わざとつっこめる余地を残すように作

り込んでいるようにも思える。どちらにしても視聴者にとっては、面白く見ること

のできる番組だった。 

 

○  北スペシャル「北海道発掘バラエティー ホリホリＸ」は北海道各地のさまざま

な話題を取り上げていて、興味深く見た。小樽市は坂が多いので、軽いランドセル

を子供たちに背負わせたいと考案・製作したご当地ランドセルの話題は、６年間持

ち続けられるカバンとしてとてもいいものだと感心した。また、釧路市の額縁製作

の職人が、絵画だけではなく、スニーカーや帽子、おもちゃなどの思い出の品々を

額装する額縁を製作している姿に非常に感銘を受けた。自分の仕事を通じて、地域

の人たちの役に立ちたい姿勢が感じられ、そのことに敬意を表したい。 

 

○  ５月１２日(土)の穴場ハンター「日高地方で“みなみｖｓ三好”のガチンコ穴場

対決！」は、視聴者から寄せられる情報を基にロケに行く番組だが、地域色が強い

番組を作るうえでは情報収集が非常に重要で、毎回苦労をしているだろうと推察し

ている。ただ、寄せられた情報の場所に行くことを優先するあまり、取材を受ける

側に対する配慮に欠けているのではと心配だ。放映されていないところでは、礼を

尽くしていると思うが、番組の中でもきちんと描くべきではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

穴場ハンター「日高地方で“みなみｖｓ三好”のガチンコ穴場対決！」

は、他のＭＣがロケした町には、もうロケができないという演出にした。

そのため、ロケを途中で打ち切ることもあり、その結果、失礼な印象を視

聴者に与えたかもしれない。もちろん、放送していない部分では丁寧にご

説明しているし、ホームページでもフォローするなど、配慮はしている。

ご指摘の点は今後に生かしていきたい。 

 

○  ４月２０日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「舞い上がれ白鳥

～別海スケート少年団～」は“弁慶先生”と呼ばれる元体育教師の楠瀬功さんが、

長年小学校低学年の子供たちにスケートを指導している姿を追ったドキュメンタリ

ーだった。楠瀬先生は存在感があり、指導を受けた子供がすでに大人になって、自

分たちの子供を通わせていることにも、弁慶先生への信頼が非常に感じられた。た

だ、冒頭に「熱血指導者」、「怖い先生」というコメントがあったが、もう少し内

容を見せてから、視聴者の判断に、楠瀬さんに対する感想を委ねた方がよいと思っ

た。また、音楽とナレーションがやや情緒的過ぎた感じがした。楠瀬さんは存在感
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があるため、それを生かした演出がよかったのではないか。 

 

○  ４月２７日(金)の北海道クローズアップ シリーズ 人口減少社会を生き抜け⑦

「地域を救う医師を育てろ」は、北海道にとって大きな課題である地域医療に切り

込んだ番組で、興味を持って見た。番組の中で紹介された、北海道保健福祉部が行

った「卒後臨床研修医師に対するアンケート調査結果について」の詳細を知りたい

と思った。「北海道クローズアップ」のホームページ上で紹介するなど工夫をして

ほしい。また、副題に“生き抜け”、“育てろ”と命令形が２つ使われているが、

差し迫った感じを作りたいという意図はわかるものの、少し表現が強い印象を受け

た。 

 

○  北海道クローズアップ「巨大市場 中国をつかめ～水産業 危機をチャンスに～」

は北海道漁連の取り組みや函館市のメーカーの挑戦など多彩な内容だった。ただ中

国では、淡水と海水の漁獲高がおよそ半々の割合で、どちらかというと、淡水の方

が高級魚で、養殖の品質も向上している現状がある。中国の水産品市場の成長がそ

のまま海水魚を主体とする北海道のチャンスに直接結びつかないことについて、番

組でもう少し触れてほしかった。 

 

○  ５月１３日(日)のダーウィンが来た! 生きもの新伝説「氷原の激闘！巨大オオワ

シ」は迫力満点の映像でオオワシを捉えており、くちばしや頭の色が変わっていく

成長過程も、はっきり見て取ることができた。オオワシがエサを巡って争うことで、

若い個体を教育していることなど、初めて知ることも多く、引き込まれる作りで楽

しく見た。 

 

○  ４月２１日（土）のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「生中継 樹齢千年 滝桜」

（総合 後 7:30～8:44）は福島県三春町にある樹齢 1,000 年の滝桜の巨木の前から中

継していた。滝桜は地域の人たちが今日まで大切に育ててきたことや、浪江町や富

岡町から避難してきている人たちも地域住民と一緒にその桜を守ろうとしているこ

とを番組で知った。苗木がすでに３万本も全国に贈られているとのことで、復興の

象徴として、桜を守っていきたいという住民の言葉が印象的だった。 

 

○  ４月２０日(金)の北スペシャル 北海道中ひざくりげ「女子力で拓（ひら）け オ

シャレ解放区～室蘭工業大学～」はサークル活動の一環でタウン誌のフリーペーパ

ーを女子学生５人が作っているという内容で、現代の女子大生の考え方が見えて、

とても興味深かった。商店街に広告掲載の営業に行ったり、アルバイトに励む姿に、

現代の学生も頑張っていることがよくわかり、ほのぼのとする番組だった。旅人の
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久保田茂アナウンサーもアナウンサーの顔を忘れて、お父さんのように温かく学生

を見守る眼差しがほほえましかった。 

 

○  北海道クローズアップ シリーズ 人口減少社会を生き抜け⑦「地域を救う医師を

育てろ」は、地元の患者さんが若い医師を温かい目で見守り、地域で活躍する総合

医を育てることに協力している姿が印象的だった。行政に頼るばかりではなく、若

い医師を共に育てていこうという住民を描いたことは、新入学シーズンでもあり、

時宜にかなった番組だと思った。 

 

○  北スペシャル「北海道発掘バラエティー ホリホリＸ」は、起承転結がないリポ

ートが多くあり、番組を見ながら何回も苦笑してしまった。視聴者をあきれさせな

がら、番組に引き込むことが番組制作者の深謀遠慮だとすれば、感心するほかない。 

 

○  北海道クローズアップ シリーズ 人口減少社会を生き抜け⑦「地域を救う医師を

育てろ」は、高校に医師を派遣し、出前授業をするなど、積極的に地域に関わり、

人材発掘にも力を入れている旭川医科大学の取り組みが紹介されていた。医師の個

人的な頑張りに頼っている地域医療の現状を番組ではうまく伝えていた。ただ、地

方の医療現場を充実させるためには、行政が本腰を入れないと、資金の面からも立

ちゆかなくなると不安に感じている。次回は行政の取り組みに関して踏み込んだ取

材をお願いしたい。 

 

○  北海道クローズアップ「巨大市場 中国をつかめ～水産業 危機をチャンスに～」

は富裕層や中間層が増え、健康志向が高まり、魚の消費量が増えている中国で北海

道の魚を売り込む取り組みを紹介していた。ただ、北海道漁連は中国人の味覚に合

うようにサケをギョーザに入れたり、シマゾイを蒸したりするだけで、売り手側の

市場調査が不十分なことが番組を見てよくわかった。輸出量を増やしたいのであれ

ば、調理法が確立している日本での食べ方を売り込むべきで、マーケティング力が

足りない問題は北海道の産業のあらゆるところで見受けられ、それが端的に表れて

いたと感じた。北海道の海産物を輸出する取り組みは今後ますます重要になってい

くが、割高な物流コストの問題も指摘されており、引き続き取材をお願いしたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年４月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１８日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、北海道クローズアップ「受け入れますか？震災がれき」ほか、番組一般に

ついて活発な意見交換を行った。 

 続いて、５月の番組編成、放送番組モニター報告と視聴者意向報告の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  木下 正明（鳥取神宮宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

佐々木政文（北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟（月形農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

渡邉 浩平（北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ「受け入れますか？震災がれき」 

（４月１３日(金) 総合 午後 7:42～8:07 北海道ブロック）について＞ 

 

○  居住している苫小牧市が震災がれきの受け入れを表明したこともあり、非常に関

心を持って見た。岩手県宮古市への苫小牧市長の視察や、がれき受け入れを推進し

たい登別市長と風評被害を懸念する温泉街のホテル業組合が対話する様子など、道

民の目線で紹介されており、身近な問題だとあらためて感じた。「感情論的には、

がれきを受け入れたいが、放射性物質に関する安全性が担保されていないことが難

しい問題だ」という登別市長の発言がこの問題の核心を言い表していると思った。

東日本大震災から１年が過ぎ、復興を支援するために何ができるのかを真剣に検討

すべきであり、タイムリーで、勉強になる番組だった。これからも継続して番組で

取り上げてほしい。 
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○  被災地の現状や受け入れを表明している北海道や道内の各自治体の考え方、地域

住民の意見、特に反対派の意見も紹介されていて、わかりやすくまとめられた番組

だった。北海道大学大学院の教授が３人出演していたが、３人とも受け入れ容認の

考えを持っていて、反対意見の有識者が出演していないことに違和感があった。低

線量放射能は、統計学上は問題がないと言われているが、数十年後どうなるのか、

また、妊婦についてはどうなのかなど、未知の部分も多い。番組 後にあった、「安

全と言われていた原子力発電所が大事故を起こし、悲惨な状況になっている現状で、

“大丈夫”と言われても信用できないのが住民の感情だ」という記者の言葉が、抑

制が利いていて、この問題の核心を突いていたと思う。汚染されているかもしれな

いがれきを日本全国に分散させることが果たしてリスク管理として正しい選択なの

か、現地でも処理をする動きもあり、むしろ、北海道は安心・安全な食料供給基地

として存在することが大事ではないか、また、もっと政府がリーダーシップをとっ

て、がれき処理に対応すべきではないかなどの視点が番組にもっと必要ではないか

と感じた。 

 

○  震災がれきの安全性を保証することが何よりも大事だと番組を見て思った。被災

地のがれきのうち 400 万トンを全国の自治体で分担して処理してほしいと政府は考

えているが、感情論だけで解決できない問題が山積している。各自治体の焼却施設

の規模や処理能力に限界があるだけでなく、焼却後に残される放射性セシウムを含

む焼却灰の問題もある。国の基準では8,000ベクレル以下は安全だとされているが、

受け入れ地域の住民が不安に思うのも無理もない。道内 125 市町村が受け入れを難

しいとしている理由が番組を見てよくわかった。実際、受け入れとなると、地域の

観光、農業を含めた地域産業に及ぼす影響は甚大なので、本当に丁寧な説明が必要

だと思った。番組を見て、震災復興に対する政府の対応の遅さに歯がゆい思いにな

った。 

 

○  岩手県と宮城県のがれき 400 万トンを広域処理する政府方針だが、放射能汚染の

処理は基本的には分散させず、場所を限定して集中して行うべきなのではないか。

政府は問題を分散させることで、受け入れを表明した自治体に、住民への説明責任

を押し付けていると思う。北海道は国より厳しい基準を設定して、安全性を確保し

ようとしているが、その基準すらも本当に人体に影響がないのか誰もわからない状

況だ。番組は、推進派と反対派の、対立する２つの視点を紹介していたが、ＮＨＫ

がどちらかに軍配を上げることは難しい。どちらの考えにもうなずける部分があり、

考えさせられた番組だ。２５分の放送時間は短く感じた。 

 

○  この問題の難しいところは、科学的・統計学的にいくら安全だと言っても、感情
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論でものを言われると説得ができないところだ。科学的に事実とされていることの

妥当性を評価することも非常に難しく、マスメディアで取り上げる際には慎重を期

さなければならないと思った。北海道が震災がれきを受け入れるとなれば、運搬の

効率性も含めて、処理施設があって、置き場があるところは現実的には苫小牧市周

辺しかないと思う。番組で取り上げた事例は適切だったと思うが、受け入れの是非

論を紹介するというよりもむしろ、受け入れるべきという意見に軸足を置いている

印象を持った。既に受け入れを表明している高橋はるみ知事のインタビューにかな

り時間を割いていたので、バランスを取る意味でも、拒否を表明している上田文雄

札幌市長など、反対意見ももっと取り上げるべきではなかったか。 

 

○  冒頭に岩手県山田町の膨大ながれきの映像があり、受け入れをめぐる札幌市、苫

小牧市、登別市の現状について紹介し、識者の３人のコメントや高橋知事のインタ

ビューなど、豊富な内容で、変化に富んだ構成がなされ、考えさせられる番組だっ

た。知事は受け入れに賛成だが、125 の市町村が難しいとしている理由は、住民感情

にかなり配慮しているためだと思う。科学的知見と感情論をわけて考えることは難

しいが、私は、現在ある科学的知見妥当性を認めて推し進めていくしか方法はない

と考えている。実際に被災地の自治体は困っているわけで、極力感情論を排除する

しかないのではないか。ＮＨＫは住民感情に寄り添いながら報道しなければならな

いジレンマがあると思うが、住民感情の問題はもう少し客観的なものとして捉えて

いくべきだろう。 

 

○  震災がれきの処理は東北の被災地だけの問題ではなく、日本人全体の問題で、放

射能レベルが基準以下のがれきは受け入れるべきだと思っている。観光業に携わる

立場としては、風評被害の影響がないとは言わないが、高橋知事も言っているよう

に、受け入れることでプラスイメージがもたらされることを期待している。番組の

中で、登別温泉の宿泊施設の経営者は反対意見を述べていたが、道内の観光業者の

意見は賛否が分かれており、番組を見ただけでは全ての観光業者が反対している印

象を与えるのではないかと思う。国やマスコミが発表する放射能測定値がどこを計

ったものなのかよくわからないことが問題だと思っている。空気中の線量とがれき

から直接発せられる線量とは、一概に比較できない。ただ、岩手県宮古市は東京電

力福島第一原子力発電所はかなり離れていて、放射能の影響は少なく、受け入れを

拒否するのはやはり問題だと思う。また、がれきよりも直接的に人体に入ってくる、

食料に含まれる放射性物質については、あまり報道されていない。岩手県産や、福

島県産の食料さえも流通しているのが現実で、なぜ、がれきだけが取り上げられる

のか違和感を持っている。 
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○  震災がれきの受け入れについて、風評被害をはじめとするさまざまな問題点が短

い放送時間の中でよくまとめられていた。番組冒頭で、岩手県山田町のがれきの山

を歩くシーンがあり、目を奪われた。震災がれきが極めて重大な問題だと言葉より

も強く伝える効果があった。がれきの安全性について、３人の専門家が説明してい

たが、机上の議論だけでなく、具体的に迫った取材が必要だと思った。番組の中で、

さまざまな数値を、パネルなどを使いわかりやすく図解していてよかった。ただ、

北海道の地図の色分けで、がれきを受け入れる自治体は赤、それ以外の自治体は３

区分に色分けしていたが、その違いが一目ではわかりにくかった。また、数字で 400

万トンのがれきと表されても、実際にどれくらいなのかイメージが伝わってこなか

った。国の方針や要望について、住民に理解を求めていくにはビジュアル的な視点

が必要ではないかと番組を見て感じた。 

 

○  国民が判断しなければいけない喫緊の課題を投げかけたという意味で、価値ある

番組だった。しかしながら、判断を促すには、情報量が少ないと思った。被災地を

視察して感じることは、がれきこそが復興を遅らせる要因だということで、早く解

決しなければいけないと思う。ただ、番組の中でもあったが、この問題を感情論で

議論しても平行線だろうと思った。「日本人として被災地の復興に協力していくべ

き」と、「健康に被害が及ぶのであれば受け入れたくない」と、どちらの主張も正し

く、理解できる。だからこそ、冷静な情報提供が重要だ。そもそも、東北のがれき

というと、放射能を浴びたがれきを処理しなければならないと考えがちだが、現実

には放射能の数値は北海道と変わらないがれきを処理するだけだ。国がすでに、災

害廃棄物の広域処理についてガイドラインを明示しており、国際基準と照らしても

十分クリアしているレベルのがれきを受け入れるわけだが、生活感覚に落とし込ん

で理解できるように示さなければ、実感としてわからないと思った。国民が国を信

じられなくなっている今、国が示す基準を、客観性を持って検証し、判断するため

の冷静な材料を提供するような番組を期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

震災がれきの問題は、科学的な側面と心情的な側面、また、政治のこと

も網羅しなくてはならず、難しい番組だった。震災後しばらくは日本中が、

被災地のために何かをしたいという風潮であったのに、震災がれきの問題

になると空気が変わることに驚き、議論を深めるための材料を提供する意

味で、番組を制作した。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月２５日(日)のさわやか自然百景「流氷の海 知床」では、流氷の下にいる生

物や植物の様子が紹介されていた。特にナメダンゴという魚は一見南の海の魚のよ

うな外見で、知床の海に生息していることが不思議だった。かわいらしいような、

見方によってはグロテスクなような外見を見て楽しんだ。氷や雪が海に落ちても、

すぐにはとけず漂っていることを、番組を見て知り、流氷だけではない知床の海の

神秘を知った。流氷を海の中から映しているなど、酷寒の時期にどのように撮った

のだろうと思う映像が多く、大変な撮影だったのではと感動した。 

 

○  ４月１４日(土)の穴場ハンター「日本はじっこ対決 北海道ＶＳ沖縄（２）」は、

沖縄放送局との共同制作ということで、沖縄放送局前からリゾート感あふれる雰囲

気の中、生放送していた。三好正人アナウンサーと藤岡みなみさんがスタジオの狭

いブースの中で、やり取りする雰囲気が気に入っているので、次回以降は元の演出

に戻してほしい。 

 

○  ４月１３日(金)の北スペシャル「ありがとう、給食のお母さん」は置戸町の給食

を作っている管理栄養士の佐々木十美さんを紹介していた。以前、全国放送された

「プロフェッショナル 仕事の流儀」の再構成版で、「プロフェッショナル 仕事

の流儀」とは違った視点が盛り込まれ、佐々木さんの給食を食べて育った子どもた

ちが大人になった今の姿が紹介されていて、楽しく見られた。 

 

○  「おはよう北海道」のキャスターと気象予報士が替わったが、違和感がなく、安

心して見ていられる。 

 

○  北スペシャル「ありがとう、給食のお母さん」は佐々木さんの、子どもたちに本

当に良いと思える食材、地元の食材で作った給食を食べさせたいと頑張る前向きな

姿勢に感動した。食品添加物を減らすために、調味料まで手作りにするなど、大変

な仕事だと思う。自分で骨を取り除ける子どもに育てるために、魚を骨のまま給食

に出すなど、給食を通して、佐々木さんの信念が伝わってきた。ＢＳＥ問題をきっ

かけに、牛肉のエキスが入っている市販のカレールーを使わず、カレー材料を全て

手作りにして、子どもたちに大人気のメニューにしたエピソードは感動的だった。

置戸町は給食に地域の特産である木の食器を使ったり、食育に対するしっかりとし

た考えがある自治体だ。食の問題は地域の学力向上や子どもたちの健全育成にも密

接に関わってくる。佐々木さんの後継者の若い管理栄養士がどう成長したかなど、

その後についても取り上げていってほしい。 
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○  ４月１日(日)の北海道中ひざくりげ「キャンパスに夢ふくらむ春～帯広畜産大学

界わい～」は、190 ヘクタールの広大なキャンパスに、全国から集まった 1,400 人の

学生が学ぶ帯広畜産大学を取り上げた番組だった。馬術部の学生が競技大会に向け

て練習する姿や、畜産農家に出向いて、家畜の出産のサポートや馬房の掃除のボラ

ンティアで地域の人たちとふれあう姿に感心した。また、大学で盲導犬の繁殖や訓

練も行っていることを初めて知った。学生たちが今後、新規就農、さらには獣医師

や農業改良普及員など、農業関連産業に関わり、食糧基地北海道の発展のために寄

与してもらえればいいと思った。 

 

○  ４月７日(土)「アナブロ」は大出アナウンス専任部長が取り上げられていた。部

下のアナウンサーたちとのやりとりが楽しげで、ほほえましく思った。 

 

○  北スペシャル「ありがとう、給食のお母さん」は温かい気持ちにさせられる番組

だった。たくましく、元気で丈夫な子どもたちに育てたいという佐々木さんの気持

ちが伝わってきた。カレーライスを１９種類ものスパイスを全て手作りで作ったり、

生産現場に直接出向いて、品質を確かめるなど、佐々木さんの愛情が、一品一品の

料理に込められ、それが子どもたちに伝わっていると思った。また、スタッフの和

を保つことが、おいしい料理を作る上で重要なことだと感じた。 

 

○  穴場ハンター「日本はじっこ対決 北海道ＶＳ沖縄」は短い放送時間に、伝える

内容を欲張り過ぎたと思った。紹介する穴場はもっと絞り込んで放送した方がよか

ったのではないか。また、北海道と沖縄のどちらの穴場が魅力的かを決める採点の

基準が何であるのか、よくわからなかった。多重投票を認めているなど、採点に関

してはふに落ちない点が多かった。 

 

○  ４月１３日(金)の、通信衛星を装った北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射について、

北海道のローカルニュースでも取り上げていたが、全国ニュースで長時間放送した

後にあえてローカルニュースで同じ事件を取り上げなくてもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「穴場ハンター」は、 初は「北海道の方がいい」と思っていても、番組

が見ているうちに、「やっぱり沖縄の方がいい」と思う人がいるかもしれ

ないと考え、今回は多重投票にした。投票の基準は何か明確なものさしが

あるわけではないが、番組が進行していく中で変わっていく、視聴者の思

いをうまく反映させたいという意図だった。 
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○  ワイルドライフ「北海道千歳川 清流の鳥ヤマセミ 一瞬の狩りに生きる」は、

ハイスピードカメラによる撮影技術の進歩に感銘を受けた。ハトよりも一回り大き

いヤマセミという鳥が水中に突入して、小魚を何度も何度も捕ってくる姿を捉えた

超スローモーション映像はすばらしかった。ヤマセミが、捕った魚を何度も枝にた

たきつけて背骨を折り、柔らかくして食べやすくするシーンや、捕った魚をメスに

プレゼントする求愛給餌のシーンなど、驚かされる場面も多く、楽しく見た。 

 

○  ４月７日(土)の「おはよう北海道 土曜プラス」は旭川市で行われている医療ツ

ーリズムの取り組みについて取り上げていた。中国の富裕層に旭川市内の高度な医

療機関で人間ドックなどを受診させ、地域活性化を目指す取り組みだった。旭川市

は人口１０万人当たりの医師の割合が高く余裕があるため、医療ツーリズムに活路

を求めている背景があるが、一方で国民皆保険制度に基づく日本の医療制度が壊れ

かねないと危機感を持つ医師もいる。患者を北海道に来させるのではなく、北海道

の医師が中国に行って、患者を治療した上で、治療しきれない患者だけを北海道に

来させる方が、経済的に効率性が高まると考える医師もいる。さまざまな動きがあ

る問題だが、取材した記者の掘り下げが甘く、不勉強な印象を受けた。 

 

○  ４月７日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「勝ち取った一票～中国・鳥坎（うか

ん）村の闘い～」は、2011 年９月に、中国広東省にある人口１万 3,000 人の村・烏

坎（うかん）で起きた抗議行動について取り上げたドキュメンタリーだった。村民

自身の手による民主選挙が行われることになったてんまつについて密着取材で明ら

かにしており、大変興味を持って見た。さまざまな制約がある中国にもかかわらず、

よい取材がなされていると思った。ただ、インターネットで閲覧可能な映像につい

てのコメントには若干の違和感をもった。また、民主選挙が可能となった理由を、

住民自治の勝利のみに帰結させていることにも違和感があった。中国のような一党

独裁の国で、上部組織の認可なくして、事態は動くことは不可能だ。番組を魅力的

なものとするために、住民自治組織を話の中心に据えることはわかるが、こうした

中国の現状にも触れる必要があったと思う。 

 

○  さわやか自然百景「流氷の海、知床」は１４分の短い放送時間で、豊かな知床の

自然をうまくまとめて紹介していた。海の生物だけでなく、流氷が豊かな海の原動

力となっていることをわかりやすく説明していて非常によかった。撮影を担当した

水中カメラマンの映像がすばらしく、オオワシ、オジロワシ、ゴマフアザラシ、ラ

ウスカジカ、ナメダンゴなどの羅臼らしい特徴のある動物を取り上げていたが盛り

だくさんで、もっと長時間の番組で紹介してほしいと思った。５月に「ダーウィン

が来た！生きもの新伝説」でオオワシを取り上げるとのことで、楽しみにしている。 
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○  「穴場ハンター」は視聴者参加型の双方向番組で、実験的な試みも多く、新感覚

の情報番組だと注目してきた。４月７日(土)、１４日(土)の「日本はじっこ対決 北

海道ＶＳ沖縄」は九州・沖縄地方とのインターローカル放送で、興味深かった。た

だ、人気観光地である北海道と沖縄を紹介するには放送時間が短く、少し物足りな

い感じがした。 

 

○  ３月３０日(金)のスーパープレゼンテーションＳＰ「世界を変える言葉の力」（Ｅ

テレ 後 11:00～11:40）は面白く、刺激あふれる番組だった。与えられた時間で自分

たちの考えについて、観客の前で話をするのだが、国際社会で生きていく日本人に

とっても必要なスキルで、番組ですばらしい例を学べてよかったと思った。 

 

○  ４月１日(日)の「３．１１後を生きる君たちへ～東浩紀 梅原猛に会いにいく～」

（Ｅﾃﾚ 後 6:00～7:00）は東日本大震災による原発事故を“文明災”と位置づけ、新

たな文明のあり方を模索している哲学者の梅原さんに、気鋭の哲学者の東さんが、

震災後の哲学を聞く内容で、深く心に残る番組だった。 

 

○  北スペシャル「ありがとう、給食のお母さん」は、佐々木さんのプロとしての誇

りを持った仕事ぶりに感心した。退職間近にもかかわらず、使命感に燃えて行動す

る姿に、仕事とはかくあるべしと教えられた気がした。佐々木さんが語る言葉の一

つ一つが経験と実績に裏打ちされており、聞く者を納得させる力があった。栄養価

が適正で、食材はできるだけ新鮮な地元産を使い、また、予算内で収める経済合理

性も持たせなければならない。時間と手間を惜しまない、妥協のない仕事をする佐々

木さんの姿を番組が丁寧に追っていた。ただ、妥協なく手間を惜しまないがゆえに、

調理師さんに体力的、精神的に過度の負担を強いているような描き方がなされてい

たことが気になった。また、後継者の若い管理栄養士が、初めて献立を任される前

日に体調を崩すシーンがあったが、取材日にそんなにタイミングよく倒れるものだ

ろうかと少し、リアリティーがないように思った。 

 

○  ４月８日(日)の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」は、東日本大震災で得られたデータを解析し、なぜ

ここまで津波が高くなったのかを検証した番組だった。これまで専門家の間でも知

られていなかった、プレートの下で２段階の動きがあったことが紹介されていた。

２段階の動きに加えて、津波発生の時差が重なると、津波の高さが増すことを知り、

大変驚いた。大津波は発生のメカニズムがまだ完全にはわかっていないが、現時点

で判明していることを知ることができて大変よかった。 
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（ＮＨＫ側） 

北スペシャル「ありがとう、給食のお母さん」は、１月に全国放送した

プロフェッショナル 仕事の流儀「子どもを鍛える、母の給食 管理栄養

士・佐々木十美」を再編集したものだ。放送時に当審議会でいただいた意

見も参考にさせていただき、佐々木さんが従来の給食の壁、常識、規制を

打ち破っていく時に、地元の人たちの理解を得るために、さまざまな努力

を重ねたことなどを中心にあらためて構成した。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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