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平成２５年３月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２５年度関東甲信越地方向け地

域放送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２５年度

関東甲信越地方向け地域放送番組編成計画」について、説明があった。続いて、「知るしん。

信州を知るテレビ 雪が凶器に変わる～相次ぐ落雪事故～」について説明があり、放送

番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

了した。 

  

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜知るしん。信州を知るテレビ「雪が凶器に変わる～相次ぐ落雪事故～」 

（総合 ３月１日(金)放送）について＞ 

 

○  この冬全国で７５人の方が亡くなられ、1,200 人を超える重軽傷者が出ているこ

とや、降雪から１週間ほどたった“ざらめ雪”と言われる雪が、新雪の７倍の重さ

になること、５０キロのざらめ雪を５メートルの高さから落とした場合、１トン近

い衝撃になることなど、具体的な数字を示して雪の怖さや危なさを実感させていて

とてもわかりやすかった。しかし、ボランティア制度の活用や技能検定の仕組みの

ような事例がいくつか紹介されていたものの、例えば屋根の雪をどうやって下ろせ
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ばよいのか、もし自分で下ろすときはどういう方法でどのぐらいの頻度でやればよ

いのかといったこと、また、２０センチぐらいの雪でも横になった姿勢で肩まで埋

まると若い男性でも起き上がれないがそのときにどうすればよいのか、といった

個々の対応策について、番組で具体的な提言ができていればよかったと思った。ま

た、雪の捨て場所の問題もある。河川に流し、増水の危険を招くこともあるようだ。

今後、そういったことも取り上げてほしい。 

   

○  子どもと一緒に見た。番組自体が雪の怖さを伝えていることはわかったが、では

どうしたらよいのか、親として子どもに教えられることがなかった。今回の取材地

は、長野県の中でも豪雪地帯で、雪になじみのあるところだと思う。地元の人もこ

こ数年は雪があまり降らず雪不足だったので、対応、対策が遅れたのかもしれない。

行政も対策が遅れたところがあるのではないか。番組内で紹介された数字を見て、

降雪後に時間が経過した雪の怖さを知った。今回の番組は、雪の怖さをあらためて

地域で認識するきっかけになったと思う。また、建物の屋根がどの程度、雪の重さ

に耐えられるのかといったことについても考えさせられた。雪の怖さだけでなく、

雪に耐えられる家づくりや、つぶれてしまったビニールハウスの被害に対する農家

への対策などが遅れていることについて、引き続き番組を作ってほしい。 

 

○  雪の事故が多発している。事故に遭っている人の多くは高齢者だ。雪の怖さをい

ちばん知っている人たちが事故に遭っている。過疎になって若い人がいないため、

しかたなくおじいちゃん、おばあちゃんが雪かきをしなくてはならない。長野県小

谷村の例では高齢者ができない代わりに請け負う人がいたが、通常は自分でしてい

ると思う。できないときにそういう方にお願いをしているのではないか。一斗缶が

つぶれるくらいざらめ雪が重いといった事実を科学的な実験でわかりやすく見せ

て注意喚起しても、雪の怖さを知っている人たちが事故に遭ってしまうのは、雪が

降ったら雪の処理をしなくてはならない現実があるからだ。しかし、雪が降らなけ

ればよいかというとそういうことでもない。番組で取り上げていた地域にはスキー

場もあり、雪が降ることで除雪の仕事もある。番組に出ていたひとは、夏は大工の

仕事、冬は雪下ろしの仕事をしている。雪が降ることによって生活が成り立ってい

るところがある。そういった意味で、取り上げ方は難しいと思うが、雪国でお年寄

りが安全に暮らすために、行政も含め、どういう取り組みをしていったらよいのか、

多面的に掘り下げ、何回も取り上げてほしい。繰り返し取り上げていくことによっ

てよいヒントが生まれるのではないか。きっかけをつくる第一歩としてはよかった

と思う。 

 

○  雪に対し、知恵と科学の両面でどう対策をすればよいのか提示されていればさら
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によかったと思う。また、雪に埋める実験は、雪の事故を思い起こしてつらい人も

いたかもしれないと思った。実際に人が体験したことでどれほど重いかという実感

は出たと思うが、ほかの方法でもよかったのではないか。人を使うのであれば、埋

まったときに雪から抜け出す方法や、動かせる手を使って携帯電話で１１９番にか

けるといったような対策も含めて伝えてほしかった。 

  番組では、ボランティアで雪かきにきている理由について、雪が珍しいからでは

ないかと説明していたが、ボランティアの人たちの中には、被災地の復興支援と同

様に、困っている地域の人たちを助けたいという純粋な気持ちできている人も少な

くないと思う。そういった気持ちの人たちがいることもきちんと取り上げてほし

かった。 

  先日、女性の友人宅を訪問したときに５０センチぐらいの積雪があり、倉庫から

電動雪かき機を出して、自分で除雪をしていた。屋根の上の雪は難しいが、敷地内

の雪かきは、個人用の雪かき機が使えると思う。なぜ手動で行っているのか不思議

だった。それほど高価なものではないと思うので、なぜ導入しないのか疑問に思っ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

  再現実験は研究所の専門家の立ち会いのもと、安全を確認

しながら行った。こどもがまねすることを防ぐ意味でも、テ

ロップをつけるか、スタジオで補足コメントをつければよ

かった。ボランティアの人の思いについても、コメントのつ

け方がやや短絡的な面があったかもしれない。ご指摘のとお

りだと思う。次回に生かしたい。 

 

○  番組では高齢者の事故が多いと指摘していた。若い人が都会に行ってしまい、過

疎化が進んでいる。雪の問題というよりも、雪の事故から見えてくる過疎化という

もう一つのテーマを見据えて番組を制作されたのではないかと感じた。今回過疎化

と雪の危険性について知ることができて大変よい番組だった。 

 

○  番組を見て高齢化、過疎化の弊害がよくわかった。インターネットを使いこなす

若い人たちが一緒に住んでいれば、便利ツールを探したりさまざまな対策をするの

かもしれないが、おじいちゃんとおばあちゃんが昔ながらの知恵でやっていれば、

新たなアイデアや対策は生まれてこない。これがよいという情報を行政などが流さ

ない限り、自然に改善されることはないと思う。 

  新雪が１週間で７倍の重さのざらめ雪になるということだったが、あのエリアだ

から７倍なのか、北海道でも７倍なのか。また、１週間で７倍だが、２週間だと何
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倍なのか。そういった数字も知りたかった。 

 

○  雪氷防災研究センターのホームページで雪下ろしのタイミングがわかると伝え

ていたが、７０歳以上のお年寄りが多い地域では、わかったとしても雪下ろしをす

るのは無理だ。道路は国や県が管理するが、一般的に個人のことについては、行政

はかかわらない。雪国、豪雪地帯だとある程度の行政の働きはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回の番組では取り上げていないが、同じ地域の栄村では

老夫婦、ひとり暮らしの老人の家が除雪する際に行政が一定

程度コストをサポートする仕組みもある。ボランティアだけ

でなく、行政側の支援もあると聞いている。 

 

○  そういった情報もあると安心できる。また、例えば屋根の上に登る雪降ろしは危

険を伴うが、ボランティアの場合の保険はどうなるのかといったことも心配に感じ

た。 

 

○  前半で取り上げていたざらめ雪の危険性自体は昔からあるリスクだと思う。あら

ためて映像化することで、落下の衝撃や、埋まったときに身動きができない危険性

をわかりやすく伝えていた。前半はたいへんおもしろく見た。後半は雪下ろしの話

だったが、最初は、前半と後半のつながりがよくわからなかった。前半の屋根の雪

のリスクについては抜本的な対策はあまりなく、こまめに雪下ろしをするしかない

こと、そしてそれをやるためには人手、労力が必要で、長野県飯山市では過疎化、

高齢化が進んでいるのでなかなか人手が割けない。だから後半の雪下ろしのボラン

ティアの話につながっていくということが番組を見終わってからわかった。そう考

えると全体の流れとしてはうまくまとめられていた。それから、進行のアナウン

サーが冒頭に２回ぐらい言いよどんでいたのが気になった。インタビューの相手が

いるわけでもなかったので、撮り直してもよかったのではないか。 

 

○  高速道路ができたり、新幹線が通ったりすると見捨てられていく地域があると思

う。地方でも主要都市、産業がある都市はよいが、小さな村落は悲しいが過疎化で

限界集落になってしまう。小谷村ではボランティアを集めることはできないと思う。

現在対応している人たちも高齢化していくので、外部から人を入れることや、行政

が関わっていくような方向に働きかける番組を作ってほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  率直に反省すべきところは反省し、次からの番組づくりに

取り組みたい。過疎、高齢化の現状についてご意見をいただ

いたが、地域に根ざした放送局として、一過性でなく継続し

て取り上げることが必要だと思っている。雪の害は今後も

フォローする必要があるが、それ以外の地域の抱える課題に

もしっかりと目を向けていきたい。 

 

○  あの地域は高野辰之が唱歌「故郷」を作詞した原風景になったところだ。中山晋

平もゆかりがある。雪の問題などを取り上げるのはもちろん、四季の景色なども一

緒に撮影していけば、また違った番組ができるのではないか。雪害の問題は長野県

だけの問題ではなく、雪国の過疎地域はどこも同じ課題を抱えている。全国にたく

さんあると思うので、そのこともふまえて引き続き取材してほしい 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １月１２日（土）にＮＨＫスペシャル「空白の初期被ばく～消えたヨウ素１３１

を追う～」（総合 後 9:00～10:13）を見た。状況はどんどん変わっていくと思う。

東日本大震災直後は東京電力や当時の政権に対する批判もあって冷静にとらえら

れていなかった面もあったと思う。政権も代わり、震災から２年たったので、これ

からは冷静な視点で伝えるべきものをしっかり伝えてほしい。 

 

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

タ～」は検討が必要だと思った。グーグル社、日産、ツイッター社、ＮＨＫなどが

関わって震災で得られたビッグデータをこれからどう読み解いていくのかを取り

上げた番組で、みんなで取り組もうという最初の場面にＮＨＫも出てきていたが、

番組の中ではＮＨＫのスタンスがわかりにくかった。中身についても、分析が始

まったばかりだからなのかもしれないが、交通問題にやや偏っている印象があった。

ＮＨＫのデータ系の番組としては、世界の問題を人口というデータから読み解く

「地球データマップ」という番組があったが、こういうデータ分析は、ＮＨＫは得

意だと思うので、もう少し時間をかけてじっくり分析するとよい内容が出てくると

思う。できるだけ早く視聴者の皆さんに知ってもらいたいという気持ちはわかるが、

内容が「地球データマップ」と比べるとやや拙速な感じを受けた。データの分析に

ついてもうひとひねりほしかった。あるいは分析すべき元のデータ自体が難しいの

かもしれないとも思った。もしそうだったのであれば、そこも含めて放送すればよ
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かったのではないか。ＮＨＫはこんなこともできると具体的に示すことで、視聴者

のみなさんにＮＨＫのすごさも伝わると思う。次回はそのことも伝えてほしい。今

後の展開に期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「“いのちの記録”を未来へ～震災ビッグ

データ～」では、ＮＨＫの役割については手前みそになると

思い、あまり伝えてない。基本的に画像処理はＮＨＫの力で

行った。空撮で地域の名前が出る仕組みはＮＨＫの放送技術

局が開発した技術だ。さまざまなデータをテレビ画面にＣＧ

で見せることもＮＨＫでないとできない技術だ。また、当時

どういう情報を出したのかもビッグデータの一つだが、まだ

検証が追いついていない。そういう意味でこの番組はプロ

ローグと位置づけている。今後それぞれのデータを詳細に分

析し、当時のことだけでなく、この２年間のデータも取り入

れて番組に活用していく。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「“いのちの記録”を未来へ～震災ビッグデータ～」を興味深

く見た。昔の関東大震災は写真はあっても、科学的な分析はできない。いまは、ツ

イッター、カーナビ、ＧＰＳなどいろいろなデータがあることで分析ができる。経

費がかかっても官民一体でしっかり分析してもらいたい。東電は損害賠償を個別的

に被災者にするだけでなく、社会的責任として起こったことをしっかり公表する責

任がある。そういう意味では、あのとき現場で何が起きていたのか、３月１０日（日）

のＮＨＫスペシャル ３．１１あの日から２年「メルトダウン 原子炉“冷却”の

死角」で具体的に明らかにされていて、たいへんよかった。本来、ＳＲ弁は圧力が

高いときに原子炉内の圧力を下げるために開く必要があるのに、実際は圧力が高ま

ると逆に開かなくなる構造になっていて、東日本大震災が起きて技術者が会議で確

認する中で初めて認識したことや、この仕組みがほかの原発にも使われていること

など、現状のリスクとして警鐘を鳴らす意味で記憶に残った。機械に頼るあまり、

機器の推計の数値が当てにできなくなっていたことに気づかなかった実態や、空気

を送りバルブを緩めるための挿管パイプが、耐震性が低かったためにうまく開かず、

２号機のベントが行えなかったといった事実の数々は、原発を維持するか、廃炉す

るのかを判断するうえでも、問題を具体的に語っており、ためになる番組だった。

今後も継続して科学的な検証番組を特集してほしい。 

 

○  ３月７日（木）のＮＨＫスペシャル「何が命をつないだのか～発掘記録・知られ
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ざる救出劇～」（総合 後 10:00～10:49）を見て感動した。いろいろなところで東

日本大震災の日に何が起きたかを伝えているが、番組では人のつながり、絆、そし

てできなかったことなど、さまざまな人間ドラマを取り上げていた。あの日にどう

いう救出劇があったのかよくわかった。レスキュー隊のインタビューや再現ドラマ

で、救助のプロなのに救えなかったことに対する自責の念、機転を利かせ粘り強い

仕事をしなければいけないこと、お互いさまの気持ちが大切であることなどが伝

わってきた。人命救助にあたるときや、震災が起きて何かをしなければならなく

なったときに、マニュアルがないと動けないのであればスピーディーな対処ができ

ない。臨機応変に対応する力が必要だと感じた。 

 

○  ３月１１日（月）ＮＨＫスペシャル「３．１１ あの日から２年 シリーズ東日

本大震災 故郷を取り戻すために～３年目への課題～」（総合 後 10:00～10:58）

が良かった。これまでの緻密な調査と取材に基づいて制作された番組だと感じた。

被災地全体の総合的な問題が取り上げられていた点が、昨年までの「ＮＨＫスペ

シャル」と大きく異なっていた。記者の熱心な取材が、点と点を結んで線になり、

線と線を結んで面として表現できていた。その時点ではこれが何の意味を持つかわ

からないが、振り返ってみると大きな転換点になった場面がある。例えば、番組の

中で出てきた宮城県名取市の高台移転について多数決を行う場面や、名取市閖上

（ゆりあげ）地区でいくつもの団体が集まって会議をしている場面、岩手県大槌（お

おつち）町への応援職員が自殺した場面などだ。重要な場面の映像がきちんと撮ら

れている。被災地がどう動いているのか、何を軸として物事が起こったのかがわか

るよい番組だった。 

 

○  東日本大震災関連で良かった番組の一つは、３月２日（土）のマイケル・サンデ

ルの白熱教室＠東北大学「これからの復興の話をしよう」（総合 後 9:15～10:13）

だ。彼が明確に結論を持って議論を進めていることがよくわかった。対立する２つ

の意見を調和させていく役割をマイケル・サンデルさんが演じていた。その中で、

相手の意見を尊重することや、合意に至らなくても相手の考えを理解することが重

要で、そのためには自分が考えていることをしっかり発言しなければならないとい

うメッセージは貴重だったと思う。たいへん勉強になった。津波の問題と福島の原

発の問題は分けて考えないと難しいと思う。ほかの番組では分けられていることが

多いが、この番組では一緒になっていたので難しい部分があったと思う。福島県在

住の作家の発言がかぎになっていて、皆さんも心を打たれたのではないか。シナリ

オがあるのではないかと思うぐらい、とてもよくできた番組だった。 

 

○  ３月３日（日）のサイエンスＺＥＲＯ「密着！福島第一原発 知られざる廃炉へ
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の道」を見た。原発の廃炉に向け、気が遠くなるような行程があることや、がれき

を一つ動かすことにどんなリスクがあるのか、それが連鎖的に原発を壊してしまう

リスクがあることもよくわかった。新しいロボットを開発したことや、写真を撮る

ために特別な気球を何度も作ったこと、被ばくのリスクを冒して現場を見に行った

ことなど、現場の方々の大変な苦労がよく伝わる番組だった。客観的に震災、原発

の問題をしっかり取り上げていた。こういう取り組みは続けてほしい。 

 

○  東日本大震災後、ＮＨＫに取り組んでほしい柱は２つある。１つ目は、東日本大

震災の記憶を風化させないこと、取り残された感を被災者に与えないようにするこ

とだ。２つ目は原発事故、震災の両方について、科学的な検証を徹底的に行い、次

世代の防災・減災に役立てることだ。この２つを強くお願いしたい。前者は今回の

特集でもいくつか見られた。除染をはじめ復興が思ったように進んでいない実態や、

家族が離ればなれの暮らしを強いられている状況など、被災者の実態を取材してい

くことが大切だ。大河ドラマ「八重の桜」はまさにそうだが、連続テレビ小説「あ

まちゃん」なども、間接的に被災地のイメージアップにつながると思う。記念日だ

けでなくさまざまな形で工夫していってほしい。 

 

○  東日本大震災を風化させないためにも継続して伝えてほしい。ラジオの「ラジオ

あさいちばん」では気象庁が発表の形を変えることを長時間取り上げていた。“よ

り高いところへ、より遠くへ”ということばを使って、かなり丁寧に説明していて、

実際に災害が起きたときには、ことばがきつくなる場合もあるということも伝えて

いた。いまも３１万 5,000 人以上が避難生活をしている。２年たっても遅々として

復興が進んでいない。ＮＨＫとして復興予算の執行状況、予算の使われ方などを取

材し、番組で伝える予定はないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  昨年９月９日（日）のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本

大震災「追跡 復興予算１９兆円」で使い方も含めて、どこ

に使っているかを取り上げた。法律に反しているわけではな

いが、被災地中心に使うべきでないかという観点で制作した

番組だった。２５年度の予算を見てみると、被災地以外の予

算は減り、被災地を中心に使うように国の予算自体が変わっ

ている。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９兆円」について

は、この審議会でも話題になり、私も見た。番組で指摘していたことが、民放など



9 

でも取り上げられ、社会問題として波及していった。われわれはことばのうえで復

興予算が何兆円付いたと耳にするが、復興予算はどういうものなのか、実際に、被

災した県にどんな形で使われているのかまったくわからない。個人では取材ができ

ないので、国の復興予算の使われ方について取材し、放送してほしい。国や各地域

の首長のインタビューなど、さまざまな立場や側面を取材し、取り上げてほしい。 

 

○  ２月２３日（土）、２４日（日）の２夜連続でＮＨＫスペシャル「激動イスラム」

（総合 23 日 後 9:00～9:58、24 日 後 9:00～9:49）を見た。１日目がエジプトの

アラブの春以降の状況、２日目が核問題で揺れているイランの状況だった。単独

インタビューを重ね、取材をしていておもしろい番組だった。イスラム教のシーア

派とスンニ派の分布や、われわれがふだんわからないところがしっかり解説されて

いた。当時“アラブの春”というと、民主化という言葉だけで、よいことだという

単純で一面的な報道になっているところがあったが、番組では実態をしっかりとら

え、フォローしていて勉強になった。９．１１以降、アメリカではイスラム教の人

はみんなテロリストであるかのようなとらえ方をした時期があった。人が民族とし

て物事を考えるときには背景に教育があり、その根底には宗教があると思う。アラ

ブの考え方や、体制を取り上げ、深く掘り下げてほしい。宗教に立ち入ることは難

しいところがあると思うが、うまく扱って、どんどん切り込んでいくことを期待す

る。 

 

○  ドラマ１０「いつか陽のあたる場所で」は、娘と楽しく見た。早く次の回が見た

いと思うドラマだった。 

 

○  プレミアムよるドラマ「嘆きの美女」は大変おもしろかった。脚本がとても良かっ

た。主人公の耶居子の心の中のつぶやきや話すタイミングなどは、見ていて心の中

で一緒につぶやいてしまうような、そんなセリフがたくさんあった。 

 

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

～漫画家・西原理恵子～」を見た。漫画家の西原理恵子さんが義理のお父さんとの

関係を本人の回想とともにドラマで再現した番組だった。母親の再婚相手のお父

さんが破天荒な人で、事業に失敗して西原さんから借りたお金も使ってしまうなど、

決して“よいお父さん”ではなかったが、血のつながりのない西原さんを心から愛

し励ました様子が紹介されていた。教科書どおりのよいお父さんではなかったとし

ても、子どもに愛を持って接していれば、それが伝わることがドラマの中で描かれ

ていて、よくわかった。 
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○  ２月２４日（日）のプレミアムドラマ「ただいま母さん」を見た。６歳で死んだ

息子が、１年に１度だけ、命日に両親のもとにやってくるファンタジーみたいなド

ラマだった。息子を亡くしたショックのあまり、息子の存在すらも記憶からなくし

てしまった母親とそれを支える夫や家族の愛情がひしひし伝わってきた。よいドラ

マを作っていると感心した。 

 

○  ３月１０日（日）の大河ドラマ八重の桜「池田屋事件」を見た。この時代は新選

組や、坂本龍馬、白虎隊など、たくさんの人が活躍した激動の時代だ。その中で新

島八重の存在と実際の史実をどのぐらいの割合で、どう絡めさせていくのかはとて

も難しいと思う。ドラマでは、これから鳥羽・伏見の戦い、江戸城の無血開城、会

津戦争や白虎隊の悲劇など、歴史上の大きな出来事を迎える。その中でこれまでの

ヒーロー、ヒロインではない新しい形の女性、“八重”をどう表現してくれるのか、

楽しみにしている。綾瀬はるかさんは一生懸命に会津弁を勉強していると思う。本

人はがんばって会津の女を演じようとしていることが伝わってくる。 

 

○  １月２７日（日）の日本人は何を考えてきたのか「女たちは解放を目指す～平塚

らいてうと市川房枝」（Ｅテレ 後 10:00～11:30）を見た。婦人参政権がいかに勝

ち取られてきたかについて、また、その獲得に大きく貢献した平塚らいてうと市川

房枝がどんな人物だったのか、たいへん興味を持っていた。子どもを生み育てなが

ら、女性の地位向上のために、言論を通して活動した平塚らいてうと、生涯独身を

貫いて社会運動にまい進した市川房枝の間に確執があったように見えた。これは現

代社会でも言えることだ。男性対女性という対立軸だけでなく、女性の中でも女性

の特性を生かした女性らしい参加を目指す分離型、男性並みの参加を目指す統合型

などがあるが、特に子どもや家庭を持っている女性とそうでない女性の立場の違い

は現代でも社会問題として存在する。そういうことが、このときの２人の確執の背

景にもあったように感じた。市川房枝が、女性の地位の向上のために、どんな局面

も利用しようという思いから、期せずして当時の政府の代弁者として国民にぜいた

くを戒め、戦費調達を促すようなキャンペーン活動に走ってしまったという事実も

指摘されていた。その人の偉業だけにスポットを当てるのではなく、失敗や過ちも

客観的にきちんと紹介されていた。また、だからこそ２人の女性が戦後手を携えて

平和活動にまい進し、非核・非戦を訴え続けることになったという点を紹介してい

てよかった。上野千鶴子さんが３．１１の原発災害を防げなかった原因として、非

戦・非核を先輩たちが訴えていたのに、私たちが警鐘を生かせなかったのだと指摘

していたが、そこまでつなげていた視点も貴重だった。女性の地位向上に大きく貢

献した先人たちの活動、足跡を紹介していて、女性史としてもよい番組だった。 
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○  ３月３日（日）のＥＴＶ特集 シリーズ こころの新世紀「人とうまくつきあえ

ない～いじめ・虐待と自閉症スペクトラム～」を見た。最新の研究から明らかになっ

たことが紹介されていた。社会性やコミュニケーションに関する障害は、親の育て

方や環境によるものだけでなく、脳が関係しているということはとても興味深かっ

た。私もそういう場面に出くわしたことがあるが、普通では発言しないようなこと

を突発的に発言してしまう人がいる。そういうことも、番組を見て理解できた。脳

の障害は幼児期が影響することもよくわかった。１回だけでなくさらに研究、分析

して番組にしてほしい。 

   

○  ３月３日（日）の日曜美術館「ふたりの“キャパ”」を見た。戦場カメラマンの

ロバート・キャパを取り上げた番組だった。それより前の２月３日（日）に放送さ

れたＮＨＫスペシャル「沢木耕太郎 推理ドキュメント 運命の一枚～“戦場”写

真 最大の謎に挑む～」も見た。とてもおもしろかった。２つの番組はテーマとし

ては新しく発見された写真と写真展ということで共通している部分が多かったと

思う。「日曜美術館」ではロバート・キャパ（アンドレ・フリードマン）が最初は

お金のために戦場カメラマンを始めたが、ゲルダ・タローが亡くなったあたりから

戦場でのシーンについて踏み込んでいくようになり、それが作品にも表れていると

いった解説が多々あり、「ＮＨＫスペシャル」とは違う「日曜美術館」らしい芸術

作品としての観点で番組を見た。うまく２つの番組の作り分けがされていたと思う。

構成上気になったところがある。「日曜美術館」で、ときどき宝塚歌劇団でやって

いるロバート・キャパの演劇が取り上げられていたが、私は違和感を覚えた。必要

性もあまり感じなかった。 

 

○  ＮＨＫハートプロジェクトの「ＮＨＫハート展」に行った。障害のあるひとが書

いた詩に合わせて著名人が絵を描くコラボレーションだ。詩の一つ一つが読んでい

て胸が熱くなる作品だった。その中で、障害者に対する偏見を題材にした内容でド

キッとさせられショックを受けた詩もあったが、作者のユーモアを感じさせる作品

だった。ハートプロジェクトのようなものは、ＮＨＫでないとできない取り組みだ

と思う。 

 

○  「ＮＨＫハート展」の作品を紹介するような番組はないか 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫハート展」は、ＮＨＫとＮＨＫ厚生文化事業団、Ｎ

ＨＫサービスセンター、全国福祉協議会が主催し、１８回目

を迎えている取り組みだ。障害者の方から詩を募集し、その
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詩に対して著名人の方に絵を描いてもらっている。以前は「福

祉ネットワーク」という番組で、今は「ハートネットＴＶ」

という番組で、書かれた本人を含め作品を紹介している。全

員は紹介できないが、数人を選んで放送で紹介している。展

覧会そのものは全国各地を回っている。 

  また、ＮＨＫのホームページに「ＮＨＫハート展」のサイ

トもある。過去の作品も含め、見ることができるようになっ

ている。 

 

○  障害者の方たちは、情報を得るために「ハートネットＴＶ」を見ている人が多い

と思う。こういう企画は障害に縁遠い人たちにも知ってほしい。そういう意味では

総合テレビで放送し、そうだったのかと気づきを促すようなことが必要ではないか。

Ｅテレは、見たくて見ている人が多い気がする。そうではなく、総合テレビでたま

たま目にするひとが増えることも大事ではないか。 

 

○  ＮＨＫの料理番組は、料理の最初から最後までしっかり時間をかけていてすごい

と思う。動きがないので見ていて疲れてしまうところもあるが、しっかり作り方の

プロセスがわかる。できれば、この食材をなぜ使うのか、この食材はどう体によい

のかといった情報も、料理番組の中で、食育も兼ねて伝えてほしい。視聴者にとっ

ても知識を学べてよいと思う。 

 

○  国際放送の「Ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ」という番組を見た。歴史的

な背景を映しつつ、長野県の八ヶ岳、茅野市の景色や地域のお母さんたちが野沢菜

を洗っているシーン、湧き水など、地元にいてもなかなか見られない映像を紹介し

ていた。地域を取り上げる国内の番組と比較しても、この番組はすごくかっこよ

かった。海外向けに放送する番組と日本向けの番組とは何か違うのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  海外向けの番組は日本向けの番組よりテンポを重視してい

るところがあるかもしれない。 

 

○ 日本ではオオカミが狩猟されてしまい、生態系が崩れ、シカがどんどん増えて被

害も出ていると聞いている。カナダなどでは、外国からオオカミを輸入し、オオ

カミを増やす努力をしているそうだ。オオカミは生態系を守る動物であり、むや

みに人間にかみつくことはないと聞いている。ＮＨＫにはオオカミについての番

組を作ってほしい。 
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○  「天海祐希 スペイン情熱の女たち」のつり広告が電車の車両に張ってあるのを

目にした。広告費をかけるのであれば、娯楽番組だけでなく、社会性のある番組、

目立たないがキャンペーンとして訴えるべき公共性の高い番組などを宣伝してほ

しい。 

 

○  ローザンヌ国際バレエコンクールでは、昨年日本人が１位になり、とても話題に

なった。今年も男子が３位に入っているので放送が楽しみだ。 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２５年２月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議はまず、「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年度関東甲信越地方向け地域放送番組編

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

可とする旨、答申することを決定した。 

続いて、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行い、 後に、放送番組モニター

報告と視聴者意向報告、３月の番組編成の説明が行われ、会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 
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（主な発言） 

 

＜平成２５年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画（案）について 

－諮問－＞ 

 

○  災害報道や選挙など共通の部分を押さえたうえで、各放送局がそれぞれの地域を

大事にしていることが感じられた。東京から地域への発信とともに、地域から全国

へ明るい話題をたくさん発信していただきたい。 

 

○  伝える役目は大切だ。風評で時には誤って伝わってしまうリスク、怖さもある。

いかに物事を正確に伝えていくか、という難しさがあると思う。全国放送の編集の

基本方針でも、正確に、迅速に伝えていく方針が含まれており、今後も注意深く進

めてほしい。地域を元気にする応援団という文言を掲げている地域放送局があるが、

これはまさしくＮＨＫの役割だと強く思う。ＮＨＫは、地域で生き続けている伝統

的なものを取り上げ、それを後世に伝える役目を担ってほしい。 

 

○  それぞれの放送局が地域の特徴を踏まえた、編集計画になっていると思った。こ

のようなビジョンを作ることで、放送の質を高めるプロセスがとられていることが

よくわかった。特に印象に残ったのは、新潟放送局が「希望を持った内容で放送し

たい」としていた部分だ。今の社会はややネガティブな部分が多く、報道もそういっ

た要素を取り上げることが多くなりがちだが、未来に向かって希望を投げかけてく

れる番組を強く求めたい。消えゆくものを惜しむノスタルジックな番組だけでなく、

未来に向かって希望をつなげていくことを力強く後押ししてくれる番組にも取り

組んでほしい。 

 

○  ＮＨＫは地域性をとても大事にしている。地域のよさをスピーディーに視聴者に

伝えることはとても大事だ。ＮＨＫが地域を題材にした映画を紹介したところ、資

料館の入館者数が増えて、その地域の人々がとても喜んでいた。ＮＨＫ、公共放送

は信頼性がある。それが町おこしにつながっているという感じがする。長野放送局

の「知るしん。信州を知るテレビ」が紹介した地域で活動する俳人や、新潟放送局

の「金よう夜きらっと新潟」で取り上げていた山村での芸術祭など、地元の人が意

外と知らない事柄をこれからも伝えてほしい。民放局でも、地域のテーマを取り上

げることが増えてきているが、ＮＨＫはさらに広く伝えてほしい。 

 

○  全国の基本計画から関東甲信越地方の編集計画、各地域放送局の重点事項へと、

一本筋の通った統一感があり、視聴者の関心を的確にとらえているものだと思う。
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地域放送局の役割としては、まずユニバーサルサービスとして全国放送番組を各地

域に流すことがある。２つ目に、ニュースや気象情報、災害情報など、地域の情報

を県民に伝えることを中心に取り組むことがある。３つ目は、地域の情報を県外に

発信することだ。特にこの点は、ＮＨＫならではの機能であり、地域の情報を全国

に発信していく重要な意義を持つと考える。その点で、地域の情報を発信すること

が、各局の重点事項の中にしっかり盛り込まれていると感じる。各放送局長の説明

から、それぞれの局で、各地域の良さを把握していることがよくわかった。地域の

宝を、誇りを持って全国に伝えてほしい。 

 

○  各放送局の特徴や心意気がたいへんよく伝わってきた。重点事項の項目に、災害

や選挙報道の充実が挙げられているが、まさに地域密着の地域放送の役割として、

きわめて重要なものだと思う。地域活性化の放送もそうだが、特に災害等の報道は、

地域の情報を日ごろから吸い上げ、災害時にどの時点でどこに情報を集めにいくか、

熟知しておくことが大事だと思う。その意味で、テレビの県域放送を行っていない

放送局は、アウトプットの機会が少ないため、情報収集を一生懸命に行うモチベー

ションを維持するのが難しいのではないか。テレビの県域放送のない地域放送局は、

例えば、全国放送やブロック放送の番組や企画について、具体的な本数の目標を立

てるなど、スタッフの意欲が維持できるような工夫をしてほしい。 

  災害報道はとかくセンセーショナルになりがちだが、ＮＨＫには使命として、予

報も含め、冷静で客観的な分析にたった報道を強く望みたい。地域放送への要望と

しては、観光などで有名な場所だけではなく、「こんな場所があったのか」と県民

が感じるようなところを掘り起こし、また、なかなかスポットが当たらない仕事に

携わり社会に貢献をしている人も取り上げてほしい。 

  さらに、局舎を新しくした際のイベントや番組を作るときだけでなく、局舎を

使って防災の啓発活動なども行ってほしい。 

 

○  県域放送の大事さ、地域に根づく親しみやすさ、それらはいかに正確に細かい情

報を吸い上げていくかにかかっていると思う。テレビ画面についてだが、見ていて

全国放送から地域放送に切り替わるタイミングがわかりにくい。ＮＨＫのテレビを

見ていると、いつの間にか地域の小さな話題を取り上げていて、それが全国に流れ

ていると思って見ている人たちも多いのではないか。切り替わっているのであれば、

そのことをわかるようにしてほしい。 

  また、私たちが当たり前のように見ている選挙の開票速報について、各放送局は

より正確、迅速に、万全を期して報道すると掲げている。当たり前だと思って見て

いたが、神経を使って大事に放送していることがよくわかった。 
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○  地域放送局のニュースや情報番組では、同じ県にいながら、知っているようで知

らなかったことなどを深く掘り下げてわかりやすく伝えている。 

  ＮＨＫの番組を見ると、物事をきちんとわかりやすく伝えるために、しっかりと

ことばや映像の見せ方を考えて作ろうとしていることが感じられる。 

  他の県へ出かけたときに、その地域の夕方のニュースを見ることがあるが、各地

のニュース、情報がとてもわかりやすく放送されている。地方のよいもの、よいと

ころを全国に伝えてほしい。食に関しては、日本は地方に支えられていると思う。

東京は消費する場所で、生み出すところは地方だ。地方のよいところを日本そのも

のの宝として、全国放送で流してもらいたい。 

 

○  各放送局とも地域放送に真剣に取り組んでいて力強いと感じた。一方で、たとえ

ばＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）といった事柄については、農業県を抱

える関東甲信越地域の共通の問題だ。このようなテーマは各局が連携し東京がとり

まとめて、例えば、双方向解説でさまざまな専門分野の解説委員が多角的に解説す

るような番組を作ることはできないか。これは地方局だけではできないことだ。解

説委員室が中心になって、ＴＰＰに限らず、地方が抱える共通の問題を取り上げて

ほしい。 

 

○  それでは、諮問された編集計画について各委員のご意見の趣旨が番組編成に生か

されること前提に、原案を可とし、答申したい。 

 

○  異議なし。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

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

人漂流社会」を見た。私の周りでも反響が大きく、ひとり暮らしの女性からは「身

につまされた」という声を聞いた。ひとりで暮らせなくなった高齢者が、病院にも

療養施設にも入れず、行き場を失って悲惨な状態に陥っている実態が紹介されてい

た。国民年金の収入だけでは利用料が高額な施設に入ることは難しく、特別養護老

人ホームには、全国で４２万人が待機している。この待機高齢者の問題の深刻さに

ついて、番組で問題提起したことは意義深い。生活保護を受けるために自宅を処分

せざるをえなくなり、わずかな荷物を残し、家具を無残に壊され無造作に自宅を片

付けられている映像を見て、涙が止まらなかった。これまで、国の施策では自宅で

のみとりを推進して、高齢者の受け皿になってきた介護療養病院のベッドの数を減
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らしてきた。そうした中で、ようやく介護・医療と連携したサービス付き高齢者向

け住宅の建設を進めているという紹介もあった。東南アジアでついの住みかを探し

た人たちと同様に、健康なときには大丈夫でも、ひとたび医療行為が必要になると、

施設を出なければいけなくなるという深刻な問題がある。６５歳以上の高齢者が

3,000 万人という高齢社会の日本で、これは深刻で重要な問題だ。番組の中で「人

間の尊厳にかかわる」とのコメントがあったが、現在の私たちの生活の基盤となる

社会をつくってきた先輩たちが、人生の 後を安心して暮らせず、１か月ごとに

ショートステイでたらい回しされる悲惨な生活をしなければいけなくなっている。

こうした人たちが、安心して自分の 期を迎えられる国をつくることは、国家の責

務だ。この改革に向けて、実によい問題提起だった。さらに国を動かし、世論を動

かしていくことが必要だ。番組では健康な高齢者が 初は支える側になり、やがて

自分が衰えたときにだれかの支えを借りるといった循環を作り出すことが必要だ

という提言もあった。例えば、グループホームの場合は、施設の維持や増設に何が

ネックになっているのか、お金の問題なのか、人の問題なのか、そういった問題点

を洗い出し、取り上げていってほしい。 

 

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

核燃料～」は、私の周りで被災地の支援に携わっている人たちからも高く評価され

ていた。重要な問題でありながら、他のメディアがあまり取り上げなくなってきて

いるように感じるが、ＮＨＫは一生懸命に取り組んでいると思う。私の職場がある

地域も、放射線の重点調査地域に指定されていて、常に重い気分の中にいる。そう

いう中で、ＮＨＫが取材を続け、社会に問題提起していることは重要なことで、今

後も取り組んでほしい。 

 

○  １月２６日(土)から３週連続で放送されたテレビ６０年記念ドラマ「メイドイン

ジャパン」（総合 後 9:00～10:13）を見た。主人公の唐沢寿明さんの迫真の演技に

引き込まれた。現在、日本の製造業が市場、技術、人材、など、さまざまな部分で

国際化の大きな波に飲み込まれて疲弊していることが伝わってきた。切磋琢磨

（せっさたくま）して海外の企業と新しい関係を持つことが、これからの日本の製

造業にとって大切であると感じさせるドラマだった。日本人の持っている“ものづ

くり”の心、考え方、向上心、安全への配慮、そういったものが技術として生かさ

れれば、日本の産業の復権も夢ではない気がした。このドラマはいろいろな意味で

リアリティーがあり、テレビ６０年にふさわしいすばらしいドラマだった。 

 

○  ２月８日（金）の宇都宮放送局の県域放送「どすこい！スイーツ旅～とちぎの恵

みにごっつぁんです～」（総合 後 8:00～8:43 栃木県域）を見た。栃木県で開発
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された“スカイベリー”というイチゴを、栃木県のいちご研究所の所長や職員が登

場して紹介していた。県知事を筆頭に全国にＰＲをしているが、まだ新しい品種の

ため課題もたくさんあり、改良点を探っている状態だ。そうした中で、裏方の仕事

が映像として表舞台に出ることは、救われる感じがするのでよかった。重点項目に

あった“地域を元気にする応援団”の役割を果たしている番組だと思う。 

 

○  ２月８日（金）の金曜山梨「ＮＨＫ朗読シアター 富士をよむ」（総合 後 7:30

～7:55 山梨県域）を見た。アナウンサーの朗読が演奏や映像と一体化していて、

心地よく響きとても効果的な演出だった。スティールパン奏者がアナウンサーの声

に合わせて曲を作ったのはすごいと思った。また、先輩アナウンサーが後輩を指導

していたが、朗読は人前で感情を移入しなければならないという点で、プロのアナ

ウンサーでも難しいものだと感じた。先輩のアナウンサーの指導が、後輩アナウン

サーの良さを適切に引き出そうしていてすばらしかった。 

 

○  ２月１１日（月）の「“カワイイ”に賭ける男たち」（総合 後 6:10～6:44）を見

た。新潟県の燕三条地域の製造業者が“カワイイ”をテーマにして、缶ジュースの

オープナーや爪切り、福祉用カトラリーなどのかわいらしく装飾した製品を作り、

市場を開拓しているというおもしろい内容だった。３人の経営者が紹介されていた

が、そのうち２人は若い世代、もう１人はベテランに近い経営者で、バランスが取

れていた。若い経営者だけでは、番組を見た年配の人が、「自分には無理か」と思っ

てしまうかもしれない。逆に、ベテラン経営者ばかりだと若い世代の活躍がクロー

ズアップされない。それぞれの良さを紹介するという意味で、勇気づけられる内容

だった。新潟県の燕三条地域は、金属洋食器と工具の生産で知られていて、番組で

紹介されたような直接消費者に届く製品よりも、産業用の製品や部品を作っている

ところが多い。新潟県民は、燕三条の地域の特色をよく知っているので、そのギャッ

プや意外性も感じやすかったはずだ。全国放送では、この地域にとって“カワイイ”

ということが画期的だったということがわかるように、この地域の特色をもう少し

丁寧に紹介してほしかった。そうすれば番組を見た全国の視聴者にも、意外性がよ

く伝わったのではないか。 

 

○  ２月１３日(水)ろーかる直送便 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」（総合 後 3:15～3:59）を見た。２万年前の北海道で、人類が暮ら

し始めたころの人と動物の深いかかわりを取り上げていた。 初は、人間は食べる

ために動物を狩猟し、次に交易でお金を得るために狩猟した。今では動物が増えす

ぎてしまい、そのどちらでもない目的で狩猟をしていることに、深く考えさせられ

た。今後もさまざまな角度から、動物と人間のかかわりを取り上げてほしい。 
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○  ２月１４日（木）のクローズアップ現代「ハンターが絶滅する！？～見直される

“狩猟文化”～」を見た。日本各地で鳥獣被害に悩まされていて、農村、山林をは

じめ、いろいろなところに被害が及んでいる。猟師、狩猟の現場のことが主題かと

思っていたが、獲物の命を無駄なくいただこうという、食べる側面も取り上げられ

ていた。食肉活用という面では、野菜などの食品と違い難しいところがある。特に

難しいのは、食肉を扱う衛生面についてだ。これまでの狩猟文化では、山で捕獲し

たものを猟師がさばいて自分たちが食べていた。現在は、その肉がたくさんとれる

ので、さらに消費しなければならない状況になっている。番組は、猟師の立場に立っ

ていてよかったが、野生獣を食べることについても、多くの人に理解を深めてもら

いたい。ウシやブタと同じように、野生獣も食べるという文化を広げるべきだと思

う。今後、野生獣を食肉として安全に、安心して食べていくために、生産から加工・

流通・販売・廃棄までの過程をどのように構築していくのか、という課題も取り上げ、

栄養価の高い食肉としての理解を広げていってほしい。 

 

○  クローズアップ現代「ハンターが絶滅する！？～見直される“狩猟文化”～」を

見た。多くはニホンジカで、北海道ではエゾジカだが、このままいくと、駆除より

繁殖力が勝り、駆除が追いつかなくなるのではないか。どうしてこのような事態に

なったのかという背景を、ぜひ取り上げてほしい。地球温暖化による暖冬で雪が少

なく、シカが越冬できるようになったことや、人間が自分たちの都合で開発という

名目で自然を荒らし、シカが住む場所がなくなってしまったこと、また、雑木林や

ブナの原生林を切って、スギ、ヒノキを植えたことも一因かもしれない。こうなっ

た原因や、自然環境はどうしたらよいのかという点について議論していく必要があ

る。場所によってはサルが増え、人間にとって悪さをしているところもある。どこ

の猟師でもサルは撃てないという話を聞く。野生の動物たちと人間が接していくこ

とは難しい。さまざまな要因や状況を踏まえて、番組で問題を提起し、みんなで議

論できるような場を作ってほしい。 

 

○  夕方４時に「ドラマ１０」の再放送があるが、母親たちが子どもを学校に送り出

した後のお昼の時間帯にも、ドラマの再放送をしてほしい。 

 

○  ２月１３日（水）のプレミアムシネマ「きつねと私の１２か月」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前

0:45～2:26）を見た。フランス制作の映画で、映像も美しく、人と動物とのかかわ

り方について深い示唆のある映画だった。子どもと一緒に見てもよい作品だと思っ

たが、放送の時間帯が遅かったので、もう少し早い時間であれば家族で見ることが

できたのではないかと思った。 
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○  新年度の番組で「おとうさんといっしょミニ～レオレオれーるうえい」や、「総

合診療医ドクターＧ」が復活したことはよかった。「連続クイズ ホールドオン！」

が残ったことは、素朴な印象として疑問に思った。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、特報首都圏「どうなる？どうする？日本のダンス」について説明が

あり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜特報首都圏「どうなる？どうする？日本のダンス」 

（総合 １２月１４日(金)放送）について＞ 

 

○  番組を見た多くの人が、風俗営業法は、キャバレーやパチンコなどを取り締まる

イメージが強く、ダンス教室が違法とされるのはおかしいのではないか、という印

象を受けたのではないか。必ずしも現状の法規規制が社会の実態に合った適正なも

のというわけではなく、今のままでは問題があるという認識を従前から持っていた

ので、市民に広く投げかける意味ではよい問題提起だと思う。しかし、法律の規制

が今の社会情勢や実態に合っていないのではないかという問題提起をするには、多

少乱暴な番組の作りだった。わかりやすい内容にしたいという考えだと思うが、条

文が十分に紹介されていなかった。法規制がおかしいのではないか、ということで

あれば、条文を紹介した上で、さまざまな問題もあるということを平易な表現で提
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起するべきだ。 

  風営法は、政令などで委任を受けて規定を深めているが、風営法２条１項４号で

ダンスホールその他設備を設けて客にダンスさせる営業という規定がある。これは

許可を得なくてはいけない営業となっているが、除外されるものとして、「政令で

定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正

規に教授する能力を有する者として政令で定める者が、客にダンスを教授する場合

にのみ客にダンスをさせる営業を除く」とされており、一定の要件を満たせばダン

ス教室も風営法の許可がいらないことになっている。番組では、その一端について、

「法人格を取った機関がちゃんとでき、それでなされれば」という簡単な一言で説

明していた。法律もダンス教室がすべて風営法の許可を個別に取らなければいけな

いということにならないように、政令によって許可を得なくてもよい方法を模索し

ている事実もある。その点を平易に、正確に紹介してほしかった。 

  また、政令に従ったダンス教授講習機関について、その要件を満たすことのたい

へんさや、現実的な悩みも紹介してほしかった。法律では、要件を明確にして取り

締まる必要があるため、どこかで一定の基準、規制を敷かなければいけない。風営

法は、昭和２３年に売春の温床を防止するという立法趣旨で制定されたので、今の

社会実情に合っていないという問題を指摘したことはよいが、そこからの結びつけ

方が乱暴だった。 

  ダンスには、競技ダンスや体育の授業で取り上げるダンスがある一方で、愛情や

異性に対するアピールという要素のものもある。性的な意味合いもあるダンスを営

業的に行う場合に、規制しなくてよいのかという悩みも一方ではある。中学校の体

育の授業で必修になったという映像から、ダンスを教える教室も全て対象になるよ

うな短絡的な流れに感じた。番組でも紹介されていたが、政令で男女ペアになって

踊るもの以外は規制の対象外になった。法律も時代の波に合わせていろいろ改善さ

れている経緯がある。それを踏まえたうえでの問題提起であれば、より正確でよ

かったのではないか。 

   

○  現代社会の実態に合っているのか、問題を提起する前に、条文が正確に知らされ

ていないので、わかりにくかった。また、ダンスには、サルサ、社交ダンス、クラ

シックバレエ、ジャズダンス、ヒップホップなどがあるが、どれを指しているのか

わからなかった。クラシックバレエについても、男女があらわな姿で、体も密着し

ているという見方をすれば規制の対象になるのか。どのような線引きが行われてい

るのか、わからなかった。まず、法律を説明してから、問題点を示したほうがわか

りやすかった。 
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（ＮＨＫ側） 

  問題提起を含め、いま起きている事態をしっかり、できる

だけ解明したいという意識で取材した。基本的に、一方的な

問題提起をしたつもりはない。いろいろと法律の規則が変

わってきていることも紹介しながら、ダンスのクラブのよう

な場所が、風営法で、どのような規制を受けるのか、大枠で

説明した。警察への取材から、地域住民へ迷惑がかかってい

るケースが、いちばん大きな問題になっていることがわかっ

た。そういった意味で、港区六本木のクラブが多く営業して

いる場所で取材を行った。実態について中立的な目線で、問

題点を整理しながら、できるだけわかりやすく伝えようとし

たが、もう少し詳しい説明が必要との指摘については、今後

の検討材料として工夫していきたい。 

 

○  番組で説明されていたが、現状でいちばん問題なのは恣意的に運用されやすく、

本来構成要件を単純に当てはめたら当てはまってしまうケースがたくさんあるこ

とだ。たまたま気に入らないといって告発されると、当てはまってしまう可能性が

ある。あの人だってやっているのに、なぜ自分だけが取り締まられるのかという、

取り締まられる側にも不公平感がうまれることが、大きな問題になっている。その

ことについても、多少は触れられていたが、整理して問題提起してほしかった。 

 

○  番組を見るまで、ダンスには難しい法律があり、いろいろな縛りがあることを知

らなかった。１回見ただけでは理解ができず、繰り返し５回見た。最初に見たとき

は、ダンスはだめだとの印象を受けた。私はディスコ世代だが、いけないことなの

かと思った。昨年、食品衛生法で牛肉のユッケが規制されたとき、牛肉がだめだと

言われると、すべてがだめだという印象を持った人もいる。法律については、専門

家以外の人は、テレビから情報を得ることが多い。ダンスに関しても、さまざまな

法律による縛りがあることについて、わかりやすく伝えれば、しっかりとした知識

が得られると思った。 

 

○  ダンス人口は４００万人との紹介があったが、詳細について、わかりにくいとこ

ろがあった。平成２４年から中学校の授業に取り入れられていることについて、知

人の教員の話では、学校の現場でも教える側に得意、不得意があり、たいへん戸惑っ

ていると聞いた。また、年に１０時間程度の授業ということであり、その実態と番

組で紹介していた問題点は、専門家以外には少しわかりにくいところがあった。 

  クラブが風営法で規制されている事実を知ったが、昭和２３年に作られた風営法
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では、ダンスホール等が売春目的で利用されることを規制するという説明を聞いて、

時代錯誤という感じがした。 

  一方で、１対１で踊る男女間のダンスは、風営法と切り離せないという考え方も

理解できる。さらに、子どもたちが通学する時間に、クラブ帰りの人が街中を酔っ

ぱらいながらうろつく現状は規制しなければいけないと強く感じた。 

 

○  ダンスと風俗営業に深いかかわりがあることがよくわかった。ダンスに対する社

会的な位置と、法律が折り合っていないと思った。ユネスコの文化遺産になってい

る種類のダンスが、風営法の規制の対象になると初めて知り、現代社会が変化して

いる中で、法律がそれについていけないのかという感じがした。法律の内容につい

て、視聴者にわかりやすく、もう少し具体的に時間をかけて説明してほしかった。 

  みずからもサルサを踊ることができるスタジオゲストが、法律も含めてわかりや

すく説明していた。 

  ヒップホップのダンスを日本人が取り入れていることは、ダンスと日本人のかか

わり方が時代によって変わってきていると考えられる。若い世代には、ダンスは健

全なものというイメージを持ってもらうべきであり、またすべての世代がダンスを

楽しむにはどうしたらよいのか考える必要がある。不易流行ということばもある一

方で、温故知新ということばもある。法律も時代の変化とともに変えなければなら

ないので、今後もこのテーマは取り上げてほしい。 

   

○  中学校でダンスの授業が必修になったことや、ダンスが風営法の適用を受けるこ

とを初めて知った。ダンスといっても競技ダンスや中高年、年配の方たちが楽しむ

ダンスと、六本木などで朝まで若者がたむろするクラブのダンスを一緒に考えるの

は難しいと思ったが、問題提起という意味でよかった。 

  法律の運用やダンスをめぐる現状などを含め、もう少し時間をかけて、続編を放

送するなどしてほしい。 

  「特報首都圏」で取り上げるこうした話題は、放送後に民放局でも同じ話題を取

り上げるなど、社会問題になって関心を集めることがある。今後も情報の発信を続

けてほしい。 

  

○  制作者が、ダンスの規制について最初に感じた疑問点がストレートに伝わってく

る内容構成だった。時代とともに、ダンスの性質が変わってきている中、規制が時

代に合わなくなっていることがよくわかった。２点気になったところがある。街頭

インタビューで、若者たちの意見を聞いていたが、こうしたテーマの質問には、ど

のような質問のしかたをしても、「規制がおかしい」という答えが返ってきやすい。

とても難しい問題であり、直感的に何かおかしいと思っても、全部なくしてよいと
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いうものではない。風俗営業や売春に対して、法の抜け穴や網の目をくぐろうとす

る人がいるので、このような規制がある。ダンス自体が犯罪の温床になる印象は、

わたしもあまり感じないが、だからといって十把ひとからげに「規制はすべてだめ

だ」という街の声を拾い紹介することは、方向づけが強引という印象を持った。 

  朝の六本木で、めいていする若者たちの間を縫って小学生が登校する場面が取り

上げられていた。これはよく考えると、ダンスの問題ではない。夜の街の近くに暮

らす弱者や子どもが何かしらの被害を受ける問題が感じられた。専門家が法律の問

題の話をしていたが、規制はないほうがよいという直感的な印象がある一方で、規

制によって守られるべき人々が少なからずいる。そうした視点を加え、現状を否定

するだけではなく、国民が安心して暮らせる地域づくりなどについても、番組で踏

み込んでほしい。 

 

○  風営法では、学校や病院からの距離や店舗の面積、営業時間などが決められてい

る。私は飲食業に従事しており、仕事の上で風営法の対象となる部分があるが、風

営法の適用を受けている店舗だからこそ、法律を順守していると思う。六本木で朝

帰りしている人や昼まで酔っぱらっている姿を見ると、風営法では午前０時や特例

でも１時までしか営業できないので、規制の対象外となる飲食業で、こうした問題

が発生している。風営法に基づいて、営業時間を守るとか、照度、明るさ、死角を

作ってはいけないといった規制をクリアして営業していれば、そうした問題は少な

い。 

  番組では、ダンスがだめ、風営法がだめという感じに見えるが、ダンスは風営法

が作られた昭和２３年以前から踊られている。キャバレー、ナイトクラブ、ディス

コ、今はクラブと名前を変えているが、そのなかで、風営法は守られてきている。 

  都市部では、夜遅くまで仕事をして、その後に食事をし、飲んで、踊りたくなる

ということもあると思う。しかし、特例地域などで学校のそばで営業できるのとい

うのは問題だ。六本木は盛り場ということで特例化しているのかもしれないが、普

通は許可されない場所だ。既得権があればできるが、そのような既得権を持って商

売をしているお店は少ないと思う。風営法を守ることは必要であり、古い時代の法

律なので何年かおきには改正されている。さまざまな現状や条件などについてもう

少し説明があるとよかった。 

 

○  違法ではなく、風営法の規制によって許可を得なければいけない業種がある。

ダンス教室＝違法というように混同して受け取られたところがある。許可を得れば、

適法に営業できるのだが、その許可を得るのがたいへんだ。許可を得るためには許

可要件があって、そのためには、店舗の規模や照度の条件など、いろいろクリアし

なければならない問題がある。そのことを整理していないので、混乱してしまうの



6 

ではないか。 

 

○  ダンスの授業での子どもたちはすごく楽しそうで、親子でダンスができるように

なると、親子のコミュニケーションもとれてとてもよいと思う。そうしたことから

文部科学省が必修にしようとしたのだろうか。また、日本人は自己表現が下手だか

ら、表現能力を高めるためにダンスがよいのではないかとか、健康のためなのか、

身体能力が発達するためとか、どういった目的から必修にしたのか、導入を決めた

側の意見も聞きたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組の最初で風営法の許可要件について、説明をしたが、

今日いただいた意見を聞いて、このような難しい問題では、

伝え方をより工夫し、見ている方にわかりやすく伝える必要

があることを感じた。より精緻に、わかりやすく、出来事の

実態をきちんと伝える番組を制作していきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１日（火）のＮＨＫスペシャル「２０１３ 世界とどう向き合うか」（総合 後

9:05～10:18）を期待して見たが、残念だった。世界と題しながら、中国、沖縄県

尖閣諸島の問題ばかり取り上げる内容になっていた。集められたパネリストもその

専門家だった。元日の放送ということ、ＮＨＫが放送すること、番組のタイトルな

どを考えると、とても偏っている印象がした。このタイトルで元日に放送するので

あれば、もっと広い視野で討論するべきだったのではないか。領土という主権の問

題と経済の問題を天びんにかけるべきかどうかという議論がある中で、その視点に

かなり偏って議論が進められていた。そもそも、北方領土や島根県竹島のようにわ

が国の主権が侵されている土地ではない尖閣諸島について、ＮＨＫがあえて取り上

げて、海外も含めて放送をすることは、誤ったメッセージになってしまうのではな

いかという懸念すらある。こうしたテーマを取り上げるのであれば、主権も守りつ

つ、経済の問題も含め、どのように解決するのか打ち出してほしかった。そうすれ

ば、ＮＨＫの元日のテーマとしてふさわしかったと思う。 

 

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

9:00～9:58）では、世界各国の海洋生物の専門家が集結して、水深 200～1，000 メー

トルのトワイライトゾーンと呼ばれる深海に潜り、これまで撮影されたことのない
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ダイオウイカの撮影に臨んだ姿から、苦労が伝わってきた。ダイオウイカが、光り

輝く姿がたいへん美しかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」を見た。深海の生物の謎を

解明するというたいへん興味深いものであり、感銘を受けた。ぜひ、世界に向けて

も放送してほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」を子どもと一緒に見た。「第

６３回ＮＨＫ紅白歌合戦」も同様だったが、見ていて子どもと会話ができる番組

だった。子どものころに、クジラを襲うイカのイラストを見て、深海にこんな世界

があるのか、見てみたいという夢を持ったことがあるが、この番組で見ることがで

きた。子どもたちは「ＮＨＫを見るの？」と言っていたが、見ているうちに興味を

持ち、「このイカを見たことがある。教科書に出ていた」と話していた。テレビを

見ながら家族どうしでいろいろな意見が出て、自分の子どもの頃の話しや、水圧が

あって人間はこれほど深く潜れないこと、深海に潜る技術が進んだことなど、テレ

ビを見ながら会話ができた。 

 

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

9:30～10:28）に、たいへん感動した。平成２４年３月から２５年元日までの約３

００日間の長い間、取材し続けた取材力に感心した。また、香川さんが、自分でも

どうなるかわからないであろう歌舞伎役者としての自分を作り上げていく過程を

余すところなくカメラの前にさらす度胸、役者魂にとても感動した。猿翁さんが、

体の自由が利かない中で稽古をつけている姿は痛々しくもあったが、それだけに断

絶していた父と子の絆というか、歌舞伎を伝承していくという熱い思いも伝わって、

感動した。一瞬だが、浜木綿子さんが車いすの猿翁さんに穏やかな表情で話しかけ

るシーンもあり、よかった。 

 

○  １２月２５日（火）の追跡！真相ファイル「海外での老後をなぜ選んだのか」（総

合 後 10:55～11:23）を見た。高齢化社会が進み、円高、家庭内介護の担い手が必

ずしもいない時代背景がある。その中で、海外にシルバーライフを求め、移住する

人が増えているが、意外な落とし穴があるという視点で、移住先として人気のフィ

リピンを取り上げていた。温暖な気候で体の調子がよくなってハッピーな生活で暮

らしているというお年寄りもいるが、ひとたび病気になると医療保険も使えない、

すべて私財を投げ打って移住し、医療費の支払いもできなくなり、日本にも帰れな

い悲惨な老人がたくさんいるという実態を紹介しており、大切な問題提起をしてい

た。これからも円高、不況、いろいろな時代背景で海外に終のすみかと考える人も
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いると思うが、こうした問題もあると警鐘を鳴らすよい番組だった。 

 

○  １２月３１日（月）の第６３回ＮＨＫ紅白歌合戦「歌で、会いたい。」（総合 後

7:15～11:45）は、１年を締めくくるのにふさわしい番組だった。出演した歌手が

国内、日本の歌手だけだったこともよかった。司会者の女優は、一生懸命さが出て

いてよかったが、台本をそのまま読んでいるような印象のところもあり、これはや

むをえないことだが、総合司会の女性アナウンサーでもよかったのではないか。海

外からの中継で、由紀さおりさんとピンク・マルティーニの共演がよかった。また、

久保田祐佳アナウンサーの英会話もすばらしかった。ＭＩＳＩＡさんのナミビアか

らの中継も、世界で最もきれいとも言われるナミブ砂漠からの映像がすばらしかっ

た。最初のコメントでは、マイクから風の音が聞こえてしまっていたが、歌唱では

歌声が明瞭に聞こえていた。まるで、プロモーションビデオを見ているような感じ

がして、あの中継が必要だったのかという感じも多少した。 

  「花は咲く」の合唱はたいへん感動した。ピアノの演奏や菅野よう子さんの指揮、

コーラスもよかった。特に中村雅俊さん、西田敏行さん、東北出身の人たちの心の

こもった歌声にとても感動した。 

 

○  第６３回ＮＨＫ紅白歌合戦「歌で、会いたい。」の美輪明宏さんの歌は、平成２

５年に向け、元気が出る感じがした。職業、職種に関係なく、働くことの大切さが

伝わってきた。現在は、就職状況も厳しく、固定した職を持たない若い人も多いが、

そうした人たちを励ましている感じがした。社会にエールを送り、世の中を元気に

しようと発信している、これまでとは違う「ＮＨＫ紅白歌合戦」であるように感じ

た。 

 

○  第６３回ＮＨＫ紅白歌合戦「歌で、会いたい。」は、美輪明宏さんがとてもよかっ

た。また、ももいろクローバーＺも若さがあふれていてよかった。代々木公園でラ

イブを行っていた当時からの、紅白歌合戦に出たいという希望がかなったと聞き、

夢を持つことの大事さを感じた。 

 

○  第６３回ＮＨＫ紅白歌合戦「歌で、会いたい。」を見た。以前は、あまりおもし

ろくない応援合戦やドタバタ劇などもあって、つらい番組内容だと感じていたため、

好きな歌手の登場するところだけを選んで見ていた。しかし、今回の紅白歌合戦は、

心に残る歌がいくつもあり、近年見た中ではよい内容だった。しかし、特定の所属

事務所の出演者が出すぎていることに不満を感じた。若い人の接触者率の問題も確

かにあるが、一方で、紅白歌合戦の後に放送していた民放局の番組で紅白の話題を

取り上げていた。何が印象に残ったかという質問に対して、若い女の子たちが美輪
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明宏さんの「ヨイトマケの歌」にしびれたと答えていて、世代を超えて伝わるもの

だと感じるとともに、特定の事務所のアイドルグループばかりに頼らなくても、歌

に底力があって、歌手が本気になって歌を届ければ、若い人にも支持をされるのだ

と実感した。また、美輪明宏さんが普段の黄色の髪ではなく、今の若い人が見慣れ

ていないであろう姿で登場し、「ヨイトマケの歌」を歌ったことも印象に強く残っ

たのではないか。ＭＩＳＩＡさんは、歌唱力に定評があることに加えて、本人が活

動しているアフリカの子どもたちへのメッセージを、自分のことばで語っていたこ

とも、歌とともに伝える力になっていた。歌い手がいかに紅白に出演することを意

気に感じ、歌に力をこめて歌えるか、その気にさせるかが制作者側のだいご味なの

だろうと感じた。美輪明宏さんが、「いろいろなジャンルの歌が一緒に集まる番組

は、ほかにないのではないですか」というコメントをしていたが、それをもっと敷

延し、クラシックやジャズ、シャンソンなど、さまざまなジャンルの第一人者の歌

を取り上げてはどうか。また、“紅白歌合戦”と題しているので、しかたがないの

かもしれないが、男女混合のグループなど、どちらが白組、どちらが紅組かがわか

りにくい。歌合戦として勝負をしている構成のはずなのに、紅組の出場メンバーが

白組の応援に登場すると、何がなんだかわからなくなる。無理やり合戦方式を作り

上げている感じがした。紅白にならないかもしれないが、男女で固定的に分ける考

え方ではなく、地域別などの分け方もあるのではないか。紅白の分け方も無理をき

たしていると思った。また、出場歌手のメークは、ＮＨＫ側でしているのか。見慣

れている出演者が、いつもと違うメークで出演していたように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫ紅白歌合戦」に出場した歌手のほとんどが、ヘア

メークも含め、本人が手配している。 

 

○  １月３日（木）のプロフェッショナル仕事の流儀 新春ＳＰ「四百年を背負い、

“今”を焼く 樂家十五代・樂吉左衛門」（総合 後 9:00～9:58）を見た。９か月

にわたる密着取材ができたのはＮＨＫならではと強く感じた。本人が“漬け物石”

と称する４００年の伝統の重みという製法を継承しつづける姿勢が、まさにプロの

流儀にかなっている感じが出ていて、すばらしい番組だった。初代の長次郎の究極

の黒楽茶わんを作ってみたいという思いがよく出ていた。 

 

○  プロフェッショナル仕事の流儀 新春ＳＰ「四百年を背負い、“今”を焼く 樂

家十五代・樂吉左衛門」を見た。４００年も続いていて、作品が残っているという

ことは、とても重圧がかかると思った。歴史があるだけでもそうだが、博物館や文

献で見聞きできるものが残っていることは重圧だ。「何代も続いた場所で、重圧の
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中で作らないと茶わんが作れない」とのことばに、重圧との闘いが、樂家十五代の

後押しをしていると感じた。とても前衛的な作品を作っていて、気迫を感じた。何

代も前の人が残した土を使って作るという、樂家の脈々とつながる絆が、よい作品

に結びついていると感じた。 

 

○  １月３日（木）の「新春ＴＶ放談 ２０１３」（総合 後 11:10～前 0:23）では、

テレビ放送６０年を振り返って、ドラマやバラエティのランキングやトークがあっ

た。ＮＨＫにもかかわらず、民放の番組も続々と紹介していて、たいへんおもしろ

く、また懐かしく思った。放送６０年の歴史の中で、テレビを変えた人々を中心に、

大ヒットした番組が生まれた制作秘話やきっかけを紹介しており、画期的な感じが

した。コメンテーターが当時を回想しながら語った内容や人気番組を通して時代を

作ってきた人たちの苦労話はたいへん興味深かった。 

 

○  １月１４日（月）の鶴瓶の家族に乾杯スペシャル「綾瀬はるか 福島県会津若松

市」（前編）（総合 後 7:30～20:43）では、大河ドラマ「八重の桜」で山本八重を

演じる綾瀬はるかさんがドラマの舞台である会津若松を訪ねていて、ドラマの中で

訓練した会津弁がさらりと会話に出てくるところが、さすがだと思った。綾瀬さん

が「台本はないのですね」と言っていたが、そうはいえども台本はあると思ってい

た。実際に、ほとんど台本がない中でのぶっつけ本番の番組なのか。そうであれば、

笑福亭鶴瓶さんのアドリブ力はすごい思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「鶴瓶の家族に乾杯」は、最初の集合場所と時間を決める

だけで、まったく台本がない。ぶっつけ本番の番組だ。 

 

○  平成１０年に自営業を始めた。若くして家族を背負っていく思いを持って取り

組んでいるときに、「プロジェクトＸ～挑戦者たち～」を見て、とても支えられた。

苦労する中で、名を残した社長の生きざまや、人の思いを感じた。腹を抱えて笑う

ことができる番組がある一方で、テレビを見ながらいろいろな会話をして感じるこ

とができる番組も大事だ。地方の農家は、高齢化、担い手不足で、一生懸命に農作

物を作っても仕事の割にお金が入らないという現状がある。食材を仕入れている８

６歳の女性から、乾燥した大根“凍（し）み大根”を紹介されたことがある。保存

食として秋に“凍み大根”作りをしていたが、こうした伝統食は作り手が少なくなっ

ており、食べておいしい伝統食が消えてしまう危機感を抱いた。そうした中、ＮＨ

Ｋの情報番組で“凍み大根”が紹介されたところ、番組を見て共感した人が多く現

れ、その後地元の小学校で“凍み大根”作りが必修授業になり、給食で食べるとい
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う取り組みも始まるなど、見事に長野県茅野市で“凍み大根”作りが復活した。守

るべきものをしっかり守ろうと、地域で一生懸命に取り組んでいても消えていくも

のがあるので、番組の力が地域の伝統食を守ってくれたことはよかった。 

  また、宮崎へ出かけた際に、口蹄疫（こうていえき）の現場を見てほしいと言わ

れたことがある。口蹄疫の流行があったことは知っていたが、記憶が薄くなってい

た。遠くにいればいるほど忘れてしまいがちだとあらためて感じた。これは震災も

同じ面があるかもしれない。何かの機会で目にしないと、思い出すこともなく、記

憶が薄れていってしまうと思う。こうした大事なことを伝える番組を今後も作って

ほしい。 

 

○  １月１４日（月）に「アラオを尋ねて」（総合 後 1:05～2:18）を見た。東日本

大震災以降に被災地を振り返る番組を数多く見たが、この番組でインタビューに答

えていた被災者の人たちが前向きだった印象を受けた。私も被災地に住み、風評被

害がひどく、愚痴が出そうな思いを持っていたが、この番組を見て、いろいろな状

況を忘れず、振り返りながらがんばろうと考え直すことができた。 

 

○  １２月２３日（日）の大河ドラマ「平清盛」の最終回を見た。あれだけの長い期

間の最終話がわずか４５分だったのは短く感じ、とてもわかりづらかった。壇ノ浦

の戦いで平家が滅亡してから、源義経や弁慶まで登場するなど、ストーリーが盛り

だくさんすぎで、特に年配の人はついていけなかったと聞いている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大河ドラマ「平清盛」の最終回について、清盛が亡くなっ

た後から、最後にエピローグとして詰め込んでいたのは、指

摘のとおりだ。今後の参考にしていく。 

 

○  大河ドラマ「八重の桜」は、綾瀬はるかさんが嫌みなく、すがすがしく、山本八

重のイメージにぴったりだと思った。坂本龍一さんのテーマ音楽もよい。タイトル

の題字は好き嫌いがわかれると思うが、「大河ドラマ」としては変わった書体だと

感じている。また、白っぽい画面に白字で表示されていて、字もあまり大きくなく、

見づらいという印象だ。 

 

○  １月５日（土）の「テレビ６０年 連続テレビ小説“あなたの朝ドラって何！”」

（総合 後 9:00～10:13）は、朝ドラが日常の生活に定着していたことをあらため

て感じさせる番組だった。ドラマのヒロインを回想するたびに、当時の自分を振り

返ることができた。 
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  現在放送している連続テレビ小説「純と愛」は、最近の内容が朝ドラらしくない

と思った。朝にドラマを見て、「今日１日がんばろう」という思いで仕事に臨みた

いのにもかかわらず、最近はドタバタすぎるのではなく、ストーリーが暗くて、落

ち込んでしまうという声も聞いている。今後は明るい展開になることを期待してい

る。 

 

○  よる☆ドラ「書店員ミチルの身の上話」、ドラマ１０「いつか陽のあたる場所で」

を見た。前のクールの「シングルマザーズ」はシングルマザー、「いつか陽のあた

る場所で」は前科のある女性の２人の出所後の人生と、社会の中で懸命に生きよう

としても、さまざまな条件や困難などを抱えていかなければいけない人たちを題材

にしていて、よい視点だ。前科を持った人の更生は並大抵でなく、そこにスポット

を当てることは、単なる娯楽ドラマとしてではなく、ある一定の問題提起を促す意

味でもよいと思った。主人公の純粋なお嬢様が、ホストに貢ぐためにこん睡強盗を

犯すという設定は突拍子もないという気もしたが、それ以外は違和感がない。「書

店員ミチルの身の上話」は、展開が意外で、速く感じるが、とてもおもしろい。 

 

○  ＮＨＫが先べんをつけた「とんび」が、民放局で連続ドラマになった。民放での

放送後に、ＮＨＫの「とんび」も再放送をしてほしい。 

 

○  １月５日（土）、１２日（土）の「ＭＩＴ白熱教室」は名前から想像できるとお

り、マイケル・サンデル教授の「ハーバード白熱教室」をほうふつとさせるもので、

期待して見た。「ハーバード白熱教室」は哲学がテーマである一方、「ＭＩＴ白熱教

室」のウォルター・ルーウィン教授のテーマは工学、物理学であり、かなり切り口

の違ったものだった。「ハーバード白熱教室」は、テーマ自体は古典だが、それを

現代的にアレンジして取り上げていてわかりやすく、教室の中で学生と討議をしな

がら深めていくしつらえがあって、興味深く勉強できた。しかし、「ＭＩＴ白熱教

室」は、内容が大学レベルでなく、高校レベルの内容を解説していると感じた。Ｍ

ＩＴの専門課程の授業ではなく、社会人向けも含めた授業だったのではないか。ま

た、理系の授業の性質として、対話は少なく、教授が一方的に講義してしまいがち

なところがあり、おもしろみに若干欠けた感じがした。このようなレベルの授業で

あれば、日本でも行われているのではないか。理系の科学をわかりやすく教えてく

れる人はたくさんいる。タイトルが「白熱教室」を継いでいたので、なおのこと期

待をあおられた感もあり残念だった。１２日の放送では、数式がたくさん出てきて、

数式が苦手な人はここで見るのをやめるだろうと思った。もう少し解説を詳しくす

るなどのフォローが必要だ。また、先生だけが白熱していて、教室が白熱している

感じがしなかった。 
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（ＮＨＫ側） 

  さまざまな大学を取り上げ、「白熱教室」のくくりで紹介し

ている。マイケル・サンデルさんにも再び特集という形で出

演をしてもらう予定だ。工学、物理学がテーマだったので、

哲学問答のおもしろさからは違うタイプになった。元になっ

ている講義の質なども見極め、工夫していく。 

 

○  「ＮＨＫスマイルヘアキャラバン」では、Ｅテレ「きれいの魔法」に出演してい

る東北の出身の美容師・野沢道生さんが、東北３県の被災地と仮設住宅を回り、女

性たちの髪を手入れして、きれいにしていくというものだ。津波でお店が流されて

しまった女性や漁協のお母さんたちが集まり、髪をスタイリングしてもらうと、

みんながうれしく、楽しそうな表情になっていた。夢があり、みんなが幸せな気持

ちになるすばらしい企画だ。 

 

○  １月２日（水）にテレビ放送６０年特集 伝説の名勝負「東洋の魔女 世紀の金

メダルロード」ＢＳ1 後 9:00～11:49）を見た。東洋の魔女、日本対ソビエト連邦

の試合を放送していて、とても感激した。この伝説の名勝負の映像は、当時の音声

が収録されていなかったため、ＮＨＫラジオの音声を重ねていたが、違和感がまっ

たくなく、リアルタイムで中継を見ているような感じがした。当時の映像を見なが

ら、東京オリンピックと今のバレーボール選手の体型や動きを比べると、身体能力

がアップし、変わったと思った。 

 

○  １月１１日（金）のＢＳ時代劇「火怨・北の英雄 アテルイ伝」を見た。舞台と

なるのが８世紀ごろであり、番組を作るうえでの苦労が感じられた、阿弖流為（あ

てるい）、母礼（もれ）の着ている衣装やセットなど、しっかり時代考証がされて

いるように見えた。長編小説を４回で放送するということもあり原作に沿った番組

づくりは難しいかもしれないが、どのような展開になるのか楽しみにしている。戦

いは弓矢の時代であり、戦国時代の合戦シーンのように鉄砲など派手なものではな

いと思われるが、阿弖流為と母礼との友情、坂上田村麻呂との人間関係を引き出し

てほしい。ＮＨＫには視聴率にこだわらず、ふだん取り上げられることが少ないこ

ういった時代も舞台にしたドラマを作ってほしい。主役の大沢たかおさんは、澄ん

だよい目をしている。純粋無垢（むく）というか、自然の中で育ち、自分のふるさ

とを守ろうとして戦う阿弖流為はあのような目をしていたのかも、と想像した。こ

れまで教わってきた歴史は、大和朝廷から見たものが多い。たとえば、戸隠の紅葉

伝説やほかの地域の鬼伝説などでも、当時の政権に刃向かうものを鬼や鬼女に見立

てていると思う。しかし、大和朝廷が鬼門と位置づけにした方向から見た歴史づく
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りがあってもよいのではないか。東北応援の意味でも、東北人の気持ちをうまく表

現してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＢＳ時代劇「火怨・北の英雄 アテルイ伝」は時代考証が

難しいドラマだ。衣装、住居も当時の資料が少ないなかで制

作している。 

 

○  １月１７日（木）にラジオ第１では、阪神・淡路大震災から１８年ということで、

防災に関する話題を取り上げていた。東日本大震災でも同様だったが、大きな震災

が発生したときにラジオは頼りになる。さらに、ラジオ放送をこれからも充実して

ほしい。 

 

○  アルジェリアの人質事件が発生し、海外に日本企業が進出していく中で、さまざ

まな問題点があることがわかった。日本の企業は、海外進出していかなければなら

ないが、駐在員の安全、医療、家族の教育、外国とのビジネス習慣の違いで、国内

では通用していた商慣習と違う混乱が起きるなど、いろいろな問題がある。海外に

進出している日本企業の苦悩、悩みに対して、対策や問題が解決した例など、番組

で紹介してほしい。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 



1 

平成２４年１２月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２１日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、特集小さな旅「ふるさとの歳月」について説明があり、放送番組一

般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜特集小さな旅「ふるさとの歳月」（総合 １１月３０日(金)放送）について＞ 

 

○  過去に小さな旅で旅人をしていたアナウンサーが登場して懐かしかった。放送範

囲が関東甲信越から全国に広がったのはよいことだと思う。単に有名な景勝地や観

光地だけではなく、土地にしっかり根を下ろしている人たちにカメラを向けて、人

びとの生きざま、ふるさと観を描いているところがよい。長く番組が放送されてい

る魅力のひとつだと思った。 

  今回は、加賀美幸子さんが新潟県・佐渡の願（ねがい）という場所を１６年ぶり

に訪ねて、おばあちゃんが都会に嫁いだ子どもや孫と電話している場面や、農産物

を送る話を取り上げていた。「新日本紀行ふたたび」と重なるが、記録していくこ

とがとても大事で、１６年たった願を加賀美さんが訪ね、そのおばあちゃんが元気
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で生活をしていてよかった。他のところも過去に訪ねた場所を再び訪れ、生活がど

うなっているのかを紹介してほしい。願という集落を訪ねたことがある。佐渡の北

のほうの場所で、都会の人が見ると不便でたいへんに見えるかもしれないが、生ま

れ育ったところで仲間と生活するのが、生きざまだと思った。以前、「小さな旅」

で、根室でサクラの苗を育てるおばあちゃんと取り上げていたが、全国には地域に

根を下ろして精いっぱいに生きている人たちがたくさんいるので、これからも取り

上げてほしい。 

   岩崎宏美さんがテーマ曲を歌っていた時代があった。３０年の節目として、当時

のテーマ曲を流していたら、さらに「小さな旅」を思い出すことができたと思う。 

 

○  この番組は、昭和５８年から 1,200 回以上も放送している長寿番組ということで、

あらためて驚いた。今回の特集は放送時間も決して短くないにもかかわらず、飽き

させない、巧みな構成だった。「各地の風土と暮らしを見つめる旅」とナレーション

されていたが、まさにそのとおりだと思った。願の集落の話は、日本の集落の暮ら

しが取り上げられており、よかったと思う。その次は東京の紙芝居の話、そしてト

ロッコが好きな子どもの話、最後が福島の相馬の漁師の話だったが、後半に行けば

行くほど風土と暮らしというより、亡くなった人へのノスタルジーというか、セン

チメンタルな感じが前面に出すぎたのではないか。とてもよい話だし、心に残った

話だったが、「小さな旅」が今まで 1,200 回積み上げてきたところで、まさに日本

の原風景や日本人の生活の原点を取り上げてきた歴史を考えると、最後に取り上げ

たエピソードは、ほかになかったのかとも感じた。 

  作曲家の大野雄二さんによるテーマ曲のアレンジの紹介があった。作曲家の芸術

的なセンスもあり、それぞれの好みもあるかもしれないが、この番組のイメージと

違う感じがした。トランペットやピアノが入り、映像も新宿の夜景を映し出してい

て、「小さな旅」という雰囲気が薄くなっていた。しかし、全体としてはよくまと

まっていた。今後もこのような番組を続けて、今の日本の風土と暮らしの記録を

アーカイブに蓄積してほしい。 

 

○  東京の紙芝居やトロッコで亡くなった人、福島の漁師の話を特集として取り上げ

たのはどのような意図からか。「小さな旅」では手紙を募集しているが、リクエス

トなどがあったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  特集に向けて、これまでの放送記録の中から番組を見て

選んだ。福島を取り上げたのは、ふるさとの尊さ、暮らしを

語るうえで東北を入れたいとの意図があった。過去に「小さ
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な旅」で旅した相馬の港を視点に置いて取材を進めていたと

ころ、当時、番組で取り上げた漁師の息子さんが次の世代と

して担おうと考えていることに心を打たれ、未来への希望と

して描きたいと思い、番組後半を福島とした。東京の下町を

選んだのは、各山村や漁村の暮らし、自然に抱かれた暮らし

の一方で、大都会の中のふるさとや小さな暮らしも「小さな

旅」で取り上げてきたテーマであり、魅力でもあるためだ。 

  テーマ曲のアレンジについては、曲の前半部分にジャズの

要素が盛り込まれていたので、ここに東京の大都会の風景を

あわせた。 

 

○  「小さな旅」は好きな番組のひとつで、何気ない紅葉や雪景色を撮るにしても、

カメラワークがうまいといつも感心する。ただ美しいだけではなく、そこに息づく

人たちが生かされた形で映され、郷土の日常が美しい景色とともに描かれていると

ころがいちばんの魅力であり、あらためてその魅力に触れた。今回の特集の中では、

あえてハイビジョンサイズではなく、昔の画面サイズで放映されている部分があり、

これは昭和５８年に放送開始された番組なので、ハイビジョンではない映像が多く

なるのかと思っていたが、「小さな旅」は平成７年からハイビジョンで撮影してい

たという説明があった。今回使われた画像の中でハイビジョンでないものはむしろ

少なかったのか。 

  また、ナレーションもすばらしい。むぎあめを作っている場面で「旅に出た子ど

もにふるさとが甘くよみがえります」とか、「歳月を経て、揺るぎない日常です」

とか、「傷ついても思い深きふるさとです」とか、アナウンサーの語りの技術に裏

打ちされている。絶叫型の、抑揚のつきすぎたアナウンサーが同じセリフを言った

ら、聞いていられなくなると思う。ＮＨＫのアナウンサーはすごいとあらためて

思った。 

  第１回は横浜中華街から始まったと聞いた。厳しい自然、のどかな風景の中で息

づく人のほうが語りやすい部分もあるのか、東京や横浜などの都会は取り上げられ

ることが少ないと感じる。都会の中で、また違った視点で、風土の特色の中で息づ

く人たちの日常も取り上げてほしい。 

  テーマ曲については、無理にアレンジを試みたことで良さがややそこなわれ惜し

い気がした。一方で、相馬の漁師さんの場面で流れた挿入曲は、画面の流れを殺さ

ず、情緒をあふれ出させるよい音楽だった。今回の特集のテーマは「ふるさとの歳

月」ということで、昔取材した人を追うことにより、時の流れを実感できた。それ

以外にも、たとえば、昔と明らかに子どもの服装が変わっているとか、農家でも昔

ながらの家の中でありながら最新鋭のテレビがあるなど、変わってきている日常が



4 

ある。そういうものも切り取り、歳月が流れて、変わったところと、変わらないと

ころを対比させた映像があれば、歳月というテーマがもう少し生きてくると思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回、ハイビジョンサイズではなかった部分は、トロッコ

が好きだった少年の場面だ。ハイビジョンサイズにしてしま

うと、当時の画像が荒れてしまうことと、上下の映像がレター

サイズとして切れてしまう。あえて丸々見せるということで、

トロッコが好きだった少年については昔のそのままの４：３

の画面サイズで放送した。 

 

○  放送開始から３０年経過した番組として、果たした役割は大きかったと思う。旅

番組というと各地の名所、旧跡を回るとか、観光地、その地域の名物などを紹介す

るイメージがあるが、「小さな旅」は地域の人と暮らしにスポットを当て、地域の

生活の一部に寄り添うような形で日常を取り上げている点がとてもよいところだ。

自然に作られているところが、番組の良さだと思う。特に映像がたいへんきれいで、

まさしくＮＨＫらしい紀行番組という感じがする。今回の特集については歴代の旅

人であるアナウンサーが登場し、ナレーションもたいへんすばらしく、懐かしさも

感じた。 

  旅人が過去に訪ねた場所を再度訪ね、その生活、環境、服装の変化、生活の変化

がよく見えて、たいへんよかった。長野県須坂の曳（ひ）き屋や、佐渡の願に住む

坂口さんの紹介でも、昔から伝わる伝統的なものがきちんと映像として紹介されて

いた。むぎあめなど、昔から作られたものが自然に番組の中に出ている。トロッコ

が好きで各地を回って亡くなった息子の足跡を訪ね歩く馬場さん夫婦の場面でも、

当時の映像と、現在もずっと変わりない子どもへの思いがしっかり伝わってきた。

オムニバスな形で作られたヒューマンドキュメンタリーだと思う。この３０年の歴

史で積み重ねた映像は、さらにアーカイブスとして将来ずっと役に立つ資料になる

と思う。国井雅比古アナウンサーと一柳亜矢子アナウンサーの紅葉をバックにした

シーンがあったが、あの映像は「小さな旅」の真骨頂という感じでたいへんきれい

だった。今後も続けてほしい。 

 

○  番組を見て音楽は大切だととても感じた。テーマ曲を聴いた途端に「小さな旅」

だとわかる。変えてはいけないものは、変えてはいけないとつくづく感じた。その

地域の人しか知られていないことや、地元の人間でも知らなかったことを掘り起こ

して紹介しており、よい番組だ。地域の懐かしいお祭り、子どもたちの火の用心な

ど、昔子どものころにしていたことを、今はやっている人がいない。お釈迦様の花



5 

祭りで花をまくという経験はなかったが、一方で甘茶をかけ、子どもがお寺に行っ

て甘茶をいただいてくるところもあるなど、地域によって違うということをあらた

めて感じた。日本人の持っているやさしさをうまくとらえていて、これからも地域

の特色を撮り続けてほしい。ＮＨＫが目指している、地域のためのＮＨＫという意

味でもよい番組だと思う。これからも続けてほしい。 

 

○  番組を通して時間の流れをとても感じた。懐かしいということばが心の中でいっ

ぱいよみがえってくる番組だった。テーマ曲は聞いただけで「あっ」と思うような

耳慣れた音楽で心地よかった。３０年前は大学生で、振り返ってみると昨日のこと

のような気がするが、こうして番組で振り返ってみると世の中は大きく変わってい

て、３０年は長かったのだとあらためて思った。佐渡の願の坂口さんというおばあ

さんは、息子から「お母さんの部屋を用意したからこちらへおいで」と言われても

「願の畑を守る」と言っていた。ずっと耕し続けていく中で、宅配便を利用して息

子たちとの絆がずっと続いていく、こういうつながりはとても大事だとあらためて

思った。 

日暮里の公園での紙芝居を取り上げていたが、私の住む地域では、紙芝居屋さん

がたまに現れる。そこであめとか、しんこ餅を鳥の形とか、いろいろな形に切って

食べさせてくれたり、懐かしいものがある。多少はこうしたものが残っているもの

の、継承する人が減ることは寂しいと思った。昔は水あめを練っては渡していたの

が、今はべっこうあめやキャンディーなど、簡単なものに変わっていくのかもしれ

ない。続けられる方法を見つけ、継承する人がいることは良いと思った。過去に訪

ねた場所を、時間がたって再び訪ねる、こうした番組はなかなか見ることができな

いので、これからも続けてほしい。 

 

○  この番組はアーカイブスとして価値がとても高い。専門的な用語として文化的景

観に当たるが、学術的にも価値がとても高いと思った。こうした映像をしっかり

アーカイブとして保存し、日本人の暮らし、風土をきちんと記録に残すことは重要

だ。 

 一方で、私個人はこの番組の放送時間に家でテレビの前に座ることができないの

で、番組の固定客ではない。おそらく、この番組は固定ファンを対象にしていると

思った。私のように、この番組をほとんど見たことがないような者が見ると、わか

りづらいところがすごく多かった。たとえばトロッコを好きだった少年は遠野で亡

くなったが、遠野はすごく遠いのにどうして「小さな旅」なのかなど、テーマと内

容がすごくわかりにくかった。番組の最初で、四季折々の色のきれいな映像が流れ

ていたが、このままこういう感じで続くのかと思ったら、急に人の話になった。通

して見ると、後になって何となくわかるのだが、初めて見る人にはコンセプトがわ
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かりづらかった。 

 新しい目で全体を見ると、音楽にもあてはまるが、全体に通じるトーンとしても

の悲しさを感じた。音楽もあえて郷愁を誘うテーマ曲で、そういうところをねらっ

ている部分があると思う。いちばん印象的だったのはスギ起こしだった。四つんば

いになっているおじいちゃんの背中におばあちゃんが乗って、木にロープをくくり

つけていた。脚立を使えばよいのに、なぜおじいちゃんの上に乗るのかと考えたら、

坂道で脚立が立てにくい場所で、おばあちゃんが「もっと高く」と言うと、おじい

ちゃんは、ある程度思い通りに動いてくれるのでそうしているのだろうと思うが、

その場面がよかった。稲の場面もそうだが、夫婦で仕事をしていて、あうんの呼吸

で業が成り立っているのはとてもすばらしいと思った。一方で、木材は海外からた

くさん安い価格で輸入されてくる。曲がったスギを春になって起こすことはすばら

しいことだと思うが、あのおじいちゃん、おばあちゃんが亡くなったら続かないか

もしれない。むぎあめもそうだが、今は放送開始から３０年なので何とかつながっ

ているが、あと１０年、２０年たったらなくなるかもしれない。万物流転というか、

諸行無常のようなものを、全体を通じて感じた。 

タイトルは俳句的な感じがあり、ことばを大事にしているが、ややもの悲しい感

じがあった。懐かしいと感じない世代にとっては、見ていて寂しくなる番組だと

思った。もっと楽しくなれるような映像があってもよいのではないか。その中で、

紙芝居屋さんがタブレット端末で見せていたのは未来につながって、なかなかよい

と思った。われわれがもう少し年をとったときに、たくさんのことがなくなってし

まうのではないかという気持ちのほうが大きくなって、寂しくなるところがあった。

何か希望が抱けるような映像も入れてほしい。 

 

○  川口のＮＨＫアーカイブスには２、３回出かけたことがある。画像も丁寧に修正

されており、昭和４０年代の「新日本紀行」なども、きれいに見られる。「小さな

旅」は、それぞれの土地の人々が暮らしや文化への誇りを持っていると感じた。変

わらないことの豊かさというか、土地の人々が昔から伝わるものを大切にして、次

の世代に何とか伝承していこうとがんばっている姿が表現されていた。一方で、こ

れもあと何十年かたったら消えてしまうのだろうというもの悲しさもあった。 

  佐渡のおばあさんの部屋に置いてある薄型ワイド画面のテレビが映りこんでい

た。これが新旧入り交じったような姿で、なかなかおもしろいと感じた。古い蔵を

ジャッキで持ち上げ、土台のしっかりしている場所に移動するシーンがあったが、

蔵は維持費がとてもかかるので、壊すのは簡単であり、安いプレハブを建ててしま

うことが多い。でもそれをやらないで、あえて蔵を土台のしっかりしたところに移

し、何とか維持していこうという姿があった。維持費がかかっても、先祖のものを

大切に利用するということは、何となく日本人ならではの発想だと思う。現代生活
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と昔からの伝統が融合した、不易流行、温故知新は大事だと感じることができた。 

  ふるさとの営みを取り戻そうとする人々、福島県相馬の漁業、佐藤さん親子の

シーンがたいへん印象的だった。息子さんは子どものころからの夢で、おそらく消

防士になりたかったのだろうと思う。しかし、目覚まし時計を止めて、５分でも長

く寝かせてあげようと気を配りながら父親の面倒を見ていた母親が、東日本大震災

で亡くなってしまったので、夢をあきらめ、家を継がなければならないと決心され

た。わずか２２歳の青年になりたての人がそのような気持ちになることは、外国人

には信じられないことではないか。日本人らしい、家業を大切にして、受け継いで

いかなくてはいけないことを２２歳の若者が大事に心の中にしまっているところ

にたいへん感動した。お父さんが今までの経験をノートにまとめていて、「自分の

ためのノートであるけれども」と話していたが、あれだけ細かく書いてあれば、漁

師としてのバイブルになると思う。お父さんはそのつもりで息子に書いてあげたと

いう気がした。その場面で「傷ついても思い深きふるさと」とのナレーションがあ

り、涙が出てしまいそうになり、本当にすばらしかった。 

 

○  年齢によって感じ方がかなり違うと思う。私も見終わって涙が出そうになった。

日本人が持っている心をうまく表現している。佐渡の願のおばあさんも子どもの世

話にならずに生活していることや、夫婦でのスギ起こし、稲田を駆けるシーンなど、

なくなってしまうかもしれない貴重な映像だと思った。私たち日本人は、昔は足る

を知る生活をしていたと思う。これからは少子化が進み、財源もなくなり、我慢を

しないといけない生活になってくると思う。このような時代に、こうした人たちの

生活を見ることは大事なことだ。棚田はどうやって稲穂を運ぶのだろうと思ってい

たが、新潟県中越地震で、索道や田んぼがなくなってしまい、あの景色はもう見ら

れない。映像として残すことは貴重だと思った。美しい風景はハイビジョンになっ

て記憶に残ると思った。中華街の風景はハイビジョンではなかったので映像的にあ

まり印象に残らない気がした。個人的にサクラ、菜の花畑、花祭り、といった風景

が好きなのかもしれないが、ハイビジョンの映像は鮮明で、目を閉じても浮かぶ。

偶然、甲府放送局が放送していた「祝！開局７５周年 かいなびスペシャル」で山

梨アーカイブス名作選 小さな旅「赤富士は南風に立つ ～山梨県 冨士北麓～」

を見た。富士山を撮ったもので、ハイビジョンで撮ったことを説明していた。１５

人ぐらいで、三脚を使用しハイビジョン撮影を行ったとのことだが、これだけの人

がかかわっているのだと知った。苦労して、三脚で１シーンごとに撮っている映像

を見て、「小さな旅」をはじめ、２０年ぐらい前は重い機材で苦労があったと思う。

ハイビジョン撮影に変わってからの変化などの説明が入るとよかった。 

  また、スーパーハイビジョンになるともっと臨場感が味わえるという話があった。

そういう意向はあるのか。 
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  （ＮＨＫ側） 

  スーパーハイビジョンは、ロンドンオリンピックでパブ

リックビューイングを実施して、評判がよかった。少しでも

早く開始してほしいという要望があり、現在は総務省にスー

パーハイビジョンの検討会が立ち上がっている。ＮＨＫだけ

でなく、いろいろな放送局、メーカーも一緒になって、スー

パーハイビジョンをこの先どのように実現していくかという

ロードマップを作っている。具体的には、次のリオデジャネ

イロオリンピックでどうするか、本放送の前に試験放送をい

つごろから始め、１日何時間放送し、それに向けてのコンテン

ツや機材をどう準備するかについて、検討している。 

 

○  都会の人と、お米など農作物の自給自足の話になると「そんなものは安いところ

から買えばいい」という感覚がほとんどの人にはあるように感じる。実際はいろい

ろ問題があるということをもう少し伝えてほしい。都会の生活しかしていなかった

人に、田舎の生活をわかってほしいと言っても難しいが、日本人のよさをこれから

も取り上げてほしい。もの悲しさという部分もあるかもしれないが、日本人の持っ

ているやさしさや良さはこれからも撮り続け、残してほしい。 

 

○  旅人はＮＨＫのアナウンサーで通してほしい。女優、俳優ではなく、しっかりし

たＮＨＫのアナウンサーで番組を続けてほしい。 

 

○  日本人の失ってはいけない何かがこの番組にはあるような気がする。お年寄り向

けとまではいわないが、あまり若者向けの番組ではないので、こういう発信をこの

番組だけではなく、ＮＨＫとして若者にも啓蒙してほしい。 

 

○  農業は機械化が進み、かなりの部分で省力化も行われているが、この番組は環境

と闘ってものを作ることの大切さを伝えている。これからも続けてほしい。 

 

○  お年寄り向けの番組のような気がする。このままいくと、番組を見ている人が高

齢化し、どんどん減っていくかもしれない。スピード感がすごくゆっくりしていて、

退屈でついていけなかった。若いアナウンサーが旅人になると、だいぶ違った感じ

になると思う。定番なので、ベーシックにやることは大事だが、定番の中に新しい

ものを入れることで歴史が積み重なり、重みが出てくると思うので、新しいチャ

レンジにも取り組んでほしい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２５日（日）のＮＨＫスペシャル「大海原の決闘！クジラ対シャチ」を見

た。ＮＨＫスペシャル「大海原の決闘！クジラ対シャチ」はシャチの狩りのしかた

や、母親のクジラが子どもを背中に乗せて守っているところをシャチが体当たりし

て落とし、それをまたクジラの母親が守ろうとするすばらしいシーンを、撮影して

いてすごいと思った。また、アリューシャンマジックの起きる仕組みについてＣＧ

を使って説明していたが、大変よくできていてわかりやすかった。 

 

○  １１月３０日（金）の「松任谷由実 デビュー４０周年 はてない夢の旅」がよ

かった。「小さな旅」は３０周年、松任谷由実さんは４０周年であらためて考える

と対比的だと思った。デビュー曲の「ひこうき雲」を番組の最後に演奏していたが、

４０年前と同じ曲で変わらないように見えたものの、４０年の間にどれだけの努力

の積み重ねがあったのかと考えさせられてとても感動した。客観性を持っていると

ころがとてもよいところだった。テレビは主観的になりやすく、感情を移入するこ

とも大事だが、客観性をいかに確保するかが重要だと思った。 

 

○  １２月８日（土）のＮスペ５ｍｉｎ．「ヒマラヤ８０００ｍ峰 全山登頂に挑む」

では、ドキュメンタリー番組には適しているという印象を持った。今回のテーマは、

社会の問題をとらえて真実を解き明かすような多方面から分析するものではなく、

１本の筋が通っているので、結論までしっかり導いていてわかりやすかった。一方

で、本編では取り上げていなかった情報があった。竹内さんが雪崩に遭ってけがを

するシーンがこの番組ではあったが、本編の「ＮＨＫスペシャル」では取り上げて

いなかった。「Ｎスペ５ｍｉｎ．」では雪崩で一緒にいた方が２人亡くなったと紹介

していて、その雪崩がいかにたいへんなことだったということや、竹内さんも仲間

を失ったことで心を痛めたということを、この番組であらためて知り深く考えた。

雪崩の後にリハビリをし、この山にもう一度登るシーンがあった。そこで竹内さん

は涙を流していた。竹内さんが登頂して泣いたのはこれが初めてという紹介があっ

たが、本編では紹介がなかったのではないか。竹内さんがそれだけ苦労されたこと

が、この情報１つで深く伝わってきたので、こういう情報も本編に入れればよりよ

くなると思った。両方を見ない視聴者もいるので、うまく作っていけば、本編と「Ｎ

スペ５ｍｉｎ．」との間で相乗効果が出るのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  雪崩に遭ったことは本編で紹介した。「ＮＨＫスペシャル」

は５８分の番組だが、７０分、８０分の長さでまず荒く編集
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する。それを素材に「Ｎスペ５ｍｉｎ．」を作るが、その後に

荒く編集したものを６０分にする過程で落ちる情報がある。

「Ｎスペ５ｍｉｎ．」は別のクルーが作っているので、そうい

うことが起こりえる。このような情報があったほうが、本編

も確かによくなったと思う。 

 

○  １２月２日（日）のＮＨＫスペシャル 中国文明の謎 第３集「始皇帝“中華”

帝国への野望」では、中国の歴史、中華思想の原型を取り上げていて、中国人がこ

の番組を見たらどのように感じるのかと思った。 

 

○  １２月９日（日）のＮＨＫスペシャル「ヒマラヤ８０００ｍ峰 全山登頂に挑む」

では、全般的にドキュメンタリー的に作られていたが、途中で実際に雪崩に直面し

たり、パートナーが高山病にかかるなど、当然台本はないことだが、ドラマよりド

ラマチックな番組になっていて興味深く見た。超遠距離から、山を登っている登山

家の豆粒みたいな姿をとらえていて、すごいカメラがあるものだと感心した。山の

姿をＣＧで再現し、登山ルートを解説していて、とてもわかりやすかった。途中の

ベースキャンプ３までカメラマンが同行していたが、たいへんな苦労で取材してい

ると思った。 

 

○  １１月２６日（月）の大人ドリル「ガンバレ！ニッポンの外交」では、海外から

見た日本の姿、交渉力、国力を取り上げていて、ロシア、アメリカ、ＥＵを専門に

している３人の解説委員が出ていた。「国の力は軍事力、経済力、諜報力、同盟国」

と解説していた。日本人は国際政治上交渉力がないと言われているが「日本人は勝

ち目がないと必要以上に譲歩してしまう、黒船がよい例だ」との指摘に、とても説

得力があった。学者、専門家、フリーのジャーナリストが、タレントのように解説

する民放の番組があるが、実際に現場で取材している人が説明するのが良いと思う。

見方によっては地味な番組になるかもしれないが、ＮＨＫの人材の懐の深さを感じ

た。 

 

○  １２月３日（月）のファミリーヒストリー「コロッケ～逆境から生まれた“あお

いくま”～」は、コロッケさんがお母さんの教えを守り続けている人間性が伝わっ

てきて、とてもよい番組だった。 

 

○  １２月７日(金)に長野放送局で放送していた「知るしん。信州を知るテレビ」の

「撮るしん。スペシャル～写真で再発見！とっておき信州～」（総合 後 7:30～8:43 

長野県域）を見た。自分の町のよいところや、すてきな景色の写真の募集に応募し
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ている人がたくさんいて、その写真をもとにカレンダー作りに取り組んでいた。地

域の中のＮＨＫという取り組みとしてよい番組だと思った。 

 

○  １２月８日（土）の週刊ニュース深読み「インフラが危ない！暮らしは守れるか」

では、インフラがあちこち傷んでいて、2050 年までの維持管理費が５７０兆円必

要になることを伝えていた。人口は減少し、経済規模も縮小する厳しい時代であり、

橋げた、橋脚など危ないところは数多くあるのではないか。アメリカでは無料化す

るより有料道路として維持管理に費用を回す考え方へシフトしていることや、国内

でも地域ぐるみでインフラの保全、整備に取り組んでいるケースを紹介していた。

これからは、住民の意識を高める意味でもそういうことが必要だ。政治家には、造

ることよりも維持管理するほうに目を向けてもらうとともに、住民も協力しないと

いけないと思う。私たちの安心、安全を守ることを目標にしているＮＨＫには、安

心、安全を守る番組を作ってほしい。 

 

○  １２月９日（日）のダーウィンが来た！生きもの新伝説「前代未聞！ジンベエザ

メ大集結」では、ジンベエザメがわれわれの目には見えないほどの小さなえさを大

量にとって大きな体になることや、立ち泳ぎをしてえさをとっているところなど、

本当によく撮影されていると感心した。１２月２日（日）のダーウィンが来た！生

きもの新伝説「小さな狩人モズ！武蔵野の里山」を見た。“モズのはやにえ”は、

私も実物を見たことがあるが、あの声高い鳴き声が縄張り争いだと番組を見るまで

知らなかった。 

 

○  １２月１６日（日）のさわやか自然百景「北海道 鵡川」では、河口でのシシャ

モの遡上（そじょう）や産卵、それをねらうカモメ、オオワシなどの猛きん類など

を紹介していて、生態系の豊かさがよく表れていた。放送時間は短いが、緻密な取

材をし、的を射たすばらしい番組だ。取り上げる場所は北海道、東北方面が多く感

じるが、中国地方、四国、九州などの地域も取り上げてほしい。 

 

○  １２月１８日（火）の嵐の明日に架ける旅～希望の種を探しに行こう～「日本の

食文化を豊かにする旅」（総合 後 10:00～10:50）を見た。京都の桂高校にある「京

の伝統野菜を守る研究班」を、タレントの松本潤さんが高校生と行動をともにしな

がら紹介していた。アイドルが学校に来たので、女子高生から歓声が上がるのは当

たり前だが、番組が進むにつれて、だんだんと態度が変わり、高校生が京野菜の未

来について語る姿を見て若い子たちもまんざらでない、やればこういうことができ

ると思った。この番組は、普段ＮＨＫを見ない世代、年齢層の人たちがＮＨＫに触

れる、きっかけになる番組だと思う。 



12 

○  １２月２１日(金)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、首都高速道路開通５

０年のニュースを伝えていた。中央自動車道笹子トンネル崩落事故が発生したよう

に、道路、橋、トンネルなどのインフラは、造られてから４０年、５０年と経過し

ているものが多い。国は新しいものを造りたがっているように感じるが、道路、トン

ネル、橋などは時期的に補修の必要性がでてきているという課題について取材をし

てほしい。造ることは悪いことでないが、現在のように借金が多い中で、せっぱ詰

まっているものがたくさんあるので、こういう問題を取り上げてほしい。 

 

○  荒唐無稽だと思っていたよる☆ドラ「恋するハエ女」や、現実といろいろ違うと

あら探しをしたくなってしまうプレミアムドラマ「そこをなんとか」も最後はいつ

の間にか見入ってしまった。ドラマ１０「シングルマザーズ」もよかった。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」を見た。子どものころに仲代達矢さんが大河ドラマ「新・

平家物語」で平清盛役を演じたイメージが強い。「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の

響きあり」のように世の中が乱れている時代に、平家が武士の世を築き、平家の時

代を崩すために源氏が立ち上がる。対抗勢力である源氏が平家に成り代わるのだが、

その後源氏に変わった北条氏の執権政治も足利尊氏に滅ぼされ、歴史はいかに繰り

返しているかを感じる。 

  現代もまったく同様であると思う。ＮＨＫの「大河ドラマ」は時代の変遷に合っ

ている気がする。バブルが崩壊したころは、大河ドラマは「八代将軍 吉宗」を放

送していた。ＮＨＫは世の中の変化をわかっているのかとびっくりした覚えがある。

１２月２３日（日）の大河ドラマ「平清盛」は壇ノ浦の戦いの回だ。政治の世界も

壇ノ浦の戦いで、「大河ドラマ」は時代の情勢にぴったり合っている感じがするの

は不思議でならない。 

 

○  「大河ドラマ」が時代の情勢とマッチしている点について、今の情勢に合わせ意

図的にテーマを選んでいるといったことなどがあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大河ドラマの題材は、３年近く前に検討するので、３年後

の日本がどのような感じになっているかよくわからない中で

選ぶことになる。激動の時代に生きた人や集団をテーマとし

て選ぶことが多く、そうした人たちの生き方はいつの時代で

も何らかの普遍性があり、現代の人にも、何かつながりが感

じられるということではないか。 
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○  ドラマ１０「シングルマザーズ」を真剣に見た。初めのころは、あまりにも現実

と違う部分も多く、漫画みたいだと思った。最初は子どもはよい子ばかり出ていた

が、回が進むにつれ、反抗的な部分で出てきて、いい感じになっていった。北斗晶

さんは独特な話し方で、キャラクターがすごくよかった。児童手当のことがドラマ

の軸になっていたが、お金以外にも、さまざまな問題を抱えるシングルマザーが数

多くいる。また、どこに相談してよいかわからない、恥ずかしくて人に言えないな

ど、困っているシングルマザーも多い、公的機関の相談所や民間で行っているサ

ポートがあるが、その一方で、しっかりしていないところもたくさん存在している。

現実は、カウンセラーや団体に行けば、誰もが楽しく、みんなが自分をサポートし

てくれて、道が開けるという単純なことではないので、そのあたりが気になった。

「シングルマザーズ」の続編ができるなら、子育てに悩んでいるシングルマザーを

クローズアップした内容で作ってほしい。 

 

○  １１月１９日（月）のハートネットＴＶ シリーズ貧困拡大社会「見過ごされた

人たち」では、生活保護の基準を下回る低所得世帯の６８％が、生活保護を受けて

いない実態を紹介していた。公的なセーフティーネットからこぼれた人をどう支え

ていったらよいのかを取り上げていた。ＮＰＯがフードバンクのような形で個別に

食料を配って訪問している活動を紹介していたことは、全国にこうした運動を広め

ていく意味でも有意義だった。また、ＮＰＯとのやりとりを重ねるうちに、閉じこ

もりがちだった対象者が自分の悩みを打ち明けられるようになったという話が紹

介されていた。単に経済的困窮だけでなく、社会とのつながりを取り戻してもらう

ことが重要だということがよく出ていた。いろいろな意見を紹介する中で、耕作放

棄地を無償で譲り受けて農園にし、仲間とともに耕しながら働く意欲を取り戻す

ケースがあった。こうした環境づくりで貧困にあえぐ人たちに働く意欲を持っても

らう方法もあるということが、番組の主に訴えかけたいところではないかと感じた

が、この点をもっとストレートに出してもよかったのではないかと思った。 

 

○  青春リアルの特別シリーズ「福島をずっと見ているＴＶ」は緊張感の高い番組

だった。箭内道彦さんがとてもよかった。１２月６日（木）の「いっしょに話して

みませんか？～続・デモに参加する人たちに分かって欲しいこと」は、総理官邸前

でデモを行っている人たちと福島の人たちが、お互いに違う立場で思っていること

をぶつけ合う内容だった。難しいテーマに正面から取り組んでいるよい番組だ。見

ている人は少ないかもしれませんが、取り組むことに意義があると思った。

「ノー・モア・フクシマ」とカタカナで使われたくないという福島の人の声を聞い

て、まさにそのとおりだとあらためて感じた。難しい番組だが、とても大事なこと

なので、これからも続けてほしい。 
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○  １１月２０日（火）の「驚き！日本の底力 ヨコハマ 巨大建築物語」（BS ﾌﾟﾚ

ﾐｱﾑ 後 9:00～11:00）を見た。横浜ベイブリッジや横浜ランドマークタワー、歴史

的な西洋建築物が多く取り上げられていたが、最後に東京湾アクアラインが建築技

術の粋を集めて造られたことが大事な要素として紹介されていた。東京湾アクアラ

インはもともと横浜ではないので、横浜でくくらずに、日本の建築という形でく

くってもよかったのではないか。横浜ベイブリッジの主塔の中やメンテナンス作業

の方法、横浜ランドマークタワーは景観を保持するために窓の掃除を設計段階から

ゴンドラが縦横無尽に行けるようになっていることなどが紹介されていた。中央自

動車道笹子トンネル崩落事故が起きる前の放送だったが、偶然にも番組では巨大建

築物を造るには日本人の技術革新に対しての絶え間ない努力があったという紹介

や、造った建築物をいかにメンテナンスしていくかが大事ということを、具体的な

メンテナンスの方法なども含めて紹介していた。東京湾アクアラインの掘削作業や、

横浜ベイブリッジ、横浜港大さん橋も、当時の貴重な映像や写真を使いながら技術

的なことにしっかり踏み込んで紹介していた。そこで培われた技術が世界の高層建

築で使われていることにも触れており、見ていて元気になる番組だった。技術力

ニッポンを再実感する番組は今の時代だからこそ応援番組としてもっと放送して

ほしい。 

 

○  １２月８日（土）の激走！シルクロード１０４日の旅「輝ける文明の十字路～ト

ルコから中央アジアへ」を見た。イランを訪れたアメリカ人が、国籍に関係なく現

地の人たちに受け入れられている場面があり、現場へ行ってみないとわからないも

のだと思った。今の韓国、中国との問題も似たような面があるのではないかと思っ

た。 

 

○  第４６回衆議院議員総選挙では、政見放送等でＮＨＫの役割は大きかった。政見

放送が前回より１６時間以上増えたということだが、放送枠の割り振り、放送時間、

順番はどのように決めているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回、放送時間がとても多くなったのは、多党化によるも

のだ。北朝鮮のミサイルの発射や東北の太平洋岸に出された

津波警報で放送日の変更を行ったこともあり、投票前々日の

１２月１４日（金）午後までの放送になった。特に関東の場

合は、比例の南関東、北関東、東京ブロックがあることや、

東京都知事選挙、そして北関東３県についてはアンテナが東

京に向いている世帯もあり、小選挙区について全部放送しな
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ければいけなかったので、特に放送時間が長く感じたと思う。

編成としては、朝５時台から夜１１時の時間帯で放送した。

本来は、朝７時３０分前後に在宅している人が多く、好適時

間帯として放送する場合が多いが、関東はとりわけ量が多い

ので、ほかの時間帯に放送せざるをえない事情がある。でき

るだけ各県、各政党がより見られる時間帯に近づくよう、そ

うとう配慮した。自分の選挙区の政見放送がいつ放送するの

かをラジオ・テレビ欄も含め周知した。各有権者にとって自

分のいちばん見やすい時間帯に、政見放送を放送することは

至難の業だが、できるだけ配慮をした結果だ。 

 

○  番組情報誌「ステラ」をよく読んでいる。今回アナウンサーの紹介とともに、Ｎ

ＨＫのキャラクターの紹介があった。各地域放送局で、信じられないぐらいばらば

らなキャラクターがいて、どーもくんが着ぐるみになっているものもあれば、千葉

放送局はまったく違うラッカ星人というピーナッツの形をしているものや、水戸放

送局はキャラクターが５匹いたり、京都放送局はねこのキャラクターだったりと、

このばらばら感を見て、ＮＨＫとしてはどうしたいのかと疑問に思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  福井の放送局長をしていた当時に、キャラクターを作った

ことがある。地元の大学のゼミに若手のアナウンサー、広報

の担当が参加して、県民と一緒に作ろうという思いで作った。

ほかの地域放送局もいろいろな思いがある。ラッカ星人も千

葉の皆さんに親しんでもらいたいという思いがあって作った

ものだと思う。 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１１月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１６日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、首都圏スペシャル プロジェクト２０３０「つながれない若者たち～希望ある未

来へ」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「首都圏スペシャル プロジェクト２０３０ 

「つながれない若者たち～希望ある未来へ」（総合 １０月２６日(金)放送）について＞ 

 

○  将来に不安のある若者たちが８２％もいるということに驚いた。自分が若者のこ

ろとなぜこんなに違うのかと思った。友達がいないことや、大学に行くべきかどう

かの悩みなどに対して、どうしたらよいかわからず、判断ができないまま、このよ

うな状況になったということなのか。私も大学を出たときに、明確な目標を持って

いたわけではなかったが、会社に入ってその中で一生懸命がんばってやってきた。

友達で会社を辞めた人間もいたが、それはそれなりに自分の意思があって辞めてほ

かの仕事を選んでいた。現在は、我慢のできない子どもたちが増えていて、戦後の

教育がこうした形で今の子どもたちの上に乗ってしまっているように感じた。 

  日本は戦後急成長したが、戦前の日本人の精神を引き継ぎ、人々はがんばらなけ
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ればいけないと努力してきた。しかし、自分たちの仕事のために忙しく生きてきた

ため、子どもの教育が学校に任されてしまった。親たちは働き、子どもに愛情が届

かない。そういった中で育った子どもたちが大人になり、先生として子どもを教え

ている状況もあって、こうした問題が起きているのではないか。織田信長の時代か

ら、外国から来た宣教師は日本を何とか教化したいと考えていたものの、とても日

本は植民地にできるような国でないとわかり、そのすばらしさを、“日本は君子の

国”という表現で報告している。そういう面が戦後は壊れてしまったので、こうい

う子どもたちが現れてしまったのではないか。 

  親にも相談できない子ども、子どもの相談相手になれない親、そして先生にも相

談できないという教育の現状も含め、すばらしかった日本がどうしてこのように

なってしまったのか、ということをほかの切り口でも取り上げ、問題を提起してほ

しい。偏差値教育や、試験勉強のためだけの勉強、日本の歴史教育、自分勝手な親

と自分勝手な子どもたち、とばらばらになっている社会は、皆で真剣に考え、変え

ていかないといけない。教育も変わってほしいと感じた。 

  また昔は、清く明るく親を大切にし、目上の者を敬って、先生を尊びということ

だったが、現在は先生を愛称で呼び、先生も喜んでいるところがある。ひとつの規

範が日本からなくなってしまったと、番組を見て感じた。個人的に話していると同

じ意見の人はたくさんいるが、公の場になるとほとんど発言しないという現状があ

る。そういうことももう少し考えるべきだ。これからも、いろいろな角度から取り

上げてほしい。 

 

○  だれに向けて、何を言いたいのか疑問に感じた。いちばん説得力を持っていたの

は井筒和幸さんの「それぞれが自覚してどういう大人になるかを考えればよい」

「周りの人たちが、寄ってたかっておぜん立てをして、何とかするというものでは

なく、もっと自分で切り開いていかないといけない」というメッセージが、いちばん

みんなの心を打っていた気がする。そういう意味で、制作者のねらいと実際の番組

の伝わり方がずれていたような気がした。 

  だれに向けて作った番組なのかが重要だ。確かに深刻な問題であることは事実で、

こうしたテーマを取り上げたことの意義は大きいが、2030 年に社会を支える若者

たちが、この番組を見たのかという点で疑問だ。番組に寄せられたメール、ファク

スは３０代以上で年配の人のものが多かった。このような番組は、若者にとって説

教くさいと思うだけではないか。同年代で、かつて不登校、引きこもり、サイレン

トプアと言われ、ネットカフェに寝泊まりしていたようなところから、やりがいや

仕事を見つけ、社会の中でたくましく生きている先輩たちが語るドキュメンタリー

のほうが、いま苦しんでいる若い人たちの心を打つのではないか。 

  番組に出演していた若者が、「働く場所がない」と言っていたが、本当に仕事が
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ないのか。後継者がいなくて悩んでいる農村などもある。農業で日本の食の安全や

自給率を高めることも大事なテーマで、若者に向けて、そうした仕事もあることを

知らせるのも役割なのではないか。 

  また、大学中退の問題については、とりあえず大学に進む若者を創出し、大学が

まるで小学生みたいにお友達づくりのハウツーを教える状況に問題点がある。教育

はすごく大きなテーマだと思う。大学が何かをしてあげても、未成熟で大学を卒業

しただけの２０代の人を社会に送り出すだけだ。常に、周りの人が何かをやってく

れると思っているのでは、モラトリアムにすぎない。先日、大学の認可をめぐる混

乱があったが、大臣が投げかけた大学のあり方は、テーマとしてもっと検証しても

よいかもしれない。昔は、学問の追究という意味で学問をやりたい人が行けばよく、

ほかの道を選択する人は大学にこだわらず高卒でもよかった。それぞれの道の分か

れ方があり、今もそうあるべきだと思う。大学を出ればよいという問題ではなく、

今の大学で何が行われているかも取材してもらいたい。 

  大学のオリエンテーションを親が一緒に受けるとか、小学校でも市の教育委員会

が通知表を事前に親に見せるということが社会問題になったことがあったが、こう

した極端な事例を取り上げ、意見を喚起する番組をきっかけづくりにしてほしい。

例えば、事前に意見のある人を応募し、子どもたちの代表や、校長先生、学校の現

場で苦しんでいる教員、不登校の子どもたちを支援している第一線の人など、いろ

いろな角度から具体的な事例を持ち寄って議論してほしい。そのときは、文部科学

大臣や、教育行政に携わっている人も参加して、いまの教育に対してどう考えてい

るのか、行政を動かすぐらいの番組を作ってほしい。 

 

○  この番組はだれをターゲットにしたのか。若者か、それとも社会全体か。 

 

（ＮＨＫ側） 

  若者たちだけではなく、若者の周りにいる人々、社会であ

り、学校であり、会社の人たちに向けてメッセージを送りた

いと思った。私たちのねらいとして井筒さんに厳しいことを

言っていただき、対照的に温かいメッセージが周りからも出

て、拮抗すればよいと思っていたが、そこは生番組というこ

ともあり、井筒さんの存在感や、話がとても上手なところで、

テレビのプロとそうでない方という部分など、今後の課題と

認識している。 
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○  重たいテーマだと思ったのが正直な感想だ。ホームレス、路上生活者は中高年が

主流と思っていたが、若い人たちもたくさんいることを知った。１袋の菓子を 1 日

の食事として何回かに分けて食べていたり、炊き出しを頼りにしているという現実

に、日本はこのような状況になってしまったのかという思いがした。 

  この番組で取材されていた人だけでなく、新聞記事やニュースを見ても、若者だ

けではなく、今の社会は個人に対し過保護すぎるのではないか。もっと個人の責任

をしっかり認識させてもよいのではないか。番組の中で、ある大学が登校してこな

い学生に、まるで小学生をあやすようにして出席を呼びかけていた。学校に来な

かった学生が仮に来るようになっても、社会に出て勤まるだろうか。 

  少子化ということで両親が、小さいときから子どもを甘やかし、過保護に育てて

きて、それが小学校、中学校、高校、大学、社会が、そのようなつながりの世界に

なってしまったのではないか。世の中が、そこまで手を取り、足を取りしてあげる

必要はないと思う。いわゆる弱者の方に手を差しのべることは当然よいことだが、

そのへんの線引きは難しいと感じた。 

  農家は後継者がいない。田や畑が荒れ放題で、耕作放棄地になってしまっている

ところもある。しかし、地元には若い人がいない。本気で仕事をやろうという気が

あれば、こうした仕事が必ずある。自分の力で食べていこうという気持ちで取り組

むのであれば、仕事はあると思う。 

  一方で、若者だけが悪いのではなく、社会にも問題があるのではとも感じた。みん

な自分勝手で、そうした大人の社会を見て若者はうんざりしているのではないか。

大人に責任がある。いろいろ手を差しのべすぎる社会があるのも現実だという印象

を受けた。番組で取り上げられている 2030 年の未来は、どのように展開していく

かが読めないので難しいと感じた。番組を見た人には、現実としてこういう実情が

あることが、十分に伝わっていると思う。こうした取り組みは、継続して放送して

いくべきだ。知らないことがたくさん分かり、勉強になった。 

 

○  身近なところで、同じような事例を聞いたことがあったので、思うところが多い

番組だった。「大人に責任がある」という言葉がいちばん当てはまると思う。若者

たちの考え方は、大人による教育が左右していると思う。番組では、３４歳ぐらい

までを若者として設定していると思われるが、２０歳を過ぎたら、自分はひとりの

大人だという意識が足りないと思う。番組で取り上げられていた男性のように、２

４歳で両親を失い、１人で生活をしようと思って上京した志はすばらしいが、そこ

からホームレス生活になってしまうのは、次に行動するパワーを持てないまま育っ

たからではないか。当人にしてみれば、いっぱいいっぱいで、やることは全部やっ

て、それで仕事が見つからないからしょうがない、だから路上生活をしていると思

われるが、本来は大人であるべき２０歳を過ぎても、そうした考え方をしてしまう
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育て方をしてしまったことに問題があるのではないか。困った状況になったら、い

ろいろなところにアクセスし、いろいろな人とつながって、何とかしなくてはとい

うパワーを出すことを身につけないまま、育ってしまったのではないかと思う。 

  見えないホームレスの人たちは、夜中に営業しているインターネットカフェがあ

るので、そこに逃げ込んでいるように思う。逃げ込める場所がある環境が悪いとい

うこともあると思う。番組の中で、女の子が両親から過干渉され、そこから逃げる

ために携帯電話の掲示板に書き込みを行い、たくさんの男性から返事をもらって、

いやしを求めたという事例を取り上げていた。こうしたケースは決して珍しいケー

スではなく、自分の周りでも聞いている。親の言いなりになって親に好かれたい、

よい子でいたいと思う子のほうが、こういう現象になってしまうケースが多いよう

に思う。こうした行動に対する罪悪感や、やってはいけない、恥ずかしいこととい

う意識が欠落していると思う。 

  子どもが親の行動を見てまねるように、親がどのような教育を子どもにすればよ

いのか、子どもにどう接すればよいか、人としてよい子になるためにはどうすれば

いいのか、まずは親が学ばなければ駄目だと思った。傷んでしまった子どもをケア

する世の中のシステムもすごく大切だが、子育てをしている人たちは、自分たちの

方法はこれでよいと思って行っていることが多いので、この番組は子育てしている

年代の人が見てほしいと思った。番組を見て、同じことになってしまったらどうし

ようとか、これはいけないと気づきを促すような番組を発信してほしい。まず大人

が気づき、社会が変わらなければいけないとともに、掲示板に書き込んでいる大人

の男性が少しでも減らなければいけない。女の子が助けを求めて掲示板に書き込ん

でも、そこに誰もいなければそこで終わることだ。大人がどう変わるかという気づ

きを見つけるような番組を、「プロジェクト２０３０」から引き続き作ってほしい。 

 

○  インタビューでは、本人の罪悪感については触れていなかったが、隠れた部分で

は感じられたか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  本人は、よいことをしているとはもちろん思っていないが、

そういう行動に出ざるをえない自分自身のほうが大きいとい

うことは言っていた。以前よりも、そうした行動をする数も

減っていることから、罪悪感は持っていると思う。そういう

行動に出ざるをえない状況があることを伝えたかったので、

あえてインタビューでは取り上げなかった。 
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○  私はまったく違う印象を持った。これが今の若者らしい部分だと感じた。特に

ホームレスの人は、パッと見ると“イケメン”な感じの若い男性で、個人情報を外

に出すことにあまり抵抗がなく、それがよいことなのか悪いことなのかはわからな

いが、フェイスブックやツイッターなどが若者の中で支持されていることからも、

１つの象徴だと感じた。 

  家族、社会、大学という“つながり”とつながらないということで、番組はつな

がれない若者というテーマだったが、実際には旧来の価値観で見るとつながってい

ないと見えるのかもしれないが、それとは別の形の新しいつながりが生まれつつあ

るのではないかと感じる。たとえば、番組の中で、働けない若者が入っていたＮＰ

Ｏでの共同生活の場が取り上げられていたが、被災地のボランティアなど、今まで

の枠組みとは違う、別の形のつながりを見いだしてくれるコメンテーターがいても

よかったのではないかと感じた。 

  不登校の大学生に学校がいろいろお世話をすることに対し、小学生のような対応

をするのかという意見もあるが、それは大学生に対しても小学生に対してもある意

味偏見的な表現だと思う。小学生でも今はそんなことをしない。なぜ、そういう状

況が生まれているかということをもう少し掘り下げたほうがよかったかと思う。今

はどこの大学でも不登校の学生に対してはフォローしていて、私自身もそういう学

生を抱えていて、親に電話をする。だいたいは本人の責任ではなく、家庭環境が原

因であったりするが、 も多いのはうつ病によるものだ。今の学生は、精神的な病

気を患っている人がたくさんいる。私の大学は、週１回カウンセラーが来て相談を

受け付けているが、予約がいっぱいで２か月先しか取れない状況になっている。実

習の授業では、ほかの学生と交流しないと進めないものがあるが、そういうものが

苦手な学生、精神的に病気を抱えている学生は、そういうことがなかなかできない

なか、学生は何とかがんばろうとしていて、授業に出られなくとも、レポートで単

位に替えてほしいといった相談をしながら、努力している。このように、がんばっ

ている学生を突き放してしまうと、本当に社会から切れてしまう。いろいろな形で

支えていくことこそが大事ではないか。大学生を甘やかしているとする受け取られ

方もあると思うが、実際は彼らもかなり苦しんでいる部分があり、それを社会全体

が支えているというその一部が大学の取り組みであると考えている。 

  どうしてこういうことが起こっているのかを考えると、社会とつながっていない

と思われている若者ではなく、われわれ大人の側の能力が問われているのではない

かと感じる。要するに、若者を信頼することができるかどうかということだ。私は

信頼することで学生は成長すると考え、できるだけ信頼するようにしている。裏切

られることも４割ぐらいはあるが、それでも信じることが大事だと思っている。番

組の中で取り上げられていた、大学中退の人を雇わないケースがあるということは、

つまりその人を信じていないということだと思う。むしろ社会自体が停滞する中で、
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社会側がそういう人たちを排除しているだけであって、若者たちが変わってしまっ

たということではないのではないか。大学生が番組を見たときにどう思うか、少な

くとも私の周りにいる大学生が見たら、私と同じように肯定的でも否定的でもなく、

こんな感じだろうという形で受け取ると思う。問題提示というより、ある意味ある

がままの姿を伝えていると感じ、それはそれでよかったと思う。背後にある社会の

問題や、若者たちへの信頼感をわれわれがどうやって築くかを問いかけてほしいと

思った。 

 

○  親の立場から、自分の道は自分で切り開けとはよく言う言葉だが、心配すること

ばかりで、わが子の将来と重ね合わせながら番組を見た。2030 年、私は後期高齢

者の一歩手前になるが、自分も親と同じようには判断できないと思う。それは時代

の変化の中でしようがないことだと思う。番組は、時間の配分が上手にされている

と思った。内容は、個人的な部分を多く取り上げていたにもかかわらず、その背景

やどのような環境に置かれていたのかがわかりにくく、井筒さんもコメントを述べ

るのにたいへん苦労したのではないか。今回の出演者の方は女性２名、男性２名

だったが、こうした現状に直面している２０代の男性や就職をした経験のある人も

出演させてほしかった。 

  私の経営をしている会社でも、ようやく仕事を覚え、一人前に仕事をすることが

できるようになったと思うと３年ぐらいで辞めてしまう人がいる。就職難なのにど

うしてそう割り切ってしまうのか、いまだによくわからない。待遇や上司の部下へ

の指導力が足りなかったなど、反省すべき点は反省しているが、次の就職先が決ま

らなくても辞める人がいる一方で、あっという間に戻りたいと言ってくる人もいる。

若者だけではなく、世の中すべてがどうなるかわからない状況で、中高年ももがい

ていると思う。今後も、未来がある社会にするにはどうしたらよいのか考える場と

しての番組を作ってほしい。また、番組のホームページを見たが、たいへんよくで

きている。多くの人たちに見てほしい。 

 

○  たいへん驚きをもって見た。2030 年、１８年後は人口ピラミッドで未婚男性が

３割、１人世代が４割になると想定されている。町中に若者のホームレスがいると

いう話は何度か聞いたことがある。健康そうな若者が１日に菓子１袋の生活をして

いるとあって、信じがたかった。アルバイトすらないのか、本当にそれだけの厳し

い状況なのか、現実として信じられないと思った。とりあえず大学生活を過ごし、

３年で中退をし、ハローワークに行っても仕事に就けない、目標がないと紹介され

ていた。仕事がない、目標がない、何を学ぼうという意識もなく、とりあえず大学

に行くことで親が満足するので行っているという感じがした。 

  私は農業に従事しているが、その仕事に就く人がいないのが現状だ。この番組で
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はつながらない、仕事がない若者たちを取り上げていたが、地方では仕事はあるも

のの、やる人がいない状況も存在している点を取り上げてほしかった。現実に、私

のところに３２歳で農業をやりたいという非農家の人が研修に来ている。先日付き

合っている女性と入籍した。これから自分の生活を支えていくのはたいへんだと思

う。それでも、農業に少なからず希望をもって一生懸命に勉強し、独立したいと思っ

ている。そういう姿勢を見ると、目を向ければそういうことはたくさんあると思う。

こうした一面を番組で取り上げることもひとつの希望として可能性があると感じ

た。 

  いろいろな事情があると思うが、８人に１人が中退する中で、大学がそれに対応

しているのは甘すぎると感じた。「バブル景気のおいしい汁を吸った世代の勝ち組

のおじさんに“大学は過保護、若者は甘い、放っておけ”と言われてもね」という

番組宛てのメールが紹介されていた。若い人はこのようにしか考えられないのかと、

あのメールを見てあぜんとした。今の社会を被害者意識としてしか見ていないのか

と悲しく感じた。井筒さんから「職を探すよりも人を探せ」というコメントがあっ

たが、社会の仕組み、システムを問題とするばかりで、自分の弱みをさらけ出して

でも人に頼ったり、世話になろうという考えが今の若い人たちには出てこないのか

と感じた。過干渉をされたことが原因になって、敷かれたレールの上しか歩けなく

なっている現状が、もしかしたらあるのかもしれないと感じた。自分から行動し、

人とつながることはすごく難しいことなのかもしれない。 

 農業大学校の生徒が、毎年研修に来る。研修に母親がついてくる。将来農業をやり

たいと言うが、将来の展望や農業をやりたいという意志を、本人に代わって隣に母

親が説明することがある。それはまさに過干渉、過保護の現状であって、この若者

たちが独立して自分の農業、職業を営めるのかと心配になる。「農業は自己完結の

世界なので、やるだけやれば自分に返ってくるが、 初から 後まで責任を持たな

ければいけない。会社なりの仕組みに入っていればまじめに行っていれば一定の報

酬は期待できるかもしれないが、農業はそういうわけにいかない」という話をする

が、なかなか理解をしてくれていない感じがしている。 

  番組の構成として井筒さんはキャラクターが立っていて、発言内容に同感したが、

同時に強すぎる面もあった。生放送だったので難しいのかもしれないが、ほかの考

え方も紹介していければよかったと思う。 

 

○  私も過干渉かと感じた。ホームレス全員に親がいないわけではないと思う。地方

の経済状態がよくないから親元には帰れないといった事情もあるかもしれないが、

血縁だけでなく、地縁を利用していくすべを知らないのではないか。昔は親だけで

なく、地域の人が就職をあっせんしていた。コミュニティーの中には、“長”にな

る人がいて、就職の面倒や、結婚相手の面倒を見るといった世界だった。今はまっ
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たくそういうものがなくなってしまったのか、地元、親、親せきなどを頼らず、一

方で過干渉の親と放棄している親がいるのではないかと思った。基本的には年代も

近いので、井筒さんの考え方に共感した。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組を見て、若者は甘いという考えを持った人が多かった

ことを、ご意見を伺ってあらためて意識した。しかし、大学

の過保護の部分もそうだが、単に若者は甘いということで、

そのまま放り出しておいたらどうなってしまうのか、という

ところに危機感がある。育て方であり、環境も変わっている

ので、そこを変えないと変わらないという意見もあったが、

取材、制作者の意識としては、若者も変わらなければいけな

いが、変わるためのきっかけは、周りであり、社会であり、

大人が与えていく必要があるのではないか、その重要性があ

るのではないかと、意見を聞いてあらためて思った。自信、

存在意義を感じていない若者がとても多いことを取材して感

じたが、単に声をかけることを大学もやっているわけではな

く、自信を持たせるきっかけづくりまで取り組んでいる。そ

れを行うことによって、自分で動き出すことができている学

生もいる。時間の関係上、番組の中できちんと追い切れなかっ

たが、一度そうしたきっかけを与え、伸びることができれば、

その後は声かけしなくても１人で歩き出せるという事例もあ

る。今後の取材の中で追いかけていきたい。 

  「プロジェクト２０３０」は、今後のテーマを若者にする

か、超高齢社会にするのか、2030 年を見据え、いろいろなテー

マを、引き続き取材を進めて取り上げていく。 

 

○  過保護というか、若い人が甘いとだけ言っているのではなく、外形的に結果だけ

を持ち上げるのでは何の救いにもならないので、若い人が自分で生きていく力を作

れる社会にしてあげなければいけないという点では、委員みんなが共通していると

思う。結果だけを引き上げるのでは次の課題が来たときに力がつかないというとこ

ろで、どうすればよいかを、テーマとして取り上げてほしい。 

 

○  こうした若者の親たちをとりあげた番組も今後作ってほしい。 

 

○  若者の就労問題を軸として、未来への展望と課題をストレートに捉える試みをし
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ていた。ドキュメンタリーと識者のコメントを交えながら、視聴者を飽きさせず、

後まで集中して見ることができた。 

  悲観的な未来像と社会に適合できない若者達を取り上げていて、視聴者に危機感

を訴えつつも、問題を解決するための市民ベースの取り組みを紹介しており、責任

感を持った取り組みだと思った。 

  特に、若者の路上生活者、顕在化しない隠れたホームレスで、インタビューから

感じた家族や教育についての疑問を、その後の展開でしっかりと取り上げていて、

親の過干渉といった問題へと行き着いたことに納得した。なぜ親がそのようになっ

てしまったのか、少子化・核家族化、学校教育といった要因も感じられるので、よ

り問題の本質にまで迫ってほしい。 

  また、井筒さんが的確なコメントをしていた。番組の初めから、問題の根幹に家

族があると見抜いていたところなど、視聴者が疑問に感じたことを含んでおり、井

筒さんに対する印象が変わった。 

  画面の下にツイッターなどによる視聴者からの意見が流されていたが、バラエ

ティー番組などの柔らかいテーマの番組ならばよいと感じても、このようなシリア

スな番組にはふさわしくないように思った。視聴者には番組の本題、出演者の発言

に集中したいところを、画面下部のツイッターを読むことで注意力がそがれ、せわ

しなく急かされているように感じた。視聴者の声を番組の内容に生かすには、番組

の途中でアナウンサーが視聴者のコメントを紹介する手法のほうがよいのではな

いか。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２７日（土）のＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン逆襲のシナリ

オ１「岐路に立つ日の丸家電」（総合 後 9:00～10:15）を見た。日本の家電の歴史

で、小型化されたメイド・イン・ジャパンの商品を見てとても懐かしく思った。就

業者数の推移のグラフでは、平成３年に 1,500 万人もいた製造業はサービス業に逆

転され、平成２１年には 1,000 万人と、500 万人も減ってしまった。１人当たりの

ＧＤＰは、サービス業より製造業のほうが２倍も稼いでいるにもかかわらず、もの

づくりがないがしろにされている現状をよく表していると感じた。ウォークマンが

なぜｉＰｏｄになれなかったかという検証で、日本の縦割り社会の問題を指摘し、

シャープとサムスンの技術力も自分の技術をブラックボックス化したシャープと

オープンにしているサムスンの違いをよく取り上げるなど、よく整理されていた。

番組の 後に、ソニーがその国の特徴に合わせた仕様にする戦略で、インド市場で

トップに立ったというところでほっとした。今後、日本の技術で日本の企業の力を

発揮できる逆襲のポイントを押さえた番組づくりだったと思う。 
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○  １０月２２日（月）のファミリーヒストリー「余貴美子～３５０年前に遡るルー

ツ不屈の家族～」を見た。台湾を経由し、中国まで行って、ゆかりのある広東省官

坪村をよく探し当てたと思った。３５年前に亡くなった余さんの父親が残した「祖

先のだれ１人が欠けても、今のおまえはいないんだ。祖先への感謝を忘れてはいけ

ないよ」ということばが、一族のルーツを知ることによって、その重みを増したと

思う。私たちも、祖先が私たちの後ろにいることを認識しなければいけない。だれ

一人頼ることがないのに船出していく家族のたくましさ、家族を手放す悲しさなど、

さまざまな意味が込められていて、とてもよい番組だった。 

 

○  １０月２３日（火）のクローズアップ現代「仕組まれた罠（わな）～ＰＣ遠隔操

作の闇～」では、パソコンが遠隔操作をされるという想定外の犯行であったとして

も、まったく関与していない無実の人間が、誤った捜査によって、犯人に仕立て上

げられてしまうことの恐ろしさを感じた。また、少々の知識でインターネットを利

用していることの怖さも痛感した。 

 

○  １０月２５日（木）のクローズアップ現代「“シェール革命”の衝撃」を見た。

安定的にオイルを購入するために世界のどこの国よりも高い値段で日本は買って

いた現実がある。東日本大震災以来、エネルギーとしての原子力の怖さが報道、検

証番組で明らかになっているが、ＣＯ２など、環境問題が二の次になっていると思

う。世界のパワーバランスが崩れてしまうようなシェールオイルの利用可能性に期

待するが、一方で今後のアメリカの戦略の動向をしっかりと見つめる必要があると

感じた。 

 

○  １０月３０日（火）に、尼崎連続死体遺棄事件でほかのいくつかのメディアと同

じように、ＮＨＫも被疑者の写真を別の人と取り違えて報道していた。私が見た「Ｎ

ＨＫニュースおはよう日本」での謝罪が、簡単に終わった印象がある。取り違えは、

マスコミとしてかなり重大な過ちで、簡単にすませる話ではないと思う。なぜこの

ようなことが起きたのか、マスコミは警察の捜査の不適切さに対しては厳しく報道

するが、自分たちの過ちもきちんと分析をし、再発防止策を取るべきだ。局内でど

ういう対策が検討されたかということも含め、きちんと取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  尼崎の事件における写真の取り違えの件については、１０

月３０日(火)に誤りが判明し、３１日(水)の「ＮＨＫニュース

おはよう日本」で謝罪を行った。同日昼の「ニュース」、「Ｎ
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ＨＫニュース７」、「ニュースウオッチ９」でも、さらにもっ

と詳しく経過を含め、謝罪をした。近畿での事件なので、地

域放送でも取り上げていたため、その中でも謝罪を行ってい

る。ＮＨＫの中には、放送倫理委員会があり、こうした問題

のほかにも、人権問題や、他社で起こった事例を検証してい

るが、１１月９日(金)に臨時委員会を開き、大阪局から報道の

責任者を呼んで、経緯や議論を行った。今後の研修や勉強会

で、全国の報道現場に再びこういうことが起こらないよう徹

底していく。 

 

○  １１月７日（水）のためしてガッテン「美やせ＆腸までキレイ 出た！プチ断食

大解剖」はたいへんおもしろかった。空腹になると、脳がブドウ糖を必要として、

つい甘い物を食べてしまうと考えていたが、あまり関係がないことがよくわかった。

人間の体はすごくよくできているという意味でもたいへん勉強になった。 

 

○  １１月７日（水）のためしてガッテン「美やせ＆腸までキレイ 出た！プチ断食

大解剖」のプチ断食を見た、自分でも試してみた。「ためしてガッテン」のネーミン

グは、見ている人が試したくなるという意味で、すごくよいネーミングだと、あら

ためて思った。 

 

○  １１月９日（金）のろーかる直送便 茨城スペシャル「マットから跳び立て～大

子町・少女たちの挑戦～」を見た。親が子どもを見守る力や、子どもたちが思春期

の戸惑いがある中で友達関係、いろいろな悩みを抱えながらも、歯を食いしばって

がんばっている点がよくとらえられていた。 

 

○  １１月１１日（日）にＮＨＫアーカイブス「岩手 三陸鉄道～海浜の鉄路・復興

への願い～」（総合 後 1:50～3:00）では、昭和５７年に放送したＮＨＫ特集「さ

よなら国鉄～民営・三陸鉄道株式会社の誕生～」が取り上げられていた。ＮＨＫの

持っているすばらしい資産、アーカイブスをタイムリーなときに放送することで、

三陸の被災地にがんばろうという気持ちを持ってもらえると思う。このような、す

ばらしい資産を、もっと生かす方法はないのかと感じた。三陸鉄道の駅名は、宮澤

賢治の物語の中のカンパネルラや、カルボナードなどが使われていて、本当に胸を

打つ番組だった。こういうすばらしいものを積み重ねていくことで、もっと価値を

たくさんの方に知っていただきたいと強く感じた。 

 

○  １１月１１日（日）のダーウィンが来た！生きもの新伝説「ウナギ大調査！産卵
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の謎を追え」を見た。海の底で生まれ、日本に戻ってくるというメカニズムがわか

らないという謎を、ここまで追いかけている研究家がいることに驚いた。自然のこ

とだから放っておけばという気もしたが、一方で個人的にもおいしいウナギが食べ

たいので、養殖ができるようになるとよいとも思った。今後の発見があれば、また

取り上げてほしい。 

 

○  １１月１２日（月）の鶴瓶の家族に乾杯「竹下佳江 鹿児島県薩摩川内市（前編）」

を見た。ロンドンオリンピックの女子バレーで、銅メダルの立役者となった竹下佳

江さんが、オリンピック出場前に合宿でお世話になった鹿児島県薩摩川内市を訪れ

る番組だった。笑福亭鶴瓶さんのキャラクターが立って前に出る番組で、今回も鶴

瓶さんのキャラクターもいつもどおりよかったが、それ以上に実物のメダルを披露

したときの地域の人々の反応がすさまじく、すごいと思った。 

 

○  １１月１５日（木）の地球イチバン「地球でイチバンお母さんにやさしい国～ノ

ルウェー～」を見た。会社を経営している私としても重要なことで、女子の社員が

結婚するとたいへんうれしく、さらに子どもが生まれるとたいへんうれしいのだが、

一方で、この後どうしようかという心配が出てくる。番組を見て、新しい将来、明

るさがあることを感じた。 

 

○  男性アナウンサーの逮捕を受けての、番組のコメントは量、表現ともに適切で

あったと思う。ＮＨＫオンラインの「アナウンスルーム」のアナウンサー検索や、

「ＮＨＫニュース おはよう日本」の出演者紹介ページを見たところ、早速男性ア

ナウンサーが削除されていて、アナウンサーの登録名にも存在しない形になってい

た。まだ被疑者の段階ですべてを抹消するのはどうなのかと気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  男性アナウンサーの件は、キャスターの逮捕ということで

ＮＨＫとしては、みずから発表すべきという判断をした。１

１月１５日(木)の午前１０時半に報道各社へ逮捕された事案

があることを発表し、午前１１時の「ニュース・気象情報」、

正午の「ニュース」で伝えた。「ＮＨＫニュース おはよう日

本」のキャスターを担当していたので、１６日(金)の番組内で、

阿部渉キャスターから事件について謝罪した。推定無罪とい

う考え方が、刑法上では正しいと考えるが、放送は伝える人

の信頼感が求められるので、今回は現行犯で逮捕されている

こともあり、この後の放送対応や、ほかに収録している出演
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番組の取り扱いについては、速やかに自粛し、対応するべき

だと判断し、すぐに謝罪を行った。男性アナウンサーの出演

した収録済みの番組も、撮り直す対応を取った。 

 

○  コメントは適切だったと思うが、アナウンサーとしての登録を抹消したことに関

して気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ホームページの本人紹介画像は外した。登録を抹消したと

いうことではない。 

 

○  「Ｂｉｚプラス」は、話題になっている問題点をまとめて放送しているので、忙

しい生活の中で、すごく便利な番組だと思う。 

 

○  「連続クイズ ホールドオン！」は、出題内容が簡単な問題がとても多く、どう

いった視聴者を対象にした番組なのか、気になった。 

 

○  ドラマ１０「シングルマザーズ」は、丁寧にシングルマザーの置かれている状況

を描いていて共感できる番組で、男性にもかなり共感できる番組になっていると思

う。沢口靖子さんの演技もすばらしく、今後どのような展開になるのか、楽しみに

見ている。 

 

○  ドラマ１０「シングルマザーズ」では、沢口さんが熱演をしていて引き込まれる

感じで見ている。シングルマザーは現実にも増加していると認識している。同じ立

場になって涙を流しながら見ている人もいるという話を聞いた。生活にお金がかか

ることがたいへんで、シビアな現実の問題がある。番組内でアドバイスのような内

がテロップで流れていて、これが参考になるという声も聞いた。よい番組だと思う。 

 

○  ドラマ１０「シングルマザーズ」を興味深く見ている。よる☆ドラ「眠れる森の

熟女」は 終話まで見たが、よる☆ドラ「恋するハエ女」、連続テレビ小説「純と

愛」は荒唐無稽というか、非現実的すぎて入り込みづらいと感じる人もいるのでな

いか。柔軟に楽しめる部分もあるのかもしれないが、ここまではという感じがする

ところもある。そういうドラマだけでなく、しっとりした大人のドラマも作っても

らいたい。連続テレビ小説「純と愛」は、朝からドタバタでうるさいとか、ことば

遣いが気になるとか、いろいろ批判的なことをいう人が多いのも事実だと思う。良

いも悪いも、意見がはっきり分かれる内容だと感じた。 
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○  連続テレビ小説「純と愛」を見ている。これまで、過去の時代を舞台としたもの

が多かったが、今の感覚とずれている部分が当然あり、小難しさを感じていた。「純

と愛」は、そういう部分がまったくなく、素直に見ることができる。現代人の抱え

るいろいろな課題がデフォルメされて、家族の中にちりばめられていると思う。デ

フォルメしてあるので、見る側はコミカルに見ているが、実は難しい問題、特に愛

君は精神的に問題があるのかもしれないということを軽くコミカルに、でも真剣に

伝えている。そういった人たちが、社会の中でどのように生きていくのか、コミカ

ルに見えて重要なメッセージを発信している番組だと理解した。今後の展開を楽し

みにしている。 

 

○  連続テレビ小説「純と愛」は、ストーリーが漫画チックだが、なぜか引き込まれ

て見ている。以前は、ＢＳで午後６時半から再放送していたが、現在の午後１１時

は放送時刻が遅く感じるので、もう少し早い時間帯に再放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「連続テレビ小説」再放送は、今年度からＢＳプレミアム

の午後６時３０分の再放送を午後１１時に移設した。午後６

時３０分に放送していたときは、朝の再放送、昼の再放送に

比べると見ていただく人の数はあまり多くなかった。一方で、

２０代、３０代などで、仕事をしている女性は、朝も昼も見

る時間がない可能性が高いので、ＢＳプレミアムのその日２

回目の再放送は、夜１１時に放送して、お勤め帰りの人に、

家に帰って、ゆっくりした気持ちで「連続テレビ小説」を見

てもらいたいという意図で編成している。 

 

○  連続テレビ小説「純と愛」は朝からテンションが高すぎるという声を聞くが、た

いへんおもしろく見ている。 

 

○  連続テレビ小説「純と愛」は、 初テンションが高くてついていけないという気

持ちがあったが、心の問題につながる重いテーマを、ライトな感じで取り上げてい

て、理解しやすく、よいドラマになってきたと思う。 

 

○  「薄桜記」は、ジェームス三木さんの脚本がすばらしく、山本耕史さんも好演し

ている。ストーリーの中で、妻が自分の気持ちを理解しようとしない夫に「それな

ら夜な夜な私の夢の中に出るのはお控えください」というせりふを言う場面があっ
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た。人情の機微に触れるような会話で、よい番組だ。 

 

○  １１月１３日（火）のよる☆ドラ「恋するハエ女」は、おもしろい番組名に興味

を持った。毎回、テーマが変わっていて、変わった番組だと感じる一方で、これは

これでおもしろいのではないかと思った。人のやさしさや優柔不断さを、角度を変

えて見せるドラマとしておもしろいと思って見た。 

 

○  １１月２日（金）のきょうの料理 きょうの料理５５年 未来に伝えたい味「祝

いのおすし」を見た。お祝いのおすしのアイデアにはたいへん驚いた。家庭でも使

えると思った。 

 

○  １１月９日（金）深夜のＥテレアーカイブ 秋のドキュメンタリー選 ＥＴＶ特

集「里山教育が子どもを変える」（Ｅテレ 前 0:00～1:30）では、里山保育が子ど

もたちの成長にとって、すばらしい面があることはよくわかる。何が子どもたちを

変えるのかを考えたときに、１つは里山が持っている多様性が教育の場としてよい

環境だということがあるが、その多様性こそが大事なことだ。里山で、子どもたち

は料理をしたり、火を使ったりするが、子どもを信じて任せる勇気が必要だという

ことが、いちばん大事なメッセージだと感じた。環境は子どもにとって、いろいろ

な制約があり、里山で走り回ることができない子もいる。里山讃頌（さんしょう）

ではなく、どうやれば子どもたちが健全に育っていくのかを考えたときに、何が根

本にあるのか、いろいろな番組で掘り下げてほしいと思った。 

 

○  「にっぽん百名山」を１０月２２日（月）の「尾瀬・燧ヶ岳（ひうちがたけ）か

ら１１月１２日（月）の「立山」まで見た。アプローチの長さなど、さまざまな紹

介をしながら、 後に山頂に立つという構成が多いが、「尾瀬・燧ヶ岳」では、尾

瀬ヶ原と至仏山まで取り上げていて、燧ヶ岳が 後の３分の１ぐらいで、短く感じ

た。燧ヶ岳の魅力をもう少し深く出してほしかった。１０月２７日（土）のスペシャ

ル版「グッとくる！東北やま旅へ」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～9:00）では、田部井淳子

さんがしっかりした存在となっていてよかった。ただ単に、きれいな山ということ

ではなく、岩木山は信仰の山、また八甲田山という自然の美しさ、と分けてしっか

り放送していてよかった。 

 

○  １１月１日（木）、８日（木）に美の壺「横浜スペシャル」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 6:00

～6:25）の２回シリーズを見た。横浜で観光地となっている建物や港の風景などは、

さまざまなメディアで取り上げられているが、番組では歴史的な背景、地形、横浜

市の町づくりのコンセプトまで、丁寧に解説していた。特に、横浜家具、シルク、
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横浜焼きという陶芸などを、西洋の文化をそのまま取り入れるのではなく、日本固

有の表現を模索し、日本らしさを出すことにこだわった職人魂として紹介していた。

このような取り上げ方をする番組は少ないので、よい番組だと思った。しかし、ナ

ビゲーター役がドラマ仕立てのストーリーとして、奥さんとのデートや約束などの

思い出話を回顧するような演出は、かえって邪魔な印象を持った。 

 「邦画を彩った女優たち」はいつも取り上げる女優がすばらしく、構成もよいと思

う。１０月２０日（土）の「もっと演じたかった 女優 田中好子」も期待に違わ

ずよかった。 

 

○  １１月３日（土）のハイビジョン特集「天空の旅人 錦秋列島を飛ぶ」（BS ﾌﾟﾚﾐ

ｱﾑ 後 2:00～3:00）を見て、たいへん感動した。全国の紅葉の風景を多胡光純さん

がモーターパラグライダーで飛びながら撮影していた。本当に美しく、日本はすば

らしい国だと感動するよい番組だった。 

 

○  １１月４日（日）のＳＯＮＧＳプレミアム「長谷川きよし」を見た。「ダニー・

ボーイ」、「虹の彼方に」などが演奏されていてすごくよかった。オリジナルソング

をもっと聞きたいという気持ちになった。 

 

○  １１月１３日（火）午前１時からの「ラジオ深夜便」を聴いた。アンカーは伊藤

健三アナウンサーで、津軽の弘南鉄道大鰐線を音と語りで紹介していた。伊藤アナ

ウンサーの語りと、電車の走る音や踏切を越すときの音など、あたかも弘南鉄道大

鰐線に乗って周辺の景色を眺めている錯覚に陥るぐらいすばらしいと思った。力の

あるアナウンサーの語りは、映像がなくても、それ以上のものを伝えると思った。 

 

○ 「ラジオ深夜便」では、宮川泰夫アナウンサーの「のど自慢旅日記」では、テレ

ビでは見ることのできない部分まで、細かい取材を本当に懇切丁寧にしていると

思った。「ラジオ深夜便」は全国的にもファンの多い番組なので、これからも楽し

ませてほしい。 

 

○  番組情報誌「ウィークリーステラ」に、ＮＨＫ映像取材部の山岳カメラマン研修

の特集記事が載っていた。実際に登ってトレーニングしているところや、カメラ

マンが初めて撮影するまでなどを、番組で取り上げたらおもしろいと思った。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１０月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１９日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、金よう夜きらっと新潟「ひとときのにぎわいの中で～大地の芸術祭 あ

る集落の物語～」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜金よう夜きらっと新潟「ひとときのにぎわいの中で～大地の芸術祭 ある集落の物語～」 

（総合 ９月２８日(金)放送）について＞ 

 

○  この夏、初めて現地に行く機会を得た。「大地の芸術祭」は、ことしで５回目の

開催で新潟では定着していて、集落のお年寄りが芸術や人との交流に関心をもち、

地域にも定着し、活性化につながっていると地元でも言われていた。その視点から

見て、番組は祭りの本質をうまくとらえており、集落のおかれている状況やふだん

の暮らしにも、しっかりと焦点が当てられていてよかった。 

 

○  とてもよかった。感動した。私は、イベントを開催する側の立場として、地元の

人たちがイベントをどのように受けとめているのだろうといつも心にかけている
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が、番組では特に、手作りの野菜を訪れた人々に販売していた村のお年寄りの姿か

らも、集落の人たちの喜びが伝わってきて、イベントの作り手としても、勇気をも

らえた。一方で、集落の人たちが、ムンクの「叫び」や「最後の晩餐」の登場人物

になったいきさつなど、どのようにアーティストと交流し、先鋭的なアートが受け

入れられていったのか、もう少し描いてほしかったが、大変よい番組だった。 

 

○  番組を見て、古い建物を二次的に利用してアートを広めている香川県の直島や犬

島を思い出した。今回、番組で取り上げていた十日町市松之山地区は、古いものを

利用し、そこに住み地元を愛する人たちが、こうした取り組みを始めていることを

すばらしいと思った。この地区には、１０数件の旅館や民宿があり、地産地消によ

る料理で迎えていると聞いたことがあり、町自体のことをもっと知りたいと思った。

また、こうしたイベントは、国や県から予算をもらって開催しても、一過性に終わっ

てしまうことがあるが、この地域の人たちは、これからも地道に続けていこうとし

ているように感じた。さまざまな視点で情報を広く発信できれば、もっと多くの人

たちが宿泊したり、土産物を購入したりするので、地域の活性化につながるのでは

ないか。 

 

○  番組を見て、初めて「大地の芸術祭」を知った。集落の人たちにとって、負担が

少なく、お年寄りと若い世代が交流ができることは、たいへんよいと感じた。こう

した集落は、日本のいたるところに存在する。番組では、過疎化の中で試行錯誤す

る努力を、１つの成功事例として、わかりやすく紹介していた。若い世代とお年寄

りのふれあいで、明るい笑顔が生まれている姿を伝えていた。一方で、「大地の芸

術祭」が終わると、今までの寂しい集落に戻ってしまうことを痛切に感じさせる一

面もあった。番組冒頭のナレーションで、「絆」ということばが出ていたが、絆と

いうのは一時的なことではなく、日本人としてつねに大事なことばだと感じた。こ

うした芸術祭が、過疎化の進む地域にもあることを全国に紹介することは、とても

重要なことだ。各放送局でも、このような元気の出る番組を作ってほしい。 

 

○  とてもよくできていて感心した。自分たちで作った農作物や食べ物を出品して、

訪れた人々とふれあっている姿を、番組は上手にとらえていて、涙してしまうとこ

ろもたくさんあり、うまくまとめられていた。しかし「大地の芸術祭」自体の概要

はほとんど出てこなかったので、初めて見た人にはわかりにくかったのではないか。

「大地の芸術祭」を立ち上げた人たちや、これまでの経緯なども知りたいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「大地の芸術祭」は、７月２９日から９月１７日まで開催
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されていたが、番組内では日程について、詳しくは触れなかっ

た。また、１０月２６日(金)には総合テレビの「ろーかる直

送便」で全国放送する。このイベント全体の企画をしたのは、

北川フラムさんという新潟生まれの人で、新潟市の「水と土

の芸術祭」など、さまざまなアートの取り組みを行っている。

棚田そのものを使って表現する呼びかけが起点となり、賛同

する人たちが国内外に徐々に広がっている。松之山地区の仕

掛けをしたのは、ある写真家の人で、集落の人たちと話し合

いながら作品にしたと聞いている。 

 

○  たいへんすばらしい番組だった。イベントを通して、１７世帯、５５人が暮らす

集落での、人と人とのかかわりがよく伝わってきた。使われなくなった共同作業場

の、２階を名画館として再利用し、１階を地域の野菜などを販売する交流の場とし

て、有効に使っているところにもスポットが当たっていてよかった。特に、集落の

人たちが、若い人たちの相手をする姿は、過疎地に住む人とは思えない、手慣れた

感じがしていて、このような交流を続けてきたことで住民たちが変化したように感

じた。また、イベントのボランティアや手伝いをしている若い人たちが、どのよう

にかかわっていたのか、という点も紹介されていれば、ほかの地区での取り組みの

参考になると感じた。 

 

○  永住型の活性化は難しいとしても、イベントという非日常の経験の中で、おじい

さん、おばあさんの表情が、本当にうれしそうで生き生きとしていて、過疎化に向

き合ったすばらしいアイデアを提示していた。そして、見ていてほのぼのとした。

集落の人がお祭りに参加し、実行者やアーティストと、参加型の作品を一緒に作る

ことや、自分たちが手塩にかけて育てた野菜を売って、そこで交流することで、ふ

れあいができていく。２５分の放送時間の中では難しいかもしれないが、お客さん

との交流だけではなく、ボランティアの人など、さまざまな交流で活性化されてい

ることが表現されていれば、番組内容にいっそう深みが出たと思う。また、主催者

側に近い立場の区長が、村の人たちの負担にも配慮していて、自治体側のリーダー

シップの取り方という意味でも参考になるのではないかと思った。次に取り上げる

ときには、その取り組みについても、紹介してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ボランティアには、地域の方や応募という形で関東から来

られている方もいる。ボランティアの方の視点も取り入れよ

うと検討したが、今回はそこまで撮り切れなかった。 
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○  お祭りやイベントは、１日から２日、長くても１週間ぐらいというものが多い。

５０日間という長い期間では、受け入れる住民の方も、疲れやいろいろな弊害が出

てくると思うが、番組を見るとおじいちゃん、おばあちゃんがみんな元気で、生き

生きとしていた。あれだけすばらしい顔をしていたということは、３年に１回の祭

りを楽しみに、待ちに待っていて、本当の意味で地域に根ざした祭りになっていて、

すばらしいという印象を強く持った。田んぼは休耕田が多く、働く場もなくて若い

人は少なくなっている。そうした状況の中でも、おじいちゃん、おばあちゃんが、

生き生きとしていることはすごいことなので、全国の皆さんにたくさん見てもらい、

ほかの地域のヒントや刺激になるとよいと思う。 

 

○  番組内で、おばあちゃんが「バスだ」と言ったことが忘れられない。それほどバ

スを見るのも珍しく、ふだん走っている車は自分たちが使用する車しかないのかと

思うと、地域はとても厳しい環境にあると思った。昔の写真には子どもがたくさん

写っているのに、現在は若者がおらず、豪雪地帯で雪下ろしなど、ボランティアの

人たちが来てくれるのか、など心配になった。お弁当をあげた若い人に、来てくれ

たお礼の意味なのか、さらにお米を送ってあげるエピソードなどからも、人情味が

あってよいところだと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  次回の「大地の芸術祭」は３年後に開催されるので、村民

と、アーティストやボランティアなどさまざまな人たちとの

つながりについても、取り上げ方を考えていきながら、今後

も新潟のさまざまなことを紹介していきたいと思っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２８日(金)のＮＨＫスペシャル「“水玉の女王” 草間彌生の全力疾走」（総

合 後 10:00～10:50）では、草間さんの独特の外見、ファッションとともに、精力

的な創作活動を知った。特に、作品が作られる様子が早回しで、何点か取り上げら

れていて、興味深かった。みずからの作品を少しでも高く売りたいと商談している

シーンや、幾度となく「世界一になりたい」という話をしていたが、金銭欲とか名

誉欲が強い人という印象をもった。そうした言動に、あまり感心しない人もいるか

もしれないが、ありのままの姿を伝えたことで、ひょっとしたらそのことばの裏に

何か考えがあったのかと想像させられた。前衛的な作品の創作に取り組む芸術家の

取り上げ方として、よかったと思う。 



5 

  １０月７日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「除染 そして、イグネは切

り倒された」では、東日本大震災の放射能汚染のたいへんさが伝わった。通学路を

１０メートル除染するだけでも１時間かかることや、自主的に除染した土と水はど

こにも行き場がなく自宅に放っておくしかないという状況、除染したものの中間貯

蔵施設をなかなか造ることができないことなど、除染の現場の実態をよく取材して

いた。また、環境省が示した除染の基準が、実態に合っていないことも伝えられて

おり、たいへんなテーマで、これからも時間がかかる問題だと思うが、継続して取

り上げてほしい。 

  １０月６日(土)から始まった「Ｎスペ５ｍｉｎ．」は５分間に凝縮してエッセン

スを伝える番組だと聞いていたので、どうやって長い番組をまとめるのか関心を

持って見た。番組の大事なところは触れず、視聴者をやきもきさせるような広報番

組になっていなかったので、胸をなで下ろした。しかし、「Ｎスペ５ｍｉｎ．」が本

編のエッセンスを伝える趣旨であれば、作り方については検討の余地があるのでは

ないかという印象をもった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ４９分番組のエッセンスを５分で伝えるのはきわめて難し

く、すべてのエッセンスは伝えられない。そこで、単なる番

組宣伝だけのものにならないように、テーマを絞って、５分

の番組としてきちんと伝わるように編集した。毎週日曜日の

「ＮＨＫスペシャル」の前日に「Ｎスペ５ｍｉｎ．」を放送す

るので、番組の内容によって、それぞれのテーマに応じてど

う作っていくかを考えていく。ダイジェストになる回もある

し、あるテーマに絞って伝える回もあるかもしれない。試行

錯誤の段階だが、調査や検討を重ねながら進めていく。 

 

○  たいへんな挑戦だと思う。５分間で伝えたいことがしっかり伝わって、本編でも

さらに知識が深まる構成を心がけてほしい。 

 

○  ９月２３日(日)のＮＨＫスペシャル「対立を克服できるか～領土で揺れる日中・

日韓～」(総合 後 9:00～10:49）は、本音で語られていることと、問題提起をして

いる点でよいと思った。出演した韓国の有識者は、質問に対し、あいまいな答え方

をしていると感じた。一方で、韓国大統領による天皇陛下に対する謝罪要求発言に

ついて、出演者が韓国の有識者に発言を求めていたが、そこまでは追及できないと

思った。 

  日本政府が、沖縄県・尖閣諸島を国有化する方針を示したことに対して、丹羽宇
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一郎駐中国大使が「とんでもないことをやって、中国との関係が悪化する。そんな

ことはやめるべきだ」と海外のメディアの取材で発言したことが、各メディアで報

じられていた。ことを穏便にすませていこうとする姿勢を見て、一国の命運を考え

る外交官は、経済を円滑にするためにという発言をこのような状況下でするべきで

はないと、この番組を見て感じた。６０年間、日米安保が国を守ってきたおかげで、

日本は経済に特化でき、経済的に豊かな国になった。日本の戦後史を学校では教わ

らなくなったが、丹羽大使の発言が、日本国民のかなりの部分の感覚なのかと思っ

た。また、出演した元外務審議官だった田中均さんの、これまでの外交経験に基づ

いた感覚もよくわかった。ジャーナリストの櫻井よしこさんからの、さまざまな事

柄を調べたうえでの鋭い質問も、納得のいく点が数多くあった。このような内容は

今後も取り上げてほしい。日本は、外交や日本を守っていくことについてもう１回

考える機会に来ていると感じた。 

  そういう意味でも、土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉

田茂～」（総合 後 9:00～10:13）は、日本の今後を考えたうえで、外交を考えた総

理大臣がいて、マッカーサーとも向き合っていたというとらえ方はすごくよかった。

このような内容は、ＮＨＫでないとできないと思った。今後も問題提起する意味で

も取り上げてほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「対立を克服できるか～領土で揺れる日中・日韓～」に櫻井よ

しこさんが出演したことは、よかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  討論番組なので、さまざまな意見が寄せられている。櫻井

よしこさんがよかったという意見や、韓国の有識者が来日し

て日本語で討論したことを高く評価している人もいる。討論

の冒頭で田中均さんが、韓国の有識者が出演したことについ

て「日韓関係が成熟してきていることの表れだ」と語ってい

たが、その点を評価する意見もあった。逆に、自分の意見と

異なることに批判的な人もいる。そういう意味で、反響はも

のすごく大きな番組だった。日中関係、日韓関係は、現在の

ところ、まだ好転していないので、今後も続けて取り上げて

いくべきテーマだと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組の始めから終わりまで、視聴率は一定の水準で推移を

しながら平均で１０％を超えていたので、番組を見た人は最
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後まで、感心をもって見続けたのではないかと考えている。 

 

○  ９月３０日(日)のＮＨＫスペシャル「日中外交はこうして始まった」では、1950

年代から始まった高碕達之助や外務省の外交交渉の経緯について、公開された記録

や外交文書を基に番組が作られており、タイムリーな内容だった。当時の関係者が

少なくなってきている中で、1972 年の田中角栄首相訪中で、大平正芳外相の果た

した役割の大きさや、中国側のしたたかな国際戦略も取り上げていて、番組の作り

方がよかった。いま交わされている外交文書も、将来には公開されると思うが、ど

のような内容になっているのかと想像すると、薄ら寒い感じがした。このような番

組を続けることがＮＨＫの役割だと思った。 

 

○  ９月２７日(木)から３０日(日)まで開催された「第４５回日本女子オープンゴル

フ」は、予選ラウンドから最終日まで４日間放送された。木戸愛選手が最終日まで

首位争いを繰り広げるなど、たいへん盛り上がった。悪天候にもかかわらず、コー

ス、それぞれの選手の見どころを、うまくダイジェストで紹介していて、ゴルフを

始めてみたい気持ちになった。 

 

○  ９月２９日(土)の「矢沢永吉 ６３歳のメッセージ～カリスマ・４０年目の夏～」

（総合 後 11:00～11:59）では、ロック界のカリスマである矢沢永吉さんが、1972

年に「キャロル」でデビュー以来、日本のロックシーンをけん引してきた足跡と人

生観、また家族について語っていた。６万人動員のライブへ向け、肉体を追い込む

矢沢さんのすごさが伝わった。一生懸命に１つのことに打ち込むことは、ロックで

もすばらしいことを表していると感じた。有働由美子アナウンサーは、矢沢さんの

心を開いて、うまく話に入っており、聞くことが上手だと感じた。そのときどきの

話しことばをきちんと使い分けており、見る人によってはＮＨＫのアナウンサーが

こういうことばを使ってよいのかと感じる人もいるかもしれないが、かえって、矢

沢さんの本音うまく引き出していると思った。 

 

○  ９月２９日(土)の「独占公開！東京駅復活大作戦！」（総合 後 7:32～8:45）を

見た。民放各局でも東京駅を取り上げていたが、観光紹介に終始していた印象だっ

た。それに対して、この番組では、東京駅の建築にあたって、元東京帝国大学工科

大学学長の辰野金吾が、ドイツ人技師の作った基本設計図を練り直して現在の形を

作り上げたことや、当時最先端のコンクリートではなくレンガ造りにこだわった背

景、そして、今回の復元で屋根に使われた天然スレートは、宮城県石巻市の工場で

津波の被害にあったものの、がれきの中で梱包されたまま残っていて救われていた

１万 5,000 枚だったというエピソードなど、単なる観光的な紹介番組ではなかった
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意味で、見ごたえがあった。 

 

○  ９月３０日(日)の明日へ－支えあおう－ 証言記録 東日本大震災 第９回「福

島県三春町」（総合 前 10:05～10:48）は、震災直後の危機的な状況の中で、三春

町が独自に情報を集約し、風向きから危険性を分析し、自分たちの責任で判断して、

町民たちに安定ヨウ素剤の服用を指示した過程が再現されていた。町民たちから、

これまで自分たちに寄り添ってくれた町長や町役場が信頼できるという趣旨の発

言があった。町長や区長の果たすべき役割は何かを教えてくれた気がして、たい

へん貴重な番組だった。 

 

○  １０月２日(火)のクローズアップ現代「撤退ができない…中国進出・日系企業の

苦悩」を見た。日系企業が中国に進出するなか、反日デモや人件費の高騰など厳し

い状況にもかかわらず、撤退したくても撤退できないという現状を取り上げていた。

社長が軟禁されるなどして負債を抱え、日本の本社が倒産してしまうケースや、撤

退のためのコンサルティング会社が存在している実態など、番組を見て重い気持ち

になったが、そうした厳しい状況下でも、経営を改善し、撤退を回避した地下足袋

メーカーの事例が紹介されており、少し救われた感じがした。 

 

○  １０月４日(木)のディープピープル「特集 大河女優“平清盛”編」は、若手女

優３人が語り合う内容で、おもしろかった。セリフがないシーンでの表情による演

技など、解説をしてもらってみると、やはりプロは違うと強く感じた。 

 

○  １０月５日(金)の「“日韓”で揺れる街はいま」は、日韓関係が竹島問題で揺れ

ている中で、東京・新大久保の人々が、地域の人とさまざまな形で交流しながら、

２日間で１万 5,000 人が訪れる日韓交流の祭りを作り上げていく過程を追ってい

た。日本国内でも、韓国に対するデモがあったが、中国国内の反日デモのような行

為がなく、少し安心した。多国籍化する街で、地域のコミュニティーをスムーズに

運営し、共生していく難しさが、かいま見えた。 

  １０月１２日(金)の「増え続けるストーカー～知られざる心の闇～」を見た。警

視庁調べで、ことし６月末までのストーカー相談認知件数は７５２件、前年比で６

０％増加しており、件数の多さに驚いた。ストーカー行為は男性が加害者であるこ

とが多い印象だったが、番組で紹介していたＮＰＯに寄せられている相談の半数近

くは、女性の加害者によるものとの現状を初めて知った。こうした、さまざまなケー

スによる被害が広がっている現状であるのならば、さらに具体的な事例や対象を紹

介してほしかった。 
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○  １０月１７日(水)の「あさイチ」では、子宮頚がんワクチンの説明義務が定着し

ている中で、出生前検査が話題になっていることをクローズアップしていた。検査

の結果に対する考え方について、１００人いれば１００人答えがあるとコメンテー

ターが話しており、そのとおりだと思った。番組の放送中に、視聴者からのＦＡＸ

が数多く届いていたので、放送後にもさらに多くが寄せられたと思う。視聴者から

の意見をまとめた結果を、後日でよいので知りたいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  出生前検査についてはさまざまな番組で放送してきた。

「あさイチ」でも今回だけということはなく、番組に寄せら

れた反響をまとめながら、取り上げていく。 

 

○  山中伸弥教授のノーベル賞受賞について、１０月１０日（水）の「クローズアッ

プ現代」では、国谷裕子キャスターと対談しており、ＮＨＫとの信頼関係がある中

での番組だと感じた。国谷キャスターの「プレッシャーにどうやって向き合って乗

り越えているのですか」との質問に、「運動ですね。体を動かすこと、ジョギング

です。そのときは音楽を聴いています。曲はビリー・ジョエルの『プレッシャー』」

と答えるなど、楽しく聞ける内容だった。番組を見て、山中教授に対する印象、親

しみが変わった人もたくさんいたと思う。いち早く番組できちんと取り上げたとい

うことは、たいへんよかったと評価したい。 

 

○  ＮＨＫは、山中教授を以前からｉＰＳ細胞のことで何回も取り上げていたが、

ノーベル賞のことはかなり確信を持っていたのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫとしては、ノーベル賞候補としてあげていた。山中

教授は年齢が若いので、海外の年配の人と同時に受賞するの

ではないかと予想し、取材を進めていた。 

 

○  １０月１７日(水)のクローズアップ現代「女性が日本を救う？」（総合 後 7:30

～8:43）を見た。ＩＭＦ（国際通貨基金）の緊急リポートによると、日本は少子高

齢化が進んでおり、なおかつ債務残高が多いことを打破するためには、女性が労働

力として求められていることを指摘するものだった。一方で、保育所の問題や、子

育て中の女性が仕事につくことに対する罪の意識などが課題となっていることを

紹介していた。このままだと、日本は格差社会がさらに進んでしまい、正規で働い

ている人は労働時間の長さや、男性が家に帰りにくく、女性に子育ての負担が偏っ
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てしまうなど、さまざまな問題点がある。この問題は、一朝一夕に解決するもので

はないので、これからも取り上げてほしい。 

 

○  「鶴瓶の家族に乾杯」は、地域の人たちとの生のふれあいがあってとてもよい。

出演者が、ドラマや映画の時とは違い、人間性が伝わってきてとてもおもしろく、

楽しく見ている。日本中を訪問するのはたいへんだろうと思うが、今後も続けてほ

しい。 

 

○  深夜に放送していた「北アルプスの四季」は、紅葉のパノラマ、鏡池に映った色

の変化、山の変化をハイビジョンのすばらしい映像で伝えていて驚いた。山に冷た

い風が流れていることを画面から感じた。 

 

○  １０月７日(日)に宇都宮局の栃木県域放送で「Ｊリーグ 栃木ＳＣ対京都サン

ガ」の中継があった。両チームとも、Ｊ１昇格を争っているので、とても興味深く

生放送で見たが、「これぞ県域放送だ」と感じた。結果は残念なことに栃木ＳＣが

１対２で負けてしまったが、今後も活躍を期待している。 

 

○  また、８月１８日(土)からドラマ「はつ恋」のディレクターズカット（BS ﾌﾟﾚﾐｱ

ﾑ 後 11:15～0:10）が全８回で放送されたが、男性と女性では観点が違うかもし

れないが、楽しく見た。 

 

○  「はつ恋」のディレクターズカットは、ラストが漫画みたいな終わり方で、こん

なことが許されるならばだれでもいいかげんな生活ができてしまう部分があると

思った。全般的にはよい内容で、何となく引き込まれたが、ディレクターズカット

するほどのものだっただろうか、とも思った。 

 

○  連続テレビ小説「純と愛」は、今後の展開がどうなっていくのか、興味を持って

見ている。弱々しい男性が、強い女性をサポートしているストーリーもおもしろい。 

 

○  連続テレビ小説「純と愛」は、主演の夏菜さんがとてもチャーミングで、体当た

りの演技という印象だ。見ていると、ついはまってしまい、また次も見なくては、

と思うので、これからの展開を楽しみにしている。 

 

○  ９月１６日(日)、２３日(日)のＢＳプレミアムドラマ「ドロクター」は、無医村

に大学病院からたった１人で派遣され、最初は腰掛け、短期間という立場だった主

人公の医師が、村人たちとの交流を通じ、みとりの大切さ、最先端医療にかかわる
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大学病院の医師とは違う意味でのやりがいに気づく姿を、事実に基づいたドキュ

メンタリー的要素も含んだドラマで描いており、たいへんよかった。テレビの影響

は大きいので、番組を見て、将来こういう医師になって人を助けたい、人のために

役立ちたい、と思う子どももいるのではないか。これからの社会にとって、重要な

役割を担っていく医療過疎の地域で活躍している人や職業を、ドラマ、ドキュメン

タリーなど、さまざまな形で取り上げてほしい。 

 

○  外交問題の話が出ているが、国を相手にどう戦略をとるかは別に、国民がヒステ

リックにならないよう、個々の交流を取り上げた番組を放送してほしい。１０月７

日(日)のプレミアムドラマ「ドンパル」は、日本に夢を見て出稼ぎに来た韓国人ボ

クサーが、日本人の女性と恋をして、彼女を幸せにしたいという思いで、王座のタ

イトルを目指し戦うが、３３歳で亡くなってしまうという、実話に基づくドラマ

だった。だれかがだれかを救ったという感動的秘話でないが、韓国人、中国人はみん

な憎いというヒステリックな風潮に流されない意味でも、今後もこのような内容の

番組を放送してほしいと思った。 

 

○  ＢＳ時代劇「薄桜記」は、主演の山本耕史さんがすてきだった。これまでの「忠

臣蔵」とは違うイメージで、その点にも興味を持ちながら見た。特に、最終回の印

象は、ひとことで言うとすごくきれいだった。今後、地上波でも放送すると聞いて

いるので、多くの人がこの番組を見てほしいと思った。 

 

○  １０月６日(土)深夜の名作ホスピタル「足に合った靴×“逆転イッパツマン”」

を見た。靴の履き方をクローズアップした内容だったので、靴選びのポイントなど、

ためになる番組だった。しかし司会のタレントが、冗談めかして排せつ物の名称を

連呼していたので、もう少し表現を配慮してほしいと感じた。 

 

○  ９月２８日(金)に放送したＢＳ１スペシャル「ワーク・ラブ・バランス～世界の

アラフォー １０人の物語～」（BS1 後 23:00～0:50）は、働いている世代にぴっ

たり合う番組で興味深く見た。この番組は、日本とフランスの共同制作で、日本だ

けではなかなか作れない内容になっていると思った。日本の社会の中でのワーク・

ラブ・バランスの選択にはありえないと思わせるものが紹介されていた。特に驚い

たのは、娘が結婚した後に夫と離婚し、男の子と女の子の養子を迎える選択をした

ロシアの女性のケースで、新しい価値観が世界にはまだまだあるという印象を持っ

た。一方で、イスラム国家での女性の生き方の難しさなども取り上げており、興味

深い内容で、たくさんの人に見てほしいと思った。 
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○  ９月３０日(日)の「小林賢太郎テレビ２」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 1:10～2:10）を見た。

新潟県で日本地図を作るとか、日本から出ないで世界旅行をするということで日本

のいろいろな形を使って世界地図を作るなど、たいへん興味深く、目のつけどころ

がすばらしいと思った。 

 

○  １０月１３日(土)の、邦画を彩った女優たち「闘う女優 寺島しのぶの告白」を

興味深く見た。数々の賞を受賞し、いま乗りに乗っている女優であるにもかかわら

ず「子どもを置いて仕事をしたいと思えるか分からない。この先のことはまったく

わからない、なぜなら人生のほうが芝居より難しいから」と語っていたのは、重た

いことばだった。同じ女優の先輩である母親が、娘を女優として尊敬の念を抱いて

いる様子で、「役の中に、いとも簡単に溶け込んでいく才能はうらやましい」と語っ

ていたのも、なるほどと思った。また、若松孝二監督による、全部がアドリブセッ

ションのような、本読みもリハーサルもない、独特の制作手法が紹介されていた。

監督自身も登場していたが、先日、事故によりお亡くなりになってしまい、とても

残念だ。よい映画作品が数多くあるので、追悼企画をしてほしい。 

 

○  １０月１８日(木)の、にっぽん百名山「羅臼岳」を見た。百名山は、過去にも放

送していたが、新しく始まった「にっぽん百名山」は、案内する人が山を知り尽く

しているガイドなので、見ている側も安心して見ていられる。単に、山がきれいと

か、険しいとか、疲れるものだということではなく、北海道・知床固有の植物の話

や、ガイドならではの山の案内をしていた。百名山なので１００人の人がガイドを

するのかもしれないが、とてもよい試みだと感じた。今回は、女性ナレーションで、

明るい印象があり、だれもが親しみをもてるような番組づくりになっている。“山

ガール”など、若い人たちが、山に興味を持ち始めているので、番組を若い人たち

に見てもらい、汗をかいて登ってみようという気持ちになってくれるとうれしい。

ただし、３０分番組なので、放送時間を長くして、ガイドが山ですれ違った登山者

との会話などを取り入れ、もう少しゆっくり見せてほしいと思った。 

 

○  １０月１９日(金)のプレミアムアーカイブス「幸田家の人びと～江戸・平成 四

代の物語～」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 1:25～3:30）を見た。文筆家が四代続く、すごい家系

だと思った。感心したのは、幸田家は環境に注意を払っており、幸田露伴の娘、文

さんが、７０代にして各地の山を調査していたことだ。そうした意識が、ひ孫の奈

緖さんに引き継がれ、文さんの足跡を訪ねて調査するなど、環境問題に興味を持っ

ているのは、すごいことだと思う。いま、家族の断絶などが言われているが、文さん

は愛情よりも知恵の受け継ぎだと語っており、すばらしい知恵が親の後ろ姿を見て

育っていると思った。このような内容の番組が、アーカイブスとして繰り返し放送
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されるのは、とても意義深いことだ。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年９月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２１日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、平成２４年度後半期の国内放送番組の編成について井上編成局長か

ら説明があり、意見の交換を行った。 

続いて、ロンドンオリンピックとメディア利用について白石編成局専任部長から説明

があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２４年度後半期および２５年度の国内放送番組の編成について＞ 

 

○  「トンイ」、「イ・サン」はＢＳで好評だった番組だが、こうした海外ドラマを、

あらためて総合テレビでニーズがあると思われる時間帯に放送するケースが多い

と感じる。予算をかけて購入しているので、さまざまな形で放送するという意図か

もしれないが、ＮＨＫオンデマンド等がある中で、間隔を置かず、すぐに再放送す

るのは、いかがなものか。貴重な放送時間枠は別の番組がよいのではないか。こう

した取り組みが、視聴者のニーズや支持をどの程度得ているのか。 
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（ＮＨＫ側） 

  総合テレビでの放送は視聴者ニーズがたいへん高く、

「イ・サン」は日曜日の夜１１時から放送しているが、大河

ドラマ「平清盛」と同じ程度の視聴率である。すべてを地上

波で放送するわけではないが、人気のあるソフトについては、

衛星放送で放送した後に、地上波でも適宜、放送しようと考

えており、今年度後半もそのように取り組む。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」は、時代考証もしっかりしていて非常によい。ただ、平安

時代になじみが薄く、みやびな世界と想像してしまい、衣装、食事、芸能など、当

時の現実を一生懸命に調べて制作しても、視聴者には伝わっていない。なじみが薄

い時代を取り上げるときは、「美の壺」、「ＢＳ歴史館」、「歴史秘話ヒストリア」や、

新たな番組などで、その時代を知り得る機会も作ってはどうか。 

 

○  韓国、中国とのいろいろ難しい問題が生じている中、その国のドラマや番組をど

ういう立場で取り上げているのか。韓国、中国とも仲良くしたいと思っているので、

積極的に取り上げることに賛成だが、一方で複雑な思いを抱いている人もいる。ど

のように考えているか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  韓国ドラマについて、韓国大統領の竹島上陸や、天皇陛

下の訪韓に関する発言があった後、放送をするべきではな

いという声がかなりの数寄せられたが、現在は少なくなっ

ている。国と国とが対立するケースでも、文化交流は、冷

静に総合的に考え、放送していくものと考える。韓国ドラ

マは、現在２番組を放送しているが、基本的に編成方針を変

える予定はない。中国とは、今年で日中国交回復４０周年に

当たるので、９月１６日(日)にＮＨＫアーカイブス 日中国

交正常化４０年「日中友好の道をひらく」で周恩来と岡崎嘉

平太さんの過去の交流の話を放送した。 

  また、９月１８日(火)のクローズアップ現代「激化する反

日デモ～中国とどう向き合うか～」で中国の問題を取り上げ

た。９月２３日(日)のＮＨＫスペシャル「対立を克服できる

か～領土で揺れる日中・日韓～」でも、有識者と討論する。 

 

○  朝７時のＢＳ１「ワールドＷａｖｅ」と、総合テレビ「ＮＨＫニュース おはよ
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う日本」を交互に見ているが、「ワールドＷａｖｅ」では、この問題の中国や韓国

内の報道や他国での取り上げ方を伝えており、ＢＳを見る必要性も感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ニュースのスタンスとして、領土問題の報道は日本の主張

を損なわない形で出すのが原則であり、沖縄県の尖閣諸島や

島根県の竹島と表現している。ＮＨＫが自らの報道として原

稿を書くときは、こうした立場を踏まえている。中国側は主

権を侵害した、固有の領土だと発言するが、ニュースとして

は報道官の発言だとして伝えている。討論番組やインタ

ビューでは、有識者から「もっと強く中国に当たるべき」、「お

互いの立場を考えたほうがよい」など、いろいろな意見があ

るので、さまざまな主張を取り上げている。 

 

○  ＮＨＫの立場がよくわかった。 

 

○  電車内のモニター画面に、ＮＨＫドラマの宣伝が映し出されていて、正直言って

驚いた。ＮＨＫにもよいドラマをたくさん作ってほしいが、公共放送であるＮＨＫ

が番組宣伝費用を使って、このような宣伝をしていくことには、予算の優先順位か

らいって、若干の違和感を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫの番組をふだん見ていない人や、テレビ自体をあま

り見ていない若い人にも、ＮＨＫの番組をぜひ見てほしいと

いう気持ちを持っている。番組を知ってもらうためには、テ

レビでスポットや番組紹介をするだけではなく、こうした手

法の宣伝、広報もある程度必要ではないかと考えている。 

 

○  他の媒体で広告をすることに否定的ではなく、Ｅテレの番組や、視聴率が少なく

ても同じ悩みを抱えている人には好評な番組の宣伝にも広報費をかけ、接触の機会

を与える、幅広い意味での番組宣伝をしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組宣伝の方法はいろいろあり、工夫する必要がある。広く

いろいろな人に見てもらいたい番組と特定層に見てもらいたい

番組では、ＰＲのしかたを少し変えたほうがよいところがある。 
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（ＮＨＫ側） 

  電車内での宣伝は、ドラマ全体のＰＲに対する取り組みを

行いたいという、現場からの提案によるものだ。 

 

○  海外ドラマは、アメリカ制作、韓国制作のものに偏っている印象を持っている。

番組の質や予算の問題などで、何か方針があるのか。海外ドラマということで、ほ

かの国も取り上げる余地があるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  特に、韓国とアメリカに限っているわけではない。昨年

８月と今年７月にＢＳで放送した「ＳＨＥＲＬＯＣＫ」はイ

ギリスＢＢＣで制作された番組で、人気があった。アメリカ

やイギリスのソフトは海外展開を考え、マーケットにたく

さん出ており、購入しやすい面がある。フランスやドイツ、

東アジアにもいろいろなソフトはあるが、日本人には内容が

わかりにくいと思われるものも多く、結果として、アメリカ

やイギリスのものが多くなっている。韓国のソフトは「冬の

ソナタ」以来、たいへんファンが増え、現在は民放も含め、

数多く放送されているが、その中でも優秀な内容のものを

選んでいる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ２４年度は前期と後期を合わせてアメリカ制作を１２本、

イギリスを４本、韓国を４本放送した。2011(平成 23)年には

カナダ、2010（平成 22）年にはドイツ、イタリア、2008(平

成 20)年にオーストラリア、2007（平成 19）年に台湾、中国、

2005(平成 17)年、2004（平成 16）年にはフランス、2003（平

成 15）年にはフランス、カナダのソフトを放送している。ア

メリカに比べると本数が少ないが、ヨーロッパの作品も放送

している。来年以降については、作品を見て購入を考える。 

 

 

＜ロンドンオリンピックとメディア利用＞ 

 

○  日本人選手がメダルを獲得すると速報テロップがすぐに流れていた。ほかの競技

を総合テレビで見ているときに、ＢＳでメダルを取った競技を中継していると、テ
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ロップが流れると切り替えることができる点では有効だった。しかし、生中継して

いるのに、メダルを取った途端、その中継画面に速報テロップが流れるケースが

あった。リアルタイムでその映像を見ているのに、その画面に速報テロップが出る

ことには違和感を覚えた。 

  また、ＮＨＫの中継なのに、民放のアナウンサーが実況していた、こうしたケー

スはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  中継のなかで、日本選手が金メダルを獲得するなど、伝え

るべきと判断したニュースは速報テロップを流した。同じ番

組内で、映像と重なる印象はあるかもしれないが、 も確実

に、数多くの人に速報を届けようという意図だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫのアナウンサーが実況９人、デスク１人、民放のア

ナウンサーが実況１０人の合計２０人でジャパンコンソーシ

アムというアナウンサーのグループを作っている。民放とＮ

ＨＫのアナウンサーがすべての競技を現地で実況し、その素

材を日本で民放とＮＨＫが競技ごとに分岐する、オリンピッ

クに限定した方式である。ある競技を民放のアナウンサーが

実況していても、その競技がＮＨＫで放送されることがあれ

ば、ＮＨＫのアナウンサーの実況が民放で流れることもある。

いくつか決まりごとを設けて、ＮＨＫと民放がよい放送をで

きる仕組みにしている。 

 

○  オリンピックはＮＨＫの放送が多く、民放は少ないと感じた。それは民放の意向

なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫと民放が比率を決め、民放は民放局同士の中でさらに

配分している。中継については、どの競技を優先に選ぶか、Ｎ

ＨＫと民放で順番にそれぞれ希望を出し、話し合って決めてい

る。再放送は各局の方針で、他社が放送したものを再放送で行

うかを決めている。ロンドンとの時差があったので、ＮＨＫは

日本時間で夜中の競技を、午前中の時間帯で再放送した。北京

オリンピック、シドニーオリンピックのときは１、２時間しか
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時差がないので、あらためて再放送する必要性が生じなかった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「なでしこジャパン 金メダルへの挑戦」で

は、女子サッカーのワールドカップでチャンピオンになったなでしこジャパンに対

し、アメリカなど各国が日本のパスサッカーを徹底的に研究してきたと紹介してい

た。８月１４日(火)のＮＨＫスペシャル「なでしこジャパン 涙と笑顔の初メダル」

（総合 後 7:30～8:28）は、その内容を後追いできちんと検証していて、番組とし

てもたいへんおもしろかった。佐々木則夫監督の決勝トーナメントに向けた決断は、

メディアでもいろいろな意見があったと報道されていたが、１つにまとまったチー

ムの力が、初のメダルにつながったと番組から感じた。 

 

○  ８月１５日(水)のＮＨＫスペシャル「終戦 なぜ早く決められなかったのか」（総

合 後 7:30～8:43）では、ヤルタ会談でソ連の対日参戦が決まったという秘密合意

を日本側が把握していたという新しい発見が紹介されていた。これ自体は歴史の教

科書をひっくり返すような事実なのではないかと思って驚きながら見た。専門家の

ディスカッションや関係者の遺族から提供された未発表の資料による再現ドラマは、

セットも凝っていて、たいへんおもしろく見た。一方、ディスカッションでは、情

報を軍の武官は把握していたが内閣は把握していなかったという視点から、日本人

の組織の統治構造、意思決定プロセスの問題の議論になり、 後には原発事故の話

も出てきたが、歴史番組での議論を、原発事故につなげた点は、論の展開が若干陳

腐な感じがした。また、連合国側が日本の外交の暗号を解読した事実がイギリスの

資料でわかったということについて、連合国側がどういう対応をしたのかという、

自然な疑問にほとんど触れられておらず、日本側の内部の問題だけに着目して番組

が展開されていた感じがした。もう少し深みが出すことができたのではないか。 

 

○  ８月１７日(金)のＮＨＫスペシャル「 期の笑顔～納棺師が描いた 東日本大震

災～」（総合 後 10:00～10:49）では、ボランティアで被災地を回り、損傷した遺

体を、遺族との対面のために、何時間もかけて復元している様子が紹介されていた。

こういう仕事があることを知らなかったが、ボランティアで、たいへん意味のある

仕事をされていることに胸を打たれた。今後も紹介してほしい。 

 

○  ８月１９日(日)のＮＨＫスペシャル「奇跡の湿原 尾瀬」は厳冬期の尾瀬で、腰
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を据えて取材した成果だと思わせるよい番組だった。アカシボ現象について、国立

環境研究所の野原精一さんを中心とした専門家の方の調査を交え、科学的分析をし

ていた。以前から鉄分説、プランクトン説が言われていたが、番組では科学的に解

明し、１つの謎が明らかになったので、大きな意義があった。アナウンサーのナレー

ションも尾瀬の自然に合う、落ち着いてゆったりしたもので、とても好感を持った。 

  尾瀬ヶ原は、ヤチヤナギという低木が勢力を拡大している。ナレーションで、尾

瀬ヶ原が高層湿原とコメントしていたのでが、尾瀬ヶ原は低層湿原、中間湿原もあ

るのに、すべて高層湿原ととらえた人がいるかもしない。また、尾瀬ヶ原の植生の

変化として、いちばん貴重とされているミズゴケ湿原の高層湿原の中にも、ヤチヤ

ナギが勢力を拡大していることも取り上げてほしかった。今後は専門の機関、専門

の先生のアドバイスのもとに、もっと大きな視点でヤチヤナギの問題を中心に取り

上げて、湿原の変化を取り上げてほしい。 

 

○  ９月９日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９兆

円」は、２兆円を超える金額が、被災地以外の事業など、とんでもない使い方をし

ていることを伝えていて、とてもよい番組だった。復興支援という名目で予算を

取ってしまうようなことを、番組で知ることができた。いくら情報が開示されてい

るといっても個人では調べようのないことがたくさんあると思うので、番組で取り

上げてほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９兆円」はタイム

リーだった。被災地復興予算のうち、実際には２０５の事業で被災地以外に使われ

ていることがきちんと紹介されていた。被災地を助けるために枠取りした予算が、

被災地に届いていない構図が現実にあることをしっかり明らかにしており、今後も

引き続き検証してほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９兆円」を見た。今

年１０月までに１９兆円を使い切らないといけないということで、復興のことよりも

お金の面で、一生懸命に事業計画を作っているところがある。１９兆円の使われ方を

具体的に聞くと想像を絶するようなことがたくさんあり、山を２４時間削る機械が日

本には１台しかないので、アメリカから２台輸入するなどといった話がどんどん進ん

でいる。内部にいる人間はわかっているが、なかなか批判もできないので、ＮＨＫに

は引き続き今後１９兆円がどう使われていくかしっかり取材してほしい。 

 

○  ９月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」を見た。検

査の機械がたいへん進歩を遂げ、胎児の病気、障害が、出産前でもわかるようになっ
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てきたということを取り上げていた。両方の親と夫婦の間で、障害があることを話

し合ったうえで出産し、かわいい女の子の姿が映し出されていたが、その判断につ

いて、出生前診断を巡る問題は子どもの命と家族のこれからの幸せをどうしたらよ

いのかと鋭く問いかけていると思った。番組は家族の結束の行方に決断をゆだねる

格好で終わっていたが、逆の決断をした家族を一緒に取り上げてほしいと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」で反対の選択をした家族が出

てこなかった。この世に生まれる状態にしないということは切なく、取材できな

かったのではないかと想像するが、実際はどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 必ずしも取材ができなかったわけではなく、２つのケース

を紹介したが、両者とも中絶を選択してもおかしくないもの

だった。１人は病院で中絶をすると決め、手術台に載った後

に考えが変わったというケースで、もう１人は、障害を持つ

女性だったが、その母親が自身の経験から、考え直した方が

よいと助言して、いったんはその考えに傾いたケースだった。

両方のケースを紹介することで、中絶をする選択の意味も十

分に伝わると判断した。いろいろな夫婦、両親を含めた葛藤

が十分に伝わるのではないか、と判断した。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」については取り上げるべき重

要なテーマだと感じた。ほかにもアメリカから入ってくる医学はあり、 近では老

化を防ぐ薬が出て、アメリカでは飲み薬として販売されるようになったということ

だが、生まれること、死ぬことに関し、正面から向き合っていく番組にこれからも

取り組んでほしい。 

 

○  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）を見た。アニメーションによって東日本大震災当日を再現して

いたことがよかった。そのままの映像では流すことができないが、この手法ではあ

る程度加工して再現できるので、学校で子どもたちに見せる映像としても十分に使

えるのではないか。しかし、特別授業のやりとりを子役タレントたちとしていたが、

その発言がやや頼りなかったとともに、釜石の子どもたちに見せたいと思う部分が

あった。必ずしも子役タレントでなく、一般の子どもでもよかったのではないか。 

 

○  ８月２０日(月)の追跡！真相ファイル「“夢見る少女”が狙われる」（総合 後

10:55～11:24）は、街で、ことば巧みに誘われ、過激な水着ＤＶＤを撮られる被害
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に遭う少女たちが増えていることを知った。そうしたＤＶＤを販売している店で、

鎌田靖キャスターが「こんなものは正視に耐えない」と１秒たりとも男性の好奇心

的な目が映らずに、きっぱりと断言した映像はすごく意味があった。被害に遭った

少女の親が「アイドルには水着がつきもの。娘のやりたいことをさせてやりたい」

と語っていたことに、憤りを感じた。子どもが有名になるならよいといった無責任

な態度や、高額なキャンセル料が課せられているから止められなかったということ

に対して、そのような契約は無効にできる法律の手段があるなど、番組ではもう少

し切り込んでほしかった。 

  ８月２１日(火)の追跡！真相ファイル「中国人観光客 格安日本ツアーのカラク

リ」（総合 後 10:55～11:24）は、台湾や香港などから不法就労で来日している無

資格のガイドが、日本国内でことば巧みに中国人観光客を誘い、半ば強制的にビル

の一室に連れていってとんでもない商品を売りつけ、日本のイメージを損なわせて

いるという内容で、深刻な問題だと感じた。このように、気づきにくい問題を知る

ことができ、いつもたいへん興味深く見ているので、ぜひシリーズ化してほしい。 

 

○  追跡！真相ファイル「中国人観光客 格安日本ツアーのカラクリ」の内容は重要

なことだと思った。プライバシー保護のため、映像にしっかりとぼかしがかかって

いて、何かわからないような映像もずいぶんあったのはやむをえないのかと思いつ

つ、信ぴょう性に欠けるようなイメージで、残念だった。 

 

○  ９月４日(火)のクローズアップ現代「社長がいない 求む！ グローバル時代の

経営者」を見た。社長育成という視点でさまざまな経験を積み、若い社員が早いう

ちから社長になることを意識した人材育成をしている企業や、優秀な人を集めてプ

レゼンテーション技術を磨く試みを行う企業を紹介していた。いろいろなことを試

みている事例が紹介されていて、失敗例も紹介されており、公平な視点で取り上げ

ていた。幹部候補生として専用のルートを歩んできたことが本人にとって正しい選

択だったのか、という視点でも続編を取材してほしい。 

 

○  ９月１２日(水)のクローズアップ現代「リッチをねらえ～富裕層ビジネス 前線

～」では、忙しくて買い物をする時間のない富裕層向けに、あるデパートが特別室

を設けたケースや、大手化粧品店が大型バスに高額の品物をたくさん積み込んで出

張販売しているケースを見て、このような世界もあるのかと感じた。昔は、御用聞

きがそれぞれのお宅に商品を届けたり、今でも、いくつかの百貨店はお年寄り向け

に必要な品物を届けているので、これは商売の原点であると感じた。 

 

○  ９月２０日(木)のクローズアップ現代「戦場の市民をみつめて～山本美香さんの
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メッセージ～」を興味深く見た。なぜ、山本さんが戦場取材記者を志すようになっ

たのか、もう少し取り上げてほしかった。直撃弾が近くに飛んできたときに、恐怖

を正直に表しているショッキングな映像もあった。山本さんは、戦場取材記者とし

て、多くのメッセージを素直に伝えてくれる才能のある方なので、彼女が危険を顧

みずに取材活動に取り組み、その中で伝えたかった思いを、別の機会に長い時間で

取り上げてほしい。また、戦場には体を張ってフリーの記者たちが必ずしもよい待

遇でない中で取材をし、その声を届けている。それを新聞社、放送局は購入して伝

えているジャーナリズムの現状も問題提起してほしかった。 

 

○  ８月２３日(木)の「ドキュメンタリー同級生 兜町 夢のあとさき」（総合 後

10:55～11:24）は、切り口がとてもおもしろかった。しかし、地味だとしても、昭

和４９年に証券会社へ同期入社した人たちだけを取り上げる内容でよかったので

はないか。入社時に隆盛を極めていた業界でも、現在は定年まで同じ企業にいられ

る保証はないことが日常茶飯事になっているので、そうした経験をした人たちの貴

重な証言として、意味があると思う。 

 

○  ８月３１日(金)の「お元気ですか 日本列島」は、ＮＨＫが災害に対し、ハード

の面、ソフトの面で、真摯に受け止め、いろいろな角度から検討していることを視

聴者にわかりやすく説明していた。 

 

○  ９月８日(土)のプロフェッショナル 仕事の流儀「高倉健スペシャル」を見た。

「テクニックではない、生き方が芝居になる」ということばがたいへん重く響いた。

高倉健さんは、まさに“高倉健”にしか出せない“高倉健”を演じていると強く思っ

た。素顔を見せない５６年間の俳優生活、生き方は“日本の高倉健”だとあらため

て思った。 

 

○  ９月９日(日)の小さな旅 シリーズ山の歌「輝く岩峰～山梨県 瑞牆山～」は、

岩による水墨画のような風景が、夕映えに生える金色に輝く様子など、映像が十分

に表現していた。南面のルートの登山道に加えて、体ひとつで岩に登るボルダリン

グの新しいエリアも紹介していたが、ロッククライミングができないと頂上を目指

せない場所なので、そこを撮影できる取材力がすごいと感心した。 

 

○  ９月１７日(月)の、ＴＥＡＭ 高の自分になれる場所「美容家電の女たち」（総

合 後 10:00～10:47）は、あるメーカーの女性社員グループを取り上げていたが、

３０代女性が同世代をターゲットにした商品を開発していく話で、自分たちだけで

通じることばで話している中に甘えも見え、多様性に欠けていた印象だった。 
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○  ９月７日(金)の金よう夜きらっと新潟「コメ偽装 流通の闇を追う」では、コシ

ヒカリをはじめブランド米が偽装表示をして販売されている問題に切り込んでい

た。業者にも取材を試み、聞いていて腹立たしい本音を引き出していていた。コメ

偽装について、訴訟を起こしたのが新潟県庁と知り、コメを作っている農家でも農

協でもなく、県庁が訴えることがあるのだと知り驚いた。消費者がコメを買ったと

きに偽装かどうかという点に加え、飲食店やお弁当などの加工食品にも偽装米がど

れだけ使われ、消費者に対する表示はどうなるのかという問題にもつながる。消費

者がコメを直接買う以外にも、偽装の問題は広がっていくので、今後も取り上げて

ほしい。 

 

○  ９月１１日(火)は、東京電力福島第一原発事故から１年半で、宇都宮放送局の県

域放送でもシイタケの原木栽培の問題など、いろいろ取り上げており、地域に密着

した内容は県域放送の良さだと強く思った。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」は昔のリバイバルだと感じる人もいるようだが、「新・平

家物語」などと比較しても決してそうではないと感じる。フィクションとして、人

物の心の描写などをさらに表現すれば、もう少し深みのある内容になるのではない

か。 

 

○  ９月８日(土)の土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂

～」（総合 後 9:00～10:13）は、この時代を扱うドラマ自体が珍しいと思い、興味

深く見た。番組の冒頭で「この番組はフィクションです」とのことわりが入ってい

て、脚本も自由にやっているようで、ドラマとしておもしろく作っていると感じた。

視聴者が歴史的背景をどこまでしっかり理解されているのか、少し不安に感じるの

で、ドラマでどこまで教育的配慮をするかはあるが、歴史的背景等の解説を少しで

も加えたほうが理解も進むのではないか。３回目からは戦後の復興期に入り、敗戦

で国難に直面した日本が、それを克服していく。いまの東日本大震災以降の日本人

に重なってくるところもあると思うので、国民を元気づけるような作品になればと

期待している。 

 

○  土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂～」を見て、こ

ういう政治家はいなくなったと感じた。戦後６７年間の教育で、近現代のことは学

校の教科書に書いてあるが教えないという話を聞いた。もう少し近現代の歴史を語

る番組を制作してほしいと思った。マッカーサーは、この戦争は日本にとってやむ

をえなかったとアメリカで発言しているので、そのあたりのこともしっかり伝えて

ほしい。 
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○  ８月２２日(水)～２４日(金)の３回シリーズ「テクネ 映像の教室」（Ｅﾃﾚ 前

0:10～0:25）は、映像とともに、技術面の解説もあり、たいへんおもしろかった。

番組の中で制作者、芸術家による解説や、実演も入っていたので技術についてもな

じみが出た。一方で、取り上げられていた映像はミュージックビデオや、動画サイ

トで有名なものが多く、目新しさという意味では欠けた部分があった。「プロジェ

クション」については、「時間操作」と「サンプリング」に比べ趣向が少なく、お

もしろさに差が出たと思う。伝統的な芸術作品である絵画や工芸品は実物を見るこ

とが 良で、テレビではカタログにすぎなくなるが、今回のような映像作品は、画

面に流れているそのものが作品なので、意味がある。芸術作品に直接に触れる機会

として、このような新しい映像作品を取り上げていくと、幅広く普及し、おもしろ

くなるのではないか。 

 

○  ９月９日(日)にＥＴＶ特集「地球の裏側で“コシヒカリ”が実る」では、海外で

コシヒカリを作る試みとして、コストを安くするために乾いた農地に種をまくこと

や、水田にコメの種を空中散布するなど、日本で考えられないような栽培方法が取

り上げられており、たいへんおもしろく見た。例えば電化製品が、コスト面を重視

して中国で作られていることのように、農作物であってもコスト面を考えるとほ

とんど変わらないような扱いになっているとあらためて実感した。南米ウルグアイ

で米作りをしている日本人農家の田牧一郎さんが、日本人の味覚が大切と、しきり

に訴えていたことも印象に残った。アメリカ人に、おいしいコメとはどういうもの

かと聞かれたときに、そのコメをずっと作っている人でも、うまく説明ができな

かったことに驚き、日本人の味覚はなかなか表現しづらいものだとよくわかった。

また、日本で食べられているコメの水準が下がっていることを悲観していたが、こ

れが日本人のスタンダードになれば、味覚も下がってしまい、おいしいコメがわか

らなくなってしまうのではないかということに興味を持った。金よう夜きらっと新

潟「コメ偽装 流通の闇を追う」で感じた疑問に対し、２日後の番組でヒントを得

ることができ、２つの番組を通じて考えさせられた。 

 

○  ８月２５日(土)にＢＳ１で放送されたグローバルディベートＷＩＳＤＯＭ「いじ

めをなくせ！世界はどう取り組むのか」では、世界各国のいじめに対する取り組み

をディスカッションしており、いじめと向き合って監視する法整備の問題や、法律

があっても学校がデータを隠してしまう問題、方針を定めても実施しなければ意味

がない点などを指摘していて、たいへん興味深かった。日本独特の村八分や、争い

を好まない風潮など、日本ならではの視点で、いじめに対する切り口を持った番組

を今後取り上げてほしい。 
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○  ９月１日(土)の「火星 大冒険！～地球外生命を発見せよ～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

8:00～9:59）はたいへん壮大な番組で、おもしろかった。アメリカのＮＡＳＡが、

重さ１トンもある６輪駆動探査機“キュリオシティ”をどのように火星着陸させる

のか、スタジオに実物大の探査機を作るなど、わかりやすくに紹介していた。また、

火星で撮られた実際の映像はすばらしかった。地球と火星との時間、暦、気温の違

いや過去の火星調査の失敗例などの解説によって、今回の調査の意義がたいへんよ

く紹介されていて、おもしろく見た。 

 

○  「火星 大冒険！～地球外生命を発見せよ～」は自由に書き込める白いボードの

部屋で、目的に向けて討論していて、とてもおもしろかった。今後も期待している。 

 

○  消費税は消費者に売るときだけでなく、仕入れでも徴収されているので、こうし

た仕組みで集めた消費税が、どのように使われているのかを放送してほしい。 

 

○  ロンドンパラリンピックで、選手団の選手村への入村式、開会式、閉会式はニュー

スやライブで放送されていたが、試合の中継も、ハイライト中心ではなくもう少し

放送してほしかった。選手の中には中継まではしてほしくないと思う人もいるかも

しれないが、そういうケースを除いてなるべく生で中継してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  パラリンピックについては、開会式と閉会式を生中継した

ほか、車いすテニスなどを中継録画で伝えた。過去の大会よ

り中継録画の数は増えているが、取材体制や競技ごとの性格

もあり、すべてを生中継するには至っていない。放送後に、

生中継の要望も寄せられているので、今後については検討し

たい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 

 



1 

平成２４年７月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、議事はまず、ＮＨＫスタジオパーク見学およびスーパーハイビジョン

視聴を行い、意見の交換を行った。 

次いで、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、８月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２４日(日)のＮＨＫスペシャル 知られざる大英博物館 第１集「古代エジ

プト 民が支えた３０００年の繁栄」（総合 後 9:00～9:58）を見た。大英博物館

は、８００万点のうちのわずかしか展示していないながら、１度ではすべてを見て

回ることができないくらい広い博物館だ。その収蔵庫で行われている研究を見て、

こういう世界もあるのかと驚かされた。ＣＴスキャンによって、これまで見ること

のなかったミイラの内側も映像でとらえており、今後も新しい発見を期待したい。 

 

○  ７月７日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「がれき “２０００万

トン”の衝撃」（総合 後 9:00～9:49）では、ふだんあまり報道されない、海に流

されたがれきの海外への影響について強い関心を持った。また、がれきの問題は、

広域処理によって解決しないと、現実として被災地が復興できない点を取り上げて
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いたが、視聴者は、がれきに放射性物質が含まれているのか、含まれていた場合の

放射線量や、焼却したときの影響について関心が高い。がれきを受け入れる、受け

入れないという自治体がある中、これは避けて通れないので、リスクや問題点を

もっと掘り下げてほしい。 

   

○  ７月８日(日)の第３集「日本 巨大古墳の謎」（総合 後 9:00～9:50）では、仁

徳陵古墳が、ピラミッドや始皇帝陵とならび、世界最大級の広さの墓であることに

驚いた。古墳時代は文字資料がほとんどないため、日本国内では古墳についての解

明が進んでいない中、大英博物館には、古墳に関する膨大な収蔵物が保管されてお

り、何かの形で分かることがあったら、また放送してほしいと思った。 

 

○  ７月１４日(土)のＮＨＫスペシャル ミラクルボディー 第１回「ウサイン・ボ

ルト 人類最速の秘密」（総合 後 7:32～8:30）をオリンピック開催が近いので興

味を持って見た。数多くの映像による独特な走り方の解析や、脊柱側湾症による挫

折、肉体改造の苦労など、ドラマチックにまとめられていた。心の動きや、選手経

験の軌跡を追体験する構成になっており、中身がうまく吟味されていた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ミラクルボディー 第１回「ウサイン・ボルト 人類最速の

秘密」では、ロンドンオリンピック目前の時期に、体の動きをハイスピードカメラ

などの科学の目で検証していて、とても興味深く見た。病気を抱えながらも、その

結果として世界記録を打ち立てるに至ったという科学的な解析は、すばらしいもの

であり、ＮＨＫならではと感じた。 

 

○  ７月１６日(月)の第３回「マラソン最強軍団 持久力の限界に挑む」（総合 後

7:30～8:28）でも、東アフリカ特有の練習環境が、強さの理由であることがよく取

材されていた。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」には、いろいろな意見が寄せられているが、内容はたいへん

おもしろくなってきている。その中で、平清盛が使っている刀の形は史実に基づい

たものなのか。 

 

○  連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、これまで登場した医学専門学校時代の同級

生が、その後に先生になったのか、いまのところ物語の中で触れられていないので、

ぜひその続きを見たい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  大河ドラマ「平清盛」で、平清盛は宋剣を使用しているが、

大陸交易を夢見た平清盛のイメージで創作したものである。 

  連続テレビ小説「梅ちゃん先生」の医専時代の同級生は、

結婚式のシーンで登場するので、これからの展開を楽しみに

していただきたい。 

 

○  ７月１２日(木)の総合診療医ドクターＧ「立つとクラッとする」（総合 後 10:00

～10:43）に出演していた医師が勤務している病院は地域での評判がとても良いと

聞いており、地域医療を補う総合医を育てる目的で、研修医に見学型ではなく参加

型の研修を進めている。若い先生を育てるためにはすごく大切なことだが、一方で、

患者さんにそのコンセプトを説明し、理解したうえで診療を受けてもらうことも大

切だと思う。 

 

○  「イ・サン」はたいへんよい番組で、夜遅くに見ているが、できれば放送時間が

１時間ぐらい早くなるとうれしい。 

 

○  ＢＳ時代劇「薄桜記」は忠臣蔵が題材となっている。最近、忠臣蔵は映画や舞台

でさまざまな視点から取り上げられているが、「薄桜記」も新しいイメージで描か

れており、主役の男性出演者がどのように演じてくれるのか、これからも楽しみだ。 

 

○  ６月２５日(月)の大人ドリル「あなたは大丈夫？スマホ時代に潜むネットのワ

ナ」（総合 後 10:55～11:24）では、ネット依存に悩む成人が２７０万人、未成年

を合わせると５００万人いる現状と、インターネット社会に潜むワナ、書籍とイン

ターネットの違い、ソーシャルゲームで得られる心の高揚感などを取り上げていた。

出演していた解説委員は、ニュース番組のときとは雰囲気が異なり、個性にあふれ、

柔らかな口調で解説をしていたので、興味を持って見ることができた。こうした人

材の豊富さは、さすがだ。 

 

○  ６月２９日(金)の首都圏スペシャル「あなたらしい老後と死は？ 無縁社会の中

で」（総合 後 7:30～8:43）は、ひとり暮らしの高齢者が５００万人、生活保護世

帯が６０万世帯に急増している現状で、これからの老後と暮らしをどう考えるかと

いう重い話題だった。老後と暮らしの課題について、メール、ツイッターによる意

見を交えながら、ゲストによる議論を進めるなど、幅広い視点で取り上げていた。

孤立死が増える中、遺品を整理する会社の実情なども通じ、人々のつながりが失わ

れていく社会をどうしていけばよいか考えさせられたとともに、不便ではあるもの

の、周りの目があって安心できる農村地域に暮らしていてよかったとも強く再認識
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した。 

 

○  ６月３０日(土)の「サラリーマンＮＥＯゴールド」（総合 後 9:00～10:13）での

パロディ「サラリンピック」は、番組としては何か訴えたいことやねらいがあって

作られたのか。重量挙げをしながら腹踊りをするなど、ＮＨＫらしからぬ下品な印

象がした。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「サラリーマンＮＥＯ」は、ねらいをはっきり決めるとい

うより、現代のサラリーマンをパロディにして楽しんでもら

うことを目的にしている。本来、もう少し遅い時間帯に２０

～４０代のサラリーマンに見てもらうための番組だが、今回、

子どもたちも見ることができる時間帯に特集で放送したこと

については、今後の検討材料とする。 

 

○  最初はまじめな番組だと思って見ていたが、そのうち「何なのだろう、これは」

と感じさせる、すごく不思議な番組だった。 

 

○  ７月１日(日)の「ダーウィンが来た！生きもの新伝説 ハシビロコウ コワモテ

の秘密」（総合 後 7:30～7:58）で、ハシビロコウという野鳥は、餌となる魚が数時

間に一度、水中で口から吐き出すあぶくを手がかりに、一瞬で捕まえるシーンが紹

介されていた。このように珍しい特徴をもった生きものを知ることができるので、

いつもよい番組だと思って見ている。 

 

○  ７月１１日(水)の歴史秘話ヒストリア「わたしを長崎に連れてって～美しき教会

とキリシタンの物語」（総合 後 10:00～10:43）を見て、以前インドネシアの人か

ら、「日本の植民地政策は、西洋諸国の植民地政策とはまったく異なる。西洋諸国

の植民地は本国のために搾取をしていた」と聞いたことを思い出した。とらえ方は

難しいかもしれないが、現在、日本だけが悪いことをしたという言い方になってし

まっていることに対し、それだけではないことが分かる番組を作ることはできない

か。 

 

○  ７月１３日(金)の特報首都圏「“ストレス爆発”をどう防ぐ」（総合 後 7:30～

7:55）は、キャスター自身が問題点を深く知りたいという姿勢で臨んでいることに

好感を持った。わずかな音が原因でトラブルになる実態を知り、ストレス社会が

まん延していると強く感じた。精神科医の名越康文さんによる「便利さの追求が、
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結果的に時間を待たない社会をつくり出し、待てないことがストレスになって爆発

してしまう」という解説を聞いて、大量消費社会が進むと、この先果たしてどうな

るのかと強く感じた。これからも検証を続けてほしい。 

 

○  「ドキュメント７２時間」はテレビの持つ力をたいへんうまく生かしている。７

月１７日(火)の第３回「札幌すすきの ２４時間にぎりめし屋」（総合 後 10:55～

11:24）は、特に視点がよかった。会社員、親子連れ、飲食店店員など、さまざまな

境遇の人たちが、早朝から深夜まで、にぎりめし屋を訪れ、現在の自分を語る姿が

描かれており、これが社会の現実なのだと感じた。おにぎりを通じて人々の絆を結

び、街の営みに溶け込んでいることが伝わってくる、ドキュメンタリーのおもしろ

さを再認識できた。以前は、このような番組がもう少し数多く放送されていたと思

うので、今後も続けてほしい。 

 

○  「ＮＨＫニュース７」と「ニュースウオッチ９」では、同じ日の放送であっても、

ニュースを流す順序や枠の取り方がそれぞれ異なっているが、どのように決めてい

るのか。優先順位のつけ方など教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫニュース７」と「ニュースウオッチ９」の編集責

任者は１週間交代で３人ずついる。午前９時から、報道局の

各部による打ち合わせを何度も繰り返して、最終的にはその

週の編集責任者と番組の編集長で順序を決めている。「ＮＨ

Ｋニュース７」は、放送時間が３０分間で幅広いニュース項

目をもれなくカバーしているが、「ニュースウオッチ９」は、

６０分間で特集など内容に個性を出しているなど、時間と性

格の違いがある。編集責任者もそれぞれの個性が出るが、放

送後には、放送したニュースの順序はこれでよかったのか、

落としたテーマを取り上げるべきだったのではないかなど、

日々議論を交わしている。 

 

○  ７月２日(月)のゆうどきネットワーク「９７歳現役！報道写真家・笹本恒子さん

注目のライフスタイル」（総合 後 5:05～6:00）では、笹本恒子さんがとても女性

的で、気負いもなく、すてきな日本語を話していた。高齢化社会の中で、このよう

な目標になる女性を紹介してくれると勇気づけられる。 

 

○  ７月８日(日)放送の日本人は何を考えてきたのか 第６回「大正デモクラシーと
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中国・朝鮮～石橋湛山と吉野作造～」（Ｅﾃﾚ 後 10:55～11:30）では、大正デモク

ラシーのオピニオンリーダーだった吉野作造と、ジャーナリストからのちに６５日

間の首相となった石橋湛山の足跡を出演者が旅人となり訪ねていた。姜尚中さんが

丁寧な取材をしたことで、とても濃い内容だった。私たちが理解している吉野作造

の考えと、微妙な感覚のずれもあったが、そういう点を聞き出せたこともよかった

のではないか。日本にも海外に向けて立派な考えを持った人がいたことを知らせる

ことが必要で、教科書では知り得ない情報をＮＨＫが埋めることも大事だ。今後も

こういう番組に期待したい。 

 

○  Ｅテレの午後７時台はかなり熱い内容だと感じている。７月１２日(木)「Ｒの法

則 ラノベの世界」（Ｅﾃﾚ 後 6:55～7:25）では、１０代に人気のある小説“ライ

トノベル”に掲載されているせりふをベスト５の形式で発表していた。しかし、番

組を見ている年齢層が若い人たちということや、このような取り上げ方について作

者から了解を得ているということを考慮したとしても、本文中からせりふだけを切

り抜いて発表するのは、作品の扱い方について、もう少し考えるべきところがある

ように感じた。 

  続いて放送されていた、オトナへのトビラＴＶ「男と女 カラダの謎？」（Ｅﾃﾚ 

後 7:25～7:54）では、最初ＮＨＫがここまでやるのかと感じたが、番組が進行す

るうちに、いまの季節の１０代にとって、とても重要な知識が多く含まれているこ

とが分かった。ゲストや司会の出演者も恥じらうことなく、生きていくために必要

なことを取り上げているという印象を強く受けた。こうした番組について、違和感

を持つ人がいるかもしれないが、子どもたちもしっかり自分の身を守らなくてはい

けないし、相手を傷つけてもいけないことを伝えていたので、よい意味でのたい

へん思い切った内容だった。 

 

○  「シャキーン！」について、子ども向け番組はＮＨＫの伝統的な分野だと思うが、

この番組はとっぴで独特の雰囲気があった。短いコーナーのそれぞれが、画面の色

彩を数多く使いつつ、想像や推理を求める仕掛けになっていて、子どもに知的な刺

激を与えている感じがした。これまでの教育番組に比べると雰囲気は異なっている

が、見ている子どもたちの関心を引いている印象を持った。 

  また、以前は「ひょっこりひょうたん島」など、人形劇を数多く放送していたが、

最近は少なく感じる。人形劇は、技術の伝承による職人芸の世界だが、途絶えてし

まうのは寂しい。 

 

○  連続人形活劇「新・三銃士」のような人形劇を放送する考えはあるか。 
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（ＮＨＫ側） 

  「新・三銃士」は平成２１～２２年にかけて、半年を越え

る期間で放送した。現在は、週１回「ざわざわ森のがんこ

ちゃん」で人形劇を放送しており、ノウハウを継承している。

今後については、人形劇を特集で取り上げていく考えもある。

以前、人形劇が果たしていた役割は、現在はアニメーション

が担っている面もあるが、人形劇には人形劇ならではの魅力

があるので、予算や制作手法を検討しながら、いろいろな機

会を見てチャレンジしていこうと思う。 

 

○  アニメーションも進化して、「キングダム」は画面中の花や背景に動きが出るよ

うになっている。アニメーションの世界もいちだんと進歩している印象がある。 

 

○  以前、博物館の学芸員から、人形は顔や手を向ける角度を少し変えるだけで、そ

こに命が生まれたようになるという話を聞いた。人形には、そのような特性がある

と思うので、ＮＨＫでもすばらしい人形劇を作ってほしい。 

 

○  ７月９日(月)のワイルドライフ「東南アジア ボルネオ島 華麗！巧妙！鳥たち

の空中ハンティング」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:00～8:59）は、鳥たちが驚くべきスピー

ドで飛ぶ姿が、映像でうまく捕らえられていて、カメラマンの努力と映像のすばら

しさに感動した。 

 

○  ＢＳプレミアムで放送されている「世界ふれあい街歩き」はとてもよい番組だが、

現在は総合テレビで放送されていない。いろいろな理由があるかもしれないが、総

合テレビでも放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「世界ふれあい街歩き」は、総合テレビでの放送枠を設定

していないが、夏の特集として数回の放送を予定している。 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年６月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、特報首都圏「“もったいない”をどういかす～日本の“食”～」に

ついて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜特報首都圏「“もったいない”をどういかす～日本の“食”～」 

（総合 ６月１日(金)放送）について＞ 

 

○  食糧自給率が３９％と、４０％を切ってしまっていることに驚いた。 

  “もったいない”や食と豊かさといった、食に関する問題のキーワードが順序よ

く表現されており、わかりやすかった。ＮＰＯによるフードバンクの取り組みに

よって、生活困窮者や養護施設にフードロスが生かされているが、このＮＰＯが

扱っている量はフードロス全体の１％に過ぎず、残りのフードロスを減らすには消

費者の食に対する意識改革とそれに伴う行動にかかっていると痛感した。金子勝慶

応大学教授とキャスターの、食のありがたみや、豊かさとは何かについての対談は

心に響いた。 

  賞味期限と消費期限は異なるものであり、さらに独自の“販売期限”を設けてい

るのは、売る側の問題だけでなく、買う側にもすぐに消費するのか、しばらく冷蔵

庫に入れておいても大丈夫なのかといった意識の問題があるのではないか。このよ
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うな食に関する問題は、食品会社の偽装問題がきっかけで、マスコミで取り上げら

れるようになったと思うが、消費者も食の安全について過敏になっているところも

あり、そういった視点からも番組を制作してほしい。 

  食に関する問題や矛盾について、メールやツイッターで寄せられた視聴者の声を

紹介し、関心を呼び起こしたのはよい取り組みだった。 

 

○  フードロスの問題について、多面的な視点から問題提起されており、大変興味深

い番組だった。制作の過程で、さまざまな専門家の視点を取材したということで、

制作の過程が成果に結びついた番組だと感じた。 

  ただ、大量の食品が捨てられていく映像があったが、売る側はロスを極力なくし

たいはずなのに、なぜ過剰に在庫を抱えているのかといった、売る側の視点の説明

もほしかった。 

  金子教授の話によって、“もったいない”精神に番組の力点が移っていったよう

に感じられたが、ＶＴＲとのつながりがもう少し丁寧であればよかったのではない

かと感じた。 

  現代の子どもたちは、作物を作るのにどれだけの手間がかかっているのかを知る

機会が減ってしまっているために、食べ物は粗末に扱ってはいけない、食べ物がい

かに尊いものであるか、という、人として当たり前の精神が養われていないのでは

ないか。学校教育では、給食も含めて、食や食べ物についての教育が失われてしまっ

ており、引き続き取材を続けるなら、次回以降、ぜひ取り上げてほしい問題である。 

 

○  フードロスの問題は以前から気になっており、番組で取り上げてもらえてよかっ

た。賞味期限はいつごろから設けられるようになったのか。 

  安く手に入ればよいという考え方が広まる一方で、日本人が昔から持っていた、

ものを大切にする文化が失われてきている。食べ物を当たり前のように捨ててしま

うのは、自然を冒とくした行為である。学校では食べ物を大切にするという教育が

欠けており、若い人の中には賞味期限前にもかかわらず、賞味期限の３日前くらい

の商品は買わないという考え方の人もいる。昔に比べて、若い人の考え方がどのよ

うに変化しているのかなど、いろいろな視点から引き続き取り上げてほしい。そし

て、国として真剣に考えなければならない問題でもあると思う。日本の食糧自給率

が先進国で も低いのも理解できた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  食品会社の偽装問題をきっかけに法律が見直されて、賞味

期限の扱いも厳しくなり、スーパーマーケットは独自の“販

売期限”を設けるようになった。 
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  過剰に在庫を抱えるのは、東日本大震災の際に食料や水が

欠品になることに対しての消費者からの苦情が多く寄せられ、

売る側は欠品させてはならないという意識が過剰になった側

面があり、消費量を大きく上回る量を仕入れて、結果として

さらに“もったいない”方向に進んでしまっている傾向があ

ると聞いた。今回は時間的な制約もあり、番組内で取り上げ

ることができなかった。 

 

○  過剰に抱えた在庫が売れずに処分しなければならないということは、結局価格に

転嫁されて、消費者は高い値段のものを買っているということになると思う。 

 

○  学校では食べ物を大切にするということが教えられていないために、食や教育な

ど、日本の社会が根本からゆがんだり、崩壊してしまっているのではないかと感じ

た。売る側は過剰に在庫を抱え、大量に処分していても利益を生んでいるというこ

とは、その分の費用を買う側が払わされているということだと思う。 

  また、ごみ収集車の映像には非常に驚かされた。コンビニエンスストアで買って

きたと思われる弁当などが大量に捨てられていて、ひどいことになっていることが

わかった。 

  １回の放送では伝えきれない問題であり、売る側や買う側、家庭、大人や子ども

など、さまざまな視点から引き続き番組を制作してほしい。 

 

○  冷蔵庫の普及や添加物の使用によって日持ちするようになったので、とりあえず

買っておいたり、安いときに大量に買ったりすることで、いつの間にか賞味期限や

消費期限を過ぎてしまい、捨ててしまうという悪循環を繰り返している。現代の慌

ただしい生活スタイルでは難しい部分もあるが、その日に作ったものを悪くならな

いうちに消費し、なくなったらまた作るという食生活が望ましいと思った。 

  また、むだを有効なものに変換した、ＮＰＯのセカンド・ハーベスト・ジャパン

によるフードバンク活動はすばらしい取り組みであり、運営資金に余裕のない福祉

施設に食品を届けているということはすばらしいと感じた。 

  “もったいない”の精神は、食べ物に限らず、過剰包装などさまざまなものに当

てはまると思う。 

 

○  ６月９日(土)の「海外ネットワーク」では、草一本生えていないような赤茶けた

大地で、干ばつで深刻な食糧危機にひんしているアフリカのニジェールの支援活動

を紹介していた。子どもをはじめ、飢えに苦しんでいる人を見ると、食べ物を捨て

てしまっている日本との違いを感じた。タイで魚のすり身の原料のイトヨリが乱獲
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によって激減していて、その半分は日本に輸出されているが、日本の大量のフード

ロスを考えたときに、海外との摩擦にもつながるのではないかという危惧を抱いた。 

  共働き世帯が増えて、休みの日にまとめ買いしがちになっていて、むだが出てし

まうということも根底にあると思う。一方で、自分で作った食べ物はむだにせずに

食べようという意識を大切にしてほしいと思う。 

ＮＰＯが配布している食べ物を受け取っている生活困窮者は、年金の少ない高齢

者や非正規雇用の人々、生活保護受給者などであり、今の日本社会の縮図を見たよ

うな気がした。しかし、このような社会のゆがみにうまく対応して、みんなが豊か

に暮らすことができる仕組みを考えていくような、第２弾、第３弾の番組を期待し

ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組を制作する中で、食べ物を捨てることへの罪悪感

が薄くなってしまっているということを改めて認識した。日

本の食に関する問題点や矛盾を伝え続けていかなくてはなら

ないと感じた。食べられることは幸せで、感謝すべきことで

あり、食べることを通じて、人と人とのコミュニケーション

がつながったり、人生に充実感を与えてくれる。 

  食べ物を捨てることはもったいないことであるということ

の本質を、より視聴者に伝わるような視点で伝えていきたい。 

 

○  賞味期限と消費期限は違うものであるということは、放送でもしっかり取り上げ

て、伝えてほしい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２６日(土)のＮＨＫスペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理

教「オウム真理教 １７年目の真実」（総合 後 7:30～8:43、9:00～10:13）と「オ

ウムＶＳ警察 知られざる攻防」は、700 本を超える極秘テープをＮＨＫが入手で

きたことに驚いた。オウム真理教の設立初期メンバーから 100 時間を超える証言を

得ることができたのは信頼関係があるからこそだと思う。まだオウム真理教が起こ

した事件についての未解決な部分が多く、遺族も納得していないと思うので、この

貴重なテープを生かし、取材を今後も続けてほしい。昨年末に平田信容疑者が出頭

し、この番組を放送した後に菊地容疑者や高橋容疑者が逮捕され、非常にタイム

リーだと感じた。 
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○  ５月２７日(日)のＮＨＫスペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理

教「オウムＶＳ警察 知られざる攻防」（総合 後 9:00～9:58）を興味深く見た。

オウム真理教のように、宗教団体であることを隠れみのにして殺人などの事件を起

こしたことは許されがたい事実であり、このような宗教団体があったということを

伝え続け、警鐘を鳴らすのは重要なことだ。菊地直子容疑者と高橋克也容疑者が逮

捕されたが、このような番組を放送することによって、特別手配中の信者の情報を

警察に通報しようという意識を広く社会に喚起することにつながったのではない

か。オウム真理教がいかにして暴走していったのかがよくわかった。暗く狭い空間

に押し込めて恐怖心を利用したり、ポアするかされるかを選択しなくてはならない

といった心理状況に信者を追い込んで支配していくというオウム真理教の体質が

理解できた。オウム真理教が宗教法人としての認証を受けており、信教の自由があ

るために捜査が慎重になったことや、山梨県警だけでは態勢が弱かったことなど、

さまざまな捜査の限界があったために、あと一歩のところまで捜査が進んでいなが

ら後手後手に回ってしまった警察の捜査の問題点をあぶり出しており、歯がゆさが

伝わってくる大変よい番組だった。 

 

○  ５月２９日(火)のクローズアップ現代「もう病院で死ねない～医療費削減の波紋

～」は、“自宅での看取（みと）り”というと聞こえがよくなるが、医療費の抑制

の影響などにより、入院し続けたくても、治療を終えたと判断された患者は退院せ

ざるをえないという現状を紹介していた。退院を促す病院側も悩んでいてつらいと

いう訴えがあったが、病院の経営効率主義、退院後の受け入れ体制や介護する家族

の覚悟などの視点もあると思うので、もっと掘り下げてほしかった。 

 

○  ６月６日(水)のクローズアップ現代「“牛レバ刺し全面禁止”の波紋」は、７月

に予定されている牛レバ刺しの全面禁止を見据えた放送で、“食の安全”を優先す

るのか、それとも“食文化の多様性”を守るのかという視点から迫っており、大変

興味深かった。規制ばかりに頼らず、自分の舌、産地や仲介業者の誇り、流通への

信頼などから覚悟を持って物を食べることが“食文化”なのではないかという問題

提起が伝わってきた。フランスのチーズを例に、自分たちの食文化は自分たちで

守っていこうという気構えを紹介していたが、一方で日本食への注目が世界的に集

まっている時代に日本国内では食に対する文化意識が乏しくなっているという矛

盾も指摘してほしかった。 

 

○  ５月３０日(水)の歴史秘話ヒストリア「日本中が愛したおすもうさん～生誕百

年！ヒーロー双葉山の真実～」（総合 後 10:07～10:50）は、３５代の名横綱、双
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葉山の６９連勝を取り上げていた。実際に映像を見たのは初めてで、楽しんで見る

ことができた。双葉山は右目が見えづらかったことや、けいこを重ねて、努力で名

横綱と言われるまでになったこと、戦時中に日本人の心をかき立てるために相撲を

取り続けた人間性などがよく伝わってきた。７０連勝を飾れなかったときに、双葉

山が「われいまだ木鶏たりえず」ということばを残して、翌日から平然と相撲を取っ

ていたことに心を打たれた。 

 

○  ６月３日(日)の時をかける写真館「はなわ×塙兄弟、内藤大助×母」（総合 4 日

(月)前 0:45～1:14）は、芸人のはなわさんと塙宣之さん兄弟で撮った１枚の写真

を通して、“芸人”という同じ厳しい道に進んだ兄弟の、今だから話せる本音をさ

わやかなテンポで紹介していた。実家で撮影した３歳の兄と２歳の弟が２人並んで

正座している写真を再現するために、両親と一緒に部屋を片付けている様子から、

３２年という時間の経過が感じられた。着ていた洋服や髪型を再現したこだわりも

よかった。内藤大助さんと母親は、当時１枚しか撮っていない写真を、３３年を経

て再現していた。プロボクシングの世界チャンピオンにまで上り詰めた息子とそれ

を支え続けた母の絆が、新たに撮った写真によく表れていた。過去から現在の流れ

の中で、思い出を通じて変わらないもの、変わったものなど、生い立ちや環境など

のさまざまな視点から見ることができる番組だった。２９分間の番組の中で２組の

話を取り上げていたが、１組をじっくり描いた方がいいという意見もあると思う。

しかし、今回は、はなわさんと塙宣之さん兄弟と内藤さん親子という、全く環境が

異なる２組を取り上げており、その違いを視聴者が感じ取り、自分の置かれた環境

や生きた時代と照らし合わせながら見ることができる、大変よい企画だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「時をかける写真館」は、時を隔てて、同じ場所で同じポー

ズで撮る写真がインターネット上で若い人たちの中ではやっ

ているということを聞き、時を経ることでそれぞれの人生が

浮かび上がり、それを切り取ることで深みのある番組が作れ

るのではないかということがきっかけとなった。番組に深み

を持たせながらも、テンポのよさや見やすさを追求した結果、

今回は２組を取り上げる構成になった。放送後の意見を参考

にしながら、今後も改善していきたい。 

 

○  ６月６日(水)の探検バクモン「究極のお宝映像を発掘せよ！～ＮＨＫアーカイブ

ス」は、ＮＨＫアーカイブスに保管されている膨大な映像記録を紹介していた。こ

れらの映像は日本の宝であり、違った切り口でも紹介してほしい。 
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○  ６月１０日(日)の小さな旅「北の桜～北海道 根室市～」は、強い風から身を守

るために木の高さが低く、枝は地をはうように伸びているチシマザクラを取り上げ

ており、興味深かった。２５年前に酪農をやめた女性が、チシマザクラを種から育

てて植えることで増やし続けていることを紹介しており、必死に自然と闘いながら

生きている姿に感動した。「小さな旅」は放送開始から３０年になるが、関東甲信

越地方だけでなく、日本全国各地でその土地に根を下ろして活動している人々やそ

の生活を紹介していってほしい。 

 

○  ６月１１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「道を究める、その先に 

てんぷら職人・早乙女哲哉」は、道を究めている人の努力や時折見せる笑顔に感動

した。職人や客の表情をよい角度から撮影しており、客が天ぷらを食べているとき

の満足そうな表情をよく捉えていた。歯が弱い老人にはイカを細く切ることでやわ

らかく揚げており、食べた老人のうれしそうな表情もすばらしかった。知り合いの

フランス料理人が天ぷらを食べに来たときも、黙々と天ぷらを揚げて、多くを語ら

ないが、お互いに何か通じ合っていることが映像から伝わってくるように感じた。

後に、自転車にまたがって走って行く後ろ姿もよかった。 

 

○  ６月１３日(水)のあさイチ「女性必見！ここがポイント非常袋・備蓄」（総合 前

8:15～8:55）は、東日本大震災の被災女性への取材や聞き取り調査などを基に、女

性のための非常袋の中身を紹介しており、生理用ナプキンは下着の替えの効果があ

ることや、赤ちゃん用ナプキンや携帯ビデが便利だということなど、非常に参考に

なった。小さな子どもを連れて避難する必要がある母親には、釣りやカメラマン用

のポケットがたくさん付いたベストを非常袋の代わりに使うというアイデアも参

考になった。被災地に物資を送る際には、被災者の声を参考にするのは大切なこと

であり、今後も定期的に取り上げてほしい。 

 

○  ６月１０日(日)の大河ドラマ 平清盛「叔父を斬（き）る」では、叔父や父を処

刑することに平清盛や源義朝が苦悩するシーンがあったが、人の命の重さなど、現

代の日本人に深く訴えるものがあり、見応えがあった。 

 

○  連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、ますます楽しいストーリーになっており、

見る人が増えているのではないか。 

 

○  ５月２１日(月)のスーパープレゼンテーション「言葉の誕生」は、ＭＩＴメディ

アラボのデブ・ロイ准教授の“Ｔｈｅ ｂｉｒｔｈ ｏｆ ａ ｗｏｒｄ”という
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プレゼンを紹介していた。自宅に設置したカメラで撮影した、３年間、２５万時間

に及ぶデータを科学的に解析し、生まれたばかりの息子が言語を習得していく過程

を研究した成果をプレゼンしていた。非常に斬新な視点による研究で興味深かった。

「スーパープレゼンテーション」は、カリフォルニア州ロングビーチで年１回開催

され、世界から集まったスピーカーが社会問題から 新の科学技術まで、斬新なア

イデアをプレゼンするイベント“ＴＥＤカンファレンス”の中から、よりすぐりの

プレゼンを紹介する番組で、若者やビジネスに携わる人に影響を与えると思う。 

 

○  ６月６日(水)の美輪乃湯「歳をとることは洗練されること」は、美輪明宏さんが

銭湯の番台から生き方や恋愛について、悩みを抱えた若い女性へ話しかける演出の

番組で、思わず相づちを打ってしまう内容だった。人生に迷いがあるときなどに美

輪さんの話を聞くと心が軽くなる感じがして、また見たいと思わせる番組である。 

 

○  ６月８日(金)のミュージック・ポートレイト「松田聖子×藤井隆 第１夜」は、

松田さんと藤井さんに“あなたの人生で大切な音楽を１０曲選んでください”とい

う質問をして、それぞれが選んだ１０曲のエピソードを語る対話形式の番組だった。

藤井さんは、松田さんから話を自然に引き出しており、松田さんに関するエピソー

ドを本人のことばで聞くことができて、松田さんへの印象が変わった気がした。中

でも、「時が過ぎてしまうといい思い出しか残らない。振り返るといいことしか

残っていない。だから人生はすばらしい。」という、前向きなことばからは松田さん

の人となりが伝わってきて、見習いたいと思った。「第２夜」もぜひ見てみたい。 

 

○  ６月１０日(日)の美の壺・選「竹」は、竹の弾力性やしなやかさ、粘り強さを生

かした職人の技に感心した。茶筅（せん）の穂には６０種類以上も形があることを

初めて知った。日本の職人の技術のすばらしさを番組で取り上げることで、職人も

誇りに感じ、若い人の関心を引き、後継者を生み出すことにつながるかもしれない

ので、これからも職人の名人技を紹介していってほしい。また、名人の技を支える

職人の技もぜひ番組で取り上げてほしい。 

 

○  ６月１１日(月)の「地球テレビ エル・ムンド」の「鎧塚俊彦の珠玉のスイーツ」

のコーナーでは、ミントを使ったスイーツを紹介していたが、ミントにはさまざま

な種類があることを知り、スイーツだけでなく、ミントについても学ぶことができ

た。また、ジャズ・トランペッターのクリス・ボッティさんによるスタジオ演奏で

は、すばらしい音色を聴くことができ、楽しい放送だった。 

 

○  ３月１３日(火)のコズミックフロント～発見！驚異の大宇宙～「宇宙の渚 Ｆｉ
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ｌｅ３． オーロラ 天と地の攻防」は、オーロラを取り上げており、非常にすば

らしい貴重な映像だった。子どもたちに地球や宇宙、科学に対する興味を喚起する

映像だと思うので、これからもこのような貴重な映像を届けてほしい。 

 

○  ６月９日(土)の武田鉄矢のショータイム「小椋佳」は、ゲストの小椋さんの歌詞

をじっくり楽しむことができた。司会の武田さんの進行がすばらしく、これからも

見たいと思う番組だった。 

 

○  ６月９日(土)の「とっておきラジオ」で、５月４日(金)のすっぴん！「源ちゃん

のゲンダイ国語スペシャル」を取り上げていた。作家の高橋源一郎さんが作品に秘

められたことばの意味を読み解くコーナーで、漫画「風の谷のナウシカ」を紹介し

ていた。大人が読んでも難しいテーマの作品だが、２５年以上前に描かれたにもか

かわらず、大国のアメリカと宗教国家の対立や、対立に巻き込まれる小国の日本と

いった、現代を予言しているようなメッセージが込められているという高橋さんの

解釈は非常に興味深く、ぜひ読んでみたいと思った。 

 

○  ６月１１日(月)の「ラジオ深夜便」の「にっぽんの歌こころの歌」のコーナーは、

“作家でつづる流行歌”として永六輔さんを取り上げて、永さんが作詞し、中村八

大さんやいずみたくさんが作曲した歌を紹介しており、楽しんで聞くことができた。

「ラジオ深夜便」は非常にファンが多い番組であり、これからも楽しみにしている。 

 

○  ６月２日(土)の「ヨコハマから届けよう、ジャズの元気２０１２～東日本大震災

被災地応援ジャズライブ～」（ＦＭ 後 2:00～6:00 横浜・仙台・盛岡・福島ﾌﾞﾛｯｸ）

は、名だたるミュージシャンによるジャズライブを横浜局の１階アトリウムから公

開生放送して、多くの人が来場していた。参加したミュージシャンは被災地を応援

する熱いメッセージを送り、音楽で自分たちに何ができるかということを訴えてお

り、すばらしい番組だった。しかし、会場に若い人が少なかったように感じられた

ことは残念だった。若い人にファンが多いミュージシャンも出演していたので、Ｎ

ＨＫのイベントとして、もっと若い人に来てもらう方策を考えなければならないと

思う。 

 

○  「名曲のたのしみ」で解説をしていた吉田秀和さんが亡くなり、非常に残念であ

る。追悼番組を放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  吉田秀和さんには「名曲のたのしみ」で解説をしていただ
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いていた。生前に収録済みの音源や執筆済みの原稿が多数残

されており、吉田さんやご家族、関係者の方のご了解もいた

だけたので、放送を継続する予定である。 

 

（ＮＨＫ側） 

  追悼番組として、６月１日(金)に「吉田秀和さんをしのんで」

（Ｅﾃﾚ 2 日(土)前 0:00～1:45）を編成し、2007 年放送のＥＴ

Ｖ特集「言葉で奏でる音楽～吉田秀和の軌跡～」をノーカット

で放送するなど、吉田さんの足跡や人となりをしのんだ。 

 

○  ５月２１日(月)は金環日食が起こった際に、木漏れ日も日食になっており、非常

にきれいで驚いた。このような現象も放送で紹介してほしかった。 

 

○  近のＮＨＫの番組はお笑い芸人やタレントの出演が多いように感じられる。ア

ナウンサーの丁寧なことばづかいに対して、お笑い芸人やタレントがふだん使って

いる話しことばで受け答えする場面も見受けられ、ことばが乱暴になっていると思

う。ＮＨＫの番組は、ことばが乱れるようなことはあってほしくない。 

 

○  「あさイチ」などは、普通に会話しているようなことばづかいで、気楽に見るこ

とができる一方で、視聴者との距離感が近くなりすぎているように感じられる。 

 

○  放送は公共の電波であり、節度あることばづかいが求められるべきだと思う。 

 

○  視聴者との垣根が低くなり、ＮＨＫの番組が身近に感じられるようになることで、

見ようと思う人が増えるとは思うが、そのような演出に頼りすぎることがないよう

に気をつけてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  そういった批判があることは認識している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  親しみのある自然体な演出を目指す中で、番組のテンポの

よさを求めて、反射的に受け答えができるお笑い芸人を起用

することが多くなってしまったかもしれない。視聴者に見て

もらいやすい番組を目指した結果であるが、節度は必要だと

感じている。 
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○  甲府局の新放送会館は甲府駅前にあり、１階の広場も広いので、“県民のための

開かれたＮＨＫ”としてよいと思う。多くの人が集まり、利用してもらえるような

企画を行ってほしい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年５月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２３年度関東甲信越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、平成２４年度前期 連続テレビ小説「梅ちゃん先生」について説明があり、収録

スタジオの見学を行い、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  田中 宏和（財団法人田中本家博物館館長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２４年度前期 連続テレビ小説「梅ちゃん先生」について＞ 

 

○  仕事があるため朝の時間帯の放送は見ることができないが、ＢＳプレミアムでの

再放送が夜１１時からになったので、仕事から帰ってから「連続テレビ小説」を見

ることができるようになった。 

  主人公の梅子は目立たない地味な女の子という役柄だが、演じる堀北真希さんは

非常にかわいらしいので、むしろ目立ってしまっている。 

  戦争直後の厳しい時代に、医者という恵まれた家庭環境で育った梅子に対してどの

ように親しみを持ってもらうかが課題だと思う。 
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○  戦後の復興期を舞台にした「梅ちゃん先生」は、震災からの復興に取り組む現代

の日本と重ね合わせて見ることができるドラマだ。 

  ＢＳプレミアムでの夜１１時からの再放送は、日中働いている者にとっては大変

ありがたい。 

  スタジオのセットは、小道具に至るまで時代考証をきっちりしてある。庭木も本

物の木を用いるなど、細部へのこだわりが伝わってきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  戦後の焼け跡のシーンは、茨城県高萩市にオープンセット

を建てて撮影を行った。 

  「梅ちゃん先生」は女性医師が主人公のストーリーである

が、東京の蒲田が舞台なので、町工場の職人たち一人一人が

戦後の経済発展を下支えしてきたというストーリーも盛り込

みたかった。そのため、町工場のセットには当時の職人が使っ

ていた機械をそのまま使うなど、細部にこだわった。 

 

○  主人公を演じる堀北さんはかわいらしい。また、高橋克実さんが演じる父親も独

特の味わいがある。 

  「梅ちゃん先生」は朝の時間帯にふさわしく、ほのぼのとした家族愛や淡い恋心

をすがすがしく描いた番組である。主人公のキャラクターが前作の「カーネー

ション」とは対照的で、比較しながら見ている人も多いと思う。 

  ＢＳプレミアムで土曜に１週間分をまとめて再放送しているが、毎回、主題歌が

流れるため、じれったく感じる。何とかできないのか検討してほしい。 

  ＮＨＫのドラマは、スタジオのセットなどの時代考証がしっかりしている。また、

スタジオを見学した際には、スタジオの限られたスペースを駆使しての撮影など、

スタッフの工夫や苦労などが伝わってきた。スタジオでの撮影風景など、制作の舞

台裏を紹介する番組を放送することで、視聴者にドラマ制作の大変さを知ってもら

うことができ、今までとは違った視点から、さらに「梅ちゃん先生」を楽しんでも

らえるのではないか。 

 

○  スタジオでは、大勢のスタッフが多くのカメラを駆使しながら、丁寧に撮影して

いる様子を見ることができた。当時使われていた物をそのまま小道具として使って

いるということで、細部までこだわっていることに感心した。 

  オープニングタイトルのジオラマは、非常によくできていて、見ていて楽しい。

少しずつ人形を動かしてコマ撮りしながら、手間をかけて作っている努力が伝わっ

てくる。 
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  折り目正しく、頑固な主人公の父親の描き方は、まさに“昭和の父親”という印象

で好感が持てる。番組を見ている若い世代が、このような父親像にどのような印象を

持っているか興味深い。父親が怒ったときに流れる音楽も人柄に合っているように感

じられ、印象的である。 

 

○  ＢＳプレミアムでの土曜の１週間分まとめての再放送では、１回ごとに主題歌が

流れるが、主題歌は１回だけの放送でよいのでないか。検討してほしい。 

  番組の最後に“わが街の梅ちゃん先生”という現役の女性医師の写真を紹介する

コーナーがあるが、取り上げる方をどのように探しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組ホームページで写真を募集し、応募いただいた方の写

真の中から紹介している。 

 

○  オープンセットは戦後の焼け跡をリアルに再現しており、短期間の撮影に使うだ

けではもったいないと思わせるものであった。スタジオのセットは、電球の配線な

どの細部にまで気配りがされており感心した。家の前の井戸の水で手を洗ったり、

水仕事をしている場面や、家の外にトイレがある造りなどは、戦後の日常生活を忠

実に再現している。 

  堀北さんは非常にかわいらしく、魅力的で、熱演が伝わってきて好感が持てるが、

主人公の姉を演じるミムラさんに比べると、やや幼すぎるように感じられるのが気

になる。勉強に集中できる環境がなかなか整わない中で、受験勉強を頑張り、女子

医学専門学校に合格した主人公はドラマとはいえすばらしいと感じた。 

 

○  「連続テレビ小説」は、細かいカット割りによって、テンポよく演出されており、

飽きさせない工夫がされている。セットは時代考証がしっかりとされており、良質

な番組づくりへのこだわりが伝わってきた。 

  「連続テレビ小説」にはＮＨＫのドラマ制作のノウハウが詰まっていると思うの

で、これからも多くの人にこのドラマに関わらせて、ノウハウを継承していってほ

しい。 

 

○  語りの林家正蔵さんは非常に柔らかい語り口である。 

  最近の「連続テレビ小説」はおおむね戦中、戦後を描いており、時代設定が似通っ

ているので、「梅ちゃん先生」ならではのストーリーや演出で特徴を出しつつ、ドラ

マの舞台裏を紹介する機会を増やすなどして、視聴者の関心をさらに高める工夫を続

けてほしい。 



4 

 

（ＮＨＫ側） 

  これからも時代の変化を織り交ぜながら、家族や地域の

人々の温かさや、人々が前向きに生きていく様子を描いてい

きたい。主人公だけでなく、さまざまな登場人物に注目して

ほしい。 

  今後は主人公がいよいよ医師になり、成長していく。大学

病院などの新しいセットも登場するので、今後も楽しみに見

てほしい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月２２日(日)のＮＨＫスペシャル 宇宙の渚 第１集「謎の閃光（せんこう） 

スプライト」（総合 後 9:00～9:58）は、宇宙用超高感度ハイビジョンカメラや超

高感度ハイスピードカメラの威力が発揮された、すばらしい映像の連続だった。

“スプライト”という雷雲から宇宙に放たれる閃光を国際宇宙ステーションと２機

の航空機から同時に撮影し、細部まで鮮明に撮影することに成功しており、雷雲か

ら宇宙に上向きに放たれる閃光があるということを初めて知った。次回の「宇宙の

渚」の放送も楽しみである。 

 

○  ５月１２日(土)のＮＨＫスペシャル「追跡！世界キティ旋風のナゾ」（総合 後

9:00～10:13）は、キャラクターの“ハローキティ”が世界のさまざまな国や地域

で受け入れられていることを紹介していた。アニメなど、日本のコンテンツ産業の

海外輸出が思いのほかうまくいっていないことが紹介されており、意外な感じがし

た。一方で、“ハローキティ”は、デザインに自由さを与えることでライセンスに

よるビジネスで利益を上げていることや、イタリアのミラノのオフィスでデザイン

を手がけたりすることで、海外でも受け入れられているということを初めて知った。

しかし、日本のコンテンツ産業は今後どうしていけばよいのかという日本経済全体

の話として捉えるのか、１つの企業の成功したビジネスモデルとして捉えるのかな

ど、番組として一貫性がないように感じた。また、ほかにも日本企業の海外進出に

ついても取り上げていたが、いずれの企業もコンテンツ産業に関わる企業ではない

ため、ますます番組の統一感が失われてしまっていたと思う。 

 

○  ４月４日(水)のあさイチ「うつ病治療の新常識」は、２月に放送したＮＨＫスペ

シャル「ここまで来た！うつ病治療」の反響に答えつつ、最新の情報を加えた番組
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であった。うつ病が脳科学の進歩によって客観的に診断できるようになり、アメリ

カでは磁気刺激による最新治療が行われていることを知った。うつ病が心の病気で

あるという偏見を払拭し、科学的な治療が可能であるという希望を与えてくれる内

容で、患者にとっては治療する方法があるということは大きな心の支えや希望にな

ると思う。今後もうつ病についての最新の情報を紹介してほしい。 

 

○  ４月３０日(月)の震災ドキュメント２０１２「父と子の夢～原発事故に向き合っ

た１年～」（総合 後 10:00～10:48）は、東京電力福島第一原子力発電所から２０

キロ圏内の立ち入り禁止区域ぎりぎりの福島県南相馬市で、酪農を営む一家を１年

にわたって取材した番組だった。個人的に行った検査では牛乳から放射性物質が検

出されないにもかかわらず、原発から３０キロ圏内であるため、牛乳を出荷するこ

とができないという苦悩に、同じく農業を営む者として共感しながら番組を見た。

場所を簡単には移すことができない農家ならではの実情がしみじみと伝わってき

た。また、先が見えずに酪農から離れていく仲間が多いという状況は大変つらく感

じた。今後もこの親子の取材を続けてほしい。 

 

○  ５月４日(金)の「大科学実験スペシャル～まだまだ、やってみなくちゃわからな

い～」（総合 後 7:30～8:43）は、まさに“やってみなくちゃわからない”という

内容であった。液体と粒子の混ざったものに勢いよく力を加えると固くなるという

“ダイラタンシー現象”を使って、でんぷんと水を混ぜ合わせた液体の上を走ると

いう実験は非常におもしろかった。日本人が発明した携帯電話のバイブ機能に使わ

れるネオジム磁石や、実験を撮影するために使われたウルトラハイスピードカメラ

など、いずれもすばらしい技術力だと感じた。 

 

○  ５月５日(土)のアニメ 銀河へキックオフ！！（５）「コーチ」では、少女が連

れていた大きな黒い犬と公園を走り回っていたが、犬にはリードがつけられていな

かった。公園で大型犬を放し飼いにしていて、人がかまれたという事故も起こって

いるので、今後、こうした場面の扱いについては配慮してほしい。 

 

○  ５月１２日(土)の「スカイツリーの魅力すべて見せます」（総合 後 7:30～8:45）

は、東京スカイツリーのオープンに先駆けて放送しており、矢沢永吉さんの展望

デッキからのライブはきれいな夜景とともに楽しむことができた。 

 

○  ５月１３日(日)の小さな旅 シリーズ歳月の旅路「願（ねがい）にて～新潟県 佐

渡市～」は、放送開始から３０年を迎える特集として、ふるさとの歳月をテーマに

伝えるシリーズの１回目であった。平成８年に訪れた新潟県佐渡市の集落を再び訪
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れて、当時の映像も交えながら、暮らしの変化を描いたものである。島に一人で暮

らす女性と島を離れて都会に住む子どもたちとの交流は心温まる内容だった。この

番組はタイトルに“旅”とついてはいるが、いわゆる旅番組ではなく、日本各地の

暮らしぶりを記録した民俗的な貴重な資料になっている。 

 

○  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、オオワシは精かんな姿をしているが、獲物を取るのが意外に下手であるこ

とや、取った獲物を先輩に横取りされてしまうということなど、意外な生態が紹介

されており、大変興味深かった。オオワシが越冬にやってきた北海道の映像では、

周りにたくさんのカラスが映っていたが、オオワシとカラスとの関係についても触

れると、もっと楽しめたのではないか。 

 

○  ５月１４日(月)のクローズアップ現代「シリーズ沖縄復帰４０年（１）基地負担

は減るのか」は、復帰から４０年間でアメリカ軍関係者による事件や事故が 8,500

件を超え、少なくとも４７億円に上る補償金や慰謝料が支払われており、日米地位

協定によって日本の警察の捜査が大きく制限されるなど、沖縄の人々は大変な犠牲

を強いられていることを取り上げていた。基地があるから犯罪は必然であるという

論理は飛躍しすぎているのではないかと感じた。基地があると犯罪が起き、沖縄に

基地が集中することは許せないとなると、沖縄以外のところに基地が行けばよいと

いうように聞こえてしまう。日本の国防のために基地はどういう位置づけなのか、

周辺住民は基地によってどのような負担を強いられているのか、などの問題をひと

事ではなく日本国民全体の問題として考えていかなければならないという視点で

伝えてほしかった。 

  １５日(火)のクローズアップ現代「シリーズ沖縄復帰４０年（２）“基地とカネ”

の深層」は、沖縄は基地負担の見返りによって経済的基盤が支えられているという

視点から基地の問題を取り上げていたが、復帰後、国が沖縄に投じた振興予算が１

０兆円にのぼるということに驚いた。振興予算はハコモノに使われていたり、使い

道がなかなか決まらない予算もあるなど、有効に生かし切れていないこともあって、

沖縄はいまだに県民所得が低く、失業率が高い現状を伝えていた。こうした状況の

中で、基地の存在に左右されず、自分たちで沖縄の将来を考えなければならないと

いう解説には説得力があった。ある地区では年間 3,800 万円の軍用地料を受け取っ

ていると紹介していたが、県全体で受け取っている軍用地料の総額や県民収入との

関係などがわかれば、基地がなくなると沖縄の人々の生活を維持することがどれだ

け難しいかがよりわかりやすく伝わったと思う。また、那覇空港のアジアのハブ機

能を強化し、経済の交流拠点として活性化することなどの案も紹介されていたが、

沖縄の自立への道の一つになりうるのではないかと感じた。 
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○  「クローズアップ現代」は、番組ホームページで放送した内容の一部を動画で紹

介し、番組内容も詳しく掲載しており、放送後に内容を確認する際に非常に便利で

ある。動画はできるだけ長い期間、掲載してほしい。 

 

○  ５月１４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「一途一心、明日をつむぐ 

心臓外科医・天野篤」は、天野さんの外科医としての日常を紹介しており、天野さん

がなぜ天皇陛下の手術の執刀医に選ばれたのかが伝わる内容だった。天野さんのよ

うな医師が、医師を目指す若い学生を育ててくれれば、どんどん医学が進歩するの

ではないかと感じた。天野さんが胸に刻んでいることばとして、“一途一心”とい

うことばを紹介していたが、どのような仕事にも当てはまることばだと思う。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「一途一心、明日をつむぐ 心臓外科医・天野

篤」は、天野さんが月曜から金曜まで病院に泊まり込み、患者を救うことにひたす

ら挑み続けている姿や、ストイックなまでに技術の向上を目指す姿に感動した。学

生時代は落ちこぼれだった天野さんが、心臓を動かしたまま手術を行う“オフポン

プ手術”の第一人者として世の中に評価されるようになるまでには、相当な努力を

して技術を突き詰めたのだと思う。「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、さま

ざまな分野で活躍する、まさに“プロフェッショナル”を紹介する番組である。引

き続きさまざまな分野のプロフェッショナルを取り上げていってほしい。 

 

○  ５月１８日(金)午前７時台の「気象情報」では、雷雨や突風への注意を促し、対

処法をしっかりと紹介していた。今後も雷や竜巻などのさまざまな災害への対処法

を伝えてほしい。 

 

○  関東の広い範囲で竜巻が起こった際に、「ニュース」では視聴者が撮影した映像

を紹介しており、中には竜巻が消える瞬間の映像など、学術的に貴重な映像があっ

た。竜巻を科学的に解析するうえでも役立つ映像であり、ＮＨＫが持つネットワー

クを活用して、映像を収集、蓄積していってほしい。気象や災害は視聴者の大きな

関心事であり、津波、竜巻、ヒートアイランド現象、エルニーニョ、太陽の運動の

低下など、さまざまな気象現象のメカニズムをわかりやすく解説する番組を放送し

てほしい。また、雷雨や竜巻などの突風への注意を促す際に、「お休みになるとき

は窓のそばには寝ないように」と呼びかけていた。注意を呼びかけることは大切な

ことだが、あまり不安をかき立てることがないように、内容やタイミングには配慮

してほしい。 
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○  「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」は、いま最も話題になっているニュースがよくわか

る番組である。番組ホームページの放送後記を見ることで番組が完結するように感

じられ、ネットとの連動を目指しているという印象を持った。キャスターの橋本奈

穂子アナウンサーも視聴者に親しみやすい印象を与えている。５月１６日(水)の放

送で、取材を担当している記者が「今はインターネットの掲示板が取材のきっかけ

になることもある」と言っていたことは興味深かった。 

 

○  「サラメシ」は、昼食にスポットを当てるという、視点がおもしろい番組である。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」は、登場人物の人間関係や時代背景などにあまりなじみが

ないため、ドラマで描いている場面が理解できないことがある。同日深夜に放送し

ている「大河ドラマ平清盛ダイジェスト」は、人名や人間関係を字幕スーパーでも

紹介しているのでわかりやすい。 

 

○  ５月１１日(金)の特報首都圏「地下水争奪戦！」は、東日本大震災以降、備蓄に

適した地下水の利用が増えて、関連の地下水を利用したビジネスが活況を呈している

ことを紹介していた。長野県安曇野市では地下水が減ることでわさび田の栽培面積が

減っているといった農業への悪影響も併せて伝えていたが、番組で取り上げることに

よってビジネスをあおる面もあるので、取り上げ方には今後も十分注意してほしい。 

 

○  ４月２７日(金)の団塊スタイル「ワインにかける団塊魂」は、退職金をつぎ込み、

借金までしてぶどう畑を復活させて、仲間とともにワイナリーを作り上げた団塊世

代の男性の挑戦を紹介していた。同じ団塊世代として、まだまだ若く、行動的であ

るこの男性から勇気をもらった。これからも「団塊スタイル」では、夢に向かって

頑張る人たちを取り上げていってほしい。 

 

○  ５月５日(土)のグラン・ジュテ～私が跳んだ日「フリーペーパー編集長 橘

ジュン」は、フリーペーパー編集長の女性の人生を紹介していた。取材を通して接

した、さまざまな悩みを抱える若い女性を放っておくことができず、ライターとし

ての活動より、支援者としての活動が多くなったというフリーペーパー編集長の心

の動きに胸を打たれた。一方で、フリーペーパーの発行に費やす時間が減り、発行

が危ぶまれた時期があったが、カメラマンの夫やさまざまな人たちのサポートに

よって発行を続けることができたという話も感動した。 

 

○  ５月１１日(金)の新世代が解く！ニッポンのジレンマ「僕らの救国の教育論」

（Ｅﾃﾚ 12 日(土)前 0:00～1:30）は、１９７０年以降に生まれた若い世代が、次の
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世代のことを自分の経験を踏まえて真剣に語り合うという、有意義な番組であった。

出演者もバランスよく、さまざまな教育に関する意見が飛び交うように人選してい

たと感じた。“ゆとり教育”や“詰め込み教育”と言われているが、どちらがよい

かといった方向性は出ておらず、これからの教育はどのようにしていけばよいのか

などの参考になるので、これからもぜひこのような番組を放送してほしい。 

 

○  新世代が解く！ニッポンのジレンマ「僕らの救国の教育論」は、比較的若い世代

の４人の出演者と同世代の堀潤アナウンサーによる、見応えのあるディベート番組

だった。ただ、“教育論”というテーマはぼう漠としているので、例えば小中一貫教

育や秋入学といった、もう少し具体的なテーマに絞り込んだほうが、議論しやすく、

内容も深まったのではないかと感じた。 

 

○  ５月１３日(日)の「第４０回 ローザンヌ国際バレエコンクール」（Ｅﾃﾚ 後 3:00

～5:00）は、最高得点で入賞した菅井円加さんをスタジオに迎えて話を聞くなど、

非常に見応えがあった。ただ、解説者の出場者への評価が全体的にやや甘めに感じ

られた。厳しさも必要なのではないかと感じた。 

 

○  ５月１５日(火)のさかのぼり日本史 昭和“外交敗戦”の教訓 第３回「国際連

盟脱退 宣伝外交の敗北」は、昭和史を丁寧に追った、大変ためになる番組である。

学校の日本史の授業では昭和史に十分な時間が割かれていないため、このような番

組は大切である。 

 

○  「にほんごであそぼ」は、歌舞伎や文楽などの伝統的な日本語をわかりやすく、

楽しく、芸術的に表現しており、非常に興味深い番組である。子どもの頃からこの

ような番組を見て、日本語が持つ豊かな表現に慣れ親しんでいると、日本の伝統的

な文化に対する認識も変わってくると思う。このような番組はこれからも放送を続

けてほしい。 

 

○  ５月１０日(木)の「きらり！えん旅～由紀さおり 福島・二本松市へ～」では、

東北応援団として由紀さんが福島県二本松市を訪れ、歌を披露して二本松市の人た

ちを元気づける姿に感動した。由紀さんの歌はすばらしく、由紀さんが世界に名だ

たる実力派の歌手であることが伝わってきた。 

 

○  東京電力福島第一原発の事故にともなう風評被害はいまだに収まっておらず、福

島だけでなく周辺の県の観光などにも大きな影響を与えている。風評被害について

は、引き続き放送で取り上げ、間違った情報を正してほしい。 
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○  復興支援ソング「花は咲く」は、聞くたびに何か自分にもできることはないかと

思わせてくれるよい歌である。 

 

○  ＮＨＫが地上波によるスーパーハイビジョンの伝送実験に成功したとのことだ

が、ＮＨＫはさまざまな放送技術の研究開発に取り組んでいることをもっと番組で

取り上げて、ＮＨＫが担う社会的役割を視聴者に広く伝えてほしい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年４月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、７人の委員が出席して開かれた。 

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

域放送番組編集計画」を決定したことについて報告があった。 

次いで、「行きたい！食べたい！遊びたい！ぐんま＆とちぎスペシャル」について、

説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

新井 幸人（写真家） 

金子  仁（新潟交通（株）相談役） 

国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「行きたい！食べたい！遊びたい！ぐんま＆とちぎスペシャル」 

（総合 ３月３１日(土)放送）について＞ 

 

○  群馬県民なら誰でも知っている“上毛かるた”や栃木県民なら誰でも歌える“県

民の歌”など、両県ならではの文化や特徴をうまく対比させた番組であった。 

  今後の県内向けの放送でも、県民も知らないような話題を発掘して、どんどん発

信してほしい。これからの県域放送を楽しみにしている。 

 

○  ４月から始まった県域放送のＰＲとして非常にタイムリーであり、楽しく見るこ

とができた。 

  群馬、栃木両県の特色ある文化の魅力を対決方式でうまく紹介していた。両県ともに
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全国的に有名な温泉があるなど、同じような特徴があるが、異なる点もうまく取り

上げていたと思う。 

  これまで、自分の県の“県民の歌”を歌うことができるのは当たり前だと思って

いたが、そのことが栃木県ならではの文化だということを知ることができ、改めて

誇りに感じることができた。 

  一方で、群馬県民は子どもから大人まで“上毛かるた”に親しんでいることを知

り、大変すばらしいと感銘を受けた。 

 

○  関東地方においては、群馬県や栃木県はその特徴が埋没してしまい、知名度が低

いという印象を持っていた。しかし、「行きたい！食べたい！遊びたい！…」とい

う番組名のとおり、ご当地グルメなどのそれぞれの県のよさがうまくＰＲされてお

り、県民性の違いが伝わってきた。群馬の“上毛かるた”や栃木の“県民の歌”と

いった非常に個性的な文化には驚いた。大切にしてほしい。 

 

○  関東地方向けの放送だったが、県外に向けた群馬県、栃木県のＰＲと、県内に向

けた県域放送のＰＲの両方の要素が盛り込まれており、欲張りすぎているとの印象

を受けた。 

  “上毛かるた”や“県民の歌”など、それぞれの県民には親しまれているが、他の

地域の人々には知られていないものを広く紹介することも地域放送局の大切な役割

だと感じた。“上毛かるた”は非常に興味深いものであり、それぞれの句をもっと

丁寧に紹介してほしかった。 

  スタジオのゲストは、タレントなどの有名人だけでなく、中継やＶＴＲで出演し

ていた“上毛かるた”をしている子どもたちや“県民の歌”の作曲者など、取り上

げるテーマに沿った人たちも呼んでほしかった。 

  また、新しく始まる県内向けの番組では、どのような内容の放送をしていくのかを

もっと具体的に紹介してほしかった。以前から地域放送は重要であると感じていたの

で、今後も放送を充実させて、県民も知らない県内の情報をどんどん伝えてほしい。 

 

○  県域放送が始まるワクワク感が伝わってくる番組で、楽しく見ることができた。

しかし、群馬県と栃木県は隣接しているが、行き来するには交通の便が不便であり、

文化なども交通と同じルートをたどり、直接伝わったのではないと思われるため、

首都圏の視聴者には、この２県を併せて番組で取り上げることの意味が十分に伝わ

らなかったのではないか。一緒に取り上げるねらいを説明してほしかった。 

  “上毛かるた”はすばらしい文化だが、学校単位ではなく、子ども会が主体となっ

て行っていることに地域のつながりなどの意義を感じたので、そういった視点から

も取材してほしかった。 
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  群馬県と栃木県のそれぞれの地域への思いが伝わってくる番組であり、これから

の県域放送も期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  群馬県と栃木県が同時にテレビの県域放送を開始するとい

うことで、両県をテーマに番組を作ることについて、何の疑

問も感じていなかったが、視聴者の視点に立って、もう少し

わかりやすい説明をすべきだったと思う。 

 

○  近年は交通の便がよくなり、日帰り観光が増えている。番組では、群馬の草津温

泉や栃木の那須湯本温泉を取り上げ、若手の落語家による温泉落語や温泉ガイドツ

アーなどで一生懸命に町おこしに取り組む人たちを紹介しており、多くの人たちに

宿泊を伴った観光に来て、さまざまな魅力に触れてほしいという地元の思いを感じ

る内容であった。 

  Ｂ級グルメも紹介していたが、その地域で作られるようになった経緯などを織り

交ぜて、もう少し奥行きのある内容にしてほしかった。 

  地域の話題や観光情報、災害情報などの発信に努めていくことがよくわかった。

ぜひそれぞれの地域色を際立たせた番組を作ってほしい。 

 

○  番組で紹介していた那須湯本温泉には、温泉だけではなく、那須岳や美しい花々

など、いろいろなすばらしいものがある。視聴者が番組を見て、本当に行きたいと

思うように、その土地の魅力を多角的に紹介する工夫をしてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  本日いただいた意見は、今後の両県の地域放送の充実に生

かしていきたい。また、災害報道においても、地域放送の真

価が問われると認識しており、地震や大雨などの際に、人の

命を守るためのきめ細かい緊急報道を県域放送で届けること

ができるように準備を進めてきた。群馬県と栃木県では特に

夏の夕立や雷の被害が多いため、データ放送でも雷情報を提

供するなど、地域の特性に応じた報道を実施していきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  委員からのさまざまな意見を聞いて、気付かされることが

多くあった。これからの県域放送では、いただいた意見を生

かしていきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月２２日(木)に「放送記念日特集」として放送した、ＮＨＫスペシャル「ＮＨ

Ｋと東日本大震災～より多くの命を守るために～」（総合 後 10:00～11:13）は、

自らの震災報道について検証した番組であり、非常に大切な取り組みだと感じた。

ＮＨＫが迅速に災害報道をできるのは、訓練や機材の整備などを行い、備えを万全

にしているからだと思う。日頃からどれだけの準備をしているかをもっと視聴者に

も伝えてほしい。 

 

○  ３月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「仁淀川～青の神秘～」は、水滴や霧、光を

捉えた美しい映像が印象的であり、すばらしい番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「仁淀川～青の神秘～」は、じっくり時間をかけて丁寧に制作

された番組であった。透き通った水と太陽の光との絶妙なバランスによって、カワ

ガラスが一瞬青く見えるという美しく貴重な映像をはじめ、仁淀川が日本でも有数

の清流であることを証明するような映像の連続であった。仁淀川には、人々が釣り

をしたり、夏には地元の子どもたちが遊んだりと、人と川の触れ合いが残っている。

川の水は、水力発電や工業用水など、さまざまな役割を担うが、川が本当に生きて

いると言えるのは、このように人と交流しているときであると感じた。仁淀川の流

域に住む人々は川を汚さないように、浄化にも熱心に取り組んでいるのではないか

と思った。派手さやもの珍しさはなくても、川、湖沼、森や林、里山など、日常的

な風景の中にある自然のすばらしさや大切さをこれからも放送で取り上げてほしい。 

 

○  ３月１８日(日)の特集 小さな旅「山の歌 総集編」（総合 前 8:00～8:57）は、

青森県の八甲田山や愛媛県の石鎚山をはじめ、これまでに放送してきた「シリーズ

山の歌」の見どころをまとめて紹介した、見ごたえのある番組であった。 

 

○  ３月２５日(日)の小さな旅「植木の心～埼玉県 川口市安行～」では、植木職人

が出荷するために樹木を育てている庭を紹介し、４月８日(日)の小さな旅「花 彩

りの四季」は、四季折々の“花”のある風景を訪ねた旅の選集で、秋にたくさんの

花が咲く秋田内陸線の駅や、冬の山形県の花農家のビニールハウスで咲く花など、

美しい風景を紹介していた。「小さな旅」は、日曜の朝にふさわしく、くつろいだ

気分で各地の人々の暮らしや美しい風景を楽しめる番組である。 

 

○  ３月２７日(火)の「天海祐希 パリと女と名画たち～魅惑の新オルセー～」（総合 

後 10:00～11:13）は、全面改装した新しいオルセー美術館を天海さんが訪れる番組
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であった。パリに長期滞在して時間をかけて取材した番組で、見ごたえがあった。 

 

○  ４月１０日(火)のタイムスクープハンター「江戸おなら代理人」は、人前でおな

らをした恥を本人に代わって引き受けてくれる“屁負比丘尼（へおいびくに）”と

いう職業を紹介していた。このような職業が江戸時代にあったことを初めて知った。

この番組の、時代の片隅の名もなき人々に起こる出来事にスポットを当てるという企

画や、それをドラマ仕立てで描く演出は斬新であり、見ごたえがある。 

 

○  ４月１５日(日)のサキどり↑「逆転の発想で誕生！ 巨大産直」は、地元農協の

職員が作った愛媛県今治市の産直市場を取り上げていた。出荷はせずに、自分のた

めにさまざまな野菜を少しずつ作っていた零細農家から少量の野菜を出荷しても

らって市場が成り立っているという“逆転の発想”が紹介されており、自分自身で

値段を付けて売るという農家のやりがいも伝わってきた。後継者の問題を、定年退

職した人に農業を始めてもらうことで解決しようと取り組んでおり、よく考えられ

ていると感心した。また、小学生を対象にした食育講座も実施して、若い世代の農

業への関心を高めようと努力しており、これらの取り組みが後継者問題の解消につ

ながっていくとよいと思った。 

 

○  ４月１５日(日)の「ＮＨＫのど自慢」は、埼玉県川越市からの生放送だった。前

日の予選会も多くの人が参加し、非常に盛り上がっており、人気のある番組だとい

うことを改めて実感した。 

 

○  ４月１９日(木)の仕事ハッケン伝「益子卓郎（Ｕ字工事）×パティシエ」は、人

気漫才師のＵ字工事の益子さんが洋菓子店でパティシエの仕事に挑戦していた。非

常にテンポよく構成されており、一流の仕事をする職場とはどのようなものなのか、

大変興味深く見ることができた。１時間おきにユニフォームのほこりを取ったり、

消毒するなど、食品を扱う職場として、衛生管理を徹底する責任感が伝わってきた。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」は、毎日楽しく見ていた。糸子役が尾野真千

子さんから夏木マリさんに替わったが、尾野さんが年をとるとあのようになるのか

と感じるほど、違和感なく夏木さんに糸子役が受け継がれていた。病院でファッ

ションショーを行うシーンには、非常に感動した。 

 

○  連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、主役の堀北真希さんの個性が演技によく表

れていると思う。戦後の焼け野原の広大なオープンセットで撮影された映像は、当

時をリアルに再現していると思う。 
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（ＮＨＫ側） 

  連続テレビ小説「梅ちゃん先生」のロケは、茨城県高萩市

で撮影した。非常に広大なスペースにオープンセットを建て

ており、リアルさを追求している。 

 

○  ４月１４日(土)の土曜ドラマスペシャル「あっこと僕らが生きた夏」（前編）（総

合 後 9:00～10:13）は、夏の甲子園に初出場し、ベスト８まで勝ち進んだ高校の

野球部の、がんと闘う女子マネージャーの実話を基にドラマ化したものであり、主

役の川島海荷さんの自然な演技に引き込まれた。 

 

○  ３月１１日(日)のドキュメンタリードラマ「似顔絵捜査官００１号」（ＢＳﾌﾟﾚﾐ

ｱﾑ 後 10:00～11:29）は、実在する似顔絵捜査官がモデルであり、非常に真実味を

感じた。上野公園の似顔絵師に弟子入りして、似顔絵を描く技術を習得し、犯罪捜

査や犯人検挙につなげようとする１人の捜査官の地道な努力に心を打たれた。 

 

○  ３月１８日(日)のドキュメンタリードラマ「離婚式～人前でサヨナラを誓う夫婦

たち」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～11:29）では、円満に離婚するための“離婚式”の

プランナーを取り上げ、ドラマとドキュメンタリーで描いた、大変興味深い番組

だった。 

 

○  ３月１８日(日)の「アイ・ラブ・ルーシー セレクション ＨＤリマスター版」

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 4:00～4:25 ほか）は、非常におもしろく、痛快だったが、嫌らし

さや下品さは感じなかった。 近のバラエティー番組に目が慣れている視聴者には

新鮮に感じられたのではないか。今回はセレクションだったが、ほかの回もぜひ放

送してほしい。 

 

○  ４月１３日(金)の金よう夜きらっと新潟「にいがた魂 ザ・チャレンジャー～ア

パレル会社経営 相浦孝行～」（総合 後 7:42～8:07 新潟県域）は、若い女性に大

流行している“制服ファッション”の火付け役となった、新潟県妙高市の衣料販売

会社の相浦さんを紹介していた。新潟県にこのように全国的なブームのきっかけを

作った人がいたということに驚いた。 

 

○  栃木県で始まった県内向けのテレビ放送は、地域の気象情報やイベント情報を詳

細に伝えており、県域放送の魅力が発揮されている。毎週金曜の午前１１時台に放

送している情報番組「ときめきとちぎ」は、畳や掘りごたつなどのスタジオセット

が親しみやすく、県内のイベント情報なども詳しく紹介しており、頼りになる番組
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だと感じている。今後、内容をさらに充実させていってほしい。 

 

○  ３月１８日(日)の日曜美術館「特別編 ひらく、ゆるむ、アートの旅～青森編～」

は、青森県立美術館と十和田市現代美術館を紹介していたが、青森県にこのような

すばらしい美術館が２つもあることは知らなかった。美術館は維持が大変だと聞く。

美術以外の紀行番組などでも紹介することで、多くの人が訪れるようになるとよい

と思う。 

 

○  ４月１１日(水)のＲの法則「Ｒ’ｓチャレンジ～鹿せんべいとばし大会＆試験に

出る？ニュース」は、日本各地の地域色豊かなイベントに、１０代の若い出演者たち

が一生懸命に取り組む姿を紹介していた。大人たちにも元気を与える、よい企画だと

思う。 

 

○  ３月５日(月)、６日(火)深夜のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 受賞作

品「ホットコーヒー裁判の真相～アメリカの司法制度～」で取り上げていたアメリ

カの“ホットコーヒー裁判”は、これまでは消費者が大企業を訴えて巨額の損害賠

償金を勝ち得たという捉え方をされてきたが、この番組は、大企業が巨額の損害賠

償責任を免れるためのキャンペーンに、“裁判で大金をせしめた市民がいる”とい

うことが利用され、被害者はやけどがいかにひどかったかということを正当に理解

してもらえずに、補償金目当てで訴訟を起こしたと言われ、名誉を傷つけられたと

いう問題意識から制作していた。犯罪報道にも通じるが、裁判についての報道は、

両方の当事者から公平な観点で取材をして報道する姿勢が大事だと感じた。 

 

○  ３月１１日(日)の地球アゴラ「若芽！明日のために（２）踏み出す“次への一歩”」

は、フィリピンのマカティで、スラム出身という理由から十分な給料が得られる仕

事に就けなかった若者たちを雇って、レストランを経営する日本人を紹介していた。

若者たちが「学校の先生みたい」や「お母さんみたい」と慕う、その日本人の取り

組みに感銘を受けた。また、日本人教師が勤めるデンマークの学校で、障害者の自

立を後押しする取り組みも紹介していた。非常にすばらしい番組だと感じた。 

 

○  ３月２４日(土)の「東京スカイツリーＡ ｔｏ Ｚ」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～

10:59）は、自立式タワーとして世界一の高さを誇る“東京スカイツリー”につい

て、ＡからＺまでのアルファベットで始まるキーワードを使って、さまざまな視点

から詳細に迫っており、建設秘話や知られていない事実などを知ることができた。

３年８か月にわたる建設期間中、長期の取材を続けてきたことで、見ごたえがある

映像を撮影できていた。 
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○  ４月６日(金)の新日本風土記「桜前線の旅～沖縄から北海道まで～」は、１月下

旬に咲く沖縄のカンヒザクラから始まり、日本列島を北上しながら、日本各地の満

開の桜の美しい映像を紹介する、この時期にふさわしい番組だった。また、４月１

３日(金)の「吉野 熊野」でも桜を紹介しており、吉野の３万本の桜は絶景であっ

た。日本古代史に登場する吉野や熊野古道の歴史ロマンを桜の美しい映像とともに

紹介しており、見ごたえがある番組であった。 

 

○  ４月７日(土)、１４日(土)、２１日(土)の「フローズン プラネット 後の未

踏の大自然」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:59）は、ＢＢＣとの国際共同制作であり、

ＢＢＣが持つドキュメンタリーの撮影技術力の高さもうかがうことができる、すば

らしい映像だった。 

 

○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」などでは、アナウンサーが話した内容はすぐ

に画面に字幕が表示される。これは地域放送でも行われているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  現在、「ＮＨＫニュース おはよう日本」や「ＮＨＫニュー

ス７」、「ニュースウオッチ９」などは字幕放送を行っており、

このほかの生放送の番組についても字幕化を進めている。平

成２９年度までに“字幕付与可能なすべての放送番組に字幕

を付与する”という国の行政指針を踏まえて作成した拡充計

画に基づいて取り組んでいる。関東甲信越地方の地域放送局

では、現時点では生放送の際に字幕放送を送出する設備が

整っていないため、地域放送のニュースなどの字幕放送は

行っていない。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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