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平成２６年３月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１９日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。  

会議では、まず、前回の番組審議会での答申を受け「平成２６年度北海道地方向け地

域放送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２６年度

北海道地方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。 

続いて、新日本風土記「北海道 野付」ほか、番組一般について活発な意見交換を行

った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

副委員長  久木佐知子 （（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  小沢 信行 （北海道新聞社論説委員） 

坂本 昌彦 （（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２６年度北海道地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○  金曜夜８時台に、「北海道中ひざくりげ」と「穴場ハンター」が同じ場所を訪ね

るということで、充実することと思う。楽しみにしている。 

 

 

＜新日本風土記「北海道 野付」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ ３月７日(金)放送)について＞ 

 

○  野付というと、トドワラのある地の果てのようなイメージだったが、厳しい冬でも

出稼ぎの必要がないことや、若い漁師や小学生が多くいて、豊かな自然と資源に恵ま

れた土地だということが分かった。四角い太陽を撮影するために、長期にわたって滞

在する人たちがいるということも驚きだった。桟橋のようなところを遊女のグループ
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が渡っていく冒頭の映像は、亡霊のような所作に見えて不気味だった。また、子ども

たちが下の句かるたで遊んでいる場面で、「９歳から１８歳の子どもたち」というナ

レーションが入ったところに、たばこを吸う男の人が映っていたのが気になった。 

 

○  野付地域の歴史や自然、産業、文化を非常に分かりやすく教えてもらった。幕末に

会津藩所領の地になっていたことや、その頭であった加賀伝蔵の紹介もあり、よく取

材していた。会津の伝統文化である下の句かるたがこの地域に今でも残っていること

がよく理解できた。ただ、会津藩の番屋が実際は隣町の標津にあったことや、なぜ９

年間で引き払ったのかについて、もう少し詳しく説明があるとよかったと思う。当時

国後島と北海道の交易では、貝殻島のほうが近いのだが波が荒かったため、野付―国

後航路が使われていた。単なる幻だけではなく、運航上一番よかった港だからキラク

という街ができた、という説明がほしかった。また、遊女や遊郭というイメージが前

面に出過ぎていたように思う。また、野付半島といえば、トドワラが一般的に有名な

のだが、温暖化による水位上昇により砂州が削られてしまい、今は危機的な状況にな

っている。野付を中心に別海町の人たちがボランティアで保全活動に努力しているこ

とも番組で取り上げてほしかった。 

 

○  さまざまな角度から野付という土地を見つめていて、いい意味でパッチワークのよ

うでもあり、万華鏡のようでもあり、多面的で変化のある構成だったので、最後まで

飽きずに見ることができた。冒頭にキラクの幻想的なシーンを持ってきたことで、野

付という土地に“幻想的”や“伝説的”といった要素が加わり、謎や不思議を投げか

け、視聴者の興味を引くという効果があったと感じた。一方、漁の様子や漬物の作り

方といった日常の風景、漁師や国後島出身の女性の言葉、下の句かるたなど、多方面

からクローズアップすることで、野付の風土とそこに住む人々の暮らしぶりがリアル

に伝わった。氷点下なのに外に洗濯物を干す女性や、太陽が出たときにひ孫をそりで

引いて散歩するおばあさんなど、野付で当たり前の日常生活の映像が、印象的だった。

冬、厳しい条件下に住んでいる人たちは苦しい生活を送っているのだろうと思いがち

だが、実際に野付に暮らしている人が「自分たちは恵まれている」と言っていたのが

印象的だった。その言葉に、私たちは真の豊かさを見間違えているのかもしれないと

考えさせられた。「野付之図」を紹介した際、「北海道大学附属図書館蔵」のテロップ

が白地に白い文字で、見えにくかったことが残念だった。 

 

○  ドキュメンタリーの作り方が時代とともに変わってきているということを改めて

感じた。現実の状況の中に、ある種のイメージを膨らませていくようなシーンを混ぜ

ていく作り方が、「新日本風土記」シリーズのひとつの型なのかどうか分からないが、

現実と幻想の部分を行ったり来たりする展開は非常におもしろく見ることができた。
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よく考えられ、凝っている演出という印象だ。野付半島がかつて、千島に向かう交通

上の要衝であったということは地図を見ると一目瞭然なのだが、江戸時代後期に蝦夷

地全体の中でどのような経済的、あるいは交通上の重要性を持っていたのか知りたか

った。それが示されると、ここに人が移り住んだことがよく理解されたと思う。また、

このような奇妙な形をした半島がどのようにできたのか、地理的な解説も入れてもら

えればよかった。半島の先にあった謎の町「キラク」については、伝説と事実があい

まいになっていて、伝説のイメージを強調する制作者の意図が、強く表に出てしまっ

た感じがあった。史料に基づいた事実をはっきりさせた上で、イメージを絡ませてい

くという形がよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「どこまでが現実で、どこまでが伝説か」ということについて、通行屋が

あったことは分かっているが、遊郭や繁華街のようなものがあったというこ

とは、伝説、言い伝えの域を出ていない。 

 

○  私は野付半島へ行ったことがなく、興味深く番組を見た。特徴的な地形や、寒い冬

場の生命の営みがよく捉えられた番組だった。「氷下待ち網漁」という漁法は、氷と

ともに生活し、魚の通り道を熟知しているからこそ編み出された漁法だと思う。漁師

がオジロワシにも魚を分けてやる場面が印象的だった。函館奉行が視察に訪れたとき

の献立には、地場の食材を使った工夫が表れていた。地域の文化や食が今でもきちっ

と残されているということが視聴者に伝わったと思う。一方、この番組の力点が置か

れたのが、幻の「キラク」という街のことだったのか、あるいは酷寒の地での生き方

だったのかが疑問だった。最後の場面は、遊女ではなく、民宿の玄関に来るオオハク

チョウか、野付の地形を空撮で捉えてまとめた方が、落ち着いた番組になったのでは

ないかと思った。 

 

○  番組のところどころで、冬の地吹雪の様子やシカの歩いている姿、トドの死骸が白

骨化している映像などがあり、自然の厳しさや、ある意味自然の豊かさも含めた描写

の美しさを感じた。また、「アマモの森は自然のゆりかご」といった表現があり、ナ

レーションからも情緒をかきたてられる思いがした。道路の氷をしゃがんで割ってい

る女性の姿は、小さな集落においてありがちな光景かもしれないが、自助、公助、共

助というものが求められている中、自分たちのできることは自分たちでやるというこ

とを当たり前のこととしている姿に、感動を覚えた。下の句かるたの場面でたばこを

吸っている人が映っていたのは、ナレーションと映像のタイミングが合わなかったの

だろうが、不適切だったのではないかと感じた。国後島から引き揚げたお年寄りの女

性が出ていたが、引き揚げた人々の数が減ってきていることもあり、北方領土問題に
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もぜひ焦点を当ててほしかった。最後に、「キラク」の部分については、伝説的な要

素を盛り込むことで番組全体が幻想的、神秘的になったと思う。このような神秘的な

要素が、多くの観光客が東北海道に足を延ばすきっかけになれば、という期待感を持

って見た。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組の性質上、北方領土には触れたほうがいいと思ったが、当たり前の日常生

活といったものを大事にする中で、あのくらいの分量かと判断した。全国のモ

ニターからは、「北方領土の存在を認識できた」というご意見をいただいたので、

そういう意味では役割は果たせたのではないかと感じている。たばこを吸って

いたのは大人の人なのだが、ナレーションのタイミングが適切でなかったかも

しれない。 

 

○   北方領土について、まもなく元島民の人々の数は限りなくゼロに近づく。よりシリ

アスに取り上げることで世論喚起につながっていくと思う。 

 

○  昔は「野付半島」と言うよりは「トドワラ」と呼んでよく行っていた。近年はトド

ワラもだんだんと枯れてきて風景が変わり、寂れる一方というイメージだったのだが、

年間を通して非常に豊かな漁が行われていることや、歴史的な厚みなどを知り、驚か

された。野付に暮らす漁師たちも伝統をきちっと重んじて、独特の自然に対じし、地

に足の着いた暮らしをしていることに敬意を抱いた。野付に住む２人の婦人がインタ

ビューに答える言葉がきれいで心地よく、豊かさを背景に、芯のしっかりした女性が

もつ穏やかさの一端が伝わってきた。野付半島に昔、江戸幕府が通行屋を設置して、

武家屋敷や漁師小屋があったという場面は、イラスト的な古地図だけでなく、今と昔

の海岸線の比較なども示してくれればよかった。私も下の句かるたを家族と楽しむが、

北海道独特のものだという認識でいたので、北方警備に来た会津藩が持ち込んだもの

だということに非常に驚いた。番組冒頭が「キラク」という歓楽街の幻想的なシーン

で始まり、そのまま最後まで引き込まれた。遊女の歩くシーンの意味合いをとても考

えさせられた。「キラク」という名前を音だけで聞いて、風任せの打瀬舟でのえび漁

や、「自然には逆らえない」という漁師の力強い言葉などに「気楽」のイメージをダ

ブらせ、同時に遊女の人たちの悲哀と対じさせて表現したのかなどと考えた。遊女の

持っていたちょうちんが海に落ち、波で沈みながら炎がかき消されるシーンは、命の

はかなさや女性たちの境遇のはかなさ、あるいは快楽の夢のはかなさなどを表すとと

もに、台風の大波で一夜にして消え去ったという言い伝えも表現したのかと思った。

遊女のシーンもきちんと起承転結があったと感じた。最後に、「新日本風土記」のテ

ーマ曲は、メロディーがたゆたうように流れ、インターネットで歌詞を調べたところ
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とてもすばらしい詩で感動した。何かの機会に、このテーマ曲と歌詞についても紹介

してほしいと思った。 

 

○  冒頭の遊女が吹雪の中を行くシーンには強烈なイメージと、どんな展開になるのだ

ろうという期待が起こった。全国的にはあまり知られていない野付をいろいろな視点

で紹介していた。オオワシやオオハクチョウといった野生動物の映像が美しく、漁船

が風に揺られていくシーンは、外国の風景を見るような叙情的な雰囲気があった。砂

と酷寒の風景が広がる野付に、かつて武家屋敷があり、栄えていたというところは、

もう少し説明してもらいたかった。番組全体を通して、旅情をかきたてられるつくり

で、非常におもしろかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

モニターの中でも、「キラク」の演出については賛否があった。私どもとしては、

「キラク」という伝説を生み出さざるをえなかった風土、それは厳しさであっ

たり、辺境ということであったり、そこに流れ着いた人々がいたことなどは野

付を象徴するエピソードだと考えて、あのような形にした。また、ご指摘いた

だいたように、全国的に見ればあまり知られていない野付という土地に視聴者

の興味を引きつける必要があった。この番組では、人々の暮らしの中に風土が

あるということで、当たり前の日常生活を大事にしたいという思いがあった。

そのためトドワラや地形の成り立ちなどの項目が最終的に落ちていったという

経緯がある。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２８日(金)の北海道クローズアップ「新たな絆を作りたい ～日・韓・在日の

交流合宿～」について、もう少し和やかな雰囲気なのかと思ったら、学生たちがそれ

ぞれの国をある面では代表して、きちんとした知識はないものの、肩肘張った形での

交流になっていた。「次は東京で」と別れる場面で終わったが、もう少し深く入り込

んで撮影ができなかったのか。逆に言うと、それだけこの番組を作るのに苦労したの

ではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

日・韓・在日の合宿については、去年の夏も放送しており、取材先との関

係はきちんとできている。１回の合宿でお互いが納得のいくようなところま

で到達するのは難しいということは、われわれも承知していた。“この合宿
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で学生たちが理解し合えた”という無理な描き方はせず、１年後あるいは２

年後と繰り返していくうちに、それぞれを理解し合う若者が１組でも２組で

もできていけばいいのではないかというのが私たちの番組のメッセージで

ある。 

 

○  ３月６日(木)の「ネットワークニュース北海道」では、「シリーズ・冬の防災」で

樽前山で想定される融雪型火山泥流にどう備えるかを取り上げていた。非常に重要な

テーマであり、樽前山の泥流に備える工事について詳しく紹介していたが、住民は万

が一のことが起きたときにどうすればいいのか、あるいは、ふだんから何をしておけ

ばいいのかについての情報提供がなかったように感じた。 

 

○  ３月は天候が非常に悪い時期があったが、「ネットワークニュース北海道」では、

暴風雪をはじめ、天候についての報道がしっかり、手厚く行われていたと思う。「シ

リーズ・冬の防災」という企画も、道民の皆さんに注意喚起をよくしていた。暴風雪

であちこちの国道が通行止めになると、「国道○○号線」というテロップが出るが、

これを図示することはできないだろうか。時間的制約などがあり難しいのかもしれな

いが、地図があると情報がより伝わりやすいのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

記者とディレクターが一緒に番組を作る場合、同じテーマをまずはニュー

スで出して、番組でももう一回放送することがある。その場合は、切り口を

変えたり、番組でより詳しく伝えたりするようにはしているが、既視感があ

るとすれば、今後気をつけていきたい。 

暴風雪で国道の通行止めがあった場合、地図で示したほうがわかりやすい

というのはその通りだ。通行止めの箇所が多くなったり、通行止めが解除さ

れたりすると作り直さなければいけないため、作業量と時間的制約の中でで

きなかった。地図を見せたほうが孤立した地区などもわかると思うので、努

力していきたい。 

 

○  ３月７日(金)の北海道のナンモン！「どうした？どうする？ＪＲ北海道」(総合 後

7:30～8:45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)は、明るいオープニングで、ＪＲ北海道が深刻な状況にあ

る中、いい意味で意外だった。ゲストの人選もよく、スタジオのセットも細かいとこ

ろまでこだわっていて、遊び心を感じた。せっかくスタジオに線路を作ったのに、レ

ール幅をどのように直すのかを実践しなかったのが残念だった。後半は集中力が切れ

てしまい、７５分という長さを感じた。論点の一つ一つを見ると、とても分かりやす

く説明されていて理解できるのだが、分かりやすいことが積み重なると、全体を通し
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て分かりやすくなくなっている、という印象だ。スタジオでの展開が長くなったり、

当たり前と感じる意見を聞かされたりすると、番組のリズムが止まってしまう。 

 

○  北海道のナンモン！「どうした？どうする？ＪＲ北海道」について、労働組合の組

織体質についての説明や経営陣のコメントは紹介されたが、実際に現場に対して強い

影響力を持っていると思われる労組の見解を聞きたかった。 

 

○  ３月８日(土)の目撃！日本列島「新たな絆を作りたい～“国境”を越えた交流合宿

～」について、このような会合が朱鞠内湖で１５年も続いているということを初めて

知った。特に若い世代の方々が歴史認識や在日コリアンの問題を本音で話し合う機会

は、とても重要だと思う。今は私たちも含めて戦争を知らない世代がほとんどで、互

いの国の歴史認識が違えば、そこで暮らしている国民の意識も違うのは当たり前のこ

とであり、互いを知り合うことは必要なことだ。最後に、学生が「東アジアの歴史を

考えるサークルを作る」と話すのを見て、この活動が若い世代が日本と韓国と在日問

題を考えるよい機会になったと思う。２３分間に収めるのは大変だったと思うが、も

っと長い時間で放送してもらった方がよかったと思う。 

 

○  ３月９日(日)のさわやか自然百景「厳冬 阿寒の峰々」は、阿寒の冬の自然をよく

捉えており、貴重な映像だった。阿寒の自然の特徴であるボッケ、すなわち火山の噴

気口があるため、気温が高く、鳥も留鳥として残っているという特殊な生態系もしっ

かり紹介されていて、分かりやすかった。ただ、１４分しかない番組で、冬の阿寒を

全部説明するのは難しく、見た後に物足りなさも感じた。 

 

○  ３月１４日(金)の北海道クローズアップ「待ったなし！北海道の空き家対策」につ

いて、空き家は地元では何年も前からの課題であり、興味深く見た。後志総合振興局

が運営している「空き家バンク」による空き家のあっせんは、不動産業の仕事ではな

いかと思って見ていたが、番組を一時停止で止めたところ、「管内市町村と建築・不

動産の専門家団体が作ったしくみ」とチラシに書かれていて、不動産業界も一緒にや

っていることがわかった。なぜ不動産業界について説明がないのか疑問だった。番組

の最後で、「人口減少時代は、魅力あるまちづくり、コンパクトシティーを目指すま

ちづくりが必要」という解説は全くそのとおりだと思った。 

 

○  北海道クローズアップ「待ったなし！北海道の空き家対策」について、この番組の

数日前のニュースで同じ話が特集されていた。同じ内容を繰り返すことに問題はない

と思うが、若干引っかかったので考えを尋ねたい。 

 



 8

○  北海道クローズアップ「待ったなし！北海道の空き家対策」について、後志地方の

「空き家バンク」のところが、ただ説明文を聞かされているだけで、具体的なイメー

ジがわかなかった。 

 

○  北海道クローズアップ「待ったなし！北海道の空き家対策」について、冒頭の空き

家の火災や倒壊、治安の悪化という危険、危機を打ち出した部分で、この問題が身近

にあるということが多くの視聴者に伝わったと思う。ゲストの発言にもあったように、

住宅促進政策から生まれた固定資産税の軽減措置は転換の必要があり、まさに今、そ

のタイミングに来ていると思った。危険度で判定し軽減措置を解除するという函館市

の空き家対策を評価していたが、空き家をきちんと解体した後には、一定期間、再び

軽減措置を適用するという税制を考えていく必要があるのではないか。つまり、住宅

促進政策からの転換の必要性を訴えたのであれば、空き地化した後の軽減措置の必要

性というところまで踏み込んでもよかったのではないかと思った。また、起承転結の

結びで、コンパクトシティーという言葉が出ていたが、耳に心地よく、ありきたりな

言葉で終わったところが少し残念だ。居住エリアの自由性などを含めて考えると、単

純に単一のコンパクトシティーで物事が解決するというのは非現実的である。前向き

なヒントを探っていくところに重きを置く番組の目的からすると、もっと骨太の対案

を探ってほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「待ったなし！北海道の空き家対策」について、確かに人口

減少に伴う空き家問題はこれから大きな問題になるので、タイムリーだと思う。今後

も、本州などの事例も積極的に紹介し、継続して放送してほしい。 

 

○  北海道クローズアップ「待ったなし！北海道の空き家対策」について、旭川の空き

家率は１３．５％と出ていたが、市の中心部の商店街がまさに空き家状態になってい

て、もっと高いのではないかと思っていた。空き家の所有者がおらず、街づくりの対

策が打てないということは１０年以上続いている大問題で、このような番組を放送し

てもらいよかったと思う。道内各地域の対策だけでなく本州の事例もあり、非常に参

考になった。今後も継続取材し、国の政策についても伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

まず「空き家バンク」は道の出先機関である後志総合振興局が実施してい

る。個別の町や村だとネットワーク力が弱いため、後志２０市町村のうち１

４町村の空き家の不動産情報について、総合振興局が一括してウェブサイト

を作り、そこに掲載するという取り組みをしている。実際の賃貸借や売買の

手続きは不動産会社が行っている。また、ご指摘のように、コンパクトシテ
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ィー自体の口当たりのよさとは裏腹に、実行する難しさということは次の課

題だと思う。 

 

○  ３月１４日(金)の北海道中ひざくりげ「この街で、一人前になる ～札幌ススキノ

～」について、今回は旅人が違うせいか、それとも舞台がよく知っているすすきのだ

からなのか、情緒的な雰囲気が薄く、すすきの市場で働く青年の奮闘記といった印象

だった。興味深く、ほほえましくもあったのだが、「北海道中ひざくりげ」として見

ると、消化不良な感じがした。それに続く穴場ハンター「札幌・ススキノエリア」は、

よく知っているすすきのの、本当に穴場ばかりだった。札幌局ロビーからの公開生放

送となると、見ているほうもドキドキするのだが、出演者のキャラクターによるのか、

ロビーに来ていた観客もリラックスしていて、全体を通して楽しく見ることができた。 

 

○  ３月１４日(金)の「北海道中ひざくりげ」と「穴場ハンター」は両番組ともすすき

のを取り上げていた。「北海道中ひざくりげ」はすがすがしさと温かさの伝わってく

る内容だったが、いつもの「北海道中ひざくりげ」のもつ独特な味わいや余韻が残ら

ず、物足りなさを感じた。続いて放送した今回の「穴場ハンター」は、視聴者から寄

せられるツイートに応じて行き当たりばったりな感じで取材していくのとは違って、

中身の充実度が増した番組になっていたと思う。 

 

○  ３月１５日(土)の「雪の魔法～日本一寒い湖の物語～」(総合 後 9:15～9:58)は非常

に完成度の高い作品だった。牧歌的な暮らしの描写が印象的だったため、厳しい自然

条件での生活の大変さが分からなかった。 

 

○  「雪の魔法」について、私は朱鞠内湖を訪れたことがないので、非常に新鮮かつ強

烈な印象を受けた。私たち北海道人にとって雪や氷は見慣れたものであり、吹雪など

も日常的な冬の景色で、時にはうんざりしたり、やっかい者に思えたりすることもあ

る。こういう番組は、道外から着任する制作スタッフの新鮮な感性のフィルターを通

してこそ作ってもらえる番組ではないかと思った。番組で改めて見ることで、冬の雪

や氷などもすばらしく価値のあるものに思えた。 

 

○  「雪の魔法」の映像は、本当にすばらしいものだった。特に水中カメラによる大き

なイトウの映像や、湖上の氷の結晶の様子は非常に価値のある映像だったと思う。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１９日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。  

 会議では、まず、「平成２６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２６年度北海道地方向け地域放送番組編集計画

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

旨、答申することを決定した。 

 続いて、放送番組一般について、活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子 （（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  小沢 信行 （北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟 （月形町農業協同組合代表理事組合長） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２６年度北海道地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  胆振地方には有珠山と樽前山があるため、火山の噴火に対する防災・減災の情報

を報道してほしい。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」の放送を楽しみにしている。余市町をはじめ北海道

の盛り上がりを取材して欲しい。 

 

○  札幌局が中核となり、北海道の７つの放送局が一層緊密に連携して地域に貢献し

ていくとのことだが、具体的にはどのように連携していくのか。 
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（ＮＨＫ側） 

今年度放送した「北海道のナンモン」は、各局の担当者と札幌局が協力し

て制作した。２６年度も７つの放送局の記者、カメラマン、編集、ディレク

ターがその都度協力して、夕方６時台のニュースをはじめとする各番組を取

材、制作する体制を作っていく。 

 

○  ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）による各分野への影響を取材し、深く

掘り下げる報道を期待している。 

 

○  ２年後に北海道新幹線が開業する予定だ。北陸ではすでに新幹線開業に向けた取

り組みを始めている。観光客を函館以外の地域にも誘致するためには、地域間で連

携していかなければいけない。その必要性や手段を報道してほしい。 

 

○  ＴＰＰによる農業や食、食品加工業への影響を引き続き報道してほしい。今年度、

旭川市にあった東海大学が閉校になった。地域におよぼす影響について取材してほ

しい。 

 

○  夕方６時台のニュースがどういった構成になっているのか教えてほしい。ニュー

スを見ていると、映像で見せることを優先するあまり、情報が不十分になっている

と感じている。ニュースを伝えるとき、どこに重点をおいて報道しているのか教え

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

基本的には北海道ブロックとして放送しているが、各放送局からは、番組

後半の４分間で各地域に向けてその日のできごとと、気象情報を中心に伝え

ている。ニュースが映像重視ではないかという指摘だが、視聴者が知りたい

情報を、深い取材をもとに、解説も含めて分かりやすく報道することを方針

としている。 

 

○  国が津波の新たな計測予想を出すと聞いている。北海道が発表した既存の予想との

比較など、細かく取材し地域に発信してほしい。昨年、カジノを含めた特定複合観光

施設（ＩＲ）を整備するための法案が国会に提出された。カジノについては、青少年

への悪影響、依存症の問題、治安の悪化など悪いイメージで取り上げられることが多

い。一方の意見だけではなく、利点や他国の事例などを取材して、北海道の人が考え

るきっかけとなる番組を制作してほしい。 

 



 3

○  地元に根差した丁寧な取材で、就職難など北海道の地方にある課題を浮き彫りにし

てほしい。地域の振興につながるような、人材育成の視点を持った番組作りで、地域

の支援をお願いしたい。 

 

○  諮問された「平成２６年度北海道地方向け地域放送番組編集計画（案）」につい

ては、委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを

前提に、番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１７日(金)の北海道クローズアップ「孤立死をどう防ぐ ～新たな見守り～」

を見た。高齢者の生活に寄り添った町内会の取り組みを紹介することで、ほかの地域

の自治体や団体にヒントを与えるような番組となっていた。砂川市の「高齢者いきい

き支え合い条例」を紹介していたが、市民にどの程度認知されているのかが分からな

かった。条例を市民に周知するための手段も紹介できれば、より参考になったと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「孤立死をどう防ぐ」を見た。今年は暴風雪のニュースも多

く、お年寄りで一人住まいの人が孤立することを防ぐ取り組みを紹介していた。技術

的な取り組みを紹介するだけではなく、地域とのつながりが孤立を防ぐために重要だ

と気付かされる番組構成となっていた。 

 

○  １月１７日(金)の「北海道クローズアップ」で、前週に放送した「地域で支える認

知症」についておわびしていたが、どういった経緯があったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップでおわびした件は、番組で取材したご家族について

不正確なコメントがあったため、翌週おわびした。 
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○  １月２４日(金)の北海道クローズアップ「小さな町にチャンスあり～北海道の“町

認定”居酒屋～」を見た。インタビューでうまく消費者の声を聞き出し、なぜ小さな

町に“認定”された居酒屋のニーズがあるのかを取材していた。生産者情報など安心

安全を強調している点が客の支持を得ているといった分析など、掘り下げていく展開

がよかった。生産者と居酒屋がともに収益を確保し、持続的なビジネスモデルとして

成長できるのか掘り下げて、この取り組みに将来性があることを示してほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「小さな町にチャンスあり」を見た。紹介していた店ではど

の程度の収益を上げているのか、道内の生産者にはどれだけ利益が還元されているの

か知りたかった。“八雲のお店”と銘打っているが、八雲町産の食材をどのくらいの

割合で提供しているのか疑問に感じた。 

 

○  北海道クローズアップ「小さな町にチャンスあり」を見た。通年で地域の特産品を

提供し続けることは難しいと感じているが、生産者がどれだけ利益を得られるのか知

りたかった。ゲストと函館局キャスターの説明が分かりやすかった。 

 

○  北海道クローズアップ「小さな町にチャンスあり」を見た。北海道外の視点も含め

てこの取り組みを紹介することで、北海道の魅力を再認識するきっかけを作れた番組

だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

       “町認定”とうたうことについて行政の許可が必要なわけではない。店と

しては「町の認定です」というフレーズがあれば、客に安心感を持ってもら

えると考えている部分もあると思う。地元への還元は、居酒屋をきっかけに、

都会から田舎町に足を運んでくれる人がいることだと思う。八雲の牛乳を使

っていると表記すれば、「八雲町においしい牛乳がある」と知ってもらえる

効果がある。店はビジネスとして軌道に乗せていきたいだろうが、それは今

後の経営努力によるもの。ＮＨＫとしてはこういった取り組みを応援したい

という思いで番組を作った。 

 

○  １月２４日(金)の北スペシャル「ソチへ 心ひとつに ～カーリング女子日本代表

～」を見た。最終予選の試合を丁寧に紹介して、代表選手たちがどんな苦労を乗り越

えて五輪出場を決めたか詳しく知ることができた。カーリングのルールを知らない人

が多いと思うので、その解説をもう少し増やしたほうが、分かりやすい番組になった

と思う。 
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○  北スペシャル「ソチへ 心ひとつに」を見た。今回のソチ五輪での活躍を予感させ

るようなチームの成長ぶりがよく表現されていた。代表メンバー一人ひとりに丁寧に

インタビューをしていて、人柄や個性、ソチ五輪への思いがよく伝わる内容になって

いた。 

 

○  １月２９日(水)の「ニュース北海道８４５」を見た。車の追突事故の現場から記者

がリポートしていたが、吹雪の中で寒そうな格好でリポートしていたことが気になっ

た。防寒対策をしっかり行った上でリポートしたほうが、伝えるべき情報が視聴者に

伝わるのではないか。 

 

○  ２月３日(月)の「ネットワークニュース北海道」を見た。中継で自衛隊真駒内駐屯

地にあるトレーニング施設を紹介していたが、道内で同じような施設が設置されてい

る駐屯地はいくつあるのか、一般にも開放しているのかなどの情報も伝えてほしかっ

た。 

 

○  ２月３日 (月 )の穴場ハンター「岩見沢で鬼のような穴場を探せ！」 (総合  後

10:55-11:19 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。岩見沢市は豪雪のまちというイメージがあったが、

特産物のキジドリや、高校生が地元をＰＲするためにゲームを制作していることなど、

広く知られていない地域の魅力を伝えていた。 

 

○  道内向けのニュースでもソチ五輪について伝えることが多いが、選手の活躍に対し

て地元でどういった反応があるかを伝えるパターンが多い。毎回同じ見せ方なので、

演出を変えられないか検討してほしい。地元の選手だけでなく、オランダなどなぜメ

ダルをいくつも取っている国があるのかといった観点でニュースにしてもらうとよ

り楽しく見ることができると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

選手が活躍したりメダルを取ったときに地元の反応を伝えるニュースが多

いという指摘については、セキュリティーが厳しく制約があるなかで、伝え

る方法が限られていたこともあり、ご指摘のような報道となった。北海道ゆ

かりの選手のプロフィールなどは１年半にわたってニュースや番組で伝え

てきたが、ソチ五輪が終わった後には、勝因や敗因を分析し伝えていければ

と考えている。 

現場のリポート時にはその場に適した服装をするよう、今後も心掛けてい

く。 
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○  １月６日 (月 )のワイルドライフ「世界遺産 知床の海  コンブの楽園から

命あふれる」は、知床の海にある流氷の下で昆布が生命を育む様子を、事細かく伝え

ていた。海の生き物たちの生活が色彩豊かに映像化されていて、ナメダンゴなど小さ

な生き物にとって昆布や流氷がどれだけ重要な存在かを知ることができる番組にな

っていた。 

 

○  ２月１７日(月)のひるブラ「冬もポカポカ 北の大地の羊毛～北海道池田町～」と

１８日(火)のひるブラ「豆と生きる北の街～北海道本別(ほんべつ)町～」を見た。多

種多様な羊毛と豆を紹介していて、勉強になる番組だった。しかし、紹介していたお

店の情報が乏しく、最後までどこのお店か分からなかったことに不満が残った。 

 

○  ２月３日(月)のクローズアップ現代「今度こそメダルを～上村愛子 ３４歳の挑戦

～」を見た。フリースタイル・女子モーグルの上村愛子選手のトレーニングに懸ける

姿に密着していて、見ごたえがあった。ルール改正についても、説明がしっかりでき

ていた。 

 

○  ２月１７日 (月 )のＮＨＫスペシャル「羽生結弦 金メダルへの道」 (総合  後

8:00-8:45)を見た。バンクーバー五輪後のルール改正の説明や、今のフィギュアスケ

ートにおける４回転ジャンプの重要性を、図で解説したことで分かりやすい構成にな

っていた。今回のソチ五輪で引退するプルシェンコ選手のツイートを紹介することで、

フィギュアスケートの世代交代をうまく表現していた。 

 

○  ソチ五輪の女子カーリングの中継では、敦賀信人さんの解説が分かりやすく、聞き

やすかった。アイスホッケーやカーリングの日本戦以外の試合、強豪国同士の試合を

もっと見たいと感じた。 

 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１５日（水）、ＮＨＫ札幌放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、ドキュメンタリー同期生「俺は間違っていない～スキージャンプ 長

野五輪組～」について説明があり、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子 （（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  小沢 信行 （北海道新聞社論説委員） 

坂本 昌彦 （（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

柴田  悟 （月形町農業協同組合代表理事組合長） 
中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 
 

 

（主な発言） 

 

＜ドキュメンタリー同期生「俺は間違っていない～スキージャンプ 長野五輪組～」 

(総合 １２月２４日(火) 後 10:55-11:20)について＞ 

 
○  葛西紀明選手が、長野五輪のジャンプ団体戦で金メダルをとった試合を「落ちろと

思いながら見ていた」と言っていた。選手の本音を聞き出したよいインタビューだっ

た。船木和喜選手は、ジャンプを続けるための資金作りに苦労している様子だったが、

ジャンプ選手１人がオリンピックを目指すために、どのぐらいお金が必要になるのか

知りたいと思った。名寄市で行われた大会でジャンプ台の雪が崩れた時、指導者とし

て来ていた原田雅彦さんが「船木のために」といってコース整備に協力していたが、

ふだんからそういうものなのか疑問に感じた。 
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○  葛西選手が厳しい練習に挑んでいることや、船木選手がプロの道を選び、自ら資金

作りに奔走していることなど、選手がふだんからどれだけ努力をしているか知ること

ができた。船木選手の活動を見て、スポーツ選手にとってスポンサーの重要性が分か

った。葛西選手の優勝への思いが伝わってきて、ソチ五輪につながる内容になってい

た。 

 
○ 「メダルを取らないと意味がない」「どれが正解か分からないけれども、自分の思

ったことをやることが正解だ」といった言葉から、船木選手の人柄が伝わってきた。

アップルパイを売りながら「本職はジャンプ」と言ったシーンからは、船木選手の強

い思いが伝わってきた。葛西選手が「落ちろと思いながら見ていた」と言う発言があ

ったが、もっと深い思いがあったのではないか。 

 

○  葛西選手と船木選手の練習方法の違いや、大会出場に向けた資金作りの苦労などを

知ることができた。スポーツ選手に対する国からの支援がまだ金額的に低いのではな

いかと感じた。葛西選手のインタビューからは、とにかく金メダルを取るしかないと

いう意思の強さや意気込みが感じられた。２人をよく知る原田さんが出演していたの

で、もっと原田さんから２人について多く語ってもらってもよかったのではないか。 
 
○  長野五輪で金メダルをとった船木選手と、メンバーに入れなかった葛西選手が、異

なる環境に身を置いて今に至った経緯がよくまとめられていた。「船木選手が日本人

でただ１人のプロ」とナレーションがあったが、プロとアマチュアの違いが分からな

かった。もう少し説明が必要だった。 

 

○  船木選手がプロとして活動していると説明があったが、プロのスキージャンパーと

いうのはどういう基準でなれるものなのか、疑問に思った。長野五輪のジャンプ団体

戦で代表から外れたことが、今の葛西選手の不屈の精神につながっているのではない

かと感じた。世界の頂点を目指すアスリートたちが、どんな思いで努力をしているの

かが伝わってきて、若いアスリートたちにヒントを与えるような内容になっていた。 

 

○  長野五輪で明暗を分けた葛西選手と船木選手の軌跡が分かりやすく伝えられてい

た。スポーツを超えて、人生の難しさや面白さというものを考えさせてくれる番組に

なっていた。アップルパイを焼いたり金メダルをお客さんに触らせたり、スポンサー

への営業を年間 200 日しているなど、船木選手が競技のためにどういう活動をして

いるのかよくまとまっていた。葛西選手の紹介では競技に焦点が当たり過ぎていて、

葛西選手の生活感が伝わる部分がほとんどなかった。もっとふだんの生活のエピソー

ドを盛り込んでほしいと思った。葛西選手が船木選手に対し、今どういった感情をも
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っているのか、どういう風に船木選手の活動を見ているのか知りたかった。長野以降

の２人の関係性がよく分からなかったので、そういった部分も伝えてほしかった。 

 

○  船木選手と葛西選手、相反する２人に注目したことがとてもよかった。葛西選手の

インタビューで「落ちろと思いながら見ていた」というストレートな言葉があったの

に比べ、船木選手のインタビューでは本音をいまひとつ引き出せていなかった印象を

受けた。船木選手が長野五輪後に新たな目標が見つけられなかった理由や、所属して

いたチームを辞めることになった理由がよく理解できなかった。長野五輪後のジャン

プ競技でのルール改定に触れていないことに疑問を感じた。スポーツの世界で生きて

いる人物を取り上げたことで、人生は先のことが分からないし、今が全てではないと

いうことを、視聴者が自分自身に重ねて見られる内容になっていた。 

 

○  船木選手の思いの強さをもっと深く掘り下げてほしかった。語りに佐々木蔵之介さ

んを起用したのはよかった。淡々と分かりやすく話していて、番組に重みを持たせた。

この番組を見て、選手の悩みや苦労が分かったので、ソチ五輪に出場してメダル獲得

に挑んでいる選手たちを応援したくなった。 

 
○  「俺は間違っていない」という刺激的な表現で興味を引くタイトルだったと思う。

葛西選手は１日６時間自分を追い込むトレーニングを行い、船木選手はスポンサー集

めに全国を奔走する様子が紹介されており、２人の異なる環境と苦悩を比較しながら

見ることができた。船木選手が日本で唯一のプロジャンパーと紹介していたが、なぜ

日本には１人しかいないのか、プロとアマチュアの違いの説明を聞きたかった。 

 
○  同じ長野五輪に出場しながら、金メダルを取れた者と取れなかった者のその後や、

ソチ五輪に懸ける思いなど、対象的に表現できていた。葛西選手の「落ちろと思いな

がら見ていた」という本音の言葉をよく引き出せていて、メダルへの強い思いが伝わ

ってきた。船木選手はジャンプをするための資金集めに時間を取られ、大会前に十分

な準備ができていないということが分かり、本人の葛藤もインタビューの表情から伝

わってきた。競技に集中して取り組める環境がいかに大切なものであるか、両者を比

較しながらよく見えたと思う。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組は「人生」や「生き方」をテーマにした番組である。

コーチの原田さんがコース整備をする場面は、船木選手と原田さ

んの関係性を考え「船木のために」という言い方をしたが、実際
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は船木選手を含む参加選手全員のために整備を手伝ったという意

味合いだった。葛西選手が「落ちろと思いながら見ていた」と言

っていたが、長野五輪のときのジャンプ選手は、チームメイトに

もライバル心むき出しで、決して仲がよいチームではなかった。

他の選手を蹴落としてでも自分は１メートルでも先に飛ぶという、

強烈なプロ意識、ライバル意識があったからこそ、団体のときに

金メダルが取れた。そういったライバル心から葛西選手は「落ち

ろ」と願ったのだと思う。原田さんの登場が少なかったのは、２

５分の中で長野五輪の代表選手を均等に取り上げてしまうと番組

として焦点が絞れなくなってしまうため、今回は一番対照的な２

人に絞った。スキージャンプのプロは、実業団に所属せず、スポ

ンサーからの支援と賞金で活動していく選手のことだが、もっと

分かりやすくすべきだった。長野五輪後は、不況の影響で実業団

に所属して競技を続けることに疑問が持たれた時期だった。当時

は独立を宣言してプロになったと報道されたこともあったので、

プロという表現をした。葛西選手がもつ船木選手への評価は、イ

ンタビューしたのだが葛西選手にはぐらかされてしまった。選手

としてのプライドなどもあり、答えてくれない部分もあると思う。

できる限り引き出そうとしているが、今回は難しかった。 
 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

 
○  １２月１３日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「家族でつかん

だソチ～アイスホッケー・床亜矢可～」を見た。手術に臨む床選手のアイスホッケー

に対する熱意と、床選手を支える家族愛が伝わってきた。 

 

○  １２月２７日(金)の「ニュースハイライト北海道２０１３」(総合 後 5:10-7:00 北

海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。伝える側としてはさまざまな出来事を紹介したいのかもしれない

が、視聴者としてはもっと掘り下げた紹介がほしかった項目がいくつかあった。北海

道の１年間を総括できた意義深い番組だったと思う。 

 
○  １２月３１日(火)の「ゆく年くる年」(総合 後 11:45-翌前 0:15)を見た。枝幸町か

らの中継は、300 キロの牧草ロールを若者たちが担ぎ、歌登八幡神社に祈願するとい

うユニークなみこし行列の中継だった。牧草ロールがなかったころはどのように積み
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上げていったのかなど知りたくなった。真夜中の富士山を超高感度カメラで撮影した

映像はとても幻想的で、印象深く残った。 

 
○  １月１日(水)の皇室の宝「第１夜 日本の危機を救った男たち」と２日(木) の「第

２夜 世界が認めたジャパン・パワー」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:00-7:59)は、京都の皇室所

蔵品の展覧会の話で、所蔵品の説明、制作者の生き方がドラマになっていて分かりや

すくてよかった。 

 
○  １月１日(水)の正月時代劇「桜ほうさら」(総合 後 7:20-8:48)を見た。８８分の

番組にしたためダイジェスト版のようになってしまっていた。宮部みゆき作品の持つ

重厚さが生かされておらず、物足りなさを感じた。主役を演じた俳優は、原作の若侍

のイメージとかけ離れており、違和感があった。 

  
○  １月２日(木)のさわやか自然百景 新春特集「水の国 日本」(総合 前 8:10-9:39)

を見て、改めて北海道のすばらしさを認識できた。番組は４つの章に分けて整理され

ていたため、８９分という時間の長さを感じず、スケールの大きい壮大なドラマを見

たような印象が残った。落石岬の海霧の紹介では、自然が作り出す水の循環過程に感

動し、したたり落ちる水滴の映像に大きな生命力を感じた。 

 

○  １月６日(月)の「ネットワークニュース北海道」では、今年注目すべき項目がまと

めて紹介されていた。年頭のニュースで注目される問題を取り上げて取材記者が解説

するよい企画だった。ＪＲ北海道については見たことのある情報が中心となってい

た。経営陣のインタビューなどを盛り込んでほしかった。取材した記者の視点での問

題提起があってもよかったのではないか。 

 
○  １月６日(月)の脳内ドキュメンタリー 考える人「ウエディングドレスデザイナー 

伊藤羽仁衣」(総合 後 10:55-11:19 北海道ブロック)は、ドレスのデザインができる

過程は伝えていたが、ドレスの製作過程の映像がなかった。できあがりまでにどうい

った手順があり、苦労があるか伝えてほしかった。 

 

○  １月１０日(金)の北海道クローズアップ「地域で支える認知症」では、認知症の

早期発見・早期治療のための施策や支援団体を紹介するなど、とても役に立つ情報

を提供していた。視聴者は、自分の立場に置き換えて認知症という問題を乗り越え

なければいけないと感じたと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「地域で支える認知症」を見て、認知症について新しい知識
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を得ることができた。早期診断の重要性や家族の悩みの共有、孤立化の防止など当事

者の話を聞くことで理解が深まり、地域で支える必要性を改めて考えさせられた。一

方で過疎化が進む地域では、地域で支えることさえもできなくなっていく懸念があ

る。認知症に対する過疎地での新たな取り組みなどを取り上げ、掘り下げてほしい。 

 
○  北海道クローズアップ「地域で支える認知症」は、自分が高齢になったときに、周

りの同年代の人に何をしてあげられるのか考えさせられた。 

 

○  北海道クローズアップ「地域で支える認知症」を見た。「認知症カフェ」という取

り組みは初めて知るもので、勉強になる番組だった。認知症に関わる機会がない人に

とっても、介護している人たちが悩みをお互いに話し合い、苦労を分かち合うシーン

はとても印象的で、認知症について考えさせるきっかけになった。 

 
○  北海道クローズアップ「地域で支える認知症」を見たが、「地域で支える」という

テーマは、今後増え続けていく認知症にどう向き合っていくか方向性を示すものだっ

たと思う。スタジオゲストのコメントに具体的な提言がなかった。認知症カフェを増

やしていくためには何が必要か、どういった行動をしていくべきかコメントがほしか

った。アナウンサーとゲストとの掛け合いにぎこちなさを感じる部分もあった。ＶＴ

Ｒはとてもリアリティーがあり、認知症患者の家族の大変さが実感できたので、ＶＴ

Ｒの時間を増やしたほうが、現状がより伝わったのではないかと思った。 

 
○  北海道クローズアップ「地域で支える認知症」を見たが、６５歳以上の６人に１人

が認知症に該当する事実は驚きだった。加齢からくる物忘れなのか認知症の初期症状

なのかは、どういった区別がされ、どのような違いがあるのか説明がほしかった。高

齢者ほど社会的なつながりを持ち、触れ合うことが非常に重要であると再認識させて

くれる番組だった。 

 

○ １月１０日(金)の北海道中ひざくりげ「誇りをもって いまに生きる～阿寒湖ア

イヌコタン～」(総合 後 8:00-8:25 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)では、インタビューで阿寒湖のア

イヌの人たちがどんな歴史を歩んできたか、将来に向けて今どのように取り組んで

いるかを、分かりやすく説明していて理解が深まった。 

 
○  北海道中ひざくりげ「誇りをもって いまに生きる」を見た。阿寒の観光をアイヌ

文化を中心とした観光にしていこうという取り組みが進んでいることが分かったが、

民芸品を売るだけの観光とは何が異なっているのか、もっと分かりやすくまとめ、伝

えてほしかった。 
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○  北海道中ひざくりげ「誇りをもって いまに生きる」を見た。久保田茂アナウンサ

ーがアイヌの人たちの家の中に入っていくなど、いま彼らが実際にどのような生活を

しているのか見せたり、その場でアイヌについて聞いてみる手法をとったら、もっと

アイヌの現状が伝えられたのではないか。 

 
○  北海道中ひざくりげ「誇りをもって いまに生きる」を見た。番組を見ていて疑問

に思うタイミングで、その疑問を解消するＶＴＲや取り組みが紹介されており、流れ

がスムーズだった。旅気分を味わいながらも、アイヌ文化について学ぶことができた。 

 
○  北海道中ひざくりげ「誇りをもって いまに生きる」は、２人のアイヌの木彫作家

にアイヌ文化を語ってもらっていて、とても理解しやすい内容だったと思う。儀式・

儀礼の道具作りや、狩猟中心の生活から木彫技術が不可欠なものになったというこ

と、阿寒湖アイヌ文化の歴史など、初めて見た人にも分かりやすく印象に残る伝え方

だったと感じた。 

 
○  １月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「シリーズ“ジャパン ブランド” 第１回 “食

と農”に勝機あり」を見たが、スタジオゲストの人選がよく、三者三様の視点で意見

を述べていて、説明内容が分かりやすかった。テロップで言葉の補足があり分かりや

すく伝えるための工夫が見られた。 

 
○  １月１３日(月)のクイズ！北海道１００年ニュース「新春編」では、ＶＴＲで映像

が流れているときにゲスト３人の表情を小画面で入れる必要があったのか疑問に感

じた。 

 

○  １月１３日(月)のワイルドライフ(再) 「世界遺産 知床の海 コンブの楽園から

命あふれる」は、コンブの森が豊かな生態系を作り出していることを分かりやすくま

とめていた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

認知症と物忘れの差については短く触れる手もあったと感じている。今回

取り上げた認知症カフェと初期集中支援チームは、去年の４月から始めた国

の認知症施策により推進されている取り組みだ。北海道では苫小牧市が名乗

りを上げたことをきっかけに取材をした。道内の他の自治体の取り組みはど

うかといった点も今後放送しなければならないと考えている。福祉問題は、
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プライバシーや個人情報の取り扱いが難しいことが大きな障害となってい

るため、その課題についても今後取り上げていくべきだと感じている。スタ

ジオのテンポが悪いと指摘があったが、生放送のため質問のやり取りが少し

ずれてしまうとなかなか立て直しが利かなくなる。事前収録すると、放送の

直前で変化が起きたときにそれが盛り込めなくなってしまうため、生放送で

伝えている。今後はやりとりも含め、番組の質の向上を図っていく。 

「北海道中ひざくりげ」は長寿番組なので、２０年前と同じように作って

いていいのかといった課題がある。しかし、むやみに変えてはいけないとい

う思いもあり、現在試行錯誤している段階だ。最近は歴史を振り返る映像を

盛り込み、旅先の地域でいつどんな出来事があったのかを紹介することで、

番組に厚みを出している。アイヌの今の生活を伝えるために家を訪れること

も可能だと思うので、次に機会があれば挑戦してみたいと思う。 

「脳内ドキュメンタリー 考える人」について、ドレスを作る過程は全て

追うと３か月くらいかかってしまう。番組のコンセプトは、プロフェッショ

ナルがどこに着目し、どの瞬間に何を考えて判断するのか、どういう思考過

程があるのかを浮き彫りにしていくことであり、伊藤羽仁衣さんにとって

は、依頼人から話を聞いて相談を重ね、イメージをその場で絵にして見せる

ことがポイントだと思ったので、今回はこの部分に焦点を当てて制作した。 

「ニュースハイライト北海道２０１３」については、ＪＲ北海道とＴＰＰ

(環太平洋パートナーシップ協定)に関する新しい素材が乏しかったと思う。

現在ＪＲ北海道は国土交通省の管理下にあって、一切勝手に発言してはいけ

ないことになっていたり、分かった事実も公表してはいけないとされている

ため、経営陣のインタビューも撮ることができなかった。継続的に取材を申

し入れているが、なかなか取材の許可が出ない。近日中に業務改善命令など

の措置が出る予定なので、それを踏まえて詳細を今後も取り上げていきたい

と思っている。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１８日（水）、ホテルモントレ エーデル

ホフ札幌において、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道のナンモン！「いよいよ大詰めＴＰＰ！どうする北海道」について説明

があり、放送 番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子 （（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  小沢 信行 （北海道新聞社論説委員） 

坂本 昌彦 （（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

柴田  悟 （月形町農業協同組合代表理事組合長） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道のナンモン！「～いよいよ大詰めＴＰＰ！どうする北海道～」 

(総合 １１月２２日(金) 後 7:30-8:45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)について＞ 

 

○  ＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)に参加した場合に、各分野で予想される問

題点を掘り下げていた。また、その利点も幅広く取り上げていた。一般市民の意見を、

街頭インタビューではなく、札幌局のロビーに集まってもらった人たちから聞く演出

にしたのは新鮮に感じた。「価格が安くなるのではないか」「自給率が下がるのでは

ないか」「安全・安心の面が心配だ」といった疑問に対し、具体的に試算された数字

を示しながら説明したことで理解が深まった。大豆やオレンジの輸入自由化の歴史や、

当時の生産者の取り組みを紹介するなど、今後北海道の農家がすべきことを示すこと

ができた。 
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○  ＴＰＰの問題では、賛成か反対かという話になりがちだが、今回は、そもそもＴＰ

Ｐとは何か、ということを分かりやすく伝えることに重きを置いており、斬新だった。

身近な問題としてとらえていない人が多い中、今回の内容はすばらしかった。専門家

の「われわれ消費者の行動が問われていくのだ」という発言や、芽室町の農家の「生

産者と消費者の距離を近づけていきたい」という発言に納得ができた。日本酒の海外

輸出が米農家によい影響を与えるのではないかという発言があったが、関税撤廃によ

って日本酒がどの程度売れるのか、その場合、米農家の収益はどのくらい取り戻せる

のかといった具体的な金額などに落として伝えられればなおよかった。 

 

○ 牛肉や米、バターなど北海道ゆかりの食品ごとにどのくらい関税がかかるか説明し

ており、番組を見た人はＴＰＰを身近に感じることができたと思う。米の価格が安く

なると紹介していたが、消費者が単に安いものを求めているのか疑問を投げかけたう

えで、街角やスーパーから中継で一般市民に聞くような場面があるとよかった。ＴＰ

Ｐへの参加で自給率が現在の４０％から２７％まで落ち込むと言っていたが、その要

因などもっと具体的な説明がほしかった。 

 

○  国産品は品質の高さや安全・安心などの付加価値をつけることで、輸入品と差別化

されて市場に出ているといった事例が具体的に紹介されていて分かりやすかった。Ｔ

ＰＰについての知識が一般市民と同じレベルのタレントを呼んで意味があるのか疑

問に思った。一般市民を代表して同じような感覚でリアクションをしてもらうにはい

いかもしれないが、アナウンサーが話を振っても、ゲスト２人が毎回同じような答え

だったことに違和感があった。視聴者をＮＨＫロビーに招いてインタビューしていた

が、一体感がないように感じた。出演者と同じスタジオフロアに集めたほうが、もっ

と盛り上がったと思う。 

 

○  関税撤廃による北海道への影響や、地域経済の損失、離農を余儀なくされる農家の

戸数など、具体的な数字を出して説明ができていた。農業に重点を置いた番組構成と

なっていたが、その他にも混合診療の問題や国民皆保険の見直しなど、ＴＰＰの影響

を受ける案件は多い。農業以外の問題も番組で取り上げるべきだ。今後もＴＰＰの動

向に注目し、ニュースや番組で情報を提供してほしい。 

 

○  ＴＰＰの先行きに危機感を持つのは当然だが、マイナスの部分が強調され過ぎたよ

うに感じた。第１次産業だけでなく、第２次産業や第３次産業への影響についての情

報が足りなかった。ロビーに招いた一般市民のコメントにも偏った意見が多かったよ

うに感じた。大豆の輸出や小樽の酒造会社の取り組みについての情報は、初めて聞い
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たことではなかったと思う。いくつか新しい動きについて盛り込んだほうがより魅力

的な番組になったと思う。難しいテーマを取り上げる場合、分かりやすく丁寧に説明

をするためにある程度の時間は必要だと思うが、７５分は長すぎると感じた。 

 

○  土鍋で炊いたご飯やローストビーフなど、暮らしに身近な食べ物から説明に入った

のは、「ＴＰＰはよく分からない」という人たちに興味を持たせる効果的な演出だっ

た。ロビーに一般市民を招くというアイデアはよかったが、番組に生かし切れていな

かった。関税が撤廃された場合、輸入米がいくらで出回るのか、具体的な数字がある

と視聴者も興味を持ちやすいと思う。冷夏で国内産の米が不足し、タイ米を輸入した

年があった。スーパーから国内産の米がなくなることは衝撃的だったので、その映像

を流せば“あのときは困った”“タイ米はおいしくなかった”など当時の心境を思い

出しながら今回と比較して考えることができると思う。農家にとっては高品質なもの

を作ったり、市場のニーズを捉えた食品を作る選択肢があると説明していたが、高価

な商品を買うことができない消費者は安い輸入品しか買えなくなる。それで安全・安

心が担保できるのだろうか。消費者の立場に立った伝え方で、考えるきっかけを作っ

てほしい。 

 

○  クイズやグラフを使って分かりやすい内容となっていた。関税撤廃を想定した説明

があったが、最悪のケースを考えすぎている印象だった。牛肉自由化のケースでは、

酪農家の戸数は３割減ったが、１戸あたりの生産量や単価は上がったことにも触れる

必要があったと思う。北海道農業は守らないといけないと思うが、関税の問題だけで

はなく、さまざまな要因も合わせて考えるべきだ。 

 

○  ＴＰＰの影響の大きさをローストビーフやご飯の量で見せる手法は、非常に分かり

やすくてよかった。ロビーに招いた一般市民へのインタビューは、番組の流れを止め

てしまっていた。ＴＰＰ自体の歴史や背景の説明がもっとあれば分かりやすくなった

と思う。どこの国が最初に提案し、どのような経緯で現在に至ったかを教えてほしか

った。オレンジや牛肉の輸入自由化の際の大騒ぎを思えば、今回は希望が持てるので

はないか。 

 

○  図やグラフを使いビジュアル的に見せることで知識のない人にも伝わりやすい内

容となっていた。数字が出てくる場面も多かったが、数字に対する説明も分かりやす

くまとめられていたと思った。日本産の食べ物が海外から注目されていることや、消

費者が高い品質を求めていることを紹介したことで、関税が撤廃されたとしても、生

産者が市場のニーズに応えていくことで大きな損失を回避できるという期待を感じ

られた。 



 4

 

○  番組が終わったときには頭の整理がつかなかった。いろいろな要素を盛り込みすぎ

た印象があった。なぜ日本はＴＰＰに参加しなければならないのか、参加しなかった

場合に日本がどのような立場に置かれるのか、説明が必要だった。北海道の食材を並

べて、関税の有無を量で比較していたが、具体的な価格差で示したほうが視聴者には

分かりやすかったのではないか。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組は、北海道の課題を徹底的に分かりやすく伝えること

を目的にしている。食料を守るという考え方がベースにあったた

め、他の産業におけるプラス面を入れたほうがよかったという意

見や、食材の量ではなく価格で違いを示すべきだったという意見

については、発想がなかなか生まれにくかった。見終わったあと

頭の整理ができなかったという点については、番組の最後にまと

めのパートがあったほうがより理解が深まっただろうと感じて

いる。 

ロビーではなくスタジオフロアに一般市民を集めたほうがよか

ったのではないかという点は、われわれも一番議論した部分だ。

スタジオフロアに市民を集めて意見を聞くのはよくある手法で、

視聴者も展開が分かってしまう。今回は違うやり方に挑戦したが、

ぎこちない印象を与えてしまったと感じている。ロビーにアナウ

ンサーを配置すればもっと円滑に進行できたのか、場所を変えな

ければ解決しない問題なのかは次回までに検討したい。新しい話

題を加えれば、との指摘があったが、今年に入ってから「北海道

クローズアップ」や「ＮＨＫスペシャル」でＴＰＰの最新事情に

ついて放送してきたこともあり、今回は“今さら聞けないＴＰＰ”

というテーマを重視し、基本の部分から順を追って伝える構成に

した。タイ米輸入の事例は、今回あえて意図的に外したのだが、

「自由化」というキーワードにつなげたかったので、タイ米の輸

入や、異常気象の話が入るとかえって混乱を招くと考えた。消費

者の立場に立ってみると、タイ米が入ってきた時のことを振り返

るＶＴＲを見せれば、ＴＰＰによって“海外の安い輸入米が入っ

てくるのか？”という視聴者の不安に寄り添ったかたちで進行で

きたかもしれないと感じた。消費者の不安とか疑問に徹底して応

えるように番組を作ったつもりだったが、まだ思慮が足りていな
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い点もあったと思う。番組の時間が長いのではないかという指摘

については、適切なテーマを捉えて分かりやすく作ることで、見

ていても飽きず、疲れない番組にしていきたいと考えている。 

ゲストのタレントは、視聴者の代わりに疑問を投げかける立場

として必要だと考えている。今後の人選はいっそう配慮していき

たい。ＴＰＰの歴史背景については今後の番組の中に取り入れて

いきたいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２９日(金)の北海道クローズアップ「外国人患者が地域を救う！？」を見た。

外国人が日本へ治療に来ることによって、地域経済の活性化につながるメリットがあ

ると話していたが、メリットになる部分が分かりにくかった。 

 

○  北海道クローズアップ「外国人患者が地域を救う！？」を見た。視聴者が興味を持

ちにくい内容だと感じた。視聴者としては北海道の地域医療がこれからどうなってい

くかという点が切実な問題で、気になる部分ではないか。 

  

○  北海道クローズアップ「外国人患者が地域を救う！？」を見た。ロシアのどのよう

な人たちが医療サービスを受けているのか、帯広の病院がおこなう診療の費用はロシ

アの病院と比べてどれほど違うのか、医療投資の今後の見通しはどうなのかといった

ことを伝えてほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「外国人患者が地域を救う！？」は、番組内で言っていた

医療輸出という言葉が何を指しているのかが不明確だった。紹介していた病院の取

り組みがビジネスモデルとして成り立つのか、疑問に思った。“外国人患者が地域

を救う”までには課題が多くあると感じたが、地域を救うまでの道筋を番組内で紹

介してほしかった。 

 

○ １１月２９日(金)の北スペシャル「いくぞ～！北の出会い旅 シュッ！ポッポー 

七飯町」は、吉幾三さんのキャラクターやアドリブの面白さが際立っていた。地元

の特産品を見つけて、最後に吉幾三さんが料理を作ってゲストにふるまうシーン

は、単なるご当地巡りとはひと味違っていて面白かった。 

 

○  １２月４日(水)の「ネットワークニュース北海道」の中で、外国人観光客が増えた
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ことを受けて、函館の消防署が中国語の研修を始めたというニュースがあった。もし

大きな災害や事件、事故が起きた場合、現状では外国人の対応はしきれないと感じて

いる。この内容についてはもっと掘り下げて北海道の課題として再度放送してほし

い。 

 

○  １２月６日(金)の北海道クローズアップ「夢の舞台へ かけ上がれ ～カーリング

女子 北海道銀行～」を見た。若手の成長やチームワークを築いていく過程が描かれ、

チームの課題や置かれている現状が分かりやすくまとめられていた。 

 

○  北海道クローズアップ「夢の舞台へ かけ上がれ」を見た。チームが五輪を目指し

さまざまなことに挑戦していることは分かったが、チーム自体についてはプロフィー

ルをなぞっただけで、物足りなさを感じた。カーリングはほかの競技と違って国内各

チームからの選抜ではなく、チーム自体が代表となるので、北海道銀行のチームの特

徴や魅力がもっと伝わる内容にしてほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「夢の舞台へ かけ上がれ」は、どういった経緯でチームが

結成されたのか、どういったチームなのか、チームをまとめながらレベルアップを図

る小笠原歩選手の苦悩などがよくまとめられていた。 

 

○  北海道クローズアップ「夢の舞台へ かけ上がれ」は、チーム設立時の思いから世

界最終予選に向けた直近のチーム状態に至るまで､インタビューも入れてしっかり構

成されていた。小笠原選手の考え方や意思の強さ、若手選手の成長していく過程など

が紹介されており、チームの雰囲気や選手たちの人柄が伝わる内容となっていた。 

 

○  １２月６日(金)の北海道中ひざくりげ「人を運んで つないで１００年～函館・路

面電車～」を見た。運転歴６か月の新人運転士や乗車券を販売するおばあさん、同窓

会での貸切電車の活用など、盛りだくさんの内容となっていた。函館の観光資源でも

ある路面電車をＰＲしてもらった。 

 

○  北海道中ひざくりげ「人を運んで つないで１００年」を見た。今まで紹介された

ことがない内容だったため、面白く見ることができた｡新人運転士の部分は、無理や

り人間ドラマに仕立てようとしている印象で、違和感があった。 

 

○  北海道中ひざくりげ「人を運んで つないで１００年」は、内容を作り過ぎていた

印象があった。もう少し自然な形でそれぞれの地域や人物を紹介することができなか

ったのか。 
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○  １２月８日(日)のさわやか自然百景「北海道 利尻島 秋」は内容としては面白か

ったが、もう少し早い時期に放送してほしかった。 

 

○  さわやか自然百景「北海道 利尻島 秋」は、利尻島で独自の進化を遂げた生態系

を余すことなく伝えていた。 

 

○  １２月９日(月)の北海道１００年ニュース「すすきの」を見た。若い人を中心とし

た４人のゲストがいたが、７０歳以上の人をゲストとして招くことでもっと昔のすす

きのの体験談などが聞けたのではないか。 

 

○  北海道１００年ニュース「すすきの」は、今とはまるで違うすすきのの様子を見る

ことができた。バブルの一つ前の時代がディスコ全盛期だったと思うが、そのころに

ついては全く触れておらず、物足りなさを感じた。バブル期のすすきのを一番知って

いる４０代のゲストや７０歳以上のゲストも必要だと感じた。 

 

○  １２月１３日(金)の北海道クローズアップ「ヒューマンストーリー 家族でつかん

だソチ～アイスホッケー・床亜矢可～」を見た。病気を克服して、夢をあきらめたく

ないという床選手の思いや家族愛を見ることができた。 

 

○  北海道クローズアップ「ヒューマンストーリー 家族でつかんだソチ」は、選手の

表情がよく撮れていて、言葉がなくても彼女たちの心情が表情だけで伝わってきてす

ばらしかった。 

 

○  １２月１３日(金)の北スペシャル「目指せ“ワイン王国”～醸造家 ブルース・ガ

ットラヴの挑戦～」を見た。道内で生産と加工・販売の一体化を進めようという動き

がある中で、ガットラブさんのような考え方は非常に参考になると思った。傷んだ小

さな粒を一つ一つ切り落としていく映像など、ワイン造りの難しさが伝わり、見ごた

えがあった。一方で、ガットラブさんがワインを楽しんでいる映像などが少なかった

ため、日常の暮らしや人柄が伝わってこなかった。 

 

○  北スペシャル「目指せ“ワイン王国”」は、ワインが北海道の新たな産業になって

いくのではないかという期待を持ちながら見た。ガットラブさんは「自分でプライス

をつける仕事がしたかった」と言っていたが、ＴＰＰに翻弄されている北海道の生産

者たちにとっては、力強く感じたと思う。 
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○  北スペシャル「目指せ“ワイン王国”」は、今後の北海道ワインの品質や知名度の

底上げが期待できる内容だった。 

 

○  北スペシャル「目指せ“ワイン王国”」を見て、北海道の各地方でさまざまなワイ

ンが造られているということを初めて知った。手間暇かけて造っている過程や、地域

の取り組みなどが紹介されていて、北海道のワインの魅力が伝わる内容だった。 

 

○  １２月１５日(日)の北の文芸館２０１３「朗読と音楽のライブセッション」(総合 

後 4:35-5:29 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。バイオリンの音色に乗って耳から聴く文学作品

というものは、ふだんの読書と趣が異なってよかった。 

 

○  １２月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「和食 千年の味のミステリー」(総合 後

9:15-10:04)を見て、米こうじが日本にしかないことや、種こうじ屋という店がある

ことを初めて知った。こうじの花の咲く様子を映像で見せたり、刺し身の切り方によ

ってしょうゆの乗り方が違うことを紹介するなど、和食の奥深さを伝えていた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

意見があった地域医療や医療過疎については、今までさまざまな番組で取

り上げてきた。今回は北斗病院の海外進出の話題を中心に、北海道に来てい

る外国人が病気になったときにどうするのかという問題にまで話を広げて

みたが、番組で何を伝えたいのかぼやけた印象になってしまったと感じてい

る。 

「北海道中ひざくりげ」は、いま演出方法を試行錯誤している段階だ。札

幌局では「北海道中ひざくりげ」と「いくぞ～！北の出会い旅」の２つの旅

番組を制作している。「ひざくりげ」の持ち味を生かすためにさまざまな手

法を試しているが、無理やりメロドラマにするつもりはなかった。印象的な

映像を使ったつもりだったが、今後は作り手の作為を感じられるようなこと

がないようにしていきたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、２０日（水）、ＮＨＫ札幌放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道クローズアップ「安全はどこへ ～ＪＲ北海道 最新報告～」について

説明があり、放送 番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子 （（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  小沢 信行 （北海道新聞社論説委員） 

坂本 昌彦 （（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

柴田  悟 （月形町農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子 （北海道消費者協会会長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜歴史秘話ヒストリア「少年よ  大志を抱け！～クラークと教え子たちの  

北海道物語～」 (総合 １０月３０日(水))について＞ 

 

○  全体的に分かりやすく、映像だけでも内容が伝わってきた。しかし、クラークが言

った“Boys, be ambitious.”という言葉が、なぜこれほど日本人に知られているのか

疑問が残った。 

 

○  クラークが自ら企画して農科大学を作り、学長を務めたことや、南北戦争に当時の

教え子たちとともに出征したことなど、初めて知ることができた。一般的なクラーク

博士についての書物に載っていないようなことも、短い時間の中でしっかりと紹介し

ていた。“Boys, be ambitious.”の後に“like this old man”という言葉が続いてい

ることは、北海道大学構内にある胸像にも書かれていない。北海道大学生を含め、一
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般的に解釈している意味とだいぶ違うものがあったのではないかと感じた。クラーク

の教え子たち１５人が、その後の日本の酪農の発展において、また明治政府の中で活

躍したと紹介していたが、具体的にどういった活躍をしたか説明がなかった点が少し

物足りなかった。 

 

○ 内容は分かりやすかったが、クラークの人となりが伝わってこなかった。クラーク

は学生たちに愛され、尊敬されていたと説明があったが、なぜ８か月しか滞在してい

なかったクラークがこれほどまでに慕われたのかつかみ切れなかった。再現ＶＴＲで

もその部分を表現し切れていなかった。船の中で学生が酔っ払って暴れたときクラー

クはどうしたのか、農学校の厳しい校則がどのように作られ、クラークがどのように

関与していなかったのかなど、クラークの存在が感じられない時間が多かった。クラ

ークが四つんばいになり、生徒に「私の上に乗れ」と言ったことはこの時代ではあり

えなかったと説明があったが、その時代を経験していない若い世代には、教師と生徒

の間の垣根を越えたきずながあったものだと感じられるか疑問が残る。日本での８か

月が、クラークのその後の人生にどのような影響を与えたのかについても知りたかっ

た。戦時中に接収されたクラーク像が再建されたとき、どのような人たちが、どのよ

うな思いで再建したのかということも描くべきだった。クラークと学生のきずなを一

番実感できたのは手紙や手記など実在のものを紹介されたときで、特に帰国後の手紙

のやり取りはユーモアが感じられて面白かった。全体的に手を広げ過ぎた印象があり、

少し絞りこみ、内容を掘り下げたほうが、クラークの人となりが浮かび上がってきて、

“歴史秘話”となったのではないか。 

 

○  具体的に面白いエピソードが再現されていて、楽しく見られる番組になっていた。

クラークが学生たちと強いきずなを築くことができたと強調していたが、クラークは

札幌に８か月しかいなかったのになぜ学生と信頼関係が築けたのか疑問が残った。生

徒が署名した誓約書には「イエスを信じる者の誓約書」と書いてあった。あの学校の

第１期生はクラークの影響下でほとんどの生徒がキリスト教に入信したと言われて

いる。キリスト教の信仰を通じた師弟のきずなということについては番組で触れてい

なかったが、ここは非常に重要なポイントであって、紹介すべきだったと思う。そう

することで、納得が得られるのではないか。北海道大学にはクラークの精神が今も生

き続けていると紹介していたが、今の学生たちにも同じことが言えるのか、取材して

ほしかった。私の感覚からはかなりズレがある。進行役のアナウンサーがいつも和服

で出演しているが、大学のキャンパスの中や北海道の風景の中ではそぐわないと感じ

た。テーマと場所に応じて、服装も替えていくべきではないか。 

 

○  クラークの偉大さや人間性を感じることができた番組だった。日本から依頼があり
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来日したと紹介があったが、どういう人脈があったのか、理解しづらい部分があった。

クラークが牛の飼料となる牧草栽培を広めようとして、農家に理解されなかったとあ

ったが、なぜ農家が敬遠したのか説明してほしかった。今でも北海道の酪農の象徴で

あるモデルバーン式牛舎があちこちに残っている。私も仕事上、モデルバーン式牛舎

を使った経験があるが、クラークが発案して作られたと初めて知ることができた。ク

ラークが発見した“クラーク苔（こけ）”が今でも存在しているのか、気になった。

現在これだけ北海道の酪農が盛んになった礎は、クラークとその教え子たちの努力が

あって築かれたのだと改めて知ることができた。 

 

○  クラークについての秘話がふんだんに盛り込まれていた。クラークがアメリカで体

験した内戦と、日本で起きていた内戦を重ね、思いを語るところに興味が持てた。赴

任して間もないクラークと学生たちが、どのようにコミュニケーションをとったのか

説明がほしかった。 

 

○  モデルバーンの造り、そして札幌市の時計台がバルーンフレームという構造になっ

ていることを初めて知り、番組を通して北海道の建物について新しく学ぶことができ

た。新島襄がクラークに学んだと言っていたが、いつどこで学んだのか番組では触れ

ていなかったのが残念だった。日本人の使者がマサチューセッツ農業大学に行き、北

海道で酪農の専門家を育ててくれと懇願していたが、誰がクラークを呼ぼうと考え、

誰が彼の元に依頼に行ったのか、説明が必要だった。また、なぜアナウンサーが着物

で出ていたのか疑問に思った。 

 

○  クラークについて学校の教科書で学ぶ機会はあったが、改めてクラークの足跡を学

ぶことができて、有意義な番組だった。アメリカの当時の歴史や、クラークの生い立

ち、経歴の説明があり、整理されていて分かりやすく、理解が深まった。歴史の舞台

ではいつも、強い権力を持つ人々が主役となるが、当時の若者たちの置かれた心情や

状況をかいま見ることができてよかった。「夜に先生の部屋へ行って、人生のことな

どを語り明かした」と言っていたが、言葉の壁をどのように越えたのか知りたいと思

った。教え子たちがその後どのように活躍したのか紹介があれば、現代につながるポ

イントが分かりやすくなったのではないか。アナウンサーが北海道大学を歩いている

着物姿に違和感があった。番組では、割り当てによっていつ北海道に関する内容を放

送するかを決めているのか。北海道には農業の発展に大きく貢献した中山久蔵もいる。

今後こういった人も歴史番組で取り上げてほしい。 

 

○  クラークは教育者で、宗教家として優れた人物だったと伝わってきた。クラークは

農業を主軸としたカリキュラムの大学をアメリカで 初に作った人だったと言って
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いたが、説明が不十分で分かりづらかった。なぜクラークに日本の農業者の育成を依

頼することになったのか、クラークに依頼しようとした人は誰なのか知りたかった。

反対を押し切って日本に行くことを決断したクラークの心情に触れていればなおよ

かった。家族に対するエピソードがほとんど出てこないのが不思議だった。クラーク

が実際にどういう人だったのか、番組を見ただけではイメージしづらいと感じた。再

現ＶＴＲでクラークを演じた俳優は、熱血教師の役柄の割には老け過ぎている印象を

受けた。 

 

○  クラークの米国でのバックボーンとか、北海道に渡るまでの経験や思いを知ること

ができ、それが農学校での指導や政策提言につながっていることが興味深かった。飲

んで暴れる不良学生もいた一方で、クラークが添削する英文のノートの出来栄えを見

る限り、当時の学生の意欲、優秀さに改めて気づかされた。演武場やモデルバーンの

説明に加え、どういう提言を北海道や、日本の農業のために残していったのか、もっ

と紹介があってもよかった。教え子がその後どういう活躍をしたのか、どういう影響

を北海道農業に与えたのかを知りたかった。２期生には新渡戸稲造や内村鑑三がい

た。彼らはクラークには直接指導を受けていないが、日本の歴史に名を残したすばら

しい人たちだ。クラークが彼らにどのような影響を及ぼしたのか、そういったことも

知ることができればよかった。 

 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

なぜ“Boys, be ambitious.”が有名になったかというと、教科

書への掲載がきっかけだった。クラークの教え子たちがその後、

どういった活躍をしたのかについては、我々の中でも議論になっ

た。さまざまな分野で活躍しているが、誰が聞いても分かる人物

がいなかったため詳しく紹介しないこととした。新渡戸稲造と内

村鑑三についても描けないかと考えたが、クラークとの関わりが

明確に分からず、今回は詳しく紹介することを断念した。 

クラークの人間像が描けていないという意見については指摘の

とおりだと感じている。楽しく分かりやすい番組にしたいという

面と、推測の部分が多少あるとはいえ、資料に基づいて史実を積

み重ねていかなければならない面がある。今回は資料に限界があ

った。クラークを語る上でキリスト教徒であるという側面に触れ

るべきか議論したが、信仰については深く触れないという判断を
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した。しかし､それを描いたほうがクラークについてよく伝わる

という意見は指摘のとおりだと思う。 

クラークと生徒のコミュニケーションは英語でとっていた。新

島襄については、函館からアメリカに密入国し、日本に戻る前に

クラークから学んだことがあると言われている。なぜ日本政府が

クラークを呼んだかという疑問についても、新島がアメリカから

戻ってきて、政府に示唆したのではないかと推測をする研究者も

いる。しかし確証が取れなかったため、番組では紹介しなかった。 

番組の内容は、提案制であり、割り当てではない。アナウンサ

ーの和服に違和感があったという指摘については、思いが至らな

かった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１８日(金)の北海道クローズアップ「津波避難は変わるか ～海底観測網の

挑戦～」は、日本海溝に津波観測網を敷設することを伝えていた。今まで以上に確か

な情報を得られると期待できる内容だったが、情報を受ける一人一人の住民が、災害

に対する危機感を持ち、いかに判断するかを培っていく必要があると強く感じた。住

民への警告も含め、引き続きニュースや番組で取り上げてほしい。避難所への移動の

シミュレーションについて、専門家が「少しでも海から遠い避難所」を目指すのも、

「海に近くても手近な高い建物」を目指すのも「どちらも正しい」とコメントしてい

たが、疑問が残った。 

 

○  １０月１８日(金)の北海道中ひざくりげ「幻のたまねぎに夢のせて～札幌・丘珠町

～」を見て、札幌市がタマネギ発祥の地になった経緯が知りたいと思った。 

 

○  １０月２５日(金)の北海道クローズアップ「サッカーでアジアをつかめ～コンサド

ーレ札幌の新戦略～」は、サッカーを通じて、北海道が今後アジアとどうつながって

いくか分かりやすくまとまっていた。 

 

○  北海道クローズアップ「サッカーでアジアをつかめ」は、コンサドーレ札幌にレ・

コン・ビン選手が加入したのは、歴代の社長とは全く違う経歴を持つ元選手の野々村

芳和社長だからこそ実現できたことだと思う。これまでにない視点を持っていること

について触れてほしかった。ベトナムでサッカーが人気があることは伝わってきた

が、スタジアムの規模や設備、観客動員数など、ベトナムの選手を取り巻く環境につ
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いてもう少し触れたほうがよかった。コンサドーレの今後の課題として、地場産業や

行政と連携して赤字を解消していくことが大事と提言していたが、具体案にまでは踏

み込んでいなかった。コンサドーレ札幌が赤字になっている要因の１つは試合会場の

使用料が、他のＪ２チームに比べ高いことにある。予算が選手強化費に回せずチーム

の成績が上がらないため、観客動員数が減っていく負のスパイラルがあることに触れ

てほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「サッカーでアジアをつかめ」を見て、今後スポーツ選手を

通した観光ビジネス、産業の交流といったビジネスも発展していくように感じた。た

だ、レ・コン・ビン選手の契約金や契約期間がどのぐらいなのか、年俸はいくらなの

かなど、選手についての説明が足りなかったように思う。 

 

○  北海道クローズアップ「サッカーでアジアをつかめ」を見た。ベトナムの国民的ス

ターであるレ・コン・ビン選手を獲得したことで、ベトナムで札幌の知名度が上がり、

それを機会にアジア進出を目指す企業が増える、これを両方とも観光に結びつけてれ

ば、市場開拓につながる。今回紹介したのは一例だと思うが、今後どんな方法でアジ

ア進出が可能になっていくのか引き続き取材をしてほしい。 

 

○  北海道クローズアップ「サッカーでアジアをつかめ」は、レ・コン・ビン選手を通

して地域経済の活性化を模索するという着眼点が面白いと思った。いまはＪリーグが

アジアにおいて、一番強いリーグになったという印象があり、これからアジアの有望

な選手を引き寄せて、それをチームの強化とともに経済の活性化につなげることは戦

略的な発想だと共感できた。 

 

○  １１月１日(金)の「情報まるごと」「ネットワークニュース北海道」などで常呂町

にアドヴィックス常呂カーリングホールがオープンしたことについて取り上げてい

た。常呂町におけるカーリングの歴史やカーリングホールがどのようなものか、カー

リングを通して常呂町がどのように発展してきたかなどが網羅されていて、非常に見

ごたえのある番組となっていた。カーリングは、ブラシで氷を磨くことで表面が溶け

て薄い水の膜ができ、ストーンを一層遠くへ運ぶことができる。その状況を特殊カメ

ラを駆使して映像にしたことで、理解しやすくなっていた。北見局をはじめ、カーリ

ングについて力をいれて取材してきたことが強く伝わってきた。その放送を見てカー

リングの知識を得たことで、１１月４日(月)の「第３４回ＮＨＫ杯カーリング 女子

決勝」(総合 後 2:00-4:20 北海道ブロック)をのめり込んで見てしまった。不思議な

魅力のあるスポーツだと気づかされた。 
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○  １１月１日(金)の北海道クローズアップ「レトロな街並みが崩れていく」は、いま

函館が抱えているさまざまな問題が伝わってきた。番組を見て、古い町並みのある場

所へ行ってみたいと思わせる内容になっていた。 

 

○  北海道クローズアップ「レトロな街並みが崩れていく」は、函館市の伝統的建築物

が消えていくさまをよくまとめていて、視聴者に印象づけることができた番組だと感

じた。西部地区の人口が減っていくことで、函館市の夜景にも影響が出てくると思う。

数年かけて夜景の移り変わりを記録し、番組を制作してほしい。 

 

○  １１月１日(金)の北海道中ひざくりげ「家族の心ひとつ りんごの里 ～壮瞥町～」

で、壮瞥町では全戸直売方式に経営転換したことで外国人観光客の訪問につなげてい

ると伝えていた。客のニーズにこたえるために２５品種以上のりんごを作付けしてい

る話には驚いた。訪れていた果樹園の家族のきずなを感じられる番組となっていた。 

 

○  １１月６日(水)の「ネットワークニュース北海道」で放送した函館放送局の「奥尻

の地震・津波の傷跡」のリポートについて、“人形の持ち主を探して”のテーマで、

海から発見された人形の持ち主を取材で探し出していたが、持ち主が取材に応じてく

れなかった。なぜ取材に応じなかったのかあまり触れていなかったこともあり、背景

が分からず疑問が深まった印象があった。プライバシーもあるのでどこまで報道する

か慎重に判断したと思うが、ニュースのリポートとしては物足りなかった。 

  

○  １１月１１日(月)の「ネットワークニュース北海道」と「ＮＨＫニュース７」で、

ＪＲ北海道の検査データ改ざんについて伝えていたが、ＪＲ北海道の組織的な隠蔽が

あったことを含め、組織としての問題の根深さを明らかにするニュースだった。いま

道民の関心は、どうしたらＪＲ北海道が再生していけるのかという点に移っていると

思う。今後はＪＲ北海道がどうしていくべきかを重点においた番組作りに期待した

い。 

 

○  １１月１１日(月)のドキュメント舞台ウラ「すすきの 老舗ミュージックパブ」(総

合 後 10:55-11:19 北海道ブロック)は、音楽経験のなかった女性が、店で働くこと

になったきっかけや転機を紹介してほしかった。３０周年記念のディナーショーにつ

いては、冒頭で映像を見せていたので、後半はもっと短く紹介する程度でもよかった

のではないか。ディナーショーに向けた奮闘に密着したほうが、店やスタッフたちの

魅力がより引き立ったと思う。 

 

○  １１月１５日(金)の北海道クローズアップ「アツいぞ！６次産業化～挑戦する農家
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たち～」を見た。今後の北海道農業のあり方、また置かれている状況を考えると、農

業の６次産業化は北海道に必須だと思う。６次産業化を提言し、現在取り組んでいる

農家を紹介する趣旨は分かるが、今回紹介したブルーベリーのジェラートとドライベ

ジタブルは、数少ない成功例であり、そうではない例も紹介するべきだったのではな

いか。プランナーが「今後もどんどんやっていきましょう」と農家にアドバイスをし

ていたが、現状の問題点をしっかり提起している映像が必要だった。そういったこと

が伝わらないと６次産業化の宣伝だけになり、リスクや課題が認識できないと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「アツいぞ！６次産業化」は、人々の農業への関心が高まっ

ているいま、視聴者の心を捉えたと思う。６次産業化を推進するのもよいが、農業生

産者はこだわりや熱意を商品に込め、プランナーには、収益を上げるためのスピーデ

ィーな判断が必要だと思う。生産者が６次産業化に取り組み始めると、販売すること

に追われ、品質に影響が出るのではないかという懸念ももった。 

 

○  北海道クローズアップ「サッカーでアジアをつかめ」と北海道クローズアップ「ア

ツいぞ！６次産業化」の２番組は、人口減少で地方経済が立ち行かなくなる懸念があ

る中で、市場拡大を狙うヒントになる番組だった。 

 

○  １１月１４日(木)「大地の恵み！十勝清水牛玉ステーキ丼（北海道・清水町）」を

見た。清水町の牛玉ステーキ丼を無料で 300 食提供し、食べ終わったプレートを「ま

た行って食べてみたい」か「もう食べたくない」に仕分けるシーンがあったが、無料

で食べた人は義理で「また食べたい」に入れてしまうだろう。演出方法に疑問が残っ

た。 

 

○  北海道クローズアップ「アツいぞ！６次産業化」は、６次産業化を小さく捉えすぎ

ている感じがした。ブルーベリーのジェラートについてはすばらしい取り組みだと思

うが、生乳農家が自家製のチーズを作って販売するとか、野菜農家がフィレを作って

販売するとか、同じような取り組みがたくさんある中で、今回のケースは何が新しく

て、何がすごいのか疑問だった。余市町のワインも、他にもすでに同様の形態があり、

決して新しい切り口ではないと感じた。６次化を“農家が６次化する”ということで

捉えてしまうと、非常に小さく見えてしまう。１次産業と２次の加工メーカー、３次

の流通、これらが連携して新しい価値を生むバリューチェーンとして捉え、伝えてほ

しかった。実際に流通業者が生産者と組んだり、外食産業が生産者と組んで新しい製

品を作り出す動きもあるので、そのような例をも取り上げれば、６次化について幅広

く伝えられたのではないか。解説者が「１０兆が 100 兆」と言っていたが、説明が必

要だった。 
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○  １１月１５日(金)の北スペシャル「北の大地を歩きつくそう２０１３～ぶらりみて

ある記スペシャル～」は、各地の魅力がまとまっていて楽しみながら見られた。 

 

○  １１月１８日(月)の「ネットワークニュース北海道」で放送した小樽市のカジノ誘

致についてのニュースは、小樽市はカジノを誘致しなくても観光都市として再生して

いく道は他にあるはずだと思う。今後も番組やニュースで問題提起をしていってほし

い。 

 

○  １１月１８日(月)の札幌発ショートドラマ「三人のクボタサユ」(総合 後

10:55-11:19 北海道ブロック)は、短編ドラマが３つあり、それぞれ別の作家が台本

を手がけたようだが、それぞれがバラバラな内容だった。３つのドラマに共通した大

きなテーマもないように感じた。見ていてよく分からなかった。 

 

○  「ネットワークニュース北海道」の中でシリーズとして放送している“北海道の食

の挑戦”について、１回目の「北海道産のお米」は、早稲田大学の学食で使用されて

いることや、全国 230 大学に北海道米が広まっている現状を説明していたが、どうや

って北海道米が競争を勝ち抜いたのか分からなかった。どういう方法で仕掛けて成果

を上げたのかが知りたかった。２回目の「大豆」については、台湾で初めて売り込み

に成功した内容だった。米より大豆の話のほうが“食の挑戦”のメッセージ性があっ

たので、先に大豆を紹介してもよかったのではないか。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

ＪＲ北海道については、組織としての問題点を報じることとともに、今後

どうしていくかを伝えることが大切だと我々も認識している。引き続きしっ

かり取り組んでいく。 

今年９月に６次産業化のセミナーがあり、希望者が大勢集まって、プラン

ナーが説明をするところをＶＴＲで紹介した。ファンドは今年からの制度

で、その第１号が余市のワイナリーだったが、構造としては確かに新しいも

のはなかった。午後７時３０分にテレビを見ている人たちに対しては、分か

りやすい事例がいいと思いジェラートを選んだ。６次産業について全く知ら

なかった視聴者も多くいて、たくさんの反響を頂いた。「作り手がちゃんと

見えているものを安心して食べられるのはうれしい」といった反応もあり、

そういう見方もあるのだと気づかされた。視聴者にどう関係があるのかとい
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う点に引き寄せたいと思い、農家が加工や販売を手がける分かりやすい事例

にした。６次産業化の課題は当然指摘しなければいけないと考えている。６

次産業化が進むと過当競争になるのではないかという指摘もあるし、プラン

ナーと呼ばれる人たちがどれだけ信用できるかということも問題だ。しか

し、６次産業化の始め方さえ分からない人に、後押しの仕組みがあることを

伝えたいと考え、その点を重視した。解説者が「１０兆が 100 兆」と言った

のは、安倍首相がＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)に関して発言した

「農業を１０兆から 100 兆にする」ことについて言及したものだが、その説

明がなく、立て直しが利かないまま時間切れになってしまった。課題の指摘

が十分できなかったところは反省点だ。 

札幌ドームの使用料については認識していなかった。そういった状況につ

いても触れたほうがよかったのは指摘のとおりだと思う。 

津波については、４階建ての建築物であっても海に近い場所へ避難するの

は危険ではないかという指摘だが、津波が来る直前という設定で、自転車や

徒歩で遠い避難所まで行く時間がない状況だったため、間違っていないとい

う言い方をした。そこは説明不足だったかもしれない。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１０月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

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

て、７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道クローズアップ「安全はどこへ ～ＪＲ北海道 最新報告～」について

説明があり、放送 番組一般について活発に意見の交換を行った。 

続いて、１１月の番組編成の説明と放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

副委員長  久木佐知子 （（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  小沢 信行 （北海道新聞社論説委員） 

柴田  悟 （月形町農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子 （北海道消費者協会会長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ「安全はどこへ ～ＪＲ北海道 新報告～」 

(総合 １０月４日(金) 後 7:00～7:55)について＞ 

 

○  視聴指定番組に合わせ、１０月１日(火)の「クローズアップ現代 ～失われた安全 

ＪＲ北海道で何が～」(総合 後 7:32-7:58)も見た。輸送障害件数が、全国のＪＲの

中では北海道が極端に多い状況を踏まえ、理由を検証していた。どちらの番組でも、

分割民営化後の年齢構成の不均衡や、経営が苦しいために新しい車両や保安管理にお

金が回っていないと話していた。「クローズアップ現代」では一方の意見を聞くとい

う形をとっていたが、「北海道クローズアップ」は、記者が、専門家の３つの提言を

それぞれ説明することで、公平性が伝わり良かった。今後もいろいろな番組で検証し

ていくだろうと期待できた。両方の番組に言えることだが、四国や九州のＪＲも北海

道と体制はほとんど変わらないはずなのに、輸送障害が少ない理由を、もっと掘り下

げて話してほしかった。また、ＪＲの列車が通過したときに線路が上下に揺れる映像

があったが、「線路があんなに動くのは危険なことです」と告げるために使用したの

か、単に問題となっている部分を映像として使ったのか、意図が分かりづらかった。
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また、「クローズアップ現代」で工学院大学元教授がコメンテーターとして出ていた

が、この方の肩書きを調べるとＪＲ西日本の社外取締役を務めていた。こういった立

場の人に「国の支援が非常に大切」という話をされても、どのように解釈してよいか

分からなかった。 

 

○  「北海道クローズアップ」は、 初に札幌駅の映像が映り、そのあと街頭インタビ

ューの４人を紹介し、その人たちの発言に沿って番組が展開されていた。その構成が

整理されて分かりやすく、全体的にまとまっていた印象を持った。保線などの安全対

策について、ＪＲ他社との比較や私鉄の取り組みが紹介されていたことで非常に興味

深く感じた。貨物の脱線事故現場の映像で、メジャーでレール幅を測っているところ

が映ったが、安全対策がないがしろにされてきたことを象徴するような映像に感じた。

社内アンケートの回答内容や、電話取材に対する受け答えからは、問題の根深さが伝

わってきた。また、４つの労働組合のもたらす弊害について触れられていたが、それ

によって職場環境が見え、社員の発言の裏にある背景が伝わってきた。「クローズア

ップ現代」は全国向けということで、ＪＲ６社の平成２３年度における輸送障害の件

数の比較や、ＪＲ北海道における今年のトラブルを一覧表にして整理していて、深刻

さが浮き彫りになった。「クローズアップ現代」と「北海道クローズアップ」の両方

を見ることで、歴史的背景や現状、安全に対する会社の姿勢が理解できた。 

 

○ 「クローズアップ現代」は非常によくまとまっていて、分かりやすかった。「北海

道クローズアップ」は利用者の不安や疑問、ＪＲ北海道のチェック体制の甘さ、現

場社員の負担感や本社への不信感が伝わった。また、専門家の話もあり、さまざま

な側面から問題を捉えていた。しかし、地元新聞社などがＪＲの問題を日々取り上

げていることもあり、あまり新味のある話ではなかった。この先どうしていけば良

いかといった課題に踏み込んだ番組にしたほうが良かったのではないかと感じた。 

 

○  ＪＲ北海道の問題について、いち早く取り上げて検証し、報道しなければいけない

という思いがあってこその放送だったと思う。企業の体質、危機感のなさ、意思疎通

ができていないなど、すでに新聞や他のテレビ番組で見聞きしたことがある表現が多

かった。４０代の社員が圧倒的に少ないことと、労働組合の問題は非常に興味深く見

た。ただ、社内アンケートの紹介は、単純に他企業との比較だけでは、「だから事故

がこんなに多いのだ」という説得力に欠けるような印象を受けた。会社の規模や業種、

または地域によって答えにかなり差が出てくると思うので、ＪＲ他社や道内他企業と

の比較も必要だったのではないかと感じた。労働組合については、もっと詳しい情報

が欲しかった。番組内で「現場が」「本社が」という言い方をするが、これは説明足

らずなのではないか。今は子会社、孫会社、委託契約が当たり前の時代で、現場とい
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うのが社員のことを指しているのか疑問だった。また、人事についても関心があった

が番組では触れていなかった。メーカーなどでは本社から支社や営業所に転勤し、そ

こで現場の実態を知ることができ、本社に戻って現場の声を生かすことができるが、

ＪＲ北海道の場合はそういう異動はないのか説明が欲しかった。現場社員のインタビ

ューで、「給料は安いし、人も少ないのに、何で自分たちがこんな苦労をしなければ

ならないのか」という発言があったが、補修が必要な箇所を放置していた原因にもっ

と踏み込むべきだった。なぜ現場は職業人としてのプロ意識を高く持てなかったのか。

それもすべて本社の体質のせいになってしまうのか疑問を感じた。現場がどれほど過

酷だったのか、年収や、労働時間、年間の休暇日数など、具体的な労働環境を知りた

かった。今後もより掘り下げた検証を期待したい。 

 

○  「北海道クローズアップ」は、短い時間枠の中で多角的な観点から問題点を指摘し

ていた。一方で「安全を取り戻せるのか」というタイトルから見ると、焦点が絞り切

れなかったように感じた。担当記者のコメントで「危機感のなさに尽きる」という指

摘があったが、なぜ危機感に欠けているのかという核心的な問題まで触れていなかっ

た。３人の専門家からの「国のさらなる支援を」「路線の見直しが必要」「自治体から

の積極的な支援が必要」といった提言が紹介されていたが、いずれも具体的な内容ま

で伝えられていない。これらは誰でも頭に浮かぶようなアイデアであり、３つのうち

どれを採用するにしても、今の情勢を考えると、現実性に乏しいのではないかという

感じがした。検討の対象にはなるのかもしれないが、ＪＲ北海道を本質的に変えてい

くアイデアなのか疑問を感じた。民営化されて２６年、この歴史の中に今のような体

質の会社になってしまった原因が隠されていると思う。私がもっと知りたいと思った

のは現場を担っている人たち、つまり組合の状況や組合と会社の上層部との関係がか

なりゆがんでいるのではないかと感じた。また、一つの民間会社の組織の問題を掘り

下げていくことも重要だが、道民の公共財としていかにＪＲ北海道を維持していくか

という視点からの建設的な特集番組を、次は期待している。 

 

○  番組にはＪＲ北海道の企業体質や社内風土などの現状が盛り込まれていたが、それ

を検証し、今後ＪＲ北海道がどう改善していくかといった点に視聴者は興味を持って

いると思う。昔は下請けの業者が数多くいて、保線区の人が常時、現場監督のような

形で携わっていた。今回はレール幅異常の放置に見られるように、公共交通機関の使

命でもある安全管理を怠ってきたことが、事故やトラブルを招いた原因ではないかと

感じた。放送では触れていなかったが、国の運輸安全委員会や国交省から、何度も勧

告や改善の指示が出されているにもかかわらず事故が続発している中で、ＪＲ北海道

にとってコンプライアンスとは一体何なのかといった点にも興味を持って見た。ＪＲ

の事故が起きるたびに、貨物列車で運ぶ予定だった北海道の農産物は、全てトラック
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に積み替えなければならず、大変な費用と時間がかかり、着荷の遅れや、農産物の品

質の劣化を招く。消費者にとってどれだけ影響があるかということについても伝えて

ほしかった。番組内で社員から「人数が少ないから安全管理に手が回らない」という

ようなコメントがあったが、覚醒剤を打って運転をしたり、ＡＴＳを壊したり、信号

機の誤作動を招いたりと、コメントとは結びつかないことも多々ある。そういったと

ころも番組で掘り下げてほしかった。この番組を見て、会社の存続が危機的状況にあ

るのではないかと感じた人は大勢いると思う。改善に向けてＪＲ北海道がどのように

取り組んでいくかを取材し、今後も検証していく番組を制作してほしい。 

 

○  ＪＲのずさんな管理体制、企業の問題点を浮き彫りにした番組だった。これまでも

各報道機関で取り上げられてきたが、今回は安全対策と企業風土という２つの視点で

検証されていたので、内容としては非常に理解しやすかった。ＪＲ四国や横浜市の地

下鉄との比較、社員アンケートもグラフやコメントを多数活用して、現状を的確に説

明していた。取材を積み重ねた成果がコンパクトにまとめられて、問題点を挙げられ

たことは良かったと思う。ただ、北海道は広く、他地域とは違う極めて厳しい自然環

境を抱えているという現状もある。 後に３人の専門家からのコメントがあったが、

今後、ＪＲ北海道の経営をだれが担うのかといったことも含め、道民にとっては重要

な問題である。今後この問題をどのように考えるのか。ＮＨＫには、北海道のメディ

アとしての立場から、議論がわき上がるような視点の番組制作を期待している。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

６月以降、ＪＲ北海道に関する番組を４本制作した。私たちが番組を作っ

てもなかなか改善されていないのかという思いもある。自分たちの取材、検

証を実のあるものにするにはどうすればよいか日々考えながら業務にあた

っている。「クローズアップ現代」では、全国の視聴者に向けて、そもそも

何が起こっているのかをまとめることを目指した。「北海道クローズアッ

プ」は道民向けなので、どうすれば安全が取り戻せるかということに焦点を

絞って番組を制作した。保線作業についても、ＪＲ九州や四国と比較して、

北海道だけができない理由があるのか、といった点を追求した。本社と現場

という表現がどうかという意見もあったが、意思疎通の悪さということも、

伝えたい部分だった。 

社内アンケートで他社との比較をしたが、記載項目に限っての比較にとど

めざるをえなかった。現場のプロ意識については大変難しい問題。核心に迫

りたかったが、裏が取れないところも多々あり、背景を描きながらどうして
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そうなってしまったのかをある程度探っていくような手法を取らざるをえ

なかった。専門家の意見については、「北海道クローズアップ」で深く掘り

下げようとした部分だった。内容があっさりしていたという指摘もあったが、

現場の精神論だけでは改善し切れない部分はあると思う。経営再建のために

どういった対策があるのか、幾つかの方法を提示した。ヨーロッパなどでは、

線路、路線、車両をそれぞれ違うしかたで管理する方法がある。今後はこう

いった点についても紹介していこうと考えている。ただ、今回“路線の整理”

については、しっかり検証してから伝えなければいけないため、放送の時点

では改善のヒントとして提示し、今後具体的に掘り下げていこうと考えてい

る。 

労使の問題は、多くの視聴者から反響があった。「本質は労使の問題。組合

の問題だ」「何でそれをもっと突っ込まないのだ」と毎回、反響がある。事

件の起こった現場で労使問題が明確に存在し、原因になったかは分かってい

ない。確かな問題点として指摘したうえで、今後改善してほしいと考えてい

るため、裏が取れていない時点では、ああいった形での報道でとどめた。 

ＪＲ北海道の線路は「犬くぎ」というものを木製の枕木に差して固定して

いる。この固定方法には本来「遊び」があるものだが、映像を見てＪＲ本社

の幹部も非常に驚いていたと聞いている。そのくらい「遊び」が大きかった。

大沼駅の脱線事故現場の近くで撮影したものだが、その後、直ちに直されて、

今は遊びが小さい状態に戻されている。 

労使の問題に関しては、それが社員の意識低下の要因となっているのでは

ないかという視点で取材を進めている。保線の現場では、仕事に誇りを持て

なくなっている人が非常に多いと感じた。社員へのインタビューについては、

編集段階で非常に議論があったが、甘えの表れとして受け止められてもいい

のではないかと考えた。それぐらい現場の意識が低下していると感じている。

その原因を、私たちは取材しているし、当事者であるＪＲも答えを持ち合わ

せていない。そこを次の番組につなげていきたいと思っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２０日(金)の北海道のナンモン！第２回「ダイジョウブ！？“観光王国”北海

道」(総合 後 7:30-8:43 北海道ブロック）は、北海道に住んでいる感覚だと、中国

人や韓国人の観光客が多い印象があったが、実際は東南アジアのさまざまな国から観

光に来ていると知ることができた。全国の観光地の取り組みを紹介し、内容が盛りだ

くさんとなっていた。しかし旭川市・美瑛地区の地元農家と観光客とのあつれきや、
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知床における野生動物への“えさやり”という、とても重要な“ナンモン”が、 後

に少しだけ紹介されただけで、掘り下げていなかったのが残念だった。今度は、海外

からの観光客がどんなことに喜び、日本のどこが好きか、という番組も作ってほしい。

また、日本と外国との文化の違いなどを紹介する番組もあってほしいと思う。 

 

○ 北海道のナンモン！第２回「ダイジョウブ！？“観光王国”北海道」は、外国人がど

のような不満を持っているのか当事者のコメントを通じて分かり、興味深かった。特

にＷｉ-Ｆｉが使えないことで不満を感じていることに意外性があった。さまざまな

コメンテーターが出ていたが、北海道運輸局の職員のコメントが、いかにも“お役人

さん”という感じがあり評価できなかった。何を言いたいのかはっきりしなかった。 

 

○  ９月２７日(金)の北海道クローズアップ「動き出した“国立アイヌ博物館”」は、

建設までの経緯がよく分かり、良い番組になっていたと感じた。冒頭で東京五輪の開

催決定に言及していたが、実は同じ 2020(平成３２)年に、白老町に「民族共生の象

徴空間」を建設するということで、強く印象づけられたのではないか。 

 

○ 北海道クローズアップ「動き出した“国立アイヌ博物館”」は、アイヌ問題をこうい

う形で時々取り上げることは非常に良いと思うが、アナウンサーのコメントで「日本

はやや後れて取り組んだ」という表現が気になった。諸外国の先住民対策と比べると、

日本のアイヌ政策は非常に後れている。“（国際的に）日本はやや後れて”というの

は、事実評価として少し異なる。基本的なアイヌ問題の評価に関わる部分なので、も

う少し慎重な表現をして欲しかった。 

 

○ ９月２７日(金)の北スペシャル「世界遺産 知床の海 コンブの楽園から命あふれ

る」は、ササキテカギイカが卵を産んだ後、上に浮いてきてカモメに襲われるという

シーンを撮っていて、カモメの表情まで写っていた。見事に自然界の生と死の瞬間を

捉えていて、驚くと同時に、よく撮れたと感心した。 

 

○ ９月３０日(月)の穴場ハンター「苫小牧で場違いな穴場を探せ！」(総合 後

10:55-11:19 北海道ブロック)は、地元の苫小牧市ということもあり興味を持って見

たが、“場違いな穴場”という意味では、チョウの展示をしている沖縄料理の店など

が出てきてとても面白かった。しかし苫小牧市といいながら半分以上が白老町の内容

だった。 

 

○ １０月４日(金)の北スペシャル 北海道発掘バラエティー ホリホリＸ「北海道の挑

戦者たち」は、上空３万メートルから地球を撮るということで、興味をそそられて見
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た。ただ、出演した男性は、北海道大学卒業と紹介されただけで、今どんな職業に就

いているのか、風船のカメラを回収する方法はどんなものか、山の中に入ったり町の

中に落ちたりした場合はどうするのかなど、もっといろいろなことを説明してほしか

った。日の出を撮影しようと揚げた風船が岩見沢市方面に行くだろうと予測し、その

通り岩見沢で見つけることができたのだが、出演タレントも同行し、宝探しのハラハ

ラドキドキを加味させれば、もっと面白い番組に仕上がったのではないかと思う。 

 

○ 北スペシャル 北海道発掘バラエティー ホリホリＸ「北海道の挑戦者たち」は、番

組を通してタレントの力や存在感のすごさを改めて感じた。道内各地のユニークな大

会が紹介されていたが、タレントがいるといないとでは盛り上がり方が全く違って見

えた。タレントが参加しない大会では参加者をクローズアップしていたが、取り上げ

方が中途半端という印象を受けた。紹介する数を絞って、町全体の盛り上がりや、地

域とのつながりなど“活性化”というものを絡めて取り上げたほうが見応えがあった。

また大会のルールについてもっと説明が欲しかった。 

 

○ １０月６日(日)のうまいッ！「もはやスイーツ！？とうもろこし」は、とうもろこし

の今について知ることができて、とても興味深かった。札幌市の大通公園のワゴンで

売っているものは、江別市の農家の方が丹精を込めて育て、１本ずつチェックしてい

るという映像を見て、「絶対に食べてみたい」と思えた。映像も本当に美しくて、ア

ップになったとうもろこしがつやつやで、みずみずしさも伝わってきた。とうもろこ

しだけでなく、厚岸のカキやエゾシカなど、北海道の食の豊かさを全国にアピールで

きたところも良かった。ＶＴＲとスタジオが一体になっているように感じられた。と

うもろこしの種類がいくつか紹介されていたが、その他にどんな種類があるのか紹介

されると良かった。ピーターコーンやハニーバンタムなどが、どの程度の甘さに属す

るのかも知りたかった。 

  

○ １０月７日(月)の「ネットワークニュース北海道」で、赤毛米という珍しいお米につ

いてのリポートがあった。このときにスタジオとのやり取りで、リポーターがお米を

試食して「おいしい」「甘みがある」とコメントした。さすがにスタジオのほうも物

足りず、「もっと分かるように言ってくれませんか」と要求したが、「表現力がなく

てごめんなさい」で終わらせてしまった。試食後にどういった気の利いたコメントで

視聴者に伝えるかは、当然事前に考えていなければいけないことなので、少しお粗末

だった。 

 

○ １０月７日(月)のＡ道ベンチャー！「第３話 再登山」(総合 後 10:55-11:19 北海

道ブロック)は、タレントを起用する意味というのが非常によく分かる番組で、霧で
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風景が見えなくなり途中で断念するシーンがあっても、その過程を楽しめると感じ

た。 

 

○ １０月１１日(金)の北海道クローズアップ「緊急報告 ＴＰＰ 瀬戸際の“聖域”」は、

情報がない中で、よく仕上げられたと思った。また、北海道の視点で作られていると

いう感じを強く受けた。基幹産業である農業を守らなければならないという視点で、

ＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)に深く関わる人の動きを追いながら展開し、

今後どうしなければならないかという提言もあり、見ている側もなるほどと合点がい

くような番組に仕上がっていた。 

 

○ 北海道クローズアップ「緊急報告 ＴＰＰ 瀬戸際の“聖域”」について。私自身はＴ

ＰＰについてまだまだ勉強不足である。その私が見て、短い時間の中で現状について

よく理解でき、非常に分かりやすかった。しかし、農家や酪農家の人以外にどのよう

な影響があるのか具体的な説明がなければ、興味がない人はそのままで終わってしま

う気がした。 後に“農家の将来像”という言葉が使われていたが、もっと視野を広

げて、北海道の将来像とか日本の食の将来像という捉え方をする必要があるのではな

いかと感じた。 

 

○ 北海道クローズアップ「緊急報告 ＴＰＰ 瀬戸際の“聖域”」は、北海道の農業、酪

農にとってとにかく厳しい状況になってきている緊迫感がよく伝わってきた。しか

し、北海道発のＴＰＰ問題というとどうしても、「酪農を守れ」「農業を守れ」とい

う視点が中心になってしまう。ＴＰＰは２つの側面があり、北海道にとっても単純に

農業を守ればいい、酪農を守ればいいという話ではないはずである。別の側面があり、

その辺のバランスを今後のＴＰＰの特集などでは少し配慮していく必要があると感

じた。 

 

○ 北海道クローズアップ「緊急報告 ＴＰＰ 瀬戸際の“聖域”」について。前回の選挙

において“重要５品目は守る”という公約を掲げて、自民党が大勝した。しかし、Ａ

ＰＥＣ(アジア太平洋経済協力会議)の閣僚会合などで、公約をほごにするような発言

があり、がく然とした。「重要５品目のうちの調整品、さらには加工品そのものも見

直す必要がある」といった発言をし、それを政府も自民党幹部も容認していると、番

組を見て感じた。また、「日本が主導的な役割を果たし、年内妥結を目指さなければ

いけない」という発言に、国民への説明が不十分な中、本当にそれほど急がなければ

ならない交渉なのか、私たちに見えない密約のようなものがあるのでは、といった疑

念を持った。今後の交渉がどうなるか分からないが、将来、食の安全安心が消費者に

理解してもらえるのか、そして日本の農業が確立できるのか、ということを番組にし
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てほしい。日本に影響力のある国の産業界、経済界、国民の声を番組で拾ってほしい

と思う。 

 

○ １０月１１日(金)の北スペシャル「激闘！ご当地ンピック in 北海道」は、参加者の

イベントに対する思いや地元の熱気を深く伝えることができていて、この企画はとて

も良いと思った。 

 

○ １０月１４日（月）の北海道１００年ニュース「北海道 今昔物語」(総合 後

10:55-11:19 北海道ブロック)では、冒頭で札幌市狸小路の現金つかみ取りが紹介さ

れていた。つかんだのは３０万円程度だったと思うが、それを現在のお金に換算する

と約 600 万円というので驚いた。番組では“ニャンニャン競争”についても紹介して

いた。インターネットを使って情報を集めたようだが、実際に番組内では猫のお面を

かぶり“ニャンニャン競争”を再現していた。アーカイブス映像を使うことで、これ

だけ楽しむことができるのだと感じた。露店でたたき売りをする映像も紹介していた

が、昔は露店で生活用品を買い求めていたのだなと、歴史の一端を見ることができた。

初めて知ることが多く面白く感じた。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

アイヌの問題や、中継中のコメントなどは事実関係を確認した上で、しっ

かり表現していきたい。 

ＴＰＰは、農業だけでなく、関連の輸送業など北海道全体で見ると、関係

者が非常に多い。農業だけの問題ではない。なぜＮＨＫ北海道が農業につい

て取り組んでいるか、しっかり説明していた気になっていたが、放送のたび

に改めて説明をしていかなければ“縁遠い”“農業の話だけ”と思われてし

まうと感じた。今でもＴＰＰの話があると、ほぼ毎日夕方のニュースで農業

への影響について伝えるが、医療制度や保険についていつ取り上げるか毎回

考えている。なぜこうなっているのか、その原因や、今後の見通しを順序立

てて伝えようとすると、どうしても農業に集中しがちになってしまってい

る。農業のみならず、農業と関連してさまざまな産業が周辺にたくさんある

ことは、番組制作の上で意識している。北海道は、農業を守れるかどうかで

非常に大きい影響があるため、農業をある程度取り上げざるを得ない。しば

らくは農業を中心に伝えることになると思うが、一方で、それ以外の視点に

ついてもしっかり伝えていこうと考えている。 
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北スペシャル 北海道発掘バラエティー ホリホリＸ「北海道の挑戦者た

ち」に出演していた男性はＩＴ関係の仕事をしている。カメラの回収は、カ

メラにつけたＧＰＳを頼りに回収しに行く。街中の庭先にぽんと落ちること

もあるが、非常に軽いということとスピードが出ていないということで、法

律上も、航空局に申請すれば問題ない。３つのテーマで番組を構成しており、

スタジオを含め 後のテーマを一番ダイナミックに展開したが、視聴率では

それが低くなっていた。順番については、日々試行錯誤しており、今回はあ

のような順番にした。 

スタジオ番組では非常に手をかけて作っている。「ホリホリＸ」は事前収

録の番組なので、収録後にナレーションを入れ直し、編集もし直している。

ゲストが反応しなかった部分は、面白くないと判断しカットしている。「う

まいッ！」では、生放送に近い形で収録をしており、スタジオに出演してい

るリポーターがその場でコメントを読んでいる。そのため一体感が出たと思

う。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年９月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１８日（水）、ＮＨＫ札幌放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、「平成２５年度後半期の国内放送番組の編成について」および「ハイブ

リッドキャスト（放送・通信連携サービス）」について山崎編成主幹から説明があり、

「平成２６年度の番組改定について」の意見交換を行った。 

続いて、戦後史証言プロジェクト 第３回「釧路湿原・鶴居村～開拓の村から国立公

園へ～」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

続いて、１０月の番組編成について山田放送部長から、放送番組モニター報告につい

て西澤考査主管から、視聴者意向について太田広報・事業部長から、それぞれ説明があ

り、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子 （（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  小沢 信行 （北海道新聞社論説委員） 

坂本 昌彦 （（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

柴田  悟 （月形町農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子 （北海道消費者協会会長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２６年度の番組改定について＞ 

 

○  東京五輪が決まった。これから活躍する選手や、日本を活気づけていくような

若い世代を取り上げた番組を制作・放送してほしい。 

 

○  ＮＨＫも民放も含めて言えることだが、ニュース番組の冒頭でトピックスを紹介し

ている。魅力あるものを伝えたい、見てほしいからというのは分かるが、本編のニュ
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ースに入ってから、紹介されたトピックスが放送されるまでかなり待たされてしまう

ことがある。視聴者の期待を裏切らない構成にできないか。 

 

 

＜戦後史証言プロジェクト 第３回 

「釧路湿原・鶴居村～開拓の村から国立公園へ～」 

(Ｅテレ ７月２０日(土) 後 11:00～11:59.55)について＞ 

 

○  鶴居村を中心として開発と自然保護という形で語られていたが、鶴居村の元助役が

「自分たちが善であると思ってやってきたことがいつの間にか悪と言われるように

なって、どうしていいか分からない」という話をしていた。私自身も考えさせられる

番組だった。番組内で開拓パイロットのことを「開パ」と言っていたが初めて聞いた。

「開パ」事業の担当者は「高い技術力をもってすれば立派な草地になる」と言ってい

たが、実は半分も草地としては生かされていないという現実を見ると、国の開発の責

任を誰が取るべきかと疑問に思う。全体的に考えさせられる番組であり、釧路では今

後もいろいろな場面で開発か自然保護かを選択していかなければならないと感じた。

広瀬修子さんの語りは、心に響いてくるすばらしいものだった。 

 

○ 政府主導で鶴居村に開拓パイロットとして入植した方々が、国策の変更で自然保護が

打ち出され、苦労している姿が非常によく描かれていた。当時の資料や関係者、実際

に担当していた開発局のＯＢや役場幹部の証言をしっかり取ったうえで検証してい

て、すばらしく見ごたえのある番組だった。番組では、一つの例として鶴居村を取り

あげたと思うが、湿原のそばに鶴居村と同じように土地改良し、牧草地にした地域が

たくさんあるので、ほかの地域はどうかという比較もあれば、もっと分かりやすかっ

た。また、十勝の北西部も、「開パ」と同じ時期に酪農開発している。湿原よりも、

原野だった十勝北西部のほうがまだ牧草地としての環境はよく、離農者の少なさ、１

軒当たりの売り上げ、耕地面積などを考えても、現状では十勝の酪農のほうが成功し

ていると言える。なぜ、同じ時期に原野を先に「開パ」の入植地としなかったのか。

お金もかかるし環境もよくない湿地帯に、当時なぜ国が動いたのか。そのあたりにも

突っ込んでくれれば分かりやすかった。国策に戸惑う酪農家の人がたくさんいること

をこの番組を通じて紹介したことは、酪農家の人たちは非常に感謝していると思う。

「農家は悪者」と言っていた人がいたが、同じ道民として、その言葉が深く心に残っ

ている。 
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○ 番組の流れが淡々としているように感じられた。一人一人の証言は当時の厳しい

状況を語っているが、個人の話で完結してしまっていて、全体を通して時代の流れ

やうねりというものが、いまひとつ感じられなかった。入植当時の谷地（やち）と

の戦いなど過酷な状況下だったことは理解できたが、その中でどうやって人々が生

き延びてきたのか、人と人との結びつきはどうだったのか、もう少し掘り下げた話

も聞きたかった。また、切り捨てられた酪農家がその後どういう人生を選択したの

か、ということも入植を語るうえでは欠かせないことだと思うので、そこが欠けて

いたのが残念だった。鶴居村には、戦後から現在まで相反する要素が同居している

感じがするが、それをはっきりと打ち出してもよかったのではないか。また、今も

鶴居村に暮らす人たちの、鶴居村への思いが語られていなかったのが、少し残念だ

った。鶴居村が、昔も今も同じ状況下にあるのだという強いメッセージはしっかり

と伝わってきて、そこはとてもよかった。タイトルどおりドキドキする、生中継なら

ではの番組だと思った。ただ、夜の動物の生態を見ることができたという実感があま

りないまま、終わってしまった。ゲストの２人が現場に行って実際に感じたことを語

ったほうが、もっとリアルに届いたのではないかという気がした。夜の生中継、さら

には動物が相手なので、思ったような動きにならなかったというのは、結果的にはち

ょっと残念だった。 

 

○  現地で生活してきた生活者の貴重な歴史証言を、多彩に取材していた。農家だけで

はなく、かつての行政当局者あるいは専門家のコメントも挟みながら、立体的な構成

になっていた。国の政策に翻弄されてきた鶴居村の歴史を、よく浮き彫りにしていた

と思う。「証言」を記録するという番組の目的上、こういった構成になるのは当然か

もしれないが、この鶴居村の歴史を番組制作者としてどのように総括するのか、とい

う視点がもう少し出てもよかったのではないかと感じた。また、過去の歴史を掘り起

こすという作業は、未来をこれからどう築くかという問題と直結してくる。若い世代

も含めて、彼らがこれから鶴居村をどうしていこうとしているのか、その辺の声もす

くい上げる必要があったのではないか。これから鶴居村がどうなっていくのかという

見通し、展望がよく見えないまま終わってしまったのが少し残念だった。 

 

 

○  戦後、厳しい条件の中での開拓作業は、至難の業だったろうと想像した。鶴居村も

やはり、食糧法が制定されて以来、近代酪農地帯を目指そうという国の指針のもと取

り組んできた。そこには言葉で表現できないほどの苦労があったということが、証言

で理解できた。大変な苦労をして今日の酪農地帯を築き上げたということだが、今の

飽食の時代、食糧自給率も４０％を切るような時代に、国家プロジェクトとしてこう
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いう膨大な経費をかけて農地開発したことを知ったとき、戦後生まれの人はどういう

印象を受けただろうか。国はどうしてこういう無駄なお金の使い方をしたのかという

ことを、映像を通じて視聴者に訴えているような気がした。これらが本当に無駄だっ

たかというと、私は、今これだけ経済発展した日本の食料を支えた礎の一部になって

いると思う。鶴居村だけでなく、北海道農業が今日のような近代農業になったのも、

こういう原点があるからということを、改めて確認させてもらえた番組だった。 

 

○  戦後の開拓とパイロット事業というのは私も知らなかった事実で、地域の人が苦労

していたことが分かる内容となっており、一般の方も興味深く見たと思う。時代が変

わり、「自然を守らなければならない」と国立公園になったことで、農家の人たちは

どんな影響を受けたのか、という点が少し分かりにくかった。番組では、湿原を守っ

たことでツルが増え、農作物が荒らされて、農家が４分の１に減ったという事実だけ

を伝えており、その生活がどうなったのかということに触れていなかった。私は、残

った人たちはそんなに悪い生活はしていないと感じているが、結局その疑問が解消さ

れず消化不良で終わってしまった。 

 

○  土地が大きくなるにつれて機械化が進み、そのために牛の頭数を増やしていくとい

うことで、借金の泥沼の中で開拓者の皆さんが苦労されてきたということが、私にと

っては印象深い内容として残った。広瀬修子さんを番組の語り部として起用したのは、

非常に成功していた。深みを持った話し方は非常に印象的だった。 

 

○  戦後の開拓事業の歴史を今まで知らなかった。釧路にいる私としても、３０代、４

０代の世代にとっても、苦労した先人がいて今の自分たちがいるということに気づか

せてくれた。鶴居村というのは必ずしもよく知られた地域ではないが、地図で河川の

状況や明治の入植エリアなどが色分けされていて、どのように農地が増えていったか

が可視化されて、初めて見る人でも分かりやすかった。その一方で、「開拓から国立

公園へ」というパートで、マンホールのふたを映しているような時間がもったいなか

った。鶴居村は、タンチョウの姿が厳冬期の川霧に浮かぶ幻想的な雰囲気、風景を持

っている地域なので、そういった一番アピールできるシーンを入れれば、さらに発展

的なつながりも生まれたのではないかと感じた。また、鶴居村は人口 2,500～3,000

の小さな村だが、代議士を親子２代にわたって出している地域だ。証言の中に彼らが

出てこないことに違和感があった。「国策に翻弄されている」という雰囲気で伝えて

いるが、実は国家政策に一番近いところにいて、自分たちが望んで歩んできた歴史が

あるのではないかと感じる。むしろ現在の酪農産業でしっかりと生計を成り立たせて

いる人たちの、テレビで見る映像と実際に自分が知っている部分に違いを感じた。 
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○ こういうドキュメンタリー番組は本当に後世に伝えていきたいという意図があると

感じた。しかし、肝心の「後世」というのは６０代ぐらいまでで、それより若い人た

ちは、こういったタイトルで入ってくると重々しく感じ視聴しないのではないか。今、

戦後史を知る人たちが高齢になっていて、一生懸命聴き取りをして記録として残して

いかなければ、ますます伝わらなくなるという状況になっているので、これからも道

内各地のこのような歴史を精力的に拾って、記録として残してほしい。その一方で、

若い人たちにも関心を持ってもらえるようなアイデアがあるとよいと思う。知床半島

における岩尾別の戦後開拓の歴史が思い出され、それと比較しながら見た。とても膨

大な、長い歴史を振り返りながら、疲労感だけがつきまとうような流れに感じられて、

かなり消化不良だった。証言も、酪農家、開発の主体を担った開発庁の元担当者、地

元自治体の担当者といった三者の証言を丁寧に拾っていたが、平面的に流れていくよ

うな感じで、もう少し聞きたいと思う部分をはぐらかされたようになっていて、見る

のがつらく感じる時間帯もあった。しかし、大変だという問題提起は印象に残り、そ

ういう意味では非常に見ごたえもあったし、よかったと思う。冒頭の霧にかすんだ鶴

居村の風景や、要所要所に映し出される映像は、本当に美しくて感心した。また、こ

の鶴居村の人たちにもごく普通の、一生懸命でけなげな人の暮らしがたくさんあった

と思う。そういったものがもう少しあればよかった。 

 

○ 私たちが釧路湿原に抱いているイメージは、自然の宝庫としての印象がとても強い。

実際にこんな厳しい条件下で開拓の歴史があったのだということを改めて知ることが

できる番組だった。テーマがテーマだけに、全体的に重厚な雰囲気で展開していたと

感じた。営農していくうえでの苦労や劣悪な環境、そして土地、国の政策、翻弄され

た地方と人といったことが番組で浮き彫りにできていた。しかし、離農せざるをえな

かった理由は想像できるが、そういう人たちの声をもう少し聞きたかった。「自分の

土地は狙われている」という証言があった。過酷な状況で営農しているのに、人間不

信にもなるような環境だったのだということも、映像で見せてほしかった。また、１

戸当たりの収入が高い農家もあるように聞いている。そのあたりが実際どうなのか、

自然保護に移行して、観光を見据えた取り組みによってどのような影響が出ているの

かも含めて、現状の説明があれば分かりやすかった。 

 

○ 本当に考えさせられる番組だった。今残さないと、臨場感ある形で実情を残すこと

はできないのではないか。そういうタイミングで制作できた番組だったと思う。鶴居

村の元助役の「時代時代で善なるものが悪となる」という言葉が非常に印象に残った。

それぞれの時代においてどういうことが起きて、どういう国策がなされて、そこに関

わった人たちがどう考えたのかということを淡々と追っていてよかった。釧路湿原が

過酷な地で、戦後の国内食料供給の必要性という観点から、開拓が必然であったとも
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思えるし、そこにいったん人が住めば、何とかそこで自立したい、生活していこう、

苦しくても頑張ろうと考えたと思う。生活基盤を何とか築こうとする努力、先人の苦

労が、映像の中に本当によく出ていた。また、成長期に入り豊かになりたいと夢見て、

国も国民も必死に追い求めることで成熟し、衣食が満たされるような状況になれば、

自然や環境という新たな価値観が生まれる。それがそれまでの歴史に疑問を持つよう

になったり、相反する価値観が出てくる。そんな流れが非常によく出ていたと思う。

ただ、新たな価値観に対してどう対応していったらいいのか、今暮らしている人の生

活不安がどう保護されなければいけないのかということに答えが見つからなかった。

大学の先生が話していた、社会的なコストとのバランスをどう考えていくのか、現在

それはどうあるべきなのかといった切り口からの取り上げ方が 後にあってもよかっ

たのではないかと感じた。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

肉声の記録、オーラルヒストリーというものを後世に残していくことは、

ＮＨＫとしても非常に価値があることではないかと考えている。この番組で

撮ったインタビューは、今後ネット上でアーカイブスとして保存していく。

番組としては限られた分量しか放送できないが、ネット上では、誰もが無料

で、一人一人の証言を見ることができる予定。すでに NHK では、「戦争証言

プロジェクト」で、こうした試みを行っているが、このシリーズも今後、後

世に残すための貴重な財産にしていきたい。 

今回の番組に関してだが、酪農をテーマにした番組は、過去に「ＮＨＫス

ペシャル」や、「ＮＨＫ特集」などで、国の政策や生産調整、牛肉の輸入自

由化など、その時々のテーマで番組化してきた。今回の狙いは、そういった

ものが通史になって何が見えてくるのかという点にある。「国の在り方」の

ようなものが浮かび上がってきたのではないか。歴史を描こうとしたとき、

その時点における理屈の中で、ある政策、行動がなされていくわけだが、現

代史ではそのファクターが複雑に入り組み、単純な輪郭を持って描くことが

なかなか難しい。そこから指摘にあったような「淡々としている」という印

象につながるのだろう。それぞれの過去の理屈をできるだけ拾い上げながら

語っていこうとするときに、音楽のつけ方、ナレーションのトーンといった

ことを含めて淡々とさせるべきだという考えで制作した。 

切り捨てられた人々の「その後」や、離農した人の声をもっと聞きたいと

いう意見があったが、そこまで取材が届かなかった。今回は当時から時間が

たったこともあり、人をたどることが難しかった。個人情報保護の問題も過
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去に比べてはるかに厳しくなった。また、接触できてもなかなか答えてくれ

ない方が多かったこともある。自己責任論といったものが意識される中で、

離農すること自体が恥ずかしいことなのだという負い目があるのかもしれ

ない。 

また、国立公園化で農家の人々がどんな影響を受けたのかという点につい

ては、実際問題としては、それほど影響は受けていない。むしろ村の内部で、

ある種のあつれきが生まれていき、そのことが人々に精神的な葛藤を与えて

いるのではないかと考えた。その部分をもっと深く描かなくてはいけないと

いう指摘は、もっともだと思う。鶴居村の場合、酪農を営んでいる方々があ

る程度豊かだということは認識しているが、その一方で「選抜と淘汰」が繰

り返し行われてきた結果であるという事実を伝えたかった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月３０日(金)の北海道クローズアップ「新たな脅威“国内外来種”」を見た。タ

イトルで使われている「外来種」という言葉を、国内の他の地域から入ってきたもの

に対しても使うと知り勉強になった。町おこしのためにゲンジボタルを増やしてきた

沼田町の例を取り上げていたが、「動物園というものは、希少な動物を見せることに

よって人々にいろいろなことを考えさせるので、きちんと管理された中でゲンジボタ

ルを見せるという形をとるといい」というゲストの話に、自然を守るのか守らないの

かという対立構造に終始するのではなく、知恵を絞って考えていこうという姿勢が感

じられ、非常に感銘を受けた。９月１日(日)・８日(日)・１５日(日)に「霧の絶景」

(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 6:30-7:00）を放送していたが、３回に分けたことで分かりやすく

なっていた。１回ごとのテーマで見ても、番組として完結していて、とてもすばらし

い映像だった。 

 

○  ９月１３日(金)の北海道中ひざくりげ「コスモスでつながる町 ～遠軽町～」を見

た。遠軽町のお勧めの観光地であるコスモス畑を使って、若者が一丸となって地元出

身の女性の結婚式を開催していた。今、道内各地で観光によってお客さんを呼ぼうと

考えているが、このように地元のお年寄りから高校生まで連携して、一つのベクトル

に向かって力を合わせる姿を道民が見れば、勇気も出るし、お金をかけなくても観光

客を呼べるということが分かると思う。楽しく見ることができたし、道民によいアイ

デアを提供した番組ではないかと感じた。今後とも、このように地域が一生懸命行っ

ているイベントを紹介してほしい。ただ、もう少し遠軽町全体のＰＲもしたほうがよ

かった。 
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○  ９月６日(金)の北海道クローズアップ「ヒューマンストーリー １８歳 夏 ～心を

写すシャッター～」を見た。岩見沢高等養護学校の写真部が「写真甲子園」に出場し

たとき、ほかの生徒は山をどんどん登っていくのに、障害者である彼らはロープウエ

ー付近から登れなかった。そのとき写真部のキャプテンが、部員が山を見上げている

シーンを写真に撮る。その写真を撮っている映像から、実際にキャプテンが撮った写

真への切り替えがすばらしかった。あの映像の切り替えだけで、人間の視覚がとらえ

ている風景と人間の心がとらえている風景が全く違うのだということが鮮烈に伝わ

ってきた。ただ、「人と話すのが怖い」といっていたのになぜキャプテンになったの

か、また、キャプテンという役目を本人はどう思っているのか、知りたかった。 

 

○  ９月１３日(金)の北海道クローズアップ「直木賞作家 桜木紫乃」を見た。彼女の

作品の魅力や人柄がよく分かった。特にラジオ番組での放送中のやり取りが非常にお

もしろかった。桜木さん個人の考え方や性格、印象だけでなく、家族や周辺の人たち

から見た桜木さんがどんな人なのか、あるいはいかにして桜木紫乃という作家が生ま

れてきたのか、そして生活人としての桜木さんといったことをもう少し紹介するとよ

かった。 

 

○  ８月２日(金)の北海道クローズアップ「“二刀流”道なき道へ～日本ハム・大谷翔

平～」は、大谷選手へのインタビューもあり、私も興味をもって視聴した。「本当に

メジャーを目指すのであれば、ピッチャーとして専念すべきである」と野球解説者が

言っていたり、一方で、「日本に残るのであれば二刀流でもいいのではないか」とい

う冷めた言い方をする人もいる中、タイミングを捉えた番組であった。シーズン終了

後には、栗山英樹監督、そして大谷選手へのインタビューや取材を通じて、来シーズ

ンの抱負等も入った番組を制作し、球児たちに夢と希望を与えてくれるよう期待して

いる。 

 

○  北海道クローズアップ「ヒューマンストーリー １８歳 夏」について、障害者

の人たちがどういう思いをしながら日々生活しているのかということにも触れら

れていて、非常に参考になる番組となっていた。北海道クローズアップ「直木賞作

家 桜木紫乃」について、釧路工業高等専門学校の教授のコメントや読者インタビ

ューがあったことで、説得力が増す内容になっていた。 

 

○ 北海道クローズアップ「新たな脅威“国内外来種”」について、北海道がこの問題

についてアクションを起こしておらず、まだ切迫した問題にはなっていないことも

あり、一般の視聴者にとっては遠い話として受け止められはしないかという印象を

受けた。 
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○  ７月２６日の北海道クローズアップ「検証・ＪＲ北海道 なぜトラブルは続くのか」

について、ＪＲ北海道は物事に対する取り組みの姿勢がいかに軽率かということが、

この番組を通して感じとれた。番組で実際に整備に携わる人がどのくらい登場するか

と見ていたが、工場長しか出ていなかった。現場に入り取材することに制限がかけら

れて難しい部分もあるかもしれないが、現場で整備に携わる技術者の声をないがしろ

にしないために、そのような人の声も取り上げてほしかった。 

 

○ 北海道クローズアップ「直木賞作家 桜木紫乃」について、釧路高専の教授が文章の

作りを分析していたところが、視聴者には分かりやすく、要領を得たところをうまく

まとめていた。 

 

○  北海道クローズアップ「直木賞作家 桜木紫乃」について。アンケートを通して、

作品の風景描写や登場人物の魅力を伝える制作手法もあるのだと、親近感を持ちなが

ら見ることができた。ラジオの恋愛相談の部分では、真面目な受け答えの中にもポジ

ティブに相談者の気持ちを後押しするような、違った一面を知ることができ、非常に

面白かった。唯一もっと掘り下げてほしかったのは、桜木さんの出身高校は決して進

学校と言われるようなエリート学校ではなかったことである。一つのものに対してあ

きらめないで徹底して努力したから直木賞の受賞があったので、出身高校の子どもた

ちはこの受賞を非常に喜んでいる。一生懸命努力すれば夢がかなうということを在校

生とともに語るような場面があれば、よりよかったと感じた。 

 

○  ９月１３日(金)のネイチャリング北海道「アイデアは自然から！立体アートづく

り」について、ネイチャーガールズが津別町の大西重成さんを訪ね、砂浜から集めて

きた拾い物でアートをつくり出していくという番組だった。何ができるのだろうとい

うワクワク感で２０分があっという間に過ぎた。私は大西重成さんと面識があるせい

か、物足りなく感じた部分がある。大西さんは地元の高校を卒業後、美術の勉強のた

めにアメリカへ留学し、その後津別に戻って「シゲチャンランド」というユニークな

美術館を作っている。しかし番組ではテロップで「大西重成さん」と出ただけ、コメ

ントでも「津別町で活動する達人」としか説明がなかった。個人を紹介するときに一

定のルールがあれば教えてほしい。以前にもパプリカのことを「赤ピーマン」と言っ

ていた。商標権に関わる問題があると聞いたが、私たち消費者にしてみたら、赤ピー

マンというよりもパプリカと言ってくれたほうがピンとくると思う。 

 

○  北海道クローズアップ「ヒューマンストーリー １８歳 夏」について、写真部の

キャプテンの初期作品も画面に出たが、車いすの車輪を写し出す、本当にいい作品だ
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と感じた。また、プレゼンテーションの中で、彼らがモノクロで７、８枚の写真を出

しているが、光と影といったものをうまく表現していて、非常に高い技術があるのだ

と思いながら、この番組を楽しんで見ることができた。 

 

○ 「ネットワークニュース北海道」の中継で紹介されていたスーパーハイビジョンにつ

いて、旭川駅の中にあるＮＨＫの特設ブースで、初めて実際にスーパーハイビジョン

を見た際には、迫力満点の音響と画像に驚いた。2020 年の東京オリンピックのとき

には、家庭でもスーパーハイビジョンが見られるように準備していると聞き、とても

楽しみになった。 

 

○  北海道クローズアップ「直木賞作家 桜木紫乃」について、桜木さんの個性がよく

出ていて、「作品の魅力に迫る」といった部分では大変おもしろいアプローチがたく

さんあった。桜木さんの作風の特徴である独特の風景描写というものを、画像と実写

と重ね合わせながら見せる手法は非常におもしろかったが、もう少し長く見せてほし

かった。また、ラブレスという作品で、複数の女性をどう書き分けているのかという

例示をもっと出してもらうと、より伝わったと思う。また、彼女がラジオ番組に出演

した時に転んでいたが、そこまでは映さなくてよかったのではないかと感じた。苦労

話のところで言っていた「血のにじむような努力」に少し違和感があった。「血のに

じむような努力」があるのであれば、もっと苦労話について説明があってもよかった

のではないかと思う。 

 

○ 北海道クローズアップ「検証・ＪＲ北海道なぜトラブルは続くのか」について、去年

の石勝線事故の後に、ＪＲの再生に向けての取り組みを取り上げた番組を放送してい

たが、そこから改善していないのではないかという問題提起番組として視聴した。同

じ部品が３回壊れ、その部品の構造も含め、壊れた部品がいかに重要なものかという

説明や、部品が壊れたときＪＲがどういう取り組みをしたかを分かりやすく説明して

いた。２回目のときになぜ、１回目の事故の原因を突き詰めなかったのかという疑問

を持った。また、記者がかなり厳しい口調で話していたが、ちょっと力が入り過ぎて

いるのではないか、あおり過ぎていないかと感じた。もうちょっと冷静に語ったほう

が、より危機感が伝わったという印象があった。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

桜木さんは多忙な中で、できる限り協力してくださった。ラジオ番組の後

で転んだシーンは、桜木さんらしさが伝わる映像と思い、使わせていただい

た。 
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ＪＲについては、今後も取材を続けて、指摘があった現場の声についても

拾っていく。 

 

出演者の紹介のしかたについては、公共放送として宣伝広告はできないと

いう原則がある。番組やニュースの趣旨に沿った形であれば、固有の施設名

や企業名であっても出す場合もあり、ケース・バイ・ケースで考えている。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年７月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

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

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北スペシャル「夜の動物園でドキドキしナイト」について説明があり、放送 

番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子 （（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  小沢 信行 （北海道新聞社論説委員） 

櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

柴田  悟 （月形町農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子 （北海道消費者協会会長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北スペシャル「夜の動物園でドキドキしナイト」 

（総合 ７月５日(金) 後 8:00～8:43)について＞ 

 

○  動物相手、さらにアニマルリポーターの小さな子どもたちがたくさんいた中での生

中継だったが、アナウンサーが非常に冷静に進行していたのが印象的だった。アニマ

ルリポーターが札幌市の円山動物園内に散らばり、ツイッターで情報を寄せるという

とてもおもしろい企画だったが、なかなかツイートが集まらず、同じような内容が何

回も番組の中で出ていたので、もっと参加者に投稿を呼び掛ければよかったと思う。

定点カメラの映像やツイッターの吹き出しが出てきて、画面が少しごちゃごちゃした

印象だったが、それなりに楽しませてもらった。園内の中継先がどこなのかが分かり

づらかった。いろいろな動物のイラストが出ていた番組のタイトルがとても楽しい絵

で、どのような方が描いたのか気になった。 
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○  生放送ならではのわくわく感と臨場感があって、最後まで楽しめた。特にシロクマ

の授乳シーンがほほえましく、印象的だった。ただ、投稿の仕組みが分かりにくく、

その投稿を番組で生かしきれていないと感じた。寄せられた投稿は目立って表示され

るため、すぐさまリアクションがあるのかと思ったが、放置しているように感じた。

映像にできなくても、せめて投稿内容について飼育員に尋ねるシーンなどがもっとあ

ってもよかったのではないか。また、番組の流れと投稿が合っていないように感じた

ところがかなりあった。例えばカンガルーの散歩のシーンのときは、散歩をしている

のに「もうすぐカンガルーの散歩、楽しみ」という投稿が画面に現れて、少しちぐは

ぐな印象を受けた。飼育員の音声が聞き取りにくいところもあり、リポーターのフォ

ローが欲しかった。全体の印象として、もう少しシンプルに動物を見られるとよかっ

たと感じる方もいたのではないかと思うが、ゲストの人選がよく、イベントのような

雰囲気で最後まで楽しく、飽きず見られた。 

 

○  生中継らしい、活気にあふれた番組だった。昼間の動物園ではなかなか見られない

シーンがあり、夜の生態についていろいろと勉強になった。ただ、全体的に出演者の

発言が錯そうし、にぎやか過ぎたという感じがした。会話が重なってしまい、聞きづ

らい場面がいくつかあった。また、動物園の名物飼育員とされている方が登場したが､

視聴者に参考になる情報をもっと提供してほしかった。定点カメラで５つの動物を映

していたが､ホッキョクグマ以外の動物たちは動きが非常に乏しく、別の動物を選ぶ

選択肢はなかったのかと疑問に感じた。来園者がカンガルーに触れるというイベント

があったが､カンガルーの腹の袋まで触って構わないものなのか、確認したい。 

 

○  期間限定で円山動物園が夜に開園しているということを初めて知った。高感度カメ

ラやハイスピードカメラなどを駆使して、動物たちの素顔と生態を、飼育員の説明付

きで楽しく見ることができた。また、来園者がカンガルーに直接触れることができる

というのは、動物園側の趣向を凝らした演出で、動物園に行きたいという視聴者が大

勢いたのではないかと思う。ただ、生中継ということで照明がたかれていたと思うが、

通常営業の夜に、あれほどの明るさがあるのか気になった。また、ゲストの会話が錯

そうして聞き取りづらく、アナウンサーと飼育員だけでよかったのではないか感じた。 

 

○  タイトルどおりドキドキする、生中継ならではの番組だと思った。ただ、夜の動物

の生態を見ることができたという実感があまりないまま、終わってしまった。ゲスト

の２人が現場に行って実際に感じたことを語ったほうが、もっとリアルに届いたので

はないかという気がした。夜の生中継、さらには動物が相手なので、思ったような動

きにならなかったというのは、結果的にはちょっと残念だった。 
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○  全体的に、出演者がうきうきした感じで番組に臨んでいた。発言が重なって何を言

っているのかつかみにくい部分が多くあった。進行役がもう少し整理してくれたほう

がわかりやすかったと思う。それぞれ担当の飼育員が説明して、動物をもう少し長く

映し出すほうが、見る側にとっては楽しみが増えたと感じる。また、最後のカンガル

ーの場面では、入園しているお客さんとカンガルーが散策するとか、広々としたとこ

ろでお客さんと楽しむというような光景にしたほうが、最後の締めとしてはよかった

という感じがする。 

 

○  夜の動物園、生放送、親子３５０人、そしてツイートでの参加型ということで、大

きなハードルがある中、大変な番組を作ったというのが、率直な感想だ。まず、なる

ほどと思って興味を引かれたのは、キリンが１５分しか寝ないという豆知識が出てき

たところだ。小さな知識が次々に紹介されると、子どもたちの引き出しもどんどん増

えていくのだろうと感じた。いろんな動物を映し出したときに、そうしたちょっとし

た豆知識をもっと紹介してもらえれば、よりよかったと感じた。「夜行性」とか「活

発化する」というフレーズの割には、昼と夜の異なる生態の事例は見受けられなかっ

た。例えば、真っ暗な闇の中にある光る目から動物を映し出すといった、「夜ならで

は」という要素があると、もっと興味深い内容になったのではないか。また、ハイス

ピードカメラでカワウソのニジマス捕獲を撮るシーンがあったが、捕獲の瞬間が撮れ

ないときのコメントの準備をあらかじめしておくと、よりよいものになったのではな

いのかと感じた。番組最後のカンガルーのシーンは、子どもたちの笑顔を映して終わ

ってほしかった。動物園というのはわれわれ親の世代にとっても特別な体験のできる

場所であり、子どもたちにとってはなおさらのことだ。そういった意味で、この番組

は期待どおりの内容で、私自身も勉強させてもらった。 

 

○  円山動物園が夏場、夜も開園していることを知らず、動物園にいる動物は夜は寝て

いるものという無意識な思い込みがあったことに、改めて気づいた。番組は非常に興

味深く、新鮮な驚きがたくさんあった。５つの定点カメラの映像では、寝ている動物

もいれば、暗闇で活動している動物もいて、夜の動物園のあるがままを映していて、

ライブ感があった。コツメカワウソのスローモーション映像が印象に残り、ニジマス

を追うカワウソの四肢の動きは、迫力があり美しかった。ただ、このときに、投稿の

字幕が入るので、せっかくの場面が隠されることがあった。タイトル映像は、いかに

も夜の動物園のイメージを象徴していて、とても上手だなと感心した。全体として、

あまりにも盛りだくさんな内容で、人の動きが前面に出てしまい、動物が丁寧に扱わ

れていなかったような印象が残った。流れも映像も忙しく、飼育員の説明をもっとち

ゃんと聞きたいという不満が残った。また、ゲストの発言で残念に感じられる場面が
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あった。出演した飼育員のことを「名物飼育員」と紹介していたが、人を紹介すると

きの「名物」という表現は微妙なニュアンスがあると思うので気になった。 

 

○  「夜の動物園でドキドキしナイト」というタイトルどおり、期待して見た。３連休

と夏休みの前ということで、いい時期の放送だったと思うが、盛りだくさんの内容で、

現場のバタバタ感が伝わってきた。オオカミが１．５メートルも跳び上がって餌にか

ぶりつくシーンや、コツメカワウソが両手で魚を追う姿を撮影したハイスピードカメ

ラの場面は非常におもしろかった。ツイッターの投稿がどのぐらいあって、その中で

いくつを選別して出したのか知りたい。夜の動物の姿や説明がもっとほしかったが、

全体として楽しく見せてもらった。 

 

○  生中継のよさでもあるのだろうが、やはりドタバタした感じが気になった。特につ

なぎの悪さや言葉がかぶる聞きづらさといったところで、ドタバタした感じがした。

ゲストのコメントがおもしろく、現場の笑い声も入っていたことから、番組全体に明

るく楽しい感じをもたらしていたのではないかと思った。「ドキドキ体験メニュー」

は、視聴者に行ってみたいと思わせる肝心のポイントとなるところだ。その意味で、

オオカミの跳んでいる姿をもっと引いて映したり、最大の見せ場であるスーパースロ

ー映像は事前に撮影した映像を用意しておくなど、もっとうまく構成できたのではな

いかと思う。また、せっかく子どもたちが出ていたので、ドキドキ体験を見た感想を

聞くべきだったと思う。飼育員の解説は丁寧だったが、ところどころあいまいで、担

当の動物以外はあまり詳しくないのではないかと思った。いずれにしても、ツイッタ

ーを取り入れるなど、意欲的、挑戦的な番組作りであったと評価したい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組は、去年１１月にＮＨＫと円山動物園が共同で冬の動物園を前に

イベントを実施し、非常に好評だったことから、今年は放送と連動しようと

いうことで企画した。アニマルリポーターとして３００人余りの親子に参加

してもらい、投稿数は 1,054 件、数自体は決して少なくなかったが、見せ方

や仕組みの説明にもう少し工夫が必要だったかもしれない。 

  

最初のタイトルは、外部のデザイナーによるイラストで、番組ポスターや

イベントのパンフレットも同じものを使っている。定点カメラを設置した動

物については、放送直前には活発に動いているものもあり、放送中にたまた

ま動かなかったということだ。また、カンガルーの袋の中に触るというのは、

通常の夜の動物園の体験メニューにあるもので、特別に触らせてもらったわ
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けではない。カンガルーが逃げ出さないように、建物の中で、入り口のドア

を閉めておかなければならないという制約があった。また、明るさについて

は、ふだんの夜の動物園の明るさであり、テレビ中継を行うために光量を極

端に増やしたということではない。出演していただいた飼育員は動物園から

推薦してもらった方だ。1,054 件の投稿のうち、番組ではおよそ７０件を表

示した。できる限り番組の流れに即して出していこうと、数を絞っていた。

もっと投稿数があれば、番組にリンクした形で投稿を出すことができたので

はないかというのは反省点だ。カワウソの捕獲シーンについて、カワウソは

１日１回しか食べないので、あのような形になったが、前日に動いている姿

を見て、いい映像が撮れると確認していた。 

 

もともと夜の動物園というツアーを、テレビとしてどう付加価値をつけて

いくかということで、演出が多くなってしまった。「夜ならでは」という部

分をもっと知りたかったというご意見をいただいたが、「夜ならでは」と限

定して語るのはなかなか難しいところがあるようだ。現場の楽しさが多くの

方に伝わったという部分は成功だったと思うので、またこういうチャレンジ

をしていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２１日(金)のネイチャリング北海道「爽快！マウンテンバイクで山遊び」は、

屈斜路湖の美しい風景と風を感じるマウンテンバイクが今の季節にぴったりで、爽快

感があった。マウンテンバイクの乗り方や注意点がポイントで説明されていて、非常

に分かりやすかった。そのポイントや注意点を受けて、実際にマウンテンバイクの練

習をするシーンがあったが、それよりは実際に山を下っていくシーンに時間をかけて

ほしかった。四季ごとの魅力をもっとアピールすると、視聴者の興味を喚起できるの

ではないかと思った。また、湖畔まで下っていくコースが７キロということだったが、

それが初心者だったらどのぐらいの時間で着くのかという情報は必要だったと思う。 

 

○  ６月２１日(金)の北海道クローズアップ「“新世代ベアーズ”に揺れる知床」につ

いて、知床で人を恐れない熊が出没し、その目撃件数が昨年、過去最多であったとい

う説明があった。ところが、専門家は、「熊が出ているからといって危険なわけでは

ない。この２０年間、事故は全く起きていない」と冷静に発言しており、この事態を

どうとらえたらいいのか、少し戸惑った。「怖いから外で子供を遊ばせることはでき

ない」という住民のコメントも紹介されており、一般市民と専門家の受け止め方のギ
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ャップをどう伝えるかというところで、ヒグマとの共存の在り方について解説がほし

かった。アラスカのケースが説明されていたが、将来的に、これは知床にも導入可能

なのかというところを含めて、明確にアイデアを示せたらよかったと思う。 

 

○  ６月２１日(金)の北海道中ひざくりげ「故郷の味 地豆にかける～大樹町～」につ

いて、かつて開拓民が全国各地から北海道に持ち込んだ豆の子孫が残り、今でも栽培

されているということは、非常におもしろい話題だと思った。農家の「豆を育てるの

は命をつないでいくのと同じである」という良いコメントを引き出していて、番組を

印象深いものにしていた。テーマがしっかりしていた旅番組であった。開拓農民が全

国各地から持ち込んだ豆のルーツが分かるのであれば、紹介してもらえると、より興

味深いものになったと思う。 

 

○  北海道中ひざくりげ「故郷の味 地豆にかける」について、有機栽培にこだわり、

手間暇かけて地豆を栽培している農家の男性を見て、経営として成り立っているのだ

ろうかと見ていたら、「親から受け継いだ農地を一部手放して、経営を継続していく」

と言っていた。これに対し、旅人のアナウンサーが「頑張ってください」というエー

ルを送っていたのが印象的だった。十勝の豆地帯では、品種改良が行われ、機械化、

大規模経営が進んでいる。その一方で小規模でも生きがいを持って専業農家として頑

張っている方々に私もエールを送りたいと思った。 

 

○  ６月２２日(土)の「ＮＨＫニュース おはよう北海道 土曜プラス」について、先

日までＢＳプレミアムでドラマ「真夜中のパン屋さん」の放送があったが、実際に夜

中に営業しているパン屋さんがあるというのはおもしろい話題だった。地元ではよく

知られていることなのだろうが、帯広以外の地域に住んでいる方にとっては、意外性

があり、最後まで見入った。 

 

○  ６月２２日(土)のドキュメンタリー５「かつて、ここには」(総合 後 0:40～0:45 

北海道ブロック)は、地元の炭鉱の歴史や街を紹介することに奮闘する美唄市職員

を追っていた。２０代、３０代の観光客が３０人ほど来ていたが、どんな理由で集

まったのか、よく分からなかった。市内にある公園も含めてもっと多くのものを紹

介していきたいという彼の意欲が伝わってきたのはとても良かった。 

 

○  ６月３０日(日)のさわやか自然百景「北海道 有珠山」について、有珠山というと

火山爆発、噴火という視点で語られることが多いのだが、今回は火山ならではの、見

事に再生していく自然の様子が映し出されていた。2000 年の噴火の後、2002 年に撮

った映像と今年撮った映像を見比べていたが、地元の山を新しい視点から見ることが
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でき興味深かった。また、いろいろな鳥や花などが紹介されて、自然が回帰している

ということがとても分かりやすかった。今後も、噴火後の様子を撮り続けてほしい。 

 

○  ７月１日(月)の穴場ハンター「“絵になる”穴場を探せ」を見て、これからの深夜

のテレビの可能性はこういうところにあるのか、と感心した。出演者が非常にいいキ

ャラクターで、親近感のわく良い番組だった。 

 

○  ７月２日(火)の「ＮＨＫニュース おはよう北海道」で函館の喫茶店主がプロデュ

ースする市民参加型の映画が紹介されていた。今後も取材をしてもらえればおもしろ

い話になるのではないかと感じた。 

 

○  ７月５日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「高校生 揺れる僕

らの夢～美幌高校 農業科 ２年Ｃ組～」は３人の若者を中心とした構成だったが、

３人とも個性が際立っており、いいメンバー設定だったと思った。特に今は、ＴＰＰ

（環太平洋パートナーシップ協定）参加の中で、日本の農業が変わる転換期というこ

とで、なお一層自分たちの将来についていろいろ考えている姿に感銘を受けた。もっ

と大きな世界に飛び出していきたいという考えに至った生徒や、父親のフェイスブッ

クを使った情報発信を見て、消費者へのアピールが足りなかったと反省する生徒の姿

がよかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「高校生 揺れる僕らの夢」につい

て、農業の現実を高校生の目を通して見るということで、非常にいい番組だと思った。

高校生２人が、それぞれ親と語り合うことで現実が見えてくるという展開になってい

て、分かりやすい番組だった。高校生の各家庭におじゃまして映像を撮らせてもらう

というのは苦労があったのではないか。番組の最後、子牛が生まれてようやく立ち上

がるという映像の後、「高校生が自分の足で歩みだそうとしている」というナレーシ

ョンがあり、非常に心憎いと思った。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「高校生 揺れる僕らの夢」につい

て、ＴＰＰの参加表明は各界に波紋を広げているが、北海道農業の貴重な後継者であ

る農業高校の生徒が将来設計を立てられないという不安にさいなまれているという

重大さを、視聴者に感じてもらえればと思う。生徒の保護者も、息子に自信を持って

農家の跡継ぎをしろと言えるような状況でないという。親と子の苦悩を視聴者に伝え

たことは、意義があるのではないかと思う。ＴＰＰに対しての疑問と不安を改めて感

じた。 

 



 8

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「高校生 揺れる僕らの夢」につい

て、寮生活を送る生徒たちの姿が新鮮で、高校生らしい純真さを感じさせてくれた。

ＴＰＰの参加表明によって、将来に不安を抱く父親たちの姿を見ながらも、農業を継

ぐという選択をし、自分なりのビジョンや計画などを持って歩もうとする姿に感動し

た。こういう子どもたちが将来の農業を支えていってくれるのだと思う。番組の起承

転結もよくまとまっていたし、「揺れる僕らの夢」というタイトルと、最後のナレー

ションの「農業の未来を信じて、模索を続ける」という締めくくりもまとまりがあっ

て、よい番組に仕上がっていた。また、落ち着いた、温かみのあるナレーションが、

さらに番組の質を高めていたという印象を持った。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「高校生 揺れる僕らの夢」につい

て、田園風景に赤いトラクターという見慣れた風景から始まり、３人の高校生の心の

変化をカメラが自然にとらえていた。ＴＰＰの問題や、変革の時期を迎えている農業

の問題があるものの、高校生の表情がそれらを優しく包み込んで、良い番組となって

いた。「今できることを楽しみたい」と言っていた生徒が、最後に父親のトラクター

に乗り込むシーンに感動した。心の変化を見せる作りや、ナレーションがすばらしく、

秀逸な番組だった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「高校生 揺れる僕らの夢」につい

て、「豚醤油」という商品の説明がほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「高校生 揺れる僕らの夢」は、農

家を継ぐかどうかに揺れる高校生の姿を通して、北海道の農業が抱える課題を打ち出

していた、すばらしい番組だったと思う。野菜の袋詰めの実習では、目的意識を持っ

ている生徒とそうでない生徒で、取り組み姿勢に大きな差が出ていた。彼らは高校生

だが、どこも同じなのだと感じた。「自分の息子の幸せを考えると、厳しい酪農の仕

事を勧められなかった」という酪農家の父親のコメントが、日本の農業や酪農の将来

に向けて夢を語れない、積極的に後継させられないという厳しい現実を示していた。

ＴＰＰの問題もあるが、そもそも農業経営は安定的でなく、非常に厳しい作業を伴う。

そのような状況の中で、「より視野を広げたうえで酪農経営を考えていきたい」と語

る生徒の姿に、成長を感じた。また、息子が農業に関心を示し、継ぐ意思を告げたこ

とに対し、満面の笑顔で喜ぶ父親の姿がよく出ていた。フェイスブックを通して情報

発信するという、地味な努力を重ねて市場開拓している様子も印象的だった。 

 

○  ７月１２日(金)の北海道クローズアップ「眠れる観光資源を掘り起こせ」について、

釧路の霧を生かした長期滞在ツアーを紹介していたが、霧と長期滞在との関係がよく
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分からなかった。霧だけに魅力を感じて来ているのではなく、気温が低いから、しの

ぎやすくて来ているのではないかと思った。この番組は、自分たちの足元を見ると観

光資源となる宝物がもっとあるということを教えてくれた。 

 

○  北海道クローズアップ「眠れる観光資源を掘り起こせ」について、私も仕事で訪れ

た本州の街を気に入ると、「ここで暮らしてみたい」という思いを抱くのだが、同じ

ような思いを抱いている方がたくさんいるのだということに、まず驚いた。時代の変

化に応じた需要を柔軟にとらえて対応している旅行会社をはじめ、自治体も非常に努

力しているということを見せてもらい、どんな時代にも行動することで道が開けてい

くのだということを、改めて教えてもらった。また、「今あるものを使うことで、逆

に地域の文化とか景観を守ることができる」というゲストの話に、深い感銘を受けた。

野鳥の勉強をして、観光ガイドを手伝っている漁師の姿が印象的で、海を仕事場とす

るプロの気概にあふれていた。 

 

○  北海道クローズアップ「眠れる観光資源を掘り起こせ」について、釧路だけではな

く、北海道各地域に眠っている観光資源があると思うので、番組に出てきた“よそ者”

の視点を生かしたいと思った。ただ、国内の観光人口が減るのは目に見えているため、

外国人をどのように受け入れるか、早急に対応しなければならないと思う。 

 

○  ７月１２日(金)の北スペシャル「あの日の記憶と生きる～奥尻島・被災者の２０年

～」は、冒頭の子ども相撲のシーンが印象的で、幸せな日常の危うさや、笑顔の裏に

潜むそれぞれの２０年、あるいは復興を目指す人間のたくましさを象徴しており、震

災という視点を通して、人間が生きるということを問いかけた非常に重い番組だと思

った。２０年の思いをカメラの前で語った女性を見て、残された人たちが「生きてし

まった、助けられなかった、死なせてしまった」と抱える罪悪感が凝縮されていて、

一体どれほどの人が今もこういう気持ちを抱えているのだろうか、と改めて感じた。

娘がなぜ奥尻島に行ったか２０年も分からなかった夫婦が、慰霊碑の前で「つながり

ました」と言った言葉が心に重く残り、これでこの夫婦は進んでいけるのだろうと感

じた。津波の恐ろしさを伝える人がいる一方で、「もう語りたくない、思い出したく

ない」という人がいるということ、「命だけでも助かってよかった」と言える人がい

る一方で、そのすぐそばには命が助からなかった人もいるということ。震災という大

きな災害は、生き残った人たちの絆を強めることもあるが、逆に人間関係にひびを入

れることもあるということを考えさせられた。最後のナレーションで、「一人一人が

自らと向き合いながら、確かに歩みを進めてきた年月です」とあったが、きれいにま

とめ過ぎているような気がして不満が残った。 
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○  北スペシャル「あの日の記憶と生きる」について、震災の悲しみは決して消え去る

ものではないが、２０年という一つの節目で、互いに抱えていた悩みがつながり、こ

れから力を合わせていこうという家族の姿を見せてもらった。また、東日本大震災を

経て、北海道南西沖地震のことを伝える紙芝居を続けていく決心をした消防士の姿

は、次のステップへ向かっていく意味で、印象に残った。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「高校生 揺れる僕らの夢」

について、町の人たちが応援している高校の生徒たちが、昨年ヒット商品を

作り、それに代わる新たな商品を探そうしているという話と、ＴＰＰへの参

加表明があり、進路選択が揺れている高校生という２つのストーリーの両に

らみで取材を進めていた。途中で、「ＴＰＰで進路が揺れる」という方向に

絞っていって、この番組になった。登場人物の３人は、寮の同部屋で、見事

にキャラクターが分かれていたので取材させてもらった。「豚醤油」はうま

み調味料のようなもので、あの地域限定のものだ。ちょっと言葉足らずであ

っただろうということは反省する。 

 

北海道クローズアップ「“新世代ベアーズ”に揺れる知床」について、「ヒ

グマは今のところ人に危害を加えない」というのが知床博物館館長の意見だ

が、人はえさをくれるものだという熊の認識が高まると、いつ人を襲うか分

からない。今、ぎりぎりの水際まできている、というのが番組の問題意識だ。 

 

北スペシャル「あの日の記憶と生きる」のラストのコメントは、確かに、

時が止まったかのようにあの日にとらわれ続けているという人がいるとい

うことは私どもも理解していたが、それでも歩みを進めているという気持ち

を込めて書いたものである。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年６月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１９日（水）、ＮＨＫ札幌放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道のナンモン！「自然エネルギー王国 北海道の可能性を生かせ！」

について説明があり、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子 （（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  小沢 信行 （北海道新聞社論説委員） 

木下 正明 （鳥取神社宮司） 

坂本 昌彦 （（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

柴田  悟 （月形町農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子 （北海道消費者協会会長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道のナンモン！「自然エネルギー王国 北海道の可能性を生かせ！」 

（総合 ６月７日(金) 後 7:30～8:45)について＞ 

 

○  まず、疑問に思ったことやもっと聞いてみたいことを専門家に尋ねるアナウンサー

の姿勢に好感が持てた。ゲストのタレントも、堅くなりがちな話の中で平易な言葉で

発言していて、見やすくなっていたと思う。風力、太陽光、バイオマスを取り上げ、

それぞれの難問と解決の手がかりが示されていた。特に太陽光・風力などの自然エネ

ルギーをすべて使えば、日本のエネルギー需要全体の３分の２を賄えるという話を聞

き、今後非常に可能性があると感じている。最後に、「消費者が節電をすると自然エ

ネルギーの普及につながる」という話があったが、もう少し説明してもらえるとよく

理解できたのではないかと思う。 
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○  東日本大震災以降、原子力に依存しない自然再生エネルギーへの関心が非常に高ま

っている今、番組で取り上げたことはとてもよかったと思う。そもそも、私たちの生

活に欠かせない電気というものが、どのようなシステムで発電所から家庭に届けられ

るのか、簡単な図を用いた説明が冒頭であれば、理解が深まったのではないかと思っ

た。北海道での風力発電の対比として、デンマークを紹介していたが、デンマークの

国をあげてのこれまでの取り組みや、その背景の掘り下げがあるともっとよかったと

思う。番組の前半は、やや楽観的に北海道の可能性が誇張されているような印象があ

ったが、後半の専門家による説明で、現実的な話を聞くことができ、番組の方向性が

若干変わったような印象を受けた。エネルギー問題というのは、私たち一人一人にと

って大きな問題であり、国に丸ごと任せるのではなく、さまざまな情報に触れること

が大切だ。これからも継続的に北海道における自然エネルギーの問題について取り上

げてもらいたい。 

 

○  全体を通して、“ナンモン”を解決するということで大きな未来が待っている、北

海道には可能性がある、ということを分かりやすく示しており、前向きで元気な番組

だと好感を持った。今回は難しいテーマだったが、じっくり説明されていて非常によ

かったと思う。ただ、北海道の体質あるいは立ち位置として、国への依存や､行政側

の物事でないと動いていかないというところが見受けられ、個人や一企業といった民

間の頑張りでは解決に向かっていかないのかなという無力感を番組の中で感じた。そ

のような中で最後に、家庭での節電について触れており、とってつけたかのような印

象を持った。   

冒頭で、北海道電力の電源構成比について、平成２２年のものが提示されたが、原

子力がない現在はどうなっているか、知りたかった。また、日本とデンマークの風力

発電に関する採算性の違いや、デンマークの具体的な電気代が気になった。また、

人口は減少し、企業が節電に努めているにもかかわらず、北海道の消費電力がここ２

０年で１．５倍に増えていたことが意外で、説明がほしかった。 

 

○  今回の番組は、私自身、いろいろ勉強になり、また非常に影響力のある番組ではな

かったかと思う。興部町の風力発電の問題が出たが、道内には非常に多くの風力発電

がいろいろな問題を抱えている。また、送電網が限界だという理由で、発電能力があ

るにもかかわらず、十分活用されていないのが残念だと思った。デンマークの事例を

見て、日本は送電網のバックアップ体制を早急に整備していく必要があると感じた。

安定性のある地熱発電について、国立公園の中における国の規制が緩和されたという

ことは非常に重要なことではないかと思った。 

最後に「一人一人の節電に対する心構えが大事」という締めで終わったが、個々人
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がエネルギーに対してもっとしっかり自覚していくことが大事だということをさら

っとまとめていて、逆に印象強く終えたと思う。 

 

○  非常にいい番組で、関心を持って見た。いろいろな発電施設が出てきた中で、太陽

光発電が出てこなかったのは、夜間発電できず割に合わないため、ということがわか

った。バイオマス発電や地熱発電の潜在能力の高さと、デンマークの事例の紹介は参

考になった。ＮＨＫ解説委員とゲストの説明も分かりやすく、なるほどとうなずける

場面が多々あった。 

ただ、この番組は、「週刊 ニュース深読み」と同じパターンで、もう一工夫あっ

たほうがいいと感じた。番組の最後、家電の節電で締めるくだりについて、私は、自

然エネルギーのコスト高を家庭の節電で補えば決して高くつくものではないと解釈

したが、もう少し踏み込んだ説明があってもよかったという印象を受けた。 

 

○  率直に、難しい内容だと感じた。北海道には全国の電力量の３分の２まで賄える、

1 億キロワットという豊富な自然エネルギーの資源があるということに気がついて

いない人が大勢いたのではないかと思う。原発事故から自然エネルギーが注目されて

いるが、エネルギーの安定供給というのは国の責務だと思うので、将来をしっかり見

据えて取り組んでもらいたい。北海道電力泊原発が停止して１年以上が経過し、将来、

原子力発電が再稼働するかどうか、先行き不透明な状況にある。豊富な自然エネルギ

ーをいかに有効活用していくか、エネルギー問題の現状と将来に対しての考え方をい

ま一度見つめ直す番組だった。 

 

○  番組は、風力、地熱、バイオマスという流れだった。ポテンシャリティーの大きさ

と普遍性から、風力を先に持ってきたということで、スタンダードな構成だったと思

う。ただ、北海道の特殊性、あるいは自然エネルギーのおもしろさということから言

うと、バイオマスと地熱を先にするという発想もありではなかったかと思う。それぞ

れの自然エネルギーのメリット・デメリットがよく整理されていて分かりやすかった

が､北海道の自然エネルギーの将来イメージを描けるような情報を、まとめた形で最

後に出してもらえればよりよかったと思う。ゲストのタレントが、素人の代表として

いろんな疑問点についてもっと積極的な追及をしていたら、もっとおもしろく、分か

りやすいものになったと思う。いずれにしろ、原発事故以来、エネルギー問題は国民

的な関心事になっているので、非常にタイムリーな企画であったと思う。まじめなテ

ーマで、多くの視聴者を引きつけるにはいろいろと工夫が必要だと思うが、今後もタ

イムリーな企画を取り上げてほしい。 

 

○  電力について考えていくための基礎知識が得られるような番組で、勉強になったと
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いうのが一番の感想だ。苫前町で風力発電のための送電線を造らない理由について、

ＶＴＲの流れの中で説明せず、スタジオで解説委員が答えるという時間差が印象に残

った。時間を置くことによって、視聴者自身が考えるきっかけになり、頭に残りやす

くなると感じた。 

風車の修理代の高さが１つの要因となり、興部町が発電を断念したというが、苫前

町はその問題をどのようにクリアしたのか気になった。また、日本の行政法人が風力

の予測を大幅に誤った一方で、デンマークの風車協会が正確に予測している理由を知

りたいと思った。デンマークの電気料金がヨーロッパで一番高いという説明があった

が、具体的な数字がほしかった。 

地熱発電やバイオマス発電について、北海道のポテンシャルの大きさに驚かされた

が、送電の課題はどうクリアするのだろうという疑問が残った。道外から進出した企

業による太陽光発電で、送電線が使えなくなりつつあるという説明があったが、送電

線の優先順位、システムを知りたいと思った。ただ、「知りたい」と視聴者に思わせ

ることも番組の非常に大切な役割だと思うので、私自身はこの番組を見て宿題をもら

ったような気がしている。最後の部分で「自然エネルギーを普及させるためには私た

ちが節電しよう」という着地だったが、説明足らずのように感じた。節電と結ぶこと

なく、視聴者に投げかけて、考えてもらうという方法もあったと思う。 

また、背景のセットのラメがチラチラしていたのが気になった。 

 

○  初回から非常に難しいテーマだったと思う。風力発電機は、日本製ではなくてドイ

ツ製とフランス製がほとんどで、部品代も高いし、必ず海外から技術者を呼んで直さ

なければいけない。電力の固定価格買い取り制度になっても、バイオマスが 40.95

円なのに対し、風力発電は 23.1 円で、なかなかペイしないのが現状だ。 

森町の地熱発電所は、効率の悪さが普及を妨げる一番の理由なのに、自然公園法で

ごまかしている気がした。デンマークのように平らな土地で送電線を造るのに比べ、

北海道をはじめとして日本には山があり、建設や保守がしづらい。この辺にも難しい

問題が多々あるのではないかと思う。また、鹿追町にバイオガスプラントがあるが、

固定価格買い取り制度により価格が倍になったため、何とか採算がとれるようになっ

た。イニシャルコストを考えると、国からの補助なしに、町あるいは民間で 100％や

るのは難しいと思うので、その点も番組の中で提示したらよかったと思う。 

 

○  実に時宜を得た内容で、とても分かりやすく、役立つ番組だったと思う。１時間１

５分という長い放送時間の中で、太陽光、風力、地熱、バイオマスの４つを先に説明

して、後半で専門家の話につなげていくというのは、非常に分かりやすかった。私は

風力発電とバイオマス発電の現場を視察したことがあるが、今回の番組を見て、なる

ほどと思うところが随分あった。グラフや、解説委員の説明が非常に丁寧で、分かり
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やすさということに気を遣って番組を作っているというのがよく分かった。経済産業

省北海道経済産業局長が「送電線網の整備に国の予算をつける」と一歩進んだ提案と、

さらなる技術開発が必要という発言をしていて、これは次につながっていくと思った。 

 

○  全体的に、自然エネルギーの種類やそれぞれの仕組みが分かりやすく説明されてい

て、その可能性や課題について理解が深まる内容だった。震災後の、エネルギーに関

する感情的な時期から少し時間がたって、現実的で整理された情報提供だったと思う。

番組の中でところどころ触れられていたが、経済的合理性をはっきり示す必要がある

と思う。北海道は自然エネルギーにおいて優位性があり、ポテンシャルが高いという

のは確かなのだが､その開発は誰のものなのか。自然エネルギーは開発コストや維持

コストがかかる。それが道民のためのものだとすれば、道民にそのコストを払う覚悟

はあるのか。本州への売電が目的ならば、それは誰のための事業で、道民にどういう

メリットがあるのか。そういう整理が必要だと思う。それぞれの自然エネルギーの発

電コストは明確に示されていなかったが、どのぐらいの違いがあるのか。固定価格買

い取り制度の価格の違いは、経済的に見れば大事なポイントになってくる。そのあた

りの理解が進めば、建設的な議論ができると思った。過去に設置した風車については、

補助金がつくからとりあえず造ったのだろうと思う。また、メンテナンスについても

ある程度想定はされていたはずで、そういう意味で事業計画はかなりずさんだった、

あるいは風力発電に対するノウハウが当時、相当欠如していたということだと思う。

将来的には、消費者が電力を選べるというところに行くのがベストだと感じた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道のナンモン！」というのは今年度新たに、道内局も含めＮＨＫ北

海道として取り組んでいる番組で、いつも以上に取材を深くして、分かりや

すく伝えていこうという思いで制作した。 

  

今回の番組の制作意図は、北海道の持つ“もったいなさ”に関心を持って

もらい、北海道のポテンシャルを生かそうということだ。風車よりもバイオ

マスや地熱が先ではというのは鋭いご指摘で、われわれもどちらを先にする

か、何度も議論した。結局、ふん尿についても、課題として送電網の話につ

ながるので、先に風力をやって、送電網のことを知ってもらった上で、バイ

オマスや地熱という流れのほうがいいのではないかという結論に至った。ま

た、最後の部分は、自然エネルギーのコスト高を節電で補えれば、ポテンシ

ャルを生かせるようになる、ということで落ち着かせた。 
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北海道の消費電力が２０年で１．５倍に増えた理由は、エアコン、携帯電

話、パソコンなどの普及と、新たな家電製品の大型化により、家庭での消費

電力が増えたためだ。節電を進めた結果、企業の消費電力は増えていない。

この需要の増加に合わせて、北海道電力は大型の火力発電所と泊の原子力発

電所を造ってきた。さらにこの先２０年、この流れが続くとなると、風力や

太陽光といった変動がある自然エネルギーでは賄い切れない。コスト的にも、

自然エネルギーを増やすには、それに伴うバックアップ電源を同時に整備し

ていかなければならない。そのため、家庭での電力消費量を増やさず今の水

準を維持できれば、今、北電が持っている電源を、自然エネルギーの変動を

カバーできるバックアップ電源に回せるということだ。それが最後の部分で

説明したかったことである。また、コスト面の負担を道民としてどう覚悟し

ていくのかという話だが、具体的な金額に落としていくのがかなり難しい。

原子力発電所のコストというのも、最終的にはまだ分からないうえ、技術革

新で自然エネルギーの価格も安くなっていくかもしれない。火力発電所につ

いても「シェールガス革命」のような価格の大きな変動が出そうな中で、は

っきりとした数字で見せていくのはかなり難しい。また、ベストミックスに

ついてはこれから１０年かけて考えていく、と現政権も示しているので、今

回の番組を通じて、電力・エネルギーの問題を視聴者の方々が考えるきっか

けになれば、これからベストミックスの議論が進んでいくときの考える材料

になるのではないかという思いで制作した。最後に、デンマークは発送電分

離で小売りが自由化され、電力会社を選べる体制になっているため、平均的

な家庭の電気代を入手するのが難しいという状況があった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月２６日(金)の北スペシャル 北海道発掘バラエティー ホリホリＸ「北海道の

シンボル」は、青函トンネルに流れ込む水を地上にくみ上げ、それを利用したチョウ

ザメの養殖をしているということを初めて知り、非常に勉強になった。 

 

○  ５月１７日(金)の北スペシャル いくぞ～！北の出会い旅「しらかば、あおぞ～ら」

は、担当アナウンサーの自然体で明るく、おおらかなキャラクターに好感を持てた。 

 

○  北スペシャル いくぞ～！北の出会い旅「しらかば、あおぞ～ら」について、吉幾

三さんとアナウンサーの掛け合いが絶妙で、街の人たちのおもしろさが際立ってい

た。魚をさばいている映像に、吉さんと店のおかみの会話が音声とテロップで出てい
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るシーンが印象的で、現場の空気をリアルに感じることができた。 

 

○  ５月２４日(金)の北海道クローズアップ「ＴＰＰ“強い酪農”への道」について、

冒頭でアナウンサーが外に出ていって酪農体験をする場面から始まり、いつもと違う

感じを受け、好感を持った。ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の参加国であ

るニュージーランドがすでに国の政策で巨大な乳業メーカーを作り出し、国際競争力

を強化しているということで、このまま日本がＴＰＰに参加して本当に大丈夫か、酪

農だけでも大きな影響があるのだということを感じた。またＴＰＰにより、農業以外

の分野が北海道の地域経済にどのような影響を与えるのかということも今後、番組と

して取り上げてもらいたい。 

 

○  北海道クローズアップ「ＴＰＰ“強い酪農”への道」について、全体として非常に

タイムリーで、いい番組だった。北海道を代表する産業の一つである酪農だが、その

経営形態は意外と知られていない。ＴＰＰで具体的にどのような影響を受けるのか、

非常に分かりやすい番組だった。放牧を推し進めるだけで、国際競争力のあるニュー

ジーランドをはじめとする国々に簡単に勝てるとは思わないが、そのための努力は必

要だし、そういう流れは北海道にとって大事だと思う。さらに言うと、それができる

のは国内では北海道しかないということだ。ＴＰＰにより、乳製品がすべて輸入品に

取って代わられるという試算が本当に正しいのかということについては疑問符をつ

けて見たが、穀物飼料の自給率を上げることや、放牧などによって輸入の比率を下げ

ることは非常に重要なテーマだと認識した。 

 

○  ５月２４日(金)の北海道中ひざくりげ「小さな塾から夢羽ばたいて～中川町～」は、

講師と地元の中学生のつながりがほのぼのとしていて、すばらしいと思った。町外か

ら来た人が塾の講師を通して、地元に溶け込んでいくという姿も非常によく、今後、

地域のコミュニティーで、このような取り組みは非常に大切だと感じた。 

             

○  北海道中ひざくりげ「小さな塾から夢羽ばたいて」について、夕方、仕事が終わっ

てからボランティアで生徒を指導しているということに頭が下がる思いがした。ボラ

ンティアとはいえ、運営面で行政がどのように関わっているのか、また、現役の中学

校の先生方はこの塾に対してどのような受け止めをしているのかが気になった。今

後、少子化と過疎化が進行していく中で、将来を担う子供たちの教育や学力の向上に

ついて、地方行政の取り組みが大切な時代になってきたのだと感じた。 

 

○  ６月１４日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「もう一度 やり

なおそう～自立準備ホームの日々～」について、自立準備ホームにいる方たちがテレ
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ビの取材を許可したというのは、施設運営者の坪内達雄さんとの強いつながりと、坪

内さんのことを知ってほしいという思いがあったからだと思う。本当にいい番組を見

せてもらった。もう一度やり直すときの地縁や血縁といったものが失われつつある

今、自立支援のための制度がどうなっているのか知りたいと思った。ただ、その説明

を入れると少ししつこくなってしまうので、この番組では坪内さんと自立ホームの人

たちの交流に焦点を当てたのが、非常によかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「もう一度 やりなおそう」は、と

てもよい番組だったと思う。人の人に対する本当の優しさを見たような気がして、そ

の優しさとかつながりに、人はちゃんと応えてくれるのだということが分かった。い

ろんな理由で罪を犯してしまった人にも根っからの悪い人はいないということで、受

け入れる社会の奥行きの大切さを感じた。刑務所から出た人を一人でも多く社会復帰

させようとする坪内さんの優しさと、大きな人間力が心に響いた。坪内さんがホーム

を始めた理由が示されていて、納得のいく構成だった。欲を言えば、ヒューマンスト

ーリーとしての魅力を損なわない範囲で、一般市民がお手伝いできるとしたらどんな

ことがあるのか、このような施設の全国の状況、ホームを運営する側の研修等がある

かどうか知りたかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「もう一度 やりなおそう」につい

て、自立準備ホームに住む方が、よく出演してくれたと思った。２０代、４０代、５

０代と年齢が異なる人たちが一緒に住んでいるからこそ、感情的なぶつかりあいが起

こらずに、ある程度うまくいっているのではないかと考えた。坪内さんがホーム運営

のために自費で 100 万円工面していると言っていたが、ほかに支援する方法がないの

か疑問に思った。この自立準備ホームの全体組織や経費などを最初に示してから、坪

内さんにスポットを当ててもらえればよかったのではないかと思う。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「もう一度 やりなおそう」に感銘

を受けた。ただ、似たような民間の施設が道内にほかにないのか疑問に思い、もしあ

るのなら、函館の施設を紹介する意味がどういうところにあるのかと思った。坪内さ

んが１年半というキャリアで、刑務所から帰ってきた人たちのいろんなフォローをさ

れていて、それがこれから長く続くのかという心配があり、坪内さんを取り上げた意

味が気になった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「もう一度 やりなおそう」につい

て、私の町には刑務所があり、地域を挙げて出所者を支えていかなければいけないと

いうことで、ボランティアによる運営で篤志面接委員が活動している。一個人である
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坪内さんが出所した人々を支えていることには頭が下がる思いだ。ただ、再犯率が６

～７割ということで、再犯しないような支援をしないといけないと思った。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「もう一度 やりなおそう」は、無

縁社会と言われる現代を切り取りつつ、人と人との結びつきや人の心の可能性を照ら

し出す、とてもいい番組だと感じた。ホームを運営する坪内さんをはじめ、入所者の

日々の営みを通して、ホームの在り方や役割を見ることができた。「人間で構成され

る家族」という言葉が印象的で、もっと詳しく知りたいこともあったが、２５分とい

う時間の中で人間や家族、血のつながらない結びつきについて考えるきっかけをもら

った。続編を期待している。 

            

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「もう一度 やりなおそう」につい

て、坪内さんの献身的な活動があってこそつながっているホームなのだと思った。特

に朝食からお弁当まで作る、深夜には駅まで行ってホームレスに声をかけるなど、な

かなかできることではない。１年半の間、活動しているということに対して、私は敬

意を表したいと思う。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「もう一度 やりなおそう」は、２

５分の番組でこのテーマではもったいない、もう少し時間を取っていいテーマだった

と思った。また、「ヒューマンストーリー」と名乗っている以上は、登場人物の家庭

環境や活動を始めた動機あるいは人生観などにもう少し踏み込んでもらいたかった。 

 

○  ６月１０日(月)と１７日(月)の「北海バンド史道」(総合 後 10:55～11:19 北海道

ブロック)は、ここ３０年ぐらいの北海道のバンドの歴史を総括した番組で、関係者

の軽妙なトークで非常に楽しい番組だった。ただ、ゲストの後ろで透明なパネルにバ

ンドの系譜を書いていたのがよく見えず、非常に分かりづらかった。小さい文字でか

なりの数のバンド名が書いてあり、もっと分かりやすくする必要があったと思う。ま

た、怒髪天の増子直純さんがリードする形で活発なおもしろい話がいろいろ出てきた

が、どうしても内輪、あるいは業界内の話に流れやすくなるので、司会がもっと仕切

っていくということが必要だったと思う。「北海道バンド史道」というタイトルであ

る以上、北海道のバンドのオリジナリティーあるいはローカル性は一体何なのかとい

うことについてゲストのコメントを盛り込んでもらいたかった。 

 

○  「北海バンド史道」の前編・後編は、非常にアットホームな雰囲気で、出演者のか

たも自然体で、ＮＨＫでこのようなトーク番組をやる時代になったのかと、いい意味

で驚いた。北海道のバンドシーンを振り返っていたが、当時の出来事と一緒に紹介さ



 10

れると、その時代を振り返りやすかったかと思う。番組を通して北海道のバンド相関

図が完成されたとは思えないが、出演者がとても楽しそうなことと、怒髪天の増子さ

んの安定したトークがさえていて、興味深く最後まで見た。 

 

○  ６月１３日(木)の「ネットワークニュース北海道」の中の特集で、旭川の「ものづ

くり大学をつくる会」を取り上げていた。この市民グループは、工芸やデザインに力

を入れていて地域産業に密接に関わってきた旭川の東海大学が来年閉校するという

ことが一つのきっかけで立ち上がったという。大学閉鎖の影響は、若者の流出あるい

は人口減少ということだけでなく、このような地元の産業にも関わるということを報

道で広く周知してもらいたい。ものづくり大学というのは職業訓練の場と思われがち

だが、専門的な知識と技術、さらに自分たちでプロデュースして、販売までして行う

知的人材を育てるというのが目的だ。そういう部分も含めて、見続けてもらいたい。 

 

○  ５月２７日(月)のあしたをつかめ～しごともくらしも～「書店 新規開発」につい

て、函館に国内最大規模の書店を作る計画があるということで、相当期待して見たが、

本屋としてどういう中身にするのかというところまで、残念ながらまだ行き着いてい

なかった。新規書店の中身にもう少し視点を当ててもらえれば、おもしろい内容にな

ったと思う。 

 

○  ６月８日(土)のエル・ムンド「エルムンドｉｎ北海道（１）世界に発信 北海道

ブランド～ツーリズム～」(ＢＳ１ 後 7:00～7:49)について、多くの外国人が長期

休暇で訪れるニセコのリゾート地が取り上げられていたが、このエリアに果たして

日本人の利用者がどのぐらいいるのかという疑問がわいた。ニセコ町役場観光課の

スタッフの７人中４人が外国人ということに驚き、これからの発展の可能性が感じ

られた。自分たちの地域やライフスタイルについて改めて考えるきっかけをもらっ

た。国と国とは政治の面で摩擦や問題点があるが、人と人との交流は無限の可能性

を秘めているとつくづく思った。とてもよい番組だった。 

 

○  「エルムンドｉｎ北海道（１）世界に発信 北海道ブランド～ツーリズム～」は、

ニセコ町役場に４人の外国人スタッフがいることや、アメリカンスクールができてい

ることに驚き、外国人の目で日本を見ると、和と洋の混じり合ったような様式がいい

のだ、という話も日本人にとっては意外だった。 

 

○  「エルムンドｉｎ北海道（１）世界に発信 北海道ブランド～ツーリズム～」につ

いて、番組自体に問題はないが、いろいろなマスコミが「ニセコは外国人の受け入れ

態勢が成功している」と紹介している。一方で、この地域の日本人観光客は激減して
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いるのが現状だ。倶知安町の比羅夫地域にのみ、外国人の受け入れ施設がたくさんあ

るのだが、地域全体が成功しているわけではない。その点において、ニセコ町や比羅

夫地域以外の倶知安町の観光もＰＲするような番組を作ってもらいたい。 

 

○  ６月９日(日)のエル・ムンド「エルムンドｉｎ北海道（２）世界に発信 北海ブ

ランド～食の挑戦～」は、北海道を代表する農業の生産現場である十勝の川西のす

ごさを、改めて認識した。 

             

○  「エルムンドｉｎ北海道（２）世界に発信 北海道ブランド～食の挑戦～」では、

川西農協の長芋が紹介されていたが、長芋以外はどの程度の力を持って海外に売り出

す能力があるのか知りたかった。岩見沢のワインや新得のチーズも紹介されていた

が、統一感にやや欠ける気がした。また、進行役が北海道について、さも知っている

かのように紹介するのが少し嫌だなという気がした。 

 

○  「エルムンドｉｎ北海道（２）世界に発信 北海道ブランド～食の挑戦～」につい

て、年間５０トンぐらいの野菜を北海道から東南アジアへ輸出しているが、そのほと

んどが長芋だ。東南アジアの国々の輸入制限が非常に緩いために長芋を輸出している

のが現状で、もっと多くの農産物を売るための努力をしている。十勝にはナチュラル

チーズを作っている工房がたくさんあり、彼らを応援するような番組を作ってほし

い。 

 

○  ６月１６日(日)のさわやか自然百景「春 北海道 然別湖」は非常に丁寧に撮られ

ていて、美しい映像で感心した。特に、然別湖のキャンドルアイスというものを初め

て見たが、できるまでの映像が細かく紹介されていて、感銘を受けた。 

 

○  さわやか自然百景「春 北海道 然別湖」について、ミサゴが大きな魚を捕らえて

いる姿をしっかり撮ったのは、おそらくこれが初めてだと思う。然別湖はもともと熊

がいないところで、今回、親子の熊が出てきたが、地元でも驚き、非常に参考になっ

た。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年５月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１５日（水）、ＮＨＫ札幌放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度北海道地方向け地域放送番組の種別ごとの放送時間」

について、報告があった。 

次いで、ドキュメント７２時間「旅立ちの新千歳空港」について説明があり、放送番

組一般について活発に意見の交換を行った。 

後に、６月の番組編成の説明と放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博（北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  小沢 信行（北海道新聞社論説委員） 

木下 正明（鳥取神社宮司） 

坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

柴田  悟（月形町農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ドキュメント７２時間「旅立ちの新千歳空港」（総合 ５月３日(金))について＞ 

 

○  ３月末の新千歳空港ということで、別れや旅立ちを視点に据えるのだろうと期待し

たところ、そのとおりだった。すい臓がんになった女性のもとに集まった家族を見て、

胸に迫るものがあった。夜、空港から追い出されてしまったという人を見て、新千歳

空港と帯広方面の接続が悪いことが地元に住む者にとっては切実に分かった。これま

でに見た「ドキュメント７２時間」では、ある場所に来た人にスポットを当てる、定

点観測という形だったが、新千歳空港のように非常に広くて人数が多いところで、ど

のように登場人物を選んだのか知りたいと思った。また、ナレーションがとてもすて



 2

きで、テーマ曲が今回の「旅立ちの新千歳空港」に合っていたことも非常によかった。 

 

○  パラグアイの日系留学生と、すい臓がんを負った母親のことは非常に印象に残った。

いろいろ旅立ちがある中で、ビジネスマンが日帰りで猛烈に働いている姿や、岡山・

新千歳間の初便の記念搭乗券を得るためだけに来たという人がいることを紹介した

いという意味は分かるが、何回か見ても記憶に残らないような方もいたので、もう少

しメリハリをつけてもよかったのではないか。パラグアイの留学生には、夢を追う気

持ちにたくましさを感じ、非常に感動した。また、すい臓がんを負った老婆の、会い

にきてくれた子どもたちへの感謝のことば、これが 後かもしれないという覚悟を持

ったコメントが、非常に印象に残った。ＢＧＭが別れを強調するものでなく、割と明

るい曲調のものが多かったことと、テーマ曲の詞の内容が、番組内容と合っていたこ

とがよかった。 

 

○  大変見ごたえのある番組で、改めて、北海道には内地に遠い人、近い人がいるのだ

ということを教えてくれる内容だった。３０分の番組というものは、どんな穴も許さ

ないという職人的な技術が求められる難しさがあると思うが、今回は、一定のトーン

と、緊張感と解放の妙技を見せてもらった。具体的には、兵庫の４人組からスタート

して中標津の母親に入るところの切り替えに職人の技を感じた。また、パラグアイの

青年への流れは、身の上話で深追いしたわけでもないのに、はっきりとした作り手の

メッセージが込められていた。中標津に住む母親とエステティシャンの娘が番組を非

常にいい差し色で締めてくれたと思う。物語の種というのは人の数と人の過ごす時間

の長さだけあるのだと改めて思った。 

ただ、ディレクターが「どういう目的でこちらに来られたのですか」と言ったのが、

警察の職務質問のようで、この言い方はどうかと思った。また、パラグアイの青年の

ところは、映像もナレーションも文句ないが、彼の夢に対してディレクターが放った

「ダイナミックですね」という感想は、彼にちゃんと伝わったのか、気になった。

170 キロの道を迎えに来てくれた女性を「彼女さん？」と語尾を上げてディレクター

が尋ねたところでも、大学生の対応が大人だったばかりに、そのことばだけが浮いて

しまって、これがちょっと残念だった。とはいえ、素材のよさと編集の腕が絶妙でよ

かった。 

 

○  「ドキュメント７２時間」は、時間を設定することによってそれぞれの場の空気感

みたいなものが立ち現れ、香り立ってくる感じに新鮮さを感じた。ただ、昨年の新大

久保の八百屋やススキノのおにぎり屋に比べると、確実に絵が撮れるところを探して

いるだけに、やや角が取れて丸くなっているという印象を持っている。 

今回は新千歳空港の話で、南米日系人の青年や、すい臓がんを患ったおばあさんの
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話、友達をめぐる若者たちなど、非常にドラマがあったと思う。物理的な距離は飛行

機で解消できるが、心理的な距離というものがあって、それが新千歳空港という場か

らすごく感じられておもしろかった。ただ、３月末の新千歳空港ということで、絵が

撮れるところを狙っているような感じがあり、実際、ややてんこ盛りになっていた。

「ここで人との出会いがあるのか」というような場のときのほうが、新鮮さがあって

こちらも入り込めると感じた。次回制作するときは、日ごろ触れていない場所で人が

出会うということをこの番組には期待する。 

 

○  出会いと再会があり、番組そのものがドラマ的になっていて、見ていて退屈しなか

った。パラグアイの青年の日本に来た思い、日本の若者に対してのメッセージも併せ

て話していたのがよかった。弟が涙を流しながら兄を出発ロビーで送るシーンを、遠

くからそっとカメラレンズがとらえていたのが印象的だった。いろいろな方を取材し

ていたが、それぞれ表情が豊かで、人間模様がしっかり描き出されていた。語りの聞

きやすいことばづかいと、字幕もよかった。空港は私どももふだん利用するので、今

度はカメラレンズの目で見てみることもいいかと感じた。 

 

○  空港という場所で、人の行き来が多い年度末を設定したのはいい着眼点だと思う。

空港には、時間に制約された人たちが行ったり来たりするので、じっくり話を聞くと

いう状況ではない中、いろいろな話を聞いてひとつの番組に仕上げるのは大変な苦労

ではなかったかと思った。日系パラグアイ人の「日本の学生はもっと勉強しなければ

いけない」ということばは、非常に関心を持って聞いた。中標津の親子に 終日にま

た出くわすには、大変な努力があったかと思うが、その成果があって、親子の情愛が

深く出ていた。また、語りだけでなく字幕でも伝えていたため、あまりくどくならな

かったという気がした。「人は別れを繰り返しながら年を重ねていく」という字幕が

出ていたが、そういうことは口で言うと嫌みに聞こえるかもしれないが、字幕でさら

っと出るとなるほどと思って、逆にいい印象があった。番組として非常によい出来で、

感銘を受けた。 

 

○  新千歳空港ということで、カウンター業務やセキュリティー業務、あるいは除雪や

整備といったグランドハンドリングが中心なのかと思ったが、行く人来る人という観

点だった。ジンギスカンの材料をたくさん持って、「金沢に嫁いだ娘のところに行く」

という場面は、いかにも北海道らしく、目のつけどころがとてもよかった。岡山・新

千歳便の初フライトに乗るためだけに来たという人たちを見て、幅広い視点で利用者

を映し出したと思う。ただ、さまざまな利用者を通して、見る側に何を訴えようとし

ているか、つかみにくかった。突然来た人を絞り込んで、掘り下げて映し出していく

ということは難しいのかもしれないが、ある面では絞り込んだほうがいいという感じ
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がした。また、「人は別れを繰り返しながら年を重ねていく」というテロップのこと

ばと「旅立ちの新千歳空港」というタイトルとがどうマッチするのか疑問だ。総体的

には、印象に残る番組であった。 

 

○  新千歳空港に３日間カメラを置くということで、どのようなドキュメントになるの

か楽しみに見た。また、予告スポットでは馬のかぶりものをした人が出てきており、

それが何かということを想像しながら番組に入った。出会いや別れがある中で、実際

にドラマチックなものがどのぐらい撮れるのか、番組になるのか、あまり突っ込んだ

ことを聞けないのではないか、などと想像していたが、番組を見ると、人間ドラマが

驚くほどたくさんあり、取材側があまり突っ込まないことで、相手の表情からいろん

なものがわき立ってわれわれに考えさせてくれたと思う。本音が表れるちょっとした

声を上手に拾っていたことがよかった。いきなり発すると誤解を受けるような内容を、

ナレーションやスーパー、音楽がうまく和らげていた。ただ、ナレーションが少しし

つこいところと、バックの音声が高過ぎて聞きづらかったり、ナレーションと重なっ

たりするところが気になった。また、１人で来て１人で去る人の本当のストーリーの

ようなものがあったらよかったと感じた。 

 

○  ７２時間の偶然の出会いを、わずか２５分の中に非常によくまとめていて、大変見

ごたえがあった。青空に飛び立つ飛行機を下から写した映像はスケール感があって、

一気に番組に引き込まれた。すい臓がんを患ったおばあさんが、会いに来てくれた大

家族を涙ながらに見送った後、飛行機が横なぐりの激しい雪が降る中を飛び立ってい

くシーンでは、３月末なのに激しく雪が降る北海道の自然の厳しさと、人生の別れの

厳しさというものが重なって、哀感が一層強くわいた。また、音楽が優しく、テーマ

曲の歌詞が番組にとても合っていた。全体の印象としては、取り上げた人それぞれに

ドラマがあって、人との絆の強さをたくさん見せてもらった。パラグアイの留学生に

夢の話を聞いたディレクターが「ダイナミックですね」と返したあと、間があいてし

らけた感じがしたのは残念だった。「日本の学生は日本国内のことしか考えていない

人が多い。もっと夢を大きく持ったらいい」ということばが耳に残った一方、忙しく

立ち回る日本のビジネスマンの姿を見て、いろいろ考えることがあった。ディレクタ

ーやカメラマンが、車いすに乗ったおばあさんの目線に合わせていたことから、取材

する側の謙虚さや思いやり、節度みたいなものが、番組全体を優しくしていたのだと

思った。 

 

○  １人に密着するヒューマンドキュメントとは違って、今回は、多数の人生の一コマ

がかいま見られるという意味で、身近なドキュメンタリーという印象を受けた。パラ

グアイの青年については、タイミングよくコメントが取れていたし、帯広から迎えの
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車が来てくれたのはドラマになりそうな展開だった。 近なかなか見ることができな

い４世代の大家族も本当にうまく撮れたものだと思う。さらに、初日と 終日に会っ

た酪農を営む母と札幌で暮らす娘の再会も心に残った。この３つでこのドキュメント

は完成していると思わせてくれた。また､カメラ がとても自然に人物を追っているの

で、見ていてストンと心の中に入ってくる。撮影の細やかさ、自然なスタイルがよか

った。この番組は、見終わった後もすごく気持ちに残る番組だった。 

 

○  ターミナルを舞台に、行き交う人々の人間模様を映すという構成はよくあるが､再

会や別れ、旅立ちが画一的なものではなく、それぞれの人の異なる人生や思いを映し

出すという意味で、引き込まれた。今回は、人と人との地理的な距離ではなく、「心

に感じる距離」にスポットを当てて取り上げていたと思う。仲間の見送りを受けて若

者が旅立つやり取りの中で、「これからは、毎日会えなくなる」と思うことが、すで

に違う距離感が出ていて、非常に興味深いと思った。「心に感じる距離は人によって

まるで変わることを思い知らされる」というナレーションの言い回しが印象に残った。

日系パラグアイの青年が、大きな夢や目標を真剣に言う中で、日本人学生の視野の狭

さを指摘していたが、取材者が軽くとらえていたのをかわいそうだと思った。「日本

の若者よ、大志を抱け、世界に飛び出せ」と強く思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回は直球ストレートで勝負しようと、年度末の出会いと別れをテーマに

し、期待されるレベルを越えないと番組としては成立しないというある種の

プレッシャーを背負って、ディレクターはロケに臨んだ。出発ロビーと到着

ロビーに分かれ、２つのクルーが３日間でおよそ９０組に取材させてもらっ

た。物語は人の数だけあり、一人ひとりの人生の断面を見ることで、その人

生が切なく、いとおしく見えてくる。そういった中でディレクターが考えた

「心の距離」ということを好意的に受け止めてもらって、ありがたいと感じ

ている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月１３日(月)の「鈴井貴之 Ａ道ベンチャー！～ｓｅａｓｏｎ１～」は、厚沢部

町の森の中に入って一晩を過ごし、出合ったのはタヌキだけという、ばかばかしいと

いえばばかばかしいのだが、仕込みが全くないため、どうなるのかなと半分スリルが

あって楽しんだ。きっと、作り方、企画がＮＨＫ的ではなかったということと、鈴井

さんがテレビ慣れした、心得た展開というのをわきまえているからかと思った。ただ、
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番組の途中に「山に入ったのは、許可を得ています」や、「夜の行動は安全に配慮し

ています」などの字幕が何度も表示されたのは少し嫌らしい感じがした。 

 

○  ４月１９日(金)の北海道クローズアップ「誰よりも速くなりたい～密着・スケート

髙木美帆～」について、これから期待できるすごい高校生がいるなと感心した。ぜひ

引き続き取材してもらいたい。ロシア・ソチでの大会の記録について新聞記事がでて

いたが、出典を示しておいたほうがいいのではないかと思った。 

 

○  北海道クローズアップ「誰よりも速くなりたい」は、髙木選手のフォーム改造がう

まくいき、ソチオリンピックではぜひファイナリストとして残ってほしいと期待して

見た。インタビューよりも練習の部分を濃い内容にしてもらうと、将来を担う子供た

ちを含めて、いい刺激になるのではないかと思う。 

 

○  ４月１９日(金)の北スペシャル「厳冬 利尻 究極のスキー大滑降」について、山

岳スキーヤーに同行して取材していくのは、相当な苦労があったのではないかと思

う。パートナーがどのようにして降りてくるのかと心配していたら、「２時間かけて、

違う安全ルートで降りてきた」という補足のコメントがあったので安心した。逆にこ

のことを謎にしておいたほうが、興味深いまま終わったのでは、とも思った。 

 

○  ４月２６日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「格闘する動物園

～旭山・坂東園長 理想を追う日々～」について、行動展示で有名な旭山動物園の坂

東元園長が、エゾシカ問題から、人と動物との関係の本質を模索していく流れだった。

エゾシカの駆除をしたことで抗議が 100 通来ていることやフラミンゴの件について

の、坂東園長の言い訳の番組かという感じを受けた。ナレーションの声が私の耳には

とても心地よくてよかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「格闘する動物園」は、タイトルが

ちょっと大げさで、「模索する」ぐらいにしておいたほうがいいのではないかと思っ

たが、見ているうちに「格闘」の意味するところが納得できた。シカの駆除に当たっ

て、シカがかわいそうという声があるという中で、坂東さんの「僕たちが作り出して

いる社会の中で、どういうことが本当に起きているのかを見ない。その中で自分が不

愉快に思うことに、すごくすごく反応する」ということばは、テレビの中で久方ぶり

に私が強く共感するものだった。人間嫌いの人というのは核心を突いたことを言う

な、と感じた。ただ、坂東園長は旭山動物園の改革をしてきたという自信や、マスコ

ミが取り上げてくれるだろうという自負もあることと思う。彼の気持ちをメディアが

どのような形でとらえるのか、距離の取り方が難しいと感じた。 
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○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「格闘する動物園」について、旭山

動物園は今までいろんな形で取り上げてきたが、今回はエゾシカという切り口で番組

を作っていた。思いがなかなか伝わらなかったところが少し残念に思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「格闘する動物園」につい

て、園長が狩猟免許を取ってシカ撃ちをするという話は今までにない切り口

だったので、そのことをちゃんと伝えたいとディレクターが提案した。共感

できる部分がどれぐらいあるか考えながら制作したが、モニター報告の満足

度が半分ぐらいなのを見ると、少々評価が分かれたなと思っている。 

 

 

○  ４月２６日(金)北スペシャル 北海道発掘バラエティー ホリホリＸ「北海道のシ

ンボル」について、青函トンネルの海水を利用したチョウザメの飼育や、ススキノの

９２歳の 高齢バーテンダーのかたを見て、「すごい、これは掘り出し物だ」と思っ

た。ジンギスカン鍋についても、改めて見るとこういうことがあるのだと内容的には

おもしろかった。ただ、東京からの出演者が多くかなりの金額がかかっているのでは

ないかと思った。今後もいろいろなものを掘り出してもらいたいと期待させる番組だ

った。 

 

○  ５月７日(火)の「つながる＠きたカフェ」では、俳優の大地康雄さんに企画・出演

した映画について話を聞くというコーナーがあったが、映画の内容にあまり踏み込め

ないためか、背景を中心に番組として取り上げていて、映画の魅力が全然伝わってこ

なかった。映画を見たくなるように、もう少し突っ込んで話をするべきと感じた。 

 

○  ５月１０日(金)の北海道クローズアップ「“相乗りコンテナ”でアジアへ！」につ

いて、北海道開発局が中心になって北海道から東南アジアへ農産物や魚介類を送る事

業は、今後の期待が大きい。北海道の物産を手軽にアジアに送れないことや、価格の

問題を道民の皆さんに理解してもらったことはよかったと思う。ただ、相乗りコンテ

ナというのは決まった数であるため、今は登録した人しか送れないことや、日本のよ

うな宅配便システムが発達していない国へは、大都市にしか輸送できないこと、検疫

や価格などの具体的な課題点も紹介してもらいたかった。 

 

○  北海道クローズアップ「“相乗りコンテナ”でアジアへ !」について、近年、運送

や流通が大変発達していると思っていたので、今までこうしたサービスがなかったこ
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とに驚いた。 初、「サービス」ということばが浮いているような気がしたが、番組

が進むにつれて、「システム」と言うほどには、まだ確立されていないという意味だ

と理解した。サービスからシステムへの移り変わりを見据えた、ＮＨＫの提案だと思

うと、今後もぜひ、変化を追い続けてほしいと思う。北海道単体でも世界を相手にア

ピールできるということを見て、励まされた人も多いのではないかと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「“相乗りコンテナ”でアジアへ !」は、 後までいいこと

尽くしで行ったような気がした。この空輸システムがどのようになっているのか、直

行便が出ていない都市にはどのようにして荷物を相乗りコンテナで送るのか、検疫は

どうするのか、分からないことがたくさん出てきた。もう少し説明してもらえれば分

かりが早かったのかという感じがした。 

 

○  北海道クローズアップ「“相乗りコンテナ”でアジアへ !」について、ＴＰＰ(環

太平洋パートナーシップ協定)の交渉が始まるという時期に、北海道ブランドをどう

売り込んでいくのかということからいくと、非常にいいところに着眼した番組であっ

たと思う。ただ、道内のものがすべて新千歳空港から送られるのかどうかが疑問だっ

た。今、海外に向けて個人の宅配サービスを確立させていくということは北海道にと

って非常に大事な時期であり、大変興味のある番組だった。引き続き今後の推移を取

り上げてもらいたい。 

 

○  北海道クローズアップ「“相乗りコンテナ”でアジアへ !」について、大きな可能

性の一方で、いろいろな問題があると感じている。その一つが物流で、時間とお金が

かなりかかったり、大きさが制限されているため大量に物を送ることができなかった

りという問題がある。そのような中で、北海道が一番生かせる生鮮品をアジア諸国に

普通に送れるようになったということを紹介したことは非常にありがたい。多くの人

に知らしめることで需要が上がり、諸問題が解決する方向に話が進むと思う。特に、

個人がお土産を買ってそのまま送れるということになると、これは急速に進んでいく

と思う。ただ、行政が集約を行ったからうまくいったということで、具体的に問題を

解決していった道筋が明らかになっていなかった。できそうでできないような問題は

世の中にたくさんあって、その解決の道のりみたいなものが全く示されていないのは

残念だ。また、ＴＰＰに無理やり結びつけている点が気になった。逆に、アジアから

日本への荷物はどうなのか知りたかった。観光振興は北海道にとっては大切なことな

ので、問題点が全体的に共有できて、包括して解決できるような方向に話を持ってい

ってもらいたい。 

 

○  北海道クローズアップ「“相乗りコンテナ”でアジアへ !」について、私も物産展



 9

でシンガポールに食品を送ったことがあるが、これまではハードルがとても高くて、

実際にビジネスにするのは難しいということがあった。今回のように、手軽に小さな

単位でできることを教えてもらったのは、よかったと思う。第２弾で、ビジネスが具

体的になるような形で知らせてもらいたい。 

 

○  北海道クローズアップ「“相乗りコンテナ”でアジアへ !」について、道産の生鮮

食品を直接海外に宅配するという試みは大変意義があると思う。とりわけ、生鮮食品

は通関や検疫の難易度が高いのだが、そこを簡素化できるという意味では、各商店に

とって非常にメリットが大きい。お土産を買っていった旅行客が帰国後、今度はネッ

トや通販でという展開に結びついていくと思うので、有望な仕組みだ。ただ、通関や

検疫の手続きは誰のコストで実施するのか、香港や台湾での受け渡しや配送はどうい

う形で行われるのか、コンテナを埋められない場合のリスクは誰か取るのか、また、

このサービスは試行なのか、それとも本番として実現しているものなのか、このあた

りがよく見えなかった。これまでできなかったのには相当ハードルの高い理由がある

のだが、相乗りだけで本当にそこまでコストを下げられるのか、その説明が足りない

のではないかと思う。そういう意味で、経済効果が出る仕組みというものをきちっと

説明する責任もあったと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「“相乗りコンテナ”でアジアへ !」について、荷

物は、相乗りして送るだけの量をそろえるために、すべて新千歳空港に集ま

る。去年９月から始まってまだ６回ぐらいしか行っていないということで、

なかなか集まらない状況ということだ。また、実際に集荷して、新千歳空港

まで送り、検疫するのはすべて宅配業者が行うというシステムだが、ほとん

ど利益は出ていない。行政は、物産展を開いているような人たちに声をかけ

て、なるべく多く集まるように手助けしている。宅配業者は、これがもっと

広がり、利益が出るまでに成長してくれればという期待を持って取り組んで

いるということだ。ただし、参加した人たちはダイレクトに外国とつながる

ことができるわけで、非常に生き生きとした表情があって、何とか育ってい

ってほしいという思いがある。 

 

 

○  ５月１０日(金)の北スペシャル「日本一困難な除雪～知床横断道路 雪と闘う男た

ち～」について、知床横断道路の２か月にわたる過酷な除雪作業というものを道民に

知らせてくれたことはありがたい。番組の中で雪崩に巻き込まれる重機があったよう

に、撮影クルーは大変危険な中、しっかり撮影したと思う。ただ、知床横断道路が羅
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臼に住んでいる人にとって、観光だけでなく、生活道路としても大きな役割があるこ

とをもう少し詳しく説明してほしかった。地元の方にとっては、知床横断道路を使え

ば３０～４０分早く大きな病院に着くことができるため、観光だけでなく生活道路の

一部として１日も早く開けたいという気持ちが強い。また、羅臼については、番屋の

熊、ホエールウオッチング、シャチ、冬場のオオワシやオジロワシなどの情報も番組

に入れてもらいたいと思った。 

 

○  北スペシャル「日本一困難な除雪」について、遠隔地にいる人間としては違和感を

もって見た。一つは、半年しか使えない道路をなぜ除雪するのか、それほどの緊急性

のあるところなのか、横断道路建設に当たっては、反対運動が起きたという歴史があ

ったのではないか、ということからだ。もう一つは、作業現場のリーダーが、５年前

に亡くなった友達のために除雪するというのは、ドラマ仕立てにしようという意図が

見えたことだ。恐らく冬の仕事対策で働いているのに、さもこの除雪のために地元の

人たちが一生懸命になって一肌脱いでいるというようなストーリーをあえて作るの

はいかがなものかという感じが強くした。 

 

○  北スペシャル「日本一困難な除雪」は、大変な急斜面を命懸けで除雪していくのを

実際に見て驚いた。よくこんなシーンまでカメラが入って撮ったものだと思った。今

年は季節外れの雪が多くて、雪の危険を、改めて教えてもらった。日本一困難な除雪

であるということを知らせてもらってよかった。 

 

○  北スペシャル「日本一困難な除雪」は、予告を見て、大変興味がわいた。非常に困

難で危険な作業であるということが伝わってきたし、まさに雪と格闘という印象を受

けた。雪ぴの除去に漁師の方が出ていて、人力で行うということが驚きだった。打ち

上げで「山よりも海のほうが危険だ」とみんな口をそろえていたのは、漁師の誇りの

ようで、非常にほほえましいという印象を受けた。ただ、全体の作業工程を分かりや

すく説明してもらえるとイメージがわくと思うので、そういう解説があればよかった

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

北スペシャル「日本一困難な除雪」は、半年しか使えない道路をなぜ除雪

するのかについて、反対運動があったということも含めて伝えるには、あの

道路が生活道路なのだというところをきちんと取材できているかどうかに

かかわっていたと思う。ディレクターは、人工透析を受けている人などを探

していたが見つけられなかった。「ドラマ仕立てにし過ぎ」という意見があ

ったが、除雪のリーダーの自然なことばと涙は本物だという認識のもとで作



 11

った。 

 

 

○  ５月１１日(土) のＨＯＫＫＡＩＤＯ ＩＮ ＦＯＣＵＳ「大雪山」は、大雪山の

四季の美しい風景が、英語の音声と日本語の字幕とともに映し出されていた。英語の

説明で美しい大雪山の写真を見ると、非日常の雰囲気を味わうことができた。 

 

○  ４月２１日(日)のさわやか自然百景「北海道 朱鞠内湖」について、水中撮影がす

ごくインパクトがあった。気温が氷点下 31.2 度、水温が１度ぐらい、積雪も相当あ

る中で、カメラマンは大変だったと思う。世界的にもこういう極寒の豪雪地帯にある

湖は珍しいという話もしていたが、水中の映像が印象的だった。 

 

○  ５月５日(日)の「着信御礼！ケータイ大喜利」について、携帯電話で謎かけに答え

るというのはおもしろい趣向だと思った。公開録画の空気感には独特のものがあり、

地方で収録する場合は、地方に対する配慮があると思う。この番組は、評価するのは

関西人ということで、評価軸に中央と地方、あるいは関西的な笑いというものがあり、

地元への配慮がどこか宙ぶらりんになっているような感じがあった。一方、４月１４

日(日)の俳句王国がゆく「北海道砂川市」は、評価を会場に委ねるということで、地

元への配慮がある。そうなると他の地域の視聴者はあまり関係なく、何か置いてけぼ

りにされているような気持ちも少しする。扱いがなかなか難しい問題だと感じる。一

方で、この番組は長年続いていて、北海道でもこのような核となる、非常に個性のあ

る番組を作ってもらいたい。 

 

○  ５月１２日(日)の地球アゴラ ｗｉｔｈ Ｙｏｕ「どう盛り上げる！？ほっかい

どう＠札幌大学」は、北海道の魅力は何で、どう生かすのかというテーマで、中国

からの留学生や宮城県出身の学生から非常にユニークな意見が出ていた。「外からの

力を借りるということも大切なのではないだろうか」というコメントが強く心に残っ

た。また、札幌大学の学生によるアイヌ文化を伝える活動と、ニュージーランドでマ

オリ族の文化を継承していくという活動を絡めて放送していて、北海道を盛り上げる

発想のきっかけをいっぱいもらった。若者が自分たちの活動を海外と対比して、さら

にステップアップしていくきっかけになり、とてもいい番組だと思う。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年４月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は、１７日（水）、ＮＨＫ札幌放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「ネットワークニュース北海道」について説明があり、放送番組一般

について活発に意見の交換を行った。 

続いて、５月の番組編成の説明と放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

副委員長  久木佐知子（（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  坂本 昌彦（（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

桜木 紫乃（作家） 

柴田  悟（月形町農業協同組合代表理事組合長） 

橋本 智子（北海道消費者協会会長） 

向 真理子（(株)米夢館代表取締役） 

渡邉 浩平（北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

 

（主な発言） 

 

＜「ネットワークニュース北海道」(総合 ４月３日(水))について＞ 

 

○  新しい女性キャスターの硬さが逆に好印象だった。「アングル 2013」では、１年間

通して斜里川のサクラマスの様子をきれいな映像でまとめていて、とてもよかった。

スポーツコーナーでは、ダルビッシュ有投手の完全試合がもう少しで成立したという

日だったので、アナウンサーがうれしそうな表情で、「次はスポーツコーナーです」

と言ったのが印象的だった。「ライブほっかいどう」の中継では、中華鍋のようなも

のでアスファルトを作っていたが､アナウンサーの小窓がずっとその場所を隠してい

たため、何をやっているのかよく分からなかった。道内局の気象情報とお知らせは、

大変細かくていいが､気象情報はデータ放送を見ると詳しく分かるので、今後データ

放送の利用が進めば、より多くの地方の情報発信コーナーができるのではないかと感

じた。 

 

○  新しくなった「ネットワークニュース北海道」は内容や順番が変わったので、今ま

でと違うなという印象があった。これまでのような、ニュース、スポーツ、「ネット
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ワークリレー」という流れに慣れているので、少し戸惑いがあった。また、ニュース

として伝えるのか、「ネットワークリレー」の中に入れるものなのか分からないよう

な素材がいくつかあったと感じた。 

 

○  「アングル 2013」では、サクラマスの遡上（そじょう）におけるダム改修工事の

是非について声高に言わないのが、映像の優しさと相まってよかった。ダムについて

は、視聴者が考えるところだと思ったからだ。スポーツコーナーは、女性キャスター

の服装が気になった。 

「ＨＡＣ経営難」のニュースについて、番組冒頭が「道内景気がよくなっている」

という話題だったので、多少でも関連づけたひと言がほしかった。 

地方局の情報コーナー「ネットワークリレー」は、一つ一つの話題に割く時間が大

変短く、旭川、帯広と流れていく過程が非常に速いと思った。そのあとに続く「ライ

ブほっかいどう」は、中継リポーターのキャラクターが強い分、後ろでアスファルト

を調合している２人の映像に空しさを感じた。話題の流れていく速さと登場キャラク

ターのインパクト、内容、これらのバランスの問題ではないかと思った。コーナーを

こなしていくという印象がぬぐえず、時間通りつないでいくことにきゅうきゅうとし

ている感じがした。 

 

○  一般的に言えば、人もスタジオの模様も変わって、新しい雰囲気で始まったと言え

ると思う。「ＮＨＫニュース７」の前に、北海道でその日起きたことを視聴者に届け

るという意味では、北海道で起こったストレートニュースを数多く伝えて、「ネット

ワークリレー」のような札幌以外の情報を紹介し、さらに気象をこまやかに伝えてい

くということを求められているのかと思う。ただ、５０分という枠の中であまり細切

れにすると、まとまりがなくなるので、「アングル 2013」のようなテーマ性のある映

像や、「ライブほっかいどう」のようなコーナーを設けていると理解した。「ライブほ

っかいどう」について、尊敬語と丁寧語を廃したことは悪くないと思うが、リポータ

ーの「はい」を２度繰り返したり、「なるほど」という言葉が割と早く出てきたりす

るカジュアルな語り口が気になった。アナウンサーと中継リポーターの間にある種の

対話性というのを持たせるということ、あるいはアナウンサーに北海道の事情を説明

するという形で出てくると理解をしているが、ひっかかるという人もいるのではない

か。 

 

○  「アングル 2013」は、すばらしくきれいな映像だった。ダム工事の後もサクラマ

スがしっかり遡上（そじょう）していくところも追ってもらえればと思う。いつか全

国で放送される機会があるといいと思う。スポーツコーナーは、ダルビッシュ投手の

完全試合目前ということで、新千歳空港と市内飲食店で試合の様子を見た人々のコメ
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ントがあったが、タイミングのよい取材だった。今後スポーツコーナーで道内ゆかり

のアスリートの取材をきちっと道民に伝えていくのであれば、ソチオリンピック、さ

らにはリオデジャネイロオリンピックで期待されるアスリートたちの夏のトレーニ

ングも知らせるのも１つかと受け止めた。気象情報については、今後も農作物への

影響や日々変わる自然界のきめ細かな情報を伝えてもらいたい。 

 

○  ニュース番組を見てこの場で話すというのは、非常に難しいと感じた。５０分の中

で１２項目もの話題を取り上げているのは大したものだと思った。今日は逆に、道内

各局から上がってくるものをどのような順序で組み立てていくのか、またどのニュー

スにどの程度の時間をかけるのかを判断し、整理して１本の番組に作り上げていく裏

話を聞ければと思った。気象情報の中で、濃霧注意報や雪崩注意報が出たときに、地

図上で示す表現のしかたは分かりやすいと思った。この「ネットワークニュース北海

道」の天気予報は特に問題ないが、全国放送の気象情報は、北海道については札幌と

釧路しかないので、もう少し分かりやすい形で表現できないものかと思う。 

 

○  まず、番組冒頭のタイトルについて、以前はとても地味でおとなしい感じだったが､

新年度は、文字の色や動き、背景の地球のイラストに躍動感があり、音楽もテンポア

ップしていて、好ましく思った。構成についても、最初に主だったニュースを目次の

ように流すのは分かりやすいと思った。「アングル 2013」や「ライブほっかいどう」、

各放送局のリレーなど、盛りだくさんの構成で、趣向も変わっていていいと思った。

特に斜里川の「サクラマスの春」の映像は、いつもながらのすばらしい撮影だった。

スポーツコーナーが新たに設けられ、北海道に関するスポーツニュースがいろいろあ

ることがわかり、番組に厚みや充実感が加わったような印象を持った。気象情報の導

入部分で、旬の話題を気象予報士とキャスターがやり取りするのは、柔らかさや季節

感、ぬくもりが添えられて、非常にいいと思った。ただ、予想天気図、３時間ごとの

天気、注意報の画面について、色彩が全体に暗く、不鮮明になっていて、非常に見に

くいという印象を持った。この時間帯の主な視聴者は、夕食の支度などをしている主

婦の方だと思うので、動きながらでも見えるように鮮明な画面で伝えてほしい。 

 

○  旭川局からのニュースリレーでは、黒大豆を使った地産地消を特集していたが、市

内の他の地域でも同様の取り組みを行っているので、ちょうどいいタイミングで地産

地消ということをクローズアップしたことは、よかったと思う。全体として、報道番

組なのかニュースワイドショーなのか、その境目が分かりづらいという感じを受けた。

最近の民放にならって、「ネットワークニュース北海道」に、親しみやすさを持ち込

もうとしているのかもしれないが、報道番組ということであれば、優先順位を考える

ことで、より多くのニュースを伝えられるのではないかと思う。キャスターどうしが
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感想を掛け合うのではなく、コメントを充実させることでＮＨＫらしい雰囲気になり、

民放と差別化が図れるのではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

このニュースでは、その日起きた事件や事故、あるいは行政の大きな発表

などから順に紹介すべきだと思うが、大きな事件事故が全くない日について

は、道内から集まってきたものを、どのように強弱をつけ、どのような形で

放送するのか、大変苦労している。ダルビッシュ投手については、野球を見

ていて、完全試合をするのではないかという情勢になってきたので、急きょ

撮影に行った。「アングル」は、報道カメラマンが自分のこだわりのテーマ

をやっているもので、その多くが「ＮＨＫニュースおはよう日本」や「ニュ

ースウオッチ９」を通して全国に発信されている。「ネットワークリレー」

については、地域を重視し、ネットワークを維持するという意味において各

放送局から出すということは非常に意義があると思っている。短いというご

指摘を頂いたが、長いものがあったり短いものがあったりという形でやった

ほうがいいと私も思っているので、参考にさせてもらいたい。気象情報につ

いては、はじめに全道向けに主要都市ごとに伝えた後、ローカル向けの４分

間で各地の天気をきめ細かく伝えている。 

 

キャスターの掛け合いについてご指摘があったが、自然に掛け合うと番組

への親しみが増すというのは確かなので、より工夫していきたい。また、大

きな事件や事故がない場合に、番組をどう構成していくかというのは非常に

難しいところで、この日は「景気」をテーマに前の日からネタを仕込み、道

内７局のネットワークを生かしながら伝えたというしだいである。最近は、

ニュースを羅列するというよりは、見てもらいたいニュースに時間を割いて

重点的に、丁寧に掘り下げて伝えようということになっている。北海道のニ

ュースもその方向で、できる限りネットワークを生かしながら、詳しく分か

りやすくお伝えしていこうという姿勢を持っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

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

後 7:30～8:43 北海道ブロック）は、北海道に住む者にとって、冬のいろいろな災害

の中で寒さや雪について考えていかなければいけないという問題提起となる、とても

いい番組だった。 
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○  ３月１５日(金)北海道クローズアップ「緊急報告 ＴＰＰ交渉参加へ～どうな

る！？北海道～」について、総理の参加表明は、衆院選で道内選出のすべての議員が

「ＴＰＰ参加阻止」を主張し当選したにもかかわらず道民の合意や国民的議論がな

く、驚きと憤りを感じたというのが正直な気持ちだ。解説委員が言っていたように、

これから道内の主要農産物がＴＰＰによって輸入農産物に置き換われば、農家経営が

成り立たなくなっていくと思う。また、ＴＰＰが農業のみならず、私たちの生活にと

てつもない影響を及ぼすということが理解されているのか疑問に感じているので、Ｔ

ＰＰの本質を今後も国民、道民の皆さんに伝えてもらいたい。 

 

○  北海道クローズアップ「緊急報告 ＴＰＰ交渉参加へ」について、北海道を挙げて

反対しているという厳しい状況の中で、今までにない付加価値をつけた高たんぱく質

の小麦を生産する農家や、台湾に加えてアメリカやシンガポールまで長芋の輸出拡大

を図ろうとする力強い生産者がいることを取り上げたのはうれしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＴＰＰについて、前向きな取り組みを入れると救われる気持ちがするが、

それ以外の方々への影響は計り知れない。複雑に絡み合っている問題を短い

時間の中でどう伝えていくか、ようやくスタート地点に立ったのであって、

これからも折にふれて伝えていかなければいけないテーマだと思っている。 

 

 

○  ３月２０日(水)、ごきげん！ローカル産業ツアー「職人のまちづくり ニューウェ

ーブ～小樽市～」（総合 後 7:55～8:00 北海道ブロック）は、後継者育成のために

町工場が教室になって、たくさんの若い技術者を育てているという話題で、とても有

意義な番組だった。 

 

○  ３月２１日(木)の「つながる＠きたカフェ」は、「防災ＩＴ教室」は、継続的に放

送することで、自然に防災の知識が身につき、災害のときの対応に役に立つと思った。

内容がユニークで、学ぶことがたくさんあった。 

 

○  ４月１日(月)の北海道 100 年ニュース「北海道の若者」（総合 後 10:55～11:13 北

海道ブロック）は、映像、特にニュースでひもとく北海道というコンセプトがおもし

ろく、期待して見た。北大生のうさぎ狩り、北大恵迪寮のバンカラな気風、流行ファ

ッションといった世相の移り変わりが、時代の変化とともに理解できた。ただ、コン

セプトと番組の内容が少しずれているという感じがした。まず冒頭で、北海道でＮＨ
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Ｋのラジオ放送が始まったのは昭和３年ということだったが、100 年たっていない

し、テレビ放送というのは戦後なので、「100 年ニュース」に堪えうる映像はどこか

らとってくるのかと思った。うさぎ狩りのシーンには「個人の方の提供」とあり、名

実が一致していないのではないかと思った。「100 年ニュース」という言葉から私が

受けるイメージというのは、映像と、それを時代がどういうふうに切り取ったかとい

うところだ。映像を流してすぐにスタジオでいろいろ議論してしまうと、余韻が残ら

ないというのがやや不満だった。英語喫茶のお客さんから「苦痛だ」という言葉を引

き出したニュースを見て、ゲストが「おおらかな感じ」と言ったのは、北海道の雰囲

気が出ていて、非常におもしろいと感じた。また、赤ふんどしの恵迪寮生が大通公園

の噴水で戯れる場面で、「120 万都市に膨れ上がったとはいえ、恵迪寮生のバンカラ

が溶け込める札幌という街は、まだまだ人間味がある街に違いありません」というナ

レーションが入る。この映像は昭和５０年ということなので、札幌オリンピックがあ

って、札幌の街が変わったあとの話なのだろうなとか、ちょうど山陽新幹線が博多ま

で延びた年なので、西日本はずいぶん様子が変わって、ある種列島が改造されて、の

っぺらぼうな街になってしまったのかなということを意識する中で、札幌という街は

人間味がある、と言っているのだと思う。そういうある種のニュースの陰影というも

のをまず出して、一瞬間を置いてからスタジオのコメントが入るという形のほうが感

情移入できるのではないか、そこがもったいないという感じがした。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道 100 年ニュース」というタイトルは、ＮＨＫ札幌局に残る一番古

い映像が、函館を外国人の人が写した大正初期のもので、今から９０年前ぐ

らいなので、切りよく 100 年とした。そのスケール感や語感ということを含

めてご理解いただければと思う。ご指摘のとおり、時代が出来事をどのよう

に切り取ったのかというところがおもしろいことであり、その時代背景を含

め、なぜ取り上げられ、どのように語られたのかというところを大事にした

いと思っている。ただ、残念なことに、ニュースのナレーションはほとんど

残っていない。今後は、時代の空気や、なぜこれがニュースになったのかと

いうことについてもう少し注目して作っていかなくてはいけないと改めて

思った。今回は、まず映像そのものの楽しさやインパクトをまず語ってもら

った後、アナウンサーが説明するという設計になっているが、映像の余韻や

その時代に浸ってから話しだすというアプローチもあるかと思うので、今後

の参考にさせていただく。 

 

 

○  ４月６日(土)の「道東今昔物語～ＮＨＫ釧路開局７５周年記念番組～」（総合 前
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10:29～11:23 北海道ブロック）は、開局前の釧路市内の幣舞橋風景の写真や、馬車

の様子などをおもしろく見た。ただ、後半の知床の熊や羅臼のオオワシ・オジロワシ、

摩周湖の霧などは、何回も見ていたので少し退屈だった。進行役のアナウンサーの話

は非常に分かりやすくてよかったが、釧路出身の３名のゲストの話をもう少し掘り下

げて聞いてもらいたかった。 

 

○  「道東今昔物語」はゲストが絶妙だった。ノスタルジックな映像が一転して「別海

ミルクガール」が出てきたときはどうなるかと思ったが、彼女たちが役場職員と聞い

て好感を持った。摩周湖の映像を見て、モンキー・パンチさんの「霧を使うときは、

ネタがなくて困っている」という話に、思い当たることが多かった。 

 

○  ４月１１日(木)の「ネットワークニュース北海道」は、３月１１日に生まれた被災

地の子供たちにいすを届ける活動をしている市民団体が呼びかけ、震災当日生まれた

子を持つ母親や父親の手記ができ上がったという特集があった。当初は、子どもの誕

生を素直に喜べなかったが、時間がたつにつれて心情が変化し、誕生の喜びをかみし

めている親の心情が、よく伝わってきた。産まれた子どもに木のいすをプレゼントす

るプロジェクトは、北海道から全国に広まっているということで、機会があれば特集

として組んでもらいたい。 

 

○  ４月１２日(金)の北海道クローズアップ「就職戦線 東京にあり～就活アパートの

１か月～」について、最近の若者の就職活動に視点を当てたことはおもしろかったし、

学生たちにさわやかな印象を受けた。 

 

○  ４月１５日(月)の脳内ドキュメンタリー 考える人「お菓子販売のプロデューサ

ー」（総合 後 10:55～11:18 北海道ブロック）は、入社してまだ５年という若い女

性が、しっかり情報収集して発信している姿に驚いた。「脳の中まで分かったか」と

言われれば、そんな気はしないのだが、番組としてはおもしろくなると予感させてく

れた。 

 

○  ３月２１日(木)のにっぽん紀行 ２０１３春「漁師オヤジの冬休み～北海道・宗谷

岬～」（総合 後 7:30～7:55）は、冬場の４か月間、子供と一緒に遊ぶほのぼのとし

た感じだけでなく、ふだんの漁の厳しさとの対比があったほうが理解してもらいやす

かったと思う。また、案内役で俳優が出ていたが存在感が薄いという感じがした。 

 

○  ３月２２日(金)ののんびりゆったり路線バスの旅「男前 北へ南へふたり旅スペシ

ャル」（総合 後 7:30～8:43）は、ホームページにバスの時刻表やバス会社の連絡先
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などの情報が細かく載っていて参考となった。今後もぜひ続けてもらいたい。 

 

○  ３月２４日(日)の、ＢＳ１スポーツドキュメンタリー「厳冬・利尻富士 究極のス

キー大滑降」は、山岳スキーヤーがこれまでに培った地元の人とのネットワーク、気

象や雪崩に関する知識と経験を生かし、それらの集大成として厳冬の利尻岳を滑り降

りた最後のシュプールがとても美しくして、すばらしいと思った。 

      

○  ＢＳ１スポーツドキュメンタリー「厳冬・利尻富士 究極のスキー大滑降」は、利

尻山の自然の美しさと前人未到のスキー滑降を、臨場感あふれるカメラワークで写し

ていて、番組構成もとてもよかった。 

    

（ＮＨＫ側） 

 ＢＳ１スポーツドキュメンタリー「厳冬・利尻富士 究極のスキー大滑降」

は、１週間の予定でロケに行き、たまたま１日晴れたおかげで成功した。山

岳スキーの撮影などを専門とする外部のプロカメラマンに加え、ＮＨＫ技術

部のカメラマンや映像取材部の山岳カメラマンが混成チームを作って撮影

に挑んだ。今後は北海道地方向けに総合テレビで、海外向けに英語版の放送

も予定している。 

 

     

○  最近、娘がテレビにパソコンをつなぎ、おもしろいところだけを編集した動画を見

ていて、これがテレビ離れにつながってくるのだと実感した。私もパソコンで、古い

歌や昭和の景色などの映像を見るが、不思議なほど「ＢＳ２」という表示に行き着く。

これはきっと、ＮＨＫののれんをくぐっては見ない映像だと思う。膨大な量の映像の

中から最後に残るものがよいものと考えたときに、ＮＨＫののれんをかたくなに守る

ことも大切だが、「え、これ、ＮＨＫなの？」という発信方法もあると思った。 

 

○  ３月１５日(金) バリバラ～障害者情報バラエティー～「ここが変だよ健常者」に

ついて、障害者の方に何かしてあげなくてはという善意で手を出すのが、ありがた迷

惑になっているという事例が紹介されていて、私も気づかされることがたくさんあっ

た。障害のある方たちを特別扱いして、健常者と区別することに対して違和感を持っ

ていたが、この番組を見て、その思いを一層強くした。 

 

○  ３月２９日(金)の「あしたあさって近未来～世界の若者とリンクせよ～」（総合 前

0:45～1:44）は、世界各国の学生の生の声を取り上げた番組で、非常に関心を持って

見た。専門家が批評をするのではなく、いろいろな立場で活躍している幅広い世代の



 9

人たちの意見を紹介し、無理に結論に持っていかない構成が、視聴者に考える余韻を

持たせてくれた。このような生の声を取り上げる番組が非常に新鮮で、意義深いもの

に感じたので、これからも継続し、できればより多くの人が視聴できるような配慮を

持って放送してほしい。 

 

○ ４月９日(火) 「２１頭の犬たち ふるさとへの旅」（総合 後 10:00～10:43）は、

非常に感動し、とても印象に残る番組だった。 

  

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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