
1 

平成２６年３月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１４日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２６年度関東甲信越地方向け

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

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

日本列島「“きざし”を見逃さない～薬剤師たちの挑戦～」について説明があり、放送

番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

      古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

 

       

 

 

（主な発言） 

 

＜目撃！日本列島「“きざし”を見逃さない～薬剤師たちの挑戦～」 

(総合 ２月２２日(土)放送)について＞ 

 

○  自殺を未然に防ぐゲートキーパーの存在は知らなかったが、１人暮らしの高齢者が

増え、近所づきあいが少ない人たちが多くなる中、今回の薬剤師たちのような試みは、

よいところに目をつけたすばらしい取り組みだと思った。発想を転換することによっ

て、小さなことで救える命があることを知り、希望がもてる。番組の 後に「全国の

薬局の数はコンビニより多い」という話もあったが、それほど薬局が多いのならば有

益な活動につながると思う。これらの取り組みをテレビで紹介することによって、さ
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らにこの活動の輪が広がっていけばすばらしい。ささいなことで社会の中に希望が生

まれ、また、自分自身も希望を感じる番組だった。とてもよい紹介のしかただったと

思う。 

 

○  薬剤師の活動自体の質が高く、新潟から全国に広がっていくのではないかと期待す

る。以前は自殺者は３万人と言われていたが、 近は少し減り、警察庁のデータでは

２万 7,000 人を超えるぐらいになったようだ。いずれにしても自殺は命を終える形と

してはかなり重大なもので、その手段として処方薬がこれほどまでに使われているこ

とに衝撃を覚えた。そのことに対し、 前線にいる薬剤師が“きざし”をとらえ、何

とか１人でも多くの命を助けようと活動していることがすばらしかった。今の日本の

風潮として、自分の仕事はしっかりと行うが、それを越えたところには踏み込まない

というところがあるのではないかと思っている。薬剤師の基本的な仕事は、薬を医師

の処方や患者の求めに応じて提供すれば完結するのだが、自殺を何とか食い止めるた

めに前線にいることを意識し、薬を渡したときの様子などを記録して経過的に患者の

動きがわかるようにしているあたりも敬服に値する。放送を通じてこの活動を広く知

らせたという点でもよかった。今回の取り組みは、日本の社会がレベルの高いところ

に来ていることのひとつの例ではないかと思う。自分たちが開発したノウハウをビジ

ネスチャンスにつなげようとするのではなく、同業者にも公開し、むしろ頭を下げ、

お願いをしてでもひとつの命を助けていこうという姿勢、志の高さもすばらしかっ

た。全国の薬局でこうした取り組みをさらに広げ、全国に普及して日本にとって当た

り前になるような社会が来ればよいと感じるような、たいへんよい番組だった。 

 

○  新潟県の薬局が全国に先駆け自殺防止のための活動をしていることについて、新潟

放送局が取材し番組化していることはすばらしいことだ。日ごろから地域に密着して

情報を探っているからこその成果だと思う。新潟市でそれほど自殺者が多いことや、

自殺未遂者の半数が処方薬で自殺を試みていたという事実に驚いた。薬剤師が言うよ

うに命を救う薬が自殺の道具になっていることを番組を見るまで知らず衝撃を受け

た。薬が手軽に入ることは通常はありがたいことだが、その分ため込んで服用量を多

くして健康を害したり、自殺目的で大量に入手したりする人もいることに気づかされ

た。番組で少し違和感を覚えたのがデータの取り扱いだ。新潟市の調査で、自殺未遂

者のうち約半数が処方薬で自殺を試みていると出ていた。自殺や犯罪の中でも特に子

どもを取り巻くものは多く、いじめを苦にして亡くなったり、家庭環境を苦にしてリ

ストカットをしたり、家族の無理心中によって命を絶たれたりすることが少なくな

い。自殺未遂者の５０％が処方薬で自殺を試みたという数字の中には、これら子ども

の自殺が入っているのか、入っていないのかがデータでは読み取れなかった。成人の

自殺未遂のデータなのか、どちらなのかがわからなかったのは気になった。番組内容
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としてはまとまりがよく、ひとつの薬局会社が研修会を行って全国で展開しようとす

る取り組みや、患者の悩みに向き合って自宅まで訪問する薬剤師たちの温かさも感じ

た。一方、医師がこの問題にどれだけ気づいているのかが気になった。薬の処方せん

を出すのは医師なので、医師のかかわりはとても大きいと思う。そこに触れられてい

ないのが残念だった。日本医師会と日本歯科医師会と日本薬剤師会は三師会で日ごろ

から連携している。日本薬剤師会がこの問題にどういう意見を持っており、日本薬剤

師会、日本医師会、日本歯科医師会はどのように連携を図るのかも少しでも取り上げ

るとよかったのでないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新潟大学の救命センターと市民救命センターにおける、５年

間で延べ 1,700 件あまりのデータを追いかけた。子どもや１０

代も含まれている。番組で出したデータはすべての年齢層にわ

たっての数字ということだ。年齢別の傾向がどうなっていたの

かという分析をしてもよかったのかもしれないが今回は行って

いない。薬剤師がきざしに気づいた後につなげるのは医師で、

終的に専門的な解決をするのは精神科医だ。その連携は取り

始めている。日本薬剤師会と日本医師会が今後どういう話し合

いをしていくのかについては、薬剤師の取り組みがまだ始まっ

た段階であり、今回は話し合いを始めているという情報は入れ

ていない。医師がまったく気づいていないということはないと

思う。番組を制作していて、薬のありようはどうなっていくの

か、処方薬の管理なども見ていかないといけないと気づかされ

たという意味では指摘のとおりだ。そのような視点からこの問

題を掘り下げていく必要があるのでないかと感じている。 

 

○  薬剤師の方がどれほど粉骨砕身、患者のために働いているかを理解したうえで、い

くつか気づいたことを述べさせてもらう。薬剤師もいちばん心配していたと思うが、

薬を取り上げる権利があるのかという点だ。ＮＨＫでこの取り組みは法的に問題がな

いなどの解説を十分にする必要があるのではと思う。日本においては個人の私有物を

第三者が取り上げることには厳しい制約があるので、いちばん難しい部分かと感じ

た。薬をためこむことは高齢者の安心材料にもなっている。東日本大震災の際にも薬

が切れて心配になった、心細く思ったという高齢者がたくさんいた中で、自分の安心

として薬をためておきたいと思っているのにそれを無理やり取り上げて捨てること

が、本当に高齢者の安心につながるのかどうかも重要な観点かと思う。また、服用薬

で自殺ができると番組を見て気づいてしまうということもある。私も病院でもらった
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薬を飲めば死ねると思っていなかったので、結果的に自殺を促すことにならないかと

いう懸念がある。他の医師から同じ処方がされていないか、同じ薬を持っていない

か、別の薬を持っていないかと薬剤師が患者に尋ねていた。実際にはデータベースな

どで確認していると思うが、まずは自分の薬局で同じ薬を以前に大量に出していない

かをチェックしたうえで聞くという手順が必要だと思った。薬がためこまれる問題

は、処方する医師側の保険の点数の問題、処方すればするだけ利益になる仕組みにあ

る。薬を回収されていた患者のように、ビニール袋いっぱいの薬をもらえるのは、老

人の医療費、たとえば１か月 500 円出せば無限に薬をもらえる仕組みがあるからだと

思う。安いお金で老人は薬をほとんど無限にもらえ、医師は保険の点数を上げること

ができ、製薬会社も薬局も利益を上げられる仕組みができているので、結果として薬

が高齢者に大量に処方され、それが 終的に自殺につながるのだとしっかり説明でき

ると、処方する側も製薬会社側も問題を認識できるのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  薬を取り上げる権利については指摘のところも当然あると

思う。今回取り上げた人の場合は、自分で管理ができなくなっ

てしまったので本人も了承したうえで、薬局で処理するという

形で引き取ったものだ。通常はこの薬局で１回預かる「取り置

き」というシステムにしており、後日同じ種類の薬の処方せん

が出たときに取り置いておいた分から出すという仕組みにして

いる。 

 

○  それを紹介したほうがよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  高齢者が薬をなぜため込んでしまうのかという視点もあっ

たほうがよかったかもしれない。診療点数については、４月に

薬事法が変わり、薬局で対面している時間があまり長く取れな

くなるということだ。そのことによって今回のような取り組み

がどうなっていくのかも見ていかないといけないと思う。医療

システム全体の話という指摘はそのとおりで、医療現場、医療

行政、医療業界も含め考えていかないといけないと思う。 

 

○  初に薬の回収から番組に入り、後半でカウンセリングの様子や法テラスの話、セ

カンドオピニオンを得るということや、取り組みを全国に広げることなど、うまく切

り替わって話が広がっていく構成になっていた。単に薬剤師による薬回収だけにとど



5 

まらず、広がりがあると感じる構成はよくできていたと思う。番組の中で使っていた

音楽も自殺というテーマなので、ともすれば暗い感じの印象となりやすいが、おそら

く配慮をして、明るすぎもせず、暗すぎもしない適度な感じの音楽を使っていた。見

ていてあまり深刻にならずに事実を淡々と受け止めることができたのではないかと

思う。取り上げた薬局は、紹介されている範囲では新潟市郊外のほうかと思う。もと

もと水田が広がっていたところで、今も古い商店街がある中で、近年は新興住宅地が

増えたり、ショッピングセンターが進出したり、社会の変化が急激に進んでいる地域

ではないかと思う。そのようなところでこういう問題が発生していることについて、

全国でも同じような事例があるのではと思った。インターネットでの薬の販売の解禁

という話も世の中ではあるが、この番組を見るとそういう動きは果たしてどうなのか

と考え直すきっかけにもなった。この薬剤師たちの取り組みを全国に広げていくこと

については、番組の中で東京の薬局会社の人が懸念を示したように、新潟方式が本当

に全国でできるのかは不確定部分が多いと思うが、取り組み自体は大切なことをして

いると思う。ＮＨＫには番組で取り上げ、この取り組みが広がるようにしてほしい。

今回取り上げたものに加えて、どのような方向で伝えていくのかということもあるが、

大事なことは継続的に取り上げてもらうことだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  薬剤師の動きに注目し番組を制作したが、想像以上に幅広い

問題で、医療全体のことにかかわる問題もはらんでいると感じ

ている。今回で終わりとせず、継続して取り組んでいきたいと

考えている。 

 

○  処方薬での自殺が全体の５０％を占めているという事実そのものが衝撃的で、こう

した実態を知っただけでもたいへんためになった。薬剤師がこうした自殺願望者の悩

みに寄り添って自殺を防ぐことに寄与していることはすばらしい活動であると思

う。どこまで薬剤師がかかわるべきかという問題もあるが、こうした姿勢こそプロフ

ェッショナルの仕事であると言える。こうした薬剤師の取り組みを全国に呼びかけ

ているようだが、ＮＨＫではこのような番組を全国に発信してもらいたいと思う。

気になったのは、インタビューを受ける患者を特定できるような映し方をしていた

ことだ。たとえば服装、家の中の様子など、知っている人が見ればすぐにわかるよ

うな感じであり、よく患者が撮影を許可したと思った。中越典子さんの語りも聞き

やすく、大変優れた番組だと思った。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

  先月の番組審議会で２月１４日(金)、１５日(土)の大雪の報

道について、報道が少なかったのでないか、山梨県の孤立の状

況などをもっと広く伝えてほしかったという指摘があった。山

梨県の状況は、２月１５日(土)午前１０時台に全国向け、関東

甲信越向けの特設ニュースで甲府市から生中継をしたほか、定

時のニュース枠でそのつど状況を伝えた。その後の山梨県全県

孤立状態という事態を考えれば、初動の１５日(土)、１６日(日)

に全国向け、関東甲信越向けのニュース枠をさらに設け、より

広く伝えたほうがよかったと思う。甲府放送局は定時のニュー

ス以外に１５日(土)、１６日(日)の初動の段階で特設ニュース

枠、データ放送、Ｌ字放送で情報を伝えていたが、大雪被害が

深刻化していく１５日(土)、１６日(日)の２日間に特設ニュー

スをより多く設け、よりきめの細かい生活情報を伝えるべきだ

ったと思う。甲府放送局では出張中の職員や、大雪で出局がで

きないスタッフもおり、必ずしも体制は十分でなかった面も

あった。今後災害が予想される場合、事前に東京で各局の体制

がどうなっているかを確認し、取材、放送体制に万全を期すと

ともに、よりきめの細かい生活情報が速やかに提供できるよう

な取材体制を見直したいと考えており、この点については、関

東甲信越各局と課題を共有している。大雪災害から１か月とな

るが、農業被害については、本日３月１４日(金)の特報首都圏

「大雪が産地を襲った～広がる農業被害の実態～」で詳しく伝

えることにしている。 

 

○  ３月７日(金)の再放送でＮＨＫスペシャル「ふしぎがり～まど・みちお 百歳の詩

～」(総合 前 0:40～1:29 平成 22 年 1 月 3 日(日)本放送)を見た。小さいころから童

謡「ぞうさん」、「一年生になったら」などに親しんでいて、今も小学生の息子が毎日

の音読練習の宿題でまど・みちおさんの作品に触れており、すでに亡くなっている偉

人だと思っていた。詩人まど・みちおさんの人柄がよく出ており、すばらしい番組

だった。だれもが見過ごしている命の不思議を感じる感性があることや、100 歳の誕

生日を迎えてもなお創作意欲が衰えない力強さ、その生き方に敬服した。いつでも子

どもたちや自然との触れ合いを慈しんでいる姿も表現されていた。家族を大切にして

いる姿に、自分もそのように生きたいと感じる内容だった。昨年１１月１８日(月)に、
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引退宣言した宮崎駿さんを取りあげたプロフェッショナル 仕事の流儀「宮崎駿 引

退宣言・知られざる物語」でも感じたが、文化人や偉大な業績を成した人を長年にわ

たって密着取材をする企画方針はＮＨＫならではで、すばらしいと思う。ただ放送時

間帯が深夜であり、子どもと見ることができなかったことが残念だ。やなせたかしさ

んのときもそう思ったが、子どもに愛され続けてきた文化人、偉人を扱った番組は再

放送でもその時間を考慮し、親子で見ることができる時間帯に配置してほしい。 

 

○  ３月１１日の東日本大震災の日を迎え、当日も、前後の日もさまざまな企画番組、

ニュースが放送されていた。３月８日(土)のＮＨＫスペシャル「避難者１３万人の選

択～福島 原発事故から３年～」(総合 後 9:00～9:58)を再放送も含めて２回見た。

今も１３万 5,000 人が避難生活を余儀なくされていること、避難解除され、帰れる状

態にあったとしても除染が隅々まで行き渡らず、子どもを育てる不安から戻れない現

状、移住を決めたとしても費用的に苦しく、仮設住宅から出られないという状況を生

々しく伝えていた。３年というくくりの中で、社会では節目と思われがちだが、被災

者にとっては現状が変わらない限り節目ではないことを番組で読み取ることができ

た。こうした実情に対し関心を持つだけではなく、具体的にどのような支援ができる

のだろうかと考えたときに、被災者が求めているものは何か、被災者を支援している

人や組織を支援する方法もあると思うが、国民が関心を持っている時期なので、何か

をしたいという気持ちを形にするためにもそうした情報があるとよかったと思う。生

活物資、特に消耗品を提供している団体のコメントもあったが、それ以外の情報も取

り上げていればよかったのではないかと思った。私は東日本だけでなく、さまざまな

被災地の支援活動をしてきた。今も阪神・淡路大震災にかかわる支援をしている。ひ

とたび大きな災害が起きると生活困難、心のケアが長く続く。東日本大震災では被災

者はその報道にうんざりしている部分もある。ＮＨＫではないが、被災日が近づくと、

単発的にイベントのように３年がたちましたというスペシャル企画を放送する。日ご

ろから地元とのつながりがないところにいきなり来て「どうですか」と聞く。心が節

目となっていないところで勝手に３年がたちましたと強引に押しつけるため、被災者

は報道によって傷つけられることがある。そんな中、印象がよいのはＮＨＫだと聞い

ている。日ごろから密着し、問題を解決するために報道として何ができるかという理

念、意思を持ってかかわっているところがある。その姿勢のまま、これからも被災者

を支える報道であってほしい。 

 

○  ３月９日(日)のＮＨＫスペシャル「どう使われる ３．３兆円～検証 復興計画～」

(総合 後 9:00～9:58)を見た。復興の予算関係については、2012(平成 24)年９月９日

(日)にＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９兆円」(総合 

後 9:00～9:58)で、復興予算が日本各地で目的外に使われているという報道をし、反
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響があったことを記憶しており、今回の番組も大いに期待をして見た。番組の中でか

なり独自調査を重ねている様子がよくわかった。なかなかつかみきれない実態をＮＨ

Ｋ東北の各局が取材していると感心した。復興が遅れているのは、前の政権時代にあ

まり進まなかったという話も聞くが、実際にはそんな単純な話ではなく、復興の姿が

被災地で具体的にイメージされていないということが理解できた。１月１１日(土)の

戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか第６回「三陸・田老 大津

波と“万里の長城”」(Ｅテレ 後 11:00～12 日(日)前 0:29.30)での岩手県宮古市田老

地区の巨大防潮堤が取り上げられていたのを見ても、防災について、住民の総意でも

時間がたつに伴って変わっていくことがよくわかった。震災直後はヒステリックにな

り、どんな津波でも防ぐとか、壊れた町は全部元通りにするというセンチメンタルな

思いとかが住民の意見の大半になっていて、冷静な判断ができていなかったのかもし

れない。住民が主体として作ったものが果たしてうまく機能したのかどうかまで考え

を及ぼさせる内容だった。新しい復興モデルを作るべきとか、人口減少社会を先取り

しているモデルという話があったが、暮らしの復興の時間の流れを考えるともう少し

早く意見を出せていたらよかったのでないかと感じた。また、住民たちの間で復興の

イメージがなかなか見えてこないのは、番組で取り上げていた国の予算制度の問題も

ひとつの要素だと思った。 

 

○  ３月１０日(月)のＮＨＫスペシャル「被災地 心の軌跡～遺族たちの歳月～」(総

合 後 10:00～10:49)を見た。何組かの家族をこの３年にわたり取材し続けたもので、

どの家族を見ても被災した人々の心の傷痕の深さ、復興の厳しさをあらためて強く感

じた。特に娘を亡くした父親が小学校の卒業式に出席する姿、姉を亡くした妹が子ど

もながらに家族の死を懸命に受け止めている姿は心に強く残った。それぞれの家族の

気持ちを思うと悲しみの深さにやりきれないものを感じた。しかし、そういう中で強

く生きていこうとする子どもの姿にも教えられるものがあった。３月１１日が近づく

と民放も含め、各局で東日本大震災関連の特集番組を組むことは、それはそれでよい

が、ＮＨＫが特に優れていると思うのは毎週月～木曜日に「あの日わたしは～証言記

録 東日本大震災～」を放送し続けていることだと思う。人は１年のある時期になれ

ば戦争、震災のことを必ず考えるが、私たちが東日本大震災を決して忘れないように

するためには継続し、小さくても大切な番組を放送していくことだと思う。東日本大

震災は終わったわけではないし、風化させないためにもこの番組は息長く続けてほし

い。 

 

○  ３月１１日で東日本大震災から３年となり、いろいろな切り口で多くの番組を放送

していた。ＮＨＫスペシャル「避難者１３万人の選択」を見た。津波、地震で家屋を

失ったこと以外に、もう１つの重大な問題が、東京電力福島第一原子力発電所の事故
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に伴うまったく質の違う、復興を妨げる要因があるということだ。東日本大震災の復

興とひと言で言っても、その中にはいろいろな質の違いがある。特に放射線の話では、

４月に帰還してもよいとされる地域があるが、その地域から避難している人を取材す

ると４割ぐらいの人は帰れないと言う。本当は帰りたいが、子育てのためには線量の

高い状態では困るとか、土地が荒れてしまってイノシシが出るとか、状況が大きく変

わったところに自分１人が帰ることができても生活という意味では帰れないなど、い

ろいろなことが起こっている。ＮＨＫはさまざまな場所、テーマでたくさんの取材を

し、それがいろいろな番組に仕上がっている。これからもずっと続けることと思う

が、番組を制作している方々に敬意を表する。とてもすばらしいと思う。 

 

○  東日本大震災については、被災地の問題は深刻だ。千葉のいくつかの地域もホット

スポットになっている。地域の人たちと造っているコミュニティガーデンの放射線量

が昨年より今年のほうが高くなっている。その値は環境省の基準を大きく上回ってい

て触れないような状況だ。震災関連番組では、復興がなかなか進まない現実や放射線

の課題もあるが、希望につながる元気の出る番組も作ってほしい。ペット番組の話を

したが、何も考えず癒やされる番組も見たい。ＮＨＫの番組は考えさせられる番組が

多く、それはそれで重要だと思うが、「妄想ニホン料理」のように楽しめる番組、前

向きに楽しく見られる番組の重要性を３月１１日にあらためて感じた。深刻に考えさ

せられる番組と心から笑える番組、心から前向きな気持ちになれる番組のバランスが

とても大事だと思う。 

 

○  １月３０日(木)のクローズアップ現代「東大紛争秘録～４５年目の真実～」を見

た。番組のコメンテーターとして出ていた先生は当時の学生世代だったと思うが、そ

のころを懐かしそうに語っている途中で放送終了時間になり、国谷裕子キャスターが

「ごめんなさい」と話を切って番組が終了した。国谷キャスターはいつもがんばって

いてすごく感心する。それと対照的に「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」はコメンテーターも、キ

ャスターも２０代～４０代の若めの人同士で進行もゆるい感じがする。国谷キャス

ターが「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」のキャスターになり番組を引き締め、逆に「ＮＥＷＳ Ｗ

ＥＢ」のキャスターが「クローズアップ現代」の緊張感の中で話をするということを

やってみてはどうかと思った。番組の色はそれぞれあるが、後進を育てるために、国

谷キャスターが若いアナウンサーがいる番組でコメントをするとか、時間ギリギリま

でがんばるという姿勢を見せたらよいと思った。 

 

○  ２月２５日(火)のクローズアップ現代「大雪の猛威“空前の立往生”はなぜ起き

た」を、大雪が降った２月１４日(金)、１５日(土)と東京にいて、危うく東京に閉じ

込められかけた経験をもつ人間としてたいへん関心をもって見た。中央自動車道の山
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梨県大月市、東京都八王子市、国道２０号の状況について分析していた。中日本高速

道路（ＮＥＸＣＯ）と国道、警察の連携がいまひとつとれていなかったのでないかと

いう問題が指摘されていた。山梨県の都留市やアメリカ・ペンシルベニアの事例を取

り上げ、こういう場合にどういう連携をすると問題が解決されるのかということもし

っかりとらえられたよい番組だった。しかしながら大雪のときに東京にいた私は、ホ

テルをチェックアウトするとテレビが見られず、携帯電話でしか情報収集ができない

状況だった。中日本高速道路のホームページを見ると高速道路の情報しか載っていな

い。ＪＲのホームページを見るとＪＲの情報しか載っていない。飛行機の情報はＡＮ

Ａ、ＪＡＬなどそれぞれの会社のホームページを見ないとわからない。それらを統合

する役目は報道、放送にあるのでないかと思う。いろいろな情報の点をつなげ、線、

面にしていくことで人々に対する情報提供の機能がいちばん果たせるのが放送では

ないかと実感した。自治体や公的なものを批判したり、指摘することは理のある行動

だと思うが、実際に人々の行動をうまくよい方向に導く役割を報道は担っていると思

う。今後しっかり対応してもらいたい。 

 

○  クローズアップ現代「大雪の猛威“空前の立往生”はなぜ起きた」を見た。大月市

の国道２０号、中央自動車道の大渋滞の原因分析だったが、縦割り行政による情報の

共有化ができていないことが主たる原因とはわかったが、皮肉なことにその本元の情

報発信がＮＨＫから少なかったことも原因となった可能性もあり、この点は客観的に

判断してほしい。 

 

○  大雪の報道についてだが、行政、市町村などは第１次に部課長、第２次で係長・主

任クラス、第３次で全員の職員というように、災害に応じ職員の出動態勢がある。Ｎ

ＨＫにおける災害が起きたときの報道態勢、地方局に対する東京のバックアップ態勢

はどうなっているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  東京には災害の規模に応じ、そのつど各局の取材の制作の支

援のために派遣する緊急展開チームがある。台風の場合は、台

風が近づく前にたとえば沖縄に派遣するとか、鹿児島に派遣す

るチームを作っている。それ以外には社会部などから災害専門

の記者を現地に派遣している。台風のように来ることが事前に

わかっている場合はかなり早くから対応している。 

 

  また、大規模な地震には首都直下地震、南海トラフ大地震な

どがあるが、たとえば南海トラフ大地震が起き、西日本に被害
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があった場合に要員をどう動かすかというシミュレーションを

している。首都直下地震についても、どのように応援が入って

くるかなど、かなり詳細なものができている。地震があった場

合は、とにかく局に来ることを職員に徹底している。首都直下

地震の場合、１人１人、だれがどこに出るのかまで細かく決め

ている。 

 

○  民放を信頼していないわけではないが、ＮＨＫの災害報道をたくさんの人がいちば

ん頼りにしているのでないかと思う。今回のように山梨から各県まで広い範囲で雪害

が起きた場合などは、全ての場所に支援することは東京からだけでは限界があると思

うが、バックアップ体制があるということか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大規模災害については全国の記者がどう動くかというシミ

ュレーションができている。個別の災害については、状況に応

じた応援体制を組んでいる。 

 

○  私は今回の豪雪で、２月１４日(金)～１８日(火)に山梨県笛吹市の石和温泉に閉じ

込められた。今回の豪雪はこれまでの災害と違って新しい教訓が生まれたと思う。今

までの災害は被災地の住民が被災していたケースが圧倒的だ。今回のケースでは、即

時に対応するべきなのは住民ではなく、移動困難者であったことだ。住民が被災して

いれば自治体はすぐに被害状況を把握できただろうし、これまでの教訓からもすぐに

住民の情報を収集するシステムがあったと思う。今回はそれぞれの管轄として、ＪＲ

に乗車していて閉じ込められた人はＪＲの責任で対応し、高速道路で立往生した場合

は中日本高速道路が対応し、ホテルで閉じ込められた人はホテルが対応した。それぞ

れの組織が自分たちの対応能力を超えたときにその情報を行政に伝え、支援を求める

システムがそもそもあったのかということだ。おそらく山梨県はなかったのだと思

う。クローズアップ現代「大雪の猛威“空前の立往生”はなぜ起きた」の中でも縦割

りの弊害があったという話があったが、そこを補完できるのはＮＨＫしかなかったと

思う。航空、高速道路、列車それぞれの運行状況をとりまとめ、これほどの被害があ

ると総括的に報道できる機関はＮＨＫしかなかった。首都直下地震、南海トラフ大地

震の態勢をとっているということだが、それならなぜ今回できなかったのか検証して

ほしい。世間ではＮＨＫはオリンピック放送を優先したと言っている人がいる。そう

ではないということをしっかりと訴えるためにも、東京オリンピック・パラリンピッ

クで首都直下地震が起きたときに、今のような体制で報道できるのかも含め、反省す

べき点はたくさんある。今回の教訓として、ＮＨＫは何を課題、改善策として考え、
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実際に動いているのかが見えてこない。過去の教訓でも、被害が大きいところほど情

報が入ってこない、伝わらないということが毎回繰り返されている。東日本大震災で

も放送各社は災害時の情報伝達のあり方の検討会を開いているにもかかわらず、その

教訓が生かされず、今回山梨でこういうことがあったことに対し、何を検討してきた

のかと思うほどのいらだちを感じた。時間はかかると思うが、今回を踏まえ、ＮＨＫ

はどのような改善をするのか、しっかり示してくれると、オリンピックを優先したと

いう声も払拭できるのでないかと思う。 

 

○  ３月２日(日)のＮＨＫニュース おはよう日本「知られざる死の記録」は、宮城県

仙台市の葬儀業者が震災の被災者の遺体を仮埋葬から掘り起こし、火葬にするまでの

過程でのさまざまな記録をレポートしたものだが、こうした事実さえを知らなかった

ので、たいへんショックだった。しかしながら、こうした仕事を通じ、遺体とは何か、

遺体とどう向き合うのかを考え、真摯に向き合う人たちの仕事の尊さ、プロフェッシ

ョナルな姿に感銘を受けた。たいへん秀逸なレポートであったと思う。 

 

○  ３月３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「言葉を超えて、人をつなぐ 通

訳者・長井鞠子」は、まるで発言者に乗り移ったかのような勢いがあり、本人が格闘

技だと言っている様子がよく出ていた。迫力のある通訳をする姿だけでプロフェッシ

ョナルだと伝わるぐらいすごいと思った。長井さんは７０歳だが、年齢を感じさせな

い勉強ぶりや責任感と闘志に力をもらった思いだ。長井さんは仕事だけではなく、言

葉を磨くために短歌を勉強し、趣味でバイオリンをし、手書きのメモで単語帳を作っ

ている。仕事で現れる部分は氷山の一角で、その下に周到な準備があり、蓄積がある

のだと感じた。仕事をしている人間として、学ばねば、かくあらねばと思った。見習

うことはたいへんだが、目指す人物像としてよい姿を見せてもらった。この番組で扱

う人は、表に出ている人が多かったように思うが、長井さんのように、裏方として姿

も知られないような人が出ているところに好感を覚えた。地道に仕事に向き合ってい

る人々を取り上げてもらえるとよいと思う。 

 

○  「みんなのうた」の吉田山田さんの「日々」は、しっとりと心に染みこんでくるよ

うな歌声と歌詞は自分自身とつい重ねてしまい感動した。映像も美しく、だれの心に

も残る名曲だと思う。こうした優れた歌を紹介しているこの番組は、これからもずっ

と超長寿番組としてよい歌を送り続けてほしい。 

 

○  ３月１１日(火)の特集ドラマ「生きたい たすけたい」について、番組を少し見た

だけであの日の自分のことを思い出し、緊張したまま 後まで見た。３年たったとい

っても、私たちの中にはあの日のイメージがある。ドラマには津波の映像は出てこな
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かったが、見えるような気がした。またイギリスに住む息子が発信した情報が拡散さ

れ、救助につながったという実話も紹介されていて、そのことで希望が持てたことや、

あの日の一晩の中に、きれいごとだけではない、自分のことしか考えらない人間の部

分などさまざまな要素が入っていた。“津波てんでんこ”の意味は、どこにいても自

分にできる精いっぱいのことをすることだというセリフもあった。ドキュメンタリー

のようでもあり、ドラマのようでもあるという読後感だった。救いが来たときには涙

が出てしまうほど感動した。私にはあの日のことは思い出すだけで、すぐには何もで

きないが、また起こるかもしれない、その心構えとして自分の経験を思い返すために

も、番組を見てもう一度緊張することができ、よかったと思う。 

 

○  特集ドラマ「生きたい たすけたい」を見た。ツイッターで被災地の情報が流れ、

救助につながったという話は断片的に聞いていて、ちょうど３月１１日の番組という

ことで期待をして見た。ドラマの中のシーンで幾度か胸を締めつけられる感情を抱く

ところもあり、当時の様子が伝わってきた番組だったと思うが、見終わって消化不良

感もあった。実話を元にしたノンフィクションでなく、フィクションの構成だったと

思う。津波てんでんこで分断された家族が再会するストーリーなのか、避難所に集ま

って極限状態にあっても希望を捨てずに助け合いをした住民の姿を描くのか、ネット

がつながっていろいろな人が助けたいという気持ちをつなげ、それが救助につながっ

たという動きを描きたかったのか、何を描きたかったのかがぼやけてしまった印象が

ある。フィクションとノンフィクションの両立ということで難しかったのではないか

と思う。星空を眺め、感動するというシーンがあり、現実がどうだったのかはわから

ないが、宮城県気仙沼市はあの日の夜は大火災で夜空は煙で満たされていたのでない

かと思う。被災された人は孤立し、周りには水が迫り、火災が起こり、被害を受けた

人もたくさんいる中で、のんびりと星空を見て感動するシーンが現実にあったのかと

リアリティを疑った。保育園児が歌を歌って元気づけるシーンもあったが、真夜中に

保育園児があんなに元気に歌ったのかとも不思議に思った。あの状況では極限状態と

はいえ、疲れて寝てしまうのが現実だと思う。現実にそういう話があったのかもしれ

ないが、違和感を覚えた。３月１１日は毎年来るので、風化をしないように防災意識

と勇気を与えるような番組をしっかり発信してほしい。今回この番組はドキュメンタ

リーや「ＮＨＫスペシャル」などではなく、ドラマという形で大事な日の夜の時間に

編成したことに工夫を感じた。来年以降も大事な３月１１日という特定の日の放送内

容についてはいろいろな工夫をし、国民にメッセージを伝える番組を作ってほしい。 

 

○  ドラマ１０「紙の月」は、全体として暗いトーンで、民放では取り上げないような

心の闇、孤独と正面から向き合ったドラマだった。主演の原田知世さんの演技もよく、

だれも悪くないのに犯罪に手を染めてしまうことが描かれていた。 終的には自分で
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罪を償わなくてはならないのだが、幸せは心の中にあると強いメッセージを発してい

た。暗いトーンだったが、 後には元気が出る、孤独、心の闇からどう立ち上がれば

よいのかということに対し、ヒントが得られるドラマだったと思う。 

 

○  ２月４日(火)、１１日(火)のオイコノミア「クルマなしでは生きられない！？」を

見た。車を所有するコストから始まり、車を動かすことによる環境汚染、交通事故、

道路の混雑などによる外部費用という話も出ていた。償却の話は触れていなかったが、

いずれにしても車にはお金がかかるという話だった。都会では公共交通機関が十分に

整備されているので、車を持つことがよいのか、レンタカーやカーシェアリングなど

ほかの形もあるようだが、地方では公共交通手段が少ないので、通勤、農作業、買い

物、病院、子どもの送迎など、車なしで生活できないのが現状だ。都会で車を持つこ

とを例として取り上げていた番組だったので、今度は地方ではなぜ車が必要なのかと

いうことも取り上げてもらいたい。余暇に使う車と、生活の必需品としての車が同じ

扱いにされている。税金も同様に支払われており、深く突き詰めていくと税金のあり

方がこれでよいのかというところまで問題は広がる。地方における車について掘り下

げていくと、いろいろな問題に波及し、大きなテーマとなるのではないかと思う。 

 

○  ３月８日(土)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図～福島原発事故

から３年～」(Ｅテレ 後 11:00～9 日(日)前 0:34)を見た。かなりきめ細かく放射線量

をチェックしていた。放射線は目にも見えず、どういう状況で、どういうことが起こ

るのかわからない。１０メートル四方でも測る場所によって３、４倍の放射線量の違

いが出る。仮に国の言うデータをクリアしていると言っても、１、２割の誤差ではな

く、わずか数メートルのところに３、４倍の違いが出るという状態だ。川や谷間など、

水や風が集まるところは高くなるようだが、多くの人はそういう知識はまったくない

のではないか。日本の専門家も今回データを取り、こういう状況が見えてきているが、

そこに人の生活がかかわり、どうやって復興していくかという問題が絡んでくる。本

当に難しいことを実際に行っているという気がする。放射線を扱う中で、海の魚や畜

産などにどういう影響が出るかなど、私たちは場合によってそれらを食べないといけ

ないわけで、貴重なデータが取られている状況だと思う。行政については、それぞれ

の自治体でうまくいっているところ、進み具合のよくないところ、失敗しているとこ

ろ、それも含めてよい経験なのではないかと思う。利害が出るのかもしれないが、そ

ういうことも報道することを考えてほしい。何より一般の国民が頼りにしているのは

行政だと思う。まずはよい例から取り上げるだけでも、うまくいっていないところに

とっては参考になると思う。これからもよい取材を続けてもらい、直接かかわってい

る人はもちろんだが、周辺の人にもよい形で知らせるような番組づくりを進めてほし

いと思う。 
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○  ペット番組をぜひ放送してほしい。平成１５年～平成２１年にＢＳ２で「ペット相

談」を放送していたが、現在、ペット番組はないと思う。2012(平成２４)年に登録さ

れているイヌの数は 678 万 5,959 頭だ。複数頭飼っている人もいるが、仮に１世帯に

１匹とすると相当な数の人がイヌを飼っている状態であり、かなり多くの人の共通す

る趣味だ。私自身イヌを飼い始めたときにはそうした番組がなく、手を焼いていた。

「ペット相談」のような番組があれば、ＮＨＫのテキストも読んで勉強できると思う。 

   

○  ラジオ放送を「らじる★らじる」というアプリで聞いている。電波が悪いせいなの

かよくわからないが、３０分に１回ぐらい数秒間切れることがある。その後、普通の

ラジオではないことだが、「らじる★らじる」では少し巻き戻された状態で再生され

る。生放送の番組なのでどういう仕組みでこうなるのか知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ラジオ放送を「らじる★らじる」は、インターネット回線を

通じて送っている。スマートフォンでは、インターネット回線

の接続を電波で行っているため、電波の状態が悪くなると途切

れることがある。また、スマートフォンでは、音声を細かく分

けて端末のメモリに一時蓄積してから再生するようにしている。

そのため、回線が不安定になると、送り直しが発生するため、

場合によっては、送り直された部分から再生されるので、少し

巻き戻されたように聞こえる。なお、その時間帯に聞いている

人全員がそうした状態になるわけではなく、聞いている人の場

所、受信レベル、スマートフォンのメモリ容量などの条件で、

状況は変わる。 

 

○  政治に関する世論調査の結果をニュースで伝えていることがあるが、ランダムに抽

出した電話番号に電話をかけて調査していると聞くたびに思うのだが、昼間に家の固

定電話に出る人は限られているのでないか。世論調査として統計学的なことはクリア

していると思うが、いつも疑問に思う。私は家にいないので電話がかかってきても出

られない。調査の手法を切り替えることはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  月例の政治意識調査を毎月第２週の週末、金曜日の夜から日

曜日の日中にかけて行っている。内閣支持率や、そのときどき

の重要な政策についての意向を測っている。ＲＤＤ方式で電話

番号をアトランダムに抽出している。毎月 1,000 世帯のうち回
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答してくれるのが７割前後で、当然拒否の人もいる。現在は過

去の数字と比較することもできるので、この方式を続けてい

る。若年層では携帯電話しか持たない人も多いので、ご指摘の

点は理解できるが、携帯電話だと所在地がわからず、逆に若年

層に偏るのでないかということもある。今後もより実態を把握

できる調査方法については検討を重ねていく。一方、番組に関

する視聴者意向調査はインターネット調査も織り交ぜており、

直接対面で聞くグループインタビューという手法も使い、補完

し合ってできるだけ全体像をつかもうとしている。毎月の政治

意識調査は電話調査だけだが、選挙のときの調査では、期日前

投票が増えており、その投票に来た人にも聞いている。できる

だけ実態を正確にとらえられるような調査方法をいろいろ行っ

ている。ひとつの方法だけだととらえられないと思うので、こ

れからは複数の形式のいろいろな調査を組み合わせ、民意を探

ることになるのでないかと思う。 

 

○  ニュースで報道した途端にそれを聞いて影響が出てくることもある。難しさは理解

しているが、いろいろなデータ、いろいろなメディアを活用し、新しい方法が開発さ

れることを期待する。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２６年２月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２１日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２６年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について報告があった。引き続き、「平成２６年度関東甲信越地方向け地域放送番組編

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

とする旨、答申することを決定した。続いて、放送番組一般も含めて活発に意見の交換

を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、３月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      内藤 久夫（（株）内藤代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

        古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

 

       

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２６年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画（案）について －諮問－＞ 

 

○  選挙報道について記載のある局と記載のない局がある。先日の東京都知事選の投票

率が４６．１４％と低く、横浜市長選は２９．０５％だった。選挙に関して報道する

ことがＮＨＫにおいて重要ではないかと思うので、記載している局とない局があるこ

とが気になった。 
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（ＮＨＫ側） 

  さいたま放送局は、今年度はさいたま市長選、参議院議員通

常選挙もあったので記載していた。平成２６年度は大きな選挙

が予定されていないので今回は記載していないが、選挙報道に

力を入れて取り組むことは前提である。 

 

  基本方針、重点事項に共通事項として掲載している。 

 

  横浜放送局では、今年度は横浜市長選と川崎市長選があり、

横浜市長選は圧倒的な結果だったが、川崎市長選は 後まで大

接戦で、総力を挙げて取り組んだ。 

 

○  各放送局が災害報道を重点項目として取り上げていることはよいと思う。先日、山

梨で大雪が降り、被災してよくわかったことがある。県境の情報はわかりにくい場合

が多いということだ。山梨にも飛び地があり、山梨ではわからないが長野ではわかる

ということもあるし、それと同じようなことがたくさんあるのではないかと思う。各

放送局間での連携についてはどこにも記載されていないが、連携はしているのか。も

し連携していないのであれば、情報の共有、横の連携を密にしてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  それぞれの局が県内の災害情報、交通情報、ライフライン情

報を伝えている。県内の放送の中ではその県の情報を主体的に

出していて、県をまたぐ部分については、全てを確実に出せて

いるわけではないかもしれない。できるだけ県内にある災害情

報をしっかりと取材し、きめ細かく情報を出すことを基本方針

にしている。関東甲信越地方全体に向けて放送を出すときは、

関東甲信越全体の放送ということで県をまたぐ情報なども放送

の中に入るが、県単位で放送しているときはその県の情報が主

体となる。それぞれの地域にまたがる情報をとらえられるよう

に、これからも取り組んでいく。 

 

  甲府放送局では、今回の大雪で取材に出られないところあっ

たが、東京にヘリコプター出動要請を行うなど、県境の取材に

対する連携はとれていたと認識している。 

 

○  各局とも防災・減災の報道に力を入れるという話があった。今回は大雪が降り、甲
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府放送局はソチオリンピック関連のニュースを一部カットし、地元の災害のニュース

を伝えていた。前橋放送局でも逆Ｌ字型スーパーで県道の情報まで細かく放送してお

り、ホームページでもかなり細かく情報は出ていたと思う。ソチオリンピックの放送

は時差の関係もあるのだが、朝、昼、夜と放送していたが、同じものの繰り返しの放

送が多かった。群馬の場合は 140 億円ぐらいの農産物の被害が出ており、いろいろな

災害が発生しているときに、オリンピック放送をラジオでも、テレビの朝のニュース

でも、ＢＳ１でも放送しており、平時であればよいと思うが、だれがメダルを取った

ということが果たしてどれぐらい重要なのだろうかと感じた。大雪関連の情報は確か

にテロップで流れていたし、ホームページも更新されていたが、映像として流してほ

しかった。各局が防災・減災報道に力を入れるということなので、力を入れて的確

に、迅速に情報を伝えていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  前橋放送局は、２月１５日(土)の午後５時前に５分間の県域

放送を行った。また、２月１６日(日)には午後６時４５分から

８分間の県域放送を行い、県内の 新の災害情報を伝えた。逆

Ｌ字型スーパーとは別に県域放送ではＬ字型スーパーを行っ

た。早朝から夜までのほとんどの時間で、情報の更新のタイミ

ングを除いて常時スーパーで情報を伝えた。 

 

  今回、山梨県では過去 120 年間で も多い積雪となったこと

もあり、回数としては報道しており、逆Ｌ字型スーパーも７０

時間ほど行っている。一方でソチオリンピックの放送も相当な

ボリュームで行っているため、オリンピックをこれだけ放送す

るのならばもっと防災報道をしてもらいたいという視聴者の声

もかなりあった。２月１４日(金)から１９日(日)の間で 1,200

件ぐらいの大雪関連ニュースへの反響が来ている。770 件ぐら

いはもっと報道してほしいというもので、残りは問い合わせや

情報の提供だ。この反響は今後の防災報道に生かしたいと思

う。各局それぞれに災害報道に取り組み、中継、報道の回数は

かなりの数に上るが、オリンピックがこれだけ放送されている

中では、そういう印象を持った視聴者もかなりいるかと思う。

１４日(金)から１５日(土)にかけ雪が集中的に降り、相当大き

な被害が出たので、報道のあり方などもう少しやりようがあっ

たのではないかという声もあった。このような視聴者の意見を

受け止め、検討していきたい。 
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○  番組を差し替えるかどうかは各局である程度判断できるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  全国放送については東京で判断する。首都圏向けのブロック

放送は首都圏放送センター長、各県域での放送は各放送局長の

判断となる。マンパワーから考えると、各局で行える範囲には

限界があり、そこは首都圏や関東甲信越のブロック放送で対応

するなど、いろいろなことを協力しながら対応することにな

る。東京が全国放送でカバーすることもあるが、地域に密着し

た生活情報までは、関東甲信越の全域についてまでカバーでき

ないところがある。今回の雪の場合もそうだが、東日本大震災

のときも地域に密着した避難場所、水道やガスなどの生活情報

は、ラジオやデータ放送、インターネットも含め、それぞれの

地域で対応しないとなかなか視聴者に届かない。全国放送、ブ

ロック放送、県域放送、それぞれの役割を分担し、情報を出し

ていく必要があると思う。 

 

○  各放送局の横の連携の話があったが、本部・首都圏放送センター・各放送局の縦の

連携もきめ細かくしていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  九州を例にとると、地形の問題もあり、宮崎県の北西部には、

大分県、熊本県から取材に行ったほうが早く入って映像を撮る

ことができる地域がある。九州全体で連携をとり、そちらは熊

本県から入るとか、大分県から入るということがある。山梨県

の早川町は孤立していたが、どこから行っても入りづらいよう

な地形的な問題がある。地域ごとにどういう連携のとり方がよ

いのか、それぞれの地域で考えないといけないと思う。 

 

○  今回初めて大雪による自然災害を受けた。自然災害については、いつもはテレビを

見ている側で、東日本大震災のときも遠いところから見ていたのが現実だった。２月

１４日(金)から雪が降り始め、１５日(土)は晴れて、ある程度雪が溶けるかと思っ

た。私用で山口県に行く必要があり、こういうときの情報はＮＨＫだと思い、いつ電

車が動くのかとずっとテレビをつけていた。中央線が止まり、名古屋まで行く中央西

線の「しなの」が止まり、中央道が全面通行止めになり、国道２０号線も通行止めに

なった。新幹線も止まり、まったく外に出られない状態だった。１６日(日)の朝に新
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幹線が復旧したという情報が流れ、その情報を見てすぐに駅へ向かったが、駅は大混

雑で駐車場に車も止められなかった。よく考えてみれば当たり前だが、自分も焦って

いてまったく判断がつかなかった。そういう情報をテレビに求めるかどうかはわから

ないが、同じような人がたくさんいたのではないかと思う。どこの駐車場が空いてい

るか、新幹線がいつ復旧するかなど、一般の人たちはテレビに頼ってしまいがちだと

身をもって体験した。災害時の迅速な報道は本当に必要だ。電車が動いたとなると、

人はそこに集中する。ニュースでいつも見る場面を自分も体験したが、こういうこと

は初めての体験だった。災害に対するしっかりした報道は大切であり、今後も迅速な

報道をお願いしたい。 

 

○  水戸放送局の重点事項の中に、「課題となっている県南・県西地域への県域放送の

視聴拡大に向け」と書いてあるが、これはかなり以前から課題になっていることだと

思う。つくば市一帯はつくばエクスプレスを利用し、東京に通勤するような人たちが

住むエリアだが、昨年は高校野球茨城大会の決勝戦が見られなかった地域がある。も

う１本のアンテナを立てないと電波が来ないのであれば、その１本のアンテナを立て

る費用は個人が払うということになると、なかなか視聴促進にはならないと思う。平

等な状態で電波が来ない以上、何か方法を考えないと、水戸放送局だけで努力しても

できないことではないかと思う。補助金が出るとか、全体としての協力がないと、あ

のエリアは電波を受けられるようにならないのではないかと思う。このことはずっと

課題で、来年も課題になる気がする。水戸放送局の問題かもしれないが、改善できる

方向にＮＨＫが動いてくれればありがたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  茨城県の県南地域、県西地域の一部では、東京スカイツリー

の電波で首都圏のＮＨＫ、民放を見ることができる。その地域

では、ケーブルテレビに入っていれば別だが、ＮＨＫ水戸を見

るためには、もう１本アンテナを立てなければならない。茨城

県に民放がなく、ＮＨＫ水戸を見るためだけに設けられた補助

金などはない。ＮＨＫ水戸は１月１７日(金)に茨城スペシャル

「小澤征爾＆シュトゥッツマン指揮 水戸室内管弦楽団演奏会」

(総合 後 7:30～8:45 茨城県域)を放送した。その際に県南地

域に新聞折り込みを２０万枚入れ、茨城スペシャルの生放送を

ご覧になる場合はもう１本のアンテナ設置を検討してください

という周知を行った。その地域のクラシックファンの中には、

アンテナをつけてくれた人もいるが、お金がかかることなので、

すぐにアンテナをつける人が増えるかというと、なかなか厳し
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い状況だ。水戸放送局としては地道にＮＨＫ水戸の魅力、茨城

県の水戸にＮＨＫがあってよかったと思ってもらうために、災

害報道もそうだが、魅力的な番組を発信していかなければなら

ないと考えている。引き続き粘り強く取り組んで行く。 

 

○  山梨県の次に雪が降ったであろうと思われる秩父の端のほうに自分の住まいがあ

るので、今回の大雪には本当に驚いた。家の近くでは農業用の大規模なビニールハウ

スの８割ぐらいがつぶされている。住宅にあるアルミ製カーポートなども重さに耐え

られず、多くのところでつぶれていた。１週間前に雪が５０センチぐらい積り、それ

も記憶にある中でも 大級で、４０、５０年ぶりという話だった。気象情報では、

初は前回より降雪が少ないぐらいの話だったのが、徐々に降雪予想が増え、 終的に

前回を上回る雪と変わっていった。途中から現在の積雪が何センチか、これから何時

間も雪が続くという情報があったので、結果的には前回よりももっと降ると自覚はで

きたが、そのあたりを認識するのが遅かったので、結果として被害が大きくなったの

ではないかと思う。秩父地域でも孤立地帯に取材が入っている。消防車は火事があっ

ても現場に２０時間もたどりつけなかったという話があるぐらいだ。取材の人もそこ

までの装備を持っていないのでなかなか入ることができないと思うが、徐々に通信が

回復するのと同時に被害状況がわかってくるのは大災害の常だ。初めてのこととはい

え、想定外がなるべく少なくなるように日ごろからいろいろなところで準備をしてほ

しいと思う。 

  「平成２６年度国内放送番組編成計画」については、限られた電波と限られた時間

の中で、今までＮＨＫの番組を見ている中でも絶妙のバランスで、すばらしい編成だ

と思う。来年度に向けても的確だという印象を持った。放送の大きな役割の１つに地

域を元気にする、明るくする、夢や希望を与えることが重要な役割ではないかという

気がしている。各放送局がそれぞれ個性を出し、地域の明るい話題、自信を持たせる

ような話題の番組制作に取り組み、そのような番組をたくさん発信してもらいたい。 

  「平成２６年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画（案）」の重点事項に少

子高齢化の項目がある。日本が少子高齢化社会になったことが、家の問題、地域の問

題、仕事のあり方などあらゆることに影響している気がする。重点事項の「１．安心

・安全を守るために地域の課題に向き合う」のところに「解決方法を考えていきます」

と記述されているが、これはすごいことだと思う。少子高齢化の話はいつもマイナス

の話題という形で出てくるので、今後の解決に向けた糸口のようなものがどこかの番

組で出せればすばらしいと思う。各局で地域に密着し、きめ細かく取材等をしている

ので、少子高齢化が逆にプラスに作用したような地域の事例、少子高齢化が社会の進

歩や人類の歴史の中でプラスにつながったような事例がどこかにあれば、そのような

ものを紹介することで、解決のきっかけになるのではと思う。少子高齢化に対し解決
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へ向けた番組を意欲的に制作するととてもよい番組になるのではないかと思う。全体

として的確な内容だと思う。 

 

○  佐村河内守氏の問題のほか、ＮＨＫが話題になることが 近ほかにもいくつか伝え

られている。視聴者にいちばん近く、キャスターなどと会ったことのある人が多いの

も地域放送局ではないかと思う。さまざまな番組を制作していく過程で、地域の人と

近く、密接にかかわるような取り組みを行っていくことが、公共放送としての根幹を

もう一度根深く、太くしていく大事な部分ではないかと感じた。それぞれの地域で課

題がさまざまで、そこにしかない課題があるとあらためて感じた。何が課題なのかと

いうニーズをとらえることがスタートだと思う。それは地域の人を見るとか、地域を

歩くことから始まると思う。地域放送局の役割として重要ではないかと感じた。神奈

川県に住んでいるので特に横浜放送局に注目すると、神奈川県の人口は 900 万人で、

東京のすぐ横にあり、どうも地域性が薄い。その中で地域の活力、地域の再生に重要

性がある気がする。横浜放送局はいちばん繁華な場にある一方で、神奈川は丹沢など

県西地区が文化的に課題があると言われているが、そういう方面でどうニーズを発掘

するのか、地域の問題にどう取り組んでいくのかが大事なことで、横浜放送局の重点

事項にあるように、「地域のニーズを的確にとらえ」ということかもしれない。それ

を実践する重要な局として活躍してほしい。神奈川は日米関係や外国人に関わること

などで、微妙な問題がある。扱い方を間違えるとたいへんなことになる問題を偏りな

く、丁寧な取材を行えば東京にも関連していくだろうし、日本全体にも関連していく

と思う。横浜放送局はジャズライブなどを行っていることを重点事項に入れ、そうい

う文化的な面を掲げている。 近の新しいいろいろなメディアを補完的に使い、横浜

だけでなく、県の別の場所でもパブリックビューイングを行うなど、いろいろなやり

方で見られるような仕組みづくりに取り組んでもらえるとよりよいのではないかと

思う。地域のホールや芸術団体、民間のグループなどとも顔が見える状態で付き合

い、ニーズをとらえてもらえればと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  確かに神奈川県に住んでいると大都会と感じるが、川崎を中

心にした東京に隣接しているところと、横浜という塊、県央と

県西とに分かれている。東京に引っ張られがちなのでもっと取

り上げてほしいという声の多さは痛感している。ジャズイベン

トは横浜市中心で行っていたのだが、３月からは小田原市のホ

ールを借り、そこで地元住民に還元していく。箱根は「新日本

風土記」のシリーズで取り上げる。県の西部にも焦点を当てて

いこうと思う。外国人の異文化コミュニティーの問題は微妙で
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はあるが、ディレクターが長期に取材し、人間関係をつくって

いる。日本においての多文化、多様性といったものが考えられ

る前向きなところとして取り上げていけないかと努力してい

る。 

 

○  昨年も述べたが、地方局には３つの役割があると思う。１つ目は地方の情報を地

方に発信すること。２つ目は全国の情報を地方に発信すること。３つ目は地方の情

報を全国に発信することだ。 初の２つは民放でも行っているし、できる話だ。地

方の情報を全国に発信することに関しては、ＮＨＫにいちばん力があると思うので、

意識をもって取り組んでもらいたい。各局の計画についてもそういう点はしっかり

踏まえ、記載があると思う。実際の番組制作、編集の段階でも配慮してほしい。各

局の記載でも魅力を全国に発信と記載されているが、同時に課題の発信もしてほし

い。災害対策、高齢化、医師不足の課題もある。地方は被災者の問題、新潟県は拉

致問題など課題が多い。そうしたものも積極的に全国に発信をしてほしい。 

 

○  諮問された「平成２６年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画（案）」に

ついては各委員の意見の趣旨が番組編成に生かされることを前提に、原案を可とし、

答申をしたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  音楽業界の人間として佐村河内守氏の問題はたいへん複雑な気持ちのするもの

だ。昨年３月３１日(日)のＮＨＫスペシャル「魂の旋律～音を失った作曲家～」を見

ていた。音楽業界は性善説でできていて人を信じやすい世界だ。権威ある報道機関と

してＮＨＫが報道したことが決め手になったことは物語に弱い日本人ということも

あって、なおさら増幅されたことがあるのではないかと思う。権威のある報道機関が

ドラマを見せたときに、一緒についてくる危険さも感じた。音楽だったからまだよか

ったというところがある。病気、戦争、災害など、もしかしたら嘘なのに本当のよう

に見えてしまうことがある。悪意がなくてもそういうことが起きてしまったらという

怖さも感じた。ＮＨＫには立ち止まって、もう一度考えてもらいたい。何らかの形で

検証する番組をつくってもらえたらと思う。ドラマに弱いということでいうと、ソチ

オリンピックではドラマをすごく強調していると感じる。オリンピックは競技だが、

競技の裏にある選手にまつわるドラマを強調し、放送している番組が作られているよ

うに思う。今はオリンピック一色の日々を過ごしている感じで、いつテレビをつけて

も放送していて、その人にまつわるドラマが付随した状態で映像を見ることが続いて
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いる。やや過剰ではないか、選手に過剰なプレッシャーを与えていないかと思う。こ

れから東京オリンピックに向け、若い選手を発掘する、応援するという話があるが、

どのようにその人たちを応援していくのか。さまざまに番組宣伝もし、応援応援と連

呼するだけでよいのかということも、佐村河内氏のドラマでいろいろな問題が起こっ

てしまったこととどこかでつながらないかという危惧がある。コンサートをつくると

きも何らかのドラマをつくって売り込みにいくこともあるが、今回は考えさせられ

た。このようなことを検証し、考えるような番組をつくってもらえたら良いと思う。 

 

○  佐村河内氏の問題については、私の身近でも同じような事件が数年前にあり、周辺

は大きなショックを受けた。そのうそはほんのささいなことを調べればわかるものな

のに、調べなかったことに対しわれわれも反省した。ほんのささいなことを調べなか

ったのは、すでにマスコミなどで話題になっていたこともあり、本人と接触している

中でまさかそんなことはないだろうということで、うそとわからなかった。その後、

つらいことがたくさんあった。うそをついた人の身近にいる人がいちばんの被害者な

のに加害者扱いされ、組織的に責任をだれかになすりつけて終わらせようとした。そ

ういうつらい時期が長くあり、いまだにその問題を乗り越え切れていないと感じてい

る。今回の件は別の業界で起こったことだが、「ＮＨＫスペシャル」というＮＨＫの

看板番組で取り上げたことが、実際にはＮＨＫも被害者であると思うが、加害者扱い

される状況に陥っている。だれかに責任をなすりつけるのではなく、きちんと原因を

究明し、なぜこういうことが起こってしまったのかを検証することが必要だと思う。

どうしても引きずってしまうので、どこかで脱却することが重要かと思う。たとえば

来年は放送９０周年ということで「ＮＨＫスペシャル」というタイトルを変えること

も選択肢の１つにあってもよいと思う。予想以上にこういう事件は尾を引く。ひいて

はＮＨＫの信頼性にもかかわってくると思う。取り上げたのがＮＨＫだけではない

が、国民の多くが信用したのは「ＮＨＫスペシャル」というＮＨＫのいちばん大事な

番組で取り上げたことが大きかったと思う。これを何としても乗り越え、ＮＨＫの信

頼を取り戻すことが必要だと思う。「平成２６年度国内放送番組編集の基本計画」に

も「正確」ということばがかなり出てくる。正確さを確保するためにどういう取り組

みをしたかも視聴者にきちんと発信することが大事だ。それによって問題を乗り越

え、信頼されるＮＨＫの放送を確立してほしい。 

 

○  長野放送局がつくった地域ドラマ「木曽オリオン～長野発地域ドラマ」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱ

ﾑ 後 10:00～10:58)を見た。木曽という地域は長野県でも南部に位置しており、普段

はあまり行ったことのない場所だったが、星空を観測する場面などを見て、とてもよ

い所であり、行ってみたいと感じさせる番組だった。木曽の魅力を言葉だけで伝える

ことはなかなか難しいが、番組を通して地域の魅力を丁寧に伝えており、木曽の魅力
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を再発見できた番組だった。 

 

○  「ニュースウオッチ９」の気象情報をよく見ている。気象キャスターが全国各地の

地図を指す指し棒があるが、木刀みたいに太く長い棒にオレンジ色の玉が付いてい

る。オレンジ色の部分はわかりやすいのだが、木刀みたいに長い棒を持っているのが

気になっていた。もう少しナチュラルなものに変えられないのだろうか。また、この

ところ雪のマークがたくさん出てくるが、ＮＨＫの雪のマークは口が真一文字で、怖

い感じの雪だるまなので、笑顔でかわいらしくなったらと思う。トラブルも多い雪だ

が、子どもたちも雪を楽しみにしているので、かわいい雪だるまにしてほしいと思う。 

 

○  異常気象等もあり、気象情報の重要性が増していると思い、私もこのところ気象情

報を一生懸命に見ている。以前から気になっていたことだが、キャスターが持ってい

る指し棒で画面の右側にあるアイコンを触れて高気圧や北風を表示させるが、そのア

イコンがあると次に何を話すのかとか、使わない日には何か言うつもりだったのに時

間が足りなくて言えなかったのかとか、別なことを考えてしまう。アイコンは視聴者

から見えないところに置くとか、手元に置いて操作するとよいかと思う。また、この

ところ画面も変わり、グラデーションが付いて急に進歩した。夜と昼の雰囲気が変わ

ってかなりわかりやすくなった。さらに言えば、各県内の小さい都市の場所など、地

図上でもっと視覚的に、直感的にわかるようにするとよりよいと思う。一生懸命に考

えてもらい、以前に比べるとすごく進化しているので何もいうことはないのだが、ア

イコンのことと視覚的にわかりやすいもの、読まなくて済むようなものを入れてもら

うとさらに充実した気象情報になると思う。 

 

○  地方局の役割は地方の情報を全国に発信する役割があるという話があったが、まさ

にそのとおりだ。災害情報はＮＨＫが一番だと思っていたが、残念ながら今回は全国

放送の中で山梨県の報道が少なかったのではないかと思っている。２月１４日(金)か

ら降った雪は甲府で積雪 114 センチ、韮崎では 130 センチを超えた。山梨県に通じる

すべての鉄道、陸路が閉鎖され、山梨県全体が孤立状態になった。地域によってはい

まだに孤立している所、停電している所もある。スーパーマーケットからは生鮮食

品、パンなどが一切なくなり、初めてそういう風景を目の当たりにした。１５日(土)、

１６日(日)は停電していたわけでないが、雪対策に追われ、テレビを見られず、１７

日(月)の「ニュースウオッチ９」をやっと見ることができた。大雪関連、気象情報も

含め、ニュースは約１５分間流され、そのうち山梨県関連はおよそ１分だった。完全

に孤立し、電気も来ない寒さの中で過ごしていた年配の人たちや山梨県の人たちはど

ういう気持ちで過ごしていたのかと思うとやりきれない。そんなときこそ報道の力で

国、地方自治体を動かし、より多くの人に注意を喚起してほしかった。今回の件では
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行政の動きも必ずしもよくなかったと言えると思う。１７日(月)は「ニュースウオッ

チ９」の後の時間帯の民放の報道番組も見た。夜１０時からトップ扱いで、ヘリコプ

ターからの映像、山梨県内の孤立した地域を地図で説明し、孤立し 1,100 人が閉じ込

められた早川町の様子を電話インタビューで流し、停電、病気の不安の様子を報道し

ていた。富士河口湖町は 800 人以上が孤立していたのだが、家族に会ってインタビュ

ーし、生中継で国道 139 号線から深刻な積雪の様子を送っていた。山梨県関連の放送

時間は約９分間で、全体では約２０分の内容だった。この民放局は独自に早川町に徒

歩で入り、直接取材し、だれもわからなかった早川町の様子をいち早く報道した。電

気がないのでお年寄りがお湯を容器に入れ、こたつに入れ、毛布をかぶって命をつな

いでいる様子が流れた。報道の役割としてこういうものが行政を動かすの際に強いと

思う。山梨県の孤立状態、異常な積雪の状態を山梨県外の人はあまり知らないことが

多く、取引先の人などの話からも、あらためて報道の少なさが原因ではなかったかと

思う。私の住む町では国道２０号線、甲州街道が完全に止まった。何十キロもの渋滞

が３日間続き、動けなくなった車の中で３日間夜を過ごした人もたくさんおり、５日

間過ごした人もいる。それがどれほどたいへんなことかは経験してみなければわから

ない。前回の番組審議会で視聴番組であった１２月２９日(日)の特集 小さな旅「忘

れ得ぬ山河」で鳥取県大山町が公民館に避難所をつくって支援した話を思い出し、地

域の人たちと一緒に避難所を公民館につくり、炊き出しを行った。３日間で約８０名

の人が宿泊した。車の中にいる人には、朝夕におにぎりを配った。番組審議会に参加

し、こんな形で自分が番組を地でいくことになるとは夢にも思わなかったが、それは

それでよかった。あの番組を見ていたおかげだとつくづく思った。山梨県では甲府放

送局がオリンピック放送を切って大雪情報を放送したものの、全国放送では扱いが小

さかったのではないかと思う。山梨県では５人の死者が出た。車の一酸化炭素中毒に

よる死者、落雪に巻き込まれて亡くなった人、車が動かなくなったから車を捨て路上

で凍死された人、そういう例はいち早く紹介し、出ないようにすることも報道の役割

ではないかと思う。データ放送はすごく助かった。逆Ｌ字型スーパーも甲府放送局か

ら次々と出ていた。病院の情報や屋根からの落雪についての注意の呼びかけ、ごみ収

集の情報、スーパーマーケット、コンビニエンスストアの営業情報、病院は駐車場が

ふさがっているので緊急以外は控えてほしいという具体的なお願いも流れていて、た

いへんよかった。データ放送の中で困ったことは、中央道の開通情報が上野原～諏訪

が開通したと流れたと記憶しているが、中央道はほぼ全線開通していたのだが、私は

諏訪から先が開通していないと思った。長野と山梨で連携するというのはそういうこ

とだ。長野は長野で山梨をうまくつなげて放送すればもっと間違いが起こらなかった

だろうと思う。データ放送も課題が残ると思った。 

 

○  ＮＨＫの新会長や新経営委員の発言についていろいろ議論が出ている。今回のこと
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があったからといって、放送の現場で必要以上に萎縮することがないようにしてほし

い。そういう方向でつくっても、そういう方向を否定してつくっても、まったく取り

上げなくても、いずれにしても影響、世間からの反応はあるかと思うが、報道の現場

として伝えるべきものをしっかり調べ、しっかり伝えていくことがいちばん大切だと

思う。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２６年１月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

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

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、特集 小さな旅「忘れ得ぬ山河」について説明があり、放送番組一

般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      国崎 信江（(株)危機管理教育研究所代表） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野代表理事専務） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      内藤 久夫（(株)内藤代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

        古澤 宏司（(有)古沢園代表取締役） 

 

       

 

 

（主な発言） 

 

＜特集 小さな旅「忘れ得ぬ山河」について＞ 

 

○  「小さな旅」は、以前は関東甲信越地方向けの番組で、ときどき福島県なども紹介

されていたが、そのころから楽しませてもらっている。番組に手紙を出した人はさま

ざまで、旅の形も家族や夫婦などそれぞれに異なるが、旅に対する思いをとても大事

にしていると感じた。旅慣れてしまうと、旅のひとつひとつに思いがあまり入らなく

なるが、今回の番組を見て皆さんが自分の小さな旅を大切にしていることがよく伝わ

ってきた。「小さな旅」はどちらかというと高齢者向けの番組で、この番組のファン

も中高年が多いと思う。その中で、北海道の秘境駅をめぐる２０代の女性の２人旅が
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あった。これまでは若い女性の旅というのは少なかったと思うので新鮮に感じた。中

高年の視聴者層に支持される「小さな旅」がずっと続いてほしいとは思うが、番組の

中で若い人たちもいくつか取り上げると「小さな旅」のファンの幅が広がるのではな

いかと感じた。温泉やグルメを紹介しながら旅をする賑やかしい番組にはして欲しく

ない。国井雅比古さんと山田敦子さんのソフトなイメージもよい味を出している。い

ろいろなことを経験してきたベテランの人が「小さな旅」の旅人として番組を支えて

きたのかもしれない。そういうものは大切に受け継いで、ＮＨＫのアナウンサーがし

っかりとした言葉で、ゆったりとした時間を提供してもらいたい。ゆったりとした時

間の中で旅を大事にしている人はたくさんおり、これからもこういうすばらしい番組

を続けてもらいたいと思う。 

 

○  手紙を書いた人の思い出の地を一緒に旅しているような気持ちになり、そのときに

見た美しい景色、出会った人々との忘れ得ぬぬくもり、どのような気持ちで旅をした

のかが伝わり、その人と同じ気持ちで風景を見つめることができた。その人が感じた

切なさ、うれしさ、喜び、懐かしさ、寂しさなど、旅のそのときの感情を共有できる

よい番組だと心から感じた。これまで私が訪れた場所も多々あったが、同じ場所でも

その人の視点でその場所を見ると、まるで初めて見る場所であるかのような新鮮な気

持ちにもなった。そのときの様子をできるだけ再現している丁寧な作りに、制作スタ

ッフの強い思いを感じた。また、朗読者の趣きのある、しっとりとした言葉も旅情を

いっそう感動的なものにしてくれたと思う。「小さな旅」を視聴者からの手紙で構成

することは２１年前から続いているということだが、過去の放送番組をまとめて見た

いと思うほどだった。この番組は日本各地のすばらしい旅をした場所を紹介してくれ

る内容でもあり、日本にこんなすばらしいところがあるとあらためて発見させてくれ

たが、番組の途中でさまざまな風景を紹介している部分では、その場所がどこである

のかを字幕などで紹介するとよりよかったのではないかと思う。 

 

○  「小さな旅」は私が子どものころから続いている番組で、音楽は耳に残り、音楽を

聞いただけで「小さな旅」だとすぐにわかる。ふだん見慣れた安曇野の風景も、テレ

ビを通じて見るとずいぶん違う風景に感じる。見慣れている山、見慣れている風景で

もこれほど違うのかとつくづく感じる番組で、ほかの地域にも行ってみたいという気

持ちになる。この番組はゆったりしていて、見ていると和み、ほっとする。旅番組は

いろいろあるが、「小さな旅」は地域に深く入り、その地域をよく伝えていると感じ

る。寄せられた手紙を見て、人が旅行に行く目的、旅行で受ける感想はさまざまだと

思った。気軽に旅に行ける人もいれば、そうではない人もおり、番組でいろいろな人

の旅やその感想を聞いて、多くのことを考えさせられた。番組自体が現代の風景を映

していると同時に、旅行のよさも映していると思った。 



3 

○  忘れられない思い出の旅はだれにでもあると思うが、それが映像になるというのは

手紙を出した視聴者にとってもありがたいものになったと思う。山陰の旅の思い出を

紹介した場面では、地元の方々のコメントが紹介されていたが、方言が強く、聞き取

れなかったものがあった。温かいよい話をしていたと思うので、字幕があればよかっ

たと思った。長寿番組なので高齢者が見ていることが多いと思うが、この番組を見

て、子どもが視聴者として手紙を番組に寄せるようになればよいと思う。ＩＴ時代の

中、メールでの投書、絵文字での表現や短文でのやりとりが人とのコミュニケーショ

ンになっている中で、手紙を書くということ、人に思いを伝えるということが番組を

見た人々に広がればよいと思う。 

 

○  この番組は落ち着いたよい番組でときどき見ているが、手紙のシリーズは知らなか

ったので今回見ることができてよかった。視聴者から寄せられた８つの旅で構成され

ていたが、少し多いように感じた。それぞれの旅の話は長いものと短いものがあり、

２つ目の長野県のものは短くて消化不良気味だった。もう１つぐらい減らして、それ

ぞれをもう少し長く深く伝えたほうがよいと感じた。手紙の文面が映っていたが、ど

の手紙も文字がきれいで、デジタルの時代に手書きの文字に温かみを感じ、とてもよ

いと思った。全体に年配の人の話題が多く、タイトルも「忘れ得ぬ山河」なので晩年

の人の話題が多く、すべてを通して見ると何となく寂しい感じを受けた。この時期の

放送なので秋冬を中心に構成したのかはわからないが、紅葉のシーンも多く、年齢層

からいってもしかたがないことだと思うが、人生の終わりのような印象をすごく強く

受けた。若い女性が雪の中で北海道の田舎の駅舎を見てよいと感じている場面では、

若い人の感性とはこういうものかと新鮮に感じた。全編を通してきれいな風景が映し

出されていたが、女性２人旅のパートでは住んでいる都会の風景も出ており、これが

対照的でよかった。若者らしい感傷、再会、将来の子どもへという番組の構成はよい

と思う。最後の「信州 妻の祈り」は、最後に思いがけない結末となる話で、すばら

しいと思って見た。家族の話題が多いが、最後に家族のことをもう１回考え直してみ

るよいきっかけになったと思う。途中で紹介していた各地の風景は小さくてもよいの

で地名を入れて欲しかった。そこへ行きたいと思ったときにどこかがわかると、観光

客誘致の面でも意味があり、地元の人間としてもありがたい。 

 

○  ８つの話それぞれがスピード感を抑え、ナレーションも含めてしっとりとした感じ

で、じっくりと染みてくるような編集、演出が丁寧に行われていた。それぞれの手紙

に対し、当時のニュース映像や古い写真が織り込まれており、資料が豊富なＮＨＫの

力が発揮されていたと思う。子どもが雪の中を転がっている場面は、表情と雰囲気、

無邪気さがよく撮れており、たくさんのカメラをいろいろなところで回しているＮＨ

Ｋの底力のようなものを感じた。全体がＮＨＫならではという感じがしたが、豪雪に
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より交通がまひし、バスの中に閉じ込められた山陰の旅の話では、現地で炊き出しを

行った地元の人たちにも取材に行って話を聞いており、手紙を書いた人だけでなく、

周辺に波及するエピソード、ドラマに触れていた。それが心温まるものだったので、

番組全体を肉厚なものにするのに大いに役立っていたと思う。手紙を出すことによっ

て番組に参加できたことは、手紙を出した人にとっても宝物となったのではないかと

思う。視聴者も素直に喜べるような、とても好感度の高い番組だった。 

 

○  関東甲信越地方向けの番組として始まった紀行番組「小さな旅」は、歴史もあり、

熱烈なファンがいる番組だと思う。私の両親の年代の方々がとても熱心に見ている番

組で、強く支持する人がたくさんいると思う。落ち着いて見られるたいへんよい番組

だ。今回は視聴者から寄せられた旅の思い出にまつわる手紙シリーズの総集編という

だけのことはあり、視聴者から寄せられた手紙の中からえりすぐりの８つのストーリ

ーが無理なく自然に構成されていてよかったと思う。いろいろなパターンの旅が総集

編としてまとめられており、見ていて楽しく、また、旅に対する思いはそれぞれ違う

という思いを強くした。何がいちばん心に入ってくるのかと考えると、朗読がすごく

大きな部分を占めており、朗読の方の味わいがストーリーと相まって出ていたと思う。

大野雄二さんの慣れ親しんだ音楽も聞くだけでよい旅だと感じるぐらいに定番にな

っており、そういうところが心に染みたのだと思う。最後の「信州 妻の祈り」の旅

は、他の旅と違い、７年前に亡くなった妻が、自分が捨てた義母に３０年間仕送りを

していたこと、義母が亡くなった際には妻として４９日の法要を行っていたこと、そ

して、最後に妻と行った善光寺への旅で、妻が義母の戒名を持って祈りを捧げていた

という話は素直に感動した。手紙の中の構成だが、出来すぎと感じるぐらいにすばら

しい話だった。小説やドラマのようでもあり、手紙だけであれだけの構成ができたの

かと感心した。 

 

○  「小さな旅」とは何だろうと考えたとき、小さな短い旅だからこそ、旅は花火と同

じようなもので、始まった瞬間に終わりにどんどん近づいていく。それは人生と同じ

だ。だからこそ物悲しい部分が出てきて、音楽も物悲しいものになっているのかと思

う。一方でやや感傷的すぎる気もする。しみじみとはするが、仕事などで疲れている

ときに番組を見たら元気が出るわけではなく、むしろ余計に疲れてしまう。もう少し

若い人たちにも見てもらうため、番組を見ると元気が出て、明日もがんばろうと思え

るような部分を今後は入れてほしい。たとえば何かを乗り越える、旅を通じ自分が成

長するなどのことがあってもよいと思う。また手紙の文字がとても美しいことに驚い

た。その背景には、手紙を出した人がＮＨＫを大切にする思いがあるからこそ、あの

ような美しい文字で書いているのだと強く感じた。ＮＨＫを大切に思う視聴者の人た

ちにきちんと応えていくことも大事だと思う。 
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○  番組としては視聴者からの手紙によって成立しているが、８本をどのようにして選

んでいるのか。８本の中には、旅のきっかけに重きを置いている人もいるし、旅の目

的地で起こったことや旅の中身が大切だという人もいる。大きく２つに分けられると

思うが、「小さな旅」で取り上げるものは、旅の中身、目的地や旅先での人との触れ

合いに焦点が置かれているエピソードが多いと「小さな旅」らしくなるのでないかと

思う。視聴者とのやりとりが大切でもあるので、あまり堅苦しく選考する必要はない

と思うが、選考のときに何らかの基準を作るのであれば、番組の趣旨を考えたうえで

よりふさわしいものが多く選ばれるようになると番組としても締まるのでないかと

思う。２１年間で１万 5,000 通とのことだが、おそらく手紙の数は年々減りはしても

増えはしていないのでないかと思う。応募した人も８名中７名が６０歳以上、いちば

ん高齢者は９５歳なので視聴者層は明らかに高齢化している。よい番組だったという

のは委員の共通した評価だが、どうやって多くの人に見てもらえるか、番組としても

いろいろと工夫してもらえれば、それがいずれ必ず反響として出てくると思う。よい

番組づくりを続けてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  信州の旅の手紙については、500 通読んだ中でも、その手紙

は１０枚以上に及ぶ大長編であり衝撃を受けた。番組制作者が

ご本人に会いに行ったが、その人は自分史をずっと書いている

方で、満州のことや奥さんが認知症になって介護をされた記録

をずっと書きとどめている人だった。こういう人たちが大切な

思いのこもった手紙を番組に送ってくれた。ＮＨＫを大切に感

じている人たちの思いを受け止めなければとあらためて思っ

た。寄せられた手紙を一通一通読むと、かけがえのない、大切

な思い出に触れていることがあり、丁寧な番組を制作していき

たいとあらためて思い起こさせてくれる時間だった。毎年手紙

シリーズで手紙を読む時間は番組制作者にとっても、とても貴

重な時間になっている。 

 

○  美しい映像と落ち着いた語り、番組全体に見る者が感情移入できる適度な間があ

り、まさにＮＨＫらしさの代表格だと思う。今回の特集でも美しい風景はずっと人を

支え続けること、どの人の人生にも必ずドラマがあること、旅はどこか別れと結びつ

くもの、悲しさがあってこそ美しさも心に刻まれることなどを本当にしみじみと感じ

た。視聴者の手紙から番組を作るというオーソドックスな手法は、最近のリモコンに

よる双方向性とは質の異なる、視聴者と番組との静かなキャッチボールが成立してい

てよい方法だと思う。市井の人の思い出を美しく映像化することで、ごく普通の人々
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の普通と思われる人生の中に光る深いものを探り当て、それを視聴する者が自分の人

生に照らし共感するやりとりがしみじみと感じられた。こうした番組が現在の日曜朝

だけでなく、総合テレビの夜の時間帯、家族で見られる時間帯に放送されるとよいと

思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１日(水)のＮＨＫスペシャル シリーズ遷宮 第１回「伊勢神宮～アマテラ

スの謎～」(総合 前 7:20～8:09)と２日（木）の第２回「出雲大社～オオクニヌシ

の謎～」(総合 前 7:20～8:09)を、昨年は式年遷宮ということで楽しみにして見た。

式年遷宮を単なるイベントではなく、わが国の生い立ちにまでさかのぼり、かなり

深く掘り下げて取り上げていたのでたいへん勉強になった。また、遷宮自体が日本

の統治機構の中で作られたという話もさることながら、言語学の観点から「日本書

紀」の分析をしたり、古墳の形から勢力図を類推したりと、わかりやすく解説をし

ていた。式年遷宮の年だけでなく、先を見越し、長期間の体制で取材していること

にいつもながら感心した。アニメで「日本書紀」などを紹介していたのもわかりや

すかった。「伊勢神宮」のアニメは昔の物語の絵巻のような形で作っていたことが

印象に残った。「出雲大社」では作風を変えていて荒々しいタッチの躍動感のある

アニメだった。両方ともとてもうまく伝わっていたと思う。「日本書紀」も「古事

記」も読んだことがなかったが、アニメでの解説が勉強になるので、Ｅテレで別の

番組にするなど、この雰囲気で全部見たいという気持ちにもなった。長期取材とい

うことで先方との信頼関係が生まれた結果だと思うが、初めてカメラが入ったとこ

ろがかなり多く取り上げられていた。信頼関係を作り上げた成果であり、快挙だと

は思うが、何度も初めてという言葉が出てきて、少し耳についた。誇りに思うこと

だとは思うが、あまり強調しなくてもよかったのではと感じた。こういうイベント

は夜に行われることが多く、高感度カメラで撮っていると思うが、よくとらえられ、

映像としては十分に見られたが、どうしてもノイズが多い映像になってしまってい

た。貴重な映像、特に出雲大社は６０年に１回なので次回はもっと鮮明な映像が撮

れるような技術開発をしてほしいと思う。１月４日(土)のＮＨＫスペシャル「二つ

の遷宮 伊勢と出雲のミステリー」(総合 後 10:00～10:49)も楽しみにしていたの

だが、こちらは総集編で、目新しさはあまりなかった。アニメも作風のまったく違

うアニメが同じ時間帯に流れるとわかりづらく、かえってちぐはぐな感じがした。

まとめて１本にするのであればもう少し制作上の工夫をして付加価値をつけると

よかったという印象を持った。 
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○  １月２日(木)のＮＨＫスペシャル シリーズ遷宮 第２回「出雲大社～オオクニヌ

シの謎～」(総合 前 7:20～8:09)は、大和と出雲の関係について、かなり難しい問題

だと思うが、アニメやＣＧなどいろいろな映像手法を使ってわかりやすく説明してい

た。遷宮の儀式や内部の貴重な映像など、ＮＨＫならではの番組だと思った。５０メ

ートルの巨大な神殿が存在したという、神話だと思っていたことが実際にあったとい

う話は、よい企画だったと思う。 

 

○  １月１１日(土)と１２日(日)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」(総合 後 9:00～9:58)、第２回「“日本式”生

活インフラを輸出せよ」(総合 後 9:00～9:58)をとても興味深く見た。個々に取り上

げられている内容はもちろんだが、少子高齢化などによる国際社会の中での日本の相

対的な沈下にどう対処していくのか、また、日本がこれからどうやって世界の中で存

在感を示していくのか、経済力を維持していくのかということはとても大きなテーマ

だと思う。バブルがはじけてからの２０年ぐらい、失われた２０年のようなところで

私たちが自信を失い、どこを向いてよいのかわからないところがあったと思う。五里

霧中だったところから答えが見えてきた。その１つの答えがこの番組にかなり集約さ

れていたのではないかという気がする。鉄道が定時で運行していることや、飲める水

が水道管から出てくることなど、日本において当たり前のことがどれだけすごいこと

なのかということだ。接客のおもてなしにしても、靴屋で靴を買うときに店員がひざ

まずくことはありえないという外国人もいる。日本で当たり前に行われていることが

とても価値のあることで、世界的に見てもとても大事なことだということを、クイズ

番組やバラエティ番組にもうまく取り込めば、日本人全体に自信をつけさせることに

なるのではないか思う。メディアのとても大切な役割で、さまざまな取り組みで国民

に向けて発信してほしいと思う。日本人が今ある当たり前のことを正しく解釈し、自

分たちの持っているものがとてもすばらしいことだと認識させてくれる、とても興味

深いよい番組だった。このテーマで継続して取材をし、いろいろな切り口で日本のす

ばらしいところを伝えていくことで、日本人に自信と夢を与えてほしいと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「シリーズ“ジャパンブランド”」の２回を興味を持って見た。

第１回「“食と農”に勝機あり」は、日本の農産物の評価は高まっている一方で、

ブランド化がしっかりできていないという現状をきちんと分析していた。和牛につい

ては、日本の和牛以上の品質は絶対にないと信じていたが、流通の中で最もよい和牛

と言えばオーストラリアで作られたものが流通しやすく、それだけ評価が高いと紹介

されていた。日本のブランド戦略に誤りがあったのかという思いで見た。とてもよく

検証されていて、戦略についての分析、番組づくりとしてよくできた番組だと感心し

た。 



8 

○  １２月３１日(火)の「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、綾瀬はるかさんのおぼつか

ない司会と嵐のフォローが絶妙だったと思うが、視聴者からはいろいろな意見があっ

たのではないかと思う。自分の家族や友達から評判がよかったのは「あまちゃん」の

パートだ。番組のオープニングが軽快な「あまちゃん」のテーマ曲で始まったので、

今年の紅白歌合戦を期待する気持ちが高まり、「あまちゃん」の１５７話を見たよう

な気持ちになった。審査員に宮藤官九郎さんもおり、今年は時代を表現してくれたよ

い「紅白歌合戦」だったと思う。 

 

○  「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」の司会については、嵐のフォローがよく、全体をう

まく落ち着かせていた感じがした。ステージ後方の巨大なモニターは、会場にいる人

は違和感がないと思うが、テレビを見ていると歌手がアップになったときに背景のモ

ニターも大きく映るため、うっとうしく感じることがあった。年末の「紅白歌合戦」

の関連番組の多さには閉口したが、北島三郎さんの軌跡を紹介した、１２月３０日

(月)の「遙かなり！演歌道を行く～北島三郎 紅白５０回の軌跡～」(総合 後 10:00

～10:59)は、とてもよかったと思う。「紅白歌合戦」を通し、北島三郎という歌手が

成長していく姿、社会の変化のようなものも読み取れた。故郷の北海道を背負って、

北島さんの歌と北島さん自身が成長しているという印象を受けた。大きなことを成し

遂げた人の軌跡、５０年というのはすごいことだと感心し、本番の「紅白歌合戦」で

の北島さんもすごいと素直に感心して見ることができた。一方、ＡＫＢ４８のメン

バーの卒業宣言は違和感を覚えた。個人的な周知を行っている感じがして残念だった。 

 

○  「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」は自分の周りでは好評だった。綾瀬はるかさんの冒

頭の特に危なっかしいところが、生放送はこういうものだと感じさせ、思いが詰まっ

て歌の途中で涙を流す様子からは、人となりのようなものも感じられた。「紅白歌合

戦」は今まで５０回ぐらい見ていると思うが、これまでも、１２月３１日は「紅白歌

合戦」を見なければということで過ごしてきた。昔はセットやその入れ替え、たくさ

んのコーラスやそれらの迫力、スケール感から年に１回の番組だというインパクトを

覚えた。最近はセットがとても進化したので背景にもいろいろな映像を出せるように

なった。大道具のセットではなくなってきたので、昔のようなものも懐かしいと感じ

る。たくさんの人が出ていたが、一部のグループの人ばかりが多く出ていて、個性の

違うコーラスの人や、多様なエンターテインメントの人がもっとたくさん出演すると

しっくりくると思うが、それは時代の変化だとも感じている。今年の「紅白歌合戦」

については総じてとてもよい感じで見た。 

 

○  「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、いろいろな意味で見どころ満載の「紅白歌合戦」

だったが、評価は分かれると思う。綾瀬はるかさんの司会ぶりにはハラハラさせられ
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るところが多々あり、毎年「紅白歌合戦」は半分見るような見ないような感じでゆっ

くりと見ているのだが、今回はどうなるのかと展開が読めない感じで、それはそれで

おもしろかった。今年も嵐の巧みなさばきが随所に出ていて、力があるとあらためて

感じた。ＡＫＢ４８グループによる人海戦術のような活躍がかなり目立った気がす

る。企画としておもしろかったのは「あまちゃん」メンバーが登場した部分だ。アメ

横女学園の歌から始まり、「潮騒のメモリー」をドラマの内容に沿って３パターンで

熱唱していて、聞きごたえがあった。最後に全員で「地元に帰ろう」を歌ったが、あ

まちゃん小劇場を見た感じがして、見ごたえがあった。ちまたでは“あまちゃんロス

症候群”があるようだが、昨年１年間を席巻した「あまちゃん」の人気の高さをあら

ためて思い知らされた。ＡＫＢ４８のメンバーの卒業宣言については、半世紀という

歴史を飾った北島三郎さんの紅白引退がわかっている中で、水を差した感が否めな

かった。泉谷しげるさんの歌は久しぶりに聞いたが、大人の歌、叫びもあってよかっ

たと思う。 

 

○  「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」については、厳しい意見を持っている。毎年家族で

見てきた番組で、これを見ないと年の終わりを感じないぐらいの位置づけの番組だっ

たが、今回ほどつまらないと感じた回はなかった。歌がメインの番組なのに歌手を気

持ちよく送り出すことができない司会者の言い間違いや進行の不手際が目立った。司

会者のみならず歌手が引き立たない、本人よりもステージの後ろにいる人に目が行っ

てしまうような派手な演出も気になった。見たい人を同時に見られるというメリット

はあるかもしれないが、関係性がわからないような演出もあった。歌手の選考基準が

わからないとは毎年言われることだが、視聴者の声にもあるように、同じようにその

歌手が歌う曲の選考基準もわからず、メドレーが多かったのも気になった。これまで

はその年に活躍した歌手のヒット曲を楽しむという単純な構成だったと思うが、その

構成は大きく崩れている。どこにＮＨＫのコンセプトがあるのかと感じる「紅白歌合

戦」だった。若年層がどういう感想をもっているのかも含め、長年見ていた年配者が

もういいと思ってしまうような、どこにコンセプトをもっていくのかというところが

ぶれればよい番組は作れないのでないかと思う。若者に振り向いてもらおうと無理を

して番組を作るのでなく、正しいもの、芯のあるもの、本物を作れば人は振り向いて

くれる、理解してくれるという信念のもとに番組づくりをすることを期待する。 

 

○  ＮＨＫの看板番組の「紅白歌合戦」に関しては、ＮＨＫの１年の総括だろうと思っ

て見ているので、ＮＨＫでは１年間でこういうことがあったのだと思いつつ見てい

た。「あまちゃん」の企画もストーリーを作っていたが、喪失と再生というか、な

いと思っていたものがそこにあり、愛がないと思っていた夫婦に愛があり、歌を歌

えないと思っていたが歌えたりと、そういう中で「紅白歌合戦」のプログラムにな
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かったものがあったということで、一貫されていたかと思う。いちばん印象に残っ

たのはドリームズ・カム・トゥルーの陸前高田市からの中継だった。ドリームズ・カ

ム・トゥルーはこみ上げてくるものを抑え歌っていたと思う。その姿を見て感動し

た。ドリームズ・カム・トゥルーこそ、今年の「歌がここにある」というテーマを体

現していたのでないかと感じた。 

 

○  「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」が年間視聴率トップとなったことは国民的番組と

してはよかったと思うが、少し騒がしすぎた印象だ。４時間半という長丁場の番組

なので緩急がないと見ていて疲れてしまううえに、今回は特にグループが多く、Ａ

ＫＢ４８のような大人数で動きの速いカメラワークを大画面で見続けるのは少々

疲れた。演歌の低調もあるのだろうが、たとえ演歌でなくても、じっくり歌を聴く

場面がもっとあってもよかったのではないだろうか。 

 

○  １月１日(水)の「１９１４ 幻の東京～よみがえるモダン都市～」(総合 後 10:20

～11:19)は、100 年前の東京の姿を再現していて、おもしろい番組だと期待して見

た。映像もきれいで、ＣＧを駆使し、昔の東京の姿、市民の暮らしぶり、浅草六区、

浅草十二階、東京駅などの映像が取り上げられ、解説もされていたのでおもしろく

見た。ドラマをうまく入れ、人形が解説をするなど、テンポよくできていた。解説

のシーンでは学者、俳優、作家が出てきて話をしていたが堅い印象を受けた。同じ

内容をナレーションで映像にかぶせて話すだけでよかったのではないかと思った。

番組後半は大正デモクラシーの話で、自由民権運動や女性解放の話、最後は戦争へ

の道ということで締めくくられていた。元日の番組なのでもう少し堅くなく、肩の

力を抜いて昔の東京の姿に思いをはせるような柔らかい番組にしてもよかったの

でないかという印象を持った。 

 

○  １月２日(木)のさわやか自然百景 新春特集「水の国 日本」を見た。１年を通し

てしっかりとした番組づくりをしているので、感銘を受けている番組だ。今回は水の

国日本というテーマですばらしかったと思う。北海道根室市の落石岬で、海で発生し

た海霧をエゾアカマツが葉で受け止め、それを巧みに利用し自生しているという映像

だった。掘り下げた番組内容で重みもあり、深さもあった。自分も撮影してみたいと

いう思いをかき立てられる、刺激を受けた番組だった。 

 

○  １月２日(木)に再放送されたファミリーヒストリー選「桂文枝～記憶なき父・衝撃

の出会い～」(総合 前 11:05～11:52.30)を見た。番組のおかげで父と出会うことがで

きたというストーリーで、よい内容だったと思う。「ファミリーヒストリー」は有名

人を取り上げているが、背後にある名もないストーリーに光を当てる内容で、こうい
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うことが誰にでもあるということを感じた。 

 

○  １月６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「モノじゃない、人生の伴走者 

義肢装具士・林伸太郎」は、事故、病気で失った体の一部の義肢を作るのに徹底的に

こだわった姿勢をよく取材し、取り組み方をよく表した番組になっていた。自分の作

ったものが、体の一部を失った人の人生の伴走者となることが強く心に響いた。プロ

中のプロの仕事を、今後もＮＨＫの番組ならでは切り口で取り上げてもらいたい。 

 

○  １月１４日(火)の「最後の場所なくなる時～“釜石の悲劇”家族の２年１０か月～」

を見た。岩手県釜石市の鵜住居地区防災センターは津波の避難所ではないと行政は言

っているが、日ごろから防災訓練でここを避難所として訓練をしていた。東日本大震

災の当日、多くの人が生きるためにここに避難した。そこに津波が押し寄せ、２００

人を超える人が亡くなった。地盤をかさ上げし、町を再生するという釜石市の決定に

よって、防災センターが取り壊されることになったが、家族を失った人には家族が最

後まで生きていた場所ということで心のよりどころとなっていた。この場所はその意

味でもなくなってほしくないと願う人がおり、やりきれない気持ちがこの番組で痛い

ほど伝わってきた。復興という再生への道を歩む町に、今も失った家族への思いを抱

え苦しんでいる多くの人たちがいる姿をしっかりと伝えた番組だと思う。きょう１月

１７日は１９年前に阪神・淡路大震災の発生した日だ。民放ではすっかり取り上げな

くなったと感じるが、ＮＨＫは昼の番組でも、夜の番組でも関連番組を放送してい

る。阪神・淡路大震災はわが国にとって戦後初めての都市型災害と言われる災害だっ

た。首都直下地震に備える中で、都市型災害という面から阪神・淡路大震災が参考に

なると思う。来年は２０年となるので、阪神・淡路大震災を風化させることがないよ

うに引き続き特集番組を放送してほしい。東日本大震災もしかりだが、引き続き被災

地の様子を折に触れ伝えてほしい。 

 

○  １月１６日(木)のクローズアップ現代「進むか大型建築物の耐震化～“耐震改修促

進法”改正の波紋～」を見た。１１月に耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に

関する法律)が改正された。特に人が多く集まるホテル、病院、店舗、こうしたビル

の施設に耐震診断が義務化され、その結果を２年以内に公表するということだ。高額

な耐震工事費がかかり、見栄えも悪くなり、旅館、ホテルは工事をすることで提供で

きる空間が狭くなって収益率が落ちるという問題も発生する。こういう壁がある中で

どのような解決方法があるのかという冒頭から興味を引く作りだった。青森で長い歴

史を持つ旅館が耐震改修の工事費を払えないということで断念し、廃業した。その旅

館の役員が「お客様にとっていちばんのサービスは安全だ」と言った言葉は印象的

だった。地震大国のわが国ではある意味遅すぎたとも言える耐震診断の義務化であり、
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国民の生命を守るためにも今後も推進すべきものだと思う。番組の中では国や自治体

の補助制度が充実していれば耐震改修もしやすいという印象を与えるものだった。補

助制度だけでなく、たとえば銀行と自治体はお互いに耐震改修工事を促進しようとい

う共通の目的のもとに、銀行はローンを組みやすい商品開発を行っている。建築士、

ＮＰＯの耐震補強の推進協会もオーナーに向けたセミナーを開き、さまざまな相談を

受け付けている。補助制度だけでなく、促進のためにさまざまな団体、機関が取り組

んでいる状況も提供できたらよかったのではないかと思う。耐震改修工事費が高いと

いう印象を植え付けている感じがした。そもそも耐震工事の費用と耐震工事をしない

で被災した後の再建費用を算出し比較すれば、先行投資がどれほど安価で、事業継続

も可能というメリットがあるかもしっかり伝えるべきでなかったかと思う。施設側が

費用対効果を懸念する中、一般の人が耐震性のある建物で治療を受けたり宿泊したり

することに対し、どのように価値観を感じているのか、そういうコメントも入れると

よいのではないかと思った。ＮＨＫの立場としては耐震改修工事を促進するような、

後押しするような作りであるとよかったと思う。 

 

○  １月１日(水)の「正月時代劇 桜ほうさら」を何の予備知識もなく見た。甲州弁の

「ささらほうさら」とよく似ていると思って見たが、どうやらそれが語源のようで、

身近に感じて番組を見た。なぞ解きや、ストーリーの魅力もあるが、なにより４Ｋの

映像がすばらしかった。ロケ地の選定、出てくる屋外の場面、田舎道、桜並木、運河

は春にふさわしい明るい色合いでとてもよく、一幅の絵を見ているような気がした。

正月にふさわしい内容だったと思う。また、あえて古く見せる手法をエイジングと言

うそうだが、長屋や古い建物の様にも感心した。カメラの性能がよくなればなるほ

ど、そうした技術はどんどん発達していくのだと思う。また、刀傷の表現がとてもリ

アルだった。カメラの技術、化粧などの技術が発達していくと、刀傷の表現もあまり

にもリアルになるので、けがや血をどこまで表現していくのかが今後の課題だと思っ

た。 

 

○  大河ドラマ「軍師官兵衛」は軍師がクローズアップされ、歴史の舞台裏を見るよう

なドラマになっていると思う。 

 

○  大河ドラマ「軍師官兵衛」は、まだ放送が始まって２回なので何とも言えない部分

があるが、地理や人物の関係がわかりにくい部分があるので、地図、系図などをもう

少し丁寧に入れてほしい。タイトルバックが派手で、色使いが激しいが、もっとシン

プルなものでもよいのではと思った。合戦のシーンや官兵衛とおたつの会話のシーン

など、野外ロケの部分がとてもきれいで、情感あふれるものに仕上がっていた。ナレ

ーションはすこし仰々しく、全体のイメージと合わない気がする。ドラマの内容は、
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敵を殺すのではなく、命を大切にしていくという考え方が軸となり今後展開されてい

くと思うが、今の時代に命の大切さを考えることは重要であり、今後の展開に期待し

たい。 

 

○  大河ドラマ「軍師官兵衛」は、興味を持っているし、期待もしている。一般的に人

気のある戦国時代の武将ということもあり、岡田准一さんがかなり入れ込んで取り組

んでいるという話を聞いている。ドラマなのでイメージを誇張して作っていると思う

が、小田原攻めのシーンでは、官兵衛が一人で敵陣に乗り込んで矢を放たれていた。

実際にはありえない話で、やりすぎではないかと感じた。スタートの部分なので強調

したのかと思うが、これからの進展に期待する。 

 

○  「連続テレビ小説」の放送時間を見直してほしい。今の時代の国民の生活実態に見

合っていない放送時間ではないかと感じる。ＢＳプレミアムで補完しているが、基本

は総合テレビであり、総合テレビの午前８時という通勤、通学時間、また、昼の再放

送の時間があるが、今の国民のどれだけの人がこの時間帯に見ることができるのかと

いうと年代は限られているのでないかと思う。学生も見ることができないし、結婚を

しても仕事を継続している人も多い、主婦、高齢者が見ているという状況もだんだん

変わってきているのではないかと思う。活動時間帯に２回も放送するより、昼の再放

送の時間を家族で見られる夜７時、８時に移すことも検討してほしい。ＮＨＫの看板

番組なので今の時代の国民の生活実態を反映した放送時間に見直してほしいと思う。 

 

○  １２月２２日(日)に美の壺・選「クリスマスケーキ」を見た。子どものころからク

リスマスになぜケーキを食べるのかと疑問に思っていたが、番組を見てわかった。フ

ランスの「ビュッシュ・ド・ノエル」という切り株の形をした古典菓子が紹介されて

いた。切り株に見立てたケーキにキノコの飾りを付けるのが定番だが、何もないとこ

ろから現れるキノコが生命の誕生を表しており、フランスでは「ビュッシュ・ド・ノ

エル」を食べるということで、勉強になる番組だった。 

 

○  ソチオリンピックが近づいてきたので、元日からＢＳ１では「ソチ五輪直前 冬の

オリンピック名場面スペシャル」(ＢＳ１ 前 9:00～後 8:50)を放送していた。スポー

ツから与えられる感動はほかのことにはないものがあり、今回もいろいろなドラマが

あると思う。コマーシャルも入らず、時間たっぷりと見せてくれるＮＨＫのスポーツ

番組は信頼感がひと味違うのでないかと思う。よいオリンピック放送を期待してい

る。東京オリンピックに向けたプロローグとしてもオリンピックムード、スポーツへ

の関心を高めるような番組の制作を期待する。 
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○  １２月１日(日)のにっぽん百名山 秋プレミアムスペシャル「南北感動山旅バト

ル！究極の絶景を求めて」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 2:00～3:29)の再放送を見た。富士山の四

季、登山鉄道の緑の映像が出て、緑と紅葉の場面が定点写真でスムーズに流れるオー

プニング映像だった。以前にも見た手法だと思ったが、平成１８年３月５日(日)の秋

田放送局が制作したＮＨＫスペシャル「巨樹 生命の不思議～緑の魔境・和賀山塊

～」で使われた手法だった。ＮＨＫは新しい手法を生み出すと、その他の各局すべて

で共有し、それを生かしておりすばらしいと思った。 

 

○  １月６日(月)のプレミアムアーカイブス ハイビジョン特集「和あるど 和の

音」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 9:04.55～10:54.55)は、三味線、雅楽、岩笛など、さまざま

な和楽器について、音色はもちろん、楽器の作り方、科学的な音響分析などを、実

にわかりやすく、日本の音の特性を多角的に総覧でき、とても興味深かった。日本

の音楽の伝統を広く知ってもらうためにも、とてもよい番組だと思う。こうした番

組を日本の伝統に目を向けがちな正月の時期に再放送するのは的確だし、Ｅテレな

どでも再放送をすれば学校の音楽教育にも役立つのでないかと思う。 

 

○  １月１３日(月)のプレミアムシアターを見た。「赤の広場コンサート」は、モスク

ワの赤の広場でのロシアを代表する歌手のコンサートで、映像がとても美しかった。

赤の広場は行ったことがない人が多いと思うのですばらしいと思った。こういうもの

を見せてもらいありがたいと感じた。いちばん感動したのは聴衆も含め、皆が一緒に

ロシアの歌を歌っているところで、時に肩を組み、歌手の人たちに合わせて歌ってい

た。モスクワでこういうことをやっている映像を見ることができて感動した。 

 

○  ラジオはこれまでは聞いていたが、昨年４月からのラジオ第１放送は、これまでの

ＮＨＫのラジオとはかなり印象が違う。にぎやかで騒がしく、民放との区別がつかな

い番組もある。特に「午後のまりやーじゅ」は民放の放送かと感じた。午後１０時以

降の「ＮＨＫジャーナル」、「ラジオ深夜便」、朝５時からの「ラジオあさいちばん」

はこれまでどおりでＮＨＫらしい番組で、目が覚めていれば毎日聞いている。「土曜

あさいちばん」の「音に会いたい」というコーナーでは、視聴者の便りをもとにＮＨ

Ｋが音だけで世界を作って提供しており、こういうものも大事にしてほしい。ラジオ

番組のメインキャスターはＮＨＫのアナウンサーにすると安心して聞くことができ

る。ラジオもＮＨＫらしさを大切にしてほしい。 

 

○  愛宕山のＮＨＫ放送博物館を見学したが、その楽しさに感激した。ＮＨＫスタジオ

パークに比べて行く人は少ないのではないかと思うが、１階と２階の展示フロアで、

放送の歴史の展示を見て、昔の放送の様子を理解することができた。体験スタジオで
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はお天気コーナーや、アナウンサー、カメラマンを体験することもでき、とても楽し

い施設だと思う。ＮＨＫスタジオパークに若い人がたくさん行くように、ＮＨＫ放送

博物館も周知に努めてもらいたいと思った。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１２月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、特報首都圏「“あした”が見えない～原発事故・県外避難３年目の

現実」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

   委 員      国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

    古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

       

 

 

（主な発言） 

 

＜特報首都圏「“あした”が見えない～原発事故・県外避難３年目の現実」 

(総合 １１月２２日(金)放送)について＞ 

 

○  番組で取り上げられていた事例は避難されている人のごく一部だと思う。出口が見

えないという状況を考えるとやり場のない、重たい気持ちになったというのが率直な

印象だ。埼玉県加須市の旧県立騎西高校に双葉町から避難している人々については新

聞でも報道されている。いろいろな催しや、県内の人が励ましに行っていることが逐

次報道されていたので、そのことについては知る機会が多かったが、離ればなれで暮

らしている人、独り暮らしのお年寄りの人などの切実な話を映像で見ると、新聞記事

などで読むのとは違うインパクトがあるとあらためて痛感した。番組の途中までは具

体的な事例が紹介されるだけだったので、どのように進んでいくのかと思ったが、最

後のスタジオでの討論で、問題点や今後の方向性について簡潔に指摘があったのです

っきりと頭に入った。冒頭にメールやツイッターでの意見募集の呼びかけがあったが、
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寄せられた意見はどのように反映されたのか。また、その意見に視聴者が接する機会

はあるのか。原発にかかわる問題は風化させてはいけない問題で、きょうも復興加速

への国の新たな指針が打ち出されたようだが、しっかりとした対応をこれから行って

いくためにも国民、住民のレベルでいつまでもこの問題をしっかり認識しておくこと

が大切だと思う。今後も継続して取りあげてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「特報首都圏」は生放送が基本で、視聴者からツイッター、

メールを寄せてもらっている。生放送中は画面下部にデータ放

送で表示し、さらにメールで寄せられた意見については、すべ

てではないが放送後に番組ホームページで紹介している。生放

送のスタジオでその場で展開できるときは、キャスターからそ

の質問をなるべくゲストの人に聞くようにしているのだが、瞬

時の対応でもあり、すべてがうまくいっているわけではない。

いただいた意見は今後の番組づくりの参考にしている。 

 

○  悲惨な事故が起きてからまもなく３年となり、現状がどうなっているのかが番組を

見てよくわかった。長野県茅野市でも福島から引っ越してきてお菓子屋を開いている

人がいる。職人の腕がよく、今ではとても繁盛している。福島から越してきたことを

知らない人もいるし、避難者だからと助けているのでもなく、実力でお店を切り盛り

し、根を下ろしている。県外に避難する人が５万人もいて、行政の目が行き届かなく

なっている中、番組に出てきた和菓子職人のように、手に職のある人は避難されたと

ころでも生活の基盤を作れるかもしれないが、そうでない人たちはどうなるのかと

思った。帰ろうと思っても帰る場所も家もなく、これまでの生活に戻れない場合、今

後どうするのかという現実を見せる番組だったと思うが、この問題のゴールはどこに

あるのだろうか。放射能の問題で、野生動物が増えたり、野菜の出荷停止や出荷制限

があり、猟師や農家はこれから仕事をどうするのか、どうやってお金を稼ぐのかとい

う点は非常に難しい現実的な問題だ。どうしたら元の形に戻れるのか。ゴールのヒン

トもなく、どうしたらよいのかもわからないまま番組を見た。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今年の６月まで福島放送局に勤務しており、さいたま局に転

勤してからこの番組を立ち上げ制作してきた。福島の事情と埼

玉の事情の両方を見てきた。手に職を持っている方や、商売を

している方など地域とのつながりの中で生活を維持している方

がいる一方で、避難先で人とのつながりがなくなって苦労され
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ている人を何人か見てきた。仕事、住まい、生活の基盤となる

ものをどうしたら築いていけるのかと、われわれも常に自問自

答し、取材と制作を進めている。今は賠償金額について政府で

議論しているが、最終的には避難されている人が、自立する、

生活を再建する方向に持っていかなければいけないだろうと思

う。双葉町の役場や福島県庁だけではどうしようもない問題で

あり、国がどういう政策を打ち出すのかも含め、今後も番組、

ニュースの企画として伝えていくため、継続して取材をしてい

きたいと考えている。 

 

○  茨城県つくば市に双葉町から集団で避難している人のインタビューがあったが、つ

くばの知人に避難している人たちに何かかかわったことはあるかと聞いても、避難し

てきていること自体を知っている人は少ないという状態だった。市の一部の職員と一

部のボランティアの人だけが避難者たちを支え、かかわっているのであって、茨城県

民どころかつくば市民でもかかわっている人たちは少ない。こういう人たちとのイベ

ントなり、交流の場をもう一度見直したほうがよいのではないかと思う。双葉町の人

だけのコミュニティを作り、つくば市の中の双葉町をがんばって作っていこうとする

ことは、ある意味すごくよいことだと思うが、すごく狭いコミュニティで生きてしま

うことで逆効果になるかもしれないと心配になった。この手の番組を見ていつも思う

のだが、穏やかでゆっくりとした暗いナレーションが多い。成功事例や楽しく明るく

生きている人をクローズアップしたような番組もあるとよいと思う。子育てしている

避難者の人もたくさんいるが、毎日悲しいと思って子育てしている人の子どもと、前

向きに楽しいと思って子育てをしている人の子どもは、大人になって結果が違うと思

うので、そういう方向の番組もあればよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  両面が必要かと思うが、避難者の苦しみ、問題や課題といっ

た方向にどうしても焦点があたる事が多い。元気でがんばって

いる人もいて、もちろんそういう人も取り上げているが、全体

としては少ないのかもしれない。継続して今後も取材をし、が

んばっている人からヒントをもらうような番組も制作していき

たいと思う。 

 

○  ２年９か月が過ぎた中で、県外避難者がどのようなことに不安を感じているのかに

ついて、故郷に帰る見通しが立たないとか、どこで暮らしてよいのかという暮らしの

悩みに絞って取材していると感じた。しかしながら、県外避難者の抱えている悩みは
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それだけでなく、見通しへの不安、環境、収入、住宅、生きがい、コミュニティ、健

康に関することなど、さまざまあると思う。番組内ですべてを盛り込むのは無理なこ

とだと理解しているが、それらの悩みについても今後１つ１つ丁寧に取り上げてほし

いと思う。避難所、団地などで暮らしている避難者が、新たな生活を求めて引っ越し

ていく。そのことでコミュニティが崩れ、寂しさで孤立を深める高齢者という説明が

あった。ＮＨＫは多様な視点で報道することが使命の１つであり、その意味で１つの

課題について一方的な描き方であったように疑問を感じた。県外避難者で一生懸命に

地域に溶け込もうと努力している人もいるかもしれないし、５万人の県外避難者を受

け入れている地域、行政、自治体がどのような支援をしているのか、そのかかわり方、

受け止め方についても触れてほしかった。帰りたくても帰れない状況の中、被災者だ

けのコミュニティには限界があり、地域とのかかわりは絶対に欠かせない重要なもの

だと思う。福島からの避難者が抱える悩みを、地元の地域の人々がどれだけ受け入れ

て理解しているのか、ボランティアの人も含めどのぐらいの人がそういうことを理解

し、継続して支援をしているのか、抱えている悩みにどのように地域や行政が解決し

ようと取り組んでいるのかについても情報があったらよいと思う。受け入れている地

域の住民、自治体の支援者が放送を見たときに、自分たちはこんなにがんばっている

のに努力が報われていないのでないかと悲しい思いをした人もいたのではないかと

思う。新たな場所での生活再建を支援するという国の指針が出されたが、県外避難者

がその情報に触れたときに、詳しく知らない人、初めて聞いた人はどのような内容な

のかと気になったのでないかと思う。少しでもよいのでどういう支援の方針が出され

たのかという説明もあれば、県外避難者にとって有益な情報になったのでないかと思

う。今後も継続して取材をしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  避難者を受け入れている自治体の受け止めはどうなのかと

いう指摘はもっともだと思う。埼玉県でも、福島から埼玉に避

難されている方を結び、「福玉便り」というミニコミ誌を出す活

動をしている人がいる。避難者を受け入れ、支えてきた側とし

て、成果がどのように表れているのかということは大事な視点

として今後も取り入れたいと思う。新たな場所での生活再建に

ついては、福島県側からすると県外に避難された県民がそのま

ま定着してしまい、福島県からの人口流出につながってしまう

のでないかという意識が強く、地方の行政同士でもなかなかう

まく合意できていない実態もある。相手がどう思っているの

か、自分がどう思っているのか、対話が足りないから意識のず

れが出てきてしまうのでないかと思う。双方の見方を番組の中
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でも提示していきたい。 

 

○  難しいテーマを精力的に取り上げたと思う。内容に関しては、受け入れ側も難しい

状況があることは理解しているので、生活で重要な買い物、病院などについてどうし

ているのかがもっとわかるとよいと思った。出演者に関して、スタジオゲストの専門

領域の表示に疑問を感じた。専門家はそれぞれ専門領域を持っているので研究分野は

正しく表示したほうがよい。またスタジオでの出演者は、年齢の近い若い男性が２

人、アナウンサーも含めると３人だった。このようなシビアな内容を話すのであれば、

専門家は年配の女性で柔らかい感じの人の方がバランスはよかったのではないか。難

しい問題の際には、見ている側としても少し肩の力を抜いて見ることができるように、

画面の雰囲気が柔らかくなるような出演者の配慮があってもよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  出演者については、見る側からすると同じ年代という感じを

受けたかもしれない。女性やもっと違う視点で専門家の方に出

演してもらうという考えもあったと思う。ゲストの専門家の先

生は、災害復興について各自治体と現場で一緒に活動されてい

る人で、専門は行政学ではあるが、現在はそうした活動をして

いるということで番組に出演してもらった。説明が足りなかっ

たかもしれないので気をつけたい。 

 

○  ３組の避難者に密着した取材の努力がかなり感じられた。番組冒頭のカラオケ大会

のビデオを見返しているシーンではやるせない気持ちになり、悲しさが伝わってき

た。部屋に写真がたくさん張ってあるところも映っていて、その点からも避難の寂し

さがよく伝わり印象に残った。番組には、全般的に消化不良の感を持った。３組の避

難者はよく描けていたと思うが、今後どうするのかという点がもやもやと残ってしま

った。後半の解説の中でも、避難と移住の区別がはっきりせず、つくばの事例では移

住ということばが使われていた。避難であればその場でコミュニティを保って、いつ

か元に戻ればよいのだが、移住となると生活の基盤がその場になければならない。そ

ういう問題をうまく切り分ければ、避難者それぞれが抱えている問題が浮き彫りにな

ったと思う。中間報告のような感じがしたので、視聴者がこの問題はまだ続いている

のだという印象を持ったのであれば、意図したかどうかはわからないが、視聴者に対

してはメッセージが伝わったのでないかと思う。これからもこの問題に関心を持って

もらうという意味では、こういう構成もある意味うまくいったのでないかと思った。

またスタジオセットのデスクは透明なものだったが、透明なのでデスクの下のモニタ

ーやメモが映り、舞台裏を見せられている感じがした。 
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（ＮＨＫ側） 

  セットについては新年度に変更する予定なので参考にした

い。福島県からの県外避難者の問題については、今後も継続

して取材していきたいと思っている。「特報首都圏」だけでな

く、ニュースも含めていろいろな機会をとらえて放送してい

きたい。今回いただいた意見を踏まえ、明るい話、がんばっ

ている人の話も積極的に取り上げていきたいと思う。 

 

  避難なのか、移住なのかという考え方の整理は参考にした

い。いろいろな避難者を取材しているが、共通するのは故郷を

捨てたわけではないということだ。その思いをずっと持ちなが

ら生活を再建しようと努力されている人が多い。問題を指摘す

るとともに、生活再建の参考につながるような努力をされてい

る人や、再建のしかたなどについて何か糸口がつかめるような

ものも今後取材していきたいと思う。 

 

○  避難者１４万人という数字がいまだに解決されずに残っている現実を、われわれは

得てして忘れてしまいがちだが、決して忘れてはいけないことなので、番組で取りあ

げることは適切なことだと思う。時間がたつにつれて起こる問題点を浮き彫りにした

ことは、あらためて複雑で長期にわたる問題だと感じさせられた。専門家の述べたい

くつかのあるべき論は理解できるのだが、行政がなぜ迅速にその方向に動けないの

か、行政側の意見も聞きたかった。避難者の声をもっと政治家や行政に届けるために

はどうしたらよいのか、このような問題にこそマスコミの力に期待がかかると思う。

こうした避難者の問題は今後も継続して取材し、番組として取り上げてほしい。 

 

○  まさに“あした”が見えないことがわかる番組だった。原発事故後に３年近くの時

間が経過しても、その時間が故郷の復興にも個々人の新たな人生にもつながりにくい

状況が伝わった。それは何ともやるせない状況だ。震災後３年ともなると地域によっ

ては復興に向かい、前向きで、明るい話題もテレビで紹介されているが、一方で福島

の原発事故は解決の糸口がなかなか見えず、むしろ次々に問題が現れ、時間が経過す

るに従って複雑さを増している。この番組はそのことに気づかせてくれた。あらため

て原発事故の罪深さを実感した。ぜひ今後も継続し、丁寧な取材により、東日本大震

災の生み出した問題を多角的に拾い上げてほしい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２３日(土)のＮＨＫスペシャル “認知症８００万人”時代「母と息子 

３０００日の介護記録」(総合 後 9:00～10:13)を見た。６５歳以上の４人に１人

が認知症になるというのは衝撃的な数字だ。超高齢化社会に生きていかざるをえな

い日本人のだれもが、今認知症への不安を持っているに違いないと思える中で、こ

の番組は驚くほどリアルで、予告を見たときは見るのをやめようかと思ったほど苦

難に満ちていたが、実際に見ると不思議と救いのある番組だった。その救いは記録

映像に映り込んでいる家族の人間性、母子ともにあるユーモアの精神、愛情による

ものだと思う。認知症の９６歳の母親が息子へ「おかげさまで長生きした」と穏や

かに言うシーンなどはどんなドラマにも負けない味わいがあり、印象的だった。記

録を見てコメントをする専門家たちも温かく、にこやかで、回答は専門家の冷静さ

がありよかったと思う。記録映像のリアルな映像でありがら、こういう理由でこう

なるので、こうすればよいと解決法をさらりと伝え、納得させられる安心感があっ

た。 

 

○  １２月１日(日)のＮＨＫスペシャル「汚染水～福島第一原発危機の真相～」は、

問題になっている東京電力福島第一原発の汚染水を取り上げていた。漏洩個所を船

に載せたロボットカメラで初めてとらえたというニュースを見たが、それにかかわ

るものが中心だった。汚染水の問題全般について取り上げられており、コンピュー

タグラフィックスの映像に加え、実際の模型を使用して水を流した実験や、水位の

違いにより汚染水がしみ出でていく様子を目の前で見せたことで理解がそうとう

進んだ。番組の中では、放射性物質によって拡散速度が違うことも紹介しており、

ふだんあまり聞いたことがなかったが衝撃的な内容だった。この問題についても継

続的に取り上げてほしい。 

 

○  １２月８日(日)のＮＨＫスペシャル「日米開戦への道 知られざる国際情報戦」

(総合 後 9:00～9:58)を見たが、ＮＨＫの近現代史の特集は関心を引かれるものが

多くある。この時代のものだと、終戦時期をどうするかということが新しい資料で

明らかになったということも、昨年８月１５日(水)のＮＨＫスペシャル「終戦 な

ぜ早く決められなかったのか」で取り上げられ興味深く見た。今回も開戦の際の情

報戦についてあまり知られていない最新の研究結果が紹介されており、驚く情報が

続々と出ていた。番組の中ではアニメがよく使われていたが、白黒風の落ち着いた

アニメで、浮き足だった感じのないよくできたアニメだった。歴史ものの再現はド

ラマで見せることもあるが、手間がかかるのかもしれないものの、アニメもわかり

やすくてよかった。特定秘密保護法案、日本版ＮＳＣの議論も放送と同じ時期に重
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なっていたと思う。番組ではその点を絡めていなかったが、真正面から取り組んで

もよかったのでないかと思った。 

 

○  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)は、和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたこともあり、話題性か

らも時宜にかなっており興味深く見ることができた。京都の老舗、種麹屋（たねこう

じや）とアスペルギルス・オリゼ（麹菌）のような和食のうまみに深くかかわる菌を

中心にその周辺をいろいろな形で紹介していた。番組の仕上がりはほどよく学術的で

ありながら、あまり堅苦しくもなく、とてもよいバランスだった。造詣のある人にも

そうではない一般の人も見ることができるようにうまくまとめられていた。特に日本

人が大事にしてきた伝統を守り、それを引き継いで、将来に向けしっかり育てている

ことを紹介しており、和食のおいしさの理由がわかるとてもよい番組だった。計算し

尽くされたようなカメラの位置や照明、スロー映像も交えながら映像美も追求してお

りすばらしかった。松たか子さんのナレーションについても、彼女の品格のようなも

のが、京都という日本の伝統の町とうまく調和していた。知的好奇心をくすぐる、見

終わったあとに心地よい満足感のある良質の番組だと感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「和食 千年の味のミステリー」を見た。和食が無形文化遺産に

登録されたことはすばらしいことだが、この和食が京懐石のごく一部の研ぎ澄まされ

た技での登録だとしたら、それに対応できる飲食店がどれほどあるのだろうかと思う。

また和食のすばらしさについて日本人はどこまで受け答えすることができるのか。日

本に来た外国人に対し、どこまで和食のすばらしさを提供できるのかと思う。飲食店

業界はしっかりと勉強し直さないといけないのでないかと思った。番組では日本にし

かないアスペルギルス・オリゼが取りあげられていたが、みそ、しょうゆ、日本酒も

気候と風土に合わせた工程があり、それに合わせて仕込みをするのを見て、酵母につ

いても勉強しなければいけないと思った。目に見えない菌の部分については感覚的で

マニュアルで教えられない部分もあるが、番組ではしっかりと解明していたのでとて

も勉強になった。日本の麹が作り出す調味料は、だし、うまみ、こくという日本独特

の味を強調できるので、外国の人にもよく味わってもらい、これが日本食のうまさの

根本にあるものだとわかってもらえる料理を出す必要があると思う。ユネスコの無形

文化遺産に登録されたことをきっかけに食文化、日本の食を日本人が改める必要があ

るのではと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  最初は日本の会席料理をユネスコの無形文化遺産に登録し

ようという動きがあったが、日本人はそれほど食べていないこ
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とから、それではうまくいかないということで、本当の日本の

家庭料理、一汁三菜の料理の登録をめざし成功した。無形文化

遺産の登録が決まる直前の１１月６日(水)のクローズアップ現

代「日本の“心”を守りたい～和食 無形文化遺産へ～」でそ

の辺りを紹介した。今回の「ＮＨＫスペシャル」では味のかぎ

となっているアスペルギルス・オリゼについて詳しく掘り下げ

た。 

 

○ クローズアップ現代「日本の“心”を守りたい」を見てたいへん勉強になった。

韓国の宮廷料理がユネスコの無形文化遺産登録から外れてしまったため、日本とし

ては料理で攻めるのは無理だということで、食卓を家族で囲んで「いただきます」

「ごちそうさま」を言うとか、お盆、正月に一族が集まって食べるとか、そうした

食文化を前面に押し出し、無形文化遺産登録が実現したという話が紹介されてい

た。 

 

○  農林水産省が出している「ａｆｆ（あふ）」２０１３年９月号に、どれだけ外国で

日本料理が食べられているかという調査結果が載っている。中国、香港、台湾、韓国、

米国、フランス、イタリアで「好きな料理かつ外食で食べる外国料理はどれですか」

という質問の中で日本料理が多いという結果だった。どこまでを日本料理としたかは

わからないが日本料理の人気が感じられた。 

 

○  １１月１８日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「宮崎駿 引退宣言・知られ

ざる物語」は、なぜ宮崎さんが引退宣言をしたのかを密着取材で真相を明らかにする

というものだった。この番組はすばらしかったという一言に尽きる。プロであり、天

才である宮崎さんでも、訪れる老いに対しては自信喪失になることがあるというとこ

ろに人間味を感じた。宮崎さんのファンとしてはもっとお願いしたいことはあるもの

の、限界までかなりがんばってきたのだと思わせる密着取材だった。その中で宮崎さ

んの作品１つ１つへの思い、仕事への姿勢、吐き出すことば１つ１つを丁寧にしっか

りととらえていて、見ている者がこうありたい、もっと自分もがんばらなくてはとい

う気持ちになったのではないかと感じた。「堪る（たふる）限りの力を尽くして生き

なさい。自分たちの時代に堪る限りの力を尽くして生きなさい。ささやかな瞬間にこ

そ宿るものがある」ということば１つ１つが社会へのメッセージだと思った。宮崎さ

んの今後も、機会があれば密着取材をしてほしい。 

 

○  １１月２７日(水)の探検バクモン「北海に眠る黒ダイヤ」は、大西洋の北海のこ

とかと思って見たのだが、北海道の釧路沖が舞台だった。日本国内にまだ炭鉱があ
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り石炭を掘っていること自体に驚いた。炭鉱の実際の採掘現場まで爆笑問題の２人

が入ってレポートしていたが、働く人々が石炭で真黒い顔をしているのが印象に

残った。掘削機械のシールドやドラムカッターも紹介されていたが、手仕事が多い

ことにも驚かされた。この番組は、過去には漫画家のさいとうたかをさんのスタジ

オ、ＬＮＧタンクの製造現場や国立公文書館に入るなど、興味がそそられるテーマ

を取り上げている。まさに大人の社会科見学だと思っていたが、番組のホームペー

ジにもそのように書いてある。この番組は爆笑問題がレポーターだが、このコンビ

が絶妙で、番組があまり固くならず、かつ柔らかすぎずというよいところをねらっ

ていると思う。内容がおもしろいので子どもにも見せたい番組だ。放送時間が深夜

枠なので子どもがリアルタイムにはなかなか見られないが、中身は関心の持てるも

のが多く、爆笑問題というなじみやすいレポーターを起用しているので、番組の形

を変えてでもできるとよいと思う。放送時間が短いので２回シリーズとなることが

多い。確かに短いほうが見やすく、とっつきやすい面があるが、関心の高いテーマ

がたくさん取り上げられているので余すところなく、うまく伝えてもらいたい。 

 

○  「妄想ニホン料理」をよく見ている。遅い時間での放送が残念で、もう少し早い夜

間に家族みんなで楽しみながら見たい番組だ。１２月７日(土)の「沼にズブズブ ぬ

たの巻」の放送を見たが、日本人も“ぬた”は忘れかけている料理だ。ぬた料理をス

ペインの料理家が独自に再現していたが、ＮＨＫの料理番組に出てくる料理研究家と

は違い、すごく雑な感じだったが、深夜枠でもあり、それはそれでよい味が出ていた。

この番組は、作らせる気があるのかと思わせるようなヒントが出されることが多く、

このヒントで外国の人たちはよく理解できるものだと思う。それでも、実際の料理に

近いものがよく作られるので、裏でヒントが出ているのかと想像しながら番組を見て

いる。この番組はヒントをどう作るかにかかっていると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「妄想ニホン料理」については、事前の情報提供などはし

ていない。日本の料理を現地で作るので素材がないことも考

えられるが、基本的に現地のレストランのシェフたちに作っ

てもらっている。できるだけ大ざっぱなヒントを出したほう

が想像も広がり、選択肢が広がるので、おもしろいすてきな

料理ができるのではないかと考えている。 

 

○ １２月は、日本が太平洋戦争を始めた１２月８日、ＦＩＦＡワールドカップの抽

選会と大きな話題があり、興味をそそられる番組が多かった。テレビの力を感じた

のが、１２月７日(土)の「２０１４ ＦＩＦＡワールドカップ抽選会」(総合 前 1:45
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～2:55)で、抽選会の模様をしっかり最初から最後まで現地から中継をしたことで、

本番を楽しみにさせてくれた。 

 

○  １２月１３日(金)のドキュメント７２時間「“縁結び列車”に乗って」は、出雲大

社に向かう列車の７２時間だった。速く目的地に着くことを意識してスピードが求め

られる中、この列車は反対で、列車の旅を楽しみ、乗客が寝ずに会話する時間を楽しん

でいる様子を伝えていた。今は散髪屋でもレストランでも会話を楽しむ事が減ってい

るが、この番組を見て、会話を楽しむことや、会話を楽しんでもらえる環境をつくる

ことの必要性をあらためて感じた。 

 

○  １２月６日(金)の特報首都圏「母娘クライシス あなたの愛が重い」を見た。母親

のことを“毒母”とか、“危険母（やばはは）”という言い方があることを知った。「あ

なたの愛が重い」というサブタイトルだったが、子どもに手を貸してあげたいという

母親の気持ちが子どもには迷惑になっているということをテーマにした本がすごく

売れていると知って驚いた。自分がかなえられなかった夢やなりたかったこと、でき

なかったことを子どもにかなえてほしいと思う一念で子どもに一生懸命に言い続け

育ててしまう母親が多いのだと思った。この番組では、団塊の世代の人たちが子育て

をし、その世代の子どもが摂食障害やいろいろな壁を乗り越え、大きくなっていると

ころに焦点をあてていた。見えない問題が起きる前に母親に気づきを与えるような番

組をまた制作してほしい。子どもの教育に関しては、妻に遠慮して父親が口を挟まな

い家庭がすごく多い。一流大学に入り一流会社に勤めることが人生のすべてのように

なっていることに反比例して、学校に行けない子たちがどんどん増えているのも現実

だ。子どもの教育に熱心になりすぎない気づきを与えてくれるような番組を制作して

もらいたい。 

 

○  １２月６日(金)のヤマナシＱＵＥＳＴ「検証 笹子トンネル事故から１年」は、

全体として丁寧に笹子トンネル事故の与えた影響などを検証していたが、見終わっ

て物足りなさを感じた。トンネル事故の責任がいまだに取られていないことを冒頭

で言及していたが、問題の中日本高速道路のインタビューなども模範解答的な答え

しかなく、そこで議論が止まってしまっていた。管理の責任が問われている点に対

しての答えがなかったのは残念だ。今後の対策などはもっともだが、なぜこのよう

なことが起こったのかという原因の掘り下げができたらよかったと思う。会社の、

長年にわたりできあがってしまった悪い体質などがなかったかどうか、そうした面

に踏み込んだらなおよかったと思う。 
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○ １２月１８日(水)の特集ドラマ「かつお」(総合 後 7:30～8:43)は、２年９か月

を過ぎた東日本大震災をテーマとしたドラマで、被災者の人がどのような気持ちで

暮らしているのか、その心情を丁寧に描いていたと思う。残念だったのはボランテ

ィア役の存在で、家族が寝ている家に勝手に入って、個人のための家事をすること

は現実にはありえないと感じた。わたしもさまざまな被災地で支援活動をしてきた

が、被災地、避難所では窃盗犯罪があり、貴重品を守る意識、犯罪への警戒心が強

いので、寝ている間にボランティアが勝手に家に入っているという設定に違和感を

覚えた。最初に登場した服装にも違和感があった。ボランティアで東北に行く人で

素足を出すキュロットスカートをはいている人はおそらくいない。今も被災地で支

援活動をしているボランティアの人々を不快にする表現で、配慮が足りないと思っ

た。ボランティアが何であるのか、どういう意識で被災地に入っているのかを考え

るとこのボランティアの立ち位置、設定のしかたが違うのでないかと思った。また、

短期間のボランティアの活動中に恋愛感情を抱く展開になっているのもおかしい

と感じた。このドラマの本質を見失うかもしれない必要性を感じない設定で、ボ

ランティア役そのものが必要なかったのでないかと思った。祭りの打ち合わせのシ

ーンでは、いろいろな住民が意見をいう中で、カメラをすごい速度で回していた。

短時間だったが、そのスピードについていこうと思って気持ち悪くなった。見てい

る人に不快感を与えないカメラワークにしてほしい。被災地を忘れないためにも、

今後も被災地の今をテーマにしたドラマを引き続き制作してもらいたい。 

 

○  連続テレビ小説「ごちそうさん」のオープニング映像は、万華鏡のように次々と出

てくる画像が吸い込まれるような動きをするので、じっくり見ていると何となく目が

回ってしまう。次の「連続テレビ小説」ではもっと高齢者にも配慮してもらえたらと

よいと思った。 

 

○  「特集ドラマ」という表現についてだが、地方が舞台のドラマで「特集ドラマ」と

「地域発ドラマ」の違いがわかりにくい。視聴者が「特集ドラマ」ということばの意

味を正確に理解できているのかは疑問に思う。ＮＨＫでは「特集」という言葉をよく

使うが、一般名詞の前に何かことばを付けて作った新しいことばが増えるとややわか

りづらくなると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 「特集ドラマ」については、定時の番組を放送している枠

を変更し、ドラマを編成する場合に「特集」と付けるように

している。「地域発ドラマ」は、ＢＳプレミアムの「プレミア

ムドラマ」の枠で放送しているドラマだ。地域ドラマを放送

することで、地域の文化振興、地域の盛り上がりにつながる
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ため、ＮＨＫ各局から提案をつのり編成が採択している。今

年度は１０本程度放送するが、来年度も同程度できればと考

えている。特集ドラマ「かつお」については、仙台放送局か

ら東日本大震災のドラマを作りたいという提案があったもの

で、ずっと被災地を取材してきた仙台局が制作したドラマだ。

いただいたご意見は現場に伝える。 

 

○  １２月１４日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「林修×岩瀬大輔

～今やるカリスマ先生 はみだすスーパーエリート」を楽しく見た。２人とも東京大

学法学部出身ということで、年齢に差はあったが、お互いが同じようなことを言って

いた。ナンバーワンになるために必要なことは、得意なことをするのでなく、１番に

なれることを選ぶという姿勢で仕事に取り組んでいるということが印象的だった。興

味深い番組なので図書にしてほしい。やりとりが速すぎてついていけない人も図書で

じっくり味わって、彼らのことばをかみしめたいと思う人がたくさんいると思う。彼

らは皆があこがれるようなエリートだが、裏に隠れた努力がたくさんあることがわか

る内容になっていたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）」は好評意見

が多い。話題にもなっているので、いくつかを選んで出版さ

れることは考えられるかもしれない。 

 

○  「リトル・チャロ４」の放送が終了したが、主婦にもわかりやすいよい番組なので

末永く続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 「リトル・チャロ」は第４シリーズは終わったが、再放送は

続いている。次をどうするかは検討中だ。 

 

  「リトル・チャロ」は被災地支援の一環として、どーもくん

とチャロが東北に行くキャンペーンを行う予定で、どーもくん

とチャロの「花は咲く 東北に咲く」というポスターなども制

作する予定だ。チャロの露出は増えると思う。 

 

○  １１月１６日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「崩壊都市デトロイトで生きる」を

見た。２０１３年７月にデトロイトが破産申請したことは業界でも大きなニュースに

なっていて、これからどうなるのだろうと心配していたが、かなり危険な地域なので

行って確かめることができずにいた。実際に映像を見ると、想像以上にひどい状況
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で、衝撃的な内容に驚いた。現地のスタッフが取材しているのかと思ったが、日本語

で話しかけていたので日本人スタッフが取材に行ったのだと思う。危険な場所でもあ

るし、英語を話せない人たちが取材に行って大丈夫なのかと心配になった。日本語で

話しかけているのは放送のときにわかりやすいようにという配慮だったのかもしれ

ないが、重要な内容を取り上げており、日本語で話しかけられた向こうの人たちにど

う伝わったのかが気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ドキュメンタリーＷＡＶＥ」は、今起きていることに切

り込みたいというドキュメンタリー志向の日本人ディレク

ターの取材を売りにしている番組だ。英語が堪能な者もいる

が、今回はまったく英語が話せなくてもデトロイトの現場を

見たいということで手を挙げたディレクターが行ったので、

通訳を通じて質問した。通常は日本語のやりとりがある場合

もうまく編集し、日本語があまり出ないようにするのだが、

今回は日本語での質問が生き生きとしていたのでそのまま

使っている。 

 

○  １２月１６日(月)にカーリング ソチオリンピック世界最終予選 女子 ２位決

定戦「日本」対「ノルウェー」(ＢＳ１ 前 0:25～3:08)の中継があった。女子１位決

定戦で中国に敗れたためオリンピックへの出場権を取れなかったのだが、急きょタイ

ムテーブルにはなかったノルウェー戦を深夜に枠を確保し、オリンピック出場がかか

る女子２位決定戦を最初から最後まで放送した。中継も丁寧でわかりやすく、カーリ

ングという普段あまりなじみのないスポーツにも親しめるように、以前の中継に比べ

ると配慮されていた気がしたが、サッカーや野球などのメジャーなスポーツと比べる

と作り込みの部分で工夫の余地がある気がする。いろいろな発信のしかたが以前より

できるようになっていると思うので、オリンピックも含め、従来放送されないマイナ

ーなスポーツは初めて見る人も多いので、わかりやすくなるような配慮をしてほし

い。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１１月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、特報首都圏「復活！強行遠足～高校生たちの１０５キロに密着～」

について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

国崎 信江（(株)危機管理教育研究所代表） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野代表理事専務） 

      内藤 久夫（(株)内藤代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

    古澤 宏司（(有)古沢園代表取締役） 

       

 

 

（主な発言） 

 

＜特報首都圏「復活！強行遠足～高校生たちの１０５キロに密着～」 

（総合 １１月１日(金)放送＜関東地方（栃木県域除く）＞）について＞ 

 

○  山梨県内の多くの人が甲府第一高等学校の強行遠足の存在はよく知っているが、

生徒たちが強行遠足によってどんなことを感じているのか、番組を見るまでわから

なかったので、たいへん興味深く見た。以前、女子生徒の交通事故死があり、この

行事は縮小されていたが、今年復活したとのこと。ＯＢの人たちが復活にむけて熱

心に活動したことが要因だが、なぜＯＢの人たちが 105 キロにこだわったのかがよ

くわかった。１人の生徒に焦点を当てて完走した様子はすがすがしさを与えてくれ、

また、現代っ子と一言では割り切れない彼らなりの意地、仲間と助け合う姿はとて
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もさわやかだった。タイムを取るか、仲間を取るかと決断を迫られたときに「もう

人を切りたくない」というコメントがあった。このコメントは番組の中で も光っ

た場面だったと思う。ゴールをした後の「友達がいなかったら完走できなかった」

というコメントもとてもよかった。この内容は、１０月１８日(金)に山梨県域向け

の「ヤマナシＱＵＥＳＴ」で少し形を変えて放送していた。甲府第一高等学校出身

のアナウンサーが学校に出向いて取材するところから始まっており、そういう切り

口での構成もとてもおもしろかった。２つの番組に共通して言えることはスポット

を当てた生徒の選択がとてもよかったことと、歩くコースを３次元の地図で示した

ことがとてもわかりやすく、生徒たちの苦労が実感できたことだ。ＯＢのメッセー

ジやコメントも番組の内容に厚みを加えていたと思う。女性のナレーションも会話

体だったが、聞いていて心地よかった。なぜ 105 キロもの遠足をするのか、山梨の

人間でも甲府第一高等学校の出身者しかわからなかったことがよくわかった。この

高校の出身者ではないが、山梨の誇りのひとつだと思える番組だった。 

 

○  まず、105 キロという距離に驚いた。甲府から韮崎、清里、八ヶ岳のふもとを回っ

て野辺山を登るので標高差が 1,000 メートルほどあり、佐久、小諸へ下っていく

コースはかなりきついコースだ。わたしはこのコースを何度か通るので頭の中に浮

かぶのだが、映像を見ながらよくこんなことをするものだというのが正直な感想

だった。自分の家族が卒業した学校でも３０キロ、４０キロぐらいの遠足はあり、

高校生にとっては、やりたい人も、やりたくない人もよい経験になると思っていた

が、このコースには驚いた。いつの時代も今どきの若い者はとか、今どきの高校生

はとか言われているが、時代や社会が変わっても、人間の真にあるものは変わらな

いのだと感じた。自分１人で行かずに仲間を連れてゴールするという友情、思いや

りが随所に見えて、今どきの高校生もなかなかすばらしいと思った。番組の時間的

な制約があったとは思うが、もう少し長い番組ならば、途中で挫折した生徒や、バッ

クアップしていたＯＢやＯＧ、温かいものを提供していた母親たちなどの声も拾う

ことができ、高校生の気持ちや遠足を支えている人たちの思いが、さらに伝わった

のでないかと感じた。こんな学校があるとは番組を見るまで知らなかったので、す

ばらしい番組を見せてもらったと思う。 

 

○  番組タイトルを見たときに、子どもたちの頑張りを通してそれに対する感動を与

えてくれるという単純明快なストーリーを思い描き、期待をしていた。ただ、冒頭

にアナウンサーから、「今どきの高校についてどんなイメージを持っているか」と

いう投げかけがあったが、その投げかけに対して 終的なコメントがなかったこと

に違和感を覚え、また焦点を当てた高校生が適当であったのかという疑問も感じた。

番組では、男子生徒が２４時間歩き続ける厳しさを乗り越えて何を感じるのかとい
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うところに密着しており、厳しさそのものは伝わってきた。また、女子生徒、卒業

生、保護者、地域の方たちの応援の温かさにこの行事そのものが地域に受け入れら

れて成り立っているということも伝わってきた。男子生徒や卒業生のコメントなど

からも、つらさを乗り越えることができたのは、ともに苦難を共有する仲間がいた

こと、応援する人たちがいてくれたからこそであるということを十分に伝える構成

であったと思う。ただ、105 キロのコース全体を地図で示し、標高、坂道など、コー

スの厳しさを随所に紹介していたが、過酷さをもう少し丁寧に紹介すれば生徒たち

の頑張りがより際立ったのではないかと思った。応援団長や野球部の生徒が、足を

引きずって進む後輩を引率していた場面があったが、彼らは割と平然としていて、

一生懸命に歯を食いしばって頑張っている後輩が何となく情けなく見えてしまう

ように感じた。本来はあの後輩の姿がまともなのではないか。コースのどのあたり

で多くの生徒がリタイアするのか、どの地点で何割が到達し、 後は何人がゴール

できたのかを伝えると、ひと握りの生徒だけがゴールできる過酷なものにみんなが

挑戦したということが伝わってきたと思う。強行遠足を経験する前と後の気持ちの

変化をゴール直後のコメントで集約しているが、数日たってあらためて取材する丁

寧さが欲しい。生徒たちが落ち着いた環境の中であのときの自分を見つめ、どのよ

うに感じたかを拾ってほしかった。特に番組の冒頭で「すごいやりたくない気持ち

がハンパない」と言っていた生徒もいて、その生徒がどのように変化したのかも気

になった。強行遠足を１１年ぶりに復活させた先生方の思い、事故を乗り越え、そ

れでも地域の声を受けて復活しようと思った学校側の思いが見えなかったのも残

念だった。内容そのものは期待したとおり、頑張っている生徒をみることができ、

見ている側にもすがすがしさが伝わってきた。 

 

○  タイトルに“復活”とあったので、番組を見る前にどうして復活したのかという

ことに関心を持った。私の母校でも似たようなことをしているが、距離はかなり短

く、105 キロという距離はどういうものなのだろうと単純な興味もわいた。また、

学校側は教育の一環として行っているわけなので、学校教育の現場をどのように取

材するのか、強行遠足そのものがどういうものなのか、その両方からどのような番

組に仕上がっているのかが興味深かった。“復活”という部分については 終的に

はあまりよくわからなかった。卒業生の要望があったということだが、中断した原

因が死亡事故を伴っていたので、そうとう厳しい議論があったのでないかと思う。

それでも復活したというところにドラマがあるわけで、コンパクトでもよいのでそ

の経緯についても伝えていれば、理解の一助になったと思う。この遠足がどういう

ことを目的にし、今の時代にどういうテーマで行っているのかもよくわからなかっ

た。それらが 初に理解できていれば、どのようにこの番組を見ればよいのかがわ

かりよかったと思う。休憩所、給水所が途中にいくつか設けられており、卒業生や



4 

地元の方などが支援しているのだろうが、そこにもいろいろなドラマ、エピソード

があるのでないかと思う。見終わった後にどこをどのように見ればよかったのかが

わからない部分があり、制作者の意図が十分に理解しきれなかったところがあるか

もしれない。おもしろい題材であり、何より若者が一生懸命に参加することはそれ

だけですばらしいところがある。そういうことを伝えたという面ではよかった。ス

タートするときに「できれば参加したくない。走りたくない」と言っていた生徒た

ちが、終わった後にどうだったのか、そのあたりにも触れているとすっきりとした

と思う。もう少し丁寧な形で伝えてもらえれば理解が深まったと思うが、インパク

トのあるテーマに意欲的に取り込んだことには敬意を表したい。 

 

○  とてもおもしろい番組だった。過去に経験したことのあるＯＢからは、参加する

とよいとか、達成するとよいといった話があったが、105 キロの遠足に一生懸命に

取り組んでいる学校はすばらしいと思う。八ヶ岳の裏側が小諸とか清里になるが、

難所であり、高低差も多く、歩くのもつらいところだ。伝統だと思うが、なぜこの

コースを選んだのかという疑問もある。私の高校でも必修科目で富士登山があり、

なぜ登らせるのかとずっと疑問だったのが、今になるとよかったと思っている。や

り遂げた経験から世間に出て厳しいことも乗り越えられたということもあり、ある

程度月日がたたないとわからないものなのかもしれないが、こういうことを復活さ

せることはすばらしいことだと思う。ゆとり世代の自分たちにも意地がある、世間

は駄目だと見ているがやり遂げてやるという、高校生の意地のある姿はよいと感じ

た。社会に出てからも仕事が続かずに辞めていく人が多いが、成績のよい悪いでは

なく、持続力を養う、目標に向かってやり遂げるという機会が少なくなっているの

かと思う。学校がある程度半ば強引にでも、安全確保をした中で甲府第一高等学校

のように子どもたちを導く、経験させることはすごくよいことだと思う。自分の子

どもと番組を見たが、「なぜこんなことをするのか」と聞かれた。親は理解できて

も、子どもは番組の中だけでは読み取れなかったのだと思う。この 105 キロの強行

遠足に参加した生徒にとって、今まで見えなかった部分、自分たちが知らなかった

友情、助け合いなど、初めて体験できたことは多かったと思うが、これを番組にし

て視聴者に伝えるのは非常に難しいことだと感じた。さまざまな視聴者にこの 105

キロの強行遠足について伝えていくには、いろいろな部分で工夫が必要となるのだ

と思う。 

 

○  密着して伝えるのならば、あの男子生徒がどこで休憩し、どこでごはんを食べ、

どこで決断をし、どこで足が痛くなったのかなど、もっと詳しく知りたかった。そ

もそもなぜ強行遠足が始まったのか、なぜ甲府から小諸までなのか、いろいろな理

由があったのだろうが、疑問を解く情報が少ない感じがした。また、番組の中でお
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守りづくりをする女子生徒たちが出てきたが、女子が男子のために応援するという

ことは実際にはあると思うが、距離は短いものの女子生徒たちも強行遠足を行って

いるので、女子生徒はお守りを作り、男子生徒は頑張って歩くという図式には疑問

を感じた。またあの場面にだけ急にハートマークが出てくるのは異質な感じがした。

夜中に急な坂を１人で歩いている場面でも、アニメの声のようなナレーションが

入ったが、高校生が対象だからと作り方がやや幼い感じがして違和感があった。

「仲間がいれば頑張れる」といったテロップが出ていたが、道徳の番組ではないの

だから、丁寧に頑張り方を描いていれば余計なテロップは要らないのでないか。そ

れ自体に特に意味はないが、頑張ったことが後々何かの役に立つという、意味のな

いことができる時代は高校生とか、若い時代にしかないということが、もう少しわ

かるとよかったのではないか。しばらく中断していた 105 キロの遠足を行うことは、

支援する人たちがいろいろなことを調整し、高校生を歩かせたのだと思う。もう少

し番組の時間が長ければ、もっと丁寧に描けたのかと思うが、強行遠足は「人生そ

のものだ」という３５年前に歩いたＯＢのコメントはよかった。歩いている子ども

たちは、今は意味がわからなくても後になればわかるという大人の雰囲気が出てい

れば番組としてはよいのかと思う。 

 

○  伝統のある行事を復活させたことのすばらしさに興味を持った。標高差が 1,000

メートルもある過酷なコースで行うのは伝統のなせる技だと思う。過去に事故が

あったため、１１年間短縮距離で続けられていたことをＯＢの人たちや周りのサ

ポートによって復活させたことは番組の大きなポイントになると感じた。ＯＢの人

たちをはじめ、強行遠足を支えるいろいろな人が出てきて、思いは伝わるのだが、

保護者の反対もあったはずで、それをどうやって乗り越えたのかということや、先

生たちの苦労、復活させるという強い意志で誰かが議論を導いたはずなので、その

部分の紹介もあるとよかった。情報ツールばかりに傾きがちな若者たちが、実際に

痛みを伴う体験を通し、達成することを目指す行事にしっかりと密着し、番組にす

ることはすばらしい試みだと思う。ＯＢが過去の経験をもとに「ゴールまでたどり

着けばいいものがある」と話し、しかも当時の走ったときの映像が流れていた。「も

ういいんだよな。これで走らなくていいんだよな」と言っている映像は非常に説得

力があった。たいへんなことをやり遂げたということが映像としてよく出ていた。

過去の取材や映像資料などがあるからこそできた番組であり、評価したい。女子生

徒は男子より短い距離での強行遠足を行うのだが、番組でのかかわり方はお守りを

作るだけになっていた。半分の距離といってもかなりの距離で、サポートするのは

男子生徒よりもっとたいへんなものがあると思う。そういう部分の紹介があると行

事全体をよく理解してもらえる番組になった感じがするが、決められた時間で番組

に収めることになるとやむを得ない部分はあると思う。そういう点も次の機会に紹
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介があればよいと思った。 

 

○  集約すると３つになる。１つ目は女子生徒も走っていたのに取り上げられていな

かったこと。お守りづくりのみが取り上げられおり、女子生徒も走っているところ

をきちんと伝えてほしかった。２つ目は主人公の選択が良くなかったこと。焦点を

当てた個人が悪いという意味ではなく、モチベーションが伝わってこなかった。１

人で行かないことを友情と描いていたが、そうではないと思う。１人でも走りきる

ことこそが友情であって、ゴールで待っているから信じて来い、ということこそが

友情ではないかと思う。たとえば 105 キロを走りきれなくても目的を持って頑張っ

ているような生徒に焦点を当ててもよかったのではないかと思う。３つ目は１１年

前にどういう事故があってそれをどう乗り越えたのか、「特報首都圏」は報道番組

なのでそこが も重要なところだと思う。事故があったときに行事をやめることは

簡単だが、復活させることはとても難しいことだ。むしろ、どのように復活したの

か、ぜひ取材してほしかったのは事故に遭った家族が１１年たってどういう気持ち

で復活を見たのか、そういうところの取材があれば、事故によって同じような行事

をできなくなった教育機関などの参考になるのではないかと思った。 

 

○  番組全体として、“復活”にスポットを当てたのか、“密着”にスポットを当てた

のかがわかりづらかった。復活の年にこの取材をしたということでしかたがない面

もあると思うが、その点は見ている側にすると中途半端な印象があった。番組全体

の構成については、準備段階から県域放送では何度か紹介し視聴者からの反響が大

きかったということだが、その全体的な概要が見えるとかなり印象は違ってくるの

かもしれない。今回の番組単体で見ると、ＯＢの話とか、女子生徒の話とか、いろ

いろ盛り込んでいたのは飽きさせないという意味ではよかったと思う。また、学校

側の意見をあえて出さなかったのもよかったのではないかとも思う。１１年間も実

施していないとなると学校側でこの行事に対する思いがある先生はどれほどいる

かはわからず、限られた時間の番組の中に学校側の話を入れても、本質的な意見は

聞けなかったのではと思う。一方で、“密着”に焦点を当てたとすると、生徒の苦

労が実感として伝わっていない印象を受けた。途中にいろいろなエピソードを差し

込んでしまったからなのではないかと思う。ＯＢの人が出ている「新日本紀行」の

映像を使いたいと思ったのかもしれないが、それをぐっとこらえてでも、高校生密

着という部分をもう少し出し、場合によっては完走できた生徒とできなかった生徒

の２人ぐらいに焦点をあて、密着の部分を強めに出す構成も考えられたのでないか

と思った。 
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（ＮＨＫ側） 

  105 キロという距離をどう感じるか、人生の中でどんな価

値があると考えるか、今年歩いた現役の生徒によっても違う

し、ＯＢや卒業生の中でもまちまちだ。いろいろな思いを受

け止める中で、それをうまく整理しきれなかったと思う。番

組の編集をしながら、これがもう少し長い時間の番組だった

らよいのにという話は部内で何度もした。その中で取捨選択

する部分を、例えば現役生なら現役生にしぼる選択もあった

と思うし、リタイアした生徒が主人公にもなりえたと思って

いる。 

  実際に完走した子どもたちは全体の４７％で、半分以上が

リタイアしている。走りきれなかった生徒がどんなことを感

じたのか、その日に終わらずに後日聞いてみることは確かに

できたと思う。そのことばだけで作る企画もありえると思う。

走り終わった生徒たちのことばが地元の新聞に掲載されてい

たが、その中で印象に残ったものがある。深夜に１人で歩い

ている中で、走る意味はまだわからなかったが、満天の星を

見て、自分はいったいなぜここでこんなことをしているのだ

ろうと無常観を感じたというものだった。そのような思いは

ゴール直後でなく、歩き終わった翌日、翌々日に初めて感じ

るものでないかという気もする。卒業生の中には本当のゴー

ルはこの強行遠足が終わったところでなく、翌日は学校が休

みになるので、その翌日にちゃんと学校に出てくることが

ゴールだということばも聞いた。いろいろなよいことばがあ

ちこちから入ってきて、あれも使いたい、これも使いたいと

思ったのが正直なところだ。 

  “復活”というタイトルを付けたが、事故に遭った家族の

思いもあり、どう伝えればよいのかと悩んだ。１年生のとき

に事故に遭った子も強行遠足にあこがれて入学し、不幸な事

故に遭ってしまった。母親は娘のために強行遠足がなくなる

ことは娘がいちばん苦しんでいると話しており、母親自身が

復活してほしいと学校側、反対する保護者の人たちを説得し

た。そういう場にカメラが入っていなかったことはとても惜

しかった。これだけの規模の学校行事の実施にあたって、卒

業生、保護者の 1，000 人がボランティアで参加している。２

０近い救護所があり、すべての救護所に医師と看護師がいて、
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ほとんどが卒業生だ。そういう人たちの協力があって初めて

成り立っているという裏側もきちんと伝えたかった。支えて

いる医師と看護師の人生の中にも以前歩いた 105 キロが生き

ているわけで、そういうことも考えるともっと複雑に、いろ

いろな人生にいろいろな 105 キロがあるという伝え方ができ

たと思う。 

  なぜ 105 キロも歩くのかという学校側からの説明は、人生

との対峙（じ）であるとか、哲学であるとか、なぞかけのよ

うなことばしかない。毎年強行遠足に合わせ学校新聞が出る

が、その１面は「なぜ歩くのか」という見出しだ。毎年それ

を問い続けている。答えを出していないところが学校として

のねらいだろうと感じながら取材した。 

  子どもが成長する中で本気で限界に挑める場は今少なく

なっているのではないかと感じている。以前、別の番組の取

材で、子どもが本気で何かに挑戦できる、自分の限界に挑戦

できるような場を設けることが大人の仕事だという話を聞き、

印象に残っている。強行遠足もそれに近いと思った。去年ま

では７５キロに短縮して行われていたが、７５キロだと７

０％以上の生徒が完走する。それが 105 キロになると半分以

下になる。７０キロを超えたところからが子どもたちにとっ

ての限界への挑戦だと思った。番組の中で伝わったかどうか

わからないが、そういう場があることは子どもたちにとって

豊かな経験につながっていると思う。 

  

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「熟年サバイバル～年金

減額時代を生きる～」(総合 後 7:30～8:43)は、定年後に悠々自適な生活が待って

いると思っていた時代が完全に消え、生きがいのために働くのでなく、生きるため

に働かなければならないという今の時代をよくとらえていた番組だった。今までの

「日本新生」と違い、テンポがとてもよかったと感じた。三宅民夫キャスターが発

言者をうまくさばいていたことと、発言を全部流すわけでなく、ポイントとなる部

分を残して末尾を切るといった編集が奏功していたように見えた。これにより議論

のポイントがきちんととらえられ、お互いの議論が成り立った感じを受け、うまく

まとまった構成だと感じた。いろいろな世代、立場の人が出演し、自分の年代、立
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場からの不安、課題を語っていた。世代ごとに意見や立場が異なる議論の中で、ゲ

ストの名札には年齢の記載がなかったが、年齢を表示することで公平な視点で意見

が聞けるのではと思った。“プチ就労”という紹介もあり、お金ではない、キャリ

アを生かした生きがいというメッセージがしっかりと出ており、将来年金が厳しい

であろうと思われる世代にとっても何らかの期待が持てるものだった。“プチ移

住”の紹介の中では地方が明確にとらえられていて、地方や農業がこれからの再発

見につながってもらいたいと期待しながら見た。よい番組だったと思う。 

 

○  １１月１０日(日)のＮＨＫスペシャル「日本人船長（コマンダー） 宇宙へ～若

田光一の挑戦～」は、日本人に希望を抱かせるすばらしい番組だった。ことばが違

う、文化が違う、民族が違う、マニュアルがすべてという世界で、マニュアルと違

う行動をしたロシア人をかばって和を大切にした若田光一さんの行動はすばらし

く、世界に伝えてほしいと思った。これまでの宇宙飛行士のイメージと違い、若田

光一さんは日本の技術者という感じで、ある意味普通の人だと思う。そういう人が

日本人船長となったことは本当にすばらしいことだ。何度でも再放送してほしいし、

子どもたちに見てもらいたい番組だ。日本の“和”という考え方が世界、宇宙でも

通じるということを伝えており、すばらしいと思った。 

 

○  １０月２３日(水)の歴史秘話ヒストリア「宮廷料理の舞台裏にようこそ～天皇の

料理番 秋山徳蔵」は、日本の中でフランス料理を切り開いてきた秋山徳蔵を取り

上げていた。料理人としてあこがれの存在である人物の人柄や、なぜ料理を作って

いたのかという裏側までしっかりと紹介していた。おいしい料理を作ることばかり

に目が行ってしまいがちだが、この人には思いやりがある。大正天皇、昭和天皇の

料理を作っていたのだが、天皇からはおいしかったとも、まずかったとも感想はな

く、下がってきたお皿を見て、体調のよしあしや、好きな献立だったのか、嫌いだっ

たのかを察する。今も昔も料理を作る側としては人に仕えるという部分では一緒で、

料理を食べる人に対して、どういう料理を作ることがよいのかという、料理人とし

てあるべき姿を見ることができた。 

 

○  １０月２４日(木)の「ニュースウオッチ９」の中でイル・ディーヴォへのインタ

ビューがあった。震災復興支援ソング「花は咲く」に関する特集企画で、この４人

組のユニットのことを初めて知ったのだが、今回のインタビューでは、なぜ「花は

咲く」を歌ったのか、どういう気持ちでいるのかを聞いていた。被災した厳しい状

況の中で、頑張っている日本人を支援したいという思いがよく伝わるインタビュー

だった。こういう題材をニュース番組で取り上げるのはよいことだと思う。４人の

真摯な態度、真摯なコメントがとても印象に残り感動したとともに、まだ支援をし
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ていかなければならないとあらためて感じた。 

 

○  １０月２６日(土)の妄想ニホン料理「ろくべえＶＳしんごろう 人名料理対決の

巻」は、長崎県対馬と福島県南会津の料理を想像しながら作っていた。料理の専門

家でもよいのだが、地元のおばあさんたちがこんな料理でないだろうかと想像して

作るところがおもしろいと思った。 

 

○  １０月２９日(火)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」の「まちかど情報室」で、

シカの被害が増加する中、高級食材のシカ肉が身近なところに広がっているという

放送があった。私は増えすぎた野生動物をジビエ料理という形で生かしたいと考え

ており、大変ありがたい放送だった。シカやイノシシの生肉を食べてくださいと

言ってもなかなか消費は進まない。肉を加工し、シカ肉カレーやイノシシハンバー

グにし、手軽に温めて食べられる状態にしたらどうかということで、福祉施設に依

頼してシカ肉の加工品を作ったところすごく評判がよい。厄介ものと言われてきた

野生鳥獣の肉の 終的な出口ができることで、地域で問題となっている野生鳥獣被

害についても、地域の農産物を福祉施設が加工するという連携の面でも、地域の取

り組みが１つの輪となり、良い結果をもたらしていると思う。 

 

○  １０月３０日(水)の「あさイチ」は、伊豆大島で台風被害があったことに関連し

て、地滑りが起こる前兆の音の話題を伝えていた。伊豆大島では地滑りの８時間前

に前兆音があったということで、その音を紹介していた。実際の音を聞かせること

によって、今後こういう音がするのかと意識し、身を守ることができるかもしれな

い。竜巻が頻発したときにもこういう前兆があるという話を伝えており、なるほど

と思った。災害の前兆を自分たちの五感を使って感じ、おかしいと思う感覚を養う

ためにも、ＮＨＫには機をとらえて、今回のような具体的な前兆の現象を伝えて

いってもらいたい。 

 

○  １１月３日(日)の小さな旅「尾瀬を背負いて～群馬県片品村～」は、各山小屋に

荷物を運ぶ歩荷（ぼっか）に焦点をあて、自然の景観に主眼が置かれることが多い尾

瀬を、今までにない角度で紹介していた。富士山だと強力（ごうりき）と呼ぶが、尾

瀬では歩荷と呼ぶ。歩荷が尾瀬の入り口の鳩待峠から各山小屋に生鮮食品などを

運んでいる。大きなものについては１０日に 1 回ぐらいのヘリコプターの運搬で用

は足りているが、野菜類は昔から人の背中に頼っているのが尾瀬の現状だ。歩荷が

減っているのはヘリコプターでまとめて上げられるということもあるが、いちばん

の要因は尾瀬への入山者が減っているためだ。特に宿泊者が減っており、山小屋で

の需要がないから歩荷が減っている。この歩荷を担う若い２人にスポットを当て、
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２人の歩荷生活や地域の人たちとのふれあいを描いていた。これまでにも、遠くで

歩く歩荷の姿は撮影されていたが、歩荷にカメラを向けるのは初めてだったと思う。

尾瀬で働いている姿をきちんと紹介しており、彼らの励みにもなり、尾瀬を訪ねる

人たちの理解が深まるという意味でありがたい番組だった。龍宮小屋からガスボン

ベの空いたものを背負うシーンがあった。映像としては重たいものを背負っている

ということで絵になると思うが、歩荷が山小屋で出たごみを背負って尾瀬の外に搬

出しているという実態もある。かつて尾瀬では各小屋が焼却炉で残飯などを処理し

てきたが、今はそういうことができず、残飯を含めたすべてのごみを鳩待峠に搬出

している。見た目はきれいではないが、尾瀬で取り組んでいる自然環境保全の意味

合いから言えば、そのような姿を伝えた方が、メッセージ性がより強く出たのでは

ないかと思った。これまでカメラを向けていなかった部分にカメラを向け、歩荷や

その家族を通して村とのふれあいや、尾瀬で汗を流し働いている姿を取り上げてい

たのはよかった。 

 

○  １１月３日(日)の明日へ－支えあおう－「東北グランマ 世界へはばたく」では、

岩手県陸前高田市のおばあさんたちが手作業で作っている小さい針刺しなどを、

ヨーロッパに輸出していく話を紹介していた。スイス人のデザイナーが、スイスの

ミシンメーカーに針刺しとして輸出したらどうかと考え、ヨーロッパの人にも好ま

れるようにかわいくデザインし、復興のためではあるが、それを前面に出すのでは

なく、ものがよいから売るということでヨーロッパに輸出している話だった。陸前

高田のおばあさんたちがスイスまで行って実際に縫っているところを見せたり、向

こうのバイヤーと交渉したりする様子を伝えていたが、その１人が津波によって人

生が変わったとコメントしていた。確かに、津波によって人生が変わり、マイナス

に変わったと一般的には思うのだが、それをさらにプラスに変えるバネのようなも

のを感じた。全てがこのような形にはならないと思うが、津波によって何かが変わ

り、それによって新たに出会ったことが、東北から世界に向かってつながっていく。

現実にそれが起きていて、今度は刺し子を紹介しようとデザイナーは意欲に燃えて

いた。震災から日にちがたってもまだ復興できていない部分と合わせて、東北の女

性の強さ、東北の人のたくましさ、人間そのもののたくましさなど、希望を持てる

ような部分を取り上げていくとよいのではないかと思う。 

 

○  テレビでとても感心しているのは「あさイチ」だ。連続テレビ小説「ごちそうさん」

は「あまちゃん」の後に始まり、視聴者の興味関心が高い中でよいスタートを切り、

内容も安心できるよい番組だと思う。この「連続テレビ小説」が終わった後に「あ

さイチ」が入るが、番組の切れ目にコマーシャルもなく、直接「あさイチ」に切り

替わる。冒頭でキャスターが「連続テレビ小説」について一言コメントをするが、
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これがとてもよいところを突いており、そのコメントに感心する。似たようなこと

が他局でもないことはないが、あれだけのセンスのよさと品格は出ていない。番組

の合間をつなぐことによって境目が無くなり、番組同士がスムーズにつながってい

る。毎日コメントしているのかと思っていたら、東京都・伊豆大島の災害があった

日はコメントしておらず、好感を持って、安心して見ることができる。とてもすば

らしいと思う。 

 

○  ドラマ１０「ガラスの家」を第１話から 終話まで視聴したが、すべての回で嫌

悪感を覚える内容だった。ＮＨＫで放送するのにふさわしい内容であったのかと疑

問を感じた番組だった。飛行機事故で家族を亡くした男女が事故現場で出会い、結

婚し、男の息子２人を含む４人で新しい家族をスタートさせるのだが、威圧的な夫

に耐える妻という関係に息子たちの仲もぎくしゃくし、そのうち息子の１人がその

母親に恋をするという禁断のストーリーだった。 終回では離婚し、息子と結ばれ

るという結末だが、東日本大震災で家族の絆が大切だと言われてきたのに、たった

２年半で愛のためなら家族の絆を壊してもしかたがないという結論はいかがなも

のだろうと感じた。また独りになってしまった男の孤独も見せていたが、家族を思

いながらも気持ちが通じず、不器用にしか人を愛せない人は結局不幸になるという

というストーリーも見ていてやりきれない内容だった。独身女性が見るには刺激的

な娯楽番組なのかもしれないが、家族がいる者にとっては二度と見たくないと思う

ものだった。それに比べると、１１月５日(火)から始まった「真夜中のパン屋さん」

は、対照的に心温まるすてきなドラマという好印象を受けた。都会で夜１１時から

朝５時までしか営業しない不思議なパン屋さんを訪れる人々と、２人のパン職人と

の温かい交流を描いている。いずれも心に寂しさを抱えている共通点があり、現代

社会の問題をしっかりとらえた設定になっている。だれしも何らかの問題を抱え必

死に生きている社会において、見守ってくれている人がいるだけでも強く生きられ、

かたくなな心が次第にほぐされていく人の心の移り変わりに、見ていて心が温かく

なった。次回予告を見ても、次はどんな事件が起きるのかと胸が高まり、見逃せな

いと思っている。これからの展開に期待している。 

 

○  連続テレビ小説「ごちそうさん」の視聴率が「あまちゃん」を超えているとのこ

とだ。確かに、番組としておもしろく、わかる部分もある一方で、あまりにもひど

いいじめの場面があり、これから仕事をがんばろうという朝に、あそこまでされる

と気分がよくない。ドラマとして、次のストーリーがあるのでやむを得ないのかも

しれないが、率直にそう思った。昭和の時代にはやったドラマの作りをしている感

じがする。 
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○  １１月９日（土）のＥＴＶ特集「躍進とリストラのはざまで～労使対立にゆれる

韓国～」では、韓国の経済成長率の数字を日本と比較し、韓国は経済が成長してい

るということを説明したうえで、番組の肝である労使の対立について伝えていた。

ストを起こした組合に対し損害賠償を請求する企業とか、組合側が自殺した人のひ

つぎを闘争現場に持ち込むとか、日本の常識では考えられない、おそらく世界の常

識でも考えられないようなことを赤裸々に伝えており、たいへんショッキングな内

容だった。取り上げられた企業は自動車と造船で、いずれも日本の会社と世界市場

でかなりきっ抗していて、造船は日本の会社がかなり負かされている分野だ。企業

として国際化を進める一方、現場では厳しい現実があることがよく伝わってくる番

組だったと思う。ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定について、日本はアメ

リカを含む各国と交渉しているが、韓国はすでにアメリカとＦＴＡ（自由貿易協定）

を結んでいる。日本の経済、社会にとっても韓国はテストケースのような立場にあ

るのでないかと常日ごろ思っている。韓国は冷戦のときに西側の橋頭保（きょうと

うほ）のような形になっていたため、国内にアメリカ軍の基地も多く、文化面でも

アメリカ化がかなり進んでいる背景もあるのではないかと思う。経済的にも企業の

国際化とか、法制度を国際基準にする動きがかなり進んでいる印象がある。今回は

労使の対立だけに焦点を絞って番組を作っていたが、この辺りにもう少し視点を広

げるとおもしろい番組ができる可能性があるのではと思った。 

 

○  １１月２日(土)の「第４０回日本賞授賞式～輝け！教育コンテンツ世界一～」(Ｅ

テレ 後 1:00～2:00)は、司会の方が英語を話せるのはわかるが、すごく棒読みで、

紙を目の前で見て間違えないようにと必死だったように感じた。司会はＮＨＫのア

ナウンサーでもよかったのでないかと思った。グランプリ日本賞を受賞したのは

「カルチャーショック」という番組で、ロマの人々の話だった。ロマは日本人に馴

染みがないと思うが、今も民族として認められていない困難な状況にあり、ヨー

ロッパでは深刻な問題になっている。今の時代の中で、「カルチャーショック」が

受賞したのかと思う。どの作品もとてもよかったが、作品を放送する予定はあるの

か。 

 

（ＮＨＫ側） 

  Ｅテレで、１２月１日(日)に「２０１３年 日本賞ｐｒｅ

ｓｅｎｔｓ 世界のとっておきテレビ」と、１２月３０日(月)

に「２０１３年 まるごと見せます 日本賞受賞作品」を放

送する予定だ。 

 

○  車に乗る時間が多いのでラジオをよく聞いている。技術の進化、社会の変化とと
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もに番組の作り方も変わってきた。メールで朝の写真を送ってもらいそれについて

コメントしたり、聴取者からのリクエストに即座に応えそれを紹介したりと、放送

が形を変え、身近なものになっていると 近とみに実感している。 

 

○  定点カメラをＮＨＫは数多く持っているが、現在どれぐらいあるのか。また、ど

のように利用しているのか教えてほしい。ハイビジョンになっていない映像もたま

に見かける。これからどう変えていくのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  定点カメラは全国に 497 台あり、ハイビジョン化が進んで

いるものは 442 台ある。各地の天気を伝える天気カメラでも

あるし、台風や津波の状況を伝える非常災害用でもある。東

日本大震災のときの反省として、停電の際に使用できなくな

るものがあったが、停電時にも自家発電で２、３日は使用で

きるカメラへの切り替えを進めている。また、東京でのコン

トロールが可能なカメラと、そうなっていないカメラがある。

非常災害時などに使うために、東京でコントロールできるカ

メラの整備も進めていきたい。南海トラフの巨大地震や首都

直下地震などさまざまな災害が危惧されている中で、リモー

トコントロールできる定点カメラの威力は大きいと考えてい

る。原発の事故などは近くに寄ることができないので、整備

を少しずつ進めていきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１０月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要）  

 

１０月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「菜の花ラインに乗りかえて～千葉発地域ドラマ～」について説明

があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業(株)代表取締役社長） 

   副委員長  秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

   委 員      新井 幸人（写真家）  

      伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

国崎 信江（(株)危機管理教育研究所代表） 

      内藤 久夫（(株)内藤代表取締役社長） 

      山崎 嘉正（(株)亀屋代表取締役社長） 

      

 

（主な発言） 

 

＜菜の花ラインに乗りかえて～千葉発地域ドラマ～ 

(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ １０月９日(水)放送）について＞ 

 

○  明るく、温かく、菜の花のイメージが感じられるドラマだったが、主人公が失意

の中で故郷へ戻り、新しい人生を歩み出すという設定にしては、派遣切りなどの現

実がある中で、登場人物が全体的に恵まれているという印象を受けた。もっと違う

境遇の人がいてもよかったのではないか。少しできすぎた設定だったと感じた。照

明について、ふだんドラマを見ていると瞳に照明の光が映るということがあるもの

だが、今回はそのようなことをあまり感じず、普段どおりの生活をしているような

表情に見えた。予算の制約があったのかと感じた。鉄道がいろいろな面で関心を集

めている中で、番組に関心を持って見てくれた人もたくさんいたのでないかと思う。

全体として明るく、気持ちのよいドラマだった。 
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（ＮＨＫ側） 

  照明については、意図して行った。カメラも通常のものと

は違うものを使用し、映像も柔らかさを出すために加工に時

間をかけて制作した。予算的なことではなく、温かさや柔ら

かい感じを出すために意図的に行ったものだ。 

 

○  主演の吹石一恵さんが演じた役は実在しそうな感じがして好感を持った。ほかの

俳優の方々もドラマの質を高めていると感じた。ドラマは見る人の年代によって好

まれるものは異なると思う。千葉県に住んでいる若い世代の人と高齢の人でも感じ

るものが異なると思うが、このドラマはどの世代が見ても好感を持てる番組だと感

じた。ＢＳでの放送だけではなく、地上波でも放送してほしい。また、この続きが

どうなるのかも楽しみであり、続編を放送してもらえればと思う。 

 

○  １時間という短い時間で千葉県の魅力を伝えるのは限界があると感じた。よい配

役ではあったが、芸達者すぎて新鮮味に欠けるという部分もあった。連続テレビ小

説「あまちゃん」が人気だったが、フレッシュさが今の時代にとても大事なのだと

思う。石黒賢さんも、梅宮辰夫さんも、そもそも本人の持っているイメージが強い

ので、見る側はそのイメージに引っ張られてしまう部分があり、１時間のドラマで

は俳優の個性を抑えきれない部分があると感じた。成田空港が千葉県にあるので、

国際線のキャビンアテンダントという設定はよいとは思うが、それがあこがれの職

業というのはバブル時代の話だという気がした。今の千葉県に合う設定もあったの

ではないかと思う。700 万円で鉄道運転士になれるという話だったが、もう少し丁

寧にローカル鉄道のユニークさや、おもしろい経営をしていることなどを説明して

いれば、700 万円で鉄道運転士になれる理由を理解できたのではないかと思う。千

葉県の農業生産高は日本で上位に位置するので、千葉県の魅力を描くには、地元の

農産物や料理を出してもよいと思った。 

 

○  短い時間によくこれだけの要素を盛り込んだと感心した。 初から 後まで期待

を裏切らないすがすがしさがあるドラマだった。第一線でがんばった人が無我夢中

に働いてきて、振り返ったときに自分は何をしてきたのかと思いを巡らせ、人との

つながりが足りなかったと気づく。キャストもその意図をくんでいて、すばらしい

仕上がりだったと思う。ストーリーの中にも、映像の中にも温かさがあり、特に浅

田美代子さんが演じる母親、家族との絆には温かみを感じ、疲れたときに家族はよ

いものだと思わせる内容だった。菜の花ラインという鉄道が舞台なので、乗客との

触れ合いがもっとあってもよかった。乗客がどのように鉄道を利用していて、車内

でどのようなドラマがあるのかも期待していたので残念だった。全国のローカル路
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線は経営が厳しい現実がある。ローカル路線を残す大切さについても触れていると

よかったと思う。ローカル路線の経営が厳しい中で 700 万円を自己負担し、それで

も運転士を目指すという決意の強さはどこから来るのかについて、もう少し深く掘

り下げてほしかった。これからどうやって生きていくのか、この会社は先行きがど

うなのか、給料はどうなのか、一生懸命に貯めてきた 700 万円を投資する価値はあ

るのかなど、視聴者はいろいろ考えると思うので、そこをあえて目指すと思わせる

決意の強さの説明がもう少し丁寧にあるとよかった。また、多くの人にローカル路

線に乗ってみたいと思ってもらえるような路線の景色を、菜の花だけでなく、もう

少し盛り込むとよかったのではないかと思う。全体的には印象深く、記憶に残るド

ラマだった。 

 

○  今回のドラマは千葉県の魅力を伝えるという意味合いを持っていたと思うが、設

定について気になる部分が多かった。700 万円を持っていて、あれだけ才能がある

ならそこまでがんばって運転士にはならないのではないか、700 万円必要な理由も

面接のときに普通は聞くのではないかなど、疑問を感じる設定が多かった。全体と

しては配役もよく、温かい雰囲気でほのぼのとしており、爽やかさを感じるドラマ

だった。この鉄道がどこを走っていて、朝や昼間にはどういう人が乗っているとい

う情報があるとリアルな感じが出ただろうし、知りたい部分でもあった。千葉県の

名産品や料理などが出ているとおもしろかったと思うが、地域の魅力を伝えるとい

う点ではよくできていたと思う。伝説上の動物が線路に飛び出してきて、それが見

えると幸せになるという終わり方だったが、一瞬だったので番組を見ていて何かが

わからなかった。メルヘンチックな雰囲気をねらったのであれば、もう少し見せて

もよく、せっかくの演出が残念な感じがした。大都会東京のすぐ隣にも故郷はある

ことや、故郷にしようと思えば出身者でなくても故郷にできる場所があるというこ

とは、温かい雰囲気とともに伝わったと思う。 

 

○  主人公をはじめとする登場人物が電車の運転士になることで新しい生き方を見

つけ出すという設定だったが、仕事への入り方など無理があると感じた。千葉県の

魅力をドラマの中にどれだけ盛り込めたかが１つの見どころだと思って番組を見

た。随所に美しい風景が登場し、菜の花は当然のこと、水田に映る電車、渓谷の鉄

橋を渡る場面、主人公が海岸に行く場面がとても印象に残った。なにげなく置いて

ある台所のタケノコもわざとらしくもあるが、季節感が出ていてよかったと思った。

田舎の持つ浄化作用で生き方や考え方が変化するという発想、観点は悪くないと思

う。田舎もよいということを伝えるにはとてもよい番組だった。映像を柔らかく加

工しているということだが、むしろ鮮明に映像を出したほうが千葉県の魅力や温か

さ、美しさをもっと出せたのではないかと思った。冒頭に主人公が失恋した場面を
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回想するシーンがあった。コミカルに表現されていて現実のものとは違う形で描い

ているのだが、それを見て喜劇なのかと思った。全体を通して見るとその部分だけ

で、大半がまじめな会話、場面が多かったため、そこだけ浮いていて中途半端な感

じを受けた。コミカルな部分を入れるのであれば、片岡鶴太郎さんも出演していた

ので、全体に少しずつでも入れたらよかったのでないかと思った。キャスティング

は主役級の人が多く、お互いにけん制し合ってしまったのか、それだけの人が出て

いるのにパンチが小さかったという印象を受けた。全体を通して見ると設定など気

になることはいろいろあるが、千葉県の魅力は十分に伝えられたのでないかと思う。 

 

○  番組を制作するのにあたり、ドラマにするか、ドキュメンタリーや紀行番組にす

るか、番組のジャンルにも選択があると思うが、その点も含めて議論したのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  千葉放送局は今年開局７０周年を迎えた。記念番組として

ドキュメンタリーや紀行番組も制作するが、地元の方や視聴

者に一番インパクトを与えられるのはドラマだと考え、どの

ようなドラマを制作するかを議論した。 

 

○  開局７０周年の記念番組にふさわしいストーリーだったが、冒頭のコミカルな部

分や飛行機の中のセットは貧弱な印象を受けた。ドラマ全体を見れば視聴者にも

しっかりと伝わるのだから、あえてああいう場面を撮らなくても別の方法で見せる

ことができたらよかったと思った。この部分だけを見た視聴者がチャンネルを替え

てしまうともったいないので、冒頭にもっと力を入れると番組としても締まったの

ではないかと思う。キャスティングについては、小川涼さんは千葉県出身、渡辺正

行さんはドラマの舞台である旧夷隅町の出身だったので起用をされたと思うが、主

なキャストは千葉県と縁もゆかりもないようなので、記念のドラマであれば、千葉

県出身の若手の俳優を主役に据える冒険があってもよかったと思った。舞台になっ

た鉄道はドラマの中でかざみ鉄道という名前だが、実際はいすみ鉄道を題材にして

おり、地域のドラマで地域振興という側面を考えると、実際の名称を使うことはで

きなかったのかと思った。想像上の“カザーミン”もかざみ鉄道から名付けられた

と思うので、いすみ鉄道では使えないが、せっかくキャラクターを作り、ドラマの

後に出すという工夫をしていたので、このドラマだけで終わってしまうのはもっ

たいない。鉄道会社のマスコットとして使うなど、鉄道会社でも生かしていけるの

でないかと思った。 
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（ＮＨＫ側） 

  放送時間が５９分という制約がある中で、内容を盛り込み

すぎてはいないか、キャストも多すぎるのではないかという

部分も含めてもう一考すべきところがあったのでないかと思

う。５９分という番組尺の中で、電車内の日常の自然な場面

などを入れられなかったことは、ご指摘のとおりだと感じて

いる。役どころの背景の設定など、ドラマの作り方にはいろ

いろな形の可能性があったと思っている。今後の番組制作に

生かしたいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２８日(土)のＮＨＫスペシャル「ジパングの海～深海に眠る巨大資源～」は、

日本近海の海底にある資源について伝えていた。日本は、地盤のプレートがぶつか

り合い地震が多いという負の面がある中で、そのために深海に眠る資源が多いとい

うプラスの面を紹介したのはよかったと思う。海底のさらに下の世界の映像にしづ

らいところを、ＣＧを交えてプレートに資源が蓄積する様子や海底熱水鉱床が形成

される様子をわかりやすい映像で説明したのはよかった。国際機関に採掘の申請を

する場面で、韓国の代表団の検討状況が取材されていた。以前シェールガスの取材

をしたときにも実際の交渉現場にカメラが入っていたが、今回も日本と利害関係が

競合する韓国の代表団の検討現場に日本のテレビ局のカメラが入ったことはすご

いことだと思った。この問題は領土、領海の問題、ナショナリズム的なところに行

きやすいが、番組はあくまでもサイエンスとエコノミーにこだわっており、内容が

ぶれずにまとまっていたと思う。資源のあることはよく伝わったが、どのようにそ

の資源を産業化し、日本の経済の発展につなげるのかという視点があればよりよ

かったと思う。 

 

○  １０月１３日(日)のＮＨＫスペシャル 中国激動「“さまよえる”人民のこころ」

(総合 後 9:00～9:58)は、現在の中国における共産党主導による宗教ブームの実態

を描いた番組だった。非常にデリケートな問題を丁寧に紹介しており興味深く見た。

主に儒教とキリスト教の広がりを扱っていたが、その裏にはびこる拝金主義、汚職

に失望した民衆の心のよりどころと中国共産党の思惑が一致している皮肉な結果

に、現在の中国の病んでいる姿が如実に映し出されている感じがした。日本も富と

繁栄を享受する代わりに心の豊かさを失ってきたことはひと事ではなく、反面教師

として心にとめるべき問題だと思った。1970 年代の儒教批判で、徹底的に儒教を
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弾圧したときのことをもっと深く掘り下げて紹介し、現在の儒学ブームと比較対照

することができれば、中国では共産党の思惑で民衆がいつも右往左往させられてい

ることがもっとはっきりあぶり出せたのかもしれないと思った。かなり深い部分ま

で取材をして作られた、とてもすぐれた報道番組だった。 

 

○  ９月２８日(土)の突撃 アッとホーム「夢をあきらめない！ジャパニーズ・ド

リームＳＰ」は、好きな番組の１つで、今回はレスリングの親子対決だった。息子

が父親を圧倒したが、父のおかげでここまで来られたという息子の感謝の気持ち、

父親の息子に勝利への執念を持たせたいという気持ちが絡んでいて、見ていてとて

も気持ちがよかった。妹も父を応援していて負けて悔しいと泣き、母親はあらため

て夫を見直したというすばらしい家族で、見ていてすがすがしく感じた。カメラの

前でそれぞれの生の感情をぶつけさせる構成はすばらしい。あらためて自分の家族

のことを考えさせられた番組だった。後半の「幸せサプライズ」のコーナーはフィ

リピン人の看護師のサプライズだった。フィリピン人女性への周囲からの温かい目

と自身の優しい性格が自然とにじみ出てくるのがよくわかった。国が違っても一生

懸命にがんばる人の姿に感動することは同じだと思い、現在関係が悪化している中

国、韓国の人を対象にしたサプライズができれば民間からの友好活動の大きな一歩

になるのでないかと思った。 

 

○  １０月２日(水)の「ＮＨＫニュース７」で伊勢神宮の「遷御の儀（せんぎょのぎ）」

が紹介されていた。暗闇の中で行うものだと認識していたので、どのようにテレビ

でその場面を映すのかと見ていたら、「カケコー」と唱える声が聞こえてきた。テ

レビは映像が中心になるが、真っ暗闇を明るく照らさずに暗いままで声だけを伝え

るニュースもよいものだと感じた。暗い映像だからこそ 1,300 年の時間を感じるこ

とができた。1,300 年前からニワトリの鳴きまねで遷御の儀を始めていたことは、

あらためて日本人は素朴な民族だと感じさせ、せわしない世の中で生きている中で、

ふと足を止めるひとときになってよかった。 

 

○  １０月４日(金)のファミリーヒストリー「今田耕司～南洋パラオ 運命を変えた

手違い～」と１０月１１日(金)の「藤原紀香～中国の台地に誓った父の覚悟～」は、

どちらも自分自身の知らなかったルーツを番組が見事に掘り起こしており、その取

材力に感心した。家族の歴史を振り返るときに避けて通れない戦争についても、家

族の変遷に戦争がどのような影響をもたらしたかを見ることで、戦争を扱ったド

キュメンタリー番組とは違った視点から戦争をあらためて考えるというよい機会

にもなっていると感じた。パラオへの移民や満州の開拓団など当時の日本のおかれ

ていた状況やその政策にほんろうされた庶民のことは、現代の学校教育で教えてく
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れない現代史の部分なので、こういう番組で学ぶことができるのはよいことだと

思った。「家族が生命の危機を何度もくぐり抜け、今の自分がある。今、自分がこ

こにいるのが奇跡のようだ」と言っていたとおり、命の尊さを感じることができる

番組だった。 

 

○  「ファミリーヒストリー」は著名人の家族の歴史をさかのぼることで、それぞれ

の時代に起きたいろいろな事象にぶつかり、それを追体験することができる。取材

はたいへんだと思うが、とても期待している。 

 

○  １０月１０日(木)の地球イチバン「世界 大の馬のレース モンゴル」がおもし

ろく、１０月１７日(木)の「世界一走り続ける民～メキシコ・ララムリ～」も見た

が、今自分が見ている世界だけがすべてではないと深く実感させられた。今の時代

に 100 キロ以上もの距離を一晩中走り続けることや、馬で何十キロも走るレースが

実際に地球上で行われていることを知り、人間の純粋な生命力、強さ、美しさを感

じた。「地球イチバン」はスタジオにコメンテーターがいるという作りではなく、

じっくりと現場に密着して伝えているところに好感を持っている。 

 

○  １０月１１日(金)の特報首都圏「超高齢社会 どう守る ひとり暮らしの認知

症」は、認知症の方の財産管理が主になると思うが、成年後見人の話が印象に残っ

た。われわれも必ず年を取り、認知症になる可能性があるわけで、ひと事ではない。

国が市民後見人の制度を進めている話もあったが、まだ定着しておらず、制度が

あっても定着するのは難しいと感じた。成年後見人制度を具体的に掘り下げ、詳し

く紹介してほしい。このようなテーマを継続して取り上げてもらえるとありがたい。 

 

○  １０月１１日(金)のキッチンが走る！「唱歌のふるさとで絶品フレンチ～長野・

中野市～」は、“兎追ひし彼の山”という歌詞の唱歌「故郷」が生まれた長野県中

野市が舞台だった。歌のとおりの風景が広がっている町で出会った、食欲をそそる

“シナノドルチェ”というリンゴや “ぼたんこしょう”というとうがらし、栽培

に成功した“アギタケ”という珍しいキノコを紹介していた。料理をする人の人間

性と地域の方の優しさが融合し、すばらしいひと皿になると感じさせる番組だった。

観光案内のような部分はなかったが、一度長野県中野市を訪れてみたいということ

を感じさせるよい番組だった。 

 

○  １０月１１日(金)のドキュメント７２時間「汗と涙の２４時間スポーツジム」は、

２４時間営業のスポーツジムで７２時間の観察、取材をしている番組だったが、こ

のようなスポーツジムがあることに驚いた。人によってはいつも同じ時間には通え
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ないなど、スポーツジムは現在の社会の縮図のようなものであるとも思えた。１０

年後にこの番組を見直したらまた違った感想を抱くと思われ、今を映し出す番組だ

が、歴史を残す番組でもあると思った。 

 

○  １０月１２日(土)の「ＭＪ ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｐｅｒｆｕｍｅ×Ｔｅｃｈｎｏｌ

ｏｇｙ」(総合 前 0:10～0:53)では、パフュームが歌うプロジェクション・マッピン

グでのパフォーマンスがカンヌ国際クリエイティビティ・フェスティバルで日本の

制作物として初めて入賞したことを紹介していた。一般には知る機会のない国際的

なコンペティションで初めて賞をとったということなのでもっと大きく取り上げ

られてもよいと思った。音楽番組で放送されていたが、プロジェクション・マッピン

グを使った世界的にも注目されている技術なので、テクノロジーでもアートという

面でも、十分に価値のある内容だった。さまざまな番組で日本がこういう技術を

持っていることを紹介してほしい。 

 

○  たくさんの人が“あまロス（あまちゃんロス症候群）”になるほど、連続テレビ

小説「あまちゃん」はすばらしいドラマだった。「ごちそうさん」は古典的で、安

心して見ていられるドラマという印象を持った。「あまちゃん」は身近にいる学生

たちもかなりはまって見ていたが、「ごちそうさん」は「あまちゃん」ほどには興

味がないという話を聞いた。どういう違いがあるのか考えみると「あまちゃん」と

これまでの「連続テレビ小説」の違いとして、自分を重ねられる点が大きいと思う。

「梅ちゃん先生」も「ごちそうさん」も「カーネーション」も、特殊な職業で普通

の人とは違う職業の人のサクセスストーリーだった。「あまちゃん」はごく普通の

高校生がアイドルになる話で、自分自身をある程度重ねることができたのではない

かと思う。また、夏、春子、アキと三世代にわたってそれぞれ自分を重ねることが

できたのではないか。４０代の方は春子、もっと上の人は夏、若い人はアキに自分

を重ねることができたので、幅広い年代のファンを得ることができたのではないか

と思う。 終回で印象的だったのは誰が主役なのかわからない終わり方だったとこ

ろで、それがこのドラマを象徴していた。すべての人が主役でもあり、脇役でもあ

り、いろいろな人がそのときどきで主役になり、脇役になって人生を歩んでいくと

いうことが伝わった。「あまちゃん」を見た後には「あさイチ」の冒頭のトークを

聞きたくなる。それまでの「連続テレビ小説」では「あさイチ」になったら終わり

という気分だったが、有働由美子アナウンサーと井ノ原快彦さんの掛け合いを楽し

みにしていた人も多かったのでないかと思う。朝は民放で情報番組を放送している

が、「あさイチ」は、司会者が、自分が善で世の中が悪であるという言い方ではな

く、第三者的な発言をしているところ、自分が世の中の判断基準でないという立場

を取っているところがよいのではないかと思った。 
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○  ドラマ１０「ガラスの家」については、ＮＨＫで放送するべき内容のドラマなの

かと疑問に思う。どういうドラマであったかはドラマが終わってから検証すべきだ

が、家族愛もなく、家族の亀裂で醜さが露呈し、これが人間の汚い部分、本性とい

うところで毎回終わっており、見終わった後につらい気分になることが多い。キャ

スティングはすてきな方が多いので見てしまうが、 終的に何を伝えたかったのか

を見ていきたい。 

 

○  再放送している連続テレビ小説「おしん」は、今の連続テレビ小説と比べると落

ち着いた演出とセリフ運びだと感じる。深刻な事態が次々と起こるが、今見ると生

きることの難しさ、いつも明るいことばかりではないが、それでも一生懸命に前へ

進もうとしているおしんの姿がしみじみと胸を打つ内容となっている。アーカイブ

スとして再放送するのもよいことだと感銘を受けた。今のドラマのにぎやかさとい

うものは時代を映していると思うが、騒がしい時代に生きているわれわれにとって

テレビで放送するものもテンションが高いものでよいのかと思った。 

 

○  １０月６日(日)のスーパー能「世阿弥」(Ｅテレ 後 3:00～4:29)は、６月１５日

(土)のＥＴＶ特集「スーパー能～６５９年目の革新～」で取り上げられていたメー

キング部分を見て興味を引かれ、本編の放送を楽しみにしていた番組だった。冒頭

にメーキングのダイジェストを流していたので、どういう背景でスーパー能が作ら

れたのか、見ている人にも伝わったのでないかと思う。メーキングを見ている段階

ではよくわからなかったが、「スーパー能」とはいっても能の伝統的なところは

しっかり残されていると感じた。梅若玄祥さんの舞の部分も十分に時間をとってお

り、流れるような美しさの中にも力強さを感じた。伝統文化としての能のよさも

しっかり伝わった番組だった。カメラワークや画面の切り替えも的確で、能面の

アップを映すなど、うまく撮影されており感心した。メーキングでは、梅原猛さん

が能を現代語にするということで、梅若玄祥さんや能の人たちと葛藤しながら現代

語にする作業を行う様子を紹介していたが、今回の番組では全部に字幕スーパーが

入っていた。苦労して現代語にする作業を行った梅原猛先生たちに申し訳ないとい

う感じも受けた。可能であれば字幕は選択式にして、わからない人は字幕を表示し

て見る、現代語訳にしたのだからわからないなりにがんばって聞くという選択もで

きたらおもしろいと思った。能をすべて放送するテレビ局はほかにはない。今回初

めて能を見た人もいると思う。今まで能に触れたことがない人々にいかに見てもら

うか、能の関係者の方が考えることでもあるが、ＮＨＫにも工夫してもらえればと

思う。 

 



10 

○  「にっぽん百名山」は、ＣＧで番組で登るコースを紹介しているが、以前にも指

摘したように、そのほかの登山コースの紹介もあると実際に登山をする際に参考に

なる。また、山頂での感想だけではなく、そのあとの下山の方法についても触れる

とより役に立つ。１０月１４日(月)の「鳥海山」は、８月のきれいな映像とともに、

鳥海山固有の植物チョウカイアザミやチョウカイフスマのほか、幻と呼ばれている

日の出の一瞬の時間に鳥海山のシルエットが日本海に出る “影鳥海”もしっかり

と紹介していた。鳥海山は伏流水が多いので、鳥海山に降った雨、雪がいろいろな

形でわれわれの生活を潤し、そして日本海の中で湧くという山と海とのつながりを

限られた時間の中でうまくまとめていた。中高年を中心にこの番組を見て山に登り

たいという方はたくさんいると思うので、そういう人への参考になるように、引き

続きすばらしい山旅を放送してほしい。 

 

○  毎朝、「ＮＨＫニュース おはよう日本」をつけたまま、食事や着替えをしなが

らニュースや気象情報を聞いている。多くの人が同じような視聴形態だと思ので、

朝はラジオのように、ことばがしっかりと聞き取れるようにしてほしいと常に思っ

ている。「まちかど情報室」のコーナーでは、日常会話のように話しており、しっ

かり映像を見ていないと何について伝えているのかがわからない。あえて日常会話

のような話し方をしなくても「まちかど情報室」の価値に何ら変わりはないと思う。

和やかな雰囲気はほかにも出し方があると思うので、情報を提供するためのよりよ

い方法を考えてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「まちかど情報室」については、親しみを持ってもらおう

という演出であのような口調になっている。朝の番組は出か

ける前の忙しい中で、朝の支度をしながら見ている人が多い

と思う。親しみやすくても情報が伝わらなくては意味がない

ので、伝え方を工夫できないか検討していきたい。 

 

○  仕事柄、 近起きている事件、自然災害のニュースに関心を持って見ている。

ニュースの特性として起きている現状、事実を伝えるのだが、「クローズアップ現

代」は、起きた事象について即座にどういうことが起きたのかを検証する番組で、

とてもすばらしく好きな番組だ。検証する時間も限られている中で、取り上げる内

容がすばらしいと思う。福岡市の医院火災については、福岡のみならず高齢者がい

る施設ならどこでも起きやすい火災事故だ。１０月１５日(火)のクローズアップ現

代「黒煙が高齢者を襲った～検証・福岡医院火災～」は、防火扉が閉まらなかった

ことを取り上げていた。医院側へのヒアリングが必要であり、増築をしなくては間
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に合わない状況、それに対する人員不足や社会的な課題など、医院側が抱える課題

について社会がどう対応するかという視点も必要ではないかと思った。死因分析も

しっかり伝えなければ対策が構築されないのでないかと思う。「クローズアップ現

代」は短い時間で検証する難しい面もあるが、さまざまな視点で検証することに期

待している。 

 

○  東京・三鷹市のストーカー殺人事件の報道については、事件の起きた経緯、どの

ような交際をしていたかという交流関係、警察はどう対応したか、どのように防げ

たかという被害者側の視点が多い。８月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「僕はなぜ

止められなかったのか？～いじめ自殺・元同級生の告白～」では、いじめられない

ようにするにはどうしたらよいのか、ＳＯＳを受けたら周りはどうすればよいのか、

目の前で友が苦しんでいたのに救えなかったという視点は新鮮で、ＮＨＫならでは

の番組だと思った。ストーカーになりたくてなる人はおそらくおらず、自分の感情

をコントロールできない中でその人しかいないという状態になってしまうまでの

経緯、それが性格的なものなのか、環境や心理的なものなのか、突発的か計画的か

という背景を含めて、ストーカーにならないようにするにはどうしたらよいのかと

いう視点も必要だ。また、自分の行動がストーカー行為だと気づいた場合の修正方

法にどういうものがあるのか、支援団体や相談窓口があるのかという問題もある。

三鷹の事件では友達にＳＯＳを出しているが、それを受けた周りの者たちはどのよ

うに支援するのかも含めて取り上げられるとよいと思う。 

 

○  台風報道について、前回の台風１８号の報道の際には、台風の位置情報がわかり

にくかったことやレーダー情報の更新が遅かったことなどを指摘したが、今回の台

風２６号の報道では改善されており、とてもわかりやすかった。迅速な対応であり

がたく思う。 

 

○  近さまざまな番組で視聴者からの意見をツイッターで画面表示している。大切

なことだとは思うが、番組そのものに集中したいと思うことも多々あり、目障りに

感じることがある。ツイッターは多くの人の意見を即座に把握できる便利な手法だ

が、粗野なものの言い方や無責任な意見も散見される。ツイッターの部分を表示し

ないという選択はできるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  総合テレビの「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」は、もともとネットと

の連携を前面に出した新しい形のニュース番組だ。ツイッ

ターとの連携により、ツイートとして寄せられた疑問をキャ
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スターがゲスト、担当記者や専門家にぶつけるという手法を

とっている。ツイッターの意見は玉石混交だが、いろいろな

受け止め方がある中で、的確な指摘であれば出演者にぶつけ

るようにしている。ＮＨＫでは、「ＮＨＫニュース おはよう

日本」から始まり「時論公論」までいろいろな形のニュース

を出している。その中で、視聴者の意見を拾い上げる報道番

組も必要だと思っている。ツイッターの表示が煩わしいとい

う意見もあり、「週刊 ニュース深読み」ではリモコンのボ

タン操作でツイッター部分を表示しないという選択ができる

ようにしている。番組によってさまざまな方法があると思う

が、番組の趣旨と合わせて取り組んでいきたいと思う。 

 

○  交通安全についてだが、ＮＨＫは若いひとから高齢のひとまで幅広い年代の視聴

者に見られているので、交通安全週間などに、交通事故防止の啓発につながるよう

な番組もお願いしたい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２５年９月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、平成２５年度後半期の国内放送番組の編成について説明があり、 

平成２６年度の番組改定と合わせて意見の交換を行った。 

続いて、ハイブリッドキャスト（放送・通信連携サービス）について説明があり、 

放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野代表理事専務） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      内藤 久夫（(株)内藤代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

       

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２５年度後半期の国内放送番組の編成について＞ 

 

○  全体的に見ると楽しみが多い感じがする。大河ドラマ「軍師官兵衛」に主演する岡

田准一さんが好きなので楽しみにしている。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は、家族で楽しく見ていて、終わってほしくないと

いう思いがある。杏さんが主演する後半期の「ごちそうさん」に期待する。 
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＜平成２６年度の番組改定について＞ 

 

○  「おとなの基礎英語」は、放送時間帯や短めの内容時間がちょっと勉強するには

見やすく重宝している。後継の「しごとの基礎英語」にも期待している。帰宅後の

一息つく時間帯に、短い時間でポイントを勉強できるのはありがたい。 

 

 

＜ハイブリッドキャスト（放送・通信連携サービス）について＞ 

 

○  すばらしいサービスだと思う。サービスがどんどん進化していくので、ついていく

のが大変だ。パソコンなどでインターネットに接続しなくても、ハイブリッドキャス

トのホーム画面から首都圏の渋滞情報などが見られるようになるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  渋滞情報については、地域によってはデータ放送ですでに

出しているところもある。データ放送で出しているサービス

も含めて、１つ１つハイブリッドキャストのサービスとして

提供し、便利に使ってもらうことを視野に入れたい。 

 

○  ぜひお願いしたい。懐かしいテレビ番組を見ることができるコンテンツも検討し

ているということだが、ＮＨＫオンデマンドで見ていた番組が、料金を支払うこと

なくハイブリッドキャストで見られるようになるということか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  現段階では、タイトル部分など番組のさわりの部分をお見

せする形を想定している。番組全体を見るということであれ

ば、ＮＨＫオンデマンドで見ていただくことになる。権利の

問題もあり、今提供を検討しているサービスは、短い動画で

テレビの歴史を振り返るようなものと考えている。 

 

○  現在、ハイブリッドキャスト対応受信機はまだ少ないということだが、それ以外

のテレビについては専用のチューナーを付けることで見られるようになるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  現段階では、チューナーやアダプターが開発されていない

ので、ハイブリッドキャストに対応したテレビでないと見る
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ことができない。今後、いくつかのメーカーから対応受信機

が発売される見込みだ。 

 

○  ハイブリッドキャストの画面を見るには、通常の放送を受信する必要があるのか。

どのような状況でこのサービスを見ることができるのか。また、台風などの災害時

にはテレビの災害報道もあるが、ハイブリッドキャストではどのような情報を提供

していくことを考えているか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  通常のテレビ放送を見ている状態で、リモコンのｄボタン

を押すことで、ハイブリッドキャストの情報が画面に重なっ

た状態で表示される。背景の映像も見ながら、天気などを

チェックすることができる。災害情報については最重要の

コンテンツと考えている。ハイブリッドキャストにおいても、

万が一の時に役立つ安心・安全情報を優先的に増やしていく。 

 

○  現在のデータ放送では、テレビのリモコンの十字キーの操作性が悪いと感じてい

る。クイズ番組などに可能性があり、スマートフォンやタブレット端末との連動も

検討しているという事だが、これだけ情報が表示されるのであれば、リモコンの入

力操作をしやすくしてもらえると使いやすくなると思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月４日(日)のＮＨＫスペシャル「調査報告 日本のインフラが危ない」では、

つり橋が落ちた事例のある浜松市を取り上げていた。浜松市では、橋の点検を終え、

問題がないという結論を出していたが、専門家の再点検により次々と危険箇所が見

つかる場面が放送されていた。昨年１２月の中央道笹子トンネルの天井板崩落事故

で９人が犠牲になったことをきっかけに、インフラが脚光を浴びてきたと思う。国

は今年をメンテナンス元年と位置づけ、インフラの点検や補修工事を強化するとし

ているが、県も含め、市町村の職員だと専門的な技術、知識が国の指示した調査な

どについていけない部分もあると思う。自治体は新しい道路、新しい橋、新しいトン

ネルなど新しいものを造ることには意欲的なように見える。番組を見たことで、日

本中に危険な橋、トンネル、道路が相当数あることを身近に感じた。一般では知り

得ないことも、ＮＨＫをはじめとした報道機関で継続して取材し、検証していくこ

とで、安心できるインフラが整備されればよいと思う。 
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○  戦争は経験していないが、子どものころに祖父母から空襲の話など生々しい戦争

体験を聞いていた。これまで、自分の子どもにそのような話をする機会がなかった

が、８月１５日(木)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「戦後６８年 いま、

“ニッポンの平和”を考える」(総合 後 7:30～8:43)を家族全員で見ながら子ども

に戦争の話をすることができた。直接聞いた話はテレビで見る話よりも生々しく印

象に残っているので、頭の中でよみがえったものを親として伝える義務があると番

組を見て感じた。戦争について家族で語り合う時間を与えてくれた番組だったと思

う。 

 

○  ８月３１日(土)のＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震「よみが

える関東大震災～首都壊滅・９０年目の警告～」(総合 後 7:30～8:43)は、過去の

地震から、現代社会で起きたらどのようになるかを強く考えさせられた番組だった。

1923(大正１２)年に首都圏を襲った関東大震災、１０万 5,000 人の命が奪われた日

にどのような揺れが襲い、どのように多くの命が奪われたのかが、最新の科学的知

見、未整理のまま残されている膨大な映像資料、存命する被災者の証言から検証さ

れており、今まで考えていた関東大震災の違う一面を知ることができた。ドラマや

ＣＧを駆使してあの日を再現していたのも理解しやすかった。関東大震災と同じプ

レート境界型地震が首都圏を襲えば、壊滅的な被害の出る可能性が浮かび上がり、

これからの生活を見直していかなければならないと感じた。「ＮＨＫスペシャル」

はスペシャルに値する企画がたいへんよく考えられていて、より多くの視聴者に見

てもらいたいと思った。 

 

○  ８月６日(火)の「平成２５年 広島平和記念式典」(総合 前 8:00～8:37)は、長

い間、同じスタイルを踏襲して放送している番組だと思う。自分の意識の中にもセ

ミの声と一緒に鐘の音がすり込まれていて、自然に祈る気持ちになる。式典の中継

だけでなく、その後に放送された「あさイチ」では、戦争を知らない２０～４０代

の親がどのように子どもたちに戦争を伝えていくかというテーマに取り組んでお

り、よいことだと思った。 

 

○  ８月７日(水)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」では、オリバー・ストーン監

督が広島を訪れたことがニュースの中で紹介されていた。「記憶は文明をつなぐ糸

である。」という言葉なども紹介されていた。広島の話ではあったが、震災の話に

もイメージ的に重なった。このようなことがニュースの中に入っているのはよいこ

とだと思う。 
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○  ８月８日(木)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」は、前日に緊急地震速報で混

乱が起きたことを紹介していた。誤報であったこと、なぜ誤報が起きたのかを説明

した一方で、緊急地震速報を信用して対応することを忘れないでほしいというメッ

セージをすばやく出していたのはよかった。 

 

○  ８月９日(金)の「３５周年スペシャル 復活！サザンオールスターズの流儀」(総

合 後 10:00～11:13)をすごく楽しみにしていた。サザンオールスターズは３世代

に人気のある国民的なバンドなので、曲が老若男女に与える影響力はすごく大きい

と思う。この日のライブは曲を聴いている分にはよかったが、翌日の復活コンサー

トの宣伝に見えてしまう感じを受けた。また、リーダーの桑田佳祐さんが何を意味

して新曲を作ったのか、なぜこの時期に復活ライブをするのかが描かれていなかっ

たように思う。ライブでの選曲についても疑問が残った。タイトルについても、「プ

ロフェッショナル 仕事の流儀」では、職人の技、伝統を守るといった意味で“流

儀”という言葉が使われていると思うが、この番組では、サザンオールスターズの

“流儀＝曲の意味”というものが出ていなかったと思う。テレビでサザンオールス

ターズが見られたのはよかったが、残念に感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「３５周年スペシャル 復活！サザンオールスターズの流

儀」は「プロフェッショナル 仕事の流儀」のパロディの形

で作られた。１年ほど前に桑田さんが病気から回復されたと

きは、「ためしてガッテン」のパロディの形で番組を制作した。

「真正面から番組化すると照れるので、何かのパロディの形

で番組を制作してほしい」という要請が桑田さんからあった

と聞いている。コンサート会場のように全員がサザンオール

スターズのことを知っているファンの集まりであればよいが、

テレビでは不特定多数の人が対象になるので、サザンオール

スターズのことをあまり知らない方や、初めて桑田佳祐さん

を見た方に、妙にまじめに話していると思われるのが、恥ず

かしいと思われたようだ。選曲については、ＮＨＫも注文を

出すが、サザンオールスターズの希望もある。 

 

○  ８月１９日(月)～２１日(水)の「１９６４東京オリンピック」(総合 後 8:00～

8:43)は、３回シリーズでの番組だったが、よいタイミングに放送したと思う。番

組構成もドキュメンタリーに加え、当時の関係者の証言や再現ドラマがうまく混ぜ

られていてバランスが取れていた。ドラマと証言の中でも川口の鋳物屋を笹野高史
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さんが好演しており、頑固老人でありながら、鋳物にかける思いをぶつけるような

演技が印象に残った。誘致活動の場面でも、平和の祭典という純粋な信念をぶつけ

て誘致したことをしっかり伝えており、見ていてとても勇気づけられる番組だった。

2020 年まで７年あるが、こういう人間ドラマをしっかりとらえてほしい。東京で

開催されるオリンピックはアベノミクスの第４の矢だと言われているようだが、実

際の経済効果がどれぐらいあるのかについてもしっかり検証してほしい。前回の

ロンドンオリンピック、これからのソチオリンピック、リオデジャネイロオリン

ピックでどういうことが起こり、それが経済にプラスになったのかということも見

ていきたい。開催が決まる前に批判的なことをすると足を引っ張っていると言われ

ることもあるかと思うが、開催が決まったからには中立的、客観的にそういう検証

をしてほしい。 

 

○  ８月２８日(水)のためしてガッテン「冷蔵庫のスゴ技５連発！」は、卵を冷凍す

ると黄身がぷっくりしておいしいということを紹介していた。早速試してみたが、

黄身が温泉卵のようにふっくらしていて、つややかで、とてもおいしかった。家庭

で料理をする方だけでなく、飲食店でも使えるのでないかと思った。肉の解凍方法

も取り上げていたので実践してみたが、本当においしく、瞬間で解凍できた。あら

ためて「ためしてガッテン」の情報力のすばらしさに感動した。 

 

○  ためしてガッテン「冷蔵庫のスゴ技５連発！」は、短時間で冷凍食材を解凍する

ことに焦点を当てていて参考になった。アイスワインという甘いワインがあるが、

番組を見てこれも冷凍技術を使っていると感じた。今まで疑問だったアイスワイン

を作る工程と、どうしておいしくなるのかがわかった。業務用冷凍庫は急速冷凍す

る機能が進化し、冷凍しても食材繊維が崩れないものがあるが、家庭用冷凍庫では

難しいので、どう冷凍したら食材がよりおいしく保てるのかも取り上げてもらいた

い。上手な冷凍のしかた、上手な解凍のしかたは、一般家庭でも参考になると思う。 

 

○  ９月１日(日)のこころフォトスペシャル「記憶の森が命を紡ぐ」(総合 後 3:55

～4:38)は、家族写真に秘められた思い、命の尊さを忘れないというテーマで、と

ても優れた番組だと思った。亡くなった家族の写真がネット上にアップされ、その

家族をドキュメント風に追っていた。家族の写真をネット上にアップすることはあ

る意味勇気のいることだろうし、迷いもあったのではないかというのは想像に難く

ないが、「そうすることでより多くの人と悲しみが共有でき、がんばれる」と述べ

た人がいたのが印象的だった。この番組によって、家族を亡くした人同士の新たな

つながりや、互いに助け合って前に向かって生きていこうとするきっかけが作られ

ているのはすばらしいことだ。テレビとネットの連携という点でも新しい境地を開
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いた番組だと思う。家族や地域に対して重みのある思いを今でも抱き続けている人

がたくさんいることを、遠く離れていると忘れがちだが、震災、家族についてあら

ためて考え直すよいきっかけになった。応募写真は増えてくると思うので、続編を

制作してほしい。 

 

○  ９月３日(火)の「ニュースウオッチ９」は、前日に埼玉県と千葉県を襲った竜巻

の様子と、竜巻から身を守った人の話を伝えていた。専門家の対応策というのでは

なく、助かった本人が実際にとった行動を話しており、臨場感があった。 

 

○  ９月８日(日)の「いよいよ決定！２０２０年五輪開催都市」(総合 前 0:05～5:50)

は、東京オリンピック招致に向けた最終プレゼンテーションの中継とともに、スタ

ジオには過去のオリンピック選手が大勢集まり興味深い話をしていた。たいへん喜

ばしい結果で、これからオリンピック関係の放送が増えると思うが、協力したい気

持ちが高まってきた。一方、2019(平成３１)年にはラグビーのワールドカップが日

本で開催される。各都市のスタジアムがどのような対応をしているのか、ラグビー

協会はどういう強化活動をしているのか、オリンピックも大事だが、ラグビーワー

ルドカップは日本にとって初めての経験となるので、ラグビーファンを増やす、将

来ラグビーを楽しむ人たちを増やすという視点で考えて、ぜひ取り上げてほしい。 

 

○  ９月１１日(水)の「花は咲くスペシャル」(総合 後 10:00～10:49)は、復興支援

ソング「花は咲く」を通して歌が世界をつなぐ力を持っていることをまざまざと感

じさせる内容だった。この歌によって東北の人々が勇気を得ることができた実例が

わかりやすく紹介されていた。歌をバックに東北のいくつかの場所での花火大会が

紹介されていたが、花火大会の関係者が「１回倒れてしまった花でも、もう１回咲

く力はあると教えてくれる歌」と語っていたのが印象的だった。 

 

○  ９月１３日(金)の特報首都圏「“竜巻”続発 住民はどう身を守ったのか」では、

実際に行動した本人が避難経路などを説明していた。その後で専門家がなぜこのよ

うな状態になるのかを説明しており、コンクリートに囲まれた生活をしていると外

の様子の変化に無頓着になりがちだが、最終的に外を見て、音や周りの変化に気づ

いてほしいといったメッセージをきちんと出していたのが印象に残った。 

 

○  ９月１３日(金)の「秋の夜長の“あまちゃん”ライブ～大友良英と仲間たち大音

楽会」(総合 後 10:00～10:48)は、とても楽しい番組だった。ＢＧＭも大きな力を

持っていることはわかっていたが、オープニングテーマをはじめ、それぞれのテー

マ曲を聞いてみると、ＢＧＭの与える影響の大きさや、場面をしっかり支えている
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ことがあらためてわかった。あまちゃんの音楽づくりについて、「出演者や脚本家

など、いろいろな方とコラボレーションしている感じだった」という大友さんのこ

とばが印象的だった。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は東日本大震災をどのように表現するのか関心を

もって見ていたが、深刻さと悲しさと緊迫感がうまく表現されていた。脚本の力も

あるだろうが、ドラマを制作しているすべての人々が関わって今回のヒットに結び

ついたのではないかと思う。１０月から始まる「ごちそうさん」にも期待している。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」では、東日本大震災をどのように描くのかと関心

を持っていた。周りからは夏ばっぱが津波にのまれるのではないかとか、春子が地

震に巻き込まれるのでないかという話題で持ちきりだったが、全員無事ということ

以外ありえないと思って見ていた。花がひとつ枯れただけで地元の人たちは大きな

喪失感を抱くのを見てきたので、みんなが見ている楽しい番組でだれかが亡くなる、

いなくなるということはとても描けないだろうと思っていたが、全員が無事だった

という描かれ方で本当によかった。脚本の宮藤官九郎さんが考えたのか、ＮＨＫの

スタッフで議論してそうなったのかはわからないが、あの描き方は評価できる。一

部の視聴者は何だと思われたかもしれないが、とてもよかったと思う。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は、終わってしまうのが残念なぐらい家族みんな

で楽しく見ている。主演の能年玲奈さんのキャラクターの良さはもちろんだが、脇

を固める配役陣がとてもすばらしかったと思う。ドラマが進む中で東日本大震災の

場面が必ず出てくると心配していたが、被害の様子をジオラマで表現した手法は、

制作者側のやさしさを感じた。連続テレビ小説ならではの、元気でがんばろうとい

うイメージを壊さなかったところはすばらしい演出だった。ことばを知らない若者

をドラマの中でたしなめているところにも好感が持てた。 

 

○  ７月１３日(土)から４回シリーズの土曜ドラマ「七つの会議」は、原作は読んで

いないが、伏線がいろいろ引かれていておもしろいドラマだった。印象に残ったの

は社長が製品クレームの事実を知って隠ぺいを指示した場面だ。社長としてそうし

たことはあり得ないと思ったが、子会社の初めてのプロパーの社長だったとか、以

前に親会社が主導したクレーム隠しに関与したことがあったなどの事実が明らか

になって、あらためて納得するようなうまい作りだった。題名もそうだが、脚本も

もう少し工夫してもらえればよかったと思う。「七つの会議」という題名が、４回

シリーズの中でどのような関連にあったのか、最後までピンと来なかった。事件が

終わった後に、弁護士が当事者に事情聴取する回想シーンが混ざっていて、ドラマ
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の構成がわかりづらかった。もう少し時系列に沿ってわかりやすく見せてもらえた

らよかったと思う。 

 

○  ドラマ１０「ガラスの家」は、大石静さんによる意地悪く陰湿なストーリーの脚

本と、都倉俊一さんの何となく気が重くなるようなメロディーがマッチしている。

禁断の愛というテーマでの井川遥さんの役柄と、菊池桃子さんの意地の悪い役柄は、

これまでのイメージと結びつかなかったが、このような役もこなせる女優にほれぼ

れとした。 

 

○  「アニメ 団地ともお」は、「サザエさん」の団地版のような懐かしい感じのす

る番組で、見終わった後にとてもさわやかな気持ちになれる。若いお母さんたちや

多くの方々に見てほしい番組だ。 

 

○  ７月２５日(木)に「Ｅテレ２３５５」という５分間の番組を初めて見た。５分間

ではあるが、しっとりした、とても不思議な時間が流れていた。現実に追われてい

た一日を忘れほっとすることができた。テレビからはいろいろな情報が次々に流れ

て来るが、この番組は情報を一気に与えるのではなく、日常から少し離れ、温かな

時間を作ってくれる番組だと思った。 

 

○  「クイズ面白ゼミナール Ｒ（リターンズ）」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 7 月 20 日(土),8 月

17 日(土) 後 8:00～8:59)は、鈴木健二さんが再登場し、よい番組で楽しめた。 

 

○  ７月２３日(火)の「にっぽん縦断 こころ旅」は、長野県から山梨県へ入るとこ

ろで、自転車から見る風景はとても新鮮でよかった。甲斐駒ヶ岳の風景が気に入っ

て東京から住み着いた方の手紙が紹介されていたが、地元の人間にとっては何の変

哲もない風景でも、見る人によって心象風景はこんなにも違うのかと、あらためて

思い知らされた。地元に住んでいると自然の魅力を忘れてしまいがちだが、外から

地元の魅力を教えてもらった気がした。自転車で走る火野正平さんの少年のような

キャラクターがとてもよい味付けになっていると思う。甲府市に入って山道を登る

シーンでは、すごく急な上り坂で見ていて自分も疲れてしまった。テレビの近くで

番組を見たからか、車酔いのようになってしまったので、番組の冒頭で、近くで見

ないほうがよいといった注意喚起をしたほうがよいかもしれない。 

 

○  ８月２２日(木)の「ザ・テレビっ子 ＴＶ６０年“懐かし番組”大集合！」(Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～11:00)は、おもしろい番組だった。連続テレビ小説「おはなはん」

に始まり、「澪つくし」「傷だらけの天使」など、懐かしく見た。「８時だョ！全員
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集合」「コント５５号の世界は笑う」など、民放で大ヒットした番組がある中、あ

えて「男たちの旅路」という硬派ドラマ番組で立ち向かい、挑戦したＮＨＫの姿勢

がすばらしいと思った。懐かしい番組を見ていると、タレントの人となりが作られ

たキャラクターでなく自然に出ていて、視聴者も知らず知らずにその番組に参加し、

家族みんなで一緒に見て話し合えるきっかけづくりになっていたのではと思う。こ

れからもこうした番組を作ってほしいと強く感じた。 

 

○  ８月２９日(木)の「ニッポンの里山 もうひとつの世界遺産を行く」(ＢＳﾌﾟﾚﾐ

ｱﾑ 後 8:00～8:59)は、静かな画面づくり、アナウンサーのゆったりした語り口、

植物や生き物の映像がすごく丁寧に撮られていて、ＮＨＫらしい番組だった。震災

や自然災害で目の前にある風景が一瞬にして消えてしまったり、都市化で急速に変

わってしまったりする中で、里山の風景をもうひとつの世界遺産として取り上げた

のはすばらしく、癒やされる番組だった。 

 

○  「グランド・グルメ ヨーロッパ食材紀行」は現地の食材や現地での食し方をク

ローズアップしている番組で、「白トリュフは神秘の香り～イタリア・ピエモンテ

～」は、イタリアの白トリュフの採り方から食べ方まで紹介しており、そこに地域

の文化をからめ、とてもためになる番組だった。今の時期は、マツタケや天然キノ

コなどよい食材が山にたくさん自生しているが、どこに生えていて、どういうキノ

コが食べられるかという知識を持っている人が減ってきている。海外では、自分の

ために山に入ってキノコを採るという趣味のようなレベルではなく、個人で採った

天然のキノコでも売買市場が成り立っており、１つの文化になっている。日本も見

習うところがあると思った。 

 

○  ９月１１日(水)は、東日本大震災から２年半という日であった。2020(平成３２)

年のオリンピックが東京で開催されることが決まった直後でもあり、その日にどの

ような放送をするかと注目していたが、「ＮＨＫニュース おはよう日本」では、

キャスターが福島に行ってトルコキキョウを栽培している方に現在の様子を聞い

ていた。「まだいろいろと苦労がある。オリンピック開催はうれしいが福島が取り

残されるような気がする」という福島の方の話を紹介し、「震災から２年半経ても

こうした現実があることを忘れてはいけない」とコメントしていた。オリンピック

の開催地決定は、それが希望にもなるが、被災地にはまだ苦労されている方がいる

という視点で伝えていたのはよいことだと思った。ＮＨＫは長いスパンで取材でき

るところに特長があると思うので、オリンピック開催までの７年の間に人々の生活

がどう変わるか、何が問題なのかという陰になる部分も含めて継続して伝えてもら

いたい。Ｅテレで「７年ごとの記録」という７歳から７年ごとに記録する長期ドキュ
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メンタリーを放送している。日本のほかに、イギリス、旧ソ連のものもあり、１人

を追いながらも社会を映し出している番組だ。オリンピック、震災の問題など、い

ろいろなことがあるが、長期取材を綿密に行うのは有意義なことだと思う 

 

○  ９月１６日(月)の台風１８号関連のニュースでは、１日中ＮＨＫだけを見ていた

が、長い間同じ映像、同じインタビューが使われていた。各地の状況は、時間ごと

に変わっているので、ニュースの中の映像はもう少し変えた方がよいと思う。また、

成田空港にルフトハンザの航空機が強風のため着陸できなかったことを伝えてい

たが、大事故になっていないことはわかるものの、コメントが「着陸できず再び離

陸しました」で終わっており、その後航空機がどうなったのかということを、一言

つけ加えてもらえればと思った。 

 

○  台風１８号関連のニュースでは、各地の様子を刻々と伝えてはいたが、台風の位

置情報がなかなか伝えられていなかった。画面右下にレーダー情報や雲の状況が出

ていたが、なかなか更新されず意味があるのかとも感じた。レーダー情報だけでな

く、台風の位置情報についても、５分おきにでも交互に出せば見ている人はわかり

やすいのではないかと思った。また、京都嵐山付近のヘリコプターからのリポート

では、「南側から」「北側から」という表現を使っていたが、見ている者はどちらが

南か北かはわからないので、「画面右側」「上」「下」という表現にしてもらいたい。

途中でそういう表現になったが、気をつけてもらうと視聴者にわかりやすいのでな

いかと思う。ヘリコプターのリポートが終わった後に、スタジオのアナウンサーが

解説していたが、人のひざのあたりまで水が来ているとか、車のドアの真ん中あた

りまで水で埋まっているという表現で説明しており、わかりやすかった。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２５年７月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１９日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、首都圏スペシャル「“卵子老化”の衝撃 社会は変わるのか」につ

いて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

          坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

       

 

 

（主な発言） 

 

＜首都圏スペシャル「“卵子老化”の衝撃 社会は変わるのか」 

（総合 ６月２８日(金)放送）について＞ 

 

○  この番組によって卵子の老化による不妊、またそのことに悩む女性、夫婦がこれ

ほど多くいるという現状を初めて知った。卵子の老化については、目安となる３５

歳の段階ではなく、もっと早い時点で教育の場などで学ばせることが必要だと感じ

た。不妊治療に 1,000 万円以上かかるということであれば、こういうところに手を

差し伸べて健康保険を適用できるようにすることも必要だろうし、学校教育の場で

教えるとなると、それなりの資料も必要となる。この問題は社会全体で考えていか

ないと解決しないと思った。 

  首都圏スペシャルは社会に問題提起する内容が多く、世の中にあまり知られてい

ないと思われる事象について知る機会を与えてくれる番組だと思う。全国放送でも

ぜひ取り上げて、多くの人に知ってもらいたい。 
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○  今回こういう状況があること、悩んでいる方がいることを初めて知った。学校の

保健体育の授業でも不妊に関しては学んでおらず、特に男性側の理解もこれからは

必要だと思った。番組を自分の子どもと見て子どもにも話をした。学校で教わるか

どうかは別として、親が子どもに教える義務があると感じた。学童期の教育におい

て、卵子老化や不妊治療については、妊娠や避妊のことと一緒に教える必要がある

と思った。 

  フランスの状況が紹介されていたが、フランスでは不妊治療をするには男女２人

で病院に行く必要があるなど、国としての対策がしっかりとしている。少子化が問

題になっている中、日本が国としてどこまで支援できるのか期待したい。 

 

○  地方によっては泌尿器科で不妊治療をしている病院が少ないため、精子を産婦人

科に持っていくことがある。以前は前日に試験管をもらって持っていく方法があっ

たが、現在はその場でしか採取しないのか。不妊の検査をし、女性に問題がなけれ

ば精子に問題があるということになる。泌尿器科で不妊治療する病院がない場合、

女性だけが行く産婦人科では、男性には抵抗があるのだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地方によって治療するのが産婦人科なのか泌尿器科なのか

は、ばらつきがある。紹介した事例は、精巣を切開し中から

精子を探すというもので高度な医療を必要とするものだ。ま

た、紹介したフランスの例のように、男女そろって受診する

ことで保険適用となることや、専門医もいるなど、不妊治療

に対する制度が整っている国もある。日本はそこまではいっ

ていないというのが現状だ。 

 

○  このような番組があることによって、日本の不妊治療も進んでいくかもしれない

と心強く思った。 

 

○  不妊の問題が医学的、社会的にいろいろな観点から取り扱われていることをあら

ためて知った。以前から取り上げられているテーマということだが、こういう問題

は継続して知らせないとなかなか広がらないと思う。同じことを再放送で繰り返し

放送しても関心は持続しないが、新しい情報を付け加えることで社会への問いかけ

が継続的にできていく。治療というだけでなく、社会の中で子どもをどう育ててい

くかなど、社会の問題として位置づけると、テーマとしてより大きくなると思う。

自分に不妊は関係ないと思っている人でも、社会として、また日本の国として大切

な問題だと感じることで、違った関心を生むのではないか。 
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  番組では双方向の仕組みを使っていた。視聴者の参加意識を生み出すために使っ

ていたと思うが、まだ試行錯誤の段階なのかという印象を受けた。正答率の高い単

純なクイズを出題するのではなく、視聴者に議論に参加してもらうような形で双方

向の仕組みを使ったほうが、視聴者参加という意味ではよかったのではないか。保

険適用の是非、年齢制限の問題など、意見は分かれると思われるが、双方向の仕組

みを使うことでいろいろな議論につながり、番組としての深みが出ると思う。 

 

○  不妊の問題は少子高齢化、それに伴う年金の破たんなど多くの社会問題につな

がっていて、間口が広い問題だと感じた。出演者はバランスの取れた人選で、２人

のキャスターもわかりやすい語り口で番組をうまく進行しており好感が持てたが、

“ぶっちゃけ”という言葉を使っていたことが気になった。 

  不妊治療の制度について大企業の例が出ていたが、日本の企業のほとんどが中小

零細であり、それをそのまま当てはめると難しい問題がある。中小企業の経営者か

らすると、不妊治療をだれでも受けられるようにしたいと思うだろうが、今の制度

ではとても難しい。フランスと同様に国の保障があれば、会社の中で制度を作り、

不妊治療のために男女一緒に休むことなども可能になると思う。 

  子どもを持つかどうかは個人の考えや意志によるが、子どもを持たないといけな

いと視聴者が感じてしまうのは問題だと思う。フランスに勝るとも劣らない制度が

できるように、今後も番組で取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  “ぶっちゃけ”という言葉については、使ってはいけない

ということではないが、今回の番組では好ましい言い回しで

はなかったと思う。一方で、若い年代に向けた番組などの中

で、いろいろな話を引き出したい場合、親しみを持ってこの

ような言葉が使われることもある。放送では、視聴者がその

言葉を聞いた時に、どう受け取るかを常に意識しており、今

後も強く意識していく必要があると考えている。 

 

  番組では、子どもを持つ必要があるという主張では全くな

い。もし誤解される方がいられるとすれば、もう少し丁寧な

表現が必要だったかもしれない。伝えたかったことは、生み

たいが生めないという状況で、自分自身が不妊に関する教育

を受けていなかったために、子どもを持てないつらさを防ぎ

たいというのが真意だった。 

  教育の指摘をたくさんいただいた。高校の教科書では避妊
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のほうに焦点が当てられて、命をどうするかといった問題に

敷延した話になっていないことも今回伝えたかったことだ。 

 

○  昔なら知識も技術も医療もない状態であきらめていたことでも、今は自分たちの

目指すものを勝ち得るために行動する時代になったのだと思う。女性の社会進出と

相まってこのような問題が増加しているのだと感じた。 

  子どもに恵まれない状況の人が、多くの情報を得て早期の治療を受けることで、

状況が改善されるのであれば、より多くの人がそういう情報に触れ、当たり前のよ

うに治療ができるようになればよいと思う。多くの情報を世の中に伝えるという点

で、この番組はとてもよかったと思う。現代の添加物の多い食事、容器から出る環

境ホルモンなど、食が人間の生活そのものを変えていると思われ、不妊治療、働き

方といった社会問題と合わせて、人間の食にまでつなげた番組ができたらよいと思

う。 

 

○  同じテーマをさらに深めていく継続取材はＮＨＫならではのことだと思う。また、

双方向の番組スタイルを取ることで、視聴者の“個”としての生の意見が紹介され、

興味深く思った。不妊は夫婦間の最もプライベートな問題であると同時に、社会、

国家の問題でもあり扱いが難しいと思う。番組ではさまざまな立場の意見をバラン

スよく取り入れ、浮き彫りになる多くの課題とともに多角的に構成されており考え

させられた。番組での問題提起を契機に、卵子老化、不妊の問題が次第に周知され、

少しずつでも社会の変化の兆しが見えてきたのはよかった。まさに公共放送らしい

番組だった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月３０日(日)のＮＨＫスペシャル「世界遺産 富士山～水めぐる神秘～」は、

忍野八海の湧池の水中洞窟の映像を映していた。技術的なことも含めてＮＨＫなら

ではの番組構成で非常によかった。富士山の世界文化遺産登録がゴールではなく、

これからも長い視点で富士山の取材を続けてほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「世界遺産 富士山」は、厳冬の富士山の自然や普段見ること

のできない頂上付近のさまざまな現象などを、高画質の映像で紹介していた。富士

山を流れる水を追い、本栖湖や駿河湾に湧水が出ている事をわかりやすく説明して

おり、非常によかったと思う。 
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○  ７月６日(土)のＮＨＫスペシャル「足元の小宇宙～生命を見つめる植物写真家

～」(総合 後 9:00～ 9:49)は、４月２９日に放送された番組に新しい映像を追加

し放送したものであったが、埴沙萠さんの性格、仕事ぶりを細やかな視点でよく捉

えており、田舎のどこにでもある世界で生きていく埴沙萌という人間がうまく表現

されたすばらしい番組だった。子どもに見せても夢のある映像で、ためになると思

う。 

 

○  ６月９日(日)の「ご結婚２０年 皇太子さま 雅子さま」(総合 前 7:45～8:25)

は、制作者の真摯な思いがよく伝わる番組だった。皇室や雅子さまのこれまでを振

り返ることで親近感が醸成され、皇室と国民との距離を縮める番組だったと思う。 

 

○  ６月２４日(月)のクローズアップ現代「世界遺産 富士山は守れるか」は、世界

遺産に登録されることで、単純に観光客が増えてよいと思っていたが、番組を見て、

登録されなかったほうがよいのかという気持ちにもなった。地域の暮らしと文化遺

産の保護という観点で、中国やドイツの事例を取り上げており考えさせられる番組

だった。世界遺産ではないが、軽井沢も 1998 年の冬季長野オリンピックを前に新

幹線が開通し急激に俗化したことで、昔ながらのよき軽井沢がなくなったと感じて

いる。地域観光のあり方など、いろいろな事を考えさせられた番組だった。 

 

○  クローズアップ現代「世界遺産 富士山は守れるか」は、イコモスの勧告にもあ

るように観光地としての課題を紹介していた。世界文化遺産として保護していく必

要もあり、どのようにバランスを取っていくかを指摘した番組だった。 

 

○  ７月２日(火)のゆうどきネットワークのコーナー、明日からデキる！生活向上委

員会「夏バテ予防に！スイカの底力」は、スイカを皮まで食べる料理の紹介と、旬

である夏にスイカを欲する理由がよくわかる内容だった。 

 

○  ７月１１日(木)のクローズアップ現代「激増する野生動物～福島の生態系に何が

～」は、福島の人が住めなくなった区域に野生動物が増えていることを紹介してい

た。福島だけでなく、北関東から東北全体で野生動物は増えており、今後、農村被

害、山林被害の問題に直面することになると思われる。番組では環境をどう管理し

ていくかという話で終わっていたが、早期の解決が必要であり、この問題をどのよ

うに解決していくか、今後も問題提起をしていく必要があると思う。 

 

○  ７月１３日(土)の週刊ニュース深読み「まもなく夏休み！子どもを犯罪からどう

守る？」は、時宜にかなったとてもよい企画だった。６月２８日に東京都練馬区で
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小学生３人が男に襲われ負傷する事件が発生したこともあり、地域のつきあいが希

薄になる中で、子どもをどうやって犯罪から守ればよいのかを問いかける番組と

なっていた。今回は大人の視点で語られていた印象を受けたが、具体的な対策も大

切である一方で、犯人の精神はどうだったのか、犯人がどういう気持ちで子どもに

犯罪を起こしたのかという部分にも触れていれば、このような犯罪を防ぐために親

だけでなく子どもにとっても意味のある番組となったのではないかと思う。 

 

○  ７月１５日(月)のにっぽん紀行「行商すーちゃんの１５キロ～香川・観音寺～」

(総合 後 7:30～7:55)は、訪問販売するおばあさんを取り上げた番組で、客のこと

を考え、客の立場になって商売をするのは基本だと再認識させられたとともに、年

配の方の話を聞くことの大切さをあらためて感じた番組だった。 

 

○  今回の参議院選挙からネット選挙が解禁となったが、わかりづらいところがある。

ネット選挙がどのようなものであるのかを取り上げてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ネット選挙については、「ＮＨＫニュース おはよう日本」

の企画で３回ほど取り上げた。７月２１日(日)の投票後に、

７月２３日(火)の「クローズアップ現代」で時間を拡大し、

ネット選挙の実態がどうだったかを放送する予定だ。選挙後

でないと検証ができない部分があり、取材は継続して行って

いる。ネット選挙については、今のところ多くの問題が顕在

化しているわけではないが、ネットによる選挙運動自体が視

聴者に伝わっているかどうかは別の問題なので、さまざまな

形で放送したいと考えている。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は、脚本、出演者ともすばらしく、見ていて気持

ちがいい番組だ。これから東日本大震災のシーンが出てくると思うが、アキを含め

た北三陸の人たちがどのように立ち向かうか関心をもっている。 

 

○  ６月２２日(土)のＥＴＶ特集「沖縄“所有者不明土地”が語る戦後」は、市街地

のすぐそばにも所有者不明の土地が再開発もできずに残っていること、土地の管理

のために税金が億単位で毎年投入されていることなどを紹介していた。県の職員が

所有者を必死に探している一方で、実際に所有者が出てくると裁判をしないと所有

権を確定できないと突き放しているような印象を受けた。対応としてはちぐはぐな

印象が残ったので、どのような問題があるのかをさらに解説してもらえれば、より
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理解が深まったと思う。 

 

○  ７月５日(金)のバリバラ～障害者情報バラエティー～「障害と笑い どこまでＯ

Ｋ？」は、障害者をスタジオに呼び、障害を扱った笑いが認められるかどうか、健

常者と障害者に聞くという構成の番組だった。テーマも考え方によっては重いと感

じていたが、自分の障害を笑いの“ネタ”にされることについて、「むしろ言って

もらった方が壁が無くてうれしい」という会場の視覚障害者の発言を聞き、目から

うろこが落ちる思いだった。意見が分かれる部分もあるかもしれないが、このよう

な番組を放送していくことで、障害者と健常者の壁をうまく取り払うことになるの

ではないかと思う。 

 

○  ７月６日(土)の戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 第

１回「沖縄～“焦土の島”から“基地の島”へ～」(Ｅﾃﾚ 後 11:00～7 日(日)前 0:30)

は、タイトルのとおりいろいろな方にインタビューをしていた。生々しい証言を精

力的に集めていたが、インタビューされた相手はほとんど８０代前後の方ばかりな

ので、この機会にしっかりやってほしい。 

 

○  ７月１３日(土)の第２回「水俣～戦後復興から公害へ～」は、チッソ株式会社の

水俣での位置づけや、どのような発展を遂げてきたのかをひも解き、水俣病の経緯

を紹介した番組だった。証言のインタビューが誘導尋問的で、想定していた答えを

引き出しているような印象を受けた。このような証言を集めるには、いかに自然に

話を引き出すかが重要であり、生の声を集められるよう工夫してほしい。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２５年６月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２１日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、大河ドラマ「八重の桜」について説明があり、関連番組を視聴した

あと、収録スタジオの見学を行い、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   委 員      新井 幸人（写真家） 

      伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野代表専務理事） 

      山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

       

 

 

（主な発言） 

 

＜大河ドラマ「八重の桜」について＞ 

 

○  ＣＧを使った合成映像は、セットが何もないスタジオで撮影していることを知っ

たが、完成した映像を見ると、さまざまな背景が見事におさまっていることに驚い

た。経費について考えながらＣＧを使うなど、いろいろ研究をしているとのことで

感心した。 

 

○  ＣＧを使うシーンを撮影する際には、俳優はセットが何もないスタジオで演じな

ければならず、俳優とは大変な仕事だと思った。 

  経費節減ということだが、大河ドラマや時代劇を制作する際には、ＣＧだけでな

く、経費がかかったとしても実物のセットを使った撮影もしてほしい。今後の「八

重の桜」も楽しみにしている。 
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○  ＣＧを使うシーンの撮影で、セットが何もないところで迫力ある演技をする俳優

たちの演技力に驚いた。それだけの雰囲気を出すことができるのは熟練された技術

であり、これが芸に長けている姿なのかと思った。 

 

○  ＣＧ合成の実際の映像を見るとその技術力の高さにただただ感心した。 

  経費との関係でＣＧを使用しているということだが、ＣＧを制作することによる

人件費もかかっているのではないかと思った。セットを作る技術はこれからも必要

な技術なので、継承されていくようにバランスを取って制作してほしい。 

 

○  大河ドラマ「八重の桜」に関連して制作された「桜咲く～大河ドラマ『八重の桜』

の思い～」は、短い時間尺だが、趣旨がよく伝わり、心に響く内容だった。このよ

うな番組によって、大河ドラマという１つの番組だけではなく、現代とその時代、

日常とドラマがつながるのですばらしいと思った。 

  小道具を製作している人の中には、３０年にもわたって、さまざまな時代考証に

沿って“かつら”を製作している人もいるそうだが、そういった技術は実際に作り

続けることによって技術が継承されていくのだと思う。大河ドラマや時代劇の制作

を続けているＮＨＫの底力や重要性の一端が感じられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  決してＣＧだけで番組を制作しているわけではなく、実際

にセットも建てて撮影を行っており、今後もバランスを取っ

て、無駄がないようにしていく。 

  大河ドラマ「八重の桜」については、「桜咲く～大河ドラマ

『八重の桜』の思い～」を見ていただいたとおり、なぜこの

番組を制作するのか、ＮＨＫが制作するという意味は何か、

を考えて制作に当たっている。東北からも喜んでいただいて

いる声を聞くと、よかったと思う。これからも頑張って制作

していきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月３１日（金）のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「“応援職員”被

災地を走る～岩手県大槌町～」では、大槌町役場の３分の１ちかくの職員が津波の

犠牲となり、深刻な職員不足のため、全国の自治体から８０人を超える職員が派遣

されてきたことが伝えられていた。私の地元の川越市役所からも職員が応援に行っ
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ており、派遣された職員は自ら志願して大槌町にやってきて、川越のまちづくりに

携わっていた専門知識を生かして、被災した中心市街地の再建をリーダーの一人と

して任されていた。しかし、新しいまちづくりのための区画整理の地元住民への説

明会では、家を流され、生活がままならない住民たちからの厳しい意見があり、理

解を得るために職員たちが苦労している姿があった。国民に刺激を与えるという意

味でも、さらに取材を継続してほしい。 

 

○  ６月９日（日）のＮＨＫスペシャル 未解決事件Ｆｉｌｅ．０３「尼崎殺人死体

遺棄事件」は、この事件が報道されたときから「なぜ家族が１人の女性に立ち向か

えないのか。」「どうしてこんなことになってしまったのか。」と不思議に感じてい

たので興味深く見た。ナビゲート役の作家・高村薫さんが言っていた「今の社会は

虐待とか暴力事件と聞いても日常茶飯事的な感覚になっていて、それが殺人にまで

つながるという想像力を持っていない。」という指摘が恐ろしく聞こえた。無関心

や、自分は巻き込まれたくないという、私たちの心の中の問題をこの番組は問いか

けているとも思った。警察は事件にならなければ捜査しないし、免許センターも事

件との関連性を結び付けられなくて容疑者たちに連絡してしまったことなど、ため

息の出るような展開だった。事件の起きたマンションの容疑者宅の部屋の外側の囲

いは異様だが、実際の映像なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  マンションの部屋の外側は実際の映像である。 

 

○  あの光景は異常であり、なぜ１５年間も見過ごされてきたのかと思う。管理組合

はなかったのか、造ってよいものなのか、疑問は尽きない。家族同士であっても、

近隣の人であっても、知らぬ間にささいなことから犯罪に巻き込まれるという恐ろ

しさをつくづく感じた。こういった悪質な事件をＮＨＫが報道することによって、

私たちの意識改革になるし、警察は何をしているのかという声が多く上がることで、

警察や関係者の意識も変わるのではないかと思う。 

 

○  ５月１６日（木）のクローズアップ現代「揺らぐ警察～不祥事多発の深層～」は、

若手警察官の不祥事が急増していることを背景に、警察官に倫理観や自覚を持って

もらうためにどういう取り組みをしているかを取り上げていた。新人警察官に寮で

の集団生活や武道などを通して、厳しい規律が必要であることを自覚させていく中

で、警察学校に入校してから１か月で１割が辞めていることは衝撃的だったが、そ

れほどまでに新人警察官に使命感を植え付けることに苦労していることがわかっ

た。警察官が飲酒をするときに書類の提出や上司の決裁が必要になるなど、管理業
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務が増えることで現場の士気が下がっているということは、あきれると同時に消化

不良に感じた。しかし、コンプライアンス経営で管理がいろいろと厳しくなってい

る今の世の中で、警察だけでなく一般企業でも当てはまるのではないかという思い

に至り、そういった広い視野で問題を捉えてほしいと思った。ゲストの大学教授の

コメントは、番組の内容を追いかけるだけの表面的なものが多く、もっと切り込ん

だコメントをしてほしかった。人事のコンサルティングのような専門家ならば、さ

らに取材内容を深掘りしたコメントができ、番組に厚みが出たのではないかと思っ

た。ゲストの人選は工夫が必要だと感じた。 

 

○  ５月２４日（金）のドキュメント７２時間「京都 縁切り神社」は、碑（いし）

の穴をくぐり抜けると悪縁が切れるという神社の７２時間を見つめることで、今の

世の中を切り取っていた。この番組が興味深いのは、さまざまな人たちの“今”を

切り取っているところである。古い時代からある神社が現代の心にもつながってい

るように感じられた。 

 

○  ５月３１日（金）のドキュメント７２時間「夜間救急 果てなき戦い」は、週末

や夜間専門の救急クリニックの５月の大型連休の７２時間を撮影していた。大型連

休などには医療機関が休んでしまうため、救急車が患者を搬送できないことがあり、

患者が死亡してしまうケースもあった。この番組では有志の医師や看護師で始めた

クリニックが取り上げられており、ほかの医療施設で受け入れを断られた救急患者

が次々に搬送されていた。撮影時期が５月の大型連休だったため、受診できる医療

機関が限られていることや、スタッフが交代で休憩を取りながら忙しい現場で頑

張っている様子が紹介されていた。日常の生活の中で、いざというときにどうすれ

ばよいのかを非常に明確に捉えており、すばらしい内容だった。ほかの切り口から

も救急医療について取り上げてほしい。７２時間の撮影の様子を２５分間に編集し

てまとめるのは短すぎるのではないかとも思った。 

 

○  「ドキュメント７２時間」は、“ファミレス”や“東京駅の高速バスターミナル”

をはじめ、どの回も私たちの生活そのものが凝縮されている。７２時間にわたって

取材するのは大変だと思うが、非常によい番組であり、今後も続けてほしい。 

 

○  ５月３１日（金）の首都圏スペシャル「逆境を生き抜け～急増“チャイルド・プ

ア” 闘う現場～」（総合 後 8:00～8:43）は、銭湯の店主が東京都北区立の中学

校で不登校の生徒が通える特別な教室の運営を任されていることを紹介していた。

中学生の不登校や引きこもりが増加している原因が家庭内虐待にあり、その深いと

ころは経済的な問題から発生しているということに焦点を当てていた。銭湯店主が、
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経済的に苦しい子どもたちを自分が経営する銭湯でアルバイトさせて、進学を支援し

ている姿に大変感動した。実際にこれだけのことはなかなかできないと率直に感じ

た。自分の仕事を顧みずに地道に取り組んでいる姿が放送されることによって、支

援の輪が広がっていってほしい。また、貧困が発生する原因が経済格差の広がりに

あり、母子家庭などへの支援の整備が十分になされていないと感じた。今後も踏み

込んだ報道を続けてほしい。 

 

○  首都圏スペシャル「逆境を生き抜け～急増“チャイルド・プア” 闘う現場～」

は、東京都北区立の中学校で、不登校の生徒が通う特別な教室の運営をすべて任さ

れている銭湯店主にスポットを当てていた。子どもは６人に１人が貧困層であると

いうことだけでなく、そういう子どもたちを救おうとして一庶民が立ち上がってい

る姿に感動した。 

 

○  ６月１日（土）のタイムスクープハンター「誕生！水茶屋アイドル」は、当時の

名もなき人々の中で、江戸の水茶屋の看板娘を取り上げていた。地毛で結っている

髪や着物の汚れ具合などの細かい演出から、庶民の生活のリアルさが伝わってくる。

過去の人たちと今がつながっているということに思いを至らせる意味でも、非常に

おもしろい仕掛けをもっていると思う。 

 

○  ６月４日（火）のクローズアップ現代「あなたの家が生まれ変わる～住宅リノベー

ション最前線～」は、中古の住宅が大変身する“リノベーション”という住宅の改

修方法が取り入れられるようになっており、日本の住宅は古くなるとすべて解体し

て建て直しているが、新しい考え方が定着しつつあるということを紹介していた。

さまざまな工夫や軽量化によって資源の無駄がなくなり、耐震技術が上がるといっ

た発想が日本でも定着するのではないか。スペインの古都トレドは１６世紀から街

並みが変わらず、数百年たった今でも昔のままの姿だが、家の中は現代風に使いや

すく改装して生活が続けられており、そういう流れが日本にも少しずつきているよ

うに思う。古い建物をリノベーションすることによって、若者たちが積極的に入居

することに明るさを感じた。 

 

○  「クローズアップ現代」は、午後７：３０からの本放送はなかなか見ることがで

きないので、深夜に再放送があるのはよい。 

 

○  山梨県域では、「まるごと山梨」で“富嶽三十六景”をすべて紹介したり、６月

７日（金）の金とく×ヤマナシＱＵＥＳＴ「世界遺産直前！ぐるっと富士山 プレ

ゼン対決 ～静岡ｖｓ山梨～」（総合 後 8:00～8:43）で静岡と富士山についての
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対決を行うなど、富士山が世界文化遺産に登録されるのにあたって、さまざまな番

組で富士山を取り上げている。 

 

○  朝の６、７時台の慌ただしい時間帯は、「ＮＨＫニュース おはよう日本」はじっ

くり見ることはできないが、貴重な情報源となっている。 

  「クローズアップ現代」は、さまざまなテーマについて、さまざまな切り口で取

り上げており、コンパクトに事象を把握できるので好きな番組のひとつである。テ

レビを見ることができるのは夜遅くなってからのため、深夜に再放送するように

なったことで、番組を見ることができるようになり、たいへんありがたい。 

 

○  大河ドラマ「八重の桜」の関連番組を多く制作し、さまざまな角度から当時の時

代背景や周辺の人々を取り上げている。６月１９日（水）の歴史秘話ヒストリア「妻

たちの会津戦争～反骨の家老 西郷頼母と家族の悲劇～」は、頼母の一族の女性２

１人が自決することや、明治時代まで生きた頼母自身のその後をドキュメントとし

て伝えており、ある見識を持って自死を選んだ人たちと残された人たちの生き方や

強さ、痛みが感じられた。大河ドラマ「八重の桜」の時代の史実を扱っていたが、

事実はドラマよりも強いという気がして胸を打たれた。 

 

○  最近は、大河ドラマ「八重の桜」の関連番組が多くあるように感じるが、どれも

嫌みがなく、受け入れやすいように制作されている。その時代の知識の肉づけがで

きるので、大河ドラマへの興味を抱かせるとともに、よりいっそう深く味わえる。 

 

○  ドラマ１０「第二楽章」は、どのような結末になるのか、大変興味を持って最終

回まで見た。ドラマが始まったときから、イメージとして映画「愛と喝采の日々」

をほうふつとさせる感じがあった。脚本家の金子ありささんはどのように脚色する

のか、もともとある作品をオマージュして、違った味を出すような手法でやろうと

いう感じが伝わってきたが、話の終わり方には少し物足りなさを感じた。「愛と喝

采の日々」とは違った演出をしたようには思うが、終わり方がいまひとつ物足りな

く残念だった。そう感じた中ではあったが、羽田美智子さんの演技力は大変すばら

しかった。羽田さん演じる茉莉と板谷由夏さん演じる奈津美の２人が再会し、ふれ

あってきたことが“第二楽章”なのかと感じたが、最終回のタイトルが「誕生～カン

タービレ（歌うように）」だったので、茉莉の子どもによる次の時代を“第二楽章”

と暗示しているようにも感じられた。「第二楽章」という番組名の意味をいろいろ

考えさせられた。 

 

○  ドラマ１０「第二楽章」の番組名のように、いろいろな意味で視聴者に想像させ
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ることも１つの手法だと思う。 

 

○  「スペシャル時代劇 大岡越前」は、主題歌も含めてかつての民放の放送のまま

にリメークされており、これはＮＨＫの番組かと驚いた。時代劇は歌舞伎などと同

様に伝統芸能の域に達しており、保存していかなければいけないと思う。劇だけで

なく、衣装や道具、殺陣、髪型などの技術も含めて、１つの文化を形成している。

これらをきちんとした形で継承いくためにも時代劇という枠の重要性を感じてい

る。また懐かしさを感じている人たちに「大岡越前」を提供するという意味でも、

この企画はすばらしい。 

 

○  土曜ドラマ「島の先生」は、不登校やいじめなどのさまざまな問題を抱えている

子どもたちが島に留学し、いろいろなことを学び成長するストーリーで、１回ごと

に感動できる演出になっており、最後にはホッとして、涙が出てくるような番組で

ある。石坂浩二さんが演じる里親は、大きな愛や包容力があって非常によい演技で

ある。エンドロールで、子どもたちが島の中を駆けめぐり、学校へ走っていく場面

は、島の子どもたちみんなが一体になっている印象を受けた。自分が子どものとき

と重なる。島では皆が支え合って生きていかなければならないので、その一体感が

あの場面に象徴されているように感じられた。 

 

○  ６月８日（土）のＥＴＶ特集「富士山と日本人～中沢新一が探る１万年の精神史

～」は、以前は世界自然遺産での登録を目指した富士山について、日本人の精神の

中で大きな存在であり、太古の昔からあがめられ、時の権力者もその霊力にあやか

ろうとしたり、“富士講”という信仰登山のブームがあったことなど、なぜ文化遺

産として登録される見通しとなったのかがよく理解できる番組だった。 

 

○  ６月１５日（土）のＥＴＶ特集「スーパー能～６５０年目の革新」は、ワイヤー

を使って歌舞伎役者が宙を舞うという荒唐無稽な印象の“スーパー歌舞伎”を書き

下ろした哲学者の梅原猛さんが、“スーパー能”の原作も書き下ろしたということ

で、どのような内容になっているのかとドキドキしながら番組を見た。梅原さんが

口述筆記で原作を執筆する様子に密着して取材していた。能の伝統的な形から逸脱

した全編現代語の原作に地謡を増やし、ことばを半分以上削るなど、演出を担当し

た能楽師の梅若玄祥さんがうまく昇華させて、すばらしい作品に仕上げていた。梅

若さんたちのインタビューも交えることで、その熱意や苦悩が伝わってきて、梅原

さんに焦点が当たりがちなところを能の演じ手にも注目が集まるように制作され

ていた。１年半近く取材していたということだが、長期間の取材の成果をうまくま

とめた番組だった。この“スーパー能”がもっといろいろな機会に取り上げられて
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もよいのではないかと感じた。 

 

○  「おとなの基礎英語」は、１つのフレーズを取り上げて１０分間でコンパクトに

まとめている。大人が使える英語の基本表現を時間がない人でも学ぶことができ、

リフレッシュにもなると思う。 

 

○  ６月１８日（火）の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず） 天下無敵の交渉術「負

けて“勝”（前編）～勝海舟 逆転の交渉術～」では、和平交渉の専門家とされる

ゲストがアフガニスタンで交渉したときの話をしていたが、幕末の勝海舟による交

渉術と現代の和平交渉は異なるのではないかと思い、違和感があった。 

 

○  ６月８日（土）のドキュメンタリーＷＡＶＥ「アメリカとベトナムのはざまで～

躍進する越僑ビジネス～」は、ベトナム戦争で南ベトナム側についたことによって

ボートピープルとして祖国を追われ、世界各地にちりぢりになっていたベトナム人

が、努力をして稼いだ金を国のために利用することで、戦争終結から３８年たった

今では国家収入の３本柱の１つにまでなっているということに感動した。 

 

○  ＢＳ１の「実践！にっぽん百名山」は、ＢＳプレミアムの「にっぽん百名山」と

関連があるのかと思いながら番組を見た。スタジオには「山と渓谷」元編集長の萩

原浩司さんと釈由美子さんが出演していた。萩原さんは学生時代から山が好きな方

であり、コメントがよかった。ガイドはその土地の山に精通しており、山の登り方

や植物の紹介などをわかりやすく適切に話してくれるので、親しみやすい番組だと

感じた。 

 

○  ６月１３日（木）の「燧ヶ岳（ひうちがたけ）」では、群馬県の鳩待峠から入り、

尾瀬ヶ原を横断して、途中の山小屋に泊まり、翌日燧ヶ岳に登るというコースを紹

介していた。１つの山にはいくつかの登山コースがあるので、この番組を見てから

登ろうとしている人の参考になるように、コースを示す際には番組で取り上げる

コースだけでなく、いくつかの主要なコースを紹介してほしい。「実践！にっぽん

百名山」では、下山ルートについても、長英新道を下り、尾瀬沼山峠を抜けてバス

で帰るというルートをスタジオで紹介していたが、「にっぽん百名山」でも下山

ルートを紹介してほしい。プロのガイドが山のテクニックを伝授する「教えて山テ

ク」のコーナーでは“道迷いを疑似体験”していた。わざと道を間違えるというこ

とを体験しており、沢に出てきたときにはこのまま下りていったら下山できるので

はないかと思いがちだが、“沢は絶対に下りない。迷ったら必ず引き返す”という

道迷いを防ぐ大原則を紹介していた。さらに、スタジオでの萩原さんによる「ヤマ
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塾」でも、登山地図やコンパスを持っていくことや使い方を説明してくれており、

登山に慣れている人には当たり前のことかもしれないが、このような基本的なこと

から説明してくれていたのがよかった。山を楽しむだけでなく、心構えや山に行っ

たときに困らないテクニックなども紹介しており、さらに自己責任についても触れ

ていてよかったと思う。 

 

○  下山ルートの案内は必要だと思う。また、登山ルートをいくつか紹介する際には、

初心者用、中級者用、上級者用といった紹介のしかたもあると思う。 

 

○  ５月のＢＳプレミアムでは、“にっぽん再発見 ムサシの国の物語”と題して多

くの番組を放送していたが、私の地元の埼玉県川越市も、５月１５日（水）の写真

でめぐる埼玉の今昔「都をのぞむ故郷（ふるさと）で」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～

10:59）や５月２４日（金）の新日本風土記「川越」などで取り上げられていた。

３月に川越と横浜が電車で乗り換えなしで行けるようになったことで、川越は大型

連休だけでなく、平日もにぎわっているが、番組で取り上げられたことも一因であ

り、地元としては非常にありがたい。新日本風土記「川越」のポスターは川越にも

貼られていたが、放送日の文字が小さいように感じられた。デザイン的な問題もあ

ると思うが、もっと大きく書いてあると地元の人々はもちろん、観光客にも放送日

をＰＲできたのではないか。 

 

○  ＮＨＫは震災からの復興に力を入れており、さまざまな歌手が福島など、東北へ

行って元気づけている姿がたびたび放送されている。もう１つの復興支援として、

「ＢＳ日本のうた」などの公開番組が被災地の市民会館に行くことも復興につなが

ると思うので検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 「ＢＳ日本のうた」だけでなく、スタジオ以外でも収録で

きる番組は被災地へ行って収録している。これからも折を見

て、そういう試みを行っていきたいと思う。５月には岩手県

大船渡市で、さまざまな番組の収録を集中的に行った。秋に

も福島県いわき市でいろいろな番組の収録を行いたいと考え

ている。 

  大船渡では、６月１日（土）の「きょうの料理スペシャル

ｉｎ大船渡」（Ｅﾃﾚ 後 3:00～3:59）、６月１６日（日）の「さ

ださん、あのね」（総合 後 3:05～3:59）、５月２６日（日）

のＮＨＫアーカイブス「大船渡 懐かしい故郷の風景を伝え

たい」（総合 後 1:50～2:55）、６月３日（月）の「ラジオ深
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夜便」のコーナー「ラジオ深夜便のつどい ＩＮ 大船渡」

などを収録した。 

  ６月１６日（日）の明日へ－支えあおう－ 復興サポート

「子どもの声を みんなで聞こう～岩手・大船渡市赤崎町～」

では、大船渡の小中高校生が、復興イベントで自ら提案した

祭りを開催するという取り組みを紹介した。 

 

○  夏休みが近くなってきた。ラジオ第１の「夏休み子ども科学電話相談」を今年も

楽しみにしている。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２５年５月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１７日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度関東甲信越地方放送番組の種別ごとの放送時間」に

ついて報告があった。 

続いて、ヤマナシＱＵＥＳＴ「甲州弁」について説明があり、放送番組一般も含めて

活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

    吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ヤマナシＱＵＥＳＴ「甲州弁」（総合 ４月５日(金)放送）について＞ 

 

○  聞き慣れないことばと早口のことばを聞き取るだけで精いっぱいだった。番組を

繰り返し見て、ようやくおもしろいと思えた。画面に“いいじゃんメーター”とい

う数字が出ていて、番組を見て良いと思ったら、テレビのリモコンの黄色いボタン

を押してもらう視聴者参加型番組だったが、ふだんからなじみがないと、リモコン

を探したりしているうちに参加できなくなってしまうような気がした。また、私た

ちが当たり前のように何気なく使っている「じゃん」ということばが甲州弁だとは

知らなかった。「ももっちい」ということばを聞いたことがあり、かわいいことば

だと感じていたが、こうしたことばに、歴史的な語源があることを知るのは、甲州
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弁を使っている方たちにとって、とてもよいことだと思う。 

また、「明日から使える甲州弁ミニ講座」も勉強になった。 

 

○  群馬や茨城、栃木など、どこの地域でも多少のなまりはある。そういうことばは

とても好きで、大切にしなければならないと思う。山梨県の人は、古くから地域に

伝わっていることばを再認識したのではないか。また、番組の中で紹介されていた

奈良田地区のことばは、イントネーションが都に近いなど、そのルーツをはじめ、

いろいろなことを知るよい機会になったのではないか。 

  青森の民放ラジオ局で、津軽弁で話している放送を何回か聞いたことがある。甲

府局は甲州弁、前橋局は上州弁というように、県域放送の枠の中で、特集などで取

り上げるのもよいと思う。ＮＨＫだけでなく民放もそうだが、東京から共通語ばか

りを発信していると、土地に長くなじんできたことばが消えてしまう心配もある。

継承について、地元の放送局でも考えてほしい。 

 

○  若者を対象にしていたこともあり、全体の構成もテンポがよく、テーマをうまく

切り替えていて飽きさせない流れになっていた。オープニングの映像もおしゃれな

感じがして、たいへんおもしろく見た。今回は方言を取り上げていたが、地域のア

イデンティティーは方言にあると思う。特にことばは生き物であり、こういう機会

にしっかり取り上げないと地域の方にも伝わらないと思うので、第１回のテーマと

して取り上げたことはよかったと思う。番組の中で奈良田地区の話や、武田信玄と

の関連性についても取り上げられていたが、山梨の方も興味深く、新しい知見を得

られたのではないか。 

  一方で、地域の人向けに作るとなると、知っていることをあらためて紹介される

ことがどうしても多くなるが、その中でどうやって興味を持ってもらうか、制作側

も苦労すると思う。ＮＨＫは全国に放送局があって、地域の情報をたくさん持って

いるので、地域の取り組みがうまく全体に波及し、全国をうまく扱うような種類の

番組があると、見ている人はさらに郷土愛を持つのではないか。自分の県に対する

誇りを持つ意味でも、全国にどんどん発信する取り組みをしてほしい。 

 

○  県域放送としてはオープニングも洗練された印象を持った。方言として「ブサイ

ク」といったマイナスイメージが県民の中にもあったという甲州弁に誇りを持って

もらうということが番組のテーマだが、その観点では過度に堅苦しくもなく、ルー

ツを探るというアカデミックな部分もあって、よい番組だと思った。しかし、甲州

弁のルーツを探る場面で、孝謙天皇が療養され、天皇の周りでことばが根づいて

いったのではないかという分析がされていたが、行き来が少ない土地である奈良田

地区から他の地域にどうやって伝播したのか。また、山梨県も広いので今も甲州弁
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が使われている地区と使われていない地区で差があると思う。せっかく掘り下げる

のであればそのへんに触れるとよかったという気がした。 

  また、「じゃん」が横浜と甲州のどちらからかということを分析していたが、用

法は甲州のほうが多岐にわたっていることや、記録上古いという客観的な解説、分

析があり、そのとおりなのだろうと思った。しかし、「文化の高いところからこと

ばは伝わるもの」との説明のしかたは多少引っかかった。今は方言ブームと言われ

ているが、耳に残るおもしろい響きがあるとほかの地域の人が使うこともある。文

化が高いか低いかにかかわらずおもしろい音だけをまねるとか、そういった例は実

際にあると思う。連続テレビ小説「あまちゃん」でブームになっている「じぇじぇ」

も同じだ。 

  ことばについての解説はテンポがよく、おもしろく聞くことができた。しかし、

内容的にこだわって聞くとストンと得心のいかない牽強附会（けんきょうふかい）

なところがあったように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 「じゃん」のように全国区になっていることについて、山梨

の人も喜んでいると聞いている。「文化の高いところから低

いところに流れる」というのは過度な表現だったかもしれな

い。 

 

○  歌舞伎の市川團十郎さんの“市川”は山梨県の市川から来ており、歌舞伎公演も

あって、そこが発祥というような話や、奈良田地区には同じ早川町に古い温泉旅館

があって、奈良時代から続くという話もある。小江戸と呼ばれるところは全国にあ

るように、文化が高い低いではなく、山梨にもそういった文化があったということ

だと思う。 

 

○  娯楽番組として楽しく見た。特に話の導入部分が、民放の番組でブサイク方言

ワーストワンとなったというところから入ったので、ＮＨＫもずいぶん変わったと

いう印象を受け、おもしろく見た。言語のガラパゴスと言われている甲州弁、特に

奈良田地区のことを掘り下げていて、切り口が多彩であったところが評価できる。

伝統的に価値のある古語が使われているところも、きちんと検証されていて、わか

りやすかった。横浜が発祥だと思われていた「じゃん」は山梨、甲府が発祥であり、

記録的にも用法的にも理解できる解説だった。 

  娯楽番組なのでやむをえないのかもしれないが、気になったのは奈良田地区を取

材していた際の、縁側で２人の女性が会話をしているシーンだ。取材として入ると

ふだんの声や会話が聞き取れないというコメントで、遠回しに撮影していたが不自
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然に感じた。その後、２人の会話にアナウンサーが自然に入ってきて、何の驚きも

なく会話が成立していたので、演出の意図がかなり感じられた。「明日から使える

甲州弁ミニ講座」は作りがコミカルで、甲府局の番組づくりの力を強く感じた。番

組のためにあのコーナーが作られたのであれば、練りに練られていると思った。第

１回ということもあって力が入っていたのかもしれないが、演出も、構成もよく、

おもしろく作られていて、編集力、構成力がすごいと感心した。出演していた五緒

川津平太（ごっちょがわつっぺえた）先生は、解説のシーンで背後に著書が並べて

あったが、宣伝のように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  五緒川さんの事務所でインタビューをさせてもらった。五

緒川さんが登場したときに、「いったいだれなのだろう」と視

聴者が思わないよう、甲州弁の専門家であることを示すため

に著書を並べた。 

 

○  「ごっちょでごいす」という甲州弁から五緒川さんという名前もきていると思う。 

 

○  純粋におもしろく見た。民放の教養要素のあるバラエティー番組と比較して、こ

れはＮＨＫであるという位置づけがやや難しい内容だったと感じた。私は山梨県外

に住んでいる立場なのでおもしろいと思って見たが、県内の人がどれぐらいおもし

ろく感じるかは難しいと思った。横浜や関西のイントネーションの話が出ていたが、

文化の高いところからという話については、ライバル的な見方をしているからあの

ような表現になったと思う。むしろ、つながりがこんなに深かったという、連携と

いった形で表現していれば横浜の人たちも甲州の人をもっと身近に感じ、関西の人

も、意外なところに関西とつながりのある場所があったのかと感じられたのではな

いか。 

  奈良田地区の２人のおばあちゃんの演出については、あのような演出をしなくて

も、普通におばあちゃんたちが話している中に入っていき、一緒にお茶を飲むと

いった方法でよかったのではないか。また、字幕もあったものの、ことばだけでは

とてもわかりづらかったので、奈良田地区の郷土料理や、おばあちゃんたちがふ

だん食べているようなおやつとともに会話をするなど生活とつながるシーンにす

れば、見る人もわかりやすいし、余計な演出をしなくてよかったのではないか。奈

良田については甲州弁だけでなく、ライフスタイル、文化、食べ物も独自の文化を

持っているのではないかと興味をかきたてられたので、そういうものも交えていれ

ば、もっと広がりがあったと思う。 

  五緒川津平太さんの甲州弁の解説は秀逸だった。何でもないような方言を豊かに
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伝えることができる方だと思った。表現が上手すぎて、五緒川さんの解説があれば、

どんな方言であっても豊かに聞こえるのではないかと思うほどだった。「明日から

使える甲州弁ミニ講座」は、ことばとシーンがバラバラだったので理解するのがと

ても難しかった。「こぴっと」ということばは違うシーンで使っていれば、もう少

しついていけたように思う。全体的に手作り感にあふれる温かい番組だったが、も

うひと工夫で、さらによくなる部分がたくさんあったと思う。 

 

○  孝謙天皇というよりも、平家の落人の集落だと認識していたので意外だった。

“国中”と“郡内”では、ことばもまったく異なる。第２弾、第３弾として、こと

ばの違いや、ほかの県と使い方が似ているというような取り上げ方をするとおもし

ろいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  甲州弁については、“国中”のことばもあれば、“郡内”の

ことばもあり、また“国中”でもいろいろことばが違うといっ

たことがあることは認識している。地域の人に密着した番組

を作りたいという思いを持って、今後も試行錯誤を続けてい

く。視聴者の方のリポートの中では「おもしろかった」、「納

得がいった」という意見が届いている。山梨の人の心に届く

ような番組が多少なりともできたのではないかという自負は

ある。今後も、山梨の人の心にどうすれば届くかを愚直に取

材し、番組を作っていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月２１日（日）のＮＨＫスペシャル「家で親を看取（みと）る その時あなた

は」を見た。私の周囲でも話題にしている人が多かったので、社会的に注目されて

いることだと思う。取り上げていたのは、両親がともに介護が必要な人の話で、お

父さんは自宅で介護、お母さんは入院している状態で会話がなかなか通じない中、

お父さんが何とか必死に生きながら亡くなっていくストーリーになっていて、まさ

に家で親を看取ることが象徴的に示されているケースだった。病院にいるとコミュ

ニケーションがとても難しく、亡くなるプロセスが家族と共有できない部分がある。

苦しみも含め、お父さんが家で亡くなるプロセスを家族が直に受け取ることで、お

父さんも生き切った感じがあったのではないかと思う。 後に「ありがとう」と言っ

て子どもや孫に見送られることが、自然な死なのではないかと感じた。また別の
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ケースとして、胃ろうのお母さんをどうするのか、このまま生きていることに何の

意味があるのかという話も取り上げていたが、難しい問題だ。胃ろうをするかとい

う選択を迫られている方は社会にたくさんいると思う。胃ろうをしてしまってから

だと、次の段階ではその措置を止めることが死につながってしまうので、胃ろうを

する段階で判断する材料になったのではないかと思う。 

 

○  ５月５日（日）のＮＨＫスペシャル「新生 歌舞伎座 檜（ひのき）舞台にかけ

る男たち」を見た。新しくなった歌舞伎座は、全国の職人たちの技術、英知が集まっ

て作られていることが紹介されていた。ふだん、なかなか見られない舞台に出る前

の歌舞伎役者の様子もとらえていて、たいへん興味深かった。もっと大道具担当者

のインタビューや、職人たちの新生歌舞伎座にかける思いなども聞きたかった。昔

の歌舞伎座と比べた新しい歌舞伎座の特徴について、建築の裏方の人の声とともに

紹介していたら、さらに興味を持てたと思う。 

 

○  この番組を見た後に、歌舞伎座に足を踏み入れたが、ひとつひとつの職人技のい

われがよくわかり、とてもよい番組だった。上村淳之さん作の新しい緞帳（どんちょ

う）「水辺の四季」がとてもすばらしかった。１日に１０センチしか織れないもの

であることを番組で初めて知り、長い年月をかけた歌舞伎座の重みがよく伝わった。 

 

○  ５月１１日（土）、１２日（日）のＮＨＫスペシャル「メイド・イン・ジャパン 

逆襲のシナリオⅡ」は、たいへん見応えのある番組だった。生産管理の担当者が開

発に口を出せない話や、営業マンは顧客と接することがあっても、商品企画部門や

技術部門には顧客の生の声が届きにくいため、届いたときにはスピードで負けてい

るという分析は、私自身の経験からも実感できた。アメーバ経営など、いろいろな

手法で顧客の生の声を拾えるようにするなど、さまざまな工夫で危機を脱し、再生

を考えている企業の様子がよく伝わってきた。ＮＨＫで取り上げられる場合は、某

自動車メーカーとか、某食品メーカーというように、企業名が隠されることが多い

が、今回は企業名が出ていた。会社の製品のロゴが映っていても隠そうとするので

はなく、自然な感じで紹介されていたので、視聴者としても説得力のある内容とし

て見ることができた。公共放送でも実証的なケーススタディみたいなものは固有名

詞を出し、きちんと紹介することはよいことだと思う。また、技術力を持っている

が、それが製品開発に結びつかないということや、ＪＩＳ（日本工業規格）の規格

がないことから介護用ロボットが世に出ないなど、法整備ができていないといった

行政側の遅れを指摘していた。さらに、開発したものについて中小企業は、単に下

請けで終わらず、高くても売れるブランドとして、きちんと値付けをすることが大

事だという示唆もあった。どこの企業の人たちが見ても、説得力に富む示唆がたく
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さんあると思った。特定の分野に力を入れ、国もそこに補助金を出すといった、い

ろいろな応援をしていく施策が紹介されていた。この特定の分野、企業だけが利す

ることに対し、どう説明責任を果たすのかについて、裁量行政にならないようにと

いうコメントひと言の指摘だけで終わっていた。国ごとで応援していく施策も必要

だが、国をあげてやれること、やるべきことと、民間が必要になる部分をどこでど

う切り分けるかが明確でなかった。さらに解決案を提示するなど指摘を深めたほう

がよかったと思う。第２回は、経済外交力というキーワードで取り上げていたが、

日本の制度的な遅れ、経済外交力で日米半導体協定などによって縛られているうち

に、韓国、台湾にどんどん抜かれていく姿が、まざまざと映し出され説得力を持っ

てそのことを理解することができ、たいへんよい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  基本的にＮＨＫは広告することが禁じられている。一方で、

番組によっては「某メーカー」とすると、かえって取材の中

身を正確に伝えられない恐れがある。こういう場合は、どこ

の会社が、どういうことを考えてきたかをきちんと伝えるべ

きだと判断をすることがある。番組として正確で公平、公正

な内容を伝えることが重要だと考えている。 

 

○  ４月１７日（水）のためしてガッテン「特売の牛肉が！まさか高級和牛の味にな

る！？」をとても興味を持って見た。牛肉に細かい筋を入れて柔らかくするとか、

牛乳につけ込んで牛乳の脂肪分を安い赤身肉のところに加え、脂っぽさを出し、高

級肉の食感にしており、 後には、和牛の脂を安価な肉に細かく突き刺し、人工霜

降りにすればよいということが紹介されていた。フランス料理でもこの技法は昔か

らあり、硬い肉に脂身をしっかりさし、脂分を補充しながら加熱すると、ぱさつき

やすい赤身肉、安価な肉がおいしくなる。こんなところまでこの番組は掘り下げて

研究しているのかと思った。一方で、こんな細かいことは家庭ではできないという

印象も持った。 

 

○  ４月２８日（日）のダーウィンが来た！ 生きもの新伝説「イタリアの大空へ 渡

り鳥復活大作戦！」は長期間の取材によるすばらしい映像で、たいへん感動した。 

 

○  ５月３日（金）の「笑顔満開！東北の春 駅弁が食べた～いスペシャル」（総合 

後 8:00～8:43）を見た。テレビを見ているだけでおいしさが伝わってきた。地元

で採れた三陸のウニの弁当はまさに手作りで、地域のおいしさを届ける駅弁に見え

た。地域の食材を並べるだけではなく、地域色が出ているおいしいものを発信する
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ことが、地域の食の魅力を伝えることだと感じた。 

 

○  ５月６日（日）のプロフェッショナル 仕事の流儀「桜よ、永遠に美しく咲け 樹

木医・小林勝」を見た。「一生懸命手入れをしているのは日本一じゃないか。これ

はもう絶対に負けない」と言っていた。桜を咲かせる前の段階のところを一生懸命

にやっていて、一生懸命にやることが大切で、これがプロとして当たり前だという

ことだった。結果として桜が見事な花を咲かせる、それまでのところで手を抜いて

はいけないということが伝わってきた。プロとして仕事をすることは、いろいろな

部分で 終的な結果の前の部分をしっかり磨かなければいけないとつくづく感じ、

ためになった。 

 

○  ５月１３日（月）のプロフェッショナル 仕事の流儀「希望のリハビリ、ともに

闘い抜く リハビリ医・酒向正春」を見た。もともと脳神経外科だったが、リハビ

リの専門医に転身し、積極的な攻めのリハビリに取り組んでいるという内容だった。

いちばんびっくりしたのは、リハビリスタッフの献身的な姿で、私にこれができる

のかと思った。見ず知らずの患者さんにぴったり体をくっつけ、立ったり座ったり

するのを介護し、献身的にリハビリを支援する姿に心を打たれた。 

 

○  ５月９日付の新聞に「復興予算基金化し流用、計１．２兆円被災地以外に」とい

う記事があった。ＮＨＫはこの復興予算を基金に流用していることをニュースとし

て報道しているか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  基金を通じ、被災地以外の事業にも使われていることにつ

いて、５月９日（木）午前中の官房長官の会見でその問題が

触れられており、午後３時台の「ニュース」で官房長官が「調

査の結果、適切でないものがあれば執行を停止することも検

討する」という考えを示したことを伝えた。 

また、５月１１日（土）の「ＮＨＫニュース７」では被災

地の復興の予算について岩手、宮城、福島の３県と市町村で

昨年度合わせて１兆 2,600 億円の復興予算が使われることな

く、今年度に繰り越されたことがＮＨＫの取材でわかったこ

とを伝えた。工事を請け負う業者、行政機関の人手不足が大

きな原因となって予算が執行されることなく、繰り越されて

いることについて伝えている。 
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○  官房長官の談話についてのコメントを午後３時台の「ニュース」で伝えたという

ことだけだとあっさりしているという印象だ。 

 

（ＮＨＫ側） 事実関係について取材で確かめたうえで、これからも伝え

ていく。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」はテンポのよいオープニングソングで、朝として

はすごくよいリズムで、大好きだ。宮藤官九郎さんはすばらしい脚本家だと思う。

岩手県は風景がきれいで、人が温かく、行ってみたいと思わせるドラマだ。小泉今

日子さんのはすっぱな目つきの演技がよい。私が高校生時代にアイドルだった人た

ちが出演していて、とても懐かしく感じる。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」に出てくる「じぇじぇ」という方言がとてもはやっ

ている。連続テレビ小説ならではの現象だと思う。 

 

○  プレミアムドラマ「真夜中のパン屋さん」を見た。滝沢秀明さんのやわらかさが

はまり役になっていて、心温まる物語だった。これからも楽しみにしている。 

 

○  ４月の新番組の子ども向け、ファミリー向けの番組の中で、子どもにいちばん反

応がよかったのは４月８日（月）に始まった「さんすう刑事ゼロ」だった。ドラマ

仕立てで、事件を解決するときに算数の知識が使えるという構成で、ドラマもかな

りしっかり作ってあり、大人っぽいことば使いをしていて、あまり子ども子どもし

ていない番組であることが、子どもにとっては大人の番組を見ているような感覚に

なり、関心を持てたのではないか。番組の構成も、途中で先生が出てきてホワイト

ボードなどで解説をすると興ざめをしてしまうが、あくまでもシリアスなドラマ仕

立てでまとめてあり、好感を持った。一方、子ども向けなのでしかたがないが、毎

回、設定が盗難事件や窃盗事件になっている。凶悪犯罪は扱いづらいだろうが、番

組の構成とストーリー仕立てが単調になりがちなので、うまく工夫をしてほしい。

また、この番組のホームページを見た。学校の先生向けの教材、授業の計画書のひ

な形がしっかり揃っていて、番組も見ることができ、感心した。実際に授業でも使

えるのではないかと思った。小学校の先生に「Ｅテレの番組を授業でどうですか」

と聞いてみたが、その先生は、「内容はすばらしい。昔は教室に地図を広げるとか、

テレビを持ってきてビデオを見せたが、理科、社会などは教材としてＥテレの番組

はよくできている」と評価をしていた。一方でなかなか活用が進んでいないという

実態があり、「授業の計画が忙しすぎてひとつひとつの番組を精査し、自分の授業

で使えるかどうかの評価する手間をかけられない」とのことだった。評価されてい
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る一方で、使われないのはもったいないと思う。特にＥテレの教育番組は、学校の

教育現場で使うことを当然考えて作られていると思うので、ほかの番組に比べ、

ユーザーがはっきりしていると思う。先生方の声もうまく反映して、宝の持ち腐れ

になってしまわないようになればよいと思った。 

 

○  ５月１７日（金）ＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ アフガニスタン 紛

争の果て「塀の中の“自由”～アフガニスタンの女性刑務所～」（ＢＳ１ 前 0:00

～0:49）は、女性として衝撃を受ける内容で、少しでも多くの人がこういう問題を

知るべきだと感じた。自由とは何か、宗教とは何か、愛とは何かを深く考えさせら

れた。縁もゆかりもない遠い日本の一市民が、アフガニスタンの女性が置かれてい

る厳しい状況を知ることができた。こういう番組を作った監督にも感謝しなければ

ならないと思った。ぜひ地上波でも放送してほしい。 

 

○  「島耕作のアジア立志伝」は、ドキュメンタリーとアニメのコラボとして初めて

の取り組みだと思うが、事実に基づいて取材をしたものを弘兼憲史さんがアニメに

して、こういう会話、こういうものがなされたのであろうということが表現されて

おり、わかりやすく、楽しく見た。 

 

○  都会の近くにある自然ということでは、４月１３日（土）の「にっぽん百名山」

で丹沢を取り上げていた。丹沢は若いときに一度だけ登った経験があり、何十年も

行っていないが、かすかな記憶をひもとくような感じで見た。ブナがずいぶん枯れ

ている、シロヤシオも少なくなったように感じたが、都会に近いエリアの中ではま

だ何とか保たれていた。こういったものを壊さずに長く伝えてほしい。 

 

○  ４月２９日（月）の「ケンボー先生と山田先生～辞書に人生を捧げた二人の男～」

（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 11:15～0:14）を見た。ドラマ仕立てで内容がとても濃く、２人を

対じさせる画面づくりをしていた。辞書に対しての考え方も変わった。執念みたい

なものもよく伝わってきた。 

 

○  ５月１２日(日)の「アリスのおいしい革命」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 11:20～11:49）のア

リス・ウォータースさんは、アメリカの食生活を変えたとも言える、スローフード、

オーガニックフードの世界では有名な方で、番組で取り上げたことは画期的だと

思った。アリスさんの哲学を身近に知ることができた。ファーマーズマーケットと

いう、農家が直接消費者へ野菜を販売することを広げたアリスさんは、「フルーツ

や野菜などのおいしい食べ物と恋に落ちればよい。そしておいしい食卓とは地元の

旬の食材を家族や友達と楽しむことである」という意味のこと言っていて、とても
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感銘を受けた。 

 

○  ５月１４日（火）のイッピン「本物そっくり おいしさのカタチ～岐阜県郡上 食

品サンプル～」を見た。食品サンプルが大好きでよく見るが、以前、小さな半割に

したキャベツの食品サンプルが、想像以上の値段だったので驚いたことがあった。

しかし、シリコンで型を作って、細かいひとつひとつの手仕事によって本物そっく

りになるとわかり、価格の妥当性と職人技術のすごさがよくわかった。 

 

○  ５月１５日（水）の「ニッポンの里山 ふるさとの絶景に出会う旅」は「カブト

ムシを育む雑木林 埼玉県三芳町」だった。雑木林は武蔵野の面影を残しているが

少なくなってきている。その中で雑木林をしっかり守り、落ち葉を利用して堆肥を

作り、堆肥の中でカブトムシの幼虫が育ち、堆肥を畑に肥料として入れる、そうい

う昔からの農業、循環型社会、変わらぬ人と小さな生き物との姿をうまく表現して

いた。カブトムシは子どもに人気があるが、堆肥の中にカブトムシの幼虫がいるこ

とを今の子どもたちは知らないかもしれない。カブトムシが堆肥の中で幼虫として

育ち、カブトムシの糞もよい堆肥を作ることなどを細かく取材して取り上げていた。

首都圏近郊の優れた自然を伝えており、繰り返しこういう番組を放送してほしい。 

 

○  「七人のコント侍」を見た。芸人が、番組で本来のお笑い芸であるコントをする

ことが少なくなっているが、相方ではない別の相手と組んでさまざまなコントを行

い、現代を風刺していて、楽しく見た。また、芸人ではないＳＨＥＬＬＹさんも、

よい味を出していた。 

 

○  ４月３０日（火）の「みうらじゅんのサントラくん」を聴いた。単なる映画のサン

トラ音楽を流すだけでなく、音楽は有名だが映画自体はあまりヒットしなかったも

のなど、変わり種の音楽を取り上げたりしていて、おもしろかった。みうらじゅん

さんの進行も個性的なところがうまく生かされていた。一方で、ゲストのリリー・

フランキーさんとみうらじゅんさんとの掛け合いが少ない感じがして、ゲストの必

要性が伝わってこなかった。もっと掛け合いがあったほうが番組は盛り上がるので

はないかと思った。 

この番組を聴くために、ＮＨＫネットラジオ「らじる★らじる」のスマートフォン

のアプリを活用した。昔は持ち歩きながら聞けるものはラジオぐらいしかなかった

が、あらためてスマートフォンのアプリ「らじる★らじる」でラジオを聴くことが

できることは画期的だという印象を持った。今はワンセグでテレビも見られる時代

なので、ラジオとテレビの融合や、これからすみ分けをどうするのかということに

も関心がある。また、アプリ自体は使いやすかったが、番組の録音ができない。昔、
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ラジオは“エアチェック”と称して、音楽やトークショーも録音をして通勤のとき

に聴いていた。権利関係の事情などがあることは想像できるが、アプリで番組表が

見られるなど、便利にできているので、これで録音ができるようになると、使い勝

手はさらによくなると思う。デジタル化されると録音は１回きりになるなど規制が

かかって、かえって楽しめる場面が減っているような気もする。せっかく新しい方

法を使うのであれば、以前あったサービスとその可能性をなくしてしまわないよう

にしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「みうらじゅんのサントラくん」のゲストとのトークは、

番組を作るディレクターの考えや、みうらじゅんさんのリク

エストなど、さまざまなケースがある。みうらじゅんさんは

たいへん個性豊かな方で、雑学の部分でも知識の深い方なの

で、選曲、それにまつわる話も併せて、今後展開していきた

いと考えている。 

  ＮＨＫネットラジオ「らじる★らじる」のサービスを開始

して１年半以上になる。この４月で累計 210 万のスマート

フォンにアプリケーションがダウンロードされ浸透してきて

いる。特にスマートフォンは若い人、パソコンでは高齢者の

方にも聴いていただいている。 

 

○  ５月５日（日）の「ラジオ深夜便」で元・八王子森林パトロール隊長の高野仁一

郎さんが出演していた。長年にわたって子どもたちと高尾山の保全に活動された話

で、静かな話し方から、人柄が伝わってきた。その日の朝８時からは「小さな旅」

を放送していて、高尾山がテーマだった。山小屋の親子の活動などが、いろいろな

形で紹介されていた。足元に都会のネオンがきらめく夜景が広がっていて、首都圏

のコンクリートのビルの近くに、こんなすばらしい自然があるのかとあらためて感

じた。また「小さな旅」の前には「さわやか自然百景」で埼玉県の狭山丘陵を取り

上げていた。「さわやか自然百景」は大きな自然を取り上げることが多いが、この

日は狭山丘陵という狭いエリアの中での里山の生態を、派手さはないが、かつて

あった当たり前の生活や、生き物の食物連鎖、生態系の形を丁寧に取り上げていて

よい番組だと思った。 

 

○  「ストップ風疹プロジェクト」では、風疹のワクチン接種状況について年代や性

別などで分けた表を載せてある。こういうキャンペーンにＮＨＫが取り組んでいる

ことに驚き、またありがたいと思った。ほかにも国として大事な問題でキャン
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ペーンを行ったことはあるか。 

  少し気になったのは、予防接種を受けたくても接種料金が高いとか、申込者が殺

到するとか、そのあたりのフォローが若干弱い感じがした。受けていないことに対

する呼びかけはよくわかったが、その後どうすればよいか、金銭的な補助制度など

も詳しく知りたかった。このキャンペーンのおかげで、私も自分自身のこととして、

自分が妊娠していなくても、周りの方に迷惑をかける可能性があるということがよ

くわかるキャンペーンだ。今後もこうした取り組みを続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  公共放送の役割として大きな関心、社会に影響を与えた出

来事についてはこういったキャンペーンを行うことがある。

近では警察と連携して「振り込め詐欺防止キャンペーン」

を行った。萩本欽一さん、あき竹城さんによる寸劇での短い

スポットを制作し、防止を呼びかけた。今回の風疹に対する

キャンペーンも、子どもの健康、赤ちゃんの健康に影響が大

きいので、社会的意義があるということから取り組んでいる。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２５年４月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１９日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、ＮＨＫ前橋放送局開局８０周年記念「ぐんまの絆 上毛かるた」に

ついて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告について、視聴者意向について、５月の番組編成につ

いてそれぞれ説明があり、会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      清水 淳子（割烹「みな金」女将） 

   副委員長  敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   委 員      秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

      新井 幸人（写真家） 

      国府田厚志（いちご農家・ＪＡはが野理事） 

      坂本 敬子（（株）月の井酒造店代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

    山崎 嘉正（（株）亀屋代表取締役社長） 

      吉川知惠子（弁護士） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫ前橋放送局開局８０周年記念「ぐんまの絆 上毛かるた」 

（総合 ４月５日(金)放送）について＞ 

 

○  私は小学生のときから上毛かるたを知っている。２０代半ばの頃には、郡や県の

大会にも仕事の一環として出たことがあり、いろいろなことを思い出しながら番組

を見た。群馬にはいろいろな財産、宝物があるが、上毛かるたは他の県にはないも

ので、県民が世代を超えて親しんでおり、体に染みついている。板倉町のように伝

統があり、熱心な指導者がいると地域は盛り上がる。かるたというより、スポーツ

や格闘技のような激しい戦いがあり、その中で地域が一体になって、勝利に向かっ

て気持ちをひとつにしていると思った。上毛かるただけでなく、スポーツや他のこ

ともそうだが、子どもが一生懸命に取り組むためには、地域や家族、指導者などの
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存在が大事だと思う。そういうものが希薄になりつつある世の中で、よく伝わった

という印象を持った。 

  上毛かるたが生まれた背景として、戦後、県民に故郷の誇りを持ってもらいたい

という思いがあって、それが今日に至っていると思う。当時は、さまざまなことに

ＧＨＱの統治の影響がかなりあったと思うが、その中で、上毛かるたができるまで

には、関係者の苦労があったと思う。競技に一生懸命に取り組んでいる子どもも大

事だが、当時苦労してかるたを作り、ここまで広めたことも取り上げてほしかった。

懐かしくもあり、心強くもあり、いろいろな思いがした。 

 

○  全体的によい番組構成だった。上毛かるたの強豪チームのドキュメンタリーが中

心ではあるが、専門家の郷土かるたの説明をはじめ、スタジオで観覧している人へ

のインタビューや、ゲストと子どものかるた選手との実践などがあり、ドキュメン

タリーだけではなかったので飽きずに見ることができた。単に、かるた技能を教え

るのではなく、子どもたちの心の成長につながっていく様子が、初めてレギュラー

の選手になった男の子の表情がみるみる変わっていくところからも自然と伝わっ

た。群馬県の地域放送として番組に取り上げたことは、すばらしいと思う。地域の

人にとってあらためて地域のアイデンティティーや、よい伝統を持っていることを

意識し、すがすがしい気持ちになったのではないか。 

  一方で、優勝した小学生チームの映像がほとんどなかった。心の動きが幼くてつ

かみにくいといった理由で、追いかけていなかったのかもしれないが、どうしてな

のかと気になった。優勝した子どもたちが、テレビを見て、優勝したのにほとんど

映っていないとしょんぼりする様子も想像した。また、監督がわが子のように愛情

を持って子どもたちと接していることはよく伝わってきたが、竹刀を手にしている

場面が映っていて、この竹刀は何のために持っているのだろうと思った。そのほか、

テーブルの下が見えるスタジオセットで、出演者の足元がとても気になった。とき

おり、アナウンサーも足をバタバタと動かしており、隠したほうがよいのではない

かと思った。また、子どもたちはゲーム機よりも、上毛かるたに一生懸命になって

いるのか、ごく一部の活性化した地域だけなのかということにも興味を持った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  小学生チームは想定外の優勝だった。チームのＴシャツを

着る場面では、男の子がか細い声で「優勝します」と言って

いたが、本当に優勝した。取材対象を絞っていたため、そこ

まで追い切れなかったが、撮影できていた部分はできるだけ

使った。竹刀については、映像を使用するか慎重に考えた。

竹刀は指し棒代わりに使われている。監督への子どもたちや
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保護者の信頼も厚く、そのことは番組全体をとおして理解を

いただけるのではないか。スタジオセットについてはご指摘

のとおりなので、今後は配慮する。こうした子どもたちが多

数かどうかは、全体の確かな数字はわからないが、「若あゆ子

ども会」に参加している中で、毎日のように練習に来ている

のは子ども会全体の半数で、時代の傾向でいうと、減少傾向

にあるようだ。 

 

○  番組を見て、初めてこういう文化があることを知った。この番組は、群馬県域の

放送だったので群馬県の視聴者の方はよく理解しているのだと思うが、私はかるた

に書いてあることが、番組を見てもわからなかった。上毛かるたについても歴史背

景の説明はあったが、初めて見た人にもわかる説明があるとよかった。 

  今はゲーム機で遊ぶ子どもが多いが、そうした現代っ子が一生懸命にチームプ

レーをし、指導する大人とも昔ながらのよい関係を築いていることにハッとさせら

れた。子どもを大人が指導し、やる気を持たせ、へこんでいる時には励ます、こう

いう循環はとてもよいと思った。 

 

○  子どもたちがとても熱心に大会に参加し、上毛かるたが普及していることにあら

ためて驚かされた。昔作られたままではなく、ときどき何枚か句を変えていて、時

代によって句が違い、しっかりと進化していると聞いて感心したことがある。番組

は、子どもたちに焦点を当てたパートに加えて、専門家による解説やゲストのコ

メントなど、見ている人を飽きさせない、よい作りになっていた。 

  郷土かるたは、全国のいろいろな地域にあるものの、作って満足してしまうため

か、あまり普及していないということを専門家の説明で知った。この大会のように、

地道に続けている方がいて、地域ぐるみで支えているところがすばらしいことだと

思った。かるた大会の主催団体や、句を定期的に変えているのはどういう方なのか

と興味を持った。町おこしや郷土教育という意味で、ほかの地域にも参考になる取

り組みだと思う。その点をより深く取り上げていたら、さらに関心が深まると思っ

た。この番組は、群馬県人にとってはあまり目新しくないのかもしれない。群馬の

人にどう映ったのか、郡部の子どもたちはなじんでいるが、都市部に行くとそれほ

どでもないというようなことも想像できる。群馬の人が見て、あらためて発見が

あった、郷土に対する思いが醸成されたというような感想が出てくるようであれば、

番組としてもよかったのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者から届いている声としては、この番組のために休止
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となった「キッチンが走る！」を見たかったという意見もあっ

た。その一方で、絶賛の声もコールセンターに寄せられてい

る。前橋放送局は、昨年４月から県域放送を始めた。これま

では、全国的に見て珍しい群馬の文化があっても、取り上げ

る機会が少なかったが、「７３分の番組として放送したこと

はすばらしい」という声も寄せられている。竹刀についての

配慮が足りなかったのではないかという声も１件あった。ま

た、子どもたちの心の成長が手に取るようにわかって感動し

たという声も寄せられている。 

 

○  全体としてよい番組だった。映像やトーク、観覧に来ている方の参加や専門家の

解説もあり、バランスがよかった。もう少し時間を短くして全国放送にすると、「こ

のようなすばらしい文化がある」と広めることができるのではないか。ほかの地域

でも、かるたを作ったがなかなか広がらないところがたくさんあると思うので、ど

うすればみんなが地域のかるたを一生懸命にするようになるのか、とても参考にな

ると思う。空手のとても上手な中学生が、「かるたは宝物だ」と言っていたことが、

いちばん印象深かった。そういうことばが子どもから出てくるのは、すばらしい文

化があるからだと思った。地域番組のゲストとして、パックンマックンのような群

馬に関係した知的な有名人がいることがうらやましいと感じた。どういう話題で話

を振っても、とてもきれいに返してくれ番組の出演者としてふさわしいと思った。 

   また、“群馬かるた”でなく、“上毛かるた”と言っているところが、人々に根

付いた理由ではないかと思った。 

  監督の持つ竹刀は私も気になった。指し棒との回答があったが、指し棒として

使っているシーンがもう少しあれば、見ている方も安心したと思う。 

  スタジオセットについて、出演者のテーブルの前後に花がたくさん飾ってあった。

花の色がばらばらで、形が大きく、せっかくゲストが話しているのにそちらに目が

行ってしまい、邪魔をしているように感じた。８０周年記念ということで華やかに

ということなのかもしれないが、もう少し控えめにしたほうがよかった。橋爪秀範

キャスターは、やわらかい雰囲気で良かった。 

 

○  以前から上毛かるたの存在は知っていたが、群馬県民にとって大きな存在である

ことがあらためてわかった。子どもたちの練習風景、県大会に出場したときの様子

などがよく描かれていた。地元の魚屋さんでもある監督は、かるただけでなく、今

後の人生にも生きるような指導をしていて、チームが１つになることの重要さ、結

果にかかわらず、やり遂げた達成感を味わうことのすばらしさを大切なことだと伝

えていると感じた。上毛かるたのように地域がひとつに結びつくものはなかなかな
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いと思う。 

  戦後のある程度安定した時期に上毛かるたが始まったということだが、群馬県に

どうやって広まったのか、どの地域から広まったのか。それをみんながどうやって

全体に広めたのか。そこまで奥行きをもたせながら、今後も取り上げてほしい。 

 

○  かるたができたのは昭和２２年とのことだが、小学生や子ども会でするように

なったのはいつぐらいからなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  県大会が６６回目なので、できた年に第１回の大会が始

まっている。当時は遊びが少なかったこともあるが、題材も

県民から観光名所や偉人の名前などを公募で集めていた。県

大会は今ほど人数が多くなかったが、回を追うごとに大きく

なって今の規模になったと聞いている。 

 

○  上毛かるたには群馬の歴史や偉人、文化などの出来事などを織り込んだと言われ

ている。そうした取り組みをした人の存在も紹介するとよかったと思う。 

 

○  上毛かるたを通し、群馬県の人が歴史的偉人や観光地を理解し、郷土愛を育むこ

とは、いわば“群馬の観光大使”を量産しているようなもので、絶大な効果がある

と思った。昔、野球やサッカーなどでスポーツ少年団の活動をしたが、それと同じ

ように、子どもの育成、親の協力体制ができあがっていけば地域の連携ができる。

これは都会では成り立たないことだ。かるたを通じ、子ども会としての組織も確立

したのだと思った。「伊香保温泉、日本の名湯」という句のように、地域の自慢を

言えるのが、ご当地かるたのよいところだと感じた。 

 

○  上毛かるたは地区大会から県大会まであって、競技としても定着しており、すば

らしいと思った。農村社会にあっても、子どもたちが集団で活動することは、いま

は少なくなっている。子どもたちが友人の家に遊びに行っても、思い思いにゲーム

をしている姿があまり珍しくない現在で、郷土文化で地域の子どもたち、監督も含

め親も一緒になって大会に向けて練習をする姿は大切で、よいことだと思った。大

会に向けて、子どもたちも塾などで忙しい中、週に４日も練習するということに、

集中できることのすばらしさを感じるとともに、競技にそれだけ興味があり、定着

しているのだと強く感じた。 

  監督がとても熱心に指導していたが、たしかに竹刀が目についた。指し棒という

ことだが、そういう場面が何度かあると違和感もなくなると思った。地域の中で、
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だれもが知っていて世代間を超えて理解できる文化があることはたいへんすばら

しい。県域放送なので群馬の人向けにルールや成り立ちは詳しく紹介してなかった

が、今後何かの機会で全国放送になる場合は、コンパクトでいいのでかるたの内容

も紹介してほしい。 

 

○  熱血監督で、すばらしい人だと思う。けがをした子どもの家を監督が訪ねてフォ

ローしていたり、一人ひとりに応援のことばを考えて腕に書いてあげていたりして

いた。子どもたちも、監督とは呼ばずにニックネームで呼んでいて、その場面がと

てもよかった。私たちが感じている以上に、子どもたちと監督の間の信頼関係は強

いものがあると思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  県民歌など、共同体を結びつけるツールがそれぞれの地域

である中でも、上毛かるたは子どもの遊びであることが特徴

だ。遊びだけに、子どもが楽しく取り組むことができ、大人

たちも参加して、ほかの地域と競い合うことで、地域がひと

つになり、大人も努力する動機になっている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２００６年３月１５日（日）のＮＨＫスペシャル「巨樹 生命の不思議～緑の魔

境・和賀山塊～」は、日本でも秘境と呼ばれる地域を取り上げており、東北の自然

を紹介していて応援にもなる。時間をかけて定点撮影を行っていると思うので、あ

らためて放送してほしい。 

 

○  ３月３１日（日）のＮＨＫスペシャル「魂の旋律～音を失った作曲家～」を見た。

佐村河内守さんは、聴力を失い、ひどい耳鳴りに悩まされながら、交響曲まで作り

上げているすごい方であることを知った。東日本大震災で母親を亡くした少女と出

会い、レクイエムとして曲作りに取り組んでいる様子に密着していたが、聴力がな

い中で、冷たい海に指をつけ、何時間もたたずみ、そこから自分の中に伝わってく

る思いを感じとって音楽にしている姿を見てとても感動した。 

 

○  ３月２６日（火）の特集ドラマ「ラジオ」（総合 後 10:00～11:13）を見た。舞

台となる宮城県女川町の復興は、まだまだ進んでいないという現状が、ドラマの風

景から自然に伝わってきた。被災地と被災地以外の人の温度差や、被災地の人たち
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が取り残された感を持っていることなど、女子高生のセリフから心情が自然に伝

わってきた。ドキュメンタリーで取り上げるのもよいが、ドラマの舞台として背景

から訴えるアピールの方法もあると思った。 

 

○  ３月２７日（水）の「ここまで来た！次世代テレビ スーパーハイビジョン」（総

合 後 10:55～11:20）を見た。以前、ＮＨＫスタジオパークで実物を見たことがあ

るが、詳しい内容について初めて知るところが多く、たいへん勉強になった。スー

パーハイビジョンのすばらしさとして、画像の精細さ、音声の臨場感は今とは比べ

ものにならない技術であると感じた。一方で、まだカメラが大きいのでなかなか扱

いが難しいことや、２メートルぐらい離れないとピントが合わないので撮影が難し

いことなど、課題が多いこともよくわかった。また、次世代テレビということで地

上波伝送の実証実験の様子などが紹介されていたが、スーパーハイビジョンは８Ｋ

なので、将来的に家庭で見ることになるのかという疑問もわき上がった。美術品な

どの記録に使われる側面も紹介していたが、高精細の画像で後世に残しておくもの

をしっかり記録していくという点では、大切な技術であり必要性がよくわかった。

ＮＨＫ放送技術研究所も次世代のために役立つ研究をさらに続けてほしいと思っ

た。 

 

○  ３月２７日（水）の「妄想ニホン料理」（総合 後 7:30～7:58）は、沖縄県の郷

土料理の「ドゥルワカシー」と石川県の「べろべろ」というユニークな名前の郷土

料理を、相手の県の人が料理名とヒントをもとに想像力を働かせ、地元の食材で挑

戦して作るという内容だった。単なる食の娯楽番組と違い、郷土の対決もあり、作

られる料理もユニークで、よい企画で楽しかった。 

 

○  ４月１日（月）のプロフェッショナル 仕事の流儀「世界一のサービス 感動は

こうして生まれる サービスマン・宮崎辰」を見た。サービスで世界一のコンテス

ト、ランキングがあることを初めて知った。サービスの世界で世界一になるにはこ

こまでしなければいけないのかという感じが伝わってきた。商売をするうえでは、

サービスが重要で、品物とお金の交換だけでなく、人に喜んでいただくことだと思

う。この番組はとてもよかった。いつもこうした感動が得られるように、今後も続

けてほしい。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「世界一のサービス 感動はこうして生まれる 

サービスマン・宮崎辰」は、私と同じ分野の仕事だったので、その目線で見た。異

なる仕事を見るときは「こういう考え方でプロ意識を持って取り組んでいるのか」

と思うことが多かったが、同じ業種を見たときには、取り上げている内容は当たり
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前のことが多く、もう少しサービスというものを突き詰めたところが見えるとよ

かった。同じ職業であるがゆえに、世界的なトップレベルはどのようなことを考え

るのかが見たかった。 

 

○  ４月５日（金）のドキュメント７２時間「密着 歌舞伎町の眠らない花屋」を見

た。“眠らない町”と言われる歌舞伎町にある花屋にスポットを当て、１日のさま

ざまな時間帯に、さまざまなお客さんが来る人間模様がかいま見えておもしろかっ

た。人々が自分の生活のワンポイントとして花を買っていることを、いろいろな形

で紹介していて、歌舞伎町ならではのものもあり、おもしろかった。ずっと１つの

場所に焦点を当てて番組を制作するのは難しさもあると思うが、ＮＨＫの取材力を

期待して今後も見ていきたい。 

 

○  ４月５日（金）の「ヤマナシＱＵＥＳＴ」（総合 後 7:30～7:58 山梨県域）で甲

州弁を取り上げていた。民放の番組で、甲州弁はワーストで“ダサい”と言われ、

それに対して反論するような番組だった。市民に取材を行い、甲州弁のルーツを探

り当てていて、奈良田という山梨でも秘境と言われるところまで取材していた。こ

の番組を見て、地域が山に囲まれていることから、ことばの流通が少なく、甲州弁

は古語に近いということや、奈良田は奈良の時代に孝謙天皇が来たという伝説もあ

る土地で、関西弁のイントネーションが強いということを初めて知った。また

「じゃん」ということばは横浜でなく、山梨が発祥の地だということを、専門家が

文献や用法、そして生糸を甲州商人が横浜へ輸出するために運んでいたという歴史

的事実などから証明していて、山梨県民が自信を持つことができるような内容だっ

た。また、「明日から使える山梨の方言」としてことばを紹介していたこともよかっ

た。 

 

○  ４月６日（土）の「突撃 アッとホーム」を見た。初回はペットを取り上げてい

た。犬の飼育数が１０歳未満の子どもよりも上回っている現状がある中で、さまざ

まな家庭でのペットの扱い方を見ることができた。私の家でもペットを飼っている

ので、番組で取り上げられていた家族の気持ちがよくわかった。また、クイズ形式

の場面で女性アナウンサーが答えを先に紹介してしまったが、元に戻ってやり直す

のではなく、そのまま進めていて、おもしろく感じた。また、テーマパークの飼育

員が退職するのにあたって、スタッフ全員と遠く離れた息子も呼び、 後の日に

みんなでサプライズのダンスをする場面では感動して泣いてしまった。 

 

○  「仕事ハッケン伝」を見ると、仕事を始めたときの新鮮な気持ちがよみがえる。

４月１１日（木）の「冨永愛×左官」ではモデルの冨永愛さんが左官の仕事に挑戦
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していた。それぞれの地域に伝統文化を伝えた建物が残っているが、こうした手の

込んだものを造り、維持できる人は減っている。すばらしい内容だったので、伝統

的なものをいかに継続していくかを広く考えるといった意味でも、再度放送してほ

しい。 

 

○  「応援ドキュメント 明日はどっちだ」は司会の関ジャニ∞の進行がよかった。

一般の人に焦点を当てており、連続もので追いかけている手法が新しく、おもしろ

い。市井の人の日常を追っているので入り込みやすく、とてもよい切り口、新しい

手法で楽しめる。毎回見ようという気にさせる番組だ。 

 

○  韓国歴史ドラマ「太陽を抱く月」は、定番の記憶喪失、身分違い、三角関係、四

角関係、すれ違いという話だった。しっかり作っている衣装などがきちんと見える

画像は重要だと思った。大河ドラマ「平清盛」も衣装をとても丁寧に作っていたと

思うが見えづらかった。そうしたものをきちんと見せるために映像技術を生かすこ

とが、視聴者の感動にもつながると感じた。 

 

○  連続テレビ小説「純と愛」は困難に立ち向かっていく姿から、「希望を持てば未

来も変えられる」という思いが伝わってきたが、 後は何となくすっきりしない印

象で終わった感じがした。４月からの連続テレビ小説「あまちゃん」はとても明る

く、「今日も１日がんばろう、スタートしよう」という思いが伝わってきて、さわ

やかでよい。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は大友良英さんの音楽が軽快でよく、宮藤官九郎

さんの脚本もすばらしい。しかし、制服を着たヒロインが海に飛び込むシーンは以

前の連続テレビ小説でも見たことがあると思った。登場人物が、母親が倒れて危篤

と聞いて東京から帰ってくるシーンで、真っ赤なスカートをはいていた。ドラマの

中では、地方の子どもの東京に対するあこがれ、地方に対する振り返りといった

テーマもあったと思うが、東京を代表している登場人物には、もう少し東京らしい

格好をさせたほうがよいのではないか、と違和感を持った。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」はオープニングの音楽がリズミカルでよい。さわ

やかで、引き込まれるように見ている。小泉今日子さんのやさぐれ感いっぱいの演

技もよい。方言指導はたくさんあったと思うが、登場人物は素直な東北弁で、それ

を字幕スーパーで補っていてわかりやすい。この方法は今後も方言を使った番組を

作るのにとてもよいと思った。 
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○  連続テレビ小説「あまちゃん」が始まった。世間では方言ブームが来ている感じ

がする。東北の三陸を舞台に、主人公を演じる能年玲奈さんの純真さが際立ってい

て、よいと思う。 

 

○  ４月１３日（土）の土曜ドラマ「ご縁ハンター」は、さまざまな世代の婚活模様

を取り上げ、現代の世相を反映するおもしろいドラマになっていた。寺脇康文さん

ふんする婚活マスターのことばが的を射ており、なるほどと思うところがありこの

先も楽しみだ。婚活はいろいろなところでよく耳にすることばだが、今の世相でド

ラマがどう展開するのか興味を持っている。 

 

○  ドラマ１０「第二楽章」は、高校生の娘が親に「お母さん、こうでなければいけ

ない」というような口調で話すことになじめず、おもしろく見ることができなかっ

た。 

 

○  ４月１６日（火）のドラマ１０「第二楽章」はたいへんすばらしいと思った。別々

の道を歩んでいた登場人物が再会し、かつての親友と大人の女性の心の葛藤がドラ

マの中心になっていて、映画「愛と喝采の日々」をほうふつとさせるような感じが

する。画面がたいへんすてきで、今までのドラマと映像の作りが違うという感じが

した。 

 

○  子ども向け番組の「ビットワールド」を初めて見た。「顔でかヘビさん星人」と

いうなぞの宇宙人について、いろいろなことを試しながら生態を探るというストー

リーや、「アンドロメダロール」のレシピ紹介で、視聴者がなぞの料理を考え、そ

れが宇宙人の食べ物としてどうなのかという話をするなど、子ども向け番組であり

ながら大人が見てもおもしろいと思った。また、顔でかヘビさん星人は銭湯の洗面

器の黄色が好きだということを言っていたが、銭湯の洗面器が黄色いことを今どき

の子どもは知らないのでは、と思いつつもおもしろかった。 

 

○  ４月９日（火）と１６日（火）に「先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）」を見

た。歴史上の人物については小学校のころからいろいろと学ぶが、どういう知恵を

出してことを成し遂げたのかというところまでは、意外と学んでいなかったと思い、

番組から学べたことが多かった。 

 

○  ３月２９日（金）の新日本風土記「尾瀬」を見た。特に尾瀬の中でも、会津の奥

の福島県側のとらえ方がよかった。小さな村で尾瀬にかかわる何らかの仕事で生活

を立てている人が多いが、よく取材されていた。かつてはたくさん入植者がいたが、
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夫婦がつい 近まで電気が来なかったようなところで、長年山菜やキノコを採って

生活をしていることや、檜枝岐村の農村歌舞伎について、素朴で人気が高く親子で

演じる様子などを、細かく取り上げていた。また、盆の送り火はろうそく、線香で

行うことが多いが、この地域では白樺、ダケカンバ、樺の木の皮を使って盆送りを

していることなど、知らなかったことが細かく丁寧に紹介されていて勉強になった。

一方で、尾瀬の水の恵みという視点で取り上げていたが、尾瀬の水系は阿賀野川水

系で、只見川から阿賀野川、日本海というのが主だった水の流れであり、片品村で

の豆の栽培、豆を作った豆腐作りを尾瀬と結びつけるのは少し無理があるように感

じた。また、過去に「にっぽん百名山」での至仏山、燧ヶ岳の映像や、ＮＨＫスペ

シャル「奇跡の湿原 尾瀬」で尾瀬を取り上げていたときに使われていたと思われ

る映像が多かったように感じた。地元の人も驚くくらい長い期間、じっくりとよい

映像を撮っていたので、以前に放送した映像をもう１回見せるのではなく、未放送

の映像があれば、それを使ったほうがよかったのではないか。 

 

○  ３月２１日（木）深夜に「ラジオ深夜便」の時間になったら国会中継が始まった。

「ＮＨＫ平成２５年度予算審議～衆議院総務委員会」で、長い時間放送していた。

ＮＨＫのことをより理解してもらうためには、ＮＨＫ関連の国会放送はたくさんの

人が見たり聞いたりする昼間に放送してはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫの予算審議は衆議院、参議院とも４時間程度の放送

時間になる。昼は大相撲中継などいろいろな番組があるので、

夜に放送している。 

 

○  ４月１３日（土）の兵庫県淡路島の地震直後はテレビをリアルタイムで追い、民

放と切り替え、比較しながら見た。ＮＨＫは震度の地図が出るが、 大震度と発生

時刻などの表示の一部が地図にかぶっているところがあり、見えづらいという印象

を受けた。地震直後、定点カメラの映像をいくつか紹介し、いちばん揺れがわかる

映像を何度も繰り返していた。６時１８分ころに、震度のいちばん強かった南あわ

じ市からアナウンサーがレポートで出てきた。取材の準備をしていたのならば、

もっと早くリアルタイムに、町の映像を流してほしいと思った。民放は定点カメラ

の映像だけでなく、道路に車が走っているところなどを早く放送していた。ＮＨＫ

では定点カメラの離れた映像しか映っていなかった。阪神・淡路大震災の記憶がま

だ生々しくあるので、あの震災に匹敵するたいへんなことが起きたのかと思った。

もっと早く、完全な整った映像でなくても、カメラマンでなくディレクターが走り

ながら撮った映像でもよいから放送されたらよかったと思った。一方で、６時２０
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分ぐらいには大阪を空撮でいち早く町の様子がわかるように映していた。私が見る

限り民放ではどこも伝えていなかったのでさすがだと思った。交通機関の情報のま

とめなども的確だった。これはＮＨＫの情報の確度の高さだと思う。 

  災害時などに役場の人と電話をつなぐが、地方の役場だと１人で、いろいろな現

場対応に追われているので、担当者を引っ張るのは気の毒だと思った。 初の方で

１回だけだが、画面で「日本沿岸で多少の潮位の変化があるかもしれませんが被害

の心配はありません」とスーパーが出ていたのに、アナウンサーが「仮に震源が海

底ですと津波の恐れがあります」と食い違うコメントをしていた。画面で「被害の

心配はありません」と言っている以上、アナウンスも合わせてほしいと思った。 

 

○  「ＮＨＫハートプロジェクト」はＮＨＫならではの企画だ。例えば、Ｅテレの趣

味番組が地域に出張する「スマイルキャラバン」と連動しながら、障害のある方た

ちを応援する企画もあってよいと思う。また、「スマイルキャラバン」は、もっと

脚光を浴びてよいと思うので、これからも続けてほしい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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