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平成２７年３月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１８日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の番組審議会での答申を受け「平成２７年度北海道地方向け地

域放送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２７年度

北海道地方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。 

続いて、北海道のナンモン！「まだ１年？もう１年？“新幹線効果”をつかめ！」を

はじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

委  員  小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

坂本 昌彦 （(株)北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道のナンモン！「まだ１年？もう１年？“新幹線効果”をつかめ！」 

(総合 ３月６日(金))について＞ 

 

○  北海道新幹線の設備が、これまでの新幹線とは違って雪の多い地域を走ることを

考慮して設計されていることがよくわかった。ＰＲの連携がとれていないという問

題が紹介されていたが、調整役の不在やノウハウの不足など、なぜ連携がとれてい

ないのかという理由を番組内で説明してほしかった。「自治体が連携の橋渡しをす

る」や「市民の参加感を高める」といったポイントについては、具体的にどうした

らいいのかをもっと掘り下げてほしかった。スタジオゲストが「北海道に来たい人

はたくさんいる」と話していたが、そのとおりだと思う。旅行代理店も修学旅行な

どの団体商品を作りたいと考えているが、受け入れ態勢が整っていないため支障を
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来している。このような現状を番組内でもっと言及してほしかった。胆振・日高エ

リアでのモニターツアーが紹介されていたが、コンテンツ自体は評判がよいにもか

かわらず、大人数の受け入れができないという事情を説明してほしかった。北陸新

幹線も１年前は今の北海道と同じような問題を指摘されていたが、この１年で受け

入れ態勢を充実させてきた。今後も継続的に番組で取り上げて、北海道新幹線開業

に向けた態勢作りを後押ししてほしいと思う。 

 

○  ほかの新幹線のように「東京まで何時間」といった速度を争うのではなく、北海

道らしさを取り入れた新幹線にする必要があり、沿線以外にも経済効果を波及させ

なければいけないのだと思った。北海道は農業が重要な要素であり、新幹線の運行

のために貨物列車の本数を減らした際の経済的な影響について、今後どのように変

わっていくのかを知りたかった。番組内で「北海道は宝の山」という発言があった

が、まさにアイデア次第でいろいろと活用することができると思う。今後もさまざ

まなアイデアを取材してほしい。スタジオゲストが「ホッカイドウ」の頭文字を使

ってオリジナル弁当を紹介する場面でイノシシを取り上げていたが、北海道にイノ

シシは生息していない。 

 

○  スタジオゲストが北海道にイノシシがいるかのように話をしていた。連続テレビ

小説「マッサン」でも北海道にイノシシが生息しているかのように取り上げている

が、若い世代は本当に事実を知らないかもしれないので、「北海道にはイノシシがい

ない」と誰かがフォローしてほしかった。札幌に住んでいると北海道新幹線につい

て話題に上がることはほとんど無いので、今回開業まで１年というタイミングで取

り上げたことは非常に意味があると思った。北海道新幹線が函館市を通らないとい

うことも初めて知って驚いた。課題についてはわかりやすくまとめられていたが、

誰が何をすればよいのかという、解決のための具体的なアクションが見えてこなか

った。石川県の事例は参考になったが、果たして道南でも同じようなことができる

のだろうか。自治体や団体の人々は現状についてどのように思っているのか、連携

したいと思っているのか、といった声も聞きたかった。もともと鉄道に興味が無い

からかもしれないが、インパクトや意外性が無く、おもしろさが感じられなかった。

番組を見終わったあとも「やはり自分には関係ない」と思ったが、少なくとも北海

道新幹線に関する基礎的知識や現状の課題は頭に入ってきた。 

 

○  スタジオゲストが北海道にイノシシがいるかのように話をしていた。連続テレビ

小説「マッサン」でも北海道にイノシシが生息しているかのように取り上げている

が、若い世代は本当に事実を知らないかもしれないので、「北海道にはイノシシがい

ない」と誰かがフォローしてほしかった。札幌に住んでいると北海道新幹線につい
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て話題に上がることはほとんど無いので、今回開業まで１年というタイミングで取

り上げたことは非常に意味があると思った。北海道新幹線が函館市を通らないとい

うことも初めて知って驚いた。課題についてはわかりやすくまとめられていたが、

誰が何をすればよいのかという、解決のための具体的なアクションが見えてこなか

った。石川県の事例は参考になったが、果たして道南でも同じようなことができる

のだろうか。自治体や団体の人々は現状についてどのように思っているのか、連携

したいと思っているのか、といった声も聞きたかった。もともと鉄道に興味が無い

からかもしれないが、インパクトや意外性が無く、おもしろさが感じられなかった。

番組を見終わったあとも「やはり自分には関係ない」と思ったが、少なくとも北海

道新幹線に関する基礎的知識や現状の課題は頭に入ってきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道にイノシシがいないことはわかっていたが、タレントがアイデアと

して提示したものなので、ほかの出演者の“突っ込み”などを含めた盛り上

がりを期待して、あえてそのままにした。しかしツイッタ―以外は誰も触れ

なかったため、違和感が残ってしまった。今回の番組では、北海道新幹線を

ひと事だと思っている人が多いという課題を最優先で提示した。具体的な解

決の糸口については、開業まで１年あるので、引き続き取り上げていきたい

と思う。 

 

○  室蘭は函館から離れているせいか身近な話題ではなかったが、さまざまな観点か

ら北海道新幹線を取り上げており、飽きずに見ることができた。北陸新幹線の事例

で県と市の取り組みを紹介していたが、北海道の場合は道が何らかの取り組みをし

ているのかが気になった。ニセコのマンションやインターナショナルスクールは以

前からあるものなので、今さら新幹線と結びつけるのは強引な気がした。札幌延伸

後、倶知安には新幹線が止まるので、道内のほかの地域とは温度差があるのではな

いか。ＪＲ北海道の安全問題に対する回答に物足りなさを感じた。整備不良や事故、

乗務員への不安に対してどのように考えているかを答えてほしかった。クイズの場

面でアナウンサーが「ほにゃらら」という表現をしていたが、ＮＨＫが使うほど一

般化している言葉なのか、違和感があった。 

 

○  内容は盛りだくさんだったが、長く感じた。全体的にまとまりのない感じがして、

興味を持続させることができなかった。スタジオゲストがオリジナル弁当を紹介し

ていたが、唐突な印象を受けた。経済効果について「１日数億円」と言われてもわ

かりづらかった。どれくらいの観光客が入ってきて、どれくらいの宿泊者が増える

のかといった数値を具体的に教えてほしかった。北海道新幹線は東北新幹線の延長
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ではなく、安全性や快適性において北海道ならではの設備があるということには興

味が持てた。胆振・日高エリアのツアーについては、新幹線を抜きにしても参考に

なる話だと思った。新幹線が来たから何となくうれしいというような短絡的な雰囲

気が感じられた。「夢の超特急」という表現を今ごろ使うのかと思った。新幹線には、

飛行機に無い魅力や夢があるのだと思わせてほしかった。道外からの観光客だけで

なく、北海道の人間にとっての新幹線の魅力にも具体的に触れるとよかったのでは

ないか。新幹線が来ることによって、在来線がなくなったり第３セクターに移行し

たりすることはあるのか気になった。それによって運賃が上がるなどの課題も取り

上げる必要はあるだろう。 

 

○  ４つの疑問の柱を立てて、それぞれ具体的な話題やエピソードを紹介する構成は

非常にわかりやすかったが、準備状況についてのおおまかな説明もしてほしかった。

成功している九州新幹線や北陸新幹線に比べて何が不足しているのか、何が遅れて

いるのかを知りたかった。北海道は、交通インフラに占める飛行機のウエイトが非

常に高い地域であり、飛行機のほうが早いのではないかという疑問については、も

う少し議論を深めてほしかった。札幌延伸を見越して航空業界が今後空の交通イン

フラをどう再編していくのかといったことも紹介してほしかった。既存の交通イン

フラの信頼性や利便性を高めてほしいというのが道民のニーズだと思う。そういっ

た問題と絡めて新幹線問題を見るという視点があってもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ニセコ地区は、札幌延伸後のことも考えて今から準備を進めている側面も

ある。その紹介を通して、北海道の他の多くの地域に、今から新幹線を見据

えた準備を進めていく重要性を伝える狙いもあった。われわれも当初、年表

を作成して他の新幹線が開業１年前に何をしているかを比較したが、思いの

ほか分かることがなかった。全体像がつかみにくかったのは課題だったと考

えている。「夢の超特急」という表現については、スタッフの間でも今さら

ではないかと議論になった。一方で道民には「本当に北海道に新幹線が来る

のか」という思いもあると聞いていたので、この言葉を使った。 

 

○  スタジオゲストの選び方に違和感を持った。髙橋美鈴アナウンサーもゲストの２

人をまとめようとして落ち着きがない印象だった。さまざまな角度から問題点を検

証し、ほかの地域での成功例を引き合いに出していてわかりやすかった。新幹線の

模型やクイズ形式など、ソフトな演出を工夫していて好感が持てた。画面の下の方

に視聴者からの意見を表示させていたが、どのような基準で選んでいるのか、どの

くらいの反応が寄せられたのかを教えてもらいたい。意見を求める連絡先が表示さ
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れていたが、「番組ホームページより」としか表示されていなかった。アドレスを表

示させることができなかったのか。 

 

○  １日１万人の利用見込みがあることを図で明確に示してよかったが、インタビュ

ーでは盛り上がっておらず、その温度差が逆効果だった。内容を４点に絞って項目

ごとに紹介をする構成はわかりやすかったと思う。新幹線が車窓からの景色をゆっ

くり楽しむような交通手段ではない以上、新幹線を降りてからが問題だと思うが、

現状のＪＲ北海道では観光客を２次交通に誘導できるか心もとないと思う。本州か

ら観光客が来たとき、本州と北海道では歴史の厚みには開きがあると思う。そのよ

うな環境でいかに満足してもらうかということも課題だと思う。新幹線のスピード

を上げるためには物流がネックだということは今回初めて知った。これに対する解

決策というのは北海道にとって非常に大きな難問だと思った。スタジオゲストが「デ

ィスカバー北海道」という言葉でまとめていたが、自分の住んでいる地域を見直し

て良さを再発見する機会にすることが大事なのだと心に強く残った。 

 

○  北海道新幹線の開業に向けた陳情の時点から、北海道は連携がとれていなかった。

札幌延伸の前倒しについても、函館の開業が決まってから札幌市は動き始めている。

連携不足については、もっと自治体にスポットを当てて掘り下げたらよかったと思

う。この番組は、地域がいかに連携していくかという警告を与える役割を果たして

くれた。函館から札幌まで７０％がトンネルということだと、雄大な自然がある北

海道において観光的な意味合いが薄れてしまうのではないかと心配になる。今から

対策を考えていく必要があると強く感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ゲストは、北海道出身の方１名と、鉄道好きの方１名を選んだ。そうした

ゲストの魅力をもう少し生かせるように今後はしていきたい。ホームページ

のアドレスを画面に出さなかったのは文字数が多いとかえって読みにくい

という判断だったが、検討したいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２０日(金)の北海道クローズアップ「“道東”から世界へ～小さな企業にチャ

ンスあり～」は、発想の転換によって新たなビジネスが生まれるというところに目を

つけたのがおもしろいと思った。２つのビジネスモデルは対照的だったが、地元の自

然の魅力をどう発信するかという点でうまくまとめられていたと思う。 
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○  ２月２０日(金)の北海道スペシャル「いくぞ～！マッサンの旅 ～余市ゆかりの地

を訪ねる～」では、ニッカウヰスキー余市蒸留所の工場訪問をしていたが、視聴者も

見飽きたのではないか。あえてここを外して、町なかに残る竹鶴夫妻の足跡を訪ねて

もよかっただろう。 

 

○  ２月２５日(水)のほっとニュース北海道では「高齢者再犯の連鎖を断て」という特

集があった。刑務所の中というのは日常生活から見えにくいところであり、ＮＨＫの

取材網には感心した。今回の取材のきっかけを知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

刑務所の取材については、昨年札幌に異動してきた記者が前任地からこの

問題に取り組んでいて、北海道の現状はどうなのかということで取材を始め

た。 

 

○  ２月２７日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心に響く本を～

ある“本屋の親父”の挑戦～」(総合 後 7:30～7:55 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。ビジネス

としての成功より、心に傷を負った人が癒やされるようにしたいと店主は話していた。

今後もこういった活動をしている人を取り上げるとヒューマンストーリーとしてお

もしろいと思う。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心に響く本を」はシナリオが見え

すぎていて、しらけてしまった。ドキュメンタリーを見ているというより、再現ドラ

マを見ているような印象を受けた。岩田さんが「１万円選書」の取り組みをどのよう

に広めたのか、岩田さん自身が本に救われた経験があるのか、といったことも知りた

かった。この番組に限らず、「いじめ」や「心に深い傷」という言葉が使い古され、

軽く受け流されてしまわないか心配だ。個人個人の唯一の苦しみや痛みであることを

視聴者にどう伝えるかがこれからの課題ではないか。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心に響く本を」は、知りたいこと

がたくさん出てくる番組だった。２５分の中に情報が詰まった番組というよりは、私

は「メルヘンのような番組なのだ」と受け止めた。心温まるいい番組だったと思う。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心に響く本を」は、半年に 1,000

件も注文が来ているということに驚いた。なぜこのようなニーズがあるのか、なぜそ

のニーズを掘り起こせたのか知りたかった。これが町の本屋のビジネスモデルになる
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のか、まねをする本屋が出てくるのか、いろいろと想像させられた。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心に響く本を」では、岩田徹さん

がこのスタイルにたどり着くまでのストーリーが説明されておらず、唐突な感じがし

た。本とどのように向き合って困難を克服したのかという肝心の部分が少し弱かった

ように思う。地方都市の本屋さんでもこのような試みができるのだということを問い

直す意味があっただろう。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心に響く本を」は、どんなに便利

な時代になっても商いとは心の交流なのだということを改めて実感した。自分自身は

人に本を選んでもらうようなことが無いので、理解できるような深め方があればよか

った。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心に響く本を」では、岩田さんが

どれだけ本を読んでいるのかを知りたいと思った。１万円選書の魅力がどのように知

れ渡っていったのかも知りたかった。注文をした読者よりも岩田さんにウエイトを置

いて紹介してほしかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心に響く本を」がシナリ

オを見ているようだという指摘については、ロケの現場での振る舞いに至ら

ない点があったかも知れない。「いじめ」や「心に深い傷」という言葉は形

式的に使わず、個人の事情を言語化する努力を積み重ねるしかないと思って

いる。岩田書店に寄せられる注文は、ほとんどが番組で取り上げたような境

遇の方からだとディレクターから聞いている。なぜあれほどの需要があるか

についても、そこにヒントがあるのではないかと思う。 

 

○  ２月２７日(金)の北海道スペシャル「石狩挽歌の海へ～漁師はニシンを待つ～」で

は、大量のニシンを揚げるシーンが迫力のある映像で目が離せなかった。ニシン漁の

ほかにも貴重な映像があり、興味深かった。カラオケから始まる冒頭には、旅情とノ

スタルジーが感じられた。２月２２日(日)の小さな旅「ニシン待つ浜～北海道 石狩

市～」では２０代の漁師が紹介されていたが、息子や孫の世代も「ニシンは人を惑わ

す魚」と思っているのか気になった。全体的にバラバラで、まとまっていない印象を

受けた。なかにし礼さんのエピソードも、もっと番組全体に生かせたのではないかと

思う。事前の広報ではノンフィクションライターの渡辺一史さんがナビゲーターをす

ると聞いていたが、番組に登場しなかった理由が知りたい。 
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○  北海道スペシャル「石狩挽歌の海へ」は非常におもしろい番組で、最後まで飽きず

に見ることができた。ニシンが消えてしまった理由、またニシンが戻ってきた理由が

知りたかった。過去の番組では触れていたのかも知れないが、初めて見る人にもわか

るようにしてほしかったと思う。 

 

○  北海道スペシャル「石狩挽歌の海へ」は、ニシン漁の悲哀が臨場感たっぷりに描か

れていた。それぞれの人生ドラマがニシン漁の浮き沈みと相まって興味深く描かれ、

見応えがあった。特に群来（くき）を引き当てた漁の様子はよく映像に収められたも

のだと感心した。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道スペシャル「石狩挽歌の海へ」は当初、渡辺一史さんをナビゲータ

ーにした紀行番組的な要素と、３人の漁師の要素をあわせて構成しようと考

えていたが、両方は入りきらなかった。番組自体は渡辺さんの著作「北の無

人駅から」に出てくる石狩挽歌やニシン漁の話をモチーフにしている。息子

や孫の世代についてはわりとビジネスライクで、ニシンが取れるようになっ

たから取っているようだ。北海道スペシャル「石狩挽歌の海へ」では、ニシ

ンが減った理由を「乱獲などの影響」とひと言触れていたが、戻ってきた理

由については説明しなかった。資源保護や稚魚の放流、回遊ルートの変化な

ど諸説あるが、何らかの理由を説明するべきだったと考えている。北海道ス

ペシャル「石狩挽歌の海へ」では、事前に網を仕掛けたことを漁師に教えて

もらい、何度か行っては空振りを繰り返した結果、大漁に出合えた。 

 

○  ３月６日(金)の新日本風土記「小樽」はとてもおもしろかった。要所に歴史的人物

の秘話が盛り込まれており、大変興味深かった。住民自らが環境整備を行った話は聞

いていたが、改めて映像で見ると感慨深かった。小樽の歴史とともに生きてきた世代

が、運河が観光地に変わっていったことをどう受け止めているのかを知りたいと思っ

た。 

 

○  新日本風土記「小樽」は、ＮＨＫならではの歴史的な映像がたくさん出てきて見応

えがあった。なかでも老舗旅館の仲居さんの話は臨場感があって引き込まれた。サッ

クス奏者の演奏の様子が映っていたが、小樽に関係のある人物だったのか。全体的に

内容が盛りだくさんで余韻に乏しかったように思う。 

 

○  新日本風土記「小樽」は、貴重な映像フィルムを使ったことで小樽がいかににぎわ
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っていたかがわかった。石川啄木や伊藤整、石原裕次郎などの有名人をうまく交えな

がらまとめていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

新日本風土記「小樽」でサックスを演奏していたのは札幌の方であり、小

樽の方ではなかったので紹介はしなかった。 

 

○  ３月７日(土)のＮＨＫスペシャル「それでも村で生きる～福島 “帰還”した人々

の記録～」では、福島県川内村にフクジュソウが咲いた場面で終わっていて希望が見

える演出だった。ＮＨＫスペシャル「もう一度“ふるさと”を」でも、このような面

にスポットを当ててほしかったと思う。 

 

○  ３月９日(月)のＮＨＫスペシャル「もう一度“ふるさと”を ～岩手・陸前高田の

４年間～」(総合 後 10:00～10:49)では、何人かにスポットを当てていたが、うまく

つながっていなかったように思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

来年は震災から５年ということでＮＨＫ全体としても継続して制作する。

北海道でも機会があればぜひ取り上げていきたいと思う。 

 

○  ３月１２日(木)の「ほっとニュース北海道」では、津波に対応した、誰もが避難で

きる苫小牧の事業所の新しいビルを取り上げていた。自分もいわき市で東日本大震災

を経験し、メディアの力の大きさを知った。こういった企業の社会貢献の話題をこれ

からも多く取り上げていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

震災から４年、道内の防災の動きや被災者の現状をシリーズでお伝えした

中で、震災当日の経験を生かした新社屋の建設という動きを取材した。道内

の防災に関する取り組みは、今後も積極的に取材していきたいと思う。 

 

○  ３月１３日(金)の北海道スペシャル「ツルとともに生きる」は、野生動物と共存が

したいのか、折り合いをつけたいのかがわからなかった。観光資源として守ってきた

ツルを、数が増えて被害が生じたからといって「追い払う」というのは抵抗を感じた。

あくまで１人の研究者の意見であり、町全体の取り組みではないように感じられた。

給餌の場所を別な地域に変えたとしてもそこで同じ問題が発生するだけで、根本的な

解決にはならない。給餌をしている子どもたちにツルの死骸を見せて「子どもはどう
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思ったのか」とナレーションしていたが、どう伝えようとしたのかが聞きたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道スペシャル「ツルとともに生きる」は、被害を受けながらも追い払

いたくはないという二律背反の感情が住民の中にあることが、釧路にとって

ツルが特別な存在であることを示していると思う。エゾシカやアザラシと違

って被害額がそれほどでもないことが難しいところでもある。 

 

○  東日本大震災関連の番組で被災地の復興の様子を見たが、被災地を離れている人々

に焦点を当てた番組がなかなか無い。北海道にどんな人がいて、どんな苦労を抱えて

いるのかを伝える番組があってもいいのではないか。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１８日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２７年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」に

ついて説明があった。引き続き、「平成２７年度北海道地方向け地域放送番組編集計画

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

旨、答申することを決定した。 

続いて、放送番組一般について、活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

委  員  小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

坂本 昌彦 （(株)北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

高山 昌行 （北海道新聞社 論説委員） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２７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＞ 

 

○  ＮＨＫは自局の番組宣伝が過剰ではないか。純粋なＰＲ番組と、通常の番組内で

取り上げる形でのＰＲとが繰り返されているように感じる。どのような比重で、ど

のような位置づけで放送しているのかを聞きたい。また、番組の宣伝が多すぎると

いう視聴者からの指摘はあるのか。最近、特に連続テレビ小説「マッサン」につい

ての話題をさまざまな番組で使い回しているような印象を受ける。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組宣伝については、特に決まったルールがあるわけではない。視聴者か

ら宣伝が多いと指摘を受けることもあるが、今後も視聴者のニーズと照らし
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合わせてどのくらいが適当かを考えていくつもりだ。 

 

○  ＮＨＫが設立から９０年を迎えるに際して、ＮＨＫ自身の歴史を振り返るような

番組は制作する予定はあるのか。若い世代には公共放送の役割を正しく理解してい

ない人もいるように感じられる。ＮＨＫの存在価値を、幅広い世代に伝える機会を

設ける必要があるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

       ＮＨＫ自身の歴史を取り上げる番組があるかどうかについては把握して

いない。ラジオ放送開始から９０年ということで９０年の蓄積を生かした番

組は企画しており、ＮＨＫが果たしてきた役割を扱うこともできると考えて

いる。 

 

○  籾井会長の発言は、政権との距離を縮めているような印象を受ける。今年は戦後

７０年ということで国内の世論が分かれるテーマが多く出てくると思うが、それに

対してさまざまな立場の意見をしっかり伝えて公平・公正・中立を守ってほしい。 

 

 

＜「平成２７年度北海道地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  ３月６日(金)の「北海道のナンモン！」では北海道新幹線について取り上げるよう

だが、最近マスコミで取り上げられる新幹線の問題は論点がぼやけてしまっている

ように思う。プロモーションが先行している一方で観光客の受け入れ態勢が整って

いなかったり、渡島・桧山地方の自治体の連携が不足していたりする問題もある。

観光業界が把握しているそのような課題について、具体的にどこまで取り上げるの

か。 

 

（ＮＨＫ側） 

       ご指摘いただいたような問題については、現在のところ取り上げる予定は

なかった。今頂いたヒントをもとに、放送日まで引き続き検討したい。 

 

○  諮問された「平成２７年度北海道地方向け地域放送番組編集計画（案）」について

は、委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを前

提に、番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 
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（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２３日(金)の北海道クローズアップ「居場所をなくして 札幌・元ホームレス

の食堂」では、このような食堂があるということに驚きがあり、さまざまな人物が登

場して内容が濃かった。支援団体の名称を出していなかったが、あえて伏せていたの

か気になった。また、支援団体が国や道から補助金をもらっているのかについても気

になった。 

 

○  北海道クローズアップ「居場所をなくして 札幌・元ホームレスの食堂」は、現代

社会の問題がよく現れているテーマだったと思う。ホームレスを日常的に見かける東

京などとは異なり、北海道ではホームレスがどのような暮らしをしているのか視聴者

が想像しづらい。番組内でもその苦難を伝えたほうがよかったのではないか。 

 

○  北海道クローズアップ「居場所をなくして 札幌・元ホームレスの食堂」は、生活

困窮者の置かれている環境や実態が感じ取れるよい番組だった。２５分間という番組

時間の制約から、背景に関する説明が省略されていたが、そのことがかえって視聴者

の興味を引き立てて効果的だったと思う。国の支援が行き届かない生活困窮者にとっ

てのセーフティネットの役割を、民間の組織が担っているという事実をもっと広く伝

える必要があると思った。希望を持てる番組内容だったので、タイトルは「居場所を

なくして」ではなく「居場所を求めて」といった言葉のほうがよかったのではないか。 

 

○  北海道クローズアップ「居場所をなくして 札幌・元ホームレスの食堂」は、社会

的な問題を限られた時間の中で要領よくまとめていたと思う。行政は制度的な支援に

とどまる。血の通う支援が求められる現状をきちんと視聴者に伝えることができてい

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「居場所をなくして 札幌・元ホームレスの食堂」

で取り上げた支援団体は、道からの支援と食堂の売り上げによって経営を成

り立たせている。働いている方々が中間就労という位置づけのため賃金を低
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めに設定できていて、それも経営が成り立っている要因だろう。しかし賃金

が低いからといって、いわゆる“貧困ビジネス”のような形で利益を上げて

いるわけではないということは、ディレクターが調べて確認が取れている。

北海道クローズアップ「居場所をなくして 札幌・元ホームレスの食堂」は、

どう支援するべきかの前に、そもそも放っておいてよいのかということを問

いかけるのがテーマだった。 

 

○  １月２３日(金)の北海道中ひざくりげ「心のぬくもり笑顔にのせて～下川町～」は、

人々の表情から温かさが伝わる番組だった。自己責任という言葉が独り歩きしてしま

っている今、共に生きるということについて改めて考えさせられた。旅番組として見

るならば、下川町の魅力についても紹介してほしかったと思う。また、題字の書体と

色には不満を感じた。 

 

○  １月２３日(金)の穴場ハンター「下川町・名寄市エリア」では直前に放送した北海

道中ひざくりげの登場人物がスタジオにいて、違ったキャラクターを見ることができ

てよかった。司会者と観覧者との掛け合いも、距離感が近くてよかった。ブルース・

リーのものまねも最高におもしろく、全体的にパワーが感じられる内容だった。賛否

両論はあると思うが、私は穴場ハンターがどんどんおもしろくなっていると感じた。

画面もすっきりとして見やすくなってきている。 

 

○  １月３０日(金)のドキュメント７２時間「北の大地の学生寮」は、うわさに聞く恵

迪寮の中を初めて見ることができて、楽しかった。寮の活動に興味がない学生に対す

る「バイトや勉強でゆとりがないのかな」というナレーションは、杓子（しゃくし）

定規で不要だった。大学生なりにこれまで悲喜こもごもの人生があったはずだが、そ

の人生が見えてこなくて物足りなかった。 

 

○  ２月６日(金)の北海道 戦後７０年 第一回「その時、北海道の人々は」(総合 後

7:30～8:43 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)では、使われていたアーカイブス映像について出典の言及が

あったほうがよかった。占冠村のトマムリゾートの開発について、民間企業の取り組

みを省略してしまっており、説明不足だと感じた。 

 

○  北海道 戦後７０年 第一回「その時、北海道の人々は」を見た。終戦直後に北海

道の人口が全国一だったという事実の紹介から番組が始まったのは、意外性があって

引きつけられた。北海道の人口動向に関してターニングポイントが３つあるとしてい

たが、石炭産業の衰退、農業の衰退に続くバブル崩壊については、位置づけがよくわ

からなかった。おそらく人口がピークに達した時期だという意味合いではないかと思
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ったが、そこについての言及がほしかった。番組の最後にスタジオゲストがポスト高

齢化という言葉を使っていたが、現在は少子高齢化が課題となっているにもかかわら

ず、そこを飛び越してしまっているところに違和感を覚えた。 

 

○  北海道 戦後７０年 第一回「その時、北海道の人々は」を見た。番組を見る前は

戦争の悲惨な映像からスタートするのではないかと予想していたが、前向きな話から

スタートしており、良い意味で期待を裏切る始まり方だった。この番組を通じて、北

海道は日本を取り巻く環境や国の政策に強い影響を受けてしまうのだということを

改めて感じた。スタジオゲストには、人口の動向だけでなく、未来の産業についての

展望を含めたまとめ方をしてほしかった。 

 

○  北海道 戦後７０年 第一回「その時、北海道の人々は」を見たが、役場の中でも

トマムリゾートの開発を直接担当した人に取材してほしかった。１か月程度の取材期

間では扱うのが難しいテーマだったと思う。旧産炭地でも町によって多様な事情があ

るので、そこをうまくまとめてほしかった。旧産炭地の困難な歴史をただ振り返るだ

けでなく、今でも町に残って頑張っている人もいるので、そうした人々も取り上げて

ほしかった。 

 

○  北海道 戦後７０年 第一回「その時、北海道の人々は」は貴重な映像もあってお

もしろかったが、音楽が暗い雰囲気で、不穏な感じがした。楽しいことや幸せなこと

もあったはずなので、重厚さに加えて明るい雰囲気も必要だったと思う。 

 

○  北海道 戦後７０年 第一回「その時、北海道の人々は」を見たが、戦後の７０年

間を描くのに７３分間という時間では無理があったのではないか。第一回と言いなが

ら今後どのようなテーマで放送していくかを紹介していなくて残念だった。人口が減

少に転じた昭和３０～４０年をターニングポイントとしていたが、産炭地の人口流出

が本格化したきっかけを昭和４６年の合理化だと説明していたことに違和感があっ

た。３つの地域を取り上げていたが、時間配分が長く丁寧になりすぎていたので、も

う２～３か所取り上げてもよかったのではないか。今後のシリーズに期待している。 

 

○  北海道 戦後７０年 第一回「その時、北海道の人々は」は見応えのある番組だっ

た。戦後の人口を考える上では、戦争によって何人の犠牲者が出たのかを知りたかっ

た。専門家のコメントは、北海道の未来のために北海道の戦後を見つめる、という番

組の趣旨に沿った内容になっていたと思う。北海道は流通や商業の分野でも国の政策

によって著しい変化を遂げているので、今後の番組でぜひ取り上げてほしいと思う。 
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○  北海道 戦後７０年 第一回「その時、北海道の人々は」は、国の政策が北海道の

人口減少を招いたという事実が浮き彫りになっていた。札幌市厚別区の宅地開発から

占冠村のリゾート開発へと話題が展開したのは飛躍しすぎたのではないか。リゾート

法は、トマム以外の事例を考えると決して成功した法律とは言えないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道 戦後７０年」では、人口全体ではなく、人口が急激に増減した

地域に着目して取り上げたのだが、それをターニングポイントという言葉で

表現してしまったことが違和感の原因だと思う。スタジオゲストのコメント

は、今後人口ピラミッドの形が変化する将来に向けた施策にも取り組まなけ

ればならないという趣旨だったが、そこがうまく伝わらなかったかもしれな

い。占冠村のトマムリゾートを取り上げた部分では、民間企業の取り組みに

ついて具体的な言及をすると話がややこしくなると考え、できるかぎり簡潔

にまとめた。木材の自由化によって人口が落ち込んだところをターニングポ

イントに位置づけ、バブルによる影響を取り上げるのではなく、人口減少対

策に焦点を当てた。「北海道 戦後７０年」でスタジオゲストが話していた

のは、高齢者の占める割合は変わらないが数が減っていくという話だった。

高齢者が減ることによって医療機関や関連産業が減った後、どのように新た

な産業を興していくかということを今のうちから準備しなければいけない

という趣旨だったが、そこがうまく伝わらなかったとしたら、スタジオ部分

の編集のしかたに課題があったと思う。日本全体では日中戦争から太平洋戦

争までに 310 万人の犠牲者が出ている。番組の冒頭では、終戦直後は北海道

が日本で最も人口が多かったという事実が視聴者の注目を引くと思ったの

でこちらを紹介した。 

 

○  ２月１３日(金)の北海道クローズアップ「変わる暴風雪対策～命をどう守るのか

～」は、2013 年３月に発生した暴風雪被害以降、現地の対応がどのように変わった

のかがよくわかる番組だった。地元のコミュニティーＦＭの取り組みについても初め

て知った。事故当時の問題点を振り返ってまとめれば、変化の流れが理解しやすかっ

たのではないか。中標津町以外の自治体では情報伝達の対応が遅れているということ

や、自治体同士の連携の必要性については、問題点として今後取り上げてほしいと思

う。 

 

○  ２月１３日(金)の北海道クローズアップ「変わる暴風雪対策～命をどう守るのか

～」は、改めて“公助・共助”の必要性を考える機会を提供しており、すばらしい番

組だった。 
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○  北海道クローズアップ「変わる暴風雪対策～命をどう守るのか～」を見た。過去の

悲惨な教訓を生かした中標津町と湧別町の取り組みは、大変参考になった。町内会や

ＦＭ放送局の活動はすばらしいと思う。このような番組を継続的に放送することで、

他の自治体の参考にもなるだろう。 

 

○  北海道クローズアップ「変わる暴風雪対策～命をどう守るのか～」のなかで、早く

通行止めを解除するべきだという趣旨の発言をスタジオゲストがしていたように思

うが、暴風雪が沈静化するまで通行止めは解除するべきではないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「変わる暴風雪対策」でのスタジオゲストのコメン

トは、警報の解除後、物流に影響のある幹線道路からすみやかに除雪に注力

しようという文脈だった。 

 

○  ２月１３日(金)放送の新日本風土記「漬物」を見た。北海道苫前町のにしん漬けか

ら福岡県小倉市のぬか漬けまで、エピソードが豊富でおもしろかった。いぶりがっこ

を作る女性が「自分の小遣いを稼げるのがうれしい」と話していたのが心に残った。

それぞれの土地を訪ねてみたいと思わせるような、楽しめる番組だった。 

 

○  ２月１５日(日)のさわやか自然百景「北海道 然別湖 秋から冬」は、地元の人間

も気づかないものが映像として残されていて、驚いた。地域の教育にもつながる貴重

な資料として残るものなので、今後も期待している。 

 

○  暴風雪になった際のＬ字型画面について、必要性は理解できるが、圧迫感がある。

もっと細く表示することはできないのか。 

 

○  災害時のＬ字型画面について、ＮＨＫは民放よりも早く表示されるうえ、情報も細

かいのでわかりやすい。２月初めの羅臼町の暴風雪被害では、ＮＨＫが映像を全国に

放送したことで、支援が寄せられるきっかけになった。今後も引き続き取り組んでほ

しい。 

 

○  Ｌ字型画面での放送は地元の人々にとって非常に重要な情報だ。仕事で移動をする

ためにもずっとチェックしており、出退勤への影響の確認のためにも大変助かってい

る。 
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○  暴風雪被害に対する北見放送局の取り組みは非常に感心しており、引き続き頑張っ

てほしいと思う。漁業関係者からは、これだけ大きな被害を及ぼす低気圧はこれまで

になく混乱しているという話も聞く。爆弾低気圧といった抽象的な表現ではなく、も

っと伝わりやすい表現が必要ではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

Ｌ字型画面の幅を今以上に細くしてしまうと文字が小さくなって読みにく

くなってしまう。放送画面とのバランスを考慮した結果、現在のサイズで全

国的に統一して放送している。Ｌ字型画面では身を守るための注意点やライ

フラインなどの役立つ情報を伝えるようにしているが、現在の状態が完成形

ではないので、今後も改善していきたい。暴風雪の際は自治体が早めに通行

止めを出すようになった。インターネットを活用して少ない人数で中継でき

るクルーを設けて、事前の情報に基づいて現地に早く入るようにしている。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２１日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道スペシャル「私が見た“マッサン”の素顔」をはじめとして、

放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

委  員  小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

坂本 昌彦 （(株)北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道スペシャル「私が見た“マッサン”の素顔」（総合 １月９日(金)）について＞ 

 

○  ドラマの本編はあまり見ていないが、この番組を見ることで竹鶴夫妻の人となりを

理解することができた。「よく働き、よく遊ぶ」という言葉にもあるように、仕事も

プライベートも盛り上げ役としてまとめられていたということで、竹鶴政孝がビジネ

ス人としてすばらしい能力を持っていたことがわかった。 

 

○  竹鶴政孝のエピソードが盛りだくさんで楽しく見た。さまざまな証言を通して、竹

鶴政孝の人間像がしっかりと浮かび上がっていた。特にサンタクロースやクマ汁のエ

ピソードが印象的で、彼の人間的な魅力が象徴されていたと思う。ドラマのシーンな

ども随所に盛り込まれており、構成もメリハリが効いていたが、戦争の部分からは展

開が急ぎ足になってしまっていたように感じた。竹鶴夫妻が養子を迎える場面で何の

説明もなかったのは、ドラマのネタバレにならないようにという配慮があったのかも

しれないが、この番組単体として見ると違和感があった。リタだけでなく政孝もまた

余市では“異邦人”だったというエピソードがあったが、北海道に渡るまでに彼が何
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を手放してきたのかといった描写がないと印象に残らないような気がした。全体とし

て非常におもしろく、ドラマの舞台が北海道に移ってくることが待ち遠しくなった。 

 

○  竹鶴夫妻の晩年を追ったドキュメンタリーなのか、ドラマの宣伝なのか、中途半端

な印象を受けた。全体として北海道編に期待を抱かせる構成になっていたと思うが、

それならば番組宣伝に徹したほうがよかったのではないか。竹鶴政孝の肉声テープな

どが取り上げられたことはよかったが、リタの資料が写真しかなく、もっと掘り起こ

せたらよかったと思う。すき焼きが政孝の好物だと紹介する部分で、長ネギをきれい

に皿に盛るシーンを再現する必要はなかったのではないか。戦時中、子どもたちがリ

タに非難を浴びせるシーンについても、再現する必要はなかったように感じた。数々

の証言から、竹鶴政孝がユーモアにあふれて食に対する好奇心が旺盛だったことは理

解できたが、ヘリコプターでクマ狩りに行ったというエピソードは、時代背景を考え

ると本当のことだったのか気になった。 

 

○  エピソードが次々に出てきて飽きさせない構成だったが、もう少し説明してほしい

と思う部分があった。ドラマの登場人物のイメージとずれてしまうところがあったと

しても、養女のリマや孫の孝太郎はその後どうなったのか、事実がどうだったのかを

知りたかった。畑にトウモロコシを採りに行くときに、ゆでるための湯を先に沸かし

ておくようにと言っていたエピソードは、政孝の性格がよく伝わってきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道を舞台にした１５年ぶりのドラマなので、北海道の人々とともに盛

り上げたいというねらいと、竹鶴夫妻の人間的な魅力をドキュメンタリーと

して描きたいというねらいがあった。できるかぎり番組宣伝の色は薄めよう

と考えた。実際の竹鶴夫妻がどんな人なのか、証言に演出をあまり加えない

形で伝えようとした結果、つなぎ方が不親切でわかりにくくなってしまった

部分があるかもしれない。事実をあまり突っ込んで紹介しなかったのは、ド

ラマを見て知っているだろうと思い込んでしまっていたことと、竹鶴家のプ

ライベートに配慮したことの２点が理由である。リタは早くに亡くなったと

いうこともあり、ビジネス人として原稿などを執筆していた政孝と比較して

残っている資料が少なかった。ヘリコプターでクマ狩りをしていたという話

は、９月２６日(金)の「先取り！『マッサン』徹底ガイド～北海道・夫婦愛

の物語～」(総合 後 7:30～8:43 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)でも毛利衛さんが紹介していた

が、これは事実だ。インタビューで和食は見た目も大事にすると話していた

ので、長ネギを並べる再現シーンを使った。また戦時中のエピソードについ

ては、若い人の中には戦争をイメージできない人もいると思い、理解しやす
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いように再現シーンを使った。 

 

○  当時の竹鶴家を知る人々が愛情を込めて話しているのが印象的で、気持ちが温かく

なった。竹鶴政孝が創業者なのに「専務さん」と呼ばれていたことについては、説明

があったほうがよかった。政孝が姉の息子を後継ぎに迎えたことについて特に詳しい

説明がなかったが、ドラマでも姉に息子が生まれる場面があった。実在の人物とドラ

マの登場人物とをつなげて見ていた視聴者もいたのではないかと思うので、言及があ

ればよかった。ドラマのネタバレにならないようにという配慮があったのかもしれな

いが、戦時中のリタについてもっと触れてほしかった。ドラマを見ている人、見てい

ない人、これから見てほしい人まで幅広くアピールしなければ、という苦労がうかが

える内容だった。 

 

○  ９月の「先取り！『マッサン』徹底ガイド」と１１月３日(月)の「ワタシ ただい

ま冒険中！！～『マッサン』ヒロイン 秘密の舞台裏～」(総合 後 6:10～6:40)と見

てきて、少しずつドラマを見て感じた物足りなさが埋められていったので、うまく構

成されていると感じた。前回の番組でリタの写真を見たときより、実在のリタとドラ

マのエリーが一層重なって見えたのがおもしろかった。それに対して、政孝について

知れば知るほどドラマのマッサンとかけ離れて見えてしまうのが残念だ。「が、しか

し」や「意外な」といった表現が数多く使われていたが、さほど意外ではない内容に

も使われていて違和感があった。「もっとも印象的な」や「忘れられない」といった

表現も多用されていたので、もっとポイントを絞ったほうがいいと思った。ドラマが

余市編に移るタイミングも計算されていて、楽しみを膨らませる視聴者も多かったと

思う。 

 

○  どこまでが史実でどこまでがフィクションなのか、とても気になっていたので、こ

の番組はタイムリーだった。竹鶴夫妻と同じ時代を生きた人々の証言をもとに構成さ

れていたため非常に重みがあり、ドラマの場面を思い出しながら、あっという間に見

終わった。貧しく大変な時代環境にあったにもかかわらず、丁寧に長ネギを並べるシ

ーンを見て、リタの家族に対する愛情が感じられた。６０年以上も肉声テープを保管

していた元従業員の「いつでも会長の声が聞ける」という言葉に、竹鶴政孝と苦楽を

共にした誇りや喜びがあふれていて胸を打たれた。リタが日本人や日本文化のすばら

しさを理解していたにもかかわらず戦時中に迫害を受けたという事実は非常に残念

な思いがした。ぜひ全国に向けても放送してほしいと思う。スコットランドのリタの

家族のエピソードや証言なども知ることができたらよかった。この番組を見ることで

ドラマの北海道編が楽しみになったし、当時の北海道の人々の暮らしを史実に近い形

でドラマから感じ取れることを楽しみにしている。 
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○  成人式で二十歳を迎えた社員にお祝いの言葉を述べた音声があったが、竹鶴政孝の

人となりがあれだけで十分想像できるような内容だった。ドラマの中でも米のとぎ方

や火の起こし方の場面が出てきており、長ネギを並べてすき焼きを作るシーンがうま

く生かされていたと思う。番組の終わり方については「雪の降る街を」の曲を流しな

がら、雪の降る場面で終わったほうがよかったのではないかと思った。ドラマの舞台

になったことで観光客が前年比で６０％増えたという話もあった。今後も道内を舞台

にした作品を作ってもらいたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組のターゲットは、ドラマを見ていただいている人だった。みなさんの

話を聞くと、史実とドラマを行き来しながら見て楽しんでいただいているよ

うで、本当に幸せなことだと思った。番組制作者の性（さが）として、視聴

者の注意を引くために、つい逆説などを使って強調したくなってしまう。今

後十分留意したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月１９日(金)のいくぞ～！北の出会い旅「冬間近！グルメに歌に！おもてなし

ツアー ～室蘭・伊達～」では、ふだん紹介されないようなスポットがたくさん紹介

されていてよかった。市場や魚屋ではなく、スーパーでイクラを調達していたのが残

念だった。 

 

○  １２月２６日(金)の「北海道２０１４ハイライト」(総合 後 5:54～6:50 北海道ﾌﾞﾛ

ｯｸ)では未解決の事件も取り上げていたが、年末の時点でどのような状況だったのか、

より詳しく知りたかった。タイトルのフォントに、イカやクマが動くアニメーション

を加えていたのがよかった。 

 

○  １２月２６日(金)の「ＮＨＫニュース７」で紅白歌合戦の曲順を紹介していたが、

ニュース番組の枠内で取り上げる必要はあったのだろうかと気になった。 

 

○  １月６日(火)のクローズアップ現代「地方から日本を変える（２）宝を生み出す“つ

ながり力”」では人口の推移について取り上げていた。今後北海道の人口が減少して

いくという現状を考えると、地方消滅をテーマにした番組をぜひ企画してほしい。 
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○  １月７日(水)の「ほっとニュース北海道」では暴風雪に対する注意を繰り返し呼び

かけていたが、今後もぜひ強く呼びかけてほしい。暴風雪により交通機関がストップ

した場合、帰宅困難者に対してどのような対策がなされているかについても取り上げ

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

暴風雪については、ＮＨＫ北海道として防災情報に力を入れていかなけれ

ばならないと考えており、今年は「ストップ！暴風雪被害キャンペーン」と

して積極的に取り組んでいる。帰宅困難者の問題については、今後必要に応

じて放送していきたい。 

 

○  １月９日(金)の北海道クローズアップ「格安老人ホーム 急増の裏で何が」は、介

護制度のさまざまな矛盾を感じた内容だった。現在の制度の問題点を浮き彫りにした

という点では、非常に評価できる。スタジオゲストのコンサルタントは、ビジネスと

して活動しているのか、ボランティアとして活動しているのか、どういう立場なのか

が気になった。 

 

○  北海道クローズアップ「格安老人ホーム 急増の裏で何が」は、格安老人ホームと

自治体の立場を公平な視点で描いていたことに好感が持てた。経営が成立している仕

組みについて、わかりやすく説明していた。未届け老人ホームの安さを伝えるために

は、特別養護老人ホームなどとの比較が必要だと感じた。介護スタッフの体制なども

気になるところだが、説明がなかったので物足りなく感じた。国のガイドラインなど

も説明しようとすると、２５分の番組の長さでは難しかったと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「格安老人ホーム 急増の裏で何が」は、増え続ける社会保

障費の実態に迫った非常によい番組だった。施設経営者と自治体がお互いの主張を直

接ぶつけあうくらいの踏み込んだ取材があってもよかったと思う。「未届け」という

表現について、字面を見ると理解ができるが、音で聞くと「看届け」なのかと思って

しまい、最初肯定的なイメージを受けてしまった。「看取る」を連想させる言葉でも

あるので、視聴者が混乱しないよう「無届け」に統一したほうがよかったのではない

か。 

 

○  北海道クローズアップ「格安老人ホーム 急増の裏で何が」は、問題提起として非

常に良かった。介護報酬という金の動きがあるにもかかわらず、行政が「実態を把握

できない」と話しているのは納得がいかないコメントだった。「このような負担増を

予想しなかった」と述べていた点も含めて、もっと厳しく突っ込んだほうがよかった
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のではないか。番組の内容を、放送直前の「ほっとニュース北海道」で詳しく紹介し

ていたが、「北海道クローズアップ」を見なくてよいと感じてしまう視聴者もいたの

ではないか。 

 

○  北海道クローズアップ「格安老人ホーム 急増の裏で何が」を見た。高齢者福祉施

設は種類も多く複雑で、今後も定期的に取り上げる必要があると思った。介護報酬の

引き下げが閣議決定されたことを受け、国民に不安が増大している。現状をきちんと

伝える役割がＮＨＫに期待されていると感じた。 

 

○  北海道クローズアップ「格安老人ホーム 急増の裏で何が」を見た。高齢者福祉施

設は種類も多く複雑で、今後も定期的に取り上げる必要があると思った。介護報酬の

引き下げが閣議決定されたことを受け、国民に不安が増大している。現状をきちんと

伝える役割がＮＨＫに期待されていると感じた。 

 

○  北海道クローズアップ「格安老人ホーム 急増の裏で何が」の中で、スタジオゲス

トが「省庁間の利権争いの中から未届け老人ホームが生まれた」と話していたが、具

体的な説明がほしかった。国が在宅介護を推進する中で、その受け皿になってきたと

いうコメントがあったが、国が考えることと実情の隔たりに驚いた。介護施設の問題

は多くの視聴者にとって身近で差し迫ったテーマだと思うので、今後も継続的かつス

ピーディに現状を伝える番組を作ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「格安老人ホーム 急増の裏で何が」のスタジオゲ

ストのコンサルタントは、ボランティアではなく、介護関係の出版や講演で

活動している人だ。スタッフ体制については難しい問題であり、悩みながら

番組を作った。厚生労働省の分類で「未届け老人ホーム」と記載されている

資料があり、「北海道クローズアップ」では「未届け」のほうを使用した。

しかし「クローズアップ現代」では「無届け」という表現に変えた。金の流

れで実態を把握できるのではないかという指摘があったが、介護報酬の流れ

を把握している部署と地域包括支援センターはつながっていないと思われ、

われわれも把握しきれなかった。介護保険制度が始まって１５年の節目とい

うことで、本部が取材を始めたが、北海道にも同様の問題があるようだとい

うことがわかってきたため、「北海道クローズアップ」で取り上げた。同様

の内容を「ほっとニュース北海道」や「ＮＨＫニュース おはよう北海道」

でも取り上げているのは、なるべく多くの方に見てもらいたいという意図が

ある。縦割りの具体的な事例としては、たとえばサービス付き高齢者住宅は
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国土交通省、特別養護老人ホームは厚生労働省が所管しており、よく似てい

るだけに混乱を来している。 

 

○  １月１１日(日)放送のさわやか自然百景「冬 札幌 羊ヶ丘の森」を見た。札幌の

大都会にこれだけの自然が残っているということに視聴者は驚くのではないか。北海

道でも少し奥地でないと見られない渡り鳥のレンジャクが、街路樹のナナカマドに集

まる映像には私も驚かされた。「さわやか自然百景」はふだん、貴重な自然や人が簡

単に入り込めない場所を取り上げているが、今回のようになじみやすい場所もおもし

ろいと思った。 

 

○  １月１１日(日)放送のさわやか自然百景「冬 札幌 羊ヶ丘の森」は、真冬の野生

生物の撮影ということで苦労があったと思うが、美しい映像でとても楽しめた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「さわやか自然百景」では、身近な自然を取り上げた番組も意識して年に

数本制作している。今後も変化球として取り入れていきたいと考えている。 

 

○  １月１６日(金)の「Ｉ Ｌｏｖｅ ＪＩＭＯＴＯ 北海道ＳＰ」(総合 後7:30～8:43

北海道ﾌﾞﾛｯｸ)は、オーソドックスな構成とシンプルなスタジオセットのために飽きる

のではないかと思ったが、「つながる＠きたカフェ」のような親しみやすさがあり、

最後までおもしろく見た。ゲストがボタンを押す演出は必要だったと思うが、どこの

放送局が一番ボタンを押されたかがわかるともっと盛り上がったのではないか。 

 

○  「Ｉ Ｌｏｖｅ ＪＩＭＯＴＯ 北海道ＳＰ」では、ボタンを押した回数を紹介し

ていたが、ボタンを押す根拠も特になく、何の意味があるのかわからなかった。いろ

いろな番組の要素を寄せ集めたような構成で、あまり印象に残らなかった。 

 

○  「Ｉ Ｌｏｖｅ ＪＩＭＯＴＯ 北海道ＳＰ」で取り上げられていた話題がバラバ

ラだった。食べ物や温泉など、共通したテーマで比較したほうがよかったのではない

か。もう少し掘り下げて紹介してほしかった話題もあり、１回の番組では時間が足り

なかったのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道の魅力を再発見し、地域に貢献する「Ｉ Ｌｏｖｅ ＪＩＭＯＴＯ

キャンペーン」の集大成としての番組だった。点数の扱いなど、参考にした

い。「Ｉ Ｌｏｖｅ ＪＩＭＯＴＯ 北海道ＳＰ」は、ＮＨＫニュース お
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はよう北海道 土曜プラスのコーナー「ぶらりみてある記」をベースに制作

したため、寄せ集めのような印象を持たれてしまったかもしれないが、さま

ざまな話題を見ることができて楽しかったという声もいただいた。今後も工

夫を重ねていきたい。 

 

○  １月１８日(日)のうまいッ！「あまく肉厚！寒締めホウレン草～北海道・平取町～」

では、甘さの理由を一般のホウレン草と品種が違うからと説明していたが、寒さとい

う環境が重要な要素であることをもっと強調することで、北海道農業の可能性に言及

すればよかった。シュウ酸という言葉を出すだけでなく「シュウ酸が少ないから鉄分

の吸収も上がる」などと説明すれば、視聴者も理解しやすかっただろう。甘いからと

いってスイーツ作りに直結させるのは、発想が単純だと感じた。北海道各地で栽培さ

れているにもかかわらず、なぜ平取町のホウレン草を取り上げたのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

トマトのブランド化に成功した平取町が新たに寒締めホウレン草に取り組

むということで取材に行ったことがきっかけになった。 

 

○  １月２０日(火)のクローズアップ現代「“無届け介護ハウス”急増の背景に何が」

では、北海道の特異性がより明らかになり衝撃を受けた。もっと詳しく紹介してほし

いと思った。 

 

○  クローズアップ現代「“無届け介護ハウス”急増の背景に何が」で、特別養護老人

ホームの入所待ちが全国で５２万人だと紹介されていたが、北海道ではどれくらいの

数になるのか気になった。これだけ多くの施設が届け出を怠っているのであれば、そ

の要因はどこにあるのか、届け出をするための条件は具体的にどのようなものなのか

を知りたいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

高齢者介護施設についての国の基準は、広さやスプリンクラーの有無、廊

下の幅などでさまざまな項目で定められている。届け出をしないと老人福祉

法違反になるが、２０～３０万円の罰金で済み、しかもほとんど適用された

ことがないようだ。 

 

○  最近、気象台が「これまで経験したことのない」といった表現で警報を発している

が、何とどう比較したらよいのか理解が難しく思うこともあるが、異常気象時に繰り

返し呼びかけを行うことは重要なので、引き続き取り組んでほしい。 
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ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年１２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１７日(水)、ホテルモントレ札幌におい

て、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道スペシャル「最後まで“全力疾走” ～日本ハム 稲葉篤紀選

手～」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

委  員  小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

高山 昌行 （北海道新聞社 論説委員） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道のナンモン！「忍び寄る孤立 “安心できる最期”とは」 

（総合 １２月５日(金) 後 7:30-8:43 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）について＞ 

 

○  高齢化すると公共交通機関の発達した都市に住みたくなるという気持ちは周囲の

人々を見て知っていたが、この番組を見て、札幌に移住したい高齢者がこれほどいる

という事実に驚いた。高齢者のシェアハウスの取り組みについては、運営費が厳しい

と話していたが、今後もさまざまな問題点が出てくるだろう。可能性の高い取り組み

だと思うので、今後の動きも取材してほしいと思う。高齢者劇団は、自分から一歩踏

み出すことの重要性を表す成功例として取り上げられていた。番組の前半は暗い気持

ちで見ていたが、後半は希望が持てる内容だった。 

 

○  自己責任という言葉が強く印象に残った。全体として、家族を当てにするなという

ことを強調しすぎていたように感じる。遠く離れていても子どもが親のためにできる

ことはあると思うが、そこには触れられていなかった点が気になった。北海道出身の

俳優２人をゲストに迎えていたが、彼らの家族状況についての基本的な説明が足りな
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かったのではないか。「子どもに迷惑をかけたくない」という母親の言葉を紹介して

いたが、現在母親と同居しているのか否かも説明がなかったため、その言葉の持つ意

味が理解しづらかった。シェアハウスの取り組みについては、紹介されていた高齢者

の同居人が経営者のようにも見えて、彼女の立場がよくわからなかった。ゲストが「運

営が厳しそう」という話をしていたが、全体状況の説明がなかったため、視聴者には

伝わりにくかったと思う。本州から移住してきた人たちについて、ゲストが「彼らは

家を捨ててきた」と表現していた。さまざまな事情があるはずで、不適切だったので

はないか。 

 

○  暗くなりがちなテーマだったが、人形を用いた演出や、北海道出身俳優のゲストに

よって明るい雰囲気の番組になっていた。同居率が低い理由については、他県と比較

するなど、もっと突っ込んで取材した方がよかったのではないか。ゲストのコメント

を引き出すためにアナウンサーが悪戦苦闘していたような印象を受けた。ゲストが５

人というのは多かったのではないか。また、ＶＴＲに登場した夫妻をわざわざスタジ

オに登場させる必要はなかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

テーマ自体が身につまされるものなので、できるかぎり前向きなメッセー

ジ、前向きになれる演出を心がけた。ゲストの俳優２人については、背景を

もっと紹介できればよかった。古村比呂さんは現在東京で仕事をしながら子

育て中で、離れて暮らす親が心配だということだったのだが、そのようなこ

とをきちんと説明するべきだったかもしれない。シェアハウスの同居人は、

社会福祉活動に関わる意識の高い方で、彼女がシェアハウスを運営している。

家賃や仕組みなどの細かい部分を説明するとかえって視聴者が混乱するの

ではないかと考え、「若者のシェアハウスがあるのだから高齢者のシェアハ

ウスがあってもいいではないか」という志の部分に焦点を当てて紹介した。

全国的に見て同居率が最も低いのは鹿児島県で、次が大阪府、３番目が北海

道だ。鹿児島は離島が多いなど、それぞれ事情が違うので比較することはし

なかった。ＶＴＲで紹介した夫妻をスタジオに呼んだのは、彼らの明るい雰

囲気が視聴者に希望を与えるのではと思ったからだ。ＶＴＲの時間を短くす

るなどの工夫はできたのかも知れない。 

 

○  高齢者のシェアハウスの取り組みについては、運営していくうえでの失敗や苦労に

ついても掘り下げて紹介してほしかった。高齢者の婚活については、昔とは違って一

生添い遂げるという考え方が薄れていると感じた。この番組を見て、高齢者が「こう

いう生き方もあるのか」と考える機会になったと思う。 
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○  ゲストは「子どもに迷惑をかけたくない」という言葉を北海道以外では聞いたこと

がないと話していたが、こうした意識は北海道以外の地域でもあるものなので、全国

的にそのような高齢者が増えているとフォローしたほうがよかったのではないか。冒

頭で単身高齢者の世帯数が３３万と紹介されていたが、そもそも北海道の世帯が何世

帯なのかを把握している視聴者は少ないだろう。「１０年後に８分の１が単身高齢

者」と紹介されても、そのペースが速いのか遅いのかも判断できない。きちんと説明

してほしかった。スタジオに招かれた高齢者婚活の夫婦に対する質問のしかたがまど

ろっこしかった。夫婦は何を答えていいかわからなかったのではないか。婚活や劇団

に取り組む高齢者は生活にも余裕がある人々だと思うが、生活困窮者や情報弱者、認

知症の方など、余裕の無い高齢者のケースについても取り上げてほしかった。これか

ら冬を迎えると、孤立は命に関わってくる問題でもあるので、役立つ情報をプラスし

てほしかった。今回の「北海道のナンモン！」はこれまでのシリーズの中で一番おも

しろく、最後まで飽きることなく見ることができた。 

 

○  高齢者の孤立は多くの人々に関係する切実な問題であり、テーマの設定がよかった。

前半はシビアな現状の紹介、後半は前向きな試みの紹介ということで構成のバランス

が取れていた。それぞれの取り組みはおもしろく見たが、肯定的な側面が強調されす

ぎていたように感じる。婚活パーティーにせよ高齢者劇団にせよ、誰もが参加できる

ものではない。探せばそれぞれに難しい問題は出てくるだろう。スタジオのゲストの

「支え合いのモデルを作っていきたい」という言葉はいいコメントだと思ったが、具

体的な提言がなされておらず残念だった。行政はどこまで面倒を見ることができるの

か、限界はどこかという情報を整理すると、ＮＰＯや民間企業と行政の協力における

課題が明確になったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「子どもに迷惑をかけたくない」という気持ちが北海道に限ったものでは

ないという点については、アナウンサーがひと言フォローしたらよかった。

肯定的な側面が強調されすぎているという指摘については、確かに視聴者も

疑問を持ちながら見ていると思うので、あらかじめフォローを考えておくべ

きだった。行政の役割についてもさまざまな取材をしていたが、高齢者自身

が支える側になることも含めて、サポートできる取り組みを示すべきだった。 

 

○  高齢者の単身世帯については今後地域の課題になっていくものだとは思うが、自治

体の取り組みの事例や、自治体が抱える問題についても紹介してほしかった。当事者

の取材映像や再現ＶＴＲだけだと重い雰囲気になりがちなテーマだったが、かわいら
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しい人形を使った演出によって和らいでいたと思う。札幌に移住してきた高齢者につ

いて、全体の状況が把握できるとよかった。いつも火災のニュースを見るたびに高齢

の犠牲者が多いことが気にかかるが、こうした問題に対する自治体の取り組みも知り

たかった。身元保証人のいない高齢者をサポートするＮＰＯの取り組みは初めて知っ

た。現状に即した法改正の必要性も感じたが、実際に自治体がその問題に対してどの

ように感じているのか興味を持った。スタジオにはそれぞれ専門分野を持ったゲスト

がいたが、具体的な提案はなく、似通ったコメントになってしまっていて残念だった。 

 

○  さまざまな取り組みを紹介してはいたが、孤立を簡単に解決できるのかというと、

実際には容易に済まない難しさを含んでいると思う。スタジオゲストが「北海道の人

は家の意識が低い」と言っていた点が気になった。明治政府が政策的に士族の子息の

移住を進めた開拓の経緯もあったはずだが、単に家に対する意識の低さとして処理さ

れてしまっていたような気がして残念だった。首都圏・道央圏に人が集中してしまう

政策が地方の格差を生み出している。地方消滅という問題を、高齢者問題の観点から

考える必要もあるのではないか。番組の副題に「安心できる最期」とあったが、その

最期の時間をどこに設定するかが気になった。認知症が進んだり寝たきりになったり

した時点ではまた別の問題があるから、そこは区分する必要があったのではないか。

究極の対策ということで高齢者婚活を取り上げていたが、婚活もいずれはまた孤立を

招くという意味では、「究極の対策」という表現は言い過ぎだったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

人口集中の問題については、大変関心の高いテーマだと考えている。何か

の機会に北海道の人口問題にスポットを当てた番組を作りたいと思う。「究

極の対策」という言葉については、まだ元気なうちにパートナーを探す思い

切った選択をしたという意味での表現だったと思う。「最期」という表現は、

後期高齢段階の年齢層をイメージした。あまり絞り込みすぎるとさまざまな

事例を並べた際にかみ合わなくなる可能性もあったので、ある程度幅を持た

せた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２８日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「悲劇をくり返さないために

～大川小学校・遺族たちの３年８か月～」を見た。責任の追及ではなく、事実がどう

であったかということに多くの時間を費やしていた。もう少し多くの遺族を取り上げ

た方がよかった。 
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○  １１月２８日(金)のドキュメント７２時間「さすらいの“シャケバイ”」は非常に

新鮮でおもしろかった。番組に登場したのは前向きで明るい人ばかりだったが、つら

い境遇で来た人はいなかったのだろうか。また、加工所の経営者も登場しなかったが、

取材ができなかったのか、それとも制作者の意図だったのかが知りたい。シャケバイ

が標津以外にも全道的にどのような広がりがあるのか興味がわいた。 

 

○  ドキュメント７２時間は以前から楽しみに見ているが、今回のシャケバイについて

は目の付けどころに感心した。冒頭で女性がサケについて「かっこいい」と語るシー

ンは、彼女の感性や生き方が象徴されていると感じた。時給が 1,000 円未満にもかか

わらず「１か月で２５万円になる」と話していたが、これはどのような計算になって

いるのか疑問に残った。１年の半分を季節労働で過ごしている男性が「自分のしたい

ことが世界の９０％以上を占めている」と語っていたが、その「したいこと」が何な

のかが知りたかった。アルバイトに来た人だけではなく、アルバイトを受け入れる側、

例えば寮で食事を作る人の声も聞けたら、違う光景が見えたのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

シャケバイについては、会社を辞めて来たような切実な人はいなかったと

聞いている。経営者にも取材はしたが、編集の過程でその映像は落とした。

シャケバイの時給について確認したところ、やはり 1,000 円未満だったが、

１日に８時間を超えて働くことがあったのかも知れない。 

 

○  １１月２９日(土)放送のおはよう北海道 土曜プラス「シリーズ火山と生きる」で

は樽前山を取り上げていた。火山噴火の危険性とともに周辺地域の魅力も紹介されて

おり、楽しんで見ることができた。噴火に備える対策についても紹介してほしかった

と思う。 

 

○  １１月２９日(土)放送のおはよう北海道 土曜プラス「ぶらりみてある記」では栗

山町が取り上げられていたが、ファイターズの栗山監督がＶＴＲのみの出演だった。

栗の木ファームは栗山監督と栗山町民みんなで作り上げたもの。関係者を取材できな

かったのか。 

 

○  １２月３日(水)のほっとニュース北海道では「旬の食材を訪ねて」というコーナー

でサロマ湖ののりの話題を取り上げていた。サロマ湖で酸処理をせずにのりが栽培で

きるということは、湖がきれいだという証拠である。ほかにも取り上げてほしいポイ

ントも多々あり、ぜひ一度北海道クローズアップなどの番組で取材してほしいと思う。
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夕日の湖面に白鳥が浮かぶ映像はとても美しく、印象的だった。 

 

○  １２月１０日(水)のつながる＠きたカフェ「Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ北海道」

のコーナーでは登別温泉を取り上げていたが、あまり知られていないスポットが紹介

されており、驚きとともに楽しんで見ることができた。 

 

○  １２月１２日(金)放送の北海道クローズアップ「激戦！衆院選２０１４」は、２５

分間という時間の制約があり、大きなテーマを扱い切れていなかった。注目選挙区と

して、第三極の候補者が立候補しなかった１区が取り上げられたのはわかるが、なぜ

７区が取り上げられたのかがわからなかった。北海道が抱えている問題を明らかにし

たうえで、候補者がどのような訴えをしているかをまとめたほうが構成としてはわか

りやすかったと思う。この番組に限らず、ＮＨＫの番組では「衆院選の最大の争点は

アベノミクス」という表現を使っている。他にもさまざまな争点はあるはずで、公平

に扱ってもらいたい。社会保障について各党の主張をひと言でまとめていたが、複雑

な問題なので無理があったのではないか。 

 

○  北海道クローズアップ「激戦！衆院選２０１４」では、なぜ注目選挙区として北海

道１区と北海道７区が取り上げられたのかわからなかった。冒頭で第三極の候補者の

動向の話をした後だったので、もっと丁寧な説明が必要だったと思う。社会保障問題

についてはわかりやすく整理されていたと感じた。 

 

○  北海道クローズアップ「激戦！衆院選２０１４」を見た。選挙区が広い北海道にお

いては、候補者の表情が見えるテレビの役割は非常に大きく、神経を遣わなければな

らないため作り方が難しいのはわかるが、この番組からは全体の流れ、ムードがどう

なっているのかわからなかった。もし全体の状況が捉えがたいのだとしたら、なぜ捉

えがたい状況になっているのかを解説する必要があっただろう。 

 

○  北海道クローズアップ「激戦！衆院選２０１４」を見た。どのメディアでも自民党

優勢と伝えられるなか、選挙直前にこの番組を放送するのは覚悟を要しただろう。な

ぜ１区と７区だけを取り上げたのか疑問に思った。例えば原発政策については、泊原

発だけでなく大間原発もあるので、他の選挙区でその政策に関わる候補者についても

触れてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「激戦！衆院選２０１４」では、自民党の経済政策

が今のままでいいのかという争点を取り上げたが、そもそも消費増税がきっ
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かけで解散したはずなのに、民主党も消費増税の先送りを容認するなど、争

点の組み立て方が難しかった。結果として投票率が低くなったが、視聴者の

投票行動の役に立つ番組を今後も追求していかなければならないと考えて

いる。１区は民主党の象徴的な選挙区であり、第三極の候補者が立候補して

いないため注目が集まっていた。７区は新党大地の代表代行が民主党の候補

者として立った。経済的な課題が多い選挙区でもあり取り上げた。争点がア

ベノミクスだけではないということは十分認識しているつもりだが、偏って

いるという印象を持たれてしまったことは課題である。できるだけ多くの有

権者に伝わるように、番組に限らず、朝や夕方のニュースなど、さまざまな

時間帯で総合的に伝わるようにしていきたいと思う。 

 

○  １２月１４日(日)の開票速報については、ＮＨＫのほうが民放に比べて「当選確実」

を出す時間が遅かった。また、開票率の低い午後８時～９時台に、票が動かない状況

をただ説明するよりも、その選挙区の争点などを手短に紹介したほうがよかったので

はないか。 

 

○  開票速報では、スタジオで解説をする記者のコメントが平板になっており、言わず

もがなの内容が多かった。すでに投票は終わっていたのだから、北海道の民意がどの

ように動いたのか、もう一歩踏み込んだ解説をしても問題無かったのではないか。 

 

○  衆院選の開票速報については、スタジオ解説の記者の口調が丁寧でとても聞き取り

やすかった。選挙というと男性のイメージがあったが、女性の解説は硬い雰囲気にな

らなくていいものだと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

開票速報における「当選確実」の打ち出しについては、早さとともに、正

確さを大事にしている。全体の情勢について投票前の段階で踏み込むことは

できないが、開票速報での分析は必要だったと思う。解説を担当した記者の

問題というよりも、報道グループとして全体の状況をどのように分析するの

かという問題なので、春の統一地方選などに生かしていきたい。 

 

○  １２月１６日(火)の地方発 ドキュメンタリー「“生きた証”を届ける～北海道 遺

品整理士の日々～」は、じっくりと見せる構成になっており、全体的に興味深く見る

ことができた。一つ一つの物語が少々長く感じられ、中だるみしてしまっていたよう

な気がするが、好感を持った。家に出はいりするシーンでドアのガラスにスタッフが

映り込んでしまっていたが、編集で何とか解決できたのではないか。 
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○  地方発 ドキュメンタリー「“生きた証”を届ける」を見て、遺品整理士は“片付

ける”仕事だと思っていたが、一番大事なのは“見つける”仕事なのだと気づかされ

た。遺品を通じて、その人の人生の重みが伝わってきた。冒頭の「ああ、雪が降って

きたね」というシーンはとてもセンスがあると思った。旭川で２年間放置されていた

家は、最初遺品整理をしているのかと思ったが、普通に片付けをしているようにも見

えたので気になった。全体を通して抑制の効いたトーンで、ナレーションも音楽も美

しく、静かな力がある番組だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「遺品整理士」に登場した、旭川で２年間放置されていた家は、亡くなっ

た方のものではない。遺品整理の仕事は頻繁にあるわけではないので、ふだ

んは清掃の仕事をしながら依頼を受けて遺品整理の仕事をしている。 

 

○  「防サイくんがゆく」というミニ番組を最近よく見る。「吹きだまりが２０センチ

を超えると自動車が立ち往生する」と言われても、実際の現場では吹きだまりの高さ

が２０センチかどうかはわからない。「つながる＠きたカフェ」の中でこのミニ番組

を放送するときには、スタジオでコメントを補足したほうが親切だと思う。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年１１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１９日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道スペシャル「最後まで“全力疾走” ～日本ハム 稲葉篤紀選

手～」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

委  員  小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

坂本 昌彦 （(株)北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

高山 昌行 （北海道新聞社 論説委員） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道スペシャル「最後まで“全力疾走” ～日本ハム 稲葉篤紀選手～」 

（総合 １１月７日(金)）について＞ 

 

○  稲葉選手が選手としての活躍だけでなく、チームの心を一つにまとめるという、指

導者としての大きな役割を果たしていたことが理解できた。稲葉選手が最後に述べた

「今後、北海道の 179 市町村すべての皆さんと触れあうような仕事をしたい」とい

うコメントが印象的だった。北海道のことを愛してくれていることが分かり、ぜひと

も実践してほしいと思った。ヒューマンドキュメントでは過去の業績を時系列につな

げる番組構成が一般的かと思うが、この番組は稲葉選手の人間性やチーム愛にフォー

カスを当てていたことで深みが出たのだと思う。 

 

○  稲葉選手の非常にまじめな人柄が番組でも表現されていて、新庄剛志選手などと交

流するなかで、ファンサービスなどにも積極的になっていく様子が分かった。小さな
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子どもが「稲葉選手みたいになりたい」とプラカードに書いていたシーンを見て、稲

葉選手を慕っている様子が伝わってきた。ファイターズは稲葉選手がいたからこそ、

クライマックスシリーズであそこまでの試合運びができたのだと分かった。監督から

与えられた代打という役割に徹し、その期待に応えることができたことはすごいと思

う。 

 

○  この番組は、ファイターズのファンか否かによって感想が大きく異なると思う。野

球やファイターズに関心の薄い私は「クライマックスシリーズのダイジェスト」とい

う印象を持った。試合中のエピソードにも特に意外性を感じなかった。稲葉選手が「全

力疾走」という言葉にどのような決意を込めて選手生活を送ってきたのか、具体的に

何を指しているのかが分からなかった。ファイターズにとって稲葉選手が特別な存在

だということは何となく知っていたが、なぜ稲葉選手がこれほど愛されているのかと

いう理由が分からなかった。選手やファンの声をもっと紹介する必要があっただろう。

「会社を休んで応援に行った」というファンを取材していたが、必要だったのか、疑

問が残った。オープニングで稲葉選手が息子と触れあう映像はファンにとって貴重な

映像だったのかもしれないが、いまひとつ心には引っかからなかった。全体を通して、

ファイターズを応援している人にターゲットを絞った番組になっていたような気が

する。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組のために本格的に取材をした期間がレギュラーシーズン終了後の

１か月ほどのことだったため、クライマックスシリーズにスポットを当てた

番組になった。稲葉選手の引退発表から札幌ドームがとても盛り上がってい

たことから番組を作り始めた。すごい選手だが派手な活躍をしているわけで

もない選手が引退間際にこれだけファンに愛されている理由を探ってみた

いと思った。ファンもさることながら、ファン以外の視聴者にもファイター

ズの魅力を伝えたかった。稲葉選手は「道民の方々と触れあうなかで成長で

きた」と述べており、そのようなエピソードを伝えることでファン以外の方

にも共感してもらえるのではないかと考えた。「全力疾走」という言葉をタ

イトルに使うかどうかは迷ったところだった。最近は年齢による体力の衰え

とともにけがも増えており、あまり全力疾走できなくなってはいたが、精神

面でも気を抜かずに走りきったという意味を込めて「全力疾走」をタイトル

に使った。 

 

○  稲葉選手の「全力疾走」という言葉は、どんな場面でも手を抜かないことを指して

いると受け取ったが、この姿勢にはとても共感できた。ファイターズのファンでなく
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ともヒューマンドキュメントとして大いに楽しむことのできる番組だった。スワロー

ズ入団からファイターズでの１０年間までの映像を織り交ぜながらの番組構成は、１

人の人間として成長する様子を映し出しており、非常に感動的だった。クライマック

スシリーズの最終戦で相手チームの選手から胴上げされるシーンは、敵味方問わず愛

されていた稲葉選手の人柄がよく伝わってきた。番組の最初と最後のシーンで息子が

登場し、稲葉選手の子煩悩（ぼんのう）な人柄を映し出す演出は効果的だったと思う。

稲葉選手の魅力を十分に映し出した番組で、ふだん野球を見ない方々も楽しめた内容

だったのではないか。今後、ぜひ栗山監督についても取り上げていただきたいと思う。 

 

○  試合の見どころを上手につなげてあり、臨場感のある構成だった。関係者のコメン

トも適切に盛り込まれており、メリハリがあった。稲葉選手の個性がどのように形づ

くられていったかが知りたかったが、この１か月に重点が偏ってしまっていたため、

わかりにくかった。ファンにとっては改めて説明するまでもない話だったのかも知れ

ないが、そうではない視聴者は知りたかっただろうと思う。「野球を楽しむ」という

言葉があったが、プロの野球選手が楽しんでプレーするというのはどういうことなの

か、素人にも分かるようにかみ砕いた言葉で表現する必要があったと思う。野球選手

に限らず、スポーツ選手のコメントは概してあっさりとしているような気がする。イ

ンタビュアーはもっと突っ込んで具体的な言葉を引き出さないと面白いコメントに

ならないと思う。 

 

○  ファイターズのファンや、野球が好きな人にとってはとても満足できた番組だった

と思う。「道内 179 市町村全部を回って皆さんと触れあいたい」というコメントが、

具体的にどういうことなのか、もう一言引き出せたら良かったと思う。実際に全市町

村を回るのは非常に大変なことだ。１０年間の北海道での暮らしについて、日常生活

やファンとの交流の場面など、野球以外の姿についても取り上げてほしかった。クラ

イマックスシリーズ最終戦で稲葉選手が胴上げされるシーンを「相手チームと一緒に

なっての胴上げ」と説明していたが、正確には相手チームが先に駆け寄ってファイタ

ーズの選手はそれを取り巻いているような状況だったので、正確ではない印象を持っ

た。バッティングピッチャーの伊藤栄祐さんが「稲葉選手と甲子園出場を争ったライ

バル」と紹介されていたが、それは同じ高校で甲子園出場を争ったという意味なのか、

同じ地区の別の高校で甲子園出場を争ったという意味なのか、気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

稲葉選手個人の足跡をどれほど丁寧にたどるかというのは最後まで悩み続

けたところだ。細かく説明してしまうと、間延びしてしまう気がした。「野

球を楽しむ」という言葉については、命がけでプレーしている選手同士が「楽
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しんでやろう」というような言葉をあえてかけるものなのか、と素直に受け

止めた。そこに違和感を覚える人がいるということまで考えが及ばなかった。

時間が限られているなかで、聞いておかなければならないことと、もっと突

っ込んで掘り下げたい内容とのバランスを取るのはとても難しい。少なくと

も抽象的だと思われないような努力はしていかなければならないと感じて

いる。「全 179 市町村を回りたい」というコメントの具体的な内容について

は、我々の予想する内容と、稲葉選手の頭の中で考えている内容が違う可能

性があるかもしれないと考え、それ以上のコメントはつけなかった。バッテ

ィングピッチャーの伊藤さんについては、同じ愛知県内の強豪校同士、同じ

学年でライバルだった。当初は、そんな２人がファイターズの躍進を支えて

きた、という事実を軸に番組を作ろうとしていた。さまざまな要素を整理す

るなかで伊藤さんについての説明が少なくなったが、高校名くらいは出した

ほうがよかったと反省している。 

 

○  ファンにとっても、そうでない視聴者にとっても非常に感動的なドキュメンタリー

だったと思う。番組を見終わった後、自分はなぜ今まで応援していなかったのだろう

と後悔した。インタビューと試合映像のバランスも良かった。特にカメラを意識して

いるわけではないのだろうが、勝ったときや負けたときの表情がとてもよく映ってい

た。選手やチームに対する温かさが伝わってきた。稲葉選手は引き時を考えながらプ

レーしてきたのだろうと思うが、引退を決断するまでの心の動きを伝えてほしかった。

稲葉選手がこれまでどういう人や出来事に影響され、どのように感じながら過ごして

きたのかを知りたかった。「北海道のファンはとても温かい」と言っていたが、他の

チームと比べて北海道のファンにどんな魅力を感じていたのかをもっと知りたいと

思った。 

 

○  野球選手としての歩みをたどったヒューマンドキュメントだったが、人柄など人間

力の高さが伝わってきた。中田翔選手から「兄貴」ではなく「お父さん」と言われて

いたが、日頃から厳しく接すると同時に愛情の裏付けがあったからこそ、そのように

呼ばれる存在だったのだと思う。駐車場から出て行くときの数十秒のシーンでも、窓

を開けてスタッフに声をかける姿がとても印象に残った。映像を通じて、随所に稲葉

選手の完璧な人柄が感じられた。 

 

○  オープニングの場面での音楽が短調で、おどろおどろしい感じがした。その後も応

援の場面の音と重なり不協和音になっていたのがとても気になった。ファンを１人取

り上げていたが、休みを取って応援に来たファンは他にもいただろうし、１人だけを

紹介する必要性が感じられなかった。最後の胴上げシーンは感動的だったが、全体と
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しては印象に残らない番組だった。 

 

○  新庄選手や小笠原道大選手、森本稀哲選手といった人気選手がいなくなった後、稲

葉選手が中核的な存在としてチームを引っ張ってきたのだということがわかり、感動

した。スタンドで観客が「稲葉ジャンプ」で応援をするシーンでは、グラウンドが揺

れて見える様子を映した演出がおもしろかったと思う。大谷翔平選手は野手で出場す

るときと投手で出場するときでは顔つきが全然違うということで、そういった心の機

微を感じ取って適切に言葉をかけており、稲葉選手がこの１０年間で精神面でも後輩

を育ててきたのだということが伝わってきた。沖縄キャンプのシーンでは、中田選手

が稲葉選手のいなくなった穴を埋めようとするかのように一生懸命練習する姿につ

い見入ってしまった。ファイターズのファンにとっては、感動的で思い出深い番組に

なったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

どこまで取り上げるかということについては、今回の番組ではインタビュ

ーから明らかになったエピソードを中心に伝えたいと思ったが、稲葉選手の

人柄や心境の変化について物足りない印象を多く持たれたという事実は受

け止めなければならないと感じている。東京から北海道、クライマックスシ

リーズの大阪、福岡と追いかけているファンの代表として１人を取り上げて

インタビューをしたのだが、時間の関係で説明を削ってしまった部分があり、

それが違和感につながってしまったのではないかと反省している。クライマ

ックスシリーズを重点的に取り上げたのは、この２年ほど低迷していたチー

ムが久々に一つになって輝いて見えたからだ。その一瞬の輝きを捉えること

ができるテレビならではの表現を大切にしたいと考えた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１７日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「診察室の詩人 

～南富良野 人生を癒やす医師～」(総合 後 7:30～7:55 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。医師

が昼食としてバナナ１本とお菓子を食べていたが、医療に携わる立場でそれで昼食を

済ませてしまうのはどうかと思った。比較的のんびりとした姿が紹介されていたが、

苦労している若い医師も多いなかで、地域医療の見られ方について心配になった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「診察室の詩人」は、医師を通じて、

ふだんクローズアップされることのない患者の苦しみに光を当てた番組だったと思
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う。なぜ３０年以上前に地域医療を目指したのか、そのきっかけや足跡が見えてこな

かったため医師のヒューマンドキュメントとしては物足りなさを感じた。その後１１

月８日(土)の目撃！日本列島「ことばで人を癒やす～涙と笑顔の診察室～」も見たが、

こちらのほうが医師のつつましい生活や、閑散とした町並みをお年寄りが歩く映像な

どにリアリティーを感じられた。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「診察室の詩人」では、医師の詩が

数多く紹介されていたことが好印象だった。登場する患者が全員女性だった理由につ

いて知りたい。地域に貢献したことで「赤ひげ大賞」を受賞したのであれば地域の人

の声も紹介できたら良かっただろう。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「診察室の詩人」では、テレビカメ

ラが近くにあるはずなのに患者が医師と本音でやりとりをしており、関係性が十分伝

わってきた。今回の番組ではヒューマンドキュメントの番組だったが、地域医療のあ

り方について掘り下げた番組も制作してほしいと思った。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「診察室の詩人」は医師の言葉一つ

一つに心を打たれ、改めて自分の人生を考えさせられる、とても良い番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

南富良野の医師については、患者から頂いた言葉を自分が詩にするという

部分にこだわって番組を制作した。「北海道クローズアップ ヒューマンス

トーリー」も「目撃！日本列島」も中身はほとんど一緒だったが、時間を２

分短くしただけでこれだけ印象が変わるのだということは大変勉強になっ

た。男性の患者が登場しなかったのは、もともと女性患者が多かったことも

あり、結果的に女性の患者が多く番組に登場したのだと思う。地域医療は非

常に重要な問題で、課題を掘り下げる努力は続けていかなければならないと

感じている。 

 

○  １０月１７日(金)の北海道スペシャル「そば王国・北海道」を見た。そば打ち高校

生の奮闘ドラマがテーマの番組であればよくできていたと思うが、期待していたテー

マとずれている気がした。北海道が生産量として日本一にもかかわらず、それがあま

り知られていない現状をどうしたらいいのかという方向に進んでいくのかと思って

いた。北海道にそば文化が育っていないところに問題を絞って、別の機会にぜひ取り

上げてもらいたいと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

北海道スペシャル「そば王国・北海道」では、視聴者が期待する内容にも

気をつけて番組を作らなければいけなかったと思う。今回はディレクターが

高校生の奮闘を追いたいという思いが強かった結果、あのような番組になっ

た。 

 

○  １０月２４日(金)の北海道クローズアップ「追跡！海の異変 ～どうする？北海道

漁業～」でスタジオゲストが最後に「私たちが魚をおいしく食べることが大切です」

と言っていたが、それが具体的にどういうことなのかアナウンサーに突っ込んで質問

してもらいたかった。 

 

○  １０月２４日(金)の北海道中ひざくりげ「絶品コンブを街の宝に ～室蘭市～」で

取り上げられたヤヤンコンブが、今では室蘭でしか取れないということは初めて知っ

た。試食会で「商工会」に頼んだと言っていたが、室蘭には商工会はないので「商工

会議所」のことだったのではないか。番組内で使用していた包丁がさびていたので、

替えたほうがよかった。引退した漁師だけがヤヤンコンブの主な取り手であるような

印象を受けた。室蘭が売り出し中の工場夜景についても紹介してほしかった。 

 

○  １０月２４日(金)の穴場ハンター「室蘭エリア」のスタジオ観覧者に市役所と商工

会議所の関係者が多く、偏ったイメージがあった。穴場を取り上げる番組のはずなの

に、最後に取り上げたサーファーの紹介に時間を割きすぎているような気がした。 

 

○  １０月２６日(日)の小さな旅「イカの終着地で～北海道 羅臼町～」を見た。知床

の自然の美しさと羅臼の海の厳しさが織り交ぜられて見応えのある映像になってい

た。山田敦子アナウンサーの落ち着いた語り口と大野雄二さんのテーマ曲が相まって、

全体的にじっくり見せる番組構成になっており好感が持てた。イカと言えば真っ先に

函館を連想するが、羅臼が有数の漁場だということをこの番組で初めて知った。全国

から外来船が集まってくるという事実は、道内水産業の労働者不足という問題を提起

しているのではないかと思い勉強になった。番組の制作意図が何だったのか、ただ羅

臼を紹介する番組として受け取って良かったのかが分からなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

小さな旅「イカの終着地で」では、羅臼に集まってきた漁師どうしの結び

つきを描こうとしたのだが、うまく伝えられなかったかもしれない。 
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○  １０月３１日(金)の北海道クローズアップ「新幹線上陸～開業まで１年半 成功の

カギは～」は取材不足という印象を持った。試験走行の開始にあわせて放送するため

に、あまり準備をせずに番組を制作したように感じられた。東北の旅行代理店の方は

ツアーを作る人ではなく営業担当者であって、そういう方の「パワースポットとして

売り出せばいい」という思いつきをテレビで取り上げてしまうと、地元の方は本気に

してしまう。賛成派も反対派もいる問題なので、もう少し配慮してほしかった。「く

まモン」の熊本市が成功事例として紹介されていたが、あくまでキャラクター自体が

成功しているだけであって、新幹線が鹿児島まで延伸したことで客が流れている。観

光として本当に成功しているのか疑問だ。「４時間の壁」を大きなテーマにしていた

が、東京から新青森・八戸までは４時間以内だったが当初の想定ほど観光客は来てい

ない。どれだけ期待できるのか地元には不安がある。現在道南地域ではプロモーショ

ンが先行している一方、観光基盤が充実しておらず受け入れ態勢が整っていない状況

だ。この番組の趣旨自体が現状にそぐわない感じがした。 

 

○  北海道クローズアップ「新幹線上陸」は、冒頭の陸路で運ばれる新幹線の映像に迫

力があって引きつけられた。開業まで１年半に迫った現状と課題を「４時間の壁」と

して取り上げ、その解決策を提起していた構成は大変分かりやすかった。北海道経済

が低迷するなかで、新幹線開業によって、やり方しだいでは大きな経済波及効果をも

たらすことができるのだと、元気をもらえる番組だった。スタジオゲストの足元でケ

ーブルが渦を巻いて映り込んでしまっていたことと、番組の終わり方がバタバタと慌

てた感じになってしまっていたことが残念だった。 

 

○  北海道クローズアップ「新幹線上陸」ではスタジオゲストの出番が長すぎたのでは

ないか。「くまモン」が成功例として取り上げられていたが、実際に熊本県への観光

客増加にどれだけ貢献したのかといった具体的な事例が足りない印象を持った。八戸

も成功例としてコメントされてはいたが、映像が出てこなかったのが準備不足のよう

に思われた。経済効果については、市電の駅舎改修や函館山ロープウェイのゴンドラ

の更新など、前向きな事例にも触れてほしかった。「パワースポット」という言葉は、

観光業界では一般的な用語なのかも知れないが、視聴者にとってはわかりにくく、ひ

と言説明が必要だったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

新幹線については今後も１年半にわたってニュースや番組でも取り上げて

いくため、頂いた意見を参考にしながら深く取材していきたいと考えている。

「パワースポット」や「くまモン」といった一見おもしろそうなテーマも、

もっと深く掘り下げて番組を制作していかなければならないと思った。ＮＨ
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Ｋの番組を地域で活動している方々がどのように捉えているかという話も

非常に参考になった。スタジオゲストのコメントについては、特に今回が極

端に長かったわけではない。ゲストと当日に事前打ち合わせをするなかで出

てきたエピソードを少し長めに話してもらったのだが、「そこはＶＴＲで見

たかった」という欲求不満からコメントが長いような印象を持たれてしまっ

たのかも知れない。 

 

○  １０月３１日(金)の北海道スペシャル「知床 秋の恵み ～密着！日本一のサケ漁

～」を見た。国立公園だからとは言え、クマが１０メートルほどまで近づいてくるよ

うな映像は、住宅街でのクマ騒動が報道されていることもあって不適切な印象を持っ

た。「知床」のアルファベット表記からキーワードを紹介する演出をしていたが、番

組の時間から考えるとキーワードが多すぎではないかと感じた。 

 

○  北海道スペシャル「知床 秋の恵み」では、「知床」をキーワードから紹介する演

出にこだわり過ぎている印象を持った。せっかくのおもしろいテーマなのに、バラバ

ラとした感じになって、ドラマ性がなくなってしまっていた。たとえば漁師の人々は

半年も一緒に生活しているのだから、その生活を軸に見せていくとドラマが生まれた

のではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道スペシャル「知床 秋の恵み」については、当初はドキュメンタリ

ーとして「番屋でのサケの取り方」と「ハイテクを使ったサケの取り方」の

２つを追って、１本の筋にしようと考えていた。しかし短い取材期間のなか

でディレクターが漁師たちの生活にまで入り込むには至らずディテールに

迫れなかったため、それぞれの素材を番組としてどのように形にしていくか

考えた結果、あのような演出方法をとることになった。 

 

○  １１月３日(月)の「ワタシ ただいま冒険中！！ ～『マッサン』ヒロイン 秘密

の舞台裏～」(総合 後 6:10～6:40)を見た。シャーロット・ケイト・フォックスさん

をヒロインに起用するまでの経緯について詳しく知りたかった。「文化と向き合う」

という言葉もあったが、彼女がどのように日本文化と向き合っているのかが見えてこ

なかった。 

 

○  １１月９日(日)のＮＨＫニュース おはよう日本で「北海道 海の異変を追跡」と

いう特集があった。取材したカメラマン自身が語っていて臨場感があり、かつ映像に

は訴える力が強かった。漁師や研究者のコメント、海水温変化のグラフも示されてお



 10 

り分かりやすかった。ニュース番組内の特集だったが、ドキュメンタリー番組を１本

見終えたような印象を受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

海の異変についての特集を担当したカメラマンは潜水が専門であり、「北

海道クローズアップ」で北海道向けに放送した内容をＮＨＫニュース おは

よう日本で全国向けに放送した。 

 

○  １１月１４日(金)の北海道クローズアップ「バターが足りない！？ ～岐路に立つ

酪農王国～」は、生産者が限界のところで経営努力している状況が具体的に説明され

ており、問題の構造が非常に分かりやすかった。大規模化への流れに対して、国や道

がこれまでどのように関わってきたのか、これからどのように導こうとしているのか

を知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「バターが足りない！？」では、国や道が大規模化

の方向で政策を進めてきたということをきちんと述べるべきだったと考え

ている。大規模化した酪農家は本当に勉強熱心だが、まさにそういう人たち

が大規模化したことによってコスト高に悩んでいるという構造に問題があ

ることを強調したかった。 

 

○  １１月１４日(金)の北海道中ひざくりげ「ぬくもりの街に彩りを～弟子屈町・川湯

温泉～」を見た。宿泊客の減少は道内共通の課題だが、それをアートで解決しようと

する狙いはユニークでおもしろいと思った。しかし「アート」とひと言で言ってもジ

ャンルは非常に幅広く、漠然としてしまっていた。また、なぜアートで盛り上げよう

としているのか、という理由も分かりにくかった。活動の中心メンバーは道外から移

住してきた人々だったが、彼らが地元の人々にどう影響を及ぼしているのかについて

も知りたかった。廃業したホテルを「泊まれる美術館」として復活させたという話も、

宿泊客の評判などが聞きたかった。 

 

○  １１月１４日(金)の穴場ハンター「弟子屈・阿寒エリア」を見たが、取り上げた場

所が本当に穴場だと言えるのか疑問に思った。 

 

○  １１月１５日(土)のＥＴＶ特集「生きづらさに向き合って～ある精神科クリニック

の挑戦～」は、以前北海道スペシャルで同じ内容を取り上げた際にも見た。そのとき

は４３分という時間の短さから物足りなさを感じたのかと思ったが、今回、１時間の



 11 

長さになっても同じ物足りなさを感じた。「統合失調症」や「生きづらさ」という言

葉をさらっと使っていたが、視聴者が知識を持っていることが前提になっているよう

に思えた。医学的見地からきちんとした説明がないと、視聴者に誤ったイメージを与

えてしまいかねない。彼らが抱える問題を「生きづらさ」というだけで表現するのは

乱暴だ。今は２０代や３０代の人々を中心に精神疾患を抱えていなくても生きづらさ

を抱えている時代なので、「生きづらさ」という言葉だけでは具体的に伝わらなかっ

ただろう。登場人物がほとんど顔にモザイクをかけず、名前も出していたが、これは

一昔前なら考えられないことだったと思う。そこで「どうしてモザイクをかけなくて

いいのか」を聞くことによって、彼らが自分の抱えている病気とどう向き合い、これ

からどうしようとしているのか、というリアルな声が引き出せたのではないか。全体

を通してとても興味深く見ることができたので、今後もまたこういったテーマを取り

上げてほしいと思う。 

 

○  ＥＴＶ特集「生きづらさに向き合って」を見て、昔と今では患者の病気が変化して

いるというよりは、患者に対する理解が進歩しており、そのことによって患者の表情

や生き方も変えることができるのだと分かって感銘を受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集については、身近に誰もが抱える「生きづらさ」に引きつけて

普遍的なテーマを目指したがゆえに、個別の統合失調症についての説明が整

理されていない印象を与えてしまったのだと思う。「モザイクをしなくてい

い」と了解してくれたこと自体にメッセージがあると思っていたが、確かに

「なぜモザイクをしなくていいのか」ということをインタビューするべきだ

った。 

 

○  １１月１６日(日)放送のさわやか自然百景「北海道 真狩川」を見たが、バイカモ

がこんなにも群生しているということを初めて知って大変勉強になった。後志地方で

はエコツアーの資源がないと言われていたが、この番組を見たことで資源になる可能

性を感じられた。 

 

○  テニスの錦織圭選手が世界ランキング５位にまで上がった。来年以降の試合中継に

ついてどう考えているのかを知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

テニスの中継については今後もそのつどの対応ということになるだろうと

は思うが、来年１月に開催される全豪オープンについてはＮＨＫで放送する
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方向で現在、主催者側と調整を進めている段階である。 

 

○  俳優の高倉健さんが亡くなった。網走、増毛、富良野など北海道各地の人々とつな

がりのあった人物だ。今後の追悼番組に期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

高倉健さんについてだが、死去の一報が入った１１月１８日(火)の「ほっ

とニュース北海道」でゆかりの地の方々のインタビューを紹介した。改めて

北海道との縁の深さがわかったので、今後も機会があればぜひ取り上げたい。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 



 1 

平成２６年１０月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１５日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「先取り！『マッサン』徹底ガイド ～北海道・夫婦愛の物語～」を

はじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

委  員  小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

高山 昌行 （北海道新聞社 論説委員） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

 

（主な発言） 

 

＜「先取り！『マッサン』徹底ガイド ～北海道・夫婦愛の物語～」 

（総合 ９月２６日(金)）について＞ 

 

○  モデルについて詳しく説明しすぎるとドラマのネタバレになりかねないという制

約があったのかもしれないが、モデルとなった竹鶴夫妻のことをもっと知りたかった。 

「朝ドラの中の北海道」というコーナーは、唐突な印象を持った。ゲストを呼んでク

イズ形式で進行するパターンはマンネリのような気がした。 

 

○  冒頭の演出が正月番組のような印象で、違和感を持った。新しい朝ドラを楽しみに

していただけに、期待がそがれてしまった感じがした。クイズ形式は不要だったので

はないか。もっとドラマに直接関わるような内容や、竹鶴夫妻の逸話を紹介したほう

がよかった。「朝ドラの中の北海道」のコーナーは、無理に盛り込んでいるように感

じたため、あまり記憶に残らなかった。今回の番組とは別に特集した方が、朝ドラと

北海道のつながりを意識づけることができたと思う。当時珍しかった国際結婚に注目

して夫婦愛を印象づけるという目的があったのだと思うが、同じようなシーンやせり

ふが何度も登場したり、道内の国際結婚カップルが突然紹介されたりして、構成がバ
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タバタしている印象を受けた。竹鶴政孝さんのウイスキーに対する強いこだわりや、

ユーモアのある人柄については盛り込まれていたが、２人の人生に大きく影響を与え

たドラマの登場人物についても盛り込まれていたらよかった。 

 

○  ７３分と長い番組だったが、３人の出演者のコメントが面白く、飽きさせない構成

だった。「Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ北海道」のコーナーは、国際結婚した夫婦や

そうではない夫婦が突然出てきて、唐突な印象を受けた。「朝ドラの中の北海道」の

コーナーは冗長な印象で、クイズまでは必要なかった気がした。モデルとなったニッ

カウヰスキーの社名については、ドラマでは出せないのかも知れないが、この番組で

は出してもよかったのではないか。竹鶴シャンツェのジャンプ台が紹介された際、札

幌オリンピック金メダリストの笠谷幸生さんの話が一言で済まされてしまっていた

が、この方はニッカウヰスキーの広報部長もやっており、本人の生の声も聞きたかっ

た。広島や大阪でロケをしたシーンは紹介されたが、余市のシーンが全く紹介されな

かったのが残念だった。ドラマの舞台がいつから余市に移るのか、番組内で紹介して

もよかったのではないか。フィクションと事実との間にどれくらい違いがあるのか、

ドラマでは実際にどのように展開していくのか、少し説明があればよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「朝ドラの中の北海道」のコーナーについては、舞台の余市町だけでなく、

全道的に話題の広がりを持たせるためにどうしたらよいかを考えた結果、設

けることになった。「Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ北海道」のコーナーにつ

いても、道内の各局も頑張っていることをアピールしたいと考えて設けた。

クイズ形式については、７３分という長い時間をいかに飽きずに見てもらう

かを考えた結果、視聴者に参加感を持ってもらうことを意図して制作した。

「Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ北海道」で国際結婚ではないご夫婦も取り上

げたのは、ドラマのテーマが「夢をかなえる」ということでもあり、夢の実

現を求めて北海道へ移住したご夫婦を広く取材したため。竹鶴シャンツェの

話の中で笠谷さんを取材しなかったのは、ディレクターが３０代で笠谷さん

より長野オリンピック金メダリストの船木和喜さんが先に頭に浮かんだと

いうことだ。 

 

○  私はふだんあまり朝ドラを見ないが、この番組がおもしろかったため、「マッサン」

を見ようという気持ちになった。冒頭の正月番組のような演出は、新しいことが始ま

るような高揚感があってよかった。非常にめりはりのある、考えられた構成だと思っ

た。「北海道の中の朝ドラ」のコーナーは、今まで朝ドラをあまり見てこなかったた

め興味深く見た。違和感のあるゲストもいたが、高市佳明アナウンサーは軽快にうま
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く進行していたと思う。番組の中で収録場所が余市町のウイスキー博物館のバーラウ

ンジだと紹介され、行きたいと思った。リタの生涯についてもっと知りたかった。太

平洋戦争の際に差別を受けたとあったが、政孝が彼女をどのように守ったのか、子ど

もたちがリタに石を投げる再現映像があったが、大人たちはリタにどのように接した

のか知りたかった。リタの言葉で「この鼻を削りたい。この髪を黒くしたい」とあっ

たが、これは実際にリタが発した言葉なのか、何かの記述で残っている言葉なのか、

知りたいと思った。病床のリタを町の人たちが賛美歌で励ますシーンでは、リタが窓

辺から外を覗いているにもかかわらず、外から見ると窓辺にリタがいなかったので違

和感があった。シングルカスクの説明があったが、ほかのウイスキーの製法との違い

について説明しないと、創業から守り続けているシングルカスクの特別感が理解でき

ないのではないか。マッサンの熊狩りのエピソードやリタが亡くなったときのエピソ

ードをこの番組で知り、「夫婦愛っていいな」と思い温かい気持ちになった。 

 

○  全体的に、構成にさまざまな工夫の跡が見られる番組だった。史実に深入りしすぎ

てドラマの興趣をそいではいけないということでさまざまな配慮があったのだろう

と思うが、史実についてはもう少し知りたいと感じる場面があった。毛利衛さんが登

場したことには意外性があったが、竹鶴夫妻と会話を交わしたことがなかったのが残

念だった。余市に住んでいる年配の方で、竹鶴夫妻と実際に接して人柄をよく知る人

物もいたのではないか。なぜ余市に工場を造ったのか、その背景が詳しく具体的に紹

介されており、興味深く見ることができた。この番組に限らず、ＮＨＫは自らの番組

のＰＲが過剰ではないかという気がする。ある程度の節度があったほうがいいのでは

ないか。 

 

○  今回の朝ドラは主演の２人が際立っており、それぞれの個性がうまく番組に生かさ

れていると思う。事実に即しながらフィンションの形でドラマ化していくのは難しい

苦労があるだろうと思う。ＪＲの広報誌でも「マッサン」が取り上げられており、北

海道を舞台にした朝ドラということで大きな反響があるのだということを感じた。マ

ッサンを中心にニッカウヰスキーの歴史が刻まれて今があるのだということを感じ

られた。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組のＰＲが過剰ではないかという指摘についてだが、北海道にとっては

１０数年ぶりの朝ドラであるため、どうしてもこれを盛り上げたいと考えて

いる。大河ドラマや朝ドラは地域の活性化に役立つという観点からも力を入

れている。竹鶴夫妻の史実についてもっと知りたかったという意見は今後の

番組作りに生かしていきたいと思う。確かにずっとＮＨＫを見ている方にと
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ってはＰＲが過剰と映るかもしれないが、民放も見ている方にとっては、た

またまＮＨＫを見たときにＰＲを放送しているという感じではないか。どの

程度を節度とするか、模索しながら放送している状況だ。リタさんの「この

鼻を削りたい。この髪を黒くしたい」という言葉は、竹鶴政孝の伝記による

ものだ。実際に竹鶴夫妻と接した方がいることはディレクターの取材でも明

らかになった。しかしドラマのストーリーと事実との間でどのように位置づ

けるか検討した結果、今回は紹介を見送った。今後の番組の中で生かしてい

きたいと考えている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１９日(日)の北海道クローズアップ「“婚活”我が町を救え」を見た。プライ

バシーに関わるデータなので撮影取材は難しかったのだろうと思うが、男性は何人か

実名で顔も出ていた一方で、女性は１人もなかったのが残念だった。婚活に成功した

カップルの声もあればよかったと思う。この番組は札幌の女性と農村の男性という構

図だったが、都市部の結婚しない男女についてはあえて避けたのか、もとから範囲を

絞っていたのか知りたい。仲人がデートの日取りや場所も決めるという話が出てきた

が、そこまでしないとカップルとして成り立たないのかと感じた。そういった若者の

気質についても掘り下げられればよかったと思う。スタジオゲストや仲人がみんな女

性で、女性の視点が強調されすぎている印象を受けた。 

 

○  北海道クローズアップ「“婚活”我が町を救え」は題字がかわいらしく、テーマに

ぴったりだった。自治体がこれほど力を入れているとは知らなかったが、当事者不在

という感じがした。また、「条件が合えば農業生産者と結婚してもいい」と答えた女

性が５０％以上いると紹介していたが、それはどのような条件なのか、生の声を聞き

たかった。男性側はビジネスパートナーを求めているのか、女性が仕事にノータッチ

でもいいのか、その部分で男女が合意できなければ、ただの合コンで終わってしまう。

そこはもっと掘り下げる必要があったのではないかと思う。仲人が２人登場したが、

どちらも中途半端になってしまっていたので、１人に絞って具体的に紹介してもよか

った。スタジオゲストの「女性はもっと地方に目を向けるべきだ」というメッセージ

は軽率な印象を受けた。女性も札幌で仕事を持ち、培ってきた人間関係があるはずで、

それを無視することはできない。男性も自らを取り巻く環境や仕事の魅力をどのよう

に発信していくかが大事だと思う。 
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○  北海道クローズアップ「“婚活”我が町を救え」は、スタジオゲストの発言に引っ

かかった。昔はおせっかいな人たちがたくさんいてカップルの世話を焼いていたが今

は違うという話だが、それは３０年も前から語られていることで、聞きたかったのは

最近のトレンドだ。「嫁ではなく、ビジネスパートナーを探している」というコメン

トも、果たして本当だろうかと疑問に思った。最後に女性へ贈る言葉として「２人で

作っていくのが結婚で、最初から高望みしなければ対象となる男性も増える」とあっ

たが、そういうきれい事では済まされないのではないか。むしろ５３％の女性が「条

件しだいで農家に嫁いでもいい」と言っている、その条件について詳しい情報が知り

たかった。 

 

○  北海道クローズアップ「“婚活”我が町を救え」では、社会福祉協議会まで乗り出

して婚活に取り組んでいる現状に驚かされた。人口減少とそれに伴う生産人口の減少

の中で婚活がいかに大事かということを結びつけた点で、非常に大きな問題に一石を

投じた番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「“婚活”我が町を救え」について、当事者不在と指

摘をいただいたが、取材をした日高町では、地元の人たちと役場の人たちが

一緒に考えて婚活パーティを企画している。危機感を持って走り回っている

人たちを手厚く紹介したらよかったかもしれない。「条件次第では結婚して

もよい」と答えた女性が５０％以上いたというデータは、編集の段階で見つ

けたものだったため、そこを掘り下げて取材することができなかった。最近

のトレンドについては、たしかに社内結婚やお見合いの話については昔の話

だろうと思いながらも、打ち合わせの段階でそこまでの考えが至らなかった。

顔を出してよいかディレクターが取材先で１人１人に確認を取ったのだが、

ほとんどの方が出してほしくないということだった。男性にも女性にも、他

の婚活行事に参加している方がおり、難しかった。成功した事例については、

パーティを取材した時点から放送まで期間が短すぎて、連絡先を交換したカ

ップルがその後どうなったかを紹介することができなかった。農村を取り上

げたのは、日本創成会議が「消滅自治体」を発表したことがきっかけとなっ

ている。都市部での未婚についても大きな問題なので、次の機会に検討した

い。女性の視点が強調されすぎていたという指摘については、制作に携わっ

た人間がみな男性だったため、男性の視点になってしまっていないかという

ことを過剰に意識してしまったからかもしれない。 
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○  ９月１９日(金)の北海道中ひざくりげ「いろどり野菜に 笑顔ひろがる～函館市

～」(総合 後 8:02～8:27 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。これまでは久保田茂アナウンサーが

旅人だったが、今回は今年の夏まで函館放送局に在籍していた鈴木貴彦アナウンサー

が旅人だった。若干心配した部分もあったが、そつなくこなしていた。できればこの

まま鈴木アナウンサーを育てて「ひざくりげ」の定番アナウンサーにしてもらいたい

と思う。 

 

○  ９月１９日(金)の穴場ハンター「函館エリア」(総合 後 8:27～8:45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)

では、昭和６３年に青函トンネルが開通したことを記念してパンダを函館に呼んだエ

ピソードが出てきた。スタジオの観覧者から自分も実際に見たという話が出てきた場

面では、司会がひと言突っ込んでもらいたかった。観覧者からの反応を引き出す工夫

をしたらさらにおもしろみが増すのではないか。 

 

○  穴場ハンター「函館エリア」では、月光仮面の作者として有名な川内康範について

もう少し取り上げてほしかった。ダム公園のミニチュアについては、中野ダムだけで

なく笹流ダムもあったので、もう少しカメラを振って全体を映してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回の穴場ハンターでは、ネタを４つから３つに絞って時間に余裕を持た

せようと考えていたが、なかなかうまくいかなかった。観客との掛け合いに

ついては、引き続き課題としたい。 

 

○  ９月２３日(火)のにっぽん紀行「“励ましの坂”を上りきれ～北海道 小樽～」は

着想のおもしろさを感じた。札幌の隣町なのにあまり知られていないスポットで、小

樽の新たな観光名所として人気を呼びそうだと思った。撮影方法にも工夫が感じられ

た。旅人を優しく受け入れる家族が、なぜ古民家で格安宿を営んでいるのか、動機や

きっかけについて知りたかった。キムラ緑子さんのナレーションも番組内容に合って

いた。インターネットで調べてみると、坂の勾配などの数値がページによってバラバ

ラで、番組で使用している数値が何によるものなのかがわからなかった。 

 

○  にっぽん紀行「“励ましの坂”を上りきれ～北海道 小樽～」は、何気ない日常の

話題を１本の番組にしたディレクターの着眼点を評価したい。たまたまテレビをつけ

ただけだったが、キムラ緑子さんの連続テレビ小説「ごちそうさん」での役柄とはイ

メージの異なった、優しい声に引きずられて最後まで見てしまった。旅人たちにとっ

て「挑戦の坂」である一方、小樽に住む高齢者にとっては「苦労の坂」という面もあ

るだろうから、そこのエピソードも組み合わせられたらよかっただろう。 
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（ＮＨＫ側） 

坂の勾配については「度」で表現することと「パーセント」で表現するこ

とがある。数値のばらつきについては、坂の途中で勾配が変わっていくこと

によるものだろう。民宿を営むご夫婦は、もともと小樽の方ではなく、古民

家を買って夏の間だけ宿を運営している。「苦労の坂」としての側面は、２

５分という時間の制約から、冒頭のインタビューで紹介するにとどまった。 

 

○  ９月３０日(火)の「つながる＠きたカフェ」では余市のリンゴを使ったカレーの話

題を取り上げていた。身近な話題なのに発見と意外性があった。 

 

○  日本女子オープンゴルフの中継を見た。必要以上に大げさなトークもなく、落ち着

いた語りですばらしかった。ただ、３日目でメインの解説者が交代してしまったが、

前半の解説者が大変よかったので、交代せずに４日間解説してもらったらよかったの

ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回の日本女子オープンゴルフの２日間までの実況は、札幌放送局の宮田

貴行アナウンサーだった。解説者とのコンビは、踏み込みすぎず、引きすぎ

ず、非常にうまくやっていた。 

 

○  １０月３日(金)の北海道クローズアップ「ジンギスカン危機 ～羊肉高騰の裏側で

～」を見た。羊肉の値上げについていろいろな数字が出てきたせいで、どれほど値上

がりしているのかわかりにくかったので整理してほしかった。この２年ほどの円安で

すべての輸入価格に影響が出ていると思うが、ほかの食物価格との比較なども欲しか

った。中国やイスラム圏で羊肉の需要が増えているのであれば生産も増やすのではな

いかと思うが、なぜ乳製品の生産にシフトしているのか知りたかった。最後に白糠町

の生産農家が「ペイしている」と述べていたため、北海道での羊肉生産に可能性を感

じた一方で、スタジオのゲストは「道内で羊肉生産を増やすのは難しい」と述べてい

た。その理由については説明不足だったと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「ジンギスカン危機」は、ジンギスカンを通して見えてくる

食の異変という視点が面白い着想だった。中国で草原の荒廃を防ぐ目的で放牧を禁止

した結果、羊の数が減ったという情報は初めて知った。羊肉価格の高騰が中国国内の

要因だけで語られる論調には違和感があったが、もはや日本国内の事情は中国抜きに

語ることができないという事実を痛切に感じた。白糠町の耕作放棄地の活用について



 8 

はもっと深く掘り下げて現状や課題、可能性について提起した方がよかった。天売・

焼尻などの道内の有名な羊の生産地の取材もあればよかった。松岡忠幸アナウンサー

がジンギスカン鍋を食す演出はちょっといただけないと感じた。 

 

○  北海道クローズアップ「ジンギスカン危機」はスタジオのセットがかわいらしく、

親近感が持てた。友人とジンギスカン値上げの話をしていたばかりだったので、タイ

ムリーな話題だと思った。中国の火鍋屋のスケール感にも驚かされ、羊肉をめぐる世

界的な事情もよくわかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ジンギスカンの値上がりについては、売り方、提供のしかたが違うため、

個別の事例について伝えたが、かえって分かりにくくしてしまったかもしれ

ない。円安の影響については、大前提として捉えてしまっていた。需要が増

えていれば生産が増えるのではと思われがちだが、ニュージーランドでは羊

肉を上回る勢いで乳製品の方が売れるのでそちらにシフトしてしまってい

る。また、羊は豚に比べて年間に産まれる頭数も少ないため、急には増産で

きない家畜であるということも原因となっている。白糠町の生産農家につい

ては、前向きな評価ができないだろうかと検討したが、国産羊肉のシェアは

１％にも満たず、関税による保護もないため、低価格の輸入品と戦うのは難

しいという結論になった。耕作放棄地が増えているにもかかわらず、輸入品

が圧倒的に強いので、シェアを獲得できる状況ではない。白糠町という小さ

な範囲で見ると希望が見えるが、全体としては解決策にはならない、という

ことだった。 

 

○  １０月６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「食べる楽しみが、希望を生み

出す 訪問管理栄養士・中村育子」を見て、やはりこの分野で北海道は後れを取って

いると思わされた。いかなる医療職においても「食」が重要であると今後も伝えてい

きたいと思った。 

 

○  １０月１０日(金)の北海道クローズアップ「恐竜大発掘 ～むかわ町穂別 ２年半

にわたる密着～」(総合 後 7:32～7:57 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。パズルを解くように発

掘する姿がおもしろく、発掘の難しさや、うまくいったときの喜びがとてもよく伝わ

ってくる番組だった。 

 

○  北海道クローズアップ「恐竜大発掘」はオープニングに迫力があり、その後も興味

深いシーンの連続で最後まで引き込まれて見た。死んだ恐竜が海を漂うシーンは音楽
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が非常に合っていて、印象深かった。准教授が話している場面での音楽は必要なかっ

たと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「恐竜大発掘」では、同日の新聞の夕刊でも記事が出ており、

タイムリーだった。ぜひ引き続き取材を続けて、全身骨格が見つかるまでをまとめて

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「恐竜大発掘」については、ディレクターが２年間

准教授のもとに通って取材を続けていた。今後、Ｅテレの「サイエンスゼロ」

という番組に展開する予定で、引き続きフォローしていきたいと考えている。 

 

○  １０月１２日(日)に放送されたＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 

ｓｅａｓｏｎ２「第１回 謎の類人猿の王国～東アフリカ大地溝帯～」を見た。福山

雅治さんのナレーションが聞き取りづらかった。マウンテンゴリラと遭遇する場面で

は、カメラを意識して演技をしているように感じられてしまい、緊張感や迫力が伝わ

ってこなかった。チンパンジーを他の類人猿と比較して「同じ種でも殺してしまうと

ころが人間と似ている」と表現したところには違和感があった。福山さんがアリに手

をかまれて血が出たあとで「毒はないのか」と尋ねていたが、大丈夫だろうかという

印象を受けた。ボノボはわりと豊富に食料がある平和な環境にいることや、女性が性

の主導権を握っているところに平和な社会が作られるという説明を、人間社会に置き

換えて考えると非常に興味深かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園」は、国際共同制作と

いう形で制作しており、シリーズの半分を海外のプロダクションが制作して

いる。自然番組と言えば英国ＢＢＣだが、その牙城にＮＨＫが迫るための重

要な企画である。 

 

○  台風１９号のニュースが大きく扱われていたなか、ニュースで北海道新幹線の車両

の陸揚げについて取り上げていた。地元が新幹線開業に向けて盛り上がりに欠けるな

か、取り上げてもらえてよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道新幹線の開通については、北海道の交通網、経済、観光に大きな影

響を与えるため、今後も重点的に取材していきたいと考えている。 
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ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 



 1 

平成２６年９月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１７日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、議事に先立ち、空席となっている委員長の互選を行い、新しい委員長に櫻

井健治委員を選出した。 

続いて、中田局長から９月１日付で新たに委員に就任した小林米三郎氏の紹介とあい

さつがあり、議事に入った。 

議事はまず、「平成２６年度後半期の国内放送番組の編成」について桑原編成主幹か

ら説明があり、「平成２７年度の番組改定について」の意見交換を行った。 

続いて、ＮＨＫスペシャル「神秘の球体マリモ ～北海道・阿寒湖の奇跡～」をはじ

めとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

委  員  小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

坂本 昌彦 （(株)北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

高山 昌行 （北海道新聞社 論説委員） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

 

（主な発言） 

 

＜平成２６年度後半期の国内放送番組の編成について＞ 

 

○  土曜夜の「妄想ニホン料理」は面白い企画だと思うが、放送時間がなぜこんなに遅

いのか。もうちょっと早めであれば家族で楽しめる番組だと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

「妄想ニホン料理」は非常に好評で、「家族で見たいから早い時間帯に放送

してほしい」というご意見も頂いている。しかし「ＳＯＮＧＳ」など、落ち

着いてじっくり見るような時間帯の番組として編成している。 

 

 

＜ＮＨＫスペシャル「神秘の球体マリモ ～北海道・阿寒湖の奇跡～」 

（総合 ８月２４日(日)）について＞ 

 

○  非常に興味深く見た。地元でありながら知らないことも数多くあり、この番組を通

して多くを学べた。風や水など幾つもの自然条件が重なり合った、絶妙なバランスの

もとで生息しているマリモの神秘性が、番組を通して伝わってきた。ナレーションが

とてもユニークで、最初ギャップを感じた。ところが番組が進むにつれて、柄本明さ

んのほわんとした感じのユーモラスなナレーションが、番組の中のマリモの神秘性を

より高めていたと感じた。アイスランドでは、阿寒の 100 倍ほどの数もあったという

マリモが、環境の変化で消滅の危機を迎えているという紹介があった。地元に住んで

いる者として、今の生態系をしっかり守っていかなければいけないという気持ちが改

めて湧いてきた。打ち上げられたマリモが元の群生地に戻るまでの流れるような映像

を見て、マリモが単なる藻ではなくて、まるで知的生命体であるかのような不思議な

感覚すら覚えた。 

 

○  マリモが阿寒湖だけに群生していることが非常に興味深く、神秘的だと思った。こ

れだけのことが最近になってすべて明らかになったのだろうか。今回どこまでが解明

されて、どこまでが分からなかったのか知りたくなった。番組には３つの驚きがあっ

た。すなわち、阿寒の絶妙な風によって、マリモがその場で回転しているということ、

また球体になって群生してクルクル回りながらお互いに入れ替わっているというこ

と、そして５年から７年の周期で崩壊と再生を繰り返すということだ。こうした事実

に感動を覚え、飽きずに楽しめた。人間の勝手で自然に手を加えたり、営みや環境に

変化を与えてしまうと、いとも簡単に崩れてしまう。また、一度壊れてしまった自然

を再生するのは非常に難しくて厳しいということも思い知らされて、命や自然の貴さ

を感じた。 

 

○  １年間の長期撮影ということで分かりやすい番組になっていたが、いかにもこれま

で謎とされていたものが今回初めて解明されたという印象を持たせて、少し大げさで

はないかという気がした。日本の学者が戦前に唱えた学説も紹介されたが、随分古い

話で唐突感があった。また、マリモ博士として紹介された若菜勇さんは２０年以上研
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究しているのだから、その積み重ねは当然あるはずで、それについても触れてほしか

った。若菜さんが主役ではないかと思ったが、その印象が薄かった。アイスランドで

は、かつて阿寒湖をしのぐ数のマリモが群生していたのに、今は激減してしまったと

いう。阿寒湖ではマリモは観光資源として重要だが、アイスランドではどうだったの

か、一言触れてほしかった。５年から７年の周期で再生するという話だったが、以前

から同じような周期で、低気圧によって打ち上げられるということを繰り返している

のか、知りたいと思った。阿寒の人たちの取り組みについて、問題点や課題も取り上

げていれば、なおよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組で紹介した幾つかの事柄がここ最近明らかになったのか、それまでず

っと謎だったのかということに関してだが、マリモが丸くなるのは光合成に

よるものだということは、植物学者の間では推測されていた。ただ、マリモ

の群生地は阿寒湖の一部にしかないということと、環境保護のために立ち入

りが厳しく制限されていたことから、だれも確認できていなかった。近年、

保護活動がだいぶ落ち着いてきたので、様々な研究機関で、マリモの生態研

究を本格的にやろうという機運が生まれ、そのタイミングでわれわれのカメ

ラを据え付けることができた。５年から７年の周期で起きる打ち上がりにつ

いては、２０年ほど前に若菜さんが研究室に来てから、湖岸での観察を続け

たうえでの推測である。マリモはアイスランドのほかオーストリアや北欧、

すなわち緯度の高い地域の湖のあちこちに生息していたらしいが、あまり熱

心に研究されていなかったようだ。マリモは日本では非常に人気があるが、

外国ではあまり注目されてこなかったという背景があるらしい。番組に出演

したアイスランドの学者も、専門は野鳥だ。マリモは潜水しないと観察でき

ないため、常に湖底に潜ってつぶさに観察するというほど熱心にやっている

わけではないようだ。ミーヴァトン湖もマリモを観光資源にしている湖とい

うことではなさそうだった。昨年以前の打ち上がりについても、原因はたい

がい低気圧だと思われる。台風シーズンの９月、１０月に打ち上がる。北海

道、特に道東に来るころには温帯低気圧に変わっていることもあるので正確

には分からないが、基本的には台風および温帯低気圧ということだ。地元の

取り組みや課題について、過去には打ち上げられたマリモを人の手で湖に戻

したこともあったようだ。今は、自然に任せれば元に戻るということが分か

ってきた。マリモは微妙な生物であるため、阿寒湖の水質を浄化したことも

ある。しかし浄化が進むと水草が生えやすくなり、マリモが転がるスペース

が奪われてしまう。９月か１０月には、水草が生い茂り過ぎたので、水草を

除去する取り組みを行うそうだ。ただ、そのように手を加えることが、生態
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系にどんな影響を与えるかも分からないということで非常に微妙な問題だ。 

 

○  一番のポイントは、マリモが回転している映像を世界で初めて撮影したということ

だが、風の強い６月に回転映像が撮れるはずだという仮説が取材班にあったのではな

いか。その辺りは取材の舞台裏の話になってしまうかもしれないが、取材班としては

こういう仮説に立って取材をしてみた、あるいはこういう時期に重点的に映像を撮っ

てみた、といったような、取材の段取りを視聴者に見せたほうが、マリモの謎のどこ

までが明らかになって、何が明らかになっていないのかが、もっと明確に伝わったの

ではないか。全体的に詩的な映像も交えており、秋の落ち葉が水に落ちるシーンなど

は非常に凝っていて、印象に残った。ナレーションの柄本さんについて、最初ミスマ

ッチのような感じもしていたが、見終わってみると、彼のちょっととぼけた語り口は

意外にマッチしていたという感じを受けた。 

 

○  北海道を代表する阿寒国立公園の四季折々の映像がとてもきれいに撮影されてお

り、非常に感動した。また、１年かけて丁寧に撮影しているようすが伝わり、じっく

りと見ごたえのある映像になっていたと思う。柄本さんののんびりとした語りと、女

性アナウンサーのナレーションにメリハリがあり、間延びしそうな構成にアクセント

を効かせており、好感が持てた。マリモの生態について知識がない人でも、無数の藻

が固まって波の動きで丸くなるということは簡単に想像できると思うが、それ以上の

期待や想像を超える事実が表現されておらず、物足りなく感じた。アイスランド、ミ

ーヴァトン湖のマリモが工場廃水によって激減したという事実や今後の対策など、阿

寒湖の取り組みと対比させ教訓にするために、もう少し突っ込んだ取材があればよか

った。５年から７年の周期でマリモが打ち上がり、崩壊し、再生する現象を指して「輪

廻（りんね）」と言う表現に違和感を覚えた。全編を通して登場していた若菜さんの

肩書きが釧路市マリモ研究室のマリモ博士としか表示されておらず、なぜマリモに興

味を抱き長年にわたり研究を続けているのか、動機を知りたいと思った。彼を縦軸と

してマリモの生態を表現する方法もあったと思う。 

 

○  長期取材した映像をすばらしくうまくまとめていた。特にマリモのある風景とマリ

モ博士の若菜さんが出てくるシーンが分断されずに一体になっていたのは、すばらし

かった。ロンドンに保管されている 250 年前のマリモを見せてから現在までの学説を

紹介する部分も興味を引いたし、ミーヴァトン湖でマリモが急激に減っているという

映像も興味深く見た。「マリモ」というコメントが、丸いマリモを指しているのか、

それとも丸くなっていないマリモを指しているのか、１回見ただけでは分からない部

分があり、２回見て初めて理解できた。ＮＡＳＡの地球の映像が効果的だった。小さ

いマリモがオーバーラップして、説明がなくても小さなマリモが地球の自然環境を物
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語っているのではないか、と感じた。マリモの崩壊と再生についてだが、18 メート

ルを超える風が吹いても５～７年周期でなければマリモは打ち上がらないのか、分か

らなかった。その点を補足すると、マリモの神秘性がさらに際立ったのではないかと

感じた。 

 

○  世界の中で丸いマリモの群生地を保っている場所が阿寒にしかないということで、

身近にそのような場所があることに非常に感心した。250 年前から、マリモが丸くな

る過程についてさまざまな説があり、謎とされていたが、この１年間の撮影でその過

程がある程度分かってきた。自然界で謎とされていることが、技術の進歩によって解

明される可能性を、番組を見て感じた。アイスランドの事例は、わずかな環境の変化

によって群生地が激減してしまうことを警告していた。番組の末尾では、小学生に向

けて「将来、マリモをどう守っていくか」という課題を投げかけたものになっていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

柄本さんをナレーションに起用したのは、少しとぼけた雰囲気、肩に力が

入り過ぎず、何かが伝わってくるような感じのナレーションが欲しいという

意見がスタッフから出てきたため。良かったというご意見も頂いているので、

成功したのではないかと思っている。夏は水が濁るので､取材の時期は６月

ぐらいが狙い目だと考えた。１年前の同時期に撮影した時にはうまく撮れな

かったが、風が強いということは経験していた。どこまで明らかになってい

るのかと言うと、実はまだまだ分からないことだらけだ。マリモの崩壊と再

生のサイクルが全て５年から７年なのかというと、阿寒湖のチュウルイ湾の

岸辺では、若菜さんがここ２０年間観察しているので確認できているが、ほ

かの場所はそもそも打ち上がりという現象があるのかないのかも分からな

い。群生地でほかに研究できるところがない。世界的に減ってしまっている

のか、気づかないところにまだあるのか、ということも分からない状況だ。

「輪廻（りんね）」という言葉は、一番熱心に研究されている若菜さん本人

の言葉なので、あえてそのまま使った。若菜さんの印象が薄かったというご

意見があったが、彼のバックボーンを説明することで克服できたかもしれな

いと思っている。 

 

○  昨年から阿寒では、エコツアーと環境保全が両立できないかと検討を進めており、

私どもも一緒になって研究しているが、マリモが回転しながら丸くなる映像は初めて

見た。６月に吹く風が影響して回転するということは地元の人たちがよく話していた

が、画像ではっきり確認できたので、大変勉強になった。ミーヴァトン湖の群生地が

壊滅的な打撃を受けたという映像も初めて見た。番組を見た後に調べてみたが、一つ
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の要因として工場廃水が考えられるものの、決定打はなかった。マリモについて、ま

だ分かっていないことはたくさんあると思う。パンケトー（湖）とペンケトー（湖）

から流れ込む湧水が、温泉街からの排水による富栄養化を防いでおり、それがなけれ

ばマリモどころか魚も生息できないだろう。浄化の効果はパンケトーによるものが一

番大きいが、ペンケトーも関係しているということをしっかり紹介していたので、よ

かった。阿寒では他の地域と違い、民間の研究機関がない。調査には資金が必要で、

国の予算だけでは難しいので、エコツアーをしながら研究をするという組織ができな

いと解明には数十年かかるだろう。 

 

○  美しい映像や、ほんわかしたナレーションと音楽で、阿寒湖のマリモの生態と貴重

さがよく説明されていた。マリモの回転の映像は、時間をかけた番組制作ならではの

シーンだと思ったが、「マリモが波の力を利用して自由自在に動き回っていた」と、

あたかもマリモが意思を持っているかのようなナレーションが数か所あったのが、と

ても気になった。阿寒湖以外ではマリモはあまり注目されていないということだった

が、ミーヴァトン湖ではマリモ復活の対策は行われているのかも知りたかった。 

 

○  阿寒湖は子どものときから非常になじんでいた湖だ。仕事柄、頻繁に訪れていたが、

ある時点から完全にシャットアウトされた。マリモがまるで意思のある生き物のよう

な印象を受けた。映像の素晴らしさだと思う。ＮＨＫの技術がこのような学術研究に

も貢献していることが視聴者に伝わった番組だと思った。柄本さんの語り口調も声の

トーンも、波に揺れるゆったりとしたマリモの愛らしい動きにぴったりと合っていて、

よかった。マリモ博士の若菜さんの冷静沈着な態度が番組全体を落ち着いたものにし

ていた。すばらしい音楽が番組を盛り上げていて、鳥肌が立った。どの映像も非常に

美しく、空撮された阿寒の奥深い森や、冬の阿寒湖に降りそそぐダイヤモンドダスト、

パンケトーの湖底の湧水など、人の手で汚染されていない自然を十分に伝えており、

見ごたえがあった。 

 

○  とぼけたような感じの柄本さんのナレーションから、この番組には何か隠されたも

のがあるのではないかと期待して見たが、その期待を裏切らない番組だった。マリモ

にナイフを入れて真っ二つにしたときには驚いたが、それによってマリモが藻の集合

体だということがよく分かった。マリモが成長する過程で回転したり移動するという

不思議さ、壊れても群生地に戻って再生するという不思議さがあり、非常に面白い謎

として、余韻を与えてくれた。また、マリモが丸くなるための条件として水、風、波

の不思議なバランスが阿寒湖の中で構成されているということに感心し、感動した。 
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（ＮＨＫ側） 

意思を持たない藻が、集団になると意思を持っているがごとく動くという

あたりが、面白く見ていただきたい部分だったが、それにコメントが乗り過

ぎているという指摘は重く受け止めている。ミーヴァトン湖のマリモ復活に

向けて何か取り組んでいるのかという点については、分からない。今年の６

月、激減しているという情報があり撮りに行ったのだが、ほぼ絶滅ではない

かということは、若菜さんが潜ってみて初めて分かった。判明したばかりの

段階で、対策というところまでは分からないという状況だった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月２０日(金)放送の北海道クローズアップ「ひきこもりの自信を取り戻す」は、

ひきこもりの支援活動がさらっとした紹介で流れて、よくつかみ切れない印象だった。

ひきこもりがどういうものなのか伝え切れていなかったことが原因だと思う。ひきこ

もりの経験者が当時の生活スタイルについて語っていたが、大切なのはひきこもって

いたときの心の状態だと思う。スタジオゲストの支援センター理事長がひきこもりの

人たちの就労意識の高さを語っていたが、これもやはり当事者の声でないとリアリテ

ィーが感じられないと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道クローズアップ」のひきこもりについての指摘は、非常に参考に

なった。そもそもひきこもりとは何かということの詰めが甘かったという気

がしている。 

 

○  ７月２５日(金)の北海道クローズアップ「北海道で“試せ”新たなビジネス」を見

た。テストマーケティングというビジネスの手法を分かりやすく見せていた。北海道

がなぜテストマーケティングに適しているのか、道民の進取の気性、他地域と接点の

少ない、地政学的な側面から、偏りのない消費者志向をつかめるのだという導入に、

期待を持ちながら見た。大手書店の取り組みから野菜工場まで、幅広く紹介したこと

で多くの学びと気づきがあった。池田耕一郎アナウンサーから、取り組んでいるのが

全て道外企業だという指摘があったが、ゲストの回答が、通り一遍のものだったこと

が残念だった。自分のような中小企業経営者にも希望が持てる回答があればよかった

が、全体として大きなエールを頂いた。非常にいい番組だった。 

 

○  北海道クローズアップ「北海道で“試せ”新たなビジネス」を見た。少子高齢化な
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どの課題を抱える北海道を、課題先進地としてテストマーケティング実践の場として

とらえる発想が面白かった。函館の大型書店の取り組みは､従来の発想の域を超える

もので感心した。経営者は「手ごたえを感じている」と語っていたが、具体的にどの

ぐらいの効果があったのか、実数として表現してほしかった。買い物難民の高齢者対

策として、コンビニが買い物カートの導入を検討しているということだが、その後の

動きについて知りたかった。人手不足解消のため、牛の飼育を先端技術で管理すると

いう清水町の取り組みが紹介されていたが、飛躍的に伸びる牛の頭数に数字の裏づけ

がなく、違和感を持った。アナウンサーと大学教授のやり取りは、数々の事例を裏打

ちする解説であり、落ち着いて興味深く見ることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

紹介したような取り組みについて、北海道は実験場なのか、地元もうまく

利用できないのかという問題意識はあった。しかし今回は地域の雇用創出と

ノウハウの共有を言及するにとどまった。大型書店の売り上げについては、

「数字は出せない」とのことだった。買い物カートについては、フォローが

できておらず、分からない。 

 

○  ７月２５日(金)の北海道スペシャル「生きづらさへの処方箋～ある精神科クリニッ

クの挑戦～」は、非常に扱いが難しいテーマを取り上げた点を高く評価したい。こう

いう新しいクリニックの試みが、本当に効果が上がっているのかどうか、素人には分

かりづらい。さまざまな専門家による多面的な評価を入れたほうがよかったのではな

いか。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道スペシャル「生きづらさへの処方箋」は、もう少し取材を深めて「Ｅ

ＴＶ特集」として放送する予定だ。その中で､歴史的な視点や試みについて

の位置づけをしたいと考えている。 

 

○  ８月３日(日)に放送されたＮＨＫスペシャル「知床 ヒグマ 運命の旅」を見た。今

年は自分の身近な場所にもクマが出没したため、すぐにでも処分しなければ、という

思いが強かったが、クマの視点から見たときに、とても考えさせられた。自然におけ

る運命の厳しさ、その中で生きている動物の切なさや悲しさを感じた。結論を出すよ

うな番組ではないが、もんもんと考えてしまい、切ない気持ちになった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「知床 ヒグマ 運命の旅」は、全体を通して重厚で落ち着いたト

ーンで、１秒たりとも見逃せないという気持ちで最後まで見た。自然保護や環境破壊
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などには触れず、ニュートラルな視線で出来事をありのままに伝えているからこそ、

知床財団スタッフの「きれい事では済まない」という言葉が非常に心に響いた。野生

のヒグマの迫力ある映像の中で、雄がけんかするイメージのＣＧは要らなかったので

はないか。小タイトルごとにテロップが出るが、その題字の数字と日本語の書体が全

然合っておらず、もうちょっと工夫してほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

クマは、身近に出ると怖く、動物園で見るとかわいい。「かわいい」「怖い」

という意識を視聴者の頭の中でリンクさせ、矛盾を感じるような現実を伝え

ることが目的だった。 

 

○  ８月４日(月)の「ほっとニュース北海道」では、女性のアナウンサーが黒いジャケ

ットを、男性のアナウンサーもグレーのジャケットを着ており、暑苦しくて重たく感

じられた。気候に合わせた、さわやかで清涼感を与えるような服装への配慮が欲しい。

その日の放送では、甲子園球場で東海大学付属第四高等学校が練習をしたというニュ

ースがあり、人けのない球場の金網に残った雨の一滴がぱっと画面に映った。それが

ズームされて、水滴の中にスコアボードが逆さまに映った。ニュースなのに、すてき

な映像を見ることができて、とても粋な感じがした。 

 

○  この夏は全国的に豪雨が多く、かなりニュースになったが、広島の土砂災害を受け

て、８月２１日(木)の「ほっとニュース北海道」で早速、「道内ではどういうことに

注意したらいいか」というポイントを紹介していた。非常に迅速な対応でよかった。

９月５日(金)の北海道クローズアップ「土砂災害 どう身を守るのか」では、礼文町

の町長が「行政の取り組みがまずかった」と反省していたが、それを受けてスタジオ

ゲストの専門家が「精いっぱいの対応だった」とコメントしていた。専門家の意見が

町長の考えと一致する必要はもちろんないが、あの事態のどこに問題があったと考え

るか、ある程度の整合性がないと視聴者は混乱すると思う。どのように話を展開して

いくか、事前のすり合わせがあったほうがよかった。大島と松前のケースを取り上げ

て早めの避難が重要だという話だったが、住民はまず何を考え、どう対応すべきか、

もう少し具体的なメッセージを打ち出せたらよかった。全体としては非常にタイムリ

ーだったと思う。 

 

○  北海道クローズアップ「土砂災害 どう身を守るのか」は、非常にタイムリーな番

組だった。北海道には山沿いの集落を多く抱える自治体が多いが、土砂災害指定区域

に指定されているところがないというのが現状だ。今後、降水量が多くなると、土砂

災害が増えていくだろう。そのようなことも番組で取り上げてほしい。また、松岡忠
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幸アナウンサーが分かりやすい説明をしており、好印象を持った。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「土砂災害 どう身を守るのか」の中で、町長とス

タジオゲストの発言に温度差があり、視聴者が疑問に思うのは指摘のとおり

だ。十分打ち合わせしているはずだが、予想外のコメントが出た場合には、

キャスターがしっかり受け止めなければいけない。 

 

○  ８月２４日(日)のさわやか自然百景「十勝海岸の湖沼群」を見た。あまり知られて

いない観光地で、年に一度、砂州の決壊によって野鳥がたくさん来ることは知ってい

たが、これだけ鮮明な画像で見たのは初めてだった。 

 

○  ９月８日(月)、９月１５日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「國村隼 北海道清里町」は、

ぶっつけ本番とうたっているが、完全なぶっつけ本番というのは考えづらいと思うが

どうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「鶴瓶の家族に乾杯」は、最初から「ぶっつけ本番」にこだわっていて、

今もそれは変わらない。 

 

○  全米オープンテニスで錦織圭選手が決勝まで行ったが、ＮＨＫの生中継は最後まで

なかった。試合終了後に録画で放送したが、これは放送権料が高過ぎるということだ

ったのか。四大大会の決勝に日本人が出ているのにもかかわらず地上波で見られない

というのは残念だ。私の記憶では、全米以外では錦織が勝ち進んでからＮＨＫで放送

したこともあったと思うが、今回はそれもなかった。理由を教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

全米オープンテニスで錦織選手があれほど勝ち上がるということは、私た

ちの予想を超えたことだった。なぜＮＨＫで放送しないのかと日ごとに多く

の電話やメールなどで全国からご意見を頂いた。ＮＨＫは放送権を持ってい

ないが、急きょ交渉の結果、昼過ぎからの録画放送が実現した。 

 

○  ９月１１日(木)の「北海道まるごとラジオ」は、北見の猫カフェの紹介だった。短

い時間でどう表現するのかと思ったが、カフェの様子がとても鮮明に浮かんできた。

オーナーは猫の里親を探す活動もされている方で、７０匹の里親が見つかった話は心

温まるものだった。その後の天気情報で、女性キャスターのつまずきや言い直しがと
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ても多くて聞きづらかったのが気になった。 

 

○  ９月１２日(金)の北海道クローズアップ「電気料金“再値上げ”の衝撃」は、前半

部分が「これ以上節電できない」という内容で、これまでの焼き直しというイメージ

だった。北電離れが進んでいることをもっと重点的に紹介してほしいと思った。電気

料金の値上がりについてフリップボードで紹介していたが、「オール電化の場合」な

どのわかりやすい注記をしてほしいと思った。また、原発停止前と停止後の対比がわ

かるように工夫してほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「電気料金“再値上げ”の衝撃」では、北電の電気料金の値

上げについて、北電側が「原発が再稼働すれば、即刻値下げする」と言っているのに

対して、ゲストの北海道大学教授は「再稼働しても値下げはされない」という見解を

述べていた。この議論をもう少し深めてもらえればよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道クローズアップ」の中で、電気料金について、北電とスタジオゲ

ストのコメントが異なっていたという印象を与えたのは、廃炉費用などの将

来的なコストや、原料となるウランの値上げについてのゲストの見立てにつ

いて、番組としてうまく伝えられなかったことによるものと考えている。 

 

○  ９月１２日(日)の北海道スペシャル「拝啓 三浦綾子様～デビュー５０年 生き続

ける言葉～」を見た。戦争に翻弄されたり度々病を患った彼女の生き様を見て、いい

番組だと思った。語り手の佐藤江梨子さんは、文学好きのタレントということだった

が、三浦綾子さんとどういう関係にあるのかわからなかった。「三浦作品は半世紀の

時を超えて私たちをひきつける」という表現があったが、死後５０年ではなくデビュ

ー５０年であり、若干違和感があった。愛読者として登場した旭川の女子高生の話は

非常にいい話だったが、自宅で母親とふざけている場面が全体の流れの中で違和感が

あった。カメラマンの後山一朗さんは、三浦さんから依頼されて何万点もの写真を撮

ったらしいが、頼まれた理由について知りたかった。 

 

○  北海道スペシャル「拝啓 三浦綾子様」では、導入部などで佐藤さんに語らせる演

出があるが、どのような効果を狙ったものなのか分からなかった。古いし、まどろっ

こしいし、興ざめする。三浦綾子さんのファンとして「親が外国人で、いじめに遭っ

た」という高校生と、東日本大震災の被災者が紹介されたが、見え透いている気がし

た。ごく普通に見えるけれど生きづらさを抱えている人はたくさんいるので、そうい

う人たちに三浦綾子の小説がどのように影響したのかも紹介してほしかった。「生き
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続ける言葉」という副題なのに、言葉やメッセージがあまり出てこなくて芯がないよ

うに感じた。 

 

○  北海道スペシャル「拝啓 三浦綾子様」を見た。「泥流地帯」の執筆において現場

に１０回以上も足を運び、被災した人たちの声を作品の中に生かしたことに対して感

銘を受けた。約４０年間連れ添った光世さんのコメントがあってもよかったのではな

いかと感じた。 

 

○  北海道スペシャル「拝啓 三浦綾子様」で、旭川の女子高生の母親が「台湾出身」

という言葉で表現されたが、それは必要なかったのではないかと思う。三浦作品は１

４か国で翻訳されており、外国人であっても日本人であっても関係ない。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道スペシャル「拝啓 三浦綾子様～デビュー５０年 生き続ける言葉

～」の佐藤さんのナレーションについて。彼女は三浦作品の愛読者だったよ

うだが、彼女がなぜ出演したのかということについては、もう少しきちんと

触れたほうがよかったと思う。「半世紀の時を超えて」というナレーション

は、三浦作品が５０年の時を経て今も版を重ねて読み継がれているという意

味であり、その意識が作り手の側にあったために出た言葉だった。母親を「台

湾出身」と紹介した理由は、日本語が達者なこともあり、見た目にも外国人

と分かりにくいのではないかと考えたから。母親が台湾出身であるがゆえに

いじめに遭った、そのリアリティーは表現する必要があったと思う。母親が

生き生きとしているので、母娘の良好な関係を表現しているシーンとして、

あったほうがよかったと思っている。佐藤江梨子さんを起用した演出は、も

う少し展開があってもよかった。外国人や被災者など、ある種特別な背景を

持った人たちだけではなくて、読書会に参加している人の声などの広がりが

あってもよかったと、指摘を受けて思った。 

 

○  ９月１３日(土)の「おはよう北海道 土曜プラス」は、白老町のシイタケ農園を紹

介していた。１１、１２日は全町に避難勧告が出ていたはずで、当該の農園は各メデ

ィアが紹介するほど被害を受けたと聞いていたので、このレポートを放送するのかと

思った。こういうときだからあえて放送したのかとも思ったが、豪雨被害についても

う少し説明があってもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「おはよう北海道 土曜プラス」での白老町のリポートは、大雨災害の前に
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取材したものを放送した。指摘のとおり、リポートの後で、いつ取材したも

のか、災害でどうなったのか、ということを明確に伝える必要があった。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年７月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道スペシャル「応援合戦１００回 ～北海道を支えた応援団Ｏ

Ｂたち～」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行 代表取締役副頭取） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

委  員  坂本 昌彦 （(株)北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

高山 昌行 （北海道新聞社 論説委員） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道スペシャル「応援合戦１００回 ～北海道を支えた応援団ＯＢたち～」 

 (総合 ７月４日(金))について＞ 

 

○  応援団経験者を紹介していたが、応援団に所属していたことと、それぞれの人生と

の関連性が伝わってこなかった。ＯＢである製糖工場の副所長をＶＴＲで紹介してい

た。関係者が「北海道でまれに見る職員」とコメントしていたが、どういう意味で言

っているのか分からなかった。小樽商科大学には、何年か前に団長になった女性がい

たと思うが、その女性が今どうしているのか気になった。 

 

○  応援団所属の学生と、一般学生と何が違うのかよく理解できなかった。インタビュ

ーの中に「バンカラはどんな状況でも決してブレてはいけない」という言葉があった

が、北海道大学と小樽商科大学それぞれの応援団がバンカラ精神をどう考えてきたの



 2 

か、もう少し視聴者が理解できる工夫や演出が必要だった。 

 

○  歴史が浅い北海道で、100 回も応援合戦が続くということは大変なことだと感心し

た。応援団という組織の中で培われた精神力が、社会に出た時にそれぞれの人生の大

きな励みになっているのだと感じた。今の若い人たちは郷土芸能、伝統に対する思い

が薄いと感じている。現在の団員たちの伝統に対する考え方や、高齢者と若者との間

の違いを番組で一度取り上げてほしい。 

 

○  タイトルのデザインがよかった。応援団とＯＢのその後の人生が紹介されていたが、

それぞれの人生を結びつけるものがなく、途切れ途切れになっている印象があった。

バンカラがどういったものなのかが、伝わってこなかった。多くの視聴者はバンカラ

と言われてもピンとこないので、ナレーションの説明だけでは伝わらない。エピソー

ドを基にしたＶＴＲを作ったり、現在の団員に話を聞くなど、より具体的な紹介がな

ければ理解できないのではないかと思った。バンカラ精神がどういうものか伝わらな

いと、現在の応援団とＯＢの人生がつながらなくなってしまうと思う。バンカラ精神

がＯＢの人たちの支えになったと言っていたが、こじつけに感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

バンカラの精神について伝えようとしたが、ナレーションだけでは不十分

だったのかもしれない。実は北海道大学の応援団は、これまで練習の様子を

全く公開していない。現役の応援団の内実を撮影することができなかった。

ＯＢから聞き取ると、「あの経験はよかった」という話になってしまい、バ

ンカラ精神そのものからずれてしまったのではないかと思う。小樽商科大学

の女性団長は、この春大学を卒業し埼玉県の会社に就職している。ＯＢとし

て紹介した製糖工場の副所長は、それまでの担当者とは異なり、様々なとこ

ろに飛び出してとにかく行動力があった。その点を話していたのだが、もっ

と丁寧に説明すればよかったと感じている。 

 

○  現役の応援団は一種異形の姿で活動していて、そこにバンカラというイメージが生

まれる。世間がイメージする応援団と異なるため、なぜあのような格好を続けている

のか好奇心や違和感が視聴者には生まれたと思うが、それを知ることができる場面が

なかった。応援団のイメージと、ＯＢの割と堅実な人生の歩みが、うまくつながらな

かった。卒業したらほとんどの人が社会人として活動しているのは当たり前だが、人

選が少し面白みに欠けると感じた。ＯＢが 500 人以上もいるのであれば、堅実な人生

を歩んで頑張っている人と、その一方でいわゆる普通の社会人にはならず、面白いこ

とをやっている人を紹介するなど、色合いの違うＯＢを混ぜたほうがよかった。紹介
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した６人のＯＢのうち、５人が北海道大学出身者だったが、２つの大学の対比という

点から言うと、バランスを欠いていたのではないか。人間の面白さで見せる番組だっ

たので、人選は非常に重要なポイントだと思う。驚きを感じさせる人選がなく、物足

りなく感じた。 

 

○  応援合戦の歴史について、過去の「新日本紀行」の映像などを交えて紹介したこと

でよく分かった。冒頭で北海道放送のアナウンサーがＯＢとして出ていたが、その後

は特に紹介されなかったことに違和感があった。やはりＯＢであるＮＨＫのアナウン

サーが、日本ハムファイターズの新庄剛志選手から本音を引き出したというエピソー

ドは面白かった。しかし、自局のアナウンサーを登場させることに関してＮＨＫ内部

で抵抗はないのか、視聴者から意見がないのか疑問に感じた。番組では、元北海道拓

殖銀行の方を紹介していた。北海道を支えたという点では、札幌五輪のボブスレーコ

ースを作った人を最初に紹介したほうが適切ではなかったか。北海道拓殖銀行の破綻

について語っている場面で、銀行を被害者であるかのように話しているように見えた

が、銀行にも相当な責任がある。行員の再就職問題が深刻だったという点についても、

取引先である中小企業のほうが苦労していたはずで、描き方が違うのではないかとい

う印象を持った。バンカラ精神に突き動かされて部下の世話に尽力したのであれば、

どんなアドバイスをしたのか、その中身にも触れてほしかった。 

 

○  両大学の応援合戦が明治４５年から続いていることに驚き、この応援合戦が北海道

を代表するひとつの風物詩になっていることがうかがえた。副題に「北海道を支えた

応援団ＯＢたち」とあるので、さまざまな分野で活躍している人たちを紹介すること

が中心になることは分かるが、互いに挑戦状を読み上げた後にどういう行動をとった

のか、応援合戦自体も、もう少し時間をかけて紹介してもよかったのではないか。両

大学の応援の違いや特徴を知りたかった。応援合戦全体を紹介した後にＯＢたちに視

点を当てたほうが理解しやすい内容になったと思う。何をもってバンカラと言うのか、

もう少し分かりやすく紹介してほしかった。 

 

○  応援団ＯＢが社会に出て成し遂げたこと、その原点にバンカラ精神があるというこ

とを言いたかったのは分かるが、伝わってこなかった。応援団でバンカラの精神がど

のように形成されるのかが分からず、ＯＢの歩みを紹介するほど違和感が増していっ

た。バンカラの意味を調べると、粗末な衣装をまとい表面の姿形にとらわれず真理を

追求していくことを示しているようだが、社会に出たＯＢたちが、直面した問題を解

決するためにどうバンカラ精神を生かしているのか分からなかった。女性の団員が登

場したと紹介していたが、時代の変化の象徴にしたかったのだろうか。このことが全

体をより分かりにくくしてしまった気がした。過去の「新日本紀行」の映像を使って
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見せたことで、昔どのように放送されていたのか知ることができて新鮮に感じた。昔

と今の違いを知りたくなった。100 年も続いたバンカラの歴史を強調したいのであれ

ば、その精神がどうして応援団に取り入れられたのか、背景にはどういうことがあっ

たのか触れてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

バンカラの精神は主に北海道大学の寮で伝えられてきた。応援団員は寮の

中でぬくぬくと生活するのではなく、外見を気にすることなく、他の寮生を

精神的に支え束ねていくという精神だ。そのあたりを分かりやすく説明すべ

きだった。もともとの番組の発想は応援団の卒業名簿だった。北海道で節目

となるような出来事があったときに、応援団だった人たちが関わっており、

今回のような人選になった。このことが期待された人選と異なってしまった

原因かもしれない。また、小樽商科大学のＯＢはなかなか取材を受けてもら

えなかった。ＮＨＫアナウンサーは、日本ハムファイターズの新庄選手が移

籍後初優勝するエポックメーキングな現場にいたこともあり、伝わりやすい

と考えた。ＮＨＫ職員を取り上げることに特段の制限はないが、局内で相談

のうえ今回のような内容とした。北海道拓殖銀行の破綻については、あの渦

中で彼がどういう立場で何をしていたかという点に視点を置いて、行員の立

場からのナレーションを入れた。小樽商科大学は、近年女子学生が急激に増

えていて、なかなか応援団に団員が入らず、１２年ほど休止状態だった年が

ある。それを初の女性応援団長が復活させ、今の応援団につながっていると

いう背景がある。今年入団した１年生の女子団員の姿から未来を想像しても

らうのもいいのではないかと考え、今回のような構成となった。 

 

○  北海道大学応援団のガードの固さというのはどういうことか。なぜ彼らはそれほど

までに取材を受け入れないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道大学の応援団は、練習風景などを見せてはいけないという伝統があ

ると聞いている。過去の「新日本紀行」の映像も、大通公園で行った対面式

の場面しかない。準備風景などは、今まで誰も撮ったことがない。一方で小

樽商科大学の応援団は、練習風景も見せてもらえる。見せたほうが団員も集

まるという考えだった。 

 

○  １回見ただけでは理解できなかった。バンカラについて北海道大学の寮の歴史など

から説明すれば、また違ったのではないかと思う。調べなければ分からないことが多
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かったので、導入部分は丁寧にやったほうがよかったと感じた。５０年前の映像を見

せたあと、実はこの人がこんな事をしていたという流れは、構成的に面白かった。研

究開発の結果、炭鉱におけるガスの突発事故をなくしたＯＢは、まさに「北海道を支

えた」に当てはまる登場人物の１人だった。その一方で、北海道を支えたというには

違和感のあるＯＢもいた。もう少し人数を絞り「なるほど」と思わせる人に焦点を当

てて掘り下げるべきだった。例えば両大学の応援団ＯＢが一緒にベンチャー企業を作

り雇用を拡大しているなどの例があればよかった。女子団員が子供のころから格好い

い姿にあこがれていたというのは興味深かった。指導風景の中で、バンカラ精神を持

っているはずのＯＢが女性の体に触れずに指導しているのは残念だった。揺るがない

精神と言うのであれば、男女を分けずきっちりした指導をすべきだと思った。 

  

○  100 年も続いた応援合戦があること自体を知らずショックを受けた。過去の「新日

本紀行」の映像などを駆使しており、ＮＨＫならではの力を発揮していた。北海道の

歴史を応援団ＯＢという切り口で番組にしたのは、企画としてとてもよかった。応援

合戦の面白さがあり、また卒業生がそれぞれの人生で遭遇した歴史的な出来事があり、

非常に重層的で見ごたえがあった。炭鉱での事故を防ぐために繰り返した実験の映像

がよく残っていたと思った。あの映像はだれが保有していたものか教えてほしい。金

融、スポーツ、報道、農業など、さまざまな分野に焦点を当てることでバランスよく

組み立てられていて、改めて北海道の過去の出来事も思い出すことができた。 

 

○  北海道の重要な局面に元応援団員の活躍があったという期待から入った構成だと

感じた。紹介されたＯＢは立派な人ばかりだったが、「北海道を支えた」という表現

には多少誇張があるのではないかという印象を持った。一般の人には理解しづらいバ

ンカラ精神が応援団ＯＢたちの中には息づいている、というような言い方には、かな

り無理があるように感じた。それよりも、さまざまな場面で活躍するＯＢたちという

素直な構成でもよかったのではないか。ＯＢそれぞれが学生時代に応援団でどのよう

に行動し、どのような考え方をしていたのか、社会人として成熟した現在、当時を振

り返ってどう思うのか、今の学生たちに対してどう思うのか、などを聞く構成のほう

がよかった。応援団としての活動のありようや、団員の思考の変化、団員の増減や男

女の比率にどのように変化があるかなどを昔と今で比較して示せば、より理解が深ま

ったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

バンカラについてもう少し丁寧に、項目立てて説明したほうが分かりやす

かったというのは、指摘のとおりだと思う。 

実験の写真はご本人のもので、研究結果の大事な証拠なので全て写真に収
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めていた。写真からは、当時の仕事を誇りに思っているということが強く伝

わってくるものだった。当時、研究は表舞台には出なかったが、ご本人は「研

究者生命を懸けて手がけたことを取材してもらってよかった」と話していた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２０日(金)の北海道のナンモン！「忍び寄る“買い物危機”～買い物弱者 ５

２万人の衝撃～」(総合 後 7:30～8:45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。冒頭で生鮮品販売店ま

での距離が 500 メートル以上ある地域を図示していたが、距離だけではピンとこない。

「お年寄りの足で歩くと何分」「ゆっくり歩くと何分」といった表現を使う必要があ

ったのではないか。足寄町の買い物バスについても、どの程度時間がかかるのか、ま

た無料である理由に触れないまま進んでしまい、疑問が残ったままだった。黒松内町

で買い物の代行をしているＮＰＯ法人がどういった経緯で立ち上がったのか、スタッ

フがどのような心意気で取り組んでいるのか、もう少し知りたいと思った。移動販売

車で一番売上金額が多いのは何かというクイズはとてもよかった。生活に密着してい

て、人の暮らしぶりを垣間見られるので、視聴者は興味があると思う。この番組は、

長い放送時間をどのように使ってどのように演出するか、どう見せていくかが課題で

はないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

確かに店舗までの距離よりも、かかる時間を示すほうが分かりやすかった

と思う。買い物バスの運営の仕組みやＮＰＯの成り立ちなど、見ている人が

疑問に思う部分はコメントで補うようにしたい。指摘の通り単に課題を示す

番組ではないので、課題に対しどうするのか考えることができるような、ヒ

ントを提示できるような番組にしていきたい。足寄町の買い物バスはすべて

町の負担になっている。本来病院までの送り迎えとして行政サービスで運行

しているバスに、買い物をしたい人も乗車していい仕組みになっている。黒

松内町のＮＰＯ法人は、もともと社会福祉のＮＰＯ法人で、地域のお年寄り

の見守りや、病院に連れて行くなど既存の取り組みに、買い物の支援サービ

スもプラスした。新たに立ち上げるコストが必要というわけではなかった。

今あるシステムの中に買い物支援をうまく組み込めば、お年寄りを助けるこ

とができるということを伝えたかった。 

 

○  ６月２７日(金)の北海道クローズアップ「“スパイの妹”と呼ばれて～７３年目の

宮澤・レーン事件～」を見て、番組制作スタッフの心意気のようなものを感じた。事
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件と同じことが誰にでも起こりうるのだと分かり、考えるきっかけを作る意義のある

番組になっていた。全体的に冷静でトーンが抑制されていたので、秋間さんの気持ち

が心に伝わってきた。特定秘密保護法などに一切触れないことで、解釈を視聴者にゆ

だねるところにも好感が持てた。根室の飛行場の映像など、ＢＧＭはいらないと感じ

たシーンが多くあったのが気になった。 

 

○  北海道クローズアップ「“スパイの妹”と呼ばれて」を見て、幾つか疑問を感じた。

宮澤・レーン事件は、特定秘密保護法と密接に関連していると思うが、番組では全く

触れなかった。視聴者をミスリードしてしまうのではないかと感じた。「２度とこう

いう過ちを繰り返してはいけない」というコメントからは「特定秘密保護法との関連

でこの事件に焦点を当てて番組を作った」と視聴者は感じると思う。特定秘密保護法

についても触れたほうが、正攻法ではなかったか。 

 

○  北海道クローズアップ「“スパイの妹”と呼ばれて」は非常にいい番組だった。宮

澤弘幸さんがレーンさんに話したという「戦争は国と国でやっているのであって、個

人でやっているのではない」というコメントは、現在にも当てはまる言葉だと思う。

特定秘密保護法について全く触れないのはなぜか。国民的議論を呼び起こした法律で、

秋間美江子さんもこの法律に批判的であるという中で、説明が全くないというのは、

公共性を損なっているのではないか。７３年という長い年月がたったが、紹介してい

る期間はところどころで、２年前の北海道大学との話し合い以降が中心になっていた。

渡米していたことが影響しているのかもしれないが、時系列に沿った説明がもっとほ

しかった。 

 

○  北海道クローズアップ「“スパイの妹”と呼ばれて」を見た。風化してしまいそう

な事件を今の時期にこういう形でまとめたのはよかったのではないか。軍機保護法で

は、国が「秘密だ」と言えば全て秘密になってしまうという、国民からすると不可解

な理屈がまかり通っていて、とても異常な国だったという感じがした。北海道大学と

秋間さんとの話し合いの中で、宮澤さんから復学届が出されていることが伝えられた

とあったが、北海道大学が彼の復学を認めたのかはっきりしなかった。また、レーン

さんが存命なのであれば、レーンさんも取材してほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「“スパイの妹”と呼ばれて」を見たが、導入の説明で事件

概要がしっかり伝わったので、深く事件を知らない視聴者も宮澤・レーン事件を理解

することができたと思う。二度とこのような過ちを繰り返してはいけないという気持

ちを強くしたのと同時に、秋間さんが北海道大学に対してだいぶ感情的に話している

場面があったが、兄の復学願いを見たときに、胸のつかえが少し下りたのではないか
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と思った。特定秘密保護法に関しては、あえて打ち出さないで視聴者に考えさせるほ

うがいいのではないかと思う。自分自身がこの法律とどう向き合っていけばいいのか

考えていくことが大切だと思った。選挙制度の見直しなども必要になってくるのでは

ないかと考えた。 

 

○  北海道クローズアップ「“スパイの妹”と呼ばれて」を見た。終始特定秘密保護法

のことを意識しながら見ていた。事件の詳細が分かりやすく紹介されていて、妹の秋

間さんの無念さがよく伝わってきたし、国家権力の横暴によって理不尽な人生を負わ

された人の悔しさが心に残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「“スパイの妹”と呼ばれて」についてだが、特定秘

密保護法に言及することと、兄の名誉と自らの時間を取り戻したいという女

性の執念の物語が両立するか考え続けてきた。新しい資料が発見されたこと

や、秋間さん自身の誤解などを考え合わせると、今回同時に伝えることは困

難だろうと判断し、特定秘密保護法には触れなかった。秋間さんの「同じ時

代を繰り返してほしくない」というメッセージを伝えるのであれば、一代記

として描くことが一番分かりやすい方法ではないかと思った。特定秘密保護

法という言葉を使えば、法律について説明しなければいけない。秋間さんは

結婚後、アメリカに移住して生活していた。1980 年代の終わりにスパイ防止

法が国会で制定されそうになったとき、この事件が脚光を浴びた。秋間さん

が日本に呼ばれ、そこから彼女の兄の名誉回復活動が始まったという経緯が

ある。「北海道大学は復学を認めていたのか」という質問だが、復学願いは

受理されていた。これは大学の調査の結果、最近分かったことである。その

事実を伝えることが今回の秋間さんの来日の目的だった。レーンさんは戦後、

北海道大学に戻り再び教員をしていた。しかし秋間家はレーンさんとのつき

あいを断っていた。現在はレーンさん夫妻は亡くなっており、娘さんがアメ

リカに在住しているということだけ分かっている。秋間家とのつきあいはな

くなっていたため、今回は取材しなかった。ＢＧＭはなかなか難しかった。

ＢＧＭがないと抑揚もなくなってしまう。ナレーションはあえて抑制的にし、

静かに伝えていきたいと思っていた。音楽が気にならないよう注意していた

が、ちょっとつけ過ぎたと思うシーンもあった。 

 

○  ７月４日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「夫婦で売り上げ１

億円～６次産業化のトップランナー～」(総合 後 7:30～7:55 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見たが、

紹介されていた夫婦は、日本農業賞に値する方々だったと思った。奥さんの活躍が前
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面に出ていてよかった。栽培技術を確立するまでほとんど収入がなかった期間があっ

たはずだが、ご両親はどう思っていたのか、周りの農家はどう思っていたのか声を拾

ってほしかった。減農薬や有機栽培は取り組みやすくなってきている一方で、挫折す

ることも非常に多く、成功例が少ない。番組の中では良い結果だけを見せていたが、

しっかりとした指導者がいなければ難しいことにも触れてほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「夫婦で売り上げ１億円」を見たが、

ヒューマンストーリーなのに、夫婦の人となりが伝わってこなかった。現在にいたる

までの苦労などを伝えておらず、初めから「成功者」という視点でとらえていたせい

か、人間としての魅力や奥行きが感じられなかった。作物本来の力に任せる栽培方法

にたどり着くまでの試行錯誤や、どんな失敗があったのか知りたかった。売り上げが

年間 2,000 万円となった加工品の施設規模やスタッフの体制、製作工程が分からず、

夫婦がトップランナーであることが伝わってこなかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「夫婦で売り上げ１億円」を見た。

さまざまな種類のミニトマトを詰め放題で販売するアイデアには、自分が作ったもの

を売るのにここまでやっているのかと非常に感心した。新千歳空港は日本で一番農産

物が売れる空港で、北海道の強みを生かした形の売り場になっている。そこに目をつ

けて、６次産業化の柱の一つにするアイデアは面白く、今後の北海道農業の発展を考

えるうえで参考になる情報だったと思う。ＴＰＰに反対する世論が強い中、一方でこ

ういったアイデア農家を紹介することで、情報のバランスを取っていることを評価し

たい。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「夫婦で売り上げ１億円」を見た。

夫婦それぞれのアイデアが紹介されていたが、売り上げ 1 億円突破につながった産物

はなんだったのか知りたかった。紹介されたドッグフードなど加工品のケースのデザ

インも手掛けているのかなど、より詳細な説明がないと１億円というとてつもない金

額の売り上げの裏側が伝わってこないと感じた。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「夫婦で売り上げ１億円」を見た。

“６次産業”という言葉を理解していない人も多いと思うので、画面でそのイメージ

を伝えたのは非常によかった。「財産は残さないけれども、お客さんとブランドを残

す」ということばの通り、夫婦の具体的な行動やその姿の描写から強い思いを感じる

ことができた。新千歳空港でミニトマトをバイキング方式で販売するシーンがあった

が、お客さんの満足度をとても考えていた。考え方と行動力、仮説立ての力があって

こその結果だと思った。 
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○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「夫婦で売り上げ１億円」を見た。

知識と技術に加え、創意工夫と努力を積み重ねることで、事業としての農業を発展さ

せていることにとても感心した。大塚夫妻に続く若者をつくるため指導しているとあ

ったが、彼らに続く人がどんどん出てきて、それをネットワーク化して、成功事例を

横展開していくことが必要だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

紹介した夫婦は、苦労した期間もあるが、稲作も手掛けており、両親も健

在で、明日にも食べていけなくなるという危機的状況にはならなかった。一

方で、地域の人たちから「どうせうまくいかない」と思われていた中で、本

人たちは歯を食いしばって頑張った。「先に苦労した分、早く道が開けた」

と話していた。夫婦はうまくいかないことを失敗とは思わず、データを蓄積

して成功につなげようという前向きな考え方をもっていた。そのため無理に

失敗談を取り上げることはしなかった。１億円の内訳は、お米が２０％ぐら

い、加工品も合わせると半分程度、残りの半分は有機野菜となっている。現

時点で 8,000 万から 9,000 万くらいの売り上げで、今年中にはほぼ間違いな

く１億円を突破するだろうと見込まれている。運営は夫婦のほかに、スタッ

フが７人と、研修生が２、３人いる。加工品のケース箱のデザインは奥さん

がある程度考えて、その後デザイナーと相談して作っている。加工品は農場

で夫婦が作っているものもあれば、加工会社に素材だけ提供して作ってもら

うものもある。 

 

○  ７月６日(日)のＮＨＫスペシャル「ストーカー 殺意の深層～悲劇を防ぐために

～」を見た。これまで被害者に焦点を当てたものが多かったが、加害者に焦点を当て

ており新しい切り口だと感じた。カウンセラーの加害者に対する関わりかたや、「時

間をかけながら心の闇を見つめ直して、悲劇の連鎖を断ち切る」といった言葉は、非

常に印象に残った。人間関係を築くことが難しい現実を強く感じた。 

 

○  ７月６日(日)の「音で怪獣を描いた男～ゴジラＶＳ伊福部昭～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

11:00～11:59)を見た。１時間の番組内で本人の肉声が全くなかった。マスコミ嫌い

で音声がなかったのか、意図的に肉声を入れなかったのか気になった。伊福部さん自

身が戦時中の軍事研究で被ばくし、体調を崩したという説明があったが、このような

場面で生の声があればよりよかった。 
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○  「音で怪獣を描いた男～ゴジラＶＳ伊福部昭～」を見て、「ゴジラ」が単なる怪獣

映画ではなく、水爆実験や科学に警鐘を鳴らす映画だったのだと感じた。伊福部さん

が自らの被爆体験を通して、半生を懸けた仕事として取り組んでいたことを初めて知

り、「ゴジラ」の映画を見てみたいと思えた。 

 

○  ７月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「コミュニティソーシャルワーカ

ー・勝部麗子」を見た。「住民力を生かす」「私たちはあきらめない」といった言葉が

心に響いた。今まで道がなかったところに、一生懸命道を作り上げた人がいるという

ことを知り、励みになったし、感動した。 

 

○  ７月１１日(金)の北海道クローズアップ「道産牛が変わる？ ～赤身肉ブーム最前

線～」を見て、ジャージー牛は雄が産まれたら殺処分していたということや、最近は

雄を食肉用として育てていることを初めて知った。完全放牧している牧場が紹介され

ていたが、肉牛で完全放牧をしているのは今回紹介した牧場だけなのか気になった。

通常の飼育と完全放牧それぞれの費用と売上の比較表を見せる場面があったが、販売

価格が下がっているのは完全放牧が理由なのか、肉牛の価格全体が下がったのかなど

説明があればもっと分かりやすかった。西川さんの牧場ではアンガス牛を完全放牧し

ていたが、なぜアンガス牛を選んだのか、通常飼育と完全放牧で肉質に違いがあるの

か知りたかった。 

 

○  北海道クローズアップ「道産牛が変わる？」では、ドライエイジングなど赤身肉を

おいしくする技術の紹介があり、参考になった。これまで殺処分されていた牛を育て

て商品化したり、完全放牧の牛の販売を試みるなど、今後の北海道酪農のあり方を考

えさせられる番組となっていた。一方で、完全放牧は肥料代がかからないが、成長が

遅いことなど、課題も示してほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「道産牛が変わる？」は、新しい発見と問題提起に富んでい

た番組だった。特にドライエイジングという技術が紹介されていたが、赤身肉の評価

を変えることにつながっているのに驚いた。ジャージー牛やアンガス牛での取り組み

も紹介していたが、多様性を伝える意味で重要だったと思う。加えて、それらが経済

的な合理性を持っていないと続けられないし広がらない、という点についても言及さ

れていたので、しっかり構成されていたと感じた。完全放牧について、規模の拡大に

は限界があるといっていたが、今後どう広がっていくのか、また冬期はどうしている

のか気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 
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最近は若い酪農家が完全放牧を勉強しにきている。自分が家業を継いだと

きに同じような畜産をやってみたいと考えている若い人が多いようだ。有機

野菜についても、父親と息子の２世代で興味を持っている人が多いので、そ

の中から広がりが出てくるかもしれない。冬期は普段使っていない牛舎にわ

らと水を置いている。牛は森からやってきて、食べて、森に帰っていく。ず

っと完全放牧なのだが、牧草が雪の下に隠れている時期は、えさだけ用意し

ている。 

 

○  ７月１３日(日)のさわやか自然百景「初夏 十勝川」を見た。釧路で保護され数を

増やしているタンチョウだが、湿原のなわばり争いに負けたつがいが農地に入ってき

たり、十勝平野に来ている。番組からは、タンチョウの数だけ増やしても、環境を整

えなければ保護は難しいという課題が伝わってきた。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年６月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１８日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道中ひざくりげ「夢よ育て！北の屋台～帯広市～」、穴場ハンタ

ー「帯広エリア」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 
続いて、７月の番組編成、放送番組モニター報告と視聴者意向報告の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 

委  員  坂本 昌彦 （（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

高山 昌行 （北海道新聞社 論説委員） 
豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 
中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道中ひざくりげ「夢よ育て！北の屋台～帯広市～」、穴場ハンター「帯広エリア」 
(総合 ６月６日(金))について＞ 

 
○  冒頭、旅人のアナウンサーが帯広駅を出たところで、「十勝というと広い大地をイ

メージするが、意外と都会だ」と発言していた。そういう意図はないのかもしれない

が、「意外と」という言葉がつくと、「すごく田舎」というイメージを持っていたのだ

と、解釈してしまう。別の言い方があったのではないかと思った。また、営業時間前

に開いていた店をたまたま見つけて訪ねるという演出だったが、「約束をしているの

で、ここに来ました」でいいのではないか思った。「北海道中ひざくりげ」は、のん

びりしたイメージなので、そのような設定にしたのかもしれないが、引っかかった。

その後の新人シェフと生産者とのやりとりは、何度も見たことのある切り口であり、

もうちょっと違う方法があったのではないかと思った。 
 

○  「穴場ハンター」は、テンポが速くておもしろかった。本当に地元の穴場だという
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ことがよく分かり、楽しんで見ることができた。 
 

（ＮＨＫ側） 
「北海道中ひざくりげ」は、ゆったりのんびり旅をしているような番組全

体のトーンの中で、ある程度の演出をすることもある。不自然にならないよ

うに考えながら取り組んでいきたい。店主同士が助け合ったり、生産者とつ

ながったりというのは、よくあるパターンかもしれないが、アスパラ農家は

本当に店のお客さんで、そのつながりは素直に紹介したいと思った。 
 

○  「北海道中ひざくりげ」について、これまで「北の屋台」を取り上げた番組は、コ

ーディネーターや運営のシステムを前面に出した作りが多かったのだが、今回は店主

をメインに追っていて、分かりやすかった。この事業は帯広発祥のシステムで、今で

は小樽や函館にもあり、全国にも広まっている。今後も、地元としていろいろな応援

をしていきたいと思っている。ただ、芽室町出身のシェフが生のアスパラを畑で食べ

た後のリアクションが、ちょっと不自然だったような気がした。一般に十勝に住んで

いるのであれば、ほとんどの町村でアスパラを作っているので、生のアスパラが本当

に軟らかくて甘いということは知っているはずだ。大げさな表現をしていたのが気に

なった。 
 
○  「穴場ハンター」について、十勝管内の私でも今回の穴場を１つも知らなかった。

職場の従業員にも聞いてみたが、誰も知らなかったので、本当の穴場なのだと思う。

特に、知らないお客さんにご飯をおごってもらえる「ゴチめし」の食堂のシステムは

すごくおもしろいと思った。高市佳明アナウンサーと藤岡みなみさんの進行がさわや

かな感じで好印象だった。 
 
○  「北海道中ひざくりげ」について、たくさんの飲食店が集まれば地域が活性化する

ということではなく、どれだけ地元の人たちに愛着を持たれているか、お店同士のつ

ながりをどう受け継いでいくかということが大切なのだと改めて感じた。「夢よ育

て！」のタイトル通り、青年が新しい道に向かって、温かな人間関係の中で育てても

らっている姿が描かれていて、さらにそれが北海道、帯広らしい食を通してというこ

とで、素直にすっと入っていけた。料理の作り手が生産者とどう向き合うかというと

ころが描けていてよかったと思う。身近なストーリーの中で、分かりやすくまとまっ

ていて、ほっとできる番組だった。 
 
○  「穴場ハンター」に関しては、「ゴチめし」のしくみがおもしろく、こういうもの

が地元にできれば新たな人間関係が築けるのではないかと感じた。この番組だけでな
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く、ニュースなどでもツイッターの言葉が画面に出るが、それを司会があえて読むこ

とにどういう意味があるのか、つぶやき自体の重みがあまり感じられない。時代だか

らしかたがないのかと思いながら、少し抵抗を感じた。 
 

（ＮＨＫ側） 
「穴場ハンター」について、ツイッターの画面上の表示については賛否両

論あるが、この番組はかつて深夜に放送しており、ふだんはＮＨＫをなかな

か見てもらえない比較的若い層の視聴者にも見てもらいたいという意図で、

ツイッターを使った演出をしている。昨年度まではラジオブースという密室

空間から、いわば深夜のラジオ放送のような形で放送していた。今年度２０

時台という、より多くの人に見られる時間帯に移設するにあたり、情報性を

大切に、また、地元の人々にロビーに来てもらい、演出的にもより開かれた

形で放送している。ツイッターの表示に関しては、２０時台ということを意

識して数としては若干少なめにしている。多くの人に情報を理解してもらう

ために、長さや回数を意識して表示している。 
 
 

○  「北海道中ひざくりげ」については、久しぶりに旅情感があった。そこにいる人々

が生き生きとしていて、人々の魅力が鮮やかだった。帯広の小さな「北の屋台」に焦

点を当てつつ、十勝という広い土地の魅力をふかんして眺めていて、十勝だけではな

く、北海道の初夏の魅力や可能性が透けて見えるような構成だったのがとてもよかっ

た。屋台村だけで完結していたら夜のイメージになったと思うが、昼間、太陽の下の

緑豊かな大地を入れ込むことにより、夜と昼の対比が、映像や番組の流れにメリハリ

を与えていた。屋台を借りるための条件や競争率、家賃などはどうなっているのか知

りたいと思った。 
 

○  「穴場ハンター」は、放送局ロビーでの生放送になってから、視聴者の層が広がっ

たのではないかと思う。直前の番組宣伝もおもしろく、ロビーに来ている人たちとの

適度な近さが魅力だと思う。最後にばんえい競馬のＰＲがあったが、ロビーでの放送

を利用することで、いろいろな可能性があると感じた。 
 

○  「北海道中ひざくりげ」について、このような番組は、いろいろと事前に調査やセ

ッティングをしないと成り立たないと思うが、自然なやりとりでよかったと思う。こ

の屋台村は地元のお客さん中心で成り立っているのか、観光客はどのくらい来ている

のかがよく分からなかった。また、小久保康生さんの隣に女性がいたが、奥さんなの

か、店員なのかが分からなかった。アナウンサーが声をかけてコメントを引き出すな
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どして、生かすべきだったのではないかと思う。 
 

○  「穴場ハンター」については、４つのエピソードが、それぞれ分野の違う素材でよ

く組み合わされていた。画面左上の「穴場ハンター」のタイトル、ＶＴＲで話してい

る言葉のテロップ、さらにツイートが２つあると、これはさすがに過剰という感じが

した。ツイートだけに絞ったほうが見やすくなるのではないかと思った。また、司会

者は、せっかくスタジオに集まった人がいるのだから、声を聞くなどして、巻き込ん

でいく方がいいと思う。十数人いてほとんど発言がないというのは、何のためにいる

のだろうという感じがした。 
 
（ＮＨＫ側） 

シェフの横にいた女性は従業員で、彼女を巻き込むことにより、主人公を

引き立てることもできたかと思う。屋台村は地元の客が多く、ちょっと入り

づらい感じがあるのだが、番組をきっかけに、外から来た人でもふらっと入

ってもらえるように役立てればという思いで番組を作ったという面もある。 
 

○  「北海道中ひざくりげ」は、旅人のアナウンサーがいかにも東京から来ているとい

う印象だったので、道内局の人だと聞いて驚いた。「十勝平野のほぼ中央に位置する

帯広」といったコメントは、全国放送のような感じがして、違和感があった。また、

撮影をする店については、事前にアポを取ってセッティングをしているはずなので、

ごく自然に店内に入っていくほうがいいと感じた。主役の小久保さんは前向きで意欲

的な人で、好印象を持ったが、苦労や悩みはないのだろうかと思った。また、３年後

には屋台村を出なければならないということで、彼の将来設計や独立した人たちの声

も聞きたかった。登場人物が全員地元の人のように見えたが、観光客はどの程度いる

のか、特に外国人観光客はどういう感想を持っているのか、入れてほしかった。 
 
○  「穴場ハンター」で興味深かったのは「ゴチめし」の制度で、仕組みをきちんと知

りたかった。特にごちそうする側の声があれば、なおよかったと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 
「穴場ハンター」は、１８分サイズになって今回が３回目の放送で、情報

量とスタジオでのかけ合いのちょうどいいあんばいを探っているところだ。

画面に表示するテロップの内容、数については、どの辺りが今の時代に適し

た情報量なのか考えながら作っている。すべての情報を見ようとすると多す

ぎると感じる一方、選択して見てもらうことを期待して作っていいのかどう

かなど、悩みどころだ。「ゴチめし」の仕組みは、元々はお金が潤沢でない
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若者を商店街に呼び込むために、店主が考えた制度ということだ。若者に限

ったものではなく、誰が行っても大丈夫だと聞いている。 
 
○  「北海道中ひざくりげ」は、お客さんが飲んで楽しむという場面だけでなく、店主

が隣の店に行ってアドバイスをもらったり、地場物のアスパラを見に行ったりする場

面があることで、店主の３年後の独立に向けた努力の一端をきちんと押さえていた。

地場物をお客様に提供しようという苦労と工夫も伝わってきた。地産地消の重要性も

提起していたと思う。 
 

○  「穴場ハンター」は、地元の人が意外と地元のことを知らないという意味で、視点

の当て方が良かったと思う。ただ、１８分の中であれだけの素材を取り上げるという

のは欲張り過ぎではないかと思った。思い切ってスタジオ部分をなくすか、素材をも

う少し絞り込んでもよいのではないかと感じた。 
 
○  帯広の「北の屋台」の取り組みは北見市にも波及している。夢と志があれば資金力

がなくてもチャレンジできるということで、本当にすばらしい企画だと思う。屋台に

はお客さんみんなが一瞬で友達になってしまうという独特な雰囲気があり、それが地

元愛、郷土愛といった人の絆を広げる場所になっていると思った。最後の場面で、ア

ナウンサーがわき目も振らず、硬い表情でただ歩くというシーンだったことが気にな

った。訪れた店を見やりながら、笑顔でゆっくりと歩けば、余韻が残る番組になった

のではないかと思った。 
 
○  「穴場ハンター」は、いつもながらアナウンサーと藤岡さんのキャラクターが色濃

く出ていて、よい番組だと思った。今回はすべての穴場が、スタジオに参集していた

市民でさえほとんど知らないところということで、上手に見つけていたと思う。地方

がどんどん衰退していく中で、商店街の人や食堂のお父さんなど、きらっと光る人を

取り上げていて、勇気をもらった。 
 
○  「北海道中ひざくりげ」について、３年を期限に料理人たちを独立させるという「北

の屋台」の仕組みはすばらしいと思った。番組の中でも地元の食材、産品を活用して

いることを紹介していて、地産地消を推進する上でも、また観光客に道内産品をアピ

ールするという意味でも有効な取り組みだと感じた。一方で、みんなが成功するわけ

ではないと思うので、運営の難しさや独立までのハードルについて多少の紹介があっ

てもよかったと思う。全体的には各店が親しみにあふれていて、帯広地域のぬくもり

をよく感じさせてくれた。 
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○  「穴場ハンター」は、司会者の軽快な掛け合いが魅力だと思う。テンポのよさや、

藤岡さんの気の利いたアドリブに非常に好感が持てた。今回は、地元の人も知らない

穴場だったからかもしれないが、ツイッターのメッセージが少し物足りないと感じた。

スタジオに視聴者を入れることで、司会の掛け合いに対する反応が見え、臨場感を高

めているという気はしたが、会場の反応がやや少ないのが残念だった。こちらから投

げかけて手が挙がるのを待つよりも、投げかけっ放しのほうがよいような気がした。 
 
（ＮＨＫ側） 

今年度から「北海道中ひざくりげ」と「穴場ハンター」は同じエリアを取

り上げている。「北海道中ひざくりげ」は、旅情やそこで営みをする人々の

思い、風土をじっくり見せるものとして、「穴場ハンター」は情報を提供す

るものとして、レコードのＡ面とＢ面のような形で差異化している。 
 
 
＜放送番組一般について＞ 

 
○  ５月２３日(金) いくぞ～！北の出会い旅「祝３０回 どうなんだ！函館」(総合 後

7:30～8:43 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)は、おもしろかったのだが、７３分の長さということで最

後の１０分、１５分が見ていてちょっときついと感じた。 
 
○  ５月２７日(火)の地方発 ドキュメンタリー「“ハンカチ王子”の告白～斎藤佑樹

投手 再起への挑戦～」をとても興味深く見た。制作担当者が斎藤投手の野球部時代

の先輩ということで聞き出せた部分も多いと思う。番組を見て、斎藤投手がものすご

く人間くさい人なのだということが分かって親近感を覚えた。ナレーションにもあお

りがなく、淡々と伝えているのがよかった。もう少し早い時間帯に放送して、中学生

や高校生などの若い世代にも見てほしいと思った。 
 
○  ５月３０日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心をつなぐ お

もちゃ屋～旭川 カリスマ社長の挑戦～」は、街のおもちゃ屋がどんどん消えていく

中、北海道にこのような個人経営のおもちゃ屋があることにびっくりした。子ども独

特の非常によい表情が撮れていた。また、題字のデザインが番組内容と合っていて、

かわいらしかった。 
 
○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心をつなぐ おもちゃ屋」は２つ

のテーマがあったと思う。１つは、まちのおもちゃ屋さんがどんどんつぶれていく中

で、独自のポリシーでビジネスを成功させている“アイデア商法”だ。もう１つは、
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ゲームの普及によって家庭内のコミュニケーションが非常に希薄になってきている、

という問題提起だ。ロングセラーのおもちゃを復活させることによってコミュニケー

ションを再建する、というおもちゃ屋社長の社会へのメッセージだったと思う。この

２つのテーマが交互に紹介されているのだが、作り手はどちらをより強くクローズア

ップして見せたかったのか、あいまいになってしまったという感じがした。 
 
○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心をつなぐ おもちゃ屋」は、年

商４億円という売り上げに驚いた。おもちゃという身近な素材を通して、出生率の低

下などの問題を考えさせる番組だった。けん玉遊びは両親だけではなくて祖父母も参

加でき、家庭内のコミュニケーションを図るために重要な役割を果たしてくれるとい

うことが分かった。番組最後の「おもちゃの持つ力を知り尽くす吉田修一さん」とい

うナレーションが非常に有意義な言葉だった。 
 
○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心をつなぐ おもちゃ屋」はとて

もよい番組で、地元の中小企業が頑張っていることをうれしく思った。同居している

孫が日々ゲームに没頭する姿を見ているので、「おもちゃというのは、親と子供のコ

ミュニケーション、人と人とのコミュニケーションのツール」という吉田修一社長の

言葉に非常に感銘を受けた。ゲームは親と子だけでなく、子ども同士のコミュニケー

ションの機会も著しく奪っているのではないかと思う。親の世代も祖父母の世代もみ

んな忙しいという状況も、子どもたちの遊びに影響を与えているのだと思う。このテ

ーマで継続的に番組を作ってほしい。 
 
○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心をつなぐ おもちゃ屋」につい

て、私もコミュニケーションとビジネスという２つの観点で見た。漫画はまだしもゲ

ームに没頭する子どもたちや大人を見ると、日本は本当に大丈夫かといつも思ってい

る。特に子どもにとって、昔ながらのおもちゃは、想像力を膨らませたり、自分なり

に遊び方を工夫したりするものだと思う。そういうものの大切さを改めて感じた。吉

田さんの言うとおり、遊びは親子の交わりやコミュニケーション、あるいは、祖父母

と孫の間の家族形成や人格形成に大きな影響を与えるもので、そういったことを具体

的に提案していくのが、おもちゃ屋の本来の使命だと感じた。開店と同時に親子連れ、

お孫さんを連れてたくさんの人が列を成して入ってくるという光景は、本当にすごい

ことだ。ネットでゲームを買うことに比べ、親子でおもちゃ選びをするというのは格

別なものであるはずなので、そういう機会を工夫を凝らして提供している吉田さんの

店はすばらしいと思った。ビジネスの観点で見ると、１０年で４割のおもちゃ屋がな

くなったり、ジグソーパズルの市場規模が２０年で４分の１になったという話があっ

た。その原因は少子化やゲームの普及だと思う一方で、おもちゃで遊ぶ楽しさや、家
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族のコミュニケーションの重要さを伝え切れていない、そういう場を提供できていな

い業界全体としての努力不足もあると思う。現に吉田さんの店では、ビジネスとして

立派に成功しているので、創意工夫や差別化の重要性をしっかりと示している内容で

あったと思う。 
 
（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「心をつなぐ おもちゃ屋」

は、当初はゲームに頼らず、伝統のおもちゃで売り上げを伸ばしている店を

紹介したいということで企画がスタートした。おもちゃ屋が新商品をどう売

るかというストーリーよりも、家庭内コミュニケーションの方によりこだわ

るという方法もあったかもしれない。 
 
○  ５月３０日(金)の北海道スペシャル「独り歩いて北極点へ ～冒険家 荻田泰永さ

ん～」は、冒頭の映像からリアルな迫力を感じた。北極点を目指す荻田さんだけでな

く、東京のサポートスタッフや、岩見沢の小学生にも焦点を当てていたため、メリハ

リのある構成になっていた。冒険というとどうしても独りと思いがちなのだが、周り

の人たちが支え、いろいろな人に影響を与えていく、ということが分かった。なぜ北

極点に向かうのかということについて、説明する言葉はなかったのだが、その分番組

を通して透けて見えるような気がした。 
 
○  北海道スペシャル「独り歩いて北極点へ」は、各地における関係者の動きを複合的、

立体的に構成していて、流れもよかった。国内と海外の場面を交互に組み合わせるな

どして、この先どうなるのだろうかという緊迫感が出ていた。荻田さんとは一体、ど

ういう人物なのだろうという疑問を持ったが、人物像がよく分からなかった。また、

１回の冒険にかかる費用 1,500 万円のうち、多くは寄付に頼るとあったが、本人には

内心じくじたる思いがどこかにあるはずで、そういう荻田さんの内面がよく分からな

かった。 
 

○  北海道スペシャル「独り歩いて北極点へ」は、荻田さんのことを全く知らなかった

ので、単純におもしろく番組を見ることができた。映像はもちろんすばらしいのだが、

平成１２年のＮＨＫスペシャル「北極圏 700 キロを歩く～冒険家 大場満朗と若者

たち～」の映像などもあって、蓄積が感じられた。神奈川県生まれの荻田さんがなぜ

鷹栖町に移り住んだのかということの説明や、鷹栖町民の声、交流の様子なども見た

かった。スタート地点以降の映像はすべて荻田さんがひとりで撮影したのだろうか。

遠くから本人が近づいてくるような映像もあり、体力を消耗する中で本人が撮ったも

のなのか、釈然としなかった。また、無補給単独徒歩での到達は、日本人では誰も成
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功していない、この２０年は誰も成功していない、という説明があったが、成功して

いる人の具体的な説明もあればよかったと思う。資金集めに奔走しているようだが、

ＮＨＫはスポンサーなのか疑問を持った。 
 
○  北海道スペシャル「独り歩いて北極点へ」は、撤退を決めた場面の後、荻田さんが

成田空港に帰国した映像になった。恐らくヘリコプターかなにかで帰ってきたのだろ

うと想像するが、苦労して歩いた道のりを出発点まで戻ってくる場面が完全にカット

されていたのが気になった。荻田さんに憧れる小学生の場面は、全体的に番組をほの

ぼのとさせていたと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 
北海道スペシャル「独り歩いて北極点へ」について、旭川で講演会および

資金集めのパーティーをしているシーンは番組に盛り込んでおり、そこでの

旭川市民との交流や声を紹介した。冒険の映像は本当に全部、本人が撮影し

ている。遠く離れたところから近づいていく場面を撮影するために、１回カ

メラを置いた後、また元に戻り、再び歩いて通り過ぎるのを撮影した後、戻

ってカメラを回収するという、非常に手の込んだ作業をしている。番組の中

では、北極点到達に成功した日本人の系譜を紹介したため、そこに外国人の

成功者を入れると混乱するかと思い、割愛した。なお、ＮＨＫはスポンサー

にはなっていない。 
 
○  ５月３１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「日本の医療は守れるか？

～“２０２５年問題”の衝撃～」(総合 後 9:00～10:13 )はＮＨＫならではの番組で、

真剣に見た。医療を受ける立場と行う立場、またその間に入ってサポートする立場の

それぞれの苦悩や課題が取り上げられたが、非常に複雑な問題で、時間が足りないと

いう感じがした。課題のキーワードが上手に引き出されて、まとめられていたと思う。

司会が巧みで、キーワードごとに上手に意見を交わすように誘導していた。議論の途

中でアニメーションでの説明があり、若い世代でも危機意識が持てる構成ではなかっ

たかと思う。この問題は 2025 年になって急に起こることではなく、すでに進行して

いる状況だ。番組で出されたキーワードごとに課題を掘り下げて、シリーズ化してほ

しい。非常によくまとまってはいたが、やはり結論は出なかったので、次の１歩とし

ての提案がほしかった。 
 
（ＮＨＫ側） 

この番組は札幌局に異動になる前に、私が責任者だった。ご指摘のとおり、

テーマごとに掘り下げて一つ一つやらなければいけない課題だと思ってい
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る。おそらく北海道は医療問題の先進地域ではないかと思うので、今後も取

り上げたいと思っている。 
 
○  ６月５日(木)の「ほっとニュース北海道」で、室蘭を舞台にした映画や、市内のい

ろいろな景色や施設の紹介があった。たくさんの市民がボランティアとして参加し、

資金集めに奔走しているので、ぜひ成功してほしい。この放送は大きな助けになった

と思う。 
 
○  ６月６日(金)の北海道クローズアップ「急増“生活保護”どう立て直すか」は、生

活困窮者の自立支援に積極的に取り組んでいる釧路市と大阪府豊中市の事例を具体

的に説明していて、大変参考になった。ＮＨＫならではのテーマ設定だと思う。２５

分の番組ではすべてを伝えきれていないと思うので、継続取材して放送してほしい。 
 
○  北海道クローズアップ「急増“生活保護”どう立て直すか」はまさに今、発信しな

ければならない、必要とされているテーマだと感じた。番組冒頭の「まさか自分が生

活保護を受ける立場になるなんて」というひと言が、生活保護受給者がいろいろとバ

ッシングされている中で、多くの受給者の心情を表していると同時に、先が見えない

現代社会を表している言葉だと思った。なぜ北海道の生活保護受給者数が高いのかを

掘り下げてほしかった。スタジオ部分は、台本を読み上げている印象が強く、発して

いる言葉が心に引っかからない部分があった。 
 

○  北海道クローズアップ「急増“生活保護”どう立て直すか」は、具体事例にインパ

クトがあり非常によかったと思う。釧路が突出して生活保護受給者、困窮者が多いこ

との背景の説明があれば、なおよかった。ゲストのコメントがきれいごとに終始した

という印象が強く、問題点、課題などを掘り下げてほしかったと思う。 
 
○  北海道クローズアップ「急増“生活保護”どう立て直すか」について、生活保護の

実態を表した数字を見て、非常に驚いた。明日はわが身という時代なのだということ

を改めて考えさせられた。先進的な事例として紹介していた釧路の取り組みはすばら

しいと思った。段階を経てサポートしていくというのは、丁寧で、生活困窮者を早く

見つけたいという優しさのある取り組みだと思った。 
 

（ＮＨＫ側） 
生活保護に関しては、今年７月１日に不正受給などの取り締まりを強化す

る改正生活保護法が、来年４月には生活保護受給一歩手前の人たちを自立さ

せるための生活困窮者自立支援法が施行の予定で、各自治体の体制整備が
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徐々に進んでいる。その中で自治体間格差が出てくると思うので、第２弾を

作っていきたいと思っている。 
 
○  ６月１１日（水）のニュースで、懸案になっていた北海道新幹線の駅名が最終的に

ＪＲ北海道の判断で「新函館北斗」になったことを伝えていた。これは地元だけでな

く、全国の利用者にも関わってくる問題なので、メディアとしてはもっと辛口の批評

をしてもいいと思う。地元であれだけもめて、結局こうした駅名にしかならなかった

というのは端から見ているとお粗末な話であり、新幹線開業が北海道でなかなか盛り

上がらない、そして企業の誘致もままならないといった状況の背景には、こういった

地元の一体感のなさ、戦略性のなさが関わっているという感じもする。別の機会に、

番組などで「これでいいのか」という問題提起をぜひやってもらいたい。 
 

（ＮＨＫ側） 
北海道新幹線については、「ほっとニュース北海道」で、函館駅前と新駅駅

前のテナント事業者が全然入らないという問題を通じて、危機的な状況にあ

るということを記者解説で比較的長い時間をかけて放送した。新幹線は今後、

ＮＨＫ北海道にとって大きなテーマになるので、機会を捉えて放送していき

たい。 
 

○  ６月１３日(金)のにっぽんカメラアイ「輓馬（ばんば） この大地に生まれて」(Ｂ
Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:45～9:00)は、馬の筋肉の動きや、吐く息の迫力、そりを引くときのい

ろいろな音などを、字幕と関係者の語りだけで見せていた。特にきれいだと思ったの

は、馬房にいる馬を前にして雪が降っているシーンだ。早朝トレーニングの馬体から

立ち昇る水蒸気や、番組最後のレースシーンは幻想的で、芸術作品を見ているようだ

った。ばん馬には興味がなかったが、これを見た後は、存続してほしいと思った。 
 
（ＮＨＫ側） 

「にっぽんカメラアイ」は、カメラマンが映像表現の力で１本の番組を作

るというシリーズだ。ナレーションを省いて、映像の力で作るという趣旨で

撮っている。馬の筋肉などの映像は、通常のカメラでは捉えられない一瞬の

動きを撮影できるハイスピードカメラを駆使してばん馬の魅力を伝えた。 
 
 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年５月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２１日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。  

会議では、議事に先立ち、空席となっている副委員長の互選を行い、新しい副委員長に向

真理子委員を選出した。続いて、川野局長から５月１日付で新たに委員に就任した高山昌行氏

と豊島琴恵氏の紹介とあいさつがあり、議事に入った。 

議事はまず、「平成２５年度北海道地方向け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、地方発 ドキュメンタリー「園長がハンターになった～格闘する旭山動物園

～」について説明があり、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館代表取締役） 

委  員  坂本 昌彦 （（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

柴田  悟 （月形町農業協同組合代表理事組合長） 

高山 昌行 （北海道新聞社 論説委員） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

 

（主な発言） 

 

＜地方発 ドキュメンタリー「園長がハンターになった～格闘する旭山動物園～」 

(総合 ４月２２日(火))について＞ 

 

○  シカを殺すことに抵抗を感じる人はたくさんいると思う。旭山動物園の園長がなぜ

ハンターになる決心をしたのか、最後まで疑問が残った。一般の人たちに考えさせる

ことが目的であれば、撃つところを見せたほうがよかったのではないか。動物園の使

命や役割が変化しており、今後も変わっていくのだろうと感じた。４月２５日(金)の

北海道クローズアップ「動物園に何が出来るか～旭山 園長がハンターになった～」
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を見たのだが、テロップを出すタイミングがずれたり、カメラが見切れるなどミスが

目立ち気になった。 

 

○  園長がなぜハンターになったのか最後まで理解できなかった。シカの生息数を抑え

るためには、雄と雌を隔離することや、繁殖場になりやすい農地にシカを入らせない

など、さまざまな方法がある。園長もさまざまな選択肢を考えた中でハンターになっ

たのだと思うが、それまでの苦悩や葛藤が伝えられていなかったと思う。その部分が

分からなかったため、消化不良で終わってしまった。 

 

○  園長がなぜハンターになったのか分からなかった。園長の葛藤や思いを描かなけれ

ば、視聴者に伝わらないと思う。人間社会と動物の共存について深く掘り下げること

もなかったため、内容が薄く感じた。北海道クローズアップ「動物園に何が出来るか」

では、スタジオゲストがコペンハーゲン動物園を例に解説していたが、その時映して

いた写真を“亡くなったキリン”の解体の様子だと話していた。実際は、近親交配を

防ぐために“射殺されたキリン”だったはずだ。事実と異なる表現であり、番組では

正しく伝えるよう気をつけてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

園長という立場でシカを撃つことで、北海道でいま起きているシカ問題の

提起につながればという意図があったようだ。制作者としては、園長は銃を

持つことに葛藤があるだろうと想像していた。ただ実際に撃つまではほとん

ど葛藤は無かったようだ。シカに傷を負わせたときに、「非常に重いことを

している」と感じたようだ。その心情を伝えようと考えた。 

 

 

○  シカ問題に、自治体やＮＰＯ法人、企業などさまざまな団体が取り組んでいて、方

法もさまざまある。動物園の園長が銃を持たなければいけないほど問題が大きくなっ

ていることをアピールしたいのであれば、園長の考えや思いをより掘り下げて伝える

べきだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

園長が銃の資格を取るという話を聞いてから取材を始めた。取材前の段階

でどのような過程があったか把握できないことも多く、番組に盛り込むこと

ができなかったこともある。 

 

○  話題性のあるテーマだった。一石を投じるという意味では、それなりの効果を上げ
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たと感じた。園長自身の葛藤は映像によく出ていた。ＮＨＫが同行しているときにシ

カを見つけても引き金を引かなかったのは、ずっと悩んでいたからではないか。カメ

ラの前では撃ちたくない、本当はこういうことをやりたくないという気持ちが伝わっ

てきた。しかし、園長個人に話を絞り過ぎたために、シカをどうやって減らしていく

のかという核心的な話が先送りになってしまったと思う。人物に焦点を当てたドキュ

メンタリーではあったものの、背景にある人間社会と動物の共存の問題にほとんど触

れないのは少し疑問が残った。園長がブログで書いているように、「じわじわと数を

減らしていくのではなく、短期間に大量に数を減らす」といったコメントを番組で入

れれば、視聴者により大きな印象を残すことができたのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回は園長の葛藤を中心に構成したので、シカの問題それ自体は薄くなっ

てしまった。行動展示というのは人と動物の共存がテーマだ。根源的な目的

は共通しているので、ある程度の時間を割いた。ブログの「短期間に大量に

数を減らす」という言葉は、おそらく園長の本音だと思う。その率直な言葉

を出してしまうと、「撃つところをテレビに映されたくない」と言っていた

ことや、カメラがないところでシカを撃ったこととのギャップが大きくなり

すぎてしまうと感じた。 

 

○  旭山動物園の園長がハンターになるテーマは意外性があり、興味を持って見た。番

組には無理やり作った感じがなく、免許を取ったときには「撃つぞ」という気持ちだ

ったが、スコープを通してシカの表情を見たときにためらいが生じた、というエピソ

ードなど、園長の葛藤が描かれていたと思う。「テレビに映されるとどのように受け

取られるか分からない」という言葉で、園長に好感を持った。番組の半分を旭山動物

園の行動展示について紹介する構成にしたのは、どういった意図があったのか。旭山

動物園のことを知らない人にはよいかもしれないが、動物園のカバの話と園長がハン

ターになることは全く別の話なので疑問が残った。問題の深刻さを考えると、園長の

試みは問題の直接的な解決にはつながらないという印象を受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

園長がハンターになったのは、問題を直接解決するためというよりは、さ

まざまな人に人間社会と動物の共存について考えてほしいという思いがあ

ったからと考えている。 

 

○  動物園は命の尊さや、人間社会と動物の共存の重要性を社会に伝えていく大きな役

割を持っている。園長は相当悩み苦しんで銃を手にしたのではないかと感じた。番組
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を見たことで、園長が今後どう伝えていくのか注視したいと思った。 

 

○  園長が撃つのをためらっているシーンが、いかにも「番組を作りました」という印

象を受けた。園長ばかりに焦点を当てるのではなく、番組を見た視聴者が人間社会と

動物の共存について考えることができる番組にしたほうがよかったのではないか。動

物園の行動展示と人間社会と動物の共存をつなげて話すには、あまりにも規模が異な

るため、違和感があった。 

 

○  「ためらいと使命感が入り混じる」という一言から園長の苦悩や葛藤が伝わってき

た。北海道クローズアップ「動物園に何が出来るか」を見たが、副題は「地方発ドキ

ュメンタリー」よりも「北海道クローズアップ」のほうがよかったのではないか。「北

海道クローズアップ」では、スタジオゲストや解説者から「動物の生態系が狂った原

因は人間にある」といったコメントがあったので、園長がハンターになった理由がよ

り伝わった。射止めたシカを収容している映像は必要なかったと思う。園長にシカ撃

ちを告白させるために小学生に質問をさせているような場面があり、突出した印象が

あった。 

 

（ＮＨＫ側） 

生態系を破壊するのは人間なのだということを、番組内で言及すればよか

ったと感じている。人間社会と動物の共存について考えてもらうきっかけを

作れたと思う。シカが害獣になっていることは全国的にはあまり知られてい

ないため、駆除の映像はできるかぎり使わないようにした。しかし、ご指摘

の映像は、園長の心の葛藤が伝わる映像だと判断して使用した。小学生の総

合学習の場面は、園長に本当に撃ったのか聞いたところを強調するように編

集したこともあり、違和感があったかもしれない。園長が自分の思いを自分

の言葉で語った場面でもあったため、思いが伝わりやすいと考え、あのよう

な編集になった。 

 

○  園長の動物に対する愛情が伝わってきた。シカについて説明したパネルは、「とん

でもない事態になっている」ということがよく伝わってくる内容だった。「生態系を

壊すのは人間だということをひと事だと思っている人が多い」と園長が言っていた。

園長のやりきれない思いや怒りを番組で捉え切れていなかった。そのせいで、番組全

体がまとまらないものになったのではないか。 

 

○  園長のブログでのコメントと、それについてのインタビューでの語りに深みがあっ

て印象的だった。現場に身を置いて日々動物と対じしている園長の語る言葉だからこ
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そ、説得力があった。行動展示の紹介が多かったが、「守るべきはカバそのものでは

なくて、カバが生き生きとしていられる環境を守ることが大事で、そういったところ

を見せる場が動物園なのだ」「動物園は動物と一緒に生きる、共存する未来を伝える

場所」といったコメントは園長の思いが伝わってきた。シカの駆除に対する一般的な

批判にも正面から反論していたり、シカ撃ちの場面で「自分が映されることで、それ

がどう捉えられるか分からない」と正直に吐露していたり、潔さを感じた。番組の冒

頭で「園長に会って最初に感じたのは、本当に動物が好きだということ」とナレーシ

ョンがあったが、軽い言葉につなげるためだけの言葉に感じた。番組を最後まで見て

も、園長の葛藤が何に対しての葛藤だったのか不明確なまま終わってしまった。 

 

（ＮＨＫ側） 

園長には、ひとつではなくさまざまな葛藤があったのではないかと思って

いる。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月１１日(金)の北海道中ひざくりげ「一杯のちゃんぽんにかける ～網走・新ご

当地グルメ探訪～」を見た。地元の人がカレーライスにかまぼこの天ぷらを入れてい

たが、私の子どものころと同じで、とても懐かしく思いながら見た。幼稚園に出向き

網走ちゃんぽんを作る場面では、ちゃんぽんを作る人の表情だけでなく、子どもたち

の表情をもっと映してほしかった。エンディングで旅人が歩くシーンがあったが、町

並みの狭い範囲しか映っていなかった。もっと高い場所から町並みの全貌とオホーツ

ク海を見渡す映像にしてほしかった。 

 

○  ４月１８日(金)の北海道クローズアップ「変わる新人研修」を見て、現在の若い人

は、自分の若いころに比べてしっかりしていると感じた。新入社員の生き生きとした

姿や、一生懸命取り組む姿勢が伝わってきてよかった。今の若い人たちはコミュニケ

ーション不足だと言われているが、言われている本人たちがどう感じているのか聞い

てほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「変わる新人研修」を見た。最近の若い人はコミュニケーシ

ョンをとるのが苦手ということを大学で実感していたので、身近なテーマに感じて興

味を持って見ることができた。企業の現場の人たちが苦労している様子がよく伝わっ

てきた。「変わる」と銘打っていたが、昔と比べて何がどう変わったのか明確に伝え

られていなかった。ベンチャー企業や、老舗菓子メーカーの新人研修を紹介していた
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が、過去はどんな研修だったのか、内容が本当に新しくなっているのか疑問が残った。

取り上げた企業の名前を冒頭で紹介したほうがいいのではないか。映像の中で企業名

が映るシーンがあったにもかかわらずテロップなどの紹介がないと気になってしま

う。どういった基準で固有名詞を表示するのか教えてほしい。 

 

○  北海道クローズアップ「変わる新人研修」を見た。今の若者は自ら問題提起をした

り、疑問に思ったことを自ら解決しようとする意欲がなくなっているように感じてい

たこともあり、番組の説明で納得できた。昔は職場内で人生や仕事について語り合う

関係があったと思うが、今の企業は人間関係が希薄になっている。そのような企業の

現状についても指摘する場面があるとよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

企業名については、公共放送の立場はあるものの、情報を正確に伝えるた

めに必要な場合は出している。昔に比べると出すケースが相当増えている。

現在は、企業名を出さないと情報の質が著しく落ちてしまうようなときは、

企業名を表示する場合もある。今回は、研修が変わってきていることを伝え

ることが目的だったので、言葉や文字で企業名を伝える必要がないと判断し

た。 

 

○  ４月１９日(土)のＥＴＶ特集「ストラディヴァリウス～魔性の楽器 ３００年の物

語～」では、ストラディヴァリウスの音色を超えるためのさまざまなアプローチを紹

介していて興味深く見た。映像がきれいで楽器の美しさがよく出ていた。番組案内役

のバイオリニストの話し方がゆっくりとして聴き取りやすく、番組内容とマッチして

いて、番組の成功にとても寄与していた。 

 

○  ５月４日(日)のさわやか自然百景「北海道 朱鞠内湖 春」は、イトウの産卵の映

像が非常に見ごたえがあった。産卵のシーンがしっかり捉えられていて、貴重な映像

が多かった。ユキウサギや、フクジュソウなど、他の地域でもよく見られるものが目

立っていたので、朱鞠内湖でしか見られないイトウのような生き物をもっと紹介して

ほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

さわやか自然百景「北海道 朱鞠内湖 春」は、「日本一寒い湖の春」とい

うテーマで構成したので、フクジュソウを含めたさまざまな花が一斉に開花

する春というシーンは欠かせないと考えた。ユキウサギのシーンは５月にも

かかわらず残雪がある朱鞠内湖の特徴を伝えようとして入れた映像だった。 
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○  ５月８日(木)の「ほっとニュース北海道」で、ヘリコプターのパイロットが不足し

ていると紹介していた。北海道では不可欠なインフラのはずだ。具体的にどのような

問題が想定されるのか、説明がほしかった。今後のパイロット育成についての記者の

コメントは、総論で終わるのではなく各論を伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

防災ヘリの２４時間体制を断念したことで、医療や防災の点で不安が残る

という問題点を紹介した。企業がパイロット育成に乗り出しているという取

り組みも伝えたが、不十分だったという指摘は今後の制作に生かしていきた

い。 

 

○  ５月９日(金)の「つながる＠きたカフェ」を見た。久保田茂アナウンサーのキャラ

クターのおかげでアットホームな雰囲気が生まれ、スムーズに進行していたと思う。

飽きずに最後まで楽しく見ることができた。「いく育サロン」のコーナーでは、江別

市の陶芸と農作業を体験できる施設を写真だけで紹介していたが、かえってそのため

に子どもたちの楽しんでいる様子や陶芸をしている様子がよく伝わってきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「つながる＠きたカフェ」は生活に極めて近いところに焦点を当てて制作

している。身近な情報を中心に伝えていることが、飽きずに見てもらえるこ

とにつながっていると思う。 

 

○  ５月１１日(日)の北海道中ひざくりげ「シバザクラに思いを寄せて～滝上町～」を

見て、町民ボランティアの協力のおかげで、きれいな景観が保たれているのだと改め

て実感した。 

 

○  ５月１１日(日)の第６８回全日本体操選手権「男女・個人総合」(総合 後 1:05-2:55)

で実況していたアナウンサーが、絶叫することが多くうるさく感じた。解説者の話も

解説になっていなかった。ＮＨＫのアナウンサーには落ち着いた話し方が求められて

いると思う。 

 

○  ５月１１日(日)のＮＨＫスペシャル“認知症８００万人”時代「行方不明者１万人

～知られざる徘徊の実態～」は、現在日本が抱えている大きな問題を再認識させる番

組だった。列車にはねられた認知症男性の遺族に対して、300 万円の損害賠償を命じ

る判決がでたという事案を紹介していた。誰にとってもあり得る身近な問題なので、
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もっと掘り下げて伝えるべきだと感じた。 

 

○  ５月１２日(月) のひるブラ「魅力！“北の台所市場”～函館市～」と、５月１３

日(火)のひるブラ「自然の宝庫 函館山を登る！～函館市～」を見た。函館市は魅力

的な要素が多いのに、天候に恵まれず魅力が伝えきれていなかったのが残念だった。

出演者やアナウンサーとスタジオゲストとの会話のリズムが合っていなかった。市場

を訪れたときは、もっとお客さんや地元の人との交流を増やしたほうがよかったので

はないか。函館山の登山道とロープウエーの駅についてもっと知りたいと思った。生

放送で天候に恵まれなかったときは、晴れているときの映像を活用し、もっと地域を

魅力的に伝えるほうがよかったと思う。 

 

○  ひるブラ「魅力！“北の台所市場”」は、ゲストが函館市の中島廉売でいろいろな

おかずを購入し、最後に食べるという構成になっていたが、前段の買い物に時間を取

られすぎて食べる時間はほとんどなかった。まとめかたもおおざっぱで市場の魅力が

あまり伝わってこなかった。番組全体の時間配分をもっと気にかけてほしかった。翌

日の「自然の宝庫 函館山を登る！」は、動きがあるなかでカメラ位置に苦労してい

ることが感じられた。出演者の立ち位置に工夫が足りなかったと思う。スタジオゲス

トとかけあいがなくても、地域を実際に歩いて紹介するだけで十分楽しめる番組にな

るのではないか。 

 

○  ５月１８日(日)のＮＨＫスペシャル「流氷“大回転”」を見た。吉川晃司さんの落

ち着いた語りが、映像と合っていた。本来ならば函館近辺でとれるような魚がオホー

ツク海でとれるなどの現象の要因が宗谷暖流にあって、オホーツク海に豊かな海の幸

をもたらしていることを初めて知った。「本来見えないはずの海の模様が、流氷によ

って明らかにされる」という表現が、自然の神秘を表すにはふさわしい例えだったと

感じた。流氷が織りなす海の模様が台風の渦のようでもあり、またきらめく銀河のよ

うでもあり、美しい映像を捉えていた。“生命の大爆発”を表現する映像が流れてい

たが、オホーツク海だと分かる映像でなかったことが残念だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「流氷“大回転”」は、宗谷暖流による流氷の回転、流氷に含ま

れる鉄分、海面に運ばれる植物プランクトンなど、大回転ができる流れやそこから生

まれる豊かな海の生命について分かりやすく解説していた。オオミズナギドリが海中

でえさを取る映像は素晴らしかった。番組のナレーターをどのような基準で選んでい

るのか教えてほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「流氷“大回転”」では、流氷の渦を初めて見て感動した。大回
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転が起きる理由や、生態系への影響も今後新たに解明されていくことがあると思うの

で、取材を続け伝えてほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「流氷“大回転”」の映像の迫力、特に水中の映像や渡り鳥の映

像にはくぎづけになった。回転する流氷を見つけるまでの探索の様子は、もう一工夫

してほしかった。流氷が回転するまでの軌跡や、流氷の渦がどのように解けていくの

かなどがもっと知りたかった。続編に期待したい。“大回転”や“生命の大爆発”と

いった強い言葉が使われていたが、映像が言葉に負けてしまうこともあると思うので、

表現にも気をつけたほうがいいと感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「流氷“大回転”」で映していた流氷の渦の映像は壮観だった。

しかし、大回転と言うのであれば回転している動きのある映像が見たかった。昔に比

べると地球温暖化の影響で流氷が相当減少しているので、流氷の大回転と温暖化の相

関関係についても解説が欲しかった。オホーツク海は「世界有数の豊かな海」と言っ

ていたが、他の海に比べてどれだけ豊かなのかをより具体的に説明すべきだった。特

に漁業資源がどれだけ豊かなのか知りたかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「流氷“大回転”」は、オホーツク海の豊かさがどのように作ら

れていくのか分かりやすくまとめられていた。映像もすばらしく感動しながら見るこ

とができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

“生命の大爆発”のシーンでは、ＮＨＫがこれまで撮りためていた映像も

駆使して構成した。もう少し放送時間の余裕があれば、もっと綿密に構成で

きたかもしれない。 

ナレーターは担当者と話し合って決めた。大自然を扱う番組なので、それ

と拮抗する声の太さや強さを大事にしつつ、ナレーション慣れしていない人

という方針だった。吉川さんは過去に広島局制作の番組でナレーションを担

当していて、それを聞いてお願いすることにした。 

「流氷“大回転”」の番組内での表現はもうすこし抑制的にすべきだったと

感じている。 

流氷の渦の動きは時速２～３キロと聞いている。定点カメラを設置できる

環境もなかったため、カメラで流氷の動きを捉えきれなかった。海の豊かさ

については、数値化は難しいと思うがもっと表現を模索すべきだった。流氷

と温暖化の関係については、流氷の量が減れば鉄の供給量が減る。鉄の供給

量が減れば、比例して植物プランクトンの量も減るため、今のような豊かな
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オホーツク海にならない懸念がある。 

 

○  「ほっとニュース北海道」のスポーツコーナーを担当しているキャスターについて、

冒頭では一礼するが最後はコメントのみで一礼しないことに違和感をもった。一礼し

たほうが、区切りとしてもいいのではないか。 

 

○  最近認知症についての番組やニュースが増えていると感じている。認知症にはさま

ざまな種類があり症状が異なるが、広く知られていないと思う。認知症を理解し、社

会の中でどう助け合っていくべきか、どのような取り組みが必要となるのか提言する

ような番組を作ってほしい。 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 



 1

平成２６年４月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。  

会議では、まず、「ほっとニュース北海道」について説明があり、放送番組一般について活発

に意見の交換を行った。 

続いて、５月の番組編成、放送番組モニター報告と視聴者意向報告の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  笹原 晶博 （北海道銀行代表取締役副頭取） 

副委員長  久木佐知子 （（有）ギャラリーシーズ代表） 

委  員  坂本 昌彦 （（株）北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

柴田  悟 （月形町農業協同組合代表理事組合長） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

 

（主な発言） 

 

＜ほっとニュース北海道(総合 ４月８日(火))について＞ 

 

○  北海道大学の入学式の様子を伝えたニュースで、カルト集団の勧誘について指摘し

ていた。学生やその関係者への注意喚起になったと思う。キャンパス内でどのような

団体が活動していて、大学はどのような対策を講じているのかということまで踏み込

んだ情報がほしかった。「いまこの人」のコーナーで移動販売車について紹介してい

た。室蘭市の地域でも買い物弱者が増えて、同じような取り組みが話題になっている。

地域に根ざした心温まる話だと感じた。運営しているＮＰＯ団体が何人で活動してい

るのか、問題点や苦労が知りたくなった。「ネットワーク情報」のコーナーで、室蘭

局からアイヌ民族の伝統食について伝えていたが、冒頭で食材を見せたときにテロッ

プが重なってしまったことが残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

大学の入学式については、カルト対策の詳細について伝える目的ではなか
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ったため、踏み込んだ取材にはならなかった。移動販売車のニュースについ

ては、販売員の人柄に焦点を当てたため、ＮＰＯ団体の収支や運営方法につ

いては触れなかった。 

 

○  昨年度まで放送していた「ネットワークニュース北海道」もよかったが、より分か

りやすく、道内情報に特化したニュース番組になっていた。同じ時間帯に民放が全国

ニュースを放送しているので、差別化できたこともよいと思う。日豪ＥＰＡ(経済連

携協定)については、生産者と消費者の双方の意見を取材できていた。肉牛の問題だ

けでも北海道農業に大きな影響があるということをしっかりと解説できていた。「ほ

っと中継」では北海道大学の学食から中継していたが、リポーターの、学生や大学関

係者との和やかな会話に好感が持てた。後半の地域別の気象情報が、今までよりも詳

細な情報になっており、分かりやすくなったと思う。札幌地域の気象情報の中に苫小

牧地域や日高地域の情報も盛り込んでおり、札幌放送局の電波を受けている人への気

配りが感じられた。番組終了前に北海道日本ハムファイターズの試合速報を出してい

たのもよかった。 

 

○  メインキャスターが替わって全体の印象が変わった。硬派な雰囲気があり、そつが

ない印象を受けた一方、親近感が薄れたように感じた。さまざまなコーナーを設けて

情報が満載になっており、視聴者を飽きさせない工夫をしていると思った。日豪ＥＰ

Ａが大筋合意に達したことについては、全国放送のニュースより掘り下げていて、説

明も分かりやすかった。畜産農家へのインタビューは、生産者の現状と今後に対する

不安が伝わってきた。スーパーマーケットで消費者にインタビューしていたが、価格

についての感想で予定調和の感じを受けた。国産商品に対する信頼性についてどう考

えているか聞くべきだった。１日のニュースをまとめて紹介するときにテロップの背

景映像が動いていて、見づらく感じた。道内各局のスタジオから話題を伝えるとき、

札幌放送局のスタジオと背景が同じであるために地域性が感じられないことが残念

だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ほっと」する、ということが新番組のテーマの一つであり、そのために

各局のスタジオ背景も統一感を出した。スーパーマーケットでのインタビュ

ーは、値段が安くなって喜んでいる人を取材するためのものだった。これま

でＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)を取材した番組やニュースでは、

生産者の「北海道農業は大変なことになる」という声を伝えてきた。今回は

生産者だけでなく、消費者がどう感じているのかということを伝えたかった

が、指摘のとおり安心安全についての声も拾っていく必要があったと思う。 
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○  全体的な印象として分かりやすく、ニュースの種類もバラエティーに富んでいて、

後まで視聴者を引きつけようという工夫が凝らされていた。日豪ＥＰＡのニュース

は時間を多くとって伝えていたが、スタジオの受けの組み立てがパターン化している

印象を受けた。生産者や消費者など拾うべき声の取材はできていたが、消費者のコメ

ントはもっと取り上げてもいいのではないか。関税が撤廃される輸入ワインに対して、

道内産のワインが付加価値と価格の面でどれだけ工夫できるのか聞きたかった。スー

パーマーケットで消費者にインタビューしていたが、記者の聞き方が誘導的に感じら

れた。気象情報の際、北方四島も地図に入っているが、その気象情報を伝えていない。

何か意図があるのか、気象データがないのか。漁業における必要性を考えても北方四

島周辺の気象情報を出すべきだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫの気象情報は、日本気象協会の予報・データをもとにして放送して

いるが、この中に北方四島のデータが入っていないため放送していない。 

 

○  アナウンサーが替わって、番組の雰囲気が引き締まったようで好感が持てる。日豪

ＥＰＡが大筋で合意されたというニュースを見て、農業者として国の姿勢に憤りを覚

えた。北海道の酪農家がどういうビジョンを描けるのか、ＴＰＰもこの流れの中で合

意に至ってしまうのではないかと危機感を持った。今後も継続して取材し視聴者に伝

えてほしい。スポーツコーナーでは、ファイターズの連敗を伝えていた。バッテリー

間のコミュニケーション不足が敗因の一つだと感じている。打撃だけでなく、バッテ

リーにも注目して取材してほしい。天気カメラの映像を背景にして天気予報を伝えて

いるが、とてもきれいでよかった。北海道大学の学食を訪れて、料理のボリュームや

価格の安さなどの魅力を伝えていたが、道内産の食材がどの程度使われているのか伝

えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

スポーツコーナーは、元プロ野球選手の荒木大輔さんに、１年間ほぼ専属

に近いかたちで定期的に出演してもらい、プロの目で解説してもらう。より

力を入れていくのでぜひ見ていただきたい。 

 

○  日豪ＥＰＡについては、道内生産者の懸念や、消費税が上がる中での消費者のコメ

ントを紹介していたが、大筋合意を喜んでいいものなのか疑問が残ったニュースだっ

た。今後ＴＰＰにも影響を及ぼす内容なので、引き続き取材してほしい。札幌市北区

のボンベ爆発事件について、報道されていたジェル状の着火剤というものがどのよう
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なものか、詳しく説明がほしかった。「きらり☆ひかる」というコーナーで、チアリ

ーダーチームのセンターを任された小学生に密着していた。人柄や責任感の強さが伝

わる内容になっていた。中継で伝えた北海道大学の学食は、436 円の弁当を紹介して

いたが、おかずの内容を説明せずに終わってしまい詳しく分からなかった。学生の間

で何が一番人気なのかということも知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

学食については、人気のあるメニューが分かるように情報をもっと盛り込

むべきだった。中継のリポーターは俳優で、自分で取材するというよりも、

情報を持っている人に聞くというスタンスでやっている。スタッフで話し合

い、今後よりよいものにしていきたい。 

札幌市北区のガスボンベ爆発事件については、節目ごとに伝えている。捜

査員に取材して情報を入手するのだが、この時点ではジェル状の着火剤が使

われたということ以外は分かっていなかった。情報は断片的だったが、必要

な情報だと判断しニュースとして伝えた。情報がまとまったところで改めて

伝えたい。 

 

○   日豪ＥＰＡに関しては、全国放送のニュースで伝えた関税の推移だけでなく、雄牛

の肉の売却によって支えられている道内酪農への影響を取り上げたり、今後の焦点と

して対米対策まで踏み込んだことはすばらしかった。インタビューに関しては、スー

パーマーケットで買い物をしている主婦だけでなく、会社員の男性など働いている人

の声もあれば、違った視点の声が出てニュースの厚みが増したと思う。「いまこの人」

という特集は、誰かの役に立つために仕事をしているという意味で、とてもいいとこ

ろに焦点を当てていた。「きらり☆ひかる」というコーナーは、今後の活躍が期待さ

れるジュニア世代に注目する内容だった。さまざまな競技を、文化的な背景も含めて

継続的に紹介できれば、同年代の子どもたちに刺激を与えられると思う。道内局から

伝える「ネットワーク情報」で雨竜町の小中併設校の開校について伝えていたが、他

の項目に比べると季節感も少なく、なぜこのニュースが選ばれたのか分からなかった。

中継のリポーターがアナウンサーとの掛け合いで敬語を使っていなかったことに違

和感があった。丁寧な言葉を使ったほうが、見ている人は素直に見ることができるの

ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「きらり☆ひかる」は、６年後の東京オリンピックを目指して頑張ってい

る道内のジュニアアスリートを紹介する企画で、月に１回程度放送する予定

である。スポーツコーナーは野球やサッカーが中心になりがちなので、陸上
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や水泳といったさまざまなスポーツを取り上げることができればと考えて

いる。「ネットワーク情報」の項目は、道内の各地域をできるだけ偏りなく

取り上げることや、季節感を考慮して選択している。中継リポーターの話し

方は、これまでも視聴者から批判をもらうことがある一方で、味があってよ

いと評価する声もある。テーマによって話し方を変えるなど工夫している。

リポーターの魅力を残しながらも不快感を与えないように、今後さらに検討

したい。 

 

○  特集や中継などメリハリがあった。アナウンサーも替わって新味があり、安心感も

あって好感が持てた。日豪ＥＰＡについては、情報をよくまとめてグラフにするなど、

分かりやすく丁寧に説明していたと思う。「いまこの人」のコーナーでは、移動販売

をしている人の人柄がよく伝わってきて、とてもよかった。ＮＰＯ団体の運営がどの

ように成り立っているのか、採算のことも含めて気になった。「ほっと中継」は、北

海道の食材にもう少し触れた話題がほしかった。「ネットワーク情報」で伝えていた

ニュースはどの位前から取材を始めるのか教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ネットワーク情報」の取材は大体１週間前から行っているが、内容によ

ってもっと早い段階で提案するものもあれば、前日に提案するものもある。

地域を知っている各局の記者やキャスターが取材し、各局のスタジオから出

すことで、地域の人たちに地元の話題が出ているということを実感してほし

いと思っている。 

 

○  盛りだくさんで飽きさせないという印象だった。この時間帯は何かをしながらテレ

ビを見ている人が多いと思うが、どこから見ても面白かったという感じだった。日豪

ＥＰＡは、生産者と消費者両方の視点をしっかり伝えていた。米国とのＴＰＰ交渉を

促進する役割という視点で説明していたが、ＴＰＰ対象国でありながらＥＰＡ交渉が

並行して進んでいることが不思議だった。今回の関税引き下げが、ＴＰＰに対する「重

要５項目を聖域として守る」という公約とどのような関係になるのか説明があればよ

かった。北海道大学の入学式で行われたカルト勧誘に対する注意喚起については、カ

ルト集団とは何か、そのような集団が他にもあるのかなど、具体的にイメージできな

かった。実際にどんな手口で勧誘しているのか伝えてほしかった。「ほっと中継」は、

タイトル通りほっとするという感じがあり、リポーターの少し砕けた口調が良い意味

でＮＨＫらしくない。各地の気象情報は細かく伝えており、ＮＨＫらしさが も出る

部分だと感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

日豪ＥＰＡはＴＰＰより早い時期から交渉している。ここに来てＥＰＡの

交渉が進んだのは、アメリカ産牛肉にシェアを取られている現状を挽回しよ

うと、オーストラリアが先に関税の引き下げを進めたいと考えたからと言わ

れている。今回は、日豪ＥＰＡの関税率を日米交渉における基準にしたいと

いう日本側の思惑を中心に伝えた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月１０日(月)の鈴井貴之 Ａ道ベンチャー！「 終話 冬山」（総合 後 10:55～

11:19 北海道ﾌﾞﾛｯｸ）について。スノーモービルの面白さが伝わってきて見ていて楽

しかった。徒歩での登山ではなく、スノーモービルだからこそ見られる山の風景は迫

力があった。 

 

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

は、市場で働く若者が一人前の職人を目指す姿にスポットを当てていた。市場で加工

や味付けをしてお店に配達するサービスがあるのはとても驚きで、こんなやり方もあ

るのかと感心させられた。周辺の店の人たちのために名刺を作る商売が繁盛している

という情報も面白いと思った。 

 

○  ３月２３日(日)のさわやか自然百景「北海道 宗谷海岸」について。浜辺近辺の雪

が風に飛ばされてあまり積もらない様子、シカが集まってササの葉を食べる風景は、

宗谷海岸だけの話ではなく、北海道全域で目にすることだ。もっと宗谷海岸の特徴が

伝わる映像を見せてほしかった。冬でなければ、初夏などで番組を作ったほうがよい

のではないか。 

 

○  ４月４日(金)の北海道クローズアップ「“大間原発” 提訴の波紋」について。国が

防災計画を重点的に整備する地域を１０ｋｍ内から３０ｋｍ内に拡大したのにもか

かわらず、新たに３ｋｍ圏内に入った周辺自治体が建設に対する意見を言えないこと

に大きな疑問を持った。大間原発については道南地域に大きな影響があると思うので、

今後も継続的に取り上げ、道民に情報を伝えてほしい。デモの様子や市民の反対運動

を紹介していたが、事故が起きたときに風評被害を被る水産や観光などの業界関係者

の声も聞ければなおよかった。後半で泊原発に触れていたが、時間も短く説明も少な

かった。両方を取り上げるのであれば、環境の違いもあるので、より長い時間にして

伝えるか、別の日に分けて伝えてくれればよいと思う。 
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○  北海道クローズアップ「“大間原発”提訴の波紋」は、解説委員の解説が明快で分

かりやすく、歯切れがよかった。問題点を要領よく押さえていたと思う。指摘してい

た内容も客観的で説得力があった。現場の記者のコメントも入れたほうが、より補強

できたのではないか。今後の裁判の見通しや、函館市が勝訴する可能性、青森県の自

治体は函館市の動きをどう見ているかなど、取材を続けて番組にしてほしい。 

 

○  北海道クローズアップ「“大間原発”提訴の波紋」について。８年前に開かれた建

設開始にともなう原子力委員会では、危険な範囲は８ｋｍで、廃水は津軽海峡に流し

ても函館市には影響がないと軽くあしらわれて終わってしまった。説明責任が非常に

軽いと感じている。大間原発で初めて使用することになるＭＯＸ燃料の怖さも含め、

間口を広げて伝えてくれれば、より理解が深まったと思う。裁判の結果が出るまでに

３年かかると言われているが、他の地域の動きについても注視して、動きがあれば北

海道向けにも伝え、原発について考えることの重要性を視聴者に問いかけてほしい。 

 

○  北海道クローズアップ「“大間原発”提訴の波紋」について。これまでの国と事業

者の対応では市長は市民に対する説明責任を果たせないという背景を押さえたうえ

での提訴までの流れの説明は、構成として分かりやすかった。商工会議所など地元経

済界からのコメントも欲しかった。主に市民団体による反原発デモの映像が多いが、

実際どのような人たちの声が提訴を後押ししたのかという背景が分かると、より理解

が深まったのではないか。１０ｋｍ圏や３０ｋｍ圏という数字の目安はあるが、圏内

でなくても極めて隣接している自治体などの声も拾い、泊原発の状況とも照らし合わ

せた番組を放送すればより勉強になると感じた。今回は提訴の波紋というテーマで、

原発のマイナス面が多く伝えられていたが、プラス面も含んだ番組をぜひ作ってほし

い。解説委員や有識者も交えて、将来の北海道はどのようなエネルギーミックスが

適かを考える、将来に夢を感じさせてくれる番組も見たいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

大間原発に関しては、今後もできるかぎり市民の声を拾いたいと思ってい

る。今回は 新情報を盛り込むために編集の過程で落とさざるを得なかった。

泊原発自体は、再稼働に向けて動きがあるタイミングで取り上げようと考え

ている。今回はあくまで大間原発提訴を中心に伝えた。大間原発に関する番

組では、指摘のとおり取材した記者が解説委員と共に出演し、取材者ならで

はの視点で伝えるという方法もあったと思う。今回は取材をした札幌局や函

館局の記者の声をＶＴＲでまとめて伝える構成にした。函館市長は、原発そ

れ自体を認めないというわけではなく、ＭＯＸ燃料だけで動く大間原発の安
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全性についての疑問や、青森県の自治体に対する説明と函館市に対する説明

に差がありすぎることについて認められないと言っている。そのような部分

までしっかり解説するべきだった。市民団体の声だけではなく、その他一般

の人たちからも声を拾うべきとのご指摘はそのとおりだ。今後検討したい。 

 

○  ４月４日(金)の北海道スペシャル「甘くて、熱～い！スイーツ王国・北海道」は、

パティシエという仕事の魅力をよく伝えていた。番組を見て、パティシエという仕事

を面白そうだと思った視聴者もいるのではないか。単に菓子の世界の話にとどまらず、

道産小麦や伊達市のいちごなど話のすそ野を広げたことで面白みを生んでいた。 

 

○  北海道スペシャル「甘くて、熱～い！スイーツ王国・北海道」について。スイーツ

という関心の高いテーマを展開し、競技会に焦点を当てる全体の構成もよかった。競

技会の参加者が働く焼き肉店の、デザートで女性を引きつける戦略が興味深かった。

動物のデザインにこだわる女性パティシエなど、出演者それぞれに個性がありうまく

人選できていた。お菓子をイメージする段階から製作過程までを見ることができて分

かりやすく、視聴者も興味を持ちやすかった。農業まで話を広げたことで、北海道の

農産物の良さを知ってもらういい機会になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

今年度の金曜夜８時台の番組は、「地域にこんな背景があるのか」「実は  

こういった人たちが地域を支えているのか」ということを再発見したり、北

海道に誇りを持ってもらうことを狙いとして作っていこうと考えている。い

ま北海道では若いパティシエが育ってきていて、それぞれが努力をしている

からこそ今回の番組ができた。併せて農業も変わってきているということを

伝えるべきだと考えた。道外の人には「北海道のお菓子がおいしい」という

面だけでもいいかもしれないが、道内の人にはもう一つ踏み込んで、「裏で

は農家の協力がある」という面を見せて、スイーツ作りの変化を伝えたつも

りだ。 

 

○  ４月１１日(金)の北海道クローズアップ「証拠は誰のものか～ある再審請求から

～」は、遺体を燃やしたときの炎の目撃証言について、映像で分かりやすくまとめて

いたので、争点が理解しやすかった。「証拠開示はどのように行なわれるか」「問題点

は何か」という説明がとても整理されていて分かりやすかった。もっと知りたいと思

ったところをアナウンサーが的確に質問していて、流れがとてもよかった。 

 

○  北海道クローズアップ「証拠は誰のものか」は、ふだんじっくり考えることのない
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刑事司法や証拠開示について、とても分かりやすく伝えていたと思う。短い時間の中

でさまざまなことを考えさせられたし、勉強になる番組だった。「ひと事ではない」

というメッセージがもっと伝わってくればよかった。冒頭に流れるＢＧＭが番組のテ

ーマとそぐわなかったように感じた。人が亡くなったことを取り上げている番組に、

さわやかな曲が流れると違和感がある。被害者の幼なじみが事件現場で花を手向ける

場面で、遠くに車を止めて雪の中を歩いてきていた。なぜ歩いてきているのか疑問が

残った。アナウンサーの質問とそれに対する解説、掛け合いの流れと着地点がよかっ

た。専門用語はそのつどテロップなどで補足してほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「証拠は誰のものか」について。裁判証拠についての専門家

の解説は勉強になったが、途中から話が事件から離れて一般論になってしまったため

興味がそがれてしまった。より事件に沿った形で解説の重点を置いたほうがよかった。

少し堅くなり過ぎたのではないかという印象をもった。 

 

○  北海道クローズアップ「証拠は誰のものか」は、時間がたつと忘れがちになる問題

を改めて広く知らしめ、報道の強さや大切さが伝わる番組になっていた。 

 

○  北海道クローズアップ「証拠は誰のものか」は、大きいテーマでありながら、地域

からの情報発信、地域で物を考えるという点に共感できた。アナウンサーが「真実に

寄り添うものであるべき」という発言をしていた。正論だが、必ずしも正しい者が勝

つとは限らないのが裁判だと思う。重たいテーマで考えさせる番組だった。「真実に

寄り添うもの」ということを掘り下げるためには時間が足りなかったのではないか。 

 

○  北海道クローズアップ「証拠は誰のものか」を見て、検察側と弁護側の、証拠に関

する情報の大きな非対称性を思い知らされた。検察側が有利な情報、証拠のみを選択

して開示できるという大きな問題をはらんでいると認識できた。番組の前半で提示さ

れたさまざまな証拠を見ると「この容疑者は有罪で間違いない」という印象を持った。

しかし二審以降に出された証拠を見ると、検察側が意図的に開示しなかったと受け取

られてもしかたがないものばかりで、とてもショックを受けた。人の一生を左右する

ような裁判で、このような証拠開示の重要性は高く、弁護側も情報を共有できなけれ

ば裁判も間違った結果を生み出す可能性があると痛感した。被害者の幼なじみが事件

現場を訪れて語るシーンは、 終的な決定が出ていない中で、本当に必要だったのか

疑問に思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ひと事ではない」というメッセージは、番組で もこだわっていた部分
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で、裁判員裁判においても証拠がしっかり示されないと困るはずだ。難しい

司法の話やドラマのような話ではなく、誰にでも関係があると伝えたかった

が、まだ弱かったかもしれない。音楽については、重たいテーマの番組に暗

い曲を重ねてしまうと、全体として重たくなりすぎてしまう。曲の種類とタ

イミングを図りながら使っている。事件現場に被害者の幼なじみが歩いてく

るシーンは、命日に関係者が訪れるのではと予測して待っていたのだが、演

出があったわけではない。専門用語を解説するテロップは、事前の準備を心

がけているが、対応しきれないものがあった。今後も可能な限り対応に努め

たい。恵庭ＯＬ殺人事件については、事件に沿ってより詳細な解説を加える

こともできたと思うので、今後の番組制作に生かしたい。被害者の幼なじみ

へのインタビューは、検察側と弁護側の話に偏るのではなく、遺族の感情も

伝えるべきだと考えて撮った。 

 

○  ４月１１日(金)の北海道中ひざくりげ「一杯のちゃんぽんにかける ～網走・新ご

当地グルメ探訪～」は、見たらちゃんぽんを食べに行きたくなるような内容になって

いた。網走市と長崎県雲仙市の交流から生まれたという説明があったが、そもそも２

つの市の交流のきっかけが何だったのか知りたかった。 

 

○  北海道中ひざくりげ「一杯のちゃんぽんにかける」は、「ちゃんぽんで町おこし」

というテーマが明確で、段取りができていることが伝わってきて、旅情感が薄かった。

旅人が替わったことで、今まで見てきた番組と雰囲気が異なって違和感があったが、

番組後半は旅情感が出てきたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

網走市と雲仙市との関わりは、どちらもギネス記録を目指してちくわの長 

さを競うお祭りを行っていたことで、近年は共同で開催しており、それが縁

となった。ただし、両市の関わりを細かく説明してしまうと、そちらに関心

が寄ってしまい伝えたい部分が伝わらなくなると思い、番組のような表現に

とどめた。今年度の「北海道中ひざくりげ」は、旅した町がどのような町な

のか伝わるように構成している。網走市の産業は広く知られていないため、

地元の人でないと知らない網走市の魅力を再発見するという狙いがあった。

知っているようで知らない町の歴史、町の素顔を伝えようとするあまり、旅

情感が薄くなってしまっているかもしれない。両方が伝わるよう検討を重ね

る。 

 

○ ４月１１日(金)の穴場ハンター「網走エリア」は、 初ツイートの表示と穴場メモの
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テロップがうるさく感じたが、慣れてくるとテンポがよく心地よくなった。風変わり

なコンビニや漆の会の活動とか、普通に観光で訪れただけでは分からない地元情報が

あり面白かった。 

 

○  穴場ハンター「網走エリア」について。公開放送にしたことで、ロビーに集まった

人たちの盛り上がりが伝わってきてよかった。ツイッターとの掛け合いも多く、あれ

だけ反応してくれるのであればツイートしたくなると感じた。この番組を夜８時台に

放送するのは大変な挑戦だと思う。「うるさい」「ふざけ過ぎだ」という声もあがると

思うが、現場からのメッセージなどを入れて、親近感を与えるような工夫をしてほし

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

「穴場ハンター」の画面に文字が多くなってしまう件については、ＶＴＲ

素材にすでに入っている文字と、生放送でそのつど表示させるツイートの文

字が重なって出てしまう時にうるさいと感じてしまうと思う。制作陣が変わ

ったことでタイミングを取りかねている部分もある。次回以降配慮したい。

「穴場ハンター」と「北海道中ひざくりげ」を続けて放送することで、地域

の魅力を多角的に伝えられればと考えている。公開放送にしたのは 近だが、

ロビーにいる人たちにも楽しんでもらいながら放送できるよう取り組んで

いる。 

 

○  ４月１１日(金)の「ニュースウオッチ９」で、東川町の「君の椅子」プロジェクト

を特集していた。これは「生まれてきてくれてありがとう」という意味を込めて、町

で作られた木製のいすを子どもたちに贈るもので、今回は３月１１日に生まれた子ど

もたちに贈っていた。「震災の日に生まれて、なかなかわが子の誕生を祝うことがで

きなかった。このいすのおかげで、素直に子供の成長を喜ぶことができた」というコ

メントに心を揺さぶられた。「君の椅子」は地元の産業に一役買っている面もある。

このような北海道のニュースを全国へ積極的に伝えてほしい。 

 

○ ４月１３日(日)のさわやか自然百景「早春 北海道 風蓮湖」は、３月７日(金)に放

送した新日本風土記「北海道 野付」でも紹介していた氷下待ち網漁が番組の中心に

なっており、二番煎じのように感じた。氷下待ち網漁に多くの時間が費やされていた

ため、冬でも豊かな風蓮湖の生態系を十分紹介することができていなかったように感

じた。 

 

（ＮＨＫ側） 
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さわやか自然百景「早春 北海道 風蓮湖」は再放送で、新日本風土記「北

海道 野付」とは違うタイミングで取材している。適した時期・場所で取材

するべきというご指摘はその通りだと思う。 

 

○  ４月１３日(日)の「ラジオ深夜便」で、「花埋み」という朗読作品を放送していた

が、非常に感激した。ぜひ日中の時間帯で放送してほしい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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