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２０２１年３月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ３月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１８日(木)、ＮＨＫ名古屋拠点放送局にお

いて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の審議会での答申を受け、「２０２１年度中部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「２０２１年度中部地方

向け地域放送番組編成計画」について説明があった。次に、ナビゲーション「地域の文

化財が“おカネ”になる！？」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見

の交換を行った。 

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

終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 松田  裕子 （三重大学副学長） 

 副委員長 坂田 守史 （(株)デザインスタジオ・ビネン代表取締役） 

 委 員 稲垣 貴彦 （若鶴酒造(株)取締役） 

 岡安 大助 （中日新聞社取締役） 

 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

玉井 博祜 （能楽師／玉井屋本舗社長） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 平本督太郎 （金沢工業大学ＳＤＧｓ推進センター長） 

 廣田 憲吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

 安井 香一 （東邦ガス(株)代表取締役会長） 

 

（主な発言） 

 

＜ナビゲーション「地域の文化財が“おカネ”になる！？」 

（総合 ２月１９日(金)放送）について＞ 

 

○  これまでの「ナビゲーション」は暗い話題が多い印象だったが、今回は非常に明る

い題材だったのでよかった。明和町の斎宮は一級品の文化財だと感じ、行ってみたい

と思った。地元住人がその価値をもっと知り、多くの人に見てもらいたいと情熱を持っ

て取り組めば、さらに魅力的な活動になると思った。祇園祭への町民の熱気はとても

すごく、これも町の財産だと思った。また、山車が街なかの狭い道を進む様子はまさ

に職人技であり、大勢の人たちに見てもらうことで、次世代の担ぎ手を生み出してほ

しい。伊賀市と甲賀市が連携し、世界的に人気のある忍者の手裏剣体験など既存の観
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光メニューも取り入れた多様なツアーを組むことは、容易に始められるよい取り組み

だと思った。ボランティアガイドの認定試験は、等級を設けてレベルアップを目指せ

るようにすれば、多くの人に参加してもらえるのではないか。 

 

○  地域の文化財がお金になるという着眼点は非常におもしろかった。最初は文化財を

活用して保護費用を賄う話だったが、全体としては、埋もれた観光資源を掘り起こし

て地域活性化につなげる話とあまり変わらないように感じた。年間の保護費用がどの

程度必要で、それを文化財の活用によってどの程度賄えているかなど、ポイントを押

さえて伝えてほしかった。明和町には、京都と同じように山車を引き回す祇園祭があ

ること自体も知らず、そういったものに注目したのは非常によかったと思う。ただ、

見学ツアーは、まだ計画途中で地元でも賛否両論がある段階で、文化財がお金になっ

ているとまでは言えないのではないかと感じた。実際に人を呼び込み、お金になった

という結果の伴った事例を紹介したほうが分かりやすかったと思う。伊賀と甲賀の忍

者は敵対関係にあったとされるが、その伊賀市と甲賀市が手を組み、忍者による観光

を推進する話は、非常に興味深かった。ボランティアガイドに送られた観光客からの

お礼の手紙には、温かい気持ちになった。一方で、プロのガイドを育成し、旅行会社

からの仲介料で文化財の保護費用を賄う取り組みを進めると、旅行者は案内を無料で

は受けられなくなるのではないか。そうなると、添乗員などプロの案内役を雇うのと

違いがなくなり、今あるよさが薄れてしまうと感じた。解説者がキャスターの問いか

けに対して、同じような内容を繰り返しているように感じられる場面があった。専門

家ならではの広がりのある解説や物事の裏と表を指摘するような分析を聞きたかった。 

 

○  新型コロナウイルスの影響もあり、身近な観光地に関心が向いているので、非常に

タイムリーな話題だと思った。また、地方自治体の財政状況が厳しい中、文化財保護

の費用を観光で賄い財政的に自立しようとする取り組みは、持続可能性の面からも興

味深いと感じた。文化財活用のカギは、住民自身が地元の文化や歴史を学んで文化財

を再発見し、観光客と共に観光資源として作り上げていこうという開かれた姿勢にあ

ると思った。これは、住民への強いメッセージにもなっていたと思う。祇園祭が文化

財として紹介されていたが、一つの祭りだけでは一時的な収入にしかならず、継続的

に収入を確保する仕組みも知りたかった。神事というくくりで、関係するほかの文化

財や行事などとまとめて紹介したほうがよかったのではないか。伊賀市と甲賀市の連

携は、自治体を越えた取り組みの参考事例として分かりやすく、非常におもしろかっ

た。ただ、伊賀市の紹介に偏っていたので、甲賀市もバランスよく紹介すれば、かつ

て敵対していたとされる地域どうしが連携している一体感がより伝わったのではない

か。文化財の活用による収入や保護に必要な費用を具体的な数字で紹介したほうが、

文化財がお金になっていくイメージを伝えられたのではないか。専門家の解説は音質
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が悪くて聞き取りづらいところがあったので、重要な部分だけでも文字で表示するな

ど工夫してほしかった。 

 

○  文化財はお金を生むという部分に引っかかり、文化財は地元住民、行政、観光客、

いったい誰のものなのかと疑問が湧いてきた。観光客は、できるだけ質の高いものを

効率的に体験することを求めていると思う。一口に文化財といっても玉石混交で、無

理な押し売りは結果として観光客を落胆させ、リピーターが生まれず観光地としては

衰退に向かわせてしまうのではないか。伊勢には大規模で優良な観光資源があり、今

後さらに深掘りできるものも数多くあるので、これらとの関連を意識しながら将来的

な方針を検討したほうがよいのではないか。最終的に選択するのは観光客側であるこ

とを軸に、文化財を観光に活用することを考えてもらいたいと思う。忍者のアトラク

ションでは派手なアクションが定番になっているが、時代考証によれば地味な諜報活

動が主だったとされており、史実とのずれがガイドを悩ませているのではないかと

思った。解説者のことばはやや不明瞭な部分があったので文字で表示してほしいと感

じた。また、内容的にもあまり共感できなかった。山車が角を曲がる場面では、どこ

かにぶつかって破片のような物が落ちてくる映像が繰り返し使われていたのでとても

気になった。文化財で観光客を誘導し、経済を回すというストーリーには無理を感じた。 

 

○  新型コロナウイルスの影響で旅行しづらい中、地元にある文化財のすばらしさに目

を向けるという視点にはとても好感が持てた。ただ、地域の文化財が、誰の、何のた

めのお金になるかよく分からなかった。あえて言えば、文化財保存活用地域計画の認

定を受ければ補助金がもらえるという話かと思った。文化財保存活用地域計画と聞い

て、最初は、そもそも保護したい文化財があり、それを保護するために補助金が出る

と思ったが、番組は地域の文化財を見つけ出して関連するものをまとめるところから

始まっていたので、少し理解しづらかった。地元の人さえ気づかない文化財がたくさん

あり、それを町おこしのきっかけにしたい地域があることが分かった。また、行政の

担当者が熱心に取り組んでいる姿には好感が持てた。若者と年長者が祇園祭について

議論する場面では、双方の異なる意見をしっかり伝えていてよかった。伊賀市と甲賀

市が連携し、周遊できる観光プランを提供する取り組みには興味を引かれ、今後が楽

しみだと感じた。ボランティアガイドが観光客との思い出を語る場面では、和楽器を

使用した音楽が流れており、すごくよい雰囲気が出ていた。何気ない場所でも語り部

の話を聞くことで、輝いて見えることが伝わりとてもよかった。ただ、ボランティア

であってもすでにすばらしい仕事をしているのに、ガイドのレベルアップのためにプ

ロ化を目指すのは不自然に感じた。最後の「家の棚の中にあるものが文化財になるか

もしれない」というまとめは、紹介された文化財が家の中にあるようなものではなかっ

たので違和感を抱いた。ただ、知らなかったことを知ることができ、紹介していた場
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所にも行ってみたいと思ったので、価値のある番組だった。 

 

○  文化財を地域の共有財産として保護するだけではなく、観光資源として活用してい

こうという、よいメッセージを発信していた。魅力を発信するための工夫として、リ

ストアップやグルーピングをし、ストーリー性を持たせて価値を高めることを紹介し

ており、移動制限のある今こそ地元の文化財を見直すよい機会なのだと思った。解説

者のコメントが聞き取りづらかったのは残念だった。制作する側のサポートがもっと

必要だったのではないか。文化財を活用する取り組みは、地域住民がまとまるひとつ

のきっかけにもなるので、より広がっていくとよいのではないか。文化財の価値や活

用を若い人たちに伝えるためにはストーリー性を持たせることが重要であり、これは

どの地域でもできる取り組みで、学校や企業との連携の可能性も感じた。若い人に地

域の産業や文化の魅力を伝えることで、地元を離れたあと再び戻ってくる動機づけに

もなると思った。いろいろ教えられるものが多い番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

当初、解説者にはスタジオで出演してもらう予定だったが、新型コロ

ナウイルスの感染状況の悪化もあって、リモート出演にした。事前の技

術的なテストやリハーサルは十分に行ったが、聞き取りづらくなってし

まった。出演者については特定の人に偏ってしまわないよう、今後もさ

まざまな人を選んでいきたい。 

 

○  番組のタイトルは、視聴者に対してどのような視点で見てほしいかを伝えるもので

もあり、今回のタイトルは、制作する側の意図とは異なる姿勢を視聴者に与えてしまっ

たのではないか。文化財保存活用地域計画の紹介では、これまでに指定や登録を受け

ていない各地域の文化財も対象としていることを伝えたほうがよかったのではないか。

また、対象が広がることで地域文化を総体的に扱うことができ、自治体が住民と共同

して文化財を活用することで、地域の文化財に対する意識向上も図れるというポイン

トも伝えられると分かりやすかった。全体として、なぜ今このテーマを扱うのかや企

画意図がやや分かりづらかった。制作する側は、文化財の保護から活用へ重点が移り

つつある社会的背景を、もう少し掘り下げて理解する必要があったのではないか。そ

の掘り下げ不足が、企画意図の伝わりづらさにつながったのではないか。また、文化

財の観光への活用や町づくりに詳しい専門家よりも、文化財そのものに詳しい専門家

を選んだほうが番組の意図が伝わりやすいように思えた。全体として、もう一歩踏み

込んで、企画意図自体を深められるとよかったのではないか。 
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○  観光へ活用できそうな文化財を発掘したり、観光客に一時的ではなく長くとどまっ

てもらう方法を考えるなど、インバウンドの観光客が見込めない今のうちに地域を見

直そうというテーマは非常によかった。祭りの主催者たちが、多くの観光客を呼ぶべ

きか議論する場面では、対立する双方の意見をしっかりと取り上げていてよかった。

ただ、重要な論点であるため、実際にどのような対応が行われているかまで深掘りし

てほしかった。持続可能な観光というテーマで、よく取り上げられるポイントなので、

どうしていくべきか専門家によって方向性まで示してほしかった。地元住民からプロ

のガイドを養成し、旅行代理店と連携して、お金を支払う観光客との接点を定期的に

設ける仕組み作りを紹介していたのはよかった。新型コロナウイルスの影響が深刻な

航空会社や旅行代理店では、さまざまな連携の可能性を模索していると思うので企業

側からの従来とは異なる視点も取り上げられるとよかった。今回に限らず「ナビゲー

ション」はタイトルと内容の不一致がたびたび起きていると思う。最も伝えたいこと

をタイトルに込められるよう検討するプロセスを組み入れたほうがよいのではないだ

ろうか。 

 

○  新型コロナウイルスの影響が続き、観光業の厳しさを取り上げるニュースが多い中、

番組で紹介された祭りの映像には力強いメッセージを感じた。ただ、実際には財源確

保にまで至っていないのが現状であり、文化財を発掘している途中の準備段階と捉え

ながら見た。身近で貴重な文化財を発掘する視点と、物語性を持たせたり体験型にす

ることで付加価値を高め観光に結びつけることの大切さを伝えていた。ただ、財源が

確保できなかった場合に文化財をどう保存していくのかにも触れてほしかった。もと

もと担い手が不足している地域の祭りなどの中には、新型コロナウイルスの影響で無

くなってしまったものも多い。この時期にこのテーマを取り上げるのであれば、財源

や担い手が不足している地域では、持続させていくためにどうしたらよいかまで掘り

下げられるとよかった。アナウンサーの「家の棚の中に身近な文化財があるかもしれ

ない」というコメントには疑問を感じた。 

 

○  限られた時間の中で、タイプの異なる事例をうまく紹介していた。ただ、三重県の

話だけでまとめてもよかったと思う。示唆に富む内容が、行政の担当者や地域の人た

ち自身のことばで、象徴的に描かれていたのはとてもよかった。同じ取り組みであっ

ても、立場によって考え方はさまざまで、そういった論点が見事に提示されていたの

はよかった。もう少ししっかり整理して示してもらえるとさらに分かりやすくなった

のではないか。一方で、タイトルと内容が合っていなかったのは残念だった。タイト

ルにインパクトがあればあるほど視聴者の期待は高まるが、内容と見合っていないと、

その分見終わったときの落胆の度合いが大きくなってしまう。また、タイトルに「お

カネ」ということばを使ったことで、地域活性化につながる本質的な部分を安っぽい
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ものにしてしまった印象を受けた。地域の文化財を観光資源と捉えるアプローチはよ

かったが、お金の問題と言い切ってしまったとたんに地域に対する誇りや愛情を失わ

せることもあり、本当に描きたいことが分かりづらくなっていた。「おカネ」をタイト

ルに使うならば、お金を生んだ成功事例を紹介し、専門家による解説で地域経済をう

まく回す方法まで考えられる内容になっていれば意味があったと思う。文化財の保存

やガイドの育成にかかる費用がどれくらい必要で、何をどこまで収益化すれば、ガイ

ドのプロ化や祭りのイベント化が実現できるのか具体的に伝えられると参考になった

のではないか。またスタジオ出演者の会話がかみ合っていなかったのは気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

アナウンサーのコメントに疑問を感じたとの指摘については、思いが

けず出たものだと思う。また、番組テーマについては、注目されている

タイムリーなものを取り上げることも大切だが、地味ながらも地域に

とっては重要なものも機会を見て取り上げていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２１日(日)のＮＨＫドキュメンタリーセレクション「日本一長く服役した男」

(総合 後 5:00～5:45)を見た。６１年の服役を経て仮釈放された男性は、罪の意識だ

けではなく、そもそも自分が今置かれている状況にも理解が追いついていない状態で、

被害者へのざんげのことばを促しても何も出てこない場面もあり、ドキュメンタリー

そのものだと感じた。服役して罪を償うとはどういうことか、刑務所で長く過ごした

人が社会復帰したときに世間はどう受け入れるのかをテーマにしていると感じたが、

答えを出すのはかなり難しいことだと思った。インターネット上の感想には、税金を

使って安全な刑務所で暮らしていることへの批判や、法定刑自体を否定することばが

たくさんあった。映像で届けることの恐さや難しさを感じたのと同時に、どういう意

図で番組を制作したのか気になった。ドキュメンタリー番組で制作者のメッセージを

強く打ち出すのはそぐわないかもしれないが、このような番組を制作することへの覚

悟が見られる場面もあるとよかったのではないか。 

 

○  ２月２８日(日)のＮＨＫスペシャル２０３０ 未来への分岐点（３）「プラスチッ

ク汚染の脅威 大量消費社会の限界」を見た。最前線で活動する科学者や企業家たち

のコメントとともに、しっかりした調査で裏付けられた内容になっていて非常によ

かった。かつて夢の発明とされたプラスチックが今、世界を脅かしていることは、目

先の利便性だけを重視して素材や製品を開発してはならないことを伝えており、よい

メッセージを発信していたと思う。また、以前の審議会で番組とオンラインの連携に
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ついて言及したが、この番組でも最後に一定時間、関連サイトにアクセスできる２次

元コードを表示していて非常によかった。どの程度アクセスにつながったかを確認し、

放送とオンラインの結び付きを強める最適な方法を模索していってほしい。このシ

リーズは３回とも非常にすばらしい内容であり、じっくり取り組むことで、相乗的に

成果の上がるテーマだと思うので、継続して番組を制作してほしい。 

 

○  ３月１日(木)の逆転人生「あの日“加害者”になった私 東電社員たちの１０年」

は、東京電力福島第一原子力発電所の事故後に賠償や除染のため福島に赴任した３人

の東電社員の物語だった。彼らが、福島の人たちの怒りや悲しみに触れ、逃げること

なく向き合い続けたことで、地元の人に心を開いてもらい、優しさや理解に触れてい

く姿にとても感動した。現在でも、福島の復興のために全力で取り組んでいる姿には、

地震と原発事故に翻弄されながらも、こういう人生があるのだと心が揺さぶられた。

また、地元の人たちの「会社に文句を言っているのであって、個人にではない」「施し

は求めていない、商品への対価は支払いたい」ということばは、とても胸に響いた。

ゲストとして出演していた元なでしこジャパンの丸山桂里奈さんが、過去に東京電力

福島第一原子力発電所に勤めていたことには驚いた。丸山さんはしっかりした意見と

場を和らげる発言のバランスがよく、司会の山里亮太さんと共によいキャスティング

だと思った。再現ドラマの舞台裏も見せるなど、話が重くなりすぎないよう配慮した

演出に好感が持てた。 

 

○  ３月２日(金)のＮＨＫ地域局発 とちスペ「きのこワンダーランド」はタイトルに

驚き、引き付けられた。オープニングでは、音楽やナレーションに魅了された。また、

８Ｋ撮影という力の入れようで、ＮＨＫの自然番組は本当に質が高いと思った。魅力

的かつ神秘的な映像のあとに、フレンチシェフによるおいしそうな料理も披露され、

非常におもしろかった。俳優の大島優子さんやきのこに詳しい自然写真家の大作晃一

さんは、テーマに合った人選だった。全体として、とても質が高く楽しめた。 

 

○  ３月６日(土)の「ウイークエンド中部」を見た。「世代でつなぐ防災教育」のリポー

トでは、大学生から高校生へ、高校生から小学生へと、災害時に命を守るためにとる

べき行動を教える様子を伝えていた。教える側も改めて学ぶことのできる大変よい取

り組みだと思った。学生だけではなく、自分たちも含めさまざまな世代でも同じよう

に取り組んでいくことが必要だと感じた。 

 

○  ３月１２日(金)の「まるっと！みえ」のコーナー「まるっとトーク」で、日常に取

り入れたい防災料理を紹介していた。最近、大きな地震が続き、不安が高まっている

のではないかと感じていたので、よいタイミングだった。洗う水が無い状況を想定し、
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ビニール袋の中で調理してそのまま皿にかぶせて食べる方法を紹介していた。小さな

工夫かもしれないが、被災時にすぐには思いつかない知恵だと思う。短時間でとても

役立つポイントを伝えていたので、こういったものがもっと見られればよいと思う。 

 

○  ３月１２日(金)のナビゲーション「激戦！ドラッグストア～コロナ禍で広がる出店

ラッシュ～」を見た。繁華街の店舗では、大量のネイルを扱っていたり、まるで百貨

店かのように化粧品を販売していて、ドラッグストアとは思えない店舗展開に驚いた。

近くの百貨店は大きな打撃を受けているだろうと思った。一方、郊外の店舗ではヘル

スケアに特化して、血圧測定や生活習慣病のアドバイスを行っている事例を紹介して

いた。このように、地域ごとの異なる需要にうまく合わせた店舗展開をすれば売り上

げは伸びるだろうと感じた。また、大きな店が減っている過疎地域のドラッグストア

では薬だけではなく食品や生活用品まで取り扱っており、周辺住民には非常にありが

たい存在だろうと思った。あるドラッグストアでは全国に 300 を超える店舗がある中、

過疎地域にある店舗が売り上げ４位を獲得したという話からも、地域の需要に合わせ

た展開が功を奏していると感じられた。県内でトップシェアを目指すというドラッグ

ストアの戦略にも感心した。ただ、石川県での店舗増加率が全国で１位だという紹介

があったがその理由の説明が無くて気になった。現状をしっかりと伝えている内容で

よかったが、コンビニやドラッグストアが増えることで地域の商店街は衰退していく

のではないかと感じた。 

 

○  ナビゲーション「激戦！ドラッグストア」は、日頃からドラッグストアがとても増

えていると感じていたので非常に興味深く見た。全国のドラッグストアの店舗数が

17,000 を超えていることには非常に驚いた。一方で、百貨店の売り上げを超えたと伝

えていたが、なぜ業態が異なり、店舗の規模や数も異なる百貨店を引き合いに出した

のか疑問に感じた。また、売り上げが低迷している百貨店と、成長傾向にあるドラッ

グストアとを比較して、その伸び具合を示されてもあまりふに落ちなかった。出店が

加速している理由に新型コロナウイルスによる巣ごもり需要の増加を挙げていたが、

ドラッグストアの出店には大きな資本や人員の確保が必要で、これだけの速さで出店

するには水面下の資金の流れや仕組みがあるはずなので、その辺りも掘り下げて伝え

てほしかった。化粧品や衣料品など地域に合わせて独自の品ぞろえをしている事例は、

生き残り戦略として興味深かった。ただ、ドラッグストアの収益構造において薬がどの

程度寄与しているのかが分かりづらかった。また、今増えている店舗は、処方箋を必要

とする調剤薬局を併設した店舗なのか、市販薬だけを販売する店舗なのかも知りたかっ

た。市販薬はネット解禁により簡単に扱えるものも増えてきている。さらに規制緩和が

進むと、他分野の企業が市販薬の販売に参入するなど業態の変革も起きると思う。これ

まで薬の販売がどのように変化してきたのかというところにまで踏み込んで伝えられ
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れば、なぜ今ドラッグストアが増えているのか、より実感できたのではないかと思う。 

 

○  ３月１２日(金)の金とく「アノコロＴＶスペシャル 知らないとは言わせない！」

(総合 後 7:56～8:39 東海 3 県ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。親子３世代で見られるようなとても楽

しい番組だった。ゲスト自身が答えになるクイズで全員が不正解だったり、回答者の

一人であるＮＨＫのアナウンサーが優勝したりしていたので、ちぐはぐな感じを受け

た。 

 

○  ３月１３日(土)のＮＨＫスペシャル「大震災と子どもたちの１０年 いま言葉にで

きること」を見た。東日本大震災で親を亡くした子どもの１０年を伝えており、考え

させられた。震災後、無理をして明るくふるまっていた子どもが、先生から「頑張ら

なくてもよい」と言われて涙を流す様子や、母を忘れないために今では震災の語り部

となっていることを伝えていた。また、震災で亡くした家族への思いが、父親とは違

うことに悩みながらも、自立していく青年の姿を伝えていた。１０年で子どもから大

人へと成長していく過程と、その過程における心情がにじみ出ていてよい番組だった。 

 

○  ３月１３日(土)のＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～「東北ＳＰ 鈴木京香登場 

東北に笑顔を届けたい！」(総合 後 10:10～10:55)は、コントを交えながら東北の復

興に向けた取り組みを紹介していた。東北でのライブは中止になったが、そこで行う

予定だった地元高校生との合同コントを、リモートを活用して実現していた。コント

の質が非常に高くておもしろく、オンラインもうまく利用していて、すばらしかった。

地域に寄り添い、信頼の置ける情報を、楽しみながら見られる工夫がされており、Ｎ

ＨＫならではの取り組みだと感じた。ＮＨＫがエンターテインメント性の高い番組を

作ることの意義は、こうした点にあるのではないか。民放とは異なる目的で制作して

いることを、もっと多くの人に知ってもらいたい。今後、真面目すぎる番組ばかりで

は、本当に伝えたいメッセージが届かないこともあると思う。多くの人に見たいと思

わせる魅力ある番組を作り、それを活用し、伝えたいメッセージを届けることも必要

だと思う。エンターテインメント性と信頼できる情報をいかにうまく組み合わせてい

くかは、ＮＨＫが強化していくべき点ではないか。地域放送局でも、同様の組み合わ

せによる質の向上を目指し、これまで以上に人を引き付ける番組作りに挑戦してほしい。 

 

○  ３月１３日(土)の【よるドラ】ここは今から倫理です。（８）を見た。高校生がさま

ざまな観点から対話を繰り広げる中で、価値観を広げていく姿を見ることができて楽

しかった。こういったストーリーが若者に人気であることは興味深く感じられた。世

の中の価値観が大きく変化する今、若者たちもみずからの価値観を広げていっている

のだと思った。 



 10 

○  東日本大震災から１０年に合わせて、応援メッセージを込めた番組や長年取材を続

けてきた番組が連日放送され、さすがＮＨＫだと思った。３月６日(土)のＥＴＶ特集

「原発事故“最悪のシナリオ”～そのとき誰が命を懸けるのか～」(Ｅテレ 後 11:00

～7 日(日)前 0:30)で放送された、東京電力福島第一原子力発電所の１号機が爆発す

る様子は印象に残る映像だった。当時の政府や東京電力の関係者など多くの当事者の

ことばで緊迫した状況を伝えていた。ヘリコプターからの放水をめぐる議論のパート

からは、再び爆発を引き起こさないか、任務に当たる自衛官の安全は守られるのか、

細心の注意を払いながら、恐る恐る決断していったことが分かった。廃炉作業は、１

０年たってなお燃料デブリの撤去に手をつけられておらず、今後莫大な時間と経費が

かかってしまうと思う。事故当時、現場を指揮した人物が今も健在ならば、どのよう

なことばを発したのだろうかと思った。防衛省に重要な情報が伝わっていなかったと

いう話からは、今もそうした風潮が根強く残っているように感じられた。 

 

○  ３月１４日(日)の私だけかもしれない講座「人とごはんを食べるのが恐ろしくて恐

ろしくてたまらない私概論」 (Ｅテレ 後 11:00～11:24)の「ＮＨＫ史上最もニッチな

講座番組！？」という紹介文が気になって番組を見た。出演者の顔がコンピューター

グラフィックスで、すしやピアノになっていて一見誰なのか分からないようになって

いた。何かにふんして話すことで、特定の個人の問題ではなく、実はいろいろな人に

当てはまるかもしれないと感じさせる演出に非常に関心を持った。山口健太さんは、

自身が会食恐怖症になった理由について、少年時代に完食するよう指導を何度も受け

てきたことなどを挙げ、自己分析のプロセスも含め、講座形式で紹介していた。さら

に、克服するために週５日も懇親会に行くなど、いろいろと試したことを図や絵を使

いながら、淡々と説明していておもしろかった。自分は気にならないことであっても、

人によっては恐怖症の要因になってしまうことがあるなど、さまざまな側面から考え

させられる内容だった。アイロニカルでありながらマイノリティーへの理解を生む、

エンターテインメントとも講座番組とも言い難い、何と表現したらよいか分からない

絶妙なジャンルだと思った。とてもウィットに富んでいながら、実は大事なことを伝

えていたと思う。最近は、多様性がよく話題になり重視されているが、身近にあって

も意外と気づいていないことにアプローチしているという点で評価できる番組だった。 

 

○  ３月１５日(月)のねこのめ美じゅつかん「１歩め」(Ｅテレ 前 9:45～10:00)を見た。

番組の途中で、急に「おっぱい」というコーナーが始まり、裸婦を描いた名画を次々

と映し出し、１分ほどのコーナーの終わりに画面全体にそれらを並べたシーンが表示

され「きょうは、おっぱいばかりの美じゅつかんを作りました」というややふざけて

いるようなトーンのナレーションで締めくくられ、非常に驚いた。子ども向けの番組

に、このような企画を入れる意図が理解できなかった。  女性は不快に感じる人が多
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いと思う。 

○  ２月２８日(日)の「ちきゅうラジオ」を聴いた。世界の鉄道をテーマに、インドや

スウェーデンからの現地レポートや鉄道好きのアナウンサーによる解説があった。

行ったことのない国でも、現地の風景を楽しく想像できる番組でよかった。 

 

○  ３月６日(土)の「被災地とラジオ～さいがいＦＭの１０年～」(ラジオ第１ 後 5:05

～5:55、6:05～6:50)を聴いた。ふだんから災害時を想定した訓練や環境作りを進めて

いかないと、いざというときにすぐ対応できないということが分かった。今後も、南

海トラフ地震に備える必要があり、さまざまなメディアでの発信やコミュニケー

ションの場を作ることが課題なのでＮＨＫの取り組みには期待したい。 

 

○  ３月８日(月)の「鉄旅・音旅 出発進行！～音で楽しむ鉄道旅～ 東日本大震災１

０年特集」(ラジオ第１ 後 8:05～8:55、9:05～9:55)を聴いた。震災発生後、被災地

に緊急列車で石油を輸送した人たちの挑戦を伝えていた。輸送に携わった人の「オペ

レーションは 100％完遂する」ということばは、どんな仕事にも共通するよいメッセー

ジだと思った。石油輸送会社や鉄道会社の社員の思いが集結し、北陸各地から盛岡ま

での 1,000 キロメートルを超える輸送を１週間あまりで成し遂げた話はよくニュース

にもなっていたので想像が膨らんだ。 

 

○  ＮＨＫプラスの「ご当地プラス」は、地域ごとに番組が分けられており、選びやす

くて非常によいと思う。ただ、地域の名称を中部ではなく東海・北陸にしていること

に疑問を感じた。まだ配信されている本数が少ないので、もっと増えればよいと思う。

とても多様かつ地域性の高い番組が各地で作られていることに衝撃を受け、すばらし

いと思った。地域向け番組が一定期間、いつでも見られるようになってから視聴時間

が圧倒的に増えた。視聴者にとって非常に見やすくなり、とても便利になっていると

思う。 

 

 

ＮＨＫ名古屋拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年２月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ２月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１８日(木)、ＮＨＫ名古屋拠点放送局にお

いて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」に

ついて報告があった。引き続き、「２０２１年度中部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、ナビゲーション「コロナ時代 成長のカギは新人にあり」について説明があ

り、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 稲村  修 （魚津水族館館長） 

 副委員長 松田  裕子 （三重大学副学長） 

 委 員 遠藤 英俊 （名城大学特任教授） 

 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

 坂田 守史 （（株)デザインスタジオ・ビネン代表取締役） 

玉井 博祜 （能楽師／玉井屋本舗社長） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 平本督太郎 （金沢工業大学ＳＤＧｓ推進センター長） 

 廣田 憲吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

 安井 香一 （東邦ガス(株)代表取締役会長） 

 

（主な発言） 

＜「２０２１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＞ 

 

○  多様性をテーマにした“ＮＨＫらしい”番組が増えてきているように感じている。

今の世の中のニーズを捉えた社会的なインパクトのある番組もあって好感を抱いてい

る。 

 

○  デジタルサービスの充実が加速していることにはよい印象を抱いている。ただ、Ｎ

ＨＫは視聴者からの受信料で成り立っており、デジタルサービスの比重が増えれば増

えるほど、これまでと違った議論が必要になっていくのではないか。 
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○  地域の番組を見たいと思っても手軽に見つけられる手段が少なく、厳しい状況だと

感じている。民放では見逃しやアーカイブ配信が進んでおり、ＮＨＫプラスで地方向

け番組を提供することはよいと思う。ＮＨＫオンデマンドでも提供されるようになる

のか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫプラスにおける地方向け番組の提供においては、さまざまな

ニーズに応えることを重視しながら進めていきたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

現状、ＮＨＫオンデマンドは全国放送した番組を対象にしている。地

方向け番組の提供については、ＮＨＫプラスでの反響などを参考にしな

がら、今後検討したいと考えている。 

 

＜「２０２１年度中部地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  全国規模の災害の伝え方は評価しているが、地域が限定される災害の場合、発生し

ている地域に向けて、必要な情報をうまく伝えられていないように感じることがあっ

た。災害時にはテレビを見られない人もいると思うので、ラジオなども活用しながら、

できるだけきめ細かい情報を地域放送局から伝えてほしい。 

 

○  諮問された「２０２１年度中部地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、

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

たい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

＜ナビゲーション「コロナ時代 成長のカギは新人にあり」 

（総合２月１２日(金)放送）について＞ 

 

○  新型コロナウイルスの影響でこれまでどおりの新人教育を行うことが難しい状況

の中、思い切って新人に仕事を任せたことで想像以上の成果が得られた事例を紹介し



 3 

ていて興味深かった。また、それぞれの事例に対する専門家の意見も聞けてよかった。

一方で、もともとどのような新人を採用していて、新型コロナウイルスの影響が無け

ればどう育成していく予定だったのかという前提となる情報が無く、もの足りなかっ

た。紹介した新人に、たまたまコミュニケーション能力や創造力があったために成功

したようにも感じられたので、前後の流れも含めて、成功につながる普遍的なポイン

トを示してほしかった。こういった成功事例を積み重ねることで、会社の成長につな

がる知見が得られるとよいと思った。 

 

○  「成長のカギは新人にあり」というタイトルから新人の活躍が会社の成長につなが

る話かと思ったが、前半では新人をどう教育するか、後半では新人ならではの悩みが

成長につながるという内容だった。固定観念にとらわれない新人ならではの改善活動

は、ほかの会社でも活用できるよい事例だと思った。また、新型コロナウイルスの影

響下にある今だからこそできる新たな形の研修も伝えていてよかった。自由な裁量を

与えられることで成長していく新人の様子からは、変化の激しい現代において、若者

の柔軟な発想を生かすことの大切さが伝わってきた。ただ、専門家のコメントが新人

の気持ちや世の中の状況を踏まえた納得できるものだったのに対し、アナウンサーの

コメントが一般的には分かりやすいものの、やや表面的だと感じた。男女比に配慮し

て出演者を決めているようだったが、さらに男女同数程度に近づけられるとよいと

思った。 

 

○  番組で紹介された企業の取り組みや工夫には、これまで新人研修に悩みを抱える企

業から聞いてきた内容と共通するものがあった。従来の新人研修だけでは今後の生き

残りが難しい側面もあると思うので、番組後半で新人の不安に着目するのではなく、

研修の課題をどう解決していくかに焦点を当て続けてもよかったのではないか。また、

新型コロナウイルスの影響によって生まれた工夫が、研修や会社の組織に持続的な変

化をもたらしているといったまとめ方でもよいのではないかと思った。さらに、前半

は若者の活躍に未来を感じる内容だったのに対し、後半では新型コロナウイルスの影

響による現状や不安を伝えていて、話が元に戻る印象を受けたので分量を少し減らし

てもよかったのではないか。新人が成長するためのポイントを、画面全体を使って白

い背景に文字と効果音で伝えていたのは分かりやすかったが、教育番組のようで違和

感もあった。もう少し控えめな表現でもよかったのではないか。 

 

○  新人教育がままならず企業が模索を続けるさなかであり、とてもタイムリーだった。

既存の問題点に対する新人からの改善提案を広い心で受け止め、速やかに着手する企

業側の姿勢が、いかに重要かを痛感した。また、それぞれの成功例は、社員が意見を

出し、提案を実現しやすい職場の雰囲気づくりが成功のベースになっていることを教
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えてくれた。正解が分からない状況において、経営者たちは社員の声に耳を傾け自由

な発想を取り入れることが大切だと思った。スタジオでのやり取りは早口で聞き取り

づらい場面もあった。また、もう少し柔らかい表情で伝えてもよいのではないか。 

 

○  さまざまな業種の現状や、新人と先輩、両方の意見を取材していてよかった。一方

で、コミュニケーションの重要性や人を信じることの大切さといった、一般論的なま

とめにとどまってしまったのは残念だった。会社や仕事の全体像を捉えることで新た

な発想が生まれるといった、企業内のシステム改善につながる道筋を示すところまで、

一歩踏み込んでもよかったのではないか。タイトルからは、企業の成長のカギが新人

にあるのかと思ったが、新人の成長のカギもまた彼ら自身の中にあるという意味も含

まれていたように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回取り上げた新人の取り組みについて、うまくいった理由を仕組み

としてしっかりと提示できればよかった。新人の悩みについては、新型

コロナウイルスの影響によるものに絞り、新人が抱く一般的な悩みにな

らないよう気をつけて制作した。 

 

○  新型コロナウイルス感染拡大によって生じたよい面や新しく変化していこうとい

う考えを取り上げていて、非常にすばらしい内容だと思った。一方、新人教育の具体

的な取り組みを伝えていたと思ったら、新型コロナウイルス感染拡大の中でどう育成

すべきかへとテーマが大きく変わってしまい違和感が残った。また、専門家に新人の

力を引き出す方法を尋ねていたが、より専門分野である新型コロナウイルスの影響下

における新人育成のあり方について聞いたほうがよかったのではないか。企業成長の

カギは、変化への対応のしやすさや顧客ニーズから新たな取り組みを生み出せるかな

どにあって、新人の周辺での出来事は、そのきっかけになりうる程度だと思う。新人

教育を見直すことで業績が上がるというのは極論ではないかと感じた。企業経営の専

門家による解説もあれば、誤まった理解が広がる可能性をより防げたのではないか。

散発的な事例を集めて帰納的に制作されていたが、ある段階で演えき的に見直さなけ

れば、１つの番組で１つのメッセージを伝えることは難しいと思うので、そのことを

意識して制作してほしい。 

 

○  いろいろな新人を取り上げていたのはよかったが、解説や短いコメントでまとめて

しまっているように感じた。企業の取り組みや新人が悩みながらアイデアを出す過程

などにしっかりと焦点を当てたほうがよかったのではないか。ただ、就職を控える学

生へのよいメッセージにもなっていて、テーマとしてはよかったと思う。企業には異
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なる年層や立場の人がいるので、それぞれの視点から成長について考える番組を制作

するなど、今後の展開にも期待できる内容だった。新型コロナウイルス感染拡大を受

けて生まれた新しい感性や価値観などになじめず悩み、ストレスを抱えている人たち

がいることは、そのとおりだと思った。そういった人にも、まず行動してみること、

今できることに集中することが大切だというメッセージを伝えていてよかった。 

 

○  新型コロナウイルスの影響で、従来どおりの新人教育ができないのは事実だと思う

が、それをことさら強調して伝える理由が分からなかった。紹介された新人は全員職

場に来ており、完全にリモートワークになっている企業と比較すると、なぜこれらの

会社で、そこまで新人教育ができないことを強調したのかふに落ちなかった。どのよ

うな状況でも、新人への基本的な教育や研修は組織として当然やるべきことだと思う

ので、テーマとすること自体に違和感を抱いた。新人が素直に悩みを語っていたのに

対し、出演者のコメントは型どおりで心が込もっていないように感じた。新人の悩み

に成長のヒントがあることを伝えたいにもかかわらず、新人の心に寄り添って助言を

しているように思えず、不満に感じた。コミュニケーションが大切といった一般論的

なまとめになっていたことも消化不良だった。また、スタジオでの会話のトーンが軽

めの印象で、番組内容を考えると少し違和感があった。ただし、新人教育を新たな形

で工夫して行い、実践の機会を与えていたのはよい事例だと思った。これまでのよう

な研修が受けられなかったにもかかわらず、自分なりに仕事と向き合い、悩みながら

頑張る新人の姿が見られたことはよかった。 

 

○  「成長のカギは新人にあり」には、結構大きく出たタイトルだという印象を受けつ

つも、期待しながら番組を見た。新人の提案によって階段に滑り止めを施し、職場環

境を改善したことを紹介していたが、工場の安全対策としては初歩的かつ定番となっ

ているものなので、最初に取り上げる事例としてはどうかと思った。無料挙式による

育成はおもしろい取り組みだが、新人がカギになっていたとまでは言えず、テーマと

は少し違うと感じた。端材とポリ袋で作るパーティションはよいアイデアだった。た

だ、新たな発想で商品を生み出すことは平常時でも必要な取り組みであり、コロナ時

代と結び付けるには少し無理があると感じた。専門家による解説や助言は、これまで

も言われてきたような内容が多く新鮮味に欠け、取材の量が足りていないと感じた。 

 

○  研修をあまり受けられない中でも、新人が驚くべき成果を出した事例を紹介して、

これまでの新人教育のあり方を見直そうという観点から問題提起していたことは理解

できた。また、これらの成功事例を見つけたことは評価できると思う。ただ、新人は

豊かな発想を持っているので従来型の新人教育は必要ないと言っているようにも感じ

られた。新人かどうかにかかわらず、全ての社員が自発的に発想できる環境が重要で、
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その発想を生かせる企業が成長していくのだと思うので、今回のような取り上げ方に

はあまり共感できなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

従来の新人教育は大切であることを前提としてスタジオで伝えたうえ

で、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、ニューノーマルとして新

たな方法に取り組んでいくとよいのではないかといった視点で伝えた。 

頂いた意見は今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２２日(金)のナビゲーション「“医療崩壊”命は守れるか」は、新型コロナウイ

ルスの感染拡大により医療がひっ迫し、コロナ以外の重症者が入院できないケースや、

自宅療養を余儀なくされた感染者が亡くなってしまうケースが増えていた時期の厳し

い状況を取り上げていた。民間病院が感染者をあまり診療していないとの批判を受け、

多くの病院が患者の受け入れを始めたことや、保健所がパルスオキシメーターなどを

活用して自宅療養者へのフォローを進めていることも伝えていた。医療の現状をタイ

ムリーに報告していて見応えがあった。いろいろな病院の先生と連携しながら医療現

場のさまざまな問題点を洗い出しており、とてもよく取材されていると思った。長期

にわたり、地元で取材を続けてきたからこそ制作できた番組だと思う。 

 

○  １月２３日(土)の「ウイークエンド中部」を見た。視覚に障害のある子どもがほか

の子どもたちとオンラインで同じ授業を受ける取り組みが紹介されていた。新型コロ

ナウイルスの影響で自由に移動することが困難な状況でも、日常的な交流や共通の体

験ができるオンラインのメリットを伝えていてよかった。 

 

○  １月２３日(土)のＮＨＫスペシャル「高野山 千年の襖（ふすま）絵 空海の世界

に挑む」は、高野山金剛峯寺の大主殿のふすまに画家の千住博さんが絵を入れる一大

プロジェクトを６年にわたって記録しており、見応えのある番組だった。千住さんの

「どういった絵がふさわしいのか、空海の声が聞こえる耳ができてからがスタートだ」

ということばには衝撃を受けた。空海との対話を意識した千住さんのことばを中心に

進行していたが、そのことばには心に響く納得させられるものがあり、気持ちよく見

続けることができた。和紙をもみ込み絵具を入れることで崖の鋭さを表わそうとする

など、千住さんのテクニックには驚かされた。また、ふすまに収まった絵を見たとき

「私が仕上げたときには、もうこれ以上のものは描けないと思ったが、そのあと“ど

なた”かがお描きになったとしか思えない」と晴れやかな笑顔で言っていたのが印象
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的だった。 

 

○  １月２９日(金)のナビゲーション「立往生はなぜ繰り返されるのか～生かされな

かった教訓～」を見た。北陸の大雪による立ち往生について、過去の教訓が生かされ

ず繰り返される被害に対策が急がれることを、短い取材期間でよくまとめていて大変

よかった。東京大学大学院客員教授の松尾一郎さんの解説も非常に分かりやすく、高

く評価できる番組だ。ぜひ、次の冬が来る前に、対策が練られているか検証する番組

を制作してほしい。 

 

○  １月３０日(土) の「ウイークエンド中部」では病院内のラジオ放送について取り

上げていた。医療従事者がみずからのことばで語りかけることで患者側も親近感を抱

き、治療に前向きな姿勢になっていることを伝えていた。今後は、医療従事者を目指

す学生や研修医などにも出演してもらい、医療を学ぶ場にもしていきたいという話が

あり、病院内でメディアをうまく活用しているよい事例だと感じた。 

 

○  ２月３日(水)のガッテン！「たった２分で血圧低下！？ミクロの“ツボ”刺激で魔

法のガス大活躍」は血圧を下げるための簡単なトレーニングを紹介していたので、実

際に毎日やっている。楽しい内容でよかったが、実験参加者の中には、もともとの血

圧が高い人もいたので、先に医療機関で診察を受けたほうがよいのではないかと心配

になった。 

 

○  ２月３日(水)のクローズアップ現代＋「コロナ禍の高校生～ルポ“課題集中校”～」

は、長引く新型コロナウイルスの影響が高校生たちの生活を脅かしていることを伝え

ていた。特に大きな影響が出ている学校として、学習や家庭環境などに課題を抱える

生徒が多い“課題集中校”を取り上げていた。４割の生徒が家庭の事情から中退して

しまったクラスがあることなど、教育格差の深刻化について考えさせられた。また、

家計を支えるために働かざるを得ず退学を余儀なくされている生徒などに対し、先生

やカウンセラーが熱心に指導し、必死に支援している姿には頭が下がる思いだった。

貧困や虐待などの課題を抱える子どもたちにとって学校はライフラインでもあり福祉

的な役割も求められているが、予算的な裏付けがあるわけではなく、先生の熱意だけ

に支えられている現状が伝わってきた。武田アナウンサーの「学校を支えることは子

どもの人生の出発点を支えること」というまとめには、まさにそのとおりだと感じた。 

 

○  ２月３日(水)の歴史秘話ヒストリア「災害と日本人 先人はどう向き合ってきたの

か」を見た。1586 年の天正地震によって戦略拠点にダメージを受けた羽柴秀吉が東国

への侵攻を諦め、その結果、関東地方を与えられた徳川家康がのちに江戸幕府を開い
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たという話は興味深かった。新型コロナウイルスの感染拡大が、世界の政治経済に大

きな影響を与えている現代にも通じるものを感じた。1783 年の天明の大噴火で多くの

住民が亡くなった鎌原地区では、既存の職業や身分を越えて新しく家族が作られ、村

は一つの家族として支え合うという「一家」の概念まで生み出した創造力はすごいと

思った。奈良時代に疫病の流行が文化や宗教に変化をもたらした話からも、病気や災

害の影響の大きさを思い知った。1923 年の関東大震災後、地震学者の今村明恒さんが

防災の啓もう活動を積極的に行い自費で観測所を建設した話は、現在の災害を研究す

る組織の活動をほうふつとさせた。防災について当事者意識を維持することは難しく、

繰り返し注意喚起していく必要があるが、今回のようにさまざまな角度から災害の歴

史を見直すのは、その点でも大変意義深いと思った。 

 

○  ２月４日(木)のあさイチ「みんなでシェア旅 富山 富山の人気者スペシャル」を

見た。富山県は昆布の消費量がとても多いそうで、さまざまな食材を使った昆布締め

を紹介していた。魚は一般的だが、シイタケや鶏肉まで昆布締めにしているという話

には驚いた。新型コロナウイルスの影響で旅行しづらい中、地域の人たちのことばで

魅力が発信されていて大変うれしく感じた。 

 

○  ２月５日(金)のいしかわ令和プレミアム「おもてなし北陸 ｉｎ 石川県 能美市」

を見た。新型コロナウイルスの感染拡大前に外国人に人気だった取り組みを紹介する

など地域の魅力を引き出していて、すばらしい番組だった。九谷焼を身近な装飾品に

活用する取り組みは、一見当たり前だが、伝統的な業界であるがゆえに柔軟に実行に

移すことが難しい状況もあるので、このような挑戦を取り上げるのはよいことだと

思った。また、白山の湧き水が地域の人々によって保全されていることや、その湧き

水を使った飲食店を紹介しており、自然と人間の共生という点に着目していたのもよ

かった。旅やグルメ情報を楽しみながらも、地域の文化や自然にも関心を抱くことの

できる番組で、オーバーツーリズム対策の観点でも非常によい伝え方だったと思う。

今後もこのような番組を制作してほしい。 

 

○  ２月１１日(木)のワタシたちは ガイジンじゃない！「日系ブラジル人 笑いと涙

の３０年」(総合 後 10:20～11:33)を見た。宮藤勘九郎さんの脚本で、イッセー尾形

さんが一人芝居として、日系ブラジル人コミュニティーの歴史を演じていた。一人芝

居をしている舞台の奥では、団地で子どもたちが遊ぶ姿が映り込むなど、余白が感じ

られる珍しい番組の作り方だと思った。以前視聴した番組で取り上げられていた、新

型コロナウイルスの影響で職を失った日系ブラジル人がその後どうなっているかも知

ることができてよかった。番組全編でポルトガル語の字幕を表示していてとても画期

的だと思った。この番組を見てほしい人や必要としている人に届けるだけでなく、ポ
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ルトガル語の字幕を必要としている人たちも同じ社会でともに生きているのだという

ことを伝えていたと思う。「ガイジンじゃない、人間だ」というメッセージでまとめて

いたが、日系ブラジル人に限らず外国人労働者全体を巡る問題に通じるものだと感じ

た。宮藤さんの脚本は、一筆書きのように日本とブラジルの歴史を描き、それを人間

に落とし込んでいる点で、才能を感じさせるものだった。 

 

○  ２月１１日(木)「おはよう日本」を見た。大人が担うような介護の責任を引き受け、

サポートなどを行っている１８歳未満の子どもであるヤングケアラーについて、そう

いった境遇の高校生と以前苦労していた人たちによるリモート座談会の様子を紹介し

ていた。介護自体の大変さや介護中心の考え方から抜け出せないという悩みを語る

ヤングケアラーのことばには非常に説得力があった。経験者だからこそ伝えられる「自

分の目標も目指していいんだよ」という語りかけは、とてもためになるアドバイスに

なっていたと思う。 

 

○  ２月１８日(木)のあさイチ「シェア旅“静岡・浜松”驚きの絶景！春コーデ！あの

名曲を生演奏」を見た。全国的にはあまり知られていない地域の魅力を発掘し、地元

食材を使ったレシピや町おこしの事例も交えて紹介することで、地域を応援しようと

いう姿勢にとても好感を持った。浜松にも砂丘があることや、鉄道遺産に指定されて

いるトンネルをワインセラーとして利用している話には驚いた。地域ならではの情報

が魅力的に発信されており、気軽に楽しめた。 

 

○  「ＮＨＫのど自慢～おうちでパフォーマンス～」は、家族と自宅で歌った動画など

を放送し、リモート出演で投稿者本人の話も聞いていて、とても好感が持てた。舞台

で歌う「ＮＨＫのど自慢」もよいが、こういった演出も楽しいと思った。 

 

○  「【ドラマ１０】ドリームチーム」を見た。ストーリーには、現実にはありえないよ

うな部分もあったが、キャストの皆さんの演技のうまさに感心した。特に、主演の山

口紗弥加さんは表情が豊かで、引き込まれるような魅力を感じた。財前直見さんの豊

富な経験に裏打ちされた演技も楽しんでいる。３人の主人公たちがどう変化していく

のか、亡き恩師がどのように関わっていくのか、この先の展開も楽しみにしている。 

 

○  ２月１７日(水)のハートネットＴＶ ＃隣のアライさん「これだけは知ってほし

い！“コロナハラスメント”のこと」は、寛容な社会やコミュニケーションのあり方

を考えるきっかけとなる番組だった。感染を公にしたことで常連客を失ったカフェ経

営者や医療現場でコロナハラスメントを受けた当事者の生の声を伝えていた。さらに、

“マスク自警団”や“三密”状態に敏感な人など、感染への不安のせいで気づかない
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うちにハラスメントしてしまっているかもしれないことを鮮明に伝えており、自分自

身の感覚はどうなのか見返すきっかけにもなった。評論家の荻上チキさんは、感染リ

スクの回避と、マナーやルールといった倫理的な態度が混同されることでハラスメン

トが引き起こされるのではないかという心理面から深掘されたコメントで番組を深め

ていた。ハラスメントを抑制するという視点ではなく、人間はもともとそのような思

考をしてしまうものだという考えから展開していたのがとてもよかった。新型コロナ

ウイルスの影響が長期化する中で、それぞれの受け止め方に違いがあることを認識す

ることや、どのようにコミュニケーションを取るかがいかに大切かを改めて感じた。

また、感染による問題や変化をどう受け入れていくのかを、地域や社会といった側面

から考える番組にもなっていた。 

 

○  ＮＨＫプラスのプレイリスト「＃新型コロナウイルス」は、全体の放送時間が長い

番組でも、重要な情報の部分を短い時間で見られるように区切って紹介しており、と

ても便利だと思った。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年１月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 １月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２１日(木)、ＮＨＫ名古屋拠点放送局にお

いて、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、２０２０挑戦 コロナ禍のＲＡＤＩＯ「大学生のリアルを届けて」に

ついて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 稲村  修 （魚津水族館館長） 

 副委員長 松田  裕子 （三重大学副学長） 

 委 員 遠藤 英俊 （名城大学特任教授） 

 岡安 大助 （中日新聞社取締役） 

 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

 坂田 守史 （（株)デザインスタジオ・ビネン代表取締役） 

玉井 博祜 （能楽師／玉井屋本舗社長） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 平本督太郎 （金沢工業大学ＳＤＧｓ推進センター長） 

 廣田 憲吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

 安井 香一 （東邦ガス(株)代表取締役会長） 

 

（主な発言） 

 

＜２０２０挑戦 コロナ禍のＲＡＤＩＯ「大学生のリアルを届けて」 

（総合 １２月２２日(火)放送）について＞ 

 

○  １人の大学生の個人的な話で終わってしまうのかと思ったが、授業のオンライン化

による対面での交流不足や就職活動の苦労など、多くの大学生が直面している問題の

実態も伝えていた。ラジオは相手が見えないので与える影響をおもんぱかり、何をど

う表現して伝えるかに悩む姿など、学生らしい側面を映し出したドキュメンタリーに

なっていたので興味深く見た。ただ単に原稿を読むのではなく、伝え手が「伝えたい」

と思うことを発信できるラジオならではのよさを感じ、テレビ番組を通じてラジオの

魅力を伝えているような印象を受けた。大学生によるラジオ番組を起点としながら、

おもしろく展開していて見応えがあった。ラジオの医学的な効果を調べてみると、ラ

ジオの中でも特に天気予報を聞くと脳が活性化され認知症になりにくいのではないか
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という研究報告があるとも聞くので、ラジオと認知症予防の関係も詳しく知りたいと

思った。 

 

○  大学生の福田真依さんが番組パーソナリティーを務めることになり、最初は明るく

放送していたが、自分の話ばかりになっているのではないか、自分のことばで聞く人

を傷つけているのではないかと悩む中で、ことばの重要性に気づき、ふたたび前向き

になっていくという流れはよく出来ていると思った。地元のラジオ局から番組を託さ

れたということだが、どの時間帯に放送しているかや以前はどういった番組だったの

か、今は何を目指しているのかといった基本的なことも説明してほしかった。また、

彼女の番組に対するラジオ局側の評価やリスナーからの反応をもう少し紹介してもよ

かったのではないか。自宅にマイクがあればトークは彼女ひとりでできると思うが、

音楽はラジオ局から流しているのだろうかと疑問だったので、そのあたりの説明があ

るとよかった。福田さんがことばについて真剣に考えるきっかけとなった教授の指導

場面や、佐賀に帰省した際に母親が、ことばの使い方を扱った絵本を見せる場面など

重要なポイントとなる映像は、長期間にわたり密着していたからたまたま撮れたのか、

それとも、見込みがあって意識的に撮ったのか疑問に感じた。志田未来さんのナレー

ションは聞き心地がよかった。 

 

○  福田さんがラジオ番組を通じてさまざまな人と出会い成長していく姿を柔らかく

描いていた。また、伝えることの難しさや怖さを体験し、乗り越えていく姿にはみず

みずしさを感じた。学生どうしでオンラインゲームを長時間楽しむ様子は、大人たち

が知っている新型コロナウイルスの影響に苦しむ大学生の姿とは違う側面であり、彼

らなりに楽しく充実しているところが見られてよかった。ナレーションの声は透明感

があり内容に合っていたと思う。母親との会話には、繕うことのない本音が出ていて、

夢に向かって努力する娘をそっと応援する優しい気持ちが伝わってきた。そういった

自然体の映像を撮影できたのは、取材する側に心を許しているからであり、福田さん

たちとよい時間を共有して信頼関係を築いていたことが感じられた。イルミネー

ションに照らされた街の映像が随所に使われており、新型コロナウイルスの感染拡大

に翻弄される人々の心情を表しているように感じた。ラジオで流している曲の歌詞を

文字で表示し、歌に込められた思いを目に見える形で伝えていたのも分かりやすかっ

た。恵まれた自分とは違う辛い状況にある人について考え、どう伝えるべきか悩みな

がら、真摯（しんし）に向き合う姿は見ていて応援したくなった。放送を通じて「本

当に伝えたい」と思ったときに、自分のことばによって人を傷つけてしまうのではな

いかと、恐ろしさを感じたということにとても共感した。 

 

○  大学生や若い人たちにとっては、私の持った印象とは違い、より一層共感度の高い
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内容だろうと感じた。ナレーションも若い人に届きやすい声のトーンで、胸を打たれ

る場面もあった。福田さんの苦悩や成長は好印象で、これからも頑張ってほしいと思っ

たが、タイトルにもなっている今の大学生のリアルな状況があまり伝わってこなかっ

たので、大学生の目線でもっとたくさんの情報に触れたほうがよかったのではないか。

番組の焦点が、話が進むにつれて変化していったように感じられた。最終的には１人

の学生への応援の気持ちを抱いたものの、「ある学生の苦悩と成長への共感」なのか

「ラジオの価値の見直し」なのか「今の大学生のリアル」なのか、いくつかの焦点が

あり分かりづらかった。 

 

○  校内放送の経験しかないのに、いきなりラジオ番組を担当するのは並大抵なことで

はないので、それに対する覚悟が知りたかった。ラジオで紹介された大学生の声も、

友人と長時間ゲームをしたことを前向きな姿勢と取り上げていることに違和感を受け

た。大学に対する希望や切実な声などを届けたほうがよかったと感じた。また、ラジ

オ番組の放送開始から５か月後に、ゼミの教授が厳しくアドバイスする様子が伝えら

れていたが、それまでラジオ局からの指摘などは無かったのか、ラジオ局が彼女の放

送をどう見ているのかを伝えてほしかった。新型コロナウイルスの影響で困窮する学

生の声を取り上げたいが自分にその資格があるのかと悩む福田さんに、母親が絵本を

通じてことばによって助けられる人もいることなどを伝えていて、周囲の人々に支え

られて成長していくのだろうと思った。ただ、そもそもＮＨＫがなぜこの話題を取り

上げたのかと疑問に思う内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ラジオは聞き手が見えないからこそ、相手をおもんぱかってことばを

選ぶ必要のある媒体であるという側面を、うまく盛り込めるとよかった。

ラジオ局が、若者たちの生の声を伝えられる可能性を感じて始めた番組

だが、放送時間や誰がどのように制作しているかなどもう少し詳しく説

明してもよかった。取材は毎日ではないが数時間程度の密着を繰り返す

形で進め、絵本の話は母親から自然と出てきたものだった。出演者と制

作者の間でよい関係を築けていたから撮影できたのだと思う。いくつか

の焦点を一つにしぼることもできたが、新型コロナウイルスの影響下で

相手のことを思いやるという福田さんの葛藤から生まれたメッセージに

響くものがあり、大学生のリアルとともに両方の視点で伝えた。ラジオ

局が福田さんに要望を伝える映像もあったが、教授も同じように指導し

ていたのでそちらを放送した。若者を中心とした番組だが、周りの大人

たちのサポートもすばらしかったので、大人たちが若者とどう接してい

くかを考えるきっかけにもなればよいと思った。 
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○  密着ドキュメンタリーのようでいて、物語やドラマのような作りにもなっていると

感じた。ことばの力や報道のあり方というテーマに柔らかく踏み込んでおり、取材す

る側も考えさせられる内容だったのではないか。福田さんが教授や親など違う世代の

人からのことばをきっかけとして、伝えるということについて考え、行動に移してい

く姿にはとても好感が持てた。困窮している学生について、どう伝えたらよいか悩み、

ことばを探すものの、ふさわしいことばが出てこないという場面は胸に迫るものが

あった。アナウンサー志望ということだったが、単に原稿を上手に読むというだけで

はなく、取り上げる相手に寄り添いながら自身のことばで伝えるという観点で、幅広

く将来の仕事を考えてもいいのではないかと感じた。この番組を見て、ラジオはそれ

ができるメディアかもしれないと思った。東日本大震災のときに、震災関連のラジオ

番組が長期間放送されていたことが思い出され、ラジオというメディアの特性や意味

についても考えさせられる番組だった。 

 

○  新型コロナウイルスの影響を受け、大学生がどのような思いで暮らしているのか、

大学生の視点から描き出そうと試みた点が意欲的でよかった。ＮＨＫには各時代の出

来事について、何が起きたのかを記録する使命があると思うので、非常に重要な番組

だったと思う。関係者以外の構内への立ち入りを厳しく制限する大学もある中で、可

能な限り学生たちと近い距離で撮影しており、関係者への交渉など大変な努力があっ

たのだろうと思う。一方、番組の焦点がぼやけていると感じた。大学生の多様な実態

を全体像として示すのか、福田さん個人の苦悩を生々しく伝えるのか、テーマを絞っ

て伝えたほうがよかったと思う。学生たちの葛藤や苦悩という点では、撮影に制限が

ある中、撮影可能な部分での表現にとどまっている部分もあった。新型コロナウイル

スの感染が拡大する中、１人でもラジオ番組を続けると決めたときには、ラジオ局や

教授、仲間の学生たちと、ものすごい議論や葛藤があり、伝え手としての使命感と自

身の感染への恐怖とのせめぎ合いなどもあったと思う。そういった新型コロナウイル

スによる変化をもっと伝えることで、より踏み込んだ生々しい表現ができたのではな

いか。１０月１６日(金)のＮＨＫ地域局発「ＯＮＥ ＴＥＡＭ先生の熱血！自撮り日

記」は中学生や先生の視点で今を記録していて「コロナ禍のＲＡＤＩＯ」と共通点の

多い番組だと思う。自撮り映像を組み合わせながら一人一人の本音を表現し、葛藤や

それを乗り越える姿もうまく伝えていた。さまざまな伝え方があると思うので、新型

コロナウイルス感染拡大の中、試行しながら新しい番組の作り方に挑戦していってほ

しい。 

 

○  さまざまな角度で大学生の悩みや希望を伝えていたと思う。長期間かけて丁寧に取

材していると感じられ、一人の学生が成長する姿を表情豊かに伝えていた。街角の雑

踏や車内から見える風景からは、この街で暮らす学生の苦境が何となく想像できるよ



 5 

うに感じられた。福田さんの母親が見せた絵本の内容には共感でき、非常に感銘を受

けた。四国の母子家庭の学生から生活に困っているという話を聞く福田さんは、恵ま

れていると言いながらも自身も母子家庭である立場であり、ことばには表わせない複

雑な表情をしており、よい瞬間を捉えていた。挿入歌やナレーションも効果的でよかっ

た。学生だけでなく多くの人が悩む世の中で、ラジオの持つことばの力は非常に大き

いものであると感じられた。ラジオは一方的に聞いているようで、いつのまにかパー

ソナリティーと対話しているところがあると思う。新型コロナウイルス感染拡大の中、

全国からさまざまなことばや思いが伝えられ、それぞれの暮らしぶりのイメージが膨

らむといった特徴もあると改めて感じた。出演者それぞれの個性がことばから伝わっ

てくるところがラジオの一番の魅力だと思った。 

 

○  ＳＮＳなど情報の発信や共有ができる手段がさまざまある中で、なぜ今ラジオを取

り上げるのかと思い、興味を持って見た。ラジオの魅力は、パーソナリティーがリス

ナーとやり取りする中で、自身の伝えたい事を上手に訴えているところにあると思う。

ゼミの教授から伝え手としての覚悟やメッセージの重要性について指導を受けたり、

母親からのアドバイスや励ましを受けたりする中で、いろいろと考えながら一歩一歩

進む学生の姿を追いかけていた。また、新型コロナウイルス感染拡大の中で自身の就

職活動がうまくいかない様子や収入減に苦しむ学生の実態も伝えていた。１人の学生

の大学生活と成長を縦軸、新型コロナウイルス感染拡大によるさまざまな影響を横軸

に構成されていたが、それぞれが中途半端で、もやもやしたままで終わってしまった。 

 

○  タイトルはよかったが、誰に何を伝えるために制作したのかと思ってしまう内容で、

あまり共感できなかった。ナレーションが暗めな声だったので、見続けているうちに

気分が重くなってしまった。主人公が若い女性のところに、さらに若い女性の声を掛

け合わせていたがうまく合っていないと感じた。ナレーター選びはすごく大事なので、

声の仕事を専門にしている人を選んでもよかったのではないか。主人公の成長ストー

リーとしては、全体的にネガティブで冗長に感じられた。また、大学生の貧困の話や

帰省の場面は唐突に感じられ、演出や構成で疑問に思う部分があった。ラジオを通じ

て、ことばで伝えたいというのであれば、語彙や話し方、表現方法を勉強することも

大切だと思う。 

 

○  テーマや取り上げている要素はとてもよかったが、何を伝えたかったのか疑問に感

じた。アナウンサーを目指す学生が親や教授に支えられながら苦節を乗り越え、友達

や取材で出会った学生たちと交流しながら成長する姿を描きたかったのか、それとも、

新型コロナウイルスの影響に苦しむ学生たちのさまざまな状況を描きたかったのか、

よく分からなかった。伝えたいことをもっと明確にし、その解決策にまで迫ったほう
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がよかったのではないか。ゼミの教授の「伝えたいメッセージが無い人はマイクの前

に座るべからず」ということばには共感でき、一番印象に残る場面だった。テレビや

ラジオのアナウンサーやパーソナリティーはそういった思いを持って伝えているのか

実際のところは分からないが、多くの場合は原稿をいかに上手に読めるかが求められ

ているのではないだろうかとも思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

大学生の成長物語を主軸にし、さまざまな大学生の今もかいま見える

ように構成した。主軸となるテーマが分かりにくいというご指摘があっ

たが、より分かりやすく届けられるよう今後の参考にしたいと思う。学

生が悩んでいる等身大の姿は、こういった若者たちもいるということを、

若者だけでなく広い世代に知ってもらいたいと思って取り上げた。今回

は新型コロナウイルスの感染が拡大する中、ラジオという媒体の特性や

役割をどうやってうまく番組の中で生かすかに苦労した。こういう状況

だからこそ、これまでにない新しい番組作りにトライアルしながら、変

わりつつある世の中に生きる若者たちにまなざしを向け、問いかけとな

る番組にしたいと思いながら制作した。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月３１日(木)の第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦「今こそ歌おう みんなでエール」

(総合 後 7:30～8:55、9:00～11:45)を見た。過剰な演出がなく歌に集中できたのでよ

かった。放送後に、ＮＨＫが会見で一部は収録だったと説明していたが、新型コロナ

ウイルスの影響下でのリスクマネジメントとしては当然のことであり、時代や状況に

応じて制作方法が変わっていってよいと考えているので、話題となっていたこと自体

が不思議だった。一部、刺激が強いと感じる歌詞の曲も選ばれているように見受けら

れ、新型コロナウイルスによって気分が暗くなっている中、１年の締めくくりの番組

として、新しい年への希望や明るさにつながるような選曲をしてほしいと思った。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル ２０３０ 未来への分岐点（１）「暴走する温

暖化 “脱炭素”への挑戦」(総合 後 9:00～9:59)を見た。温暖化による影響につい

て、さまざまな分野からの科学的根拠を基に紹介し、海外の重要な人物のメッセージ

も併せて伝えていてよい番組だと思った。森七菜さんをナビゲーターに、温暖化の影

響を受けた未来からのメッセージがスマートフォンに届くといった演出など、若者が

見ても飽きない工夫がされていてよかった。小中学生に見せたところ、くぎづけになっ

ていたので、とてもよくまとめられたおもしろい番組になっていたと思う。「未来へ１
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７アクション」「地球のミライ」「ＮＨＫクリエイティブ・ライブラリー」とコラボレー

ションした番組で、それぞれのウェブサイトでは関連するほかの番組も見られたり、

番組に関する素材をダウンロードできたりして、すばらしいと思った。番組内でのコ

ラボレーションの紹介は、最後にロゴマークを少し表示する程度だった。こういった

取り組みは視聴者にもっと知ってもらえるよう、工夫して伝えてほしい。世界的には、

気候変動について変動を少なくする「緩和」と、すでに起きている変動に対応する「適

応」というふたつの領域をセットで議論することが多いが、番組では「緩和」しか説

明されていなかったので「適応」の視点からもしっかり説明してほしかった。地域放

送局には、このような地球規模の問題を地域と関連づけて伝えることが求められるの

ではないかと思う。ぜひ自治体や教育機関と連携し、地域に暮らす一人一人が自分事

として考えられる機会を生み出していってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＳＤＧｓは、ＮＨＫの公共メディアキャンペーンの一つのテーマであ

り、さまざまな部署が連携して取り組んでいる。視聴者がその一部を目

にしただけでも、それ以外の番組などキャンペーンの全体像が伝わるよ

うにしていきたいと思う。 

 

○  １月１０日(日)のダーウィンが来た！「さかなクンと大研究！フグ最強伝説」を見

た。番組内容そのものより、見る人が楽しめるかどうかを優先した印象を抱いた。娯

楽性を優先するのも一つの方針だとは思うが、結果として何を伝えたい番組だったの

かが分からなかった。モヨウフグが大きく育つ理由を検証する実験に、アマミホシゾ

ラフグの研究者が出演していたが、彼の研究内容も紹介してほしかった。骨格やとげ

などフグの多様性を伝えたかと思うと、トラフグの稚魚が毒化する研究例を挙げ、最

後は環境変化に柔軟に適応できる交雑種が増えたからフグの仲間は大繁殖を遂げたと

結論づけていたが、強引な感じのする締めくくり方だと思った。 

 

○  １月１４日(木)のクローズアップ現代＋「【医療崩壊の危機】入院・転院ができない 

現場からのＳＯＳ」を見た。東京だけでなく大阪や名古屋の病院、保健所の現状も発

信されていて非常によかった。ナレーションも番組に合っていて安心して見ることが

できた。ゲストのリモート出演はスタジオにいるのと変わらないように感じたので、

今後も定着させてよいのではないかと思う。新型コロナウイルス患者の受け入れに伴

い、通常の医療を制限せざるを得ない様子など、医療現場で実際に起きている出来事

を具体的に紹介していて、ひっ迫の度合いや現場で困っていることが非常に分かりや

すく伝わってきた。自粛が必要とことばで呼びかけるより、こういった番組を通じて

「医療現場に迷惑はかけられない」と感じてもらうことが、各自の行動を見直すきっ
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かけになるのではないか。医療崩壊ということばについて、具体的に何がどうなった

ら「崩壊」なのかの定義がわからず、番組としてすでに崩壊していると捉えているの

か、まだ崩壊していないと捉えているのかが気になった。 

 

○  １月１５日(金)のナビゲーション「どん底でも夢を～チアダンス・コロナ禍の青春

～」を見た。福井商業高校のチアリーダー部は本場の全米大会を９回も制覇してきた

強豪だが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、アメリカに行くこと自体できな

くなり大会出場の夢をかなえられなくなってしまった状況を、いかにして乗り越えて

いくのかを伝えていた。チアダンスは人を励ますものということもあって、地元で披

露してみんなを元気づけていくという新たな目的を見つけ、頑張って前に進んでいる

姿を見ることができた。監督には現代の感覚で見るとわずかに強引とも言える雰囲気

を感じたが、生徒のちょっとした変化をも感じ取る洞察力はすごいと思った。夢ノー

トは、高校での部活動に関する夢だけでなく、さらにその先の将来の夢も書いて人生

の目標にしているので、とてもよい取り組みだと思う。部活動のチアダンスだけにと

らわれず、卒業後の人生をどう設計するかにまでつなげていたのはおもしろい展開で、

とてもよい番組だった。また、出演者の天海祐希さんのコメントは的確だと思った。 

 

○  ナビゲーション「どん底でも夢を」は非常によい番組だった。福井商業高校チアリー

ダー部の実話が映画のモデルになっていると知ったときにも驚いたが、さらに全米大

会を９回も制覇していると知り本当に驚いた。監督は生徒たちに、なりたい自分を書

く夢ノートをつけさせて、やる気に火をつける役割を果たしていてとてもすごい監督

だと思った。もともとチアダンスは素人で、なぜこれほど強いチームを作ることがで

き、強豪であり続けられるのか、本当に感心した。卒業生が、就職を希望するも社員

の募集をしていない会社にみずから働きかけ、結果採用されたという話は、夢ノート

で育てられた行動力が実を結んだ例だと思う。自分もなかなか前向きになれず夢を持

てない若者に対して、心に火をつけられるような大人になりたいと率直に感じた。番

組ではアメリカに行けなくなったことや、一軍チームから脱落しそうな選手が悩みな

がらも克服していく姿を取り上げていて興味深かったが、監督を主人公にした番組も

ぜひ作ってほしいと思う。 

 

○  ナビゲーション「どん底でも夢を」を見た。福井商業高校のチアリーダー部は地元

ではすでに何度もメディアで取り上げられてきており、あまり代わり映えしない内容

だと感じた。夢ノートもすでにさまざまなメディアで取り上げられているので、もっ

と踏み込んだ内容にしてもよかったのではないか。監督について深く掘り下げてもよ

かったように感じる。ただ、地元以外の人に広く伝えられたことはよかったと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

「番組を通じて何を伝えたいのか分からなかった」というご意見を多

くいただいた。特に「コロナ禍のＲＡＤＩＯ」に対しては、テーマの大

切さについて指摘していただいた。番組を作るときは放送時間の長さに

かかわらず、基本的に一つの番組につき一つのテーマだと思っている。

きちんと伝わるかどうかは難しい部分もあると思うので、今後もしっか

りと伝わるようにしていきたい。ナビゲーション「どん底でも夢を」に

ついては、監督や全国大会の模様をメインにすることもできたが、夢と

いうテーマに特化して制作した。これからもテーマを大切にし、何を伝

えるのかを意識しながら制作していきたいと思う。 

 

○  １月１８日(月)のストーリーズ「冬 試練の翼～ＡＮＡ・社員たちの苦闘～」は、

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、航空会社を取り巻く状況が大きく変わってし

まったことをよく伝えていたと思う。これまで、古いがまだ飛べる飛行機は、ほかの

会社に売却されて再利用されていたが、今は売却先もなく、部品に分解しなければ売

れない事態にあることを知り、とても大変なことだと感じた。まだ飛べるにもかかわ

らず最後のフライトとなった飛行機を見送る整備士の姿や、搭乗客が減って閑散とし

た状況の中、不安を抱えつつ目の前の乗客のために頑張る地上係員の様子など、これ

まで自信と誇りを持って働いてきた人々をとりまく状況が一変してしまったことがす

ごく伝わってきた。社長から社員へ「自分たちの力で乗り切り、再び成長軌道に戻る

ための主役はみなさんです」と言っていたことにとても共感できた。ただ、もっとい

ろいろな航空会社を扱ったほうがよかったのではないか。一つの民間の会社だけを取

り上げたことにどういう意味があったのかと疑問に感じた。 

 

○  ストーリーズ「冬 試練の翼」を見た。新型コロナウイルス感染拡大による鉄道や

航空会社の厳しい状況について日頃から変化を感じていたが、まさに苦闘している姿

をまざまざと見ることができた。社員の本音を聞くことができ、生々しい不安などが

強く伝わってくる内容だった。ただ、不安な状況を伝えるだけで終わってしまったの

で、最後に少しでも明るい兆しを伝えられたらさらによかったと思う。 

 

○  ストーリーズ「冬 試練の翼」を、西島秀俊さんのナレーションはどんな雰囲気に

なっているのか興味を持ちながら見た。新型コロナウイルスの影響下で奮闘している

航空会社の社員の表情や生のことばが胸に迫ってきてよかった。 

 

○  １月２日(土)の「１００分ｄｅ萩尾望都」(Ｅテレ 後 9:30～11:10)は、少女漫画の

神様とも評される漫画家の萩尾望都さんの作品を文学として読み解いており、先駆け
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て“毒親”というテーマを取り上げたり、フェミニズムの視点から描いてきたことが

よく分かる内容だった。番組からは、出演者の作品を愛する気持ちが伝わり、萩尾さん

の作品をとても大切に扱いながら制作していることが感じられて心地よかった。「ポー

の一族」を取り上げる時点で、すでに６時間収録していると言っていたが、放送され

なかった部分も見てみたいと思った。舞台「ポーの一族」のインターネット配信日に

再放送があったので、ＳＮＳに「両方とも楽しみにしている」といった声があり、相

乗効果が生まれていてよかったと思う。 

 

○  １月１６日(土)のＥＴＶ特集「円空 仏像に封印された謎」を見た。円空研究家の

長谷川公茂さんは円空仏や古文書を探す旅をし、円空が 1632 年に岐阜県の羽島で生

まれたことを解明した。さらに、さまざまな古文書を調べて分かったこととして、円

空は幼くして寺に預けられたが飛び出して修験者となり、富士山に籠もって１２万体

の仏像を彫って願いの成就を祈ったことなども紹介されていた。これが思いもかけな

い修験者姿のオープニングにつながったのだろう。円空が羽島に奉納した十一面観音

は２メートルほどの大きな仏像でふたがあり、決して開けてはならないと言い伝えら

れていた。これを調査のため開封したところ、中から母親の形見と考えられる鏡など

が出現し、母を慕い成仏を願っていたことが感じられた。円空は、人々の幸せを願っ

て断食によって最期を迎えており、生涯人々に寄り添い続けたことが伝わるよい番組

だった。 

 

○  １２月２８日(月)のＢＳ１スペシャル「世界一の投手をめざす～ダルビッシュ有が

語る活躍の秘密～」(ＢＳ１ 後 8:00～8:49)を見た。メジャーで日本人初の最多勝投

手となったダルビッシュさんが、変化球や球速を進化させようとひたすら探求する求

道者のような姿を見ることができた。分析ツールを最大限に活用することで自らの弱

点を研究し、日々のトレーニングや実践によって新たな変化球を生み出していること

を伝えていた。ダルビッシュさんならではの球種が生み出される秘密について、すべ

ての試合で集中して試行錯誤を重ね、対戦相手が繰り出す対策を上回る対処法をネッ

トを活用して研究していることを、彼へのインタビューによって解き明かしていた。

世界一のピッチャーになるよりもみずからが思い描く変化球を投げたいという、“変

化球アーティスト”であるといった紹介には共感できた。新型コロナウイルスの流行

による社会問題を取り上げる番組は数多くあるが、こういった一つの道を究めた人の

考え方や行動を紹介する番組は、人間関係や精神のあり方のヒントになって元気を与

えてくれると思った。今、さまざまな悩みを抱えている人も多いが、ダルビッシュさん

は、自分の価値を知り、能力を使い尽くすことに集中してみようというメッセージを

分かりやすく届けていたのではないか。対面ではなくリモートでのインタビューだっ

たので、直接語りかけてきているように感じられたのもよかった。 
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○  １２月２２日(火)のイッピン「特殊素材を暮らしの中へ～神奈川 町工場発 生活

用品～」では、中小企業が独自の技術や設備を活用し、新しい製品を作り出す取り組

みを紹介していた。石英ガラス加工の職人技を時間をかけて伝えつつ、呼び鈴を開発

したことが紹介されていた。すでに、ガラス製品は観光地で細工を体験できたり風鈴

やビードロといった定番のお土産になっているので、商品企画やブランディングが課

題になるのではないかと思った。切削加工技術を生かしたカーボングラファイト製の

鍋は、熱すると遠赤外線を発する特徴があるが値段も高そうなので、付加価値と値段

が見合うと考える材料としても消費者にとってはよい商品だと思った。ただし中小企

業の技術を生かして新たな展開を目指す努力には共感したものの、消費者ニーズより

も作り手がよいと思って作った物に偏っていると感じた。それぞれの取り組みについ

て、もっと掘り下げてほしかった。 

 

○  １月１９日(火)のイッピン「ガラスの町に新しい風～富山 ガラス製品～」を見た。

富山市は古くから多くのガラス作家が活動する町で、幻想的なスノードームやパッチ

ワークのような小鉢、立山連峰をイメージしたグラスなどを、制作している若い女性

作家３人とともに紹介していて大変よい番組だった。ガラス製品は海外の人に人気が

あってよく買いに行くが、また行きたくなるような内容だった。 

 

○  今月上旬の大雪に関する「ニュースザウルスふくい」の報道は、過去の教訓がしっ

かりと生かされており、注意喚起が十分に行われていたと思う。３年前の大雪からあ

まり期間が空いていなかったため、報道の中では生かされることがたくさんあり、ま

た、視聴者も即座に反応できたのではないかと思う。ただ、福井放送局のＳＮＳによ

る情報発信は、放送したニュースの内容を省略して伝えているだけで、メディアの特

性を十分に生かせていないように感じた。公共メディアとしてはそれぞれの特性に合

わせた情報の発信を意識することで、よりアクセスされ、情報の取り上げ方も一面的

ではなく多様になるのではないか。 

 

○  豪雪に関するニュース報道を見た。富山放送局が除雪の初動が遅れていることをす

ぐさま伝えていてとてもすばらしい報道だった。ただ、豪雪による渋滞に巻き込まれ

たときにラジオから得られる情報が少なくて困った。災害時にはラジオが貴重な情報

源になるので、ふだんより手厚く災害情報を伝えるなど、よりよい対応を検討していっ

てほしい。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１２月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 １２月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１７日(木)、ＮＨＫ名古屋拠点放送局に

おいて、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、金とく 中部ネイチャーシリーズ「立山カルデラ 崩れる大地に挑む」

について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 稲村  修 （魚津水族館館長） 

 副委員長 松田  裕子 （三重大学副学長） 

 委 員 遠藤 英俊 （名城大学特任教授） 

 岡安 大助 （中日新聞社取締役） 

 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

 坂田 守史 （（株)デザインスタジオ・ビネン代表取締役） 

玉井 博祜 （能楽師／玉井屋本舗社長） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 平本督太郎 （金沢工業大学ＳＤＧｓ推進センター長） 

 廣田 憲吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

 安井 香一 （東邦ガス(株)代表取締役会長） 

 

（主な発言） 

 

＜金とく 中部ネイチャーシリーズ「立山カルデラ 崩れる大地に挑む」 

（総合 １１月２０日(金)放送）について＞ 

 

○  番組を見て立山カルデラの存在を初めて知った。美しい自然の映像や知らない内容

がたくさんあり非常に楽しく見た。森山春香アナウンサーの語りや服部隆之さんの音

楽も良かった。たいへん優れた番組だと思った。以前ほかの番組で、富山の用水路は

水の流れが速く死亡事故が多いという話があったが、今回紹介された常願寺川が国内

屈指の急流河川であることとつながっているように感じた。「なぜ崩れるのか」とか

「どんな場所なのか」といった視聴者の素直な疑問をまずナレーションで語り、その

うえで答えを明らかにするという構成も非常に分かりやすかった。一方、連続して１

８段もの“世界一のスイッチバック”があるトロッコ列車を空撮映像を使って紹介し

ていたが、イラストなどを使って説明してくれればより分かりやすかった。ほかにも
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間欠泉の仕組みや、マグマで固まった安山岩が温泉の成分で変化して崩れやすくなっ

ていることなども、図解や科学的な解説がもう少しあれば、さらに理解が深まったの

ではないかと思う。 

 

○  立山カルデラについてはまったく知らなかったし、息を飲むような絶景シーンも随

所にちりばめられていて大変楽しかった。常願寺川流域の平野にある巨石の話で始ま

り、冒頭から興味をそそられた。立山カルデラがどのようにして出来たのかや、えん

堤がどうやって土石流を防ぐのかを、実験映像などで分かりやすく紹介していて勉強

になった。体力があるイメージの宍戸開さんでも苦労しながら山を登る様子からは、

山深く傾斜のきつい場所であることがよく伝わってきたが、感想やコメントにやや

すっきりとしない表現があったと思う。冒頭で土石流の白黒映像を紹介していたので、

江戸時代以降も大きな災害が続いたのだろうと思うが、とくに説明されていなかった。

昭和４０年代に立山温泉が廃湯になった理由も知りたかった。１０日お湯が出続ける

間欠泉は世界的に珍しいと紹介されていたが、間欠泉そのものをよく知らない人も多

いと思うので、ほかはどうなのかについても触れてほしかった。泥谷砂防えん堤とい

う人工物によって自然が守られているという話は意外で温かい気持ちになった。 

 

○  立山カルデラのことは全く知らなかった。美しい景色やトロッコ列車のスイッチ

バックなども知らないことばかりで、とても感銘を受けた。間欠泉にも行ってみたい

と思った。番組では、教科書には書かれていない“知られざる歴史”が扱われており、

「護天涯」と刻まれた石碑からは、えん堤を作って災害から県民を守りたいという当

時の富山県知事の意気込みが感じられた。砂防ダムは自然破壊につながるひどいもの

だと思い込んでいたが、そういう一面だけではないということを教えてもらった。砂

防えん堤建設の道のりは、まさに自然との闘いであり、地域を守り育む縁の下の力持

ちなのだろうと感じた。立山の砂防えん堤が日本の２０世紀遺産に認定されたことか

ら、そういった歴史や功績を、しっかりと見ている人は見ているのだと思った。知ら

なかったことを学んだだけでなく、人間と自然との闘い、せめぎあいを立山カルデラ

が具現しているようで、非常に興味深く、感動して見ることができた。 

 

○  今年の中部ネイチャーシリーズは「人と自然が育んだ歴史」をテーマに取り上げて

おり、ナレーションや出演者の解説を通じて謎解きをしていくような展開で、幅広く

新しい知識が得られ、最初から最後まで引きつけられた。石碑に刻まれた「護天涯」

という言葉や、人工物でありながら自然と調和して作られたえん堤からは、自然とう

まくバランスを取りながら、災害から人々の暮らしを守っていきたいという、昔も今

も変わらない人間の願いを感じた。そのためタイトルにある「挑む」ということばに

は違和感があった。自然と人々がどう共存してきたかや人間の知恵や技術によって刻
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まれてきた長い歴史が描かれていたので、「共存」や「共生」のほうが番組のイメージ

に近いのではないか。旅人の宍戸開さんは、最初ことばづかいが少し気になったが、

最後まで見ると、きれいに飾られた借り物のことばよりも素直な感想を話す姿に好感

を抱いた。案内人を務めた砂防博物館のみなさんは、ことば選びが知的で説明が非常

に分かりやすかった。自然をダイナミックに取り上げるだけではない“新しいネイ

チャーシリーズ”として非常に見応えがあった。 

 

○  大自然の力とそれに挑む人々の闘いを描いた壮大な内容でとてもおもしろかった。

旅人の宍戸開さんはエネルギッシュで険しい山を登る姿を見ていても何の不安も感じ

なかった。立山連峰は富山の至るところから仰ぎ見ることができる象徴的な山で、険

しいが親しみも感じる存在だが、立山の土砂崩れが人々を悩ませてきたという歴史は

知らなかった。スイッチバックを繰り返しながら標高差 640 メートルを進むトロッコ

列車の映像はスリル満点だった。火口部分が何度も崩壊してできる侵食カルデラは珍

しく、貴重な映像だった。常願寺川が日本一の急流であることが、土石流を発生させ

る大きな原因であることや、過去にはその災害で数多くの人命が奪われたことを知る

ことができた。また１０日ほどお湯が出続ける間欠泉は世界でも珍しく、温泉の成分

が安山岩を粘土状にすることで土砂崩れが起こりやすくなっていることも初めて知っ

た。明治時代のえん堤跡に積み上げられた大きな石からは、山深い高地で作業に携わっ

た人々の努力と強い思いが感じられ、頭の下がる思いがした。泥谷砂防えん堤を建築

したことで荒れた土壌が安定し自然の回復に役立ったことや、土砂と水利をコント

ロールしている白岩えん堤の話からは、自然の大きな力への畏怖を感じ、人間の知恵

で自然に立ち向かう人々の姿には心からの感動と敬意を抱いた。砂防博物館と立山砂

防事務所のみなさんの話ぶりは、自然体で淡々としておりよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

図やイラストを使って解説をすれば分かりやすくなるが、詳しく説明

しすぎると話の流れを止めてしまうことや、かえって難しく感じさせて

しまうこともあるので、バランスを考えながら適切に使用していきたい

と思う。また、新湯の間欠泉の中がどうなっているかは、まだはっきり

とは解明されていないため、ナレーションでの説明とした。タイトルの

「挑む」ということばについては、「共存」や「共生」なども考えたが、

えん堤を建設し始めた当時の人々は、少ない技術でなんとか災害を防ご

うと苦慮していたことを考えると、「挑む」がふさわしいと考えた。 
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（ＮＨＫ側） 

巨石が中流まで流されるような大きな災害は、安政５年の災害以降起

きてないが、土砂災害は数年に１度程度起きている。その際、立山カル

デラの中のえん堤は何度も壊れているが、えん堤のおかげで人々が暮ら

す地域での大きな被害は完成前ほど起きていない。冒頭の昭和４４年に

起きた災害の映像では、ダンプカーが押し流されていて衝撃的だが、こ

の時も甚大な被害は発生していない。 

 

○  知恵と工夫を凝らし大変な労力をかけて自然に立ち向かってきた先人たちの努力

を、土砂が短時間で埋め尽くし、無力化してしまう自然の圧倒的なパワーを改めて認

識した。最近の例では６年前の南木曽町で、土石流の発生により道路が寸断され、鉄

橋も流される被害があった。また、台風から１週間後の西山温泉に行ったところ、た

くさんの傷跡が残されており、現地の人から「土石流の中で大きな岩がぶつかり合い、

その音が地面から響いてきてとても怖かった」と聞いたのを思い出した。番組を見て、

木曽川で頻繁に見かける巨石も長い年月をかけて上流から流れ落ちてきたのだろうと、

自然の力、時間の力の大きさに思いをはせた。ことしのネイチャーシリーズは日帰り

での撮影だったためか、ちょっとした旅番組のように感じる部分もあった。しかし、

今回はしっかりしたロケによる貴重な映像がたくさん盛り込まれており、前編と後編

の２回に分けて放送してもよいのではないかと思うほど、とても充実していた。 

 

○  立山カルデラを地図で見ると、非常に広くて山の向こう側という印象を受けるが、

ふもとの住人にとっては背後に迫る大きな脅威だと感じられた。常願寺川中流にある

大転石から上流に位置する立山カルデラまで、江戸時代の絵図やアニメーションを

使って説明しており全体像がよく分かった。旅人の宍戸開さんはスポーツマンで番組

のイメージに合っていたと思う。また、自身のキャラクターをあまり出さず、リポー

トに徹していたのがとてもよかった。我々の知らないところで、何度も災害に遭いな

がらも、砂防施設の難工事に挑み、居住地を守ってきた“守る側”の人たちの姿をよ

く伝えていたと思う。およそ 100 年前の建築当初の写真や昔の映像などはとても貴重

な資料だと思った。また、「人の力を最大限振り絞った形である」というコメントにも

共感した。災害から“守られる側”の人たちの思いをもっと伝えてほしいとも感じた

が、最後に、えん堤に彫られた「護天涯」の文字に込められた当時の知事の思いが紹

介され、“守られる側”の気持ちを代弁しているように感じた。まさに、災害との闘い

は終わることがないのだと思った。えん堤は単独ではなく連なってこそ機能が発揮さ

れるとの説明には、なるほどと思った。上空から見た、人工物であるえん堤の連なり

とともに自然林が広がる姿にはとても感動した。 
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○  これだけの内容を４３分でよく紹介できたという印象で、学ぶことも多く楽しく見

ることができた。立山について改めて知ることで、富山平野から見る立山の印象がこ

れまでとはずいぶん変わったように感じている。砂防ダムがいかに富山平野を守って

いるかということや、人々の豊かな暮らしの裏側にはおよそ 100 年前から作られてき

た砂防えん堤の支えがあり、今もなお災害と闘っている人たちの存在を知ることがで

きたのは貴重だった。宍戸開さんは自然体でよかった。自ら大きな岩を持ち上げよう

としても持ち上がらず、「これより重い岩を並べていた」というコメントからは人力に

よるえん堤建設の大変さが伝わり、自分の手で土を触って崩れやすい土壌であること

を見せるアクションもよかった。冒頭に立山と常願寺川周辺の簡単な地図が示された

が、大まかすぎるように感じた。衛星写真などで位置関係を詳しく見せたほうが、立

山と常願寺川、富山平野の全体的なつながりが理解でき、えん堤の大切さがより伝わっ

たのではないか。ＣＧを使った陥没カルデラと侵食カルデラの違いや模型を使った砂

防えん堤の説明はとても分かりやすかった。 

 

○  富山平野とその奥に見える山を思い浮かべながら楽しく見ることができた。美しい

自然の映像や服部さんの音楽もとても素晴らしかった。温泉跡地や慰霊碑、石に彫ら

れた「護天涯」という言葉からは、人間と自然の歴史を垣間見ることができてとても

よかったと思う。４３分の中で次々と新しい情報、私にとっては発見ともいえる情報

が出てきたが、ところどころで今何を伝えているのかを見失う場面があった。「カルデ

ラの成り立ち」「人間と自然の歴史」「地形」といった、何らかの軸となるものを設定

し、それに沿って話が展開すれば、見る側も迷うことがなかったのではないか。ただ、

全体としてはとてもおもしろい内容だったと思う。 

 

○  「人と自然の関わり」というテーマは、普段はあまり自然番組を見ない私の心にも

刺さり、すごくよい番組だった。日本ジオパークに認定されている地域を、こういう

切り口で紹介することは非常によいと思う。立山と同じく日本三大名山であり日本ジ

オパークでもある石川県の白山もぜひ紹介してほしい。ＣＧを用いた侵食カルデラの

説明や模型を使った砂防えん堤の効果を示す実験は、非常に分かりやすかった。人が

自然と共存し、土砂崩れにどう対処すればよいのか、改めて考えるきっかけになった

と思う。えん堤のような人々の英知が集まった取り組みについて詳しく知ることもで

きた。今後、異常気象による大雨で土砂崩れの被害も大きくなる可能性があるという、

われわれの身に迫る危機とあわせて構成すれば、さらによかった。泥谷砂防えん堤の

ような人工物が土壌を安定させ、自然と緑を回復させていることは非常に興味深かっ

た。気候が大きく変動している現状においては、人の手が加わることで初めて生物の

多様性が生まれることも多く、そうした取り組みの重要性にも触れられれば、奥深く、

メッセージ性が強い、さらによい番組になったのではないかと思う。 
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○  ３年前、調査のために立山カルデラへ入った際には、道は整備され、たくさんの重

機が稼働し、川の水が茶色く濁っていたことにがっかりした記憶がある。しかし、番

組でも紹介したように、昔から防災のための工事が行なわれてきた場所であり、富山

県民の安全を考えれば致し方ないことだと思う。今回の番組は、今も富山平野に残る

いにしえの大石や歴史、新たに発見された先人の防災事業の痕跡などを紹介しており、

知らない内容もあって楽しく見ることができた。短期間での撮影や番組制作には苦労

も多かったと思う。自然番組というよりもカルチャー番組のように感じる部分もあっ

たが、自然に溶け込んだ歴史的な構造物は、まさに「ネイチャー」であると感じた。

次はぜひ、立山カルデラにいる動植物にも焦点を当ててほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

人の手が加わることで生物の多様性が実現できる可能性や、立山カル

デラのこれまでの 100 年の取り組みが未来への大きなヒントとなり得る

ことも伝えたいとは考えていたが、次回以降の課題にしたい。今回は立

山カルデラを中心に伝えたため、“守られる側”の人々の気持ちをあまり

取り上げられなかったが、視聴者からは「富山県は災害の少ない県だと

思っていたが、えん堤によって守られていたことを全然知らなかった」

という声が寄せられた。地元住人が災害の少ない県だと思うほど、えん

堤が生活には欠かせないがあまり知られていない空気のような存在なの

だと改めて気づいた。自然番組として、今回のような人工物を大きく扱

うことがふさわしいのかとも考えたが、自然の中に作られたコンクリー

トのえん堤が、実は人々を守るための大切なものだと伝わればという思

いで制作した。 

 

（ＮＨＫ側） 

コンクリートは永久にもつ物ではなく、昔作られたえん堤などが自然

に溶け込んでいる姿からは、いずれ土に帰っていくのだとも、廃墟のよ

うだとも感じられた。山が多く平野が少ない日本ではどこに住んでいて

も、同じように土砂災害を防がなくてはならない。立山カルデラからは、

どのようにして自然とともに生きていけばよいのか、考えるきっかけを

もらったと思っている。そのことを伝えたいと思いながら番組を制作し

た。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１４日(土)のブラタモリ「飛騨～アゲアゲの飛騨！そのヒミツは？～」を見

た。もともと米が取れない地域だった飛騨の高山に城下町を築いた理由として、銀や

鉛が採れる鉱山があったからだと伝えていた。その後、東洋一の規模と言われた神岡

鉱山となり、跡地にスーパーカミオカンデが建設されたという展開はおもしろかった。 

 

○  １１月２６日(木)のあさイチ「みんなでシェア旅 “岐阜”」を見た。新穂高の霧氷

は珍しい現象でとても印象的だった。２階建てロープウエーからの眺めや雪化粧した

山の映像もすばらしかった。岐阜城と月の映像は合成ではないかと思うほどの出来で、

とてもインパクトがあった。美濃和紙で作ったあかりアートを展示するイベントは２

０年ほど前から続いており、伝統を大事にしながら新しいことにも取り組む活動とし

て紹介されていてよかった。最後に柿を取り上げていたが、岐阜県には「富有柿発祥

の地」の記念碑があるので、ぜひ紹介してほしかった。 

 

○  １１月２９日(日)のＮＨＫスペシャル「ある、ひきこもりの死 扉の向こうの家族」

を見た。8050 問題は親側の問題として捉えていたが、番組では子ども側の問題として

取り上げていた。ＮＨＫでは「＃こもりびと」プロジェクトを展開しているが、タイ

ムリーに社会問題を取り上げたよい取り組みだと思う。ただ、この番組は現状の報告

にとどまっていたので、物足りなさを感じた。引きこもりは全国で 100 万人、４０歳

から６４歳で６１万人と推計されているが、６５歳以降のデータが十分ではないこと

に不安を感じていた。助けを求めない、求められない人はたくさんいる。親の年金で

子供が生活するという状態が３０年、４０年続くと問題が顕在化してくる。本人や家

族が周囲に助けを求めることや、ＳＯＳを出せない家族をどうするのかといったこと

が必要だと感じた。これからは高齢化などで一人では生活できなくなる人がさらに多

く出てくるだろう。この番組はひきこもりの現状報告、この問題の入口のような内容

だったので、その結果、対策が弱いという印象が残った。もっと行政が積極的に対応

するべきだと思うし、成功事例を積み重ねていくことで、助けられる人たちが増えて

いき、ひきこもりの人が社会に復帰できるということにつながると思う。現状報告に

とどまらず、「こうすれば、うまくいく」といった提案型の番組があっても良いのでは

ないか。ＮＨＫは以前、認知症対策について継続的に取り上げており、認知症の周知

という面ではとても意味があった。ひきこもりについても、どうすれば社会がより良

くなるのかといったことまでを見すえた取り組みに期待したい。 

 

 

 



 8 

○  １１月３０日(月)の逆転人生「魂の解放！ＬＧＢＴパレードはこうして生まれた」

を見た。９０年代に日本にもエイズが入って来て、同性愛者が迫害を受ける中、ＬＧ

ＢＴパレードや人権活動が始まった時代を扱っていた。日本で初めてパレードを開催

した南定四郎さんが当時のことを語る口調にはとても熱がこもっていて好感が持てた。

再現映像では、バーのような場所での刹那的な出会いが描かれていたが、登場人物が

みんな特徴的な口調で話しており、過剰な演出のように感じた。 

 

○  １２月４日(金)の金とく「２２２２ 社会人２年目リアル」を見た。社会人２年目

のディレクターが、新型コロナウイルス感染拡大の中、これまでのように働けなくな

り、仕事は楽しいものかと疑問を抱いて企画されたのだろう。今の若い人たちは、少

ない人数で高齢者を支えなければならず、自分たちが年金をもらえるのかという不安

や、明るい未来を思い描けず、将来や仕事に対する不安を抱えている世代だと思う。

今の若い人にそんな思いしかさせてあげられなかった世代としては、申し訳ない気持

ちにもなった。番組では、そんな若い人たちの本音が出ていて新鮮だった。楽しんで

働いているかという質問に対し、看護師の「命に係わる仕事であり、楽しいかどうか

は考えたことがなく必要とされていることを実感している」、空港案内スタッフの「自

分のためというよりも人のため、笑顔を見られればそれでよい」といった前向きな答

えが多かった。ほかにも「お金をもらうのは大変なことだが、それでも頑張らなくて

はならない」「将来に不安はあるが自分たちこそ打開策を考えていかなくてはならな

い」ということばも聞くことができて、社会の色々なところで頑張っている人たちの

素顔が見られたのは良かった。番組の最初に育成のヒントを探ると言っていたが、一

般の人が見ると「何を甘いことを言っているんだ」と感じる人がいたかも知れないし、

自分も多少そのような印象を持った。 

 

○  １２月４日(金)の越中とやまスペシャル「鈴木忠志“ニッポン”を問う」を見た。

新型コロナウイルスの感染拡大が社会に与えた衝撃を７５年前の敗戦になぞらえた舞

台を演出する鈴木さんに密着していた。冒頭から演劇の力強さに魅了された。新型コ

ロナウイルスの感染拡大で日本人の精神活動が停滞し、人間関係が崩壊することへの

危惧を淡々と語る鈴木さんの話には説得力があった。内容はとても洗練されていて構

成や映像もすばらしかった。録画して再度視聴したときには、鈴木さんの話は、新型

コロナウイルスの感染拡大による影響というよりも、戦後日本の話ではないかとか、

感覚が浪花節的、演歌調になっているのではないかといった様々な思いが湧いてきた。

それが制作者の狙いかどうかは分からないが、見るたびにさまざまに感じることがで

きる番組だった。 
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○  １２月５日(土)の「里親を増やそう！」(総合 前 10:05～10:48)をＮＨＫプラスや

ＮＨＫオンデマンドで見られなかったのでとても残念だった。地域放送局で放送した

番組の配信もお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫプラスでは、来年度中に地域向けに放送した一部の番組の配信

を始めたいと考えている。 

 

○  １２月５日(土)のブラタモリ「白川郷～白川郷はなぜ美しい？～」を見た。白川郷

の美しさはそこに生活があるからという切り口で、合掌造りの建物が整然と同じ方角

を向いているのは太陽の光で屋根の雪を解かすためだという説明には、なるほどと感

じた。昔は養蚕や硝石の生産をしていたが、今はどうやって生計を立てているのか気

になった。 

 

○  １２月５日(土)のＮＨＫスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」を見た。新型

コロナウイルス感染拡大により、女性の雇用や暮らしに深刻な影響が発生している現

状を伝えていた。女性の４人に１人が解雇や雇い止めといった大きな影響を受けてい

ることや、１０月の自殺者数が前年同月比で男性の２１％増に対して女性は８２％増

にまで達している事実に驚き、女性の生活が本当に厳しくなっていることを感じた。

共働き世帯の数は専業主婦世帯の２倍以上あり、女性の収入が世帯の３割を占める家

庭も増えているので、女性が仕事を失う事の家計全体への影響も大きくなっている。

教育費や食費を削らざるをえない家庭もあるというのを見て、非常につらい気持ちに

なった。女性の年金は男性と比べて約６万円低く、高齢の女性が仕事を失うと生活が

維持できず、生活保護を受けるのも難しいという状況は深刻に感じた。５歳の子ども

を育てながら短時間勤務をしている人が、自宅近くの店舗が閉鎖され、通勤に片道２

時間かかる別の店舗への異動を打診されているのを見て、なぜそんな理不尽なことに

なってしまうのかと思った。子どもがお母さんを労っている姿を見て、この子どもの

ためにも、しっかりご飯が食べられ、一緒に遊ぶ時間も作れるような仕事があればよ

いのにと感じた。ことしは、子どもへのクリスマスプレゼントを買うお金も食費に回

さざるをえないという話を聞いて、とてもつらい気持ちになった。新型コロナウイル

ス感染拡大で身近な人と一緒に過ごす時間が増えて幸福度が上がったという調査もあ

るが、それは恵まれている人の話だと思う。女性が多く働く飲食業や旅館業といった

サービス業への打撃は大きく、生活への影響は非常に深刻だと感じた。子どもにまで

影響が及んでしまうと日本の未来も心配になるので、単に女性やシングルマザーの問

題ではなく、次世代を担う子どもたちを社会全体で守っていく必要があることも改め

て感じた。 
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○  １２月８日(火)のＮＨＫ地域局発 ナビゲーション「どうなる？私たちの医療」を

見た。新型コロナウイルス感染拡大で病院経営が厳しくなっており、地域医療のあり

方が非常に懸念される状況にあることを伝えていた。毎日のように医療がひっ迫して

いると耳にしているのでとても大切なテーマだと思うが、中部地方で最初に放送され

た１０月２３日(金)からは１か月半もたっているので、状況が変わっているのではな

いかと感じた。もっと早く「ＮＨＫ地域局発」でも放送できれば、さらに意義があっ

たと思う。なぜ新型コロナウイルスの感染者を受け入れたら病院の収入が減ってしま

うのかは一般的にはあまり知られていないと思うので、具体的な事例をいくつか紹介

していたのは大変よかった。病院経営の厳しい状況を映像とともに具体的に伝えるこ

とで、地域にとっての病院の存在や地域医療のあるべき姿を考えるよいきっかけに

なったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

新型コロナウイルスのような問題を取り上げた番組は、「ＮＨＫ地域局

発」でも、なるべく早く放送できるよう取り組んでいきたい。 

 

○  １１月２１日(土)のＴＶシンポジウム「都市の再生が未来をひらく」(Ｅﾃﾚ 後 2:00

～2:59)を見た。映像による報告と出演者の個性やコメントが合っていて非常に理解

しやすかった。リモートワークさえ導入すれば簡単にいろいろな場所に住めるという

考え方には疑問があるが、働く場の分散化や東京一極集中の解消は進めなければいけ

ない課題だ。そのためにも、人間どうしや人と自然、人と都市機能の豊かな関係作り

が必要だと感じた。参加者のコメントには印象に残るものが多かった。「地元住人がみ

ずから少しずつリスクを負う」「スカスカを楽しむ」「上からではないまちづくりにチャ

レンジする」「見たこともない状況で見たことのないチャレンジをする覚悟」などはメ

モを取らせてもらった。成功例として紹介された都市のコンパクト化を目指して交通・

住宅・子育て施設を整備する富山の事例は「ぶれない取り組み」と言われており、立

山カルデラの砂防工事に携わった人々の努力を連想させ、強い県民性を感じた。 

 

○  １２月５日(土)のＴＶシンポジウム「未来へのスマート農業」(Ｅﾃﾚ 後 2:00～2:59)

を見た。スマート農業がどう社会を変えていくかについていくつかのテーマを設定し、

映像による事例紹介とパネリストの話とがバランスよく構成されていて、見応えが

あった。パネリストの顔ぶれは新鮮で、それぞれの立ち位置が明確になっていたので

楽しく見ることができた。こういったシンポジウムがテレビで見られることはとても

よいと思う。パネリストのコメントや情報のレベルも高かったと感じた。 
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○  ＴＶシンポジウム「未来へのスマート農業」を見た。農業においても、インターネッ

トやデータ活用といった手段に焦点が当てられがちだが、これらを用いて何をするの

かという目的の大切さを伝えていたと思う。 

 

○  １２月１３日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「“害獣”イノシシ研究最前線 科学の力

で共生の道を」を見た。地方の住人にとって害獣は重要な問題でありながら、その生

態はあまり知られていない場合が多く、対策を打ちにくい状況がある。この番組では

害獣であるイノシシの生態だけではなく具体的な対策まで、科学的な根拠とともに伝

え、限られた時間内で濃密にまとめており、すばらしかった。森の近くに人が住まな

くなって活動範囲が広まり、農家が廃棄した農作物が餌になるということもよく分

かった。こうした人間の活動の変化によって害獣が増加し、個体の発育がよくなるこ

とで従来の対策の効果が出にくくなるという悪循環についても分かりやすく説明して

いた。ただ、こうした悪い循環構造をどのようなよい循環構造に変えていけばよいの

かについて、図を使って解説してもらえるとさらに分かりやすかったのではないかと

思う。イノシシが身を隠せる草むらでは被害が出やすくなるが、草を刈ると臆病なイ

ノシシは出てこなくなるという、生態学を基にした獣害対策は興味深く、地域の人た

ちだけでできる取り組みとして効果的だと思った。司会の一人である小島瑠璃子さん

の「お互いに理解していくのが共存共栄の第一歩ですね」というまとめのコメントは、

まさにそのとおりだと感じた。イノシシの生態や特徴を理解せず獣害対策をしても対

立を生むだけであり、生態学に基づく対策を進めるためにも、このような番組は非常

に役立つと思った。自然との共生という観点で、クマ編など獣害対策シリーズも作っ

てほしい。視聴率とは異なる評価軸として、社会的影響という観点でかなり高い評価

ができると思う。ことしから始まったＳＤＧｓ教育の教材としても活用できると思う。

ＮＨＫにはこのような良質な番組がたくさんあるので、ＳＤＧｓという観点から活用

できる番組を整理し、ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌなどを通じて、教育機関がより活

用できるようにしてほしい。 

 

○  １１月２０日(金)のレギュラー番組への道 コンテナ全部開けちゃいました（１）

「横浜港」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 11:15～11:44)を見た。コーヒーの生豆の輸入先は、ベト

ナムがブラジルに次いで第２位であることや、アボカドの輸入先の９割がメキシコだ

とは知らなかった。アボカドは鮮度を保つための特殊なコンテナで、一つのコンテナ

に約１０万個も入れて輸送されていることにも驚いた。古くなった日本製の農機具は、

大規模農業を行っている一部地域をのぞけば、海外でもちょうどよい大きさで品質も

高く、整備状態もよいため数多く輸出されていると伝えていた。中古車や事故車を切

断した上で輸出している理由として、アジアを中心に補修用の部品としての需要が高

く９０％以上がリサイクルされることや、「車両」としてではなく「部品」として輸出
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すると税金が安いことを挙げていたが、盗難車であることを隠すために切断している

可能性もあるのではないか、という疑問も感じた。このような番組は取り上げる話題

が肝心だが、広がりや掘り下げがもの足りず、司会者のよさもあまり引き出せていな

いように感じた。自動化されたコンテナヤードや船荷を積下ろす際の上下動のコント

ロール、流通との中間地点にある倉庫の機能など、ほかにもおもしろい話題はたくさん

あったと思う。 

 

○  １２月１０日(木)のプレミアムカフェ シリーズ 釣って、食べて、生きた！作家 

開高健の世界「第１夜 巨大オヒョウを食らう～アラスカ ベーリング海～」(ＢＳﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ 前 9:00～10:36)を見た。作家の開高健さんの出演部分は過去の写真と音声のみ

だったが、編集がすばらしかったので、まるで映像で見たかのように目と耳に焼きつ

いた。大変楽しい番組だったので続編も見たいと思った。昔の番組をきっかけに、さ

らに新しい番組を作ることができるのもＮＨＫの力であり、高く評価したい。 

 

○  オンラインで見逃し配信して欲しいと思う番組がたくさんある。膨大なコンテンツ

の中から、どういう方針で番組を編成・配信しているのか知りたい。Ｅテレの役割は

インターネットの普及とともに変化する可能性もあるが、たまたまチャンネルを合わ

せたときに「こんな番組が放送されているのか」と驚きを感じるような、番組編成の

幅広さや多様性が放送には求められていると思う。 

 

○  公共メディアキャンペーン「＃こもりびと」について、引きこもりという社会現象

をＮＨＫの持つさまざまなメディアを活用し、ジャンルを超えた多様な番組で横断的

に取り上げることで、多くの人が考えるきっかけになったのではないかと思う。ＮＨ

Ｋが公共放送から公共メディアへと変わっていく中で、放送というある種“切り抜い

た”番組を一方的に提示する形から、メディアという双方向性を持った形になってい

くと、視聴率だけでは評価できない状況が生まれ、視聴者との関係をどう構築してい

くのかが問われていくと思う。引きこもりの方からの提案で始まった「みんなでひき

こもりラジオ」では、司会の栗原望アナウンサーの引きこもりの方への寄り添い方が

すばらしく、「ラジオの中に自分たちの居場所がある」という声が寄せられるほど、聴

取者との関係がうまく築かれていた。「＃こもりびと」のようにＮＨＫが持つ全体の力

を生かす取り組みを、地域放送局でも同時に同じテーマで展開すれば、地域の人たち

との新たなコミュニケーションの場やともに考える機会を作っていけるのではないか。

また、各放送局で得られた知見を共有したり、互いに連携したりすることもできるの

ではないかと感じた。このように多様なメディアを活用した展開はＮＨＫにしか実現

できないことであり、さまざまなメディアを通じて寄せられた意見や考え方を、相互

に交差させることで生まれるものが、公共メディアの存在意義の一つになるのだろう。
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「＃こもりびと」の展開には公共メディアとしての可能性を感じたが、こうした取り

組みを地域放送局にまで拡大していけば、その可能性はもっと広がるのではないかと

思った。 

 

○  公共メディアキャンペーン「＃こもりびと」に関連したいくつかの番組を見た。ひ

きこもりの当事者やその親、支援者など、それぞれの立場から多角的な視点で伝えて

いたのはよかった。特に１２月５日(土)のＥＴＶ特集「ひきこもり文学」では、当事

者たちのネットワークの様子を知ることができた。彼らが発する詩のように表現され

た生々しいことばは、自分もいつそうなるか分からないと感じさせられ、見ている側

に当事者意識を持たせるような内容だった。ＮＨＫプラスで「ＮＨＫスペシャル」を

見たが、引きこもりに関連するほかの番組も続けて視聴できるようになっていたのは、

とてもよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「＃こもりびと」はＮＨＫの公共メディアキャンペーンとして、番組

ごとに点として伝えるのではなく、さまざまな部署や番組などが連携し

て面として一定の期間、ひとつのテーマを伝えてきた。「ＮＨＫでなけれ

ばできない」とのご意見をバネにして、これからも取り組んでいきたい。

地域でも、例えば「公共メディア水害キャンペーン」などには多くの地

域放送局が参加している。今後も本部の部局や５３ある地域放送局が連

携し、さまざまなテーマを幅広くしっかりと伝えていきたい。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１１月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 １１月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１９日(木)、ＮＨＫ名古屋拠点放送局に

おいて、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、ナビゲーション「町工場は生き残れるか～めがね産地の苦悩～」につ

いて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 稲村  修 （魚津水族館館長） 

 副委員長 松田  裕子 （三重大学副学長） 

 委 員 遠藤 英俊 （名城大学特任教授） 

 岡安 大助 （中日新聞社取締役） 

 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

 坂田 守史 （（株)デザインスタジオ・ビネン代表取締役） 

玉井 博祜 （能楽師／玉井屋本舗社長） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 平本督太郎 （金沢工業大学ＳＤＧｓ推進センター長） 

 廣田 憲吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

 安井 香一 （東邦ガス(株)代表取締役会長） 

 

（主な発言） 

 

＜ナビゲーション「町工場は生き残れるか～めがね産地の苦悩～」 

（総合 １０月１６日(金)放送）について＞ 

 

○  福井県鯖江市の眼鏡産業のすばらしさは何度もテレビで放送されており、チタンの

接合技術や新しいブランド立ち上げなど、ここ数年でもさまざまな話題が記憶に新し

い。それにも関わらず、今では仕事が無くなってきているという事実には衝撃を受け

た。新型コロナウイルスの影響で春以降、国内外のブランドからＯＥＭ生産の発注が

激減し、受注から生産までおよそ半年かかるため、１０月になって大きな影響が出始

めていることにも驚いた。少しでも眼鏡を買ってもらおうと福井県眼鏡協会と鯖江市

によるキャッシュバックキャンペーンを紹介していたが、番組を見るまで知らなかっ

た。オンラインでアドバイスを受けながら、購入者が自分でフレームを調整できる眼

鏡を売り出そうとするメーカーを取り上げていたが、このような工夫をしている若い
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経営者には頑張ってもらいたいと思った。事業譲渡をうまくつなげる取り組みが紹介

されていたが、なんとか廃業を選ばず、これまで培ってきた技術を守ってほしいと感

じた。山田大樹アナウンサーの語りがよく、非常に好意的に見ることができた。 

 

○  鯖江市は眼鏡の国内シェアが９割以上で世界的に有名なブランドの商品もたく

さん作っていることは知っていたが、新型コロナウイルスの影響でこれほどまでに業

績落ち込んでいるという状況を知って、とても驚いた。山田アナウンサーも言ってい

たが、１つの大きな工場で眼鏡を作っていると思いきや、まさに中小企業といえる 500

を超える町工場が、それぞれ部品製造や溶接などを分担して製造していることを知っ

た。これほどまでに眼鏡で有名になった鯖江市が、なぜ中小企業だけで製造を行って

いるのか、産業構造の改革はこれまで行われなかったのか疑問だった。なぜ従来の産

業構造が続いているのか、その背景や行政の産業振興策などについても触れてほし

かった。鯖江市が２億円の予算をかけてキャッシュバックキャンペーンを展開してい

るという話だったが、消費者に還元される 1 億５千万円を除いた残りの５千万円がど

う使われたのか気になったので、ひと言説明がほしかった。ゲストの大学教授は眼鏡

産業が厳しい状況にある原因をうまく説明していたが、国内外の製造業の一般的な状

況の説明で終わってしまい残念だった。新しい取り組みが紹介されていたのは非常に

よかったが、すべての企業ができているわけではないと思う。全体のうちどの程度の

企業が新しい取り組みを行っているのかデータとして示して欲しかった。その中で、

新たな打開策を持たない企業は、今後どうしていく必要があるのかについても触れて

ほしかった。全体としては、現在の厳しい状況がよくわかる内容だった。 

 

○  鯖江市は眼鏡の国内シェアが９割以上あることや、売り上げが昨年の２割程度に落

ち込む企業があることなど、実情を分かりやすく説明していてよい番組だったと思う。

春以降の新型コロナウイルスの感染拡大による需要の落ち込みが、鯖江の工場では半

年遅れで影響が出始めたことには驚いた。中小企業を救うために県から支援金が支払

われているようだが、行政の果たすべき役割はもっとあるのではないか。支援金を渡

すだけでなく、個々の企業が置かれている状況に応じたきめ細かい支援が必要だと

思った。オンラインフィッティングには非常に興味があるが、主に安い価格で製品を

販売している店は儲かるかも知れないが、製造元は厳しいのではないか。製造元がオー

ダーメイドで直接販売し、割安で希望の眼鏡が手に入るシステムがあれば試してみた

いと思った。廃業する会社が出れば連鎖倒産が起こる危険性もあるため、事業継承に

よって倒産から守ることはよい仕組みだが、窮地にある他の企業を個人でも支援でき

るクラウドファンディングなどの新しい試みも紹介できるとよかったのではないかと

思う。ＯＥＭ生産がどういったものかあまり詳しくは説明されておらず、よく分から

なかった。最近はＮＨＫのニュースでも略語や英語が出てくることが多いと感じてお
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り、補足をつけるなど丁寧に説明しないと、番組を部分的に見た視聴者には伝わらな

いのではないか。 

 

○  後継者のいない町工場の廃業が加速すると高付加価値を生む技能が失われる危機

につながると解説し、それを防ぐための具体的な取り組みとして事業譲渡の橋渡しや

消費者への直接販売などを紹介していた。サプライチェーンの構造的問題についてイ

メージ図などを使ってわかりやく示していた。事業継続や社会の急激な変化への対応

は、町工場のような製造に特化した個人事業主には非常に難しいと思う。この番組に

は、知恵を出し合って協力し、需要を捉えることで打開の糸口をつかむヒントがあっ

たと思う。番組が地場産業復活の起爆剤となればよいと思う。放送から何かを知るこ

ともあるが、共感させられることもある。海外ブランドからの需要回復はまだ難しい

と推測するが、自社ブランドや地域のブランドを開拓して、何とか復活してもらいた

いと思った。個々の町工場のマーケティング力は小さいかも知れないが、協力し合え

ばできることがあるかもしれないという希望を感じた。 

 

○  鯖江市が眼鏡の街であることは知っていたが、全国シェア９割以上で住民の６人に

１人が眼鏡産業に従事していることは驚きだった。また、工程ごとの分業になってい

て、中小企業による重層構造で産業が成り立っていることも新たに知ることができた。

それぞれの企業が特別な技能を持っているとはいえ、下流に続く流通の形態も含めて

若干旧態依然としているように感じた。事業継承やＭ＆Ａなどによって地域の中小企

業を守る取り組みは、コロナの問題に限らず全国的に進んでおり、鯖江でも同じよう

に行われてきたのではないかと思った。また、チタンは加工が難しいのが特徴だが、

加工技術は飛躍的に進歩しているので、「鯖江でしか出来ない溶接技術」という表現は

言い過ぎではないかと思った。オンラインでのフィッティングを取り入れたり、眼鏡

のサイズを５種類用意したりすることは、とてもよいアイデアだと思ったが、全体的

には紹介された事象や事実の取り上げ方が、ストーリーありきのような印象だった。 

 

○  鯖江が眼鏡産業で有名であり、地域の方が情熱を持ってブランドを築いてきたこと

も知っていたので、新型コロナウイルスの感染拡大から半年たって眼鏡の需要が落ち

込み、今まさに危機が訪れていることを初めて知り、非常に驚くとともに応援したい

気持ちになった。「コロナ禍半年 製造業が危機に あなたの町は大丈夫？」とのテ

ロップが表示されていたが、誰に向けた問いかけなのか分からなかった。鯖江の人た

ちが非常につらい思いをしていることは「大丈夫？」と聞かれなくともわかるし、ほ

かの町に住んでいる人も何を聞かれているのかよく分からないのではないかと感じた。

取り上げられた企業の社長は、売上の激減や毎月の赤字に苦しみ、非常な恐怖を味わっ

ていると思うが、その気持ちに寄り添うという意味では、アナウンサーの声が明るす
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ぎるように感じられた。後継者のいない会社が事業を譲渡した事例が紹介されていた

が、新型コロナウイルスの感染拡大前のことか後のことか分からなかった。拡大前に

継承したのであれば新型コロナの影響を受け大変な思いをしているのではないかと思

うし、拡大後なのであれば、本当にすばらしいことだと思う。製造元が消費者に直接

販売する取り組みについては頑張ってほしいと思えるすてきな取り組みだと感じた。

ゲストの大学教授の「消費者の“あったらいいのに”という思いは永遠に無くならな

い」との発言は、物があふれてあまり売れないイメージのあるいまの時代でも、消費

者の困っていることや悩みなどに耳を傾けていけば、これからもイノベーションが起

こせるのではないかと感じられるものだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

中小企業が分業する産業構造には、もともと製造や溶接など分野ごと

に職人がいて、そこに弟子入りした人が独立していくことで企業が増え

てきたという構図がある。そういった背景も伝えられたらと思ったが、

放送時間も限られており今回は紹介しなかった。取り上げた企業以外の

状況については、新たな需要を待っている企業が大半だったため、今回

は紹介しなかった。ＯＥＭはナレーションで簡単に説明したが、もう少

し丁寧にできればよかったと思う。文字で補うなど、より伝わるように

工夫していきたい。 

 

○  今まで見た「ナビゲーション」の中で一番よかったと思う。特によかったのがテー

マで、地域の放送局があるからこそできた番組だと思う。鯖江市で眼鏡産業が盛んな

ことはよく知られている。しかし町工場が集まってサプライチェーンができているこ

とまで知っている人はあまりいないと思うが、分かりやすく伝えてくれていた。ゲス

トの人選もよく、タレントの光浦靖子さんは番組内容に合っていて適切だった。解説

者の大学教授はリモート出演だったが、番組として十分に成立していた。今後もゲス

トはリモートでよいのではないか。「ナビゲーション」は次から次へとエピソードが紹

介され、つながりが分からず番組の展開についていけないことが多かったが、今回は

無理のないストーリーだった。ただ鯖江市の眼鏡業界が、そこまで努力をしてこなかっ

たというのは衝撃的だった。新型コロナウイルスの感染拡大は、新たな取り組みを促

す契機になったのではないか。これからは挑戦する企業とそうでない企業との間では

結構な差が出てくるのではないかと思う。今後、鯖江市の眼鏡産業が構造改革を進め

られるのかどうか、“ポストコロナ”の展望も気になったので、引き続き取材を続けて

ほしい。 

 

○  苦境に陥っている眼鏡産業の方々の心境を思うと、番組冒頭のアナウンサーの雰囲
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気は、もう少し落ち着いたものであってほしかった。新型コロナウイルスの影響に限

らず、また、眼鏡産業だけでなくさまざまな業界では、これまで事業の継承や譲渡は

大きな課題としてあった。必ずしも新型コロナウイルスの影響と結び付けて切り取る

ことではないと感じた。鯖江市の眼鏡産業がＯＥＭ生産に頼っているように言ってい

たが、バブル崩壊でハイブランドとの取り引きを急激に失って以降、自社ブランドで

の販売を進めるなどの業態変化に取り組んできた。そうしたさまざまな工夫を重ね、

生き残るための努力をしてきたところに、新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われ

たというのが本当だと思う。事情をよく知っている人間からすると「何を言ってるん

だ」とさえ思える内容で、取材や事実の確認が足りていないように感じた。鯖江の眼

鏡産業はイタリア企業による買収など、グローバルな変化にさらされているのが特異

的で、その中で産地としてどうしていくべきかという工夫もしてきている。番組では

町工場の工夫と、産地全体のリスクとをひと括りにして語っていたが、本来ならば別々

に語るべきだったのではないか。 

 

○  鯖江市が眼鏡業界で相当な地位を占めていることは認識していたが、地域経済にど

ういう実態があるのかはあまり知らなかった。今回の番組を通して、これほどまでに

地域経済に大きく食い込んでいることを知ることができてよかった。番組前半は業界

や町の苦境を、後半では新しい挑戦を伝えており、適切な情報量で分かりやすかった。

ゲストの光浦さんと大学教授は、個人的な感情を表に出し過ぎず、適度な距離感で話

していたのが好印象だった。事業譲渡や自社ブランドでの直接販売の話題はとても勉

強になる部分もあり、まだまだ可能性は残されていると感じた。 

 

○  鯖江市などに他県から眼鏡の購入に訪れる人も多く、これまで鯖江ではさまざまな

工夫がされてきた背景があることを知ったうえで番組を見た。福井県の眼鏡販売店で

は職人やオーナーとの距離が近く、地元の人と交流しながら選べるのが観光の魅力の

一つにもなっていると思うので、新型コロナウイルスの影響でどうなっているのかと

思っていた。感染拡大から半年遅れで眼鏡の町工場が厳しい状況になっていることは

重要なポイントで、その構図を分かりやすく説明していたのは大変意義があった。新

型コロナウイルスの影響は続いており、継続的な企業支援の必要性を多くの人に認識

してもらわなければならないため、この点を指摘してくれたのは非常に価値があった。

一方、事例ベースでの組み立てではなく、最初に現状に対する全体像を、学識者によ

る解説を交えてしっかり示したほうがよかったのではないかと思う。番組では、厳し

い状況に陥った理由として町工場が顧客に直接営業するのが難しいことを挙げていた。

製品改良の話をする前に、そもそも町工場と顧客が直接つながるための取り組みを伝

えなければ、改良した製品を顧客が購入するという具体的な動きにつながらないと

思った。光浦さんの出演は非常によかったし、ゲストの大学教授が「人と会う機会が
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減っておしゃれをする機会が少なくなったことで眼鏡の需要が減っている」と言って

いたので、オンラインで眼鏡をかけておしゃれを楽しむ著名人なども出演すれば、さ

らに分かりやすくなったのではないか。消費者の変化が明るい可能性を示しているこ

とも伝えられたかもしれない。新型コロナウイルスの感染拡大によって中小企業に変

化が生じていること自体に注目したのは非常によかったと思う。もう少し状況をふ

かんした形で、全体の構造が分かるように伝えるとさらに良かった。 

 

○  日本のモノづくりを支えている町工場が大きな課題として抱えている後継者不足

や技術の喪失などについて、鯖江市の眼鏡産業を対象として描き出し、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響下で苦境を打破しようとしている取り組みも伝えていて、大変

よかったと思う。町工場の後継者不足の問題は、ほかの番組で新潟県の事例も見てい

たので、新型コロナウイルスの感染が拡大する前から全国各地で起きている構造的課

題として受け取ることができた。分業化していた地域のモノづくりで、これから連携

や統合の動きが広がるのかどうか非常に気になった。ゲストの光浦さんのコメントは

当を得ていて好印象だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

鯖江市の企業によるさまざまな取り組みや、イタリアの企業が鯖江市

で稼働させている工場についてなど、眼鏡産業に関わる人たちが、今後

この状況をどのように乗り越えていくのかについても、引き続き取材し

て伝えていきたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

新型コロナウイルス感染拡大による問題と町工場の生き残りという問

題は、別ではないかという指摘はそのとおりだと思う。新型コロナウイ

ルスの影響と結び付ければ分かりやすくはなるものの、これまで生き残

るために業態の改革を進めてきた背景を踏まえ、その中で新型コロナウ

イルスの影響が襲いかかってきたという構図で伝えるべきだった。そう

した重要な事実や背景をどう盛り込んで伝えていくか、あらためて心が

けたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月９日(金)の静岡スペシャル「静かな富士山～“特別な夏”の記録～」を見た。

登山客が誰もいない富士山の姿を見ることができる貴重な映像だと思った。ＢＧＭと

ナレーション、さらにゲスト２人のある種大げさな反応が重なってしまい聞き取りに
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くかった。人が存在しない自然の美しさと、めったに見られない映像を堪能するには

音楽さえ必要なかったのではないか。またダイヤモンド富士を見る場面では、かなり

多くの人が集まっていたので気になった。 

 

○  １０月２０日(火)のクローズアップ現代＋「１００年企業の活路 廃業危機を乗り

越える Ｍ＆Ａ・応援消費」を見た。冒頭に、かつて太宰治も宿泊した立派な老舗旅

館が解体される様子が流れ、つかみの映像として非常にインパクトがあった。新型コ

ロナウイルスの影響下で生き残る道を模索する、全国各地の 100 年企業の経営者を取

り上げており、時間をかけた丁寧な取材だと思った。伝統文化の担い手でもある企業

を存続させるため、事業を買い取り継承する動きや、励ましの募金活動が行われてい

ること、あるいは業態転換して生き延びる例など、さまざまな事例が紹介されてとて

も心強く思えた。文化やしこう品も生活には必要不可欠であり、在宅時間が増えてい

る中、暮らしを豊かにしようという意識の下で一人一人が商品やサービスを購入する

ことが、苦しむ事業者への応援にもなるというメッセージもよく伝わってきた。 

 

○  １０月２３日(金)のドキュメント７２時間「飲食店の厨（ちゅう）房機器 店主た

ちの夏」を見た。店を訪れる人々のさまざまなエピソードを通じて、その人自身や家

族の人生、新型コロナウイルスの影響、あるいは景気の動向、世相などが浮かび上が

る内容で興味深かった。 

 

○  １０月２３日(金)の金とく 中部ネイチャーシリーズ「伊賀と甲賀 忍者を生んだ

山野」を見た。新型コロナウイルスの影響で撮影条件を変えざるを得なかったためか、

昨年までのなかなか行けない場所ではなく、比較的身近な自然を取り上げているよう

に感じた。ゲストの辻本達規さんが元気よく忍者修行を体験しながら番組が進行して

いたので非常に好感を持てた。忍者が手すりや鎖なしで険しい自然を利用して鍛錬し

ていたとすれば、運動能力はかなり向上しただろうと思った。ただし山登りの際にサン

ダルを履いていたことに疑問を感じた。山伏も自然を利用して鍛錬していた話や、伊

賀がもともとびわ湖の底の土地だったために、粘土質で立つだけでも難しく、田んぼ

を耕すことも修行になり得たという話は興味深かった。なぜこの地で忍者が生まれた

のかまでは触れられていなかったが、鍛錬に自然が役立っていたことはよく分かった。

忍者が使ったマキビシやチドメグサなど、身近にありながらあまり知られていない自

然をうまく紹介していたと思う。オオサンショウウオが捕食する際に瞬発的に動く姿

から忍者が学んだという話は、同じような動きをする動物はほかにもいると思うので、

少し強引な結び付けだと感じた。辻本さんの「忍者たちの日常は自然を尊び、賢く利

用しながら生きる、そういうことだったのかな」との感想にも表れていたが、忍者の

エピソードを上手に織り交ぜながら、自然の姿を興味深く見せてくれたと思う。 
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○  金とく 中部ネイチャーシリーズ「伊賀と甲賀 忍者を生んだ山野」、１０月３０

日(金)の金とく 中部ネイチャーシリーズ「愛知・奥三河 戦国武将が駆けた山」、１

１月  １３日(金)の「岐阜・恵那山 ふるさとの山を描く」を見た。ゲストが山登

りでサンダルを履いていることには批判があるだろうと思ったが、ペルーの山岳民族

が革ひものサンダルで歩いている映像を以前に見たことがあり、今回の番組でも忍者

にならって足袋とわらじならばテーマに合っていたのではないかと思った。鳳来寺山

の傘杉の映像は、根元から見上げるように撮影されていたので６０メートルの高さが

とてもよく伝わり圧巻だった。シリーズを通して、伊賀と甲賀から始まり、奥三河、

恵那山、立山と徐々に北上しながら地元の山をうまく取り上げていてよいと思った。

同じく「ネイチャー」がタイトルに入っている「体感！グレートネイチャー」で取り

上げる世界の絶景と比べるとスケールに違いはあるが、自然と歴史、人との関わりが

うまく結びついた内容でテーマに合った内容だった。次回にも期待したい。 

 

○  金とく 中部ネイチャーシリーズ「愛知・奥三河 戦国武将が駆けた山」を見た。

昨年度までのシリーズに対するイメージから、雄大な自然の映像を想像していたが今

回の内容はそのイメージとは異なるもので少し違和感があった。内容はとてもよかっ

たので、ネイチャーシリーズではなく別のタイトルならば、さらに納得感があると思っ

た。旅人役の本田剛文さんの山登りに慣れていない様子と、ガイド役の加藤貞亨さん

の淡々と落ち着いた案内ぶりが対照的だった。鳳来寺山が 1,500 年の歴史を持つ霊山

であり火山噴火で生まれた巨岩が信仰されていることや、武田信玄と徳川家康が、奥

三河を争って領地としたがったのは砂金や金山があったからということは初めて知っ

た。長篠えん堤の水路からあふれる水が滝となり流れ落ちる映像は見事でぜひ行って

みたいと思った。人工物と自然が織りなす景色や、歴史に彩られた景色などさまざま

な観点からの紹介があり、映像で見るだけで終わらず訪れたくもなる内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「金とく 中部ネイチャーシリーズ」は、新型コロナウイルスの影響

を受けてこれまでのようにダイナミックな山々を訪ねることが難しかっ

たため、歴史や人々の暮らしと自然との関わりいった新たな切り口に挑

戦した。 

（ＮＨＫ側） 

「金とく 中部ネイチャーシリーズ」は、テントに何日も宿泊すると、

どうしても３密になってしまうため、今回は里山など日帰りで楽しめる

場所を中心とした構成にした。またゲストが履いていたサンダルは、滑

らないしっかりとした安全な物であることを確認して撮影した。 
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○  １０月２５日(日)のＮＨＫスペシャル パンデミック 激動の世界（４）「問い直

される“あなたの仕事”」を見た。テレワークの普及でジョブ型成果主義を導入した企

業と、医療従事者などのエッセンシャルワーカーが重労働をこなしながらも賃金への

影響を受けている現状を対照的に伝えていた。大越健介キャスターが現場に赴き実体

験に基づいた感想を述べる形で番組を締めくくっていたが、消化不良に感じたので続

編に期待したい。 

 

○  １０月２７日(火)のＮＨＫ地域局発「シン・地方の時代～パンデミックで変わる四

国の未来～」を見た。幅広い分野で活躍する人々が出演していたが、人選がよく構成

に無理がなくまとまっていて非常によい番組だった。自宅など普段自分のいる場所、

いわば“ホーム”からリモートで参加していたため、出演者が自然体で話していた様

子が印象的だった。合間に現地の映像も流れていたので非常に見やすかった。ジャズ

のような音楽も新鮮で場面の切り替えやテンポのよさにつながっていたと思う。四国

のよいところだけではなくアクセス面など不利であることもきちんと伝えており、押

しつけがましくなく、視聴者がどう受け止めるかの自由度が高い内容でとてもよかっ

た。 

 

○  １０月３０日(金)のいしかわ令和プレミアム「開局９０周年特別番組 いしかわの

魅力大放出ＳＰ」(総合 後 7:30～7:57)を見た。昔の写真やアーカイブ映像を使いな

がら、うまく歴史を振り返ることができる大変すばらしい番組だった。さまざまな時

代を記録した映像をうまく活用していくことは、これからの放送局に求められる大事

な役割だと思う。地域の持続可能な未来をどう作っていくのかを検討する際に地域の

何を継承し、何を新しく取り入れていくかを高齢者と若者が話し合い、思いを通じ合

わせることは大事だが、その際、当時の状況を映像で見られると、もっとうまく伝え

られるのにという話を聞くことが多い。その意味では、ＮＨＫが過去の映像をきちん

と記録し、さまざまな形で活用する取り組みを進めていることはよいことだと思う。

周年事業としてだけではなく、アーカイブ映像を活用した番組を今後も制作してほし

い。 

 

○  １１月２日(月)の逆転人生「過疎地の病院を救え 新米医師の奮闘」を見た。ドラ

マ仕立ての映像とスタジオに出演している本人のエピソードを交えた構成だったが非

常にしっかり作り上げていると思った。本人や病院のことを詳しく知る人物が見ても、

気になる脚色や飛躍した部分のない内容になっていたのではないかと思う。この番組

には、今後も期待したい。 
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○  １１月１１日(水)のガッテン！「心をつなぐ○○パワー！ビデオ通話の極意」を見

た。映像制作のプロである放送局が、ビデオ通話を使ったコミュニケーションの手法

に注目するというのは大変興味深く、内容も非常におもしろかった。ビデオ通話では

意識的にうなずいてジェスチャーを入れるとコミュニケーションが円滑になるという

ので実際に試してみたが、効果的に行うには練習が必要だと感じた。これからの学校

教育では、ビデオ通話におけるコミュニケーションの常識やどうすれば心を通わせら

れるかも教えていかなければならない時代になっているのだと思った。こうした新型

コロナウイルスの影響で新たに必要となった手法を教育番組などで活用したり、さま

ざまな番組で連携して伝えていけば、多くの人たちの快適な生活を後押しすることに

もつながるのではないか。そういう面でのメディアの役割も大きくなっていくのだろ

うと感じた。 

 

○  １１月１４日(土)のＮＨＫスペシャル「激闘 シャチ対シロナガスクジラ～巨大生

物集う謎の海域～」を見た。映像が鮮明で美しく、編集も随所に工夫が見られて内容

の充実した大変よい番組だった。ただし、気になるところが幾つかあった。巨大生物

が大集結する理由として、深層から栄養や有機物が運ばれるからだと説明していたが、

有機物が下から運ばれるという話はあまり聞いたことがない。深海底に沈んだクジラ

の死骸が分解され表層への栄養供給になるという話もあいまいに思えた。「海面」と

「水面」を混在して使っていたり、単に「プランクトン」と言っていたかと思えば、

「動物プランクトン」「植物プランクトン」と区別してコメントしている箇所もあって

統一されていない印象もあった。全体としては、番組内で「奇跡」と連呼してもよい

と思えるほど、すばらしい映像だったのでＮＨＫの取材能力を高く評価したい。 

 

○  １１月１８日(水)のガッテン！「ズキン！つら～い頭痛！痛みを引き起こす意外な

原因発見ＳＰ」を見た。片頭痛の原因の６１％が光刺激にあると紹介しており、根拠

となる論文と患者みずからの日常生活での実例との両面から伝えていて分かりやす

かった。頭痛を感じた時に、その程度や前後の行動を記録する「頭痛ダイアリー」を

紹介する際には、ダイアリーの入手先も合わせて伝えていて参考になると思った。推

定 1,000 万人いるとされる片頭痛を抱える人への啓もうになり非常によかった。頭痛

専門医が光刺激の対策にサングラスが有効だと伝えていたが、ＵＶカットのものなら

ば何でもよいという説明は、あいまいだと感じた。紹介された事例数も２例だけで、

もの足りなさを感じた。専門家はサングラスの有効性の根拠を提示し、事例だけでは

なく、何パーセントのカット率でどの程度の有効性があるかまで示すべきだと思った。

医療の教養番組は論文などの根拠が重要で、光刺激の話はしっかり押さえられていた

が、サングラスの話は具体性に乏しいように思えた。医学の進歩を取り上げるのは大

切なことなので、よい番組を科学的な根拠に基づいて作り続けてほしい。ただし、制
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作者の思いが強すぎると論理の飛躍を起こしかねないのでバランス感覚も大事にして

もらいたい。 

 

○  「【連続テレビ小説】エール」を見ている。「まるっと！」では、関内三姉妹や古山

夫妻へのインタビューがあり、新型コロナウイルス感染拡大の今と、戦時下を重ね合

わせたコメントにはメッセージ性もあってよかった。三姉妹の流ちょうな三河ことば

もとてもよい。森山直太朗さんの「ビルマ派遣軍の歌」や薬師丸ひろ子さんの「うる

わしの白百合」にはみんなが感動したと思うが、劇中歌を通じて多くの人が希望を見

出した様子からは、放送には報道だけではない役割があることをよく表していたよう

に思った。 

 

○  「アンという名の少女」のドラマシリーズを見た。「赤毛のアン」の物語を現代的な

切り口で構成したよいドラマだった。シーズン１は、続きが気になる内容で終わった

こともあり、「あれで終わってしまったのか」といった声を多く耳にしている。シー

ズン２もぜひ放送してほしい。 

 

○  １１月１１日(水)のねほりんぱほりん「ウィキペディアン」を見た。先日の「ボク

らしか知らない 学校のいま」では、顔出しができない教師が動物の顔の映像で出演

していて違和感があったが、この番組ではインタビューする側も、答える側も動物の

人形に扮しているため、人形劇のようで違和感なく楽しめた。シリアスな話題でもこ

のような演出をすれば、かえって本質に迫ることができるのではないかと思った。報

酬が無いにも関わらず、執筆に時間と労力を費やす人々のやりがいがどこにあるのか

興味深かった。「読者の知識向上に貢献できることにやりがいを感じる」「匿名で調べ

執筆していると自分が推理小説の主人公になった気がして楽しい」「新たな概念の普

及に携わることができてうれしい」などさまざまな例が紹介されていた。こういった

やりがいは、現代だからこそ感じられる新たな価値観だと思う。個人が持つ強みを生

かして誰かの役に立てることが喜びにつながるということを、世界規模で実現してい

るのはすごいと思った。このような思想でさまざまな物事が発展するとおもしろい世

の中になっていくのではないかと思った。 

 

○  １１月１４日(土)のＥＴＶ特集「サピエンスとパンデミック～ユヴァル・ノア・ハ

ラリ特別授業～」を見た。ハラリさんの著書を通じて彼の考えに触れた若い人たちが

どのように受け止めるのか気になっていたので、番組でインターナショナルスクール

の高校生の意見や考え方を知ることができたのはとても貴重で興味深かった。著書で

描かれていた認知革命や農業革命、科学革命などの大きな柱に準拠したテーマを取り

上げて議論されておりとてもよい構成だと思った。世界的に有名な人物を取り上げる
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とその人にだけスポットを当てて番組を制作しがちだが、ハラリさんに質問をしてい

た高校生たちのそれぞれのルーツや社会的状況、彼ら自身の経験やバックボーンなど

も取り上げられていて好感が持てた。ハラリさんは「若い人たちの視点や、私たちが

決断することによって未来は変えられる」という考えを著書の中でも訴えているが、

あらためて映像や若者との対話を通してメッセージとして伝わってきたことはとても

貴重だった。５０分の番組では放送されていない内容も多いと思われるので、続編が

あればぜひ期待したい。 

 

○  「ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」は新型コロナウイルスの影響下で個人的によく

見るようになったし、地域の教師たちからも大変評判がよい。“ポストコロナ”では、

授業が学校で完結する仕組みや、これまでの固定観念が見直される部分もあると思う。

不登校の生徒や新型コロナウイルスの感染に不安を感じて自主的に休校をしている生

徒もいる中、オンラインの効果的な活用法やオンライン向けの教育番組には大きな可

能性が秘められていると思うのでこういった取り組みに今後も期待している。 

 

○  １１月３日(火)のＢＳ１スペシャル「消えた祖父の謎を追う～“アメリカの敵”と

なった日本移民～」(ＢＳ１ 前 5:50～6:39)を見た。アメリカ人写真家が、真珠湾攻

撃の当日にアメリカ政府によって拘束された日本人の祖父の行方を追い、地元から遠

く離れた場所で亡くなっていたことを初めて知るという内容だったが、大変よい番組

だった。アメリカの公文書保管や公開システムのすばらしさを知り、日本との違いに

驚くばかりだった。戦争の記憶が薄れ、世界的にもきな臭い雰囲気が広まっているな

かで、このテーマを見つけ、放送したＮＨＫの姿勢を高く評価したい。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１０月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 １０月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１５日(木)、ＮＨＫ名古屋拠点放送局に

おいて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、ナビゲーション「激変！“地方移住”新たな生き方・働き方とは」に

ついて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 稲村  修 （魚津水族館館長） 

 副委員長 松田  裕子 （三重大学副学長） 

 委 員 岡安 大助 （中日新聞社取締役） 

 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

 坂田 守史 （（株)デザインスタジオ・ビネン代表取締役） 

玉井 博祜 （能楽師／玉井屋本舗社長） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 平本督太郎 （金沢工業大学ＳＤＧｓ推進センター長） 

 廣田 憲吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

 安井 香一 （東邦ガス(株)代表取締役会長） 

 

（主な発言） 

 

（ＮＨＫ側） 

前回の審議会でご意見をいただいた、人の複数を表す「ら」「など」「た

ち」の扱いについてだが、ＮＨＫでは「など」「たち」を使っており、「ら」

はあまり使用していない。放送で使用することばについては、有識者を

交えた「放送用語委員会」で検討しており、その場でもたびたび議論さ

れてきたが、「ら」は書きことばで、「たち」「など」は話しことばである

という見解が示されている。そのため放送では「たち」「など」をおもに

使用している。 

 

＜ナビゲーション「激変！“地方移住”新たな生き方・働き方とは」 

（総合 ９月１８日(金)放送）について＞ 

 

○  これまでもインターネットの普及や新幹線、高速道路の開通、羽田と地方を結ぶ空
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の便の増便などがあるたびに、東京一極集中の解消につながるのか、逆にストロー現

象により、ますます人が東京に集まるのかが議論されてきた。団塊の世代の高齢化に

ともなって郊外の戸建てから都心マンションへの回帰という動きなどもあり、都心の

方が便利で楽に暮らせると評価されているのだと思う。新型コロナウイルスの影響で

リモートワークが広がり、地方移住への関心も高まっているなかで、今回のようなテー

マを取り上げるのは大変有意義だと思う。しかし、物事を考える上では、転入者数と

転出者数の推移といった数値上の規模感が大事であり、そこを意識せずに個別の例だ

けを部分的に取り上げると、暮らしや働き方の多様性を伝えるだけで終わってしまう

ように感じた。多様性は非常に大切だが、番組が伝えようとしていたテーマとは違う

のではないかと思う。また、どの時間軸から課題を捉えるかにも留意してほしかった。

リモートワークの評価は、いまのように選択肢のない時点と、この先、ワクチンや治

療薬ができて選択肢が増えた時点では、仕事の質や生産性が異なるのではないかと思

う。リモートには多くの利点があるものの、課題もたくさんある。番組タイトルから

受ける印象ほどには、先が見通せる内容になっていなかったように感じた。 

 

○  私の住む自治体でも、地方移住に関する問い合わせが過去最大になっている状況と

聞いているので、共感しやすい話題だったと思う。しかし、“コロナ以前”と今とでは、

生き方や働き方にどのような大きな変化が起きているのか、伝え切れていなかったと

思う。地方移住の理想的な例を紹介し、希望者の背中を押してくれる内容ではあった

が、現実にはうまくいっていない人たちもいるのではないか。新型コロナウイルスの

影響による人々の心境や社会状況の変化はとても速く、この番組を企画したときと現

在では違った状況になっているのではないかと思う。リモートワークやワーケー

ションなどの分野は急速に動きが激しくなってきており、そういった変化も含めて番

組が作られていれば、さらにこの先のことも考えていける内容になったのではないか

と思う。「地方移住への関心」について内閣府の調査結果を示していたが、調査時期を

明示していなかったため、新型コロナウイルス感染拡大の前なのか後なのか分からず、

どう認識すればよいのか分からなかった。ゲストで俳優の熊谷真実さんの自身の経験

に基づくポジティブなコメントは共感できて印象的だったし、コミュニティデザイ

ナーの山崎亮さんもこれからの地域の課題と可能性をしっかり伝えていてとてもよ

かった。 

 

○  移住を決断するには、その人の動機や人生観などが何より重要だと感じているが、

この番組でもちゃんと触れられていた。移住は仕事や住居などの生活基盤が変わる一

大イベントであって、その土地や地域、人間関係になじまなくてはならない。番組で

は、企業や自治体、商工会議所の取り組みや担当者の声を取り上げており、移住希望

者との丁寧なやり取りの大切さがよく分かった。移住者を迎える側の取り組みや苦労
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にも興味が湧いたので、そうしたことを詳しく伝える番組も見てみたい。移住に対す

る若い人たちの常識が変わってきていることを実感できた。一方で、医療従事者など

リモートワークや移住が困難な職種があり、そういった方々の状況を改善する取り組

みについても紹介してほしい。 

 

○  タイトルに「激変」とあったため、どこが激変したのかを注目して見たが、大きく

変わったのは１つ目のケースだけだったように感じた。これまでは、現役世代が移住

する際、その先で新たな仕事が必要だったが、リモートワークの推進によって住む場

所だけがあればよいという人が現れ始めている。そういった人たちが現れつつあると

いうことは、その数が多くなくとも、まさに激変だと思う。しかし、そのほかの事例

は、五月雨式に情報を詰め込んで伝えている印象があり、番組コンセプトにあるとお

りに「深く掘り下げて」伝えて欲しかった。「ナビゲーション」では、いろいろな情報

を詰め込んでしまい、広く浅く発信しているのではないかと思うことがあるので、番

組が目指しているところを、いま一度見直してみてはどうか。地元自治体でも移住や

ワーケーションを積極的に進めようとしているが、実際に来て数日過ごしてもらうと、

山間部であるにもかかわらず虫の多さに不満を示す人もいる。実態はそういったもの

なので、移住する側と受け入れる側、互いのメリットとデメリットなど、さまざまな

事例を類型化し、ケースごとに深掘りするような番組づくりに期待したい。 

 

○  新型コロナウイルスの感染拡大の影響による社会変化の中で、明るい雰囲気で楽し

く見ることができた。地方では人口減少が続いているので、それに対する打開策を模

索するうえで、ひとつのチャンスだと感じた。実際に地方に移住した熊谷真実さんが

ゲストとして、出演していたが、知名度も高く、適切な人選だった。「女性の勘」とい

うステレオタイプな発言は気になったが、前向きで明るい言動には好感が持てた。山

崎亮さんの「受け入れ側の“よそ者”の感覚から“ようこそ”の感覚に換える」とい

うコメントは、とてもふに落ちた。東京からの移住者が「東京よりも空間的に余裕が

あるので、心にも余裕が持てる」と言っていたが、実感がこもっていてインパクトが

あった。紹介されていた静岡県は東京から近く新幹線も通っており移住しやすい地域

だと思う。もし交通の便が悪い地域や過疎の進んだ地域でも、激変と呼べるほどの大

きな変化が起きているのであれば、それらを取り上げることで、よりタイトルにふさ

わしい内容になったのではないか。 

 

○  テレワークで意思疎通は十分にできるのか、本当に間違いなく業務が進められるの

か、また、東京・静岡間ならまだしも、愛媛となると、いざというときにどう対処す

るのかなどが気になった。離れた場所で各自のペースで仕事をしているのを、会社や

職場単位で一つの方向に持っていくのは並大抵のことではないと思う。これまで以上
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にリモート会議を頻繁に行う必要が出てしまうのではないかと感じた。東京２３区在

住の２０代の内、３５％もの人たちが地方移住に関心を持っていることには驚かされ

た。「自然の中で子どもを育てたい」「仕事に追われる日々でなく、充実感のある余裕

のある生活が地方にはある」といったことばを聞いて、若い人々の前向きな姿勢が地

方を変えてくれるのではないかと期待させられた。浜松商工会議所がＳＮＳなどで移

住希望者と丁寧にやり取りをし、４月以降に１１人が移住したという実績に驚くとと

もに、成果を出した自治体の努力や工夫を見習いたいと思った。取り上げられていた

事例は、いずれも地方移住はすばらしいと思わせるようなものだったが、それほど甘

いものではないと思う。受け入れる自治体や町内会が新しくルールを作って迎える必

要があるとのことだったが、移住する側もその地域の歴史に敬意を払い、溶け込もう

と努力することも必要ではないかと感じた。 

 

○  新型コロナウイルスによる影響の一つの側面を取り上げた番組なのだろうと思い

ながら見た。東京一極集中は地震や大きな災害などが発生した際のリスクを考えれば、

少しずつでも解消しなくてはいけないと言われているが、新型コロナウイルス感染拡

大の影響によって個人レベルから、地方移住の動きが少しずつでも広がっていけばよ

いと思う。番組で取材していた移住者が、テレワークのおかげで通勤にかかる時間が

短くなったため、朝はサーフィンをしているという話が紹介されていたが、「職住近接」

で、通勤に費やしていた時間を有効に使えるのは良いことだし、こうした動きが進ん

でいけば良いと思う。しかし、移住者が地域の人たちの刺激にもなっていることを伝

えるときに、同じ移住者の周辺だけで取材を済ませてしまっていた。これで本当に地

域への刺激と言ってしまっていいのか疑問に思った。ほかの成功例もしっかり取材し

て、「こういった広がりも起きている」ということを伝えた方がよかった。また、浜松

商工会議所の移住を推進する動きを取り上げていたが、新型コロナウイルスの感染拡

大とは基本的には関係なく、以前から行われてきた取り組みを紹介したにすぎないと

感じた。これまで、地方移住の説明会には、なかなか人が集まらないのが現実だった

が、それが新型コロナウイルスの感染拡大によって変わったというのであれば、そこ

をもっと集中的に取り上げたほうが良かったのではないか。一極集中を回避し、職住

近接の快適さを味わえるようになるのは非常によいことだと思うので、そうした動き

を後押ししてくれるような番組をこれからも作ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

放送後にもさまざまなデータが発表されてきているが、統計的な視点

をもっと大切にすることで、さらに「激変」といえる大きな変化をうま

く表現できたのではないかと思う。若者の移住への関心の変化を示した

データは、新型コロナウイルス感染拡大後の６月に調査したものであり、
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調査時期をはっきりと伝えるべきだった。エッセンシャルワーカーの移

住については、地域の活力につながるような目線で、より深く取材して

いきたいと思っている。 

 

○  自身も東京から地方に移住した当事者として、共感できる部分もあって非常に興味

深く見た。地方移住の動きは、新型コロナウイルスの感染拡大によって新たに生まれ

たというよりは、働き方改革や健康経営、ＳＤＧｓなどのさまざまな要因からもとも

と存在していた動きが、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに加速したという

ことだと思う。実際に接している若い人の中でも働き方に対する意識が大きく変わっ

てきているし、企業の間でも働き方改革が進んでいる。“コロナ以前”から始まってい

たこうした動きが加速していることを伝えることで、より多くの人たちが自分なりの

幸せを追求するといったＳＤＧｓでも重視されている考え方が広がっていくのではな

いかと思った。番組では、移住した地域に上手になじんでいる人を紹介していたが、

うまくいくケースばかりではない。受け入れ態勢をどう築くか、地域になじめない移

住者はどうやって乗り越えればよいのかなどをテーマに、移住者と地域とを結びつけ

る取り組みや“コロナ以前”に移住した人のケースなどもあわせて紹介してほしい。

よい番組だったので、もう少し踏み込んで取材してもらえればさらによかった。 

 

○  地方からの人口流出は実感しており、興味深く見た。新型コロナウイルスの感染拡

大で暗い話題が多い中、明るく希望の持てる方向性を示せたのはよかったと思う。し

かし、データや自治体の取り組みを検証するところまでには至らず、個人の生き方や、

成功したモデルケースを紹介する番組になっていたと思う。若い人たちの意識の変化

は以前からあり、新型コロナウイルスの感染拡大によって、リモートを活用して働き

方を変えていくことに、会社も理解を示しているのだと思うが、働き始めから人材を

育成する段階ではリモートだけで進めることは難しいと感じている。業種に限らず仕

事の種類、あるいは働く人ひとりひとりの仕事の段階によっても違うのだろう。今回、

成功した事例として紹介されていたケースが今後どうなっていくのか、自治体のさま

ざまな取り組みが住民や移住希望者にどう浸透していくのかなど、引き続き取材して

伝えてほしいと感じた。 

 

○  番組の最後に「適疎」ということばを紹介していたが、具体性の乏しい説明で分か

りづらかった。暮らしを充実させた移住者の話や、地方での暮らしを推進する企業や

自治体の取り組みについてはよく分かったが、ホームページの番組紹介にあった「地

方移住を決めた朝ドラヒロイン・熊谷真実も生出演で決断を語る」「地域活性化のプロ

が読み解くコロナ時代の地方のあり方のヒント」という部分は伝わってこなかった。

こういった内容は民放でもたくさん放送しており、しかももっと具体的に紹介してい
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るので、物足りなさを感じた。浜松商工会議所の話では、１年ほど前から移住の相談

を受け、４月以降に１１人が就職して移住したという情報だけで終わってしまってい

た。新型コロナウイルスをきっかけとした大きな変化を伝えるのが番組の目的なので

あれば、この１１人がどのように移住を決め、その後どうなったかを伝えることが大

事だったのではないか。「ナビゲーション」では、今回のように芸能人をゲストに呼び、

専門家が解説して提言するというスタイルは決まった形式なのか。限られた時間を

もっと有効に使ってほしい。担当ディレクターが出演して説明したほうがよく伝わる

のではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

取材者が出演して説明することも含め、今後も引き続き適切な番組演

出を考えていきたいと思う。今回のゲストは、取材者とは異なる当事者

の立場から移住のよさや不安を語ってもらうために出演してもらった。

紹介した事例は、まだ 移住をしたばかりのケースなので、これからど

う地域に溶け込んでいくのか今後も取材を続け、移住の明るい部分だけ

でなく課題も含め、現実をしっかり伝えていかなければならないと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月４日(金)のナビゲーションスペシャル「デカセギ物語～日系ブラジル人たちの

３０年～」(総合 後 7:30～8:13)を見た。日系ブラジル人の子どもの世代を中心に結

成された音楽グループが出演していたが、以前ウェブメディアで見て関心があったの

で、彼らの音楽そのものを聞かせる番組構成はとてもよかった。また、日系ブラジル

人の写真家が、同胞の来日当初やリーマンショック当時の体験などを写真で再現する

活動を紹介していたが、写真そのものを番組の中に取り入れた構成もよかった。新型

コロナウイルスの影響で様々な厳しい状況が生まれているが、問題提起をするという

よりも、登場する人たちひとりひとりの“物語”として番組を最後までまとめていた

のがよかった。 

 

○  ９月７日(月)の【ストーリーズ】ノーナレ「あるジャズマンの物語」(総合 後 10:45

～11:15)を見た。重い内容だろうと思ったが、長年のジャズファンなのでタイトルに

ひかれて視聴した。聴覚障害のある音楽家の苦悩についてはこれまで深く考えたこと

がなかった。７年前に両耳の聴力を失ったベーシストの吉本信行さんは、人工内耳で

拾った音を、骨伝導と電気信号で受け取り波動として認識していた。そのためリズム

はある程度わかるものの、音程やハーモニーは認識できないということだった。吉本
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さんが演奏していたウッドベースは、弦を押さえる指の位置の微妙な違いで音程が変

わる楽器なので、どうやって正確な音が出せるのかと大変驚かされた。さらに、一緒

に演奏しているミュージシャンとのあうんの呼吸や、楽器を通じて意思の疎通ができ

ているのにも驚いた。それを支えているのは、過去に何度も聞いて体にしみこんでい

る曲のフレーズの記憶ということだったが、実際に演奏して、アンサンブルができる

ようになるまでには、驚異的な努力があったのだと思われた。吉川さんが共演するサッ

クス奏者のために曲を書き下ろしたことや、彼を支える周りの人たちの姿にはとても

感動した。全体的には重い内容だったが、番組で流れるなじみ深い曲は清涼感を与え

ていた。 

 

○  「ウイークエンド中部」はキャスターどうしの掛け合いが、心地よいテンポでよかっ

た。９月２６日(土)の「ういちゅ～旅」は、沼津港の魚市場の競りの場面から始まり、

漁船に同乗して漁の様子を伝え、最後は魚料理を食べるというお決まりの構成では

あったが、幅広い内容を丁寧に取材していておもしろかった。１０月３日(土)の「ゆ

る山へＧＯ！」では愛知県民にとってなじみ深い猿投山を訪れていた。アクセスが良

く、多くの登山客でにぎわう山で、ニホンカモシカの親子と遭遇した貴重な映像を撮

影できたことに感心した。この番組は、週末にちょっと出かけたいなという視聴者の

気持ちに応える良い番組になっていると思う。 

 

○  ９月３０日(水)の英雄たちの選択・選「“奥の細道”への道～松尾芭蕉 五・七・五

の革命～」を見た。学者、俳人、作家などの出演者たちは、お互いの考えを尊重しつ

つ、それぞれの発言を重ね合わせ、膨らませながら話を展開していて、とても嬉しかっ

た。松重豊さんの語りも心地よかった。松尾芭蕉が神田上水の工事で活躍していたと

いう話から、俳人としてだけではなく経済人としても成功を収めていたことを知り驚

いた。３７歳で俳句に専念するため日本橋から深川へ移り住み、従来の俳句の形式に

とらわれず新たな表現を生み出していたことが分かった。「奥の細道」の旅は、のちに

幕府の巡見使随員となる河合曽良を随伴していたことから、隠密説がささやかれてい

るという話もおもしろかった。「奥の細道」の構成、不易流行の理念、芭蕉文学のすば

らしさをあらためて感じた。芭蕉が、俳句を単なることば遊びから、心の世界を深く、

やさしく語るものへと変化させ、それが現代まで続く広く親しまれる俳句へとつな

がっていることがわかり、とてもよい番組だった。 

 

○  １０月４日(日)のダーウィンが来た！「最強の弱虫！？ ピラニアの真実」を見た。

流れるようなストーリー展開ですばらしい番組だったが、不満に思うところも多かっ

た。オオカワウソが捕まえた魚が水中に落ちてピラニアが捕食するシーンがあったが、

魚の模様を見ると落ちた魚と捕食された魚とは違う個体のように見えた。異なる
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シーンの映像をストーリーに合わせて編集しているように見えて違和感があった。ま

た、今回紹介されたのはピラニア・ナッテリーだったと思うが、ピラニアの種類はた

くさんあり、群れを成すのは２種類ほどしかいないことにも触れるべきだった。最近

の研究でピラニアが臆病な生き物だと分かったとのことだったが、ピラニア・ナッテ

リーは臆病で、人が多い所での飼育には不向きであることは以前から言われている。

ピラニアは釣りづらいとも伝えていたが、日本製のしっかりとした針とワイヤーを使

い、適当な大きさの餌があれば釣れると思う。さらに、デンキウナギは頭から電気を

出すと説明していたり、ピラニアの歯はステーキナイフのようにギザギザがあると紹

介したりしていた。ステーキナイフには平刃のものもある。いずれも些細なことだと

思われるかも知れないが、この番組がドキュメンタリーであるならば、説明不足から

誤解を招くような表現は避けるべきだと思う。全体のストーリーは非常に良かったの

で、科学的な視点をもっと大切にしてほしい。 

 

○  １０月５日(月)の「まるっと！みえ」で、“移住者を増やすためには教育環境が重

要”というニュースを放送していた。最近ＮＨＫでは、地方移住についてのニュース

が多いが、最新の情報を過不足なくきちんと整理して伝えていて非常に信頼感がある。

地方移住についてはニュースだけでなく、番組も多く制作されているようだが、全国

のＮＨＫが放送したニュースや番組を集めれば、かなりの情報量になるのではないだ

ろうか。制作している放送局ごとに地域差があり、重要な論点や新しい視点、その地

域特有の課題など、さまざまな情報があると思うので、ＮＨＫ全体で蓄積し共有でき

れば、より質の高い番組が制作できるのではないか。特に地方移住については、すべ

ての局が同じテーマで取材し、集まった情報を比較することで、新しい発見が得られ

るかもしれないと思った。 

 

○  １０月５日(月)の逆転人生「コロナ新時代の先駆け旅館 逆転のヒントは“働き方

改革”！？」を見た。ドラマ仕立ての演出で、非常に見応えのある番組だった。オン

ラインで出演したゲストが、映像処理によって違和感なくスタジオセットに溶け込ん

でいたのは、すごい技術だと思った。番組構成にもむだがなく４５分間飽きずに集中

して見ることができた。今回取り上げられた旅館は、休館日が週３日もあり、採算が

取れるのだろうかと疑問に思ったが、ゲストのリゾートホテル経営者が、「成長段階の

ステップとしては正しい選択だ。人気が出てきたら毎日開ける決断に変わっていくだ

ろう。経営者以外の人に任せられる体制を作っていくとよいと思う」と、納得感のあ

るコメントをしており、人選も適切だった。 

 

○  １０月９日(金)の金とく「三宅民夫の東海ＤＩＶＥスペシャル ＃１０」を見た。

ニュースとは何かと考えるときに、事件や事故は当然として、それ以外には「知って
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いる人や事柄」に関する「知らない話」というのは多くの人が「知りたがる」ものだ

と思う。この番組はまさに身近な地域の知らない歴史を掘り起こしていて興味深かっ

た。四日市には、過去の公害に対するさまざまな思いがある中で、工場夜景の美しい

町という新たなイメージで売り出そうと地元の人たちが夜景クルーズを企画した話は

とてもよい内容だった。夜景クルーズに乗船した公害認定患者の「悔しいけれどとて

も美しい」ということばや、コンビナート企業でかつて働いていた人がクルーズガイ

ドを務めているという話も非常に感動した。ドローンの映像は近未来都市やアニメの

世界かと思うほど、とてもきれいな光景だったので実際に見に行きたいと思った。ま

た、名古屋で日本初の民間ラジオ放送局が生まれたことは知っていたが、関東大震災

が起きたときに「名古屋が全滅した」という間違った噂が広がったのは、名古屋から

正確なニュースが発信されなかったからだということで、鉄道会社に勤めていた人が

独学で放送事業を学び、名古屋で放送局を開設したという話は知らなかった。鳳来寺

山からの「生態放送」でブッポウソウの鳴き声を紹介したつもりが、実はコノハズク

の声だったという話題もおもしろかった。ただ、今回紹介された３つのトピックのう

ちの１つは以前にも見たことがあった。３つのうち１つが再放送だったこと、それを

最初に紹介していたことは疑問だった。 

 

○  １０月９日(金)のいしかわ令和プレミアム「おもてなし北陸 地元の食を楽しむ！

ＳＰ」を見た。北陸の飲食店や観光施設は、コロナ前はインバウンドなどによる観光

客で賑わっていたこともあり、地元の人は利用しづらい状況があった。新型コロナウ

イルスの影響によって観光客が減っているいま、この番組は、あらためて地元の飲食

店を紹介し、地元の食を楽しめるように促していて、とてもすばらしいと思った。コ

ロナ前にはオーバーツーリズムによる影響が問題となっていた。そのため、これから

は観光する側も楽しみながら地域に貢献することが求められている。番組では、その

一例として山中温泉の源泉を使ったアイスキャンディーを紹介し、売り上げの一部が

共同浴場の運営費や地域振興に使われていることを伝えていた。食べ歩きだけに終わ

らず深みのある内容で、さすがＮＨＫだと思った。新型コロナウイルスの影響で観光

客が減少したが、飲食店側に時間的余裕ができたことで職人たちが腕を磨き、新しい

メニューやサービスを提供できるようになったという話をよく耳にする。そういった

プラスの変化を、食のような多くの人が楽しめる観点から特集してもらいたい。 

 

○  １０月１３日(火)のクローズアップ現代＋「ライフスタイル変革 女性たちの消

費・エコ コロナで気づいた」を見た。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、買い

物に対する意識が変化した人は全体の６６．８％という調査結果が示されていた。小

売業経営者の「これから手がけるビジネスは社会問題の解決や環境の保全、人々の幸

せにつながるもの、いずれかしかやらない」という話も印象的で、このように利他の
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心でビジネスをする会社が増えると、よりよい世の中になるのかも知れないと感じた。

また、一般の女性の「おしゃれとか、かっこいいというだけでなく、地球環境や社会

にとっても、よい商品を選んでいきたい」という意見も紹介されていた。こういった

意識が高まっていけば、この未曽有の危機も、世の中がより良くなるきっかけになる

のかも知れない。男性より女性のほうが生活における変化を敏感に感じ取り、行動が

変わってきていることもデータで示されていた。業績の悪化を理由にＳＤＧs やＣＳ

Ｒの取り組み、ダイバーシティの予算が凍結されている企業もあるという。企業の存

続はもちろんとても重要だが、長期的な視点でどう考えていくのか、子どもたちの世

代に何を残していくのか、苦しい時こそ“ゴール”を見据えて、いま本当に何をする

べきかを考えることが大切だと改めて気づかされた。ＳＤＧｓという言葉は、時代の

キーワードになっていくのだろうと感じているので、よりよい社会になるための新た

な情報を、これからも発信していってほしい。 

 

○  「【よるドラ】彼女が成仏できない理由」はこれまでの放送回をすべて見ている。最

終回も楽しみにしている。海外での配信もあるとのことなので、その反響も教えてほ

しい。 

 

○  ９月２２日(火)の「私だけかもしれない講座」(Ｅテレ 後 10:50～11:15)は、講師

を務めた坂口恭平さんに関心があって番組を見た。顔を出さずセーターに描かれた顔

の絵が声に合わせて動いていた。「自分だけの悩みかも知れないけれども、誰かの悩み

を解決することにつながるかも知れない」という番組で、かなりシュールな作りだっ

たが、これくらい“ぶっ飛ぶ”と、「価値観の転換」がよいメッセージになると思った。 

 

○  「“シュガー＆シュガー”サカナクションの音楽実験番組」を第１回から見ている。

新型コロナウイルスの影響で体も心も窮屈な状況になっているが、この番組は落ち着

いたテンションで、コミカルで、仕立ても良く、非常に小気味がよい。「サカナクション

の音楽実験番組」というタイトルだが、音楽番組というよりも、山口一郎さんがシュー

ルなコメディのように番組を進行していて、そんな風に期待を裏切られるのも楽しい。

テレビではあまり見る機会がないレアなキャスティングや、ゲストとの予定調和を感

じさせないぶっつけ本番のトーク、そこで語られる本音のエピソードなどもおもしろ

い。毎回違ったコーナーを設けていて、毎週視聴しても楽しめるようになっている。

ただ、サカナクションならではの音楽性に期待している人もいると思うので、「音楽実

験番組」という面をもう少し強く打ち出せば、さらに興味深い番組になると思った。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年９月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ９月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１７日(木)、ＮＨＫ名古屋拠点放送局にお

いて、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「２０２０年度後半期の国内放送番組」について説明があり、「２０

２１年度の番組改定」についての意見交換を行った。 

続いて、「ボクらしか知らない 学校のいま」について説明があり、放送番組一般も

含めて活発に意見の交換を行った。 

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

終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 稲村  修 （魚津水族館館長） 

 副委員長 松田  裕子 （三重大学副学長） 

 委 員 井口 昭久 （愛知淑徳大学健康医療科学部教授） 

 岡安 大助 （中日新聞社取締役） 

 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

 坂田 守史 （（株)デザインスタジオ・ビネン代表取締役） 

 玉井 博祜 （能楽師／玉井屋本舗社長） 

  都築 紀理 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

 德田八十吉 （德田八十吉陶房代表） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 安井 香一 （東邦ガス(株)代表取締役会長） 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２０年度後半期の国内放送番組」および「２０２１年度の番組改定」について＞ 

 

○  名古屋拠点放送局での子どもや子育てをしている人を支えるプロジェクト「＃わた

しにできること～未来へ１歩～」は、とてもよい取り組みだと思う。これまで子育て

は、女性が多くを担ってきたと感じている。難しいことかもしれないが、番組制作の

うえでもダイバーシティ を進めてほしい。そうすることで、より視聴者に寄り添った

番組が作れるのではないかと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

このプロジェクトは、母親でもある職員による提案が出発点となって

いる。自身の子育て経験も含め、子どもたちをどう守り育てていくかと

いう視点でスタートしている。名古屋局の取り組みとして局内外の多く

の人たちに知っていただき、成果をあげていきたい。引き続き応援して

いただきたい。 

 

○  新型コロナウイルスの影響で、家にいる時間が長くなっているのではないかと感じ

ているが、視聴率に変化はあるのか。放送内容を決める際、生活時間の変化をどれく

らい意識しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

感染拡大防止のため、取材などに制約がある中、家にいる時間が長く

なった方に向けて、どういった番組を届けていけるかが、課題の一つだ

と思っている。例えば、過去に放送した番組を再利用するなどの工夫を

しながら、在宅時間の変化も考慮して良質なコンテンツを提供していき

たい。視聴率については、４月以降は特にニュース番組がよく見られて

いる。 

 

○  ニュースで取り上げる人物や出演者の年齢について、表記する場合としない場合が

あるが一定の決まりがあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組ごとに必要性を判断して決めている。 

 

○  日本の新聞やテレビでは、年齢を表記することが多いように感じている。年齢を前

に出し過ぎると、イメージの固定化につながり、一人一人の個性が埋没してしまう可

能性がある。年齢による差別につながってしまう場合もありうるので、慎重に考えて

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

視聴者にとって必要なものを表記するのが基本であり、必要性を十分

に見極めて情報を伝えていくことを心がけたい。 
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○  安倍首相の退任意向をいち早く伝えたことや、台風についての報道には災害による

被害を減らそうという思いが感じられ、改めてＮＨＫはすごいと思った。ニュースの

中で「会社員など」「作業員など」といった表現をしているが、「など」は物や事柄に

ついて使われるもので、人の場合は「たち」や「ら」とすべきではないか。違和感が

ある。 

 

（ＮＨＫ側） 

放送で使う用語については一定の基準を設けているので確認させてい

ただき、次回の審議会でお答えする。 

 

 

＜「ボクらしか知らない 学校のいま」（総合 ８月２２日(土)放送）について＞ 

 

○  子どもたちの声をしっかりと集めていて、非常に興味深い内容だった。番組名から

は新型コロナウイルス関連の番組だとは分からず、どういった内容なのかと思った。

学校での感染拡大防止のため先生たちも苦労しているとは思うが、子どもたちが不便

に思っている正直な声がさまざま聞けた。ただ、「マスクは面倒」という声に対し、イン

タビュアーが「面倒だと先生に言えば？」「息苦しいときは取っちゃいたいと思わない

の？」などと重ねて聞いていた。本音を引き出そうとしたのだろうが、この質問のし

かたはいかがなものかと感じた。このような質問をわざわざ入れるよりも、いろいろ

な子どもたちの声を紹介したほうがよかったと思う。子どもに対して突っ込んだ質問

をする際に、どのような聞き方をするのかをもっと考える必要があったのではないか。

ゲストのくわばたりえさんは子どもだけでなく先生の苦労にも言及しており、出演者

の先生たちの心にもしみるとてもよいコメントだったと思う。ブロックアワーは新型

コロナウイルス対策で始めた取り組みではないと思うし、カリキュラムの進行がさら

にきつくなるのではないかといった問題点も考えられるので、別の番組できちんと取

り上げたほうがよかったのではないか。番組冒頭のスタジオで「なぜ夜の街に行くの

か」という子どもたちの声が紹介されていたが、その後は触れていなかったので、疑

問を持った。 

 

○  小学校で何が起きているのか気になっていたので、興味深く見ることができた。学

校の授業の進め方には驚くことがたくさんあり、子どもなりに先生の焦りを感じてい

るといった話などは、強く印象に残った。学校での生活がどう変わったのかと、勉強

がどう変わったのかの２つのパートで構成していたのは分かりやすかった。ただ、ゲ

ストを呼んだり、ブロックアワーの取り組みを紹介したりしたことで、かえって番組

を複雑にしてしまったのではないか。インタビューに答えたのに放送されなかった子
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どもが、たくさんいたはずだが、図表などを使って、どんな意見があったか示すべき

だった。結果的に無視されたようになってしまった子どもたちはかわいそうだと感じ

た。「ボクらしか知らない」というタイトルにしたのなら、もっと子どもたちをメイン

に据えるべきだった。もし、親の声を紹介するのならば、ゲストのコメントではなく、

アンケートなどで裏付けされた意見を伝えてほしかった。インタビュー取材の様子を

放送することで、密を避けた撮影が行われていることが分かったのはよかった。修学

旅行や運動会、リモート学習、短縮された夏休みなど、もっと知りたいことがたくさん

あり、結果的にもやもやした気分が残った。 

 

○  いちばん気になったのは、子どもたちは全員顔を出して本音を語っているのに、先

生たちが顔を隠していたことだった。子どもたちには自分の意見を求めておきながら、

大人たちは立場や都合、保身などから顔を隠さないと本音が言えないというのは、お

かしなことだと感じた。息子や娘が番組に深く共感していたので、子どもたちの本音

を丁寧に聞き出すことができていたのだと思う。先生たちもコロナウイルスによって

とても大変な状況ではあるが、未来を担う子どものために、大人としてどうしていけ

ばよいのかを考えさせられる番組だった。大きな変化が起こると、自分ばかり損をし

ているのではないかと考えはじめ、そのいらだちを誰かを攻撃することで発散すると

いったことが社会に広がっていくことに不安を感じている。それが学校でも起きてい

るのは、大きな問題であると思った。ブロックアワーは自分の気持ちや考えに耳を傾

け、主体的な学びを見つけるという取り組みで、コロナの影響で人と人との関りが難

しい今だからこそ、伸ばせる力もあるのだということを伝えていたと思う。 

 

○  先生たちがかなり苦労して子どもたちにマスクを着用させていると思われるにも

かかわらず、取材者はマスクに対する不満の声を引き出すような質問をしていた。いっ

たい何を言わせようとしているのか、疑問に感じた。くわばたりえさん以外のゲスト

のコメントは、子どもと比べて洗練されておらず、必要性は感じられなかった。特に

大学生をゲストに加えていたが、義務教育の小学校と大学ではまったく異なる問題を

抱えているので、キャスティングに違和感があった。子どもたちの声は、作られてい

ない本音のことばであり、表情にもすごく胸に迫るものがあった。だからこそ先生も

顔を出して真摯（しんし）に悩みを語ってくれる人を選ぶべきだった。子どもたちと

比べると、インタビュアーやゲスト、先生などの大人が出演しているパートは、残念

な印象だった。ブロックアワーは、よい取り組みだとは思うので、ほかの番組で取り

上げてほしい。 
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○  大勢の子どもたちにインタビューをして、それを集約すれば現状を正しく捉えるこ

とができるという思い込みがあるとしたら、それは違うのではないかと思って番組を

視聴した。マスクや“３密”対策に関する子どもたちのことばからは、友だちとのス

キンシップを大事に思う気持ちが強くにじみ出ており、本音をうまく引き出せている

と思った。一方、物わかりのよさや今の授業を前向きに受け入れている姿からは、大

人におもねっているのではないかとも感じられた。子どもの本音を通して、学校の実

態や課題を明らかにしようという目的だったとすれば、達成度は７０％程度だったよ

うに思う。１学期の内容を２か月でこなすために「詰め込み」の授業を行っていたが、

教科書をなぞって漏れなく教えることが、本来の正しい教育なのか疑問を感じた。一

方で、それを望む保護者がいたり、クラス間で差が出る事に批判的な意見が出たりす

るため、教育現場では指導要領どおりに進めることが無難だと判断されてしまう。番

組は、そうした問題提起につながるのだろうと思っていたら、そのあと唐突にブロッ

クアワーの取り組みが紹介された。しかし、これは授業時間不足の解決につながるも

のではなく、話に一貫性が感じられなかった。あいまいなまま番組が終わってしまっ

た。 

 

○  子どもたちが新型コロナウイルスによってどのような影響を受けているのか知る

すべがなかったが、この番組は子どもに寄り添い、子どもの目線で、彼らがいま置か

れている状況を報告してくれた。相手のリアクションが分からず恐いといった声は、

人とのつき合いにおいて表情が重要であることを示し、人と人とが疎遠になっていく

“コロナ社会”の現実が、子どもの世界にまで及んでいることを伝えていた。一方で、

彼らはマスクの意義をきちんと理解していることに感心した。“３密”を避けることで

「友達と話せなくなり、ベタベタできなくなり、ソーシャルディスタンスなんて嫌に

なっちゃう」という声は、人間どうしのつきあいにとってそれらが重要であることを、

子どもたちが理解していることを示していた。子どもたちが籠の鳥のように感じられ

ショックを受けた。学習指導要領に基づいて教科書の内容をすべて消化せざるをえな

いといったことなど、日本の学校教育の課題を浮き彫りにしていたと思う。番組の最

後に紹介されていたブロックアワーは、課題を自分で見つけ、自分で探求し、少人数

のグループで行われる新しい教育手法である。未曽有の事態をきっかけに、旧態依然

の学校教育を変えていく可能性を示した優れた番組だった。 

 

○  学校の再開を喜ぶ子どもたちの様子が伝わってきた。学校生活にもマスクの着用や

ソーシャルディスタンスの確保などさまざまな制約があり、それらを真面目に守る子

どもたちの姿をけなげに感じた。先生たちは、子どもたちの日々の生活に気を配らな

ければならないうえに、授業は倍速で進めなくてはならず、とても大変だと思った。

１日の学習量の膨大さに子どもたちは戸惑い、一方で保護者からのクレームを恐れ教
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科書の一部を省略した授業もできず、時間に追われて苦悩する教師の姿が見られた。

現状では、学ぶ意欲を後押しし、子どもと語り合う教育をするのは難しいことなのか、

考えさせられる内容だった。このような時だからこそ、学校と家庭の両方で子どもを

育み合うことが必要であるという最後の高山哲哉アナウンサーのことばは胸に響いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

子どもにとって初対面の大人から話を聞かれること自体あまりないこ

とで、その状況で本音を聞き出すことはとても難しい。親しげに友達の

ように話したり、目線を低くして話したりするなど、いろいろな方法で

聞くようにしている。それでも本音を聞くことが難しい場合には、踏み

込んだ質問をすることになってしまったかもしれない。質問のしかたに

ついては指摘を今後に生かしていきたい。新型コロナウイルスの影響下

で学校取材の状況が刻々と変わる中、子どもたちの声を中心とした番組

を制作した結果、番組内容と出演者の調和がとれていない部分があった

かもしれない。先生たちにも顔を出して出演してもらいたかったが、い

くつも許可が必要で難しかった。ブロックアワーの取り組みは、新型コ

ロナウイルス対策として始まったものではないが、困難な状況を打破す

る一つの方策として取り上げたが、時間的な制約もあり説明不足と受け

止められたかもしれない。子どもたちへ行ったインタビューのすべては

放送できなかったが、プロジェクトの一環として、継続的に、ほかの番

組でも紹介していきたいと思っている。 

 

○  小学生のときにＮＨＫのインタビューを受けた際、相手からかなりの“圧”を感じ

たことがある。今回の番組のインタビューは、それを思い出させるような聞き方だっ

た。子どもたちへのインタビュー手法が随分前から改善されていないように思え、「難

しい」というひと言で終わらせてよいのか疑問に感じた。この番組からあぶり出され

たのは大人の事情だと思った。子どもたちの声は、気持ちなどをリアルに捉えていた

が、ニュース番組の１つのコーナーでもよい内容に感じた。番組として伝えたい意図

を持って制作するのであれば、個々のインタビューだけではなく、意見を交換する場

もあったほうが、よりリアルな声が聞けたのではないか。新型コロナウイルスの影響

下における子どもたちの心境はよく分かったが、そこから何を学び、どうしていくべ

きかを考えるきっかけにはならなかった。現状を単に伝えるだけでなく、もう少し奥

行きを感じさせる作り方をしてほしいと思った。 
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○  冒頭でいきなり「なぜ夜の街に行くのか」と子どもの声が紹介されたが、新型コロ

ナウイルスの影響下での話と分かっていなかったため、普通のことではないかと思っ

たところで番組が始まった。テロップの色や動き、スタジオで使われた風船などがか

わいらしくてよかった。先生たちは覆面での参加と言っていたので何かをかぶって登

場するのかと思ったら、顔に熊のイラストが重ねられていたので驚いた。その状態が

続いたため、子どもたちは顔を出していたのに、先生たちはこのような出演のしかた

でよいのかと違和感を覚えた。子どもたちのインタビューでは、子どもどうしで話し

たり遊んだりできることが一番大切なのではないかと感じた。このような時期の子ど

もたちにとって、知識を増やすことよりも、心の病にならないことのほうが重要では

ないかと思った。海外では、一人一人の能力や得意分野に合わせて学べる国もあると

思うが、日本の子どもたちは年号を暗記したり、実際の生活には必要ないような難し

い計算式を覚えたりしなければならず大変だと思う。いまは、コロナの影響をきっか

けに日本の教育や時代さえも変えていける時期なのかもしれないと思った。 

 

○  新型コロナウイルスの影響は刻一刻と変化しており、最近の番組と比較すると、出

演者のリモート参加に懐かしさが感じられた。そうした中、子どもたちが顔を出して

自分の意見を言っていたのはとても新鮮だった。一方で、先生が顔を出すのが難しい

という状況は悲しかった。画面のデザインや文字のフォントがかわいらしい雰囲気を

作り出しており、とてもよかったと思う。子どもたちのインタビューでは、いまの子

どもには相手が求めていることを答えようとする傾向があり、質問者の意図をくみ

取っているのではないかと感じた。紹介された子どもたちはとてもしっかりしていた

が、もう少し小さい子供とか、あるいはもっと上の学年の子どもなどに幅広く聞けば、

さらに濃淡のある声が聞けたのではないか。状況が以前のように戻ったとしても、子

どもたちにとっては他人との距離を取ることが当たり前のようになっていて、何年後

かには人と人との距離感が変わってくるのではないかと思った。ブロックアワーの紹

介は、唐突な印象を受けたので、もう一工夫が必要だと思った。 

 

○  学校での出来事は外からはあまり見えないので、小学生の声を直接聞くという試み

は大変よかったと思う。子どもたちがどこまで本音で語っていたのかは分からないが、

先生たちも本音で語りたいことがあるのだろうと感じた。番組の最後に、くわばたり

えさんが「今は、頭がよくなることよりも、子どもの心に寄り添って、もっと子ども

の心を聞く必要がある」と言い、高山アナウンサーが「学校と家庭で育み合う関係、

私たちも一肌も二肌も脱ぐ必要がある」と締めており、よいコメントだと思った。こ

のような学校や家庭となれるように番組でもサポートしてほしい。また、こうした取

り組みを発展させ、子どもや親、先生がコミュニケーションを取れる環境づくりを後

押しする番組の制作にも期待したい。コロナの影響だけでなく、校則の問題など学校
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にはさまざまな課題があるので、それらの解決につながるような番組を今後も作って

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

アンケートで夜の街について答えた子どもが多かった。自分たちは

こんなにも我慢しているのに、大人たちが夜の街に行くことに憤りを感

じているという声だった。番組のテーマを「学校のいま」としたので詳

細は紹介しなかったが、冒頭でそういった声があったことを伝えること

にした。スタジオセットや画面、フォントなど、デザインの工夫に好感

を持っていただけたなら、とてもうれしいことだ。学校には、このあと

修学旅行や文化祭などをどう行うのかという問題や、校則などのさまざ

まな課題が存在するので、子どもたちが置かれている状況をきちんと伝

え、応援していけるような番組を作っていきたいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月２３日(木)のドラマ＆ドキュメント「不要不急の銀河」(総合 後 7:30～8:42)

を見た。自粛を迫られるスナックを描いたドラマで、制作過程をドキュメンタリー番

組化し、あわせて放送してていた。舞台では俳優が発声するかわりに録音した音声を

流すなど演出の変更を強いられる場合もある状況で、どういう形でドラマ撮影を再開

できるか、保健所とも相談しながら検討している様子も見ることができたのは、とて

も参考になってよかったと思う。 

 

○  ７月３１日(金)のナビゲーション「高校球児たちの熱い夏」(総合 後 7:33～7:58)

を見た。昔から夏になれば高校野球があり躍動する高校生の青春があったが、それが

ない夏など想像したこともなかった。番組では、今年度で廃校が決まっている新城東

高校を取材し、夏季愛知県高校野球大会に出場し敗退するまでの姿を追っていた。け

なげで素朴な生徒たちの失いかけた夏を淡々と映し出し、高校野球の持つ鮮やかなド

ラマ、素朴な高校生の姿に思わず涙が出た。高校生たちのひたむきな日常を追った、

よい番組であった。 

 

○  ８月６日(木)のＮＨＫスペシャル「証言と映像でつづる原爆投下・全記録」(総合 

後 10:00～11:00)、８月１２日(水)の歴史秘話ヒストリア「ガダルカナル 大敗北の

真相」、８月１５日(土)の「太陽の子」(総合 後 7:30～8:50)、８月１６日(日)のＮＨ

Ｋスペシャル「アウシュビッツ 死者たちの告白」など、戦争関連の番組を見た。大
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変衝撃的な内容ばかりで、唯一の被爆国として、戦争を知らない世代であっても、ずっ

と訴え続けていかなければならないと強く思った。 

 

○  ８月７日(金)ナビゲーション「見逃してませんか あなたの町の魅力～コロナ時代

の観光論～」は２つの事例で“コロナ時代”の観光のあり方を提起していた。１つ目

は、“３密”回避の需要を見込んで、高価格・少人数の貸切ツアーに力を入れている気

仙沼の事例を紹介し、消費者が必要とするものを調査・分析・把握して商品開発に生

かすマーケットインの重要性を伝えていた。世界にはレジャーに年間１億円以上使う

人が 10 万人いるとのことだが、これを市場調査の結果とするのはずいぶん無理があ

り、格差社会の助長につながりかねないと思った。大事なのはツアー料金の値段では

なく、魅力のある観光資源であって、旅行者が求めている付加価値が何かということ

をマーケットインの発想で追求していくことだと思う。２つ目は飛騨市の薬草つみ体

験が紹介されていた。一時的な体験ではなくその後の生活にも生かしていけるような

ツアーだったので参加してみたいと思った。ただ、体験型観光には参加者に教えるス

キルを持ったガイドが不可欠なので、ガイド人材の育成方法についてもっと伝えたほ

うが、ほかの地域の人たちにも参考になったのではないか。また、一番リピーターが

多い旅先は実家だとも言われる。それは家族とか旧友に会いたいという気持ちが強い

からなのだろう。人と人、人と地域のつながりを強く結びつけるようなものが“コロ

ナ時代”、新しい時代の観光のあるべき姿なのではないかと思った。 

 

○  ８月１６日(日)の目撃！にっぽん「コロナの街を走って～フードデリバリー・配達

員たちの夏～」は、非常に関心の強い分野を取り上げていたので、知らないことがた

くさん得られるのではないかと思って見た。配達や報酬の仕組みや、注文がどれくら

い入るのかといった実態など、未知の世界を知ることができ、とても見応えがあった。

配達員には昇進やボーナス、有給休暇、労災保険はなく、人が駒として使われている

ようにも見え、深く考えさせられた。演出としてナレーションをつけず、出演者自身

のことばでストーリーが進んでいた。画面に現れる文字や哀愁を誘う音楽は、ナレー

ションよりも雄弁に物語っていると思った。内容と演出がマッチした良質な番組だっ

た。ノーナレーションの手法はよいとは思うが、集中して見ていないとストーリーか

ら置いて行かれることもあると感じた。 

 

○  ８月２２日(土)のＮＨＫスペシャル 東京リボーン（５）「渋谷 迷宮大改造」を見

た。建物などの物理的な変化だけでなく、再開発の理念や情熱といった心理的な側面

も映像で伝えていたのがすごかった。再開発の初期段階から長期間取材していること

や新型コロナウイルスの感染拡大による制約がある中でこれほどの番組を制作したこ

とには、さすがＮＨＫと感心させられた。渋谷の街が迷宮といわれるくらい複雑に出
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来上がってしまった歴史が、起点は関東大震災だったという話も、たいへん説得力が

あった。新型コロナウイルス対策には法的強制力が必要ではないかという議論がある

が、理念や情熱がしっかりしていれば法的強制力がなくてもかなりのことが実現でき

ることを感じさせられる内容になっていた。引き続き、このような番組を放送していっ

てほしい。 

 

○  ９月４日(金)のドキュメント７２時間「石川 なぎさドライブウェイ 思い出の砂

浜で」を見た。ドライブウェイを訪れるひとりひとりにドラマがあって、人生があっ

て、そこに海があって波がある。非常に癒される番組だった。当たり前のように見て

いた風景や場所が、実は貴重なものであることに気づかされる番組だった。軽快な音

楽もよかった。 

 

○  ９月９日(水)のガッテン！「意外な寿命バロメーター！握力で死亡リスクがわかっ

ちゃう！？」を見た。握力が寿命と関係することを立川志の輔さんの絶妙な司会で展

開し、音楽も気が利いておりとてもよかった。握力が寿命に関係するのか、単に身体

のぜい弱性からもたらされる結果なのかは議論のあるところだが、生活習慣病の大規

模調査である久山町研究の結果を基にしており、科学的評価に疑問を抱かれないよう

留意しながら、難しい課題を分かりやすくおもしろく伝えていたと思う。 

 

○  ９月１１日(金)の金とく「アノコロＴＶ 知らないとは言わせない！ 第２弾」を

見た。前回とてもよかったので、第２弾が放送されてうれしかった。今回は蟹江篤子

さんがナレーションで出演し、この人を起用する手があったかと感心した。番組の冒

頭にきんさんとぎんさんの入浴シーンが放送されて驚いた。102 歳で初体験だったも

のを尋ねる問題では「乗ったことがある」と言っている場面が映し出されたためか、

全員の解答が乗り物になってしまった。正解が海外旅行だったので、ｓ少し誤った回

答に誘導してしまったのではないかと感じた。前回よりも問題がたくさん出題されて

おりクイズ番組らしくなっていた。昔のビルの映像やデザイン博のマスコット、吉村

功さんの野球実況など、懐かしさをたくさん感じられる番組だった。この地方になじ

みの深い番組の出演者を解答者として集め、番組対抗戦にするのもよいのではないか。

第３弾も見たいと思う。 

 

○  ９月１２日(土)の【よるドラ】彼女が成仏できない理由（１）を見た。森崎ウィン

さんの演技がおもしろく、タイトルから受ける印象とは異なり、明るく柔らかい雰囲

気のドラマだった。細かいところまでしっかりと作り込まれており、古びたアパート

やタイル張りの流しなどには感心した。テンポもよく、疲れを感じず楽しく見られる

番組で、今後も楽しみにしている。 
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○  「【ドラマ１０】ディア・ペイシェント～絆のカルテ～」を毎回見ている。病院経営

の難しさをつぶさに描いているドラマだと思う。どの業界にもクレーマーがいて、ネッ

トに取り上げられてしまったら命取りと異常に気を遣う昨今、このドラマでも「患者

様」ということばに病院の現実が見えたように感じた。事務長が過度に事務的で医師

を大切に扱わない冷たい人として描かれていたが、辞職して病院を去る場面では、主

人公たちが敬意を込めてお辞儀で見送るシーンが印象的だった。最近、医療従事者に

感謝をと改めて叫ばれているが、医師と患者が互いに信頼し合って病気に立ち向かう

ことが、今も昔も変わらず大事なことだと思った。ドラマがどのような終わりを迎え

るのか楽しみにしている。 

 

○  ８月３日(木)、１０日(木)、１７日(木)、２４日(木)の１００分ｄｅ名著「ミヒャ

エル・エンデ“モモ”」を見た。小学生の時に読んで感銘を受けたが、なぜ魅力を感じ

たのか、あらためて自分自身を知るきっかけにもなるよい番組だった。これまでこの

本に対する一般的な解釈に疑問を感じていたが、心理学者の河合俊雄教授による解説

は心理学的視点や仏教的な世界観などを切り口にしており、納得できた。主人公のモ

モは、聞き上手で悩んでいる人の心を和ませ、自ら解決策に気づかせてあげることが

できる。また、道路掃除夫のベッポは、一度にすべてのことを考えるのではなく、次

の一歩のことだけに集中する大切さを説いていて、これはマインドフルネスの考え方

にも通じる。時間は命であり、命の本質だということも書かれていて、そうしたこと

に心が打たれた。。この番組は、なかなか読むことができなかった本であっても、大好

きで何度も読んだ本であっても、新たな深い気づきが得られる、すてきな番組だと思

う。 

 

○  ８月１日(土)のＢＳ１スペシャル「コロナ新時代への提言２ 福岡伸一×藤原辰史

×伊藤亜紗」を見た。前回の「提言１」では、議論がちぐはぐな印象もあったが、今

回は「風の谷のナウシカ」を題材としていたこともあり、番組にひとつの軸ができて

いたように思う。専門家のキャスティングに妙があり、それぞれの意見や「ナウシカ」

のストーリー、現代と過去の映像がオーバーラップしていく構成も含めて非常に質の

高い番組だった。いわゆる大衆受けする番組ではなかったかも知れないが、こういっ

た番組を制作し放送できるのはＮＨＫのすごさだと感じた。次期経営計画には“新し

い「ＮＨＫらしさの追求」”とあるが、新たな知見を得られたり、気づきにつながった

りするこうした番組を作れることが、ほかにはない「ＮＨＫらしさ」なのだろうと思

う。 
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○  ８月２１日(金)の美の壺スペシャル「日本のすし」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～9:00)を

見た。映像が美しく、すしや握る手指がとても緻密に映し出されていた。魚の身の切

り口やツヤなどもカメラアングルに工夫しながら再現されていて、思わず見入ってし

まった。音楽も映像の美しさと相まって、とても上質な空間を作り上げていた。人の

表情や生活なども丁寧に描写されていて、申し分のない番組だった。一方で、出演者

が会話をする場面は必要なのか疑問に感じる部分もあった。 

 

○  ＧＩＧＡスクール構想によって生徒・学生が端末を持つようになっていくと、課題

となるのはコンテンツだと思う。教師が自分たちで視聴に耐えうるものを作るのはと

ても困難なので、「アクティブ１０」で教師が使いやすいコンテンツが制作されること

を期待したい。 

 

○  ＮＨＫプラスについて、パソコンでの画面構成は以前指摘した部分が改善されて、

やや使いやすくなったと思う。ただし、タブレットで見るとスマートフォンと同じ動

作になってしまい、操作性がよくないと感じている。さらなる改善を強く求めたい。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年７月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ７月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(木)、ＮＨＫ名古屋拠点放送局にお

いて、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、ナビゲーション「“未曾有”の就活～新型コロナに翻弄される学生と

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

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

了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 稲村  修 （魚津水族館館長） 

 副委員長 松田  裕子 （三重大学副学長） 

 委 員 井口 昭久 （愛知淑徳大学健康医療科学部教授） 

 岡安 大助 （中日新聞社取締役） 

 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

 坂田 守史 （（株)デザインスタジオ・ビネン代表取締役） 

玉井 博祜 （能楽師／玉井屋本舗社長） 

 德田八十吉 （德田八十吉陶房代表） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 

（主な発言） 

＜ナビゲーション「“未曾有”の就活～新型コロナに翻弄される学生と企業～」 

（総合 ６月１９日(金)放送）について＞ 

 

○  非常に興味深く視聴した。オンライン面接は、受ける方も大変だろうが、採用する

側も大変なので、企業がどういう基準で採点をしているのかについても知りたかった。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、採用人数が昨年より減ってしまったり、会

社を訪問することもなく入社を決めてしまったりすることへの不安を語る学生が取材

されていたが、実際に会社で面接を受けたとしても、入社前の段階では、ほんの一部

しか見られず、それほどの違いはないのではないかと思う。実際はそうではないのに、

いろいろなことを新型コロナウイルス感染拡大による影響のせいにしてしまっている

ような印象を受けた。一方で、学生と接触できる貴重な機会である合同説明会が開か

れないという大変な状況だが、紹介されていた鋳物メーカーは会社ＰＲの動画作りを

新たな取り組みとして始めていた。何か障害が起きたときに、それを乗り越えるため

に何をするのか、いかに次の一歩を踏み出せるかが、大切なのだと思う。新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響で何が起きるか分らないなか、そういった新しいことに挑戦
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する姿勢が就職活動においても一番必要なのではないかと感じた。 

 

○  学生へのインタビューは、採用人数が減ってしまったことに対する不公平感など率

直な思いを引き出しており、会社には言えない本音が出ていてよかった。後半の鋳物

メーカーの取り組みは興味深く見ることができた。従来のような、採用担当者による

泥臭い「一本釣り」も、新型コロナウイルス禍でのＳＮＳによる動画配信の試みも、

こつこつ続けていかなければならないことに変わりはないと思った。会社説明会より

も、動画配信によって丁寧に仕事をしていることや人を大切にしていること、社会の

役に立っていることなどを、より具体的に伝えられれば、企業と学生のミスマッチを

防げるのでないかと思った。番組では新型コロナウイルスによって「困っていること」

を中心に取り上げていたが、大企業が採用を控えているのは中小企業にとっては優秀

な人材を獲得する機会でもあり、さらに現代では、ＳＮＳなどを使ってお金をかけず

に会社のよさを伝えることができる。そういう新しい未来がやって来ているのだとい

うことをもう少し強く伝えてもよかったと思う。 

 

○  何でも新型コロナウイルスのせいにするのではなく、これをきっかけに、今までう

まくできていなかったことを変えていくチャンスだと思っているので、番組前半で取

り上げられていたネガティブな事例は残念だった。新型コロナウイルスのせいにして

他人を責める、あるいは新型コロナウイルスそのものを責めるのではなく、自らの責

任で何かを切り開いていくといった姿を取り上げてもらえれば気持ちが良かった。そ

ういう意味では後半の鋳物メーカーのエピソードはとてもよかった。１７日(金)に放

送する「ナビゲーションスペシャル」では、“ＷＩＴＨコロナ”を生き抜くヒントを教

えてくれると聞いているので期待している。また、今回の番組ではオープニングの明

るい印象のＢＧＭが内容と合っていないと感じた。この番組はエンディングの音楽が

流れ始めると、いつもせわしなく番組が終わっていく印象もある。音楽の選び方や使

い方も大切にしてほしい。 

 

○  東日本大震災で被災し、地元のために働きたいと就職活動を頑張ってきた女子学生

のエピソードは、学生たちの置かれた現状をうまく捉えていた。また、「数か月前の自

分に言っても、信じてもらえないと思う。不安だらけだ。」ということばは、今の状況

を的確に物語っていた。「オンラインではわからない雰囲気が絶対にある」という感想

も的を射ていたと感じた。しかし、企業の採用活動の縮小、不慣れなオンラインによ

る説明会や選考、さらには企業情報を集めにくいことなどへの学生の不安に対して、

解説はありきたりで物足りなかった。オンライン面接に関して、金沢工業大学での就

職相談の場面が紹介されていたが、大学での支援の全体像を紹介すべきだった。鋳物

メーカーの取り組みに関して、動画制作の試みやオンラインによる工場案内の様子を
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うまく紹介しており、雰囲気のよさが伝わってきた。ただ、番組最後の解説は平凡で、

全般的に表層的という印象は否めなかった。もっと情熱を持って、学生に語りかける

ような番組にしてほしかった。この番組を見ていつも感じてしまうのだが、前半は快

調なのに、後半には疲れてしまう印象だった。 

 

○  「新型コロナに翻弄される学生と企業」というタイトルそのものの内容だった。紹

介された学生は真面目でしっかりしていたが、就活がうまく進まないことへの焦りが、

その表情からよく伝わってきた。また企業側は、合同説明会が軒並み中止となり、知

名度の高い大企業と中小企業との格差が広がっている。そうしたなかで鋳物メーカー

の社員が皆で話し合い、会社の魅力を紹介する動画を制作し、ＳＮＳで発信するとい

う取り組みが紹介されていた。この会社のチームワークや職場の雰囲気のよさがよく

分かり、学生からのリアクションもあったということで、大変明るい終わり方だった。

これが正解というものはなく、企業側も学生側も、新しい就職活動に対する模索の日々

が続くのだろうと思った。 

 

○  新型コロナウイルスの影響に対しては、ネガティブにとらえるのか、ポジティブに

向き合うのか。いまはポジティブなこともたくさん言えるようになってきていると感

じている。番組を作る上では、いろいろな振れ幅を意識したり、問いかけをしたりす

る必要があるとは思う。しかし今回の番組に限って言えば、いまの学生のネガティブ

さと、企業のポジティブな取り組み、どちらかに焦点を絞った方が、より実効性の高

い番組になったのではないかと思う。新型コロナウイルスに翻弄される学生と企業の

両者に目を向けることも大切かもしれないが、こういう時だからこそ、企業のポジティ

ブな取り組みに絞り、エールを送るような番組にしても良かったのではないか。そう

すれば、ほかの企業にとっても参考になったのではないかと思う。 

 

○  新型コロナウイルス感染拡大の中での就職活動は、大変だと思う。インタビューに

答えていた学生は、インターンに幾度も参加し、自己分析や企業研究をしていたのに、

不安だらけと言っていてかわいそうだと思った。就職するにあたり、さまざまな悩み

もあると思うので、女性の働き方の現状がどうなっているのか気になった。就職につ

いては時代によりさまざまな考え方があるが、新型コロナウイルスによって考え方が

変化してきているため、時宜を得た切り口になっていたと思う。会議などのオンライン

化が進んでいるが、相手の反応が分かりづらく、寂しさを感じることがある。ことば

だけのやり取りで、逆に細部まで見えてしまうこともあって、特有の難しさがあると

思う。採用する側もオンラインに対応していかなくてはいけない時代だと思うので、

鋳物のメーカーの取り組みはすばらしいと思った。動画をあそこまでうまく作れるこ

とに驚くとともに、発案後２日で撮影を始める素早い対応が、今日的だと思った。 
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○  生々しい学生の声やＳＮＳで採用通知をするといった採用方法の現状を知ること

ができた。また、知名度の高くない企業や規模の小さい企業の苦労を知ることができ

てよかった。企業と学生では仕事の捉え方に違いがあることを浮き彫りにしていたと

思う。企業で働く人は自ら仕事を作り、トラブルが起きたらどうやってそれを解決す

るのか、それを解決するのは自分であるといった捉え方をしている。それに対して学

生は、社会に出てから学ぶこともあるため仕方がない部分もあるが、基本的に受け身

であり、その甘さも含めてまだ学生なのだと思った。この機会に、リクルートスーツ

のようなものの必要性が見直されたり、在宅勤務がいろいろな企業で導入されたりし

ていくことはよいことだと思う。手取り足取り教えてもらいながら仕事ができるとい

う状況ではなくなり、自らを律して仕事をしていくことが求められる時代になってい

くのだろう。これからの学生には対応力や発想の転換が必要であることまで伝えられ

るとよかったと思う。 

 

○  番組の冒頭で今までは売り手市場だったと語られていたが、新型コロナウイルスの

影響が始まる前から採用を控えているという話を聞くことも多く疑問を感じた。就職

活動がうまくいかないという話も紹介されていたが、これまでにもさまざまな事情で

思うような企業に入れなかったという例はたくさんあり、何もかも「新型コロナウイ

ルスのせい」にしてしまうことには違和感があった。大学で行われている就職支援の

取り組みは、本当に大学がやるべきことなのかどうか。大学のあり方そのものが問わ

れているようにも感じた。また、企業紹介をＳＮＳで発信する取り組みも紹介されて

いたが、率直にもともとＰＲが足りなかったところもあるのではないかと思った。学

生、大学、企業それぞれの事例につながりが見えず、番組全体がバラバラな印象が残っ

た。学生も企業も、もともと変わらなくてはならなかったことが、新型コロナウイル

スによって顕在化しているのだろうと思っているので、今後はそうした部分を深く掘

り下げてほしい。また、高校生の就職率が落ちているとも聞いているので、就職を取

り巻く全体の状況についても取り上げるとよかった。 

 

○  就活に苦戦する学生の、新型コロナウイルスの影響に振り回される理不尽さがよく

表れていた。しかし、かつての就職氷河期など、社会は常に変化を繰り返しているた

め、このような状況は常に起こりうることだと思う。多くの会社が人材確保のため、

定期採用以外の中途や第二新卒など、かつてより柔軟に門戸を開いていると思うので、

そういったことも紹介してもらえれば光明も得られるのではないだろうか。就活に限

らず、多くの物事でオンライン化が進んでおり、今後は、さまざまな物事の評価もオン

ライン上ですることになっていくと思う。その中で便利な部分と未消化な部分があり、

そもそも会議自体が必要だったのかといったことも顕在化してきている。そういった

部分も、もっと掘り下げることができる面白いテーマだと思う。また、学生は日々の
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授業などをオンラインで行っているため、学生のほうが企業の人事担当者より一枚上

手かもしれないと思った。番組の中の「実際に企業へ行くと、玄関から面接会場に至

る間だけで、その会社の雰囲気や社風を感じることができる」という部分は、新鮮な

気づきだった。学生側、企業側の双方のマッチングをすることが紹介されていたが、

これは過去の取り組みの延長線上に過ぎず、むしろ突然の大きすぎる変化に対応でき

ていないと感じたので、もう一歩深掘りできると、双方に解決の光が見えるのではな

いかと感じた。 

 

○  新型コロナウイルスによって影響を受けている就職活動についても、テーマとして

いつかは取り上げられると思っていた。導入部分の映像は興味をそそるものになって

いた。番組は、学生、大学、企業という３つで構成されていたが、スタジオ解説でメ

リハリがつき、分かりやすかった。この番組の価値は、求人側である企業と、求職側

である学生、双方の思いを同時に伝えてくれたことにある。企業と学生、双方とも相

手が何を考えているか推理しつつ、採用・求職にあたっているということがよく分かっ

た。ただ、大企業と中小企業で状況が異なると説明していたが、そこは映像で示して

ほしかった。大企業がこの混乱をどう受け止めているのかということについては、物

足りなさを感じた。第三者の視点で、学生と企業の双方を眺めることにより、改めて

さまざまなことを気づかせてくれた。学生の視点からは、面接の際に感じる職場の雰

囲気、社風を肌で感じる機会の重要性を指摘してくれていた。また、オンライン面接

での映り具合への配慮など、新たな技法の重要性を知らされた。一方、企業の視点か

らは、いかに学生の興味を引くか、選考以前に重要なことがあると分かった。中小企

業の自信、自負といったものは、直接伝える機会がなければ相手に伝わらない。オン

ラインであれば、両者の物理的な距離は関係なくやりとりすることができるようにな

り、お金と時間の制約がなくなると述べていたが、地方の学生、企業にとって有利で

ある反面、ライバルが増え、競争を熾烈なものにしてしまうと感じた。番組の最後に、

スカウトやエージェント形式のマッチングについて紹介していたが、説明時間も短く、

よく分からなかった。せっかく双方が暗中模索の状態にあることを明らかしていたの

で、「この逆境を乗り越えれば」というまとめではなく、「相手も悩んでいる、心配せ

ずに突き進め」といった双方へのメッセージになるものを投げかけてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

新型コロナウイルスが就職活動に影響していることをしっかり伝えた

いと考えていた。また、今回は学生の素直な気持ちに寄り添いたいとい

う思いを強く持ちながら、番組制作に取り組んだ。学生、企業、視聴者

の三者にとって参考になるような事例を紹介できるよう、より意識して

番組づくりに臨みたい。一方で、ネガティブなことも含めて現状をしっ
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かり見せていく姿勢も引き続き大切にしていきたい。 

 

○  「ナビゲーション」自体への意見もあったが、今後どのようにしていきたいと考え

ているか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ナビゲーション」は地域の番組として最も歴史が長く、２５年以上

放送し続けており、地域の視聴者の皆さまに定着していると考えている。

これからも地域のニーズにより的確にお応えしていくために、どのよう

に発展させていけばよいのか考えていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月５日(金)の静岡スペシャル「君たちを守りたい～“コロナショック”に挑む経

営者～」(総合 後 7:33～8:00)を見た。社員の３分の１が外国人労働者である自動車

のシートの裁断や縫製を担う会社が、新型コロナウイルスの影響で休業せざるを得な

い状況になり、マスクの製造に業務を転換させたことを紹介していた。この会社の経

営者は、リーマンショックの反省や、自身がブラジルにサッカー留学をしたときの経

験から、人を大切にしたいという信念を持っており、外国人を派遣ではなく直接雇用

することで守ろうという取り組みを行っていて、非常に人間味のある方だと感じた。 

 

○  ６月１６日(火)の「まるっと！みえ」で放送された「コロナ禍 就活生を応援「サン

ゼロ就活」とは」を津局のホームページで見た。コロナ禍で企業説明会などが中止と

なり、今までのスタイルでは就活ができなくなった中、大学生が自ら企画した「サン

ゼロ就活」が紹介されていた。サンゼロとは感染リスク、交通費、移動時間がゼロと

いう意味で、協力してくれる企業に１分程度の動画を作ってもらいサイトに掲載、企

業と就活生をつなぐ取り組みだった。就活生に「腐らないでほしい、機会が失われた

わけではない、諦めずにやりたいことを見つけてほしい」というメッセージを伝えて

いたのがすごくよかった。新型コロナウイルスの影響が続くなかで、こうした難しい

状況にある人たちを応援してくれるような番組が増えればよいと思った。 

 

○  ７月７日(火)のクローズアップ現代＋「【梅雨末期の豪雨】命奪う脅威・どう避難

“新時代”の備え」を見た。大雨特別警報が各地で発令され、豪雨災害が発生した。

水害は一番怖くて身近な災害なので、その被害の悲惨さは目を覆いたくなるありさま

だった。しかも、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、ボランティアを思うよ

うに受け入れられず、高齢化の進んだ地区では重い土砂や壊れた家財などをどうやっ
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て片づけたらよいのかと思うと、やりきれなさを覚えた。線状降水帯がどのように発

生するのかメカニズムが分かりやすく説明されており、とても恐ろしいと感じた。被

害を最小限に抑えるために重要なことは、いろいろな情報を得て、身近な異変に気付

き、周囲に声をかけつつ早めに避難をすることだと改めて感じた。 

 

○ ７月９日(木)の「かがのとイブニング」で香害を取り上げたリポートを見た。香害

とは、人工的な香りから倦怠感や脱力感、頭痛、どうきなどを感じる化学物質過敏症

を生じることを言い、初めて聞くことばだった。私も臭いは気になるほうだが、洗剤

や消臭剤、芳香剤などをたくさん使うことはあまりよくないと思っていたため、納得

できる企画だった。過敏症には個人差があるため、理解を得ることは難しいかもしれ

ないが、大切な問題だと思った。 

 

○  ７月９日(木)のクローズアップ現代＋「【藤井聡太】進化！知られざるスランプが 

ライバル棋士語る」を見た。ＡＩが将棋や囲碁で人間のプロに勝ったという話は知っ

ていたが、プロが勉強するための大切なツールにまでなっているという話を聞いて、

そこまで進んでいるのかと驚いた。さらに、ＡＩによって棋士の強さを分析したり、

１手ごとに有利不利をグラフ化したりできることにも驚いた。藤井七段が、新型コロ

ナウイルスの影響で対局の無かった２か月間にＡＩを使って猛勉強した結果、ライバ

ル棋士が目をみはるほど強くなったことが、グラフ化することで素人にもよくわかっ

た。デビュー直後に２９連勝したときには何度も名前を見聞きしたが、今や棋聖戦や

王位戦の挑戦者になっている。師匠の杉本昌隆八段が、藤井七段の中には「負けず嫌

いのマグマがある」と言っていたが、そのマグマが噴き出してくるのかどうか、今後

もさらに注目したいと思わせてくれる非常におもしろい番組だった。 

 

○ ７月１０日(金)の越中とやまスペシャル 富山イドバタトーク！～ちょっこし不満 

しゃべらんが？～「“コロナ時代”の家事・育児」を見た。富山県民の不満をすくい上

げ、本音を引き出す、富山局制作の番組シリーズで、今回は４人の母親がオンライン

で出演し、コロナ時代の家事について熱く語っていた。司会の今城アナウンサーが指

名しながら進行していたが、話題や話す人の切り替えのテンポが非常に良く、次回を

期待させる内容だった。また、オンラインであれば富山県内に限らず、中部地域や全

国、世界中から出演者を集めて番組を作ることもできるのではないかと思った。 

 

○  ７月１２日(日)のダーウィンが来た！「魚が鳥を襲う！ １００万羽の壮絶子育て」

を見た。繁殖期にセーシェル島に集うセグロアジサシの子育て、ひなの成長と巣立ち

を取り上げていた。この番組は最近「擬人化」等の演出が頻繁に使われるようになっ

ていたが、今回は、番組のホームページに「絶海の孤島で繰り広げられる命の攻防に
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密着する」と書かれていたとおり、手に汗握るシーンの連続で、すばらしい映像だっ

た。いつも、この番組を支えているカメラマンや取材クルーの努力は相当なものだと

感じており、今後にも期待したい。 

 

○ ７月１５日(水)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」を見た。サッカーＪ２に所属

する石川県のチームが考えたエア遠征プランが紹介されていた。石川県のグルメが自

宅に届けられ、それを味わいながらテレビやインターネット配信で観戦できるという

もので、コロナ禍ならではの工夫がされていると思った。 

 

○ 金沢局ホームページにある特選石川ＮＥＷＳのページがとても便利だと感じている。

先にお伝えした２つの話題も掲載されており、今後もチェックしていきたい。 

 

○ ７月９日(木)の世界１０代コロナ会議（２）(Ｅテレ 後 10:00～10:29)を見た。１

０代で経験することがその後の人生にとって大事だと思っているので、今の１０代が

何を感じているのか、すごく興味があった。フェイクニュースについて話し合うシーン

では、同じような間違った情報、うその情報に惑わされていて、新型コロナウイルス

のような大きな問題が発生したときには、国や文化、人種などが違っても、同じよう

なことが起きるのだということを感じとっていたようだった。一方で、ネット上に雑

誌をつくり、世界中の若者たちが表現する場をつくったという話も紹介されていて、

楽しいことも各国で共通しているのだなと思った。若者たちのさまざまなやりとりを

見ながら、情報が氾濫しているネット社会だからこそ、ＮＨＫには正しい情報を発信

し続けてほしいとあらためて思った。 

 

○ ７月１２日(日)のこころの時代～宗教・人生～「今 互いに抱き合うこと－コロナ

禍に読む聖書－」を見た。北九州市にあるキリスト教会の奥田牧師が行っている、聖

書にコロナ禍の現状を重ね合わせて話をする活動を取り上げていた。この牧師は、相

模原市の障害者施設殺傷事件の植松死刑囚を「植松君」と呼んでいて、人として向き

合う姿勢が印象的だった。新型コロナウイルスに向き合っていく中、人類がこうした

災害に遭うのは初めてではないということを教えてくれたため、とても心強く感じた。

“Ｗｉｔｈコロナ”の時代に突入していく中で、何を伝えていくべきか。牧師のこと

ばに大変感銘を受けた番組だった。 

 

○ ７月１２日(日)のズームバック×オチアイ（３）「“自粛”の半歩先」(Ｅテレ 後 11:00

～11:29)を見た。落合陽一さんを編集長に迎えてオンラインで自宅からつなぎ、アー

カイブ映像を活用しながら過去を考察し、半歩先の未来を考える番組で、今ならでは

のテーマが取り上げられていて、とても興味が持てる番組を久しぶりに見ることがで
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きた。落合さんの考察そのものもおもしろかったし、日本人特有の「自粛」やマスク

を着用することは、利他的と利己的の両面があるといった分析、思考の飛躍の仕方や

落合さんならではの視点、番組の作り方も含めて非常に新鮮に感じられた。今後も楽

しみにしたい。 

 

○ ６月２８日(日)のＢＳ１スペシャル「医療崩壊～イタリア・感染爆発の果てに～」

を見た。医療崩壊を経験したイタリアの惨状を報告しており、これを見ると経済優先

を主張する人も考え直すのではないかと感じられる、重く、深く、歴史に残る番組だ

と思う。ベルガモで初めての症例が発見されたのは２月２３日(日)だったが、１日に

して救急車が不足、数日後には医者不足で皮膚科や歯科まで動員された。助けを求め

る人を助けられない現実、それこそが医療崩壊であり、説得力のある映像だった。「高

齢者を見捨てるのは許されません。いつからこんな国に成り下がってしまったので

しょうか」と言う老齢の医者のことばが心にしみた。医者は命が危ない人ほど助けな

ければいけないと思ってきた。それが、命が危ない人ほど助けられないという現実が

出現したのだった。日本でも起こりうる事態であり、この国の行く先を決める人たち

にとって必見のリポートだと感じた。 

 

○  ６月２６日(金)、７月３日(金)の「レギュラー番組への道 最後の〇〇～日本の

レッドデータ」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 11:15～11:45)を見た。実は５月 1 日(金)に５９分版

をタイトルにひかれて見たのをきっかけに、５月８日(金)の「金とく」と合わせて、

都合３度視聴したことになる。同じ内容を少しずつ変更して３回放送していることか

ら、制作者の伝えたいという思いを強く感じた。タイトルからは内容が想像しづらく、

絶滅生物の特集番組だと思って見始めてしまった。実際には、日本が誇るべきもので

あるが途絶えてしまいそうな技術や技法の話であり、結果的には興味深い内容だった。

「ろくろ」と「木桶」の技術が途絶えてしまうと、ユネスコ無形文化遺産である和食

や歌舞伎といった日本文化も維持できなくなることを知って驚き、とても印象に残っ

た。クラウドファウンディングによる資金集めの試みを紹介していたが、後継者の育

成策、可能であれば競えるくらいの複数の人材育成のほうが必要だと思う。寿命の長

い商品は、伝承者がいなくなっても５０年困らないと発言していたが、技術者を育て

るのにも５０年はかかってしまうことを忘れてはいけない。ぜひとも、番組をレギュ

ラー化して、同じような境遇のさまざまな業種に光を当ててほしい。なお、スタジオ

のセットが気になった。わざわざ高齢の技術者に階段を上らせて登場させる必要はな

いと思う。そういった演出に時間を使うのであれば、現地を訪ね、技術者の手や使い

込まれた道具などを紹介したほうがよかったのではないか。 
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○  ７月３日(金)の美の壺 選「日々を潤す ビール」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:00)を

見た。絶妙なタイミングでビールに対するさまざまなうんちくが盛り込まれていたの

で、番組に引き込まれ、あっという間に終わったと感じた。これからは、「とりあえず

ビール」などと言わず、ビールの歴史や味はもちろん、注ぎ方による泡のでき方、色、

香り、音、器、合わせる料理など、じっくり楽しんでみたいと思った。最近は、新型

コロナウイルスの影響によって家で飲む回数も増えているが、在宅でもいろいろ楽し

めると思った。こういう番組は、このような時期にテレビで見るのにふさわしいと思

う。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年６月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ６月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１８日(木)、ＮＨＫ名古屋拠点放送局にお

いて、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、６月７日(日)に放送した「これでわかった！世界のいま」の内容につ

いて報告があった。 

続いて、放送番組について活発に意見の交換を行った。 

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

終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 稲村  修 （魚津水族館館長） 

 副委員長 松田  裕子 （三重大学副学長） 

 委 員 井口 昭久 （愛知淑徳大学健康医療科学部教授） 

 岡安 大助 （中日新聞社取締役） 

 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

 坂田 守史 （（株)デザインスタジオ・ビネン代表取締役） 

玉井 博祜 （能楽師／玉井屋本舗社長） 

  都築 紀理 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

 德田八十吉 （德田八十吉陶房代表） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 安井 香一 （東邦ガス(株)代表取締役会長） 

 

（主な発言） 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月８日(金)の静岡スペシャル ショートストーリーズ「Ｓｈａｌｌ ｗｅ スマ

イル？～モデルスクールの日々～」を見た。冒頭でハイヒールを履いて歩く女性の映

像があり、「#KuToo」の運動に対する反響が広がるなか、ハイヒールを女性の美しさと

単純に結び付けるような表現にやや驚きながら見始めた。しかし、内容としては一人

一人の生徒が、なぜスクールに通っているのか、講師が何を思って生徒に向き合って

いるのかに焦点が当てられておりとてもよかった。 

 

○  ５月２７日(水)の歴史秘話ヒストリア「富山の薬売り 知恵とまごころの商売道」

を見た。顧客の家に薬を置かせてもらい、使った分だけ代金を受け取る「先用後利」

の話は知っていたが、実は、薩摩藩からの依頼で昆布の密輸やスパイもしており、討
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幕維新の原動力にもなったという話は初耳だったので、おもしろかった。役者が使う

方言にはたいてい違和感があるものだが、今回は富山ことばを非常に上手に使ってい

たので驚いた。６月５日(金)の越中とやまスペシャル「富山の薬売り ３００年の秘

話」でも同じような内容を伝えていたが、番組の最後で「今の国際社会に必要な信用、

信頼を典型的に示しているのが越中富山の薬売りさんのビジネスです」という専門家

の話が紹介されていた。信用や信頼が国内外で失われている今、非常に重い言葉だっ

た思うし、とてもよい言葉で番組を締めくくっていた。 

 

○  ５月２９日(金)のナビゲーション「在宅で見直す親子のＳＮＳ利用」を見た。新し

い生活様式の中でのコミュニケーションをどうしていくのかという新しい視点の番組

だったが、視聴者がＳＮＳについてどれほど理解しているのかが気になった。まずは

ＳＮＳについて説明し、次にどのようなリスクが潜んでいるのかを解き明かし、その

うえで子どもへの対応のしかたを解説したほうがよかったのではないか。ホームペー

ジには最新のリスクを紹介すると書いてあったが、特に新しさは感じられなかった。

ＳＮＳを人とつながる安心感を与えるものとして非常に好意的に描いていたが、不特

定多数の人とつながる安心感などは持つ必要はなく、特定多数で十分ではないかと思

う。また、ＳＮＳは一度投稿したら一生残ってしまう危険性があることを、もっと強

調してもよかった。写真を投稿してよいかどうかを被写体である子どもに確認したほ

うがよいと言っていたが、小学生が判断できるとは思えず、あまりよい方法とは思え

なかった。一方で、事例を紹介し、望ましい対処方法や改善策を提案するという内容

は非常に分かりやすかった。親の不注意な投稿が子どもを危険にさらす可能性がある

という指摘にも納得することができた。スマートフォンを子どもに持たせる際に２４

か条の誓約書を書かせたという事例が紹介されていたが、そこに書かれていた内容が

すばらしかった。１か条ずつ取り上げるだけでも番組になると思った。全体として、

親子でしっかり話し合い、自分のことは自分で守るという意識が重要であることを啓

もうしてくれる、よい番組だった。 

 

○ ５月３０日(土)の有吉のお金発見 突撃！カネオくん「最新技術で劇的進化！首都

高の最新お金事情」を見た。ほんわかした雰囲気が好きな番組だ。今回はリモート収

録で、出演者は青いマントを着て撮影しているという舞台裏を紹介していたが、合成

画面はまずまずの出来栄えだった。テーマは首都高速道路のメンテナンス革命で、

「インフラドクター」という大変優れたシステムを紹介していた。年間４万か所の損

傷を発見しているということには驚いたが、過度に不安をあおらないように、損傷個

所の数だけではなく、そのうち危険性の高いものがどれくらいあったのかといった説

明も必要だったのではないか。また、首都高の一部を地下化することについては、ス

ペインのマドリードなど海外の先進事例も紹介するとよかったと思う。 
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○  ６月２日(火)の「かがのとイブニング」を見た。ふるさと旬の味という料理コーナー

で、加賀太きゅうりを取り上げていた。購入したことがなく、どう料理してよいのか

も知らなかったので、参考になった。９日(火)は、小松菜とアサリのパスタを紹介し

ていて、出演者が自分で料理を作り、みずから食べて、コメントしていたことがおも

しろかった。３日(水)は、「トップに聞く！新型コロナ危機」という企画で、和倉温泉

にある旅館の社長にインタビューしていた。新型コロナウイルスの影響で温泉街が閑

散としていたようなので、状況が気になっていた。新型コロナウイルスによる危機を

乗り切るキーワードは正直と誠実と言っていたことに共感した。１０日(水)に出演し

た地元企業の社長は「和」をキーワードとしており、今まで当たり前に思っていたこ

とが、これからはすごく大切になるのではないかと感じられた。リモートで出演して

いた番組キャスターが、スタジオ中央の画面に大きく映し出されていた演出には違和

感を持った。 

 

○ ６月５日(金)の金とく「アノコロＴＶ 知らないとは言わせない！」(総合 後 7:33

～7:58 東海３県)は、とても“緩い”番組だったが楽しく見ることができた。タレン

トのきくち教児さんとシンガーソングライターのつボイノリオさんが出演したことに

驚いた。きくちさんは民放のイメージが強く、つボイさんを紹介する際には「金太の

大冒険」に触れていて、とても驚いた。さすがに歌は流さなかったが、ＢＧＭだけで

も流してほしかった。ニュースを読む硬いイメージしかなかったＮＨＫのアナウン

サーの軟らかい顔も見られて楽しかった。1981 年に名古屋オリンピックの招致が実現

しなかったときの映像などは、たいへん懐かしく感じられた。ＮＨＫアーカイブスの

資料映像を活用してこうしたクイズ番組を作ったとのことだが新型コロナウイルスが

流行している時代ならではの番組だと思った。 

 

○  ６月７日(日)と１４日(日)の「これでわかった！世界のいま」、１３日(土)のＮＨ

Ｋスペシャル「混迷のアメリカ～コロナ時代 世界で何が起きているのか～」を見た。

アニメーションには、それほど違和感を持たなかった。海外では黒人が身近にいるこ

とは当たり前だが、日本ではあまり見かけることはなく、差別や人種の問題は遠くに

感じていたが、これからは人種の問題だけでなく、ジェンダーの問題なども含めて、

考えていかなくてはいけないと思った。 

 

○ 「これでわかった！世界のいま」は番組を見てはいないが、ＳＮＳで批判が広がっ

ていることは知っていた。世界の情勢を分かりやすく伝えることと、複雑な問題を類

型化してしまう危険とは表裏一体であり、その難しさを感じさせられた。なおＮＨＫ

が謝罪した際に、「不快な思いをさせてしまった」と言っていたことに違和感を覚えた。

これは人権問題であり、歴史的認識の問題なので、快、不快の問題としてしまうとポ



 4 

ピュリズムに陥ってしまう危険があると思う。 

 

○ 「これでわかった！世界のいま」で放送された動画を見たが、不適切だと感じた。

削除したとのことだが、インターネットで公開してしまったものを完全に消すことは

できない。拡散の可能性なども十分に認識したうえで、これまで以上に丁寧に情報を

伝えていってほしい。 

 

○ ６月９日(金)のクローズアップ現代＋「【苦境】女性の訴え収入減・また私たちが

シャドーワークも」を見た。日本ではもともと男女間の経済格差が大きく、“コロナ

ショック”で危機的な状況に陥っている女性が非常に多いことがよく伝わる番組だっ

た。ただし、雇用調整助成金が何か月も入金されなく休業手当が払えないという会社

の話があったが、申請から３週間で支給されたケースもあるので、助成金は常になか

なか入金されないものであると勘違いさせてしまうような表現は良くないと思った。

また、ともに在宅勤務をしている夫婦の取材をしていたが、男性は仕事だけをして、

女性は子どもの世話をして食事も作り、自分の仕事に集中できるのは夜中になってか

らという状況が紹介されていて、非常にリアルだと思った。女性の置かれている状況

は決して平等ではないということを改めて感じさせられた。コロナを機に、こういっ

た課題がより明確になって、社会の変革につながるとよい思う。 

 

○ ６月１１日(金)のクローズアップ現代＋「バッシングから再起“感染の現場”その

後 訴え・葛藤と決意」を見た。新型コロナウイルスのクラスターが発生したライブ

ハウスや介護施設でバッシングを受けた人たちが顔を出し、自分のことばで話をして

いて、どのように再起したのかがうまくまとめられていた。シンプルに番組の目的が

明示されていて、３０分があっという間に感じられるすばらしい番組だった。「リスク

を受け入れる寛容さを養うということ、できますかね」といった武田アナウンサーの

問いかけに対し、東京大学の武藤香織教授が「やりましょう」とひと言で答えていた

のが、視聴後の気持ちをすがすがしくさせてくれた。 

 

○ ６月１２日(金)のナビゲーション「あなたの睡眠 大丈夫？～コロナから取り戻せ

“睡眠リズム”～」を見た。新型コロナウイルスに関連する問題として睡眠の乱れを

取り上げるようなタイトルだったが、実際の内容はゲームやＳＮＳ、スマホといった

新型コロナウイルス流行による問題が起きる前からあった生活習慣が睡眠に与える影

響が中心だったため、誤解を招くのではないかと思った。新型コロナウイルス特有の

問題なのかどうかといった冷静な判断も必要だと思う。また、小学生の睡眠について

のアンケート結果を紹介していたが、全体の状況をつかむにはサンプル数が少ないよ

うに感じられた。データの扱い方をもう少し考えたほうがよかった。 
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○ ナビゲーション「あなたの睡眠 大丈夫？」を見た。睡眠や覚醒のリズムが乱れる

のは、新型コロナウイルスというよりも在宅時間が長くなったためで、要するに生活

習慣の乱れの話なのだろうと思った。夜中までスマホやゲームをしていれば、朝起き

られないのは当然だと感じた。夕食の時間を遅くならないようにして子どもの生活

リズムを整えるといった話は、大切なことだと思った。番組の最後にゲストが、子ど

もたちだけでなく大人が睡眠を大事にしていないと指摘していた。まさにそのとお

りで、まず大人が睡眠をもっと大切にするべきだと、きちんと呼びかけていたのは良

かった。 

 

○  ナビゲーション「あなたの睡眠 大丈夫？」を見た。睡眠リズムが狂うのはゲーム

をする子どもや学生に多いが、外出などの自粛の影響で大人も睡眠リズムが乱れてい

るのではないかというのは、新型コロナウイルスに無理に結び付けていたようにも感

じた。番組では、睡眠リズムを取り戻すためのアドバイスをしようとしていたが、子

どもに関する話かと思って見ていたら、急に飲酒の話が入ってくるなど、子どもと大

人、どちらの話をしているのかよく分からなくなる部分があった。ゲストの中山医師

が、睡眠障害は健康を害するということを医療者が十分に伝えていないと言いつつ、

医療従事者にとっても睡眠が大切であることを指摘していたが、その話に絞って番組

を作っても良いのではないかと思った。 

 

○  ６月１３日(土)のＮＨＫスペシャル「混迷のアメリカ～コロナ時代 世界で何が起

きているのか～」を見た。冒頭で「これでわかった！世界のいま」の動画に対する謝

罪もあり、内容も非常に丁寧に作られていて、とても勉強になった。抗議運動が黒人

だけでなく白人の間も広がっていること、そして世界中に広がっていることがよく分

かった。公民権法が施行されてから５０年以上たっても黒人差別が解決されていない

現実を目の当たりにした。経済学者・思想家のジャック・アタリ氏が「利他主義」に

ついて語っていたが、他者の幸せが自分の幸せになる、黒人の成功が白人の利益にも

なる、そうして人々の連帯が世界に広がっていくという意見は、とても前向きな気持

ちになれるもので、重要な視点だと思った。 

 

○  ６月１６日(火)の病院ラジオ「依存症治療病院編」(総合 後 11:45～17 日(水)前

0:25)を見た。アルコールやゲームの依存症を治療する病院に出張していた。患者一人

一人が自分自身のお医者さんになるような、みずから治療に向き合う姿が見えて、と

てもよい番組だった。また、病院が立地している海沿いの景色も、とてもすばらしかっ

た。 
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○  ６月７日(土)のこころの時代～宗教・人生～「緊急事態宣言の日々に」を見た。新

型コロナウイルスによって世界が変貌していく様子を叙情的な映像で表現しながら、

作家の辺見庸さんがその折々に感じたことを述べていた。「弱者のとう汰が専門家に

よって正当化される可能性がある」という哲学者ジジェク氏の言葉や、「生き延びるた

めにやむを得ないと言いながら人間の顔をした専門家が野蛮をやりかねない」という

辺見さんの思いを伝えていた。医療現場ではやむを得ず命の選別が行われる場合があ

るが、新型コロナウイルスの場合、例えば大規模災害や臓器移植の場合とは違って、

数時間から数日という、早すぎもせず遅すぎもしない時間の中でその判断が行われて

いる。高齢者などの弱者が犠牲となってしまう過程を無視して、社会が進んでしまう

危うさを抱えているように感じている。新型コロナウイルスが流行している社会の移

ろいを作家の部屋から概観し、ふかん的に展望していくという演出は新鮮であり、感

銘を受ける番組だった。 

 

○  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、美術館が休館、演劇や能、歌舞伎などの

舞台芸術が公演中止に追い込まれる中、日曜美術館ではさまざまな作品を紹介してい

た。番組では、松林図屏風を年月がたてばたつほど成長していく名画であると紹介し

ていたが、よい絵は多くの人たちがコメントすることでさらによくなっていく。美術

館などに行って鑑賞することができない状況のなかで、多くの作品を番組で紹介して

くれたのはよかった。 

 

○  ５月２３日(土)のＢＳ１スペシャル「コロナ新時代への提言～変容する人間・社会・

倫理～」を見た。人類学者、歴史学者、哲学者それぞれのジャンルの識者の選択がと

てもよかった。オンラインによるインタビューで構成されていたが、スタジオに集まっ

て議論が繰り広げられていればさらによい内容になったのではないだろうか。さまざ

まな分野でデジタルトランスフォーメーションが進んでいるが、まだ「リアルのよさ」

を超えられていない部分もあると感じた。そういう意味ではメディアコミュニケー

ションがどう変化していくべきなのかといったことが問われているようにも思う。い

まの状況は情報過多になっているとも感じており、文字情報がたくさん出てくる番組

などを見ていると、放送のリテラシーもこれまでとは違ったものになっていくのだろ

うと考えている。 

 

○  ６月１５日(月)プレミアムシネマ「フリーソロ」を見た。アカデミー賞の長編ドキュ

メンタリー賞を受賞した非常に優れた映画で、放送されることがうれしかった。ドキュ

メンタリー系の映画は評価されても、多くの人の目に触れる機会は少ない。このよう

な優れた作品を放送することはＮＨＫにしかできないことだと思うので、今後も期待

したい。放送することをもっと告知してもよかったと思う。 
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○  プロ野球などスポーツの試合や大会が始まり、やっと日常の一部が戻ってくるとい

う期待感にあふれている。このところ「不要不急」という言葉がすっかり定着してい

て、「不要」と「不急」がひと括りにされて使われることが多いが、スポーツや文化・

芸術にライブで触れることや、あるいは人と人とが直接かかわることのなかには、不

急ではあるけれども不要ではないものもたくさんある。「不要不急」という言葉の使い

方について、メディアが問題提起をしてほしい。 

 

○  教育現場でもオンラインでの授業が広がっている。教員にとっては大変だが、学生

からは、例えば入院していても授業が受けられるとか、オンデマンドで反復学習がで

きる、自分のペースで受講できるといった声が上がっている。学ぶということの本質

を変えずに、教え方や学び方をどのように多様化していくのかが問われていると感じ

ている。テレビも同様で、インターネットで見られるなど、視聴方法の多様性がＮＨ

Ｋプラスで確保されていることは、よいことだと思う。ただ、パソコンで使用する際、

検索をしても見たい番組が出てこないし、どこで何が見られるのか分からず非常に使

いにくいと感じている。期待しているので、もっと内容や機能を充実させてほしい。 

 

○  午前６時台の「おはよう日本」を見た。ソーシャルディスタンスの２メートルがど

のくらいなのかをご当地のものを使って伝えており、愛知県は名古屋城の金のしゃち

ほこ１個分と言っていたが、どのくらいなのか全く分からなかった。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年５月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ５月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２１日(木)、ＮＨＫ名古屋拠点放送局にお

いて、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「２０２０年度中部地方向け地域放送番組編集計画の変更点」につい

て、片山編成部長から報告があった。 

続いて、事前に視聴した、ナビゲーション「コロナショック～雇用をどう守るのか～」

など、放送番組について活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、「２０１９年度中部地方向け放送番

組の種別ごとの放送時間」についての報告、今後の番組編成の説明が行われ、会議を終

了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 稲村  修 （魚津水族館館長） 

 副委員長 松田  裕子 （三重大学副学長） 

 委 員 井口 昭久 （愛知淑徳大学健康医療科学部教授） 

 岡安 大助 （中日新聞社取締役） 

 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

 坂田 守史 （（株)デザインスタジオ・ビネン代表取締役） 

玉井 博祜 （能楽師／玉井屋本舗社長） 

  都築 紀理 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

 德田八十吉 （德田八十吉陶房代表） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 安井 香一 （東邦ガス(株)代表取締役会長） 

 

（主な発言） 

＜視聴番組等について＞ 

視聴番組：ナビゲーション「コロナショック～雇用をどう守るのか～」 

（総合 ５月１５日(金)放送） 

 

○  新型コロナウイルスの影響で仕事を失ったブラジル人家族の息子が言った「こんな

弱いお父さんとお母さん見たことがない」ということばが印象的で、外国人労働者が

置かれている実態に迫っていた。支援団体の活動も紹介されていたが、冗長に感じ、

もう少し短くまとめたほうがよかったと思う。雇用調整助成金の申請手続きの煩雑さ

などは、国民の関心事であり、もっと問題を追及してもよかったのではないか。ふだん

は気に留めていなかった派遣会社や労働局の現状を明らかにしていたのは良かった。
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新型コロナウイルスに関するＮＨＫの報道は全体として高く評価しているが、この番

組も、準備期間が短かったにも関わらず、十分に取材されており、優れた番組だった。 

 

○  ４月１７日(金)と２４日(金)の「ナビゲーション」も、この２か月で起こった医療

の世界の劇的な変化を捉えた優れた番組だった。保健所の内実もよく伝えており、私

たちにはまだ知らないことが多いのだと番組を見て実感した。新型コロナウイルス感

染症の出現で、医者と患者の関係が大きく変わろうとしている。患者は医療機関に近

寄らなくなった。医療から患者をこれほどまでに遠ざけてしまっている原因は、国の

不作為にあるのではないかと思った。患者が病院へ自由に行けない状態も「医療崩壊」

であり、それはすでに起きているといえる。仮に、次の感染の波とインフルエンザの

流行が重なった場合、このままではパニックが起きかねないと思う。これまでＮＨＫ

が果たしてきた役割は大きいと思うが、今後は、そうした事態に陥らないよう、備え

を十分に整えることに重点を置いた報道をお願いしたい。 

 

○  特に対面での取材が難しい中で、今回のような番組を制作したことに敬意を表する。

外国人労働者の現状、派遣会社の大変な状況をしっかり報道していたが、コロナショッ

クの中で雇用をどう守るかという問題に対し、外国人労働者の話だけにほぼ終始して

いた印象があり、違和感があった。この問題の一面しか捉えていない作りになってい

たのではないか。派遣労働者や外国人労働者が雇用の調整弁になっていると表現して

いたが、それはこれまでもずっと言われてきたことであり、不景気になると日本人よ

りも先に外国人の雇用が失われることを指している。今は、日本人、外国人を問わず

失業者が何百万人にも膨れ上がるような状況であり、調整弁という表現そのものが時

代に合わなくなっているのではないだろうか。コロナショックの影響は、業種や業態

によって千差万別に広がっている。戦後の日本が経験したことがないような事態に直

面しているのだから、雇用の問題はさまざまな切り口で取り上げるようにしてほしい。 

 

○ 外国人労働者は非常に弱い立場にあり、特に製造業では最初に影響が現れるため、

最も厳しいケースを取り上げたという意味ではよかったと思う。しかし、外国人労働

者の仕事がなくなっている理由は派遣会社にあるのではなく、派遣先の会社が派遣会

社との契約を切っているためであることを考えると、そこへの取材や言及がなかった

ことに違和感をもった。雇用調整助成金に関しては、申請しにくいことは確かだが、

そのことばかりがクローズアップされてしまうと事業主が申請を諦めてしまう。簡素

化が進んでいることなども伝えるべきではないか。番組では、失業手当についても触

れていたが、もし事業主が安易にそうした方法を選択してしまうと、解雇が広がり大

変なことになる。雇用調整助成金については、特に丁寧な説明、報道をしてほしい。

多くの会社が助成金を必要としているが、会社の数だけでなく、そこで働く人のこと
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を考えると、あらためて大事な問題だと感じる。 

 

○  愛知県は外国人派遣労働者の数が全国でも非常に多いことから、外国人の取材を中

心にしたのだろうと思った。労働組合や派遣会社、労働局などを幅広く取材しており、

この問題の大きさ、幅広さを伝えていたことを評価したい。また、働く人を大切にす

る社会をこれから目指していかなければいけないという、ゲストのシンクタンクの山

田久さんの未来を見据えたコメントも好印象だった。今回取り上げた課題が社会にど

れほどのインパクトを与え、全体像がどうなっているのか、さらに、現状をどう捉え、

この先をどう見据えていけばよいのかなど、示唆に富んだ番組だった。 

 

○ 非正規労働者とはいえ、７年間も働いている社員を電話だけで解雇するということ

は考えられない。仕事がないのに雇い続けることが難しいことは、外国人だけでなく

日本人労働者も同じだと思う。あえて外国人労働者の問題として取り上げたのは、雇

用の調整弁であることを言いたいがためなのではないか。外国人に特化した支援につ

いては、以前の「ナビゲーション」でも取り上げられていたが、生活弱者の何が問題

なのかを突き詰めて考えてほしい。解説者が来年半ばまでに 100 万人の雇用喪失、来

年末まで続けば 200 万人にもなると言っていたが、そうなると外国人であろうが、日

本人であろうが大きな問題であり、足元の経済が総崩れになってしまう。元の状態に

完全には戻れないと思うが、解説者の言うとおり、働く人を大事にする社会であれば

と思った。 

 

○  タイトルに「雇用」とあるが、派遣社員や外国人のことばかりが取り上げられてい

た。正社員や学生アルバイトについても触れるのかと思って見ていたので、肩透かし

に遭った気がした。働く人を大切にする社会が望ましいというまとめ方をするのであ

れば、もっと幅広く事例を紹介したほうがよかった。新型コロナウイルス関連の番組

が多いので、タイトルから内容が判断できるように工夫してほしい。「雇用」ではあま

りに漠然としすぎており、焦点が定まらなかった。豊橋市のブラジル人が仕事探しで

７０件ほど電話をしていた場面で、島根県の会社もだめだったと言っていた。その瞬

間、これは深刻だと感じた。雇用調整助成金について、模型を使った解説は分かりや

すかった。関連して失業手当の話が出たが、雇用を守るためには、それではだめなの

だということをきちんと言わないと、「その手があったか」と思う人もいるかもしれな

い。もう少し丁寧に伝える必要があったのではないか。また、せっかくフリップボー

ドを用意したのであれば、失業者の試算などは口頭だけではなく書いて説明するなど、

もう一工夫あったら、さらにインパクトのあるよい番組になったと思う。 

 

○ ブラジル人女性が７年も務めていた会社に電話ひとつで解雇されたのは、ひどすぎ
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る話で悲しいことだと思った。また、夫婦が共に仕事を失った話からも大変なことが

起こっていることが伝わってきた。また食料品のような、生きていくうえで必ず必要

なものとは違う芸術関係の仕事にとって、今は大変な時期だと感じている。東日本大

震災などのときも厳しかったが、今回も未来を信じて頑張ってほしいと思う。「コロナ

後」ということばを聞いて、今までと違う時代が来る、あり方が大きく変わるという、

むしろ明るいイメージを抱いた。働く人やその家族、それぞれの人生を大切にし、前

向きに考え直していく時ではないかと強く思った。 

 

○ 新型コロナウイルスは、健康だけでなく経済や精神的にも影響を及ぼすことが大き

な特徴だと思う。この番組を見て一番強く感じたことは、弱者がより大きな被害を受

けるのだということで、貧困がさらなる貧困を生み出し、格差や分断が大きくなって

いくと思う。団地での生活支援では、掲示板に情報を出したり、ほかの地域のＮＰＯ

とオンラインで情報交換をしたりする様子が紹介されていたが、情報は人々にとって

必要最低限なインフラなのだと思う。外国人労働者がこういった番組を見ているのか、

必要な情報を得られていないのではないかとも感じたので、これからは、テレビ局が

放送はもちろん、ネットを通じた非常時の情報発信や、多言語での情報発信を担うと

ともに、必要な人に必要な情報を届ける手段についても考えていってほしい。 

 

○ コロナショックの中での取材と番組制作は本当に大変だったと思う。その点につい

ては敬意を表したい。ホームページの番組説明では「解決策を探る」と書かれていた

ため期待して見たが、入り口と出口が違っていたように感じられ、一番伝えたいこと

は何だったのか、もやもやした感じが残った。外国人労働者、派遣労働者、雇用調整

助成金の手続きの煩雑さなど、いろいろな問題が盛り込まれていたため、伝えたいス

トーリーの柱がぼやけていたように感じた。また、番組で紹介されていた団地やＮＰ

Ｏ法人は 1 月の視聴番組でも紹介されていたが、今回の番組で取り上げる必要があっ

たのかどうか、制作者の都合で取材がしやすいところを選んだのではないかといぶか

しんでしまった。外国人労働者特有の問題を扱っていると思っていたら、雇用全般に

関わる数字が出てきたり、派遣会社の話になったりしたため、もう少し整理した方が

よかった。新型コロナウイルスの問題と外国人労働者の問題は分けたほうが、分かり

やすかったのではないか。また、助成金の手続きの問題を取り上げるのであれば、そ

の問題だけに焦点を当てたほうがよかったようにも感じた。解決策を探ることを期待

しながら見ていたので、現場で働く人を大事にする社会が持続性の高い社会になって

いくとか、労働者をどう守るのか日本社会の力が問われているといった“大きな話”

で番組がまとめられていたのは残念だった。 

 

○ 新しい情報に接したという驚きはなかった。在宅率が非常に高くなり、また、新型
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コロナウイルスは最大の関心事なので、すでに多くの情報が得られているからだと思

う。未知なる新型コロナウイルスへの対応を、最初から完全で的確なものにすること

は難しく、そもそもさまざまな状況で暮らしている人たちへ平等に救済を行き渡らせ

ることは至難の業であり、どうしても取り残されたり窮地に陥ったりする人たちが出

てきてしまう。そういう人たちにスポットを当て、細かな取材でフォローしていくの

も、今のメディアの役割の一つだと思う。今回の番組は、多くの日本人が窮地にある

のだから、外国人がその延長線上にいることに対して驚きも少なかったのだと思う。

１月の視聴番組では外国人労働者の高齢化をテーマに同じ団地を取り上げていたが、

継続して取材し、いろいろな角度で取り上げることは意義のあることだと思う。正規

や非正規、フリーランス、外国人といった今の労働構造のあり方が本当によいのかと

いう問題が、新型コロナウイルスをきっかけに表に出てきたように感じる。世の中の

仕組みを変えるには、世間での認識が高まり、問題として取り上げられて救いの手が

届けられ、その後、課題として議論されて変わっていくといったサイクルに乗せる必

要がある。番組では、解説者のことばを借りてそのことを指摘はしているが、インパ

クトが足りない印象を受けた。今後、外国人労働者にどんな分野で、どんなレベルの

労働を提供してもらい、社会としてどう支援していくのか。「コロナ後」のその先を考

える、もう一歩踏み込んだ問題提起に期待したい。 

 

○ 派遣会社や派遣社員、外国人労働者の苦しい現状のほか、生活困難者に早急な対応

が必要なことやボランティアの苦労がよく分かる番組だった。新型コロナウイルスに

よって、より顕在化した外国人労働者の難局をクローズアップした点は評価できる。

ただ、ほかにも多くの方が苦しんでいるのに、なぜ外国人労働者を特に取り上げたの

かは疑問だった。また、「コロナ後」は“働く人を大事にする社会”に変わることを期

待するといった話もあったが、具体性がまったく感じられなかった。問題の解決策を

考えるならば、元請け会社や国、自治体に現状をどう考えているのかを取材するべき

だと思う。番組のホームページには「労働者を守るには何が必要か？」とあったが、

その問いには答えられていないと感じた。ＮＨＫの番組では、大事なことを専門家に

語らせることが多いが、専門家の意見も様々であるという前提に立って、多様な考え

方を伝えるようにしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

幅広い事例を紹介するべきだ、派遣先の取材ができてないといった意

見をいただいたが、語るべき要素を２５分の番組で全うするのは、やは

り難しいことだと改めて感じた。新年度に入ってからの「ナビゲーション」

では新型コロナウイルス関連について取り上げ続けており、４月は感染

や医療崩壊を中心に、５月は外国人労働者を取り上げた。次回は中小企
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業の経営者がどう乗り切ろうとしているのか、信用金庫等に取材して制

作した番組を放送する予定にしている。また、学校再開や就職活動につ

いて取材を続けているが、医療や雇用だけではなく、さまざまなところ

に広がっている新型コロナウイルスの影響も取材して、発信していきた

いと考えている。ブラジル人家族の息子の「こんな弱いお父さんとお母

さん見たことがない」ということばは、ぜひとも伝えたかった部分であ

り、とても勇気づけられる意見だったので、制作スタッフにぜひ伝えた

いと思う。 

 

○ ５月９日(土)のＮＨＫスペシャル「ふり向かずに 前へ 池江璃花子 １９歳」

(総合 後 7:30～8:30)を見た。東京オリンピックを象徴する選手になるとみんなが

思っていたさなかに白血病で入院し、およそ 400 日ぶりにプールに戻ってきたとき

の喜びの様子などを伝えていた。取材を始めたころには、世の中がいまのような状況

になることなど想像していなかったはずだが、池江さんといまの日本が置かれてい

る状況とが重なって見えた。池江さんが「苦しいけれども明るい未来がある」という

ようなことを言っていたのが印象的で、よいタイミングでの放送だった。 

 

○  ５月１８日(月)のハートネットＴＶ「たけし、自立生活はじめました。～重い知的

障害のある人の新しい暮らし～」を見た。障害者の自立生活を支えるシェアハウスの

取り組みが紹介されており、重い知的障害のある人たちの様子が伝わってくる内容

だった。 

 

○  福井放送局では子どもたちと一緒に踊ったり、遊んだり、実験や工作をする「ニュー

スザウルスふくい」で取り上げた内容をホームページでも紹介している。放送で一度

見ただけでは覚えることが難しい工作などの動画をインターネットでも配信すること

で、放送だけでは伝えきれないことを補完できていると思う。新型コロナウイルスの

問題は、地域によって、必要な判断や置かれている状況がさまざまに異なる。そのと

き地域の放送局が何を発信していくのか、放送だけでなくインターネットも使ってど

ういうコンテンツを考えていくのかということも問われているのではないか。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 



 

４月中部地方放送番組審議会休会のお知らせ 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、４月１６日

(木)に予定していた中部地方放送番組審議会は休会となり

ました。 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ名古屋拠点放送局 番組審議会事務局 
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