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２０２１年３月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

会議は、委員長の司会により開会。 

３月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１７日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「２０２１年度北海道地方向け地域

放送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「２０２１年度

北海道地方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。 

続いて、北海道道「旅立ちの言葉 ～コロナ禍の１年 それぞれの卒業～」をはじ

めとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、４月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があり、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  蛭田亜紗子  (小説家） 

副委員長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      佐々木良榮 （デザイナー、(有)良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「旅立ちの言葉 ～コロナ禍の１年 それぞれの卒業～」 

(総合 ３月５日(金) 後 7:30～7:56.30 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)についてについて＞ 

 

○  リモートを活用することで、いろいろな学校の高校生の生の声を聞けてよかった。

出演した高校生は、新型コロナウイルスの影響を受けながらも前向きなことばが多

くとても印象的で、また、視聴者からのコメントにも共感できた。北海道にはさま

ざまな地域性や特色のある高校が多いことを紹介する作りにもなっており、学校の

特色がとても身近に感じられた。出演している高校生のことばはすばらしく、それ

ぞれの高校の卒業式を身内の方と同じような気持ちで見ることができた。ただ、卒
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業後は看護師として従事するという方が何人も登場していて、新型コロナウイルス

の影響下にある状況とはいえ、その点はあまりクローズアップさせなくてもよかっ

たのではないかと感じた。番組の最後に、ＭＣの多田萌加さんが高校生に向けては

なむけのことばを贈っていた。番組を通じて、この１年で頼もしく成長した多田さん

の姿を見ることができた。 

 

○ 高校生活の最後の 1 年を、新型コロナウイルスの影響を受けて過ごした経験と苦労

に焦点を当てたリモート企画は、大変意味のあるものだと感じた。映像や音声の乱れ

があったのは残念だが、高校生の表情のとらえ方は大変すばらしかった。番組の趣旨

として、多くの高校生を出演させたのは大変よかったと思う。だが、高校生たちには

それぞれドラマがあったはずなので、それが表現されていなかったのは少し寂しい感

じがした。ＭＣの鈴井貴之さんは、出演者の気持ちを引き出すことがうまく、すばら

しいと感じた。 

 

○ 高校生がそれぞれの旅立ちのことばと思い出を語る姿はとても立派で、高校生に勇

気と笑顔をもらえる番組だった。美唄聖華高校卒業後に看護師として従事する２人の

旅立ちのことばは大変印象的で、新型コロナウイルスとは違う病気で治療に臨んでい

る人や亡くなる人がいることを改めて実感した。番組で紹介された高校生のキラキラ

した笑顔の写真はとてもすてきで、その笑顔を見ているだけで未来への希望を感じた。

だが、新型コロナウイルスの影響によって笑顔の高校生ばかりではないと思う。そう

いう方たちはどのような気持ちでこの番組を見たのか。番組を制作するうえで、その

点をどのように考えたのか気になった。多田さんは生放送にとてもうまく対応してお

り、番組が始まったときから見ると成長していると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  北海道にある高校の中から、学校の特色を通じて社会に多く

のことを伝えられると思い、８校の生徒に出演していただいた。

本番で急きょ動画が映らず、静止画に差し替えた学校もあった

が、既存の会議システムを使いながらいいものを出せないか試

行錯誤した。若い人たちに向けた番組作りは、私たちの大きな

課題になるので、今後の番組作りに生かしていきたい。 

 

○   新型コロナウイルスの影響によってさまざまな制限がある中、大変な思いをした高

校生の気持ちを踏まえつつ、終始明るい雰囲気で番組が進んでいたのは好感が持てた。

調理師や看護師育成を目指す高校のことを詳しく知ることができ、出演した学校は各

校とも特徴のあるカリキュラムを組んでおり、話題性のあるラインナップでよかった



3 

と思う。前向きに、逆境をばねに少しでも前に進もうとする高校生の姿勢が伝わった。

その様子をうまく引き出すような番組制作をしていると感じた。 

 

○ 新型コロナウイルスの影響で当たり前の日常が奪われた卒業生たちが何を語るの

か、興味を持って番組を見た。それぞれの学校の生徒たちが語ることばから、自分た

ちが思い描いたような高校生活ではなかったが、折り合いをつけながら日々を過ごし

てきた様子が目に浮かんできた。番組では高校生活の思い出の写真をつなげたムー

ビーが流れて、写し出されたメッセージはとても胸に響いた。予測不能な事態に直面

して、正解のない学びの機会を得たという達成感や自信が、今の彼らを支えているの

だと気づかされた。どんな状況であっても、掛けがえのない青春の日々があったのだ

と感じられる素敵な演出だった。力強く羽ばたいてほしいという鈴井さんのエールに

強く共感した。 

 

○ 卒業の時期に合わせたテーマで、関心を持って見られたのではないか。出演してい

る高校生はみなしっかりしていて、自分が置かれた状況を素直に受け入れて考えてお

り、頼もしい印象を受けた。そして、道内には個性のある高校がたくさんあるという

ことも分かった。卒業生のことばは印象的なものが多く、一つ一つ選び抜いたことば

が出てきていると感じた。大学進学のために利尻島から出ていく子どもに対して、「島

にいると子どもと暮らせなくなるのは早い」「自分よりほんのちょっとだけ幸せで

あってくれたらいい」という母親のことばは、心情がとても表れていた。町の人たち

から声を掛けられている姿は、町の人たちととても近い高校生活をしていたのだとい

うことが分かり、また同時に卒業した子どもたちをきちんと受け入れる社会でなけれ

ばならないとも感じた。とてもたくさんの個性が出ていてよかったと思うが、ＭＣの

鈴井さんと多田さんのコメントは、気になる点があった。 

 

○ 全体を通して、とてもきれいに、力強く美しくまとめられていたという印象だ。た

だし、子どもたちの意見の一つ一つが大変立派だと感じる一方で、前向きな気持ちで

卒業を迎えられない子どももいるのではないかという思いもぬぐえなかった。高校卒

業と同時に町を離れる子どもは多いと思うが、いずれ一定の力と技術を身に着けて地

元に戻ってきてほしいという地元地域の気持ちもあると思う。戻ってきてくれる子が

増えれば、その声かけや支えは無駄ではなかったと思えるのではないか。今回は高校

生に限定していたが、小中学生が一体どういう思いでいるのかについても伝えてもら

いたいと思う。番組は卒業式ではなく、それぞれの卒業というテーマで制作されてお

り、一人一人の思いが写し出されていてよかった。多田さんも番組開始から大きな成

長を遂げているので、今後の成長をさらに楽しみにしている。 
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○ 高校生の真っ直ぐなことばはとてもまぶしくて、卒業というテーマと相まってすが

すがしい気持ちにさせられた。照れることなく思いを語ってくれる高校生たちの姿勢

に、こちらの背筋が伸びる思いがした。とても温かく祝福に満ちた、記憶に残る番組

だった。リモートがうまくつながらなかったり、声が途切れたりといったトラブルが

見受けられたが、現在の状況ならではの番組に仕上がっていた。大学進学のため、利

尻島から出る子どもの母親が「島にいると子どもと暮らせなくなるのは早い」「１８

年しか子どもと一緒に住めないんだ」と言っていたのがとても印象的だった。新型コ

ロナウイルスの影響で取材が難しい面もあると思うが、学校の風景や利尻島の子ども

たちの様子をもう少し見ることができれば、より伝わってきたのではないか。また、

合間に高校生の写真や映像がたくさん出てきたが、それぞれの説明がなくてただ流れ

ただけだった。どこの高校のどういった思い出の写真なのかといった説明があったほ

うが、より伝わってきたのではないか。どれもいい顔で写っていた分、とてももった

いなかった。生放送の進行を意識したという面もあったと思うが、ＭＣのことばが投

げやりに聞こえてくる場面があり気になった。画面下に表示される視聴者からのコ

メントは、同じ人が何回も出てくるので、数名しか投稿していないように見えて逆に

寂しく感じかねないと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

       出演していただいた生徒は就職活動や部活で苦労した方を中

心に、各高校で選んでいただいた。話すことが上手な生徒が多

く、それぞれの学校を代表して語ってもらった。ただ明るく前

向きな子どもたちばかりではないため、ほかの番組や企画を通

じて、困難に直面している方も幅広い世代にわたって取材を重

ねて届けていきたい。ＳＮＳのコメントについては、画面に表

示するコメントの回数は上限を決めている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ２月１９日(金) の北海道道「世界の恐竜王国へ」(総合 後 7:30～7:56.30 北海道ﾌﾞ

ﾛｯｸ)を見た。北海道大学の小林快次教授の解説は、北海道の恐竜について４つのポ

イントに絞られており、恐竜と北海道の結びつきについてよく知ることができた。小

林さんの「素朴な疑問が研究の刺激になる」ということばがとても印象的で、大切な

視点だと改めて思った。番組では、北海道の大部分は大陸の近くの海の底だったと説

明しており、かつて海底の地層だったということからカムイサウルスの全身骨格が残

り、出土するアンモナイトの種類でいつの時代の地層なのかが分かるのだとよく理解
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できた。北海道はアマチュア発掘家の功績でいろいろな新発見ができていると話して

おり、恐竜王国へと導く糧になっているということがよく分かった。北海道では海と

陸両方の恐竜の化石が見つかるということで、これからも北海道を盛り上げていける

のではないかという夢と希望を感じさせてくれた。 

 

○ 北海道が恐竜研究の最前線になっているという話に好奇心を刺激された。壮大な時

間の流れに意識を向かせてくれる番組に癒やされた。小林教授の「素朴な疑問が研究

の刺激になる」という話がとても印象的で、過去を調べることで現在の問題の解決へ

つなげていくという実例はおもしろく、同時に意義や可能性を感じた。ただ、番組は

スタジオではなく北海道博物館で収録をしていたが、博物館についての紹介がなかっ

た。博物館の場所やどういった施設でどんな展示が行われているのかなど、紹介が

あったほうが親切だったと思う。番組の途中で三笠市立博物館の映像も出てきたが､

どちらの博物館が写っているのか分かりづらかった。北海道はアマチュアの人たちが

多くの場所に入り発掘をして発見につながっているという話だったが、罪に問われる

可能性などはないのか、そのことに触れていなかったので気になった。今回は案内役

だった小林教授の研究内容や恐竜への情熱など、もっと人物に寄った番組も見てみた

いと思った。 

 

○  ２月２６日(金)の北海道道「開幕直前 ここに注目！コンサドーレ」(総合 後 7:33

～7:59 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。有名で人気のある小野伸二選手を中心に描いていて、

サッカーにあまり興味のない視聴者層も引きつけたのではないか。北海道のスポーツ

文化に対しての貢献という点で、この番組は大変大きかったと思う。ただ、小野選手

にフォーカスした分、若手選手の時間が短かった。若手選手に今後どのように引き継

がれていくのかという将来像までフォーカスできれば、もっと深い番組になったので

はないか。 

 

○  ３月１２日(金)の北海道道「当たり前の幸せを～“同性婚訴訟”判決へ～」を見た。

日本で初めて同性婚の判決が出る裁判ということで、大変興味深く見た。裁判の問題

点や憲法について、スタジオゲストの早稲田大学の棚村政行教授の話を含めて、端的

で分かりやすい説明だった。原告から語られることばは、思いや苦悩を素直に述べて

いるようで、聞いていてすんなり心に入ってきた。家族や裁判に関わる周囲の方々に

も取材しており、それぞれの立場や考え方がバランスよく視聴者に伝わったと思う。

カミングアウトした大学生に対し、その高校時代の同級生が「セクシャリティ―は一

面であり、その人の本質を見てあげるのはとても大事なこと」だと話をしており、２

人の関係はとても自然に映った。自然な関係がある一方で、別の方の母親の「私が産ん

だから半分は私の責任」ということばからは、世代間の感覚の違いを感じた。非常に
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難しい問題を、短い時間の中で大変よくまとめていた。 

 

○  番組に出演した当事者の方々の存在が、内容をより厚くしていて見応えがあった。

当事者だけでなく、その親の取材ができたのも、この問題の本質をとらえるうえで大

変効果的だった。親が責任を感じたり申しわけなく思ったりする必要はなく、ありの

ままを受け入れてあげてほしいと思う一方で、私が産んだ責任があるという母親の気

持ちも理解できて、見ていて胸が痛くなった。番組では法律的な解釈の問題について

も、専門家の意見が紹介されていてとても分かりやすかった。多様な価値観を認め合

う社会というのは耳触りのいいことばだが、実態は何の根拠もない「普通」という基

準に阻まれて社会からはじかれている方たちがいる。番組を通じて、当事者の心の叫

びを感じられるインパクトのあるすばらしい番組だった。 

 

○  原告の２組のカップルの実態を描くことで、自分たちは劣った存在であるとアイ

デンティティーを否定され、憲法によって人間らしく幸せに生きる権利が侵害されて

いるという印象を強く与える番組になっていた。同性婚は世界２９の国と地域で認め

られ、国内でも同性パートナーシップ制度を導入する自治体が増えているということ

だったので、パートナーシップ制度への登録者数など、具体的な数値を紹介できれば

よかったのではないか。同性婚の法的な補償や憲法に反するという主張に関して、早

稲田大学の棚村教授の解説は非常に分かりやすかった。番組では、ＬＧＢＴの人たち

からの声を紹介しており、どれも切実な当事者の声として、視聴者への理解や共感を

喚起したのではないか。2018 年の世論調査での、同性婚について若い世代で理解が

進んでいるという結果からは、世代による価値観の違いが明らかだと感じた。大学生

の願いと友人とのやり取りも、とても共感できた。タイムリーな話題を取り上げて世

論を喚起したことは、すばらしいと思う。 

 

○  この問題はやはり政治に訴えていくことが本筋なのだと思う。そういう活動をされ

ている政治家の方もいるので、次のステップに進むような深い話をもう少し入れてほ

しかった。憲法は国民が幸せになるための権利を持つためにあるはずなので、不平等

をなくすため法律を変えたり、憲法について議論したりする必要があるのではないか。

そこまで踏み込んでほしかった。 

 

○  ２月２１日(日)の「どーも、ＮＨＫ」で“メディア・リテラシー教育への貢献”に

ついて見た。いくつかの学校の子どもたちが、オンライン上での話し合いを通じて生

き生きと学びを深めている様子がとてもよかった。ＮＨＫでは新年度からこの「つな

がる！ＮＨＫメディア・リテラシー教室」の取り組みを、全国の希望する学校とオン

ラインでつないで実施するということで、大変感銘を受けた。一方で、メディアとの
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接触が幼児や小学校低学年といった子どもの健康・発達に及ぼす影響や依存などの問

題に対する周知や理解が進んでいない現状もある。ＩＣＴを学習に生かすための先例

となるように、使い方に関するルールなどの教育にも注力してもらいたい。 

 

○  ３月１１日(木)のＮＨＫスペシャル「定点映像 １０年の記録～１００か所のカメ

ラが映した“復興”～」(総合 後 10:00～11:13)を見た。震災直後から１０年間も同

じ場所から撮り続けていて、身内を亡くしたり家をなくしたりした人たちがこいのぼ

りを上げようとしている姿が写っていた。定点カメラを通して、こいのぼりだけでは

なく、元気に声を弾ませる少年たちも写っていた。その子たちは誰なのかというとこ

ろも取り上げながら、その後どうなっているのかが整理されていてとても感動した。

定点カメラの映像はがれきが散乱している状態から更地になり堤防が建設されてい

く様子を映していたが、それで終わりではなく、スタートラインにすぎないのだとい

う人たちの気持ちを感じることができた。 

 

○  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。震災当時に子どもだった人が１０年間どういう暮らしをしてきた

のかを、過去の映像も含めて伝えており、重厚な番組だった。当時１１歳だった男性

は、東京の専門学校を辞めて地元に戻ってきたが､落ち込んだ様子で「生きてていい

のかな」と話していた。助かった人がこんな思いをしなければならないというのは、

聞いていて胸が詰まる思いがした。当時子どもだった人たちの笑い方のぎこちなさか

ら、災害が与える影響の大きさを改めて感じた。見ているのはつらいが、継続して状

況を知ることは防災対策の観点からも大事だと思った。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１７日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、７人の委員が出席して開かれた。 

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

についての報告があった。引き続き、「２０２１年度北海道地方向け地域放送番組編

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

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

交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  蛭田亜紗子 （小説家） 

 副委員長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      齋藤 拓也 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（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＞ 

   

○  東京の放送センターに何かあった場合のために、大阪放送局を強化して大阪局発

信の番組を増やすという話があったが、将来的には大阪局以外の地域の番組も増や

していくという考えなのか。東京一局集中を是正したいというのはもちろん理解で

きるが、北海道の人間としては、大阪では東京とはまた違った距離を感じる場合が

ある。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＢＣＰ、防災対策で東京の放送センターが災害で使えなくなっ

たときのバックアップ機能として、第一に整備すべきは大阪局で
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あると考えている。また地域からの情報発信については、今年度

から引き続き、大阪に限らず北海道や九州なども含めてさまざま

な地方の番組の全国発信を強化していく。 

 

（ＮＨＫ側） 

大阪局を機能強化するというのは首都直下地震を想定した場合

のことであるが、将来的には地震だけではなく、いろいろな災害

対策を考えたときに、分散的に発信できるようにしなければとい

う問題意識がある。札幌局としても、そういう役割を担っていき

たいと考えている。 

 

○  編成計画の要点で総合テレビでは「年間５０本規模で開発番組などを編成」、「新

しいＮＨＫらしさを追求」等とある。新しい番組ができるとなると全体枠が限られ

ているので何かを廃止、縮小しなければいけないのではないか。再編におけるスク

ラップアンドビルドのスクラップをどのような考えで進めるのか聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組を再編する場合については、きちんとした客観的な指標に

基づく評価が必要だと考えている。視聴率のような量的評価のほ

かにも、アンケート調査のような質的評価も重要である。視聴者

が「ＮＨＫらしさ」を感じるかどうか、調査などによる客観的な

資料を基に多角的に検討していきたい。 

 

＜「２０２１年度北海道地方向け地域放送番組編集計画(案)」について＞ 

   

 ○  １月１６日(土)に放送された「新しいＮＨＫ」への改革～みなさんの声に答えま

す～での前田晃伸会長の話と、今回の各局の編集計画(案)を聞いて、ＮＨＫは放送

を超えた地域インフラとして、地域の暮らしをよりよい方向へと動かしていこうと

しているのだと受け取り、大きな可能性を感じている。３か年だけではなく、５年

後、１０年後と大きく変わっていくことを期待している。 

 

○  諮問された「２０２１年度北海道地方向け地域放送番組編集計画(案)」について

は、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、原案を可とする答

申をしたい。 

 

○  異議なし。 
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（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について

決定し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２２日(金)の北海道道「検証コロナ第３波」を見た。番組冒頭で、北海道の

一日あたりの感染者数の推移についてグラフを見せながら、第２波と第３波の違い

について説明していた。日常生活において新型コロナウイルスの影響下にある状況

に慣れてきたような部分があり、感覚がまひしていることに気づかされる場面だっ

た。旭川市の病院の大規模クラスターや札幌市の特別養護老人ホームの例を取り上

げていたが、現場では第２波の経験が生かされて、感染者を移動させず現場で診察

していたということが分かった。また、札幌市が開発したアプリを使って、入院の

優先順位をつける際に参考にするという例が紹介されていて、限りがある病床を効

率的に機能させる仕組みがあるという希望も見えてとてもよかった。ただ、番組で

扱う情報量が多く、リモート出演していた専門家の話が番組の最後に切れてしまっ

たこともあり、やや盛り込みすぎな印象を受けた。 

 

 （ＮＨＫ側） 

  ゲストを複数にすることで幅広い多角的な意見を紹介しようと

いう意図だった。 

 

○  医療体制の崩壊が起こる可能性があるという状況の中、番組からは医療と介護の

両立の難しさを改めて感じた。新型コロナウイルスの感染拡大によって、いろいろ

な状況が起こり、課題はあると思う。だが、以前の状況を乗り越えたからこそ今の

数字につながっていると思うので、さらにこの番組が今後のための準備の事例のひ

とつになればと思う。 

 

○  ２月５日(金)の北海道道「それでも、ペットと生きたい」を見た。ペットと共に

過ごしている人にとってはとても身近な話題であり、札幌市のＮＰＯ法人について

とても丁寧に取材していた。ペットに対する思いやりの気持ちを改めて考えさせら

れる、よい番組だった。ただ、番組ではペットと暮らすメリットばかりが取り上げ

られており、飼育放棄の問題点やＮＰＯ法人を運営する資金面の大変さといった問

題には切り込めていなかったので、今後はこうした問題も取り上げてほしい。 
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○  札幌市のＮＰＯ法人によるペットの預かり制度という新しい取り組みが、高齢化

社会と孤独という社会問題にうまく作用していると分かった。行き場のない猫と孤

独を感じている人たちをマッチングするとてもいい仕組みだと感じた。だが、番組

のタイトルと内容にギャップがあると感じた。番組は猫の事例しかなく、ペットと

言ってしまうと広過ぎるのではないか。「それでも」という表現も、高齢の方が自

身の年齢などについて心配があるのは分かるのだが、より若い世代の場合にとって

はどのような「それでも」があるのか。ペット信託についての説明も少ししかなく、

今回のＮＰＯ法人の活動とどのような関係があるのかもよく分からず、何に焦点を

定めているのかが見えづらくなってしまったと感じた。 

 

○  ディレクターが何度も足を運んで取材したからこそ、預かり猫と飼い主が信頼関

係を築いている自然で温かい姿を見ることができたのではないか。リモート出演し

ていた作家の村山由佳さんや、ＶＴＲに出演していた人たちの話もとても共感でき

た。一方で、猫の預かり制度についてはどういった条件で、北海道にはどれぐらい

の数の団体が存在しているのかなど、制度や内情についてもう少し触れてもよかっ

たと思う。高齢で最後まで責任を持てるか分からないため、永年預かり制度を使っ

て猫を迎えるという事情は分かるが、そうではない人が、なぜ永年預かり制度をあ

えて利用するのかについては分からなかった。ペット信託に関しても、スタジオで

軽く触れただけだったのでもう少し詳しく話を聞きたかった。番組の最後に鈴井

さんも触れていたとおり、飼育放棄の問題もあるのではないか。新型コロナウイル

スの影響で在宅時間が増えてペットの需要が伸びている一方で、無責任な飼い方も

増えて問題になっている事例もある。だからこそ、今このタイミングならではの事

例も盛り込んだほうが充実した内容になったと思う。また、番組を見た人の中には、

インターネットで自力では調べられないような高齢の方もいたと思うので、もう少

し親切に伝える必要を感じた。 

  

○  ２月１２日(金)の北海道道「続く投資熱 コロナ禍で何が」を見た。新型コロナ

ウイルスで身の回りの経済が苦しんでいる中、一部の活気のある経済状況を取り上

げるタイミングとして、とてもタイムリーだったと思う。スタジオゲストの北海道

銀行ＮＩＳＥＫＯ出張所の葛西英剛所長の説明で、投資マネーをどう地元に落とす

かがテーマになるということが分かった。海外の投資家は北海道の先を見ていて、

ニセコ周辺への影響が期待できると説明していたが、急激な開発による不安を感じ

る人もいるのではないか。波及効果はニセコ町の周辺町村だけなのか、それとも北

海道全体に波及効果があるのかといった分析が欲しかった。投資が公共事業と同様

に波及効果を生み出すものなのかどうか。公共事業であれば波及効果がある事業な

ので期待できるかもしれないが、投資家は地域貢献、経済的影響についてはどのよ
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うに考えているのか。ＭＣの鈴井貴之さんも富良野市への投資について「途中で頓

挫してゴーストタウンになってしまうのではないか」という疑問を呈しており共感

できたが、その疑問までさらに踏み込んでもらいたかった。現在、金融市場に投資

マネーがあふれているが、新型コロナウイルスの影響が収束して縮小の方向に行っ

たときにこの傾向はどうなるのか、専門家の見方を示してもらえればよかったと思

う。 

 

○  加熱する投資と実体経済とのギャップがあぶり出されて、硬派なテーマにもかか

わらず分かりやすく制作されていた。ニセコ町だけではなく、富良野市の例も引き

合いに出しながら、外資に買われていく地域とそこに住む人の思いも取り上げられ

ていて、とてもよい問題提起だったと思う。ニセコ町は、何もないところに土地を

買って建物を建てるという投資のイメージだが、富良野市については、何をするか

分からないが安い時期に土地を買っておき、価格が上がるのをねらう投機に感じた。

富良野市へのお金の落とし方は、現段階では経済への波及効果がなく、問題はより

深刻だと感じたので、投資と投機を分けて伝えたほうがよかったのではないか。 

 

○  番組では、ニセコ町や富良野市に海外の投資家による投資的、投機的な資金投入

が起こっていると伝えていたが、ニセコ町に昔から住んでいる地域住人の方たちの

固定資産税などは一体どうなっているのかが気になった。 

 

○  １月３１日(日)の北海道民！フカボリサーチ「コロナに負けるな！今年にかける

人を調べてみた」(総合 後 1:05～1:50 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。番組では生放送中に

アンケート調査をしているが、その投票システムについて説明するときに北海道の

方言を多用していた。全国放送では意味もあるかもしれないが、今ではあまり使わ

れない方言ばかりで違和感があった。 

 

○  番組タイトルの「今年にかける」は、去年から引き続き今年もまだどうなるか全

く見通しがつかないという状態の中で、決意や希望が込められているとても引きの

強いことばだと感じた。取り上げる話題を２つに絞ることで、それぞれが「フカボ

リ」と言える取り上げ方になっていた。精神的にまいりやすい今、ほどよい緩さと

押しつけがましくない前向きさで、見ていてほっと息をつける番組だった。 

 

○  １月１６日(土)の「新しいＮＨＫ」への改革～みなさんの声に答えます～(総合 

前 9:00～9:30)を見た。視聴者は、ＮＨＫの前田晃伸会長の話からＮＨＫ改革に対

する覚悟や信念といったものを共有できたのではないか。命と暮らしを守る防災・

減災のための行動は、間違いなくＮＨＫに期待されている点だと思う。「引きこも
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りや教育格差などの社会問題を広く人々に伝える」、さらに「当事者と支援者をつ

なぐプラットフォームの役割を担う」といった項目でも、具体的な番組展開の例を

示していて共感できた。また、ＮＨＫは民間の草の根の地域活動を伝え、共感者を

増やすという大きな可能性をもつ媒体だと感じている。その力を大いに発揮しても

らいたい。 

 

○  ２月６日(土)のＥＴＶ特集「五味太郎はいかが？」を見た。番組冒頭のテロップ

で「ドキュメンタリーへの出演は１８年ぶりです」と紹介されていたとおり、絵本

作家の五味太郎さんからは、あまり人を寄せつけない印象を受けたが、実際は取材

を楽しんでいる様子をかいま見ることができた。質の高いコンテンツと呼ばれるに

ふさわしい、とても洗練された番組だった。 

 

○  ２月４日(木)の「にっぽん列島夕方ラジオ 北海道まるごとラジオ」を聞いた。

番組では、極寒の地でたくましく生きる人々のパワーをオホーツクから全国に発信

していた。ゲストの森崎博之さんはオホーツクの各市町村のことをよく把握してお

り、会話の端々にいろいろな話題を盛り込んでいたので、より一層盛り上がったと

思う。オホーツクは四季折々の変化が分かりやすくて、極寒の自然を晴れと表現し

ていたのがとても印象に残った。ラジオを聞き逃してしまった場合でも、「らじる

★らじる」で聴くことができるので、今後も楽しみにしている。 

 

 （ＮＨＫ側） 

  ふだんから地域活性化のために活動している方に出ていただき、

オホーツクの魅力を縦横無尽に語っていただいた。ふだんから地域

に根ざしてしっかり活動している人たちの思いがよく伝わり、非常

に反響があった。 

 

○  ２月１４日(日)のさわやか自然百景「北海道 ユルリ・モユルリ島」(総合 後 2:35

～2:49 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)のアンコール放送を見た。簡単に上陸できない無人島で、人

が自由に踏み入ることのできない島の鳥などの自然の様子を見ることができて非

常によかった。北海道は離島が多いので、このような貴重な映像はぜひ積極的に紹

介してもらいたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

会議は、委員長の司会により開会。 

１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２０日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、札幌局長から「ＮＨＫ経営計画 2021-2023 年度」の概要について説

明があり、その後議事に入った。 

議事はまず、北海道スペシャル「裏山にヒグマがいる」をはじめとして、放送番組

一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、２月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があり、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  蛭田亜紗子  (小説家） 

副委員長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

      齋藤 拓也 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      佐々木良榮 （デザイナー、(有)良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      成田 正夫 （ながぬま農業協同組合 代表理事組合長） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道スペシャル「裏山にヒグマがいる」 

    (総合 １２月２９日(火) 後 9:00～9:45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)について＞ 

 

○  番組冒頭から、タケノコ採り中にヒグマに襲われ、連れ去られて行方不明となっ

た方がいることを伝えており、当たり前の日常が一変したという印象を与えるもの

だった。住宅のある場所からわずか 450 メートルという慣れ親しんだ裏山で被害に

遭うことは人ごとではないと感じるとともに、「家族にとって受け入れがたいこと

だ」という息子さんの戸惑いも伝わった。そして、猟友会余市支部の古平区長であ

る越前桂介さんは、４世代にわたるハンター一家であるということに大変驚いた。
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ハンターがいることで人の命を守る使命や技術が引き継がれているのだと、その存

在の重要さを改めて感じた。そして、ヒグマと人の関わりを研究してきた北海道立

総合研究機構の間野勉さんの「事に直面した人がそこでびっくりして驚くし、事に

直面しない人たちは無関心っていう、そういう状態がずっと続いている」「身近な自

然環境というものがちょっと遠いものになってるんじゃないか」ということばが大

変印象的だった。息子さんが言っていたように、今回の事故は北海道が進めている

科学的、計画的にヒグマの頭数を管理するというヒグマ管理計画の想定内なのだろ

うか。正確な数の推定がないまま、単に「運が悪かった」ということでは済まされ

ないという息子さんの思いも理解できた。おりに捕らわれていた荒々しいヒグマの

姿は非常に衝撃的で、ヒグマとの共存と自然環境を守りながら生活することの難し

さが伝わってきて考えさせられた。今までもＮＨＫではヒグマの問題を何度も取り

上げていたが、今回の番組では実際に被害に遭った家族と、命懸けでヒグマの駆除

に臨むハンターの方々の様子や思いが非常によく伝わってきた。今起きている事態

を身近に感じる番組だった。 

 

○ タイトルそのままのドキュメンタリーだった。古平町で生まれ育ち、知り尽くして

いたはずの裏山でなぜ襲われたのか。突如父親が行方不明になった息子さんにとって

受け止め切れない現実であったことは容易に想像できた。まだ帰らぬ父のためにヒグ

マ事故の背景を知りたいという思いを伝えており、私たちにとってもヒグマ問題を身

近に考えるきっかけとなる番組だった。近年は住宅街での目撃情報なども多く、それ

だけ自然が近くヒグマの生息地にえさが不足しているという気候変動など複合的な

要因があると感じていたが、今回の番組を見て、ハンターの高齢化や銃の規制強化に

よるハンターの減少などの課題もあることが分かった。平成２年に春グマの駆除を禁

止して保護へと施策を転換して以来、３０年も頭数すら把握できていないという報告

にはがく然とし、北海道のヒグマ管理計画にも問題があるということが分かった。一

方、ハンターの越善さんは４世代 100 年にわたるハンター一家で、そのノウハウを継

承しながら町を守るために銃を持ち奮闘する姿は非常に印象的だった。ハンターとい

う危険と隣り合わせの仕事をしている人たちからは、町を守るために山に入ることの

思いや猟銃狩猟免許を持つ自分たちにしかできないのだという自負を強く感じた。夫

婦で暮らしてきた家を守るという妻の姿は、視聴者に人とヒグマの共存を改めて模索

する時期ではないかという強いメッセージを与えたと思う。人とヒグマの限りなく隣

接する現状に対して、道民としては何らかの安心感が欲しいが、道の「実効性のある

新たな計画を策定したい」というコメントは、番組の取材に対するものだったのか。

だとしたら、行政としてはかなり悠長な見解だと感じた。早急に実効性のあるヒグマ

管理が求められると思うので、今後の報道にも注視していきたい。 

 



3 

○ 番組導入部分で「裏山に潜むヒグマは、住民たちにある現実を突きつけてきた」と

いうナレーションがあったので、被害に遭った方のヒグマに襲われた状況を見せてく

れる内容かと思った。だが、実際はハンター目線で現場の危険とハンター不足の問題

を訴えていた。仕掛けたおりに入ったヒグマは、実際に人を襲った個体なのかどうか。

一度人を襲ったヒグマは今後繰り返し襲う可能性があり発見しだい射殺されるとい

うのは理解できるが、個体を特定するためのＤＮＡ鑑定もせずいきなり駆除されてい

たことに違和感を持った。ヒグマに襲われた時点で行政とハンターと家族の間でそう

いった話し合いがあったのかどうかも分からなかった。番組は被害者家族とハンター

への取材だけだったので、警鐘を鳴らすのであれば行政の対応についてもしっかり取

材して見せてほしかった。そうすることで、生息数の把握やハンター不足などがク

ローズアップされて、われわれも考える機会が増えるのではないか。北海道ではヒグ

マが住宅街にも現れている現状なので、道民もヒグマに対しては警戒し、常に心の準

備をしていなければならないということを改めて感じた。 

 

○ 北海道でヒグマは非常に身近な動物であり、自然動物と害獣とのバランスが問題の

根本にあるのだろうなと感じた。ヒグマを駆除するハンターの姿にぼかしがかけられ

ており、非常にデリケートな問題なのだと改めて気づかされた。番組は被害者の息子

さんを中心に描かれており、道のヒグマ対策をはじめとする事故の背景をみずから探

ろうとする姿に驚いた。息子さんの表情からはつらい思いをしているということが

しっかり伝わり、視聴者のより深い理解に結びついていたのではないか。動物愛護、

害獣駆除、ハンター不足、物的・人的被害を受けた方の苦悩など、いろいろな課題を

それぞれの立場から丁寧に取材していた。息子さんの「今回の事故は想定内だったの

か」ということばは心に響くものがあり、ヒグマ管理計画についてはもう少し突っ

込んでもよかったのではないかと思う。ヒグマの駆除シーンについては「かわいそう」

という感情もあるので、視聴者の反応はどうだったのか気になった。今回のように、

駆除するシーンが生じるときに気をつけていることや基準となるものがあれば知り

たい。 

 

○ 家族に焦点を当てることで、被害に遭った方の人柄や家族の苦悩がとても伝わった。

息子さんは事故がどういうものだったかを自身で調べていて、「自己責任とは言い切

れない面があった」と語るシーンは印象的だった。また、ハンターがどういう思いで

ふだん何をしているのかも取材で掘り下げていてよかった。動物保護の観点から批判

もあるだろうが、ハンター自ら「町を守る責任がある」と言っており、銃の安全管理

の規制が厳しくなり後継者不足などの問題はあるが、やはり北海道の歴史から切り離

すことのできない存在であると感じた。わなに入ったヒグマを駆除するシーンで、な

ぜおりにかかったらすぐ駆除されるのか。行政や警察の判断なのか、猟友会の判断な
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のか、敏感な問題なのでもう少し丁寧な説明がほしかった。だが、ハンターが実際に

引き金を引くまでに、ちゅうちょやためらいといった葛藤があるということも緊迫し

た映像から伝わってきた。道の政策の転換や状況の変化、ヒグマ管理計画など対応不

足を問う視点が番組の最後にはっきり出されていた。ヒグマの問題についてはこれま

でも取り上げる機会はあったが、人家の減少やヒグマの食料不足だけでなく、今回の

ように道の政策にも不備があるのではないかという観点は、必ずしも被害に遭う人の

自己責任だけではないという点でとても新しかった。それだけにこの点についてどう

考えるのかというのは余計知りたくなるところなので、道への取材をもう少し掘り下

げて今後はその点も見せてもらいたい。 

 

○ 番組冒頭で、ヒグマの爪で穴の開いた長靴などが映し出されてこの話に一気に引き

込まれるとともに、被害者家族の悲しみがしっかり伝わってきた。ハンターは自分の

本業を持っていながら、朝夕２回交代でのパトロールに出ていた。ことしの出動はの

べ８０日と言っていたおり、本来は感謝されるべき人たちだが批判されてしまうこと

もあるのではないか。そういう点では、ハンターのことを好意的に撮影していたのは

よかったと思う。残酷だがヒグマを撃つシーンを放映したことは、ヒグマの問題につ

いてみんなが考える機会を与えてくれたとても大事なシーンだったと思うが、見たく

ない人もいたと思うので視聴者の反響はどうだったのか。また、秋にハンターが再び

集まって被害者の捜索をしていたが、家族の思いがあるとはいえ、危険を伴うことな

ので無償でやっているのか手当が出ているのかということも知りたかった。行政の担

当者のインタビューや見解などの話が盛り込まれていれば、もっと深い番組になって

いたのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ハンターの方たちは基本的にはボランティアである。駆除す

るハンターがひどい人たちということでは当然なく、私たちが

ヒグマを駆除せざるをえないような社会を作っているのだと、

見ている人に受け止めてもらえればと思う。 

 

○   番組全体をどのようなテーマで伝えようとしているのかが分かりにくかった。行方

不明になった方については本当に心が痛むのだが、それが何を意味するのか。被害者

のことを「運が悪いで終わらせたくない」という家族の気持ちはよく分かるが、襲わ

れたときはどういう状況でその原因は何だったのか。札幌市の住宅街に出てきたとき

は住民が電気柵を設置したり、やぶを刈るなどの対策をしていたが古平町の場合はど

うだったのかなど、もう少しＮＨＫなりの視点を見たかった。ヒグマ管理計画につい

ても、行政の執るべき政策なりをもう少し分析してその方向性を示すことができたら
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よかった。ハンターの視点から報道すると、駆除を推進していると取られてもしかた

ないというところがあるので、両方の事情を説明する必要があるのではないか。そし

て、人を襲ったヒグマは危険で駆除はしかたないのは分かるが、その瞬間を映像とし

て見せることの判断に違和感を持った。見た人の心に非常に強い印象として残るので、

音であったり映像を少しぼかしたりすることができなかったのか。ハンターの後継者

不足なども非常に深刻だと思うので、それに対して行政などからどういう支援、ある

いはバックアップがあるのかを同時に示してもらえると、隠れている問題がより分か

りやすかった。番組は「ハンターたちの闘いは終わりなく続きます」という語りで終

わるが、見る人に任せ過ぎであり、ハンターの闘いをどうしていくかというＮＨＫの

報道姿勢が見られるとよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

       駆除のシーンは見たくない方や音だけ聞いていろいろイメー

ジされる方もいると考え、「このあとヒグマを撃つシーンが流れ

ます」というテロップを入れた。ただ、このシーンは番組とし

ては必要だという判断をした。 

 

○  息子さんは、事故から一月たって「行政にも問題があるのではないか」という問題

意識に至ったようだが、想像を超える葛藤があり、それを乗り越えてその域に至った

のだろうなと改めて感じた。ヒグマを保護から駆除の対象に戻すのは大変難しいこと

だろうが、この２つのバランスの取り方をどちらにするのか。また、番組ではヒグマ

を駆除するシーンが２回出てくるが、２回必要だったのか。１回目は視聴者が受ける

印象、衝撃、考え方もある程度読めて、視聴者が考える機会にもなるので必要だった

と思う。昨今では駆除費が高過ぎるということで猟友会の駆除費を打ち切った町もあ

り、情勢は昔とはかなり違ってきているのではないか。２回流すのであれば、その時

間を使って行政のほうに一歩踏み入れてくれればよかったと思う。 

 

○  静かだが緊迫感のあるＢＧＭで、４５分中だるみすることなく集中して見ることが

できる番組だった。音尾琢真さんの語りも自然で聞きやすく、番組になじんでいた。

自宅の裏山でヒグマに襲われた方の事故を中心に、北海道のヒグマやハンターの現状、

そしてその問題点が浮かび上がってくる、とても練られた構成になっていた。ヒグマ

を駆除するシーンはショッキングなシーンではあるが、人間の命や生活とヒグマの命

をてんびんにかけて、誰かが手を汚さなければいけないという現実の重みを突きつけ

られる思いがした。ハンター一家の越善さんの家に飾られていた写真には、曽祖父の

代から仕留めたヒグマと一緒に写っているものがあり、ヒグマと対峙してきた一家の

歴史の重みと使命感を感じた。被害者の妻が「どんぐりの実がクマをおびき寄せるか
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ら」と被害者本人が大事に育てていた木を切ってもらう場面は、とても印象的で胸が

詰まるとともに、問題提起するだけでなく、現状を見せてどこに解決の糸口があるの

かということも見えてくる作りになっていた。息子さんの「運が悪かったで済ませて

はいけない」ということばからは、行政による人災の面もあるのだろうと感じた。一

方で、番組では共存という面は薄く、駆除に寄り過ぎていたのではないかと感じた。

この番組だけを見た人の中には、ヒグマはそれほど駆除しなければいけないものなの

かという反発を持った人もいるのではないかと感じた。北海道が平成２年に保護に方

針を転換して以来３０年、ヒグマは増えているけれども正確な数は分からないという

話があった。番組の最後にヒグマの推定生息数 3,900～１万 7,300 頭というとても幅

のある数字が出ていたが、全体を知ることはできないという難しさを改めて実感した。

狩猟への風当たりが強くなっている今、全国的に考えるきっかけ作りや意識の高まり

が必要だと思うので、ぜひ北海道の現状を知ってもらうために全国でも放送してもら

いたいと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １２月１８日(金)の北海道道 年末スペシャル「北の万葉集２０２０」(総合 後 8:00

～8:37 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。ＭＣの鈴井貴之さんと多田萌加さんが親子役、ゲストの

千堂あきほさんが母親役という設定の寸劇が、少し長く感じられた。紹介された方々

の多種多様な内容と、2020 年の北海道の各地域の様子や出来事がよく伝わってきて、

新型コロナウイルスの影響の中でも前向きで楽しい句が多くて、ほっこりするいい番

組だった。ただ、番組の最後で緊急地震速報が入ってしまい、最後まで見られなかっ

たことが大変残念だった。万葉集がどうなったのか気になった。 

 

○ いつもと違い寸劇から始まる番組の雰囲気が内容に合っていて、リラックスして１

年を振り返ることができた。北海道のいろいろな地域で、それぞれの人がどのような

思いでことし１年を過ごしたのかが温かく伝わってくるようだった。だが、番組の最

後で緊急地震速報が出て画面が切り替わって終わってしまい、とても残念だった。放

送前からのＰＲもよく見ていたので、番組を中止してしまうような終わり方はとても

もったいない気がした。 

 

（ＮＨＫ側） 

  緊急地震速報後のニュースについては、全国一律で「震度い

くつ以上の地震だったらこうする」という一定の基準があり、

今回はその基準に沿って番組の途中ではあったが全国のニュー

スに切り替わった。地震の状況によっては比較的早く元の番組
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に戻すということもあるのだが、番組終了間際の地震だったた

め、そのまま番組は途中で休止となった。現場ではそのまま収

録を続け、１２月２０日(日)前８：００からの再放送枠で途切

れた部分も含め放送した。その放送日時もスーパーで案内を出

したが、気付いてもらえなかったとすれば、スーパーの出し方

についても改めて検討したい。 

 

○  １月８日(金)の「北海道道 吉田兄弟ＳＰ 登別から世界へ～“北海道三味線”が

切り拓いた道～」(総合 後 7:30～8:19 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。世界的な津軽三味線奏

者が北海道出身ということで、大変楽しく視聴した。放送時間を４９分に拡大し、代

表曲の演奏もされて、見ごたえがあった。兄弟それぞれの個性もうまく切り取られて

おり、インタビューの端々にとても印象的なことばがちりばめられていた。番組を見

終わった後にも記憶にとどめられるようなワードが多かったように思う。一つ一つ丁

寧に制作していることが伝わってくる番組だった。 

 

○  自分たちの演奏を北海道三味線と言っており、そのネーミングの意味もとても分か

りやすかった。番組の放送時間が長かったので、「北海道道」で使われているオープ

ニング曲をはじめ、ノーカットで３曲聞くことができた。アーティストを知るために、

ことばより演奏を主眼に置いたことは、とてもよかったと思う。 

 

○  年明けにふさわしい、いい内容だった。「北海道道」のオープニング曲はとてもイン

パクトがあり、この番組の印象をポジティブにしているのではないか。曲が出来上

がった背景や、子どもの頃から三味線をやっていて、札幌の演奏者である初代佐々木

孝さんに弟子入りするという経緯も簡潔にまとまっていた。弟の健一さんの「伝統の

音楽とはすごい昔にはやったもの。今はやっていなければ絶対に残らない」「100 年後

を見据えて意図的に伝統を作ろう」ということばは、音楽を含めた芸術全体に言える

ことではないかと強く印象に残った。海外でも活躍しているアーティストなので、い

ろいろな経験をして大変なこともあったと思う。その彼らにとって北海道というのは

何だったのか。彼らが北海道へ戻ってくるということは、ふるさとへ戻ってきてほっ

とするというところは分かるのだが、本来の活動にどう生かされているのか。彼らの

活動の基本にある北海道とは何なのかというところをもう少し知りたかった。 

 

○  父の誠一さんの熱意によって半ば無理やり習わされた幼少期の話から、「中学校に

入ったら辞めよう」と話し合っていた矢先に師匠に出会って、その格好よさに本気に

なった経緯など、どのエピソードも面白く引き込まれた。健一さんの「全国大会は感

性そのものを問うような大会」ということばは印象的で、津軽三味線はがちがちの伝
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統芸能ではなく、自由を重んじる世界なのかという驚きがあった。吉田兄弟の魅力だ

けではなく、津軽三味線そのものの魅力も存分に伝わってくる内容になっていた。多

田萌加さんの柔らかくて素朴な温かみのある語りは、２人の映像や津軽三味線の厳し

さと激しさのある音色とも調和していた。いつもより長い拡大版だったが、スタジオ

での演奏も３曲あり、もっと話を聞いてみたいと思える見応えのある番組だった。 

 

○  1 月１５日(金)の北海道道「２０代が見つけた“充実ライフスタイル”」を見た。帯

広市のデザイナー青坂さつきさんは、ＳＮＳを利用して地方暮らしの豊かさを伝えて

いた。洋服ブランドを手がける小野寺智美さんと２人で十勝のライフスタイルを伝え

るカタログを作り始めていると知り、若い人の力が地域の活性化に与える影響の大き

さを改めて感じた。弟子屈町地域おこし協力隊として、川上椋輔さんが奮闘する姿に

もとても好感を持った。何が川上さんにそうさせるきっかけになったのか、いろんな

ことを考えさせられた。働き方や暮らし方を既成概念に捕らわれることなく、自分を

生かせる生き方を模索してチャレンジする若者たちがいるからこそ、可能性が広がっ

ていくのではないか。若者たちが終始キラキラした笑顔で語る様子はとても印象的

だった。未来志向で若い人たちを応援する番組作りを今後も期待している。 

 

○ 青坂さんと仲間たちのやり方は、今この新型コロナウイルスの影響で加速したマス

の商売から個の商売が成り立つマーケティングを実践していて、とても興味深かった。

川上さんからは若い人の価値観がこんなに変わってきているのだということがはっ

きりと分かり、とてもよい番組だった。 

 

○  アナウンサーを辞めて弟子屈町地域おこし協力隊になった川上さんの、「収入は半

分になっても大切なものに気づかされる毎日」「人生の幸せというものを、原点回帰

して考えさせられる」ということばにある、大切なものとは何なのか、彼が幸せと思

う原点は何なのかをもう少し知りたかった。最後に鈴井さんが「若者を地域の人たち

が支え受け止める土壌を作ることが大事」と言っていて、すっきりとまとめられてい

た。 

 

○  １２月２５日(金)の北海道スペシャル「帰郷 ～アイヌ 遺骨返還の行方～」(総

合 後 10:00～10:50 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。遺骨の返還が始まっているけれども、遺族

にも地域にも返されていない遺骨が、新しくできた民族共生象徴空間ウポポイの慰霊

施設に保管されているのはなぜなのか、その意味と問題点を探るタイムリーな番組で、

非常に考えさせられる内容だった。現在の問題がなぜ起きているのかを丁寧にたどっ

ていて、８０年代から遺骨返還を求める声が上がっていたのに北海道大学側が応じて

こなかったことが、現在の問題を複雑化する遠因となっていると示唆されていた。そ
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れにもかかわらず、遺骨返還の申請をする複雑な手続きを開始するのはアイヌの遺族

側になっているという問題点をきちっと示していて、現在の問題の在りかというのを

はっきりと見せていたと思う。そして、平取町のアイヌである木村二三夫さんが、「ア

イヌの問題じゃない、日本人の問題だ」という声を繰り返していたのが非常に印象的

だった。北海道大学の問題だけではなく、旧帝国大学と国策に基づいて行われていた

結果として出ている問題なので、全国放送で見てもらいたいと思う番組だった。 

 

○  アイヌの遺骨返還問題を、その成り立ちや歴史、平取町や新ひだか町のアイヌの

人々や学者など、さまざまな立場から取り上げていた。アイヌの遺骨返還問題の全体

を多角的にふかんで見せているとても丁寧な番組だった。特に、引き取れない地域の

話はなかなか取り上げられない初めて聞く話で、問題の根の深さが浮き彫りになって

いた。ただ、多岐にわたっている分、見ていてどこか散漫な印象を受けて集中力が途

切れてしまう部分があった。民族や人間そのものの尊厳が問われる重たい問題につい

て考えるには、話の中心となるような柱がある構成にしたほうが、見ていてすんなり

入ってきたのではないか。平取町のアイヌの木村さんが「アイヌの問題じゃない、日

本人の問題だ」と言っていて、見た人がもっと自分の問題として考えられる作りに

なっていればよかったと、もったいなさを感じた。番組の最後で、木村さんのところ

にかつて強制移住を直接命じた子孫の方が中学生の息子を連れておわびに来ていた。

ずっと厳しい顔をしていることが多かった木村さんが、親子から見えないところで思

わず笑顔を見せており、分断では終わらないという希望を感じるラストになっていて

とてもよかった。 

 

○  １２月１８日(金)のフェイク・バスターズ「“選挙とフェイク”」(総合 後 10:00

～10:30)を見た。フェイクニュースの仕組みや、それがどのように広まっていくかと

いうことなどについての専門家の意見も非常に分かりやすい、今現在必要とされてい

る内容の番組だった。インターネットのフェイクニュースを信じる背景に、マスメ

ディアへの不信感があるという専門家の意見があり、より透明で取材源が明らかな情

報収集が必要なのだと思った。このような番組を作るＮＨＫにさらに期待し、今後も

視聴し続けたい。 

 

○  １２月２８日(月)のおはよう日本の「インクルーシブ公園」についての特集を見た。

公園利用に関する調査の結果、障害のある子どもを持つ親の６割以上が公園に行きづ

らいと回答しており、遊具のある公園が安全な場所ではない、大人の介助がないと遊

べない実態を浮き彫りにしていた。誰もが遊んで楽しい公園づくりを目指して、手探

りで新たな課題に乗り出したという印象だった。実際に都内の公園で複合遊具の実証

実験を行った様子では、子どもたちの満足そうな笑顔がはじけていて、今後こういっ



10 

た公園作りが広がることに大いに期待したいと思った。子どもたちは遊びを通じて体

を作り、社会性や多くのことを学んでいくので、今後さらに子どもの遊び場にフォー

カスした番組や報道に期待したい。 

 

○  １２月２６日(土)のＮＨＫスペシャル「患者が“命を終えたい”と言ったとき」を

見た。ＡＬＳは進行を遅らせる薬はあるが根治に至る薬はなく、現在では治療法のな

いとても残酷な病気である。がんの終末期やＡＬＳの医療現場は、最期をどうみとり

見送るかという寄り添いの治療になっていくので、それをどう表現していくのか注目

して視聴した。最終緩和ケア病棟で選択される延命治療行為とその中止の選択、現在

では治療法のない病を生きることの拒絶は、それぞれどう違うのか。最終的に安楽死

の是非が番組の中で暗黙のうちにうたわれていたが、もう少し突っ込んだ形が出せな

かったのか。取材がとてもきめ細かく患者に寄り添っていただけに、もう少しその辺

りが見えてくるとよかった。 

 

○  １月１１日(月)のワイルドライフ「海鳥の楽園 北海道 天売島 ウトウが群舞し 

ケイマフリが躍動する」を見た。ケイマフリという鳥の岩礁の巣のシーンがあり、断

崖で巣作りし子育てしている映像は非常に貴重で、天売島在住の自然写真家の寺沢孝

毅さんの日ごろの努力のたまものだと思った。豊かな映像から、自然をしっかりと守

らなければならないという思いを強くした。自然を取り上げた放送を通じて、北海道

の魅力をどんどん伝えてもらいたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局

において、８人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。札幌局長と帯広局長からあいさつがあり、議事

に入った。 

議事はまず、北海道道「直木賞作家桜木紫乃 逃げる人生のススメ」をはじめとし

て、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があり、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 副委員長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      齋藤 拓也 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      佐々木良榮 （デザイナー、(有)良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「直木賞作家桜木紫乃 逃げる人生のススメ」 

(総合 １２月４日(金))について＞ 

   

○  主婦から作家になったという桜木紫乃さんの経歴と、代表作「ホテルローヤル」

の舞台であるラブホテルが実家の家業をモデルにしたということに興味を引かれた。

同時に桜木さんの人となりを番組から感じることができ、楽しく視聴した。番組で

は、ストリップが好きで「小説と同じことをやっている」「上手に脱がないと相手が

恥ずかしい思いをする」と話していたが、作家ならではのことばで大変おもしろい

と思った。言いにくいところを心地よいことばや表現で楽しくさせてくれるという、

桜木さんの等身大の物語に共感する人がたくさんいるのではないか。ＭＣの鈴井貴

之さんが逃げることは「次の挑戦ということ」だとうまくまとめていた。同時に、
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桜木さんの「逃げるって明るい明日を探しに行くことだから」という話を聞いて、

すとんとふに落ちるようだった。北海道の女性について、「北海道の女って男立てな

いよね」「家庭があっても家系がない人の集まり」という話には非常に共感した。Ｍ

Ｃの多田萌加さんが号泣する姿が映ったが「二十歳で親元を離れるかどうか」と悩ん

でいると涙の理由を話しており好感が持てた。 

 

○ 対談が進む中で、「逃げる人生のススメ」というテーマの真意が徐々に明かされて

いくことに日本語の深さを感じた。逃げるということばは無責任な印象があるが、桜

木さんの結婚や作家としての足跡をたどり、それぞれの節目を自分自身で判断して前

に進んでいったことを指しているのだと分かった。あえて逃げるという表現をするの

は、桜木さん独特の世界観だと感じた。鈴井さんは逃げることを「次の挑戦というこ

と」と言っており、そのことばがとても力強く響いて好感が持てた。新型コロナウイ

ルスの影響で苦境にある人たちに頑張れというよりも、逃げてもいいと言うほうが相

手の心に届くこともあるのではないか。桜木さんの新作「家族じまい」は「ホテルロー

ヤル」のその後であり、変化した家族に対する考え方をテーマにしたと言っており、

親が弱ったときに、「見なくていいところは見ない」という桜木さんの真意はどこに

あるのか気になった。そして、多田さんは番組の最後で号泣した理由を語っていたが、

鈴井さんも多田さんの心境を理解しており嫌な印象はなかった。桜木さんの「家庭は

あっても家系のない人の集まり」ということばが印象的で、そういう意識の人が多い

ことも暮らしやすいのではないか。北海道らしさにもこだわった対談になっていてよ

かった。 

 

○  桜木さんは親しみやすい印象で、とても身近に感じられ楽しく視聴した。桜木さん

は自宅でのインタビューということもあり、とてもリラックスしていて、鈴井さんと

多田さんも楽しそうにしていたのが印象的だった。桜木さんが言う「逃げる」とは「明

るい明日を探しに行くことだから」という前向きなメッセージであり、うまくいかな

いことを人のせいにして、心が折れてしまわないようにするということで、今の時代

に合っていて好感が持てた。桜木さんは母親が認知症になったという自らの体験から、

「自分を責めたりうろたえたり、親に対して悔いがあったり、そういう人のために小

説はある」と言っていた。自分と似たような人たちがいるとき、逃げても大丈夫なん

だと気づくことができた。最後に鈴井さんが言った「明るい明日に向かって逃げてい

い」ということばに元気をもらうことができた。ただ、番組では映画のシーンが取り

上げられていたので、映画を見る前にストーリーが分かってしまうのはどうなのかと

いう心配もあった。 

 

（ＮＨＫ側） 



3 

  多田さんの涙については、基本的には桜木さんのことばを大

事に生かしたかったので、少し触れる程度にした。 

 

○   いろいろな経験を積んだ作家だからこそ、自在にことばを操っていろんな表現方法

をするおもしろい人なのだという印象を受けた。立ったままパソコンに向かい執筆を

する姿は真剣で、対談で見せる表情とは違ったので、桜木さんの表情や目線に興味を

持った。こういう表情で小説に向かっていることが伝わるいい場面だった。鈴井さん

が自分の父親について話したときは、桜木さんの顔つきが最も変化したように見えて、

桜木さんのスタンスや作家としての表情がよく伝わってきた。そのため、桜木さんの

表情にもっと迫ると、より伝わるのではないか。逃げる人生とは、本来ネガティブな

意味を持つと思うが、桜木さんはポジティブな意味に取り、とても自信ありげに語っ

ていた。作家のことばと表情の対比を見ることができた非常にいい番組だった。多田

さんの涙については、桜木さんとのやり取りがもっとあったのではないか。せっかく

感動して泣いているシーンを使うのであれば、その前後があったほうが分かりやす

かった。 

 

○  とても安定感があり非常に楽しく視聴した。「逃げる人生のススメ」というタイト

ルは、依然として窮屈な世の中が続く中で少し気が楽になるように感じた。まさに今

だからこそのテーマではないか。画面に表示される視聴者からのＳＮＳの反応からも

期待が大きいのだと感じたし、それに応えるような内容でもあった。インタビューも

おもしろく、桜木さんの人となりが出ていてよかった。逃げることは「明るい明日を

探しに行くことだから」や「家族を見えるところに仕舞っておく」など、心に響くよ

うな名言が随所に出てきて、それが番組にめりはりを与える効果があった。後半は最

新作「家族じまい」を基に家族に関する話題があったが、ひょうひょうとした雰囲気

ながらも強い信念の人という印象を受けていい話が聞けた。番組は、「逃げる人生」

と「家族じまい」と「北海道の女性」の大きく３つに区切られていたような気がした

が、もう少し「逃げる人生」についてのボリュームがあってもよかった。 

 

○  「北海道道」では、おもしろいインタビューや対談が多いのでとても楽しみにして

いた。自宅でのインタビュー収録は、作家の本棚や家のようす、どういう仕事場で執

筆をしているのかなども分かり、とてもよかった。番組に寄せられるＳＮＳからも、

期待の高さを感じた。逃げる人生とは、決してネガティブな意味ではなく、今いる場

から身を離して自分の人生と向き合って新しいことをしていくというとてもポジ

ティブな意味があるということが、鈴井さんとの対話の中で分かっていった。桜木

さんのいう「逃げる」ということばは「次への挑戦」といった意味があり、いろいろ

な人がそこに入りやすく共感されることばづかいだと感じた。桜木さんが作家になっ
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た経緯や家族に対する考え方は、変化する時代を女性として生きてきて、悩みながら

出した回答であることが分かり、見ていて明るい気持ちになった。もっと掘り下げて、

もう少し長くやり取りを見たいと感じたが、よくまとめられていたと思う。 

 

○  今話題の直木賞作家との対談番組は、大変興味深くおもしろい内容だった。番組冒

頭から桜木さんの人となりを伝えており、話に入りやすかった。また、「逃げる人生

のススメ」というタイトルも、新型コロナウイルスの影響で苦境に立たされた人たち

をとても勇気づけられることばではないか。実家のラブホテルの跡取りだった桜木

さんだが、高校生という多感な時期に家業の手伝いを経験したからこそ、広い視点か

ら人生を見てすばらしい小説を書き上げることを可能にしたということが、この番組

を通して見えてきた。桜木さんは「北海道の女って男立てないよね」とか「家庭はあっ

ても家系のない人たちの集まり」と言っていたが、精神的に自立している人が多いの

で、北海道は住みやすい土地なのだということを感じた。桜木さんはみんなが感動す

るように実話を面白く仕立て上げており、番組全体でも話すことの筋がとてもしっか

りしているので、大変よく伝わってきた。 

 

○  インタビューの内容も豊富で、桜木さんからは自信があふれていて、１つの小説を

読んでいるようなすばらしい番組だった。きれいに桜木さんの世界ができ上がってい

た。多田さんが号泣しているシーンがあったが、それをどのように番組に入れるかと

いう議論もあったのではないか。前後のやりとりがなく、唐突な感じがぬぐえなかっ

たが、多感な世代の悩みがあったのではないかというのが見て取れた。多田さんの番

組の進行について、とても落ち着いてきたのが見ていて感じられる。すばらしい成長

をしていると思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１３日(金)の北海道道「どう守る？外国人技能実習生」を見た。実習生と企

業の橋渡しとなるはずの監理団体の実態を知り、根深い問題があるのだと実感した。

番組の後半で、鈴井さんが興奮した様子で監理団体を批判していたが、批判をするに

しても、しっかりしたことばで伝えたほうがこの問題に関しては広く訴えることがで

きるのではないか。 

 

○ １１月２０日(金)の北海道道「コロナ感染者急拡大 いま何をすべきか」を見た。

番組前半ではいろいろなデータを示しながら、感染者数の急拡大のようすと、ＧｏＴ

ｏキャンペーンの状況、道内のステージについて説明しており、やはりＧｏＴｏ

キャンペーンが感染拡大に影響しているという印象を与えたのではないか。番組後半
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では、個人で何ができるのかということを取り上げていたが、できることにも限界が

あるという印象を持ってしまった。感染症の専門家である札幌医科大学の横田伸一教

授が、ＳＮＳやメールを使って視聴者の疑問に答えるというのは関心を引くやり方で

よかったが、うがいに対する質問の答えとしてうがいの効果はあるのかどうかがよく

分からなかった。 

 

○  １２月１１日(金)の北海道道「地方移住 ようこそ北海道へ」を見た。内閣府の調

査で、東京２３区に住む２０代の３５％が地方移住に関心があり、北海道への関心が

高いと紹介していたが、どういう理由で関心があるのか触れてもらいたかった。番組

では、東京都からニセコ町に会社ごと移転してきた企業を紹介していたが、商品の企

画や開発をする際には、地元の人では分からない物の良さや生かし方があり、そこに

生活の拠点を持ってその地域を見るということがとても重要なのだと改めて感じた。

そして、ホテルプロデューサーをしている龍崎翔子さんの話は、短い時間でのコメン

トの中にヒントがたくさんあり的を射ていた。地方再生の取り組みもあると思うが、

若い世代にも地方の魅力や取り組みを知ってもらうきっかけになる大変いい番組

だった。 

 

○ テレワークが増えたことで、住む場所の選択が広がり、移住によって地域が活性化

するという前向きな番組だった。北海道への移住が増えれば地域は活性化するし、人

口減少も少なからず抑制できるので、地方移住を促進することの意味は分かるが、北

海道民に向けてという意味ではもの足りなさを感じた。道内には魅力的な街がたく

さんあると思うが、移住の理想とは違ったなどの声もあると思う。そういった失敗事

例にも踏み込んでもよかったのではないか。また、番組では地方移住への関心の高さ

と魅力度ランキングを並列して紹介していたが、魅力度ランキングは観光意欲に寄り

がちなアンケートのように思う。地方移住への関心が高いから北海道には魅力的な町

が多いというふうに結びつけることは難しいと思う。 

 

○  地方移住という動きがある一方で、２３区に住む人たちみんなが北海道に移住した

いというわけではないので、北海道を選ばなかった理由は何か、それをクリアしたら

来てくれる人がもっと増えて有効な対策を立てられるのか、ということがあれば分か

りやすかった。北海道にはいいところがたくさんあり、それが魅力的に見えるのも分

かる。だが、どうすれば移住をするというハードルを越えてくるのか、という点が知

りたいと感じた。 

 

○ 人口減少は私たちにも関係することなので、とても興味深く、番組で取り上げたこ

とは大変意義深いと感じた。東京都から会社ごとニセコ町に移転してきた企業の発想
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力や企画力を、その現場を見て確認することができた。いろいろな取り組みがある中、

上川町のやっていることはすばらしいと思ったが、上川町に移住して起業するという

夢をかなえて採算が合うのかどうか。課題もあるとは思うが、そういったことも含め

て全国にも発信をするとともに、今後も地域が活性化するような話をぜひ紹介してほ

しい。 

 

○ 移住には人が動いて来ることと、経済が移ってくるという両面があると思う。地方

に資本が移り雇用が生まれることはとてもいいのだが、地方の小さな商店街がなく

なってしまうという側面もあるのではないか。そのことを認識する必要があるという

ことをうまくまとめてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスの感染拡大で厳しい状況が続く中、少し

でも前向きな取り組みとして伝えたかった。ホテルプロデュ

サーの龍崎さんのことばは明確で、課題と解決策をうまく伝え

ていただいた。北海道内だけではなく、道外の人にも通じるメッ

セージ性があると思うので、ほかの地域の放送局とも連携を

とっていきたい。 

 

○   １１月２３日(月)のひとモノガタリ「コロナ禍のママたちよ」 (総合 後 6:05～

6:34) を見た。バブリーたまみさんこと箕輪珠美さんが、新型コロナウイルス感染

拡大による影響を受けながら家族の形を模索していた。パフォーマーのたまみさん

は、第一子出産後に産後うつになった経験を生かして、全国の親子イベントを回っ

て孤独や不安を抱える子育て世代の本音や不満を歌にしていた。会場にいる親たち

がわが子をひざに抱えながらみんなで涙を流しているという光景が映し出され、追

い詰められた現代の子育ての現状を端的に物語っていてとても切ない光景だった。

核家族化や地域コミュニティーのつながりが希薄になり、子育てを支える力が弱く

なっていくという現状がある。その中で親たちが不安や孤独と背中合わせになって

もがいている姿は、今の子育ての現状ををかいま見ることができた。たまみさん自

身の夫との関係にもフォーカスしており、今後も子育てにおける閉塞感を社会問題

として取り上げてほしいと強く感じた。社会全体で考えていく必要があるのではな

いか。子育ての問題に今後もフォーカスしてもらいたい。 

 

○  １２月１３日(日)のさわやか自然百景「北海道 十勝川 夏から秋」を見た。十

勝平野を流れる、全長 156 ㎞の十勝川の雄大な自然の風景が映し出され、親しみの

ある風景の中にも初めて知る情報もあり興味深く見た。広大な畑の収穫後の穀物が
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えさとなり、渡り鳥が数千羽、数万羽と飛来するシーンには改めて人間の暮らしと

も関わり合っていることに気づかされた。十勝地方の人々の暮らしが、十勝川の織

り成す自然や生き物たちの生存と共にあるということが実感できるすてきな番組

だった。 

 

○  １２月５日(土)のザ・ディレクソン「ｉｎオホーツク」を(ＢＳ１ 後 5:00～5:45)

見た。どうしたらオホーツクへ移住してもらえるのかを３チームに分かれて議論し

ていた。各チームのメンバーはそれぞれ大変個性豊かな人たちで地域を元気にする

アイデアを出していた。新型コロナウイルスの影響でリモートによるやり取りなど、

苦労があったと思うが、リモートだからこそスイスのジュネーブにいる女性などに

も参加してもらうことができたのではないか。地元にいると自分の住んでいる所の

欠点が見えがちだが、各チームからオホーツクの魅力がたくさん出てきて、若い方々

がこんなにもオホーツクの勉強をしていると知って、私自身も学ぶところが多かっ

た。 

 

○  １１月２０日(金)の「希望のシンフォニー ～札響 苦闘の２０２０～」(総合 後

10:45～11:12 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)と１１月２２日(日)のクラシック音楽館「オーケストラ

でつなぐ希望のシンフォニー 第四夜」(Ｅﾃﾚ 後 10:03～10:33)の札幌交響楽団の回

を見た。札幌交響楽団の楽団員を取り上げて、新型コロナウイルスの自粛期間中に

一人一人がどのように過ごしていたのか、ふだんなかなか見ることができない楽団

員の努力が見えたのはとてもよかった。ベートーベン生誕 250年を記念する企画は、

2020 年が新型コロナウイルスの年だけではないという気持ちを持たせてくれた。今

回の企画と連動していてとてもよかった。 

 

○  １１月２２日(日)の「北海道民！フカボリサーチ～こんな時だからこそ「挑戦」

している人を調べてみた～」(総合 後 1:05～1:50 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。調査員の西

野愛由キャスターとタレントの喜多よしかさんのそれぞれのレポートを楽しく見た。

「８０歳の挑戦!３８億円を守る罠＠岩見沢」では、今年８０歳になる猟師の原田勝

夫さんがエゾシカによる農林業被害額の約３８億円を減らそうと奮闘していた。だ

が、約３８億円を１人で守っていると受け取られてしまうのではないか。実際には

3,000 万円程度の被害を減らすということだったので、タイトルについてもう少し検

討してほしかった。また、捕まえたエゾシカをどう処理して流通させていくかが抜

け落ちていた。言及だけでもあったほうがよかった。また、生放送中に視聴者アン

ケートを実施しているが、必要なのか。 

 

○  １１月２１日(土)のＥＴＶ特集「親のとなりが自分の居場所～小堀先生と親子の
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日々～」を見た。小堀鷗一郎医師の訪問診療先は、無職だったり親の年金に頼って

暮らしたりする子どもがいたりと、親子の姿を詳細に映し出していた。患者の体だ

けではなくて、患者が望む最期の時を家族を含めてケアしていくようすは、医療を

超えて人間の尊厳に迫る崇高な取り組みだと感じた。小堀医師の人となりや信念を

鋭く掘り下げて描いていた。残った子どもの居場所や老後の暮らしはどうなってい

くのか、非常に気になると同時に引き続きこのテーマに関心を持っていきたいと思

える番組だった。 

 

○  １１月２９日(日)の日曜美術館「アイヌ文様の秘密 カムイの里を行く」を見た。

全編にわたって映像が鮮明で迫力を感じた。鮮明な映像からはことばでは説明でき

ない長年培った技術というものも伝わってきたし、語り部の方の顔に刻まれたしわ

などからは映像の説得力というものを感じた。 

 

○  １１月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「ドラマ こもりびと」(総合 後 9:00～

10:13)を見た。父親とさんざんぶつかってきた引きこもりの息子が、父親の葬式を

機に出てくるという内容だったが、現実にはそんなきれいな話にまとまるのだろう

か。引きこもりから一歩外へ出るというのは、とても難しい問題のように感じられ、

それがまた解決の難しさのひとつだと思う。引きこもりの人たちが、自分自身の中

にあるその壁をどう乗り越えていくのか。そこがいちばん大切なことだと思うので、

いろんな形で特集を続けてほしい。 

 

○  新型コロナウイルス関連の報道について。事実とは異なる情報が飛び交う状態が

ある中で、ＮＨＫがその防波堤になり、今後も根拠のある正しい情報をもって危険

をしっかり伝え、そのうえで経済をどう回していくことになるのかをしっかり伝え

てもらいたい。 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１８日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局

において、８人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。札幌局長と帯広局長からあいさつがあり、議事

に入った。 

議事はまず、北海道道「アイヌとして生きるために」をはじめとして、放送番組一

般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１２月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があ

り、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  蛭田亜紗子  (小説家） 

副委員長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      齋藤 拓也 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「アイヌとして生きるために」(総合 １１月６日(金))について＞ 

   

○  浦幌アイヌの方々を取り上げており、身近な問題として興味深く、アイヌの現状

を掘り下げる番組はとても大切だと思った。２０歳を過ぎて自身がアイヌであると

知った長根弘喜さんの背景には、明治時代の同化政策が根強く影響していることが

分かり、差別を恐れてアイヌであることを隠して生きた先祖の心の痛みを知った。

同時に、突然知らされた自分の出自を受け止めきれないという、過去と現在の二つ

の苦しみがあるということに、改めて問題の深さを感じた。差間啓全さんがアメリ

カの先住民族マカと出会い、先住権に対する思いを強くしていたが、先住権とは具

体的にどんな権利を指すのかいまひとつよく分からなかった。アイヌ問題への理解

を広げるためにも、もう少し丁寧な解説も必要ではなかったか。同化政策でアイヌ
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を抑圧した歴史を振り返り、今もなお苦しみが続いている現状を打開する手掛かり

はないのか。身近な話題として今後も関心を持ちながら、引き続きアイヌの問題に

ついて伝えてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  先住権について、アイヌの団体は複数あり、それぞれの主張

によって求めている先住権が違う。浦幌町の団体は十勝川河口

から４キロの漁獲権を求めているが、ほかの具体的な先住権の

要求活動は行っていない。番組では 2007 年に採択された「先住

民族の権利に関する国際連合宣言」を基に先住権という用語を

使っている。 

 

○  北海道に住んでいても日常生活の中ではアイヌについて身近な問題として知る機

会が少ないので、この番組が取り上げた漁師の方々の思い、人としてどう生きるべき

かを問う視点が分かりやすくてよかった。漁師である浦幌アイヌの差間さんの「にわ

かアイヌ」という自虐的とも取られるようなことばに、先住民としての誇りを持ちた

いという強い決意を感じた。同化政策によって文化や風習の制限を受けた先祖たちが、

自分たちと同じ網針という漁具を使用していたことが分かったときの目の輝きがと

てもうれしそうで、明治以降禁じられた川での漁、先人が行っていた丸木舟漁の伝統

行事を復活させたことの意義は大きかったと思う。また、アメリカ先住民マカの方々

が裁判によって先祖伝来の場所で自由にサケを取る権利を獲得できたということか

ら、差別問題ではなく、先祖伝来の川でサケを取る権利を主張しているということが

番組を通じて分かった。長根さんが周りの人はどう思っているのかを気にしており、

取材の難しさもあったと思うが、周囲の意見や本音も聞けるとなおよかった。自分の

ルーツに誇りを持てるように生きることの大切さを、この番組を通じて知ることがで

き、よかった。 

 

○  大人になってから自分がアイヌの出自であるということを知らされた長根さんと

差間さんの苦悩から番組が始まっていた。２人のそれぞれの思いを知っていくうちに、

自分が子どものころに出会ったアイヌの人たちが、別々の地域で暮らしていたことを

思い出した。当時、「僕らとは違う人たち」だという気持ちがあり、住んでいる地域

の中で同級生や友達の間で無意識的ながら差別の気持ちが現実的にはあったのでは

ないかと思う。長根さんと差間さんは、その差別を知らずに少年時代を過ごしていた

のだと感じた。長根さんと差間さんが裁判を起こしたが、問題を表に出したい立場と

できるだけ隠しておきたい立場の方々がいるのではないか。今後の動向に注目しなが

ら取材をしてほしい。 
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○  大人になってからアイヌであるという出自を知った長根さんが、誇りを取り戻すべ

く立ち上がっていく姿には感動した。また、網針という漁具を通じて先祖とのつなが

りを喜ぶ差間さんの姿が描かれていたのもよかった。アイヌについて基本的な知識が

ない者が見てもよく理解できる番組構成だった。道と国を相手に訴訟を起こしつつ、

いわば特別な許可を得て儀式を行わなければいけないという場面での「矛盾を感じ

る」という差間さんのことばは強く響いた。国はアイヌを先住民族として認めつつも

先住権については定めておらず、儀式のために無許可で漁を行った他の地域のアイヌ

がいたということにも触れてもよかったと思う。いろいろなことを考えさせられる興

味深い内容だった。 

 

○  長根さんと差間さんのことばは印象に残るものが多く見応えがあり、ふだんなかな

か触れることができないアイヌの人たちの出自に関する悩みや葛藤をしっかり伝え

ていた。そして、同化政策によってアイヌの尊厳がずっと否定されてきた歴史がある

ことを感じさせる番組だった。ただし、自分の出自を知り、悩みを抱えた個人に焦点

を当てた結果だとは思うが、一つ一つのことばの意味や法律に関しての説明が少ない

ように感じた。番組ＭＣの鈴井貴之さんと多田萌加さんの２人が、ＶＴＲを見てどう

思うかを視聴者と共有するという番組作りは、「北海道道」らしさがあってよい。た

だし、多田さんは、ウポポイという華やかな施設ができている裏で苦しんでいる人た

ちが現在の社会にはいると言葉を選びながら言っていたが、若い人がどう捉えて考え

たかをもう少し聞きたかった。また、取材されたアイヌの方々は、出自に誇りを持ち

たいと思っているけれども持てないということに苦しんでいるのに、スタジオでは

「誇りを持ってほしい」というコメントもあり、その難しさをどう受け止めるのか。

もう少し何か別の受け止め方があるのではないか。 

 

○  アイヌ民族の問題で浦幌の問題を取り上げたのは非常に積極的で、先住権あるいは

民族としての権利をどう考えるかという難しい問題に果敢に取り組んでいるという

印象を受けた。大人になってから自分の出自を知り、それで自分が何者かということ

を知りたいと思うようになった、そういう経緯が丁寧に取材されていて、分かりやす

かった。先住権、民族の権利の問題というのは基本的人権の問題であり、だからこそ

そこによく目を向けてこの問題を考えなければならない。大人になってから自分の出

自を知った差間さんの「アイヌの活動でまんまは食えない」ということばは、観光資

源としてアイヌを前面に出すのではなく、自分らしく生きていたいという正直な思い

なのではないかと印象的だった。スタジオでは「苦しんでいる方たちがいる」「われ

われが民族を受け入れる態勢がまだ整っていない」というコメントがあった。これは

政府の政策に対する批判的な視点からのことばだと思うが、先住民がいて、後から来
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た人たちがいるということが根本なので違和感を覚えた。北海道という場所で共生し

ていくためにはどうするのかという視点で、今後もこのテーマを取り上げてもらいた

い。 

 

○  北海道に住む者として、アイヌ文化をしっかり残していかなければならないと思う

ので、賛否があるであろうこのような難しい課題を取り上げたことはすばらしい。だ

が、網針を使った漁法や川の禁漁について、わたしが認識していた情報とは異なる部

分もあり、違和感を覚えた。また、スタジオのコメントの中には、どちらかというと

国の政策に批判的なところがあったと思う。今後、裁判の中で国の主張がはっきりし

てくるので、その段階で言っていることに対して批判するのであればいいが、まだ何

も言っていない状態でそういう流れになっていくのが気になった。アイヌの問題は政

治的な問題も含んでいるので、出演者にも発言をより慎重に考えてもらいたい。 

 

○  大人になるまで自分がアイヌだということを知らなかった人たちが中心になって、

伝統や文化の継承が途絶えてしまった地域で、それらを取り戻そうと活動しているこ

とを知って、新鮮な驚きとともに興味深く視聴した。自分たちはどうあるべきか考え

ている正直な姿を、真っ直ぐに寄り添うようにとらえた等身大の内容は、とても親近

感を持って見ることができた。マカの人たちが持っている誇りを知った差間さんの、

自分たちはまだそうなれていないという葛藤の苦しさが印象に残った。差間さんは自

身を「にわかアイヌ」と言っていたが、そう思わせてしまったのは何なのか。明治の

同化政策も要因ではあると思うが、当時から今に至るまでの私たちの無関心や冷やや

かさにも大きな責任があると感じた。長根さんが「周りの人がどう思っているのか」

と言っていて、それが現状での世間の反応なのかもしれないと思った。この番組を見

た視聴者の多くは、自分はどんな見方をしているだろうかと自問自答したと思うので、

その点でもとても意義のある番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  出演者のコメントについては、差別的な表現や不適切な表現

はないか、リハーサル等でチェックし、修正すべきところは修

正している。そうした部分を踏まえつつ、出演者の意図、気持

ちが伝わるような演出を今後も引き続き検討していく。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２３日(金)の北海道道「デアリングタクトの奇跡」(総合 後 7：30～7：57 北
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海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。ひん馬として史上初めて無敗で三冠を制覇したデアリングタクト

の物語を興味深く見た。牧場経営者の岡田牧雄さんに焦点を当てた内容が特に印象的

で、歩く姿勢や筋肉の質を重視して競り落としたという経緯にプロの眼力を感じた。

すべての馬に可能性があると信じて育成に取り組む、スタッフの渡邉薫さんの奮闘ぶ

りにも胸を打たれた。決して未来が見えるような馬ではなかったにもかかわらず、い

つか自分たちの牧場から輝くような馬が育ってほしいという願いが実現するストー

リーにとても感動した。小さな牧場が集まる馬産地ひだかが不況や後継者不足で、馬

産地として衰退の危機に遭ったという事情も初めて知った。競走馬の育成にかかわる

すべての人に希望をもたらす出来事だったということが実感できる構成になってい

て、競馬ファンだけでなく多くの視聴者が勇気づけられる番組だった。 

 

○  ひだかの小さな牧場で育てられた無敗の三冠馬の活躍と、そこに働く人々の思い、

そして何よりもデアリングタクトの差し脚の美しい走りに、何かと閉塞感のある時期

に、明るく壮快ですっと心が洗われるような思いがして、とてもよかった。日本最高

齢となる３６歳の競走馬マイネルダビデも元気にかっ歩していて、この牧場には何か

特別なものがあるのかと思わされた。マイネルダビデと岡田さんのエピソードも面白

く、もっと知りたいと思った。デアリングタクトのデビュー前の飼育を担当していた

渡邉さんが、三冠を達成したレースの直後に感極まりながら話す姿は親のような目線

で印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  デアリングタクトを見出した育成牧場の岡田さんと、育成

メンバーだった渡邉さんという２人に密着できたことで、レー

スだけではないデアリングタクトの物語を全国に届けることが

できた。北海道の方たちに地元の情報を伝えると同時に、北海

道の魅力を全国に伝えていくという役割を、この番組を通じて

できたのではないかと思っている。 

 

○  １０月３０日(金)の北海道道「天空の謎に迫る！カミナリ博士」を見た。北海道大

学大学院理学研究院の高橋幸弘教授の研究にとてもよく迫っていた。高橋教授が研究

の折々に見せる子供のような笑顔を見ると、本当に楽しんでいるのだなと感じ、世界

で活躍する研究者はこのような発想をするのだというのが伝わってきた。物事に対し

ていろいろな見方をすることが大事なのだと改めて感じた。 

 

○  雷がなぜゴロゴロと鳴るのかと言われてみれば確かに分からず、知らないことが多

いと気づかされながら視聴した。雷博士である高橋教授が何気なく話すことばが、一
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つ一つとても印象的だった。すぐに答えを求めがちな今の時代に、謎を謎として楽

しんでいる教授の姿勢に学ぶことは大きいと感じた。ただ、番組のあちこちで高橋教

授の人柄のユニークさを前面に押し出していたが、それを前面に出し過ぎではないか

と紹介のしかたに違和感があった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  自然科学を扱った内容はどうしても見てもらいにくいとい

うことがあり、なるべく親しみを持って見てもらいたいという

思いから、教授の人柄を前面に出すような作りとなった。 

 

○ １１月１３日(金)の北海道道「どう守る？外国人技能実習生」を見た。スタジオで、

監理団体が企業と外国人実習生の間にあるということが分かりやすく図解にされて

いて、３年前には法律が施行されて監理団体が許可制になったことも知ることができ

た。ただ、神戸大学の斉藤善久准教授のことばどおり、実習生のサポートについて一

定のルールがなく不備があるということをいろいろな点で感じた。自国では優秀で希

望ある若い実習生が、日本では単純労働者として働かされている苦しい現実を解決す

るにはどのようなことが考えられるのか。番組では斉藤先生がＳＮＳを活用して写真

や動画で残すことも有効だと言っていた。開発途上国等の経済発展を担う人づくりに

寄与すること、という国の基本理念にあるように、ぜひ他国から尊敬される雇用状況

に近づけられるように整備をお願いしたいと強く思った。北海道は過疎化が進み、人

材活用という面でも外国人の方々は重要な位置を占めるようになるのではないか。そ

ういう意味でもこの番組の意義はとても大きかったと感じている。 

 

○  監理団体がどのような役割を果たして、制度上どういう問題があって、どういう位

置づけなのかが、図解と解説と質疑のやり取りでとても分かりやすく、問題を理解す

るうえでとても役立った。北海道は確かに実習生の数が多いように思うが、北海道に

限らず全国的にも大きな問題なので、監理団体に問題があるということはもっと知ら

れてもいいと感じた。なかなか可視化されない労働の実態や突然起きる解雇があるに

もかかわらず、監理団体が機能していないという、ふだんの生活から見えないところ

が見える番組になっていてとてもよかった。 

 

○ １０月１１日(日)のさわやか自然百景「北海道 大雪高原温泉」を見た。雪の上を

腹ばいになって滑るヒグマの姿はとても面白く、このような番組でなければ見ること

ができない映像だった。雪解け時期の植物なども丁寧に撮られていて、とても心を引

かれた。 
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○ １０月２４日(土)のザ・ディレクソン ｉｎ北海道 道南「再発見！地元の人が知

らない魅力」(ＢＳ１ 後 5:00～5:49)を見た。地域の抱える問題を地元の若者が３

チームに分かれて提言して競っていた。優勝したチームの提案が番組化されると聞き、

それも楽しみにしたい。 

 

○ 函館市を「世界三大夜景」、七飯町の大沼国定公園を「新日本三景」と紹介してい

たが、昭和の雰囲気がまん延しているという印象を持っている。このような紹介のし

かたは視聴者にどこまで響くのか。「世界三大夜景だから行こう」という物見遊山的

な旅行スタイルは完全に廃れているように感じるので、紹介のしかたは工夫が必要で

はないか。番組は３チームに分かれてディスカッションという形だったが、アイデア

自体はよくある町おこしの域を出るものではないと感じた。だが、道南地域の将来を

担うような若手の彼らがつながることによって、何かが生まれてくるのではないかと

期待ができそうだった。道南地域に限らず、北海道には自分の町の将来を考えている

若い人材は必ずいるはずなので、こういう番組の取り組みが地域を少しでも前に進め

るきっかけになってほしいし、今後も道内各局がそれぞれの地域の活性化の種を育て

ていってほしい。 

 

○ １１月８日(日)のＮＨＫスペシャル「新型コロナ 全論文解読～ＡＩで迫る いま

知りたいこと～」（総合 後 9:00～9:54）を見た。新型コロナウイルスに関する２０

万本以上の論文をＡＩが解析して、何が最新の研究で、何に注目すべきかを伝える見

応えのある番組だった。世界中の研究者の知見が分かりやすく紹介されており、ＡＩ

の力を感じた。死亡者数を抑える特別な要因についてや、マスク着用によって免疫力

が高められる可能性があるということを知ることができたし、新型コロナウイルスが

風邪とは違い全身に長く続く症状があるというメカニズムも、ＣＧでとても分かりや

すく解説されていた。新型コロナウイルスをよく理解したうえで対策を講じ、正しく

怖がるということに対してとても有益な番組だった。桑子真帆アナウンサーと爆笑問

題の２人による進行も難しくなり過ぎず、安定感があった。周囲の人に伝えながら新

型コロナウイルスの影響下による生活を乗り切っていきたいと思える番組だった。引

き続き、このような最先端の情報を発信してもらいたい。 

 

○ ＡＩが発見した新型コロナウイルスの特徴など、４つに絞られたテーマの設定が明

確で分かりやすかった。だが、新型コロナウイルスの感染が収束するのはいつかとい

う問いに対して、ワクチンができるまでは収束しないという論理展開は、ワクチンさ

えあれば大丈夫と過度な期待を与えないかと不安になった。新型コロナウイルスに関

しては、科学者や専門家のことばをどこまで信用していいのか分からないことがあっ

たので、ＡＩによる解読という手法があるのは大きな成果と言えるのではないか。し
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かし、ＡＩの導き出した結論が世界中の論文の大勢を占めていると受け取られて、誤

解を招く恐れもあるので、人間の科学者側からの説明も必要ではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

東日本大震災の後に、膨大なビッグデータを処理して「あのと

き何が起きたか」を探すことを目的にビッグデータプロジェクト

を立ち上げた。ビッグデータの処理のしかたやＡＩの使い方のノ

ウハウを蓄積しており、その成果として今回の番組では新型コロ

ナウイルスの最新の知見として示した。ＡＩを使うことで真実に

近づいていくことは、放送としては大きな力を発揮するものだと

思っている。今後さらに手法を進化させて、視聴者の知りたいこ

とにこたえる番組が出せるようにしていきたい。 

 

○ １１月６日(金)のドキュメント７２時間「札幌・サンドイッチ店 ２４時間営業は

続く」を見た。すすきのにあるサンドイッチ専門店にどのような人が店に来るのかと

いうことだったが、マスクをしていない人がかなり多く買い求めていたので、撮影時

期が分からなかった。７２時間を切り取るということは取材する側も７２時間張り付

いていたのか、あるいはチーム編成をして複数のチームで撮り続けているのか知りた

い。 

 

○ 偶然その場にいた人たちの人生の断面が見える内容で、この番組らしくてとても面

白く視聴した。 

 

（ＮＨＫ側） 

取材は３つのクルーを組んで、およそ８時間おきに交代で撮影

している。撮影は１０月上旬に行った。 

 

○ １０月３１日(土)の「みやこびと極上の遊び～京都 夏から秋へ～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 

後 7:30～8:59）を見た。ＮＨＫならではの視点と京都の奥深さが感じられて、大変

楽しく面白く見た。「京都で遊ぶ」とはどういうことなのか、「文化とみやびを遊ぶ」

とはどういうことなのか、これらのことをとても分かりやすく伝えていた。それらの

本質をきちんと知らないとできないであろう番組作りがすばらしかった。番組で使わ

れている音楽も、時と場所による変化にマッチしており、素敵な番組だった。 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１０月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２１日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局にお

いて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議は、議事に先立ち、空席となっている委員長と副委員長の互選を行い選出した。 

続いて、札幌局長と室蘭局長からあいさつがあり、議事に入った。 

議事はまず、北海道道「文献調査へ～動き出した“核のごみ”問題～」をはじめとし

て、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委員長   蛭田亜紗子  (小説家） 

副委員長  村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      齋藤 拓也 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      佐々木良榮 （デザイナー、（有）良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      成田 正夫 （ながぬま農業協同組合 代表理事組合長） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「文献調査へ～動き出した“核のごみ”問題～」 

(総合 １０月９日(金))について＞ 

 

○  神恵内村に焦点を当てたこの番組の意義は、民宿を営む池本美紀さんの「自分の

代で終わるから誰も強く言わない」ということばに集約されており、非常に印象深

かった。このことばから「未来も大切だが今生きているこの時代が一番大切」とい

う住民のことばの意味が分かる気がした。文献調査に賛成している人たちに跡継ぎ

はいないのか、子どもや孫がいて、将来を考えることができる人たちはどれくらい

いるのか、そういう住民の立場の違いまで調べて示してもらえれば、より分かりや

すかった。北海道大学大学院の小野有吾名誉教授が、神恵内村と寿都町の地層処分



 2 

における安全性について、活断層の危険を指摘していた。有識者として核のごみの

処分場の建設には反対の立場なのだと思うが、番組も文献調査には否定的な立場な

のかという印象を受けた。ただし、反対という立場を鮮明にするのならば、その根

拠をさまざまな角度から示す必要があるのではないかと、やや物足りなさを感じた。

文献調査から概要調査に進むときに、鈴木直道北海道知事にそれを止める権限があ

るかどうかが、今後の一つの焦点であると考える。北海道弁護士会連合会の見解を

紹介する形ではあったが、その法律がどういう形の立てつけになっているのかまで、

踏み込んでもらいたかった。また、ＭＣの鈴井貴之さんがやや興奮気味だったので、

もう少し冷静にいろんな事実を踏まえて、自分の意見を言ってもらいたかった。 

 

○  ９月２５日の北海道道から引き続きのテーマで、番組冒頭で寿都町と神恵内村の

それぞれの動きを整理して報告しており、タイムリーな内容でとてもよかった。神

恵内村が泊原子力発電所から交付金を受け取って産業発展という未来を描いていた

が、衰退が止まらないという実情も紹介されていて興味深かった。民宿を営む池本

さんが、地域振興のためにＳＮＳを活用して発信しても反響がなかったと言ってい

たが、失望感がにじんでいたように感じた。町おこしに対して、行政からのサポー

トはなかったのかと考えさせられた。そして、活断層の安全性を小野名誉教授が指

摘していたが、原子力政策を円滑に進めたい国が、今後どういった判断をするのか。

文献調査の次の段階である概要調査で、鈴木知事の反対意見が調査中止の効力を持

つか否かという点も、今後重要な争点になると思うので、より詳細な報道に期待し

ている。画面下の視聴者コメントはいつも以上に興味深く、関心を持ち続けていか

なければならないと感じた。鈴井さんのコメントからは、心配や不安という気持ち

が伝わり、番組としても継続的に伝えてくれるだろうという期待が持てた。 

 

○  核の問題については難しいことが多いが、文献調査と概要調査、その後の精密調

査まで含めると２０年かかるといった詳しい情報を、多くの方に知ってもらえる機

会になったのではないか。神恵内村の人口が少なくなって経済的に大変なことは分

かるが、神恵内村議会副議長のことばは、それを短絡的に核のごみの処分場の文献

調査を受け入れることにすり替えているように感じた。そして、スタジオで紹介し

ていた北海道の科学的特性マップを初めて見たが、自分の住んでいる町がどんな場

所なのか、非常に身近な話題として胸に刺さった。民宿を営む池本さんが「自分の

代で終わるから誰も強く言わない」と言っていたのが、現在の日本の過疎における

課題をすべて凝縮して投げかけていた。「核のごみ問題」というタイトルをもう一工

夫して、もっと多くの視聴者に訴えられるものにできればよかった。 

 

○  寿都町と神恵内村はどちらも過疎化が進み、第一次産業の人口も急速に減ってい
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る。核廃棄物の施設が産業として雇用につながるという話をしていたが、それが果

たして正解なのかという思いと、寿都町と神恵内村の漁業等に風評被害はあるだろ

うと感じながら番組を見た。ただ、文献調査で最大２０億円が交付されるというこ

とだが、そのお金が丸々入ってくるのかどうかが分からなかった。２０億円という

のは全国各地の調査に充てられる費用なのだと思っていたが、番組の中では文献調

査に応じると丸々支給されるという印象を受け疑問が残った。町長主導に見える神

恵内村と、町長が肌感覚で賛成多数だからという寿都町、両町村の取り組みに温度

差があるとも感じたので、第一次産業を含めたほかの分野についてはどのような議

論がなされたのか知りたかった。神恵内村は泊原子力発電所ができて交付金をもら

っていたのに、人口が半減したのはなぜか。神恵内村が文献調査に手を挙げること

で、どのような村の未来を描がいているのか、果たしてそれが課題の改善につなが

るのかが今回の番組では見えず残念だった。文献調査によって今後どのようになっ

てくのか、注意していかなければと思った。 

 

○  ２回連続という形で核のごみを取り上げており、タイミングはよかった。神恵内

村について 1970 年の映像を交えて村の歴史を紹介したのは、村の産業である漁業が

先細りして追い込まれて選んだ道だという背景を理解するためには大事な内容であ

り、現在の状況を理解していくうえでとても参考になった。番組では、科学的特性

マップから寿都町も神恵内村も地層処分をする処分場としては、それほどよい条件

を備えていないという専門家の指摘が紹介されていた。それでもなお調査をすると

いうことなので、今後も専門的な調査がどのように組織されて行われることになる

のか取材を続けてほしい。文献調査決断の理由のひとつが、民宿を営む池本さんの

「諦めのほうが多い」という重い答えにもあるように、神恵内村と寿都町だけが抱

えている困難ではないと強く感じた。神恵内村の意見や考え方が紹介されていたが、

１つの自治体だけで決めてよいことなのか、今後の北海道庁の立場や道民の意見な

ど、より広い視野で問題を掘り下げていってほしい。北海道知事が反対すれば概要

調査には進めないという考え方と、法律上の規定はなく国は手続きを進めることが

できるという弁護士の意見が紹介されていた。基本的なこともはっきり定まってい

ないことに驚くとともに、分からないことが多いので、今後もぜひこの問題につい

て取材を継続してほしい。 

 

○  ９月２５日の寿都町から連続するシリーズで、それぞれの地域の置かれている現

状や背景の違いも浮き彫りになったのではないか。常に新しい情報を入れながらの

番組作りは大変だったと思うが、最新の情報が入ることで見応えのあるものにつな

がったと思う。神恵内村の歴史がとても分かりやすく、特に泊原子力発電所立地後

の歴史にスポットを当てたのは大変よかった。原発立地後の地域活性化がうまくい
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かず止まらない人口減少の話は、札幌市とその周辺自治体を除いた、道内のほとん

どの市町村の未来の姿を映し出しているような感じさえした。活性化に取り組む池

本さんの「諦めのほうが多い」ということばはとても胸に刺さり、この感覚がまん

延すると衰退は加速していくのではないかという気持ちにさせられた。推進と反対

に対するそれぞれの意見が紹介されていて、反対寄りというよりはバランスの取れ

ている作りだと感じた。寿都町も神恵内村も、財政的に苦しいということを推進の

大きな理由に挙げている。まちを存続させるために交付金に望みを託す自治体があ

るのも事実だが、取材を継続するのであれば、町や村の財政について知っておくべ

き情報も入れてほしい。 

 

○  寿都町と神恵内村の現状について、各方面からの意見を短い時間で分かりやすく

まとめていた。寿都町は町民の意見が二分されていながら、肌感覚という非常にあ

いまいな判断で文献調査を受け入れるということに驚いた。神恵内村は泊原子力発

電所とともに歩んだ歴史があるという映像が非常に分かりやすかった。過去に泊原

子力発電所設置の交付金をもらい、産業発展の計画を立てても村の衰退が止まらな

かったのはなぜか。その理由が北海道の小さな町村すべての町づくりの課題になる

ような気がした。科学的特性マップを見るととても不安になり、一町村で決めてい

い問題なのかと思った。北海道が受け入れなくてもどこかが受け入れざるをえない

とは思うが、漁業と農業が第一次産業である北海道全体のイメージに大きく影響を

与えるのではないか。そして、文献調査をすると最大２０億円がそのまま交付金と

なるのか、文献調査だけで終わることができるのかも説明が欲しかった。鈴木知事

と弁護士会の意見に関しても、今後どのように推移するのか、ぜひ取材を続けても

らいたい。 

 

○  文献調査に手を挙げれば２０億円が全額もらえるのか、国がその予算をどう編成

しているのか疑問だった。小野名誉教授から活断層の指摘があったが、日本は火山

国なので空白地帯がどこにあるのか知りたかった。日本で最初に原子力発電所が生

まれたとき、反対はどうだったのか。核燃料の再処理工場のある青森県六ヶ所村は

手を挙げていたのか。反対があったとしたらどのようにして現在に至っているのか

などは、とても参考になるのではないか。北海道に住んでいるわれわれとしては、

緊張感がある話だと思うので、今後の番組作りに期待したい。 

 

○  泊原子力発電所の恩恵を受けて得た交付金で、産業の発展という未来を思い描い

ていた神恵内村が、衰退が止まらず未来を諦めているあまりにもわびしい状況に、

言葉を失った。同時に、日本中の自治体に待ち受けている未来なのではないかと感

じた。残念ながら神恵内村はただ交付金にすがる将来しか見えず、恐らく文献調査
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では終わらないのではないかという気にさせられた。実際に再処理工場のある六ヶ

所村は、それによって村がどう変わったのか。このシリーズを継続していくのであ

れば、文献調査の先に待ち受ける未来について、より具体的に見えてくる内容や、

地方の過疎化や財政難を食い止める道を探ってほしい。今回の画面下の視聴者コメ

ントには、うなずける意見や知りたい疑問など掘り下げてもらいたいものもあった

ので、議論が必要なテーマのときは、ただ流すだけではなく、もっとインタラクテ

ィブに展開していけないものか。鈴井さんの積極的に知ろうとする姿勢にはとても

好印象を持った。彼の焦っている姿を見せることで、視聴者にわが事として考えさ

せる力があったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道道」は北海道のよさや明るいものを積極的に取り上げ

ていこうという枠でもあり、核のごみという内容が続くことに対

してためらう気持ちもあったが、北海道内で起きている大きなニ

ュースだと判断し、前回から動きがある内容なので、事実関係や

根拠などをより丁寧にシリーズで放送した。継続して取材してい

きたい。なお文献調査でもらえるという２０億円は、１つの自治

体が手を挙げるとその自治体が全額もらえるとのことだ。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１８日(金)の北海道道「直木賞作家 馳星周 “ノワール作家”の変貌に迫る」

(総合 後 7：30～7：57 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。馳星周さんが夏だけ出身地である浦河

町に滞在している道産子作家であること、また彼のライフスタイルを詳しく知ること

ができて大変興味深かった。子どものころは嫌いだったという田舎のよさを、年齢を

重ねるとともに実感しているということも知れたし、直木賞受賞のお祝いにと地元の

方々からもらった野菜が花よりもうれしかったということばには、北海道に対する愛

着が強く感じられた。そして、馳さんとＭＣ鈴井さんの２人が愛犬家と知り、愛犬に

対する共通の思いを強く感じて印象的だった。 

 

○  馳さんの意外な側面を飽きることなく見ることができた。「北海道道」はインタビ

ュー企画が非常にうまく、受賞のお祝いとして野菜をもらった話や、馳さんらしいせ

りふをたくさん引き出していた。馳さんの今までとは違うその変ぼう振りが番組を見

ていて理解できた。小説の中でいろいろな死を見ている馳さんと、まだ若いＭＣの多

田萌加さんとの対比がとても興味深かった。馳さんの意外な一面と、作品に込められ

た思いがよく伝わってくる番組だった。 
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（ＮＨＫ側） 

馳さんは数年前から夏を浦河町で過ごしており、ふるさとで活動

するという時間を大切にしていきたいと話していた。制作意図とし

て、死そのものよりもそこに至るまでにどれだけ大切な時間が過ご

せるのかということをメインにした。 

 

○  ９月２５日(金)の北海道道「“核のゴミ”に揺れる町 寿都町」を見た。高レベル

放射性廃棄物処分の問題は、国が原子力政策を始めたときから続いているが、記者の

説明でかなり切迫した状況であることが分かった。寿都町の片岡春雄町長の実績も紹

介され、小さな町で奮闘してきたこともよく分かり、片岡町長のねらいや、なぜ急ぐ

のかという疑問に非常に説得力を与えていた。鈴井さんがエンディングで、「エネル

ギー政策のつけが北海道の地方都市に回ってくるのはどうなのか」という率直な思い

を吐露したのも非常に印象的だった。小さな町の地域振興をどうするか、国のエネル

ギー政策をどうするのか。北海道だけではなく、全国民が考えていかなければならな

い大きな課題だと改めて思った。 

 

○  寿都町は風力発電やふるさと納税など、いろいろな努力をして頑張っている自治体

だと感じたが、なぜ交付金を当てにしなければならないという状況に追い込まれてし

まうのかを、もう少し深く知りたかった。一方で、寿都町が洋上風力発電を新たな財

源にしようとしているが、国からの指定のめどがつかないこと、処分場の調査と引き

換えにという状況になるよう流れが作られている感じがした。外堀を埋めれば手が上

がるだろうという状況を作っていることにも、少しフォーカスが当てられたらいいの

ではないかと考えさせられた。画面下に出ているＳＮＳの投稿には主語のないものが

あり、ＮＨＫの意図しない受け取られかたをされるものもあるのではないか。画面に

出ているものはなるべく正確であってほしいので、投稿を表示する基準を知りたいと

思った。 

 

○  賛成派と反対派、またどちらとも言えない層のそれぞれの意見が納得のいく形で取

り上げられていて、限られた時間の中でとてもよく構成されていた。一方で、ＶＴＲ

の情報量が多くてスタジオの時間が足りなかったとも感じた。ニュースなどでは文献

調査の推奨派は町民の意見に耳を貸さない独善的な印象だったが、今回の番組で寿都

町の財政の建て直しに取り組んできた片岡町長が、町の未来と財源など彼なりのビジ

ョンを持って誘致を決めたことを知ることができ、考える材料が増えてよかった。だ

が、賛成派も反対派も町の未来を考えてのことだが、平行線のまま早急に進めるべき

ではなかったと改めて感じた。そして、鈴井さんがこの問題についてたくさんの思い
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を抱えていることも伝わってきた。一方で今回初めて核のゴミ問題について考えたと

いうＭＣの多田萌加さんは、この問題をどう捉えどのような感想を抱いたのか分から

なかったので、未来の負担を背負わされる若者の声も引き出してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

町長や町の動きだけでなく、国側の動きや考えといったことまで

取材を深めていきたい。画面下の投稿については、放送開始ととも

に届く多くの投稿の中から、複数の人間が間違いがないかチェック

をして放送に出している。 

 

○  １０月９日(金)の「ほっとニュース北海道」で“没後５０年 証言で迫る素顔”と

いう神田日勝の回顧展についての特集を見た。神田日勝と親交があった会社経営者の

山口明雄さんの話からは、日勝との関わりが強く伺えた。日勝が単に優しい人という

だけではなく、画家となった後も持ち続けた開拓農家としての心のつらさも番組から

伝わってきてとてもよかった。 

 

○  １０月１６日(金)の北海道道「いまこそ知りたい！北海道コンサドーレ札幌」を見

た。魅力が分かりやすく伝わるよう作られていた。番組では、札幌市出身でチームの

選手会長である荒野拓馬選手に直撃して、インタビューの掛け合いも非常に楽しく、

闘志むき出しの面も魅力として伝わった。また、試合中は相手にＰＫささやき戦法を

していることも知り、試合を見るときの楽しさも増えた。チームとしては、Ｊ１を上

がったり下がったりすることでエレベータークラブとやゆされたこともあったが、北

海道の出身選手が多く地域に根ざしたチーム作りをしていたり、さまざまな地域貢献

もしていたりと北海道愛を感じた。そして、荒野選手が新型コロナウイルスの影響で

食品ロスに悩む生産者をＳＮＳで応援する、レスキューヒーローという取り組みも紹

介していた。スポーツだけでなく、農業や産業、食についても一生懸命やっているこ

とが伝わってきた。鈴井さんの「地元のものを仲間として大切にしていきたい」とい

う最後のことばはとても印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

楽しく見せるということに徹底して制作した。取材をすると、地

元中心のチームであり、レスキューヒーローという活動をスポーツ

選手の存在意義として、自分たちで認識しながら行っていることが

分かり、それをしっかり伝えようと考えた。 

 

○  ９月２５日(金)の「音尾琢真が探る コタンのシュバイツァー 高橋房次物語」(総
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合 後 8:00～8:42 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。白老町を中心にアイヌの人たちに対して深

く接した医師を紹介する番組で、とても心温まる番組だった。ナビゲーターの音尾琢

真さんの雰囲気も、この番組の構成とうまく合っていてよかった。資料館に残ってい

る写真や郷土史家の方による当時の状況説明、再現舞台の映像をうまく織り込みなが

ら、どういう人物なのかをいろいろな角度から紹介する内容で勉強になった。再現ド

ラマではなく、舞台で再現することで、人となりを伝える温かさを感じられた。アイ

ヌとの関わり方はいろいろなケースがあったと思うが、高橋さんはアイヌとわれわれ

の間をつなぐ接点になるような方だったと思う。このような番組ができる機運が出て

きているのは、いいことだと思った。 

 

○  白老のアイヌコタンの中にある病院で、アイヌの人々を診察していた医師の話で、

初めて知る人物だったので興味を持って見た。再現をドラマではなく舞台にしている

のはとても珍しく、アイヌコタンの土の匂いのする暮らしと、舞台が持つ素朴な力が

うまく調和しているいい演出だった。高橋さんの人柄を反映させるように、穏やかで

優しい雰囲気の番組だったが、情報量が少し物足りなく感じた。だが、高橋さんの葬

儀の映像では、参列者の多さから、いかに愛されていたか、温かくてすばらしい人だ

ったのかが伝わってきて、胸に迫るものがあった。当時を知っている方の証言をもっ

と掘り下げると、人物像がより立体的で魅力的になったのではないか。音尾さんの雰

囲気は番組にとても合っているが、高橋さんの人生に深く寄り添うのに十分な時間が

取れなかったように感じ、違和感を覚えるところがあった。 

 

（ＮＨＫ側） 

証言が心温まるもので、それを基に再現舞台を作ることにした。

説明的な再現ではなくて、多くの方が経験したことそのものを、そ

のまま出せるようにという判断がよい方向に向かったと思う。 

 

○  ９月１８日(金)の＃ローカルフレンズ出会い旅ＳＰ「＃新時代がはじまった件」(総

合 後 7:57～8:42 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。道内の各地域でディープな活動をしている

人たちの持ち込み企画だが、どんなイベントや事業でも、結局人が取り込んでいかな

いと何事もでき上がっていかないということが大前提なのだと思った。瀬田宙大アナ

ウンサー自身の若さが、各地で活躍しているみなさんと共通していてよい。今後も期

待したい。 

  

○  １０月１７日(土)の＃ローカルフレンズ出会い旅「＃伊達は応援合戦な件」(総合 

後 8:15～8:40 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。若い人たちがどのように地元の町を盛り上げよ

うとしているのかがストレートに伝わってきて、とてもよかった。瀬田アナウンサー
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は一緒に体験する雰囲気を作る力を持っており、その特色がうまく出ていてとてもよ

かった。「北海道中ひざくりげ」がなくなった後、道内を旅で見る番組が減ってしま

ったと思っていたが、それを若返らせたような番組であり、長く続いてほしいと思っ

た。 

 

○  １０月１１日(日)の日曜美術館「そばにいつも絵があった 妻が語る画家・神田日

勝」を見た。神田日勝は、農民画家として北海道を代表する画家の一人で、人々を魅

了するパワーにあふれている。その画家としての生き方を深く理解して支えた、妻の

ミサ子さんの人柄と存在に触れることができて、とても感動的だった。さまざまなエ

ピソードから、ミサ子さんも鋭い感性と精神の自由を求めていた人なのだと思った。

結婚生活はわずか８年半だったが、日勝との強い絆を感じられるエピソードなどもあ

り、最高の伴侶だったと感じた。 

 

○  １０月１８日(日)の日曜美術館「Ｗａｌｋ ｏｎ ｔｈｅ Ｗｉｌｄ Ｓｉｄｅ！

～北海道・謎の美術館 “シゲチャンランド”～」を見た。オホーツクの津別町に住

む、シゲちゃんこと大西重成さんの美術館は四季折々の自然の豊かさの中にあり、制

作過程もとても丁寧に描かれていた。捨てられるものを作品にすることを「供養」と

言っていた、シゲちゃんのことばが印象的だった。 

 

○  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。女性たちの挑戦とサステナビリティというキーワ

ードに興味を持って視聴した。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今までのライ

フスタイルについてゆっくり考える時間が持てることで、自分自身が何を一番優先す

べきなのか、価値観が変わったという企業や個人、とくに女性が中心となって考えて

いることにも興味が湧いた。この事実がこれからの物作りや人作りの方向性を示して

いるのだと感じた。新型コロナウイルス感染拡大の影響の中、立場の違う女性たちの

取り組みが非常に参考になり、見ていて前向きな気持ちになる本当にいい番組だった。

この番組はいつも今を即座に反映して、分かりやすくタイムリーに制作されていてす

ばらしい。 

 

○  １０月１１日(日)の目撃！にっぽん「ふるさとは まだ遠く～“中国残留孤児”が

生きた７５年～」を見た。戦後７５年という今年を、中国残留孤児という視点で見せ

るという試みはとてもよく、中国残留孤児の人たちは今どうしているのだろうという

疑問がよく分かった。戦後間もない混乱の中で中国に残された稲葉富子さんが、自分

が何者かも分からないまま生きてきたということを知り、戦争が残したものの重さを

感じた。そして、自分を置いていった兄を恨んでいたという佐藤勇吉さんが、兄の気
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持ちを知ったことで非常に強い恨みから感謝に変わっていくという、人間の心の動き

が感じられて、胸を打つものがあった。中国残留孤児の介護施設である一笑苑を立ち

上げた三上貴世さんは、非常に献身的に世話をしていたが、自身も中国残留孤児３世

という三上さんが、どのような人生を歩んできたのかを知りたかった。政府が、この

ような施設をきちんと支援しケアしているのかも知りたかった。非常に気付かされる

ことの多い、印象に残る番組だった。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年９月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議は、委員長の司会により開会。札幌局長と帯広局長からあいさつがあり、議事

に入った。 

議事はまず、「２０２０年度後半期の国内放送番組の編成」について編成主幹から説

明があり、「２０２１年度の番組改定」についての意見を伺った。 

続いて、北海道道「胆振東部地震から２年 ～いま そしてこれから～」をはじめ

として、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１０月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があ

り、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  山下 徹也 （(株)グローバル経営センター 代表取締役専務） 

副委員長  蛭田亜紗子  (小説家） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      齋藤 拓也 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      佐々木良榮 （デザイナー、（有）良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「胆振東部地震から２年 ～いま そしてこれから～」 

(総合 ９月１１日(金))について＞ 

 

○  地震から２年の年月が過ぎて、取り上げられる機会が減ってきた被災地の現状を、

ＭＣの鈴井貴之さんが直接訪ね歩くという企画で関心を持った。番組の中で鈴井

さん自身が「つらい記憶を呼び起こすことは酷なのではないか」と言っていたが、
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会った人たちにとっては励みになったのではないか。被災者のことばから２年を過

ぎようとしている今だからこそ話せること、亡くなった家族の写真を見ることがで

きるようになったことなどが伝わってきて、見ていて胸を打たれた。番組では、被

災者へのアンケートや、時間がたって新しく分かってきた土砂崩れの要因を解明す

るような話題も組み合わせた構成になっていて、多角的に震災を見ることができ、

見応えのある内容だった。だが、最後に鈴井さんが、「伝えなきゃいけないことをた

くさん聞いてきた」と言ったとおり、番組を見て考えるきっかけとなったが、やは

り番組自体もう少し長い時間を取って充実させてもよかったのではないかと感じた。 

 

○  鈴井さんも「もっともっと伝えなきゃいけないことをたくさん聞いてきたのだけれ

ど」と話しているとおり、２５分という番組の枠では限界があると感じた。被災地で

鈴井さんが出会った、倒壊した家を自力で再建してでも厚真町から離れたくないとい

う梅内誠さんからは、地域の人たちとの絆を感じた。さまざまな被災者からいろいろ

なことばを引き出せたのは、鈴井さんの人柄のたまものだと思ったし、当時ボラン

ティアとして現地に入った経験からの寄り添うという気持ちも出ていたように感じ

た。ただ、生放送で難しい部分もあったとは思うが、スタジオ出演者のワイプ画面が

ＶＴＲの中の人の顔にかぶることがあったので、位置やタイミングなど考えながら出

したほうがいいと感じた。 

 

○  地震の影響がまだまだ残っているということを理解する非常にいい機会になった。

厚真町のために前を向く人々の姿や町の様子をまんべんなく取り上げており、丁寧 

に取材していると感じた。つらい経験をしながらも町の将来に希望を持って行動する

中村真吾さんの姿や、自身も土砂崩れで流されて同居する家族をすべて亡くした山本

隆司さんの経験談は、２年という時間を経たからこそ聞ける貴重な話であり、「自分

のためにも景色を取り戻したい」ということばには、はっとさせられた。復旧・復興

というと工事による整備や補強などをイメージするが、それぞれの原風景を取り戻す

ことが本当の意味での復興なのだと番組を通じて気づかされた。鈴井さんの現地レ

ポートや取材に対する本音を聞くこともできてよかった。また土砂災害の地層の検証

も非常に分かりやすくて大変勉強になったが、アンケートの回答結果の説明が分かり

にくく感じた。 

 

○  ２５分という時間の中で大変よくまとめられていた。兼業農家を続けながら自力で

家を再建していた梅内さんの頑張っている姿がとても印象的で、厚真町の方々が２年

たって復興に向かう前向きな一面が見えて安心した。鈴井さんは「つらい気持ちを呼

び戻すのでは」と現地に行くことに抵抗があったようだが、２年前にボランティアで

現地を訪れたこともあり、厚真町の人々が好意的に迎えてくれたのではないかと感じ
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た。２年前の恐怖を再び呼び覚ますのではなく、厚真町の方々の笑顔が見られてよ

かったと思う。厚真町で調査をしている、北海道大学広域複合災害研究センター長の

山田孝教授の地震による土砂崩れについての検証は大変分かりやすく、土砂災害が発

生する場所はどこにでもあるということを映像で分かりやすく説明していた。そして、

地元の厚真神社のみこしが２基とも奇跡的に残っていたこと、地元の小学生のことば

から助け合う心が育まれていることに明るい未来を感じることができた。 

 

○  被災地へ行って被災した人たちを取材するというのは難しく、苦しみながら制作し

ているという印象を受けた。鈴井さんが中村さんに「中村さんにとってこの２年間は、

どういう２年間だったのですか」と質問をしていたが、その答えはひと言ふた言では

言い尽くせないものがあると思うので、この質問は少し乱暴だなという印象を持った。

だが、その質問の前に会話のやり取りがあっての流れであることは想像できるので、

そのやり取りも紹介していれば、もう少し分かりやすく視聴者に伝わったのではない

か。農家の山本さんはニュースなどでも何度も取材されている方で、自分の心境や起

きたことを的確に説明されていて非常に分かりやすかった。記者が紹介していた土砂

崩れの要因は本当に分かりやすかった一方で、「厚真特有のものではなく、日本全体

でも多々ある」という結論になっており、もう少し地域を絞って「こういう地域では

特に注意したほうがよい」というように具体的に注意喚起できればもっとよかった。

２５分という時間に対して、テーマの重さがそれを超えていた。 

 

○  地震の影響がすべて終わったわけではないということをしっかり伝える番組だっ

た。インタビューでの中村さんや山本さんのことばからは、郷土のことを本当に愛し

ているのだということが伝わってきた。山本さんのインタビューの際に映っていた農

機具の残骸は被害が甚大だったことを伝える映像だった。番組でアンケートを行い、

結果を紹介して世論に訴えかけることは、マスメディアの役割の一つだと思うので、

もう少し深く伝えてほしかった。土砂崩れの要因についての映像は分かりやすかった。

ただし、それぞれで個別に深堀りできるような内容を時間内に全部詰め込んでしまっ

た結果、話の流れが悪く感じられる場面があった。だが、番組の最後に鈴井さんが取

材を受けた方々へ感謝の言葉を述べていたのはよかった。 

 

○  自宅を再建中だった梅内さんの話から、厚真町は本当に住みやすい町なのだとうか

がえ、同時にその町が一瞬にして被災したということに胸を打たれた。町役場の中村

さんが精神的にも肉体的にも大変な状況を乗り越えて、今後のビジョンを前向きに

語っていた姿は本当に素晴らしかった。また、町の若者たちが作ったコミュニティー

スペースであるイチカラの活動も大変興味深かったので、もう少し詳しく知りたかっ

た。農家の山本さんの亡くなった父親が購入した農機具の壊れ方を見て、土砂崩れの
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勢いがどれほどすさまじいものだったのかが分かったし、地震当日の山本さんの話は

胸を打つものがあった。生きるということ、生かされるということがどういうことか

考えさせられる映像だった。鈴井さん自身も話していたように、取材する側の姿勢も

非常に難しかったと思うが、鈴井さんは自然体に感じた。まだまだ伝えたいことが

あったという鈴井さんの思いも伝わってきたので、これからどう復興していくのか取

材を継続してほしい。短い時間の中で大変内容の濃い、いい番組だった。 

 

○  今回の番組のように、被災地の「今」を伝えて当時の記憶を風化させないようにし

ていくことは、とても大切である。ＳＮＳで廃材を集めて、自力で住宅再建中の梅内

さんや家族を失いながらも町おこしに奮闘する中村さんの姿に、大きな逆境を乗り越

えてきた生き方に触れることができたと感じた。農家の山本さんのことばからは、震

災直後には語れなかった当時の生々しい体験とふるさとの景色の復興という、今の思

いを視聴者に伝えることができたと思う。家族を亡くし、苦労の連続が想像される中

で、山本さんを支えている背景は何なのか、地域とのつながりなどをもう少し知りた

かった。寄付を集めて６月にオープンしたコミュニティースペースのイチカラは、Ｕ

ターンしてきた人や漁師など、若者の力で作り出した町の人たちが元気になれる拠点

で、多数の犠牲者が出て悲しみを背負ったけれども、新たな町づくりの可能性が芽吹

いてきたことは大きな希望でもあると感じて大変興味深かった。番組後半では、胆振

地方の被災者へ住宅再建や心身に及ぼす影響といった課題にも触れられていて、災害

の被害が現在進行形であるということが伝わった。そして、今回の土砂災害は厚真町

に特有のものではなく、日本全体で起こりうることが分かった。短い時間の中で、被

災地の今とこれからがコンパクトに伝わる番組だった。 

 

○  鈴井さんが厚真町を訪ね歩いてそこで暮らす人の話を聞くという試みは、町の人た

ちの自然な表情をうまく引き出していており、飽きることなく見ることができてとて

もよかった。当時のニュースなどで取り上げられていた、厚真町役場の中村さんや農

家の山本さんが現在も踏ん張っている姿を見ることができてほっとするとともに、

生々しい状況を思い出した。そして、２年たっても地震の爪痕があちこちに残ってい

る現状と、その中で地域とのつながりを大事にして前に進もうとしている住民の方々

の姿がとても印象的だった。しかし農家の山本さんがいまだに稲作を再開できておら

ず、すべての補修工事が終わる３年後まで待たなくてはいけないことを知り、まだま

だ災害は続いており日常に戻れていないことを実感するとともに、なぜあと３年待た

なければいけないのか疑問が残った。番組では震災直後の映像が、現在の映像の中に

説明なく映し出されるところがあったので、過去の映像には当時の日付が入っていた

ほうが分かりやすかった。記憶はどうしても薄れていってしまうものなので、これか

ら先も震災当時を振り返り、対策について考える番組を作り続けてほしいと期待して
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いる。 

 

○  あれから２年たったのかと振り返る機会になった。鈴井さんの被災者に対する真摯

（しんし）な姿勢は非常に好感が持てて、被災者に寄り添う丁寧な取材だと感じた。

アンケートなども視聴者にとって貴重な情報だった。だが、現状は伝わったが、番組

を２週に分けて現状と対策を伝えたほうがよかった。今回は時間が短すぎてすべてが

視聴者に伝わらなかったのではないか。この番組を通して何を訴えたかったのか、そ

の点がぼやけてしまったと感じた。明日は自分が被災者になるかもしれないという視

聴者に対して、ただ不安をあおるのではなく、正しい危機感を持ってもらい備えにつ

ながるような番組にしてほしい。被災した経験がなくても、実際に被災すると何が困

るのかなどを番組で紹介してもらえると、よりよい番組になるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回鈴井さんが訪ねた人たちの中には、２年間ずっと取材し

てきた方もいる。彼らが２年前には話せなかったことを徐々に

話せるようになったというところに、鈴井さんと一緒に訪ねた

ことでより深い話が聞けた。こうした現在のインタビューに加

え、この２年間で集まった科学的な知見により土砂崩れのメカ

ニズムが分かったこともあり、未来に向けた大切な情報も伝え

ようとしたため、２５分の番組としては情報量が多くなってし

まったかもしれない。また、ＶＴＲへのワイプ画面の挿入や、

過去映像と現在映像の区別については、視聴者に違和感を与え

ないように、今後もより慎重に検討していく。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月３１日(金)の北海道道「微生物に学び、大地を醸す」(総合 後 7：33～7：58 北

海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。農薬や化学肥料を一切使用せず、微生物による農法を行っている

野菜農家の服部吉弘さんを紹介しており、服部さんの育てた野菜の新鮮さが画面から

も伝わってきたし、穏やかだが目を輝かせて微生物について語る服部さんがとても魅

力的で引き込まれた。微生物に対する服部さんの考え方は、単なる農法の枠には収ま

らず、今の時代にとても合っていた。菌の多様性を求めてそれを伸ばし、環境を傷つ

けない持続可能な農業は多くの可能性を秘めていて、今後どう広がっていくのか、と

てもわくわくさせられた。 
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○  ８月７日(金)の北海道道「ついにオープン！“ウポポイ”潜入ＳＰ」(総合 後 7：

30～8：19 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。多くの展示がある中で、交流体験ホールで若い職員

たちを中心とした舞台を観客に見せるシーンに時間を使っていた。舞台などの表現活

動は鈴井さんの得意分野だと思うので、鈴井さんが紹介することで分かりやすくなっ

たのではないか。施設を運営するアイヌ民族文化財団の文化振興部長であり、かつて

自身もイヨマンテに参加したという野本正博さんから舞台に立つ若い職員たちへの

ことばは、アイヌの伝統文化の考え方を誠実な話し方で述べていて、それがよく伝

わってきた。スタジオゲストとして、釧路市阿寒町のアイヌである秋辺デボさんが出

ていたが、若者たちがアイヌ文化を紹介する出し物をすることについて、とてもうれ

しそうに述べていた。番組の後半では、遺骨の問題についても触れており、バランス

を取るうえでも取り上げたのはとてもよかった。大きなテーマを扱った番組だが非常

に分かりやすく、うまくまとまっていた。 

 

○  ９月４日(金)の北海道道「シマエナガ 小さな“雪の妖精”に魅せられた大男」を

見た。写真家の山本光一さんに焦点が当てられていておもしろかった。シマエナガを

撮影するときの苦労だけではなく、北海道に移住してくる転機になった出来事やライ

フワークとしている小学校での課外授業なども紹介しており、一生懸命取り組んでい

る姿に魅力を感じた。 

 

○  ＭＣの鈴井貴之さんの楽しんでいる雰囲気がうまく出ており、山本さんのシマエナ

ガに対する入れ込み方もとても興味深く、楽しめた。 

 

○  シマエナガが北海道にしか生息していない鳥だということが分かり、山本さんの撮

影に対する熱い思いも伝わった。課外授業を通して、子供たちに命の大切さやはかな

い命について教えている姿に大変感心し、わたし自身も自然を愛する気持ちを持ち続

けたいと思った。 

 

○  シマエナガの生態にまつわる番組かと思ったが、写真家の山本さんに焦点が移って

いき、すばらしい人間性の方だからすばらしい写真が撮れるのだなと感じた。写真と

その裏側をしっかり見ることができる番組だった。 

 

○  写真家の山本さんの人柄に非常に好感が持て、穏やかな気持ちで見ることができた。

新型コロナウイルスの影響で森での課外授業ができず、学校に出向いて写真や映像を

使った課外授業を行っていたが、小さな生き物のひたむきで懸命な子育ての姿は、子

供たちにも素直に伝わるものなのだと感じた。そして、シマエナガが外敵にめげない

で巣作りする姿は新型コロナウイルスによる影響の中で素直に共感でき、暗い気持ち
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の中とてもかわいらしい写真にいやされる番組だった。 

 

○  山本さんは阿寒湖周辺の自然保護と調査を行う仕事の傍ら、シマエナガの魅力を伝

えている。愛らしいシマエナガにフォーカスすることで身近な自然や命の輝きに関心

を持つ人が増えることはとてもよく、山本さん自身が命の尊さにこだわるルーツも紹

介されていたこともあり説得力があった。感動的なすばらしい写真が子供たちの心を

揺り動かしているのだろうと感じた。 

 

○  小さなシマエナガのかわいらしさと、それを追う大柄の山本さんのユニークな人柄

という２つの魅力の詰まった番組で楽しく視聴した。北海道内であまり知られていな

いすごい人を発掘する、自分の道を探求している人を紹介するという内容で、北海道

道という番組の形がだいぶ固まってきたと感じた。北海道に移住するまでのさまざま

な経験のエピソードがある一方、とても小さいシマエナガのたくましさにほれ込んで

いるという対比の面白さがとても印象的だった。 

 

○  山本さんが小学校の子供たちに課外授業をしている姿は感動した。番組が進むにつ

れて、たくましさや生き抜く力ということを子供たちに伝えたいというテーマが潜ん

でいると知った。そのことをもう少し早めに説明してもらえたら、さらに共感できた

のではないか。全体的には非常に見やすい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  山本さんがとても魅力的で、シマエナガを追っている写真家

のヒューマンストーリーと、それを通じて新型コロナウイルス

による影響がある中、子供たちに生きるということ、命のこと

を伝えようと企画した。 

 

○  ８月１４日(金)の北海道戦後７５年特集 海底に眠る青函連絡船(総合 後 7：30～

7：57 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。戦争時における青函連絡船の役割や、船を避難させるの

が難しかった時代背景なども丁寧に説明されていてとても分かりやすかった。船が発

見されたこと自体大発見だが、番組では亡くなった船長の遺族への取材を中心に構成

していたのがよかったと思う。水中探査のシーンでは、関係者が発見して喜ぶ一方で、

ここで親族を亡くした遺族の思いが交錯して何ともいえない気持ちになった。戦争は

まだ終わっていないということを感じた。多くの人に戦争の不条理さを伝える貴重な

機会になったのではないか。 

 

○  1945 年の沈没からの歳月がそのまま海底に封じ込められているようで、とても胸に
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迫るものがあった。１７歳で造船所に徴用され第四青函丸の建造に携わった佐川光郎

さんは今年９６歳を迎え、戦争にまつわる生の体験を得ることが年々難しくなってき

ているのだと改めて焦りを感じた。父親が第四青函丸の船長だったという吉村征子

さんを軸に番組を構成していたが、いろいろな方々への取材映像も挿入されており、

やや散漫な印象を受けたので、もっと吉村さんの家族に寄り添ってもよかったのでは

ないか。また、空襲の３日前に情報を得て、船の避難を海軍に提案したのに退けられ

たという話には、国民の命を軽視した軍部への憤りを改めて感じた。ただし戦争につ

いての特集番組では、日本が受けた被害に寄り過ぎている面があるので、被害と加害

の両方の面について振り返って考えなければいけないと思った。 

 

○ ８月１１日(火)の＃ローカルフレンズ出会い旅「知床と清里にほれこむ件」(総合 

後 10：45～11：10 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。瀬田宙大アナウンサーの積極的な姿勢と、

自然な反応や感情が出ていてとても好感が持てた。ヒグマの生態や樹皮だけで生きて

いる樹木などの紹介もあり、とても興味深かった。 

 

○  ８月１５日(土)のＮＨＫスペシャル「忘れられた戦後補償」を見た。８０万人の民

間人が犠牲になった日本において、戦後民間人に対する国家補償の請求がずっと退け

られてきているという問題を、政府の内部文書の入手と元官僚へのインタビューで構

成していて、非常に興味深く見た。国が民間人に対して戦後補償をどのようにしてき

たか、その決定のプロセスを明らかにし、その過程で戦後補償・国家補償を求める人

に対する世論の厳しさもひとつひとつ丁寧に明らかにしていた。同じ敗戦国だったド

イツとイタリアは軍人も民間人も平等に補償しており、答えは出ないが日本との違い

は何なのかと考えさせられた。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年７月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１５日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道スペシャル「検証 茨戸アカシアハイツ～“介護崩壊”は

防げなかったのか～」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行っ

た。 

最後に、８月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があり、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  山下 徹也 （(株)グローバル経営センター 代表取締役専務） 

副委員長  蛭田亜紗子  (小説家） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      齋藤 拓也 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      成田 正夫 （ながぬま農業協同組合 代表理事組合長） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説副主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道スペシャル 

「検証 茨戸アカシアハイツ～“介護崩壊”は防げなかったのか～」 

(総合 ７月１０日(金))について＞ 

 

○  茨戸アカシアハイツについて、最初に亡くなった方の家族が「家庭のように温かい

施設だった」と言うのを聞いて、とてもいい施設なのだと感じた。そして、介護統括

の鈴木幸恵さんの「みとらざるをえなかったというのは職員にもかわいそうなことを

した」ということばに、身につまされる思いがした。ただ、職員が感染して職場を離

脱していく中、当施設では新型コロナウイルスに対する知識がどの程度あったのかと
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いう点が見えなかった。また、当施設の現場の状況が、札幌市の縦割りの対応によっ

て市のそれぞれの部署の担当者になかなか伝わらなかったことなども分かった。これ

から札幌市は人員調整の整備もしっかりやっていきたいということだが、行政と現場

はワンチームでしっかりと対策をし、いつどこで何が起きるか分からない状況に備え

なければならないと思った。 

 

○  施設の中で起きていたことや問題点がとてもよく分かるいい番組だった。施設の職

員が涙ながらに語る姿は、非常に心に訴えるものがあった。最初の感染者が出てから

感染がどのように広がっていったのかという様子も、施設の館内図による説明で分か

りやすかった。茨戸アカシアハイツの現場は完全に崩壊しており、“介護と医療の同

時崩壊”ということばで結論づけたのは的確だった。施設の情報を一元化する態勢が

整っていなかったという札幌市の対応は非常に大きな課題として残ったので、感染者

の早期発見や初動対応をするには誰が何をするべきなのかといった今後の対応を、番

組としてより明確に提言できればなおよかった。同じようなことが全国各地の病院で

起きているのではないかと思うので、この番組を北海道のローカルで終わらせるのは

もったいない。今後もこういった報道を続けてほしい。 

 

○  以前にも地震災害の際の札幌市の対応のまずさが注目されたことがあったが、あの

ときの反省が何もできていないと感じた。民間企業では最悪の状況を想定して危機管

理をするが、札幌市はそれができておらず、当事者意識に欠けていると感じた。ＮＨ

Ｋには行政の問題点を取り上げてほしい。もっと踏み込んで追及してもよかったとも

思うが、この番組では公共メディアとしての使命、役割を十分果たしたのではないか

と思う。患者の家族が「家族のように温かい施設だった」と語るシーンや、番組のラ

ストで施設の運営法人の常務理事が「新型コロナウイルスクラスター終息宣言」を発

表し、職員に声をかけねぎらうシーンなどからは施設のよさが伝わり印象的だった。 

 

○  なすすべなく新型コロナウイルスの感染拡大に巻き込まれた施設の実態が切実に

伝わってきて、感染症対策や高齢者の介護問題について考えさせられた。感染者に接

触する施設職員の防護服が薄いビニールエプロンで、リスクと隣り合わせで介護して

いたという実態にまず驚いた。施設側が繰り返し病院に感染者の入院を依頼している

のに、介護が必要という理由で入院を拒まれたというのは理解に苦しむし、札幌市か

ら納体袋の提供を申し入れてきたという話には非常に憤りを覚え、命の選別がされた

のではないかと衝撃を受けた。札幌市の責任者が「市の受け入れ態勢が崩壊するおそ

れがあった」と施設に感染し亡くなった入所者のみとりを担わせた背景を明らかにし

たことはとても重要であり、今回のような感染症の拡大に対する医療体制が脆弱だっ

たということを視聴者に印象づけたのではないか。厚生労働省ＤＭＡＴ事務局から赤



3 

星昂己医師が派遣されたことで札幌市の縦割りによる連携不足などの対応策を検討

する段階に入ったが、すでに施設内で１２人の死者が出てしまったことが非常に残念

だった。だが、札幌市が人材確保に向けた取り組みや明らかになった課題への対応策

を打ち出したことを確認できた。介護統括の鈴木さんや看護課長の佐藤千春さんのこ

とばから、現場の実情が随所に浮き彫りにされており、職員の無念さもひしひしと感

じられた。この施設に起きたことを無意味にしないように全国に発信して、これから

の高齢者の介護・福祉の課題を継続的に取り上げてほしい。 

 

○  介護の厳しい実態と、介護現場で感染者が増えていった様子が時系列で紹介されて

おり大変分かりやすかったが、亡くなられた方の家族だけではなく、ほかの入所者の

家族の思いも知りたかった。また、最初の感染者がどのようなルートで感染したのか

も知りたかった。現場で従事していた介護統括と看護課長の話からは、入所者のため

に少ない人数の中でさまざまなリスクと闘っており、まさに戦場といえる状況だった

ということが伝わったし、聞き取り調査の資料からは非常に緊迫感が伝わってきた。

そして、赤星医師が札幌市に施設の状況を把握し、報告をしなければ行政の対応が改

善されなかったということに憤りを強く感じた。札幌市の縦割り行政が図解で説明さ

れており、施設がどこに訴えていいのかが分からないということも分かった。ただし

番組を見ていると意図的ではないのだろうが、札幌市側のインタビューが言いわけに

聞こえてしまい、市の不手際に最もスポットが当たってしまっているのではないかと

感じた。その後、茨戸アカシアハイツを運営する法人が講習会を開いたり、札幌市も

人材確保の枠組み作りや現場での対策本部の設置について検討を始めたりなど、全国

の前例となるような取り組みも紹介されていたので、ぜひ全国へ向けて放送してもら

いたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  全国に同様の課題を抱えた施設は多いので、そうした施設で

新型コロナウイルスの感染がまん延すると、一気に危機的な状

況になるということを伝えたかった。全国放送についても検討

している。 

 

○  これまでニュースなどの断片的な情報から、茨戸アカシアハイツで新型コロナウイ

ルスの感染拡大が広がっているのは知っており、現場は何をしているのかという疑問

を持っていたが、この番組で、現場の崩壊が起きた理由を改めて知ることができた。

ただ、札幌市へのインタビューは、縦割り行政がこういう結果を招いたという作りに

なっていたが、本当にそうだったのだろうか。札幌市の担当者たちもなんとかしよう

としていたと思うので、「縦割り」ということばだけで済まされる問題ではなかった
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と思う。一方で、施設の方たちが札幌市から受けた対応については、とても怒りを感

じた。番組全体として、札幌市への追及が少し甘かったのではないかという印象を受

けたが、全国放送する価値は十分にある番組だと感じた。 

 

○ 具体的な勤務表や聞き取り調査の資料など視覚に訴える映像が効果的に挿入され

ていて、現場の壮絶さを分かりやすく伝えており、丁寧に取材を行っているという印

象を受けた。そして、誰かを悪者にするのではなく、新型コロナウイルスの感染拡大

にどう対処していくべきかという冷静な取材姿勢がうかがえた。８９人の入所者を 1

人で担当していた看護師の佐藤さんや、休むことなく入所者の介護に取り組んだ鈴木

さんのことばは非常に心に響いた。札幌市の情報共有不足や初動の遅れが原因だろう

と受け止めた人が多いのではないかと思うが、札幌市側も相当な混乱が生じていた中、

急きょ態勢を整えたと想像できるので、市側の状況も取材して伝えたほうがよかった。

集団感染の原因と対策を取り上げる一方で、入所家族のコメントから介護現場の厳し

い現実も伝わってきた。いろいろな要因が複雑に絡み合って、今回の集団感染が起き

たのだと感じた。 

 

○ ニュースでは集団感染が起きている場として茨戸アカシアハイツの名前が何度も

取り上げられていたが、施設の中で何が起きているのかが全く見えなかったので、今

回この番組で詳しく知ることができて非常によかった。施設の特徴、入所者数、感染

者数、死者数のデータを分かりやすく説明しており、介護と医療の態勢が同時に機能

しなくなっていった実態や、感染者が入院できずに施設に留め置かれてしまった背景、

そして家族への情報提供の不足などの問題点が丁寧に説明されていた。「何があった

のか知りたい」という家族の気持ちに応える視点からたくさんの方にインタビューを

したことで、それぞれの立場がどのような問題点を抱えていたのか、またそれぞれが

抱える苦悩もよく分かった。日本では医療崩壊は起きていないとされているが、今回

のケースでは札幌市のほかの病院を機能させるために、茨戸アカシアハイツの入所者

や職員がある意味で犠牲になっていた。医療崩壊は起きているという認識を持ったほ

うがいいのではないか。また、こういうときに要介護者という弱い立場の人にしわ寄

せが行ってしまっている状況がはっきりと可視化されたこともとても衝撃だった。今

回の一連の問題は、全国的な問題として考えるべきものだと思う。 

 

○  施設職員の話を中心に当時の茨戸アカシアハイツの実態を知ると、想像以上に悲

惨な状況にあったことが分かり、引き込まれて視聴した。最初に亡くなった８９歳の

女性の生前の写真や遺族の話からは、感染者数や死亡者数という数字はただの数字で

はなく、一人一人の人間であるということを改めて思い出させてくれた。遺族や現場

の職員からの率直な意見は、とても貴重だった。介護は一人一人のひたむきな労働に
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よって支えられている仕事ではあるが、あまりにも個人の責任感や頑張りに依存して

おり、今回に限らず介護業界全体の問題でもあると感じた。札幌市の縦割り行政によ

る連携不足が被害を拡大させた要因の一つであるということが分かった一方で、運営

していた法人としては何をしていたのか、横のつながりで、人員を回すことはできな

かったのかと疑問が残った。一人一人の超人的な頑張りや使命感に頼るのではなく、

行政と医療の連携による仕組み作りを切に願う。今後、介護施設でのクラスター発生

は、全国でも起こる可能性が高いと思うので、今回明らかになった課題が正しく今後

に生かされるように全国放送をしてほしい。 

 

○ 番組は施設職員やあのとき施設にいた人たちの悲しい出来事を冷静に表現してい

た。施設の現場の想像を絶する悲惨さ、札幌市の他人事のような対応も視聴者に分か

りやすく伝えていた。命の選別がこの日本で簡単に起こりえることを冷静に語ってお

り、非常に意義深い番組だった。今回のことは、クラスター発生時にさまざまな機関

や施設に共通して起こりえる出来事だったのではないかと思う。“ウィズコロナ”の

中でどういう行動をしていけばいいのかという結論を、番組の最後に示してほしかっ

た。公共放送を担うＮＨＫの役割として、取材した中で得られた事実を理路整然と発

信することで、視聴者が自ら判断できるような情報をこれからも提供し続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  茨戸アカシアハイツでは８割以上の介護士が濃厚接触者と

されており、運営法人が経営するほかの施設から看護師や介護

士に応援で入ってもらったとしても厳しい状況だった。介護統

括の鈴木さんの頑張りを美談で終わらせてはいけない問題なの

で、次にどこかの施設で集団感染が起きたときには、いち早く

支援の態勢を作ることが必要だと感じ、それを番組で伝えた

かった。ＮＨＫの役割として、事実を冷静かつ性格に伝えると

いうことに徹したつもりである。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスについては、さまざまな報道番組で情報

を届けるようしている。茨戸アカシアハイツで発生した集団感

染を中心に検証を番組で行ったが、新型コロナウイルスについ

てはまだ不明な点が多いとしても、番組のメッセージは視聴者

には伝わったのではないか。検証番組で非常に大事なのは、デー

タと、説得力がある証言である。取材先との信頼関係がしっか

り築けていたからこそ深いインタビューが可能となり、大勢の
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方の声をきちんと集めることができた。公共メディアとしての

役割を果たせたと考えている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月１９日(金)の北海道道「ヒグマに襲われないために～過去１０年の事故調査が

教えること～」を見た。北海道に住むうえではとても重要なテーマである。遭遇する

ことはとても危険なものであるということを印象づける映像や話があれば、ヒグマに

対する危険性をもっと深く伝えることができたのではないか。 

 

○  ヒグマの生息地に入るときは熊よけの鈴や熊よけスプレーなどは携行していると

思うが、目の前にヒグマが現れた場合に大声を出しながら目線をそらさずにゆっくり

と後ろに下がるという行動が実際にできるのかどうか不安に思った。また、開発がヒ

グマの生息地を侵しており、ヒグマが生息地から街に近づいている。その両方が現状

を招いているのだと考えさせられた。 

 

○  ヒグマによる事故は一部の山奥だけではなく、市街地でも十分に起こりうる問題な

ので、こういう特集はとてもよかった。全体的に分かりやすく構成されており興味深

かったが、北海道民も分かっていないヒグマによる事故を伝えるという前提の割には

物足りなさも感じた。近年ヒグマに襲われた人の体験談を紹介していたが、もっとほ

かの事例も具体的に紹介してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ヒグマによる凄惨な事件は歴史上たくさんあるが、例年より

も早めにヒグマによる事故が起き始めたため、そういう危険が

あったということを優先して今回は近々に起こった事故を扱っ

た。ヒグマが人間にとっては危険な生き物であるということが

伝わるように、今後も注意していきたい。 

 

○  ７月３日(金)の北海道道「コロナウィルス禍 あるライブバーの闘い」を見た。札

幌市の繁華街にあるライブバーを取り上げた番組で、所属しているバンドメンバーの

１人が感染したということをＳＮＳで公表し休業していた。店の安全対策という点で、

最初にそのメンバーがどこで新型コロナウイルスに感染したのか、番組の中で検証を

しなければならなかったのではないか。営業を再開して演奏したいという経営者の気

持ちは分かるが、再開後の対策も含め感染予防対策が甘いという印象を受けた。 
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○  新型コロナウイルスの影響を最も受けたのが、こうした公演をなりわいとする人た

ちだと思う。インターネットでの配信にまで目を向けていかなければいけない状況で、

本来自分のやりたいことができないという切なさがしっかり出ていた。 

 

○ 休業を余儀なくされる中で、生演奏にこだわった店の存続に奮闘している様子がよ

く伝わった。ライブバーの経営者の苦悩から、臨場感を味わうことと安全性の確保の

両立は非常に難しい問題だと感じた。演奏家でもある経営者のスタジオでの生演奏は、

押し込められた感情を表現する効果的な演出だったのではないか。ＭＣの鈴井貴之

さんが北海道ライブ・エンタテインメント連絡協議会の対応について触れていたが、

演劇人としての鈴井さんの思いももう少し聞きたかった。 

  

○  視聴者の中には、新型コロナウイルスに感染する可能性が高い場所として「ライブ

バーは怖い」という印象を持っている人もいると思うので、経営者がどのように今後

の対策を練っているのかを特集したのはよかった。営業再開後も客席を３２席から５

席へと大きく減らしており、インターネット配信の収益も含め、経営は大丈夫なのか

大変心配に思った。 

 

○  全国的にライブハウスやライブバーで感染者やクラスターが出ているのは情報と

して聞いていたが、それで生計を立てている人たちがどのような苦労をしているのか、

全く分からない状況だったので、今回の番組でそうした店がどのような模索をしてい

るのかがわかってよかった。経営者は休業中にも従業員に給料を支払おうとしており、

決して簡単なことではないだろうが、ライブバーという店のあり方を愛して続けたい

という思いがとても感じられた。札幌市は感染者数が北海道内でも多いことから、こ

ういった取材対象となる店舗は数多くあると思う。そうした方々を取材し、記録して

いくことはＮＨＫでなければなかなかできないことではないかと思うので期待して

いる。 

 

○  今までどおりの営業ができない中、悩みながら営業再開を迎えるライブバーの経営

者の等身大の姿が映されていた。その姿をとても身近に感じて、好感を持って見るこ

とができた。手探りでの対策は、はっきり言ってまだ足りない部分もあるのではない

かと疑問も残ったが、現在の現場のありのままの姿を見せてもらえたことで考える

きっかけになった。生演奏やライブバーで演奏している様子も多めに紹介されており、

ライブバーの魅力が伝わってくる内容になっていてよかった。 
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（ＮＨＫ側） 

  ３月にライブバーのメンバーに感染が疑われる症状が出て、

陽性であることが判明する前から店名を公表して休業に入って

いた。個々の店舗がどういう対策をとるべきかというのがなか

なか分からない時期に、とても誠実に対応していると感じ、取

材させていただいた。その後、再開するにあたり対策が十分か

どうかは放送後にもいろいろな意見があった。だが、個々の店

舗で行う対策のひとつの例として、検討材料にしてもらえると

いう意義はあると考えている。 

 

○  ７月１０日(金)の北海道道「シゲチャン・ワールドへようこそ！」を見た。「シゲ

チャン」こと造形作家の大西重成さんが若いころにハービー・ハンコックのレコード

ジャケットを描いたと紹介されていたが、それだけの紹介では、視聴者はどういう人

なのか分かりづらかったのではないか。しかし、番組終盤に津別町で名物のクマヤキ

の焼き型をデザインしたり、町おこしのイラストなどに関わったりしている様子が描

かれており驚いた。そのことを先に伝えたほうが大西さんのすごさが分かりやすかっ

たのではないか。 

 

○  シゲチャンが北海道ならではの作品作りに情熱を捧げ生き生きとアート活動を続

ける姿に元気づけられた人も多いのではないか。そして、廃品にもう一度命を与えて

「供養したい」という大西さんの考えは、地球規模の課題である持続可能な社会の実

現にも通じるもので、多くの人に共感されたのではないか。アートで町を活気づけた

いという大西さんが、アートを通じていろいろな人と関わりながら町作りに参加して

いるのが印象的だった。北海道の大地や自然が人に与えるインパクトの大きさが感じ

られ、北海道にしかない自然の恩恵を再確認できる内容だった。 

 

○  人物とアートが絡み、いつもとは違った視点で見ることができ、北海道にはまだま

だ面白い人がたくさんいるのだなと楽しくなった。流木や廃品を活用して作品を創作

することを供養だと言っていたが、供養というより新しい命を吹き込んでいた。シゲ

チャンが若者と一緒にゲストハウスのロゴ制作や内装に取り組む場面も印象的で、若

くして町を出たシゲチャンが自然に自分のふるさとに受け入れられて頼られている

のは、飾らない性格によるものだと感じた。アイヌ文化への造詣の深さというのも北

海道ならではだと思った。番組の最後に目標を聞かれていたが、「全くない」という

コメントで締めくくられており、本当にすがすがしく印象的だった。 

 

○  シゲチャンがなぜ東京を離れて津別町に戻ってきたのか、そこをもう少し掘り下げ
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てほしかった。地元である津別町の町おこしをシゲチャンが助けているのか、それと

もシゲチャンもこの町に助けられているのだろうかなどさまざまな疑問が浮かんで

きたが、そこにあえて答えを出さないという番組の作り方にもとても好感が持てた。

スタジオでのやり取りでは、鈴井さんの個性もシゲチャンの人柄をよく伝えていて、

すばらしい相乗効果が生まれていた。「北海道道」の方向性が感じられる番組だった。 

 

○  ６月１３日(土)の「駅・空港・街角ピアノ スペシャル」(ＢＳ１ 後 7：00～8：

50)を見た。世界中の名もなき演奏者たちの一人一人の人生にドラマがあったり、見

知らぬ人どうしが音楽を通じて心を通わせる姿を見ているうちに自然に感動に浸る

ことができる。最後にロンドンの街角で奏でる９１歳の老紳士が、ピアノで人々に喜

びを与えられたことを「幸運な人生だった」と語っていたが、この番組のメッセージ

そのものではないかと感じた。 

 

○  ６月２７日(土)のＮＨＫスペシャル「新型コロナウイルス 危機は繰り返されるの

か」を見た。ドイツでは経済との兼ね合いを考えたうえで、実効再生産数(Ｒｔ)の最

適値はどこかということを感染症の専門家と経済学者とが連携して考えていた。ドイ

ツではいろいろと工夫して数値を出したということが分かったが、日本ではどうだっ

たのか。なぜ日本はドイツよりも高い数値を国民に示して、人と人との接触をより強

く制限するように要請したのか。ドイツの例を示すだけではなくて、日本はどうだっ

たかということをより知りたかった。そして、スタジオゲストの大学教授の意見が言

い訳のように聞こえたので、別分野の有識者などの意見も示されたほうがより理解し

やすかったのではないかという印象を受けた。 

 

○ 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。番組では、医師が実際に命の選別をする基準を作り、その基準にのっとって

治療する人としない人を決めている場面を放送していた。その基準を作った医師や、

現場でそれに従って仕事をしたほかの医師や看護師たちに丁寧にインタビューをし

ながら、どのようなことが起きていて、どのようなことに苦しんだかを克明に記録し

ていて強い衝撃を受けた。 

 ６月２８日(日)のＢＳ１スペシャル「イタリア コドーニョの８８日～封鎖・人々

はこう生き抜いた～」を見た。封鎖の中で人々はこのように生き抜いたという内容で、

かなりたくさんの一般の人々にインタビューしていて、自分の身近にいる人が亡く

なったときの様子や、亡くなったときの扱いがどういうものだったかを語っているの

がとても印象的だった。短時間でイタリアの小さな町に入って、このようなインタ

ビューがメインで構成されている番組を作る制作者がどのような人なのかにも関心

を持った。 
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○ 「九州の大雨関連のニュース」について。「これまでに経験したことのない大雨」

という表現があるが、一体誰にとって「これまで経験したことのない大雨」なのか。

気象庁の用語だとすれば、ＮＨＫでは何か別な表現の方法はないのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  気象庁の用語としてこういう表現になっており、大雨が懸念

される状況で最大級の警戒を呼びかけるときに、ＮＨＫでも気

象庁の発表のとおり使っている。それを補足するような説明の

しかたも引き続き検討していきたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年６月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１７日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、１１人の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、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

ついて報告があり議事に入った。 

会議では、まず、北海道道「道民の底力 わたしが乗り越えてきた“道”～世界的

バレエダンサー・熊川哲也～」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の

交換を行った。 

最後に、７月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があり、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  山下 徹也 （(株)グローバル経営センター 代表取締役専務） 

副委員長  蛭田亜紗子  (小説家） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

                      ぷれいおん・とかち 理事長） 

       桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

       倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

       齋藤 拓也 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

       佐々木良榮 （デザイナー、(有)良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

       成田 正夫 （ながぬま農業協同組合 代表理事組合長） 

       西村 卓也 （北海道新聞社 論説副主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「道民の底力 わたしが乗り越えてきた“道” 

～世界的バレエダンサー・熊川哲也～」 

(総合 ６月１７日(金))について＞ 

 

○  「久しぶりのスタジオ」というサブＭＣ多田萌加さんのことばどおり、ＭＣ２人か

らとても意気込みを感じた。番組冒頭で、バレエダンサーの熊川哲也さんの歩みを紹
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介していたが、１０歳の少年がどんなきっかけでバレエを始めたのか、そこにも触れ

てほしかった。リモートでの対談という形だったが違和感なく見ることができ、熊川

さんの魅力や北海道愛もよく伝わってきた。日々研さんを積んでいる熊川さんのこと

ばはとても説得力があり、北海道の大自然で過ごした日々が芸術活動の源になってい

るのだと感じた。そして、日本で唯一の株式会社であるバレエカンパニーを設立した

というのは非常に珍しいことなので、その経営面や運営面にも触れてほしかった。１

５歳のときのローザンヌ国際バレエ・コンクールの映像は本当にすばらしく、何度も

見てしまうぐらい引き込まれた。熊川さんの人柄とその魅力に引き込まれた。スタジ

オの進行で北海道愛に持っていこうとするコメントもあったが、そんな必要はなく、

熊川さんの話だけで北海道愛が十分伝わったのではないか。 

 

○  スタジオからの生放送に、やや日常を取り戻したような安ど感とうれしさを感じな

がら見た。熊川さんが北海道出身だということを若い世代には知らない人もいたと思

うので、広い世代に渡ってインパクトがあったのではないか。熊川さんの逆境を乗り

越えて歩む姿から新型コロナウイルスの影響を受け苦しんでいる道民に勇気と希望

を与える構成だったと思う。その構成がシンプルで分かりやすく、伝えるメッセージ

はシンプルであることが重要なのだと感じた。ＭＣの鈴井貴之さんの出身地である赤

平市の話題で盛り上がっているシーンは、熊川さんが本当に北海道にゆかりのある人

なのだととても印象的だった。そして、３５歳で札幌の凱旋公演中に大けがを負い、

３年間踊れない日々の孤独や絶望感の中で新しい作品を生み出すことの苦悩に、もっ

と触れて知りたいと思うほど興味をかき立てられた。大きな逆境を乗り越えた人なら

ではのことばにも非常に感銘を受けた。新型コロナウイルスの影響下で先の見えない

苦境にある人たちに、世代を超えて勇気を与えたのではないか。北海道ゆかりの偉大

なアーティストとしての熊川さんの特集番組を今後もぜひ期待したい。 

 

○  短い時間の中でも熊川さんの人となりが大変分かりやすくまとめられており、鈴井

さんとの対談も見ていて心が和んだ。だが、熊川さんがバレエカンパニーを立ち上げ

たという話は、もう少し詳しく知りたかった。現在４８歳という年齢で、演出家・指

導者として後継者を育てているが、踊れずに不安になっているダンサーを思うことば

には、私自身もとても勇気づけられ感銘を受けた。また、「いい景色を見た感動をバ

レエに重ねてほしい」ということばからは、北海道の雄大な景色を常に心に留めなが

ら表現しているのだと感じられて、これからも応援したくなった。３５歳のときに大

けがで挫折を経験し人生の大きな転換を迎えたが、挫折を通じて大きく花開くことも

あるのだと改めて感じた。 

 

○  もっと長時間のドキュメンタリー番組にできるのではないかというくらい、鈴井
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さんとの楽しい語りを通じて、熊川さんの魅力が番組全体から伝わってきた。世界的

バレエダンサーの心の源流が北海道であると初めて知った。新しい挑戦に向かう熊川

さんにのしかかる重圧をリセットするのも、故郷である北海道なのだと感じた。札幌

の凱旋公演での大けがを乗り越えて、バレエ音楽ではないベートーヴェン「第九」の

舞台化にチャレンジするなど、常に前を向いて歩くその姿勢には感服した。熊川さん

が１５歳で渡英するときの決心と家族の思いにも触れられていれば、もっと分かりや

すかったのではないか。また、若いダンサーに向けた「１年なんて人生の中では短い、

いい時間だと捉えれば」という考えに励まされた方もいると思うが、今はこの新型コ

ロナウイルスの影響で経済的に１年も耐えられない人たちも多くいるので、その人た

ちの心にはどう響いたか、気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  熊川さんがバレエを始めたきっかけは、親戚の女性の影響を

受けて始め、やってみたら「才能がある」と指導者に見込まれ

たとのことだ。そういった部分にも少し触れられたらよかった

かもしれない。熊川さんは北海道の現状を非常に心配されてお

り、何とか北海道を勇気づけたいという思いから、北海道につ

いて非常にたくさんのことを語ってくださったのでそちらを重

点的に取り上げた。経済的に１年も耐えられない人、苦境にあ

る人への配慮については、今後も意識していきたい。 

 

○  熊川さんが北海道出身ということを知らない視聴者にも、北海道愛にあふれた方で

あることを改めて知ってもらう本当によい機会になったと思う。リモートの対談だっ

たが、見ていて全く違和感がなかった。自分たちが住んでいる場所の本当のよさをふ

だん感じることは難しいと思うが、熊川さんのコメントで北海道のよさに改めて気づ

かされた。豊かな感受性とものおじしない性格を育み、苦しい時期の熊川さんを支え

たのは北海道なのだと、世界的バレエダンサーになっても忘れないでくれているのは、

北海道に住む者にとってうれしいことである。そして、「ひらがなのくまかわてつや

に戻れる」ということばは、熊川さんでなければ言えないことばではないか。熊川さん

のコメントは心に刺さるものが多く、どんな状況にあっても前を向くというメッセー

ジは伝わった。これから「北海道道」を続けていくに当たり、番組のひとつの形が今

回の対談企画で見えたのではないか。 

 

○ 久々のスタジオからの生放送は、画面からその喜びや安ど感などが感じられ、明る

い雰囲気を見てほっとした。対談はリモート収録だったが、熊川さんと鈴井さんが向

き合うような形の画面構成はタイムラグを感じることなく、とてもきれいに編集され
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ていた。そのテンポのよさが対談の勢いを伝えており、エネルギーをもらえた。また

十分に時間を取って熊川さんの歩みなどを紹介しており、熊川さんを知らない人にも

分かりやすい構成だった。だが、北海道というキーワードにこだわり過ぎている部分

があった。北海道といってもいろんな地域があって、その中に多様性がある。熊川さん

にゆかりのあるところとそうではないところがあるのに、全部ひっくるめて「北海道

の癒やしの力」と言われるのはざっくりし過ぎているという印象を受けた。実際に熊

川さんにとって自然がいかに大事なものなのか、それを語っているところを見せても

らえたらすとんと腹に落ちたかと思う。 

 

○ 熊川さんのことを知らない人にも、きちんと伝わるように番組が作られていると感

じられた。今の新型コロナウイルスの影響下で、少しずつ経済活動も動いてきたが、

夢や希望を視聴者に与えるという意味ではとてもタイミングがよかった。芸術をベー

スにしたビジネスは人並み以上の努力が必要なのだろうと興味を持ったので、熊川

さんがバレエカンパニーで実際にどのようなことを行っているのか、もっと掘り下げ

て見たかった。ＭＣの鈴井さんも本来の持ち味を出しており、高揚感もはっきり伝

わってきた。 

 

○ 事前に何度か番組予告を見ており、世界で活躍するバレエダンサーが北海道愛を

持って活動しているということで期待して視聴した。予告で言っていた「僕の北海道

愛は半端ない」ということばがいつ出るのかと注目して見たが、結局それが何なのか

最後まで分からなかった。また、「いい景色を見た感動をバレエに重ねてほしい」と

言っていたが、好きな景色をバレエで表現するとどのようになるのか。そういう具体

的な例えがあれば、バレエをよく知らない人たちにももっと分かりやすかったのでは

ないか。心の中に北海道が常にあり、それがどのように活動に生きているのかという

ところまで聞けるとよかった。２５分という限られた時間の中ではあるが、熊川さん

のバレエと北海道という部分を、もう一歩踏み込んでもらえるとよかった。 

 

○ 熊川さんのものおじしない性格と感受性は、富良野市で農業を営んでいた祖父のい

る所で、人と自然に触れたことで養われたということが分かった。そして、１５歳で

渡英したときも北海道を心のよりどころにし、さらにあふれんばかりの北海道愛が身

に付いたということもしっかりと伝わった。熊川さんは自身を“十点集中型”と言っ

ていたが、見たものを体現できる能力にとても優れていた人であり、経営者・演出家

という環境が、自分がやりたいことを突き詰める人に成長させたのだと感じた。番組

では、設立したバレエカンパニーは順風満帆に見えたが、そうではない部分もあった

と思う。３５歳のときのけがによる絶望の中、逆境を乗り越えて一から出直そうと「第

九」を舞台化した際には非常な苦労があったのではないか。そういうところももう少



5 

し見せてもらえると、番組の魅力がさらに増したのではないか。新型コロナウイルス

の影響によって、バレエのレッスンや公演もできなく足踏み状態になっているが、「道

端の花を見て感動するように自分たちの活動を見直したり、自分たちに何ができるか

を考えたりする時間になれば」という熊川さんの思いには感銘を受けた。熊川さんの

人となりを通して、見ている人の力になる非常にすばらしい番組だった。 

 

○ なぜ今、熊川さんを取り上げるのか不思議に思いながら視聴した。どんな状況にも

飛び込んで、苦境を乗り越えてきたその強さとエネルギーが長引く新型コロナウイル

スの影響で疲弊している今の時代に光となって照らしてくれる、そんな視聴者の気持

ちを明るくしてくれる魅力が詰まっていた。なぜこの時期に取り上げたのかを納得さ

せられる、とても力強くて説得力のある内容だった。１５歳の時のローザンヌ国際バ

レエ・コンクールの映像を含め、バレエの美しい映像もふんだんに使われていてとて

も引き込まれた。番組終盤、現在の状況では興行を行う経営者としてかなり厳しい状

況や不安があるはずなのに、真っ先に稽古で踊れていないダンサーたちを気にかける

ことばはとても印象的だった。この状況でどっしりと構えているのはすごいと思う一

方で、実際の経営面や今後の公演の在り方も考え直す必要もあると思う。その辺の話

についてもう少し聞きたかった。全体的にとても引き込まれる、とても気持ちが明る

くなる番組だった。 

 

○ 番組を見る前は、熊川さんの人生を振り返りながらの対談とは重い内容かなと感じ

ていたのだが、実際の対談の内容は今の道民を元気づけるものであり、熊川さんの語

り口もとても聞きやすかった。内容はもちろん、理路整然と語る姿勢に共感できる視

聴者がとても多かったのではないか。今回の「北海道道」のテーマは、大きな試練を

乗り越えて生きていく熊川さんの姿勢を通して、新型コロナウイルスの影響下にある

道民をいかに勇気づけられるか、という点にあったと思う。２５分という短い番組で

熊川さんの人生や会社の経営を深く掘り下げていくのは難しかったとは思うが、番組

としての訴求力は非常にあり、テーマは十分達成されたのではないか。熊川さんのこ

とばはとても印象的で、私も非常に勇気づけられた。番組はまだ試行錯誤の段階だと

思うが、私たちの知らない北海道をこれからもどんどん視聴者に知らしめていってほ

しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  熊川さん自身が「芸術活動の源」、「その源になったのは幼い

頃育った北海道の自然の美しさ」とおっしゃっており、対談の

中でもその部分が一番盛り上がっていたので、番組ではそこを

核に構成した。一方で、大まかに「北海道」としてまとめてし
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まったところもあったかもしれない。また北海道の自然と熊川

さんのバレエとの関係についても、もう少し具体的にどのよう

な景色が影響しているのかなどについても触れられれば、さら

によくなったかもしれない。指摘は今後に生かしていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２２日(金)の北海道道「今こそ届け“スポーツの力”」を見た。北海道のプロ

野球チームについては、印象的な出来事がたくさんある年の中で、2009 年の新型イン

フルエンザに苦しめられた年を取り上げたのはタイムリーだと感じた。多くの選手が

新型インフルエンザの感染により離脱していく状況で、とにかく耐えて最終的にリー

グ優勝を成し遂げるという内容は今の状況と重なる部分があった。そのときの監督が

梨田昌孝さんであり、梨田さんのつぶやきどおりに試合が展開していくのは、とても

ドラマチックで震える内容だった。番組では新型コロナウイルスに感染し、長い入院

から回復したばかりの梨田さんの電話インタビューもあり、厳しい状況から回復され

て本当によかったと思った。同じく北海道のプロサッカーチームについても、全く波

に乗れなかった状況から試合後のサポーターの激しい抗議によって奮起し、ついにＪ

１昇格を成し遂げるという展開はドラマチックで、テンションが上がる内容だった。

スポーツに詳しくない方も楽しめて、それぞれのファンにとっては懐かしく感動がよ

みがえるであろう内容は元気が出て明るくなった。とても魅力的な番組だった。 

 

○  ５月２９日(金)の北海道スペシャル「どうする？“コロナ時代” ＃シラベルカ特

別編」(総合 後 7:30～8:41 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。生放送で、画面の右側にＳＮＳの

投稿が映し出されていたが、文字が小さく見づらく、ただライブ感を演出しているだ

けという印象だった。道民がどんな思いでいるか、それぞれの立場の人の問題点は分

かったが、生放送である必要があったのか疑問に思う。ゲストのコメントからも何か

新しいことを得られた気もしなかった。秋元克広札幌市長が出演しており、札幌市中

心の話題になるのはしかたがないが、各自治体ごとに対策や支援の違いがあると思う

ので、札幌市以外の各自治体ではどのような対策を執っているのかという情報も重要

だったのではないか。また、秋元市長が話をしているときのＢＧＭがとても違和感が

あった。このような番組は、冷静に情報を伝えることが大事であり、危機感をあおる

ような演出は不適切なのではないか。東川町の雇用に対しての取り組みなど非常に興

味深い内容もあったが、全体として危機感と不安感だけが残り、番組の内容が伝わら

ないという印象だった。大きく３つのテーマに分けていたが、内容を絞ったほうがよ

かったのではないか。 
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（ＮＨＫ側） 

  ＳＮＳで意見を募集する際に、いろいろな意見を言ってもら

いたいことと見やすいことのバランスを考えて、投稿は６０字

に制限するなど、寄せられた意見を番組の中で分かりやすく紹

介できるようにしたが、今後も改善できるように検討を続けて

いく。 

 

○  行政も経済も手探りで進んでいる中、視聴者にどのような不安や意見、怒りなどが

あるかを可視化して共有する場をメディアが作ることはタイミングとしてよかった。

その視聴者からのメールやＳＮＳの意見をどれだけ真剣に取り上げるのか、それが重

要だ。せっかく上げた声をきちんと取り合ってもらわないと意味がないが、番組では

野村優夫アナウンサーが視聴者の意見をもとに秋元市長に聞き直す場面もあり、対応

できていた。いろいろな不安が出ているのに対して、それなりの答えがある程度出て

いて、どこでどういうことが起きているのかというのが分かったような気がした。 

 

○  「シラベルカ」については、夕方のニュース番組の中の１コーナーでやるにはよく

ても、１時間以上の番組としては少し単調だった。また、画面もスタジオとリモート

のゲスト、コメントなどの文字情報などでごちゃごちゃしていて、それで集中力を妨

げられたように感じた。秋元札幌市長、教育評論家・法政大学名誉教授の尾木直樹さん、

リゾートホテルグループ代表の星野佳路さんが参加されていたが、番組は医療の話か

ら始まっていたので、できれば医療の専門家もこの場にいたほうがよかった。どの話

題も問題提起で終わっていて、番組としても若干残念だった。 

 

○  ６月１２日(金)の北海道道「密着 北海道医療センター～“コロナ専門病院”で何

が起きたのか～」を見た。第２波が来たとも言われている状況で、小型のアクション

カメラを装着しながらの医療行為は大変だったのではないか。感染症を専門とする病

院でも治療は手探りであり、相当な労力がかけられていることがよく分かった。また、

アビガンは投薬１日目に１８錠飲む必要があり、体力が低下している患者は飲み込め

ないケースがあるということも初めて知った。介助を必要とする高齢の患者には、看

護師が看護と介護を兼任していた。みずからも感染する可能性がある状況で、懸命に

治療に尽力している医療従事者には、賛辞と感謝の念を覚える。 

 

○  第２波が発生したと言われている時期に新型コロナウイルス対応に尽力した病院

を対象に取材した番組で、大変貴重な映像が多かった。それぞれの地域で感染の拡大

状況や深刻さは違うが、北海道の中でどういうことが起きているのかを視聴者が知る
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いい機会になった。特に介助が必要な高齢患者のケアは、想像を大きく上回る労力が

必要とされ、感染リスクだけではない部分でも非常に苦労していることがよく分かっ

た。「うちの病院は公的な使命を果たしてなんぼのもの」と話していた北海道医療セン

ターの菊地誠志院長のことばからも、医療従事者のきょうじが感じられ、非常に印象

深い番組だった。しかし、病院の経営が今年度５月までの累計で６億円近くの赤字に

転落する見通しだという情報は非常にインパクトが大きく、今後どのようにして解消

していけるのかとても気になった。以前の「北海道クローズアップ」では厚生労働省

が北海道の病床数削減を進めていることを取り上げていて衝撃を受けた。私たち一人

一人に感染しないよう気をつけましょうと呼びかけるのは分かるが、社会全体として

こういった問題をどういうふうに考えるのか。そこをこの番組の流れからもう少し問

題提起してもいいのではないかという印象を受けた。 

 

○  小型のアクションカメラの映像がひとつの記録映像として残るような内容だった。

多くの項目について取り上げていたが、とても分かりやすくうまくまとまっていた。

また、病院の赤字の問題に対する補足情報として、野村優夫アナウンサーは第２次補

正予算が成立した話をしていた。伝えるべき情報もしっかり伝えておりよかった。 

 

○  医療現場を小型のアクションカメラで撮影し、現場の大変さ、段階的に変化する状

況が分かった。第１波のときと違い、第２波は介助を必要とする人たちの入院が多く、

看護師が看護と介護を兼任している大変さがよく伝わってきた。また、病院の経営に

ついても、赤字の見込みになっているのは北海道医療センターだけではなく、ほかの

病院も同じような傾向だと思うので、その辺もデータとして見せてほしかった。以前

の「北海道クローズアップ」だったら、もっと深く掘り下げていたのではないだろう

かとも思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  北海道医療センターの取材は４月下旬から始め、患者たちが

治療を受ける病棟の感染症センターの撮影は、医師や看護師を

はじめ、病院全体に協力いただいた。「いかに現場がしれつな状

況にあるか、生の映像で伝えてほしい」という、菊地院長はじ

め病院全体の意見は本当に貴重なものだった。小型のアク

ションカメラを回収する際などは、医師の指導のもと、細心の

注意を払いながら安全に配慮して取材した。病院の経営面の問

題については、今後引き続き取材を進めていきたい。 

 

○  ５月３０日(土)のＥＴＶ特集選「７人の小さき探究者～変わりゆく世界の真ん中で
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～」を見た。全国に先駆けてｐ４ｃ(子どものための哲学)に取り組んできた気仙沼市

の小泉小学校６年生の７人の対話が映し出された大変貴重な記録だった。当時、宮城

県内に１人も感染者がいない状況で、明日から学校が一斉休校になるかもしれないと

告げられた子どもたちのやり場のない怒りや悲しみの姿は、ありのままの子どもたち

の姿を突きつけられた感じがした。なぜ子どもの意見は聞いてもらえなかったのかと

いう声や、休校中の子どもたちの無力さ、感情がまひした虚無感をまとった姿は、本

当に心を打つものがあった。子どもと一緒に課題に向き合う姿勢を大切にすることを

再確認できるすばらしい番組だった。教育・医療・福祉など、これまで経済最優先で

作られてきた社会が見落としてきたものを、このように番組として伝えてもらうこと

で子どもや教育のことなどを見つめ直すきっかけになったのではないかと感じた。 

 

○  ５月２１日(木)のこころの時代～宗教・人生～セレクション(３)「地の底の声 筑

豊・炭鉱に生きた女たち」(Ｅﾃﾚ 後 10:00～10:50)を見た。コロナの時代に見つめ直

したい問題を厳選したシリーズということで、興味を持って視聴した。大正から昭和

にかけて炭鉱で働いていた女性たちの話を聞き書きしていた井手川泰子さんが保存

しているカセットテープから、暗い地底で死と隣り合わせで働いていた女性たちの姿

をたどっていくという内容で、見ていて何度も涙があふれた。番組の終盤で炭鉱で生

きた女性たちの歌が紹介されていたが、腰巻き 1 枚での肉体労働、事故や死が身近な

環境、炭鉱の外の人たちからの差別、そういう苦しみで泣きたくなったときこそ歌っ

て楽しい気持ちに変えるという炭鉱の暮らしが、すでにこの世にはいない女性たちの

叫びとして伝わってきた。感情が揺さぶられる、とてもすばらしい番組だった。 

 

○  ６月７日(日)の「これでわかった！世界のいま」の問題になった動画を見た。ひと

つの演出として分かりやすく伝えようとしているのだと感じた。センシティブな問題

を報道するときに、気をつけなければならないということは当然だ。ただ、分かりや

すいように説明しようとした結果であると謝罪した上で、動画は削除しないといった

手はなかったのだろうか。 

 

○  人それぞれで多様性があるものなので、さまざまな意見があることはかまわない。

だが、ＳＮＳに上げられるようなことに関しては、放送する側として決して傲慢なイ

メージに取られないような放送をしてほしい。問題となった動画については、とても

安易なイメージで表現をしていたのではないか。黒人やほかの人種の人たちを表現す

るのに、ありきたりなイメージを持って放送するというのはやはり軽率だったのでは

ないか。 

 

○  今後どのようにＳＮＳとつきあっていくのか。今回のような場合に番組でどう取り
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上げるのか、その基準をどこに置くのかはとても大事な問題である。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回は番組のごく一部を切り取り、ＳＮＳで発信したところ

様々な批判をいただく結果となった。ＳＮＳとのつきあい方、

向き合い方を今後検討していく。 

 

○  ６月７日(日)のＢＳ１スペシャル「ヒグマを叱る男～完全版３６年の記録～」を見

た。漁師の大瀬初三郎さんが、人もヒグマも雄大な自然の一部という心情で自然と対

峙している姿は、同じ北海道でも私たちはなかなか目にすることができないものだっ

た。そして、映像美にも非常に感銘を受けた。アメリカの自然保護の権威である、国

際自然保護連合のピート・ランド博士の大瀬さんとの考え方との対比も非常に考えさ

せられた。今後、大瀬さん以外の人間がヒグマと共存することが可能だろうかと考え

させられた。評判どおりのすばらしい番組だった。 

 

○ 大瀬さんの人柄、ヒグマとの距離の取り方を詳しく見ることができた。北海道に

住んでいてもヒグマと遭遇することはめったにないので、ヒグマと共存している人が

いることを知るのは大事なことだと思う。高齢の大瀬さんが、今後番屋の維持をどう

していくのかという課題もあると思う。ＮＨＫでなければ、３６年間も１人の人物を

取材していく番組作りはできなかったと思う。今後も大自然の中で生きる人たちを取

り上げてもらいたい。 

 

○ 猟友会に支払う報酬の調整がつかず、ヒグマの駆除ができていない自治体もあると

聞く。このような状況においては、放送を控えるべきではなかったか。番組の完成度

と感動は確かにある。だが、放送を見て番屋まで行く人、またヒグマが近づいてきて

も脅せば回避できるだろうと思い込んでしまう人がいないとも限らないと思った。 

 

○ ６月１４日(日)の「函館発！オンラインでつながるラジオ」(ＦＭ 後 2:00～4:00 北

海道ﾌﾞﾛｯｸ)を聞いた。ゲスト全員がインターネットでリモート出演するというチャ

レンジングな番組で楽しみにしていた。ゲストも多彩で、さまざまな立場の方から、

さまざまな境遇に置かれていることを聞けたのは、非常に有意義だった。北海道に

住んでいる人、離れていても思いを寄せる人など、本当に多くの人々の思いが北海道

を作っているのだなと改めて感じることができた。ただし、リモートのタイムラグや

音がこもるという点は気になった。だが、リモートでもラジオ番組は十分成立すると

いう可能性も広げた番組だったと思う。今回は函館に話題が偏りがちになったが、北

海道各地で同じような取り組みがあれば地域がつながるきっかけ作りができると思
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う。今後にも期待したい。 

 

○ 「チコちゃんに叱られる！」の出演者の民放ラジオ番組での発言は不適切だったと

思う。ただ、深夜の生放送のラジオ番組で話したことが原因で、ここまで社会的に追

い詰められるのかと思った。ＮＨＫにはこの先、繊細な話題も怖がって触れないとい

う形ではなく、何がいいのか悪いのかということを深く議論する番組も制作してほし

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ５月の番組審議会で指摘いただいた、この問題を検証するよ

うな番組を制作するなどの対処のしかたがあったのではないか

という意見は、東京の制作部局に伝えた。外部の専門家も入れ

て議論したが、他社のラジオ番組での発言であったことから、

最終的にＮＨＫでは番組からのおことわりとコメントをつけて

放送するという結果になった。意見を共有して、今後に生かし

たい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ５月の番組審議会で意見のあった４月２３日(木)バリバラ

「バリバラ桜を見る会～バリアフリーと多様性の宴（うたげ）

～第一部」の再放送を差し替えた件についてお答えする。差し

替えて再放送したのは４月２日(木)に放送したバリバラ「新型

コロナ“自粛”検討会議」という回である。新型コロナウイル

スの感染状況を見た上で判断した。再放送することで、ＮＨＫ

プラスでの見逃し番組配信でさらに同番組を長く見られる環境

にもなるという判断だった。 

 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年５月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２０日(水)、ＮＨＫ札幌拠点放送局に

おいて、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「２０１９年度北海道地方向け放送番組の種別ごとの放送時間」

について、報告があった。 

続いて、北海道道「動物園から“癒やし動画”の贈り物」をはじめとして、放送番

組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、６月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があり、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  山下 徹也 （(株)グローバル経営センター 代表取締役専務） 

副委員長  蛭田亜紗子  (小説家） 

委  員  今村 江穂 （認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば 

  ぷれいおん・とかち 理事長） 

       桐生 宇優 （北雄ラッキー(株) 代表取締役社長） 

      倉本ひと恵 （オホーツクべーグル 代表） 

      齋藤 拓也 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 准教授） 

      佐々木良榮 （デザイナー、(有)良栄・ＰＬＡＮ 代表取締役） 

      成田 正夫 （ながぬま農業協同組合 代表理事組合長） 

      西村 卓也 （北海道新聞社 論説副主幹） 

船山 大介 （特定非営利活動法人 Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ 理事長） 

村田 博  （(株)村田商店 代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道道「動物園から“癒やし動画”の贈り物」 

(総合 ５月１５日(金))について＞ 

 

○  テレビをつけると新型コロナウイルスの話ばかりの中で、「コロナ疲れの皆さんに

癒やしの企画を」という冒頭のコメント通り、本当に癒やされた番組だった。全国の

動物園が動画配信をしていることは知っていたが、いろいろな趣向を凝らしているの

だなと感心した。動物による癒やしとは別に、飼育員の方が今の自分たちにできるこ
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とは何かということを考え、動画を作るために頑張っている姿を見て、私自身も勇気

づけられた。ただし、円山動物園園長の声が聞き取りづらいところがあり残念だった。

メインＭＣにタレントの鈴井貴之さんを起用したことについては、分かりやすく北海

道の魅力を紹介してくれることが期待できた。オープニングの映像や音楽も好感が持

てて、「北海道道」のコンセプトが伝わってくる番組だった。 

 

○  長期休業を余儀なくされた円山動物園の動画配信の取り組みを紹介していたが、動

物の管理という本来の仕事以外にも奮闘する様子がとても印象的だった。園長の話が

少し聞きづらかったが、休園中の予算繰りをどうするかなど、視聴者が応援できるこ

とは何かないのかという思いになった。園長は動物園の存続が地球にとって大事なの

だという話をされていたが、そのことについてもう少し詳しい、分かりやすい話が

あってもよかった。入場者あっての動物園で本来の役割が発揮できない中、現場の

方々がこのような形で動画を作っている活動の様子は見ていて励まされ、とても勇気

づけられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  園長の音声が聞き取りづらかったという指摘に関しては、マ

イクがうまく機能せず、結果的に聞き取りづらいところがあっ

た。指摘は真摯（しんし）に受け止めたい。「北海道道」は番組

のスタート時点から、コロナ禍での番組制作となっていて、し

ばらくはリモート出演や感染症対策を行ったうえでの制作が続

く。指摘を受け止め改善できるところは行っていきたい。 

 

○  自粛や休業要請などで経済状況が悪化しているなどネガティブなニュースが多い

中で、動物園の飼育員が毎日頑張っている姿を取り上げたことはタイムリーで、大変

心が温まりよかった。番組ではＳＮＳを通じて視聴者とやり取りができる形になって

いたが、視聴者のコメントがなかなかスムーズに反映されなくて、少しもどかしいと

ころもあった。参加型の番組は以前からよいと思っていたので、これからどのように

展開していくのか楽しみである。だが、鈴井さんの持ち味が番組では生かし切れてい

ないように感じたので、寄せられるコメントに対して返答する時間を設けるなどすれ

ば、もう少し番組に動きが出てくるのではないか。 

 

○ 単純に動物たちのかわいらしい動画を流すだけではなく、飼育員のみなさんが苦労

して動画を作っている様子を取り上げたことはよかった。コロナに関する情報ばかり

で、気持ちがめいってしまいがちな中、かわいらしい動物を見ると気持ちが和む。声

の聞き取りづらさなど、リモートでの生放送が大変であることが見て取れた。これか
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らコロナ禍のもとでどのような番組を作っていくのか、ＮＨＫのアイデアに期待して

いる。 

 

○ 家で自粛している中、動物たちに癒やしてもらえるとてもタイミングのよい番組

だった。ＳＮＳとの連携も、視聴者に興味を持ってもらうという意味においては大変

よい取り組みだと思う。しかし、番組全体としてはさらりと流れてしまった印象だ。

ふだんは見ることができない円山動物園で行われている飼育などの舞台裏や飼育員

の苦労は何となく分かったが、できればもう少し深掘りできたら、もっと引き込まれ

る内容になったのではないか。また、鈴井さん本来のキャラクターが生かし切れてい

ないのが残念だった。サブＭＣの多田萌加さんが笑顔で対応しており、しっかりと支

えている印象を受けた。 

 

○ 人と人との接触を極力抑えた中で、この番組が作られたということがよくわかった。

円山動物園の飼育員が動物園の裏側を見せてくれたことで、今までの動物園の見え方

とは違う楽しみ方を感じられた。飼育員の業務をしながら撮影も行い、どこをどう伝

えるかというのは大変な努力が必要だと思う。だが、動画でふだん見ることのできな

い動物の生態について学ぶことができてよかった。私たちもそれぞれの職場で、自分

たちでできることをやるべきだと思った。鈴井さんのメインＭＣへの起用は、北海道

の魅力を明るくユーモア満載に伝えてくれることが期待でき、これからも楽しみだ。 

 

○ 休園中の円山動物園の飼育員の努力や工夫で、ふだん見られない動物の様子やしぐ

さなどを見ることができてとても面白かった。コロナウイルスが動物にも感染すると

いう事例が報告されており、動物の体調管理や経費など、動物園がどのような状況に

置かれているのかも分かる内容になっていた。また、全員が現場に居合わせなくても、

息を合わせ、暗い雰囲気にならないようにはっきりと明るく伝えていくという基本的

な姿勢がとてもよかった。番組制作サイドと視聴者との間に鈴井さんと多田さんが入

ることで生まれるリズムがあるのだと、ここ数回の番組を見て感じた。多田さんの番

組に対する意気込みがよく伝わってきて、番組の雰囲気が固まりつつあると感じる。

これまでの「北海道クローズアップ」と比べて、情報量は減っているかもしれないが、

視聴者が無理せずついていけるペースになっている。 

 

○ 新型コロナウイルスに関連するニュースばかりの中で、今回の番組は一服の清涼剤

として安心して視聴できた。番組の制作にあたり、さまざまな制約がある中で、今で

きることを精いっぱいやっていることがうかがえた。動物園や水族館は公共性の高い

施設だと思うので、緊急事態宣言の解除後はそれらを応援するような番組も今後ある

といいのではないか。メインＭＣの鈴井さんは今後さらに鈴井さんらしさが出てくる
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のではと期待している。サブＭＣの多田さんの年齢やアイドルという肩書からは想像

できないほど落ち着いて司会をする姿に驚いた。スタジオの外に出てリポートする姿

などもぜひ見てみたい。また、これからの「北海道道」について、番組の方向性につ

いて何かイメージがあれば教えてほしい。 

 

○ 動物園とは一体何なのか、何のために動物園はあるのかということを考えながら見

た。動物を来た人に見てもらうというのが第一の目的で運営されていると思うので、

苦労して飼育しているのに誰も見に来てくれないという今の状況は相当つらいので

はないか。また、全国の動物園で個性を競い合うような状況の中、円山動物園の一番

の売りは何かということを知りたかった。メインＭＣの鈴井さんはこれまでの経歴で

ある程度キャラクターが確立している人なので、今までほかの番組で見せてきた姿を

継続していくのかが気になる。一方で、「北海道中ひざくりげ」や「北海道クローズ

アップ」などといったＮＨＫのアナウンサーや記者が伝えてきた番組との差別化をど

のように考えているのかを知りたい。今後どうやってＮＨＫの番組として定着させて

いくのか非常に期待している。 

 

○ コロナウイルスと全く違う明るい話題を持ってきてもしらじらしさを感じてしま

う状況下で、ちょうどよいバランスだった。リモート中継のもどかしさ、映像的な寂

しさを円山動物園のイメージキャラクターを出演させる工夫で盛り上げていたのは

とてもよかった。多田さんは新鮮な印象でかつしっかりとした安定感もあり、ぴった

りな人選だと思う。視聴者からのＳＮＳでは同じ方が繰り返し投稿している印象が

あった。瞬時に選ぶのは難しい作業だとは思うが、できるだけ違う人を取り上げたほ

うが、にぎやかな感じが出るのではないか。苦境の中でもできることから工夫して

行っている飼育員の姿に励まされたが、動物たちがどう過ごしているのかという話も

聞いてみたかった。ただ、「癒やし」というのは受け取る側が感じるもので、ＭＣの

２人が「癒やし、癒やし」と繰り返し言っていたのが少ししつこく感じた。 

 

○ 休園中の円山動物園の動物の様子を通して、人々と自然をつなぐ動物園という組織

がさまざまな苦労を背負いながらどのように生き残っていくか必死にもがいている

姿を見ることができた。番組の構成も非常に温かい視線で表現されており、心温まる

題材で大人も飽きさせない構成になっていた。今回のように、今まで当たり前であっ

た取材のしかたが、当たり前ではなくなってきている。一方で、今後新しい方向性を

試行錯誤する時期になっているのではないかとも思う。長く続いていく長寿番組に

なってもらいたいと思うので、これからもさまざまな挑戦をしてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  いただいた意見を参考に番組をブラッシュアップしていき

たい。番組の方向性についてだが、「北海道道」という番組はい

ろいろな角度から「北海道」というものを見ていくことを目指

しているので、報道番組のようなスタイルの回になることもあ

るだろう。多様なテーマを多様な演出で試していきたい。番組

ＭＣとともにチャレンジしていく。ＮＨＫの番組作りもこの状

況にどう適応していくかに直面しているので、今後も試行錯誤

を続けていく。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月２４日(金)の北海道道「流氷の海 秘密に迫る男～水中カメラマン・関勝則～」

を見た。関さんも初めて訪れた「流氷の墓場」が作る自然を美しい映像で見ることが

でき、生き物たちが共存している様を詳しく知ることができた。流氷は海を閉ざして

しまうという印象があったが、実は流氷に含まれるミネラル物質を求めていろいろな

生き物が来るということも知り、大変勉強になった。関さんのことばや撮影スタイル

は自然を大切にし、ありのままを美しく表現していてすばらしかった。ただ、番組が

短かったので、もっと長く映像が見られる番組も期待したい。北海道の自然について

共に知ろう、という番組のメッセージは、多くの人たちにも伝わったのではないか。

関さんが自宅からリモートで出演されており、カメラなどの機材も少し紹介されてい

たが、もっと自宅や機材の様子を映してくれたらよりリアリティーがあって楽しかっ

たのではないか。 

 

○  関さんは魅力がある方で興味深く視聴したが、２５分という時間ではもの足りなく

感じ、もっと話を聞きたかった。ただ、番組が生放送である以上、何かしらタイムリー

な要素が必要だと思うので、生放送のレギュラー番組で取り上げる内容なのだろうか

という疑問も残った。揺るがない雄大な海の映像には救われるところもあったが、一

方で現在の人間社会とつながるフックのようなものを表現できれば、番組により深み

が出てよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「流氷の墓場」という貴重な映像に重点を置いたため、関

さんの魅力を伝える部分が少ないと感じた方もいたかもしれな

い。しかし関さんの自然のありのままを撮影しようとする考え

方やそれを支える技術については、視聴者に伝わったのではな
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いか。 

 

○  ５月１５日(金)の「ほっとニュース北海道」を見た。秋元克広札幌市長がスタジオ

出演した回で、視聴者からの質問に答えていた。新型コロナウイルスの感染者に再陽

性反応があったという正確な情報を得られた。「ほっとニュース北海道」は道内の正

確な情報を得られる非常にいい番組だと感じた。それぞれの地域で商売をしている多

くの人たちが、営業自粛や休業をしながら耐えているということを今後もしっかり伝

えてほしい。 

 

○  「ほっとニュース北海道」をほぼ毎日見ている。新型コロナウイルスに関するＮＨ

Ｋの報道や情報の出し方は本当にしっかりしていると感じている。民放の番組やイン

ターネットの情報というのは地域の情報がとても少ないので、インターネットに勝る

情報を得ることができるのは地域ニュースだと実感している。また、ＮＨＫの新型コ

ロナウイルスに対しての番組での取り上げ方や情報の裏付けはしっかりなされてい

ると感じる。また、ＮＨＫのホームページに掲載されている特集ページも、使いやす

く作り込まれていると感じた。 

 

○ ３月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「“パンデミック”との闘い～感染拡大は封じ

込められるか～」(総合 後 9:00～10:05)を見た。政府の情報発信が少なく、はっき

りしない時期に、ＮＨＫは多くの人が知りたいと思っていることに応えていると感じ

た。厚生労働省の感染症対策専門家チームに密着取材をして、日本国内のコロナ対策

がどのような考えに基づいて、どのようなことを考慮して行われているのかというこ

とを明らかにしていた。 

 ４月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「新型コロナウイルス 瀬戸際の攻防～感染拡

大阻止 最前線からの報告～」(総合 後 9:00～10:04)を見た。専門家チームがどの

ように行政に助言をして働きかけていたのかを知ることができた。ただ、専門家チー

ムが伝えたことを政府がどう解釈しているのか、政府はどのように考えているのかが

全く明らかにならなかった。専門家の人たちが政治的な責任を過剰に負わされるよう

な印象も受けるので、政府がどのような役割を果たしているのかをもっとはっきり伝

えてほしいと感じた。 

 

○  ５月３日(日)のＮＨＫスペシャル「調査報告 クルーズ船～未知のウイルス 闘い

のカギ～」(総合 後 9:00～10:10)を見た。新型コロナウイルスの集団感染がおきる仕

組みを分かりやすく表現しており、なるほどと思うような実験が紹介されていた。感

染予防の観点からとても有益な情報を得られた、大変有意義な番組だった。 

 



7 

○  ５月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「新型コロナウイルス ビッグデータで闘う」

(総合 後 9:00～10:10)を見た。京都大学ｉＰＳ細胞研究所所長・教授の山中伸弥さん

が中心になって解説しており、日本を代表する各分野の専門家の生のコメントはとて

も説得力があった。不安をかきたてるだけではなく、急速に悪化するメカニズムなど

も図を使って分かりやすく説明されており、現状を冷静に受け止められた。それを見

たからといって不安が消えるわけではないが、研究者が冷静に考えを述べることや現

状を正確に伝えることが視聴者に冷静さを促すことにつながるのだと感じた。 

 

○  多くの人が今知りたいと思っている疑問を山中さんの目線を通じて、しっかり質問

していて、とても面白かった。また、新しい論文の情報をアップデートしていく取り

組みがずっと続いているのは、とてもいいことだと思う。ビッグデータの話なので疫

学的な話だけではなく、感染者の追跡といった人権にかかわる問題、政治にかかわる

問題、あるいは社会的なスティグマの問題も出てきていた。そんな中、北海道ではど

のような状況になるのか、この先どう考えていくのかということを見てみたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫスペシャル」では毎週新型コロナウイルス関連の内

容を放送している。新型コロナウイルスの実体を冷静にしっか

りと調べ、取材をして放送している。インターネットなどで不

確かな情報がひとり歩きしている状況もあるため、正確な情報

を流すことがＮＨＫの使命だと考えている。 

 

○  ４月１９日(日)のＮＨＫスペシャル「ヒグマと老漁師～世界遺産・知床を生きる～」

を見た。８４歳になる漁師の大瀬初三郎さんが知床半島のルシャにある作業小屋であ

る番屋でヒグマと近い距離で作業をしていた。年齢に関係なくまだまだ活躍されると

思うが、今は絶妙な距離感が保たれている関係が崩れないことを祈っている。 

 

○  これまでも何度か北海道ブロックで放送されてきた「ヒグマを叱る男」の全国放送

版で、過去に見た映像が多いにもかかわらず、とても引き込まれた。俳優の草刈正雄

さんのナレーションも合っていてとてもよかった。これまではヒグマがやせ細っても

決して餌を与えなかった大瀬さんが、ヒグマが餌を確保できるよう最低限の範囲で手

伝う姿は、かなりぎりぎりのことをされていて驚いた。餌を食べるヒグマを確認して

涙を見せていた大瀬さんに、ヒグマや自然への愛情だけではない深い信念も感じ、大

瀬さんが考える人間と自然との共存、人間とヒグマが同じ自然の恵みを分け合って生

きていく世界がはっきりその映像に表れていて印象的だった。 

 



8 

○  ４月２９日(水)のＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０８ ＪＦＫ暗殺 

前編」(総合 後 7:30～8:30)と５月２日(土)「未解決事件Ｆｉｌｅ．０８ ＪＦＫ暗

殺 後編」(総合 後 9:00～9:54)を見た。インターネットニュースの中に、ＮＨＫの

長期にわたる緻密な取材と、その取材を基に書かれた脚本によるドラマの紹介記事が

あった。ＮＨＫの番組とネットニュースの連動はおもしろく、番組制作の裏側を見る

ことができた。 

 

○  ＣＩＡの元幹部のインタビューもあり、非常に丁寧に取材をしており、しかも犯人

とされているオズワルドと日本との関わりや、旧ソ連との関係などをドラマ仕立てに

するなどして、非常にうまく制作されていたという印象を受けた。北海道にも北方領

土や民族共生といった深く掘り下げるべきテーマがあると思うので、こうした手法や

時間をかけた取材を通して作られた番組を見たい。 

 

○  ５月３日(日)の「赤い城 沖縄のこころ～首里城 再建の願い～」(総合 前 10:30

～11:10)を見た。沖縄県の人たちにとって首里城が焼け落ちてしまったことは非常に

ショックな出来事だろうと思うが､番組の中身よりも取材の手法が残念に感じた。「首

里城とは何か」という、ひと言では言い表せない質問は安易に思える。インタビュー

された方が答えている内容ではなくて、考える表情などの要素で、なんとか取材でき

ていたように映る。カメラを回しながら聞く手法は安易すぎると思う。 

 

○  ４月２３日(木)のバリバラ「バリバラ桜を見る会～バリアフリーと多様性の宴（う

たげ）～ 第一部」を見た。ふだんからこの番組を見ているが、障害のある方たちが

当事者として等身大の自分を表現しており、いつも驚きを持って見ている。この回は、

政権を批判しているように感じ度肝を抜かれた。ジャーナリストの伊藤詩織さんや川

崎市のヘイトスピーチ規制条例成立に尽力した崔江以子さんなどが出演されており、

過酷な体験から生み出された心の叫びのようなメッセージが胸を打った。また、それ

ぞれが対話しながら共感し合うという姿を見て、とてもいい番組だと思った。一方で、

再放送が直前に差し替えになったことが一部のＳＮＳで話題になっていた。「政権の

圧力に屈したのではないか」という声が高まっており、そのような批判を浴びるのは

非常に残念だ。 

 

○ 「チコちゃんに叱られる！」の出演者の民放ラジオ番組での失言に関して、番組降

板や謝罪を求める署名が広がっているようだが、一方で一部のＳＮＳ上では「その出

演者を起用して、女性の貧困問題やフェミニズムについて学べる番組を制作、放送し

てください」といった声もある。５月１５日（金）の番組末尾でお詫び告知がなされ

てはいたが、「チコちゃんに叱られる！」自体が問題を掘り下げていく番組であるの
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だから、失敗したことを断罪しないで、失敗から学ぶというプロセスを番組として見

せていくというのは、とても面白いアイデアではないかと思う。 

 

○ 「国会中継」について。検察庁法改正案の審議を行う国会中継をなぜＮＨＫが放送

しないのかという世論がとても大きくなっている。権力を監視して、視聴者の知る権

利に応えるということをどのように感じているのか聞きたい。 

 

○ ネット中継なら見られるが放送では見られないということが続くと、ＮＨＫが国会

中継を放送している意義や価値が薄れていくのではないか。インターネット環境がな

い人にもきちんと情報を届ける責任がＮＨＫにはあると思う。「権力の監視」「知る権

利を守る」という報道の基本にかかわることであり、ＮＨＫの信頼に直結する部分な

ので、国会中継は視聴者が納得できる方針のもとで行ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「バリバラ」、「チコちゃんに叱られる！」についての指摘に

ついては、直接の担当者がいないので、次回の番組審議会で説

明する。「国会中継」については、一定の原則のもとに放送し

ているが、いただいた意見はしっかり受け止める。 

 

○  新型コロナウイルス関連の報道における情報提供について。命にかかわる問題だけ

に、記者会見の生中継にも相当気を使っていたと思う。特に手話通訳については発言

者のすぐ横で行われたり、別カメラで撮ってワイプで対応するなど、実際にろう者の

方からも一定の評価の声を聞いた。一方で、手話を理解しない中途失聴者からは、改

善を求める声もあると聞いている。リアルタイムの字幕対応は課題も大きいのは承知

している。しかし今回の新型コロナウイルスに関する報道に伴う情報提供のあり方と

して、手話通訳、要約テロップ、字幕という３つのツールが、今後も改善しながら継

続されることを希望している。 

 

○ ＳＮＳやインターネットではさまざまな情報が交錯し、テレビでも危機感をあおる

ような報道が多い中で、何が真実でどういう判断をしなくてはいけないのかが非常に

分かりづらい時代になってきていると思う。物の見方はどの角度から見るかで変わっ

てくる。どう受け止めて判断するかは個人なので、公共放送として、日本に暮らす人々

の情報リテラシーを高めるような番組をＮＨＫには制作してもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  混とんとしている時代だからこそ、ＮＨＫに求められている
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役割の大きさを感じている。公平公正で多様な見方ができるよ

うに事実を伝えていくのが大前提だが、さらに本当に期待され

る公共放送像、公共メディア像を追求していきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 

番組審議会事務局 



 

４月北海道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１５日

(水)に予定していた北海道地方放送番組審議会は休会とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ札幌拠点放送局 番組審議会事務局 
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