
1 

平成２８年３月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、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「平成２８年度関東甲信越地方向け

地域放送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２８年

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

ｅｙｅ「絶品！東京リアルめし」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意

見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

   委 員      大 山  寛 （サンファーム・オオヤマ(有)取締役会長） 

      岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

野老真理子（大里綜合管理（株）代表取締役） 

      古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

      山口 晃平（(株)山口楼 専務取締役） 

         

 

 

（主な発言） 

 

＜金曜ｅｙｅ「絶品！東京リアルめし」（総合２月２６日(金)放送）について＞ 

 

○  タイトルが「絶品！東京リアルめし」だったが、どんな番組なのかが想像つかないま

ま見始めた。大きく４つのエピソードが紹介され、そこにごはんを絡ませる形の展開だった

が、食の部分よりも裏側にあるエピソードが大変重たく感じた。鹿児島から出てきてお笑い

芸人を目指している人やミャンマーの家族のエピソードなど、私たちが知らないだけで、日

本のあちこちに存在しているのだと思った。視聴しているうちに、ごはんの部分は頭の横の

ほうに行ってしまい、見終わったときにはエピソードのあまりの重さに疲れてしまった。そ
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れぞれが１５分、２０分という番組に仕立てても十分に持ちこたえるような内容だったと思

う。 

  ＮＰＯ法人Ｋｉｉｔｏｓの話は、その運営方法や課題は何かなど興味が湧いた。高島平団

地の日替わりごはんの話も興味深かった。高度成長期に大規模ニュータウンが複数建設され、

いずれ高齢者ばかりになってしまうだろうと当時も指摘されていたことが現実となっている

わけだが、番組でそこに足を運び、課題を紹介し、住んでいる人が考えたいろいろな知恵が

あると紹介してくれていたことは救いだったと思う。一方であらかじめ分かっていたことで

あり、政策面など社会全体の課題として解決しておくべきだとの思いを強くした。どのエピ

ソードも味わい深かったが、途中でもう少しうまくメリハリをつけてくれていればトータル

としては心地よかったかと思う。 

 

○  東京の現状を大きく４つのトピックに分け、食と空間を通し問題提起をしている

番組だと感じ、興味深く視聴した。２つ目は難民などを中心にした外国人居住者に

おける現状や未来への希望、３つ目は子ども食堂を通したネグレスト、子どもの貧

困問題や自立していく子どもの様子など、とても分かりやすく、重要な問題だと認

識することができた。４つ目の団地を通しての独居老人や少子高齢化問題は、現状

対策を含め、軽くではあったが施策の一環でこういった手法もあるという提案を見

せてくれた。日替わりで食品提供者が替わるということで、衛生面、管理責任は大

丈夫なのかと不安にはなったが、興味深かった。一方で、１つ目のお笑い芸人を目

指す人の苦労話は必要だったのかと思った。２つ目から４つ目は大変おもしろかっ

たが、１つ目のエピソードを見た段階では途中でチャンネルを替えていたと思う。

それぞれの話題の重みや視点がアンバランスだったのではないか。案内役の沢村一

樹さん、唐橋ユミさんは好印象で、見やすく、おもしろかっただけにもったいなく

感じた。タイトルも「絶品！」と付ける必要はあったのだろうか。番組のタイトル

も再考が必要だったと思う。番組としては大変おもしろかった。 

 

○  自身の活動と関わりが深い内容で、大変励まされたし、勇気をもらった番組だっ

た。“何をどう食べるのか”は重要なことであり、食が課題解決のきっかけになる

という取り上げ方は大変ありがたかった。教育番組として有効であり、いろいろな

課題を抱えている人たちに“食べることから始めてみよう”というメッセージを送

ることができてよかった。一方、４つの話をまとめて見るには長く感じ、そこに課

題があると思った。 

 

○  東京都内でひたむきに生きる人々の生活を支える料理を紹介していて、見応えが

あった。鹿児島出身の鬼塚翔さんの話は素直におもしろかった。少ない月収のなか、

祖母が送ってくれる豚の角煮を楽しみに、１日１日を必死に生き、お笑い芸人を目
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指して修行している若者の姿がよく伝わってきて、“リアルめし”が浮かび上がっ

た感じを受けた。ミャンマーのスィゥ夫妻の生活はわれわれの日常生活であまり見

られないもので、新宿界わいに３万 8,000 人もの外国人が居住している現実にも驚

いた。 “街角リアルめし”で紹介された台湾料理の十全大補湯は、１杯のコーヒー

を飲むような感じで供されていたのがよかった。ＮＰＯ法人のＫｉｉｔｏｓの話で

は、子どもの命を支えている“リアルめし”に驚いた。ニュースで時々見るものの、

私の周辺では貧困児童たちの現実を聞くことがなかったが、今回その存在を近くに

感じられた。Ｋｉｉｔｏｓには全国から支援物資が届いているそうだが、日本も捨

てたものではないと感じた。Ｋｉｉｔｏｓが支援している２人の例が紹介され、心

を開いたユウコさんの採用試験当日の食事の模様はまさに“リアルめし”だと思っ

た。また、かつてＫｉｉｔｏｓに通っていたリュウさんが、成人の日にＫｉｉｔｏ

ｓを訪ね、支えてくれたお礼を伝える姿は本当に頼もしかった。子どもたちにとっ

て、Ｋｉｉｔｏｓの存在がそんなにも大きいということを教えてくれた。“リアル

めし”が子どもたちのエネルギーを引き出しているという終わり方もよく、見応え

があった。高島平団地でのＮＰＯ法人の取り組みは、素人っぽいが、逆にそれが“リ

アルめし”だと感じ、高齢者の生き方や食の問題を考えさせられた。 

  案内人の沢村さんはコミュニティーの中に自然と入り込んでいて、あまり表に出

ず、大変素直なよい役割だった。 

  食を中心としたバリエーションのある番組に仕上がっており、いかにも作ったと

いう傾向の強い番組が多い中、大変好感が持てた。 近は健康や病気に関する番組

が大変多いが、逆に自分も病気ではないかと精神的にストレスを感じることもある。

以前放送していたＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙 人体」は画像がとてもよく印

象に残っているが、今後も国民の健康という大きな枠で考えるテレビの役割は大き

く、人体と食は大きな問題で、生きている限り続く。「金曜ｅｙｅ」でこれだけま

とめてくれたのは大変よかったと思う。 

 

○  近の日本の社会問題に切り込んだ番組だという印象を受けた。鹿児島出身のお

笑い芸人を目指す若者の話は、故郷と離れていてもおばあちゃんと孫という家族の

絆が存在していることが感動的だった。ミャンマーの難民の話も、親が持つ祖国や

食に対する気持ちと日本で生まれた子どもたちの気持ちの違いなど、うまく切り

込んでいたと思った。子ども食堂にはかなりの衝撃を受けた。私は地方に住んでい

るが、家族で一緒に食事をしない子どもたちがいるとは全く想像していなかった。

地方でも核家族化がだいぶ進み、家族が一堂に会し食事をする場面は少なくなって

いるが、それでも１日１回は家族一緒に食事をとる。将来の日本を考えたときに、

人間教育について考えさせる取り上げ方で関心を持った。高島平団地での話も日本

の高齢化という社会問題だと思う。地域の中に溶け込む“リアルめし”をテーマに、
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お互いに価格の安いランチを提供するという形でつながる様子がうまく表現でき

ていた。東京都内で地域とのコミュニケーションやつながりが少なくなっていると

いう問題も、積極的にこうした場に参加することで解決すると思った。このテーマ

で１時間以上の番組ではかなり重たいという気がした。社会問題を食とうまくつな

げながら表現しており、違った意味での番組を作れる可能性も十分にあると思った。

途中で「自立への大いなる一歩は満足なる胃にあり」と格言的な紹介もあってよ

かったと思う。外食やコンビニ弁当で済ませ家庭で料理をしないという話もよく聞

くが、健全な体や精神をつくるにはきちんとした食事が重要であるということは、

これからも大きなテーマになると感じた。現代の社会問題を食というテーマでうま

く切り込んだ番組だったと思う。 

 

○  食の持つパワーを感じる番組だった。食が、若者の夢を支え、子どもが背負う環

境の苦しみから解放させ、遠いミャンマーという故郷への思い、人生の生きがいに

つながり、視聴している人たちの心も温かく満たしてくれるよい番組だった。 

  唐橋さんのソフトな問いかけと沢村さんの率直な語りも番組を引き立てるスパ

イスとしてぴったりだったと思う。印象的だったのが本人を取り上げるだけではな

く、本人を支える家族、友人、仕事仲間との関わりもしっかりと取材していたこと

だ。そのことで深みが生まれ、見ていて引き込まれた。鬼塚さんと祖母、お笑いラ

イブを主催している向井智美さん、ミャンマー家族の娘のチョモさん、Ｋｉｉｔｏ

ｓの白旗眞生さんとユウコさん、高島平団地の内田卓さんと野毛靖恵さんのように、

多くの人が食とどう向き合っているのかを丁寧に紹介していたのはよい構成だっ

た。 

  気になったのは、唐橋さんが番組の始めに「案内役ではなく、お供です」といっ

た立ち位置と、番組特製ガイドブックの紹介がそのときだけだったことだ。その後

はガイドブックを活用する展開ではなく、中途半端な演出だと感じた。番組全体を

通じて、随所にこのガイドブックではこんな紹介があるので行ってみようという展

開であれば、ガイドブックを出した意味もあっただろうし、唐橋さんが「お供です」

と言っている意味も分かりやすかったと思った。 

 

○  家族で一緒に食卓を囲む家族モデルの崩壊や高齢化により増加する単身者たち、

地域でのコミュニケーションのあり方など、特に都市部におけるさまざまな課題を

模索する実験、実践を紹介した番組という意味ではおもしろいと思った。 

  番組のタイトルについて、“リアルめし”が何を指すのかよく分からなかった。

また、“絶品”ということばから、グルメ番組かと思ったがそうではなかった。課

題を踏まえ、丁寧に取材を重ねている内容とタイトルがかい離していると思う。番

組が完成してからタイトルを再考してほしい。また、番組の時間も長いのではない
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かと思う。「ＮＨＫスペシャル」も通常は５０分ぐらいだ。７３分というのはどう

いう位置づけか分からないが、集中して視聴するには長いという気がする。今回の

内容ならばいくつかに分け、６０分の番組にしていれば途中でチャンネルを替えよ

うと思わなかったかもしれない。夜７時半から家族一緒に視聴する場合、テーマが

複数出てくると皆が集中して視聴するのは難しいと思う。時間帯的に集中しての視

聴が難しいという前提で、途中で気持ちを新たに見直すような構成を考えたほうが

よいかもしれないと思った。番組の内容はすばらしいと思ったが、時間帯、対象を

考えるとこの枠、このテーマでよいのか疑問に思った。内容がよいだけに再考し、

違うあり方があるとよいと思った。 

 

○  番組の長さはあまり気にならない、ＮＨＫらしい番組だと思った。特に印象に

残ったのは 初の鬼塚さんのところで出てきた向井さんのチンジャオロースの話

だ。３つ目のＫｉｉｔｏｓの話では、大人の都合で子どもの置かれている状況が感

じられたし、４つ目の高島平団地の話ではコミュニティーの弱体化、老人の孤独死

問題など社会問題に通ずることを感じ、深く考えさせられる内容だった。番組では

そういった深い問題をストレートに伝えず、“リアルめし”に包んで視聴者に届け

ようという工夫が見られ、制作側の意図としてはよかったと思う。一方で、鬼塚さん

のエピソードがほかの３つに比べると若干物足りない感じがした。ほかの話と放送

時間は同程度にもかかわらず、やたらと長く感じ、退屈と言うと語弊があるが、視

聴者は魅力をあまり感じなかったのではないかと思う。そのために途中でチャンネ

ルを替える人がいたとしたら残念だ。 

  また、番組の構成も一部疑問が残った。唐橋さんが冒頭で「ただのグルメ番組で

はありません」とコメントをしたが、そもそもグルメ番組ではないと思う。番組特

製ガイドブックは出てくるが、途中までで、高島平ではガイドブックすら持ってい

なかった。ドキュメント番組なのか、バラエティー的な情報番組なのか、制作者側

に迷いがあったのではないか。同様に、ＶＴＲを流す際に右上に小さい画面で沢村

さんなどの表情を映していたが、シリアスな内容のためリアクションがあまりなく、

視聴者に伝わるものがなかったと思う。逆に、視聴者の集中を妨げている恐れもあ

り、必要だったのかという気がした。今回の内容であれば、ＮＨＫらしいドキュメン

ト番組として作ったほうが番組全体としてよかったのでないか。 

  沢村さんは鬼塚さんと同じ鹿児島出身で、沢村さんの“リアルめし”であるお弁

当の話も紹介されて、よい人選だったと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  本当はドキュメント番組として制作したかったが、金曜日

の夜の放送であり、視聴者にとって見やすくするための工夫
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をいろいろしてみたが、うまく行かなかったという感じがし

た。いただいたご意見はなるほどというものばかりだった。

どういう形で次の番組に生かすのか、内容について評価をい

ただいているところもあるため、次にうまく展開できる形を

探っていきたい。ありがとうございました。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月５日(土)のＮＨＫスペシャル「“原発避難”７日間の記録～福島で何が起き

ていたのか～」を見た。東日本大震災関連では、５年たった今だから言えるという

番組はあると思うが、６年、１０年たったから言えること、分析できる新事実につ

いてもそのつど追っていってほしい。事実の体験はできないが、映像の力で追体験

することは必要だ。放射性物質の拡散などは当然のこととして、風評被害も含め日

本中が被害に遭っている。危機を共有する意味で今回の集中的な番組編成はよかっ

たと思う。今回は震災関連の番組の多さから５年目の総決算なのかとも思ったが、

これからも引き続き取り組んでほしい。 

 

○  ３月６日(日)のＮＨＫスペシャル「被曝（ひばく）の森～原発事故 ５年目の記

録～」(総合 後 9:00～9:58)はよい内容だった。健康被害については甲状腺の話を

よく聞くが、本当に何が起こっているのかは今まであまり取り上げられていない。

ホットスポット、避難区域にいる野生動物の問題をしっかり取り上げており、イノ

シシにカメラを付け、撮影された映像は新鮮で、刺激を受け、理解も進んだ。放射

線の影響についてはまだサンプルが少ないと感じた。サンプルの少ないこと自体が

問題であり、もっとサンプルを集めたほうがよいと思った。チェルノブイリでの問

題も取り上げられていたが、日本でも継続的に取り上げていってほしい。 

 

○  ３月１０日(木)のＮＨＫスペシャル「風の電話～残された人々の声～」(総合 後

10:00～10:49)は、感動した。「３．１１」で亡くなった人と心を通わせる場である

電話ボックスの中で、遺族から亡き人へのモノローグ、心の内や叫びを風に乗せ語

る姿に哀切を感じた。１台の電話ボックスを中心に紹介した優れた番組だったと思

う。心情、気持ちを映像にすることは難しいが、東日本大震災の被災者たちの心を

映像化し、訴えるものがあった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「風の電話～残された人々の声～」は、家を流された、家族を

失った、働き手の父親を失ったなど、被災状況が１人１人違う中で、５年が経過し
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風の電話でやっとことばに出せるようになった様子を見て、１人１人の思いがいま

だにとても大きいことが伝わってきた。 

 

○  東日本大震災から５年の関連番組が「３．１１」の前から放送されていたが、取

り上げる被災地に偏りがなく、数多く紹介していたという印象だ。３月１１日(金)

のＮＨＫスペシャル「私を襲った津波～その時 何が起きたのか～」(総合 後 8:00

～8:43)は印象的だった。ともすると５年で何が変わったのか、何ができたのかを

検証する番組が多くなるが、この番組は具体的に防災に直接影響する番組だったと

思う。スーパーコンピューター“京”を使って、釜石市の皆さんの証言をもとに再

現された津波が町を襲う様子は、臨場感もあり、改めてＮＨＫの持つ映像技術はす

ばらしいと思った。科学的な知見で、どのように人が津波にのまれ亡くなるのか、

“溺死”ということばだけでは計り知れない津波の真の恐ろしさを解明していたと

思う。津波からの避難が重要であり、潮位が３０センチでも 100 キロぐらいのエネ

ルギーで襲ってくることなど、南海トラフを含め、津波発生の危険性が指摘されて

いる地域における防災教育の教材にこの番組は適していると思う。番組を放送した

らおしまいではなく、防災教育の教材として編集し活用する取り組みもしていって

ほしいと思うぐらいの内容だった。 

 

○  東日本大震災から５年に関連した番組について、ＮＨＫでは多岐にわたって、数

多くの被災地について取り上げ発信してくれた。私自身もこの５年間で何度も東北

に通い続けており、被災地の今を見ることができて、うれしかったし、しっかりと

５年間を振り返ることもできた。石巻市の大川小学校で生き残った子どもへのイン

タビュー、気になっていた閖上地域、たくさんの仮設住宅、その周辺が取り上げら

れ、何を見ても当事者になることができて励まされた。特に３月１３日(日)のＮＨ

Ｋスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」(総合 後 9:00～10:29)は、

心情としては見たくなかったが、しっかりと見ておかねばと身につまされる思いで

視聴した。吉田昌郎所長の苦悩と決断を真正面から受け止めることができた。制作

することが難しい番組だったと思うが、真っ正面から作ってくれたことに感謝して

いる。ただ私が知っている、それぞれの現場で５年間頑張り続けている人たちや、

その人たちの嘆き、感じている課題が取り上げられなかったのは少し残念だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」は、津波や、水素爆発

のシーンがＣＧで表現されリアルに見ることができ、現場での動揺や決断、困難な

状況が伝わってきた。１号機、３号機の水素爆発で放射性物質が風に乗って関東近

郊、東北に流れていったことが解説され、近隣地域の大変な状況もよく分かった。

原子炉が爆発するのではないかという危機の中で「この原子炉が爆発したら東日本
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は壊滅する」ということばがあった。前にもニュースで見たが、番組で見て本当に

そういうことの起きる恐れが十分あったということがよく分かった。時間を追って

いろいろな立場で見ていくと、いかに大きな問題であったかと思う。津波予報や、

水素爆発についての 初の官邸からの説明など、もっと正確な情報がいち早く出て

いればいろいろな事態が変わったかもしれないと感じた。原発の再稼働が始まって

いるが、想定外のできごとがこれからも起こる可能性はあり、これを機に情報のあ

り方を検討する必要があると感じた。 

  今回の一連の番組を通し、宮城、岩手は復興がだいぶ進んできたと感じたが、福

島はまだまだだ。これからも丁寧な取材、情報発信が必要だと強く感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」は臨場感があり、リア

リティも追求されていて、恐怖が伝わってくるよい番組だった。解説のＣＧも原子

炉の中のことがよく伝わってきたし、合成の映像もよくできていた。再現ドラマの

出演者の演技もすばらしかったと思う。 

  東日本大震災関連の「ＮＨＫスペシャル」はひととおり見たが、今回いちばんよ

かったのは「ＮＨＫスペシャル」ではなく、３月５日(土)のニッポン人のギモン「震

災５年・福島第一原発」(総合 前 10:30～11:19)だ。原発を５年間追い続けた水野

倫之解説委員がメインで解説していたが、視聴者にとって漠然とした知識しかない

事柄をうまく解説していた。 初に放射能、放射線、放射性物質は何が違うのかに

ついて、物理的にしっかりと用語解説していた。ＮＨＫの番組でも、混同している

番組がまだあると思う。正確な用語の使用をお願いしたい。廃炉、汚染水、原発の

ごみ、除染など満遍なく取り上げていた。原発の問題は、知識がないために漠然と

した恐怖につながっている面も少なからずあると思うので、正しい知識や状況を伝

える大事な番組だと思う。国民が知りたい疑問はかなり取り上げていたが、汚染水

の問題をもっと取り上げてもらいたかった。現状については説明があったが、凍土

壁はその後どうなったのか、そもそも汚染水が出ていること自体の話や、本当に終

息しているのかなど、国民が疑問に感じていることをもう少し解説してほしかった。

再稼働について、反対派は生理的な嫌悪感で感情的に反対しているイメージがあっ

た。賛成派は論理的に反論し、両者が全くかみ合っていないのが現状かと思うが、

正確な情報を伝え、客観的に伝えることは大事だ。再稼働の新しい基準、安全性に

ついていろいろな解説をしていたが、“そもそも必要なのか”という議論がなかっ

た。汚染水のタンクを１つ 1,000 万円かけて作っても２、３日であふれるという話

もあったが、膨大なコストをかけていることが伝わる話だと思う。今は石油以外の

いろいろなエネルギーの選択肢がある。そういう事情も踏まえたうえで再稼働をど

う捉えるべきかという視点で深掘りしてほしかった。一般的に考えると経営学的な

サンクコスト(埋没費用)、今までかけてきた費用があるため、やめることができな
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いという呪縛に陥っているのでないかという疑問も日本人の疑問としてはあると

思う。その点については客観的に解説してほしかった。 

 

○  東日本大震災から５年の関連番組について、ＮＨＫは真っ正面からたくさん取り

上げてくれた。３月１０日(木)英雄たちの選択「大津波から村を守れ！～三陸海岸

の村長の決断～」は、司会の磯田道史さんが岩手県普代村を訪ね、紹介していると

ころが説得力があり、印象に残った。 

 

○  東日本大震災から５年の関連番組で、ＮＨＫは「ＮＨＫニュース おはよう日本」、

「ＮＨＫニュース７」「ニュースウオッチ９」などで、キャスターが現地に出向い

て取材・報告していたため、伝わるものが多かった。「クローズアップ現代」の国

谷裕子キャスターも現地に入り、気仙沼の中学校を取材し、友人を亡くすなど心の

傷を負った若い世代をどう癒やしていくのかを現場からうまく伝えていた。 

 

○  ３月１０日(木)の「震災から５年～ラジオが果たす役割とは」(ラジオ第１ 後

9:05～9:55)では、あの日ラジオができた役割についてさまざまな話がされた。ラ

ジオは持ち運びが可能なため、刻々と変わる津波警報の情報を入手することができ、

それで命が救われた方もいる。被災生活の中では、ラジオから人の声が聞こえる安

心感、眠れないときの安らぎの効果など、多くのラジオの特性が挙げられた。災害

時に情報を得る手段としてラジオを活用する人が も多いという調査結果もあり、

災害時にラジオの果たす役割は大きい。一方でラジオのリスナーが減ってきている

という課題もある。ラジオの魅力については、ラジオを聴いていない人に伝えなけ

れば広がりは生まれない。災害時にラジオの果たす役割の重要性についてテレビで

も取り上げてほしい。また、子どもたちにラジオの魅力に気づいてもらうためにも、

朝の時間帯にはＥテレのような子ども向けのラジオ番組が、夜間子どもが寝る時間

には、聞きながら眠れるような昔話や民話の朗読など、ラジオの特性を生かした子

ども番組があってもよいと思う。 

 

○  東日本大震災関連番組が多く放送されたが、被災地や被災地に近い県からすると、

あまり見たくないというのが正直な気持ちだ。いまだに農業、漁業、観光業は風評

被害に遭っている方がたくさんいる。当時の映像が取り上げられ拡散されていくと、

必然的に風評被害につながっている場合がある。伝えることは重要だが、当事者で

ある県においてはまだつらいものがあると思う。 

 

○  東日本大震災関連で多くの番組を視聴したが、ＮＨＫのウェブサイト「ＮＨＫ東

日本大震災アーカイブス～証言ｗｅｂドキュメント～」を見たところ、当時の
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ニュース映像をそのまま掲載しており驚いた。津波や原発のニュースを見たが、当

時の臨場感、緊張感、それに裏づけられた不安がよみがえるようだった。当時はそ

れがほぼ唯一の情報源であり、震災が視聴者にどう伝わったのかを追体験できる貴

重なウェブサイトだと思った。映像を見ると、当時は津波や火災、原発の状況が全

く分からなかったのだと改めて思い起こされた。当時それだけの情報でどう動けた

かを振り返る材料としても貴重だと思った。当時の放送の記録を広範に公開して

いってほしい。通常の編成に戻る前までの何日間分かを全部掲載してほしいと思う

ぐらいだ。 

 

○  放送９０年大河ファンタジー「精霊の守り人」について、放送までのカウントダ

ウン番組や、放送直前スペシャル、「あさイチ」でも出演者の高島礼子さんをゲス

トに迎えるなど、本当に力を入れて宣伝していると思う。一緒に見ていた家族も

初は興味がなかったのに繰り返し宣伝を見て、興味を持ち始めており、ＮＨＫの意

図が伝わっていると思う。私も放送を楽しみにしている。 

 

○  木曜時代劇「ちかえもん」は、「曽根崎心中」を書いたころの近松門左衛門をド

ラマにしていたが、関西弁で現代風にアレンジするなど、上手に盛り上げていた。

人形浄瑠璃の世界は、関東人には分かりにくいが、現代風の音楽や演出がよかった。

松尾スズキさんの近松役がなかなかうまく、大阪弁もきれいだった。竹本義太夫役

の北村有起哉さんの義太夫語りもおもしろかった。時代劇を新しく現代風に見せて

いて、毎週見るのが楽しみだった。 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」は高い視聴率のまま終わりそうでよかった。次の

日もまた見たくなるような演出もさることながら、毎回朝の番組らしく次に希望が

つながるような終わり方で、上手に構成されていると思う。配役も、ありそうなキャ

ラクターの方をうまく配置し、組み合わせていることで、それぞれにファンが生ま

れ、引きつけるあたりも巧みだったと思う。あさ役の波瑠さん、新次郎役の玉木宏

さんも上手に演じているが、はつ役の宮﨑あおいさんは本当にすばらしく、ほんの

わずかな立ち居振る舞い、ちょっとした表情の作り方も見事で、いつも感心してい

る。脇を固めている方々もそれぞれよい個性が出ている。時代考証もきちんとして

おり、衣装もそれぞれ個性を持たせ、うまくイメージを作り、時々に応じたものが

出てきて、楽しみながら見ている。１点、先日の放送で気になったのは、囲碁の

シーンで、「囲碁を指す」というセリフがあった。当時でも「囲碁を打つ」ではな

いかと思う。そんなささいなことを指摘するぐらいで、あとは半年間大変楽しく視

聴した。明るい１日を作るのに「連続テレビ小説」は大きな役割を果たしたと思う。

終わってしまうのが残念だ。 
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（ＮＨＫ側） 

  連続テレビ小説「あさが来た」の囲碁のシーンについては、

放送のすぐ後に視聴者から複数の指摘をいただいた。現場に

その情報を伝え、制作上の誤りであったことが分かった。電

話をいただいた視聴者にはその旨を伝えている。 

 

○  台本では「打つ」となっていて、役者が言い間違えたのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  台本が間違っていたとのことだ。大変失礼いたしました。

該当部分については修正を行う予定だ。 

 

○  ２月２２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「“ 後の職人”～ニッポン

を支える男たち～」はよかった。こういう人たちがいなくなると技術も消えてしま

う。この番組を見て後継者が現れればよいと思いながら視聴した。 高の技術で

高のものを残そうとする心意気、本当の職人の姿が強く印象に残った。 

 

○  ３月５日(土)の名曲アルバム「琵琶湖周航の歌」をたまたま見た。普段はクラシッ

クが多い印象だったため、驚いた。映像もすばらしく、解説のテロップがとてもう

まく練り込まれていて、５分に凝縮されたよい時間を過ごしたという思いになった。

「琵琶湖周航の歌」の歴史やいきさつをしっかりとしたストーリーにし、現場の映

像と解説で紹介し、歌に対する思いがよく分かった。ほかの「名曲アルバム」もしっ

かり見てみようと思った。 

 

○  ２月２８日(日)の新世代が解く！ニッポンのジレンマ「競争と共生のジレンマ～

反響編～」は、1975 年以降に生まれた人しかスタジオに入れないというしつらえ

がよいと思った。若い世代の論客や立場の違う人たちが議論していると共感を呼ぶ

し、同じような意見も違う角度から言っているだけではないかということも見えて

きて、なかなか興味深かった。かなりスリリングな議論もあったが、青井実アナウン

サーが頑張ってさばいていた。１８歳選挙権などは、今後議論しなければならない

し、議論を上手に行うこと、反対の意見も聞き、自分の意見を主張するということ

も必要だ。そういう意味でも注目している。 

 

○  ３月４日(金)のロイヤル・アカデミー 音楽白熱教室第２回「社交の時代の音楽

～モーツァルト～」と１１日(金)の第３回「個人の時代の音楽～ベートーベン～」
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を見た。イギリス王立音楽院での講義は、これまでの「白熱教室」と違い、講師が

モーツァルトやベートーベンのどこがすごいかを、ピアノなど実演を交えながら

語っており、日本にはない番組だと思った。 

 

○  世界中の過酷なサバイバルレースを紹介する「ＧＲＥＡＴ ＲＡＣＥ～グレート

レース～」を見た。 近では１月１０日(日)「絶景！アルプス大激走～イタリア・

トルデジアン３３０ｋｍ～」(ＢＳ１ 後 7:00～8:49)と１月１７日(日)の「大草原

を疾走せよ～モンゴル９００ｋｍ～」(ＢＳ１ 後 7:00～8:49)、２月７日(日)の「炎

熱のジャングル アマゾン２６０ｋｍ大走破」(ＢＳ１ 後 7:00～8:49)など、毎回

その壮絶さに驚かされている。人間の極限状態を毎回伝えるこのような番組がかつ

てあっただろうかと思う。見るたびに感動に浸っているが、番組が単に順位を追う

のでなく、参加選手のバックグラウンドにも踏み込み、深い人間模様を投影させて

制作しているからだと思う。番組で初めて見たフランス人でもつい親身になって応

援してしまう。山岳地帯や砂漠地帯など撮影がきわめて困難だろうと思うが、これ

からも世界の過酷なサバイバルレースや選手たちを紹介してほしいと願っている。

２時間ぐらいの長時間番組だが、途中で「ＢＳニュース」を挟んで後半に続くので

まったく飽きることはない。この時間で制作していってほしい。 

 

○  ３月１７日（木）の本当にあった幸せ物語「もう一度、会いたい～亡き夫の人生

を追って～」(ＢＳ１ 後 9:00～9:49)を見た。亡くなった夫の人生について、妻が

追いかけていくドキュメンタリーだったが、「ファミリーヒストリー」風のしつら

えに感じた。夫の知人、友人たちがかなり深いことばを発していて、ドラマとして

も見られると同時に、家族の歴史をひも解くおもしろさもあった。ドキュメンタ

リーの手法にはいろいろあると思うが、こういった手法で見せてくれると、自分に

身近な問題として見られると思う。よい手法だった。 

 

○  「新日本風土記」では、２月２５日(木)の「祖谷 大歩危」、２月１１日(木)の

「雪の夜」、２月２６日(金）の「高千穂」とすばらしいラインナップだった。「祖

谷 大歩危」では山岳地帯に住む方々の日々の暮らしを情感たっぷりに紹介してい

た。「雪の夜」では全国各地の雪にまつわる風土をしんみりと深く紹介していた。

「高千穂」では神々しい高千穂の神楽、景色をクローズアップするとともに、少年

が神楽の舞い手になる姿を温かく映し出していた。「新日本風土記」の貴重さ、重

要さは毎回感じているが、今回のセレクションを含めたラインナップは秀逸で、至

福の時間だった。 

 

○  ３月５日(土)のザ・プレミアム「ガウディの遺言～サグラダ・ファミリア１００
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年の夢～」は見応えがあった。スーパーハイビジョンで撮影されたそうだが、とに

かく映像がきれいだった。外尾悦郎さんはガウディに魅せられ、ファサードの１５

体の天使像を造られた人だが、その紹介も大変よかった。俳優が案内役を務めてい

たが、もう少しサグラダ・ファミリアやガウディのすごさを深くえぐってほしかっ

た。 

 

○  ザ・プレミアム「ガウディの遺言～サグラダ・ファミリア１００年の夢～」の後

半を見た。ガウディの建築は巨大な楽器となる構造だということで、 後にコン

サートが行われ、フォーレの「レクイエム」が演奏された。通常、番組の中でコン

サートの模様が紹介される場合は、１、２分だけ演奏が流されるもののその後ナ

レーションがかぶり、せっかくの音楽がＢＧＭ扱いになってしまうことが多いが、

本番組では１曲分ほぼカットなしに放送されていたことが素晴らしかった。教会の

中の映像も実に美しく、８Ｋで収録されているため音質も大変よかった。将来８Ｋ

が家庭で視聴できる環境が整えば楽しめると思った。クラシック音楽がテレビで家

庭に届けられるチャンスはあまりないが、こういった映像を５分程度でも放送して

もらえれば音楽を聴いてもらえると思う。深夜などにオペラやクラシック音楽を放

送していることが多いが、普通の時間帯でもそのすばらしさを伝えてほしい。この

番組はそういういった意味でちょうどよい構成だった。 

 

○  スーパーハイビジョンの試験放送が始まるという報道があった。事実関係の詳細

は分からないが、その報道で録画ができなくなるということが伝えられていた。映

画や音楽など商業価値のあるコンテンツの権利関係や、民放についてはＣＭの問題

から録画禁止という話になるのではないかと懸念を持った。しかし録画禁止になる

と今以上に番組が視聴者に届きづらくなるのではないか。環境が変わることで、視

聴者に番組が届きづらくなるということは、コンテンツ側にとっても残念なことで

はないか。スーパーハイビジョンで放送できる番組は順を追って拡大していき、い

ずれはかなり普及すると思う。少なくとも、今録画で視聴できるものについては現

状の視聴環境を維持してほしい。すべての番組がスーパーハイビジョンである必要

はなく、ハイビジョンの画質、音質で十分なコンテンツはたくさんあると思う。例

えば、スーパーハイビジョンであれば、ダウングレードしないと録画できないよう

な仕組みができるとよいと思う。すばらしいコンテンツを少しでも多くの人に届け

るために検討していってほしい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２８年２月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１９日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２８年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について報告があった。引き続き、「平成２８年度関東甲信越地方向け地域放送番組編

集計画（案）」の諮問の説明があり、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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、３月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

   委 員      大 山  寛 （サンファーム・オオヤマ(有)取締役会長） 

      岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

髙野孫左ヱ門（（株）吉字屋本店代表取締役社長） 

野老真理子（大里綜合管理（株）代表取締役） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

      古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

      山口 晃平（(株)山口楼 専務取締役） 

         

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画（案）」について 

～諮問～＞ 

 

○  各放送局を含めＮＨＫ総体として取り組むオリンピック・パラリンピックについ

て。今年のリオデジャネイロ、2020 年には東京開催が予定されており、近間で見

えるイベントとして情報を伝えていくと思うが、地域社会にとってはオリンピック

よりもパラリンピックのほうが意味合いが強いと思う。健常者、障がい者というこ
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とが、特別なことではなく、お互いが常に横にいることを、当たり前の価値観とし

て浸透させていくことも、オリンピック・パラリンピックを報道する一つの意味合

いではないかと考える。また、スポーツを通じたジュニア世代の育成について、地

方都市では両親が共働きで、子どもがスポーツ少年団活動に関われないという現実

的な問題も起きており、地域社会における次世代を担う子どもたちの育成という視

点も持って臨んでほしい。親子の絆を深めることもスポーツを通じて可能なことだ

と思う。そのような形で伝える情報を整理してくれればと思う。 

 

○  地域における災害や減災について、どのような形で報道することが視聴者にとっ

てよいのか、ＮＨＫらしい伝え方なのか、番組審議会の中でも議論されてきたと思

う。来年度は改善され、災害が起きてもテレビ、ラジオをつければ必要な情報が分

かる体制になっていると思う。長野では御嶽山の噴火などがあった。比較的災害が

少ない地域だと認識されていたが、ここ数年災害が続いている。災害があった際に

はＮＨＫのテレビを視聴する人が多いが、長野の場合は北から南まで広範囲で、お

互いの情報が伝わりにくい状況がある。長野放送局にはしっかりと網羅していって

ほしい。 

  大河ドラマ「真田丸」で全国的に長野が注目されている。「真田丸」効果は、地

域にもさまざまな恩恵をもたらしていると思うが、長野県の魅力を県外の方により

知っていただくために情報発信をしていってもらいたい。「真田丸」は、東信とい

う地域が舞台だが、長野県民でも知らない情報もあると思うので、県内に向けては

そういった情報も発信してもらえるとうれしい。そのほかに御柱祭や植樹祭も予定

されており、今年の長野はお祭りで忙しい年となるため、盛りだくさんの情報発信

に期待したい。 

  長野県は農業生産県でもあり、ＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)合意後、

農家にどのような影響を及ぼすのか、農家自らでは対策しづらいところがあると思

う。少し踏み込んだ具体的な対策について、テレビを通じて伝えてくれれば、高齢

の農家にもやさしい、分かりやすい情報になると思う。今後とも引き続きお願いし

たい。 

 

○  番組の一つひとつが丁寧に心を入れ作られようとしていると分かり励まされた。

千葉放送局では民放ＦＭ局などとネットワークを作り、災害時などに細やかな情報

をきちんと出す努力をしていることを大変新鮮に感じた。全国に同様の動きが広が

ればよいと思った。 

  千葉は人口が 600 万人だが、自分が千葉県民だと感じる機会があまりなく、県域

放送の役割が必要ではないかと思う。実際には首都圏の放送の中で伝えるなどの努

力をしていると聞いてはいるが、県域放送でのサービス充実ができないかと感じた。 
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  ことしから１８歳選挙権が始まるが、投票結果を伝えるだけではなく、積極的に

報道を通し、１８歳以上の人たちが投票しようと思えるよう、役割を果たしてほし

い。 

 

○  各放送局の地域の特性、個性に合わせた計画を立てていると思う。埼玉は割と災

害がないといわれてきたが、大雪、竜巻、突風などにより、以前では考えられない

ような災害に遭っている。さまざまな形態の災害に遭う時代になってきており、各

放送局がそれぞれの地域なりの防災、減災の取り組みを行うことは大変重要だ。 

  地方の時代と言われるようになって久しいが、それぞれ努力しているものの、地

方の活性化、レベルアップはいまひとつという印象がある。その１つの大きな原因

は地方の議会や行政などが自信を持って仕事をしていないからではないかと思う。

国会はいろいろな形で中継されるが、地方の議会は重要な役割を果たしているにも

かかわらず取り上げ方が少ないと思う。電波の威力は大変強力で、テレビで報道さ

れるとなれば議員も、取材を受ける側も、取り組み方や襟の正し方が違うと思う。

地方にいろいろな意味で緊張感を持たせ、レベルアップしていく意味でも、報道の

一部でコンスタントに地方の行政、議会を追いかける仕組みがあってもよいと思う。

来年度の計画にうまく位置づけ意識しながら、番組制作をしていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地方議会についてはそれぞれの放送局が節目で報道してい

ると思う。横浜、千葉、さいたま放送局についてはテレビの

電波を持っていないため、それぞれの議会について東京都議

会のように逐次報道しているかというと確かに発信量は少な

いかもしれない。ただ、千葉の森田健作知事の台湾に向けて

の輸入解禁の働きかけの動きなど、県政の動きについて取り

上げている。地方県政だから取り上げないということはなく、

３県の県政も取り上げる努力をしている。 

 

○  大きなテーマである災害、生活、選挙、スポーツ、地域の魅力について、全体の

流れの中でうまく表現されていると受け止めた。栃木県は内陸で、災害が少ない県

といわれてきたが、昨年の大雨、雪、竜巻などでは大きな被害が出ている。県民は

もともと安全な県だという意識もあって、対策等が確立されておらず、そういった

情報を県民に周知徹底してくれるとありがたい。栃木県の県北では福島第１原発の

影響がまだ残っており、最終処分場の問題も議論が続いている。そういった情報も

発信していってほしい。 

  地方放送局に期待することはその地方の情報発信だ。来年度は“とちラブ”とい
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う合言葉を作り、地域の発信をするということでありがたいと思っている。地元に

住んでいても知らない点は結構ある。そういった地域の魅力や課題の情報発信もお

願いしたい。 

  栃木県でも少子高齢化の問題が深刻になってきていると感じている。宇都宮など

の大都市に人口が集中し、県内の条件のよいところでも小学校に子どもが数人しか

いない現象も起きている。地域のよさを伝え、地域に根づくような番組を作っても

らえるとありがたい。 

  栃木県は農業県だが、若い生産者で意欲的な人が徐々に出てきている。彼らの出

番を作ってもらい、農業の魅力も発信していってほしい。 

 

○  茨城県は東日本大震災から５年の間でいろいろな災害を被った。去年の常総市を

中心にした水害で、ＮＨＫは迅速な対応で、必要な物資や、ボランティアの必要性

などの情報を県域放送で事細かに提供してくれ、大変助かった。心より御礼を伝え

たい。ボランティアをしている友人からも、ＮＨＫの県域放送を見て何が必要か、

どこに連絡すればよいのかが逐一分かり、大変ありがたかったと聞いている。この

１年で常総市はまだ復興過程だが、よい方向に向かっていると感じる。情報提供も

当然必要だが、災害を受けた都市で何か目標となるような、明るい話題など、メディ

アを通した具体的なプランがあれば聞かせてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ９月に向けて復興の課題、取り組みを報道していく。常総

市の人たちはカラオケが大好きだ。地域放送局として皆さん

に元気になっていただきたいということで、本部の事業セン

ター等と相談し、１０月１６日に「ＮＨＫのど自慢」を常総

市で開催することになった。先日、その報告に伺ったところ、

常総市長をはじめ皆さんに喜んでいただき、水害について課

題が多い中でこの秋の「ＮＨＫのど自慢」が決まったことは、

復興への大きな目標になると言っていただけた。「ＮＨＫの

ど自慢」は最も人気のあるイベントの１つで、本部と一緒に

この秋に向け、皆で復興に取り組むために、参加される方の

歌の練習風景などを伝える番組などが作れないかと話も出て

いる。そういった側面も含め、水戸放送局では力を入れて取

り組んでいく。 

 

○  自然災害に対する防災についての取り組みは各放送局が重点的に体制を整えて

いると感じるが、関東甲信越地方向け重点事項にある「２．生活を取り巻くさまざ
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まな課題に切り込み、信頼される報道」の「高齢者や子どもが巻き込まれる犯罪や

虐待など、社会のひずみに目を向け、暮らしの安全・安心につなげます」というこ

とに関しては横浜放送局と千葉放送局以外はほとんど言及されていないと感じた。

インターネットの普及とともに相手の見えない犯罪も増加する一方で、近年は、親

や子など身近にいる人によって命を奪われる事件がほぼ毎日発生している。犯罪は

私たちの生活を脅かす身近な問題であり、自然災害同様に起きてからでは遅いこと

から、改めて虐待、いじめ、暴力等を防ぐことに資する、地域の特性を踏まえた取

り組み、番組の構成を期待する。 

  自然災害について水戸放送局を一例にすると、東北豪雨で迅速な災害報道を発信

したことが記載されている。災害時にはＮＨＫが頼りになるという社会の認識があ

るならば、当日も多くの方が大雨で不安を感じ、ＮＨＫを夕方からずっと視聴して

いたと思う。しかし現実には逃げ遅れによる被害などが起きており、ＮＨＫがもっ

とできることはなかったのかについても検証するべきだと思う。発信したにもかか

わらずあれほどの被害が出たのはなぜなのか、内容も含め、検証しなければ被害は

繰り返される。水戸放送局を一例としたが、すべての放送局に同じことが言える。

自治体から避難情報が迅速に出るとは限らないことは常総市での例もあった。自治

体からの情報を待つのではなく、今回の洪水のように河川の整備局、国土交通省の

コメントを出す、住民の避難行動を促す情報等を積極的に発信すれば、住民の判断

につながったのではないかと思う。災害時に有益な情報を発信する関係機関との

ネットワークを日ごろから構築し、避難行動に結びつくような情報発信をお願いし

たい。千葉放送局や横浜放送局などでは、改めて災害時にラジオが果たす役割は何

かという強い認識を持って、ラジオの聴取率を上げるという取り組みなどを含め日

頃から周知、啓発を行っているが、いっそう取り組んでいってもらえることを期待

している。 

 

○  関東甲信越地方向け重点事項にある「２．生活を取り巻くさまざまな課題に切り

込み、信頼される報道」については、各放送局の重点事項に記載がなくても、当然

配慮されるとの理解でよいか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  そのとおりだ。首都圏放送センターとしても重点事項に挙

げているが、基本的に各放送局と連携しながらシリーズ企画

を組み、長時間の番組などでも各放送局と相談しながら制作

する。それぞれの地域に共通した課題、テーマ、犯罪につい

て取り上げることになる。 

  常総市の災害については委員ご指摘の問題意識をわれわれ
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も持っている。当日は河川の決壊が１７か所ほど、氾濫が数

十か所あり、夜中の時間帯ということもあり、どこに危険が

潜んでいるのか分かりにくい状況だった。そのため自治体の

避難勧告も遅れたが、われわれも鬼怒川の危険を多少なりと

ももっと早く察知できなかったかという問題意識を持ってい

る。現在、国土交通省の関東地方整備局と検討会を進めてい

るが、河川のプロから見た危険をもっと柔軟性を持って伝え

る方法がなかったのか、プロの目から見てこの時点でどうい

うところが危なそうかという、もっと絞り込んだ情報が出せ

たのでないか、そういった今後の災害時の情報発信について

検討を進めている。 

   

○  前橋放送局が挙げた５つの点については骨太な内容だと感じた。大河ドラマ「真

田丸」は視聴率も高いようで、群馬県民には身近なドラマで真剣に見ていると思う。 

  浅間山、草津白根山など、いつ噴火するのかと心配している。災害情報はかなり

詳しく報道してくれているが、今後も続けてほしい。 

  赤城山、榛名山、妙義山を上毛三山と言うが、百名山のうち群馬県の山は１１％

を占めており、その魅力をもっと発信してほしい。富岡製糸場と絹産業が世界遺産、

国宝にもなったが、そろそろ総論ではなく、各論の問題を取り上げてほしい。 

  ＴＰＰに向けて群馬の農業の課題を話し合ったり、群馬特有の文化を学ぶ講義が

開かれていたり、満蒙開拓団の歴史について研究する会など、小さな団体や地道な

研究会など、いろいろな分野に精通している人がたくさんいる。こういった人たち

をもっと取り上げてほしい。特に午後６時台の地域向け放送で、こういった地方の

問題をもう少し取り上げてもらいたい。 

  その県の美術館や文学館、博物館などに行けば、その地方がどういう歴史を持ち、

どういう現状にあるのかが分かるとよく言われる。県立美術館、博物館、図書館の

企画を取り上げ、午後６時台の地域向け放送で紹介してほしい。 

  ニュース、気象情報、交通情報は誰でもＮＨＫをいちばん信頼しているので正確

な報道を心がけてほしい。 

 

○  地域の防災、減災情報はよく書き込まれていると思う。それぞれ隣接する県や地

域での連携をしていってほしい。 

  ホームページやさまざまなアプリができ、新しい技術としてスマートフォン対応

などは必要だと思う。しかしお年寄りなど、使いこなせる人ばかりではないことも

当然であり、その人たちに対するフォローも併せて行ってほしい。例えば身近に使

える人がいれば教えてもらうなどアナログな世界での地域づくりや情報の流れ方
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のようなことが考えられないか検討してほしい。 

  ラジオは停電しても聞けるツールだが、“ラジオを聞こう”、“災害が起きたらま

ずラジオをつけよう”というキャンペーンを、ラジオではなく、テレビで行ってほ

しい。テレビなどの映像メディアしか見ていない人に対して大々的に発信し続ける

ことで、効果が出るのではないかと思う。 

  選挙報道は投票日近辺から当日になると、どちらが優勢なのか、開票結果はどう

なのかという情報が多くなり、報道としてその情報も大事かと思う。一方で、投票

が行われる前に有権者が考えるべきこと、例えばその政党や候補者が当選すること

の意味や意義などについて、整理して伝えてくれるような番組を放送してほしい。

また今回は、１８歳選挙権が適用されるため皆が意識している。「ＮＨＫニュース 

おはよう日本」でも特集していたが、１８歳の人も考え、投票しようと思えるよう

な番組を、日常的な番組の中で選挙時期に入る前から放送してほしい。内容が分か

りやすければ大人も、１８歳を子どもに持つ親も意識を高めることができる。選挙

報道が正確なことはもちろんだが、分かりやすさの中に手前の考え方の提供をして

もらいたい。 

  オリンピック・パラリンピックは力を入れるということだが、力を入れすぎて、

そのプレッシャーにより若いアスリートをつぶしてしまわないよう留意してほし

い。選手がオリンピックに出場するまでの物語をドラマに仕立てることが、本人に

とってプレッシャーになってしまうことはスポーツの話だけではなく、ままあるこ

とだと思う。またそのことによって、佐村河内守氏の番組の問題のような穴に落ち

てしまうことがあると思う。そうならないためにも冷静な視点を持って、信頼され

る報道に引き続き留意してほしい。 

  横浜という都市のイメージはあると思うが、神奈川県は広く全体を把握しにくい

県だ。ＦＭの番組が県内各地で出張スタジオを展開することで、面的な広がりを

作ってほしいが、いかんせん定時番組は１つしかなく、それだけでは開局９０周年

のアピールには寂しい。神奈川県民としてはテレビでの県域放送がなく、寂しいと

いつも思っている。全国放送のフォローも含め、映像波でも紹介する連携を取って

もらえるとうれしい。 

  横浜放送局に限ったことではないが、子育てキャンペーンは、女性の視点がない

と語れないことが山のようにあると思う。男性目線だけではなく、女性目線が入る

ことで豊かになるという視点も持ってほしいと思う。 

 

○  災害が県域や地方を越えて発生した場合については、課題として認識しているの

か。 
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（ＮＨＫ側） 

  たとえば台風報道の際は、雨雲に沿った形で、直接被害が

出そうな時間帯に複数の放送局で中継のネットワークを組む

ことがある。気象の急変、変動に合わせた形で情報発信して

いる。状況に応じて、放送局をまたいで何が起きているのか

を発信するように常日頃から心がけている。 

 

○  地方の放送局の役割は３つに整理されると考えている。１つ目は地方のことを地

方に発信することで、地方のニュースや話題を発信していると思う。２つ目は全国

のことを地方に発信することで、ＮＨＫでは全国放送を、民放局ではキー局の放送

を流すことで役割を果たしている。３つ目は地方からの全国発信だが、民放では実

現が難しいのが現状で、ＮＨＫの地方局に圧倒的な力があると思う。その点を意識

して取り組んでいってほしい。「平成２８年度関東甲信越地方向け地域放送番組編

集計画（案）」については、近年に比べてもその点が明確に盛り込まれていると高

く評価する。私の考えを飛び越え、世界に発信していくという要素も入っており、

大変意欲的だと思う。今年度と比較すると、宇都宮放送局は世界を意識した重点事

項を作っている。全国もだが、地方局が世界に発信する際のさまざまな課題につい

ては地方局同士で共有し、世界への発信を志していってほしい。 

  番組制作者のすみずみまで伝えてほしい点として、どこを向いて番組を制作して

いるのかをよく考えてほしいという点がある。局長ではなく、あくまでも視聴者に

向き合って制作するべきだ。視聴者がどういう番組を求めているのか、どのような

テーマを届けるべきなのか、番組のキャスターは誰が求められているのか、タイト

ルはきちんと伝わるか、音楽の選定１つをとっても、視聴者を常に意識し、番組制

作をしてほしい。 

 

○  諮問された「平成２８年度関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画（案）」に

ついては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。異議はないか。 

 

○  異議なし。 

 

○  それでは原案を可とし、答申することにしたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 
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○  １月３１日(日)のＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？～最新科学で迫る

ニッポンの子育て～」を見た。親は常に自分の子育てに不安を感じているが、その

不安や悩みの理由が科学的に説明されたことで、気持ちが救われた保護者は多いと

思う。私自身も勘違いしていたところもあり、目からうろこが落ちる情報に衝撃を

受けた。特に夜泣き、イヤイヤの行動は家庭環境、子どもの性格によるものだと思っ

ていたが、そうではないことに気づかされた。この番組は子育てに悩んでいる母親

を救うだけではなく、周辺の大人に対し、子どもを持つ親、家庭への理解を深めさ

せる意味でも有益性の高く、現代のニーズを捉えた質の高い番組だったと思う。こ

れだけのよい番組を当事者である母親がどの程度視聴しているのかも気になった。

もっと多くの母親に見てもらうためにも、シリーズ化を期待している。子育てをし

ているとき、「すくすく子育て」には本当に救われた。子育て中の保護者に絶大な

人気のある番組で、「すくすく子育て」の中で、子育てのつらさや苦しさを感じて

いる保護者を救うような情報を一端でも提供できれば理想的だと思う。「すくすく

子育て」は一般的な子育ての悩みについて取り扱うことが多いが、中には虐待のよ

うにわが子に愛情を感じられない親や、望まずにできた子どもを持つ親もいる。虐

待を防ぐためにも、そういった親に対して子どもへの愛着をどうやって持つのかな

ど、深い課題も取り上げてくれれば多くの母親が救われることも多いと思う。 

 

○  １８歳選挙権に関してはわが子と一緒に選挙に行けるのでワクワクしている。親

子で話し合い、選挙に対する理解を深め、一緒に行こうと思えるような番組、情報

提供があるとうれしい。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル」のＰＲについては、番組宣伝以外にもニュースの中でとき

どき取り上げていると思う。ＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？～最新科

学で迫るニッポンの子育て～」のように視聴者がある程度ターゲッティングされて

いる場合に、視聴されやすい番組の中で番組宣伝をするような取り組みはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？～最新科学で

迫るニッポンの子育て～」の場合は、「あさイチ」の放送や、

「すくすく子育て」のホームページなどで連携し、視聴者層

を開拓したこともあり、女性３０代については、通常の３倍

程度の方に見ていただけた。第２弾についても検討中だ。 

 

○  １月１６日(土)の週刊ニュース深読み「１８歳選挙権 私の１票がニッポンを変

える！？」を見た。ことしの第２４回参議院議員通常選挙では投票年齢が１８歳に
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引き下げられ、いろいろな意味での興味が湧いているが、大変よい番組を作ったと

思う。１０代の代表たちと専門家がスタジオに集められ、キャスターの徳永圭一

さんがプレゼンテーションをしながら進行していたが、徳永キャスターは、若者に

合わせた語り口、ことば遣いでよかった。プレゼンテーションも模型やパネルを上

手に使い、なぜ１８歳に選挙権が下がったのかを上手に解説していた。１０代の若

者たちの政治に対する純粋で素朴な疑問などを引き出し、きちんとそれに応えると

いった、若者の興味を引く進行があらゆる面ですばらしかったと思う。外国出身の

同世代の若者も出演し、彼らがどのように政治を考えているのかを語っていた。日

本人は政治に興味がなく、友達とも政治の話をしないが、外国では、学校に国会議

員が訪ねてきて議論をしたり、家庭でも政治の問題で大激論になるなど、日本と外

国の土壌が違うことをうまく浮き彫りにしていた。番組の終盤ではほとんどの若者

が政治に興味を示していたが、解説者の「ハードルがいちばん低い政治参加が選挙

だ。だからこそ投票に行きなさい」ということばは説得力があった。「ＮＨＫニュー

ス おはよう日本」でも１８歳選挙権を特集していたが、参院選までいろいろな形

で番組を制作してほしい。引き下げられて最初の選挙が価値あるものになれば、日

本の政治も変わっていくと思う。 

 

○  ２月５日(金)のファミリーヒストリー「森山良子～日系２世の父 ２つの祖国の

はざまで～」(総合 後 10:00～11:13)を見た。歴史的な出来事をキーワードに、そ

の前後や周辺で、家族や一族に何が起こっていたかを追いかけることで、客観的に

時代を見る材料を視聴者に提示しており、大変見応えのある番組だった。第１次世

界大戦前後で移民としてアメリカに渡っていた森山家の人々にとって、アメリカで

生きていく力の源は何だったのか。戦時に、徴兵ではなく、みずから志願しアメリ

カのために役立とうという姿勢を見せることで、その国に受け入れてもらいたいと

いう気持ちが表れていた。日本の戦後７０年を整理する番組の中で、戦争体験者の

証言を残すことが行われているが、まったく同じ生い立ちを持ちながら、日本とア

メリカに分かれて住んでいた兄弟たちが、戦争という同じ経験を通じてまったく異

なる環境で何を感じたかを語る部分は、単に片方からの戦争証言だけではなく、双

方への取材が行われており大変興味深かった。ラジオ・トウキョウや東京ローズ、

ゼロ・アワーなど、メディアが人々の生活に与える影響にも触れながら進行した番

組の構成は楽しかった。森山さんとかまやつひろしさんは親戚だと昔から知ってい

たが、どういう親戚かという井戸端的な話題にも踏み込んで解明していたのはあり

がたかった。家族や一族の歴史を追いかけ、折々の社会の出来事、世界の動きをう

まく織り込んでおり、番組が制作されていて興味深かった。 

 

ＮＨＫ編成局 



11 

番組審議会事務局 
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平成２８年１月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「とちぎ６４０ ２０１５ 年末スペシャル」について説明があり、

放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   委 員      大 山  寛 （サンファーム・オオヤマ(有)取締役会長） 

      岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

髙野孫左ヱ門（（株）吉字屋本店代表取締役社長） 

野老真理子（大里綜合管理（株）代表取締役） 

      古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

      山口 晃平（(株)山口楼 専務取締役） 

         

 

 

（主な発言） 

 

＜「とちぎ６４０ ２０１５ 年末スペシャル」（総合 １２月２５日(金)放送） 

について＞ 

 

○  番組の中でいちばん気になったのが、スタジオやセットが古くさく見えたことだ。

制作スタッフのモチベーションにも影響することだと思うので、地方の放送局でも

スタジオセットの予算をしっかり確保し、首都圏のスタジオとの質の差が出ないよ

うにする必要があると強く思った。三橋大樹アナウンサーは目線の不自然さがなく、

しっかりと視聴者に目線を合わせ、語りかけていたのが好印象だった。ニュースの

振り返りで、宇都宮市内の託児施設で赤ちゃんが死亡した事件について、「施設の

実態が次々と明らかに」という字幕とともに、赤ちゃんが毛布とひもで縛られてい

る写真が映されていたが、何の実態が明らかになったのか解説がなかったため、ス
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トレスを感じた。災害の振り返りでは、被害の実態だけではなく、豪雨被害を受け

た地元企業が実践している防災対策や、復旧し、通常に戻りつつある被災地の状況

についても丁寧に紹介していて、視聴者に安堵と希望を与えるよい構成だった。中

継で「耳うどん」を紹介した際、アナウンサーが食べたうどんを飲み込まないまま

話をしていたのが苦しそうで、気がかりだった。クイズは、地元放送局らしい親し

みやすさと視聴者の参加とともに、自転車競争で解答権を得るなどおもしろい工夫

がありよかった。気象情報のポイント予報で、黄色と白の矢印が出ていたが、矢印

や色の意味について説明がなかった。丁寧な情報の伝達を心がけてほしい。番組

後のスタジオでの終わり方が中途半端で、締まりがなかったのは、残念だったが、

生放送のため致し方ないというのはあったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組 後のスタジオの部分は、 終的な時間のずれの調整

が難しかった部分があった。今のご指摘については、われわ

れも反省点として感じている。特に、番組の 初と 後の部

分は視聴者のカタルシスを得るところでもあると思うため、

しっかり演出も含め、周知徹底したい。 

 

○  スタジオセットの予算化は難しいのか。あのセットはいつから使っているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ニュースを伝えたメインのセットは、県域放送が始まった

４年前から使っており、毎年少しずつセットを変えているが、

スタジオそのものはおそらく出来てから十数年はたつと思う。

今回のようにスタジオ全体が見えるような形でカメラを使う

ことがあまりないため、そこまで気が回っていなかったのと

いうのが正直なところだ。 

 

  地域のニュース番組については、年度替わりの番組改定に

合わせてリニューアルを検討している。およそ４～５年おき

に更新しているので、いずれ宇都宮局でも行うと思う。 

 

  北関東の２局は、４年前から地域向けの放送を始めている

が、スタジオの大きさや記者とディレクターの数など、ほか

の放送局に比べると規模が小さい。できるだけよくしていき

たいが、そういったことも考慮していただければと思ってい
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る。 

 

○  スタジオでのオープニングで、アナウンサーやキャスター３人が並んでいたが、

お互いの洋服の色あいが似ており、あまり事前の打ち合わせをしていない印象を

持った。１年の出来事を振り返る部分では、字幕スーパーを出すタイミングや場所、

パターンなどが一貫しておらず、見ていて落ち着かなかった。すでに放送したもの

を編集したという事情があるのかもしれないが、総集編にするのであれば、統一感

を持たせたほうがもっと見やすかったと思う。ナレーションも同様だった。中継で

は地元の方が出演していたのはよかったと思う。鬼怒川の旅館のシーンではロビー

周辺の音が騒がしかった。生放送で、時間帯もちょうど午後６時過ぎだったという

こともあるが、予期できていれば別な場所で中継をしたほうがよかったかと思う。

結果的には、スタジオに戻った際にアナウンサーが「復興してからだいぶ戻ってき

て、ロビーもにぎやかです」と上手にフォローしており、うまく乗り切ったと思う。

「耳うどん」の中継では、画面にワイプが入り、スタジオと現場の掛け合いをする

予定だったのだと思うが、掛け合いはほとんどなかった。次に何が起こるのか期待

して見ている側にとっては物足りなかった。スタジオと中継地でどう絡むかも打ち

合わせをしていれば、見ているほうは落ち着けたかと思う。クイズのコーナーに移

る前に意識的にスタジオを映し、場面転換を行っていたのは、ホッとするような時

間でよかったが、場面転換として映す内容もよく考慮してほしい。前のコーナーの

出演者がピンマイクを外している映像などは、間違ってカメラに入ってしまったよ

うな感じだった。クイズについて、テレビのリモコンを使った視聴者参加型にした

のは地方局としては画期的でよかったと思う。３問クイズがあったが、答えについ

ての解説をしてほしかった。栃木の方にはなじみのある内容なのかもしれないが、

地元のいろいろなことを紹介する意味合いならば、解説があってもよかったと思う。

クイズ仕立てで楽しく見られたが、そこが残念だった。地方局は地元の皆さんとと

もに地元を活性化し、地域を盛り上げることが大事な仕事だと思う。皆さんが出演

し、協力し、年末の特集番組を放送できたことは大変よかったと思う。総集編とし

てもう少し整理すると見やすかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ニュースのパートは６分程度にまとめたが、それぞれの項

目を短く、なるべくナレーションを入れず映像を中心に構成

するために、字幕スーパーを多用する形になった。益子焼き、

文化財、動物の話題、事件などいろいろなトーンのニュース

がある中で、それぞれに合う形で字幕スーパーを工夫した。

しかし６分の中で、いくつもの項目で多様な字幕スーパーを
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出すと散漫な印象になるのではという指摘には、こちらも考

え直さなければいけないと思った。場所や日付の字幕スー

パーについては、 低限で分かりやすいことを旨としている。

日光東照宮のように有名な場所については字幕スーパーを出

さないこともある。また、日付については、その日付に意味

があるときに出すことにしている。そのように使い分けて字

幕スーパーを出したが、今回は特に多く、全体の統一感は考

えなければいけないと思う。もう一度受け止め直し、今後に

生かしたい。 

 

○  私は県域放送が大好きで、旅先では必ず県域放送を視聴している。今回の番組も

県域放送らしいと好感を持って見た。人生で１回しかテレビに映らないと思われる

ような方々がたくさんおり、ここぞとばかりにいろいろなものを見せたい、紹介し

たいという中で精査し、番組を制作したのだろうという苦労がかいま見え、好感を

持った。「キラリ★とち旅」は１回見たいと思ったコーナーで、今回視聴すること

ができて印象に残り、喜んでいる。 初のデパートの福袋の話題で、デパートの社

名を出していた。災害に遭ったホテル名も出していた。違和感があったわけではな

いが、社名を出すときと出さないときの認識の違いを教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  初売り準備について伝えたニュースでは、宇都宮市内には

百貨店が１店しかなく、店名を出さないことが、かえって変

な印象になるということもあったかと思う。鬼怒川のホテル

についても宣伝にならないように考慮しており、出演者の肩

書については出したが、コメントなどでホテル名を連呼しな

いよう気を付けた。 

 

○  栃木県の１年にあった行事、出来事をまとめて見ることができてよかったが、全

体が切り貼りのような感じがあり、統一感はなかった。同じ映像が繰り返された場

所もあり、 後の仕上げについての工夫が足りなったのではないかと感じた。場面

転換で必要性のない映像が映されたり、アナウンサーの一生懸命さとそれ以外の人

のトーンの違いなどが気になった。途中のふざけた感じの映像も、知っている人が

見る分には違和感がないのかもしれないが、栃木を知りたいと思って見ていると、

違和感があった。アナウンサーの一生懸命さはとても伝わってきたが、それ以外の

少し雑なことば遣いが気になった。 
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○  益子焼き、ギョウザ、足利学校、東照宮、千人武者行列の話題などはガイドブッ

クをパラパラと見るような感じだった。地方局は地域の活性化を支援する役割を担

うのだろうと思うが、例えば益子焼きの窯に改めて火が入ったことの意味について

解説を入れてくれれば、他県の人が見ても納得できると思う。東照宮での出来事を

振り返るだけではなく、次につなぐ意味で有名な三猿を紹介してもよかったのかと

思う。地銀統合のニュースについてはかなり大きな出来事でもあり、統合発表後の

様子にも触れてもらえると興味深かったと思う。災害に関しては、被災時の情報が

足りず、情報は放送を頼りに入手するというところが見え隠れしていたが、もっと

思い切って地方局は被災時の情報を伝えることで被災者支援をしたということを

紹介してもよかったと感じた。「耳うどん」で洋風にアレンジした料理が紹介され

ていたが、そういうコンテストはないのかと思った。「耳うどん」が郷土料理とし

てどういう位置づけなのか、日常生活にどう溶け込んでいるのか、次世代につなぐ

工夫がされているのかなどについて紹介があればおもしろかったと思う。スポーツ

のコーナーについては、地域社会の活性化支援という役割からすると、１年を振り

返っての解説だけではなく、ビッグクラブではないさまざまな競技のチームがどう

地域を元気づけていくのかなど、新しい年に向けての架け橋になるような内容があ

るとよかったと思う。「キラリ★とち旅」は、「にっぽん縦断 こころ旅」と同じパ

ターンの番組かと思った。なるほど栃木だと感じるような工夫があってもよかった

のではないかと思う。クイズの前に、視聴者参加を促すテレビのリモコンの使用方

法について紹介していたが、テレビの見られ方はかなり変化してきており、進化す

る情報機器の中で上手にテレビを見てもらうための視聴者教育だとすると大変よ

かったと思うが、単に手順として紹介していたのであれば工夫の余地があったので

はないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「キラリ★とち旅」と「にっぽん縦断 こころ旅」は紹介

している内容がかなり違う。「きらり★とち旅」は地域を紹介

することがメインだ。「にっぽん縦断 こころ旅」は、視聴者

からの手紙をもとに旅をして、火野正平さんという旅人がい

かに楽しむかというところも見せている。「キラリ★とち旅」

は地元の自転車のプロの方と行くことで、自転車に乗る楽し

みを知ってもらう部分もあり、内容的には峻別しているつも

りだ。自転車で旅するという意味で、映像的には似ている部

分もあるかと思う。目的地が決まっていて自転車で移動する

形なので、立ち寄って紹介する地域をしっかりクローズアッ

プするなど検討したい。 
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○  地元に住んでいても意外と気がつかない、分からない部分がたくさんあり、地元

の県域放送を常に見たいという気持ちがある。栃木県の方に話を聞くと「とちぎ６

４０」は結構話題に上っている。通常の放送は、午後６時４０分から始まり、７時

までの２０分間で気象情報も含め、ニュースや出来事を紹介するため、放送時間が

短いと感じていた。放送時間がもっと長くなり、県民の知りたいことをもっと伝え

てもらえればありがたい。気象情報での矢印の話があったが、常に見ている人には

風向きと風の強さを表しているとすぐに分かる。常に見ている県民と見方が違った

のかと思う。日光東照宮は今年 400 年の式年大祭で、いろいろな番組で取り上げら

れている。東日本大震災で観光客がかなり落ち込んだが、 近はだいぶ戻ってきた

ことがニュースとなっている。時間をかけ、観光地の皆さんがかなり苦労してきた

なか、記念式典を中心に、県内に伝えたことはよかったと思う。異常気象の大雨で

鬼怒川が氾濫し、農業関係にも大きな被害があったが、その後の状況について県民

が知りたい部分を取り上げていたと思う。鬼怒川の中継では、周囲がにぎやかだっ

たが、アナウンサーが上手にフォローしていてよかった。栃木には宇都宮ブリッ

ツェン、那須ブラーゼンという自転車チームがあり、自転車に一生懸命取り組んで

いる地域で、宇都宮放送局が制作した栃木発地域ドラマ「ライドライドライド」も

好評だった。そういった自転車競技や、サッカー、アイスホッケー、バスケットボー

ルなど、県内がスポーツでかなり盛り上がっているのも事実だ。これからも地域の

中でアピールできるものが必要だと思う。北関東３県は全国的に知名度が低く、

ランキングでも下から数えたほうが早いというイメージが強い。これからも北関東

のよいところが番組を通して全国にアピールできればよいと思う。「キラリ★とち

旅」を見て、地元に住んでいても意外と知らない部分があり、地元も知らないよう

な観光地や食材などを紹介してもらい、視聴した人が出かけてみようという気持ち

になればよいと思った。地域のことを知りたい場合、ＮＨＫは信頼性があり、見せ

方のうまさもあり、期待感が強い。そういったことを前面に出し、県民が期待を持

てるような番組作りができるとよいと常に思っている。県域放送の視聴率はどれぐ

らいなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  栃木県域のみの視聴率は取得していない。 

 

○  いろいろな集まりでこの番組の話題が出ており、見ている県民が多いと感じてい

る。県域放送には地元が期待しており、今後ともよい番組を作ってほしい。 

 

○  ５０分の番組で１年間をまとめるのは大変かと思う。近隣の県ということで大変
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興味があったし、学ぶことも多かった。豪雨で被害に遭った鬼怒川温泉、川治温泉

の人たちが共通に挙げたことは情報の不足で、その教訓を生かし、地域共通の情報

を提供するマニュアル作りを紹介していたが、その後の動きについてはまた栃木の

放送で取り上げると思う。栃木県内の１年間の出来事の取り上げ方のバランスにつ

いて、重要な問題とそうではない事柄の取り扱いにもう少し差があってもよかった

と思った。クイズよりもインタビューなどのほうが大事なのではないかと思った。

「耳うどん」や鬼怒川温泉からの中継では、いかにも段取り的な不自然さを感じた。

「耳うどん」の中継では、アナウンサーが盛り上げようとしていたが、不自然な感

じがした。クイズでも会話がかみ合っていないところがあった。スタジオの大道具

は、継ぎ目が目立ち、塗装がはげており、かなり気になった。子ども向けにはよい

のかもしれないが、キャラクターがあちこちに出過ぎなのも気になった。エン

ディングの街頭インタビューは自然体で感じがよく印象に残った。短い時間なので

無理かもしれないが、県内の各都市や名所、名物などにも触れてほしかった。進行

全体がたどたどしいところもあったが、全体的には栃木をよく理解でき、勉強に

なった。 

 

○  年末のまとめとして全体のバランスがよく取れていたと思う。スタジオで気に

なったのはカメラが転換する際に天井が映っていたことだ。この番組に限らず、裏

を見せることにあまりちゅうちょしなくなった風潮があるように思うが、舞台裏と

舞台側の区別はあってしかるべきかと思う。裏側を見せるのであればしっかりした

ものを見せ、舞台の表と同じぐらいの気を使うようにしてほしい。クイズのコー

ナーは１問目と３問目について解説がなく、その背景や理由が知りたいと思った。

初めて双方向の参加型を採用したということだが、試みとしてはおもしろかったの

ではないかと思う。２問目、３問目は８割の参加者が正解だったが、８割が知って

いることを取り上げることが、視聴者にどう受け取られたのかと思う。クイズとし

て取り上げるのであれば、視聴者の興味を呼び起こすような材料のほうが、県民に

よりアピールできたのではないか。豪雨災害の関連で鬼怒川温泉の取り組みを紹介

していたが、問題についてよく捉えていた。取り組みについてはまだ具体的な段階

ではなく、取り上げるにはタイミングが早かったのではないかという印象を受けた。

ニュースの振り返りでは、いろいろなニュースがある中で、ジャーナリズム目線で

は災害に行きがちかと思う。１年の締めくくりのニュースで、来年に向け、よい年

にしようという思いを視聴者に持ってもらうためには、ほかに取り上げるべきもの

があったのではないか。たとえば足利学校が日本遺産になったこと、まちづくり、

ＬＲＴの話、経済の話、徳川家康没後 400 年など、いろいろな話題がある中でもう

少し検討の余地があったのではないかという印象を持った。 
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（ＮＨＫ側） 

  豪雨災害の取り上げ方で、まだ取り組みが具体化していな

い中で時期尚早な部分もあったのではないかということだが、

宇都宮局としては県内に甚大な被害が出たものをきちんと

フォローアップすることが重要だと考えている。３か月で終

わる話ではなく、半年、１年と伝えていく、息の長い取り組

みとして継続して行っている。バランス、構成のボリューム

感は検討の余地があっただろうと思うので、今後に生かした

い。豪雨災害は年末スペシャルということで大きく取り上げ

た。災害からの復興に息長く取り組んでいく意味で、あえて

取り上げた。県民生活に大きく影響のあることで、これから

も地域に密着する視点を持ち続けたい。演出面、内容につい

てのご意見は今後まとめ、新年度が始まる前に改められると

ころは改めたい。いろいろなご意見をありがとうございまし

た。 

 

○  栃木県では日常的に流れている番組の年末スペシャルということで、同県につい

て観光地日光のイメージばかりの私にとって、栃木県の日常を見るおもしろさを感

じた。そもそも、その日のニュースそのものが県外の人間には新鮮だ。ニュースの

振り返りでは首都圏、全国に細かく報道されない豪雨の影響やその後の対策の検討

など、県外の人間にとっても興味深い点があった。県民にとって地域の１年の課題

を振り返るよいまとめだったかもしれない。栃木で自転車競技がそんなに盛んとは

知らなかった。旅のコーナーにも地元の自転車選手が起用されていて驚いた。

ニュース、中継、スポーツ、旅と、通常の番組の要素を拡大した構成で、ニュース

の回顧は別としても、全体に深くというよりはさらっと気楽にという感じだった。

もともと夕方の忙しい時間帯の番組で、“ながら視聴”をされることもあるだろう

から、それはそれでよいのかと思う。「キラリ★とち旅」でのクイズは、あれだけ

の時間を割く必要があったのだろうか。もしかしたら「キラリ★とち旅」が人気コー

ナーだからなのかもしれない。視聴者参加を盛り込もうとしていたが、やる意味は

あったのだろうか。中継では「耳うどん」の話題が年末らしさもあり、おもしろかっ

たが、鬼怒川温泉からの中継は災害から復興したというテーマでおかみさんがまじ

めな表情で語っているにもかかわらず、周囲が騒がしく、違和感があった。スタジ

オのアナウンサーはにぎやかさが戻っているとフォローしていたが、中継場所の選

択に無理があったのではないだろうか。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月３１日(木)の第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」

は、司会の井ノ原快彦さん、綾瀬はるかさんがうまくまとめていたと思う。綾瀬さん

は若干の緊張感があったかと思うが、有働由美子アナウンサーがうまくフォローし

ていた。今回が 後の紅白歌合戦出演と発表していた森進一さんのパートでは、歌

をしっかりと聴かせる配慮をし、きらびやかな照明を使わず、歌をしっかりと見せ

る工夫があった。視聴率は伸びなかったということだが、全体的に楽しめる番組

だったと思う。歌手の人選については、バランスよく、若い人からお年寄りまでしっ

かりと見られるような作り込みの工夫があるとよかったと思う。 

 

○  第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」は視聴率の問題で

はなく、一つの大きな行事として、年末の締めという感じで見ることができた。 

 

○  第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」は、生放送であれ

ほどの数の出演者をまとめ、凝った演出をつつがなく進行することの大変さを改め

て感じたが、後で視聴率が低かったと知り、残念に思った。家族、親族、友人等に

感想を聞いたが、「今回は目玉がなかった」「印象に残る内容がほとんどなかった」

という意見だった。録画したものを改めて見ると、昨年は戦後７０年の節目、こと

しは東日本大震災から５年を迎える節目にあるが、その内容の絡みがやや乏しかっ

た印象もあった。また、「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」という全体のテーマが

あいまいで、何を伝えようとしているのかも理解しにくかった。私の親の世代が紅

白離れをしていることも切実に感じた。歌合戦ではなく、パフォーマンス合戦と

なっており、騒々しく、見ていてつまらないと６０代から８０代は思っているよう

だ。ＮＨＫの方針として、若い世代に見てもらえるような番組作りを積極的に行っ

ていると思うが、そのことで、これまでＮＨＫを熱心に見てきた層をないがしろに

していないだろうかと心配になる。今後の「ＮＨＫ紅白歌合戦」はどうあるべきな

のか、熱心なファンを持つグループを積極的に採用するなど、パフォーマンス化し

た近年の「ＮＨＫ紅白歌合戦」の方針がＮＨＫとして成功なのかどうかを評価する

時期に来ているのではないかと思う。 

 

○  「ＮＨＫ紅白歌合戦」は昭和３０年代からほぼ毎回見ており、記憶に残るシーンも

多くあるが、第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」は、そ

つなく全体的にまとまっていたものの、小粒で、数年たったときに思い出せる

シーンが例年に比べると少ない印象を持った。出場歌手を選ぶところから、もう少

し盛り上げるような工夫をしてもよいかと思う。たとえばプロ野球のオールスター
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ゲームのように、演歌やポップスといったジャンル別にファン投票を行い、上位の

何人かは無条件で出場させるなどが考えられると思う。ＮＨＫはいろいろなところ

で規制、縛りがあると言われているが、 近のテレビではいちばん大胆にさまざま

な番組を作っていると思うので、そういった取り組みも可能ではないか。出場歌手

を選ぶ過程で、視聴者にも参加意識を作り、透明性を高めるのも一つの方法だと思

う。視聴者が「ＮＨＫ紅白歌合戦」を心待ちにする声がちまたで聞こえるような状

況となることを願っている。 

 

○  第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」は、この１年間に

どんな歌があったのかを見ることで１年間を理解することができるため、丁寧に見

た。今回は黒柳徹子さんが司会の中心になって、周囲に見守られながら精いっぱい

務めていた。ハラハラしながら見ていたが、黒柳さんが頑張っている姿は同じ女性

として未来をどうやって生きていくかというヒントにもなり励まされた。「ＮＨＫ

紅白歌合戦」の制作には苦労があると思うが、そういったところも視聴者に知らせ、

視聴者が参加し見守れるような方法が取れないかと思った。今回は観覧希望のはが

きが 100 万通を超えたそうだが、例えば寄付つきのはがきで申し込みをしてもらい

寄付金を集め、「ＮＨＫ紅白歌合戦」でこれだけのお金を寄付することができたと

してはどうだろうか。申し込みをする人も寄付に通じることをいとわないと思うし、

慈善活動につながれば喜びを感じることもでき、参加感を高める一つの方法になら

ないかと思った。 

 

○  何年ぶりかに、第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」を

しっかりと見たが、視聴率が低かったと聞き驚いた。民放の同時間帯の番組はクイ

ズやバラエティー、格闘技などがあったが、年末に格闘技なのかと、日本国民の大

みそかの過ごし方の変化を残念に感じた。１年の締めくくりとして、一家団らんで

茶の間に集まってテレビを見ることはあまりないのかもしれないが、そういう時代

にどういう番組がふさわしいのかと考えさせられた。大みそかの楽しみ方、在り方

のようなものをＮＨＫが提示できるような番組作りをしていってほしいし、期待も

している。番組については、さまざまな企画や歌手の選曲を見ると、普段からＮＨ

Ｋを視聴している人を意識しているものが多い印象を受けた。特にふだん「連続テ

レビ小説」を視聴していない人にとっては、関連する企画について共感が持てない

のではと心配になった。企画を入れること自体は、全体が単調にならないためにも

アクセントとしてよいと思う。例えば小林幸子さんの取り上げ方について、これま

でいろいろなことが報道されているが、結果的にネットの世界で大変評価されてい

ることをＮＨＫがしっかりくみ取ったのだと思う。特に巨大衣装、“メガ幸子”も

まさに視聴者が期待していたものだ。また、動画共有サイトの生コメントを画面に
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流していたのは大変なインパクトと迫力があった。気になったのは「スター・ウォー

ズ」の企画だ。過去の旧３部作については歴史的に評価も高いため、取り上げるこ

とに違和感はないが、新３部作ですら評価は決して固まっていない中で、新しい第

７作目について紹介するのは映画のＰＲに見え、大きな違和感を覚えた。 

 

○  第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」は例年よりも真剣

に見た。気になったのは出演歌手に団体が多く、さまざまな演出をしたとしても似

た印象にならざるを得ないことだ。しかも、あまりにも次々とすき間なく進行する

ため、一つ一つの演目の印象が希薄になっているのではないだろうか。特に歌、音

楽の部分が印象に残らないことは何とかできないだろうか。その原因の一つは、も

しかしたらＮＨＫホールでの歌唱のほとんどがカラオケで行われていることの影

響ではないだろうか。「ＮＨＫ紅白歌合戦」という大舞台で出場歌手にいつもと違

う感情が湧き、その感慨の中で歌う特別な歌唱が視聴者を感動させるのだと思う。

そういった感慨、微妙な歌の変化をカラオケだと受け止められない。時間どおりの

枠とギリギリの進行で次から次へ曲が流される状況で、見る側までせかされるよう

だった。年末 後のひとときを楽しむための日本 大の歌番組なのだから、もう少

しゆったりできないだろうか。大トリの松田聖子さんは後半でためを入れ、たっぷ

り聴かせようとしている場面で伴奏の音楽が先に流れ、思うように歌えていないよ

うに思えた。１月１１日(日)にＮＨＫホールからライブで放送された「ＮＨＫのど

自慢チャンピオン大会２０１６」(総合 後 7:30～8:55)を見た際に、その考えはま

すます強くなった。「ＮＨＫのど自慢」と「ＮＨＫ紅白歌合戦」を比べるとおしか

りを受けるかもしれないが、「ＮＨＫのど自慢チャンピオン大会２０１６」での

チャンピオンたちの歌唱は一人一人がくっきりと印象に残り、「ＮＨＫ紅白歌合

戦」の歌唱よりも私の心に響き、たっぷりと歌を聴かせてもらった気がする。伴奏

が生演奏だったことも無関係ではないように思う。「ＮＨＫ紅白歌合戦」はエン

ターテインメント番組として 高峰かもしれないが、歌、音楽面で感動を提供する

視点も忘れないでほしい。 

 

○  １２月２０日(日)のＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第３集 時代は独裁者

を求めた」(総合 後 9:00～10:13)は、ヒトラーがなぜ独裁者になれたのか、知識

人の多くはなぜそれを止めることができなかったのかと考えさせられ、日本の太平

洋戦争と重ねて見ることができた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第３集 時代は独裁者を求めた」は、日本

の中でこれからどうやって平和を大切にしようかと考える際のヒントになった。映

像としては目をふさぎたくなるものもたくさんあったが、しっかりと視聴した。 
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○  １月１日（金）のＮＨＫスペシャル「大予測！ ２０１６年世界はどうなる？」

(総合 後 9:00～9:58)は考えさせられた。日本はどうなるのか、国際社会の直面し

ている今の時代、何を考え、どう行動すべきか、総論としての問題提起がよかった

と思う。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ激動の世界 第１回「テロと難民～

ＥＵ共同体の分断～」(総合 後 9:10～9:59)は、いろいろな問題や課題がある中で、

それらを乗り越える人々の 終的な表現は「笑顔」であるということが強いメッ

セージとして伝わってきた。ＣＯＰ２１のすべての参加国が合意署名したことに触

れ、皆の笑顔で番組は終わっていたが、ＥＵ分断は共同体分断という出来事ではあ

るが、次に何とかしようという意思がそこに流れているという象徴的なメッセージ

が感じ取れた。東西冷戦終結後の新たな対立構造が生まれる象徴としてハンガリー

の壁を扱っていたが、国を越え、宗教、文化、民族というくくりの中で起こってい

る対立構造にどう立ち向かうかという意味で、ＥＵ共同体の分断がどういうメッ

セージを与えてくれたのかに関しては、触れる部分があってもよかったのかと思う。

ＥＵ自体を社会的実験という言い方をしていたが、ヨーロッパや世界の中で起こっ

ている出来事がわれわれの日常とどう関わるのかという意味で、３人の知の巨人の

コメントは説得力があり、なるほどと思われるものだった。一方、もう少し踏み込ん

でほしかったこととして、グローバル化は金融資本主義の派生効果であると思うが、

金融資本主義からの切り口で、これから起こるだろう方向性の示唆があるとよかっ

たと思う。テロはなぜ起こるのか、格差という整理だけではない、宗教、民族、文

化の違いを超えたＥＵの社会的実験に対する評価、崩壊、実験部分での失敗という

整理もあれば、さらにおもしろい番組になったのではないかと思う。 

 

○  １２月１８日(金)の「山田洋次×美輪明宏×二宮和也 未来のために」(総合 後

10:00～10:49)は、戦争を知らない世代の二宮和也さんに戦争体験を持つ人たちが

語る内容が大変おもしろかった。山田洋次さんと美輪明宏さんという戦争を体験し

た人たちが語るリアル感が、若い世代に伝わったと思う。 

 

○  １２月１９日(土)のＳＯＮＧＳスペシャル 松任谷由実「見えない大切なものを

探して」(総合 後 10:00～10:48)を見た。松任谷さんの「瞳を閉じて」はよく知っ

ていたが、その曲が、松任谷さんの民放のラジオ番組に寄せられたリスナーからの

依頼で作られた学校の校歌だったという背景を初めて知った。またその曲が、学校

のある奈留島で４０年以上にわたりずっと愛され続けていると知り、改めて歌の力

のすばらしさを感じた。ライブを中心に構成される通常の「ＳＯＮＧＳ」とは異な
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り、今回は海外ロケもあり、印象的だった。「ＳＯＮＧＳ」は単に歌の番組という

枠にとらわれず、歌手の歌に対する思い、生き方も含め、さまざまな趣向で歌の世

界を広げる演出、構成となっている。いつも好印象を持って見ており、今後も期待

している。 

 

○  １２月２１日(月)の「ＮＥＸＴスペシャル 密着シリア難民 ４０００キロの逃

避行」(総合 後 10:00～10:49)は、シリア難民の抱える苦悩がリアルに伝わってき

た。シリア難民というくくりではなく、番組で密着したシリア人の状況を知るにつ

れ、受け入れについて各国の対応が異なる中、「なぜこの国はシリア難民を受け入

れてくれないのだろう」と、いつしか自分もシリア人の立場で「何とか受け入れて

ほしい」と願いながら見ていることに気がついた。同じ地球に生まれ、祖国を捨て

なければならないシリア難民を思い、日本や私は何ができるのかと深く考えさせら

れた。シリア難民の問題を語るときに現状を知るにふさわしい、すばらしいドキュ

メンタリー番組だった。 

 

○  １２月２８日（月）の「プレシャスブルー～美しきハンター シャチとの交流～」

(総合 後 7:30～8:43)では、海の中をシャチと一緒に泳いでいるところを楽しく視

聴した。 

 

○  １２月３１日(木)の「ゆく年くる年」では何年かぶりに茨城県から中継された。

深刻な水害に見舞われた常総市の報国寺から中継されたが、報国寺は災害時に避難

所となっていたこともあり、感慨深く見た。 

 

○  １月１日(金)のＧｒｅａｔ Ｅａｒｔｈ バヌアツ「体感！激烈火山」(総合 後

7:20～8:43)はおもしろかった。バヌアツ共和国の空が落ちてきたような湖、“ブルー

ホール”は美しかった。地球の内部をのぞく窓というタンナ島のヤスール山は、まる

でお湯が沸くような火山のすごさを感じ、驚嘆した。田中泯さんが火山の鼓動と一体

になり、山頂の火山口で踊るシーンは、火山の地球のエネルギーを全部体の中に入れ

て踊っているようで感動を受けた。 

 

○  １月２日(土)の「新春テレビ放談２０１６」(総合 後 10:40～11:58)は、千原ジュ

ニアさんの司会で、テリー伊藤さん、ヒロミさん、ＹＯＵさんなど、辛口の出演者

がまさに放談しており、テレビが大好きな人間には、そのやりとりがたまらなかっ

た。民放のあるドラマがなぜヒットしたのかなどを遠慮なく、ＮＨＫとは思えない

ような形でコメントしておりワクワクした。テレビに深く関わっている出演者ばか

りで、切り口が鋭く、ひと言ひと言が大変興味深かった。民放では絶対に作れない
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番組で、年に１回いろいろな意味で刺激することは大変価値のあることだ。「あさ

イチ」もだが、踏み込み方が民放よりも一歩先を行っているようなところが 近の

ＮＨＫにはあり、そういった新しいものにチャレンジする姿勢が見えてよいことだ

と思う。第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」で、小林幸

子さんの歌の背景で、動画共有サイトの生のコメントを表示するという大胆さもあ

る。「これはすごい」と思わせてくれるところはＮＨＫから生まれていると 近は

感じている。 

 

○  １月３日(日)の「奇跡の色 備前・森陶岳 巨大窯に挑む」を見た。全長８５メー

トルの巨大窯で焼き物を作るという印象的な番組だった。窯の中の温度差が出てし

まった際や、焼いている途中でごまが溶けないため温度を上げるなど、窯焼きの３

か月超の期間の要所をしっかり捉えており、密着取材していた証しだと思う。窯焼

きの夜の風景を高感度カメラで撮影しており、上空を星空が流れる下で、赤々とし

た窯の明かりがこうこうと光っている映像が美しく、印象的だった。窯の中で器に

積もった灰が溶け、ごまになる様子や、巨大窯の中を炎が這(は)うような様子をＣ

Ｇで表現し、通常は決して撮影できない高温の窯の中の映像を視聴者にしっかりと

伝える工夫がよかった。あえて言えばナレーションについて、もうすこし年配の方

がしっとりと語ったほうが番組の質に合っていたと思う。巨大窯は印象的ですばら

しい取り組みだと思うので、引き続き取り上げていってほしい。 

 

○  １月１１日(月）のプロフェッショナル 仕事の流儀 放送１０周年スペシャル

「岡村隆史×プロフェッショナル Ｐａｒｔ２」(総合後 10:00～10:48)の 後で

公式アプリ「プロフェッショナル 私の流儀」の紹介をしていた。家族によるとテ

レビの番組は見ていないが、アプリは利用している人が多いそうだ。ＩｏＴ(“モ

ノのインターネット”)の環境の中でどうテレビに結びつけるかという意味で、さ

まざまな工夫をしていることが伝わる瞬間だった。番組を見せるだけではなく、見

られることを意識したさまざまな取り組みが必要だと感じた。 

 

○  １月６日(水)の歴史秘話ヒストリア スペシャル「徹底解明！これが真田丸だ～

地中に残された幻の城～」(総合 後 10:00～11:13)は、今まで場所が分からなかっ

た真田丸について、地中レーダーを使って位置を特定し、高台の寺をうまく使った

出城だったということを分かりやすく解説していた。この番組を視聴したことで、

大河ドラマ「真田丸」も関心を持って見ることができた。 

 

○  大河ドラマ「真田丸」は１月１０日(日)から始まった。武田家滅亡の流れの中で

真田家が今後どう進むのか、いろいろな文献、番組でも過去に出ているのである程
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度分かっているところもあるが、「歴史秘話ヒストリア」などで前もっていろいろ

な情報が紹介されたことで、すんなりと番組に入ることできた。配役ではベテラン

も多く、バランスがよくかなり期待が持てると思った。 

 

○  年末年始に多くの番組宣伝と関連番組を見たのが大河ドラマ「真田丸」だった。

毎年「大河ドラマ」はＮＨＫ交響楽団が演奏するぜいたくなオープニングを楽しみ

にしているが、今年はバイオリンがメインで新鮮な感じがした。ドラマの中でも随

所に挿入されて味つけとしてひと工夫されている感じがした。当時の武将の勢力図

などを日本列島のＣＧで説明しており分かりやすく、そこも今までのドラマとひと

味違う感じを受けた。「大河ドラマ」ならではの圧倒的な騎馬隊が走るシーンなど

もスケールの大きさを感じ、今年１年は大いに期待できそうだと思った。有働由美

子アナウンサーのナレーションも分かりやすく、自然でよかった。 

 

○  私はドラマが大好きだが、その中でも待望していた海外ドラマの「ダウントン・

アビー４ 華麗なる英国貴族の館」が始まった。「ワンス・アポン・ア・タイム３」

は引き続き放送されており、毎回楽しみにしている。海外ドラマから得るドキドキ

感は、日本のドラマとは違う展開がある。そういった海外ドラマを選択してくれた

ＮＨＫに感謝したい。 

 

○  １月２日(土)の「１００分ｄｅ平和論」(Ｅテレ 後 9:30～11:10)は、過去に平

和を論じた著作として、作家の高橋源一郎さんがヴォルテールの「寛容論」を挙げ

ていたことが意外で、「寛容論」が平和について考えているのか読んでみたくなっ

た。法政大学総長の田中優子さんが井原西鶴の「日本永代蔵」を挙げていたことも

意外だったが、なぜ徳川 300 年は幕藩体制を取りながらうまく続いたのかについて、

平和論につながる見事な解説を行っていた。 

 

○  認知症や老いの問題について、ＮＨＫはいろいろ番組を連続して放送している。

１月９日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「日野原重明×篠田桃

江～オーバー１００歳 脅威の力～」と１月１日(金)のザ・プレミアム「いのちよ

みがえるとき 完全密着 瀬戸内寂聴」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59)は共通して、

老いて生きるとはどういうことかについて考えさせられた。出演者たちの老いてな

お元気でしかも現役である姿に感動した。日本には 100 歳以上の人が６万人以上い

るが、有名ではなくてもすばらしい人もいると思う。そういう人を見つけ出し、紹

介してくれるとよいと思う。 

 

○  年末年始は１２月２５日（金）の「ケルトの風が運ぶ癒やしの歌声～松下奈緒 ア
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イルランド音楽紀行～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～10:59)、「スポーツ追体験ドキュ

メント」など、興味深いすばらしい番組をたくさん放送していた。各分野において

いろいろなことを美しくも、辛辣(しんらつ)にも、多角的に放送し、楽しい番組を

見させてもらい感謝したい。 

 

○  １２月２９日(火)の「壇蜜 死とエロスの旅 マヤ・アステカ編」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

9:00～10:30)を見た。旅番組にありがちな大げさなリアクションの少ない淡々とし

た壇蜜さんのリポートは好感が持てた。死とエロスというタブーを通し、メキシコ

の死生観、そこに息づく風土を紹介しており、興味深く視聴した。 

 

○  １月２日(土)のザ・プレミアム「もてなし巡礼～心のごちそう、召し上がれ」(Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59)は、食を通し、日本各地の風土、信仰を紹介していたが、

年の初めに美しい映像を松本幸四郎さんのすばらしいナレーションとともに、ゆっ

くりと楽しめた。 

 

○  「ＮＨＫサラメシ あの人が愛した昼めしの店」という本を買ったが、「サラメ

シ」が食を通した情景を伝えていることが本に表れていた。「サラメシ」自体もそ

ういうところを捉えており、すばらしい番組と再認識した。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１２月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ勧告について説明があり、

議事に入った。特報首都圏「日本一のコメ“異変”！？産地・新潟からの報告」につい

て説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

   委 員      大 山  寛 （サンファーム・オオヤマ(有)取締役会長） 

      岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

髙野孫左ヱ門（（株）吉字屋本店代表取締役社長） 

野老真理子（大里綜合管理（株）代表取締役） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

      古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

      山口 晃平（(株)山口楼 専務取締役） 

         

       

（主な発言） 

 

＜特報首都圏「日本一のコメに“異変”！？産地・新潟からの報告」 

（総合 １１月１３日(金)放送）について＞ 

 

○  コメに対していつも問題意識を持っていたが、番組には衝撃を受けた。特別な時

に食べるほどおいしい新潟のコメが、牛のえさになっていて、値段を安定させるた

めに飼料用にすることが必要だという一つ一つに衝撃を受けた。答えはまだ出てい

ないが、大変よい問題提起だった。私の周辺の生産者からは、この問題について一

様に「仕方がない」ということばが言われ、さらに衝撃を受けた。コメの多様な作

り方の紹介は、この問題に対する一つの答えだったと思う。この番組を見て、自分



2 

のこととしてどう答えを出していくのかと考えさせられた。いちばんの問題である

コメの消費減少について、もっと真剣に受け止めてもらえるような第２弾、第３弾

の番組を制作してほしい。 

 

○  「魚沼産コシヒカリ」はなかなか口に入らないものなのに、それを牛の飼料にし

ていることにいちばん衝撃を受けた。減反政策が来年で打ち切りになる余波、ＴＰ

Ｐ（環太平洋パートナーシップ協定）によるコメ作り農家に投げかけられた問題な

どが、すぐ間近に迫っている。そういう意味でも衝撃的な番組だった。１０月３０

日(金)に金よう夜きらっと新潟「徹底討論！コメ王国の未来」を見たが、そこから

もっと具体的になってきたと感じた。丸太洋さんは、コメに対する固定観念やしが

らみを取り払い、経営者としてコメを生産しており希望を感じた。コメもコーヒー

やワインと同じように多様性を持ち、生産や消費形態が変わってきている予兆のよ

うなものを感じた。消費者のニーズに合ったコメ作りが今後かなり検討されてくる

だろうということだ。楽観的に見れば、酪農家や野菜農家との連携や提携など、コ

メ文化の可能性には期待が持てるが、現実に昔からコメを作っている農家にとって

は、かなり深刻な問題ではないかと感じる。昔からの農業のやり方、村の存在の仕

方、家族制度など、われわれには分かりにくい問題が絡まっていると思う。そうい

うところを今後深掘りしていってほしい。今回の番組は大きな警告で、毎日食べて

いるコメの状況について再認識させられた。 

 

○  大変インパクトがあり、衝撃的だった。番組としてよくできていた印象を持った。

現状を理解するうえでもとてもよかったと思う。番組の前半、特Ａ米に認定された

産地が喜ぶ姿は、その喜びの大きさが伝わってきて、おもしろいシーンだった。コ

メの消費が減っていることが紹介される番組後半と対比していて、巧みな番組作り

だったと思った。「魚沼産コシヒカリ」の１５％もが家畜の飼料用に回されている

話は初めて聞き、びっくりした。助成金の程度のすごさも含め、コメ作りの現状と

コメを取り巻く環境のすさまじさを思い知らされた。新しいコメ作りに取り組む丸

太さんの存在は分かりやすく、番組を引き締め、いろいろな意味でインパクトを与

えていたと思う。丸太さんの方法はそのどれもが今までの農業者が不得意とすると

ころだったと思う。きちんとした規格のものを約束の期日に、約束の価格で納める

ことが契約の原点だが、農業はそれが実行しにくいところがある。丸太さんはもう

かる農業はどういうものかという視点から追求し、実行しており、こういった成功

している事例を紹介してくれたことはすばらしかった。実例を客観的に伝えるだけ

で胸に刺さるものだが、この番組を見て考え方を変えるきっかけになった方は多い

と思う。また、批判ではなく、プラス思考でいろいろなところがまとめられていた

こともすばらしかった。コメの多様性を表す４品種が描かれた絵が紹介されたが、
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かなり計算ずくで作り込まれており、その達者さ、すばらしさを感じた。特Ａ米の

ように、ランキング形式にしてしまったことがコメにとって手かせ足かせになって

いる部分もあると思うが、ワインやコーヒーの話はとても分かりやすく、今後のコ

メの方向性について、よいヒントになったと思う。番組のテーマは重要なことだが、

さらっとよい感じで見ることができ、それでいて一つ一つ訴えることがきちんと伝

わってきた。全体のコンテンツのまとめ方とバランスとさじ加減が上手な作りだっ

たと思った。唯一気になったのは牛丼を食べるシーンでのはしの持ち方だ。ほかは

とてもよかった。 

 

○  考えさせられる部分がたくさんあった。ＴＰＰの大筋合意があり、農業分野は今

までの農業経営から大きく転換する過渡期に来ており、こういう番組を制作したこ

とはタイムリーだ。1,000 円のものに対して１万 2,000 円も補助金が入ると聞くと、

多額の税金が投入されているという印象を受けると思うが、農業は一般には分かり

づらい国土保全など多面的機能を持っていて、輸出国であるアメリカやフランスで

は農業に対して多くの税金が投入されており、それに比べると日本は全体的に低い

と思う。どこの国も農業が食糧産業としてしっかり維持できていないと食糧安保な

ど、もろもろに影響がある。そういったことも含めた番組作りがあってもよいと思

う。日本総合研究所の三輪泰史さんの解説は分かりやすく、一般の消費者にも理解

しやすいような解説だったと思う。今後さらにいろいろな角度から農業にについて

取り上げてもらえれば、農業の多面的な機能を含めたいろいろなものが見えてくる

と思う。 

 

○  冒頭でキャスターが言っていたとおり、「コシヒカリ」を人ではなく、牛に食べ

させている事実に大変な違和感を覚えたが、その後の展開にも若干の違和感を覚え

た。番組の趣旨として、補助金漬けの生産農家に、減反政策が終了を迎えることの

現状説明と自立への提言だと思った。一般市民的な観点から見ると、お金がそれだ

け余っているのであれば、国が補助金の形で買い上げ、児童養護施設や学校給食、

生活保護者へ配付できればと単純に思う。そういったことが可能なのか不可能なの

か、またなぜ不可能なのかという説明があれば、もっと興味深かったような気がす

る。ゲストはブランディングの専門家であり、言っていることは間違いないと思う

が、国内における貧困や餓死などの問題を考えると、コメ余りの現状の問題提起と

して本当にブランディングが提案として適切だったのだろうか。中流以上の一定の

収入のある人たちのためにブランディングはあると思うが、そこをボリューム

ゾーンと考えることはどうかと心配になった。貧困層のほうが炭水化物を多くとっ

ているという統計も出ている昨今、牛に「コシヒカリ」を食べさせているという衝

撃的な導入の答えにはなっていなかったのではないかと思う。ＮＨＫにはもっと根
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本的なコメ余りの解消、国内生産者の保護、補助金の有意義なあり方など、縦割り

行政の中で考えるのではなく、もっと柔軟性を持って番組の中で提案していってほ

しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この１回の番組ですべてを解決できる問題ではないと思う。

ご指摘のように農業にはいろいろな側面がある。例えば、中

山間地の人たちにとっての農業では、多面的な機能をどう守

るのか、市場原理とは別のところで考えないといけない。食

糧という観点にまで広げると、余っているコメを牛に食べさ

せることでよいのかという指摘も国全体で見ればあるかと思

う。そういう部分をいろいろな側面でこれからも捉える必要

があると思った。ＴＰＰ交渉が大筋合意し、農業に経営的な

ことも求められるなか、できるだけ解決策に近いものの一例

として取り上げたが、それがすべてではないと思う。食糧の

問題は安全保障など、いろいろな角度から考えないといけな

いと思う。今後も取り組んでいきたい。 

 

○  わが家では災害時を意識し、常に３０キロ以上のコメを備蓄している。災害時の

視点から、日本全体で各家庭の備蓄を増やそうと言っている。家庭で在庫を持つと

いう新しい発想として消費者へのＰＲも出来るかと思った。飼育米の考え方一つで

そんなにも簡単に考えが変わるのかと、三輪さんの話から思った。経営戦略によっ

て暗い話ではなく、明るい未来もあると提示したのはよい構成だったと思う。ブ

ランド米がいちばんおいしいとずっと思っていたが、コーヒー豆のように私たち自

身が多様においしさを求める、コメ選びの楽しさがあることを三輪さんの解説から

気付かされた。三輪さんは適切な人選だったと思う。別の段階として、まぜごはん

や手巻きずしなど料理ごとに合うコメをいくつか紹介してもらえれば、消費者に

とって実現性が出てくる話になるかと思う。北海道米の「ゆめぴりか」「ななつぼ

し」のＣＭを紹介していたが、必要だったのだろうか。宣伝として視聴者に強く印

象づけてしまった気もする。「ゆめぴりか」「ななつぼし」の人気が高いことを伝え

たいのであれば、あのＣＭを使わなくても紹介できたと思う。オープニングで、キャ

スターがカンニングペーパーを読んでいるかのような、たどたどしさがあった。視

聴者と目が合っていなかった。台本の進行を気にしているためか、ゲストの三輪

さんや、新潟局の川瀬直子記者が話をしても目線を合わせず、台本に目を落として

いるところが何回かあった。人の話を聞く姿勢は小学生の頃に習ったと思うが、基

本的なことができていない気がした。ＮＨＫに限らず最近、台本に頼りすぎている
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番組をよく見かける。アナウンサーは多くの番組を抱え、忙しいとは思うが、一つ

一つの番組に全力で臨んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者に向かってことばをきちんと届けることは大事なこ

とだ。基本はゲストの話にきちんと耳を傾け、しっかり聞き、

しっかり質問することだ。それはスタジオがどんなに複雑で

も、進化しても変わらないことだ。アナウンス室に持ち帰り、

基本のところを確認したい。 

 

○  「特報首都圏」を見て毎回感じるのは２５分という時間が大変短いことだ。２５

分で何を伝えるか、その絞り込みが必要だと思う。ＴＰＰに触れていたが、食糧安

全保障という観点でわが国の食糧、主食たるコメがどういう位置づけであったらよ

いのかを補助金のあり方と併せ、もう少し整理すると分かりやすかったと思う。補

助金は飼料米に対して出しているが、結果として畜産にも生きているといった情報

については、もう少し整理したほうがよかったと感じた。今までの農業のあり方に

ついて、農業をつかさどる団体が行ってきた功罪があると思う。罪の部分、よいも

のさえ作れば売れるという価値観が根づいているところにくさびを入れてもよ

かったのでないか。必要とされるものを作ることが用途に応じたコメの生産に結び

つくと思う。ブランド米に依存している状況を暗に皮肉っていたように見えたが、

もう少し明快に、端的に示してもよかったと感じた。需要が減っているのに生産者

が減らないため減反が行われてきたが、行政によって行ってきた産業の悲劇が、あ

の場面に表されていたと思う。自分で考え、自分で学び、自分で変化対応の行動を

するという視点を、もっと成功したと思われる事例に対し強く出せばよかったので

はないか。黙って座ってよいものを作る構造がこれからは通用しないという現実を

番組でもう少し出せば、コメ作り、日本の食文化を支えるコメに対しての認識が深

まったのではないか。生活者、消費者はどんなものを求めているのか。外食産業の

場面でのニーズは取り上げられたが、一般家庭の中で貧困も含め、どういうコメ、

食が求められているのかという視点があるとよかったと思う。いろいろな産業がこ

れまでの延長線上では生きていけない中で、多様性をどう作るのか、努力する者が

報われるという締め方もあったのではないかと思う。 

 

○  ＴＰＰの関係でタイミングよく番組が放送されよかったと思う。ＴＰＰや農業の

複雑な制度・背景を伝えるには時間が短かったと思う。農家と直に接することがあ

るが、農業をつかさどる団体が悪いという意味ではなく、農業団体に売ってもらっ

ているという声をよく聞く。番組の中では農業団体に頼らずに自分たちで知恵を絞
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り、どうやって黒字を出すのかについて紹介されていた。求められるものを作れば、

農業団体に頼らなくても自分たちで売ればよく、そこはほかの職業と何ら変わらな

いと思う。６０キロ 1,000 円のコメに１万 2,000 円の補助金が出るのはうらやまし

いことだが、それでは一生懸命に作らないのではないか。ＴＰＰで安い食材が海外

から入ってきて、日本の農家はどうするのか、農家は自分たちで力をつけていくこ

とが必要だと思う。農業団体も農家にある程度厳しく接し、共に知恵を絞って取り

組んでいこうという考えになっていくと思う。今回はコメに関する番組だったが、

畜産や野菜など、いろいろな農家にも同じことが言えると思うので、そういう番組

も作ってほしい。今後の日本の農業がどう生き残るのかを見たいと思った。 

 

○  タイトルの「日本一のコメに“異変”！？」だけを見たらコメそのものに異変が

あったのかと思う。番組の内容からすると「日本一のコメ産地に“異変”！？」「日

本一のコメ作りに“異変”！？」ではないかと思う。タイトルについては完成した

後によく考え直して付けてほしい。番組にはいくつかの違和感があった。新しい経

営に乗り出した丸太さんはすごいと思った。「みつひかり」と「コシヒカリ」の比

較の図も分かりやすかったが、そういうことが出来る人ばかりでないと思う。コー

ヒーやワインに例えた説明は分かりやすいが、コメは嗜好品ではなく、主食だとい

う思いがある。コメを飼料米にしていることはショッキングだった。シンクタンク

の三輪さんが助成金との調整のために、農家のモチベーションアップにつながるよ

うに、日本のコメで育った和牛が日本の食文化を支えるというようなコメントをし

ていたが、その流れには違和感がある。和牛が世界で競争力があることは分かるが、

和牛に「コシヒカリ」を食べさせることに違和感があるのは普通だと思う。三輪さん

の説明はきれいごとに感じた。たくさんの助成金が投入されているのであれば、コ

メを買って、苦しい方々に配ったほうがよいのではないかと思った。さまざまな違

和感があったが、農業は多面性を持っていることを考えると、私のように農業はこ

うあるべきだと思っている人間に、転換期が来ていることを伝えたかったのだろう

と思うし、伝えていかなければいけないのだろう。ただ、そこに取り残される人も

いるはずで、それをどうするのかという問題もあると思う。番組の中で、これは一

例でほかにもいろいろ課題があり日本の農業は転換期に来ているとまとめてくれ

ていれば、見え方が違うのではないかと思った。 

 

○  タイトルを見て、特Ａ米、ブランド米が増えていて、国内の産地間競争が激しく

なっているというよくある話かと思ったが、テーマが広がっていてよい意味で期待

を裏切られた。飼料米の話にはショックを受けた。後半で取り上げられた、コメ農

業の新しいビジネスチャンスを求めている丸太さんのくだりについては新鮮だと

思った。よく取材されていたと思う。最後のまとめではもっとコメを消費者に食べ
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てもらおうというような話になっていて、月並みに感じた。いろいろな取材がされ、

新鮮さもあったのに、最後に陳腐化してしまい残念だった。前段のところで三輪

さんが、飼料米を国産の畜産に使うと国産牛だけではなく、国産の飼料で育った牛

肉という売り方が出来るようになる、カレー用のコメ、すし用のコメという話を取

り上げていた。そういうアイデアがあることにはびっくりしたが、あまりにもとっ

ぴすぎて本当なのかという気がした。コメに限らず、日本の産業は供給者の論理で

ものを作り、需要側のニーズを十分に反映していないのではないかとよく言われて

いる。この件も同様で、消費者など需要サイドの意見、見解も取り上げてくれれば

バランスが取れたのではないか。冒頭に百貨店でコメを買っている消費者のコメン

トがあったが、一般的な消費者ではないと思う。例えば、大手牛丼チェーンの開発

者はどういう考えを持っているのか、コンビニエンスストアでは冷えてもおいしい

おにぎりや電子レンジで温めてもおいしく食べられるコメについて研究している

と思う。消費者の立場に立ったコメント、取材がもっとあれば三輪さんが言ったこ

との裏づけも取れ、深みが出てきたのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  さまざまなアドバイスをいただき、ありがとうございまし

た。コメは広く大きな問題で多面的だ。どういう角度を見つ

けるのか、どこまで取り上げるのかはとても難しかった。頂

いた指摘は納得できるものだった。消費者のコメへのニーズ

は牛丼向け以外にもあると思う。また、今回はコメに絞って

考えるといろいろなアイデアがあるということで伝えたが、

コメ単独でなく、いろいろな産業と組み合わせることで農家

が救われる側面もあると思う。そういったいろいろな側面で

取り上げる必要があると強く感じた。コメの需要が減少して

いることに問題の原点があると思う。カレーやすし用のコメ

が解決策になっているのかどうか分からないが、コメに興味

を持ち、いろいろ楽しんでみようと思ってもらえるような番

組をこれからも作っていかないといけないと感じた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２１日(土）のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「追跡 原発事故のゴミ」

は重たいテーマだった。原発事故のごみと私たちはどう向き合うのかと突きつけら

れ、共通に抱える重要な問題だという感じを受けた。テレビで取り上げても少した
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つと忘れてしまう。地方自治体がゴミをどう受けているのか、政治の解決策はほ

とんど見えてきていない。そういう問題点をＮＨＫにはどんどん追及してもらいた

い。沖縄問題も同様だ。 

 

○  １１月２９日(日)のＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第２集 グレートファ

ミリー 新たな支配者」を見た。第一次世界大戦の終結後に生まれたアメリカの巨

大財閥である、ロックフェラー、モルガン、デュポン、フォードなどについて丁寧

に当時の記録で紹介し、大変おもしろかった。新しく発見された記録についてはい

ろいろ見ることができたが、そこから映像を読ませるような専門家のコメントも少

しでよいので欲しかった。これからも期待している。 

 

○  １２月６日(日)のＮＨＫスペシャル 調査報告 介護危機「急増“無届け介護ハ

ウス”」は衝撃的だった。まさに政治の貧困だと思った。ＮＨＫでどんどん問題に

していってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 調査報告 介護危機「急増“無届け介護ハウス”」は、無届

け介護ハウスがわが国の介護の一翼を担っている実態があること知り、大変驚くと

ともに憤りを感じた。特別養護老人ホームに入所できない高齢者の数が異常なレベ

ルになっていることは、保育園に入れない待機児童の数と同じで、わが国の少子化、

高齢化対策はどうなっているのかという疑問を深く持った。医療費の抑制のために

転院、退院を促していることも制度が変な方向に誘導している実感を持った。ユー

ザーである高齢者の満足度を高めることをまったく考えていないという印象を

持った。新潟市も届け出がないから問題を放置する姿勢がインタビューで報告され

ていたが、火災事件を受け、名古屋市で届け出を求めるようにしたというところも

責任逃れの印象を受けた。名古屋で介護ハウスを運営している方が無理をして個室

化を進めている印象を受け、気の毒に感じた。スタジオに専門家を呼ぶなどして、

もっとストレートに問題提起をしてほしかった。何かひと言でもそういった発信が

あればよかったと思う。無届け介護ハウスで名古屋の事例、川崎の事例を取り上げ

ていたが、名古屋は良心的なイメージ、川崎が悪質な印象を与えるような番組の作

りになっていたが、制作者側にそういう意思が働いているとすると、あまりよい方

向ではないと思う。取材は中立にしたうえで、視聴者にも公正な印象を与えたほう

がよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル 調査報告 介護危機「急増“無届け介

護ハウス”」について、スタジオで問題提起をするべきだとの
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指摘についてだが、６日後の１２月１２日(土)にＮＨＫスペ

シャル 私たちのこれから「介護危機 あなたの老後を守る

には」というスタジオ番組を生放送した。「急増“無届け介護

ハウス”」の直後で番組宣伝を放送し、生放送のスタジオにつ

なぐ試みだった。番組では介護ハウスのＶＴＲを冒頭で流し、

スタジオで議論を行った。放送当日には、民間のインターネッ

トの配信サービスに取材デスクとディレクター、記者等が出

演し、番組を見たリアクション、背景などを説明する試みも

行った。また、名古屋のケースと川崎のケースについては、

先入観で善玉と悪玉という紹介をしたわけではない。川崎の

ケースは市役所や住民からも指摘を受けており、そういう状

況とともに描いた。 

 

○  １２月１３日(日)のＮＨＫスペシャル 未解決事件 追跡プロジェクト「埋もれ

た情報 動き出した事件」(総合 後 9:00～10:13)を、民放の同様の番組と何が違

うのだろうと興味と関心を持って見た。ＮＨＫが最近志向しているのだろうと感じ

ているのが、視聴者を巻き込んだ環境整備だ。資料の提供やＳＮＳを活用した番組

の中での速報性の提示、視聴者を巻き込むことが大きな変化として出てきているの

かと冒頭で実感した。社会現象として起こっている問題を事件の裏側の背景として

整理し、大都市集中化によるさまざまな居住や就労の形が生まれていること、希薄

化しているコミュニティーや地域社会のあり方などについてもメッセージを投げ

かけていたのではないかと思う。密告と情報提供という紙一重のところがどうこな

されるのか、多くの疑問を持っている情報提供者の声もあった。情報提供者側の姿

勢を決めることとしてマスコミの倫理性や信頼感を自ら発信していたように思う。

ＢＰＯのことも含め、これからいっそう倫理性や高潔性、信頼性を維持していくた

めの番組作りをしていくという意思表明だと思った。警察は限りある人員でさまざ

まな捜査に当たらなければならないが、捜査が停滞したところをもう一つ押そうと

いう目的で番組を作っているならば、科学技術の進展等で、今ならば解決に結び付

けることができるという働きかけを行っていたと思う。番組の中で警察も動き出し

ているというようなことが言われていたが、メディアとして、警察に対してどう接

触し、情報を提供しているのかを教えてほしい。推理小説の筋立てをひもとくよう

に、視聴者が疑問に思うような切り口を整理し、興味本位で事件を追いかけている

のではない、本当に解決に結びつけたいという番組作りの意思をゲストの吉岡忍

さんが後押ししていたと感じた。大変よい人材だったと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

  警察との関係は最も気を使い、注意しているところだ。Ｎ

ＨＫに情報提供のあったものを警察にそのまま伝えることは

絶対になく、その姿勢は堅持している。提供を受けた情報の

管理は個人情報も含め外に漏れないように徹底している。そ

のうえで警察にもそういう受け口があり、場合によっては、

通報という方法もあるということを伝える場合もある。当然

のこととして、われわれが通報を促すということではなく、

個人が判断し警察に伝えるということだ。もしも、そういっ

た通報で警察が動いた場合、警察の動きを客観的事実として

通常の警察取材と同じようにわれわれが取材・撮影すること

もある。 

 

○  １２月１４日(月)のにっぽん紀行「大分 中津江村 ぬくもりに つつまれて」

(総合 後 7:30～7:55)を見た。河井昌猛さんたちＮＰＯが、電話１本でお年寄りか

らの修繕、掃除、修理、庭木の手入れ、買い物などの依頼を引き受けるという話で、

高齢化社会の一つのモデルを紹介していた。こういう話題をもっと取り上げてくれ

ると全国の市町村にも広がりが出てくると思う。ＮＨＫは積極的にこういった話題

を掘り起こして伝えてくれれば、明るいよい話題になると思う。 

 

○  １２月１４日(月)の「ＮＨＫ認知症キャンペーン わたしが伝えたいこと～認知

症からのメッセージ～」(総合 後 10:00～10:50、後 10:55～11:20)は興味深かった。

認知症患者８人を呼んでコメントをしてもらっていたが、今までにないことだ。親

しい人が突然認知症になってしまい、私自身を認知できなくなってしまったら、そ

の人を遠ざけてしまうと思うが、認知症の患者側から見ると全く違う。認知症の人

は誰かの役に立ち、誰かに理解してもらいたいと痛切に思っていることが患者本人

から語られていた。番組によく出演してもらったと思う。参考になったとともに、

認知症の方にも勇気を与えたのではないかと思う。 

 

○  １１月２１日(土)のマサカメＴＶ「魅惑のキノコ」は、食材に興味があったので

見た。「マサカメＴＶ」自体を初めて見た。栽培がすごく難しい「ササクレヒトヨ

タケ」や装置を使って巨大なマツタケを育てる栽培方法など、さまざまな栽培方法

を紹介していた。一般の人もキノコの栽培方法がよく分からないまま、スーパーな

どでキノコを選んでいると思う。栽培のこと、キノコの難しさ、なぞの部分もクイ

ズ形式でよく分かった。分かりづらい、よく知られていないようなことを「マサカ

メＴＶ」で扱ってもらえれば楽しいと思った。 
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○  １１月２１日(土)のブラタモリ「♯２４ 軽井沢への道」を見た。過去、中山道

を人が越えていたころからの歴史に触れていて、昔の人も大変な知恵を絞り、努力

し、峠を越え、行き来していたことが分かった。昔ながらの鉄橋、トンネルなど、

見どころが満載で、鉄道マニアでなくても昔の鉄道の苦労したところが見られる番

組だった。軽井沢は、番組を見るまであまり訪れようと思わなかったが、番組を見

たあと興味が湧いて横川を訪れ、まさにタモリさんが歩いたところを見ることがで

きた。訪ねてみて、駅弁の発祥が横川であることなど別の発見もできた。 

 

○  １２月１２日(土)のブラタモリ「♯２５ 日光東照宮」を見た。日光東照宮はき

らびやかなところだが、地元の人も気がつかなかったところに焦点を当てていた。

参道の階段が狭まって遠近感を出している、石畳がひし形になっていて、歩く方向

を示しているなど、何度行っても気がつかなかった部分だ。今度行ったときに見て

みようと思った。いつものように古い絵図で町づくりの発展も紹介し、地元の人も

知らなかった部分を楽しく見せてもらった。 

 

○  １２月１日(火)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、役所が住宅用の木材を

使って幼稚園や保育園などの公共施設を建てるというリポートがあった。「ＮＨＫ

ニュース おはよう日本」では、地方局の記者が飛び回って取材したよいニュース

が多く紹介されているが、このニュースはともすると見落としてしまいがちな内容

で、アンテナをかなり高くしていないと取材できなかったのではないかと思う。地

方の小さな自治体が、住宅用の木材を使って安全で安い公共施設を建てる創意工夫

が紹介され、それについて専門家から、大変よい取り組みだというコメントのフォ

ローもあった。全体としてよいリポートに仕上がっていたと思う。地方で頭を悩ま

せている皆さんも方法によっては突破口があるというヒントを与える意味でもよ

かった。こういった話題はもっと大きな枠でも取り扱ってもらえるとよいと思った。 

 

○  １２月１日(火)、２日(水)の「ひるブラ」で新潟を取り上げた。２日(水)の「“花

街”歩いて女子力アップ！～新潟市～」では料亭から始まり、置屋、待合、最後に

踊りの家元師匠の稽古場まで捉えられていた。短い時間で盛りだくさんにしっかり

と取り上げていて大変よかった。コンパクトにまとまったところをうまく取材して

いたと思う。相当コンパクトにまとめていたので、リハーサル、下見、準備にかな

り時間をかけたと思う。一方、画面左下に出てくるスタジオの様子はライブ感を大

事にするためだと思うが、あまり事前情報を知らないために話がかみ合っていない

部分があった。新潟では置屋を株式会社化し、芸妓は会社員として働いているのだ

が、スタジオのゲストには伝わっていないようだった。フリップを１枚出すことで
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その辺の驚きが、視聴者にも伝わったのではないかと思う。番組の最後で、場所の

説明として「新潟駅下車徒歩２５分」とあったが、歩いていく人はまずいないだろ

う。バスやタクシーなどの交通手段を紹介してほしかった。見た方はどんな辺ぴな

山奥だろうと思ったのではないか。番組のホームページでも紹介されているが、写

真をクリックすると別のお座敷、別の芸妓さんが写っており、事前に熱心に取材を

していたことが伺えた。この番組を見て、花街を楽しみたいという方や、芸妓にな

りたいという問い合わせもあったと聞いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ひるブラ」については現場に周知、共有し、今後の糧に

させていただきたい。 

 

  私も視聴していたが、置屋を会社化して運営していること

は伝わってきた。最初からすべての情報をスタジオのゲスト

に教えてしまうと、予定調和のつまらない番組になってしま

う恐れもある。違和感を与えないように改善していきたい。 

 

○  次の東京オリンピック・パラリンピックに向け、いろいろな番組をＮＨＫは制作

していると思うが、その中でも「めざせ！２０２０年のオリンピアン／パラリンピ

アン」は好きな番組だ。１２月１日(火)は「板飛び込み“勝負は２秒！”でもその

前に…」、１２月８日(火)は「超天然のやり投げ女王  成長のカギは“考え

る”！？」、１２月１５日(火)は「世紀のガチンコ対決！卓球天才少女ｖｓ．世界

王者」だったが、100 メートル走のような花形競技だけではなく、地味でも押さえ

ておくべきような競技も取り上げている。競技のポイントとなるところ、どこを見

ればよいのか、どうすればうまくなれるのかという解説があり、大変分かりやすい。

「課外授業ようこそ先輩」のように先輩との人間的なやりとりや、「超絶 凄（す

ご）ワザ！」のようなこんなところで競技が成り立っているのかという要素もあり、

理解も深まる。ゆずの北川悠仁さんがＭＣ、ゲストにアスリートが出演していて、

「私もそうだった」というような温かなコメントがよいと思う。１０代の勢いのあ

る才能のすごさと、本物のオリンピアンとパラリンピアンの技術力と努力の大きさ

が分かる。オリンピック・パラリンピックを盛り上げるうえで、スポーツへのリス

ペクトも含め、よい番組だと思う。オリンピック・パラリンピックが近づくに従い、

若い選手にマスコミはプレッシャーをかけがちだ。マスコミだけではなく、取り巻

く私たちもプレッシャーをかけてしまい、結局のびのびと競技ができないことは今

までも起きていると思う。若い選手たちがオリンピック・パラリンピックでのびの

びと活躍できるように、適度な距離で紹介していってほしい。2020 年までまだ５
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年あるため今はのびのびした感じだが、それを維持していってほしい。 

 

○  １２月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「一徹に直す、兄弟の工場 

自動車整備士・小山明 博久」は本当にこういう人がいるのかと思った。小山さん

は整備士の理想像だと思った。単にパーツを交換するだけではなく、燃費を向上さ

せ、どんなメーカーのもの、どんなに古い年代車でも対応する姿を見て、本当の町

工場のプロフェッショナルだと思った。 

 

○  １２月１２日(土)の超絶 凄（すご）ワザ！「地震に打ち勝て！究極の“揺れな

い住宅”対決」（前編）を見た。内容としては、一般に普及するにはハードルが高

い難しさを感じるものの、防災対策を進化させるうえで重要な視点であり、楽しく

見ることができた。折しも昨日、政府から長周期地震動における高層建物の影響が

発表された。高層建物では長時間にわたり強い揺れに見舞われることから家具の固

定がいっそう求められる。来年は東日本大震災から５年を迎えるが、この間に被災

地では防災に対する意識も急降下している。大規模地震災害はあれで終わりでなく、

これから南海トラフ地震、首都直下地震を迎える可能性がある。今後も人命を守る

ため、財産を守るために継続し、このような番組を企画、制作してほしい。 

 

○  １２月１１日(金)の金曜ｅｙｅ「千客万来 ふるさとに奇跡を！“招きびと”大

集合」を見た。若い女性の斬新な発想や地元では気が付かなかった観光資源をうま

くＰＲし、外国人を誘致する話などいろいろな角度から紹介されていた。栃木県の

「シャッター通り」のように、新しいお店をつくり、人を根付かせるには、リーダー

が地域をうまくリードすることが必要だ。そういう人がいるところは成功している

と思う。お店を開けばなんとかなると多大な投資をしても、収益性はなく、商売が

うまくいかずに撤退してしまう。人づくりの課題もあると思う。農業の問題でも大

規模経営が進められているが、費用対効果として疑問があると感じるものもある。

ウド鈴木さんが笑いをとりながら問題を提起し、解決策や成功事例を紹介する番組

構成で、楽な気持ちで番組を視聴した。その裏にある大きな課題、新しい産業に取

り組んだときの費用対効果などが見えてくればなおよかったと思う。考えさせる部

分があり、番組全体としてはうまくできていたと思う。山崎亮教授の、安易なもの

まねは駄目、メリットとデメリットを考え進まないといけないというコメントはよ

かったと思う。 

 

○  私は朝４時に起き、「視点・論点」や「みんなのうた」などを見ながら仕事をし

ている。ＮＨＫニュースおはよう日本の「まちかど情報室」のちょっとした情報で、

それはいいと思うことがある。ながら見をしながらでもすっと入ってくるような励
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ましや、グッズを紹介してもらえるとありがたい。そういうことも大事にしてもら

えたらよいと思う。 

 

○  大河ドラマ「花燃ゆ」では群馬県が舞台になっていたが、あまり盛り上がらなかっ

た。最後の１０話を見終わり、多くの群馬県人が、大河で描かれる群馬のイメージ

が違うという印象を持っているそうだ。 

 

○  １１月２８日(土)のＥＴＶ特集「移民の国に咲いた花～日本ブラジル１２０年

～」はよい番組だった。一介の主婦だった大竹富江さんはブラジルの前衛芸術家と

して活躍し評価を受けているが、日本の芸術界や美術界では報道されておらず、番

組を見て初めて知った。論争もずいぶんあるらしいが、大変感心した。「日曜美術

館」などで取り上げてくれるとよいと思う。 

 

○  １１月２８日(土)のこころの時代～宗教・人生～「食で“いのち”を輝かせたい」

を見た。食を通じた心の緩和ケアが題材だったが、おいしいのは基本的なことで、

そこよりも患者さんが持つ食の情景を大切にしていることが印象的だった。管理栄

養士のバックグラウンドから掘り下げ、なぜそのようなスタイルを確立したのか、

これからの食を通じた緩和ケアへの取り組みなども丁寧に説明されていた。「ここ

ろの時代」はたまに視聴するが、これからも特別ではないがいろいろな形で一生懸

命に人々に接している方々にスポットを当ててもらい、番組制作を続けてほしい。 

 

○  １２月２日(水)の趣味どきっ！ パソコンで絆深めよう 年賀状からＳＮＳま

で 第１回「自分のパソコンを知ろう」を見た。ＮＨＫでは料理、園芸、俳句、囲

碁、将棋など、趣味、暮らしに関する番組がいろいろあるが、パソコンの初心者向

けに年賀状づくりをしようというタイムリーな内容だった。気楽に見たが、大変よ

かった、講師の中央大学の岡嶋裕史さんが大変よく、何とも言えない好感度の高さ

があり、表現も的確で、語り口調も初めての人でも抵抗感なく聞くことができて、

すばらしかった。生徒役が久本雅美さん、ダンディ坂野さんだったが、タレントだ

けあって軽妙なやりとりで、シナリオがあることを全く感じさせないような立ち回

りは見事だと感じた。パソコンに触ったことがないような人でも、番組を見れば

やってみようかと思え、おもしろおかしく話を聞いているうちに出来るようになっ

てしまうと感じた。途中で画面が２分割、５分割になり、テレビならではのうまい

編集だった。情報が煩雑になるとおさらいをするなどの番組作りもすばらしかった。 

 

○  １１月９日(水)の「キズナでチャレンジ」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 11:50～11:52)は短い

２分の中に集約されていて納得感があった。「キズナでチャレンジ」はいろいろな
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テーマを取り上げているようなので、ほかの回も見たいと思った。 

 

○  １２月２日(水)のニッポンぶらり鉄道旅「“心の楽園”を探して 京王線」(ＢＳ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 4:30～4:59)を見た。京王線をよく知っているつもりで見たが、知らな

いことが多かった。調布駅では、島野菜を売る直売所に寄り、調布の街の魅力を見

せていた。調布には飛行場があり、伊豆諸島などの野菜、魚が調布で売られている

ことなど、全国の方が見ても新たな発見ができる番組だと思った。とてもおもしろ

かった。 

 

○  １２月１４日(月)のＳＡＰＰＯＲＯディープ！「い～んでないかい！？すすき

の」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:00～7:29)を見た。普段の観光地的なすすきのではなく、地

元の方々が楽しんでいるすすきのの姿が垣間見られ、たいへん楽しかった。「ＴＯ

ＫＹＯディープ！」も大好きでいつも見ているが、地方都市のリアルな姿を見えた

うえ、飲食、花柳界の歴史もきちんと紹介しており興味深かった。ありがちな街の

観光案内的な番組でなく、多角的な視点でそのような番組をつくられる造詣の深さ

は、まさにＮＨＫだと感服した。これからも地方の街に目を向けていただき、マニ

アックな旅番組作りをしてほしい。 

 

○  「第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場者が発表された。出場者の選考には昨年も

意見を述べたが、どのような基準があるのかを知りたい。近年は出場者の決定とと

もに社会的になぜという声が聞こえるようになった気がする。出場者の歌の活動に

ついて、どのような評価をしているのかが分かりにくいからだと思う。「ＮＨＫ紅

白歌合戦」の出場者離れはＮＨＫにとって大きな課題となっていると思うが、その

背景には選考基準のあいまいさから「ＮＨＫ紅白歌合戦」はつまらないという印象

につながっていることも一因ではないかと考察する。歌手生活何年目という節目に

あたる歌手の個人的な背景を魅力に感じる視聴者ばかりではない。一音楽事務所か

らの輩出の多さなど、司会も含め、いびつと言える人選の偏りを感じる。「ＮＨＫ

紅白歌合戦」はＮＨＫの看板番組でもあり、社会に大きな影響を与え続けてきた功

績を鑑みれば、かつてのように純粋に歌合戦という基本的なスタンスに立ち返って

もらい、人選を考えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫ紅白歌合戦」に関する世論調査を毎年９月に行っ

ており、世代別・男女別にどの歌手が支持されているのかを

調査している。今年はいくつか母数を広げた。かなり詳細な

もので、ＣＤの売上やインターネットでのダウンロード数な
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ど、いろいろなデータを基にその年の話題性も加味しながら、

視聴者に納得してもらえるように毎年選考している。この歌

手が何周年だから出場するということもないし、音楽事務所

からたくさん出してくれと言われているわけでもない。ただ、

ジャニーズについては去年よりも１組多く７組となっており、

多いのではないかという意見は真摯(しんし)に受け止めたい。 

 

○  世論を反映しているのであればファンの強さも強く反映される気がする。話題性、

ＣＤ、ダウンロードの売上の中で最も優先すべき評価基準の高いところはどこにあ

るのかも含め、公表されているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  それぞれの要素を加味して選んでいる。世論で支持されて

いる人は売上も高く、そんなに大きな誤差はない。去年と同

様、今年も納得が頂けないということは違和感がまだあるの

かと思う。われわれも真摯に反省したい。 

 

  データの収集もファンを対象にしているわけではなく無作

為に行っている。高齢者層から若い世代まで取り込めるよう

に何種類かの調査を行っているが、調査結果を見る限り、妥

当だと思う。出演交渉をしても先方の都合で出演できない方

も結構いる。こちらの都合だけで決まっているわけではなく、

双方の都合で決まっていく。 

 

○  「ＮＨＫ紅白歌合戦」はあまり好きではない。見ないと分からないこともあると

思うが、放送時間が長い。 

 

○  「第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手が発表されたときに、私も選考基準が

何かを知りたいと思った。 

  母は介護が必要だが、ＮＨＫはコマーシャルがなく、騒がしくなく、ずっとつけっ

ぱなしにすることができるため、寝たきりの人もながら見をしている。関心もなく、

テレビの音だけを聞いているのかと母を観察していたが、ところどころでうなずき、

私に教えてくれることもあり、きちんと受け止めていた。頑張っている人たちが

しっかりと見ることもテレビの役割としてはあるのだろうが、高齢化社会で、寝た

きりの人や、独り暮らしの人のコミュニティーとしてのテレビの役割もあるのでは

ないかと思う。体操の番組などで「体操をやりましょう」と呼びかけているが、そ
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ういった呼びかけがさりげなく入っているとよいのではないかと思う。 

 

○  「２０１５ＮＨＫ杯フィギュア」をインターネット同時配信していた。私の職場

では若い人たちを中心にテレビを見ない、家にテレビがない人たちが複数いるが、

そういう人たちにネット配信でテレビ番組を見てもらう道もあるかと思う。イン

ターネット同時配信の結果、検証はどうだったか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「２０１５ＮＨＫ杯フィギュア」は放送と同時にインター

ネットで配信を行った。放送と同じ内容をインターネットで

流し、アプリやＰＣで見られる仕組みを作り、どなたでも見

られる設計となっている。「２０１５ＮＨＫ杯フィギュア」で

実現できたのは、放送だけではなく、インターネットで配信

する権利もＮＨＫが持っているイベントだったからだ。同様

の取り組みを年間数種類実施する予定で、この後は「第９５

回 天皇杯サッカー選手権 決勝」、「第５３回 ラグビー日

本選手権 決勝」で実施する予定となっている。インターネッ

トで見ていただいた方からアンケート調査を行い、結果につ

いては公表することになっているが、分析しているところで

あり、もう少し時間を頂ければと思う。インターネットで配

信を行うことは権利関係の課題があり、どういう形ならばテ

レビと同じものでも見ていただけるのか、何回か試行し知見

を蓄積し、将来の放送と通信の融合に結び付けていきたい。

どこかの機会でまとめて報告したい。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１１月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」などに関するＢＰＯ意見について説明が

あり議事に入った。続いて、特報首都圏「地方大学からノーベル賞へ～２人は何を学ん

だか～」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

   委 員      岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

髙野孫左ヱ門（（株）吉字屋本店代表取締役社長） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

      古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

       

             

 

 

（主な発言） 

 

＜特報首都圏「地方大学からノーベル賞へ～２人は何を学んだか～」 

（総合 １０月９日(金)放送）について＞ 

 

○  大変興味深く視聴した。「地方大学」という言い方をされていたが、番組を見終

わったあとの印象では、旧国立二期校からの一期校への挑戦というイメージがあっ

た。大学で何を学んだかという切り口も必要だと思うが、２人の人柄について、こ

れまでのノーベル賞受賞者との違いや、大規模な大学と小規模の大学で学んだ者の

違いなど、もっと盛り込まれていればおもしろかったと思う。小規模な大学だから

こそ、いろいろな人との交流や学問の壁を越えた研究が可能だが、その地方大学へ

の進学率などを見ると、その特性が今は残っていない。交付金がどんどん減り、大
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学自体が稼がなければならない。地方創生の名の下に産学連携と言うが、大学側か

ら見ると研究のためというよりも資金を得るためだ。そういう意味で２人の人柄、

大切にしている価値観、生き方を含め、大学、高等教育のあり方にフォーカスを当

ててもよかったのではないか。これからの地方都市、日本を支える人材を育てる意

味で地方大学の果たすべき役割、ノーベル賞を受賞された２人がかつて育ったよい

環境が今どうなっているのか、そういった投げかけがあれば、もっと興味深い番組

になったのではないかと思う。 

 

○  ２人が地方の大学で学び、ノーベル賞を受賞する業績を上げたことは、これまで

の受賞者の経歴からしても画期的なことで、地方で学ぶ大学生に大きな希望をもた

らしたと思う。番組のポイントは、地方大学の魅力ある学びと地方大学を含む大学

の研究体制の現状における課題だと思う。地方大学ならではの魅力ある少人数教育、

教授との距離の近さ、他科、他学部との交流の中で人間関係を大切にする全人教育、

そういった環境が２人の研究に影響していたと思う。東京に集中することなく、地

方でもそういう可能性があり、世界に通じる研究ができることが示され、今後は地

方大学が活性化するのではないかと期待した。２人が学んだ当時と比べると、近年

は大学のあり方や体制、研究予算など、年々厳しい状況にあって、短期的に成果を

出すことが求められ、基礎研究の評価がされない現状がある。今後も受賞できるよ

うな人材を輩出できるのかを考えると喜んでばかりはいられない。番組では、勉学

のみならず、多様な分野の人と交流しながら学べ、国からの交付金に依存すること

なく官民、産学、いろいろな分野が協力して資金を作ることも含めた研究体制構築

の必要性をしっかり伝えていた。深い視点で構成されていたよい番組だと思った。

尾木直樹さんの解説も的確で、一つ一つに説得力があった。また功刀能文さんのコ

メントもよかった。寺澤敏行アナウンサーが投げかける質問もよかったのではない

かと思う。単にノーベル賞受賞を祝うだけではなく、今後の日本の研究体制を踏ま

えた深い内容の番組だった。 

 

○  地方大学、公立大学のあり方を再認識させられた。２人が山梨大学と埼玉大学出

身だということは注目すべきことだと思う。大村智さんが地元に根ざしたワインの

研究から微生物の研究に入ったことなどをインタビューなどでうまく拾い上げて

いたと思う。大村さんは山梨科学アカデミーを設立し、「人材を育て、ビル・ゲイ

ツをつくりたい」とのコメントが示唆に富んでいて印象に残った。山梨科学アカデ

ミーは大変興味深い試みで、ほかの地方でもこういった試みがあればよいと思った。

昭和２１年に鎌倉で開校した「鎌倉アカデミア」は、知識人が民主主義を育てよう

と設立したものだが、こういった取り組みは、各地方に原型的に存在していると思

う。そういったことにも光を当ててくれるとありがたい。梶田隆章さんは普通の学
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生生活の中で物理学研究に打ち込んだとのことだが、東京大学や京都大学の方が打

ち込めそうだと思うがその逆で、地方大学ではいろいろな他部との交流があり、議

論ができたとのことだ。２人ともスポーツマンで、バランスの取れた普通の学生生

活を送っていたことなど、そういった地方大学のあり方を取り上げたことがよかっ

たと思う。２人が学んだ当時と現在の地方の大学の環境はかなり違うと思う。日本

の国立大学がおかれている厳しい財政状況、少子化、進学率低下の問題、家庭にか

かる教育費の負担などにも焦点を当ててもらいたかった。地元の産業と手を結ぶな

ど、これからのあり方についても、もっと提起してもらいたかった。大村さんも、

梶田さんも、人の役に立つために学問に取り組んでいたとのことだが、単純なこと

のようで、今の学生に欠けている視点で、学校でそういうことをしっかりと教えな

い現状があると思う。そういう意味でも地方大学のあり方、日本の教育のあり方を

示唆してくれたよい番組だった。２５分という短い時間の中でよくまとまっていた

と思う。 

 

○  視聴番組でなければ見ない番組だったが、見てよかったと思っている。学生の数

が地方は少なく、都会は多く、地方の大学ではすぐに先輩の下について研究ができ

ることなどが紹介されていたが、私の仕事でも、地方なのか都会なのかで差別があ

り、都会に行って修行した人は能力が高いと見られ、地方は田舎っぽいから駄目だ

というところがある。しかしトータル的には、地域では人間性が学べ、地域から学ん

だことから自分は人のために何ができるのかを考えるような環境が都会にはない

のかもしれない。地方にいたとしてもそういう目線で見なければそういったことを

くみ取ることはできない。２人はそこをしっかりくみ取られたのだと思う。私は東

京出身だが、地方で学んだことから、地域のために何ができるのか、仕事を通じて

地域のよさを発信できるのかという目線を持つことができるようになった。また受

賞した２人の話は簡潔で引き込まれるものがあり、もっと話を聞きたいと思った。

人柄にも魅力を感じ、勉強だけではない部分を地方の大学で学ばれたと思った。

ノーベル賞を受賞した人だけではなく、ほかに地方で頑張っている人にも目を向け

てもらい、地方のよさや魅力をいろいろな分野について発信し、都市部など人口が

集中している地域に向けて問いかけてほしい。地方創生、地方の時代と言われるが、

地方の何がよいのか、今後も番組を作ってもらえれば、地方に魅力を感じる人が増

えると思った。 

 

○  大村さんと梶田さんがたまたま山梨大学と埼玉大学出身ということで、地方大学

をテーマに、番組を急きょ作ったということだった。２人は地方大学出身といって

も、ノーベル賞を受賞するほどの方々で、元来それぞれが相当個性的だったのだと

思う。それを地方大学というテーマひとつでくくられたことに少し温度差を感じた。
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２人の共通点を無理やりこじつけようとしていたように思えた。それぞれの人柄、

生い立ちをもう少し紹介してもよかったと思う。大村さんは山梨大学で学んだワ

インと微生物の関係が、その後の研究に結びついていったということが興味深かっ

た。「山梨から１人でいいからビル・ゲイツを輩出したい」ということばは端的で

分かりやすく印象的だった。いろいろなところで役に立つ人が輩出されることで、

さまざまな流れが変わってくる。そのために大村さんは社会活動に広く取り組んで

おり、そういった活動があの一言でうなずけるような気がした。梶田さんの埼玉大

学理学部もかなり難関ではあるが身近な大学で、ノーベル賞がそんなに遠いもので

はないと錯覚するような感じだった。人間として生きていく上でのいろいろなベー

スが大学の中で育まれたことも印象深かった。番組後半では、地方大学の抱える課

題が議論になったが、尾木さんのコメントが的確で鋭いものが多くすばらしかった。

尾木さんがゲストだったことで番組が引き締まったと思う。日本からの頭脳流出が

話題になっているにもかかわらず、有能な人材と才能を開花させる環境が地方には

あるということを、うまく番組にしていたと思う。最高のものを目指すという気概

が、幅広くいろいろなことを生むと思う。大村さんのことばと同じように、大きな

大学とは違う個性を持ったところが別の個性を育てる大きな役割を果たしてくれ

る。基礎研究などで時間をかけ、じっくりといろいろなことを花開かせることは必

要なことで、目先のことに追われていると、いつか「昔はよかった」ということに

もなりかねない。そういう点に警鐘を鳴らす意味でも興味深かった。 

 

○  ノーベル賞受賞でお祭り騒ぎになる中で、あまりほかで報道されていない地方局

らしい視点で番組が作られておりとてもよかった。３日間で番組を作ったというこ

とだが、ゼロからのスタートではなく、すでに地方大学に関する問題意識から山梨

大学や埼玉大学に取材をしてきた積み重ねがあり、すぐに構成ができたのだと思う

し、地方局らしい取り組みだと思う。ノーベル賞の話題が地方大学というテーマに

つながることも意外で、興味深かった。近年、頭脳の海外流出の問題が言われてい

る。資金がない、任期のある教授が多いことなどから近視眼的な研究にならざるを

得ないという、効率性、経済性を求める国の方向性の問題は前から指摘されていた。

今回はその問題に対してもう一度注意喚起してくれたと思うが、今後も常に世論を

高めるためにも伝え続けていってほしい。今回の番組は、そういった課題について

一般の人に分かりやすく、ノーベル賞という切り口から入って紹介しており、とて

もよかったと思う。大学教育とは何か、どういう人材を育てるべきかにまで深く思

いを至らせてくれたと思う。地方大学と国立大学の言い方が混在しており、若干整

理したほうがよいと思った。教育というテーマではあるが、いろいろな角度から伝

えてくれていて、ノーベル賞を受賞したがこういった問題もあるから見ておこうと

いう意味でよかったと思う。入り口をたくさん与えてくれたが、これからさらに
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突っ込んで取材し番組を作り続けてもらえれば、もっとよい掘り下げになると思う。 

 

○  ３日前に番組を差し替えたということだが、差し替え前の番組は何だったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  翌週の１０月２３日(金)に放送したが、「小児がんサバイ

バー 克服後の闘い」という番組だ。 

 

○  今回の番組は取材も含め３日で制作したのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ノーベル賞受賞が決まった瞬間に、甲府局もさいたま局も、

この番組のためにではなく、記者を中心に取材を進めていて

ベースはできていた。われわれから「『特報首都圏』でも取り

上げたいが、こういう切り口で取材をしたい」というオーダー

を各局に出した。その上で、あらためてこの番組用の取材を

各局の記者、ディレクターにしてもらった。埼玉大学へもそ

れまでに取材をしていたが、地方大学の危機感について取り

上げたいと申請書を出したところ、それならば、現場ではな

く、学長がインタビューに応えるということになった経緯も

ある。 

 

○  地方大学の問題の部分は、今回の番組に向けて最初から取材をしたということか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  前半で紹介した受賞者のプロフィール部分は各局の記者と

ディレクターが進めていた。後半の、地方大学で２人がどう

いうことを学んだのかや、地方大学の役割や課題については、

番組の差し替えが決まってから取材した。 

 

○  大変苦労して作った番組だと感じたが、それは局内の事情であり視聴者とはあま

り関係がないため、情状酌量せずに感じたことを伝えたい。番組で伝えたいことが

あまり伝わってこなかったため、繰り返し見たが、どうもふに落ちないところが

あった。伝えたいことに向かって取材をまとめ、事実を積み重ねるというよりは、

最終的に伝えたいことがあり、それに対し手に入る材料をくっつけたという感がど

うしても残った。時間が短かったこともあり、完成度としてはもう少しだった感じ
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がした。尾木さんの出演はよかったと思う。安心して話を聞くことができた。全体

の構成の中で、実際に学んでいる学生の声がなかった。２人もそうだが、地方大学

を卒業して、大学院は別の大学に行くケースが結構あると思う。地方大学はよかっ

たという感想を持つ学生がいれば、説得力があったと思う。地方大学の内外で具体

的にどう交流しているのかがあまり伝わってこなかった。以前ＥＴＶ特集「“グロー

バル人材”を育成せよ～京都大学・改革への挑戦～」（４月４日(土)）で京都大学

が特別な組織を作って学際的な交流をしていることを取り上げていておもしろ

かった。地方大学だからというよりも、大きな大学でもそういった取り組みを行っ

ている中で、地方大学ができることは何かということを、もう少し掘り下げてほし

い。番組で、研究のための予算が減り、使われなくなった実験装置を拾ってくると

いうことがあったが、私が学生のときも実験装置を自作することはざらにあった。

研究費が少ないのは昔からだと思う。交付金が全体的に減っているというデータが

あったが、個々の研究環境を見るとそれほど特殊な感じはしない。その辺の裏づけ

が足りなかった感じがする。尾木さんのコメントで任期つき教授の話があり、実態

を詳しくは知らないが、研究者はプロフェッショナルであり５年で成果を出せなけ

れば契約を切られても仕方がないと思う。大学院や博士課程に進めば２～３年で論

文を書き、学会発表も行う。基礎研究であっても、途中で論文の１～２本は書ける

と思う。任期が５年だから研究者の立場が不安定というよりも、そこで成果を出せ

ない研究者がふるいにかけられているというよい面もあるのではないかと思う。全

体的に深掘りが足りないとの印象を持った。テーマ自体は、引き続き追いかけて

いってほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  いろいろとご意見をいただき、ありがとうございます。２

５分だから、３日だからということを言い訳にするつもりは

現場としても、プロデューサーの立場としてもない。いただ

いた意見をかみしめ、きちんと質の高い番組を作りたい。ど

うもありがとうございました。 

 

○  今年、大村智さんと梶田隆章さんがノーベル賞を受賞した。２日連続の日本人の

受賞という快挙に多くの日本人が誇らしい気持ちになったと思う。２人は山梨県と

埼玉県の出身、地方大学で基礎を学び、長年の研究で世界的な業績を成し遂げ、ノー

ベル賞に輝いた。地方大学の特色ある教育、自由な学問研究ができ、学びたいこと

が学べること、地方で海に潜り、山に登り、その中で才能のある人間が育っている

こと、少人数であるがゆえの共感との身近な関係、地方の環境や風土、学業とスポー

ツの両立、多様な人とのつながり、そのような環境から学んでの快挙を賞賛したい。
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現在の地方国立大学では運営費が減少し、人材育成に課題が出ている、少ない研究

費で基礎研究も継続できない等の課題も知ることができた。地方大学から地方現場

や産業との産学官連携、地方の抱える問題、地方創生など、現在の社会問題が重ね

て見え、地方のあり方を考えさせられた。番組としては時間が短く、狙いやテーマ

が分かりにくく、掘り下げが足りないと思った。今後ともより多くの議論が必要だ

と感じた。 

 

○  ノーベル賞を受賞された大村智先生、梶田隆章先生のバックグラウンドを基に、

人口減少から来る地方大学の存在意義や必要性について問題提起している番組だ

と思った。番組では２人の地方大学での歩みを踏まえ、必要性を説いていたと思う。

アナウンサーの分かりやすい問題提起の仕方、尾木直樹先生のとても巧みな説明、

功刀能文さんの実直な話の仕方などが見やすく、好感の持てるキャスティングだっ

たと思う。問題点として取り上げていたが、人文学部系の存在意義についても、も

う少し取り上げてくれればと思った。現実問題として格差社会になりつつある日本

で、地方大学は若者にとって研究や教育を受けられる環境として重要な役割を担う

と思われる。これからの日本のためにも、このような番組制作をしてほしいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「ＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀」等、ＮＨＫがよい番組を作っている一方

で「クローズアップ現代」の問題も起きている。反省すること、改善することはＢ

ＰＯの指摘どおりかと意見書を読んで思った。お互いに遠慮し合って言うことを言

わないで番組を作り、風通しが悪いと落とし穴に落ちることもある。それは普通の

会社でもあると思う。自らの仕事への反省としても意見書を読んだ。最後に放送の

自律性について書かれていて、すばらしいと思った。自律性があるからこそ、私た

ちは放送を信頼する。１つの番組の落とし穴ということではなく、全体で風通しを

よくする改善をしていってほしい。これからＮＨＫのさまざまな報道を見て、その

情報に頼らなければならないこと、危機的なこと、自然災害などが山のように出て

くると思う。ＮＨＫは信頼を回復してほしいと意見書を読んで改めて感じた。 

 

○  １０月１６日(金)のＮＨＫスペシャル「ＴＰＰは日本に何をもたらすか」(総合 

後 10：00～11：13)を見た。ＴＰＰについて私は詳しくなかったことと大越健介さん

が久々に出演するということで、興味を持って見た。番組は７３分で長かったが、

私には短いぐらいだった。後半は議論が尻切れになっていた印象もあり、もう少し
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見たかった。番組では、甘利明経済再生担当大臣と日本商工会議所会頭の三村明夫

さん、青山学院大学教授の榊原英資さん、東京大学大学院の鈴木宣弘さんの４人が

出演し、甘利大臣を除けば賛成派、中立派、反対派という形でバランスを取ってい

たと思う。農協関係者を呼ぶだろうと思っていたがそうではなく、どんな議論にな

るのかと思った。鈴木さんはほかの３人に比べると発言に元気がなかった感じがし

た。反対意見のコメントがあったときに、甘利大臣が遮って発言するシーンもあっ

たが、発言者への敬意を感じなかった。それ以降は大越さんが発言者を指名するよ

うに変更し、公平な発言という意味でよい差配をしたと思う。番組では自動車部品

や畜産の問題を取材していて、とっかかりとしてはよかったが、後半では、あまり

取材した内容が出て来ず物足りなさも感じた。生産者ではなく、生活者、国民視点

で話を進めてもらいたかったという感想を持った。また経済全体がどうなるのか、

雇用、企業、税収、地方などの問題についてはあまり伝わってこなかった。ＴＰＰ

が導入されることによって日本の社会の形がどう変わるのかということも掘り下

げて発信してほしかった。議論の中で頑張っている会社として、農業も取り上げて

いた。番組で頑張っている会社を取り上げるのはよいと思うが、全体的な話のなか

で、ミクロで頑張っている会社があるからマクロでも大丈夫だというのは極端な感

じがした。農業では中国の富裕層が日本の生産物を買ってくれるとよく言うが、日

本の農家が中国向けに輸出してもそれほど市場があるとはとても思えず、それです

べて解決するという印象の操作をしているような、特に政府側の発言にはそういう

ことが多いような感じがする。その点はデータの裏づけ、取材など、何らかの視点

で、違った切り口で紹介してくれればと思う。いずれにしても今回の番組をきっか

けに、この問題についてはもう少し深掘りして取り上げてほしい。特定秘密保護法、

安全保障法制、ＴＰＰなど、当時大きく話題になり、問題視されたことも決まった

後ではフォローされないことが多いと思う。そういったことも時折しっかりと取り

上げ、実際にどうなっているのかを発信してほしい。 

 

○  １０月１７日(土)ＮＨＫスペシャル アジア巨大遺跡 第１集「密林に消えた謎

の大都市～カンボジア アンコール遺跡群～」(総合 後 7：30～8：40)を見た。冒

頭で今回シリーズで取り上げる４つの巨大遺跡について、社会における役割という

ことで整理していて、大変分かりやすい導入だと思った。番組の前半、ナビゲーター

の杏さんの疑問に答えるような形で場面が展開していてよかったが、後半では観光

客風になってしまっていて、ナビゲーターに徹すればよかったのではないかと感じ

た。アンコールワットはカンボジア内戦で大変な被害を受け、修復途上にあるが、

世界的なネットワークで修復、復旧、研究が進んでいると知ることができ、刺激に

なった。立体感で奥行きのある臨場感がＣＧの活用も含め表現されており、アン

コールワットのすごさ、当時アンコールワットの果たした役割、アンコール周辺の
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偉大さが伝わってきた。“海のシルクロード”という表現が出てきたが、アンコー

ルと同じ石垣の積み方をする遺跡がベトナムで発見され、影響を与えていたのでは

という話だったが、日本の築城でも全く同じ技術が使われており、“海のシルク

ロード”に日本は入っていたのだろうかと思った。当時、日本がどういう状況だっ

たかはともかく、何かのつながりの中で日本も含め、展開を整理すればより身近な

ものとしてのアンコールワット、あるいは技術、文明、文化が感じられたのではな

いかと思った。当時の人々の暮らしは貧富のない社会ということで、冒頭の社会の

役割という切り口に結びつけ、最後にフランスの歴史家で思想家のジャック・アタ

リ氏がアンコール文明のすばらしさを語っていたが、現在アジアで起こっているさ

まざまな現象、出来事に対し、われわれは先人の知恵を十分に生かし切れているの

かと考えさせられる終わり方だった。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル アジア巨大遺跡」は大変見応えがあった。１０月１８日

(日)は第２集「黄金の仏塔 祈りの都～ミャンマー バガン遺跡～」で、バガンは

知らなかったが、大変啓発された。１１月８日(日)の第４集「縄文 奇跡の大集落

～１万年 持続の秘密～」もおもしろかった。「ＮＨＫスペシャル」らしく大型で、

本気で取り組んだよい番組で、記憶に残ると思う。しかしながら、巨大文明がなぜ

衰退したのかがあまりよく分からなかった。都市の誕生と発展については理解でき

たが、なぜ文明が衰退したのか、そして現代のわれわれが住んでいる社会にどうい

うものを残したのかもあったほうがよかったと思う。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル アジア巨大遺跡」は４回とも大変おもしろかった。ド

ローンで撮影された遺跡の映像がきれいで、圧巻だった。４つの遺跡とも遺跡本体

だけではなく、周りの社会背景、遺跡周辺の広がりも捉えられており、「巨大遺跡」

というタイトルの意味が何となく分かってきた感じがした。どの遺跡についてもよ

く研究されていると思った。カンボジアとミャンマーでは日本人の研究者が現地で

遺跡の発掘をしていることが分かり、日本人がそういうところでも活躍しているこ

とを頼もしく感じた。現地ではいろいろな苦労をされていると思うが、そういった

世界で活躍する日本人を別の番組で紹介してくれればよいと思った。１１月７日

(土)の第３集「地下に眠る皇帝の野望～中国 始皇帝陵と兵馬俑～」では始皇帝が

諸国を回るシーン、合戦のシーンをドラマ仕立てで紹介していた。番組のために

作った映像なのか。精緻に作られており印象に残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「中国文明の謎」シリーズなどの再現ド

ラマのノウハウを生かし、いくつかのシーンを新たに制作し
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ている。 

 

○  １０月２４日(土)のＮＨＫスペシャル 私たちのこれから「＃雇用激変～あなた

の暮らしを守るには～」(総合 後 9：00～9：58)を見た。説明や論点も分かりやす

かったが、ところどころの解説部分でなぜか犬のキャラクターが出てきて、解説に

対して応じるという演出だった。雰囲気を和らげ、親しみを持って聞いてもらうた

めだとは思うが、幼稚な感じがし、スタジオでの議論が白熱し、まじめな議論の解

説のところには合わないと思った。シリアスな話題の際の演出はもう少し考えたら

よいのではないか。視聴者との双方向性が試みられていて、ツイッターのメッセー

ジが表示されていたものの、ほとんど読めなかった。ツイートしている人がいるこ

とを知らせるために画面に出しているのか、後でホームページにツイッターがまと

められているのだろうか。こういった情報をどう扱ったらよいのか、本当に意味が

あるのだろうかと疑問を持った。また、番組の中で「気になるボタン」が導入され

ていて、議論の途中で気になるときに視聴者がボタンを押し、誰の発言に対してボ

タンがたくさん押されたかというグラフが出されていたが、あまり意味がない気が

した。なぜ気になったのかその理由が分からないからだ。あるお菓子メーカー会長

の発言に対してボタンが最も押されたが、それは非難なのか、共感なのかも分から

ないままで番組は終わってしまった。試行錯誤だろうとは思うが、もう少し考えて

から試行してもよいのではと思った。ゲストの人選について、バランスを取ろうと

したのだと思うが、お菓子メーカーの会長は理想的な発言すぎて、ほかのゲストと

温度差があったのではないかという感想だ。 

 

○  １０月２５日(日)のＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第１集 百年の悲劇は

ここから始まった」(総合 後 9：00～10：13)は見応えがあった。歴史を追体験す

るのはよい視点で、大事なことだと思う。第二次世界大戦が第一次世界大戦から始

まったという視点もよく、もっとこういった問題について放送してほしいと思う。

前回のシリーズ以後に発掘された映像をうまく取り入れていて、具体的な内容だっ

た。アラビアのロレンスの問題が今の中東紛争につながっているという視点がおも

しろかった。前回のシリーズとは違い、手記や演説、活字のドキュメントなど、時

の権力者から市井の人の体験談をできるだけ多用しながら市民のことばを出すと

いう視点が優れていると思う。第２集、第３集も楽しみにしている。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第１集 百年の悲劇はここから始まった」

を見た。ＮＨＫに期待される役割の一つに放送、映像にかかる技術開発、普及があ

る。「新・映像の世紀」では 100 年前に起こったことが自分の目で動画や写真とし

て確認ができる「記録」という役割が大変大きいだろうと思った。質のよい状態で
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正しく、客観的に後世に残すことはＮＨＫの果たすべき役割だと思った。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀」の音楽が大好きだ。ＮＨＫの番組で、こん

なにもワクワクし、白黒の昔の映像のイメージ、時代の空気が出てくる音楽はない

と思う。「映像の世紀」と同じ音楽を使っていてうれしい。「第１集 百年の悲劇は

ここから始まった」を、期待を込めて見た。最近はいろいろな制約により、死体な

どの映像はたいていモザイクなどで加工されているが、この番組では、そのままの

映像が使われていた。加工しないことが、時代の空気を感じさせ、悲惨ということ

を体験する意味で必要だと思うが、例えば、前もって「こういった映像がこのあと

放送される」と断ってからでもよいのかもしれないと思う。映像の力を見せること

はテレビという媒体でしかできないことだ。「新・映像の世紀」という番組で映像

の力を活用し、今の時代と過去の時代とのつながりを伝える価値に変わりはないと

思う。変な演出をしない、映像の力そのものを活用した上質な番組を期待している

し、作ってほしいと思う。かつての「映像の世紀」と違うこういった配慮について

は最初にまとめて予告するなどでクリアしてほしい。全部にモザイクなどの加工を

かけることにならないためにもそうしてほしいと思う。 

 

○  遺体の映像、光が点滅する映像もあるが、事前に警告するようなルールはあるの

か。 

 

（ＮＨＫ側） 

  光の点滅については基準を作っている。検出する装置もあ

り、厳格に基準に沿って番組を制作している。 

 

  残酷な映像などは、ガイドラインに沿って配慮を行うこと

になっている。冒頭で表示をする必要があるかないかは番組

のプロデューサーが判断しており、そういった判断基準は番

組によって変わるべきものであると思う。 

 

  「新・映像の世紀」が前回のシリーズの「映像の世紀」よ

りもそういった映像が多いということはない。当時の戦争を

リアルに描く趣旨からあまり省略しないで伝えたほうがよい

という議論の下に放送している。最近の過激派組織ＩＳの残

虐なシーン、ベトナム戦争等の映像については、悪影響を与

えない範囲で判断し伝えている。 

 



12 

  １１月７日(土)のＥＴＶ特集「それはホロコーストの“リ

ハーサル”だった～障害者虐殺７０年目の真実～」ではナチ

ス・ドイツが大量虐殺を行う前に障害者をガス室に送り込ん

でいたという番組だったが、そういう映像が出る前にスー

パーでこの後で遺体のシーンが放送されると伝えた。すべて

の番組で一律な判断ではなく、必要だと思えるものについて

は実施している。 

 

○  １０月２１日(水)の世界へＧＯ！まるわかりヒストリー「徳川家康×エリザベス

１世 大坂の陣の真実」(総合 後 10：00～11：13)はおもしろかった。徳川家康と

エリザベス１世の関係、400 年前の日本とイギリスの意外なつながりについては知

らなかった。 

 

○  １０月２６日(月)の「放送１０周年ＳＰ（１）プロフェッショナル×岡村隆史」

(総合 後 10：00～11：13)は岡村さんが坂東玉三郎さん、挾土秀平さん、木村秋則

さんと対談し、それぞれが苦労し現在があること、プロとは何かを明快にインタ

ビューから浮かび上がらせていた。坂東さんは一瞬で消える芸のために一生をかけ

る芸道の厳しさや自らを律している様子が、挾土さんは０.１ミリの土壁塗りの感

触、研ぎ澄ました左官技術のすごさが映像でよく出ていた。木村さんが農薬なしで

自然栽培を可能にした苦難、苦闘はまさにプロフェッショナルだと感じた。見応え

があった。 

 

○  １１月４日(水）の探検バクモン「地下大改造４２８（シブヤ）」を見た。渋谷は

大都会で、川を付け替え、鉄道が輻輳(ふくそう)し、駅自体を付け替えるような大

工事を行おうと意気込んでいる。実際に現場に行くと様相がだいぶ変わってきてお

り、どうなっているのかと大変興味があった。工事現場は殺伐とした感じだったが、

爆笑問題の２人のキャラクターで、おもしろおかしく進行していた。もう少しき

ちんと進行したほうがよいという部分もなきにしもあらずだったが、見やすくする

意味ではよいと思う。地下に移設する前の大正時代の渋谷川の写真では、家が１軒

もなく、田んぼの間に川だけが流れていた。童謡「春の小川」のモデルになったと

聞き、いまさらながら東京は大きく変わってきたと感じられおもしろかった。昭和

３９年の東京オリンピックの前、渋谷川は大変汚れており、それで川にフタをした

という経緯も分かりやすく、そういった渋谷の歴史が分かっておもしろかった。地

下の工事現場では、地下鉄の半蔵門線が目の前１メートル先にあり、世界屈指の難

工事が進められていることがよく分かった。専門知識があると映像だけでそのすご

さが分かるが、もう少し一般の方にも分かりやすいようにしてもよかったと思う。
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ふくそうしているところを考慮しながら工事をしているということは分かったが、

具体的にどんな苦労をしているのかも説明があれば渋谷の工事の大変さが伝わっ

た気がする。今回は地下広場ができることも大きな目玉だが、地下が多角的に利用

され始めた例も紹介していた。最後のところで地下飛行場計画の話があったが、結

果頓挫してしまった計画なので、このタイミングで取り上げることがよかったのか

と気になった。案内役の工事現場の方は、柔らかい、分かりやすい語り口でよかっ

た。最前線の工事現場にカメラが入り、渋谷の地下がどうなっているのか、興味深

く見た。 

 

○  １１月９日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「和牛の神様、愛情の牛～肉

牛農家・鎌田秀利～」を見た。鎌田さんは５年に一度開催される「和牛オリンピッ

ク」の肉質部門で日本一の牛を生産している方だが、労を惜しまずに牛を育ててい

る姿がとてもよく出ていた。朝６時から深夜０時まで働いているところを密着して

おり、取材も大変だったろうと思ったが、苦心の様子が大変よく表現されていた。

牛の身になってきめ細かく育てている様子を見て、プロはすごいと思った。和牛は

国際的にも話題になっているが、これだけの努力で育てればおいしい和牛が育つの

も当然だろうと思った。ＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)で日本の農業の行

方について話題になるが、鎌田さんのようにしっかりとプロ意識を持って農業にか

かわればよいものができるのだろうと思う。農業では皆で一緒にまとめて農協に

持っていけば買ってもらえる前提の中で議論が行われているところもあるが、最近

は個性、自分の売り物を考え、次の時代に向かうような社会現象があるような気が

した。鎌田さんのような生きざまが人の心を動かし、魅せられ、精神面でも大きな

影響力を生むだろうと思う。番組を見た人はいろいろな気持ちになったのではない

かと思った。大変よい番組だったと思う。 

 

○  １１月１２日(木)の「ニュースウオッチ９」で、自転車の危険行為による事故を

取り上げていた。音楽を聴いたり、信号無視をするという自転車の運転がもたらす

危険性を伝えていた。昨年は全国で１０万件あまり、死亡事故が 542 件、車を含む

死亡事故およそ８件に１件は自転車が関与しているという深刻な状況を伝えてい

た。そんな深刻な状況であるのにスタジオのまとめが淡々としすぎている印象を

持った。最後のまとめでは「自転車は車両であり、凶器になりうるのでルールを守

りましょう」という当たり障りのないコメントで、インパクトが薄かった。今年６

月に改正された道路交通法による「悪質な危険行為」についてその内容を繰り返し

伝え、家庭で自転車を利用する子どもに保護者がしっかりと危険行為をしてはいけ

ないと伝えるような深掘りのコメントをしてほしかった。ＶＴＲが大変よかっただ

けに、スタジオがあっさりしすぎていて、肩透かしな感じだった。健康に対する意
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識の高まりで、自転車を利用する人が増えている中、自転車による事故も深刻さを

増している。今後もさまざまな時間帯の番組で継続的に取り上げてほしい。 

 

○  １１月１４日(土）のＳＯＮＧＳ「朝ドラを彩った主題歌」を見た。過去の「連

続テレビ小説」の主題歌が名場面とともに紹介されていたが、特に近年の主題歌は

よいものが多く、改めてドラマのイメージに対して主題歌の持つ役割はとても大き

いと思った。番組の終わりで、今回いちばん楽しみにしていた「あさが来た」の主

題歌、ＡＫＢ４８の「３６５日の紙飛行機」が紹介され、「あさが来た」では放送

されない曲のすべてを聴くことができた。振り付けのパフォーマンスも大変すてき

だった。主題歌だけではなく、挿入歌もすてきな曲が多いので、またそのような企

画をお願いしたいと思う。 

 

○  好きな番組の一つに「総合診療医 ドクターＧ」があるが、シリーズを何年も見

てきて、毎回楽しみにしている。カンファレンスの中で、症状だけではなく、病歴、

家族関係、食生活、仕事、趣味などの情報を逃すことなく、鋭く診断する真剣勝負

で、絶対に目が離せないぐらいに引き込まれている。医療知識がなくても、研修医

の出した答え、それに至る理由についてどれが正しいのかと判断するおもしろさも

ある。そもそも番組のタイトルに工夫されているように、「高熱が出たら」、「いき

なり倒れたら」という身近で起こりうる症状からどのような病気に展開するのか、

予防医療の視点で見ても参考になる。ずっと続けてほしいと期待している。 

 

○  １０月３１日(土)のＥＴＶ特集「ＦＯＵＪＩＴＡと日本」を見た。世界の絵画全

集をつくるとすると日本の絵描きは藤田嗣治しか多分入らない。そのぐらいに藤田

はフランスで一流と認められている。その藤田を「泥の河」や「眠る男」をつくっ

た小栗康平監督が映画としてどう描くのかと興味津々で、日本の絵描きはみんな注

目していると思う。藤田は今まで実像がよく見えなかったが、戦後７０年という区

切りで、日本の近代について１人の芸術家を通し描いた映画だと思う。評価はいろ

いろ出てくると思うが、東京国立近代美術館で「藤田嗣治、全所蔵作品展示」が開

かれたり、桐生の大川美術館では「藤田嗣治のパリ時代の仲間たち」という展覧会

も開かれており、世界の画家としての藤田は映画「ＦＯＵＪＩＴＡ」をきっかけに

再評価されると思う。大変よい番組で、山田洋次さんの番組と匹敵するようなもの

だった。藤田嗣治という絵描きをＮＨＫで再評価してもらう必要があると感じた。 

 

○  １０月２９日(木)の趣味どきっ！女と男の素顔の書～石川九楊の臨書入門 第

４回「幕末の美しき尼僧と弟子の絆 太田垣蓮月×富岡鉄斎」を見た。ＮＨＫは歴

史の番組をたくさん作っているが、今回は幕末に政治的にも支援者として役立った
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太田垣蓮月の人間ドラマや時代背景を解説してから、太田垣蓮月の文字をまねて書

くことでその人間を浮かび上がらせるという視点がおもしろい。手で文字を書くこ

とが少なくなっている時代なので、なおさら人間性や人生観が文字に表れるという

着眼点が優れていると思う。総合で放送されている時間帯からすると中高年向けだ

ろうと思うが、若い世代が見ても楽しめると思う。よい趣味の番組だと思う。 

 

○  １０月２３日(金)の美の壺 アンコール「江戸の蕎麦（そば）」を見た。私には

信州そばが身近だが、東京で食べるそばと信州で食べるそばは違うと感じる。江戸

のそばの文化や楽しみ方を番組で学び、なるほどと思った。器へのこだわりや作法

があり、粋な食べ方でかっこよく、昔からそばを食べる文化があったことが分かっ

た。そばの産地はほかの地方にもあるが、地方と都会の食はどう違うのかと思った。

さらにそばの原料となるそば粉、そばそのもの、産地の背景の紹介があれば、背景

から食べ方、江戸のそばの楽しみ方が分かったと思う。 

  

○  １０月３０日(金)の新日本風土記「首都高」は、番組タイトルを見て興味があり

見た。首都高はよく使うが、番組では全く違う首都高の姿を見られた。曲がりくねっ

ていて、たくさんのジャンクションなど知らないと走りづらい高速道路だと思った。

東京オリンピックを控えた昭和３７年には土地がなく、江戸の水路とぴったり重な

る首都高のルートとなったと紹介され、なぜ川の上に首都高をわざわざつくったの

かという疑問が解消された。首都高の建設により、のりの養殖が廃業となり、生活

が破壊された側面があること、逆に首都高ができたことによって全国ののりが流通

するようになったという便利な面も紹介されたが、番組を見なければ、もともと大

森海岸がのりの産地だったことも知らなかった。首都高を通じ、日本中の魚が集ま

るようになったのが築地市場だが、貨物列車の２０倍のトラックの輸送が可能とな

り流通が拡大したことなど、その必要性もよく分かった。首都高を巡る２階建てバ

スのツアーが紹介され、首都高の分岐、トンネル、急カーブをバスで巡る様子が、

ジェットコースターのように迫力があり、乗ってみたいと思った。首都高は渋滞す

るので面倒くさいといつも思っていたが、江戸橋ジャンクションが建築技術の結集

でできていることなど大変興味深かった。首都高を通るときはそういう目線で走ろ

うと思った。 

 

○  「新日本風土記」をいつも興味深く、楽しく見ている。最近は首都高、関門海峡、

すしなど、テーマも多岐にわたり、ますますおもしろくなっていると思う。東北な

どの中小都市も取り上げていただけることを楽しみにしている。 

 

○  パリの同時テロ事件について毎日刻々と現地パリの新しい情報が入るたびに日
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本でも速やかに報道されている。日本では過去に湯川遙菜さん、後藤健二さんが人

質となり、殺害された。今年２月には日本人大学生がシリアに入国しようとしてい

たところ、外務省に止められたことが明るみになった。そういうことを踏まえても

パリと同じようなことが日本で起きてもおかしくないと思う。東京オリンピック・

パラリンピック、ほかのスポーツの世界大会、サミットも控えており、テロに対す

る強化がわが国でもいっそう求められていると思う。今の段階では事件の全容が解

明されていないが、一段落ついたらそれでおしまいということではなく、テロ防止

を国、自治体、企業、地域、家庭がそれぞれでどのような対策をするべきなのか、

番組で取り上げてほしい。 

 

○  ＮＨＫの番組は出張した先のホテルで見ることが多いが、地方にもよい番組が多

いと思う。地域の特色を出し、よい番組を作っているといつも思う。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 

 



1 

平成２７年１０月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１６日(金)、ＮＨＫ放送センター

において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、知るしん。信州を知るテレビ「山と向き合い ともに生きる～御嶽

山噴火から１年～」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行っ

た。 

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

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

   委 員      大 山  寛 （サンファーム・オオヤマ(有)取締役会長） 

      岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

髙野孫左ヱ門（（株）吉字屋本店代表取締役社長） 

野老真理子（大里綜合管理（株）代表取締役） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

      古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

      山口 晃平（(株)山口楼 専務取締役） 

         

 

 

（主な発言） 

 

＜知るしん。信州を知るテレビ「山と向き合い ともに生きる 

～御嶽山噴火から 1 年～」（総合 １０月２日(金)放送）について＞ 

 

○  全体的な作りはとてもよいと思ったが、「山と向き合い ともに生きる」という

タイトルは番組全体を表現していないのではないかと思う。地元の方の苦労や取り

組みについてだけを伝えるのであれば、タイトルと合うと思うが、ご遺族が犠牲者

の死を受け入れようと頑張っている姿からは、御嶽山と向き合うという状況ではま

だないと思った。番組の中で、ご遺族から大切な家族の命を奪った御嶽山をどう
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思っているのかという話が少しでもあれば、「山と向き合う」という表現も出来た

と思う。地元とご遺族、それぞれの立場を伝えていたが、ご遺族が過ごした１年と

いうテーマに絞り、山にリスクがあることを踏まえながら自然との共生を訴える内

容ならばよかったと思う。地元の方の苦しい現状も理解できるが、１年という年月

を考えると両者を一緒に伝えるのはどうかと思った。 

 

○  全局を挙げ１年間にわたり丁寧な取材を行い、しっかり作り込まれた内容という

印象を受けた。番組の冒頭、山小屋に灰が積もった現在の御嶽山山頂付近の悲惨な

状況や、噴火から１年となる９月２７日の法要の様子、遺族の天を仰ぐような祈り

の姿などが映し出され、しっかりと作り込まれていると感じた。また、被害者が噴

火数分前に写した御嶽山の写真の映像に思いが強く感じられた。息子を亡くした両

親が、噴火に遭遇した生存者を訪ね、死を覚悟し母親に感謝の気持ちを電話で伝え

たという話を聞き、当時の自分の息子の心境と重ねる姿に心が打たれた。被害者と

その遺族について伝える部分と、観光客が激減した中で経済をどう立て直していく

のか苦労する地元の現状を伝える部分とに分かれた構成もよかったと思う。御嶽山

噴火以降に噴火した火山は８つあり、また最近は大きな災害もあった。原発の問題

もだが、報道の伝え方として被害だけをクローズアップすると、風評被害によって

経済的に大きな影響を与える。ＮＨＫには、時期に合わせて現在の復興状況を伝え、

現地の人や被害者にもっと寄り添った番組を作ってほしいと感じている。そういう

意味では今回の番組は寄り添っており、伝わるものも多かったと思う。 

 

○  放送時間の関係上、ダイジェスト的な伝え方になっていたが、各事案が重く、そ

れぞれで１本の番組になるようなことだっただけに、さらっと全体的に見てしまっ

たという不思議な違和感を覚えた。重要な案件であり、一つ一つをおのおのの視点

で、もっと深く掘り下げていってほしい。これからも長く一緒に寄り添い、もっと

細かく深く取り上げ、放送していってほしい。 

 

○  今回の素材を深掘りし、別の番組として放送する予定はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  遺族については、長野局だけではなく名古屋局も一緒に取

り組んでいる。今回取り上げた自分の息子の死について向き

合おうとしている方については、１０月１０日(土)の目撃！

日本列島「山へ 息子の面影を探して」でも伝え、全国放送

に展開した。 
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○  現在の御嶽山の映像がリアルで、とてもよく伝わってきた。御嶽山の噴火で家族

を失った多くの方の１年を、短時間の放送でうまくまとめていたと感心した。可能

であれば、もう少し時間を割いた別の番組でもっと具体的に取り上げてほしい。御

嶽山噴火以降に噴火した山は８つあり、自然災害に向き合うことは日本のどの地域

でも身近な問題として日常生活との関わりがある。危機管理や防災に対してのＮＨ

Ｋの取り組みはよいと思うが、ますます期待度が大きくなると思う。特に危機管理

や防災に関する報道は今後も精力的に取り組んでほしい。自然災害を体験した人の

証言を次世代につなげることは重要だ。過去に大きな津波を経験した遠野や釜石な

どには津波の碑がたくさん建てられているが、ほとんど忘れられてしまっている。

東日本大震災は未曾有の津波で予測がつかなかったと思うが、そういう災害の経験

が何十年もたつと次世代につながっていかない。警鐘を鳴らし続けることはマスコ

ミ、ＮＨＫの大きな役割だと思うので期待している。 

 

○  よい番組だと思い、家族や会社のスタッフと一緒に見て話し合った。大切な命を

失うことがどれほどつらいのか過去に経験したことがあり、また東日本大震災の被

災地に何度も支援のため訪れているため、被災地の現状も理解しているが、噴火か

らこの１年間の彼らと、私たちが体験してきて感じていることと同じ思いで向き

合っていると感じた。日本全国で同じような思いでつらさを受け止め、頑張ろうと

している人たちがいる心から連帯する励ましの番組として受け止めることができ

た。御嶽山のふもとに暮らす子どもたちが、おじいちゃんやおばあちゃんのところ

へ行き、御嶽山のことをどう思うかと聞いて回るその思いや、一命を取りとめた登

山家が亡くなった人たちの思いを受け止め、このままではいけないと立ち上がって

いるその思いなど、これだけの短い時間の中でそういったすべての人たちの思いを、

裏切ることなく受け止めてもらうことができたといううれしさをこの場で伝えた

い。大変よい番組だった。 

 

○  とても衝撃的な噴火の映像を見て、もう１年もたつのかという思いで番組を見始

めた。不幸があったときの取材は大変だと思うが、それぞれの方の思いがよく伝わ

る内容で、不幸にあった方々がいろいろな思いを持ち、さらにそれ以上の思いもた

くさんあると想像した。観光客の激減に苦しむ街の様子が紹介された中で、噴火前

とあとの駐車場の写真の対比は一目瞭然で、街の様子が変貌していることがよく分

かった。平常時は地域の活性化に対して行政や民間の機関などからいろいろなアド

バイスをもらうこともできるが、そろそろ、こういった危機が起き激変した社会を

どうやって立て直すかというプログラムについても整理され、専門家が現地に入っ

て的確なアドバイスを行うようになってもよいのではないかと強く思った。噴火当

日に山にいた山岳ガイドの小川さゆりさんの「岩同士がぶつかって砕け飛び散り、
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暗いので自分の手のひらも見えない」という発言の一つ一つが現場にいた人にしか

分からないすごみがあり、心を打たれた。「事前の準備があれば被害者をもう少し

減らせたのではないか」とさらっと言っていたが、重たいことばで、大変な意味を

含んでいると思った。番組の終盤、関根太朗キャスターの「今までは山の美しさや

魅力についてばかり伝えてきたが、山に登ること、火山に登ることは危険と隣り合

わせであることをこれからもきちんと伝えたい」というメッセージがよく伝わって

きた。時間の短い番組だったが、メッセージ性がかなり強く、すばらしかったと思

う。山とともに生きるという地元の方の歌のシーンもあったが、噴火を受け止め、

これからどうしていくかということに対しての思いがうまく凝縮されていて感慨

深い番組だったと思う。 

 

○  日本が火山国であることを確認させられる番組だったと思う。非日常だと思って

いることが実は日常と隣り合わせにあり、そういったリスクに対しての意識と備え

がわれわれの生活の中で欠けているのでないかという投げかけを感じた。ともに生

きるという意味合いでは、個人にとっては趣味やレジャーとしての登山であり、地

域社会にとっては観光資源としての自然という前提が、噴火によって一瞬にして覆

されたのだと思う。覆されたことが何を課題として与えているのか、この番組を見

ながら強く思わされた。地方創生が言われている中で、観光産業は多くの自然豊か

な地方都市が目指す方向性だが、その中では、危険を背中合わせにした準備がされ

ていなければいけないと思う。できればそのようなことに対するヒントを地方局が

投げかけてくれるような内容があればよかったと思う。御嶽山は山岳信仰の山でも

あるが、「ともに生きる」ということが山岳信仰をどう表現しているのかと思いな

がら見たが、残念ながら触れられていなかった。富士山もそうだが、自然に対する

畏敬の念が山岳信仰の前提であって、地域にいる方々にとって信仰の対象である山

への意識が番組の中で取り上げられればよかったと思う。番組後半では起きたこと

を受け入れ、悲しみから立ち上がろうとする関係者の方々の姿が示されていた。単

純に悲しみをもう一度なぞるだけではなく、地域の方々が立ち直るために作った歌

が紹介され、精神的な支柱としての山の在り方にも触れていたと思う。伝統、文化

と現状をもっとうまくマッチさせればよかったのかと思う。火山列島に住む日本人

が噴火という自然現象にどのような心持ちで臨めばよいのか、山岳ガイドの方の語

りはヒントを示されたと思う。今後関連性のある番組が制作されるとよいと思った。 

 

○  山岳信仰や伝統文化については取材したのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  去年の「ゆく年くる年」の中で御嶽神社を取り上げ、復興
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への願い、山が沈静化してくれることへの祈りを全国放送で

伝えた。 

 

○  産業面について継続的に取材していることはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  王滝村と木曽町のロープウェイを経営している今孝志さん

については引き続き取材する予定だ。あの地方ではこれから

スキー場がオープンするので、１年たった中でどれぐらいの

回復を見込めるのか、地域経済がどこまで回復したのかを追

いたいと思う。 

 

○  長野県は広く、御嶽山から遠い地域だと、１年もたつと過去の出来事となってし

まうこともあるかと思う。そういう意味で、長野全体が御嶽山の噴火に対し、もう

一度向き合おうという思いになった番組だと思う。長野県には観光産業に携わって

いるところが多いと思うが、御嶽の地域が今後どのように復活、発展し、取り戻し

ていくのかと思う。ことばは悪いかもしれないが、地元から離れられる方は新天地

に移れるのだろうが、番組に出ていた方のように、地元に残り山とともに生きてい

くとなったときに、山をどう許せるのかと思った。御嶽山は信仰の山であり、きっ

と信仰心もあると思う。山がもたらした現状について、信仰の部分はどのように整

理をつけ、山とうまくやっていくのかと思う。そうはいっても、御嶽山を目指し、

県外の方が来ることも確かなことだ。そういった心の部分には番組で触れることが

できなかったかもしれないが、今後どのようにするのか、進展も知りたいと思った。

活火山があり、いつ噴火が起きてもおかしくないという備えの部分がもっとあれば、

ひどい現状にならずに手を打てたのかもしれないと改めて考えさせられる番組

だった。大変充実していて、見応えのある番組だった。 

 

○  タイトルと内容がずれていることがよくある。制作側の思いと、できあがった結

果とでずれてしまうのかと思う。内容が悪いわけではなく、本当にこのタイトルで

的確なのかと最後に見直せば防げると思う。そういう点は少し足りなかった気がす

る。内容はバランスがとれており、短い時間でこれだけのことをすっきりと淡々と

伝えていた。番組冒頭に出てきた祈りのシーンが地盤をなすように底流となって最

後までつながっている感じに思え、深々と迫ってくる感じができあがっていてよ

かった。項目ごとに同じキャスターが出てきて次の話に進行するのも、淡々とまじ

めに向き合いながら伝える感じが表れていてよかった。今まで山の魅力、観光の楽

しさばかりを伝えてきたものが、リスクも恐れも含めて伝えなければいけないとい
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う発言があったことは大切なことだ。日本は自然災害が多い国であり、その中で自

然の恩恵にも浴し、産業の恩恵に浴して私たちは生きている。その意味でもリスク

をきちんと伝える姿勢自体は重要なことだと思う。同様の災害が起きているほかの

県などとリンクした番組を編成することになれば、もっと広くいろいろな人々に、

リスクとともに、自然災害の多い日本でいかに生きていくのかを伝えることにつな

がると思う。そういう編成をしていってほしい。今回の番組はそのいちばんコンパ

クトな最初の種のように思えた。これから関連していることを表現しながら広がる

とよいと思う。 

 

○  噴火から１年の番組ということで多角的にいろいろな事柄をうまく整理し、豊富

な視点で取り上げておりよかった。特に印象に残ったのは生存者のインタビューだ。

生々しい災害現場の体験を聞くことができ、印象に残った。山岳ガイドの小川さん

の「噴火の瞬間に噴煙を見て誰も身動きができなかった」という経験談は貴重で、

これからの防災、減災意識の向上につながるよいことだと思う。生存者の経験談は、

東日本大震災後ぐらいから取り上げられる機会が増えたように思う。こういった証

言は、今暮らしている人に対し防災・減災意識を高めるということで意味があると

思う。今回取材したものも含め、いろいろな紹介をしていってほしい。感心したの

はキャスターの話し方が落ち着いており、服装にも気を使い、過度な演出、音楽、

効果音を使っていなかったことだ。配慮が行き届いた丁寧な作りでよかったと思う。

長野局制作の「徹底取材“中部の火山”あなたの備えは」(総合 ９月１１日(金)

後 7:30～8:43 名古屋・中部ブロック・長野県域)に対するモニター報告が紹介さ

れていて、「ここ１年の火山活動が東日本大震災と関連性があるのか不安だったの

で、関連性がないと断言され安心した」という意見があった。１０月４日（日）の

ＮＨＫスペシャル 巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲⅡ 日本に迫る脅威 

第３集「火山列島 地下に潜むリスク」では全く逆のことを言っており、「大震災

で動いたプレートが関係して噴火が増えている」と説明されていた。いろいろな学

説があるのだとは思うが、ＮＨＫが取り上げるというだけで信頼されて見られると

ころがあり、視聴者に混乱を招きミスリードしてしまうことがあるとよくないと思

う。その点は何か工夫をしてほしい。いずれにしても今回取り上げたものは継続し

て取り上げていってほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回ご指摘していただいた点については、私たちも悩んだ

上で制作したところだ。特に遺族をどのぐらいのボリューム

で紹介し、その思いを伝えるべきなのかは大変考えた。「山と

向き合う」ことに関しても、まだそこまでは至っていないの
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でないかと感じる。自分たちの思いもあるが、最後に出す前

に冷静にもう一度見つめてみることを、大きな災害だからこ

そやるべきだと感じた。ありがとうございました。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１０日(土)のＮＨＫスペシャル「私が愛する日本人へ～ドナルド・キーン 

文豪との７０年～」(総合 後 9:00～9:58)が印象に残った。アメリカ生まれの日本

文学研究者ドナルド・キーンさんがいなかったら日本の文学はこれほど世界に知ら

れていなかったかもしれないと思った。キーンさんが改めて「日本人とは何者か」

について語るひと言ひと言に、日本人でありながら忘れてはならない大切なことを

気づかされた。太平洋戦争という時代のうねりの中で流されず、自分の信念を持っ

て活動してきた谷崎潤一郎の生き方を賞賛していたが、安全保障関連法案、原発の

再稼働など、政治の大きな動きの中で日本が未来をどう進むのかという岐路にある

中で、自分の信念はどこにあるのか、自分はどう動くべきなのかを考えよと言われ

ているような気がした。日本の弱点は日本の伝統に関心を持たないところだとの指

摘に、伝統を学び、そこに自分の楽しみを持つことの大切さを、私自身も後の世代

にしっかりと伝えなければいけないと思いを新たにした。日本人のよさの一つに礼

節があることだとナビゲーターとの対談のときに話をしていたが、ナビゲーターが

足を組んで聞いているシーンがあり礼を失していると思った。キーンさんがすばら

しい話をしてくれているだけに、残念だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「私が愛する日本人へ～ドナルド・キーン 文豪との７０年～」

について、現場で所作の指導などはできるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ２人の対談を３時間に及び撮影し、番組の中で構成してい

るが、長時間たってナビゲーターが足を組まれたところだっ

たのではないか。その話が出たときにカメラを止めることは

できないため、そのまま使ったのかと思う。そういうケース

も当然あるので、事前にお互いに確認するなど対応していき

たい。 

 

○  以前、ある番組で出演者が帽子とコートを着たまま室内に入ってインタビューし

ていたのは礼を欠くのでないかと当審議会で伝えたことがある。インタビューする
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相手への配慮、一般的に妥当と思われる礼儀の確認は事前にしておいたほうがよい

と思う。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル 巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲⅡ」も見ているが、

よいタイミングでよい情報を提供してくれていると思う。 

 

○  ９月１９日(土)の放送９０年ドラマ 経世済民の男（５）「鬼と呼ばれた男～松

永安左ェ門～」(総合 後 9:00～10:00)はおもしろかった。「小林一三」よりおもし

ろかった。俳優もよく、すごい迫力だった。目が離せないぐらいに引っ張られた。 

 

○  ふだん「ＮＨＫのど自慢」はあまり見ないが、９月２６日(土)の「ＳＭＡＰプレ

ゼンツ ＮＨＫのど自慢ｉｎ山田町」(総合 後 7:30～8:45)を楽しく見た。東日本

大震災の被災地である山田町をＳＭＡＰが訪れ、前向きに復興に取り組んでいる

人々の様子を紹介していて心が温まる番組だった。ＳＭＡＰは国民的スターだが、

スター然としたところがなく、ことばの端々が庶民的で「のど自慢」出場者との一

体感が出ていて、心が軽くなるような番組だった。家族で笑いながら楽しく見た。

「のど自慢７０周年」ということで作った番組とのことだが、こういった「ＮＨＫ

のど自慢」の裏の話、出場者がどういう環境で育ったかなど、また被災地で頑張っ

ている姿などを全国に伝えられるとよいと思う。 

 

○  「ＳＭＡＰプレゼンツ ＮＨＫのど自慢ｉｎ山田町」は、何と言ってもＳＭＡＰ

を起用したことが勝因で、プロデュースの力を感じた。ＳＭＡＰは若い人からお年

寄りまで知名度が幅広いことが番組を成功に導いたと思う。 

 

○  １０月１２日(月)の解説スタジアム「どうする？東京オリンピック・パラリン

ピック」(総合 後 1:05～1:59)を見た。新国立競技場やエンブレムの問題など、

トーンが落ちてしまったところがある東京オリンピック・パラリンピックをどうす

るか、ＮＨＫの解説委員がそれぞれ専門の分野から意見を述べていて傾聴に値する

ことばかりだった。しかしながら、もう少しテレビ的な討論会として番組に仕上げ

られないのかという気がした。生放送で番組の途中でアンケートを実施したり、

データ放送を活用するなどそれなりに新しい試みもされていると思うが、事前に発

言に即したＮＨＫの持っている資料映像や参考資料を準備し、発言があった際に画

面に出すなど、もっとテンポよくできないのだろうか。「日曜討論」のように政治

家が来て何を話すかわからないものはしかたがないと思うが、「解説スタジアム」

は事前の準備をきっちりできると思う。ロンドンの組織委員会のセバスチャン・

コーさんについて紹介する部分では、映像が一緒に紹介されていたが、物足りな
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かった。スポーツ担当の刈屋富士雄解説委員が今までのオリンピックの変遷につい

て説明をしている部分は大変分かりやすかった。ああいう形で解説委員がミニプレ

ゼンを行い、視聴者も含め質問に答えるなど、テレビ討論会は「こうあるべし」と

いうような番組を制作してくれると最後までたくさんの方に見てもらえると思う。 

 

○  １０月１２日(月)の「ふるさとの希望を旅する～地域再生のヒントを求めて～」

(総合 後 5:00～5:59)は地味だったが、見応えがあってよい番組だった。ＮＨＫで

は地方創生が言われる前から地域のいろいろな課題を取り上げ、取材をしてきたと

思う。ホームページで「ＮＨＫ地域づくりアーカイブス」を立ち上げたことと絡め

ての放送で、島根県海士町で開催されたシンポジウムについて取り上げていた。海

士町の取り組みも含め、地域再生にかける考え方が明確に出ていてよかったと思う。

海士町では新しい産業を島の中にあるものを探して作り、最初に名産品になった

「さざえカレー」は３年ぐらいかけて作ったそうだ。継続し、がんばって作って成

果につながったなど、勇気づけられるコメントも多くあった。気になったのはシン

ポジウムの進行がスムーズすぎることだ。シナリオがあるのだと思うが、出演者に

コーディネーターが「何か課題はありますか」と聞くと「福祉が課題です」と答え、

さっと福祉の課題を取り上げた地域の番組が紹介され、さらにその地域で福祉に取

り組んでいる人がステージに呼ばれて話を聞くという具合だ。進行としてはスムー

ズでよかったが、若干白々しさを感じた。もう少しオブラートに包んでもらえると

見ているほうも見やすかったのではないか。ホームページを見ると五十数件ぐらい

の地域の取り組みが集まっているようだが、今後もどんどん増やしていってほしい。

地域の取り組みを紹介するときに番組の一部を切り取って動画で紹介しているが、

番組を丸ごと紹介するのは結構あるが、必要な部分だけを切り取って紹介すること

は検索性が高まりよいと思う。手間はかかると思うが、網羅性が出てよいのではな

いかと思う。ぜひ増やしていってほしいし活用していってほしいと思う。 

 

○  ９月２７日(日)の「ＮＨＫのど自慢」を見た。「ＮＨＫのど自慢」を久しぶりに

じっくりと見たが、これまで「ＮＨＫのど自慢」は、出る人にとっては楽しいかも

しれないが、見る側に何の楽しみがあるのだろうと思って見ていなかったが、今回

改めて見て、いろいろなメッセージが込められている、そういう機会を提供してい

る番組だということに気づいた。今回の「山梨県市川三郷町」では単身赴任者、退

職した教師、元気に活躍している学生などが出てきて、単なるのど自慢ではなく、

「私はこんなに元気にしている」と県境を越え、確認し合うような、消息番組のよ

うな意味合いも「ＮＨＫのど自慢」にはあると思った。放送される本戦で多様なお

もしろい方々がたくさん出場しているのだから、予選はもっと楽しいのだろうと思

う。機会があれば予選ものぞいてみたいと思う。 
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○  １０月７日(水)の探検バクモン「超進化！はたらくくるまＺ」を見た。建設機械

や重機、特殊機械が出てきた。子どものころショベルカーやブルドーザーに興味を

持っていて今でも興味がある。ただ、司会者が個人的に好きではなく、すごい機械

だと思っても、コメントをされるとがっかりしてしまう感じだった。現場はなかな

か見ることができないので、番組自体は楽しみにしている。 

 

○  １０月１１日(日)のサキどり↑「あれっ輸入じゃない！広がる農作物の“国産

化”」を見た。ＴＰＰ＝環太平洋パートナーシップ協定によって日本に住んでいる

人たちは安い豚肉、牛肉が購入しやすくなるが、日本の農家はどうなるのだろうと

ニュースを見ながら感じている。番組では、本来輸入食材だと思っていたパクチー

を栽培している岡山県の農家を紹介していたが、輸入のパクチーを買うよりも岡山

県産を買ったほうが安く、新鮮と聞いて興味を持った。アボカド、パパイヤ、バナ

ナ、コーヒー豆など、いろいろなものを紹介していたが、産地化されていて、しっ

かりと出荷し、ある程度の収入になっていることに驚いた。少し前までは珍しい野

菜を作ったら地元の直売所で少し販売し、物珍しさを売る感じだったが、今は主力

になっているそうだ。輸入食材に頼らなくてはいけなかったものが、温暖化、気候

の変化もあって、日本に新しい産地が生まれたということは私にとってまさに先取

りな情報だった。売れる農業、輸入の食材にも勝てるもの、そういうことを地域で

しっかりと考えていかないと難しいと感じた。農産物にも興味があったが、手法と

いうか、地域の産地化の進め方が勉強になった。 

 

○  １０月８日(木)のクローズアップ現代「“正しい”アクセント 誰が決める？～

日本語発音辞典 大改訂へ～」を見た。冒頭に萩本欽一さんの有名な「なんでそー

なるの！」という、本来は人を問い詰めるようなことばが、アクセントを変えるこ

とで全く違うニュアンスになったとの紹介は、興味深い導入で、いつもの「クロー

ズアップ現代」とまったく違った感じだった。日本語の乱れについてはいろいろ意

見が交わされ、ＮＨＫ放送文化研究所主任研究員の塩田雄大さんが、きちんと解説

をしてくれてよく分かった。アクセントについて、最近のあまり抑揚をつけない事

例や、若い世代の言い回しなど具体的な話も紹介されて、大変おもしろく分かりや

すかった。また専門家がいろいろ分析し研究していることもとてもよく分かった。

地方での共通語の認識率は戦後から比べると格段に上がっており、標準語、共通語

を理解するのにストレスがなくなっているそうだ。そういった中、現代では山形の

若い世代があえて方言を使っているという興味深い話があり、番組を見てよかった

と思った。最近あちこちで聞いている会話が大変おもしろく整理され、理解されて

いると思った。各地でそれぞれ特徴のある個性的なことばが出ることは大いに結構



11 

なことだが、ＮＨＫでは正しい美しい日本語ということにこだわってほしい。 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」は第１話から楽しく視聴している。主題歌も明る

く、テンポもよく、子どもたちもすぐに歌詞を覚えて歌えるほどだ。主人公のあさ

は子ども時代も元気だったが、大人になっても元気で、朝から元気をもらって今日

も頑張ろうという気持ちになる。「連続テレビ小説」は第１話が本当に重要だと思

うようになった。前作の「まれ」は第１話から演出のひどさが目立ち、番組審議会

でも意見を伝えたが、案の定、最後までひどかった。「まれ」は俳優も、女優も個

性が強く出ていて、俳優と女優の話に独立性があってそれはそれですごく楽しかっ

たのだが、全体として何を伝えたかったのかが最後まで分からなかったというバラ

バラな印象を持った。土屋太鳳さんがすばらしい女優であっただけに残念だったと

思う。「ごちそうさん」、「花子とアン」、「あさが来た」はすばらしい俳優と女優が

出演しているが、個性を抑えた調和の取れた演出になっていて、第１話から話に夢

中になり、スッと入っていけると感じる。おそらくよい視聴率になるのではないか

と期待している。今後の展開が大変楽しみだ。 

   

○  「２次元グルメドラマ 本棚食堂」を見た。誰もが漫画や小説に登場する２次元

グルメは本当においしいのかと感じることがあると思う。それを再現し、見せても

らえるということで見ていて楽しい番組だと思う。 

 

○  大河ドラマ「花燃ゆ」ではいよいよ舞台が群馬となり、群馬は盛り上がっている

が、ドラマの中の群馬の第一印象は、ほこりがたっていて、いきなりやくざが押し

かけてくるなど悪い。これから本格的に群馬の養蚕、生糸、船津伝次平など、いろ

いろな偉人が取り上げられ、楫取素彦との絡みで群馬のことを描いてくれると期待

している。 

 

○  １０月２日(金)の「時代を楽譜に刻んだ男 山田耕筰」(Ｅテレ 後 10:00～10:59)

を見た。山田耕筰の知らない面がずいぶん紹介された。戦争の問題についてもう少

し触れてもよかったと思う。 

 

○  １０月１０日（土）の第８２回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール全国コンクール「高

等学校の部」(Ｅテレ 後 2:00～5:00)を見た。県のコンクールを小学校、中学校、

高校と何日間もかけて毎日朝から晩まで行い、ブロックコンクールに出場し、やっ

と全国コンクールに行ける。どれぐらい彼らが夏を全国コンクールに捧げているの

か私は承知しているが、小さい学校もあれば、大人数の学校もあってさまざまだ。

全国コンクールに行く学校となるとだいぶ平準化されてはいるが、水準の高いコン
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クールだと思う。番組は生放送のため、いろいろと大変だということは百も承知だ

が、ところどころで小さいトラブルがあった。司会のアナウンサーが言いよどんだ

り、ゲストのコメントが棒読みのようなところがあったり、せっかくのコンクール

なのにというところがあった。最終審査をしている間にスペシャルステージがあり、

いちばん感銘を受けたのはスペシャル合唱団で、代表校の枠を超え、舞台に上がっ

て一つの曲を少しの練習で歌うところだ。本当にすばらしかったが、歌い終わった

あと司会者の「先ほどまで敵として戦っていましたが、すばらしい合唱の輪ができ

ましたね」とのコメントにがっかりした。敵とは言ってほしくなかった。そういっ

たところに油断みたいなものがあるのかと思う。敵として戦うのがコンクールでは

ないと隅々にまで行き渡らせてほしいと強く思う。最後にどこが優勝したというの

は分かるが、なぜ講師の講評がないのか疑問だった。水準的には接戦だろうと思う

が、番組を見ている側からするとあそこがよい、ここがよいと思いながら見ている。

歌っているほうもいろいろな思いがあると思う。講評があることで次にもつながる

と思う。そこは工夫が必要ではないかと思った。課題曲の作詞をした方、作曲をし

た方がコメントをしていたが、つなぎっぽく扱われている感じだった。聞くならば

聞く、聞かないならばＶＴＲでちゃんとしたコメントとして流す、どちらかにした

ほうがよいと思った。全国的に子どもたちが参加するすばらしい催しもので、８２

回とつながっているものであり、もう少し工夫してもよいのでないかという気がし

た。ご一考をお願いしたい。 

 

○  １０月２日(金)のきょうの料理 懐かしの名調子・名レシピ「世界的フレンチ

シェフの技～ロビュション、パコー」を見た。昭和６０年と平成４年に放送された

番組の再放送だったが、フランスで三つ星の２人のシェフが若いころ、全盛期だっ

たころの映像で、あこがれのシェフの共演だった。本当にプロ向けの内容で、家庭

でも作れるのかと思うような内容の料理だった。昭和６０年以前に、今では巨匠と

いわれる方たちがフランス料理、イタリア料理、ほかの料理ジャンルでも番組に出

ているのであれば見たいと思った。今の料理人が見ても大変勉強になるのでないか

と思う。２人とも料理の専門書をたくさん出しているが、その代表的な料理を１品

ずつ紹介していた。料理書には出てこないような隠し味の説明があり、これは財産

だと思った。フランス料理に限らず、過去のものを放送してほしい。 

 

○  １０月７日（水）のグレーテルのかまど「タタン姉妹のタルトタタン」と、１０

月９日(金)のグレーテルのかまど・選「ゴッドファーザーのカンノーリ」は、たま

たま見たが、おもしろかった。どうやって作るのかという料理番組ではなく、スイー

ツを紹介する番組でもなく、食を含めた異文化を紹介する番組だと思った。小売業

では、ものを売るのではなく、ものが持つストーリーや背景をしっかりと理解し、
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それをお客さまに伝え、ストーリーが共有されたときにものが売れるきっかけがあ

ると言われている。そういう意味ではお菓子が持っている背景、文化までを紹介す

る楽しい番組だった。子どもと一緒に見たのだが、子どもが「ヘンゼルとグレーテ

ル」の童話自体を知らなかった。「ヘンゼルとグレーテル」を知らないと、なぜか

まどが出てくるのか、かまどがヘンゼルにお菓子を作ることに対していろいろな助

言をし、物語を語るという番組としての楽しさが分からないと思う。朝と夜に放送

されていることと内容から、誰を対象に作った番組なのかと疑問は残ったが、おも

しろい番組だったので続けて見ようかと思う。楽しい番組だった。 

 

○  グレーテルのかまど「ゴッドファーザーのカンノーリ」を見た。私は映画「ゴッ

ドファーザー」が大好きで、イタリア人のおじさんがオペラを見ながらカンノーリ

を食べ毒殺されるシーンが印象に残っている。今回の番組を見て、映画で出てきた

カンノーリを思い出し、ついコロネのカスタードクリームを３０本ぐらい買って帰

り家族に怒られた。それぐらい影響力のある番組ということを理解してくれればと

思う。楽しく見た。 

 

○  ラグビーワールドカップは日本戦を中心に放送をしているが、楽しく見ている。

日本戦の全試合の中継は当然だが、ほかの国の試合の中継があってもよかったので

ないかと思った。「日本対アメリカ」戦の前の「スコットランド対サモア」戦はネッ

ト上で大変盛り上がっていて、日本国民がサモアに熱い声援を送っていただけに、

放送していれば間違いなく高視聴率を取れたと思う。そのほかの試合でもワールド

カップ日本大会に向け、いろいろな国のチーム紹介、試合を放送し、連動させる必

要があったのではないかと思う。これから国内のトップリーグ、日本チームが参加

するスーパーラグビーが開催されるが、それらの試合の紹介、放送の枠を増やして

いただき、ワールドカップ日本大会を成功に導いていってほしいと思う。 

 

○  １０月１２日(月)のＢＳ１スペシャル「チャスラフスカ もう一つの肖像～知ら

れざる激動の人生～」(ＢＳ１ 後 9:00～10:49)は見応えがあった。チャスラフス

カさんの激動の人生の全貌をインタビュー形式で伝えていて大きなインパクトが

あった。オリンピックで金メダルをとった、世界中で騒がれた英雄であるチャスラ

フスカさんが、プラハの春以来、民主化を支持し、共産政権から２０年に及ぶ弾圧

を受けていたそうだ。イデオロギーでそんなことになってしまうのかと思った。一

緒に見ていた家族も感動していた。 

 

○  ９月２７日(日）、２８日(月)に放送していた「ザ・ベストテレビ２０１５」(Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ ２７日(日)後 0:00～3:28、２８日(月)後 0:00～4:07)を全部は見られな
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かったが、２７日(日)に放送されたＥＴＶ特集「薬禍の歳月～サリドマイド事件５

０年」を見た。「ザ・ベストテレビ２０１５」がすばらしいのは国内の主たるテレ

ビコンクールで高い評価を得たドキュメンタリーをテレビ局の枠を超えて紹介す

ることだ。私が見たＥＴＶ特集「薬禍の歳月～サリドマイド事件５０年」はＮＨＫ

らしい長期取材のなせる業だと思った。長期取材を許されるだけの取材力、記者、

いろいろな方の対応、苦労があると思うし、それを受け入れてきた被害者の覚悟も

ある。「苦難に磨かれる人生」というコメントもあったが、まさにそういう方々を

紹介していた。ドキュメンタリーによって伝える力もそうだが、見る側の人生も考

えさせることもあってすばらしい番組だと思う。重厚な番組をテレビ局の枠を超え

て紹介する番組を作るところに公共性を強く感じた。番組宣伝にもう少し力を入れ

てもよいのでないかと思った。大変よい番組だった。 

 

○  「にっぽん縦断 こころ旅」をときどき見る。地元に来たときは一般の人が通ら

ないような田舎の細い道、こんな道があったというところまで入っていた。火野正

平さんの人柄だと思うが、住民と冗談を交えながらいろいろな話をしている。今は

地方創生が言われているが、心温まる番組だと思う。 

 

○  ９月２８日(月)のＴＯＫＹＯディープ！「どっこい元気！“キューポラの街”川

口」を見た。東京のいろいろな街を紹介する番組で、雑司ヶ谷など、目立たないな

がらも東京らしい街をマクロに、いろいろな角度で紹介していて、楽しく見ている。

番組自体は始まったばかりという印象があるが、すでに東京を離れ、埼玉県川口を

取り上げるのは時期尚早ではないかと思う。東京には立石、洗足など、ディープで

楽しそうな街がまだあるので、東京で引き続き、いろいろな街のマクロな紹介をし

てくれると楽しく見られると思う。 

 

○  ９月２５日(金）の金曜ｅｙｅ「幻の名作 発掘大作戦」を見た。ＮＨＫの昔の

番組は経済的な問題でビデオを上書きし、残っていないことは知っていたが、２年

前から番組発掘プロジェクトを立ち上げ、集めていることを今回初めて知った。２

年間で 4,000 本を集めたということで、成果が出ていることも評価したい。手塚治

虫さんの「ワンダーくんの初夢宇宙旅行」は音声が失われたものを復刻するという、

おもしろい取り組みだと思う。「マイブック」という著名人が自分の好きな本を紹

介するという番組も取り上げられていた。発掘プロジェクトは大変意義があると思

うが、何が目的なのかがよく分からない中で番組を見た。大事なものをなくしたの

で意地でもそろえるというような、ＮＨＫの意地みたいなものも感じたし、貴重な

資料を集め今の世代に伝えることもあるのではないかと思った。「ワンダーくんの

初夢宇宙旅行」も、「マイブック」も、番組のアイデアとしては今でも十分に参考
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になるものが多いと思う。そういう意義を見いだせたということでよかったと思う。

番組の作りとしては、Ｅテレのようなドラマ仕立ての部分とスタジオの座談会のよ

うな部分があって盛りだくさんだった。座談会か、ドラマ仕立てか、どちらか一方

でよかったと思う。座談会には石坂浩二さんを招いていたが、もっと石坂さんの話

を中心に聞きたかったという感じが残った。番組を集める中で技術面や著作権がど

うなっているのかについてもう少し取り上げてほしかった。貴重な石原裕次郎さん

の映像など、出演者や関係者が持っていたビデオが結構紹介されていた。おそらく

民放の番組も相当持っているのでないかと思うが、そういうものの扱いはどうする

のか、ＮＨＫのプロジェクトで民放の番組を集め、公開することはできないと思う

が、民放の中でも貴重な映像、よい番組がたくさんあったと思う。ＮＨＫの中で完

結できない話ではあると思うが、取り組む中で出てきたものをどう扱うかは課題だ

と感じた。 

 

○  番組審議委員になったことをきっかけにテレビの持つ役割とは何だろうと思い

始め、いろいろと考えている。私のような少ししか番組を見ることができない人に

とっては、その番組をどこから見ても全体が分かる配慮、一瞬でその番組に入れる

ような配慮が欲しいと思った。テレビを視聴する人には、目的を持って見る人と、

ながら見をする人と、それしかなくて見る人と３種類ぐらいがあるかと思う。私の

ような人にも配慮してもらえたらよいと思う。 

 

○  ＴＰＰの問題は農業の現場でもいろいろと議論されているが、難しい問題だ。農

業は経済や数字だけで測ると評価しづらい部分がある。農業が持っている国土保全

などの多面的機能についても伝える番組を作ってほしい。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年９月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、平成２７年度後半期の国内放送番組の編成について説明があり、平

成２８年度の番組改定とあわせて意見の交換を行った。続いて「八月十五日、私は～著

名人が語る戦争～」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行っ

た。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１０月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   委 員      大 山  寛 （サンファーム・オオヤマ(有)取締役会長） 

      岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

髙野孫左ヱ門（（株）吉字屋本店代表取締役社長） 

野老真理子（大里綜合管理（株）代表取締役） 

藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

      山口 晃平（(株)山口楼 専務取締役） 

       

         

（主な発言） 

 

＜平成２７年度後半期の国内放送番組の編成について 

平成２８年度の番組改定へ向けた意見聴取＞ 

 

○  「大地の子」を当時見ていたが、印象に残る番組は再放送されることを実感した。 

 

○  海外連続ドラマ「ダウントン・アビー」の新シリーズが１月から始まると聞いて、

大変楽しみにしている。あわせて新シリーズが始まる前に、これまでのストーリー

を振り返る、“朝まで「ダウントン・アビー」”のような編成をしてほしい。 
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○  今の意見に大賛成だ。海外連続ドラマ「ダウントン・アビー」の新シリーズをと

ても楽しみにしており、今までのストーリーをまた見たい。 

  東京オリンピック・パラリンピックに向け、自分のための語学の習得だけではなく、

外国人をもてなすために必要な語学を習得できるような番組を作ってほしい。メトロ

の乗り方や切符の買い方など、どのような質問を受けやすいのか、それに答えられる

ようなおもてなしを学ぶ番組を放送してほしい。英語以外の言語についても、基礎知

識がなくても、日本に来る外国人を喜ばせるためにどのようなことばを知っておけば

よいのかなどの視点で、番組制作をしていってほしい。 

 

 

＜「八月十五日、私は～著名人が語る戦争～」（ＢＳ１ ８月９日(日)放送） 

について＞ 

○  ナビゲーターが戦争を知らない世代で、日本の人口のかなり多くの割合をその世

代が占めるようになったと感じた。内海桂子さんの東京大空襲を親子で生き延び終

戦を迎え、電灯にかぶせた布を取って部屋が明るくなったという話に、やっと戦争

が終わったという情景が浮かんできた。松本零士さんのお父さんが元パイロットで、

戦争で部下を亡くした責任を背負って戦後を生きたという思い出や、黒柳徹子さん

が、スルメの足がほしくて出征する兵士を見送ったが、あとから考えると出征した

兵士たちは戻ってこず、罪深い思いだったという話など、かなり痛烈な話が残って

いる。いちばん印象に残ったのは海老名香葉子さんの体験で、１１歳で戦争孤児に

なったあと、親戚を転々とする日々に心の支えになったのは亡くなった弟のメンコ

で、「メンコは弟が生きた証」ということばもあり涙が出て、家族を戦争で亡くし

た思いが伝わってきた。山田洋次さんは満州から引き揚げて来られたが、日本人は

満州に行ってごう慢な気持ちがあり、中国人に対して差別意識を持っていたことが

怖いと語っていた。また、ちばてつやさんも満州から引き揚げて来られたが、逃げ

るときに父親の友人の中国の方がかくまってくれたという話を聞いて、庶民や市民

は戦争に引きずられながらも心は人間だという紹介もあって、ほっとした気持ちに

もなった。戦争ゲームを遊ぶようなゲーム感覚の若い世代に、当時のつらく悲しい、

地獄の部分がうまく伝わっていないというのも印象的だった。私も直接戦争を知ら

ないが、私の親は元軍人で話をよく聞いた。今の若い世代はそういう話を聞く機会

がなく、こういう番組を放送して、心の部分をしっかり伝えることが必要だと思っ

た。関連した番組でもいかに次の世代につなげるか、工夫してもらえるとありがた

いと感じた。すばらしい、印象に残る番組だった。 

 

○  私の息子は１８歳だが、中学生のときに曽祖母を亡くしている。そのぐらいの年

齢が戦時中の状況、感想を直接聞けた最後の世代なのかと番組を見ながら思った。
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私自身も８月１５日が近くなると祖母が玉音放送の文章を読み上げ、涙していたこ

とを思い出した。昨今、法に関する問題をいろいろと耳にするが、いちばん重要な

戦争に対する抑止は、国民一人一人が戦争に対して拒絶する気持ちを持ち続け、次

世代にその思いを伝えることだと番組を見て再認識した。番組自体はナビゲーター

の清潔感のある語り口に好感が持てたし、出演者の話も臨場感があり、大変興味深

いものだった。この番組を若い世代が見てくれたのかがいちばん心配だった。そう

いうねらいでナビゲーターを起用したことは分かるが、若い世代が興味を持ちやす

い切り口ができていればと思う。よい番組で、かつ重要な問題だっただけにもった

いなく感じたのも素直な感想だ。 

 

○  社会の第一線で活躍されている著名人の方々のこれまでの活動に、少なからず戦

争体験が影響していることを知った。８月１５日をどのように過ごし、何を感じた

か、出演者の体験を知る中ですべての方々が一貫して戦争の悲惨さ、戦争を繰り返

してはならないという祈り、願いをしっかり語っていた。彼らから直接のことばを

聞けることも、日ごろの活動とは別の一面として価値があり、印象に強く残った。

高倉健さんの生の声を聞けたことも貴重だったと思う。ことばの一つ一つに体験さ

れた重さを感じた。ナビゲーターが平成生まれであり、どう感じているのかも番組

の中で少し意見が出ていたが、同世代に語りかけているような感じでとてもよかっ

たと思う。番組冒頭で体験をまとめた本が出版され、本人による朗読を録音し貴重

な声を集めているといっていたが、改めて出演者皆さんの全体の手記、録音された

話すべてを聞きたいと思った。本の展覧会があったという紹介もあったが、その本

にどのように接触したらよいのかという紹介がもう少しあればよいと思った。戦争

を経験していない自分が、子どもに戦争についてどれだけのことを伝えてきただろ

うか、その内容が果たして十分なのかといつも不安に思う。あのとき食べ物がな

かった、家族が引き裂かれた、戦地に行った方は悲惨な体験をしたと伝えたとして

も、十分ではないと思う。戦争を経験していない親が子どもにどう戦争を語り継ぐ

のかという視点の番組があったらよいと思った。こういう方法がある、こういった

施設や書籍で情報が得られる、ＮＨＫではこういう番組が親から子に伝えるのに役

立つなどというような情報を提供してくれる番組を期待したい。 

 

○  戦後７０年が経過し、戦争を実体験として語れる人が少なくなったが、実際に体

験した人が語ることの重みは大変なものだ。私たちが知っている著名人の体験はそ

れぞれが重たく心に響くもので、５０分という番組の長さも感じなかった。今まで

もいろいろな方の戦争体験を別の機会にも聞くことがあったが、特に女性の戦地で

はない疎開先や自分の身の回りで起こった日常のちょっとしたエピソードが逆に

生々しく、迫力があった。内海さんの、当時家の電灯に黒い布をかけていて、戦争
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が終わり布を取った時にこんなにも明るいのかという話は、目に浮かぶようだった。

黒柳さんのスルメの話も、これまで全く聞いたことがなかったため知識として興味

深かった。当時本当に食料がなかったという話はあちこちで聞いているが、黒柳

さんの話は当時の状況が分かりやすく、何か食べなければという思いがひしひしと

伝わってきた。海老名さんの、お兄さん１人を除く兄弟と両親を東京大空襲で一気

に亡くした際の話も、ことばをなくすような思いだ。また、写真もない弟の１枚の

メンコを大切に今も持っている姿は心を打つものだった。山田さんは「戦争中に日

本人は威張っていて他民族を侮蔑していたように思う」という話は、掘り起こせば

報道されていないようなことがかなりあるのではないかと思う。戦地がどんな状況

で、庶民の暮らしにどんな影響を与えるのか、うまく掘り下げてもらえるとよいと

思う。山田さんのように感じた人が大勢いたのだとすると、私たちの太平洋戦争に

対する認識をより客観的に正しくするために、別の形でも放送されるとよいと思う。

「こんな思いは私たちだけでたくさんだ。戦争は二度とやってほしくない」という

思いがそれぞれにあふれていた。今回登場した人以外の話も収集し、何らかの形で

私たちが接することができるようにしてほしい。戦争についていろいろな思いが国

全体にあるときであり、私たちが判断を誤らないようにするためにも、体験者が自

分の心の声を伝える番組は大変貴重だと思った。 

 

○  現在さまざまな職業にある方々が共通して持つ体験、戦争からどういう影響を受

けたのか、興味をわき立たせるような入り口だった。原稿から目を離し、心の底か

ら湧き上がってくるようなことばで語る姿が見られ、大変説得力があった。極限の

状況で人は何を考え行動するのかといったメッセージを伝えてくれ、若い世代に対

して強烈なものとなったと思う。番組の中で、命に対してどう使い、つなぎ、責任

を持つ、ということばが随所に出てきて、戦争を通して生命の価値を伝える番組だ

と思った。現代社会でのいじめの問題など、さまざまな命にかかわる深刻な問題が

顕在していることを考えると、人が犯しやすい過ちをもう一度整理し、伝えている

番組だと思った。戦争がもたらす悲劇は日常の喪失であり心に与える傷だとすると、

今でも天災などによりある日突然失うことがあり、その際どう対処し、どういう配

慮をするべきなのか考えさせられた。戦争体験から気づく人の過ちもあった。無意

識に生まれる差別や理不尽な慣習、必然性もなくもたらされる死などだ。こういっ

た終えてみなければ分からないことをどうやって防止するのか。その点で１点分か

りにくかったのは、冒頭でナビゲーターが玉音放送を聞いた人々がどのような思い

を持ったのか想像もできないと語り、番組の最後にどう感じたのかを語るのかと

思ったら、「ひと言ひと言が明日を生きる私たちに託されたメッセージです」とい

う、よく分からないコメントだった。平成生まれのナビゲーターが戦争体験を知っ

たあとに、思ったことを最後に触れてもよかったのではないか。そこを投げ出した
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まま「判断はあなたです」と言うだけのナビゲーターならば単なるつなぎ役でしか

ないという印象を強く持った。命や生きることに対しての一つの事例として戦争を

取り上げていると私は思ったため、このような感想を持った。 

 

○  出演されていた方の体験を聞き、祖母のことを思い出した。山梨で空襲にあった

そうで、会うたびに、戦争を起こしてはいけない、戦争は人の命を一瞬で消してし

まう、家族がバラバラになる、人格さえも変えてしまうと聞いていた。毎年８月に

なるとＮＨＫも含め、戦争関連の番組を見ているが、今回は体験された方の声で話

を聞けたため伝わってくるものがあった。一緒に見始めた子どもはつまらないと

言って途中で見るのをやめてしまった。子どもは興味がなければ見ない。忘れては

いけない経験や過去にあったことを歴史の授業でも学ぶだろうが、薄れていってし

まう現状がこの先あると思う。高齢でありながらも出演された方たちの声が残って

いるのであれば、どうやって次の世代の子どもたちに聞かせるのか、戦争を知らな

い世代の私たちがどのようにしたら伝えていけるのかを考えなければいけないと

思った。違う伝え方で若い世代に伝えられる番組をＮＨＫで作ってもらえることを

期待している。 

 

○  私の地元でも８０代の戦争体験者が今まで言わなかったことを１冊の本にし、ベ

ストセラーとなっているが、残念ながら読者は同時代の方や５０代前後で、２０代

の人はほとんど読まない。若い世代にどうやってつないでいくかは大きな課題だと

思う。今回の著名人が語る戦争体験は、戦争を知らない若い世代へのメッセージと

して強烈で、インパクトがあったと思う。戦争体験は次世代に伝えなければいけな

いことだが、著名人でなくても体験者はたくさんいる。戦後７０年だから特集を組

むのでなく、これからもずっと継続していく必要があると思う。１０分でも、１５

分でもよいので、いろいろな方の戦争体験を伝える番組を、１年間放送できれば大

きく伝えることができると思う。本の出版をきっかけにＮＨＫが番組を作ったとい

うのは興味深かった。本よりもよく伝わるのでないかという感じを受けた。普段テ

レビでは見かけない著名人もおり、こういった発言をする場が少なくなってきてい

るという意味でも、著名人を取り上げたのはよいと思う。後半に出演者それぞれの

メッセージがひと言でうまくまとまっていた。核心を突いていてよいメッセージ

だったと思う。体験者はどんどん高齢化しており、今聞いておかないと臨場感のあ

る体験が聞けなくなる。１年間を通して番組を作ってもらえればありがたいと痛切

に思った。 

 

○  私は語り部の会を作って、地域の方たちの戦争体験を聞き取る活動に長年取り

組んでいる。小さな体験を聞き取ることがどれほど大事か、戦後７０年はそういう
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意味からもきちんと受け止めようと思っていた。番組を見て一人一人のメッセージ

を私のこととして受け止めることができ、私もこれから頑張ろうという思いを深め

させてもらった。ただ、番組そのものはとても長く感じ、黒柳さんや山田さんが好

きで早く見たいと思いながら見ていると、その人が登場するまでが長いとも思った。

また、一人一人が語っている内容は、本来もっと奥行きのあるものであり、今回は

ハイライトで終わっているように感じた。もっと深い小さなひだのようなものを全

部見るから一つとして受け止められ、そういった積み重ねが見る人を引きつけるの

ではないかと思った。またナビゲーターの、ひと事のようなことばも気になった。

「私だったら嫌だ」など、もっと赤裸々な思いをコメントすることで引きつけられ

るのではないかと思う。黒柳さんがスルメ１本をもらうために出征する兵士を見送

る旗を振っていたことや、海老名さんが８０歳を越えても母は恋しいといったよう

な話は今回初めて聞いたが、改めて戦争をしてはいけないが、現状を自分たちはど

う乗り越えていけばよいのかを考えていくための血や肉とさせてもらうことがで

きた。 

 

○  いちばん印象に残ったのはちばてつやさんだ。漫画「あしたのジョー」の作者の

イメージが強かったため、戦争経験をされていたことに驚いた。「ＮＨＫスペシャ

ル 戦後７０年 ニッポンの肖像」シリーズのオープニングアニメーションをちば

てつやさんが描いていることが不思議だと思っていたが、今回の番組を見て納得し

た。番組としても貴重な証言資料となっており、一般社団法人の推進しているこの

企画はよかったと思う。ただ、ＮＨＫとしてこの企画を取り上げたことの付加価値

は何だったのかと思った。ことばを選ばずに言うと、本の出版と朗読プロジェクト

という外部の企画を借りてきたのではないかと思われてしまう。ＮＨＫが取り上げ

ることで、それに何かプラスできていたのか。誰に見てもらいたいのか、そのため

にどういう工夫をしているのかが伝わりづらかったのではないかと思う。ナビゲー

ターはシナリオを読んでいるだけという感じで実感が湧いてこない。ＮＨＫからの

説明で、撮りだめた素材を使って構成した番組という事情も分かるが、もう一歩踏

み込んでほしかった。８月１５日(土)のＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポン

の肖像－戦後７０年を越えて－「日本人は何ができるのか」(総合 後 9:15～10:44)

で石原さとみさん、寺島しのぶさんを現場に投げ込んで体験させていたが、ナビ

ゲーターにも出演者へのインタビューをさせ、話を聞かせるなどし、自身のコメン

トをさせていれば実感として視聴者に伝わったのでないか。また、私ぐらいの年齢

だと疎開や中国に日本人がいたのかも分かるが、もう少し若い世代には恐らく分か

らないのではないか。テロップでの用語解説があれば、背景が分かり理解も深まっ

たのではないかと思う。今回出版された本も読み、展覧会にも行ってきたが、終戦

時に子どもだった人、若かった人、軍隊にいた人などと年代ごとに分類をしていて、
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終戦時にどこにいたかも地図に書き表している。今回の番組ではそういった分類や

整理もあまりできておらず、見ていて単調な感じがした。単純に外部の企画を取材

するだけではなく、理解を深める工夫をしてくれればよりよい番組になったのでな

いかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  出演者のことばの力、体験の力だと思うが、正面から受け

止めていただいてとてもうれしく思う。祖父母や家族から幼

いころに聞いた話を思い出したという感想を聞き、今回取り

上げた話は、そのように伝わればよいと思っていたため、と

てもうれしい。しかしながら、こういった戦争時の記憶を、

どう分かりやすく伝えるのかは重たい課題だと思う。私の家

族もこういった暗い番組はあまり好きではないし、自分が子

どものころも、「はだしのゲン」のような漫画を好んで読んで

いたわけではない。戦争の記憶は、基本的に人間としてつら

い話であり、感受性が豊かな子どもにとって大変難しいと思

う。今回の番組制作としては、ＶＴＲだけにこだわった古い

作り方だったと思う。もっと違う作り方、見やすさが追求で

きたかもしれない。興味を持ってもらう入り口の作り方も

あったのかと感じた。ナビゲーターについては消化不良だっ

たかと思う。当初は、最初に戦争のことを知らない人として

登場し、進行とともに学んでいくということを考えていたが、

１人でナビゲートしながらだと難しかった。今後はそういう

部分も含め、見やすい番組作りを心がけたい。現場の人間は

がんばって取材している。それを最後にどう伝えるのかとい

うことをもっと考えなければいけないと普段から思っている

が、改めて思いを強くした。どうもありがとうございました。 

 

○  終戦当時、物心がついた年齢であった方々は７０代後半から８０代になられてい

る。その中で戦争の現実がどんどん現社会から離れていき、リアルに伝えることの

難しさが増している。その中で今回の番組はぎりぎり最後のチャンスという切迫感

をにじませながら体験者の生の声を的確に伝えてくれたと思う。これまでもＮＨＫ

はさまざまな番組を通し、戦争の現実に迫ってきたが、著名人のメッセージをこの

ように並べるのはよい企画だと思う。そこには２つのポイントがある。１つは各界

で活躍されてきた方々ならではの存在の力、ことばの力が一般人とは違う強いア

ピール力を持っていることだ。もう１つは私が子どものころからなじんできた方々
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が老境を迎え、最後の訴えとしてこの番組にことばを残そうとしている痛切さが画

面から迫ってきたことだ。われわれは現在の事態に対し、将来にわたる責任を感じ

るべきなのだろうと強く思った。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  戦後７０年の戦争と平和を考える番組について注目して見た。私の年代は疎開を

知っている世代だが、１クラスに４、５人の疎開してきた生徒がおり、ほとんどが

東京からの疎開だった。そういう意味で、８月９日(日)のＮＨＫスペシャル「“あ

の子”を訪ねて～長崎・山里小 被爆児童の７０年～」は実感があった。戦争を女

性の視点から見る番組は意外となかったが、８月１３日(木)のＮＨＫスペシャル

「女たちの太平洋戦争～従軍看護婦 激戦地の記録～」(総合 後 10:00～10:49)、

８月１０日(月)の戦後７０年「一番電車が走った」(総合 後 7:30～8:43)、８月１

１日（火）のＢＳ１スペシャル「武士の娘 鉞子とフローレンス～奇跡のベストセ

ラーを生んだ日米の絆～」(ＢＳ１ 後 9:00～10:49)などは今までになかった視点

で、戦争時の実際の日常生活の様子を描き、女性の暮らしの感覚から戦争を見つめ

ており大変よかったと思う。 

 

○  戦後７０年ということでかなり多くの番組を８月に見た。戦後７０年「一番電車

が走った」は、戦地に男性が行って、残った若い女性が一生懸命に使命感を持って

行動したことがよく伝わった。８月１５日(土)のＮＨＫスペシャル「カラーでみる

太平洋戦争～３年８か月・日本人の記録～」(総合 後 8:00～9:00)は、戦時中の写

真、映像が現在の科学の中でカラー映像化され、リアルさを感じた。悲惨さも分か

りやすく伝わり、こういった作り方は今後も続けてくれればありがたいと感じた。 

 

○  ８月１６日(日)のクラシック音楽館の「音楽家たちの太平洋戦争～戦時下のクラ

シック 後編」は、終戦記念日前後の戦争を考える企画の中で音楽という切り口で

戦争の時代の現実を伝えてくれた好企画だった。番組を通じ、音楽、芸術が時代や

社会を切り離しては存在しえないことを痛切に感じた。ＮＨＫには広い意味での反

戦の姿勢、平和を希求する姿勢を堅持し、命の価値を伝える番組はこれからも作り

続けてほしいと強く願う。 

 

○  栃木県では、９月９日から１０日にかけて今まで経験したことがないような長い

時間の大雨が降った。私のところはそんなに大きな被害がないだろうと思っていた

が、短時間に水位が上がって農業用ハウスが水没してしまった。ＮＨＫを見たら大
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雨特別警報が発表され「すぐに命を守る行動をとってください」と伝えていた。し

かしそれまでは切迫感、危機感がなかったのが実感だ。９月１２日(土)のＮＨＫス

ペシャル「緊急報告 列島大水害」(総合 後 7:30～8:43)の中で、専門家が地形の

問題として、通常災害が少ない平地では逆に洪水問題で課題となる、今後は地球温

暖化などでもっと大きな被害があってもおかしくないということを言っていた。こ

れからは防災ではなく、災害があることを前提に避難を考えなくてはいけないと感

じた。今後どう危機感を伝えるのかは重要なことで、行政などとＮＨＫがうまく連

携をとりながらいち早く伝える方法も検証してほしいと感じた。各局の報道は茨城

の常総市での大きな災害について伝えていたが、農業関係では映像等に映っていな

くてもかなり大きな被害があるところもある。大きな被害があったのはもちろん大

変なことではあるが、影に隠れている部分の被害などについても情報として出し、

災害があったときにどうするのか、今のうちから対策、避難も考えるような情報を

発信していってほしい。 

 

○  水戸局制作の「茨城ニュース いば６」の中で常総市の水害について取り上げた

ニュースの感想を伝えたい。ＮＨＫでは被災後すぐに避難所の意向を聞き、避難者

に対する情報提供などのためにテレビの設置を行ってくれたようだ。「茨城ニュー

ス いば６」の中では医療機関の情報から民間保育園の一時預かり、刻々と変わる

必要物資、運転免許再交付の手続きの方法など、細やかな情報提供をしてくれた。

行政と被災者への分かりやすい情報の橋渡しはもちろん、茨城全県下への被災情報

の発信など、被災地に寄り添った番組作りをしていると思う。これからの復興に向

け、報道を通じ、県や市などに向けた水道の復旧、住宅の問題、農地の再生など、

的確な問題提起をしてくれている。首都圏向けの放送では、首都圏に対する被災地

情報の提供、問題提起をしてくれている。今回の災害を多角的な視点で取り上げて

おり、先の震災で自らが感じた“被災を気づかれないことの恐怖”を取り除き、復

興に向けて被災者の方々が的確に前に進むことの手伝いをしているように感じて

いる。いまだに問題は山積し、被災者の方々はつらい日々を送っている。ＮＨＫの

皆さんは水、電気もなく、一面が泥だらけの被災地への取材などで大変な日々を

送っていると思うが、これからも被災地に寄り添い、細やかな情報を発信し続けて

くれることを切に願う。 

 

○  大雨により川が氾濫した現場で、濁流となった川を背にリポートをしていたが、

台風などの自然災害のリポートは報道関係者、職員の安全を確保したうえで報道す

るのが企業としての理念かと思う。くれぐれも職員の安全をしっかりと確保したう

えでの報道をお願いしたい。安全が確保されているのであれば「私は安全な場所で

報道しています」とも伝えてほしい。 
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○  安保法案を考える意味では、７月１８日(土)のＮＨＫスペシャル 戦後７０年 

ニッポンの肖像－政治の模索－「第１回 保守・二大潮流の系譜」、７月１９日(日)

の「第２回 “豊かさの分配”」でダイジェスト的ではあるが日本の７０年を振り

返らせてくれ、考えさせられた。こういった番組を放送すれば、若い世代も見ない

はずがないし見ているはずだ。つまらないから、おもしろくないからということで

はなく、伝えていかなければならないし、見てもらわなければならないと思う。Ｎ

ＨＫでしかこういった番組は制作できない。戦後７０年の記念的な年度で切るので

はなく、これからも続けてほしい。 

 

○  ８月３日(月)のサラメシ「第５シリーズ 第１４回」は、オーケストラのサラメシ

がテーマだった。仕事上、オーケストラに代表されるクラシック音楽をいかに身近に

思っていただけるかに心を砕いているのだが、この番組は、「おお、この手があった

か」と目からうろこであった。いつも黒い服を着て、舞台で演奏しているシーンしか

目にできない（ＮＨＫの音楽番組でもオーケストラ音楽を流すときはその「絵」しか

普通は出ないだろう）オケマンたちの、食事事情を紹介することで、各楽器の特性ま

で浮かび上がり、これを見た人にはクラシック音楽の世界がきっと身近になるだろう

なぁと、とてもうれしくなった。この「サラメシ」という番組は、いつも未知なる業

界や世界に働く人々の「昼飯」を通して、表面にはでてこない人間的な面を上手に紹

介してくれる。中井貴一さんのナレーションと共に、いい番組だと思う。 

 

○  ８月２６日(水)のサラメシ「第４シリーズ 第１９回」（総合 後 8:13～8:38）

で、音信不通だった知人が出演しており、元気そうに料理を作っているのを見て

びっくりした。テレビを見ていてこんなにびっくりしたことは初めてだ。 

 

○  ９月１３日(日)の日曜討論「どうなる採決 改めて問う 安保法案」の公式ツ

イッターからのメッセージについて、インターネットでかなり批判されていた。

「反対意見って理解しにくいのに、賛成意見はすごく頭に入りやすい」というメッ

セージを発信し、その後ＮＨＫが謝罪をしたということだ。ツイッターの特性上、

リアルタイムにメッセージを配信することがおもしろさでもあるが、一方でその内

容を精査する時間的余裕もなく発信される危険性があることを露見した事案だと

思う。今後ツイッターにおける配信内容の精査、リアルタイムで伝えることのおも

しろさをどう両立させるのか、検討が必要だと思う。ツイッターのメッセージ一つ

で、ＮＨＫの信頼が失われることがないようにリスクマネジメントをしてほしい。

特にＮＨＫは安全保障関連法案についてはかなり政権寄りの偏った報道をしてい

ると印象を持つ人が少なくない。本来はより慎重に対応すべきところを、このよう

な事案が発生することは、局全体に緊張感が足りないのではないかと疑念を覚える。 
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○  ９月１４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「不屈の“トップガン”、サ

イバー攻撃に挑む 名和利男」を見た。これまで年金情報の漏えいや省庁がサイ

バー攻撃にあったなど、いろいろな報道で“サイバー攻撃”ということばは耳には

するが、どういうものなのかがよく分からなかった。番組を見て、名和さんがすば

らしいプロで、セキュリティ関係者からは、東京のどこに行ってもこの人の名前を

聞く、政府の関係者は名和さんの安全だけは何とか確保してほしいというコメント

が流れるほど、重要な方だとよく分かった。実際の仕事ぶりからもサイバー攻撃の

現状に対する緊迫感が伝わってきて、大変なことになっていると感じた。名和さん

のような人材をしっかりと育成し、サイバー空間の安全もしっかり守ってほしいと

いう思いを新たにする番組だった。 

 

○  東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムの関係で「クローズアップ現代」

や「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」などニュースで報道され、日本国を挙げてのオリンピック

招致で、一生懸命取り組まなければならないときに、もっとまじめに仕事をするべ

きではないかと思った。一方で、私も料理のレシピを創作する立場だが、自分が作っ

たレシピがオリジナルだろうと思っても、調べるとほかのシェフが似たものを作っ

ていたことが意外とある。まじめに仕事をしなければいけないと一連の報道を見て

思ったが、実際に本当にオリジナルのオンリーワンのものを作る難しさも感じた。

似ているというのはどこまでを指すのかなど、つくづくそういうことを思った。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」も終盤になった。９月に能登へ行く機会があり、輪島か

ら狭い道を走って時間をかけて間垣の里へ行って、半日ぐらい地元の人と話をした。

ああいうロケーションをよく選んだと思う。輪島の人たちも「『まれ』によって地

元が宣伝できた」と言っていた。「大河ドラマ」もだが、「連続テレビ小説」は地域

をうまくＰＲする番組になっていると実感した。 

 

○  「放送９０年ドラマ 経世済民の男」を見た。高橋是清など３人を取り上げてい

たが、ドラマ化すると何となく作りごとになってしまう気がした。俳優の個性があ

るからそうなるのだと思うが、当時のフィルムを間に挟むともっと説得力があった

と思う。少し誇張されている感じを受けた。 

 

○  ８月２０日(木)の「むちむち！」(Ｅテレ 後 7:25～7:55)は、２組の女子高校生

を取り上げていた。１組目は普天間に行き、沖縄の基地の実態から沖縄戦の話まで

教わっていたが、ショック療法のような形で物事を教えるとＰＴＳＤになるのでは

ないかと心配した。最後に遺骨収集の現場を訪れた時の感極まった２人の表情が

どんどん変わっていくところはうまく捉えていたと思う。２組目は四国のお遍路を
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体験するという温かいテーマだった。最近のネット社会で自分の仲間しか見ていな

いような若い世代が多いなか、見ず知らずの人に人情を与えるようなお遍路の旅を

体験したことで、人の温かさや絆を感じてもらえたようで印象深かった。ナレー

ターが高田純次さんだったが、落ち着いた口調で適切にナレーションをしていて好

印象だった。番組を見たきっかけは、タイトルと宣伝文句が一部で波紋を呼んだと

聞いたからだが、内容はよくできた番組だったと思う。そう思えば思うほど、なぜ

こんなタイトルと宣伝文句にしたのかと思わざるをえない。話題作りとしても品が

ないと思うし、番組を見てもらいたいという意気込みであれば空回りしている気が

する。なんの意図もなかったとするともっと困ったことだと思う。「日曜討論」の

公式ツイッターの件も同様だが、ことばや映像で伝えるメディアにおいて、ことば

は大事なツールだ。選び方、使い方を間違えると伝えるべきものも伝わらないのは

当然のことだ。そう考えると「むちむち！」にしても「日曜討論」にしてもことば

を使うプロとしては落ち度があったのではないかと言わざるをえない。ＮＨＫのス

タンスについては社会から厳しい目で見られていると思う。この２点については一

般国民の感覚からしてもどうかと思うし、制作、報道に携わる人間が一般世間の感

覚や常識から離れているとすると問題があると思う。記者やディレクターへのこう

いったことへの教育は気をつけてほしい。公正中立なＮＨＫとして、視聴者にどう

やって受け入れてもらえるかは常に意識し、一つ一つの所作についてはタイムリー、

かつ慎重にしてほしい。 

 

○  ７月１９日(日)のヨーコさんの“言葉”第１６話「大きな目、小さな目」(Ｅテレ 前

8:55～9:00)は、この番組を時折見るようになったが、絵がかわいいのとことばに即

した「音」がちゃんと入っていて臨場感がある。この回では、はためく風の音、こい

のぼりを上げるロープの音など、細かく入っていた。なにかほのぼのと、そして少し

切ない余韻が、日曜の朝にぴったりしている。 

 

○  ９月７日(月)の地球ドラマチック「４歳児のヒミツ～驚きがいっぱい～」はイギ

リスで制作された番組だったが大変おもしろい番組だった。今後ＩＣＴ（情報通信

技術）がかなり発達し、人間同士のコミュニケーションが減ることがさまざまな問

題を引き起こすと予想されるが、そういうことを念頭に置いた番組を制作してほし

い。子どもたちを少子高齢化の中でどう育てるのか。保育園を作ればよいだけでは

なく、家庭で情操、価値観を与えられるかに焦点を当てた番組を制作してくれれば、

子育ての一つの支援材料になると思った。番組の後半で、親がどのような期待を子

どもに持ち、どういう価値観を子どもに伝えることを大事に思っているか、あるい

は子どもを従属物ではなく対等な人間として、評価し、育てているのかが紹介され

ていたが、日本との文化の違いも意識しながら見ることができた。ＮＨＫでもこう
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いう実験的な番組を制作してくれればよいと思う。 

  以前この４月から甲府放送局が「まるごと山梨」に集約し、制作番組が減るとい

う話を聞いたが、今のところ地域社会から苦情のようなものはない。甲府局長が各

方面に対して今月の番組の見どころを定期的に知らせてくれており、そういう活動

が穴埋めになっているのかと思う。必ずしもすべてに応えられないさまざまな制約

の中での工夫という意味で評価できると思う。 

 

○  野生鳥獣被害を防止するために、ジビエ料理の推進を行っているが、正しく現状

を伝える番組を制作していってほしい。 

 

○  映画「ひろしま－１９４５年８月６日、原子雲の下の真実－」は印象深い映画で、

ＮＨＫでぜひ放送してほしい。 

 

○  私は仕事をしているため帰宅する時間もバラバラで、テレビをじっくり見るとい

うより、つけっぱなしにしてながら見をしている。ＮＨＫが多いが、それは民放に

は宣伝があるうえにうるさい音が入るので、何かをしながら聞くにはＮＨＫがよい

からだ。テレビの持つ力がありがたいと思うのは、出張先で夜眠れないときなどに、

深夜の時間帯にきれいな音楽と映像を静かに流してくれることだ。気になることと

して、ニュースで同じ項目が繰り返されることだ。私のようなテレビをつけっぱな

しにしている人などに伝わることばをかけてくれたら、もう一度見る気がすると思

う。例えば「何回も放送していますが」というひと言を添えることで、私たちは何

回も見せられているということから救ってもらえると思う。ニュースのことばづか

いで感動させてもらったことがある。最近の大雨の被害で、救助を待つ取り残され

た人にアナウンサーが「大丈夫です。助けに来てくれるからもう少しがんばってく

ださい」とその人に向けて呼びかけていた。私も心配しており、「必ず助けに来て

くれるから待っていて」と思った。その人を救いたいという気持ちを理解してくれ

たようなことばを発してくれたおかげで、テレビを通し、国民の１人として一つに

なれた気がした。たった１人のために発する放送がみんなの感動を呼び、その番組

を支持するという作り方もあるのでないかと思った。 

 

○  日航機墜落事故から３０年がたち、遺児たちについての放送があったが、今後日

航機事故を忘れないというのは誰のためのメッセージなのだろうか。航空関係者に

安全をお願いするというメッセージでしかないような気がする。利用者は航空会社

を選ぶことしかできず、航空会社を選ぶ際に参考となるような、航空機の安全対策

の取り組みの現状について意識した番組を放送してもらいたい。 
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ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年 7 月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１７日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、小さな旅「牛飼いの夢 つないで～栃木県 那須高原～」について

説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、８月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

   委 員      伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

      岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

               

     

 

（主な発言） 

 

＜小さな旅「牛飼いの夢 つないで～栃木県 那須高原～」 

（総合 ６月２８日(日)放送）について＞ 

 

○  「小さな旅」は昔からよく見ている好きな旅番組の１つだ。戦後７０年というこ

とで取り上げたとのことだが、それを聞かずに見るのとでは感想が違うかもしれな

いと思った。今回は聞かずに見たが、戦後７０年という区切りより、戦後淡々と開

拓してきた世代、原発の問題を乗り越えようとする若い世代、さらに子どもへの継

承などがバランスよく構成されていた。「小さな旅」という番組全体に言えること

だが、ことばが多すぎず、過剰な演出もなく、盛り込みすぎず、安定したよさを感

じた。騒がしい番組が多い中でこういう番組はとてもよいといつも思う。戦後７０

年という側面から番組にコメントをすると、高校生がお父さんの後を継ぐと素朴に

純粋に言っていることが、今の日本では新鮮なことだと思った。那須にはそうさせ

る力があるのかもしれないと、しみじみと心に響くものがあった。淡々と丁寧に作
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られており、あまり過剰すぎないほうが見る人間に対して自分の中でそしゃくし反

すうする余地を残してくれると思う。これからもこういった番組作りを残していっ

てほしい。 

  日曜日の午前８時では見る方が限られているのではないかという気がする。記憶

があいまいだが、昔は夜に放送しており、家族で見ていた気がする。家族で見られ

る時間帯の方がよいかもしれない。 

 

（ＮＨＫ側） 

  日曜日の朝のこの時間はたくさんの方に見ていただいてい

る。 

 

  今の「小さな旅」は全国放送の番組だが、昭和５９年度に

「関東甲信越小さな旅」というタイトルのローカル番組とし

て木曜の午後７時半から放送していた。その後、この枠での

放送は平成４年度まで続いた。 

 

○  那須高原の自然の美しさと酪農に関わる方たち、牛の愛らしさを引き出していて、

深く考えることをせず、動物や景色を見るだけで心安らぐ番組だ。「小さな旅」と

いうタイトルにふさわしい、日ごろの疲れを癒やしに那須に行きたくなるような演

出、構成の番組だった。牧場経営の厳しさ、後継者問題にはあえて触れず、酪農を

学ぶ若者の姿、そこに移住し酪農を通じた新しい取り組みをしている方々も見せな

がら、那須や酪農に悲観的ではない、むしろ希望を抱かせるような内容だった。 

  戦後７０年という視点についてだが、この番組でそれを意識する必要はなかった

と思う。荒れた地に入植し、苦労された方々に焦点を当てた内容はほかの番組で伝

えたらよいと思う。むしろ、それを意識させずに「小さな旅」の性格そのままによ

いものを見せてもらったと思う。 

 

○  県域放送でこの内容をもう１回放送する計画はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  全国放送の「新日本風土記」での放送を予定している。「新

日本風土記」では、明治の初めから今に至るまでの那須の開

拓の歴史、地域の風土について見ていく番組になる予定だ。

今回の「小さな旅」とは違うテイストで那須を取り上げるこ

とになる。「小さな旅」に関しては、声高に戦後７０年をう

たってしまうと、番組のテイストとしてのくつろぎ感や、那
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須自体の自然のよさが失われてしまうということもあり、若

干引いて現代の那須のよさを感じていただければということ

で制作した。 

 

○  見終わった後にいつもの「小さな旅」とは違う感じがした。那須高原の地図が表

示され、栃木の北にあると見た瞬間に、福島に近く、特に酪農に対する原発の影響

はどうなのかと頭によぎった。酪農家の最長老、７８歳の桜井徳一さんから満蒙開

拓団引き揚げ以降の苦心談を聞き、戦後７０年を全く意識せずに番組を見ていたが、

私たちがこうやって暮らしている以前に、歴史にほんろうされ、厳しい環境にいた

人たちのことをもう１回思い出さないといけないという気持ちになった。千振開拓

農協という協同組合の紹介があったが、地方にはこういった協同組合がたくさんあ

り、採算性などありとあらゆる難しい問題を乗り越えながら運営しているのだろう

が、地方でのこうした協同組合のあり方についても見ていかないといけないと思っ

た。牧場とカフェを経営している３２歳の若い酪農家山川将弘さんが、原発事故の

影響で、牛の乳を搾っては捨てるということを何年も行っていたと聞いた。山川

さんは何も悪いことをしておらず、夢や希望を抱いて一生懸命に働いている方がそ

ういう思いをしているということだ。山川さんだけではなく、あちこちで同じよう

なことが起こっており、それらも風化させないように見ていかないといけないと感

じた。また、山川さんが明るく、これから頑張るという話をさらっとされるところ

に、日本人の忍耐強さと前を向いていくことのすごさを感じた。那須拓陽高校には

牛部があるということで、大変興味深かった。個性豊かな教育、地域の特性を生か

した教育の必要性が言われており、この高校はうまく実践できている例なのだろう

と感じた。牛部に入部している豊田勝臣くんが親の牧場を継ぐ決心を固めている様

子は、ほほえましくもあり、頼もしくもあり、自然にそういうことが形成される教

育は大変よいと思った。通常の「小さな旅」ではこんなにいろいろなことを考えな

い。今回は満蒙開拓団から引き揚げて那須で大変苦労されたこと、協同組合のあり

方、若い人が取り組みたくなるような農業を作っていくためのヒント、原発事故の

影響とどこが補償し責任を取るのだろうということ、個性豊かな教育のあり方など、

それぞれかなり真剣に考えなければいけないテーマを、わずか２５分の間にさらっ

と見せられた気がする。見終わった後でこの番組はすごかったと思った。何かの機

会に、深く自分なりに掘り下げてみたいという気持ちにさせてくれる番組だった。 

 

○  懐かしい音楽がかかり、きれいな那須高原の映像で、ミレーのバルビゾンの風景、

セガンティーニの絵を見るような感じで引き込まれた。画像が大変きれいで、フ

レームワークもよかった。戦後すぐに満蒙開拓団が那須に入植し、昭和２４年から

酪農が始まっておよそ７０年ということで、戦後７０年という視点については違和
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感がなかった。７８歳の桜井さんの証言が重く感じた。ことばの中に開拓の精神が

生きており、ずいぶん苦労されたと思うが、よくぞ５０頭まで牛を増やしたと思っ

た。それができたのは開拓団の助け合い、支え合いの精神のおかげだとはっきり

言っていた。メスが生まれると宝物のように赤飯を炊いてお祝いするというのは、

大変よい印象的なことばで、そのぐらい大事にしてきたからこそ酪農経営が今日の

ようになってきたとのことだった。埼玉県出身の山川さんが経営する牧場とカフェ

の紹介で、山川さんの飼っている牛が牧草をはむ音をうまく捉えており、何とも言

えないよい音に聞こえリアリティーがあった。原発事故の影響で、毎日牛乳を捨て、

何のために酪農をやっているのか分からなくなったということだったが、放送時間

も短く触れにくかったとは思うが、除染をどのように行ったのかが具体的に知りた

かった。また、山川さんが飼っているジャージー種の乳は濃厚で、そういうことも

説明してくれるとよかったと思う。高校の牛部の活動の紹介もよかった。乳牛の品

評会へのトレーニングで、牛を美しい姿勢で歩かせるというのは初めて見た。また、

親たちの背中を見て、将来を見据えて活動している若者たちの明るい感じが大変よ

く出ていた。アナウンサーの語り口も自然で感じがよかった。「那須には那須の牛

乳がある」という山川さんのことばもよかった。原発事故の問題、満蒙開拓団の問

題みたいなものにもう少し触れてくれるとさらによかったと思うが、２５分の番組

でこれだけの内容を盛り込んでおり、番組としては大変よかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  震災直後は牧草地全体ではないが放射能が基準の値よりも

高くなるホットスポットが存在し、そういった場所では、外

から持ってくる飼料を食べさせていた。どのような除染対策

をしているかについてだが、基準値を超える牧草地を６０

センチぐらい掘り返し、そのままひっくり返す方法で除染を

行っている。山川さんのところでも同じ方法だ。もともと森

の中で自然の草を食べさせ育てたいということだったが、木

が生えていると除染自体ができないため、木を切り倒し、土

を返し、除染をしたということだ。 

  ジャージー牛は脂肪分が濃い乳が出て、草の味がそのまま

反映され、その土地の味が出るということだ。那須の味を出

すためにあえてジャージー牛を入れているそうだ。 

 

○  「小さな旅」について、私はいつもやや批判的なコメントをしている。あの単調

なメロディーを聴いただけで気分がなえるといつも言っているが、今回に限っては

大変よい番組だと思った。いくつか気づいたこととして、朝ごはんの場面で熱々の
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牛乳をおわんになみなみと注いで飲んでいたのが衝撃的だった。熱々の牛乳とご

はんとおかずをどうやって合わせて食べるのだろうと素朴に疑問を持った。あまり

熱々すぎると体にもよくないのではないかと心配になった。外から移住してきた酪

農家が紹介されていたが、家族がいるのかと気になった。移住する場合、家族を伴っ

ての移住が可能なのか、家族を養っていけるのかは非常に重要で、そういうことを

気にして見ている方もたくさんいると思う。コメントだけでもよいので、どういう

状況なのか説明が少しあればよいと思った。協同組合の売店は大事な存在で、それ

だけを取り上げてもよいと思った。桜井さんが購入していたのは牛の赤ちゃん用の

粉ミルクだったが、牛の赤ちゃんは牛のミルクを飲まないのか、粉ミルクなのかと

いう素朴な疑問を感じた。その辺りをもう少し説明してくれてもよいのではないか

と思った。酪農家の話だったが、乳を搾っている画がなかった。牛を歩かせている

ところ、ブラッシングしているところはあったが、搾っている場面もあってよかっ

たと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  朝ごはんは牛乳をみそ汁の代わりに飲んでいたようだ。ま

れにコーヒーを入れ、コーヒー牛乳みたいに飲むこともある

ということだった。 

  山川さんは、今は独身で家族がいない。本人によると、そ

のおかげで気楽に自由にやりたいことができるということだ。

赤ちゃんの粉ミルクについては指摘を受けるまで思いが至ら

なかったので、確認したい。乳を搾っている場面の撮影はし

ていたが、時間の都合で入らずに割愛した。 

 

○  那須高原が酪農の地となった経緯を全く承知しておらず、関東近郊の主要なリ

ゾート地なのかという認識ぐらいしか持っていなかったが、開拓から始まったとい

うことを番組で知り、大変勉強になった。番組の構成も、満州から引き揚げてきた

ときから始まり、過去と現在を背負っている方、次に現在の牧場を背負っている方、

最後に将来を継ぐ方が紹介された。その３つのバランスがよく取れていて、時の流

れの順番に構成され、スムーズに入ってきたような感じがした。「小さな旅」にす

ら原発事故の問題が出てくるのかと軽いショックを受けた。高校生の牛部のトレー

ニングの状況、牛に注ぐ愛情もよく伝わってきたと思う。牛を撮るときの映像が、

ちょうど牛の目線と合っているものが多く臨場感があり、見ていて牧場のにおいが

思い起こされた。３軒の酪農家を紹介しており番組の構成上やむを得ないと思うが、

若干詰め込みすぎだと感じた。この番組はほのぼのとした感じが求められていると

思う。場面と場面をつなぐときの風景は、酪農にまつわる風景が多く、那須高原の
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豊かな自然、天気などももう少し多く入れてもらえるとゆったりとした感じで見ら

れたと思う。今回は開拓の話から入ったので、内容も社会性が濃く、見ている方は

肩が凝ったような感じを持つのではないかという印象だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今後も宇都宮局として「小さな旅」を作る機会もあるので、

皆さんからいただいた貴重な意見を踏まえ、さらによい番組

がつくれるようにまい進したい。どうもありがとうございま

した。 

 

○  昔の「小さな旅」シリーズはよく見ていたが、最近は見る機会を失っていて久し

ぶりに見て、さすがの安定感があった。きちんと世相を切り取り、酪農の現状、農

業高校の牛部という将来への希望も紹介するなど、作りの丁寧さを感じた。とても

興味を抱いたのは組合の売店での品ぞろえだった。パン、日用品とともに牛の鼻輪

なども置かれ、思わず行ってみたいような衝動に駆られた。昔の「小さな旅」は旅

行記のような番組だったような記憶があるが、今回の「小さな旅」は所々に美しい

風景を織り交ぜ、社会性のあるメッセージも盛り込み、普段は見られないような場

所も紹介しており、品のよい情報番組のように感じた。ぜひともこういう番組づく

りを続けていってほしいと思った。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２８日(日)のＮＨＫスペシャル「錦織圭 頂点への戦い」を見た。ウィンブ

ルドンテニスが始まる前の日の放送で、錦織選手がウィンブルドンで活躍すること

も想定し、盛り上げるための番組でもあったかと思う。すべての打球の軌跡、動き

などのビッグデータを解析し、錦織選手がなぜ強くなったのか、試合中にどんな動

きをしているのかを紹介していたが、テレビでないとできない番組だと感心した。

チャレンジ・システムを支えるために１０台のカメラが会場内に設置され、試合の

すべてが記録されており、それを今回利用し、基礎データを作ったという話にびっ

くりした。錦織選手は昨年一気に実力が開花した印象があり、そのきっかけとなっ

たのはマイケル・チャンコーチを招き、新しい攻め方を指導したことだったとのこ

とだが、話で聞くだけではなく今回はデータを使い、論理的に、筋が通った形で分

かりやすく説明していたのがよかったと思う。５月のイタリアでのジョコビッチ選

手との対戦データも説得力があった。高速度のカメラでボールの回転数やボールが

落ちる位置も正確に紹介しながら、一流選手の研ぎ澄まされた試合の駆け引き、１
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球にかける思いがとてもよく分かった。錦織選手が台頭してきたときにジョコビッ

チ選手が「トップの戦いはこんなものではない」というようなことをコメントして

いた。そのすごみというか、本当の一流の研ぎ澄まされたところがどんなにすごい

のか、その片りんがよく分かる番組だった。ウィンブルドンが楽しみになり、全部

見ようと思っていたが、錦織選手が足を痛めてしまい、２回戦以降は棄権してし

まって残念だった。今回の番組を思い描きながら今後の大会も見たいと思う。テレ

ビならではの、最先端の興味深い番組だった。 

 

○   ７月１１日(土）のＮＨＫスペシャル 私たちのこれから「＃老後危機 あな

たの備えは大丈夫？」(総合 後 9:00～9:58)を見た。私は老後問題を真剣に考えて

いるが、3,000 万円なければ老後を過ごせないというのは驚きだった。3,000 万円

を持っている人がそんなにたくさんいるのだろうか。あなたの老後は大丈夫かと突

きつけられた問題だった。さらに取材をしていってほしい。 

 

○  ５月２３日(土)のマイケル・サンデルの白熱教室「公共放送の未来を考えよう」

(総合 後 10:00～10:49)は大変見応えがあり、おもしろかった。日本で世界公共放

送番組会議が開催されたことも知らず、番組を見て知った。各国の話を聞いて、公

共放送に関わる方々の共通した考え方、悩みが伝わってきた。ＮＨＫからも何人か

出演していたが、率直に発言されていたことに好感を持った。議論の内容が番組作

りにそのまま直結していると感じた。「視聴率が低く、まじめな番組」を作るべき

か、「視聴率が高く、娯楽性の高い番組」を作るべきかの２択でサンデル教授が問

いかけていた。この番組が、関係者だけの討論という番組だったら退屈な感じにな

り、誰も見ないと思う。サンデル教授は放送の専門ではなく、哲学が専門だが、

「ハーバード白熱教室」という枠に入れ、テリー伊藤さんなどの外部の方も交えて

番組を作ったことで、まじめなテーマでありつつ、視聴率も取れそうな娯楽的な構

成を作る１つの試みになっており、この番組そのものがサンデル教授の問いかけに

対する回答だったのではないかという印象で感心した。たとえば、ＢＢＣの放送の

例では政治との関わりのところで、フォークランド紛争のときの報道姿勢、イラク

戦争のときの報道姿勢も取り上げられており、実感があるコメントが出されていた。

報道については 100％真実と分かったものだけを報道するべきだという意見もあっ

た。私も先日の「クローズアップ現代」の問題を連想せざるを得なかった。ＮＨＫ

側の出演者から、政治との関係では放送局幹部の覚悟が大事だという重い発言が

あった。見応えもあり、ぜひこういう形で発信していってほしいと思った。欲を言

えば、スポンサーの有無や、国からのお金で運用しているのかなど、各国の公共放

送がどういう体制で成り立っているのかという基本情報が少しでも紹介されてい

ると、発言の背景が分かったのではないかと思う。 
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○  ７月１５日(水)の認知症キャンペーン「認知症介護 家族の悩みにこたえます」

(総合 後 10:00～10:49)は説得力があり、考えさせられた。私たちの世代の両親や

私たち自身も含めて、認知症はひと事ではなく切実な問題で考えさせられた。いろ

いろな例の紹介から具体的に分かり、アドバイスをもらった感じがする。 

 

○  ６月４日(木)のクローズアップ現代「“病の姿”が見えない～新潟水俣病の５０

年～」を見た。５０年を経た今も水俣病の認定審査を待つ人がいるなど、まだ解決

に至っていない進行形の社会問題であること、認定審査基準の見直しの必要性、新

潟県独自の新たな認定審査の仕組みを紹介するなど、５０年の現状を伝えるよい番

組だったと思う。５０年たち、熊本の水俣病との違いも含め、よく知らない世代が

いることも含めると、新潟の水俣病の問題は何であったのかから踏み込むべきだっ

たと思う。当時の昭和電工の廃液に含まれた有機水銀が原因ということは分かって

いるが、子どもたちからすると、なぜ昭和電工が賠償責任を負わず、国が責任を負

うのかという単純なことも理解できない。熊本水俣病との関係性、当時の昭和電工、

政府の責任逃れの対応も事実で、それがあるからこそ解決に時間がかかっているこ

とも含め、国民が知るべき事実として、もう少し深掘りするとよかったのではない

かと思った。 

 

○  ６月２６日(金)のドキュメント７２時間「ウワサの猫と商店街」を見た。「ドキュ

メント７２時間」は好きな番組の１つだ。水戸の商店街のたばこ店にいる看板猫、

ハチの話だった。猫の駅長など、猫にコスプレをさせて仕立て上げるようなことは

あるが、ハチはかなり自然体で、自由にほぼ寝ている猫だ。そのほぼ寝ている猫に

対し、子どもが「テストがうまくいきますように」と祈ったり、宝くじも売ってい

るので「宝くじが当たりますように」と祈る人がいる姿を見てほのぼのとした。巧

まず、自然に振る舞う猫に対し、神格化というと大げさだが、祈りの対象として人

間が心を寄せる様子を追っていて、近くにある幸せを感じさせる楽しい番組だった

と思う。「ドキュメント７２時間」では、よくいろいろなバージョンを考えるもの

だと思っているが、次にどんなことを取り上げるのかと期待している。おもしろい

ところをいろいろ探し、紹介していってほしい。 

 

○  ６月２７日(土)の「データなび 世界の明日を読む」は、世界をデータでそのよ

うに読めるのかと大変おもしろかった。 

 

○  ７月９日(木)の所さん！大変ですよ「謎の“高齢者”公園」を見た。「所さん！

大変ですよ」は今までも何度か見ているが、毎回突拍子もなく驚くような事件が取
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り上げられている。その事件は、普通の街中で起きているがニュースなどで取り上

げられるものではなく、映像で見ると大変びっくりするものが多い。５月７日(木)

の「謎の巨大生物を隔離せよ」では、オオサンショウウオが増えすぎた川の映像に

気持ち悪くなるぐらいにびっくりした。そういったことが起きていても「ＮＨＫ

ニュース７」では絶対に取り上げないと思う。今回の番組では、ナレーションで何

度も「ハードすぎる遊具を老人たちは使っている」とコメントし、映像もシュール

な雰囲気で、老人が公園でひたすら体を鍛えている姿を映していた。近未来が今来

てしまったような不思議な光景が映し出されているにもかかわらず、ニュースで取

り上げられることはないが、これが現実だと思った。高齢者たちに話を聞くと老老

介護など切ない老人問題が浮かび上がり、深刻な話だと思うと、場面が変わってス

タジオで所ジョージさんが「愛なんだよな」と言って緩く受ける。それがギリギリ

の違和感とも言えるし、クスッと笑ったほうが日々暮らしやすくなるのかもしれな

いと思うぐらい、今の日本はどこか偏ったところがあるのではないかと感じさせる。

不思議な番組だと思う。大変深刻なことをちゃんと丁寧に取材してあるが、受け手

の所さん、出演者が緩かったり明るかったりするバランスを、厳しく評価するべき

なのか、よいと評価するべきなのかは、よく分からない。ほかで得られない現実を

突きつけられる意味で注目しており、しばらく見ていきたい番組だ。 

 

○  所さん！大変ですよ「謎の“高齢者”公園」を見た。子どもの公園に高齢者向け

の健康遊具を設置し、利用する高齢者が集っていることについて、超少子高齢化時

代の公園事情というテーマでリポートしていたが、違和感を覚えた。この番組の

テーマは「社会の片隅で起きている、小さいけれど見過ごせない事件の数々。その

意外な真相をあぶり出す」とホームページにあるが、番組の趣旨からすると、なぜ

子どもが公園にいないのかという問題の真相をあぶり出すべきではないかと思う。

高齢者が子どもを地域から閉め出す社会の構図を見ていると思った。さまざまな禁

止事項が掲げられて、公園はもはや子どもが自由に遊べる場所ではなくなっている。

子どもが独創的に自分で遊びを考え、みんなで楽しむよりは、静かに遊んでほしい

という大人の都合で子ども用の遊具を設置し、遊びのスタイルを押しつけ、さらに、

その遊具で子どもがけがをしたら早々に遊具を撤去する。そんな何もないような公

園が広がっている。子どもの居場所を大人が閉め出し、子どもが使わないからと、

大人の遊具をどんどん設置していく姿に危機感を覚えている。今後ますます高齢者

が増え声高に自分たちの問題だけを主張する中で、意見する場所も機会も持たない

子どもたちが、ますます暮らしにくい社会になっている日本の現状や真相を突く番

組を改めて放送するべきではないか。この番組を見たほかの地域でも「うちにも子

どもがあまり利用していない公園がある。大人の遊具をどんどん設置しよう」と動

きが加速したら、ますます子どもの居場所が失われると危惧する。「所さん！大変
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ですよ」は、タイトルを見るとよいテーマをあぶり出していると思うが、実際に視

聴すると、どうして中途半端な落としどころで終わらせてしまうのだろうと常々感

じる。子どもの居場所を社会が奪っている現状に対して番組を制作し、少子化が深

刻化する日本においては、産むことも産んだ後の子どもの居場所も失われる部分が

あることを社会に伝えるべきかと思う。 

 

○  ７月１６日（木）の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で“おたすけ隊”を紹介

していた。高齢者がＮＰＯを作り、庭の手入れ、掃除、買い物などを１時間 200 円

で請け負うのだが、退職したベテランたちが組織を作り、自分のやってきた仕事も

生かしながら世の中のためにもなっているという話題だった。特集で改めて放送し

てもらいたい。 

 

○  このごろの「ＮＨＫニュース おはよう日本」の特集は興味深いものが多い。東

大で子どもたちに新しい教育プログラムを実施していることや認知症の話題など、

いろいろなテーマを特集として紹介している。忙しい時間帯のため、最初から最後

までゆっくり見ていられないのが惜しいと思う。勤め人にとっては夜のゆったり見

られる時間帯に、リピートできないだろうかと思う。特集を拡大し、別の番組に展

開することはあると思うが、短い情報であっても興味深いものもある。小さい特集

のような取り上げ方はできないだろうかと思う。検討していただければと思う。 

 

○  ６月２７日(土)のＥＴＶ特集「不器用な ぼくらの教室～東大・異才発掘プロ

ジェクト～」は、タイトルを見て興味を引かれ視聴した。発達障害、学習障害を持

つ子どもたちを東大先端科学研究所の異才発掘プロジェクトＲＯＣＫＥＴに集め

た授業の様子を取り上げていた。プロジェクトの最初から根気よく丁寧な密着取材

がされており、友達ができないという学校での悩みなど、率直な子どもたちの声が

しっかりと拾い上げられ、普段は伝わらないものが伝わってきた。「異才発掘」と

いうタイトルに関心があって視聴したが、子どもたちは絶滅危惧種の生きものを繁

殖させている生きもの博士や、映像制作が上手であるなどの才能を持っていたが、

そこを伸ばすのではなく、発達障害や学習障害をどう治すのかという方向で、交渉

力や調整力を身につけることが目的のプロジェクトに取り組む様子が紹介されて

いた。異才発掘というのは、交渉力や調整力はないが、光るものがある人を磨き上

げるプロジェクトかと思ったため、しっくり来なかった。プロジェクトを進めてい

る教授は人間支援工学専門とのことだが、東大のホームページを見ると、もともと

出身は教育学部とのことで、教育に重点を置いた考えで取り組んでいるのかという

印象を持った。そういった意味で、番組のタイトルと全体の構成に違和感を持った。

このプロジェクトはまだ続くものなので、これからそういう方向に進展していくの
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であれば、また取り上げてほしいと思う。 

 

○  ７月３日(金)の廃炉への道 全記録 ２０１５「“核燃料デブリ”未知なる闘い」

(ＢＳ１ 後 9:00～9:49)は説得力があった。番組を見ると原発を再稼働してよいの

か、廃炉だけで何十年もかかるということで絶望的になるが、それが分かっていて

なぜ再稼働するのか、そのなぜというところをもう少しえぐり出してほしい、記録

として出してもらいたい気がした。 

 

○  ６月２５日(木)のコズミック フロント☆ＮＥＸＴ「宇宙の果てのミステリー」

を見た。子どものころからどうして宇宙はできているのか、宇宙の果てはあるのか

と考えていた人も多いと思う。138 億年前に宇宙が誕生したと科学者は言っている

が、番組では宇宙はわれわれが知っている宇宙だけではなく無数にあるかもしれな

いということで、そのことをどう考えたらよいのかを、大変おもしろく紹介してい

た。 

 

○  ７月２日(木)のフランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿「愛と憎しみ

の錬金術 毒ガス」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～9:59)は大変おもしろかった。フリッツ・

ハーバーが毒ガスの開発にのめり込む姿が紹介されていたが、大気中の酸素と水素

からアンモニアを合成し、多くの肥料を生み出し、何億人もの食糧を支えた面も紹

介されており見応えがあった。 

 

○  ７月１２日(日）のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「ダイアナ妃事故死“最

後の恋”の駆け引き」、７月８日(水）の「あさま山荘事件 立てこもり１０日間の

真相」はおもしろい、よい番組だと思った。ＮＨＫの番組の価値を考えたときに「ク

ローズアップ現代」や「ＮＨＫスペシャル」は情報量が濃い番組で、それに対し「ア

ナザーストーリーズ 運命の分岐点」は時間軸を持っていることが違う部分だと思

う。時間軸を取れるということは、過去にしっかりと取材された記事や情報などが

あり、それらを積み重ねてできることで、ＮＨＫにしかできないことだと思った。

そういったアーカイブを大事にしてほしい、時間軸を取ってほしいと以前にも伝え

たが、そういうこと自体をＮＨＫで意識しているのかが気になる。ＮＨＫの放送ガ

イドラインがどうなっているのかホームページで見てみたが、ＮＨＫがどういうポ

リシーを持って番組を制作しているのかが見えづらい。また、ＮＨＫのホームペー

ジのトップページから「ＮＨＫ放送ガイドライン２０１５」にたどりつくのに大変

時間がかかる。またガイドラインは 100 ページもあり、一般市民には読むのにハー

ドルが高いと思う。もっと簡潔にＮＨＫのポリシーが分かる部分をトップページに

出したほうがよいと思う。安全保障関連法案に関し、大きな議論があったが、どう
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いう報道姿勢があるのかなどはなかなか読み取れない。何に重点を置き、どういう

ところを軸にしているのか、もう少し一般の方に分かりやすく伝えてくれればと思

う。そうすることで視聴者のフラストレーションも少なくなるのではないかと思う。

そこが見えないため、なぜ国会を放送できないのか、放送しないのかという余計な

疑問を感じてしまう部分があると思う。ＮＨＫが何からも独立し、自主的に放送で

きること、どういう意思で放送しているのか、何をねらいとしているのかを分かり

やすく伝えていただければと思う。記憶と記録に残る番組作りが大事だと思ってい

る。記録とはアーカイブという意味であり、人々の記憶に残り、アーカイブされる

ことが大事かと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「放送ガイドライン」はわれわれが放送する上で守らなけ

ればいけない取材や制作上のルール、指針を書いたものであ

り、具体的にどのような番組を制作し、どういう方針で放送

していくのかを示すものではない。われわれがどういう番組

を放送していくのかについては、年度ごとの「放送番組編集

の基本計画」で示している。「ＮＨＫ経営計画 2015－2017

年度」では、それぞれ放送やインターネットについて、どう

いう点にＮＨＫが力を入れていくかを示している。これらの

ことについて、ご理解をいただきたくお願いしたい。 

 

○  それらの情報もホームページに分かりやすく掲載されているのか。経営情報が掲

載されているページに行き着くのにも時間がかかった。放送の方針を分かりやすく

説明するページがあればと思った。クリックしてＰＤＦが開くタイプの文書なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫオンラインの編集の方針は番組を紹介する部分をど

うしても優先してしまうところはある。関東甲信越地方の編

集の基本計画についてはこの場で諮問し、答申をいただいて

いるが、その内容はホームページに掲載している。文字情報

のみの文書であり、分かりやすく、かみ砕いた形で載せてい

るものは確かにない。年度の方針を若干抽象的に設定するこ

とで、放送の制作現場が自主自律で重要だと思ったことを番

組、ニュースとして発信できるという仕組みもあるのかと思

う。今日いただいた意見を検討し、勉強させていただきたい

と思う。 
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○  企業などでは企業理念を分かりやすく掲載していると思う。そういうものがあれ

ば方針も分かりやすくなると思うし、職員にとっても大事かと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  先月の審議会でラジオの２つの番組について委員から指摘

をいただいた件について報告させていただきたい。１つ目は

６月６日(土)に放送した「らじらー！ サタデー」で冒頭の

携帯電話でのやりとりの音がかなり長時間にわたり聴きづら

かったという指摘で、確認したところ、聴きづらい音が１０

分余り放送されていた。この番組はＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭ

Ｐの八乙女光さんと伊野尾慧さんの２人にＭＣをお願いして

いる。２人はこの日、大阪市内でイベントに参加した後、大

阪放送局のスタジオに来る予定だったが、イベントの終了が

大幅に遅れて放送開始時間に間に合わなくなり、演出方法と

して、移動中の車から携帯電話で２人から話をしてもらうこ

とにした。この番組は若者をメーンのターゲットにしており、

ライブ感、ハプニングを大事にしているという面もありそう

いう演出方法を選択した。放送を始めるとすぐに電話の音声

が聴き取りづらいことに気づいたが、ツイッターのナマの反

応を見ると「間もなくこの近くを通ってきそう」「見にいきた

い」と、状況を楽しんでいるようなコメントが多く寄せられ

ていて、もう少し長く話してもらおうかということになり、

結局１０分余りの長い間、聴き取りづらい電話の音声を放送

することになってしまったということだ。今後は念のために

簡易の放送装置を準備するなど、柔軟に対応できるようにし

たい。 

  ２つ目は、４月下旬に放送した「午後のまりやーじゅ」で

「連続テレビ小説」が吉田拓郎さんをモデルにしたものに決

まったというリスナーからの誤ったメールを紹介してしまっ

たことだ。リスナーからのメールを担当者がおもしろい話題

と判断し、チェックが不十分なままにスタジオに差し入れて

しまった。疑問に思った編集責任者がすぐに確認し、間違い

であることが分かり、その場で訂正した。結果的に間違った

情報が放送されてしまい、大変申し訳なく思っている。番組

の後の反省会でも、改めてチェックの重要さを関係者で再確



14 

認した。ラジオ番組はリスナーからのメールが欠かせない要

素だが、今後とも間違った情報が出ないようにチェック体制

を十分に取りたい。貴重な指摘をありがとうございました。 

 

○  ６月３０日(火)の夜９時過ぎにラジオ第一を聴いていた。昔懐かしい放送作家の

三木鶏郎さんの話題で、懐かしいエピソードと一緒に榎本健一さんの歌や中村メイ

コさんが歌う「田舎のバス」など、しばらく聴いていない歌声が聞こえてきて、な

かなかためになる話題だった。何の番組だろうと思ってホームページで確認したと

ころ「小山薫堂の“温故知新堂”」という番組で、月１回ＮＨＫの音声アーカイブ

を利用した番組とのことだった。しゃれた作りで、逆にとてもラジオらしい番組で、

良質な番組だと思う。今後も機会があれば聴きたいと思った。 

 

○  ７月７日から新しい気象衛星ひまわり８号が運用されており、気象情報の映像が

鮮明になった。これから十何年と世界最先端のカラーの画像で伝えられるのでよ

かったと思う。台風も鮮明にスムーズに動く様子を見て、新しいものは違うという

印象だ。気象情報は日々進化しており、どんどん見やすく、分かりやすくなってい

る。ＮＨＫの気象情報は大変頼りにされており、さまざまな業界の方がいろいろな

形で生活の判断に使っていると思う。日本地図の上に雨雲の動く予測が表示される

が、時間がデジタル表示で、その位置も左だったり右だったりする。自分の地域に

雨が降るのは何時だろうと見ようとすると目線を振らないといけない。アナログの

文字盤の時計で時間を表示してもらえると、ちょっと見るだけでも時間が分かる。

また、夕方になれば色が黒くなるなど直感的に分かる工夫をしてほしい。「ＮＨＫ

ニュース おはよう日本」で渋谷のＮＨＫの前から気象キャスターの渡辺蘭さんが

中継をしているが、早起きしたときは楽しみにしている。いろいろと工夫され、コー

トを着たり、傘を差したり、羽織るものが必要など、具体的に自分の体を使いなが

ら見せている。パネルなども手づくり感があり、いつもの気象情報とは少し違う味

わいでホッとするようで、慣れると癖になるようなところがある。続けていってほ

しい。 

 

○  ＮＨＫでは戦後７０年ということで、日本人がどう生きてきたか、どう暮らして

きたかについて、大変よい番組を連続で放送している。安全保障関連法案の問題は

毎日ニュースでたくさん取り上げているし、中継もしているが、まだ足りないので

はないかと思う。中立的な事実を提示することがＮＨＫのジャーナリズムの原則だ

とは思う。私は戦争被災者で、戦争で家が全部焼け、親類も戦死している。そうい

う立場からすると、民意、民衆の声を中心に放送することを忘れてはいけないと思

う。法案に対する国会審議について、ＮＨＫの世論調査では「議論が尽くされてい



15 

ない」が５６％であるということを一番早く伝えてくれ、説得力もあり分かりやす

かった。国会周辺のデモの様子は２万人と言われているが、東京だけではなく、大

阪、広島など各地でどのような動きがあるのかについて、もう少し時間を取り、リ

アルタイムで紹介してくれるとよかったと思う。そのぐらい日本が大きく変革しそ

うなときだ。新聞に出ていたが、太平洋戦争の日本側の戦没者数は 310 万人だそう

で、戦争に突入したら大変だというのが民意だと思う。国会での野党と政府の論戦

の問題点も公平に伝えているとは思うが、ニュースを後で見るといかにも安倍首相

が理路整然と答えていて、正しいというような錯覚を受ける感想を持った。問題点

が何か、政府と与党が野党の質問にきちんと答えているのか、どう答えているのか

を、もう少し解説を加えてもよいのではないかと思う。ずいぶん丁寧に解説をして

いるとは思うが重要な法案であり、世論調査などを見ると法案について理解してい

ない人が多く、もっとたくさん放送があってもよいと思う。ＮＨＫが発行した「Ｎ

ＨＫは何を伝えてきたか 国際放送の８０年」という冊子で、過去の歴史を見ると、

1940 年代に「日本国内では、政界は大政翼賛会が結成され、事実上一党支配の政

治体制となり、産業界も戦時下で統制経済下に入った。言論界はすでに、新聞・通

信社などの統合と管理が進み、放送も国家管理下にあった。世界で何が起きている

か、日本の政治、そして戦線で何が起きているかを知る真の情報から国民は遮断さ

れていた」と記載されている。放送はそういう意味で大事であり、電波は大変な力

を持っている。その辺をしっかりと見据え、現在の問題もよい悪い、賛成不賛成も

対等に民意の立場から放送してほしい。 

 

○  気象情報は映像などいろいろ工夫されていると思うが、気象キャスターで早口す

ぎる人がいて気になっている。朝はテレビをじっくり見ているわけではないので、

何かをしながら聞いている部分も大きいと思うが、あるキャスターは、「激しい雨

が降ります」が「激しい雨降る」、「高い波が続きます」が「高い波続く」と縮まっ

て聞こえる。高齢者や、何かをしながら見ている人に対して、もう少し分かりやす

く話してほしい。ひと工夫でより分かりやすく、伝わりやすくなるのではないかと

思う。 

 

○  岩手県の中学２年生がいじめによる自殺で亡くなり、担任、校長先生の対応のま

ずさが大きく取り上げられた。民放、新聞、週刊誌、ほとんどのマスメディアが一

斉に、担任が生活記録ノートでいじめ、自殺をほのめかす記述を知りながら何も対

処しなかったことについて報道していた。学校側もいじめを認識していなかったと

いう事態は深刻な問題であり、その点において学校側の過失を問うことに異論はな

い。ただし自殺に至るいきさつや保護者はどう対処していたのかも含め、本来はど

のように家庭で子どものいじめに気づき、対応するべきなのかという多角的な視点
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やいじめの本質に重きを置いた情報発信がなされるべきだったのに、そうではなく

残念に思う。５月３０日の小笠原沖地震の報道でも、エレベーターが停止したこと

について、各マスメディアが繰り返し同じ情報を伝え続けた。地震が起きればエレ

ベーターが停止するのは通常のことで、本来は閉じ込めがあった件数をしっかりと

伝えるべきなのに、停止したことが一番の問題であると言わんばかりの状況だった。

ＮＨＫも民放も、一斉に同じ情報を繰り返し発信する傾向が近年はとても強い気が

する。ＮＨＫのホームページも、ヤフーも、新聞も、民放も、どこを見ても同じ情

報しか伝えていないことがある。偏った視点による世論のマインドコントロール化

につながらないだろうかと思う。ＮＨＫにはワイドショー的な扱いをする民放とは

一線を画し、事件・事故の本質は何であるのかを見極めた上で、社会に伝える報道

の在り方を改めて検証してほしいと思う。 

 

○  安全保障関連法案について引っかかったことがある。採決に入る前に総理が法案

について「国民の理解が進んでいない」というようなコメントをしていた。政治的

ないろいろな計算がされた上での発言とも考えられるが、法案についての理解が

進んでいないということは、そのクッションとして報道の果たす役割がもう少し

あったのではないかと思う。理解が進んでいないと指摘されたことは「報道で国民

に法案を分かってもらえるようなことが必要だったのではないか」と言われたよう

な気がした。いろいろな背景があっての発言だと思うので、額面どおりに受け取る

かどうかという問題もあると思う。重要な法案が閣議決定される際には内容につい

てもいろいろと報道され、解説されると思う。いざ国会に入ってしまうと、政治

ショー的な、与野党の駆け引き、採決のタイミング、政治家個々人の発言ばかりが

取り上げられる。今回はデモの様子なども取り上げられたが、肝心の法案の中身が

あまり報道されていないのではないかという印象を持った。報道されているのかも

しれないが、少なくとも総理の発言からは理解が進んでいないことがあったのかと

思う。国民の関心が高いと思われるものについては、政治的なところ以前に、内容

がどういうものなのかがもう少し伝わるとよいのではないか。簡単なことではない

と思うが「５分で分かる重要法案」でもよいので、発信の機会を持ってもらえれば

ありがたい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年６月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１９日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告を受けた再発防止

策について説明があり議事に入った。続いて、金曜ｅｙｅ「あなたは騙（だま）され

ないで ～“特殊詐欺”被害者と考える～」について説明があり、放送番組一般も含め

て活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   委 員      伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

      大 山  寛 （サンファーム・オオヤマ(有)取締役会長） 

岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

      古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

      山口 晃平（(株)山口楼 専務取締役） 

       

       

（主な発言） 

 

＜金曜ｅｙｅ「あなたは騙（だま）されないで～“特殊詐欺”被害者と考える～」（総合 

５月２９日(金)放送）について＞ 

 

○  大変インパクトのある番組だった。ニュースなどでも詐欺の問題はよく取り上げ

ているが、こんなに臨場感のある番組は初めてではないかと感じた。被害額が１日

１億 5,000 万円とは本当なのか、去年が 565 億円だったということに驚いた。被害

に遭われた方が出演していたが、自分をさらけ出し、二度とこういう被害が起きて

ほしくないという気持ちで出演されたのだと思う。何百万もの詐欺に遭った被害者

本人が出演していたが、それだけの蓄えがあるということで、苦い体験が再度繰り

返される可能性もあるのではないか、新しい詐欺の手口が考えられてしまうのでは
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ないかと心配になった。家族や親戚など、周囲とのデリケートな部分や個人情報の

観点からも、被害者の出演は慎重に慎重を重ねていると思うが、これから同様の番

組を制作する場合も慎重に考えてほしい。 

  出演していたノンフィクション作家の大山眞人さんもだまされたということに

驚いた。客観的にものを見る方でもだまされたということだが、なぜたった一本、

本人に確認する電話がかけられないのか、そういった人間の深層心理の部分につい

ても、専門家の意見を聞き、分析があるとなおよかったと思う。第三者に相談でき

ないのはなぜなのか、本人の判断はなぜ当てにならないのかという部分も、もう少

し掘り下げてほしかった。詐欺には何種類かのパターンがあると紹介されていたが、

それらを分析し、防ぐ方法があるのか、怪しい電話があったらしっかりした相談先、

銀行や行政などに確認を取るということについても、もう少し具体的な説明があれ

ば参考になったのではないか。 

  被害に遭われた出演者たちの事例は臨場感があった。本当に普通の人たちがこう

いった被害に遭うのはなぜなのか、国士舘大学の辰野文理さんや、映画監督の周防

正行さんが被害者にアドバイスしていたのも現実感がよくあった。詐欺の巧妙さに

も驚いたが、犯罪組織が複雑で、首謀者が分かりにくいという説明も具体的だった。 

  被害者の自分を責めてしまう気持ちや悔しさ、詐欺に遭ったあと、電話が鳴ると

おびえてしまう、外出ができなくなったというのは大変な事実だと思う。辰野さん

が「意識改革が必要だ。ひと事だと思わず、被害者意識を共有しよう」と言ってい

たが、なかなか難しいと思った。周防さんは「組織犯罪に対して、こちらも組織的

に対応したらどうか」と言っていたが、本当にそのとおりだと思った。足立区が始

めた詐欺の電話を撃退する取り組みは効果的で、具体例が紹介されており説得力

あった。 

  また、橋本奈穂子アナウンサーや小栗功記者が真剣にこの問題に取り組んでいる

ことが番組から伝わってきて、ＮＨＫが本気で訴えていることが分かった。１日１

億 5,000 万円も被害に遭っている現実を考えれば、こういった番組をＮＨＫには繰

り返し放送してほしいと思った。大変好感の持てる、学ぶことの多い番組で、私の

周囲でも情報を共有したいと思う。 

 

○  番組を両親にも見てもらった。自分たちはだまされないと思っていたようだが、

番組を見た後には気持ちが変わり、ここまで巧妙に仕組まれていたらだまされてし

まうかもしれないと言っていた。私自身も、番組を見るまでは振り込め詐欺被害は

減少しており、過去の問題ぐらいに思っていたが、毎年増え続けていると聞き、ま

だだまされる方がいるのかと思いながら見始めた。しかし番組を見て、細かいやり

とりまでマニュアル化して演技する詐欺の電話がかかってきたら、話をしている間

に自分自身が追い詰められ、相手の世界に巻き込まれてしまうかもしれないと感じ
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た。だまされるほうが悪い、だますほうが悪いというのはあるかもしれないが、本

当に見破れるだろうかという危機感を持った。足立区で専用電話機を開発したと紹

介されていたが、自分の周囲の人間と一緒になって防ぐ対策をしないと詐欺は減ら

ないのではないかと思った。これまで両親は、その手の電話がかかってくるとまじ

めに対応していたが、この間は電話を切ったそうだ。とはいえ、切ったことによっ

てまたかかってくるのではないか、逆恨みされるのではないかと切ることも怖かっ

たそうだ。番組を見てから、在宅していても留守番電話に切り替えメッセージを聞

いて知り合いだったら電話をとるようにマニュアルを作った。再放送をしてもらい、

いろいろな方に注意するように訴えかける必要があると思った。 

 

○  私の周りでは被害を聞いたことがなく、新聞などで被害総額が年々上昇している

ことは知っていたが、実感がなかった。しかし、今回番組を見て、被害の悲惨さ、

事態の深刻さに衝撃を覚えた。ＮＨＫが「首都圏ネットワーク」の中で、270 回も

「ストップ詐欺被害！私はだまされない」を放送し、警鐘を鳴らしていたことも初

めて知った。番組を見て単純に怒りを覚え、いろいろなケースを紹介されるたびに、

その巧妙さに深く考えさせられた。番組としては分かりやすく、周防さんの冷静な

コメント、若干感情的ではあったが、あき竹城さんのコメントもよかったと思う。

一方、知れば知るほど防ぎようがないと思ってしまい、この番組の事例を逆手に取

り、新たな手口が誕生するのではないかとも心配になった。特殊詐欺については引

き続き丁寧な取材を行い、いろいろなケースや取り組みをどんどん紹介し、未然に

防ぐ手だてをいろいろな事例を取り入れながら、分かりやすく伝えてほしいと思っ

た。 

 

○  被害者が出演したことは大きな価値があったと思う。多様なだましの手口、なぜ

だまされてしまったのか、本人の口から「特殊詐欺は誰にでも起こりうる身近にあ

る危険」と示すことができたと思う。大山さんの事例では家族構成、息子が北海道

にいることなどの情報が漏れていた。卒業名簿、高額商品の購入者名簿、セールス

を装った電話、国勢調査を装った電話などで情報が集められていくということ、そ

のような電話については家族の情報をできるだけ話さないという対策を伝えてい

たものの、名簿を流出させない対策に触れていなかったのは残念だった。学校、企

業などの個人情報の管理体制についての指摘、改善策についても検証する必要があ

ると思う。 

  ゲストの１人のコメントは、感情面で被害者の心に寄り添って悲しみや憤りを伝

えていたものの、番組的に参考になるコメントがあまりなく、出演した意図がよく

分からなかった。 

  被害者でありながら、自分を責め続ける苦悩についても触れられていてよかった
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と思う。詐欺に遭ったあと、身内から「どうして自分の子どもの声が分からないの

か」「子どもを信じていないのか」と責められ、家族間の人間関係を壊してしまう

ことが社会的に大きな問題になっている。家族を思ってしたことなのに家族に責め

られ、苦しんでいる方にとって、大山さんを含め「子どもを思ってやったことで何

が悪い」と言って家族に理解を得たことなど、立ち直るための気持ちの切り替え方

法について紹介していたことも、大きな励ましにつながったと思う。 

  足立区の電話機の取り組みについて新たな対策という表現をされていたが、新た

な対策ではないのではないか。2012 年に警視庁が振り込め詐欺を撃退するための

自動録音機能付き電話を高齢者に無償でレンタルする取り組みを始め、その際は台

数が限定されていたためすぐに終わってしまったが、現在では“振り込め詐欺見張

隊”という事業で同様の取り組みをしている。足立区だけの対策ではないので、警

視庁の取り組みについても触れてもらえれば、足立区以外の方にも耳よりの情報に

なったのでないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  警視庁や行政が貸し出しているのは、電話とは別の装置で、

使用する際、電話機への接続と設定が必要で、その時点で面

倒くさいと思ってしまう方が多いという。今回紹介した電話

機は、１台で完結し、設定も最低限でよいもので、高齢者に

も使いやすい工夫がされている。行政だけではなく、社会、

企業も含め、本気で取り組むケースとして適例だと思い紹介

した。ご指摘のとおり、貸し出しはずいぶん前から行われて

おり、自治体単位で取り組んでいるところもあるので、そう

いう点についても踏み込んで情報を伝えるべきだったかと思

う。 

 

○  自分はだまされないという気持ちでいたが、２７０回も番組で取り上げているに

もかかわらず、だまされている人数も被害額も増え続けていることに驚かされ、そ

れが現実なのかと身に染みた。詐欺の手口が巧妙になり、いろいろな情報が詐欺グ

ループの手に渡っているが、その過程についてもう少し踏み込んだものがあれば、

さらに注意喚起になったと思う。 

  この問題は常に頭の中に入れておかないとだまされる可能性があると思った。番

組の中ではタイミングということばがあったが、私の家族がたまたま数日前にトイ

レで携帯電話を落としてしまったあとに、電話がかかってきて、相手が息子を装い

「僕も携帯電話をトイレに流してしまった」と言ってきたことがあった。たまたま

私も一緒にいて、これはおかしいということで息子に電話をかけたため、だまされ
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ることはなかったが、自分が何かをやっていたときのタイミングで同じような電話

があるとだまされてしまう。そういうこともありうるとつくづく感じた。被害者に

お金を準備させたり、他人に取りに行かせてお金を渡させるなど、詐欺グループが

考え抜いたストーリーが組み上げられているのが分かり、この問題は本当に真剣に

考えないといけないと思った。対策として意識改革ということばが出されていたが、

自分もだまされるかもしれないと思っていると、何か変なことがあれば誰かに話を

し、これはおかしいと喚起される部分があると思う。 

  だまされた被害者が、周りから「だまされるほうが悪い」と言われ心が萎縮して

しまったが、番組に出演し、だまされた話をすることで「心がいくらか軽くなった」

「自分がだまされたと表現することで意識を変えることができた」という話があっ

た。他人に話すことが、だまされた悔しさから少しでも意識が変わるチャンスにな

ると教えられた。 

  独り暮らしの高齢者が多くなる中で、何かうまい形で注意喚起をするような取り

組みが進めば、犯人グループも電話をかけるのをちゅうちょするのではないかと感

じた。対策として電話がかかってきたらかけ直す、お金の話が出たら電話を切る、

知らない人にお金を渡さないというのは基本だと思うが、うまいタイミングでそう

いう電話があったときにだまされることを意識し、おかしいと思ったらすぐに息子

などに電話をかけて確認することも必要だと感じた。 

  アナウンサーは大変熱が入っていて、一般の番組と違い、「だまされてはいけな

い」という強いメッセージが伝わってきた。再放送でできるだけ多くの人に見ても

らい、詐欺被害が減ればと感じた。 

   

○  「ストップ詐欺被害！私はだまされない」は毎日のように放送していて、大変よ

いと思う。それでも効果がなかったのかとびっくりもした。それだけ手口が巧妙化

しており、犯罪者が増えているということだと思う。毎日のように定期的に注意喚

起し続けることは大事なことで、その集積としてこういう番組が制作されることは

とてもよいことだと思う。 

  橋本アナウンサーが本気で詐欺に対して怒っていることが画面から伝わってき

た。番組の最後でも本気で「お金を渡さないでください」と語りかけており、その

本気さが伝わるのはテレビメディアの力だと思った。橋本アナウンサーだけでなく、

出演者全員が本気だった。涙を流していた方も「人の道に外れるようなことをする

な」と犯人に向かって言っていた。怒っていること、本気で何とかしなければいけ

ないということが強く表れた番組で、そこまでしなければならない問題だからだと

思った。これまでは、詐欺の手口や、詐欺組織については多く報道されてきたが、

被害者の方々が受けられる傷、自分は関係ないと思う人が大半であることなどは報

道されてこなかった。それを今回取り上げたことはよいと思う。また、全員がまじ
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めに考えていることに感銘を受けた。 

  被害者が出演して本当に大丈夫なのか、仮名で出演していた人も画面に大きく顔

が映され、本当に大丈夫なのかと心配になった。それを乗り越えても効果があった

というべきなのか、その辺は難しい問題だと思う。 

  国勢調査が始まる際や、個人情報が流出したというような情報を伝える際に、こ

ういった注意喚起を促す番組とリンクさせて生かしていってほしい。番組をまるご

と再放送できなくとも、情報を切り分けて伝えてもよいと思うし、ひたすら繰り返

し伝えていき、「自分はだまされないだろう」という考えを何とか変える必要があ

ると思う。犯人の実際の音声を録音したものが紹介されていたが、独り暮らしで寂

しい人の心のすき間に入る演技力を彼らは獲得しており、確かにだまされてしまう

かもしれないと思った。誰もが被害者になりうると強く打ち出し、これからもこう

いう番組を継続していってほしい。 

 

○  昨日と今日だけで２件のかなり高額の詐欺のニュースに接しているが、特殊詐欺、

振り込め詐欺の話題は頻繁にある。ＮＨＫでも「ストップ詐欺被害！私はだまされ

ない」で、かなりシンプルに分かりやすく、高齢者を意識した断定的な口調で「こ

ういうことは絶対にしないでください」と橋本アナウンサーが呼びかけを行ってお

り、大変熱心に取り組んでいると思う。これだけ話題となり、マスコミや警察、自

治体、金融機関もいろいろ取り組んでいる中で、そこをかいくぐり、被害が増えて

いるのはなぜなのかと、被害に遭っていない人は疑問に思うだろうが、その辺りの

ことが番組でよく理解できたと思う。詐欺の手口が巧妙で、相当知恵があり対応能

力の高い人間が電話をかけてくるということもよく分かった。詐欺の電話の中で、

会社の人事や家庭内の事情などに話の内容が及ぶため信じてしまうそうだが、逆に

考えれば、詐欺被害の事例について頭に入っていれば、電話がかかってきたタイ

ミングで避けられるものも多くあると思う。ＮＨＫで注意を促す番組を多く放送す

ることで、「そういえばさっき同じ話を聞いた」と思い出し、電話を一度切る勇気

が出るなど冷静に判断することができると思う。詐欺の手口も進化しており、前回

と違う内容だとしても「自分もひょっとしたらだまされているかもしれない」と思

うことが大変重要だと思う。 

  実際に被害に遭われた方がスタジオで実態を語るという設定は大変だったと思

うが、とてもよかった。視聴者もいろいろ感じ、その効果はかなりあったのでない

かと思う。被害に遭ったあと、この先の生活をどうしようかというような事態に追

い込まれ苦しんでいる被害者も大勢いると思われ、相当深刻な事態があちこちにあ

ると思う。被害者へのケアが必要だという気持ちになり、これまであまり触れられ

ていなかったところなので、大変よかったと思う。かなり卑劣な犯罪であり、世の

中全体で防ぐ方向にいかないといけない。さまざまな機会でいろいろなことを想定
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し、それぞれの意識の中に届くように情報を提供してもらえればと思う。高齢者は

長く覚えていることが苦手なので、繰り返し情報を伝えることがとても大事だと思

う。これからも今までのような形で、番組の中にうまく取り込んでいってほしい。 

 

○  特殊詐欺の関連でキャンペーンを行っていることは承知していたが、今まで放送

に触れることがなく、今回初めて見た。番組に対していろいろな思いが込められて

おり、特に犯罪被害者に出演してもらうところに力点を置いて制作されていること

がよく伝わってきた。詐欺手口の巧妙化や、被害規模が増えていることも初めて知

り、驚いた。公共放送として犯罪行為を防ぐための啓もう活動は必要なことであり、

継続的に取り組んでほしいと思う。銀行のＡＴＭで注意を促す警告が表示されるな

ど、社会全体で大変手間や苦労をかけて対策を講じている現実や、銀行口座を開く

のにも本人確認が徹底され簡単ではないことなど、多くの人が詐欺対策のために不

便を被っている事実もある。こういった犯罪を減らし、もっと住みよい社会にして

いってほしいと思う。 

  私も基本的によい番組だったと思うが、視聴率があまりよくなかったということ

で、これだけの番組を制作しても見てもらえなかったのは残念だ。さまざまな情報

をうまく切り替えて紹介しており、飽きるような構成ではなかったと思うが、い

かんせん放送時間が長いために最後まで見てくれなかったのではないかという気

もする。被害者が出演するスタジオ部分に結構な時間を割いていたが、被害者に同

情するあまりにいたたまれなくなった印象があり、そのことも継続して見てもらえ

ない要因だったのではないか。スタジオ部分が本当に必要だったのかどうか、被害

者へのインタビューや再現映像だけでも十分に伝えられたのではないか、ほかにど

ういう手法が考えられたのか検証してくれればと思う。 

  警察が通報制度を作ったという紹介があったが、その際に通報先の電話番号につ

いても紹介する工夫がほしかった。被害者の状況はレポートされていたが、警察が

どういう捜査をしているのかはあまり触れられていなかった。手口は巧妙化してい

るが警察は何もしていないのか、どういう現状にあるのか、実際に検挙された人は

どれぐらいいるのかという話ももう少し取り上げてもらえると、全体のバランスが

よかったのではないか。警察は被害者の年代や地域などの情報を持っていると思う

が、そういった情報とＮＨＫが持っている視聴者のデータを突き合わせれば、どう

いう番組でキャンペーンを展開すれば、一番被害者になりうる層に伝わるかが分か

るのではないかと思う。「金曜ｅｙｅ」の時間帯、曜日は今回のキャンペーンに適

切かもしれないが、そういう活用をすれば、伝えたい相手にしっかりと伝えられる

と思う。 

  日本年金機構から個人情報が流出したと発表された当日の「ニュース シブ５

時」で、「こういう詐欺があるから気をつけてください。こういう想定ができます」
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と呼びかけていた。まだ何も起こっていない段階で想定して呼びかけ、そこまで断

定的に言ってよいのだろうかと心配になるぐらい力強く警告されていたが、よかっ

たと思う。タイムリーな対応をしてくれたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  被害者の苦しみを取り上げたことについてだが、静岡局で

独自にキャンペーンを行っていて、２月１９日(木)のクロー

ズアップ現代「詐欺被害者 閉ざされた苦悩」で詐欺被害者

の心の闇について伝えた。しかし視聴者からは「だまされる

ほうが悪いのではないか」という反応が大変多かったという

ことで、今回は首都圏放送センターとチームを組んで制作し

たという経緯がある。各放送局で取り組んでいることを、ネッ

トワークを通じて伝えることができた番組だ。首都圏では放

送時間がゴールデンタイムでいろいろと難しい時間帯だった

が、静岡県域向けで翌々日に再放送をしたところ、通常の倍

の視聴率を記録したとのことだ。ご意見を伺い、時間帯や見

せ方はもっと工夫し、対象者に届くようにする必要があると

思った。貴重な意見をありがとうございました。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１７日（日）のＮＨＫスペシャル 廃炉への道 ２０１５「“核燃料デブリ”

未知なる闘い」には考えさせられた。見ていると絶望的になる。原発再稼働に関わ

る人たちはこの番組を見てどう思うのだろうと強く感じた。 

 

○  ５月２４日(日)のＮＨＫスペシャル「自衛隊の活動はどこまで拡大するか」(総

合 後 9:00～10:13)を見た。中谷元防衛・安全保障法制担当大臣、拓殖大学特任教

授の森本敏さん、元内閣官房副長官補の柳澤協二さん、首都大学東京准教授の木村

草太さんによる長時間にわたる論戦だった。ヒントを与えてくれたものの、論じ切

れていない印象があり、論点をもう少し解説して整理してくれるとよかったと思う。

キャスターは全体をうまくリードしていたし、重要な問題を扱っていたと思う。 

 

○  ５月３０日(土)のＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像 豊かさを

求めて「第１回 “高度成長”何が奇跡だったのか」(総合 後 9:30～10:19)と３

１日(日)「第２回 “バブル”と“失われた２０年”何が起きていたのか」（総合 後
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9:00～10:25）を見た。力を入れて制作されており、大変迫力があった。高度成長

期からバブル、その後働き盛りの際に“失われた２０年”を経験しているので、自

分の人生と重ね合わせても興味深かった。「第２回」は堺屋太一さんと野口悠紀雄

さんがゲストだった。２人の主張は微妙に違うが、話がうまくつながっていて、そ

れぞれの説明がとてもよく分かり、頭の中がすっきりできた。なぜバブルが起こっ

たのかという辺りも大変興味深かった。思いが少し違うところから日銀が公定歩合

をどう扱ったかや、日本の外交も含めた駆け引きなど、いろいろな思いの中でさま

ざまな決定がなされたというような、今だから語れることがよく出ていたと思う。

日本銀行元理事の「私たちはバブルの戦犯だから」というコメントを実際に放送で

きたこともすごいことだと思う。三洋電機の元会長、麻布建物の元社長のコメント

など、当時は華々しくいろいろなことが行われていたので感慨深く見た。それぞれ

の思いを聞き出していて、この時代を生きた者にとっては印象深く、とても感慨深

い番組だった。 

 

○  ６月１４日(日）のＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」(総合 後 9:00～9:58)

は大変インパクトがあった。今の国会で問題になっている国家安全保障関連法案を

考える際の大きなヒントになるのではないだろうか。集団的自衛権の問題を考える

重要な問題を含んでいたと思う。改めてアメリカ側の記録やさまざまな証言からあ

ぶり出され、興味深かった。アメリカ軍のジェームス・バーンズ曹長の陣中日記の

記録を伝えていたが、日本側の記録と違い、アメリカから見た沖縄の悲惨さ、民間

人を巻き込んだ悲惨さを具体的に伝えていた。バーンズさんは、毎晩悪夢にうなさ

れていたと奥さんの証言が紹介されていたが、アメリカ兵も３６時間の間に 231 人

が戦闘神経症にかかったそうだ。国家安全保障関連法案の集団的自衛権の問題で、

後方支援を行うというが、沖縄戦を見れば、戦争が始まればそんなことを言っては

いられない。沖縄の民間人が「なぜ私たちはこんな目に遭ったのか」と言っていた

が、これは痛切で重たい証言で、全日本人が考えなければいけない。戦後７０年の

特集の中でも重要な番組だった。放送できなかった部分もかなりあると思うが、ア

メリカ側が撮影した膨大な未公開フィルム、住民の証言テープが 1,000 本に上るそ

うで、これからますますこれらが具体化されると思う。今国会で論議している法案

の中にも大きな一石を投じたと評価できると思う。 

 

○  ３週続けて「ブラタモリ」を見たが、学芸員や研究者が番組に携わり、古地図な

どを用い、観光で訪れても意外と気がつかなかったところを取り上げていた。タモ

リさんのトークを聞いてかなりの知識人だと感じた。また、心が明るく、軽くなる

番組だと感じた。５月９日(土)「♯５ 鎌倉」では、坂を削って土地を低くしていっ

たことについて古地図を頼って調べていき、６月１３日(土)の「♯８ 函館の夜景」
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では、函館の道路は広く直線で海に向かっているが、実は歴史的に大火が多かった

ためであることなど、一般的には分からない部分が興味深かった。また函館山に戦

争時に掘られた穴があることなど、普通の観光では見られない部分も紹介されてい

た。何かの機会にその地域へ行った際に、思い出しながら散策できると感じた。お

もしろく、気持ちよく見ることができた。 

 

○  「ブラタモリ」で２回にわたり鎌倉が取り上げられた。前から「ブラタモリ」が

大好きなので、大変期待して見た。「♯５ 鎌倉」では和賀江嶋、私の実家のすぐ

そばが取り上げられたが、地元でも知らないことが紹介されたり、昔の風景を再現

してくれて楽しかった。５月２３日(土)の「♯６ 鎌倉の観光」は、観光がテーマ

だったが、いつもの切れ味が鈍っていると感じた。観光で鎌倉に来る人はあまり感

じないことかもしれないが、そこに住んでいる人にとっては物足りない感じだった。

「ブラタモリ」には、アンチ観光を貫いてもらい、土地に住んでいる人も目からう

ろこが落ちるような、狭いところをねらってもらえると、番組の特殊性が出て、価

値も際立つのかと、初めて私の地元が取り上げられて感じた。 

 

○  「ブラタモリ」を初めて見た。タモリさんというと民放のイメージがあり、番組

もぶらぶらと街を歩くだけかとイメージしており、ＮＨＫでどういうコメントをす

るのかと思って見た。「♯７ はるばる函館へ」では、青函連絡船の中でのタモリ

さんの無線の知識など、専門的すぎてついていけないところもあったものの、モー

ルス信号についての知識が得られ感心した。タモリさんが掘り下げ、いろいろな部

分を発見するところがおもしろかった。青函トンネル内での電車のモーター音の話

や、津軽海峡の海流の速さの話、昔は青函連絡船があって貨車を積んで本州から北

海道に荷物を運んでいたことなどの話は、北海道新幹線が開通し、いずれ訪れると

きに思い出すと思う。番組自体がおもしろかったので、次からも見たいと思った。 

 

○  「プロフェッショナル 仕事の流儀」はほぼ毎回見ているが、５月１８日(月)

の「威信をかけて、水道を守る～水道技術者・笑喜久文～」は、水道技術者という

市井の人が頑張っている姿に頭が下がった。 

 

○  ５月２３日(土)の「データなび 世界の明日を読む」を見た。いろいろなデータ

を整理し、紹介しているおもしろい番組で、肩の力を抜いて見られる。生放送でツ

イッターからの意見を紹介しているが、寄せられるコメントが読みやすい。ほかの

番組でもツイッターでの意見を紹介することがあるが、読みづらいと感じるものが

多く、ほとんどフォローできない。この番組では、画面の上半分で「データなび」

のデータが表示され、下半分の左側がスタジオ、その右側が２分割され、データキン
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グとツイッターが表示されている。ほかの番組では画面下に細長く紹介されている

ことが多く、なかなか読むことができないが、今回はしっかりと読めてよかった。

ツイッターの意見にもあったが、今回、国会議員のデータを集計する“議事堂くん”

を作ったわりに、そのデータとあまり関係ない事柄が取材内容として取り上げられ

ていて、もう少しデータの分析、解釈に力を入れてもらったほうがよかったのはで

ないかという感想を持った。番組の後半で婚活にビッグデータを使っていることも

取り上げられていたが、これはメインテーマである“議事堂くん”とは関連がなく、

１月に放送した「ＮＨＫスペシャル ネクストワールド 私たちの未来」のような

番組でビッグデータの活用事例という形で取り上げる内容ではないかと思った。

データベース作成に 2,000 時間かけたそうだが、作って満足して終わってしまうに

はもったいない。もっと活用してもらいたかった。番組の中で政治学の御厨貴・東

京大学名誉教授が出てきてデータベースを評価していたが、そういった専門家の解

説も交えながら、見ていて感心するような番組にしてほしかった。前回は物価の動

きについて紹介しており大変感心したが、今回はそういう点でデータベースを活用

しきれていなかった気がする。次回もあるようなので期待している。 

 

○  ５月２６日(火)のクローズアップ現代「足元に眠る宝の山～知られざる下水エネ

ルギー～」を見た。下水から出るメタンガスを有効活用し発電所を造るということ

は、循環型の社会の考え方にマッチするものだと思った。資金のない自治体でも、

民間に委託して設備をつくり、運営させ、自治体は土地代と下水を原料費として供

給することに対し手数料をもらうという新しいスキームができたと聞き、大変興味

深かった。福岡市では下水から水素をつくり水素で車を走らせるテストもしている。

極端にいえば下水で車が走るということで、夢がある話だと思った。下水道が資源

のない日本で活躍しそうだということをうまく取材し、大変分かりやすくまとめて

いた。新技術、発想の転換、時代の要請に応えたかたちをうまく紹介していて、大

変興味深く見た。 

 

○  ５月２９日(金)のドキュメント７２時間「高尾山・なぜかふらりと都会の山へ」

は、私自身、東京に住んでいたことがあり高尾山は身近な山で、興味を持って見た。

番組では若者からお年寄りまでいろいろな方が山を目指しており、なぜ高尾山が

みんなに好まれているのかと思った。その答えについては分からなかったが、それ

ぞれ思いがあって登っているのだろう。簡単に登れる山で、都会の近くで自然が感

じられ、近くの公園でピクニックするのとは違うのかと思った。クルーが７２時間

カメラを持って山でいろいろな方に話を聞くだけで、よく番組として構成できると

思った。高尾山は懐かしく、都会ではなじみのある山だったので、興味深く視聴し

た。 
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○  ５月３０日(土)の日本の話芸 落語「茶の湯」を見た。「日本の話芸」は、舞台

や背景の色調が落ち着いていて、いつも楽しく見ている。カメラは基本的に舞台の

正面から撮っているが、はなし家が上手下手に首を振ると同じようにカメラも左右

のカメラに切り替わる。そうするとずっと正面からはなし家を映していることにな

り、話の内容によっては、登場人物を演じ分けていることが若干分かりづらくなる。

あまり動かないはなし家もいるが、今回の春風亭昇太さんの回はかなり動いたとい

う感想だ。番組自体は、いろいろなはなし家の話を毎回楽しく聞いている。 

 

○  ６月５日(金)の特報首都圏「もう一度故郷へ～“在京”被爆者 広島・長崎への

旅～」(総合 後 7:32～7:57)を見た。被爆者本人や被爆で家族を亡くした人が、広

島や長崎を訪ねる旅について伝えていた。そのうちの２人は、被爆者であることや、

被爆した体験を周囲に言えなかったそうだ。それだけ本人にとっては重い体験なの

かと感じた。戦後７０年たったが、被爆地を訪れることで、自分の過去や家族の死

に向き合うことで、気持ち的に大きく切り替わることができたということだった。

戦争によって人知れず悩み、重いものを背負っている人がいることを、戦後世代で

分からない人も多い。こういった番組を通じ、人知れず悩む方々の気持ちが少しで

も軽くなればと思う。 

 

○  水戸放送局制作の「茨城ニュース いば６」は４月からリニューアルされ、茨城

県内のニュース、特集をより詳しく楽しく放送しており、よく見ている。４２分の

番組だが、ニュースも細部にわたりきちんと伝えており、県内のニュースのみでは

あるが、情報を得るためのツールとして重宝している。県内の観光情報も「月に一

度はいばらナイト」や「スポーツしチャオ」などのコーナーでレポーターが丁寧に

紹介してくれる。他局に比べ落ち着いて見ることができて、唯一のオアシスのよう

に思っている。４月からの番組改編で放送時間が延長されると聞き、番組の構成が

粗くなってしまうのではないかと心配していたが、そんなことはみじんも感じさせ

なかった。本当によい番組を作っていると感じた。その努力は大変だと思うが、ぜ

ひともこのまま頑張っていただきたい。また、私の周りの年配の方々の中でもＮＨ

Ｋのキャスター、レポーターのファンの人がいて、取材に来るたびに「私は○○さん

の私設サポーターだ」などと勝手に盛り上がっているそうだ。それぐらい水戸局に

県民が親近感を持って接していることの表れだと思う。 

 

○  いま放送している連続テレビ小説「まれ」にしても、大河ドラマ「花燃ゆ」にし

ても、人気がある番組だとは思うが、会話部分が聞き取りにくい。会話をする時の

俳優の姿勢、状況でも違うと思うが、音楽の音が妙に大きく、会話が聞き取りにく



13 

いところがかなり目立つ。一緒に見ている家族からも「今なんて言った？」とよく

聞かれる。かなりボリュームを上げないとちょっとした声が聞こえない。考慮して

いただけるとありがたい。 

 

○  ６月７日(日）の日曜美術館「ピーター・ドラッカー 日本美術へのラブレター」

を見た。ドラッカーが日本美術の収集家であることを初めて知った。日本の室町時

代の山水画などを約 200 点も収集していたこと、山水画をヨーロッパのルネサンス

と同じぐらいにすばらしいと批評していたことなども新しい発見だった。美術関係

が好きな人でドラッカーが日本美術の収集家だと聞いたことのある人はいないの

ではないかと思う。大変驚いた。よい番組だった。 

 

○  ６月１３日(土)のテストの花道・選「成績を伸ばすカギ“ノート術”」は、高校

生相手にノートのとり方をテレビで放送するものなのかと思いながら見始めた。今

の子どもたちは手でメモすることはせず、黒板を携帯電話で写真に撮って終わりと

いうことも大学などではよくあると友人から聞いた。脳に刺激を与えるには手で書

き、まとめながら書くことが大事だという当たり前の話ではあったが、大人にとっ

ても会議録の作り方などで役に立つかもしれないと思えるぐらいの番組で参考に

なった。所ジョージさんが出演しているが、場を和ませ、柔らかくするのによいキャ

スティングだと思った。こういった番組にも出演しているのかと新鮮に感じた。 

 

○  ６月１３日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「松岡修造×茂木

健一郎～脳と身体と心のカンケイ～」を見たが、大変おもしろかった。まじめに語

り合っており、アスリートのゾーンという感覚やメンタルが９割ということを、脳

科学者が説明しているのが分かりやすく、全体のテンポもよかったと思う。今回は

人選がよく、いろいろな情報も詰まっていておもしろかったが、出演者によっては、

スイッチの入っていく感じが得られないこともあり、人選は難しいのだろうという

気がする。画面構成も現代的に切れ味よく工夫していると思うが、やはり人選あり

きだと強く感じる。これからも期待している。 

 

○  ６月１３日(土)に「奇跡のレッスン～世界の最強コーチと子どもたち～」(ＢＳ

１ 後 2:00～2:49)を見た。フットサル日本代表のミゲル・ロドリゴ監督が小学生

サッカーチームを１週間指導する番組で、指導前と指導後で、子どもたちの様子が

劇的に変わるところがキモだと思った。ミゲルさんは、子どもたちが自分たちで考

えて練習をしなければいけないと、さまざまな練習で次々とやらせていくのだが、

同時に親たちや指導者にも接しながら、子どもたちに考えさせ、自分で変わる能力

があること伝えていく。日本での運動選手育成方法もパターン化されていることが、
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子どもの力を伸ばさなくしていると感じた。ミゲルさんの指導で、子どもたちが

どんどん変わっていく姿が見えた。同時に、子どもが変わらなければ、大人が子ど

もに接する考え方も変わらず、日本全体の空気も変わらないとしみじみと感じた。

教育番組なのかもしれないが、社会のこれからのことを考えるのにプラスになるこ

とを伝えてくれたと思う。「めざせ！２０２０年のオリンピアン／パラリンピ

アン」も、今後芽が出そうな子どもたちに、オリンピックで活躍した人が指導する

番組だが、「ここはこうやったらどうか」と言うだけでも、その子は数日で変わる。

定型的な練習でも、オリンピックで活躍する卓越した人たちが見るだけで、視点を

変えさせる力があると思う。番組を見る側も、視点を変えることで新しい世界と出

会える、自分たちの生活も変えられる、そういう力をもらう意味でも機能している

番組だと思う。この２つの番組は注目しており、とてもおもしろいと思う。 

 

○  ６月２日(水)のプレミアムシネマ「おとなのけんか」を見た。ただの子どものけん

かが大人のけんかになっていくという物語だが、今の教育の問題、社会の問題をえ

ぐり出しており引き込まれた。子どもの問題を論じる人にこの映画を見せたいぐら

い、大きなヒントがあったと思う。 

 

○  ６月６日(土)の「らじらー！ サタデー」をたまたま車で聴いていた。Ｈｅｙ！

Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧さんと八乙女光さんがパーソナリティーを務める若

い人向けの番組だ。どこかで開催されたコンサートを終え、スタジオに行くまでの

移動の様子を電話で中継していたが、とにかく電話の音がひどく、かなり聴きづら

かった。スタジオと掛け合いだったが、スタジオの音はしっかり聞こえた。放送前

にしっかりテストをしておけば予見できたと思うし、万が一にも音が悪ければ音楽

を流すなどの措置を普通は考えると思う。いずれにしても１０分ぐらい、かなりひ

どい音の状態がそのまま全国に放送されたと思う。いかがなものかと思った。 

 

○  ４月下旬の「午後のまりやーじゅ」で、「来年春から始まる朝の連続ドラマが今

日決まりました。吉田拓郎さんをテーマにした『たくちゃん』という番組です」と

コメントがあり、そのあと、少ししてから「さっきのは事実ではありません」と言っ

ていた。何か理由があって言ったことに対してのコメントをするならばよいが、エ

イプリルフール用にリスナーが投稿してきたものをそのまま話してしまったとい

うことだった。テレビでも「あさイチ」でメニューの表示を間違えておわびをする、

定点カメラの中継をするときに出てくる地名が違っていておわびをするというこ

とがあったが、事前にきちんとチェックをしておけば防げることではないかという

気がする。なぜオンエアに至ってしまったのか。 
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（ＮＨＫ側） 

  「らじらー！ サタデー」については改めて確認したいが、

生中継の場合、事前にきちんとチェックしておかないといけ

ないと思う。仮に聴きづらい音が長時間続くことになれば、

そのときの対応も考えておかなければいけないと思う。そこ

は確認し、きちんと取り組んでいきたい。「午後のまりやー

じゅ」も事実関係を確認したい。間違ったものを放送するの

はチェックが甘いということだ。その点も確認し、現場に注

意したい。ラジオは２４時間ほとんど生放送で、思いもかけ

ないことが起きることはあるが、そういう際にもきちんと対

応ができるように取り組んでいく。 

 

○  ５月３０日(土)の小笠原沖地震の報道について。民放が生放送で伝えるところが

少なかった中、ＮＨＫは対応が迅速、適切だった。気象庁の会見までの間に地震研

究所の専門家に今回の地震について電話でインタビューし、情報を伝え、余震や津

波はどうなのかについてもしっかり注意喚起していた。中継映像が乱れても別の情

報への切り替えを手際よく行うなど、これまでの災害報道の経験が生かされている

と思う。一方で、アナウンサーが情報を伝える裏で職員のやりとりが大きな声で聞

こえるのが気になった。ばたばたしている様子をなるべく電波に乗せないという設

定はできないのだろうか。現地の状況を二宮町や、母島の一般の人に電話で聞いて

いたが、話が的を射ていないことがあり、もう少し客観的に被害状況を説明できる

人を選べなかったのかと思った。できるだけ公的機関の人に話を聞くほうがよいの

ではないかと思った。地震の情報を伝えるニュースがいったん終わり、午後９時３

０分から「ＮＨＫスペシャル」が始まったが、ニュースからいきなり切り替わった

印象で流れに違和感があり、もう地震のニュースは終わりなのかと思った。「ＮＨ

Ｋスペシャル」の中でも文字情報として地震の情報を伝えてはいたが、災害情報か

ら通常番組に切り替わるタイミングをもう少し工夫してもらえたらと思う。電車の

運転見合わせなどで車内に２時間以上缶詰め状態であった乗客のことを考えれば、

災害時の必要な情報について、もう少し精査すべきかと思う。運転見合わせの理由、

再開の見通し、２時間以上缶詰め状態だとトイレの問題も出てくるが、そういった

状況や既往症のある方への対応などについて、ＮＨＫ側から積極的に交通機関に働

きかけ、情報を提供するようにしてほしい。交通機関等のホームページでは運転見

合わせという情報のみで、缶詰めになっている乗客は大きなストレスになっていた。

平時から交通機関ともう少し細かく話をしておくとよいと思う。エレベーターが停

止したという情報も伝えていたが、それは当然のことだ。エレベーターは地震が起

きたら最寄り階に着床し、そこから降りることになっており、停止することは正常
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だ。エレベーターが何台停止したと、新聞も含めたメディアがなぜ反応するのかが

分からなかった。エレベーター内に閉じ込められた、着床しなかった、途中の階で

止まってしまったら問題で、その件数について検証するべきだったと思う。運転見

合わせとなっていたＪＲ横須賀線に乗っていた友人から連絡があり、午後１０時５

０分ごろにやっと動いたとのことだったが、ＮＨＫのニュースでは、午前０時２８

分の時点でも「横須賀線、運転見合わせ」という情報が伝えられていた。現状と情

報にそれほどのずれが生じた理由は何なのかと思う。電車内で缶詰状況の人や家族

の状況を気にかけている人にとってはＮＨＫの情報が頼りだ。なぜ情報が更新され

なかったのか。午前０時１４分から再び地震についてのニュースが始まったが、そ

こで伝えるニュースをまとめるために人員が取られ、情報が更新されなかったので

はないかと思った。こういった情報更新のずれをなくすためにも「ＮＨＫスクープ

ＢＯＸ」があると思う。そういう情報も活用すべきではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  いろいろとご指摘いただいた。地震が起こった際には震源

地に近く、いちばん揺れた場所にいる方に当時の状況や現状

について聞き、公共機関に対しては、どういう対応をしてい

るのかを聞く。地震発生時は混乱しており、公共機関にはな

かなか聞けないこともあり、状況を聞かせてくれる方を探す

のに苦労する。一般の方に話を聞いたのは、実際に地震を体

験しているからで、若干情報不足という感想を持たれたかも

しれないが、体験した人が状況を語るという意味で出ていた

だいた。可能なかぎり情報を持っている人に状況を聞くとい

う原則はそのとおりだと思う。エレベーターの件については

いろいろ指摘をいただいた。大きな地震の際にエレベーター

が止まり、安全確認に時間がかかるのは当然で、長く閉じ込

められたという取り上げ方はおかしいという指摘もいただい

た。われわれもそのことが悪いと言っているのではなく、大

きな地震の際高いビルにいるときには、かなり長い間、下に

降りられなくなる事態が起こり得るという、大地震のときの

一つの事象として取り上げた。エレベーター内に閉じ込めら

れたという情報はすぐに入ってこないため、多くのエレベー

ターが止まったという事象を伝えた。ニュースから番組の切

り替えに違和感があったとのことだが、それまでニュースを

伝えていて「ＮＨＫスペシャル」が始まったため、これで終

わりなのかという印象を持たれたのかもしれない。「ＮＨＫ
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スペシャル」が始まったあと「番組終了後、地震の情報をお

伝えします」という文字情報を伝えたが、切り替えについて

は注意したい。後ろでばたばたしている声が気になるという

ことについて、そういった様子が伝わるのは見ている方に不

安感を与えかねないので注意したい。ＪＲ横須賀線の運転再

開の情報については、ニュースを制作するチームと運行状況

を調べる人は別で、午前０時１４分からのニュースのために

人が取られ、更新する人員がいなかったということではない。

どういう経緯で情報が遅くなったのかは事実関係を調べたい。

指摘いただいたことは今後に生かしたい。 

 

○  口永良部島の全島避難、大涌谷の火山、浅間山の噴火、地震など、日本列島で大

きな災害が起きるのではないかという不安を感じている。小笠原沖地震は家庭でく

つろいでいた時間に起きたが、普通の地震ではないという印象を受けた。一つの地

震で日本列島全域が揺れたことはなかなか経験がないということだった。ＮＨＫの

ニュースを通じ、状況を把握することができたが、当初マグニチュード８．５とい

う発表があった際には、東日本大震災の津波が頭にすぐ浮かんだ。ニュースの中で

長時間にわたり津波の心配がないなどの情報を伝えてくれることで、われわれは安

心して生活していけると思う。情報がいろいろ飛び交って大変だとは思うが、日本

全体が自然災害が多く心配な時期であり、冷静で的確な報道を今後とも続けていた

だきたいと感じた。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告を受けた再発防止策について、調

査報告書よりも内容が明確であり、再発防止策は有効であると考える。特に匿名の

扱いについては効果的かと思う。この運用が適切に行われることを願う。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年５月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について説明があった

あと、平成２６年度関東甲信越地方向け放送番組の種別ごとの放送時間について説明が

あった。続いて、先人たちの底力 知恵泉(ちえいず) お宝発掘、助けます「渋沢栄一」

について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

   委 員      伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

      大 山  寛 （サンファーム・オオヤマ(有)取締役会長） 

岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

      藤木 徳彦（フランス料理店オーナーシェフ） 

      古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

      山口 晃平（(株)山口楼 専務取締役） 

         

 

 

 

（主な発言） 

 

＜先人たちの底力 知恵泉（ちえいず） お宝発掘、助けます「渋沢栄一」 

（Ｅテレ ４月２１日(火)放送）について＞ 

 

○  埼玉県出身の偉人があまりいない中で、渋沢栄一さんは数少ない誰もが認める偉

人の一人だ。調べれば調べるほどその業績は大きく、民間の立場でこれだけの実績

があり、後世の人間から見てすばらしいと評価できる人は日本全国でもそうたく

さんはいないのではないか。個人的なひいき目もあるが、「大河ドラマ」で取り上
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げても十分に堪えられる人物だと思う。番組では、渋沢さんのいろいろな功績を紹

介していたが、古い映像や写真、イラストなどを使ったＶＴＲ、地図などが分かり

やすく、巧みだった。このような演出はともすると工夫しすぎるときもあるが、こ

の番組では上手に構成されていて好感が持てた。レンガ工場の話題などもすばらし

かったが、もっとほかの業績が多くあり、そちらを取り上げてほしいという気持ち

が先に立った。渋沢さんの業績があまりにもすばらしすぎて、伝えきれていない、

格が違うという感じもした。いずれにせよ渋沢さんについて改めて勉強する機会と

してはとてもよい番組だったと思う。レコードで残されていた渋沢さんの肉声が聞

けたことは大変うれしかったし、話している内容もすばらしかった。企業は利益追

求が価値になってしまいがちだが、人のことを考えながら生きていくことの大切さ

について、いろいろな意味でそれぞれの立場で感じることができるような話だった

と思う。日本の現代社会の発展の礎を築いたということで、世界遺産として登録を

という動きもあるようだが、民間からの産業の動きに光を当てたよい番組だったと

思う。 

 

○  私自身も地方において、さまざまな取り組みを行っているが、国などの公のお金

を使わなくても地域がうまく回る、地域がもうかる仕組みを作っていくことが商売

の基本だと思う。番組の中で、工場で製造したレンガを国が買い取らないことにな

り、どうなるのかと思ったが、渋沢さんはもうかる仕組みをつくり、地域住民と話

し合いをつけ、きちんと利益を上げていった。番組を見始めたころは、渋沢さんは

技術的に先行している海外などからヒントをもらうなど、恵まれた環境の中で進ん

だ人なのかと思っていたが、それは違うことに気づいた。日本がゼロから発展する

ときに要となった地方の資源と人材を活用するという考え方は、地方の力が衰えつ

つある現代の日本ではその力を取り戻すヒントに満ちていると思う。何かやらなく

てはと思っても、どうしたらよいのか分からないということが私の住んでいる地域

でもある。経済の発展は単なる商売の広がりでなく、人と人、企業と企業の信頼を

築くことで成り立ち、広がっていくということばも印象的だった。稼ぐということ

では、１円でも多くもうけ、独り勝ちしようと思いがちだが、多くの人が幸せにな

るための「道徳心のある経済」という考え方が、高齢化などで弱者が多くなる日本

の社会では大変大切になると思った。渋沢さんの考え方は、現代で欠けている部分

を補うものだと思う。自分たちの生活のためだけではなく、地域でよくならないと

自分たちもよくならない、地域も発展しないことに気付いた。自分が今取り組んで

いることとも照らし合わせ、人間性を磨き、気持ちのある人間にならないといけな

いと痛感した。 

 

○  スタジオセットが居酒屋風で、ゲストを迎え、食事や飲み物を交えながらのくつ
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ろいだ雰囲気で話をするというのはおもしろいと思った。自分が店主としてゲスト

であるお客さんの話を伺っているような気分にさせてもらえる演出だと思った。日

本の資本主義の父と呼ばれる渋沢さんの偉業について紹介していたが、改めて渋沢

さんの業績はすばらしいと尊敬の念を抱いた。洋行するチャンスを得て、未来を一

足先に見られたところもあるが、いずれ日本にもその流れなどが来ると予想し、自

らが形として事業を行ったところはすばらしいと思う。渋沢さんという歴史上の人

物を伝記として紹介したのであればよい番組だったと落ち着くのだが、番組の中で

地域振興と渋沢さんの偉業という２つのテーマが設定されており、渋沢さんの事業

方針の中に地域振興があるということで番組を構成したかったのか、地域振興のた

めにはそこにしかないものを売っていくという視点が必要で、それに成功したのが

渋沢さんだったということを伝えたかったのか、番組の方向性が見えづらかった気

がする。渋沢さんという人物に焦点を当て、渋沢さんのすばらしさは地域活性化と

社会発展をともに成し遂げたところだという構成であればシンプルでよかったと

思う。居酒屋の看板に地域振興を助けますと掲げており、地域活性化の知恵が主題

で、渋沢さんは知恵の一つであったという位置づけだったのだろうと思うが、渋沢

さんの功績を追いかけていく構成ゆえに、渋沢さんのすごさの陰で地域振興の問題

提起が薄れてしまった。また、ゲストの藻谷浩介さん、鹿島茂さんの専門性は司会

者から紹介があったが、ダイアモンド☆ユカイさんが出演している関係性がよく分

からなかった。ただ、ダイアモンド☆ユカイさんのコメントも率直で、全体の雰囲

気にうまくなじんでいた。ゲストの１人の紹介映像のところで片手で自転車を運転

している場面があった。道路交通法からも自転車の片手運転は安全運転義務違反に

問われる。人物を紹介するのに自転車の片手走行をしているところを映す必要が

あったのだろうか。ＮＨＫとして交通安全に対する配慮が足りないのではないかと

大変気になった。 

 

○  大変よい番組だったと思う。渋沢さんが、日本の資本主義の父と呼ばれるほど大

きな仕事をしたことを一般の人は知らないのではないかと思う。しかも、500 社以

上の会社を設立し、東京証券取引所にも関わっている。渋沢さんは 1926 年と 1927

年にノーベル平和賞候補になり、最終選考まで残っているが、そういったエピソー

ドも入れるとよかったと思う。渋沢さんの業績に焦点に当てるのか、人間に迫るの

か、その辺は難しかったと思うが、４２分の番組で渋沢さんの業績や人物をうまく

紹介していたと思う。ゲストは藻谷さん、ダイアモンド☆ユカイさん、鹿島さんの

３人だったが、４２分の内容時間では３人での意見交換がしにくい。鹿島さんは渋

沢さんの評伝も書いており、渋沢さんと日本の近代との問題を具体的に話してもら

いたかった。また、地域の問題については藻谷さんにもう少し話をしてもらいた

かった。せっかくのゲストであり、渋沢さんに対する率直な意見、よい面も、悪い
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面ももっと突っ込んでもらいたかった。番組の中で「未来を見据え、原石を磨け」

などいくつかテーマが挙がっていたが、もう少し具体的な中身が欲しかった。現代

にも渋沢さんのような人物はいるかもしれないが、もう少し「現代の渋沢栄一はど

こにいるのか、出てこい」と呼びかけてもらいたかった。 

 

○  日本の資本主義の父と言われた渋沢さんの功績と考え方を通し、これからの地域

振興を考える番組だったと思う。藻谷さんが、自分と渋沢さんとの違いを立場を含

めてきちんと説明していて、鹿島さんとともに時代背景を取り入れながら分かりや

すく説明しており、視聴者に誤解のないように慎重にことばを選んでいたと思う。

近田雄一アナウンサーの口調も丁寧で分かりやすく、番組の趣旨、本質的な部分を

引き出すような話の仕方、質問をしていたと感じられた。最初に出てくる「お宝発

掘、助けます」というフレーズは、地方で観光業に接している立場の者からすると、

地域振興に関してコンサルタントからお宝再発見という同じようなキーワードを

長年聞かされており、またかと思う方も結構いると思う。番組内容との誤解を避け、

理解を深めるためにも新しいキーワードを作り続ける必要があるのではないかと

思った。４２分という番組の中で渋沢さんの功績と地域の活性化について端的に分

かりやすく作られた番組だと思った。 

 

○  「先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）」という番組が私は苦手なほうだ。なぜ

居酒屋でないといけないのかが分からず、本質とは関係がないところで引っかかっ

てしまっている。３人でわいわいと話しているのは、偉人について思うことを立場

の違う人がたまたま居酒屋で隣り合わせていろいろ話をし、多面的な価値を引き出

すという意図だと思うが、ゲストの選び方も成功している回ばかりではない。しか

し今回の渋沢さんについては、教科書で習っているはずだが、きっちりと紹介して

もらったことはなく、何と立派な人物だろうと教えてもらった。会社という概念す

らなかった時代にそれを生み出したこと、銀行の存在も今では当たり前だが、それ

らを全部作ったことはすごいことだと思う。そういう偉人が道徳と経済は一緒であ

り、私益よりも公益が重要だと言っており、今の政財界もそのことばを見直してほ

しいと思った。それらがうまく紹介され、まとまりがあり、分かりやすい番組になっ

ていてよかったと思う。渋沢さんは、地域にレンガに適した土があることなどは見

出していたが、それ以上に国家的な、社会全体を見る視点を持ってさまざまな活動

を行っており、それがフィードバックされた結果、地域の活性化につながったこと

が理解できた。ただ、渋沢さんの業績が、里山資本主義者が考える地域の活性化と

接してはいるが直結していない、もどかしさも感じた。地域振興というキーワード

を、ゲストの方々と結びつけるのにやや無理があるのを承知のうえで盛り込んだよ

うに感じた。渋沢さんの考え方、業績には感銘を受けたが、番組としてはそのよう
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な感想を持った。 

 

○  渋沢さんの名前は知っていても、業績がよく分からなかったため、そういうとこ

ろにスポットを当てた番組としてすばらしかったと思う。「お宝発掘、助けます」

というタイトルは番組を見終わったときに若干違和感があり、もう少し工夫が必要

だと感じた。番組を見て、今の日本の問題を垣間(かいま)見た感じがした。地方創

生、地方産業、一極集中、人口減少問題も含め、今の日本は今後どう進んだらよい

のかと考えさせられた。参考にしたいことばもたくさんあった。いちばん売れる商

品が信用だという考えは、成熟期に入った日本にとって必要なものだ。また、大都

会に住む人と地方に住む人の相互理解ということばもあったが、これは、地方が元

気になれば日本全体がよくなるということだと思う。そのほか「未来を見据えて、

原石を磨け！」など、地道な活動に取り組んでいけば日本がもっとよくなっていく

というヒントをもらった気がする。渋沢さんが、当時地方にいた岸宇吉さんの才能

を見抜き、しっかり育てたというエピソードは、地方で根を下ろし活動をしている

人たちにとって、相互理解が進めばもっと変わっていけると感じ取れるものだった。

「二人三脚できるパートナーを逃すな！」という、倫理観を失い利益追求に走るの

はよくないということばには考えさせられた。国の推計では 2060 年に日本の人口

が 9,000 万人を切るだろうと言われている。出生率は地方のほうが若干高く、地方

のよさ、子育ての環境なども含めて考えさせられる番組だった。 

 

○  ゲストの１人を紹介する際の映像で自転車の片手運転が映っていたのは私も気

になった。なぜそんな映像を選んだのか。ゲストの信頼性にもかかわると思う。ス

タジオセットの雰囲気と内容の不整合の部分も気になった。渋沢さんが深谷ねぎ入

りのほうとうが好きだということで、番組の冒頭でゲストが食べていたが、感想が

「普通だ」ということで、結局どうだったのかよく分からなかった。番組のタイト

ルから、深谷ねぎ入りのほうとうをどうやって売り込むかという結論が来るのかと

思ったが、そのまま何も触れられないまま番組が終わってしまった。細かい話だが、

番組にストーリー性を持たせる中で、ほうとうはどうなってしまったのか、最後の

締めがなかったのが大変気になった。藻谷さんの問いかけに対し、ダイアモンド☆

ユカイさんの答えがややちぐはぐになっているところが気になったが、彼のように、

普通の感覚で話す人は重要だと思うので、そこは司会者がきちんとつなぐべきだと

思った。渋沢さんは信用が重要だと言っていたが、信用は経済学の基本であり、そ

の位置づけを短い時間できちんと説明することはやや難しかったかと思う。「お宝

発掘、助けます」というテーマに対して、深谷ねぎ入りほうとうの意味は恐らく地

域の名もない人が頑張って地域活性化をするという話だと思う。一方渋沢さんの話

は、地域の一部のエリートと結びついて経済を引っ張っていくという話だったと思
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う。そこがちぐはぐ感の根源かと思った。当時は時代的な背景があり、地域の一部

のエリートが経済を引っ張っていくこともなしえたと思うが、今の時代、それでは

立ち行かない部分もあると思う。それではどうすればよいのかということを、ダイ

アモンド☆ユカイさんと話ができればよかったと思った。 

 

○  渋沢さんの名前は知っているが、「論語と算盤」も昔斜め読みしたことがある程

度の知識しかなかったため、今回の番組で功績を一部とはいえ取り上げてくれたこ

とは大変興味深かった。渋沢さんの肉声を初めて聞いたが、感慨深かった。渋沢さん

は財閥を作らなかったため、例えば岩崎家や三井、住友とは違い、現代に残る確か

な資料が残っていないのではないか。取材に苦労されたということだが、よく調べ

てくれたと思う。渋沢さんとゲストの比較が紹介されていたが、渋沢さんと比べる

と誰をもってきても見劣りすると思う。ゲスト自身はよいと思うが、話題としては

どうかと思った。地域ではなく、渋沢さんに焦点を当て、業績を取り上げたほうが

番組としてはすっきりしたのではという感じがする。新潟の企業も取り上げていた

が、新潟には事業家の大倉喜八郎さんがいるが、大倉さんの成果に触れる機会はな

いと思う。創業の地、創業のゆかりの方に対する思いや意識が薄れているのだと思

う。渋沢さんに限らないが、事業家を番組で取り上げる機会はあまりないと思うの

で、むしろそういう機会をどんどん使って発信してくれると地元としてもありがた

いし、ビジネスマンにとってもよい話になるのではないかと感じた。「論語と算盤」、

信用、地域のために事業を興すことを主題にしていたが、地域の振興よりも経済、

企業は何のためにあるのかというところに話を持っていくと、おもしろくなったの

ではないかと思う。トマ・ピケティさんは相当な期間のデータを調べ上げ、自分の

論を張っているが、当然今回取り上げた時代も入っている。その時代と今と状況が

違う中で、経済学や企業の役割はどうなっているのかという視点など別の形でも取

り上げてもらうとおもしろくなると思う。レンガ工場の鉄道を敷くところで自分の

銀行で社債を引き受けたということで、自分の銀行を担保にしたという表現を使っ

ていたが、銀行は預金者が預金を出しているので渋沢さんの銀行でなく、預金者の

銀行だ。渋沢さんの時代には認められたことだと思うが、今の感覚では認められな

いと思う。事実の認識がもし間違っているとしたら気をつけていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ほうとうについては、トークの展開が事前の想定通りにい

かず、オチのない中途半端な形になってしまった。ダイアモン

ド☆ユカイさんは埼玉県出身ということもあってゲスト出演

をお願いした。ついていけなかった部分、演出上、話の持っ

ていき方に工夫が足りなかったところもある。地域振興と渋



7 

沢さんの業績とのアンバランスさについての指摘があった。

この番組は過去の知恵と現代とをどう結びつけるかというと

ころに苦心しながら制作している。そこが一番苦労し、いろ

いろ議論したところだ。まだ、いろいろ工夫し、知恵を絞ら

ないといけないと思う。貴重な意見をどうもありがとうござ

いました。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

  ４月の番組審議会で国崎委員から「着信御礼！ケータイ大

喜利」について「どのような人が視聴し、視聴対象はどのよ

うな人か」という質問を頂いた。「着信御礼！ケータイ大喜

利」は２０代～４０代の男女を主な対象に制作している番組

で、実際に３０代以上の男女に見られており、番組の中で募

集するお題には毎回数万件の投稿が寄せられている。最近

行った男女２０代～５０代を対象とした質的評価を聞く調査

では、「くつろげる・リラックスできる」点が最も評価されて

いる。 

 

○  戦後７０年関連の番組を注意して見ている。４月１８日(土）のＮＨＫスペシャ

ル 戦後７０年 ニッポンの肖像－日本人と象徴天皇－「第１回 “戦後”はこう

して誕生した」と４月１９日(日)の「第２回 平和を願い続けて」を見たが、大変

見応えがあり、さすがにＮＨＫだと思った。ＮＨＫには映像資料などが豊富にある

ので説得力のあるよい番組となっていた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像－日本人と象徴天皇－「第１回 

“戦後”はこうして誕生した」と「第２回 平和を願い続けて」を見た。戦後すぐ

に昭和天皇が日本の外交などの政治面に対し、いろいろな意見を言っていたことを

初めて知り、驚いた。スタジオにゲストを２人招いて進行していたが、大変堅く、

キャラクターが似ていた。１月１日(木)に、ＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッ

ポンの肖像「プロローグ 私たちはどう生きてきたか」(総合 後 9:00～10:13)で

は、タモリさんを中心に据えて、大変よい形のスタジオ進行だったのが印象深かっ

たが、今回は、スタジオが必要なのかと感じるほどのレベルだった。「ＮＨＫスペ

シャル」ではなく、「ＥＴＶ特集」ではないかと思うぐらいだった。看板番組とし
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てこれで視聴者に受け入れられるのかと疑問を感じた。 

 

○  ５月２日(土)のＮＨＫスペシャル「明治神宮 不思議の森～１００年の大実験

～」を見た。明治神宮は何度か行ったことがあり、大変深い森が東京のど真ん中に

あるのが好ましいと思っていたが、まさかそれが計画的に造られた森だとは知らな

かった。何もない野原から深い森が造られ、しかもオオタカも生息しているという

ことに驚き、感動しながら見た。きちんと計画し、自然のままに任せ、手を加えつ

つ大きくは加えないことを続けると 100 年程度でこれほどの森ができるとは思い

もつかないことだった。人が造った森が原始に帰っていくことの感動が映像でよく

分かった。オオタカや大樹の姿などは感動する点として分かりやすいが、粘菌の映

像には驚き、ＮＨＫらしいと思った。粘菌という訳の分からないものが形を変えて

おり、それを見つけて喜んでいる専門家の映像が最高によかった。粘菌のような微

細な生物から、日本では皇居や神社にしかいない高貴なダンゴムシを見つけ、大発

見だと子どものように喜んでいる専門家の姿を見るとホッとする。そういうものか

らオオタカまで幅広い関係性の中で自然が出来上がっていることがよく分かった。

番組のラストでは門前にタヌキがいる様子も紹介されていて、家族で見るのにもよ

いと思った。自然保護活動はうまくいかないことのほうが多いが、都会のど真ん中

でもこういったことがなし得るということで、明るい気持ちになった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「明治神宮 不思議の森～１００年の大実験～」は、明治神宮

の森が人工の森であったことにとても衝撃を受けた。人工の森でありながら、タカ

やヘビなど多様な生物が生息していることにも驚いた。しかも、人間が暮らす大都

会のすぐ横に、そういう生物が生息していることに不思議さを感じるとともに、今

後の自然と人間との共生の可能性も感じられた。たまに参詣することもあるので、

また違った視点で明治神宮に触れることができるという喜びを感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「明治神宮 不思議の森～１００年の大実験～」には感心した。

人工の原生林が 100 年でできる、3,000 種類の動植物が生息する、粘菌まで生まれ

たというのはすごいことだ。自然はいかに回復力を持っているかと思い知らされた。 

 

○  ５月９日(土)のＮＨＫスペシャル「総理秘書官が見た沖縄返還～発掘資料が語る

内幕～」は興味深かった。資料も紹介されていたが大変貴重な資料で、あの資料を

整理していくとさらにすごいことがいろいろ出てくるのではないか、今の沖縄問題

にも焦点が当たるのではないかと感じた。 

 

○  ５月１０日（日）のＮＨＫスペシャル 生命大躍進 第１集「そして“目”が生
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まれた」(総合 後 9:00～9:58)は４回シリーズの１回目だったが、映像のきれいさ

とそつがない仕上がりにはさすがと言うしかない。番組の案内役の姉妹が、進化を

アートで表現した「いのちの樹」を作り、そこから恐竜のような生き物のミニチュ

アが本当にリアルに出てきた。以前は実写とＣＧの組み合わせのところに微妙な違

和感があったが、この番組ではうまく処理されており、平面的な化石から立体的な

生き物が浮き上がってくるような表現も自然だった。科学的な裏付けを持ちながら

あれだけの表現ができることはすばらしいと思う。ああいう形で見せられると、色

や大きさ、動くスピードなどが一度に分かり、映像ならでは、テレビならではの番

組だと思った。また、大変難しい進化の話がよく理解できた。徐々に進化したのか

と思うとそうではなく、あるとき突然ジャンプするように目を持つ時代がやってき

たということもうまく説明されていた。次回以降も大変楽しみになるすばらしい番

組だった。 

 

○  大型連休中は迫力のある番組が多く放送された。４月２９日(水)の探検バクモン

スペシャル「超巨大な高速道路のとんでもない裏側に思い切って行っちゃいまし

た！」(総合 後 10:00～11:13)を見た。大変よく取材されていておもしろかった。

高速道路の裏方の話を紹介していたが、カーナビに渋滞情報を発信する道路管制

センターの様子など、初めて見る映像が興味深かった。ラジオで放送される交通情

報を送出しているスタジオも紹介され、基本的に自動放送だが、必要に応じて女性

がアナウンスをするという説明もあり、身近で利用しているものの裏側がどうなっ

ているのかが分かり納得した。潮の満ち干が渋滞情報に影響するという話は意外

だった。高速道路では表示板や塗装が工夫されているが、乗用車から外が見えるよ

うなガラスでできた透過性のある遮音板についての話も興味深かった。地下の高速

道路での避難方法も紹介していた。素人ではなかなか見られない所にカメラが入っ

て見せてくれたことはよかったと思う。サービスエリアは画一的で、全国どこへ

行っても同じようなものだったが、最近はテーマを決めるなど個性的なものが生ま

れているという紹介もあり、高速道路が時間とともに進化している様子がうまく紹

介されていた。爆笑問題の太田光さんのボケが番組進行とかみ合っていないことも

あったが、全体がとてもよく仕上がっているのでご愛敬という感じだった。 

 

○  ５月１日(金)の総合診療医 ドクターＧスペシャル「航空機内の患者を救え！」

(総合 後 10:00～10:47:30)を見た。定時の番組は今放送されていないが、夜にふ

とテレビをつけると見てしまう番組だ。ドクターＧと研修医が真剣に症例を見て

カンファレンスする場面など、カメラをまったく意識せず、素の表情で取り組んで

いるところに魅力があると思う。司会者やゲストは全くついていけなくなっている

感じだが、それがまたよいのではないか。この番組は、専門性を追求することで、
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参加するドクターＧと研修医の本当の姿が見えてくる。バラエティー番組ではある

が、そういう形で追求していってほしい。私自身は医学的な知識が全くないが、症

例を再現するドラマの部分など、演技やメークも含め、プロの目に堪えるような考

証を行っていると思われ、裏方の努力を感じる。番組がメジャーになると一般受け

するようになりがちで、民放などで深夜番組がゴールデンタイムに移設するとつま

らなくなるということがよくある。この番組は専門的にハードに取り組んでいるこ

とが人気の秘密ではないかと思うので、これからもストイックな番組作りを続けて

ほしい。次のシーズンがあると聞いているので期待している。 

 

○  ５月４日(月)の「おせっかいなサワベ不動産」(総合 後 10:55～11:20)を楽しく

視聴した。 

 

○  ５月６日(水)のインタビュー ここから「ダンサー・田中泯」(総合 前 6:30～

6:53)は見応えがあった。まるで哲学者のようで、驚くとともに新たな一面を知る

ことができてよかった。２３分の短い番組だったが、１時間あってもよいぐらいで、

もっと田中さんの話が聞きたいと思った。山梨県で農業をしているそうだが、大変

味のある人だと思った。 

 

○  戦後７０年の番組が多く放送されている。５月６日(水)の歴史秘話ヒストリア

「幻の巨大潜水艦 伊４００～日本海軍極秘プロジェクトの真実～」(総合 後

10:00～11:13)を見た。潜水艦伊４００の存在は印象に薄く、大和や武蔵のような

戦時のイメージはなかったが、今回の番組でＣＧなどの映像を目の当たりにし、印

象に強く残った。戦争などの大きな出来事があると技術の革新が進むが、その一つ

の例として、大きなものを小さくするという日本らしい技術が紹介されていたこと

は非常によかったと思う。一方、戦争に進んでいった日本の歴史など、戦後７０年

の番組として、戦後世代の心にも訴えられる要素がもう少し入っていればよかった

と感じた。 

 

○  歴史秘話ヒストリア「幻の巨大潜水艦 伊４００～日本海軍極秘プロジェクトの

真実～」を見た。伊４００のことを初めて知った。戦艦大和のことはみんなが知っ

ているが、伊４００はほとんどの人が知らないのではないか。ＮＨＫらしい番組だ

と思った。 

 

○  ４月２６日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「大都会にアユの楽園！？

多摩川」を見た。かつて魚が死んでしまう“死の川”と呼ばれていた多摩川がアユ

の楽園になっているということで、いったいどういうことなのかと興味を持った。
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四国などの清流と言われるところよりも多摩川はアユの遡上（そじょう）がはるか

に多く、また増える一方で、その理由を探っていたことにも興味を持った。その理

由として、下水処理場から多摩川に流される水に、処理しきれないリンと窒素が溶

け込んでおり、そのためアユの餌となる藻が豊富に生え豊かな川となっていること、

また多摩川のアユはえさが豊富なため、縄張り争いもしないことなどが紹介されて

いた。1970 年代に多摩川を死の川にしたのも、外来魚を放流して増やしたのも、

栄養豊富な川にしたのもすべて人間がしたことだ。リンと窒素が流れ込んでいるこ

とがよいことなのかはよく分からないが、自然が豊かで大変特殊な川だと分かった。

今まで「ダーウィンが来た！生きもの新伝説」で海外の動物をいろいろ見てきたが、

身近なところゆえに親近感を持って見ることができた。 

 

○  ４月２７日(月)の世界入りにくい居酒屋「フランス リヨン」(総合 後 10:55～

11:20)を見た。居酒屋の様子だけではなく、リヨンの織物文化の衰退から生まれた

大衆食堂ブションという文化など、地域性に由来する食文化のおもしろさを感じた。

食文化が生まれた歴史的な背景がテンポよく紹介され、合いの手を入れるようにコ

メントが述べられるのがおもしろかった。また、地域の方たちが本当に楽しんでい

る様子がよく分かり、自分もその居酒屋にいるかのような思いがした。見ていて疲

れず、飽きない番組だった。番組のホームページには居酒屋で出されていた料理の

作り方も紹介されていて、大変参考になった。ほかの国の居酒屋も見たいと思った。 

 

○  ４月３０日(木)の所さん！大変ですよ「文房具“爆買い”騒動の謎」を見た。世

界で認められた日本のチョークの製造業者が工場を閉めることになり、注文が殺到

していること、またその技術を韓国の業者が買い取ろうとしていることを紹介する

内容だったが、私たちの知らないところで日本の技術が失われていく現実を知り、

とても焦りを感じた。日本の技術が流出する、失われるという現実に私たちはもっ

と敏感になって、しっかり考えないといけないと思った。大変よい番組だったが、

製造業者が工場を閉めることを決める前に何とかならなかったのか、韓国の業者が

製造機械を丸々買い取る前に何とかできなかったのか、もっと早く放送してくれた

らよかったのにと思った。「“爆買い”騒動の謎」という軽いタイトルだったが、

内容は軽いものではなかった。番組の内容と視聴者の受け止め方に見合うタイトル

の付け方をお願いしたい。 

  

○  ５月２日(土)の正午の「ニュース」で高速道路での玉突き事故の様子が映し出さ

れた。よく事故の映像をリアルタイムに撮れたと思ったが、事故車両のナンバープ

レートがそのまま映されていた。最近は自分で好きなナンバーを選ぶ人も少なくな

く、知人、友人が見れば誰が事故を起こしたのか分かってしまうこともあると思う。
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撮影から放送までの時間がなく、ナンバープレートを隠す処理ができなかったのか、

ナンバープレートを映しても構わないという方針なのか、どうなのかと気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  事故車両のナンバープレートも含め、車のナンバープレー

トは基本的に大きく映さないというのがわれわれの方針だ。

以前は陸運局へ行くとナンバープレートから所有者が分かっ

たが、今は分からなくなっているため、その心配はなくなっ

た。ただ、特徴のあるナンバーは所有者が分かる可能性もあ

ると思う。今回は撮影した時間と「ニュース」の時間が切迫

しており、ナンバープレートがそのまま映されたのかと思う。 

 

○  ５月７日(木)のＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～「“まれ”コラボＳＰ」を見

た。土屋太鳳さん、大泉洋さんが出演することもうれしかったが、連続テレビ小説

「まれ」での演技力、存在感がすばらしい田中泯さんも出演すると聞いてとても楽

しみにしていた。田中さんは、「宇宙人総理」の中で運転手役を演じ、何度も失敗

し、宇宙人総理がそのたびに運転手の頭をたたくというシナリオだった。人の頭を

たたいて笑いを取る手法は過去のものだと思っていたし、大人が大人をたたくのは

見ていて気持ちのよいものでもない。特別ゲストでもあり、「まれ」での役のイメー

ジもあるのに、頭をたたくシナリオしか思いつかなかったのかと憤慨した。「ＬＩ

ＦＥ！～人生に捧げるコント～」は大好きだったが、内村光良さんのムロツヨシ

さんへの言動がいじめと誤解されるような印象を持ってしまうので気になるとい

う意見も以前に伝えた。今回のことも同様だ。「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント

～」は小学生の間でもかなりの人気があり、親が録画し、土日に子どもが見ている

という話も聞く。子どもへの影響を考えても、笑いのために頭をたたくような演出

は、民放では許されたとしても、ＮＨＫでは避けてほしいとお願いしたい。 

 

○  ５月８日(金)の「くらし☆解説」で、箱根山の火山活動について伝えていた。ま

さに箱根山がどのような状況にあるのかについて解説するのはタイムリーで、分か

りやすい説明が丁寧にされていたと思う。火山は噴火のメカニズムが一つとして同

じものがない。特に箱根山は国、大学機関で観測点を持っておらず、神奈川県が独

自に研究所を持っているだけであり、今後どうなっていくのかが分かりづらい。噴

火のメカニズムが解明されていない中で、噴火したとしても小規模となぜ言い切れ

るのかが気になった。ＮＨＫで報道するときにはなぜそのように言い切れるのかも

踏まえて解説していたら、よりよかったのではないかと思う。今後も火山活動は予

断を許さない状況で、状況によっては番組で取り上げてほしい。 



13 

○  ５月１０日(日)のＮＨＫアーカイブス「戦後７０年 日本人はなぜ戦争へと向

かったのか」（２）を見た。元新聞記者の「戦争は絶対に始めさせてはいけない。

始まったら止められない。始めさせないために世界で何が起こっているのか、お互

いに情報を共有しないといけない」ということばが印象的で、今の時代にとって重

要なことばだと思った。始まったら止まらないということが克明に表れており、メ

ディアは信用ならないかもしれないということを視聴する人間が認識し、自分たち

で始めさせないことを考えなければいけないと思った。メディアを利用して情報を

知るばかりではなく、受ける側の責任やメディアが全能ではないことを知らしめる

ことは重要だ。番組の最後で、日本が再び戦争をする日が来ると思うかという問い

に対して、一般の人々の意見が紹介され、「やらないほうがよいと思うが止められ

ないと思う」というようなあいまいな回答があった。日本には、そのようなあいま

いさのすき間に入ってあおるような報道によって戦争に向かってしまったという

確たる足跡があり、そういった危うさもにおわせて終わったよい番組だった。こう

いった番組は積極的に放送していってほしい。もちろん「ＮＨＫアーカイブス」だ

けではなく、新たに番組も作っていってほしい。 

 

○  ５月１３日（水）のクローズアップ現代「“Ｎｉｓｅｉ”たちの戦争～日系人部

隊の記録～」は、あまり報道されていないことを取り上げておりよい番組だった。

日系人がどのぐらい苦しんだのかは日本にあまり伝わっていないことだ。 

 

○  「ニュース シブ５時」をときどき視聴している。解説委員が出演しており、アッ

トホームな雰囲気があり、楽しく視聴している。解説委員もアドリブが利かないと

きや戸惑うときもあり、その辺もほのぼのとした雰囲気を作っている感じがする。

解説委員自身が楽しんでいるのか、そうではないのかはわからないが、スタジオの

雰囲気はよいという印象を持っている。さかなクンが魚料理を紹介するコーナーが

あり、趣旨はよいのだが、魚屋さんの前で試食をする際に、立ったままで試食をす

るのが気になっている。ちょっとした試食ならばまだしも、私が見たときは、結構

大きいどんぶりものを立ったまま食べていた。学校が終わって帰ってくる子どもも

見る時間帯であり、立って食べるようなことは避けてほしい。 

 

○  土曜ドラマ「６４（ロクヨン）」を見ているが、ずいぶん力を入れた番組で、緊

迫感もあるし、よい役者も使っているが、どこか分かりにくい。横山秀夫さんの原

作はもっと分かりやすいと思う。今後どんな展開になるのか、誘拐事件もダブって

おり分かりにくいと感じた。 

 

○  ５月４日(月)と１１日(月)の東北発☆未来塾「ドリアンさんと行く！言葉探しの
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旅」は、叫ぶ詩人・ドリアン助川さんが大学生といかにして震災の声を再認識しよ

うかというおもしろい試みだった。 

 

○  これまで「オイコノミア」は見ていなかったが、家族がおもしろいと言うので見

始めた。５月４日(月)のオイコノミア「ハッピーになれる！“オバサン”の経済学」、

１１日(月)の「愛されたい！？“オジサン”の経済学」を見たが、経済をああいっ

た視点で切り取るということは民放ではできないことで、説得力があった。ＮＨＫ

のプロデューサーはすごい目をしていると感心した。 

 

○  ５月８日(金)の「ごちそんぐＤＪ Ｅテレおすすめ番組」(Ｅテレ 後 7:55～8:00)

を見た。Ｅテレで不定期に放送されている「ごちそんぐＤＪ」のＤＪみそしるとＭ

Ｃごはんがラップに乗っていろいろな番組の紹介をしていたが、楽しく視聴した。

ラップの音楽にのって番組を案内するのはテレビ番組宣伝史上初めてではないか。

エッジの利いた番組宣伝で、ラップが聴きやすくメロディアスで、ついチャンネル

を変えるのを忘れ、思わず最後まで見てしまった。子どもも楽しく見られるのでは

ないかと思う。番組とラップがあまりにもよくできていてプロモーションビデオの

ように感じてしまい、何の番組を紹介していたのかあまり覚えていないのが問題点

かと思う。 

 

○  Ｅテレの「考えるカラス～科学の考え方～」を見ている。「考えるカラス～科学

の考え方～」は、いろいろな科学についての考え方を提案する番組だが、ナレー

ションの斎藤工さんの落ち着いた声、「蒼井優の考える練習」での蒼井さんのさわ

やかな好感が持てる演技、最後に答えをあえて教えないというもどかしさが病みつ

きになってしまう番組だ。番組のホームページでは、子どもたちが考えた答えを掲

載しており、子どもたちの反応をきちんと受け止めていることに安心するとともに、

このような番組で科学の基礎を勉強できる今の子どもたちをうらやましく思った。 

 

○  「Ｅテレ２３５５」は良質な音楽が使用されているため家にいるときは毎回見て

いるが、「クローズアップ５５」に出てくる丸川シャーロットさんにくぎづけに

なっている。 

 

○  ４月２６日(日)のＢＳ１スペシャル 時代をプロデュースした者たち 第２回

「建築家・丹下健三」(ＢＳ１ 後 7:00～7:50)は、丹下さんが建築で民主主義を設

計したという視点がおもしろかった。 

 

○  ５月６日(水)のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「コロンバイン高校銃乱射



15 

事件 モンスターの正体」は、興味のあった事件を多角的にいろいろ見せてくれて、

考えさせられた。４月からのＮＨＫもさらに興味深く見ている。 

 

○  アナザーストーリーズ 運命の分岐点「コロンバイン高校銃乱射事件 モンス

ターの正体」を見た。アメリカは大きく、民主主義の裏面、二面性がある社会だ。

アメリカの高校で、「スクールカースト」と呼ばれる階級社会が存在していること

に驚いた。上位の階級を示す白い帽子をかぶっている人が撃たれたそうだが、高校

生が銃を使ってこのような事件を起こしたことに驚いた。 

 

○  今月はほとんど日本におらず、イギリスに滞在していた。ＢＢＣを見ながらＮＨ

Ｋの役割は何だろうと考えた。テレビは報道の迅速性の面では新聞に勝る。視聴者

が選択する基準として、中立性、公平性があるかと思う。迅速性の面では、今はツ

イッターなどのＳＮＳと呼ばれるもっと速いものがたくさんあるが、ＳＮＳで得ら

れる情報は玉石混交だとみんなが分かっている。その中でなぜＮＨＫを見るかとい

うと信頼できるからだ。受信料とは、視聴者が信頼性に対してお金を払っているの

だと思う。４年間で大きな出来事が２つあった。「ＮＨＫスペシャル」問題と「ク

ローズアップ現代」問題だ。信頼が傷ついたことで、大きな問題となっているのだ

と思う。民放局であればやらせもあるかとやや疑ってかかるが、ＮＨＫは信頼性が

高い分、大きな問題につながったかと思う。ＳＮＳは「正しくないかもしれない」

と疑いをもって読んでおり、その中で正しい情報を選択しなければいけないと考え

ながら見ていると思う。逆にＮＨＫが伝える情報は、選択しなくてよい、常に正し

いという前提がある。自分で選択しなくてもよいと思っている人たちがＮＨＫの視

聴者である可能性は高いと感じる。そういった視聴者にＮＨＫは何を伝えるのか、

もう一度しっかり考える必要があると思う。今まで問題が起こりやすいのは、これ

まで知り得なかったことを伝える、新規性のあるものを伝える時だったと思う。新

規性を持たせるためにいろいろな調査や取材を行っていると思う。「ＮＨＫスペ

シャル」、「クローズアップ現代」２つの番組ともに、途中でおかしいのではないか

と気づいている人はいたと思うが、それをきちんとチェックする仕組みがなかった。

「クローズアップ現代」の調査報告書を見たが、チェック体制がどうなっているの

かがはっきり分からなかった。誰が見ても分かるようなチェック体制をつくる必要

があると思う。チェックが厳しくなるからといって萎縮する必要はまったくなく、

メディアはしょせん手段にすぎず、むしろ初心に戻って自分たちが知りたい、伝え

たいと思うこと、その根底にあるワクワクする気持ち、真摯（しんし）に伝えたい

という部分が重要だ。内容に迫力があれば演出は必要なく、そこは基本だと思う。

安直かもしれないが、再放送をもっと増やしたらどうかと思う。ＮＨＫオンデマン

ドという仕組みがあるが、高齢者はあまり使えないと思うし、オンデマンドで見ら
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れる番組も利用できる人も限られている。いい番組であれば何度見ても飽きない。

しかも、何度も見ることでチェックにもなる。何度も見るに堪えうるような番組を

制作することは、制作する側も力が入る。ストックされ、何度も見てもらうという

ことが重要だと思う。 

  ＢＢＣでは、総選挙の時期でもあり選挙番組が大変多かった。なぜ選挙の番組を

ずっと放送しているのか、それは選挙はよい国をつくる民主主義の基本であり、誰

でも分かるように、意識を高めるためだと思う。ＮＨＫでも選挙、政治についてもっ

と取り上げることが重要だ。「クローズアップ現代」、「ＮＨＫスペシャル」もそう

だが、自然を扱う番組は多いが、芸術や文化を扱う番組をもっと増やしてもよいと

思う。海外の大学では、工学は学問ではなく、哲学、文学、芸術の分野が学問であ

り、それが国をつくる基本だと考えられている。そういった分野の番組をもっと増

やしてほしい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年４月ＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ関東甲信越地方放送番組審議会は、１７日(金)、ＮＨＫ放送センターに

おいて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について説明があっ

たあと、茨城スペシャル「納豆王国の逆襲～美食の国へ“ねばー”ギブアップ～」につ

いて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長      敦井 一友（敦井産業（株）代表取締役社長） 

   副委員長  秋田 典子（千葉大学大学院園芸学研究科准教授） 

   委 員      伊藤由貴子（神奈川県立音楽堂館長・プロデューサー） 

      大 山  寛 （サンファーム・オオヤマ(有)取締役会長） 

岡田 芳保（元群馬県立土屋文明記念文学館館長） 

国崎 信江（（株）危機管理教育研究所代表） 

髙野孫左ヱ門（（株）吉字屋本店代表取締役社長） 

      古澤 宏司（（有）古沢園代表取締役） 

      山口 晃平（(株)山口楼 専務取締役） 

         

 

       

 

 

（主な発言） 

 

＜茨城スペシャル「納豆王国の逆襲～美食の国へ“ねばー”ギブアップ～」 

（総合４月３日(金)放送）について＞ 

 

○  番組の収録場所を「納豆博物館」と紹介していたが、博物館そのものの説明や、な

ぜそこを選んだのかの説明がほしかった。また、納豆を地域の食文化の象徴として位

置づけるのであれば、過去から現在までの食品としての変遷など、納豆の歴史をひも

とく部分があってもよかったのではないかと思った。 
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  キャスター２人がなぜ和服姿だったのか疑問に感じた。また、男性キャスターの羽

織のひもの結び方も間違っており、気をつけたほうがいいと思った。 

  商品開発に携わった納豆メーカー２人のゲストのうち、小河原一哲さんの位置づけ

がよく分からなかった。「豆乃香」は産官で連携して開発したものだと思うが、「豆乃

香」が個の企業に属するのか、公開されて地域のブランドとして使われているのか、

その点がもう少し紹介されていれば小河原さんの立場も理解できたと思う。フードア

ナリストの藤原浩さんとフランス料理シェフの神保佳永さんは、今回のヨーロッパ進

出の立役者として、分かりやすく紹介されていた。納豆好き代表として出演していた

菊川玲さんは、冒頭で「粘らない納豆」だと聞いて不審がっていたが、番組が進行す

るにつれて、その納豆に引き付けられていく様子が表情によく表れていて、本当に納

豆が好きな人だということが伝わってきた。小泉武夫さんと合わせてよいキャス

ティングだと思った。 

  水戸市内であった試食会でのフランス人の反応と、その後のフランス・リヨンで開

催された国際見本市での反応の違いは、改良にかけた人たちの熱意と努力と工夫を象

徴していてよかった。 

  地域産業の活性化に対する試みは、多くの場合、日の目を見ることが少ないと思う。

永田由紀夫さんは、かつて業界３位だった納豆メーカーに所属していたが、その企業

が経営破綻し、今の会社を立ち上げたとのことだった。業界３位だった企業が破綻し

てしまう理由が何だったのか、納豆という食品の産業構造の問題なのか、個の企業と

して問題だったのか、その辺りの情報も整理して伝えてくれると、地域産業の活性化

の課題やヒントが見えてきて、納得感が深められたと思う。 

 

○  奮闘記なのか、バラエティーなのか、迷いながら視聴した。奮闘記ということなら、

頑張っている様子や開発したレシピなりを深く掘り下げてもよかったと思う。よいと

ころだけをトピックとして紹介していて、もっと知りたい部分が入ってこない印象を

受けた。 

  番組を収録していた納豆博物館について、外観などを紹介してくれてもよかったと

思う。また、博物館で収録するのもよいとは思うが、スタジオで収録するのと違い、

番組のイメージが軽くなってしまう側面もあると思う。「豆乃香」は高級な料理に合

うというイメージを打ち出そうとしている時に、軽い感じの番組で紹介されると安い

食材として見られてしまわないか心配な気持ちになった。 

  番組自体は、さまざまな人に見やすいように構成されていることがよく分かるもの

だった。ゲストの菊川さん、小泉さんの話も興味深く、楽しく視聴した。 

 

○  海外の先進国における健康志向によって和食に対する関心が高まってはいるが、さ

すがに納豆は受け入れられないだろうと思っていた。番組を見ているうちに大きく考
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え方が変わった。納豆のよさが世界中の人々に理解される日も近いと期待させてくれ

る番組内容だったと思う。 

  全体的に感じたのは、水戸放送局の番組構成力の高さだ。スタジオには多くのゲス

トが出演していたが、それぞれのゲストがバランスよく、それぞれの立場から話をし

ており、全体的な統一感があった。日本国内やフランスで取材されたさまざまなＶＴ

Ｒとスタジオとのつながりやテンポがよく、退屈に感じるところが一度もなかった。 

  これまで納豆と一つの料理として見ていたが、食材としてさまざまな料理に活用で

きる可能性を感じ、ワクワクした。また、同じ気持ちの変化をゲストの菊川さんの表

情から感じられたということも、共感を深めた理由の一つだと思う。 

  スタジオとして使用していた納豆博物館について、少しでも紹介してくれると、茨

城県外の人にとっても有益な情報になったと思う。 

  「豆乃香」に対する皆さんの並々ならぬ熱意が番組後半のコメントにも大変よく表

れていて、楽しい番組ながらも、地域の経済活性化に対して一生懸命取り組んでいる

姿を見て胸が熱くなる部分もあり、非常によい番組だと思った。 

 

○  日本の食文化の代表の一つであり、身近な食材でもある納豆の知らなかった一面が

紹介されており、興味深かった。納豆は奈良時代からあったとも聞くが、そういった

納豆の歴史についてもう少し紹介してほしかった。納豆の魅力はその粘りにある。日

本国内で消費が減少してきたとはいえ、海外に進出するために、あえて粘らない納豆

を開発する様子を紹介していたが、納豆とは別の食品のような気がした。日本にいる

外国人の中でも、粘る納豆が大好きだという人も多くいる。フランス料理のシェフが、

粘りの少ない納豆を使ってフォアグラやバターと合わせた新しい料理を考案してい

たが、コレステロールやカロリー摂取量の増加が考えられ、健康面で疑問を感じた。 

  「茨城スペシャル」ということで、茨城の納豆の紹介がされていたが、可能であれ

ば日本全国の納豆にも焦点を当ててもらいたかった。高齢者の納豆消費量など、年代

別の納豆の消費量なども知りたかった。 

  粘らない納豆がフランスで受け入れられたということで、納豆の食文化が世界的に

広がり、いろいろな料理に活用できる可能性を教えてくれた。 

 

○  納豆は、関東ではよく食べられているが、関西では少ないと言われており、日本国

内でも納豆の好き嫌いについては温度差があると思う。糸を引くから好きだという納

豆好きも多いと思うが、今回の番組は、糸を引かない納豆に着目したことが興味深

かった。ゲストの小泉さんの話は、ユーモアを交えながら、分かりやすかった。また、

身近な食材で視点を変えればほかに生かせる、あるいは海外に進出できるものは、納

豆だけではないのではと考えさせられた。納豆の本来の食べ方だけではなく、素材と

して加工する目的で海外に進出するという考え方は、ほかの食材に応用できると思っ
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た。 

  出演者の納豆にかける気持ちが、コメントの端々からもよく伝わってきた。「進化

することで先に進みたい」という考え方は、食材だけではなく日本の製造業にとって

も大きな考え方だと思う。 

  和食は世界的なブームとなっているが、さらに道を切り開いていくためのヒントが

番組から伝わってきて、世界に進出していく大きなチャンスがあるということを感じ

た。 

  納豆は、わらに包まれたものからパックに変わるなど、これまでも進化してきてい

る。その進化の先に今回の糸を引かない納豆があるという流れを見せてくれると、さ

らによかったと思う。 

 

○  番組のタイトルは「納豆王国の逆襲」となっており、「プロジェクトＸ～挑戦者

たち～」のような強烈なドラマを期待したが、逆襲というほどの強いインパクトは

感じない、穏やかな番組だった。構成のバランスがよすぎたからかもしれないが、

番組のタイトルと中身にギャップを感じた。 

  フランスの見本市で、「豆乃香」の商談が徐々にうまくいく感じや、フランスの

レストランのシェフが、「豆乃香」を使ったベジタリアン向けの料理を作るところ

などは心に残った。フランスを進出先として選んだ理由として、チーズなどの発酵

食品をよく食しているからという説明があったが、ベジタリアン向けの素材がフ

ランスで求められているからこそ、商談が成立したのではないかと思った。世界の

ニーズと合っているという紹介があれば、これから海外に進出していくための強い

訴求力が生まれてくると思う。またそのことは、ほかの食材に関しても、海外進出

のヒントになるのかもしれない。 

  水戸は納豆王国ということだが、一般家庭でのいろいろな料理法などが紹介され

れば、もう少しインパクトがあって、茨城県以外の視聴者が見てもおもしろい内容

になったと思う。 

 

○  この番組は茨城県域での放送だが、全国向けに放送する計画はあるのか。 

  

（ＮＨＫ側） 

  異なる編集だが、ＢＳ１の「国際報道２０１５」の中の企

画として放送した。 

 

○  見終わった際の印象が大変よかった。番組冒頭は、納豆に関する基本的な情報を

もう少し知りたいという若干のストレスも感じた。しかし、粘りのない納豆を売り

出していくために情熱を傾けている人たちの動きに注目していくと、この番組構成
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がよかったと後から納得できた。納豆の国内消費が落ちてきている現状や、外国人

には粘りが嫌われるなどの紹介をコンパクトにまとめ、本題である新しい納豆を売

り込むところに注目したとてもよくできた番組だと思った。 

  納豆は、好き嫌いがかなりはっきりしている食材で、臭いなどが苦手な人もいて、

粘りがなくなることにどれほどの価値があるのかと 初は思ったが、番組を見て大

変意味のあることだと改めて分かった。フランス料理のシェフから「粘りがないと

他の食材と混ぜやすい」というひと言があった。納豆はそのまま食べるものだと

思っていたが、食材としての可能性を感じさせてくれた。途中からワクワクし、自

分も食べてみたいと思った。また、納豆についていろいろなことを調べてみたいと

思うきっかけを与えてくれた。 

  リヨンの見本市で出す納豆料理が、現地のシェフによって想定外の仕上がりに

なっていたことや、見本市での商談のやりとりのシーンはリアリティーがあった。

海外の見本市ならではの、日本では起こりえないような出来事をよく捉えていたと

感心した。 

  納豆自体は食品として優れたものだが、海外ではさほど受け入れられていないか

らこそ、そこに可能性がある。自分自身も売り込む側に加わり、戦略を考えたいと

思うぐらい興味をそそられる番組だった。 

 

○  茨城の人の素朴さがよく出ている番組で、それが番組のまとまり感にもつながっ

たと思う。神保シェフもすてきな方でよかった。 

  フードアナリストが、料理を考案する神保さんに言った「振り切ってほしい。三

振か、ホームランでいい」というセリフがよかった。懐の深さを感じた。 

  納豆は、正統な日本料理として売り込むのは難しく、ややＢ級グルメのような売

り込み戦略が必要だと思う。そういう紹介もあってもよかった。また、フランス料

理に活路を見いだすのもよいが、日本でのおいしい食べ方を提供することも大事だ

と思う。日本での試食会は失敗に終わっていたが、試食していた人々は料理の専門

家ではなく、どれほど興味があるのかも分からなかった。リヨンの見本市の場合は、

来場者が料理に強い情熱を持っており、変わり種があったらそれに飛びつく状態

だったと思う。この見本市でも、本来の卵とネギと合わせる食べ方を提示してもよ

かったのではと思った。 

  日本の納豆ということでフランスに持って行ったが、日本の大豆はほぼ輸入であ

り、「豆乃香」も北米産大豆とのことだ。輸入品を日本で加工し、フランスで売る

こと自体の複雑さがある。この番組のなかで触れるべきではないかもしれないが、

ただ日本のものが売れてよかったと思ってよいのかどうか、少し触れてもよかった

と思う。 

  菊川さんが考案した「トマットー」が紹介されていたが、材料として用意されて
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いた刻みネギが、きちんと切られておらずびっくりした。太く、つながっているも

のもあった。日本人の包丁さばきとして、やや問題ありだ と思った。 

 

○  ４３分という短い時間で、大変うまくまとまった番組だという印象を受けた。多

くの出演者をうまく使っていたと思う。番組全体の構成からしても必要な人を必要

な場面に呼び、話を聞けていた。欲を言えば、「なっとうどーもくん」の登場が冒

頭だけだったのが、かわいそうだと感じた。 

  番組で使用されていたＢＧＭが聴いたことのある音楽ばかりだった。あまりにも

よく聴く音楽で、目新しさがなく、残念だった。特に初代納豆クイーンの菊川さん

が登場する際に「ダンシング・クイーン」という曲が流れたのはあまりにも安直で

はないかという気がした。水戸局に限らず地方局制作番組では、ＢＧＭとしてよく

聴く音楽を合わせていることが多く、せっかく内容がよくてもＢＧＭで安っぽい印

象を与えてしまっているのではないかと気になる。音源の問題もあるかもしれない

が、もうひとふんばりして、よい曲を選んでほしい。特に地方局では限られたスタッ

フで制作していると思うが、その辺にも気を使ってもらえれば、番組の印象がもう

少しよくなるのではないかと思う。 

   

（ＮＨＫ側） 

  モニター報告でも、司会者がなぜ和服なのかという意見を

頂いた。審議会での、納豆の歴史を紹介してほしかったとい

う意見やネギの切り方、羽織のひもの結び方、ＢＧＭの選び

方などの指摘も大変参考になった。ありがとうございました。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  昨年、佐村河内氏関連の問題が起きた際に、「ＮＨＫスペシャル」というＮＨＫ

の看板番組でなぜ起きたのかという問題の検証が重要だろうと思ったが、今回も看

板番組の「クローズアップ現代」で問題が起きており、苦しい、つらい感じがする。

公共放送として、「いざとなればＮＨＫを見よう」、「ＮＨＫの情報は正しい」とい

う信頼が大切だと思うが、一つのミスがあると全部が悪いかのように印象が付いて

しまう。十分な検証をしてほしい。 

 

○  番組審議委員になって４年近くになるが、見ているとＮＨＫにも波があると感じ

る。少し前は結構よい時期だったが、今はかなり厳しい時期だと思う。「クローズ

アップ現代」の問題も、佐村河内氏の「ＮＨＫスペシャル」問題もそうだ。よい時
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期には、この番組審議会でも「ふざけすぎではないか」と批評された番組もあった

と思う。今は流れが厳しい時期になっており大変だと思うが、放送のプロとして真

摯(しんし)に番組作りを続けてほしいと切に思う。「クローズアップ現代」問題は

早い段階でネットでは相当書かれていた。調査委員会の中間報告を読んだが、こう

いう問題は対応を迅速にし、次に向かうことが大事だ。「ＮＨＫスペシャル」問題

のときも思ったが、これを機に衣がえをするなどイメージを一新するようなことが

必要だと 近感じる。むしろこれからどうするのかということについて 終報告に

書いてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「クローズアップ現代」の問題について、大変厳しい意見

を頂いた。昨年の「ＮＨＫスペシャル」問題も含め、ＮＨＫ

の看板番組でそういうことがあれば信じられなくなるという

のは、大変重いことばであり、われわれも大変重く受け止め

ている。いろいろなことを調査中だが、悔い改めるべきとこ

ろは悔い改め、次からどういう取り組みをするかも十分に検

証したうえで、また取り組んでいきたい。 

 

○  ３月２０日（金）のＮＨＫスペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０４「オウム真

理教 地下鉄サリン事件」(総合 後 7:30～8:43)は印象に残った。地下鉄サリン事

件から２０年たつが多くの謎が残っている。元捜査員、死刑囚たちの証言を丹念に

取材していたが、２０年たっても事件は終わっていないと実感した。 

 

○  ３月２２日（日）のＮＨＫスペシャル 未解決事件 追跡プロジェクト「捜査

前線で何が」(総合 後 9:00～10:13)を見た。こんなに未解決事件があるとは知ら

なかったが、情報不足で未解決になっているということだ。それぞれ事件の衝撃を

よく取材していたと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０４「オウム真理教 地下鉄サリン

事件」とＮＨＫスペシャル 未解決事件 追跡プロジェクト「捜査 前線で何が」

を見た。このシリーズは足かけ４年ぐらい続いていると思うが、好きなシリーズで

今回も関心を持って見た。この番組がなぜこれほど興味深いのか。それは、誰もが

知っている事件について、裁判記録や捜査資料などの一次資料が 初に提示され、

それを研究、解析したうえで検証し、証言を取材し、そこから今の知見で仮説を立

て、推理を広げていくという、段階を踏んだ構成になっているからだと思う。そし

て、 終的に出てくる仮説や推論に目からうろこが落ち、驚きにつながっていくこ
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とだと思う。番組のホームページには未解決事件として、３億円事件やロッキード

事件など、いろいろな事件がリストアップされている。必ずしも取り上げるわけで

はないと書いてあるが、恐らく取材はいろいろしているのだろうと思う。いつか番

組として放送されると思って期待して待っている。一方、ＮＨＫスペシャル 未解

決事件 追跡プロジェクト「捜査 前線で何が」はこれまでのシリーズの中では異

質だったと思う。内容的には世田谷一家殺害事件、名古屋市西区主婦殺人事件、広

島県廿日市市女子高生殺人事件を同じような手法で取り上げていたが、１つの事件

では１時間の番組にならないので３つまとめたという感じもした。番組では、一般

視聴者から情報提供を募り、被害者側の証言などを多数紹介し、同情を買うような

構成とも思えた。これまでのシリーズとかなり違い、同じシリーズとしてはどうな

のかと思った。取材と捜査は全く別のものだと思う。取材をしていると事件を解決

したくなる現場の気持ちも分かるが、番組で捜査をしていくような流れになるのは

方向としていかがなものかと思った。 

 

○  ４月５日(日)のＮＨＫスペシャル「新アレルギー治療～鍵を握る免疫細胞～」を

見た。今、花粉症で苦しむ人や、食材に対するアレルギーを持つ子どもが大変多く、

飲食店や学校はかなり神経を使っている。以前はこのようなことはなかったといつ

も思っていたが、この番組を見ていろいろな疑問が解けた。３歳ぐらいまでに家畜

などと触れ合う生活をしていないとＴレグ細胞という細胞がうまく形成されず、ア

レルギーを起こすとのことだった。Ｔレグ細胞を発見した大阪大学教授の坂口志文

さんもスタジオに登場し、「幼年期に清潔な環境にばかり居すぎると免疫が刺激さ

れず、Ｔレグ細胞がうまく生成されない」とはっきりコメントしており、大変納得

した。私は特にアレルギーがなく、小さい頃は家の周りにトリやブタを飼っている

家庭がある環境で過ごしたため、アレルギーにならなかったのかもしれない。遺伝

よりも環境であるとはっきり説明してもらい納得できた。一つ一つの事例への説明

が分かりやすく、アニメーションも上手に使い、素人にもよく分かる説明だった。

また、アレルギーに関する研究が大変進歩しており、実際の医療の現場で活用され

ていることにも驚いた。「ＮＨＫスペシャル」ならではのよい番組だった。 

 

○  ３月７日(土)のＳＯＮＧＳ「デヴィッド・ボウイ～坂上忍 極私的ボウイ論～」

を見た。「ＳＯＮＧＳ」は歌手が自分の曲を披露することが多いが、今回は坂上忍

さんが大ファンであるデヴィッド・ボウイさんについて語り、紹介する番組だった。

私はボウイさんのことをよく知らなかったが、歌手、俳優として活躍され、多くの

人に影響を与えたことがよく分かった。坂上さんのことばで魅力も強く感じた。歌

手が自身の曲を紹介するのも「ＳＯＮＧＳ」の魅力だが、今回のような切り口で曲

を紹介することも「ＳＯＮＧＳ」の新たな魅力だと思った。たまにでもよいので、
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このようなユニークな展開で音楽を紹介してもらえれば「ＳＯＮＧＳ」そのものの

新鮮さも保てると思う。今後にも期待している 

 

○  ３月３１日(火)のＮＥＸＴスペシャル「名誉殺人の闇の中で」(総合 後 10:00～

10:49)も大変考えさせられた。名誉殺人が家庭の中で本当にあるのか、父親が娘を

殺すという、いくら宗教でもそんなことが本当にあるのか。１３歳のときに性的暴

行を受けた女性の話などに驚き、大変な問題だと感じた。 

 

○  ３月３１日(火)のＮＥＸＴスペシャル「名誉殺人の闇の中で」は印象に強く、考

えさせられる番組だった。国際化などと言われているが、このような貧困が生み出す

現実が本当にあり、善悪の判断を超えたところで事が進む現実があるということに改

めて驚かされた。タリバンやＩＳなどがいろいろな形で表に出てきているその原点が、

こういった貧困の現実の中にあると感じた。また、慣習が生み出す悲劇ということも

あると思う。児童結婚や、司法の場における男性の判断に基づく判決などは、本当に

これが司法なのかと思わせた。教育の意味、善悪の判断基準とは何なのか、信仰と習

慣の壁が提示され、文化と文明のギャップを感じた。マララさんが訴えようとしてい

ることは、欧米式教育の許容だろうと思う。反対に独自の価値観を生かした教育もあ

ると思うが、いろいろと考えさせられた。冒頭からどこにも笑顔がなかったが、 後

にマララさんの行動に勇気を得た、被害に遭っている同世代の女性が笑顔を見せてく

れたので、見ている側も勇気を与えられた。   

 

○  ４月３日(金)のドキュメント７２時間「カプセルホテル ワンダーランド」を見

た。まさに現代の日本を切り取っているすばらしい視点からの番組だった。よく取

材先に選んだと思う。ディレクターの話を聞いてみたいと思った。 

 

○  ４月３日(金)のドキュメント７２時間「カプセルホテル ワンダーランド」を見

た。今まで中高年の男性が泊まるものだと思っていたが、若い世代も、外国人も大

勢泊まっていて、自分も行ってみたいと思えるような番組だった。 

 

○  ４月８日(水)のクローズアップ現代「観光にビッグデータ！？～外国人呼びこむ

新戦略～」を見た。ニュースでも話題になっているが、日本には 1,300 万人を超え

る外国人観光客が来るようになっているが、そのうち６割は個人客だそうだ。個人

客の動向をデータとして記録・分析してみたところ、いろいろなことが分かってき

たという番組だ。いろいろなデータを興味深く見せてもらった。東京では、渋谷の

スクランブル交差点が も訪れる人が多いとか、昔からゴールデンルートと言われ

る東京から富士山を見ながら京都、奈良方面に行くという行動パターンが予想外に
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多く、ほかの地方には回って行かないことなどがデータで示されていた。番組後半

では観光客をうまく受け入れている施設の事例が紹介されたほか、錦鯉や盆栽など、

観光的に大きな売りではないものでも、いろいろな情報を見ながら興味を持って訪

れる外国人が多いことが伝えられていた。日本人がほとんど行かないところでも、

ネットなどで話題になるとそこを訪れる人がいる。このような情報は、外国人観光

客に関わる仕事をしている人には興味深く、ある意味で警鐘だが、参考になる内容

がたくさん含まれていたと思う。 

 

○  ４月１３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「真心で、極みを目指す～手

打ちうどん職人 森田真司～」は、日本人らしい、食やもの作りに対する心、気持

ちなどが、随所にうまく表現されていると感じた。後継者を育てる工夫や、心でう

どんを作るという教え、客の指摘から自分の課題を見つけることなど、日本人の心

がうまく表現されていた。人間性や心がうまく伝わることが客に満足感を与え、自

分らしさの表現につながることなど、もの作りの職人らしい言葉が端々でうまく伝

えられていた。忘れられてきている日本のよさにきちんと光を当てることは、もの

作りに対する自信につながり、将来の新しい技術の導入や発展を支える。地道に活

動し、信念を持って人を育て、地域を育てているところにうまく光を当てた番組

だった。 

 

○  「所さん！大変ですよ」が新しく始まった。大変おもしろいが、扱う事象がタイ

トルほど大変でもない感じがした。４月１６日(木)の「恐怖！ヤギ襲撃事件」は、

赤城山麓の野犬の問題で、私は近くに住んでいるが、初めて聞く話で大変驚いた。

そういう意味では「所さん！大変ですよ」は成功しているのではないかと思う。 

 

○  ４月１６日(木)のアニメ 英国人一家、日本を食べる「新宿・思い出横町」を見

た。この番組は日本人向きではないアニメだったので、日本で制作しているのか、

イギリスで制作しているのかと疑問に思った。このような日本を客観的に見せてく

れる番組をどんどん増やしてほしい。次回以降も楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「アニメ 英国人一家、日本を食べる」は日本で制作して

いるが、国際放送と国内放送両方で放送しており、そのため

若干海外向けの演出となっている。 

 

○  言語は英語か。 
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○  英語版と日本語版を制作している。 

 

○  「ブラタモリ」、「探検バクモン」、「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」など、

ＮＨＫのバラエティー番組を楽しく見ているが、タレントの個性に依存する番組作

りはどのぐらい旬を保っていられるのかと思うことがある。茨城スペシャル「納豆

王国の逆襲～美食の国へ“ねばー”ギブアップ～」はタレントに頼らずに、生活の

中にある楽しみを引き出す番組作りをしていた。新しいバラエティー番組の分野が、

茨城スペシャルの中に垣間見えた気がした。 

 

○  「着信御礼！ケータイ大喜利」は、一つのお題に対し、投稿を紹介する時間が長

く中だるみ感がある。仕事をしながら見ていると、まだ同じお題で作品を募集して

いるのか、と感じることがある。また、お題に対する答えへの評価に、私との間で

温度差を感じることがある。大しておもしろくないのにどうして高い評価なのだろ

うと思う。それが続くと、その評価に対しての信頼度が下がり、出演者だけで盛り

上がっているのではないかとしらけてしまい、ストレスを感じることがある。すべ

てということではないが、視聴者がそこに存在しているのか、視聴者を意識してい

るのかと思うことがある。私がおもしろくないのは私の年齢だからであって、若い

世代にはおもしろいのかとも思うが、投稿する人はどういう世代なのか。また、こ

の番組はどのような人が視聴していて、どのような方を対象につくられているのか

聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  深夜の時間帯の中では、男女１０代、女３０代、男４０代

など若い世代の人たちも見てくださっていると思う。 

 

  以前は特集番組として数か月に１回程度放送していたが、

投稿数が大変多く、若い視聴者からの反響もあって定時番組

になった。一つのお題についての紹介が多すぎるということ

だが、投稿した人からは「なぜ私のものを読んでくれないの

か」「もっと読んでほしい」という声もたくさんあり、現在の

構成になっている。 

 

○  私も「着信御礼！ケータイ大喜利」はときどき見るが、確かにテンポが遅いと思

う。ラジオでの同じような内容の番組はもっとテンポがよく、それと比較するとか

なり遅いというイメージがある。ラジオではテンポよく進行できるのに、テレビで

はなぜあんなに時間がかかってしまうのかというところはあるかと思う。キレのあ
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る投稿を待っているのかと思っていた。 

 

○  「ひるまえほっと」はＮＨＫらしさが出ていて、家にいる時はいつも見ている。

キッチンで昼食の準備をしながら見ることが多いが、テンポよくコーナーが切り替

わり、内容も盛りだくさんで見応えがある。昼前に心がホッとなるような番組で、

スタジオの雰囲気も温かみと爽やかさがある。出演者やリポーターにも親しみが感

じられる。盛りだくさんの内容のため、曜日で担当される方々の苦労もあろうかと

思うが、いつも楽しい情報を提供してくれており、すばらしい番組だと思う。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」は、現地ロケが多く、能登の名物、風景、祭りなどが番

組に出てきて、地域のよさがうまく表現されている。ストーリー自体はまだ進んで

いないため、物足りなさを感じている。前作「マッサン」はスタートからかなりイン

パクトがあったが、それに比べるとスロースタートな印象を受けている。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」が始まった。冒頭で主人公の希から「夢が嫌いです」と

いうインパクトのあるセリフがあり、びっくりした。これからどうなっていくのか

と、逆に興味がそそられ、上手に引き込まれたという意味でよい導入だったと思う。

希のお父さんの駄目ぶりにいらいらするところもあり、ひと言言いたくなるような

ところはドラマ作りとしては大正解だと感じる。能登の映像が大変きれいで、凝っ

ている。スタジオセットとの違和感もなく、ロケシーンがとてもうまく生かされて

いる。脇役もすばらしく、安定感のある方が固めている。夢を嫌いな人がどのよう

に成長していくのか、楽しみにしている。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」はオープニング映像、出演者の相関関係、ストーリーな

ど 初の印象が「あまちゃん」に似ていると感じた。そういう意味で期待して見て

いたが、出演者のオーバーアクションな演技に不自然さを感じ、しっとりと見てい

られない。また、バスがエンストして歩くという状況設定や、持っている荷物の中

身は空だろうと思わせるような小道具、いつの時代だったかと思うような荷物の内

容など演出にも疑問を感じる。希の家族が能登に行くことになった背景、自己破産

した理由、希が寝ているところで面識のない子どもたちから寝込みを襲われ突然相

撲を強いられる理由、居候をするに至るまでの出来事など、疑問に思うことや不自

然さが多い。そのため、展開がよく理解できないままに強引に話についていかされ

ている感じがしている。「ごちそうさん」、「花子とアン」、「マッサン」では、素直

に物語に入り込むことができて楽しめた。完成度の高い番組が続いていたからこそ、

今回は目に付くのかもしれない。見方を変えれば、ＮＨＫは大正時代などの時代も

のの演出には強く、現代ものは弱いのかと思った。ヒロインの子役時代の一途さや
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愛らしさもあり、これまで見続けてきているが、１話見忘れてしまったら、見るの

をやめてしまいそうな不安材料を感じる。 

 

○  ４月４日(土)のＥＴＶ特集「“グローバル人材”を育成せよ～京都大学・改革へ

の挑戦～」を見た。京都大学に総合生存学館といういろいろな学部を融合した新し

い大学院を創設したという話だ。グローバルということに焦点が当たっていたが、

大学の実情からすると新しいことに取り組まないと文部科学省から補助金がもら

えないという実情がまずある。補助金で行うため、だいたい５年ほどの時限的な取

り組みとなるが、終わった後、解散するのが大変難しい。そういった面にもこれか

ら注目してほしい。グローバルということが番組の中でかなり強調されていた。そ

れがアベノミクスによるものではないかというストーリーがあったが、研究はそも

そもグローバルなものであり、当たり前だと大学関係者は見ていたのではないかと

思う。グローバル人材を育成せよというよりも、総合生存学館という考え方、アイ

デアがどういうことなのかを軸にしてほしかった。 

 

○  昨年度放送していた「エデュカチオ！」は身近なテーマが多く、内容もおもしろ

かったので好きな番組の一つだったが、４月２日(木)から「ウワサの保護者会」に

変わった。両番組とも尾木直樹さんを中心に進行するが、スタジオが違うとこんな

にも違うものかと思った。「エデュカチオ！」は尾木さんと東山紀之さんが対談し

ながら進行し、特に東山さんが父親としての体験を話し、そこに実感があって、模

範解答ではないところに親近感を持っていた。番組に対して距離感がなかった感じ

がする。今度の「ウワサの保護者会」は保護者の方を中心に据え、尾木さんと保護

者という形になっており、ひと言で言うと騒々しい感じがする。保護者の方は一般

の方なので、いろいろなコメントをするが、それが進行にあまりプラスになってい

ない感じがする。よい番組だが、演出方法を考えてほしい。 

 

○  ３月１５日(日)のＢＳ１スペシャル「追跡 過激派組織ＩＳの闇」(ＢＳ１ 後

10:00～11:50)は、見応えがあった。ＮＨＫらしく、具体的で、客観的な面からＩ

Ｓ組織の全貌がよく分かった。特に指導者のアブバクル・バグダディ容疑者がどう

いう人間なのか、なぜＩＳが現在のようになったのかがよく分かった。 

 

○  ３月２４日(火)～２６日(木)の「シリーズ 死ぬとき心はどうなるのか 立花隆

“臨死体験”を追う」(ＢＳ１ 後 9:00～9:49)を見た。特に第３回「神秘体験と死

を超えて～意識と夢のボーダーランド～」で多くの臨死体験者が語る神秘的な存在

に出会ったというインタビューは興味深かった。 
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○  ４月１１日(土)のザ・プレミアム 井浦新 アジアハイウェイを行く 第１集

「変貌する文明の十字路」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29)は、スケールの大きい番

組だと思った。私の知らないアジアの姿が紹介されている。今後も期待している。 

 

○  今月は旅番組を多く視聴した。ザ・プレミアム 井浦新 アジアハイウェイを行

く 第１集「変貌する文明の十字路」は期待を持って見たが、よい番組だと思った。

ＮＨＫは遠方まで出向き、さまざまな苦難の後によい映像を撮影している。この番

組は、その映像の美しさというよりも、井浦さんのコメントや、そこから醸し出さ

れるその土地の空気、地元の人とのふれあいなどを通じて、現地で起きている現実

などが、かなりリアルに感じ取れる番組だった。それは、井浦さんが率直なことば

を言っていることや、地元の人のよいコメントが拾われているからだと思った。た

だ美しい世界の映像を撮るのでなく、日本では見られないところをきちんと伝えて

おり、見えていないところを知らしめていると感じた。これからの展開にも期待し

たい。かつてＮＨＫ特集「シルクロード」というＮＨＫの歴史に残るような番組が

あり、小さい頃に見ていた。今回は同じような地域を通っているが、現実の問題を

感じさせるところがすばらしいと思う。４月１０日(金)の新日本風土記「飛鳥」、

４月１２日(日)の日曜美術館「アートの旅スペシャル みつけよう、美」も地元の

人や旅人が臨場感を持って、本当に素直に心に響くコメントを言っており、同様の

ことを感じた。グルメなどの旅番組が山のようにある中で光っているのではないか

と思った。 

 

○  ４月１２日(日)の六角精児の呑み鉄本線・日本旅「のと鉄道を呑む！」(ＢＳﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ 後 10:50～11:49)は、大変“ゆるい”番組だった。六角さんは昼間から飲み

続けていて、いくら何でも飲みすぎではないか、健康番組が多いＮＨＫで大丈夫か

と心配にはなったが、それはそれで楽しめた。旅行に行ける人ばかりではなく、そ

ういう意味ではこういったゆるい番組もよいかと思う。 

 

○  ４月１３日(月)のプレミアムカフェ きょうの料理「やさしい懐石料理 椀盛・

焼物」は、1980 年に放送された「きょうの料理」だった。講師は京都の料亭「辻

留」の二代目の辻嘉一先生で、辻先生の明快な説明と他の追随を許さない料理の提

案は見ていて見応えがあった。簡単な会席料理とあったが、紹介されたメニュー、

食材、作り方などどれも簡単とは思えないものだった。今の料理番組ではありえな

いが、明確な調味料の分量を語らず、例えばだしの塩加減について、夫が今日はゴ

ルフに行ったのか、それとも雨で家にいたのかで調整しなさいと説明していた。料

理を食べる人の体調を考えた塩のさじ加減は、飲食店にとっては重要なことだが、

それをそのままテレビで話しているところに昔の料理番組の作り方の豪放磊落(ら
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いらく)さを感じ、当時の視聴者はどのような反応だったのか、とても興味深く思っ

た。「きょうの料理」のアーカイブスを定期的に放送してもらい、現代の「きょう

の料理」と比較し、番組の変革を見たいと思った。「きょうの料理」が終わったあ

との解説部分で、アナウンサーが自分で作った料理の画像を紹介していたが、辻先

生の料理のあとに紹介するにしてはギャップがあり、シュールさを感じた。４０年

弱の期間でこんなにも日本の料理番組は変わったのか、時代が変わってきたのかと

痛感させられた。歴史の深さがあるＮＨＫにしかできない番組作りだと思う。こう

いう取り組みをまた見せてほしい。 

 

○  ４月１２日(日)の統一地方選挙の開票速報を見たが、出口調査があるからか、100

票にも満たないのに当確が打たれている。民放との競争もあるかもしれないが、違

和感があった。 

 

○  ４月１２日(日)に統一地方選挙があった。ＮＨＫの開票速報番組よりも地元のテ

レビ局やケーブルテレビのほうが臨場感があり、地域に密着しているため見ている

時間が多かった。ＮＨＫでも、身近な地方局がうまく情報を出せるような仕組みが

あればよいと感じた。 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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