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平成２８年３月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の番組審議会での答申を受け「平成２８年度北海道地方向け地

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

北海道地方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。 

続いて、北海道クローズアップ「カニが消える！？～密漁・新ルートを追え～」をは

じめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８年度北海道地方向け地域放送番組編集計画」について＞ 

 

○  主な番組について、年間の制作予定本数が記載されているが、これは今年度並み

ということなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道クローズアップ」については、これまでと同じ枠のため今年度並

みの本数が確保できる予定だ。金曜日の午後８時台については、新年度から

「歴史秘話ヒストリア」が編成されるので、これまで通りという訳にはいか

ないが、日曜日の午後１時台の枠が新設されたので、可能な限り北海道から

地域に向けた番組を発信していきたい。 
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＜北海道クローズアップ「カニが消える！？～密漁・新ルートを追え～」 

(総合 ２月１９日(金))について＞ 

 

○  日本人の大好物であるタラバガニを取り巻く環境がよく理解できた。最近では高

級品となり、手が届きにくくなったタラバガニだが、輸出入統計のグラフは、これ

まで密漁に支えられていた実態をよく示していて大きな衝撃を受けた。資源を守る

ための協定が発効したあとも、第三国を経由して密輸が横行する一方で、密輸に依

存していた日本では産業や経済が立ち行かなくなっている。一体何のための協定だ

ったのかということを検証してほしかった。昨年放送された羊肉不足をテーマにし

た番組でも中国の大量消費が一因とされていたが、今回も同じ論調で短絡的な印象

を受けた。どうすれば密漁を防ぐことができるのか、具体的な提言や対応策を期待

していたが、最後まで明確なコメントがなく、もの足りなさを感じた。ただ、密漁

の現場となったロシアや中国まで出かけるＮＨＫの取材力には、大変頼もしさを感

じる。 

 

○  漁業に興味があるので、大変興味深く見た。基礎となる知識がなく、情報の正確

性については判断できないが、問題の背景がよく伝わる分かりやすい番組で、内容

はとても衝撃的だった。タラバガニが大量消費されている中国へのルートは、ロシ

アから北朝鮮を経由しているということだが、食べものという身近なものと北朝鮮

が関わっていることを今まで意識したことがなく、この番組を見て距離の近さを実

感した。密漁に支えられていた稚内というのもさみしい感じがした。「地域としては、

タラバガニに頼らず、日本の食材に目を向けて本来の地産地消を見直していく必要

がある」という番組の締めくくりはそのとおりだと思うものの、むなしさが残った。

これからの北海道の漁業がどのようにあるべきか、一般の視聴者への問題提起とな

るとてもよい内容だったと思う。 

 

○  ロシアの輸出量と日本の輸入量をグラフ化し、その大きな差を示した導入部分は、

一般の視聴者にも分かりやすかったと思う。ただ、稚内のパートは、今回の番組の

構成上、本当に必要だったのか疑問だ。そもそも密漁の上に成り立っていたことが

問題なので、「密漁・新ルートを追え」というテーマであれば、入れなくてもよかっ

たと思う。スタジオ部分の専門家の話で“租借地”という言葉が出てきたが、発音

しにくく聞き慣れない言葉なので、同時にテロップが表示された点は工夫されてい

ると感じた。統計については 2014 年のデータが多く、2015 年のデータは稚内の輸入

に関するものだけだったので、全体像がつかめず、協定の効果が分からなかった。 
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（ＮＨＫ側） 

今回の番組は、カニをめぐる密漁の現状を明らかにすることがねらいだっ

た。カニが中国に流れていることや密漁が続いていることはうわさされてい

たが、今回初めてきちんとした事実を取材して番組にすることができた。具

体的な提言ができなかったことは反省したい。その後の取材では、カニの資

源量に対するロシアの漁獲枠についてきちんとした調査が行われていない

ことが分かった。実際には漁獲枠はもう少し増やすことができ、そうすれば

正規輸入の量が増えて、日本人ももう少しカニが食べやすくなるかもしれな

いということなので、そのことを最後にきちんと伝えることができればよか

ったと思う。また、2015 年のデータを出さなかったのは、協定の発効後も

輸出入の量に乖離があるためだ。今回の取材ではその理由までは明らかにす

ることができず、冒頭で 2015 年のデータまで提示すると分かりにくくなる

ため、あえて取り上げないことにした。稚内については、北海道を取り巻く

現状がどう変化しているか伝えるべきだと思い、大きなダメージを受けてい

る地域の現状を伝えた。 

稚内の水産業者は、全員が密漁だという確信を持っていたわけではない。

正式な手続きを経て輸入されたカニだと思って扱っていた人も多く、悪いこ

とに手を染めているつもりはないが、もしかしたら一部は密漁のものだった

のかもしれないという思いもあって、なかなか声を上げにくいという現状が

ある。稚内で取材をしている担当者の実感としても、非常に微妙な問題にな

っているようだ。 

 

○  母の知人から毎年カニが送られてきていたが、去年は送られてこなかったので、

どうしてだろうと思っていた。この番組を見て背景が分かった。海外まで取材し、

ロシアと稚内だけではなく大きなところでカニが取り引きされている状況がよく分

かった。ミステリー的な雰囲気もあり、引き込まれるように見た。稚内の話題につ

いては、一つのものに頼りすぎて町をつくり、経済を動かしてしまうと、それがだ

めになったときに地域にものすごく大きな打撃があることが分かり、とても怖いと

思った。「カニは高いものだから」「本来の地産地消を」という締めくくりには少し

がっかりしたが、乱獲につながると資源がなくなっていくという話もあったので、

納得できた。 

 

○  カニには縁がないので、身近な問題として捉えることができなかったが、社会や

経済の裏側を見せてもらうミステリー的なおもしろさがあった。カニの価格が上が

っていることや密漁のこと、輸出入のルールなど、知らないことが多く、スタジオ

部分の説明は１回聞いただけでは理解できなかった。繰り返し見ることでなんとな



 4

く把握できたが、図を使うなど、もっと丁寧な説明がほしかった。耳からだけの情

報は気を抜くと流れていってしまうので、視覚に訴えることは大切だと思う。一番

疑問に思ったのは、仕入れ側は密漁だと分からないのかということだ。先ほどのよ

うな説明が番組の中にはなかったので、出演していた稚内の水産業者の人は、密漁

だと知りながら仕入れていたと思われてしまうのではないか。それでは気の毒だ。

「北海道クローズアップ」は、人々の暮らしや取り組みに関する課題や現状を紹介

することで、問題提起し、視聴者に考えてもらうことを大切にしている番組だと思

っている。今回は、自分のこととして考えさせる部分が弱かったと思うが、全く知

らないカニの現状を取り上げたことは、大きな役割を果たしていると思う。番組の

締めくくりは、他の委員からも指摘があったように、いきなり「地産地消」という

キーワードが出てきて、少し驚いた。 

 

○  全体としては、タラバガニの不足や価格高騰の背景がよく分かる番組になってい

た。いろいろな現場に足を運び、関係者に取材されていて、目配りもよく利いてい

たと思う。ただ、“密漁”とはどういうことなのかがよく分からなかった。以前から

組織的に行われているのだと思うが、その実態について説明がほしかった。カニの

密漁問題を専門に取材しているロシア人ジャーナリストのインタビューが出てくる

が、この人は密漁の実態についての情報を持っているはずなので、もっと生かせな

かったのか。今後の対応策までは踏み込めなかったことは、時間も限られていたの

で、しかたないと思う。全体としては分かりやすく非常に興味深い番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

スタジオでの解説は、もう少し分かりやすい図などを使って行うべきだっ

た。今後努力していきたい。密漁かどうかの判別についてご質問をいただい

た。日本の税関を通って正規に入ってくるカニが、実はロシアでの手続きが

十分に行われていない密漁カニだったりするので、日本の水産業者や消費者

は密漁かどうか判断することは難しいというのが現状だ。また、密漁の実態

が分からなかったというご意見を頂いたが、正直にいうと密漁の実態をつか

むところまでは取材が追いつかず、コメントにはできなかった。ロシア人ジ

ャーナリストのインタビューについても、使えるところはほぼすべて使った

と思っている。 

 

○  北京の市場でカニが１匹 3,000 円で売られているというコメントがあったが、こ

れは安すぎるのではないかと疑問に思った。中国では、魚などは重さによって値段

がつけられているので、カニも１匹単位ではなく 500 グラム単位で値段がついてい

るはずだ。 
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（ＮＨＫ側） 

値段については、カニを扱う店数軒の平均をとって１匹 3,000 円ほどと伝

えた。確かに安すぎる値段ではあるが、それがまさに密漁である証拠のひと

つだというのが、専門家の見方だ。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２６日(金)の北海道クローズアップ「新幹線開業まで１か月 外国人観光客を

取り込め！」を見た。道南地域だけでなく北海道全体に視野を広げて、ジャパンブ

ランドで北海道をどうＰＲしていくかというテーマだったので、とても新鮮だった。

京都と連携していることは知らなかったし、京都の日本文化と北海道の雄大な風景

を結んで、海外の富裕層にＰＲするというのはとても理解しやすく、期待が持てた。 

 

○  ハラルについては以前から函館でも勉強会を開催していた。従来は外国人が船舶

で来ることを想定していたが、今や新幹線で来るようになるということで、このタ

イミングで取り上げてもらえてよかった。海外からの観光客を受け入れる体制を整

えることは、価値観の多様性を認めた観光を可能にすることで、また、乙部町のホ

テルで障害者が露天風呂に入る様子なども、宗教や文化や身体の違いを受け入れる

ダイバーシティーの必要性が伝わってきてよかった。番組の締めくくりに、これか

らは地域住民が観光の担い手となるというコメントがあったが、そういう視点でも

また番組を作ってほしい。 

 

○  まず、タイトルデザインが力強く、好感が持てた。番組の内容は、イスラム圏か

らの観光誘致、ニセコの救急医療対策、乙部町のバリアフリーの取り組みと大きく

３つに分かれていたが、冒頭のイスラムの話題が一番興味深かった。とてもよい内

容だったので、この話題だけで一つの番組にしてもよかったと思う。ほかの話題が

おまけのように感じられてもったいなかった。ただ、ハラルという名称については、

初めて聞く人のためにひと言説明があってもよかったのではないか。また、スタジ

オのやり取りで「社交界のようなものなら京都にもありそうですよね」という話が

あり、補足の説明もなく進んでいたが、よく分からなかった。最後は、観光の担い

手は地域住民という締めくくりだったが、その内容が番組の中で出てきていないの

で、唐突な感じがした。 

 

○  外国人観光客を取り込むというのは、今非常に話題になっていることなので、タ

イムリーな放送だった。イスラム圏からの観光客に着眼したことはよかったが、番

組の視点が受け入れ側のものばかりで、実際に北海道に来た観光客がどう感じてい
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るのか、不満はないのか、そういう紹介がなかった。イスラム圏からの観光客が一

番困るのはやはり食事だと思う。ハラル料理を提供しているのは一部のホテルや店

舗に過ぎず、あらかじめ食事の場所が設定されているツアーなどで来ている観光客

なら問題ないかもしれないが、個人で来ている人たちは安心して食べられるお店が

なく困っているのではないか。また、お祈りをする場所などは確保されているのだ

ろうか。外国人の目から見て、どういう改善点があるのかということが重要なポイ

ントとなる。こういう番組はどうしても新しいサービスを始めたことが中心になっ

てしまい、サービスを受ける側の視点が後回しになりがちなので、今後はそれも含

めた形で取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道新幹線が計画されたときには誰も予想していなかったインバウン

ドブームが、たまたま開業時期と重なった。このチャンスを北海道全体とし

てどう生かすかということで取材を始めると、遠く海外から来る観光客にと

っては、新幹線に４時間乗ることは苦にならないことが分かった。今、中東

の富裕層は、パリやスイスなど世界中の観光地に出かけている。そこにはな

い魅力を、北海道だけで囲い込もうとするのではなく、京都や東京など他の

都市と合わせて提示していこうということが大きな方針となっている。砂漠

に住む中東の人々にとって、雪や氷はもちろん、川なども含めた日本の風景

はとても魅力的に映っているようだ。さらに、新幹線に乗車できるというこ

とも大きな魅力として捉えられている。道東などの地域には北海道新幹線の

恩恵はあまりないと考えがちだが、海外からの旅行者は２～３週間滞在し、

百万単位でお金を使うので、北海道全体でうまく取り込むことができれば、

経済への波及効果は十分にありそうだという期待を込めて取材した。今後の

動きも取り上げていきたい。ご質問いただいた社交界というのは、ヨーロッ

パの貴族文化に見られる、城や舞踏会など特別な人だけが入ることのできる

空間などのことを指していて、京都にはいわゆる“いちげんさんお断り”の

文化や、料亭などの特別な空間があり、観光にそういうものを求める人たち

にも満足してもらえるということを伝えたかった。十分に伝えることができ

ず、反省している。今後工夫して改善したい。また、サービスを受ける側の

視点が足りないというご指摘をいただいた。今回、北海道と京都の両方を観

光した人、ニセコや札幌雪まつりに来た人など、たくさんの外国人の声を取

材した。しかし、両方の視点が入り交じると分かりにくくなってしまうので、

あえて観光客を受け入れる側の視点に絞って伝えた。外国人観光客から見て

どうなのかということは今後テーマとして扱いたい。 
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○  ２月２６日(金)の北海道スペシャル「そして新幹線がやってくる～北海道交通革命

の１４０年～」は、過去の映像を駆使したＮＨＫらしいよい番組で、大変興味深か

った。過去の映像から最新の新幹線までの映像を織り交ぜ、４３分間に北海道の交

通革命の歴史がテンポよくまとめられていて、飽きさせない番組だった。ナレーシ

ョンも軽めの雰囲気で、時折クイズを交えた構成もよかったと思う。登別温泉の馬

車軌道から下車したカップルがとてもおしゃれな服装をしていたり、ＳＬの車内の

だるまストーブで魚を焼く乗客がいたり、当時の様子を実際に映像で見ることがで

きておもしろかった。「鉄道員（ぽっぽや）」という映画の中に、トンネル内で呼吸

困難に陥ったＳＬ機関士を助けるシーンがある。当時は演出だと思っていたが、実

際に起こりかねないほど、トンネル内は過酷な状況にあったことが今回の番組で確

認できた。また、青函トンネル工事に携わった方の証言や、トンネルマンとしての

誇りを失わない姿勢も、番組に深みを与えていた。北海道の開拓とともに歩んでき

た国鉄やＪＲの苦難の歴史を再確認できる意義のある番組だった。いまひとつ盛り

上がりに欠けるといわれる北海道新幹線だが、このような番組こそ道民への啓発と

なり、開業の機運を高めるのにふさわしい内容だった。 

 

○  ＮＨＫらしくて本当にすばらしい番組だと思った。あまり変わった番組を目指さ

なくても、こうして貴重な映像を使って歴史を伝える重みのある番組も、若い世代

にも十分伝わると思う。この番組で鉄道の意味をよく理解できた。「街と街を結ぶた

めにつくられたのが本州の鉄道」であるのに対し、「北海道の鉄道は街をつくってい

った」という説明はとても印象的だった。先日函館へ行ったところ６時間半もかか

り、距離を実感したが、この番組を見て、交通の発達が地域の発展や文化に影響を

与えることが分かり、未来が少し楽しみになった。 

 

○  過去の貴重な資料映像とともに、時系列で非常に分かりやすく伝えられていた。

産業の視点からも、時代の変遷を見ることができた。先人たちの知恵や努力で築か

れた石炭を積み込む高架桟橋などの映像は目をみはった。単純に 140 年の歴史を振

り返るだけではなく、それぞれがきちんと掘り下げられていて、非常に分かりやす

く、伝わりやすい番組構成だった。正直なところ、北海道新幹線自体は北海道全体

によい影響を与えるものだとは思っていないが、函館が中心となって観光収入の増

大などを目指してほしい。道東も指をくわえて見ているだけでなく、頑張っていき

たいと思う。 

 

○  映像の量の多さには驚いた。昔の番組のナレーションのかたい雰囲気もよかった

が、番組全体のナレーションがよかった。少し軽い雰囲気ではあるが、親しみもあ

り、説得力もあって、とても聞きやすかった。「そして新幹線がやってくる」という
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ことで、締めくくりに新幹線が登場するが、少し無理やりな感じを受けた。この時

期はしかたないかもしれないが、何かにつけて新幹線の話題に結びつけることには

違和感がある。また、先人たちが必死の思いで青函トンネルをつくり上げたのに、

今のＪＲ北海道はどうしてこうなってしまったのか。これだけ街をつくっていった

はずの鉄道がどんどん廃線になり、どうして不便になっていくのか。新幹線開業の

タイミングでネガティブなテーマの番組を放送することは難しいと思うが、今後タ

イミングがあれば、これだけ一生懸命につくり上げたものがどうしてこうなってし

まったのかを取り上げてほしい。 

 

○  ほかの委員と同じく、ＮＨＫならではの番組だと感じた。青函トンネルの古い映

像には涙ぐんでしまった。音楽もとても効果的だった。札幌の地下鉄については、

ゴムタイヤがキュンキュンと鳴る音は特徴的なので、もう少し詳しく説明してもよ

かったのではないか。「小樽の高架桟橋から運び出された石炭が１日4,000トンを超

えた」という説明があったが、それがどれくらいすごい量なのか分からない。例え

ばそれが日本で使われる量の何％なのかとか、イメージできるような表現をしてほ

しい。どの番組にも言えることだが、重さや量を伝えるときには、視聴者がすぐに

多いとか少ないとかをイメージできるようにするのが大切ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

広さ、量、重さの表現はなかなか難しいが、イメージできるような表現が

できるよう工夫したい。 

以前「北海道中ひざくりげ」で石勝線を取材したときに、このような話題

をまとめて北海道の交通をテーマに番組を制作し、北海道新幹線開業が近づ

いてきた時期に放送できればと思っていた。プロデューサーが鉄道に詳しく、

楽しんでいただけて光栄だ。 

廃線の動きなどについては、公共交通というテーマで、新幹線と合わせて

見つめ、新年度からさっそくニュースや番組で伝えていく。 

 

○  ２月２８日(日)のＮＨＫアーカイブス「北海道新幹線 開業へ～青函トンネルに

懸けた情熱～」の中で、青函トンネルの「プロジェクトＸ」が再放送されていて、

本当によかった。函館局で開催された上映会で見たときに大変感動して、多くの人

に見てもらいたいと思っていたので、このようなタイミングで放送してもらえてよ

かった。クイズ番組やワイドショーは民放のほうが得意だと思うが、あのようにし

っかりとした取材を重ねて作られた心に残る番組というのはＮＨＫのほうが圧倒的

に上手だと思う。今回の「ＮＨＫアーカイブス」や「北海道クローズアップ」「北海

道スペシャル」などの一連の番組は、少ししつこい気もするが、残念なことにこの
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時点でも盛り上がりに欠ける道南地域に活を入れるためにも、放送してよかったと

思う。北海道全体で盛り上げていくためにも、このような番組をどんどん放送して

ほしい。 

 

○  ３月６日(日)のさわやか自然百景「北海道 厳冬 トムラウシ山」を見て、圧倒さ

れた。厳冬のトムラウシ山は遭難者の出る事故も多く、夏場でも登るのが大変だと

聞く険しい山だ。番組では、美しいトムラウシが表現されていて、年に数回しかな

いという晴れ間もきれいに撮影されていた。大変な苦労をして撮影されたのではな

いか。モニター評価の好評度が９８％と、高い数字が出ているのもうなずける。野

生動物や厳しい自然など、ふつうは見られない美しい風景を見ることができた。今

後は子どもと一緒に見たいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

撮影期間は２週間程度で、山岳取材を得意とするプロダクションが制作し

た。晴れたのは２時間ほどだけで、慌ただしく撮影し、貴重な映像を収めた

とのことだ。スノーモンスターなどの珍しい雪の造形、山頂のホシガラスや

麓のカワガラスなど、あのようなところにも生き物がいる様子を撮ることが

できて、幸運だったと思っている。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１７日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「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

ついて説明があった。引き続き、「平成２８年度北海道地方向け地域放送番組編集計画

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

旨、答申することを決定した。 

続いて、放送番組一般について、活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

目黒 雄司 （北海道新聞社 論説委員） 

柳谷 君予 （NPO 法人ﾜｰｸﾌｪｱ ｵﾎｰﾂｸ若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ総括ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

 

（主な発言） 

 

＜「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＞ 

 

○  北海道新幹線が開業して、道民が北海道の魅力を再発見できるような番組がます

ます求められてくると思うが、金曜日の夜８時からというよい時間帯の地域放送枠

がなくなってしまうのはなぜか。 

 

（ＮＨＫ側） 

各地域の放送局と議論をする中で、札幌放送局からも金曜夜間の地域放送

枠を残してほしいという強い要望があった。北海道では、充実したコンテン

ツを放送し、地域の人たちから支持されている時間かもしれないが、全国的

に見ると必ずしもそうとはいえず、視聴率も低下傾向にある。今回、より多

くの人たちに平日の夜間に総合テレビを見てもらえるよう、大幅な改定を行
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った。その一環として、金曜日の夜８時台にも全国放送番組を編成すること

にした。 

一方で、地域放送の重要性も考慮しなければならない。金曜夜間にも、「歴

史秘話ヒストリア」の枠を一部使って、地域放送番組を編成できるようにし

ている。例えば昨年放送した「北海道 戦後７０年」のような７３分の大型

番組や北海道日本ハムファイターズ戦の中継などをこの時間に放送してい

くことになる。また、比較的視聴率の高い日曜日の午後１時台を地域放送枠

として新設している。地域放送を軽視しているわけではないことをご理解い

ただきたい。 

 

○  地域放送番組の時間は今年度よりも減るのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

新設する日曜日の午後１時台の地域放送枠もあるので、大幅に減るという

ことではない。来年度、金曜日の夜７時３０分から７３分の地域放送を実施

できる枠は最大で１５本程度になる。この中で、ＮＨＫ北海道として地域の

魅力を発信できる番組を精いっぱい届けていくことになる。 

 

○  オリンピックは当然重点項目に入ってくると思うが、パラリンピックの放送を大

幅に拡充するというのは、どのようなニーズを背景にした判断なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

これまでは、パラリンピックを福祉的な目線で放送することが多かった。

Ｅテレでの放送を中心に、障害者のスポーツという側面から伝えてきたが、

今後は純粋なスポーツ競技として、その魅力を伝えていきたい。そこにどれ

だけのニーズがあり、どれだけの視聴率を獲得できるのか分からない部分も

あるが、パラリンピックの競技にスポーツとしての可能性や奥深さを感じて

いる。また、東京オリンピック・パラリンピックに向けてしかるべき準備を

しておく必要があり、リオデジャネイロ・パラリンピックはその最後のチャ

ンスとも言える。様々な取り組みに挑戦し、課題を洗い出す機会にするため

に、ニュースやハイライトのような番組に加え、中継についても拡充を計画

しているところだ。 

 

○  「クローズアップ現代＋（プラス）」は夜１０時台の放送になるようだが、同時間

帯に民放でも報道番組が放送されている。どのような戦略があるのか。 
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（ＮＨＫ側） 

「クローズアップ現代」は、以前は夜９時３０分からの放送で、社会で働

く３０～５０代の人たちによく見られていた。これが夜７時３０分に移設さ

れると、視聴者層の中心は７０代以上になった。今はなかなか現役世代に見

てもらえていないという現状があるが、放送すべき時間帯に放送すれば見て

もらえる強力なコンテンツだと考えている。また、夜７時台は、多くの人が

仕事や家事などをしながらテレビを見ている時間帯で、「クローズアップ現

代」のようなじっくり真剣に見るタイプの番組とは合わない部分もある。夏

に実施したグループインタビュー調査でも、「この時間の放送ではしんど

い」とか、「もっと遅い時間の放送なら見る気になる」という意見も多かっ

た。このような理由から、夜１０時台に移設しても十分見てもらえると考え

ている。巨大なライバルに対抗するのは大変なことだが、制作現場では内容

や見せ方を工夫しようと努力しているところだ。 

 

○  「サラメシ」は月曜日の夜１０時５５分の放送から、火曜日の夜８時１５分の放

送に移設するということだが、現在は、いわば食べてはいけない時間、小腹が空く

時間に放送があり、番組を見ながらみんなでツイッターに書き込んで空腹を共有す

るという楽しみ方もあったと思う。夜８時台では、これまでのような楽しみ方がで

きなくなると思うが、そのような意見は出なかったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

同じような意見は確かに出ていた。昨年８月２６日に、夜７時３０分から

「ためしてガッテン」、続けて「サラメシ」を放送するという編成を試した

ことがある。結果としては成功で、どちらの番組も関東では通常編成の場合

と比較して高い視聴率となった。「サラメシ」は昼の再放送もよく見られて

いて、いろいろな楽しみ方があると思う。必ずしもおなかが空く時間でなく

ても見てもらえる番組だと思うので、新しい時間帯で新たな魅力を届けられ

たらと思う。 

 

 

＜「平成２８年度北海道地方向け地域放送番組編集計画(案)」について＞ 

 

○  重点事項に「２．地域の課題やニーズに向き合うニュースや番組を積極的に発信

します」とあるが、金曜日の夜間の番組について、北海道はどのような方向性で番

組を制作していくのか。 
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（ＮＨＫ側） 

金曜日の夜８時台は北海道の話題を届ける時間として定着していると札

幌局も道内各放送局も認識している。舘谷編成センター長より説明があった

とおり、７３分の地域放送の実施は年間最大１５本ということで、北海道で

はできる限り１５本を目指して北海道関連の番組を制作していく予定だ。ど

のような番組を編成するか、詳しくは来月の審議会で報告する予定だが、夜

７時３０分からは引き続き「北海道クローズアップ」を放送し、その時々の

課題を取り上げていく。夜８時からは、道内の各地域を取り上げた「北海道

中ひざくりげ＆穴場ハンター」の放送を継続し、また、数本ではあるが大型

企画番組で北海道の大きな問題を取り上げていくことを予定している。ほか

にも、北海道日本ハムファイターズの中継を実施するなど、１５本の中でで

きる限り地域の魅力を発信し、また、課題解決の糸口を探っていくような番

組を放送していきたいと考えている。一方、日曜午後１時台には「いくぞ～！

北の出会い旅」を移設し、それ以外にも北海道関連の番組を放送していく。

北海道地方の話題を放送する時間帯として視聴者のみなさまにも認知して

もらえるよう取り組んでいきたい。 

 

○  重点事項「３．北海道の価値や魅力を全国や世界に発信し、地域を応援します」

とある。新設される「スタジオパーク第２部」がこの役割の一端を担うようだが、

どのくらいの頻度で北海道関連の番組を紹介していくのか、目標を教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「スタジオパーク第２部」の放送枠はブロックごとに割り振られるので、

実際にはほかの地域とバランスを取っていくことになる。放送する番組は各

地域の放送局に一任されるので、北海道関連の番組の中から、全国に発信し

たいもの、できるだけ魅力的なものを選んでお届けする予定だ。制作担当者

が苦労話やこぼれ話を伝えるコーナーもあると聞いているので、そのような

情報も加えて発信していきたいと考えている。 

都道府県で見れば、北海道は４７分の１にすぎないが、ＮＨＫにおける北

海道の位置づけはそうではない。「スタジオパーク第２部」でも当然４７分

の１ということにはならない。また、すべてではないが、例えば九州・沖縄

ウィークや東北ウィークのように、週単位でブロックごとに振り分けること

も検討している。北海道が一番魅力的に見え、それを見たら北海道に来たく

なるような時期に北海道ウィークを設定し、番組を編成していくことを、北

海道の放送局が戦略的に行っていく必要がある。量ではなく質を目標にして、

それぞれの地域の魅力を伝える時間にしていきたい。ただ、いろいろ考えて
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編成しても、国会中継などで番組が休止になる場合もあることはご理解いた

だきたい。 

 

○  各局の重点項目について、旭川には富良野、美瑛、旭山動物園と大きな観光地が

ある。先ほど口頭の説明の中にはあったが、“観光”という文字が旭川放送局の重点

項目の中に入っているとよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

地域の課題を取り上げる上で、経済や産業においても、観光資源というも

のは外せない。旭川放送局から発信する大きな材料として、観光資源をどう

見ていくかは重要なテーマになる。引き続き、しっかり取り組んでいく。 

 

○  知床半島は根室管内と網走管内でちょうど半分に分かれていて、それぞれ釧路放

送局と北見放送局の域内になるが、一つの半島としての側面もある。どのような形

で連携をとるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

昨年は知床半島の世界遺産登録から１０年ということで、北見放送局と連

携してさまざまな取り組みを行った。釧路・帯広・北見の道東３局は日常的

に連携体制をとっていることもあり、引き続き、協力していきたい。 

同じ知床という地域で２つの放送局があり、一方は漁業、もう一方は観光

と課題も異なっている。さまざまな観点から取り組んでいきたいと考えてい

る。 

 

○  北海道新幹線が開業したあと、万が一事故が起きたときの取材態勢はどうなって

いるのか。新幹線は比較的安全だが、トンネルの中が一番心配だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

青函トンネル内でトラブルや事故が起きたときのために、青森局とも連携

し取材の役割分担を含めた詳細な計画を練っている。事前に訓練なども行い、

ぬかりのないようにしていく。 

 

○  諮問された「平成２８年度北海道地方向け地域放送番組編集計画（案）」につい

ては、各委員の意見の趣旨が番組編成に生かされることを前提に、原案を可とする

答申をしたい。 
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○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２２日(金)の北海道クローズアップ「あなたの思い出聞かせてください～患者

を笑顔にする診療所～」を見た。医療といえば、病気が完治することを目指すもの

だという先入観があったが、番組を見ていくと、認知症と向き合い“語る”ことに

は症状の進行を食い止める役割があると分かった。冒頭での説明がふに落ち、興味

深い番組構成だった。介護の問題では、悲しい事件の報道をよく耳にするが、この

ような番組や事例を知っていれば、事件も防げるのではないか。番組で、終末期を

“終生期”として最期までしっかり生きていくための取り組みを紹介したことや、

健康寿命と平均寿命の差などのデータは、自分自身や家族にとって、とても参考に

なるものだった。 

 

○  昨年１１月に放送されたＮＨＫスペシャル「シリーズ認知症」の地域版のようで、

興味深く見た。認知症を受け入れて肯定している点がよかった。１人の医師を通じ

て、認知症患者のかけがえのない人生の歴史や過去の思い出が丁寧に掘り起こされ

ていて、すばらしい構成だった。ただ、ＶＴＲの完成度が高かっただけに、スタジ

オ部分との差が目立った。スタジオでは、ＶＴＲを見ていれば分かることを繰り返

すのではなく、専門家の視点での補足など、新しい情報を加えてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

スタジオでは、ＶＴＲで紹介したような個人の思い出を記した立派な冊子

がなくても、例えば写真を一緒に見ながら話をするだけでも十分会話が広が

るというような具体的な補足をする予定だったが、生放送の中で時間が取れ

なかった。繰り返し聞かされる昔の話を煙たがる家族は多いが、嫌がらずに

きちんと聞いてみると、おじいさんやおばあさんの大事な体験や忘れられな

い思い出のエピソードがあったりする。本人もそれを語ることでいろんなス

トレスが緩和され、表情や気持ちが落ち着いたりする。認知症自体が改善さ

れるわけではないが、語ることは生きがいにもつながるので、このような手

法が広まるといいと思っている。 
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○  １月２７日(水)の「おはよう北海道」で室蘭の納豆店の話題が取り上げられていた。

「おはよう北海道」では、名産品のヤヤン昆布を使った新商品の紹介だったが、同

じ頃民放でもこの納豆店がＳＮＳをきっかけに経営の危機から脱したというニュー

スが放送されていた。取り上げ方は異なるが、地元では反響が大きく、スーパーの

棚から商品がなくなっていたほどだ。こうしてテレビで紹介してもらうことは地元

の企業の励みになる。 

 

（ＮＨＫ側） 

「おはよう北海道」での中継は、２週間ほど前から予定していたので、偶

然時期が重なったのだと思う。地域経済は厳しい状況が続いているので、こ

れからも地元の企業を応援できればと思っている。 

 

○  １月２９日(金)のドキュメント７２時間「札幌 聖夜のバスターミナル」の再放送

を見た。クリスマスということでロマンチックな話だと思って見ていたが、意外と

哀愁漂う人がたくさん出てきて、北海道のありのままの姿がよく映し出されていた。

本当は地元に帰りたくても仕事がないために札幌で働いている人の姿などから、北

海道の課題も見えてきた。淡々としていたがすごくよい番組だった。 

 

○  １月２９日(金)の北海道クローズアップ「新幹線開業まで２か月 海底トンネルの

安全性は？ ～英仏からの教訓～」は、救援列車が出せなかった理由などが分かり

にくく、今後の対応について、いくつか疑問が残った。とはいえ、海外の事例まで

取材したことはすごいと思うし、興味深い番組だった。 

 

○  ユーロスターとの比較が分かりやすく、今後の対応についても方向性が示されて

いたと思う。事件についても、図が効果的に使われていてよく理解できた。青函ト

ンネルが実際どのくらい長いのかよく分からなかったが、関門海峡や英仏海峡との

比較が参考になった。スタジオでは、専門家が事故の発生率の低さについて言及し

ていたが、何度も繰り返すので、少し耳障りだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

昨年４月に青函トンネル内で起きた事故では、基準よりも温度が低かった

ためセンサーでは火災を感知できず、車掌の判断で乗客を避難させることに

なった。乗客が線路上を避難している状況では、安全確保のため、救援列車

を送り出すことができなかった。また、乗客の避難を優先させたために、消

防や本部への連絡に遅れが出てしまった。新幹線では、この連絡システムが

デジタル化されることになる。専門家の方は、新幹線は車体が新しく、燃え
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にくい素材を使用するなど、かなり対策がとられているため、新幹線の車体

から出火する可能性は極めて低いということを話していた。ところが、青函

トンネル自体は古いので、配線トラブルなど何らかの原因で出火する可能性

はある。今後はそのような事故が起きたら、走行中の新幹線をやりくりして

救援に向かわせることになる。時間は短縮されるが、訓練でも停電トラブル

が起きるなど課題は残っている。今回の番組で伝えられなかった部分も含め

て、重要な問題として引き続き取り上げていきたい。 

 

○  北海道新幹線をテーマにした番組を、毎回視点を変えてこれだけ放送しているこ

とに、ＮＨＫの熱意を感じる。全部見ようという気持ちにさせられる。今回の番組

は、映像も飽きさせないよう工夫されていたし、インタビュー映像やスタジオゲス

トの専門家の説明も分かりやすく、すばらしかった。過去の事例から、現在の課題

がはっきりと見えてきたと思う。 

 

○  イギリスまで取材に行き、英仏海峡トンネルと比較するという着眼点はとてもよ

かった。取材した成果は情報として分かりやすく伝えられていたが、それらを整理

した上で、得られる教訓や、これを学ぶべきという具体的な説明をはっきり伝える

ともっとよかったのではないか。番組の最後に簡単なポイントをまとめておけば、

もっと明確に伝わったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道新幹線については、開業日に向けて今後も手厚く放送していく。ま

た、開業後もさまざまな番組を放送する予定だ。多様な角度からできる限り

掘り下げていこうと思っているので、お付き合いいただきたい。 

英仏海峡トンネルは、ヨーロッパの大国をつないでいるため、多額の資金

が投じられている。一方、北海道新幹線は開業までにできることが限られて

いることもあり、トラブルが発生したときには、乗客が求めている情報につ

いて、確定前のものでも分かっている範囲で伝えることが重要だ。そのこと

を教訓として伝えたが、ご指摘のとおり、もう少し分かりやすい形で伝えら

れればよかったと思う。今後の検討課題としたい。 

 

○  １月２９日(金)の北海道中ひざくりげ＆穴場ハンター「今夜は東川町エリア」は、

大雪山の自然の景観や、水のこと、木の看板のこと、古くからある有名な豆腐店や

町の若い家族の暮らしぶりなど、紹介の仕方や番組の構成が非常によかったと思う。

知っている町並みや顔ぶれが紹介されると、うれしさや誇らしさを感じる一方で、

よく知られている情報が多く、穴場ハンターで紹介されることには違和感があった。
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若い世代や外国人も増えてきているようだが、古い町にどう溶け込んでいるのかと

いう点にもう少し触れてほしかった。スタジオにいる観客はどのように選ばれてい

るのか。ＶＴＲに出演している人が客席にもいるが、どんな意味があるのか。人選

や人数はもう少し工夫できるのではないか。 

 

○  北海道中ひざくりげ「家具の町にぬくもりあふれ～東川町～」で紹介されていた

「君のいす」プロジェクトは新聞で読んで知っていたが、子どもが本当に自分のい

すとして使い込んでいる様子を映像として見ることができてよかった。穴場ハンタ

ー「今夜はとことん！上川・東川町」では、スタジオの反応がおとなしかったのが

残念だった。もう少し若い世代の人たちは見に来ないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

スタジオの観客については、市役所や町役場を通じて声をかけてもらって

いる。そのことは今回から番組の中でも伝えるようにしている。今後は幅広

い年齢層の方に見に来てもらえるよう工夫したい。 

 

○  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～」は、友人に母親世代が多いこともあって、ＳＮＳ上で大変話題

になっていた。私も見ようと思ってシェアしたところ、反響も大きかった。３０代

～４０代の母親がこれだけ高い関心を寄せる番組は珍しいと思う。感情論ではなく

科学的に迫ったことで、夫に見せても自分たちの大変さを理解してもらえる構成に

なっていたことが、関心を集めた理由の一つだったのではないか。高齢者支援に税

金が多く使われている現状の中で、子育てが緊急事態だということを、多くの男性

や子育て世代以外の人に理解してもらえるよう、このような番組をこれからも放送

してほしいと強く思う。また、子どもの貧困というのも全国的に大きなテーマの一

つとなっている。優秀な子どもを伸ばしていく一方で、そうではない子どもたちを

いかにすくい上げていくかということについて、ぜひ北海道からも発信してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

貴重なご提言を頂いた。今後に生かしたいと思う。 

 

○  ２月６日(土)の「おはよう北海道土曜プラス」の特集で、紋別市の潮見中学校の先

生が、毎日格言を紙に書いて貼ったり、はがきに書いて卒業した生徒へ送ったりし

ている話題が紹介されていた。はがきの送り先である余市町の生徒のところへも取

材に行き、別々に撮ったインタビューを淡々と交互に紹介する様子が、直接対談し

ているよりもさわやかで、好感を持った。 
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○  ２月１２日(金)のいくぞ～！北の出会い旅「新幹線開業間近！江差線沿線の魅力を

掘り起こす」は、今まであまり見たことがなかったが、改めて見てみるととてもお

もしろい番組だと感じた。ゲストのとにかく明るい安村さんのことは知らなかった

ので、高校生の前で裸になるのはどうかと感じたが、いつの間にか自然と笑いに引

き込まれていた。番組はあたたかい雰囲気でまとまっていて、以前からよく見てい

る「鶴甁の家族に乾杯」と同じような構成だが、より庶民的で自然な感じがした。

芸能人よりも地域で暮らす人たちに自然に目が向いて、記憶に残った。最後に吉幾

三さんが歌を作って歌うところもよかった。高市佳明アナウンサーも落ち着いてい

て、「穴場ハンター」より合っているように感じた。 

 

○  どのような番組かも知らず、初めて見たがとてもおもしろかった。とにかく明る

い安村さんは、「第６６回紅白歌合戦」にもゲストとして出演したが、前回配付され

た視聴者意向報告書の中にも下品だという意見があった。私は元々ファンなので、

今回の出演はうれしかった。裸というだけで拒否反応を起こしてしまう人もいるか

もしれないが、コメントはさわやかでおもしろかったと思う。 

 

○  番組の中で、裸になる芸を４回ほど披露していたが、少し多かったように思う。

芸は芸として、それ以外の魅力を引き出す工夫があってもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

とにかく明るい安村さんは、北海道出身の今大変人気のある芸能人で、若

い世代の知名度が高く、函館水産高校を訪れたときも非常に盛り上がった。

地元の番組だからと忙しいスケジュールを縫って出演していただいた。芸の

見せ方は、節度を保ち、番組が盛り上がるよう工夫して編集したつもりだ。

吉幾三さんはいつもアットホームな雰囲気を作ろうと陰で気を遣ってくだ

さっている。新年度もよい雰囲気を大切にして番組を制作していきたい。 

 

○  ２月１４日(日)の小さな旅「しばれの浜で～北海道 積丹町～」はしっとりした内

容で、家族で見られた。岩のりを摘む様子などは、腰が痛くなりそうだなと、思い

をはせながら見ることができた。 

 

○  ３月６日(日)に放送が予定されている「札響×ＮＨＫ 名曲と歌のシンフォニー 

１０代とつくるコンサート」のイベントに応募し、家族と一緒に観覧した。平原綾

香さんなどのゲストを迎えたとても楽しいコンサートだった。アナウンサーが合唱

に参加している学校の名前を間違えたため撮り直しをしたり、何度も拍手をさせら

れたり、せっかく盛り上がっているのに水を差される場面があったのは残念だ。 
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（ＮＨＫ側） 

学校名の間違いは申し訳ありませんでした。拍手の収録は、素材収録の一

環で必ず実施している。ステージと客席では音の方向が違うので、音声の調

整も必要となるため、何度か拍手をしていただき、慎重に収録した。確かに

回数が多かったと思うので、今後はできるだけ少なくするよう工夫したい。 

 

○  どの番組というわけではないが、ＮＨＫ北海道が制作する番組はいつもタイトル

とサブタイトルが付いている。両方あると印象が弱くなるので、インパクトのある

思い切ったタイトルを付けてほしい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 



 1

平成２８年１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２０日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「農業女子“はらぺ娘（こ）” ～北海道発地域ドラマ～」をはじめと

して、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

目黒 雄司 （北海道新聞社 論説委員） 

 

（主な発言） 

 

＜「農業女子“はらぺ娘（こ）” ～北海道発地域ドラマ～」 

(ＢＳプレミアム 12 月 16 日(水) 後 10:00～10:59)について＞ 

 

○  北海道農業のスケールの大きさや頑張る女性たちの姿が描かれていて興味深く見

た。親としては、農業を継いでほしい気持ちもある一方で、この先の農業をとりま

く情勢や個々の負債の状況を考えると、子どもたちに苦労させたくないという複雑

な心境を見てとることができた。北海道は本州と違い、土地に対する執着心が薄い

ために、自分の代で家業を終わらせてもよいという人が少なくないが、主人公の父

親・広瀬幸雄の「これでじいさんたちの苦労も報われたべ」というせりふを聞いて、

主人公・菜摘が後継者として育ってよかったと思った。大型トラクターを使った「ト

ラクターＢＡＭＢＡ」という競技のシーンは、北海道の農業がすべてあのようなト

ラクターで行われているという見られ方をされてしまうと感じた。婚活や食育など

いろいろな場面があったが、最後のトラクターレースに至る展開は無理があったよ

うに思う。また、バービーさん演じる森田唯の役は少し違和感があった。 

 

○  タイトルのデザインや、菜摘のスマートフォンのデコレーションなど、農業女子



 2

にふさわしく、目を引く工夫が凝らされていた。ナレーションや字幕スーパー、イ

ラストでの説明などさまざまな工夫が楽しくて、５９分が短く感じた。しかし、詰

め込みすぎでもったいないと感じる部分もあった。ドラマの設定ではあるが、実在

するモデルがいるということで、借金のある農家を継いだあとはどうするのか、ど

うなるのか、実際の農業女子の生活のことも知りたくなった。唯はキャラクターが

誇張されすぎていて、設定が大げさだと感じた。食育イベント後の唯の演説や、菜

摘が直売所用に書いた紹介文は心打たれる内容だった。見てよかったと思える番組

だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

地域発ドラマは、地域の特色を全国に伝えようと各放送局が制作している。

今回は、大樹町出身の担当ディレクターの希望もあり、農業をテーマにする

ことにした。農業は、苦しいこともあればやりがいを感じることもあり、で

きるだけリアリティーのあるエピソードを集めながら描くことにした。しか

し、事実だけを並べると疲れてしまうので、唯のような役どころが演出とし

て必要だと思った。それぞれの細かいエピソードは、実在する“はらぺ娘”

のみなさんへの取材に基づいたもの。リアリティーもあるのだが、リラック

スさせようと意図した部分がうまくいかなかったことは反省したい。「トラ

クターＢＡＭＢＡ」については、実在の農業女子が挑戦しているわけではな

いが、地域のみなさんが誇りを持ち、楽しんで取り組んでいるイベントなの

で、その生き生きとした様子を取り入れたいという気持ちがあった。単発の

ドラマなので続きはないが、次にドラマを作る機会があれば、ご指摘いただ

いた点も踏まえて挑戦したいと思う。 

 

○  農業を志している若い女性も多いと思うので、北海道で農業に取り組む女性の生

き生きとした姿を伝えるという点では好感が持てた。実在のモデルとなる“はらぺ

娘”への取材を積み重ねてシナリオを練り上げた点についても敬意を表したい。ド

ラマのシナリオは難しいものだが、女性を主人公にするならば、周辺の男性をもっ

と丁寧に描くべきだったのではないか。父親の思いや苦労の描き方はもう少し工夫

があってもよかったと思うし、幼なじみの亮平と菜摘、研修にきた西山と菜摘の関

係性は、それぞれどうなったのか分からず物足りなさを感じた。また、ドラマとは

いえ、ある程度の真実性は必要で、トラクターレースの結果で結婚を決めようとす

る由佳や、対決相手の亮平に一目惚れして出場をやめる唯には違和感があった。一

つ一つのエピソードはとてもおもしろいが、それぞれに結末がなく、中途半端なま

まストーリーが展開していって、戸惑ってしまった。その辺に工夫があれば、ラス

トシーンの感動がもっと大きくなったと思う。 
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○  今まで放送した関連番組を見た上でドラマを見たので、実在の“はらぺ娘”の深

い部分が描けていないと感じたが、そうした前提を取り払って見れば、納得できる

構成だったと思う。北海道の広大さや分散している都市を、地図を活用して表現し

たり、豊かな大地がどう作られたのかという史実にも触れられていたり、そのよう

な北海道の特性を全国に発信しているところにＮＨＫらしさを感じた。私自身２人

の娘の父親なので、父親の幸雄には感情移入できるところが多かった。女で残念だ

と思ったことは一度もなく、むしろかわいい娘だから継がせたくないという親心は

とてもよく分かる。また、西山の「自分が生まれ育った故郷で、自分のやりたいこ

とができたら、そんないいことはないですよね」というせりふは、人口減少の時代

に、自分の将来に迷いを感じている人も、やるだけやってみようと前向きな気持ち

になれる言葉だったのではないか。また、最後に菜摘が書いた文章には感動した。

農業だけでなくどんな仕事にも通じる大切なものだと思う。 

 

○  全体的に楽しく見られた。前半はスピード感があったり、じっくり見せる部分が

あったり、メリハリがあってよかったが、後半はトントン拍子に展開するばかりで

ついていけなかった。事前の宣伝で、婚活パーティーがドラマの展開に大きな意味

を持つと思っていたので、あっさりと終わって驚いた。農業の現状や課題、実際の

地名や北海道の広さなどの情報が、農業に詳しくない人や道外に住んでいる人が見

てもすんなり入ってくるような形で盛り込まれていて、とてもよかった。その中の

一つでも興味を持ってもらえたらよいと思う。時々入る写真は誰が撮っているのか。

とてもよい写真ばかりで、効果的な演出だった。菜摘が書いた文章はとてもよい内

容だったが、父親が年頃の娘の部屋に勝手に入って読んでしまうという点には違和

感があった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドラマの中で使用した写真は、私たちが撮ったものではなく、ロケ地にな

った農園の“はらぺ娘”の方が撮りためていたものだ。農業女子の人が自分

の目線で野菜や大地の姿を捉えたものなので、より主人公の感情が描けると

思い、お借りすることにした。菜摘の文章も、同じ人が書いた文章だ。農業

女子のみなさんにとって農業とは何かということが、このドラマの一番のテ

ーマになると思い、取材する中で出会ったあの文章をラストシーンで使うこ

とを決めた。自分たちがどんな思いで農業に向き合い、野菜を作っているの

かが表れたいい文章だと思う。また、今回は北海道の農業というものを表現

することを重視した。北海道の農業は片手間にはできず、朝から晩まで働く

ことになる過酷な仕事で、だからこそ継ぐ、継がないの問題が出てくる。さ

らに、道内各地の距離感を示すために、ドラマには普通は出さない地図を出
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したり、専門用語はテロップで説明を入れたり、工夫した。実在するモデル

がいることを最初に伝えたのも同じ理由で、人間模様よりも北海道の農業の

状況を伝えることを重視した。そのため、エピソードの結末をカットせざる

を得ない部分が出てきてしまった。次の機会があれば、そうしたところも含

めて設計してみたい。 

 

○  菜摘が使っているスマートフォンのケースの柄、自宅の板張りの感じや古い照明

器具がとてもリアリティーがあった。実在のモデルがいたということで、難しい面

もあったと思うが、ドラマとして成立していないと感じた。使いたいエピソードが

先にあって、それを寄せ集めただけで、ストーリーが何もない印象だった。婚活パ

ーティーや食育イベント、トラクターＢＡＭＢＡなど、たくさんあるエピソードを

生かしきれず、主人公の心情や内面が全く見えてこなかった。特にトラクターＢＡ

ＭＢＡは、なぜそれで勝負しないといけないのか、なぜそれに人生の選択を賭ける

のか、ストーリーとして無理があり、突拍子もないことの連続だった。トラクター

で勝負したら、本気で農業を頑張っている女子がいることが伝わるのだろうか。 “は

らぺ娘”を描くなら、一番伝えなければいけないのは、どうして農業を継ぎたいか

という彼女たちの気持ちだと思う。菜摘が書いた文章でそれを伝えるというのは、

ドラマとして安直すぎる方法だと思った。父親がそれを読んで娘の気持ちを理解す

るという流れもご都合主義という感じがした。親のやっている農業を苦労してでも

継ぎたい理由は、説明ではなくドラマ全体を通じてにじみ出てくるものでなければ

成立しないと思う。北海道の農業女子たちのプロモーションビデオとして見れば違

うかもしれないが、ドラマとしては核の部分がなかったので、視聴者の共感は得ら

れなかったのではないか。 

 

○  通常のドラマとは違う新しいアイデアで、写真を使ったり、農業に関する情報を

説明したり、北海道の農業を道外に住む視聴者に理解してもらうためにとても工夫

された試みだと感じた。ただ、ドラマで重要なのはやはりストーリーなので、リズ

ムが崩れる感じもあった。地域発ドラマの“地域発”ということの位置づけに問題

があったように思う。その地域に関する情報を全国に発信するということに比重を

置きすぎると、これはドラマなのか、情報番組なのか、旅番組なのか、という混乱

が生じかねないと思う。ドラマと銘打つ以上は、ストーリーのおもしろさで見せる

のが本来の柱であって、それでいて地域性を取り入れた番組にする必要があるので

はないか。“地域発”をどう位置づけるのか、おそらく今回も議論されたことだとは

思うが、今後も検討課題になっていくのではないか。 
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（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  婚活パーティーで、非農家男子が全て却下となり、ドラマの中でも農家対農家の

男女しか取り上げられていなかった。最近は、非農家男性が婿入りし、新しいこと

を積極的に取り入れて成功している例も増えている。ドラマを見ていて、そのよう

な新しい農業のスタイルがイメージできなかったのが非常に残念だ。由佳がどちら

かを諦める、という選択肢には非常に不満だ。彼が北海道に来るという選択肢がな

い時点で、従来の感覚から抜け出していないと感じた。「お互いの農場をよく知ろ

う」という結論ではスッキリしない。経営者を目指すという設定なので、直売所の

取り組みやＳＮＳでの発信の効果について、もう少し取り上げてほしかった。気に

なる点はあったが、志を持って農業に取り組む北海道の女性を全国に紹介する機会

として、この番組の意義はとても大きかった。今後も、継続的に彼女たちの取り組

みを追ってほしい。 

 

○  美しい農村風景や作物の映像がさわやかだった。バービーさん演じる唯が随所で

笑わせてくれた。ただ、メイキング映像を交えた先日のドキュメンタリーと比べる

と迫力に欠け、画面から目が離せないといった見ごたえにならなかった。ドラマな

らではのメリハリある展開がほしかった。菜摘が後継者として認められていくスト

ーリーはよく分かったが、由佳が本州の元彼氏とどうするかというところを、トラ

クターレースの勝敗と結びつけようとする部分は納得がいかなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

取材した中で出会ったエピソードを紡いできたが、そこにストーリーがな

いというご指摘をいただいたので、次の機会に工夫したい。“地域発”をど

う捉えるかはさまざまな考え方があると思う。以前、函館を舞台に制作した

「神様の赤ん坊」というドラマは、まさにストーリーを重視して制作したも

のだ。函館は単なる舞台で、函館だから生まれるストーリーではなく、その

場所に主人公がいたことで展開するものだった。今回は、北海道ならではの

ものにしようという思いがあった。北海道らしいエピソードを取り入れて、

後でストーリーを持たせたつもりだったが、うまくいかない部分もあったか

もしれない。今回は、あえて“ここの土地のもの”をテーマに、北海道の農

業を伝えるために地図や説明を入れる演出をした。そういうチャレンジだっ

たとご理解いただき、頂いたご意見は今後の地域発ドラマの参考にしたい。 
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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！」

（総合 後 7:15～8:55、9:00～11:45）は今年もしっかり見た。後半はきちっと歌を

聴かせてくれたので一生懸命見たが、毎年前半は歌手の周りに踊り手がたくさん出

てくる。そこまではいいが、たまにその中にお笑い芸人が混じっていて、一瞬映っ

たりする。これは歌手に失礼ではないかと思う。踊りの上手な人が歌を引き立てて

くれればいいのであって、お笑い芸人は場面転換のときなど別のところで出てきて

ほしい。それでも、さすが「紅白歌合戦」。最後の方はじっくり聴かせる感じがあっ

た。 

 

○  １月７日(木)の「ほっとニュース北海道」の「前進！2016」というシリーズ企画

で、北島三郎さんのインタビューが取り上げられていたが、前日までの内容と比較

すると、一連のシリーズの中で紹介するのは違和感があった。北海道新幹線に関す

る北島三郎さんへのインタビューということで、一般のニュースの一部として放送

したほうがよかったのではないか。 

 同じく１月８日(金)の「前進！2016」では、「新幹線にアイデア駅弁を」という話

題で、函館のうに弁当が紹介されていた。以前にも意見したが、こういう内容の場

合は、値段というのはやはり必要な情報なので、伝えるようにしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

北島三郎さんのインタビューは、もとは「ニュースウオッチ９」という番

組が取材したものだった。確かにほかのリポートと趣旨が違うところもあっ

たので、紹介のしかたは考える必要があった。 

駅弁の話題は、北海道新幹線の開業をきっかけに新しい弁当を開発する社

長の意気込みを伝えることがねらいだった。リポートとしてはあのような形

で成立していたと思うが、視聴者からすると、あの魅力的なうにがいくらで

食べられるのかという関心は当然あるだろう。不親切な部分があった。頂い

たご意見を今後の参考にしたい。 

 

○  １月８日(金)の北海道クローズアップ「町を刻む絵地図〜北見の４０年を見つめて

〜」を見た。８４歳という高齢にも関わらず、４０年にわたって地域に密着し、１

８冊もの地図を作り上げた佐藤元治郎さんに敬意を表したい。自分の足で町を確か

めながら、変化する町の地図を作り上げるということは大変なことだと感じた。佐

藤さんの表情から、新しいものを加えるときの嬉しさや、なくなったものを消すと

きの一抹の寂しさが感じられた。佐藤さんは高齢であることから、今後はこの地図
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は誰が継いでくれるのか心配になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

高度経済成長期にはデパートやテーマパークなどが次々と建設され、描き

加えるのが追いつかないほどだったそうだが、最近では、駅前商店街の店舗

も減り、飲食店のビルも空きが増えてきた様子を寂しそうに描いていた。そ

の一方で、郊外に新しい住宅が増えていくと、一軒一軒名前を確認しながら

訪ねて歩いていて、とても情熱を持っていた。今のところ後継者がいない状

況で、佐藤さんは「あと何冊作れるか分からないからこそ毎年出すのだ」と

話していた。放送を見て、お手伝いしようという人が現れたらと思っている。 

 

○  インタビューの「地図っていうよりも絵本と混ざった感じで…」というのは、い

いコメントだと思った。大手企業が出版する地図などと比べると、ビジネスという

よりは、伊能忠敬を師とする佐藤さんの血の通った思いや理念があり、４０年の歩

みを感じた。中高年の女性が、地図に残る喫茶店を指差しながら思い出話に花を咲

かせるシーンも含めて、地域に根づいた文化的なものだということが分かった。し

かし、それを単なる絵本的なものとして扱うのではなく、タクシーの運転手が業務

に使っていることを紹介した点がよかった。また、郷土愛を育むツールとして、学

校教育の場面でも佐藤さんの絵地図が使われていて、あのような恵まれた教材が地

域にあることはすばらしいと感じた。佐藤さんは調査から製本まで全て一人で行っ

ているということだが、その苦労があまり伝わってこなかった。新しい住宅地につ

いて、にこやかに話をされていたが、最近は載せないでほしいという話もあるので

はないか。また、北見市の合併について触れていたが、あの地図では合併前の瑞野

町、常呂町、留辺蘂町はそれぞれどう扱われているのかという点も気になった。「町

を刻む」というタイトルや、町が変わっていく姿を“生きている”とした表現、優

しいＢＧＭなどが、番組をとてもよい雰囲気にしていて、北見の町に親近感を覚え

た。 

 

○  ぜひ北見に行って、あの地図を買って北見の町を歩きたいと思わせるくらいすご

いと思った。番組の終わりに製本の様子が映っていたが、あそこまで一人で作って

いるのかとかなり驚いた。使う道具などからも、４０年の歴史が感じられた。番組

の中では伝えないほうがよかったと思うが、どのくらい生産されていて、いくらで

売っていて、どこで買えるのか気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

絵地図は、合併時に４年がかりで「合併記念号」を出版して以来、北海道
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で一番広い市となった北見市の全域をカバーしている。ご指摘のとおり、最

近はインターホンを鳴らしても応えてくれない人や、共働きで不在にしてい

るためなかなか確認を取れない住民も増えていて、苦労されているようだ。

値段は、大手企業の地図と比べても高いものではない。部数は４０年間での

べ１万冊を作られたそうで、番組で紹介したとおり、町を調査して、イラス

トを描いて、印刷して、製本して、さらに納品するところまで全て一人でや

っているので、１週間に５冊ほどしか作れないということだ。北見市の書店

や図書館など決まった納入先があり、まずはそこに納めているようだが、直

接注文することもできる。佐藤さんは、寂しがりながらも、消えていくもの

があれば、またそこに新しいものが生まれる余地があると前向きに捉えて、

北見という町を慈しみながら絵地図を作られている。取材したタクシーの営

業所では、運転手全員があの絵地図を持っているが、年に数十冊しか作れな

いので、毎年新しいものは手に入らず、自分で描き加えながらボロボロにな

るまで使っているということだった。 

 

○  タイトルの文字がとてもすてきで、番組に合っていた。絵地図を通して、まちづ

くりや商店街の取り組みが紹介されていて、構成のバランスやさりげない見せ方が

見事だった。地図に加えられていくものがあり、そして消されていくものがあると

いう部分に心ひかれた。北見の町だけでなく、世界とか人間の営みといったもっと

大きなものを象徴しているように感じられた。余計な説明などがなく、シンプルで

美しい番組だった。ＢＧＭもよかったが、ナレーションとかぶるところは少し控え

めにしてほしかった。 

 

○  非常にユニークな活動で、仕事の域を超えていると思った。今後も末永く、歴史

の記録として残り、将来は地元の貴重な文化財という位置づけになっていくと思う

ので、改めて大変な偉業だと感じた。佐藤さんがご健在のうちに、あのような形で

番組としてまとめたことにも意義を感じた。 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  新聞記者時代に取材したこともあり、全国に北見が誇る地図だと思っていたので、

取り上げられてうれしい。にぎやかだった時代の商店街の映像を感慨深く見た。他

の住宅地図に押されなかったのかという疑問が残った。佐藤さんの人生との関係も

伝えてほしかった。 
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○  １月８日(金)の北海道スペシャル「小さな賢者たち 天空のお花畑 大雪山」につ

いて、冒頭のラジオ体操に合わせた花の動きは、とてもいいアイデアだと思った。

植物、昆虫、動物のそれぞれの立場で、厳しい環境の中でどう子孫を残してきたの

か、いろいろな知恵を働かせて今日に至ったことが感じられた。このような番組で

なければ見られないような、生命力を感じる興味深い映像だった。 

 

○  ラジオ体操の音楽に合わせて花が動くシーンは、最初はいいアイデアだと思った

が、実際にラジオ体操のような動きをする花は２つくらいだったのが残念だった。

時間をかけて撮影された花の特徴や虫の映像はすばらしい内容だった。撮影はかな

り苦労したのではないか。イラストを使った説明や専門家の話も分かりやすかった。

音楽だけ少し違和感があった。 

 

○  映像がとても見事だった。ラジオ体操の演出にはひっかかりを覚えたが、楽しく

て美しい映像だった。ナレーションの対比も効果的だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ラジオ体操のアイデアについては、試写の段階から議論があったが、ディ

レクターのこだわりを尊重する形で、ひとつの世界観を作り上げた。今回撮

影した４Ｋ映像を活用して別の番組を制作するので、頂いたご意見も参考に

したい。撮影は、最近種類が増えている小型カメラを取り入れたり、画角が

広く解像度の高い４Ｋカメラで撮影して、虫が映った部分だけを切り取って

使用したりと工夫して行った。 

 

○  １月１５日(金)の「Ｉ Ｌｏｖｅ ＪＩＭＯＴＯ北海道 地元で“こだわってます”

スペシャル」(総合後 7:32～8:45)は、室蘭の工場夜景のリポートがとてもよかった。

地元をよく知っているが、よくできたリポートが多かったと思う。北海道らしく、

おもしろい番組だったので、今後も期待したい。 

 

○  このような地元発の番組には好感が持てる。ゲストがボタンを押すと、ハートの

形をした電飾が明るくなっていく装置も、安っぽさがいい感じにローカル感を演出

していた。道内のリポーターのみなさんも、ふだんニュースを読んでいるときとは

違う表情で、明るく、素のよさが出ていてよかった。こだわりがテーマということ

だったが、こだわりというよりは、地域の人でも知らないようなネタを掘り出して

いたように思う。その反面、北海道新幹線の話題では、これまでと同じ映像を使っ

て同じ人を紹介していた。他にも頑張っている人がいるので、違う角度からも取り

上げてほしい。今後も地域の話題を扱う番組に期待したい。 
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○  昨年と比較すると、さっぱりした印象だった。内輪で盛り上がっているように感

じた。リポート映像は、それぞれ地域の特徴が出ていて引き込まれるが、ただそれ

を見せられているようで、工夫が感じられなかった。例えば、“その後”を取材する

とか、人物にもっと迫るとか、工夫がほしかった。また、スタジオの内容も、感動

できるわけでもなく、笑えるわけでもなく、どのように見たらいいのか困るところ

があった。このようなスペシャル番組は、いつもゲストが３人いて、何か紹介して、

順番にコメントを求めるという演出ばかりなので、もっと工夫できるところがある

のではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

昨年に引き続き、２回目の放送だった。道内のリポーターが、地域の人と

ふれ合い、自分の足で取材してつかんだ情報で、「おはよう北海道 土曜プ

ラス」の中で放送したものを選りすぐりで紹介した。リポーターは道外出身

者も多いが、新鮮な目で地域を見つめ、まだ知られていないおもしろい情報

をつかんでくるので、貴重な戦力になっている。一度紹介したものを再度放

送する際には、一手間二手間加えるべきだったと思う。ご指摘はきちんと受

け止めて、次回に生かしたい。スタジオの演出についても、ほかの番組から

よいところを学び、ＮＨＫらしさを残しながらよいものをつくっていきたい。 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  「食」はわりとありがちなテーマだが、電飾の浴衣と、「移住しちゃいました」は

すごいと思った。ハートの装置は、ほかの番組をまねしているようだし、満タンに

なることが前提なので、いらなかったのではないか。マンボウやキジのハンバーガ

ーを食べたときのゲストの反応があっさりしていて、どんな歯ごたえでどんな味な

のか分からなかった。 

 

 

○  １月１９日(火)から２０日(水)にかけての大雪に関する報道で、同じ場所からの中

継が何度かあったが、安全に注意しながら取材をしてほしい。 

 

○  １月１９日(火)に、「あさイチ」をお休みにして、暴風雪や大雪関連のニュースを

伝えたことは、適切で迅速な対応だったと思う。今回は大きな被害がなかったと思

うが、何が起きるか分からないので、情報を細かく伝えていくことがＮＨＫの大き

な役割として求められていると思う。今後もこのような対応をお願いしたい。 
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（ＮＨＫ側） 

今後も暴風雪や大雪への対応を続けていく。スタッフの健康管理や安全対

策に万全を期して報道していきたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、札幌グランドホテルにおい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

まず、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ勧告について報告があった。続いて、北海

道 戦後７０年 第七回「北の大地に挑む～“農業王国”への道～」をはじめとして、

放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

柳谷 君予 （NPO 法人ﾜｰｸﾌｪｱ ｵﾎｰﾂｸ若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ総括ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道 戦後７０年 第七回「北の大地に挑む～“農業王国”への道～」 

(総合 11 月 20 日(金) 後 7:30～8:43)について＞ 

 

○  豊富な映像と証言でそれぞれの時代を伝えていて、とても分かりやすい番組だっ

た。その時々の政策に振り回されて、大変な苦労をされた農家や酪農家の話は見て

いて胸が痛くなった。昔の道産米はおいしくなくて食べなかったことなど、いろい

ろなことが思い出された。番組後半で紹介された、じゃがいもの生産から加工まで

を手がける士幌町農協や、長いもの輸出で成功した帯広市川西農協の取り組みなど

に希望を感じる反面、毎年 200 戸の酪農家が離農していることなど農業従事者の減

少状況を知ると、成功しているのは一部にすぎないのではないかと、北海道農業の

先行きに不安を感じた。 
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○  資料映像の豊富さはさすがＮＨＫだと感じた。戦後７０年ということで暗い映像

から始まるかと思ったが、満州などから引き揚げてきて、北海道へ向かう人たちの

期待に満ちた笑顔から始まった。その表情から、夢をかなえるために北海道に向か

うのだという気概を感じることができる一方で、誰の見送りもなく上野を出発する

人たちもいたという現実も示されていて、過去の映像によって多面的に当時の状況

をかいま見ることができた。また、スタジオでは、戦後北海道の農業を３つの時代

に区切って年表形式で紹介していたので、番組の流れが分かりやすく伝わってきた。

農業は基本法の制定に始まり、さまざまな助成や補助を受けてきた業種だと思う。

すべての農家イコール農業経営者としてしまったところに国策の誤りがあったので

はないか。成功事例を見ると、トップリーダーのもと、みんなが同じことをしてい

るケースが多い。一つ一つの農家がすべての能力を備えているわけではない。番組

は「挑戦は続く…」というような締めくくりだったが、７０年の歴史を検証したそ

の上で、農業の法人化など強い農業に向けたアドバイスや問題提起をして終わって

もよかったのではないか。 

 

○  構成がよく整理されていたので、最初から最後まで集中して見ることができた。

７３分間の長い番組だったが、あっという間に感じた。導入部分で年表を使って全

体の流れを示した上で、３つの時代に分けて展開していったことや、稲作・畑作・

酪農について、それぞれ特徴のある地域に絞って時代背景などを示していく構成は

非常に分かりやすかった。その時々に話題となった減反、転作、生産調整、自由化、

ＴＰＰなどが頭の中で一つにつながった。地元のケーブルテレビに出演して上川や

十勝の生産者のこだわりの作物を紹介しているが、ここ３年間で３０代、４０代の

生産者が増えてきている。今のままではだめだという高い意識を持って頑張ってい

る彼らと、番組に登場した加工や６次産業化に積極的に関わろうとする若い世代が

つながり、ふに落ちた。これからの農業にどう立ち向かうかということについても、

農業の規模や作物の種類の違い、地域性などをふまえながら、今後の番組で紹介し

てほしい。また、農業を守るには、生産者の努力だけではなく、消費者の意識改革

も必要だと思う。消費者がいかに関心を持ち、理解し、地場の食材に愛着を持てる

かが大きな課題となる。大学の授業に農業体験を取り入れているが、それに加えて、

番組で紹介されていたような時代背景や課題も若い世代にしっかり伝えなければい

けないと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道は全国の中でも農業が盛んで、７０年の間にさまざまなことが起き

ているため、どの作物に絞るか、どの時代に特化するかについてはずいぶん

議論した。制作は道内局全体で協力して行った。法人化や共同型の経営につ
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いては、北海道は本州に比べると比較的大規模化が進んでいる。後継者も少

ないとはいえ頑張っている人が多く、取材した人たちも、ＴＰＰの大筋合意

を受けて先の見通しが立たない中でも、祖父の代がそうしてきたように「何

が起きても立ち向かっていく」という強い思いを持っていた。そのような思

いは今回伝えることができたと思うが、もう少し具体的な提言については、

他の番組で伝えていきたいと思う。また、北海道としてこれからの時代の農

業にどう立ち向かっていくのかということも、ニュースや報道番組で伝えて

いきたい。 

 

○  函館のコミュニティＦＭに番組を持っていて、七飯町の農家の青年が月に１回出

演している。今どきの若者という雰囲気で、そういうイメージにも慣れていたが、

彼らの祖父の世代は大変苦労していたことを改めて考えさせられた。大きな木の根

を掘り起こすような開拓は、明治の頃に済んだと勝手に思い込んでいたが、そうで

はなかったことも分かった。また、減反や牛乳の生産調整、「パイロットファーム」

などはうっすらと記憶にあったが、詳しいことは全然分からずにいたので、改めて

勉強になった。農業を多角的に捉えた豊富な記録映像や、多くの人の声を取材して

いたこともすごいと思った。今回の番組のインタビューでも、高齢の方がネクタイ

をきちんと締めてカメラの前で語ろうとする姿が見られ、パイオニアとしての気概

を感じることができた。農家の苦労というと、最近では水害や台風をイメージする

ことが多いが、その時々の政策に翻弄されてきた様子も分かった。今後は、その部

分を検証しながら、ほかの産業との比較や、東京との対比など、差を照らし出すよ

うな番組を見てみたい。 

 

○  ３つの時代に分けて解説したことはとても分かりやすかった。番組の最後のほう

で、パイロットファームの第３世代の人が「じいちゃんが俺らの年の頃と今とじゃ

大分違うから」「俺らが年をとっていってもいろいろ変わっていくだろうから」と話

していた。第４世代の頃、戦後 100 年のときにはどんな時代になっているのだろう

と大変考えさせられた。あのコメントはとても効果的だと思う。自殺に追い込まれ

た農家の話などは胸が痛くなり、前回取り上げたエネルギー同様、国策に翻弄され

る北海道の実態をかいま見た。また、十勝については、土地が豊かで開拓者魂に支

えられた元気な農業というイメージがあったが、暗い雰囲気の映像から始まったの

で驚いた。稲作には不向きだったため畑作が盛んになったということだが、ハンデ

があることが逆によかったのか、畑作が定着した理由について解説があるとすっき

りしたと思う。 
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○  とても見応えのあるすばらしい番組だった。「増産の時代」「生産過剰の時代」

「競争激化の時代」と分けて、苦難の連続だった北海道農業の歴史がよく描かれて

いた。一口に農業といっても、米作、畑作、花き、酪農と幅広いが、士別は米作、

別海は酪農、十勝は畑作とエリアで業態を絞って展開した結果、その土地の歴史が

よく理解できて、大変分かりやすい番組構成になっていた。番組に登場した酪農家

の話は、過去と現在の映像の対比でとてもリアリティがあり、胸の詰まる思いがし

た。いつの時代も大きな困難に直面する北海道農業だが、士幌町農協や帯広市川西

農協の取り組みや、子や孫の世代の後継者たちのようすが最後にきちんと紹介され

ていて、暗くなりがちなテーマに明るい希望を見いだせたのは、とてもよかった。 

 「北海道 戦後７０年」は、北海道の現状をよく理解できるすばらしいシリーズ

だった。歴史をよく学ばせていただいた。今回が最終回とのことだが、今後も節目

にこういった特集を組んで、北海道の立ち位置やなぜ今こういう現状にあるのかと

いうことを検証する番組を作ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

十勝地方は、米作に適さなかったためにやむなく畑作を始めて、それが広

まっていった。一方、根釧パイロットファームは米作にも畑作にも適さず、

酪農をすることになった。米作に適したところは明治の開拓ですでにひらか

れていたが、適さなかったところが手つかずのまま残っていた。初めは大き

な木の根を手作業で取り除いていたが、その後世界銀行の融資もあり、ブル

ドーザーや火薬が使われ、大規模な酪農が始まった。そのような説明も加え

ようと思ったが、構成を絞り込む中で紹介できなくなってしまった。紹介し

た酪農家は、夢破れて離農した方だったが、「それでもやはりそれが根釧パ

イロットファームの歴史。どんなに情熱があっても、経営者としてうまくい

くわけではなく、そういう現実も分かってもらえれば」ということでインタ

ビューに応じてくださった。 

 

○  すばらしい内容だった。７３分間でよくこれだけ分かりやすくまとめてくれたと

思う。私も農業が専門分野なので歴史的なことは勉強しているが、改めて動画の力

を感じた。政治的な事柄や制度のことは勉強すれば分かるが、当時の人たちがどの

ような気持ちでどのように暮らしていたのか、イメージがしにくかったところも、

とてもよく伝わってきた。時代を３つに分け、作物も３つに絞ったことで、分かり

やすい構成になっていた。紹介されている地域や農家、また取り組みの事例なども、

いい選択だった。今後もこのようなすばらしい番組をぜひ作り続けてほしいと思う。 
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○  とても分かりやすくまとめられていた。古い貴重な映像も効果的に使われてい

て、構成もよく考えられていた。その反面、教科書を読んでいるような印象を受

けた。ほかの「北海道 戦後７０年」シリーズの番組に比べて、その時代を生き

た人々の営みや息づかい、体温の伝わり方が弱いように感じられた。個人的には

人がぐっと迫ってくるような番組が好きで、今回の番組は人物の浮かび上がり方

が弱く、苦しみや痛みがそこまで伝わってこなかったことが残念だ。たとえば、

北海道でここまでおいしいお米を作ることができるようになるまでの、農家の取

り組みや苦労というものにも迫ってほしかった。 

 

○  北海道農業における重要なトピックについて、情報がよく整理され構成されてい

て、歴史の流れが分かりやすく説明されていた。地域、生産物、当時者の組み合わ

せもバランスよく構成されていた。ただ、オムニバス形式の構成は、北海道農業の

多様性や７０年の歴史を振り返ろうとすると仕方のないことだと思うが、全体的な

視点に欠けていたと思う。当事者の証言は具体性もあり、生の声として伝わってく

るものがあるが、そこには北海道の農業を全体的にとらえる視点はない。第三者的

な立場から、北海道農業の７０年をどう捉えてどう評価するか、そしてそこにどん

な教訓があったのか、番組の中で言及してほしかった。それを未来に向けたメッセ

ージとして視聴者に伝えることができていれば、よりよい番組になったのではない

か。 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  自然条件の厳しさと、国策によって減反・減産と大きく揺れ動いた中で、今日の

「日本の食糧基地」「酪農王国」と言われる北海道農業の基礎を築いた先輩たちに感

謝するとともに、この先、我々を待ち受けているＴＰＰ問題、農業改革など多くの

苦難を乗り越えて行かなければならないと改めて思った。特に、番組の最後に去っ

て行った仲間の分まで未来を切り開くため頑張ってほしいと語った酪農家の言葉が

印象に残った。戦後７０年、農業の各分野での大変な苦労を感じる番組であった。 

 

（ＮＨＫ側） 

人物に迫れていなかったというご指摘をいただいた。登場人物が多かった

ので、それが原因かもしれない。デモで涙する米農家の女性や、「好きで借

金をしたんじゃない、増産せい、増産せいと言うから」と話す酪農家の男性

など、当時の映像に残る名もなき人の声も捨てがたく、時代の証言者として

紹介した。農業は北海道にとって大きなテーマなので、今後は個別の農業者

の取り組みに迫る番組なども制作したい。また、全体を捉えたコメントがあ
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るとよかったというご指摘をいただいた。今回は生放送のスタジオでキャス

ターが時代ごとに紹介していたが、当初は専門家を招いて総括することも考

えていた。ただ、短い時間で総括することがあまりに難しく、今回は７０年

間の歩みとこれからの可能性、意思を受け継いだ人がどう歩み出そうとして

いるかまでの紹介という形で制作した。ＴＰＰの大筋合意を受けて変化して

いく北海道の農業を今後も追い続け、全体を考えた上で未来について提言で

きるよう取り組んでいきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１３日(金)の北海道スペシャル「恋も農業（シゴト）もハングリー！～ド

ラマ『農業女子 はらぺ娘（こ）』のモデルたち～」を見た。タイトルもすごく凝っ

ていて、やわらかいデザインでいい入り方だった。きっと多くの人たちが今夜のド

ラマを見るのではないかと思う。 

番組の中で、農園で働く農業女子の「楽しく金もうけ、それだけです」というコ

メントが２回ほど使われていたが、意図が分からず、引っかかりを覚えた。 

農業女子たちが帯広農業高校を訪れた際、将来農家を継ごうとしている女子生徒

の不安や悩みに対して的確に答えている姿を見て、先駆者のアドバイスとして間違

いなく勇気を与える言葉になっているだろうと思った。“農業”をあえて“シゴト”

と読ませていたところにも共感を覚えた。新しいものを生み出す独創性や創造力、

いろいろな問題にぶつかったときにしっかり物事を解決していく力がビジネスには

必要で、農業だけが特別なのではなく、また、努力しているのであれば男性・女性

関係なく、経営者として小さな成功を積み重ねていけるのだろうと感じた。 

 

○  北海道スペシャルでは「はらぺ娘」の登場人物のモデルになった人たちだけでな

く、ほかの農業女子の人たちも分かりやすく取り上げられていて、好感を持てた。

ドラマが制作されると、このように特集番組もたくさん作られるので、ドラマを見

る人以外にも大きな効果があるのだということを実感した。今後、北海道の漁業や

林業、最近注目を集めている狩猟免許を取得した女性、いわゆる「狩りガール」な

ど、農業以外のテーマも取り上げてもらえると、よりすそ野が広がると思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

「楽しく金もうけ」のフレーズは、印象に残る言葉だからこそ、番組への

期待感を高めるために、冒頭部分でも使った。このシーンを選んだ理由は、

女性農業経営者ということを最もよく表現できるインタビューだったから

だ。もちろん農業に夢を抱いていて、消費者においしいものを届けたいと思
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っていると思うが、そこから一歩先を行く女性農業経営者であることを表現

するために、あのシーンを使った。 

 

○  １１月２９日(日)のさわやか自然百景「北海道 ニカンベツ川」を見た。さわや

か自然百景は意識してよく見ている。ニカンベツ川は名前も知らなかったが、捕獲

や放流をしていない川がまだあることを知った。船では通れないような細くて浅い

清流をさかのぼる映像はとても美しく、どんな風に撮るのか気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

映像は無人機（ドローン）を使って撮影している。以前は撮影できなかっ

たような高いところや水面すれすれでも撮影できるので、映像の可能性が広

がっている。一方で、安全性などが問題になっているが、ＮＨＫとしても、

紛失や事故などを起こさぬよう、万全の態勢で撮影に臨んでいる。 

 

○  １２月２日(水)のほっとニュース北海道の特集は興味深いものばかりだった。ま

ず、沖縄で見つかった北海道出身の兵士の印鑑を持ち主の遺族へ届けるという話題

で、この日は沖縄から来たボランティアの学生が遺族を一生懸命探したが見つから

なかったという内容だった。しかし、後日この放送を通して遺族が見つかったとい

うことで、本当によかったと思う。戦争を知らない若い人たちが関心を持って取り

組んでいるようすが伝わり、とてもいい話題だった。 

また、「シリーズ地方創生」では、ニセコ町の英語教育の取り組みが紹介されてい

た。外国人がたくさん来ているというニセコの話題には飽きてきたところだった。

今回は、地域に仕事があるのに、英語が話せないと時間給の高い仕事には就けない

という問題が生まれているという内容で、英語教育に取り組む町長や外国人英語教

師の話を紹介していた。次のニセコの目指すべき姿が短い時間の中でよく表れてい

たと思う。 

 

○  １２月３日(木)のほっとニュース北海道は、北海道新幹線関連のニュースが多か

ったが、トップニュースで扱われていた“４時間の壁”問題には疑問が残った。東

京－函館の所要時間が、最終的に４時間２分になったということだが、これは微妙

な問題で、例えば３時間５８分だった場合は地元も納得するのだろうか。４時間と

いうのは非常にシンボリックな数字だが、これを超えるとどのような影響がどの程

度出てくるのか、解説が足りず、実質的な問題がよく分からなかった。 

１２月５日(土)の昼のニュースでは、弟子屈の温泉マンゴーを紹介していた。北

海道でとれるマンゴーは一体いくらで買えるのか気になって見ていたが、値段に関

する情報がなかった。このように市場に出回る商品を紹介するとき、値段というの



 8

は重要な情報となるので、差し支えがあるケースは別として、相場を伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 印鑑の話題は、放送がきっかけで持ち主の元に届くという形になり、記者

も喜んでいた。ニセコ町の取り組みは、小樽報道室や道東の記者が連携して、

これまでなかったような取り組みを紹介していこうというねらいの中で取

材・放送した。 

“４時間の壁”に関しては、確かにシンボリックな数字という面があるが、

周辺自治体がＪＲ北海道に対して「なんとか４時間を切ってほしい」と要望

していた中で、やはり一つの焦点になっていた。発表を受けた当日の放送で

は、周辺自治体や航空会社の反応を伝えるところにとどまってしまった。実

質的にどういう影響が出てくるのかについては、今後詳しく伝えていきたい。 

また、マンゴーの値段は、ニュースを見る人の立場に立てば必要な情報だ

と思うので、今後は一方的な視点ではなく、ニュースを見る人の受け止め方

も考えながら伝えていくことを現場にも改めて確認したいと思う。 

 

○  １２月４日(金)の北海道クローズアップ「追悼 北の湖～相撲王国を背負った男

～」は、北の湖さんの生い立ちや当時の圧倒的な強さ、相撲に懸ける情熱が伝わる

番組だった。ただ構成としては、スタジオの演出を減らして、起承転結のあるＶＴ

Ｒ構成の方がよりよかったのではないか。一緒に食事をしても笑わない方だったが、

わざわざ釧路まで巡業に来てくれるような北の湖さんの人柄や情熱をもっと描いて

ほしかった。 

 

○  さすがに長い間相撲の放送を続けているＮＨＫだけあって、また、北の湖さんの

地元・北海道ということもあり、このような番組を制作できるのはすごいと思った。

しかし、スタジオゲストの北の富士勝昭さんとアナウンサーのやり取りは、アナウ

ンサーがすごく苦労している感じがして、見ていて大変そうだった。どちらがいい

のか分からないが、私もＶＴＲ構成にするか、“北海道と北の湖”のようなテーマで

もよかったのではないかと思う。 

 

○  印象に残ったのは、北の湖さんの姉のインタビューだった。一般的には“力士を

目指して、夢を抱いて上京”ということをイメージするが、そのようなきれいごと

ばかりではなく、父親が一旗揚げてきてほしいという思いで押し出したところもあ

るような、裏表ありながらの船出だったことが想像できた。 
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○  あまり相撲を見ない世代で、北の湖さんのことは全く知らなかったが、すごく大

きなニュースになっていて気になったので、この番組を見た。知識がなくても、北

の湖さんがどういう人だったのかよく理解できた。少し盛り込みすぎではないかと

感じるところもあったが、歴代の道産子横綱の活躍も知ることができてよかった。

今後新しい世代を育てていく取り組みも紹介されていたので、若い世代が相撲に興

味を持つきっかけになったのではないか。 

 

○  私も相撲の知識がないが、夢中になって番組を見た。時間がなかったはずなのに

よくこれほどのものを作ることができたと思うほどＶＴＲの完成度が高かった。た

だ、私もスタジオの演出は蛇足だと感じた。せっかくいいＶＴＲだったのに、スタ

ジオに入ったとたん急にテンポが悪くなってしまった。北海道クローズアップは、

ヒューマンストーリーという、人に迫るシリーズがあるので、そのような構成で、

スタジオの演出はなしにして完成させたほうがよかったのではないか。余談だが、

ヒューマンストーリーの大ファンなので今後放送されることを楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

 北の湖さんが亡くなった当初は、あまりにも突然だったので、最終的には

取材に応じてくれたものの、姉や後援会長も大慌ての状態で、放送までにイ

ンタビューができない可能性があった。そこで、北の湖さんの先輩横綱で、

ゆかりのある北の富士さんにスタジオ出演をお願いした。その後の粘り強い

交渉の結果、関係者のインタビューを撮ることができ、古い映像の使用許可

も得られて、ＶＴＲが次第に充実していった。ただ、やはり北の富士さんに

もお話を伺いたいと欲張ってしまった。北の富士さんも生放送のときに初め

てＶＴＲをご覧になって感極まってしまったようで、あまり言葉が出てこな

かった。生放送の難しいところでもあるが、反省を糧に次回からもがんばり

たい。なお、ヒューマンストーリーは最近放送していないが、なくなった訳

ではないので、今後どのようなテーマでお届けできるか検討していきたい。 

 

○  １２月４日(金)の北海道中ひざくりげ「うた声響く ふるさと～江差町～」は、

江差町に行ったことがないので興味深く見た。江差追分会館というものがあること

や、年に何度もセミナーが開かれていることなどを初めて知り、驚いた。子どもた

ちに追分を教える教室も盛んで、地域で守り育てていけるものがあることはうらや

ましいと思った。行ってみたいと思わせる魅力的な番組だった。同じく穴場ハンタ

ー「江差町エリア」では、スーパーやテロップなどが多く、画面がうるさくて疲れ

てしまった。見慣れていないとつらいと感じると思う。 
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○  私は江差町が大好きで頻繁に行くが、そのような人から見ると、物足りなく思う

番組だった。後半は江差追分を歌う子どもばかりを撮っていたが、それは自分が江

差町を訪れても追体験できない話題なので、番組を見た人が自分で行きたくなるよ

うなところを紹介したほうがよかったのではないか。いにしえ街道のパン屋につい

ては、あの店ができたことで街が活性化してきているが、番組の中でそのような説

明がなかったことは残念だ。 

 

○  北海道中ひざくりげでは、江差追分がなぜこの地に広く深く根ざしているのか、

現在もこの町の誇りとして歌い継がれているのかを知ることができ、感動した。江

差追分の曲調や歌詞の意味に興味があったのに、番組の中では部分的な説明しかな

く、解説が足りていなかったように思う。 

穴場ハンターはテンポよく進行していく割には内容が薄く、なぜそこにスポット

を当てたのか疑問に残る取材が多かった。その街ならではの名所をある程度厳選し

て押さえたほうがよいのではないか。また、双方向の演出を重視しているという話

だが、投稿された内容についてはスーパーが出ているので、スタジオのアナウンサ

ーがわざわざパソコンに向かって読み上げなくてもよいのではないか。 

 

○  私も江差に行ったことがなく、最近興味を持っていたせいか、番組はとてもおも

しろく感じた。旅情感とそこに住まう人々の営みがくっきりと表れた、オーソドッ

クスな北海道中ひざくりげで、とてもよかった。穴場ハンターもそれを受けたスム

ーズな流れで、興味深く見られた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 江差追分について、ご指摘のとおり歌詞もすべて紹介したかったが、番組

尺の関係で断念した。今回は“古いものを生かして新しく受け継いでいく”

ということをテーマにして江差町を紹介した。紹介できなかった部分につい

ては残念だったが、行ってみたくなったというご意見もいただき嬉しく思う。 

 穴場ハンターは、元々は月曜日の午後 10:55 から放送していた番組で、一

般の視聴者がツイッターに投稿してくれた穴場情報をもとに、現地を訪れる

番組だった。放送中もリアルタイムで反応をもらいながら展開しているが、

これらを番組内で紹介しないと、一方的だと思われてしまうリスクがある。

投稿してくれる視聴者は、ツイートがちゃんと届いているか、番組側が受け

止めてくれているかという部分を重視しているようだ。頂いたご意見もふま

えながら、改善していきたい。また、北海道中ひざくりげと組み合わせて放

送するようになってから、静かでゆったりとした北海道中ひざくりげと、に

ぎやかでテンポのよい穴場ハンターの二つ番組のよさをどう生かすかとい
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うことには毎回苦労している。頂いたご指摘をもとに、もう少し洗練された

形にしたい。 

 

○  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”」と、１２日(土)の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」の２つの番組を見た。 

６日(日)の「急増“無届け介護ハウス”」では、介護保険制度の矛盾というものが

よく分かった。入所者の「本当は出たいのだけど」という一言がとても印象的だっ

た。正規の施設に入ることができず、家族に介護をしてもらうわけにもいかない人

が増えている一方で、そのような人を受け入れる体制が必ずしも整っていない現状

もあり、こうした矛盾を腹立たしく思った。もう一つ印象的だったのは、病院側の

スタッフが無届け介護ハウスを紹介していることだった。電話で空き状況の確認を

している様子がとても事務的で淡々としていて、本来であれば経済面だけでなく、

ケアマネージャーを中心に、個々の病状やメンタル面を考慮しながら適切な施設を

考えるべきだが、これが実態なのかと思った。無届け介護ハウスを排除することは

当然できないが、施設を判断する基準についても特集してほしい。スプリンクラー

の有無などの設備面だけでなく、食事やヘルパーの派遣のしかた、経費の運用など

も重要だと思う。また、無届け介護ハウスについては、以前北海道の事例を紹介す

る番組があったが、１年ほど経過した現在の状況について伝えてほしい。 

１２日(日)の「＃介護危機 あなたの老後を守るには」は、構成や展開が分かり

やすかった。立場や世代ごとに討論が行われたが、発言の中で出た言葉について掘

り下げて解説したり、見やすいグラフを提示したり、工夫がされていた。討論や解

説に対して別のアナウンサーや専門家によるまとめもあり、このような見せ方は飽

きないし、頭に入ってくるので、とても分かりやすかった。ぜひ北海道の番組でも

採用してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 無届け介護ハウスについては、北海道独自のしくみがあり、全国的な制度

との間に矛盾が生じるので、今回のＮＨＫスペシャルの制作には参加しなか

った。とはいえ、北海道の医療・介護は切実な問題なので、今後も大きなテ

ーマとして取り組んでいこうとしている。現状や解決策についても、きちん

と取材して伝えていきたい。 

 

○  １２月１１日(金)「北の大地コンサート２０１５～戦後７０年 あの時・あの歌

～」(総合 後 7:30～8:43)を見た。歌番組で「北の大地」とはどういうことなのだろ

うと思いながら見たが、なるほど歌は世につれとはこんな風に番組にするのだなと
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感心した。 

 

○  すばらしい歌番組だったと思う。出演者も、演歌、ポップス、元アイドルなどバ

ラエティーに富んでいた。北海道をモチーフにした曲をその時代の映像をバックに

テンポ良く紹介していた前半部分や、お便りでつづる戦後のコーナー、すすきのの

クラブをイメージした演出、野口雨情の童謡の歌詞に込められたエピソードなど、

飽きさせない内容だった。吉幾三さんのとぼけた司会進行やアナウンサーとのやり

取りも温かみを感じられ、和やかでよい雰囲気だった。北海道を代表する演歌歌手

である細川たかしさんの衣装のすばらしさ、そして歌唱力や声量には目を見張るも

のがあったが、オープニングが「浪花節だよ人生は」で、締めくくりが「望郷じょ

んがら」と北海道には関係のない曲が選ばれていて、残念だった。「北の大地コンサ

ート」と銘打つのであれば、もう少し配慮が必要だったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 選曲は大変苦労した部分だ。もちろんすべて北海道をテーマにした歌でそ

ろえられればよかったが、先方が歌いたい歌とこちらが歌ってほしい歌との

バランスが難しかった。お便りについては、夕方のニュースでも募集コーナ

ーを設けて、100 通近く集まった。今後も工夫しながら番組を制作したい。 

 

○  １１月２４日(火) イッピン「北の大地 あたたかな器～北海道 札幌・江別の焼

き物」を見た。江別市がれんがの町であることや焼き物市を開催していることは知

っていたが、れんがの種類がたくさんあることやどのように作られているかなど初

めて知ることも多く、とても興味深かった。 

 

○  先日、函館局が主催して、青函トンネルをテーマにした「プロジェクトＸ」の上

映会が行われた。大画面で見たが、集まった人たちがみんな感動していた。当時の

ことを改めて知ることの大切さを感じた。昔放送された番組でよくできているもの

は今後も再放送してもらいたい。「北海道 戦後７０年」シリーズも全国放送される

ものがあるそうで、大変よいことだと思う。当時のことを知る人の証言というのは

大変貴重なもので、あとから証言をとるというのは物理的に不可能になるので、こ

れからもそのような証言を取り入れた番組を制作していってほしい。北海道は、今

後鉄道、道路、船などの交通面で大きな変化が予想され、まちの様子もだいぶ変わ

っていくと思う。北海道の記録を残していくことを改めてお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 戦争の話も含めて、当時を知る人の証言を取ることが難しい時代になって
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くる。記録を残していくことは大切だと考えている。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１８日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ意見について報告があった。

続いて、「知ってびっくり！クイズ北海道新幹線」をはじめとして、放送番組一般につい

て活発に意見の交換を行った。 

最後に、１２月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があり、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

目黒 雄司 （北海道新聞社 論説委員） 

柳谷 君予 （NPO 法人ﾜｰｸﾌｪｱ ｵﾎｰﾂｸ若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ総括ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

 

（主な発言） 

 

＜知ってびっくり！クイズ北海道新幹線 

(総合 10 月 30 日(金) 後 7:30～8:43)について＞ 

 

○  データ放送と連動したクイズ番組のため、ぜひ放送をリアルタイムで見てほしい

という連絡を受けていたが、予定があったので代わりに家族に見てもらった。家族

の意見としては、番組自体が長くて間延びした印象があり、また、クイズは北海道

新幹線に直接関係していない出題も多く、あまり入り込めなかったということだ。

しかし、後日私が番組を見たときには、３月２６日の開業に向けて、北海道全体を

さらに盛り上げていこうという制作意図を感じることができた。単純なクイズ以外

にも、出題に至るまでの過程に小さな“なるほど”や“知ってびっくり”の要素が

盛り込まれていた。北海道新幹線が開業するということは知られていても、細かい

ところまで詳しく知っている人は私も含めて多くないと思うので、この番組で新し
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い知識を得ることができたのではないか。また、安全対策にもしっかり触れられて

いてよかった。「ジャパンレールパス」の取り組みには期待感が持てたし、木古内町

で修業をしているシェフの話には好感を抱いた。単なるクイズ番組と捉えると、番

組尺が長いなど批判的な意見もあると思うが、新幹線について多様な切り口で掘り

下げた番組だったので、さまざまな学びがあった。 

 

○  番組が長く、７３分間テンションが高いままで、正直疲れてしまった。タイトル

にあるようなびっくりするほどの新しい情報もあまりなかった。クイズ形式で盛り

だくさんの内容になっていたが、一つ一つが軽い印象を受けた。頑張っている人や

北海道と東北がコラボレーションしたスイーツなど、たくさん紹介されていたが、

一つのものに対する解説や物語が不足していたように感じた。よく見たらつながり

があるのかもしれないが、これまでに放送された新幹線関連の番組との相乗効果も

なかったように思う。 

 

○  ７３分間視聴者をひきつけておくためには、相当な工夫が必要だと思う。リアル

タイムで視聴していたが、途中で飽きてチャンネルを変えてしまった。内容もなん

となく聞いたことのある話ばかりで、新幹線に興味がある人にはよいのかもしれな

いが、興味を持っていない人にとっては、率直に言っておもしろくない番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

これまで北海道新幹線をテーマにしたさまざまな番組を制作してきて、道

民の間でも、地域や年代によって北海道新幹線に対する興味・関心が大きく

異なることが分かってきた。今回は大人から子どもまで、また新幹線に興味

がない人にも興味を持って見てもらえるようにという趣旨でクイズバラエ

ティー形式の番組にした。７３分という長い時間、視聴者が飽きずに見られ

たかということに関しては、もうひと工夫必要だったと反省している。 

また、どこを深く掘り下げて、どこを簡単に説明するか非常に悩んだ。北

海道新幹線について、基本情報を含めて学ぶことを前提にして番組を制作す

る中で、内容が薄くなってしまった面もあると思う。データ放送と連動した

クイズに参加してもらう仕組みも、家族で食事などをしながら楽しんでもら

えるのではという期待があった。ご指摘をふまえて、３月の開業に向けて取

り組んでいきたい。 

 

○  前回、北海道新幹線をテーマにした「北海道クローズアップ」について厳しい

意見を言ったが、今回はデータ放送と連動したクイズには参加できなかったもの

の、全体的に楽しんで見ることができた。車両の色や新函館北斗駅の駅舎があま
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り知られていないこと、青函トンネルにインターネット環境が整備されていない

ことなど、かたい雰囲気の番組では言いにくいことも、このような雰囲気の番組

では伝えられる。函館の人も共感しながら楽しんで見られたのではないか。スー

パーの色やフォントも工夫されていてよかった。地元の「函館はやぶさＰＲ隊」

が、解答者の席に合わせていつもより小さめなかぶり物をかぶっていたことなど

は、おもしろい小ネタなので番組の中で触れてほしかった。また、北海道新幹線

開業ＰＲキャラクターの「どこでもユキちゃん」は、着ぐるみの出演があった方

がよかったのではないか。北海道新幹線の開業をきっかけに、乙部町でホテルが

バリアフリー仕様に改装されていることなど、高齢者や障害者に対する取り組み

はもう少し厚めに取り上げてほしかった。歴史や経緯も伝えられていて、一般の

方や子どもたちに北海道新幹線開業を広くアピールする効果は十分あったと思う。 

 

○  開業を前にして、クイズ番組形式で機運を高めるという意図は十分理解できた

が、このような番組は民放に任せて、もっとＮＨＫらしさが出せなかったのかと

感じた。ＮＨＫらしさとは、ＮＨＫを選ぶ人が共通して求めている落ち着き・手

堅さ・安心感というようなことだと思う。そのような点において、この番組はＮ

ＨＫらしくなかったと感じた。また、ゲストの選定にも疑問が残った。後方に座

っている地元の応援団についても、ざっくりとした紹介はあったが、なぜ選ばれ

てそこに座っているのか分からず、最後までもやもやとしてしまった。クイズの

内容も、山形新幹線の足湯を取り上げるなど、北海道新幹線からかけ離れている

ように感じた。ただ、報道中心だった北海道新幹線の話題を、親しみやすくクイ

ズ形式にして伝え、広い世代に関心を持ってもらおうとする姿勢は評価できる。

また、出演者の名前のスーパーが駅名表示のデザインになっているなど、演出に

は工夫が見られて楽しかった。 

 

○  データ放送というものに今回初めて触れた。小学校６年生の息子に教えてもら

い、初めは試行錯誤だったが、クイズ番組をこのような仕組みで一緒に楽しむこ

とができておもしろかった。しかし、後半は解答が締め切られるまでの時間が短

く、ほとんど正解できなかった。息子も途中で飽きてテレビから離れてしまった。

子どもを意識して制作された番組だと思うが、７３分間集中力を維持するのは難

しかったように思う。また、鉄道ファンが驚くような内容のクイズが出題されて

いればよかったと思った。昔と違って最近はビッグイベントがあってもあまり盛

り上がらない風潮があるが、北海道新幹線を盛り上げていこうという思いが感じ

られた。 
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（ＮＨＫ側） 

山形新幹線や九州新幹線の事例は、北海道新幹線を道内全体で盛り上げ

ていき、工夫をしていこうとする中で、参考になるのではないかという思

いで取り上げた。 

ゲストについては、今まで北海道出身の方を中心に選んでいたが、今回

は本州側からの視点も取り入れようと青森県出身の古坂大魔王さんに出

演していただいた。また、北海道からは新幹線が通る道南以外の地域出身

の内藤大助さんとバービーさんに出演していただき、その後方に新幹線の

影響が強く及ぶ道南地域とニセコエリアの一般の方々に並んでいただい

て、バランスをとった。その人たちの思いを伝えることで、道内各地のみ

なさんの共感が得られたらという理由で選定した。 

 データ放送については、番組の途中から単純な四択ではなく、正解する

チームを選択するという方式になったため、最後のチームが解答するまで

ボタンを押せず、解答時間が短くなってしまった。制作を進めていく中で

悩んだところでもあるが、反省を今後に生かしたい。 

 

○  北海道全体で新幹線を盛り上げようと、幾度となく番組で取り上げているが、

道民の関心はあまりないと感じている。今回の番組は、クイズ形式でさまざまな

角度から問題を提起し、話題性としてはよかったと思う。ゲストやほかの出演者

と一緒に考えながら参加できるクイズ番組なので、ある程度関心を持って見ても

らえたのではないか。山形新幹線の足湯や、「道産子が描く夢の新幹線」など、い

ろいろなアイデアが紹介されていたが、新しい時代の中で、そのような発想が生

かされる一つの契機になればという思いで見ていた。また、小さな子どもたちが

このように番組に参加し、関心を持ってもらえたことは大事なことだと考えてい

る。お年寄りの中には、５年後のオリンピック、その１０年後に北海道新幹線が

札幌まで延伸することを楽しみに長生きしようと思っている人がいるだろう。そ

の人たちにも関心を持ってもらえるような番組作りを期待したい。 

 

○  幅広い世代に広く北海道新幹線のことを知ってもらおうという趣旨はよく理解

できるので、今後もこのような番組は放送したほうがよいとは思うが、何回見て

も集中できなかった。子どもに見てもらいたいということだが、この時間は民放

の子ども向けアニメ番組の放送があるので、その世代の子どもたちには見られな

いと思う。ＮＨＫらしくもっと深い内容でもよかったのではないか。ただ、番組

の導入部分はよくできていた。歴史的な話が出てきたことで、北海道新幹線の開

業は道民が要望した結果なので、道南地域は遠いからと冷ややかな目で見るので

はなく、この成果をみんなで喜んで盛り上げなくてはという気持ちになった。 
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クイズについては、確かに小さな“なるほど”もあったが、一つ一つが軽すぎ

て流れていくので、なぜそこをクイズにしたのか、大事なポイントとして覚えて

もらいたいのか、それとも子どもが見るから簡単な問題にしているのか、出題の

意図が分からなかった。時間や料金、札幌延伸についてなど基本情報をしっかり

伝え、それについてクイズを出題したほうが勉強になるし、印象に残ったのでは

ないか。出演者は好感が持てた。特に、“女子鉄”を自称している女性キャスター

はかわいらしく、鉄道が好きな人があのように話をしてくれるのはとてもよかっ

た。オーストラリア出身でニセコ在住のロス・フィンドレーさんはもう少し出番

があってもよく、もったいなく感じた。せっかく北海道新幹線を盛り上げようと

する一般の人たちが並んでいたのに、その趣旨がいまひとつ伝わらなかったのが

残念だ。「道産子が描く夢の新幹線」はすごく夢があり、意外と現実的なアイデア

も多く、素晴らしいアイデアが紹介されていて、よい表現のしかただと思った。

番組の趣旨はよかったと思うので、飽きずに見られるような次の番組を期待して

いる。 

 

○  再放送をリアルタイムで見て、クイズに参加した。すごくおもしろかった。最

初は、また新幹線の番組を長時間見ないといけないのかと思っていたが、「絶対に

全問正解する」という気持ちで臨むと、７３分もあっという間に感じるほど熱中

できた。セットが豪華で驚いたし、ゲストの人選と番組のテンポもよかったと思

う。タレントの３人はそれぞれ違う個性と役割があり、話もおもしろかった。こ

れからの課題などまじめな情報も伝えていたが、長すぎることなく、いいテンポ

で進んでいた。これだけ番組をおもしろく感じたのは、絶対に全問正解してゴー

ルまで行こうという強い信念があったからで、クイズに参加しなかった人や不正

解が続いてしまった人、新幹線に興味がない人は私ほど楽しめなかったのではな

いかと思う。データ放送の画面はよく作られていたが、視覚的に分かりやすいデ

ザインにはあと一歩及んでいなかった。新幹線カラーの背景の色と、自分の駒の

色がかぶっていたり、レールがＵの字になっていて右上と左上どちらから始まる

のか分からなかったり、表示されたパスワードがいつの間にか変わっていたりと、

よく見ないと分からないことが多かった。感覚的にぱっと認識できないと、参加

してもらえないと思う。最後に、タイトルの「知ってびっくり」は使い古された

言葉だと思うので、もう少し視聴者の興味をひくようなタイトルを考えてほしか

った。 

 

○  まだ北海道新幹線について関心が高まっているとはいえない状況の中で、盛り

だくさんのテーマで幅広い世代に新幹線にまつわる情報を伝えようとする制作者

の意図はよく理解できた。その点では、７３分の番組に一貫性があった。しかし、
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やはり７３分というのは長すぎて疲れてしまう。せいぜい５０分くらいで、より

中身の濃いものにするとよかったと思う。クイズの内容は、鉄道ファンがひきつ

けられるようなものもあったらよかったと思う。タイトルに「知ってびっくり」

とあるが、あまりびっくりしなかったものもあった。少々マニアックになってし

まうかもしれないが、多くの人があっと驚くようなレベルのクイズも取り入れる

と、刺激があったのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組の中に盛り込んださまざまな要素について、いろいろな角度からご意

見を頂いた。今後も新幹線について、多角的に伝えてほしいという要望だと

受け止めている。頂いたご意見も参考にして、今後も工夫して番組を制作し

ていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２３日(金)の北海道クローズアップ「要支援者 誰がどう支えるか」を見

た。介護保険制度のうち、介護の必要性が比較的低い「要支援１」と「要支援２」

のサービスについて、国から各地方自治体に移行されることになったが、番組を見

ていると、これが原因で要支援者向けサービスの担い手が不足しているような印象

を受けかねない。実際には、生産人口が減っていく中で、いずれ不足することにな

る支援の担い手をどう作り出すかということを考えてつくられた制度であり、サー

ビスの内容などを各自治体が地域の実情に合わせて独自に決められるようになった

ことで、地域の人たちが自分たちで地域を作っていける仕組みになるというものだ。

番組の中でもそのようにきちんと伝えてほしかった。池田町で行われた会議の場面

で、ある医師の「全く知識のない人が何かやろうとしても出来ない」という発言が

取り上げられていたが、これもよくなかったと思う。今まで福祉に興味がなかった

人や関係がなかった人を巻きこんで、一緒に地域を作っていこうという思想でつく

られた新制度のもとで活動している人たちにとって、あのような発言はショックな

ことだと思う。スタジオでの締めのコメントで、「これは要支援の切り捨てではなく、

地域をつくりあげていくきっかけだ」という話があったが、本来ならそこを出発点

として番組を作っていくべきだったのではないか。内容とは別に、タイトルの文字

はよく作り込まれていてよかったと思う。今後このテーマを扱うことがあれば、新

しい制度の中で担い手の主力部隊になる町内会にも焦点を当てて番組を制作してほ

しい。 
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（ＮＨＫ側） 

私たちも、高齢化が進む中、不足していく支援の担い手を増やしていく

ことが、地域を支えていく上で大切なことだという認識で番組を制作した。

ご指摘があった医師の発言についても、意見の一つとして取り上げたあと、

プロでなくても自分たちでできるところから進めていこうとしている例

として、体操などの独自事業の取り組みを紹介した。自分には支援なんて

とても無理と考えている人が多い中、本当は一人一人にできることがあり、

それを進めていこうとする自治体の取り組みを伝えたかった。自治体への

移行が始まり、今後３年以内に進めていかなければならないという状況の

中で、今回取り上げた池田町の事例が参考になったという声も聞いている

ので、ご指摘いただいた点もふまえて、引き続き取材し、伝えていきたい

と思う。 

 

○  今の話を聞いて納得したが、最初は全く見当違いな見方をしていた。専門知識の

ない人には分かりにくかったと思う。番組の冒頭の説明を聞いて、介護保険料が不

足し、国がサービスを担うことができなくなったので、各自治体に下ろされたのだ

と思った。誰が担い手になるかということがテーマになっていたが、結局お金がな

いので担い手も作り出せない、すべてお金がないことに問題があるのではないかと、

もやもやしたまま番組を見終わった。さきほどの話を聞いて、なるほどそういう話

だったのかと初めて納得した。 

 

○  介護や福祉の知識がないことを前提に話をすると、番組を見たときには、何が分

からないかすら分からなかった。かけ算や割り算が分からないのにいきなり分数の

入った方程式の説明をされているようで、ついていけないまま番組が進んでいった

という印象だ。お金の流れや役割について現行の制度の説明がなかったので、自治

体に移行することで何が問題となり誰が困るのか想像がつかなかった。また、お金

がなくて介護サービスを受けることができない高齢者がたくさんいると思うが、そ

の人たちの存在に触れられていなかったことが気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

高齢化が進む中で、担い手もお金も足りなくなっている。支援のプロには、

より必要性が高い人を支えてもらい、要支援レベルの低い人は、地域のみん

ながお互いに支え合う仕組みをつくることで問題を解決しようとしている。

予算は割り振ることができるが、人は一朝一夕には育たないので、こうした

制度の目的や思想を少しでも広めようと、担い手をテーマにして番組を制作

した。複雑な制度ということもあり、説明が不足していた。今後より改革が
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進んでいくと思うので、現状も含めて改めて伝えたいと思う。 

 

○  １１月１日(日)のＮＨＫアーカイブス「火の山と生きる～火山列島日本・どう向

き合うのか～」は、古い映像ではあるが、記録性や実証性という点で非常に貴重な

映像で、とても参考になった。今後も貴重な映像をこのような形で発掘して放送し

てほしい。 

 

○  １１月６日(金)の北海道クローズアップ「アザラシ急増！～野生生物との共存は

～」を見たが、ＮＨＫでなければこのような番組は制作しないだろうと思った。ゼ

ニガタアザラシによる深刻な被害があることがよく分かったが、テーマとなってい

た“共存できるのか”という点があいまいなまま番組が終わってしまったことは残

念だった。番組の途中に出てきたゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、トド、エゾ

シカの一覧表で、それぞれ管轄の省庁が異なっていたが、どうして分かれているの

か説明があればよかったと思う。 

 

○  アザラシが増えすぎている現状はよく理解できたが、やはり一覧表にあった管轄

省庁の違いや、生息数も多く被害総額も大きいトドが準絶滅危惧種に指定されてい

ることなどに引っかかりを覚えてしまったので、すぐに説明がほしかった。今回は

ゼニガタアザラシがテーマなので、説明が複雑になるのであれば、あえて出さない

ほうがよかったと思う。農業関係の仕事をしているが、最近は漁業関係者の話を聞

くことも多く、漁業も深刻な問題を抱えていると感じる。資源量やその管理、加工

品で付加価値を高めること、女性の働き手に関する課題など、たくさんの切り口が

あると思うので、これから先も北海道の海産物が食べられるように、ぜひ漁業の問

題についても取り上げてほしい。 

 

○  自然との共存は、北海道ならではの問題だ。エゾシカも含めて、引き続き取り上

げられるべきテーマだと思う。今回の番組では、どのような議論が行われているの

か、どこに論点がおかれているのかを明確にして、問題の構造をもう少しクリアに

してほしかった。漁業者の本音が見えず、どこまで議論が進んでいるのか、その辺

りの構図が見えなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 説明不足だったというご指摘をいただいた。番組では時間が足りず、一

つ一つ説明することができなかった。レッドリストの見直しで、ゼニガタ

アザラシも捕獲することができるようになったが、だからといってすぐに

大量に捕獲していいということにはならないので、現在漁業者や観光関係
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者など、地元の人が議論を始めたところだ。また、トドについては漁業被

害が約１８億円にものぼるため、水産庁が直接管轄し、自衛隊が捕殺して

いる。そのようなことを生放送中には十分説明できず、疑問を残してしま

う形になってしまった。共存できるのかできないのか、殺さずにうまくや

っていく方法はないのか、地元の人たちの取り組みを伝える一方で、これ

は漁業者に任せきりにしていい問題ではなく、クマやエゾシカも含めて北

海道に住む私たちがどう野生動物と向き合うべきなのかという問題だと

いうことを語りたかったが、言葉が足りなかった。 

 

○  １１月６日(金)の北海道中ひざくりげ「隠れた歴史遺産に思いをよせて〜新得町

〜」を見た。新得町は道東に行くときに通りすぎてしまうことが多く、駅を利用す

ることはほとんどなかったので、駅前に火夫の像があることは初めて知った。狩勝

線の開通が北海道の東西を結び、画期的な変化をもたらしたということも新鮮な情

報だった。狩勝線については、もっと詳しく説明してほしかった。この番組のテー

マは、歴史遺産としての狩勝線を掘り下げることだと思うが、名物弁当のやまべ寿

司や名産のそばと狩勝線のつながりが見えなかった。狩勝線の開通とそば産業の発

展のつながりや、駅ができてやまべ寿司が誕生したというストーリーなど、それぞ

れを結ぶものがあるとよかったと思う。また、旅人のアナウンサーが時折ダジャレ

を言っていたが、何を伝えたいのか分からないし、必要ないと思う。穴場ハンター

「新得町エリア」では、「北海道中ひざくりげ」で触れられなかった名産のそばにつ

いて、例えば同じくそばで有名な幌加内町との比較など、知らない情報も盛り込ん

で伝えてほしかった。鹿肉が取り上げられていたが、肉の専門店で鹿肉を常に置い

ているのは珍しいと思う。まちおこしとして、鹿肉の普及を進めているそうだが、

大変な努力をしていると思うし、これについてももう少し知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

初めは有名なそばをテーマにして番組を制作する案も出ていたが、これ

まであまり顧みられることのなかった狩勝線に着目した。丁寧に見ていた

だいてありがたい。ご指摘いただいた地元産業の発展との関係については、

確かにそのような形で取り上げてもよかったと思うので、今後の参考にし

たい。「穴場ハンター」もいろいろな話題を盛り込んだために、伝えきれ

なかった部分もあったかと思うが、町の魅力をできる限り多様な側面から

伝えたいというのがねらいだった。 

ダジャレについてのご意見は本人に伝えたい。ＮＨＫのアナウンサーは

杓子定規で、まじめなことばかり言っておもしろくないと言われることも

多いので、本人なりに個性や親しみやすさを演出しようとしたのだと思う。
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視聴者をひきつけ、なおかつ分かりやすく伝わるプレゼンテーションとは

何かということを今後も追求していきたい。 

 

○  １１月１１日(水)のひるブラ「北の大地が育む！極上生ハム～北海道・幕別町～」

は、撮影の日程が決まっていたのだろうから仕方ないが、あの放送を見ると、動物

の中でもきれい好きと言われているブタについて、やはり汚いのだという認識を持

たれてしまったのではないか。ブタやニワトリは、狭くて汚いところで飼育するこ

とがストレスとなってしまうので、肉質を落とさないために放牧やゲージで飼育す

る方法がそれぞれ開発されている。これらの新しい取り組みもぜひ伝えてほしい。

また、生ハムは足１本で４万円程度と伝えられていたが、その価格が高いのか安い

のか、大変な努力をして飼育した結果として４万円という金額が妥当なのかという

ことにも触れてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

当日は生放送で、あいにくの雨だったことは残念だった。１本４万円とい

うのは高いほうだが、普通ならいくらなのかということは伝えたほうがよか

った。新しい取り組みについても、今後紹介していきたいと思う。 

 

○  １１月１３日(金)の北海道クローズアップ「ホテルが取れない！～札幌・外国人

客急増の陰で～」は、視聴率もよかったそうだが、タイムリーな放送だったと思う。

こういうことが起きているだろうと感じてはいたが、はっきりと報道されたのは初

めてだったのではないか。ホテル側の対策として約款を変更していることなどは、

新しい情報だった。最近札幌ではゲストハウスが増えているので、そちらが外国人

の宿泊客を吸収しているのではないかと思う。今後はゲストハウスについても触れ

てほしい。 

 

○  話には聞いていたことが、実際にどのような状況なのかをこの番組で知ることが

できた。観光という側面から興味深く見た。私たちも予約の時間を守らない外国人

の対応には苦慮しているので、急なキャンセルの話はよく理解できた。インバウン

ドを増やそうという風潮があるが、外国人客を歓迎するためにも、きちんとルール

を作り、外国語で知らせていく必要がある。みんなで解決していかないといけない

問題だが、今回ホテル業界の話が聞けたことはとてもよかったし、同業者間で連携

して解決方法を探っていることなどが分かった。また、出張などで困っている人も

多いと思うので、観光業界ではない人にとっても有益な番組だったのではないか。

ゲストハウスは勢いがあり、注目されている。道内の地方に住む女性からも札幌で

ゲストハウスや飲食店をやりたいという話をよく聞く。地方の若い世代が新しい事
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業にチャレンジするきっかけとなるような成功事例などを紹介してほしい。  

 

（ＮＨＫ側） 

全道から記者やディレクターが札幌に来て仕事をするが、ホテルが予約で

きないために、会議を開催できないこともある。自分たちとしても切実な問

題として取り上げた。夏と冬では利用状況に大きな差があり、ホテルの建設

や増築が進められない札幌特有の事情もある。一年を通して札幌を魅力的な

まちにしていくことも一つのポイントだと考えている。 

 

○  １１月１３日(金)の北海道スペシャル「恋も農業（シゴト）もハングリー！～ドラ

マ『農業女子 はらぺ娘（こ）』のモデルたち～」は、よく取材されていたと思う。

道内の農業女子がネットワークを作って、それぞれどんなところでどんな女性が活

躍しているのかよく分かった。後継者となる女性がこんなにいるというのは、新鮮

だった。それぞれの思いもよく伝わってきて、ドラマも楽しみになった。 

 

○  今、農業全体で後継者や担い手が少なくなり、女性の果たす役割が大きくなって

いる中で、多くの事例が紹介されていて、農業を目指す女性にとっても励みになっ

たのではないか。しっかりと自分の信念や目標を持っている人が成功しているのだ

と感じた。農業は男社会であり、大型機械の操作など女性にとっては難しいことも

多いということも取り上げられていた。北海道の農業が厳しい状況に立たされてい

る中で、女性の参画がどうあるべきかという問題は大きな課題となっているので、

機会があれば、もっと掘り下げて番組にしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回、地域発ドラマの制作を担当している者が北海道出身で、地元でドラ

マを作る中で、“農業女子”たちに着目した。そのモデルとなった人たちが、

どのような取り組みをしているのか、どのように道を切り開いていったのか

ということを紹介したかった。今回取り上げた話はドラマの中にもよく表れ

ていると思うが、取材した中でこぼれてしまったことも含めて、農業に関す

る番組は今後も制作していきたい。 

 

○  １１月１４日(土)のブラタモリ「＃２３ 小樽」は制作者のセンスを感じた。番組

を制作するときは、着眼点や問題意識といったものが重要になると思うが、“発展と

衰退”をキーワードとして、なぜ小樽が発展し、衰退に転じ、そして今の小樽にな

ったのかを新鮮な切り口で番組にしていた。知っている人は知っていたのかもしれ

ないが、道内あるいは全国の地方都市が共通して抱える問題でもあるので、ほかの
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地方の人も関心を持って見られたのではないかと思う。タモリさんやゲストの人柄

もよかった。 

 

○  １１月１４日(土)・１５日(日)の「ＮＨＫスペシャル シリーズ認知症革命」は、

どちらも画期的な番組だった。認知症の検診を行うなど、地域ぐるみで早期発見に

向けて取り組んでいる事例などが紹介されていたが、北海道はその点で遅れている

と感じる。道内の自治体の取り組みなどの情報があれば、ぜひ特集してほしいと思

った。 

 

○  １１月１７日(火)の「あさイチ」でじゃがいもを特集していたが、出演していた上

士幌町の農家は熟成じゃがいもの第一人者で、すばらしい人選だと思った。あまり

知られていない情報にも触れられていて、大変よい形で全国に紹介されていた。今

後も、あのような人気のある番組で北海道の食材をどんどん紹介してほしい。 

 

○  全国放送やローカル放送に関わらず、最近のニュース全体に言えることだが、砕

けた雰囲気が目につく。「おはよう日本」のスポーツキャスターが“ぎゅぎゅっとま

とめてスポーツフラッシュ”と余計な擬態語を使っていたり、「ほっとニュース北海

道」の気象予報士の服装がカジュアルすぎたりしているのを見ると、スポーツや気

象とはいえニュースの一つなので、違和感を覚える。 

 

○  「ほっとニュース北海道」は、全国のニュースに続いて、今日北海道で何が起き

たかということを知るために見ている。最近は、その日に起きたことに関するいわ

ゆる生ニュースの本数が少ないように感じる。個人の印象であり、また、ニュース

は日によって本数に差があり安定しないものだと分かってはいるが、どうしてもい

わゆる街ネタのほうに比重が置かれていると感じる。だから「ほっとニュース北海

道」というタイトルなのかもしれないが、もう少し生ニュースを増やしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ほっとニュース北海道」は、その日起きたホットなニュースを伝えるこ

とが一番重要だと考えて放送している。ご指摘いただいた生ニュースについ

て、原稿自体は記者クラブの担当者や遊軍の記者が出稿し、出てきたものの

中からニュースバリューなどを総合的に判断して放送している。一見普通に

見えるニュースでも、切り口や伝え方によっては価値のあるニュースになる

こともあるので、今後もよりその日のニュースにこだわって伝えていきたい

と思う。 
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○  「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ意見について、今回の意見書はかなり厳

しいものだったと思う。実際に「やらせ」があったかということや、過剰演出であ

ったということとは別の問題として、こういうことが起きると政府が干渉してくる

こともある。管理職のみなさんはもちろん、現場の記者にもこのことを教訓として

伝えてほしい。倫理上の問題に加えて、政治との微妙な関係についてもＮＨＫとし

て重視してほしいと感じた。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１０月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

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

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、議事に先立ち、空席となっている副委員長の互選を行い、新しい副委員長

にまさきとしか委員を選出した。続いて、中田局長から１０月１日付で新たに委員に就

任した柳谷君予氏の紹介とあいさつがあり、議事に入った。 

議事はまず、北海道クローズアップ「新幹線開業まで半年 地域の課題解決に生かせ」

をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１１月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告があり、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

目黒 雄司 （北海道新聞社 論説委員） 

柳谷 君予 （NPO 法人ﾜｰｸﾌｪｱ ｵﾎｰﾂｸ若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ総括ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ 

「新幹線開業まで半年 地域の課題解決に生かせ」 

(総合 ９月１８日(金))について＞ 

 

○  新幹線の開業とそれに伴う新たな観光開発で、七飯町の展望台など今まであまり

話題にならなかった場所が見直されていることや、まだ知られていない観光資源が

道内全体にあることが分かった。新幹線関連の番組はこれまで何回か制作されたが、

観光資源や経済効果というプラスの側面が強調されているように思う。しかし、青

函トンネル内で新幹線とすれ違うことによる影響で貨物列車が減便され、農作物の

輸送が大きな影響を受けるといった側面もある。安全対策なども含めて、さまざま

な視点で番組を制作してほしい。 
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○  副題に「地域の課題解決に生かせ」とあるように、番組は七飯町や厚沢部町など

自治体の視点を大切にしていて、それぞれの地域の取り組みを把握できる構成だっ

た。２次交通としてのバスの試験運行はいつまで続くのか、開業後はどのような形

で継続されるのかが気になった。スタジオゲストは安定感があって、アナウンサー

とのやりとりもしっかりしていた。リピーターをどう増やしていくかという話では

「100 人が１回よりも 10 人が 10 回」と分かりやすいキーワードで訴え、上手な会話

のキャッチボールをしていた。２次交通の整備についても「道外から来た人は５割

が道央に、２割が道東や道北に行きたい」という説明を口頭で加え、可能性を示し

てくれたので、期待を持つことができた。東北は距離的には近いが時間的には遠い

地域だったので、新幹線が開通することで、間違いなく道南・道央地域は一定の効

果を生むと思う。一方で、問題だと感じたのは、「道内全体で育てていく」という番

組の締めくくり方だ。以前、航空会社エア・ドゥの開業のときにも聞いた言葉だが、

結局「道民の翼」という名の下に地方空港の路線価格は軒並み上昇し、莫大な負債

が道民の負担となった。道南・道央地域以外も新幹線の開業を意識し、道内全体で

育てていくという機運をどう作っていけばよいかを考えさせられた。 

 

○  新幹線の開業という大きなテーマで、多方面に取材し、工夫を凝らした番組にな

っていた。しかし、道も地元の自治体も、新幹線をどう位置づけるかという戦略を

固められていない。それが番組にも表れていたように思う。例えば、新幹線の乗客

を誘致するときにターゲットをどこに絞るのか、東北か東京かあるいは北関東か、

といった問題がある。今回の番組は東北に視点を定めて一つの切り口を示していた

が、今後は東京や北関東からの誘客を図るためにどう知恵を絞るかについても、掘

り下げてほしい。また、道内に目を向けても、道南地域は非常に盛り上がっている

ようだが、道北・道東地域ではひと事のような受け止め方だ。新幹線開業の波及効

果を北海道全体にどう広げていくかという視点でも、新しい番組を期待したい。料

金の発表前に制作・放送された番組なので、２万 2,690 円という料金を含めて効果

をどう分析するかという点も掘り下げてほしい。スタジオゲストの話はよくまとま

っていて、「移住促進の起爆剤になる」という夢のある話もあった。もちろん移住す

る人もいると思うが、これをまちづくりの核にするという話は少し大げさに感じた。

住民たちの等身大の受け止め方や素直な視点からの話でもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘のとおり、道も自治体も新幹線の効果を計りかねている様子だった。

料金については、スタジオゲストのお話にもあったが、新幹線は飛行機と違

ってなかなか値引きをしない。北海道新幹線は道知事から「割引制度を」と
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いう話もあるので、それについてはニュースや番組で新たな課題として取り

上げたい。 

また、東京なら時間的に飛行機を選ぶ場合が多いと思うが、北関東につい

ては新幹線を使うほうが便利な場合もある。その辺のこともぜひ掘り下げて

いきたい。 

安全性については、これからも繰り返し放送するべきテーマである。青函

トンネルについては、英仏海峡トンネルなどとも比較しながら整理し、放送

したいと考えている。 

農作物の輸出や物流への影響も考えなければならない。８月のフェリー火

災で物流に影響が出たが、新幹線も本州と北海道をつなぐ上で非常に重要で

あり、影響も大きい。ＴＰＰが発効し、農産物が輸入品との競争にさらされ

ることになれば、輸送コストも非常に大きな要因になっていくので、それも

含めて扱っていきたい。 

「移住促進の起爆剤」というのは大げさではないかというご意見を頂いた

が、私たちも疑問に思いながら厚沢部町に取材に行った。今、釧路など、本

州から北海道への移住希望者は多い。本州だと長野などさまざまな選択肢が

あるが、新幹線が開通することで北海道が少し近くなり、本州の人たちの行

動範囲が広がるという意味で関心を示す人は確かに増えているようだ。実際

には、夏場は北海道に住むものの、冬場の寒さで移住をあきらめる人もおり、

各自治体は冬の魅力もきちんと伝えることで移住を促そうと真剣に考えてい

る。短期的な移住を繰り返す人が増え、北海道を半分ふるさととしてくれる

事例が増えればという期待も込めて放送した。 

 

○  スタジオゲストの話し方がとても上手で、内容も整理されていて分かりやすかっ

た。北海道新幹線と聞くと、道内各地とのつながりに目が行きがちだが、厚沢部町

に移住した夫婦の「道南地域は札幌より仙台などの東北のほうが近くなる」という

指摘が新鮮だった。２５分の枠でいろいろなポイントを紹介していて中身の濃い番

組だったが、もちろんいいことばかりではないはずだ。例えば、今ある急行や特急

の減便という話も出ている。在来線はこれからどうなるのかなど、新幹線の札幌延

伸とともにマイナス面も必ず出てくると思うので、そういう側面を取り上げた番組

も期待する。 

 

○  実際に新幹線が走る道南地域から来ているが、かなり違和感があった。この時期

の放送なので、盛り上がりを伝えることは確かに必要だ。しかし、函館市民の実感

としては、地元はしらけていて、機運も高まっていない。以前厚沢部町で移住の窓

口を担当していた知人に話を聞くと、新幹線の開業は移住の強い動機にはならない
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ように思う。移住する人の多くは函館市に住み、そこで生活していくことになるの

で、新幹線はあまり関係ないのではないかというのが、自分が感じた印象だ。また、

江差町が修学旅行生の獲得を目指す取り組みについて、以前から東北地方との交流

を推進してきた人が「新幹線が来て、東北とつながっていいよね」という発言をし

ていた。テレビなのでそういう話をしたのかもしれないが、この人は北前船の航路

を軸に、北前船でつながるまちづくりをしてきた人なので、発言には違和感があっ

た。隠れた名所を紹介している部分があったが、道南地域の人にとってみれば、行

き尽くしてもう飽きているような場所だ。そんなところを穴場といっているようで

は、担当したＪＲの観光開発室は本当の意味で新しい観光地を開拓していくことは

できないのではないか。今の現象を無理やり「機運が高まっている」とか「道南地

域のさまざまな取り組み」としてつじつまを合わせたのではないかと感じた。道北

地域や道東地域のみなさんは内情を知らないと思うが、道南地域はむしろ課題が多

いのが現状だ。東京行きが１日に１０本しかないダイヤなど、ＪＲの提示は函館の

経済界が一生懸命要望してきたことを裏切るような提案ばかりで、その点も違和感

を覚えた。ただ、番組の冒頭で新幹線の絵が出てくるアニメーションはすごくかわ

いらしくて気に入ったので、いろいろなところで使ってほしい。 

 

○  私もＪＲの特命チームが「埋もれた名所を発掘」という割には、目新しさを感じ

なかった。新幹線で来た人がレンタカーに乗り換えて行かなければならないような

ところばかりを紹介することにも違和感があった。やはり２次交通の問題が大きい

と思うので、ニセコへのバスの試験運行や噴火湾クルーズの話は興味深かった。し

かし、ニセコのバスの話題で海外からの観光客に言及がなかったことは疑問に思っ

た。また、移住促進について、大きく取り上げすぎていたように思う。ビジネス利

用の方が季節を問わず安定していると思うし、北海道と東北の連携の方が移住より

も大きなテーマだと感じる。また、北海道と東北が連携して行うキャンペーンの話

などを期待していたが、今回は東北からどのように客を連れてくるかという話題ば

かりだったので、今後は東北と一緒になってＰＲなどができれば、広がりが出てく

るのではないか。北海道は広いので、道南以外の地域への波及は、新幹線が札幌ま

で延伸してからの話だと思う。まずは道南地域と東北のつながりを強めていき、ビ

ジネスや観光の交流が深まり、それが結果的にほかの地域にも広がるという形が一

番現実的ではないかと感じた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 新幹線開通の一方で、削減が検討されている路線もある。このことは深刻

な問題と受け止めている。北海道の交通がどうなっていくのか、新幹線開業
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後も大きなテーマとして取材していきたい。 

 番組の取り上げ方と地元の意識に差があったというご指摘もいただいた。

函館周辺で最初に取材したときは実感がわかないといった様子だったが、開

業日と運行本数が発表されて盛り上がってきた様子だった。札幌駅でカウン

トダウンが始まり、札幌の大通にも看板が立つなど、ずいぶんと機運が高ま

ってきた。今後どうなっていくのかもきちんと追っていきたい。 

 海外の観光客についても言及したかった。遠方からの観光客は北海道の広

大さをあまり理解していないので、函館、札幌、知床を３～４日で回ろうと

考えている人が本当に多い。新幹線で函館に来て飛行機で道東に行くこと考

えている人も意外に多い。せっかく北海道に来たので、できるだけたくさん

の地域を回りたいという意見が多く、可能性はあるように思う。また、ビジ

ネス利用については、東北の側が北海道から学生や労働力を確保しようとい

う動きがある。函館－仙台の方が函館－札幌より近くなるという劇的な変化

によって、新たな関係や文化圏が生まれつつあり、経験したことのないよう

なヒト・モノ・カネの動きが起きると思う。どんな変化が起こるかを継続的

に取材したい。ただ盛り上げるだけでなく、冷静に見つめていきたい。 

 

○  青函トンネル開通のときは、自治体が受け身だったために観光客を増やす機会を

逃したという話が印象に残った。その反省をふまえて頑張ろうとしていることが伝

わった。函館に来たから北見にも網走にも行くという人は、外国人だけでなく本州

にもいる。２次交通の今後の展開に期待したい。道東ではあまり盛り上がっている

様子がないが、ホテルを経営している知人は意気込んでいた。遠い地域の取り組み

もぜひ伝えてほしい。 

 

○  タイトルの文字が凝っていて感動した。北海道新幹線についてはこれまでもいく

つか番組を見てきた。今回もいつものように観光資源の発掘や２次交通について取

り上げていた。厚沢部町の移住の事例は新しい情報だったが、本当に盛り上がって

いるのかを疑問に思った。課題があって、それに対する取り組みがあるという分か

りやすい作りではあるが、いつものフォーマットどおりの構成で、飽きてしまった

というのが個人的な印象だ。また、道央・道東・道北とざっくり言われても、どこ

からどこまでが道央なのか、道東のどの地域が人気なのかが分からないので、地図

を示すなどの説明がほしかった。開業まで半年で、これからも新しい課題や取り組

みが出てくると思うので、今後に期待したい。 

 

○  開業日が決定して間もない中で制作された番組なので、その時点での盛り上がり

はさておき、各自治体がどう対応しようとしているのかは分かりやすくまとめられ



 6

ていたと思う。今後も北海道新幹線に関する番組を制作していくことになると思う

ので、期待を込めていえば、北海道側の視点や戦略も重要だが、北海道を訪れる側

が新幹線の価値をどう捉えているかという情報も伝えてほしい。とりあえずは函館

止まりなので、まずは函館市がより魅力的な街になることが一番重要で、そうでな

ければ新幹線効果というのは生まれてこないと思う。２次交通についてはそれぞれ

がバラバラに動いているようで、連携が進んでいるのかが見えにくい。函館市自身

の問題と函館市以北へつながる２次交通の問題が大きな鍵を握っていると思うので、

今後の番組で深く掘り下げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

２次交通については、新幹線で函館に観光客が来ることで、函館－稚内や

函館－知床といった長距離ルートの需要が高まるため、特別便やチャーター

便の整備が予想される。利便性やビジネス需要が高まればという期待を持っ

ている。また、各地域の取り組みも、乗り継ぎ路線や新ルートの開発などで

連携が求められる。北海道の人の流れがどう変わるかということについて調

査を実施したり、観光客のニーズや道民の意向を取材したりして、ニュース

や番組で提言していきたいと考えている。番組のタイトル映像についてお褒

めの言葉を頂いたので、毎回工夫をしてくれている制作担当者に伝えたい。  

また、番組がパターン化して飽きられているというご意見は深刻に受け止

めて、今後の制作に生かしたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２５日(金)北海道クローズアップ「親子共倒れをどう防ぐか」を見たが、Ｎ

ＨＫスペシャルで取り上げたあと、追跡取材を行ったことは大変よいことだと思う。

番組の中で「地域包括支援センターがあるが、それは高齢者の支援が中心で、生活

困窮者との連携がしにくい」というコメントがあった。ことし３月に厚生労働省が、

地域の社会福祉協議会や民生委員などが生活困窮者の支援について連携し全体的な

取り組みをするように通達を出したはずなので、それを前提に「国の政策としても

高齢者の支援と生活困窮者の支援の連携を進めようとしているが、実現されていな

い」としたほうがよかったのではないか。番組の締めくくりについて前回意見した

が、今回はしっかりとしたコメントで締めくくっていてよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

 これまで高齢者には高齢者の、若者には若者の、あるいは就労については

就労の専門家がいて、それぞれがバラバラに取り組んできたことが、問題を
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解決できない原因だという意識は少しずつ共有されている。そういう動きが

あってもなかなか進んでいないということは言及すべきだったと思う。悩み

を抱えている本人も、自分や、自分の家族が抱えている問題について説明す

ることが難しい状況がある中で、専門家同士が情報を共有することが欠かせ

ないと痛感した。引き続き取材を進め、解決までの道のりや、そのためには

何が必要なのかということも伝えていきたい。 

 

 

○  仕事で若者の就労支援をしている。番組放送後、民放の方から「親の年金で暮ら

している世帯を取材したいので紹介してほしい」という話があった。今回取り上げ

られていた親子は、息子さんに働く意欲があり、実際に仕事をしているということ

を考えると、まだよいほうだと思う。親の年金だけで生活し、子が全く働いていな

い世帯もある。今回このような問題を取り上げたことで社会的な関心が高まった。

テレビ局の力は大きいと感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャルのその後を取り上げたことは非常にすばらしいことだと思う。

ＮＨＫスペシャルを見た人にも見ていない人にも配慮した上手な構成だった。世帯

収入や生活保護の仕組みも分かりやすく説明していた。同じような思いを抱え、せ

っぱ詰まった状況の人はたくさんいると思うので、その点をもっと示すことができ

ればよかったと思う。1,700 の世帯を訪問したと聞こえたが、そんなことが本当にで

きたのか。本当だとしたら、そこから見えたものをもっと伝えてほしかった。また、

スタジオで担当ディレクターが「この親子は明らかにほかの家族と雰囲気が違った」

と話していたが、どう違ったのかということも聞きたかった。区役所の職員の方が

「生活保護が打ち切られても、条件を満たせばまた受けられる」と話していたが、

そのことを生活困窮者に伝えているかどうか、はっきり聞くべきだったのではない

か。生活困窮者にとって区役所は命綱だし、そのことを伝えているのかいないのか

は非常に大きな問題だと思う。番組の最後でスタジオゲストの話がわかりにくい部

分があった。締めくくりの大切な部分なので、分かりやすく伝えられるように、事

前にきちんと打合せをしてほしい。それができないなら、生放送にしなくてもよい

のではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 1,700 軒というのは、団地の全戸にアンケートを行ったものの、呼び鈴を

鳴らしても出てきてもらえない世帯や回答を断られた世帯も含めた数であ

る。その中で、出演の親子は「こんなことになっているから聞いてほしい」

と言ってきた。誰かに相談して解決しなければいけないという姿勢があり、
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そこが他の家庭と違っていた。息子さんも自分が親の生活を助けるために帰

って来たのに、そのことで父親の生活が苦しくなることに矛盾を感じてい

て、取材を受けてくださった。 

区役所は生活保護費の支給を停止する通知を送るのみで、そこには「収入

に変動があった場合は再び手続きをしてください」ということは書かれてい

ない。担当者に質問したところ、「区としては、問い合わせがあれば、再申

請の手続きがとれることは伝えている」ということだったが、実際の手続き

は複雑で、時間もかかるようだ。 

 

○  ９月２５日(金)北海道スペシャル「『農業女子・はらぺ娘』の舞台“知られざる富

良野”物語」は、富良野の有名なラベンダー畑の陰に富田忠雄さんの努力があった

という話だったが、あれだけのラベンダー畑にするには、周囲の大きな協力が必要

だったはずで、１人だけが大きく取り上げられていることは違和感があった。また、

富良野は北海道の中でも野菜や果物の一大産地だが、十勝岳噴火後の絶望的な状態

から、何回も客土を重ねて土作りをしてきた。番組の中でも、泥炭地の中で素焼き

のパイプを使って暗きょ排水に取り組んだことが紹介されていたが、そうした先人

たちの努力があったことを今後も紹介してほしい。併せて、北海道の自然のすばら

しさや魅力も伝えてほしい。 

 

○  農業をテーマに仕事をしているが、さまざまな視点の番組があり、参考になる。

北海道スペシャル「『農業女子・はらぺ娘』の舞台“知られざる富良野”物語」の中

でも、土作りについて言及があった。十勝もすごく苦労して土作りをしてきた経緯

があるが、あまり知られていない。努力の末にようやく豊かな土地になったという

ことを番組の中で伝えていただけるのはとてもうれしい。 

 

○  想像以上に「新日本風土記」と内容が重複していたが、オープニングと音楽とナ

レーションが違うだけでこんなに雰囲気が違うのだと思った。「新日本風土記」もお

もしろかったが、今回も初めて見る人はとてもおもしろく見られたのではないか。

ただ、副題に「『農業女子・はらぺ娘』の舞台」とあるので、もう少しドラマのＰＲ

をしてもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 富田さんだけにクローズアップしていたというご指摘をいただいた。富田

さんが今年亡くなられたこともあり、取材者として厚く伝えたいという思い

があった。 

今回の取材で、もともと北海道の大地は、木を切って土を出したら作物が
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できるような土地ではなく、先人の苦労の上に成り立っていることが改めて

分かった。１２月に放送する北海道発地域ドラマ「農業女子“はらぺ娘”」

の中でもそういったことを取り上げている。 

 

○  １０月８日(木)は台風２３号が上陸していたが、ＮＨＫの台風情報のきめ細かさ

にとても助けられた。ふだんは一度会社に入ってしまえばあまり気にすることはな

いが、根室に車で行かなければいけない用事があったのでテレビを見ていた。逆Ｌ

字放送で降水量や風速予想が１時間単位で伝えられていて、冠水の可能性もある釧

路・根室間の４４号線に向かう人はみんな助かっているだろうと感じた。高潮情報

も伝えていただいたので、根室でも高台のホテルに宿泊し無事に帰ることができた。

高台の下の町では実際に冠水していたので、こういう情報がなければ危険だったと

思う。感謝している。 

 

（ＮＨＫ側） 

 台風報道を評価していただき、ありがとうございます。当日は、視聴者の

安全確保のために参考となる情報を、早めにきめ細かく伝えることに重点を

おき、通常のニュースに加え、常時逆Ｌ字放送と北海道地方向けの特設ニュ

ースを放送した。今後も改善をしながら役立つ情報を伝えていきたい。 

 

○  １０月９日(金)放送の北海道クローズアップ「ＴＰＰ 揺れる農業王国・北海道」

を見た。いろいろ説明はされていたが、スタジオゲストやアナウンサーのコメント

が具体性に欠けていて、もどかしく感じた。「農業への共感が必要」や「みんなで考

えてみんなで支えていかなければ…」というコメントは、実質的なメッセージにな

っていないと思う。事実を紹介することに加え、コメントの部分で何を伝えるかは

もっと踏み込んだ調整が必要だったのではないか。 

 

○  1994 年のＧＡＴＴ（関税及び貿易に関する一般協定）改正交渉は社会的な関心が

高かったと思うが、今回のＴＰＰ交渉はあまり話題になっていない。農家の所得補

償などはどうなっているのか、機会があれば解説してほしい。 

 

○  最近の一番大きなニュースはＴＰＰの大筋合意だったと思う。ＴＰＰに関しては

いろいろな番組を見た。政府は「高付加価値化」「ブランド化」「積極的な海外進出」

を主張しているが、小麦・米・酪農・牛肉という北海道の主力となる農業について、

どのように考えているのか分からない。ＮＨＫが農家の声を拾い、大学の先生や専

門家に疑問をぶつけても、納得できる回答が返ってきていないと感じる。高付加価

値化も必要なことだが、北海道は小麦・ビートといった加工用の品種を生産してい
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る。今後もどんどん情報を伝えてほしい。また、農家を保護するというだけではな

く、私たち消費者がこれからも安全な国産品を入手できるように守っていかなけれ

ばいけないという側面もある。消費者側には安い農産物がたくさん手に入っていい

という説明しかされていないが、国産品の価格が上昇し手に入りにくくなることも

ぜひ伝えてほしい。また、海外への展開についても、製菓など道内で取り組まれて

いる先進的な事例を明るい話題の一つとして発信してほしい。大筋合意を受けて、

守るだけでなく、今度はどう攻めるのかということも報道してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 北海道では重要農産物５項目をすべて作っているので、ＴＰＰが大筋合意

に達したことを受けて、とにかく農家の思いを伝えたいということで急いで

取材をした。今はいろいろなことが明らかになってきているが、放送の時点

では情報が足りず、スタジオゲストの教授も具体的な対策までは正直なとこ

ろたどり着けていなかった。また、農家への所得補償には税金を投入するこ

とになるので、消費者や農業に携わらない人たちにも、食の安心と安全を守

るためだと納得してもらう必要があるということを伝えたかったが、抽象的

な言葉になってしまったことは反省したい。 

 

○  １０月９日(金)放送の北海道スペシャル「幻の名画 夷酋列像の物語」を見た。

絵の存在は以前から知っていたが、番組では今まで知らなかったことが伝えられて

いて、なるほどと思わされた。多くの視聴者も興味深く見たのではないか。また、

作品を美術的な側面だけでなく歴史的な切り口でも紹介し、クナシリ・メナシの戦

いについてもしっかりと分かりやすく説明されていた。絵は何度見ても引き込まれ

る魔力のようなものを感じさせられたし、描かれた１２人のうち、実際に松前に行

ったのは７人しかいなかったことも新しい情報だった。最後はアイヌの人たちが死

者を弔う儀式をしている場面だったが、自分たちの先祖だけでなく戦った相手への

弔いもしていることを取り上げたことで、心の中がすっとするよい締めくくりにな

っていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 絵画については、まず美術的な側面から番組を制作するのが王道だが、今

回はあの絵を巡って当時の北海道で何が起こっていたのかを解き明かすこ

とに挑戦したかった。出演した専門家は人生を懸けて夷酋列像を研究してい

る人なので、そうした情報をもとに構成していった。番組を見て、絵がきれ

いで迫力があると思って頂けたかと思うが、実は撮影はすべてフランスで行

っている。日本では照明の当て方に制限があるが、ブザンソンの美術館に直
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接交渉し、許可を得て撮影したもので、鮮明に見えると思う。 

 

○  番組を見て、すごくきれいな絵だと思ったが、理由が分かった。続編の計画があ

れば、たくさんある模写のことや、なぜ絵がブザンソンにあるのか、謎が解明した

ところがあれば、ぜひ取り上げてほしい。 

 

○  美術ミステリーや歴史ミステリーといった雰囲気で、楽しく見ることができた。

描かれたアイヌのリーダーたちの子孫は、探せない状況かもしれないが、どうなっ

ているのかを知りたかった。また、番組の最後でアイヌの人たちが儀式を行ってい

たが、どのような人たちが担っているのかということも紹介されているとよかった

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

 夷酋列像については、「日曜美術館」でも取り上げる予定だ。なぜブザン

ソンにあったのかについても取材したが、今回は確証が得られなかった。美

術品としての価値も含めて、作者・蠣崎波響のほかの作品についても伝えた

い。 

 

○  １０月１６日(金)放送の北海道クローズアップ「動物の事故死をどう防ぐ～円山

動物園 改善計画～」を見た。獣医師と飼育員の間で情報共有や連携がうまくでき

ておらず、失敗から学ぶことができなかったという話があったが、介護の現場でも

同じことが起こっているのではないかと思った。老人ホームや高齢者施設の運営委

員をやっているため、看護師と現場職員の間で情報を共有できていなかったために

高齢者にけがをさせてしまった事例を知っている。誰かの失敗が施設全体で共有さ

れないため、同じような失敗が繰り返されることがある。介護施設の関係者にも、

動物園の事例を見てもらった方が福祉施設の事例を見せるより伝わるものがあると

思った。 

 

○  円山動物園は通っていたこともあるので、今回のニュースを残念に思いながら、

番組は興味を持って見た。円山動物園の事例は、初歩的でがっかりするようなこと

が多く残念な気持ちでいっぱいになった。旭山動物園元園長は、動物園に関する法

律が整備されていないと的確な指摘をされていたので、スタジオにも招いてほしか

った。今後も取材を続けてほしい。また、日本の動物園のレベルが低いのではない

かと感じたので、海外の先進的な事例なども交えた提言を期待している。 

 

○  園の中に入って取材できたことはすばらしいと思う。マレーグマの事故をはじめ、
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初歩的な失敗ばかりだったことに驚いた。今回の問題はマレーグマが死んだことで

はなく、それをはじめとして立て続けに事故が起こっていることなので、その視点

から番組を制作してほしかった。スタジオでは、ゲストとアナウンサーの会話がか

み合っていなくて違和感があったので、事前の打ち合わせをしっかり行ってほしい。

「北海道クローズアップ」では、「ヒューマンストーリー」が好きなので、また放送

してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 旭山動物園の元園長は、今回の事故を受け、円山動物園のアドバイザーに

就任した。関係者という立場になったので、コメントだけを頂き、スタジオ

のゲストには彼に紹介された北九州市の動物園園長に出演して頂いた。 

スタジオでのやりとりについては、私たちの意思疎通が不十分だった。う

まく伝わらなかった部分については反省をして、次につなげたい。 

 

○  １０月１６日(金)放送の北海道 戦後７０年 第六回「エネルギー～苦難と格闘

の記録～」は新しく知ることがたくさんあった。番組の最後で、再生エネルギーの

半分は北海道にあるという話があったが、とても力をもらえることだと感じた。北

見はソーラーカーレースを開催したほど、一時は太陽光エネルギーで盛り上がった

が、ほかに追い越されてしまったと感じている。震災と原子力発電所の事故から再

生エネルギーが注目されている時代なので、北海道の資産を生かしてほしいと思っ

ている。 

 

○  北海道のエネルギーと生活史を紹介する番組として上出来の作品だった。非常に

勉強になり、子どもたちにもぜひ見せたいと思った。教えられることが多かったが、

物足りないと感じた点もあった。４割以上の電源を担っていながら停止している原

子力発電所をどうするかという問題は避けて通れないだろう。２人の専門家が登場

し、１人は再稼働賛成派だったが、もう１人は風力、バイオマスなどの再生可能エ

ネルギーを増やしていくべきだという発言にとどまり、原発について踏み込んだ発

言をしていなかった。消化不良だった。こういう微妙な問題について、制作者であ

るＮＨＫは明確な態度を示すことは困難だとすると、第三者にバランスよく語らせ

ることが必要になると思う。賛成派に対して、明確なメッセージを持った反対派を

出演させて、双方の発言を整理することが必要だったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 エネルギーについては、現在進行している課題と７０年の歩みが直結して

いて、それをどう伝えるかというのが難しいところだった。過去の例を積み
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重ねながら、未来に同じようなことがあればどうすればよいか、また、今ま

さにどうしなければならないのかということを伝えるために、発言していた

だく方の人選は慎重に行う必要があったと反省している。今後はバランスよ

く意見を出すよう心がけたい。 

 

○  １０月１０日(土)放送のＥＴＶ特集「むのたけじ １００歳の不屈 伝説のジャ

ーナリスト 次世代への遺言」という番組をたまたま見たが、長期間にわたり密着

取材していて、かなり熱っぽく今のマスコミの批判をしている場面もあった。この

ような番組を制作できるのはさすがＮＨＫだと思った。番組の最後は、100 歳のむの

たけじさんが「今が一番若々しい、みずみずしい」といって終わり、感動した。高

齢の方が見ると元気が出るような番組だったし、これから社会に出ていこうとする

学生にもぜひ見てほしい番組だった。再放送も希望する。 

 

 

○  全国放送の歌謡番組は、演歌が多いせいかいつも同じような顔ぶれの歌手が登場

している。歌手の選定はどのように行っているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 出演者については、同じ歌手やタレントが集中しないようにするルールが

ある。歌謡番組はテーマに合わせて人選するが、視聴者から演歌を希望する

声も多いので、同じ顔ぶれに見えてしまうのかもしれない。 

 

○  福山雅治さんが結婚されたときや、川島なお美さんが亡くなったときにＮＨＫが

トップニュースとして扱ったことには疑問を持った。ニュースバリューはそれぞれ

の報道機関の判断によるし、時間帯によっても当然違う。芸能ニュースをトップに

することが悪いわけではないが、ほかの項目のほうがよかったのではないか。 

 また、最近はテロップの誤りが多い印象を持っている。アナウンサーが、まじめ

な顔をして「訂正しておわびします」と言った直後に、にこやかな顔で楽しい話題

を伝えることにも違和感を覚える。 

 

（ＮＨＫ側） 

ニュースの項目はそれぞれの編集責任者が決めている。常に視聴者の声を

受け止めつつ決めているので、ご理解いただきたい。 

テロップの誤りについては、ゼロを目指して取り組んでいるが、まだ起き

てしまっている状況がある。問題意識は常に持っているので、業務フローの

改善や、チェック体制の見直しもしている。これからもミスのないようにし
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ていきたい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 



 1

平成２７年９月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２７年度後半期の国内放送番組の編成」について黄木編成局

長から説明があり、「平成２８年度の番組改定について」の意見を伺った。 

続いて、北海道 戦後７０年 第五回「北方領土“終わらぬ戦後”元島民の７０年」

をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

後に、１０月の番組編成について杉山放送部長から、放送番組モニター報告につい

て西澤考査副部長から、視聴者意向について荒井広報・事業部長から、それぞれ説明が

あり、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

まさきとしか（作家） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２７年度後半期の国内放送番組の編成について＞ 

 

○  懐かしいドラマの再放送が多い印象を受けた。視聴者からの要望が多い番組を重

点的に検討しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 それも一つの要素だが、ＮＨＫとして見てもらいたい番組を再放送してい

る。例えば今回「どんど晴れ」を放送するのは、東日本大震災から５年とい

うこともあり、東北を舞台にしたドラマを放送したいという意図があった。 
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○  学校教育でテレビ番組の活用が多くなっている。番組を１０分にまとめたのは重

要なことだと思う。英語教育を受ける時期はどんどん早くなっている。低年齢層を

対象とした番組があるのはよいことだと思うが、レベルはさまざまなので、種類が

増えるとよい。２か国語放送の番組もバラエティー豊かになると、レベルの高い子

どもたちにも見せられるのでさらによいと思う。「ダーウィンが来た」の再放送の日

時変更もうれしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

インターネットでも「ＮＨＫ for school」というサービスがあり、学校教

材として使われる番組の映像素材をテーマごとに見ることができる。インタ

ーネットと放送をうまく融合させてコンテンツを制作することで、自宅でも

学べる機会が広がるのではないかと期待して取り組んでいる。 

 

○  現在「映像の世紀」のデジタルリマスター版が放送されているが、事前の宣伝が

非常に少なかったように思う。大河ドラマなど新しい番組の宣伝ばかりではなく、

過去の名作の再放送もある程度は宣伝してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

放送９０年にあわせて、この秋から「新・映像の世紀」を放送する。２０

年前に制作した「映像の世紀」以降、新たに発見された映像も盛り込まれて

いる。 

 

 

＜北海道 戦後７０年 第五回「北方領土“終わらぬ戦後”元島民の７０年」 

(総合 ９月４日(金))について＞ 

 

○  元島民の表情や言葉から、期待を裏切られてきた悔しさとむなしさが伝わる番組

だった。政府の対応が進まないことに対しては、腹立たしさを感じた。７０年の歳

月によって戦争の記憶は風化してしまっているが、だからこそこれからの世代に伝

えていかなければならないと思った。戦争によって領土が簡単に変わってしまい、

そこに暮らしていた人々は生活や希望をすべて奪われてしまう。どうして戦争をし

てはいけないかを具体的に考えるために、今回の番組は良い材料になるだろう。客

観的に北方領土の歴史を知ることができる番組があると、より理解が深まると思う。

今後も定期的に取り上げるべき問題だ。 
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○  元島民の方が「自分の子どもに参加しろとは言えない」と話していたが、なぜ言

えないのか、なぜ後継者になる人がいないのか、そこにも焦点を当ててほしかった。

昔の写真が映し出されるシーンで、写真の一部だけがＣＧで動くような演出があっ

た。昔の写真は加工しないで映したほうが、７０年の歳月の重みが伝わった気がす

る。 

 

○  自分が子どもの頃、北方領土問題はもっと身近だったような気がする。元島民の

アンケ－トからも意識の変化が鮮明になり、危機感が湧いてきた。戦争というのは、

一度起こったらそれ以降はずっと「戦後」であり、番組の副題にあった「終わらぬ

戦後」という言葉の重さを感じた。過去の映像を効果的に交えながら非常に丁寧に

作られていたが、時代が行ったり来たりして、時系列が分かりにくい部分があった。 

ロシア人が日本人の墓地で「時々日本人が来て、何かしています」と話していたの

が印象的だった。この言葉に対する説明はなかったが、説明しないことでかえって

現状をダイレクトに伝えることに成功していたと思う。占領と実効支配の歴史の説

明がもの足りなく、若い人たちには分からなかったと思う。元島民たちの返還運動

にも具体的な説明がなく、説得力が弱かった。番組を見終わった後、ふるさとを奪

われて生活を丸ごと失った人たちの７０年間というのは、番組で見ているよりもも

っとつらく、苦しいものだったのだろうという気持ちが湧いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 戦後７０年ということで、元島民の声をじっくり聞くことが大事だと思っ

た。その結果、元島民からの「１島からの返還でもやむをえないかもしれな

い」というような、過去には出てこなかった発言を捉えることができた。国

境線に関わる日露和親条約以来の歴史的事実や、戦後の交渉の経緯などは今

後伝えていかなければならないと思う。若い人たちにも伝わるようにするた

めに、スタジオで模型を使って説明するなどの演出方法も考えていかなけれ

ばならないと感じた。写真の一部が動く演出については、より印象的・効果

的に見せたいというディレクターのこだわりがあったため、挑戦した。今後、

プーチン大統領の訪日が取り沙汰されているが、釧路局では引き続き元島民

への取材を続けて、日本政府の動きなども追跡して取材していこうと考えて

いる。 

 

○  1,300 人分のアンケートの結果を 1991 年と対比して紹介する構成は、北方領土問

題に精通していない人にも分かりやすい手法だったと思う。戦争が終わった後の侵

攻であり不法占拠なのだということを、テロップを使うなどしてもっと強調するべ

きだったと思う。ロシアの 400 億円にのぼる投資やインフラ整備の状況などが分か



 4

る映像もあり、実効支配が強まっている様子が伝わってきた。副題の「終わらぬ戦

後」という言葉が曖昧で、「終わらぬ戦後処理」くらいに言っても良かったのではな

いかと感じた。地域で活動しても国家の問題は解決しない。ナレーションでも「元

島民の戦後は終わらない」と言っていたが、元島民だけの問題にしてしまわないで

「日本の戦後処理は終わらない」という形で掘り下げてほしかった。返還がかなわ

ぬまま 6,700 人の元島民が亡くなってしまえば、日本は２度目の敗戦を迎えると言

ってもいいのではないか。 

 

○  元島民へのアンケートの数字の比較だけではなく、アンケートの中身をしっかり

捉えなければならない気がした。元島民がこれだけ高齢化している中で、返還運動

を将来的にどのように進められるかが重要であり、もっと踏み込んで取り上げてほ

しかった。これまでの番組の中でも望郷の思いについては触れられてきたが、返還

運動に若い人がどう参画できるかをしっかり考えなければ自然消滅してしまうだろ

う。北方領土の問題だけではなく、北朝鮮の拉致問題も含めて、戦後日本の外交力

の弱さを感じた。1990 年に択捉島の墓参りをした人が「帰ってきたぞ」と叫ぶ姿を

見て、この返還運動は元島民だけの問題ではないと思った。 

 

○  いま一度北方領土返還運動にスポットを当てて歴史を検証する、意義を感じる番

組だった。アンケートの結果から元島民の意識の変化を見せる構成は良かったと思

う。昔の映像と対比して出演者の老い方を映し出すことで、長年にわたる運動の歴

史の重さを感じることができた。橋本・エリツィン会談によって返還の期待が高ま

ったことから、結局は政治に頼るほかないということも事実なのだと理解した。国

民の声なき声をすくい上げて、北方領土返還運動をもう一度盛り上げていかなけれ

ばならない。そういう意味でもＮＨＫ北海道の役割は大きいと思うので、今後も継

続して取り上げられることを期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

 元島民は「戦争に行った人ではないから」という理由で国から補償されて

いない。戦後処理が終わっていないという観点で捉えることは大事だと思う。

教育現場で北方領土問題に触れる機会も減っていて、若い世代に受け継がれ

なくなっている。どのように伝えていくかという部分も大事だと思うし、番

組でも取り上げていかなければならないことだと思う。 

 

○  自分が昭和５５年生まれのためか、正直なところ番組を見ていても分からなかっ

た。「ふるさとを返せ」ということがテーマだったため、ひと事になってしまった。

何も知らないロシアの子どもたちが暮らしている中で、返還されたら彼らはどうな



 5

るのだろうと思ってしまった。元島民への補償問題やロシアへの何らかの請求など、

前向きな部分が何もなく、「残念だ」という暗い印象で、どうすればいいのか全く見

えないまま終わってしまった。北方領土ではなくても離島やへき地は若い人たちが

いなくて困っている。深い問題があると思う。 

 

○  ＮＨＫならではの過去の映像を使いながら構成されていて、見応えがあった。戦

後７０年間、期待と失望の繰り返しで人生を送ってきた元島民のことを知り、もど

かしさとやりきれなさを感じた。元島民の語りを中心に構成されていたが、北方領

土で生まれていない子孫の人たちにとっては、ふるさとだという実感はないだろう。

その一方でロシアはインフラ整備を進めていて、返還されたところで日本がどうで

きるのだろうかと考えて暗い気持ちになった。この番組を見て、高齢化している北

朝鮮の拉致被害者家族の姿と重なった。戦後７０年たった今でも日本は終戦の決着

をつけていないということを考えさせられた。一番大事なのは、国としてこの問題

にどう向き合っていくのかということだと思う。昨年初めてユジノサハリンスクに

行ったが、サハリンの人はとても日本が好きだと話していた。国と国の問題は複雑

だが、人と人とで平和的な解決の道を見いだせたら良いと思った。今のロシアの情

報を北海道に伝えることができれば全然違うだろう。 

 

○  北方領土問題は伝えるべき要素が非常に多いが、４３分という時間で元島民の歩

みと証言に絞って構成したのは良かったと思う。戦後８０年になったときにはこう

いう番組を作るのが難しくなっているのではないかと感じた。将来、貴重な記録と

して何かの機会に放送されることもあるのではないか。元島民の子どもや孫の世代

がこの現状をどう考えているかを盛り込んでほしかった。自分たちの世代が引き継

いでいかなければならないという意欲が見えなかったので、ひたすら絶望感にとら

われてしまった。元島民の人たちがさまざまなグループを作っているが、今の状況

を見ると孤立してしまっている気がした。国民的な運動にはなっておらず、強い孤

独感を抱いているのではないだろうか。肝心の国や道は、このまま消滅してしまう

かもしれない運動についてどのような危機感があるのかを紹介してほしかった。元

島民の世代がいなくなると返還運動が下火になるはずだということをロシア側も読

んでいると思う。ロシア側が日本の今の状況をどう見ているのかということが気に

なった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 番組では一方的に暗い方向に進んでしまったが、小泉敏夫さんの孫も実際

に返還運動に携わっている。番組で取り上げられなかった若い人たちの取り

組みは、ニュースのリポートの中で取り上げている。今後もキャッチアップ
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していかなければならないと強く感じた。委員から指摘のあった「見ていて

分からなかった」というところが課題だと思っている。演出方法の工夫も含

めて、若い人にもきちっと伝わるような番組を作っていかなければならない

と感じた。国や道がどう思っているのか、ロシア側がどう思っているのかと

いう指摘も頂いた。今後さらに取材を重ねていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月２３日(日)のサキどり↑「こんな夏があったのか！？気軽にトライ！長期滞在

の旅」を見たが、番組のナレーションで“これといった観光資源もなく”という、

地元局が制作したら絶対に入らないようなフレーズがあった。涼しい釧路を売り込

むために、あえてそれが強調されるようになっていて好感をもったが、全国放送で

地方の話題を取り上げるとき、制作は地元と東京のどちらが担当するのかが気にな

った。また、地方の話題が取り上げられるときは、東京が選ぶのか、地元局から提

案をしているのかという点も聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 地方の話題については、東京の制作部局が興味を持って取材をする場合も

あるし、北海道でふだん取材をしている中から、これは全国放送したほうが

いいというものを提案し、それが採用される場合もある。今回の番組は釧路

のディレクターの提案が採用され、放送に至った。地方局として、地域の魅

力を発信し活性化に貢献することを目標の一つに掲げているので、そのこと

は全職員が意識している。 

 

○  ８月２８日(金)の北海道クローズアップ「北海道の物流を直撃～フェリー火災事故 

１か月～」は、ゲストの相浦宣徳北海商科大学教授と司会の松岡アナウンサーのや

りとりの途中で番組が終わってしまっていたことが残念だった。生放送にこだわる

必要はあるのか。きちんと録画編集して時間内にまとめるほうがよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 生放送には緊張感があり、出演者の思いの伝わり方が違う。また、緊急性

の高い話題を取り上げることも多く、事前の録画編集は制作上も難しい。 

 フェリー火災についても放送前日の朝まで撮影取材をしていた。また、生

放送のスタジオでもなるべく 新の情報を伝えていこうという思いで制作し

た。番組の 後が切れてしまったことは、アナウンサーも非常に反省してい
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て、今後はそのようなことがないようにすることをスタッフ全員で確認した。

ゲストの方の発言が長くなってしまうこともあるが、それもこちらの責任で

あり、反省を踏まえて放送に臨みたい。 

 

○  ８月２８日(金)の北海道 戦後７０年 第四回「消えない記憶～満州“集団自決”

の悲劇～」も、この先証言を取ることができなくなる、今放送しなければ今後はで

きない番組だった。悲しい内容ではあったが、引き込まれた。当事者それぞれの立

場で語られる言葉や証言が記録されたテープから、事件の悲惨さや切なさがひしひ

しと伝わった。事件の当事者である鈴木幸子さんが“銃で撃った相手を恨む気持ち

はない”と話していた部分が大変印象的で、こういうことが起きてしまうのが戦争

なのだと改めて感じた。事件後に国がどのような対応を取ったのか気になる。 

 

○  麻山事件のことは知らなかったので、４３分は長いと思って見始めたが、あっと

いう間だった。知らないことばかりだったので衝撃を受け、のみ込まれるように見

ていた。鈴木さんをはじめ当事者の方がこれだけカメラの前で語ってくれたのは、

制作者との信頼関係があったからこそだと思う。事件当時から現在まで鈴木さんが

どういう気持ちで生きてきたのか、とても考えさせられた。ただ、当時の日本と中

国、満州の関係や軍の状況などの社会的背景を番組の中で伝えないと、ただの証言

となってしまう。とは言え、証言自体が大変貴重なものであったし、淡々と進んで

いく演出もよかった。これを北海道のみの放送にしておくのはもったいないと思う。 

 

○  とても衝撃的で、見るのがこれほどつらいと思う番組は久しぶりだったが、見る

ことができて非常によかった。構成はシンプルだったが、だからこそ戦争とはこう

いうことなのだということを物語っていた。墨一色の再現イラストも想像力をかき

たてられ、効果的だった。しかし、中国と日本の関係や歴史的背景がぼやけていた

ので、そこが非常に残念だった。歴史的背景もしっかり押さえた上でぜひ全国放送

してほしい。 

 

○  終戦間近の旧満州の地でこのような事件があったことを今回の番組で初めて知っ

た。非常に重いテーマで胸がふさがる思いだったが、戦後 70 年たった今、平和の大

切さと命の尊さを問いかけるにふさわしい番組だった。鈴木さんの証言とそれを裏

付ける当時の資料や映像を丹念に検証した番組構成は非常に見応えがあり、真に迫

る内容だった。再現イラストは、漫画のようで番組と一致しないのではないかと感

じたが、シリアスに描くともっとつらくなったかもしれない。また、集団自決を実

行した男たちがソ連に切り込むことを断念し、その後日本に帰国したことがさらっ

と伝えられていて、釈然としなかった。とは言え、未来に語り継いでいかなければ
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ならない、すばらしい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  麻山事件については、担当記者が鈴木さんに１５年向き合ってきた中で、

証言を取ることができた。鈴木さんはずっと事件のことを語ろうとせず、生

き残った家族の間でも話すことはなかったようだ。麻山事件は、沖縄の集団

自決とは異なり、男性が銃で女性や子どもの命を奪い、その後ロシア軍に切

り込みに行くものの、圧倒的な力の差に断念して帰国した経緯があり、男性

側の多くはその罪悪感から事件について語ることはなかった。鈴木さんは番

組の中で「恨む気持ちはない」と発言していたが、もちろんずっと許せない

と思っていたそうだ。しかし、初めての現地訪問の際に、たった一人だけ参

加していた銃を持った側の男性が、号泣し土下座をして遺族や被害者に謝罪

する姿を見て、鈴木さんも「許さねばならない」と思ったと聞いている。麻

山事件は、当事者が農業技術を広めるという特別な使命を背負っていたこと

や複雑な立場が悲劇につながった。また、今回は関係者数名から証言をとる

ことができたが、消えゆく証言者を取材することは時間との闘いだと感じて

いる。今後も貴重な証言をきちんと残していきたい。 

 

○  ９月４日(金)の北海道クローズアップ「米価暴落 生き残りにかける農家」は、米

農家のさまざまな取り組みが興味深かった。しかし、番組の視点がそれぞれの米農

家にしか向けられていないため、全体的にひと事のように感じられた。米どころで

ある北海道の産業全体を見おろす視点がほしかった。 

 

○  米に関する仕事をしているので大変興味深かった。道内の米農家の置かれている

現状や新しい取り組みは理解することができた。しかし、現在の日本では、米の流

通への国の関与が大きすぎて、末端の消費者は米価下落の恩恵を全く受けていない。

そのため、米価が下落している実感も乏しい。もしこの問題を取り上げるのであれ

ば、もっと根本的な、減反政策に代表される国策や流通問題に切り込まなければ、

本質が見えてこないのではないか。また、米価暴落の要因の一つに「米離れ」が挙

げられていたが、主食であるはずの米の価格が、日本は世界的に見ても高すぎると

いう事実もある。番組は通りいっぺんの取材をしていただけで、共感できる部分は

なかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 米価暴落で農家の方が苦しんでいることは実はあまり報道されていない。

しかし、特に大規模農家ほどその影響が大きいことや「今の状況は危機的で、
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これ以上は経営を続けられない」という農家のみなさんの声をまずは伝えな

ければならないと思った。一方で、全農家に広く導入できるかはまだ分から

ないが、新しい取り組みが始まっていることを取り上げた。ただ、ご指摘の

とおり、消費者レベルまではその恩恵が伝わっていない。そのからくりは何

なのか、どういう仕組みなのかということは、ぜひ別の形でお伝えしたい。 

 

○  仕事柄、北海道クローズアップ「米価暴落 生き残りにかける農家」を見たが、

なぜ米価が暴落しているのかという分析が非常に乏しかった。流通が要因の一つに

思われがちだが、私はそうは思っていない。平成５年の大凶作と１９年の凶作を除

いて、毎年米の収穫はできている。結局、在庫が余っている中で、国の需給調整が

機能しておらず、その一方で米の消費量はどんどん減っているという状況がある。

食べなければ売れないし、売れなければ値段は下がるというシンプルな図式だ。番

組では岩見沢農業協同組合の世界初の無人化技術が取り上げられ、その機械を購入

することを決めた農家の方が紹介されていたが、大きな借財を背負うわけで、今後

の米の流通・生産・販売のことを考えると決して手放しでよかったと見ることはで

きない。美唄農業協同組合の飼料米の取り組みについても、本当は食用米で勝負し

たいが、経営難のため国の補助金がある飼料米に切り替えてしのぐという苦渋の決

断で、とても重く受け止めた。ほかにも岩見沢市の直播栽培や昨年米－１グランプ

リに輝いた黒澤大輔さんの事例などを淡々と紹介していたが、国策に翻弄されなが

らその時々に必死に対応して生き残ってきた日本の稲作農家のことを思うと、この

番組には不満が残る。私自身の経営にも関わることで、これからのことを真剣に考

えているが、やはり米の消費量は減っていくだろう。しかし、米は日本で自給でき

る数少ない作物で、なんとか田んぼを残したいという思いで努力をしてきた。どん

な形であれ栽培した米が消費される方策を懸命に考えてきた業界の立場から見れば、

国の米に関する政策や歴史には一切触れず、米価暴落の原因の詰めも弱い、残念な

番組だった。これから北海道だけでなく全国の米農家が正念場に立たされる。輸出

もそう簡単にできるものではなく、リスクが伴う。そういったことも含めて、今後

も番組を制作していってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 米の問題を扱うのは非常に難しく、いろんな見方がある。ご指摘を受け止

めて、さらに番組やニュースで扱っていきたいと思う。 

 

○  ９月７日(月) プロフェッショナル 仕事の流儀「若き化石ハンター、太古の謎に

挑む～恐竜学者 小林快次～」を見た。大好きな番組で毎回見ていて、いつも頑張

らなくてはと勇気をもらっている。今回も、恐竜に関する知識も興味もなかったが、
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研究の視点や研究者としての姿勢にぐっとくるものがあった。小林さんの生い立ち

や研究者になった背景が気になったタイミングで、ちょうどそのような場面が描か

れていて、上手な番組の展開にも感動した。 

 

○  小林さんは今後も何回もアラスカに渡り恐竜が滅びた原因を調べるということで、

それがどう究明されるのか引き続き追ってほしい。地道ではあるが、石を割ると１

億 5000 万年前に戻れるという、子どもたちに夢を与える番組だった。 

 

○  私もプロフェッショナルが好きだが、この番組の制作に札幌局が参加しているこ

とは知らなかった。学問とは何かということや研究者としての姿勢は、いろいろな

ことにつながるすばらしいことを伝えてくれていて、このような先生が北海道大学

にいることを誇りに思った。取材も丁寧で感心した。未来を感じさせられた。子ど

もたちにもぜひ見てほしい内容だと思った。プロフェッショナルの北海道版のよう

な番組があれば、ぜひ見たい。特番だと見逃してしまうので、シリーズ展開をして

ほしい。 

 

○  この夏は台風・大雨で全国にいろんな災害があったが、９月１０日(木)の「ほっと

ニュース北海道」のトップで、“土砂災害にどう備えるか”ということを迅速に伝え

ていた。 

 翌１１日(金)の北海道クローズアップ「緊急報告 記録的大雨にどう備える」でも

同様に、北海道でも本州と同じような大災害がいつ起きてもおかしくないという警

鐘が鳴らされていた。危険だということはよく伝わったが、タイトルにある“どう

備える”という点については、行政側の問題と住民側の問題がある。住民の立場か

らすると、私たちは何に気をつけたらいいのかという部分がよく分からないまま残

ってしまった。地震の場合は、ふだんから気をつけるべき点や備えについての情報

共有が進んでいるが、水の災害に関してはあいまいになっていると感じる。ＮＨＫ

として「みなさんこれをやってください」「これに気をつけてください」と、ある程

度決まったものを繰り返し伝えていくことになると思うが、いざというときのため

に、明確なメッセージを視聴者に投げかけてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 雨の災害に対して、住民側の備えや気をつけるべき点は、例えば、崖の近

くに住んでいる人はなるべく崖と反対側の部屋にいるようにとか、河川で急

に水が流れなくなったら上流で土石流が起きているおそれがあるとか、ポイ

ントでは伝えているつもりだが、まとまった伝え方ができていないところも

ある。また、ご指摘をいただいたように、地震に比べ雨の災害の注意点の伝
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え方には、まだ工夫すべきところがあると改めて感じた。今後も災害のおそ

れがあるときは、逆Ｌ字放送などさまざまな手段で、積極的に注意情報を伝

える。 

 

○  急に北海道クローズアップ「緊急報告 記録的大雨にどう備える」のような番組

を制作できるのはさすがだと感じた。どの段階で番組の制作を決めたのか、事前に

用意しておいた素材はどのくらいあったのか、また、九州や四国などほかの地域も

あのような特集を組んだのか、番組の内容以外も気になってしまった。じっくり制

作すれば全く違うものになったと思うが、あのタイミングで放送すると印象に残る

ので、とてもよかったと思う。しかし、地域の安全を守るには、行政がどう堤防を

造るかということよりも、地域の人たちがふだんからその地域のことをよく知って

いることが大切だと思う。そのことがきちんと伝わるように、今後も検証して、次

の番組を制作してほしい。災害報道はないにこしたことはないが、今回ニュースで

アナウンサーが呼びかけ続けている様子を見ていて、ＮＨＫのみなさんの頑張りを

感じた。また、ボランティアの受付情報もＮＨＫオンラインでいち早く公開されて

いて、すごいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

 制作は放送当日の朝からで、駆け足の取材・制作になった。９月１１日は

札幌に初めて特別警報が出された日からちょうど１年で、関連するニュース

の企画取材などを行っていたこともあり、なんとか放送につなげられた。内

容は粗いところもあるが、たくさんの視聴者に見ていただき、全国的な問題

を地域の問題として捉え、すぐに展開することの大事さを痛感した。 

 災害の現場である首都圏では、特報首都圏「緊急報告 拡大した大雨被害」

を放送することを決め、取材陣を総動員して制作していた。これはあくまで

首都圏の視点なので、北海道の視点から１年前の豪雨災害なども振り返りつ

つ、伝えることとした。ご指摘いただいたとおり、もっと掘り下げた番組も

今後制作していきたい。 

 

○  ９月１１日(金)の北海道中ひざくりげ「思いつながる コンブの海～えりも町～」

はおもしろかったが、女性が出てこないことが非常に残念だった。“コンブ漁は家族

ぐるみ”とあったので、浜のお母さんにも注目してほしかった。 

 同じく９月１１日(金)の穴場ハンター「夏のえりもはコンブ自慢！」は、子だくさ

ん家族や３世代同居という話題にほっこりした。軽快な音楽も番組によく合ってい

て、内容をよく盛り上げていると感じた。テロップの文字もチェック柄でより柔ら

かい印象になっていて、好感を持った。スタジオの演出も客席を巻き込んだアット
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ホームな雰囲気がおもしろい。 

 

○  北海道中ひざくりげ「思いつながる コンブの海」は網元の田中政義さんの人望

の厚さを感じる番組だった。また、名産の日高コンブは、森と海の調和から生まれ

ていることを感じ、日高を知る上でよい番組だった。 

 

○  ９月１５日(火)の「つながる＠きたカフェ」で、特殊詐欺を取り上げていたが、残

念ながら全国的な話に終始していた。道内で被害件数が増えているということだが、

身近な話題として展開できていなかったように見えた。ひと事になりがちな問題を

道内の視点で放送してほしい。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 



 1

平成２７年７月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１５日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、議事に先立ち、空席となっている委員長の互選を行い、新しい委員長に藤

野彰委員を選出した。 

続いて、中田局長から７月１日付で新たに委員に就任した井田芙美子氏と丸藤競氏の

紹介とあいさつがあり、議事に入った。 

議事はまず、北海道スペシャル「生涯 書き続けたい～家族・編集者が語る作家・渡

辺淳一～」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

まさきとしか（作家） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

目黒 雄司 （北海道新聞社 論説委員） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道スペシャル「生涯 書き続けたい～家族・編集者が語る作家・渡辺淳一～」 

（総合 ６月１９日(金)）について＞ 

 

○  渡辺淳一が生前収録されたインタビューでよどみなく話している姿から、彼がリ

アリティーの追求を根底に持った作家なのだということが伝わってきた。人物像を

掘り下げていくことにおいては、達成度が高かったと思う。渡辺が毎年娘に手紙を

書いて渡していたというエピソードからは、同じ父親として刺激と気づきを与えら

れた。 
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○  高校時代に加清純子と出会ったことが恋愛小説家としての渡辺淳一に大きな影響

を与えた、と紹介されていたが、番組を見ただけではその内容を理解できなかった。

小説を書くために食生活を変えて体力作りをするほど自分中心の生活を送っていた

にもかかわらず、家族がばらばらにならなかったことに驚いた。自由奔放に人生を

さらけ出して作品を作り上げることで、自らの信念を正当化したような生涯だった

のではないかと思う。 

 

○  渡辺の初恋の女性、加清の衝撃的な生きざまは、誰しもが興味を持つ部分だと思

う。渡辺の「女性が分からないから書く」という発想は、加清がいたからこそであ

り、彼女のエピソードをもっと深く掘り下げてほしかった。「編集者・家族が語る」

というテーマ設定は興味深かったが、家族として語ったのは次女だけだったため、

副題に盛り込むことには違和感があった。 

 

○  渡辺の作品は読んだことがないが、「恋愛小説は人間とは何かを問うものだ」とい

う彼の言葉を聞いて、作品を読んでみたいと思った。恋愛小説は、歴史小説などに

比べると娯楽性が高い印象があったが、人間の汚い部分や本能的な部分を表してい

るものかもしれないと番組を見て思った。美化されたような内容だったが、相手を

かえても恋愛をし続けなければ書けないというのは、女性の立場からすると素直に

受け入れられるものではなかった。「失楽園」の最後の場面で、心中を「究極の形」

と美化して表現していたのは、自殺率が非常に高い今の時代においては違和感があ

った。自らの記事によって渡辺が医者としての生命を絶たれたという週刊誌記者が、

番組に出演していたことが不思議だった。そのようなことがあれば普通は仲たがい

するのではないかと思ったが、その後も友人関係が続いていたことが疑問として残

った。 

 

（ＮＨＫ側） 

 編集者は作家についてあまり言及しないのが普通だが、没後１年がたち、

自分たちが見てきた渡辺について話そうという気持ちが出てきたことが番

組制作の発端にある。渡辺と加清の関係については、渡辺本人が元秘書の女

性編集者１人にしか話していなかったこともあり、あまり踏み込むことがで

きなかった。これまで渡辺の家族が取材に応じたことは全くなかった。没後

に著作権管理を引き受けた次女が、父の作品を全部読み、亡くなって初めて

気づいた父の姿を語りたいという気持ちになったこともあって出演しても

らうことができた。番組に登場した週刊誌記者は、渡辺が医者を辞めざるを

えなくなって上京した後、彼の生活の面倒を見ていた。その後も陰ながら見
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続けてきて、２人の関係が深まっていった経緯がある。 

 

○  渡辺の作品は読んだことがないが、週刊誌に連載していたエッセーなどは読んだ

ことがあったため、番組で紹介された内容については目新しさが感じられなかった。

女性編集者の語る渡辺像は、彼女が６年間秘書を経験していたこともあり、とても

魅力的だったと思う。音楽はそれぞれのシーンに合っていて、邪魔をせず静かに盛

り上げるような、すばらしい選曲だった。作品を朗読していた女性の声が甲高く感

じられ、作品に合っていないように感じた。アナウンサーによる朗読でもよかった

のではないか。高校時代の再現ドラマ、特に加清の登場シーンは残念だった。関係

者以外は登場させないほうが、渡辺の作品の世界に浸ることができたのではないか

と感じた。 

 

○  「失楽園」が話題になったときは、自分も若かったので、理解しがたい恋愛に対

して「見てはいけない」という思いがあって作品を読むことを敬遠していた。番組

を２回見たが、渡辺の恋愛小説を読んでみようという気にはならなかった。美化さ

れて、スマートに収まっていたような印象を受けた。自分が家族の立場だったら、

受け入れられないだろうと思うし、一生恨むと思う。娘が父をどう見ていたのか、

あるいは心境がどう変化していったのかをもっと掘り下げてほしかった。渡辺が医

者を辞める原因となった記事を書いた記者のインタビューは、こんなに重要なこと

を淡々と話してしまうのかと違和感があった。加清のような女性にひかれていく男

性というのは、どのような心理で、どのような環境に育った人なのかと、女性の立

場からは興味が湧いた。渡辺が彼女を好きになるに至った背景が知りたいと思った。 

 

○  中学生の頃に「阿寒に果つ」を読み、衝撃を受けたことを覚えている。番組中の

再現ドラマでは、加清純子が渡辺に宛てた手紙が下手な文字で書かれていて、彼女

のイメージに合っていなくて違和感があった。消しゴムがアップで映るイメージ映

像があったが、意味がよく分からなかった。新たに見つかった「阿寒に果つ」の原

稿が、きれいに保存されていたことに驚いた。渡辺の作品を読んだことがない人に

も、北海道にすごい作家がいたのだと伝わったと思う。昨今は読書離れが進んでい

ると言われるが、渡辺以外にも北海道ゆかりの作家はたくさんいる。今回のような

長い番組ではなくても、少しずつ紹介してほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

再現ドラマの表現方法については、編集段階で議論をしたが、最終的には

担当ディレクターの判断に任せた部分がある。今後は準備段階から議論を重

ねるように気をつけたいと考えている。渡辺の生い立ちについては、両親は
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教師で、非常に教育熱心だったようだ。親の期待に応えるいい子という一面

があったことは資料から分かっているが、今回の取材で語られることがなか

ったため割愛した。 

 

○  編集者や家族の証言をつなぎ合わせて渡辺の人物像を浮き彫りにしようという意

図は分かるが、作家や作品と本当に向き合おうとした番組なのか、疑問を感じた。

編集者のパーティーや「失楽園」の映画のシーンなど、余計な場面が多すぎる印象

を受けた。渡辺の生前には口が重かった編集者たちが、没後１年で饒舌（じょうぜ

つ）に語り出したことに違和感を覚えた。作家と編集者の関係というのは非常にデ

リケートなもので、配慮が必要だ。編集者の意見に頼らずに番組を作る方法もあっ

たのではないかと感じた。札幌医科大学の和田心臓移植事件は、単に渡辺が仕事を

辞めたというだけの話ではなく、文学活動を始めるきっかけになった大きな事件で

あり、渡辺はこの事件を題材にした小説も書いている。そこに言及がなく、ただ編

集者の証言を聞かされるだけでは満足できなかった。 

 

○  渡辺が家族に疎まれているという話をよく耳にしていたので、家族が取材に応じ

たことに非常に驚いた。全体として、多くの人が抱いている渡辺のイメージに沿っ

た番組だと思った。視聴者の求めることに合わせて、エピソードを絡めてうまく紹

介していたと思う。家族をインタビューしている人の声音が乱暴だったことが気に

なった。もう少し丁寧に、音量も控えめにしたほうがよかったのではないかと思う。

作品の紹介に意外性がなかったことが残念だった。恋愛小説を書く以前にも、病床

にあってもユーモアたっぷりに生きる人たちを描く小説なども書いているので、そ

のような部分も取り上げてほしかった。渡辺はシャイな面がある一方、反骨精神が

ある。そのような意外性を番組でも生かしてほしかった。最後にナレーションで「人

間とは何か。根源的な真実を追究する魂にあふれていました」という言葉があった

が、何度聞いても意味が分からなかった。高尚な言葉を使い、格好つけてまとめる

必要はない。わかりやすく伝わるか、伝わらなくても心に残るような言葉を使うこ

とが大切だと思う。 

 

○  編集者がいろいろなことを話していたが、亡くなって１年しかたっていない時点

では、まだ生々しく感じることが多かった。一番印象に残ったのは、家庭人として

の渡辺だ。銀座のお店のオーナーの証言を聞くと家族の苦労がしのばれるが、その

分家族の存在が大きかったのだと考えた。渡辺が北海道を代表するすばらしい作家

だったということを知り、作品を読んでみたいと思った。 

 

○  これだけ多くの仕事を残し、社会的にも話題になった大作家の素顔を追うには、
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没後１年という時間の流れはまだ短いのではないかという印象を受けた。「新しい

恋愛をして現代の風俗を書く」というコメントや、「奥さんが本当に自由にさせてく

れた」というコメントは非常に思わせぶりで、言葉の裏側で何を言わんとしている

のか、隔靴そうようの感じがした。まだ１年しかたっていないことで「今言えるの

はこの辺まで」というような関係者の自制が感じられた。仕事以外の渡辺の素顔が

見えてこなかったことが、もの足りなく感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

没後１年という時間は長いようにも短いようにも感じられるが、編集者が

ようやく語ってもいいかと思うようになってきた頃だったということでは

ないか。ここまで話していいのだろうか、という様子はインタビューでも伝

わってきた。その内容をどこまで使うかはわれわれの中でも悩んだ部分だっ

た。渡辺の仕事以外の面について、うわさ話は山ほどある。きちっとした形

で証言が取れたのは、銀座のお店のオーナーだけだった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月１９日(金)の北海道クローズアップ「救急医療 危機の連鎖を防げ」は、広大

な北海道に住む人間にとって、救急医療の現状を確認するうえで良い番組だったと思

う。心筋梗塞の患者が診察を受けるまでに３時間以上かかってしまうというのは、シ

ョッキングな数字だった。医療過疎の地域に暮らす人々は、何を心がけていればいい

のか、万が一のための訓練などの取り組みについて番組で取り上げてほしかった。番

組の副題の意味が分からなかったので、なぜこのような副題にしたのかを教えてもら

いたい。 

 

○  搬送に３時間かかった事例を通して救急医療の問題点を分かりやすく紹介してい

た。救急医療にＩＴを駆使した福井県の事例はおもしろかったと思う。トリアージは、

あまり一般的に知られている言葉ではないのではないかと気になった。トリアージが

大切だという結論に導くのであれば、基本的な情報も提示したほうが、より重要性を

伝えることができたのではないか。救急車利用の有料化が検討されていることに触れ

ておらず、不自然に感じられた。 

 

○  身近な問題として見た。スタジオゲストの話を聞いて、病の高度化や複雑化によっ

て専門医がいなければ受け入れられない病院側の事情について分かり、視野が広がっ

た。大きな病院では、１週間ほどで大方の治療を終えたら退院させる実態があること
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を最近よく耳にする。このような問題もぜひ取材してほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組の副題は、地方の医療危機が都市部の医療危機に連鎖しているという

意味だったが、きちんと分かりやすく説明するよう心がけていきたい。トリ

アージという言葉がどれほど浸透しているかについては、制作の過程で議論

したが、阪神・淡路大震災や東日本大震災で知られるようになったのではな

いかと考えた。もう少し基本的な情報を説明するべきだったと改めて思った。 

 

○  ６月２４日(水)の歴史秘話ヒストリア「北の大地に夢を追え～“北海道”誕生の秘

密～」について。松浦武四郎は一般的によく知られた人物とは言えないかもしれない

が、興味深く紹介されていたと思う。アイヌの言葉の説明も挟み、知らない知識を視

聴者に提供する工夫が凝らされていた。和人の習俗を押しつけるような政策が幕末か

ら行われていたということで、江戸末期から昭和初期にかけてアイヌが置かれていた

状況について説明があれば、全体のアウトラインがよく分かったのではないか。 

 

○  ６月２６日(金)の北海道クローズアップ「売れなくてもいい！？～ハツキタ商店街 

再生への挑戦～」は、良い面ばかりが取り上げられていた印象を受けた。多くの課題

があって、それらを解決する中でハツキタ商店街の活性化があったのだと思うので、

課題をどのように解決していったのかについて触れられていると視聴者も参考にな

っただろう。 

 

○  商店街に「５年で２６店が新たに加わった」と紹介されていたが、これは商店街に

加盟した数なのか、新規に開店した数なのか、あるいは両方を合わせた数なのかが分

からなかった。デイサービス利用者の女性が絵を持ってきて見せる場面があったが、

子どもたちがタイミングよく下りてきたのは本当に偶然だったのか、疑問を抱いてし

まうような状況だった。 

 

○  自分も駅前商店街で理事を務めていた経験があるので、運営側の気持ちはよく分か

る。小売りからサービスに移らなければならないことを、商店街の人も分かっていな

がらなかなか実現できない。なぜハツキタ商店街はそれが実現できたのか。おそらく

他の商店街とは違う何かがあったから実現できたのではないかと思うが、そこを詳し

く紹介してほしかったと思う。今後高齢化や少子化をどう乗り越えていくのか、生活

に困っている人をどう支援するかを考えるうえで、商店街が重要なポイントになる。

そのような切り口で、Ｅテレで放送している福祉番組などに展開するとおもしろいの

ではないかと思った。 
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○  番組冒頭のシャッターを上げるシーンや、商店街をかたどったテロップの文字、動

きのある番組タイトルなど、細かい部分にセンスの良さを感じた。事例としてはうま

くまとめていたと思うが、お金の流れがどうなっているのかが分からなかった。デイ

サービスの施設をオープンすることが商店街としてどのように利益を生むのかが分

からず、疑問が残った。 

 

○  誰かコンサルタントがついて、グランドデザインを描いているのではないかという

疑問が湧いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

確かにうまくいった事例ばかりを取り上げていた。課題をどのように解決

したかを再取材したうえで、全国放送する予定だ。「５年で２６店加わった」

という数字は、新規開業した店と、既存の店ではあるが商店街に新たに加盟

した店の合算だ。女性が子どもたちに絵を見せる場面は、デイサービスの職

員に見せようと持ってきた、ちょうどそのタイミングに、上の階の塾に通う

中学生たちが休憩時間で下りてきたもので、慌てて撮影した。描き方を教え

てほしいと話していた男子中学生は、本当に指導を受けるようになったそう

だ。「こんなことがあったらいいな」と思うような地域住民の交流が、商店

街で本当に生まれるようになってきた。番組に登場した理事長は本当に商店

街を愛していて、100 年続いた自らの店を畳んだ後の土地を更地（さらち）

にして、商店街に無償で貸している。その土地を担保に 6,000 万円を借りて

デイサービスを運営しているため、運命共同体となって利用者を増やそうと

努力している。ハツキタ商店街にコンサルタントはおらず、理事長を中心に、

商店街の人たちが知恵を出し合っている。お金については、デイサービスの

利用者が増えると、それが借金の返済に回されるという流れになっている。 

 

○  ７月３日(金)の北海道クローズアップ「飲酒死亡事故全国最多 どうすれば防げる

のか？」について。京都や福岡では大きな事故を契機に条例改正への盛り上がりが生

まれた一方、北海道では２年続けて大きな事故が起きているにもかかわらず、盛り上

がりが出てきていない。そこにどのような要因があるのか、風習や地域性などと表現

していたが、もう少し突っ込んで説明してほしかった。 

 

○  このような事故が起きるたび、犯人がどのくらい酒を飲んだのかが強調され、酒類

業界に携わる人々が悲しい思いをしているのも事実だ。悪いのは酒を飲むことではな

く、酒を飲んで運転することだ。飲酒死亡事故の厳罰化を求める署名活動中に「酒が



 8

まずくなる」と通行人から暴言を浴びせられたという話は、酒が悪の根源のような印

象を与えかねず、やるせなさを感じた。酒類業界も未成年の飲酒撲滅やハンドルキー

パー運動などの啓もう活動をしているので、そういった事実も伝えてほしかったと思

う。 

 

○  条例制定に向けた北海道大学の学生の動きを取り上げていたが、他の大学や地域で

同様の動きはないのかが気になった。解説は分かりやすく、遺族の気持ちも丁寧に取

材されていたと思う。スタジオに登場した記者が緊張していたのか、話を何度も言い

直していて、そのたびに話が切れてしまって残念だった。 

 

○  北大の学生の署名活動を取り上げていたが、この問題は札幌市だけの問題ではない

ので、なぜ道が率先して条例を作らないのかと気になった。京都府警のような市民の

通報システムを確立する活動も、前向きに取り組めばすぐに実現できるのではないか

と思えてしまった。スタジオゲストが「この問題に第三者はいない」と言った言葉が

耳に残っている。今後も粘り強い取り組みを続けていくことが大事だろう。 

 

（ＮＨＫ側） 

砂川市の事故が発生した後、６月２５日(木)のクローズアップ現代「なぜ

暴走は止められなかったのか～検証・一家５人死傷事故～」で全国各地の取

り組みを紹介したうえで、北海道クローズアップとして北海道の事情にフォ

ーカスして取材した。京都の場合、悲惨な事故が起きてから、市民の関心が

持続している半年のうちに府警に飲酒運転撲滅の特別チームができた。北海

道でも飲酒死亡事故を防ごうという運動が広まってほしいと思い、番組を作

った。広大な北海道では車がないと生活できない事情もあるので難しさは感

じたが、今後も積極的に伝えていきたいと思っている。条例作りに向けた動

きは北海道でも進んでいるが、現在中心になっているのは北大医学部の学生

だ。取材した時点では札幌でしかビラ配りをしていなかったが、砂川の事故

を受けて全道で活動していくと話していた。 

 

○  ７月３日（金）の北海道 戦後７０年 第三回「自然保護～対立と成長の軌跡～」

は、最初は「開発か保護か」という視点しかなかったところから、新たな共存の可能

性まで取り上げられていて感動した。どちらかを悪者にするのではなく、両者を取り

上げて気持ちがどう変わっていったのかがきちんと取材されていた。間を取り持った

行政の担当者が柔軟な考えを持っていたから釧路湿原の活用があったのだ、というこ

とが伝わってきた。もう少し短い番組としてまとめることができれば、学校の教材と

しても利用できるのではないかと思った。 



 9

 

○  ３つの事例の、特徴の異なる市民活動や時代背景が分かりやすく説明されていた。

広い北海道の自然も、地域によって保護のあり方が見事に違うのだと思った。上川と

十勝では、農業の取り組み方の違いから、人の気質がよく比較されるが、この番組で

も自然との向き合い方の違いから地域の特徴が見いだせると興味深かったのではな

いか。この先どのように自然を維持して共生していくのか、新たにどのような働きか

けが必要なのかということを投げかけられたら良かったと思う。戦後、若い世代が市

民活動を通して頑張ってきたことを、今の若い人たちがどう捉えるべきか伝えること

も大事だったのではないか。 

 

○  大雪山、知床、釧路湿原という３つの自然公園を取り上げ、歴史的な経緯を当時の

映像や証言を交えて要領よくまとめられていた。北海道の現代史の象徴的な問題が含

まれており、ぜひ子どもたちに見せたい番組だと思った。振り返ることに重点が置か

れていたが、現在の状況とどうつながっているのかについて情報を付け加えてもらい

たかった。釧路湿原を取り上げた部分で、最後に「北海道で培われた自然保護の考え

方が全国へ広がっていった」というコメントがあったが、具体的にどのような影響を

及ぼしたのかを説明してほしかった。 

 

○  ７月３日(金)のファミリーヒストリー「清水宏保～金メダルの真実 祖父は樺太で

銀行員～」を見た。本人の努力だけではなく、家族の歴史があって金メダルを取れた

のだと実感できて感動した。この番組は毎回感動させられているが、過去のエピソー

ドなど、放送していい内容なのか判断に悩むことはないのかと気になった。 

 

○  ７月７日(火)の「ほっとニュース８４５」で、短大生が田んぼに行って生物を探す

野外授業を取り上げていた。何を伝えたいニュースなのか分からないし、話題が幼稚

すぎるので、このような話題は見たくないと思った。 

 

○  ７月１０日(金)の北海道クローズアップ「生活困窮者 どう支えるか ～新たなセ

ーフティーネットの行方～」について。生活困窮者の社会的な位置が、図を用いて分

かりやすく伝えられていたと思う。生活困窮者というと、すぐに援助を求めるイメー

ジがあったが、「相談するのが恥ずかしい」と話しているのを見て、我慢強い人が多

いのだと感じた。彼らの存在を早期に把握することが課題だということが、番組を通

して深く理解できた。番組の最後にスタジオで、生活困窮者の早期把握の仕組みがあ

る自治体とそうではない自治体の比率を紹介していたが、どうすれば早期把握できる

かを掘り下げたほうがよかったのではないか。具体的には、釧路市が行っているパン

フレットの折り込みという手法は正しかったのか、民生委員の取り組みが早期把握に
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つながるのか、といったところまで検証することで、他の自治体に対する問いかけが

できたのではないかと感じた。 

 

○  生活保護を受けることが恥ずかしいという偏見をなくす取り組みが必要ではない

かと考えた。民生委員は大事な情報源であるが、ほとんどボランティアのような待遇

で活動している。そのような民生委員の状況を知ってもらうような番組にしてほしか

ったと思う。 

 

○  このテーマを取り上げたことに大きな意義があると思った。スタジオで相談窓口の

説明をする際に、フリップではなく小道具を使って説明していて分かりやすかった。

２０代男性の事例が取り上げられていたが、ひと昔前の生活困窮者とは状況が違うの

で、若い世代を取り上げたことは非常に良かったと思う。生活困窮者が相談窓口を知

らない原因について、自治体がどのように考えて、どう取り組もうとしているのかに

もっと切り込んでほしかった。６０代女性の顔にモザイクがかかっていたが、知って

いる人ならば特定できてしまうのではないかと思う。モザイクをかける際には本人に

確認しているのか、教えてもらいたい。 

 

○  スタジオゲストの述べていた「誰でも生活困窮者になりうる」という言葉が強く耳

に残っている。釧路市の取り組みは、早期把握の仕組みができていない他の自治体の

参考にもなるのではないかと思った。民生委員として民間の人間が関わっていく形が、

あらためて見直される時代になっていくのではないかと感じた。「北海道クローズア

ップ」は、北海道特有の地域性に起因する問題を、ＮＨＫならではの取材力で取り上

げている。問題提起だけではなく、啓発的な要素を持っていると思うので、今後も考

えるきっかけを与えるような番組にしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

釧路市の取り組みについては、少しずつ問い合わせが来ているということ

で、これから他の自治体も取り組むようになれば、全国的にも変わっていく

のではないかと感じた。民生委員だけに頼るのではなく、地域の学校や病院

からの情報をすくい上げるような仕組みにしていく必要があるが、そこまで

は入りきらなかった。モザイクについては、インタビューをする際に確認し

ている。放送後にも本人と連絡を取り、問題はなかったという確認を取って

いる。 

 

○  ７月１５日(水)の午前中の衆議院特別委員会は安保法制の総括質疑だったが、ＮＨ

Ｋでの中継がなかった。これまで 113 時間積み上げてきた議論を首相がどのように
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総括するのか、野党がどのように評価しているのかを見ることができず、残念だった。

賛成・反対は別にしても、与野党、政府、首相の考え方を国民に知らせるという点で

は、中継してほしかったと思う。 

 

○  「くらし☆解説」は、取り上げるテーマがタイムリーで内容も分かりやすく整理さ

れている。解説委員が一方的に話すのではなく、キャスターと２人でやりとりしなが

ら進行することで、理解が深まる。ふだん仕事をしていると見られない時間帯に放送

されているため、視聴しやすい時間帯に再放送してもらいたいと思う。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年６月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１７日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「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

ついて説明があった。 

続いて、北海道 戦後７０年 第二回「自然災害」をはじめとして、放送番組一般に

ついて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

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

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

目黒 雄司 （北海道新聞社 論説委員） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道 戦後７０年 第二回「自然災害」 

(総合 ５月２９日(金) 後 7:32～8:45 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)について＞ 

 

○  過去の貴重な資料映像をもとに、４つの災害がどのような転換をもたらしたかを

分かりやすく伝えていた。髙橋美鈴アナウンサーが上手に問題提起をしながら、ス

タジオゲストからその答えを引き出そうとしていた。北海道大学教授の宮脇淳さん

は安定感があり、髙橋アナウンサーの質問に情報をプラスしてコメントを返してい

た一方、映像の内容を振り返るコメントが多く、立ち位置が不明確だと感じられる

ゲストもいた。自然災害を通して戦後７０年を振り返るだけではなく、今後どのよ

うに災害と向き合うかを考えさせる目的がこの番組にはあったのだと思う。防災や

減災に取り組む活動をする際には、災害が社会を変える転換点になるのだというこ

とを思い起こしたい。スタジオゲストのコメントから、人口減少社会にもしっかり
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向き合っていくことが大切なのだと気づかされた。 

 

○  北海道は全国的にも自然災害が少ない地域だと思っていたが、戦後７０年間にこ

のような大きな災害があったのだと映像を通じて知ることができた。洞爺丸につい

ても台風で沈んだということしか知らなかったが、どのような経過で災害が起きた

のかが分かった。慰霊碑にお参りをした方のコメントは、今後も青函トンネルをき

ちんと保守点検しなければ、また大きな災害が起こるのではないかという問いを投

げかけていたと思う。昭和５６年に札幌周辺で大規模な洪水が起きた「５６水害」

では、これまで災害に遭ったことのない地域が大きな被害を受けた。堤防を強化す

るだけではなく、自然との共生も考えていかなければ、大きなひずみが出てくるの

ではないかと感じた。有珠山の噴火については、その後の雲仙普賢岳の噴火によっ

て一気に地域の人々の意識が変わったという捉え方をしていた。もし雲仙普賢岳の

噴火がなかったとしたら、どうなっていただろうかと考えさせられた。南西沖地震

の話では、190 億円以上をつぎこんでも地域を復興させるのは容易ではないと分か

った。しかし建設会社が地域に密着したワイン作りに取り組んでいた事例から、漁

業や農業が地域おこしの起爆剤になるのだと感じた。 

 

○  災害が社会にどのような影響を与えたのか、という視点からしっかりまとめられ

た番組だった。東日本大震災で原発のありようが問われたように、北海道でも災害

と社会は切り離せないのだということを教えられた。有珠山の事例では、火山から

目を背けようとするのではなく、火山との共生を目指すように住民の意識が変わっ

てきているという話に感動した。火山マイスターとして活躍する方々のコメントか

らも、「火山と一緒に生きていく」という気持ちがよく伝わってきた。全国の火山対

策を考えるうえでも参考になる話だったと思う。５６水害の例における公共事業の

ありようや、奥尻島の例における人口減少と復興のありようなどは、今後、東北地

方の復興を考える上でも教訓にしなければならない問題を提起していたと思う。今

回取り上げた一つ一つのテーマをさらに掘り下げて継続的に取材を行って、もっと

深みのある番組を作ってもらえるよう、さらに期待したいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道では他にもさまざまな災害があったが、今回の番組では「災害が社

会の転換点になる」というメッセージを込めたいと思い、この４つの災害を

選んだ。スタジオゲストの定池さんは、番組の最後に南西沖地震の被災者で

あることを紹介したが、それを早い時点で明確に打ち出しておけば彼女の立

ち位置がはっきりしたかもしれない。若い世代が復興を未来につないでいる

のだというメッセージを導き出したいと思った。 
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○  知らないことばかりで勉強になる番組だった。当時の映像や当事者のインタビュ

ーもあり、７３分という長い時間だったが最後まで飽きずに夢中で見ることができ

た。洞爺丸台風は過ぎてしまった過去の出来事だと思いがちだが、それを改めて掘

り起こし、今につながっているのだというメッセージを伝えようとしていたのがよ

かった。青函トンネルを掘っているシーンでは、先人たちの人生があったから今の

世界があるのだと伝わってきた。洞爺湖の花火大会は若いころに遊びに行っていた

が、その背景に有珠山の噴火から立ち直ろうとする住民の強さがあったのだという

ことを初めて知り、考えさせられた。５６災害の後、工事の中止まで１６年もかか

ったということも初めて知って驚いた。治水対策と蛇行復元は、共存が可能なのか

を知りたいと思った。ＶＴＲのすごい映像を見せられた後だからしかたないのかも

しれないが、スタジオゲストのコメントに重みが感じられず、あまり耳に入ってこ

なかった。２月６日(金)の北海道 戦後７０年 第一回「その時、北海道の人々は」

は重い雰囲気の番組だったが、今回は最後に奥尻ワインを紹介するなど、希望が感

じられる構成になっていてよかったと思う。 

 

○  性質の異なる災害を４つ選び、どのような問題を引き起こしたか、そしてどのよ

うな教訓をくみ取ったかを的確に拾い上げていた。それぞれの災害の特徴もよく分

かり、歴史を知る意味でも勉強になる番組だったと思う。自然災害では天災と人災

とが絡み合って被害が拡大するケースがよく見られるが、この４つの災害における

人災の側面についても整理して伝えられるとよかったと思う。４つの災害を時系列

に並べて構成していたが、今日的な関心の高さを考慮すると、有珠山の噴火を冒頭

に紹介してもよかったのではないかと思った。特に有珠山のケースでは地元社会が

失敗を乗り越えたという物語性もあり、視聴者へのアピール力があったのではない

か。 

 

○  最近の日本列島は地震が頻発して火山活動も活発になっているため、過去の自然

災害をどう乗り越えてきたかを検証する内容は、意義深くタイムリーだったと思う。

台風、火山、水害、津波と４つのカテゴリーに分け、当時のニュース映像を織り交

ぜながら紹介していて、理解しやすい構成だったと思う。被災状況は目を覆いたく

なるものばかりだったが、そこから教訓を学び、次世代に生かそうとする番組内容

は、視聴者に勇気と希望を与えたと思う。髙橋アナウンサーとスタジオゲスト２人

は落ち着いて分かりやすく解説していて、好感が持てた。番組の最後に奥尻ワイン

が紹介されていたが、奥尻では地酒の醸造も始めているので、ぜひ取り上げてほし

いと思った。 
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（ＮＨＫ側） 

河川の直線化と蛇行復元の話については、これが正解だということを提示

することはできないだろう。災害対策を進める中で、人々が自然との共存の

必要性に気づき始めたということを番組ではメインに描いた。今後も貴重な

自然には向き合っていかなければならないが、さらなる技術革新などによっ

て新たな形になっていくのではないかと思う。有珠山の噴火を冒頭に持って

きたほうがよかったという指摘を頂いたが、今回は戦後７０年の企画として

制作したこともあり、時系列にこだわってしまったかもしれない。洞爺丸台

風の話は、被害を繰り返したくないという思いから、世界初の前代未聞のト

ンネルを造ってしまったという北海道の人々の力強さを伝えたいと思って

冒頭に持ってきた。関心の高いものから伝えていくことも大事なことなので、

今後参考にしたい。 

 

○  ４つの災害をただ紹介するだけではなく、それぞれがもたらした変化がコンパク

トにまとまっていた。髙橋アナウンサーとスタジオゲスト２人も、落ち着いた語り

口で解説していたと思う。有珠山の事例で登場した山中漠さんは平成１１年から壮

瞥町長を務めており、５６水害の事例で登場した鈴木英一さんは平成１９年から北

海道開発局局長を務めている。５月２７日(水)の「ほっとニュース北海道」で紹介し

た三松靖志さんも昭和新山に関係の深い三松政夫さんの孫である。出演者のバック

グラウンドを紹介することによって、発言をより興味深く聞くことができたのでは

ないかと思った。 

 

○  テーマが明確で分かりやすかった。単に歴史を振り返るだけではなく、そこから

現在を考えることができる番組になっていた。ＮＨＫならではの当時の映像も豊富

に使われていて、懐かしく、見応えがあった。洞爺丸台風を取り上げたパートでは、

漁師の角谷敏雄さんを追うことによって、事故から青函トンネルに至るまでの流れ

がつながって分かりやすかった。悲しみを乗り越えて、未来に向かって立ち上がる

人々の強さが伝わってきて感動した。台風で犠牲になった方を荼毘（だび）に付す

シーンがあったが、あのような場面はふだんのニュースから削られてしまっている。

しかしこれが現実であり、私たちが日常得られる情報は表面的なきれいな部分でし

かないのだということに改めて気づかされた。この番組を通じて、改めて北海道の

歴史を深く知ることができた。今後もこのような節目を大切にして、さまざまな分

野における北海道の歴史を考える番組を作ってほしいと思う。 

 

○  洞爺丸台風に関するさまざまな本を読んだが、ＧＨＱ所属の乗客が出港を指示し

たという説や、翌日に国鉄の会議があったため無理に出港させたという説もあり、
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防ぐことができる人災だった側面もあると思う。自分も青函トンネルの建設現場を

見学したことがあるが、スタジオゲストの「災害は社会を大きく変化させる転換点

だ」というコメントはまさしく的を射ていると感じた。かつての「災害は忘れたこ

ろにやってくる」という言葉は死語になっていて、いつ、どこで、どのような災害

が起きるか分からない時代になった。災害に遭遇している当事者は、どのような状

況に陥っているのか情報が入ってこない。あらかじめ災害に備えておくことの必要

性を、視聴者に伝えていくことが大切だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

出演者のバックグラウンドを紹介するか否かは悩んだ。その役職に就いて

いたからこその使命感で動いたのだと視聴者に感じてもらったほうがいい

のか、あるいはそこに暮らす１人の住民として語ってもらったほうがいいの

かを検討した結果、後者を選択した。肩書が分かった視聴者も多くいたと思

うが、分かる方にはそう感じてもらえれば十分だろうと考えた。犠牲者を荼

毘に付す映像を見たときには、番組で使うべきかどうかを悩んだ。ショッキ

ングではあるが、それだけ大きな災害だったという事実や、あのようなこと

が起きたからこそ二度と起こしたくない、と人々が思ったことも伝えたいと

思った。人災と天災の区分けはなかなか難しいと思う。今回は、災害を乗り

越えるために多くを成し遂げてきた北海道の人々がいるということを後世

に伝えていきたい、という趣旨で番組を制作した。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２１日(木)の「あさイチ」では、まさにこれから観光シーズンを迎える函館の、

古い建物や食べ物を紹介していた。魚屋に行ったらイカがなくてエビしかなかったと

紹介していたが、スルメイカ漁の解禁は６月１日からだという情報をアナウンサーが

知っていたら、補足できたのではないか。 

 

○  ５月２６日(火)に再放送した北スペシャル「世界遺産 知床の海 コンブの楽園か

ら命あふれる」(総合 後 3:15～3:58 北海道ﾌﾞﾛｯｸ) は、６０日間でコンブが生い茂る

様子を描いていたが、定点観測の手法で分かりやすく成長の度合いを示していた。単

にまじめなだけではなく、ユニークな魚も取り上げていて、着眼点に感心した。ササ

キテカギイカが産卵直後にカモメに襲われる映像は、すごい瞬間を押さえていると驚

いた。 
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（ＮＨＫ側） 

北スペシャル「世界遺産 知床の海 コンブの楽園から命あふれる」は、

ディレクターがフリーの水中カメラマンとタッグを組んで１年半ほど取材

した。知床の海は生態系が豊かで、長期間の取材ならではの映像が撮れた。 

 

○  ５月２８日(木)のＮＥＸＴ 未来のために「一人では生きられないから～札幌 生

活困窮者支援の現場～」は、１月２３日(金)の北海道クローズアップ「居場所をなく

して 札幌・元ホームレスの食堂」の焼き直しかと思って見たが、全然違っていた。

前回は食堂を中心に視点が外に向いていたが、今回は生活困窮者一人一人に視点があ

り、状況がより分かりやすくなっていた。テーマを前面に押し出していたが、押しつ

けがましさがなかった。支援するスタッフの声や、支援のシステムや活動費について

も丁寧に説明されていた。刑務所を出所した人が柿を一心不乱に食べるシーンなどは、

現状の切り取り方がとても上手だと思った。北海道クローズアップではモザイクがか

かっていた出演者の表情が見えるようになっていて、リアリティーの濃さが全然違っ

たので驚いた。撮影スタッフが信頼されているのだと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＥＸＴ 未来のために「一人では生きられないから」について。「北海道

クローズアップ」の際には事情があって出演者にモザイクをかけて放送した

が、放送後に両親から「もう一度機会があればちゃんと伝えてほしい」とい

う話があり、モザイクを外して放送することができた。取材先との信頼関係

は、ディレクターが昨年の秋ごろから通い詰めた成果だと思う。 

 

○  ５月３０日(土)と６月１３日(土)の２回にわたって「ブラタモリ」で函館を取り上

げていた。番組で使用していた「100 万ドルの夜景」という表現は商標登録されてい

るかもしれないので、調べたほうがいいだろう。地元の人々も見ることができない函

館要塞の中まで深く入り込んで撮影をしていた。番組放送後、せっかく取り上げられ

たので観光資源として活用できないかと地元の人々も話している。北海道新聞でも要

塞跡に関する連載が始まるなど、今後も大きな反響が出てくる内容だったと思う。 

 

○  ６月３日(水)の「ほっとニュース北海道」では、防災林の話題を「戦後７０年 災

害との闘い」という形で取り上げていた。特集番組で単発的に「戦後７０年」を取り

上げるだけではなく、日々のニュースでも戦後７０年だということを想起させるのは

有意義なことだ。１年間かけて日常的に取り上げていくやり方には好感が持てる。今

後も楽しみにしている。 
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○  ６月５日(金)の北海道クローズアップ「“共感”が地域を救う！？～クラウドファ

ンディングの可能性」(総合 後 7:32～7:57 北海道ﾌﾞﾛｯｸ)について。番組タイトルが

凝っていて、かわいらしいと思った。クラウドファンディングの仕組みを知らない人、

特に年配の人には、番組の説明では分からなかったのではないかと感じた。 

 

○  北海道クローズアップ「“共感”が地域を救う！？」は、あまり知らない話だった

が、今後利用の可能性が広がっていく試みだと思い、興味深く見た。いくつかの具体

例が紹介されていたが、うまくいったケースだけ取り上げられていた。これだけ詐欺

事件が頻発している時代に、果たしてトラブルが起きる可能性はないのか、法的な規

制がどうなっているのか、具体的なところまで踏み込んで説明してほしかった。この

番組を見て利用したいと思った視聴者に対して、注意点などの具体的なアドバイスを

伝えられるとよかった。投資としてお金を出しているのか、見返りを期待せずにお金

を出しているのか、といった基本的なルールについてもよく分からなかった。 

 

○  北海道クローズアップ「“共感”が地域を救う！？」は、スタジオゲストの「投げ

銭文化」という表現がぴったりだと感心した。インターネットで情報が飛び交う便利

な世の中になったかも知れないが、そこに潜むリスクについては具体例をあげて伝え

なければならないと感じた。若い人はもとより、お年寄りにも理解しやすい番組作り

を意識してほしい。出演者を「信用金庫の人」と紹介していたが、単に「銀行の人」

あるいは「金融機関の人」と紹介したほうがよかったのではないか。 

 

○  北海道クローズアップ「“共感”が地域を救う！？」について。この番組を見て、

善意で応援しようと思った人がひどい目に遭うことがないようにしてほしいと思っ

た。リスクへの不安が先立ってしまい、番組の内容を理解するのに時間がかかってし

まった。誰かの役に立ちたい、応援したいという日本人の有為の精神が今もあるのだ

と感じることができた。若い人が自分の夢をスタートさせられることは良いことであ

り、よく紹介してくれたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「“共感”が地域を救う！？」について。クラウドフ

ァンディングには投資型などのさまざまな形態があるが、そのような説明よ

りも、もしかするとクラウドファンディングが財政難の地域を救う手だてに

なるのではないかという可能性を伝えたかった。その結果、分かりにくくな

ってしまった部分があるかもしれない。具体的なリスクをＶＴＲで描けなか

ったため、スタジオで詳しく紹介しようと考えていたが、生放送なので時間

が短くなってしまった部分もある。クラウドファンディングを呼びかけるた
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めには、審査のために相当量の資料を作成しなければならず、金融機関の手

助けが欠かせない。信用金庫という表現は、地元に密着した金融機関だと分

かるように使った。 

 

○  ６月５日(金)の北海道中ひざくりげ「春 恵みいっぱいの海で～知床・羅臼町～」

は、朝焼けのシーンがすばらしく、もう何秒か長く映してほしかった。 

 

○  北海道中ひざくりげ「春 恵みいっぱいの海で」は、知床半島の雄大な自然が余す

ところなく映し出されていて見応えがあった。人間模様も的確に描かれていて、羅臼

の魅力が存分に引き出されていた。 

 

○  ６月５日(金)の穴場ハンター「羅臼町エリア」について。知床を紹介する番組はよ

くあるが、羅臼を紹介する番組はあまりないので、興味深く見た。冒頭の場面で、司

会者の真後ろにライトがあったのが気になった。出演者同士の発言が重なっている場

面が多く、聞き取りにくかった。たくさん紹介したいのはわかるが、短い時間に多く

の内容を詰め込みすぎているのではないかと感じた。ウニ漁師の後継者を紹介してい

たが、さまざまな産業の後継者をしっかり紹介する姿勢に好感が持てた。 

 

○  穴場ハンター「羅臼町エリア」は、トピックを詰め込みすぎている印象を受けた。

話題が次から次へと慌ただしく変わってしまい、もの足りなさを感じた。出演者が歌

っている最中に割り込んでお知らせをしたのは、段取りが悪かったのではないか。 

 

○  穴場ハンター「羅臼町エリア」は、にぎやかなアドリブがおもしろく、見ていて元

気をもらえる内容ではあったが、ドタバタした印象をぬぐいきれなかった。出演者同

士の声がかぶる場面もあり、うるさく感じられた。「北海道中ひざくりげ」の落ち着

いた内容と対照的なおもしろさはあったが、お年寄りにはつらかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道中ひざくりげ」と「穴場ハンター」は今年度から放送時間とスタ

イルを変え、試行錯誤しながら放送している。今回は歌番組のステージのよ

うな演出を狙ったが、逆効果だった部分もあるかもしれない。短い時間でテ

ンポよく進行するため、出演者同士が割り込みながら話をしているが、音声

の調整に不慣れで聞き取りにくくなってしまった部分があるかもしれない。

今後訓練していきたいと思う。内容を詰め込みすぎているという指摘は他の

方からも頂いているため、直していきたいと考えている。視聴率の推移を見

ると、これまで「北海道中ひざくりげ」と「穴場ハンター」で視聴者が入れ
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代わってしまっていた。「穴場ハンター」を見ている若い視聴者に「北海道

中ひざくりげ」を見てもらいたいと試行錯誤してきた結果、これまで全くな

かった「北海道中ひざくりげ」に関するツイートも、「穴場ハンター」の最

中に寄せられるようになってきた。今後は逆に「北海道中ひざくりげ」を見

ている視聴者にも「穴場ハンター」を見てもらえるよう工夫していきたい。 

 

○  ６月１０日(水)の「ほっとニュース北海道」では、室蘭市輪西地区という高齢者の

町に地元企業の独身寮ができた話題を取り上げていた。新しい住民に対する地元の期

待もよく分かるし、室蘭市民としてうれしく思う。今後もこのような明るい話題を取

り上げてほしい。 

 

○  ６月１１日(木)の「ほっとニュース北海道」は、知的障害者競技の特集が印象に残

った。キャスターも「見た目には分からない」と言っていたが、確かに外見からは障

害の有無は分からず、単に「空気が読めない」などと判断されてしまっている人もい

るのだろう。今後もこのような話題を根気よく取り上げてほしいと思う。 

 

○  ６月１２日(金)の北海道クローズアップ「誰も継がない～縮小する地域経済～」で

は、経営者側の声は紹介されていたが、後継者候補側の声も聞いてみたいと思った。

継ぎたい人もいるのではないかと思った。 

 

○  北海道クローズアップ「誰も継がない」は、２５分間という短い時間で事業承継の

問題を分かりやすく説明していた。５９歳で事業を畳んだと紹介されていた方が、そ

の後どのように生計を立てているのかが気になった。廃業した時点では黒字だったと

紹介していたが、廃業しないと赤字になると判断したのかについても気になった。事

業を継承するうえで高いハードルとなる、株の相続や個人の債務保証についても取り

上げてほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ「誰も継がない」について。地域の雇用は中小企業が支えて

いるが、事態は深刻さを増す一方だと思うので、今後も有意義な番組作りをお願いし

たい。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「誰も継がない」に登場した出演者が、今後どのよ

うに生計を立てていくのかというところまで情報は持ち合わせていない。そ

こもしっかり聞くべきだったと思う。３月に事業を畳んだため昨年の決算は

出ていない状況だったが、自分の年齢や取引先の減少が深刻さを増していた
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ため区切りをつけた。事業を継ぐ側を取材することは難しい現状だが、今後

も継続して取材を進めていきたいと考えている。 

 

○  ６月１４日(日)のうまいッ！「くさみなし！コク濃厚 シェーブルチーズ～北海

道・清水町～」では、ヤギのチーズ作りを取り上げていた。飼育方法によって味が変

わるという視点は、新しいものだったと思う。北海道の食材は豊富なので、発想をど

う生かすかを今後も番組で紹介してほしいと思う。 

 

○  「ほっとニュース北海道」では、番組の最後にアナウンサーや気象予報士が雑談を

しているが、不要なのではないかと思う。浜崎慎二気象予報士の解説は分かりやすく、

いつも楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ほっとニュース北海道」の番組最後のトークは、「出演者のひととなりや

素の部分が見えたら親しみが持てる」という声を多くの視聴者から頂いたた

め、昨年から試みとして取り入れている。ぎこちなく見えてしまうこともあ

るため、不自然にならないよう試行錯誤していきたい。 

 

○  「ほっとニュース北海道」の渡邊唯キャスターは、フレッシュさがあり、発音が聞

き取りやすい。以前は髪の毛がボサッとしていたが、最近はすっきりとまとまってい

てすてきだと思う。取材に行く場面でも生き生きしていて、好感が持てる。 

 

（ＮＨＫ側） 

渡邊キャスターの髪型は、以前に番組審議会で頂いた指摘を本人に伝えて

改善した。まだまだ発展途上だが、今後も応援していただきたい。 

 

○  「ほっとニュース北海道」のお天気ワンポイントのコーナーでは、浜崎気象予報士

が札幌局の前から中継をしているが、背景に大型の観光バスが停車していることが多

い。大通公園の中など、別の中継場所を検討したほうがいいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

お天気ワンポイントを大通公園から中継するのは、使用許可を得なければ

ならず常設では難しい。あまり局舎から離れることができないという制約も

あるが、今後も良い中継場所を探していきたい。 

 

○  朝６時台の「ＮＨＫニュース おはよう日本」では、その日のホットなテーマを解
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説委員が漫画入りで解説をしているが、解説委員は早朝に起きて生放送をしているの

か。 

 

（ＮＨＫ側） 

解説委員はローテーションを組んで、生放送に対応している。大きな事件・

事故が発生した場合は、その分野に詳しい解説委員が急きょ担当することも

ある。 

 

○  アナウンサーの服装が男性・女性とも色彩豊かになって明るい画面になったため、

好感が持てる。テレビ頼みの生活を送る高齢者にとって、見るだけで気持ちが高揚す

るような場面も大切だろう。今後もこのような心遣いを続けてほしい。局外から中継

する浜崎気象予報士の服装は通りすがりのお兄さんにしか見えないので、もっと輝か

せてあげてほしいと思う。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年５月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２０日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「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年度北海道地方向け放送番組の種別ごとの放送時間」について、報告が

あった。 

続いて、北海道クローズアップ「物流ピンチ！？ドライバーが足りない」をはじめと

して、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、６月の番組編成、放送番組モニター報告と視聴者意向報告の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

副委員長  向 真理子 （(株)米夢館 代表取締役） 

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

坂本 昌彦 （(株)北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

目黒 雄司 （北海道新聞社 論説委員） 

 

（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ「物流ピンチ！？ドライバーが足りない」 

(総合 ５月２０日(金))について＞ 

 

○  北海道の物流が危機的な状況にあることを知らない人が多いなか、車両５万台に

対して 3,455 人が慢性的に不足しているという具体的な数字から導入したことは、

視聴者にわかりやすかったと思う。労働環境の改善のために導入された、中継地点

を設ける輸送方法についても、図を用いながらわかりやすく伝えていた。高校生へ

のリクルート活動や育成に力を入れていることが紹介されていて、企業の危機感を

伝えられていたと思う。首都圏と比べると低く見えるかも知れないが、北海道の平

均賃金と比べた場合、ドライバーの平均賃金は決して悪くないはずだ。高卒生の新

規雇用や育成の話は、余裕のある一部の企業の例にしかならないと思うので、女性



 2 

ドライバーの活用という視点を盛り込んだほうがよかったのではないか。 

 

○  ドライバー不足の厳しい状況と、企業の具体的な施策を視聴者にわかりやすく伝

えていた。労働時間や平均賃金の比較もあり、ドライバーの勤務状況の実態も伝わ

っていたと思う。トラックのドライバーと貸し切りバスのドライバーは、いずれも

大型２種の免許を持っているため人材の行き来がある。バブル期にはバスのドライ

バーに転職する人が多かったが、この数年間はトラックの運転手のほうが平均賃金

も高いためバスから転職する人が多い。北海道の観光は好調だが、運転手不足のた

めにバスが出せないことが問題になっている。両者の比較があっても良かったので

はないか。 

 

○  トラックドライバーと言えば菅原文太さんの「トラック野郎」のイメージがあっ

たが、そのような業種ではなくなったという状況を実感させられる番組だった。人

手不足の背景についての専門家の解説もわかりやすく、図表の使い方も適切だった。

中継地点を設けた輸送を紹介するシーンでは、記者が実際にトラックに乗り込んで

取材をしているのだということがわかった。採用担当者が高校に出向いて出前授業

を実施しているという話は、教育関係者にも参考になったと思う。小口配送などは

女性ドライバーが受け入れられる下地があり、運送業界には女性進出の余地がかな

りあると思う。労働環境の整備も大事なことだが、女性就労の可能性という観点か

ら掘り下げてほしかった。労働時間を短縮する法律が施行され、北海道で全国初の

摘発事例が出た。物流業界全体に与える影響も大きく、これに対応する動きも始ま

っている。室蘭での新しいフェリーの就航や北海道新幹線の開業など、大きな物流

の変化も含めて描き出していければもっと参考になっただろう。 

 

（ＮＨＫ側） 

これまで物流業界は体力のある男性の長時間労働に頼っていたが、短時間

労働であれば女性ドライバーも活用できる。女性トラックドライバーについ

ては新聞などでも「トラガール」として取り上げられており、今後取材する

際には取り入れていきたいと思う。観光の貸し切りバスについても以前から

認識はしていたが、取材をしたのが引っ越しシーズンだったため、視聴者に

身近なテーマを扱いたいと考えてトラックのドライバーを取り上げた。業界

の新たな動きとしては、１月１４日(水)のクローズアップ現代「モノが運べ

ない！？“物流危機”」で、トラックごと電車に乗せて運ぶモーダルシフトを

提言したが、今回は、卒業シーズンに合わせて高校新卒者の採用育成の事例

を紹介した。小口配送も重要だが、業界全体の中では、まだ数パーセント程

度。今後状況を見ながら取材することも検討したい。 
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○  ドライバーが足りないという話は聞いていたが、サンマやイカの漁獲量調整にま

で影響が及ぶという話には驚いた。輸送機関別貨物輸送量のグラフに表示されてい

た「フェリー」が、道内貨物なのか道外貨物なのかがわからなかった。道内では９

割がトラック輸送ということだったがそれはなぜか。ＪＲ貨物との料金や利便性の

比較もあったらよかったと思う。高速道路料金の高低を色別に表示した地図の説明

で、青色の部分について説明がなかった。 

 

○  ドライバー不足は工業製品だけでなく生鮮食料品も運べない事態になり、その地

域の存亡にもかかわってくる問題だ。もっと危機感を強調して描いてほしかった。

運送業界や荷主である生産者の視点での取材はあったが、消費者目線での取材がな

くてもの足りなかった。罰則強化などによって運送業界を取り巻く環境は厳しさを

増すばかりだが、彼らに低料金を強要してきた荷主こそが姿勢を正すべきだろう。

そこを丁寧に説明することによって、消費者の理解を得られる番組にしてほしかっ

た。 

 

○  ふだん消費者の視野に入ってこない問題だが、もはや消費者も無関心ではいられ

ないのだという問題意識の高い番組だったと思う。全国の事情との共通性や北海道

の特性を整理すれば、よりわかりやすく伝わっただろう。規制強化の前、時間外労

働によって稼げていた時代はどのような待遇だったのか、どのくらい厳しい労働だ

ったのかという実態を説明してほしかった。また、過去に道内ではどのような事故

があったのか、それが教訓としてどのように顧みられたのか、そのような視点もあ

ればよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

運送費を値上げすると、荷主は商品の価格に転嫁することになる。荷主が

運送費をもっと支払うべきだと言うと、それが価格の上昇につながるため、

どこまで言うべきか難しいと思った。今回は、長年の交渉の末、荷主がよう

やく応じてくれるようになったという動きを取り上げた。規制強化前の待遇

については、業界としてまとめたデータがあれば紹介したかったが、そこま

では取材できなかった。規制が厳しくなったきっかけとして関越自動車道で

の事故を取り上げたが、北海道での近年の事故事例は把握していない。 

 

○  タイトルのデザインが、番組のテーマとマッチしていた。画面右上に常時表示し

ていたテロップも、トラックの形を模するなどの工夫がされていて好感を持った。

観光バスのドライバーが不足していることは知っていたが、物流のドライバーもこ
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こまで不足しているとは知らなかった。知っていても自分には関係ないことだと思

っていただろうが、生鮮食品の値段は天候だけではなくドライバー不足にも影響さ

れるのだと知って驚いた。問題や企業の取り組みがわかりやすく提示され、構成が

しっかりしていると感じた。スタジオでの説明もスムーズでわかりやすかった。道

内におよそ５万台のトラックがあって 3,455 人のドライバーが不足しているという

説明だったが、トラックの台数がおよその数字でドライバーの人数が具体的な人数

だったのはなぜか。全国の状況との比較があったほうが、北海道の地域性や特異性

がより鮮明に見えてくるのではないかと思った。若い世代のドライバーが不足して

いるという話だったが、ドライバーの年齢層をグラフで示すとわかりやすかったの

ではないか。労働環境の改善と言えば労働時間や賃金に目が行きがちだが、やりが

いやモチベーションも大切だと思うので、そういった部分にも迫ってほしかった。

「最終的にはドライバーがいないと荷物は運べない」という言葉があった。多くの

仕事がコンピューターや機械に置き換わっていくなかで、荷物を運んで届けるとい

うことは、古代から人間が担っている仕事だと改めて気づかされた。この言葉をも

っと生かすことができればよかったと思う。 

 

○  北海道で商業をしていると、商品を運ぶコストが最大の課題となる。北海道は広

いので、そのような特異性に視点を当てて物流の過去・現在・未来を取材して番組

を作ってもらいたいと思う。以前、宅配業者のテレビコマーシャルで「日本のわが

まま運びます」というキャッチフレーズがあった。これについてはドライバーが無

理することで実現してきた現実があり、いつか問題にぶつかると思っていた。運送

会社だけでなく事業者も知恵を絞って努力しているので、そのような取り組みも取

材してほしい。今後、ドライバーを各都市に配置するような知恵も出てくるだろう。

今回の番組をきっかけに、折に触れ取材してほしい。 

 

○  ドライバー不足の話を最近聞いていたので、いいタイミングで放送されたと思う。 

 トラック５万台に対して 3,455 人のドライバーが足りないと説明していたが、勤

務ローテーションを考えると、この倍以上は足りないことになるのではないか。 

 北海道は本州と違って、ＪＲの地方線がどんどん廃線になってきた。貨物がトラ

ックにシフトせざるをえなかったという事情があり、解決するのは難しい問題だと

思う。高速道路料金の負担に理解を示してくれる荷主や高卒生の育成をしている会

社の事例は、ドライバー不足に苦しんでいる運送業者に大きなヒントを与えたので

はないか。放送後まもなく、新聞で女性トラックドライバー「トラガール」の記事

を読んだ。同じ時期に取り上げたことで反響が大きかっただろうと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

ドライバーが 3,455 人不足しているというのは、北海道トラック協会のア

ンケートによるもので、トラック台数のおよそ５万台というのは、北海道ト

ラック協会に加盟する運送業者の台数の総計である。労働環境改善の動きに

ついては、いわゆる「トラック野郎」のイメージを薄めようと運送業者が高

校に赴いて説明する場面など、現在の業界の取り組みの浸透に努めている段

階だと考えたが、モチベーションについても触れる手法はあったと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月１５日(水)の探検バクモン「北海の湾岸要塞～後編～」は前編同様、楽しむこ

とができた。その後、函館上空から鉱山と工場を見る機会があり、テレビを見る楽し

みはこういうところにもあるのだと思ってうれしくなった。 

 

○  探検バクモン「北海の湾岸要塞～後編～」は、前編以上によくまとまっていたと思

う。海上のベルトコンベヤーだけでなく、鉱山から工場までもベルトコンベヤーがあ

り、来年開業する新幹線の高架橋や函館江差高規格道路の下をくぐっている。歴史的

にも重要な役割を果たしており、そこが紹介されなかった点にもの足りなさを感じた。 

 

○  ４月１７日(金)のいくぞ～！北の出会い旅「隠れた魅力を掘り起こせ！～千歳エリ

ア～」は、千歳・恵庭エリアという比較的マイナーな町ゆえに、知られざるスポット

が満載で、町の良い宣伝になったと思う。ゲストの福島和可菜さんとバービーさんも

番組内容にマッチしていて、楽しさを倍増させていた。吉幾三さんは一見傍若無人に

振る舞っているように見えるが、何が起こるか予測できない楽しさと、時折見せる人

情の厚さが伝わってきた。 

 

○  ４月２５日(土)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」は、「はだしのゲン」をアラ

ビア語に翻訳して教材にしているエジプトの大学教授を取り上げていた。実際に女子

学生が被爆体験を持つ老人に話を聞いた後、「昨日の敵は今日の友」という日本人の

考え方を中東の人たちに紹介したいと話していたのが非常に印象的だった。 

 

○  ４月３０日(木)の「ほっとニュース北海道」で取り上げた、大通公園のベンチを塗

り替えるボランティアについてのリポートが印象に残った。地味な話題ではあったが、

取材をしたキャスターのアイデアもおもしろいと思ったし、このような住民の努力が

紹介されていると、ほっとする。 
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（ＮＨＫ側） 

大通公園のボランティアについては、大々的に発表された話題ではなく、

河野千秋キャスターが自分で見つけてきた取り組みだった。「ほっとニュー

ス北海道」は事件・事故、行政・経済のニュースも多いが、このようなほっ

とする話題についても積極的に取り上げていきたいと考えている。 

 

○  ５月１日(金)の北海道スペシャル「小樽ロマン 時を巡る旅」はナレーションが一

切無く、映像をしっかり見せる独特なスタイルに好感が持てた。貴重な映像を織り交

ぜながら栄枯盛衰の歴史が丁寧に描かれており、夏や冬の小樽運河が息をのむほど魅

力的に映し出されていたため、小樽を訪ねてみたくなった。列車が到着する場面から

番組が始まり、列車が通り過ぎる場面で終わる演出は非常によかった。小樽の各名所

でサックス奏者が演奏しているシーンは、映像とＢＧＭが合っておらず余計だったの

ではないかと思う。 

 

○  北海道スペシャル「小樽ロマン 時を巡る旅」は、つかみどころがなくて不思議な

番組だった。冒頭で「さあ、旅が始まります」というテロップが表示されたため期待

したが、最後まで何も始まらずイメージ映像を見ているような印象だった。ナレーシ

ョンを使わない演出だったが、この長さの番組では頭が追いついていかず、何かを感

じたり、想像したり、思い出したりするゆとりがなくて疲れた。ばらばらの映像を寄

せ集めたような構成で、石原裕次郎さんの部分はおもしろかったが、そこだけテース

トが違って違和感があった。季節も行ったり来たりして、落ち着きが悪かった。サッ

クス奏者の演奏シーンも寒そうだという印象しか受けなかった。エンディングでじっ

くり聞かせたほうがよかったと思う。伊藤整の「雪あかりの路」が朗読されたが、映

像が詩の内容に合っておらず、詩の内容も番組のどこにもつながっていなかった。荷

物を運ぶ労働者の「ヤリガッサー」というかけ声は初めて聞いたが、どこから来てい

るのか詳しく聞いてほしかった。老舗旅館の仲居さんの話も、もっと広げることがで

きたのではないか。 

 

○  北海道スペシャル「小樽ロマン 時を巡る旅」は、見ていて飽きなかったが、欲張

りすぎていたような印象を受けた。小樽運河の存続を決定する市議会の、乱闘寸前の

場面の映像が突然出てきたが、経緯を知らない視聴者は不思議に思ったのではないか。

ガラス工房を紹介する場面で新人の活動を紹介していたが、芸術的なガラス作品を切

り口にまとめたほうがよかったのではないか。一獲千金を夢見て小樽に来た人がいる

と紹介する場面で、３人が何も言わず並んで立っているだけのイメージ映像は必要が

あったのか疑問だ。 
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（ＮＨＫ側） 

北海道スペシャル「小樽ロマン 時を巡る旅」は、３月６日(金)にＢＳプ

レミアムで放送した新日本風土記「小樽」を北海道向けに総合テレビで放送

するために作り直したもので、今回は現場の空気をじっくり感じてもらいた

いと考えてナレーションなしにチャレンジした。サックスの演奏については、

撮り方を工夫することで違う印象を与えることができたかもしれない。基に

なった「新日本風土記」がオムニバス形式によって小樽の世界観を提示する

番組だったため、旅という演出を加えたことで、寄せ集めのような印象にな

ってしまったかもしれない。ガラス工房の場面では、新人を取り上げること

で小樽の特徴のようなものが伝わるのではないかと考えた。 

 

○  ５月３日(日)のさわやか自然百景「北海道 天塩川の春」では、アンカーアイスの

生成過程を、初めて映像で見ることができた。話では聞いていた大解氷という現象が、

すばらしい、驚くべきものだとわかった。非常に多様性に富んだ生態系があることも

紹介していたが、説明する時間が短かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

さわやか自然百景「北海道 天塩川の春」は、全国的にも珍しい大解氷と

いう現象を見てもらうことが主たる目的の番組だった。今回はふだんニュー

ス取材を担当しているカメラマンが提案した番組であり、カワウが水中から

枝を拾って巣作りすることや、川が表面からだけではなく川底からも凍るこ

となど、新たな発見のある番組内容だった。 

 

○  ５月１５日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「“野生牛”にか

ける～様似からの挑戦～」(総合 後 7:30～7:55 北海道ﾌﾞﾛｯｸ) は、食の安心・安全の

追求に焦点を絞り込んでいた番組だった。消費者の多様な欲求に答えるための新たな

挑戦が、北海道のさまざまな地域から生まれることを期待できる内容だった。しかし

出荷前の牛に穀物飼料を与えるシーンがあり、「完全放牧野生牛」という言葉との間

に違和感があった。このシーンはなくてもよかったのではないか。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「“野生牛”にかける」で取り上げ

た、“完全野生化”というのは新しい提案だったと思う。しかし食肉が本当に差別化

されているのか、実際に売れるのかなどを考えると、ビジネスとしては厳しいのでは

ないだろうか。具体的に１頭あたりいくらで売って、年間にどのくらいの収入がある

のか、概算でも出したほうがよかったと思う。 
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○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「“野生牛”にかける」は、西川奈

緒子さんの家族にも触れていて、夫が獣医師ということもあり、生活が成り立ってい

るのだとわかって納得できた。需要に応えなければならないということは理解できる

が、穀物飼料を与えて出荷することが“完全放牧”と言えるのだろうかと疑問に思っ

た。「ハッサン」と名付けた牛を出荷前に太らせるため放牧を中断していたが、子牛

の死を経て、最終的に再び放牧を決断するまでの流れが理解できなかった。あの場所

ではクマに襲われることはないのか、気になった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「“野生牛”にかける」では、西川

さんは牧場経営が厳しくなり、生き残りを懸けた最終手段として“完全放牧”に踏み

切ったと説明していたが、その決断までのプロセスがよくわからなかった。経営上の

目算があったのか、牛の育て方についての自分の理念を実現しようとしたのか、ほか

の方法がなくて踏み切ったのか、その考え方の変化が知りたいと思った。獣医師をし

ている夫が“完全放牧”で牛を育てることに対してどのように考えているのか、コメ

ントを引き出してほしかった。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「“野生牛”にかける」は、牛たち

のダイナミックで生き生きとした姿が印象的だった。ハッサンが出荷されるシーンは、

知りたくないけれども目をそらしてはいけない部分であり、私たちは命を食べている

のだということが伝わってきた。番組全体を通じて、無理やり深くしようとしている

印象を受けた。ナレーションで「食の原点を問い直そうとする酪農家」と紹介してい

たが、違うのではないか。“完全放牧”はコストがかからないから始めたのであり、

出荷が近くなったら太らせるために穀物飼料を与えていることに違和感があった。西

川さんが「家族にも迷惑をかけているが、そこは譲れなかった」と話していたが、何

が譲れなかったのか、もっと聞き出してほしかった。完全放牧を始めた理由もほかに

あったのではないか、それとも３年間で考え方や信念が変わっていったのか、もっと

突っ込んで聞いてほしかった。食べ物の話になると大仰なテーマをつけてしまいがち

だが、西川さんが試行錯誤して気持ちが揺れ動きながらも頑張っている姿を紹介した

り、牛たちの生き生きとした映像を紹介したりするだけでも、十分に魅力は伝わった

のではないかと思う。 

 

○  北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「“野生牛”にかける」は、野山を

駆けまわる牛の生き生きとした姿がとても新鮮だった。無窓鶏舎に閉じ込められて育

つニワトリのように、自然な生き方と相反する環境で生産している畜肉に依存してい

ることに対して、食の原点を見直す内容だったと思う。牧場の看板が長い時間映って
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いたが、ふだんＮＨＫは配慮して会社の名前を出さないはずではないか。「野生牛」

は消費者にとってよい意味でインパクトのある言葉だと思うが、アンガス牛は産地放

牧型の食肉専用の品種であって、それを「野生」と呼んでいいのか疑問に思った。「野

生」や「原種」などの言葉を使用する際には注意を要すると思う。本来は綿密な管理

が人為的に施されなければ本当に健康で安全な牛を育てることはできないが、視聴者

は、野山をのびのびと駆けまわって育った牛だから健康なのだという印象を受けたの

ではないか。日本は湿気が多くてダニも多いため、牛も病気にかかりやすい。番組で

紹介された子牛の死因も気になった。ハッサンが放牧に出されて喜ぶシーンについて

も、本来アンガス牛は背中が伸びているはずだが、栄養が足りずに胴詰まりを起こし

てしまっているように見えた。愛情を注いで命と向き合う、というような情緒的な側

面ばかり取り上げられていて、完全放牧のリスクや苦労が紹介されず、これでよかっ

たのかという思いが残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「“野生牛”にかける」で取

り上げた“野生牛”は、冬、牧草地が雪で覆われている間は夏に刈り取った

牧草を食べさせることもある。牛舎には入れないので「完全放牧」と呼んだ

が、そこをもっと丁寧に説明すれば視聴者の違和感も少なかったのではない

かと思う。ビジネスになるのかどうかは、まだ挑戦を始めて３年で、これか

らの段階である。出荷のためにハッサンに穀物飼料を与えるかどうかという

葛藤があり、その最中に子牛の死というショッキングな出来事があった。再

び自分の原点を踏まえてハッサンを放牧したという流れだった。西川さんは

以前から“完全放牧”をしてみたいと思っていたが、採算の取れるものでは

ないことから無理だと思っていた。しかしやめるくらいならばやりたいこと

をやってみよう、と考えて“完全放牧”を始めたという経緯だ。西川さんも

“完全放牧”は人工的な畜肉生産に対する問題提起だと話してはいるが、そ

の意味を大きく持ち上げようとしすぎているという指摘については、注意し

ていかなければならないと思った。放牧の良い側面だけを受け取られてしま

わないか、という危惧はあり、子牛が死んでしまったシーンは、“完全放牧”

が楽なだけではないということを象徴的に示す意味で使った。 

 

○  毎日、朝と夕方の天気予報を見ているが、浜崎慎二気象予報士の解説はわかりやす

く、語り口も親しまれるのではないかと思う。「ＮＨＫニュース おはよう日本」で

は、気象予報士が屋外から天気予報を伝えている。暑くなりそうな日は夏らしい服装

をして、雨が降りそうな日は傘を手に持つなど、その日のファッションに関するヒン

トが含まれている。北海道でも、情報としての天気予報だけではなく、服装に関する
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アドバイスを含めたらいいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

気象情報については、「ほっとニュース北海道」の「お天気ワンポイント」

というコーナーで外からの中継をしているが、今後も視聴者の役に立つよう

な情報を取り入れる工夫をしていきたい。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について。外部委員は「ありもしな

いことを事実であるかのように作り上げること」をやらせと定義しているが、一般視

聴者が考える定義はもっと広いと思う。「過剰な演出」とやらせは何が違うのか、ど

こまでが許されるのかという境目が理解できなかった。記者はブローカーだと裏付け

がないまま断定的に伝えてしまったということだったが、記者はそれを自覚していた

にもかかわらずブローカーだということにしてしまったのではないか、という疑問が

ぬぐえない。ドキュメンタリーを作るうえで演出が必要だということはわかるが、や

らせという言葉は人によって解釈が異なる。ＮＨＫから見れば「報告の趣旨が理解さ

れない」という受け止め方になるのかもしれないが、視聴者にしてみれば「よくわか

らない」という感想にもなりかねないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

調査報告書によると、男性がインタビューの中で「われわれブローカーは」

と話していることや、手口について極めて詳細に語っていることから、番組

でブローカーと紹介した。今回の演出については、撮影現場に記者がいるに

もかかわらず、隠し撮り風に撮影をしていることが「過剰だ」と判断されて

いる。ドキュメンタリー番組でどこまでやっていいのか、どこからやっては

いけないのか、現在対策を検討している。ＮＨＫがブローカーと紹介した人

物が「最初は多重債務者の役をやれと言われたが、ブローカー役に変えるよ

うに言われて演じた」と話していたことがそもそもの「やらせ疑惑」である。

調査の結果、そのような事実はなかったことから「やらせはなかった」とし

ている。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年４月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１５日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

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」報道に関する中間報告について説明があった。 

続いて、「ほっとニュース北海道」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見

の交換を行った。 

最後に、５月の番組編成、放送番組モニター報告と視聴者意向報告の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  櫻井 健治 （函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務） 

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

坂本 昌彦 （(株)北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

藤野  彰 （北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院教授） 

まさきとしか（作家） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

 

（主な発言） 

 

＜ほっとニュース北海道 

(総合 ４月６日(月)、４月７日(火)、４月８日(水))について＞ 

 

○  ニュース番組というのは、すんなりと理解できることが理想ではないかと思う。

統一地方選挙の報道では候補者の主張を掘り下げるのが難しかっただろうと思うが、

７日(火)に白石区の選挙区を取り上げた際には、４人の候補者を取り上げる時間も均

等で、それぞれの主張も的確にまとめられていた。６日(月)はＪＲ北海道の青函トン

ネルでの事故を取り上げていたが、単に事象を紹介するだけでなく、新幹線運行に

向けた安全対策の課題を提起していて納得できた。メインの佐藤龍文アナウンサー

と河野千秋キャスターは清潔感があって好感が持てたし、スポーツ担当のキャスタ

ーは笑顔が明るく、気象予報士も含めた４人のバランスが非常によかった。民放の

他のニュース番組と比べても落ち着きがあり、安心感のある構成だと感じた。 
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○  ＮＨＫならではの話題を北海道民に提供する番組になっていると思う。６日(月)

にＪＲ北海道の青函トンネルでの事故を取り上げた際には、事故の内容だけでなく、

北海道新幹線開通後にも課題になるということをしっかり伝えられていたと思う。

ＣＧをうまく取り入れていて、お年寄りから子どもまで幅広い年齢層に分かりやす

い解説だった。番組前半に「お天気ワンポイント」というコーナーがあり、後半に

も詳しい気象情報があるが、２か所設けているのは初めのコーナーを見忘れた人に

とっても良いことだと思う。幅広い年齢層が楽しんで情報を得られる番組になって

いると思う。地元色が出ていて、民放との差別化が図られていると感じた。忙しい

人の中にはこの時間帯に道外のニュースを見たいと思っている人もいるだろうから、

間延びしていると受け止められるかもしれない。「ＮＨＫニュース７」との橋渡しが

うまくいけばいいと思う。 

 

○  ＪＲ北海道の青函トンネルでの事故では避難に５時間以上もかかったと伝えてい

たが、対策を講じなければ不信感はぬぐえない。今後どうしていくのかを分かるよ

うにしてほしかった。小学校の入学式の話題を伝えた後で小学校の教頭が酒酔い運

転をしたというニュースがあり、暗い気持ちになった。札幌でコミュニティーカフ

ェが多く設立されているという話題では、昔と違って子育ての悩みを話せる場所が

ないのだと感じた。近所づきあいの大切さや、このような現象が起きている背景を、

今後特集などで取り上げてほしいと思う。病気になってしまったばん馬アグリミズ

キの話題は、子どもに託すという調教師の思いが番組で伝わってくる良い話だと思

った。 

 

（ＮＨＫ側） 

４月からのリニューアルのポイントは２つあった。１つ目はニュースを分

かりやすく伝えることだ。ニュースを伝えたうえで、なぜニュースになった

かという背景を解説するようにした。２つ目は道内に張り巡らせているネッ

トワークを活用することだ。「ほっとするニュース」というコーナーを設け

て、各地の報道室からの情報を伝えている。気象情報については番組後半で

きめ細かく伝えているが、トピックを全部まとめると長くなってしまうので

番組前半のニュースの合間にワンポイント説明している。火曜日にはどの放

送局のどのセクションからでも提案できる比較的自由なコーナーを作った。

現場取材の感覚を出せるよう、今後も試行しながらブラッシュアップしてい

こうと考えている。ＪＲ北海道の青函トンネルでの事故については、何が起

きて、どのように乗客が避難したのかを分かりやすく伝えなければいけない

ということが念頭にあった。新幹線の開業に向けて、これまで観光や経済効

果を伝えてきたが、その大前提として安全なのかどうかが大事だと考えてい
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る。今後も対策について取材をしていきたい。 

 

○  ＪＲ北海道の事故を説明する際にＣＧを用いた点や、札幌市長選のインタビュー

についてはこれまでに発言した委員と同じような印象を受けた。番組後半の気象情

報はきめ細かくて明るくて分かりやすいと思ったが、全道版や道央版とは違って室

蘭地方版の気象情報は若干暗いと感じた。気象予報士がジャケットの下のボタンを

外していたが、上のボタンの位置が高かったため、大きく開いてだらしなく見えた。

ジャケットの形を考えて着てほしいと思う。 

 

○  ＪＲ北海道の青函トンネル事故のニュースが３日間続いて、ＪＲ北海道の姿勢が

はっきりしないことは伝わってきたが、説明が毎日同じようなものだった。今まで

にあがった課題がどのように改善されているのかを提示してほしいと思う。植物や

風景に限らず、食べ物、行事など季節を感じられる話題が毎日取り入れられていた。

７日(火)のニュースでは、流氷終日（流氷が陸から確認できる最後の日）が早まった

のに対して知床横断道路の開通が大型連休に間に合わないという対照がおもしろい

と思った。囲碁の話題やキックボクシングの話題など、子どもや家族にスポットが

当てられていて、見ていて心温まる思いがした。帯広畜産大学とパン屋のコラボレ

ーションや、国際バカロレアの導入など、素直に「そうなんだ」と言えるような新

しい話題が取り上げられていた。札幌ドームのファウルボール訴訟については先が

気になるニュースだった。全体として若い女性や働く人、高齢者など幅広い人が楽

しめる構成だった。メリハリがあってさまざまな感情が得られるところがおもしろ

く、番組の順番がどのように考えられているのか気になった。各地のリポーターが

明るくて印象的だった。佐藤龍文アナウンサーは冷たく、淡々としている印象だっ

たが、一方で軽快な感じもするので違和感はなかった。 

 

○  トップニュースから始まり、特集コーナー、スポーツ、リポート、各地の話題、

気象情報、「ほっとするニュース」とテンポが良く、見飽きない工夫がされている構

成だったと思う。佐藤アナウンサーの落ち着いた印象、河野千秋キャスターは元気

な印象が伝わってきた。スポーツ担当のキャスターは硬い表情だったが、今後に期

待している。キックボクシングのリポートの中で、岩尾亮さんが子どもと砕けた口

調で話しているのが気になったが、メリハリという点では、あのような中継がアク

セントとしてよかったのではないかと感じた。全体として安心感、安定感があり、

道内各地の細かな情報も網羅されているＮＨＫらしい番組だったと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

構成については、ニュース番組と情報番組の要素の両方が必要だと考えて
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いる。ニュース番組である以上は今すぐ伝えなければならない情報は前に置

き、じっくり見てほしいものは後ろに置くような並べ方にして、パターンを

崩さないようにしていきたいと考えている。 

 

○  ニュースやスポーツ、天気などがバランス良く構成されていたと思う。冒頭で目

玉の３項目を紹介するのは、ニュースの流れを理解するうえで分かりやすい試みだ

と思う。記者が掘り起こしてきたニュースや、話題になったニュースのその後を意

識的に組み込んだらメリハリのある番組になると思う。話題によってはそれだけで

１つの番組になってしまうので、あくまでこの時間枠で紹介できる話題を期待して

いる。選挙報道は時間配分などのルールが厳しいためにしかたがないのかもしれな

いが、パターン化してしまっている。どこかに工夫の余地はないのだろうか。市議

会で何が話題になっていて、市議会議員選挙では何が争点になっているのか、有権

者には十分伝わっていないと思う。どうしても知事選が中心になってしまうかもし

れないが、もっと草の根レベルで何が話題になっているのかを拾い上げてほしい。

岩尾さんのリポートはいつもにぎやかで明るいが、時々「もうひと言欲しい」と感

じる。中学生がキックボクシングの全国大会で準優勝することがどれだけすごいこ

となのか、囲碁の５段や６段というのがどの程度の実力なのかを説明してくれると

腑（ふ）に落ちる。佐藤アナウンサーは整理が上手だと感じるが、表情が硬く見え

るときがあった。スポーツ担当のキャスターは新人ということだったが、はきはき

していて好感が持てた。 

 

○  安定していて、安心して見ることができる番組だと思う。一方で華やぎやにぎや

かさがないため飽きられるかもしれないが、癇（かん）に障る企画がないことが一

番の強みだと思う。画面に表示される説明が分かりにくいことがある。８日(水)のＪ

Ｒ北海道のニュースでは、トンネル内での事故の中についていくつかのケースが説

明されていたが、全部まとめて表示されなかったので理解しにくかった。８日(水)

の十勝岳の噴火警戒レベルの変遷を示す表は、ぱっと見ただけでは分からなかった。

スポーツ担当のキャスターの髪型が気になった。かわいらしくて初々しさもあり、

声も聞きやすくて好感が持てるのに、髪が中途半端に顔にかかっているため清潔感

が損なわれてもったいないと感じた。同じようにジャケットの下ボタンを外してい

ても、佐藤龍文アナウンサーはお腹がすっきりとしていたが、そう見えない人は、

ジャケットのサイズを考えたほうがいいと思う。７日(火)のキックボクシングのリポ

ートで、友達が「インフルエンザ」と言った際に岩尾さんが少し笑った。容体を確

認したうえでのことだったかも知れないが、心配している親御さんのことなどを考

えると、笑い事ではないのではないかと思った。 
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○  ＪＲ北海道の青函トンネルの事故では、避難にはケーブルカーで５時間かかった

ということだったが、あれは作業用のケーブルカーではないか。避難用のケーブル

カーをＪＲが用意していたのであればよいが、そうでないとしたら対策を考えなけ

ればならないだろう。太田国土交通大臣が翌日に原因調査と避難誘導体制について

指示をしていたが、青函トンネルは国が主導したプロジェクトのようなものだと考

えると、もう少し踏み込んだコメントが欲しかった。トンネルでの列車火災ではと

にかくトンネルを抜けてから止めるのが原則だが、今回のようなトンネルの場合は

どうなのか、疑問として残った。どのように避難場所を確保するのか、引き続き追

ってほしいと思う。７日(火)に放送した、北海道新幹線が開業した際に函館からどこ

に足を伸ばすかというアンケートが興味深かった。青函トンネルが開業した際にも

道東や道北には経済効果がないと言われていたが、実際には効果があった。今回の

新幹線開業もチャンスだということを観光関係者にアピールしてくれるニュースだ

った。本別町の農業大学校に３８歳の新入生が入学した話題では、どういう科目で

どういうことを学ぶのか、もう少し深く紹介してほしかった。ばん馬アグリミズキ

の話題は、見ている人の胸を熱くする、非常に感動させられるものだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

選挙の報道は公平公正が大原則であり、今後も投票前の有権者の判断に資

するよう、画一的なものにならないよう努力していく。青函トンネルでの事

故の際に避難で用いたのは、定員２０人の作業用ケーブルカーで、避難を前

提としたものではない。今後も新幹線開業まで取材を尽くし、事あるごとに

伝えていきたいと思う。ニュースをせき止めて、記者の視点で伝えることは

大事だと考えている。専門家の話を聞きながら記者が解説するコーナーも設

けており、視聴者の関心が高いテーマを中心に取り上げていく。市議会議員

選挙についても伝えないといけない情報だと考えているが、知事選や市長選、

道議選の取材で手いっぱいになってしまった。文字の表示については分かり

やすいように心がけているが、ＪＲ北海道の事故については会見が並行して

進んでいる中で、分析しながら作っていたので間に合わなかった部分もあっ

た。字起こしシステムなど、新しいテクノロジーを取り入れて、日々努力し

ていくしかないと考えている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月２６日(木)の「ＮＨＫニュース おはよう北海道」で冬の天塩川を特集してい

て、非常に迫力があってすばらしい映像だった。ニュース番組の中だけではもったい
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ない映像だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

冬の天塩川については、５月３日(日)の「さわやか自然百景」で取り上げ

る。今年撮影した映像と昨年撮影した映像を混ぜて放送する予定だ。 

 

○  ３月２９日(日)のさわやか自然百景「北海道 厳冬 網走」は、能取湖の豊かな生

態系が紹介されていて、網走地域にこんなにすばらしい場所があったのかと驚いた。

ただし能取湖は観光地化していないので、網走湖や濤沸湖、サロマ湖とどのような位

置関係にあるのか、どのような違いがあるのかが分からないだろう。アッケシソウが

有名だとか、冬の氷上ロングランのイベントだとかを紹介したら、視聴者も分かりや

すかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

メジャーではない土地を取り上げる際、視聴者が想起しやすいものをどの

ように紹介するかは今後検討したいと思う。 

 

○  ４月３日(金)の北海道クローズアップ「センバツ快進撃！東海大四高校」は、昭和

３６年のセンバツ決勝戦という懐かしい映像から始まり、さすがＮＨＫだと感じた。

選手の名前とあわせて、個性が分かりやすく表現されたキャッチコピーが紹介されて

いて、身近に感じた。試合を生放送で見られなかったが、１回戦からのダイジェスト

があったのでよかった。天塩町が決勝戦でお祭り状態になっている様子を取り上げて

いて、こういったことが地域の活性化にもつながっていくのだと感じた。決勝戦でピ

ッチャーがホームランを打たれた後、打者に拍手を送った場面は、番組で取り上げら

れるまで気づかなかったことだった。若者の軟弱さが指摘される昨今、高校生のたく

ましさが感じられ、高校野球の話だけでなく将来に希望を持てる番組だった。 

 

○  北海道クローズアップ「センバツ快進撃！東海大四高校」は、目立った選手がいな

い中であれだけの成績を収めたということで、監督の采配も結果につながったのだろ

う。北海道民に感動を与えた番組だった。 

 

○  北海道クローズアップ「センバツ快進撃！東海大四高校」はタイムリーな番組だっ

た。選手に直接質問に答えてもらう形はよかったと思うが、途中で監督のコメントを

挟めるともっと盛り上がったのではないかと感じた。 

 

○  北海道クローズアップ「センバツ快進撃！東海大四高校」は、試合そのものの中継
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は見ていなかったが、ダイジェストを見て感動した。生放送なのに生徒たちが緊張し

ておらず、現場の雰囲気が良かったので、アナウンサーの進行が上手なのだと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「センバツ快進撃！東海大四高校」は、決勝進出を

決めた時点で制作を決めた。目立った選手がいないうえ、冬の間練習ができ

ないというハンデがあったにもかかわらず躍進したことが魅力だった。チー

ムで力を合わせて試合を重ねながら成長していった、すばらしいチームだっ

た。自分自身３回戦くらいから注目し始めていて、多くの視聴者もそうだっ

たのではないかと感じたため、ダイジェストを盛り込んだ。北海道で頑張っ

ている若い人たちに向けて、前向きに伝えられる番組になったのではないか

と思う。事前に監督への質問も用意していたが、チームメイトの話などを聞

いているうちに時間がなくなってしまった。選手たちも、天塩町のＶＴＲを

一緒に見ているときにみんなで笑って緊張がほぐれたため、最後は生徒中心

に話を聞いていた。生放送だったということもあり、現場でのアナウンサー

の判断がうまくいったところと、もの足りなくなってしまったところがあっ

た。 

 

○  ４月３日(金)の北海道中ひざくりげ「街の文化は駅前にあり～鉄道の街・岩見沢 

駅前散歩～」は、３月に営業運行が終了した赤電車を取り上げていた。２両が岩見沢

市のレストランに展示されるので、機会があればぜひ取り上げてほしいと思う。昭和

４５年頃に人口が６万人程度だった町で乗降客が２万人もいたということの背景に

は、岩見沢が「教育の町」であり、生徒数が多かったこともある。 

 

○  北海道中ひざくりげは、北海道の地方都市にスポットを当てて旅番組のように日常

の話題を取材していて、大好きな番組だ。今回の「街の文化は駅前にあり」は古い映

像と現在の様相を対比させて時の流れや懐かしさを映し出していて、好感が持てた。 

 

○  北海道中ひざくりげ「街の文化は駅前にあり」を見るまでは岩見沢市に対する印象

が特になかったが、昭和の風情が色濃く残った、人情が感じられる町だと分かって驚

いた。駅が市民にとって特別な存在だということは分かったが、その背景についての

説明がもう少し欲しかった。駅への思いがどのように世代を超えて若い人に引き継が

れていったのか、さまざまな世代の声を聞けるとよかった。 

 

○  北海道中ひざくりげ「街の文化は駅前にあり」を見て、120 本も列車が停（と）ま

っていた当時と今を比較して、地方消滅の実態をかいま見たような気がした。駅をコ
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ミュニティーの場として利用していることに焦点を当てたのは、地方都市が生きてい

くうえでのヒントになったのではないか。 

 

○  ４月３日(金)の穴場ハンター「岩見沢エリア」では、お米の品評会で日本一を獲得

した青年を取り上げていた。岩見沢は全道一の米の産地でありながらここ数年グラン

プリが取れていなかったため、いいタイミングで紹介されていたと思う。 

 

○  穴場ハンター「岩見沢エリア」は、北海道中ひざくりげとは対照的にドタバタした

印象はあるものの、地域を元気づけるような内容に好感を持った。画面が番組のタイ

トルやツイッターのアドレス、視聴者からのツイート、テロップなどで埋め尽くされ

ていてうるさい印象を受けた。司会者に対するツイートが多かったので、選択のしか

たに配慮があったほうがいいのではないかと思った。 

 

○  穴場ハンター「岩見沢エリア」はさまざまな工夫が見られ、どんどんおもしろくな

っていると思った。「北海道中ひざくりげ」のレトロ感を良い具合に引き継いでいて、

続けて見ることでおもしろさが倍増した。気のせいかもしれないが、いつもよりスタ

ジオの音声が聞き取りにくく感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

穴場ハンターで表示したツイートが偏っているような印象を与えたのは、

ツイートがあまり集まっていなかったことがあるのかもしれない。画面の文

字については、情報量の多さが番組の持ち味でもあるので、今後も最適なバ

ランスを考えていきたいと思う。 

 

○  ４月８日(水)の探検バクモン「北海の湾岸要塞～前編～」を見て、今まで一体何だ

ろうと思っていたものが桟橋なのだと分かった。多様な廃棄物がセメントの原料にな

っていることなど、初めて知ることばかりでおもしろかった。後編も楽しみにしてい

る。 

 

○  探検バクモン「北海の湾岸要塞～前編～」は非常に面白かったので、絶対に後編も

見ようと思った。 

 

○  探検バクモン「北海の湾岸要塞～前編～」は、セメント工場の中を見る機会などな

いのでおもしろく見たが、長年現場で従事してきたベテラン技術者に対する敬意が欠

けていたのではないかと思う場面があった。取材でお世話になる相手に対してどのよ

うな対応をするのか、出演者と事前の打ち合わせがあったほうがいいと思う。民放の
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雰囲気に近い番組で、それはそれでいいと思うが、ＮＨＫらしい品格はどこかで保っ

たほうがいいのではないか。 

 

○  探検バクモン「北海の湾岸要塞～前編～」で取り上げた工場は、地元の人からは石

灰で屋根が汚れるという苦情も聞かれる施設だが、このような地元産業があることを

北海道民も見て参考になったと思う。番組の冒頭で、ＮＨＫの番組ではなかなか出て

こないような、視聴者の気を引くコメントが次々に出てきた。最初は大げさで落ち着

きがないと感じたが、番組が進むにつれ、それだけ興味を引く内容だったということ

で納得した。石灰石だけでセメントが作られていると思っていたが、さまざまなもの

が再利用されていることも勉強になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

探検バクモン「北海の湾岸要塞～前編～」について。出演者との事前の打

ち合わせは基本的に行っていないと思うが、委員から指摘を頂いた点につい

ては、出演者の問題というより、編集するうえで我々が気をつけるべき点だ

ったと考えている。 

 

○  ４月１０日(金)の北海道クローズアップ「決戦！統一地方選２０１５～北海道知事

選・札幌市長選～」の目的は、選挙の争点に迫ることだったと思う。知事選について

は非常に分かりやすく争点を示していたと思うが、札幌市長選については８日(水)の

「ほっとニュース北海道」の内容と同じで目新しさがなかった。無理に札幌市長選を

取り上げるよりも、知事選の争点を深く掘り下げて有権者の投票行動に結びつけたほ

うがよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道クローズアップ「決戦！統一地方選２０１５」は、昨年の衆議院議

員選挙の際にもニュースと代わり映えしないという指摘を受けた。工夫しよ

うという意識はあり、知事選はオリジナリティーを出せたと思う。札幌市長

選については、４年後もまた知事選と重なると思うので、どうやって政治的

公平性を保ちながら分かりやすく伝えるかを考えたい。 

 

○  ４月１０日(金)の北海道スペシャル「“友だちごっこ”をぶち壊せ～深川 拓大ミ

ュージカル～」は、番組名を見たときにどういう意味なのかと疑問に思った。リーダ

ーにスポットを当てていたが、途中インタビューの中で番組スタッフが彼女を責めて

いるように感じられる質問があった。取材する側と取材対象の距離が近すぎると感じ

る場面があって気になった。リーダーが最後に自分の気持ちをメンバーに伝えてすべ
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てがうまくいったように描かれていたが、あれだけぶつかったらわだかまりが残って

いるのではないかという気がした。最後の場面で、ナレーションによる説明なしに映

像だけで終わったのは良い終わり方だった。先生が２０年近く１人で脚本と曲を作っ

ているのだとしたらすごいことだと思うが、ずっと１人でやっているのか。 

 

○  北海道スペシャル「“友だちごっこ”をぶち壊せ」は、学生だけではなく大人の社

会でも課題になっているテーマだったと思う。学生自身は友達ごっこをしているとい

う意識はないのだと思うが、制作者がテーマに無理やりつなげているように感じられ

た。リーダーという立場にスポットを当てていたことは分かるが、厳しく言うことが

“友だちごっこ”を解消すること、とでも言うように問題を単純化していて違和感が

あった。もう少し人間ドラマを表現できなかったのだろうか。就職が決まらない学生

についても、就職活動とミュージカルのせりふが覚えられないことを無理に結びつけ

ているように感じられた。カメラが学生から近いところで撮っていたが、あれが学生

たちの自然な表情なのかと疑問に思った。 

 

○  北海道スペシャル「“友だちごっこ”をぶち壊せ」は、見ていてすがすがしい気持

ちになるすばらしいドキュメンタリーだったと思う。教授の「保育とは人とぶつかり

あう職業」という言葉に制作者の意図を感じた。「傷つけたくない、傷つきたくない」

という現代の若者の気質を“友だちごっこ”と表現してしまっていいのかと疑問に思

った。ミュージカルを作り上げた学生たちのその後の人生について、もう少し深い取

材があればよかったと思う。 

 

○  北海道スペシャル「“友だちごっこ”をぶち壊せ」は上手に作られていたと思う。

特にラストのシーンは余分なナレーションでの説明が一切なく、見終わった後に深い

余韻が残っていた。ミュージカルにかける学生たちの表情が生き生きとしていてテン

ポがとてもよかったため、最後まで引き込まれて見た。途中でつららをアップで撮影

したシーンがあったが、唐突で、違和感があった。「ラストソング」という曲の歌詞

が３回も登場したため、テンポが悪くなって残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道スペシャル「“友だちごっこ”をぶち壊せ」について。通常の番組で

はカメラマンと照明スタッフとディレクターが一緒になって取材をするこ

とが多いが、この番組についてはディレクターが１人でカメラを持って取材

をしたため、距離の近さが生まれたのだと思う。厳しく言うことが単純に正

しいことなのかという意見は、ディレクターに伝える。 
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ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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