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平成２９年３月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ３月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２９年度中部地方向け地域放送

番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２９年度中部地

方向け地域放送番組編成計画」について報告があった。続いて、ナビゲーションスペシャ

ル「世界に羽ばたけ！にっぽんまんなかブランド」について説明があり、放送番組一般

も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  小澤 正俊  （大同特殊鋼（株）相談役） 

 副委員長  小寺 功子  （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

 委 員  井口 昭久  （愛知淑徳大学健康医療科学部教授） 

   稲村 修  （魚津水族館館長） 

     加藤 勇二  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

   清川 卓二  （清川メッキ工業（株）専務取締役） 

   德田 八十吉（德田八十吉陶房代表） 

   中村 智景  （四季料亭「助六」女将） 

   長谷川明子  （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

   東    惠子  （東海大学海洋学部環境社会学科教授） 

   真能 秀久  （中日新聞社取締役人事労務担当) 

 

 （主な発言） 

 

＜ナビゲーションスペシャル「世界に羽ばたけ！にっぽんまんなかブランド」 

(総合 ２月２４日(金)）について＞ 

 

○  中部地方には、世界市場に発信されているものが多くあることが改めて分かる番

組だった。技術や品質はもちろん、海外のライフスタイルに合わせたモノづくりを

行うことが重要だということも、よく分かった。世界進出に成功している事例は、

しっかりとしたマーケティングに基づき、ゲストの妹尾堅一郎さんが述べていた“Ｗ

ＴＴＫ（わかってもらい・試してもらい・使ってもらって・買っていただく）”がで

きているものだと理解できた。この略語は、インパクトがあり分かりやすかった。
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また、小山径アナウンサーの司会進行は的確で、生放送でも終始慌てる様子もなく、

気持ちよく見ることができた。２人の解説者も番組の趣旨に合っていた。番組の最

後に、パネルを使ってまとめたポイントをおさらいしていたが、短い言葉できちん

と色分けをしながら整理されていて、本当に見やすく、分かりやすかった。一方、

番組では、伊勢型紙を普及させるために、デザイナーの方が海外まで行きアイデア

を探ったり、地元の人と議論したりする様子が紹介され、期待が膨らんだが、提案

された試作品はいまひとつインパクトに欠けた。また、スタジオに各地の特産物が

飾られていたが、番組中に少し映り込むだけで、せっかく飾ってあるならば、一つ

一つじっくりと見せるなり、紹介するなりしてほしかった。 

 

○  世界で売れている製品の事例や売り込み方の紹介、またブランドを守っていくた

めの方法など、話の展開が順序よく分かりやすかった。東海北陸７県の商品が平等

に扱われていた点もよかった。番組中に、海外展開において大切なこと、問題点や

ポイントを、１つのボードに書き込んでいく手法は、簡潔だった。生放送にも関わ

らず、最後まで落ち着いた雰囲気で結論もある終わり方は納得感があった。一方で、

伊勢型紙をもっと普及させるための提案は、答えを先延ばしにされた分、期待が膨

らみすぎてしまい、拍子抜けした。ゲストのサヘル・ローズさんが提案したペルシャ

じゅうたんの柄やヒジャブの布の柄にといった提案のほうがよかったように感じた。

有松絞りの職人が着ていた有松絞りのセーターやジャケット、アナウンサーが身に

つけていたスカーフはすてきだったが、伊勢型紙を紹介した方が大島紬（つむぎ）

を着ていたように見えた。紹介する人たちも伊勢型紙であしらえたものを身につけ、

それを紹介してほしかった。伊勢型紙を紹介する際に、“江戸の究極の技”とか、“江

戸の粋”といったテロップがあったが、なぜ“江戸”という言葉が出てきたのか唐

突感があり、違和感があった。日本酒を紹介する際に、ラベルの見せ方が中途半端

だった。商品名に考慮したのかもしれないが、他は企業名も出ているので、最初か

らしっかりと見せた方がよいと感じた。番組冒頭で、イスラエルの人たちがワイン

グラスでお酒を飲むシーンが紹介されていたが、何に関連しているシーンか分から

ず疑問に思った。岐阜のアナウンサーのネームプレートが１人だけ首元に付けられ

ていたが、今回のようにさまざまな人がスタジオに出て紹介するような番組は、１

人だけ違うと気になる。そろえた方がよいと思う。また、小山アナウンサーがほか

に売り込みのアイデアはないか各局のリポーターに問いかけると、岐阜のアナウン

サーが答えていたが、取って付けたような感じがした。岐阜の商品を紹介したとき

に付け加えて言ったほうが自然だったと思う。海外進出には資金面が重要になって

くると思うが、番組を通じてあまりそのことに触れられていなかった点が残念だっ

た。各国のスタイルに合わせて商品を開発することや、文化的要素と新しい技術の

コラボすることが大切だということはよく理解できた番組だった。 
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○  中部７県の話題を平等に扱おうとするのは相当難しい。今回の番組は、中部７県

の話題を平等に扱ってはいたが、総花的で、あまり印象に残らない番組だった。今

回番組で取り上げた物は、それぞれ取り上げる価値のあるものだと思うが、どうし

ても焦点が分散してしまう。伝統の技術を世界に売り込むにはどうすべきかという

ことが番組全体のテーマだと思うが、テーマ自体が大きく、既視感があり新鮮さに

欠けた。ニュース性を強調したり、ヒューマンストーリーを組み込んだりする事で、

もっと違った見せ方ができたのではないか。また、誰をターゲットに番組を制作す

るかによっても、経済番組という伝え方や、地域社会を扱った娯楽性のある一般番

組という見せ方もできる。工夫の余地はあったと思う。あるいは伝統産業の１つ、

たとえば“陶器”というテーマで瀬戸から東濃地方にかけて深掘りし、ほかの伝統

産業の参考になるような情報を提示していくという見せ方もできただろう。今回の

番組の反響はどうだったのか、ぜひ知りたいと思う。 

 

○  さまざまな特産品がスタジオに並べられ、中部地方の良さが伝わってきた。金沢

の中古部品の販売業者から始まり、富山の金属加工メーカーの話題まで、１話形式

で成功体験が語られていて、場面展開もスムーズだった。富山の金属加工メーカー

の商品をスタジオに持ってきて、実際にスタジオで曲げてみたのもよい演出だった。

キーワードを後ろのボードに書いていくという試みも斬新だった。伊勢型紙は、三

重の伝統工芸としての歴史や伊勢型紙の職人が減少している厳しい今の状況などが

紹介されていて、大変興味深かった。しかし、需要を掘り起こすためにアドバイザー

の桐山登士樹さんが登場し話が展開していくのかと思ったら、突然話題が変わり、

愛知の鋳物でできた鍋の話、有松絞りの話が互いに交錯しながら紹介された。次に

岐阜の刃物の話題では、切れ味の良さをキウイをスパッと切ることで表現しようと

していたが、キウイはどんなものでもスパッと切れるのではないかと思い、切れ味

のよさを実感できなかった。このあとようやく伊勢型紙の話題に戻ったが、内容が

一般的で驚きが少なかった。各地域の特産に焦点を当てているため、全体を通して

見ると一貫性や統一性がないものになっていた。また、アナウンサーの反応が早す

ぎるように思った。相手の言葉が終わるや否や反応していて、もう少し余裕を持っ

て受け答えしても良いのではないか。また、スタジオゲストとのトークは、同じよ

うな話題を何度も繰り返しているような印象も受けた。一方で、中部地方の知られ

ざる特産品を紹介した番組で、ＮＨＫならではの良さもあった。 

 

○  全体を通して見ると、誰に、何を伝えたい番組か、よく分からなかった。制作意

図が視聴者に伝わったかも疑問だ。内容的には、目一杯手を広げた、総花的な印象

で、スタジオに東海・北陸７県の多数の産物を取りそろえておきながらほとんど紹
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介がなく、前半は各県を代表する商品とキャッチフレーズで流れを作っていたが、

これだけでも情報量が多いという印象を受けた。伊勢型紙の新しい取り組みとして、

伊勢型紙を有機ＥＬと組み合わせた試作品はインパクトに欠けた。スタジオをもっ

と暗くすれば、違った見え方をしたのではないか。あるいは、有機ＥＬと伊勢型紙

両方の特徴を合わせたような作品であれば、もっとインパクトがあったと思う。金

沢の自動車部品工場からの中継は、紹介したいのはシステムなので、中継する必要

があったのか疑問だった。それから、進行に当たり、男性の小山アナウンサーのほ

かに、サヘル・ローズさんが現れたが、なぜ今回の番組に彼女が出演するのかが分

からず、最初は唐突な印象を受けた。専門家がダジャレを交えながらコメントする

など、よい雰囲気になっていたが、全体を通してみるとぎこちない印象も受けた。

生放送なので、スタジオゲストの発言にスーパーが出ず、分かりづらかった。ボー

ドを使った番組のまとめは大変よいアイデアだった。番組中に、もっとこのボード

を活用しながらキーワードを示していくことができればよかった。最後のまとめは、

慌ただしい感じを受け、コメントも抽象的だった。その中で、最初唐突に登場した

と思われたサヘル・ローズさんが最後の締めの言葉として、「今回の紹介例が縦糸で

これをつなぐ横糸が必要」と発言したことが、大変分かりやすく印象的で、次につ

ながるよいコメントだった。次作は、各地にあるものをうまく組み合わせ、ＮＨＫ

から発信や提案ができるような番組をめざしてほしい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

「にっぽんまんなかブランド」は昨年１０月からスタートし、今

回はキャンペーンの第２弾として、初めて７３分の特番を放送した。

７局合同のキャンペーン展開なので、７県のものをそれぞれ集めた

が、非常にバラエティーに富む形となった。スタジオの演出やテー

マ設定も含め、地域の宝の多様性を発信したいという側面がやや強

く出た部分はある。もう少し一つ一つの意味づけやメッセージ性を

強調し、濃淡や強弱を付けながら全体を構成していく方法はあった

かもしれない。金曜日の夜７時３０分から、ゴールデンタイムで放

送する番組なので、幅広い視聴者を取り込むための演出を心がけた。

エンターテインメント性のある番組にすると同時に、その分野に携

わっている方に対しても納得感やお得な情報を提供したいという思

いで制作した。伊勢型紙のランプシェイドに関しては、その意味合

いやランプシェイド製作に至った経緯なども含め、もう少し細かく
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見せていく必要があったと、みなさんの意見を聞いて思った。 

 

 

○  各地の伝統品やローテク技術を新しい視点でよみがえらせ、世界に通用する技術

であることを示す内容は、日本のモノづくり再生をうかがわせる、よい番組だった。

テンポもよく、中部すべての県の取り組みが紹介され、にっぽんまんなかブランド

のネーミングも含め非常によかった。前半は、ローテク技術や伝統技術の分野にも

働き手として若者が増えてきて、地方での跡継ぎ問題、あるいは担い手問題を解決

するヒントを持たせてくれる流れかと思ったが、後半はその流れがあまり感じられ

なかった。「アイデアが出ずに困っている人」と進行のアナウンサーがスタジオにい

る出演者に問いかけたが、誰に対しての問いなのか分かりづらく違和感を覚えた。

結局、伊勢型紙の職人のみなさんが困っていたのだが、アナウンサーが説明するだ

けで、職人のみなさんの言葉を直接聞けなかった点も残念だった。各県のブランド、

技術を紹介する際に、テロップや文字をもっと多用することで印象を強く残すこと

ができるのではないか。また、各地の場所を紹介する際は、同じ中部地方とは言え、

子どもが番組を視聴していることもあるので、どのあたりの地域かを地図で示すな

ど、視覚に訴えた方がより分かりやすい番組になったと思う。成功している事例は、

若者が開業し商品開発に取り組む反面、アイデアが出ずに困っている伊勢型紙の会

議はお年寄りばかりで、その対比がよく表れていた。若者が議論を重ね、成功体験

を培う様子は、その産業が未来につながっていくという期待感が高まる。若者がい

かに伝統産業を引き継いできたかという部分をもう少し掘り下げると番組も充実し

たのではないか。伊勢型紙の話題については、途中で違う産業のＶＴＲなどが入り、

焦点がぼけた。また、結論を先延ばしにした割には拍子抜けする提案だった。機能

面や応用面の斬新さ、どのように使用するかというシチュエーションなど、具体的

な紹介がなかったため分かりづらく消化不良に終わった。福井の日本酒を紹介する

ＶＴＲは、路地裏でインタビューをしているようだったが、ブランドの正統性を訴

えているので、明るい場所でインタビューした方がよいと感じた。番組全体は、各

地の産物・産業が発展したキーワードが盛り込まれていて、勇気づけられる番組だっ

た。 

 

○  定番の九谷焼の紹介ではなく、九谷焼の招き猫が出てきたので驚いた。海外の事

例や、金沢と結ぶ中継などもあり、多くの品々や技術が７３分にわかりやすくまと

められており、感心した。一方、多くの物が紹介されていたので、番組についてい

くのも大変だった。冒頭の音楽やナレーションは華やかで、わくわくするような演

出だった。世界に通じるブランドになるためには新しい発想や工夫が欠かせないこ
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とがよく分かった。番組を通して、さまざまな物が紹介されていたが、展開に唐突

感があった。ゲストが自分たちの物に自信を持つことが大切と言っていたが、本当

にその通りだと思った。スタジオでは、実際に製品を試してゲストから感想を聞く

演出も多く、生放送の良さが出ていたと思う。違った角度や発想で世界との関わり

を考えることで、これまでにない世界ブランドが生まれる可能性を実感できた番組

だった。次回も期待したい。 

 

○  「にっぽんまんなかブランド開発会議」と銘打ち、スタジオに東海北陸の各局の

アナウンサーや各地の職人のみなさん、タレントや専門家が集まり、各地の多彩な

取り組みを紹介しながら課題を探り、答えを見つけ出そうという構成は、新鮮だっ

た。各地の取り組みのポイントがボードにまとめられていたが、最後の結論を導く

にあたり、さまざまな分野で挑戦している企業や人を発掘し、取り組みの特徴ごと

に幅広く取材するのに大変苦労したのではないかと思った。どのように取材を進め

ていったのか気になった。一番興味深かったのは、中古車部品をリユースするシス

テムを、丸ごとブラジルの州政府に提供する金沢の企業の取り組みだった。システ

ムだけでなく、日本的なモノづくりの価値や倫理観までを提供し、人材育成に貢献

しようとする姿勢は日本のモノづくりの原点を見るようで、考えさせられた。また、

偽物を駆逐するために奔走する福井の酒造会社の社長の「ブランドを守ることは、

命を守ること」という言葉は、そのプライドやこだわりの商品開発、輸出先への徹

底した商品の取り扱い研修など、本物が世にきちんと流通することが私たちの生活

の豊かさや創造にもつながるのではないかと感じさせた。全体を通して、ピンチを

チャンスに変える逆転の発想、モノづくりにかける熱い思い、真摯（しんし）な命

がけの努力をしっかりと感じることができる番組だった。日本経済の屋台骨を支え

るモノづくりの地域として、企業だけでなく、今後は、個々人が地域の産業に誇り

を持ち、街づくりの当事者意識を培う番組も要望したい。 

 

○  一消費者として、世界市場で売り上げを伸ばす産業・産物が中部地方にはこれほ

どあるということを提示してくれる番組だと思って見ていた。スタジオゲストが身

につけたり、実際に触ってみたりすることで、その物の良さがよく伝わった。また、

１つのテーマであった伊勢型紙の反物を紹介するときに横にして見せていて、反物

なのになぜ縦にして映さなかったのかという疑問は残ったものの、伊勢型紙の作業

場などがＶＴＲで紹介され、緻密な技で型紙を作る緊張感は感じることができた。

一方で、各地のブランドとして紹介された商品の中には、既に他の番組で何度も取

り上げられた有名な物もあり、新しい情報も組み込まれていなかったので、残念だっ

た。スタジオの解説者は平易な言葉づかいで、略語なども使いながら分かりやすく

解説していたのでよかった。分かりにくい専門用語にも、アナウンサーが適宜フォ
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ローしていた点もよかった。日本酒はラベルが見えるように持つのが普通だと思う

が、中途半端に映るラベルに気を取られてしまう視聴者もいたのではないか。番組

は散漫な面もあったが、多くの物が紹介され各地の産物を使ってみたいと思えるよ

い構成だった。ただ伊勢型紙を使った新たな提案は斬新さに欠けていたので、実際

に物として提示することはできなくても、芸術を専門に勉強する学生にアンケート

を取り、その結果を示すなど、他の方法もあったと思う。視聴者がこれなら売り込

めると納得できるようなものを提示してほしかった。学生や一般の消費者が納得す

るには十分な内容だったと思うが、実際に第一線で活躍するビジネスマン向けには

情報が乏しかったと思う。もっと情報性を盛り込むことで、番組を見る層も開拓で

きるではないかと思った。 

 

○  中部地方にはいろいろな製品、技術があることが理解できた。豊富な事例と分か

りやすい表現、最後にはボードを使った図解でのまとめもあり、記憶には残る内容

だった。物を世界に売るためには、物だけではなく、システムや仕組みを売り、人

材を育てることが大切だということで、日本全体をブランドとして売っていくのは、

よいアイデアだと思った。一方で総花的な紹介となっていて、食と農で言えば、昨

今では機能性表示食品として付加価値が付いた農産物や、産品の知的財産を保護す

る地理的表示保護制度などの取り組みもあり、食と農を切り口にテーマを絞った番

組も考えられるのではないかと思った。今回はマーケティングに重きを置いた内容

になっていたが、海外へ輸出する場合は資金面、検疫制度、流通面など、さまざま

な障壁がある。その壁をどのように乗り越えたかという視点も含めて番組を作ると、

もっと充実した内容になったと思う。横のつながり、異業種との連携も視野に入れ

ていかないと、世界市場に打って出ることが難しいということがよく分かった。 

 

○  地方の再生や中小企業の生き残りというのは、中部地方だけではなく日本全体で

大きな問題になっており、特に製造業で深刻な問題になっている。今回の番組の取

材は、地方の活躍をうまく取り上げることができていた。内容も、既視感のあるも

のから、よく見つけたなと思うようなものまで、知恵が詰まっていて、大変興味深

く見た。スタジオゲストは実務レベルで活躍している方々で大変説得力があった。

中部地方は、中小企業の製造業が多い。成功事例が紹介されると、これから挑戦し

ようとする経営者にとっても、あるいは、その姿を見ている若い人たちにとっても、

力強いエールになったのではないかと思う。ボードを使いながら、議論でのキーワー

ドを書き込み、個々の関連性や価値を示し、最後にまとめを行うスタイルは大変よ

かった。こういう説得力のある手法はＮＨＫならではだと思う。一方で、成功事例

も大切だが事業所も就業者も減っている国内の製造業の実態を考えると、一つの事

業所のみが頑張るだけでは厳しい現実がある。ブランド商品だけで成り立つことは
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難しく、中小企業への伴走型の支援をどう行っていくか、永続性のある企業運営の

仕組みなどについても取り上げてほしかった。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

来年度に向けて、どのようなコンセプトでやっていくべきか、今

も議論をしている。地域の宝をより磨き、世界に通用するものにし

たいという思いで番組を制作している。ブランドといっても、新し

いものなのか、ある程度認識されているものなのかによって取り上

げ方は変わってくるだろう。番組のテーマも成功のヒントを挙げる

のか、課題をどう乗り越えたかを取り上げるのか、今後継続してい

く上で検討する重要性を感じた。７県の話題をバラエティーに富ん

だ形で紹介しつつも、強弱・濃淡をつける必要性を意見を伺って認

識した。 

 

 

○  ＮＨＫは商品名を取り上げる基準はあるのか。視聴者からはどういった反響があ

るのか。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

ニュース的な意味合いもあるので、ラベルを見せることを避ける

つもりはなかった。細かい進行の中で、きちんとお見せできなかっ

た。商品名のコメントも伏せるつもりはないが、商品名を連呼する

ことは避けている。今回の場合は、この商品は一体どこの何である

かをきちんと分かるようにし、文字スーパーでも一度は紹介すると

いう基準で制作していた。 

 

ビジネスマン向けの情報を扱うような経済番組では、企業名その

ものが重要な情報になってくるので、企業名を比較的はっきりと出

す傾向にある。一方で、一般的な番組については、なぜそのメーカー

の名前を出すのか必要性を慎重に検討した上で対応している。 
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＜放送番組一般について＞ 

○  ２月１７日(金)ナビゲーション「不審船 日本海の漁場でいま何が」を見た。違法

操業は、漁業で生計を立てている者にとっては死活問題だ。スタジオゲストが述べ

ていたように、漁期の間だけでも警備を強化し、不審船を拿捕（だほ）するという

強い姿勢を見せることが重要で、早急に動くべきだと思う。しっかりとした法規制

があれば、強い取り締まりができるはずだ。番組では、水産庁や海上保安庁が警備

をすると言っていたが、その後本当に行われているのか、効果はあったのか疑問が

残った。 

 

○  ２月１９日(日)日曜Ｔｕｂｅ「ただ、そばにいるだけで。 ～富山 高岡市『ひと

のま』の日々～」を見た。今後も、ここを訪れる人たちが何を思い、どう生きてい

くのかを追い続けてほしいと思う番組だった。 

 

○  ２月１９日(日)日曜Ｔｕｂｅ ショートストーリーズ 「＃７星空を待ちわびて 

愛知・新城 ＃８今日もレジに立つ・静岡」を見た。２つとも、女性ディレクター

が制作していたが、以前見た「ショートストーリーズ」とはずいぶん違った印象を

受けた。１つ目の「星空を待ちわびて」は、生まれつき手足が不自由な写真家の主

人公が星空と風景を同時に写す星景写真を撮り続け、シャッターチャンスを待つ日

常が描かれていた。奥様とペットとのやりとりも含め、とても優しいナレーション

と主人公の心模様が映像と重なり合い、ひとつの世界観を生んでいて、絵本を読む

ような番組だった。そこに主人公が撮影した取材班との屈託のない一瞬の表情を写

した記念写真が挿入されていた。この写真によって主人公と取材班の関係性が際立

ちストーリーが引き立っていた。もう１つは、対人関係が苦手な社会人２年目の主

人公が、スーパーのサービスカウンターでパートを束ねるなどさまざまな仕事を任

される中で、仕事に慣れずに憂うつな時間を過ごしながらも、精一杯に生きる日々

を追った物語だった。主人公の表情から心の内も読み取れる映像だった。若者なら

誰もが抱えるような悩みにスポットを当て、懸命な姿を追った番組は、多くの人に

エールを送ることができたのではないか。２つとも、ナレーションの言葉や絶妙な

テンポにより、主人公の個々の人生をしっかりと描くことができていた。映像も合

わせ、「ショートストーリーズ」の神髄を見たような気持ちになった。 

 

○  ２月１９日(日)日曜Ｔｕｂｅ ショートストーリーズ 「＃７星空を待ちわびて 

愛知・新城 ＃８今日もレジに立つ・静岡」を見た。１つ目は、月や星空に思いを

はせる主人公の平凡な日常を丁寧に描いており、古来、月は人の心を映してきたと

いう美意識にも触れながら、生きることに対して前向さを感じ取れるよい番組だっ

た。２つ目の「今日もレジに立つ」は、主人公と同世代のディレクターが等身大の
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気持ちを反映したことが伝わるよい番組だった。ごく普通の一般の方を主人公とし

ているので、役者のように表情を作ることは難しいと思うが、最後に主人公の前向

きな笑顔が見られれば、気持ちよく見終えることができたと思う。今回の番組を制

作した２人の若手ディレクターに、今後も期待したい。 

 

○  ２月２６日(日)日曜Ｔｕｂｅ「おもてなし中部 ｉｎ あいちーズ」を見た。出演

者の雰囲気もよく、進行のテンポもよかった。留学生が感じた愛知の魅力をプレゼン

テーションする際に、その人の国の紹介も映像でなされていて、日本との対比が分

かりやすかった。イベントを収録し放送していたが、イベントではプレゼンテー

ションのあと、審査員のゲストがよいと思うと「あいちーズ」という札を上げるこ

とになっていた。７つのプレゼンテーションがあり、１位から７位まで順位がつけ

られていたが、「あいちーズ」の札をあげる瞬間は、番組では一部の順位のみを紹介

しただけだった。順位が紹介できないものは、せめて何個札が上がったか、紹介し

てほしかった。留学生の視点から見た愛知県の特徴は新鮮だったし、ところどころ

留学生の誤解を解くＮＨＫならではの注釈もあって、参考になった。愛知県は留学

生も多いので、今回のような番組を今後も制作してほしい。 

 

○  ２月２６日(日)日曜Ｔｕｂｅ「おもてなし中部 ｉｎ あいちーズ」を見た。外国

人留学生が愛知県をどうとらえているかが分かった。愛知県の特徴というよりは、

日本の特徴ではないかと思うものもあったが、外国人ならではの感性は新鮮で驚き

があった。 

 

○  ３月３日(金）金とく「クイズバトル７×７」(総合 後 7:30～8:43 中部ブロック)

を見た。前回は２年前に放送があったが、そこからどう変わったのかを楽しみにし

ながら見た。前回と同様に、生バンドの演奏が入り、司会進行も同じ岡田圭右さん

だったが、前回のような慌ただしさはなく、落ち着いて見ることができた。各県そ

れぞれのクイズのＶＴＲには、その県のアナウンサーが登場していて、地域の情報

もあり行ってみたくなる内容だった。今回のように県別の対抗戦で視聴者も参加で

きる番組は、自分の県が上位に来ることを楽しみにしながら見る。しかし、今回、

県の代表として出演していたゲストの中には、真剣に考えて解答しているのか疑い

たくなる人もいて、残念だった。画面上に表示された総参加者数は 12,000 人を超え

ており、成功した番組だったと思う。 

 

○  ３月１０日(金)ナビゲーション「どこまで広がる？再生可能エネルギー」を見た。

東日本大震災による原子力発電所の事故から６年がたち、再生可能エネルギーの可

能性について探る番組だった。太陽光パネルについても紹介されていたが、大規模
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の太陽光パネルは、農地や遊休地、山の斜面などを開拓し設置しなければならない

ため、環境破壊の懸念もある。また、一定の年数がたった時の廃棄コストといった

問題もある。再生エネルギーの必要性だけでなく、その問題点、課題も番組内で触

れる必要があると思った。 

 

○  ３月１２日(日)日曜Ｔｕｂｅ「８Ｋで体感！国宝 源氏物語絵巻 見えない思いが、

見えてくる。」(総合 後 2:00～2:43 中部ブロック＜除く岐阜＞)を見た。徳川美術

館で上映されている８Ｋ映像も見たが、非常によかった。８Ｋ映像というと、植物

など、見て鮮やかなもの、あるいは動物、祭り、スポーツといったものを取り上げ

がちで、絵画といってもインパクトのある題材を選ぶものと思っていたが、「源氏物

語絵巻」を題材にしたのには驚いた。あの小さな絵をきちんと映しながらも、８Ｋ

カメラが微細なものを映し出すカメラであることをあまり前面に出さず、“源氏物

語”というトップ級の遺産に対し、末摘花の視点から物語を描いていた点もよかっ

た。この番組は８Ｋ受像機が一般に普及するまで、美術館や博物館といった公共施

設できちんとした映像を見せるひとつのツールとして活用できるだろう。「源氏物

語」を読んでいると、細かい部分で物語と番組の演出の違いが気になったが、全体

的には非常に完成度が高く感心した。今後も８Ｋの技術を生かした、内容そのもの

を重視した番組を制作してほしい。 

 

○  ２月１９日(日)俳句王国がゆく「石川県白山市」を見た。紹介された句は、季語や

言葉にそれぞれの人の思いをかいま見ることができ、涙が出てくるような句もあっ

た。短い言葉で、人を感動させる俳句のすばらしさを実感できる番組だった。子ど

もたちの句の披露もあったが、俳句に対してもっと親しめるとよいと思う。俳句は

英訳され、愛好している外国人もいる。句を通し世界とつながっていけばよいと思っ

た。 

 

○  ２月２２日(水)ガッテン！「最新報告！ 血糖値を下げるデルタパワーの謎」を見

た。かねてから「ガッテン！」には、その表現方法に疑問を抱く点があった。根強

い人気がある番組だが、今回は番組が進行するにつれて、何かおかしいと疑問に思

う内容だった。睡眠薬を使うと血糖値が下がったという事例が紹介されていたが、

そもそも血糖値は、誰でも日常的に食事をとった時など、上がったり下がったりし

ている。睡眠薬で血糖値を下げることを本当に証明したければ、空腹の人に睡眠薬

を飲ませるという実験を 100 人ほど試み、全員下がれば証明することができるかも

しれないが、番組で紹介していた実験のみで結論づけるのは難しい。また、翌週の

３月１日(水)の放送の冒頭でおわびをしていたが、この日のテーマが、「決定版！コ

ラーゲンの効果１００％活用ＳＰ」で、コラーゲンで肌の状態が良くなったり、関
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節痛やキズの回復を早めたりという内容だった。これも、医学的には疑問に思う部

分があり、問題があった翌週にまた同じようなテイストの内容を放送するのはいか

がなものか。「ガッテン！」だけでなく、血糖値に関わる番組は医学界の常識で考え

ると、表現方法が必ずしも正しいと言えないものが多い。今回は、インターネット

を始め、学会や厚生労働省を巻き込み、大きな問題になったが、そもそも現代社会

ではさまざまな医療情報があふれている。高齢化社会で医者にかかる国民が増える

一方で、医療資源が不足し、全てに対処が難しい状況の中、視聴者は自分自身で病

を予防するための知識を得ようとしている。このような時代に、正確な情報を国民

に届けるのはＮＨＫの責務だ。国民はＮＨＫの情報を信頼している。ＮＨＫの情報

は全般的には信頼性は高いと思うが、医学に対する情報のレベルも上げてほしい。

番組では、論文の引用も目立つが、論文だから信頼できるというものではない。今

回の「ガッテン！」について、ある新聞に、「過ちを繰り返さないために、安全・安

心な番組を作ることができるような基本的な知識を、制作側全体が共有できるシス

テムづくりが必要だ」と書いてあった。ぜひ肝に銘じてほしい。 

 

○  ＮＨＫの番組は、新しい取り組みや情報量も多く、画像もきれいだと感じる。ホー

ムページも有効的に活用しており、全体的に好感度は高い。アナウンサーやキャス

ターも多様性に富み、親しみやすい。特に情報番組は、広く国内外から幅広く取材

されていると思う。一方で、あるテーマを設定し、その内容を深める番組は、信頼

性や信ぴょう性が揺らいでいるのではないか。３月１５日(水)放送の「ガッテン！」

は「“声”で発見！？突然死を招く大動脈の危機」というテーマだったが、反回神経

の進化の過程をおもしろおかしく伝えていたが、分かりやすく説明しようとするあ

まり、学術的に見るとピントがずれている印象を受けた。テロップで「いろいろな

意見があります」とことわりを入れていたが、根本的な姿勢が変わっていない。科

学的な根拠を示す際には、多様な結果や意見、解釈があるはずで、番組の中で反対

意見の紹介がないために、非常に偏りがある情報に基づき番組が制作されているよ

うに思う。情報源の多様化、職員の知的なレベルアップやディスカッション能力の

向上が必要だと感じた。結論を１つに絞らない見せ方、１つじゃないという見せ方

が、これから求められるのではないかと思う。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

「ガッテン！」については、ホームページでＮＨＫの見解を掲載

し、番組の中でもおわびをした。改めて説明をすると、睡眠薬を糖

尿病の治療や予防に直接使えるかのような不適切な表現があり、ま

た、取り上げた睡眠薬についても、副作用の心配が全くなくなって
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いるかのような行き過ぎた表現もあった。さらに、番組が特定の薬

だけを推奨しているかのような印象も与え、この３点について非常

に不適切な対応だった。試写の段階で十分なチェックができていな

かった。今回の課題を真摯に受け止め、試写の体制を改めて見直し、

複数の視点でチェック体制をさらに強化するということを共有した。

関係者の皆様、あるいは医療現場の皆様には大変ご迷惑をおかけし

た。 

 

 

○  「ガッテン！」は人気番組なので、影響力も大きい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

行き過ぎた表現が多かった。 

 

 

○  ２月２８日(火)ガッテン！「超濃厚！豆腐ニューワールド」の再放送を見た。豆腐

は日頃から注目している食材だが、番組でも紹介していたように豆腐をミキサーに

入れ、豆乳と混ぜて食べると非常においしい。この番組も、さまざまな豆腐の食べ

方が紹介され、おもしろかった。 

 

○  ２月２５日(土)「ガッタンガッタンそれでもゴー ～岐阜発地域ドラマ～」(総合 

後 4:30～5:29)を見たが、モデルとなっている奥飛騨地域は、夏に訪れることが適し

た地域だ。冬は雪深く、放送直後にモデルとなった場所を訪れたいと思っても、今

は行くことはできない。放送時期を考慮してほしい。 

 

○  ２月２６日(日)ＮＨＫスペシャル「又吉直樹 第二作への苦闘」を見た。ドラマ「火

花」の放送もＮＨＫで始まろうとしているなか、タイムリーな放送だった。番組は

又吉さんの作家としての苦悩を描くものになっていた。世間では、お笑い芸人の又

吉さんが芥川賞を取ったことで注目が集まっていて、お笑い芸人と小説家、二足の

わらじを履いているところが又吉さんの魅力だと思うが、番組ではお笑い芸人とし

ての姿があまり描かれておらず、物足りなさを感じた。しかし、作家としての苦悩

は古井由吉さんとの対談でよく伝わったのではないか。バーで古井さんと語り合う

様子は、とても雰囲気がよかった。対談の最後に、言葉を交わさず何ともいえない

間があったが、又吉さんの表情は大変重いものを感じた。何かヒントを得たのでは

ないかと思う場面だった。また、編集者が又吉さんについて語る場面は、作品が作
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家ひとりではなく編集者も含めチームで作られていることが分かり、非常におもし

ろいシーンだった。 

 

○  ２月２８日(火)クローズアップ現代＋「さらば 遺産“争族”トラブル 家族で解

決！最新対策」を見た。家族信託の制度についてメリットを中心に番組では説明し

ていたが、デメリットもあると思うので、両面を紹介してほしかった。遺言とは違

い、親が生きている間に資産の管理やその承継について一定のルールを決めること

ができるそうだが、そもそも問題が起こるのはその受託者を誰にするか決める時だ

と思う。課税の関係も含め説明してほしかった。画面の下の方に視聴者からの意見

が紹介されていたが、小さな字で早いリズムで流れるので、理解しづらかった。誰

でも理解できるように大きな字でゆっくりと流してほしい。 

 

○  ３月３日(金)ドキュメント７２時間「黄金の串カツに願いを」を見た。東海地域で

は商売繁盛で有名なおいなりさんの参道にある串カツ屋を紹介していた。そこを訪

れるお客さんの話を聞くことで、老若男女、国籍問わず、人は何かにすがりながら

生活し、働き、生きていることがよく分かった。おいなりさんの御利益にあやかり

たくて、さまざまな願かけをし、帰りにこの串カツを食べて元気をもらっている参

拝者の様子を見ると、お参りが目的なのか、串カツが目的なのかという部分が非常

におもしろく、人間味あふれるドキュメンタリーだった。ありのままの真実を見た

ような気持ちになった。 

 

○  ３月４日(土)ＮＥＸＴ 未来のために「震災 それからの家族 ～再婚 亡き人へ

の思いを胸に～」を見た。震災というと、家や物を失う物質的な苦労が大きいと思っ

ていたが、この番組を見て、物質的な悩みよりも心の悩みのほうが大きいことが分

かった。家族を亡くしてひとりになった男性が新しい女性と出会い生活するなかで、

亡くなった奥さんに対して申し訳ない気持ちを持つ一方で、誰かがいないと生きて

いけない、新しい家族が必要だという心の葛藤をしっかりと描いていた。さまざま

な立場の人の考えを率直に描いていて、震災に遭った人たちが日々苦悩し葛藤して

いることを知ることができた。「家や物はお金で買えるが、家族は戻ってこない、ひ

とりでは生きていけない」といった言葉が非常に胸に突き刺さった。直接、震災に

遭っていない人は時がたつほどに記憶が薄れていくが、震災に遭った人たちの心は、

時がたつほどその傷はかえって深くなっていくのだろうかと考えさせられる番組

だった。悩みは時間とともに変化していくと思う。ひと事で終わらせないようこの

ような番組を今後も制作してほしい。 

 

○  ３月５日(日) ダーウィンが来た！生きもの新伝説「おみこしワッショイ！ ハリ
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センボン」を見た。高知県の柏島の海で多く見られるハリセンボンに密着しており、

生態をおもしろく知ることができた。さかなクンの「大きなメスを何匹ものオスが

担ぎ上げる“おみこし”と呼ばれる謎の産卵行動を撮影せよ」という挑戦状に対し、

昼夜問わず、最新カメラを駆使し撮影していたが、今一歩のところで海が荒れ撮影

することができなかったのは、本当に残念だったが、自然の驚異も感じた。下関市

立しものせき水族館に記録されていた映像を番組では紹介していたが、３万個の卵

を抱えたメスをたくさんのオスが抱えて水面に持ち上げるという様子は本当に「お

みこしワッショイ！」そのもので、とても神秘的だった。今後も、海の生き物を取

り上げてほしい。語りの和久田麻由子アナウンサーの声は聞きやすく、とてもよかっ

た。 

 

○  ３月５日(日)ＮＨＫスペシャル「あの日 引き波が…行方不明者２５５６人」を見

た。観点は３つあった。１つは、引き波の恐怖。アンケートを基に当時を振り返り、

あの時の映像と恐怖がよみがえった。どこで生死の明暗が分かれたかを描けば、ひ

と事ではなく、あの時の教訓をさらにしっかりと感じることができたのではないか。

２つ目は、震災の傷跡。亡くなった家族を今も探し、帰りを待ち続ける人々の様子

は、震災がいまだ終わらない現実であることを示していた。残された家族は前向き

に進もうとしていると思うが、番組からは苦しさの印象が強く残り、今一歩前に進

もうとするところが伝わりきらなかった点が残念だった。３つ目は、引き波の原理

と今後の対策だ。スーパーコンピューターのＣＧを使った説明で原理がよく理解で

きた。科学によって自然現象を解き明かし、自然と共存できるための手段を構築し

ていこうという、科学者の取り組み、思いがよく伝わった。一方で、ＣＧの説明に

終始したような印象もあり、引き波の現象が科学的に検証されたあと、それとどう

向き合うのか、対策についてもっと番組で取り上げてほしかった。死をむだにした

くないという科学者たちの具体的な取り組み、挑戦する姿をもっと前面に出すこと

で、自然の脅威に立ち向かう科学のありようも伝わると思う。全体的には、震災か

ら６年がたち、いまだ終わっていない現状がよく伝わった番組だった。 

 

○  ３月８日(水)ねほりんぱほりん「ナンパ教室に通う男」を見た。家族から、この番

組が仲間の間で非常に話題になっていると聞き、興味深く見た。ＮＨＫが放送する

番組とは思えないようなタイトルで、非常に赤裸々な内容だった。赤裸々な内容を

おもしろおかしく取り上げるだけでなく、なぜその人がナンパをし始めたのか、な

ぜやめられないのかという話題にまでおよび、その人の生き方・経験を深く掘り下

げる内容になっており、人生相談のような番組だった。世の中にはいろいろな生き

方があることが理解できた。人形を使って話をするが、実際に顔を出さないことで

人は本音を言えるのだと思った。本音を聞くのは、非常に楽しく、おもしろい番組



16 

だった。 

 

○  「あさイチ」で毎年続けてきた、シリーズ企画「バスで！列車で！アッキーがゆ

く“復興の地”」が、３月１１日（土）に放送されていた。(総合 前 9:28～10:00、

前 10:05～10:42)復興とは何かを旅という形を取りながら問いかけており、ＮＨＫら

しい番組に仕上がっていた。地方では廃線になる鉄道もあり、鉄道が通らなくなる

と一気に地方の衰退も進む。今回、なぜ鉄道で各地を巡ったのか、その意義も番組

に盛り込み問題提起をしてほしかった。復興は国家的な問題だと思うが、肝心のめ

ざすべき復興の形がはっきりとしていない。今後は、そこまで踏み込んだ報道、番

組を制作してほしい。 

 

○  ３月１３日(月)テストの花道 ニューベンゼミ「使いこなせば成績アップ！？驚き

の最新文房具ＳＰ」を見た。誰が対象の番組なのか、何を見せたいのかよく分から

なかった。高校生が対象であれば、この時間帯に高校生がテレビを見るのかは疑問

だ。ホームページでは番組と同じ内容の動画をそのまま掲載していた。ホームペー

ジに掲載するのであれば、簡潔にまとめるなどし、放送とホームページ動画の役割

を明確にし、それぞれの特質を生かした展開をはかるべきだ。 

 

○  ドラマ１０「お母さん、娘をやめていいですか？」をずっと見ていた。斉藤由貴

さん、波瑠さんの目力のすごさにひきつけられ、女子生徒や親との女どうしの闘い

に目を奪われながら見た。最終回、最後を救うのはお父さんだろうという思いで見

ていたが、最後は離婚届を提出し、海外で働きたいと言い出し、家族を救済するの

ではなく、自分の人生を歩もうとする非常に残念なお父さんの姿で終わってしまっ

たように思う。それにもかかわらず、お母さんはお父さんについていく決断をし、

ハッピーエンドを迎えたかのような終わり方だったが、お父さんの存在意義も何も

ない、消化不良の結果に終わった。最後まで娘はお母さんのことを「ママ」「ママ」

と呼んでいたが、番組タイトルは「お母さん」だったので、違和感があった。 

 

○  ドラマ１０「お母さん、娘をやめていいですか？」は録画をして、何度も見た。

嫉妬という母娘特有の感情も感じながら、見ることができた。番組が終わってしま

い、残念だ。親子の会話や表情、部屋に差し込む光、また、水族館や遊園地でのデー

トといった美しい風景や、文化祭のお化け屋敷などが心に残っている。 

 

○  ドラマ１０「お母さん、娘をやめていいですか？」は大変重いドラマだった。娘

を持つ母親の普遍的なテーマを直視した内容で、このテーマ設定に多くの母娘、家

族を持つ人たちは共感したのではないか。特に母親の、同性である娘に対する同一
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化への期待感や、成長する娘への変わらぬ愛、むしろどんどん深化していく愛は、

呪縛とも言え、客観的に見れば怖さにもつながる。そんな母の姿を、斉藤由貴さん

だからこそ美しく演じることができていた。しかし、大変意味深い内容で展開され

ていたわりには、最終回はあまりにもスピーディーに物わかりのよい母親となり、

ハッピーエンドとなる急展開だった。どのような最終回を迎えるのかハラハラしな

がら見てきたが、ご主人についていくという自然な終わり方は、ドラマを見ていた

時に感じていた心の重荷から解放されながらも、なぜこれで終わってしまうのかと

いう物足りなさを感じた。 

 

○  ドラマ１０「お母さん、娘をやめていいですか？」を見た。いろいろな意見が出

る番組だとは思うが、インパクトのある内容だった。名古屋局制作のドラマで、見

覚えのある場所や施設がロケ地になっていたので、親近感が持てた。 

 

○  南スーダンＰＫＯ部隊の日報が陸上自衛隊に今年１月くらいまで保存されていた

というニュースをＮＨＫ独自として昨日報じていたが、すばらしいニュースだった。

報道できるか否かの裏付け取材をすること自体も難しい特ダネだったので、他のマ

スメディアも追いかけていると思う。フェイクニュースといったものが混在し、確

実な情報を入手することが難しい時代となっている。今後もしっかりと取材し、事

実に基づいた報道を行ってほしい。 

 

○  ＮＨＫの番組はホームページとの連携がスムーズだ。「おはよう日本」の「まちか

ど情報室」は、ほとんど毎日のように見ているが、見逃した情報がホームページに

簡潔に書かれていて、非常に便利だ。ＮＨＫのニュースは２か国語で放送されてい

るものもあり、非常によい。可能であれば英語の字幕も付与してほしい。 

 

○  地域のニュースを見ていたら、前日の話題を翌日の朝に「きょう」と伝えている

のを目にしたことがある。内容にもよると思うが、ニュースはできるだけホットな

話題のものを届けてほしい。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」を見ている。それぞれの立場や思いが交差し、

大変思いやりにあふれた、朝の時間にほのぼのとした優しい気持ちになるドラマだ。

たった１５分間の放送だが、刻々と過ぎ、あすもまた続きを見なくてはという気持

ちになる。次への期待を持たせて終わるストーリー展開にも感心している。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」を見ている。２月２４日(金)の放送は、小澤勝二

を演じる田中要次さんがコーヒーショップを始めるが、「コーヒーなんかないよね」
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とお客さんが言うと、「あるよ」というせりふを言う。そのせりふは、ある番組の非

常に有名なせりふで、それを取り入れているのだろうかと推測した。分かる人には

分かるせりふで、スパイスが効いていた。その後、３月３日(金)の放送でも同じよう

なやりとりがあり、にくい演出だった。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局  
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平成２９年２月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ２月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「ＳＴＡＰ細胞報道に対する申立て」に関するＢＰＯ決定とＮＨＫの

対応について報告があった。次に、「平成２９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２９年度中部地方向け地域放送番

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

可とする旨、答申することを決定した。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  小澤 正俊  （大同特殊鋼（株）相談役） 

 副委員長  小寺 功子  （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

 委 員  井口 昭久  （愛知淑徳大学健康医療科学部教授） 

     加藤 勇二  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

   清川 卓二  （清川メッキ工業（株）専務取締役） 

   德田 八十吉（德田八十吉陶房 代表） 

   中村 智景  （四季料亭「助六」女将） 

   野田 雄一  （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

   長谷川明子  （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

   東    惠子  （東海大学海洋学部環境社会学科教授） 

   真能 秀久  （中日新聞社取締役人事労務担当) 

 

 （主な発言） 

 

＜「平成２９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＞ 

○  2020 年は、ＣＯＰ１０で合意した「生物多様性」の目標年でもある。しかし、ま

だ日本でも生物多様性の認識や考え方が一般に浸透していないのが現状だ。東京オ

リンピックでも自然や生き物に配慮した運営を掲げているが、2020 年には生物多様

性の損失を止めるための行動を起こす世の中になっているよう、オリンピックの盛

り上げと同時に、様々な番組を通して伝えていってほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

2020 年は決してスポーツだけの年というわけではなく改めて日本社

会を見直し今後を考えていく契機と捉えている。生物多様性のほかさま

ざまな視点でグローバルな課題を取り上げていきたい。 

 

○  海外で日本の放送があまり見られない地域がある。海外でも日本の状況がしっか

りと伝わるよう、国際放送とより連携してほしい。気になるのは、日本の生の情報

が届きにくいという点だ。海外でも日本の今の情報がしっかりと伝わるとよいと思

う。 

 

（ＮＨＫ側） 

海外発信については、ＮＨＫワールドＴＶの放送に力を入れている。

地域の話題、ドラマ、ドキュメンタリーを世界にも発信できるよう強化

していきたい。 

 

○  視聴率を意識することも重要だが、ＮＨＫでしか放送できない内容の深い番組を

きちんと制作してほしい。誠実に公平公正なものを制作すれば、必ず視聴者はつい

てくる。また、各地域で放送した番組をすぐに全国放送に展開するといった仕組み

があるとよい。地域の活性化に積極的に貢献するというテーマが掲げられているが、

やはりＮＨＫの力は大きく、地域の番組が全国向けに放送された後の反響や反応を

肌で感じている。ぜひ各地域で放送した番組をできるだけ早く全国向けにも放送し

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

視聴率だけを気にするのではなく、誠実に質の高い番組制作をするべ

きというのは、自分たちもそう考えている。地域から全国、世界を意識

した放送というのは既に取り組みを進めているが、これからも強化して

いきたい。 

 

○  メディアをめぐる状況が世界でも日本でも変化しつつある。大統領がメディアを

名指しで非難する時代の中で、もう一度、報道の基本に立ち返り、しっかりと真実

を伝えて行くことが重要だ。ＮＨＫは、不特定多数の視聴者ではなく、受信契約を

結んでいる“特定多数”の視聴者を意識するという発想で番組編成を進めてほしい。

地域においても、視聴者とのつながりを深められるような番組や事業を展開してほ

しい。 
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（ＮＨＫ側） 

胸にささる言葉だ。一人一人の顔を思い浮かべながら、取材・制作を

すすめていきたい。 

 

○  編集の基本方針の中で、コンプライアンスや放送倫理上の問題に触れられている

が、昨今マスコミ業界の働き方改革が注目されているなか、具体的にどんな取り組

みをしているのか、聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

メディア業界は働き方改革という意味ではこれまでは後れているとこ

ろもあったかもしれないが、現在本気で取り組んでいる。ＮＨＫ職員だ

けでなく、業務に関わる外部の関係者の働き方も意識して検討を進めて

いる。 

 

○  ７本柱は大変興味深い。地域と日本全体、そして国際社会をつなぐという点がオー

バーラップされていて、これがきちんと発信されれば大変魅力的だ。最近頻発して

いる大規模地震は、いつどこで起こるか分からないという恐怖感がある。ＮＨＫは、

生活基盤の安全・安心の拠点として、防災・減災の取り組みに力を入れてほしい。

また、公共放送の原点に立ち戻り、有事のときにＮＨＫを見れば私たちの身が守れ

るという観点で放送してほしい。先日、「クローズアップ現代＋」で取り上げていた

フェイクニュース特集に衝撃を受けた。メディアの信ぴょう性とは一体何なのだろ

うかと考えさせられた。混迷する時代の中、人々の価値観も多様化している。ＮＨ

Ｋは指針や示唆を与えながら情報や事実をしっかりと発信し、視聴者に問いかける

番組を放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

人々の命と暮らしを守るための報道の重要性、そのＤＮＡは一人一人

に刻まれている。こういう時代だからこそ、ＮＨＫの確かな情報が求め

られていると信じて取り組んでいる。フェイクニュースなどが出回る中

で、信頼できる情報や子どもにも安心して触れさせられる番組やコン

テンツを、しっかりと発信していきたい。 

 

○  情報の信ぴょう性や深さという点で、例えばイギリスのＥＵ離脱やトランプ大統

領誕生などの報道は、ＮＨＫが自ら情報収集をして報道するという意味では不十分

だったのではないか。海外メディアの放送をそのまま伝えるだけでなく、メディア
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の記者として正しい情報かを見極める力や情報取材力をいっそう高めるような人材

育成を進めてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

イギリスのＥＵ離脱、トランプ大統領の当選などを、予見しきれなかっ

たのはメディアとして課題が残ったと感じている。従来の取材対象をよ

り広げて社会で起きていることをしっかりと捉えられるよう、引き続き

努力していきたい。 

 

＜「平成２９年度中部地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

○  東京国立近代美術館工芸館の移転時期を 2020年をめどにすることが決まっている。

東京オリンピック・パラリンピック開催の年に向けて、スポーツ以外の文化にも目

を向けてほしい。 

 

○  方針の方向性はよいと思う。特に、長年地震が心配されている地域でもあり、防

災・減災の方針は重要だ。また、大河ドラマなどの番組は、地域資源を見直すきっ

かけとなり、地元の魅力を発信する取り組みにつながっている。選挙報道や地域に

根ざしたスポーツについてもＮＨＫの放送に期待している。 

 

○  持続可能な社会を作るために、県や市も含めさまざまな取り組みを行っているが、

なかなかマスコミに取り上げられないのが現状だ。行政の動きも含め、若者たちが

行っている持続可能な社会に向けた活動も伝えてほしい。首長選挙の行方も市民の

関心事であるので、しっかりと報道してほしい。 

 

○  農業についても地域活性化の面からも取り上げるという事なので、大変期待して

いる。昨年、協同組合がユネスコの無形文化遺産に登録された。協同組合の中でも

さまざまな取り組みを発信していく重要性を感じている。そういった点にも注目し、

放送してほしい。 

 

○  多様性は非常に重要だ。全国にその意識が芽生え、つながりが広まればよいと思

う。地方には全国とつながる産業があり、いろいろな情報も集まってくる。ＮＨＫ

は全国のさまざまな価値観を地域と共有し、豊かな地域社会作りに貢献してほしい。 

 

○  午後６時台の地域ニュースで紹介されるニュースやイベントなどは、どういう基

準で取材され、どのような順番で放送されるのか気にかかっている。全てが取材・

放送されるわけではないが、注目度の高いイベントでも、主催者の対応や訪れたお
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客さんの満足度といった視点にも気を配って紹介していってほしい。 

 

○  地域の魅力をしっかりと発信してほしい。 

 

○  県民が興味あることや県民に関心を持ってほしいことにポイントを絞り表現され

ている。国民体育大会の開催が予定されている地域では、県民の盛り上がりが課題

だと思うので、ＮＨＫも尽力してほしい。 

 

○  災害への不安はある。災害時はＮＨＫの報道を頼りにしている。しっかりと伝え

てほしい。 

 

○  全国ニュースでも、この地域の球団の活躍が多く紹介されるとよいと思う。 

 

○  原子力発電所の問題については、真実にたどり着くには相当な技術的な専門知識

が必要になってくるだろう。記者の人材育成はどうしているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫには研修所がある。専門的な知識を身につけるための研修も

行っている。 

 

○  ぜひ今後も人材育成に力を入れ、社会で起こっている事象に迫る力を番組制作に

生かしてほしい。 

 

○  諮問された「平成２９年度中部地方向け地域放送番組編集計画（案）」については、

委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを前提に、

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（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。  
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＜放送番組一般について＞ 

○  今回の決定に驚いた。ＢＰＯが指摘した部分がなぜ人権侵害にあたるのか理解し

がたい。ＢＰＯの人権委員会とＮＨＫ側の見解が一致するまで議論を重ねてほしい。

ＳＴＡＰ細胞問題は、まだ解明しきれていない部分もある。ＮＨＫは、さらなる取

材で真相に迫り、真実を追究する姿勢を大事にしてほしい。今回の勧告により、取

材する姿勢がひるまないようにしてほしい。   

 

○  １月２７日(金)「ほっとイブニング」を見た。夕方６時台の番組を民放もザッピン

グしながら見た。ＮＨＫは安定感がある内容で好感が持てた。２人のアナウンサー

は、控えめで、よかった。特集の内容も興味深かった。 

 

○  １月３１日(火)「ほっとイブニング」を見た。神奈川県の障害者施設で起きた殺傷

事件のあと、ＮＨＫが独自で県内の障害者施設に調査したアンケート結果を報道し

ていた。施設では慢性的に人手が不足し、職員の身体的な負担が増えている事実を

報道していた。確かに事実は事実なのだが、この分野は高齢者福祉も含め、慢性的

な人手不足が続いており、このような負の側面ばかりが報道されると、ますます学

生は福祉の分野に入っていかなくなる。福祉は給料が安く、労働環境が悪く、だか

ら外国人労働者を雇わざるを得ないという報道が、より学生たちを敬遠させる。も

う少し配慮してほしい。雪祭りで雪が集まらないというニュースにかけて、司会の

２人がダジャレを言っていたがそのやりとりが軽妙だった。気象情報のキャスター

も硬派な感じと軟らかい雰囲気のバランスがよく、好感が持てる。 

 

○  ２月７日(火)「ほっとイブニング」を見た。元大学生の殺人事件を報道していた。

大学名を言わないところに配慮を感じた。午後６時３０分頃に天気予報が入り、「詳

しくは５２分から」と、毎回番組の中盤で案内を入れるのはよい構成だと思う。次

にバレンタインのチョコレートについて出てきたが、チョコレートは学習能力を上

げ、記憶力をアップすると紹介されていた。栄養学専門の教授の解説もあり、説得

力が増した。最後の司会の２人と気象予報士のやりとりは、ほっとする軽妙さがあ

り、ほっとイブニングを楽しむ見方が、新たに増えている。 

 

○  ２月１０日(金)の「ほっとイブニング」では、耐性菌に対する医療現場の取り組み

を特集していた。日本は風邪でも抗菌薬を使う病院が多いが、風邪やインフルエン

ザで医者に通うのは日本特有の文化だ。多くの国は風邪でもインフルエンザでも医

者には行かない。安易に抗菌薬に頼らないことの大切さを説く、今回のような番組

を続けてほしい。 
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○  １月２９日(日)ぎふスペシャル「青春！創作！フェスタ ～朝井リョウと高校生

～」(総合後 1:05～1:48＜岐阜県域＞)を見た。岐阜県出身の朝井リョウさんが地元

に戻り、高校生と対談する番組ということで、楽しみに見た。しかし冒頭、「昨年末、

高校生が集まり自分の作品を発表しました」と始まり、朝井さんをクローズアップ

した内容というわけでもなく中途半端な構成だった。視聴者は高校生の作品のよし

あしを見ることより、朝井さんがどんな人で、どう講評をするかに興味があるので

はないか。今回の内容は視聴者が期待する番組の趣旨、コンセプトと違うと感じた。

フェスタは作品を審査することが目的だと思うが、番組にする際は構成を再考した

ほうがよい。一方で、番組後半の朝井さんと高校生のクロストークは、出演した高

校生の作品作りの苦労や朝井さんの経験などが語られていて、楽しく見た。朝井さん

からアドバイスをもらうことは高校生にとってもよい経験になっただろう。朝井

さんの人柄も伝わりよかった。ただ、番組でまばらな客席が映っていたことは残念

に思った。 

 

○  １月２０日(金)ナビゲーション「身近に潜む危険 用水路 ～多発する溺死事故

～」を見た。事故というと交通事故、山岳事故などを思い浮かべるが、今回は、用

水路で高齢者が亡くなっているということにポイントを当てた内容で、こういった

切り口の番組は初めて見た。本当によい視点で、展開もよかった。水深１５センチ、

幅６０センチの用水路で人が亡くなってしまうという事実を、理由も含め学者の目

できちんと捉えられていた。こうした事故を見逃さず、それを番組化していく力は

すばらしいと感じた。「ナビゲーション」は昨年、自動車専用道路の対面事故も取り

上げていたが、これも視点がよかった。用水路での事故死者数６８名が多いか少な

いかということより、こうした事故を取り上げ教訓にしていくことは報道のとても

重要な使命だ。それが行政を動かすことにもなる。今回のような番組をどんどん制

作してほしい。 

 

○  １月２０日(金)ナビゲーション「身近に潜む危険 用水路 ～多発する溺死事故

～」を見た。足腰が弱い高齢者の転倒は実に日常的な問題だ。この番組は身近に潜

む高齢者の転倒の恐ろしさを違う角度から報道した、優れた番組だった。 

 

○  １月２７日(金)ナビゲーション「捨てられる金銀銅を回収せよ～小型家電のリサイ

クル～」を見た。小型家電リサイクル法が施行されて４年になるが、なかなかリサ

イクル品が集まってこない現状と課題を探る番組で、内容的には充実していた。番

組の最初に、2020 年の東京オリンピックのメダルはリサイクルで集めた材料を活用

すると伝えていたが、初めて知った。携帯電話やパソコンといった小型家電は個人
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情報の漏えいも気になり容易に捨てがたい。なかなか集まらない理由はそこにもあ

るのではないかと思った。通常のゴミ収集日とは別に、月１回程度小型家電回収日

を決めるというアイデアに、それを拾いに行く人が出てくるので難しいということ

だったが、とはいえ、個人情報が盗まれない対策を考えた上で回収日を決めた方が

よいと思った。いずれにせよ、貴重な金銀銅が循環利用される社会を目指すべきだ

が、行政のアピールなくしては非常に難しいことだと思った。 

 

○  ２月３日(金)ナビゲーション「セルフ・ネグレクト ～孤立する人々をどう支援す

るか～」を見た。育児放棄、介護放棄など、他者に対する放棄は聞いたことがある

が、まさか自分のことを放棄する人がいるとは考えもつかなかった。その解決策を

番組で取り上げていた点は大変よかった。これからは、高齢化社会、核家族、夫婦

のどちらかが亡くなると独りになる社会、結婚しない人が増える社会だと思う。孤

立するおそれは誰にでもある。ぜひこの問題は今後も取り上げてほしい。 

 

○  ２月３日(金)ナビゲーション「セルフ・ネグレクト ～孤立する人々をどう支援す

るか～」を見た。独りで暮らしているから、身だしなみに気を遣わない、不衛生な

所でも気にしない、支援を拒否するといった行為につながるのではないかと思って

いたが、親子３人で孤立するというケースがあることにショックを受けた。自分自

身に置き換えて考えるきっかけとなる番組だった。 

 

○  １月２７日(金)金とく「ふるさとで発見！井伊直虎 ～静岡に残る“おんな城主”

の素顔～」を見た。直虎の認知度は大河ドラマが始まるまで、決して高くなかった

と思う。直虎の母役を演じる財前直見さんと関口泰雅アナウンサーが御前崎や竜宮

小僧伝説の棚田、龍潭寺、方広寺といった所を巡り、大河ドラマのシーンと重ね合

わせて展開されたので、関連性が分かりやすかった。また、舞台となった地域にも

興味を持つことができた。600 年も前から変わらない風景があるというのは、地域

の人たちの営みがそこに残っているということだ。「景観十年、風景百年、風土千年」

という言葉があるが、地域の人たちが守り続けたものを感じる、感動を覚えた番組

だった。 

 

○  ２月５日(日)日曜Ｔｕｂｅ「おもてなし中部 ｉｎ 石川 白山市」を見た。早朝

からのお豆腐屋さんなどへの取材は、豪雪地帯ということもあり、大変だっただろ

うと想像した。ロシア人のアシヤ・Ｍさんはかわいく、リポートにも好感が持てた。

スキーで滑りながら「日本語も滑っています」などといった発言も、おちゃめだっ

た。いろいろな体験を紹介していたが、旅行者が実際に体験できるのか気になった。

取り上げた場所についてアクセス方法を詳しく紹介してほしかった。アシヤ・Ｍさん
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が紹介したロシアの手遊びは、日本文化にはない発想で興味深かった。ベジタリアン

やビーガンという言葉を使う時は、わからない人もいるので補足で説明をした方が

よいと思う。俳優の篠井英介さんがおもしろい日本語を教える様子を見て、言葉の

大切さを実感した。 

 

○  １月１５日(日)小さな旅「高嶺（ね）の街 きらきらし～静岡県 富士市～」を見

た。オープニングは海からの工場夜景、クローズアップされた冠雪の富士山など大

変すばらしい映像で始まった。富士山のふもとに生きることに誇りを持っている富

士市民の営みそのものが描かれていた。一時は、工場群は富士山の景観阻害の象徴

と捉えられ、県として煙突の撤去などに取り組んでいたが、この番組を見て、改め

てやはり富士市は工場とともに生きた街だということを感じた。富士市民の原風景

である２４時間稼動の工場の夜景を通じ、新しいまちづくりの可能性を予感した。

また、「高嶺(ね)の街 きらきらし」という番組タイトルもすばらしい。日常的な地

域の暮らしに視点を当てた、温かい目をもって制作された番組だった。改めて地域

のアイデンティティに気づかされるとともに、暮らす人たちに元気を与えた番組

だったのではないかと思う。 

 

○  １月１５日(日)「美の壺・選 手のひらの美術館 ぽち袋」は、ぽち袋ひとつから

粋を感じられるよい番組だった。京都祇園で旦那衆が、舞妓、芸妓、お茶屋の女将

さんにご祝儀を渡すために、ぽち袋をオーダーする姿は何とも粋だった。受け取る

人をイメージし、それぞれ違った柄のぽち袋を作って渡す様子は見ていて感動した。

また、１枚１枚丁寧にぽち袋を作り上げる職人技にも驚いた。Ｅテレは、多くの人

がたとえ気づかなくても、たった１人に深い感動を与えてくれるようなチャンネル

であってほしい。ぜひ今後も、粋な仕事を感じさせる方々を見つけ、紹介してほし

い。 

 

○  １月２０日(金)ドキュメント７２時間「なぜか大宮 喫茶店は待っている」を見た。

料理の種類が多く、ボリュームもあり本当に美味しそうだった。お客さんのインタ

ビューからは、地元の人に愛され、多くの人がつい寄りたくなる温かいお店の雰囲

気がよく伝わってきた。「ドキュメント７２時間」は夜遅く帰宅した時に、何も考え

ずに知らない世界をのぞくことができるので、楽しみにしている番組の一つだ。２

５分という放送時間もちょうどよい。３日間も取材をするというのは苦労も多いと

思うが、今後も続けてほしい。 

 

○  １月２２日(日)・２９日(日)バリバラ「トイレの悩み（１）トイレの悪夢」「トイ

レの悩み（２）トイレ 終わりなき戦い」を見た。多目的トイレに入ったこともな
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く、作りのよしあしを考えたことがなかった。この番組を見て、障害者がトイレを

使用することがどれほど大変なのかよく分かった。番組の中で、障害者の要望に応

えて開発した究極の多目的トイレが紹介されていた。２人が実際に検証していたが、

使いやすいと絶賛していた。このような多目的トイレが増えていけば、今までトイ

レの不安で外出を控えていたという人たちの悩みも解消され、旅行も楽しむことが

できると思う。今後もこうした番組を発信していくことは必要だと思う。一方で、

夕食の時間帯にトイレというテーマでよかったのか気になった。 

 

○  １月２２日(日)「おんな城主 直虎（３）「おとわ危機一髪」を見た。龍王丸様に

挑む姿は感動的だった。父上との再会は、自分の父親のことを思い出し懐かしかっ

た。「形こそおなごであるが、あれは次郎」といったナレーションも存在感がある。 

 

○  １月２４日(火) 先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「天下統一の秘策は城にあ

り！～若きカリスマ 信長の知恵～」を見た。番組を通じ、信長はなるべくして天

下人になったのだというのがよく分かった。人に自分を認めさせる知恵があったと

いうことが番組を見て伝わってきた。庶民と自分は違うということをしっかりと示

し、その上で、楽市・楽座などを実施し、先見の明がある人だと思う。ゲストは有

名なゲームを作ったシブサワ・コウさんだったが、今の若い人たちに望むのは野望

を持ったり大きな志を持ったりすることが大切だと言っていた点が印象的で、説得

力があった。信長の入城 450 年を記念し、岐阜県ではイベントが開催されるようだ

が、そういった情報も番組を見て分かるとよいと思った。 

 

○  １月２５日(水)のニュースで「稀勢の里 横綱昇進へ」関連で稀勢の里の昇進伝達

式を放送していた。ＮＨＫが代表質問を行う生放送だったが、インタビューの途中

でニュースが終わり国会中継になった。ＮＨＫは地上波だけでもチャンネルを２波

持っているのだから、１９年ぶりに日本人の横綱が誕生した重要なニュースを別の

チャンネルで放送することもできたのではないか。衛星放送でも放送していなかっ

たのは残念だった。その後、１月２７日に稀勢の里の明治神宮奉納土俵入りがあっ

たが、これは生中継がなかった。大相撲はＮＨＫだけが放送しているので期待して

いた。ぜひ、今回のように関心の高いイベントの時は、しっかりと放送できる体制

をとってほしい。 

 

○  １月２６日(木)「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント」を見た。女優と呼ばれるよう

な人たちがコントをしてみんなを笑わせる様子は新鮮でおもしろい。 

 

○  １月２８日(土) 「ロバート秋山の爆笑「精霊の守り人」を作ってみた」(総合 後
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4:20～4:30)を見た。音響効果の巨匠として秋山竜次さんが重要シーンに意外な素材

で効果音を付ける様子を紹介し、パロディー番組として制作の舞台裏を見せるとい

う手法がよかった。ラストのテロップに「鮮度ばつぐんです」(本物のスタッフ一同)

と書いてある点も、おもしろかった。 

 

○  ２月４日(土) 空想大河ドラマ小田信夫（１）「決戦 桶狭間」(総合 後 11:35～

11:50)を見た。本腰を入れたパロディーで、セットも大河ドラマで使用した物を使っ

ているなど、これこそＮＨＫができるパロディーだと思った。ストーリーも良く客

観的に見ることもでき、おもしろい内容だった。 

 

○  ２月８日(水) アナザーストーリーズ 運命の分岐点「“オネエ”たちは闘った～知

られざる勇気の系譜～」を見たが、制作者が色眼鏡で見ている、あるいはテレビ人

間の感覚になっているのではないかと感じた番組だった。日本のテレビはタレント

として、男女含め、いでたちだけで目立つ人たちを出演させることがあるが、それ

は差別意識のゆがんだ表われではないかと思う。「この世界だったらコンプレックス

なく生きていける」と出演者が番組で言っていたが、それは逆に、この世界でしか

コンプレックスを感じずに生きていけないということでもある。テレビという特別

な世界で人気を博し、差別を克服してきたというタレントを取り上げることが、今

の時代のＬＧＢＴへの差別をなくしていくことに本当につながっていくのだろうか。

もっと普通の一般の職場や地域、学校で、ＬＧＢＴの人たちがどのような思いで生

きているのかを取り上げるべきだ。当然、それを表に出さずに生きている人たちも

いるが、苦労や差別から一つずつ解き放たれていく時代を見据え、もっと一般社会

の目から取り上げていってほしい。 

 

○  ２月１１日(土)土曜時代劇 忠臣蔵の恋～四十八人目の忠臣（１８）「悲願」を見

た。真実かどうかは別として、忠臣蔵に続きがあり、それが歴史として刻まれてい

る。あの時代は映画などでも多く取り上げられるが、ここが江島とつながっていた

のかという発見もあり、興味深く見ている。現代ドラマではよく見るが、時代劇で

はあまり見ないような俳優もいて、新鮮だった。これからますます時代劇が楽しみ

だ。 

 

○  ２月１４日(火)趣味どきっ！中村獅童の いざ歌舞伎へ 第１回「スパイダーマン

に魅せられて」を見た。番組を見て歌舞伎の印象が変わった。獅童さんが歌舞伎の

魅力と楽しみ方を教えていたり、聞き手の片山千恵子アナウンサーの雰囲気もよ

かった。獅童さんが最後に、歌舞伎を堅苦しく考えないで、とにかく劇場にお越し

いただきたい、そして生の醍醐味（だいごみ）を味わっていただきたいと言ってい
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たことが印象的だった。 

 

○  ２月１５日(水)探検バクモン「薬師寺」を見た。薬師寺東塔の大修理の裏側を見た

が、部材を厳密に管理し、職人があえて昔の道具を使って、削り肌にもこだわりな

がら丁寧に仕事をしている姿がよく伝わってきた。できるだけ 1300 年前の木材を生

かして修理し、後世に残そうとしている姿が印象的だった。虫食いで心柱の傷みが

ひどい部分を見事に修復した職人技は本当に感動した。薬師寺についても知識を深

めることができてよかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「プラネットアースⅡ」を毎回楽しく見ている。昨年放送があっ

た番組プロローグで、新しいカメラや撮影の裏側を見ているので、この映像はどの

ように撮影したのかなど想像しながら見ている。カメラの性能が良くなっていると

はいえ、忍耐、危険なくしては撮れない映像ばかりで、すばらしいとしか言いよう

がない。何度見ても興味深く、感動している。動物の生態を詳しく観察し、静かに

見ることができ、映像からいろいろなことを学べる点によさを感じている。厳しい

自然の中で生き抜くための動物たちの知恵や親が体を張って子どもを守り必死に生

きる姿は、もっと頑張れるという思いを引き出してくれる。まだ世界には人間の手

で荒らされていない場所がたくさんあり、世界は広いと感じる。今後も楽しみだ。 

 

○  大河ファンタジー「精霊の守り人Ⅱ悲しき破壊神」を録画し、第４回までをまと

めて見た。原作を基に、脚本を制作し映像化すると、当然原作と脚本にかい離が生

まれてくる。当初は違和感を覚えたが、今回まとめて見たことによって、独立した

ひとつの物語と映像になっていると感じた。特に、映像に関して言えば、今回は特

殊映像も使いながら、衣装、空間など、時代背景や場所も特定できない、今までに

ないファンタジーの世界を実写化して作り上げている。それは非常に苦労したので

はないかと推察する。もちろん演じる俳優たちの力もあるが、小説で文字として書

かれていない部分を目に見える形にして、空間に現す力量を番組から感じた。「ＮＨ

Ｋウィークリーステラ」を読んで、スタジオにセットが作られていることが分かっ

たが、光の美しさなどはどう表現しているのか気になった。物語で登場する国は、

韓国的なイメージもあれば、中国、トルコのような雰囲気もあり、どこの国かは不

明なわけだが、連続して見るとそういった国があるのではないかという世界観がで

きあがっている。残りの回もまとめて見たいと思った。こういったシリーズは、連

続して一気に見た方が楽しめると思う。美術を担当した山口類児さんを「プロフェッ

ショナル 仕事の流儀」で取り上げてくれないかと思うほど、この「精霊の守り人」

の制作の舞台裏を見てみたいと思った。音楽もすばらしく、一度聴くと耳に残り、

映像も浮かび上がってくるほどだった。 
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○  世界や日本の大きな転換点のときにＮＨＫの報道はどう対応しているか大変関心

を持って見ている。ここ１か月は、社会的責任が全うできた報道ができていると思

う。倫理観もしっかりしていて、取材も緻密で全体的には非常によかった。２月４

日(土)に放送したニュース「日米防衛相共同会見」は久しぶりに緊張感あふれる報道

番組だった。世界の将来を決定づけるようなときには、しっかりと報道し、ＮＨＫ

の役割を果たしてほしい。スタジオゲストが状況分析や評価、今後の予測を行って

いたが、大変質の高い、貴重な時間だった。高く評価したい。視聴者にとっても価

値ある情報だったと思う。報道は、メディアの使命である客観性や倫理観をもって、

事態を深く、正しく伝えることが重要だと思っている。この１か月間のアメリカと

日本の外交についての報道は評価できる内容だった。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」を見ている。女性としてだけではなく、人間と

して人生をどう生きるかという視点で興味深く、価値ある内容に驚いた。自分がや

りたいことがあるのかないのか、みずから問いかけ挑戦していく姿は大変教育的な

番組だ。意思を持つことが重要だと思うが、どう行動したらいいかということをこ

の番組は示してくれている。若い人にも参考になるのではないかと期待している。

Ｅテレの番組にも匹敵する内容だと思う。「べっぴんさん」の映像は顔の柔らかい線

などに立体感があらわれていて、暗部のグラデーションも非常にすばらしいと思う。 

 

○  Ｅテレの「大科学実験」をよく見る。大胆な実験を行い、目標、仮説、計画、検

証、失敗、再検証、成功と、まさに科学技術のおもしろさを１０分間に凝縮し、日

本のモノづくりを支える人材育成という視点からも優れた番組だ。必ず実験の中で

失敗が起こり、実験レンジャーが体を張って苦痛と膨大な時間をかけているという

臨場感が共感を生んでいる。一方で、自然科学を理解するうえでは、少し物足りな

い部分もある。実験で得られた原理や法則、科学技術を使って、その応用を見せな

ければ本当の意味の科学のおもしろさは伝わらないのではないか。単純なおもちゃ

遊びが「大科学実験」の実験のきっかけとしてスタートすることが多いが、好奇心

や当たり前の現象から大発明に結びつくという科学のおもしろさや驚きに物足りな

さを感じる。番組の最後にでも、応用技術の紹介があると、さらによい番組になる

のではないかと思う。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局  
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平成２９年１月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 １月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１９日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

 会議ではまず、「年末年始印象に残った番組を中心に」というテーマで、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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、今後の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  小澤 正俊  （大同特殊鋼（株）相談役） 

 副委員長  小寺 功子  （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

 委 員  井口 昭久  （愛知淑徳大学健康医療科学部教授） 

     加藤 勇二  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

   佐野 俊和  （コマツサービスエース(株)代表取締役社長） 

   德田 八十吉（德田八十吉陶房 代表） 

   中村 智景  （四季料亭「助六」女将） 

   野田 雄一  （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

   長谷川明子  （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

   東    惠子  （東海大学海洋学部環境社会学科教授） 

   真能 秀久  （中日新聞社取締役人事労務担当) 

 

 （主な発言） 

＜放送番組一般について＞ 

○  １２月２８日(水)「ニュース富山人 年末スペシャル２０１６」(総合 後 4:50～

6:00、6：10～6：59：55 富山県向け)を見た。事前にホームページでアンケートを

実施し、その中で反響が多かった上位２つをテーマに、前半は政務活動費の不正問

題、後半は昨年のオリンピックで活躍した県内の選手を取り上げていた。スタジオ

には１８歳から７０代まで男女８人の一般の方や、富山県出身の柴田理恵さん、専

門家を招いて、富山局の西川典孝アナウンサーが中心となり、手際よくアンケート

を基に質問をしていた。生放送では、スタジオに多くの人を招くと、意見を言う人

と言わない人との偏りが出てしまうことが多いが、今回は一般の方８人も含めて漏

れなくそれぞれが自分の意見を言うことができていた。年齢や立場、経歴が違うの

でさまざまな考え方が行き交ったが、ゲストの柴田さんが適切な表現をもって次へ

話を進めていて、全体をうまく進行していた。ゲストの選定は重要だと感じた。さ

まざまな考えがあり、これを機会にひとりひとりの政治への関心が高まったのでは
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ないだろうか。率直に述べた意見がそのまま放送されることが生番組のよい点だが、

今回はそれが成功していた。後半のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピッ

クで活躍した県内の選手を取り上げたテーマも、それぞれの競技や次のオリンピッ

クに向けてどうするのかといった点も含め、よくまとまっていた。２時間の生放送

は長いのではないかと最初は懸念したが、１年をよく整理した、地方ならではのよ

い番組だった。今後も、こういった形で地方の話題を取り上げてほしい。 

 

○  １月６日(金)ナビゲーション「“直観”の一手 ～史上最年少プロ棋士・藤井聡太

～」を見た。愛知県瀬戸市の出身ということで、興味を持って見た。直観力のすご

さはやはり、時間をかけずに、すぐ次の一手を感覚で指せるということにある。３

歳の頃に大人でもできないような立体パズルをやってみせ、小さい頃から考えるこ

とが好きで毎日訓練もしていたというエピソードはまさに継続は力なりという言葉

が当てはまると思った。また、本人の趣味は将棋、次に好きなことが詰め将棋、そ

の次に好きなことが詰め将棋の問題作成と、そこまでいくとこういう子が育つ可能

性もあるのだなと思った。ある私立小学校の知能訓練を紹介した番組を見たことが

あるが、大脳を刺激すると記憶力、直観力、思考回路が発達するというのはある程

度、現実的にあるようだ。将棋の棋士の世界では年間４人程度しかプロになれない

そうで、大変厳しい世界ではあるが、この少年の将来が大変楽しみだ。 

 

○  １月６日(金)ナビゲーション「“直観”の一手 ～史上最年少プロ棋士・藤井聡太

～」を見た。天才将棋棋士の誕生を追っており、興味深い内容だった。少年の暮ら

しや学校の様子、母親との会話などを通じ、普通の中学生の一面も紹介しながら、

加藤一二三九段との手合い、意外な手を指すところなど、彼の天才的な一面もわか

る内容だった。ＭＲＩを使い、頭頂葉のけつ前部に焦点を当て、詰め将棋は同じ所

を刺激するので、けつ前部が発達していると将棋が強くなるということを説明して

いたが、若干単純化しすぎているように思った。渡辺明氏とか羽生善治氏といった

面々も登場し、将棋が好きな人にとっておもしろい番組になっていたと思う。 

 

○  １月６日(金)ナビゲーション「“直観”の一手 ～史上最年少プロ棋士・藤井聡太

～」あのような優秀な子を育てるにはどうすればよいかという子育て論に興味を

持っている人たちはいるのではないだろうか。本人のことだけでなく、親の考えや

様子も紹介してほしかった。藤井さんは若いので、ずっと追っていっていただき、

ドキュメンタリー化してほしい。 

 

○  １月１３日(金)ナビゲーション「短い練習で勝つ ～全国高校駅伝５位 三重 伊

賀白鳳～」を見た。三重県の伊賀市に高校駅伝で全国５位になる高校があるという
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のは、初めて知った。毎日１時間４５分という短い時間で全国レベルの力を付けて

いく、量より質の練習方法が特徴で、やらされる練習ではなく自ら考え、また日常

生活においても規則正しい生活を送ることで、本番で力を発揮できる選手になると

いう監督の考えが、選手にもよく伝わっていると思った。番組では副キャプテンの

１日の生活を追っていた。夕食を食べたあと、トイレ掃除をいつもしているそうで、

その生活を中学の時から続けていることに驚いた。テレビを見る時間や勉強する時

間がないことが気になったが、１日をルーティンで過ごすことで強くなってきてい

るそうなので、今後も続けてほしいと思った。ゲストも絶賛していたが、このよう

な学校があることに驚き、うれしく思った。 

 

○  今年の「ＮＨＫナゴヤニューイヤーコンサート２０１７」(総合(中部) １月７日

（土）後 3：50～5：03)は、宇宙と子どもの心というテーマで進行し、雰囲気もよ

く楽しむことができた。合唱団の子どもたちとプロの方々に夢を聞くというコー

ナーがあったが、とてもよかった。特に、子どもたちの素直な答えは様々で、とて

も夢があった。また、大人にも聞いていた点もよい試みだった。昨年も見たが、司

会者は女性のほうが華やかで際立つのではないかと思った。会場には、非常に立派

なパイプオルガンが設置されている。せっかくなので、あの音色を聞かせてほしい

と思った。 

 

○  「ＮＨＫナゴヤニューイヤーコンサート２０１７」を見に行った際に、トークの

中で、紹介された楽団員の人が描いた似顔絵が客席からは見えづらかったが、１月

７日(土)の放送で確認することができた。７日(土)の放送では、ゲストの表情や演奏

している方の手先などもきっちりと見ることができ、二度楽しめた。 

 

○  大河ドラマ「真田丸」を１年間、見続けた。最終回で真田幸村（信繁）の死がど

のように表現されるのか、ずっと気がかりだった。目指すは家康の首ただ一つ、と

家康一人に狙いを定め、一気に突き進む真田幸村（信繁）の武者姿は、極めてりり

しく勇ましかった。最後のシーンは、己の生き方を貫いた意志の強さを感じさせる

目力、穏やかでありながらも強く迫力あるその表情で、死を予感させて終わってい

た。そのインパクトあるシーンは、番組終了後も時折思い出す。信繁は死の直前、

共に生きた人たちに思いをはせながら、真田の証である六文銭を手にし、兄信之も

大阪での知らせを受けて、六文銭を握りしめた。六文銭をアイコンにした絶妙な締

めだった。戦いが決して好きではなかったこの２人の兄弟を中心に織りなす人間模

様を、充実した出演者たちが個性的に演じきった。「真田丸」は、大変見応えのある、

満足度の高い、すばらしい大河ドラマだった。 
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○  １１月２４日(木) 「第１回明石家紅白！」(総合 後 7：30～8：43)を見た。ＮＨ

Ｋらしい品性をどこまで保つべきなのだろうかと考えた。他局も含め、気軽に笑い

たいと思い、さまざまな笑えそうな番組を見るが、ＮＨＫらしさとの兼ね合いは難

しいところだと思った。 

 

○  １２月１８日(日)ＮＨＫスペシャル「スクープドキュメント 北方領土交渉」を見

た。スクープとあったので、日ロ外交の裏側に、何か驚きの事実があったのかと期

待して見たが、ほかのメディアで報道された以上の内容は何もなかった。今回の外

交結果について、検証や課題を掘り下げることもなく、ただただ首相や関係者の動

向を追うだけの内容で、残念だった。 

 

○  １２月２３日(金)ＮＨＫスペシャル プラネットアースⅡ「プロローグ 新たなる

地球の旅へ」(総合 後 7：30～8：43)、１２月２５日(日)ＮＨＫスペシャル プラネッ

トアースⅡ「第１集 極限の地のサバイバル」を見た。「プロローグ」も含め、今回

も本当に感動するシーンが多かった。例えば、アフリカのボツワナで３０頭のライ

オンがたった１頭のキリンを襲うシーンだ。これはセオリーではあり得なくて、干

ばつによるライオンたちの極めて珍しい状況を撮影できたのはすばらしいと思った。

また、ライオンは後ろから襲うのがセオリーだが、番組ではキリンの目の前から向

かっていて、その場に居合わせないと見られない、撮影できないシーンだと思った。

他には、リカオンが襲う様子を上空から撮影したシーンが印象的だった。群れで襲

う動物だが、それを上空から撮影することで、１匹１匹がどのように動くかを立体

的に捉えることができた。撮影にどのくらいの時間と人をかけているかという説明

がプロローグで紹介されていた点もよかった。ドローンやスタビライザーの機能を

ゲストが体験し、いかに難しいかを伝えていて、共感が持てた。ラパルスアマガエ

ルモドキの卵を守る様子は、よくこんなに小さな生き物を撮影できたと思った。ニ

ホンアマガエルの様子も見たいと思った。身近な生き物、絶滅を心配される生き物

は、まずその存在を知らないと守ろうという気になれないと番組でも言っていたが、

そのとおりだと思う。今回のように、小さな生き物の生態も今後も追ってほしい。

それができるのは、ＮＨＫならではだと思う。番組では、仲間由紀恵さんのコメン

トが、非常に共感できてよかった。 

 

○  １２月２０日(火) ブレイブ 勇敢なる者・アンコール「えん罪弁護士」(総合 後

10：25～11：14)を見た。全編を通じ、伏線が何重にも敷かれていて、それを重層的

に出していく手法が気持ちのよい番組だった。ＣＧを使いながら、分かりやすく手

際よく紹介していた。将棋を例に、刑事事件におけるかけひきをうまく説明してい

た。そして、この弁護士の持つ哀愁や尊厳、ユーモアが、徐々にわかり、期待を裏



5 

切らない構成だった。カメラを正面に据えず、斜めからさまようような角度で撮影

していてユーモラスなやり取りがうかがえた。彼自身の不機嫌さを丸ごと包み込ん

で放送していて、この弁護士の人間性に幅を与えていた。また、父親との断絶があっ

たが、その父親が晩年は彼と同じ弁護士になり、最後は和解するという展開も、ド

ラマチックだった。そして、取材された弁護士が次第に心を開いていく過程が、人

間ドラマとしても大変おもしろかった。 

 

○  １２月２１日(水)ファミリーヒストリー「北野武～父と母の真実 阿波国徳島に何

が！～」を見た。今や世界的な著名人だが、非常に説得力のある内容だった。特に、

子育てをする昔の母親の熱き思い、自分を犠牲にしても子どもを大切にするという

思いは、今のお母さんにもぜひ見てほしいと思う、大変感動する内容だった。最初

は有名人を取り上げるので、どこか創作的な、意図的なものがあるのではないかと

危惧したが、彼が最後に母親への感謝の述べたコメントが非常に印象的だった。 

 

○  １２月２１日(水)ノーナレ「北陸 寿司（すし）おとこ」(総合 後 10：00～10：

29)を見た。ＥＴＶ特集やＮＨＫスペシャルを見たときに、ナレーションなどないほ

うがよいと思うことがよくあったので、今回の番組は期待して見た。番組は、単な

る職人気質の寿司職人の暮らしぶりや仕事ぶりとは一線を画した、芸術家の作品作

りとも言えるような活動を、見事に描き出していた。本人の寿司作りへの思いを語

る肉声と、ネタの仕込みから下処理のプロセス、美しい寿司を生み出す刹那を絶妙

なアングルとタイミングで捉えた映像は、見る者を圧倒していた。それに加え、そ

れを誇りと愛情に満ちた表情で支える妻、育んでくれた両親との関わりなど背景も

嫌味がなく、ドキュメンタリーに味わいを持たせていた。最後の、氷見のブリ問屋

との緊張感あふれる勝負には固唾(かたず)を飲んだ。実に見応えのある３０分で、Ｎ

ＨＫらしさ全開のすばらしい番組だった。 

 

○  １２月２２日(木)ノーナレ「ストーカー 私が加害者になった理由」(総合 後 10：

00～10：29)を見た。ノーナレーションという手法もよかったが、加害者を取り上げ

ることは非常に難しいにもかかわらず、この番組は成功していた。それは、被害者

が肉体的な被害や本格的な名誉の被害を受けていなかったからではないだろうか。

殺人や重大な名誉毀損をした人間だったら、何を主張していても受け入れがたい。

今回は、精神科医の知見もしっかりと入れたことで、番組として成り立たせること

ができたのだろう。番組では、ストーカー被害が年間２万件を超えたと言っていた

が、潜在的には恐らくこれの何十倍とあると思う。ぜひこれについては、今後も追っ

てほしい。 
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○  １２月２１日(水)「ココがズレてる健常者～障害者１００人がモノ申す～」(総合 

後 10：30～11：15)を見た。いろいろな障害を持った 100 人の方と、人気健常者タ

レント７人とが腹を割って話し合う、今までに見たことがないような番組だった。

また、障害者の思いや要望などが次々と言われ、健常者の私たちには気づかないこ

と多く、発見の多い番組だった。車いすの人が満員のエレベーターのボタンの前に

いたらどう行動するのがよいかというテストは、参考になった。自分も同じ場面に

遭遇したら、そのように行動しようと思う。最後に、障害者を特別扱いしたり避け

たりしないでほしいと言われていたが、とにかくこの番組は障害のある方が、障害

はひとつの個性だと言っていて、本当に明るく、元気に話をされる様子に驚いた。

地元では、バリアフリーに力を入れているので、参考になった。このような本音で

語れる番組は必要だと思った。 

 

○  １２月２１日(水)三重発地域ドラマ「ラジカセ」を見た。冒頭は、平凡な田舎の雰

囲気がよく出ており、子どもが家に帰る場面や母親に接する場面は、実在感があっ

た。田舎の道を車が走る場面や電車と並走する場面は、牧歌的な感じがよく出てい

た。母親役の安藤玉恵さんの演技もよかった。一方で、ドラマの展開は盛り上がり

に欠けていた。昭和の道具は古いといってもそれほど古くはなく、どちらかという

とがらくたに属するものをそれ以上に見せることができていないように見え、中途

半端だった。また、子ども役の将太がいい子すぎて、あの年頃の母親に対する屈折

した感情を表現しきれていないように見えた。将太が吹き込んだ録音を聞かせ、母

親の態度がひょう変するシーンも少々不自然だった。ガールズバーで主人公が本音

を叫ぶシーンは、人間的な深みを表現できずに、逆に浅薄にうつった。タバコを吸

うシーンは、あまりよい印象は受けなかった。笑わせようとするシーンも唐突感が

あった。田舎暮らしのわびしさが、川の流れのように底流に流れていたらもう少し

名作になっただろうと思うが、全体的に何かが欠けている感じがあった。 

同じ日の「スタジオパークからこんにちは」で、主人公を演じる滝藤賢一さんが

出演しドラマのＰＲをしていたが、個性的な俳優さんなので、興味を持って見た。

若干とりとめのない会話が多かったので、密度の濃い会話をしてほしかった。番組

ではドラマの制作にあたり、監督と交した話を裏話として紹介していたが、この話

を知っているとドラマを見たときにそのシーンがどこなのか気になってしまい、ド

ラマのストーリーに集中できなかった。また、俳優の個性が頭に入ってきてしまい、

演じる役柄そのものにのめりこめなかった。最近、本編を事前に紹介するＰＲ番組

が多いと思う。ドラマの場合は、あまり多くを紹介するとその内容が分かりすぎて

しまい、欠点もあるのではないかと思う。大河ドラマのような連続ドラマであれば、

ドラマに対する理解や登場人物の背景、歴史的な理解も深まるといった利点がある

と思うが、単発ドラマの場合は種明かしをされてしまうようで、俳優の個性にも引
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きずられて、感情移入がしにくくなってしまうのではないか。ただ、我々は映画の

世代で、俳優の予備知識もなく、登場人物は物語の人物として見ていたが、今の若

い世代は俳優たちの情報にあふれているので、事前に紹介するＰＲ番組の捉え方も

違ってくるのだと思う。 

 

○  １２月２１日(水)三重発地域ドラマ「ラジカセ」を見た。三重発の地域ドラマは、

2012 年に放送した「ヤアになる日」以来のことだったので、楽しみだった。昭和家

電に特別な思いを持ち地域の人たちと打ち解けようとしない中年男と、母の愛に飢

えながらも懸命に母を理解しようとする少年、その少年の両親の昔のカセットテー

プ１つから２人が心を開くという、本当に温かいドラマだった。ドラマに出てくる

家電や家具は私たち世代には懐かしく、昭和のよさを改めて実感した。主人公が言

いたいことを言えないときにくしゃみをし、それが人の顔に飛ぶというシーンが

あったが、見ていて気持ちのよいものではなかった。ドラマの最初と最後に、美し

い伊賀の町の風景が見られたが、ミュージアムのあるメインストリートは人がほ

とんど歩いていない風景が映し出され、寂れた印象を受けた。もう少し工夫が必要

だったのではないか。他に何もないので、この町を訪ねてみようという気にならな

いと思う。 

 

○  １２月２３日(金)インタビュー ここから「南こうせつ」を見た。「つま恋」閉鎖

２日前の絶妙なタイミングでの放送だった。番組では南さんの「つま恋」での思い

出が自身の音楽の変遷とともに語られていて、興味深い内容だった。６１歳になり

還暦を過ぎても「つま恋」でライブを行っていて、音楽活動を通じ、「つま恋」での

オールナイトライブが自分の原点であったこと、その時間を共有したすべての人々

にとって生きる原点になっていること、またオールナイトライブでは朝日に向かっ

て精根尽き果てた、当時は死んでもよいと思った一夜であったことなどが明かされ

ていた。年齢を積み重ねる中で、それぞれが亡くなるまで生きている手応えを感じ

てほしい。その思いがよみがえる場が聖地「つま恋」であることも、熱く語られて

いて、１日の熱い出来事を大勢の人々と共有体験し共感を得るすさまじさは一生の

宝であることを実感した番組だった。ラジオでも「つま恋」に関連した番組が放送

されていたようで、テレビ・ラジオによる「つま恋」に関連した特集は大変おもし

ろいと思った。 

 

○  １２月２３日(金)にっぽん紀行「ビデオが紡ぐ物語～あの時代（とき）をめぐる旅

～」(総合 後 6：10～6：48)を見た。結婚式やピアノの演奏会、運動会など、懐かし

い映像が出てきた。誰にでもあった自分史を確かめることができた気分になった。

２０年ぶりの同窓会で同じビデオを見ても、涙ぐむ人もいれば、さしたる感慨も湧
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かない人もいて、人の記憶について考えた。ビデオは記録であり、記憶ではない。

我々はそのときの気分に応じて記憶を作っている。同じ経験をしても、その記憶は

人により少しずつ異なっている。番組の最後に、ビデオを収集している人が紹介さ

れていた。記憶と記録の違い、記憶こそが今の自分を作り出していることをビデオ

の収集と絡めながら語れば、「ビデオが紡ぐ物語」という番組タイトルにあった、よ

り深みのある内容になったのではないだろうか。 

 

○  １２月２８日(水)探検バクモン「お札づくりのウラガワ 全部見せまスペシャ

ル！」を見た。国立印刷局にカメラが入ったのは１２年ぶりとのこと。番組を見る

中で、こんな場面まで撮影してよいのかと思うようなところや原盤を制作する様子

などが厳しいセキュリティのなか撮影されていた。ここまで放送していいのかと心

配になったが、番組の中で「偽造防止策をいろいろ施してあることを知ってもらう

ことがプラスになる」と言っていた点が印象的だった。お札の表面に描かれる人物

はどう決まるのか気になっていたが、昔はリーダーシップのある人が求められ、政

治家が多かったそうだが、最近は文化人が多いそうだ。今は成熟社会だから文化人

だという説明があった。その切り替えが昭和５９年なのはなぜなのか気になった。

次はスポーツ選手がお札になるのではという話は興味深かった。最も驚いたのは、

お札の原盤作りの場面だ。ミクロの芸術品と紹介をされていたが、人物の瞳の１ミ

リの幅に１２本の線が入っていると解説していて、本当にすごい技術だと思った。

工芸員さんの日々の苦労がよく分かった。「お札は単なるおカネの価値だけではな

く技術と魂を込めた芸術品」という言葉が印象的だった。日本のお札は、さまざま

な技術の結晶で、偽造しにくいものになっていることが改めて理解できた番組だっ

た。 

 

○  １２月３１日(土)第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢を歌おう」を見た。最初の方は、

初めて知る歌手が多かったが、夢のある前向きな音楽に励まされた。周囲にプレゼン

トしたくなるような構成だった。気になった点は、タモリさんとマツコ・デラック

スさんの登場だ。落としどころがよく分からない演出だった。ゴジラの登場につい

ても、すばらしい音楽を聞かせたら大丈夫と言っていたが、他の音楽ではなぜだめ

なのだろうと疑問を持った。一方で、大竹しのぶさんの歌は大変すばらしかった。

勝敗は判定方法が分かりづらかった。 

 

○  第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢を歌おう」を見た。なぜ紅組が勝ったのか、審査

方法が分かりづらかった。どこかで説明したのか気になる。司会者もリハーサル不

足のように感じた。１部と２部の間にニュースが入るが、ニュースを読む前は直前

の番組を見ているのかどうか気になった。紅白歌合戦のような番組は、流行の要素



9 

も入れながら、てんこ盛りでもよいと思うので、どんどん挑戦してほしい。 

 

○  第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢を歌おう」を見た。斬新な演出で、ショーを見て

いるようだった。個人的には郷ひろみさんと土屋太鳳さんのダンスが非常によかっ

た。ただ、やはり紅組と白組の勝敗の決め方があいまいだった。紅組と白組に分か

れて歌う演出はよいと思うが、今後はそもそも、勝敗が必要なのかも考えていった

ほうがよいと思う。 

 

○  １月１日(日)「富士山 森羅万象 ～大山行男が撮る神秘の素顔～」(総合 前 4：

00～4：45)を見た。これは８Ｋ映像で改めて見たいと思った。連続して撮影した写

真をつなげて映像で表現していたが、富士山のすばらしさを改めて実感することが

できた。８Ｋを見られるテレビが出来たら購入し、見てみたいと思えるほど、すば

らしい映像だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

８Ｋで番組を作るための設備は順次、本部を中心に導入・整備をし

ている。より実用的な制作設備を作り、さまざまな環境で番組を作れ

るように準備を進めている。通常の放送と４Ｋ、８Ｋの使い分けは、

どのようにしていくか検討しているところ。2018 年から４Ｋ・８Ｋの

実用放送がスタートする予定だ。それはコンテンツも作っていかなけ

ればいけないことを意味するので、人、設備をどう有効に活用してい

くかが課題であり、現在検討している。 

 

４Ｋと８Ｋでは制作にかかる労力は全く違う。８Ｋは非常に限られ

た設備しかない。今は、４Ｋを中心に各放送局で制作を始めている。

ただ、４Ｋ８Ｋスーパーハイビジョンは試験放送中で受信できる設備

が一般の家庭に普及しているわけではないので、各放送局に試験放送

用の受像機を置き、見ていただけるような仕組みを取っている。来年

度は中部でも各地の題材をテーマに、４Ｋ番組として撮影できないか

検討している。「富士山 森羅万象 ～大山行男が撮る神秘の素顔～」

は８Ｋで作られていて、試験放送で今後も放送を予定している。２月

１４日から１９日まで毎朝１０時に、ほぼ１週間にわたって放送され

る。各地域局でご覧いただける。 

 

○  １月１日(日)新春特集 さわやか自然百景「日本列島 水が刻んだ大地の絶景」(総

合 前 7：20～8：28)を見た。海に囲まれた島国日本の豊かな自然、特に地形と水、
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大気は、その地域の特異な生態を育み、その地ならではの景観・絶景として私たち

に感動を与えてくれる。幻想的であり、ドラマチックな景観に遭遇したナビゲーター

たちが、それぞれ風景に向き合った印象を静かに語り合っていた。自然への畏敬の

念や、自然に向き合い自己を照らし顧みるという、私たち日本の精神文化が改めて

表現されていた。言葉により視聴者にも共感を促し、すばらしい方々をナビゲーター

に選定していた。新しい年を迎えるのにふさわしい番組だった。映像が非常に美し

く、８Ｋ映像がいつか自宅でも見られるようになる日が来ることに期待が膨らんだ。 

 

○  １月１日(日)ＮＨＫスペシャル「トランプのアメリカ 世界はどうなる？」(総合 

後 9：00～9：58)を見た。昨年も、「大予測！ ２０１６世界はどうなる？」（2016

年１月１日(金)放送）を見た。もともと、非常に関心のあるテーマだったので、昨年

と同じゲストも出ており、不安定な中、どのような世の中になるのかという関心を

持ちながら見たが、全般的には和気あいあいとした議論だった。一方、もう少し深

掘りした方がいいのではないかと思う点がいくつかあった。１つは、昨年も同じよ

うに１年の予測をした番組があったわけだから、その予測がどうだったのかという

振り返りをしてほしかった。また、大胆に予測すると言った割に予測が不十分に終

わった点も気になった。もやもや感が残り、結局この番組は何だったのだろうかと

いう思いで見終わった。ゲストも番組の後半で、「もっと予測してほしい」と言う発

言や、「番組をレギュラー化して追い続けていったらどうか」という発言もしていて、

議論が熟してない感じを受けた。番組の進め方で、今、中産階級が貧困に陥ってい

て、そういった方々が不満と恐怖を持つと戦争を起こしてしまう危険があるという

話題になり、中間層を豊かにする方策が必要だという議論がされると思ったら、司

会者が話題をロシアとか中国の話に変えてしまった。そこを深掘りしないと答えが

出ないのではないかと思った。テーマを絞り、集中的に議論したほうがおもしろい

番組になると思う。２つ目は、番組の終わり方だ。最後に、対策として、日本は変

化に備えて先に変わっていかなければいけないとその必要性が説かれていたが、何

をどう準備するのか分からなかった。その上、冗談だと思うがトランプタワーに手

紙を出そうなどと言っていて、この終わり方はないと思った。 

 

○  １月１日(日)ＮＨＫスペシャル「トランプのアメリカ 世界はどうなる？」を見た。

今年はどんな年になるかという問題意識で見た。トランプに対する捉え方がよかっ

た。タテマエから本音、差別意識と顕在化、自国第一主義、中間層の不満といった

言葉がならび、両番組とも同じような認識で、若い学者からベテランの知識人まで

同じような見方をしていると思った。 

「新世代が解く！ニッポンのジレンマ 元日ＳＰ」では「Ｐｏｓｔ－ｔｒｕｔｈ」

という言葉を使っていた。これはイギリス・オックスフォード大学出版局が 2016
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年の「Word of the Year(今年の言葉)」として選んだもので、とても分かりづらく、

多くの人が分からなかっただろうと思う。理性から感情へという話だと思うが、も

う少し分かりやすくこれを説明できるとよかったのではないか。今の時代に心して

おくべきことは本音と言われるものの扱いだ。人間は怒りや敵がい心といった嫌な

感情を多く持つ生物で、人を侮ったり蔑むことで自分の精神状態を安定させるとい

う心根を持っているところがある。それが差別意識や民族感情につながる。利己主

義、自国第一、保護主義、あるいはそういう摩擦を力で解消しようとして２０世紀

がどういう世紀になったかは歴史が教えてくれている。何を言うのも自由だが、政

治家とメディアが絶対やってはいけないことは、人権を尊重しないことと民族感情

に火をつけることだと思う。ジャーナリストや識者、コメンテーターと称するタレン

トたちは、ぜひ気をつけてほしい。キーワードは「ぶっちゃけ」という言葉だと思

うが、あまりそういう人は登場させない方がよい。番組の中で、未来は明るいかと

いう問いに対し、「明るい」が４割、「暗い」６割だった。海外では、未来が暗いと

いった結果も出ている所もあるようだが、日本もついにそういう時代になったのか

と思うと、気になる結果だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

          民族意識に火をつけるようなことをしてはいけないというのは本

当にその通りだと思う。現場でも共有したい。 

 

○  １月９日(月)ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「それでも、生きようとした～原発

事故から５年・福島からの報告～」(総合 後 10：00～10：49)を見た。震災から５

年近く経って自殺した人や故郷を離れその後自殺した方の話をしているのに「それ

でも、生きようとした」というタイトルでよいのか違和感を覚えた。一方で、福島

の実情を、時間が経過した今もＮＨＫはきちんと伝え続けていて、評価したい。 

 

○  １月３日(火)新春スペシャルドラマ「富士ファミリー２０１７」(総合 後 9：00～

10：29)を見た。昨年も見て大変面白かったので、今年も楽しみだった。片桐はいり

さんの演技は抜群で、メイクもすばらしかった。首や手など、しわ一つ一つまでリ

アルにメイクをしていて、一段と片桐さんのファンになった。ほのぼのとした家族

の物語だったが、家族構成や出演者の設定が個性的で、現代の問題や流行が取り入

れられていた。今でいうコンビニを、古めかしい「よろずやさん」と設定している

ところも、ミスマッチで非常におもしろかった。新春の晴れ晴れとした時間にゆっ

くりと見ることができた。来年もぜひ 2018 年バージョンを見たいと思った。 

 

○  １月２日(月)「新春ＴＶ放談２０１７」(総合 後 10：40～11：58)を見た。民放の
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現役有名プロデューサーが加わり、例年の芸能人によるテレビ談義と異なり、制作

者の視聴者を見る視点を知ることができ、興味深く見た。この場でも番組制作者の

制作意図やこだわりを聞く機会があったが、今回の番組を見て、制作者や出演者は

生活者の生活をよりよいものにしようという志や使命感があるというよりは、クリ

エイターとして自身の思いを伝えることに重きを置いているように感じた。民放の

プロデューサーを出演させていながら、ＮＨＫのプロデューサーが出ていなかった

点はＮＨＫのおごりではないかと思った。ＮＨＫの番組も含めて、今のテレビ業界、

番組がどうであるかを議論すべきだったように思う。 

 

○  １月３日(火) ふるカフェ系 ハルさんの休日ＳＰ「金沢・お茶屋・武家屋敷！」(Ｅ

テレ 後 9：00～9：59)を見た。これまではっきりと知らなかったことが分かった。

伝統や歴史は親から子へ、子から孫へとつながっていくのだと思う。古い町屋の様

子も分かり、楽しく見た。 

 

○  １月３日(火) ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち） アンコール「日野原

重明×篠田桃紅～オーバー１００歳 驚異の力～」を見た。100 歳以上になっても、

出会いがあり、作品を作って、シンパシーを感じ合える関係性がすばらしいと思っ

た。番組をきっかけに、周囲とも長生きするすばらしさを語り合っている。 

 

○  １月４日(水)クローズアップ現代＋「“幸福”を探して 人類２５０万年の旅 ～

リーダーたちも注目！世界的ベストセラー～」を見た。冒頭のバラク・オバマ氏や

ビル・ゲイツ氏の映像、池上彰さんが『サピエンス全史』の著者へ直接インタビュー

する様子、イアン・ブレマー氏への取材、質の高いアニメやＣＧなど、『サピエンス

全史』の非常に豪華な紹介番組であるように感じた。大変見応えがあり、知的好奇

心が大いに満たされたが、ＮＨＫスペシャルとの位置づけや違いはどこにあるのか

が不明だった。今年から「クローズアップ現代＋」として、女性アナウンサーを競

演させ、この番組が標ぼうしている現代社会の世相の読み解きに幅が出るものと期

待していたが、番組構成や演出に統一感や一貫性がないため、番組を継続して見て

も、積み上がるものを感じない。そのため、番組に愛着や期待感が湧かないように

思う。番組ホームページには「みなさまの“羅針盤”になることを願いつつ」との

メッセージが掲げられているが、そもそもその針がどこに向いているのか、よく分

からない。番組コンセプトの再検証が必要ではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

          「ＮＨＫスペシャル」は５０分といった長尺の番組で、それに対し

「クローズアップ現代＋」はスタジオをベースとした２５分のキャス
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タープレゼンテーション番組だ。「クローズアップ現代＋」は放送枠も

多く今の時代に起きていることを機敏に取り上げ、タイムリーに放送

することができる。演出手法については、「クローズアップ現代＋」は

もっと若い人に見てもらいたいという思いもあり、その点に力を入れ

ている。 

 

○  １月７日(土)超絶 凄（すご）ワザ！「夢かなえますＳＰ よみがえれ！思い出の

写真編」を見た。色あせた思い出の写真を、１つは科学的にハイテク技術を駆使し

復元する方法、もう１つは画家が絵で再現するという２つの方法で、それぞれにす

ごさがあった。特に良かったのは、絵を完成させるために画家が家族を訪ねデッサン

したり、色々と聞いたりして作り上げ、またお孫さんが描いた絵もまとめて作品に

仕上げた過程だ。新年早々胸を熱くさせる非常によい番組だった。 

１月１４日(土) 超絶 凄（すご）ワザ！「夢かなえますＳＰ 汚れがすぐ落ちる！

究極のまな板編」を見た。おもしろい試みだったが、包丁でたたく代わりに機械で

ばんばんたたいていた。そこまで強くたたくのかと思うほどだった。プラスチック

の方はよいと思うが、木のまな板は木の繊維が切れてしまうと思う。事前にこの程

度の強さで切るという旨を伝えていたのか気になった。木のまな板の方が不利なの

ではないかと思った。最後に、子どもにまな板をプレゼントしていた演出はよかっ

た。 

 

○  １月６日(金)「村山斉の宇宙をめぐる大冒険」(総合 後 10：00～10：59)を見た。

冒険の行き先が、宇宙ではなくタイのランタンの打ち上げや、イタリアのピザ屋、

ベルギーのチョコレート屋など、直接宇宙とは何の関係もない、宇宙を説明するた

めの隠喩で、全部ＣＧやフリップで済むのではないかと思った。移動だけでお金と

時間をどれほど使っているだろうかと考えたくなるような内容だったが、物理学者

とは思えない村山さんの芸達者ぶりと、ＣＧやフリップであれば、すぐに視聴を諦

めていたような内容を、最後まで飽きることなく楽しんで見ることができた。本や

授業だと興味の持てないものでも、音や映像を使って関心を抱かせ、啓もうすると

いうのは、テレビの発揮すべき力のひとつだと思う。演出は世界最大級のドキュメン

タリーチャンネルをほうふつとさせるものもあったが、そもそも演出を参考にした

としても、極めて高い制作能力が求められると思うので、改めてＮＨＫのポテンシャ

ルの高さを感じた。 

 

○  １月７日（土）英雄たちの選択「戦うべきか？退くべきか？最後の将軍 徳川慶

喜の決断」を見た。2014 年の番組の再放送だった。幕末から明治維新に関する研究

はやっと本当のことが分かってきている状況なので、明治維新の頃の番組をぜひ制
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作してほしい。東海地方で言えば、激動の幕末維新期をそれぞれの立場で生き抜い

た高須四兄弟や、まだ未解明な部分も多いが、尾張藩佐幕派がほとんど斬首された

青松葉事件などについて、地元の歴史に興味があるディレクターに１、２年かけて

制作してほしいと思う。 

 

○  １月７日(土)「田部井淳子 最後の山へ」(総合 前 8:15～9:00)を見た。土曜の朝

に何気なく見始めた番組だったが、４５分間があっという間に終わった。被災地の

東北の高校生を引率し、思うように動かない体で頂上を目指し続けた田部井さんの

姿、ご主人との夫婦愛、田部井さんが亡くなった後、ご主人が奥様の好きな料理を

作って供える姿など心に残ったシーンが多かった。一歩一歩進めば必ず頂上にたど

り着けると言っている田部井さんの姿が印象的で、一流の登山家のすばらしさに感

動し、涙が止まらなかった。また、新年を迎えわずかな体調の不調にも目をそらさ

ず、健康に気をつけなければいけないと思わせてくれる番組だった。 

 

○  １月９日(月)ニッポン人のギモン「ＩｏＴってなに？」(総合 前 10：05～10：50)

を見た。解説委員が短い時間で特徴と課題について、メーカーやセールス担当者よ

りも簡潔かつ的確に述べているのではないかと思った。その姿からは、それを説明

するために払った陰の努力の大きさが推し量られ、とても感心した。解説は、表現

がシンプルで、事例も適切で分かりやすかった。いずれの話題も専門分野だから詳

しいというよりも、ふだんから情報収集や研さんに努めていることや、番組に臨む

真剣な姿勢がうかがい知れ、好感を持てた。ＭＣやゲストの芸能人も、専門的にな

りがちな話題に、ふざけ過ぎることなく、適度なカジュアル感を付加しながら、う

まく機能していたように思う。 

 

○  １月９日(月)新日本風土記スペシャル「神を守り 人が集う ～ユネスコ無形文化

遺産 山・鉾・屋台行事～」(総合 前 10：50～11：33)を見た。改めて日本に培わ

れてきた祭りという文化が、まさしく遺産の名にふさわしい、守るべき価値のある

ものだということを痛感した。番組では１８府県３３の祭りの様子を網羅的に映し

出していたが、単に祭りの様子を編集しただけではなく、全体を通してどの祭りに

も同様に横たわる日本人の精神性や祭りに込められた祈り・思いといった、祭りの

本質がうまく醸し出されていたように思う。映像そのものの美しさがそれに一段と

大きく貢献していた。シーンの切り取り方やアングルなども、とても優れていた。

また、いくつか織り込まれていた祭りに関わる人々の背景にある物語も、番組に深

みを持たせており、大変見応えがあった。 

 

○  １月９日(月)ザ・プロファイラー「知られざるルネサンス ～戦いの革命～」(総
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合 後 10：50～11：47)を見た。特別編だったが、通常の人物を紹介していく構成と

は違い、武術ファンであるＭＣの個人的趣味を満たすような内容だった。武器や武

術に関する並々ならぬ関心の高さと、初めて目にする異国の武器や武術に喜々とし

て接する姿には興味深さを覚えたが、無理やり歴史と武術を絡めて語っているよう

で、あまり説得力がなかった。番組テーマからも逸脱しているように思え、「ザ・プ

ロファイラー」という番組としては違和感があった。 

 

○  １月１１日(水)クローズアップ現代＋「あなたのペットは大丈夫！？～追跡 ペッ

トビジネス・遺伝病の闇～」を見た。日本の制度は非常に後れている。ペットショッ

プで動物が商品のように扱われ、遺伝病がかつてないほど流行している。海外では

そういう事例がないということをもっと紹介し、日本は後進国だということを伝え

てほしい。ゲストの春香クリスティーンさんが海外の事例を紹介していたが、非常

によかった。 

１月１７日(火)クローズアップ現代＋「宇宙から謎の信号？ 地球外生命を追う」

を見た。今年は宇宙をテーマにした番組が増えるのではないかと思い、興味を持っ

て見た。中部地区は宇宙開発に関わっている企業も多いので、今後も宇宙や宇宙開

発をテーマにした番組を放送してほしい。 

 

○  １月１３日(金)ドラマ１０「お母さん、娘をやめていいですか？」を見た。非常に

おもしろく、きれいな映像に感激している。番組タイトルの見せ方や、音楽もよい。

話の流れも展開が早くよかった。また、母親役の斉藤由貴さんの細かい表情の作り

方に引き込まれる。主人公がデートの時に着ていた花柄のワンピースなどの衣装も

よかった。ドラマを見ながら自分自身の親子関係を思い出すきっかけになった。双

眼鏡で２人の様子を母親が探るシーンは、自分にも似たようなことがあったかもし

れないと思った。親子の関係が濃密になるのは、少子化が影響しているのだろうか

など、いろいろと考えたりしている。主人公が母親に対し、「それは、私の気持ちじゃ

ない」と言った時は、自分自身も母親に対してそのようなことを言ってきたかもし

れないと思い、胸が痛くなった。今後の展開が楽しみだ。 

 

○  １月１３日(金)ドラマ１０「お母さん、娘をやめていいですか？」を見た。名古屋

局制作のドラマなので、見慣れた場所も登場し、親しみが湧いた。今後どんな場所

が出てくるのか楽しみだ。母と娘が大変密着していて、怖いところもあったが、逆

に友達同士のように話し合ったり娘が母の意見を尊重したりする関係性が羨ましく

も感じた。母親の趣味が人形作りで、人間そっくりの人形が家に置いてあるあたり

は、依存する怖さを象徴していた。ストーリーの怖さを強調するよい演出だ。母と

娘との関係は、自分が母親とどういう関係かという部分が影響してくると思うので、
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ドラマの中でも大空眞弓さん演じるおばあちゃんに斉藤由貴さんが演じるお母さん

が束縛されて育ってきたことに影響されているのではないかと想像している。今後、

主人公の美月が母からどう離れ成長していくのか、お父さんがどう母と娘に関わっ

ていくのか、壇蜜さんがどんな役割をしていくのかなど、楽しみながら見ていきた

い。 

 

○  １月１５日(日)ダーウィンが来た！生きもの新伝説 「よみがえれ！恐竜（２）初

めて見た！日本の巨大恐竜」を見た。高精度のＣＧ技術が駆使されていて、ＣＧと

分かりつつも、そのリアリティあるテクスチャや動きに、その時代にタイムスリッ

プしたかのような錯覚に陥った。丹波竜の存在は初めて知った。その生態が紹介さ

れていて大変興味深かった。また、バーチャルリアリティの技術を使うことで、表

現方法に新たな可能性が広がることを、番組を見て実感した。恐竜好きの人だけで

なく、多くの人が関心を持つきっかけになった番組だったと思う。 

 

○  １月１６日(月)プレミアムカフェ選 プレミアム８「藤子・Ｆ・不二雄 ふしぎ大

百科」を見た。1985 年に放送した「この人 藤子不二雄ショー」で、かつて藤子不

二雄の二人がトキワ荘に住んでいた手塚治虫さんを訪ねた時の様子を、手塚治虫

さん自身が語った様子が紹介されていた。このような映像が残っていたことに驚い

た。これまで文章でしか読んだことがなかったので、心に残る映像だった。また、

昭和３９年に発表した「オバケのＱ太郎」の原画や、物語が誕生するまでの秘話は

興味深かった。第９話でいったん終えたあと、多くの人の希望により再開され、基

本的には藤子・Ｆ・不二雄さんによって描かれていたということも番組を通じて分

かった。また 1993 年に放送された「集まれ！夢のスーパーヒーローたち」でＦさん

が語る様子を見て、戦前、戦中、戦後と生きる中で、戦争が終わったあと“神の国

日本”という教育ががらがらと崩れ、絶対的なものはないということを、当時活動

していた人たち、漫画家に限らず多くの表現者が感じたことなのだろうと思った。

「パーマン」「ドラえもん」「２１エモン」「キテレツ大百科」といった数々の作品で

Ｆさんが表現しようとしたのは、世間を少し斜めに見るとまるで別の世界が見えて

くるという世界観ではないだろうか。藤子不二雄Ａさんは、「怪物くん」「笑ゥせぇ

るすまん」「プロゴルファー猿」など、人間の持っている暗い部分を描いている。藤

子・Ｆ・不二雄さんとのコンビを解散した時の気持ちを、子どもたちに向けて穏や

かな、家族を大切にするといったロマンを中心に描いていたＦさんに対し、自分は

人間の暗い部分を表現しているので迷惑をかけたくないと語られていた点が印象的

だった。 

 

○  １月１８日(水)「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」を見た。非常におもしろい
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内容だった。噺家(はなしか)さんの話し方と役者の話し方が映像でぴったりと合って

いた。どちらを先に収録しているのか、興味が湧いた。 

 

○  大河ドラマ「おんな城主 直虎」はオープニングの映像に感動している。以前「八

重の桜」のオープニングも会津の地を感じさせながら、現代美術に近い表現だった

が、今年の大河ドラマも、今後を予感させる。幼い頃から女の子というより人とし

て生きる気質を持つおとわを、子役がみごとに演じている。亀之丞、鶴丸の子役も

非常によく、感心している。静岡の文化は徳川家康の存在も大きいが、今川家なく

しては語れないとも言われている。今川義元を再評価する動きもあるので、春風亭

昇太さんが演じる今川義元を大変興味深く思っている。また、井伊家の菩提寺の龍

潭寺は小堀遠州の池泉鑑賞式庭園で、小堀遠州は、家康により駿府城作事奉行を命

じられ、遠江守を拝命し、その後遠州と称された。この１年、「おんな城主 直虎」

に関する地域資源として、龍潭寺をはじめ、直虎を情報ソースとし、さまざまな場

所を拝見、拝観したい。 

 

○  大河ドラマ「おんな城主 直虎」は子役のすばらしさに目を見張るばかりだ。直

虎という人物の生き方は興味深い。最後まで楽しみにしながら見たい。 

 

○  大河ドラマ「おんな城主 直虎」を見た。大河ドラマの予告編の紹介も見たが、

これから１年の番組の趣旨について理解を深める内容だったと思う。姫街道や浜名

湖にはよく行くが、大河ドラマの舞台になったことに、驚いた。この地方では、井

伊谷の龍潭寺など非常に知られた場所だが、全国的にはインパクトに欠けるのでは

ないかという心配がある。女性がリーダーとして国を治めていくという内容は、大

変今の時代に合っておりよいと思うので、ぜひ工夫をして成功させてほしい。また、

あまり静岡や遠江という土地にこだわることなく、内容で勝負することも重要では

ないか。子役のインタビューを見たが、大変しっかりしていた。また、主人公の女

性、柴咲コウさんは大変目力のある俳優で、期待したい。番組オープニングの直虎

の生きざまを示す花の様子は、アーティストの考える思想は全くレベルが違うなと

思い感心した。一般の人にどれほど理解できるだろうかと思ったが、今後の活躍を

期待したい。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局  
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平成２８年１２月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 １２月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１５日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、１１人の委員が出席して開かれた。 

 会議ではまず、事前に視聴してもらった、日曜Ｔｕｂｅ「おもてなし中部 ｉｎ 三

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

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  小澤 正俊  （大同特殊鋼（株）相談役） 

 副委員長  小寺 功子  （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

 委 員  井口 昭久  （愛知淑徳大学健康医療科学部教授） 

     加藤 勇二  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

   佐野 俊和  （コマツサービスエース(株)代表取締役社長） 

   德田 八十吉（德田八十吉陶房 代表） 

   中村 智景  （四季料亭「助六」女将） 

   野田 雄一  （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

   長谷川明子  （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

   東    惠子  （東海大学海洋学部環境社会学科教授） 

   真能 秀久  （中日新聞社取締役人事労務担当) 

 

 （主な発言） 

＜日曜Ｔｕｂｅ「おもてなし中部 ｉｎ 三重 松阪市」 

（総合 １２月４日(土)放送）について＞ 

 

○  今日の「あさイチ」の「ＪＡＰＡ－ＮＡＶＩ 長崎県佐世保市」を見た。長崎県

佐世保市の特徴がしっかりと紹介されていて、よい番組だった。朝の準備で忙しい

時間帯だったが、印象に残った。行ってみたいと思った。それと比較し、おもてな

し中部はどれほど印象に残っただろうか。「あさイチ」は限られた時間の中で、情報

量も多く心打たれた。制作者の気持ちは「あさイチ」と今回の番組では何が違うの

か、伝えたいことは何なのかと思った。「おもてなし中部」は放送開始時から動画投

稿サイトで活躍している外国人をゲストに招き、その人の視点で街の魅力を捉え、

その人たちに発信してもらうという取り組みを行っているが、その効果はどうなの

か。また、選んだ地域の人たちが、本当に外国人に来てほしいと思っているのか気

になった。地域の受け入れ態勢と取材の様子を見ると、それほど望んでいないよう
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にも見えた。「おもしろかった」「よかった」「行ってみたい」という感想はあるかも

しれないが、本当に来たのかを検証してほしい。外国人の視点で地域を捉えるとい

うねらいはおもしろいので、そのアドバイスが取材された町でどのように具現化さ

れているかも知りたい。また、何度も取材を重ねていると思うが、取材ノートがど

のように整理されているか気になった。例えば、「松阪ぎゅう」と「松阪うし」の違

いや、飼育ではなく「肥育農家」と書いてある理由などだ。日本で有名な和牛とい

うと、松阪牛、近江牛、神戸牛、米沢牛だ。明治時代に天皇がウシを食べたことが

きっかけで東京でもウシをたくさん食べるようになったと言われている。番組では

ウシを散歩させている所を紹介し、昔はウシにわらじを履かせ何十日もかけて東京

まで運んだことと重ね合わせたのだと思うが、松阪牛がなぜブランド牛になったの

か経緯をもう少し詳しく知りたかった。肥育農家の人たちの様子も紹介しており、

日頃から行っていることだと思うが、この番組で取り組みとして紹介することに無

理があるようにも見えた。お肉が回転寿司のように回っている回転ホルモン屋さん

はおもしろかった。一度行ってみたいと思った。「おもてなし中部」を締めくくる番

組を制作するなら、今まで関わった外国人の方々を含め、地域の観光課の人たちが

どう変わったのかが知りたいと思った。 

 

○  松阪と言うと松阪城や御城番屋敷、本居宣長といったものを思い出すが、松阪牛

が主なテーマだったので意外だった。伊勢山上は全く知らなかった。松阪木綿も新

しく知ることが多かった。番組の構成は、松阪牛を農業の面で取り上げていたのは

よかったが、番組の途中で松阪牛以外ものを紹介していて、全体として分かりづら

かった。筋を一本通すなら、番組で紹介していた棚田のような観光資源の部分を厚

くして、食や農業をメインテーマに構成したほうが、分かりやすいのではないか。

ロレッタ・スコットさんが霜降りの肉を見て、浮世絵の波のようだと言っていたが、

あの表現は外国人ならではの感性で非常に新鮮だった。牛肉のブランド化の歴史は

初めて知った。一方、松阪牛は雌で子を産んでいないウシだけだという説明があっ

たが、もう少しその価値を訴えてもよかったのではないか。雄だと三重牛と呼び、

松阪牛とは差別化しブランド化しているが、その違いが何なのかしっかり訴えると

ブランドの価値が上がるのではないかと思った。伊勢山上はおもしろそうな場所で、

一度行きたいと思ったが、映っていたお寺については、心を鍛える修行の場だと紹

介していたのに、そのいわれにはあまり触れていなかった。心を鍛える修行という

ならば、その心とは何かを説明してほしかった。松阪木綿については、歌舞伎界で

は「松阪を着る」という言葉もあるほどなので、せっかくならロレッタさんに松阪

木綿を着てもらい、よいという部分を映し出すとよかったのではないか。最後に、

撮影した３週間後、現状について観光課の方から連絡があったが、私も肥育の様子

を外国人に見学までさせることは恐らく実現できないだろうと思った。人から病気
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がうつるといけないということを番組内で説明していた点はよかった。いずれせよ、

放送後もフォローしくことは大切だ。今後も取材を重ねてほしい。 

 

○  若月弘一郎アナウンサーが、ニュースを読む時と雰囲気が違い、私服のような

ファッションも素敵だった。山本志保アナウンサーのナレーションは声も落ち着い

ていてよかった。「さらさらサラダ」に出演しているので、名古屋の人にはなじみが

あり、「おもてなし中部」という中部の魅力を紹介する番組ではよい人選だったと思

う。ダイアナ・ストレーロさんが英語でお茶の入れ方を紹介していたが、あの入れ

方がとても斬新だった。外国の人にも番組を見てもらうなら全て日本語はつらいと

思う。その中で、英語のシーンを入れることはとてもよい。また、分かりやすい英

語だったので、英語の勉強にもなると思った。日本のお茶を丁寧に入れていた点も

よかった。松阪牛がテーマだったが、ウシは非常にストレスに弱い生き物だ。あの

撮影だけでもウシはかなり無理をしているのではないだろうか。海外に輸出をした

時のことも考えると、外国の人に松阪牛を食べてもらうことが重要で、ウシを見て

もらうことが目的ではない。松阪市には引退したウシがいる観光牧場もあるので、

そのような所を紹介するのであればよいが、今回のようにウシが歩いている様子を

見て外国人が喜ぶといった見せ方では、視聴者をミスリードしてしまうのではない

かと思った。また、番組で取り上げたことは、実際にその場所に行って体験できる

ことなのか、切り分けが不十分だった。伊勢山上は初めて知ったが、こういった場

所を世界にアピールし外国の人に来てもらって、ファン層が広がればよいと思った。

今回の番組は訪れても体験できないことの紹介が多く残念だった。由来や歴史を紹

介しながら実際に訪れ楽しむことができるモノや場所を番組で紹介すると、行きた

いという気持ちになり、海外の人に来ていただくためのよい例になったのではない

かと思った。 

 

○  地元が提供するインバウンド観光と、インバウンド観光客が求めることとのミス

マッチを、海外の方の視点で捉えた番組制作ということで、高岡市の回から興味深

く見ている。松阪を紹介する目的のひとつに、世界ブランドであることを打ち出し

たい、オンリーワンを打ち出したいという話があったが、説得力があった。東京や

大阪で松阪牛が一番人気であることも納得できた。また、明治時代に、山路徳三郎

という人が働かなくなったウシを肉にしたのが発祥という話は大変興味深かった。

使わなくなったものを新しく再生するという視点は、昔からこの地域に根づく発想

で、地域おこしと共通する部分があると思った。また、現代では肥育農家の日々の

匠の技によりウシが育てられていることに感動した。２人の外国人が地域の魅力を

紹介していたが、ダイアナさんは自分の気に入った場所を紹介する一方で、ロレッ

タさんはそうでないように見えた。本人は、アニメが好きで日本文化を取材した経



4 

験もあるので、自らの視点で発信する地域資源を選んでもよかったのではないか。

ロレッタさんの“むちゃぶり”により松阪木綿のストールを作ることになったとい

うナレーションがあったが、“むちゃぶり”と我々が考えるのは、お互いに価値観が

違うからではないだろうかと思った。今回の番組は、ロレッタさんとダイアナさん

で４パートの構成に分かれていて見づらく、ストーリー性を感じられなかった。ま

た、趣味はサーフィンという市の担当者が海を全く紹介しないのも、もの足りなかっ

た。もっとみんなが自分の得意分野で地域を紹介していったほうが魅力ある番組に

なったのではないか。世界観の表現が足りず、松阪市に行きたい気持ちにならなかっ

た点が残念だった。 

 

○  ナレーターの声が「歴史秘話ヒストリア」とよく似ていた。いつも見ている「歴

史秘話ヒストリア」のイメージに引きずられて、戸惑った。ウシをペットのように

かわいがり、丁寧に扱っていることはよく分かったが、あくまで畜産物であり、最

後は食用になることを考えると複雑な気持ちになった。ほかには、農場全体で何頭

ほどいるのか気になった。ロレッタさんが松阪木綿で最初にコースターを作ったあ

と、途中から「私はアメリカ人なのでビッグがいいです」と言い、ストールを作り

始めたシーンがあったが、なぜ突然そのような発言をしたのか、不自然に感じた。

突然松阪牛と違うものが出てくる番組全体の流れには戸惑った。一方で、ホルモン

が回転寿司のように流れてきて食べられるお店は珍しく、行ってみたいと思った。

番組の最後に流れていた音楽は、落ち着いた雰囲気で癒やされた。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

          ウシがストレスに弱いというのは、まさにそのとおりだ。現

場でも細心の注意をはらった。多くの農家を取材し、今回の登

場いただいた農家の方にご協力いただいた。農家の人が外国人

に来てもらいたいと思っているかと言えば、そうは思っていな

い農家が多いというのが正直なところ。ただ、外国からのお客

さんは多いと聞いている。その場合は、消毒をして見てもらっ

ており、外国人を受け入れた経験はある。一方で、市側は、松

阪牛がこんなに売れているのに、どうして松阪市に来てくれな

いのかという思いは切実にあったようなので、今回番組で取り

上げた。市側もいろいろな取り組みをやっているが、外国人は

なかなか増えない。ただおいしいだけではなく、こんなに手を
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かけて作られたウシなのだという本質部分を知ってもらうこと

が重要だと思う。ロレッタさんが、コースターでは満足できず

より大きいものを作りたいと発言したのは突然だった。ハプ

ニングも視聴者に伝えることで臨場感が湧くと思い、番組でも

その部分を伝えた。 

 

 

○  動画投稿サイトに上げた動画の効果についてはどう考えているか。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

          ゲストに動画をアップしてもらうことで、外国人が来るように

なったかというと必ずしもそうではない。 

 

          個々で効果があったりなかったりしているが、具体的な成果

については７県全部回ったところで番組としてまとめて検証し

たいと思っている。 

 

 

○  外国人観光客に一番人気があるのは松阪牛だということを知らなかった。外国人

観光客が少なく、松阪市を訪れる外国人観光客の数は三重県に来る人のおよそ２％

程度だと述べていた点は、そうだろうという印象を持った。「ユーチューバー」とい

うことばは初めて知った。松阪駅前での出演者の会話は、けなげで、誠実さを感じ

た。ロレッタさんが肉を食べるシーンは、タレントが浮き過ぎず、控えめ過ぎず、

ユーモアを醸し出していた。ＹｏｕＴｕｂｅの発信でまとめていくという手法は、

区切りが付いてよかった。場面転換はスムーズで、違和感を抱くところはなかった。

ウシを連れて棚田百選の田舎を歩く場面は、家族旅行の雰囲気が出ていた。途中で

ビニールを敷いて金網の上を渡らせる場面や、横を小学生が駆け抜けるところは、

臨場感があった。ウシに焼酎をかけてワラで拭くという場面は興味深い映像だった。

ウシが景色を楽しむというのは意外だった。番組では、ウシに景色を楽しませたり

ビールを飲ませたりするのは、ウシのストレスを少なくし食欲を増すからだと説明

していたが、人間ではストレスを受けると逆に食欲が増える人がいる。なぜストレ

スを受けると食欲がなくなる人と増える人がいるかについては諸説あるが、その説

の 1 つに、人間の食欲は１～２歳の幼児期に形成され、きめ細かな母親は赤ちゃん

の要求に応じ、ミルクをあげたりおむつを換えたりするが、なかには泣けばとにか
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くミルクをあげる母親もいる。すると、泣くとミルクを飲むという反射が出来上が

り、ストレスが増えると食欲が増してしまうわけだ。このような諸説を紹介すると

番組にも深みが増したのではないか。ウシにわらじを履かせて江戸まで運んだとい

うのは興味深いエピソードだった。おもしろい話だったので、もう少し深掘りして

ほしかった。日本は明治になるまで、ウシの肉を食べる習慣はなかったが、文明開

化により肉食が広まった歴史がある。そのような時代の流れが松阪にまで及んでい

たことは、番組を見て初めて知った。当時の日本人はウシやブタを食べると、ウシ

やブタになってしまうのではないかと心配したほどだった。どのように日本人に肉

食が広まったのかという歴史を番組でももう少し取り上げると、全体的に深みが増

したと思う。 

 

○  ウシがビールを飲むのはＰＲのためだと思っていたが、番組を見て松阪の友人に

確認したところ本当に飲ませていることがわかった。その上、ほかの地域で肥育さ

れている肥育農家にも広まったという話なので、そうであればビールの量や回数、

どうして美味しくなるのか、ストレスの影響だけなのかといった効果などをもう少

し詳しく知りたかった。ブラッシングも同様だ。なぜ焼酎なのか。あれは消毒の役

割があるそうだが、そういった面も紹介してほしかった。松阪牛を食べられるお店

というと有名なお店がいくつかあるが、そこを外し、違うお店を紹介したのはなぜ

か気になった。高級すぎるお店は外そうという意図だったかもしれないが、ブラン

ドというのは、トップがどれだけ高いかで決まる側面もある。一番高みに何がある

かでブランド力も決まると思うので、そういったお店も紹介してもよかったのでは

ないかと思った。松阪牛のブランド力は、最近は落ちていると聞いている。ウシを

テーマにするならば、ブランド力の高いウシに絞ったテーマで見たいと思った。日

本人は外国人からどう見られているかということが好きな国民だが、テレビでもこ

の切り口で放送した時に、一般受けするのだろうかと思った。町全体の様子がわか

るように松阪茶や伊勢山上を入れたということだが、テーマを絞った方が興味が持

てると思う。松阪市といえば、本居宣長だが、メディアはしっかりと扱いきれてい

ない面がある。歴史上希有な、屈指の文化人だ。観光資源としても十分注目できる

人物だと思うので、ぜひいつかよい切り口で本居宣長を扱ってほしい思った。 

 

○  松阪牛についてどんなことを知ることができるか興味を持って見た。気になった

点は３つあり、１つ目は番組構成だ。ロレッタさんの松阪牛のパートとダイアナさん

のパートが交互に入ってきたが、紹介の要素が多くポイントが分かりづらかった。

松阪牛という１つのテーマで最後まで続け、その後にほかのテーマに移るという構

成の方が見やすいと思う。例えば、松阪の食の紹介で松阪牛、衣服の紹介で松阪木

綿、住の紹介で伊勢山上といったように移っていくと、松阪市のよさをもっとアピー
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ルできたのではないか。２つ目は、松阪牛の肥育方法だ。ほかのブランド牛とどう

いった点が違うのか、知りたかった。肥育方法もなぜビールではなく焼酎でブラッ

シングしているのか、散歩は本当に一人で連れていっているのかなど、こまかな点

が気になった。ほかの飼育者の姿を見かけなかったので、疑問に思うことが多かっ

た。ほかのブランド牛との違いを明確にすることで、松阪牛のブランド力も伝わっ

たと思う。３つ目は、その地域に住んでいる外国人と協力し町の良さを発信した方

が、効果的なのではないかということだ。伊勢山上や伊勢茶の入れ方はもっと知り

たいと思う話題だった。時間がたち日本を訪れる外国人観光客の数も変わるなか、

５月の放送と同じような構成でよいのか疑問に思った。 

 

○  外国人観光客に地元が魅力的に見えるのかどうか、魅力があるとしたらどうＰＲ

していけばよいかを、外国人を招いて検証するというコンセプトが冒頭述べられて

いたが、映った映像や情報はほとんど地元の人しか知らない情報だったように思う。

そのため、外国人観光客向けというよりも、むしろ他の地域の日本人に松阪を訴求

する上でとても有益な情報であったように感じた。三重を訪れた際には、マグロで

有名な青森の大間を訪れるような感覚で松阪を観光先の新たな選択肢に入れるよう

になった視聴者もいたのではないかと思った。また、番組構成はテンポのよい場面

展開で、ロケシーンの合間にミニコーナーを挟み込んでいた点もメリハリがあり、

とても見やすかった。松阪牛のシーンについては、日本人の畜産に関する社会的背

景やメンタリティーとして、家畜をファミリーとしてペットのごとく名前を付け、

散歩させ、愛しみ育む環境と、最後には食用として解体するという環境を同時並行

的に楽しむのはかなり厳しかった。狩猟や家畜の解体と日常生活が結び付いている

文化圏の外国人なら向いている内容にも思えたが、食用の家畜に名前を付けペット

のようにかわいがるという行為はほとんど耳にしたことがないので、果たしてどう

なのだろうかと思った。いずれにせよ、あまり無防備に肥育シーンをインターネッ

トなどで公開し話題になると、異なった文化圏や価値観の人たちから無用の反感を

買うこともあるので、一定の留意が必要だと思った。これらのシーンを含め、全体

的にたった１人の外国人の意見が、すべてを代表しているかのような短絡的な展開

には、あまり共感を覚えなかった。日本人以外を十把一からげに全部外国人と呼ん

でいることからも、真剣に観光政策を検討しているようには見えなかった。そこま

で踏み込むことを目的とした番組ではないのかもしれないが、真剣に松阪のことを

考えている経済界や市民、観光関係者からすると、市から届いた最後のお礼のメー

ルは、このような施策しか考えていないのかという印象を与える内容だったように

思う。 

 

○  松阪にはよく行くが、外国人観光客を見かけることはほとんどない。番組で紹介
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していた、外国人観光客が訪れる割合は三重県全体の２％という数字は納得できた。

国内の観光客も少ないように思う。それに比べ松阪牛の知名度は高い。市の観光課

の方が松阪牛はどこでも食べられるから松阪市に来てもらえないと嘆いていたが、

本当にその通りだと思う。番組では、松阪でしか食べられないホルモンや、お肉が

回転寿司のように回ってくるお店を紹介していたが、外国人の方がホルモンをあま

り食べないというのは初めて知った。ウシがどのような環境で育てられているかを

知ってもらうことはよいことだと思うが、実際は規制も多いので、いつでもウシと

触れ合えるかのように紹介していた点は違和感を覚えた。明治時代にウシにわらじ

を履かせ松阪から東京まで歩いたという松阪牛の誕生秘話は興味深かった。松阪木

綿のパートでロレッタさんがストールを作っていたが、実際に観光客の方が行って

も同じような対応をしてもらえるのか気になった。体験は料金も高く、時間もかか

り、なかなかできないという実情があると思う。一般の人が訪れてもできないこと

を紹介するのは、疑問に思った。松阪市は松阪牛だけではなく、御城番屋敷といっ

た武家屋敷などもあり、おもしろい町だ。一方で、松阪市はリーズナブルに食事が

できる場所や買い物ができる場所、宿泊先などはあまり整備されていないように思

う。観光客が増えても対応できないのではないか。市側はそういったことも踏まえ

て、外国人観光客を増やしたいと思っているのか気になった。 

 

○  松阪の魅力は、松阪城や御城番屋敷、本居宣長など有名なものが多くある。松阪

は地理的に行きづらい場所で、どうしても遠く感じてしまう。松阪という町は意外

と知られていないと思うので、番組では松阪駅を中心とした地図を紹介していたが、

もう少しどのような位置関係にあるか全体がわかる形で紹介してもよかったと思う。

さまざまなものを取り上げていたが、どのように移動しているかの紹介がなかった

ので、実際に訪れる人の気持ちで構成されていないように思った。ウシの話、山の

話、木綿の話、この一貫性、軸が分かりづらかった。個々は非常によいアプローチ

で内容もよかったが、前後のつながりが全くないように感じ、違和感があった。ま

た、観光は点ではなく面で見るものだと思う。面で捉えた取り組みを行わないと、

外国人観光客を増やすことは難しいと思った。いずれにせよ、ウシはストレスに非

常に弱く、人が近づいたりするものではないので、観光客のリピート性などを考え

ると、本当にこのテーマの取材でよかったのか疑念が残った。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

          人間の食とストレスに関する視点も入れられれば、番組にも深

みが増したかもしれない。回転焼き肉のお店を選んだ理由は、ホ

ルモンの種類が一番充実していたからだ。また、「コリコリ」と
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呼ばれる地元の人が好んで食べるホルモンがあり、そのホルモン

がいつもあるというのも理由だ。もちろんリーズナブルに松阪牛

を食べられるというのもある。今回は、観光という切り口だった

ので、松阪牛のブランド力については深く触れなかったが、肥育

方法などもう少し詳しく構成してもよかったと思った。今回紹介

した農家では、昔から焼酎でブラッシングしているようだ。松阪

牛全体が焼酎でブラッシングしているのかまでは定かではない。

ロケがウシの品評会直前の時期だったこともあり、協力いただけ

る農家に限りがあった。出演する外国人の反応を入れながら、多

くの意見を反映しているという構成を目指している。何を取り上

げるかは悩んだが、現地に住んでいる外国人にも聞き、評判がよ

い場所を取り上げた。どこまでその地域の観光資源を紹介するか

は、いつも悩ましい点ではある。今後の課題としたい。地理的な

情報やアプローチは今回は不足していたかもしれない。 

 

                   番組の提案採択の基準は、岐阜県でいえば高山市、三重県でい

えば伊勢市など、すでに有名な所は除き、できればあまり知られ

ていない場所を選んでいる。ウシの肥育を見せるというアイデア

はこちら側からの提案という側面もあったが、みなさんのご意見

を聞き、吟味の余地があると思った。知られていない魅力に着目

し、それを掘り起こす番組なので、有名な観光スポットを紹介す

るのとは違う難しさがあると思う。また、テーマ・構成について、

人が訪ねていくという物理的なコースを考えると、旅としては成

り立つが、テーマが行った先々で散漫になる。逆に、テーマを通

そうと思うと空間的に飛ぶというジレンマがあり、そこは今後、

より一層演出面で工夫が必要だと考えている。 

  

          「おもてなし中部」は普通の旅番組にならないようにしている。

挑戦的な取り組みを行っている。今後も進化させていきたいと

思っているので、引き続きご意見を頂戴したい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２日(金)ぎふスペシャル「地域の力で 大垣ミナモソフトボールクラブ」(総

合 後 7:30～7：55 岐阜県域)を見た。このソフトボールクラブは、2012 年に開催さ

れた「ぎふ清流国体」をきっかけに結成されたチームだ。クラブの運営は、１０社

の企業が運営費を公平に負担し、２～３名が正社員として雇用され、行政、市民が

一体となって地域全体で支えている。とても画期的なユニークな運営方法をとって

いるチームだ。ミナモの１年の活躍と企業と市民の関わりを、番組では紹介してい

た。番組では、クラブの運営方法の説明に図を使い、企業と行政・市民との関わり

方を分かりやすく紹介していたと思う。企業の業績低迷でクラブが廃部になり会社

を辞めざるを得なかった選手たちが、このチームでは各企業で正社員として働き、

午後からは練習をするという選手にとって不安のない形で練習ができていることも

よく分かった。市民が試合や練習を見に行き、選手との交流を深め、大垣弁で話す

様子は大変親密さが伝わってきた。大垣ミナモの１年を長期的に取材したことが分

かり、よかった。また、企業の社長さんが合宿に顔を出したり、一緒にグラウンド

を整備したりする様子、ほかの企業の方も毎夜応援にかけつける姿は、企業がただ

雇用しているだけではなく、心から選手を受け入れ、応援し地域貢献することで一

致団結できている様子がよく伝わった。クラブの目標は１部昇格で、結果も大切だ

と思うが、目標に向かうために選手・企業・市民の人と人とのつながりがあり、企

業が地域貢献をし、地域がスポーツを通して盛り上がっていることのほうが重要だ

と思わせてくれる番組だった。今回は岐阜地方のみの放送だったが、ぜひほかの地

域でも放送してほしい。 

 

○  １１月２０日(日)日曜Ｔｕｂｅ「中部の至宝！コンクリート芸術の謎を追う ～浅

野祥雲三大聖地～」を見た。実は、学生時代に五色園に行ったことがあるが、浅野

祥雲が作った像であることは初めて知った。ユニークな像が多いので遊び心で作っ

ていると思っていたが、実は平和を願い作られた像だということが分かり、背景を

知ることができてよかった。コンクリートで作られていることも初めて知った。地

震に遭った経験からレンガは弱いのでコンクリートで作ったという点は防災意識が

芸術につながっていると思った。芸術は身近に触れる機会が少ないが、この像の周

りで、楽しんで遊んだ記憶がある。今もペンキを塗り直すなどケアしており、未来

につながっていくという意味で、よいものが置かれていると思った。ただ、コンク

リートにペンキを塗ると、なぜあんなにもチープに見えるのかと思った。他局の番

組でその土地の人を紹介する映像表現と同じように、浅野祥雲が制作した多くの像

を紹介していた。個人的にはおもしろかったが、ＮＨＫとしてどういう視点で取り

入れたのか、知りたいと思った。 
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○  １２月２日(金)ナビゲーション「地方から挑む“体に優しい”がん医療」を見た。

医工連携の取り組みには驚いた。病理医が治療の方針や戦略、術中迅速診断など非

常に重要な役割を担い、担当医をナビゲートしていることが分かった。病理医は不

足しているようだが、どのようにして病理医になるのか、学会のようなものはある

のか気になった。非常に重要な役割を担っていることが分かったので、病理医を増

やすにはどうすればよいのだろうかと思った。 

 

○  １２月２日(金)ナビゲーション「地方から挑む “体に優しい”がん医療」を見た。

医工連携や病理医の不足をテーマにした番組だった。正確な報道だったが、視聴者

は自分とどう関係するかという視点で番組を見ると思う。見ている人は福井県の人

だけではないので、あたかも福井県だけでしか行なわれていないような印象を与え

る構成はよくないと思う。番組で取り上げていた陽子線治療は愛知県でも行われて

いるし、腹くう鏡治療も大抵の地域でできる。番組からは、あたかも福井県だけ特

異であるかのような印象を受けたので、日本国内での位置づけを紹介したほうが視

聴者には間違ったイメージが伝わらなかったのではないかと思った。 

 

○  １２月２日(金)ナビゲーション「地方から挑む“体に優しい”がん医療」を見た。

大変内容の濃い、価値ある取材で構成された番組だった。高く評価したい。医学の

進歩は器具だけではなく、それを使いこなす医療現場の努力や病理医の存在が重要

だということが、包括的な取材により説明されていた。福井県の医工連携の取り組

みを紹介していたが、着眼点が大変すばらしかった。地方の技術力が医学にも波及

効果を及ぼしていることがよく分かった非常にすばらしい内容だった。地域の先進

的な技術の深掘りや異業種の連携は、ＮＨＫならではの取材だと思う。ぜひ地域お

こしのためにも取材を続けてほしい。 

 

○  １２月９日(金)ナビゲーション「命を救うための“変革” ～密着・児童相談所～」

を見た。日々、児童虐待が報じられ、心を痛めている。最もコアな単位であるはず

の家族の中で行なわれる虐待は、密室の中の悲惨な事件だ。なぜこのような事件が

多発しているのかと思っている。子どもは親が保護養育するという今まで当たり前

だった規範を離れ、現場の実態を直視し、子どもの命を守ることを優先するという、

児童相談所の先進的な取り組みが今回は紹介されていた。虐待にあった子どもたち

を親から引き離し生命の危険から保護するという取り組みは、所員の中でも悩みを

感じ、模索している様子が映し出されていた。不寛容な社会や格差社会が生み出し

ていることなのか、親が置かれている精神的に不安定な状況が原因なのか、また、

親の未成熟故なのか、いろいろ悩み、考えさせられた。このような環境、受け入れ
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ることの課題について、今後どうするべきなのか、大変考えさせられた番組だった。 

 

○  １２月２日（金）金とく「切手のないおくりもの～Ａ ＳＯＮＧ ＦＯＲ ＹＯ

Ｕ～森山良子・クリス・ハートがつづる歌だより」を見た。歌が取り持つ人の絆と

感謝というテーマで、心温まる番組だった。特に、フォークソングは人生の移ろい

や悲しみ、苦しみ、喜びといったものを非常に感動的に歌ってくれるもので、歌の

価値を実感した。ただ、「金とく」としては、軽いタッチの番組だった。企画者がどん

な理念と価値観で、この２つのオムニバスの形式の内容を仕掛けたのか、ＮＨＫの

取り上げ方にしては深みが足りなかったように思った。 

 

○  １２月１１日(日)日曜Ｔｕｂｅ ショートストーリーズ「“碁縁”を大切に タタ

リの杜と生きる」を見た。この種の番組は好みがあると思うが、今回もよい題材を

見つけてきたと思う。特に、福井県おおい町大島地区にあるタタリの杜というのは、

柳田国男がものすごく関心を持っていた本当に古くからの習俗だ。１年に１度だけ

住民が足を踏み入れ、収穫の感謝、先祖への慰霊、自然への思いを表すという不思

議な習俗だが、そこに着目し、地元によく入り、取材しにくい普通の市井の人に迫っ

た番組だった。完璧なヒューマンストーリーにはなっていないが、ゴツゴツ感、リ

アリティが好きで、楽しく見た。こういう風習は今、どんどん減っている。都会だ

けでなく、山間部のほうでも支える人がいなくなり、習俗がなくなっているという

こともある。人が多い中都市では、まだ習俗が残っているということもあるので、

地元の人にとっては当たり前でも、日本がずっと培ってきた心の文化の多様性のよ

うなものに光を当てた番組を、ぜひ今後も制作してほしい。 

 「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）」をよく見る。それぞれの分野で活

躍している著名人がお互いにインタビューし合うので、個人個人の深い興味や人間

に対する関心、本音の部分が出てくる。普通のトーク番組と違い人選がすぐれてい

ておもしろい。最近では、１２月３日(土)にアンコール放送していた「水野良樹×西

川美和」の回がよかった。作品では伝わらない２人の個性がよく引き出されていた。 

 「日曜Ｔｕｂｅ ショートストーリーズ」も「ＳＷＩＴＣＨインタビュー」も、

特段のニュース性や話題性はないが、制作する側のこういう切り口で作りたいとい

う気持ちがはっきりしている、あるいは、物事や人の価値に気づくことができると

番組が成立するのだと思う。情報があふれ、インターネット時代を生き抜いていか

なければいけないが、価値に気づき作られた独自のコンテンツは生き延びられると

思う。この２つの番組をもう少し見ようと思いＮＨＫオンデマンドで探したが、見

当たらなかった。見逃し番組というカテゴリーと特選番組というカテゴリーがある

が、選定の基準がどのようになっているのか知りたい。 
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    （ＮＨＫ側） 

          関心が高い番組、要望が多い番組をＮＨＫオンデマンドの対

象としている。インターネット配信をする際に一番大きな問題

となるのが権利の問題で、権利処理ができない、あるいは処理

費用が高額になる番組は除外されている。今回の番組は、ＮＨ

Ｋオンデマンドの対象にはなっていなかった。 

 

 

○  １０月１８日(火)うたコン「心おどる！名曲ダンスパーティー」１１月２９日(火)

うたコン「男心・女心 別れを彩る恋の名曲集」を見た。浅丘ルリ子さんや菅原洋

一さんなど、幼い時に見ていたときから全く変わらない姿に感嘆した。昔は懐かし

のメロディーは古いなと思っていたが、そういった番組も楽しく見られるように

なった。「ＮＨＫ紅白歌合戦」も楽しみだ。 

 ニュース番組をよく見る。先日見た鵜様道中は、昔からのお祭りは大事だという

ことに気づかされるきっかけになった。今後もこういった出来事は伝えていってほ

しい。１１月２７日(日)に放送していた「日曜美術館」は日本の祭りを水墨画で描い

ていた中国の人を紹介していたが、伝統を次世代につなげていくことの重要性を感

じた。 

 

○  「これでわかった！世界のいま」をよく見る。１時限目は充実しているが、２時

限目の扱いが曖昧だ。たとえば１１月２７日(日)はヨットレース、１２月４日(日)は

中国の人口減少を取り上げていたが、１２月１１日(日)は１時限目で北方領土につい

て取り上げ、２時限目はなかった。どのような基準で構成しているのか疑問に思っ

た。番組は非常に分かりやすい。世界情勢を知るための欠かせない番組になってい

る。今後も続けてほしい。 

 １１月２０日(日)ＮＨＫスペシャル「“がん治療革命”が始まった ～プレシ

ジョン・メディシンの衝撃～」を見た。がん細胞の遺伝子変異を解析して明らかに

し、部位ごとではなく遺伝子の変異に合った薬をそれぞれ投与するという高度な医

療が進んでいるという話だった。がんは手遅れになると死んでしまうと思っていた

が、ステージ４でも場合によってはこの治療により助かり、がんも治る時代が来て

いるのだと思った。遺伝子変異の解析には高額な費用がかかるようだ。解析には４

０万～100 万円、新薬には月９０万円もかかり、普及は難しい。一方で、長寿化し

医療費が高額になっているという議論もある。番組では、遺伝子変異にあった薬を

投与することで、むだな投薬を避けることができると述べていたが、具体的にはど

うするのか現状の取り組みが見えてくるとよかった。がん検診の精度向上は進んで
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いると思うが、自分の回りでもいきなりステージ４のがんが見つかるケースがあっ

た。なぜ、検査の精度が高まってもいまだにこのようなケースがあるのか、気になっ

ていて、検査精度向上の進捗状況をもう少し知りたいと思った。一方で、アメリカ

では、人工知能（ＡＩ）を使って、どういった薬が最適か見極める技術もあること

を知り、大変驚いた。 

 

○  １１月２７日(日)ＮＨＫスペシャル「追跡 パナマ文書 衝撃の“日本人７００

人”」を見た。この番組は、ＮＨＫにしかできない追跡だったと思う。勝手に名前が

使われていた人もいたようだが、今後もこのような追跡取材した番組を放送してほ

しい。 

 

○  １２月３日(土)ＮＨＫスペシャル「あなたもなれる“健康長寿” 徹底解明 １０

０歳の世界」の再放送を見た。自分が８０歳になることを想像すると嫌だなと思っ

ていたが、番組を見て人生観が変わった。８０歳、もっと言うと 100 歳を過ぎると、

今が幸せと思える精神状態になれることを知り、未来に可能性を感じた。アンチエ

イジングに興味があるが、職場でもラジオ体操を行っている。健康に注意し、風邪

を引かないように、転ばないように、100 歳を目指せるように、番組の言葉を借り

ればすべての体のミトコンドリアがそれを意識するように日々努力したいと思わせ

てくれる番組だった。 

 

○  １２月１２日(月)ＮＨＫスペシャルドラマ 東京裁判「第１話」(総合 後 10：25

～11：25)を見た。東京裁判自体が遠い過去の、教科書の中だけの話のように感じて

いたが、東条英機など白黒の映像に色を付けリアルに見せられると、鳥肌が立った。

色が付くだけでこんなに現実的になるのかと思った。事前に放送されたこの番組の

メイキング番組を見たが、ありとあらゆる皮膚の色のデータを集め、ＡＩに解析さ

せ皮膚の色を付けた話が紹介されていた。放送前に番組の舞台裏を紹介する内容を

放送するのはよいことだと思う。ドラマの最後で判事たちの横顔を映す演出があっ

たが、判事自身は亡くなっているが、その子孫の方がいらっしゃるわけで、現代に

もつながっていることを感じさせてくれた。すばらしいシーンだった。内容は物語

調ではあるが、現実の苦悩の様子がよく伝わってきた。共に正義があり、闘い抜い

た上で決着がついたのだと思うと、未来に平和を残す大切さを感じる番組だった。 

 

○  １１月２０日(日)猫のしっぽ カエルの手 ２０１６～京都大原 ベニシアの手

づくり暮らし～「丹波・丹後への旅」を見た。この番組のよさは、毎回、ベニシア・

スタンリー・スミスさんが大原の人たちと地元の自然やハーブを通して仲よくなっ

ていく姿、地元大原の地産地消で生活する姿、その日その日をゆったりと過ごし、
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時間に追われることのない生活をする姿、庭のハーブで季節を感じ、ハーブを使っ

たケーキや飲み物を作ったり、季節に合わせた生活をしたりする姿など日常の小さ

なことを題材にし、派手ではないが、知らない驚きと感動があるので、大好きで楽

しみに見ている。また、最後にベニシアエッセイといって英語でベニシアさんが朗

読し、翻訳がテロップで流れる。ベニシアさんの毎回の体験から感じたエッセイだ

が、日本人が忘れかけている日本のよさを彼女が思い出させてくれる内容のエッセ

イだ。古民家を再生し時間に追われず季節を感じたスローライフをしたいと思わせ

てくれる。すぐに実現できなくても、いつかはと夢を見させてくれる番組だと思っ

ている。 

 

○  １１月２３日(水)「足元の小宇宙 絵本作家と見つける生命のドラマ」(総合 後 7：

30～8：15)を見た。ありきたりな田舎の風景を文章と映像により最初から最後まで

見事に引き付けられるものにしていた。甲斐信枝さんの人生を縦糸に、老いた近所

の農夫たちとの何気ない会話が時折交じり、遠景と近景のカメラワーク、絵本と動

画の組み合わせ、人と自然、風と絵、自然と科学、遠い山脈と手元のキャベツの水

玉。テレビならではの技術で、独特な世界を作っていた。最初から最後までたるみ

がなく、渦のように湧き上がるドラマ性で、一貫性と連続性が保たれていた。４５

分間を飽きさせない構成だった。文章でいう品の文体があった。この作品を作った

制作者の世界があった。最初にクローズアップされた甲斐さんのしわしわの手が、

終盤には美しい手に見えてくる仕掛けも見事であった。老いることの豊かさを感じ

させた。何度見ても新しい発見のある秀作だった。 

 

○  １１月２４日(木)「第１回明石家紅白！」(総合 後 7：30～8：43)を見た。明石家

さんまさんが出演している他局の番組をほうふつとさせる演出、ナレーションだっ

た。企画意図が分からなかった。歌手との絡みからトークに至るまで、さんまさん

が出演しているほかの番組を寄せ集めただけのものに見え、ＮＨＫらしさを感じな

かった。まるでさんまさんに出演してもらえれば、すべてよいという風に見えた。

オリジナリティを創造しようという番組制作の志を感じることができず、非常に残

念だった。 

 

○  １１月２４日(木)「第１回明石家紅白！」を見た。さんまさんが３０年ぶりにＮＨ

Ｋの番組に登場することを楽しみに見た。さんまさんが好きなアーティストの方に

会い、会いたい理由や歌ってほしい曲をリクエストしてゲストの方と楽しく話され

ている様子が、非常におもしろかった。絶妙な話術にゲストの方のホンネが次々と

飛び出し、ほかの歌番組では見られないゲストの方の一面を見ることができた。親

しみやすく、よい内容だった。また、トークだけではなく、歌番組らしくゲストの
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方もしっかり歌を歌っていて、特に槇原敬之さんの弾き語りで「世界に一つだけの

花」を歌っていたのには感動した。本当にあっという間の７０分だった。もっと見

たかった。ぜひ続編も期待したい。 

 

○  １２月４日(日)さわやか自然百景「富士山 三島溶岩流」を見た。この番組は、噴

火を繰り返したコニーデ型の美しい独立峰富士山の成り立ち、駿河湾まで到達した

三島溶岩流の形成を舞台に、湧き水や三島の市街地を流れる源兵衛川のミシマバイ

カモ、ホトケドジョウなど希少種が生息する営みを、大変美しい映像と言葉の力に

よるナレーションにより、感動的で見事な番組に仕上げていた。戦後の経済成長期

には工場の立地が続き、溶岩流のひとつである楽寿園の小浜池などは湧水が枯渇し

てしまったという歴史もある。源兵衛川も今でこそ清流だが、市民の力によって清

流を取り戻したという大きなドラマを持った川だ。次世代を担う地域の子どもたち

にはもちろんのこと、多くの人々に視聴してもらいたい、教育現場でも活用できる

番組なのではないかと思った。 

 

○  １２月４日(日)サキどり「ギョギョッ！漁業を救うか？“未利用魚”」を見た。未

利用魚の流通に取り組んでいる方がいることは、この番組を見て初めて知った。本

当にすばらしい取り組みだと思った。刺身用として食べなかった魚の美味しさを広

めることで、全ての魚が売れるようになり、多くのお店でそのような魚を使ってく

れるようになれば、流通の面からも、新鮮さの面からも、漁師は助かるだろう。漁

師に希望を与える番組だと思った。「サキどり」は漁業関係の内容をたくさん取り

扱っているように思う。今後もこのような内容の番組を多く放送してほしい。 

 

○  １２月５日(月)ハートネットＴＶ ブレイクスルー Ｆｉｌｅ．６５「自分のゴー

ルに向かって生きたい ＡＬＳと闘う 恩田聖敬」を見た。ハートネットＴＶは、

障害者や難病患者に対し同情心や特別扱いといった視点を極力排し、フラットに向

き合うように努めているように思う。対象の取り上げ方によっては配慮不足に映っ

たり、逆差別的な違和感を覚えたりすることも少なくない。今回取り上げていた恩

田さんの生きざまには、病気になったからこう生きると決めたとか、病気になった

らからこう考えるようになったという、環境に左右されてこうなったということで

はなく、どのような環境にあっても変わりなく主体的に自分らしく生きるという、

人が生きるということの本質価値を体現する様が鮮明に描き出されていた。支援す

る人々も難病だから手伝ってあげているという関わり方ではなく、人と人が互いに

支え合うという、ごく自然なものであり、家族との関係もまたそうだった。それら

は、この番組が希求する様々な人々が共生する社会における人のあり方を明示する

ものであったように思え、大いに感銘を受けた。 
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○  １２月８日(木)クローズアップ現代＋「アジアが泣いた ＡＶ女優の死 ～歪んだ

“性”と闘う～」を見た。問題を取り上げるきっかけとして、元有名ＡＶ女優の急

逝を扱っていたが、ＮＨＫがＡＶ女優に焦点を当てたことに関心が集まり、番組で

「歪んだ“性”」と呼ぶ問題が、社会問題というよりも、このＡＶ女優が関わった一

案件として矮（わい）小化されてしまい、問題の本質理解が損なわれたように感じ

た。この問題をこのＡＶ女優の活動を通して訴求するのであれば、死後ではなく生

前に行うべきだろうと思う。あるいは、問題提起として扱うのであれば、このよう

なセンセーショナルなテーマやショッキングな出来事をモチーフにして行なうべき

ではないように思った。社会が意識しなければならない問題が、タイトルどおり「ア

ジアが泣いて」「ＡＶ女優が死んで」それでおしまいというふうに映り、釈然としな

かった。 

 

○  １２月８日(木)プレミアムカフェ 食は文学にあり「漱石と鴎外・文豪の食卓」と、

おまえなしでは生きていけない～猫を愛した芸術家の物語～「夏目漱石 吾輩は福

猫である」を見た。ナビゲーターは食にこだわりのある嵐山光三郎さんで、1999 年

の若かりし姿を見て懐かしく思った。夏目漱石と森鴎外の２人の明治の食生活の様

子が再現されていた。今まで知識としては知っていたが、映像も含めドラマ仕立て

で見るとよく分かった。食に関して漱石は木曜会というサロンを作り、そのときの

メンバーは内田百閒、寺田寅彦、高浜虚子、芥川龍之介などがいたそうだ。片や鴎

外のほうは歌会を開催していて、ドイツ料理でもてなしていた。そのメンバーには

与謝野鉄幹、与謝野晶子、伊藤左千夫、北原白秋、石川啄木、斎藤茂吉らがいたと

言われている。今から思うとそうそうたるメンバーが、食をともにしながら語らっ

ていたのだと思う。今は当たり前になっている牛乳、チーズ、バターなどその当時

はハイカラだと言われたものをふんだんに使いながら、当時の食を再現し、嵐山さん

が食べながら語っており、食が当時の文学なりいろいろなものに大きく影響したの

だと、この番組を見て改めて思った。 

 

○  １２月８日(木)昭和の選択「太平洋戦争 幻の航空機計画 ～軍用機メーカー中島

飛行機の戦争～」では、中島飛行機の創業から解散に至るまでの経緯が、戦況の推

移を背景に再現ドラマやアニメ、記録映画と合わせて効果的に紹介されており、最

盛期には 105 工場、従業員２５万人を誇った巨大メーカーの盛衰ドキュメンタリー

として、大変おもしろかった。一方で、創業者の経営思想や経営判断を問う出演者

たちによる発言は、いずれもその場の思いつきや根拠に乏しく想像の域を越えてい

なかったように思う。冗漫でドキュメンタリー部分の価値を増すようなディスカッ

ションにはなっていなかった点が残念だった。各出演者の発言要旨をフリップにま
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とめたりテロップで出したりするなどの工夫が必要なのではないかと思った。 

 

○  １２月９日(金)シリーズ 深読み読書会「夏目漱石“三四郎”～１０８年目のプロ

ポーズ～」を見た。個性的な出演者を選んでいた点がよかった。テーマがおもしろ

かった。「三四郎」の美禰子のモデルが平塚らいてうだったことは今まで知らなかっ

た。婚活小説という読み方は、最初無理があるのではないかと思ったが、男性に対

する捉え方としては 108 年前、「三四郎」が書かれたときの明治時代の男性の捉え方

と現代の男性のあり方がやや共通していると思った。この時代は、日露戦争に勝利

した後であり、産業革命の時代でもある。前近代から近代へと、日本が大きく変わっ

ていく時代だとゲストも言っていた。ロシアに戦争で勝利した日本に対して、1908

年にアメリカ海軍の大西洋艦隊が１６隻来たそうだが、日本に歯止めをかけようと

いう思惑もあったのではないだろうか。「三四郎」はちょうどこの時期に書かれてい

る。漱石は、その時代のいろいろな状況をうまく含めながら、作中の登場人物も当

時の関係者を基にしながら書いているのだと思う。改めて「三四郎」を読んでみる

よいきっかけになった番組だった。 

 

○  「歳末たすけあい」「海外たすけあい」のＰＲで、子どもが、自分のためではなく、

困っている人のためにこのおカネを使ってほしいと言っている姿に感銘を受けた。

自分には何ができるだろうかと考えるきっかけになった。「あさイチ」を見ていると

ことばづかいが気になる時がある。朝の放送時間帯なので、ことばづかいや映像に

は気をつけてほしい。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局  
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平成２８年１１月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 １１月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１７日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

 会議ではまず、事前に視聴してもらった、超絶 凄（すご）ワザ！ＳＰＥＣＩＡＬ「最

速自転車プロジェクト～世界大会・前編～」「最速自転車プロジェクト～世界大会・後編

～」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  小澤 正俊  （大同特殊鋼（株）相談役） 

 副委員長  小寺 功子  （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

 委 員  井口 昭久  （愛知淑徳大学健康医療科学部教授） 

     加藤 勇二  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

   佐野 俊和  （コマツサービスエース(株)代表取締役社長） 

   中村 智景  （四季料亭「助六」女将） 

   野田 雄一  （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

   長谷川明子  （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

   東    惠子  （東海大学海洋学部環境社会学科教授） 

   真能 秀久  （中日新聞社取締役人事労務担当) 

 

 （主な発言） 

＜超絶 凄（すご）ワザ！ＳＰＥＣＩＡＬ 

「最速自転車プロジェクト～世界大会・前編～」（総合 １０月２９日(土)放送） 

「最速自転車プロジェクト～世界大会・後編～」（総合 １１月 ５日(土)放送） 

 について＞ 

 

○  スペシャルにふさわしい内容だった。舞台となったアメリカのネバダ州のバトル

マウンテンは、見事な直線道路で、本当に驚いた。何が走っているのかと思うほど

不思議な形をしていて、自転車には見えなかった。速さを求めると、どの国も同じ

カウルの形になっていた点は興味深かった。前編は、整備不良や天候不良などトラ

ブルが続き、ハラハラドキドキしながら、この先どうなるのかと思いながら見た。

翌週の後編の放送が楽しみだった。後編は、アクシデントも含めしっかりと振り返

りをしていたので、前編は見なくてもよかったのではないかと思った。「凄（すご）

ワザ！」は他のシリーズの放送の時も、同様のことを思う時がある。また、番組冒
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頭で、出演者の喜んでいる表情が出てきたので、よい結果になるのだと予測できて

しまった。ライダーの小森亮平さんのギアを変えるという提案に、悩みながらも即

座に答えた池上敦也さんの技術力と、またその変化に対応できる小森さんのライ

ダーとしての能力の高さが５日目の記録につながったのだと思った。最後の挑戦は、

スタートで転倒するシーンもあり、本当にドキドキしながら、祈るような気持ちで

見た。ゴールしたときは、自分がゴールしたように嬉しかった。チームワークのよ

さがよく伝わってきた番組だった。「つらかったが目いっぱい楽しみました」という

言葉は、どれだけの努力を今までしてきたかという思いが切実に伝わってきた。 

 

○  ５月７日(土)に放送した超絶 凄（すご）ワザ！ＳＰ「世界最速自転車プロジェ

クト～強豪オランダに挑む～」を見ていないと、世界大会挑戦に至る経緯や動機が

分からず、唐突に世界最速への挑戦が始まったという印象が強く、途中から番組を

視聴しているような消化不良感を覚えた。過去のシリーズは、番組が与えた挑戦テー

マに複数のチームがそれぞれのアプローチで取り組むことによって、アプローチの

多様性とそれぞれが生み出す工夫や発想、そしてそれを実現する技能や職人気質に

凄ワザを実感させるという構成だったように思う。番組からの挑戦をそれぞれの

チームが受けて立っているので、チームの挑む姿勢や、敗北によって被るおそれの

あるリスクについても、挑戦者に主体性があった。また、競争条件についても、す

べての挑戦者と視聴者が共有、共感できるものだった。しかし今回は、番組からの

オファーに基づき、番組の企画チームとして世界記録に挑戦していたため、挑戦者

が負うリスクはなく、番組主導で世界大会に挑むというだけの物語に見えた。視聴

者は結果にしか興味が湧かず、肝心のモノづくりのプロセスや作り手のこだわりへ

の関心が薄くなってしまうのではないかと思った。また、競争相手である他国の技

術レベルやアプローチの紹介がなかったため、日本チームの技術やモノづくりの凄

ワザを評価する比較基準が見当たらなかった。万全の態勢で挑んだと紹介したにも

かかわらず、本番前に一度も試乗していなかったことから発生したトラブルは、場

当たり的な対応をしているように映ってしまい、この番組が本来訴求しようとして

いる日本の中小企業レベルのモノづくりの高さを実感させる凄ワザでなかったよう

に思う。競争条件もあいまいだった。最近、芸能人がアマチュアの競技大会で好成

績を上げたり過酷な登山に挑んだりする番組をよく見かけるが、そのような番組と

同じようなテーマ設定・構成に見えてしまい、「凄（すご）ワザ！」がようやく確立

してきたオリジナリティと離れてしまったことが、もったいなく思えた。 

 

○  アメリカの壮大な大地で長い直線を走る最速自転車はとてもかっこよく、印象に

残った。闘い抜いた後のみなさんの表情が、やり遂げた充実感で満ちあふれており、

大変感動した。技術者の自信のある姿や挑戦が終わったあとの笑顔、また懸命にペ
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ダルを踏む様子など、魅力的だった。内部の様子を撮影するために、自転車の中に

カメラがついていたが、走行中によく気にならなかったなと感心した。課題に感じ

たことは２つあり、１つ目は構成だ。他のシリーズも含め前編・後編と２回に分か

れていることが多いが、後編だけで十分なように思う。今回も、前編と後編の始ま

り方がほとんど同じで、後編だけを見ればよいという気持ちになった。２つ目は、

６日目の走行で車体の後ろから追いかけたため、カウルのスピード感を実感できな

かったことだ。５日目のように道路の側面から捉えてほしかった。あるいは、スピー

ドメーターを見せれば、何キロで走っているかが分かり、もっと実感を持って見る

ことができたと思う。急にリプレイ映像が入り、走行が終わったのかどうかが分か

りづらかった。他には、なぜこの大会に至るまでに試乗しなかったのか不思議に思

えた。乗り手と作り手のコミュニケーションが事前にうまくいかなかったのではな

いかと危惧した。他国のチームは女性が何人か入っていた。今回のチームを番組側

で作り上げたのだとすると、チームに女性メンバーをいれて構成してほしかった。

そうすると、日本も女性がモノづくりの第一線で活躍していることや世界大会に女

性も参加できることを伝えることができたと思う。 

 

○  人生にはいろいろな楽しみがあり、特にアメリカではその種の競技やゲームが多

くあり、この競技もそういったバラエティーの中の一つだと思いながら、楽しく番

組を見た。「凄（すご）ワザ！」は、紙ヒコーキや竹とんぼといった普通の人が日頃

扱っている物をテーマにし、中小企業や職人の技といったものに焦点を絞って、目

的に向かって一心不乱に勝負をしていくというヒューマンストーリーが非常によい。

今回、海外に舞台を広げていたが、その中でもライダーの小森さんは世界で活躍す

る歴戦のプロなので、そういうプロ意識やそれに対応するリーダーの池上さんの姿

など、もっと踏み込んで描いてもよかったのではないか。また、カウルを設計した

関比古さんも、さまざまなことを想定し準備をしていたと思う。その様子ももっと

知りたかった。さらに、技術で言えば、例えば、他の国と比べて車体が長いほうが

有利なのか短いほうがいいのかとか、ギアの素材はどんなものなのか、重さはどう

影響するのかなど走行性能を左右するようなデータがもっときめ細かく紹介されて

いると、科学的な側面から視聴者をさらに引き込むことができたのではないかと

思った。「凄（すご）ワザ！」は技術者たちの挑戦を描き、いろいろな職種の様々な

知識や技を競うことで、職業や生き方というのは本当に多様だということを言外に

子どもたちに伝えることができる番組だと思う。その点も踏まえながら今後もさま

ざまな題材を扱ってほしい。構成については、今回のテーマであれば、１本で倍の

放送時間を使ったほうがよかったのではないかと思った。緊張感も保てたと思う。

テーマ設定が難しい番組だと思うが、放送頻度は今後も検討してほしい。 
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○  このような競走は初めて見た。おもしろかった。スポーツ中継のようであり、ま

た人間ドラマでもあり、科学的な説明もテレビならではのもので、分かりやすく、

簡略的だった。構成も緊張感を高めてくれるものだった。むだな映像もなく、飽き

ずに見ることができた。ほかのチームの紹介もあれば、さらによかったと思う。前

編・後編ともに番組冒頭で概要を説明し、繰り返し展開を予測させる構成もよかっ

た。一方、前編でこの大会のルールがよく分からないまま番組が進行していくこと

に不安感、消化不良感があった。大会４日目にして本戦に初めて出場したり、日本

チームが走行に失敗をしてももう一度走るチャンスを得ることができたりと、なぜ

そうなったのかが分からず戸惑った。整備不良のシーンでは、なぜ日本にいる間に

準備ができなかったのか、想定される突発事故に備えてこなかったのか、チームの

結成に至るいきさつが紹介されていなかったので不満が残った。過去のシリーズは、

対決のルールはＮＨＫが主体となり決めていたと思う。しかし、今回は国際大会と

いう既存の競技に参加するので、今までとは違い、自前ではないルールがあった。

司会者も進行役ではなかった。だから、競技のルールが明確に分からないまま引き

ずり込まれていくという理不尽さが付きまとっていた。視聴者からすると、ほかの

人には分かるが自分だけ理解ができないのだろうかという不安が残ったと思う。後

編では、ルールが次第に分かってきたので、安心して見ることができた。見終わる

と、それぞれに制作者の意図や意味があり、緊迫感もそこから生まれていることが

分かった。結論としては、よい番組だと思った。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

          後編の番組冒頭で喜んでいる表情を見せたことにより最後の

結論が予測できてしまったという点については、今後見せ方を

検討したい。みなさんからの意見をお聞きし、チーム結成から

１０か月、大会まで４か月というスパンが、通常と比較しどれ

ほど短期間かということを、番組で伝えきれていなかった点が

問題だったと思った。今回のチームは、みなさんやりたいと手

を挙げてくださり結成されたチームで、仕事の合間などの自由

時間を活用し準備を進めてきた。通常であれば、４～５年かけ

て準備をして出場するような大会のため、そもそも時間がない

中で準備を進めていたがその部分を描ききれていなかった。ま

た、この走行は路面が非常に重要で、実際の大会で走る路面で

チェックを行わないと意味がないという側面もあり、番組では、



5 

そういった事情の説明が足りなかったかもしれないと、ご意見

を聞いて思った。この大会はゴール地点が非常に分かりづらい。

どうすれば視聴者に「ここが測っている区間」だと伝えられる

か悩んだ。スピード感についても同様だ。もう少し演出でも工

夫できたかもしれない。今後の参考にしたい。 

 

 

○  感嘆した。時速 100 キロメートルを超える究極の自転車で人力自転車がここまで

走れるのかと大変驚いた。限られた時間の中で世界大会に挑戦したと聞き、さらに

驚いた。初参加でありながら世界の強豪を抑えての２位という結果に、挑戦者たち

のものづくりの極みを見た。自然環境にも左右されてしまう中、さまざまなアクシ

デントをこのスペシャリストたちが、互いにリスペクトしながら自分を追い込んで

いく仕事魂に鳥肌が立ち、大変見応えのある番組だった。多くの視聴者は前編が終

わったときに、次はどうなるであろうとハラハラドキドキしながら次週を心待ちに

したと思う。しかし、後編の冒頭では前編のダイジェストがしっかりとあったので、

拍子抜けした。ナレーションの千葉繁さんの深みのある声により挑戦へのストー

リーが語られていたが、非常に印象に残った。この語りがなければ、この世界大会

へのチャレンジストーリーは理解できなかったかもしれないと思った。ナレー

ションが主軸になっていた。テロップや技術面の図を使った説明は、課題や危機を

視聴者に分かりやすく伝えていた。視聴者にインパクトが伝わるよう、効果的に構

成されていた。一方、大会自体のルールが分かりづらく、番組を繰り返し見て考え

た。ルールの説明はもう少し工夫の余地があったと思う。自転車とは思えないむだ

のない弾丸フォルムのカウルは本当に美しく、「形態は機能に従う」というルイス・

サリバンの言葉を思い出した。 

 

○  スピードを競うものが好きなので、このような大会があると思うだけで楽しかっ

た。坂でもない所で 142 キロを人力で出すというのは本当にすごい。一方、これま

で「凄ワザ！」を何度も見てきたが、後編だけを見れば十分な作りをしていると思

う。番組制作者の話を聞けば聞くほど、違った構成があったのではないかと思った。

前編の終盤に喜ぶシーンがあったので、後編を見なくても成功したことが推測でき、

後編への期待感が薄れた。また、ハンドルが２．５度しかきれないことがどれほど

大変なことか、千原ジュニアさんなどに体験してもらうと、その難しさについて実

感を持って見ることができたと思う。車体が転んでもすぐに乗れるリカバリーの早

さはさすがプロだと思ったが、自転車を運転する人が何者なのか、紹介があるまで

よく分からなかった。もう少し早い段階で、その人のすごさを説明したほうがよかっ
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たと思う。カウルを調整する際も、図面と映像で見た感じとにギャップがあった。

もう少し、精密さや技術のすごさをうまく伝わるように工夫できればよかったと思

う。また、走る行程の説明は、前編はイラストで説明し、後編は実際の映像だった

が、逆のほうがよかったと思う。カナダのライダーからアドバイスも受けて走って

いたが、小森さんが走る様子やその表情をそのアドバイスを受けてどう変わったか

分かるような演出がほしかった。日本の技術力の高さはよく伝わったが、本放送前

にそれまでの経緯を示したダイジェスト版を放送してもよかったのではないかと

思った。後編では、空気抵抗の実験をしていたが、司会者や制作スタッフがその実

験に参加し体感する表情を写せばドキドキ感がより伝わったと思う。車体が転んだ

時は、自然に倒れたのか力を加えた結果倒れたのか分かりづらかった。車体の傷つ

き方も、倒れた時により違い、その違いは何なのか気になった。自転車のことを「ケッ

タ」というのは名古屋を中心に使われる言葉だが、「スーパーケッタマシン１６２」

と名付けていたのがおもしろいネーミングで印象的だった。 

 

○  人力の自転車が 140 キロも出すとはどういうことなのかと思いながら見た。競輪

では、おおよそ７０キロのスピードが出るそうだが、それと比較しても非常に速い

と思う。車でも出さないような速度だ。140 キロ以上のスピードで走るということも

信じられなくて、電動モーターでもついている自転車なのかと思ったが、本当に人

力だったので非常に驚いた。前がよく見えない状態で運転していて、あの自転車を

こぐ技術だけでもすごいと思った。140 キロの速度まで出し、200 メートルの計測距

離が終わった後、転ばずにどのように止まるのか気になった。前編・後編に分かれ、

困難に遭いながらも乗り越える様子はハラハラドキドキしながら見ることができた

が、やはりこの番組は「凄ワザ」に焦点を当てているので、こぐ側の技術やカウル

や車体の設計技術をしっかりと紹介してほしかった。140 キロものスピードが出るす

ごさはよく分かったが、彼らの苦労が番組からはあまり伝わってこなかった。その

スピードを出せるようになるための技術、車体を製作するプロセスをもう少し見た

かった。一方、それぞれの挑戦者たちの本気で記録を出そうとする意欲はよく伝わっ

た。最終ランの時は、蛇行しながらスタートしたのでこけてしまうのではないかと

心配したが、最大の力を出して進んでいることが伝わってきた。第２位という記録

もすばらしく、感動した。今回は初めてのチャレンジだったが、短期間でここまで

来ることができており、これが限界ではないと思う。次回、もしも番組を制作する

なら、苦労話も含めてしっかりと紹介し、世界一を取ってほしい。そのような番組

作りをすると日本の技術力が分かり、チームのすばらしさもより伝わると思う。 

 

○  今回の大会の舞台となっているネバダ州のバトルマウンテンロードは、マウン

テンロードという名前がついているからには、自転車が走るための道路なのだと思
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う。大会のためにあるような道路ですごいと思った。今回参加しているのは、１９

カ国 154 チームだったが、各チームの特徴をもう少し知りたかった。このような競

技があるのは初めて知ったので、新しい知識を得ることができよかった。このチー

ムは番組の声がけにより結成されたチームだと思うが、それぞれの持ち場で設計し

たことをどうすり合わせるのか、そもそもどのような人に募集をかけ、どのような

反応があり、この人たちが選ばれたのか、そういった部分を前編で見せるとよかっ

たのではないか。前編でチーム作りや大会の成り立ち、マウンテンロードそのもの

について触れ、後編で大会の様子を取り上げる構成にしてもよかったと思う。今回

の試みは、ひとつのチャレンジだと思う。それはよかったと思うが、もう少しそれ

ぞれのメンバーの取り組みを知りたかった。その部分にしっかりと焦点を当てるこ

とで、今回の大会に挑むための自転車を作る技術力がいかにすごいものであるかと

いうことが見えたのではないかと思う。 

 

○  人力のみでスピードの極限に迫る、こういう若い人たちの挑戦の物語は、ドキド

キ感が強い。よい番組だった。いろいろなことに興味を持ち、若い人が自分の人生

を賭ける様子は、印象深かった。このようなこと知る機会を、番組を通し得られる

のは、インパクトがある。人間というのは本当にその分野を知らない人からすると、

えっと驚くようなことに興味を持ち人生を賭けていることがある。大変感動した。

人間だけがただ頑張るのではなく、大会を通じ技術の極限やチームワークでの極限

に挑戦する様子は、人生を深めたいという人たちにとって、非常によい刺激になっ

ただろう。教育的効果のある番組だった。自転車は実は超先端の世界最強のマシン

である。材料も含めさまざまな技術が結集されていて、日本の技術もそれを極めて

いる。その点をもう少し言及してほしかった。一方、時間と勝負し、問題点を現場

で解決していったところは、大変教育的で刺激的だった。与えられた時間内で物事

を解決していく真剣勝負の様子は、実社会の厳しさも示しており、特に若い人にとっ

ては大変価値のある内容だったと思う。ただ残念だったのは、通常はプロフェッショ

ナルが集まるとプロのこだわりというものが出てきて、さまざまな議論が巻き起こ

る。時にそれは、阻害要因にもなるが、今回の番組は、議論の様子があまり紹介さ

れなかった。このチームは見事に問題を解決し結果を残したが、チーム全体でどの

ような議論が行われたかもう少し紹介すると見応えのある番組になったと思う。 

 

○  大会に参加するためにアメリカまで行き、本当に大変だと思った。映像から広大

なアメリカを感じることができた。長い時間をかけて作られた番組だと思う。移動

時間、待ち時間、空撮の映像など番組にかかわった人々の労力を推し量ることがで

きる番組だった。一方で、番組を通じて、今回の挑戦者たちのルーツや今回の挑戦

を行おうと思ったきっかけ、また次の目標など、もうひと言掘り下げられていると、
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それぞれの人に対しもっと共感することができ、より感動できたかもしれないと

思った。「凄（すご）ワザ！」の番組ロゴは、赤のたて線の動きが特徴的でかわいい。

ナレーションもよかった。 

 

 

    （ＮＨＫ側） 

          自転車の素材については、１つ取り上げただけでもかなり奥

深い。みなさんからの指摘を受け、もう少し技術の面に着目し

てもよかったと思った。自転車の止まり方については、実際は、

最後に人が一気に駆け寄って自転車を止めている。番組では、

止まった瞬間、止まったあとの瞬間を見せたが、視聴者が疑問

に思うであろう人が自転車を止めるまでのシーンを番組で見せ

てもよかったと思った。番組を制作する際、最初に自転車業界

に相談したが、これは自転車ではないと言われた。これは前輪

駆動であり、自転車とは違うということだった。そうすると本

当に未知の乗り物だなと思い、そういった未知の乗り物を制作

しているような人はいないかということで、ソーラーカーを作

り世界大会での優勝経験もある池上さんに出会った。取材をす

ると池上さん自身も以前からこの大会について興味を持ってい

て、資料も取り寄せていらっしゃった。そこからチーム作りが

始まっている。大会中はさまざまな議論もあったが、内容が非

常にハイレベルで理解することが難しい部分もあり、議論の様

子は今回のように部分的に取り入れる形となった。放送形態に

ついては、今年の４月～７月にかけては、前編・後編と分けず

に放送している。視聴者からの反応もよかったので、どのよう

な形での放送がよいかは今後探っていきたいと思っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

○  １１月１４日(月)「たっぷり静岡」を見た。この日は、笑顔あふれる秋の町が取

り上げられた。静岡は１１月の初め、大道芸ワールドカップが行なわれる。本年度、

２５年目を迎える。年々、世界各国からパフォーマーが集まり、駿府城公園をメイン

に演技が行なわれているが、その演技に魅了され、観客が県内外から訪れる。今や

静岡の秋の風物詩だと思う。この番組では、静岡の秋のよそおいの美しい映像をバッ
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クに、中年夫婦を演じるアーティストにスポットが当てられ、日頃はケンカもする

けれど、持ちつ持たれつ、なくてはならない存在であること、ともに歩むこと、夫

婦、家族の絆がクローズアップされていた。制作者のマインドや企画は大変温かい

もので、エールを送りたいと思う。 

 

○  １０月２１日(金)金とく中部ネイチャーシリーズ「福井 ふしぎの海岸線 ～沈

降と隆起がもたらした奇跡の絶景～」を見た。福井のどこに「ふしぎの海岸線」が

あり、どこを「絶景」と指しているのかと思ったが、ドローンや水中カメラを使い

今まで見たことのない視点や距離感による美しい映像の数々に、これまで目にして

いた風景や自然史観を覆すインパクトがあった。大いに感動した。特に、海岸線を

一望する絶妙の高度とアングルで映し出された越前海岸全景や、若狭湾内の様々な

魚群の姿には、息をのんだ。改めて百聞は一見にしかずという映像の力を実感する

すばらしい内容だった。 

 

○  １０月２８日(金)金とく中部ネイチャーシリーズ 第４回「伊勢志摩の海 ～豊

かさの秘密を探る旅～」を見た。旅人でモデルの福間文香さんはダイビングの経験

もあり、番組に合った人選だった。海の中の映像は魚の色も鮮明に見え、非常にき

れいだった。見事な映像だった。この地方では、特に温かいと言われている志摩の

和久の海に、南国の魚と言われているソラスズメダイとかチョウチョウウオがいた

ことには驚いた。特に、旬の伊勢エビの生態について詳しく知ることができたので、

興味深い番組だった。イセエビが夜行性だということは知っていたが、あんなに動

いているのかと思った。伊勢エビがふ化した後どうなるかは謎が多かったようだが、

今回の番組で、伊勢エビの子どもが志摩の海で生まれ沖縄の海までたどり着き、ま

た黒潮に乗って１年かけて志摩の海に戻ってくる、その理由がよく分かった。志摩

の海は遠浅でゴツゴツしており、海底に豊かな海藻が生える森のようになっている。

伊勢エビが豊富に育つ土壌があることを感じさせられる番組だった。志摩の海を大

切に守っていかなければいけないと考えさせられる番組だった。 

 

○  １０月２８日(金)金とく中部ネイチャーシリーズ「伊勢志摩の海～豊かさの秘密

を探る旅～」を見た。最初に、伊勢志摩国立公園について説明した時に、この公園

は９６％が民有地であり、市民の暮らしの中に国立公園があることを、伝えたほう

がよかったと思う。そうすると、みんなで公園を守り、それでいながらあれほどの

きれいな海があるというところにつながっていくと思う。最後に、出演者が命のつ

ながり、生物多様性について食の観点から述べていた点はよかった。まとめは非常

によかったが、ここは日本の中でも特別な民有地の国立公園なので、その背景をも

う少し説明するとよかったと思う。 
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○  １０月２８日(金)金とく中部ネイチャーシリーズ 「伊勢志摩の海～豊かさの秘

密を探る旅～」を見た。こんな近くに、こんなに美しい海があったのかと驚いた。

日本の海とは思えないほどの美しさだった。アカテガニの産卵する様子は、母の偉

大さ、命の連鎖を感じ、音楽もよく感動した。モデルの福間文香さんもよかった。

水中からの撮影も大変だっただろうと思った。 

 

○  １０月２８日(金)東海北陸フレッシュ便 さらさらサラダ「俳句にアニメ 大垣

市話題のスポット」を見た。俳句の投稿ポストがあり、俳句の投稿が１年に 2,000

句もあることに大変驚いた。また、ボランティアのみなさんの活躍も知ることがで

きた。番組後半では、映画の舞台となり街が盛り上がっていることを紹介していた

が、映画の場面で出てくる場所の紹介や映画を見て他県から訪れた人のインタ

ビュー、また映画を通して盛り上げている商店街の取り組みなど大変興味深い内容

だった。この番組を見て、観光客が増えるのではないかと期待が膨らむ内容だった。

この街には、障害者施設が運営している喫茶店などもあるので、次回はぜひ紹介し

てほしい。番組の司会者は地元のケーブルテレビにも出演している人だが、大垣市

のことをあまり知らないような雰囲気で進行していたので、違和感があった。 

 

○  １１月４日(金)ナビゲーション「カネ余りなのに“借りられない”～問われる 地

方金融機関～」を見た。金融機関がお金を貸したくても貸せない状況があり、国内

で融資需要がどの程度あるのかといったことや、万が一焦げ付いた場合のリスクは

誰が取るのか、当然金融機関の経営者が取らなくてはいけないわけだが、そういっ

たことについて全くフォローができてないように思った。行政が発信すればよいが、

責任を取る側からするとそう簡単に方針は変えられない。そのことについて触れな

いと、なかなか答えが出ず、番組を見ていて歯がゆかった。能登の信用金庫の創業

支援プロジェクトが事例として取り上げられていたが、珍しい事例ではないように

思う。いずれにせよ、中小企業の支援は創業してからレールに乗るまでが大変だ。

そういったところに対し、どのようなフォローをしていくかという部分を番組で取

り上げたほうがよかったのではないか。 

 

○  １１月１１日(金)ナビゲーション「すぐそこにある危険～対面通行で相次ぐ正面

衝突～」を見た。資金がなく道路を十分に整備できないという状況があると思う。

現状を変えることができない議会の様子を映し出していた点はよかった。一方、事

故防止の本質である車速減速にコメンテーターも司会者も言及せず、何とかしなけ

ればいけないという結論で終わってしまった点は、竜頭蛇尾の展開で残念だった。

この番組の放送の３日後に、石川県が能登里山道路に中央分離帯を設ける旨を発表
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していたが、この番組が後押ししたわけではなく、むしろ後追いで課題提起をして

いるような印象を受けた。行政広報ともとれ、番組の制作スタンスに疑問を感じた。 

 

○  １０月８日(土)ＢＳ１スペシャル「歓（よろこ）びの絵 ねむの木学園 ４８年

の軌跡」を見た。障害があっても成長したいと願う子どもたちの気持ちに寄り添い、

人間の可能性を信じる宮城まり子さんの思いが、半生とともに色濃く映し出されて

いた。体や言葉は不自由でも、感じる力があれば何かできると作品を通じ、様々な

喜びが紹介されていた。大人たちの常識に子どもたちを縛ってはいけない、何を描

いても自由で、絵を描くことで自分の気持ちを伝えるすべを得るという宮城さんの

言葉は、まさに教育的な哲学メッセージだった。個を生かす教育は現代社会に今ま

さに求められるものだ。半世紀経った今、国内外からその価値観は共有され、これ

から求められる人間教育であると思う。宮城さんの生涯をかけた先見性と、それを

成し遂げたパワフルな生き方に心から敬服した。今までたびたび、「ねむのき学園」

や宮城さんの番組は制作されていたが、今回の番組はその集大成、昇華されたよう

な、洗練されたような感じがした。 

 

○  １０月１９日(水)ガッテン！「快尿！おしっこトラブル 全部解決の５秒ワザ」

を見た。これは妥当な番組だった。骨盤底筋の体操を進めていくと頻尿が治るとい

うのは啓蒙（けいもう）すべき主題で、よかった。 

 

○  １０月２３日(日)ＮＨＫスペシャル シリーズ マネー・ワールド 資本主義の

未来 第３集「巨大格差 その果てに」を見た。この番組は、爆笑問題が資本主義

とは何かを説明していて、分かりやすかった。特に塩を例に総資産の説明をした部

分は非常に分かりやすかった。ただ、格差を示すジニ係数については、変動の背景

に何があるのか、もう少し過去の出来事を掘り下げてもらうと、スムーズに理解で

きたと思う。この番組で世界一貧しい大統領として紹介されていたホセ・ムヒカさん

（ウルグアイ前大統領）が、排他的ポピュリズム、国粋主義者が増えると世界が不

幸になると言っていたが、この番組を見た後でアメリカの次期大統領がトランプ氏

になったので、今後世界がどうなるか不安になった。爆笑問題の太田光さんが最終

的には人間の価値観だという話をしていた。価値観は作られるものだと思うので、

その価値観がどう作られるのか、マスメディアの影響力もあるだろう。今後もぜひ

よい番組を放送してほしい。番組の最後にアメリカのメディア王、スタンリー・ハ

バードさんが小さなボートに乗っている人に対し、「彼らは私と同じくらい楽しそ

うだ。もしかしたら私よりもね」と述べ、幸せとは何なのかと問いかけてくれたと

思いつつも、上から目線の発言ではないかと思った。船すら乗れずあした生きてい

く幸せすら分からない人たちがたくさんいると話しているのに、あの終わり方だっ
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たのかと思うと人間の価値観は怖いと改めて思った。痛みが分かる人間とは何か、

考えさせられた。 

 

○  １０月２９日(土)ＮＨＫスペシャル「あなたもなれる“健康長寿” 徹底解明 １

００歳の世界」を見た。出演者のコメントでインスリンがあると長寿は難しいと述

べたようにとれる箇所があるが、インスリンは生きる上で必須の物質なので、正し

くない。放送前にしっかりと検証する必要がある。鍋島陽一さんは一流の研究者だ

が、人間的にも魅力的な人である。彼の個性を引き出したらもっと深みのある番組

になったと思われる」 

 

○  １０月３０日(日)ＮＨＫスペシャル「巨龍中国 １億大移動 流転する農民工」

を見た。衝撃的な内容だった。住む家を壊し、限られた期間で１８万人の人間を別

の場所へ移動させるという恐ろしいことを現実にやっている。それはＧＤＰを 2020

年までに倍増したいという政府の目的があるのだと思う。中国では建国以来、農民

は農村から出ることができなかったが 1980 年代に改革開放政策で移動が許され、豊

かさを求めて大都会に行った。大都会に行った農民、農民工と言われている約３億

人の出稼ぎ労働者たちは今の経済を下支えしながら、世界の工場になっていて、日

本経済にも大きな影響を与えている。それにもかかわらずＧＤＰを上げるために、

農民を大都会から、新しく作った都市に強引に移動させることで、投資マネーが動

きさまざまな事態が起こっている。その現状がよく取材されていた。ただ、欲を言

えば、中国国内でこの現状を中国のメディアは伝えているのか、どう捉えているの

かも番組に取り入れてほしかった。また、農民工の力により支えられている典型的

な街である上海などを取り上げ、都市民と農民工との経済的ギャップなども検証す

ると、自分たちが何をもって幸せなのかという価値観を考えるきっかけにもなった

のではないかと思った。 

 

○  １１月７日(月) ＮＨＫスペシャル「被曝（ひばく）の森～原発事故 ５年目の記

録～」を見た。東北は今どうなっているのか気になっていたので、番組を見て驚い

た。動物たちに道をゆずるというのは、あまり考えたことはなかった。目に見えな

いものが一番大切だと思う。この種の番組は、ＮＨＫならではの番組だと思う。原

発問題は、自分の中でひとつのテーマにもなっている。興味深く見ることができた。 

 

○  １１月１２日(土)ＮＨＫスペシャル「“トランプ大統領”の衝撃」を見た。ＥＵ離

脱の時と同じように、イギリスもアメリカも中間層が大変苦しくなってきていて、

ホワイトカラーの子どもが大学に行くために借金をしないといけないという現状も

ある。そういう貧しいアメリカというものが裏側にあり、今回の選挙のような結果
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になったのではないかと思った。また、いわゆる行き過ぎたグローバリズムに対す

るひずみが出てきているとも思う。保護主義とか、アメリカ第一主義思想といった

言われ方をしているが、やはり自分が自立できないと他人を助けることはできない、

これが基本だと思う。アメリカもそういう状態なのではないか。その事実をもう少

ししっかりと報道するべきだ。今回の選挙は、得票数はクリントン氏が勝り、選挙

人の数はトランプ氏のほうが勝っており、結果的にトランプ氏が勝利している。番

組では、選挙手法、戦術の違いももう少し取り上げると内容に深みが増したと思う。

アメリカ大統領選挙の様子は、各局が報道し、関連番組も制作していたが、どこも

似ていて、少しもの足りなさを感じた。ＮＨＫらしい視点がほしかった。今年のお

正月に「２０１６大予測 世界はどうなる？」という番組を見た。そこで国際政治

学者の三浦瑠麗さんが出ており、今のグローバリズムの中でどのような流れになっ

ていくかということを言っていたが、今回のように歴史的な転換点になるような選

挙結果が出た際に、そういった方を招いてコメントをもらってもよかったのではな

いか。 

 

○  トランプ大統領が当選した前後のＮＨＫの番組について印象を述べたい。結果論

になるが、ＮＨＫのみならず、世界のメディアがトランプの当選を予測していなかっ

た。どうしてなのか大変疑問に思っている。アメリカ東部がアメリカのすべてと勘

違いしやすいが、中西部は自動車産業や鉄鋼産業など実業の世界で、人々は非常に

慎ましい生活を送っている。一方、東部はファンドが中心でその日その日の金銭の

やり取りで成り立っている。つまり、中西部と東部では、全く考え方が違う。こう

いった地域の差異をもう少ししっかりと見ると、アメリカ全体がよく理解できたの

ではないか。イギリスＥＵ離脱の問題においても、人々の考え方が変わってきてい

ることを感じる。この辺りの動きをキャッチできていないメディアに対し、深く心

配している。１１月１２日(土)に放送された「週刊 ニュース深読み」でアメリカ

大統領選のＮＨＫの取材のあり方について、視聴者からの意見を司会者が紹介し記

者が頭を下げる場面があったが、頭を下げるのではなく、どうあるべきかというこ

とをしっかりと考えてほしい。 

 

○  １１月１３日(日)ＮＨＫスペシャル「終わらない人 宮﨑駿」を見た。復帰する

しないというよりも、老監督と新しい技術という側面で番組が構成されていたこと

がおもしろかった。宮﨑さんが忌み嫌っていたＣＧ技術に非常に刺激を受け、短編

制作に乗り出したという話から始まり、試行錯誤する中で、やはり魔法の小箱では

ないとＣＧ技術に対してつぶやくシーンなど印象的であった。一番興味深く見たの

は、人工知能の映像を自慢げに披露するＩＴ企業の人に、「人の痛みとか何も考えな

いでやってるんでしょう」と、「極めて不愉快です。生命に対する侮辱を感じます。



14 

どこへたどり着きたいんですか」と、本当に憤慨している場面があり、まだ宮﨑駿

は健在なのだと思った。人工知能を使い人の醜悪さを描くということと、毛虫を題

材にして命の美しさを描こうとすること、この対比が非常によく表われていた。偶

然かどうか分からないが、あのようなシーンを番組で見せたことはよかったと思う。

宮﨑さんは番組の中で、世界は美しいという映画を作りたいということを何度も

おっしゃっていて、これは映像表現に携わる人々への彼からの警句のように思えた。

今ＮＨＫは、４Ｋや８Ｋなど技術面に力を入れているが、映像美を求めることにそ

こまで意味があるとは思わない。なぜなら、たとえば紅葉の風景を見て感激するの

はなぜかというと、その人に紅葉を見た原体験があるからという話がある。無限の

色彩の中から、いかに画素数の少ない映像を見ても、頭の中で再構成ができるので

その映像に感激できるそうだ。その温度や湿度、天気も含め、人は記憶を呼び覚ま

すことができる。映像はそのためにあるそうだ。だから、いくらハイビジョンにな

ろうと、４Ｋ、８Ｋになろうと、人にその原体験があるかどうかだと思うので、本

当は変わらないのではないかと思う。逆に、映像美が重視され過ぎると原体験が自

然そのものではなく映像から始まり、自然の本物を見ても頭の中で映像が浮かんで

しまうような人間が出来てくるのではないかという話を聞いたことがあり、一理あ

ると思った。こういったことも肝に銘じながら、４Ｋ、８Ｋの技術向上に取り組ん

でほしい。宮﨑駿さんは地球最後の日が近いとおっしゃっていたが、人間のほうが

自信をなくしているのではないかということを人工知能に対しておっしゃっていて、

これももって瞑（めい）すべしという言葉だと思い聞いた。 

 

○  １１月１３日(日)ＮＨＫスペシャル「終わらない人 宮﨑駿」を見た。久しぶり

に、自問自答したくなる番組を見た。この取材をした人はどういう人なのか知りた

いと思った。宮﨑さんのよい表情も捉えており、ごく自然な関係を築けていること

が番組から推測できた。ある本に「新しい興味が湧いてきたら長生きをしたくなる」

という言葉があるが、この番組を見たときに全くそのような気持ちになった。若手

のＣＧ作家との出会いは偶然だったと思うが、出会ったことでＣＧに関心を持ち、

そこで毛虫を手書きではなくＣＧで表現することはできないかという思いに至った

のだと思う。あるＩＴ企業が人工知能によるＣＧを宮﨑さんに見せていたが、その

ような映像が作られる時代に、宮﨑さんは人工知能では描くことができないもの、

人間の手でないと描けない気配を感じさせるものを作る大切さを感じたのではない

だろうか。2019 年に長編映画を制作するという企画書を提案されていたので、その

映画を本当に楽しみにしている。人工知能が発達する中、人間が描くのと同じよう

なことを描く機械だと言うが、たぶんそれはあり得ないとつくづく感じさせられた

番組だった。人工知能はいろいろな分野で大いに活用されていて、それに重きを置

く時代になっている。しかし、人間でないとできないもの、人間の目で見ないと分
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からないもの、人間が手を動かして作る作業は改めてやはり重要なのだと、この番

組を見て思った。 

 

○  １０月２３日(日)香川照之の昆虫すごいぜ！「トノサマバッタ」は、偶然Ｅテレ

を見ていて目にとまった。香川さんが着ぐるみを着て、真剣な顔で子どもたちにト

ノサマバッタのすごさを話す姿やカマキリの着ぐるみを着たままはいつくばり多摩

川の河川敷でトノサマバッタを探す様子、また、トノサマバッタのジャンプの高さ

を検証するために、自分で着ぐるみを着たままクレーンに引き上げられる姿など、

印象的なシーンが多かった。クマゼミの生態をホワイトボードに自分の子どもの頃

と現在の違いを書いて分かりやすく話し、クマゼミに熱いメッセージを送る様子に

も驚いた。香川さんが昆虫マニアで、自ら熱弁する姿は、番組への真剣さと昆虫が

大好きだということが非常に伝わってくる番組だった。番組を見たあとにインター

ネットで調べると、今回の番組制作に至る経緯がエピソードとして紹介されていた。

香川さんの本気度が番組からも伝わり、あまり昆虫は好きではないが真剣に見入っ

た。本当におもしろく昆虫のことがよく分かった。ぜひ親子でこの番組を見てほし

い。 

 

○  １０月２６日(水)探検バクモン「世界最高峰のおもてなしホテル」を見た。どん

なおもてなしが行われているかという紹介ではなく、心理学者の植木理恵先生が同

行し、ホテルの客室やおもてなしは喜びの法則にのっとっていることを紹介した番

組だったので、大変興味深く見た。番組では３つの喜びの法則が紹介されていた。

１つ目は、テーブルにおける喜びの法則。最高級の部屋で１泊 200 万円もするトッ

プスイートルームのテーブルは円卓だそうだ。先生曰く円卓は人間関係を円満にし、

夫婦ゲンカもなくなると言っていた点が興味深かった。２つ目は、お客様というも

のは赤の他人から親切にされるのは最上の喜びを感じるようで、このホテルでは誕

生日にお客様のお部屋をサプライズのしつらえにしていた。３つ目の喜びの法則は、

相手の本心を引き出したいときは具体的に質問した後、ほかに何か要望はないかと

必ずもう一度聞くことだとのこと。このような喜びの法則の上に、スタッフが自ら

行動する相乗効果で、一流のおもてなしが成り立っていることに感心した。 

 

○  １０月２９日(土)助けて！きわめびと「たまった疲れを すっきり解消！」は、

番組タイトルにひかれた。専門家を招き夫婦で疲れているという悩みに応える内容

だったが、本当に疲れているのは筋肉や内臓ではなく脳の自律神経に疲れがたまる

ということを言っていた。自律神経にたまった疲れを取る方法は、質のよい睡眠し

かないそうだ。食事の面では、活性酸素を除去する鶏の胸肉を１週間食べる実験が

行われていたが、その実験後もあまり疲労度は下がっておらず、なぜなのか疑問に
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思った。その理由をもう少し詳しく説明してほしかった。活性酸素を除去する食べ

物は、ほかにはマグロやカツオも同じ成分を含んでいるようで、私たちの身近にあ

る魚なので積極的に食べていきたいと思った。 

 

○  １０月３１日(月) クローズアップ現代＋「ピラミッド透視 謎の空間を発見！」

を見た。不思議な空間が多くロマンがある番組だった。ピラミッドをテーマにして

いるので、美しい金や装飾の映像がもう少し欲しかった。スタジオの模型は分かり

やすかった。また、このような番組を放送してほしいです。 

 「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」１１月２日（水）・９日（水）の回を見た。

番組のテンポもよく、飽きずに見ることができた。落語は難しく敬遠していたが、

今回の番組はおもしろかった。女性に男性の声をあてていたところは最初は気に

なったが、終わる頃にはすっかり話になじむことができ、違和感はなかった。オチ

もよかった。 

 １１月２日（水）発掘！お宝ガレリア」を見た。お昼に放送している「スタジオ

パーク」に市川猿之助さんが出ていて、番組のＰＲもしていたが、楽しく勉強になっ

た。北斎の赤富士が紹介される時のワクワク感を醸成させる演出もおもしろかった。

「印象派」の言い方は大げさでよかった。 

 

○  １１月３日(木)「元禄なう～尾張藩士８８８２日のツイート～」を見た。元禄武

士から見た現代なのか、朝日文左衛門視点を借りた時流評価なのか、構成のあり方

が曖昧で分かりづらかった。板尾創路さんが侍の格好をして名古屋を見て歩く、単

なるバラエティーのようにも見えた。就職活動塾やＬＧＢＴは今の時流を象徴的に

捉える取材対象だと思うが、安全を守る公務員として海上保安庁職員を取り上げた

ことは唐突だった。せめて、女性職員の活躍を取材するものであれば、女性の社会

進出という視点が入り、現代を象徴する内容になったのではないか。全体的に、番

組タイトルと内容、またそれぞれの演出が相乗効果を生むような必然性を感じな

かったため、番組として何を訴求したいのか制作意図がよく分からなかった。 

 

○  １１月３日(木)「元禄なう～尾張藩士８８８２日のツイート～」(総合 後 10：00

～10：48)を見た。江戸時代にはなかっただろう男性同士の結婚など現代を感じ面白

い切り口だった。もう少しキレのあるオチがあると、さらにおもしろかったと思う。 

 

○  １１月３日(木)ＳＯＮＧＳ「松任谷由実～宇宙がつなぐ 歌と記憶～」を見た。

ユーミンファンとしては、本当によい番組だった。懐かしさもあったが、国際宇宙

ステーション、ＮＡＳＡ、ＪＡＸＡをつなぎ放送するというＮＨＫならではの演出

はすばらしかった。歌のセレクトもよかった。「ＳＯＮＧＳ」の舞台演出はいつもす
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ばらしく、ライティングもよい。今回も「宇宙図書館」という新曲のライティング

は宇宙との交信というすばらしい演出で、ＮＨＫならではだと思った。アカペラで

「瞳をとじて」を歌っていたが、心にしみた。心温まる番組だった。この歌の中に、

「過去は忘れた未来を教えてくれる」という歌詞があるが、過去を見習って未来を

作ろうとというのは今の生物多様性の問題にも言えることだ。すてきな番組だった。 

 

○  １１月５日(土)ＥＴＶスペシャル「困った時は お互いさま～孤独死ゼロ・大山

団地の挑戦～」を見た。先日見たＮＨＫアーカイブス「テレビが伝えた知られざる

世界～“Ｎ特”放送４０年①自然・紀行」（１１月１３日(日)放送）で、田原総一朗

さんがテレビの本質を「剛速球の直球」と言っていたが、まさにその言葉のように、

あたかも自分が現場で直接、大山団地の出来事を目撃しているかのような、臨場感

に満ちたドキュメンタリーだった。住民がここまでカメラを意識せず本音で話す環

境に持っていくまでの苦労は大変なものだったと思う。長期の取材から切り取られ

たいくつかのエピソードも、この団地の特徴と課題を的確かつ象徴的に示していた。

余計なシーンやむだな情報が一切ない編集力は実に見事だった。 

 

○  １１月１２日(土)ブラタモリ「＃５４ 大坂城・真田丸ＳＰ」を見た。大坂城に

ついて、今見ている大阪城は徳川家康が作ったもので、豊臣秀吉が作ったものは地

面の底に埋まっているという事実は初めて知った。しかもそれを公表すると混乱す

るので言わなかったというところまで番組では伝えていて、衝撃的な事実を掘り起

こしていた点がおもしろかった。あと、ＣＧで戦いの様子を再現していたが、イマ

ジネーションが高まった。特に部隊の先頭にいる人たちのみが戦っていて後ろの人

たちは順番待ちをしていたが、本当にそのような形で戦っていたのだとしたら、お

もしろい。またこのような番組を放送してほしい。 

 

○  １１月１３日(日)「三銃士（１１）」を見た。韓国ドラマだが、韓国ドラマ特有の

ドロドロした内容ではなく、男の友情を描いたドラマで、とてもおもしろい。毎週

楽しみにしている。ＮＨＫはコマーシャルがなくドラマを見るには最適だという意

見が先月の審議会でも出たが、私もこのドラマを見いていて本当にそれを実感をし

ている。来週には最終回を迎えるが、次はどんなシリーズが始まるのか楽しみだ。 

 

○  ドラマ１０「運命に、似た恋」を見た。今まで恋愛ドラマを見ることはなかった

が、タイトルにひかれ、毎週全８回を見た。表現は恋愛模様として展開されていた

が、私には人間が誰しも抱えている心の重しに焦点を当てた、人間模様のドラマだっ

たように思う。ストーリーは、病や家族の事情により、生きる不安を抱えた幼い２

人が、能登の海辺で偶然出会う小さな恋の物語が原点になっている。それが３０年
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余り、時間軸を縦糸に、人間の出会いの横糸が織りなされ、この物語が構成されて

いた。登場人物が抱えるさまざまな世界観を織り上げ全体を築き上げたこのドラマ

はタイトル通り運命が表現されているように思った。リアリティーとファンタジー、

そのバランス感覚が絶妙に取れたドラマだった。透明感を生み出し、それに魅せら

れたので、ドラマを見続けることができたのではないかと思った。透き通る能登の

北陸の海の色や音楽もとても魅力的で印象的だった。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局  



1 

平成２８年１０月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 １０月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２０日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた 

 会議ではまず、事前に視聴してもらった、ナビゲーション「“立派な変人たれ” 名物

経営者のメッセージ」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を

行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  小澤 正俊  （大同特殊鋼（株）相談役） 

 副委員長  小寺 功子  （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

 委 員  井口 昭久  （愛知淑徳大学健康医療科学部教授） 

     加藤 勇二  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

   佐野 俊和  （コマツサービスエース(株)代表取締役社長） 

    德田 八十吉（德田八十吉陶房 代表） 

   中村 智景  （四季料亭「助六」女将） 

   野田 雄一  （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

   長谷川明子  （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

   真能 秀久  （中日新聞社取締役人事労務担当) 

 

     

 （主な発言） 

＜ナビゲーション「“立派な変人たれ” 名物経営者のメッセージ」  

                   （総合 ９月１６日（金）放送について）＞ 

○  ここ数日新聞では、人材確保が徐々に難しい時代となり、アルバイトの時給も変

化していくだろうという記事をよく見かける。この番組を見て、従業員は山本重雄

会長のもとで働き、店舗経営を任されていく中で、お金のためだけではなく、働く

気力も高まってくるということが分かった。経営の流れを捉えることができた。居

酒屋も人員確保が厳しい状況だと思うが、この番組を見て励まされた人も多いと思

う。一方、本人の急逝後に企画した番組なのでしかたのない面もあると思うが、本

人のコメントがほとんど出てこなかったので、山本さんの経営哲学とは何なのか分

かりづらかった。明るく元気でちょっと変の「ちょっと変」という部分はその人の

魅力であり、最終的には許される部分なのだろうと思う。山本さんは、情報収集力

が豊かでその生かし方に独自性があった人なのだろうと推測する。将来起業するこ
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とを夢みながら居酒屋で働いている人にとっては勇気づけられる番組だったと思う。

一方で、大きく捉えれば、地域の文化を全国に売り出すヒントを探るとも言えるの

で、その点をもう少し紹介してほしかった。 

 

○  「立派な変人たれ」というキーワードで、ユニークであること、変化し続けるこ

とが大切だという経営理念を持ち、山本さんは経営者として成功されたという話

だったが、その醍醐味、すばらしさ、苦労が十分に伝わってこなかった。たとえば、

試行錯誤を繰り返し独自の味の手羽先を開発したという部分では、当時は手羽先と

いえば違った店舗が一世をふうびしていた時代でもあるので、そのような中でどん

な展開や戦略を取っていったのかということを紹介してもよかったと思う。番組の

中で４店舗を展開し始めた頃、従業員が思うように動かなくなり、ユニークさを取

り入れ、時代の変化に合わせた経営を行い乗り切ったという話があったが、本当に

ユニークさだけでこんなに大きな店舗展開ができるのか疑問に思った。香港にも出

店し成功を収めているが、そういった面が十分伝わらなかった。一方、山本さんの

生前、他の事業者の人々が山本さんの講演会を聞きにたくさん集まっていたようだ

が、彼らの話から山本さんは自身の思いをしっかり伝えていたのだということが分

かった。山本さんの思いをくんだ方々がこれから成功者になり、この地方で名前を

刻んでほしいと期待しながら見た。 

 

○  番組のタイトルを見て、山本さんがいったいどんな変人だったのか気になりなが

ら見た。でも、変人というのは、明るく元気に、ちょっと変、すなわちユニークで

あること、常に変化しながら成長していくことだったので、納得しながら見た。た

だの苦労話と違い、誰が見ても何かを学び取れる内容だったと思う。個人的には、

仕事は楽しくすること、社員の言ったよいことを目標にして実現させること、少し

だけ人より前に出ること、変化を恐れないこと、この４つが参考になった。番組前

半は、お店を開店させた当時の写真や山本さんの苦労、当時のお客様が語る山本さん

の姿などから、今のお店になるまでの過程がよく分かった。番組後半では、山本さん

から指導を受けた２人の方の仕事ぶりと成長を見ることができ、影響力の大きさを

知ることができた。一方、もう少し掘り下げた形で見たかった点が３つあった。１

つ目は、会社の従業員へのインタビューがなかった点。山本社長の行動や指導で印

象に残ったこと、他界された後も引き継がれていることなど、山本さんと従業員の

絆が見たかった。２つ目は、山本さんが言う「少しの変化」とは社内ではどんなこ

とか具体的な方法が知りたかった。また、社長の魅力や社長からどのような教育を

受けたのかという働く側の視点があると、山本さんのすばらしさがより深く伝わっ

たのではないかと思う。３つ目は、山本さんから指導を受けた人が、山本さんとの

エピソードをもう少し踏み込んで語ってほしかった。番組の最後にコメンテーター
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の方が、サービス業と製造業の仕事の違いを述べていたが、この締めの話が山本さん

自身の話ではなく名古屋や中京圏の話題になり、この番組のタイトルである「変人

たれ」がぼやけてしまったと思う。 

 

○  チェーン展開をしているお店が衰退していく中、このお店は残っていて海外進出

までしている。その秘密をもう少し掘り下げてほしかった。普通の居酒屋には置か

れていないメニューやきちんとした名古屋めしもある。価格に見合ったメニューが

出てきて、身近で気軽だということがお店の特徴として番組でももう少し取り上げ

てほしかった。また、このお店の看板は漢字表記とひらがな表記の２種類があるが

その違いは何か気になっている人は多い。ひとつのビジネスモデルとして、その理

由や経営方法もきちんと紹介されると、より興味深い内容になったと思う。また、

このお店は従業員に外国人が多いが、サービスがしっかりと行き届いている。彼ら

にどのような教育をしているのかという点まで紹介すると、参考になるキーワード

がたくさん出てきたのではないか。変人とは何かという部分をお店の中から見せて

もらえると、より身近に感じる内容になったと思う。また、このお店はニュースレ

ターを発行しているがそこに経営者のことばが出ていることもある。そこから拾う

こともできたのではないかと、惜しかった。山本さんから経営哲学を学び、他地域

で活躍している人を取り上げた構成はよかったが、本業とあまりに違う業種への

チャレンジにギャップを感じ、そちらに気を取られてしまった。次回の番組でその

人を中心に取り上げるのであれば、おもしろい流れになると思うが、インパクトが

強すぎる人物を選んでしまったように思えた。外食作業は飽和状態とも言えるが、

発想を変えることでビジネスチャンスが広がっていることを感じさせてくれる番組

だった。山本さんは、悩んでいる人の背中を押していった人なのだろうと思う。こ

の番組が天国に行った山本さんの代わりに誰かの背中を押す番組になっていればよ

いと思った。 

 

○  志半ばにして急逝した人の生涯を語るには、取材不足だったように思う。山本さん

がお店を４店舗に拡大し遭遇した危機から、セミナーを開催するまでの名物経営者

になる経緯が省略されすぎていた。番組後半も内容の穴埋めのように感じた。海外

に進出したのも最近の話なので、そこに至るまでの彼の足跡や人となりを映し出す

追悼にふさわしい構成がもっとできたのではないだろうか。また、取材先など番組

で出てくる人が、なんだかうれしそうな雰囲気で違和感を覚えた。最も共有される

べき、特に名古屋市民が感じている山本さんへの愛や敬意が表現しきれていなかっ

たと思う。また、昔からのなじみのお客さんが、山本さんの過去のだめぶりを話す

シーンも、山本さんの死を悲しむよりも自分自身が取材されることへの高揚感の方

が大きいように映ってしまっており、インタビューシーンとして残念だった。番組
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後半の解説部分もビジネスの世界ではごく当たり前のことを、山本さんが初めて言

い出したかのように話を膨らませて取り上げている点も、番組を収まりよくまとめ

ているように見えた。安易とも言える構成は、一生懸命商売に取り組んできた山本

さんに、失礼にあたるのではないかと思った。番組タイトルは魅力的だったが、内

容が不十分で視聴後の後味がよくなかった。 

 

○  番組を見たあと、なぜか心に残るものを感じなかったというのが正直な感想だ。

お店自体になじみがないからかもしれないと思い、何度か番組を視聴した。山本さん

が従業員を束ねるために、自ら率先して変わっていかなければと努力されたことと、

そこから「立派な変人たれ」という言葉が生まれたという点は分かった。一方で、

従業員が山本さんから離れていったときに、どのような方法を取り、従業員を確保

していったのか、また、従業員をどんな方法で教育したのかなど、もう少し詳しく

知りたかった。また、家族の方から話を聞けていれば、番組の印象ももう少し違う

ものになったのではないかと思った。番組の最後のコメンテーターの発言は的を射

ていた。アナウンサーとのやり取りの中に、番組が伝えたかった趣旨が全部伝えら

れていたように感じた。そして、ぜひ機会があれば、このお店の手羽先を食べてみ

たいと思った。 

 

○  名物経営者、地元では名前が知られている方の追悼番組として、追悼番組ならで

はの許された部分と、追悼番組ならではの限界があると思った。１つは、お店の特

徴を説明すればするほど、ＰＲ色がどうしても強くなってしまう点。もう１つは、

かなり近づいた視点からの番組にならざるを得なく、少し引いた視点でのお店の批

評や、その事業をどう評価するかという視点が取りづらいことにあると思う。この

お店の特徴は、その当時すでに成功していたものや手法を臆することなく取り入れ

てきたエネルギーにあると思う。番組の途中に出てきた「目標 100 店舗、現在２店

舗、年商 100 億、女 100 人美人ばっかり、現在０」という張り紙も非常に印象的で、

昭和のエネルギーを感じた。一代でこれほどの事業を拡大することは、なかなかで

きないことだと思う。番組からは、ビッグになる、世界一になるという意気込みが

伝わってきた。何十年かたち、世間で老舗と言われるようになったら、ぜひ今度は

ドラマで取り上げてほしいと思った。 

 

○  山本さんをよく知っていてその人の成功体験を知りたいという視聴者にとっては、

満足のいく内容だったと思う。一方で、山本さんをこの番組で初めて知った人にとっ

ては、不十分な内容だったのではないだろうか。番組タイトルに「立派な変人」と

あるので、大いに興味をそそられて見始めたが、番組が進むにつれて興味が失われ

ていった。番組冒頭は手羽先をほおばる子どものアップから始まり手羽先の辛さが
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こちらにも伝わってくるようで好調な滑り出しだった。しかし、手羽先が山のよう

に盛りつけてあることを紹介し、本社のミーティングではみんなで無理に笑顔を

作っているシーンのあたりで、不自然さを覚えた。ユニークであれ、変人たれとい

うことばの背景に、山本さんの経歴や性格のユニークさが紹介されていたが、その

ことと商売の成功との関連性がよく分からなかった。また、ユニークさの一例とし

て、貯金して金利で暮らしたいと言っていたことが挙げられていたが、それは一般

の人間にとってごく自然な感情ではないだろうか。また、事業を拡大していく中で

陥った危機についても、突然さまざまな講演会に出向き経営哲学を学んだという話

になっていて、唐突感があった。何に感動しどんな経験を経て「立派な変人たれ」

ということばを掲げるに至ったのか、もっと深く掘り下げてほしかった。成功し自

らも講演会を開くようになり、山本さんに感化されたという２人が紹介されていた

が、山本さんとの関係性が分かりづらく、一般的なエピソードだった。この２人で

なければならない必然性を感じなかった。全体的に人物の紹介としてはまとまって

いたが、物語として捉えようとすると不満足な内容だった。 

 

○  最初に見たときに、温故知新や不易流行、根底は同じでも変わり続け革新の連続

でなければならないという点が伝統工芸の世界に似ているという印象を受けた。山

本さんの考え方は、勉強になる点も多かった。女性 100 人美人ばかりというのは、

危うい表現のようにも思うが、いったいどんな意図があるのだろうかと考えさせら

れた。また、このお店の後継者がいるのか、なぜ若くして亡くなったのかといった

点も気になったので、番組で少し触れてもよかったのではないだろうか。ナレーター

の声の高さや出し方、間の置き方は少し気になる点があった。２５分間、チャンネ

ルを変えずに番組を見てもらう工夫は今後も検討してほしい。ただ、山本さんの独

自性、変化、笑い、驚きなど、参考になる面は多かったように思う。番組を見て、

ためらうことなく挑戦することの大切さを学んだ。早速、実生活に生かしている。 

 

○  手羽先は名古屋のソウルフードだと思う。一般の市民に愛された名古屋名物が世

界に飛躍する。これはテーマとして大変面白いと思った。全体的な構成は、名物経

営者山本さんの自分の人生から得た失敗と成功、若者へのメッセージが組み込まれ、

視聴者にそのメッセージの趣旨は伝えることができていたと思う。全国にわたる山

本さんの行動力を見て、よし自分もやってみようと感じた若者がいるのではないだ

ろうか。ただ、職人気質の山本さんが、実際の難関に対して自分が変わらなければ

難局を乗り越えられないということを、どのように悟ったかが分かりづらかった。

自分を変えることは非常に難しい。誰もが悩んでいることだと思うので、もう少し

深く追求して欲しかった。一方で、突然の逝去により、取材時間や構成を十分に練っ

て制作することが難しかったのではないだろうかと推察する。若者がさまざまな人
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に刺激を受けて、勇気を持って自分の商品なりを変化させていこうとするのは大変

よい事例の紹介だった。人は人に支えられてさらに磨かれるということがあると思

うが、人生でどんな人に出会えるか、それが自分にとってどれほどすばらしいこと

であるかということが、テレビを通じてでも知ることができるというのは、メディ

アの責任を果たしているとも言えるだろう。コメンテーターは、凡庸なコメントに

収まっており、今回の番組のテーマである「変人たれ」という視点からのインパク

トのあるサジェスチョンがなかった。強力な締めがなかった点は残念だった。 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

○  山本さんの生前のエピソードや印象が語られることで、人物像や山本さんの「立

派な変人たれ」のヒストリーが極めてリアルにクローズアップされた番組だったと

思う。開業時は、お客さんと話もしない不愛想な本当に普通の人であったと思われ

る山本さんが、世界進出を志す中で、お客様のニーズを貪欲に捉え、特に真似をす

ることもいとわず、しかし、独自のオリジナリティを求め社会変化に真摯（しんし）

に向き合ってきた一生が分かる内容だった。コメンテーターは、手堅くものづくり

風土に示唆を与えるコメントをしていたが、山本さんの岐阜生まれのＤＮＡこそが、

すべての原点であったように思えてならなかった。おいしそうに手羽先を食べなが

らお店を訪れたお客さんが「名古屋のソウルフード」と言うのは究極のコメントだっ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

         この番組を制作するに当たり、気をつけたこと、考えたことがいく

つかある。まず、経営者の山本さんがどのような経営者だったのか取

材をしその内容を深めれば深めるほど、このお店のビジネスモデルに

限った話になり店舗のＰＲ色が出てしまうということ。もうひとつは、

山本さんの経営者としての人柄を紹介することはもちろん重要だと思

うが、東海北陸地方で放送する「ナビゲーション」という番組の性質

上、この地方に普遍化できるテーマはいったい何かという点も重要視

した。一方で、ご指摘いただいたように、山本さんが一店主から経営

者にどう変わっていったか、そのあたりのディテールの証言をどう積

み重ねるかという点は、もう少し方法があったのではないかと思う。

「変人たれ」ということばがどのように生み出されたか、もう少し詳

しく伝えることができればよかった。 

 

○  山本さんが逝去されたあとに企画を進めたことで、細かな部分や過去の資料映

像・知的な財産が足りなかったという面があるのではないか。 
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（ＮＨＫ側） 

         亡くなったあと、多くの方が集まり追悼した。「ナビゲーション」は

報道番組であり、そのような方が亡くなったということを速やかに伝

えることも役割だと思っている。早く・深く伝える上で、深くの部分

をどこまで追究するかは常に問われるが、今後も完成度の高いものを

目指していきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

○  ９月３０日(金)金とく 中部ネイチャーシリーズ 「南アルプス ３０００ｍ峰を

縦走 ～体感！大地と大気のダイナミズム～」１０月７日(金)「北アルプス 山岳古

道を行く ～富山と長野をつなぐ“山岳ハイウェイ”の旅～」を見た。自然のよさ

を改めて実感した番組だった。歩いて行かなければたどり着かない場所に向かい、

天候の影響を受けながらもその時でないと出合えないものの映像は魅力的だった。

南アルプスが豊かな水を生んでいる状況もよく伝わった。ゲストの小林千穂さんが、

静岡は富士山だけではないということをしみじみと語っていたが、私自身も今まで

北アルプスの映像を見ることはよくあったが、南アルプスの縦走を今回のような形

で見ることはなかった。映像は恐らくドローンを使っていたと思うが、すばらしい

映像だった。山や海の番組は、関わるスタッフのしっかりとした力がないと完成し

ないと思う。苦労されたと思う。敬意を表したい。特にこのような世情の時に、自

然と真摯に向き合い、そこに行かないと感じることができない自然の美しさを見せ

てくれるこの番組は、中部の自然の豊かさを素直に感じることができるので貴重だ。

今後も続けて欲しい。 

 

○  ９月３０日(金)金とく 中部ネイチャーシリーズ 「南アルプス ３０００ｍ峰を

縦走 ～体感！大地と大気のダイナミズム～」１０月７日(金)「北アルプス 山岳古

道を行く ～富山と長野をつなぐ“山岳ハイウェイ”の旅～」を見た。雄大な山を

見ることができ、あっという間に時間が過ぎた番組だった。今までも自然を取り上

げた番組を何回も見てきたが、今回は自然の美しさだけではなく、歴史やなぜ登山

道が出来たかなどという疑問に答える、大変すばらしい番組だった。また、出演者

に女性を選んでいるところも魅力的だった。また、タレントの金子貴俊さんのよさ

も出ていた。行くことが難しい場所を、自然と歴史を紹介するというすばらしい構

成で紹介していたと思う。登山体験ができた番組だった。 

 

○  ９月３０日(金)金とく 中部ネイチャーシリーズ 「南アルプス ３０００ｍ峰を

縦走 ～体感！大地と大気のダイナミズム～」１０月７日(金)「北アルプス 山岳古

道を行く ～富山と長野をつなぐ“山岳ハイウェイ”の旅～」を見た。南アルプス
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から北アルプスと２週連続して見せるところが構想としてとてもよかった。南アル

プスと北アルプスの違いを知らない人は多いと思う。南と北の生態の違いや、南ア

ルプスは山の話に重点を置き、北アルプスは歴史や文化的な視点で山を捉え、違っ

た切り口で見せていた点もよかった。また、北アルプスの方は、谷原章介さんがナ

レーションを務めていたが、声が柔らかくまろやかに包まれるような奥行きのある

ナレーションだった。「金とく」がぐっとレベルが高くなったように感じた人も多

かったのではないだろうか。南アルプスはＶ字谷についてまで紹介したにも関わら

ず、そこで川については触れなかったことが残念だった。この川は、暴れ川で、川

の下流には多くの人が住んでいる。山と聞くと遠い存在に感じるが、川を紹介する

ことでこの川は南アルプスにつながっていて、自分の目前に広がる山がまさに南ア

ルプスなのだという実感を持つこともできたと思う。地形の説明も入れながら山を

紹介していて非常によい番組だったが、リクエストをするなら、原生自然環境保全

地域になっている大井川源流部を紹介してほしかった。行きたくても簡単に行ける

ような場所ではない。原生自然環境保全地域は日本で５か所指定されている。中部

にもそのような自然があるということを多くの人は知らないと思うので、ぜひいつ

か紹介してほしい。 

 

○  １０月７日(金)金とく・選 中部ネイチャーシリーズ「日本最後の秘境・黒部源流

～清流の最初の一滴を求めて～」(総合 後 3：10～3：53)を見た。１日目の黒部の源

流に迫る場面や２日目の山小屋でくつろぐ場面、それから、４日目の雨の中の音楽

の伴奏、ピアノがすばらしかった。時折、家族を思い出すシーンがあり非常に自然

な人間の感情を表現していた。「いつか子どもと訪れたい」というナレーションもよ

かった。また、真面目な言い回しで表現しながらもそこにユーモアを入れこみ、そ

れについては特に触れずに番組が進んでいくこともおもしろく好感が持てた。黒崎

めぐみさんのナレーションもよかった。淡々としたよい番組だった。 

 

○  「金とく」ネイチャーシリーズは誠にすばらしかった。今までの「金とく」の中

で一番よかったのではないかと思うほど、高く評価したい。山を知り尽くした山岳

人のプロらしい描写や画角、パンフォーカスやグラデーションなど、いろいろな意

味で魅力的だった。沢の音のさわやかさも圧巻だった。それから、プロの女性山岳

家の小林さんは山を知っている女性ならではの感動を述べていたと思う。時間をか

けて作られた山の景色に思いをはせ、自分が生きている瞬間と合わさったことに感

動する地球規模の視点が印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

         山岳番組はカメラマンの力が非常に重要で、登っている人から 100
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メートル、200 メートル離れた所へ先回りし撮影することもある。そ

ういう意味では、中部地方には、山岳を得意としたトレーニングを積ん

だカメラマンがおり、その支えがあり番組が成り立っている。ちなみ

に、１回目に放送した番組のディレクターはこれまで音楽・芸能、ク

ラシック、古典芸能といったものを制作してきた女性だったが、この

番組を制作したいということで３か月前から、走り込み体力を鍛えて

準備を進めたと聞いている。来年も、山を登るだけではなく、歴史な

ども立体的に掘り下げたもの制作したいと思っている。大井川の源流

については、非常にアクセスが難しい場所だが挑戦する価値があると

思う。 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

○  ９月２４日(土)「ＮＨＫネイチャーコンサート ～音楽で満喫！中部の大自然～」

(総合 前 10:05～10:48 中部地方向け)を始め、３０日(金) 金とく 中部ネイチャー

シリーズ 「南アルプス ３０００ｍ峰を縦走 ～体感！大地と大気のダイナミズム

～」１０月７日(金)の「北アルプス 山岳古道を行く ～富山と長野をつなぐ“山岳

ハイウェイ”の旅～」を拝見し、ダイナミックな自然に改めて魅了されている。こ

の美しく迫力ある映像を制作するためには大きな苦労があったかと拝察する。 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

○  ９月３０日(金)ナビゲーション「彼女がふるさとを離れる理由」を見た。都市から

の大都市圏への流出をいかに食い止め、流入する人口を増やすかという極めて緊迫

した課題をとらえた番組だったと思う。静岡県から女性の流出が多いことは知って

いたが、その実態をクローズアップして女性達の生き方・価値観を紹介することで、

単なるデータの紹介にとどまっていない点が特徴的だった。番組では、大学を選ん

だ決め手は、「首都圏にあり、知名度があること」と語った女子大生や、やりがいを

求め、県内の会社を辞めて東京の会社に転職した女性を紹介していたが、彼女たち

の、ブランド志向や、精神的刺激と充実を選択するアクティブな生き方に頼もしさ

を覚えた。また、地方都市の利便性として職住接近や自然豊かな地域で子育てがで

きるといったことが挙げられると思うが、ワークスタイルの変化も見られる中、個

人のライフスタイル・ライフステージで価値観は変化していくものだと思う。番組

ではワークスタイルの多様性と選択肢が広がっていることが紹介されており、人と

して、妻として、また母としてさまざまなモデル提示ができたのではないだろうか

と思う。 

 

○  ９月２３日(金)ナビゲーション「“政務活動費”広がる不正」を見た。進行中の問
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題であり、この時の放送から現時点でも状況は変わっている。コメンテーターの方

が透明性の高い議会運営や情報公開制度のあり方について述べていたが、番組全体

としては議会が今後どう変わるかという掘り下げた議論まではされていなかったよ

うに思う。今後もこの問題を継続して取り上げて欲しい。新聞で取り上げる場合と

「ナビゲーション」のような報道番組で取り上げる場合とでは、取り上げ方が違っ

てくるだろう。難しい内容だとも思う。ただ、富山県は４月までさまざまな選挙が

続く状況だ。これを機に有権者が政治に対して関心を持ち、政治離れに歯止めがか

かればよいと思う。有権者がどのように関心を持つか興味がある。 

 

○  １０月７日(金)ナビゲーション「きっと 変われる ～“元非行少年”と少年たち」

１０月１４日(金)ナビゲーション「働く場所を君たちに ～児童養護施設を出たあと

の支援～」を見た。この２つの若者を扱った番組は、とてもよかった。非行歴のあ

る子どもや施設を出た後にひとり立ちをしようとする子どもを支援するＮＰＯなど

の団体の紹介など、時間をかけて何年も取材をしたという番組ではなかったが、市

井の人がこのように子どもたちを支援するというのはすごく価値があることだと

思っている。番組を見ていると、行政は一体何をやっているのかとも感じるが、支

援する人たちの善意が行政を動かしていくと思うので、今後もこのような番組を制

作してほしい。番組に関わるスタッフの視線や心意気をぜひ持続させてほしい。 

 

○  １０月９日（日）にナビゲーション「きっと 変われる ～“元非行少年”と少

年たち」の再放送を見た。番組で取り上げていたけんたという１６歳の少年の描写

が印象的だった。母親の顔は映してはいなかったが、指のかすかな震えで母親の気

持ちを表そうとしているところや、雨の中の原付バイクの場面など非常に印象的で

心地よい場面展開が続いた。また、不安感をあおりながらも、不安を解消する結論

を見せて視聴者を安心させるという構成は、番組を見ていて心地よい気分になった。

人のこまかな動きを捉える描写は、見る人に感情移入させることができていたと思

う。感銘を受けた。非常によく出来ていた。 

 

○  ９月１７日(土)ＮＨＫスペシャル「自動運転革命」を見た。企業名がどんどん紹介

されていたので、網羅的に自動運転の最前線について取材した番組かと期待したが、

取材に応じた企業に内容が偏っていたと思う。取材に応じた企業の先進性をけん

でんしているように感じた。取材が不可能であったのであれば、ニュースリリース

レベルで公開されている他社の情報を紹介してもよかったのではないだろうか。バ

ランスを欠いており、株価に影響を及ぼしたのではないかと思うほどだった。公共

放送として、今回の取り上げ方は疑問に感じる内容だった。また、システムのセキュ

リティー等のリスクについて全く触れられていない点ももの足りなかった。 
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○  ９月１８日(日)ＮＨＫスペシャル「完全解剖 ティラノサウルス ～最強恐竜 進

化の謎～」を見た。恐竜好きの人間にとっては、たまらなくすばらしい番組だった。

ティラノサウルスの毛や走り方がＣＧで表現されていた。どんな生態だったかを分

かりやすく伝えることは重要だ。ＮＨＫならではの番組だった。ナレーションの声

も落ち着いていて、よかった。今後もこのような番組を制作してほしい。 

 

○  ９月２５日(日)ＮＨＫスペシャル「縮小ニッポンの衝撃」を見た。国内の人口が減

少に転じたということで、我々はどう生き残っていくか生活していくのかという課

題提起だった。行政側の苦労が伝えられていたが、特に北海道夕張市の鈴木直道市

長の取り組みや苦労がよく伝わってきた。人口が減るとどうなるのか現実を改めて

知ることができた。島根県雲南市では行政がやっていた業務の一部を住民組織で行

うという内容だったが、そもそも住民が少なくなりそれすらも難しいという状況

だった。大変な状況にある地域が現にあり、自分の周りでも近い将来こういったこ

とが起こるのではないかと不安になった。厳しい状況の地域があることはよく分

かったが、今後行政も含めて、地方に住む人々はどうするべきなのかという提案が

なかったように思う。世界的には、北欧なども高齢化が進んでおりさまざまな取り

組みを行っていると思うので、そのような事例を紹介してもよかったのではないか。

また、国は地方創生を掲げているが、それでもこのように厳しい事態が発生してい

るのはどういうことか、どこに問題点があるのか知りたかった。日本全体で人口が

減るなか、どんな具体的な策を取ることができるのか続編の番組で取り上げて欲し

い。 

 

○  １０月９日(日)ＮＨＫスペシャル「あなたの家が危ない～熊本地震からの警告～」

を見た。これまで昭和５６年を境に建築基準法が変わり、それ以降の建物は大丈夫

だと思っていたが、熊本地震では比較的新しい家も被害を受けていた。２階建ての

建物の場合、上から下までの柱の続き具合や壁の続き具合を比率で表わす直下率と

いうものがあり、この値が高いか低いかで耐震力が全く違うという内容で、初めて

知る事実だったので大変驚いた。また、マンションを建築する際は、日本全国で地

域ごとに耐震係数というものがあり、一定の基準を満たした地区で建築許可が下り

るそうだが、最近は、過去に大地震が起きていない地域で地震が発生しているので、

問題だという話も興味深かった。また、ビルの免震構造も一定の許容範囲を超える

と壊れてしまうようで、今回の熊本地震でも耐えられなかったビルもあったようだ。

今まで耐震基準を満たしていれば大地震にも耐えられると認識していたので、驚い

た。行政側は、これは中長期的な課題で、すぐに見直すつもりはないとコメントし

ていたが、なぜ行政はすぐに動こうとしないのか疑問に思った。一部の自治体では
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耐震基準を引き上げ、対策を取っているようだが、国が動かなければ地方が動くし

かないのか、国に対して憤りを覚えた。自分たちに直接影響することでもあるので、

直下率の計算方法を紹介してほしかった。自分たちの住む家の直下率が計算できれ

ば、万が一の時にあの部屋に行ってはいけないという防災意識にもつながると思う。

防災対策を怠ると、大地震が起きた際に、事後費用のほうが高く付くのは明らかな

ので、行政には事前の対策を早めにしっかりと打ってほしい。 

 

○  ９月２２日(木)のんびりゆったり路線バスの旅スペシャル「天下分け目の男旅～合

戦の町をゆく～」(総合 後 7：30～8：43)を見た。岐阜県大垣市が出発時点だったが、

大垣駅をバックに２人の会話が始まり、駅前の商店街を紹介していたのはよかった。

また、バスで大垣市から琵琶湖へ行くという企画にも驚いた。路線バスがどんどん

減っていく中、まさか路線バスだけで大垣市から滋賀県へ行けるとは思わなかった。

番組タイトルから、民放で放送されているローカル路線バスで旅をする番組のこと

も思い出した。今回の番組は、その地域の特産やそこに住む人々の様子を紹介でき

ていたと思う。岐阜県から滋賀県へ移動したところで乗り継げる路線バスがなく

なってしまっても、時刻通りに乗合のタクシーが来たりと、岐阜県と滋賀県のつな

がりを見ることができた。地元の人と関わり合いながら、名産品やその場所の歴史

を紹介していて、とても良い番組だった。初めて知る場所や名物もあり、１時間が

あっという間にすぎた。滋賀県にバスで行く方法を知ることができた点も魅力的

だった。バスに乗るだけではなく、各場所を丁寧に紹介し、地方の良さが出ていた

番組だった。 

 

○  ９月２３日(金)からドラマ１０「運命に、似た恋」を見ている。ラブストーリーの

神様と呼ばれる脚本家、北川悦吏子さんの作品ということもあり、興味を持って見

た。幼い頃に２人は偶然にも出会っていて大人になったら再び出会ったというのは

本当によくある典型的な展開だが、俳優が役にぴったりと合っており、大変楽しく

見ている。ベッドシーンやキスシーンも多いドラマだが、実力派の俳優や大御所の

俳優でキャスティングされているので、インパクトのあるシーンも美しく純粋に描

かれている。ＮＨＫの制作力を感じるドラマだ。現実には絶対あり得ない偶然や出

会いが、非現実的で美しく映り、ロマンチックでとても陶酔している。幼児期の思

い出の場所も何度も出てくるが、こんなに美しい思い出の場所があったらいいなと

思うほどで、本当に美しい描写が多い。主役の原田知世さんは最初、原田さんとは

分からないほどの素顔で、普通の女性に一流デザイナーがひかれていくという設定

も非現実的だが、非常に幸せな気持ちにさせてくれるドラマだ。年を重ねると忘れ

てしまう恋心をドラマのヒロインになった気分で、恋のときめきを味わっている。

展開の早さに引き込まれ、一気に集中して見ることができている。今後のドラマの
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展開が楽しみだ。 

 

○  ９月２４日(土) 超絶 凄（すご）ワザ！「幻の技法解明ＳＰ 明治の超絶技巧を

再現せよ！」を見た。今までは、現代の企業や個人による対決だったが、今回は明

治時代の人、過去と闘うという視点が非常におもしろかった。その上、当時の技術

やノウハウを再現することが、今の科学技術をもってしても結局成し遂げることが

できなかったという点がさらにおもしろかった。先代の人たちの技術力の高さ、す

ばらしさ、また、その技術を克服しよう、習得していこうという現代の人の意気込

みが分かり非常によい番組だった。ただ対決するだけとは違う新しさが見えた。こ

れからもぜひ頑張ってほしい。あの鉄の板をうさぎの形にできる技術力はすばらし

かった。またそのような番組も見たい。 

 

○  ９月２５日(日)日曜美術館「匠（たくみ）の技 未来の美～第６３回日本伝統工芸

展～」を見た。今のテレビでこの究極の芸術品をどこまで表現するのかと思い、大

変興味深く見た。結論は、懸念を払拭（ふっしょく）するような映像の制作力だっ

た。やはり高い技術力があると思った。浅い焦点の絞りを利用した前ボケ・後ボケ

の効果やピントの合ったところはしっかり画像が出ていた。また、スカーレットか

ら藍色のグラデーションの色が非常にきれいだった。背景の色合いも大変工夫があ

り、芸術品の品格を失わないような舞台装置になっていた。敬意を表したい。匠の

こだわりや独特の見方については、言葉だけではなく、テロップで簡明に匠の考え

が示され、視聴者にとって理解するのに大変役立ったのではないだろうかと思う。

加藤清和さんは釉薬を何度で溶けて何センチ釉薬が流れるということまで研究し大

変鮮やかな三彩陶器の作品を作っていた。先を予想し難い陶芸という世界で、新た

な視点を作っていると思う。すばらしかった。それから、松江の七宝作家の松本三

千子さんの作品の紹介も大変見事なカメラワークだった。また、電気炉の加熱炉の

中をのぞき窓から見る様子は、匠というのはこのような危険を伴う作業も行うもの

だと大変納得した。番組では、匠というのは、先を見据えながら考え、どう次の世

代につないでいくか、未来の美をいかに生み出すかという姿勢でいることが大切だ

という最後の締めは大変すばらしかった。 

 

○  ９月３０日(金)ドキュメント７２時間「福井 真夏の無人氷屋」を見た。この氷屋

が繁華街の中心部にあるので、どのような町の風景が映るのか少し不安を覚えなが

ら視聴した。ありきたりの飲み屋街の風景もあったが、それ以外にも地域の祭りや

自治会、ＰＴＡの催し物で汗を流す少年の父親たちや、子どもと釣りに出かける親

子、３歳の孫に釣ったアユを食べさせようとする、地元によくいるアユ釣りが趣味

のおじいさんなど、氷でつながる福井らしい風景や表情で、上手に切り取られてい
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た。短い時間で福井の暮らしぶりがリアルにかいま見える、福井県の人にとっても

納得がいくドキュメンタリーだったと思う。 

 

○  １０月１日(土)ＥＴＶ特集「私たちは買われた―少女たちの企画展―」を見た。衝

撃的なタイトルと、児童売春に関わった少女たちの告白が印象的だった。児童売春

が問題であることは周知の事実で、テレビで取り上げる以上は、この企画展が訴え

る以上の何か、あるいは、企画展からは見えなかった何かを映し出さない限り、単

なる企画展のイベント告知番組にしかならないような気がした。ＥＴＶ特集という

番組化による価値を創造しきれていなかったように思う。特に、最後に、「児童売春

を禁じたところで、そこに至る原因は何も解決するわけではない」という本質課題

ともいえる少女の言葉を象徴的に取り上げていたにもかかわらず、番組としての主

張を明らかにしない傍観者のような構成に不満が残った。ショッキングなタイトル

に乗じて番組を制作したかのような印象を受け、残念だった。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」を見ている。３週目を迎え、新しいテーマソン

グにも慣れてきた。連続テレビ小説「とと姉ちゃん」に比べて幼少期が短かったの

で、今後どのような展開になるのかと楽しみにしている。また、菅野美穂さんのナ

レーションも心地よく、番組にとても合っていると思う。ただ１つ気になるのは、

この時代を取り上げるサクセスストーリーの中ではどうしてもしかたのないことだ

と思うが、戦争の話や戦争の場面が出てくる頻度が少し多いように思う。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」はいつも次回を期待させる番組だと思う。人物

が細やかに描かれている。ただ、１０月６日(木)の放送で母親役の菅野さんが母親役

でもうすぐ死にそうだという回のあと、次に放送する「あさイチ」でプレミアムトー

クのゲストとして急に元気に登場したということがあった。「ぺっぴんさん」のこと

を語っていたが、若干違和感があった。 

 

○  １０月６日(木)クローズアップ現代＋「シリーズ・あなたの働き方が変わる！？収

入アップ？ダウン？～揺れるパート・企業～」を見た。周りにもパートで働いてい

る人が多いので、興味があり視聴した。パートの働き方が１０月から変更になった

ということを、パネルなどを使いながら詳しく紹介していたので、分かりやすかっ

た。また、単身者にはこの制度は有利だが、扶養に入っている主婦には社会保険の

106 万円という壁と、配偶者控除という 103 万円の２つの壁があり、さらに働く時

間が短くなって収入が減っているという実情、また、企業も人手不足という悪循環

を引き起こしているということが取材されていて、分かりやすかった。一方、これ

は都会の大企業に当てはまることなのではないかとも思った。ゲストの大沢真理
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さんが、人口減少社会において、働ける条件がある人にも時間を減らすように誘導

しているのは不合理だと言われたことに、大いに共感した。番組では、従業員 500

人以上の企業の場合が紹介されていたが、それ以下の企業はどうなるのか知りた

かった。 

 

○  １０月７日(金)団塊スタイル スペシャル 気になる親の暮らし「どうする？実家

の片づけ」を見た。１人暮らしの母親の家が物だらけで片づいていないことを娘が

心配する内容だった。先生がまず「ここの家の主導権はお母さんにあることが大事、

娘の目線でいらないと言いけんかをしてしまうと先には進まない」とアドバイスを

していた点が印象的だった。そのおかげで、スムーズに片づけが進み、終わる頃に

は「きれいになるのは楽しい」と笑顔で話をしていて、大変ほほえましかった。ま

た、物に対する価値観の違いを認めることが大事だということも知ることができた。

さっそく自分自身も取り入れてみようと思った。 

 

○  １０月９日(日)サキどり「木で高層ビル！？ニッポンの山に革命を」を見た。この

番組は時代の一歩前を行っており、非常に良い番組だ。特に、日本は森林を今後ど

うするべきかという問題を抱える中で、この問題を取り上げていたことがよかった。

東大寺が９８メートルの塔を木造で作っていたというのは初めて知った。９８メー

トルは３０階建てのビルぐらいの高さだと思うので、ＣＧなどを使いその高さを見

せてほしかった。そうすると、もっとイメージが湧き、それほど高い建物でも木造

で建築できるということが理解しやすかったと思う。東大寺は現代のような科学技

術がないときに建てられているので、そのすごさをもう少し表現してほしかった。

また、林業再生の視点で、ヨーロッパで木が高層ビルの建築に使われ日本でも導入

が検討されている例が紹介されていたが、森林をどう管理していくべきかというと

ころまで先取りし取り上げてほしかった。伐採してもまた植えればよいというのが

今の日本の持続的林業という考え方になってしまっているが、このままでは日本で

よい森がなくなってしまう恐れもあるので、未来に向けての林業再生という視点の

所まで話を持って行ってほしかった。 

 

○  １０月１２日(水)・１９日（水）ねほりんぱほりん「元国会議員秘書」「元薬物中

毒者」を見た。過去の番組で培った人形劇技術を生かしきれていない、品のないトー

ク番組だったように思う。登場人物をブタの人形にし、顔出しＮＧの人のホンネを

聞くということが、あたかもすばらしい発想の転換として主張されていたが、すべ

てをブタ扱いするというスタンス以外、特に何の意義も効果も感じなかった。特に、

１９日(水)の放送はブタの人形で覚醒剤中毒症状を紹介していたが、社会問題性が深

刻なものをブタの人形を使い表現することに違和感を覚えた。ブタの仮面をかぶる
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ことで得た匿名性が、とても悪いほうに働いていると思った。 

 

○  １０月１５日(土)ニッポンぶらり鉄道旅「“下町の遊び心”を探して 都電荒川線」

を見た。東京というと近代的なものばかりかと思っていたが、車両１両のレトロな

鉄道が走っていたり、駅で下車すると、細い路地に多くの人たちが暮らしていたり、

イメージとは違っていて、驚いた。また、「もんじゃ焼き研究会」という不思議なも

のや、電球を作っている会社、端唄を教えているお師匠さん、銭湯でジャズを演奏

している様子、最後に早稲田駅で地域の人たちがテントを張りお祭りをしている様

子など、新しいものを取り入れるだけではなく、古きよきものをつないでいく東京

のよさを知ることできた番組だった。地方では残すことが難しい希少価値の高いも

のでも、東京のように人口が多いと残すことができるのだとこの番組を見て感じた。

東京は新しいものをどんどんと取り入れながら、伝統を受け継いでいく街だが、そ

れだけではなく新しいものと伝統が融合する魅力があるということをこの番組から

知ることができた。 

 

○  「日曜美術館」をよく見る。１０月１６日(日)は「１９４５年黒の黙示録 香月泰

男 丸木位里・俊 川田喜久治」を見た。朝から戦争の絵を紹介しており、日曜日

の朝なのにと思ったが、番組を見ながらこういった過去の歴史や現実も伝えていか

なければいけないと思った。見ないふり、知らないふりをしてしまいがちだが、戦

争の恐ろしさに向き合うことの大切さを感じることができた番組だった。 

 

○  １０月１６日(日)これでわかった！世界のいま「国連に新風吹き込む？新トップが

挑む高い壁」を見た。ＮＨＫのやるべき仕事、ＮＨＫでなければできない仕事は何

種類かあると思うが、そのうちの１つはこの種の番組だと思う。国際ニュースを分

かりやすく伝えるのは至難の業だ。そのような中でこの番組は、独特の演出で国際

ニュース担当のデスクが解説し、工夫がされている番組だと思う。この日は、ポル

トガルの元首相で新しい国連事務総長のアントニオ・グテーレスさんのニュースを

ベースに、国連の基礎知識、常任理事国の問題などを分かりやすく説明していた。

後半では、シリアの空爆の被害を直近の映像で伝えており、よく放送することがで

きたと感心した。かつて放送していた「週刊こどもニュース」の路線は、土曜日に

放送している「週刊 ニュース深読み」に連なっていると推測するが、国際ニュー

スに関してはこの番組の方がよいと思う。ただ、ゲストの選び方や小道具の使い方

は改善の余地があると思うので検討し、ぜひもっとよい番組にしてほしい。あまり

手間暇をかけると鮮度が落ちてしまうので、できるだけニュース性を保ちながら放

送してほしい。また、番組を見ているとＮＨＫの国際部にはいったい何人のデスク

がいるのだろうかと思う。人材に恵まれているということだと思うので、彼らの知
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識や話術をぜひ磨き彼らの名前をもっと外に出してスター記者を輩出してほしいと

思っている。 

 

○  １０月１８日(火)あさイチ「スゴ技Ｑ アルミホイル」を見た。今までアルミホイ

ルを持っていたがほとんど使ったことがなかった。いつもラップフィルムで巻いた

りポリ袋に入れて、いろいろな物を持っていったり冷凍したりしていた。番組を見

て、アルミホイルで銀がピカピカになったり、アルミホイルを活用すればフライパン

ですぐにとんかつが焼けたりするなど、目からうろこの情報ばかりで、勉強になっ

た。４つほどのお惣菜が１０分で出来るというのも魅力的だった。また、アルミホ

イルを磨いて自前のレフを作り持ち歩けば、写真撮影の際に役立つのではないかと

思った。すぐに実践できる情報がいろいろあると思った。 

 

○  １０月２８日(金) ２０２０ＴＯＫＹＯ みんなの応援計画「“国際的”銭湯／お

せっかい人助け／アメリカ忍者」を見た。東京五輪開催に向けて、さまざまな取り

組みを個人・組織にかかわらず取り上げるという着想は大変おもしろく、番組によ

る草の根的な効果も期待できるのではないかと思った。しかしながら、いくらイン

パクトが必要とは言え、冒頭に登場するのが奇妙で不思議な人では、番組趣旨が上

手く伝わらないのではないか。２つ目の「“少しだけ”英語通じます商店街」のよう

な活動こそが最初に取り上げるコンテンツだと思った。お祭りだから盛り上がれば

何でもよいといった雰囲気にせずに、視聴者に直接的に、これが応援だという共感

を生むような活動を取り上げ続けることが肝要なのではないかと思った。 

 

○  「サラメシ」を毎回楽しく見ている。特に、中井貴一さんの語りが心地がよい。 

 

○  東北地方に行ったときに、地元の県内にいては知ることがないようなニュースや

現実があるのだということに改めて気づかされた。どんなニュースも風化させない

ことが重要でＮＨＫの役割だと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局  
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平成２８年９月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ９月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１５日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。議事に先立ち、空席となっている委員長の互選を行

い、委員長に小澤委員を選出した。 

 会議ではまず、「平成２８年度後半期の国内放送番組」について説明があり、「平成２

９年度の番組改定」の意見交換を行った。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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、今後の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  小澤 正俊 （大同特殊鋼（株）相談役） 

 副委員長  松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

 委 員  加藤 勇二 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

   小寺 功子 （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

   佐野 俊和 （コマツサービスエース(株)代表取締役社長） 

   中村 智景 （四季料亭「助六」女将） 

         野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

   長谷川明子 （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

                東    惠子 （東海大学海洋学部環境社会学科教授） 

                真能 秀久 （中日新聞社取締役人事労務担当) 

 

     

 （主な発言） 

＜「平成２８年度後半期の国内放送番組」および 

                     「平成２９年度の番組改定」について＞ 

 

○  2019 年には、ラグビーワールドカップ 2019 が日本で開催される。2020 年の東京

オリンピック・パラリンピックの前にこういった大きなイベントもあり、五郎丸歩

選手といった注目度の高い選手もいる。ラグビーがより楽しめるような番組を大会

前に制作してほしい。 

 

   （ＮＨＫ側） 

         ぜひ検討したい。東京オリンピック・パラリンピック開催までの約

３年半をどう有効に使うかは重要だと考えている。ラグビーワールド
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カップのように他のいろいろなイベントをうまく位置づけながら、東

京オリンピックまでを目指していきたい。 

 

○  わらべうたを知らない人が多いと思う。わらべうたは歴史と文化がある。「みんな

のうた」のような番組ではなく、大人も一緒に見ながらわらべうたを楽しめるよう

な番組を制作してほしい。リオデジャネイロオリンピックの閉会式では日本の国歌

がアレンジされており、すばらしい曲に変わるのだと感動した。わらべうたも、Ｎ

ＨＫならではのアレンジを加えて、番組で展開してほしい。そうすると、新しい視

点で見ることができたり、文化の掘り起こしができたりする。歴史などの背景も加

えて、ＮＨＫでしか制作できない番組作りを期待したい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         中部地方では、「Ｕｔａ-Ｔｕｂｅ」という今の歌を紹介する番組は 

ある。わらべうたをどう取り上げるかというのは、わらべうたを伝承

している人たちの姿といった視点で、機会があればドキュメントとし

て伝えることはできるかもしれない。７月２４日（日）に「日曜Ｔｕ

ｂｅ ショートストーリーズ」で岐阜県の地域の民謡を伝える話を放

送したが、わらべうたも番組で取り上げることができるとよいのでは

ないかと思う。 

 

○  わらべうた以外に、例えば日本の太鼓など、日本の文化を継承していくという意

味では、そういったテーマの番組作りも必要かもしれない。 

 

○  「ファミリーヒストリー」は非常に好きな番組だが、今年度から放送時間帯が午

後１０時台から午後７時台となり、大幅に変わったと思う。午後１０時台に放送し

ていた時の方が、ゆっくり見ることができてよかった。また、「クローズアップ現代

＋」も放送時間が大きく変わったが、どのように評価をしているのか。また、番組

の放送時間が変わったり新番組が始まったりする場合、新しい視聴者を確保するた

めにどのような取り組みをしているのか。周囲でＮＨＫの番組が評価されていない

と感じることもあり、ＰＲ方法が気になった。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         総合テレビは、時間帯を大幅に変えたことにより、視聴率は平均す

ると約１％上がっている。視聴率がすべての指標ではないが、「ファミ

リーヒストリー」をはじめさまざまな番組を移設したことにより、多

くの方に見ていただけるようになったと考えている。「クローズアップ
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現代＋」は放送時間帯が遅くなったことにより、３０代や４０代の方

にも見ていただけるようになった。世帯視聴率としては午後７時台に

放送していた時より下がっているが、もともとこれまで午後１０時台

に放送していた番組と比較するとほぼ同じくらい見ていただけている。

午後７時３０分から放送することになった番組については評価してい

ただいていると思っている。「クローズアップ現代」についても、視聴

率以外の質的指標は今の方が評価は高い。ただ、番組の定着という点

については、認知度が低い番組が多くあるというのが正直なところ。

ＮＨＫをふだん見ていない方への周知のしかたがとても難しい。定着

にはまだ時間がかかると考えている。現状はこの方針のまま、さまざ

まな媒体を使って定着を図っていきたいと考えている。 

 

         名古屋放送局では「超絶 凄（すご）ワザ！」という番組を制作し

ているが、ＮＨＫをあまり見ない人にＰＲするための方法として、イン

ターネットに２分や３分の「超絶 凄ワザ！」のハイライトシーンだ

けをクリップにしたものを、外部投稿動画サイトで見られるようにし

た。ふだんテレビを見ていなくても、インターネットで見た映像をきっ

かけに番組の名前を知り視聴を始めてもらえる可能性もある。テレビ

以外にできるだけ接点を設け、番組の認知拡大につなげるということ

も行っている。 

 

○  半年ごとや年に１回でもよいので、番組の総括について説明してほしい。時刻表

を見ても、番組がどう評価されているのか、世の中はどうなっているのか、他局と

比較するとどうなのかが分かりづらい。成果や反省点を示してもよいと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         何がどう見られているか、視聴率データも分析はしている。しかし、

番組審議会の場では紹介して来なかった。夜間帯については、最も多

くの人に見てもらえる時間帯であるので、細かい調査を行っている。

提示できるものがないか考えていきたい。 

 

         番組改定の時期に東京から担当者が来て説明する場を設けているの

で、仕組みについても考えたい。 

 

○  ぜひ検討してほしい。細かいものは必要ないが、ＮＨＫはどう評価されているの

か他の委員の方も含め気にしている。 
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○  前回の意見聴取の際も申し上げたが、ＢＳで放送している連続テレビ小説の時間

帯が気になっている。ＢＳプレミアムは午前７時３０分からの放送、総合テレビは

午前８時からの放送と３０分しか差がない。朝早く出勤される人のことを考えると、

やはりＢＳプレミアムでは午前６時台に放送した方が、違ったメディアで時間をず

らして放送する意味もある。ぜひ検討してほしい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         連続テレビ小説は、午後１１時台にも放送している。帰宅が遅い人

にも見ていただきたいと思っているが、この時間帯でよいのかどうか

という問題もある。朝の時間帯もどこの時間帯が一番適当なのか、議

論も始めている。 

 

○  スーパーハイビジョン試験放送は何を目的にどの程度実施するのか。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         2018 年からスタートする予定の実用放送に向けて、試験放送を行う

ことで技術的なことも含め、さまざまなことを確認している。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月１５日(金)静岡スペシャル「オリンピアン ヒストリー～僕らは静岡で強く

なった～」を見た。オリンピックが終わったあと、もう一度番組を見たが、最初に

見たときよりもオリンピックが終わってから見た時の方が、臨場感やそれぞれの選

手の生い立ちも感じることができ、改めてよかったなと思っている。それぞれの選

手の幼い時からの夢も含め、番組で紹介されていて、興味深かった。また、幼少期

の頃のニュースや昔の取材映像を活用していた点もよかった。各選手にどのような

共通点があるのかと考えていたが、憧れの選手を目指し努力する姿や日々の練習量、

オリンピックに出たいといった意思などに加え、周囲の支援や環境も影響するので

はないかと思った。オリンピックやパラリンピックの話題は、さまざまな人に夢と

希望を与えられる。開幕前だけでなく、開幕後にもその成果とともに伝える番組が

あってもよいと思う。 

 

○  ７月３１日(日) 北陸３ｓｔｏｒｉｅｓ「＃２ ～歌から始まる３つの物語～」(総

合 前 10：05～10：48 北陸地方向け)を見た。歌から始まる３つの物語を基にしな

がら、歌と勇気で元気になっていく、次の目標を見つけていくという物語だった。
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まずよかったと思うのは、番組のナビゲーターを務めていたＫＡＮ ＳＡＮＯさん。

音楽を通して生きていく勇気を伝えたいということで、淡々と、余計なことを話す

ことなく、次々とストーリーの流れを説明していたので、ついつい見入ってしまっ

た。富山のストーリーは、「のど自慢」で鐘を３つもらった時の女の子の表情が非常

によく、カメラアングルもその表情をしっかりと捉えていた。見る側もその笑顔に

勇気をもらった。取材については、どの時点でこの物語を制作しようと思ったのか

が見えなかったが、丁寧に寄り添いながら取材をしていた状況がよく見えた。彼女

がだんだんと変化していく姿が見えたので、見ている側も寄り添いながら見ること

ができた。自分の存在、居場所を見つけたいということは生きていく上で必要であ

るし、金沢や福井の物語にも共通するが、さまざまな状況を抱えながらも歌が生き

ていく上で大きなきっかけになっているというテーマに絞り込んでいた点がよかっ

た。取材する人が物語により違い、質問者が男性か女性かという点も違ったが、決

してそれが耳障りになることなく、番組にそれも入り込んでくることがよいと思っ

た。どういう形でどのように質問をしているのかが見えた。よい形で質問内容が浮

かび上がっていたように思う。一方、それぞれデリケートな問題にも関わらず顔を

隠さずに番組に出演していたので、放送後、どのような状況になったのか気になっ

た。 

 

○  ８月２６日(金)金とく 子どもスペシャル「夏休みが終わっても ～いま“不登校”

を考える～」(総合 後 7：30～8：43)を見た。不登校はかつて登校拒否と言った時代

もあったが、1960 年代くらいから半世紀にわたりこの国の問題になっていると思う。

それを、今の時期に、不登校が始まる、あるいは自殺件数が増える時期の前に放送

するという問題意識はよかった。実際に不登校になった親子が、顔や実名をここま

で出すことができる時代になったのだなと思った。対策が進んだ成果だと思う。引

きこもりの人が全国で多数いるなか、この国がまだ社会の寛容性と柔軟性に欠けて

いるということを、負の側面で表わしている問題だと思うが、長く続く問題なので、

こういう視点を大事にしてほしい。構成は定型的で、ほかに新しい伝え方がないか

と思いながら見た。富山で５月に行われた「ＮＨＫのど自慢」がきっかけだったと

すれば、不登校といった問題をこの切り口で捉えられる記者はよい。「ＮＨＫのど自

慢」では合格の鐘が鳴ったが、こういったきっかけを作ることができれば、解決し

ていく問題もあると思う。 

 

○  ８月２６日(金)金とく 子どもスペシャル「夏休みが終わっても ～いま“不登校”

を考える～」を見た。これまでも、いじめ、不登校、引きこもりの問題が、マスコ

ミ等で取り上げられると、芸能人が自分も過去にいじめられた経験があるという話

から始まり、今まさに苦しんでいる者に対して自分の体験談を披露しながら「私は
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今こういうふうに元気になっていますよ」というものが多かったので、今回もその

ような展開になるのかと懸念していた。しかし今回は、スタジオに登場した人たち

がそれぞれ自分の気持ちや過去の経験を素直に話していて、評論家や第三者の考え

方ではなく、今の気持ちをしっかりと伝えられている状況で番組が構成されていた

のでよかった。一方、この問題は昔からずっとあり、デリケートな問題だ。実際に、

引きこもっている人がこのような番組を見るかといったらまず見ないと思う。恐ら

く、親や周囲の人がどう対応したらよいのかということで見るのではないか思う。

この種の問題は、継続的に教育番組等で捉えていかないと、解決の糸口は見つから

ないと思う。渦中にいる人たちは、本当にそれがすべてで悩んでいる。出会いで人

は大きく変わるということが重要だと思うので、出会いのきっかけとなり、今後教

育に携わる学生たちが教員になり、実際に不登校の問題に直面したときにどう対応

するかということも含めながら、継続的に、視点を変えて、番組でも取り上げていっ

てほしい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         「金とく 子どもスペシャル」の放送後、顔を出し出演していた子

どもたちについては、その後もフォローしている。出演しいろいろと

話すことができてよかったとおっしゃっていると聞いている。顔を出

したことにより何か不都合なことも生じていないようだ。今回の番組

は、２、３年目のＰＤが半年ほどじっくりとつきあい、その信頼関係

の中で顔を出して出演したという経緯がある。「ＮＨＫのど自慢」に出

場し合格の鐘をもらった富山の子は、もちろん番組に出演するために

「ＮＨＫのど自慢」に合格したわけではなく、結果的に合格したこと

がきっかけでその後のつきあいが始まったと聞いている。 

 

○  ９月２日(金)ナビゲーションスペシャル「どう備える“活断層”地震～東海北陸の

リスク～」を見た。まだ知られてない活断層があり、名古屋市内の中心部も２本の

活断層が走っているのではないかと指摘されていたが、地震はいつ、どこで、何が

起きても不思議ではないと改めて思った。命を守ることが最も重要だと覚悟をして

備えなければいけないと感じた。まさか自分は災害に遭わないと思っている人がま

だまだ多いと思う。この意識は改めなければいけないと思った。今回番組を見て、

活断層型の連動型地震は本当に怖いと思った。予知もなしに突然起きる。活断層が

動くと、津波が想定より短い時間で到達するというリスクもあるようで、津波対策

も見直しが必要だと思った。番組で紹介した防災グッズは、初めて知るものが多かっ

た。人を助ける前に自分の身は自分で守れということばは本当に印象的だった。互

助の精神は大切だが、まずは人に迷惑をかけない、自分で自分の身を守る、その対
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策をやらなければいけないとつくづく感じた。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         ９月２日(金)に放送した「ナビゲーションスペシャル」は、東海北

陸地方の各局の記者とディレクターを中心に制作した番組だった。自

分の身は自分で守るべきとかその対策を考えるべきとつくづく思った

というご意見をいただいたが、そう思っていただくことが最終目的

だったので、本当にありがたいと思っている。 

 

○  ９月９日(金)ナビゲーション「新たなリスク 落下物事故」を見た。１つの事故か

ら全国に取材を広げ、被害者感情もきっちりと取材していた。また、運送業界の実

態、国の規制や法律なども紹介し、模範的と言っていいほどよく作られていた。 

 

○  ９月９日(金)ナビゲーション「新たなリスク 落下物事故」を見た。この番組を見

るに当たり、過去に高速道路を走っていた時に何かが車に当たり怖い思いをしたと

いう経験があったので、ひと事ではないという気持ちで番組を見た。被害者の方の

コメントで、「運が悪かったね」と言われることが一番悔しいというところがあった

が、本当にそのとおりだと思う。こういった事故は、運が悪かったと言っている間

は絶対なくならないとつくづく思った。再発防止にいかに前向きに取り組むかが大

切だと思う。このコメントは、効果的なコメントだった。番組後半部分では、運行

管理者制度の説明があり、悲惨な事故が全国で年間１１万件ほど発生しているとの

ことだ。飲酒運転事故のときと同じように厳しくルールを決めていかなければいけ

ないと思った。現状では、自主的な取り組みに任されている部分が残っている。締

めつけるのはどうかという意見もあると思うが、厳しいルール化が必要だと思う。

組織として、個人として、倫理観を持った国民にならなければいけない。そのため

のルールは皆が受け入れてくれるだろうと思う。こういったことを社会として変え

ていく必要があると思った。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         ナビゲーション「新たなリスク 落下物事故」の担当は入局３年目

の記者とディレクターが取材をしている。 

 

○  富山県議会・富山市議会の問題は、地域にとって重要なことだと考えている。Ｎ

ＨＫという立場でしっかりと検証してほしい。現状、さまざまな意見が出ている。

これは一地方の問題ではなく、表面化していないだけで、全国にこのような問題が

あるのではないだろうか。政治とカネの問題はより身近になってきていると思う。
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おごりも当然あるだろう。しっかりと取材し、伝えてほしい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         この問題については、今も精力的に取材しているが、改めて富山局に

も深く多角的に取材するよう、指示をしたい。 

  

○  ７月１３日(水)ガッテン！「アンチエイジングの新常識 毛細血管ケアＳＰ」を見

た。自分の身に直結することなので、健康をテーマにした番組にはくぎづけになる。

血管は９９％が毛細血管なので、大動脈も大切だが毛細血管を大切にしようという

部分は改めて意識することができた。毛細血管人間はリアル感があり「ガッテン！」

らしかった。また、今回はダジャレではなく、自然に笑える演出が多く、非常にお

もしろかった。 

 ７月１６日(土)「超入門！落語ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」を見た。前回の放送でくぎづ

けになったので、今回の放送を楽しみにして見た。今回のお題は、「お菊の皿」と「包

丁」だったが、やり過ぎて現代にこび過ぎてしまった部分があったように思う。そ

うすると白々しく感じてしまう。この番組は新しい試みも多く、期待している。知

らない落語を映像として見せてもらえるのもよい。音だけを聞いても、本当にリア

ルで楽しめた。ぜひよいものを制作してほしい。 

 ７月２２日(金)ドキュメント７２時間「名古屋 レトロ喫茶へようこそ」を見た。

名古屋の大須に昔からある喫茶店の様子を７２時間追いかけるという番組内容だっ

たが、名古屋の人が日常的にサンドウィッチを食べに行くお店が、レトロな喫茶店

と紹介されていたことに多少ショックを受けた。また、大須の喫茶店を訪れる方々

が個性豊かな人が多く、このような世界観が広がっていたのかと驚いた。これまで

気づかなかった名古屋の一面を知ることができたように思う。川栄李奈さんがナ

レーションをしていたが、他の番組に出演している時とはまた違ったイメージで、

番組の雰囲気に合ったよいナレーションだった。彼女の意外な一面を知ることもで

きた。 

 

○  ７月２８日(木) 中井精也のてつたび！「岐阜 樽見鉄道線」を見た。根尾川を眼

下に見下ろしながら自然豊かなすばらしい景色を眺めることのできる路線で、多く

の魅力を番組で取り上げていたと思う。ホームページで募集した鉄道写真を手がか

りにローカル線を訪ね出演者が毎回テーマを決めて写真を撮っているが、今回番組

で紹介した３枚の写真はどれもアイディアと技術が結集された作品だったと思う。

番組では、簡単そうに写真を撮っているように見えたが、樽見鉄道は１時間に１本

ほどの運行しかない鉄道なので、かなりの時間と労力をかけられたのだろうと推測

する。どの写真もすばらしい写真だった。番組で訪れていた時期は初夏だったが、
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樽見鉄道は四季折々にすばらしい景色を見ることができる路線だと思う。樽見鉄道

が廃線にならないように地元のよいものを残していきたいという思いが強くなる番

組だった。ぜひ機会を作って乗ってみたい。この番組は、ローカル線を紹介しなが

ら、のんびりとした地方のよさをアピールすることができる番組だと思う。この番

組を見て、地方に行ってみたいとか、ローカル線に乗ってみたいという人が増える

と思う。ぜひＢＳではなく総合テレビでも再放送してほしい。 

 

○  ７月３０日(土)終戦スペシャルドラマ「百合子さんの絵本 ～陸軍武官・小野寺夫

婦の戦争～」(総合 後 9：00～10：30)を見た。小野寺信武官の戦争末期の情報収集

活動、及び軍部の終戦に向けての判断ミスともいわれるような対応については多少

知っていたが、どのような形でドラマで再現されるか興味があって見た。暗号によ

る打電のシーンなどは臨場感があり、具体的だった。また時折、昔のフィルムを入

れることで、戦争の流れが理解できるよううまく表現されていた。小野寺武官が上

層部に伝えていなかったことに対する事実を、もう少し取り上げてもよかったので

はないかと思った。また、ドラマの中で、戦後から３１年経った時の小野寺百合子

さんを演じる俳優の表情が若すぎた。もう少し老けた表情を演出した方がリアリ

ティがあったと思う。 

 

○  ７月３０日(土) 指原（さし）ペディア「オリンピックを筋肉で検索せよ！」(総合 

後 8：15～8：43)を見た。ため口やぶっちゃけトークなどをしつつも分をわきまえ

ている指原莉乃さんに、マンガ、アイドル、ボーイズラブ、ゲームといった、やや

サブカルチャーっぽいことを検索させることが持ち味だったバラエティーだと思っ

ていたが、今回はオリンピックという王道ネタにしたために、全く指原さんの良さ

や番組の良さが生きていなかったように思う。この番組でオリンピックをネタにす

るなら、オリンピック終了後に猫ひろしさんのような話題となった人物をゲストに

招き放送した方が良いと思う。番組の個性が生かされていなかったことが、残念だっ

た。 

 ８月２日(火)夏休みドラマ「キッドナップ・ツアー」(総合 後 7：30～8：43)を見

た。同じ原作者の「紙の月」のテレビドラマ化が秀逸だったので、楽しみにして見

た。俳優も適任だったと思う。子役も、物事をクールに見つつも、今どきの子ども

らしさが出ており、モノローグの自然体も含めてよい出来だった。脇役を含めて大

変豪華で、やはり実力のある俳優が脇を固めるとドラマ全体の質が高まることがよ

く分かった。ＮＨＫならではのぜいたくな配役だった。原作の醸し出す後味の悪さ

など小説のエッセンスをよく捉え、うまくドラマにしていたと思う。 

 

○  ８月３日(水)～５日(金)夏のテレビクラブ 昔話法廷「“アリとキリギリス”裁判」
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「“舌切りすずめ”裁判」「“浦島太郎”裁判」(Ｅテレ 前 9：00～9：15)を見た。も

し昔話の登場人物が訴えられたらという設定がおもしろかった。誰でも知っている

昔話を少し違った方向から捉えると、このような法廷ドラマになるのかと、大人も

十分に楽しめる内容だったと思う。３回だけの放送だったことがとても残念だった。

今後も見たいと思う番組だった。 

 

○  ８月４日(木) ららら♪クラシック「名もなき作曲家の名もなき名曲“禁じられた

遊び”」を見た。視聴者からの質問を受け止め、それに答えていたが、全国から質問

が届いていることに驚いた。目立たない番組だと思うが、多くの視聴者がいること

が分かり、大変感心した。番組では音楽だけでなく、歴史的な視点でも楽曲を捉え

ており、教育番組らしい興味をひく内容だった。よくまとめあげられていた。ギタ

リストの野村義男さんのアーティストとしての生き方の紹介は大変親しみやすく分

かりやすい内容だった。専門家でもこのようなことを考えているのかと関心を持っ

た。これから４Ｋや８Ｋでテレビを見る時代が到来し、画質もよくなると思うが、

音はどうなるのか。音質や音域、音の深みなど音も番組を制作する上で重要なアイ

テムだと思う。今後どのように変化するのか期待するのと同時に、人生がさらに深

く幸せになっていくと想起させる番組だった。また、演奏中、あまりきらびやかな

演出をせず、音に注目させるような演出をしていた点も感心した。音の魅力をこの

番組で再認識したと同時に、こういった番組も大変意味があると思った。４Ｋ、８

Ｋで見たときにどのような変化をもたらすのか、期待したい。 

 

○  ８月６日(土)ＮＨＫスペシャル「決断なき原爆投下 ～米大統領 ７１年目の真実

～」を見た。雑誌「ＮＨＫウイークリーステラ」に書かれていた番組タイトルから

変わっていたように思う。なぜタイトルが変更になったのか気になった。トルーマン

大統領が軍の犠牲を減らし戦争を早く終わらせるために原爆を投下したという定説

を見直すような真実が明らかになったことに対し、関心を持って見た。戦争という

時代背景と特別な環境の中で、ここでも軍部の独走があったことを確認した。責任

がどこにあったかという議論は結論がなかなか出ない問題のように思う。しかし、

事実は事実としてしっかりと認識しておくべきだ。そういった意味で、真実の追究

と番組の構成に力を費やしたことに敬意を表したい。今後も正確な情報の提供を求

めてほしい。例えば、大本営発表のような公表には、マスコミとして真実に基づき

多少懐疑的な視点から捉えることも必要ではないかと考えている。 

 ８月１４日(日)ＮＨＫスペシャル「村人は満州へ送られた ～“国策”７１年目の

真実～」を見た。悲惨な歴史を少し知ってはいたが、その事実もさることながら、

この番組では政策立案者にも無責任なところがあったということを、改めて紹介し

ていたように思う。ここまで踏み込めたのは、新しい資料の発見があったからだと
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思うが、偶然の発見なのか、それとも以前から多少存在を知っていた人もいたので

はないかという疑問も残る番組だった。資料発見の経緯を知りたくなった。戦後３

０年の時に総括した関係者の証言テープが紹介されていたが、責任感の欠如を感じ

るだけで、満洲に開拓民を送り込んだ責任を感じて当時の胡桃澤盛村長が自殺した

ことと対比すると、大きな違いを感じた。本人に自責の念が全くなかったとすれば

残念に思う。７１年目の真実として、１人生き残った久保田諫さんが二十数名の子

どもを手にかけたことまで中学生に体験を語っていたが、非常につらく大変なこと

だっただろうと思う。また、胡桃沢村長の家族が当時のままの部屋を残していて、

今回テレビで初めて公開していたが、これも勇気が必要だっただろうと推測する。

これらの勇気に対して、敬意を表したい。久保田さんの証言に関しては、番組前半

で集団自決で子どもを手にかけたことまで述べていたが、番組の構成としては、当

時の現地での状況の変化と証言を経たあと、最後に集団自決に関する証言を加え、

現代の中学生に語ることになった経緯というように、時系列に沿ったほうが、事実

の紹介、検証、将来に伝えるものという流れで、視聴者にとって明確で分かりやす

く伝えることができたのではないかと思う。文字どおり７１年目の真実や、戦争体

験、記録、証言といったものは、アーカイブとして後世にしっかりと残しておくこ

とが必要だと、毎年この時期に感じている。 

 

○  ８月１４日(日)ＮＨＫスペシャル「村人は満州へ送られた ～“国策”７１年目の

真実～」を見た。掘り起こされた事実の重みは別として、演出や構成、時系列的な

推移を見せるグラフや、調べた大量の資料を並べて映すなどの技法が、これまで視

聴してきた特攻隊や日航機墜落事故のＮＨＫスペシャルなどとほとんど同じに感じ、

視聴意欲を持てなかった。取り上げているテーマの意義や課題は大変理解できるし、

すばらしい切り口だったと思うが、それぞれのテーマに応じた見せ方に工夫をしな

いと番組に対するマンネリ感が先に立ってしまう。肝心の番組の主張が陳腐に映っ

てしまうように思え、残念だった。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         ８月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「村人は満州へ送られた～“国

策”７１年目の真実～」について。いくつか資料があったが、胡桃沢

村長の日記自体は存在は以前から知られていた。その読み込みが研究

者の間で進んでいる。もうひとつ、農林水産省をはじめとした政策立

案者が戦後になって当時のことを振り返って語っている資料は、これ

まで出版などで公にはされていないもので、ごくごく一部の関係者に

配られたものだ。大変貴重な資料だという評価を受けている。これに

ついては、今回の番組の取材の過程で担当ディレクターが見つけてき
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たものだ。番組の見せ方に工夫をという指摘は、今後の参考にしたい。 

 

○  ８月１８日(木)・２５日（木）ミュージック・ポートレイト「友近×鈴木おさむ 第

１夜」「友近×鈴木おさむ 第２夜」を見た。なぜ今まで番組を見てこなかったのか

と後悔した。２人のやり取りは非常におもしろく、後半の放送が待ち遠しかった。

芸能界への憧れや成功したきっかけ、放送の裏側や現在の心境などそれぞれが語る

話は、興味深いものばかりだった。音楽とともにその人の人生も知ることができる

この番組を、今後も楽しみに見ていきたい。 

 

○  ８月２５日(木) 「人名探究バラエティー 古舘伊知郎の日本人のおなまえっ！」

(総合 後 7：30～8：43)を見た。１３年ぶりにＮＨＫで司会をする古舘さんの進行を

楽しみにして番組を見た。鈴木という名字の由来など初めて知ることもあり、よかっ

た。特に、鈴木さん専用のお守りや参拝名簿がある神社の紹介、数年に１度、鈴木

サミットが開催されているという話は興味深かった。鈴木という姓が熊野信仰によ

り全国に広まっていったことなど、鈴木さんにまつわる話をいろいろな角度から取

り上げており、楽しめた。他の名字のことも紹介されていて興味深かったが、なぜ

このようになっているかという点があやふやに終わってしまったように思う。もう

少し詳しく知りたかった。名字にまつわる不思議を、専門家の先生方がパネルなど

を使って詳しく説明していた点はよかった。司会の古舘さんのトークが少し多いよ

うに感じたが、ゲストのみなさんとやり取りする様子は見ていて楽しく、子どもも

楽しめる番組だったと思う。今後も期待したい。 

 

○  ８月２５日(木)「人名探究バラエティー 古舘伊知郎の日本人のおなまえっ！」を

見た。鈴木さんの由来を番組では長時間取り上げていたが、なぜ鈴木さんだけこれ

ほど長く紹介するのだろうと思った。この番組は、続きがあるのか、次はどんな展

開になっていくのか気になった。 

 

○  ８月２５日(木)クローズアップ現代＋「“穏やかな死”を迎えたい ～医療と宗教 

新たな試み～」を見た。臨床宗教師を医療の一員として常駐させているメディカル

ケアハウスの紹介だった。最近、病院でも臨床宗教師を置いているところがあるそ

うだ。臨床宗教師という職業は、余命宣告された患者がいかに死と向き合い、死の

恐怖から逃れることができ、最期を迎えるために何をすべきか、患者と一緒に考え

ていくという役割を果たしている。最近の医療は病状を告知し、患者は死と闘って

いかなくていけないと思う。しかし、強がっても死に直面すると不安でいっぱいに

なり、病に負けてしまうのが人ではないだろうか。それを救ってくれるのが宗教だ

と思う。番組で末期がんの患者さんが、今までは宗教心が強くなかったが、病に伏
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せると神様仏様とすがってしまうと述べていたが、これは素直な患者さんのことば

だと思う。そのよりどころになるのが臨床宗教師だと思う。臨床宗教師が宗教を通

して患者さんとの関わり、それによって患者さんが死を恐れずに準備ができ、今ま

で生きてきた自分に感謝し、穏やかに最期を迎える様子は、感動した。ゲストは壇

蜜さんだったが、番組に沿った受け答えをしていて、話の声とスピードが自然な感

じで耳に入ってきた。余韻を残し見終えることができた。 

 

○  ８月２５日(木)「林修先生の 見れば納得！ギジンカイメイ」(総合 後 10：25～

11：10)を見た。ついにＮＨＫも林修さんを冠にバラエティー番組を制作したのかと

残念な思いで見た。内容は、「ガッテン！」にふざけた要素を多く詰め込んだような

番組だった。品に欠ける笑わせ方の数々には、今の時代にこれを喜ぶ人がいるのだ

ろうかと首をかしげたくなった。また、林修さんを看板に持ってきたにも関わらず、

番組でうまく生かしきれていなかったように思う。          

 ８月２７日(土)「お試しジャパン」(総合 後 11：10～11：59)を見た。最近はやっ

ている日本を売りにした二番煎じバラエティー番組かと思い視聴したが、カプセル

トイをブータンで売るという一見すると意味不明でありながらも最後には幸福でつ

ながるというオチのあるテーマ設定や、マーケティング上あり得ない目標値に真摯

に取り組むカプセルトイメーカー社長の姿勢や発言から感じるプロフェッショナリ

ズム、ブータンの人々を相手にした商いのドラマチックな展開など、興味が尽きな

い内容だった。また、進行役の俳優の沢村一樹さんの自然体の司会ぶりも番組テイ

ストに合っており、存在感が光っていた。 

 ８月２８日(日)ＮＨＫスペシャル シリーズ ディープ・オーシャン「潜入！深海

大峡谷 光る生物たちの王国」を見た。深海に対応した４Ｋカメラを開発したり、

超高感度カメラを開発したり、すばらしい潜水艇を２隻も使って撮影したりと、こ

れぞＮＨＫと感嘆した。これまで想像だにしなかった深海生物の微妙な姿や、生物

発光の様子など、人類が初めて目にするものを研究者と同じタイミングで、かつ目

視よりも鮮明な映像で見られることに、今までと次元の違う感動を覚えた。 

 ９月３日(土)ＮＨＫスペシャル「ドラマ 戦艦武蔵」(総合 後 9：00～10：13)を

見た。俳優にひかれて視聴したが、内容はステレオタイプの戦争反対のメッセージ

で、ドラマの展開も直接的にせりふで説明する部分がほとんどであったため、俳優

が生かしきれていないように感じた。演出として、実写映像をアニメ化したＣＧを

多用していたが、あまりに漫画風で、ドラマのリアリティを損なうようなものになっ

ていたのではないか。また、ＣＧのクオリティもシーンにより差があり、演出に統

一性を感じなかった。特に、最後の武蔵の艦上のシーンはＣＧ自体の出来もよくな

かったが、誰の空想シーンなのかが不明で、あたかも今まで見ていたものが全部夢

のような話に見えてしまい、締まりがなかったように思った。実年齢を感じさせな
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い迫力ある俳優の演技にはひかれるものもあったが、しわ一つないあまりに美しい

表情がアップで映ると、そちらに関心が行ってしまい興ざめしてしまった。 

 

○  ９月３日(土)ブラタモリ「＃４６ 佐渡」を見た。佐渡は何度か行ったことがある

が、日本の植生が全てあのひとつの島に入っており、奇跡の島と言われている。そ

ういった場所を番組を通じて、地形などの情報も含めて紹介するのはよいと思う。

番組は非常に分かりやすい説明だった。実際に島に行った際に専門家の方に説明し

ていただいたこともあるが、番組では流れがきちんとできており、番組の構成力を

感じた。 

 

○  ９月４日(日)小さな旅・選 シリーズ山の歌 夏「気高き峰 ともに～富山県 立

山～」を見た。富山では小学生の時に立山登山をするそうで、大人だとおおよそ２

時間ほどで登るが、子どもたちはその倍ほどかけて登る。その様子を丁寧に捉えて

いて、脱落者もなく遅れて登る人間に対しては頑張れと励ましながら登っており、

最後登頂しその達成感に満ちあふれた表情はとてもよかった。笑顔は人を助けられ

ると思った。これから始まるネイチャーシリーズも、心和ませるものになるとよい

と思った。 

 

○  ９月４日(日)サキどり↑「ゴミが宝物に！？瀬戸の小島の魔法使い」を見た。短い

内容だったが、ＮＨＫらしい、優れた内容だった。特にこれから何かやろうと考え

る若い人たちに感銘を与える内容だったと思う。いつも思うが、ＮＨＫは非常に短

い番組でも、じっくりと練り上げた取材やきらりと光る質の高い内容などが相まっ

ている。地域を変える、地方の町を活性化するというテーマは感覚では分かるが、

なかなか分かりにくいテーマだと思う。このような具体的な事例を紹介すると分か

りやすい。都会の女性の専門家が自ら地域に入り込み、地域の可能性を専門的に広

げていくという様子は、活性化のヒントは意外と身近にあることが分かり、驚きと

意外性、つまり発想の転換を与えてくれる内容だった。地域に眠る宝に着目し、捨

てる物はないとチャンスを生かし、その上、自ら足を運ぶ様子が印象的だった。理

論と専門性を駆使しながら、地域に入り込むことができていた。また、この様子に

若い女性たちが賛同して、後継者が育っていくという過程も、大変よく取材してい

たと思う。心がすっきりした。コメンテーターの人選もよかった。地域おこしにつ

いて、ＮＨＫはいろいろな切り口で伝えているが、今回の切り口もよかった。ひき

続き、さまざまな視点で地域活性化を捉えた番組を放送してほしい。 

 

○  ９月５日(月)プロフェッショナル 仕事の流儀「作るのは、ともに歩む足～義肢装

具士・臼井二美男～」を見た。若い女性の脚の切断部分が画像で映ったときは、あ
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まりにも生々しくて、目を覆ってしまった。しかし、両脚をなくした女性や義足の

方が番組に出演し語ってくださっていることに感謝したい。義足については、最近

町でも義足をつけたお子さんやデザインされた義足をつけている方を見かけること

が多かったので、どのように作るのか興味があった。臼井さんが義足を必要として

いる人ととことん話し、そこからどのような義足を求めているのかを想像し理解し、

その方に合った細かい作業をする姿は本当にすばらしかった。数字では表せないは

き心地のよい義足を作り出そうとしていることが、番組を通して伝わってきた。印

象的だったのは、両脚をなくした若い女性がハイヒールを履きたいと願い、その希

望をかなえるために苦心する姿だ。とことんつきあい、時間をかけて作るという信

念の仕事ぶりに思わず拍手を送りたくなった。臼井さんや義足を必要としている

方々の会話、実際のリハビリの場面を番組で紹介していただいたことに感謝したい。

普通に歩けていることがどれほど幸せなことなのかをつくづく感じ、体を大切にし

ようと思った。 

 

○  ９月７日(水)に 2016 年度新聞協会賞が決まった。編集部門はＮＨＫの「天皇陛下

『生前退位』の意向」のスクープだった。民主国家における天皇のあり方、憲法で

規定されている象徴としての天皇とは何か。その将来を含めて一番深く考えてきた

のは現在の天皇陛下ご自身だと思う。その方がなぜこの時期にこのような内容を国

民に知らせたかということを感じた。まだ十分に検証も議論もされていないが、今

後どのように議論が進んでいくかは、非常に重要な事項だと思う。８月に入り、天

皇陛下がお気持ちを表明されそのおことばを聞いたが、「戦後」が本当の意味での時

代の曲がり角に来ていると思う。ぜひ今後も多角的にこの問題を取り上げてほしい。

このスクープを除き新聞・テレビではほとんど特ダネらしい特ダネがなかった年の

ように感じる。業界の衰退に関わる話かもしれないと思う。そのような中、一部週

刊誌ではスポーツ・芸能も含め硬軟取り混ぜた話題を提供していた。新聞・放送も

しっかりとした取材で世の中に提示していく必要があると思う。 

 今日放送された連続テレビ小説「とと姉ちゃん」はよかった。このドラマは女性

主人公の生き方や人生ドラマもさることながら、庶民のささやかな生活を大事にす

るという「あなたの暮し」がしっかりと描かれている。庶民、国民、有権者の視線

を大切にすることは重要だと思った。ドラマでは「大東京新聞」というネーミング

が使われているが、ネーミングのつけ方に対し、疑問を呈していた人がいた。 

 

○  天皇陛下退位の件については、よく整理された報道だった。ＮＨＫではどんなこ

とを考え報道しているのか。 
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 （ＮＨＫ側） 

         担当の記者らが長年取材してきたものだと聞いている。丹念に取材

をし、自信もあったので「ニュース７」で最初に伝えるという形を取っ

た。 

 

○  天皇の生前退位に関する報道を見た。８月８日(火) ＮＨＫスペシャル「象徴天皇 

模索の歳月」(総合 後 8:00～8：55)は、この大変難しいテーマを、ＮＨＫという公

共の放送機関がどのように伝えるのか大変興味深く見た。象徴としての天皇を国民

の大多数が大変好意的に受け止めていることをきちんと伝えていた。大変落ち着き、

よく制御された内容だった。高く評価したい。ナレーションの女性の声も落ち着い

ており、よかった。象徴天皇としての役割や責任がどうあるべきか、我々もあまり

よく考えてこなかったのではないだろうか。その点、天皇自身が大変深く考えられ

長年にわたり悩んでこられ、どうあるべきかについて自ら行動に移されたというこ

とを知る機会を得て、大変深く考えることができた。改めて、日本の象徴天皇制の

大切さや意義、また、国民自らが考えなくてはいけないということを問われたとい

うことで、ニュースとしては特ダネと捉えられるのかもしれないが、内容としては

すばらしいテーマだった。また、解説者のコメントや分析もよかった。今後どうあ

るべきかについても言及したすぐれた番組だった。 

 

○  ９月１２日(月)プロフェッショナル 仕事の流儀「“世界遺産”Ｓｐｅｃｉａｌ！ 

世界に誇る、日本の魂」を見た。関心のあるテーマだった。日本食や和紙などの無

形遺産も含め、自然と共生した日本独自の精神文化は独自性が高く、世界に類を見

ない文化の象徴だと考えている。この番組では、そうした精神文化を未来に伝える

使命を持ったプロフェッショナルたちを紹介していた。謙虚に自然と向き合うその

敬けんな気持ちや自分に甘えのない仕事の姿勢が大変印象的だった。また、守るた

めには攻めたり挑んだりするという、世界遺産を次世代につなぐプロフェッショナ

ルたちの大変挑戦的な精神世界をかいま見ることができた。日本文化の貴重な価値

を共有し伝承していくことが大切だと思う。そういう心を育てること、また、何が

価値なのかという知識も含めて、日本の各地に残る、後世に伝えていくべきものを

今後も番組制作で取り上げてほしい。 

 

○  ９月１５日(木)プレミアムカフェ ハイビジョンスペシャル「大江戸繁盛記（１）

２００３年江戸古地図の旅～江戸東京」を見た。2003 年のハイビジョンスペシャル

を再放送していた。江戸時代に生きていた人がタイムスリップし日本に来たという

前提で、子どもと一緒に古地図と照らし合わせながら東京の町を歩くという番組で、

非常によい番組を過去に放送していたと思った。2020 年には東京オリンピック・パ
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ラリンピックもあり、東京もどんどん変化していくと思う。今回の番組のように、

東京の新たな魅力を古地図と照らし合わせながら紹介してほしいと思った。昔の番

組の再放送は、振り返りができたり、アナウンサーの昔の姿を見ることができたり

するという楽しみもある。ぜひ今後もさまざまな番組を放送してほしい。 

 ドラマ１０「水族館ガール」を見ていた。第１話を見た時に、一瞬トレーナーの

仕事を軽んじているのではないかと思う話の展開だった。普通のＯＬの左遷先が飼

育係という設定は、まだこのようにしか位置づけられていないのかとショックだっ

た。その上、話の展開もありきたりすぎた。ＮＨＫがここまでありきたりなストー

リーを作るのかと残念に思う一方で、水族館に焦点を当てた番組だったことは、そ

の世界を一般の人に知ってもらえるという意味でよかったと思う。配役もよかった。

最終的には、環境問題に触れてもいたので、もう少しストーリーの設定や展開を工

夫してほしかった。 

 

○  ドラマ１０「水族館ガール」を見た。この番組を見て水族館のファンになった。

６月１７日(金)から７回にわたる放送だったが、オリンピックの放送が途中に入って

しまい、録画をした時に違う番組が録画されていたこともあった。途中１か月ほど

間があき、最終話は９月２日(金)ということで、感動を引き起こすのに時間がかかっ

た。連続する物語の際は、継続して視聴できるようにあらかじめ放送予定を考えて

ほしい。 

 

○  「リオデジャネイロオリンピック デイリーハイライト」を期間中見ていた。毎

日その日の結果や選手の活躍ぶりを知ることができたので、忙しく試合の中継を見

ることができなかった人にとって、よかったのではないだろうか。私自身も、生で

見ることができなかった時は、このハイライトをよく見ていた。 

 

○  オリンピックの開会式は毎回楽しみに見ているが、国の行進時間が長い。行進の

際に、その国が地球上のどこにあり、その国の風景はどうなのかといった紹介も入

れてほしい。そうすると、国歌と国名とそこで生きている人が一致し、国を知るよ

い機会になると思う。生放送をしている際は難しいかもしれないが、ハイライトの

時やインターネットでの配信の際にもし加工が可能であればそういった演出も加え

てほしい。 

 

○  ＮＨＫニュースのスタジオの印象がよい。クリスタルブルーやグリーンなどと

いったトーンで幾何学構成をベースに、ニュースの映像が見やすく、クオリティも

アップされたような印象を受けている。静岡では、「たっぷり静岡」という番組があ

るがマスコットキャラクターの「しずくん」を使いながらデザイン性のあふれる構
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成になっている。「富士山私の一枚」というコーナーでは、視聴者の撮影した富士山

が毎日２枚ずつ紹介されている。富士山のすばらしい写真が紹介され、新鮮な気持

ちで、また富士山に対しての敬けんな気持ちを持つことができるコーナーだと思っ

ている。よい試みだと思う。 

 

 （ＮＨＫ側） 

         静岡局のスタジオは、最近では２７年春にリニューアルしている。

次回は３０年春を予定している。 

 

○  豊洲市場の地下部分が空洞になっている問題は、なぜマスコミは事前に気づくこ

とができなかったのかと思う。ヘリコプターなどを飛ばし、上空から確認すれば不

自然な状態であることに気づけるのではないかと思った。建設後にこのように問題

になっているというのは、マスコミのチェック機能が働いていないのではないか、

人任せになってしまっているのではないかと感じた。豊洲市場の問題は移転先とし

ての議論の段階から問題になっていた場所である。事前に気づくことができなかっ

たのは日本全体としては寂しいと思う。 

 

○  オリンピックの放送は大変楽しく見た。カメラ技術の進歩に大変驚いた。いろい

ろな角度から映し出された映像や、鮮やかな色合いを大変楽しんだ。特にシンクロ

ナイズドスイミングの際に、水の中と水の上が何も屈折なく見ることができたこと

に感動した。大変きれいな映像が印象に残っている。 

 

○  2020 年の東京オリンピックに向けて、さまざまな準備をしていると思うが、また

われわれからも意見を述べていきたい。ぜひ活用してほしい。2020 年には４Ｋ、８

Ｋの放送はどのような状況なのか。 

 

 （ＮＨＫ側） 

         前に進んでいる。 

 

○  オリンピックの閉会式で日本のプレゼンテーション部分で芸術パートを、女性が

リーダーとなりプロデュースしていた。競技だけでなく、裏舞台も取材・紹介して

いるのはよいと思った。相当長い期間練られた上であのようなものができていると

思った。2020 年にもどのようなものが完成するのか期待したい。 

 

 （ＮＨＫ側） 

         リオデジャネイロオリンピック閉会式の裏側は、本日のクローズ
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アップ現代＋「仕掛け人が初めて語った！～リオ閉会式“奇跡の８分

間”～」で放送する。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局  
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平成２８年７月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ７月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２１日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

 会議ではまず、スーパーハイビジョン試験放送に関する「平成２８年度国内放送番組

編成計画」の報告が行われ、続いて、事前に視聴してもらった日曜Ｔｕｂｅ「おもてな

し中部 ｉｎ 富山 高岡市」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見

の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 副委員長  松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

 委 員  小澤 正俊 （大同特殊鋼（株）相談役） 

   加藤 勇二 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

   小寺 功子 （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

   佐野 俊和 （コマツサービスエース(株)代表取締役社長） 

   中村 智景 （四季料亭「助六」女将） 

   長谷川明子 （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

                東    惠子 （東海大学海洋学部環境社会学科教授） 

     

 （主な発言） 

＜日曜Ｔｕｂｅ「おもてなし中部 ｉｎ 富山 高岡市」 

                    （総合 ６月１９日（日））放送について＞ 

○  富山県高岡市は「ドラえもん」の作者である藤子・Ｆ・不二雄さんの出身地であ

るとか雨晴海岸など、知っている情報はあったので、観光地の紹介として、出てく

る場所を推測しながら見た。５月２０日（金）に放送した「おもてなし中部 ｉｎ 

愛知」は「金とく」として放送していた。今回は「日曜Ｔｕｂｅ」として放送して

いたが、どういう意図があるのか気になった。外国人観光客が少ない現況を打破す

るための取り組みとして、何を対外的にＰＲするかは、外国人と自分たちとの感性

のギャップに気づくことが重要で、体験プログラムなどオンリーワンのものに対す

る感動が大切だと前回も伝えたが、今回の放送は取材場所が変わっただけで構成が

同じに感じた。名古屋制作ではなく、地元の富山放送局で制作すると、どうなった

のだろうとも思った。今後、中部各県をまわり同じような構成で制作すると、マン

ネリ化するのではないか。構成を工夫してほしい。石川県の金沢市と外国人観光客
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の数が比較され、高岡市は通過点になっていると指摘していたが、風情ある高岡市

の宿泊場所や交通の便の情報と共に、地元の取り組みを前向きな意見として伝える

とよかったのではないかと思う。分散する観光スポットを行政による観光タクシー

の整備でつなぐという他県の取り組みは参考になった。さまざまな所に働きかける

ことで、地域活性化にもつながると思いながら見た。 

 

○  全く知らない町だったが、興味深く見た。案内人として登場した高岡市出身の高

原兄さんは、富山県では非常に有名な人だと聞いていたので、富山の魅力をどのよ

うに発信するのか楽しみにしながら見た。番組冒頭はテンションが高く、高岡市は

よい町なのだという印象を受けたが、番組が進むにつれて、もうひとりのゲスト、

ユーチューバーのマオツァイティさんばかり目立っていたように思う。高岡市の魅

力が伝わりづらかった。山町筋とか高岡大仏はテレビで見ただけでは、あまり行き

たいと思わなかった。マオさんが高岡大仏を見て鋳物作りの工場を見学したいと興

味を示したことは、地元の人は気づかない外国人の目線だと思った。ただ、鋳物職

人の皆さんは少人数で作業していたので、実際に観光で多くの人が来た場合の対応

は大丈夫だろうかと不安になった。ドラえもんの電車や富山の観光列車「べるもん

た」号は、外国人だけではなく、日本人も乗りたいと思う乗り物だと思う。ただ、

きれいな景色を見られる可能性が低い点や土日しか走っていないという点はどうな

のかと思った。番組では、高岡市の人にも知られていない観光スポットではないか

と言われていたが、外国人を呼び込もうとする前に、地元の人にも発信したほうが

よいと思う。外国人向けに企画された番組だと思うが、高岡市の駅や国宝の瑞龍寺、

おいしいお店なども番組内で紹介すると日本に住む人々にも高岡市の魅力がさらに

伝わると思う。番組の 後で「高岡市のその後を追いかけます」とあったので、今

後を楽しみにしたい。 

 

○  外国人観光客を誘致できるのか、勉強になった番組だった。外国人観光客の通過

点と言われる他の町にとっても、参考になる内容だったと思う。今回の番組で も

興味深かったのは、自治体が喜ばれると思いＰＲしたものと、外国人観光客が望ん

でいるものがうまく一致しないと、感動も生まれないし、観光にも来てもらえない

という点だ。たとえば、高岡市が観光の目玉にしていた古い町並みや大仏、自然の

景色に、外国人観光客は全く興味を持たない様子は非常にリアリティがあり、よかっ

た。また、台湾で人気の「ドラえもん」に対する興味や、大仏を見るだけでは感動

しないが、高岡市の伝統工芸の鋳物でオリジナルの作品を作り、職人とコミュニケー

ションを取るという体験に感動したり、また、天候に左右される景色を見せるより、

あたかも海の上を走っているかのように海沿いを走る列車に乗ることに感動すると

いう、今まで我々が観光とは考えていなかったことに興味を持つという展開が大変
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おもしろかった。どんな町も外国人の興味を引き感動してもらえるおもてなしがで

きることがわかった。また、外国人に助言をもらう大切さも感じた。番組の 後に

登場した手書きのパンフレットが、今後どのように作成され、自治体が外国人誘致

を進めていくのか知りたいと思った。ゲストの高原さんが、オープニングを派手に

飾っていたが、その後、高岡市をＰＲする場面が少なかったことが残念だった。 

 

○  地域の魅力を再発見する番組として、大変興味深く見た。高岡市は実際に訪ねた

こともある。鋳物の町として案内してくれた女性はよかった。あのような人がもっ

と番組に登場すると魅力が出ると思う。町の活力が年々疲弊している点は心配され

るが、なぜ高岡市を舞台に番組を制作したかという話を聞き、町の支援になるよう

な番組を制作できた点はよかったと思う。ただ、新幹線が通ったのは、今回紹介し

ている高岡の駅ではなく、南に数キロ行った新高岡駅で、鋳物の町は高岡駅の北側

にあるので、町の中心が変わりつつある、まとまりのよくない町を選んでいるので

はないかと心配になった。台湾の観光客をどう呼び寄せるかという切り口はユニー

クだった。大仏や古い町並みに関心は示さないが、ドラえもんや海の近くを走る列

車に喜ぶ様子は、意外性を感じた。人に合わせて観光を作ると、一定の問題が出て

くるのではないかと思った。日本人と外国人で視点にかなり差があることがわかっ

た。その点を番組内で明示していたこともよかった。観光アドバイザーの方が、人

はなぜ旅をするのかよく見極めることが観光誘致のキーだと言っていた点は印象的

だった。もう少し深掘りするとより説得力のあるものになったと思う。日本人は海

外に行くと、ツアーでガイドと共に集団でまわっているが、外国人はインターネッ

トで自分で調べ尽くしてから行くことが多く、その特徴を考慮した切り口やアプ

ローチは非常によかった。日本人の海外旅行の行動パターンに疑問を投げかけてい

たと思う。祭りに参加するシーンでディープツアーという言葉が出てきたが、非常

によい言葉だと思った。今後、観光協会のみなさんのひとつの切り口になると思う。

高岡は季節によって、天候がかなり違う町なので、そのあたりも触れていただくと

よかった。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

        昨年度まで金曜夜８時から「金とく」という番組をずっと放送してき

たが、今年から本数が減っている。ただ、金曜夜８時台は、ファミリー層

を中心に多くの視聴者がテレビの前にいる、非常によい時間帯だ。「おも

てなし中部」を 初、５月２０日（金）に「金とく」として放送したのは、

この時間帯に放送することで、視聴者の皆さんにこんな番組が始まったと

いうことを広く認知していただきたいという意図があった。通常回は日曜
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日の午後１時５分からだという告知も初回では行った。初回の「金とく」

枠で放送した回も、今回の「日曜Ｔｕｂｅ」枠で放送した回も、番組とし

ては外国人が地方を訪ねてその地方の魅力を発見し発信する同じ「おもて

なし中部」だと考えている。 

 

        放送後も高岡市の観光協会の方と連絡を取っている。鋳物の職人さん

は、自分たちが何十年もかけ培ってきた職人の技を、銅器が売れなくなり

製作できる場所が少なくなる中、台湾の人がすごい技だと喜んでくれた事

が非常にうれしかったと言っていた。この番組をきっかけに、高岡の技を

持った人たちが活性化できる機会になる可能性があるので、今後も応援し

たい。実際に外国の方が思っていることと高岡市が売りたいと思っている

もののギャップが生まれることは予測しており、今回は外国人の方のホン

ネを伝えたかったので、そのギャップが生まれたときに観光協会の人だけ

でなく、あともう一息高岡市のよさを伝えてくれる人がほしいと思い、高

原さんに出演していただいた。マオさんとのかけ合いが、もっと激しくな

るとよりおもしろかったかもしれないが、彼の役割は非常に大きかったと

考えている。我々も外国人でひとくくりにしてしまう所があるが、外国人

の方たちの旅のスタイルは実に多様だ。いろいろな楽しみ方があり、いろ

いろな喜び方がある。中部地方の町は本当にさまざまなメニューを用意で

きると思っている。毎回構成は似るかもしれないが、その土地のよさを必

ず見せられると思っている。回ごとに多様なものをいろいろな外国の方に

見てもらい「こんなによい場所だったのか」と気づいてもらい、多くの魅

力を伝えることで、構成のマンネリ化が防げると思っている。その町それ

ぞれの魅力が見え、毎回楽しんでいただける番組を制作したい。 

 

 

○  インバウンド観光による地域振興、経済活性化は各地方の共通課題であることが

わかり、大変興味深い番組だった。高岡市の観光協会の方の取り組みや説明を通じ、

外国人観光客が求めているものとのミスマッチが起きていることが徐々にわかる構

成だったと思う。インバウンド戦略アドバイザーという方がいらっしゃることがわ

かり、中部以外の地域の実践事例が紹介され、わかりやすかった。 後に、観光協

会の方が番組を通じて得られた企画を送ってきたところでエンディングを迎えてい

たが、よく考えられていた。また、日本の観光を台湾に発信しているユーチューバー

のマオさんの登用は大変貴重だった。台湾の人々の目線から地域の観光資源を見直

すという意味で、日本人が考える観光との差異を明確にしていた。それが際立った

番組だった。体験型観光やアニメによるニューツーリズムなど、ここならではのオン
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リーワン、またディープ観光が求められていることは、やはり各地の共通課題であ

ると思っている。考えているものと求められているものが違うという、この差異に

対してどうするかということやさまざまな国や地域のユーザーニーズに応じた観光

創造が不可欠であることが、番組を通して示唆されていた。今回はマオさんが観光

の途中で自身のページから発信していたが、このように外国人に発信してもらうこ

とを考えると、日本はＷｉ－Ｆｉ環境の整備が不十分だと思う。今後、こういった

ハードの整備が不可欠になってくるのではないかと感じた。高岡市と射水市を結ぶ

ドラえもん列車は乗ったことがあり、大好きだ。新湊大橋という橋のシルエットが

うっすらと見えた点もよかった。美しい景色は、せっかく行っても見られない可能

性も高い。見られないときにも見られる仕組みが作れないか研究も進められている

ほどだ。ＮＨＫが地域とともにムーブメントを起こしたいという気持ちはすばらし

いと思う。ぜひ今後も続けてほしい。 

 

○  インバウンド戦略の専門家の方のコメントは絶妙なタイミングだった。おもてな

しとして何ができるかを考える構成は、番組を見ながら、おもてなしというものを

改めて考えながら見ることができた。番組中に画面に表示された右下の地図は、位

置関係がわかり、よかった。海外の人の視点で見てもらうと、日本人が気づかない

ことに気づいてもらうことができ、新たな発見がある。日本人は外国人から言われ

るとはっと気づくという部分もあるので、番組の構成としてはとてもよかった。高

岡市のことは知らなかったので、こういう町があるのだとわかり、行ってみたいと

思った。鋳物のキーホルダーはどんなものが出てくるのかとドキドキしたが、すご

く可愛くておしゃれなものが出てきたので、驚いた。鋳物職人の皆さんは、よいセン

スを持っていると思った。それをもっと打ち出していくような作り方もあったかも

しれないと思った。観光は、一緒に体験することがとても重要だと思うので、獅子

舞と一緒に踊る体験はよかったと思う。しかし、どこでやることができるのかわか

らなかった。また、無理やり連れてきて踊っているといった一過性に見えてしまっ

たことが残念だった。ユーチューバーの方を登場させていた点は、今っぽさがあっ

たが、それに対するコメントが白々しく感じた。ＹｏｕＴｕｂｅを見ている人たち

は大体感覚が似ている人で、何かあったら「いいね」と同調する人たちが多いと思

う。ユーチューバーの情報よりも、ＮＨＫを見ている人たちの方がはるかに多いと

思うが、ユーチューバーの情報を見てそれに対して「いいね」と言う少人数の人た

ちの感性に引っ張られてよいのか疑問に思った。多用すると番組が軽薄になると思

う。ドラえもんの路面電車に喜ぶマオさんに対し、高原さんがこんなものがよいの

かと驚いていたが、町中にドラえもんのモチーフがあることを見せた時に、町とし

てそれでよいのかという問題と、実際は施策とかみ合っていないから点在している

という現実があると思う。今後、こういった町作りをする際は、行政としっかりつ
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ながりを持つとさらに盛り上がると思った。また、マオさんと同年代の観光協会の

人が登場してもよかったのではないかと思った。世代が違うと発想や感動するポ

イントが違ってくると思う。同世代の人間同士で、これが「いいよね！」と共感し

合い盛り上がると、地域の未来も見えてくる。自治体側の若い人はどのような発想

を持っているのかという点を取り上げるとさらに町が活性化できると思う。 

 

○  日本人の感覚と外国人の視点の違いに驚いた。特に、大仏を見た時に、日本三大

大仏だが「ここのは（奈良・鎌倉と）何が違うの？」という聞き方をしていて、外

国人の視点は我々が思っているよりも、わかりやすい特徴がないと受け入れられな

いのだと思った。若いマオさんが高岡の魅力を発掘するという切り口だったが、ユー

チューバーはやはり特定の年代層に偏ると思う。今回は、台湾からの観光客が多い

場所だったので、台湾出身のユーチューバーだったが、今後は、いろいろな国のユー

チューバーや紹介者がいると思うので、そのような方々の意見もしっかり汲んで番

組づくりをしてほしい。今後、高岡市に外国人観光客が増えたという番組ができる

とよいと思った。番組を見て気になった点は、１つは、ベル・モンターニュ・エ・

メールという観光列車の名前の由来だ。その列車になぜすし職人がいたのかも分か

らなかった。列車のコンセプトが知りたかった。立山連峰は見られなかったが、実

際に見てもらい感動する様子を撮影してもよかったのではないかと思った。番組の

後に、高岡のこれからを追いかけると言っていたが、具体的にいつ頃、どのよう

な形で追いかけるのか気になった。観光客がどんどん増えているという番組づくり

ができると、作りがいもあると思う。番組の放送が観光客の増加につながってほし

い。 

 

○  近はやりの外国人を使った日本押しの人気番組を、地方局が模した番組テイス

トからは、ＮＨＫとしての番組制作ポリシーが何なのかわかりづらかった。この時

間帯に放送するのであれば、中途半端に民放局のバラエティーテイストは入れない

方がよいのではないかと思った。また、日本全体を扱うクール・ジャパン系の日本

紹介番組と違い、日本人の多くが知らない地方都市を、一般の外国人目線で紹介す

るということは、一般の視聴者には番組の意図が伝わりにくく、難しいのではない

かと思った。チャンネルを変えずに見続けてもらうことは厳しいと感じた。オープ

ニングと 初に一押しポイントだと紹介された観光スポットに魅力を感じなかった

ため、番組開始早々に視聴意欲がしぼんだが、マオさんの率直な物言いで番組にメ

リハリがつき、ドラえもんや町工場、伝統芸能などは、実は恐らく町の一押しの観

光産業だったと思うが、新たに発見したかのように紹介する展開は、うまく構成さ

れていた。課題についても、ほかの自治体の事例などを併せて紹介するなど、地方

都市の観光政策を考える関係者には役立つ内容だと思った。しかし、国が観光立国
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という政策を推し進める中で、地方都市が外国人観光客誘致に走ることはしかたが

ないのかもしれないが、それでもやはり観光政策は自治体としての主義主張や、経

済効果以外に地域としての大義や長期的な展望を持って取り組むべき重要なテーマ

であるように思う。それ故、今回の高岡市についても、名古屋や金沢ほど認知され

ている都市ではないので、冒頭に高岡市のきちんとした紹介をはじめ、高岡市とし

て外国人観光客を誘致する狙いや意義、展望等を示すべきであったように思う。そ

れがないと、いたずらに地元のプライドや愛郷心を軽視し、外国人受けを狙うこと

だけに価値があるかのような観光バラエティに見えてしまうように思った。そこを

きちんと視聴者に伝えることで、ＮＨＫの地方局が制作する意義も出てくると思う。

今後に期待したい。 

 

○  高岡市という町は知らなかったが、今回いろいろな観光名所が紹介されていたと

思う。ただ、たとえば普通の商店街はどうなっているのだろうとかそういうところ

が分からなかった。台湾の人はまず大前提として日本に対して好意的であると思う。

また、日本の町は安全という特徴もある。だから、普通の商店街で普通の店をぶら

ぶらと歩き、それでどのような反応をするのかということを番組で見せておもしろ

いのではないかと思った。しかしながら、鋳物の話は非常に興味深かったし、マオ

さんがはしゃいでいた獅子舞や立山連峰の話については、天気が悪ければ鋳物に行

き、天気がよければ立山を見る汽車に乗ることもできる、盛りだくさんな内容だっ

たように思う。例えば、ぼんやり過ごす時間を与えるようなツアーも考えられるの

ではないかと思った。今回の番組は、マオさんの視点がたくさん入っていたので、

非常に印象深く、楽しく見た。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

        今回登場した観光協会の方は、高岡市に台湾の人を呼ぶために一番情

熱を傾けてきた人だった。どうしたら台湾のみなさんに高岡市に来てもら

えるのか、一番知りたい人でもあったので、マオさんと世代や感性は違う

かもしれないが、今回登場していただいた。私たちも、地域を愛する気持

ちを持っている人をできるだけ取り上げたいと思っている。立山連峰が見

えなかったが、マオさんは観光列車を非常に気に入っていた。台湾では、

崖の際を走りながら海を渡る列車が少ないようだ。結果的に列車のことを

マオさんは喜んで発信していたので、立山連峰は見えなかったが満足して

いたようだった。番組を制作しながら、私たちが見せたいものとマオさん

が見たいものも違うのだということがわかり、それをそのまま放送しよう

と思った。本質的な部分でＮＨＫが何をやるべきかは、我々も悩んでいる。
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外国人が喜ぶものは何かと安易に取り上げることはしたくないと思って

いる。大事なことは、外国人に本当にこの町のよいものを紹介して、分かっ

てほしいということ。それが伝えられる町を選んでいきたい。そこに外国

人の発信者が加わることで、ＮＨＫらしい地域番組ができると思っている。

本当に高岡に役に立つ情報は何だろうかという視点で番組を制作してい

る。高岡に外国の人が来てくれるにはどうしたらよいのだろうかという思

いを、この番組を通じて伝えたかった。今回、高岡市を少しけなすような

コメントもあえて取り入れたが、どう感じたか聞きたい。 

 

 

○  誰がコメントするかによるのではないか。一般的に認知されていない人だと説得

力に欠ける面もあると思う。影響力をあまり感じず、なぜその人が発言しているの

かわからないのではないだろうか。 

 

 

  （ＮＨＫ側） 

        今回のマオさんは６万人以上のフォロワーを抱えるなど、ユーチュー

バーとしてとても影響力がある。多くの人が彼女の情報を見て旅をすると

いう現実をうまく伝えきれていなかったところが反省点だ。 

 

 

○  ユーチューバーの発言に対して反応しコメントする人について、きっちりと番組

内で紹介すれば、旅行者の気持ちも伝えることができるのではないだろうか。単な

る批判ではなく意見として紹介し視聴者に伝えることができると思う。ただ、指摘

する人がどんな立場の人かによって、視聴者側の心証も変わってくると思う。また、

富山と台湾の航空便を維持するために、高岡市が働きかけているという動きもある

ようなので、「なぜ台湾なのか？」という部分を番組冒頭でもう少し説明することで、

番組のコンセプトを視聴者が理解しやすくなるのではないかと思った。 

 

 

  （ＮＨＫ側） 

        旅行のプロフェッショナルの視点から指摘すると、説得力も増すかも

知れない。番組を見ながら、徐々にその土地についての疑問が解けていく

ような構成も今後は考えていきたい。 
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○  今回は若い女性だったが、男性や世代が違う人だとまた見方も違うと思う。例え

ば、年輩の人だったら、高岡大仏に心ひかれたかもしれない。また、高岡には高岡

祭りという伝統的な祭りもあるので、今後はそのようなものも発信してほしい。 

 

○  観光はマスを対象にするのか、個人を対象にするのかで全く違うと思う。今回は

個人をある程度対象にしているのではないかと思ったが、 初に出てきた映像がバ

スで乗り付けて宿に行く映像となってしまっていた。テーマと、誰を対象にしてい

るのか、長期滞在なのか１泊２日で楽しんでもらいたいのか、どのようなターゲッ

トで目的は何なのかが明確に出てくるとよいと思う。 

 

○  台湾はグループ旅行だと思う。マオさんが番組で高岡に来たと台湾の旅行者にＰ

Ｒすれば、新たな発見もあり、誘致につながるかもしれない。 

 

○  観光プロジェクトはまた別の話だ。ＮＨＫとしては、普通の高岡市、高岡市の日

常をもう少し紹介してほしいと思った。 

 

＜放送番組一般について＞ 

○  ６月１７日(金)静岡スペシャル「“もぇ～”の力でつかめ！ビジネスチャンス」を

見た。静岡の「もえしょくプロジェクト」は、萌えキャラを使って、企業とキャラ

クターを描く絵師さんと呼ばれる人が協力し、静岡の名産品の擬人化による商品開

発を行うプロジェクトで、そのプロジェクトがソーシャルネットワークを活用しな

がら販路を拡大し、ビジネスチャンスを得ていく様子を紹介する番組だった。番組

を見ながら、私の日常生活の中にも、萌えキャラを使ったポスターや商品が非常に

増えていることに気づいた。このようなプロジェクトがあることは初めて知った。

興味深かった。ＳＮＳやツイッターを通じ、若年層を中心に新しい世界観による市

場が生まれていることを感じた。またコメンテーターの「継続するためには、キャ

ラクターをかわいがり、みんなで少しずつフォローアップしていくことが大切だ」

というコメントは、大変印象深かった。ただ、番組全体を通じ、室内映像が多かっ

たためか、等身大の萌えキャラの中に３人の男性がいてトークを行っている場面は

なかなか不思議な世界観だった。スタジオが暗かったように思う。新しいビジネス

チャンスという明るいメッセージ性に対し、ミスマッチのような気がした。オープ

ニングとエンディングのアニメの映像はよかった。 

 

○  ６月１７日(金)ナビゲーション「どうなる？どうする？もんじゅ」を見た。名古屋

での高速増殖炉もんじゅの知名度、平成５年の完成からの流れ、核燃料サイクルの

説明と高速増殖炉の位置づけ、国の政策のあり方と１９年前の改革の際の報告書の



10 

比較、コスト面からの検討など、高度な政治判断や経緯がしっかりと構成されてい

た。ただ、将来の展開が見通しづらい点もあると思うが、経緯や現状の羅列に感じ

た。少し物足りなかった。 

 この「ナビゲーション」と同時間帯に静岡局は独自に静岡スペシャル「“もぇ～”

の力でつかめ！ビジネスチャンス」を放送していたということだが、静岡県以外で

はこの番組は６月２６日（日）の朝のナビゲーションの再放送枠で放送されており、

それを見た。スタジオが窮屈に見えるほど萌えキャラクターがたくさん並んでいた。

地域色があふれた番組だった。年に数回、地域局制作の番組を「ナビゲーション」

と同じ時間帯に地域放送局が独自で放送することは以前から承知しているが、 近

番組の定時性が薄れている気がする。オリンピックなどもあり、番組の編成も変わっ

ているのかもしれないが、「ナビゲーション」の放送時間帯に、域内局が制作した番

組を中部ブロック向けに放送するのと、その地域だけで独自に放送するのには、何

の違いがあるのか気になった。静岡県だけ別番組を放送し、ほかは「ナビゲーション」

を放送するというのは、静岡以外の地域は関心のないことだからという考え方をし

ているのか。番組に対する扱い方がどのような形になっているのか気になる。今回

の「静岡スペシャル」は、そのまま「ナビゲーション」として、静岡の地域発の番

組という形で放送しても悪くはないのではないかと思った。 

 

 

  （ＮＨＫ側） 

        各地域放送局がその地域に焦点を当てた独自の番組を制作した際は、

このような編成をすることもある。中部の地域放送番組について、同じ時

間帯で定時性をもう少し出したり、コンセプトをひとつに統一するなど番

組を見やすくしてほしいというご意見に関しては、重要な課題だと思って

いる。日曜日午前８時の「ナビゲーション」の再放送枠は、域内各局が独

自に制作したローカル番組を中部ブロック向けに放送するなどし、地域に

根ざした番組の広域発信の枠としても考えている。今年は大きな改定があ

り、金曜日の午後８時に放送していたローカルの番組が少なくなり、日曜

日の午後１時台に新たに地域放送の枠を設け、域内各局が制作したローカ

ル番組を放送するということも行っている。どんなすみ分けをしているの

かわかりづらい面もあると思う。今後の課題としてどうしていくべきか検

討していきたい。ご意見はわれわれの中でも大いに参考にさせていただき

たい。 

 

 

○  ７月１日(金)ナビゲーション「緊急報告 英“ＥＵ離脱”の衝撃」を見た。取材映
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像として役員会の模様が映されていたが、机上に資料がひとつもなく、本当にこれ

から会議が始まるのか疑問に感じる映像だった。番組依頼に基づき開いているので

はないかと勘ぐらせてしまう側面もあると思うので、このような映像は控えた方が

よいと思う。 

 

 

  （ＮＨＫ側） 

        番組で取り上げた役員会は実際に行われた会議だ。もともと定例の役

員会が予定されていたが、イギリスのＥＵ離脱を受けて社長が会議の冒頭

でこの件について触れるということだったので、その部分の撮影をさせて

いただいた。 

 

 

○  ７月１日(金)ナビゲーション「緊急報告 英“ＥＵ離脱”の衝撃」を見た。ＥＵ離

脱の問題については他の番組でも放送していたが、私もイギリスＥＵ離脱を興味を

もって見た。国民投票後、６月２５日(土)のＮＨＫスペシャル「イギリス ＥＵ離脱

の衝撃」、６月２６日(日)「これでわかった！世界のいま」など、さまざまな番組で

取り上げていたので、それぞれ見た。「ナビゲーション」に関しては、投票後すぐに

これだけの番組を作る即時性がすばらしかった。コメンテーターの図解等を用いな

がらＥＵ離脱が日本の企業にどのような影響を与えるのかという解説は分かりやす

かった。一方、気になったのは、東海北陸の企業が取り上げられ、円高になると大

変だということが紹介されていたが、私が思ったのは逆に、円高になると有利にな

る企業もあるのではないかということだ。大変な面ばかりを放送するよりは、円高

が進むことでメリットはどのようなことがあるのかということも一方で報道すると、

バランスが取れるのではないかと思った。番組の冒頭で、地域への経済と私たちの

暮らしがどうなるのかということについて取り上げると述べていたが、雇用の問題

は出ていたが、暮らしそのものについてどのような影響があるのか、もう少し丁寧

に触れてほしかった。 後に、イギリスのＥＵ離脱の問題については、国民投票は

終わったものの後悔している人もいるようだ。再投票という動きもあるようなので、

今後も継続的に取り上げてほしい。 

 

○  ７月８日(金)ナビゲーション「南海トラフ巨大地震～ 新データから見えてきた脅

威～」を見た。 近の科学的な研究で、海の近くの池の底にたまった地層の分析に

より、過去の津波の高さが分かるという番組だったが、非常に番組としておもしろ

かった。この結果を受け、今後の津波対策はどう変化していくのか気になった。将

来が心配になる番組でもあった。 
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 ７月１５日(金)ナビゲーション「部活がつらい～悲鳴をあげ始めた先生たち～」を

見た。部活指導が非常に過酷だという話だったが、番組としては非常によくまとまっ

ていたと思う。一部の部活指導は、ある意味で常軌を逸していると私もかねがね思っ

ていた。このような意見が表面化する時代になったのだと思いながら番組を見た。

先生側の意見を中心に取り上げていたが、実は生徒のほうも部活をやめることがで

きずに、自分の予想していた以上の部活動を行わざるを得なくなり、強制されて苦

しんでいる場合もある。番組を見ていると、やはり文部科学省がきちんと動かない

といけないのではないかと思った。土曜日も日曜日も朝から晩までやっているよう

な部活は学校教育の中ではおかしいと思っている。常々考えていたので、番組でこ

の問題を取り上げていただき非常によかった。 

 

○  ７月１７日(日)「おもてなし中部ｉｎ岐阜 飛騨市」を見た。岐阜県は広く、特に

飛騨市は４つの町や村が合併したので、非常に広い。調べると、飛騨市の面積は名

古屋の約２．５倍近くあるようだ。そのような市で、１回の番組で完結できる観光

でルートを作るということは無理があるのではないかと思った。場所だけでなく、

飛騨市の面積や距離感も含め、もう少し、市について丁寧な紹介をしてほしかった。

普通の街並みは取り上げず、新しい所を掘り起こすことに力を入れていたような気

がしたが、もう少し、今あるものも見せると、もっとよい番組になると思う。飛騨

市のよさが少しぼやけてしまう内容だった。 

 

○  ６月１７日(金)ドラマ１０「水族館ガール」を初回の放送から４週連続で見ている。

大手商社に勤めていた主人公が子会社の水族館に出向させられ、経験のない飼育員

の仕事を右往左往しながらも前向きに頑張るひたむきな姿にひかれる。なかなか認

められない中、先輩飼育員と徐々に心を通わせていて、４回見終えてほっとしてい

る。この番組を見て、水族館の裏側、生き物に関わる仕事の大変さを知ることがで

きた。イルカのかわいさも伝わってくる。「ＮＨＫステラ」を読んで、出演者がイル

カとどれだけ関わり制作しているのかを知り、出演者の努力はすばらしいものだと

感心した。一人前のトレーナーになることを楽しみにしながら見たいと思う。 

 

○  ６月１８日(土)ＮＨＫスペシャル シリーズ キラーストレス 第１回「あなたを

蝕むストレスの正体 ～こうして命を守れ～」６月１９日ＮＨＫスペシャル シ

リーズ キラーストレス 第２回「ストレスから脳を守れ ～ 新科学で迫る対処

法～」を見た。全体的に科学的あるいは医学的な説明が多く、また、先端研究や学

説を紹介しているにもかかわらず、極めて理解しやすい内容だった。他のゲストと

並列な位置づけだったが、林修さんが実質、司会進行役として絶妙な手腕で番組を



13 

切り盛りしていた。一方で、内容のわかりやすさは、短絡的な解釈を招くおそれが

多々あるようにも思った。特に、今回のメンタルや医療行為に関わる内容は間違っ

た理解が、ストレスを受けている方にも、かけているほうにも、極めてよくない影

響を及ぼす恐れがあるだけに、もう少し慎重な紹介のしかたが望ましいように思っ

た。 新学説や実験結果は「指摘されている」「分かってきた」など、表現上断定は

行なっていないものの、大変よく出来たアニメやＣＧでの解説や、権威のありそう

な大学名や外国人研究者の登場などには絶大な説得力があり、またこの番組が「Ｎ

ＨＫスペシャル」であることも手伝い、ここで紹介されたストレス発生の要因や対

処法などが確立された内容として受け取る向きも少なくはないように思った。また、

社会的影響の大きい内容に対して、タイトルがセンセーショナルなようにも感じた。

影響の大きい番組の進行をＮＨＫ関係者ではなく、ゲストが行ったことも、これで

よかったのだろうかと思った。加えて、「今でしょ」というくだりの演出まで行った

点は行き過ぎだったように思った。 

 

○  ７月３日(日)ＮＨＫスペシャル「私は家族を殺した～“介護殺人”当事者たちの告

白～」を見た。極めて衝撃的な番組だった。老々介護や認知症の親の介護の現状、

悲惨な事件に関してはニュースなどで見聞きはしていたが、この番組はもう一歩深

掘りし、関係者にアンケートを行ない、客観的な数字を把握した上で、加害者の取

材も含めて当時の状況を詳細に取材していた。感心した。服役中の加害者に取材許

可を取っていたことには驚いた。加害者が取材に応じて告白した勇気に敬意を表し

たい。この種の番組は、現況の報道のみならず、原因究明とか再発防止に一定の方

向性を見出して番組を終えることが多いと思うが、問題が大きく、それぞれに抱え

ている事情が異なり、まとめることすら難しいのではないかという印象を持った。

個々の家族構成や家庭の事情、収入の状況など、それぞれの背景を鑑みなければ、

この複雑な問題の解決への道筋はなかなか見つけられないのではないだろうかと思

う。一般的な形で取り上げるには、大きすぎる問題なのではないかと思った。介護

はひとりで抱え込む傾向が大きく、リスクが増大することも番組で触れていたが、

プライバシーの問題もあるが、この件についてもう少し分析して放送できなかった

かと思う。人が老いて助けが必要になるのは、今も昔も変わらないはずだ。参考に

なるかはわからないが、昔はどうだったかという視点も必要なのではないかと思っ

た。語弊はあるが、医療の進歩により生じてきている問題もあると思う。高齢化社

会の進展に伴い、介護は家庭ではなく社会全体で行う流れは理解できる。しかし、

犯罪を是認するわけではないが、今回のケースはいずれも、責任感の強い、家族思

いの人たちが、やむにやまれず罪を犯したという印象を持った。社会構造の問題と

いうことだけでは片づけられない大きな問題提起だった。また違った側面から今回

のような取材や番組を期待したい。 
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○  ７月３日(日)ＮＨＫスペシャル「私は家族を殺した～“介護殺人”当事者たちの告

白～」を見た。日本で２週間に１度介護殺人が起きているという説明には驚いた。

この番組を見たとき、「“認知症８００万人”時代 母と息子 ３０００日の介護記

録」(2013 年１１月２３日(土)放送)を思い出した。介護に直面している人は、550

万人もいることに驚いた。ＮＨＫのアンケートでも、４人に１人が「相手を手にか

けたい」「一緒に死にたい」と思っているという悲痛な声にも本当に驚いた。アン

ケートで、８３歳の母親を１人で１１年も介護している５３歳の男性の声は、追い

詰められた胸の内が話されていて、介護殺人というものが特別なことではないのだ

と考えさせられた。本当に加害者となった方の話は、立場や告白内容はそれぞれ違

うが、もし自分でも同じ気持ちになるのではないかと思い、当事者の追い詰められ

た気持ちがよく伝わってきた。今後、認知症が増えていく中で、誰もが施設に入れ

ると思ってはいけない、今後も介護殺人は増えていくだろうと言っていたが、この

ことを踏まえ、介護の現場や現状を身近な問題として、今後も発信してほしいと思っ

た。 

 

○  ７月１６日(土)ＮＨＫスペシャル ＭＩＲＡＣＬＥＢＯＤＹ（ミラクルボディー）

第１回「世界 強の人魚たち」を見た。すごい番組だった。ひ臓の機能が普通の人

とは全く違うというのには驚いた。再放送があってほしいとは思うが、さまざまな

問題もあるので、どうなるのだろうかと心配している。 

 

○  ７月１７日(日)ＮＨＫスペシャル ＭＩＲＡＣＬＥＢＯＤＹ（ミラクルボディー）

第２回「復活！日本柔道 “柔よく剛を制す”の秘密」を見た。スーパーハイビジョン

カメラを使ったり、いろいろな角度から見られる多視点撮影など非常に感動した。

日本の技術を解析していたが、オリンピックが終わる前にこれを放送して日本が不

利にならないのか心配になった。もちろん許可も取っているだろうし、他国も番組

で取り上げた内容程度のことは分かっているのだろうと思うが、一市民としてそれ

により負けたらすごく悔しいのではないかと思い不安になった。また、第１回「世

界 強の人魚たち」を見逃してしまい、再放送を楽しみにしていたが、違う番組に

変わっていた。なぜ番組が変更になったのか、気になった。 

 

○  ７月２０日(水)ＮＨＫスペシャル ＭＩＲＡＣＬＥＢＯＤＹ（ミラクルボディー）

第３回「未知の能力を呼び覚ませ～義足のジャンパー マルクス・レーム～」を見

た。とても興奮しながら見た。右足が義足の走り幅跳びの選手が、健常者よりもは

るかに記録を伸ばし、匹敵するジャンプができるのかということを自ら証明しなけ

ればならないという中で、ＮＨＫの 新の撮影技術により、日米の研究機関ととも
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に、レームの体と脳をあらゆる角度から科学的に解析している番組だった。レーム

自身の身体能力、意志力はもちろんだが、体の一部を失った故に脳の機能や残存す

る筋肉が発達したことが解明されたことに、大きな感動を覚えた。ＮＨＫの技術力

により、人類の未知を解明できたことに、改めて敬意を表したい。 

 

 

  （ＮＨＫ側） 

        ＮＨＫスペシャルＭＩＲＡＣＬＥＢＯＤＹ（ミラクルボディー）第１

回の再放送が差し替わった件については、ロシアがドーピングの疑惑で、

ロシアの選手全体がオリンピックへの出場権をなくすかもしれないとい

う事態に陥っており、また、番組で紹介した選手もドーピングに関係して

いるのか、あの時点では確認することができなかった。いったん放送は見

送ったということだ。 

 

 

○  ６月２１日(火)ひるブラ「北海道☆特選～ギュッと熟成の味！～」を見た。北海道

の幕別町の手作りの生ハムと、羅臼町の羅臼昆布が紹介されていて、短い時間の放

送だったが、手際よく取材された内容でよかった。特に、前半の生ハムについては、

ゲストの照英さんが彼らしい取材で紹介していて、大変感じのよい仕上がりになっ

ていた。昔、ドイツに仕事で訪れた際に、生ハムとメロンの組み合わせのオードブ

ルを食べ、世の中にこんなにおいしいものがあるのかと大変感激したが、今や北海

道の幕別町では、大地の恵みとして商品化までされている。しかも、ハムを作るた

めに２年半もかけている。非常に感動する内容だった。ただ、ＮＨＫの撮影技術が

高すぎるためか、黒っぽい大地が汚く見えてしまった。リアルすぎて「あんな所で

ブタを飼っていたら、おいしくないんじゃないか」と思った。たくましくも思うが、

この辺りは少し工夫が必要だと思う。 初に牧場のふかん図を撮影していたが、北

海道らしい映像で大変目を奪われた。羅臼の昆布は、いろいろとよい内容はあった

が、時間の関係か、いささか深みがなかったように思う。もう少し地元の人たちの

努力や工夫の歴史など地方の産業おこしとして、高級昆布を支えるためにやってい

るというアピールが少なかった点が残念だった。 

 

○  ６月２３日(木) 所さん！大変ですよ「世界中から日本の離島へ！？移住希望が殺

到の謎」を見た。鹿児島県の人口わずか 380 人しかいない離島に村が工夫をして移

住の募集をインターネットで行ったところ、世界中から１か月もたたない間に 230

件も応募があったということで、どういうことなのだろうかと関心をもって見た。

初は日本語でインターネットにアップをしたが、その翌日には世界中の言語に翻
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訳され、クロアチア、セルビア、ブラジルなどさまざまな国の人々から募集があっ

たそうだ。驚いたのは、冷やかしではなく各国の人々が非常に真剣な気持ちで応募

してきているということだ。日本の環境の良さに気づいていなかったと、つくづく

感じた。彼らの気持ちは、主に３つ程に整理ができ、１つ目はＩＳのテロのターゲッ

トになっていて毎日怖い思いをしながら生活をしていて、世界中で戦争が起きてな

い日本はすばらしい国だ、だから移住したいという理由。長い間戦争が起きてない

というのは我々の国の特徴で、大切にしなければいけないと思った。２つ目は、ブ

ラジルの女性だったが、子どもを産みたくても治安が悪くて産めないと言っていた。

日本の環境は特別に治安がよいということを思い知らされた。３つ目は、世界中で

財布を落としてもお金が入ったまま返ってくるのは日本だけという理由だった。過

去に日本を訪れた際にそのような経験をしたそうで、本当に驚いたということが語

られていた。日本人は、礼節を重んじる国民で非常に魅力があると言っていた。こ

の番組を通じ、我々が大切にしなくてはいけない文化や伝統、治安のよさなどは次

世代にしっかり継いでいかなくてはいけないと思った。戦争の問題についても言え

ることだと思うが、つくづく考えさせられた番組だった。 

 

○  ６月２５日(土)「記憶力ＵＰゲームシーホースパワー！」(総合 後 11：00～11：

44)を見た。新番組開発のためのチャレンジ企画だったと思うが、過去に流行した民

放のクイズ番組と比較しても、時代感覚が鈍く、出題のあり方や見せ方に工夫やひ

ねりが足りなかったように思う。番組内容に新規性やエンターテインメント性を全

く感じなかった。そもそも、声が響き聞き取りづらいスタジオセットで、 低限の

レベルすら保たれていないように感じた。番組全体のテイストも、すべて司会者の

力量にゆだねている演出もずさんだったように思う。また、民放の有名なドラマの

登場人物をものまねとはいえそのまま取り入れ、かつ役名で呼ぶというのは、セン

スがないと思った。チャレンジ企画とはいえ、もう少し放送前の検討が必要だと思っ

た。 

 ６月２５日(土)地球ドラマチック「究極の料理対決 ～科学は経験を超えられるか

～」を見た。近年日本でも、調理を科学的、物理的に解析する分子ガストロノミー

のレストランが人気だが、実際に科学的なアプローチで調理する過程を、なぜそう

するのかという説明とともに見ることができ、大変興味深く、楽しく視聴した。日

本の番組だと、ともすると科学対経験という対決番組になってしまうところを、新

しい視点や発想、手法をいかに経験に織り込むかという観点に立ち、正と反を経て

昇華する展開としていた点にイギリスらしい番組制作者の質の高さを感じた。大変

品のよいドキュメンタリーだった。 

 

○  ７月２日(土)「週刊ニュース深読み」を見た。この１年、ＮＨＫのニュース解説番
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組を継続的に視聴してきた。どのように事件を深読みし、その先読みをどのように

視聴者にわかりやすく見せているかということを意識して見てきた。イギリスのＥ

Ｕからの離脱は、世界に非常に大きな衝撃を与えた出来事だったが、これをどのよ

うに視聴者に解説し、深読みしていくのか大変興味深く見た。司会者の機知にとん

だ進行解説は、硬い内容の番組を視聴者に分かりやすく説明するという役割を果た

しており、感心する。また、今回は、コーディネーターの専門家の人選がよかった。

みなさん非常に専門性が高く、分かりやすい話しぶりだった。関心ごとは、自分の

目先のことばかりにとらわれがちだが、諸先生方の非常に丁寧な、落ち着いた、か

つ聞き取りやすい解説は、長期的視点からの判断、理解、行動が必要だということ

を示していた。また、ミクロ的な観点だけではなくマクロ的な観点からの理解が大

変重要だということも示唆しており、大変よい番組に仕上がっていた。ギリシャ時

代から衆愚政治というものは依然として存在しており、国民の声を聞くといっても、

一般の人は必ずしもいつも深い理解のもとに判断し行動しているわけではない。民

主主義の危うさや政治家の言動に簡単に動かされてしまう一般大衆という問題が、

今回のＥＵ離脱問題で見事に表面化したと思う。また、イギリスという先進国で起

こったことも衝撃的だった。土曜日の早朝の時間帯に放送されるこの硬い内容の番

組が、大変興味深い仕上がりになっていた。厳選された専門家を集めるバランス感

覚やＮＨＫの解説委員や司会者の魅力と同時に、視聴者の意見をテロップで常時紹

介している点もよかった。また模型を使い事件の流れを分かりやすく説明していた

り、読み筋を丁寧に示すスタジオセットにも感心している。これからは自分だけで

はなく、みんなで共有して一緒にやろうということが、民主主義のキーワードだと

いう解説は大変説得力のあるものだった。ＮＨＫらしい結びだった。ただ、解説を

進める際に言葉だけで話が進んだが、もっと分かりやすくするために、キーワード

をボードに書いたり、流れを矢印で示すなど、耳と目で確認するという工夫をもう

少ししてほしい。 

 

○  ７月４日(月)鶴瓶の家族に乾杯「真田丸ＳＰ 山本耕史 岐阜県大垣市ぶっつけ本

番旅」を見た。テロップで会社の名前が出ていたが、関係者は喜んだだろうと思う。

この番組のよさは何と言っても鶴瓶さんだ。今回も、ゲストとのやり取りや出会っ

た人にはっきりとものを言う様子、個々の家庭の中に入り込んでも全く嫌な感じが

しないのは、やはり鶴瓶さんの人柄だと思う。相手の懐に入りはっきりと物を言う

ことで、笑いを引き出すという温かさが伝わってくる。嫌味がない返答も多い。出

会う人の特徴を捉え、親身に入り込むというこの番組の持ち味も分かっていると思

う。気になった点が３つあり、１つ目は、番組の 後に夕日とともに墨俣城の映像

が映ったが、番組の流れから考えると墨俣城の映像で終わった点は唐突感があった。

内容との連動性を感じられなかった。２つ目はゲストの山本耕史さんが訪ねた場所
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だ。番組タイトルが「岐阜県大垣市」となっていたので、もう少し大垣市の特徴を

捉えた場所をゲストの山本さんに訪れてほしかった。３つ目は、ロケの道順だ。行

けるはずがない順番で映像がつながれていたように思う。もう少し映像のつなぎを

うまくしてほしかった。番組を見ながら、大垣市のシンボルは大垣城なのだと改め

て実感した。 

 

○  ７月６日(水) ガッテン！「追跡！糖質制限ダイエットの落とし穴」を見た。糖質

制限ダイエットは気軽にできると思っていたが、その裏表を知ることができた。は

やり物かと思っていたが、実は 1944 年の戦争の際にアメリカが人体実験をすでにし

ていて、ガリガリの人間になっていたという結果が出ていた。非常にインパクトの

ある映像だった。糖質制限ダイエットの落とし穴を、このような番組で気軽に知る

ことができるのは、多くの人にとってよいと思った。 

 ７月１０日(日)に放送された「参院選２０１６ 開票速報」を民放と比較しながら

見た。ＮＨＫは夜遅くまで放送していて非常によかったが、データ放送の部分で当

選者の名前しか出てこなかった。民放は当選者以外も表示され、名前の後に経歴も

出ていた。だから、「こういう人が受かったのだな」「残念だったな」というのが分

かったが、ＮＨＫは名前しかデータ放送に出なかったと思う。「一体この人はどうい

う人なのだろう？」という点が分からなかったのが残念だった。その方の経歴など

もデータ放送で伝えてもらえると非常にありがたい。ＮＨＫだけが夜中まで放送し

ていたので、開票直後から見られない人間にとっては、とてもよかった。 

 

○  ７月９日(土)・１６日（土） 超絶 凄（すご）ワザ！「究極の微小深穴対決 放

電加工 ＶＳ．ドリル」（前編）（後編）を見た。０．５ミリのＨＢのシャープペン

シルの芯に穴を開けるという極限の対決を興味深く見た。会場にそれぞれの使い込

まれた機械を持ち込んだ対決だったが、放電加工は初めて知った。どのように芯に

穴を開けるのか見ていたところ、機械の油の中で削るという作業はすばらしい技術

だと思ったが、数字だけで判断するので見応えはなかった。その点ドリルのほうは、

芯にドリルが入っていく様子を拡大して見ることができたので、息を飲んで見守っ

た。結果はドリルのほうが見事貫通して勝利に終わったが、見えない機械の中で起

こっている放電加工との対決は、すっきりしないものを感じた。後編のみで十分に

伝わる番組だと思った。 

 

○  ７月１３日(水)オイコノミア「ホントに必要？学歴の経済学」を見た。なぜ大学に

行くのかということを経済学で説明し、その話を又吉直樹さんがいろいろと聞いて

いたが、語っていた内容が非常におもしろかった。又吉さんは「ぼくも大学に行き

サークルなどに入りたかった」と言っていて、本気で言っているのかは気になった
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が、そのようなコメントは好印象だった。番組でゲストの方が「コストパフォーマン

ス優先では大学は考えられない。考えてはいけないのだ」と言っていたが、この意

見も興味深かった。大学に行くことは従来の所得がどうというだけではなく、自分

のオプションの幅が広がり、自分の世界が広がる場所だと思う。だからこそ、大学

で学ぶことに意味があるのだということを、彼らが番組できちんと伝えていたので、

大学側にとっても意義がある番組だと思った。 

 

○  ７月１８日(月)ライフＵＰ「三日坊主から抜け出す秘策ＳＰ」(総合 前 9：10～9：

55) を見た。三日坊主を抜け出すために、こうするとよいのだという意味では非常

におもしろかった。朝の時間帯に見るには、軽いタッチで非常によかったと思う。

取り入れてみようと思うが、なかなかできないでいる。 

 

○  ７月１８日(月)にっぽん紀行「サーカスの合言葉は“ガマン”～群馬 みどり市～」

を見た。大変感銘を受けた番組だった。群馬県みどり市の山奥の集落の廃校になっ

た小学校の体育館で、家族を母国に残しながら、元体操選手で、ウクライナ人の指

導者が日本の若者たちを指導し、トレーニングを通じて、人生は我慢が大事である

ということを伝えていた番組だったと思う。日常生活を共にし、苦しいトレーニン

グを行なっている中で、苦しいことは避け、一度失敗するとやめてしまいがちな今

の若者たちに向かって、その子に合った丁寧なトレーニングを行ないながら、頑張っ

た時は褒め、褒められる成功体験を通じて教え込む若者たちへの丁寧な向き合い方

が印象的だった。忍耐と勤勉こそすべてに勝るということを心しながら若者たちを

指導するウクライナ人の姿に心を打たれた。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局  
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平成２８年６月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ６月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

 会議では、まず、ナビゲーション「我が町に人を呼び込め」について説明があり、放

送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 副委員長  松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

 委 員  小澤 正俊 （大同特殊鋼（株）相談役） 

   小寺 功子 （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

   中村 智景 （四季料亭「助六」女将） 

   野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

   長谷川明子 （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

                東    惠子 （東海大学海洋学部環境社会学科教授） 

   真能 秀久 （中日新聞社取締役人事労務担当) 

     

 （主な発言） 

＜ナビゲーション「我が町に人を呼び込め」（総合 ６月１０日（金））放送について＞ 

○ 番組の着眼点である人口減少の問題を解決するため、地域創生としての移住・定住

に対する具体的な取り組み事例について、中部地方で移住者が最も多い岐阜県の例

を挙げていた点は、十分理解できた。紹介された内容も他地域にはないものだった

が、若干もの足りなさが残った。例えば、大垣市の場合は、産業の集積があり働く

場所が見つかりやすいと紹介していたが、定住・移住の一番の課題である就職の問

題が比較的容易に解決できるという事情もあると思う。今回紹介された女性は県内

からの移住者だったが、今課題となっている都市部などからの移住・定住を多くし

ようとする取り組みと、今回の女性のような母親支援の取り組みと、どのような因

果関係があるのか番組の中で見いだすことができなかった。ひとりの母親の悩みを

先進的な取り組みで解決するストーリーのように見えてしまい、働く場所がないと

いう最大の課題の解決に苦心している他の人口減少の激しい地域の参考になり得な

いのではないかと思った。その点、恵那市串原地区の場合は「古民家リフォーム塾」

を通じて、田舎の理解、交流から移住と、段階を経て丁寧に定住を促進しており参

考になるのではないかと思った。生業の積み重ねで移住者の仕事を増やすことに魂
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を入れて取り組んでいる姿勢にも共感が持てた。最後に教育の課題について触れて

いたが、取り組みが急がれるという点は同感だった。 

 

○ 今回の番組で、大垣市がどのような取り組みをしているのか、市民も具体的に理解

できただろう。また、大垣市の住みやすさや子育てのしやすさを都市部に住んでい

る人にも理解していただけるきっかけになったのではないか。市長自ら、他県で市

をＰＲし、取り組みに積極的な様子を見ることができた点もよかった。ＮＰＯ法人

「子育て支援センター」を立ち上げ、これまで地道に取り組んできた女性を取り上

げていた点も、大垣市のよさが表れていたと思う。後半の恵那市の取り組みも、何

事も地道で大変なことだと感じた。前半後半を通じ、市民ひとりひとりが今後の市

のことを真剣に考え行動することが重要だと感じた。初めて知ることも多かった。

冒頭の地図とグラフは分かりやすかった。スタジオの解説者もアナウンサーの質問

に対して的確に答えており、分かりやすかった。地方都市の人口の移り変わりにつ

いて解説者が説明していた時は、テロップや図などで補足説明がほしかった。ＮＨ

Ｋでインタビューの様子を伝える時、顔のアップの映像が多いが、今回の市長のイン

タビューも顔が画面いっぱいに出た映像だった。例えば、子育て支援の場所を背景

に市長にインタビューをすれば、より一層大垣市のよさがにじみ出たのではないか。

人物も重要だが、内容を象徴しているような場所を写しながら伝えてもよいと思う。

スタジオでカメラが横切った点が気になった。今回の番組を放送したことで、大垣

市への移住が増えればよいと思う。 

 

○ テーマが少子化と地域の過疎化という大きな問題で、日本全体の問題でもあると思

うので、タイミングがよい企画だった。関心を持って見ることができる内容だった。

地方の過疎化というテーマで、人口約１６万人の中堅都市・大垣市が取り上げられ

たことに驚いた。そこに移住するという点にも意外性があった。全国の移住希望者

アンケートで、移住先は地方都市が多く、これまで移住というと山村をイメージし

ていたので新鮮味がある情報で関心が持てた。子育てを考えると山村より地方都市

のほうがよいということについて、解説者の専門的な知識を交えた説明も大変納得

できるものだった。切り口がよかった。今回の取り組みは、地方で母親が孤立して

しまう問題、子どもの教育問題、仕事の問題など、単に保育園が不足しているといっ

た現状を取り上げるのではなく、その先の家族がどう生きるか、子どもの成長にど

う対処するか、さまざまな問題を複合的・多角的に捉えていこうという問題提起が

されており、さらに問題を解決するための提案も盛り込まれた企画で好感が持てた。

２つの市を取り上げていた点もよかった。特に恵那市の山村の場合は、仕事を見い

だし定住するという移住の原点から始まり、そこに協力的な地元のリーダーの存在

についてもしっかりと触れていて、大変丁寧な取材だった。移住先の町の一員に本
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当になれるかどうかという意識を芽生えさせる工夫が非常に重要で、これは移住問

題が持続的かつ永続的に成功するかどうかにつながるという切り口は大変示唆に富

むものだった。解説者の専門性の高い解説も説得力があった。よい人選だった。ス

タジオセットもセンスがあると思った。 

 

○ 人口減少と少子高齢化社会は地方都市において様々な影響を与えていると思うが、

今回の岐阜県の大垣市と恵那市の串原地区、つまり市街地と中山間地域が地方都市

の地域性の縮図であることに着目し、地方都市の地域環境に即した移住体験や成功

例を紹介する内容は、他地域にも示唆を与えるものだったと思う。自然環境に恵ま

れながらも都市機能がそろっている地方都市への移住が紹介されていたが、最近は、

利便性の高い所で子育てをするという傾向が見られ、そのような中で孤立してしま

いがちな母親に焦点を当て、手厚くきめ細かい寄り添う形での支援は大変興味深く

好感が持てた。恵那市の話は、地元の人々や地域外からの人々との共同作業を通じ

同じ時間を過ごし触れ合う中で、無理のない自然体の取り組みが重要だということ

がよくわかった。中部地域の移住者数は岐阜、福井、富山、などが多く、静岡は少

なかった、別の統計で静岡市は共働きで子育てしやすい地方都市１位というデータ

を見たことがある。この違い、原因が気になった。地方の課題を、日常生活を通し

ながら紹介していたので、他の地域も参考になると思った。また、地域によって取

り組み方や移住・定住促進の形も変わってくると思うので、今後もさまざまな地域

を紹介してほしい。 

 

 （ＮＨＫ側） 

        今回の「ナビゲーション」は名古屋放送局のスタジオで収録した。ご

指摘のあったカメラワークでは、一瞬クレーンカメラのコードが映り込ん

だ。今回番組で使用したデータは、明治大学の教授の方々が中心になり調

査したもので、東京と大阪以外でいわゆる移住の対象先になると思われる

自治体を全国で調べて５年間で集計したものになる。抽出条件が２つあり、

１つ目は県外からその県に入ってきた人。２つ目は移住者への支援策など

行政で行っている支援策を利用した人、または移転してくる時に目的を

「移住目的」と住民票の所に書いた人を抽出している。つまり、明確に移

住だということを申請した方に限っている。行政で把握している限りの数

字なので、実態としてはもっと多くの方がおそらく入ってきていると思う。

大垣市のＶＴＲで県内からの移住者を紹介した。本来であれば、県外から

の移住者の方であると話がより分かりやすかったと思うが、結果的に今回

のような構成になった。実際は、移住者の奪い合いは県単位ではなく、県

内でも実は起きているという状況がある。大垣市のような中核都市になる
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と周辺からの移住者がどんどん入ってきている。去年１年間で、約 400

人の方が大垣に移住しているが、多くは県内から来ている方だったりする。

働く場所があるかどうかは、移住時に大きな課題になっている。そういう

意味で、大垣市は大変恵まれている。大垣市の例が他の自治体でも参考に

なるかというと、あれほどの支援策ができる財政規模がある自治体は限ら

れてくるかと思うが、同じように財政的に余裕がある所でもなかなかうま

くいっていない所もある。大垣市は子育て経験がある方をリーダーにして

きめ細かなサポートをしているところが非常に参考になるので、今回取り

上げた。恵那市の事例もそうだが、どんなに環境がよくても仕事がないと

生きていけないということが大変大きな課題になっている。今後も議論さ

れていく部分だと思う。地方都市が移住先として人気を集めていることに

ついて、実は年輩の方も４割以上の方が地方都市を移住先に希望している。

実際に暮らしていくとなると、バランスの取れた地方都市が人気だという

ことは、私たちも移住先は山村や自然が豊かな農村部が人気なのかと思っ

ていたので、全くイメージと違い驚いた。大垣市は地方都市のひとつとし

て非常に魅力的な都市のように見えた。 

 

○ 番組で紹介したデータの数字の定義は、番組中にしっかりと説明したほうがよいと

思う。地方への移住は、古くて新しいテーマ。話題を見つけるたびにぜひ紹介して

ほしい。大垣市は岐阜県の中では恵まれた地域で、多くの優良企業が、大垣市にあ

るのではないか。だから、雇用が安定しており、税収も多い。今回紹介された支援

策もおそらく他の町から見れば、やりたくてもできない贅沢（ぜいたく）なものだ

といえるだろう。恵那市串原地区の「古民家リフォーム塾」は興味深い取り組みだっ

たが、実際にどれくらいの人が移住しているのか気になった。解説者は、雇用が期

待できない以上、農業や森林保全や観光、福祉といったいろいろなものを組み合わ

せてなりわいとするしかないと言っていたが、よい視点だと思った。現実的には、

都市から人を呼び込み、なりわいをどのように成り立たせるかはかなり難しいだろ

うと思いながら見た。収入というポイントは外せない条件だと思うので、プライバ

シーの問題もあるが、例えば大垣市に移住した人々の雇用は何なのか、恵那市の串

原地区に移住した人々の収支はどの程度なのかという形で紹介してほしかった。日

本の中山間地で一番期待できるのは林業だと思う。森林資源が今ほど豊かな時代は

そうなく、この資源をどのように使うかが移住・定住問題の核心だと思う。移住は

地方の問題と捉えられがちだが、東京への一極集中は、東京という都市が若い人を

浪費していく構造だと思う。東京の出生率は非常に低く、そのような土地に若い人

が集まってしまう。地方の問題とされているものの本質はほとんど東京の問題だと

思う。東京と地方という対比をしながら、今後も注視してほしい。 
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○ 「我が町に人を呼び込め」というタイトルから、中山間地に行く人の話だと思った

ら、大垣市の話が出てきたので、想像と違い新しい刺激があった。ただ、見終わっ

てから、大垣市の話はベッドタウンの話なのではないかと思った。魅力的な支援策

は多くあったが、昨今大きく問題になっている中山間地に住む人々の話とは少し違

い、タイトルと合っているのか、自分の中でうまく整理がつかなかった。大垣市の

施策に対する市長のコメントがうまく間に入っていて、市の施策のよさが際立って

いた。恵那市串原地区のほうは、古民家のリフォーム塾を主宰している人が一体何

者なのか気になった。個人の限界はあるはずで、行政はバックアップしていないの

だろうかと思った。スタジオ解説者が「魂を入れられるかが問題だ」と述べていた

が、魂を入れるとはどういうことなのか分からなかった。魂を入れたくても、うま

く入れられない仕組みがあるから多くの人が苦労しているのだと思う。魂の熱を維

持し取り組みを続けていくために、何を行うべきかというフォローがほしかった。

最後に教育的な問題を解決するために学校があるとよいという話をしていたが、山

村地区は多くの学校が統合され住民と問題になっている。統合せざるを得ない現状

と、一方で町を維持するためには統合せずに学校があった方がよいわけで、ここに

社会の難しさを感じる。これをどう解消するかという課題をもう少し掘り下げてほ

しかった。また、田舎に人を呼ぶことが本当に適切なのか、人がまばらにしか住ん

でいない市町村があってよいのか、その場所その場所に適正人数があると思う。村

の終わり方を映し出し、新しい未来像を取り上げるような内容が盛り込まれると、

奥深い番組になったと思う。森林資源の活用法も、今後新しい未来像を考える中で、

重要になってくると思う。 

 

○ 移住者が少ない地域は、住宅の援助や子育ての支援策があっても、働く場所がない

というのが一番の問題だと思う。大垣市は子育て支援プラザが商店街にあり、また

他県から嫁いだという理事長もいて、他県から移住した人の気持ちが分かり、寄り

添って手厚い援助ができている点がよいと思った。援助を受けるお母さん方も地元

になじもうという気持ちがないといけないと思うが、その中で１人、援助を受けて

よかったので自分も交流プラザで活躍するという方が紹介されていて、今後そう

いった人がどんどん増えていくだろうと思った。恵那市の古民家をリフォームし

住んでいく取り組みは、「しがらみを得て住んでもらう」という言葉が印象的だった。

ただ、若い人には受け入れられないのではないかと思った。登場していた若い夫婦

がどのように収入を得て生活しているのか、興味を持った。子育ての時はよかった

が、地域に納得のいく教育の場がなく、それが今後の大きな課題だと解説者の方が

言っていたが、非常に共感できる言葉だと思った。廃校になってしまう地域も多い

中、大垣市の取り組みや地域の特徴は魅力的だった。 
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○ 地方には、新しい産業を立ち上げ、そこに若者が集まりビジネスが成り立っている

という地域もある。昨年度「中部ジモ女（ジョ）の選択」では、若者が卒業したあ

とその地域にとどまらず都市圏に行ってしまうのは、働く場所がないからだと問題

提起していたが、今回の大垣市に関しては働く場所がある。しかし、新卒の人々が

本当にその地域で就職できているのか気になった。また、地域に呼び込むと同時に、

Ｕターンした人たちがどの程度いるのかも気になった。そこで生まれた人たちが、

もう一度戻りたい、子育てや老後をそこで過ごしたいと思う場所なのか、そういっ

た比較があってもよかった。林業に関しては、最近建築物でも木材を使うようになっ

てきていると思うが、林業で生計を立てるためには、どのような形になるのか知り

たかった。全国的には林業に携わる人は少なくなってきていると思う。そのような

中、今回番組で紹介されていた人が、なぜ林業を行うようになったのか気になった。

人を呼び込んだあとの成功事例として、それぞれの具体例をもっと見せるやり方も

あったと思う。働く場所が少ないという現実の問題も考慮に入れながら、今回の番

組がきっかけで出てきた問題点などを今後も追って、視点を変えながら番組で取り

上げてほしいと思った。 

 

○ 番組は非常によかった。今後も繰り返しこのような番組を作ってほしい。今回紹介

した地域以外にも、手当てが充実している地域はあると思う。そういった所を見つ

け、大垣市のように紹介してほしい。高度経済成長期に合わせ、多くの人が東京の

ような大都市に移ってきたが、また地方に戻る流れができればよいと思う。最近、

ふるさと納税がはやっているが、同じようにふるさとをＰＲする流れができないか、

大都市で働いている人で地方に出て働いてもよいという人が出てくるような情報

ルートがもう少し確立してくるとよい。そのためにも、今回のような番組が増えて

ほしい。恵那市串原地区の事例については、今回番組で紹介した人がどの程度いる

のかということと、医療の問題が気になった。どのような手当てがなされているの

か、知りたかった。解説者の方は、非常によかった。内容もよく理解でき、現実的

だった。全体的な展望が見えて、よかった。 

 

 （ＮＨＫ側） 

        恵那市串原地区には、番組で紹介した取り組みが始まって以来、推計

で６５人移住している。串原地区自体は全部で 800 人くらいの場所なので、

かなり大きな割合になっている。冒頭のご夫婦は串原地区が実施する取り

組みを利用し、空き家に住む形で移住した方たちだ。手に職のある方だっ

たので、比較的移住がしやすかったという事情がある。教育問題について

は、このように移住者を呼び込んでも、最終的にはその子どもたちが他の
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町に行かざるを得ないという状況が起きてしまう。解説者の方も述べてい

たが、一地域を超えて国づくりとしてどうしていくのかという問題だと思

う。議論としては、少なくなる人口を集約していくべきではないかという

議論もあると思うが、それはまた違ったレベルの議論になっていくと思う。

我々も取材を重ねる中で、今は成功しているが今後どうなるのだろうかと

考えた。今回いただいたご意見を参考にしながら、次の番組に生かしたい。

Ｕターンした方や、もともと住んでいる方の動向については、今回は取材

していないが、今後はその点にも着目したい。 

 

○ 大垣市の例は、市長の町を元気にしたいという思いが伝わってきた。移住への援助

や１８歳までの医療費無料化対策など、財政が豊かでないとできないのではないか

とも思える取り組みも含まれていた点が気になった。また、恵那市串原地区のトマ

トファームを始めた若者には是非農業を共にする女性と結婚し、定住してほしいと

思った。東京に一極集中するのはなぜか、なぜ地方、特に田舎に住みたくないのか。

地方が衰退すると何が悪いのか。そのポイントと対策について整理してほしいと

思った。本当に東京一極集中させたくないなら、国を挙げて法律や税制を変えてで

も取り組むべきだと思う。アンケートにもあったが、地方といっても地方都市への

移住希望はあるが、田舎への希望は１０％台と低い。働く場所が少なかったり、利

便性、教育環境が悪ければ、人は集まらない。今後、人口減少化時代の中で、地方

をどう元気にするかは重要な課題だ。一方、地方再生といって久しいが、効果は見

えてこない。特に田舎において農業をはじめ第一次産業や観光業は地方を元気にす

るためには欠かせない産業だと思うが、国の政策は真逆にも思える。地方を元気に

するために、国が本気で取り組むべき内容について、もっと触れるべきだと思った。 

 

○ 昨今、地方創生の中核政策として地方自治体による移住促進が進められてきている

中、その取組状況や現状が分かりやすくまとめられていた。取材が自治体のみなら

ず、主体的に取り組む民間の活動まで行われていた点や、移住者獲得に必死で本質

がゆがんだ自治体の政策、メリットだけを享受するフリーライダー移住者などの課

題も明示されており、移住が政策により恣意的に推進されているという現況を捉え

た取材としては十分な内容だった。また、解説者の説明も簡潔で聞きやすかった。

しかしながら、移住そのものは各自治体のパイの奪い合いでしかなく、人口減少と

いう抜本的な国家的課題を解決するものではないという視点や、都市部集中を促す

コンパクトシティ政策との整合性の無さなど、多々問題があるにも関わらず、あた

かもこの移住政策の延長線上に地方や国家の繁栄があるかのごとく、移住政策を全

面的に肯定するようなまとめ方になっていたのは幾分残念だった。また、司会のキャ

スターのスーツの着こなし方が気になった。体型にあっていないように見えた。ス
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タイリストはついているのだろうか。視聴者に与える印象にも配慮しながら、衣装

は選んでほしい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

       スタイリストはついている。ご意見は参考にしたい。 

 

○ アメリカでは郊外に住んで、都心に仕事に行くというスタイルも多い。地方も住み

心地がよいのだと思う。それは交通に関するサービスが整っていることが一因にあ

るのではないだろうかと思う。時間の感覚や都市の整備、そういう視点からも取り

上げてみたらどうだろうかと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

       今回は自治体側、つまり受け入れる町側の視点に立った作りの番組に

なっている。その中で国全体で見たらどういう形が望ましいのかは、改め

て考えていくべき課題だと感じている。次の機会には、そのような視点で

本日の意見も参考にさせていただきながら、番組を制作したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

○ ５月２０日(金)ナビゲーション「私たちの“家族”～求められる里親・里子支援～」

里親・里子の制度の実態を番組を通して知ることができた。さまざまな状況下にあ

る里子となった子どもたちの様子が紹介されていた。昔は親の行方不明や離婚によ

り親元で暮らせなくなった子どもたちが多かったが、現在は虐待が原因の子どもた

ちが 37.8％もいるという数字には驚いた。虐待を受けた子どもたちが、家族の愛情

や人間関係に不信感を抱き、苦労しながら育つ様子は考えさせられるものがあった。

実際の親子関係であってもその成長過程では悩みもあり、楽しみもあると思う。コ

メンテーターが最後に、家族間で悩みを抱えるのではなく、地域ネットワークを形

成しながら、地域で支え合うことが必要であると示唆していた。しかし、現実はそ

のような制度を知る機会は少ないと思う。今回のような番組を通じて、地域でどう

支えるべきか考えるきっかけになったという意味では、大変意義ある番組だと思っ

た。 

 

○ ５月２０日(金)金とく「おもてなし中部 ｉｎ 愛知」を見た。番組の意図が分かり

づらかった。東南アジアからの旅行客が増えているという認識はあったが、中部空

港に降り立った外国人が名古屋に立ち寄らず東京、京都に向かうのは、航空便の席

が取りやすかったりチケットが安いことが要因だというのには驚いた。お勧めする
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観光地が名古屋城、熱田神宮、名古屋テレビ塔という県庁職員の意識にも問題があ

ると思う。そのように見せるための構成上の意図だったのか、疑問が残った。名古

屋にしかない外国人の人気スポットの紹介は当然のことながら、観光に関する既成

概念との対比を外国人数名をスタジオに招き意見を聞くスタイルは、ひとつの手法

として理解できた。しかし、見て回るだけの観光ではなく、体験型、あるいは地域

の人との交流というキーワードは、かなり前からの流れだと思う。時代遅れな印象

を持った。北陸地域との関連では、岐阜から富山、能登までの昇龍道、つまりルー

トが龍が天に昇るような形の起点あるいは終点としての愛知県の位置づけに触れて

ほしかった。今回の番組はどの種別・位置づけになるのか気になった。 

 

  （ＮＨＫ側） 

       「おもてなし中部」初回は金曜日に放送したが、今後は日曜日の「日曜

Ｔｕｂｅ」という枠で放送していく予定だ。「日曜Ｔｕｂｅ」は地域応援

ゾーンとして、地域で生きる人に焦点を当てた「ショートストーリーズ」

や、その地域つまり土地に焦点を当てた「おもてなし中部」といったシリー

ズの放送を予定している。2020 年に向けて全国各地で外国人観光客の誘

致が繰り広げられている。「おもてなし中部」はその地域にいるとなかな

か気づかない魅力を外国人の目から発見し、インターネットを通じて世界

中に発信する。名古屋放送局として中部の観光を本気で応援したいと考え

ている。しかし、番組を見ている人のほとんどがこの地域に住んでいる

人々なので、自分たち自身の地域の魅力を再発見してもらうことを、もう

一つのねらいにしている。今回は愛知県という大きなくくりだったが、今

後は市町村単位にエリアを絞り、できれば全地域を何年もかけて紹介して

いきたい。 

 

       「おもてなし中部」の番組種別は、教養・報道というジャンルに入れて

いる。ねらいとしては地域支援番組である。 

 

○ サミット開催前後のニュースで特に印象に残ったのが、５月２６日(木)の朝の７時台

のニュースだ。短時間の放送だったが、キレがよく、テンポのよい放送だった。メ

ディアセンターや警備の状況などサミット関連の報道も手際よくまとまっていた。

大変理解の深まる報道だった。他の放送局では、報道番組の際に、画面下にテロッ

プで交通情報や規制の情報などを伝えていたが、ＮＨＫもそういった情報も伝える

とよりよかったのではないかと思う。 

 ５月２６日（木）「おはよう東海」で、外国人通訳の紹介があったが、サミットが

いろいろな人の地道な努力で開催されるのだということがよくわかった。特に、自
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分自身が日本に来て話が通じなく大変不安だったので、心から安心して日本に来て

いただくために、通訳を自分から手を挙げて志したという話は、敬意を払いたい。

朝方は賢島付近は霧で視界がよくなかったが、時間とともに霧が晴れて英虞湾の

島々が美しく映し出されていた。大変印象深かった。臨場感を、十分に感じ取るこ

とができる番組だった。 

 

○ サミットは地元として十分な取材と報道ができていたと思う。ただし、サミットの

本質の話でひとつ気になった点は、かつてサミットは世界の首脳が世界の共通の問

題を、あるいは人類の未来の話をするために集まっていたと思うが、今回は自分の

ためにサミットを使うという首脳が多かったように思う。オバマ大統領の広島訪問

はすばらしかったが、広島に核のボタンが持ち込まれていた。アメリカの大統領が

行く場所には、必ず核のボタンがある。核のボタンが広島に持ち込まれたことはそ

ういうオバマ大統領が抱える理想と現実、一種の矛盾を表わしていると思った。 

 

○ サミットで開催地の観光客が増えることを期待している。 

 

○ ５月２９日(日)ぎふスペシャル「科学の甲子園 ～岐阜高校の挑戦～」を見た。周辺

でも見ている人が多かった。若者の技術離れを危惧していたが、高校生の技術レベ

ルでここまで高い意欲とチームワークでやっている人たちもいることに驚き感動し

た。きめ細かな取材と若者のはつらつとした表情に焦点を当てており、なかなかよ

い番組だった。日本の若者の将来にも期待できる番組に仕上がっていた。今の高校

生の技術レベルはかなり高い。若者の思いがけない発想や行動には感動した。また、

チームワークがしっかりしていて、番組でもそれを見事に描いていた。若者の発言

も立派だった。若者の幼さが残る真剣なまなざしや笑い顔、大変はつらつとした映

像が遺憾なく捉えられていて、大変すがすがしい番組だった。 

 

○ ５月２１日(土)ブラタモリ「＃３９ 志摩」を見た。これまで、伊勢、志摩、鳥羽を

ひとくくりで考えていたが、今回のように志摩だけをクローズアップし、志摩の宝

は絶景が生んだという基本に戻って観光、物産を見て回り、ひとつひとつ掘り下げ

た番組はなかなかないので、志摩のことをよく理解できた。今までは景色を見て美

しさだけを感じていたが、次回は景色、伊勢エビ、アワビ、真珠、カツオなどを、

見て、食して、触って、見直していきたいと思える番組だった。タモリさんの頭の

回転の早さや、地層学者との会話は感心して見た。ナレーションも、大変耳に優し

く入るよいナレーションだった。 

 

○ ５月２２日(日)ＮＨＫアーカイブス「厳戒 日本列島～伊勢志摩サミットを前に～」
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を見た。３０年前のサミットの警備をテーマにした番組だったが、開幕前のタイミン

グのよい報道だった。警備という特異な視点から報道していて、大変興味深かった。

海外では、大変痛ましい無差別のテロも起こっているが、番組を見ながら警備は大

変厳しいものになると思った。どんな対応が必要か、私自身も不安を抱えていたが、

この番組は、時代の変化を加味し警備も変化していかなければいけないことを訴え

ていた。見ている人に納得してもらえる内容だったと思う。また、ＮＨＫの解説委

員は専門性が高く、大変説得力のある解説だった。彼自身さまざまな経験をしてお

り、当を得た内容だった。司会の女性アナウンサーも理知的で、深く理解した上で

の解説だった。テロの不安に対して、日本は何もしなくとも安全と思っていたが、

「これからは何もしないではいけない、安全確保はただではできない」というコメン

テーターの言葉が大変印象に残った。 

 

○ ５月２６日(木)クローズアップ現代＋「追跡！ペットビジネスの闇」を見た。この問

題は３０年以上前からペット産業の中で起きている問題として挙げられていて、

やっと表に出てきたというのが私自身の率直な感想だった。「クローズアップ現代

＋」を見るといつも思うが、今後どう動くための放送なのか、今後どうなるのかが

分かりづらい面があると思う。今回の場合で言えば、１匹１万円で引き取っても、

イヌが死ぬまでのエサ代を考えたらそもそも割に合わないわけで、法的な問題なの

か、何をどうするべきなのかという議論を番組内でも深めてほしかった。売れ残り

を少しでも減らすため、価格を下げて販売努力をしているペットショップが紹介さ

れていたが、ぜひその店のインタビューも紹介してほしかった。ペットショップ側

はどう考えているのか、社会がどう支えるべきなのかという点まで落とし込まない

と、売られているイヌがかわいそうというだけで終わってしまい、もったいないと

思う。 

 

○ ５月２６日（木）あてなよる「駿河湾を呑（の）む」を見た。これはＢＳ放送して

いる酒場を巡る番組の女性版という印象。静岡の美味しいお店が出ていて、一度、

静岡の駅裏やそういった場所を訪れたいと思えるようなよい場所だった。 

 

○ ５月２７日(金)オバマ大統領の広島訪問をリアルタイムで見た。歴史の１ページを共

有できた。テレビならではの放送はとてもよかった。ただ、同時通訳の音声でオバ

マ大統領の声が聞き取りにくかった点が残念だった。被爆者のひとりにインタ

ビューをした際、話の途中でインタビューが終わった。その人が何を言おうとして

いたのか、スタジオで解説してほしかった。オバマ大統領が来た際の警備体制はす

ばらしいものがあると思った。政治的活動の音声も全く入っておらず、周辺の警備

体制が徹底していると思った。サミット終了後、他の地域では暴力団の発砲事件も
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起きていた。サミットで開催地の警備は手厚くなる中、逆に手薄になっていた地域

もあると思う。闇社会について、これまでも番組を放送しているが、今後も取材を

重ねてほしいと思った。 

 

○ ５月２８日(土) ＮＥＸＴ 未来のために「中国人社長がやってきた 伊豆修善寺 

温泉ホテルの９か月」を見た。東京オリンピックを見据え、中国の旅行会社の社長

が日本に中国人観光客を招き入れるため、伊豆・修善寺のホテルを買収する様子は、

終始驚かされた。経営者が変わることで、従業員側も効率化や業務改善、成果主義

を求められ新たな習慣に苦労する様子がよくわかった。そのホテルを拠点にし、中

国からやってくる観光客を他の修繕寺のホテルにも振り分ける様子は、インバウン

ド観光が推進される中、受け入れる側の環境の整備は追いついていない現状をかい

ま見ることができ、喫緊の課題だと思った。多文化共生は大きな今後の課題だと思っ

た。番組の最後で、中国から人手不足を補うためにやってきた中国の従業員に、日

本人の従業員が仕事のしかたを教える様子が紹介された。その様子を見て、ほっと

した気持ちで見ることができた。日本の文化や習慣をうまくコミュニケーションを

取りながら発信していく必要性を感じた番組だった。 

 

○ ５月２９日(日)日曜討論「サミット・広島訪問 政治はどう動く」を見た。初めて「日

曜討論」を見たが、大人のけんかのように見えた。各党の足の引っ張り合いのよう

に映り、日本の将来が不安になった。 

 

○ ５月２９日(日)ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン～「３００回スペ

シャル外国人が選ぶ本当にかっこいいニッポン！」を見た。１０年間の集大成の番

組だった。過去に 500 人ほどの外国人を取り上げたそうだ。過去の 100 本以上の番

組の中から、「本当にかっこいいニッポントップ２０」という紹介があり、とても関

心を持って見た。東京オリンピック・パラリンピックなども意識し、外国人をどう

受け入れるのか。外国の人たちに日本人の何をどう見られているのかということの

参考になると思った。一部を紹介すると、２０番目に居酒屋での料理のシェア。外

国ではひとつの料理を分け合うことは珍しいようだ。１２番目は和風旅館。これは

おもてなしということに関して、諸外国ではなかなかないもので、関心が高いそう

だ。１１番目が食事だった。すし、ラーメン、刺身などがあがっていた。ラーメン

は１食で野菜や卵などいろいろなものが食べられる便利さが受け入れられているそ

うだ。８番目は声優でカーナビに声優さんを使っているものもあるようで、使って

みたくなった。５番目は屋外での自動販売機。外国ではなかなか見かけないそうだ。

４番目は町工場での職人の技術。「超絶 凄（すご）ワザ！」という番組も影響して

いるのではないかと思った。ベスト３は、３番目カラオケ、２番目にこたつ。家電
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も海外でも受け入れられているものも多いようで電機メーカーの参考になるのでは

ないかと思った。１位が 100 円ショップだった。その完成度が高く、100 円ショッ

プで集めたものだけで何かを作ることができるのはすごいと思う。ただ、日本以外

で作られたものを売っている点が気になった。外国の人から見ると、100 円ショッ

プも新たな見方があると思った。また、番組ではかっこいいだけではなく、かっこ

悪い一面も取り上げていた。かわいいというだけで表舞台に出てしまっているアイ

ドルがかっこ悪いとのこと。アイドルとして活躍できる時間は短く、もっと大切に

しなければと言われていた。また、イヌに服を着せること、人前で寝ることなども

挙げられていた。机の上で寝ていたりすると「オレはこれだけ仕事をしているのだ」

というアピールにも見えるそうで、国により全く見え方が違うのだと思った。初回

から番組に関わっていた小林康夫教授は的確な表現とジャッジをしていたと思う。

それぞれの順番も表に置き換えていたことがよかった。今回挙げられていた内容は、

見落としがちな内容だと思う。当たり前だと思っていることが、一番怖いと思った。 

 

○ ５月３０日(月)鶴瓶の家族に乾杯「レジェンド登場 市原悦子 北海道厚沢部町ぶっ

つけ本番旅」を見た。どのような旅をするのか楽しみに見た。予想どおり自由奔放

なゲストのよさが表れた旅だった。いつもとは違う展開で進む様子を楽しく見た。

最後に鶴瓶さんが市原悦子さんをひとりにして農家に行かせたところは、非常にお

もしろかった。北海道厚沢部町は、世界一素敵な過疎の町を目指すというスローガン

で移住に力を入れていて、メークインの発祥の地として、じゃがいもを使った焼酎

などが紹介されていた。厚沢部町の魅力がしっかりと伝わってきた。 

 ５月３１日(火) サラメシ「シーズン６ 第５回」を見た。人がどんなお弁当を作っ

ているのかは興味がある。何よりも、そのお弁当を食べている時の幸せそうな顔と、

お弁当に対する思いやこだわりを聞くことができるので、楽しみにしている。ナレー

ションも気に入っている。この日は、サミットの警備に当たる警察官のためのお弁

当を依頼されたコンビニ弁当開発者の２人が紹介されていた。１食 1,000 キロカロ

リー、ボリュームたっぷりの弁当を４０種類作ってほしいという注文に、毎日食べ

ても飽きないメニューづくりを試行錯誤しながら考えていた。また、そのお弁当を

夜の１１時に出勤し、毎日２万食詰めている人たちも紹介されていたが、サミット

を陰で支えていた人たちを知ることができよい番組だった。 

 ６月４日(土)ブラタモリ「＃４０ 伊勢神宮」１１日(土)ブラタモリ「＃４１ お

伊勢参り」を見た。違った角度から伊勢の町と伊勢神宮を捉えていて、伊勢の町や

伊勢神宮の気づかなかった一面や知らなかったことを知ることができた。内宮の宇

治橋の底板が最初は厚さ２０センチだが、２０年後には１２センチになるという話

や、全国を回り布教活動をして伊勢信仰を広めた御師という神職の人がいたからこ

そ伊勢の町が賑わったという話など、初めて知る興味深いものが多かった。現在１
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軒だけ残る御師の家にある古い記録から、江戸から１７人で５泊６日の伊勢参りを

した費用が当時の６０両、今の 600万から 1,000万になるという話は本当に驚いた。

参拝・観光・娯楽を楽しめる、「一生に一度はお伊勢参りを」と庶民の憧れの的だっ

たことがよく分かる番組だった。そして伊勢は式年遷宮とともに２０年ごとに次々

と成長している町だということもわかった。 

 ６月４日(土)ＮＨＫスペシャル「天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を探る」を見

た。羽生さんが人工知能の開発の最前線を訪ねるという番組だった。ディープラー

ニングという将棋によって囲碁の世界を自ら学び人間の持つ“直観力”を身に付け

た人工知能の「アルファ碁」が、人間に挑戦して勝利するというシーンは印象的だっ

た。知能を持つのは人間だけだと考えられていたが、自動車産業や医療などさまざ

まな分野でディープラーニングを組み込んだ人工知能が人間を追い越していく時代

が来ているのを感じることができた。また、人工知能が、人間の理解を越えて原因

不明の暴走をすることも、きちんと伝えられていたと思う。その暴走を防ぐために、

命令の是非を判断する研究も進められていた。ロボットに意地悪な命令を行い、そ

の意地悪な命令に対してロボットが泣き出すというシーンは、本当に驚いた。命令

の是非を判断し、思いやりの心を身に付けたロボットが開発され、人間と共存する

のもそう先ではないと感じた。それと同時に、そのような社会になったらどうなる

のだろうかと不安も覚えた。 

 

○ ６月５日(日)ＮＨＫスペシャル スクープドキュメント「北朝鮮“機密ファイル” 知

らざる国家の内幕」を見た。北朝鮮の内部情報を分析していたが、さまざまなうわ

さが裏付けられた話が多く興味深かった。ＹＬＭＦというファイル名があり、イニ

シャルネームではないかということで、遺書は本物なのだろうかと番組を見ていて

気になった。すべてのファイルにＹＬＭＦと名前が入っていた点も興味深く、すで

に処刑されたのではないかとも番組では言われていた。 

 

○ ６月７日(火)クローズアップ現代＋「妻が夫にキレるわけ ～“２８００人の声”が

語る現代夫婦考～」を見た。妻が恐いと思っている夫がいることに大変驚いた。内

容が進むにつれ、原因は妻の側だけにあるのではなく、夫の育児参加が少なかった

り、今の世の中の状況がそうさせているのだと番組で紹介されており、共感が持て

た。頭の構造が男と女は違うという説明で脳の図が出てきたが、分かりやすかった。

大変勉強になった。スタジオのセットで映像が流れたり、水が動いたりしているが、

ゲストの話を集中して聞けない。話には集中したいので、背景は動かないほうがい

いのではないかと思った。妻が怒っている４０代男性が多い、家に帰りたくない男

性が多いという説明は興味深かった。 
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○ ６月１１日(土)ＮＨＫスペシャル 私たちのこれから「＃不寛容社会」を見た。最近

感じる、ギスギスした社会現象や不寛容な社会を双方向の技術を使いながら、視聴

者の意見を収集・解説・表現できていた番組だった。情報環境の変化、例えば、ス

マートフォンの契約数やツイッターの利用者数が５倍になるなど、個人の情報発信

の増加に伴い、炎上の数が１０倍になっているという話や、一部の極端な不寛容な

人の行動・情報発信が、日本の均質的な社会とぶつかり過剰反応しやすくなってい

るなどという識者の発言は、妙に納得することができた。また出演者の「気持ちに

シャッターを下ろす」といった言葉など心に突き刺さる表現が多数あり、好感が持

てた。東京オリンピックのロゴ問題、学習ノートの表紙から虫の写真が消えた事例、

アイスバケツチャレンジなど、身近に起こった関心事を取り上げ、解説していた点

も興味を引いた。いろいろな考え方があることに対し、番組として取りまとめるこ

となく、多少ばらばら感が残ったことは事実だが、発言者の意見のキーワードをテ

ロップで表示するなど分かりやすい演出だった。いただいた意見を紹介するシーン

は、つい画面で意見を追いかけてしまい、目が疲れた。後で録画した番組を見て、

気になったシーンを見直した。アナウンサーと「ハッシュくん」のイラストを画面

の両隅に映し、発言紹介などのやり取りをしていたのはある種の炎上防止対策なの

かもしれないが、親しみを持って見ることができ、内容の理解も進んだ。この種の

番組は進行するアナウンサーの力量も影響するが、その意味では今回は落ち着きが

あり、最適だったと思う。 

 

○ ６月１１日(土)ＮＨＫスペシャル 私たちのこれから「＃不寛容社会」を見た。批判

を受けて物事が変わってしまうような社会が不寛容な社会だとよく理解できる内容

だった。このようなことが続くと、何も言わずにおとなしく生活していくことがベ

ストな社会になってしまうということもよく分かった。番組の内容をライブで投稿

するシステムの際に、「何回でもプッシュ」というテロップも出ていたが、誘導にな

るのではないかと気になった。人が何回見ているかといった数字的なものがＮＨＫ

に必要なのか考えさせられた。視聴率にとらわれず、内容で勝負してほしい。ツイッ

ターの情報が流れた際、多くの世代からの投稿が紹介されたが、世代で色分けして

ほしかった。そうすると、自分に関連する世代がひと目で分かりよいと思う。 

 

○ ６月１１日(土)ＮＨＫスペシャル 私たちのこれから「＃不寛容社会」を見た。この

シリーズは毎回、テーマ設定が非常に優れていて、よいところを突いていると思う。

司会のアナウンサーの温和で明せきな人柄も番組に合っている。番組での結論が不

寛容はある意味人間の本質で、同一性を求める感情がネットで加速している、もと

もと他人とは分かり合えないということを知った上で分かり合うものだ、というよ

うな結論だったが、どこまでその問題の本質に迫れているのか興味を持った。世界
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的に不寛容の話は出ており、ひとつは普通の若者が普通に生きていて普通の人生を

送れない、一言で言うと格差社会が世界中にまん延している。それが不寛容、イラ

イラ、怒りをぶつけることにつながっていると思う。今のＥＵも、アメリカの大統

領選挙の問題も、そのようなところに根差していると思う。また、イライラ社会の

元凶のひとつは高齢化ではないかとも言われている。年をとると人は柔和になるが、

そうではなく非常に怒りやすくどんどん不寛容になっている部分もあると思う。他

には、ネットの匿名性の問題もあると思う。このようないろいろな要素を立体的に

明かしながら、不寛容社会をひもといているのかを興味を持ちながら見た。不寛容

社会の悪い面のひとつに、一番強く非難した人が一番正義の人であるかのように見

えてくる部分がある。テレビキャスターやコメンテーターが一部の意見をどんどん

激化させ、エスカレートさせる姿は見たくない。世間からたたかれた人たちの姿を

カメラで追いかければ、日本社会が浮き彫りになるのではないかとさえ思う。問題

がエスカレートしたタイミングで、その本質に迫る番組を制作してほしいと思った。 

 

○ ６月１１日(土)海外出張オトモシマス！「フィンランド 北欧雑貨買いつけの旅」(総

合 後 11：00～11：30)を見た。単なる旅行の案内ではなく、プロの人の仕事に同行

していて、細かい情報、例えば、初乗りの料金や電車の運賃といったことが紹介さ

れていたので、非常によかった。閉店間際に日本人がお店に入り、時間がきたら電

気を消されるシーンがあった。日本だったらあり得ないが、実はそれは時間を大切

にしている北欧ならではで、家庭を大切にしていることにつながっているという話

があった。日本人の当たり前が、海外では当たり前ではなく、それが向こうのルー

ルなのだということを示していて、ぎりぎりに行く日本人が悪いのだということを

自然と感じることができた。よい番組の捉え方だった。また、アラビア社という北

欧の会社が食器で幸せを求めているのは、過去に戦争で痛めつけられた歴史に由来

するという部分がきちんと描かれていて、単に海外旅行の楽しさを伝えるのではな

く、歴史と合わせて見ることができ、おもしろかった。内容のある番組だった。今

後も期待したい。 

 

○ ６月１３日(月)にっぽん百名山「藤原岳」を見た。よく登る山なので、楽しみにして

見た。藤原岳は 1,140 メートル程度の山なので、１日の山歩きには適した山だ。そ

してアクセスもよい。このようにアクセスのよい山は、他にも多くある。ミニ番組

でもよいので、中部地方でも、少しずつ選んで放送してほしい。 

 ＢＳプレミアムのプレミアムドラマ「奇跡の人」を全て見た。亀持一択役の峯田

和伸さんの演技は、最初大げさだと感じ見慣れなかったが、話が進むにつれて、演

技が大げさに感じるのは主人公のロックな一面をあらわす一種の表現方法であるこ

とが分かり納得できた。そう感じたあとは、全く違和感を持つことなく視聴できた。
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また、峯田さんと麻生久美子さんのバランスも非常によかった。峯田さんの演技は

素直で心打つものがあり、満足して見ることができた。 

 最近映画「６４－ロクヨン－」を見た。映画を見たあと、ＮＨＫドラマのことを

思い出した。土曜ドラマの「６４（ロクヨン）」の時は、刑事役をピエール瀧さんが

演じていたが、意外性があり非常によい役だった。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局  
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平成２８年５月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ５月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１９日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

 会議では、まず、「日曜Ｔｕｂｅショートストーリーズ  ＃１思いを縫う ＃２お

じいちゃんの配合帳」について説明があり、放送番組一般について活発に意見の交換を

行った。 

 後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、「平成２７年度中部地方向け放送番

組の種別ごとの放送時間」、今後の番組編成の説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 副委員長  松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

 委 員  小澤 正俊 （大同特殊鋼（株）相談役） 

   加藤 勇二 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

   小寺 功子 （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

   佐野 俊和 （コマツサービスエース(株)代表取締役社長） 

   中村 智景 （四季料亭「助六」女将） 

   野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

   長谷川明子 （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

                東    惠子 （東海大学海洋学部環境社会学科教授） 

   真能 秀久 （中日新聞社取締役管理局長) 

     

 （主な発言） 

＜「日曜Ｔｕｂｅショートストーリーズ   

＃１思いを縫う ＃２おじいちゃんの配合帳」４月２４日（日）放送について＞ 

○ 若手ディレクターがそれぞれドキュメンタリーを作るという取り組みは大変興味深

く、内容も地元に根を張り懸命に生きる人々を追うということで、若い視点でどの

ように市井の人々の暮らしを切り取るのか期待して見た。オープニングの映像や音

楽は期待感を醸成するよい雰囲気のものだった。「＃１思いを縫う」については、肝

心の職人かたぎや職人技を感じさせる部分の主張が弱く、主役としての存在感がな

かったように思う。そのため、職人の技により成り立つ客との関係性も視聴者の感

動に結び付くような特別感や存在感がいまひとつ足りなかった。凡庸な日常を写し

ているように見えてしまったことが残念だった。全体的に主張がわかりづらかった。

「＃２おじいちゃんの配合帳」は、すべてが仰々しく映ってしまう演出が気になっ

た。特別感とドラマ性を強引に持たせようとしているのではないかと感じた。前提
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となる主役の一線級の菓子職人一族というステータス性を視聴者と共有する土台づ

くりがもう少ししっかりとできていれば、職人が発する言葉やその表情に共感を持

つこともできたのではないだろうか。また、どちらのストーリーも、登場人物の顔

のアップが多かった点が気になった。 

 

○ 初のオープニングの映像や音楽はほのぼのとしており、よかった。刺しゅう職人

の下描きもないところから、一瞬にして文字を浮かび上がらせる技には感動した。

温かい人柄や優しさが十分に伝わってきた。自分の腕ひとつで多くの人に喜びを与

え、また、幸せをもらってきたからこそ、あのような穏やかな顔になるのかと思っ

た。主人公の家族を大切にする気持ち、またそれに応える家族の笑い声がほほえま

しかった。ディレクターが家族の中にすっかり溶け込んでいるのも、下町のほのぼ

のとした雰囲気を感じさせた。このディレクターの「家族の味は幸せの味だな」と

いう言葉は共感できた。２つ目の話は、小さな町から全国に向け、きらっと光る菓

子屋になりたいというおじいさんの遺言を受け継ぎ、代々続けてきたということを

しっかりと受け止めている主人公の決意が十分に伝わる番組だった。わらび餅がワ

ラビの根から作られているということは初めて知った。わらび餅にこだわる思いと、

自分の代で途絶えさせるわけにはいかないと奮闘する姿、またその隣で息子に負け

じとわらび餅を作る父親、親子というよりはライバル関係だという重い雰囲気も伝

わってきた。職人とはこういうものなのかと思ったが、仕事以外の２人の関係はど

うなのか気になった。また、番組では７代目についての紹介がなかったので気になっ

た。 

 

○ 「＃１思いを縫う」はアップばかりの映像が多く、刺しゅうという技術的な技の全

体像が浮かびあがってこなかった点が残念だった。また、お店の雰囲気も気になっ

た。少し、雑然としていたように思う。番組では家族の様子を紹介する際に、刺しゅ

うを行う場所で鍋をぐつぐつと煮ていたが、鍋が倒れたら刺しゅうしたものが汚れ

てしまうのではないかと心配した。刺しゅうの技術はすばらしいのかもしれないが、

その他の点が目についてしまい、内容に入り込めなかった。「＃２おじいちゃんの配

合帳」は、お店の雰囲気や主人公の姿勢、表情から、さぞかしおいしいお菓子を作

るのだろうということが想像できた。わらび粉が取れなくなっていることに苦心し

ているようだったが、なぜ自分で掘っているワラビではわらび粉が作れないのかわ

からなかった。 後のわらび粉の話をしていた時に涙を流していたが、なぜ泣いて

いるのか涙の意味もよく理解できなかった。 

 

○ ものづくりに携わるその生き方が勉強になった。すばらしい人生を成し遂げた人々

がまだまだいることを知り、改めて人の生き方の広さに驚いた。ナレーションで「大
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きい輝きではなく小さな輝きを見出す。これを生きがいにする」ということを言っ

ていたが、大変共感でき、深く感動した。「＃１思いを縫う」では、家族への思いや

りやお客との信頼関係の厚さ、喜びを生きがいに感じる点など主人公の人柄にひか

れた。よい人選だった。古い書物から字体を研究もしているという姿勢にも感動し

た。鹿児島から名古屋に出てきて、これまで職人技ひとつで家族を養ってきた人生

にも敬意を表したいと思った。「一生懸命やって今がある」という言葉は、技術者に

とっては至言だと思う。やはりこのような努力や粘り、頑固な意志、お客の気持ち

を考えるといった姿勢が技術者には必要とされるという内容は、大変教育的で、若

い人々にとっても教訓になったと思う。「＃２おじいちゃんの配合帳」は、わらび餅

を作る苦労がよくわかった。よく取材されていて、職人の気構えや不屈の精神といっ

たもの、また地方から日本一の菓子屋になるという物語が大変よかった。ものづく

りに携わる人々の仕事の考え方の根幹を示していた。地方の活性化や人材育成、現

代では忘れ去られようとしている日本のものづくりの良さを引き継いでいくという

意味でも、今後もしっかりと制作してほしい。 

 

○ 市井の人々の暮らしを切り取り、視聴者の気持ちをほんわかとさせる番組という印

象を受けた。それなりの話題を持つ職人さん２人を取り上げて、家族の横のつなが

りや３世代にわたる縦のつながりをテーマにしていたが、放送時間が短いがゆえに

よいエピソードを見つけ、切り口をはっきりさせることが勝負になる番組だと思っ

た。この種の番組は、取材する時間を十分に取らないと、登場人物と取材する側、

カメラとの微妙な空気感が視聴者に伝わってしまう。本当に自然な笑いを撮るとこ

ろまで人間関係を深めると、よい番組になると思う。悲しさや怒り、厳しさは非常

に直線的で表現しやすいが、笑顔は人間の距離感を表わす。今後の番組では、十分

に取材する側、される側の人間関係を作った上で取り組んでほしい。刺しゅう職人

の方は、地元では知られているようだが、鹿児島から出てきて一代で名古屋の大須

とのつながりをここまでに深くした、そういうテーマでもよかったのではないかと

思う。団塊の世代の方が中学を卒業して県外に出たあと、その土地になじむまでの

物語も見たかった。番組タイトルの「＃１思いを縫う」の「思い」という言葉は、「思

いに迫る」「思いを伝える」など 近テレビで多用されている。人がそれぞれ大切に

している信条のことをいっていると思うが、他にも言い換えられる言葉がたくさん

あるので、言葉のプロとして新鮮な言葉をぜひ選んでほしい。「＃２おじいちゃんの

配合帳」は、１つの物語につき約２０分という放送時間を考えると、わらび餅をテー

マにするのか、配合帳をテーマにするのか、どちらかだと思った。「残された配合帳

に、わらび餅の作り方は記されていない」「引き継いだのは菓子職人の誇りだ」とい

う終わり方はふに落ちなかった。 
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 （ＮＨＫ側） 

       「＃２おじいちゃんの配合帳」に関しては、父親と今回の主人公との間

に、主人公の兄が継いでいた時期があり、その方が７代目。事情があり短

期間で８代目に継がれたが、そのことを一言触れておくべきだった。アッ

プの映像については、配慮が必要だったのかも知れない。見る人によって

印象が変わる部分もあるので、今後議論したい。わらび餅をテーマにする

か、配合帳をテーマにするかという点に関しては、当初は、配合帳をテー

マにしていた。撮影を行う中で、親子は仕事の上ではライバル関係で私生

活とは全く違う雰囲気であることがわかり、職人としての緊張感とプロ魂

をお伝えする方向に方針を変えわらび餅をメインにした。結果的にタイト

ルから想起される内容とずれが生じた。人に焦点を当てる番組として、目

を引くすごい人を取り上げるべきか、地域で生きる市井の人を取り上げる

べきなのかは、今後も検討していきたい。 

 

 

○ 全くタイプの異なる職人２人を主人公に取り上げていた点がおもしろかった。もの

づくりの盛んな地域といわれる中部で、個人で活動してきた職人の家族の歴史、物

語を感じることができ、短い時間だったが、見応えのある番組だった。「＃１思いを

縫う」は、５人の家族を手作りの刺しゅうの腕一本で支え、それぞれのお客様の価

値観に寄り添っている姿が印象的だった。心を打つ言葉がぽろっと出るので、それ

に感動した。特に「家族のためなら何でもやります」という言葉に驚き、感動した。

日常の言葉だからこそ、心に響いた。ディレクターが夕飯を一緒に食べる光景は心

温まった。番組を繰り返して見ていると、しっかりとしたカメラワークにより番組

が構成されていることがわかった。日常の人と人のつながりを実感できる番組とし

て仕上がっていたと思う。「＃２おじいちゃんの配合帳」は映像はとてもきれいだっ

たが、番組の組み立てはわかりづらかった。特に、なぜ地元ではワラビが不足して

いて、全国から取り寄せているのか、地元調達はできないのか、親子がライバル心

をむき出しにし配合帳にないわらび餅の味を再現しようとしているのか、何に向か

いわらび餅を作ろうとしているのか見えなかった。しかしながら、研究を重ねる真

摯（しんし）な姿には感銘を受けた。２つとも、ものづくりを実感できる中部らし

い番組だった。タイトルやキャプションの文字は決して主張しすぎることなく、お

しゃれな字体だった。オープニングの映像もよかった。 

 

○ この種の番組は感動することを期待し視聴するが、その要素があまりなかったよう
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に思う。例えば、「１５の春」というキーワードが出てきた時に、集団就職を知らな

い世代にも伝わるように、その人の裏側をもっと深く掘り下げられれば興味をひく

内容になったと思う。また、同世代の人にとっては、当時を思い出し感動があった

だろう。同じ「１５の春」でも昔と現代ではこんなにも違うという部分を掘り下げ

ると、よい番組になったかもしれない。現代は豊かではあるが、夢がない時代でも

あるので、人々を励ますような内容でもよかったと思う。菓子職人の方は、背景に

流れている音楽はよかった。主人公の感情があふれたシーンの時こそ、もう少し深

く感動を与えてほしかった。市民の人を撮影するので、感動的な内容に仕上げるこ

とは難しいと思う。今回は映像をつなげ２０分見せることが限界という印象を受け

る。２０分で思い切り感動できる番組を制作できれば、日曜日のお昼に合った番組

になると思うので、今後に期待したい。また、菓子職人の話題はニュースで取り上

げられており、それを先に見ていた。ニュースで取り上げているものが番組になる

と、裏側を知ることができるので、ニュースと番組の連動もよいと思う。ディレク

ターの登場のしかたは中途半端だったように思う。特に、１話目はディレクターが

ナレーションを担当しているのに、２話目は担当しておらず、どのような関わり方

をするのか曖昧だった。ディレクターを登場させるのであれば、しっかりと番組の

中に溶け込ませてほしい。日曜日のお昼という放送時間を考えるともう少し明るい

雰囲気のほうがよいと感じた。 初のオープニングは温かな雰囲気だったが、本編

は少し暗い雰囲気だったので、お昼の時間に合わせて明るい要素も取り入れてほし

い。 

 

○ 日曜日の午後１時台にしんみりした番組を見るのはいかがなものかという感想を

初に持った。１人目の刺しゅう職人の話題は、機械化が進み、なかなかこのような

方が生き残れない中で、なぜ生き残っているのか、家族を大切にする主人公の人柄

やプロとしての生き様が見え隠れし、このような人は大切にするべきだと思った。

特に、刺しゅう職人を訪れるお客さんの主人公を信頼する心が見事だと思った。刺

しゅうの技もすばらしかった。一人一人の思いで少しずつ文字が違うのだろうと

思った。思いを縫い込むという言葉は、やはりプロの方が発する言葉だと思った。

この伝統は誰が受け継ぐのか気になった。２話目は、わらび餅が大変印象的だった。

わらび餅の配合帳はなぜないのか、なぜ配合帳がないのにわらび餅が作れるのかが

わかりづらかった。地元でワラビの根が採れなくなり全国から集めていると言って

いたが、こういった問題について課題提起してもよかった。こつこつ、黙々といっ

た言葉が印象的で、プロの職人の家風が伝わってきた。今は忘れられがちな諦めな

い精神を感じた。中部地方にもこのような職人さんがまだまだいるので、ひき続き

取り上げ、後継者作りにも貢献できるような番組作りをめざしてほしい。 
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○ １話目と２話目でカメラマンのアングルが全く違った。 後の制作者紹介のエンド

ロールでカメラマンが違うことがわかり納得した。視点が全く違ったと思う。若い

ディレクターが本当にそう思い、今回の２人を見つけ取材に入ったのか気になった。

２話とも冒頭の導入が、ディレクターがリュックを背負い主人公を訪ね玄関から入

るという演出だったが、このような演出にする必要があったのか気になった。リュッ

クに何が入っているのかも気になってしまい、このようなことが気になり始めると

どういう視点で何を伝えようとしている番組なのか、わかりづらかった。言葉で説

明はしていたが、映像や物語の作り方に多少無理があったと思う。 初のテーマか

ら取材、編集を重ねる中で変わっていったのではないだろうかと想像した。質問の

ピントが少しズレているように感じた箇所もあった。ワラビは増やすことができる

植物だが、なぜ増やさず 後の１つまで抜いてしまうのかがわからなかった。親子

のライバル関係を取り上げていたが、父親が作ったわらび餅を息子が気になり、チ

ラチラ見ながらつまむシーンで、ひと言コメントを取れていれば、わらび餅に関す

る思いがより伝わっただろうと思う。また、番組内で紹介されていた賞を取った経

緯がわかりづらかった。若いディレクターとベテランのカメラマンという組み合わ

せはとてもおもしろいし重要だと思う。今後も期待したい。 

 

○ 番組はリアルタイムで、日曜日の午後にまったりとした気分で見た。印象としては、

さらっと視聴するにはよい番組だと思った。１話だけだと番組としての存在感に欠

けると思うので、２話続く構成も良かったと思う。今回は職人というテーマの中で、

１話目の「＃１思いを縫う」という番組タイトルはぴったりだった。中学卒業後、

名古屋に移り住み、修行し、お店を持ち、お客さんの気持ちを大切にしながら仕事

を続けて、人生いくつになっても修行と公言しているような職人の姿が、一生懸命

に努力することで報われるということを若い人にも感じてもらいたいという意味で

は、きちんとした物語になっていたと思う。文字に対する飽くなき研究心もすばら

しかった。番組前半に早口でお客さんが話していた様子は少しせわしなく気になっ

た。また、仕事の様子をアップで撮影していたが、邪魔にならないのかと心配した。

２話目もコンクールで優勝することで実績を積んだり、８代目として店を任され

代々伝わる配合帳にプラスアルファを加えよいものを作ろうという気持ちにひかれ

た。努力と研究を積み重ねお店としての信頼を築き上げることを図らずも実証して

いたと思う。次回の「ショートストーリーズ」では、２話の関連性をどのように持

たせひとつの番組にするのかが気になる。 

 

○ こういう職人かたぎの人物をよく２人見つけたと思う。内容も、非常に職人的な内

容で、職人の技に関するような部分もあり、よかった。これからも同じようなレベ

ルの方を探し続けていくのは、なかなか大変だと思う。刺しゅう職人の方は、非常



7 
 

にきれいな字を下描きなしで一筆書きのように制作するので、それだけでも感動し

た。当時、中学卒業と同時に地方から大都市に出てきた人は多くいるが、そのまま

その地域で働き続け家族を守り生きてきたという人の人生を見ることができ、よ

かった。両親の還暦祝いに名前を縫い込む依頼をしたお客さんがいたが、その話も

感激した。刺しゅう職人がいて、その方を頼り訪ねる人がいる、新しい世界を知っ

た。菓子職人の話は、なぜわらび餅にここまで一生懸命になるのか不思議だったが、

このようにこだわるのが職人なのだろうと理解した。批判ではないが、一般的にカ

メラの使い方で、特にニュースで気になるが、写されている人が涙を流そうとする

と必ずアップになる。涙のかけらを探し出そうとするところがあるが、非常に気に

なる。むしろ涙を想像させるという意味で、カメラを引いてみるなど撮り方の工夫

を考えて欲しいと常に感じている。家族と視聴したが、よい番組だった。今後も同

じようなレベルの職人を探してほしい。 

 

 

 （ＮＨＫ側） 

        わらび粉については、昔は２０人ほどの掘り手が採っていた。２０人

くらいの掘り手がいないと、店で必要な量は確保できない。菓子職人の方

が少し掘ったくらいでは必要量は、到底集まらない。この説明が十分では

なかった。地元のわらび粉をどう確保するかが、ここ数年の課題だった。

わらび餅を取り上げたのは、お店ができたときから作っている商品である

ため。初代から作っていたために、レシピも存在しない。しかし、わらび

粉が地元産では作れなくなり、各地から取りよせたわらび粉でやらざるを

得なくなり、味や食感の違いに悩む姿を描いた。今回の主人公は、代々作っ

てきたわらび餅を超える意気込みで頑張っていたが、そのあたりの情報が

うまく表現できていなかったのかもしれない。刺しゅう職人の方は、今も

手縫い刺しゅうをしている数少ないお一人だったが、そうした情報も少し

伝えられたらよかったのかも知れない。制作体制は、若手ディレクターと

ベテランのカメラマンに加え、編集も経験豊富なベテランが行っている。

撮影に臨むまでの取材にもある程度の時間をかけた。取材対象との距離感

が気になったというご意見は、今後の参考にしたい。今回は、偶然である

が名古屋局が愛知県を舞台にした物語を２話制作したが、今後は中部７局

の中で富山と岐阜といった違う地域の組み合わせで放送していきたい。

テーマは、ディレクターから提案されたテーマを議論して決めていきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

○ ５月６日(金)ナビゲーション「自閉スペクトラム症１００万人 ～未来を拓く 新研

究～」を見た。自閉スペクトラム症候群に関する 新の研究や治療法の進歩をいろ

いろと紹介しており、非常に勉強になった。特に、自閉スペクトラム症候群の子は

人との会話が非常に難しいが、ロボットが相手だと話ができるということで、これ

は大いに治療のために役に立つのではないかと思った。また、オキシトシンホルモン

の話もあった。まだ研究を進めないといけないという状況ではあったが、このよう

な研究が進むことで、自閉スペクトラム症候群の人が社会に出やすくなり、また社

会も受け入れやすくなるのではないかと思った。 

 

○ ４月２５日(月)ひるブラ「かわいい～！ハ虫類動物園～静岡・河津町～」を見た。ハ

虫類はあまり得意ではないが、進行の２人が一生懸命元気よく、自然環境に近い生

態系で開園しているハ虫類を紹介し、いろいろな種類のものを見せてくれた。ハ虫

類やハ虫類動物園への興味よりも、この２人の女性キャスターに魅入られた。動物

園の学芸員に視覚的な情報だけでなく、触覚的なもの、ハ虫類の仕草を伝えようと

していた点がよかった。２人の掛け合いは、こちらから声をかけたくなるような場

面もあり、参加感を持って番組を視聴することができた。進行していた１人は静岡

局のアナウンサーだったが、ニュースを読んでいる時とイメージが違った。ハ虫類

動物園では、ハ虫類をペットで飼っていて転居をするときに飼えなくなった場合、

そういった人たちに対してペットを引き取るような仕組みも作っているようだった。

日本の生態系が壊れないようにしているという発信にもなっていたと思う。カメレ

オンに霧を吹きかけた時の目を細めて舌を出す様子は、ハ虫類が苦手な私でも「か

わいい」と思った。おもしろい番組だった。 

 

○ ４月２５日(月)プロフェッショナル 仕事の流儀 井山７冠達成ＳＰ「盤上の宇宙、

独創の一手～囲碁棋士・井山裕太～」を見た。井山棋士の、勝負をする目と日頃の

優しい目の対比がとてもよく出た番組で、興味深く見た。囲碁のルールは知らない

が、どのように陣地を取っていくか、分かりやすく説明されていた。プロが使う石

は厚みがありとてもきれいな形をしていることにも驚いた。井山棋士のすばらしい

直感力がよく分かる番組だった。また、左手で石を打つ姿がとてもきれいだった。

右利きだが左手で打つのには意味があり、右脳を使うとよいということで左手を

使っているそうだ。その点はもう少し深く理由を知りたかった。ただ、いつも「プ

ロフェッショナル 仕事の流儀」を見ていて思うが、ナレーションの方が体言止め

で大げさに表わすところが気になる。よい人たちを特集しているが、大げさに見せ

てしまいすぎているように思う。もう少し柔らかい雰囲気でその人たちを紹介して

もよいと思う。 
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○ ４月２５日(月)体感！グレートネイチャー「大自然の芸術“色彩の絶景”スペシャル」

を見た。カメラの力と取材力があると思った。通常では行けないような所を取り上

げていたと思う。映像の美しさに加え、ナレーションも心地よく、ゆったりと見る

ことができた。地球の成り立ちと不思議さを大切にしながら生きていかなければい

けないと思いながら見た。 

 

○ ４月２６日（火）ひるブラ「世界のマグロ集結！清水港の舞台ウラ～静岡市～」を

見た。日本三大美港として清水港が紹介されていた。水揚げされたマグロの鮮度を

保つために保存方法を工夫しており、その中に入ってみるといった演出は楽しめた。

また、近隣のお食事処の紹介もあり、さまざまなお店をリポーターが食べ歩いてい

る様子も楽しく見た。鮮度を確保しながら美味しいマグロを提供するという番組構

成は興味深かった。静岡市民はマグロを全国平均の３倍も消費すると聞き驚いた。 

 

○ ４月２６日(火)ＮＨＫスペシャル アジア巨大遺跡 第４集 「縄文 奇跡の大集落 

～１万年 持続の秘密～」を見た。数年前に縄文時代の人骨が出てきたという話題

もあったので、縄文時代に対する関心があった。番組の始めに、縄文の土偶が、イ

ギリスのオークションで１億 9,000 万円の値段が付いたと紹介され、不思議な感じ

がした。今までは遺跡としてのイメージだったが、完全な美術品という扱いになっ

てきていると思う。主に青森県の三内丸山遺跡を中心にして取り上げていたが、デー

タをしっかりと使いながら分かりやすく説明していた。しかし、データはマジック

なので気をつけてほしい。縄文時代に関しては私も関心があるので調べたところ、

定住型で狩猟を中心にしながら生活していたのが１万年間続いたのは、世界の中で

も珍しいと捉えられているそうだ。縄文から弥生に至る流れの間には天候の異変も

あり、自然環境が大きく変化した時代と言える。縄文から弥生に至るまでの時に寒

冷期になり、その中でどうしても農耕文化を入れざるを得なかったのだろうと想像

する。番組では、イギリスの研究家が日本における縄文時代の過ごし方を今後地球

で生きていく人たちの生き方だという風に捉えていた点が印象に残っている。番組

で取り上げられていた火炎土器は国宝だそうで、新潟県の博物館に現物があるそう

だ。それを見たときに、昨今デザインで問題になることが多いが、縄文時代の土器

をモデルにすれば、オリジナル性が高いものが作れるのではないだろうかと思った。

スーパーカミオカンデで研究している人の話を聞くと、陽子崩壊の謎が分かれば宇

宙の年齢が分かるそうで、太陽系は今折り返し地点にいるそうだ。あと４０数億年

たったら消滅してしまう可能性もあると聞いた。今回のような番組を見ながらもう

一度今の生き方を考えなければいけないと思った。 
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○ ４月２７日(水)探検バクモン「ハウステンボス！テーマパークＶ字回復の秘策」を見

た。経営者が違うとこんなにも違うのかと思った。まず、自前でハウステンボスの

ダンサーを育成しているという点に驚いた。社員を育てたのだと思うが、どのよう

な人材育成術で誘導してきたのかという点をもう少し知りたかった。もうひとつ興

味深かったのは、ロボットホテルだ。受付もポーターも接客もロボットだった。ロ

ボットの投資コストはあるものの、人件費がかなり削減できるそうだ。うまくいか

なかったらすぐに見直すと言っていた点が印象的だった。民放も含めこのような経

営者の人が苦労して取り組む様子を紹介する番組は、参考になることがあるのでよ

く見るが、「探検」と番組タイトルについているからこそ、もう少し深く時間をかけ

て経営者の判断する時の悩みや今後の経営の課題についても紹介してほしいと感じ

た。 

 

○ ４月２７日(水)クローズアップ現代＋「ドナルド・トランプという男～密着大統領選 

揺れるアメリカ」４月２８日(木)ＢＳ世界のドキュメンタリー「ドナルド・トランプ

のおかしな世界」を見た。ドナルド・トランプという人間あるいはトランプ現象に

急速に関心が高まった時期にこの２つの番組を放映したことは、非常にタイミング

がよかったと思う。“際物”候補、“色物”候補と見ていたが、いよいよ共和党の候

補になることが確実となり、彼の実相に近づいていこうという内容だった。「クロー

ズアップ現代＋」の方では、トランプ候補の元側近で選挙参謀をやっていた人物の

発言はスパイスが利いており、トランプ陣営が非常に戦略的に今回の選挙戦を闘っ

ていることがわかった。「ＢＳ世界のドキュメンタリー」の方は、メキシコ移民やイ

スラム教徒への敵意むき出しの本音や、ショーアップされた政治集会の様子を取材

し、アメリカ社会のトランプ現象の背景には不平等な社会情勢があり、既成の政党

や共和党を含めて偽善を打ち破る存在として台頭してきたということを紹介してい

た。制作はイギリスの放送局だったが生い立ちから、ビジネスマンとしての人生観、

政治家としての政策の貧弱さを、かなり鋭い調子で、主張していた。政策としてま

ともなものはひとつもなく、分裂と不安、恐怖と憎しみの時代を呼ぶ政治家だとい

うことを警告していた。両番組とも問題意識は似通っているが、「ＢＳ世界のドキュ

メンタリー」の方は主張がはっきりしていた。トランプが行っているような民族意

識を刺激する発言は、政治家とマスメディアがやってはいけないことだと思ってい

る。そういう観点も踏まえ、今後もトランプを追ってほしい。日本に関しては安全

保障問題で発言しているが、日本の政治にとってもかなりインパクトを持つものだ

と思う。憲法改正の問題に直結する可能性もあるだろう。アメリカ軍が日本から引

いた場合どうなるのか、そうなれば憲法を改正し自衛隊を強くしなければ国家を守

れないという意見があっという間に広まってしまう恐れがある。注視してほしい。

世界中で同じような問題が起きており、今後もさまざまな観点から報道してほしい。 
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○ ４月２９日(金)歴史秘話ヒストリアＳＰ「あしたは動物園に行こう」を見た。ハーゲン

ベックが東山動物園に関わっていたということがよくわかった。歴史をよく知るこ

とができた。戦争の際に、東京の上野動物園ではゾウを殺したが、名古屋は残して

いた。それは実は陸軍の獣医さんがこっそりと餌を与えていたというドラマがあり、

歴史の裏側も紹介されていてよかった。熱い人の思いや命を守っていこうという姿

勢が伝わった。 後に「動物園は人を幸せにする場所です」という紹介があったが、

では、人は動物たちに幸せを与えているのだろうかと疑問を投げかけることができ

た番組だったと思う。 

 

○ ４月２９日(金)歴史秘話ヒストリアＳＰ「あしたは動物園に行こう」を見た。シーズン

に合わせたよい番組なのではないかと思い見たが、期待どおりだった。動物園の成

り立ちは、ヨーロッパ列強が国家の力の象徴として全世界から珍獣を集めて展示す

る文明の結晶のひとつだったということに対し、まず驚きを覚えた。また、日本自

身も西欧化を目指して進んでいた時代の上野動物園が開園した頃のいろいろな話を、

写真やイラストを使って楽しく、分かりやすく表現していたと思う。また、案内役

の井上あさひアナウンサーがベルリンの動物園などに取材に出かけていたのも番組

を盛り上げていた。戦時中にゾウを守った東山動物園の話やキリンの名前の由来な

ど、興味深い内容だった。飼育環境の改善や黒ヒョウ捕獲作戦など、いろいろと知

ることが多い、番組タイトルにふさわしい内容だった。 

 

○ ４月２９日(金)「若冲ミラクルワールド 豪華版」(BSP 後 10：00～10：59)を見た。

色の使い方がマジックのようであるということを初めて知った。非常に奥深い番組

だった。伊藤若冲はニワトリをよく描いていて、「群鶏図」という代表的な絵がある。

番組のガイドを務めた出演者がニワトリを持って立ってくれて、それはすばらしく

よかったが、なぜ同じアングルで真正面から撮らないのだろうかと思った。「群鶏

図」は真正面から捉えていて非常におもしろい表情をしているので、せっかくなら

持ったニワトリを正面から撮ってほしかった。若冲の絵は、墨絵を書く際にじみで

描いており、それは、筋目描きと言うようで、その描き方をデモンストレーション

で日本画家の方が試していた。若冲がそのように絵を描いているということがリア

ルに感じられて、とてもよかった。線の太さをどう調整するかについては、ＣＧを

使い映像化していたので、誰にでも分かる非常に分かりやすくよい番組だった。自

分の好きな若冲の絵の知らない面も知ることができ、番組の解析は非常におもしろ

かった。若冲は自然のすばらしさも表現してくれている。日本の生き物の多様性を

紹介してくれているという意味では、見習いたい一面だ。若冲は非常に先進的で、

すばらしい人なのだなと改めて思った。番組のガイドを務めた出演者の「若冲を見
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るたびに疑問が増す」という 後のコメントは、同感だった。４月２４日（日）Ｎ

ＨＫスペシャル「若冲 天才絵師の謎に迫る」も録画し見た。ナレーションが非常

に子どもっぽかったと思う。内容がよいだけに残念に感じた。 

 

○ ４月３０日(土)ＮＨＫスペシャル「そしてバスは暴走した」を見た。事故を起こした

会社の社長や関係者、現況を訴える現役高齢ドライバーたちがインタビューに答え

ていることに驚いた。番組全体の主張は、そのような環境を生み出した社会も悪い

といった観が強く、被害者であるような扱いに違和感を覚えた。事故を起したバス

会社の社長は中古バスの専門家であったようだが、中古バスの損傷の程度を知らず、

そのようなバスが流通する業界が問題だと論じた点や、過重労働の実態を訴えてい

る運転手を追いかける取材方法など、番組の主張の方向性で気になる点が多かった。 

 

○ ５月１日(日)さわやか自然百景「伊吹山 春」を見た。霊峰伊吹山の山並みの美しさ

と山自身が石灰岩ということで保水ができないという自然の厳しさを見事に映し出

していた。また、ここに生息する植物や動物たちの描写には感動した。描写の時期

もよかった。古代の歴史の話や荒涼とした厳しい山の風情は印象に残った。その中

で特に、可憐な花の二輪草がたくましく岩肌に生育し、花が揺れている様子は大変

心安まる景色だった。ＮＨＫのカメラマンとかディレクターにも優しい人がいるの

だなと思った。意外だったのは、伊吹山に動物が生息しているということ。全く考

えが及ばなかった。小鳥のオオルリの子育ての話や、カモシカのつがいの営みは大

変すばらしくて、風の声のようなナレーションもすばらしかった。映写技術も望遠

でも見応えのある画角だった。ＮＨＫは放送時間が短い番組でも質が高い。日本人

が意外と知らない日本の本当の美しさを番組で放送することで、子どもの教育に活

用することもできると思う。 

 

○ ５月１日(日)ＮＨＫスペシャル 古代遺跡透視「プロローグ 大ピラミッド 永遠の

謎に挑む」を見た。宇宙線を使い透視するという理論上の研究を実用化レベルにま

で持ってくることができ、ようやく実現するようになったという話だったが、その

技術の紹介とピラミッドにまつわるエピソードばかりで、若干物足りなさを感じた。

ピラミッドの謎の解明は文字どおり永遠の謎と言われてきたような部分だと思う。

現在研究中であることは、十分理解できるが、次に出てくる結果を期待するがゆえ

に少しのことしか番組では判明しなかったように思う。ある程度道筋がついてから

２話、３話と続け、それまでの経緯や結果を放映した方がよっぽど効果があるので

はないかと思った。 

 

○ ５月２日(月)ブレイブ 勇敢なる者「Ｍｒ．トルネード～気象学で世界を救った男～」
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(総合 後 10：25～11：14)を見た。全く知らない人物の話であったため、大変興味

深く見た。主人公・藤田哲也の功績を分かりやすく紹介するとともに、藤田の人物

像を大変象徴的に捉えた映像や音声、気象学のシャーロック・ホームズ、気象学の

ディズニーといったキャッチーなフレーズなどもうまく使い、ドラマチックに仕上

がっていて楽しめた。また、タイトルをはじめ人物への取材シーンや映像の背景の

色、レイアウト、ＣＧのテイスト、音楽など、細部までスタイリッシュなデザイン

でまとめられていた。これまでのＮＨＫでは、あまり見ることがないテイストだっ

たので、視聴意欲が一層喚起された。迫力にあふれた本田貴子さんのナレーション

も、トルネードにぴったりだった。 

 

○ ５月４日(水)「“おいしい”がニッポンを救う！」(総合 前 9：05～9：59)を見た。

高齢化や後継者不足、ＴＰＰの問題などで危機に陥る日本の農業を、今回の事例を

参考にチャンスに変えることができればという制作意図を番組で紹介しており、興

味深く見た。番組では、野菜やカニの殻を食べさせた鶏の高価な卵が 初は売れな

かったが、インターネットで広めたことで売れ始めた例や、農家が小さなレストラン

を開き成功している例、卵かけご飯を外国人向けにも展開させた例など、元気に農

業を行っている姿が見えた。また、十勝では十勝ガールズ農場というものがあり、

若い女性がしっかりとした農業従事者になることを目標に農業を行っていることを

知り、心強く思った。農業を紹介する際は、日本農業賞で県の代表になった方がた

くさんいるので、そのような方を紹介してもよいと思う。このような番組は消費者

にとっても、生産側にとっても刺激になるので、今後も定期的に放送してほしい。 

 

○ ５月４日(水)「伊勢志摩 “オリジナルジャパン”の世界」(総合 後 2：00～2：48)

を見た。日本人にとって特別な場所とされている伊勢神宮がなぜこの地に作られた

のかというのは、海女さんとの深い関わりがあると聞いている。海底の森といわれ

るようにアラメやアカモクが豊富に茂り、多くの生物が生きるのは、自然と共に生

き、取り過ぎないという海女の姿があるからだと思う。改めて志摩の海のすばらし

さを感じた。立ち入りが制限されている神宮の森は番組で初めて全容を見た。ＮＨ

Ｋならではの映像で、楽しく見た。長い間、木を切ることなく守られてきた森は本

当に原始の姿をとどめている。森の奥に滝があったが、その滝の上にイヌシデの木

がねじれてしめ縄を張ったように横たわっていて、その神秘的な姿は自然のすごさ

を感じさせ、感動した。伊勢の信仰はその土地の人が当たり前のように思っている

ことが実は特有のならわしであることもあり、信仰が生活の一部になっていると感

じた。 

 

○ ５月５日(木)「 チンパンジー アイたちが教えてくれた ヒトは想像の翼を広げる」
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(総合 後 2：00～2：59)を見た。人間とは何かという大変興味深い番組だった。京都

大学は伝統的に、デスクワークではなくフィールド現場研究の頂点に立っていると

思うが、そのやり方の一端を知ることができた。年月をかけて根気よく続けている、

大変感銘を受ける研究だった。現場主義というのは物事の真実を追究する上で も

重要だという信念は自分も持っていたので、大変共感するところが多かった。言葉

も気持ちも通じるようで通じないチンパンジーという生き物を相手に、チーム全員

が研究に没頭しており、人の人生の幅の広さを感じ、その光景に感動した。特に３

８年もの年月をかけて研究されていたことは、大変すばらしいと思う。「人間とは」

という関心をひかれるテーマで、このような番組を「こどもの日」に放送したこと

は、大人にとっても子どもにとっても教育的なよい企画だったと思う。全体の構成

や内容も、非常に分かりやすい手法で解きほぐしていた。テーマは重いが、大変分

かりやすい、理解のできる内容だった。子どもはどうして成長していくかという点

も興味深かった。チンパンジーの赤ちゃんも仲間を見て笑うというのには驚いた。

仲間とのつながりや大人の歓心を買うために、笑顔で対応するという、誰も教えて

くれないようなことも自然にできるということで、その映像には大変驚いた。チン

パンジーも大人の行動をじっと見て、学習しているという点も興味深かった。なぜ、

アルピニストだった先生がチンパンジーの研究に携わるようになったのか、なぜ魅

せられたのかという点をもう少し丁寧に取材すると、若い人も自分の人生をどうし

たらよいかというヒントを得られたのではないかと思った。 

 

○ ５月６日(金)ＢＳ世界のドキュメンタリー「絶滅へのギャンブル～アフリカ野生動物

の危機～」を見た。密猟の実態を知ることができる番組だった。実際に今も、ゾウ

やサイがたくさん密猟されている。それが中国に象牙として持ち込まれており、日

本も象牙を中国から買っているが、中国は９割くらいが違法で持ち込まれているの

ではないだろうかという問題がある。それを日本が買うと、知らないうちにそのお

金がテロリストに流れていることもあるので、そのような現実を知ることは意味が

ある番組だったと思う。また、こんなに豊かな時代でも生き物を絶滅させてしまう

可能性があるということもしっかりと伝えていた。経済的な格差の問題をなくさな

い限り、きれいごとを言っても解決しない現状をしっかり伝えていくためにも、地

上波でもこのような番組を解説付きで放送してほしい。 

 

○ ５月７日(土)菊之助 挑む！「歌舞伎を受け継ぐ男の試練」(総合 後 3：05～3：54)

を見た。かつらを作るところや、藤間宗家での舞踊の練習、菊五郎、吉右衛門、玉

三郎による指導風景、長期地方巡業の様子など、歌舞伎好きには興味の尽きない内

容だった。尾上菊之助の生真面目さがひしひしと伝わってくる、等身大の菊之助を

うまく捉えたドキュメンタリーだった。梨園を挙げて彼を応援している様子もかい
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ま見えた。先輩の歌舞伎役者らには、行儀がよすぎる、型にはまりすぎていると言

われたり、どんな役者になってもよいが華は欲しいと言われたり、厳しい世界だと

感じ入った。 

 

○ ５月７日(土)ＥＴＶ特集「お墓のゆくえ～弔いの社会史～」を見た。全国のコンビニ

の数が 55,000 に対し、全国のお寺の数は 77,000 を超える。過疎の問題や葬儀・法

要の簡略化により、お寺を維持していくのが困難になってきているそうで、あるお

寺が檀家以外の人も来られるような開けたお寺にしないと将来はないと言っていた

点が印象的だった。古い檀家制度を廃止し、地域や宗派を問わない信徒制度を受け

入れてもらうために奮闘している様子を見た。また、このお寺には毎週のように、

郵送で遺骨が送られてくるということには大変驚いた。地方における無縁墓の増加

や都市での墓不足などの現状も的確に捉えていたと思う。改葬の手続きが難しく複

雑だという事実は、この番組を見て初めて知った。今後、少子化や結婚しない人も

増えるなか、跡継ぎを前提としたお墓に対しての考え方や弔い方の方法が変わりつ

つあることを知り、子どもたちに負担をかけたくないと思っている私たち世代に

とって、興味深い内容だった。もう少し早い時間に放送すると、年配の方にも見て

もらえると思った。 

 

○ ５月７日(土)週刊 ニュース深読み「“税金逃れ”に世界が怒り！ パナマ文書って

何？」を見た。スイスのＨＳＢＣ銀行で顧客情報が大量に漏れ各国に流れたことに

よって、スイスが顧客の情報を秘密にできなくなって、各国に口座情報を連絡しな

いといけないというようなことがあり、その流れがあって今のパナマ文書の話も

こんな大きな話になっていると思う。だから、スイスのＨＳＢＣ銀行の話をきちん

と説明していただいた上でパナマ文書の話を紹介していただきたかった。個人的に

はパナマなどで投資している人の情報を本国の方に知らせれば第一の問題は解決す

るのではないかと考えているが、番組の 後で評論家の方がグローバルタックスな

どの必要性を説いていて、まだその段階ではないのではないかと感じた。 

 

○ ５月８日(日)日曜Ｔｕｂｅ 伊勢志摩名作選 金とく「２０年に一度！伊勢神宮・式

年遷宮大百科」を見た。2013 年に放送した番組の再放送だったが、1300 年も続く

式年遷宮の不思議を探りながらどのように建て替えるのかということを、専門家に

教えていただきながら出演者が参拝するという内容で興味深く見た。今でも神宮で

は、祭られている天照大神の衣食住に関係する仕事や行事が年間 1,500 以上もある

ということに驚いた。食についても、１日も欠かさず、朝夕供えられているという

ことは知らなかったので、本当に驚いた。常に神様に新しい気持ちで過ごしていた

だくために、２０年に１度建て替えているというのは興味深かった。遷宮の意味や
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行いをたくさん知ることができ、おもしろい内容だった。 

 

○ ５月１０日(火)「ＮＨＫニュース おはよう日本」の特集「“女性を管理職に”企業

の課題は」を見た。企業の新女性管理職が上司と同行し取引先に向かう様子を紹介

する時に、取引先相手が映ると、相手方の作業服の胸に同じ会社の名前が印字され

ていた。教育の一環として女性社員が研修も兼ねて行っているならよいが、そのよ

うな説明がなく、「取引先に行きました」というだけでは、同社内でやりとりするこ

とを取引というのだろうかと疑問を抱いてしまう。誤解や疑念を抱くような表現の

しかたは気になった。今後は注意してほしい。 

 

○ ５月１４日(土)「夢をかなえるアン・ドゥ・トロワ ～ルグリと目指せバレエの饗

（きょう）宴～」(Ｅテレ 後 3：00～3：59)を見た。オーディションをはじめ、バレ

エダンサーとして生きる厳しさを背景に、有能な指導者により才能を持った子ども

たちがひとりのアーティストとして歩み出す瞬間が、飾ることなく、臨場感や緊張

感を持って描き出されており、大変感銘を覚えた。ルグリについても、バレエ哲学

や愛情あふれる、優れた指導者としての姿、子どもたちの成功を見守る父親のよう

な姿など、踊る姿からは知ることのできない人となりを表情や仕草からよく捉えて

おり、指導する側、される側の両面の視点がバランスよく配された、良質のドキュ

メンタリーだった。 

 

○ ５月１４日(土)ＥＴＶ特集「女ひとり ７０歳の茶事行脚」を見た。７０歳の女性が、

着物姿で車のバンに茶事の道具を一式入れ込み、全国各地を回り、そこの場所で出

会った方を招いて茶事をするという話だったが、７０歳の女性が何日も野宿をする

ことに驚いた。２年間密着している点もＮＨＫのドキュメンタリーとして質が高い

と思った。広島の山奥で畑を耕す全く知らない人２人の年配の女性から野菜をいた

だき、その方々を茶事に招いた。彼女たちが喜ぶ姿に感動した。また、雪の福島で

は、１６歳の女子学生３人に茶事を振る舞っていたが、その中に東日本大震災で被

災をした女の子がおり、「テレビではかわいそうとか大変そうという話しか出ないけ

ど、私は被災してここに来て、新しい友達ができてよかったと思っている。地震が

起こったおかげだと思うこともある」ということを話していて、その対談の様子が

とても輝いていて、すごい番組だと思った。ＮＨＫならではの密着ドキュメンタリー

だった。 

 

○ 連続テレビ小説「とと姉ちゃん」を見ている。大地真央さんがおばあちゃん役で出

演しているが、白髪と美しい顔がミスマッチに感じる。木村多江さんと大地さんの

年齢差も気になる。これから常子が成長していくと思うが、実年齢が若い女性をど
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のように老けさせていくのか興味がある。 

 近、ＮＨＫのラジオ第一をよく聞いている。朝、新聞を読んでいると家族がす

でに新しいニュースを知っていて、なぜか理由を聞いたら、ラジオでニュースを知っ

たということだった。 近は、スマートフォンでＮＨＫのアプリ「らじる★らじる」

をダウンロードして、ラジオ第一を聞いている。国会中継を聞くこともあり、少し

ずつ自分に興味がなかったことも、耳から入る情報でいろいろな知識を深めていき

たいと思っている。 

 

○ サミット関連のニュースや解説は、近づくにつれて質感が上がってきた。多面的で

包括的な内容には感心する。ただ、あまり知らない人でも理解できるよう、事実の

描写だけではなく、工夫や解説は常に行うよう心がけてほしい。 

 

○ 土曜ドラマ「トットてれび」はコミカルで、毎回楽しく見ている。黒柳徹子役の満

島ひかりさんの演技がすばらしく、それぞれその当時の俳優さんを現役の役者たち

が演じているところもなかなか楽しい。「ブーフーウー」や「連続人形劇 チロリン

村とくるみの木」などなつかしい番組の名前が出てきて、親近感が持てる。どのよ

うな世代に多く見られているのか気になる。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局  
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平成２８年４月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

 ４月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２１日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

 会議では、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 副委員長  松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

 委 員  小澤 正俊 （大同特殊鋼（株）相談役） 

   加藤 勇二 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

   小寺 功子 （三重県漁協女性部連合会会長理事） 

   佐野 俊和 （コマツサービスエース(株)代表取締役社長） 

   中村 智景 （四季料亭「助六」女将） 

   野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

   長谷川明子 （日本ビオトープ管理士会中部支部会長） 

                東    惠子 （東海大学海洋学部環境社会学科教授） 

   真能 秀久 （中日新聞社取締役管理局長) 

     

 （主な発言） 

＜放送番組一般について＞ 

○ ３月１８日(金)「石川★新時代 ♯人口減少社会を生きる」(総合 後 7：30～8：43)

を見た。双方向を活用した生番組だった。2015 年の国勢調査を受け、人口減少への

対応を地域住民と考える、地方創生の先進的な取り組みということで期待して視聴

した。知事と地域で活躍する住民２３名が勢ぞろいしての座談会という形式を取っ

ていたが、評論家が話すようなことをしゃべる人は見当たらず、実際に地域で活躍

している方の話は好感を持つことができた。ただ、７３分間の放送時間の中で、デー

タの紹介やＶＴＲを入れて放送していくと、１人当たり２分程度しか話す時間がな

く、時間が足りない印象を受けた。アナウンサーが１人で采配することを考えても、

地域住民の人数が多すぎたように思う。また、人口減少というテーマなので致し方

ない面もあるが、能登地域に人材が集中しすぎていた。 後にアナウンサーが「あ

と６分しかありません」「あと３分」と時間をカウントダウンしながら番組を締めよ

うとしていた点は違和感があった。カンペやカメラに写らない形で、出演者に残り

時間を知らせる工夫をし対応するべきだと思う。生番組で臨場感はあったが、慌て
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ているように見えた。過疎化に伴う地域の課題、あるいは人口動態のシミュレー

ションにより、どんな事態が想定されているのか、また、これらの課題に対応する

ため、移住支援策や子育て支援策といった具体的な施策、地域の魅力再発見、施策

に頼らない意識改革の必要性など、番組全体の流れは十分確認できたが、発言が多

いと焦点がぼやけてしまうと感じた。県外から移住してくる場合、仕事があるかど

うかが重要な点は当然だと思う。ローカル色の強い番組だったが、石川県の実状を

把握することができた。 

 

○ ３月１８日（金）ぎふスペシャル「笑う岐阜に福来る ～第１３回全日本学生落語

選手権～」（総合 後 8：00～8：43 岐阜県域）を見た。学生落語のレベルの高さが

よく分かる番組だった。実際に選手権を見に行くことはできなかったが、番組は大

変興味深く見た。決勝に進んだ人たちの裏話も分かり、よかった。優勝した人の落

語をすべてしっかりと聞いてみたいと思ったので、時間があればそのような特集も

してほしい。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

        策伝大賞には今年も全国から４４大学 234名の学生が予選会に参加し

てもらった。今回で１３回目となるが、大会の規模が徐々に大きくなっ

ている。今年は４月１９日(火)に「スタジオパークからこんにちは」第

二部の中で全国放送することもできた。落語は日本の文化を象徴するひ

とつだと思うので、今後、はじめから全国放送で取り上げることができ

ればよいと考えている。 

 

 

○ ４月２０日(水)「ほっとイブニング」を見た。名古屋市昭和区のハナミズキの街路樹

を紹介していた。花はほっとするし、きれいだが、ハナミズキという花はアメリカ

から来た外来種だ。ハナミズキの花の解説はしていたが、人間であればどこの出身

かというのは大体２つ目に聞く重要なキーワードであるのに、そこを飛ばしていた

のは、外来種問題を考えていかなければいけない時に残念だった。そのような視点

が少ないから、コスモスやシバザクラを日本の花だと勘違いしている人も出てくる

のだと思う。このような機会を通して、自然に伝えられると、生物多様性という難

しい言葉ではなく、すんなりと理解できるのではないかと感じたので、そういった

視点もニュースに盛り込むとよいと思った。 

 

○ 「金とく」が少なくなった。やはり、なくなると寂しい。「超絶 凄（すご）ワザ！」
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は再放送が多くなっている。今、力を溜めている時期だと思うので、ぜひ名古屋放

送局からもすばらしい番組を出してほしいと思う。 

 

○ ３月１８日(金)「“郷ひろみ”という生き方～６０歳のエンターテイナー～」(BSP 後

10：00～10：59)を見た。新御三家として、アイドルのイメージが強かったが、番組

では全く違う一面を見ることができた。大変真面目で、ボイストレーニングの様子

や、体を鍛える様子、神棚にお参りし、お父様にお線香をあげる姿など、本当に郷

ひろみさんの真剣な姿そのものを見ることができた。ナレーターは樹木希林さん

だったが、この２人がコンビを組むと昔２人がデュエットしていた歌を思い出した。

ナレーションは耳当たりもよく、映像もよかった。一流で長く芸能界で活躍する人

はそれなりの努力をしていらっしゃるということがよくわかった。 

 

○ ３月１９日(土)、２６日(土)、４月２日(土)、９日(土)放送９０年大河ファンタジー「精

霊の守り人」(１)～(４)を見た。（総合 19(土)後 9：00～10：13、26 日(土)・2 日(土)・

9 日(土)後 9：00～9：58）原作とは多少変えていたが、脚本もおもしろかった。特

に「ステラ」や３月２１日(月)「プロフェッショナル 仕事の流儀 あがき続けろ、

それがメロディになる～作曲家・佐藤直紀～」でも取り上げられていたが、音の制

作が興味深かった。去年の８月くらいからスタートしているということだが、長い

間取り組まれていると思う。ファンタジーなのでこの世に実在しない世界を取り上

げているわけだが、「プロフェッショナル」を見た後、音なしで「精霊の守り人」を

見た。すると、味気なかったので、音の力で物事がよく見えていることがわかり、

音の力を強く感じた。衣装は特におもしろく、デザイン力を感じた。衣装と舞台に

よって、綾瀬はるかさんも、作り上げられた空間の中で自然に役柄を演じることが

できたのだろうと思った、次のシーズンも楽しみだ。 

 

○ ３月１９日(土)、２６日(土)、４月２日(土)、９日(土)放送９０年大河ファンタジー「精

霊の守り人」(１)～(４)を見た。原作を知らなかったが、非常に楽しめた。第１回目

が非常にドラマチックに始まったので、ひきこまれた。４回のシリーズを楽しんで

見た。幅広い世代が楽しめる内容だったと思う。次回のシリーズを楽しみにしてい

る。 

 

○ ３月１９日(土)ＥＴＶ特集「名前を失くした父 ～人間爆弾“桜花”発案者の素顔～」

を見た。人間爆弾を考案した父を持つ息子とホロコーストを生き延びた女性、いず

れも戦争で心に傷を負った人間が、戦後７０年を経て心のうちを他者に打ち明ける

ことで心のわだかまりに整理をつけ、重い肩の荷を下ろすまでを追うドキュメンタ

リーだった。やり場のない憤りや信仰さえ失う悲しみを背負うと、人はなぜか自ら
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を責めてしまうということを感じさせる内容だった。いずれも、それぞれの心情を

インタビューを通し丁寧に描き出していた。前者は人間爆弾に関わった生存者を探

し出し、関係者の顔合わせを実現させていた。後者は番組の 後に母親に抑え続け

てきた心情をアウシュビッツの現場で吐露させていた。いずれもＮＨＫの取材力や

ドキュメンタリー制作力が大きく発揮された内容だったと思う。まるで映画を見る

かのように、絵に描いたような大団円がどういった苦労の下でこれだけ見事に生み

出されたのかということも気になった。 

 

○ ３月２０日(日)サキどり↑「春だ！観光列車で出かけよう」を見た。列車の旅物語は

興味が湧く。鉄道好きのコメンテーターの人選もよかった。ＮＨＫは硬い報道番組

だけでなく、こういった旅番組も制作する幅の広さは感心する。ただ旅をするので

はなく、鉄道を軸に旅のスタイルが変わるというキーワードが全体的にあったよう

に感じた。地域社会の未来を考えた時に、地方鉄道の運営のソフトや地元とのコラ

ボが地方創出のひとつの大きなきっかけになるという。全てうまくいっているとは

思わないが、番組で取り上げることでＮＨＫも援護射撃しているように感じた。単

なる観光列車ではなく疲弊した地方をどうするかという視点での企画は、問題意識

も高く、鋭い視点で視聴者に提起できていたと思う。 後にゲストが「鉄道には人

格ならぬ、鉄格があると思っている」と言っていた点が印象的だった。単なる輸送

機関ではなく、地域を変えていく価値があるという視点で鉄道を見直そうという提

案は大変よいテーマだと思った。 

 

○ ３月２０日(日)趣味の園芸「庭で楽しむユーフォルビアの魅力」を見た。この花は植

え替えていくとすぐ広まっていくからよいというコメントがされていたが、それは、

外来種が世の中に蔓延する大きな問題につながる。育てる時は、広がらないように

気をつけ、庭から出たときはすぐ駆除した方がよいということをきちんと伝えるだ

けで「趣味で楽しくやっている」から、「そういうことを考えなきゃいけない」とい

うことにつながっていくのではないかと思った。花を愛（め）でるのは非常によい

ことだが、背景とこれからすべき対策についても伝えてほしかった。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

        植物の外来種問題については、番組の担当班にもこういった問題は慎

重に扱うように伝えたい。 

 

 

○ ３月２１日(月) 鶴瓶の家族に乾杯 ２０年目突入直前ＳＰ「鶴瓶＆柄本佑 金沢
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ぶっつけ本番旅」(総合 後 7：30～8：43)を見た。４月からは時間が延長され、１回

の番組で１話終了という構成になっていると聞いている。どう変わるのかと意識し

ながら見た。今までは、何となく見る、あるいは、何かをしながらすーっと通り過

ぎていくというイメージだったが、番組が長くなると真剣にテレビを見ると思った。

一方、興味のある地域は真剣に見るが、あまり関心のない地域は見なくなるのでは

ないだろうかと危惧した。撮影した水曜日は片町や港の市場が休みというのは地元

住民にとっては当たり前だが、どうなるのかとひやひやしながら見た。番組として

はいいあんばいで撮影できていたが、ぶっつけ本番とはいえ、出演者に多少の情報

提供も必要なのではないかと思った。番組の構成は、街で出会った方々からのメッ

セージの挿入や鶴瓶さんと柄本さんの画面の切り替えのタイミング、スタジオでの

トーク、あるいは少し前に撮影したシーンの振り返りなど、さまざまな場面転換の

テクニックを使い、視聴者を飽きさせることなく番組に引き込んでいたと思う。番

組が長くなると、どのように編集するのかという点が番組の命になると感じた。月

曜日は野球中継やスポーツ中継が少ないので、毎週月曜日の放送は出演者に負担が

かかるのではないかと心配した。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

        「鶴瓶の家族に乾杯」は年間３０本くらいが限度だ。残りは、同じ曜

日に放送している「プロフェッショナル 仕事の流儀」の特別版を夜７

時３０分から放送したり、特集番組を放送することを検討している。年

間を通して視聴者のみなさまにあの時間帯には何かおもしろい番組を

やっていると思っていただけることを目標としている。 

 

 

○ ３月２３日(水)「国民アンケートクイズ リアル日本人！」を見た。番組の冒頭で「へ

そくりが 2,000 万円以上もある」と紹介されており、おもしろそうだと思い視聴し

た。タレントの中山秀征さんとアナウンサーの片山千恵子さんの司会は、フレッシュ

でよかった。特に、中山さんの進行はゲストの方々の私生活を上手に引き出してお

り、ゲストとのやり取りは楽しかった。現代社会の問題をインタビューも入れなが

ら取り上げていたので、非常におもしろかった。冒頭で２０代から６０代の主婦に

「あなたはへそくりをしていますか？」と質問し、半数の人がへそくりをしており、

平均の金額が 459 万円もあることに驚いた。また、「へそくりをすることに後ろめた

さがあるか？」という質問にはたった６％の人しか後ろめたいと思っていないこと

が印象的だった。459 万円はそもそもへそくりではなく、今は共働きなので家計で

はなく個計になっていると解説されていたが、それでも夫の７割はお小遣い制で、
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奥さんは「夫のものは自分のもの、自分のものは自分のもの」と思っているという

話は複雑な気持ちになった。ゲストが回答する際に、後ろに映り込む人が気になっ

た。 

 

○ ３月２６日(土)ＮＨＫスペシャル「欧州緊迫 ベルギー連続テロ事件」を見た。一般

市民をターゲットにするという非常に悲惨なテロだと思った。国際のネットワーク

を活用し現地とつなぎ、またスタジオでは国内の専門家を交えて伝える、大変タイ

ミングのよい番組だった。非常に脅威だと思うのはテロ情報の把握の難しさだ。未

然防止は極めて困難であるということに、大きなショックを受けた。ＥＵには、国

の形は 終的にはこういう形になるのだと憧れ尊敬していたが、異民族融合の代表

たるベルギーが狙われたということにショックを受けた。人間の愚かさ、何年経っ

ても解決できない人種問題、宗教問題、それから、民主主義の危なさとか、人間の

傲慢さ、これがすべて露呈したような、大変大きなショックを受けた。番組の進め

方で、現地と結んだ中継等はよかったが、一般の視聴者にもわかりやすいように、

ロジックを示すという意味で工夫がほしかった。キーワードや関連図、当面の課題

について、アナウンサーが白板などにさっと示していくといった整理のしかたや見

せる工夫が不足していた。いずれにせよ、これは国家の主権も含め相当大きな問題

であり、何となく無力感も感ずる内容だが、人類の基本問題に迫るテーマだと思う

ので、ぜひ続編を放送してほしい。また、司会のアナウンサーがしばしば目を伏せ

て、原稿を目で追うような場面が多々あった点が気になった。 

 

○ ３月２６日(土)「となりのシムラ ＃４」(総合 後 10：00～10：43)を見た。真面目

なコントだった。練られた脚本とそれぞれの俳優の高い演技により、時流に合わせ

た世間のおじさんのよくある話が、哀愁を伴った、とてもよくまとまった小品となっ

ていたように思う。日常を感じさせるが故に、笑うよりも切なくなる部分も多かっ

た。 

 

○ ３月２７日(日)ＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？２～母と“イクメン”の

新科学～」を見た。「大反響に応えて第２弾」ということが書いてあったので、ど

のくらいの大反響だったのか、大変興味深く見た。非常に論理的で科学的なアプロー

チで、単にかわいがるだけではなく、子育ての大切さの理屈がよく分かる、あるい

はその原点に肉薄する内容だった。企画の質が高かった。その中でも特に、アイコン

タクト、つまり目が合うというのは大変脳にも反応し、人間しか持っていない能力

だと番組で聞き、驚いた。教育については大変示唆に富む内容だった。特に、自ら

を我慢させ抑制機能を発展させていくことが子供の脳の発展に大変重要だという点

は興味深かった。男性の育児参加や育児休暇を取るべきだと世間では騒がれている
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が、もっと論理的に教育を行うべきだと示す番組だったと思う。 後に、「新しい子

育てが見つかる」というキーワードが出てきたが、意味あることだと思う。 

 

○ ３月２７日(日)ＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？２～母と“イクメン”の

新科学～」を見た。前回の「１」では、何でも脳内ホルモンや本能のせいにする

表現に疑問に思う点も多々あったが、半面極めて分かりやすい内容で、子育てに悩

む若い母親や夫婦には評価が高かったのではないかと思う。今回は、内容的には前

回同様、子育てで直面する子供の反応や母親と父親の違いなどを科学的に説明して

いたが、 後に、すべてを科学的な反応として理解・納得させるのではなく、そも

そも本能的に備わったものと社会環境や生活環境の変化がマッチしないがために今

の子育てが大変難しくなっているという総括をしていた。科学的な分析や研究が

進んでも、個人と社会の双方が改善の努力をしない限り、子育ての難しさは解決さ

れないと釘を刺していた点が、とてもよかった。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

        ＮＨＫスペシャルの「子育て」の回については、興味深いご指摘をい

ただき感謝したい。子育て中のディレクターが作った番組で、短時間勤

務をしている人間が工夫をしながら制作した。それぞれの実際の悩みに

基づき制作しているので、皆さんにご支持いただけたのではないかと

思っている。１回目の放送後、続編を放送してほしいという強い要望が

たくさん届いたので、続編を制作し放送した。特に３０代女性からの反

響が大きかった。この先も取材を重ね、３回目の放送があってもよいか

と考えている。 

 

 

○ ３月２７日(日)「ＮＨＫのど自慢」を見た。岐阜県の安八町からの公開放送だった。

知っている人が出演しないかと思い一生懸命見たが、安八町以外の応募が多く、

チャンピオンも安八町の人ではなかった。できれば、安八町から選んでほしかった。 

 

○ 安八町の「のど自慢」で安八町の人がチャンピオンになれなかったことは残念に思っ

た。250 組から本選に出場する２０組が選ばれるが、みなさん非常に仲が良くなる。

今回も意気投合したと聞いている。地元の方々との深いつながりができる良い番組

だと思っている。 

 

○ ３月２８日(月)「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」(総合 後 10：25～10：50)
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を見た。落語は堅苦しいイメージがあり、若い世代にとっては遠い世界だと思う。

それを今回の番組のように落語の世界を映像化し俳優が役を演じると、こんなにも

おもしろくわかりやすくなるのかと思った。落語の世界をもっと知りたいと思える

番組だった。特に、噺家さんの落語に合わせて映像が作られているのだが、俳優の

口の動きがぴったり合っていて、どのように合わせているのか不思議だった。演じ

ている俳優の声ではなく、落語家さんの声だったのが非常におもしろかった。若い

落語ファンが増えるのではないかと思える番組だった。また放送してほしい。 

 

○ ３月２９日(火)「ブラック・ユニバース ～宇宙に抱かれる特別な夜～」(総合 後

10：55～11：20)４月８日(金) モーガン・フリーマン 時空を超えて「不老不死は

実現するのか」を見た。いずれも、 新科学の研究成果を高精度な映像とリアルな

ＣＧで見せる科学番組だった。昔と比べ、情報の精度が格段に増していることに加

え、美しい本物の映像やＣＧを使った時系列、推移が分かる動画など、より強く理

系に関心を抱かせる内容だった。若い視聴者に理系への啓蒙を促す、よい番組だっ

たと思う。一方で、素人には難解な用語や概念が説明なしに使用されていたため、

番組の途中で理解することが難しくなった。 

 

○ ４月３日(日)サキどり↑「話題沸騰！バーチャルリアリティーが社会を変える！？」

を見た。バーチャルリアリティーは、３Ｄ眼鏡をかけてゲームを楽しむときのもの

というイメージが強かったが、今はネットとつなぐことで、遠く離れた住宅展示場

を体感したりショッピングができたり、また、医療の現場にも導入され幅広くビジ

ネスとして展開しているということがよくわかった。番組でヘッドマウントディス

プレーをつけたゲストの反応を見ると、リアリティーがあり、別世界が確かに見え

るものだということがよくわかった。この技術はスマートフォンと段ボールのキッ

トで簡単に安価に体験することもできるそうで、試してみたくなった。このような

技術を使い、原子力発電所の作業にも活用できないか検討しているそうで、期待で

きる一方、悪用されないか不安にも思った。引き続き、取材を続け番組で取り上げ

て欲しい。 

 

○ ４月４日(月)クローズアップ現代＋「独占告白 野球賭博」４月５日(火)クローズ

アップ現代＋「働くって、何ですか ～変わる入社式と若者たち～」４月６日(水)

クローズアップ現代＋「経済減速 中国で仏教大ブーム！？」を見た。フルリニュー

アルである点とこれまでニュース番組の選択肢がひとつしかなかった夜１０時台へ

の移動ということで、大変期待して視聴した。初回の「野球賭博」はテーマを深掘

りすることが難しい話題だったと思う。告白内容も含め、提供された情報の内容は

凡庸に感じ、他の番組で取り上げているレベルの域を脱していないことが残念だっ
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た。２日目の「変わる入社式と若者たち」も特異な事例に偏りすぎた取材内容だっ

たと思う。テーマの本質からかい離した観が強かった。いずれもキャスターのゲス

トへの質問も掘り下げ方が足りなかったように思う。一方、３日目の「経済減速 中

国で仏教大ブーム！？」は、テーマが興味深かった上に、取材内容も質量ともに十

分で、キャスターのゲストへの質問や応答もテンポがよく、視聴者からのツイート

の取捨選択も的を射たものであり、とても充実していた。今後とも、テーマの選定

や切り口は今までの「クローズアップ現代」を踏襲した、ジャーナリズムにこだわっ

たものを期待しているが、個性的なキャスターが日替わりで出るという演出は、他

の報道番組にはない取り組みだと思う。期待感も膨らみ大変おもしろいと思った。

その他、感じたことは、番組ロゴや背景の動画、派手なＣＧの演出など、画面全体

が常に動いており、見ていて落ち着かない印象を受けた。また、グラフィックレコー

ディングはその特徴をうまく生かしきれず、機能していないように思った。キャス

ター同士が競い合いライバル心も出てくると番組も盛り上がるのではないかと思う。

今後の充実や発展に大いに期待したい。 

 

○ 「クローズアップ現代＋」を見た。幅広い視聴者に受け入れられるよう、テーマを

広く浅く分かりやすくし、映像を多用することで明るい印象にしようという意図が

うかがえた。時代に合わせているのだと理解した。アメリカのニュースキャスター

のスタイルの模倣に始まり、今日ではさらに幅広い視聴者を意識した内容に変えて

いこうという動きがあると思う。キャスターの鋭い切り込みを感じないのは事実だ

が、ニュースの幅の広さでカバーしようとしているのではないかと考えている。「ナ

ビゲーション」のような内容の時は満足できるが、そうでない場合、内容の深さに

関しては不満足であるがひとつの方向性だと思っている。グラフィックレコー

ディングは後ろでごちゃごちゃしている印象だ。もし使用するのであれば、もう少

しどんな絵を描いているかや絵がまとめていることをキャスターが取り上げるなど、

時間を割いた方がよいと思う。現状では役立っているようには見えない。 

 ４月１８日(月)クローズアップ現代＋「“連鎖”大地震 いのちの危機～現場から

の 新報告～」(総合 後 10：00～11：10)を見た。熊本赤十字病院の自家発電機が

１６日（土）未明の地震で壊れた話や支援物資を輸送するためのトラックがあって

も運転手や支援物資を各避難所に送るために積み替えの作業をする人が不足してい

る話が取り上げられており、災害援助システムが途中で途絶えている現状がよく理

解できた。今後も放送時間を２５分と固定せずに、報道するべき内容がある時は今

回のように拡大し放送してよいと思う。 
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   （ＮＨＫ側） 

        「クローズアップ現代＋」について、グラフィックレコーディングの

使い方についてよい意見をうかがった。より見やすく、興味を持って見

ていただけるようにしたい。 

 

 

○ ４月４日(月)「ニュースチェック１１」を見た。夜１１時台にニュース番組の選択肢

が増え、期待して見た。ＤＪブースを模したセット、カジュアルなゆるい番組テイ

スト、パソコン画面のような画面構成などは新機軸を狙いすぎた観が強かった。特

に、大画面のテレビで見ても画面構成が大変ビジーで、見ているとクラクラした。

また、視聴した日はネット用語の飯テロの紹介を受け、お酒テロなどとアナウンサー

が冗談混じりに話していたが、テロという言葉を冗談で使うのはいかがなものかと

思う。 近どの番組も、何かとＮＨＫらしさを払拭することにいろいろ腐心してい

るように見えるが、安定感、安心感、予定調和といった従来のＮＨＫらしさという

ものも大切にしてほしい。 

 

○ ４月４日(月)趣味どきっ！ココロの犬塾～空気の読めるワンちゃんをめざせ！第１

回「犬を迎える」を見た。ある家族の元に犬がやって来て、その犬を育てましょう

という設定だったが、子役の子が非常にかわいく癒やされた。また、空気が読める

犬を育てるというテーマでゴールが明確なために、見ていてわかりやすい番組に仕

上がっていた。家族同士のかけ合いも自然でよかった。気になった点は、お母さん

役の女性の服装だ。ナチュラル感を出していたのかもしれないが、番組を見た人が

獣医に憧れるような服装にしてほしかった。動物行動学を専門としていることをも

う少しほうふつとさせる格好がよかったと思う。対話の内容や雰囲気は非常によい

番組だったので、今後も期待したい。 

 

○ ４月５日(火)・１２日(火) グッと！スポーツ「嵐・相葉が初ＭＣ！卓球女王のスゴ

技を体感！」「嵐・相葉ＶＳ卓球女王第２弾！気になるダブルエースの関係は？」を

見た。卓球の石川佳純さんを取り上げていた。卓球の球はあの近距離で 100 キロを

超えるようなスピードで打ち返しがされているそうで、４日間練習をしないと世界

レベルの選手であっても目がついていかなくなると言っていた。動体視力というの

は、少し休むと目がついていかなくなると知り驚いた。気になった点は、２回目の

総括部分でＭＣの方が選手の魅力についてコメントするシーンがあったが、誰が聞

いても選手に好感が持てるエピソードを選んだ方がよいと思う。選手を引き立てる

コメントをしてほしい。また、２回目の番組の後半で、レスリングの吉田沙保里選

手の話題に切り替わっていたが、短くもなく長くもなく、予告なのか本題に入って
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いるのかわかりづらく中途半端な印象を受けた。予告であれば、予告程度の長さで

よい。リオオリンピックの開催も間近であり、それぞれ活躍が期待される選手もた

くさんいるので、オリンピックが始まった時に選手に親しみを持って応援できるよ

う、選手のよさを引き出す機会となる番組作りに努めてほしい。 

 

○ ４月５日(火)アナザーストーリーズＳＰ「マリリン・モンロー たった一人の反逆」

を見た。ナビゲーターの真木よう子さんはマリリン・モンローが憧れの女優さんだ

そうで、ロサンゼルスに行き彼女のことを知る人たちを直接訪ねるという話だった。

女優マリリン・モンローを演じることと、ひとりの女性マリリンの幸せを求める相

克の中、３６年という短い生涯を閉じた彼女のことを、詳しく知ることができた。

なぜこれほど愛され、多くの人の心に残っているのか番組の中できちんと捉えるこ

とができていたと思う。 

 ４月６日(水) アナザーストーリーズ 運命の分岐点「大韓航空機爆破事件～ナゾ

の北朝鮮工作員 キム・ヒョンヒ～」を見た。日本人になりすまし爆破事件を起こ

した２人の工作員について、初公開の資料や証言を交え、キム・ヒョンヒ本人の行

動記録を基に、犯行から逮捕に至るまでの３日間の攻防戦を再現ドラマで紹介して

いたが、改めて思想教育の恐ろしさを知った。理解しがたい面もあった。アナザー

ストーリーズは女性目線で女性の方をよく取り上げており、好感が持てる。 

 ４月８日(金)新日本風土記「祇園」を見た。再放送だったが、江戸時代から続く京

都の祇園のあどけない少女の舞妓が、一人前の祇園の女、芸妓になるために厳しい

芸の修業をする姿、その少女を一人前の芸妓に育てる女将さんの日々が本当によ

かった。節目の舞妓デビューのときに、女将さんが決めた先輩芸妓と固めの杯をし

て姉妹の契りを交わす様子や、祇園に暮らす間は、妹は姉に恥じないように、姉は

妹に不始末があれば責任を取るというしきたり、舞妓の修業を終えて芸妓になると

きの襟替えの行事など、本当に知らない世界を見ることができた。芸妓さんが、堅

苦しいこともあるがよい世界だと言っていたことが印象的だった。 

 

○ ４月９日(土) ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「渡辺謙×山中伸弥」を見

た。２人とも硬いイメージだったが、この番組では柔らかい雰囲気で関西弁で話す

ためか笑顔も多く、人間性がにじみ出ていた。２人のよいところが出ていた番組だっ

た。同世代でもあるので、自分も頑張らなければという気持ちになり、力をもらっ

た。 

 

○ ４月１０日(日)ＮＨＫスペシャル 大アマゾン 後の秘境 第１集「伝説の怪魚と

謎の大遡上（そじょう）」を見た。見たことがない珍しい魚がたくさん出てきた。ま

た、アマゾンにおける弱肉強食の世界を垣間(かいま)見ることができ、ドキドキしな
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がら見た。アマゾン川は 後の秘境と言われ、太古の自然が残っているのだと思う。

アマゾンの奥深い支流にある幻の泉が紹介されていたが、水中が透き通っているた

め、800 ボルトの電流を放つ魚やブルドッグより鋭い歯を持った魚が自分より弱い

ものを食べて生活している様子が、とても分かりやすく見えた。それぞれが生き残

るために進化をしている様子がよくわかった。また、多くの小さな魚が恐れている

巨大ナマズを狩りするシーンやさらに大きな伝説の巨大ナマズ・ピライーバの紹介、

伝説の怪魚と呼ばれる９０キロもある魚を釣り上げるシーンなど、滅多に見ること

ができないシーンを年月かけて取材していたことがよく分かった。貴重な瞬間が多

く含まれており、非常に満足できる内容だった。ナレーションも番組と合っていた。

一方、番組の中で話題が変わる度に、テレビ画面の右上の小さな字がときどき変わっ

ていたが、気づきにくく、分かりづらかった。もう一工夫してもらえるとさらによ

かった。 

 

○ ４月１４日(木)英雄たちの選択「明治トップレディーたちの華麗なる変身～条約改正

に挑んだ女たち」を見た。歴史の転換点にいた女性を、新たな発掘資料とともに紹

介していた。よい番組だったと思うが、「英雄」という言葉が示すとおり、秀でた、

優れた男という意味で、歴史を動かしてきたのが男性であるかのように、特に日本

と中国では思われがちだが、そんなはずがあるわけもない。史料の中に女性につい

て記載されているものは少ないが、女性が歴史上果たした役割を今後もぜひ発掘し、

紹介してほしい。この番組は、コメンテーターの人選がよい場合には成功し、人選

がさほどでもないときにあまりおもしろくなくなるという番組だと思う。スタッフ

の勉強の度合いとセンスが試されているとも言えるが、今回は作家の鈴木由紀子

さん、フランス文学者の鹿島茂さんがよいコメントを出していた。また、司会者の

磯田道史さんの声に興味を持った。彼の高い声は、時代を表していると思う。声の

変化は戦後のひとつの特徴だと思う。ギリギリの高音の時代、つまり甲高い時代と

言える。雅楽では、甲乙とあり、甲のほうは高く、低い声は乙となる。「乙だね」と

いうとしっとりした声を指す。今は甲高い時代。それがいいとか悪いという話では

なく、番組を制作する際に意識してほしい。乙な声を使った番組もぜひ作ってほし

い。乙な声は、落ち着き味わいのある声で、日本文化にとって、大事なものだと思

う。 

 

○ ４月１６日(土)ＮＨＫスペシャル 緊急報告 熊本地震「活断層の脅威」を見た。今

回の地震がどのようなメカニズムで引き起こされたのか、どのような影響があるの

かを、わかりやすく解説していた。１４日(木)の前震と当日の本震の直後にこれほど

の番組を、さまざまな取材の中から編集し、制作できている点に感心した。取材の

行き過ぎが目立ちがちな災害時の報道だが、総じてＮＨＫは、あまり違和感がなく、
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正確な報道ができていると思う。震度５を超えると全国レベルの緊急放送に変わる

ようだが、個人的な意見になるが今回のように地震が多発すると、震源地から離れ

た地域でも番組を変更する必要があるのか疑問に思った。Ｅテレのようにサブ

チャンネルを活用したり、一定の地域で区分けして放送することはできないものか

と思った。ずっと地震の番組を見ていると暗い気持ちになる。被災者の方には申し

訳ないが日本全国が暗くなるのは良くないと思う。報道の使命も重要だが、技術的

な面でクリアできるのであれば、震度５以上の際の放送をどのように行うか、いま

一度検討してもよいと思う。 

 

○ ４月１６日(土)ＮＨＫスペシャル 緊急報告 熊本地震「活断層の脅威」を見た。震

度５以上の情報の出し方については、別の意見を持っている。熊本県と大分県の出

身者が身近にいるが、共に両親が被災し、情報がなかなか入らず帰るにも帰れなかっ

た。ふるさとを離れた人が被災地域の情報を知るという意味では、全国で放送する

ことがあってよいと思う。また、地震が起こった当時は２日間連絡を取れず、連絡

が取れても現地は電気が通っていないので全体状況をつかめていなかった。そこで、

こちらからどのような状況になっているかという情報を送っていた。高齢になると

インターネットを使うこともできないので、遠く離れたところから子どもたちが届

ける情報で安心したそうだ。また、ラジオの力も大きいと感じた。余震が続く中で

は「ラジオ深夜便」は話し方がゆったりとしており、とても良かったそうだ。震災

後数日間は地震の情報だと思うが、だんだんと音楽も入るようになり、一晩過ごす

には良いということでラジオの力を感じた。数日前から「あさイチ」が番組の中で、

避難されている人たちの状況を取り上げている。司会者は穏やかに、全体像を見な

がら話をしていると思う。日常に何が大切なのかということも常に取り上げながら、

深刻になるだけではなく、多少にこやかな部分も入れて放送していると思う。東日

本大震災の経験も踏まえながら、今の生活に何が必要なのかということに関する「あ

さイチ」の伝え方や姿勢がよい。テレビは映像の持つ力を生かし、起きていること

を即時に伝えられるという点で、ほかのメディアよりすぐれていると思う。一方で、

これは、あるキャスターが言った言葉だが、コミュニケーションにおいて重要な要

素のひとつである想像力を奪ってしまうという一面もある。映像がいかなる意味を

持つのか、その映像の背景に何があるのかを語る言葉の力も重要だと思う。映像だ

けでは、いろいろな捉え方をされてしまう。恐怖感も覚えるだろう。映像が持つ力

と同時に、想像力と、全体から物事を見る、俯瞰してものを見る力、それと、政治

も同時進行で動いていることも勘案し、背景に隠れている事実を洞察する力が、伝

える側や受け手側に問われる状況になっているのではないか。この１０年間にいろ

いろなことが起こっている。当然、政治も同時進行で動いている。気がつけばいろ

いろなことが進んでいるという状況だ。さまざまな物事を俯瞰（ふかん）しながら
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伝えていってほしい。 

 

○ 熊本地震関連のニュースについて。誰に対して 優先にニュースを流しているのか

見えなくなってきていると思う。地震が起きて数日はよいが、どこのテレビ局も地

震関連の番組が続いている。一番ニュースを必要としている人は震災に遭った人だ

と思うが、無理をしていろいろな所に物資を探しに行くのであれば、他県に一時逃

れるとか、逃れた先の他県の空いている宿泊先の情報を伝えることはできないのだ

ろうかと思った。東日本大震災の時のように広域にわたる地震ではない。他府県に

行けば全く違う生活ができる可能性もある。たとえば隣県のスーパーの品揃えの情

報だとか、県外への脱出ルートなど、周囲の情報をしっかりと伝えることもニュー

スの使命なのではないかと思った。地震が起きたという速報は私たちも知ることは

重要だと思うが、その後については被災者に 優先に伝えるべき情報を放送した方

が良いのではないかと思う。 

 

○ 熊本地震関連のニュースについて、気になった点を述べたい。１つ目は、緊急地震

速報について。４月１６日(土)以降、何度も速報が出ているが結果的に震度５弱以上

に至らない場合もあった。気象庁の問題になるのかもしれないが、この誤差がなぜ

出るのかをぜひ検証してほしい。正確性がないと速報に対する信頼度が低くなると

思う。もし信頼度が低いのであれば、地域性を考慮し伝えた方がよいと思う。２つ

目は、１６日(土)未明の大地震以降、しばらく１４日(木)の犠牲者と１６日(土)の犠

牲者が別々になっていた。これは見ていて混乱した。熊本連続地震ということで、

初から被害状況をまとめて知らせた方が分かりやすかったと思った。３つ目は空

撮の多用だ。以前はずいぶん揺れたり解像度が低かったと思うが、技術革新がかな

り進んだようで空撮が非常にクリアになっていた。山崩れや家屋倒壊がよく分かっ

た。空から撮っているので二次災害が防げるという利点もあると思うが、空撮の弱

点はこれを多用すると現実感や迫真性に欠けるケースが出てくるということだ。地

上からの、しかも被災者の実際の目の位置から見た被災状況でないと、災害報道に

おける現場主義を考えたときにどうだろうかと思う。救出をしようとする人たち、

あるいは救出された地上からの場面がＮＨＫでは少なかったように思う。また、こ

れは地震に限らないが、災害報道の場合の記者の服装も気になる点だ。スーツに革

靴は論外だと思うが、今回はヘルメットが気になった。被災者は誰もヘルメットを

かぶっていないところで、記者だけがヘルメットをかぶっているというのはどうな

のだろうか。取材する側の基準はあると思うが、疑問に思った。視聴者の意見も恐

らく分かれるところだと思うが、こういう議論の際は被災者の側に立ち、それをど

う受け止められたかというところから検討するべき問題だと思う。ぶしつけで無神

経な態度・質問が出ることも考えるべき課題だ。被災者の生の声を取材することは、
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特にカメラを持っていくと難しく、本当の意味の取材力が試される。いかに災害に

遭った人の心を言葉に表わしてもらえるか。今回ＮＨＫは、特に地震が起きた直後

によいコメントが取れていたが、今後もこれを鍛えてほしい。日本は災害から逃れ

られない国なので、助け合って生きる気持ちが自然に湧くような報道を期待してい

る。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

        どこに向けての情報なのかという点について。例えば、Ｌ字の放送な

どについては、よりきめ細かい情報をその地域だけに出すという形にし

ている。必要な時にはもちろん全国でもＬ字放送を行う。今回、ローカ

ルでＬ字放送をどこまでの内容で放送したかは分からないが、給水所の

場所などきめ細かい情報は、ローカル向けに出すというように切り分け

ている。緊急地震速報は震度５弱以上が想定される時に気象庁が発表す

るもので、ＮＨＫとしてはそれをそのまま出している。東日本大震災の

時もそれを感知し、結果的に震度３や４しかないこともある。これは、

東日本大震災の時もあった。このように予報に誤差が出る場合がある一

方、実際に大きな地震が起こる恐れがある以上、気象庁の発表をそのま

ま伝えている。ただ、結果的に揺れの小さな地震だった場合は、その「お

断り」を入れ、すぐに通常の番組に戻している。１６日の地震の後、し

ばらく、亡くなった人の数に１４日の地震で亡くなっている人の数を入

れていなかったのは、未明に地震が起き、余震が続いているときであり、

その日の情報が必要だと考えたため。しばらく経った段階で、トータル

として考えなければならないと判断し、切り替えた。空撮の多様につい

ては、まさしくそのとおりだと思う。発災の段階では、空撮で、リポー

トを含め、いち早く、しっかりと伝える必要があるが、時間が経つ中で、

救出をしている場面や被災されている人を撮影する場合、空撮を多用す

ると、配慮の行き届かないものになり、そぐわないということがあると

思う。現段階は、空撮は必要 低限にするという形に変えている。記者

の服装のうち、ヘルメットについては、被災地で自分の安全を確保する

ため、また、危ない所であるということを認識してもらうため、必要な

場合は、必ずかぶるよう現場に指示している。 

 

        熊本のローカルでは、被災者が生活に必要な情報に特化して、１日数

回、５～１５分程度にせきとめたライフライン放送という放送枠を設け

ている。また、マルチアウトプットといって、インターネットを使いパ
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ソコンやスマートフォンでアクセスすると、ＮＨＫのホームページから

も災害情報、ライフライン情報が得られるようになっている。全国放送

では、地震そのものの速報が中心になりがちだが、現地ではそのような

放送を行っている。 

 

 

○ 周囲の他府県のホテルの情報が実は市町村には届いていたが、市町村の人も災害に

遭っているため、末端まで届いていなかったというニュースを見た。その情報こそ

ニュースで流れていれば、行政を通さずとも知ることができたと思う。行政を通さ

なくても情報が流れる仕組みづくりも重要だと思う。近くの給水所の情報も重要だ

が、もう少し広域で離れた人でないとわからない情報もある。広域の情報が得られ

る仕組みを検討してほしい。 

 

○ どのようにして情報を収集するかという問題だ。永遠の課題だと思う。東日本大震

災の時よりは、ＮＨＫもずいぶん改善されたと思う。要するに、どこを見れば情報

が出てくるのかという問題で、それを行政がやるのかＮＨＫがやるのかということ

だと思う。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

        東日本大震災のときも、広域避難が実践された。今回も、本当はもう

少し早くそういう方針が出ればいいと思うが、それは国がそのような方

針を出すのか、自治体が出すのか、ＮＨＫが提言するのかということだ

と思う。実際の情報を集めるのは現地だけではなく、東京の方でライフ

ライン情報など必要な情報を集め、それを現地のほうに送ってバック

アップするということはしている。東京で集めた情報が役に立ったとい

う事例は出てきている。余震が収まるまでは安定した地域に避難してい

くという方向性をもう少し示唆することも必要なのかもしれない。 

 

        難しいのは断層帯が九州にたすき掛けのように走っているということ

だ。科学的根拠をもって判断し、こちらは安心だと言うことができれば

よいが、まだ収まってない状態を見ると、恐らくどの専門家もはっきり

したことは言えないのだと思う。東日本大震災の際の経験を踏まえ、ラ

ジオの重要性をＮＨＫも自覚している。今年度の改定では各局が生放送

のラジオ番組を放送する流れもあり、生でラジオを放送することに慣れ、

災害時には情報を得ることを想定して、日頃からネットワークを作ろう
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としている。 

 

        ラジオで伝えたライフライン情報等は、インターネット上でも見られ

るようにしている。東日本大震災の時の反省に基づき、少しでも利用さ

れやすいように近づいていると思う。また、障害を持った方や高齢の方、

避難が難しい方たちをどう支援するのかということがこれまであまりで

きていなかったが、勉強会を開いたり、障害者の方たちや福祉施設の方

たちから、どういうことが本当は必要なのかを聞き、反映させるように

している。たとえば、４月１８日(月)と１９日(火)に生放送した「ハート

ネットＴＶ」では２５分間かけ、現状と障害者の方たちが置かれている

状況、何が必要なのかということを、詳しく伝えた。 

 

 

○ 被災地以外から現地に情報を流すというのは重要なことだと思う。 

 

○ ４月１６日(土)ＮＨＫスペシャル 緊急報告 熊本地震「活断層の脅威」を見た。熊

本県出身の武田真一さんが進行しており、気持ちが入っていたと思う。自分も心配

だ、不安だという悲しみがよく伝わってきた。今回はアナウンサーの腕時計が目立っ

た。他の番組でもいつもアナウンサーは腕時計をしているのか気になった。番組で

紹介されていた地震の予知的な研究は、こんなことが分かるのであればもっと早く

知りたかったという気持ちとそれを知っていたら怖いという２つの相反する気持ち

になった。 後に今私たちにできることは何かというところで、自分の部屋を耐震

化することだと紹介していたが、早速実践した。 

 

○ 熊本地震に関連して、周囲からも地震の正確な情報を知るのはＮＨＫだという声を

聞く。ニュースで「お薬手帳」の重要性が紹介されており、勉強になった。２１日(木)

「あさイチ」の中で司会の方が、テレビが被災地に入ることにより、被災された人

たちにストレスを与えていないかと心配になるが、テレビをうまく利用してほしい

と言われていたことが印象的だった。 

 

○ 熊本関連地震ニュースは、注視して見ている。交通網が分断されて、復旧情報、他

地域からの救援手段についての情報が欲しいと思う。 

 

○ ４月１６日(土)ＮＨＫスペシャル 緊急報告 熊本地震「活断層の脅威」を見た。タ

イムリー性に驚いた。いろいろと事前に準備したものもあったと思うが内容にも感

心した。熊本は観光で訪れたことがある場所でもあり、しかも３月１９日（土）は
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「ブラタモリ」で熊本城が紹介されていて、楽しく見させてもらったが、その熊本

城が地震で壊れてしまったことでより強く心に残っている。 

 

 

   （ＮＨＫ側） 

        「ブラタモリ」の熊本城の回は、熊本城は熊本県民がシンボルとして

大切にしている城なので、地元からはぜひ壊れる前の熊本城を見たいと

いう声もあり、地震の状況を鑑みながら今後の再放送も検討したい。 

 

 

○ 「とと姉ちゃん」と４月１８日(月)鶴瓶の家族に乾杯「朝ドラＳＰ 高畑充希 静岡

県浜松市ぶっつけ本番旅」を見た。主人公を演じる高畑充希さんがさまざまな人を

訪ねていたが、とても明るく、大らかでのんびりしており、浜松の気質をほのぼの

と感じさせる内容だった。そして、高畑さんは「とと姉ちゃん」で見せる顔と「鶴

瓶の家族に乾杯」で見せる顔が全く違い、興味深かった。大変個性的な方だという

ことが、言葉の端々に表れていた。俳優が演じている時とは違う表情を見せること

で、番組に奥行きが出ると思う。「とと姉ちゃん」は姉妹のやりとりがおもしろい。

自然に世界に入り込める。 

 

○ 連続テレビ小説「とと姉ちゃん」を見ている。本当はもっと苦しい時代だったので

はないかと思う部分もあるが、温かい昭和の人々のふれあいが今後どのように展開

していくのかが楽しみだ。子どもたち同士のふれあいも、家族が浜松を離れること

で途中で終わってしまうようにも思うが、今後登場する機会があることを楽しみに

しながら見ていきたい。「とと姉ちゃん」終了後すぐに「あさイチ」が始まるが、司

会者がどんな「とと姉ちゃん」の感想を言うのか楽しみだ。自分と同じことを感じ

ているのかが気になる。 

 

○ ４月１９日(火)カラダのヒミツ～美と若さの新常識～「美とダイエット！消化のヒミ

ツ」(BSP 後 5：00～5：59)を見た。タイトルにもひかれたが、夕方５時から６時は

どこの局もニュース番組ばかりでおもしろくない。そのような時間帯にこの種の番

組を放送すると、ニュースに飽きている人たちにとってはちょうどよいと思う。こ

の時間帯を上手に使ってほしい。この番組のよさは、フードファイターの女性の胃

袋をＣＴスキャンを使いながら見るなど、非常に医療的な要素を取り入れながら、

こんなに膨らむんだという驚きを映像で見せている点にあると思った。司会の進め

方もよく、非常にナチュラルに見ることができた。また、スタジオセットが斬新だっ

た。マリリン・モンローの絵、マドンナの絵、「美しくなるには愛されること」と書
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いてあるなど、今までのＮＨＫにはないタイプの斬新さがあった。お医者さんが白

衣を着ずに普通のスーツ姿で出演しており、見ているほうもかしこまらずにすんだ。

特に慶應義塾大学の伊藤裕先生の話は非常に面白かった。よい出演者と構成だった

と思う。 

 

○ ニュース一般について。天気予報が北から始まる場合と南から始まる場合があり、

統一されていないと思う。昔は、いつも北から始まっていたと思うが、 近は番組

により違うように思う。名古屋の天気を伝える場合は、南から始まると先に出てし

まい、終わっていることがあるので、どちらから始まるのか統一してほしい。 

 プレミアムよるドラマ「初恋芸人」を楽しく見た。ほのぼのとしたドラマだった。

８回で終了したが、非常によかった。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事局 
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