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平成２９年３月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１５日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の番組審議会での答申を受け「平成２９年度北海道地方向け地

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

北海道地方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。 

続いて、北海道クローズアップ「新千歳空港 大雪・欠航にどう備える」をはじめと

して、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

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

和田 年正 （北海道新聞社論説委員） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２９年度北海道地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○  「穴場ハンター」は平成２９年度から放送時間が変わるが、これまでと同様に生

放送か。また、これまでのようにスタジオにその地域の方々が集まって進行すると

いう形なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

生放送で、イベント会場や道の駅などに出張し、そこから伝えるというこ

とを考えている。土曜日の午前中の時間帯なので、例えば週末のイベントの

初日にあたることもあると思う。その場所から伝えて、地元の情報をうまく



 2 

発信し、地域の方々にも喜んでいただけるような番組にと思っている。 

 

○  「穴場ハンター」の司会者に変更はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

司会者は平成２８年度と同様であり、変更はない。 

 

○  「北海道のナンモン！」という特集番組が以前あったが、この番組はなくなった

のか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道スペシャル」という形で北海道の課題を取り上げるということで、

現在は放送していない。 

 

 

 

＜北海道クローズアップ「新千歳空港 大雪・欠航にどう備える」 

(総合 ３月３日(金))について＞ 

 

○  対応に追われた主な関係機関の動きを順序立てて説明しており、分かりやすかっ

た。降雪時の欠航の判断がなぜ難しいのかも分かった。新千歳空港はターミナルビ

ルが商業化され、飛行機の利用者以外の人が増えているため、駐車場の収容台数の

限りがある中で発着枠がこれ以上増えて対応できるのかということをもう少し突っ

込んで伝えてほしかった。融雪剤の使用は環境や機体、滑走路に影響がないのかも

知りたかった。司会のアナウンサーが、珍しく詰まる場面があったが、Twitter を利

用した視聴者からの意見募集との連携がうまくいかなかったように思い、２５分と

番組時間が限られている中で、視聴者の意見にこだわる必要はないのではないかと

思った。また、成田空港や那覇空港のような対策は今後必要だと思う。これからも

っと課題が出てくると思うので、ぜひ継続取材をして、また長尺の番組でやってい

ただきたい。 

 

○  発着枠の拡大により、今後およそ１分半に１回離着陸が行われるようになると聞

き驚くとともに、それだけ多くなっているということを再認識した。課題を掘り下

げる一方で、滑走路の除雪の仕組みも紹介しており、空港の舞台裏を見ることがで

きてよかった。提言として最後に成田空港や那覇空港の取り組みが紹介されたが、

具体的にどういうことなのか分かりにくかった。 
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○  なぜ冬の欠航が多くなったのか、特に年末になぜ混乱が起きたのかについての分

析において、便数や発着枠、天候判断の難しさなどが詳しく分かり、なぜ混乱が大

きくなったのかという理由もよく分かった。しかし、冒頭で「何が必要なのか検証

します」という形で話をしていたと思うが、「何がこれから必要なのか」については

よく分からなかった。欠航に巻き込まれた乗客がどのような情報を基にどう判断す

るかを、もっと知りたかった。ただ、２５分という番組時間ではそこまで詰め込ん

でしまうと余計に分からなくなってしまうということもあると思うので、続編は「利

用者の心構え」というような視点で、「北海道クローズアップ」またはニュース番組

の特集コーナーのような形で伝えられるといいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

取材をしていくと、滑走路の除雪が間に合わないというよりも、利用者

数・飛行機の発着数が増えていることが、この冬の大雪で混乱したことの大

きな要因だと分かった。この事態を受けて対策が必要だという問題提起をし

たいということで番組を制作した。また、欠航による空港滞留者が出てしま

った場合に、成田空港や那覇空港の事例から、北海道でも参考になるのでは

ないかということを提言したいという思いで取材した。 

融雪剤については、溶かすにしても環境的な負荷をかけてはいけないとい

うことだった。環境に影響を与えないことが必要であるため、大量に使用す

るということが今はできないそうだ。どのような薬剤で、どのくらいまけば

いいのかということを研究している動きもあり、今後、このような点も取材

していきた。また、視聴者からの意見募集について、スムーズに紹介できる

ように司会のアナウンサーも含めて努力する。 

 

○  番組を見終わって、何を伝えたかったのかがよく分からなかったという印象だっ

た。大雪での欠航による混乱に直面したときに、何が足りなくて、何を教訓にする

ことができたのか、今後便数を増やしたときにどのように対処、対策ができるのか

がもっと具体的に伝わってきたら、より納得できたのではないかと思う。データ放

送を活用した視聴者アンケートが行われたが、その結果はある意味漠然としたもの

であり、本当に妥当なのか疑問に感じた。一部の設問から得られる回答もあまり現

実味のないものに感じられたので、アンケートにかけた時間をほかに回してもよか

ったのではないかと思った。 

飛行機の運航状況の判断や対応に当たっては、具体的な関係機関の対応を知るこ

とができて、非常に興味深く見た。また、発着枠が拡大するのであれば旅行会社を

交えて連携が強化されるべきであって、その対策が十分でないとしたら問題であり、
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実際にどうなっているのか、またどうするのか、伝える必要があったと思う。増便

して本当に大丈夫だろうかという不安が残った。 

 

○  北海道の空港であり、雪の対策ができているはずなのになぜこんなことが起きる

のだろうと疑問をもっていたので、興味深く見た。冒頭の映像で分かりやすく要点

や数字を伝えており、興味をより抱く形で番組を見ることができた。番組では、何

が混乱の原因かということについては非常に分かりやすく、番組で問題提起をした

いという思いについて共感するとともに、それに成功していたと思うが、一方で混

乱を避けるには何が必要かということについて、最後のまとめでもう一押しあった

ほうがより理解できたと思う。 

除雪車が除雪する様子を具体的に伝えており、その映像を見て、混乱に空港がう

まく対処できていないという意識から、課題を一緒に解決していこうという思いに

自分が変わった。また、他の空港の実際の取り組みを紹介してもらえたのはよかっ

た。その中でも、那覇空港の話に共感を覚え、北海道の私たちも目指すべきではな

いかと思った。今後、そういった国内の先進事例や海外の事例を紹介、分析すると

いう番組ができると、空港関係者にも参考になっていいと思う。 

 

○  大雪による混乱がなぜ起きたかということに関して多角的な取材と迫力ある作り

込んだ映像や図で非常に分かりやすく伝えていた。一方、番組後半で、それではこ

れからどうするのかということについては消化不足だった。短い番組時間の中で、

一生懸命いろいろと盛り込もうとしたのは理解できたが、もう少し省いてもよい場

面もあり、削るものは削らないと大事なことは伝わらないと思った。今後の対策も

含めて、より長い時間で放送できる「北海道スペシャル」で伝えてほしいと感じた。

視聴者へのアンケートや意見募集については、少しもたついてしまったところがあ

るので、限られた番組時間で行わなくてもよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

まず視聴者へのアンケートについてだが、結論ありきで行っているのでは

決してなく、一体どのくらいの人が欠航に巻き込まれたのかを知るために実

施した。そして実際アンケートの結果では、想定よりも多い数の道内の人が

欠航に巻き込まれていることが分かった。また、今回放送に先だって、「お

はよう北海道」で２月に２回シリーズで空港の雪対策をどうするかを伝えた。

「北海道クローズアップ」では、限られた時間の中で何を伝えるかというと

ころで、今回割愛した場面もある。今後の対策などについてもっと伝えたい

こともあるので継続して取材し、今後は、より分析的にやっていきたい。 
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○  私もふだんから空港をよく利用するが、新千歳空港はさまざまな混乱が多いと感

じていたので、雪を取り扱ったのはタイムリーであるとともに、興味の持てる内容

だった。誰がどの時点で欠航を判断するのか、その関係機関が何を担当してどう対

応するのかということがとても丁寧に取材されており、仕組みをよく理解すること

ができた。除雪のやり方も実際に映像で見せることで、除雪の苦労も同時に視聴者

に伝えられたことは、大変意義のあることだと思う。視聴者アンケートや意見募集

などの双方向演出の意図は十分に理解しているが、紹介などにもたついてしまうと

番組を間延びさせてしまうので、紹介のタイミングが合わなければ、無理に取り上

げる必要はないと感じた。スタジオの解説者は、話のテンポがよく明快で分かりや

すくてよかった。 

 

○  大雪での混乱時に何が起こったか、なぜそうなったのかというのが分かりやすく、

映像には臨場感があった。また、要所で図も使われており、ジオラマや除雪車の映

像で状況がよく分かった。しかし、結局のところ雪国だから飛ばないのはしかたが

ないのだろうかというのが感想であり、どのように空港側が対応すればよいか、そ

して、利用する私たちも何をどのように判断すればいいのかという基準も伝えられ

ればよかった。ただ、限られた時間の中ですべてを伝えるのは難しいとも思うので、

今後の紹介や続編の制作をしてほしい。また、スタジオでのトークについて、解説

者がもう少しゆっくりと大きく、はっきりと話せるとよりよかった。 

 

○  ２５分という番組時間で、空港内の仕組みや対応のポイントを要領よくまとめて

いた。今回の問題で一番重要なのは、欠航で足止めされた利用客への対応がどうだ

ったかということだと思う。その点から、空港関係者へのインタビューの時に、も

っと突っ込んで問題点を聞き、教訓を引き出せるようにしてほしかった。激増する

観光客に対するいざというときのソフト面での対応が追いついていないというのが

現状だと思うので、この点を今後どうしたらよいか考えてほしい。また、今回の空

港の関係機関に加えて、ＪＲ北海道にも重要な役割があると思うので、例えば、運

航情報を利用者に伝える面での空港側とＪＲ側の情報伝達の点で、現状に問題がな

いのかどうかなど、そういったことを次の機会に取り上げていただきたい。また、

一部の中国人観光客が騒ぎを起こしたことについても、欠航した時の対応やケアな

どソフト面の対応を、外国人の自国での慣習なども含めて考えていくべきではない

かと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

空港側とＪＲ北海道側での利用者への情報伝達については、空港に向かう

前に誰が飛行機運航の正確な情報を出すのか、あるいは、ＪＲの運行情報を
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誰が空港で出すのかというところなども含めて、引き続き取材をし、最新の

情報を伝えていきたい。また、空港での運航情報発信における新しいシステ

ムやテクノロジーの最新状況や、欠航が発生したときの海外での対応事例な

ども取材していきたい。視聴者からの意見は多くが番組の生放送中に届くの

で、放送中に届いた意見をリアルタイムに選んでおり、試行錯誤しながらや

っている。もっとタイムリーかつ円滑に番組で出せるように、引き続き努力

していきたい。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月１７日(金)の北海道クローズアップ ヒューマンストーリー「病転じて笑と

なれ～漫画家・たむらあやこ～」について、私は本人のデビュー作を読んでいたが、

深刻ぶらない漫画のタッチなので、これほど後遺症があり、悩まされているとは思

わなかった。番組では、本人の魅力がすごく出ていて、前向きな生き方がよく分か

った。新たな連載が決まったという最後の場面では、本当によかったと拍手したい

くらいの、気持ちの温かくなるいい番組だった。 

 

○  本人の前向きな変化を丁寧に捉えていてうれしかった。病気でかわいそうという

のではなく、漫画家としてどれだけ頑張っているかが描けており、また家族のつな

がりも捉えていたことがよかった。また、２月２０日（月）ハートネットＴＶ ブ

レイクスルーＦｉｌｅ．７０「つらいことはギャグになる～漫画家・たむらあやこ

～」でも、対談形式で「北海道クローズアップ」とは異なる構成で放送していた。

司会の風間俊介さんが、すごく上手に話を引き出しており、番組両方をセットで見

るとさらによさを感じた。このように頑張っている人の姿を取り上げてもらったこ

とはすごくうれしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道クローズアップ」と「ハートネットＴＶ」それぞれの番組のスタ

イルを生かして制作し、前者では病気の基礎的な情報も交えて伝えた。函館

に１年間いたディレクターが、そのときに温めていた話題を企画して結実し

た番組だ。 

 

○  見ていて元気をもらえた。丹念な取材に基づいていると感じられる良心的な番組

だった。 
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○  話題の漫画家に焦点を当てたヒューマンストーリーであることから期待して見た

が、率直な感想は、感動はしたが期待した以上のものではなかった。その理由は、

今までのヒューマンストーリーは丹念に登場人物を追いかけ、本人が発する言葉や

表情から共感を呼び、それに映像美と落ち着いた語りで物語を進行させていく手法

が多かったように思うのだが、今回は語りで状況をすべて説明してしまっていたの

で、深い余韻が感じられずに、受け手の想像が希薄になり、感動が得られなかった

のだと思う。 

 

○  本人の漫画の雰囲気が、あまりしんみりしていなくて、明るさや元気が感じられ

るところもよかった。ただ残念だったのは、過去を紹介するときに「波乱万丈」と

いう表現を使っていたが、使い古された言い回しであるとともに、その言葉を聞い

たときにどこか固定観念を生む印象がある。表現する言葉をもっと丁寧に選んでほ

しかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

状況を説明し過ぎてしまったという指摘については、番組で取り上げた人

物のことをもっと分かってほしいという思いで制作した結果だと思うが、想

像力をかきたてる余韻の部分も必要なので、そのバランスについては今後と

も考えていきたい。 

 

○  ２月２４日(金)の北海道クローズアップ「オホーツク発 “音”で見つける ふ

るさとの魅力」では、遠軽町を拠点に活動する音楽ユニットの夫婦と、知床ウトロ

小学校の子どもたちが、知床の森の中で一緒に演奏する姿に好感を持った。音につ

いて焦点を当てることは新しい切り口だと思うとともに、北海道らしい音があると

いうことも感じて、発見のある番組だった。 

 

○  冒頭の映像がとてもすばらしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「おはよう北海道 土曜プラス」で去年取材したことから展開し、１年が

かりで取材してきたことが今回の番組に結びついた。 

 

○  ３月１０日(金)の北海道クローズアップ「待機児童ゼロを目指して～保育所拡充

への模索～」は、待機児童の実態がよく分かり、子どもを育てながら働こうとして

いる親にとって切実な問題であると認識した。小規模保育の特徴も分かりやすく、
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取り上げた小規模保育所が魅力的で興味をもって見た。「３歳の壁」について、なぜ

２歳までしか入所できないように決めたのかと改めて不思議に思うとともに、その

壁を見直すことも待機児童の問題解決につながる検討事項になると感じた。ほかに

も番組を見て知りたいと思うことが出てきて興味深かった。また、いまの母親の気

持ち、企業や地域の協力体制が必要不可欠だというスタジオゲストの話を聞き、そ

のことがヒントになる事例の具体的な紹介があれば、もう少し分かりやすかった。 

 

○  東京の待機児童問題が取り上げられる中で、札幌、また旭川や帯広周辺でもひと

事ではないことが、多くの人に分かりやすく伝わったと思う。札幌がここまで大変

だということは知らなかったので、札幌市の努力も伝わってきた。また、インタビ

ューを通して母親の切実な声を感じることができた。子どもに対する理解が社会の

中で非常に減っていると感じる中で、この問題については、ぜひ当事者の声を取り

上げてほしい。そして、「３歳の壁」について働きかけている人たちもいるので、応

援をしていただきたいし、応援する人を増やすような取り組みをお願いしたい。 

 

○  待機児童問題は何とかしなければならない問題であり、札幌、北海道での状況を

取り上げたことはとても意義があると思う。小規模保育所の場面がとてもよかった

が、「人生デザイン Ｕ－２９」で取りあげた方と同じなのか聞きたい。また、「３

歳の壁」について、その理由がもっと説明されるとよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

２月２８日（火）に人生デザイン Ｕ－２９「保育所経営」をＥテレで全

国放送した。小規模保育所を開園した若者に密着した番組であり、この番組

制作が発端となり、「北海道クローズアップ」に展開し、追加取材なども行

い放送した。「３歳の壁」の紹介のしかたについては、もう少し詳しく内容

を説明した方がよかったかもしれない。指摘を今後に生かしたい。 

 

○  理路整然と伝えることができており、分かりやすかった。特にスタジオゲストの

具体性のあるコメントは、私たちができることを具体的に提示できておりよかった。

未婚の男性の中に、待機児童問題を社会全体の問題として捉えていない人がいると

思うので、その問題が社会にどんなひずみを生み、どのような影響が生じるのかと

いうところまで掘り下げてほしかった。 

 

○  ２月１６日(木)のほっとニュース北海道で、「高校生も町づくり」というテロップ

があり、違和感を覚えた。市民レベルでまちの魅力を探るときはひらがなで「まち

づくり」としている。「まちづくり」と言うときの漢字の使い分けの基準があるなら
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教えていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回の場合、高校生のまちづくりはコミュニティーを作るための活動だっ

たので、平仮名または「街」を使用するかのどちらかだと思う。明確な基準

はなく、個別に判断して使用している。現場に指摘を伝える。 

 

○  ２月１８日(土)「おはよう北海道 土曜プラス」の特集シリーズ 空港の大雪対

策「どう伝える空港の“代替交通情報”」を見た。新千歳空港側の情報発信のあり方

について、引き続き取材を行い、問題提起をお願いしたい。また、交通が乱れた時

に、ＮＨＫとして、テレビやラジオでどのように情報を伝えているか確認したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

飛行機欠航の伝え方についてだが、ある程度の時間滑走路が閉鎖すると、

十数便、何十便とまとまった欠航が起きるわけだが、そのような状況になり

そうなときに速報スーパーを出している。欠航している便名すべてを羅列し

て伝えるのではなく、大規模な欠航が生じていることを、速報スーパーや特

設ニュース、ラジオで伝え、そこから先はホームページなどで、自分の便は

どうかというのを確認してもらうきっかけになるように、注意喚起する形で

行っている。 

 

○  鉄道やフェリーなど、代替の交通機関の状況についてはどう伝えているか。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェリーの情報について言うと、この番組の放送後に、飛行機欠航の際に

フェリーが利用できるというビラによる案内をフェリー会社が始め、新千歳

空港で配ったり置いたりしている。代替になりうる交通機関の情報の需要が

あると思うので、私たちとしても、取材や伝え方をより向上させていきたい。 

 

○  ２月２４日(金) 北海道中ひざくりげ「噴火湾の恵み いつまでも～胆振・豊浦町

～」（総合 後 8:00～8:24 北海道ブロック）では、秘境駅からホタテ漁まで、そこ

に昔、人が住んでいたときの歴史という視点でつなげていったのはよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道中ひざくりげ」とセットで放送している「穴場ハンター」を担当

したディレクターが豊浦の出身であり、その広い人脈や“穴場”情報の共有
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がうまくいったと思う。一見すると何もないかもしれないが、掘り下げてみ

ると実は深いということを伝えられたのであれば、担当者も本望だと思う。 

 

○  ２月２６日(日)北海道ＬＯＶＥテレビ「みんなオドッチャオ！～ダンスに秘めら

れたパワーとは～」（総合 後 1:05～1:48 北海道ブロック）は、番組名と番組の紹

介を見たときには全く食指が動かなかったが、見ると意外と面白くて見応えがあっ

た。踊っているときの子どもたちの笑顔もとてもよかった。番組名の「ダンスに秘

められたパワーとは」は、番組の内容に全く合っていない。番組名で見るかどうか

を判断する人も多いと思うので、もっと番組に合った、魅力的なタイトルをつけて

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

指摘を受け止め、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  ３月４日(土)の「おはよう北海道 土曜プラス」の特集「カミングアウトできな

い当事者の苦悩」では、セクシャル・マイノリティの方が身近にいることを改めて

感じた。成人式の場面での話は本人ならではの話で、なるほどと思った。番組のナ

レーションで、制作担当者が一生懸命とつとつと報告しており心に残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

成人式をきっかけに取材をした。制作したのは若い１年目のディレクター

であり、関心を持ち、当事者の気持ちを伝えたいということで取材、制作し

た。 

 

○  ３月８日(水)の「つながる＠きたカフェ」で、室蘭の製鋼所内にある鍛刀所と刀

匠を紹介していた。地元の人でも、あることは知っていても見学できないと思って

いる人が多いと思うので、見学方法にも触れていたのがよかった。 

 

○  ３月１０日(金) Ｉ Ｌｏｖｅ ＪＩＭＯＴＯ なるほど物語「モエレ沼公園の前身

は●●だった！？」（総合 後 7:57～8:00 北海道ブロック）は、今は美しい公園に

なっているが、以前の意外な使われ方と公園の提言者の話になるほどと感心した。 

 

○  ３月１１日(土) ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「“仮設６年”は問い

かける～巨大災害に備えるために～」（総合 後 8:00～8:45）では、復興に向けた動

きの中で仮設団地については法の整備が壁になっているということを鋭く指摘して

おり、出演した記者やアナウンサーのコメントもよかった。このように攻めの姿勢
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で報道に取り組むことは好感が持て、今後もこの姿勢を続けてほしい。 

 

○  震災関連の「ＮＨＫスペシャル」を何本か見た。３月５日(日) 「あの日 引き波

が…行方不明者２５５６人」は、引き波の怖さを実感をもって見た。３月１１日(土) 

「“仮設６年”は問いかける～巨大災害に備えるために～」は、仮設の話、制度的な

矛盾の話では、キャスターの有働由美子アナウンサーがとてもよく、さすがだと思

った。同じく１１日(土)「避難指示“一斉解除”～福島でいま何が～」（総合 後 9:00

～9:49）は、長い時間をかけ丹念に作り込んだ完成度の高い番組で感服した。これ

からもこのような番組をどんどん制作していただきたい。 

 

○  ３月１２日（日）さわやか自然百景「知床 流氷接岸」は、圧倒的な自然美と、

そこに生きる動物たちを丹念にしかも長期にわたって追いかけて制作された映像だ

と理解することができた。世界自然遺産に登録されている知床は、厳しい冬の季節

もすばらしく美しいものだと改めて感じることができた。また、氷泥という現象も

大変勉強になった。この１４分間の番組の映像を作り上げるために、本当に多くの

努力と苦労があったのではないかと、制作に携わった方々に敬意を表したい気持ち

だ。 

 

○  ３月１３日(月)のワイルドライフ「北海道 サロベツ原野 エゾモモンガ 凍

（い）てつく森を生きる」は、きれいな映像とともに、丁寧な説明がなされ、エゾ

モモンガの飛び方などもよく分かった。今回は撮影のテントも映像にあり、撮影の

様子がかいま見えて興味深かった。とにかくエゾモモンガがかわいく、それを対象

として選んだことが番組を高める要素になったと思う。 

 

○  ２０１７冬季アジア札幌大会で、ＮＨＫが帯広市のとかちプラザで実施したパブ

リックビューイングを見に行った。スピードスケートの競技開催地が帯広であり、

パブリックビューイングの実施場所として適切なところで行っており、よかった。 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２９年２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１５日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、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」について報告があった。引き続き、「平成２９年度北海道地方向け地域放送

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

を可とする旨、答申することを決定した。続いて、放送番組一般について、活発に意見

の交換を行った。最後に、３月の番組編成、放送番組モニター報告と視聴者意向報告の

説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

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

山下 徹也 （(株)グローバル経営センター 代表取締役専務） 

和田 年正 （北海道新聞社論説委員） 

 

 

（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＞ 

 

○  Ｅテレの新番組の「やまと尼寺 精進日記」は、今年度も放送していたかと思う

が、それはパイロット版だったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

そのとおりだ。今年度は特集番組として放送したが、来年度からは最終日

曜日の午後６時台に編成する。 
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○  今年度から、総合テレビの金曜日・午後８時台の定時番組が北海道のローカル番

組から「歴史秘話ヒストリア」になり、ローカル番組は随時放送するかたちに変わ

ったが、来年度もそれは継続するのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

来年度も継続する。 

 

○  「平成２９年度国内放送番組編集の基本計画」の編集の重点事項の１項目目に「命

と暮らしを守る報道」を掲げており、私もそれが一番重要だと思う。災害が発生し

たときに、最初にどの放送局を選ぶかということを考えると、普段から地元に密着

しており、この放送局なら地元の様子をすぐ出してくれるだろうと思ってもらえる

ことが決め手になると思う。「歴史秘話ヒストリア」は質の高い番組だとは思うが、

ＮＨＫの各地域放送局がふだんから地域の情報を伝えていないと、実際に災害が起

きたときに見てもらえないのではないか。各地域に放送局があるということを生か

し、より地域に密着して、その地域で独自に出せる番組枠をもう少し広げていただ

きたい。また、「歴史秘話ヒストリア」を金曜日・午後８時に放送することが本当に

よいのか、どういう検証をされたのか伺いたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

質問の点については、北海道に限らず全国からさまざまな声を頂いている。

平成２８年度の改定で、総合テレビの午後７時台、８時台と、１０時台の番

組を大幅に変更した。歴史番組は全国放送を長年続けてきた伝統ある番組で

あり、ゴールデンタイムの時間帯に総合テレビで全国放送していくというこ

ともＮＨＫの非常に大きな使命の１つだと考えている。各地域の内容をどの

時間帯で伝えていくかということは、あらゆる放送波や時間帯を含めて考え、

どの時間帯にどのような番組を出すのがいいのかということは引き続き検

討課題だと思っている。問題意識を共有しつつも、地域の編成なども含めて、

全体としてサービス低下にならないように行っていく。 

 

○  地域の情報をより詳しく伝えていくことは、ＮＨＫの使命の１つだ。夜の全国ニ

ュースで、例えば、東京のタクシー料金の内容について時間を割いて伝えていたが、

それは関東ローカルでやればいい程度の話題だと思う。それを長々と見せられると、

北海道に暮らす私たちは、何か東京中心という感じを受ける。先ほどの編成の話だ

けでなく、内容についても地域のことをしっかり考えて伝えることを検討してほし

い。 
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（ＮＨＫ側） 

番組の編成だけではなく、ニュースや内容の選び方、順番、伝え方なども

含めて重要だということを、貴重な意見として受け止めたい。 

 

○  金曜日の午後８時台は、今年度から全国放送の「歴史秘話ヒストリア」になり、

来年度も継続ということだが、例えば北海道のように鉄道路線問題をはじめ課題が

山積みのところは地域に密着した放送をより行っていく一方で、地域事情も異なり、

多くの番組を制作する余力がない地方は全国放送を流すというような、柔軟な編成

にできる可能性は今後あるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

金曜日の午後８時台については、さまざまな議論が起こっていることは事

実だ。ブロック放送、ローカル放送を含めて、地域放送のあり方というのを

改めて検討していこうとしている。引き続き議論していかなければならない

ことを深く受け止めている。 

 

○  総合テレビの平日・午後１時～３時台に新設される「ごごナマ」だが、４０～５

０代の女性が主なターゲットという設定なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

４０～５０代の女性と言ってもいろいろな生活スタイルがあり、働いてい

る女性も増えている。基本的にはテレビを見ることができる、在宅している

人を対象にしている。 

 

○  大きなニュースが起きたら、随時、柔軟に伝えることができるのか。また、番組

のイメージとしては「あさイチ」のような感じなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

生放送の番組なので柔軟に伝えることができる。番組のイメージとしては

「あさイチ」よりもう少しゆったりとロングバージョンで、時間帯別に特徴

のあるコーナーなど、それぞれの時間帯で特徴を出していきながら３時間放

送する。お茶の間と交流しながらビビッドな情報を伝えていくことを目指し

ている。 

 

○  非常時にはすぐ伝えるということでよいか。 
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（ＮＨＫ側） 

生放送でスタジオから届ける番組なので、緊急ニュースがあれば、現場と

中継を結ぶなど柔軟に対応できる。テレビの生放送のよさが多く盛り込める

可能性のある番組だと思っている。 

 

○  「編集の基本計画」の中で「ダイバーシティ推進・働き方改革にも取り組む。」と

あるが、具体的にどのような取り組みがあり、また、計画しているのか教えてほし

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

働き方改革は、休暇の取得推進など基本的なことも含めて取り組む。現場

によってそれぞれ工夫する点があるかと思うが、例えば番組制作現場では、

限られた時間の中でしっかり仕事を進めていけるような知恵を出し合って、

それを周知・共有していくということがある。変化の大きい時代であり、次々

と新しい仕事が生まれてくる中で、本当に必要な仕事はどういうものであり、

視聴者サービスの中で重視すべきところはどういうものなのか、それから今

の仕事に対する時間や要員のかけ方は適切かといったことなどを見直しな

がら働き方改革の意識を職場全体に広げていくことを各職場で行っている。

ダイバーシティ推進の面では、例えば、女性活躍についての取り組みを「日

本放送協会 行動計画」で示している。 

 

○  最先端の映像技術という点では、スポーツ中継などを楽しみにしている。ラグビ

ーが好きでよく見ているが、地上波での早慶戦、早明戦、日本選手権が放送されて

いることに感謝しているが、一方でマイナースポーツだからなのか、野球やサッカ

ーに比べるとカメラワークや映像の切り替えの質が低く感じる。年間で放送してい

く中で、中継するたびに徐々によくなっていると思うのだが、新年度になるとまた

元に戻ってしまい、専門家が育っていないような気がする。最先端技術はよいこと

だと思うが、ラグビーは 2019 年にはワールドカップもあるので、もう少し頑張って

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

例えば、東京オリンピックの新種目などもある中でそれに向けて、新種

目の競技大会を意識的に中継し、技術習得に努めることを始めている。意

見のあったラグビーのことも現場に伝えたい。 
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中継本数が年々変わってきていることもあり、常時育成に努めている。

これから先には、ピョンチャンオリンピック、東京オリンピックがあり、

全国的にコアメンバーを作り、技術力を高めていくことをしているので、

期待に沿えるようにさらに努力していきたい。 

 

 

 

＜「平成２９年度北海道地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  函館放送局の重点事項の説明でも触れられていたが、函館では去年不漁で、特に

イカが取れなかった。不漁で価格が上がったということだけでなく、観光産業を含

め地域の経済が大きな影響を受ける問題なので、漁獲高が減ったということを伝え

るだけでなく、その原因、あるいは代替となる新しい地域の資源があるのかという

視点も含めて、継続して伝えてほしい。また、鉄道路線について、函館では北海道

新幹線が話題であり、ほかの地域よりそこまで危機感を持っていないかもしれない

が、札幌までの延伸や、これから既存路線がどうなっていくかも含めて問題意識を

持たなければならない。北海道の鉄路問題はとても重要な課題なので、全国の問題

としても扱っていただきたい。 

北海道の各放送局が、災害報道や防災を項目の先頭に掲げているのがとてもうれ

しい。やはりここがＮＨＫとしては最も大きな使命だと思うわけだが、全国中継の

災害報道の際に、北海道で状況がひどくなっている時に、被害が軽微な別の地域の

映像が長く伝えられていることがあるので、先ほどの「金曜日の午後８時台に、各

地域の実情に応じて、より課題の多い地域は放送を出してほしい」という要望とも

つながると思うが、災害報道の場合は特にそういうことを柔軟にできるようにして

いただきたい。また、北海道の番組は朝・昼・夜と放送があるが、出演するアナウ

ンサーにも時間帯の雰囲気に合う人選があると思うので、そのあたりもより考えて

選んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

鉄道路線の問題は非常に大きな問題であり、引き続き伝えていきたい。災

害報道については、重要な指摘だと受け止めている。去年の夏の台風の報道

についても意見を頂いており、地元の情報をきめ細かく伝える柔軟な編成な

どについて、引き続き問題意識を現場と共有して行っていきたい。来年度の

北海道地方の番組に出演するアナウンサー・キャスターについては検討中で

あり、来月の番組審議会で説明する。 
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○  ２つ要望がある。１つ目は、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）であり、

さまざまな議論がある中で進んだが、アメリカのトランプ大統領になったことで、

その話がなくなろうとしている。今後、２国間協議が行われるような動きの中で、

非常に難しい問題を抱えていると感じている。これは、北海道の農業においてはＴ

ＰＰ以上に厳しい状況になるとも言われている。そのような流れを把握した上で、

北海道の農業はどうあるべきかという観点も含めて伝えてほしい。 

もう１つは、今、北海道からさまざまな農産物が海外に輸出されているが、実態

としては良い面だけでなく、輸出で苦戦しているものもある。そのようなことも含

めて現在の状況をとらえ、一度放送していただきたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

農業は北海道の基幹産業であり、北海道は日本の食料基地と言われている

こともあり、ＮＨＫ北海道としても以前から重要なテーマだと考えている。

国際的な貿易交渉の大きな流れなどを踏まえつつ、意見のあった輸出の問題

も含めて丹念に取材し、積み重ねた事実を今後も伝えていきたいと思う。 

 

○  「平成２９年度国内放送番組編集の基本計画」の編集の重点事項に「全国の放送

局は、地域活性化に積極的に貢献」とあるが、北海道の抱える問題は、人口減少、

高齢化に伴う札幌圏以外の衰退というのが大きな課題だと思う。活性化を図るうえ

で、増加する外国人観光客を一層取り込んでいくことが有効な解決策になると思う。

さらに全道的に取り込んでいく方法、施策、仕掛け、発信をどのようにするかとい

うことを考えて伝えていってほしい。訪日外国人観光客が魅力的に思うのは食や自

然の景観美だが、もう一つ大きな要素として北海道独自の文化があるなら、アイヌ

の文化は北海道がこれから一番推していかなくてはならないものだと思う。全道的

な取り組みとして、アイヌ文化をもう少し掘り下げて発信することをお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

アイヌ文化については、１１月に北海道スペシャル「今よみがえるアイヌ

のレコード」を放送し、全国放送にも展開した。みなさんにもっと見ていた

だけるようにするにはどのように発信していけばよいか、引き続き考えてい

きたい。訪日外国人観光客については、話にあったように食や自然が興味の

中心にあるとは思うが、北海道の文化の発信ということも含めて、国内放送

だけでなく国際放送も活用して発信する努力を継続して行っていきたい。 

 

○  釧路放送局の「北方領土プロジェクト」のホームページを見たが、過去を振り返

って見ることができるすばらしい取り組みだと思う。先ほどの訪日外国人観光客の
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話と関連するが、２０２０年の東京オリンピックが控えている中で、世界から日本

が注目される大きなチャンスだと考えており、そんな中だからこそ日本や北海道の

文化を私たちが理解し発信していくことが重要だと思うので、スポーツに限らず、

オリンピックを活用して、私たちが誇りを持って世界に発信できる地域作りという

ものも念頭に入れて、番組作りをしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

オリンピックに関連づけた番組によって、見ていただける人も多くなると

思うので、貴重な意見として受け止める。 

 

○  北海道新幹線開業で、北海道にとって東北地方がより身近な関係になったので、

函館放送局と青森放送局の連携というのは非常に重要なポイントだと思う。災害や

事件・事故が発生したときの協力態勢も重要だが、ふだん、北海道で暮らしている

と、青森や東北の情報が伝えられている機会がそんなに多くないと感じる。一般的

な話題なども含めたニュースについても、北海道と東北双方の人的資源も有効に活

用して、協調を深めていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

３月２６日には北海道新幹線開業１年を迎えるため、開業の効果と課題の

検証について、函館放送局と札幌放送局、青森放送局と仙台放送局を中心に、

連携して取材するということでチームを作って、鋭意取材を進めている。そ

のほかにも、特に青森とか函館は津軽海峡の対岸でどんなことがあるかとい

うのは互いに強い関心があることなので、イベントや日々のニュースなどに

ついても、映像素材や情報の交換を意識的に増やしていくべく、連携を強化

している。 

 

来年度から「おはよう北海道」でも、東北と北海道の共同シリーズを検討

している。季節のシリーズ、人口減少や災害など共通のテーマについて、東

北と北海道の両方が見られるものを考えているところだ。 

 

○  諮問された「平成２９年度北海道地方向け地域放送番組編集計画（案）」につい

ては、各委員の意見の趣旨が番組編成に生かされることを前提に、原案を可とする

答申をしたい。 

 

○  異議なし。 
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（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２０日（金） 北海道クローズアップ「アイヌの魂を受け継ぐ」は、きれいに

まとまり過ぎていたと感じた。アイヌの抑圧の歴史には深入りせず、伝統的な儀式

の継承だけにスポットライトを当てていることに少し違和感を覚えた。偉大なアイ

ヌの指導者を親にもつ父親とその息子の心の変化、考え方の変遷や苦悩などをもう

少し丁寧に描いていたら、番組にもっと深みが増したと思う。アイヌの人たちから

の見方のみならず、和人から見た意識や現代における状況などの意見もあればよか

った。スタジオ解説のゲストは終始笑顔があって好感が持てた。アイヌの人口につ

いての話があったが、どのようにアイヌ民族を定義して、人口を調べたのか示して

ほしかった。 

 

○  象徴的だったのは、アイヌの長老の息子でさえ、「刺さる」という表現で差別の体

験を話していたことで、とても胸が痛かった。このことを伝えるだけでも、この番

組の価値があったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

アイヌ民族への差別の歴史についてどのように、どれくらい触れるか議論

しながら制作しており、スタジオ解説で触れる形で伝えた。文化の継承と、

その一方にある差別はアイヌを語るうえで外せないところだと思うので、今

後もきちんと伝えたい。アイヌの定義についてだが、番組で紹介したのは、

北海道の生活実態調査だ。 

 

○  非常に興味深い内容であり、勉強になった。アイヌ民族をメディアが取り上げる

時には、えてして文化の伝承が中心になりがちで、アイヌの方々の現状はどうなの

かという核心部分、特に差別に関わる部分がよく分からないと思っていた。この番

組で、当事者のコメントとして、「縁談を断られた」といったような証言を伝えるこ

とができたのは１つの成果だ。平成３２年までに白老町に国立アイヌ民族博物館が

開館することは大きなチャンスであり、いろいろな形でアイヌの問題が取り上げら

れていくと思う。歴史的にアイヌの方々が差別され、和人に同化されてきたという
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ことは、詳細は知らないまでも、多くの人にその認識はあると思うが、一方で、今

現在どうなのかということについては、あまり情報が伝えられていないと感じる。

これは非常にデリケートな話だと思う一方で、避けては通れない、知るべき、知ら

せるべきことだと思うので、そういう視点からも今のアイヌ問題というものを取り

上げてほしい。しかも、北海道ローカルの番組だけではなく、全国放送番組でぜひ

企画をしていくよう要望したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

指摘のとおり、北海道内の放送だけではなく、全国放送も見据えたい。そ

れとともに、全国放送したときに、アイヌ民族をとりまく複雑な背景をきち

んと分かりやすく伝え、提示していきたいと思っている。 

 

○  １月２０日（金） 北海道スペシャル「ニセコ インバウンドの光と影」（総合 後 

8:00～8:43 北海道ブロック）は、最近話題のニセコエリアの現状についてよく理解

することができた。ただ、番組名の割には光の部分に重きが置かれ、影の部分の事

例が宿泊のキャンセルだけでやや拍子抜けした感があった。外国との文化の違い、

ホテルの乱立とそれに応じた人手不足、または土地の高騰といったことがあると思

うが、そのような点ももう少し取り上げてほしかった。双方向番組で画面下に視聴

者からの意見が出るが、アナウンサーがそれを読む必要があるか疑問に思った。ま

た、出演者３人の人選に非常に違和感を覚えた。そして、冬以外のシーズンもどう

なっているかということも紹介できればさらによかった。 

 

○  非常に興味深く見て楽しませてもらった。しかし、受けねらいの目的もあったと

思うが、ＮＨＫはそのようなことはすべきではない。スタジオ出演のゲストの人選

はもっと考えてほしい。影の部分についても今回取り上げていないさまざまな問題

があるので、きちんと掘り起こしていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

生放送ということもあり、当初予定していたトークがうまくいかなかった

部分があるかもしれない。影の部分については、指摘の部分も含めてもう少

し多角的にとらえることができればと思う、今後の番組作りの参考にする。 

 

ニセコのインバウンドについては、記者が追加取材をし、指摘のあった人

手不足、あるいは人件費の高騰、地価高騰といった影響についても「ほっと

ニュース北海道」で企画として伝えた。これからの春、夏シーズンはどうな

のか、また影の部分はどうなのかなど継続取材していきたい。 
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○  最初の場面で出演者の１人がふざけた感じで自己紹介していたので、そこで見る

のをやめてしまった。 

 

○  番組内容が濃密ではなく４３分で取り上げる内容だったのかと疑問に感じている。

番組タイトルも内容に対して大げさ過ぎたという印象であり、スタジオゲストの人

選も非常に残念だった。ニセコでは、手を取り合って地域作りをしているという面

もあるので、今後もニセコの良い面、悪い面を取り上げてほしいと思うとともに、

取り上げるのであればもう少し深掘りしてほしい。「インバウンドという言葉自体

が分からなかった」という意見も出ており、結局、初めて見る視聴者にとって分か

りづらく、ニセコ地域に関係する方々にとっては内容が薄かったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ニセコの光の部分も影の部分も、スタジオの構成の面でも、指摘にあった

点をしっかり伝えられるように、取材力を磨いて今後もっと頑張りたい。 

 

○  １月２７日（金） 北海道クローズアップ「私たちの本屋を守りたい～留萌の挑戦

～」は、地域発ドキュメンタリーの見本と言えるような作品だった。地域の人たち

の思い、そして活字文化がいかに大切かということを雄弁に物語っていて、構成も

すばらしかった。 

 

○  あれだけ地域の方々が関わって、本屋さんを一生懸命守ろうとしている。さまざ

まなエピソードを丹念にすくい上げて伝えており、すばらしかった。 

 

○  地域ぐるみで本屋を利用する、本を購入しようという意識や活動が広がっていく

様子を、心温まる思いで見ていた。ボランティアの代表や本屋の店主それぞれが思

いをもって活動に向き合う姿、人となりがよく映し出されていた。思いのある人が

中心に努力しているからこそ、地域の皆さんが協力の手を差し伸べたのだろうと感

じた。 

 

○  私の地元でも書店が減っている状況の中で、人口が決して多くない地域でこのよ

うな動きがあることに本当に感動した。私たちが次世代に向けて何をしていかなく

てはならないか、文化をどう守っていくのか、本を調べるということが人間性の多

様化にとってどれだけ必要なことか、ということを見せてもらった。 

 

（ＮＨＫ側） 
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制作担当者は、ものすごく強い思いを持ち、この取り組みを取材したいと

いうことで、こつこつと丁寧にさまざまな関係者に当たって情報を取材して

制作した番組だ。子どもからお年寄りまで幅広く、本屋に来る人に丁寧に聞

いていった結果が番組に結実したと思う。  

 

○  地域の人々の力に感服した番組だった。 

 

○  すばらしく、見応えのある番組であり、ボランティアのみなさんの活動が、本当

にすごいと思った。一方で、ボランティアの活動自体はこれから先、存続できるの

かが疑問だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

核となるメンバーを中心に、必ず週に数回、ボランティアができるという

人が来ていた。放送後に「私も手伝います」という人も現れたと聞いており、

ボランティアがうまく回るようにこれからも続いてほしいと、私たちも思っ

ている。 

 

○  １月２９日(日) 北海道ＬＯＶＥテレビ「今年にかける ２０１７」（総合 後 1:05

～1:48 北海道ブロック）は、年齢もジャンルも違う５人の方々の今年に懸ける活動

や意気込みを見ることができた。一つ一つは非常に興味深かったし関心を持って見

たが、なぜ５人もいて全員男性であり、女性は１人もいないのかが不満だった。女

性の活躍できる社会ということがこれだけ言われている状況で、女性が１人もいな

いというのは、今の番組ではないような感じがして違和感を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

指摘のとおりだと思う。この番組は、「おはよう北海道」で放送した新春

のリポートを活用して制作したものだ。ディレクター５人がそれぞれ自分で

取材して制作したのだが、５人とも男性を取材対象者としたリポートだった。

今後は、人選のバランスも含め考えていきたい。 

 

○  ２月３日(金)の北海道クローズアップ「再犯のサイクルを断ち切れるか～受刑者

更生への試み～」では、まず受刑者が出所後１０年以内に再び罪を犯し刑務所へ戻

る率や受刑者にかかる年間の経費の数字に驚いた。また、新制度により民間で雇用

した場合、雇用した会社にどれだけの利点があるかを注目して見た。長崎刑務所ま

で行き、直接面接をして採用を決めた中、元受刑者が出所後、札幌で待っていた雇

用者の前に現れなかった場面では、そこにどんな事情があったのかもう少し掘り下
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げてほしかった。一企業だけでは再雇用というのは難しさを抱える中で、国や地方

自治体がしっかり助けていかねばならないと思った。 

 

○  ＮＨＫでなければ取り上げないような内容でありよかった。「刑務所内の作業が

コミュニケーション能力を奪ってしまって、むしろ更生の妨げになっている」とい

う指摘があったのは、この番組の最もよいところだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「おはよう北海道」の「今年にかける」というリポートシリーズから展開

して番組にした。リポートの時には、雇用者が長崎刑務所まで行ったところ

までしか紹介できなかったので、この番組ではその後のことも伝えたいと思

いがあった。結果としてはなぜ出所後に再雇用の場に来なかったのかは分か

らなかったのだが、受刑者の心の葛藤というか、手を差し伸べていてもなか

なか思うようにはいかないというのも１つの真実ということで紹介した。 

 

○  受刑者の再雇用には思うようにいかない面がある中で、本当によくやっていると

頭が下がる思いがした。スタジオの解説では、聞き慣れない単語が出てきても、松

岡忠幸アナウンサーがそれをすごく分かりやすい言葉でかみ砕いて伝えていてよか

った。 

 

○  非常に考えさせられる内容だった。元受刑者を雇用しても９割が退職してしまう

という現実に対して、それでも支援を続けている姿に、そこまでよくできるものだ

と感動した。また、コミュニケーションをどう培うかが重要なことであり、刑務所

内での就労支援そのものの見直しをしていかなければならないと思った。紹介のあ

った海外の事例をもう少し詳しく説明してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

海外の事例をもう少し具体的にというのはそのとおりだと思う。これにつ

いては、別な形で提案ができないかということで、取材を続けている。 

 

○  スタジオの解説者のコメントが非常に分かりやすかった。管理を重視するあまり、

特に刑務所内での生活においてコミュニケーションがないということについてはな

るほどと思った。関連する法律の動きにもきちんと目配りして番組が作られている

と感じた。一方で受刑者雇用の制度についてもっと詳しく説明してほしかった。ま

た、番組では触れていなかったが、保護司の制度についても取り上げられたらよか

った。 
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（ＮＨＫ側） 

制度の助成金などについては、もう少し触れるべきだったと思う。意見を

今後の番組作りに生かしていく。 

 

○  最後まで真剣に見た。番組の作り方として、受刑者を雇用する当事者の取り組み

を通して、再犯の現状と課題を伝える構成は非常によかった。ただし、現状と番組

が伝えている内容がかみ合わないというか、隔たりがある部分があった。やはり、

なぜ元受刑者の９割が１年もたたずに辞めていくのかということは、当事者である

元受刑者に話してもらわないと、本当のところは見えてこないと思うので、その声

を聞かせてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

やはり当事者に聞くということは非常に大事だと思う、今後に生かしたい。

今回の番組もそうだが、社会の中で孤立している人たちを包摂するさまざま

な仕組みがあるべきだと思う。そのようなことをいろいろと提案、提示して

いきたい。 

 

○  ２月１０日（金） 北海道クローズアップ「スマイルジャパン 五輪への挑戦～ア

イスホッケー女子日本代表」は、前日のピョンチャン五輪最終予選に勝利し、この

番組の放送後に、見事五輪出場を決めており、絶妙なタイミングでの放送に驚いた。

ただ、せっかく特集するのであれば、レギュラー陣についてはポジションの紹介や

顔写真くらいはほしかった。次回は「北海道スペシャル」でぜひ特集してほしい。 

 

○  放送前日に行われた初戦に勝利して、すごく幸運な番組だと思った。最近はテレ

ビでの中継が昔と比べ少なくなってきたように感じるので、来年のピョンチャンオ

リンピックに向けて、アイスホッケーの観戦のポイントや魅力を伝える番組を制作

してほし 

 

（ＮＨＫ側） 

「頑張れ、スマイルジャパン」という応援メッセージを募り、視聴者のみ

なさんと番組で応援し、ぜひ五輪出場を決めてもらおうという思いで制作し

た。 

 

○  １月２２日（日） ダーウィンが来た！生きもの新伝説「大変身！北海道 雪にな

った虫」は放送をすごく楽しみにしていた。インターネットで調べても、いまひと
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つ分からなかったことが、番組の映像で見て納得できた。 

 

○  ２月５日(日) さわやか自然百景「北海道 音別川 秋から冬」は、１４分という

短い時間の中でも、川の特徴やそこに生きるさまざまな生物を楽しんで見ることが

できた。タンチョウが霧氷の中で音別川にたたずむ様子は、北海道らしい風景だっ

たと思う。 

 

○  ２月６日（月） プロフェッショナル 仕事の流儀「いつだって、人間は面白い 脚

本家 倉本聰」は、特にカメラワークがすばらしくて非常におもしろかった。 

 

○  ２月１２日（日） ＮＨＫスペシャル「見えない“貧困”～未来を奪われる子ども

たち～」は、見た目からは見えない貧困をあぶり出した調査を取り上げており、番

組としても非常に分かりやすかった。 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２９年１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１８日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「ほっとニュース北海道」をはじめとして、放送番組一般について活

発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

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

山下 徹也 （(株)グローバル経営センター 代表取締役専務） 

和田 年正 （北海道新聞社論説委員） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「ほっとニュース北海道」(総合 １２月２７日(火)・２８日（水）)について＞ 

 

○  北海道の２０１６年を振り返った２７日（火）の「２０１６ 鉄路大転換」、２８

日（水）の「北海道２０１６ 災害 復旧は？対策は？」ともに、道民への問題提

起としてよかった。路線縮小については、物流、観光の転換にも関わるさまざまな

転換を迎えているのだと受けとめた。広い北海道という一つの自治体の中で、ＪＲ

北海道が地域振興にも関わるインフラにどれだけ影響があるか、アンケートも交え

て分かりやすく伝えられていた。取材した記者の最後の言葉にもあったように、「鉄

路をどうしていくのか地域が重要な判断を求められている」ということが分かる特

集だった。スポーツ特集は、北海道コンサドーレ札幌が設立２０周年を迎えた年に

Ｊ１に昇格、野球では北海道日本ハムファイターズが日本一になったが、野球とサ

ッカーの盛り上がりに差があって、切ない気持ちで見ていた。また、西興部村で交
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通死亡事故ゼロ 8000 日達成のニュースは、生活の中で車が切り離せない北海道にお

いて、小さなニュースかもしれないが、このようなことを伝えることにＮＨＫの存

在意義があると思った。 

 

○  １２月２日（金）に北海道スペシャル「“鉄路縮小”の衝撃～どう守る北海道の公

共交通～」など何回か身近なところで話題になった番組もあったので、「２０１６ 

鉄路大転換」は難しい一面があったのではないかと思う。路線縮小については、沿

線だけの問題ではなく北海道全体としての議論をすべきと前回にも話したが、今回

も沿線自治体にこだわったアンケートであり、それは適切なのだろうかと思った。

ＪＲについては、北海道の農業にとって農産物輸送に大事な役割を果たしている面

がある。そういう意味で、放送を通じて鉄道の果たす役割というものを強調し、道

民に関心を持ってもらうような伝え方にしてほしかった。 

「２０１６ 災害」の農地復旧について、国の洪水対策で河川敷を掘り下げた時

に出る土を運んで、農地復旧を進めているとあったが、農地が元どおりになるには

年月がかかると思うので、今後も継続して取材してその過程や結果を伝えてほしい。

スポーツでは、大きな災害のあった北海道に、野球、サッカーとそれぞれ頂点を極

めた。しかし、北海道コンサドーレ札幌については、今季のＪ１チームとの強化費

の比較も見て、来季の活躍には、道民の盛り上がり、協力がなければならないと受

けとめた。 

 

○  「鉄路大転換」と「災害」は、去年の北海道にとっては非常に大きなテーマで、

これを中心に年末回顧を設定したことは適切だった。中継や十勝の畑作の現状報告

なども織り交ぜ、深掘りするという意識が感じられてよかった、年末回顧としては

なかなかよくまとまっていた。 

 

○  「ほっとニュース北海道」を見たのはほぼ初めてだった。番組とニュースの違い

を感じ、ニュースは情報が凝縮されており、どんどん情報が入ってくる感じがした。

「鉄路大転換」では、コーナーの最後に国と道のスタンスを短い言葉で明確に表現

しており、その内容を残念に感じた部分はあったが、理解できた。スポーツ特集で

は、監督のインタビューはよくある印象だが、今回は北海道コンサドーレ札幌の社

長が出演しており、興味深く見た。北海道のスポーツチームとしてニュースの中で

取り上げて、短く分かりやすくまとめてもらえたことで、応援していきたいと思っ

た。北海道日本ハムファイターズとの違いも描けており、非常に好感をもって見た。 

また「災害」についてだが、分かりやすくまとまっていた。農地復旧の土砂の運

搬の詳細など、知らなかった新しい情報が手に入りよかった。ただ、南富良野の農

産物加工センター内からの中継は、衛生面からもわざわざ工場の中に入って伝える
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意味があったのか疑問に思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

放送した２７日と２８日は、年内最後の放送という位置づけで、この一年

の北海道を振り返りつつ、来年に向けた話題をと考えた。災害など北海道に

とって厳しいニュースも押さえつつ、スポーツなど明るい話題もというかた

ちで制作するとともに、現場が今どうなっているかという点で中継も交えて

お送りした。 

 

「鉄路」のアンケートについてだが、北海道全体が大きな影響を受けると

認識しているが、今回は最も直近での影響が大きい沿線自治体に限った。農

産物輸送など関連する影響についても伝えるようにしており、そうした影響

や対策をどうするかということを含めて引き続き取材していきたい。スポー

ツコーナーで、野球とサッカーの盛り上がりに差を感じたという意見では、

世の中の盛り上がりが反映されていることもあると思う。南富良野の農産物

加工センターの中継は、今回の被害を伝えたうえで、そこから今はこんなに

頑張っているという面を伝えるために中継するという意図があった。衛生面

の配慮が必要という認識もあり、そこもしっかり準備したうえで今後やって

いきたい。 

 

○  まず「鉄路大転換」は、今まで放送してきた内容も生かして、要点をよくまとめ

て伝えていた一方で、新函館北斗駅からの中継が、北斗市の観光資源の乏しさを伝

えてしまっているとともに、テーマの焦点をぼやかしてしまった。また、新函館北

斗駅から函館駅までの乗り継ぎのＩＣ化問題で、ＪＲ北海道がなぜ消極的なのかも

う少し突っ込んで伝えてほしかった。そういう不便さがあることを中継で伝えたほ

うがよかったのではないかと感じた。 

「災害」は、昨年の台風被害も大きな話題であり、それを取り上げたことは大変

よかった。復旧が着実に進んでいるという内容だったが、日勝峠などの話題が伝え

られていなかったのは疑問だった。復旧の伝え方と比べて、災害の対策の伝え方は

具体性を欠いていた。また、農産物加工センターからの中継は、白衣を着用するな

ど衛生面からの配慮をしてほしかった。 

 

○  「鉄路大転換」は、「北海道スペシャル」からの新しい進展や内容が、それほど盛

り込まれておらず、今後どうなっていくのかもやもやした感じが残った。ただ、課

題を再認識し、大きな課題として今後も意識していくことにはつながっていたと思

う。また、地域に愛されていた平取町のそば店閉店の内容が印象に残り、今後どう
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なっていくのか気になった。番組の最後のコーナー「ほっとするニュース」は、見

たときに本当にほっとでき、猿の入浴シーンには大爆笑した。こうして視聴者を巻

き込むことが、テレビをつけてみようと思うことにつながると思う。どのような年

齢や人がどのように見ているのかということや、番組を続ける中で視聴者がどれだ

け増えたのか伺いたい。 

 

○  鉄道については北海道新幹線開業の一方で、路線見直しの問題があり、明暗が交

錯した年だったと改めて感じた。新函館北斗駅の中継については、キャスターの感

じとテンポがよくて好感を持って見た。一方で、しだれ桜のバスツアーの部分では

少し早口で聞き取りにくかった。乗り継ぎのＩＣ化問題については、全く知らない

話だったので、きちんとフォローされていると感じた。また、最後に出演の記者が

「利用者としてわたしたち一人ひとりがどうするのか考えなければならない」とい

う言葉にうなずいた。「災害」については、今年はこんなにひどい被害があったとい

うことを、番組を見て記憶を新たにした。農産物加工センターの中継は、機械が動

いていないので中継としてはさみしい思いがした。土砂の搬入について、費用がど

うなっているのか気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「鉄路大転換」で伝えた北海道新幹線の乗り継ぎのＩＣ化について、不便

さに対する対策がどうなっているか取材を続けていきたいと思う。「災害」

の日勝峠の不通については、以前番組で突っ込んで伝えたが、今回は時間も

限られていることからほかの部分を重点的に伝えた。１月の「おはよう北海

道」では、峠の復旧に携わる人なども企画で紹介しており、それぞれの番組

で補いながら伝えている。今後の対策については、この夏にも同じような被

害が起こる可能性もあるので、そうならないようにどうしたらいいかという

ことも含めて継続的に取材し伝えていきたい。農産物加工センターでの中継

の服装については、現地で相談のうえであったと思うが、今後、さらに配慮

していきたい。土砂の運搬の費用については、自己負担がどうなのか、また

は国や自治体の負担というのも気になるところだと思うので、今後、機会が

あれば取材していきたい。 

「ほっとニュース北海道」を放送している夕方６時台は“ながら視聴”の

時間帯だが、視聴者が料理や家事をしている状況の中でどう伝えるか、これ

は長年の課題だ。毎年、見せ方の工夫を検討しており、どうしたらもっと多

くの方に親しんで見ていただけるか、また分かりやすく、きめ細かく情報を

伝えていけるかという方法を今後も考えていきたい。 

 



 5 

新函館北斗駅からの中継部分で焦点がぼけてしまったということについ

て、ニュース番組は限られた時間の中で大切な情報を伝えていくが、それが

続くと視聴者に見続けてもらえないこともあり、少し目先を変えたものを見

てもらい、また仕切り直して乗り継ぎＩＣ化の問題に入ろうという意図があ

った。さまざまな人に関心を向けてもらい、見てもらいたいということで構

成した。 

「ほっとニュース北海道」では、６０代以上の視聴者が視聴率からも多く

見ている。わたしたちとしては、全世代幅広く多くの人に見てもらえるよう

に、６０代以上が多いということを意識しながらも、ほかの若い世代にもも

っと見てもらえる演出を考えている。 

 

○  北海道新幹線については、ＪＲや受け入れる地元の受入態勢や観光への思い、ス

キルや質がまだ低い部分が多くあるように思う。今年は北海道新幹線も２年目を迎

えることもあるので、これからはそのような切り口でも伝えていってほしい。函館

駅と新函館北斗駅間がＩＣ化されていないことは、特に本州から訪れる人にとても

不便なので、そこを取り上げたのはよかった。 

「災害」については、復旧の話に比べて、対策面があまり伝わってこなかった。

これからまた同じような災害が起きる可能性もあるので、今後も伝えてほしい。「北

海道クローズアップ」のような番組で特集するのもいいと思うが、時間帯により見

られない方もいるので、内容が似ることもあると思うが「ほっとニュース北海道」

の中で短い時間でもコーナーで伝えると、たとえ何かしながらであっても見て、何

かの形で問題意識が頭に残る人もいると思うので、どんどん取り組んでほしい。番

組の最後にほっとする話題を伝えるコーナーはわたしも大好きなので、今後も続け

てほしい。 

 

○  「鉄路大転換」は、限られた時間の中で伝えるべき情報を絞って、とても分かり

やすくまとめられていた。新函館北斗駅からの中継で弁当などを紹介した場面は映

像としてさみしいものであり、食事を紹介するテーブルやカメラワークなどもっと

工夫してほしかった。しだれ桜を紹介したところも同様で、もっと工夫しないと見

ているほうは拍子抜けしてしまう。鉄路見直しの場面では、アンケートの結果で、

国や道が鉄道の役割を明確にすべきという意見が多かったと紹介していたが、抽象

的な表現にとどまっていた。もっと掘り下げて具体的に説明しないと聞き流されて

しまうのではないかと思う。北海道コンサドーレ札幌の社長へのインタビューは、

非常に落ち着いたよいインタビューであり、聞き応えのあるコメントをうまく引き

出していた。「災害」については、生活や将来の見通しに非常に困っている人もいる

はずだと思うが、そこに触れていないことに物足りなさを感じた。 
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○  年末回顧で、「鉄路」と「災害」を取り上げたのは順当だった。その後の状況の紹

介と、新しい情報も織り込まれていて参考になった。新函館北斗駅からの中継で、観

光面での地元の対応の緩さを感じた。３月に開業から１年になるが、ソフトの部分で

地元に欠けているものがいろいろと見えてきたと思うので、問題提起の形で番組の中

でより詳しく伝えていってほしい。また一方で、開業してから旅行者に評判がよいも

のがあるのか知りたいと思った。鉄路見直しのアンケートは５５の自治体に聞いたも

のであり非常に興味深かったので、もっと時間をかけて詳しく説明してほしいと感じ、

もったいなく思った。このアンケートを踏まえて、別の機会に回答の背景などを交え

て、より具体的に伝えてほしい。 

「災害」は、被害の後、復旧が比較的進んでいるという全体像がつかめた。冒頭に

被害総額が 2800 億円という数字が紹介されたが、一般人としてはすごい額だという

だけでぴんとこない。個別の事例など比較的小さい数字を積み上げて紹介するなどす

ると視聴者により伝わり、大変さも共感できると思う。「ほっとスクープ」という映

像の紹介で、特に火球のスクープ映像を興味深く見た。視聴者からの投稿映像をどの

ように選んで放送しているか伺いたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

新函館北斗駅の中継で映像がさみしかったということについてだが、ニュ

ース番組の中での中継なので、事実を伝えるという側面もあることをご理解

いただきたい。アンケートについては、北海道新幹線、在来線の見直し問題

を含めて伝えていく中で、これからも活用していきたいと思う。 

台風の対策について、今回伝え切れなかった部分が大きく二つある。台風

そのものの被害を防ぐ本質的な対策と、被害が出た時にどう最小限に抑える

かという２点について、今後どういうことが必要なのか、あるいは何に手を

着け始めていくのかというところも伝えていきたい。その際にどのくらいの

費用がかかるのか、そのボリューム感も含めて伝えたい。台風被害の発生以

来、継続的に被害を受けて困っている方を取り上げており、今回は来年に向

けた視点を中心に伝えた。被害で大変な思いをしている方の取材は、今後も

続けていきたい。視聴者からの投稿映像を紹介する「ほっとスクープ」では、

投稿をいただいた方に直接連絡し、確認を行っている。 

 

「ほっとニュース北海道」の番組名のとおりニュースをホットに伝えると

ともに、「ほっとするニュース」で、最後はほっとして明日への活力を養っ

てもらいたいという思いで制作している。アンケートについては、限られた

時間の中で、伝えなければいけない他の項目もある中で、放送できる時間が
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限られていた事情がある。鉄道の問題を伝えるときに、あのアンケートは今

後も活用していきたい。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１３日(金) 北海道クローズアップ「北海道発 宇宙ビジネス革命」では、大

企業でなければロケット開発は無理ではないかと思っていたが、大樹町のベンチャ

ー企業が、宇宙ビジネスで注目を浴びていることについて、無限の可能性を感じた。

岩見沢市でも、ＧＰＳを使用して無人のトラクターを動かしたり、除雪作業に役立

てたりという取り組みがあり、衛星を使うことで精度が高まることをこの番組を通

じて、なお一層期待できるように感じた。 

 

○  若い人がこれだけやっているのを生き生きと描き出していてよかった。ただし、

司会のアナウンサーが張り切っているのは分かるが、盛り上げ過ぎで必要以上に驚

いてみせていたような印象であり、気になった。 

 

○  よくまとまった内容であり、東京での様子も楽しく見た。大樹町でロケットビジ

ネスを行う利点に、ロケットの発射基地として立地がよく、世界的に見てもいい環

境であるという点を入れると、より理解が深まったと思う。また、一見マイナスに

捉えられる人口密度が低いことも利点になっているらしいので、このようなことも

付加して紹介できるとさらによかった。宇宙ビジネスとして注目が増している中で、

これからもニュースなどでも取り上げてほしい。北海道がその最先端を担っている

ということが多くの人に伝わるとうれしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「人生デザイン Ｕ－２９」という番組で取り上げたものを、今回「北海

道クローズアップ」に展開した。大樹町の立地の利点など、もう少し触れら

れたらよかったと思う。ロケット打ち上げなど今後の動きを引き続き取材し

ていきたい。 

 

○  大樹町でロケット開発がこのように行われている事実を初めて知り、新鮮な驚き

と感動を覚えた。民間の、しかも若い技術者が研究開発していることを知り、道民

としてとても勇気づけられた。宇宙ビジネスといっても国家間の大規模なものでは

なくて、さまざまな分野への活用など多様なニーズがあることを理解できた。今後
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の活用方法について、ゲストの先生も分かりやすく解説していた。実用化にこぎつ

けるための資金がどうなっているか疑問に思った。また、出資した投資家の堀江貴

文さんがどう関わっているかもう少し伝えてほしかった。 

 

○  北海道で行われていることに感動した。知らなかった取り組みであり、すばらし

いと思った。ただ冷静に考えると、これから宇宙ビジネスがますます加速していく

中で、将来的に問題になることはないのか疑問に感じた。それを正しく伝えること

も、これからきっと必要になってくると思う。 

 

○  衛星はさまざまな技術で身近に使われているので、ビジネスとして衛星を飛ばす

ことがあまりされていないと知り、少し意外に思った。宇宙活動法という法律の名

前を初めて聞き、その説明はすごく分かりやすかった。ＧＰＳやＩＴ技術などを支

えているのは、溶接職人であるというつながりも見えてきて感動した。ただ、司会

のアナウンサーがいつになく前のめりな感じだったのが少し気になった。 

 

○  溶接職人や若い人の熱意なども分かり、北海道がこれほど条件のそろった場所と

いうのを知らなかったので見てよかった。地元大樹町の一般のかたがどう思ってい

るかもっと聞きたかった。 

 

○  非常におもしろかった。ただ、“高度 100 ㎞”や“宇宙空間”という言葉が出てき

たが、それを説明するときの図をもっと工夫してほしかった。より工夫すれば宇宙

へのワクワク感やロマンも感じられたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

高度 100km の図は指摘のとおりだと思うので、今後の番組制作に生かして

いきたい。 

 

○  １月１３日(金) 北海道スペシャル「一粒でも育て ～十勝 格闘の記録～」（総

合 後 8:00～8:43 北海道ブロック）では、十勝農業の基礎を築いた依田勉三の精神

が、台風被害を受けても立ち上がる現在の十勝農家にも受け継がれていると感じた。

十勝の原動力は、さまざまな試行錯誤をしながら小豆を育てているところだが、自

然相手に挫折も味わうが、収穫の喜びが翌年の営農をがんばるもとになっているの

だと感じた。当初の番組の構想の中で、台風被害が起きてどのように番組に影響し

たのか伺いたい。 

 

○  台風被害を受けた十勝農業の映像版クロニクルのような作品で、小豆農家や小麦
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農家がきちんと骨太に描かれていて感銘を受けた。ただし、熱気球やばん馬などの

シーンは盛り込みすぎに感じ、個々の農家の生活ぶりや暮らしぶりを中心に据えて、

番組の焦点を絞ったほうがよかった。「北海道スペシャル」がそのまま「ＮＨＫスペ

シャル」になるように、コンセプトを明確にし、完成度を上げていく努力をしてほ

しい。 

 

○  地域の新聞でも番組が紹介されており、注目されていたと思う。番組名が、十勝

の人々の気持ちを的確に表現しておりすばらしかった。依田勉三が苦労した十勝開

拓の歴史と現在の台風被害はつながる部分が多く、それをうまく構成しており、一

つの作品として見応えがあった。地域愛の強い十勝では、依田勉三は老若男女に知

られていることは本当で、若者に知っているか尋ねたインタビューによって表すこ

とができていたと思う。農業のほうに焦点が行きがちなところを、地元の信用金庫

の職員など支える立場の人も取材したことで、さらに奥行きが深まった。また、飲

食店に野菜を卸す地元の農家の話はやや美的に強調しすぎな部分があったことと、

農作物の収穫で「７割収穫できた」というコメントは農家にとっては減収なのでも

う少し配慮してほしかったことの２点が気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組の企画段階では台風は想定していなかったので、当初の想定とは違っ

た方向で制作した。台風被害の大変な状況の中でも、継続して取材を受けて

いただいた方々によって番組を作ることができた。また、ナレーターを２人

にしてメリハリをつけるという中で、依田にふんした語りとして構成した。

熱気球など盛り込みすぎとの指摘があったところでは、「新日本風土記」で

入れられなかった部分も、「北海道スペシャル」で伝えたかった思いがある。

今後も完成度を上げる努力をしていきたい。また、農作物収穫のコメントに

ついては、もう少し配慮が必要だった。 

 

○  十勝の四季折々の大自然の映像美が本当にすばらしかった。依田率いる晩成社が

十勝開拓のために入植して 130 年は、まさに自然災害との格闘の歴史であり、それ

をドラマチックに見せた秀逸な番組だった。昨年１月より１年間を映像に収め、そ

の中で夏の台風被害に直面したということが感じられた。熱気球やばん馬などのシ

ーンは、私は十勝の多彩な顔を見ることができたという意味で、いいインパクトを

与えていたと思う。農業王国の十勝を理解するうえでよい番組だった。 

 

○  自然の厳しさとどう向き合ってきたかという十勝の歴史、そしてその開拓魂が今

の時代にも脈々と受け継がれていることを物語る番組だった。知らなかった情報が、
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限られた時間の中でとても分かりやすく、興味深く構成されていた。また、小豆に

助けられてきた歴史を踏まえて、小豆畑があれだけの台風被害の中で、わたしは「７

割残ったのだ。よかったな」と思った。そして、収穫の喜びや感謝を感じて食べて

いる場面はストーリー性があって共感した。台風の被害を受けても前に向かってい

く雄々しさが強く感じられ、また記憶に残る言葉が出てきてよかった。熱気球など

のシーンは、厳しさに負けない農業だけではなく、自然に寄り添って生活している

ことや、夢や希望が表現されており、十勝の魅力に膨らみを持たせることができた。 

 

○  映像と農家のかたのセリフがよく、一つ一つ印象に残った。依田については、地

元に銅像があると地元の人がインタビューで言っていたので、その銅像を見てみた

い気持ちになった。また、ナレーションはもう少し荒っぽい感じの話し方のほうが

似合うのではないかとも思ったが、ナレーターであることを考えるとやはりあのく

らいの落ち着きのほうがいいと思った。 

 

○  １年間という長期の取材でなければ聞けないような言葉や表情などがとてもよく、

映像もきれいだった。農業が軸だが、十勝全体の地域がどう作られていったかが分

かった。熱気球やばん馬、地元の信金の取り組みも含めて見ることで、地域の全体

像が分かった部分があると思う。依田について詳細を知らなかったので、とても刺

激になった。また、番組の中で出てきた十勝大百科事典をどう作ったのか、別の機

会に見てみたい。 

 

○  映像の一つ一つが圧倒的にきれいであり、導入で 130 年前の映像から入っていた

のが、非常に効果的だった。手つかずの原野がこれほどまでに芸術的な農地に変わ

るまで、先人たちはどんなに苦労し大変だったのだろうかと思った。そして、農地

というのはこれほど美しくて、本当に芸術的だと感じられた。音楽も合っており、

ナレーションもよかった。 

 

○  知らないことばかりで、非常に勉強になった。番組全体を通じて、開拓の歴史の

中で非常に苦労して、困難にも負けない気質、土地柄があるのだろうということが

伝わってきたが、さらに十勝独特の風土や地域の住民性といったものを言葉として

伝えてもらえると、イメージがより鮮明になったと思う。いろいろとおもしろいエ

ピソードがちりばめられており、驚くようなエピソードも満載で楽しめた。依田に

ついて、個人とその周辺のエピソードがもう少し知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

十勝百科事典については、自分たちがまとめたものを生き生きと紹介して
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いる姿が印象的だったので、追加で取材すればおもしろい内容になるかもし

れない、検討したい。依田の個人とその周辺のエピソードは、「ファミリー

ヒストリー」のように経緯を追いかけたら何か出てくるのではないかと思っ

た。 

 

○  １２月２日(金) 北海道スペシャル「“鉄路縮小”の衝撃～どう守る北海道の公共

交通～」（総合 後 7:30～8:43 北海道ブロック）は、ＪＲ北海道の社長が出演した

ことで、問題の重要性がより伝わってきた。データ放送でのアンケートは視聴者の

意見を知るうえで非常に効果的だと思った。上下分離方式の話は、以前よりあった

が、上下分離は決して甘いものではないということを伝えていてよかった。 

 

○  １２月３１日(土) 第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢を歌おう」（総合 後 7:15～

11:45）は、バタバタ感があった。それがダメなのかというと、妙な突っ込みどころ

が多くて楽しめた。ただ、シン・ゴジラの展開はいまいちで、マツコ・デラックス

さんと絡めるなどしたらおもしろかったのではないかと思う。 

１月１日(日) 香川照之の昆虫すごいぜ！「トノサマバッタ」（Ｅテレ 後 6:00～

6:30）が再放送されていた。これはインターネット上ですごく話題になった番組で

あり、香川さんの昆虫への情熱から番組になっており、すごくおもしろかった。ぜ

ひ続編を制作してほしい。 

 

○  １月８日(日) 北海道ＬＯＶＥテレビ「わくわくドキドキ！ぶらりみてある記スペ

シャル」（総合 後 1:05～1:48 北海道ブロック）は、2016 年に放送されたいろいろ

な場面のダイジェストだと思うが、さまざまな工夫がちりばめられていて、楽しく

見ることができた。糸井羊司アナウンサーと工藤恵里奈キャスターの２人が登場し、

ダイジェスト映像などを交えながら進行しており、飽きさせない構成になっていた。

ハスカップご飯を試食したり、最後は藻岩山の夜景でしめているところに、新年ら

しい新しさも出ていた。ただ、年末年始の番組では、過去の映像を再活用した特集

番組が比較的多いが、やはり新年は新しい内容で見たいという気持ちが一方である。

ダイジェスト型のスペシャルが悪いというわけではないが、新年最初の放送という

ことも意識してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

新年特番ならではの新しいコンテンツということについて、今後は少しで

も多く新規ネタを入れたり、追加取材、放送できなかったこぼれネタなどを

入れて、番組の質を高めていきたい。 
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○  １月１５日(日) ＮＨＫスペシャル「森の王者 ツキノワグマ～母と子の知られざ

る物語～」（総合 後 9:00～9:49）は、非常によかった。撮影に密着した動物カメラ

マンの世界をきちんと紹介できていたし、取材対象のクマとの距離感が絶妙だった。

望遠のカメラを使用し、距離を保ったところから捉えることができていた。距離感

が近く、近づきすぎると人慣れしたクマにしてしまうことにもつながり、以前、知

床のヒグマを追った番組ではそのように見受けられることがあったので、この番組

を参考にして取材対象との距離を考えてこれからも制作をしてほしい。 

 

○  １月１８日(水) ひるブラ「モーグルにハーフパイプ！コース作りの舞台裏～札幌

市～」は、札幌のスキー場からの中継だったが、具体的な名前を言わなかった。札

幌市のスキー場と伝えるだけでなく、具体的な施設名くらい言ったほうがいいので

はないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

スキー場の名前だが、今回は最後に行き先案内の紹介として表示したこと

もあり、そのような判断をしたのだと思う。 

 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１２月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２１日(水)、札幌グランドホテルにおい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道スペシャル「“鉄路縮小”の衝撃～どう守る北海道の公共交通

～」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

山下 徹也 （(株)グローバル経営センター 代表取締役専務） 

和田 年正 （北海道新聞社論説委員） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道スペシャル「“鉄路縮小”の衝撃～どう守る北海道の公共交通～」 

(総合 １２月２日(金))について＞ 

 

○  番組で募集した視聴者からの意見の多さと意見が寄せられる速さに驚き、関心の

ある人が多いと思った。ＪＲ北海道の社長が出演したことにも驚いた。通学定期代

や平均利用客についての説明をもう少し分かりやすくしてほしかった。ＪＲ北海道

の資金繰りの面に関連して、なぜもっと早くから動き出せなかったのか、何か手を

打てなかったのかということも聞いてほしかった。また、番組内で呼びかけたデー

タ放送を活用したアンケートだが、居住地や年齢によっても違いが生じると思うの

で、もっときめ細かく聞き方を設定した方が実態を把握できたと思う。司会の糸井

羊司アナウンサーは、議論をうまくまとめながら緊迫感のある対話ができていてよ

かった。次につながっていく番組だと思うとともに、国や道庁の考えも含めてさら

に知りたいので、北海道新幹線も含めた取材をこれからお願いしたい。 
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○  このテーマだけで７３分というのは、見ていて集中力が切れてしまうような感じ

を受け、番組が長いと思った。ＪＲ北海道社長が初めてスタジオ出演したことや、

ほかの出演者の人選は適切だったと思うが、それぞれの主張は最後までかみ合わず、

堂々巡りに終始しており、司会のアナウンサーの切り込み方が足りなかったとも思

った。視聴者から意見を募集した双方向番組だったが、意見が路線維持エリアの住

民からなのか、廃線エリア側からのものなのか、当事者意識により結論も変わって

くると思うので、できるだけ表示すべきだったと思う。また、ＪＲ北海道だけでは

なく、利用者、沿線自治体に加えて、国や道庁の責任において路線は維持されるべ

きという結論めいた番組の終わり方にやや物足りなさを感じたが、この問題を北海

道全体の問題として道民に意識を持ってもらうことについてタイミングとしてよか

ったと思う。 

 

○  これだけの長さの路線の廃止が検討されていることに衝撃を受けた。民間企業の

１つであるＪＲが担うだけでは収益が上がらないので廃止にせざるをえないという

結論が見える中で、わたしたち道民がどうしたらいいかを考えていく番組だと思っ

て見ていたが、出演者それぞれの主張に議論が終始していたのが残念だった。鉄道

がなくなるとどうなるかという視点からだけでなく、鉄道の運営と線路などのイン

フラの持ち分を変え、上下分離で運用していくことについて、もう少し掘り下げる

とともに、海外の事例紹介なども交えて伝えてほしかった。また、このような番組

では悲壮感だけで終わってほしくないと思う。ＪＲ北海道の今後の資金繰りの課題

もあるので、北海道全体の鉄道の精査をして、今後の番組につなげていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回は地元や沿線の方々の声を聞き、視聴者からも意見を募って問題を考

えた。また、視聴者からの意見募集や番組中のデータ放送を活用したアンケ

ートについては、設定できる項目やリモコン４色ボタンの制約があり、担当

者間で話し合いをした上で今回のような形で行った。今後は地域別の意見な

ども出せるように、本日いただいたことを生かしたい。 

これからどうしたらいいかということでは、副題につけた「どう守る北海

道の公共交通」を話し合いたいという心持ちで臨んだ。ただ、すぐに解決で

きるような問題ではなく、今回１回だけの番組で終わるようなものではない

ので、北海道の交通全体をどう考えていくのか、引き続き取材していきたい。 

 

○  多くの視聴者がＪＲ北海道社長の生の声を聞きたかったと思うので、今回の出演

には大きな意義があった。また、議論を活発化するうえで、司会の糸井アナウンサ
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ーの進行や質問のしかたがよかった。データ放送を活用した視聴者へのアンケート

だが、質問から集計の発表までが短く、意外にすぐに結果発表するのだという印象

を受けた。意見募集については、画面に投稿の案内が載っており、思ったときにす

ぐに送ることができるようになっていてよかった。意見の中には、参考になる意見

があったので、ぜひ寄せられたものを続編の制作に生かしてほしい。 

 

○  ７３分番組だったが、長くて集中できないということはなく、飽きずにしっかり

見ようと思った。立場によって番組の受け取り方が全然違うのだろうと感じ、番組

を合計３回見た。「自治体への影響」「見直しの背景」「地域の交通をどう守るか」と

いう３つのテーマは的を射ていた。テーマが移っていくときも無駄がなく、出演者

のコメント、地方の課題、映像、レポーターの挟み方が上手で飽きずに見ることが

できた。テーマも理解しやすくて課題認識を持てた。また、生放送でありながら落

ち着いて流れるような糸井アナウンサーの進行がすばらしかった。鋭い質問があっ

た一方で、回答がはぐらかされたような質問もあったので、そこはもっと追求して

ほしかった。この問題は、単純に路線が廃線になるだけではなく、地方創生や限界

集落を何とかしようという動きがある中で、そのあたりも含めて考えていかなけれ

ばならない本当に大きな問題だ。ＪＲ北海道の資金繰りについて疑問を感じ、もっ

と知りたかった。 

データ放送のアンケート結果については、エリアや立場によって回答は変わって

くると思うので、どういう人がどう答えているか、その割合を出せたらよいと感じ

た。また、廃線になると生活に支障が出てくる方々を、もっとクローズアップして

ほしい。国鉄民営化時など過去の議論も振り返りながら、課題意識やこれからどう

すべきかいうことを継続してやっていく必要があると思う。 

 

○  ７３分という番組の時間は長く感じなかった。内容は難しかったが、論点がはっ

きりしており、集中して理解しようと見ていた。鉄道とバスの維持を比較した基本

的な説明もあるなど、この問題の根本的なことがよく理解できた。最後のほうで、

一つの方法として上下分離が出てきたが、その難しさも聞いていたため、それは結

局無理なのではないかと感じてしまった。出演者の「どうして必要なのか、改めて

見直す必要がある」という話や、夕張市長の「持続可能な公共交通システムを探し

続けること」という言葉に共感した。公共交通がなぜ必要かということを今後の番

組で取り上げて、そこを整理することによって見えてくることがあると思う。また、

視聴者意見でも「ＪＲばかりに求めていてもだめ」という話が出ており、私もそう

思った。ＪＲ北海道社長のタイムリーな生出演ということで、私の周りでも番組を

見た人が多く、高い関心を持ったと思う。ぜひ国や北海道庁を交えた第２弾を期待

したい。 
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（ＮＨＫ側） 

公共交通がなぜ必要なのかを考えるということだが、全部の路線をこのま

ま維持するというのは、日本全体、そして北海道の人口減少ということを考

えると、簡単ではない話だが、それでも「ここは守る」といったことは、Ｊ

Ｒだけで決めることでも、沿線の自治体だけで決めることでもないと思う。

自治体や多くの道民が地域の交通網をどうしていくかということを本当に

考える時期に来ていると、寄せられた意見や専門家の意見を聞きながら思っ

た。今後に生かしたい。 

ＪＲ北海道の資金については、民営化した際に国から拠出された経営安定

基金の話を番組で紹介したが、細かいことは伝えきれなかったので、もう少

し説明を加えるべきだったと感じた。また、上下分離について、採用してい

るほかの地域を取材すると、赤字になっているところもある。上下分離を採

用したとき問われるのは「それでも鉄道を守りますか」ということであり、

それしか良い方法がないわけではないことも意識していきたい。 

 

○  鉄路縮小の検討が起きた背景、構造的な問題を道民の前に示すという番組総体の

ねらいは分かるし、それはある程度示されていたので、総論として非常に評価した

い。ただし、ＪＲ北海道社長が出演したことはよかったが、出演者の人選には疑問

が残った。沿線自治体で地域の声を代弁するのが遠軽町長１人だけというのは苦し

いし、ジャーナリストの方も議論の広がりに至らず、物足りなさを感じた。 

視聴者アンケートについてだが、双方向で聞くのはいいと思うが、「バス転換対象

路線」「費用負担を求める路線」「それ以外」とせっかく区分けしたにも関わらず、

回答者の立場やエリアを明示せずに、鉄路見直しに賛成か反対かを表示していた。

設問が粗く、結果として出た数値もミスリードになるのではないかと思うので、検

討課題にしていただきたい。また、上下分離については、今回は国や道庁関係者が

出演者にいなかったことと、国内の事例に終始したので発展性がなかったように思

う。今後は海外の事例も含めて目を向けてほしい。また、鉄道の安全問題について

は、国鉄民営化の時のひずみが残っている部分もあると思うので、そういうところ

も今後さらに意識して番組を制作してほしい。糸井アナウンサーの司会は非常によ

かった、今後とも期待している。 

 

○  ＪＲ北海道の社長が生出演したことに一番驚いた。私はこの番組をシリーズの１

回目であるだろうという気持ちで見たが、幅広い視聴者が理解しやすく、番組に入

っていきやすい番組であり、鉄路縮小問題の理解において非常に価値があった。７

３分の番組だが、見応えがあり、時間の長さを感じなかった。司会の糸井アナウン
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サーが、緊張感ある空気を非常にうまくコントロールして進行しており、厳しさや

鋭さも前面に出し、鉄路縮小、廃線によって生活が立ち行かなくなる地域住民の声

を代弁しているスタンスを感じた。また、制作者の番組作りへの意気込みや覚悟も

感じた。記者の説明も真剣に考えていることが伝わってきて、こちらも真剣に考え

なければいけないのだという気にさせられた。また、鉄道維持の負担受け入れにつ

いて異なる立場の自治体の事例などもあれば、対比できるとともに自治体の課題が

明確になるのではないかと思った。出演者にはあと１人から２人は活発に議論でき

る人が必要であり、物足りなさを感じた。今後は、シリーズとして続編を期待して

いる。 

 

○  ＪＲ北海道が直面している難題の大まかな全体像を理解するうえで役に立つ番組

だった。２つの論点があったと思う。１つはコストを誰がどのように負担していく

のかということであり、ＪＲ北海道が言っている「北海道方式」をどうすべきか、

出演者４人からはっきりした見解がなく、もどかしい思いがした。出演者の立ち位

置によっては、立場上言いづらいことがあると思うので、出演者の中に自由な立場

から議論を活発化させる役割の方を設定する必要があった。 

２つ目の論点は、ＪＲ北海道の経営努力の問題だ。これまでの経緯はデータも含

めて紹介されており、これからどういう経営努力をしていくかについて、具体的な

ＪＲ北海道としての考え方を社長が述べるように持っていってもらいたかったが、

ＪＲ北海道だけの努力でやっていくのは限界だということは、視聴者にもよく伝わ

ったと思う。そして、地元の自治体を含め、関係自治体の支援が不可欠であるとい

うことも重要であるため、出演者の自治体関係者もより建設的な議論になるような

人選の工夫がさらにできたのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

出演者の人選については、ＪＲ北海道社長、沿線自治体、公共交通政策の

専門家、利用者の立場として議論できるジャーナリストということで４人を

選んだ。テーマに応じて、視聴者が知りたいことに答えられる方を今後招い

ていきたい。データ放送の視聴者アンケートについては、本日の意見を今後

の番組作りに反映していきたい。また、議論活性化のために海外の事例もと

いうことだが、上下分離方式で存続している海外の事例を紹介すると、議論

の方向性に必要以上に影響を与えると考え、今回は今現在どういうことなの

か示した。今後いろいろな事例を提示しながら番組作りをしていきたいと思

う。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１８日(金) 北海道スペシャル「今よみがえるアイヌのレコード」（総合 後 

8:00～8:43 北海道ブロック）は大変貴重な番組だった。アイヌの人たちのいろいろ

な風習や文化を 100 枚にも及び収録していた当時の先見性を褒めたいと思うし、ま

た現在でもアイヌの言葉や文化を研究し、調査を続けている方がいることにも驚き

と敬意を感じた。口承のみで伝えられるアイヌの言葉を、文字として、そしてリズ

ムとして聞かせた場面というのは非常に興味深いものであり、多くの道民に見てほ

しいと感じた。一方で、なぜレコードに収録したのか、なぜ７０年もの間レコード

の検証をしてこなかったのか不思議に思い、その部分の説明もあればよかった。ア

イヌの人たちは自然との調和の中で暮らし、豊かな知恵と文化を持っていたという

ことを教えられた、すばらしい番組だったと思う。 

 

○  文字を持たないアイヌの人たちは口頭で文化を伝承してきたが、その文化が失わ

れていくという危機の中でこの 100 枚のレコードが残されていたのは、非常にすば

らしいことだ。私自身勉強になる番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

レコードへの記録は、民謡も含めてＮＨＫが全国各地で記録していたもの

であり、その経緯について、もう少し詳しく説明すべきだったが、番組時間

の関係もありできなかった。１２月１７日(土) ＥＴＶ特集「今よみがえる

アイヌの言霊～１００枚のレコードに込められた思い」（Ｅテレ 後 11:00

～11:59 ）で詳しい説明を行っている。保管されていたレコードが見つかっ

たことについては、2020 年にアイヌの国立博物館ができる中で、文化庁や北

海道大学などで資料収集が盛んになっており、そうした機運の中でＮＨＫに

貴重な資料があるということがわかった。もともと番組として使うというよ

りは記録として残っていたという色合いが強いものであり、外部から指摘を

受ける中で、それほど貴重なものが残っているのであればということで再発

掘するに至った。きちんと保管されており、現在の最新のデジタル技術を駆

使して原盤がよみがえった。デジタル化によって、永久的に資料が残ること

になると思う。 

 

○  １つの地域だけでなく、全道各地で収録されたレコードが 100 枚もあったのは貴

重なことだ。物があふれて合理性や効率性が優先されてしまうような現代社会で、

自然や道具に対するアイヌの向き合い方、感謝する心に学ぶことが多くあり、若い
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世代に伝えていかなければならないと思った。食に対しても同じように感じ、地産

地消の原点はアイヌの心にあるのではないかと思った。また、今回番組を見て、登

別にある銀のしずく記念館で見た知里幸恵さんの詩集がよみがえってきて、言葉か

ら学ぶこともあると改めて感じた。 

 

○  驚きとともに、ある種の感動をもって見た。アイヌの方言をどう訳すか難しいと

いう話があったが、萱野茂さんのような方が存命であれば、すぐに分かっただろう

と思った。昔を知るアイヌを１人失うというのは図書館を失うようなものだと本で

読んだことがあるが、本当にそうだと思い、そういうことまで含め考えさせてくれ

るすばらしい番組だった。また、番組の中で、北海道を“北の大地”と表現してい

たが、この表現は使われすぎてありきたりな表現になっていると思う。もう少し表

現を工夫するなどしてほしい。 

 

○  実際の録音を聴くとぞくぞくと本能的にも思える感動があり、アイヌ文化の豊か

さが感じられ非常によかった。一つ一つのシーンが丁寧に作られていた。導入部分

が語りではなく、熊と相撲を取ったというエピソードから入ったのも、視聴者の関

心を引きつけて効果的だった。また、１２月１７日(土) ＥＴＶ特集「今よみがえる

アイヌの言霊～１００枚のレコードに込められた思い」も見た。番組時間が長い分、

より見応えがあった。アイヌの考え方を丁寧に説明したあとに実際の語りがあった

ので、言葉の意味を聞くとよりその深さが増して、本当に尊いものに感じられた。 

 

○  ７０年前は北海道にアイヌの人たちでネイティブのスピーカーがまだそれなりに

残っていたということが分かり、もう少し早くこのような復元ができていたら、生

かし方がだいぶ変わっていたのではないかと思う。また、アイヌ語を話せる方が、

例えば終戦直後に北海道にどのくらいいたのか、あるいは、現在の状況はどうなの

かということも合わせて伝えると、この資料の貴重さがより鮮明に浮かび上がった

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

現状については、アイヌ語を話せるネイティブスピーカーの方はほとんど

残っておらず、今では自ら学んで弁論大会などで話しているということだ。

そこには限界もあるが、少しずつ学んでいる人たちは増えているという状況

であり、このような動きは引き続き伝えていきたい。また、言葉でいうと、

今回、アイヌ語の翻訳で苦労したのは地域で方言が違っていた点であり、専

門家でも翻訳が難しかったところもあった。 
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○  １２月９日(金) 北海道クローズアップ「真珠湾攻撃７５年 帰らぬ遺骨」は、取

材した記者の１０年以上の長い取材に対する思いがよく伝わってくる、非常によい

番組だった。技術的にはＤＮＡ鑑定が可能になってきたのに、今の段階では制度上、

鑑定実施に至らない場合があるというところをもう少し詳しく知りたかった。出演

のノンフィクション作家の保阪正康さんのコメントが分かりやすく、問題の背景が

語られていてよかった。 

 

○  保阪さんのコメントがすべてを表しており、それを引き出しているだけでも十分

満足な番組だった。 

 

○  番組の最後のほうで遺族の権利という話があり、すごく心に届いた。戦地に残さ

れている遺骨の問題について、難しいにしても全員のＤＮＡを鑑定するようなこと

ができないものか、それだけで遺族の気持ちは違うのではないかと思い、そのよう

なことを考えていかなければいけないと思うきっかけになった。どう向き合ってい

くかというところで、戦争を知らない世代に対して、自分たちにも関係ある問題だ

と意識できる見方を与えてもらった。 

 

（ＮＨＫ側） 

今は、ＤＮＡ鑑定技術の進歩で７０年前の遺骨でも鑑定できるようになっ

ている。それでも、長期間経過した遺骨からはＤＮＡを抽出できない場合や、

制度上ＤＮＡ鑑定まで至らない場合もある。取材する中で、遺族としては「自

分が生きているうちにＤＮＡを採取しておきたい。そうすれば、もし自分が

亡くなった後でも、鑑定の結果が分かればお墓で一緒になれる」ということ

を言っている方もおり、技術的な限界もあるかもしれないが、何かできるこ

とはないかということを伝えたいと思い、番組を制作した。 

 

○  これほど帰らない遺骨があるということに驚き、日本全体で考えていかなければ

ならない問題だと感じた。ＤＮＡのデータベース化について、取り急ぎ遺族のもの

から取りかかればよいのになぜそれをしないのかという点を知りたかった。番組の

最後のほうで、出演の記者が「一番大切なのは、遺族の心に寄り添うこと」と言っ

ていて、そのとおりだと思うが、寄り添ったうえで何ができるかという具体的な行

動を示す必要もあった。現代社会では、新しい情報が次から次へと入ってきて忘れ

がちになるので、考えや思いに加えて、どう行動するのかをプラスして伝えると、

視聴者の心により残っていくと思う。 

 

○  １２月１６日(金) 北海道クローズアップ「北方領土 写真が語る“空白の時代”」
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では、終戦直後に日本人とロシア人が北方領土で一緒に生活し、親交を深めていた

ことがあったことに驚いた。にわかには信じられなかったが、写真が事実を語って

おり、なぜ島民が外に出るようになったかということもきちんと伝えておりよく分

かった。日ロ首脳会談による注目度の高いタイミングでの放送だったが、全く違う

放送時期だったとしても、写真が当時の生活をクローズアップした見応えある番組

になったのではないかと思う。  

 

（ＮＨＫ側） 

北方四島については、幸いにして銃撃戦も起こらず、何とか共存できたと

いう歴史的な偶然もあると思う。今回の日ロ首脳会談で北方領土が話題にな

る中で、北方領土はどんなところで、どのような人がどう暮らしていたのか

ということがあまり語られていないのではないかということで、実際に写真

に写っている方の証言を伝えた。今後も北方領土の問題をきちんと伝えてい

きたいと思っている。 

 

○  領土返還という視点の番組が多い中で、島民の方々の当時の生活や気持ちが伝わ

ってくる番組だった。冒頭でロシア人と仲良くしている写真が出てきたのはものす

ごい衝撃で、写真から伝わってくるものは多く、心に深く残った。当時、色丹島に

入ってきたロシア人の男性が、幼いころの島の話を取材を通してしていたことも説

得力があった。この番組も「真珠湾攻撃７５年 帰らぬ遺骨」もタイムリーでよく

まとまった放送だった。働き盛りの世代は、北方領土や戦争のことに関心がないと

は思わないが、忙しい現代社会において身近な情報以外を得る時間がなくなってき

ている印象がある。「北海道クローズアップ」は、北海道に住んでいる私たちにとっ

て知らなければいけない話題を短時間で教えてくれる、勉強になる番組だ。特に内

容よりもテーマの設定が私は重要だと思っており、今回この２つが取り上げられて

いて、非常によかった。 

また、来年１月の放送番組の予定で、北海道スペシャルで台風被害を受けた十勝

を取り上げるということで期待したい。被害はまだ収束していないので、発信を続

けてほしい。また、鳥インフルエンザが警戒され始めているが、被害があった場合、

生産者への補償はどうなっているのかについて、台風被害でも補償について同様の

疑問を感じたため、そういう点を分かりやすくまとめた番組があるといいと思う。 

 

○  冒頭の白黒写真から圧倒され、そこには私の知らない北方領土での営みの歴史が

刻まれていた。ただ、日ロ首脳会談の内容や意味するところなども、タイミング的

にもう少し説明してほしかった。出演の元島民の方の話を、司会の松岡忠幸アナウ

ンサーがほとんど遮らなかったことがすばらしかった。元島民の熱く語る姿勢こそ
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が、ふるさとへの思いそのものだと思うので、ありのままの姿を視聴者に見せると

いうことはすごく意義のあることだ。この番組と「今よみがえるアイヌの言霊」を

見て、その土地に住まうということや、故郷を奪われることの意味を日常生活では

忘れがちだが、そういうことを思いながら生きていかなければいけないと改めて感

じた。 

 

○  写真という確かな証拠をもって、あまり知られていない時代を伝えたという点で

非常に興味深かった。北方領土に関する新聞やテレビなどのメディア報道に対する

感想だが、１つの枠にはまっているような感じがしており、本来は北海道こそがい

ろいろな角度からこの問題について議論していくべきであり、メディアがそのたた

き台を社会に向けて提示し一石を投じていくということが必要だと思う。もう少し

多様な観点から議論が広がっていくようなきっかけ作りをＮＨＫには主導していっ

てもらいたいと、個人的な希望もこめて感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

北方領土をめぐるニュースでは元島民やその関係者に対するアンケート

の結果も伝えており、その中で「まず二島を返還すべき」という人が、「あ

くまで四島返還を求める」という人を初めて上回ったことも伝えた。このよ

うなことは今まで皆さんが感じていてもあまり議論にならなかったところ

だと思う。そのようなことも多様な視点で伝えている。 

 

○  １１月２０日(日) 日本一ありがとう！ファイターズ 優勝パレード（総合 前 

10:05～11:10 北海道ブロック）について、私は当日民放も含めて放送のあった全局

分を録画して見た。視聴者はパレードの様子を見たいのであって、スタジオゲスト

のコメントを聞きたいわけではない。また、途中でシーズンを振り返った映像を流

す必要はないと思う。そういう意味で、中継はパレードに集中すべきだった。具体

的には、パレードが始まる前のわくわく感、沿道の様子、それからファンのこれか

ら始まるという期待にあふれた表情といったことに集中してほしかった。知事のあ

いさつなども含めてパレードの一部であると思うので、そこを割愛するのは視聴者

の盛り上がりをそぐように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

優勝パレードは、中継だけでは他の放送局となかなか差異化が図れないと

いうことで、ＮＨＫと民放は各局ともいろいろと工夫して放送している。今

回は、出演者の３人それぞれの立場から、選手の表情を見ながら話をしても

らった。パレードに集まった人たちの熱気を、テレビを見ている方々にもそ
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の空気感とともに伝えたいという思いで中継した。 

 

○  １１月２２日(火) 福島で震度５弱の地震が発生、津波警報も出た際の報道だが、

強い口調で「命を守るために、今すぐ逃げてください」と呼びかけており、東日本

大震災の教訓がすごく生かされていると感じた。 画面に英語表記で“TSUNAMI”と

書いて、その下に“Subchannel or Radio2”とあったが、意味が分からず、どうい

うことなのか理解できなかった。どのような意味だったのか教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

日本にいる外国人で、日本語が分からない方のために、災害時に副音声や

ラジオ第２を使って英語をはじめ中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語で伝

えている。 

 

○  津波報道で「すぐにげて」と平仮名の字幕がテレビに出ていたが、あの表記が最

も分かりやすく、しかも易しい表現だった。分かりやすくて心に入ってくるととも

に、どんな年齢の人にも分かる表現で、考え抜かれた中での言葉だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

津波報道で「すぐにげて」と呼びかけることについては、先ほどの災害時

の副音声やラジオ第２の外国語放送と同様に、東日本大震災の教訓から伝え

方を変えたものだ。当時、日本国内にいた外国人の中でほとんど日本語が分

からなかった人に、伝わらなかったということがあった。その教訓をどうす

るかということで、見てすぐに危険が分かるような伝え方をしようと、現在、

新しい緊急報道の伝え方として徹底している。 

 

○  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）は、美しい映像と作家の数奇な人生でゆったりと楽しめる番組だった

が、ナレーションが番組の雰囲気と少し合っていなかったのが残念だった。 

 

○  １２月８日（木）「ほっとニュース北海道」で酒税見直しの報道があったが、取り

上げた酒造会社の実名が出てこなかった一方で、続く「ＮＨＫニュース７」では会

社の実名を出しており、統一性がないと感じた。公共放送として企業の宣伝になっ

てはいけない、公平性を保たなければいけないという考えがあるかもしれないが、

やはり生で顔を写して登場して、どこの企業の人か、何という名前かが分からない

のは奇異に感じる。もう少し明確なガイドラインを定めて、伝えるべき情報は伝え

るようにしたほうがいいのではないか。 
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（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫは放送法上、広告放送は禁止されているが、視聴者にとっては企業

名が必要な情報であるという場合があり、個別、個別に担当者が判断してい

るので、放送の全体を見ると統一性がないように見えることはあるかと思う。

委員の意見もそうだが、昔と比べると企業名の放送を求める視聴者の声が増

えているようには感じており、そのような意見もあるということを意識しな

がら個別、個別に引き続き判断していきたい。 

 

○  １２月９日(金) 北海道中ひざくりげ＆穴場ハンター「今夜はとことん！オホーツ

ク・美幌町」（総合 後 7:55～8:43 北海道ブロック）では、冬のアスパラを地元の

特産品として力を入れようと、新規就農の若手も一緒によいものを作ろうとしてい

る様子がすばらしかった。ペタンクという球技や手作りの天文台など他の町にはあ

まりないマニアックなものがあり、それを老若男女みんなで楽しんでいるのはすて

きなことであり、今回は町が誇る自慢を見せてもらったように感じた。美幌町でス

ポーツがなぜ盛んなのかもっと理由を知りたかった。また、大きな中華まんが紹介

されていたが、食べた時に「おいしい」と言っただけで、すぐに画面が変わってし

まい、中身や味についてのコメントがなかったので、印象には残ったがもう少し伝

えてほしかった。  

 

○  １２月１３日(火) クローズアップ現代＋「暮らしはどうなる？全国“鉄道縮小”

時代」は、北海道スペシャルとは違う道内の場所、また昔の鉄道の映像もあって懐

かしい思いで見た。番組の中で、首都圏もこれからは人口減少していくので鉄道事

業の維持は難しい中、どうすればいいかというところで、ここでは海外の事例紹介

があり、そういう考え方もあるのだと思った。２５分と短い中で、分かりやすくま

とまった番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

１２月２日（金）放送の北海道スペシャル「“鉄路縮小”の衝撃～どう守

る北海道の公共交通～」では、ホームページやツイッターなどから多くの意

見をいただいた。その中で、「北海道地方の放送で見られないので全国でも

放送してほしい」という意見もあり、現在北海道で起きていることは、決し

て北海道だけの話ではなくて全国に波及するものだということを伝えたい

という思いでこの「クローズアップ現代＋」を制作した。２５分という時間

の中でコンパクトにまとめた。 
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○  １２月１７日(土) Ｉ Ｌｏｖｅ ＪＩＭＯＴＯ なるほど物語「帯広名物“豚丼”

は、●●丼の進化系！？」（総合 前 11:20～11:23 北海道ブロック）は、私は初め

て見るミニシリーズだったが、うまくまとまっていておもしろかった。ふだんいつ

放送している番組なのか教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ｉ Ｌｏｖｅ ＪＩＭＯＴＯ なるほど物語」は、毎週金曜日に北海道地

方向けの総合テレビで夜７時３０分から放送の「北海道クローズアップ」終

了後に放送している３分の番組で、その時間以外にも随時放送していること

がある。道民の方でも知らない、なるほどと思わせるような情報を短く楽し

んでもらえるように今年度から放送している。今後も、なるほどと思うよう

な各地の話題を追って、番組を制作していきたい。 

 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 



 1 

平成２８年１１月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１６日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道ＬＯＶＥテレビ「ステージが僕らの甲子園」をはじめとして、

放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

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

和田 年正 （北海道新聞社論説委員） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道ＬＯＶＥテレビ「ステージが僕らの甲子園」 

(総合 １１月６日(日))について＞ 

 

○  軽音楽にあまり興味をもっていなかったが、楽しく見た。番組の全道高等学校軽

音楽大会には、室蘭の高校、また伊達市の高校からも出ていた。ナレーションにつ

いて、最初はぎこちない感じがしていたが、見ていくにつれて違和感も消えた。各

高校の演奏がダイジェストであったのも、それぞれの違いが分かってよかった。番

組に出てくるイラストもかわいくて、高校生の音楽番組らしかった。このイラスト

を誰が描いたのか知りたい。生徒の頑張りと、生徒と一緒に盛り上げようと努力し

ている先生たちの姿がよく伝わってきた。出場校がどのように選ばれているのか、

また、オリジナル部門のバンドの曲はメンバーの作曲または作詞なのか知りたい。 
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○  軽音楽大会に出場した高校や高校生が数多く登場したことで、それぞれの活動ス

タイルや団体の特徴が分かりづらかった。紹介する数が多く、しかも同じような画

面が続いたので、印象に残りづらかった。高校生の成長物語なのか、プロを目指す

高校生を取り上げたのか、どこに焦点を当てて何を伝えたかったのかがよく分から

なかった。その理由として、軽音楽大会がなぜ開催されたのかが描き切れていなか

ったことにもあると感じた。例えば、軽音部の顧問の先生の存在は大きいと思うが、

多くの高校が紹介された割に、教育との関わりもいまひとつ伝わってこず、もっと

そのあたりを表現してよかったのではないか。軽音部を経験した顧問の先生の高校

時代と今の高校生の活動の比較をするなどして描いたら、よりおもしろかったので

はないかと思う。 

また、高校生の家族の紹介も多すぎたと思う。家族との関わりについて、もう少

し掘り下げてほしかった。主に取り上げていた３名の高校生の違いや共通点がどこ

なのか、それがぼけてしまっていた。さらに、グランプリを取って優勝したのは、

焦点を当てた高校生ではなかったので、最後の終わり方も締まりが悪い感じがした。

詰め込み過ぎてしまったという印象だ。 

 

○  今までやっていた大会がなくなって、先生たちが頑張ってまた始めたということ

の意義は大きい。高校野球などの運動部と比べると文化部系はメディアで取り上げ

られることも少ないと思うので、このような形で取り上げるのはすごく意義のある

ことだ。こういう番組が続いていくと、高校生のモチベーションが上がっていくと

思う。そして、その中から何年か後にはプロになって「実はあの番組に出たいとい

う思いで、高校のころバンドを始めた」と振り返ることがあるかもしれない。ただ

し、番組は何かつまらなかったという感じが残っている。高校生の本音、先生との

つきあい方など、今どきの高校生の生活感をもう少し出せたらおもしろかった。他

の番組で、高校生の部活をよく取り上げておもしろく伝えられているものもあるの

で、頑張っている学生のよさを出せる切り口というのが、もっとあったと思う。こ

の大会が来年以降も続くのであれば、番組もぜひ続けていただきたい。そして、高

校生にとってこの番組に出られることが一つのステータスのようになっていくこと

が、北海道の音楽シーンにとってとても大切だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

まず、番組に出てくるイラストについては、札幌放送局のデザイン担当と

ディレクターが相談して制作したものだ。今回は、若者に訴えるようなデザ

インを意識して、テロップも含め作った。また、出場した２０バンドは、全

道の６地区で選ばれているが、札幌からの参加が多いなど、必ずしも各地区

で同じ数が選ばれているということではない。基本的にオリジナル曲は高校
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生が自分たちで作曲し、詩を書いて、アレンジを実際にし、それに顧問の先

生が助言をするという形でやっている。 

紹介数が多く焦点がぼやけてしまっていたということについてだが、今回

は、なるべく多くのバンドを取りあげたいという思いもあり、それで分散し

た感じになってしまった。地区大会が終わり、本選が開催され、放送に向け

てというように、時間が限られている中で北海道のさまざまな地域を取材し

なければならず、それで力が分散し、ぼやけてしまったのではないかと感じ

た。曲のバランスと、ドキュメンタリーとして突っ込んでいく部分のメリハ

リをつけるやり方があったと思う。番組で、高校生の成長を描くのか、プロ

を目指すミュージシャンの卵を描くのかというところだが、人間を成長させ

る場にしたいという大会に携わる先生の思いもあり、私たちは高校生の成長

を描く番組として制作した。 

番組の時間制約上、あまり取り上げられなかったバンドもあるが、今回は

テレビに合わせてラジオ番組も制作し、１１月２０日に放送する。そこでは

全バンドの演奏を少なくとも２分から３分流し、北海道の軽音部出身のプロ

がポジティブに寸評する番組にしている。 

 

○  高校生の軽音楽がさまざまな経過を経て今日を迎えているということがよく分か

って、いい番組だった。いろいろな思いを抱いて大会に臨んでいる高校生の姿など、

若い世代の中で自分を表現する場は数多くあっていいと考えている。公共放送であ

るＮＨＫが、こうした番組の中でどのように役割を担っていくのか、今後どういう

思いであるのか、ということを聞きたい。また、運動部、文化部を問わず、都市周

辺の高校が中心になっているのが現状だが、生徒数の少ない学校でも、能力や努力

次第で、都市の人数の多い高校と対等に競い合えることに意義があるのではないか。

特に高校生は指導者によって予想を超える能力を発揮する面もあるので、指導者と

いうのは大変大切だとも思う。また、親に向かって素直に感謝の言葉は言えないけ

れど、歌にするとその思いが伝わっている場面はすばらしかった。 

 

○  軽音にはあまりなじみがなかったが、知らない世界をすごく楽しめた。音楽を一

生懸命やっているのをいろいろ描いていてよかった。ナレーションに高校軽音部出

身の方を使ったのはよく、素人っぽさが逆に見る人の共感を呼んでいたという点で

人選としてよかったと思う。番組が、音楽の青春群像なのか、プロを目指す若者の

物語なのか、何を伝えたいのかがぼやけていた。番組としての絞り込みが足らず、

最大公約数的なつまらなさになってしまったように思う。また、資料映像の使い方

で、最初の場面でミュージシャンの昔の映像を使っていたが、最近の映像の方が伝

わりやすかったと思う。 
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○  若さがあふれていて、見てすがすがしい気持ちになった。高校生の大会を追った

ドキュメント番組として見たが、視聴者の音楽経験に関わらず、青春を思い出させ

るような内容で大変好感を持った。たどたどしい感じはあったが、ナレーションも

軽音出身ということの紹介があったので、納得のいく人選だったと思う。軽音楽部

は各校では盛んに行われているものと思っていたが、今年が初めての高文連の全道

大会だったということを番組で知った。開催に尽力した先生を紹介できたことも大

変よかった。また、過去に開催されていた企業主催の音楽コンテストがこの時代、

なぜ終わってしまうのかの説明があった方がよかった。高校生の子どもと一緒に見

ていたが、同世代としてすごく興味を持って食い入るように見ていた。番組終了後

にラジオ番組の案内もあり、それも大変期待しており、ぜひ聞きたいと言っていた。 

 

○  小学生の子どもたちと一緒に見たが、高校生の先輩たちの姿が非常に印象深く映

ったようで、集中して見ていたようだった。盛りだくさんの内容だったが、最初の

取り組みということで多くの学校、生徒を取り上げたいという思いは伝わってきた。

ナレーターの初々しい感じも番組に合っていた。テーマについても、最初にこの番

組は音楽を通して成長していく若者たちの物語と伝えていたので、違和感はなかっ

た。先生の「３年間、青春を燃やして打ち込める場を作りたい」や生徒の「楽しい

だけではなく、人に聞いてもらえることが幸せなのだということに気がついた」と

いう言葉で締めくくられており、ドキュメンタリーとして楽しく見た。 

番組を２回見たが、盛りだくさんの内容であり、もう一回くらい見ないと捉えき

れないと思ったくらいだ。さまざまな場面を撮りたかった、伝えたかったという制

作者の思いを感じたが、取り上げる学生の生活環境や背景なども含めてもう少し掘

り下げられればもっとよかった。今回が初開催の大会ということで、ＮＨＫがこう

して取り上げることが、また一つの目標になっていくので続けてほしい。ただ、そ

の際に、やはり優勝したバンドに焦点を当てたいという思いも出てくるので、番組

をどのように作るのか考えを整理が必要だと感じた。各バンドの楽曲を全部聴きた

いと思ったところで、ラジオ番組の案内があったので、それも聴こうと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

大会を番組で取り上げる経緯として、子どもたちが目標とする場にスポッ

トライトを当ててほしい、という先生の言葉もあったので、今後もぜひ何ら

かの形で応援したいと思っている。ナレーターは、学生の時からプロを目指

してきた方であるが、プロになるための番組ではないので、同じ立場から高

校生たちを見守るように、半分は自分のことのように語ってくれることで、

高校生たちへのメッセージを伝えたかった。最初の場面でのミュージシャン

の昔の映像については、真駒内で行った伝説のライブであり、そのときに「音
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楽王国・北海道」と伝えたが、北海道が音楽を生み出す豊かな土地であると

いうことを表現したくて、この映像を使用した。 

優勝したバンドの取り上げ方だが、大会で頂点を目指し、優勝したバンド

や高校がどう練習し、どのような思いでやっているかは、みんなが気になる

ことだと思うので、そこはまた反省点として生かしていきたい。この番組制

作を通して、音楽という力を借りて、今の若者たちのメッセージを伝えられ

ることが分かったので、この大会を何らかの形で今後も応援していきたい思

いでいる。 

 

○  学生の青春物は好きだが、見終わった感想としては、おとなしい、という印象だ

った。それは、多くの学生を出したいということの結果、そうなったと思う。ただ、

番組を作る意図はよく分かった。また、昔バンドをやっていた先生が顧問を担当す

るような年代になってきて、やっとこの大会が実現したということで、時代性を感

じた。映像と音を伝えられるテレビで取り上げるのは、意義があることだと思う。

ナレーションは、素朴な感じでよい人選だったが、軽音出身の背景があるのなら、

後輩の高校生を応援するようなメッセージがもっとあれば、より感情移入できたと

思う。いろいろな場面が登場して散漫な感じがしたが、最後の場面で生徒から、大

きな舞台でみんなに聞いてもらえるという楽しさを実感したという言葉があり、番

組が引き締まった。 

 

○  頑張る若者を応援する気持ちで最後まで見た。ナレーションは非常によく、イラ

ストもすてきだった。ただし、最初の２０分くらいまでは引き込まれて見たが、途

中からエンディングに向けての勢いが弱くなったように感じた。生徒や先生の頑張

りや熱意、家族の思いといった、一つ一つのシーンやエピソードは丁寧に描かれて

いたが、それに加えて、番組の始まりから終わりまでを貫く一本の太い矢印のよう

なものが必要だった。生徒の言葉にもあったように、この大会というのは「負けた

くない」、つまり優勝を決める勝負の舞台でもあるわけで、頑張った結果、誰が優勝

するのかというのも非常に大きな盛り上がりどころだ。そこに至るまでのドキドキ

やワクワクを感じる部分が足りなかったし、それがメリハリのなさとして伝わった

のではないか。この大会にかける熱い思いも聞きたかったし、演奏前後の様子もも

っと見たかった。そこをもう少し描けると、生徒たちと気持ちを共有でき、緊張感

やライブ感も味わえた。生徒の成長物語であれば、大会後の彼らを描き、この大会

を終えて彼らはこのように成長したという部分も見せてほしい。質問だが、予選か

らだと全道で何組が出場したのか。 

 

○  高校生の部活というと、メディアでは野球をはじめとした運動部が多く取り上げ
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られがちなので、このような文化部系の部活動に焦点を当てたのは、非常によかっ

た。今の若い世代にも自己表現をしたいという意欲を強く持っているのだというこ

とがよく伝わってきた。しかし、番組を見終わって、焦点が絞り切れていなかった

という印象が残った。いろいろな人物が登場しており、盛り込み過ぎたのではない

か。ナレーションは、私は少し聞きづらかった。高校の軽音部出身でありプロにな

っている、しかも北海道にゆかりのある方を登場させたというのであれば、ナレー

ション以外の使い方、例えばリポーター的な役割にする方法もあったと思う。むし

ろその方が、軽音の先輩の一人として、成長を描くということからもよかったので

はないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ナレーターについてだが、例えば、応援メッセージを高校生に伝えてもら

ったり、リポーターとして大会出場者に直接会う形であったり、もっと生か

せる方法があったのではないかと指摘を受けて思った。大会の各地の予選に

は、９０組ほどが参加している。その中から選ばれた２０組が全道大会で発

表した。番組の柱として「軽音甲子園」と伝えている以上、そこをどういう

思いで目指して、どのようなパフォーマンスがあって、そして誰が勝つのか、

ということに寄り添う私たちの腹のくくり方が少し足りなかった。彼らが目

指しているこのステージはこれだけすごくて、だからここで一番になるのが

すごいというところまで追い切れていなかった。本気で高校生が目指してい

るという舞台であれば、そこのドキドキ感も含めて、もっと丁寧に伝えられ

たらよかった。 

 

○  若者たちの成長を取り上げることで、成長を見届け応援し、そのような場にして

いきたいという制作者の思いをうれしく感じた。軽音楽に限らず、何かに打ちこむ

子どもたちの姿を取り上げることが、もっと小さい子どもたちにも夢を与えられる。

北海道の内容であれば知っている地域も多いので、身近に感じることができて、学

校へ行きたいと考えられるきっかけになると思った。これからも定期的な番組とし

て、若者の成長が取り上げられていくと非常にいいと感じた。 

 

○  高校生の活動を応援することに関連してだが、岩見沢で今、パン甲子園というの

があり、５年目を迎えている。今年から十勝の高校が参加するなど、全道的に広ま

ろうとしているので、機会があればぜひ目を向けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

岩見沢のパン甲子園については、一度ニュースで取り上げた。そのような
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内容についても、引き続き幅広く取り上げていきたいと思う。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１９日(水)から、「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」の放送が始まった。

よほど落語の好きなスタッフが作っているのだろうと思う。落語の映像化もすごく

よく、毎週楽しみにしている。番組では、落語を２本放送しており入門編としては

よいが、どこかで一度、特番的に１本の長編落語を放送すると、また新たなファン

を獲得できると思う。 

 

○  １０月２１日(金) 北海道クローズアップ「ただ ひたすら走る～自分と向き合う

自転車の旅～」は、きれいな映像で、語り過ぎず、じっくり見ることができた。番

組で密着した青年がとてもさわやかで好感をもって見た。 

 

○  北海道の自然を背景に、すばらしい映像美と、落ち着いたトーンで聞かせる髙橋

美鈴アナウンサーの語り、そして理髪店主と全国から集まる自転車の旅の若者たち

の交流を追うというストーリーは、映画を見ているような感動を受けた。しかし、

番組のタイトルからは内容を想像することができなかったので、ぜひその部分にも

こだわってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

主人公の決意も含めて、ただひたすら無心に走るという意味でタイトルを

考えてつけた。内容が想像できなかったという指摘を受けて、今後の参考に

していきたい。 

 

○  「にっぽん紀行」で放送した内容を展開したもので、それと比べて番組時間が短

くなっているのだが、深みを増した見応えがあった。主人公を一人に絞り、北海道

から出て、被災地の宮城県を回っているところまで追っており、今回も完成度が非

常に高かった。カメラワークもすばらしくて、見ているだけで胸に伝わってくるも

のがあった。自分探しの旅に若者が出て、被災地を回って、自分の将来の一筋の光

を見つけに行くなかで、進路を見つけるというのは、言葉で説明するとありがちな

のだが、ありがちなよくあることをどう伝え、そこに潜んでいる何を伝えるかが大

事だと思う。視聴者に何を感じてもらうか、考えてもらうかという意味でも、この

番組は成功している。 
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（ＮＨＫ側） 

今回、北海道向けの放送ということで、自転車の青年を一人に絞るととも

に、彼らを送り出す北海道の理髪店主をしっかり紹介したかった。あの方が

いるおかげで全国から北海道を目指してやってくるということをきちんと

紹介した。 

 

○  １０月３０日(日) 北海道ＬＯＶＥテレビ枠で再放送のにっぽん紀行「北の大地を

走る～自分を見つめる自転車の旅～」（総合 後 1:05～1:38 北海道ブロック）を見

た。人間関係につまずいて大学を中退した若者と接する機会が多くあるので、自分

を変えたいと思って旅に出た同様の若者に感情移入した。そして、旅をする中で、

出会った人と話せるように踏み出したことに拍手を送った。ぜひ自分が接している

若者にも話したい内容だった。 

 

○  １０月２３日(金) 北海道ＬＯＶＥテレビ「いま大注目！北の縄文スペシャル」（総

合 後 1:05～1:48 北海道ブロック）は、縄文文化の最新情報を分かりやすく、テン

ポよく取り上げていた。なるほどと思うものが多く、休日の午後に家族で見たら会

話も広がると思う。出演の藤岡みなみさんやナレーションもよく、すごく感心した。 

 

○  何となく単調であり、メリハリがなく、内容にあまり入っていけず、縄文人への

新たな発見や気づきもなかった。縄文人の謎である部分や、こう思われ考えられて

いるというようなある程度の前振りがあると、縄文人というのは実はこうだったと

伝えるやり方が、歴史にそこまで詳しくない人でももっと入っていけると思う。 

 

○  縄文ファンと言っていた藤岡さんが、興味津々に話しており、番組を盛り上げる

一つの要素になっていた。テーマ的にも個人的に興味のある内容でおもしろく見た。

北海道の遺跡なので、縄文文化の後、北海道のアイヌ文化と縄文との関連性など、

研究会でも最新の成果がいろいろと発表されているので、アイヌ文化との関係にも

触れるとよりよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

『アイヌと縄文』という本が出版されるなど、焦点が当てられている。2020

年に国立のアイヌ博物館が完成する予定だが、それに向けても引き続き取り

上げていきたいと考えている。 

 

○  １０月２８日(金) 北海道クローズアップ「もうまずいとは言わせない～北海道か
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ら始まる“病院食革命”」は、自分自身、入院した経験があるので、病院食の改善に

ついて共感をもって見た。入院していると、食器やコンテナから食べ物が出てくる

においも気になるので、今回焦点を当てた食材だけではなく、病院食全体の課題も、

今後フォローできるとさらなる改善につながると思う。 

 

○  食材の制限や費用などの制約があり、病院食はおいしくないということが長年言

われてきた中、画期的な番組だった。患者への食事の対応など、番組で具体的な例

が紹介されており、専門的に関わっている人にとってもヒントになったと思う。ま

た、ノウハウを共有する具体的なシステムを、行政を巻き込んで作っていくという

ことが一番大きなハードルだと思うので、どうしたらできるのかという部分まで伝

えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ノウハウの共有が最も大事であり、その共有が難しいということはそのと

おりだと思う。病院食の満足度の低さは医療上の大きな課題であるので、ど

のように情報共有すれば全体としてよくなっていけるかを含めて継続して

取材していきたい。 

 

○  なかなか取り上げられることが少ないが、とても大切なテーマであり、内容的に

はやや専門的というか、業界内的な部分も多かったが、問題点などをすごく分かり

やすく提示し、改善策も示しており、本当に大切な問題提起だと思った。 

 

○  この問題を取り上げたこと自体、大きな意味があった。学校給食に関わったこと

があるが、そのとき感じた課題とも共通する点があり、病院食革命のノウハウ共有

の仕組みができれば、学校給食の課題にも応用できるのではないかと思う。よりよ

い食事が病院や学校で提供されるように、引き続き取り上げてほしい。 

 

○  １０月３０日(日) 今夜も生でさだまさし「北の国から２０１６富良野」（総合 前 

0:05～1:35）を初めて見たが、こんなにラフで自由なトーク番組でいいのだろうか

と思い、行き当たりばったりの自由な進行に戸惑った。視聴者からのはがきを紹介

しながら進行するというスタイルを、テレビでやる意味が理解できなかったが、折

しも北海道日本ハムファイターズが優勝を決めた夜の放送であり、生放送中に栗山

監督からの電話があるなど、さださんの世界に引き込まれていった。 

 

○  １１月４日(金) さわやか自然百景「秋 知床の海岸」では、北海道の自然の圧倒

的な迫力を強く感じた。さわやか自然百景は、全国各地の自然を放送しているが、
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自然の密度や迫力が北海道と本州ではやはり違うように思う。北海道の人間として

は、もっと多く北海道の大自然を発信してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「さわやか自然百景」は、年間に新しく制作する本数のうち、北海道とそ

れ以外の地域をおよそ半分ずつ制作しており、北海道の自然を他の地域に比

べて多く放送している。 

 

○  １１月４日(金) 北海道クローズアップ「日本一・栗山監督が語る～第１回 大逆

転への秘策～」、１１月１１日(金)「日本一・栗山監督が語る～第２回“二刀流”・

若手育成の極意」では、出演の荒木大輔さんが、栗山英樹監督から深いところまで

話を引き出しており、夢中になって見た。また、栗山監督が、ＭＶＰは西川遥輝選

手と言っている場面などをさり気なく対談の中に入れるのもさすがだと思った。 

 

○  時宜を得たタイミングのいい番組であり、対談、試合映像、選手の映像の構成も

緊密で、第１回、第２回ともあっという間に見終わった。 

 

○  日本ハムのファンはもちろんのことだが、そうでない方も人間ドラマとして見る

ことのできる、大変よい番組だった。日本一直後にこれだけのボリュームで収録で

きたのは、さすがだと思った。栗山監督の選手起用法の理論、選手に対する言葉の

中に含まれるいろいろなメッセージなどが、荒木さんとの対談形式で分かりやすく

表現されており、栗山監督の人としての魅力や野球に対する熱い思いが伝わる楽し

い番組だった。対談をした栗の樹ファームは、栗山町民と力を合わせて栗山監督が

完成させた手作りの球場で、町民と交流が始まったのは日本ハムファイターズがフ

ランチャイズ移転するより前であり、長年地域に愛されてきた。野球人生では、日

本ハムの監督に就任し、成績が振るわなかったときには厳しい言葉をかけられたり

もした中での今回の日本一であり、ぜひ“人間・栗山英樹”の物語を制作してほし

い。 

 

○  スポーツについてあまり詳しくない自分でも、優勝に至る一連の流れや人間模様

を含めて理解でき、楽しく見ることができた。 

 

○  私も野球には詳しくないほうだが、すごくおもしろかった。それは野球だけでは

なく、仕事などすべてに共通する話題が散りばめられているからこそ引きつけられ

たのだと思う。構成が非常にシンプルで、だからこそ見応えがあったし、今でなけ

れば監督に聞けない話だということも伝わってきた。視聴者が知りたいと思ってい
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ることをきちんと整理できており、聞くべきテーマを厳選して分かりやすく伝えて

いた。インタビューとＶＴＲの組み合わせもぴったりで、完成度が高くて満足した。 

 

○  視聴者からも非常に好評だったと思うが、見応え、聞き応えのあるインタビュー

だった。２回に分けてやるだけの価値、内容があった。栗山監督は野球のことを語

っているわけだが、視聴者は野球に対する興味、日本ハムに対する興味を超えて、

組織や人を動かすとはどういうことなのかということにも興味を抱いたと思う。見

ていろいろと勉強になるとともに、名言が散りばめられていた。インタビューの間

に、話題になった選手のコメントをはさむ構成も非常によかった。そして、栗山監

督の北海道に対する愛着、熱い思いが強く伝わってきた。 

 

○  １１月４日(金) 北海道中ひざくりげ＆穴場ハンター「今夜はとことん！十勝・上

士幌町」（総合 後 7:55～8:43 北海道ブロック）では、高原牧場で四季を通じた十

勝の雄大さを見られたとともに、自然への子どもたちの無邪気さが出ていてよかっ

た。上士幌町は以前、北海道クローズアップ「ふるさと納税は地域を救うか？」で

多額のふるさと納税を集めることに成功している様子が取り上げられていたが、今

回の「穴場ハンター」でふるさと納税をすると、特産品として１トンの丸太のまき

割セットや羊肉１頭分をもらえるという紹介があり、前回とは違ったアイデアを出

していることに、常に先を考えているのだと感じた。 

 

○  上士幌町・糠平のかつての様子を映像や写真でよく理解でき、丁寧に取材してい

ると感じた。子どもたちの元気な姿も見られてよかった。「穴場ハンター」に出演の

藤岡みなみさんは、すごく感じがよく、すてきだと好感をもって見た。地元でもそ

こまで取り上げられていない内容が出ており、本当に穴場的な映像だったと思う。

しかし、冒頭の場面で、降り積もった雪を話題にしていたが、少し移動してみると

積もっていなかったので、ものすごく違和感があり、残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道中ひざくりげ」と「穴場ハンター」で視点を変えることで、上士

幌町が立体的に見えることをねらって制作した。かつて栄えた産業が衰退し

て、地域が元気を失っていくというのは北海道の地方都市の一つの形だが、

今回、小さくなってもそこで生きることの幸せをきちんと意識している人が

いることを感じた。また、その町を見聞きして発想を変え、さらにそれを町

の未来のために生かすやり方をしていて、地方で生きるヒントが詰まってお

り、いろいろな地域を見ていくことで、北海道で暮らしていくヒントがまだ

まだあると思った。冒頭の雪の場面についてだが、その日起きたことやジャ
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ーナルな話題で現場のライブ感を出すという工夫から、その日降った雪を取

り上げた。 

 

○  元気いっぱいの子どもの姿を見て、こちらが元気をもらった。また、かつてのに

ぎわいをもう一度というようなありがちなことではなく、衰退した林業の町を、そ

の歴史があってこその今の楽しみ、ここで生きる幸せを描いており、前向きな取り

組みをしていると感心した。「穴場ハンター」では、猪飼雄一アナウンサーと藤岡さ

んがすごくにぎやかに登場して、あの一瞬ですごく楽しそうな番組の始まりだと思

った。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１０月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１９日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、議事に先立ち、中田局長から１０月１日付で新たに委員に就任した山下徹

也氏の紹介とあいさつがあり、議事に入った。 

まず、北海道スペシャル「検証・連続台風 ～北海道に迫る危機～」をはじめとして、

放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

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

山下 徹也 （(株)グローバル経営センター 代表取締役専務） 

和田 年正 （北海道新聞社論説委員） 

 

 

（主な発言） 

 

＜北海道スペシャル「検証・連続台風 ～北海道に迫る危機～」 

(総合 ９月３０日(金))について＞ 

 

○  日ごろの取材の成果を十分生かして、ＮＨＫらしく時間をかけて作り込んである

と感じた。ＶＴＲの質、スタジオの構成がよく、４３分という長さを全く感じさせ

なかった。最初の十勝の被害の様子に加えて、輪作に今後響いていくというのは貴

重な指摘であり、これは新聞でもあまり取り上げていないと思う。また、スイート

コーンの缶詰工場について、映像で状況を知ることができたのがよかった。工場の

中を一番見たかったが、そこまでは許可を得られなかったと推測している。被害を

伝えるうえで、どれほどの厚さの泥になっているのかもう少し詳しい説明があれば
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より分かりやすかった。深刻な状況をテレビという映像の力で見ることができ、勉

強になるとともに、興味深く感じた。 

北見のタマネギ畑の復旧についてだが、１ヘクタール当たり国から補助される額

に対して、農家の実際の負担額が上回るということも深刻な状況がよく分かった。

また、全体として農業分野の専門的な内容をよくかみ砕いて伝えていた。貴重な視

点を北海道民に提供したと思う。非常に勉強になった。 

 

○  番組を見て驚くほどすごい被害だったことが改めてよく伝わってきた。地図で示

されていたが、多くの橋にバツ印がついていた。大きな被害はもちろんのこと、小

さな被害のところでも橋がないというのは大変だと思った。調査できなかったとこ

ろもあると分かってきて、被害の大きさがよく伝えられていた。 

一番心に残ったのは、いかにリスクを避けるかということよりも、ここにはこう

いうリスクがあるということを前提に対策を講ずべきと「場のリスク」という言葉

を使って説明があった場面だ。災害は必ず起きうるということを前提に生活基盤や

暮らしのあり方を考えるべきという話に共感した。 

北見の状況についても、なるほどこのように進行しているのだと分かった。ふだ

ん農業に関わらない市民から見ると、被害にあったのは主に川沿いの農地だが、堤

防の中にある農地も結構あることに気がつき、場所によって補償や支援のしかたに

違いがあるかもしれないと思った。場所に応じたリスクを前提とした今後の対策づ

くりという内容に非常に共感した。また、「場のリスク」のようなキーワードが出る

たびに画面に用語が表示され、分かりやすかった。 

 

○  前回の番組審議会の中で、十勝の取り上げが少ないのではないかと発言したが、

今回の特集は、私がまさに伝えたいことを一般の方にも分かりやすくまとめてもら

えた番組だった。特に輪作について、今年だけの問題ではないことを、図も使いな

がら分かりやすく説明していた。糸井羊司アナウンサーが十勝に取材に来ていたが、

その内容が生かされていると感じられたこともうれしかった。 

また、出演の専門家の選出もよかったし、専門用語が出たときに画面に用語を表

示したり、糸井アナウンサーが会話の中でうまく補足をしていた。台風被害の補償

のことを知りたいと思ったタイミングで、その話が出てきた。補償については、番

組時間の制限もある中なので難しいと思うが、農業の共済制度に触れていなかった。

畑が全くなくなってしまった人には補助が出るが、一定以上の収穫がなかった人に

共済制度で保険が出るという仕組みだ。特に缶詰工場については、工場の被災であ

って畑の被災ではないということで、共済が出ないということになっていて非常に

大きな問題だと思うので、補償制度にも課題があるということも伝えてもらえると

よかった。また、橋崩落がなぜ起きたかについて、ミニチュア模型での実験がすご
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く分かりやすく、それと実際の映像が全く同じようになっていたことで、手に取る

ように状況が見えたのはすばらしかった。 

輪作の仕組みや品種改良という話にも触れる一方で、そもそも自然にはあらがえ

ないのではないかという大きな問いかけがなされていた。どう対策するのかという

ことに頭が行きがちなところで全く違う視点を出してくれたように感じている。そ

のような視点が、北海道の人には足りていなかったと思うので、そこをものすごく

的確に指摘していて、本当に考えさせられるまとめだった。 

十勝の状況を今回の報道ですばらしくまとめていただいたが、刻一刻と悪いこと

が判明しているだけであって、この状況で終わりではない。どこまで悪いのかが分

からないという状況であり、おそらく今年の取扱高は相当落ち込むのではないかと

思う。今後も定期的にぜひ取り上げていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回、台風７号以降連続で台風が北海道に上陸し、最後の１０号からちょ

うど１か月が経過したというタイミングで北海道全体の被害を伝えるべく

制作した。台風１０号により東北で多くの犠牲者が出たが、北海道では死

者・行方不明者が橋に集中していた。また、河川があふれたことで大きな被

害を受けたのは農業だということで、橋と農業の２点を中心に伝えた。 

今回、今見えている被害だけではなく、今後続く輪作による影響、河川が

氾濫して橋が崩落したために物流が滞ることによる影響、そしてより大きな、

長期的な被害を捉えようとした。そこから今後の台風にどう備えるか考えた。 

被害を受けた缶詰工場だが、復旧作業に奔走しており、工場の中まで撮影

することはできなかった。また、共済保険について、民間の工場は激甚災害

の対象にならない。工場としては多くの契約農家を抱えているので、何とか

して激甚災害の対象にしてほしいと訴えているところだが、まだ結果は出て

いない。補足になるが農家について述べると、今回のとうもろこしの農家の

ように、作物を収穫しているが工場に出荷できないためにそれをつぶさなく

てはいけなくなった農家があるが、そうすると自己都合でつぶしていること

になってしまい共済の保険が出ない。しかし、９月３０日の放送当時の段階

では、もしかしたら共済保険が下りるかもしれないということで、私たちと

してはどちらともいえず、結局のところ言及せずに終わってしまったという

事情がある。 

 

○  被害の様子を上空から捉えた映像がたくさんあり、ニュース番組や新聞では分か

りにくかった被害の状況がよく分かった。氾濫した河川や被害を受けた橋の図は分

かりやすくとてもよかった。農業の被害についてある程度時間はかかってもそのう
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ち復旧するのだろうと思っていたが、輪作のこと、田畑を元に戻すのは簡単ではな

いこと、橋や道路の被害で物流への影響が大きいことなど、台風の被害と一言で片

づけられないことが分かりやすく説明されていた。 

 

○  まず前半の十勝の大規模農業の被害の実態について、輪作ゆえに単年の被害に収

まらず、次の年、さらにその翌年まで影響を及ぼすことや、工場が壊れて稼働しな

くなることで生産に及ぼす影響など、映像とその後の解説によって非常に分かりや

すく理解することができた。橋の崩落のメカニズムも、実証実験の様子や出演した

教授の話から分かりやすかった。 

北見のタマネギ農家の農地が復旧に向けて進んでいるということで紹介が始まっ

たが、どのように進んでいるのかが分かりづらかった。被害の負担額の情報だけが

クローズアップされていたので、ほかの地域とどこがどう復旧に差があるのかが見

えなかった。被害や補償の度合いを示す説明があったが、詳しい説明ではなかった

ので、補償に関してどういう制度があって、どう対応されているかが知りたかった。 

後半は、これからの課題についての話だったが、それについてもう少し分かりや

すく丁寧に話を進めてほしかった。確率降水量という表現や、今世紀末までの最大

雨量予測の話は初めて知ったことでためになったが、それがいつから公に言われて、

どのように対策されていたのかが知りたかった。また、「これからの農業は災害に耐

えうる栽培方法が必要である」という話があったが、大きな被害が生じてからそう

いう話になるということに違和感を覚えた。大きな被害が起きてから想定外という

言葉が聞かれることが多いので、危機感を持って次の展開で対策を示していかなけ

ればならないと思う。 

農業や流通の被害について、最後の場面で、私たち一人一人にできることはとい

う問いかけがあって、番組の流れが急にそこで変わったような感じがした。「場のリ

スク」という言葉は強く耳に残るキーワードだったが、それが産業や住民にとって

どうつながっているかが、最後はちょっと急いでしまったのではないか。もう少し

丁寧にまとめられた内容だったらと感じた。 

 

○  今回の台風による被害の大きさがいかに甚大なものだったのか、改めて検証する

ことができた番組だった。札幌は今回の台風による被害はそれほどでもなかったの

で、私も含めて正直、事の重大さに気づいていなかったように思う。映像で伝える

被害状況はどれも深刻だったので、道内の人口が集中する札幌圏の多くの視聴者に

危機意識を持ってもらえた番組になったと思う。４３分という時間の中で、農業と

インフラの被害に分けて、それぞれどのような影響があったのか整理ができていて、

農作物の物流や価格にどう反映されるのか、実感が伝わる内容だった。また、橋の

崩落の原因となる河川の流れのメカニズムが分かりやすく解説されていて非常に勉
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強になった。 

糸井アナウンサーのことを「キャスター」と表示していたが、番組内容を考えた

ときに「キャスター」と表現することに違和感を覚えた。どのような呼称を番組で

用いるのか、基準があれば参考に教えていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

明確な基準や決まりはないが、ＮＨＫとしては番組全体、例えば今回のよ

うな報道番組を進行していくという形でやる場合、その進行をアナウンサー

または記者が行うことがあるが、そういう場合は「キャスター」という呼称

を使用することが多い。 

 

○  函館ではそれほど大きな被害が出なかったので、番組で覚えたほどの危機意識は

持っていなかったが、今回非常によく分かった。輪作や缶詰工場の被害のように見

えていなかった被害や、道路の被害も含めて台風は過ぎ去ったがこれからもっと被

害が拡大していくところがあることが分かった。番組の中で、単に体裁を整えれば

いいものではないということを言っていたので、本当にそのとおりだと思った。 

橋崩落のメカニズムを示す実験だが、実際に実験で水を流した結果と、実際の映

像を見比べるとそのとおりになっていたので、実証実験のすごさを感じた。「場のリ

スク」というキーワードは私も記憶に残った。今後の番組でもこれを焦点に見せて

いただきたい。例えば、農業面で１１月までに工事を完成させなければとあったが、

これから冬に向かっていく中で、今、実際にどうなっているのだろうか、その先を

知りたいと思った。その後どうなったかという点も含めて、それぞれのテーマで焦

点を当てて、何らかの形で今後も続編で教えていただきたい。また、「洗掘」、「確率

降水量」など、今まで知らなかった災害のキーワードもあり、よい番組だったと思

う。 

 

（ＮＨＫ側） 

取材をしていて分かったことだが、１３年前にも同じような被害が道内で

起きていた。ところが、そのときは、その事象が洗掘であるということは十

分に認識されず、十分な対応がなされていなかったこともあり、今回どうし

たら分かってもらえるかと考えたところで行ったのが、橋崩落のメカニズム

の実験だった。そこで、リアリティを出すために、引いた映像と近くの映像

を撮るためカメラの置き場所を工夫した。 

北見の復旧が進んでいるということについては、北見の常呂川の堤防決壊

が、北海道に最初に上陸した台風７号の時であり、ほかの河川が台風１０号

で氾濫したことと比べると、早期に被害が出たということがある。そのため、
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北見の被害状況を早く把握できた。今回の番組で被害の全容を調べることが

第一歩だったというところで言うと、９月３０日の番組放送時点では帯広な

どでは調査がまだ行われていないという状況であり、そのため被害の全容は

まだ判明しておらず、悪い状況がどんどん分かってくるということがあると

思う。９月３０日の時点よりも、全体として農作物への被害がもっと大きく

なる可能性がある。北見の被害を補足すると、雪が降るようになり雪で土が

覆われかつ土が凍ってしまうと、次の季節に向けての準備が全くできなくな

るという問題もあり、今も北見局で継続的に取材しているので、今後その経

過を伝えていきたい。 

今後の課題を述べた場面で、確かに少し駆け足になってしまったと思う。

これまで北海道には台風は来ないだろうと心のどこかで思っていた人が多

かったと思うが、取材をしていると台風は北海道にも来ると多くの人が感じ

ていたので、今後は対策も進んでいくと思っている。私たち一人一人にでき

ることはという問いかけについては、「場のリスク」という視点で、例えば

避難所に行く途中で橋を渡らなければいけない人は、大雨が降ってから橋を

渡るのではなく、その前に渡るというようなことを一人一人が認識しなくて

はいけないということを伝えたかった。 

 

○  今回の台風は私も北海道で経験したことのないものであり、日勝峠がすごい形で

崩落していくというのは非常にショッキングな出来事だった。北海道で川沿いの低

地に農地を作って、今まで 100 年以上何ともなかったというのは、これからはそう

いう常識が崩れていくのだろうと実感した。また、今後、北海道の基幹産業である

１次産業に目を向けるとともに、インフラである橋の崩落に焦点を当てたところを

私も興味深く見た。いたずらに危機感だけをあおりながら何の結論も出さずに終わ

る番組にならずに、住民がどういう状況になったら避難所に向かわなくてはいけな

いかということなどを考えさせられる内容だった。 

４３分という番組の時間の中ではなかなか紹介できないのかもしれないが、九州

や関東などを見ると過去に似たような被害があると思うので、その中でいかにして

復旧していったかという事例紹介もあったほうが、より希望を持てる番組の終わり

になったのではないかと思う。 

 

○  驚きを持って興味深く見た。図などのビジュアルを効果的に使って、とても分か

りやすく説明していた。スタジオのセットも番組の趣旨に合っていてとてもよかっ

た。出演した記者は堂々としていて、伝えたいという気持ちを感じるとともに、現

場の声、生の声を伝えるという思いを感じ、説明に聞き入った。糸井アナウンサー

も聞き慣れない言葉のフォローをさりげなくしていてさすがだと思った。 
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見ているときは知らないことばかりで最後まで興味深く見たのだが、数日たって

思い返してはっきり覚えているのは、橋崩落の実証実験と「土を作る」という言葉

だけだった。大変なことが起こったことは何となく記憶にあるが、その２つしか印

象に残っておらず、その理由は番組の構成が最後まで一つの流れで進んでおり、ト

ーンも最後まで同じだったことにあると思う。伝えたいことの優先順位をつけたう

えで、メリハリをつけるという工夫も必要だと感じた。 

 

○  災害が起きたとき、あるいは発生前後にＮＨＫはそのつど生のニュースでしっか

り報道しているが、日々のニュースだけだと出来事の全体像がなかなか見えないの

で、今回は台風被害から１か月のタイミングでの放送であり、節目ごとに全体的な

状況を掘り下げた形で視聴者に伝えるというのは非常に重要なことだ。今回の番組

は非常に成功している内容だったと思う。重要なポイントが要領よく整理されて、

しかも分かりやすい解説つきで伝えられていた。今回取り上げたこともこれで終わ

るということではなく、また大きな課題もあるということなので、節目ごとにぜひ

その後どうなったのかということを伝えていただきたい。 

番組を見て、北海道に４つの台風が来る間に、何か少しでも被害を軽減できるよ

うなアイデアや対策がなかったのか疑問に感じた。今回の事態を振り返って、当事

者の方々の教訓や反省点が存在していたのかどうかがよく分からなかった。 

もう一つは、出演の専門家のコメントで「災害に耐えうる農業体系を考えていか

なければならない」「台風を避けるように組み立てる」ということがあったが、新し

く台風対策というものを組み入れていった場合に、これまでの体系を変えなければ

ならないとすると、何か逆にまた不都合が生じることはないのだろうかということ

も疑問に思った。今後の番組の中で、そういった疑問点についても説明していただ

きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

まず、九州や他地域の復旧の具体的な事例についてだが、専門家に取材し

ていく中で、気候も土地も違う面があり、北海道に当てはめられる十分な決

め手になる事例に至らなかった。今後どうしたらいいかというのは私たちと

しても非常に関心のあるところなので、引き続き北海道にとって参考になる

具体例がないかを探して伝えていきたい。 

また、番組においてメリハリをつける工夫は必要だと思った一方で、実証

実験と「土を作る」ことが大切だという印象を残せただけでも、私たちが焦

点を当てて伝えた２点が伝わったのだと感じている。今後さらに工夫してよ

り印象に残る番組を制作していきたい。 

連続して台風が北海道に上陸したことで、最初に出た被害から対策が立て
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られなかったのかということについては、現場を取材したところ、最初の被

害の段階については、いままで経験したことのない台風被害だといったこと

から、そのような対策には出会えなかった。一方で北海道内のほかの地域で、

かつて大雨で大きな被害を受け、今回はそれに備えて対策したおかげで被害

を免れたという地域があった。そのようなことも今後伝えていきたい。 

また、これまでの農業のシステムを変えることで新たな不都合が生まれる

のではないかという点では、今回取材した研究機関などで研究が進められて

いる。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２３日(金) 北海道中ひざくりげ＆穴場ハンター「今夜はとことん！中標津町」

（総合 後 7:55～8:43 北海道ブロック）を見た。特に「北海道中ひざくりげ」では、

独自の放牧酪農を行う酪農家の方が、かつて学びに来ていた研修生に牧場を譲るに

あたり、これからは家族から家族へと牧場が受け継がれるという時代から、志を継

ぐ者に牧場が受け継がれていくという一つの新しい形が紹介されていて、すばらし

いことだと思った。また、「穴場ハンター」は自分が知っている場所もいろいろ出て

きて純粋に楽しかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

あの酪農家の行う酪農のスタイルは個性的でありとても印象深いが、その

方でさえ後継者に道を譲ると言っていたところにある種の感慨が私にもあ

った。その志が新しい酪農家に受け継がれているのは、ぜひ伝えるべきだと

思った。 

 

○  ９月２３日(金)放送の北海道クローズアップ「ビッグデータで読み解く 北海道

新幹線開業から半年」を見た。北海道新幹線が開業して半年のタイミングで利用状

況を検証するということは、非常にタイムリーだったと思う。開業当時はわっと騒

がれたが、半年たって実際はどうなのだろうと非常に興味を持って見た。ビッグデ

ータのところで携帯電話会社の協力によってという説明があったが、どのような手

段で得た情報だったのか、私たちは位置情報で全部を管理されているのかと思って

しまい、すごく気になった。 

また、人の流れが赤のグラフで表示されている場面では、１目盛りが何人に相当

するのかの説明があればよかった。ほかに気になった点として、企業名を実名で出
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す際の基準があれば聞きたい。番組全体から北海道新幹線の利用実態はよく理解で

きたが、生放送で視聴者との双方向のやりとりを入れて進行していた点は、うまく

活用されていないと感じた。出演した記者も最後まで原稿を見ながら話していたの

で、テレビということを意識してもらえればと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

企業名を実名で出す際の基準について、公共放送なので企業の宣伝につな

がってはいけないということがまずある。その上で、番組やニュースごとに、

個別に判断していくということでやっている。 

 

○  ビッグデータはどのように取得したものなのかが分からなかった。また、そもそ

もビッグデータということであれば、北海道新幹線が開業する前の過去のデータが

あり、それに対して新幹線開業後と比較して示す必要があったのではないかと思っ

た。加えて、新幹線が交通機関として重要度を増しているということであれば、北

海道に観光客がどこから来ているかというのも大切だが、北海道の人がどれだけ新

幹線を使って本州のどこに行っているかということも知りたかった。最後のほうの

場面で、修学旅行とインバウンドとビジネスということがポイントとして挙げられ

ていたが、例えば函館へのインバウンドでは、データではなく私の印象なのだが、

新幹線よりも船で来ているほうが多いという感じがする。そうした点もきちんと検

証しなければいけないと思う。 

また、スタジオに出演した記者は２人いたが、最初は函館放送局の記者で、次に

いきなり別の記者が出てきてその記者は原稿を見ながら話していたのでかなり唐突

な感じがした。 

 

○  内容自体はすごく興味深く見たが、番組の時間が足りなかったのか、かなり慌た

だしく終わってしまい、終わり方が制作者の計算外だったという感じを受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

携帯電話会社の協力によるビッグデータは、個人情報を取り除いたデータ

が使用されている。また、同じ地点に一定時間滞在した方の位置情報がビッ

グデータに集約されるので、短い滞在はこのデータではカウントしていない。

北海道新幹線が開業した後と開業する前との比較だが、今回データで使用し

たのは、新函館北斗駅や木古内駅に降り立った人で行っているため、去年の

データだと、飛行機で函館や札幌に来て、そこから道央、道南、ほかのとこ

ろに降りた人との比較になってしまう。今年の新幹線開業後のデータとして

は、新幹線で来た人のみを対象としているため、去年との比較はできなかっ
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た。前半部分で出演した記者は、函館を中心に、経済、ホテル事情、人の動

き、経済効果などを取材した、地元・函館放送局の記者だ。後半で出演した

記者は札幌放送局の記者で交通関係を中心に取材しており、直接取材した人

が伝えたほうがいいということで、出演を２人に分けた。突然出てきたとい

う印象を与えてしまったとすれば、それぞれの記者の分担が分かるようにす

ればよかった。 

 

○  ９月３０日(金)放送の北海道クローズアップ「クラウドファンディングで地方創

生を」では、なぜ金融機関がクラウドファンディングを民間事業者に進めるのかが

よく分かった。釧路の事業者がアイスホッケーを活用して新しいものができないか

と話していたときに、すごく生き生きとしていた。金融機関の方が、新しいアイデ

アについて前向きに話していた時の表情がすごく印象的で、そこで今までこんな会

話がなかったと話していたことは、すてきなことだと思った。全体としてよくまと

まっていたという印象だが、最後に解説者が出したフリップは、テロップで表示し

たほうが分かりやすかった。 

 

○  地元の洋菓子店に出資した金融機関の方が登場していたが、味を聞くのではなく、

なぜ店に出資したか、どこに魅力を感じたのかを聞いてほしかった。釧路応援ファ

ンドの仕組みのチャートだが、手数料の流れが分かりづらかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

クラウドファンディング出資の理由など、インタビューのときに聞き切れ

ていなかった部分があったかもしれないので、次回に生かしたい。手数料を

解説する図については、今後もう少し分かりやすいものになるように努める。 

 

○  １０月７日(金)放送の北海道クローズアップ「小さな命を守りたい ～医療的ケ

ア 親たちの訴え～」を見た。昔、地元で数時間置きのケアが必要なお子さんがい

るご家族にも会ったことがあり、興味深く番組を見た。番組の中で伝えていたが、

法律の改正について全く知らなかったので、どのように法律を改正するのかもう少

し知りたかった。また、重い病気の子どもは病院でケアを受けていると思いがちだ

が、最後の先生の話で、病院ですらどこでも預かれるわけではないというのにすご

く驚き、意外に思った。なぜそのような制度になっているのか、親でもできるケア

をなぜ病院ができないのか疑問に思った。 

北海道クローズアップではほかに、９月３０日(金)放送の「クラウドファンディ

ングで地方創生を」も見た。北海道クローズアップは今回どの番組もよくまとまっ

ていて、新しい視点を得ることができた。 
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（ＮＨＫ側） 

この番組で取り上げたのは、集中治療室でのケアがなければ命が救われな

かった子どもたちだ。医療の進歩で重い病気を持つ子どもたちが成長したと

きにどうケアをしていけばいいか、その知識が病院にもなかった。一方、集

中治療室にはどんどん新しい子どもが来院するので、一定程度生命の危険が

なくなると退院していく状況がある。その結果、家庭の中で子どもをみると

いう、これまでなかった事態が生じている。そのような実態に合わせて、受

け入れる場を作っていかなくてならないということで、今年６月に法律が改

正された。例えば、親が付き添っていれば受け入れてもいいという保育園は

一部であり、受け入れられるかどうかは個別の判断であるという部分が少し

分かりにくかったかもしれない。今後は工夫していきたい。 

 

○  介護福祉法が平成２４年に改正されて、福祉介護職員もたんの吸引などの医療的

行為ができることになったが、医療的ケアの必要な子どもを支えるための福祉サー

ビスが非常に少ないという状況だ。そのために家族に重い負担がかかっている現状

を改めて理解することができた。親の立場に立って考えることは難しいが、ようや

く政治が動いて法律が改正され、これから支援が強化されていくという期待を持っ

ていると思うのだが、そこからがなかなか進まず、歯がゆく感じられる面も伝わっ

てきた。稚内で行われているチーム会議の事例に興味を持った。どの分野にも言え

ることかと思うが、まず建物や設備を整えよう、組織を作ろうということではなく、

目の前のケアを必要とする対象者に直接働きかけていき、なし得た確実な成果が

後々、枝葉が広がっていくように人の輪や物事につながっていくのだろう。いろい

ろな物事の参考になると思った。そこで、チーム会議の成り立ちや、鍵となるコー

ディネーター役の方、保健師の働きかけを詳しく知りたいと思った。 

ケアが必要な子どもが２人もいる方や、子どもの状態から母親の大変な状況が番

組から見て取れたが、番組からは切迫したものが少し感じられない面もあった。番

組には決して映してほしくないということや、精神的にも肉体的にも追い詰められ

ている方も多く存在するであろうことを考えた。ただ、この番組を通して勇気づけ

られたり、意識を持った関係者が何とかしようと動き出し、手を取り合って活動の

きっかけにできたらすばらしいと思った。 

 

○  この番組を見なければ分からないこと、当事者しか知りえない状況や実態という

のがよく理解できた。全国に 9,000 人弱、道内にも 400 人弱のケアを必要とする子

どもがいて、乳幼児を含めると潜在的にはもっと多いということを知り、無理解で
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いた自分が恥ずかしくなったのと同時に、社会としてもっと重く受け止めなければ

いけないと感じた。 

番組で取り上げていた親子はいずれも前向きで、明るく笑顔だったことに、救わ

れた感じがした。稚内病院の看護科長さんの言っていた、お母さんの笑顔をなくし

てはいけないという言葉に、この問題がすべて集約されていると感じた。一方で、

じきに自分で呼吸することが難しくなると伝えるナレーションがあったが、必要な

コメントだったのか。もう長生きできないのではないかと視聴者を不安に思わせる

コメントだと感じた。 

医師の解説も分かりやすく丁寧で、現状における問題点を理解、整理することが

できたし、この問題を追いかけて取材を続けていた記者も落ち着いて報告していて、

大変よい印象を持った。また、解決方法として行政の支援という言葉が出てくるが、

具体的にどのような支援が必要なのか、それは法整備なのか、社会の理解なのか、

あるいは税金による財源の確保なのか、そのあたりをひとくくりにして行政の支援

と言うのではなく、もう一歩踏み込んで私たち一般市民にもできるような行動とい

うことも示してもらえるとよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ナレーションについてだが、じきに自分で呼吸することが難しくなるとい

うのは、亡くなってしまうという意味ではなく、自己呼吸ができなくなって、

人工呼吸になってしまうということであり、まもなく命が失われるという意

味ではない。もっと意味が伝わるようにするべきだったと思う。 

 

○  地味なテーマだが、伝えていく必要があることを番組にするのはとてもよいこと

だと思った。札幌のような大都市ではなく稚内のような小さなまちだからこそ、あ

のようなチームでの医療を行えるのは本当にすばらしいことだと思うが、だからこ

そなぜ稚内でできるのかということをもう少し教えてもらいたかった。出演の医師

の解説がとても分かりやすく、すごくよい番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

子どもの医療的ケアにご家族が向き合っていく中で、お子さんが退院して

から数年の間、ほとんど家を出られなかったという方もいる。そのくらい必

死で子どもと向き合っている。当初は母親同士のネットワークもなく、たま

たま病院で出会った人同士が困っていて、どこに行ったら情報が手に入るの

か、どこに行ってだれに相談したらいいのかということすら手探りの状況か

ら、ネットワークを当事者同士で作っていった。それが、もう少し大きな集

まりになっていき、札幌から離れたところからも人が来て、なるべく多くの
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情報を交換していった。しかし、そうは言っても自分たちだけでは限界があ

るということで、今回取材を受けてくれた。先ほどの指摘にもあったが、例

えば両親の介護に関わりながら、お子さんもケアしているような方で、取材

は受けられないという方はいた。切迫感が足りなかったという指摘もあった

が、あまり悲惨な感じに見えるのはよくない、それが社会と自分たちとの壁

を作っていると思いが出演者にあり、自分たちの子どもが社会の中で暮らし

てほしい、そのためには距離を縮めなくてはいけないと思うとともに、自分

たちが特殊な人間ではないと思ってもらいたいということで、あえて明るく

ふるまっておられたということがある。 

稚内市の場合、１人の保健師が熱心な医師から話を聞いて始めたのがきっ

かけで、いろいろな協力を得て行っている。これまで稚内方式は大変だから

できないということで広がっていなかった。ところが、実際に番組を放送し

たことで、これならできそうだと研究するところが現れており、そういうこ

とが今後、広がってくれたらと思っている。広がったときには、ぜひ続編を

作りたい。 

 

○  ＮＨＫならではのテーマですばらしい番組だった。私にも子どもがいるが一時期

入院していたことがあった。そのときに、私が一番頭を悩ませていたのは妻のこと

であり、子どもの病による親の衝撃というのは経験した者でなければ分からないこ

とで、私もこの手の番組というのはしばらく見られなかった。 

稚内モデルの試みはすばらしいと思ったが、実は稚内だけではなくて、一人の保

健師が鍵になっているという点で、熱意があればほかのいろいろな地域でもできる

と思う。そこに行政や人材の面で柔軟性があるところであればどこでも成功できる

と私も実感している。今回の番組のように、実は特殊ではないが、あなたは明日も

しかしたらこうなるかもしれませんという問題提起をして視聴者に考える時を与え

るというのは、さすがＮＨＫならではの視点だと思った。こういう提起を今後もお

願いしたい。 

 

○  このテーマを取り上げたことに大きな意味があると思う。高齢者の医療や介護と

いうのは自分や家族に必ず訪れる問題なのだが、子どものケアは経験者にしか分か

らないし、少し閉鎖されている部分もあると思うので、これは私たちみんなが共有

しなければいけない課題であり、これからも地道に継続して伝えていく必要がある

と感じた。 

 

○  １０月９日(日)北海道ＬＯＶＥテレビ「うまいッ王国 十勝スペシャル」（総合 

後 1:05～1:48 北海道ブロック）では、災害の話題が多い中で十勝のことを取り上
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げていただいた。とかちマルシェも台風被害でＪＲが動かないという中で開催され

ており、そこを舞台にしてもらえたことにまず感謝している。番組の公開収録で会

場の観覧者とやり取りしながらやっているのに、会場の様子以外のＶＴＲが多かっ

たので、観覧していた人はどのようにしていたのだろうと思った。十勝の食材のＰ

Ｒはいいが、会場とのつながりが唐突な感じがした。途中で十勝の有名シェフが出

てきて会場の臨場感も伝わってきたところはよかった。一番印象に残っているのは、

空撮の映像がすごくきれいで、何度もいろいろな形で出てきていたのが印象的だっ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

公開収録を行った会場には、大きいモニターを用意して、番組の映像を観

覧者も見ることができるようになっていた。番組内の映像と会場のつながり

がよく分からなかったという指摘について、今後別な形で生かしていきたい。 

 

○  食べ物が全然おいしそうに見えないのが残念だった。日曜日午後の時間帯という

ことで、視聴者の興味を引くためには、おいしい食べ物というのはすごく大きな魅

力になると思うが、料理が冷めているようでおいしくなさそうだったので、もった

いなかった。十勝の食材がどのようにおいしいのか、例えば、枝豆はアメリカやロ

シアとも取引していると言っていたので、彼らがどんな感想を持っているかという

ことをもっと掘り下げてほしかった。 

 

○  台風被害があったので、十勝の農業がんばれという思いで見た。十勝の広大な面

積、攻めの農業を改めて実感できる番組構成だった。絶品食材を紹介し、大規模で

ありながら、じゃがいものように個々の品種にまで対応するような細やかな栽培も

見られた。生産者だけでなく、さらに２次加工の技術や戦略も出演者の人柄がにじ

み出ていた紹介で、楽しく見ることができた。シェフが出演し、その都度ピックア

ップされた食材の料理を紹介したり、高校生のコンテストがあったりと、生産・加

工・流通・消費のつながりを見ることができたとともに、農家・学校・地域企業の

連携をかいま見ることができ、飽きずに最後まで見た。 

 

○  １０月１０日(月) 天空のお花畑 大雪山～“小さな賢者”の物語（ＢＳプレミア

ム 後 8:00～8:59 全国放送）を見た。ヘッドホンをつけて番組を見ていたら、もの

すごく音がよくて、虫の羽音、水の流れ、風の音がきれいに収録されており、映像

がきれいなことに加えて音もすごくきれいだと思った。また、番組で壇蜜さんのコ

メントがすごく上手で、「誇大広告でおびき寄せて受粉につなげる」といったように

いろいろな例え話が交えられものすごく分かりやすかった。加えて、番組の中で時々
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アニメーションが使用されていたが、その強弱がすごくいいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組は２年越しで制作しており、以前旭川放送局にいたディレクター

が作った。壇蜜さんのコメントは非常にすばらしくて、収録現場でもうまく

話題を引き出してくれて、それをかみ砕いて話していただいた。実際、ナレ

ーション入れのときも、いくつかのコメントについて壇蜜さんだったらどの

ように言いますかと聞くと、すぐ応えていただいた。番組は、すべて４Ｋカ

メラで撮影しており、音についても力を入れて収録した。アニメーションを

担当したのは、札幌在住で墨絵を基調に活躍されている方であり、そういっ

た点についてもディレクターがこだわって制作している。 

 

○  １０月１４日(金)放送の北海道クローズアップ「“交流”は何をもたらしたのか～

動き出した北方領土交渉～」は、ものすごくよかった。いま北方領土が話題であり、

新聞などでもアンケート調査の結果が出ている状況であるが、あまり関心がないな

がらも番組を見たところ、すごく疑問だったところがすとんと落ちてきたのと、後

半に取り上げていた北方領土生まれの女性に涙が出そうなくらい共感した。日本人

の墓石がうち捨てられて敵がい心を持っていたけれど、それが和らいでいったとい

う言葉からは、あってはならない歴史だが、そうしたことを乗り越えることも人間

たちはできそうなのだということを感じさせられ、いい番組だとしみじみ思った。 

また、北方領土にすでにロシア人が住んでいる状況で、返還がなされたらどうな

るのかということを疑問に思っていて、領土問題について、日本とロシアでどうい

い形で解決していくのかということについて、「共同統治」という言葉も聞いたこと

があったが、番組の中で解説者が、海外の事例でフィンランドの例を挙げる場面が

あり、そのような将来的な解決策もありなのだと思うこともできた。 

 

○  番組を見たがすばらしかった。北方領土というと、返還を訴え続けても返ってき

ていないという暗い話になりがちであり、私も今さらどのようにするのだと思って

いた。そもそもロシア人の島民とのビザなし交流が何なのかということすら分かっ

ておらず、そこにどんな意味があるのかということを知らずにいた。全くそういう

知識も関心もない私が見ても、とても分かりやすかった。教材としてほかの人にも

見てほしいというくらいよい番組だった。 

驚いたのはビザなし交流の費用が全額日本の負担で年間４億円もかかっているこ

とだ。交流の意義はとてもよく分かったので大事なことだと思ったが、自分と関係

のない話ではないということをものすごく感じた。また、今後どうしていったらい

いかというアンケート調査で、一番多かったのが「行き来が自由にできるようにす
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るのがいい」という意見だった。それならできそうな気がすると思った。解決策と

いうか、自分の中で全く分からなかった問題が、自分の中に見えたということが、

北海道民としてよかったと思う。 

最後のほうの場面で、北方領土に住むロシア人たちが、島を返すつもりは毛頭な

いけれども島にある日本人の墓の管理を始めたという話にすべて集約されているよ

うな気がする。すっきりはしないが、それは交流によってもたらされたすばらしい

成果ではないかと感じた。同時に北方領土で生まれた日本人女性の敵がい心が今は

徐々に薄れていったというところに、少しお互いの歩み寄りが見えた気がして、北

方領土返還一辺倒ではない番組構成に私は好感を覚えた。見て本当によかったと思

う。 

 

（ＮＨＫ側） 

日本とロシアの間で、今、領土を巡る交渉、平和条約締結に向けた話し合

いがこれまでにないレベルで動いている。一方で、元島民の皆さんはこれま

で、もしかしたら返ってくるかもと期待しては裏切られということを繰り返

してきたと思う。その複雑な思いをどのような言葉で表せばいいのかという

ことがあった。私たちは去年、「北海道 戦後７０年」という番組で元島民

の皆さんの今の思いというのを描いた。その際に「戦後７０年を経過して北

方領土をどう見ているか、どうしたいか」というアンケートを大規模に行い、

その一部を今回も紹介した。釧路放送局と札幌放送局とで北方領土プロジェ

クトを作り、メンバーで話し合いをしていた時に、ちょうど夏の時期にビザ

なし交流があり、ビザなし交流で何がもたらされているのか、そこを見よう

ということで取材を始めた。 

島から来るロシアの人たちに取材で聞くと、島の歴史をほとんど知らなか

った。特にロシア側で島の歴史を聞くことはないということだった。一方で、

日本から行く人たちは、チャンスがあるたびに島に行き、それを重ねるうち

に、島に住むロシア人と少しずつ顔見知りの人が増えていく。そこでうち捨

てられた状態になっている日本人の墓の話などをしていくうちに、ロシア人

側にも心情を分かってくれる人も出てきた。 

ただ、島に住むロシア人は「ここは私のふるさと」、「日本人が移住者のよ

うに島に来るのであれば分かるが」という感じがある。また日本側は、今回

行ったアンケートで「住みたい」と言う人が１５％くらいになった。元島民

も高齢化し、島に住むことはもう無理だと思いながらもやはり島は返ってき

てほしいし、せめて自由にお墓参りに行きたい、と思っているわけだ。私た

ちは、そういう心の変化を少しでも描ければと考えた。しかも急に変化して

は分からないと思ったので、変化の過程を描ければということで番組を制作
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した。引き続き、北方領土がどうなっていくのか、思いをどう伝えていくの

か、私たちもいろいろな形でやっていきたい。 

 

○  かつてビザなし交流で船に乗り、その時にはしけのため上陸できなかったという

経験があるが、ロシア人の島民側の費用も日本が持っているとは全く思っていなか

った。これは一体、どのような勘定で成り立っているのかと思った。納沙布岬の果

てまで行くと、国後島が目の前に、手に取るような近さにある。そこに自分の先祖

の墓があるといったことや、少年時代を過ごした場所があるといった人たちの意識

を拾い上げて、問題を提起していかなければならないと思う。返ってきたからどう

なるという話ではなくて、領土問題というのはただ単純に自分の故郷を取り戻す作

業だと思う。あそこで生まれ育った人たちが高齢化し亡くなられる方もいる中で、

当事者ではなくても日本国民としてずっと問題提起し続けていくことにこの番組の

意義があるのだと思った。 

 

○  すばらしい番組だった。まず、北方領土の歴史とビザなし交流の実態というのを

ものすごく簡潔にむだなく、誰にでも分かるような情報をまとめていた。いま島に

住むロシア人の島民と日本人の元島民の人の営みという部分の人間味、このバラン

スが絶妙だった。番組の視点もとても公平だが、そこに人間らしさが混ざっていて、

本当にすばらしい番組だった。 

 

○  北方四島で暮らしているロシア人の考えや現地の開発ぶりに関心があるので、興

味を持って見た。今回はビザなし交流が焦点だったわけだが、交流が行われている

ということを日本全体では知らない人が圧倒的に多いと思うし、大半の人はその内

実を理解していないと思う。この番組を見て日本人の元島民と島に住んでいるロシ

ア人との間でいろいろな形で交流が行われているというのは映像でよく分かったが、

ビザなし交流事業そのものの意義や、実際にどういう意味があったのかということ

についてもう少し批判的な視点というのがほしかった。税金を使って交流が行われ

ていて、一番肝心な交渉のことについて話してはいけないという縛りが本当にかか

っているのだとすれば、それはやはり是か非か検討すべき問題であると思うので、

そのあたりも視聴者にも伝えるべき部分ではないかと思った。 

北方領土関係の報道や番組は、そのストーリーやパターンが限られてくるという

ところがあると思う。それは制作者も頭を悩ませている部分だと思うが、元島民の

人たちが出てくるとストーリーの流れが読めてしまって、出てくるコメントもこう

だろうなというのが分かってしまう。別のアイデアというのがありうるのかどうか。

今後も続いていくテーマなので、別のパターンというか、そういうもののアイデア

を出して考えてみる必要があるのではないかと感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

ビザなし交流については、領土返還早期解決に結びつくためにという目的

が書かれているにも関わらず、そこへの寄与に疑問を感じて取材を始めた。

以前は領土問題について日本とロシアの島民が議論する場があったが、ロシ

ア側の要請で 2010 年からそれをやめることになったのを知った。元島民の

方々は限られたチャンスであっても、自分たちはここに住んでいて、日本人

がこの島にいたということを何も知らないロシア人に伝えたいという思い

でおり、そこを伝えた。しかし、指摘のとおり、ビザなし交流と領土問題解

決について十分に言えなかったところがあると思う。日本側の負担でビザな

し交流が行われており、この交流は国の大きな考えや枠組みだが、そこに参

加する当事者により、そうした目的や枠組みだけではなくて、何かの化学反

応というものが生じているのではないか。そこに今後の日本人とロシア人の

交流が発生したときに、両者の心理的ハードルを下げる効果はあるのかもし

れないと感じた。引き続き効果や成果を見つめていきたい。 

 

○  １０月１５日(土) バラのささやき～創られた美の物語（ＢＳプレミアム 後 6:00

～6:59 全国放送）を見た。日本原産のノイバラやハマナスから生まれたモダンロー

ズが、今、中心の系統ということで、日本でのバラの歴史がすごく分かりやすく紹

介されていた。今見ても驚くようなバラ模様の着物、新種を作り出す過程の紹介、

またすばらしい種を作り出した日本人がいるということも初めて知り、興味深い話

がたくさんあって楽しめた。ただ、何種類かのバラを擬人化し、アニメのようにし

ていたが、その必要があったのかどうか、そこは少し残念に思った。普通にバラの

歴史ということで紹介してくれたほうがすっと入れたような気がする。 

 

○  全国放送の「日本オープンゴルフ選手権」を見た。試合内容がすばらしかったこ

ともあると思うが、ＮＨＫの放送はいつもながら安心して見られる中継だ。ただし、

決勝ラウンドの解説で時々かみ合っていないところがあった。せっかく盛り上がっ

ているところで何が言いたいのかと思うと冷めてしまう。そのほかの部分はすばら

しかっただけに、解説者の話のトレーニングなどを検討していただきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年９月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２１日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、議事に先立ち、中田局長から９月１日付で新たに委員に就任した和田年正

氏の紹介とあいさつがあり、議事に入った。 

まず、「平成２８年度後半期の国内放送番組の編成」について岩堀編成局編成主幹か

ら説明があり、「平成２９年度の番組改定について」の意見を伺った。 

続いて、北海道クローズアップ「大横綱 千代の富士～故郷のトンネルとともに～」

をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

後に、１０月の番組編成について杉山放送部長から、放送番組モニター報告につい

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

あり、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

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

      和田 年正 （北海道新聞社論説委員） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２９年度の番組改定」について＞ 

 

○  「５分で『べっぴんさん』」や「５分でわかる『真田丸』」を時々見る。これは忙

しい方や見逃した方に向けてだと思うが、放送が未明や朝早い時間帯になっている

が、これはどういう配慮であえてこういう時間に置いているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 ５分番組というのを時刻表で置く際に毎回工夫を施している。大河ドラマ
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は毎週しっかりご覧になられている方には見ていただけているが、ふだん見

てもらえない人にも興味をもってもらうため、前後の放送番組でのさまざま

な配慮から、少し時間帯を変えたり、あるいは若干遅い時間帯に編成したり

ということになっている。 

 

○  例えば、もう少し放送が深夜にならないような時間帯に放送することも検討して

はどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご意見は今後の参考にさせていただく。 

 

○  ２８年度後半期から「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」が定時番組になった

のでよかった。この番組は、以前特集番組で放送していたが、これからも特集が単

発であって、評判がよかったら定時番組になるという感じなのか。このような番組

にはすごく期待しているので、楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

開発番組という定時化する前に制作し放送する番組がある。開発番組で視

聴者の反応を見て改善し何度か放送したうえで、定時番組として見ていただ

けると判断した番組を定時化するのが一般的だ。「超入門！落語 ＴＨＥ 

ＭＯＶＩＥ」についても、何度か放送した結果を受けて、今年度後半期から

定時番組となった。 

 

○  「精霊の守り人」の次のシーズンの放送について、放送の間が空くと、前の回を

忘れてしまう。間が空いてから次にまた見始めると、これはどういう話だったのか

と思っているうちに訳が分からなくなり、見るのをやめてしまうことがある。「精霊

の守り人」は本で読んでいる人も多くいると思うので、できればスパンをあまり空

けずに放送すると、その世界に入り込めるのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「精霊の守り人」については複数年編成ということでスタートして、その

都度大きくストーリーを変えて放送している。今回もおそらく、放送の直前

には再放送を組んで、番組を思い起こしていただきながら次のシーズンに入

っていくと思う。来年以降も忘れずに見ていただけるよう努めるので、ぜひ

ご覧いただきたい。 
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○  「映像の世紀プレミアム」をＢＳプレミアムで不定期に放送しているが、再放送

についてはホームページを見ても予定なしとなっていることが多い。このような特

番の再放送はどのくらい前に決まるのか。楽しみにしている人も多いと思うので、

決まったらなるべく早くホームページなどで周知をしていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

放送波によって再放送の考え方が多少違う。例えば総合テレビの「ＮＨＫ

スペシャル」などは、本放送からわりと近いところで再放送している。対し

て、ＢＳプレミアムについては、特集番組が非常に多いという関係もあり、

「映像の世紀プレミアム」のような特集番組を再放送する枠が決まっている

わけではない。比較的早い時期に再放送する場合もあるし、年末年始など多

くの人にさらに幅広く見ていただけるような時間帯で再放送することもある、

というのが再放送枠についての考え方だ。再放送の告知は事前にホームペー

ジなどを通じて行っていく。 

 

 

＜北海道クローズアップ「大横綱 千代の富士～故郷のトンネルとともに～」 

(総合 ９月９日(金))について＞ 

 

○  千代の富士と青函トンネルがどのような関係なのかと思いながら見た。今回の番

組で一番心に届いた場面は、当時の担任の先生と交わしていた手紙のところだ。そ

のようなやり取りがあったという事実だけでも、すごいと思った。千代の富士が先

生とのやり取りの中で励まされながら頑張っていった、ということが見てとれた。

また、千代の富士の手紙についてだが、字が出ると人間というのは読みたくなるも

ので、もう少し読みたいと思ったところ、紹介があっさりしていたのが少し残念だ

った。青函トンネルとの関係では、トンネルを掘ったトンネルマンが、昔、千代の

富士とトンネルについて語り、「完成させる」と言っていた実際の映像と肉声があり、

苦難の道のりを歩む千代の富士と、世界一のトンネルの完成を目指すトンネルマン

の、それぞれの頑張りが重なる時代だったということが分かった。千代の富士自身

の声がそこまで出てこなかったので、トンネルについて語るまでにはいかなくとも、

故郷である福島町についてどのように思っていたのか知りたかった。親も反対して

いて、本人も目指して行ったというわけではないが、横綱として大成したというス

トーリーには、今は何かと夢を求めて頑張れというようなことを言うが、決められ

た道であっても成功する道もあるということを、私が日々仕事で接している若者た

ちにも伝えてあげたいという気持ちにさせられた。 
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○  同じ福島町ということで青函トンネルの話題も盛りこまれたと思うが、私たちに

してみれば新幹線をはじめ何回も青函トンネルの特集を見ている中で、千代の富士

と青函トンネルを結びつけたということに違和感を覚えた。番組全体を見て、千代

の富士をしのぶ特集としたほうがよかったのではないか。また、力士としては非常

に小柄な千代の富士が、人一倍の努力によって３１回の優勝を成し遂げ、相撲の頂

点を極めたその努力がうかがえる番組だった。また何回か父親の姿が出ていたが、

物静かに見えた父親が、千代の富士が関脇で初優勝した場面で深々と頭を下げてお

礼を言ったとき、横にいた娘さんと奥さんが驚いたような表情をしていたので、ま

さにあれが父親の心情かと感心して見た。貴花田に敗れて２日後に引退を表明し、

また福島町の町長に「今度帰るときは新幹線で帰る」と言った矢先に亡くなられ、

急ぎ足というか、引き際のいい千代の富士らしい人生だったと感じた。 

 

○  先ほど違和感を覚えたという言葉があったが、テーマ的に私も少しありきたりか

なと思った。私自身、テレビの仕事の経験もあるが、自分だったら少しやりにくい

テーマではないかと思った。千代の富士が昇進した当時の古い番組または企画があ

って、そのような映像の力も使って制作されたのだと思う。番組には、手紙や昔の

映像の力があって、千代の富士の全盛期を知っている北海道民の多くの視聴者があ

のころを思い返したという効果もあったのではないか。そういう意味では、テーマ

的にややこじつけのように感じたが、このような見せ方もありではないかと思う。

番組の終わり方もよく楽しませてもらった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 千代の富士が亡くなったのは平成２８年７月３１日。「北海道クローズア

ップ」の放送が７月２２日を 後に、その後はオリンピック期間で休止とな

り、次の再開のタイミングが８月２６日だった。私たちとしては、亡くなっ

てから 1 か月たってしまうと思ったが、やはり郷土を代表する力士であり、

ぜひ番組として紹介したいと思ってこの番組を作った。実際には、８月２６

日は北海高校の甲子園準優勝の番組を放送し、さらに１週間後の９月２日は

「連続台風の衝撃」を放送したため、この千代の富士の番組は９月９日の放

送になった。 

千代の富士が亡くなった直後、ニュースや、ＮＨＫだけではなくほかの放

送局の番組でも数多く紹介していたということもあり、力士・千代の富士の

姿をみなさん一定程度見ているのではということで、私たちは「北海道にこ

だわって番組を作ろう」と思った。そこで、番組で紹介した千代の富士の姉、

同級生、担任の先生、そして地元の皆さんに、手分けをして徹底的に取材し
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た。そうすると、彼の周りには青函トンネルを作るトンネルマンがいて、ト

ンネルを何とかして開通させようという地域の思いと、そこで頑張ろうとい

う空気の中で彼も育っていったということが、取材の中で浮かび上がり、そ

の点を番組の柱として作ってみようということになった。彼が亡くなる前に

「今度は新幹線に乗って、青函トンネルを通って帰るぞ」と言っていたこと

が分かり、今回こうした柱で番組を作った。また、千代の富士本人の声がも

っとあったらよかったというのは制作しながら思っていた。力士としてまだ

弱かったころはよく地元に帰り、いろいろ話をしていたということだが、当

時の肉声が残されておらず、仲間が聞いているだけだった。そして、勝ち進

み始めると、相撲にまい進し、故郷のことを語らなくなり、勝ち進んで、勝

ち進んで敗れて２日後に引退し、それから親方となり、もう一回故郷に目を

転じたという印象が大きくある。故郷のことは語らず、しかし心には持ち続

けていてということを感じて制作した。千代の富士が引退してから地元の福

島町に横綱記念会館ができた。それも千代の山と千代の富士の記念会館であ

り、自身だけではなく、彼が憧れた郷土出身の千代の山の名を冠した会館だ。

そこからもう一回、故郷と向き合ったという印象を持った。彼は「福島町か

ら３人目の横綱を何とか出したい」と言って、何とか地元からということで

一生懸命スカウトしていた。その思いを伝えたいという思いで私たちも取材

をした。 

 

（ＮＨＫ側） 

 北海道ローカルの、北海道の中で放送する番組だということを強く意識し、

千代の富士の強い活躍の姿をできるだけたくさん見せたいと思いつつ、故郷

とのつながりということで番組の軸を作ろうと考えた。千代の富士には多く

の番組・映像資料が残っており、父、母、姉が出演していたのはほとんどが

『新日本紀行』という番組で、副題は「夢は海峡を越えて」というものだ。

福島町の夢である青函トンネルを掘るトンネルマンと、海峡を越えて一足先

に東京で花開こうとしている、当時関脇だった千代の富士関を重ね合わせた

番組が作られていたのだが、実は今回のアイデアもそこから相当もらってい

る。当時、トンネルの中で「われわれが貫通させて千代の富士も大関にさせ

て」と言っていたトンネルマンは、「千代の富士の活躍が励みだった」という

話もしていた。今回は番組に入りきらなかったが、千代の富士が初優勝した

ときは、お祭り騒ぎどころか、まさにみこしが出てきてお祭りをしているよ

うだった。それ以外にも、鼓笛隊や踊りを踊る人がいたり、みんな次々に「バ

ンザイ、バンザイ」を夢中で繰り返しているといった映像がふんだんにあっ

た。当初はトンネルと結びつけるのは意図があり過ぎになるかとも思ったが、
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過去の映像を見ていくと、多数の犠牲者を出しながら青函トンネル掘削に邁

進していた地元と、同時代に千代の富士が東京で苦難の道のりを越えていく

という姿があり、彼らの中でシンクロしているものがあったということを感

じて番組を制作した。手紙に関しては、封筒は幾つもお見せしているが、手

紙の中身が残っていたのが３通ほどであり、その中で 大限お見せできるよ

うにしたのが、番組での紹介のしかただった。 

 

○  私も青函トンネルがまた出てきたということで違和感を覚えたが、昔の映像や、

出てくる人たちの声は心に届き、非常におもしろく見た。個人的にはすっかり相撲

から遠ざかり、日常の中でほぼ見ることはなかったが、ちょうどこの千代の富士が

活躍していた時代は、私の祖父が生きていて毎日相撲を見ており、その時間に祖父

母の家に遊びに行っていた。番組を見てその当時の記憶がよみがえってきたので、

視聴後には久しぶりに家族で相撲を見た。この番組がきっかけで、ほかの家庭でも

また相撲を見るという行動につながるということがあったらうれしいことだ。番組

の舞台である福島町の位置を番組の中で示してほしかった。福島町は道南のどのあ

たりだったのかと思っているうちに番組が終わってしまった印象だ。今回の番組で

は、トンネルマンだけではなく、たくさんの地元の方が出ていた。また、千代の富

士の姉の現在と若いころの両方を見ることもできて、映像の力を強く感じた。 

 

○  千代の富士が亡くなって時間がたってからの放送ということで、このような作り

になったことはいいと思う。以前、北の湖が亡くなったときは、スタジオベースの

生放送だったが、今回は亡くなられてから１か月程経過してからの放送なので、じ

っくり作り込んで地元の人の声を 大限に取り上げていたのはよかった。私も、番

組の副題だけ見たときは、またトンネルかというように思ったが、福島町にとって

千代の富士と青函トンネルはともにとても重要であるので、そこまで違和感なく番

組を見ることができた。また、やはり昔の映像の力はすごいと感じた。冒頭で子ど

ものころの千代の富士の写真が出たときに、目力の強さに驚いた。引退会見での「体

力の限界、気力の限界」というのは有名な言葉だが、実はその前に「月並みの引退

ですが」と言って、しばらく間があってから「体力の限界」と言っている。私とし

ては、あの「月並みの引退ですが」からの次の言葉に価値があると思っていたが、「体

力の限界」しか番組で使っていない番組も目にしていたので、この番組は当時の引

退会見をたっぷり見せてくれてすごくよかった。一方、ただ一つ残念だったのは、

女性が担任の先生の家を訪ねていくシーンで、リュックのファスナーが開いて中身

が見えていた。そこに目が行ってしまったことは残念だった。ただ、番組は本当に

きちんと作られており、千代の富士が福島町の人たちにとってその当時いかに支え

になっていたかというのが伝わってきた。千代の富士も入門したてのころは弱音を
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吐いていたというのも分かり、全体としてすばらしい番組だった。 

 

○  古い映像があって懐かしく見ることができた。いくら福島町だからといってもな

ぜまた青函トンネルなのかと思ったが、地元の盛り上がりや、青函トンネルの工事

と同時進行の千代の富士の昇進というのがあったということが分かり、見終わった

ときには、千代の富士とトンネルを結びつけたことにすべて納得とはならなかった

が、「そうか、これもありなのだ」と思った。地元から千代の富士へという目線に重

心が偏り過ぎていて、千代の富士の地元に対する思いの部分がもう少しあってもよ

かった。番組のエンドについては、当時の映像と実況をそのまま 後に使っていた

ところがすごくよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 私自身も子どものころに、千代の富士が活躍していた時代に相撲を見てい

たという世代であり、千代の富士が大好きだったので、番組にはその思いを

込めている。引退会見をどこから流すのかということにもこだわったので、

そこをよかったとご指摘いただいてとてもうれしい。福島町の位置に関して

は、地図を表示していなかった。ご指摘のとおり、位置について「大体あの

辺りだな」と漠然と見るより、地図を示して見ていただくのでは大きな違い

があると思う。何となくの疑問感を引きずらないということはとても大事な

ことであり、今後のほかの番組の制作にも今回のご指摘を生かして制作する。

リュックのファスナーが開いていたところは、編集作業の時点で気づき、制

作担当者に指摘と注意を行った。今後このようなことがないようにしたい。 

 

○  私も副題を見たときは、「またトンネルだ、新幹線だ」と、こじつけ、無理やり感

があったが、実際に番組を見ると、千代の富士がいかに地元福島町の人々に愛され

ていたか、それがよく伝わる番組だった。想像していたような無理やり感はさほど

なかったが、それでも千代の富士と青函トンネルへのつなぎがぎこちなく、唐突な

感じはした。幼なじみや先生とのエピソードに比べると、トンネルとのつながりは

浅くて、冒頭でナレーションがあったが、結びつきのところは常にナレーションで

さらっと流すだけだったので、そこがもったいなかった。番組の視点が、町の人々

から見た千代の富士ということでしかたがないがないのかもしれないが、いかに青

函トンネルや地元を思っていたかという千代の富士目線の描写がなかったと思う。

また、先ほどもあったが、番組を見始めて福島町の正確な位置について分からない

まま終わってしまったという感じだ。番組で一番感動したのは、当時の実際の映像

であり、千代の富士がいかに愛されていたかが分かった。初優勝したときのみこし

や花火。番組の終わり方も非常によかった。全体的にはとてもいい番組だった。た
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だ副題に「トンネル」という言葉は不要だったと思う。 

 

○  私も副題に若干違和感を覚えたが、見終わった後、千代の富士自身と彼に重なる

福島町が歩んできた時代背景が存在しており、そこまで無理のある結びつけ方では

なかったという印象だ。千代の富士の手紙については、もう少し見せ方があったで

はないかと思っていたが、先ほどの説明で事情が分かった。実は、素朴な文章で、

もう少し掘り起こせば何かあったのではないかと想像はしていたので、そこは少し

残念だった。このような番組では、あまり知られていないエピソードをどれだけ掘

り起こして盛り込めるかが一つポイントだと思う。番組では、同級生や先生をはじ

め、千代の富士に近い人たちが紹介されていたが、もう少し「へえ、そうだったの

か」というような、昔の千代の富士に関わるエピソードがあれば知りたかった 

 

（ＮＨＫ側） 

 委員の皆さんから 初は副題に違和感を覚えたとのご指摘をいただいた。

違和感を持ちながらもご覧いただけたということで、ありがたく思っている。

しかし、視聴者の中には、違和感があるから見るのをやめよう、と思われた

方もいるかもしれず、私たちとしては方向性をきちんと示したうえで、番組

冒頭から結びつき、同時代性というものを意識して見ていただけたらと思っ

て、その副題に込めたのだが、もっと考えるべきだったと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

 去年の秋に北の湖が亡くなり、そのときも追悼番組を制作した。その番組

の副題は、「追悼 北の湖～相撲王国を背負った男～」だった。北の湖と千代

の富士はまさに相撲王国・北海道を背負ってきた２人であり、対照的な面も

あったと感じている。その中で、私たちも副題を決めるにあたり、「ふるさと

とともに頂点を目指して」などいくつかの案を考えたが、「ふるさと」だと北

の湖と同じになってしまうと考え、千代の富士の「トンネルを通って帰るぞ」

という地元に向けた 後の言葉を生かそうということで今回の副題に決まっ

た。ただ、番組を見た人がそこに至るには距離もあると思う。今後はぜひ、

皆さんがすっと入れるタイトルを考案していきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月２２日(金)放送の北海道クローズアップ「デナリ 究極のスキー大滑降～札

幌から世界に挑む～」を見た。主人公の山岳スキーヤーは、利尻山から滑降する番

組でも以前紹介されていたが、これはものすごい冒険であり、危険と隣り合わせの

チャレンジなので、報道する側としてもいろいろリスクのある取材だと思う。しか

し、こういった話題は今の時代なかなかないので、引き続き伝えていってほしい。

うまく成功してほしいと思うとともに、この冒険がどうなるのか非常に楽しみにし

ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

 デナリは本当に大変な取材で、山岳班というのがＮＨＫの中にもあるのだ

が、その山岳班が高度順応のための訓練などもしながら、現地に赴いている。

これから１年かけて垂直登頂の訓練などをしているところであり、来年の同

じ時期に再び本番に挑もうとしている。来年、いろいろなところで放送でき

るよう進めており、私たちも十分な安全対策をとって、この冒険を実現する

ようにやっていこうとしている。 

 

○  ８月２６日(金)放送の北海道クローズアップ「大奮闘！北海高校」を見た。８月

の北海高校の活躍は道民にとって大きな話題の１つであり、甲子園準優勝後すぐに

この番組を放送したというのは非常にタイムリーで、よかった。つい１年前には鹿

児島実業に敗れ、新チームは札幌の地区予選でも１点も取れなかったというチーム

が短期間のうちに今年の夏の大会で準優勝まで行ったことは非常に驚くことだ。

「北海野球」というのはどうしてこんなに大化けしてしまったのかということにつ

いて説明されていたと思う。基本に忠実な野球をやるということで、派手さはない

代わりに堅実なプレーを心がけて、それを積み重ねたことが結果につながったこと

は分かったのだが、高校野球の場合は監督の采配というのが非常に大きくて、特に

スター選手がいないチームにおいては、監督がどういうポリシーで鍛えてきたかと

いうことが結果につながっていくと思う。監督のポリシー、すなわち実績を上げら

れなかったチームを短期間に変えた背景に、一体何をやったのか、またそれがどう

いうふうに結果につながっていったのかということについてもう少し監督中心にメ

ッセージを伝えてくれると、ふに落ちたかもしれない。１７人の選手が登場したの

は演出としてはよかったと思うが、この年ごろの運動選手というのはマイクを向け

てもあまり気の利いたコメントは返ってこないといことが多いので、もう少し監督

の口から、あるいは選手以外の人の口から、このチームはこうやったので伸びたの

だといったもう少し具体的で説得力のあるような話があるとよかった。また、「ガッ
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ツポーズをしない」といったようなルールを取り決めていることは、非常に好感の

持てる情報だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 監督の目線できちんと振り返ることのほうが納得のいく番組になったので

はないかというご指摘をいただいた。選手がそこまで雄弁に話すことは難し

いというのはあると思うが、そうは言ってもプレーして頑張ったのは選手で

あり、帰ってきて「おめでとう」と声をかけたいのは選手だという思いがあ

る。目指したところとしては、監督の指導方針が選手たちのプレーの中でど

のように現れたのかというところで、基本に忠実というその忠実ぶりが今の

時代はエンジョイベースボールというのが一般の中で、個々が目立つのでは

なくてチームプレーに徹するという昔ながらの野球を貫いているところが１

周回って新しいというようなことでお伝えした。ＶＴＲと選手の生の部分と

を小刻みに交ぜながら、息が詰まるような時間をスタジオで延々と過ごすの

ではなく、ＶＴＲを細かく入れてといろいろ考えてやった次第だ。 

 

○  ９月２日(金)放送の北海道クローズアップ「連続台風の衝撃～想定外にどう備え

るか～」を見た。災害が発生してすぐ放送した番組として、よくまとめられている

と感じた。台風災害による課題が浮き彫りになり、被害のあった町に焦点を当てて

しっかり見せてくれたのがよかった。番組の中で複数コメントしていた方がいたが、

肩書きが 初はテロップで表示されたが、違うシーンで登場したときには表示され

ていなかった。できれば登場するごとにきちんと肩書きを示してほしい。 

 

○  台風被害では、特に収穫を間近に控えた農作物に大きな被害が出た。非常に残念

でならないところだ。この後、自分たちがどういう形で支援していけるのか考えさ

せられる番組だった。北海道は昭和５６年以来、大きな水害や台風の被害が少ない

だけに安心感があったという中で、ハザードマップをはじめ、早急に見直しが必要

であり、今回の台風は異例ずくめという中で、今までと違って「北海道に台風が来

るときは弱まっている」といった概念を取り払わなければならない内容だった。特

に今回の台風の中では全国的に災害弱者といわれる高齢者や介護施設などが大きな

被害を受けていることが多いので、対応について今後番組の中でしっかり取り上げ

ていただきたい。また、北海道においては、台風被害を受けたときの交通網、輸送

網の弱さを感じた。特に十勝をはじめ北見など農作物の大生産地は遠距離のところ

が多く、その鉄道、国道の復旧に際しては、激甚災害の対象という中で、特に鉄道

についてはその対象にならないといわれている。長距離輸送のためにも必要な線路

や道路を抱える北海道にとって、他の都府県と違う対処の内容が今後必要ではない
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かと考えている。 

 

○  一連の台風報道について、正確できちんとした報道で非常に参考になったし、頼

りにしていた。ただ以前から気になっていたが、特に本州方面を取り上げる場合に

全国放送の中継で、大した被害ではないところでも、例えば、四国、九州、本州、

北海道と横並びで何とか四つ全部中継を出さなければというところがあるように見

受けられるが、被害の程度は本部で分かると思うので、もう少し中継地域を取捨選

択してもらいたい。また、ニュースなどで使用する、雨雲レーダー、気象予報レー

ダーについてだが、視聴者にとってすごくありがたいと思う。しかし、放送する時

間が短過ぎると感じる。そのため、雨雲が何時間後にうちの辺りにかかるのかが分

からない。もう少し放送する時間を長くすることを検討いただければと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

 コメントしている方の肩書きが表示されていない部分があったということ

だが、 初と２回目の登場までは肩書きを入れていたのだが、 後の登場場

面では入れておらず、そこはもう一回入れるべきだった。何回も肩書きを表

示するのはやらなくてもいいのではと思いながらやめてしまったが、どうい

う立場の方が話をしているのかということは、今後繰り返しでもきちんと入

れていきたい。 

台風については、農作物、物流、交通など大きな被害がある。日々のニュ

ースや企画で伝えると同時に、９月３０日(金)の「北海道スペシャル」で、

農作物への影響、各地の橋、交通への影響、そしてこれからの備えについて

取り上げる。今後も長く続く問題だと思うので、引き続き取材していきたい。 

 

○  台風関連のニュースを全国の中で大した被害が出ていないのに横並びで一律に出

すのはどうか、というご指摘をいただいた。ＮＨＫの災害報道には２つの側面があ

り、すでに発生した被害を伝える災害報道の側面と、これから起きる可能性のある

被害からできるだけ早く逃げてもらうという減災報道の両面がある。減災報道は、

どの地域で被害が大きくなるか予測しにくい面があるので、台風の進路、雨・風の

予測などを基に、少し広めにとらえて出る可能性のあるところはすべて中継で伝え

る対象に含めている。ご指摘の点だと、例えば台風が通り過ぎてもう被害は出ない

と思われる地域のことを報道している場合、改善の余地があると思う。また、雨雲

のレーダー予測についてだが、もう少しじっくりと、例えば時間を区切って１時間

ごとにゆっくり見せるということは一つの工夫かと思った。気をつけなければなら

ないのは、あの予測も１００％万全ということではない。今回の台風１０号のとき

も、もっと早くに収まる予測だった。予測を詳しく見せることが、逆に災害への警
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戒心を緩めてしまうことになっては元も子もないため、その点も考慮していきたい

と思っている。 

 

○  北海道クローズアップは、北海高校、そして連続台風といったように北海道にタ

イムリーなテーマを取り上げていて、北海道ならではの番組が続いた。内容はもち

ろんだが、テーマの選定を含めて今後も北海道に特化した番組を作っていってほし

い。リクエストとしては、若い世代に興味を持ってもらえるような、子育て、教育

といったテーマも取り上げてほしい。今の番組は対象とする視聴者の年代が高いと

思いながら見ているが、私と同世代の人も知りたいことはたくさんあるので、そう

いうテーマも時折織り交ぜていただきたい。 

次に、台風災害報道について、「災害報道ではどの地域を報道し、その基準がどう

なっているか」ということについて質問したい。実際に被害が出ている地域にいる

と、その情報を知りたいという気持ちは強い。今回の台風被害に際して「地域の情

報がなかなかテレビに出ない」という周りの十勝の方の声があり、私もそのように

感じている。被害の大きい芽室町、清水町の情報が、見たくてもなかなか見られて

いない。放送されていたのかもしれないが、かなり不安だったのでいろいろ番組を

探したのだが、なかなか見ることができなかった。全国放送ではほぼ岩手県の話だ

ったと思うし、十勝が大変な状況になっているということを知らない人が非常に多

くて、報道の偏りというのを十勝に暮らす立場として強く感じていた。この基準が

例えば亡くなった人の数や、流された家の数、災害の規模などではないかと感じて

いるが、十勝の場合は経済的な被害が大きな規模で出ているし、被害が広域にわた

るということを考えると、もう少し報道してほしかったと強く感じている。 

また、物流の面でも、スーパーの棚がすぐに空になるのではないかということで

かなりの危機感があった。十勝の人にとっては、今のこの大変な状況を知りたい、

どう対応するかといったことが問題なのに、報道のタイミングが合わなかったと感

じている。自分自身当事者だったので、ネット上にはさまざまな情報があふれてお

り、ＮＨＫの正確な情報が知りたいという気持ちであり、ニュース放送の頻度がも

う少しあってほしかった。私は結果的にラジオに切り替えて、地元ＦＭラジオの情

報だけが頼りという状況になった。これだけ日本全国広域になってしまうと、きめ

細かい取材は難しいと思うが、災害報道の優先順位がどのように決められているの

か質問したい。雨雲レーダーはすごく頼りにしていた。情報はぜひもう少し回数を

増やし、時間を取って出していただきたい。９月３０日に「北海道スペシャル」が

あるということで楽しみにしている。農業被害の本当に大変な状況を目の当たりに

しており、これからどう復興していけばいいのか途方に暮れているという状況であ

り、そのあたりの希望になればと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

 ニュースについてだが、芽室、清水、それから南富良野もそうだが、例え

ば「川の水位がここまで上がってきて、こういうリスクがある」といった情

報については、台風が接近の前の晩からずっと断続的にお伝えしていた。実

際にあふれて被害が出始めてからの段階でも、現場からの中継などかなりや

っている。今回の一連の台風については、私たちは北海道の中の情報をかつ

てないくらいきめ細かにお伝えしたと思っている。例えば、全国のニュース

を５分間やった後に、さらにその後に続けて、北海道向けに特設ニュースを

行うなどした。ただ、放送枠の課題も感じていて、新聞の番組欄に載ってい

ないところで臨時にやっていたニュースだったので、いつやっているか分か

らないということがあったと思う。いつから北海道のニュースをやるのか、

それをどのように知らせるかは、今後さらに工夫していきたい。 

全国の情報とのすみ分けについては、岩手の死亡・行方不明者が多かった

ので、そちらが前に来るのはやむをえないところがあったと思うが、例えば

そういうときこそ特設ニュースということで、北海道の状況を伝える機会を

作っていかなければならないと考えている。特に今回の台風１０号の場合に

は、前日の夕方から翌日の夜まで放送を断続的にやったのだが「ほとんど見

なかった」という声が多数あった。やっていることが知られていないという

ことを痛感しており大きな課題だと思っている。 

 

○  北海道クローズアップを見て、南富良野の川の氾濫の被害がすごいということが

初めて分かった。また、雨雲データなどを使った説明がすごく分かりやすいと思っ

た。また、この番組と別なのだが、日勝峠の被害がニュースでもほかの番組でもな

かなか報道されず、疑問に思っていたが、聞いたところによると、被害状況を調べ

ることもできないほどひどいということだった。これから放送予定の「北海道スペ

シャル」で、まだ分からないところ、これから分かるところも続けて取材していっ

てほしい。ところで、視聴者の興味を引くためなのか、番組の冒頭で必ず１分くら

い内容の説明があるが、内容と同じ画面を使って紹介しており、番組によってはス

タジオ部分でもっとたくさん聞きたいことがあるのに、なぜこれをしてしまうのか

なという印象だ。その部分を本編のほうに使うというのは無理なのか。同じことを

２回見るくらいだったらもっと突っ込んだ内容にしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 日勝峠の被害は開発局も入れない状況で、そのために被害の状況が明らか

になっておらず、まだ全容が分からないという状況だ。９月３０日放送予定

の「北海道スペシャル」ではそこも含めて、今どうなっているのか、今後ど
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うなっていくのか、分かる限りお伝えしたいと思っている。危険過ぎて取材

陣も入っていくことができないような状況だが、道内各地にまだまだそうい

った被害の全貌が分からない地域があると思うので、何とか手段を考えてお

伝えしていきたい。 

北海道クローズアップは、ご指摘のあった１分間のＶＴＲをやめてオープ

ニングもなく始まるということも行っている。例えば、先日の北海高校のと

きは、北海高校の屋内練習場に監督と選手の皆さんがずらりといて、放送開

始から「優勝おめでとうございます」と入った。しかし、９月１６日(金)放

送の土地所有者不明の問題などでは「今からこんな話をしようとしている」

と伝えることで心の準備をしてもらい、そのうえで「今、こういうことが問

題だ」「その背景にはこんなことがある」という具合に進め、視聴者が番組

に入っていただきやすいように制作しているという意図がある。 

 

○  ９月１６日(金)放送の北海道クローズアップ「土地の所有者がわからない」を見

た。土地の放棄などといった比較的地味な話題について、分かりやすく取り上げて

いた。地味だが、非常に身近な話であると思う。今はだれが土地を持っているのか

分からないというところで道路を作っていくのが大変だということが分かった。北

海道新幹線についてまで話を広げていて、よく取材されていると思った。 終的に

は、「なかなか妙案があるわけではなくて」と国も苦慮しているということであり、

確かにそうだと思う。登記するのに１０万円くらいかかるから価値のない土地にお

金をかける人はなかなかいないというのは分かるが、全くの素人としてはなぜそこ

までお金がかかるのかと思った。制度も含めて専門的に難しい問題なのだろうと感

じ、疑問も残った。 

 

○  番組全体を見て、登記は義務ではないが、登記の必要性を道民に深く知らせる努

力を今後もしなければならないと思った。司法書士でなくても個人でも登記はでき

るわけだが、その書類の簡素化、あるいは司法書士を使った場合に要する料金につ

いてもしっかり見直していかなければ、状況が変わることは難しいのではないか。

時代背景が大きく変わったので、番組の中でもあったが、共有地の所有者が６８名

だったところ、その子どもや孫など人数が増え、 終的には 900 名を超えることに

なるというようにより複雑になってきている。この状況がそのままになるとそうし

たことが続くので、番組で取り上げた地方自治法で定められた登記の特例措置につ

いてなど積極的な取り組みを促すような番組も必要ではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

 私たちも自分で登記したことが一度もなく「１０万円もかかるのか」とい
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うのは取材陣も感じた。もともと登記簿というのは住所と名前を書くだけで、

電話番号すら書かないということになっている。これがかつては本籍と現住

所が同じであったためにその住所だけを書いているため、登記簿上は本籍と

すらつながっていない。そのため、土地を買ったとき 初に登録した住所と

名前しかなく、その人が亡くなったり、あるいは子供に相続したときに、戸

籍とつながっていないとたどるのが非常に大変になっているという状況だ。 

国土交通省でも１年かけて専門委員が議論しているということなので、私た

ちも一つの提言として、そこで戸籍とつなげるといったことができないのか

取材したが、戸籍制度と土地の登記制度は全く別物で、２つはそれぞれ目的

が違うということでつなげられなかった。固定資産税という観点では、今回

紹介したような土地だと、固定資産税が非常に安くそもそも固定資産税を徴

収する対象にならないといとうことだそうだ。そうなると税の通知も行かな

いということで、例えば父親が持っていた土地を、父親が亡くなった後に遺

族が土地のあることを気づくことすらないということがある。そのため、登

記のシステムと戸籍のシステムと税のシステムをつなげると問題が解決する

ところがあると思ったのだが、その部分の手続きの一本化がうまく進まない

状況であった。このような状況があり、何をどうしたらいいのか踏み込んだ

具体例としてお伝えすることができなかったというところだ。 

 

○  番組がもやもやしたまま終わったという感じだった。例えば、「登記が義務でない

ことに驚きました」という質問があって、疑問が解消されるかと思いきや、それが

分からないまま終わってしまった。なぜ義務化できないのかということを知りたか

った。 後まで人々の良心に訴えかけるような番組で終わってしまった。私も登記

を自分で行ったが、法務局の担当者が親切に教えてくれた。例えば、そういうこと

を教えてもらうと「何だ、自分でもできるんだ」ということで心が軽くなるという

ような方向もあってよかったのではないか。ただこのような問題に興味が持てたと

いうのは非常によいことだ、引き続き番組を作っていただきたい。 

 

○  多くの人が知識もなければなじみもない分野だと思うが、よく取り上げていただ

いた。大学の先生などが出て解説するのではなくて、松岡忠幸アナウンサーが知識

のない人が持つような疑問を出演の記者に問いかけ、分かりやすく解説してくれた。

また、疑問を感じた点として、高速道路の工事のほうは「登記が片付かないので道

路ができない」と言っていたが、新幹線のほうは「みんなの了解を取るのが開通直

前までずれ込んだ」と言いつつ工事は済んでいた。このあたりが疑問として残った。

番組の 後のところについては、登記をしっかり行うことはひと事ではなくて自分

自身が住んでいる地域のため、ひいては自分のために必要なことという結論に至っ
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たのはすごくよかった。 

 

○  問題点の説明もすごく分かりやすくて、よくできた番組だったと思う。2015 年４

月に法律の改正があって、「地域の共有地であれば町内会の名義にできる」「必要な

手続きを進めるには相続人全員の承諾は不要」という説明だったが、詳しい内容を

知りたいと思った。もう一つ、道東道の所有者不明の土地はどうなったのだろうと、

すごく気にかかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 土地所有者の問題で道東道と新幹線についてだが、新幹線については 終

的には強制収用という手段がある。公共の新幹線を通すということが大きな

目的なので、万が一土地所有者全員にたどり着けない場合は強制収用という

手段をとると決めて鉄道運輸機構が工事を進める。今回の番組のケースだと、

土地所有者が町内会だったために、町内会の代表の人たちにそれを伝えて、

かつては町内会にいたけれどもどこかに住んでしまった人についても、町内

会に調べを尽くしたものの分からない、さらに町の掲示板に貼って公告した

ということで、十分に知るチャンスを与えたというところで全員の了承を得

ずとも進めることができた。道東道については、今分からない３区画につい

て、もともと所有者２名が登記しており、そのうちの１名分については何十

人かはたどれているが、もう１名分については全くたどれていない。しかし、

この人についてできる限りの手段を尽くさないと強制収用はできないため、

今 善の手を尽くしている 中でこれにまだまだかかるということであり、

いつ開通するかは不透明だということだった。 

 

○  この問題を取り上げたことが非常によいと思う。このような問題が隠されている

ことも知らなかったし、これからの北海道開発で出現する問題だと思う。ただ、全

体を通して説明不足のところがあったという気がしている。強制収用された土地は、

その後所有者が名乗り出て異議を唱えたとしたらどうなるのかなど疑問が残るとこ

ろがあった。また、今回取材した記者がスタジオに出演していたが、スタジオでの

やり取りは、ＶＴＲがない分声が非常に大きな役割を果たすと思う。テレビを見て

いる私たち第三者に声だけで伝えるというのはとても難しい。よほど抑揚とかアク

セントなどのアナウンス力がないと、耳に引っかからないので、同じテンポで説明

されるとなおのこと厳しい。今回も松岡アナウンサーの質問は耳にすぐ入ってきた

が、それに対する記者の答えが長いし、集中しないと耳に入ってこなかった。また、

制度の内容についてはＶＴＲの中で説明して、取材した人ならではの現場の声とか、

生の声を中心にスタジオで伝えたほうがよかったのではないかと思った。 
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（ＮＨＫ側） 

     出演した記者は直接各地を回って取材していた者だ。今回、ＶＴＲで十分

に理解できなかったところを補足説明するつもりが、そこでもまだ疑問が残

ってしまい、ここまでいろいろと質問の出ている問題を解消できなかったの

は、大きな反省点だと思っている。実は９月２３日に放送の北海道クローズ

アップ「ビッグデータで読み解く 北海道新幹線開業から半年」にもまた取

材した記者が登場する。現在制作中であり、自分が取材した実感で伝えよう

ということでやっているので、今いただいた意見をきちんと自分のものにし

て、もう一度チャレンジしたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

     記者の解説についてだが、前回の参議院選挙の報道についても同様のこと

を指摘されており、前回以来記者たちに「とにかく、出てしゃべることを尻

込みするな。どんどん出てしゃべれ」と指示を出した。北海道内の記者は今

まで、スタジオで解説し説明する機会が多くなかったようなところもあった。

今回の記者も番組の解説は初めてだ。記者の解説というのは出れば出るほど

うまくなってくるので、今後もしっかりと指導していく。 

 

○  リオオリンピックの伝え方について申しあげたい。朝の放送についてだが、オリ

ンピック中継からニュースの枠になると、ニュースのトップ項目でまたオリンピッ

クの話をする。確かに大きなニュースだが、先ほどまで見ていたものである。もっ

とほかにも伝えなければならないニュースがあるのではという感じがする。せめて

ニュースの枠は、トップがオリンピックではなくて、「オリンピックの話題は後ほ

ど」という感じで運ぶのがいいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

     オリンピック報道についてだが、競技中継放送の直後の全国ニュースのト

ップで「メダルを取った」とやることがよくあった。全国ニュースの何がト

ップかというのは、その日のニュース項目にもよるので、それを超えるニュ

ースがない日にはメダル獲得がトップになるときも多いと思う。ただ、直前

の中継放送で見せた映像をそのまま同じく流すというのでは芸がないので、

そこは工夫のしどころだと思う。 

 

○  ８月２６日(金) 北海道中ひざくりげ＆穴場ハンター「今夜はとことん！道南・七

飯町」（総合 後 7:55～8:43 北海道ブロック）を見た。「穴場ハンター」でおばあち
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ゃん２人でやっているお店を取り上げたのがすごくうれしく思った。この番組は、

ツイッターのメッセージが画面下に出るのがすごくよくて、どれも温かい感じがす

る。番組中にどのくらいの数のメッセージが来て、どんな基準で画面に出している

のかお聞きしたい。メッセージがとても優しくて、応援するという感じがして、い

つも癒やされている。 

 

（ＮＨＫ側） 

     ツイッターは毎回１００～２００通程来ている。基準というところだと、

例えばまず１次チェックでこれはどうしても放送に出せないというものをは

じいて、２次チェックでこれはいつ放送に出してもいいというのを選んで出

すというようなかたちだ。番組に重なる応援メッセージなどを放送している。 

 

○  「北海道中ひざくりげ」を見たときに少し物足りなく感じた。水に寄り添う町の

人がテーマで、内容は興味深かったが、七飯町ではなく町に住んでいる方を紹介し

た内容で、全体を通して七飯町はどんなところなのか、水の恩恵を町の人たちはど

う感じているのかというところを表し切れていないと感じた。しかし、その部分を

「穴場ハンター」がカバーして、いろいろな場所や人を訪ねていた面はよかった。 

 

○  ９月４日(日) ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡ ＣＲＩＳＩＳ 巨大危機～脅威と闘

う者たち～ 第１集「加速する異常気象との闘い」（総合 後 9:00～9:49）を見た。

台風の被害が出た直近での放送であり、ものすごくタイムリーだった。起こったこ

とに目が行きがちだが、なぜこれが起こっているのかというところに焦点を当てて

いて、心に響くタイミングだった。また、８月７日(日) ＮＨＫスペシャル 大アマ

ゾン 後の秘境 第４集「 後のイゾラド 森の果て 未知の人々」（総合 後 

9:00～9:49）は、ネット上ですごく反響があり、私もとても興味を持って見た。こ

れはＮＨＫでなければ作れない番組だと思った。 

 

○  ９月１９日(月・祝)放送のにっぽん紀行「北の大地を走る～自分を見つめる自転

車の旅～」（総合 後 6:10～6:42.30）はすごくいい番組だった。本当にすばらしい

ドキュメンタリーだと思う。余計な説明が一切なくて、ただ街中ですれ違ったりす

る一人一人にその人だけの人生があるのだなということが、美しい自然風景、そし

て人物を通して伝わってきた。映像を見ているだけでもきれいだし、人生とか人間

というもの、そして結びつきについて、深く考えさせるというよりも感じさせられ

る、非常に優れたドキュメンタリーだ。 
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（ＮＨＫ側） 

     この番組は、若いカメラマン、ディレクター、編集マンが、それぞれの目線

で精いっぱい奮闘して制作するという位置づけの番組だ。今回は、自転車乗り

が札幌の理容店を訪ねると、日本一周をしている自転車乗りであれば無料で散

髪をしてもらえる店が舞台で、訪ねてきた若者たちがこの夏、北海道を１か月

くらいかけて回る中で、ほんの少し成長するという番組だった。そのほんのち

ょっとの成長においてどんなことが起きるのかに目を向け、一体どんな成長を

いつするのかが分からない中で、覚悟を決めて追いかけた。制作にあたったカ

メラマン、ディレクター、編集マンもそれぞれ奮闘して、撮影できたほんのわ

ずかの変化をどうお伝えするか、何かを感じていただけるのかと思いながら作

った。 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年７月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２０日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２８年度国内放送番組編成計画（スーパーハイビジョン試験

放送）」について説明があった。続いて、北海道クローズアップ「水産都市は再生できる

か～北洋サケマス流し網漁禁止の波紋～」をはじめとして、放送番組一般について活発

に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

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

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

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

 

（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ 

「水産都市は再生できるか～北洋サケマス流し網漁禁止の波紋～」 

(総合 ６月１７日(金))について＞ 

 

○  番組の冒頭で、そもそも北洋とはどこのことか、何をどういうふうにとっていた

のか、流し網というのはどういうものでどうして禁止になったのかという基本的な

情報が簡潔に伝えられていた。また、具体的な数値を使用して説明がされていたこ

とで、状況を把握して番組に入っていくことができた。使用された図に関しては、

イメージと色を関連づけることをもっと意識してほしい。八戸の例だが、八戸も軌

道に乗るまで３０年かかっているということももっと知りたかった。あとは、「商品

ブランド」と「原料ブランド」のどちらが先かというところの順序がわかりづらか

った。地元で民宿を営まれている方が「根室はサケマスでなければだめなの」と言

っていたが、そういう思いをいかに脱却できるかが大事なところだと思うが、その

ように言い続けるしかないことに、あの地域の抱えている問題の大きさがあると思

う。 
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○  地図上で排他的経済水域と、漁が可能な範囲の図があったが、漁ができる海域が

なぜそこだけなのかなどもう一歩加えて説明があるとよりよかった。八戸の例につ

いては、ブランドとして売り出した理由や展開例がわかりやすかった一方で、八戸

の北洋サケマス漁撤退の理由をもう少し詳しく説明してほしかった。八戸と根室の

時期のずれの説明にもつながると思う。八戸が昭和５０年代に北洋から撤退してか

らうまくいくまで３０年かかったが、どうしてそのくらいの年月がかかってしまっ

たのか、なぜ最終的にうまくいったのかということをさらに知りたかった。出演の

先生の解説は歯切れがよく分かりやすかった。地元で「サケマスがないとだめなの」

ではなく、それを見越した動きが少しでも出ているのであれば、どのような人たち

がやっているのかも含めてもう少し知りたかった。 

 

○  冒頭に北洋海域の説明や流し網の漁法などの図解が入っていたのは多くの視聴者

にとって分かりやすかった。流し網禁止についてはロシア側と日本側双方が綱引き

をしてきたという交渉過程・経緯も含めて説明すると理解がより深まる。資源保護、

流し網が禁止されていく過程を、日本の歴史的な立場を含めて、もう少し多角的に

伝えてほしかった。数字を交えてサケマス経済の現状を説明しており、その数字に

ついてもきちんと取材されていると感じた。根室の取り組みについて、輸出や新し

い取り組みがどのようになされているのかという視点、いま地元がやっている動き

ももう少し伝えてほしかった。今後機会があればぜひ続編を放送して、地元の頑張

っている姿も伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

まず八戸の例だが、北洋から撤退した後に３０年もかかってサバのブラン

ド化ということの説明について補足すると、北洋から撤退した後、イカやイ

ワシなどを獲ってきたが、最終的にじり貧になって新たな取り組みに乗り出

した。スタジオでもう少し詳しくその点を補強をすることができたと思う。

また、商品ブランドと原料ブランドの話だが、その２つが合わさるとよいと

いうことだったが、ＶＴＲの説明とスタジオ部分の説明をもう少し工夫すべ

きだったとご指摘を受けて感じた。 

また、根室がどうすれば立ち直れるのか、そこをもう少しスタジオ部分の

出演者に解説いただいた方がよかった。八戸の例の後、しっかり根室に照ら

して解説することをもう少し深くやるべきだった。今後のこととして輸出の

話もあったが、根室はベトナム向けのサンマの輸出を一生懸命行っている。

北海道全体、国全体としても今後、農産物、海産物の輸出は力を入れていく

分野であるので、農林水産業が盛んな北海道として、また道東地区としてき
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ちんとそれを見守り伝えていくことが大事だと思う。 

 

説明の補足をさせていただきたい。まず番組導入部について、以前からご

指摘をいただいていた「全体を説明する」ということを念頭に制作にあたっ

た。今回は、北海道の歴史、北海道の発展を支えた重要な北洋サケマス漁の

灯が消えるということで番組を作った。そのことに道民全員が思いをはせる

というか、知ってほしいということもあり企画した。図解の色についてはイ

メージと合う色を意識していきたい。またご指摘いただいたとおり、わたし

たちが理解するには数字というのは非常に重要であり、そこに落とし込んで

初めて理解できるということで、今回は数字にこだわって番組を作った。八

戸が根室の参考になる事例なのかということは、制作過程で議論し、かつ専

門家に聞いたうえで一番参考になるということを判断した。 

ご指摘のとおり、八戸の事例を根室がすぐにできるかというのは難しさも

ある。八戸の場合、３０年かかったもう一つの大きな理由は、一時は東北新

幹線の終着駅だったが、青森駅まで延伸したことで通過駅になってしまい、

それが八戸の取り組みに火をつけ、その中でブランド化を漁業者だけでなく

考え始めた。根室には新幹線はないが、少しでも参考になればということで、

原料ブランド化と商品ブランド化について取り上げた次第だ。 

 

○  サケマス流し網漁禁止によって、水産都市・根室でいま何が起きているのかとい

う実態をよく理解することができた。日本は歴史的にスケールが大きい北洋でのサ

ケマス漁に頼ってきた歴史があったが、1977 年の 200 海里経済水域の設定を境に衰

退してきた。釧路の話になるが、和商市場は今の時期、トキシラズがところ狭しと

並べられており、大勢の観光客でにぎわいを見せているが、一体このサケはどこか

ら来たのかということを思う。漁業者の漁獲減少の面と観光スポットの土産屋の活

況のこのギャップはどこから生じるのかということの取材があってもよかったと感

じる。北洋サケマス漁のスケールが縮小していることは番組を通して理解できたが、

200 海里が設定されてからこの３０数年間にどのぐらいの漁獲高、水揚げ量が減り続

けてきたのかを、数字やグラフなどを多用してもう少し詳しい説明があってもよか

った。八戸の取り組みの事例は、分かりやすいモデルケースだった。農産物や水産

資源が豊富な北海道、原料供給基地から加工技術に磨きをかけ、付加価値をつけた

製品作りに取り組んでいかなくてはならないと叫ばれて久しいが、いよいよ待った

なしの時代がやってきたという警鐘を鳴らしたという点でもよい番組だった。 

 

○  1977 年の旧ソビエト連邦の排他的経済水域設定から、時代を追った説明で流れが

わかった。流し網漁禁止で年間 185 億円の経済的打撃を受けたということから生産
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者、水産加工業者、あるいは関連する人たちからそれぞれの厳しい意見があったと

思うが、番組全体として明るい材料がもう少し必要だったと感じる。単に原料基地

北海道と言われるだけではなく、また新商品開発のためには水産業だけではなく、

全道的なそうした意見を広く求めて、北海道全体の付加価値を高める運動も、これ

からの番組の中でぜひ扱ってほしい。 

 

○  見る人によってかなり違う感想になるのではないかと感じた。知らない人にとっ

てはすごく分かりやすくてなるほどと思う反面、ある程度詳しい人や関係者にとっ

ては物足りない内容だろうと思った。わたし自身は、非常に分かりやすく番組を拝

見した。冒頭で図などのグラフを使って一つずつ丁寧に説明したり、禁止に至った

経緯も簡潔にまとめられていて勉強になった。根室の新しい試みだが、この時代、

流し網漁が禁止にならなくても商品開発というのはどこでも常にしていると思うの

で、新しい試みが商品開発だという着地は少し物足りなかった。母が「サケが高く

なった、高くなった」と去年ぐらいから言っているが、本当に高くなったのか、流

し網漁の禁止の影響があるのか、禁止になったことでわたしたちの生活や食卓にど

のような影響があるのか、あるいは変わるのか、そのような点をもう少しイメージ

できると、我がことのように感じられるのではないかと思った。 

 

○  スタジオ部分で、記者、出演者の間で複層的な情報のやり取りがあり、問題の全

体像が理解できた。北洋サケマス漁は縮小に向かっているという大きな流れは数十

年前からずっと存在しており、昨日、今日始まった問題ではない。この間、国も含

めて北海道や地元に地域を維持発展させていくためのグランドデザインがそもそも

あったのかということだと思う。単にサケマスだけの問題ではなく、地域経済をは

じめ地域の生活をどう守っていくのか、番組を見ている限り、ぎりぎりのところに

来るまで本格的には動き始めていないといった印象を受けた。そうした長期的な問

題への対処に向けた動きというのが欠如している状況があるならば、その点をもう

少しついていただけるとよかった。北海道は第一次産業の生産基地だ。水産業に限

らず農林業もそうだが、生産者の視点がまずありきだと思う。生産者がどう悩んで

いるか、どう対応しようか、というところにスポットが当たる。それは生産基地と

いう面から妥当だと思うが、一方で生産者のほかに圧倒的大多数の消費者がいるわ

けなので、消費者からの視点というものも少し織り交ぜていただけるとよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

消費者の目線で消費者に引きつけて番組を展開して見ていただくための

演出が足りなかったというご指摘はそのとおりだと思う。それを一生懸命行

おうと考えていたが、年々サケマスが獲れなくなり、根室や道東地域に対す
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るインパクトは大きいが、海外から輸入ができるため消費者に対してはあま

りインパクトがなかったため、そちらを割愛してしまった。むしろ、地域経

済にどのような打撃を与え、住民がどんな苦労をするか、どこの地域でも第

一次産業の衰退は、われわれ道民の生活に照らして考えることができると考

えて、そこを取り上げたのだが、消費者的にインパクトが小さいという点を

取っかかりとして何か少しでもできればよかった。もう少し考えなければな

らなかったと思う。今後の番組作りでしっかりと考えていく。 

また、明るい材料や今後どうしていけばいいのかという提示が不足してい

たために、番組の明るさが足りないように見えたと思う。サンマやコマイの

例の後にもう一回、これをどうしていったらいいのかという話をしたうえで

北海道全体の話へ行けばよかったのだろうが、そこが抜けていたために暗い

まま終わってしまったという感じがある。反省点として、今後考えていきた

い。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月１９日(日)放送のうまいッ！「とろける甘さ夕張メロン～北海道～」は、先

月６月３日(金)の「北海道クローズアップ」で夕張の財政破綻の話をじっくり見た

後だったが、もちろん内容の違う番組であり、市民が生き生きとした表情で出てき

てほっとした。「北海道クローズアップ」では市役所の方が中心だったので、市民は

どうなのだろうという気持ちを抱いていたタイミングでの放送だったので、農家の

人や一般市民が出てきて楽しい気持ちにさせられた。また、メロンがなぜとろける

食感なのかということの科学的な解説があり、検査に農家の方が参加しているなど

硬軟よく織り交ぜた番組でおもしろかった。食のアドバイザー的に解説してくれた

出演者も非常に明るく分かりやすくて楽しい気分になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

財政破綻以外の夕張を描きたいということ、全国的にトップブランドに成

長した夕張メロンの裏側に何らかの形で迫りたいということで制作した。 

 

○  ６月１９日(日)・２６日(日)と２週続けて放送のあった、いくぞ～！北の出会い

旅「吉さん流 各駅停車で楽しむ！北海道新幹線の旅」は、放送のタイミングとし

て北海道新幹線開通のにぎわいが一段落した時期というのがよかった。この番組は

説明が上手だ。今回もたちねぷたの説明や、歴史、弘前と青森の違いなども視聴者

が気になるタイミングで説明が出てくるので非常にうまい。また、本当にぶっつけ
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本番の旅なのだと改めて驚いた。この番組の放送が金曜夜ではなくなり残念に感じ

ていたが、いまでは日曜の午後１時台に非常に合った番組だと思っている。 

 

○  ７月１日(金)放送の北の大地コンサート２０１６「はるばる来たぜ！北海道新幹

線」(総合 後 7:30～8:43 北海道ブロック)は、実際にコンサートの収録を観覧した

人の話を聞いたが、「面白かった」「トークがよかった」とすごく楽しんでいた。ス

タジオのセットもすごかった。このような機会に、知内出身の北島三郎さんが地元

でコンサートをすることは地元のためになるし、地元の人はやっぱり北島さんとい

うのは地元になくてはならない、すごい人なんだと感じたと思う。吉幾三さんとの

ステージトークにも感心した。 

 

○  日本を代表する３人の歌手が、函館、津軽海峡、そして津軽とそれぞれの地域を

歌い、演歌のよさを味わった番組だった。また、北島さんのデビューに至るまでの

苦労と、それがあって今日があるということが紹介されていた。また、吉さんがし

んみりとふるさとを歌う歌を披露し、さすが大物の歌手だなという感じで見た。 

 

（ＮＨＫ側） 

札幌局には専門の職員デザイナーが一人おり、セット制作に携わった。特

に新幹線のセットをステージに入れ込むのが相当大変だったと聞いている。

セットは既存のものを活用し、うまくステージショーを繰り広げることがで

きた。また今年８０歳を迎える北島三郎さんを招き、郷土の英雄に焦点をあ

てた番組を作りたいというのがそもそものきっかけだ。さらに石川さゆりさ

んにも来ていただこうということで、北海道新幹線が北海道と本州をつなぐ

タイミングでようやく実現できた番組だと思う。 

 

○  ７月８日(金)放送の北海道クローズアップ「激戦！参院選２０１６」を見た。タ

イトルから各党、各候補が道内でどのように戦っているかという内容に尽きるのだ

ろうと思ったが、後半は１８歳選挙権の話であり、奈井江商業高校の模擬投票や札

幌丘珠高校の放送局が制作した番組の話が出てきて感心させられた。高校生が制作

した放送部の番組を実際にテレビで見せてもらえておもしろかった。また、以前Ｎ

ＨＫの全国番組でドイツの学校ではどのように政治について教育しているかという

ことを見たが、臆することなく先生が難民政策について取り上げて、「このクラスに

難民の子どもがいてこうなったら、みんなはどう思う？、反対？賛成？」といった

議論をして、最後に難民政策についての政党の主張を交えて授業をしていた。日本

の教育現場では恐らくそこまではいっていないと思うが、番組で取り上げた高校も

含めて１８歳選挙権の取り組みもあれば、ぜひ引き続き紹介してほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

北海道選挙区の場合は本当に激戦で、多くの有権者がだれに投票するか決

めかねているという状況であり、番組としては改めて、各党、各候補がどん

な人なのか、どんな主張なのかということを伝えるとともに、初めて投票す

る１８歳の人たちもどう選挙に行ったらいいのか分からない人が多かった

ということもあると思い、ぜひ１８歳選挙権のことを伝えたいと考えた。 

ご指摘にもあったが、ドイツの学校のように「この党はこういう主張」と

いうところまでは、選挙の投票直前で、公平・公正の観点からの難しさがあ

った。やはり高校生がまずどんな思いでいるのか、同世代がどう思っている

のか、あるいはこの世代の親はどう思っているのかということをご覧いただ

けるように取材した。 

取材した丘珠高校では生徒自らアンケートをとると、６割の生徒が投票に

行きたいということだった。ただし、行きたくて、自分たちが参加すべきだ

と思っていながらどうしていいか分からないという状況があり、選挙に行っ

て、どの政党と候補に決めればいいのか、その決め方すら分からないという

声が多く、それで放送部の生徒たちが 200 人の街の人たちに、どんなことを

基準に投票先を決めているのかということを聞いたということだ。そうする

と、皆さんそれぞれ身近なテーマで考えており、それを踏まえて高校生同士

で議論していた。そのような高校生の姿を見せることで、一見遠くに見える

選挙が、さまざまな問題を自分たちの問題としてとらえてもらえる機会にな

ればということと、ぜひ投票してもらいたいということを今回の放送で伝え

たかった。 

今後も１８歳選挙権による参加がどういうことを意味して、彼らの投票行

動がどうなっていくのかということなども追跡取材し伝えていきたいと考

えている。 

 

補足だが、ドイツでの学校教育現場で実際に政党名を挙げてそれぞれの主

張を紹介するということについて、日本の学校現場でも一般的に一番気にか

けていのは公平・公正に教えるということだと思う。選挙の前に学校で何を

教えているかを今まで取材してきたが、いまの日本は政党が多党化しており、

かなり流動化している。そうすると、それぞれの政党がどう主張しているか

ということについてどこまでで線を引くのか、どこまで厳密に公平性を担保

するかというところも、学校教育の現場でまず課題となっている。 

さらに、われわれ取材、放送する側からすると、とりわけ投票日直前に放

送する番組、ニュースの中で実名の政党を挙げて何かを教えて、その結果こ
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の１８歳はこの党に投票することになったという過程を描くことや、１党１

候補について紹介するのは非常に難しいところがあった。投票終了後には、

視聴者の求めるところが選挙前とは違う部分も出てくるかと思うので、今後

も考えていきたい。 

 

○  今回の参院選の北海道選挙区の注目点は、自民党と民進党のどちらが２議席を獲

得するのか、憲法改正に必要な３分の２の議席を与党が取るか否かが問われる選挙

というのが一般的な見方だったと思う。各候補に割く番組内の時間配分が公平であ

るということが原理原則であると理解はできるが、候補者１０人の訴えを流すより、

例えば憲法改正という論点に絞って、各候補がどう語ったのかということを整理し

たほうが、視聴者にはわかりやすかったのではないか。また、今回の選挙のもう一

つの特徴は、選挙権年齢が１８歳に引き下げられたことだ。この点については、奈

井江商業高校と札幌丘珠高校の取り組みはとてもよい取材だった。同時に、将来を

託す若い世代もしっかりと受け止めていて、非常に頼もしいと感じられた。１８歳、

１９歳の世代は、北海道内では96,000人で全有権者の２％を占めるということだが、

有権者である若い世代の行動次第でこれまで高齢者に厚かった政策から若い世代を

見据えた政策もこれから増えていくのではないかという報告は非常によく理解する

ことができた。また、記者の解説も丁寧で落ち着いていて、見ていてわかりやすく

安心感があった。 

 

○  冒頭部分がとても簡潔にまとめられていた。しかし、投票日当日の開票速報でも

同じことがいえるが、記者がずっと原稿を読み上げて説明をしているところが気に

なった。目線も原稿に向いている時間がとても長く、アナウンサーの質問に答える

という形ではあるが、Ｑ＆Ａというようには伝わってこなかった。自分の声、生き

ている声として言葉にしないと迫力や勢いが出ないので、視聴者には伝わりづらい

のではないかと思う。真剣に見ている場合は違うのかもしれないが、何となくテレ

ビをつけて見ている場合、原稿を読み上げている声だと耳を素通りするという印象

だった。説明している内容はすごく分かりやすいので、もったいないと思った。 

 

○  ７月４日(月)の「ほっとニュース北海道」で初めて投票に行く人向けに説明する

企画があった。何回も投票している人にとっては改めて聞くまでもないということ

もあるが、１８歳選挙権で初めて投票に行く有権者にとっては投票所というのはこ

うなっているのかと参考になる情報がいろいろ伝わり、企画としてはよかったと思

う。ただし、見てほしい若年層はこの時間帯の番組でどれほど視聴したのかが気に

なった。それではほかにどの時間帯で流せるかという問題があるが、どのくらいア

ピールしたか、効果があったかが気にかかった。また、記者については、原稿は手
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元に置くにしても、説明する内容を事前に頭に入れておいてもらいたい。顔を上げ

て視聴者に語りかけるように話すということを心がけていただきたい。開票速報を

担当した記者も若い人で、毎日テレビに出て話しているわけではないので、慣れな

いこともあるとは思うが、意識して話さなければならないといいう点について事前

に訓練を積んだうえで行えば、もう少しいい形での解説ができたと思う。新人・ベ

テランを問わず視聴者はプロとして期待して見ているので、日ごろからトレーニン

グを行ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

憲法改正の是非、３分の２を与党が獲得するかが問われる選挙だったので、

その点で論点を絞って整理すべきだったのではないかというご指摘につい

てだが、投開票日の前週にあたる６月２７日の週に「ほっとニュース北海道」

の中で、政策テーマ別の各候補の主張を「候補に聞く」というシリーズで５

日間続けて伝えた。その中で、憲法改正の是非というのをテーマにそのこと

だけについて１０人の候補の主張を紹介するという日を設けて伝え、「北海

道クローズアップ」と「ほっとニュース北海道」の中で、ある意味ですみ分

けのような形で配分した。 

「北海道クローズアップ」の番組時間では、各政策テーマ、各候補の主張

も含めると収まり切らないという判断だったが、投票前で最大の関心事は各

候補の主張ということを考えれば、もう少し長い番組時間を設定して、もう

一度整理し直すという選択肢もあったのではないかとも思った。今後の参考

にさせていただきたい。 

また、記者の解説についてはご指摘のとおりと思う。経験を積んでこなれ

てくるものなので、ぜひ視聴者の目線からも温かく見守って育てていただけ

れば幸甚だ。しかし、そうは言っても番組一つひとつはプロの仕事として視

聴者に届けなければならないので、もう少し事前の訓練を徹底すればよかっ

たと思う。 

 

北海道クローズアップ「激戦！参院選２０１６」だが、全てのテーマを取

り上げるには番組時間が不十分になってしまうであろうということがあっ

た。放送日が投票直前であり、若い人たちに選挙にぜひ行ってもらいたいと

いうことがあった。イギリスのＥＵ離脱の国民投票ではわずかな差で意外な

結果が出た。あの中では若者の投票率は３割に満たなくて非常に低いものだ

ったが、若い世代にＥＵ残留を望む人たちがいたということがあった。しか

し、投票に行く人たちの中には離脱に投じる人たちもいて、本当に思いがけ

ない結果が出たということも考えながら番組作りに当たった。 
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北海道では１８歳と１９歳の有権者がおよそ 96,000 人と、全体の２％だ

が、そこにこの国の行方やＴＰＰのような北海道で特に大きなテーマの行方

を決めるものだということを伝えたいという思いで制作した。次の選挙の前

にはもう少し長い時間を取ってそれぞれ丁寧に行うなど、今後はぜひ参考に

し、選挙の前にどういう報道をすべきか引き続き考えていきたい。 

 

○  ７月１０日(日)放送の小さな旅 シリーズ山の歌夏「花の峰 慈しみ～北海道 

アポイ岳～」は、標高 810 メートルというあまり高くない山でありながら、2,000

メートル級の山と並ぶ高山植物の宝庫であり、アポイ岳独特の品種が２０種類もあ

るということで非常に興味深く見た。女性３名が番組の中で大事な役割を担ってい

たし、非常に身近に感じて、登山をしたことのない自分も一度アポイ岳に登ってみ

たいという感じにさせられる番組だった。また、漁場を大事にする人は山も大事に

するとよく言われているが、昆布漁のかたわら２０年にわたって中学生とともに高

山植物をしっかり守りながら山を守っている男性も登場した。こういう人がいなけ

れば、山も、そして海もしっかり守り育てることができないのだと感銘を受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

アポイ岳は比較的低く登りやすい山であり、病を患った人や人生で何かあ

った後でも行ける山であるとともに、固有の花もある。私たちの足元、身近

なところに知られざる自然があるということ、またそこから何かを感じ取る

ことがあるといったことを番組では描きたかった。それは、アポイ岳を登っ

ている人、海を守る人があってこその環境なのだということが伝わったので

あったとしたら、うれしい限りだ。 

 

○  ７月１５日(金)放送の北海道クローズアップ「日本とサハリン 引き裂かれた１

０人の兄弟」では、サハリンに取り残された方がいるという話は聞いたことがあっ

たが、家族が引き裂かれるというのはどういうことなのか今までは全然分からなか

ったが、番組を見てよく分かった。冒頭で末子の方がいきなりロシア語で答えだし

た場面だけで、引き裂かれるというのはこういうことなのだろうと強く感じた。兄

弟が１０人いるので全員の話を聞きたかったということもあるが、日本に残された

長女とロシアに残っている末子を軸にしたというのはよかったと思う。 

 

○  ＮＨＫならではの貴重な資料映像はもちろんのこと、すごく驚いたのが戦後７０

年たって札幌で共同墓所が落成したというのが番組で取り上げられていたが、過去

に戦後７０年のいろいろな番組を見たが、本当の意味での戦後はまだ終わっていな

いということを感じた。ヒューマンドキュメンタリーのような感じでいい形で構成
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されていると思うが、長女の言葉の一つひとつが重く、あまりに深刻過ぎて見てい

て重たい気持ちになった。兄弟１０人にスポットを当てることは不可能だったと思

うので、末子にフォーカスしたのはよかった。一方で、残された長男はどういった

見解を持っていたのか知りたかった。兄弟１０人がそろった笑顔あふれる写真の姿

などがあり、最後は自分自身すっと落ちることができた。さすがＮＨＫという良質

の番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道としての戦争をいま一度見つめ直したかったというのが、今回の番

組の趣旨と考えている。ご指摘いただいたように、長男の視点があればより

多角的な視点から描けたと思う。ＶＴＲの編集をしている過程で、最後に記

念写真を撮ってようやく明るさを取り戻すのだが、番組制作に携わる私たち

自身も重いものを非常に感じており、それは戦争によって一般の人たちが取

り込まれていくところなのではないかと思いながら、番組を作っていった。 

 

○  １０人兄弟全員の今日までの生き方や人生にどうしても興味を抱いてしまうが、

放送時間という制約もあると思うので、この番組で収まり切れなかった部分をぜひ

違う放送枠で見せてほしい。極東サハリンの南部は終戦まで日本領であって、それ

まで統治していた朝鮮半島出身の人も非常に多く在住していた島だ。しかし、終戦

を境にして多くの日本人は帰国を果たしたが、それまで日本人として暮らしてきた

朝鮮半島出身者は帰国することすらできずにほとんどが取り残されてしまったとい

う事実があり、現在も多くの子孫がサハリンで暮らしている。また、極東サハリン

にヨーロッパ系のロシア人を見ることができると思う。ウクライナの出身者の政治

犯がよく極東に送り込まれてきたからだ、ということを聞いたことがある。そのよ

うなことも含めて、北海道に一番近いヨーロッパと言われながら、その歴史的背景

をわたしたち道民は全く知らな過ぎると思う。これは北方領土問題と同じくらいに

戦前から戦後にかけてのサハリンにもスポットをしっかりと当てて、戦後の平和を

考える契機になればと視聴して思った。そういう意味で、今後の続編に大いに期待

したいと思っている。 

 

○  短い時間で放送するのはもったいないくらいすばらしい番組であり、見ごたえが

あった。北海道に置き去りにされた長男、長女や異国で亡くなった両親など、さま

ざまな人々の人生に思いをはせた。髙橋美鈴アナウンサーのナレーションもすばら

しかった。スポットが当たっているのは３人全員女性だったが、男性が両親に思う

気持ちと女性が両親に思う気持ちではやはり娘と息子というのは親への思いが違う

と思うので、男性の声も聞きたかった。また、気になったのは「兄弟」という文字。
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今、女性の兄弟もいる場合、「きょうだい」と平仮名で表記することが多くなってい

るので違和感を覚えた。特にこの番組の場合、スポットが当たっているのが女性な

ので、「兄弟」という字面が出てきたときに引っかかりを感じたが、すばらしい番組

だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「兄弟」という表記についてのご指摘だが、制作中にどう表記するか悩ん

だ部分だ。最初の試写までは「兄と妹」になっていたが、本部の考査室に確

認したところ「『兄と妹』という表記は日本語としてよくない」ということ

で、妹や姉がいてもＮＨＫとしては「兄と弟」と表記しているということで

「兄弟」とした。そのときの確認では、平仮名で表記することもあるという

ことだったので、「きょうだい」と表記した方がよかったかと思っている。

今後の参考にさせていただきたい。 

 

○  ７月１６日（土）放送の「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」(総合 後 6:10～

6:35)は、落語の世界観をほどよく表しており、入門にぴったりの番組だと思う。緩

い感じで進んでいく部分もあるが、実はかなり緻密に映像と落語がクロスしている。

ＮＨＫは話芸などの伝統芸能をしっかり伝える番組をＥテレなどで放送しており、

それはそれで大切だと思うが、一方で伝統的なものは入門編のようなもので少しで

もすそ野を広げていかないと、だんだん廃れていくと思う。ほかのいろいろな伝統

芸能的なものに関しても、分かりやすい入門編のような番組があるといいと思う。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年６月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１５日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、北海道クローズアップ「俺たちは諦めない～夕張・財政破綻から１

０年～」をはじめとして、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

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

 

（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ「俺たちは諦めない～夕張・財政破綻から１０年～」 

(総合 ６月３日(金))について＞ 

 

○  番組の導入部分で当時の映像を使っていたことはＮＨＫならではだと感じた。再

起をかけた１０年の闘いの中で、止まらぬ職員の退職、大幅な給与削減など、将来

に希望を持てない切実な状況が映し出されていた。鈴木直道市長の給与明細を映す

ことで、使命感がなくては務まらないということや、市長が本当にまちのために取

り組んでいることが伝わってきた。第三者委員会の座長を務める大学教授の「借金

を返済しても、抜け殻のようなまちになってしまっては何の意味もない」というこ

とばのとおり、これまで変更の余地がないとされていた財政再生計画を見直して、

新たな課題に対処しようとする動きが進もうとしていることが分かった。また、市

民がミーティングやワークショップに参加し意見を出し合っている姿からも“諦め

ない”という強い意志を感じることができた。タイトルの「俺たちは諦めない」と

いう姿勢がしっかりと伝わる番組だった。一方で、番組の締めくくりには疑問を感
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じる部分があった。ゲストの専門家が「諦めずに取り組んでいくことがわれわれに

とっての希望になると思う」というコメントで締めくくっていたが、そのようなま

とめ方には戸惑いを感じた。 後の締めくくりまでしっかりと組み立てられていれ

ば、もっとよい番組になったのではないか。 

 

○  半年にわたって密着取材をした割には、それだけの時間がかかっているという印

象は受けなかった。厳しい状況だということは分かったが、その重みや緊迫感が伝

わってこなかった。順調に借金を返済して折り返し地点を迎えたということだが、

どのように返済していったのか、この１０年間を具体的に振り返る説明があればよ

かったと思う。第三者委員会を設置して、国や道に財政再生計画の見直しを認めさ

せる大変さというのもあまり伝わってこなかった。また、計画を見直したあとはど

のような事業展開が期待できるのか、若い世代を引き止めるための具体策はどのよ

うなものなのか、分からなかった。１０年間の苦しみは伝えられていたものの、ひ

とつひとつが点でしかなく、その厳しさというものがいったい何だったのか、いま

ひとつ分からなかった。番組を通して夕張市の現状は分かったが、これからが勝負

だと思うので、もしかすると番組にするのはもう少しあとのほうがよかったのでは

ないか。締めくくり方も急いでしまったような印象があった。「ほかの参考になる先

行例になるかもしれませんね」という終わり方はあまりにも簡単で単純ではないか。

この１０年の厳しさがより軽く感じられてしまった。ゲストの専門家の選択も考え

る必要があると思う。 

 

○  夕張市が実際にどのような状況にあるのか知らなかったが、番組を見て、本当に

大変な１０年だったと感じることができた。半年間の取材の成果はきちんと内容に

表れていたと思う。市の観光部門で働いていた職員の「破綻する前にもっと役所の

中でけんかや議論があれば…」ということばが印象深かった。観光施設が市の財政

を圧迫していることを知りつつも、止められなかった反省から、今あのように努力

されている姿がとても印象的だった。先ほど指摘があった番組の締めくくりについ

ても、「こうなってしまった以上諦めずに頑張ろう」ではなく、「周りに気を遣って

いるとこうなってしまうので、今思っていることをちゃんと話し合おう」というこ

とを感じさせるまとめであれば、ふに落ちたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

夕張市については、ＮＨＫは破綻の当時から取材を続けてきた。新聞など

で破綻が発表された６月２０日から１０年を迎えるに先立ち、今回の番組を

放送した。市とさまざまな交渉をして、いろいろな会議を取材したが、結論

が出ていないものもある。発表できることが限られているため、ややぼやっ
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としてしまったところがあった。 

今回は、一生出世が望めない“万年課長”という立場にある人たちを取材

して、それぞれの１０年間の道のりを聞いた。問題となった観光施設につい

ても、何かおかしいと思いつつ、「自分は直接の担当ではないから」と声を

上げずにいた当時のことを反省していた。彼らがこの１０年歩んできたこと、

乗り越えようとしたことは、自治体に限らずいろいろな人に伝わる普遍的な

メッセージがあるのではないかと思い、今回は市の職員たちの取り組みを中

心に紹介した。一方で、市民についても多角的に取材している。決して動か

ないはずの鉄則のような財政再生計画を、市民と市長が一体となって動かす

ところまできた。夕張市の勝負はこれからで、今後どのように計画を見直し

ていくのかということを、今まさに議論している。今回お伝えすることがで

きなかった部分も含めて、今後もぜひ伝えていきたいと考えている。 

ゲストの専門家は、第三者委員会の委員の一人で、ずっと夕張市を見つめ

てきた人だ。事情にも大変詳しいが、生放送の限られた時間の中で十分に伝

えられなかったところがあった。 

 

○  夕張市の財政破綻から１０年たったことは、この番組で気づいた。忘れかけてい

た北海道の大ニュースを思い出させてもらった。内容としては、状況が分かり、こ

れからどうするのだろうと気持ちが乗ってきたところで終わってしまったので、も

の足りなく感じた。計画を見直したいという市長や職員の意気込みは感じられたが、

限られた財源の中で、学校や子育て支援など将来の希望となる政策にどう取り組ん

でいくのか分からなかった。また、ふるさと納税を集めても、使用用途を自由に決

められないという話があったが、今は何に使っているのか、どのような指示を受け

ているのか知りたかった。第三者委員会の設置にも費用がかかると思うが、どうし

ているのか。この番組がきっかけで鈴木市長に興味を持ち、市長が書いた記事をイ

ンターネットなどで読んだ。夕張市が進めたコンパクトシティ化の話や、地域の高

齢者とひざを突き合わせて議論したという話が載っていた。そういう場面もドラマ

チックだったのではないかと思う。市民にも何とかしたいという気持ちがあるから、

意見を言いに 200 人も集まってくるのだろうし、少ないながらも保育園に子どもが

いるということは、このまちで子どもを育てようという人が残っているということ

だと思う。今回の主人公は市の職員だったが、市民が諦めない理由についても伝え

てほしいと思った。 

 

○  “万年課長”や市長の苦労はよく分かった。国とのやり取りも大変なのだと感じ

た。しかし、目の前にある問題があまりにも大きすぎて、半年間では状況は大きく

変わらず、苦悩が続いている状態なので、長く取材をしても番組に厚みが出なかっ
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たのだと思う。今回は、市の職員を中心に取り上げたため、市民がこの状況をどう

思っているのか、そして、行政は市民をどういう価値観で見ているのかということ

が分からなかった。例えば、市民のことをお客様として見ているのか、会社でいう

株主として見ているのか。協働ということで、200 人が集まっているのかもしれな

いが、その程度の取り組みは全国どこの自治体でも行われている。市民が参加する

ワークショップというのも珍しくない。本当に危機的なまちというのは、市民がも

っと主体的に地域の課題を解決していて、行政のほうも市民が主役だという捉え方

をしているはずだ。その辺がどうなのか分からなかったのが残念で、もしそういう

雰囲気がないのなら、それは夕張市に責任があるし、もしそういう姿勢で取り組ん

でいるのなら、今後はその部分をクローズアップして伝えてほしい。地域の課題を

総力戦で解決していく取り組みは、ほかの自治体の参考になる先進的な事例になる

と思う。ゲストの専門家は相当緊張しているようだった。締めくくりのコメントで

もことばがうまく出ていなかったので、少しかわいそうだった。 

 

○  破綻前と破綻後で何が変わったか、削減された公共サービスなどを紹介した図は

分かりやすくてよかった。鈴木市長が交通費などを自己負担していることは知らな

かったので、驚いた。そのまま都庁にいれば、安定した生活を送れていたはずなの

に、なぜ夕張市長になったのかずっと不思議に思っていたが、生い立ちが紹介され

たことで、理由の一つが分かった気がした。番組を見るかぎり、厳しい環境で困難

に立ち向かっていて、受け答えも立派で、すばらしい市長だと思った。当時観光部

門にいた職員の話で、破綻の大きな原因に少し触れていたが、１０年たつと忘れて

いる人や知らない人もいると思うので、なぜあれほど巨額な借金を背負って破綻し

たのか、もう少し詳しい説明があってもよかったのではないか。厳しい財政再生計

画によって予算の使い道が制限されている中で、第三者委員会というのは無償で設

置されているのかが気になった。先にも指摘があったが、ゲストの専門家の目が泳

いでいて、見ていて気の毒だった。和暦と西暦が混在していたので、統一するか併

記するようにしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

予算の使い道は、非常に厳しく決められている。普通の自治体だと、年度

が始まる前に予算を決めて、状況が変わればその中でやりくりすることがで

きるが、夕張市は財政再生計画に縛られている。借金の返済が 優先され、

ほかの部分についても返済に影響が出ないようにがっちりと決められてい

る。変更するには、大量の書類と交渉が必要になる。市の職員が半減してい

る中で、この１０年間はほとんど諦められていた。ふるさと納税で集めたお

金についても、基本的には自由に使うことはできないが、質問があった第三
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者委員会の財源は、このお金を使うことができた。有償で設置している委員

会ということになるが、委員への報酬額はかなり低い。今回、計画の見直し

が決まったことで、ふるさと納税などで新たに集めたお金については、今後

は子育て支援など未来の世代のために優先的に使っていくということだ。 

夕張市民について。取材の実感としては、破綻して数年のうちに、ほかの

地域に移る余力のある人はほとんど流出してしまった。破綻前と比べて、活

発に活動できる人の数も減っていて、市民にも諦めの雰囲気が出ていた。経

済的にも厳しく、行政サービスは削減され、負担が大きい状況で、なんとな

く希望を失いかけていたが、折り返し地点を迎えて、市民もこのままではい

けないという意識を持ち始めたところだと感じている。一時は低調だった市

民集会も、久しぶりに声をかけたら 200 人の老若男女が集まり、次から次へ

と意見が述べられ、２～３時間続いた。現在は、高校生などの若い世代にも

市の将来を考える委員会に入ってもらうとともに、子育て世代やさまざまな

立場の人をメンバーに加え、もう一度やり直そうとしている状況だ。 

破綻の経緯については、かなりあっさりと説明をしてしまったところがあ

る。６月２０日の「ほっとニュース北海道」でも夕張破綻を取り上げる予定

だが、そこでは破綻の経緯を紹介するつもりだ。 

ゲストの専門家がことばに詰まってしまったときは、引いた映像のツーシ

ョットにしたかったが、カメラの切り替えが間に合わなかった。ご指摘を踏

まえて、改善したい。 

 

○  夕張市の近くに住んでいるので、本当にひと事とは思えない、危機感を覚える内

容だった。353 億円という借金を２０年にわたって返済するということは、単純計

算でも年間１８億円ずつ返済していなかければならない。これでは基本的な公共サ

ービスが滞ってしまうというのも理解できた。この番組は、破綻から１０年を迎え

る夕張市の現状を取り上げたものだったが、そもそもどうしてこのような状況に陥

ってしまったのか、初めて見る人は分からないと思うので、歴史的な時代背景を映

像も含めて紹介してほしかった。市の職員として残った人たちの１０年間の思いや

苦悩、奮闘ぶりは伝えられていたが、そういう人たちを“万年課長”ということば

で表現していいのか、あえてそのように呼ぶ必要があったのか疑問に思った。部長

職が廃止されたことはコメントで理解できるが、ことばからは侮辱的で不愉快な印

象を受けた。ゲストの専門家が、番組の 後に慌ててしまった。「北海道クローズア

ップ」を見ると、無事に番組を終了できるのか、それが一番の関心事になってしま

う。収録して編集するのではなく、生放送でやりたいという思いがあるなら、もっ

としっかりやるべきだ。札幌市長の秋元克広さんも夕張の出身だ。今から５０年以

上前に生まれた夕張の出身者はとても多く、その人たちが今北海道の経済界を引っ
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張っている。そういう人にスポットを当てて、ふるさとの夕張について考えるとい

う視点もおもしろいと思う。 

 

○  すばらしいドキュメンタリーで、非常に見応えのある番組だと思った。ドラマを

見ているようで、「頑張れ！負けるな！」と、 後まで引き付けられて見た。自治体

が財政破綻するとはどういうことなのか分からずにいたが、今回の番組で、生活レ

ベルでの変化について知ることができた。専門的で複雑な話ではなく生活にどう影

響が出るのか、図を使った説明があり、とても分かりやすかった。もしこの番組が

それをねらいにしていたのであれば、成功したといえると思う。また、市の職員の

給与がどのくらい削減されたのか、市長の給与はどのくらいなのか、具体的な数字

が示されていたことも、衝撃とともに現実が伝わってきた。市民が保育料を月に７

～８万円払っていることも驚きだが、人口がどのくらい流出したのか、水道料金は

どのくらい値上がりしたのか、税収はどのくらい減ったのかといった点についても、

実際の数字を知りたかった。「夕張メロン」を返礼品にしたらふるさと納税が増えた

というニュースを見たことがあるが、今回の番組ではふるさと納税にあまり触れて

いなかったことに少し違和感があった。また、番組の終わりに、「ひと事ではない」

というコメントがあったが、破綻の原因に触れていなかったので、このコメントは

ふに落ちなかった。地方発ドラマにもできる題材だと思う。今回は国に計画の見直

しを認めさせることがクライマックスだったが、続編も見てみたいと思う。 

 

○  「北海道クローズアップ」は、毎回あれも知りたかったこれも知りたかったと思

いながら終わってしまう。今回の「夕張・財政破綻から１０年」というテーマにつ

いても、今後続報があるにせよ、２５分の枠内でまとめるというのはやはり難しか

ったのではないか。ほかの委員から「これがあればよかった」という指摘が多かっ

たのも、そのためだと思う。以前放送していた「北海道のナンモン」のような形で、

時間に余裕のある枠でしっかりと取り組んでほしいテーマだ。財政破綻から１０年

たったまちというのは、どういう光景になっているのか、それが知りたかった。夕

張はもう観光都市というわけでもないので、道内の人も訪れることの少ない地域だ。

まずは映像でまちの風景を見せてほしかった。それを見て、イメージを抱いてから

のほうが、内容が頭に入りやすかったと思う。また、市の職員も半減したというこ

とだが、今後の企画では、夕張を離れた人たちも含めて取材してほしい。応じてく

れる人がいるか分からないが、そういう人たちの思いにも興味がある。 

 

（ＮＨＫ側） 

“万年課長”ということばは、課長たちがある意味自虐的に自分たちのこ

とを指して使っていた。実質的には市役所の職員のトップに当たるのに、決
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められることも限られている。それを、冗談を含めて「俺たちは万年課長だ

よね」と話していたので、確認をしてから番組の中で使った。あまりよい印

象を持たれなかったことは残念だ。 

夕張の歴史というのは、日本のまちの発展の歴史だ。何もないところが炭

鉱で栄え、エネルギー政策の転換によって今度は観光都市へと切り替えた。

一時はいち早く観光に着手した成功例とされていた。それが、バブルとその

崩壊や放漫経営によって、今や消滅可能性都市の筆頭になっている。夕張の

特殊事情でありながら、日本が通ってきた歴史であるといえる。２５分とい

う限られた時間の中で、どこに焦点を絞るか議論をした結果、今回の番組は

人に絞って伝えようと決めた。今は仕組みが変わり、自治体の財政破綻は今

後の日本では起きないことになっているが、夕張市が直面している課題は日

本全国で起こりうるものだ。総力を挙げて向き合っていかなくてはならない

問題で、市役所の人たちが諦めたら終わりだと思う。そういうことを感じて

いただけたらと思って制作した。 

もっと語らなくてはいけないことがあり、取材も進めているので、本日頂

いたご意見を反映しながら、今後もさまざまな形で発信していく予定だ。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２０日(金)放送の北海道クローズアップ「和牛高騰 広がる波紋」を見た。あ

まり和牛を食べないので、価格が高騰していることも知らなかったが、代理出産で

ホルスタインが足りなくなり、バターの不足につながるかもしれないということで、

“風が吹けばおけ屋がもうかる”ではないが、すごいことになっていると思った。

代理母出産のビジネスをしている道内企業について調べてみると、新しい会社だと

いうことが分かった。自分の知らないところでいろいろなことが起きていることを

実感し、大変勉強になった。これからも多彩なテーマを取り上げてほしい。 

 

○  九州と北海道での畜産の動きがこのような形でつながっているのかと驚いた。バ

イオテクノロジーの進展についても大変勉強になった。ひとつ気になったのは、ホ

ルスタインに和牛を代理出産させる動きが拡大しているということだが、安全性の

問題はないのか。食の安全という観点から見て、何ら問題のないことなのか、ある

いは注意が必要なのか、専門家の意見などを加えながら明確なメッセージとして伝

えてほしかった。また、ゲストの専門家の 後のコメントに「和牛の生産と酪農の

バランスを取ることが重要」とあったが、その内容が分からないまま終わってしま

った。政策として対応するのか、ほかのことを指摘しているのか、分からなかった。

ゲストのコメントについて、事前に打ち合わせをしていると思うが、どのような表
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現で何を伝えるか、もっと具体的に詰めておくべきではないか。限られた時間の中

で重要なポイントをしっかり話せるようにしておくことが大切だ。 

 

○  私は農業関係の仕事をしているが、“ミートジャーナリスト”という肩書を初めて

見た。どういう人か分からないが、肉牛の専門家ということで、酪農との関係につ

いては弱い気がした。北海道という土地柄を考えると、酪農のほうが大事な問題だ

ったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

九州から北海道へ船で何百頭という牛が運ばれているということで取材

が始まり、ホルスタインの母牛に和牛の受精卵を移植して出産させているこ

とが分かった。食の安全性は確保されているのか、母牛に影響はないのか、

獣医や酪農関係者、摂食医療の専門家に話を聞いた。「代理出産自体には、

特に問題はない」ということだったが、こういう取り組みはまだ始まったば

かりで、何年たっても安全といえるかは、十分に検証されていない。ご指摘

のとおり、そのことに言及してもよかったと思う。 

今回のテーマについては、 先端の動きを取材していて、業界関係者にも

あまり知られていない内容が多かった。一番情報を持っているのは取材の担

当者だったが、スタジオ部分の解説を任せるのは難しかったので、食肉業界

に詳しい専門家をゲストに招いた。われわれが取材した内容を伝えながら進

めていたが、うまく言語化できなかったところがあった。さらに工夫をして、

スタジオでの解説でもう一歩理解を深められるよう、力を入れていきたいと

思う。 

 

○  ５月２２日(日)放送の北海道ＬＯＶＥテレビ「津軽海峡ひと物語」を見た。地元で

は知られている人、知られている話なのかもしれないが、遠くに住む私にとっては

新鮮な内容だった。“トンネルの置きみやげ”という章があった。何もない地区だと

言っているけど、何が置きみやげなのだろうと思っていたら、 後に当時出張して

きた宝石売りから買ったという指輪が出てきて、おもしろかった。 

 

○  ５月２２日(日)放送のＮＨＫスペシャル「人生の終（しま）い方」を見た。視聴者

の世代や置かれている立場によって見方は違うと思うが、私は大変感動した。私自

身、人生の折り返し地点を過ぎたことで、死に向かってどう生き抜いていくか、改

めて考えさせられた。今回は、余命わずかと自覚した本人にスポットを当てていた

が、お終いを受け入れて導く側の家族の思いを考えると、より切なく感じ、涙がこ

み上げてきた。特に印象に残っているのは、知的障害を持つ娘のことを気にかけな
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がら亡くなった人の葬儀に、切り盛りしていた店の常連客が集まったシーンだった。

ことばや写真だけでなく、日々の人とのつながりも残せるということを実感し、感

動した。何を残せるのか考えることが、どう生きるかということにつながる、それ

はとても大切なことだと思った。 

 

○  ５月２２日(日)放送のＮＨＫスペシャル「人生の終（しま）い方」と６月１０日(金)

放送の北海道クローズアップ「人生の終（しま）い方～子どもたちにのこしたい～」

の両方を見た。「ＮＨＫスペシャル」のほうはタイムリーな桂歌丸さんの出演があっ

たが、私たちの世代は終い方を考えるにはまだ早いので、どちらかというと高齢者

向けに感じてしまった。札幌市に住む若い父親を主人公にした「北海道クローズア

ップ」のほうがより共感でき、胸に迫るものがあった。「ＮＨＫスペシャル」を見て、

もう少し知りたいと思ったところが取り上げられていて、亡くなったあと、子ども

たちの心に何が残っていったのかよく伝わってきた。また、「ＮＨＫスペシャル」で

はあまり出てこなかった奥さんのコメントもあり、人生は長い・短いではなく、ど

う生きるかだということが届いてくるすばらしい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「人生の終（しま）い方」というテーマは、４年ほど前“終活”がブーム

になっていた頃から考えていた。遺影や葬儀の形を決めるだけではなく、自

分の人生の総決算として何かすることがあるのではないかと思い、取材を進

めていた。歌丸さんも「病と闘いながら高座に上がり続ける」と話されてい

たので、密着取材をさせていただき、途中から全体の進行役もお願いした。

長年務められた民放番組の司会を引退する日と重なったことは偶然だった。 

「北海道クローズアップ」で紹介した札幌市に住む若い父親は、非常につ

らい余命宣告を受け、その日を過ぎて生きていた。本当は家族だけの時間を

１秒たりともむだにしたくないだろうと思っていたが、番組の中でもコメン

トしたとおり、「今の姿を、家族との時間を、記録しておきたい」「同じよう

な境遇の人が何か感じ取ってくれたら」ということで、取材に応じてくれた。

「ＮＨＫスペシャル」の放送後にはさまざまな反響があった。そこで、伝え

られなかった部分や奥様のコメントも含めて「北海道クローズアップ」を制

作した。私たちが伝えたかったことを感じ取っていただけたようで、大変う

れしく思う。 

 

○  私も「ＮＨＫスペシャル」と「北海道クローズアップ」の両方を見た。すばらし

い番組だった。 期をどう迎えるかというテーマは以前からあったが、自分の生き

方や残していくものを、どう伝えていくかというそれぞれの実例を見ることができ
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た。少し抵抗感のあるテーマだと思うが、あれだけの取材協力を集めて制作したの

はすごいことだと思った。先ほどの話にもあったように、「記録に残したい」という

思いがあったことをコメントしたのはとてもよかった。説明があったおかげで、ど

うしてこんなときに取材を受けてくれるのだろうということを考えずに済み、さら

に気持ちを寄せて見ることができた。 

 

○  私も両方の番組を見た。札幌市の若い親子は、よく取材に応えてくれていたと思

う。父親は「子どもに伝える言葉が見つからない」と話していたが、あの番組自体

が、子どもだけでなく多くの人にいろいろなことを伝えていた。スタジオから生放

送するのもよいが、今回のようにＶＴＲで構成された「北海道クローズアップ」も

とてもよいと思う。「ＮＨＫスペシャル」のほうもすばらしかった。歌丸さんがあそ

こまで大変な状況にあることは知らなかった。 

 

○  両方見て、涙が止まらなかった。自分も含めて、人生について深く考えさせられ

るすばらしい内容だった。重くなりがちなテーマだが、歌丸さんを起用し、落語風

の演出をしたことが効果的だったと思う。進行役を務めた歌丸さんのタイムリーな

出演はもちろん、樋口可南子さんの落ち着いたナレーションもよかった。それぞれ

が大切な家族に何かを残そうと必死に取り組んでいる姿に、生きることの迫力を感

じた。また、亡くなった居酒屋のおかみさんの娘を励まそうと、常連客が集まるシ

ーンでは、人というのはこんなにも優しくて温かいものなのだと改めて気づかされ

た。この番組の制作には、それぞれの家族の理解と協力が必要だったと思うが、一

歩踏み込んで本人と家族を写し切った制作者に拍手を送りたいと思う。 

 

○  どちらの番組も、日常生活ではつい忘れがちなことを思い出させてくれるすばら

しい番組だった。一つだけ違和感があったのは、札幌市の若い父親が亡くなったと

きの映像だ。吹雪の映像が使われていたが、それまでの内容からすると、先が見え

ない吹雪ではなく、きれいに晴れた冬の青空にキラキラと雪が舞っているほうがイ

メージに合っていたのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

亡くなったときの映像については、次にお葬式のシーンが来ることを考え

た議論の結果、吹雪の映像を使うことにした。 

お葬式では、娘さんが泣きじゃくって、息子さんは必死で耐えて、そのあ

としばらく学校に行けなくなったりすることや家族の苦労、長く険しい道の

りを思い、心細さを雪の映像に込めた。その分、番組の 後は少し明るい雰

囲気にして締めくくることにした。 
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○  ５月３０日(月)～６月１日(水)の「ひるブラ」を毎日見た。寿都町、豊浦町、登別

温泉の魅力を全国に発信することが目的だったと思うが、番組のよしあしは映像力

や構成力というよりも、どこを取り上げるかということと起用するタレントによる

と感じた。今後もこのような番組を制作するときには、取材対象やタレントの選定

にこだわって、観光のきっかけとなるような魅力を発信してほしい。今回のゲスト

の鈴木ちなみさんは、地元の方とのやり取りもスタジオとのやり取りも臨機応変に

対応していてよかった。東京のスタジオとのやり取りに若干間があり、違和感があ

った。ふだんＮＨＫのニュースなどを見ていると、現地ともスムーズにやり取りし

ているのに、なぜこの番組はタイムラグがあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

地上デジタル放送になってから、アナログとデジタルの変換などがあり、

遅延を発生させる原因となっている。今回の「ひるブラ」では、通信衛星を

使った中継を行っている。これは、地上から 3 万 6,000 キロメートルの上空

にある静止衛星を利用した中継で、現場からの音声が放送センターのスタジ

オに届くまで、衛星を経由して 0.5 秒ほどかかる。このほかに、中継車やス

タジオの設備でデジタル信号処理を行うため、遅延時間は１秒以上と大きく

なり、掛け合いがうまくいかない場合がある。 

 

○  ひるブラは、５月３１日(火)放送「極甘でとろける！完熟イチゴ～北海道・豊浦町

～」と、６月１日(水)放送「新緑の山で源泉めぐり～北海道・登別温泉～」を見た。

豊浦町は、近くに住んでいても知らないことがいろいろと紹介されていた。イチゴ

は有名だが、ゲストがおいしそうに食べているのを見て、久しぶりに買いに行きた

くなった。登別温泉も、バクテリアの話題など、ふだんあまり取り上げられないと

ころが紹介されていてよかった。先ほども指摘があったが、「ひるブラ」のスタジオ

とのタイムラグは今回だけではない。スタジオのゲストと現地の声がいつもかぶっ

ていて、話が聞き取れない。理由は分かったので、工夫をして何とかしてほしい。 

 

○  「ひるブラ」の技術的な問題はよく分かったが、その遅延によってスタジオと現

地での話がかみ合わず、進行が止まってしまう。妻と昼食を取りながらよく見てい

るが、いつも気になっていた。見ているほうがイライラするので、小窓をなくして

しまえばいいのに、と思う。 初と 後だけ掛け合いをするなど、工夫の余地があ

るのではないか。 
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（ＮＨＫ側） 

技術的な問題をすぐに解決することは難しいので、出演者に工夫してもら

うようお願いしたい。 

小窓についてはよく意見をいただくが、小窓がないと、リポートを担当す

るアナウンサーが淡々と紹介していくだけの予定調和な番組になってしま

うところがある。やり取りの中で自然に生まれてくる笑いや反応があり、そ

れが番組のおもしろさにつながっていると思う。今は小窓を出したり消した

りして、うるさくなりすぎないようにバランスを取っている。 

タイムラグについては、どういう対応をとればよいのか考えて、改善して

いきたい。 

 

○  ５月３０日(月)放送の鶴瓶の家族に乾杯「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。私は観光やまちづくり関係の仕事をしていて、先日

東京の大学教授たちと意見交換をした。そこで、「お手本にするべきは『鶴甁の家族

に乾杯』だ」という話になった。何があるわけでもないまちに言って、決めごとも

なくただ歩き、偶然知り合った人と話をする。すると、実はその人がとてもおもし

ろい人生を歩んできていたり、すごいこだわりを持って仕事を続けていたりする。

笑福亭鶴甁さんがそれをうまく引き出しているのだと思うが、それを見ていると「こ

のまちはいいまちだな。行ってみたいね」という気持ちになる。観光地や特産品な

ど特別に作られたものではなく、そこに住むふつうの人の魅力を伝えていくことが

これからの観光だと強く訴えていた。今回の厚沢部町の人たちもとても喜んでいた。

とても人気のある番組だと思うが、これからも誰も知らないまちの魅力を伝え続け

てほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「鶴甁の家族に乾杯」も「ブラタモリ」も自治体のみなさんから評価を頂

いているが、取材の姿勢が全く違う。鶴甁さんは地形や歴史にはあまり興味

がなく、人にしか関心がない。一方、タモリさんは地形や鉱物、歴史が好き

で、人にはあまり関心がない。方向性は違うが、どちらも土地の魅力を発見

して楽しむ番組だ。ぶらぶら歩いているように見えるが、実はきちんと取材

を行っている。「鶴甁の家族に乾杯」は、誰と出会うかまではもちろん決め

ていないが、そのまちにどんな人が暮らしているか事前に調べ、お会いした

人たちにはあとから取材をして、情報を補強している。「ブラタモリ」も人

気の観光都市を順番に訪ねようとしていたが、今はタモリさんも知らない地

形や歴史をもつ土地を探している。これまであまり知られていないことを発

見することを目標にしているので、興味を持っていただけたのではないか。 
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○  ６月３日(金)放送の北海道中ひざくりげ＆穴場ハンター「今夜はとことん！積丹半

島・神恵内村」を見た。北海道中ひざくりげ「小さいけれど いつも生き生き～積

丹半島・神恵内村～」について。時々キャンプに訪れたことがあり、眺めのよい海

水浴場としての印象しかなかったが、そこに住む人々の暮らしぶりを知ることがで

きた。特に、若い世代が伝統や産業を守りつつ、新しい取り組みをしている様子が

すばらしく、小さい町だけれど生き生きと暮らしているというタイトルはぴったり

だと思った。ここ 近の「北海道中ひざくりげ」はとても楽しく、飽きずに見られ

る。 

 

○  穴場ハンター「神恵内村エリア」は、藤岡みなみさんのキャラクターもあって、

楽しく見られた。スリッパ卓球の実況は微妙だった。「北海道中ひざくりげ」のほう

は、今回はアナウンサーが少しまじめすぎたように感じたが、ふたつの番組を合わ

せて楽しく見た。 

 

○  ５月２７日(金)の新日本風土記「すすきの」を楽しく見た。上質な短編小説を読ん

でいるようでもあり、オムニバス映画を見ているようでもあり、さまざまな登場人

物の視点からすすきのの姿が見えてきて、非常によかった。「新日本風土記」は、い

ろいろ見ているが、今回の「すすきの」は完成度が高いと思った。雑なところがな

く、一人一人を丁寧になぞっていた。オープニングの映像が、キンキをあぶってい

るシーンだったが、もう少しその土地を象徴する食べもののほうがよかったのでは

ないか。また、全体的に健全すぎる印象があった。優等生的なすすきので、私の知

っているすすきのではなかった。冒頭で「無数の色と欲と金（かね）をのみ込んで

膨れ上がった街」という説明があったにも関わらず、そのイメージが全くなかった。

好みの問題かもしれないが、もっといかがわしい話題もあったほうがすすきのらし

さを感じられたのではないか。とはいえ、すすきのの歴史をざっと紹介するのでは

なく、登場人物の姿を通して紹介するという工夫が見られ、とてもすばらしい番組

だった。 

 

○  「北海道クローズアップ」はいつも楽しみにしている。番組の特性上、急に予定

が変わることもあると思うが、可能な範囲でよいので、翌月の放送予定を審議会の

資料に掲載してほしい。 

 

○  「北海道クローズアップ」の番組の時間が短いという話があった。確かに興味が

湧いたところで終わってしまうことはあるが、忙しいので、６０分の番組だとそも

そも手が伸びない。２５分だからこそ、興味がある話題でなくても、例えば「夕張
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市の財政破綻というのはどういうことなのだろう」と、とりあえず見てみることが

できる。そして、２５分の割には内容も濃く、まとまっている。忙しい世代にとっ

ては、北海道の多様な問題についてコンパクトにまとめられたよい番組だと思う。

若い世代で社会情勢に興味のある人向けに、“とりあえず「北海道クローズアップ」

を見ればいい”というポジションを目指していけばよいのではないか。そういう意

味では、「人生の終（しま）い方」で若い父親を中心に取り上げたことも、とてもよ

かったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道クローズアップ」は、時事問題について短期間で制作し、スタジ

オで専門家の方に解説していただく場合と、スタジオの解説を付けずにＶＴ

Ｒで構成する場合がある。頂いたご意見を参考にしながら、いろいろなスタ

イルで、多様なテーマに挑戦していきたい。引き続き、ご意見を頂戴したい。 

 

○  「Ｉ Ｌｏｖｅ ＪＩＭＯＴＯ なるほど物語」は、たった５分間の番組だが、

よくまとまっていて分かりやすい。なるほどと思えるような新しい情報が得られる

番組だと思った。 

 

○  番組改定について、金曜日の夜のローカル放送が少なくなってさみしいと思う反

面、「いくぞ～！北の出会い旅」は日曜日の昼という時間に合っていると思う。この

審議会でも意見した「サラメシ」だが、ゴールデンタイムに移設してから１回も見

ることができていない。ツイッターでもあまり「サラメシ」の話題を見かけなくな

ったが、視聴者の反応はどうなのか。全体的に改定の手応えのようなものがあれば

教えてほしい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

「サラメシ」はあの時間になって見られるようになった人もいる。サラリ

ーマンだけではなく、お父さんを思う妻や子どもなどいろいろな立場の人に

見てもらいたいと考えていた。直前に放送している「うたコン」の出演者の

お弁当を紹介するなど、つなぎ方も工夫して、「うたコン」も含めて家族み

んなで見てもらえるようになった。 

ほかにも「探検バクモン」も放送時間を早めた。以前はあまり有名ではな

い、どちらかといえば怪しいところに行っていたが、もう少しみなさんが行

ってみたくなるようなところを探検してみようという風に方針を変え、視聴

率も上がった。 
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再放送の時間なども工夫して、これまで遅い時間に見ていた人にも見ても

らえるようにしていきたい。 

 

○  若い世代がテレビを見なくなっていることを、大学の現場でも常々感じている。

そもそも一人暮らしの学生はテレビを持っていないし、必要性も感じていないよう

だ。彼らは、すべての情報との接触をパソコンというよりもスマートフォンを使っ

て完結させていて、そのことにあまり不自由も感じていない。ＮＨＫがどれだけよ

い番組を作っても、テレビを見る習慣がなくなってきている。これはテレビの将来

にとって大きな課題だと思う。どのような展望があるのか、意見を聞かせてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

答えはすぐには出せないが、テレビの中でいくら「見てください」と言っ

ても若い人には届かない。若い世代がスマートフォンを使っているのであれ

ば、スマートフォンに届ける方法があるのではないかと考えている。今、テ

レビは電波を使って放送しているが、遠くない未来にはインターネットを使

って届けることも目指している。インターネットを使えば、どんな人がどん

な番組を見て、何に興味を持っているか分かるようになるので、ターゲット

を絞った形で、ＮＨＫの過去の番組も含めておすすめすることができると思

う。若い世代の心をつかむには、今までと同じ方法では難しいので、新しい

ことにチャレンジしていきたいと思っている。 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年５月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､１８日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２７年度北海道地方向け放送番組の種別ごとの放送時間」に

ついて報告があった。 

続いて、北海道クローズアップ「ふるさと納税は地域を救うか？」をはじめとして、

放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

後に、６月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

目黒 雄司 （北海道新聞社 論説委員） 

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

 

（主な発言） 

 

＜北海道クローズアップ「ふるさと納税は地域を救うか？」 

(総合 ４月２２日(金))について＞ 

 

○  オープニングのタイトルバックはカラフルでよかった。毎回よくなっているので、

楽しみにしている。ふるさと納税の仕組みについての説明がふに落ちなかった。確

定申告をすれば納税額は変わらないという結果論ではなく、納める額は変わらない

のに、好きな町の応援ができて、さらに返礼品という特典がつくという説明の方が

分かりやすかったのではないか。上士幌町の取り組みは、工夫があって感心したが、

寄付金はありとあらゆる分野での使い道があるので、ほかの取り組みも紹介してほ

しかった。平成２６年度の寄付総額によって道内１７９市町村を色分けした地図は
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分かりやすかった。函館はほとんど寄付を集められていないだろうと思っていたが、

1,000 万円～1 億円の枠に入っていたので驚いた。佐賀県は県が認めたＮＰＯなどに、

ふるさと納税として寄付ができる仕組みを整備している。そのような新しい取り組

みも紹介してもらえると、ふるさと納税が持つ可能性が伝わるのではないか。ただ、

えりも町が抱えるジレンマなど、リスクについても紹介していたことはよかったと

思う。 

 

○  ふるさと納税の仕組みを知らなかったので、興味を持って見た。確定申告の時期

も過ぎたばかりで、これから始めようとする人にとっては、放送のタイミングもよ

かったと思う。上士幌町の事例では、都会から移り住んでもらうために子育て支援

を手厚くするという明快なコンセプトが若い世代に支持され、寄付が集まっている

ことが分かった。返礼品のよしあしも基準になるとは思うが、何を返礼品にするか

が大切なのではなく、どのようなまちづくりをしていくのか具体的な施策を明示で

きるかが重要なポイントだと理解した。ふるさと納税を利用して自治体の税収額を

上げるためには、職員のレベルアップが必要だと感じたので、ぜひ自治体の職員に

も見てほしい内容だった。ゲストの専門家のコメントも的確で分かりやすかった。

ただ、税理士から聞いた話だと、高額の返礼品は課税対象になるということだ。そ

れが事実ならば、番組の中で触れてほしかった。 

 

○  全国的にもトップレベルの寄付を集めている上士幌町の事例には大変驚いた。筋

の通ったことをしているのはよく分かったが、10 億円近く集められたのはなぜなの

か。肉などの返礼品が決め手なのか、首都圏で開催したイベントがよかったのか、

それとも“子育てのまち”という理念なのか、 後まで分からなかった。ゲストの

専門家が「安定的な財源ではないというリスクもあるので、投資のきっかけに使う

べきもの」と言ったのは、そのとおりだと思った。上士幌町では、“夢基金”として

ふるさと納税を子育て支援や少子化対策に使う基金として積み立てているようだ。

このことについても説明があると、話がつながり、分かりやすかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ふるさと納税の仕組みは意外と複雑で、試行錯誤してあのような説明にな

った。例えば、返礼品というのは制度の中に組み込まれているものではない。

制度上は、あくまでも納税者が寄付をした場合にその一部が税額から控除さ

れるというものだ。返礼品を贈る自治体も多いが、義務ではないので、仕組

みの説明として返礼品がもらえるというと誤りになる。ご指摘いただいたよ

うに納税者に寄り添った説明ができればよかったという反省は残るが、場合

分けが難しいという事情があった。 
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札幌市も２億円近くの寄付を集めているが、返礼品は出していない。札幌

を応援したいという人が全国各地にいて、多くの寄付が集まっている。それ

だけロマンチックで応援したくなるまちだということだと思う。今回は、ふ

るさと納税の仕組みでまちを応援するとどういうことにつながるのか、まち

づくりの視点で番組を制作した。 

高額な返礼品は課税対象ということについても、明確なルールは定まって

いない。寄付額の８～９割を超えるような返礼品については、商品を買った

とみなされて消費税を納める場合もある。税務署の判断にもよるので、番組

では言及しづらい。 

上士幌町が多くの寄付を集めているのには、いろいろな要因がある。専門

家の意見では、以前から地元の畜産物や農産物のインターネット販売にいち

早く取り組んでいたため、インターネットを使った全国発信の仕組みが整備

されていたことが、多くのひとのふるさと納税に結びついたということだ。

ただ、インターネットのアクセス数自体は微々たるものなので、私たちは返

礼品の種類の多さなども要因のひとつだと考えている。しかし、全国的に広

がっているまちおこしや移住政策などの取り組みに、上士幌町が早くから積

極的に動いていたことは事実だ。 

 

○  ゲストの専門家は有名な方で、コメントも上手なので、安心して見ることができ

た。アナウンサーの問いかけに対し、短いフレーズでよくまとまった話で返答して

いて、安定感があった。番組全体の目的は、「ふるさと納税は地域を救うか」を問う

ことだと思った。ふるさと納税の仕組みについては、冒頭の説明で概ね理解するこ

とができるので、いい導入だったと思う。私は返礼品の過剰な競争に疑問を持って

いたが、その点にもしっかりと警鐘を鳴らした上で、ふるさと納税の理念や目的に

触れていた。先ほどの話にもあったように、上士幌町も返礼品だけでなく取り組み

が支持されているのだと思った。喜茂別町の事例で、「収穫が初夏に限られるアスパ

ラは返礼品には向かない」という短い説明があったが、ふに落ちず、引っかかって

しまった。年末年始に贈られるカニはよくて、アスパラはどうしてだめなのか。ゲ

ストの専門家が、東川町が取り入れている株主制度について話していたが、テロッ

プなども使って説明してもらえると、いろいろな人に参考になったのではないか。 

 

○  限られた時間の中で、ふるさと納税について網羅されていた。まとまった構成で

分かりやすかったと思う。しかし、別の言い方をすると表面的というか、誰を対象

として制作されている番組なのか分からなかった。「ふるさと納税は地域を救う

か？」というタイトルから考えると、自治体に対して、本質的な魅力を高めて、取

り組みを積極的に行いましょうと伝えたかったのだろうか。だとすると、もっとい
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ろいろな事例を挙げて、明確な成果を上げているところを紹介してもよかったので

はないか。また、返礼品の競争が過熱していくという話だけでなく、税本来の機能

の課題などに踏み込んでもよかったと思う。寄付をする側を対象にするならば、制

度が始まって８年の間にどのような変遷があったのか伝えてほしかった。また、ふ

るさと納税の使い道がどのように公開されているのか、返礼品以外に受けられるサ

ービスなどの仕組みについても知りたかった。上士幌町の取り組みはすばらしいと

思った。住民の「このあと町がどうなっていくか楽しみです」というコメントがあ

った。若い世代に期待されるまちづくりというのはすごいと思う。移住した人の雇

用はどうなっているのか、また子どもが育っていったあとはどうなるのか、長期的

に町の変化を見ていきたいと思い、興味を持った。 

 

○  ふるさと納税を始めようと思っていたので、興味深く見た。上士幌町が東京でイ

ベントを開催していることは初めて知った。あれだけの寄付が集まるのは返礼品の

おかげだろうと思い込んでいたが、それだけではないこともよく分かった。ふるさ

と納税はもともと、自分のふるさとや好きなまちに寄付ができるという仕組みだっ

たのに、 近は返礼品の競争が過熱しているという報道があって、実際どうなのか

気になっていた。えりも町のように返礼品の毛ガニがとれないと大変なことになる

など、よい面と悪い面があり、返礼品に頼ってばかりではだめだということも分か

った。安定的な財源ではないということを、上士幌町はどう考えているのか、引き

続き取材してほしい。また、それほど雇用があるとも思えないところに移住者が増

えた場合どうなるのかといった点や、一方で寄付の集まっていない自治体について

も伝えてほしい。札幌の寄付金の多さには驚いた。室蘭へのふるさと納税も 100 万

～1,000 万円を集めているようで、驚いた。返礼品だけが目的ではなく、まちを応援

しようという人たちが潜在的にいるということで、安心した。 

 

○  企業のふるさと納税については、もう少し分かりやすい説明が必要だったと思う。

お世話になった地域への恩返しというのが、ふるさと納税の目的だと思うが、番組

を見ていると、返礼品を競って寄付を集めているように見え、本来の趣旨と離れて

いる印象を受けた。返礼品を大きく扱いすぎていたと思う。専門家の「厳しい財政

状況の中でありがたい財源ではあるが、安定した財源ではない」ということばが印

象に残った。上士幌町の事例も、行政としての努力や、将来に向けた使い方は評価

できるが、いつまで続くのか、不安も感じた。寄付総額によって色分けした地図は

興味深かったが、179 市町村もあるので、自分の住んでいる地域をすぐに見つける

ことができず苦労した。 
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（ＮＨＫ側） 

アスパラは、返礼品として供給できる季節が２か月しかないことになる。

ふるさと納税のポータルサイトにも、２か月しか掲載できないとなると、継

続的に寄付を募ることは難しい。カニは高級食材で、なかなか手に入らない

ため、季節が限定されても価値があるが、アスパラは外国産のものがスーパ

ーで１年中売られているので、単体で訴求することができない。そのような

説明をすると長すぎるので、あのような形にした。 

誰に向けて番組を制作するかというのは、試行錯誤し、悩んだ部分だ。自

治体側の視点もあれば、納税者、つまり都市に暮らす人に向けた視点もあっ

た。２５分の番組の中で、そうした仕分けが明確にできなかったという反省

がある。ＶＴＲも含めて、きちんと視点を定めて制作すれば、もっと分かり

やすくなったと思う。 

返礼品を大きく扱いすぎていたというご指摘を頂いた。ふるさと納税とい

えば返礼品だと考えている人が多いことを前提とした番組構成だったため、

ふるさと納税の理念を紹介する部分が際立ってこなかったのかもしれない。

ご意見を頂き、逆の展開で制作してもよかったと思った。 

上士幌町は５年ほど前から本格的に取り組みはじめて、ようやく軌道に乗

ってきたところだ。今年からこの先どうするかを検討するプロジェクトが立

ち上がったが、その結論はまだ出ていない。また、移住者の雇用に関して言

えば、番組に出演していただいた方のように森林組合など地元の組合で働く

か、小１時間かけて帯広まで出て、サービス業に従事する人も多いようだ。

上士幌町や更別村は、以前は農村だったが、今はどちらかというとベッドタ

ウンになり、町並みも変わってきているように感じる。 

 

○  興味深く見た。返礼品競争が過熱していることが気になっている。熊本地震をき

っかけに、私も初めて熊本にふるさと納税をした。今回の番組では、上士幌町とえ

りも町と喜茂別町で特徴がはっきり分かれていたので、分かりやすかったと思う。

ふるさと納税が気になっている人にとっては、見やすい番組だったと思う。返礼品

がもらえるものだと思っている人にとっては、発見のある内容になっていたのでは

ないか。ゲストの専門家のコメントで、疑問に思うことが解消されていて、全体と

してよくまとまっていた。返礼品を贈らない自治体もあるということで、例えば１

０億円を集めても、５割を返礼品に使う自治体と返礼品がゼロの自治体では実際に

資金として活用できる額がかなり違う。今後、番組をつくる場合は、返礼品に頼ら

ない仕組みを作っている事例、つまり、政策が純粋に評価されていたり、東川町の

株主制度のように新しい仕組みが注目されていたりといったところを取り上げてほ

しい。上士幌町は以前から先進的な取り組みをしてきて、その積み重ねでようやく
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花開いたのだと思う。一方で、喜茂別町のようすを見ると、行政側の能力が問われ

ると感じ、そういうことがよく表れた番組だった。 

 

○  こういう制度にはメリットとデメリットがあるので、番組で取り上げるときは、

その両面に配慮することが必要だと思う。上士幌町にスポットをあて、自治体の頑

張りを伝えたところは評価できるが、「ふるさと納税は地域を救うか？」という問題

提起に対しては、制度として欠陥があり、ふるさとを救うものではないと考えてい

る立場からすると、もの足りなかった。ふるさと納税のポータルサイトを眺めてみ

ると、どう見ても行きすぎた返礼品競争になっている様子が伺える。番組の中で、

喜茂別町の職員が返礼品になるものがないと悩んでいたが、どんな返礼品を用意す

るかということよりも、自治体としてほかにやることがあるのではないかと考えさ

せられた。ふるさと納税というのは、東京に住む人が東京都に税金を納めるか、そ

れとも北海道なり九州なりほかの地域に納めるかの違いであって、全体の税収は変

わらないので、財源の奪い合いの話にすぎない。それを返礼品競争があおっている

という側面がある。都心への人口集中と、北海道などでの人口減少や過疎化の２極

化が起きている中で、「地域を救うか？」という視点に立てば、ふるさと納税のよう

な制度ではなく、中央から地方への財源の委譲や地方分権の推進など、本質的な道

筋を見失ってはいけないということを、番組の中で明確に指摘してほしかった。さ

らに、企業版のふるさと納税について、企業が自治体に寄付するというのは、単純

な応援では済まない部分もあるだろう。この問題点についても、専門家に解説して

ほしかった。全体的に、よい面ばかりが取り上げられていたが、問題点の掘り下げ

ももう少し深めるべきだったのではないか。 

 

○  この番組は、「ふるさと納税とはどんな制度なのか知りたい、やってみたい」とい

う視点で見るのか、「制度のことはさておき、自治体がどんな取り組みをしているの

か知りたい」という視点で見るのかによって、見え方が全く異なると思う。私はふ

るさと納税について詳しく調べたことがあるので、自治体の取り組みに関心を持ち

ながら見た。そうすると、とても分かりやすく、よくできた番組だと思った。成功

している自治体と悩んでいる自治体の対比や、今後の課題がコンパクトにまとめら

れていた。ゲストの専門家の話も分かりやすかった。上士幌町は非常に成功してい

る例なので、職員以外にキーパーソンがいると思っていたが、番組にはそのような

人物は登場せず、コンサルティング会社などの存在もなさそうなので、実際はどう

なのか気になった。また、移住してきた人は、仕事への不安はなかったのか、その

辺りの不安をどうクリアしたのか、自治体からはどのようなサポートや働きかけが

あったのか、 終的な移住の決め手は何だったのか、もっと詳しく聞きたかった。 
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○  ふるさと納税の北海道の現場で何が起きているか、具体的な状況がよく分かる番

組だった。上士幌町の事例は、町長の手腕を含め、アイデアや戦略の勝利なのだと

思った。かなりのサービスを行っている一方で、税収のバランスを見ると、一般税

収が７億円で、ふるさと納税の寄付が１０億円近い額と、正常な財政運営といえる

のか疑問を持たざるをえなかった。安定的な財源ではなく、毎年増減のある資金を

使っている状態で、将来にわたってサービスを続けられるのかという問題点にもう

少し注目してほしかった。また、新しい制度である企業版のふるさと納税というの

は、個人の寄付とは大きく性質が異なり、金額も桁違いに大きい。例えば入札のと

きに便宜を図ってもらうとか、企業側が見返りを求めるケースが出てくる可能性が

ある。今回はあまり時間を割くことができなかったと思うので、今後またこの問題

を取り上げるときに、ぜひ扱ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

複雑になるので、時間の関係で省略してしまったが、企業版ふるさと納税

は、自治体が実施したい政策を内閣府に届け出て、それが認められた場合に

限り寄付を募ることができるという制度になっている。まだ法律が施行され

たばかりなので、今のところ届け出をした自治体がなく、実際の事例を紹介

できないため、仕組みを紹介するだけにとどまった。大きな動きが出てくる

のは今後だと思うので、取材を続けたい。 

上士幌町のアイデアマンは町長で、人口減少に対して、とにかく移住者を

増やそうと走り続けている先駆者でもある。東京にも何度も足を運び、若い

人たちに移住してもらうにはどうすればよいか、先頭に立って取り組んでき

た方で、その人脈から新しいやり方をどんどん取り入れている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月２４日(日)の「衆議院北海道第５区補欠選挙 開票速報」について。出口調査

の結果は、ＮＨＫならではの細かい取材に基づいて、支持政党別の投票動向なども

グラフで示されていて分かりやすかった。投票の動機について、１番に景気回復、

２番に社会保障、３番に子育て支援が上がっていたが、道央圏を中心とした北海道

第５区でも、景気回復が１番に上がってくることは意外だった。改めて北海道全体

でまだ同じような悩みを持っていることが分かり、共感を覚えるというか、思うと

ころがあった。当選者へのインタビューで、アナウンサーが観光施策について尋ね

ると、「知事と協働で…」といったあいまいな答えが多かった。仕方ない部分もある

かもしれないが、多くの人が感心を持っているテーマだと思うので、質問のしかた

を工夫して、具体的な答えを引き出すしたたかさがあってもよかったのではないか。
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スタジオの女性記者はとても緊張している様子だった。成長の機会ではあるかもし

れないが、見ているほうはドキドキしてしまう。記者を２人にして役割分担をする

などしてもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘のとおり、視聴者が聞きたいことを掘り下げて聞くということを、

できるだけ心がけていきたい。 

 

○  ５月６日(金)の北海道クローズアップ「消えゆく駅が残したもの～旧白滝駅 後

の日々～」を見た。旧白滝駅は、利用者が女子高生１人だけということで、インタ

ーネットでも話題になり、民放各局でも報道されていた。インターネットを見ると、

ホームには女子高生１人だけだが、反対側には鉄道ファンが大勢いて、女子高生も

少し迷惑しているという話もあったので、心配していたが、とてもいい番組だった。

雪景色や夕暮れ時の旧白滝駅の映像がとてもきれいだった。番組の冒頭で映った駅

名標示が、廃駅になり、取り外されてなくなっている映像は、迫ってくるものがあ

った。函館駅で新幹線開業を祝う花火が上がっている映像との対比もよかった。新

幹線の駅は、確かにたくさんの人が乗り降りするようになって注目されているが、

それよりもずっと小さい旧白滝駅が持つ、駅としての重要性や意味、本当の姿など

がよく伝わってきた。ＢＧＭもとてもよかったし、たった一人の利用客だった女子

高生の原田華奈さんがつぶやいた「もう停まらないんですね」ということばや、ず

っと駅を支えてきた自治会長の齋藤雅俊さんの「送り出すだけ出して、迎え入れる

ことが少ない駅だった」ということばもとてもよかった。この審議会で、廃線や廃

駅になる部分についても番組で取り上げてほしいと話してきたが、単に一つの駅が

なくなるということだけではなく、駅というものが持つ大きな意味が伝わるよい番

組だった。 

 

○  よい映画を見終わったときのような深い余韻がいつまでも続く、すばらしい番組

だった。糸井羊司アナウンサーの落ち着いたナレーションと悲哀を感じさせる音楽、

そして何よりも、駅舎の真上に画面いっぱいに広がる星空など、映像のすばらしさ

は本当に秀逸だった。ずっと旧白滝駅のそばで暮らしてきた齋藤さんの人生を縦軸

に、この春高校を卒業する華奈さんを横軸に番組を構成したことも、感動的で効果

的だった。正直にいうと、番組のタイトルからはこのような内容を感じ取ることが

できなかったので期待していなかったが、いい意味で裏切られたと思った。北海道

新幹線開業というお祭り騒ぎの影で、廃止になる過疎の無人駅へのノスタルジーが

感じられ、大変よい番組だった。 
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○  地元でも話題になっていて、鉄道ファンが集まりすぎていることも知っていたの

で、気になっていた。地域では、北海道新幹線開業と照らし合わせて「うちのロー

カル線は…」というステレオタイプな議論をしているだけではない。あのように歴

史を受け止めて前向きに進もうとしている地域の方々がいるという現実が感じられ

る、感傷に浸りすぎないよい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

好評を頂き、ありがとうございます。もともとは「ほっとニュース北海道」

で取り上げたあと、「おはよう日本」でも放送した企画だった。インターネ

ットでも話題になり、今回の番組にも民放各局の取材陣が映り込んでしまう

くらい、注目を浴びていた。 

番組の制作は、地域から駅がなくなるというのはどういうことなのか、華

奈さんは 後の日をどう迎えるのかという関心から始まった。取材を進めて

いく中で、戦後の開拓期に林業で栄えた地域であり、そこで暮らしを成り立

たせてきた人たちが、子どもたちのために作った駅だったことが分かった。

そうして、白滝地区の自治会長も務め、地元を代表する齋藤さんをはじめと

した駅への思いがあふれる地元の方々に出会い、 終的に、齋藤さんと華奈

さんを中心に地域を描こうということになった。ふるさとの駅が持つ意味を

感じ取っていただければと思っていたが、みなさんからそのようなおことば

を頂いて、うれしい限りだ。 

旧白滝駅 後の日である３月２５日は、鉄道ファンも多く集まることが分

かっていたので、地元の人が感謝の気持ちを込めてイベントを開いた。「こ

ういう風にみんなでそろって何かする機会もめったにない」というコメント

のとおり、これも駅が 後に結びつけてくれたもののひとつではないかと思

う。それらをまとめて表現したいと思い、“消えゆく駅が残したもの”とい

うタイトルをつけた。ふるさとの駅、出発した場所、そういうものに思いを

はせていただけたらと思っていた。 

 

北見放送局のカメラマンの企画として始まったもので、本人がほとんどの

映像を撮っている。カメラマンとしての映像へのこだわりや、齋藤さんや華

奈さんへのまなざしというものを感じていただけたようだ。頂いたご意見は

本人にも伝えたい。 

 

○  美しい映像と、人を中心としたつながりがよかった。私は駅を人に例えて見てい

た。地域の中心にいる大黒柱のような頼れる存在が、６９歳という生涯を、大きな

役目を終える瞬間で、３月２５日はその命日だったのではないか。 後に地域の人
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が集まって、笑顔で駅の思い出や共通の話題について話している姿は、もの悲しく

もあるが、現実を受け入れて、感謝の気持ちでこの日を迎えているようで、ジーン

としてしまった。悲しすぎないところに作り方の妙というか、伝わるところがあっ

たのではないか。 

 

○  きれいな映像とすばらしい音楽で、見てよかったと思った。みなさんと同じ意見

だ。すばらしい番組だった。 

 

○  ６９年前に、地域住民がみずから駅を作ったということで、戦後開拓も含めて大

変だっただろうと思った。「送り出してばかりで迎えることの少ない駅だった」とい

うコメントには、多くの人がこの駅から都会へと旅立っていき、ふるさとを思って

いる、そのふるさとは残された者たちがしっかり守っていかなければならないとい

うことを思わされた。廃駅が話題になる中、 後の利用客である華奈さんが卒業す

るまで駅を存続させたＪＲ北海道についても、いいところがあるなと思った。 

 

○  よい番組だったと私も思う。妻とも話題にした。 

 

○  本当にすばらしい番組だった。駅がなくなるところで終わるのではなく、後日談

を加えて現在の季節で終わるところもとてもよかったと思う。ナレーションも非常

によかった。 

 

○  視点と企画力を高く評価したい。何もない小さな駅の、ただホームがあるだけの

場所が、普遍的な状況を伝えていたと思う。いろいろなエピソードを創作して加え

れば、映画が１本できそうな素材で、地域発ドラマにもできそうだと思った。駅が

住民たちの寄付で作られたというところが気になった。戦後の混乱期で当時の国鉄

も厳しい財政状況だったのかもしれないが、なぜ住民たちが寄付をして作らなけれ

ばいけなかったのか、説明してほしかった。また、華奈さんの卒業までは存続した

いという住民の要望をＪＲ北海道が受け入れたということだと思うが、その辺につ

いてもひと言説明があるとよかったと思う。なかなか粋な計らいだと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

昭和２２年にあの駅ができたときには、列車を止める予定はなかったとい

うことだ。住民が先に駅を作って、停車を要望したという経緯があった。説

明には時間がかかるので、あえて省略した。また、今回の廃駅についても、

この１０年ほどの間、何度も廃駅の話があったようだ。今回は、ＪＲ北海道

が地域から駅をなくそうとしているという話ではないので、言及しなかった。
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ことばにしなくても、感じ取っていただけたらと思っていた。ご指摘は受け

止めて、参考にしたい。 

 

○  ５月８日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「お母さん頑張れ！世界 大の

タコ 感動の子育て」を見た。知床のミズダコの生態は非常に見応えがあった。サ

メを捕まえるところなど、驚く場面があり、おもしろい番組だった。 

 

○  ５月１１日(水)の「ニュースウオッチ９」で、熊本地震関連のニュースの中で、擁

壁のことを「住宅の裏手にある壁が…」と言っていた。別のニュースでは“擁壁”

と漢字表記し、ふりがなも付けていた。擁壁は壁ではないのに、なぜこのようなこ

とばを使ったのか疑問に思った。 

 

○  ５月１３日(金)の北海道クローズアップ「熊本地震から１か月 “活断層”地震 ど

う備えるか」を見た。活断層が話題になっている中で、北海道、特に札幌周辺に活

断層がたくさん見つかっていて、“隠れ活断層”も道内にたくさんあるという話がき

ちんと紹介されていた。番組が「あなたが住んでいる地域で大地震は起きると思い

ますか」という問いかけに始まり、途中にも「自宅の耐震化、あなたはしますか」

という質問があったことはよかった。今私たちが考えなければいけないテーマにつ

いて、分かりやすく質問という形で問いかけがあったおかげで、番組の内容をきち

んと聞こうという気持ちにさせられた。「避難所運営ゲーム」の北海道版の話があっ

た。もともとのゲームは防災のワークショップで私も使っているが、とてもよくで

きている。北海道版は、より大切な情報が詰まっていると思うので、ぜひきちんと

紹介してほしい。 

 

○  大変大きな被害をもたらした熊本地震の被災者への配慮なのか、全体のトーンを

抑えすぎていて、地震対策という問題提起としては中途半端に感じた。いたずらに

被害の映像を多用すればよいわけではないが、視聴者に危機意識を持ってほしいと

いうことであれば、そういう手段も必要だったのではないか。スタジオゲストの専

門家自身も、北海道南西沖地震の被災者なので、実体験について話したり、当時の

映像を使ったりした方が発言の説得力が増したと思う。 

 

○  私は熊本地震が起きる前から、家具の固定などはきちんとやっているほうだが、

夫は全く関心がない。隣に住む義理の母の家は４０年ほど前に建てたものなので、

耐震化を勧めているが、大げさだと笑われる。北見市内の会議に出ると、この期に

及んで「北見は地震が少ないことをＰＲしていこう」とか「企業誘致しよう」とい

う方もいて、あぜんとした。そういう意識に警鐘を鳴らそうという番組だというこ
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とはよく分かった。活断層を示した地図も、北見には断層がないように見受けられ、

アナウンサーが「この地図は、危機感を感じるためのものであって、安心するため

のものではないということですね」とコメントしていたが、もう少し危機意識を持

たせる工夫があればよかったと思う。 後に、耐震化が進めば避難が必要な人も減

り、避難所の問題も和らぐというまとめがあったことはよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

北海道の、特に道北やオホーツク海側の人たちが地震に対してあまり危機

意識を持っていない中で、どこまで危機感を高めるのか考えながら制作した。

熊本地震をひと事にせず、自分たちの周りでも起こるかもしれないという意

識を持ってほしいという思いで番組を制作した。ただ、危機感をあおりすぎ

てもよくない。耐震化については、経済的な理由など、さまざまな原因があ

って踏み出せないこともあると思うが、意識し、気づいてもらうことを大切

にしたかった。今後番組を作るときには、頂いた意見を参考にしながら伝え

たい。 

海溝型地震で起きる津波や、火山性地震で起きる噴火の場合は、逃げるし

かない。一方、内陸型の地震というのは、耐震化という備えができる。時間

の関係で伝えられなかったが、番組の 後にそのようなまとめをしたかった。 

また、番組の中で“隠れ活断層”として取り上げたように、見つかってい

ない活断層は多いので、道北やオホーツク海側も注意が必要だ。北海道は文

献が少ないので、本州に比べると過去の例も少なく、これから調べようにも

相当な予算がかかるため、どこに活断層があるか分からないままになってい

る。そういう状況も伝えることができればと思っていた。 

 

○  先ほどの「ふるさと納税は地域を救うか？」と同じ番組尺なのに、この番組はせ

かされている印象があり、見終わったとき「え！もう終わってしまったの」という

感じがした。スタジオゲストとアナウンサーのやりとりが安定しているほうが、そ

のような印象を受けないのかもしれない。ゲストの専門家の存在は大きいように感

じた。北海道は地震が少なく、危機感を持つということはなかなかできないと思う。

特にずっと旭川に住んでいる人は、揺れるという感覚が分からない。そのような危

機感はシミュレーションで体感しないと得られず、番組を観ているだけでは分から

ないのではないか。不謹慎な言い方かもしれないが、熊本地震のときに、「旭川に住

んでいてよかったね」と平気で言えてしまうところがあるので、それを変えていく

のは大変なことだと思う。耐震化ということが繰り返し指摘されていたが、その必

要性をどのように判断したらよいのか、どう進めていけばいいのか、問い合わせ先

はどこなのか、予算の概算はどれくらいなのか、そういう情報が全くなかった。“隠
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れ活断層”についても、分かってきているという表現があったので、どこまで調査

が進んでいるのか伝えてほしかった。また、火山との関連性についても知りたいと

思った。避難所生活を強いられたときの留意点についての話があった。「避難所運営

ゲーム」を事前に行って、シミュレーションをしておくといいということだったが、

初めて聞く人にとっては“ゲーム”ということばに違和感を覚えて、引っかかって

しまうと思う。また、避難所ではお客さんとしてではなく、主体的に動かなくては

ならないという話も、当たり前のことではないかと思った。もっと実質的な対処が

知りたかった。また、データ放送を使った双方向放送の取り組みについては、アン

ケートの結果だけでなく、どれくらいの人が回答しているのか、地域別で見るとど

うなのかといったデータも分かるといいと思う。 

 

○  活断層といわれてもなかなかイメージできないが、江別市の活断層の映像があり、

説明がとても分かりやすかった。避難生活の心構えも参考になった。スタジオゲス

トの専門家が「活断層が確認されていない地域でも大きな地震があった」と話して

いたが、それはいつどこであったのか知りたかった。 

 

○  北海道で地震というと、釧路沖、十勝沖、浦河沖を思い浮かべるが、道内にいく

つも活断層があり、さらに見つかっていない“隠れ活断層”もあるということで、

興味深い内容だった。「避難所運営ゲーム」については、私も“ゲーム”ということ

ばを使うのが正しいのか疑問に思った。番組の締めくくりは、耐震化を進めていく

べきだという話だったが、データ放送のアンケートには５４％の人が「耐震化は経

済的に無理」と答えていたので、違う形でまとめることはできなかったのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＶＴＲでも取り上げたように、旭川の住民の地震に対する意識はどうして

も低くなりがちで、そこを高めてもらいたいという趣旨もあった。それでも

分からないというご意見を頂いたことは大変参考になった。今起きているこ

とを伝えても、揺れを体感していない人たちにとっては身に迫ってこないと

いうことで、今後はそれを踏まえた上で番組を制作していきたい。 

また、ご指摘のとおり、今回は危険性を伝えることに注力するあまり、耐

震化に関する費用などのデータを紹介することがおろそかになってしまっ

た。今後改めて伝えたい。 

“隠れ活断層”とは、地震が起きたあとでそこに活断層があることが分か

るもので、実は専門家はこのことばを使わずに“伏在断層”と呼んでいる。

今回は、隠れていることを強調するために“隠れ活断層”と呼ぶことにした。

「活断層が確認されていない地域でも大きな地震がある」というのは、具体
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的にいつどこでという話ではなく、いつでもどこでも起こりうるということ

だ。 

「避難所運営ゲーム」や避難所での過ごし方については、当日話を聞いて、

急きょ説明していただくことにした部分だ。話の振り方などが少し強引で、

分かりにくくなってしまったかもしれないが、ご意見を参考にしながら、よ

り実感できる形で伝えることを目指したい。 

 

○  何を伝えたいかが明確で、ふだん地震が起きない地域の人にも危機感を持っても

らおうということと、耐震化が重要であることがよく伝わってきた。知人が家を新

築する際に、古い家を解体したところを見て「よくこんな家に住んでいたな」と思

ったという話を聞いた。４０年前に建てた家の構造がどのようになっているのか見

せれば、これは危ないと危機意識を持つのではないか。また、熊本地震がどうだっ

たか分からないが、今回の地震が“隠れ活断層”によるものであれば、九州の地図

を使って、活断層が見つかっていないところで大きな被害があったと示すことで、

危機意識を高めることにつなげられるのではないかと思った。 後に、専門家の紹

介で、テロップの肩書きのところが黄緑色の文字で見えづらかったので、見やすい

色使いを工夫してほしい。データ放送のアンケートの質問は的確で、結果も興味深

かった。 

 

○  完成度の高い番組だと思った。淡々とした進行が、かえって視聴者に危機感を抱

かせる効果があったのではないか。地震については、自分が住んでいる地域や環境

によってとらえ方が大きく違ってくると思う。私は札幌市の集合住宅に住んでいて、

母は同じ札幌市内でもかなり離れた集合住宅に１人で暮らしている。地震が起きた

とき、母をどうやって助けにいけばいいのかなど、かなり考えさせられた。地震を

取り上げた番組は、ＣＧなどで怖い映像を見せるものが多く、なんとなく大げさな

印象を持ってしまうが、この番組にはリアリティーがあった。冒頭で、地震が起き

ると思うか、いきなり視聴者に質問を突きつけたことも、考えさせるきっかけにな

り、非常にいい入り方だったと思う。また、随所に分かりやすくきちんと伝えたい

という工夫が見られた気がする。特に、札幌で真冬に大地震が起きた場合の「避難

者想定１１万人あまり」という大きな赤い文字はかなりインパクトがあった。これ

はただ事ではないぞと、本能に訴えかけてくるものを感じた。スタジオ部分につい

て、地図の模型があったこともよかったし、ゲストの専門家の話も分かりやすかっ

たと思う。ただ、そもそも活断層というのは何なのか、断層やプレートとの違いに

ついて説明があるとよかった。私は賃貸マンションに住んでいるので、住宅の耐震

化はできないが、それを除いても地震には今すぐ備えなければならないと感じさせ

られる番組だった。 
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○  ５月１５日(日)放送の北海道ＬＯＶＥテレビ いくぞ～！北の出会い旅「十勝でイ

チオシを探せ！～後編～」を見た。これまで「いくぞ～！北の出会い旅」は見たこ

とがなかったが、地元の十勝の回ということで、興味があった。この時期はしかた

ないことかもしれないが、 近ちょうど暖かくなってきたのに、番組が雪景色で違

和感を覚えた。ゆり根を“白いダイヤ”と呼ぶというのは、地元にいてもあまり聞

いたことがない。キャッチーではあるが、地元の人には違和感があったと思う。“白

いダイヤ”と“泥を食べる○○”を探しに行くという展開だったのに、急に「帯広

放送局８０周年」という話題が入り、しかも途中でアナウンサーがいなくなってし

まって、探していたものが見つかったというまとめがないまま進み、そのまま番組

が終わってしまった。締まりがないように感じた。ゲストの莉奈さんには好感が持

てた。食べもののリポートでは、少しキャピキャピした感じがあったが、ありきた

りなことばを並べるよりは素直においしさを表現していて、よかった。 

 

○  ５月８日(日)放送の前編と、５月１５日(日)放送の後編を見た。高市佳明アナウン

サーが転勤して、この番組はどうなるのだろうと思っていたが、新しく加わった古

谷敏郎アナウンサーもまた違うキャラクターで、少し控えめだけど個性が際立って

いて、好感が持てた。倒産しそうな地元の路線バス会社が再起をかけてＰＲを行っ

ている話題や、帯広放送局８０周年という自画自賛のような話題も、この番組では

全く嫌みにならず、ほほえましく感じた。先に指摘があったが、古谷アナウンサー

がいなくなったことに気づかず、巻き戻してみると、小さなワイプで古谷アナウン

サーは早退するということが出ていて、あんまりだと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「いくぞ～！北の出会い旅」は金曜日の夜に７３分間で放送していたとき

と同じように制作するわけにもいかず、試行錯誤している。スタッフもアナ

ウンサーも替わり、これからどうすればよいのか、今日のご意見も参考にし

ながら、より完成度の高いものを作っていきたい。 

古谷アナウンサーの早退については、少しことば足らずな表現をしてしま

った。全国放送の際には、少し修正をして放送する。 

 

○  ５月１５日(日)のＮＨＫアーカイブス「チェルノブイリが語ること～原発事故３０

年の教訓～」は、 近見た番組の中でとても感銘を受けた。内容は納得のいくもの

で、本当のことを隠さずに、軽視せずに伝え続けてほしいと強く思った。 

 

○  ５月１６日(月)の「ニュースウオッチ９」で、舛添都知事が政治資金を使いネット

オークションで美術品を購入していたというニュースで、有権者の政治意識に詳し
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い専門家にインタビューを行っていたが、話の聞き方に違和感があった。専門家の

横に中腰で立っていて、まるでお年寄りや子どもに話を聞くような姿勢だった。そ

のあとはきちんとしたインタビューのカットがあったので、なぜあの体勢で話を聞

いていたのか疑問だ。 

 

○  ５月１６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「食べる喜びを、あきらめない

～看護師・小山珠美～」は、とても勉強になった。食べて治すことへの意識や技術

は、地方ほど後れていて、高齢化や脳疾患の患者に対して追いついていない現状が

ある。看護学生や医療従事者に見せるべき内容だと思った。私も教材として使おう

と思う。 

 

○  ４月２３日(土)のこころの時代～宗教・人生～ シリーズ “ブッダ 後の旅”に

学ぶ 第１回「旅のはじまり」を見た。ブッダが入滅するときの、 後の４５日間

の旅路をルポルタージュ風に紹介するという、非常に興味深い番組だった。番組を

見て「大パリニッバーナ経」に興味を持ったので、今日新書を購入した。これから

勉強しようと思っている。 

 

○  「ＮＨＫニュース おはよう北海道 土曜プラス」をたまに見る。糸井羊司アナ

ウンサーの笑顔は、気持ちが明るくなるとてもよい笑顔だと思う。 

 

○  報道の姿勢について。４月２７日に農林水産省が外国資本による日本国内の森林

の買収に関するデータを発表した。ＮＨＫのニュースでは、どこの国がどのくらい

の面積を買収しているかとか、昨年と比べてどのような増減があったといった、デ

ータをそのままの形で報道していて、とても残念だった。だから何なのかと言いた

くなるような、よく分からない内容になっていた。このようなネタは、発表データ

をそのまま出すだけではただの広報になってしまう。報道機関としては、なぜ外国

企業が北海道の森林を買っているのか、その背景にある事情は何なのか、こういう

見方ができるのではないかという視点を、有識者のコメントなどを使いながら紹介

するべきではないか。ニュースに対する視点を提供することは、客観的な報道とは

矛盾しないので、積極的に盛り込むようにしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

森林買収のニュースについては、ご指摘のとおり、外国資本のねらいや数

字が意味するものについて伝えきれていなかったと反省している。今後は、

視聴者の方に意味が伝わるように、しっかり伝えていきたい。 
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○  ＮＨＫでは、事件現場の写真や動画の提供を、視聴者に対して積極的に呼びかけ

ているが、私は、いわゆる素人が撮影した事故現場の写真や動画を放送で使用する

ことについて、疑問を持っている。まず、素人なので、事故現場の近くに行くと危

ないということがある。また、我々は何のために現場の写真や映像を使って報道す

るのかということに立ち返れば、事故や災害によって、不幸な目に遭ったり、苦し

い思いをされていたりすることに対する共感や配慮、あるいは被害者に対する思い

を、ニュースを伝える側と受け取る側で共有しようということが基本にあると思う。

素人が火事場に行って撮ってきた映像が、インターネットや放送でのほうずに流れ

てしまうことに対して、被害者の立場に立った議論があってもよいのではないか。

前回の審議会で“ことばのデリカシー”という話をしたが、今回は“映像のデリカ

シー”について問いたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

スマートフォンが一般に広く普及している中で、たまたま現場に居合わせ

た人が決定的瞬間を撮影した場合、その映像にニュース性や意味があると判

断されれば、放送で使用するという取り組みを全国的に行っている。ＮＨＫ

だけではなく、民放各社も行っている取り組みだ。ご指摘いただいた安全面

については、配慮しなければならないと考えている。放送やホームページで

映像提供の呼びかけを行うときには、安全に十分注意して撮影するよう伝え

ている。また、使用にあたっては、提供者一人一人に連絡を取って、真実性

などについて確認を行っている。内容についても確認し、見る人にとって不

自然なものや、疑問を抱かせるようなものは放送では使わないことにしてい

る。ただ、ご指摘いただいたように、被害者や被災者の方への共感や思いを

持った上で撮影したものとは、やはり違ってくるものもあるかもしれない。

ご意見を参考にしながら、そういった考えも念頭に置いて、放送に使うかど

うかの判断をしていきたい。 

 

ＮＨＫでは「スクープＢＯＸ」を使って視聴者からの映像を集めているが、

これを導入したときの責任者だったので、補足させていただく。これまでも

きれいな花の映像などをアマチュアビデオとして送っていただいていたが、

その取り組みの先には、私たちの目の届かないところでスクープがあれば送

ってくださいという目的があった。このような呼びかけは３０年近く続けて

いるが、技術の進歩により、スマートフォンなどで映像が簡単に撮影できる

時代になった。ご指摘いただいたような懸念は、立ち上げのときにも当然持

っていて、かなり議論を重ねた。その上で、ガイドラインを策定し、投稿さ

れた映像を確認するデスクや、映像に関する説明をつけるデスクを置くなど、
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体制を整えた。危険な状況で撮った映像を放送で使うことはあってはならな

いし、そうならないように確認を行っている。ただ、例えば竜巻の瞬間など、

プロのカメラマンでも遭遇しないかぎり撮れないものというのは多くある。

災害の深刻さを伝えるために、一般の方が撮影したものも使わせていただく

ことは、視聴者の要求に応えることにつながると思う。一方で、“映像のデ

リカシー”というものは、カメラマンをはじめ現場の人間一人ひとりがかみ

しめておかなければならないことばだと考えている。私たちは、自分で撮影

するときはもちろん、一般の方が撮影したものを見るときにも、プロとして

の目を養っていかなければならないということを痛感した。頂いたご意見は

現場の者にもしっかり伝えたい。 

 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年４月ＮＨＫ北海道地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ北海道地方放送番組審議会は､２０日(水)、ＮＨＫ札幌放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「多元中継！北海道新幹線 大開業スペシャル」をはじめとして、放

送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

続いて、５月の番組編成の説明と、放送番組モニター報告、視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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

副委員長  まさきとしか（作家） 

委  員  井田芙美子 （(株)いただきますカンパニー 代表取締役） 

小林米三郎 （(株)小林本店・小林酒造株式会社 代表取締役社長） 

豊島 琴恵 （旭川大学短期大学部生活学科教授） 

中田久美子 （東海商事株式会社 取締役社長） 

濱屋 宏隆 （東部開発株式会社 代表取締役社長） 

丸藤 競  （函館市地域交流まちづくりセンター センター長） 

村木 秀雄 （いわみざわ農業協同組合 代表理事組合長） 

目黒 雄司 （北海道新聞社 論説委員） 

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

 

（主な発言） 

 

＜「多元中継！北海道新幹線 大開業スペシャル」 

(総合・ＢＳ１(102ch) 3 月 26 日(土) 前 10:00～11:20)について＞ 

 

○  長時間の生放送番組で、じっくり見ていたわけではなかったが、ところどころに

楽しめる要素があり、見やすかったと思う。 後のコメントを言い切れずに終わっ

てしまったところは残念だったが、お祭りムードは十分に伝わってきた。これまで

長い間、北海道新幹線関連の番組を色々な形でやってきたが、ひとまずお疲れ様で

した。さきほどの山田局長のあいさつにもあったとおり、これからがスタートだと

思う。乗車率もあまりよくないので、これからの観光シーズンに多くの人に北海道

新幹線に乗ってもらえるよう、また、函館を中心に道内のいろいろな地域に足をの

ばしてもらえるよう、今後も情報発信をして頂きたい。 
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○  初めて見る人には魅力的な番組だったかもしれないが、これまでに放送された北

海道新幹線関連の番組を見てきた我々にとっては、新鮮さに欠ける感じがした。中

継だからしかたないのかもしれないが、新幹線が木古内の駅に入るときや、上空の

ヘリコプターの音が入るときなど、コメントが聞きづらい場面があった。また、８

０分という番組は長いと思った。新幹線はまだ北海道の入口までしか来ていないの

で、色々とアイデアを出していかないと、開業時のような盛り上がりは続いていか

ないと考えている。 

 

○  今まで何度も関連番組を制作してきたので、開業だからといって目新しい話題が

あるわけではなく、苦労されたのだと思う。番組の内容は、各地の表情や駅弁の紹

介、青函トンネルの工事に携わった人の語りなど、お祭りらしいものだった。東京

からの一番列車が木古内駅に到着するところがうまく捉えられていなかったのは残

念だ。函館はやぶさＰＲ隊は、正直またかという感じがしたが、七戸はやぶさぴー

あーる隊と連結したのはよかった。開業は喜ばしいことだが、ＪＲは新幹線の利用

客の利便性ばかりを高めようとしているように感じられ、従来の割引切符である“Ｓ

きっぷ”を廃止された胆振地方の人々はあまりいい印象を受けていない。道内でも

地域によって温度差があると思うので、これからはさまざまな視点から北海道の公

共交通を取り上げてほしい。 

 

○  歴史的な日となった３月２６日は、朝から北海道新幹線開業の特番がＮＨＫを含

めた全局で放送されていた。私もリモコンを片手に色々な番組を見たが、どの局も

各駅の観光スポットやグルメ情報、青函トンネルの思い出話に終始していて、同じ

ような内容ばかりだった。この番組も他局との差別化は非常に難しかっただろう。

多元中継ということで、バタバタしている感じがあったが、臨場感や開業の賑わい

を感じることができた。一方で、ゲストのコメントのレベルが低かったり、ヘリコ

プターの音が気になる場面などがあったり、番組の終わりのコメントが途中で切れ

てしまったりと、残念な点もあった。もう少し落ち着いて見られるＮＨＫらしい番

組にはならなかったのだろうか。若い世代にも見てほしいという意図は分かるが、

それを意識しすぎると民放と同じになってしまう。それでは、このような番組を得

意とする民放に、結果的に視聴率を奪われるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

８０分の長い番組をご覧いただき、ありがとうございました。この番組は

総合テレビで北海道と東北の全域に、さらにＢＳ１で全国に放送した。全国

で開業をお祝いしてもらうことを一つの目的としていた。ツイッターでは、

鹿児島や茨城など、北海道・東北以外の地域からもメッセージを頂いた。北
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海道新幹線の開業を全国にＰＲできたのではないかと思っている。ただ、す

でに紹介した内容が多かった上に、中継でもうまくいかなかった部分があっ

た。木古内駅の中継は、遅れてくると思われていた列車が予定時刻より早く

到着したために、カメラで捉えられず、内容も詰め込みすぎたところがあっ

たと反省している。しかし、民放だと取材先が道内に限られるが、青森の２

か所からも中継ができたことは、ＮＨＫのネットワークを生かした成果だと

思っている。 

後のコメントが切れてしまったことは、反省点だ。経験する機会が少な

い大がかりな中継に挑戦して、今後に生かしたいという思いがあった。 

ゲストの芹那さんは高校時代を函館で過ごした方なので出演を依頼した。

また、青森県出身の古坂大魔王さん、開業当日に函館駅で行われたイベント

と合わせて「ＬＩＦＥ！」の人気キャラクターであるイカ大王（塚地武雅さ

ん）にも出演していただいた。 

 

○  開業当日は函館駅にいたので、後日番組を見た。駅の盛り上がりやいい意味での

バタバタ感が生放送にも表れていた。番組は尻切れになってしまったが、雰囲気は

すごく伝わったので、あれはあれでよかったのではないか。ゲストについては不安

になる部分があったが、アナウンサーのフォローもあり、後半はよくなっていた。

周りに何もない新函館北斗駅だが、駅舎がきちんと見えて見栄えのよい場所に特設

スタジオを作っていたので、よかったと思う。ＮＨＫはものの値段を紹介しないこ

とが多いが、駅弁の値段をきちんと言ってくれたのでよかった。函館のおすすめス

ポットということで３か所が紹介されていたが、どれも分かりづらい場所にあり、

新函館北斗駅からは、公共交通機関では行けない場所にある。レンタカーを借りて

も地元の人でないと分からないような場所なのに、あの紹介の仕方では、新幹線の

停車駅のすぐ近くにあるような印象を与えかねない。北海道新幹線とセットでイル

カに出会える噴火湾クルーズができるという話題も、常設のツアーではないことが

分かりにくかったのではないか。新幹線開業のお祭り騒ぎとは別に、「ほっとニュー

ス北海道」では公共交通についてシリーズ展開していて、問題点もきちんと伝えて

くれていることはありがたいと思っている。 

 

○  ８０分の中で中継をすることで何が伝わってくるのかと思いながら見ていたが、

地元ではそれぞれの場所で盛り上がっていることがよく伝わった。私は道内でも函

館から一番遠いところに住んでいるので、盛り上がりを実感できず、話を聞くかぎ

りあまり盛り上がっていないと思っていた。ところが、いざ当日になると、それな

りにみんな期待していたことが分かって驚いた。報道が盛り上げていたわけではな

く、地元の人たちも楽しみにしていたことが伝わったので、観光関係の人だけでな
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く、一般の人がどのような気持ちでこの日を迎えたのか、その声をもっと聞いてほ

しかった。北海道新幹線と直接関係のない立場や職業の人の話が盛り込まれていれ

ば、私のように北海道新幹線をあまり身近に感じていない人にとっても共感できる

内容になったのではないか。ゲストのコメントには、物足りなさがあった。 

 

○  開業の祝賀ムードと地域情報の発信が番組の目的だとすると、全体的な構成はよ

かったと思う。青森からの中継を入れたこともＮＨＫの特性が出ていたと思うが、

欲を言えば、新函館北斗駅と函館駅をつなぐ“はこだてライナー”に乗って函館駅

にたくさんの人が降り立つシーンや、青函トンネルから出る瞬間を車内から撮影す

るなど、ドラマチックな演出があるとよかったと思う。新幹線開業が北海道全体の

観光にすぐに好影響を与えるとは思っていないので、まずは途中下車のメリットを

打ち出し、桜や温泉を軸にした観光などを紹介してほしかった。木古内駅の中継は、

確かにバタバタしていたが、ぜひ行ってみたいと思えた。大型連休には、この番組

の効果もあってたくさんの人が来るのではないかと羨ましく思う。また、青函トン

ネルのパートは、初めて見る人にとっては「なるほど」と思わされ、先人たちへの

感謝も感じさせられるよい内容だったと思う。函館のおすすめスポットは、場所が

分からないだけでなく、正式名称も紹介されていなかった。牛乳瓶に書かれた牧場

の名前がはっきりと映っていたので、きちんと伝えたほうがいいのではないか。画

面の下の方に、ツイッターやメールで寄せられたメッセージがずっと表示されてい

たが、見て、聞いて、読むというは結構しんどい。メッセージは番組の終盤でよう

やく触れられていたので、もう少し工夫してほしい。また、番組の締めくくりにつ

いては、「生放送だから仕方ない」では進歩がないと思う。アナウンサーが締めくく

りのコメントを何秒間で言おうと決めていたと思うので、スタッフがしっかり表示

して伝えてあげて、きれいに終われるような形をつくってこそＮＨＫの番組ではな

いか。 

 

○  制作者の立場になって考えると、新幹線の開業特番を、８０分も生放送でやると

いうのはすごく大変だと思う。しかし、視聴者の側から言えば、何となくオリンピ

ックの開会式を延々と見ているような、メリハリのないものだった。開会式なら聖

火の点火といった山場があるが、今回はそういうものがなかった。これはＮＨＫよ

りむしろＪＲの側に責任があると思うが、一番列車の発車は朝６時台でみんな寝て

いるし、一番列車の到着もぱっとしない印象だった。目玉となるものがない中継を

延々と放送することの難しさを察した。今回よかったことは、北海道新幹線が安全

に走っていることを確認できたことだ。中継でリアルタイムに列車の無事の到着が

確認できた。これからがスタートなので、赤字のローカル線の問題なども取り上げ

てほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

今回、列車が遅れた場合など色々な想定をして準備してきたので、無事時

間どおり到着したことにほっとした。用意していたものを全て紹介できたこ

とを嬉しく思っている。ヘリコプターの旋回音までは思い至らず、せっかく

のいいお話を台無しにしてしまって残念に思っている。 

函館の３か所のおすすめスポットについては、宣伝にならないように配慮

するあまり、きめ細かい情報を伝えることができなかった。かねてよりこの

審議会の場でも同じようなご指摘をいただいているので、紹介するなら分か

りやすく伝えるべきだったと反省している。 

メッセージについてもご意見を頂いた。正直どのくらいの量のメッセージ

が来るか予測できなかった。本部では同様の番組を多く制作している中で、

北海道でも視聴者の生の意見をできるだけ反映しながら番組を作っていこ

うという取り組みだった。本部でも、番組の内容とメッセージのどちらに集

中したらよいのか分からないという意見は多く頂いている。今回の場合、お

祝いムードのメッセージだったので、内容に大きく影響を与えるものではな

いと考えていた。また、ＶＴＲの再生中には表示しないなど配慮したが、い

ただいたご意見も参考に、今後はメリハリをつけた演出にしたい。 

車内からの映像が見たかったというご意見をいただいたが、今回はＪＲ

から許可が降りなかったため、断念した。 

 

○  東北と北海道がつながったことやお祭りのような盛り上がり、臨場感は伝わった。

各停車駅の様子をリズミカルに映していたが、せわしなく感じた。年配の人にとっ

ては、今どの駅が映っていて、そこで何をしているのかがよく分からないまま切り

替わってしまうところもあったのではないか。ゲストが新幹線に乗って新函館北斗

駅に登場するというのは効果的な演出だと思うが、やはり車内からの映像がほしか

った。写真だけならなくてもよかったのではないか。たくさんの映像を届けようと

欲張っている感じがあり、新幹線の到着の映像もグルメの紹介も一つ一つの流れが

速く情報が軽いので、印象に残らなかった。もっときちんと紹介してほしいものが

たくさんあった。はやぶさＰＲ隊の連結シーンはとても感動的だった。アナウンサ

ーによる試食のシーンや、リポートの間の取り方は見ていて不安になった。ゲスト

にクイズを出題するシーンはテンポが悪くなったように感じた。先ほどから指摘さ

れているヘリコプターの音もせっかくいい内容のところだったのでもったいなかっ

た。駅舎をバックにスタジオを特設したことは新鮮だったが、いろいろな想定が必

要だったのではないか。番組を見終わったときには、絶対に北海道新幹線に乗ろう、

そして木古内駅や東北に行ってみようと思ったので、今後の展開や影響についても

番組にして放送してほしい。 
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○  オープニングは何の変哲もない上空からの映像で始まり、新幹線がどこに映って

いるかも分からなかったが、何かが始まるという感じがして、臨場感のある映像だ

った。全体としては、にぎやかな部分と落ち着いたドキュメンタリー的な部分があ

り、硬軟うまく織り交ぜた構成だったと思う。ゲストの人選は、残念に思った。イ

カ大王は着ぐるみをずっと着せられていて気の毒に思ったし、番組の内容に合って

いない印象だった。番組のタイトルロゴはかわいいデザインだったが、表示が小さ

いとよく分からないので、もう少しシンプルなデザインのほうがよかったのではな

いか。番組としてはおもしろかったが、この番組を８０分間見るよりも、「道民の期

待を示すように、沿線では多くの人が手を振っていた。畑の真ん中で農作業の手を

止めて手を振る人もいた」という新聞の一文のほうがぐっときた。 

 

○  このようなお祭り中継の番組としては、定石どおりの構成だったと思う。 大の

イベントは一番列車が走ることであって、そのほかに特別なことは何もない。そこ

でどう盛り上げるかを考えると、やはりゲストの人選が重要になるだろう。堅い話

をする必要はないが、視聴者におもしろい話を聞かせられる人や、もっと場を盛り

上げられる人を選んでほしかった。また、番組で紹介した青函トンネルの工事に携

わった人も、ほかの番組にもたびたび出演していた人物だった。もちろん初めて見

る視聴者もいると思うが、ほかに語るべき人が本当にいなかったのかどうかは疑問

が残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

結果的に内容を詰め込みすぎてしまうことはこの番組に限らずよくある

ことで、間引く勇気が必要だったと感じている。８０分飽きずに見てもらい

たい、あれもこれも伝えたいという熱意があったが、そこは冷静な視点で判

断すべきだった。 

ゲストとして呼んだイカ大王は、函館駅でのイベント出演が先に決まって

いて、番組にもぜひということでお招きした。今後はより番組に合った人を

探すよう努力していきたい。 

青函トンネルの工事関係者は、この人が一番だと思って出演していただい

た。別の番組ではほかの人にも出演していただいている。ご意見を頂き、何

人か呼んで厚みを加えることも検討すればよかったと思った。 

 

今回は大規模な中継で、北海道と青森で合わせて８人のアナウンサーが関

わった。ＮＨＫのアナウンサーがあまり得意ではない部分もあり、段取りに

追われてしまったと思う。にぎやかな雰囲気の中でしっかりものを紹介して

いく、紹介するものをより魅力的に見せていくことがポイントだった。それ
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ぞれ力量に差があるが、より生き生きと伝えられるように創意工夫をしてい

きたい。引き続き、ご指導やご意見をいただきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  前回の審議会に出席できなかったので、２月１９日(金)放送の北海道クローズアッ

プ「カニが消える！？～密漁・新ルートを追え～」についてひと言。難しい取材だ

ったと思う。これまで密漁カニが中国から北海道に入ってきていることは知られて

いたが、北朝鮮ルートがあるということは新しい情報だ。大変おもしろい番組だっ

たので、ぜひ続報を期待したい。ただ、論証の過程で、ロシア人ジャーナリストの

証言に頼りすぎている印象を受けた。彼が何者なのか分からないところもあるので、

あと一つ二つ証言を裏付ける情報が必要だったと思う。それができれば、ストレー

トニュースで取り上げたほうがいいくらいスクープ性のある内容だった。 

 

○  ３月３日(木)に 終回が放送された「木曜時代劇 ちかえもん」は、本当にすばら

しかった。時代劇でありながらあれほど自由で、その上違和感なく見られるおもし

ろい番組はなかなかなく、衝撃を受けた。出演者も劇中の替え歌もすばらしく、楽

しめた。 

 

○  ３月１８日(金)放送の「農業女子“はらぺ娘（こ）” ～北海道発地域ドラマ～」(総

合 後 7:30～8:29)と「全部見せます！ドラマ『農業女子 “はらぺ娘”』の舞台裏」

(総合 後 8:29～8:43)を見た。実在する“はらぺ娘”メンバーの一人を知っているが、

実際の雰囲気は、女性の後継者としての悩みや迷いを感じさせず、淡々と貪欲にも

のづくりをしている印象だった。ドラマは単純な作りだったが、すんなりと入って

きて楽しめた。私が旭川に来た１５年前は、女性の後継者はほとんどいなくて、６

０代以上の女性が閑散期にみそや漬物、ジュースを作っているくらいだった。ここ

数年の間に、その子どもたちの世代が、古いしがらみや農業のイメージを脱して、

“食育”を一つのキーワードにさまざまな活動を展開してきた。ドラマでもそのこ

とが分かりやすく描かれていた。農業を知らない人であっても、女性が輝いている

姿に共感し、励まされる内容だったと思う。一方で、舞台裏については内容が薄く、

あまり印象に残らなかった。地域を越えたネットワークを作って活動していること

はすごいことで、農業だけでなくほかの分野でも参考になるはずだ。いろいろな苦

労もあるはずなので、ドキュメンタリーとして放送してほしいくらいだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

以前にも“はらぺ娘”について４３分のドキュメンタリー番組を放送した



 8

が、今回は１４分という短い時間だったので、少しもの足りなかったかもし

れない。農業に限らず、女性の活躍については今後も何らかの形で取材して

いきたい。 

 

○  ３月２０日(日)放送のＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第６集 あなたのワン

カットが世界を変える」を見た。とても考えさせられる内容だった。若い世代は、

物心ついたときからたくさんの映像がまわりにあって、自分でも撮影をして公開を

して自由に操ることができるけれども、理解することについては成長が追いついて

いない。自分が発信するメッセージが自分を守り、世界をつなげ、いろいろなこと

を変えていけることは確かだが、その一方で、人間の弱い部分や憎悪を増幅してい

くことも事実だと思う。大きなツールを使いながら、小さな世界で翻弄されている

ことを若い世代にもどう伝えたらいいのか考えさせられる、よい番組だった。 

 

○  ４月１０日(日)放送の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。自分たちが生計を立てていける分だけ魚

を捕りながら６０年間暮らしてきた様子や、アマゾンに住むいろいろな魚が紹介さ

れていて、大変興味深かった。このあとのシリーズ展開にも期待している。 

 

○  ４月１４日(木)に起きた熊本地震の報道に関して、ソーシャルネットワーキングサ

ービスなども駆使して情報を発信していると聞いている。これからもぜひ頑張って

ほしい。これについて３点話したい。まず、被災地の状況を伝えるのに、各社ヘリ

コプターを飛ばしているが、この音で声が届かず、被災者の救助が遅れるという話

も出ている。こうしたときの共同取材の体制はとれているのか。必要 低限の台数

で済むような仕組みを検討してほしい。こうした震災が起こると、被災地の悲惨な

状況、つまり異常な状態についての情報がまず伝えられる。観光地については、通

常どおり営業を再開しているところもある。今後の風評被害のことも考えると、正

常な状態に戻ったという情報も同じように事実として伝えてほしい。そうすれば、

九州も頑張っているということが、離れたところにいる私たちにも伝わると思う同

時に、被災者への取材よりも現地で活動するボランティアや支援団体の取材に力を

入れてもらえると、どこに支援をすればよいのか伝わると思う。支援金や義援金を

どこに出せばよいのか分からず二の足を踏む人も多い。東日本大震災の被災地もま

だ大変な状況が続いている中でこのようなことが起こった。長期的な支援が必要に

なると思うので、北海道に住む私たちに何ができるのか、分かりやすく情報を発信

していただきたい。 
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（ＮＨＫ側） 

ヘリコプターの運用については、報道機関がそれぞれの判断で行うことが

原則となっている。一方で、安全面への配慮や、救助の妨げにならないよう

注意していくことは必要だ。それぞれの報道機関が各社の責任において取材

を行い、独自の情報を伝えるという在り方を基本としつつも、例えば北海道

新幹線の開業時は各社のヘリコプターが一緒に動くと危険だということで、

ＮＨＫのヘリコプターが代表して撮影を行うなどの対応をとったこともあ

る。今後も状況を見て配慮しながら運用していく。 

 

○  熊本地震が起きたあとの、初動段階の報道について。まずは市民のみなさんが感

じた震度７の衝撃を的確に伝えるというのが、 初の目的になる。そのために現場

中継がある。現場中継というのは、新聞にはないテレビの 大の武器だと思う。そ

こで現地の記者がカメラを回しながらリポートをしていたが、その中で「飲み屋街

にはガラスが散らばっています」というリポートがあった。報道では“飲み屋街”

ということばは使わない。どんなときでもことばにデリカシーを持つべきだと思う。

また、益城町役場前からの中継が入ったが、 初に電気の消えた役場を映して「明

かりが消えています」とおそらく停電のことを伝えていた。それよりも着の身着の

ままで続々と多くの人が集まってきていることのほうが、深刻さや震災の本質を伝

えられるのではないか。自分が何を取材しているのか、何を伝えるべきなのか、現

場の記者が理解していないと感じた。デスクの指示もあいまいなのではないか。

後に、逃げてきた被災者に、カメラを向けてライトを当ててインタビューをしてい

たが、被災者への心遣いに欠けている。もし現場の声が必要なら、役場の総務課長

が落ち着いたころに話を聞くとか、それで十分間に合うのではないか。マイクを向

けられて戸惑う被災者の様子を見せられても、視聴者には震災の深刻さは伝わらな

いと思う。これは技術的な問題ではなく、ことばの教育も含めた根本的な問題だ。

マスコミの取材に対しては常に批判があり、肝心の震度７の衝撃が濁って伝わる可

能性もある。現場の記者やデスクの対応が重要なので、録画を見るなどして、ぜひ

検証してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘の点はいずれも報道に携わる者として、心しなければいけないこと

だ。 近ではＩＰ中継というインターネット回線を利用した中継が可能にな

り、中継車がなくてもすぐに放送できるようになった。緊急時には、目の前

に起きたことをすぐに伝えなければいけない。全員がきちんと意識をして、

適切なことば使いやカメラの使い方を心がけなければならない。北海道の報

道を預かる私としても痛感している。 
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○  ４月１５日(金)放送の北海道クローズアップ「電力小売り自由化～安くなる？どう

選ぶ？再エネは？～」を見た。冒頭では、価格の安さを中心に伝えられていて違和

感があった。自然エネルギーへの関心は高いが、仕組みが理解されていないために

普及が進んでいないという認識はもともとあり、そのことに対する納得できる解説

がなかったので、不完全燃焼だった。アンケートで、視聴者が何を重視するかタイ

ムリーに分かったことはよかった。「企業の信頼性(４７％)」「安さ(３３％)」「再エ

ネ重視(２０％)」という結果だったが、再生エネルギーや自然エネルギーを重視する

人の割合も以前よりも伸びているかもしれない。単純に信頼と価格が重視されてい

るとするのではなく、過去のデータとの比較を含めた情報もあればさらによかった。 

 

○  今回は双方向放送で、「電力自由化 あなたはどうしますか？」「電力を選ぶ基準

は？」という問いについて、視聴者の考え方がリアルタイムに反映されていて、と

てもよかった。このような活用のしかたは、自分と世間一般の考え方にどれほどの

違いがあるか確認し、整理できるので、興味をもって番組を見ることができるよい

手段だと感じた。電力自由化といっても、街頭インタビューを受けた女性が言うよ

うに「何が分からないのかが分からない」というのが大半の意見だと思う。このタ

イミングで番組のテーマとして取り上げたことはよかったと思うが、内容について

は補足説明が足りない部分が多かった。再生エネルギーについては、風力やバイオ

マスを取り上げていたが、現段階で主流になっているのは太陽光ではないか。太陽

光発電の現状についても伝えてほしかった。番組の 後に再生エネルギーも地産地

消をという話があったが、実に的を射た発言で共感できた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北海道クローズアップ」は、新年度から双方向のアンケートやホームペ

ージ・ツイッターからの投稿も活用して積極的に展開している。リアルタイ

ムで意見が分かることは大変メリットがあると感じている。 

自然エネルギーの成約率が上がらないのは、ご指摘のとおり仕組みが伝わ

っていないことが原因だ。そもそも北海道電力の料金体系を理解している人

が少ない中で、自然エネルギーの料金体系について丁寧な説明ができなかっ

たことは反省している。 

価格については、北電よりも新規事業者のほうが、人件費が安かったり、

システムを合理化したり、いろいろな企業努力で安くできるということだ。

もう少し丁寧に、図なども使って説明できればよかったと思う。 

太陽光発電は確かに主流になっているが、太陽光と風力については、起き

ている現象がほとんど同じなので、今回は風力発電の計画を新しい話題とし

て取り上げた。 
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○  久しぶりにリアルタイムで「北海道クローズアップ」を見た。見ることができて

ほっとした感じがあり、北海道にとって大切な番組だと思った。電力の地産地消化

の話で締めくくっていたことがとてもよかった。今後もこの問題をテーマに番組を

放送してほしい。内容は１回では分からないところが多かったが、２回見て、難し

い内容を簡単に説明してくれていることが分かった。すぐ理解できるようにという

ことではなく、「電力自由化はすごく難しい問題で、私たち自身が考えていかなけれ

ばいけない。そのときポイントとなるのはこんなところだ。」という作り方だと思っ

て見てみると分かりやすいと感じた。 

 

○  双方向の取り組みについてはおもしろいと思ったが、電力自由化の仕組みについ

ては、番組を見ても理解が深まらなかった。 

 

○  タイトルのデザインがとてもすてきで、 近の中では一番よかった。フリップに

も電球がついていて、かわいらしかった。電力自由化について分かりやすく説明し

ようという姿勢は伝わってきたが、そもそも電力自由化とはどういうものなのか基

本的な説明が欠けていたので、視聴者には分かりにくかったのではないか。基本的

な仕組みについて、図を使って視覚的に説明した上で、新電力を選ぶ判断基準の話

などにつなげないと、理解できないまま番組が終わってしまうと思う。視聴者の疑

問に一つ一つ答える形で展開していくほうがよかったのではないか。 

 

○  電力自由化は見たいテーマだった。アンケートの結果も興味深かったが、北海道

電力は現在の動向をどう見ているのか取材してほしかった。ＰＲになってしまって

はいけないが、インタビューなど何らかの手法で、電力のプロとして鍵を握る北海

道電力の見解を伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

基本的なことが分からなかったというご指摘は真摯（しんし）に受け止め

たい。専門家のゲストに一問一答で短く答えてもらうようにしたが、ことば

だけでは伝わりにくかったと反省している。北海道電力がこの問題をどう見

ているかについても、コメントなどを紹介できればよかったと思う。 

 

○  ４月１５日(金)放送の北海道中ひざくりげ＆穴場ハンター「今夜はとことん増毛

町！」を見た。町自体の雰囲気のせいか、前回の東川町と比べると柔らかい印象だ

った。スタジオに来ている地元の方も盛り上げてくれて、とてもよい感じがした。

「北海道中ひざくりげ」の旅人のアナウンサーも見ていてほっとするようないいテ

ンポでのリポートだった。見ていて笑顔にさせられるような内容だった。 
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○  「北海道中ひざくりげ＆穴場ハンター」を初めて見た。なるほどという部分とほ

のぼのとした雰囲気があり、“Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ 北海道”を実践してい

る番組だと感じた。増毛町といえば甘えび、地酒までは思いついたが、“ 北のフル

ーツ園”があることは知らなかった。リンゴだけでなくブドウやサクランボなどい

ろいろな果物を作っていることは、新しい発見だった。「北海道中ひざくりげ」では、

看板屋でアナウンサーが「ようこそ」と字を書く場面があったが、上手に書こうと

していた一文字目の“よ”以外の “うこそ”には勢いがあってすばらしかった。心

の迷いは字に表れるのだなと考えさせられた。「穴場ハンター」の司会の藤岡みなみ

さんは、明るくかわいいだけでなく、機転も利く女性だと思った。番組の内容をお

もしろくする魅力的な一面を感じた。 

 

○  今までは「北海道中ひざくりげ」と「穴場ハンター」に統一感がなく、「穴場ハン

ター」が浮いているような印象だったが、今回はとても自然な感じがした。盛り上

がりつつもほっとする雰囲気があって一体感が出ていたし、旅人のアナウンサーが

スタジオにいるという演出もよかったと思う。終着駅の列車止めや船底で揺らして

作る酒などの紹介はとても興味深く、小さな感動があった。増毛町は行ったことが

ないが、ぜひ行ってみたいと思った。 

 

○  「北海道中ひざくりげ」は、観光の側面がクローズアップされていて、そこに住

む人々の顔や営みが見えずもの足りなさを感じたが、「穴場ハンター」がその部分を

うまく補っていて、合わせてみるとバランスの取れた番組だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

以前、審議会の席でも「北海道中ひざくりげ」と「穴場ハンター」に統一

感がないというご意見や、スタジオの観覧者については工夫が必要というご

意見を頂いていた。今回は「北海道中ひざくりげ」に出演した人をそのまま

呼ぶのではなく、地元の若い方々にも来ていただいた。番組の一体感を高め

るために、「北海道中ひざくりげ」の旅人を務めたアナウンサーもスタジオ

出演した。途中退席してもらったが、今後も工夫をして一体感を出せるよう

にしたい。 

 

○  ４月１６日(土)の「ニュース７」では、番組の 後にアナウンサーから「避難所に

いるみなさん、不安や緊張で疲労やストレスがたまっていると思います…」と高齢

者や子どもに声をかけ、手をさしのべてほしいという呼びかけがあった。 

同じく４月１６日(土)のＮＨＫスペシャル 緊急報告 熊本地震「活断層の脅威」

の締めくくりでも、熊本出身のアナウンサーから「みんなで力を合わせて、この夜
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を乗り切りましょう。この震災を乗り越えましょう」というメッセージがあった。

このようなひと言がすごく励みになると思う。被災地にいる人は、番組を見ていな

いかもしれないが、次に何かの災害が起きたときにするべきことが心に残ると思う。

すばらしいことだと感じた。 

 

○  ４月１７日(日)に放送されたＮＨＫスペシャル 老人漂流社会「団塊世代 しのび

寄る“老後破産”」を見た。自分も 1,000 万人の団塊の世代の一人だ。状況の異なる

３人のこれまでの人生を振り返りながらの報告だったが、それぞれ結果的には行き

詰まってしまう。専門家は「社会保障の機能強化を」とコメントしていたが、今が

大変な人がいるのにそれでよいのだろうか。戦後生まれの団塊の世代は、大変な時

代の中で苦労して自分を育ててくれた親だけは 後まで面倒を見なければいけない

という思いがあるが、若い世代も同じ気持ちとは限らない。未来を見据えた、もう

一歩踏み込んだ提言がほしかった。 

 

○  ４月１８日(月)のハートネットＴＶ 緊急報告・熊本地震（１）「障害者・高齢者

は今」と１９日(火)の（２）「どう支える 被災地の要支援者」は、２日間にわたる

生放送で、被災地の障害者や高齢者の状況や対応について、かなりきめ細やかに伝

えてくれた。被災地にいる人にも有益な情報だったのではないか。また、阪神・淡

路大震災や東日本大震災の経験者に向けて助言を求めていたので、それもぜひ生か

してほしい。 

 

○  ４月１６日(土)のアスリートの魂「基本こそが 強 アイスホッケー 藤本那菜」

を見た。今注目されている女子アイスホッケーなので興味深く見たが、全体的にと

てもおもしろかった。例えば、いかに速くパックに体の正面を向けるかの分析など

は映像がおもしろかった。臨場感があり、ハラハラする場面もあった。ただ、藤本

選手については、アメリカに渡るまでどんな苦労があったのか、向こうでの生活を

どう過ごしたのか紹介が足りず、あまり共感できなかった。彼女がどんな人物なの

かについてもっと紹介があれば、もっと応援したくなるのではないかと思う。 

 

○  ３月２８日(月)のワイルドライフ「厳冬北海道サロベツ原野 雪原を純白のユキウ

サギが疾走する」を見た。美しい映像と落ち着いたナレーションで、安心して見ら

れた。自然番組を見るといつも思うが、過酷な条件下で撮影していると思うので、

その苦労が伝わるようなメーキング映像を一度見てみたい。 

 

○  ３月２９日(火)の世界ふれあい街歩き「函館スペシャル」を見た。ナレーションが

北島三郎さんだったことには驚いたが、久しぶりに帰ってきて、昔なじみの人たち
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に「よっ！」と話しかけているような雰囲気で、意外にもぴったり合っていた。よ

けいな説明などがなく、函館の魅力が伝わり、印象に残る旅番組だった。 

 

○  たまたま関西に行ったときに、「関西８４５」を見たが、オープニングの映像と音

楽がかっこよく、画面に引きつけられた。何が始まるのだろうとワクワクさせられ

た。「ほっとニュース８４５」についても、もう一工夫あってもよいのではないか。 

 

○  熊本地震により、４月１６日(土)の朝の連続テレビ小説「とと姉ちゃん（１２）」

の放送日が変更になった。よほどのことがなければありえない変更で、震災の状況

を考えると常識的な判断だったとは思うが、非常時だからこそ、平常を維持できる

ところはするべきと考えてもいいのではないか。被災地にいないからそういうこと

を言うのだと思われるかもしれないが、九州の人も朝から晩までずっと震災のニュ

ースや中継ばかりを見たいわけではないと思う。重大ニュースがあればそれを伝え

ることが 優先だが、非常時の中でも平常の部分を維持し、それを視聴者に伝える

ということもＮＨＫの役割ではないか。ふだん見ているものを見て安心するという

面はあると思うので、次にこうした事態に陥ったときどう対応するか、検討してほ

しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

この判断はすごく難しい。 初の地震が起きた翌日の金曜日の朝は通常ど

おり放送した。その後、土曜日にマグニチュード 7.3 の地震が起きて、気象

庁がそれを本震とすると発表した。そのような状況で、ニュースを中断して

「とと姉ちゃん」を放送するというのはかなり慎重さを要する判断だと思う。

あとから考えれば「とと姉ちゃん」を放送してもよかったのかもしれないが、

その場で被害の予測ができない以上は、あのような判断になる。翌週の月曜

日に２回分を放送したが、それは非常によく見られたので、判断は間違って

いなかったのではないか。 

 

 

ＮＨＫ札幌放送局 

番組審議会事務局 
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