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＜企画概要＞
“名古屋闇サイト殺人事件”とは、2007年８月24日深夜に発生した強盗殺人・死体遺棄事件。インター

ネット上の闇サイト“闇の職業安定所”で集まった男３人組により、名古屋市の住宅街路上で帰宅途中
の会社員女性が拉致され、殺害された上、山中に遺棄された。連日、テレビや新聞で事件が報道され、
母は男３人の死刑を望んだ。しかし、立ちふさがったのは死刑基準。司法の世界では、１人の殺害では
無期懲役が妥当としてきたのだ。母は街頭で、男３人の死刑を求める署名を始めた。「そんなことをし
ても無駄」。周りから反対されたが、母はやめなかった。事件から１年８か月後、名古屋地裁は２人に死
刑、１人に無期懲役の判決を言い渡した。しかし、２審では死刑の１人が無期懲役に減刑。そのまま最
高裁で確定。母の願いは叶わなかった。
しかし、最高裁判決から20日後、減刑された男が、事件の９年前に別の強盗殺人事件を起こしていた

ことが分かり逮捕。その後の裁判では、１審、２審とも死刑判決を受けた。

東海テレビは、“名古屋闇サイト殺人事件”発生直後から母に密着し、１審判決直後にドキュメンタ
リー“罪と罰”（2009/4/12 16:00～16:55）を放送。その後も継続取材し、司法と闘う母の姿をカメラに収
めてきた。
しかし、ドキュメンタリーだけでは表現できないことがある…。
それは、事件前の母と娘の物語――。

母は娘が１歳の時に夫を白血病で失った。以来30年間、名古屋の団地で娘と２人暮らし。
「娘をしっかり育て上げ、お嫁に出そう」「自分たちの家を持とう」
夫との約束を果たすために、必死で働き、娘は大学に入学。その後、就職した。

「母に家を買ってあげたい」と娘はお金を貯め、そして彼氏もできた。事件が起きたのは、母と娘が幸せ
を手に入れようとした矢先だった。
そして、凄惨な事件を起こした男の生い立ち――。

幼いころに両親が離婚。母は家を出た。少年は父と暮らし始めるが、父から虐待を受ける。学校でもい
じめられ、少年に居場所はなかった。中学卒業後、町工場で働くが、群発頭痛を発症し、解雇される。
その治療代は保険適用されず、役所に相談するが、相手にされなかった。もがき苦しむ男を、救うこと
なく見捨てた“家族”や“社会”があった。
母と娘、そして殺人犯の人生を“ドラマ”と“ドキュメンタリー”で伝える。
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写真左から）磯谷富美子役・斉藤由貴、磯谷利恵（子供時代）役・矢崎由紗
写真説明）モデルハウスを訪れた富美子と利恵の会話は弾む

東海テレビ開局60周年記念ドキュメンタリードラマ

『Ｈｏｍｅ』（仮）



【番組概要】
番組タイトル：東海テレビ開局60周年記念 ドキュメンタリードラマ『Ｈｏｍｅ』（仮）
放送日時：2018年12月末

＜出演者＞
磯谷富美子：斉藤由貴
磯谷利恵：佐津川愛美
磯谷利恵（子供時代）：矢崎由紗
富美子の母 シヅ：大空眞弓
富美子の姉 美穂子：浅田美代子
利恵の恋人：須賀健太

ほか
＜スタッフ＞
プロデューサー：阿武野勝彦（東海テレビ）
監督・脚本：斉藤潤一（東海テレビ）
助監督・ドキュメンタリー取材：繁澤かおる（東海テレビ）
助監督：服部綾奈（東海テレビ（プラモ））
脚本協力：塩屋 薫（フリー）
音楽プロデューサー：岡田こずえ（アーチスト・マネージメントオフィス）
音楽：村井秀清（アーチスト・マネージメントオフィス）
主題歌： ミナコ・ムーキー・オバタ（アーチスト・マネージメントオフィス）
編集：山本哲二（エキスプレス）
撮影：村田敦崇（東海テレビプロダクション）

坂井洋紀（東海テレビプロダクション）
米野真碁（東海テレビプロダクション）

美術プロデューサー：高宮祐一（東海テレビ）
制作著作：東海テレビ
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写真左から）磯谷富美子の姉・美穂子役（浅田美代子）、磯谷利恵役（佐津川愛美）
写真説明）利恵は、美穂子に「お母さんを独りにできない」と言うと、思いがあふれ…



【コメント】
＜磯谷富美子役の斉藤由貴＞

「このような辛い事件をドキュメンタリーやドラマにする場合、当然事実を凌駕するのは不可
能なことですし、また本筋から逸れることです。なので演技者としては、本当に難しかったの
が事実です。けれど、とてつもなく難しかったけれど、演出の斉藤潤一さんがずっとこの事件
を追って利恵さんのお母様に寄り添い、ドキュメンタリーを作ってきたという経緯がありますの
で、不安な時はアドバイスをいただき、力をお借りしました。

亡くなられた磯谷利恵さんや残されたお母様の思いに、どれくらい自分の心が肉薄できるか、
そこの誠実さはすごく大切にしたい、と日々葛藤しながら…運命や、人生や、何があろうと、死
や、理不尽をも乗り越えてゆく母の絶対の愛や…そんな、様々なことを感じ、考える良い機会
になりました」

＜監督・脚本：斉藤潤一（東海テレビ）＞

「長年ドキュメンタリーに携わり、ドキュメンタリーこそが真実を伝えることが出来ると信じてき
ました。しかし今回描きたかった「事件前の母娘の物語」と「犯人の生い立ち」は、ドラマで表
現するしかありませんでした。事実に基づいて脚本を書きましたが斉藤由貴さん、佐津川愛
美さんの演技はドキュメンタリーを超えました。この番組はドラマか？それともドキュメンタ
リーか？視聴者が錯覚する番組を制作したいと思ってます」

＜助監督・ドキュメンタリー取材：繁澤かおる（東海テレビ）＞
「ドキュメンタリーでは、磯谷さんの事件からの10年余りを見つめます。娘を亡くした母親の悲

しみや怒り、そこから取り戻す笑顔や喜びを追いました。事件は遠い話ではなく私たちの社
会の地続きにあるものではないかとの思いから、加害者側の人生も取り上げます。今、母が
暮らすのは娘が贈った「おうち」です。家とはいかに大事な場所か。この思いで今も取材を続
けています」

以上
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写真）磯谷利恵役（佐津川愛美）
写真説明）利恵が自宅近くの道を歩いていると、車が近付いて来て…



＜企画概要＞

平成最後の冬。昭和の名作が鮮やかによみがえる！
１００億円の身代金をめぐる、スケールの大きな衝撃のエンタテインメント、
意外な黒幕の存在とは！？

週刊文春「２０世紀傑作ミステリーベスト１０」の第１位、１９９１年には映画化！
そして２０１８年、
舞台を新たに東海地方に移し、スペシャルドラマ化に挑みます！

＊＊＊

主演を務めるのは岡田将生！
刑務所を出たばかりの元ヤクザ。
人生の一発逆転を目論み、誘拐を企てるリーダー格に！

日本有数の大富豪、誘拐される人望厚き老婆を演じるのは、
女優富司純子
威風と慈愛を備えた老婦人に。

誘拐事件の陣頭指揮を執るのは、渡部篤郎
数々の難事件を解決してきた愛知県警のベテラン名刑事に。

そして、事件の舞台を新たに東海地方に移し、
個性的な登場人物を鮮やかに描き切る！

誘拐犯・岡田将生ｖｓたたき上げの刑事・渡部篤郎！
しかし、頭脳明晰な大富豪の老婆・富司純子がどんどん犯人を翻弄！
身代金１００億円をめぐる極上のエンタテインメントを
現代に置きかえどう描き出すのか！？

斬新かつ奇抜な顛末に、誘拐犯・岡田将生が見たものとは・・・？

＊＊＊

「昼ドラ」「オトナの土ドラ」で様々な人間のドラマを半世紀以上に渡り描いてきた
東海テレビが放つ、開局６０周年を記念した全国ネット放送スペシャルドラマ！
乞うご期待ください！

東海テレビ社長会見資料
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東海テレビ開局60周年記念スペシャルドラマ

『大誘拐２０１８』



東海テレビ社長会見資料

【ストーリー】
愛知県に住む、日本有数の大富豪・柳川とし子（富司純子）が誘拐された。

誘拐犯は３人組。
リーダー格は元ヤクザで刑務所から出所したばかりの若者、戸並健一（岡田将生）。

メンツをかけて捜査に乗り出す愛知県警。たたき上げの刑事、井狩大五郎（渡部篤郎）に陣
頭指揮が任された。

届いた犯人側の要求は「身代金１００億円」。
さらに「記者会見を開いて身代金への返答をしろ」。
記者会見に臨んだ井狩は毅然とした態度で告げる。「１００億円の要求は法外だ」と。

前代未聞の金額に、誘拐された大富豪・とし子の親族はうろたえ、記者会見によって、事件
は広く世間に知れ渡ってしまう。

凶悪な犯罪者による大胆不敵な誘拐事件。日本中の誰もがそう思い注目した。まさに空前
の「大誘拐」だ。

そして犯人側の要求は続く。
「とし子の全財産を整理して、１００億円はすべて現金で用意しろ。」
「１００億円の引き渡しをテレビで生中継せよ。」
ＳＮＳやメディアを活用した“劇場型”だ。

井狩を筆頭に、現代のハイテクを駆使して捜査する警察組織。

一方、その裏で繰り広げられるのは、健一をリーダーとする誘拐犯３人組と大富豪・とし子と
の知られざるストーリー。

手に汗握る駆け引きの末に迎える、衝撃の結末！
刑事・井狩が最後に見たモノとは？
そして、健一率いる誘拐犯たちがたどり着く場所とは！？

岡田将生富司純子 渡部篤郎
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【コメント】
＜戸波健一役の岡田将生＞

誘拐というタブーな題材を、ハートフルコメディに小気味良いテンポと早い展開で飽きさせ
ず、気持ち良く観てもらえる作品にしたいと思っています。
マザーという絶対的存在と僕演じる健一を含むクスッと笑えるバカな3人、それぞれ特徴あ

るキャラクターのどちらが、誰が誘拐しているか分からなくなるような読めない展開、明かさ
れる真実。

そして最後には誘拐というタイトル自体何なのか、少し考えさせられる、家族で楽しく観れ
るドラマになる様に頑張りたいと思います。

＜市野直親（東海テレビ）プロデューサー＞

子供の頃からテレビドラマを楽しんできました。でも最近、我が身を振り返ると家族全員で
揃ってテレビドラマを楽しむことがめっきり少なくなりました。
「大誘拐2018（仮題）」は、笑い、涙、爽快感、すべてが揃った冒険活劇です。
60周年の節目として、昨今あまり見ない「家族全員で楽しめるドラマ」に挑戦しました。

出演者は、見て下さる方がいろいろな想いを語れる、様々な世代の名優揃い。また、物語
に込めた作り手の想いに気付いて頂けると幸いです。貴重なひと時になると思います。
ワイワイガヤガヤ、みなさまおそろいで、是非、お楽しみください。

東海テレビ社長会見資料

【番組概要】
番組タイトル：東海テレビ開局60周年記念スペシャルドラマ「大誘拐２０１８」
放送日時：2018年12月14日（金）19：57～21：55 ※一部地域は21：49まで

全国ネット放送
＜出演者＞
戸波健一：岡田将生
井狩大五郎：渡部篤郎
柳川とし子：富司純子
中尾明慶 森田甘路 榊原郁恵 長谷川朝晴 国生さゆり 棚橋弘至（新日本プロレス）

平岩紙 伊原六花 岡本玲 杉本哲太 ほか

＜スタッフ＞
企画：横田誠（東海テレビ）
原作：天藤真『大誘拐』（東京創元社）
脚本：宅間孝行
演出：木下高男（共同テレビ）
プロデュース：市野直親（東海テレビ） 貸川聡子 高田良平（共同テレビ）
制作：東海テレビ 共同テレビ
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＜企画意図＞

東海テレビ開局60周年のキャッチフレーズ「ふるさとイチバン！」にふさわしいエリアドラマを、
新春にお届けします。

舞台は「大須」。伝統と新しさが混在する活気あふれる街。昔ながらの雰囲気を残しながらも、
雑多な文化と訪れる人々を受け入れ、包み込んでしまう、まさに名古屋が世界に誇れる街。

物語は27年ぶりにふるさと・大須に戻って来た主人公、松田久美子（まつだ・くみこ）が、あら

ためて地元の魅力を感じていくストーリー。再会する家族との確執、突如巻き起こる大須商店
街の危機…。久美子は様々な問題に立ち向かいながら、ふるさとの存在を以前よりも深く、そ

して、かけがえのないものとして意識し始めることになります。大須を舞台に、「ふるさとの良
さ」を視聴者に充分に感じて頂ける内容にしたいと思います。

また、大須商店街に協力をいただき、ロケを実施。オーディションでは地元に住む子役を多
数抜擢。「地元のみんなでつくる」ドラマです。

今回は４Ｋで収録。開局60周年を迎えた今、現時点での最高の技術を駆使して、大須の

「今」を残したいという思いから、風景をダイナミック且つ魅力あふれる色調で描いていくととも
に、昔懐かしい映像・画像を随所に盛り込み、大須の今昔を浮き彫りにしていきます。

「ふるさと」をキーワードに紡ぐ物語 「ただいま 大須商店街」が2019年の正月、視聴者の郷
愁を誘う作品になることを目指します。

東海テレビ社長会見資料
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東海テレビ開局60周年記念エリアドラマ

『ただいま 大須商店街』

松下由樹 平泉成



東海テレビ社長会見資料

＜企画概要＞

２０１８年１１月・名古屋大須。
松田久美子は９歳の息子・優太（ゆうた）を連れて、27年ぶりに故郷の大須に戻って来た。
久美子の存在は、老舗和菓子店「まつだ屋」の一人娘として大須商店街で知る人も多い。
「いまさら帰って来たのか？」
―― 久美子の父・正（ただし）は言った。もともと厳格な正は、久美子の突然の帰郷はも

ちろん、孫・優太の存在に開いた口が塞がらなかった。商店街の人々も２０年以上、街を
離れていた久美子の登場に驚かされるのだった。
そんな中、大須の街に大型都市開発の計画話が持ち上がり、賛成派・反対派に割れて

いることを知る久美子。大須から離れて暮らしていた久美子だが、少しずつ大須の街に
馴染み変化する息子・優太の姿を通じて、あらためて故郷の魅力を再発見し始める。
ついに久美子は、商店街の人々の先頭にたって問題解決に臨むことになる。ごった煮

の街「大須」の本当の魅力とは・・・、久美子にとって「ふるさと」とは・・・。今まで気が付か
なかったその価値に気が付いた時、久美子はどうやって大型都市開発を阻止するのか。

「おいらん道中」を４Ｋカメラで撮影中
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東海テレビ社長会見資料

【番組概要】
番組タイトル：東海テレビ開局60周年記念エリアドラマ

「ただいま大須商店街」
放送日時：2019年1月2日（90分尺）予定
11月14日（水）クランクイン

＜出演者＞
松田久美子：松下由樹
松田正：平泉成

ほか

＜スタッフ＞
ゼネラルプロデューサー：高村幹（東海テレビ）
プロデューサー：猪飼健夫（東海テレビ）
監督：磯部雅一
脚本：京相絵里子
制作著作：東海テレビ
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【コメント】
＜松田久美子役の松下由樹＞

「大須は古き良きものと新しいものが共存していて不思議な感じだなという印象です。かた
やすごい老舗のすぐ横に、東京にもあるような、若者が並びそうな店が並んでいるというよう
な。今までの大須がどういう歴史を辿ってきたのか、商店街が昔から何を乗り越えてどんな
風に変化を遂げてきたのかということを、こうしてドラマを通して観ることによってすごく身近に
感じてもらえるのじゃないかと思います。また、ふと幼い頃を思い出したり、自分の生活の中
にいる「誰か」を通じてふるさとを感じたりといった気持ちを伝えていきたいし、観てくださる人
たちと一緒に体感出来て、心温まるようなものが届けられたらといいなと思います。名古屋を
離れて30年以上になるので、久美子とは境遇も一緒。街としての「ふるさと」を伝えていくのも

大事ですが、親子関係の中の、本当の意味で自分にとってのそこが「戻る場所」なんだという
ところを、ちゃんと丁寧に気持ちを込めて演じられたらと思います」

＜松田正役の平泉成＞
「若い頃は地元愛はなかったのですが、75歳を過ぎて、少しずつ東京から地元の方向に

ハートが向くようになってきました。そんな折、名古屋でこうしてドラマをやらせて頂くのは非
常に楽しみです。正の気持ちはとても良く理解できます。私も頑固ですし、自分に置き換えて
みると非常に分かり易いです。片や何十年も饅頭を作り、片や54年も役者をやってきた。生

きざまは良く分かります。でも彼は、一徹と言うか一つの仕事を続けてきて、奥さんに言われ
たことを頑なにじっと守り続けている。娘にちゃんと説明してやりゃいいんだけど、何も言わな
い。私はどっちかというと喋りたい方なのでなんでも説明しちゃうけどね（笑）。正と、この大須
の街がリンクするようなところを演技で見せていきたいですね」
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【コメント】
＜プロデューサー・猪飼健夫（東海テレビ）＞

「年齢・性別・国籍を問わず多くの人で賑わう『ごった煮』の街、大須商店街。古くは江戸時代、
門前町として発展し、大正時代には劇場や演芸場が作られ名古屋随一の歓楽街に。その後、
シャッター街の危機を乗り越え、日本一元気な商店街と言われるまで発展した街。新しいもの
を取り入れ、常に進化しながらも、古くからの店や文化も残る唯一無二の不思議な街。取材の
中で「個性を大事にした街です」とうかがった言葉が印象的です。多くの人に愛され、強烈な個
性が集まる、大須の歴史と魅力を親子の心温まる物語を通じて余すところなくお伝えいたしま
す 」

2018年11月14日（水）発行 -10- 東海テレビ

子役のオーディションの様子

４Ｋカメラ
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2018年11月14日（水）発行 -11- 東海テレビ

＜イベント＞
■ダイハツキュリオス名古屋公演

＜イベント内容＞
シルク・ドゥ・ソレイユ創設30年の集大成。珠玉のサーカス・エンターテインメントが名古屋にやっ
てきます！「キュリオス」は、「好奇心」「骨董品」という意味を持つシルク独自の言葉。
舞台は19世紀の産業革命の時代を彷彿させながら、近未来を感じさせる雰囲気。目に見えない

世界が存在すると信じているシーカー（主人公）が、あちこちから集めた骨董品などのコレクション
の中から間に合わせのアイテムで作った機械の世界に足を踏み入れるところからストーリーが始
まります。風変りなキャラクターたちが主人公の想像力を刺激しようと、詩やユーモアで世界を
ひっくり返そうとした時、骨董品たちが目の前で命を宿していきます。想像力を信じて自分の心を
解き放つ時、私たちは不思議の世界へと通じる扉を開けることができるかもしれません。11時11
分から始まる、わずか1分間の大冒険をお楽しみください。

＜イベント概要＞
と き：11月22日（木）～2019年1月27日(日）
ところ：名古屋ビッグトップ（ナゴヤドーム北）
チケット：
【平日公演 】
SS席：12,500円、S席：10,000円、A席・車イス席：6,500円、グループチケット（SS席4席）：42,000円 、
グループチケット（S席4席）：33,000円、SS席（オリジナル特典付）：20,000円
【土・日・祝公演 】
SS席：13,500円 S席：11,000円、A席・車イス席：7,500円、グループチケット（SS席4席）：46,000円
グループチケット（S席4席）：37,000円、SS席（オリジナル特典付）：21,000円

■東日本大震災 復興チャリティ 日清食品ドリームテニスNAGOYA2018

＜イベント内容＞
2011年から東日本大震災のチャリティーイベントとして毎年、有明コロシアムで開催されてい

た「ドリームテニス」が名古屋で初開催。日本のテニス界をけん引する錦織圭、日本人初の全
米オープンで優勝した大坂なおみをはじめチョン・ヒョン、ダニエル太郎ら豪華メンバーが集
結！シングルスだけでなくダブルスも行うなどテニスファン必見のドリームマッチが実現します。

＜イベント概要＞
と き：11月25日（日）開場 10時 開始 11時
ところ：日本ガイシホール
出場選手：錦織圭、大坂なおみ、チョン・ヒョン、ダニエル太郎 ほか
チケット：全席完売
寄付：本大会の収益の一部は、「東日本大震災復興チャリティー」として、「特定非営利活動
法人時代の創造工房」を通じて、「Support Our Kids プロジェクト」に寄付されます。
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