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２０２１年３月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１８日（木）、広島拠点放送局（ウェブ開催）

において、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「２０２１年度中国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「２０２１年度中国地方向

け地域放送番組編成計画」について説明があった。続いて、放送番組一般について活発に

意見交換を行った。 

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

議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

副委員長 小嶋ひろみ （夢二郷土美術館 館長代理） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授） 

      坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

鷲見 寛幸 （大山町教育委員会 教育長） 

古市 了一 （株式会社ふるいち 代表取締役） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ代表取締役社長） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

＜「２０２１年度中国地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

〇  ＮＨＫプラスにおける地域放送番組の見逃し配信について具体的にどの番組を見

られるのか知りたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

現在は広島局が金曜午後７時３０分から放送する「ラウンドちゅう

ごく」および「“テッパン”話仕入れました！広島かたすみ食堂」を見

逃し配信しているが、今後は土曜午前１０時５５分から中国地方向け
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に放送する管内局制作の番組も配信する予定だ。 

 

〇  「もぎたて！」の中で「もぎリサーチ」という視聴者から寄せられる疑問を解決す

るコーナーが始まるが、ＮＨＫへの接触機会が少ない若者にも関心を持ってもらえる

ようＳＮＳを活用するなどの工夫が必要だと思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

若い世代の声を番組に反映していくのは課題だと考えており、例え

ば高校や大学などに出向いて接触する機会を持つことなどから始めた

いと考えている。 

 

〇  「もぎたて！」は新年度にリニューアルするが、各地からの生中継｢いまココ｣や、

町の歴史や文化を１分の動画で伝える「岡山ノスタルジア」など、ぜひ継続してほし

いコーナーがある。またホームページやＳＮＳを通じて情報を得られたり、映像を見

たりできるのはありがたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「岡山ノスタルジア」は新年度も継続予定だ。視聴動向について調査

をしたところ、家事をしながら見ている視聴者も少なくないことが分

かったので、これまでは１分の動画に音楽をつける構成だったが、今後

は必要に応じてナレーションをつけることも検討している。 

 

〇  オンラインイベントが増加してきているが、高齢者層にはあまり浸透していないの

ではないか。高齢者も含めた参加者同士がつながって新たな映像体験を楽しむことの

できるような機会が増えることを期待したい。 

 

〇  「いろ★ドリ」で気象予報士の熊澤里枝さんによる天気に関するクイズコーナーや

データを駆使した詳しい気象解説が大変良かったので、交代されると聞いて残念に思

う。後任の方にも面白くてためになる気象情報を期待したい。 

 

〇  「情報維新！やまぐち」がリニューアルにより華やかで洗練された雰囲気の番組に
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なるようで楽しみだ。新たに加わる２人の女性キャスターがどのような役割を担うの

か知りたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

新年度からは女性のメインキャスター２名が隔週で交替する。新加

入の１名はメインキャスターとして、もう１名はリポーターとして出

演予定だ。 

 

〇  「しまねっとＮＥＷＳ６１０」のポスターのデザインが面白く、視聴者に関心を持

ってもらえるのではないか。 

 

 (ＮＨＫ側) 

若い視聴者にもっと関心を持ってもらおうと考えて制作した。大学

の構内などに掲載し、番組の認知度向上を図りたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇  ２月１１日(木)「ポストコロナの学校を描け！」を見た。広島県、岡山県、山口県

の教育現場での先進事例を紹介しており、いい参考になると思う。山口県の高校が民

間の学習支援サービスを活用し、生徒が外部講師のオンライン授業を受けているのを

知って驚いた。このような番組を通じて教育現場が活性化し、いい方向に変わってい

くきっかけになればよいと感じた。ゲストの熊本大学の苫野一徳准教授による解説も

分かりやすかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組では先進的な事例を紹介した。教育問題は重要なテーマの一つ

であり、先進事例や課題も含めて取材を継続していく。 

 

〇  ２月１９日（金）ラウンドちゅうごく「サステナ旋風でファッションが変わる 変

革に挑む！地元メーカー」を見た。ファッションモデルの冨永愛さんをはじめ出演者

が豪華な顔ぶれで見応えがあった。一方で「サステイナビリティ」という言葉を拡大
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解釈しているのではないかと気になった。番組で紹介していた事例は以前からあった

ような気がして、「サステイナビリティ」という言葉に便乗しているような印象を受け

た。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の包含する分野は広いが、今回は気

候変動や資源の有効利用などに重きを置いて「サステイナビリティ」い

う言葉を使った。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「サステナ旋風でファッションが変わる 変革に挑む！地元メ

ーカー」を見た。最近“サステナファッション”に関する話題を見聞きすることが多

いが、中国地方にも積極的に取り組む企業があることを番組で知ることができた。出

山知樹アナウンサーがスーツ姿ではなくデニムを着用して出演していたのが新鮮で好

印象だった。一方で若者が関心のあるテーマなので、放送時間帯やゲストの人選につ

いてもう少し工夫が必要ではないかと感じた。またテロップもポップな感じでよかっ

たが、色が見づらい気がした。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「サステナ旋風でファッションが変わる 変革に挑む！地元メ

ーカー」を見た。中国地方でのさまざまな取り組みが、世界でも評価されていると知

ることができた。ゲスト出演した冨永愛さんも華やかだが、出山アナウンサーがスタ

ジオを離れたおしゃれなカフェスペースから出演し、実際に“サステナファッション”

を着ていたのもよかった。番組最後の「あなたの選ぶ服が、未来につながりますよう

に」というメッセージから、消費行動が新たな社会へとつながる取り組みを支援する

一つの意思表示だということがよく伝わってきた。 

 

(ＮＨＫ側) 

テロップはＳＤＧｓで国連が使用している色を用いた。中国地方ゆ

かりのアパレル企業が注目すべき先進的な取り組みをいくつも行って

おり、取材を続けたい。 
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〇  ２月２６日（金）ラウンドちゅうごく「コロナと差別とＳＮＳ ～ネット社会の闇

とどう向き合う？～」を見た。よく取材された内容で、出演した専門家のコメントも

的を射ており、ＳＮＳで“暴走”が生まれる要因や背景を分かりやすく説明していた。

ＳＮＳは使い方によっては大きな問題へと発展することもあり、この番組は児童や生

徒への教材にもなると感じた。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「コロナと差別とＳＮＳ ～ネット社会の闇とどう向き合う？

～」を見た。現在の日本が抱える問題について考えさせられるよい番組だったが、事

案が起きてからしばらく時間がたっており、取り上げるにはタイミングが少し遅いの

ではと感じた。差別をなくすためには、子どもや若者だけでなく大人への啓発も必要

ではないかと思う。ゲストの専門家が原稿を読むためか画面を見ず手元を見て話して

いたので、あまり内容が伝わってこなかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回取り上げた事例におけるＳＮＳでの差別は深刻な問題になって

おり、実情を丁寧に掘り下げるため広島局と松江局が連携して取材し

た。 

 

(ＮＨＫ側) 

高校で発生したクラスターを事例に取り上げており、丁寧に掘り下

げて取材したため、このタイミングでの放送になった。 

 

〇  ３月５日（金）ラウンドちゅうごく「被爆調査 ７６年目の真実」を見た。原爆被

害についてアメリカ軍が厳しい情報統制を行うなか、被爆者や入市被爆者への診察を

通じて原爆症の存在を明らかにした都築正男医師を取り上げていた。原爆被害を過小

評価したいアメリカ側の政治的な思惑により被爆者の救済が滞ってしまったことを指

摘していたが、このことが政治的・経済的理由で社会的弱者を切り捨ててもいいとい

う先例になったのではないかという思いを抱いた。現在に通じるいくつもの問題を提

起しており、非常に見応えがあった。 

 

(ＮＨＫ側) 
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原爆は過去に起きた事象ではなく、現在にもつながっている深刻な

問題であるというメッセージを伝えようと企図した。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「被爆調査 ７６年目の真実」を見た。番組タイトルが出る前

の数分のオープニング映像で番組の骨子の大部分を紹介していたため、本編の内容に

新しさを見いだせず残念な構成だと感じた。戦後、厳しい情報統制が敷かれる中で、

原爆症がどのように認知されていったのかを知りたかったが詳しい言及はなく、もの

足りなさを感じた。エンドロールに制作者に関する情報がなかったので、理由を知り

たい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「被爆調査 ７６年目の真実」を見た。ＡＩ（人工知能）を用

いた資料の分析とはどのようなものか、その成果を含め詳しい説明がなされると思っ

たが、特に言及がなかったので肩透かしにあった気がした。「ＡＩ」という流行り言葉

を使いたかっただけのような印象を受けたので、続編があることを期待したい。 

 

(ＮＨＫ側) 

オープニングでの番組概要の紹介について、頂いた意見も参考に今

後検討したい。今回取り上げたテーマは今後も継続取材を行うことに

している。エンドロールを表示するかどうかは番組ごとに決めており、

番組の最後まで内容が続くときなどは省略することがある。 

 

〇  ３月９日（火）「いろ★ドリ」を見た。「西日本の旅」で訪ねた鳥取県伯耆町では、

大山が育んだ伏流水を用いておいしい日本酒やパンができることを紹介していた。水

を生かした名産品はほかにもたくさんあるにもかかわらず、パンの説明に多くの時間

を割いていたのがもったいないと感じた。 

 

〇  ３月１１日（木）「情報維新！やまぐち」を見た。札幌地裁で争われている同性婚訴

訟に関する判決を前に、大村和輝アナウンサーが山口県で同様の課題に取り組んでい

る弁護士らへの取材を行い、原告が抱える問題の深刻さなどを詳しく解説していたた

め、この問題を身近に感じることができた。 
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(ＮＨＫ側) 

大村アナウンサーはこの問題についての取材を続けてきた。全国的

に関心が高まるようなニュースについて、山口県ではどうなのかとい

う視点から取材を行い、伝えていくことは重要だと考えている。 

 

〇  ３月１２日（金）＠ｏｋａｙａｍａ「“きれいな海”から“豊かな海”へ～転換期迎

えた瀬戸内海～」を見た。赤潮が頻発していた瀬戸内海の浄化を目指したことで逆に

貧栄養化が進行し、のりの色落ちなど漁業への深刻な影響をもたらしていると知り、

関心を持ってみることができた。下水処理場から排出する処理水に含まれる窒素・リ

ンを増やしていくという解決策が提示されたが、なぜそれが効果的なのか科学的な理

由が難しかったので、もっと分かりやすく説明してほしかった。また今後の瀬戸内海

のあるべき姿やその生態系についても取材を続けてほしい。 

 

 (ＮＨＫ側) 

頂いた意見を参考に、今後の番組作りに生かしていきたい。 

 

〇  ３月１２日（金）Ｙスぺ！「ゴマキが行く！動物の赤ちゃん大集合」を見た。山口

県内には各動物園を筆頭に多種多様な動物がいることが紹介され、動物のかわいい映

像にとても心が癒やされた。光市の伝統芸能「周防猿回し」は知らなかったので驚い

た。 

 

〇  Ｙスぺ！「ゴマキが行く！動物の赤ちゃん大集合」を見た。「情報維新！やまぐち」

の中で紹介した映像を再編集して一つの番組にしていたが、新しいエピソードも加わ

っており、楽しく見ることができた。牛の仲間であるエランドが出産する様子は飼育

員が手持ちの携帯電話で撮影した映像を使用していたようで、画質が悪く残念だった。

あらかじめ飼育員に性能のいい撮影機器を渡しておくなどの工夫はできないものか。 

 

 (ＮＨＫ側) 

指摘のあった点について検討し、今後に生かしたい。 
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〇  ３月１２日（金）さんいんスペシャル「つながりたい～分身ロボットの難病支援～」

を見た。病気や障害を抱えた人が、分身ロボットを通じて感情表現や屋外活動を体験

していたが、彼らが実名を出して取材を受けているのを見て、多様性を認め合う社会

が実現しつつあると感じた。分身ロボットは病気療養児の遠隔教育をはじめ、不登校

対策や就業支援などさまざまな用途に使えると思われるので、今後の展開に期待した

い。 

 

 (ＮＨＫ側) 

公共メディアとして、今後もこういった番組制作を続けていきたい。 

 

ＮＨＫ広島拠点放送局 

番組審議会事務局 



1 

２０２１年２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１８日（木）、広島放送局（ウェブ開催）に

おいて、１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」に

ついての報告があった。引き続き、「２０２１年度中国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、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

副委員長 小嶋ひろみ （夢二郷土美術館 館長代理） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授） 

      川井田祥子   (鳥取大学地域学部 教授) 

坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

鷲見 寛幸 （大山町教育委員会 教育長） 

古市 了一 （株式会社ふるいち 代表取締役） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ代表取締役社長） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

＜「２０２１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＞ 

 

〇  「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」の「編集の基本方針」について、「新

しいＮＨＫらしさ」の追求についてよく分かった。信頼される「情報の社会的基盤」

を目指すということだが、例えばニュースキャスターの降板に関する一連の報道や、

経営委員会の問題ではあるが、かんぽ生命の保険を取り上げたＮＨＫの報道に対する

日本郵政グループの反応をめぐる動きに関する経営委員会議事録を全面開示していな

いところを見ると、政治との距離の取り方に不透明な部分があるのではないかと感じ
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てしまう。ＮＨＫが公共メディアとして信頼されるためには、視聴者がＮＨＫに抱く

疑念や不信感を払拭（ふっしょく）することが肝要であることを指摘しておきたい。 

 

〇  「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」の「編集の重点事項」のうち「４．

地域で制作されたニュースや番組の全国発信を強化」について、例えば各地方自治体

の選挙についても全国放送で取り上げられないものか。 

 

(ＮＨＫ側) 

地方選挙についてどの程度取り上げられるかわからないが、総合テ

レビ午後１時台の「列島ニュース」を来年度より１５分拡大し、地域放

送局のニュースの全国発信を拡充する。また、総合テレビ日曜午前１０

時台に「明日をまもるナビ」を新設し、全国の地域放送局が取材する各

地の防災や減災、災害からの復興に向けた動きを放送するなど、全国各

地の地域情報を全国に向けてきめ細かく放送することを考えている。 

 

〇  「２０２１年度国内放送番組編成計画」の「６．インターネット活用業務」のうち

「(１)地上テレビ常時同時配信・見逃し番組配信」について、南関東エリアを対象と

した番組を配信するとあるが、他エリアの番組配信についても検討しているのか。 

 

(ＮＨＫ側) 

「（３）地方向け放送番組の提供」に記しているが、来年度からは他

エリアの番組についても配信を開始する。各拠点放送局で放送してい

る地方向け放送番組を中心に、地域放送局で放送した番組の一部を見

逃し配信する予定で、３月から試行することにしている。 

 

〇  「２０２１年度国内放送番組編成計画」の「６．インターネット活用業務」のうち

「(４)他の放送事業者が行う配信業務への協力」について、ＮＨＫの一部の番組が民

放公式テレビポータルサイトを通じて配信されるとのことで、若い視聴者がＮＨＫの

番組に触れて楽しめる機会が増えるのではないかと期待している。 
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＜「２０２１年度中国地方向け地域放送番組編集計画(案)」について＞ 

 

〇  岡山放送局の「重点事項」の「８Ｋ、ＶＲ（仮想現実）、ＡＲ（拡張現実）等の先

端技術の理解を深め、岡山県の豊かな風土・歴史・文化の魅力をより詳しく伝えるこ

とができる映像コンテンツ開発を目指します」の部分について、具体的にはどのよう

なコンテンツを開発するのか。 

 

(ＮＨＫ側) 

2021 年度後期の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」の収録現

場をＶＲカメラで撮影し、ドラマ撮影現場を疑似体験出来るようなコ

ンテンツを開発できないか検討している。 

 

〇  広島拠点放送局の重点事項「核兵器廃絶に向けて、広島から世界に平和への思いを

伝えます」について、核兵器禁止条約への参加をめぐって戦争被爆国の日本政府の立

ち位置が注目されており、広島局の発信に期待している。 

 

(ＮＨＫ側) 

被爆地である広島と被爆者の声を伝えるとともに、核兵器禁止条約

をめぐる動きや日本政府の動向について引き続き多角的に取材を進め

ていきたい。 

 

〇  新型コロナウイルスの影響のためか、基本方針や各局の重点事項から「インバウン

ド」や「観光」といった文言が消えてしまったという印象を受けた。また、編集方針

の記述が抽象的でイメージしづらいと感じたので、骨子を具現化した番組名や放送枠

など、具体的な記述も一緒に説明したほうが分かりやすいと思う。 

 

〇  鳥取放送局の重点事項「県民の命と暮らしを守る情報を伝えます」の部分について、

ＮＨＫならば災害時に必要な情報を的確に提供してくれると頼りにしている。県民の

安全を守り、防災・減災に役立つ情報発信に一層力を入れてほしい。 
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〇  山口放送局の重点事項「“開局８０年”地元を応援します」の部分の“その一歩に、

エールを”という記述に深い関心を寄せており、今後の具体的な取り組みに期待した

い。また、災害や事件事故について、安全安心につながる的確な情報を迅速に提供し

てほしいと思う。 

 

〇  諮問された「２０２１年度中国地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、

委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成に尊重されることを前提に、番組審

議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

〇  異議なし。 

 

(ＮＨＫ側) 

本日の答申を受け、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月の番組審議会で編成計画について説明したい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇  １月１６日(土)ラウンドちゅうごく「“生きる力”を伝える ～安佐動物公園 ５

０年～」(総合 前 10:55～11:20 中国ブロック)を見た。足に障害を持って生まれたキ

リンとそれを支える飼育員や義肢装具士の物語を期待していたが、キリンの話題は番

組前半で終了し、後半は新型コロナウイルスの影響で苦闘する動物園の話題で、番組

全体として見ると焦点がぼけたような印象だった。キリンと飼育スタッフの物語に焦

点をしぼり、成長の過程や命の力強さをもっと描いてほしかった。 

 

 (ＮＨＫ側) 

新型コロナウイルスの影響下で動物園のあり方を模索する様子や、

種の保存に向けた動物園の取り組みなど、さまざまな情報を多角的に

伝えようと企図した。頂いた意見は今後の番組作りに生かしていきた

い。 
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〇  1月２２日(金)ラウンドちゅうごく「核兵器禁止条約発効 ヒロシマの思いは」を

見た。条約発効までの流れを丁寧に追う内容はよくまとまっていた。核兵器廃絶国際

キャンペーン(ＩＣＡＮ)の取り組みについて、幅広い支持を世界規模で集めるための

戦略や活動を紹介しており分かりやすかった。“グローバル・ヒバクシャ”のうちオ

ーストラリアの例だけを紹介していたのが残念だった。世界地図を用いて補足説明を

行うこともできたのではないか。核兵器廃絶に向けた運動に長く携わってきた人たち

だけでなく、同じ目的に向かって取り組む若者についてももっと取り上げてほしかっ

た。 

 

(ＮＨＫ側) 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響で、海外取材が難し

いという現状だが、指摘については今後の番組作りに生かしていきた

い。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「核兵器禁止条約発効 ヒロシマの思いは」を見た。条約発効

に合わせて放送され、時宜を得た非常に密度の濃い番組だった。核兵器による被害は

過去に一つの国で起きた話ではなく、環境や食糧など人類全体にかかわる地球規模で

いまも続く問題であるということが分かりやすく描かれていた。条約発効の背景や関

係者の戦略も非常に分かりやすかった。被爆者の田中稔子さんが出演されていたが、

生放送だったためか急かされて話しているような印象を受け、もう少しうまく生かす

ことがなかったものかと残念に思った。 

 

(ＮＨＫ側) 

条約が発効した日にあわせての生放送だったため、番組に余裕がな

いように見えてしまったかもしれない。 

 

(ＮＨＫ側) 

核兵器廃絶をめぐる動きは、被爆者だけの問題にとどまらず、あらゆ

る人々に関わる地球規模の問題だととらえている。 
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〇  １月２９日(金)ラウンドちゅうごく「あなたの１枚 ～コロナ１年 １００人に聞

いてみた～」を見た。街頭インタビューをもとに取材を積み重ねて番組を制作すると

いう簡素な演出手法ではあったが、逆にこの手法だったからこそ新型コロナウイルス

の影響下にある人々の暮らしをありのままに近いかたちで見聞きできたのではないか。

視聴者自身もこの１年の生活を振り返るきっかけになったと思う。こうした視聴者に

寄り添う番組は、地域放送局の取り組みとして評価できる。 

 

(ＮＨＫ側) 

新型コロナウイルスの感染が国内で初めて確認されてからちょうど

１年たつので、100 人からスマートフォンで撮影した写真を集めるとこ

の１年の実相が浮かび上がるのではないかと考え番組を制作した。 

 

(ＮＨＫ側) 

ふだんあまりＮＨＫと接触する機会のない若年層をはじめ多くの視

聴者に見ていただくことができた。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「あなたの１枚 ～コロナ１年 １００人に聞いてみた～」を

見た。番組を見ながら自分のスマートフォンで撮影した写真を見ることで、自分自身

のこの１年を振り返るきっかけになったよい番組だった。ちょうど 100枚目の写真、

小学生の女の子が書初めで記した「コロナめ」と「密」の文字がとても印象的で、写

真から伝わってくる思いに共感できた。成人式のために広島県に帰省してきたという

女性にも取材していたが、場合によっては彼女が非難されてしまう可能性もあり、も

う少し配慮が必要ではなかったか。 

 

(ＮＨＫ側) 

指摘のあった点について真摯（しんし）に受け止め、今後の番組制作

に生かしていく。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「あなたの１枚 ～コロナ１年 １００人に聞いてみた～」を

見た。新型コロナウイルスの影響で社会に不安が広がる中、一人一人が見つけた楽し
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さや喜びを分かち合える温かい番組だった。ＳＮＳでのやり取りにも通じる雰囲気の

番組だったので、若年層にも受け入れられたと思う。続編の制作を期待したい。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＳＮＳの世界観と重複する演出が若い世代に受け入れられたのでは、

という指摘は参考になる。 

 

〇  １月２９日(金)＠ｏｋａｙａｍａ「胸の内」を見た。東京オリンピック・パラリン

ピックを目指している岡山県にゆかりのある３人の選手の胸中を取材した番組で、苦

悩や葛藤を乗り越えていこうとする姿がよく描かれていた。夏は陸上、冬はスキーと

２つの競技に挑む村岡桃佳選手が、それぞれの競技スタッフの支えで苦難を乗り越え

たエピソードや、「負けない」という思いを込めたという番組最後の彼女の笑顔がと

ても印象的だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

厳しい状況におかれながらも東京オリンピック・パラリンピックに

向き合う選手たちの姿を、引き続き取材し伝えていく。 

 

〇  １月３１日(日)きみは「明日の神話」をみたか～岡本太郎と核・ヒロシマ～(総合 前

8:00～8:25 広島県域)を見た。番組は複数のゲストのコメントを中心に構成されてい

たが、それぞれのゲストが持つ背景や作品との関わりなどを番組の冒頭で説明すれば、

より理解しやすかったのではないか。一方で、広島在住の被爆２世の画家であるガタ

ロさんの言葉は岡本太郎の遺した言葉とも重なってとても印象的だった。ヒロシマの

捉え方を改めて考えるきっかけになるよい番組だった。 

 

〇  きみは「明日の神話」をみたか～岡本太郎と核・ヒロシマ～を見た。深夜の渋谷駅

で、クレーンを用いて大きな壁画をきめ細かく撮影するなど非常に力の入った取材だ

と感じた。ゲストの人選には若干疑問を感じる部分もあったが、視聴者が自分に合っ

た意見を選ぶことができるという解釈もでき、結果的によかったのではないか。学芸

員による説得力のある説明や、ガタロさんによる解説もあり、「明日の神話」という
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作品を改めて見つめなおすよい機会となった。 

 

(ＮＨＫ側) 

芸術に興味があり、岡本太郎の作品に関心を持つ人々をキャスティ

ングした。生誕 110 年となる岡本太郎とヒロシマや核兵器との関わり

について伝えようと番組を制作した。 

 

〇  ２月５日(金)さんいんスペシャル「絵本の国の旅人～貴重映像でたどる安野光雅の

世界～」(総合 後 7:30～7:55 島根県域)を見た。昨年１２月に亡くなられた絵本画家

の安野光雅さんは、津和野生まれの偉人として森鴎外、西周に続いて名前が挙がるよ

うな人物だ。この番組に限らず、安野さんを取り上げた番組の放送を期待する。 

 

(ＮＨＫ側) 

訃報を受けて急きょ制作、放送した。これまでの取材を通じて撮影し

た映像資料をもとに構成し、多くの視聴者から反響の声を頂いた。ほか

にも、１月３１日(日)「日曜美術館」で企画展のセレクションとして全

国放送したほか、ラジオで２月５日(金)安野光雅さんがのこしたこと

ば 第１回 創作の原点「アンデルセン 即興詩人」を語る(ラジオ第

一、ＮＨＫ－ＦＭ 後 0:30～0:59:55 島根県域)、２月６日(土) 安野光

雅さんがのこしたことば 第２回 作品に息づくふるさと津和野(ラ

ジオ第一 8:05～8:55、9:05～9:55 島根県域)を放送した。 

 

〇  ２月５日(金)さんいんスペシャル「テレビｄｅやしろ荘 第３回」(総合 後 7:30～

7:55 鳥取県域)を見た。俳優の松本若菜さんがゲスト出演していたが、ＭＣを務める

マンボウやしろさんと是永千恵アナウンサーとの軽妙な掛け合いを通して彼女の新た

な魅力を知ることができ、親近感を持った。また元サッカー選手の岡野雅行さんやス

ポーツクライミングの安井博志さんの話から、鳥取県への深い思い入れを感じること

ができた。３人の出演時間に差があったが、やしろさんがうまくまとめていたと思う。

この番組はいつも新たな発見や身近で心温まる話題があり、次回も楽しみにしている。 

 

(ＮＨＫ側) 
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「テレビｄｅやしろ荘」は、およそ２か月に１度、金曜午後５時台で

中国地方向けに放送しているラジオ番組「やしろ荘でごにょごにょ」を

映像収録し、数本を一つの番組に編集してテレビで放送している。ゲス

トが出演する時間配分については内容によって多少差が出ることがあ

る。２月２６日(金)放送予定の「やしろ荘でごにょごにょ」についても、

後日テレビで放送する予定だ。 

 

〇  ２月１０日(水)「いろ★ドリ」を見た。「深ボリ」のコーナーで岩美町の延興寺窯

を取り上げ、地元住民が支えてきた歴史などを伝えており興味深かった。出版社を経

営する村瀬謙介さんが、延興寺窯を紹介する冊子の作成や、ＳＮＳを活用して若者向

けにＰＲする取り組みなどを行っていると伝えていたが、この場合は出版社という紹

介ではなく具体的な社名を紹介してもよいのではないか。地域振興など社会貢献に携

わる企業名の扱いや紹介方法を再検討してみてはどうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

「置き換えができない場合に固有名詞を伝えることもあるが、基本

的には企業を取材する際には、宣伝・広告と受け取られないようにしな

ければならないため、企業名などの詳細な情報を出すことについては

慎重に検討する必要がある。 

 

〇  ２月１２日(金)＠ｏｋａｙａｍａ「地域とともに ～ＮＨＫ岡山放送局 開局９０

年～」を見た。開局当初の局舎や、当時の岡山県の映像、貴重なラジオ番組の録音な

どが紹介されており、興味深く見ることができた。地域の人々と一緒にいくつも番組

を作っていたことを知り、当時の人々の郷土愛や子どもたちへの愛情がひしひしと伝

わってくる、温かい気持ちになれる番組だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

報道や娯楽だけでなく、教育、文化といった面でも地域とともに歩ん

できたという岡山局の足跡を伝えることができたと思う。 
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〇  ２月１２日(金)さんいんスペシャル「私のレジェンド紹介します！お坊さんＹｏｕ

Ｔｕｂｅｒ×車いすの父」を見た。『ザ・ディレクソンｉｎ島根「分断を超えろ！」』

(ＢＳ１ 2020年８月２２日(日) 後 5:00～5:49)で取り上げた出演者への取材を続け

て番組化したもので、このような取り組みはとてもよいと思う。過疎化に直面する寺

が新たな取り組みとして、動画共有サイトを通じた人生相談や、法要のライブ配信に

乗り出している様子が紹介され、寺の役割が時代とともに変化している様子を知るこ

とができてよかった。挿絵やアニメーションを用いた演出もよかった。番組の舞台と

なった邑南町は広島県と接しており、広島県でも放送してはどうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

「ディレクソン」から地域番組への展開について、今後も制作を検討

している。 

 

〇  ２月１２日(金)Ｙスぺ！おいしい東京「ふぐ」を見た。タイトルにぜひ“山口”と

入れてほしかった。カナダ出身のレポーターがふぐ料理を紹介する内容で、改めてふ

ぐに関する歴史や魅力を感じることができた。山口県とふぐとの深いかかわりが広く

紹介されたこともうれしかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

国際放送のＮＨＫワールドＪＡＰＡＮで１月に番組を再編集して放

送し、そこで山口県のふぐの話題などを中心に伝えることができた。 

 

〇  ２月１１日(木)「せんせい！おかげで生きとられるわ～熊野灘・町の診療所の冬日

記～」(総合 前 10:05～10:54)を見た。小さな診療所の日常を長期にわたって取材し

てきたことはすばらしく、ＮＨＫならではの番組だと感じた。今回は地域医療を取り

上げていたが、地域に貢献する人々を取り上げた番組は大変意義があると思う。「２

０２１年度の編集の基本方針」の中に「豊かで、心を揺さぶられるようなＮＨＫなら

ではの体験」という内容があったが、まさに今回の番組のことであり、こうした番組

の制作を今後も期待したい。祝日の午前中という編成もよかった。 
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〇  ２月１１日(木)ツギツギ！～世界は案外つながってる！！～「はやぶさ２と温泉カ

ピバラがつながる！？」(総合 後 8:15～8:45)を見た。いわゆる「バタフライ効果」

を実証するバラエティー番組で、米子市の観光牧場で湯につかるカピバラのニュース

が、番組が最終目的としていたはやぶさ２のカプセルの帰還という壮大な出来事に本

当に結びつき、意外性もあってとても楽しく見ることができた。 

 

〇  大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」を毎回楽しく見た。明智光秀と織田信長の関

係についての解釈が新鮮で興味深く、出演者も魅力的でとてもよかった。新たに始ま

った「青天を衝（つ）け」にも期待したい。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、２１日（木）、広島放送局（ウェブ開催）に

おいて、１１人の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、「ＮＨＫ経営計画 2021-2023年度」の概要についての説明があった後、

最近の番組について報告があり議事に入った。 

会議では、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モニター

報告と視聴者意向、２月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

副委員長 小嶋ひろみ （夢二郷土美術館 館長代理） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

     笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授）  

坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

鷲見 寛幸 （大山町教育委員会 教育長） 

古市 了一 （株式会社ふるいち 代表取締役） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ代表取締役社長） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

（主な発言） 

 
＜放送番組一般について＞ 

 

〇  １２月２６日(土)Ｙスペ！ 釣りびと万歳「粘り×ガッツ“ケンサキイカ”に全力

投球～大野豊 長門～」(総合 前 7:30～7:55 中国ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。元プロ野球選手の

大野豊さんの話はおもしろかったが、１人ではなく複数人で釣りをしたほうが会話も

弾んだのではないかと思った。新型コロナウイルスの影響がある中、“密”を避けら

れる屋外での体験活動などは地方の貴重な観光資源になり得ると思う。周辺地域の観

光に資する情報も付加しながら発信してほしい。 
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 (ＮＨＫ側) 

地域振興の視点も踏まえ、周辺の観光情報も充実させていくことを

検討していきたい。 

 

〇  １２月２７日(日)「大山が育てた優駿（しゅん）～コントレイル 伝説への挑戦～」

(総合 後 0:15～1:00 中国ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。牧場を上空から撮影した映像が美しく、競

走馬の調教や生活などの日々の様子が目に浮かぶようで、視聴意欲がかき立てられた。

また、ゼネラルマネージャーの齋藤慎さんが競走馬と接する様子も丁寧に取材されて

おり、齋藤さんの努力や馬への深い愛情がよく伝わった。コントレイルという良馬の

登場は明るい話題なので、引き続き牧場とあわせて取材をしてほしい。また、全国放

送して全国の競馬ファンにも番組を届けてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は、１１月１３日(金)さんいんスペシャル「大山が育てた優

駿（しゅん）～コントレイル 無敗三冠へ～」を追加取材も交えて再構

成して制作した。コントレイルの今後の活躍も取材していきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

さんいんスペシャル「大山が育てた優駿（しゅん）～コントレイル 

無敗三冠へ～」については、総合とＢＳ１ですでに全国放送しており、

全国の方にもご覧いただいている。 

 

〇  １２月２８日(月)さんいんスペシャル「味力発見！しまねの食 総集編」(総合 後

6:10～6:45 島根県域)を見た。夕方のニュース情報番組「しまねっとＮＥＷＳ６１０」

で放送された企画の総集編だったが、秀逸な回を再構成して年末年始に放送すること

は、大変よい取り組みだと思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

島根県に帰省してきているであろう視聴者にも訴求できるよう、ふ

だん「しまねっとＮＥＷＳ６１０」を放送している時間帯で年末に編成

した。 
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〇  １月５日(火)「しまねっとＮＥＷＳ６１０」で「美郷町に美肌を求めて」というコ

ーナーを、１２日(火)の放送で「冬の楽しみ江津市で新発見」というコーナーを見た。

いずれも冬の旅というあまりない視点でそれぞれの地域を丁寧に取材していたことに

感心した。また、外出自粛が呼びかけられる中、“３密”を避けることができる観光

地を紹介していたことも、時宜を得ておりよかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

新型コロナウイルス関連のニュースが多い中、島根県の魅力を再発

見して少しでも明るい話題を届けようと考え企画した。 

 

〇  １月８日(金)ラウンドちゅうごく「“生きる力”を伝える ～安佐動物公園 ５０

年～」を見た。足に障害を持って生まれたキリンが自力で立って過ごしていけるよう、

飼育員や義肢装具士が奮闘する様子を丁寧に伝えており感動した。一方で、番組終盤

の園長へのインタビューや、新型コロナウイルスの影響下で動物園のあり方を模索す

る様子は蛇足であり、キリンや飼育員だけに焦点を絞って番組を制作してほしかった。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「“生きる力”を伝える ～安佐動物公園 ５０年～」を見た。

これまで何度かニュースでも取り上げられた内容だったが、飼育員の努力やキリンが

自力で歩けるようになるまでの過程がよく伝わり、継続的に取材を行って映像に収め

てきた成果が現れているように感じた。ただ、番組終盤でキリンの話題から焦点が外

れてしまったのは残念だった。動物園の模索や動物園間の連携については、具体的に

掘り下げて別の番組を制作してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

キリンが自力で歩けるようになるまでの物語は魅力的であり、焦点

をその一点に絞ることも考えたが、今回は別の視点も取り入れて制作

した。 

 

〇  １月８日(金) ＠ｏｋａｙａｍａ「あなたのギモン 知事にききます」を見た。視聴
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者から寄せられた新型コロナウイルスに関する意見や疑問をスタジオのボードにまと

めて紹介しており、共感を持って見ることができた。時間の制約もあったためか、伊

原木岡山県知事の発言は具体性を欠くように感じる部分もあったが、知事が出演して

県民の声に直接回答するという番組内容は評価したい。 

 

(ＮＨＫ側) 

伊原木知事の回答に十分な時間を割けるよう、今後は構成や放送時

間の長さにも配慮したい。 

 

〇  １月８日(金)さんいんスペシャル「ここに夢あり！ローカル線物語～若桜鉄道９０

年の軌跡～」を見た。過疎化の進行や新型コロナウイルス感染拡大による観光客の減

少といった逆境に立ち向かう鉄道会社の取り組みを具体的に紹介しており、取材力の

高さを感じた。全国各地の地方鉄道にとっても参考となる成功事例だと思うので、全

国に発信してほしい。また、鳥取放送局の是永千恵アナウンサーと、鉄道ジャーナリ

ストの梅原淳さんの掛け合いに引き込まれ、最後まで興味深く見ることができた。 

 

〇  さんいんスペシャル「ここに夢あり！ローカル線物語～若桜鉄道９０年の軌跡～」

を見た。路線わずか１９キロメートルのローカル線でありながら、営業努力により４

年連続で黒字経営を達成していることや、地域住民から愛されている存在であること

がよく伝わった。貴重な地域資源として、取り組みを今後も伝えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

昨年の夏から８Ｋカメラで鉄道や周囲の風景の撮影に取り組んでお

り、その映像も活用して番組を制作した。 

 

〇  １月１３日(水)「いろ★ドリ」を見た。「ルーキーズアイ」という新人競作コーナ

ーで共助交通について取材していたが、過去に共助交通を取り上げた際と異なる新し

い視点は感じられなかった。情報を正確に伝えることと新人記者独自の視点を加える

ことを両立させる、挑戦的な取り組みに期待したい。 
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〇  １月１５日(金)松崎しげるとももクロのくろ旅「鳥取編」を見た。鳥取城北高校の

相撲部を取り上げていたが、稽古で激しく体がぶつかり合う臨場感があまり伝わって

こず残念だった。一方で、厳しい稽古に励む部員の真剣な姿と、ふだんの高校生らし

い愛きょうのある姿の両面が映像からもよく伝わり、楽しく見ることができた。また、

石浦外喜義総監督から、部のモットーである「うそのない稽古」ということばの真意

を短い時間で引き出しており、取材力の高さに感心した。 

 

(ＮＨＫ側) 

相撲部と信頼関係を築いて取材することができた。今後はその場の

臨場感が伝わるよう努力していきたい。 

 

〇  １月１５日(金)さんいんスペシャル「ＳａｕｃｙＤｏｇ 石原慎也 後悔しない人

生を」(総合 後 7:30～7:55 島根県域)を見た。ロックバンドのボーカル石原慎也さん

が母校でライブを行うシーンが充実しており、ファンも満足できる内容だったと思う。

また、卒業後の進路に悩みながらも、石原さんの歌に勇気づけられる高校生の姿を主

題の一つとして描いていたが、よい構成だと感じた。副題にもある「後悔しない人生

を」ということばは、メンバー脱退により１人になっても音楽活動を続けてきたとい

う石原さんの過去を番組内で紹介すると、より説得力のあるものになったのではない

か。今後もこの番組のように山陰地方にゆかりのあるアーティストを取り上げてほし

い。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回は石原さんの歌をしっかりと視聴者に届けたいと考えた。放送

時間の都合上、石原さんの来歴などは割愛することとした。 

 

〇  １月１８日(月)「お好みワイドひろしま」を見た。アメリカが 2020年１１月に行っ

た臨界前核実験に対し、行政の動きだけでなく被爆者団体などが座り込みを行ったこ

とを伝えていたのはよかったが、なぜ核兵器禁止条約発効直前というタイミングで昨

年１１月に行われた核実験が公表されたのかという経緯にも焦点を当ててほしかった。

２０日(水)の放送では、核兵器禁止条約について知ってもらおうとＳＮＳで発信する
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大学生を取り上げていたが、こうした若者の活動などさまざまな動きを今後も取材し

てほしい。また、河井元法相夫妻の裁判について連日取り上げているのはよいと思う

が、河井案里被告の判決が２１日に言い渡されることを伝えていないのが残念だった。

判決後には、裁判の焦点や今後の見通しについて伝えられるものと期待している。 

 

(ＮＨＫ側) 

核兵器禁止条約の発効と河井元法相夫妻の裁判は、広島県にとって

重要なニュースだと考えており、引き続き多角的な視点で取材し伝え

ていく。 

 

〇  先日の大雪が予想されていたとき、「情報維新！やまぐち」で気象予報士が水道管

の凍結防止方法や断水したときの対処方法を紹介しており、役立つ情報で非常にあり

がたかった。 

 

〇  １２月２０日(日)ＮＨＫスペシャル パンデミック 激動の世界（６）「“科学立

国” 再生への道」を見た。日本は“科学立国”を掲げながらも、その科学技術を支

えてきた国公立大学の体制や予算が先細り状態にあるという問題をさまざまな視点か

ら提起しており、内容の濃い番組だった。特に、元文部大臣の有馬朗人さんの亡くな

る直前のインタビューは大変貴重なものであり、番組に深みを与えていたと思う。番

組最後の大越健介キャスターの取材後記で、日本の科学政策について苦言を呈したい

ことは伝わったが、あいまいな言い方のように感じたので、断定的なコメントで締め

てもよかったと思う。 

 

〇  １２月２５日(金)不可避研究中「地球、詰んだ？私たちはずっとクリスマスを祝え

るのかＳＰ」(総合 後 11:45～26 日(土)前 0:30)を見た。多くの人が環境問題を身近

に感じられるよう伝え方に工夫が感じられ、自分に今できることは何かと考えさせら

れる番組だった。番組の中で、サステイナブル・ファッションをテーマに山口市の商

店街が取り上げられていたが、嬉しい思いと同時に、なぜ全国にあまたある商店街の

中で山口市が取り上げられたのか疑問を持った。また、地球の未来を真剣に考えてい

る海外の１０代の若者のことが紹介され、今後もこうした番組を通じて若年層が環境
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問題を考える契機を提供してほしいと感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

山口放送局のディレクターが、ファッション業界における環境問題

への取り組みをテーマに番組のコーナーを担当し、地方でも環境問題

に取り組む動きがあることを伝えた。 

 

〇  １月１日(金)超体感！ニッポン創世 神々の道をたどる ～出雲・日向 神秘と

絶景の参詣道～(総合 前 7:20～8:59)を見た。島根県の出雲地方のいくつもの神社が

綿密に取材されて描かれており感心した。 

 

〇  １月４日(月)ファミリーヒストリー「長谷川博己～１３００年前の伝説 老舗温泉

旅館の誇り～」を見た。出雲地方や大山にゆかりがあると知り、とても嬉しく感じた。

地域住民も知らないような情報が数多く紹介されており、興味深く見ることができた。 

 

〇  １月７日(木)あさイチ「みんなでシェア旅 岡山」を見た。デニムのプリーツスカ

ートなど、岡山県民でも初めて知るような情報が紹介されており、興味深く見ること

ができた。また、美しい星空や備前市日生のかきなど、季節に合ったものを紹介して

いてよかった。新型コロナウイルスの影響が収束した際には、多くの観光客に訪れて

もらえるよう、岡山県の魅力を全国に発信し続けてほしい。 

 

〇  あさイチ「みんなでシェア旅 岡山」を見た。ゲストの方は岡山県出身だが、現在

の岡山県の情報にはあまり詳しくないようだったので、人選に疑問が残った。また、

倉敷市日生のかきの特徴である１年ものという点が強調されておらず、特色をうまく

伝えられていなかった。岡山放送局の姫野美南アナウンサーがデニムのプリーツスカ

ートを実際に履いて紹介していたのは、魅力が十分に伝わりよかった。進行力も高く

感心した。 

 

(ＮＨＫ側)  

今後も岡山県の魅力を全国に発信していきたい。 
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〇  １月１５日(金)プロフェッショナル 仕事の流儀「石川佳純スペシャル＋副音声で

反省会！」(総合 前 0:15～1:28)を見た。卓球の石川佳純選手の苦悩と奮闘がよく描

かれており、興味深く見ることができた。 

 

〇  １月１９日(火)ニッポン島旅「島根・大根島 牡丹（ぼたん）がつなぐ家族の島」

を見た。ＢＳ４Ｋでの放送だったので、４Ｋテレビを保有していない家庭では視聴で

きないのが残念だ。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１７日（木）、広島放送局において、１０

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モ

ニター報告と視聴者意向、１月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

     笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授） 

川井田祥子   (鳥取大学地域学部 教授)  

坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

鷲見 寛幸 （大山町教育委員会 教育長） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ代表取締役社長） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇  １１月２０日(金)さんいんスペシャル「私のレジェンド紹介します！」（総合 後

7:30～7:55 島根県域）を見た。「フリーランスきこり」として各地の里山を守り、そ

の大切さを次世代に伝えようと取り組む若者を取り上げていた。初めて聞く職業で新

鮮に感じたうえ、枠にとらわれない活動や、各地から引く手あまたの存在だと知り驚

かされた。レジェンドとして紹介された年配の男性と一緒に森での活動を楽しんでい

る様子や二人の関係性のよさもよく伝わってきた。このシリーズは継続するとのこと

だが、次回予告がなかったのが残念だった。 

 

〇  １１月２０日(金) ラウンドちゅうごく「スーパー家政婦・タサン志麻 幸せの食
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卓」を見た。志麻さんが山口県長門市の出身であることは地元でもあまり知られてい

なかったようで、番組を見た地域の人々が、志麻さんと一緒に新たな名物料理を開発

して地域おこしができないかといったアイデアを考え始めていると聞き、番組が地域

にいい影響を与えたと思う。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「スーパー家政婦・タサン志麻 幸せの食卓」を見た。志麻さ

んが出演する番組をいくつか見てきたが、出身である中国地方の番組に出演するのを

見て新鮮に感じた。一方で志麻さんのスーパー家政婦ぶりがこの番組ではあまり発揮

されているようには見えない印象だった。通常の「ラウンドちゅうごく」とは違い、

女性が共感しやすく興味を持てる内容だったと思う。しかし番組に登場した２組の家

族が共働きでありながらも、女性だけが炊事を担当しており、見ていて気になった。

いまは家族のあり方が多様化しているので、そのような家庭を取り上げてもよかった

のではないか。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「スーパー家政婦・タサン志麻 幸せの食卓」を見た。志麻さ

んのスーパー家政婦ぶりを全面に出す描き方ではなく、いかに幸せな食卓を作り出す

かという視点で描いており、地域放送局ならではの切り口で迫っていたのでおもしろ

く見た。新型コロナウイルスの感染拡大防止のために外出を避けるように求められた

ことで、結果的に家事の多くを担う女性にますます大きな負担がかかっているのでは

ないかという問題も想起されるなど、深く考えさせられる番組だった。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「スーパー家政婦・タサン志麻 幸せの食卓」を見た。志麻さ

んの料理作りにおける手際の良さを伝えたかったのか、家庭で食卓を囲むことのよさ

を伝えたかったのかが分からず、焦点がぼけていた印象を受けた。彼女が料理人とし

て活動していたフランスのよさを家事の随所に取り入れていると紹介していたが、あ

まり伝わってこなかった。ナレーションが軽妙で聞き心地がよかったが、エンドロー

ルで出山知樹アナウンサーと知り、ふだんの「ラウンドちゅうごく」で聞く硬派な印

象とは大きく違った語り口だったので非常に驚いた。アナウンサーはさまざまな話し

方ができると知り感心した。 
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(ＮＨＫ側) 

山口県出身ということもあり、番組に出演していただくことができ

た。今回出された意見を参考に、今後の番組作り生かしていきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

アナウンサーは個々の状況や番組の雰囲気にあわせたナレーション

を行うことを目指している。 

 

〇  １１月２３日(金) 高専ロボコン２０２０「中国地区大会」（総合 後 1:05～1:59 中

国ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。従来のような具体的な仕様や条件に基づいて勝負するのではなく、

「誰かをハッピーにするロボ」という抽象的な課題であり、条件設定が非常に挑戦的

で驚いた。オンラインで大会が行われたので、見づらい部分や聞きづらい部分がいく

つかあった。ゲストのお笑いコンビが、大会を盛り上げようとかなり張り切っていた

ためか、司会進行のアナウンサーの存在感が薄くなってしまった気がした。ロボコン

という競技を伝える番組なのか、ロボコンに挑戦する学生を追うドキュメンタリーな

のかがはっきりとせず、番組の趣旨が伝わってこなかった。 

 

〇  １１月２８日(土) ラウンドちゅうごく「ｗｉｔｈコロナの観光新戦略」（総合 前

10:55～11:20 中国ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。新型コロナウイルスの影響を受けながらも人気を

集める宿泊施設の事例として、愛媛県大洲市の古民家を改造した宿泊施設が取り上げ

られていた。中国地方にも同様の成功事例があるので、ぜひ取材してほしかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回は大洲市で日本初の「城泊」が注目を浴びていることとあわせて、

古民家の宿泊施設を紹介した。 

 

〇  １１月３０日(月)お好みワイドひろしま特別編 ＮＨＫ広島×広島テレビ コラ

ボ企画「被爆７５年 ヒロシマの記憶を伝える」 (総合 後 5:30～6:59 広島県域)を

見た。ＮＨＫの松尾剛アナウンサーと広島テレビの馬場のぶえアナウンサーが被爆建

物である陸軍糧秣支廠を訪ね、当時としては非常に恵まれた労働環境にあった施設だ

と紹介していたが、戦争に関わる仕事が花形とされていたこともあわせて伝えるなど、
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親しみやすい話題だけを取り上げるだけではなく負の側面にもきちんと触れるべきだ

と感じた。前半は両局の出演者同士のかけあいがぎこちなかったり、ＶＴＲの順番を

間違うミスが起きたりするなどたどたどしい印象を受けた。一方で、後半は比較的ス

ムーズに進行し、広島平和記念資料館の敷地に眠っていた被爆遺構の発掘作業の詳細

も知ることができてよかった。 

 

〇  お好みワイドひろしま特別編 ＮＨＫ広島×広島テレビ コラボ企画「被爆７５年 

ヒロシマの記憶を伝える」を見た。このようなテレビ局同士のコラボレーション企画

には、どのようなメリットがあるのか気になった。 

 

(ＮＨＫ側) 

戦争に関する話題の取り上げ方は難しく、悲惨な面だけを取り上げ

てもなかなか見てもらえないこともあり、切り口を常に模索している。

当時の広島の状況を考えるきっかけになればと思い企画した。他局と

のコラボレーションは、ＮＨＫと異なる民放の企業文化に触れること

で互いに刺激を受け、新たな創造につながると考えている。これまで５

回のコラボレーション放送を実施したが、映像をおもしろく楽しく見

せる手法などは参考になった。今年は地元新聞社と協力して、被爆７５

年について通年で考える企画も実施した。他メディアとの交流は今後

も続けていきたいと考えている。 

 

(ＮＨＫ側) 

地元メディアとコラボレーションを実施し、地域に根差した課題を

一緒に掘り下げて解決策を模索しようという取り組みは各地で行われ

ており、広島局の取り組みは全国に先駆けて進めてきた事例だと思う。

今後もＮＨＫと地元メディアの双方が知見を持ち寄って協力し、さま

ざまな形で地域貢献を進めていきたい。 

 

〇  １２月４日(金) ラウンドちゅうごく「新型コロナ“第３波”への備えは」を見た。

医療や福祉の現場での感染対策の紹介や、有効求人倍率の推移をはじめ最新データに
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よって裏付けられた解説があり、視聴者の関心に応える時宜にかなった内容だった。

厳しい状況にありながらも、新たな商品開発や新事業への取り組みを始める企業を見

て、時代が大きく変わりつつあると感じた。このような流れはますます加速していく

と思うので、挑戦を続ける企業の取り組みを取材してぜひ番組化してほしい。 

 

〇 １２月１１日(金)「いろ★ドリ」を見た。「トリ★ビューン」というコーナーで智頭

町芦津のとちもちを紹介していたが、作るためには想像をはるかに超える手間がかか

ることを知り驚いた。自然の恵みに感謝しながら頂くことで、子どもたちが自らの地

域について学ぶ教材にもなると感じた。このような地域のすばらしさを発掘するよう

な番組を今後も期待している。 

 

(ＮＨＫ側) 

今後も地域のすばらしさを発掘し、県内だけでなく全国放送でも紹

介したいと考えている。 

 

〇  １２月１１日(金) ラウンドちゅうごく「１９４５ひろしまタイムライン 戦後編」

（総合 後 7:30～7:55 広島県域）を見た。戦争被害の悲惨さだけではなく、人の心に

与えた影響についても知ることができた。海外出身の被爆者についても言及していた

のはよかったが、いまも差別が続いていることにも触れてほしかった。ＳＮＳの「ひ

ろしまタイムライン」では朝鮮半島出身者に関するツイートについて、配慮が不十分

であったとの表現にとどまっていた。ＳＮＳは使い方によっては取り返しのつかない

ことになるおそれもあり、注意点やその影響力などをきちんと把握しておくべきだと

思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

ご指摘は受け止め、今後に生かしていきたい。 

 

〇  １２月１１日(金)さんいんスペシャル「幸せのかたちを探して ～密着 コロナ禍

の高専ロボコン～」を見た。今年は「誰かをハッピーにするロボ」という課題で、若

者に人間の感情について考えさせることは、抽象的で難しいテーマ設定であったかも
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しれないが非常によかったと思う。ただこういったドキュメンタリーでは、学生たち

が悩み葛藤する姿や、チームが徐々にまとまり機能していく様子が見どころとなるが、

そういったシーンがあまり見られなかったので、もの足りなく感じた。日本の強みの

一つでもあるロボット工学の分野に、ロボコンを通じてＮＨＫが大きく貢献してきた

と思う。例えばプログラミングなど注目の集まる分野で、日本の競争力向上に資する

コンテストをＮＨＫが主導して新たに立ち上げることを期待したい。 

 

〇  さんいんスペシャル「幸せのかたちを探して ～密着 コロナ禍の高専ロボコン～」

を見た。当初はうまくアイデアがまとまらず試行錯誤していた生徒たちが、「ロボッ

トを作る側が幸せでなければ、相手に幸せを伝えられない」と気づき、チームが一丸

となって試練を乗り越え成長する姿を見ることができた。今年は数多くの大会や行事

が中止になるなど学生や生徒の心に与えた影響は計り知れず、リモートとはいえ高専

ロボコンが開催できたのは本当によかったと感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、学生たちが集まる機会が少

なかったうえ、学校や自宅を訪ねて取材を重ねることが難しかった。意

見は参考にさせていただき、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

〇  １２月１１日(金) Ｙスペ！「お便りさんぽスペシャル この魅力を知らせたい！」

を見た。地域のつながりや人のあたたかさ、家族愛や地域愛がぎっしり詰まった素敵

な番組だった。地域の話題を深掘りしていたので、知らない情報も多く、とてもよか

った。今後も山口県内のいろいろな地域を訪ねてほしい。 

 

〇  １２月１１日(金) Ｙスペ！「お便りさんぽスペシャル この魅力を知らせたい！」

を見た。「情報維新！やまぐち」で放送してきた物の中から５つの話題を紹介してお

り、それぞれの内容は興味深かったものの、ただ５つの話題をつないだだけに見えた

のが残念だった。番組化する際には、後日談など新たな情報を加えるといった工夫を

すれば、視聴者も新鮮な気持ちで見ることができると思う。またこのコーナーは高齢

者を中心に取り上げている気がするので、今後はぜひ若者をはじめ幅広い世代を取り
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上げてもらいたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

地域を元気づけたいというコンセプトで制作している。頂いた意見

を参考に、今後の番組作りや取材に生かしていきたい。 

 

〇  １２月１５日(火)「情報維新！やまぐち」を見た。中国地方や四国地方の各地で米

軍の戦闘機の目撃が増加していることに対して、米軍岩国基地の幹部がＮＨＫの単独

取材に応じていたが、質問に真摯に応えようとする姿勢を見て少し安心した。島根県

や高知県などでの実際に目撃された戦闘機の映像が紹介されるなど、ＮＨＫの各放送

局が連携して取材していることがよく分かった。地元の人たちは騒音被害に悩む一方、

基地があることによる恩恵を受けている部分もあると思うので、複数の視点からぜひ

取材を続けてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

米軍の関係者が取材に応じることは珍しく、意義のある報道につな

がったと思う。 

 

(ＮＨＫ側)  

今回は広島局と山口局をはじめ、松江局や高知局とも連携して取材

した。引き続き取材を重ねていきたい。 

 

〇  １２月１５日(火)「しまねっとＮＥＷＳ ６１０」のコーナー「あなたの大切なモ

ノって何ですか？」を見た。リポーターが島根県美郷町を訪ねて、イノシシによる被

害を防ごうと奮闘する地元の人々に話を聞いていたが、故郷を守ろうと工夫を重ねて

日々努力する地域住民の熱意がよく伝わってきた。こういった地域独自の取り組みに

ついて「ラウンドちゅうごく」等でも取り上げていただき、広く紹介してほしい。 

 

(ＮＨＫ側)  

「ひるまえ直送便」で放送したもので、丁寧に事前取材を行ったこと

で、テーマに深く迫ることができた。 
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〇  １２月１６日(水)「いろ★ドリ」を見た。「トリ★トーク」のコーナーで、障害者

スポーツの支援をテーマに鳥取県西部の皆生スポーツ広場を紹介していた。専門家の

サポートが充実しており障害者が安心して利用できる仕組みがあるのはすばらしいと

感じた。この施設は文部科学大臣の表彰も受けたと聞き、驚いたので自分で調べてみ

ると、東京オリンピック・パラリンピックをきっかけにスポーツ庁が始めた事業の一

環だと分かった。放送ではこういった背景に言及していなかったので、丁寧に説明し

てほしかった。この事業が東京オリンピック・パラリンピック開催後も継続されるの

かが気がかりで、特に金銭面での支援が懸念されるので、継続取材を希望する。 

 

(ＮＨＫ側)  

指摘のあった点については、今後も取材を継続していきたい。 

 

〇  新型コロナウイルスの感染状況だが、感染者数や陽性者数だけでなく、確保病床数

とその占有率や空床数、療養施設の部屋数とその占有率などの情報ももっと伝えてほ

しい。 

 

(ＮＨＫ側)  

ご指摘いただいたデータは「お好みワイドひろしま」や「ひろしまニ

ュース８４５」といったニュース番組の中で日々伝えている。引き続き

丁寧な報道に努めていきたい。 

 

(ＮＨＫ側)  

感染状況に関するデータは、放送だけでなく広島局のホームページ

でも情報提供している。新型コロナウイルス特設サイトも設けている

ので参考にしてほしい。 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

〇  １２月６日(日)日曜美術館「いつもそこに“名画”があった」を見た。１０月１８

日(金)のラウンドちゅうごく「人々のために、人々とともに 〜岡山 大原美術館〜」
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を再編集した内容だったが、地域放送だけにとどまらず新たに編集した番組を全国放

送するのは大変すばらしい。「ラウンドちゅうごく」よりも放送時間が長かったため、

高階秀爾館長の話だけでなく作品もしっかり鑑賞することができた。同じ作品を同じ

人が見ても、見るたびに感じ方が違うということや、美術館は文化の発展に貢献する

場であり人々の生活に重要な役割を果たしているということを伝える番組だったので

うれしく感じた。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１９日（木）、広島放送局において、１１

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モ

ニター報告と視聴者意向、１２月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

副委員長 小嶋ひろみ （夢二郷土美術館 館長代理） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

     笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授）  

坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

鷲見 寛幸 （大山町教育委員会 教育長） 

古市 了一 （株式会社ふるいち 代表取締役） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ代表取締役社長） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇  １０月１６日(金)松崎しげるとももクロのくろ旅「岡山編」(総合 後 7:30～7:55中

国ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。世界大会優勝経験もあるＢＭＸの大池水社選手が所属するチームの

出口智嗣監督へのインタビュー映像からは、一流選手を育てるための環境整備や地域

にスポーツを根付かせながらチームを運営していくことの大変さがよく伝わってきた。

平成３０年の西日本豪雨で被災した真備町のギター工房を訪れた松崎しげるさんが、

左利きであるにも関わらず右利き用のギターを弾く姿を見てその器用さに感心すると

ともに非常に興味深く見ることができた。 

 

 (ＮＨＫ側) 
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今後も地域に根差して頑張っている人を取り上げていく。 

 

〇  １１月６日(金)松崎しげるとももクロのくろ旅「島根編」(総合 後 7:30～7:55中国

ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。紹介されていた義肢装具メーカー創業者の中村俊郎さんの功績が本当

にすばらしく、同じく奥出雲のＩＴ企業創業者の山田宏道さんの取り組みも秀逸だっ

た。特に中村さんについては改めて取材し、番組化してもいいのではないか。また、

このＩＴ企業が制作した空飛ぶトロッコをイメージしたＶＲコンテンツを紹介してい

たが、旧三江線沿いで実際に走っているトロッコと混同してしまった視聴者もいたか

もしれないと感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組で紹介した義肢装具メーカーは世界的にも有名な企業で地域に

雇用を生み出しているほか、古民家再生の分野でも地域に貢献してい

る。頂いた意見を参考にしたい。 

 

〇  松崎しげるとももクロのくろ旅「岡山編」と「島根編」を見た。前シリーズと違っ

て旅の目的がはっきりしており、とても見やすくなっていた。一方、前シリーズでは

必ず放送していた松崎しげるさんの歌のコーナーがなくなっていたのは残念だった。

また番組内で紹介していた店の情報がほとんどなかったのも、もの足りなかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

企業を取材する際は、宣伝・広告と受け取られないようにしなければ

ならないため、店名などの詳細な情報を出すことについては慎重に検

討する必要がある。 

 

〇  １０月１６日(金)Ｙスぺ！「魅力を体感！山口の山 Ｓｅａｓｏｎ３ 小さな山編」

を見た。ドローンを使用して山の全貌を上空から撮影していたので、出演者の現在地

がふかんでわかり非常におもしろかった。足元の草花なども丁寧に撮影されており、

引きで撮った映像と近づいて撮った映像がバランスよく使われており山登りを一緒に

体験しているかのようで、楽しく見ることができた。山を管理されている方など、地

元の方々が語る地域への愛情の深さにも感心した。続編を制作する際は、登山する際
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に注意すべき点など、身の安全につながる情報もぜひ加えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

頂いた意見を参考にして、番組作りを行っていきたい。 

 

〇  １０月２３日(金)ラウンドちゅうごく「人々のために、人々とともに ～岡山 大

原美術館～」を見た。大原美術館はこの春、新型コロナウイルスの影響による臨時休

館中に開館９０周年を迎えた。創設の理念や意味、来館者とのエピソードに加え、休

館中も動画公開を通じたイベントを行うなど社会貢献への取り組みなどが紹介され、

美術館の社会的な意義についてしっかりと伝わってくる内容だった。新型コロナウイ

ルスの影響で美術館と人々の新たな関わり方が模索される中、文化や芸術が決して不

要不急のものではないことがよく分かる、意義のある番組だと思う。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「人々のために、人々とともに ～岡山 大原美術館～」を見

た。創立者の大原孫三郎が日本の芸術界の将来を見据え、数多くの美術作品を収集し

ていたことに驚くとともに尊敬の念を抱いた。新型コロナウイルスの影響を受けつつ

も、美術館としての社会貢献を模索し、取り組もうとする前向きな姿勢に勇気づけら

れた。山口県にもすばらしい美術館や博物館があるので、これらを取り上げた番組も

制作してほしい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「人々のために、人々とともに ～岡山 大原美術館～」を見

た。番組タイトルの通り、創立者の大原孫三郎が「人々のために」作った美術館が後

世の「人々とともに」どのように守られてきたのか、理念がしっかりと伝えられてい

た。ナレーションは倉敷市出身のＭＥＧＵＭＩさんで、優しい調子が番組の雰囲気に

合っていた。美村里江さんによる美術館での朗読もすばらしかった。この番組をぜひ

全国放送してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

美術館などの文化施設も新型コロナウイルスの影響を大きく受けた

が、文化・芸術の持つ意義を伝えていきたいと考え制作した。１２月上
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旬の「日曜美術館」で大原美術館を取り上げる予定だ。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「人々のために、人々とともに ～岡山 大原美術館～」を見

た。新型コロナウイルスの影響を大きく受けながらも、社会とのかかわり方や存在意

義を常に模索し、追求し続ける美術館の姿勢がよく伝わってきた。大原孫三郎が、画

家の児島虎次郎のヨーロッパ留学を支援した際に、西洋美術に迎合しないように伝え

る一方で、西洋絵画の購入を指示していた点に少し違和感を覚えた。 

 

(ＮＨＫ側) 

画家としてのあり方と美術品の収集とを区別して考えていたのだと

思うが、もう少し丁寧に説明してもよかったと思う。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「人々のために、人々とともに ～岡山 大原美術館～」を見

た。紹介された美術館にまつわる逸話が粒ぞろいでよい番組だった。特に美術館入り

口に飾られているロダン作のブロンズ像は、関係者の尽力で戦時中の金属供出を免れ

たという話には心を打たれた。しかし開館７０年当時に出版された本に掲載されてい

たエピソードも散見されるなどもの足りなさを感じた。また若手アーティストを支援

する取り組み事例で、日常生活の中での小さなアートを志す方を紹介していたが、美

術館はいわば非日常を体験できる場所だと思うので、取り上げる例として少し違和感

を覚えた。これだけの作品を集めた美術館が倉敷市という街にある意味や、観光や経

済の面において市民や地域社会に与えた影響について、ぜひ開館 100年に向けて取材

を続けてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

頂いた指摘を参考に、取材力の向上に努めていきたい。 

 

〇  １０月２３日(金)「プロ野球ドラフト会議直前ＳＰ！生放送 みんなのカープ県民

大会議」(総合 後 10:45～11:15、11:40～24 日(土) 前 1:00 広島県域) を見た。この

番組が好きで毎年楽しみにしているが、今年はセットも豪華で画面が華やかに見えて

とてもよかった。視聴者からのメッセージが画面下に常時表示されており、居酒屋に
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いるかのような和気あいあいとした雰囲気もよい。出演者の安倍昌彦さんによる解説

は情報豊富でわかりやすく、野球に精通していなくても興味深く聞くことができた。

広島局だからこそできる番組だと思う。ドラフト後にもこのような番組を制作してほ

しい。 

 

(ＮＨＫ側) 

今後も広島県の視聴者の支持が得られるような、地域に根差した番

組を制作していきたい。 

 

〇  １０月３０日(金)ラウンドちゅうごく「ヒロシマで出会った２人 ～木内みどりと

四國五郎～」を見た。構成が重層的でおもしろく引き込まれるように見ることができ

た。夫と娘が亡くなった木内さんについて語る場面からは、家族の深い連帯感が感じ

られた。また、木内さんの朗読は表現に富んでおり、四國さんが挿絵を描いた絵本を

朗読するシーンでは四國さんや木内さん自身の怒りなどがひしひしと伝わってきた。

ことしは被爆７５年ということで多くの関連番組が放送されているが、放送後もそれ

らを見ることができるような仕組みがあれば、さらによいと思う。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「ヒロシマで出会った２人 ～木内みどりと四國五郎～」を見

た。木内さんの信条や朗読などの活動を掘り下げることで、四國さんの思いや亡くな

った弟とのエピソード、息子・光さんの思いなどがよく伝わってきた。四國さんの生

前のインタビューを見て、ＮＨＫが幅広く映像を蓄積してきたことに感心した。この

番組をはじめ、四國さんを取り上げた過去の番組をぜひ再放送してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

木内さんと四國さんとの関係を掘り下げることで見えてくるものが

あると考え、企画した。四國さんを取り上げた別の番組をＮＨＫオンデ

マンドでご覧いただくことができる。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「ヒロシマで出会った２人 ～木内みどりと四國五郎～」を見

た。脱原発にかかわる活動への覚悟や、家族が語るエピソードなどから、木内みどり
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という人物の魅力を感じることができた。４年前に木内さんのもとへ送られてきた絵

本との出会いをきっかけに、原爆に関する本や手記の朗読を始めたとあったが、絵本

が送られてきた理由や、絵本と出会う前の考え方や生き方について知りたかった。ま

た木内さんが感じていたという「自身が被爆者ではないことへのためらい」を、どの

ように乗り越えてその後の活動を続けられたのか、もう少し掘り下げて木内さんの心

情に迫ってもらいたかった。 

 

〇  １０月３０日(金)「よみがえる幻の歌 古関裕而 歌謡ひろしま」(総合 後 10:45

～11:10 広島県域)を見た。現在放送中の朝ドラ「エール」の主人公のモデルとなった

人物が作曲したと聞いて非常に興味深く、魅力的な題材だった。資料が乏しいにもか

かわらずこの歌の歴史を探っていく過程はおもしろかったが、そもそもなぜレコード

化もされず資料もほとんど残されていなかったのかという疑問に迫っていなかったの

が残念だった。番組の終盤で高校生が原爆ドームを背景にこの歌を合唱するシーンが

あったが、ほとんどの高校生の顔に木陰がかかって暗く映っていたのが気になった。 

 

(ＮＨＫ側) 

例年は８月を中心にヒロシマに関連する番組を放送しているが、今

年は被爆７５年の節目でもあり、１年を通じて関連番組を放送してい

る。引き続き、核や平和について考える番組を放送していく。 

 

〇  １１月１３日(金)ラウンドちゅうごく「ｗｉｔｈコロナの観光新戦略」(総合 後

7:30～7:55 広島県域)を見た。データを駆使して新型コロナウイルスの感染拡大によ

って以前とは違ってきている現状をわかりやすく伝えており、経済番組としてとても

おもしろかった。海外で大きく成長しているアドベンチャートラベルの紹介は非常に

参考になった。「客単価を上げて持続可能な観光を作り、そこから地域の経済循環を

作ることが必要だ」という専門家の意見も非常に納得できるものだった。今後、例え

ばワーケーションや関係人口作りと称される、不特定多数向けかつ一過性で終わるよ

うな従来型の観光ではない、新たな観光のあり方を紹介する番組制作を期待したい。 

 

(ＮＨＫ側)  
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中国地方にとって観光と経済は重要なテーマであり、しっかりと取

材を続けていきたい。 

 

〇  １１月１３日(金)さんいんスペシャル「大山が育てた優駿(しゅん)～コントレイル 

無敗三冠へ～」を見た。撮影された日の天候が優れず、舞台となった大山ヒルズの周

辺環境のすばらしさや広大な施設の様子が映像からは伝わってこず残念だった。コン

トレイルの活躍ぶりとゼネラルマネージャーの馬への思いに焦点を当てていたが、次

回は天候のいい日に撮影していただくとともに、環境のよさや馬の世話をする人々た

ちの献身的な努力についてもぜひ取材してほしい。 

 

(ＮＨＫ側)  

出走予定のレースについても取材を行うなど、続編の制作を検討し

ている。頂いた意見を参考に、次回の番組作りに生かしたい。 

 

〇  １１月１７日(火)「いろ★ドリ」を見た。「西日本の旅」のコーナーで大山町を訪

れ地域の魅力を紹介していた。加藤向陽アナウンサーが「人のやさしさに触れ、大山

が大好きになった」と言っていたが、登場した人々の多くが他の地域から近年移住し

てきた人で、人選に違和感があった。加藤アナウンサーはとてもさわやかで、活躍す

る姿に好感をもった。大山は水のおいしさが有名であり、次回ぜひ取材してほしい。 

 

(ＮＨＫ側)  

頂いた意見を参考に、今後の番組作りに生かしていきたい。 

 

〇  「しまねっとＮＥＷＳ ６１０」内の企画「みんなのハモリ場かたり場＠しまね」

を連日見た。新型コロナウイルスの影響で大会が中止になるなど成果を披露する機会

を失った学生たちに、ＮＨＫが発表の場を作る取り組みはとてもよい。目標ができる

と部活動に参加することへの励みや意欲につながると思う。学校から持ち込まれた映

像のなかには画質や音質が悪く視聴しづらいものもあったため、例えばＮＨＫが撮影

の際に技術的な協力を行うとよりよくなるのではないか。各部から寄せられた動画が

松江局のホームページに掲載されているが、あまり知られていないように思うのでぜ

ひ積極的にＰＲしたほうがよいと思う。 
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 (ＮＨＫ側)  

頂いた意見は今後の番組制作の参考にしたい。ホームページでの展

開について、番組やＳＮＳを通じて随時伝えていきたい。 

 

〇  「情報維新！やまぐち」について、新型コロナウイルスの情報をはじめ、山口県内

のニュースや色々なコーナー、企画などを通じてバランスよく伝えており、安心して

見ることができる。番組のキャスターにも安定感が出てきたと思う。しかし、スタジ

オのセットが少し古めかしく感じられ、若い視聴者に訴求するためにも一新してはど

うか。次の「ＮＨＫニュース７」に切り替わると番組イメージの大きな違いに戸惑い

を覚えてしまう。 

 

(ＮＨＫ側)  

頂いた指摘を参考に検討したい。 

 

〇  １０月２０日(火)プロフェッショナル 仕事の流儀「非行の根っこに寄り添う～少

年育成指導官・堀井智帆～」を見た。問題行動を起こしてしまう少年少女を支援する

ための福岡県独自の取り組みは、とてもよい例で他県でも導入すべきだと思った。さ

まざまな事情を抱える子どもたちと自然な形で対等に接し、あきらめずにとにかく寄

り添い続ける堀井さんの姿はすばらしかった。とてもよい番組だった。 

 

〇  １１月８日(日)ＮＨＫスペシャル「新型コロナ 全論文解読～ＡＩで迫る いま知

りたいこと～」を見た。新型コロナウイルスに関する幅広い分野について、参考とな

る情報がふんだんに盛り込まれており、バランスの取れたよい番組だった。ニュース

だけを見ていると恐怖をあおられるような気持ちになるが、この番組では何を正しく

怖がるべきかがよくわかり好感をもった。桑子真帆アナウンサーの声が安定していて

聞き取りやすかった。新型コロナウイルスについては、健康や医療分野だけでなく、

経済や社会への影響についてもぜひ取り上げていただきたい。 

 

 (ＮＨＫ側)  

平日午後６時台のニュースでは、中国地方の各県を結んで新型コロ
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ナウイルスの感染拡大による各地の経済への影響に関する企画を随時

放送しているのでぜひご覧いただきたい。また１１月２８日(土)には

観光など地域経済への影響を取り上げた、ラウンドちゅうごく「ｗｉｔ

ｈコロナの観光新戦略」を再放送するほか、１２月４日(金)のラウンド

ちゅうごくでも「冬 新型コロナ 新たな備え」として経済面への影響

について取り上げる予定だ。 

 

〇  種苗法の改正案が国会で審議されているが、農家に大きな影響を与えるとの不安の

声もある一方で、法案そのものを知らない農家も少なくないと聞く。食の安全性への

関心も増してきており、そうしたことにも触れながら種苗法や農家との関わり、また

日本の農業そのものについても取り上げてほしい。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



1 

２０２０年１０月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１５日（木）、広島放送局において、１２

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モ

ニター報告と視聴者意向、１１月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

副委員長 小嶋ひろみ （夢二郷土美術館 館長代理） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

     笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授）  

川井田祥子   (鳥取大学地域学部 教授) 

坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

鷲見 寛幸 （大山町教育委員会 教育長） 

古市 了一 （株式会社ふるいち 代表取締役） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ代表取締役社長） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇  ９月１８日(金)ラウンドちゅうごく「また、語れる日まで～被爆者“コロナの夏”

を生きる～」を見た。新型コロナウイルスの影響で思うように証言活動を行えない２

人の被爆者を取り上げており、2020年が“ヒロシマ”にとってどんな意味をもつのか

を記録する意味で貴重な番組だった。オンラインの証言活動が紹介されていたが、実

際に被爆地を訪ねてこそ感じられるものがあるはずで、今後この活動がどう進むのか

注目している。新型コロナウイルスに配慮しながら“ヒロシマ”のことを伝えていく

にはどうすべきか、被爆者だけではなく、行政、マスコミも含めた対応が問われてい

ると感じた。番組の終盤で、被爆者が所蔵する膨大な資料のアーカイブ化について触
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れていたが、どこでどのように収蔵されるのかもっと詳しく知りたかった。新型コロ

ナウイルスの収束まではこのような状況が続くと思うので、どのように“ヒロシマ”

を伝えていくべきか、続編も期待したい。 

 

 (ＮＨＫ側) 

オンラインでの証言活動について、引き続き取材していきたい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「また、語れる日まで～被爆者“コロナの夏”を生きる～」を

見た。新型コロナウイルスの影響で証言活動が制限される中、被爆者の２人がもどか

しさに苦悩する姿に深く考えさせられた。被爆者の高齢化や新型コロナウイルスの影

響もあって、被爆体験を直接聞ける機会も減り続けている。被爆体験の継承は喫緊の

課題であり、最新技術を使った継承方法の模索や、今後の平和教育の進め方に関する

取材をぜひ進めてもらいたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

被爆体験の証言活動は、被爆者がこれまで大切に続けてきた活動で

あるだけに、彼らが苦悩している実態を伝えようと企画した。 

 

(ＮＨＫ側) 

今年は被爆７５年の節目の年であるうえ、新型コロナウイルスの影

響で未曽有の状況が広がった年でもあり、戦争や平和について一年を

通じて取り組んでいこうと考えている。１０月３０日(金)には「ラウン

ドちゅうごく」で俳優の木内みどりさんと画家の四國五郎さんの交流

を取り上げた番組を放送するなど、引き続き平和について考える企画

を検討していきたい。 

 

〇  ９月１８日(金)＠ｏｋａｙａｍａ「高校生最後の夏」を見た。新型コロナウイルス

の影響で目指していた大会が中止になり、３年生の同級生部員が次々に引退していく

中でも活動を続けて自己ベストを出したウエイトリフティング部員や、下級生主体の

チームを支える立場で試合に臨んだ３年生の野球部員など、厳しい状況でも高校生た

ちが自らどう行動すべきかを考え、一生懸命に取り組む姿はとてもすがすがしかった。
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高校生に寄り添うような温かいナレーションも印象的だった。今後は、文化系の部活

動についてもぜひ取り上げてほしい。 

 

〇  ＠ｏｋａｙａｍａ「高校生最後の夏」を見た。野球部の３年生部員が後輩らに道を

譲って裏方としてチームを支えることを監督に報告したシーンに大きく心が動かされ

た。ナレーションやテロップ、ＢＧＭなどからも困難な時期を過ごす高校生への気遣

いが感じられるなど、充実した内容の番組だった。できれば、彼らのその後の様子や、

同じく新型コロナウイルスの影響で卒業式や入学式を体験できなかった小中学生、こ

の時期に就職活動に直面した学生などについても取材して伝えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

苦境に立たされた彼らが、自ら考えて苦境を乗り越えていこうとす

る様子を伝えることができた。新型コロナウイルスの影響を大きく受

けた若い世代について、今後何か取材ができないか検討したい。 

 

〇  ９月２３日(水)「いろ★ドリ」を見た。鳥取市の劇場が毎年取り組んでいる「鳥の

演劇祭」に、新型コロナウイルスで苦境に立つ東京の演出家と俳優を招き、作品の上

演に挑戦してもらうという取り組みが紹介されており、少しでもこの厳しい状況を改

善しようという動きでとてもよいと思った。しかし、東京の演劇関係者がこの演劇祭

に参加できた理由や、資金面などイベントの実施に関連する周辺情報に触れられてい

なかったため、物足りなさを感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

放送時間の短いリポート企画だったため、取材したすべての情報を

盛り込むことが難しかった。 

 

〇  ９月２５日(金)さんいんスペシャル「√るーとｈｉｇｈ↑２ りも～とでも夏(な

つ)いね！」(総合 後 7:30～7:55 鳥取県域)を見た。進行役のディレクターがとても

人なつっこくておもしろく、マンボウやしろさんとともに番組を楽しく進めていた。

ゲストのいる東京のスタジオと鳥取県を結ぶリモート旅という新たな手法の演出であ
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ったが、臨場感あふれる楽しい紀行番組だった。５か所の中継場所の内、３か所が岩

美町だったので、ほかの地域でもぜひ撮影してほしかった。大山町でオクラを収穫し

て調理していたが、町の特産品でもあるブロッコリーも取り上げてほしかった。鳥取

県のよさが伝わる番組だと思うので、中国地方向けでもぜひ放送してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

技術的に中継ができる場所が限られており、今回の場所を選んだ。今

後技術的な課題を解決することができれば、県内のさまざまな地域を

訪ねることができるようになるのではないか。 

 

〇  さんいんスペシャル「√るーとｈｉｇｈ↑２ りも～とでも夏(なつ)いね！」を見

た。番組タイトルも内容も夏がテーマで放送時期が適切ではないと思った。１０月１

４日(水)「いろ★ドリ」内でも、この番組を５分間に再編集して放送していたが、や

はりいまの時期にそぐわない映像だった。ロケ先で出会った視聴者に「ＮＨＫ鳥取放

送局です」と声をかけたものの、「誰も見ん」と言われて去られたシーンを放送して

いたが、こういう自虐的な内容をなぜ放送するのかわからなかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

さまざまな事情により９月末の放送になってしまった。頂いた意見

をもとに、よりよい放送時期を考えていきたい。 

 

〇  ９月２６日(土)さんいんスペシャル「つながりを配信した夏 ～江府町 オンライ

ン盆踊り～」（総合 前 10:55～11:20 中国ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。江尾十七夜こだいぢ踊り

は、ゆったりとしたリズムの唄と優雅な振り付けが特徴的な盆踊りだと紹介されてい

たが、実際に舞う姿からはそれらの特徴を感じづらかった。新型コロナウイルスの影

響に屈さず、知恵を絞りながら地域の伝統行事を大事に守ろうとしている人々の姿を

描き、よくまとめられている番組だが、踊りの部分をもう少し魅力的に映すことがで

きれば、もっと心を打つ内容になったのでは。 

 

(ＮＨＫ側) 
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オンラインで盆踊りを実施することで伝統を守ろうとする地域の

人々を取材した。見る人を引き付けるような見せ方については、今後検

討したい。 

 

〇  １０月３日(土)ふるさと発見！８Ｋタイムラプス「中国地方編」(総合 前 7:30～

7:55 中国ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。新しい技術の成果を感じられる美しい映像だったが、名所ば

かり取り上げられていたのが非常に残念で、中国地方には紹介してほしいすてきな風

景がほかにもたくさんある。広島県出身のタレント２人がナレーターを務めていたた

めか、広島県以外の風景へのコメントが単調に感じられた。こういった番組ではナレ

ーターも出身地のバランスを取るように注意していただきたい。また、朝の時間であ

ったためか、画面左上の天気マークが表示されており、見ていて気になった。 

 

〇  ふるさと発見！８Ｋタイムラプス「中国地方編」を見た。タイムラプスのよさが全

く感じられないばかりか、８Ｋの魅力も生かされていなかった。被写体として選ばれ

た風景もありふれたものであり、構図にも工夫が感じられず全体的に不満の多い内容

だった。２人のナレーターのコメントからはタイムラプスの映像のよさがほとんど伝

わってこないうえ、彼らが広島弁を使うのもありきたりな演出のようにも感じられた。

天気マークと時報の表示はない方がよかったのではないか。なぜ土曜日の朝からこの

番組を放送しているのか、意図もよくわからなかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

８Ｋの本放送開始に向けてＮＨＫの各地の放送局で８Ｋの番組の制

作を試みてきたが、当時は機材が現在ほど豊富でなかったため、８Ｋ相

当の画質がある一眼レフカメラを使用したタイムラプスの番組を制作

した。 

 

(ＮＨＫ側) 

通常この時間帯では常に時報と天気マークを送出している。頂いた

意見は今後の参考にしたい。 
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〇  １０月５日(月)から始まった「もぎたて！」内の企画、「岡山ノスタルジア×ミル

・シル・ハレル！ＮＨＫ岡山放送局開局９０年キャンペーン」を見た。オリンピック

などの世界大会で大活躍した岡山県にゆかりのあるアスリートを取り上げた企画で、

地元での凱旋（がいせん）パレードの映像を中心に構成されており、非常に楽しく見

ることができたが、時間が短く物足りなさを感じた。来年の東京オリンピックへの機

運が高まる中、こういった映像をたっぷりと放送していただきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

岡山県をテーマごとに映像で振り返る企画で、それぞれ１分間でま

とめている。頂いた意見を参考に検討したい。 

 

〇  １０月８日(木)「もぎたて！」を見た。「おうちでミュージアム」という企画で岡

山県外の美術館を取り上げていて、とてもよい取り組みだと思った。ＮＨＫの各放送

局がそれぞれの地域の美術館を互いに紹介し合えば、美術館に親しむきっかけになる

のではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

頂いた意見を参考に、今後どのような企画ができるか検討したい。 

 

〇  １０月９日(金)「お好みワイドひろしま」を見た。ノーベル平和賞のニュースを伝

えた際、広島県に関連した話題として、被爆者の立場から核兵器廃絶を世界に向けて

訴え続けてきた日本原水爆被害者団体協議会が受賞できなかったことや、広島県の被

爆者へのインタビュー、核兵器禁止条約などが取り上げられていたのは非常によかっ

た。この条約は現時点であと３か国が批准すれば発効する予定で、発効した際は広島

の人たちの受け止め方や、日本や国際社会への影響など、ぜひ詳しく伝えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

頂いた意見を参考に、検討していきたい。 

 

〇  １０月９日(金) ＠ｏｋａｙａｍａ「釣り人万歳 あきらめない心で」をみた。釣り
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のシーンはもちろん、スズキの生育方法や生態、地元の神社でのお参りのシーン、お

いしそうなスズキの調理法など盛りだくさんの内容だった。ゲストの國村隼さんが魚

を釣り上げた際の子どものような笑顔が印象的で、３密の回避が求められるいま、こ

のように野外での楽しみ方を伝えることは重要だと感じた。舞台となった高梁川は一

昨年に水害が起きた河川の本流だが、ふだんの穏やかでのどかな風景が伝えられてい

てよかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

岡山県の魅力を紹介する、見ていてほっとできるような番組を放送

しようと企画した。 

 

〇  １０月９日(金)さんいんスペシャル「どうする？コロナ禍の避難」を見た。避難所

確保の問題について、島根県の全１９市町村の調査結果を松江放送局の記者が伝えて

いたが、非常にわかりやすかった。紹介されていた新しい避難先の事例や、地域と行

政が連携した避難所運営の先行事例からは学ぶものが多く、新型コロナウイルスの収

束後でも続けていくべきだと感じた。冬を迎えるにあたり、インフルエンザと新型コ

ロナウイルスの両方への対策に不安を抱えている視聴者も多いと思われる。冬場の新

型コロナウイルス対策の方法など、視聴者が少しでも安心できるような番組制作を希

望する。 

 

〇  さんいんスペシャル「どうする？コロナ禍の避難」を見た。島根県の市町村全てに

アンケート調査を行って結果を分析してまとめ、問題提起していたのがとてもよかっ

た。自治体自身が他の自治体と比較する機会はあまりないので今回の企画は貴重であ

り、特に自治体運営に関わる人たちにぜひ見てほしいと感じた。一方、スタジオで使

用していた調査結果をまとめたボードが大きすぎたために、角度によっては見えづら

い部分があった。例えば放送後にボードに記載されていた調査結果をホームページに

掲載すれば、さまざまな用途に活用できるのではないかと思った。また、番組の終盤

で内容をコメントでまとめていたが、スーパーなどの文字情報による補足もあるとよ

りわかりやすいと感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 
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島根県の全市町村の調査結果をすべて記載したため、ボードが大き

くなり見づらくなってしまったところがあるかもしれない。頂いた意

見を参考に今後冬場に向けて、引き続き取材を続け、工夫していきたい。 

 

〇  １０月９日(金)Ｙスペ！「水で“希望”を描き出せ！」を見た。発達障害を抱える

主人公が、ウォーターアートで人に喜んでもらえると自分もうれしくなるという感情

になかなか気づけないでいた、というコメントが非常に印象的で、誰かの役に立つこ

とが生きがいになるということを改めて感じた。新型コロナウイルスの影響で活動の

場が限られるなど厳しい状況においても、新しい手法による作品づくりに挑む姿を見

て勇気づけられるよい番組だった。「Ｙスペ！」でこうしたドキュメンタリー番組を

今後も放送してほしい。 

 

〇  Ｙスぺ!「水で“希望”を描きだせ！」を見た。継続して密着取材していたようで、

ディレクターの熱意に感心した。人に必要とされる存在であることが、息子を成長さ

せている、という彼の母親の言葉は、この番組の一番大切なメッセージだと思い強い

共感を覚えた。新型コロナウイルスの影響で主人公のように表現活動やイベントなど

に携わる人々にとって非常に厳しい状況が続いているが、彼がとにかく前に進もうと

する姿を見て、いまはとにかく頑張るしかないという気持ちになった。 

 

(ＮＨＫ側)  

発達障害と向き合いながら努力を続ける姿や、新型コロナウイルス

の影響で厳しい状況にありながらも前向きに生きようとする姿を描い

た。 

 

〇  ９月９日(水)歴史秘話ヒストリア「小津安二郎 日常というドラマ」を見た。小津

安二郎のエピソードが満載で楽しく見ることができた。彼は家族を描いた映画で世界

的な名声を得たが、その家族の中に戦争の影を描いていたという指摘が新鮮であった

ので、その点を掘り下げた番組を期待したい。 

 

〇  １０月８日(木)「あさイチ」の「みんなでシェア旅」のコーナーで島根県を特集し
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ていた。“神在月（かみありづき）”と呼ばれる見どころの多い時期を前にした非常

によいタイミングでの放送で、地域の観光産業への後押しとなったと思う。有名な観

光スポットの紹介だけではなく、雲南市の卵料理といった珍しい特産品の紹介もあっ

てよかったが、作り方についても伝えてほしかった。ゲストの島根県出身のお笑いコ

ンビ・かまいたちの山内健司さんが一般の島根県民の視点でコメントしており、楽し

く見ることができた。 

 

(ＮＨＫ側)  

島根県のよいところを全国に向けて紹介することができた。引き続

き地域のすばらしさを伝えていきたい。 

 

〇  １０月９日(金)ＮＨＫ地域局発 さんいんスペシャル「絶景！発見！感動！山陰 

滝★トリップ」を見た。滝をこよなく愛する出演者の２人が、各地の滝を存分に堪能

する様子を楽しく見ることができた。滝の見方に関する解説もわかりやすく、ドロー

ンを用いたふだん見られない視点から滝を鑑賞できたのもよかった。山陰地方が滝の

宝庫であることを知り、行ってみたい気持ちになった。 

 

(ＮＨＫ側)  

全国放送された番組はＮＨＫプラスでも配信されるので、より多く

の視聴者に山陰地方のよさを伝えられたと思う。 

 

〇  後半期の編成が始まったことに伴い、これまでの「おはよう日本」に加えて「ＮＨ

Ｋ地域局発」などの全国放送番組で、地域制作番組や全国各地のニュースがよく取り

上げられるようになり、島根県の話題が放送されないかといつも楽しみに見ている。

さんいんスペシャル「絶景！発見！感動！山陰 滝★トリップ」が全国放送されたこ

とで、ＮＨＫプラスで見ることができたのも非常によかった。地域制作番組のウェブ

展開が今後ますます進められることを希望している。 

 

〇  ９月１２日(土)ＥＴＶ特集「隠された毒ガス兵器」を見た。大戦末期にアメリカが

本土上陸戦に備えて日本での毒ガス兵器の使用を検討していたことや、それを警戒し
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た日本も毒ガス兵器を各地に備蓄していたこと、東京裁判では戦勝国のさまざまな思

惑により日本の毒ガス使用が不問に付されたことなど、歴史の闇のようなものが掘り

下げて描かれており、初めて知る話で興味深く見ることができた。証言をたくさん用

いていたがコンパクトにまとめられており、わかりやすく非常によい番組だった。 

 

〇  今年度のノーベル経済学賞の発表の際に、授賞理由に加え、受賞者の理論を用いた

電波オークションについてもきちんと解説していたのはＮＨＫだけだったように思う。

今後も取材力の維持向上に期待している。 

 

〇  「ひろしまタイムライン」について、過去のツイートが番組ホームページに移設さ

れたが、注釈や差別についての言及が不十分だと感じている。朝鮮半島出身の被爆者

である李鐘根さんの証言が掲載されたことはとてもよいが、例えば過去に放送した関

連番組が見られるようにするなど、視聴者が学び知ることのできる工夫がもう少しあ

るとよいと思う。 

 

(ＮＨＫ側)  

「ひろしまタイムライン」については、さまざまな意見を頂いており、

今後の参考にしたい。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年９月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１７日（木）、広島放送局において、１０人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「２０２０年度後半期の国内放送番組の編成」について説明があった

あと、「２０２１年度の番組改定」も含めて意見交換を行った。続いて、放送番組一般に

ついて活発に意見交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、１０月の番組編成について説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

副委員長 小嶋ひろみ （夢二郷土美術館 館長代理） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

     笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授）  

坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

古市 了一 （株式会社ふるいち 代表取締役） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ代表取締役社長） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

（主な発言） 

 

＜「2020年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「2021年度の番組改定」について＞ 

 

〇  インターネット活用業務において地方向け放送番組の提供とあるが、提供される番

組はどのようにして決められるのか。また、その番組数は決まっているのか。 

 

(ＮＨＫ側) 

提供する番組の選定基準や本数は決まっていないが、まずは 2020 年

度後半期から総合テレビに「列島ニュース」や「ＮＨＫ地域局発」を新
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設し、その中で多くの地域向け放送番組を取り上げたい。 

 

〇  「―大河ドラマ― 青天を衝（つ）け」では、「日本資本主義の父」と称される渋沢

栄一の人生を通じて、日本に刺激を与えてもらえると期待している。 

 

〇  新型コロナウイルスの影響でドラマの制作が遅れていたと思うが、現在はどのよう

な状況か。また、通常の番組制作が困難な状況だと思うので、過去に放送した番組の

活用も考えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

従来のような手法で制作を進めることはできないが、公開派遣番組

など一部の番組を除き、感染対策を万全にしたうえで順次制作を再開

している。また、ＢＳプレミアムでは過去に放送したドラマを「よみが

える伝説のドラマ」枠で放送、一部は４Ｋ相当の高精細画質化を施すな

どしている。今後もこうした取り組みを強化していきたい。 

 
＜放送番組一般について＞ 

 

〇  ７月１０日(金)＠ｏｋａｙａｍａ「小さな旅 里山の輝き 受け継いで ～岡山県 

吉備中央町～」を見た。心の琴線に触れるような旋律の番組テーマソングがとてもよ

い。新型コロナウイルスの影響で、目的や目標を明確に持って生活することが重要だ

と感じることが多い中、苦労を伴いながらもまっすぐに生きる登場人物の姿に大きく

心が動かされた。ブッポウソウの親鳥が自分の巣に産み付けられた他の鳥の卵を割っ

て潰してしまうシーンがあったが、その様子を見て自然の厳しさを知ったときの少女

の複雑な表情がとても印象的だった。各場面の描写が優れておりよい番組だった。 

 

 (ＮＨＫ側) 

丁寧な取材を今後も続けて、地域の魅力を広く伝えていきたい。 

 

〇  ７月１７日(金)ラウンドちゅうごく「ドキュメント信用組合 ～“戦後最悪”コロ

ナ危機の深層～」を見た。広島市の信用組合の理事長の熱意が伝わる、よい番組だっ
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た。一方で、実質無利子・無担保融資という言い回しがこの番組に限らず強調されて

伝えられているが、無利子の期間は３年間であることを正確に伝えるべきではないか。

また、新規事業者に対する融資計画や家賃補助の取り組みが紹介されていたが、この

状況で実際に新たに事業を始める人がそれほどいるのかと疑問に感じた。この番組で

は融資を行う信用組合に焦点を当てていたが、融資を受けて実際に事業を行う側の視

点からも番組を制作してほしい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「ドキュメント信用組合 ～“戦後最悪”コロナ危機の深層～」

を見た。見応えのある番組だったが７月時点の途中経過報告として受け止めたので、

継続して取材し続報を伝えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

実質無利子・無担保融資について、最初の３年間に限って無利子であ

ることはナレーションで説明していたが、今後は伝え方をさらに工夫

したい。この番組では７月時点の最新状況を伝えたが、苦境に立つ企業

や飲食店の状況を引き続き取材し地域経済の実態を伝えていきたい。 

 

〇  ７月１７日(金)Ｙスペ！「最後の夏」(総合 後 7:30～8:14 山口県域)を見た。新型

コロナウイルスの影響で目標とする大会などを失った高校３年生に発表の場を提供し

ようという番組の趣旨から、制作者の熱い思いが伝わり感動した。複数の部活動が共

同して行ったパフォーマンスなど、新鮮な発想も感じられた。取り上げる学校が県西

部に偏っているようには感じたが、高校生の悔しさや懸命に取り組む姿を見て、胸が

熱くなった。 

 

(ＮＨＫ側) 

ふだん取り上げることが少ない部活動を中心に焦点を当て、高校生

の気持ちに寄り添った新しい視点で番組を制作することができたと考

えている。 

 

〇  ７月３１日(金)ラウンドちゅうごく「語りだす被爆建物」を見た。５つの建物とそ
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れらにゆかりのある被爆者などの証言という構成でとても見やすかった。ふだんは目

にすることのできないふかんで撮影した映像は新鮮でとてもよかった。番組終盤に被

爆建物である給水塔を背景に遊ぶ子どもたちの場面は、平和の尊さを改めて感じられ

るよい演出だった。日本銀行広島支店が原爆投下の翌々日には業務を再開していたと

あったが、当時の様子を取材してぜひ伝えてほしい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「語りだす被爆建物」を見た。被爆建物にゆかりのある人への

インタビューを中心に構成していたが、被爆建物自体に焦点を当てて客観的に紹介し

てもよかったのではないか。また映像の質が高かっただけに、画面右上に常時表示さ

れていた番組名のテロップが映像美を阻害する不要なもののように感じた。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「語りだす被爆建物」を見た。映像が美しく、また被爆建物に

ゆかりのある人へのインタビューもよかった。一方で、複数の被爆建物を簡潔に紹介

するにとどまっており、被爆建物をどのように保存し活用するかという視点で掘り下

げてほしかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

ドローンやクレーンなどの機材を用いて、８Ｋカメラで撮影を行っ

た。画面右上のテロップは番組を途中から見た人にも伝わるように表

示していたものだが、意見は今後の参考にしたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

被爆建物が次々に取り壊されて少なくなる中、後世に被爆の実相を

伝えたいという思いから、８Ｋカメラで撮影する取り組みを始めた。被

爆の２日後に日本銀行広島支店が営業を再開したことは過去にＮＨＫ

スペシャルで取り上げたが、原爆で甚大な被害を受けながらも復興に

取り組んだ人々については、今後も伝えていきたい。 

 

〇  ８月６日(木) れいわのへいわソング ＦＲＯＭ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ(総合 後

7:30～8:15 中国ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。歌手の人選などからして若年層への訴求を企図した
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ものだと感じた。原爆や戦争のことを深くは知らずとも関心を持ち忘れずにいてほし

いという思いが伝わる番組だった。また、スタジオの出演者に加えリモート参加した

出演者も含めた全員での合唱は、感染対策を逆手に取って工夫を凝らした演出だと感

心した。 

 

(ＮＨＫ側) 

被爆者が減少し被爆体験の継承が課題となる中、若い世代に関心を

持ってもらいたいと考え、同世代のゲストを招いて番組を制作した。 

 

〇  ８月６日(木) 土門拳のヒロシマを探して「戦後７５年を生きた人たち」(総合 後

8:15～8:40 中国ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。写真家の土門拳が撮影した当時もまだ数多くの被爆

者が入院していたことを知り、被爆の実相を後世に伝えるよい番組だと感じた。 

 

〇  土門拳のヒロシマを探して「戦後７５年を生きた人たち」を見た。被写体となった

人が土門拳によって撮影されていた事実を初めて知った様子から、彼は人ではなく事

物として撮影したのであろう。しかし番組では被写体となった人自身に焦点を当てて

おり、土門拳の捉え方とそごがあるように見えて違和感を覚えた。 

 

(ＮＨＫ側) 

いまもご存命の元患者が多くいらっしゃることが分かったので、引

き続き取材し、新たな企画への展開も検討したい。また、土門拳は原爆

による惨劇に心を痛めており、被爆者に心を寄せて撮影を行ったと考

えている。 

 

〇  ８月７日(金)ラウンドちゅうごく「１９４５ひろしまタイムライン夏 もし７５年

前にＳＮＳがあったら」(総合 後 7:30～8:42 中国ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。ゲストの田村淳さ

んの、戦争当時の検閲やメディアに関するコメントが的確で感心した。また、３つの

ＳＮＳアカウントの８月６日の投稿が一つ一つスクリーンに映し出されたことで、現

実味を持って当時の出来事を感じ取ることができた。投稿を読み上げるナレーション

の声にも臨場感がありよかった。一方で、生放送のせいかカメラワークの失敗や耳障
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りな雑音が混じるなど、番組に集中できない部分があり残念だった。問題となってい

る投稿について、在日韓国・朝鮮人の方の気持ちを想像し、謝罪の対象として言及す

る必要があるのではないか。たとえ善意に基づく企画だとしても、差別を受けたと感

じる人の視点に立って考えることが大切だと思う。また、投稿を作成している市民も

ＳＮＳ上で批判の対象となっており、これ以上批判を広げないためにも、当該投稿は

削除することがＳＮＳにおける責任の取り方として適当ではないか。批判を受ける投

稿をしたことは残念だったが、被爆体験や戦争を後世に伝えようという企画や番組自

体は高く評価しており、一連の問題の検証も含めて引き続き番組制作を行ってほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

音声のノイズについては確認して今後の対策を考えたい。差別を助

長していると受け取られた投稿が、見る人にどのように受け止められ

るか、在日韓国・朝鮮人の方々に対してどのような影響を及ぼすかにつ

いて、配慮が不十分だったと考えている。被爆体験の継承という趣旨で

春から継続している企画のため、投稿の削除は行っていないが、番組ホ

ームページやＳＮＳで経緯の説明、今後の対応を掲載した。投稿を作成

している参加者の方々に対しても、面会して一連の経緯と再発防止策

について説明を行っているところだ。 

 

(ＮＨＫ側) 

原爆や平和について知り考えてもらうことを趣旨とした企画だった

が、新しい試みを行う際には十分に注意を払うことが必要だと痛感し

ている。 

 

〇  ９月４日(金)ラウンドちゅうごく「３年９組～沼田高校 それぞれの夏～」を見た。

公立高校の体育コースの３年生を取材し、新型コロナウイルスの影響を受けた生徒と

教師それぞれの葛藤や悩みを描いており、非常に考えさせられた。生徒たちが現状を

何とか前向きに捉えようともがきつつ、加えて進路をどうすべきか悩み続ける姿に心

が痛んだ。生徒を前向きに導こうと努力する教師の姿勢や指導方法は、似た状況にあ

る人々の参考になったのではないか。生徒と教師にそれぞれ声援を送りつつも彼らか
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ら励まされたような、非常によい番組だった。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「３年９組～沼田高校 それぞれの夏～」を見た。当たり前に

あるものとして目指していた大会を失った生徒たちの心の葛藤や、自分の人生に向き

合い始めた瞬間を見事に映し出していた。生徒へのインタビューでも、飾らない率直

な思いを引き出せていたと思う。今後は新型コロナウイルスの影響で通学さえままな

らない大学生を取り上げて、大学教育のあり方や学校教育全般のあり方を問うような

番組も制作してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

悩みを持つ若い人達が、葛藤や不安を抱えながらも前を向こうとす

る姿を取材した。この回は１０代・２０代の若い世代にもよく見ていた

だけた。新型コロナウイルスが教育現場に与える影響や、新たな形式に

よる教育の可能性について、今後も検証していきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

７月１０日(金) Ｙスペ！「どうする？コロナ時代の学校教育」(総合 

後 7:30～8:00 山口県域)では、新型コロナウイルスの影響を受ける学

校教育について取り上げたが、この番組で取り上げなかった大学教育

については取材を検討したい。 

 

〇  ９月４日(金)さんいんスペシャル「島根に刻む“僕たちの足跡” ～球児たちの最

後の夏～」を見た。高校の野球部の２人の投手に焦点を当てつつ、さまざまな話題を

交えながら最後の大会までの軌跡をよく掘り下げて取材していたと感じた。また、高

校生ながらも地域を背負って戦うという意識を持っていることが伝わり感心した。 

 

(ＮＨＫ側) 

高校球児に寄り添って取材することで、彼らの複雑な心境や、逆境を

跳ね返し成長する姿を記録することができた。 
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〇  ９月４日(金)さんいんスペシャル ザ・ディレクソン ｉｎ 島根「分断を超え

ろ！」(総合 後 7:57～8:42 島根県域)を見た。出演していた人々が個性的で、また島

根県の地域活性化への取り組みも番組内で紹介されており見応えがあった。出演した

人どうし直接会えたことを喜びあう場面があったが、オンラインで簡単に交流できる

からこそ直接会って話すことの価値も考えさせる秀逸な番組だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組の中で提案された内容を参考に、地域放送やイベントなど

への展開を検討したい。 

 

〇  ９月１１日(金)＠ｏｋａｙａｍａ「高畑 勲 ～日常へのまなざし～」を見た。岡

山県立美術館で「高畑勲展」が開催されており、時宣を得たよい放送だった。８歳か

ら約１０年を過ごした岡山県の風土や景色が、彼の作品や考え方に及ぼした影響につ

いて具体的に描かれていており、興味深く見ることができた。戦時下での幸せの見つ

け方や、生きている手応えがあれば幸せになれるという彼の言葉は、新型コロナウイ

ルスの影響がある今に通じるものであり、とても感慨深かった。 

 

〇  ＠ｏｋａｙａｍａ「高畑 勲 ～日常へのまなざし～」を見た。岡山県との関わり

を中心に描いた番組で、心を揺さぶられる場面がたくさんありとてもよい番組だった。

宮崎駿監督との手法の相違による葛藤や苦労を知り、心が締め付けられた。同じ制作

会社で過ごした２人の日々が非常に興味深かったので、今後はこの点を掘り下げた内

容について番組を制作してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

故郷の岡山県とのつながりや彼の信念などを丹念に掘り下げて伝え

た点を評価していただき、現場の励みになる。 

 

〇  ９月１１日(金)Ｙスペ！「お便りさんぽスペシャル 私はコレに夢中！」を見た。

藤本珠美キャスターに親近感を持つことができ、見ていて心温まる番組だった。取材

を受けた人たちの思いや何かに夢中になる姿が印象深く、元気づけられた。 



 

9 

 

〇  Ｙスペ！「お便りさんぽスペシャル 私はコレに夢中！」を見た。取材を受けた人

にとっては、番組への出演が人生の貴重な経験になっていると感じ、情報を伝えるこ

とだけでなく取材を受ける人を応援することも地域放送が果たしている役割ではない

かと考えさせられた。一方で、これまで取材してきた場面をつなぎ合わせただけのよ

うに感じたので、違和感なく見ることのできる演出面での工夫を考えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

取材を受けて頂いた方々のさまざまな人生をうかがい知ることがで

き、よかったと思う。今後も取材相手に寄り添った番組制作をしていき

たい。 

 

〇  ８月２日(日)に全国放送され、２２日(土)に広島県向けに放送された「日本陸上選

手権伝説～頂上決戦 秘蔵映像スペシャル～」(総合 前 10:50～11:50 広島県域)を見

た。これまで「日本陸上選手権」について、長距離種目は途中経過も含めすべて中継

するよう要望してきたが、先日民放で別の陸上大会を放送していた際、アプリを利用

したマルチアングルライブ配信をしているのを見た。ＮＨＫでもこのようなサービス

の提供をぜひ検討してほしい。また、来年１月の都道府県対抗駅伝の中止が決まった

が、過去の名場面集や、当時大会に出場していた選手への取材などから構成する特集

番組を制作してはどうか。 

 

(ＮＨＫ側)  

頂いた意見は今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

〇  ８月６日(木)ＮＨＫスペシャル「証言と映像でつづる原爆投下・全記録」(総合 後

10:00～11:00)を見た。日米双方の動きを大局的に捉えており、見応えのある番組だっ

た。核開発は科学技術の発展の象徴だと思うが、使い方しだいでは人類を破滅に導く

ということを警告しており、改めて原爆投下の歴史的意味を考えさせられた。 

 

(ＮＨＫ側)  

海外取材ができない中、広島局が中心となり福岡局と連携し、発掘し
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た新資料などをもとに制作した。 

 

〇  ８月１５日(土)ＮＨＫスペシャル「忘れられた戦後補償」(総合 後 9:00～9:59)を

見た。被爆者への補償制度の成立過程について描く一方、空襲などによる民間人の戦

災犠牲者や被災者への補償がなされていないことについて問題提起するよい番組だっ

た。ドイツやイタリアでは軍人と民間人を区別することなく補償の対象としてきたが、

日本では補償対象が主に軍人に限られること、また同じ軍関係者においても補償の違

いがあるなどの差別構造について、改めて知ることができた。 

 

〇  ８月１６日(日)ＮＨＫスペシャル「アウシュビッツ 死者たちの告白」を見た。同

じユダヤ人でありながらナチスによるユダヤ人の大量虐殺に加担させられた「ゾンダ

ーコマンド」と呼ばれる人々の苦悩が感じられる、秀逸な番組だった。 

 

〇  ９月７日(月)に「台風１０号」関連のニュースを見た。感染拡大防止の観点から避

難所の定員を著しく減らした結果、複数の避難所が満員で受け入れできないという情

報が伝えられていたが、それに対する行政の対応や県民に求められる行動を伝えてほ

しかった。また、街頭インタビューの映像は、複数の番組で同じ映像を使い回してい

るように感じた。 

 

(ＮＨＫ側)  

避難所が満員になるという事象については、原因や問題点などの検

証をしたい。街頭インタビューについては、ニュースごとに異なる映像

を使用することは人員や時間の制限上難しいため、同じ映像を繰り返

し使用する場合があるが、できるかぎり多くの方のインタビューを取

り上げられるよう今後も努めていく。 

 

〇  ９月１４日(月)ニュース「自民党総裁選 投開票」(総合 後 2:00～3:55)を見た。

今回の総裁選でも候補者３人のうち２人が中国地方出身者であり、中国地方が輩出し

た総理大臣の人数の多さは地域が誇るべきものの一つとして、番組の題材になるので

はないかと感じた。 
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ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



1 

２０２０年７月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１６日（木）、広島放送局において、８人の

委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モ

ニター報告と視聴者意向報告、８月の番組編成の説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

副委員長 小嶋ひろみ （夢二郷土美術館 館長代理） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

     笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授）  

坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇  ６月１９日(金) ラウンドちゅうごく「緊急特番 河井前法相夫妻逮捕の波紋」を見

た。速報性のある番組だったが、現金を受け取った広島県の自治体の首長や議員の責

任について触れておらず残念だった。また、マスメディア全体の問題として、検察の

公表に沿った報道がなされる傾向を懸念している。今回の事件の背景には、政治的な

確執や思惑などがあるのかどうかという観点から取材がなされていなかったため、表

面的な内容に終始していたように感じた。近年では無料動画サイトなどで政治的な問

題について解説されており、報道機関としてもぜひ踏み込んだ内容の番組制作を期待

したい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「緊急特番 河井前法相夫妻逮捕の波紋」を見た。広島政界だ

けでなく永田町の問題でもあるという日本大学法学部の岩井奉信教授のことばは、的
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を射たものだと感じた。また、補欠選挙の見通しについて分かりやすく伝えていたが、

今後は広島県内の各自治体のものも含めて、今回の事件を引き金に行われる選挙につ

いてまとめて伝えてほしい。番組の最後に、河井前法務大臣が証拠隠滅を図った事実

を強調して伝えていたが、キャスター自身の感想を伝えて番組を締めてほしかった。

また、一部の出演者の滑舌がよくなくて聞きづらく、番組に集中できない部分があっ

た。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「緊急特番 河井前法相夫妻逮捕の波紋」を見た。時宜を得た

放送であり、論点も整理されており分かりやすく伝えられていたと思う。しかし、河

井克行氏が法務大臣を辞任した際の問題については触れていなかったため、もの足り

なく感じた。今後は現金を受け取った政治家の倫理的・道義的責任についても厳しく

追及してほしい。また、今回の事件の背景については、選挙をめぐる政治と金に関す

る構造的な問題があるという視点でも伝えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

政治家の犯罪を取り上げる際には、一般的には犯罪の事実、事件の背

景、政界への影響など今後の見通しの３点が主な論点として報道され

るが、ＮＨＫでは取材を通じて知りえた事実を積み上げて報道してい

る。この番組は速報性を重視して制作したが、今後も取材を重ねニュー

スや番組を通じてこの事件を詳しく伝えていきたい。前法務大臣が証

拠隠滅を図ったという情報は、放送の直前に入手した情報であり強調

して伝えた。 

 

(ＮＨＫ側) 

事件を扱うときは、逮捕の経緯や容疑について詳細に伝えるため、捜

査機関の主張に沿った報道という印象を視聴者に与えてしまうことも

あり、被疑者や弁護側の主張をどこまで伝えられるかは犯罪報道にお

ける長年の課題である。被疑者が容疑を否認している場合にはその主

張も丁寧に伝えるよう徹底している。 
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〇  ６月２６日(金) ラウンドちゅうごく「Ｗｉｔｈコロナを生きる ～危機と闘う人

々の記録～」を見た。取材対象が幅広く、また一人一人の実情が伝わってくるよい番

組だった。一方で、雇用を失った人に対する行政の支援についても詳しく伝えてほし

かった。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回は取材対象が多岐にわたり、時間尺の制約もあった。行政の取り

組みについても今後、適宜取材し、伝えていきたい。 

 

〇  ７月３日(金) ラウンドちゅうごく「西日本豪雨２年 水害と新型コロナから命を

守る」(総合 後 7:30～8:42 中国ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。時間を拡大して放送していたが、内

容がよく整理されており、また出水期を迎えた中での放送で、時宜を得ていた。ただ、

番組冒頭で放送概要を紹介しているにも関わらず、番組の途中で次の項目をそのつど

画面上に示す必要はあるのか疑問に感じた。また、無料通話アプリで災害情報を共有

する取り組みを紹介しているのはよかったが、先日の大雨の際に実際に活用されたの

か気になった。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「西日本豪雨２年 水害と新型コロナから命を守る」を見た。

情報量は多かったがあまり新鮮味を感じなかった。また、ＢＧＭの使い方に違和感が

あり、特に問題解決の糸口を伝えるシーンなど制作者や出演者が強く伝えようとして

いる場面での音楽が過度で、あおられているような気分になるだけでなく、出演者の

会話の妨げになっているように感じた。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「西日本豪雨２年 水害と新型コロナから命を守る」を見た。

分散避難を実際に想定した内容が伝えられており、自分自身の避難を考え直す機会と

なった。また、災害時に移動用のバスを供出する取り決めを自治体と締結した山口市

のバス会社の取り組みを見て、地域社会における自助や共助の精神が感じられ感心し

た。ただ、災害発生時には会社も相応の打撃を受けると予想され、地域支援の対価と

なるような会社側の利点はないのか疑問に思った。無料通話アプリを用いた取り組み

について、自治体によってこうした先進的な取り組みに対する積極性に差があるのは
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なぜかということも疑問として残った。番組の後半で、復旧工事の遅れについて自治

体の担当者に取材していたが、取材によって自治体の意識が変容することもあると思

うので評価したい。しかし、一地方自治体の力では解決されない問題でもあるので、

問題の本質については、さらに掘り下げて取材してもらいたい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「西日本豪雨２年 水害と新型コロナから命を守る」を見た。

要点をまとめて伝えていたので、必要な情報を整理しながら見ることができた。復興

の遅れについては、復旧工事の影響で生活に支障をきたしている被災者が発生してい

る事例など、必要な支援が適切に届いていない現状を掘り下げて伝えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

無料通話アプリを用いた情報共有については、全国に先駆けた取り

組みとして紹介したが、先日の大雨の際にどのように利用されたのか

引き続き取材したい。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組の次の項目を画面上で示す演出は一般的な手法で、７２分間と

長い番組のため番組途中から見る視聴者を念頭に実施しているが、番

組冒頭から見ている視聴者にとっては過剰ではとの指摘は参考にした

い。企業の防災活動への参加については、防災が行政頼みとなっている

現状を打破するような地域ぐるみの取り組みの例として紹介した。各

自治体さまざまな形態で先進的な取り組みは行われており、引き続き

伝えていきたい。いまも支援を必要としている被災者も多く、今後も取

材を重ねていく。 

 

〇  ７月６日(月)～１５日(水)「情報維新！やまぐち」で大雨関連のニュースを見た。

災害情報を得るために見ていたが、併せてＮＨＫニュース・防災アプリを利用した。

災害情報や雨雲の様子を知ることができ避難の判断に有用なアプリだと感心したので、

番組の中でも紹介して普及に努めてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 
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ＮＨＫニュース・防災アプリについては、普及も兼ねて今後もニュー

スなどで使い方を説明していく。 

 

〇  ７月８日(水)「しまねっとＮＥＷＳ ６１０」で「＃ぬりえでＳＴＡＹＨＯＭＥ」

という企画を見た。塗り絵を投稿した子どもたちの生活風景を取材したものだったが、

新型コロナウイルスの感染拡大により家で過ごす時間が多い中、自分の塗り絵が放送

で紹介されて、とても喜んでいる子どもたちの様子を見て、視聴者参加型の企画はテ

レビの持つ大きな価値の一つだと感じた。１４日(火)、１５日(水)の放送では、江の

川の氾濫をきめ細かく伝えていたので、流域のさまざまな事業者の被害状況がよく伝

わった。一方で、氾濫に至る構造的要因や対策のあり方についての説明がもの足りな

かったので、今後の防災のためにも引き続き取材してもらいたい。また、消防団など

の自治組織が活躍して被害を最小限に抑えた事例もあり、地域で取り組んでいる防災

活動についても焦点を当ててほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「＃ぬりえでＳＴＡＹＨＯＭＥ」は反響が大きく、投稿募集をしてい

た松江局ホームページの訪問者数も増加した。江の川の氾濫について

は、１６日(木)の「しまねっとＮＥＷＳ ６１０」で流域に被害をもた

らした一因とされるバックウォーター現象の解説を行う予定だ。 

 

〇  ７月１０日(金)＠ｏｋａｙａｍａ「小さな旅 里山の輝き 受け継いで ～岡山県 

吉備中央町～」を見た。ブッポウソウの保護活動を通じた地元の人々や子どもたちの

交流だけでなく、吉備中央町の自然の美しさや自然と人間の共生についても考えさせ

る構成になっており、映像と音へのこだわりも感じられてよかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は１２日(日)に全国放送した「小さな旅」を岡山県域で先行

放送したものだ。今後も地域の誇りを紹介する番組を制作していきた

い。 
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〇  ７月１２日(日)小さな旅「ユナちゃんの瑠璃（るり）色の鳥～岡山県 吉備中央町

～」を見た。番組内で使用していたブッポウソウの静止画は高画質で感心したが、対

して動画の画質は悪くブッポウソウ本来の美しさが伝わってこず残念だった。また、

番組の副題と関連のない内容が取り上げられている点に違和感を覚えた。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組の主要な構成要素を副題にしているが、一部異なる内容を扱う

こともある。 

 

〇  ７月１０日(金) さんいんスペシャル「それぞれの“最後の夏” ～２０２０ 高

３が向き合う部活～」を見た。ふだん取り上げられることが少ない部活動に焦点を当

て、新型コロナウイルス感染拡大の影響で発表や活躍の場が限られて厳しい状況にあ

りながらも、真摯（しんし）に部活動に取り組む高校３年生の様子を丁寧に伝えてい

たことに感心した。 

 

(ＮＨＫ側) 

新型コロナウイルス感染拡大の影響がある中でも意欲的に部活動に

取り組む生徒たちの姿を、少しでも多く紹介したいと考えて制作した。 

 

〇  ７月１０日(金) Ｙスペ！「どうする？コロナ時代の学校教育」を見た。時宜を得た

放送であり、子を持つ親が知りたい情報について論点を絞って伝えていたので、非常

に分かりやすかった。教育評論家の尾木直樹さんの的確な意見にも説得力があった。

番組中で、感染防止と体育祭開催の両立を図る方法を子どもたちが主体となって考え

る取り組みを紹介していたが、柔軟な発想で新たな競技方法を生み出す様子に非常に

驚かされ、従来の教育に一石を投じるものだと思った。一方で、他の都道府県に比べ

て山口県のオンライン授業の環境整備があまり進んでいないように感じており、ぜひ

この点について取り上げていただきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

新型コロナウイルス感染拡大の影響がある中でも発想しだいで状況
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を好転させる瞬間を伝えることができてよかった 

 

〇  ７月１４日(火)「もぎたて！」で「おうちでミュージアム」という企画を見た。長

期休館中の大原美術館について紹介しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響下

でも文化の発信を大切にしていく姿勢が見て取れた。大原美術館を大切に思う地元の

人々への貢献にもなったのではないか。厳しい状況が続くと思われるが、文化や芸術、

伝統芸能について今後も発信し続けてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

アナウンサーがスマートフォンを使って、一人でロケを行い、機動的

に美術館の魅力を伝えることができる企画だ。全国的にも同様の企画

が広がっており、特別展などに限らずふだんから地元の美術品を発信

できるなど汎用（はんよう）性が高い制作手法で、今後も続けていきた

い。 

 

〇  ６月２１日(日) 目撃！にっぽん「パイゾンが見たニッポン～出雲 外国人労働者

はいま～」を見た。景気の減速に伴い大手電子部品メーカーに勤める日系ブラジル人

従業員の雇用が次々と失われている状況について、取材に対して会社側からの回答が

文書にとどまっていたことがとても残念だった。退職を余儀なくされた人を中心に構

成していたが、地域経済への影響が非常に大きい企業であるため、企業側の主張や地

域住民の視点もきちんと伝えるべきだと思う。また、数千人におよぶ地域に住む外国

人労働者への対応は自治体が主体的に担うべきで、行政側の考えや善後策を含めて取

材を続け、取り上げていただきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

会社側へのインタビュー取材を申し込んではいたが実現には至らず、

文書による回答を得るにとどまった。地域経済に大きな影響力を持つ

企業であり、課題解決への糸口を探るためにも、取材を受けてもらえる

よう粘り強く交渉を続けていきたい。 
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〇  ６月２４日(水) 病院ラジオ「あの子どうしてる？スペシャル」(総合 後 7:57～8:42)

を見た。日常ではあまりうかがい知ることのない依存症治療の専門施設や小児専門病

院をお笑い芸人のサンドウィッチマンの２人が訪ね、患者やその家族と交流する姿が

いつもほほえましく、見ていてとても心が温まる番組だ。 

 

〇  ７月５日(日) ＮＨＫスペシャル 戦国～激動の世界と日本～（２）「ジャパン・シ

ルバーを獲得せよ 徳川家康×オランダ」を見た。最新の研究に基づいて戦国を描き

出しており、従来の歴史観を覆すような内容で、今後の教科書が書き換えられるかも

しれないと感じる秀逸な番組であった。 

 

〇  気象情報について、地域放送でも全国放送と同様にさまざまな気象画面を使って解

説するのを見て、防災に役立つ質の高い情報をきめ細かく提供しており感心した。一

方で、情報が高度であるがゆえにその解釈については気象予報士の説明に頼るところ

が大きく、視聴者が見てわかるような内容ではなくなってきている気がする。気象画

面の読み取り方を説明する機会を設ければ、視聴者の理解促進につながり防災にも一

層役立つと感じる。 

 

(ＮＨＫ側) 

本部で使用している気象作画システムは全国の放送局でも使用でき、

気象予報士が自分で画面を操作しながらきめ細かい気象情報を提供で

きるようになっている。 

 

(ＮＨＫ側)  

近年の気象変動の影響により、気象予報士でも気象情報を読み解く

のは難しくなっているが、少しでも視聴者の防災意識の向上につなが

る情報を提供できるよう検討したい。 

 

〇  新型コロナウイルス感染拡大の影響で臨時休校が長く続くなど、児童や生徒たちは

前例のない環境を体験している。特に部活動に取り組んできた中学３年生や高校３年

生にとって、試合や発表の機会が奪われており寂しい思いをしているのではないか。
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中国地方５県で彼らを取り上げる企画を作ってみてはどうか。 

 

〇  災害キャンペーンや被爆７５年キャンペーンのイメージスポットの映像や音楽の

質が非常に高く、メッセージも強く伝わってくるなど、とても感心した。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



1 

２０２０年６月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１８日（木）、広島放送局において、１２人

の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、６月７日(日)に放送した「これでわかった！世界のいま」の内容につい

て報告があった。会議では、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続い

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

了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

副委員長 小嶋ひろみ （夢二郷土美術館 館長代理） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

     笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授）  

川井田祥子   (鳥取大学地域学部 教授) 

坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

鷲見 寛幸 （大山町教育委員会 教育長） 

古市 了一 （株式会社ふるいち 代表取締役） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ代表取締役社長） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇  ５月２２日(金) ラウンドちゅうごく「コロナでもつながりたい 注目！オンライ

ン」を見た。メインキャスターの出山知樹アナウンサーをＤＪに見立てた演出や、か

わいらしいデザインのスーパーの使用など、楽しく気軽に見ることができた。出山ア

ナウンサーがダンスに挑戦する様子が印象的で、親近感が湧いた。プロのダンサーに

よる演技に時間を割いていたがそれほど新鮮味はなく、出山アナウンサーの頑張って

いる様子をもっと見たかった。外出自粛など新型コロナウイルスへの対策が求められ
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る今だからこそ、こうした温かく優しい気持ちになれる番組が必要だと感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

思うように外出できず運動不足に悩む人が多いことから、自宅でも

気軽にできる運動を紹介しようと出山アナウンサーによるダンスを企

画した。今後も時宜にかなった番組を制作していく。 

 

〇  ５月２２日(金) さんいんスペシャル「鳥取の新しい生活様式とは？ みなさんの

疑問・不安に答えます」を見た。新型コロナウイルスの影響もあって急ピッチで環境

整備が進められるＩＣＴ教育について、教育現場で取り組みを進める校長のインタビ

ューを交えながら掘り下げており、将来の学校像や授業の進め方が分かる内容で参考

になった。取材対象が県の教育委員会だったためか県立学校の対応を中心に紹介して

おり、県立学校ほど設備や人員面で恵まれていない市町村立学校の対応や、そこに通

う子どもたちへの影響などについても知りたかった。外出自粛で体を動かす機会が少

なくなった高齢者のために、簡単にできる運動を紹介する企画はよかった。また、番

組で紹介できなかった質問に「いろ★ドリ」内で答えている点もいいと感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回は子どもと高齢者をテーマに番組を構成し、平井伸治県知事に

も出演いただいた。指摘を参考に今後の番組制作に取り組みたい。 

 

〇  これまで、新型コロナウイルスに関連した「さんいんスペシャル」は３回放送され、

いずれも生活に密着したテーマを取り上げておりとてもよかったが、今後はぜひ文化

芸術をテーマに取り上げてほしい。鳥取県内でも文化芸術に携わる人は少なくなく、

大小さまざまある文化施設の経営はいずれも厳しい状況にある。実演芸術家だけでは

なく、舞台を支える音響や照明を担う業者も苦境にあえいでいる。文化芸術に携わる

人々の声を拾い上げると、文化芸術は不要不急のものではなく暮らしに欠かせないも

のだと伝わると思う。放送をきっかけに、ドイツのような文化芸術への積極的な支援

が鳥取県から始まらないかと期待している。 
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〇  ５月２２日(金) Ｙスぺ「知事に問う 新型コロナ“第２波”への備え」を見た。村

岡知事がリモートで生出演し視聴者からの質問に直接答えるという企画は時宜を得て

おり、非常によかった。健康・医療についてと、暮らし・経済についての２つにテー

マを絞っていたため分かりやすかった。特に医療現場の今後の対応策について具体的

に紹介されており、視聴者の安心につながったと思う。一方で、知事の話を聞く時間

が短かったことや、発言内容が会見などで既に発表している内容と重なる部分もあり、

残念に思った。 

 

〇  Ｙスぺ「知事に問う 新型コロナ“第２波”への備え」を見た。喫緊の課題を明確

にして番組を制作しておりとても分かりやすかった。知事の考えを聞くことは県民の

安心にもつながるので、今後もこのような機会を設けてほしい。新型コロナウイルス

によって地域経済を取り巻く環境はいよいよ深刻化しているが、このような状況下で

も活路を見出している事例や、ライフスタイルの変化を好機と捉えて取り組んでいる

好例があると思うので、ニュースや番組でぜひ取り上げていただきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

県の取り組みや知事の対応については、視聴者からの関心も高く、今

回の番組を企画した。課題を分かりやすく例示するために制作したＶ

ＴＲのパートなどもあり、知事が話す時間が短いと感じる視聴者もい

たかもしれない。新型コロナウイルスによる経済への影響は大きく、県

内のさまざまな取り組みを日々のニュースを通じて取り上げている。

これは中国地方に共通する課題でもあり、各局と一緒に番組化できな

いか今後検討していきたい。 

 

〇  ５月２９日(金) ラウンドちゅうごく「コロナ“介護危機” 休業連鎖からの再出

発」を見た。広島県三次市の介護施設で発生したクラスター事例を丁寧に取材し、新

型コロナウイルスの感染拡大が介護現場に与えた影響について、分かりやすく伝えて

いた。情報の公表によって関係者へのひぼう中傷につながった例や、情報を公表しな

いことで地域に疑心暗鬼を生んでしまった例もあり、非常に考えさせられる事例だっ

た。今回の番組では主に介護の現場への取材で構成されていたが、行政側の意見や対
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応についても知りたいと思った。介護は誰もが直面するものであり、多様化する福祉

サービスや介護現場の実態など、ふだんからぜひ取り上げてほしい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「コロナ“介護危機” 休業連鎖からの再出発」を見た。いわ

ゆる“３密”状態が避けられない介護と“新しい生活様式”を両立しなければならな

い難しさやもどかしさを痛感した。感染拡大に伴い三次市内の約９割の介護事業所が

休業や営業の縮小を強いられたことを知り衝撃を受けた。このような事例は今後も発

生する可能性もあり、新型コロナウイルスを意識した介護サービスのあり方や、感染

に関する情報公開のあり方について示唆するような番組作りを期待したい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「コロナ“介護危機” 休業連鎖からの再出発」を見た。未曽

有の危機に直面した三次市をはじめ対応に当たった行政側の担当者に対し、当時の情

報の公表の経緯や今後の対応についてインタビューをしてほしかった。また、介護報

酬が引き下げられることになった背景や今後の動向にも言及してほしかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

介護の現場はいま大きな転換期に直面しており、課題も山積してい

ると考えており、引き続き取材を進めたい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「コロナ“介護危機” 休業連鎖からの再出発」を見た。再出

発とあったので、どのような解決策を導き出すのかと期待していたが、あまり目立っ

た動きが感じられずもの足りなさを感じた。スタジオ部分で使用していたＢＧＭが、

コメントにあっていなかったり扇情的に感じるものであったりしたため、そちらに気

を取られた。 

 

(ＮＨＫ側) 

介護サービスの再開の際に行った人数制限や、入所者との面会をオ

ンラインに切り替える動きなど、再出発への模索を伝えた。課題の解決

に向けて取り組む介護現場の動きを、今後も取材していきたい。ＢＧＭ

について、指摘を踏まえて今後の番組制作に取り組みたい。 
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〇 「ラウンドちゅうごく」は欠かさず見ているが、最近は以前放送した番組をもとに再

構成した回もあるなど、新型コロナウイルスの影響により、取材や番組制作に制約が

出てきているように感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

取材対象や出演者への感染リスクを最小限にするべく、感染防止対

策を規定したガイドラインに基づいて取材や番組制作を行っている。

緊急事態宣言の解除に続き、県外への移動自粛要請についても緩和に

向かうと思われるが、引き続き気を緩めずに対応していく。 

 

〇  ５月２９日(金) 中国！ちゅーもく！ラジオ「おからじ！」を聞いた。新型コロナウ

イルスの影響により休館中の美術館が、ＳＮＳや動画配信サービスを用いて文化や芸

術を積極的に伝えていこうとする取り組みを紹介しており、意義のあるものだと感じ

た。番組に出演していた岡山県出身の俳優、桜井日奈子さんから、新型コロナウイル

スの影響により芸能活動でもさまざまな制約が生じているといった苦労話を聞けたこ

とが印象的だった。このような厳しい社会状況下で文化芸術が果たす役割について、

人々が認識するきっかけになったのではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

社会に不安が広がる状況で、人々の心を豊かにする文化芸術の果た

す役割は大きいと考えている。このような取り組みは今後も続けてい

く。 

 

〇  ６月５日(金) ラウンドちゅうごく「佐々岡真司 新生カープへの軌跡」を見た。佐

々岡監督の現役時代の逸話などを通じて今年のチームの状況を読み解いたり、見どこ

ろが詳しく紹介されたりするなど、初心者にも分かりやすい内容だった。元捕手の西

山秀二さんによる解説が秀逸で、随所に佐々岡監督への愛情も感じられた。広島県民

のカープへの愛情は非常に強く、例えば昔のカープの映像を居酒屋で見ながらコアな

ファンが思いを語り合うような番組があると楽しいのではと思った。 
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(ＮＨＫ側) 

プロ野球の開幕延期に伴い、大勢のファンがカープの話題を求めて

いると考え、番組を制作した。また、初優勝からリーグ３連覇までの軌

跡を振り返る「カープ優勝の記録」という番組を５月３１日(日)と６月

１３日(土)に放送した。８分間の短い番組ではあるが、多くの視聴者に

楽しんで見ていただくことができた。 

 

〇  ６月５日(金)「もぎたて！」を見た。唾液を使ったＰＣＲ検査を取り上げていたが、

検査内容の紹介がすべて模擬動作で分かりづらく、検体採取の方法などは具体的な検

査方法を伝えてもよいと思った。また、新型コロナウイルスの影響で花き出荷量が激

減していることに非常に驚いた。一方で、出荷できない花を商店街の飾りに利用し、

訪れた買い物客に楽しんでもらおうという取り組みを知りとても温かい気持ちになっ

た。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回は唾液を用いたＰＣＲ検査の様子は撮影できず、模擬動作によ

る紹介とした。新型コロナウイルスに負けず、人々が支え合い助け合う

様子を取り上げ、明るい話題を今後も届けていきたい。 

 

〇  ６月５日(金) さんいんスペシャル「にっぽん百名山 大山」を見た。２年前にＢＳ

プレミアムで放送した番組を再構成したものだったが、登山が盛んになる夏を前に大

山の自然の奥深さや多様な楽しみ方、あまり混雑しない登山ルートの紹介など、時宜

を得たよい放送だったと感心した。 

 

(ＮＨＫ側) 

今後も好評だった番組をよいタイミングで放送することで、視聴者

に楽しんでいただきたい。 

 

〇  ６月６日(土) さんいんスペシャル「翻弄されて “パイゾン”が見た外国人労働
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者の今」を見た。島根県出雲市への永住も考えていた日系ブラジル人の一家が、新型

コロナウイルスの影響による工場の減産により日本を離れざるを得ない状況にまで追

い込まれてしまったことが残念だった。外国人労働者の受け入れが進む一方、地域社

会において彼らを迎え入れて支えるような仕組み作りはまだまだ不十分だと感じた。

全国的にも注目されるテーマであり、続編を期待したい。 

 

(ＮＨＫ側) 

外国人労働者を取り巻く環境はより厳しさを増してきており、今後

も取材を続けていきたい。 

 

〇  ６月１２日(金)＠ｏｋａｙａｍａ「“Ｗｉｔｈコロナ”どう生き抜くか」を見た。

新型コロナウイルスの影響で業績が落ち込むなか、ジーンズメーカー、弁当製造販売

会社、民宿を営む漁師という３つの事業者が、ＳＮＳやインターネットを活用して、

新たな販路の構築や商品の認知度の向上などを図って売り上げを伸ばそうと努力する

姿勢が、とても参考になった。地元に根差した企業が奮闘する姿を番組で取り上げた

ことで、視聴者が地元の企業を応援したいと思う気持ちになったのではないか。 

 

〇  ＠ｏｋａｙａｍａ「“Ｗｉｔｈコロナ”どう生き抜くか」を見た。新型コロナウイ

ルスを常に意識した暮らしや経済活動が求められるなか、活路を見出して業績を確保

しようと努力する事業者の具体的な取り組みが紹介され、大変参考になった。また、

地産地消を推進することが地域経済の後押しにつながり、やがては地元を支援するこ

とにつながっていくというメッセージをしっかりと伝えており、意義深い番組だった

と思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

いずれの事業者も顧客との新たな接点や回路を構築しようと模索し

ている点が共通していることや、地産地消が今後の地域経済を支えて

いく大事な仕組みになると考え紹介した。今後も取材を続けたい。 

 

〇  ６月１２日(金) さんいんスペシャル「“課題先進県”島根 コロナ危機からどう
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立ち直る？」を見た。簡潔によくまとまった番組だったが、過疎や高齢化といった日

本社会全体が抱える大きな課題に対して、身近で小規模な取り組み事例ばかりが紹介

されているといった印象を持った。マクロの課題に対してはマクロの解決策を示して

ほしい。長年にわたり解決策が見つけられないこれらの課題について、行政や社会が

解決する気があるのか、その本気度が問われていると思う。今後は島根県が“課題先

進県”から“課題対応先進県”になり、さまざまな課題が解決したことを伝える番組

を見たい。 

 

(ＮＨＫ側) 

頂いた指摘を参考にして番組制作を進めたい。課題への対応につい

ても、前向きな情報を視聴者に発信していけるよう努めたい。 

 

〇  ６月１２日(金) イッピン「維新のふるさと 志を受け継いで～山口 工芸品と菓

子～」を見た。幕末から明治にかけて多くの人材を輩出した萩市のユニークな工芸品

や特産品が紹介され、印象に残った。職人の技が光る萩ガラスや、伝統の味を守り続

ける夏みかんの丸漬けなど、魅力的な文化を再発見できた。新型コロナウイルスに対

する不安が広がるなか、郷土を愛する人々や地域に受け継がれる文化を取り上げた番

組を見て、穏やかな気持ちになれた。 

 

〇  イッピン「維新のふるさと 志を受け継いで～山口 工芸品と菓子～」を見た。新

型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響が深刻化し、伝統産業が途絶えてし

まわないかと危惧している。長らく受け継がれてきた伝統文化や技術、特産品が今後

も使われ愛されるよう、放送で取り上げて伝えていってほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

多くの偉人にまつわる歴史や代々受け継がれてきた伝統工芸などは

地域の財産であると考えており、引き続き地域の文化振興につながる

魅力発信に努めていきたい。 

 

〇  新型コロナウイルスについて、気になっていることが２つある。１つ目は感染防止
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に努めながら安全に避難する方法を取り上げてほしい。分散避難が推奨される一方で、

避難先が多岐に渡ると安否確認や救助活動が難しくなるのではないかと懸念している。

２つ目は、新型コロナウイルスによる外出自粛などから、児童虐待など家庭内暴力を

はじめとする社会的弱者へのしわ寄せが増えているのではないかと危惧しており、ぜ

ひ注視していただきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

出水期を迎えており、６月２０日(土)「ＮＨＫスペシャル」や、７月

３日(金)「ラウンドちゅうごく」で、新型コロナウイルスと水害から命

をどう守るかをテーマに放送する。また６月２８日(日)「明日へ つな

げよう」では、岡山県真備町で検討が進む分散避難のあり方や、ＳＮＳ

を用いた最先端の防災対策を紹介する。 

 

〇  新型コロナウイルスに関する一連の報道で、感染者数の推移が人々の関心を集めて

いたが、重要なのは入院患者数や病床のひっ迫度といった私たちの生活に直結する指

標であったと思う。第２波の到来も予想される中、ぜひ伝え方を検討してほしい。ま

た、新型コロナウイルスが地域経済に与える衝撃はすさまじく、事業者への影響もす

でに出てきているため、ぜひ取材を続けてほしい。 

 

〇  ５月２８日(木) こころの時代～宗教・人生～セレクション(４)「人から人へ」(Ｅ

テレ 後 10:00～10:50)を見た。生後８か月で被爆し、広島流川教会で育った近藤紘子

さんを取り上げていた。父の谷本清牧師は被爆者の救済と平和運動に生涯を捧げた著

名な人物であり、彼女も平和活動に長らく携わっている。被爆７５年の節目となるが、

これまで放送してきた数々の「ヒロシマ」に関する番組を今後もぜひ再放送してほし

い。 

 

(ＮＨＫ側) 

７月末から８月にかけて「平和都市を築いた人々」をテーマに、ＥＴ

Ｖ特集など過去に放送した被爆関連番組を３週にわたって特集編成す

る予定なので、ぜひご覧いただきたい。 
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〇  ６月１３日(土)プロフェッショナル 仕事の流儀選「宮崎駿スペシャル “風立ち

ぬ”１０００日の記録」(総合 後 4:34～5:47)を見た。これまで名作をいくつも生み

出してきた偉大な制作者でありながらも、日々悩み苦しみながら地道に映画を作り続

ける姿を見て大変勇気づけられた。新型コロナウイルスで気分が沈みがちないま、時

宜を得たいい編成だったと思う。 

 

〇  ６月１３日(土)ＥＴＶ特集「引き裂かれた海～長崎・国営諫早湾干拓事業の中で～」

を見た。巨大公共事業によって人々の暮らしが大きく変容してしまった現実を丹念に

取材していた。ＮＨＫアーカイブスの映像も用いて伝えられており、非常に印象的だ

った。島根県と鳥取県にまたがる中海で行われた干拓事業についてもぜひ取り上げて

ほしい。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年５月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、２１日（木）、広島放送局において、１２人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モ

ニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

副委員長 小嶋ひろみ （夢二郷土美術館 館長代理） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

     笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授）  

川井田祥子  （鳥取大学地域学部 教授） 

坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

鷲見 寛幸 （大山町教育委員会 教育長） 

古市 了一 （株式会社ふるいち 代表取締役） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ代表取締役社長） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇  ４月１７日(金)島根スペシャル「新型コロナ 不安や疑問に池上彰と答えます！」

(総合 後 7:57～8:42 島根県域)、２４日(金)島根スペシャル「緊急事態宣言 池上彰

が知事に問う！」(総合 後 7:57～8:42 島根県域)を見た。ジャーナリストの池上彰さ

んがリモート出演して、記者として勤務していた島根県について話すのはとても好感

が持てた。リモート出演が今後も広がれば、地域放送局が制作する番組に各界の著名

人が出演する機会も増えるだろうし、取り上げる話題の幅も広がると思う。番組には

地元の専門家も同じくリモート出演していたが、あまり受け答えに慣れていない様子

だったのが気になった。 
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〇  ４月１７日(金)さんいんスペシャル「鳥取に新型コロナウイルス 疑問・不安にこ

たえます！」を見た。鳥取県の平井伸治知事と県医師会の渡辺憲会長が生放送に出演

し、視聴者からの質問に答えており、２５分と短い番組ではあったものの地域住民に

安心感を与えることができ、意義がある放送だと思った。また番組内で回答できなか

った質問について、翌週の「いろ★ドリ」内のコーナーで回答していたのもよかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

５月２２日(金)さんいんスペシャル「鳥取の新しい生活様式とは？

みなさんの疑問・不安に答えます」でも新型コロナウイルスについて取

り上げる予定だ。こちらも番組内で答えられなかった質問は、翌週の

「いろ★ドリ」で回答する予定にしている。 

 

〇  ４月１７日(金)Ｙスペ！「ふらっとあの街 旅ラン １０キロ“本州→九州 関門

海峡ラン”」を見た。この番組はＢＳプレミアムで１月２２日に放送した内容を再編

集したものと説明があったが、下関や門司の新型コロナウイルスの感染拡大前のにぎ

やかな風景が、今となっては懐かしく感慨深い気持ちになった。特産のふぐを取り扱

う業者をはじめ観光業や飲食業に携わる人々の多くが困窮している状況なので、例え

ば紀行番組などで彼らを積極的に取り上げるなどして、地域を応援する番組を望みた

い。 

 

(ＮＨＫ側) 

新型コロナウイルスによる地域経済への影響は非常に大きいと受け

止めている。５月２２日(金)放送予定のＹスぺ！「知事に問う 新型コ

ロナ“第２波”への備え」をはじめ、ニュースでも引き続きこの問題を

取り上げていく。 

 

〇  ４月１９日(日)シリーズ「被爆７５年 次世代へのメッセージ」第６回「ヒロシマ

を受け継ぐ若者たち」(総合 前 7:45～8:52 広島県域)を見た。スタジオゲストとして

出演したＮＰＯ法人の渡部朋子代表のコメントが的確ですばらしく、ゲスト選定の重
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要性を強く実感した。被爆について考えるきっかけになるので、今後もこういったシ

リーズをぜひ続けてほしい。朝７時４５分からの放送だったが、番組がターゲットと

している若者にとって視聴しやすい時間帯だとは思えないので、夜間の放送も検討し

てほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

このシリーズは朝だけでなく、深夜にも放送した。若い世代に見ても

らうのは簡単ではないが、関心を持ってもらえるように工夫を重ねつ

つ、番組アーカイブスを利用して、核・平和関連番組の集中編成実施を

検討したい。 

 

〇  ４月２４日(金)ラウンドちゅうごく「“地銀”が変わる！～生き残りかけた新たな

戦略～」を見た。企業を誘致して雇用を生み出すといった方法ではなく、地域の中で

経済を循環させて地域の市場規模を拡大する仕組みを構築することが重要になると強

く感じた。アプリなどのインターネットサービスを用いた決済が増え続けて現金を使

う機会が減っており、銀行の実店舗が要らない時代が来るのではないか。今後の地方

銀行の動向を追う続編を期待する。 

 

(ＮＨＫ側) 

地方銀行を取り巻く経営環境は厳しさを増し、本業の銀行業だけに

とどまらず異業種への進出などを通じて地域経済の活性化、地域の中

で経済が循環する仕組みづくりに取り組んでいる。これらはすぐに成

果が表れるものではないため、継続して取材していくつもりだ。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「“地銀”が変わる！」を見た。地元のフィナンシャルグルー

プが農業に注目し、新たなビジネスモデルを模索する取り組みはすばらしいと感じた。

一方で、地方銀行の頭取が大手金融会社との提携に踏み切った理由や、顧客にとって

の利点について話していたが、抽象的な説明にとどまり具体的に何が変わるのかとい

った肝心な部分が伝わってこなかった。実務に携わる人に出演してもらい、提携によ

りサービスがどう変わるかなどの説明を入れて、視聴者が理解しやすくなるような工
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夫をすべきだったのではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組では、提携先の社長のインタビューを通じて、地方銀行との提携

によるメリットや今後の見通しについて紹介した。分かりづらかった

という指摘は、今後の番組作りの参考にしたい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「“地銀”が変わる！」を見た。地方銀行とフィナンシャルグ

ループそれぞれの戦略の対比が明確で、新規事業の現状や問題点についての解説も分

かりやすかった。新型コロナウイルスにより従来の生活様式や価値観が変わりつつあ

り、地域経済や地方銀行を取り巻く環境も変化していくと思うので、この２者の取り

組みをはじめ中国地方の各地方銀行について、今後も継続取材して番組化してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

以前から地域経済に焦点を当てた番組を希望する声があり、今回は

地方銀行をテーマに番組を制作した。地域経済を取り上げた番組制作

は今後も検討したい。 

 

〇  ４月２７日(月)「もぎたて！」を見た。新型コロナウイルスの影響を受けて苦境に

立つライブハウスが、会場を動画の撮影場所として提供するサービスを開始したニュ

ースなどを通じて、逆境を克服しようと努力する県内の各事業者の取り組みを知るこ

とができた。「おうちでミュージアム」というコーナーでは、実際に美術館で鑑賞し

ているような工夫を凝らした映像が楽しめた。新型コロナウイルスの影響で気持ちが

沈みがちな日々が続くが、地域に根差した前向きな話題を今後も伝えていってほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「おうちでミュージアム」は、アナウンサーが美術館を訪れ、視聴者

があたかも作品を鑑賞しているかのような映像になるように意識をし

て撮影している。美術館の休館が続いている中、関係者の理解と協力を

得て実現したものであり、こういった状況でも工夫しながら魅力的な
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企画を考えていきたい。 

 

〇  ５月７日(木)「しまねっとＮＥＷＳ６１０」を見た。「コロナ危機しまねの声」と

いう特集で、視聴者からの新型コロナウイルスに関する質問に専門家が丁寧に回答し

ており、非常に役立つ内容だった。視聴者から投稿された塗り絵をつなげてアニメー

ションを作る「♯ぬりえでＳＴＡＹＨＯＭＥ」というコーナーは秀逸で、こういった

視聴者参加型の企画が今後も続くことを楽しみにしている。県内向けのニュース情報

番組ゆえ、新型コロナウイルス関連のニュースも島根県内の情報が多くを占めるが、

住む地域によっては隣県の動きにも注意する必要があるので、そういった視点がある

ことにも留意してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「コロナ危機しまねの声」は、４月１７日・２４日放送の「島根スペ

シャル」内で紹介できなかった質問に答えようと企画した。いまも視聴

者からの不安の声が届いており、今後も機会を設けて質問に答えてい

くつもりだ。「♯ぬりえでＳＴＡＹＨＯＭＥ」はＳＮＳで拡散されたこ

ともあり、他県からも塗り絵が届くなど好評をいただいている。隣県の

情報の伝え方については今後検討したい。 

 

〇  ５月８日(金)“テッパン”話仕入れました！広島かたすみ食堂「魅惑の昭和レトロ

スポット」を見た。暗い気持ちになるニュースが多い昨今、気楽に見られて心が落ち

着くよい番組だった。これまで約１年間見てきたが、この番組は出演するゲストによ

ってかなり雰囲気が変わる傾向がある。今回はお笑いコンビの二人がゲストとしてリ

モート出演していたが、スタジオにいる出演者と会話のテンポがずれるなど、距離感

があったのが残念だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

新型コロナウイルスの影響で、ゲストはリモート出演という形にな

った。スタジオにいる出演者とゲストがうまく呼吸を合わせられるよ

う、改善を図りたい。 



 

6 

 

〇  “テッパン”話仕入れました！広島かたすみ食堂「魅惑の昭和レトロスポット」を

見た。薪で沸かした湯を使い続ける老舗銭湯のおばあさんが紹介されたが、西日本豪

雨で銭湯が被災したものの復旧を急いで３日後には地域住民に銭湯を無料開放したエ

ピソードがとても素敵だった。制作したディレクターが地域に愛着を持っているから

こそ地元の個性豊かな人々に声をかけることができたのだろうと思った。番組最後の

料理コーナーで料理人がチャーハンを作っていたが、なぜその料理人が選ばれたのか、

どこが特別な料理なのかといった理由が分からず、番組の構成からこの部分が浮いて

いると感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

広島県はお好み焼きをはじめとする鉄板料理が有名で、取材した地

域の食材や調理法を用いて鉄板料理を作ることにしている。今後もい

ただいた意見を参考に、わかりやすい演出方法を考えていきたい。 

 

〇  ５月８日(金)＠ｏｋａｙａｍａ「新型コロナウイルス 岡山県の現状と今後」を見

た。岡山県の伊原木隆太知事がリモートで生出演して視聴者からの質問に答えるなど、

大型連休明けのタイミングでの放送は大変意味があったと思う。飲食業や観光業への

影響は相当なもので、この苦境を脱するために企業が助成金制度を利用しようとして

も手続きが煩雑で支援が受けづらいといった問題も起きている。コロナ禍でこれ以上

生活困窮者を生み出さないためにも、あらゆる角度から課題を取り上げて伝えていっ

てほしい。 

 

〇  ５月８日(金)さんいんスペシャル「翻弄されて “パイゾン”が見た外国人労働者

の今」を見た。島根県で働く外国人労働者が増加しており、なかでも日系ブラジル人

が多くを占めることを初めて知った。出雲市で外国人労働者を支援する男性の目を通

して、不安定な状況に置かれた彼らの現実に迫るドキュメンタリーだったが、一方で

雇い主である日本人側にも何かしら苦悩があるのではないか。そういった視点からの

取材もしてほしかった。 
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(ＮＨＫ側) 

雇い主である企業側への取材を試みたが実現しなかった。さらなる

取材を現在進めており、さまざまな立場からの声を集めたいと考えて

いる。 

 

〇  ５月１１日(月)「いろ★ドリ」を見た。鳥取局で新型コロナウイルスの感染者が出

て以降、鳥取県のニュースだけでなく、隣接する島根県の「しまねっとＮＥＷＳ６１

０」のニュースを伝えるなど、取材スタッフの確保が厳しいと思われる中でも演出へ

の工夫が見て取れた。しかし、鳥取県の新型コロナウイルス関連のニュースに加えて

島根県のニュースも伝えられることで気分が滅入ってしまうこともあり、元気になれ

るような明るい話題も届けてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

新型コロナウイルスのニュースについて、番組前半で鳥取県の情報

を、後半に島根県の情報を伝えるという構成にしていたため、指摘のよ

うな印象を与えてしまったかもしれない。今後、改善できる点がないか

検討したい。 

 

〇  ５月１５日(金)ラウンドちゅうごく「転出超過ワーストからの脱却～人・企業を呼

び戻せ！」を見た。広島県の転出超過数が全国最多となったのは衝撃だった。広島県

で創業したベンチャー企業が、より手厚い支援を求めて事業所を福岡県に移転する事

例が紹介されていたが、こういった事態を行政がどう捉えているか、また広島県の支

援策はどういったものなのか、それぞれ知りたかった。人や企業の流出を止めようと

する山口県の周防大島での取り組みが紹介されていたが、地域の地道な活動が社会全

体を転換するような大きな動きになりうるのかという視点からも、この問題を追い続

けてほしい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「転出超過ワーストからの脱却」を見た。「“地銀”が変わる！」

の回と同じくこちらも地域経済の活性化が課題であり、この問題の解決には地域に住
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む者が自らの地域で経済を循環させる仕組みを作る必要があるとの思いを強くした。

シンクタンクの藻谷浩介主席研究員が述べていた「都会にすべてが揃っていて地方に

は何もないというような考え方はもはや現実とはそぐわず意識改革が必要だ」という

意見はとても参考になった。 

 

(ＮＨＫ側) 

転出超過は中国地方共通の課題であり、今回、対応策としては主に山

口県での事例を取り上げた。広島県をはじめ各県の取り組みについて、

取材を続けていきたい。 

 

〇  ５月４日(月)から始まった「未来少年コナン デジタルリマスター版」(総合 前

0:10～0:39)を見た。初回放送時は４対３のアスペクト比で制作されたものが、今回は

１６対９で放送されていた。これによりアニメーションの構図が変わってしまい、見

ていて違和感を覚えたのは非常に残念で、オリジナル版のままで放送してほしかった。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



1 

２０２０年４月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１６日（木）、広島放送局において、１０人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モ

ニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 松嶋 匡史  （株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 代表取締役） 

副委員長 小嶋ひろみ （夢二郷土美術館 館長代理） 

委  員 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

伊藤 康丈  （一般社団法人イワミノチカラ 代表理事） 

     笠原  浩 （広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科 教授）  

坂本 直子  （走健塾 ランニングアドバイザー） 

鷲見 寛幸 （大山町教育委員会 教育長） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ代表取締役社長） 

松本 協一 （双湖事業化計画合同会社 代表社員） 

宮﨑 智三 （中国新聞社 論説主幹） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇  ４月３日(金)ラウンドちゅうごく「１９４５ひろしまタイムライン 春～もし７５

年前にＳＮＳがあったら？～」を見た。内容や出演者を見ると若年層への訴求を意図

しているものだと感じたが、実際に若年層が視聴したのか疑問に思った。過去の人物

の日記を、ＳＮＳという現代のテクノロジーを使って発信するという新鮮味のある演

出は評価したいが、続編の放送時には若年層への番組広報についても検討を重ねてほ

しい。また、高齢者をはじめＳＮＳにあまりなじみのない視聴者にとっては、視聴意

欲が湧かない内容だったと思う。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「１９４５ひろしまタイムライン 春」を見た。ＳＮＳを通じ
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て戦争や平和について伝える取り組みは挑戦的であり、今後の展開に期待したい。実

際に書かれた当時の日記に基づいて、現代の若者がＳＮＳの投稿を作成する様子を番

組で紹介していたが、番組に日記の執筆者の１人が登場したことで、過去と現在の連

続性や当時の出来事が現実味をもって伝わってきて、とても感心した。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「１９４５ひろしまタイムライン 春」を見た。当時の日記を

基に戦時下の人々の行動や感情を現代の若者が読み解いて、ＳＮＳで発信するという

試みは、未来を担う若い世代が原爆や平和に関心を向ける契機になると感じた。出演

者の人選からも若年層に訴求したいという意欲が感じられコメントにも説得力があり

よかった。また、番組内容も戦時下の生活に関する既成概念を覆すような実情を知る

ことができ感心した。全国放送もされたようだが、他県の視聴者にはどのように伝わ

ったのか、また実際に若年層に訴求できているのかという点に関心がある。８月６日

に向けた今後の展開として、日記の執筆者の経験はあくまで一面的なものなので、原

爆被害の全体像をいかにふかん的に見せていくのか期待したい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「１９４５ひろしまタイムライン 春」を見た。７５年前に書

かれた日記の日付と同じ日にＳＮＳの投稿が行われるという企画によって、過去と現

在の対比が明瞭になり、日常の中に戦争があったということを如実に感じとることが

できた。しかし、この点について出演者からのコメントが少なく残念だった。また、

出演者が全員男性だったので、続編では力強いコメントを発することができる女性の

起用を検討してほしい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「１９４５ひろしまタイムライン 春」を見た。戦時下の生活

の実情を身近に感じてもらおうとする趣旨には賛同するが、ＳＮＳでの表現方法には

強い疑問を感じた。自らの思いや身の回りの出来事を個人的に記録する手段としての

側面が強い日記から、他者に何かを伝えるための手段としての側面が強いＳＮＳへの

創造的な意訳に期待したが、日記の文面から想像される感情を付加するだけにとどま

っており、非常に残念だった。新聞記者の日記に基づいたＳＮＳについても、本心は

ほとんど明かされておらず、当時匿名性を保って発信ができたならば、彼は何を書き

伝えていたのかという視点も持ってほしい。また、７５年前にＳＮＳがあったらとい
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う仮構にも関わらず、日記の執筆者の本心を捕捉することが困難であるという点に結

論を求めており、趣旨と結論が相反しているように感じた。今年１年間続く企画で、

８月６日が山場になると予想されるが、すでに番組内でご存命の執筆者の方が紹介さ

れており、今後８月に向けて、さらに盛り上げていくにはどうするのか気になった。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＳＮＳについては、３月末に２つのアカウントを開設し、今後さらに

１つアカウントを開設する予定だ。すでに開設したアカウントの１つ

には、現在 8,700を超えるフォロワーがおり、一定程度若年層にも訴求

できていると考えている。８月に続編の放送を予定しており、ＰＲする

ミニ番組の制作も検討している。日記の執筆者の方はご健在で、被爆体

験の証言活動を行っておられ、今回、ご出演いただいた。また、続編で

は、スタジオゲストの人選についてさらに検討したい。 

 

(ＮＨＫ側) 

日記とＳＮＳという異なる特性を持つ両者をいかに呼応させるか、

当初から課題意識を持って議論を重ねながら進めており、今後も検討

と工夫を続けていく。ホームページには日記の原文も掲載しているの

で、ＳＮＳの投稿と見比べてほしい。地元の新聞社の協力を得て、当時

の新聞記事を逐次ＳＮＳに投稿するなど歴史的にも価値のある内容に

なっているので、視聴者へのさらなる訴求を図っていく。 

 

(ＮＨＫ側) 

４月９日(木)に全国放送を行ったが、関東地方は同時間帯は別の番

組だった。再度、全国放送されるよう努め、さらにＮＨＫプラスの配信

によって若年層への訴求を図っていく。 

 

〇  ４月３日(金) Ｙスペ！「謎解きドラマ 迷宮商店街」を見た。山口県で新生活を始

める若年層に向けた番組であるにも関わらず、山口県の魅力が伝わらず暗たんとした

印象だけが残り期待外れだった。番組の登場人物から取材先の選択、視聴者参加型の
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クイズに至るまで心に響くものが何一つ無かった。若年層に向けて魅力を発信するこ

とは必要だが、その手法については再考を促したい。 

 

〇  Ｙスペ！「謎解きドラマ 迷宮商店街」を見た。視聴者参加型のクイズを通して番

組を進めていくという挑戦的な取り組みを高く評価したい。しかし、新型コロナウイ

ルス感染症が拡大する中での放送になり、時宜を逸してしまったように感じられ、残

念に思う。また、室内で撮影された映像に黄色味がかっているように見え少し違和感

を覚えた。 

 

(ＮＨＫ側) 

初めて山口駅に降り立ったとき、その静かな町並みに驚くものの、山

口県の魅力を知って徐々に気持ちが上向きになっていく様子をドラマ

仕立てで伝えたいと思い企画した。室内で撮影された部分の色合いに

ついては、映像に補正を行ったが、調整が難しかったようだ。今後は気

をつけたい。 

 

〇  ４月５日(日)、１２日(日) シリーズ「被爆７５年 次世代へのメッセージ」(総合 

5 日(日)前 7:45～8:44、12 日(日)前 7:45～8:51 広島県域)を見た。被爆７５年とい

う時間の経過を感じさせる文言が番組名に含まれているにも関わらず、近年の番組だ

けが再放送されていた。原爆との向き合い方や捉え方についての経年的変化が感じら

れるかと思ったが期待外れに終わり、企画の意義を感じなかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

古い番組は権利処理が難しい場合が多い。指摘は真摯（しんし）に受

け止め、今後はさらに過去の番組を再放送していくことを検討したい。 

 

〇  ４月６日(月)「いろ★ドリ」を見た。出演者やコーナーが一新され、より鳥取県ら

しさが感じられる内容になったと思った。また、鳥取県教育委員会の山本仁志教育長

が出演しており、学校再開と今後の見通しについて理解を深めることができた。新型

コロナウイルス感染症については今後も最新の情報を提供してほしい。９日(木)の放
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送では「推し★ドリ」のコーナーで中山紗希キャスターが春キャベツをおいしそうに

食べる様子に親近感を持った。また、「トリペディア」というコーナーでは「鳥取」

という地名の由来を知ることができ、興味深いコーナーが新設されたことに感心した。 

 

(ＮＨＫ側) 

出演者の一新に伴いコーナーも新設したが、今後も新たな取り組み

に挑戦していきたい。山本教育長の出演については、新学期を前に視聴

者からの問い合わせが寄せられたため、その声に応えるべく出演を依

頼した。 

 

〇  ４月１０日(金)ラウンドちゅうごく「感染拡大をどう防ぐか」を見た。陰うつな気

分になる内容であるので、照明や背景を明るい雰囲気にしてもよかったのではないか。

番組内容については、感染者数に加えて退院者数を明示したり、無症状の感染者が勤

務していた店を取材したりするなど、視聴者の関心に応えるものになっていた。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「感染拡大をどう防ぐか」を見た。中国地方５県における新型

コロナウイルス感染症の情報を得ることができ、意義のある放送だと感じた。飲食店

で将来利用できる権利を先払いで購入する「未来チケット」など、中国地方でも事業

者を経済的に支援する動きがあるので、こうした取り組みも取材して伝えてほしい。

また、新型コロナウイルス感染症に関する各地域のニュースや番組を全国放送すると

いう取り組みは、全都道府県に放送局を持つＮＨＫだからできることであり、非常に

興味深く視聴している。こうした映像や番組の活用は今後も推進していってほしい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「感染拡大をどう防ぐか」を見た。広島県で週末の外出自粛要

請、島根・鳥取両県で初の感染者確認など、中国地方でも感染拡大が懸念される中で

時宜を得た放送だったと思う。番組内容も論点や取材先が充実しており見応えがあっ

た。ただ、取り扱ったテーマが幅広すぎるように感じたので、事業者を支援する動き

と一般人向けの情報は分けて番組を制作してもよかったのではないか。新型コロナウ

イルス感染症に関する情報は連日報じられているが、例えば中国地方における文化芸

術面での支援策や事業者への救済策など、地域の視点から続編が制作されるのを期待
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したい。 

 

〇  ラウンドちゅうごく「感染拡大をどう防ぐか」を見た。中国地方の現状を網羅的に

知ることができ、不安解消につながった。今年度から出山知樹アナウンサーがキャス

ターを務めているが、核心を突くコメントで締まりのあるスタジオトークが展開され

ており、好印象を抱いた。濃厚接触者だと告げられた人が検査で陰性と判明するまで

の不安な気持ちをつづった手記を紹介していたが、検査や医療体制などに余裕がない

現状では、視聴者の不安感の増大や感染隠匿につながるおそれがあるのではないかと

感じた。自己責任論や感染者への中傷を助長するような報道ではなく、医療体制拡充

の過程や展望に焦点を絞って行政や病院の対応を詳しく伝えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

スタジオのセットや背景について、照明や色合いを工夫するなどし

て、番組の内容に応じた雰囲気を今後も作っていきたい。「未来チケッ

ト」の取り組みについては夕方のニュース情報番組「お好みワイドひろ

しま」でも紹介する予定であり、その他の支援の動きについては「ラウ

ンドちゅうごく」でも伝えていきたい。新型コロナウイルス感染症の終

息の見通しが立たない中、医療や経済といった生活に直結する話題を

はじめ文化芸術面への支援の動き、視聴者が前向きになり希望が持て

る話題など、引き続き最新の情報や課題をさまざまな側面から伝えて

いく予定だ。 

 

〇  ４月１０日(金)＠ｏｋａｙａｍａ「ＮＨＫ岡山 開局９０年記念特別番組 千鳥の

節目ＴＶ」(総合 後 7:30～8:42 岡山県域)を見た。地域住民の姿をお笑い芸人の千鳥

の二人の視点も交えて映し出していたが、思わず笑ってしまう場面や感動的な場面な

ど、見どころの多い内容となっていた。また、楽屋での千鳥のトーク部分も挿入する

など随所に工夫が凝らされており、７２分間を最後まで飽きずに見ることができた。

岡山県以外の方にも楽しんでもらえるのではと思った。 

 

(ＮＨＫ側) 
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当初は公開番組とする予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から公開を取りやめてスタジオ収録に切り替えた。演出面

で工夫を凝らしたことに加え、千鳥の二人の力量の高さにも助けられ、

明るい番組にすることができた。 

 

〇  ４月１０日(金)さんいんスペシャル「うまく話せなくても～吃音と向き合う日々～」

を見た。家族とともにきつ音に向き合いながら、前へ踏み出す様子が描かれており感

心した。また、無知や無理解から差別や偏見が生まれると強く感じたので、障害に対

する理解促進につながるこのような番組を今後も制作してほしい。 

 

〇  さんいんスペシャル「うまく話せなくても」を見た。きつ音に家族で向き合う姿が

よく描かれており感心した。しかし、番組で主に取り上げていた方よりも、番組冒頭

で登場した方のほうが障害が重いように思われたので、この方を中心に番組を制作す

るべきだったのではないかと疑問に思った。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組では、鳥取県で初めて開催された「吃音のつどい」の企画者であ

る清水聡さんを主に取り上げたが、番組冒頭では清水さんの生き方に

大きな影響を与えた方を紹介した。番組は「吃音のつどい」の開催と新

たに迎える春、という２点のタイミングで制作した。多様な価値観が認

められ一人一人が尊重される共生社会の実現につながるよう、課題意

識をもって番組を制作していきたい。 

 

〇  ４月１０日(金) Ｙスペ！「クイズ山口県、コレ知っちょって！」を見た。クイズを

通じて山口県各地の情報や山口県ゆかりの人物などについて知ることができる良い企

画だと感じた。ただ、歴史に関する情報の占める割合が多いように感じたので、自然

や食についても紹介すればより山口県の魅力が伝わったのではないかと思う。 

 

〇  Ｙスペ！「クイズ山口県、コレ知っちょって！」を見た。２５分の番組内で県内５

か所を駆け足で紹介していたためそれぞれの情報が浅く、クイズも平易すぎて残念だ
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った。また、新型コロナウイルス感染症が拡大する中での放送となり、県内各地の魅

力を紹介しても実際に訪れるのがはばかられるので残念に思った。今後は臨時休校で

在宅時間の増えた子どもを対象にした番組など、時宜にかなった番組の制作に期待し

たい。 

 

(ＮＨＫ側) 

山口県にこの春転入してきた方に、地元のことを楽しみながら知っ

ていただこうと考えてクイズ形式の番組を制作したため、クイズの問

題は基本的な内容にした。指摘は今後の参考にしたい。 

 

〇  ３月２３日(月)鶴瓶の家族に乾杯「まさかの連続！？市村正親と岡山県美作市ぶっ

つけ本番旅！」を見た。俳優の市村正親さんが「春日座」という芝居小屋にたどり着

くまでの過程を通じて、人と人の縁を感じることができ、温かい気持ちになった。こ

の芝居小屋で農村歌舞伎を継承する地域住民の熱意と、市村さんの演技に対する熱意

とが交差するさまを感じ取ることができ、秀逸な番組になっていたと思う。 

 

〇  2017 年１月１４日(土)ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡ ＣＲＩＳＩＳ 巨大危機～

脅威と闘う者たち～ 第３集「ウイルス“大感染時代”～忍び寄るパンデミック～」

をＮＨＫオンデマンドで見た。新型インフルエンザなどを取りあげた番組だったが、

ロックダウンされた都市など、現在の状況と重なる点も多く、まるで３年後の現在の

世界を予測していたかのようだと感じた。今後もウイルスの脅威を伝えるだけでなく、

地球温暖化や航空路線の拡大などにより高まり続ける感染症リスクを前にして、人類

はいかに行動すべきなのか考えさせるような番組の制作に期待したい。また、今回の

新型コロナウイルス感染症による外出自粛等の影響により小規模事業者を中心に経済

面で甚大な困難に直面しているので、経済対策の効果や課題についても取り上げても

らいたい。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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