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２０２３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、１６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、前回の審議会での答申を受け「２０２３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「２０２３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あと、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 安彦恵里香 （Ｓｏｃｉａｌ Ｂｏｏｋ Ｃａｆｅハチドリ舎 店主） 

副委員長 河本 清順 （ＮＰＯ法人 シネマ尾道 代表理事） 

委  員 伊澤 大介  （有限会社森の国 代表取締役社長） 

石橋千賀良 （七草農園 代表） 

     岩崎  誠 （中国新聞社 論説主幹） 

笠原  浩 （広島市立大学 芸術学部デザイン工芸学科 教授） 

原田 尚美  （やまぐちシードル 代表） 

平野真里香  （有限会社平野屋 営業本部長） 

福安 佳子 （鳥取大学 非常勤講師） 

松浦奈津子 （株式会社Ａｒｃｈｉｓ 代表取締役社長） 

      まつもとゆきひろ  （一般財団法人 Ｒｕｂｙアソシエーション 理事長） 

薬師寺明子 （美作大学 生活科学部社会福祉学科 准教授） 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２３年度中国地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

〇 広島局が取り組む平和や核兵器の問題については、ことし１１月に核兵器禁止条約

の締約国会議があるので、そのテーマをぜひ取り上げてほしい。 

 

〇 松江局の資料に掲載されている「バーチャルスタジオ」は何が新しいのか。 

 

(ＮＨＫ側) 

本部制作の番組では一般化してきたが、地域放送局でフルバーチ

ャルシステムを導入したのは松江が２局目だ。合成した映像が自然
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に見え、さらに安定的に運用できるように事前の技術的な調整に労

力をかけた。スタジオでの多彩な演出に挑戦していきたい。 

(ＮＨＫ側) 

スタジオの人物と別の映像を合成する「クロマキー」という技術

は昔からあった。今回導入したバーチャルシステムは、より自然で

リアルな映像を表現できるところが新しい。いろいろな演出に使え

る可能性があり、番組の質の向上につながると期待している。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇 ２月１７日(金)の＠ｏｋａｙａｍａ「ファジアーノ岡山 Ｊ２開幕直前ＳＰ」（総

合 後 7:30～8:42 岡山県域）をとても楽しく見た。隣の広島や兵庫に大きなスポーツ

チームがあって岡山県民の意識もそちらに向いていた時代に、県民が誇れるプロスポ

ーツチームを作りたいとファジアーノの経営を引き受けた初代社長の話には本当にエ

ネルギーを感じた。市民クラブのレベルから大きく成長し、県民意識も変化させたこ

とに感心した。今回はチームの活動を追った番組だが、経営者の心境や葛藤に迫るド

キュメンタリーも見たいと思った。試合の映像がところどころ、フィルターがかかっ

たように見えて、過去の話なのか直近シーズンの話なのかわかりにくく気になった。

地元の人気スポーツチームの裏側を長時間の特集番組として見られたのはよかった。 

  

(ＮＨＫ側) 

この番組は、Ｊリーグとファジアーノ岡山がＪ２の活動を広く知

ってもらうためにインターネット向けに作った番組が元になってい

る。その番組を使用させてもらい、ＮＨＫが映像を編集、独自の取

材を追加して＠ｏｋａｙａｍａのスペシャル版とした。チーム草創

期の苦労話から、岡山の経済界や県民の意識が変わるまでの様子を

つぶさに描き、地域に寄り添った内容となり好評だった。２月２６

日(日)には岡山県域でファジアーノ岡山のホーム開幕戦を中継した。

これからも地域のスポーツチームを支えられるような放送をしてい

きたい。 

 

〇 ２月１７日(金)のさんいんスペシャル「“白バラ”がピンチ！？鳥取牛乳クライシス」

を見た。乳業メーカーと酪農家それぞれの現場の課題が丁寧に伝えられていた。鳥取

県民に浸透している牛乳ブランドがテーマに取り上げられたことで、大変関心を持っ

て視聴した。番組冒頭で現在の経営環境では半数以上の酪農家が経営を続けられない



 3 

とする衝撃的なアンケートが示され、まさに「クライシス」といえる深刻な状況が伝

わった。取材した酪農家が経営を工夫しても乳価が上がらない現状に「努力が否定さ

れている」と捨てばちなことばを放った場面には、一社会人として心に響いた。独特

な乳価決定の仕組みを、キャスターのフリーアナウンサー・三宅民夫さんがイラスト

を用いたり視聴者の疑問を代弁するように専門家に質問するなどしてわかりやすく進

行していた。番組で取り上げた牛乳ブランドは高品質な牛乳と見なされ、学校給食で

も広く提供されている鳥取県の宝といえる存在であることを明確に紹介すれば、危機

の大きさがより提起できたと思う。番組のまとめで酪農家生き残りのための有効な方

策が示されず、消費者の行動にボールが投げられて終わった感がある。もう少し多く

の専門家や所管する行政の考えも聞きたかった。生き残りの取り組みの成否などにも

興味が湧いた。第２弾を期待する。 

 

(ＮＨＫ側) 

鳥取県で牛乳といえば「白バラ」というくらい浸透している状況

を番組の出発点として描けば、問題の深刻さがより伝わったのでは

ないかという指摘はもっともだと思う。また、鳥取の酪農の生き残

り策について提言が乏しかったという感想については、制作担当者

も牛乳業界全般の課題と提言に普遍化できるテーマだと考えていて、

より取材を深めて全国放送に展開することを提案している。委員の

指摘を制作現場と共有して、さらに厚みを増した形で届けたい。 

 

〇 さんいんスペシャル「“白バラ”がピンチ！？鳥取牛乳クライシス」を見た。三宅民

夫アナウンサーが出演したのには驚いたが、キャスターとして適任だと思った。鳥取

県内の酪農家の経営状況悪化の主な原因がアメリカから輸入している飼料の高騰にあ

り、その原因がロシアによるウクライナ侵攻や円安にあると説明された。ただ、アメ

リカ産の飼料が円安とはいえ２倍に高騰したことがロシアによる軍事侵攻とどう結び

つくのか疑問に思った。私たちは今、ロシアによる軍事侵攻が原因とされれば簡単に

納得することに慣れすぎているのではないか。番組ゲストの大学教授は国産牛乳が飲

めなくなる可能性に警鐘を鳴らしていたが、戦争が長引くことで利益を得る者がいる

のか、表からは見えづらい大きな思惑の流れなどをＮＨＫは取材して伝えてほしい。

飼料を輸入に頼る畜産業のあり方には課題があり、農業政策を根本的に見直さなくて

はならないと思う。４月から始まるという乳価改定の動きや政府の政策など、この問

題をしっかりとフォローして伝えていただきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 
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食料品価格の高騰の要因がロシアによるウクライナ侵攻に結びつ

けられやすいという指摘はもっともだ。輸入飼料高騰の一因として

は間違いないが、ほかにもいろいろな要因が複合的に重なっている。

複雑な状況を三宅民夫さんが的確にわかりやすく伝えていた。今後

追加取材する際には大きな枠組みを捉えながら、個別の要因の分析

も精緻に深めたい。 

 

〇 ２月１７日(金)のＹスペ！「響き続ける詩 ～金子みすゞ 生誕１２０年～」は、

さまざまな角度からみすゞの詩の魅力を伝えていた。出演した講談師の神田京子さん

は山口県の民放の番組に出演して知名度のある方だが、金子みすゞの詩がきっかけで

山口に移住したとは初めて知った。みすゞが生まれ育った長門市仙崎を高台からふか

んした映像では、この小さな漁師町が金子みすゞを生んだことは地元の誇りだと改め

て感じた。かつて鯨漁で栄えた地元に建てられた「鯨墓」の逸話が、みすゞの詩の根

底にある感覚とつながっていると語った神田さんのことばが感慨深かった。日本に留

学経験のあるシリア人へのインタビューでは、外国人の心にもみすゞの詩が響くこと

がわかって感動した。そして東日本大震災後に何度も流れた公共広告で読まれた「こ

だま」も紹介され、みすゞの詩に多くの人が励まされてきたことを描いたよい番組だ

った。地元の仙崎や長門の人がみすゞのことをどう思っているのかを掘り下げても面

白いと思った。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回のＹスペ！は山口局と連携しながら広島局が制作した。制作

にあたっては単に生誕 120 年を振り返るのではなく、戦争が世界各

地で起き、日本でも東日本大震災を始め災害が相次いでいる今の世

に金子みすゞの詩はどのように響いているのかを主題とした。視聴

者である山口県民の視点から離れないことを意識したが、番組の中

でみすゞの出身地の人たちの思いに触れられていなかったという指

摘は制作現場と共有する。 

(ＮＨＫ側) 

金子みすゞの詩は、平成８年度から小学校の教科書に載り、３０

代前半以下の世代はよく知っているという。そうした背景も番組作

りに反映した。「Ｙスペ！」の中で神田京子さんが演じていた金子み

すゞにまつわる講談は３月３０日(木)にＦＭで山口県域向けに放送

する予定だ。 
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〇 Ｙスペ！「響き続ける詩 ～金子みすゞ生誕１２０年～」を見た。金子みすゞの作

品が現代の読者にどのように響いているか、丁寧な取材で描いていた。ただ、やはり

生誕 120 年の節目に放送する番組として、みすゞの生涯にも触れてほしかった。その

不幸な生涯の中から一連の詩が生まれたことを紹介すれば、作品世界への理解がより

深まったと思う。ことし中に機会があれば、金子みすゞの生涯や背景にある風土を掘

り下げる番組の制作を期待する。 

 

(ＮＨＫ側) 

金子みすゞ生誕 120 年の節目で「Ｙスペ！」を企画するにあたり、

みすゞの生涯を振り返ること、今という切り口で描くこと、その片

方か両方とも取り入れるかを議論した。金子みすゞの生涯を紹介す

る番組はこれまで繰り返し放送してきたことから、２５分間の山口

県向けの番組では“今”という視点に絞って制作した。みすゞの詩

が生まれた背景をより理解できるような番組構成のバランスは、今

後の課題としたい。 

 

〇 ３月３日(金)のコネクト「＃みらいコネクト 高校生が感じる校則のギモン」を見

た。高校生がキャスターでいつものキャスターである小野文惠アナウンサーなど大人

がゲスト。高校生が取材し、自分たちで考えて意見を述べるという企画がよかった。

校則には若者をがんじがらめに縛るものというイメージがあり、昔からあまり変わっ

ていないと思うが、３月１６日(木)の「おはようひろしま」で広島県教育委員会が公

立学校における校則見直しの状況を調査するというニュースが放送されたことからも、

多様性や個人の自由が重視される時代に、いろいろな意見を取り入れながら校則を変

えようとしている動きがこの番組から感じられた。高校生が自身の体験から発した意

見と、生徒を守りたい校長の意見の双方を取り上げたことはよかった。番組の最後に

女子生徒が語った、取材を通して校則が社会とつながっていることを実感したのでみ

んなに知ってもらい一緒に考えたいという意見も好ましかった。今後の“みらいジャ

ーナリスト”シリーズを楽しみにしている。 

 

(ＮＨＫ側) 

「＃みらいコネクト」は、正解がないかもしれないが若者が問い

たい、主張したいことを取り上げようと入局１年目の女性ディレク

ターが企画した。委員の意見から制作者のねらいが伝わったと思え

てありがたい。高校生が校長の意見を聞きに行った場面では、生徒

たちが校長の答えに意外なほど納得した様子を見せて、今どきの若
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者のリアルな姿なのかと思った。大人が真摯（しんし）に答えれば

意外とわかり合えることを発見した取材だった。 

 

〇 コネクト「＃みらいコネクト 高校生が感じる校則のギモン」を見た。２月３日(金)

の＠ｏｋａｙａｍａ「みんなの校則」がとてもよかったので期待したが、冒頭からラ

ップのシーンで見ていて少し気恥ずかしかった。高校生が取材して進行するコンセプ

トは新鮮だった反面、掘り下げの浅い部分があって気になった。生徒が校長を取材し

た場面では、校則を守らせたい側の校長から本質的な答えが返るとは最初から思えず、

下から上を仰ぎ見る視点から抜け出せなかったのが残念だった。結局、身なりを定め

た校則は就職面接のためという前提を疑う視点がなく、高校生が取材した企業で工場

勤務の社員が「同じ制服だから同じ仲間」だと言ったこと、高校生もそれを受け入れ

ていたことに違和感を覚えた。こうした校則が生まれた原点まで掘り下げる取材を促

すなど、番組のディレクターが高校生に考えるヒントを提供すれば、よりバランスが

取れたのではないかと思った。番組の最後に男子生徒が、校則を変えるために自分た

ちが何を大事にしたいか議論して真剣に考えることは学校を出たあとにも大切なこと

だ、と語ったことばはよかった。大切にすべきなのは人権意識であるという視点が番

組の基本にあればなおよかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

「＃みらいコネクト」の制作にあたり年長者はあまり口を出さず、

高校生の自主性を生かすことを方針とした。番組冒頭のラップ音楽

を生徒たちはみずから進んで演じたと聞いている。ディレクターに

は校則に対する見方が一つの視点に偏らないよう、いろいろな所を

取材するようにアドバイスし、生徒たちも取材経験から得たものを

番組で発信した。結果的にテーマを掘り下げるまでに至らなかった

点もあるかもしれないが、課題を整理して「＃みらいコネクト」、校

則の取材、それぞれ続けていきたい。 

 

〇 ３月３日(金)のさんいんスペシャル 釣りびと万歳「渓流の女王 春のヤマメを狙

え～濱田岳 島根・高津川水系～」を見た。昨年６月にＢＳプレミアムで放送した番

組を再構成したものだが、渓流釣りが始まる３月に放送したのはよいタイミングだっ

た。高津川は日本で唯一、ダムがない一級河川だと初めて知った。俳優の濱田岳さん

が高津川水系のすばらしい自然の中で釣りをして、その難しさや楽しさ、ヤマメのお

いしさをとてもすてきに表現していた。番組の舞台となった益田市匹見町は自然が豊

かで、紹介されていてうれしく思った。釣りに行きたいと思う人たちのために交通手
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段や、遊漁券の購入が必要なこと、また、クマが出ることや必要な装備など安全面に

配慮する情報が伝えられたらなおよかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

委員の意見から、渓流釣りが解禁される時期にこの番組を放送し

たいと考えた編成担当者のねらいが伝わったと思えてありがたい。

また、行き方や危険防止に関する情報は、もとの全国番組にとって

も大事だと思うので制作担当に伝えたい。 

 

〇 ３月３日(金)の情報維新！やまぐちは「どっぷり長門ＷＥＥＫ」の最終日だった。

「フォーカス」のコーナーでは大手ＩＴ企業が長門市と協定を結び、新たな農業ビジ

ネスを始めたというリポートを伝え、市内の水産加工会社と連携して海外の市場も視

野に入れているということで、地元への利益還元や雇用に期待が持てた。この日は長

門市の文化に注目して、冒頭は市内の香月泰男美術館からの中継だった。その後はニ

ュースと中継が交互に進む構成でまさに「どっぷり」香月作品の魅力を伝え、終わる

頃には香月が「私の地球」と呼んだふるさとへの思いを感じ取れた。 

 

(ＮＨＫ側) 

２月２７日(月)から１週間、「情報維新！やまぐち」は「どっぷり

長門ＷＥＥＫ」と題して長門市内各地からの中継を中心として放送

した。３月３日(金)の放送では、長門市は文化を語れる題材が多い

ため、一度にいろいろ取り上げると散漫になると考えて香月泰男に

絞った。 

 

○ 情報維新！やまぐち「どっぷり長門ＷＥＥＫ」の放送期間は県内でも長門が注目さ

れ、仙崎地区の施設がにぎわったと聞いた。長門市は観光資源が豊富で、地域も活性

化に向けて頑張っている。放送が地域の支援になればありがたい。 

 

○ ３月３日(金)のＹスペ！「いいいじゅー！！ 山口・長門市」を見た。農業が盛ん

で移住支援にも力を入れている長門市の最近の事情が紹介されていてよかった。 

 

〇 ３月４日(土)の午前中は４時間近くにわたり、長門市にまつわる番組が連続して放

送された。Ｙスペ！「潮風と浪漫あふれる旅へ 門司港～萩」（総合 前 8:15～9:05 

山口県域）は映像がとてもきれいで、外国人が旅の案内をする設定が新鮮だった。本

当にこの１週間は長門市が時間的にも内容的にも幅広く取り上げられ、とても興味を

持って見た。 
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(ＮＨＫ側) 

３月４日(土)の「イッキ見！」集中編成の中で金子みすゞをテー

マとした番組も放送し、１週間で長門市の魅力はほとんど全部伝え

られたと思う。今後も「情報維新！やまぐち」で県内各地を回る“キ

ャラバン”や関連番組を集中編成する“イッキ見”の企画を続けた

いと考えている。 

 

〇 「考える岡山 完全版一挙放送」（総合 3 月 7 日(火)前 0:45～1:58、8 日(水)前

0:45～1:09、9 日(木)前 0:45～1:59 岡山県域）を見た。本数をさらに増やし、教材と

して充実させていくことを望む。 

 

(ＮＨＫ側) 

「考える岡山」を３夜にわたり一挙放送した。深夜の放送だった

が好評意見も寄せられ、新年度に子どもたちが見やすい時間帯にＥ

テレでまとめて放送することを検討している。 

 

〇 ３月１０日(金)のコネクト「中国地方も危ない！？南海トラフ巨大地震」を見た。

山陰側に住んでいるとどうしても危機意識が薄い実情があり、番組を見て自分ごとと

して捉えることが大事だとわかった。こうした番組を時々放送して警告するのは有効

だと思う。地震や津波の映像を流す直前にテロップで予告して、ＰＴＳＤなどにより

ショックを受けられる方に対する細かな配慮がなされていたのはよかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

３月１０日(金)の総合・午後７時３０分の地域放送番組枠では、

全国で地震・防災関連の番組を放送することになり、中国地方に適

した企画を検討した。人々の話を聞くと南海トラフ巨大地震への危

機感が薄い一方、専門家を取材すると瀬戸内では地震の揺れも津波

被害も大きくなること、山陰地方でも物流の停滞が大きな問題にな

ることがわかり、伝えるべきテーマだと考えて番組を制作した。 

 

〇 コネクト「中国地方も危ない！？南海トラフ巨大地震」は、２月の番組審議会で説

明された「中国地方向け地域放送番組編集計画(案)」に即した、地域住民の防災意識

を高める番組作りの一環だと思って見た。南海トラフ巨大地震が起きると瀬戸内海沿

岸には５ｍもの津波が来るとのことだったが、３月５日(日)に見たＮＨＫスペシャル 

南海トラフ巨大地震「第２部 “最悪のシナリオ”にどう備えるか」（総合 後 9:00～
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9:59）では高知県には最大２６ｍの津波が襲うと伝えており、瀬戸内海沿岸は地形に

守られていることを強く感じた。番組のために大学の研究室が行ったと紹介された実

験の映像は、３月４日(土)のＮＨＫスペシャル 南海トラフ巨大地震「第１部 ドラ

マ（前編）」（総合 後 7:30～8:48）で流れた映像とよく似ており、同じ映像なのでは

ないかと疑問に思った。また、番組で甚大な被害想定を紹介しながら、後半に出演し

た防災の専門家が「犠牲者ゼロも夢ではない」と締めくくったのは精神論的で無理が

あると思った。福山市の家庭を訪問して防災を解説した末尾のコーナーも取って付け

たようだった。ただ、防災について発信し続ける必要のあるＮＨＫの責任を果たした

番組だとは思った。 

 

(ＮＨＫ側) 

地震や防災に関する情報発信は繰り返し行わないといつか忘れら

れ、油断を招くことになる。今回の番組は中国地方の皆さんにも“正

しく恐れて”いただくことを趣旨とした。指摘された大学研究室で

の人工的な津波の映像は「ＮＨＫスペシャル」と「コネクト」それ

ぞれに行ってもらった実験の映像だ。同じ施設なので見かけは似て

いるが、実験の設定は異なる。番組ゲストが「犠牲者ゼロも夢では

ない」と語ったのは、東日本大震災で犠牲者がゼロだった集落があ

ったことを念頭に置いて、備えがあれば可能な目標であるという意

見を述べたものだ。 

 

〇 コネクト「中国地方も危ない！？南海トラフ巨大地震」は、紹介された大学研究室

では想定を変えた多くの実験が行われていることをスタジオで補足していれば、同じ

映像を使い回しているのではないかという誤解を与えずに済んだのではないか。番組

はとてもわかりやすく、南海トラフ巨大地震が発生したら広島で何が起こるのか、学

ぶことが多かった。次の段階として、実際に南海トラフ巨大地震が発生した場合に、

住む場所ごとにどのような被害が想定され、どのように避難すればよいのか個別のケ

ースで参考になるような番組を制作してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

地震の被害想定は前提条件が多種多様なため、個別のケースを確

定的に論じるのは難しい面もあるが、要望は今後に生かしていきた

い。 

 

〇 コネクト「中国地方も危ない！？南海トラフ巨大地震」を見た。実際に巨大地震が

発生した際にどう動けばよいかという、きめ細かく実用的な情報が不足していた。東
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日本大震災から１２年がたっても防災意識が浸透していないことにメディアは危機感

を持たなければならない。南海トラフに限らず、活断層などの災害リスクも掘り下げ

て「コネクト」や「お好みワイドひろしま」などで引き続き発信してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

コネクトは南海トラフ巨大地震の中国地方への影響を伝え、“正し

く恐れて”いただく第一歩となるように制作した。個別のケースを

シミュレーションすると、条件の違いから多くのパターンが考えら

れることになる。一つのケースを取り上げて「こうすれば大丈夫」

と言い切ることは、それに当てはまらない場合も考慮すると、命に

関わることなので慎重にならざるを得ない。いただいた指摘に対し

てはコネクトに限らず、ＮＨＫのニュース・番組で多角的に報道し

ていきたい。 

 

〇 コネクト「中国地方も危ない！？南海トラフ巨大地震」を見た。南海トラフ巨大地

震によって瀬戸内海にも大きな津波が来て長時間滞留することは初めて知り、岡山の

人にも危機感を与えたようだ。県ごとに特化した内容で制作すれば、視聴者はより自

分のこととして考えられると思うので、岡山県版の制作を期待したい。 

 

(ＮＨＫ側) 

南海トラフ巨大地震関連の全国放送番組は、やはり太平洋側の被

害想定の大きな地域に焦点が当たっており、中国地方の人にはあま

り響かなかったという声もある。その意味で、中国地方向けの「コ

ネクト」を見て実際に危機感を持った人がいると聞くのはありがた

い。巨大地震など災害リスクを取り上げた番組を各地域に適した形

で放送することを考えていきたい。 

 

〇 ３月１１日の前後にはいろいろな番組で防災をテーマに取り上げていた。３月１０

日(金)の「チコちゃんに叱られる！」でも取り上げられていて、真正面に防災を掲げ

なくても番組ごとの切り口で幅広い世代に少しずつ意識してもらう取り組みは有効だ

と思った。 

 

〇 連続テレビ小説「あまちゃん」は現実とリンクしたすぐれた物語だった。放送から

１０年、登場人物たちのその後を描いた続編を現実の風景とリンクしたドラマとして

見たい。 
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〇 ＮＨＫスペシャル 南海トラフ巨大地震「第１部 ドラマ」は、ドラマという形式

で一つのケースを描き、伝え方としては成立していた。地域放送番組で同じことを行

うのは難しいだろうが。 

 

(ＮＨＫ側) 

ドラマであっても大規模災害の被害想定に忠実に描くと、恐すぎ

て無力感に陥るといった不評意見をいただくことがある。楽観的、

悲観的どちらにも偏りすぎないようバランスを考えて制作している。 

 

〇 ３月５日(金)の子育て まち育て 石見銀山物語「冬編」（Ｅテレ 後 6:00～6:29）を

見た。昭和的な雰囲気を感じ、人のつながりを大事にする暮らしぶりが印象的だった。

多数ではないにしても、全国各地からそこに集まって住むことを選んだ人たちが紹介

され、人口が多くて便利な街に住むのとは違う生き方を示して好感が持てた。以前に

放送された「夏編」や「秋編」も見たいと思ったが「ＮＨＫプラス」では配信が終了

していた。ＮＨＫ制作の番組なら、もう少し配信期間を長くしたり、期限そのものを

撤廃できないだろうか。アーカイブとして長期間提供されることを強く望む。 

 

(ＮＨＫ側) 

「子育て まち育て 石見銀山物語」は１年間の「総集編」を放送

する予定であり、ぜひご覧いただきたい。 

(ＮＨＫ側) 

「ＮＨＫプラス」に対する要望はよく理解できるが、多数の番組

を提供していて設備上の制限などもある。一方、「ＮＨＫオンデマン

ド」では長い期間配信している番組もあるがすべてではない。配信

サービス全体に対する意見として担当部署に伝えたい。 

 

〇 ３月１１日(土)の探検ファクトリー「岡山・倉敷 ジーンズの聖地 世界中で愛さ

れる品質・色あい」を見た。伝統的な技法から今の技術まで全国に発信できてよかっ

た。工場に若い人がたくさん入っていて、人材不足の業種にとってヒントになるので

はないかと思った。 

 

(ＮＨＫ側) 

「探検ファクトリー」は大阪放送局が制作している番組で、３月

１８日(土)の放送では倉敷市のマスキングテープ工場を取り上げる



 12 

予定だ。＠ｏｋａｙａｍａの枠でこれらの内容を放送することを検

討している。 

 

〇 「ＮＨＫプラス」の「ご当地プラス ＃中国」では広島の番組が多く、山口の番組

をもう少し増やしてもらえるよう希望する。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 


