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２０２３年３月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１６日（木）、ＮＨＫ福岡放送局（ウェ

ブ開催）において、８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年度九州沖縄地方向け地域放

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年度九州

沖縄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、事前に視聴し

たかごスピ Ｓｐｅｃｉａｌ「ここがヘンだよ！鹿児島のまちづくり」について説明が

あり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に４月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

副委員長  西野 友季子 （株式会社ニュー西野ビル代表取締役） 

委  員  乾 眞寛   (福岡大学スポーツ科学部教授) 

  いのうえちず （雑誌モモト編集長） 

大館 真晴  (宮崎県立看護大学 教授) 

楠田 喜隆  （株式会社雲仙きのこ本舗常務取締役）  

久保田 正廣 （西日本新聞社論説委員長） 

吉島 夕莉子 （吉島伸一鍋島緞通株式会社５代目技術継承者 デザイナー） 

吉水 請子  (極東ファディ株式会社取締役商品経営本部本部長) 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２３年度九州沖縄地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○  これまでＦＭで放送してきた「六本松サテライト」は、テレビ版として深夜に放送

される時に、若者のことを勉強するために視聴していた。若者を対象にした特色の

ある番組が、2023 年度から総合テレビで公開生放送されることは、とても挑戦的な

ことだと注目している。送り手側の意図とは異なり、想定していない年代層が見て

楽しむこともあるかもしれない。今後の展開を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

若者向けの番組を制作したいという思いもあるが、従来の番組

を継続していきたいという思いもある。変えていくものと残して
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いくもののバランスを取りながら、視聴者に納得していただく番

組づくりを心がけていきたい。 

 

 

＜かごスピ Ｓｐｅｃｉａｌ「ここがヘンだよ！鹿児島のまちづくり」 

           （総合 ２月１７日(金)放送）について＞ 

 

○  冒頭でも鹿児島県知事が出演を見送ったと説明していたが、パネリストが論客ぞ

ろいであり、知事が出演していた場合に番組が本当に成立していたのだろうかと疑

問に思った。また、市民が行政に対してスタジオで生の意見をぶつける姿は、非常に

挑戦的で驚いた。ただ、視聴者とともに考えるという意味では、パネリストが次から

次に思いを語っていたために、自分の考えと照らし合わせる時間的な余裕がなく残

念だった。冒頭の市民アンケートが今回の課題となる部分だと思うが、議論の連続

性を担保するためにも、アンケートの段階でもう少し課題を絞り込み、討論をブラッ

シュアップさせてもよかったのではないか。パネリストの人選についても女性や子

どもなど多世代・多様性に配慮してもよかったのかもしれない。また、まちづくりを

けん引する人の問題提起をメインテーマにするのであれば、パネリストの紹介を市

民ではなく民間というくくりにした方が分かりやすかった。無関心層を少しでも少

なくするために、これからも思い切ったチャレンジを期待している。 

 

○  地域で活躍している方々が生放送で議論し合う、とてもおもしろい企画であった。

しかし、番組概要がつかめていない状態で、ドルフィンポートについて語る始まり

方だと、ドルフィンポート跡地の整備計画のことだけを議論し合う番組なのかと

思った。また、冒頭でパネリストの坂口修一郎さんの反対意見が１０分間続いたこ

とで、パネリスト全員が計画に反対し抗議しているように見えた。番組が実施した

アンケートの結果では、賛成が４７％だったことから、賛成の人の意見も入れて議

論し合ってもよかったのではないか。また、最後までドルフィンポートにこだわる

のであれば、市民会議として話し合う場にしてもよかったのではと思った。市民の

声をまちづくりに生かしていくためにはといった前半の議題に対し、後半は広い視

点での議論で論点があちこち飛んでいたために、議論というよりもただ意見を言い

合って終わるといった印象を受けた。議題を絞り深く議論できるような場であれば、

より有意義なものになったのではないかと思った。 

 

○  鹿児島局としてのチャレンジであり、行政をはじめ世の中にまちづくりの問題が

あると声高に叫んだ番組であった。民放の番組を意識して制作したときいたが、そ

の路線でいくのであれば第２弾・第３弾と続けて放送し、県知事や県議会、県庁の幹
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部も自分たちの言い分を伝えないとこれはまずいと思わせるぐらいの番組になって

ほしい。地域のまちづくりという点では全国で共通する普遍的なテーマであり、全

国区でも展開できる番組になると感じた。ただ、あれだけのパネリストを集めて４

５分という長めの放送尺で放送するのであれば、県知事や県庁側の担当者が出演で

きないということだけでなく、関係者の声を拾うことや取材の過程を詳しく説明す

ることで説得力が増し、視聴者もより納得できたのではないか。今後も、ＮＨＫの地

域局でこうした問題を、今回のような切り口と尺で取り上げることを一般化してほ

しい。東京の政治や経済だけではなく、地方でも議論が分かれる問題を鋭角的に取

り上げれば、公共メディアとして注目されるのではないか。また、司会の白鳥哲也ア

ナウンサーのかじ取りがうまく、生放送の番組であれだけの人の話をうまくまとめ

て次の人につないでいく腕前はなかなかなものだと思った。事前の打ち合わせなど

何か工夫した点があったのか、教えてほしい。もう一つ、放送後の県庁側の反応はい

かがなものだったのか、分かる範囲で構わないので確認したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組に対する抗議や批判的なコメントは来ていない。十分な取

材を行い、鹿児島県側の言い分も伝えたという点では納得してい

ただいていると感じている。県知事の出演に向けた交渉も、時間

をかけてやってきた。難しい議論であると感じている一方で、ま

ちづくりの議論が沸き起こることへの期待感もあるのではないか。

その意味でも引き続き、第２弾・第３弾を仕掛けていかないとい

けないと思っている。まちづくりから離れた議論にはせず、ドル

フィンポートにこだわったのであれば、こだわり続ける姿勢を見

せていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

白鳥アナウンサーは鹿児島県出身で、地元に対する覚悟を持っ

ている。今回の番組も事前の打ち合わせというよりは、ふだんか

ら歴史的建造物や鹿児島の文化・伝統を守っていきたいという意

識を持っていたからこそ、司会進行が成立したと思っている。 

 

○  前半のドルフィンポート跡地の整備計画についてはスピード感がありテンポも良

かったが、後半は画面に動きがなく、ずっと同じ絵面のように思えた。途中で街頭ア

ンケートのＶＴＲを出すなど、話題を切り替えるときにメリハリのある演出があれ

ば、場面が切り替わっていることをより感じられたのではないか。また、ドルフィン

ポートを知らない人に対しても、説明が不足しているように感じた。インターネッ
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トで調べてみると、県はこの問題についてこれから検討し、公募も行うと発表して

いたこともあり、番組が少し批判意見に偏っているように思えた。異業種のパネリ

ストが集まって、さまざまな意見が出てきていたという意味では深い内容の番組で

あったが、鹿児島県民ばかりで対立する県側の意見がなく、演出に工夫をしてほし

かった。制作者の意図としても、今回のバランス感覚でよかったのかどうか。今後も

生放送でチャレンジしていくのであれば、その点について自己評価も含めてどう

だったのかを確認したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

一般的にＮＨＫでは、議論が分かれる問題は公平に放送すべき

だと言われていて、それは当たり前のことだと思っている。本来

は今回も事業を進める立場の方にも出演していただくべきであり、

さらに言えば、なぜ出演いただけないのかというのも丁寧に説明

するべきであったと考えている。 

 

○  異なるジャンルのパネリストが分かりやすいコメントをしていて、鹿児島のまち

づくりに関する問題点が浮き彫りになっていた。白鳥アナウンサーが論点を結びつ

け、行政や財界、市民とのコミュニケーション不足という問題などを浮き彫りにす

ることで、鹿児島局の「地域の課題に向き合って掘り下げていくコンテンツを発信

する」というテーマに、見事に合致した番組であった。ただ、出演していたパネリス

トには偏りがあったように思えた。県の総合体育館の整備に反対か、もしくは何ら

かの意見を持っている方が多かったにもかかわらず、冒頭で紹介されたアンケート

結果を見ると、賛成が４７％となっていた。実際にこの４７％の方々はどういった

意見を持っているのだろうか、声を上げにくい状況なのかなどと思いをめぐらすと、

どのような意見を持っているのかを確認したかった。また、総合体育館建設に関す

る話でもあることから、スポーツ選手の意見を聞きたかった。スポーツの団体やそ

の関係者をパネリストとして選定しなかった事情があったのか、確認したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

実際に街中で取材をしてみると、「何もないよりはあった方がよ

く、体育館建設に賛成」といった声をよく耳にした。一方で、具

体的に何ができるとよいかと聞いてみると、体育館と答える人は

ほとんどいなかった。番組内で商業施設、観光施設をつくってほ

しいという声も紹介したが、指摘のとおり、意見に偏りがあるよ

うに見えてしまう点もあった。また、スポーツの競技団体にも出

演に向けた交渉を行っていたが、この問題の当事者ではないとい
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う声も多く断られてしまった。さらにいえば放送尺の関係もあり、

実際に体育館ができたらどうなのかということをテーマ設定する

のが難しかった。 

 

○  出演者の人選について、バラエティーに富んだ意見が出ることは大切であるが人

数が多く、ジェンダーバランスもやや取れていないと感じた。意見が偏っていたと

いう点についても、取材の中で体育館ができたらうれしいと言う側の意見を拾って

くることや、ドルフィンポートにスポーツコンベンションができるメリットを紹介

するＶＴＲがあってもよかったのではないか。街頭インタビューは、平等に声を拾っ

ているように見える一方で、関心のない人は予備知識を持って意見を言っているわ

けでもないというデメリットもあると感じている。ただ、出演していたパネリスト

からは、交流ツーリズムのような体験や交流が大事といった話や、東京のまねごと

ではなく文化的なことをやってほしいといった話、さらには経済や利便性だけ求め

るのはよくないといった話も出ていて、問題提起としては非常におもしろかった。

今後もこのテーマについては、議論をより深める形で継続していただきたい。 

 

○  さまざまなジャンルのパネリストが出てきたところはよかったが、それぞれの

バックグラウンドが違いすぎて、議論を絞り込めてなかったように思えた。まちづ

くりの定義が広すぎて、今回の課題について話し合うとしても、行政の担当者はど

この誰なのかという状況もある。パネリストそれぞれの主張に応える担当者を引き

出すことができると、さらに議論として深まっていったのではないか。また、パネリ

スト全員が反対意見を持っているように見えたほか、本来は中立の立場を保つ役割

でもある司会の白鳥アナウンサーも完全に同調する形で番組を進行していたため、

生放送なのに何かが仕込まれているかのようにも思えた。ただ、まちをつくるといっ

たときに、観光というブランディングや第一次産業も九州にとっては大切であり、

桜島の景観を生かす意味でも、最終的には鹿児島の皆さんで何かよい解決策を見つ

けてほしいと感じた。その意味でも、この番組は一度放送して終わりということで

はなく、しっかり議論を続けられるようにすることで、まちづくりを導いていくきっ

かけにしてほしい。賛成が４７％だからと行政が力技で決めたという結果にしない

ためにも、ＮＨＫが公共放送としての役割を果たすよいきっかけになると思う。 

 

○  ドルフィンポートの整備計画については、前の県知事のときから議題に挙がって

いて、そのときは県民が反対したことにより取りやめとなったが、今回はなぜかそ

のまま進んでいる状況にある。そういった中で、ＮＨＫがこういった番組をつくっ

たことには、すごく意味があると思っている。ニュースなどでも伝えられているが、

こういった討論番組を放送することで、県民に関心を持ってもらうことは大事であ
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る。パネリストに関しては、女性の割合が確かに少ないように思える部分もあった

ほか、鹿児島市以外の方々は関心が薄いところもあり、鹿児島県民の中でも意見に

偏りがあるように感じられた。第２弾・第３弾の放送では、スポーツ関係だけでなく

議員や県行政などいろいろな分野の方たちに参加してもらうとともに、より多くの

県民に見てもらえるような情報発信を目指していただきたい。 

 

○  生放送で「まちづくり」についてディスカッションする番組ということで、成立す

るのか心配しながら視聴したが、白鳥アナウンサーの卓越した司会進行と、レベル

の高いパネリストの面々によって素晴らしい番組に仕上がり、驚かされた。その背

景には鹿児島への深い愛情と、日頃から「まちづくり」について高い関心を持ち、し

っかり勉強していることがあると推察した。同様のディスカッション番組と比較し

ても、問題意識を持った方々を配置した方が深い議論に達しており、他県の私が見

ても自分事として捉えることができたのはとても良かった。今回の主たるテーマは、

鹿児島県が主導して進めているドルフィンポート跡地に体育館を建設することに一

石を投じるものであり、ＮＨＫのチャレンジする姿勢も感じ取れた。鹿児島特有の

問題ではなく、日本全国の自治体において、ハードの整備だけではなく、ソフト面を

充実させた「まちづくり」にどうやって方向転換していくのかは重要な課題だと思

うため、各地方局において、このような番組を制作していただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ゼロから生み出すというところもあり手探りだったが、もう少

し取材を尽くすという点と取材相手がワンサイドにならないよう

にするべきであった点は反省している。今後展開するときに放送

尺が短くなったとしても、どのように構成するのかについては考

えていきたい。反省点も多い一方で、「おもしろかった。ぜひ県民

の議論のきっかけとなる番組をつくってください」などという好

評意見もいただいた。これまでＮＨＫとして、今回のような議論

の場を追求する役目が果たせてこなかった部分もあり、引き続き

議論のきっかけをつくるという志で取材や制作を続けていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドルフィンポートにこだわるのであればテーマをより絞り込み、

県知事の出演見送りについても丁寧な説明をという意見は、放送

番組のモニターからも来ていた。パネリストのバランスも我々と

しては考え抜いたところだったが、もっと取材を続けていれば、

よりよい方がいたかもしれない。課題を挙げれば切りがないが、
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いただいた意見を踏まえて第２弾・第３弾では頑張っていきたい。

今回は４５分という放送尺だったが、もう少し長く放送すること

も将来的には考えてもよいかと思い、そのような構成も学んでい

かないといけないと感じている。議論の場を提供しさえすればよ

いということではなく、放送することで世の中を変えていく力が

起きることを期待している。ＮＨＫが何かを教えるのではなくて、

市民の皆様と一緒に変えていく力を醸成できたらと思っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月１９日(日)のＢＳ１スペシャル「基地の街 女たちの声なき声～あるアメリ

カ人弁護士の闘い～」を見た。アネット・キャラゲインさんという女性のアメリカ人

弁護士が、沖縄の基地被害の中の性犯罪や養育費を払わない問題などを丁寧に取り

上げた番組で、非常に見応えがあった。アネットさんが活動していた 1990 年代や

2000 年代の映像も使われていて、ＮＨＫはどれほどの期間、彼女を取材していたの

かと興味を持った。また、現在のシングルマザーの問題と過去の暴力について、昔の

犯罪と今のシングルマザーの問題がリンクするような形で番組を構成しているのも

非常によかった。社会的な背景を踏まえた上で、照屋という町とアメ女という用語

を丁寧に説明しているのもとてもよく、基地問題に興味や関心のない方にとって分

かりにくい背景も丁寧に拾っている番組であった。 

 

○  ２月２３日(木)の「テレビ７０年 柳田邦男×池上彰×大学生 テレビジャーナ

リズムを語る」(総合 後 6:05～6:43)を見た。ジャーナリストとして一流の方の、一

流たるゆえんがひもとかれる、すばらしい番組であった。出演者２人の若い頃の写

真紹介は興味深く、自分を育てている真っ最中のとがった感じと、今の成熟した風

貌との対比を見ることができてよかった。内容が膨らんだ後半でも、限られた時間

の中で難しいテーマを多面的にまとめ上げていた。一方で、テレビジャーナリズム

という限定されたテーマに対しては、ＳＮＳとの対比を語られただけで収まりきれ

ていないように感じた。ただ、池上彰さんが番組の最後で問題点を指摘したことに

よって、不確かな情報に踊らされることなく、良いものと悪いものを自らの考えで

取捨選択できるような視点を持つことの重要性を、改めて感じさせられる番組で

あった。 

 

○  ２月２３日(木)の「テレビ７０年 柳田邦男×池上彰×大学生 テレビジャーナ
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リズムを語る」(総合 後 6:05～6:43)を見た。深掘りがやや足りないように思ったが、

３月７日(火)の「テレビ７０ 柳田邦男×池上彰×大学生 テレビジャーナリズム

を語る 拡大版」(ＢＳ１ 後 7:00～7:49)を見て、消化不良だった点が解消された。

編成の都合などで放送尺が変わると思っているが、４０分で収まり切れないテーマ

だったことから、５０分版として再度放送することになったのではないかとも感じ

た。この番組はテレビジャーナリズムを語るということであったが、とりわけＮＨ

Ｋ社会部についての話で、ジャーナリズム全体を語るという意味では物足りないよ

うに思えた。ＮＨＫだけではなく民放の話も含めて、テレビ全体がこの７０年でど

う変化していったのかを、もう少し大きなスケールで語っていたほうがよかったの

ではないか。羽田沖日航機墜落事故も、どういう事件でどの点がＮＨＫとしての特

ダネだったのかが分からなかった。また、浅間山荘事件も内容が断片的であり、予備

知識がある人は分かるかもしれないが、若い人には伝わらないのではと感じた。今

回、スタジオに集まっていた大学生はもともと問題意識を持っていて、彼らには届

く内容であったと思う。ただ、７０年という記念として興味本位で見た人にも届く

ような、もう少しかみ砕いた内容でもよかったのではないか。 

２月２５日(土)のＮＨＫスペシャル「調査報告・ロシア軍～“プーチンの軍隊”で

何が～」と、２６日(日)の「ウクライナ大統領府軍事侵攻・緊迫の７２時間」を見た。

見応えがあり、さすがＮＨＫという取材力や総合力を感じられる番組だった。２５

日(土)の「ロシア衝突の源流」(ＢＳプレミアム 後 7:30～8:59)もだが、ウクライ

ナ侵攻から１年という世界的にも大きな節目で、いま起こっていることを歴史的に

ふかんできる非常に勉強になる番組で、ＮＨＫとしてのメッセージがしっかり伝

わったのではないかと思った。 

３月１０日(金)のザ・ライフ「ある原子力学者の遺言～未公開資料が語る～」(総

合 後 8:15～8:40／九州沖縄ブロック)を見た。九州大学の副学長で科学技術・原子

力の専門家でもあった吉岡斉教授の未公開資料ということで期待していたが、２５

分の番組でありながらも内容に深みがあり、真実が緻密に積み上げられていた。国

がいま、まさに原発政策を大きく変えようとしている局面であり、吉岡教授が問い

かけた問題は内容も価値もあることから、今回の番組で出しきれていない情報があ

れば、それらを加えてより長い尺にするなど、全国に届くようなアプローチでもう

一度放送されることを期待している。 

 

○  ２月２５日(土)に再放送された「ウチナーンチュ 沖縄のルーツを探して」(総合 

前 7:35～8:00／九州沖縄ブロック)を見た。海外から来た沖縄の人々が自分のルーツ

を探す姿や、沖縄で見つけた家族とのつながりを２５分でまとめ、３人の出演者そ

れぞれの背景や思いなどを丁寧に伝えていた。核家族など家族間のつながりが薄く

なっている中だからこそ、家族のつながりやルーツというテーマには響くものが
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あった。また、いろいろな背景を持った人が出演していたが、この３人をターゲット

にして番組をつくった理由は何だったのかが気になった。私自身、ルーツを探ると

いうことに興味があり、「ファミリーヒストリー」のような番組にもつながるＮＨＫ

の取材力と調査力はとても高いと評価している。番組の最後には沖縄のにぎやかな

祭典の映像もあり、人や家族のつながりという部分に希望というイメージを持つこ

とができる、とてもよい内容であった。 

 

○  ２月２６日(日)のＢリーグ ２０２２－２０２３「熊本ヴォルターズ」対「ライジ

ングゼファー福岡」(総合 後 2:05～4:25／熊本県域・福岡県域)を見た。普段から熊

本ヴォルターズの試合を会場やＷＥＢ配信で観戦していたため、今回の放送はどの

ような特色を持っているのか興味があった。最初に驚いたのが画像のきれいさで、

細かい選手の表情まで見えてよかった。また、普段見ない画角からの映像が多数見

られ、会場で見ているかのような臨場感があった。プロの解説者と実況のアナウン

サーとの掛け合いによって、それぞれのプレーについての理解が深まっただけでな

く、基本的なルールを解説してくれるシーンもあり、初めてバスケットボールを見

る方にとっても楽しめる放送になっていると感じた。それだけでなく、試合中も細

かい統計データが発信されていたことから、現地で観戦するよりもおもしろく、試

合後のインタビューも新鮮であった。気になった点としては、出身地を誤って表示

されていることや実況にＮＨＫ側で指示する声を拾ってしまっていたところである。

放送権の問題はあると思うが、バスケットボールファンを増やすためにも、今後も

積極的な放送を期待している。 

 

○  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」（総合 

後 7:30～8:48、後 10:00～10:54）と３月５日(日)の「第２部 “最悪のシナリオ”

にどう備えるか」（総合 後 9:00～9:54）を見た。合計約３時間と長時間であったが、

番組の質や情報量ともに満足できるもので、南海トラフ地震で起こり得るさまざま

な現象を詳しく理解できる内容であった。南海トラフ地震の今後の可能性について

も、その危険性を分析して示すことで、視聴者に対して大きく警鐘を鳴らす役割を

果たしていた。高知県が日頃から行っている防災訓練や避難訓練を通して、高齢の

方は避難までに時間がかかる姿や、逃げようとしても引き戸が開かず逃げられない

といった、小さいことではあるが命を守るために重要な要素が番組中に散りばめら

れていた。しかし、第１部では描写が変わるごとに地震発生までの時刻を表記して

いたのに対して、地震発生後は何分経過という時間表示がなくなり、それぞれがい

つ起こっている事象なのかが分かりづらかった。最後には、地震発生後１週間といっ

た表記もあったが、気象庁が動き出したタイミングや津波が到達した時刻について

の表記はなかった。概算であったとしても、命のリスクが高くなる事象の時間を出
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すとより実感が増したのではないか。 

 

○  ３月８日(水)のロコだけが知っている「ふるさと自慢対決！福岡ＶＳ.佐賀」を見

た。印象としては、福岡ＶＳ佐賀というより北九州ＶＳ佐賀のように思えた。これま

でもふるさと自慢対決が放送されてきたが、地域の情報は少ない印象があり、今回

もそこまで芸人に頼らないといけないのかと疑問を抱いた。芸人のエピソードより

も市民の声を聞いたり、故郷を見て懐かしんだり、故郷の新しい発見ができたりと

いった内容をもっと放送すると、より見応えがあったのではないか。ただ、その一方

で旦過市場を盛り上げる取り組みや佐賀の中央マーケットの人の温かみなど、地域

に寄り添った内容はしっかり取材されていた。今後は、もっと地域に寄り添った情

報が全国向けに放送されていくことを期待している。 

 

○  ３月１０日(金)の「九州・沖縄 地震コレダケハ！」(総合 後 7:30～8:15／九州

沖縄ブロック)を見た。専門的になりがちな活断層や津波に関する説明が、非常に分

かりやすく伝わってきた。活断層は熊本地震の際に畑の作物のラインがずれた様子

を活用して説明し、津波の高さはクレーン車を用いて出演タレントが実際に乗車し

伝えていた。言葉ではなかなか表現し切れないような、いわゆる映像でないと説明

できない事象に関する説明の仕方に工夫がたくさんあり、テレビが持つ説得力とい

うものを改めて知ることができた。また、取り上げた地域は福岡と宮崎だけであっ

たが、２次元コードを画面上に表示するといった細やかな配慮があり、非常によかっ

た。南海トラフ巨大地震によって、地震の意識が高まってきている中、具体的に何を

すればよいのかという素朴な疑問に答える、意義のある番組であった。子どもや高

齢者のために、これからも放送を続けてほしい。 

 

○  ３月１０日(金)のザ・ライフ「ある原子力学者の遺言～未公開資料が語る～」(総

合 後 8:15～8:40／九州沖縄ブロック)を見た。３・１１に向けて東北や福島から遠

く離れた九州の番組が、どういった視点で３・１１のことを考えるのかという思い

で視聴した。九州大学の吉岡斉教授が残した未公開資料を丁寧に掘り起こし、吉岡

教授が闘ってきた国家権力や電力会社の利益誘導、あるいは原子力政策という意思

決定が公平・公正さを欠いていたのではないかという問題提起が、きちんとなされ

ていた。この３・１１を機に、高速増殖炉もんじゅなど今進めていることが本当に正

しいのかをもう一度考え直す形となり、さらには地震だけではなく原子力発電につ

いても再稼働の流れが大きく動いている中、それで大丈夫なのかということをテー

マにしていたのは非常によかった。国の原子力政策に疑問を抱いていた吉岡教授の

遺志を継いでいる人々のことばや活動を通して、国の政策に対して物申すという姿

勢を、今後はローカル番組だけではなく全国向けにも伝えていただきたい。 
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（ＮＨＫ側） 

この１か月、節目となる番組がたくさんあった。節目となるタ

イミングで番組を打ち出すことも重要だが、そのときだけ騒いで

終わりにしないことが非常に重要だと思っている。「ＮＨＫスペ

シャル」についても、今回初めて半割れについて具体的に取り上

げたところを評価していただき、非常にうれしく思っている。助

けようにも助けられない地域が残っていくということを、どう

やって伝えていけばいいのかと我々も悩んでいた。数字だけを映

しても理解してもらえない部分をどのように伝えていくことがよ

いのかと考えながら番組をつくることが、日々の緊急報道の糧に

なると思っている。これからもしっかりと続けていきたい。鹿児

島はことし、８・６水害から３０年を迎える。３０年だからとい

うことではなく、改めて大きな災害を思い起こしていただくこと

を通年のテーマにしていきたい。また、１０月には国体が行われ

るほか、１２月には奄美群島の日本復帰７０周年を迎える。離島

やそれぞれの文化・伝統の継承がいま、どうなっているのかなど

を考えていくきっかけにしていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

３月１０日(金)の「ザ・ライフ」は、当時の原子力政策が結論

ありきで進んでいたことについて、未公開資料とともに当時の原

子力委員会の事務局長へのインタビューで客観的に伝えた。また、

地域の課題解決に向けて、「かごスピ Ｓｐｅｃｉａｌ」やこれか

ら放送する「ＫｉｔａＱ ｇｏｏｄ＆ｂｏｏ（きたきゅーぐーぶー）

大作戦」のような番組を増やし、ＮＨＫが情報の発信源となった

議論が全国どこでも起きていくようになればと考えている。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 


