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平成２４年３月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３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、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「平成２４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「平成２４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。 

次いで、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、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 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 江種 則貴 （中国新聞社 論説主幹） 

岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

来山  尊 （光陽産業株式会社代表取締役社長） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）取締役） 

濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２４年度中国地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○  ８月６日の原爆の日を中心にした核平和関連番組の編成に期待している。来年度は

ロンドンオリンピック放送のため、時間枠に制約があるようだが、時間量が減少する

分、内容の濃い番組を放送してほしい。核平和関連番組の放送には、引き続き、力を

入れて取り組んでほしい。 
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○   鳥取県内向けの「√るーと」は、緩い雰囲気が好きで見ている。来年度も「√るー

とｈｉｇｈ↑」として継続されるので、大変楽しみにしている。制作にあたっては、

地元の出演者が 1 人でも多く映る工夫をしてほしい。ＮＨＫの放送に親しみを持って

もらうきっかけになると思う。 

 

○    山口放送局の地域の人たちがテレビ出演する機会を増やす企画に期待している。身

近な人が出演することでより親しみを持ってもらうことができると思う。また、ケー

ブルテレビ局やコミュニティーＦＭ局との連携もよい取り組みだ。災害時の情報ネッ

トワークとしてはもちろん、より暮らしに密着した情報発信につながると思う。 

 

○  「岡山ニュースもぎたて！」でのスタジオを飛び出した中継シリーズを楽しみにし

ている。県内各地を放送で取り上げることで、地域の活性化を応援してほしい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ３月９日(金)のあいたい「マンガが町を埋めつくす～江川達也“まんが王国とっと

り”の旅」は、題名に内容が伴っていないものだった。マンガに埋めつくされている

のは、水木しげるロードのある境港市だけだ。漫画専門コースのある高校など初めて

知る話題もあるものの、不十分な内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

あいたい「マンガが町を埋めつくす～江川達也“まんが王国とっと

り”の旅」は、ご指摘のようにタイトルに違和感があったかもしれない。

旅人の漫画家・江川達也さんの「売れる漫画ではなく作りたい漫画を」

というメッセージは描かれていたと思う。 

 

○   ２月２４日(金)のこだわり男とマルサの女（２）「伊丹十三 『お葬式』への道」

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10：00～10：59）は、これまでにエッセーを愛読し、数多くの監督

作品を見ているので、そのマルチな才能の根源に迫る非常に面白い内容だった。著名

な映画人である父親の伊丹万作との父と子の関係など余韻の残る味わい深いドキュ

メンタリーだった。 
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○   連続テレビ小説「カーネーション」は、３月５日(月)の放送から、時代が変わった

ことにあわせて、ヒロインをはじめ娘以外の登場人物や家のセットなどが一新された。

なかでもヒロインの交代は、尾野真千子さんが好演していただけに、違和感が大きく、

残念でならない。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「カーネーション」は、昭和４０年代から６０年代

に一気に時代が進んだこともあり、より違和感を増幅しているのだと

思う。ドラマは最終局面に入り、ブランドの立ち上げなど新たな展開

があるので、引き続き楽しんでほしい。 

 

○   ＮＨＫの番組情報誌「ステラ」の３月１６日号に「東日本大震災１年 いま、見つ 

 める報道の役割」という特集記事があり、実際に震災報道に携わった仙台放送局や石

巻報道室の記者やアナウンサーの言葉が掲載されていた。ステラの特集記だけで終わ

るのは残念だと思っていたところ、そうしたＮＨＫ職員の証言を軸に震災報道を検証

し、ＮＨＫの果たすべき役割について考える番組が３月２２日(木)に放送されること

を知った。自ら立ち止まって報道内容を振り返るという姿勢はとてもよいことだ。こ

の番組にも大変期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

                 東日本大震災で多くの被災者が出たことをきっかけにして、今、 

ＮＨＫでは、国民の生命や財産を守る報道機関の役割を改めて見直し

ている。たとえば、避難の呼び掛けも冷静に分かりやすく伝えるだけ

ではなく、もっと緊急性や切迫感の伝わるものに変えようとしている。

原点に立ち返って検証することで、反省すべき点を改善していきたい。 

 

○   ３月９日(金)のＮＨＫ松江放送局開局８０年記念「残したいふるさとの自然～島根

が育む貴重な生き物たち～」（総合 後 7：30～7：55 島根県域）は、カメラワークに

感銘を受けた。生物の営みの一瞬一瞬を撮影するだけではなく、生息する地域をふか

んした映像を組み合わせることで、より身近に自分自身が暮らしている町の自然の豊

かさを感じることができた。貴重な生物の姿を捉えた記録としての価値に加えて、地

域の中での生物の営みを広く考えることができた。また、生き物たちの保護活動にも

焦点を当てており、生き物たちと人が共存することの大切さを強く感じた。ただ、
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２５分の放送時間に多くの話題を盛り込み過ぎて、ややバランスに欠けた構成となっ

た面がある。保護活動は、継続することが重要なので、今後も放送で取り上げてほし

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根県内には、大変豊かな自然が残されているが、何もしないでいる

と生き物たちは絶滅の危機にある。今後も、継続して取材し、放送を通

じて、環境を守っていく大切さを伝えていきたい。 

 

○    ２月２５日(土)の新日本紀行ふたたび「ふるさとの冬を詠んで～青森・津軽地方～」

を見た。３３年前と変わらず歌を詠み続けている出演者の「歌をつくることによって

生かされている」という言葉に、ツイッターやフェイスブックで自分自身を伝えよう

とする若者たちの姿が重なった。若者たちもまた、発信することによって自分が生き

ていることを実感しているのだと思う。情報発信のツールは変わっても、自分の内面

を言葉にして伝えることは、人が生きている証なのだと思う。こうした人の心の内面

に迫る番組をこれからも放送し続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

              「新日本紀行ふたたび」は、かつて放送された「新日本紀行」を下 

            敷きにしてその土地や人々をたどる番組だ。ディレクターは、過去の 

            番組を見ながらその土地を取材し、何かを感じ取り、新たなメッセー 

ジを発信する。２つの時空が重なって見る人に感動を与えるのだと思 

う。 

 

○   東日本大震災から１年が過ぎた。震災については、徐々に復旧していくが、原発事

故については、これからも継続する問題だ。ＮＨＫの一連の番組は、丁寧に取材した

ものが多く感心している。ただ、ニュースについては、政府発表の情報をそのまま伝

えている場合が多いように感じる。原発問題は、中国地方においても島根原発の再稼

働の問題をはじめ、身近な大問題だ。これからも継続して取材し、大胆に報道してほ

しい。 

  

（ＮＨＫ側） 

原発事故については、１年を経て、徐々にその時の実情が明らかに
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なりつつある。今、最大の関心事だ。国民の健康、安心・安全を守る

ためにも、今後も丹念に取材し、ニュースや報道番組を通じて、国民

の期待に応えていきたい。 

 

○   ２月１７日(金)のフェイス「“極秘報告書”は語る～林原・不正の実態～」は、報

告書の内容を伝えるだけの内容だった。会社の歴史的な背景や融資している銀行が大

口の株主だったとか、いろいろなマイナス部分をもっと掘り下げて伝えないと、結局

原因は何も分からないままだ。経営者の心理を追究しながら、守るべき最低限のモラ

ルを示すなどの突っ込みが足りなかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「“極秘報告書”は語る～林原・不正の実態～」は、経 

営破綻から１年間、取材を続けてきた岡山放送局の記者が破綻の経

緯を記した調査報告書を入手できたことから、番組化につながった。

ご指摘のように、林原の関係者内部の証言を交えるといった掘り下

げ方もあったと思うが、これまで報道の糸口すらつかめず、非常に

不透明で、闇に包まれていた林原の不正経理の実態が、初めて明ら

かになった意義は大きいと思う。林原の経営破綻の問題は、駅前の

広大な土地活用をはじめ、大きな関心事なので、今後の展開にも注

視していきたい。 

 

○  フェイス「“極秘報告書”は語る～林原・不正の実態～」は、経営破綻に至る経緯

を順序よく分かりやすく伝えてくれた。この企業と同じように、決済や経理のチェッ

クが十分でない企業が日本中にあり、そうしたところにも目を向けなければいけない

と普遍化されていたので、よい内容だった。 

 

○  ３月５日(月)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「３８分間～巨大津

波 いのちの記録～」は、盛岡放送局釜石報道室の記者のカメラに記録された 289 人

ひとりひとりのあの日から１年間の生活を丁寧に追ったもので、「ああ、さすがＮＨ

Ｋだな」と思える番組だった。ひとりひとりの今を伝える映像にほっとした。わずか

１年では、被災された方の本当の思いは出てこないと思うので、まだまだ記録し続け

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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ＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「３８分間～巨大 

津波 いのちの記録～」は、釜石報道室の記者のとらえた映像から

始まった。記者自身も津波の記憶をたどる心の重い取材だったと思

う。 

 

○   ２月２４日(金)のフェイス「カープ＆サンフレッチェ 宮崎発キャンプリポート～

野村・森保 両指揮官に聞く～」は、監督のインタビューやポジションごとの選手予

想など分かりやすい構成で、カープファンの期待に十分に応えてくれる内容だった。 

 

○   ２月２４日(金)の「ハワイ 日系二世たちの戦争」（総合 後 7：55～8：43 中国ﾌﾞ

ﾛｯｸ）は、太平洋戦争をアメリカ兵として従軍した日系二世たちの戦争を描いていた。

その証言からは、アメリカ人として、両親の生まれた国と戦った苦悩が伝わってきた。

いろいろな角度から歴史を見直すことの意味を教えてくれる番組だった。今回は２月

の放送だったが、放送時期を選んで、たとえば８月に再放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ハワイ 日系二世たちの戦争」は、思い出したくない記憶もあ 

ったと思うが、証言者の方々が真摯（しんし）に取材に応えてくれ

たことで、力のある番組にできたと思う。自分の体験を自分の言葉

で語ってくれる証言の強さこそが、番組の命となっている。ハワイ

には、広島をはじめ中国地方から多くの人たちが渡っているので、

今後も継続して取材していきたい。 

 

○   ３月７日(水)のクローズアップ現代「アニメを旅する若者たち“聖地巡礼”の舞台

裏」を見て、初めて聖地巡礼ブームを知った。アニメ産業においてもいろいろなコス

トダウンの取り組みが行われているようだが、コストダウンばかりを追求するのでは

なく、アニメにしかできない新しい世界観を創造してほしいと思う。そういう側面を

もう少し突っ込んでほしかった。 

 

○   クローズアップ現代「アニメを旅する若者たち“聖地巡礼”の舞台裏」を見たが、

私には、聖地巡礼をする人たちの行動を理解することが難しい。ゲストの境真良さん

も彼らと同じ目線で解説していたので、さらに理解が進めることができなかった。彼

らと同じ視点ではなく、異なる角度から解説してほしかった。 
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○   ３月２日(金)のフェイス「続 里山資本主義～過疎の島こそ２１世紀のフロンティ

ア～」（総合 後 7：30～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）では、山口県周防大島が紹介された。“太

陽に光に満ちたおいしい島”というキャッチフレーズもよく、放送で紹介された大島

は、過疎地とは思えなかった。現地で頑張っている人たちの発言は、大変説得力があ

ったので、まとめ役の藻谷浩介さんの言葉は、なくてもよかった。番組では、成功し

ている話題ばかりだったが、成功の陰にはこれまでの苦労があったと思う。田舎のす

てきな面だけではなく、苦しい面も伝えた方がよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組のコンセプトは、地域の宝やエネルギーの素を再発見す 

ることにある。プラスの部分とマイナスの部分がある中で、現在は、

なるべくいいものを見ようという前提で制作している。しかし、マ

イナス部分を伝えることで成功の秘けつを伝えることができると思

うので、来年度は、構成を検討していきたい。 

 

○   周防大島は、私の暮らしている町だが、放送で紹介されたのは一部の地域であって、

決して島全体ではない。ただ、彼らの活躍が町に刺激を与えているのは事実で、地元

では、放送で取り上げてもらったことを喜んでいる。過疎化に悩む田舎の良さを発見

し、宝に変えいこうという視点で、これからもいろいろな地域の話題を紹介しほしい。 

今後の放送に期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

周防大島は、地域の人々も自治体も非常に熱心に島おこしに取り 

組んでおり、これまでも番組やリポートでたびたび取り上げてきた。

話題の多い地域なので継続して紹介していきたい。一方で、山口県

内には、他の地域でもたくさんの町おこしに取り組んでいる人たち

がいるので、他の地域にも視野を広げていきたい。 

 

○   フェイス「続 里山資本主義～過疎の島こそ２１世紀のフロンティア～」は、話題

を詰め込み過ぎた印象だ。みかん鍋は、作っている場面から見せてほしかったし、ジ

ャムの作り方も詳しく知りたかった。欲張り過ぎたために、ひとつひとつの話題が中

途半端になったように感じた。 
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○   フェイス「続 里山資本主義～過疎の島こそ２１世紀のフロンティア～」は、「自

分でも何かできるのではないかな」という気持ちにさせてくれるよい番組だった。た

だ、成功の前には失敗もあると思うので、失敗例も取り入れてほしい。周防大島は放

送に取り上げられることが多いので、ますます元気になるのではないだろうか。 

 

○   ３月９日(金)のフェイス「どう支える“原発避難者”～震災１年・ヒロシマにでき

ること～」は、広島県内で避難生活を続ける方々にアンケート調査を行って、今後ど

のような支援が必要なのかを考えさせてくれた。被爆地広島ならではの思いもあるの

で、意味のある放送だったと思うが、アンケート結果をもっと知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

避難生活を続ける方々へのアンケートには、多くの方が協力して 

くれた。自由記述欄に記載された所感には、さまざまな思いが込め

られているので、ひとつひとつの思いを大切に取材していきたいと

思っている。 

 

○   ３月１１日を中心にした一連の東日本大震災関連の放送は、ＮＨＫならではのもの

だった。大震災を発生点にして、その教訓をどう生かすかということは非常に大切だ。

ＮＨＫの放送は、それを私たちに再認識させてくれるものだった。今後もこうした姿

勢を継続してほしい。 

 

○   ３月１１日(日)のサキどり↑「シリーズ震災１年（３）福島の復興支える地銀の苦

闘」を非常に関心を持って見た。東日本大震災のような激甚災害では、融資を主体と

する銀行の資産の劣化は避けることができない。東邦銀行の対応例が具体的に紹介さ

れたが、比較的優良な企業の例であって、すべての取引先に適用できる対応ではない。

また、東邦銀行が、いかに堅牢な財務内容の銀行であったとしても、１地方銀行が、

今の異常事態を支えることは不可能だと思う。番組では、いろいろな議論や提案がさ

れていたが、概念論に終始しているように感じた。激甚災害の中で、行く末さえ定か

でない、将来を見据えた事業計画すらも描けないという地域の企業の再建や再生は、

これから大きな問題となると思う。福島県だけなのか、宮城県や岩手県の状況はどう

なのか、被災者の生活再建には、企業活動の復活、再生は不可欠なので、地域再生の

大きな課題の一つだと思う。これまでの震災報道の中では、宮城県気仙沼市の信用金

庫の話が取り上げられたくらいで、ほとんど取り上げられていないので、今後もフォ
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ローしてもらいたいと思う。 

 

○   ２月２６日(日)のＮＨＫアーカイブス「あさま山荘事件から４０年～メディアの現

在～」は、ＮＨＫだけではなく、民放の映像も駆使した構成で、大変見応えがあった。

テレビが生中継の力を示した「あさま山荘事件」から４０年が経過し、メディアは大

きく変貌を遂げた。ゲストの津田大介さんの、「既存のメディアも新しいインターネ

ットメディアもそれぞれに限界があり、限界を自覚し、補完しあって伝える」という

意見に共感した。それぞれのメディアにそれぞれの持ち味があると思う。 

 

○   ２月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか～ある

信用金庫の２００日～」は、非常に感動的で強く記憶に残った番組だった。大手銀行

に追加融資を断られた中小企業に、リスクを覚悟で融資に踏み切った気仙沼信用金庫

の現場を密着取材した内容に驚きを覚えた。私のように金融の世界に疎い人間でも、

今被災地で起きている苦悩を具体的に理解することができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか～ある 

信用金庫の２００日～」は、取材者が長い時間をかけて相手との信

頼関係を築けたからこそ実現した番組だと思う。被災地経済の再生

は、復興の大きな柱なので、今後も継続して取材し、放送を通じて

応援していきたい。 

 

○   ３月１１日(日)ＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図（５）埋もれた

初期被ばくを追え」では、未解明だったヨウ素被ばくの解明に挑む科学者たちの取り

組みを伝えてくれた。事故直後に飛散したヨウ素１３１の測定データなどがどこから

出てきたのかよく分からない部分もあるものの、私も科学者のひとりとして、その活

躍に期待したい。 

 

○   ２月２５日(土)天海祐希 パリと女と…～魅惑の新オルセー「第１部 輝く都」、

２６日(日)「第２部 美しく生きる」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10：00～11：29)は、新しくな

ったオルセー美術館の細部まで見ることができ、その美しさに感激した。古いものを

残しながらいかに美しく見せるかという工夫や朝、昼、夜の時間帯による雰囲気の違

いを高感度カメラでとらえた映像など、大変勉強になった。番組を見て、フランスに
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行きたいと思った日本人もたくさんいるだろう。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２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、「平成２４年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について説明があった。引き続き、「平成２４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、放送番組一般について、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、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 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

来山  尊 （光陽産業株式会社代表取締役社長） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）代表取締役社長） 

濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２４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＞ 

 

○   「国内放送番組の編集の基本計画」の重点事項には、「国民の生命と財産を守る正

確で迅速な報道」が１項目めにあげられている。昨年３月、日本は東日本大震災とい

う大災害を経験し、原子力発電所事故も今なお尾を引いている状況にある。そうした

なか、国民の生命と財産を守るための報道は重要だ。報道にあたっては、政府発表の

情報を伝えるだけではなく、あらゆる場面を想定して取材し、的確な報道に努めてほ
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しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

東日本大震災と原発事故については、ニュースも含めてこれまで相当

量の放送をしてきたが、反省すべき点もある。今、それらの反省点も

ふまえて、取材・制作にあたったＮＨＫ職員の証言を軸に震災報道を

検証し、ＮＨＫの果たすべき役割について考える番組の制作を進めて

いる。そして、足りなかった点については改善し、国民の生命と財産

を守る報道に全力で取り組んでいく。 

 

○ 私は、子どもたちに本の読み聞かせをする活動を続けているが、ここ数年、子ども

たちの言葉が攻撃的な表現に変わってきているように感じる。それには、メディアの

影響が大きいと思う。お笑い芸人のいわゆる“突っ込み”という言葉が子どもたちの

間に広がっているのではないだろうか。お笑い芸人は、プロなので、攻撃的な言葉を

笑いに変えることができるが、子どもたちには難しい。ＮＨＫには、美しい日本語を

守っていく役割も担ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでもより多くの人、特に若年層の視聴を拡大したいと望んでい

るが、視聴率を取らんがために大事な信頼を失うようなことがあっては

ならない。ＮＨＫらしいやり方で、子どもたちや親子に安心して見ても

らえる番組を作っていく。 

 

○ 「ｗｋｔｋ（ワクテカ）」や「イチおし」などの番組タイトルも日本語の乱れを助

長しているのではないか。繰り返し使われることで、知らず知らずのうちに世の中に

浸透してしまっていると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ｗｋｔｋ（ワクテカ）」を決める際には、ＮＨＫ内でもさまざまな

意見があったが、インパクトがあり、若い人たちの心をひきつけるタイ

トルをつけたいという思いが強かった。そうした議論を経て決まったタ

イトルだ。 
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○  今まで楽しんでいた「ブラタモリ」や「世界ふれあい街歩き」「ラジオビタミン」

といった番組が来年度の時刻表から消えてしまい、寂しさを感じている。大人がゆっ

くり楽しめる番組を編成してほしい。また、ＢＳプレミアムの午後１１時台は、４０

代の女性層に向けた編成との説明だったが、午後１１時台は、男性にとってもテレビ

を楽しみやすい時間帯だ。ぜひ、スポーツだけではなく、男性に向けた番組も充実さ

せてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ブラタモリ」は、来年度後半期から再開するので、楽しみにしてほ

しい。また、ＢＳプレミアムの午後１１時台は、女性だけではなく男性

にも十分に楽しんでいただける番組を編成しているので、ぜひご覧いた

だきたい。 

 

○ 「ブラタモリ」は、上京した時にはタモリさんが歩いた場所を実際に訪ねたくらい

大好きな番組だ。見た人を現地に行って確認したい気持ちにさせる番組だと思う。来

年度の番組表からなくなっていたが、後半期からの再開が楽しみだ。 

 

 

＜「平成２４年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○   核兵器廃絶に向けたメッセージを届けることは、広島放送局の重要な使命だと思う。 

被爆者が高齢化していくなかで遺された「遺品」を通じてそのメッセージを伝えるこ

とはできないだろうか。６月ぐらいから８月６日にかけて、繰り返し放送することで、

被爆の記憶を人々に浸透させてほしい。 

  

（ＮＨＫ側） 

８月６日の原爆の日関連の番組については、ご意見もふまえてこれから 

具体的に検討していきたい。 

 

○   野球やサッカーの放送を通じて、人々を元気づけることも重要だ。スポーツファ 

の期待に応える番組を臨機応変に制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  
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プロ野球中継については、すでに放送計画が確定しているが、広島カ 

ープの活躍や視聴者の皆さんの関心をみながら、機動的に実施したいと

考えている。２月２４日(金)のフェイス「カープ＆サンフレッチェ 宮崎

発キャンプリポート」では、シーズン開幕を前にともに宮崎で春のキャン

プを行うカープとサンフレッチェの最新情報を生放送で伝える。 

 

○  松江放送局の重点事項にある「地域の歴史・文化を後世に伝承」については、文

化遺産を正確に伝えるだけではなく、現代の文化が過去や未来とどうつながるのか、

未来に向けて発信する役割をもＮＨＫに担ってほしい。この視点は、国際問題にも求

められる。たとえば竹島の問題においては、島根県と朝鮮半島との長い歴史を経て現

在の状況がある。常に未来に向けて発信していく姿勢を大切にしてほしい。 

 

○   製造業界においては、現在の歴史的な円高による輸出関連企業の業績悪化は、非

常に大きな問題だ。そんな中、独自の技術で日本のものづくりを支えている企業が

たくさんある。そういった企業や技術も取り上げることで、放送を通じて応援して

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

オンリーワンの技術で頑張る企業を紹介することも含めて、地域が

元気になるような話題を引き続き、発信していきたい。 

 

○   山口県内には、さまざまな分野で頑張っている人や優れた技術がある。そうした

話題を発掘して伝えてほしい。放送を通じて、県民に元気と連帯感を与えることが

できると思う。 

 

○   中国地方には、竹島の問題や岩国の米軍基地の問題など、過去の歴史の中で地域

が翻弄されてきた国際問題がある。それらの問題を抱える地域で暮らす人々がどう

いう認識を持つかということが重要だ。報道にあたっては、非常にバランスを求め

られるものだが、そこに暮らす人たちが、常に考え、議論を深めることができるよ

うにいろいろな情報を継続して提供してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

外交問題に関しては、多様な意見があるなかで、それらを正確に分

かりやすく伝えることが重要だ。節目節目で視聴者の方がきちんとし



 

5 

 

た判断ができるよう的確な報道を心がけてきた。また、これからも伝

えていく。 

 

○   諮問された「平成２４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のうえで生かされることを前

提に、番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定

し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ２月１５日(水)の連続テレビ小説「カーネーション」で主人公が「自分は服が作

りたいのか、商売がやりたいのか分からない…」と考える場面があった。何事にお

いても真剣であればあるほど悩みは深く、さまざまな局面で通用する言葉だと感動

した。ただ、最近の放送は、小原三姉妹がけんかをする場面が多く、ややうんざり

する。毎朝見ている視聴者の眼は厳しい。好評だと聞いているので、最後まで頑張

ってほしい。 

 

○   ２月１０日(金)の現場に立つ「翻弄された金の卵～介護に挑んだインドネシア人

の３年～」は、日本の政策の中で、ちぐはぐな部分をよく取り上げた。介護現場で

翻弄される研修生たちの姿を丁寧に描いていた。介護の問題は、大きな社会問題な

ので、今後も継続して取材してほしい。「翻弄された金の卵」は、よく内容を言い

得たタイトルだと思う。よくぞ岡山放送局で取り上げてくれたという思いだ。今回

取り上げた話題に限らず、政治や行政と現場実態がずれた問題は多い。今後もこう

した問題を鋭く取材してほしい。 

 

○   現場に立つ「翻弄された金の卵～介護に挑んだインドネシア人の３年～」は、看

護師ではなく介護士を目指す研修生本人の思いや研修生を受け入れた介護施設の

実態など、もっと深く知りたいと思った。継続して取材し、ぜひ続編も制作してほ
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しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

           現場に立つ「翻弄された金の卵～介護に挑んだインドネシア人の 

   ３年～」は、研修生が来日した時から担当ディレクターが継続して取  

材してきた。これまでも来日した時や１年目など折りにふれてリポー

トしてきた話題だ。この番組は研修生の人柄や施設のお年寄りや同僚

との交流など人間ドキュメントとしてよく描けており、これはこれで

良い番組だと思う。経済協定を推進する経済産業省と国内の介護の労

働力市場を守りたい厚生労働省の間の縦割り行政の問題が背景にあ

り、構造的な問題もある。そういう面からの切り口もあるので、今回

とは違った切り口から他の番組にも展開したいと考えている。 

 

○   今回の大河ドラマ「平清盛」は、壮大な構想力や実行力、さらには、すぐれた美

意識といった清盛の持つ魅力が描ききれていないように感じる。やたら大きな声で

わめき散らす清盛の姿には、大きな違和感を覚える。 

 

（ＮＨＫ側） 

大河ドラマ「平清盛」では、武士が低き階層と見られていた時代に

瀬戸内の海賊を束ね、やがて武士の頂点に立ち、そして日本の覇者と

なった清盛の生涯を描くものだ。悩みながら成長を遂げていく過程を

描いているのだと思う。 

 

○   演出者は、清盛が成長していく過程のコントラストを出そうとし過ぎているよう

に感じる。それが見ている人に違和感を与えるのだと思う。 

 

○   １月２０日(金)のフェイス「黒い雨 明らかになった新事実」は、放射線影響研

究所が去年１２月に公開した黒い雨のデータを取り上げていた。残留放射線につい

て重要視していなかったため、被爆の安全基準に疑問符があるということだった。

原発事故が起きた今、世界的に使われている安全基準に重大な問題提起を投げかけ

る番組だった。真実を追求するＮＨＫの報道姿勢にエールを送りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「黒い雨 明らかになった新事実」で伝えた情報は、原爆投
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下直後の広島で、放射性物質を含む「黒い雨」が降った範囲の認定につ

ながる意味を持つだけではなく、いろいろな意味を持つものだ。この問

題は、今後も重点的に取材していく。 

 

○    ２月３日(金)のフェイス「中国５県トップに聞く エネルギー新時代」(総合 後

7：30～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ)を見て、原発事故時の避難計画について、インタビュー

に答える各県知事は、一様に協力体制の推進を強調しており、事前の打合せがあっ

たように感じた。ただ、各県の温度差を感じた。また、避難計画にしても再生エネ

ルギーの取り組みにしても、具体性に欠ける内容ばかりで、もう少し踏み込んだ状

況を知りたかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

        フェイス「中国５県トップに聞く エネルギー新時代」は、今日本 

が直面しているエネルギーの問題を取り上げた。当初は、中国地方各

県の知事に広島のスタジオに集まってもらう演出を考え、交渉したが

実現することができなかった。結果的に個別にインタビュー収録する

ことになったため、踏み込んだ内容につなぐことが難しかった。 

 

○   １月２６日(木)の地球イチバン「地球でイチバンきゅーくつな島～コロンビア・

イスロテ島～」を非常に興味深く見た。世界一人口密度の高い島の不自由でありな

がら平和な人々の暮らしぶりが伝わってきた。本当の幸せの意味を考えさせてくれ

た。今後の放送にも期待している。ただ、ゲストが出てきてクイズをだす演出は必

要ないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「地球イチバン」は、まず、映像の力で驚きを伝え、歴史をたどる

ことで人々の生きる知恵を伝える。さらに、その先に人間の幸せを感

じてもらうことがねらいだと思う。クイズについては、賛否あると思

うが、ぜひ、クイズも含めて楽しんでほしい。 

 

○   １月２９日(日)の証言記録 東日本大震災 第１回「岩手県陸前高田市～消防団

が見た巨大津波～」（総合 後 4：45～5：28）は、すばらしい番組だった。消防団員

としての使命ゆえに、最も過酷な現場に巻き込まれ、ぬぐえない記憶を抱えること

になった団員たちが語るひとつひとつの証言は、心に深く伝わるものだった。映像
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に証言が加わることで、より強く、改めて大震災の姿を認識させられた。後世に残

すべき記録だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

災害の実態を伝え、復興支援と防災をめざす取り組みのひとつとし

て「証言記録 東日本大震災」など実際に体験した人たちの証言を記

録している。視聴者に震災の真実を伝えると同時に、私たち自身の震

災報道を検証する取り組みでもある。 

 

○   １月２７日(金)の「夢と希望のダイヤモンド～ある日系人野球選手の物語～」を

見て、「日系人野球の父」と呼ばれる銭村健一郎という人物を初めて知った。移民

としてハワイに渡り、差別の壁や戦争という時代に翻弄されながらも野球の夢を追

い続ける姿に感動した。そして、その子どもたちが、広島カープでプレーしたこと

を知り感慨を覚えた。これからも知られていない人物を発掘して紹介してほしい。 

 

○   ２月６日(月)と１３日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「栗山千明 岡山県倉敷市」は、

今まで知らなかった倉敷の魅力を教えてくれた。自分の住んでいる町を新鮮な思い

で見直すことができた。 

 

○    ２月４日(土)の「週刊 ニュース深読み」では、今世界で人気となっている歌手

の由紀さおりさんとバーチャル・シンガーの初音ミクを取り上げていた。この“２

人”の歌が世界中で話題となっている理由が解き明かされて、新しいものにふれる

楽しさを感じた。「週刊 ニュース深読み」は、番組が始まってからおよそ１年が

過ぎ、スタジオ内の雰囲気も自然になり、放送回数を重ねて落ち着いてきたようだ。 

 

○   ２月２日(木)の美の壺「意地の焼き物 萩焼」は、３０分間に萩焼の歴史や特徴

など萩焼の神髄が凝縮されていた。歴史や作家の思いを知ることで改めて萩焼に愛

着を感じさせてくれた。本当によい番組だった。 

 

○    １月２８日(土)のアインシュタインの眼「フグ 臆病者の処世術」は、青酸カリ

の 500 倍にも及ぶ威力を持つというフグの毒についての話題をはじめ、厳しい自然

で生き抜くフグの生態が紹介されていて、新鮮な発見に満ちていた。「アインシュ

タインの眼」は、面白いのでいつも見ている。 
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○   ２月１０日(金)のあいたい「みすゞの心を訪ねて～女優・田中美里 長門への旅

～」は、田中さんの案内も好感が持てたし、映像もきれいだったが、何を伝えたい

のか、はっきりととらえることができなかった。みすゞの詩なのか、みすゞの半生

なのか、みすゞを育んだ町なのか、たくさんの内容を盛り込んだことで、焦点がぼ

けてしまったのが残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回は、東日本大震災以来、被災者の心を癒やし続けている金子み

すゞの詩の原点を、映画でみすゞを演じた田中さんが訪ねる企画で、

テーマもタイミングも出演者もよかったと思う。しかし、番組のメッ

セージが伝わりきらなかったのであれば、掘り下げ方が中途半端だっ

たかもしれない。工夫の余地はあったと思う。 

 

○   １月２０日(金)の「音色ひとつに～出雲・伝統の吹奏楽部～」は、長年にわたっ

て全国コンク―ルで活躍を続ける出雲第一中学校の吹奏楽部を丹念に追いかけて

いた。エピソード１から９までの構成で、さまざまな場面を出雲第一中学校の活動

につなげていくという組曲的な作り方で構成されていた。吹奏楽部のさまざまな面

を見ることができ、大変好感の持てる番組だった。ただ、伝統には、それをつない

できた人の力があると思う。顧問の先生の関わりなど、どのような力が働いて伝統

が培われてきたのかという点も知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

継続的にかなり高いレベルで活躍を続けるのはどういうことなの

かというアプローチの仕方もあると思うが、今回は、１つの目標に向

かってチャレンジしていく生徒たちの姿を表現したかった。「音色ひ

とつに～出雲・伝統の吹奏楽部～」は、チャレンジする若い人たちの

姿をよく捉えることができたと思う。 

 

○   １２月２６日(月)の「スゴつぶ」（総合(27 日)前 0：15～1：45 山口県域）は、

種田山頭火の自由律句とツイッタ―を組み合わせた視点がすばらしい。ただ、投稿

された自由律句に対して映像を付加するのはよくない演出だと思う。本来、自由律

句はみんながいろいろな幻想を描くところによさがあり、一方的に映像化すべきも

のではない。それは、私たちの感性を狭めることになる。感性の鈍化は、言葉の乱

れよりも危険だ。 
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○   ２月５日(日)の「Ｎ響アワー－永遠の名曲たち～ブラームスの交響曲第１番～

－」は、少しスローテンポだったが、ＮＨＫ交響楽団のすばらしさを改めて感じさ

せてくれた。「Ｎ響アワー」がなくなるのがすごく残念だ。 

 

○    ２月６日(月)～９日(木)の「名探偵ポワロ」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10：00～11：30）

は、非常に楽しませてもらった。旧シリーズと比較すると、出演者は年をとった印

象を受けるが、映像はより鮮明できれいになったと思う。これからも、楽しめる海

外作品を紹介してほしい。 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 



平成２４年１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月の中国地方放送番組審議会は、１９日（木）、岡山放送局において、１１人の委

員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、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 村上 正高 （（株）鞆スコレ・コーポレーション代表取締役社長） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

松永 和平 （農事組合法人松永牧場 代表理事） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山城  滋 （中国新聞社論説主幹） 

山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜現場に立つ「進化するアウトレット」 

 （１２月９日(金) 総合 後 7：32～7：57 岡山県域）について＞ 

 

○  いわゆる在庫処理ではなくアウトレット用に商品を開発するなどアウトレット業

界の新しい動きを取材しており、今後の展開も含めて興味と関心を持って見た。た

だ、ナビゲーターの位置づけがややあいまいだった。せっかく岡山出身の俳優をナ

ビゲーターにしたのであれば、自分自身の実感をふまえた感想を述べてほしかった。

役者自身の個性を前面に出した方がよりナビゲーターを使う意味を明確にできた

と思う。 

 

○  今回オープンした倉敷アウトレットモールには、120 店舗が参入しているそうだが、
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番組で取り上げたのは、数事業者のみだった。アウトレット全体の傾向が分からな

かったので、特定の店舗の宣伝につながる危険性を感じた。番組は、「今後も勢い

は止まりそうにありません」というナレーションで終わったが、今はどうなってい

るのか気になった。 

 

○   アウトレットといえば、都市部をわざとはずした郊外にあって、アパレル商品の

売れ残りを売るバーゲンセール的なマーケットと思い込んでいたので、食品販売で

アウトレットに進出した業者の意外さに興味をそそられた。アウトレットは、今や

在庫処分の場ではなく、良質な商品を適切な価格で手に入れたいという消費者のニ

ーズに対応したマーケットに変化している話題や同一ブランドの正規店との棲み

分けができている話題など、アウトレット業界の現状を分かりやすく伝えていて面

白かった。とりわけ、倉敷駅前という便利な場所に中国地方最大規模のアウトレッ

トモールができたということなので、今後の展開にも注目したい。 

 

 （ＮＨＫ側）   

商業や経済の報道においては、動きを的確かつ具体的に伝えるとと

もに、宣伝につながらないように伝えることを大原則としている。今

回の番組においてもロゴや社名の扱いも含めて、注意をはらって制作

した。ナビゲーターの位置づけについては、どうすれば番組の方向性

をもっと伝えることができるか、新年度に向けて議論を重ねていると

ころである。 

 

 

＜「常に挑戦者～都大路連覇へ 興譲館高校～」 

  （１２月２３日(金) 総合 後 6：10～6：44 中国ブロック）について＞ 

 

○   不安やけがにどう打ち勝つか、さらに昨年優勝したプレッシャーと闘う様子など

をよく描いていた。時間をかけて取材した結果だと思う。「速い選手より強い選手

をつくる」という森政芳寿監督の言葉にも感動した。また、「常に挑戦者」という

番組タイトルは、選手たちが毎日つけている日誌の題をそのまま持ってきたものだ

が、番組内容にぴったり合っていた。 

 

○   いろいろな大会の様子や練習風景など選手たちに密着取材することで、心の動き

を含めた厳しい状況がよく伝わってきたと思う。寮の食堂での風景が、彼女たち自
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身が撮影した映像で紹介されていたが、高校生らしい姿がそのまま伝わるほほえま

しい映像だった。制作者の配慮が感じられる演出に感心した。ただ、厳しい練習風

景だけではなく、マラソンを離れた普通の高校生らしい姿も取り上げてほしかった。

そうすれば、選手たちをもっと身近に感じられる番組になったと思う。 

 

○   陸上部を指導する森政監督の指導方法や選手たちとの信頼関係を描くことで、興

譲館高校陸上部の選手たちの強さの秘密がよく伝わってきた。番組を見て、無名の

選手たちを育て、全国大会で優勝させた森政監督に興味を持った。現役時代がどん

な選手だったかなど、森政監督の紹介がなかった点が残念だった。 

 

○   無名の選手をインターハイで優勝するレベルに育てるには、ペースを保って走る、

速すぎてもダメだというのが非常に新鮮で、なるほどと思った。 

 

○    非常に面白い番組だった。選手たちを指導する森政監督についてもっと知りたく

なった。また、厳しい指導や寮生活を通じて大きく成長する高校生たちの姿を見て、

教育の大切さを再認識した。親世代の私たちの姿勢こそが大切なのだと思う。 

 

○   「自分の力を知り、常に目標に向かって挑戦する。いかなる状況でもぶれない。

自分の役割を果たす。」そんな選手たちの姿に人生が重なり、共感しながら見た。

浪花節的な根性物語ではなかったことがさわやかさを伝えてくれた。選手たちの心

の葛藤と監督の対話の部分をもう少し突っ込んでほしかった。さらに、１２月２３

日(金)の放送だったが、２５日(日)に開催された「全国高校駅伝」の結果と合わせ

て構成すれば、より実感と感動が伝わったと思う。しかし、その一方で、前もって

この番組を見たことで、興譲館高校に注目して「全国高校駅伝」を見るという楽し

さもあった。地域放送ならではの工夫が感じられるタイムリーな放送だった 

 

 

＜「ＬＩＶＥ ＢＯＸ」 

 （１１月２５日(金) 総合 後 10：55～11：23 岡山県域）について＞ 

 

○   ツイッターのつぶやきにもあったが、地域放送とは思えないほど完成度の高い番

組だった。ミュージシャンがスタジオで演奏するのではなく、岡山のいろいろな場

所で撮影している演出もとてもよい。岡山在住の知人の話では、知っている風景が

登場するので、愛着がわいた。親子で見たという人も多かった。ツイッターという
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手法を取り入れることで、視聴者の参加感につながったと思う。ただ、画面の下に

出されるつぶやきが小さくて見にくかった。放送されたプロモーションビデオは、

番組ホームページに掲載されているので、放送後も楽しむことができた。 

 

○   ライブとプロモーションビデオ、そしてツイッターという異なる時間軸が同時に

進行する、とても新しい形の番組だった。音楽を聴こうとすると下に歌詞が出て、

その下にツイッターが出され、しかもプロモーションビデオの映像も美しくて気に

なり、肝心の歌は、あまり聴くことができなかった。たくさんの要素が入っていて

忙しい印象を持った。番組を進行するアナウンサーもツイッターを見ながら即興的

にやりとりをする必要があるので、新しい感性や力を求められると思う。工夫を凝

らして制作されたプロモーションビデオはとても美しく質が高く、制作者の楽しさ

が伝わってくるようだった。新しい音楽番組としての可能性を感じた。ただ、ツイ

ッターの文字は、小さくて読みづらい。もう少し大きく表示してほしい。 

 

○   司会のＮＨＫアナウンサーとゲストのまきちゃんぐさんのテンポのある会話と

ツイッターの言葉がうまく絡みあって、双方向の面白さがよく生かされていた。新

しさを感じる非常に楽しめる番組だった。 

 

○   私は、岡山のまちづくりの分野で活動している中で、何度かイベントでストリー

トミュージシャンたちに出演してもらった経験がある。今、岡山市内に音楽を発表

できる場を創設したいと議論しているので、こうした動きとも連動できるのではな

いだろうか。岡山から新たな文化を発信できる可能性を感じさせてくれる番組だっ

た。 

 

○   感性の違いがあると思うが、音楽番組としての魅力は、まったく感じられなかっ

た。 

 

○   インターネット上のコミュニケーションツールをどう番組に組み込んでいくか。

しかも、これらのツールを取り込んだ上で、寄せられるツイートと番組を連動させ

ながら、番組の内容をどう深めていくかということは、放送メディアにとっては、

視聴者の反応をリアルタイムで感知する、認識するということも含めて、新しいテ

ーマであろうということは想像できる。地元出身のインディーズに注目し紹介する

試みは、面白い企画だと思う。さらに、番組が登竜門になれば、その存在感が高ま

っていくだろう。同時に、インディーズたちの歌を岡山の風景や背景の中で映像化
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して紹介していることに、工夫のある味な企画だなと思った。ツイッターの活用は、

面白い試みだと思うので、試行錯誤をしながら、対応が深まっていくことを期待し

たい。 

 

（ＮＨＫ側）   

                 この番組は、技術の若手職員から提案が出され、若手ディレクター 

と地元で活躍するミュージシャンが一緒になって、質の高い内容を目

指して制作している。ツイッターという手法を活用することで若い年

齢層の方に見てもらうと同時にみんなでわいわい言いながらテレビを

見る楽しみを取り戻してほしいというねらいがある。ご指摘の「どこ

を見たらよいのか分からない」、「画面がごちゃごちゃしている」と

いった意見は多く寄せられているので、今後に向けて工夫していきた

い。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   １月８日(日)から始まった大河ドラマ「平清盛」は、やや演出が過剰だという見

方もあるが、迫力のあるリアルな演出で見ている者を引き込む力を感じる。今後が

楽しみだ。ただ、舞台となる時代状況は大変分かりにくい。たとえば、本編の後の

数分を活用してその時代背景を解説する方法もあると思う。 

 

○  「平清盛」の時代背景は複雑で分かりにくく、難しい時代を取り上げたと思う。

私は、ドラマに先だって放送されたシリーズ平清盛 第３回「新事実日本改造計画」

（総合 後 8：00～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）を見て、よく理解できた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘のように「平清盛」で描こうとしている時代は、私自身も分

かりにくく表現が難しい時代だと思う。制作者としては、時代状況を

詳しく説明しなくても、人物の魅力でドラマに引き込まれることをね

らっていると思う。これから放送を重ねることで、自然にストーリー

に引き込まれて、そこから歴史が見えてくるような展開になることを

期待している。広島放送局では、昨年９月から４回にわたって「シリ

ーズ平清盛」を制作し、最新の研究や発見なども交えながら清盛の人
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物像やその時代背景を描いてきた。そうした番組も参考にしつつ、ド

ラマを楽しんでほしい。 

 

○   １２月３１日(土)の「第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合 後 7：15～11：45）

は、見ていて涙が出るくらい感動的な番組だった。ただ、人選に若干の疑問を感じ

た。今国際的に注目されている由紀さおりさんを出演させてほしかった。彼女の歌

声はまさに今の時代に合っていると思う。 

 

○   １月１日(日)のアート鑑賞マニュアル 美の壺「庭に恋…。豪華！日本庭園ス

ペシャル」（総合 後 6：05～6：48）は、映像がとてもきれいだった。テレビから

は多くの新しい知識を得ことができるが、美しい映像から大きな感動を与えること

ができると実感した。昨年３月１１日の東日本大震災の後、テレビは震災報道ばか

りの時、岡山放送局制作の「岡山後楽園の四季」が放送された。番組を見て、岡山

後楽園の美しい映像に感動し、癒やされた記憶がよみがえってきた。 

 

○   １月４日(水)の「朝イチ」で、「きょうは子どもが冬休みで見てますよ。そうい

う言い方はやめましょう」などという発言があった。午前８時台は、家族で見てい

る家庭も多い時間帯だ。このように子どもを除外するような発言は慎んでほしい。 

 

○   １２月１６日(金)の「とっとりアーカイブス」（総合 前 11：05～11：26 鳥取

県域）では、「ふるさと旅列車 漫画家・水木しげる～鳥取県・境港市～」（平成

８年１１月２４日放送）が放送された。７４歳頃の水木しげるさんの姿が収録され

た番組は、記録としても価値の高いものだ。その価値をきちんと認識してほしいと

思う。鳥取県西部の境港市では、水木しげるロードを中心にした観光事業を展開し

ているが、現在は、放送での取り上げ方が少ない。取材者の関心に左右されるので

はなく、ニュースバリューや話題性を正しく認識して、県内各地を偏りなく取材し

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「とっとりアーカイブス」は鳥取放送局開局７５周年記念事業のひ

とつとして、昨年１２月に編成した。人物をはじめ、各地の文化など

を映像記録として残すことも、ＮＨＫの役割のひとつだと認識してい

る。また、取材先については、これからも県内各地の話題をバランス

よく取り上げていきたい。 
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○   １２月１６日(金)の新日本風土記「ふぐ」は、ふぐをさまざまな角度から紹介し

てくれた。ふぐの本場下関市民としても、胸をはりたくなるくらい満足できる番組

だった。縄文時代の貝塚の話題から無毒のふぐを養殖する話題までふぐにまつわる

人々の営みや歴史、文化をあますところなく紹介してくれた。 

 

○   新日本風土記「ふぐ」は、ふぐの水揚げ日本一の下関で、せり人、仲買人、ふぐ

処理師、調理人などさまざまな場面でふぐに関わる人たちが、長い歴史の中で創り上

げてきたふぐ文化を伊藤博文のふぐ解禁の逸話をはじめ、独特の袋競りの話、ふぐ刺

専用の包丁の話、下関市郊外の安岡でしか栽培されていない、ふぐ刺に欠かせない安

岡ねぎの話まで、その由来を含めて、本当にうまく伝えていた。さすがＮＨＫだと満

足しながら見た。下関で、ふぐに関わってきた人たちが見ても、納得できる番組だと

思う。ただ、番組で紹介された長崎大学の無毒のふぐ養殖の話題には、何故に、そこ

までするのかと違和感を覚えた。下関の人達が、長い時間をかけて技を極め、育んで

きたふぐ（ふく）の文化は、ふぐが猛毒を持っていたからこその話だと思う。ふぐを

食べて命を落とした人も多いなかで、生き残ったからこそ福（ふく）なのに、無毒の

ふぐの登場は、ふぐがふぐ（ふく）ではなくなることのように思える。 

 

（ＮＨＫ側） 

新日本風土記「ふぐ」は、これまでの取材の蓄積に各地で取材した

最新の情報を加えてオムニバス形式で構成した。１２月１６日(金)に

ＢＳプレミアムで放送した後、１月１３日(金)に総合テレビで山口県

内向けに再放送した。日本の食文化の粋が全国に紹介されたことに対

して、県内外から反響が寄せられている。 

 

○   １２月２７日(火)の「スゴつぶ～スゴいつぶやきを詠む深夜の句会～」（総合 前

0：15～１：45 山口県域)を見て、これまであまりなじみのなかった自由律句の持

ち味や魅力を知ることができた。司会の中田敦彦さんやゲストの富永鳩山さんなど

の進行も最初はぎこちない印象だったが、番組が進むにつれてスムーズになり、人

柄まで伝わってきてよかった。視聴者がツイッターを使って参加する双方向の面白

い番組だった。今回は深夜の放送だったが、もう少し早い時間帯であれば家族で見

ても楽しめる番組だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「スゴつぶ」は、山口放送局開局７０周年記念番組のひとつとして
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制作した。山口は種田山頭火の出身地のため、「情報維新！やまぐち」

でも自由律句の投稿コーナーを設けているが、参加は比較的高齢な方

が多い。ツイッタ―を活用することで若い世代の参加をねらって制作

した。これまでツイッタ―は補助的な要素として使われていたが、「ス

ゴつぶ」は、ツイッタ―のつぶやきそのものが主役になるので、放送

前には、ホームページを開設し、ウェブ上で「タイムライン句会」を

毎週行うなどして口コミでの浸透をはかった。結果的には、生放送中

に 3,000 くらいの投句があった。今後も山口放送局ならではのデジタ

ルコンテンツとして育てていきたい。 

 

○   １月９日(月)の鶴瓶の家族に乾杯 大河ドラマ「平清盛」スペシャル「松山ケン

イチ 広島県廿日市市」（前編）（総合 後 7：30～8：44）と１６日(月)の（後編）

を見たが、後編の方がより松山さんの魅力が表現されていて面白かった。松山さん

の「大河ドラマ」にかける意気込みが伝わってきて、応援したい気持ちになった。

一方の笑福亭鶴瓶さんの誰とでもすぐに打ち解け、相手の一番いい表情を引き出す

人柄にいつもながら感心した。地元のＰＲにもつながり、大変うれしい放送だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「鶴瓶の家族に乾杯」は、昨年１０月に収録したが、わずか１日の

ロケにもかかわらず、よく収録できたと思う。放送を通じて、廿日市

市や宮島をＰＲでき、地元の放送局としても喜んでいる。 

 

○   １月１３日(金)のＮＨＫ松江放送局開局８０年記念ドラマ「じいちゃんのわさ

び」（総合 後 8：02～8：45 島根県域）は、映像は、ホームビデオのような印象

で、俳優陣の息が合っておらず、脚本のテンポもよくなく、制作意図、メッセージ

が届いてこなかった。後になって番組パンフレットに記載された脚本家のメッセー

ジを読んでようやく、主題を理解できた。さらに、主題歌を島根県出身の浜田真理

子さんが歌っていたが、ピアノの音がこもっていて残念だった。ファンタジックな

映像に合っていなかった。 

 

○   ＮＨＫ松江放送局開局８０年記念ドラマ「じいちゃんのわさび」は、失敗作だと

思う。演出も脚本も不満で、ストレートに感動が伝わらなかった。 

 

○   ＮＨＫ松江放送局開局８０年記念ドラマ「じいちゃんのわさび」は、島根県津和
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野町を舞台にしたドラマだということで地元ではとても評判がよかった。地元の新

聞紙面でも番組ＰＲが掲載されていたので、多くの人が見たと思う。地元の人たち

にとっては、よく知っている風景がたくさん出てくるので楽しめたと思うが、他の

地域の人たちにとっては、やや物足りない印象をもったかもしれない。 

 

（ＮＨＫ側） 

松江放送局開局８０年の記念事業のひとつとして、ドラマを制作し

た。ご指摘のように、努力する余地がたくさん残っていると思う。地

域局でのドラマ制作は、制作ノウハウを含めて、いろいろ困難な面が

あるが、今後も機会があれば挑戦していきたい。 

 

○   １月７日(土)、１４日(土)の土曜ドラマスペシャル「とんび」を１０分ごとに涙

を流しながら見た。息子を持つ父親として共感できた。 

 

○   土曜ドラマスペシャル「とんび」は、大変感動的なドラマだった。親子で見たか

ったと離れて暮らす息子に思いをはせた。 

 

○   １２月１８日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機「メルトダウン～福島

第一原発 あのとき何が～」（総合 後 9：15～10：04）は、東京電力福島第一原

発の関係者への取材をもとに、スタジオに中央制御室を再現して、最新の分析デー

タと証言を重ねて、事故の真実に迫っていた。大きなインパクトのある有意義な番

組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

福島第一原発事故に関しては、各報道機関で真実を求めて取材を続 

けている。ＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機「メルトダウン～福島

第一原発 あのとき何が～」では、ひとつの真実に迫ることができたと

思う。一方で、１月１５日(日)のシリーズ原発危機「知られざる放射能

汚染～海からの緊急報告～」では、海の汚染調査をもとに、放射能汚染

の実態に迫っている。原発事故については、今後もさまざまな側面から

取材を継続していく。 

 

○   年末年始は、たくさんのすばらしい映像を見たが、なかでも、１月２日(月)のＮ

ＨＫスペシャル「エベレスト～世界最高峰を撮る～」（総合 後 9：00～10：13）
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は、すごかった。そもそも重いハイビジョン機材を持って登頂しようというチャレ

ンジ精神、努力に感心した。これまで見たことのない美しい自然の姿を目にするこ

とができ、大きな感動を覚えた。 

 

○   １月１３日(金)のフェイス「住民のアイデアが町を救う！？」（総合 後 7：37

～8：02 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、住民自らが行政に参加する鳥取県智頭町の取り組みを紹

介していた。ユニークな取り組みで町を活性化する一方で､継続することの難しさ

などの課題をも浮き彫りにしてくれた。今、鳥取市をはじめ県内の各自治体におい

ても行政への住民の参画や自治を推進している。他の自治体においてもとても参考

になる話題なので、今後も継続して伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「住民のアイデアが町を救う！？」は、智頭町の町おこし

の取り組みを取材した。地方が抱える課題を見つめることで、日本の

今が見えてくる。鳥取県内のさまざまな課題を今後も幅広く取り上げ

ていきたい。 

 

○   Ｅテレ午前６時～８時台の幼児・子どもゾーンの番組を孫と一緒に見ることがあ

る。ひとつひとつの番組は、バラエティーに富みどれもよくできているが、日本の

家庭教育のあり方を考えると疑問を感じることがある。テレビで子どもたちを遊ば

せているのではないか。日本の家庭は、子どもたちの面倒をテレビに見させている

ように感じる。原発事故をきっかけに家族や親子の絆や人と人のつながりの大切さ

が注目されている。そうした側面からテレビと子どもの関わりを考える必要がある

のかもしれない。 

 

○   「ピタゴラスイッチ」は、とても気に入っているＥテレの番組だ。子どもたちの

中には、番組を見た感動をきっかけに科学者を目指す人物がでてくるのではないだ

ろうか。 

 

○   １月１３日(金)のあいたい「潮風 自転車 レモン島をゆく～広島 尾道市瀬戸

田町～」は、レモンやデコポンやミカンといった柑橘（かんきつ）の実った風景や

美しい夕日の映像を背景にして、ミカン栽培に励む人やレモンを使って足湯のサー

ビスを始めた人、観光ガイドなど、職業は異なるが島に活力を取り戻そうという共

通の思いを持って活動する人たちの営みが丁寧に紹介されていた。彼らの姿を通じ
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て、瀬戸田町の魅力を改めて感じた。また、穏やかで優しいナレーションも番組を

引き立てていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

瀬戸田町はレモンの生産量が日本一で、この地域の宝はやはり柑橘 

（かんきつ）だ。しかし、宝のレモンやミカンもそれをどう育て、守

っていくかという気持ちがなければ腐ってしまうものだ。その宝を輝

かせようと活動する柑橘農家の方やレモン足湯を始めた方々が取材に

協力してくれたからこそ、放送を通じて、その宝が見ることができた

のだと思う。 

 

○   １月５日(木)のブラタモリ「江戸の盛り場～両国編～」を見た。江戸時代の大火

の後、幕府の都市計画により江戸最大の盛り場に生まれ変わったという話題は、東

日本大震災とも重なり、非常に印象深かった。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 



平成２３年１２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月の中国地方放送番組審議会は、１５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。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、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 村上 正高 （（株）鞆スコレ・コーポレーション代表取締役社長） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

松永 和平 （農事組合法人松永牧場 代表理事） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山城  滋 （中国新聞社論説主幹） 

山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月１５日(木)のあさイチ「続・食卓まるごと調査」を見た。４５分の放送時

間では、十分に理解できる内容ではないものの、訂正をきちんと放送したＮＨＫの

姿勢を評価したい。食品に含まれるさまざまな放射性物質の検出限界を詳細に説明

するなど、非常に良心的な番組内容だった。失敗の論点もそれなりに検証されてい

たと思う。原発事故については、分からないことばかりで、今後も継続した取材や

放送が求められる。大変だと思うがこれからもくじけずに頑張ってほしい。 

 

 （ＮＨＫ側）   

あさイチ「続・食卓まるごと調査」のように、放射能や食物といっ
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た視聴者の皆さんの関心の高いテーマを扱う時には、正確に、さらに

分かりやすく伝えることが基本だ。放射能の影響は、これからも続く

問題なのでよりよい伝え方を目指して、今後も努力していく。 

 

○   １２月９日(金)の現場に立つ「進化するアウトレット」は、よく取材されており、

新しい業態としてもアウトレットモールがショッピングの中心のひとつになって

きたことをうまく描いていた。 

 

○   「スペシャルドラマ 坂の上の雲」を見ているが、放送も３年目を迎え、初年度

のような新鮮さを感じなくなった。１２月１１日(日)の放送は、「二〇三高地」（総

合 後 7：30～8：59）だったが、翌日の１２日(月)には、ＢＳシネマで映画の「二

百三高地」が放送された。双方を見比べるとやはり映画の方に完成度の高さを感じ

た。テレビのデジタル技術が進歩し、映像が鮮明になり過ぎているためだろうか。

あるいは、映画の主役陣は、とても堂々としているが、テレビは若い俳優を主役に

起用していることも一因ではないかと思う。若い俳優の起用に関しては、近年の「大

河ドラマ」でも感じており、以前のような魅力を感じなくなった。逆に、連続テレ

ビ小説「カーネーション」は、前作の「おひさま」に続いてとてもよいと思う。 

 

○   １２月１０日(土)の土曜ドラマスペシャル「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一

号～」（総合 後 9：00～10：29）は、知らなかった事実を教えてくれた興味深いド

ラマだった。また、「スぺシャルドラマ 坂の上の雲」もクライマックスに向けて

楽しみに見ている。 

 

○   前回の番組審議会で１１月１４日(月)のあさイチ「キラキラ４０ 夫は知らない

…“エア恋愛”」で使われた“妄想する”という表現について質問をしたところ、

空想が高じることで人間関係にも支障がでる危険性をはらんでいることを表現す

るためにあえて使用した言葉だと説明され、納得できた。放送では、妄想が夫婦の

関係に危険を及ぼすことを示唆していたが、家庭内には子どもの存在がある。母親

の妄想が子どもにはどんな影響を与えるのだろうか。ぜひ、家庭内における子ども

に焦点を当てた企画も放送してほしい。 

 

○   １２月４日(日)の「ＮＨＫのど自慢－岡山県真庭市－」を初めて会場で見たが、

とても楽しい体験だった。会場で見ることでステージと客席が一体となって番組を

作っていることが分かった。「ＮＨＫのど自慢」は、日ごろからよく見る番組で短
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い時間の中にその土地で暮らす人たちの生きざまが感じられるところにひかれて

いる。 

 

○    １１月２５日(金)のフェイス「島根原発 ４６万人の避難計画～見えてきた課題

～」は、都市部に立地する島根原発の避難計画を策定する難しさを改めて実感した。

「この避難計画は作っても日の目を見ないし、絶対に日の目を見せてはいけない」

という自治体担当者の発言に心を打たれた。 

 

○   私自身が原発から９キロの場所で毎日仕事をしているので、フェイス「島根原発 

４６万人の避難計画～見えてきた課題～」を、身につまされる思いで見た。私たち

の関心や不安にタイムリーに応えてくれる内容だったが、最後の被災した福島県の

南相馬市長の経験に基づく提言は、時間が短くメッセージが伝わりきらなかったよ

うに思う。島根原発に関しては、番組が放送された以降に、原発敷地内に免震重要

棟が設置されることが発表されるなどの動きがあった。周辺に暮らす人々にとって

は、非常に関心の高い問題なので、新しい情報は、逐一伝えてほしい。 

 

○   フェイス「島根原発 ４６万人の避難計画～見えてきた課題～」は、島根県のよ

うに原発のある地域が、このリスクを全面的に負うのではなく、それを利用している

人々が、いざとなったら岡山も広島も全部受け入れますよという意識を持って、島根

の人を安心させてほしいと思った。第２弾、第３弾として、他県の人々の理解が深ま

り、島根県民が納得するまで放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）     

フェイス「島根原発 ４６万人の避難計画～見えてきた課題～」は、

東京電力福島第一原発事故を受けて、松江市で進められている避難計画

の策定を追ったものだ。緊急避難を必要とされる３０キロ圏内には、松

江放送局もある。ＮＨＫ自体も避けて通ることのできない課題である。

今後も自治体の動きなどを継続して取材し、地域の人たちが安心して暮

らせるように放送を通じてさまざまな情報を発信していきたい。 

 

○   １２月９日(金)のフェイス「広島発 もうひとつの自動車革命」は、電気自動車

やハイブリッド車の開発が主流を占める自動車業界にあって、あえてエンジン技術

の開発を進める広島の自動車メーカー・マツダの技術開発の舞台裏を深く取材した

内容だった。常識に対して挑戦することは、ある意味非常識なことだが、その非常
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識を会社という組織が支えていることがよく伝わってきた。広島にこうした自動車

メーカーが存在することを大変心強く感じた。やや大げさな表現だが、革命は地方

から起こるという強さを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「広島発 もうひとつの自動車革命」は、広島地区の世帯

視聴率が 14.6％と高く、多くの人に関心を持って見てもらうことがで

きた。マツダが、独自の技術にこだわることで生き残りを目指そうと

する姿勢は、技術力を武器にしている広島の製造業の原点といえるも

のだと思う。今後も関心を持って見つめていきたい。 

 

○   １２月９日(金)のあいたい「１８，０００人の駅伝チーム ～広島県 世羅町～」

は、大変、よい番組だった。旅人の有森裕子さんの目を通して、世羅高校駅伝チー

ムのすばらしさと、彼らを地域の宝として町ぐるみで支えている姿がよく伝わって

きた。駅伝というものを地域ぐるみで育てることによって、町の目玉となるものを

しっかりと育てているということを学んだ。 

 

○   あいたい「１８，０００人の駅伝チーム ～広島県 世羅町～」は、久々に内容

そのものに感銘を受ける番組だった。人と  人のつながりや、駅伝チームが町の

文化として存在していることが画面を通じて伝わってきた。少子化のなか、学校の

統廃合も進んでいるが、もし、世羅町から世羅高校がなくなってしまったら、町の

文化そのものが消えてしまう。この番組は、教育と地域の結びつきをも示唆してく

れた。教育問題を考える観点からも有意義な番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「あいたい」は、地域の宝との出会いをテーマとする紀行番組だ。「１

８，０００人の駅伝チーム ～広島県 世羅町～」は、その番組テーマ

がよく表現されていたと思う。選手たちが畑の中を走る姿が町の風景そ

のものになり、応援する側とされる側の人と人の絆が生まれる様子をう

まく伝えることができたと思う。 

 

○   １１月２０日(日)の産地発！たべもの一直線「鳥取市発 しょうが」を、私の住

んでいる町の話題だったこともあり、楽しみに見た。番組では、生産者のしょうが

へのこだわりのほか、その食べ方も紹介されていてよかった。生産者の中原さんの
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「しょうがを作るスキルを自分だけのものにせず、広く広めたい」という言葉をう

れしく聞いた。また、アナウンサーのリポートも非常に好感が持てた。 

 

○  １２月９日(金)のＮＨＫ鳥取放送局・開局７５周年記念番組「鳥取タイムマシン」

(総合 後 7：32～8：45 鳥取県域)は、進行役のアナウンサーがよかった。最近のテ

レビ番組では、アナウンサーが早口で、聞き取りにくい。この番組アナウンサーは、

丁寧な話しぶりでとても聞きやすかった。 

 

○   １２月３日(土)のＮＨＫスペシャル 証言記録 日本人の戦争 第１回「アジア 

民衆に包囲された戦場」(総合 後 9：00～10：13)を見て、壮絶な戦争体験を持つ人

たちの証言を記録していることに驚いた。思い出したくない過去を語ってもらうこ

とは大変な作業だ。制作スタッフ一人一人が証言者に真摯に向き合い、丁寧な取材

を重ねてきた結果だと思う。 

 

○   「スペシャルドラマ 坂の上の雲」を楽しみに見ている。１年目の放送の際には、

一挙に放送してほしいと思ったが、最終年を迎えた今、放送終了を寂しく感じる。

このように見応えのある番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫスペシャル 証言記録 日本人の戦争」シリーズは、本当に

戦争を知っている世代が少なくなる中、戦争はどうして起きたのか、ど

ういうことがあったのかということをその証言を記録することで残し

ていこうという取り組みだ。今後も可能な限り続けていくことになると

思う。戦争証言については、「ＮＨＫ戦争証言アーカイブス」というサ

イトを設けて、番組取材で収集した貴重な戦争体験の証言を未放送部分

も含めて公開している。より多くの方に見てほしい。 

 

○   １２月１日(木)の「お好みワイドひろしま～秋冬キャラバン中継～ 宮島編」は、

スタジオを飛び出して、宮島の水族館から放送された。日ごろ目にする機会のない、

水族館の舞台裏で繰り広げられる魚と飼育員のふれあいがとても楽しかった。また、

一般の来場者がクイズに参加するなど会場を巻き込んだ演出もよかった。会場内も

映され、来場者へのサービスにもつながったと思う。 

 

○   １２月７日(木)のひるブラ「平清盛も愛した“厳島神社”～広島県廿日市市～」
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は、カキ、もみじまんじゅう、しゃもじといういわゆる定番を全国向けの放送なの

で取り上げていた。一つだけ不満に思ったのは、もみじまんじゅうやカキは詳しく

紹介されたにもかかわらず、しゃもじについて詳しい説明がほとんどなかった。し

ゃもじの由来や歴史についてもふれてほしかった。 

 

○   １２月８日は、太平洋戦争開戦の日だったが、それをきちんと報道したのはＮＨ

Ｋだけだった。戦争の風化が言われるなか、こうした事実は、これからも伝え続け

てほしい。 

 

○   １２月８日(木)のＢＳ歴史館「真珠湾への７日間～日米開戦・外交官たちの苦悩

と誤算」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8：00～8：57）と戦争証言スペシャル 運命の２２日間

「千島・サハリン（樺太）はこうして占領された」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9：00～10：

48）を続けて見た。戦争が始まる前の７日間と終戦からの２２日間に起きたできご

とをそれぞれの証言を基に、どちらかに偏ることなく、事実を丹念に掘り下げた番

組だった。番組を通じて、新たな証言から新たな事実を知ることができた。改めて

知る真実に、教育者の 1人として恥ずかしい思いがした。この２番組を見て、２つ

の疑問を抱いた。１点目は、サハリンの取材者は、若い女性のようだったが、どう

いう経緯で北方領土という難しい取材をすることができたのだろうか。２点目は、

この番組が放送された同じ時間帯にＢＳ１では、ＢＳ特集「知られざるグアム～戦

火の中の日系人たち～」（ＢＳ1 後 9：00～9：49）という証言をもとに戦前から

戦後に至る日系人の苦悩を描いた番組が放送されていた。どうしてＢＳプレミアム

とＢＳ１とに分けて放送されたのか疑問に感じた。私は、録画して見たがＢＳプレ

ミアムでそのまま続けて放送した方がよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

今、ＮＨＫでは、できるだけ真実に迫ることを目指して、明治から

昭和にかけての戦争をテーマに取材をしているディレクターも多い。

数多くの番組を放送しているが、番組を見逃している人もたくさんい

ると思う。番組の再放送を含めて、編成の工夫をしていきたい。 

 

○   １１月２７日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機「安全神話～当事者が

語る事故の深層～」（総合 後 10：00～10：49）は、国と電力会社、原子力発電の

専門家がどのようにして安全神話を作ってきたのかということを分かりやすく説

明していた。開発の当事者たちがよく番組に出演してくれたと思う反面、今になっ
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てよくこんな話ができるなという思いがした。ＮＨＫに対しては、政府よりの報道

機関というイメージをもっていたが、今回の番組を見て、こういう番組を制作でき

ることに改めて感心した。原子力発電に対してすべて原告敗訴とした裁判官の気持

ちに焦点を当てた番組、さらには、国民と電力会社がともに原発をどうするか考え

る番組など、原発問題については、今後も継続して制作してほしい。また、今、国

民が一番不安を感じている食の安全についても、正確な情報を報道してほしい。 

 

○   １１月２５日(金)のＹＡＭＡＧＴＩＣ「大好き！やまぐちトークライブ」を見て、

食や風景、人といった山口県の宝物を知ることができた。住んでいるとなかなか気

付かないよさを、気づかせてくれるよい番組だった。ただ、番組の中でゲストの小

野文恵アナウンサーが下関市にある本屋「子ども広場」の横山真佐子さんについて

発言したにもかかわらず下関の映像が全くなかったことが残念だった。 

 

○    １２月２日(金)のバリバラスペシャル・笑っていいかも！「ＳＨＯＷ－１への道」

（Ｅﾃﾚ 後 8：00～8：45）は、脳性マヒの障害をかかえる人がお笑いのコンビを組

んで日本各地で公演する様子を紹介していた。ほとんどの場合、障害者は、頑張っ

ているとか、大変だろうとか、感動したといった画一的な見方をされがちだが、こ

の番組では、障害者を等身大に扱っていて、とてもよい。脳性マヒの人たちは、体

が固定せず常に揺れているという身体的な特徴を笑いのネタにしているので、同じ

障害を持つ人が見て嫌な思いをするのではないかという思いもしたが、出演してい

る方は全くそうしたことを感じさせなかった。障害者と健常者が何の垣根もなく一

緒に笑いあうことから本当のバリアフリーが生まれてくるのではないかと思った。

この番組制作者に拍手を送りたい。 

 

○ １１月２３日(水)の「嵐の明日に架ける橋」（総合 後 7：30～8：43）は、嵐の

持つ明るくさわやかなキャラクターが生きた番組だった。最近、嵐のメンバーがよ

く出演しているが、嵐をきっかけにして若い人たちもＮＨＫを見るようになるので

はないか。また、家族で一緒に見ることができる番組なので、ぜひシリーズで放送

してほしい。 

 

○  １１月１８日(金)のフェイス「里山資本主義～革命はここから始まる～」（総合 

後 7：30～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、原発事故を受けて、食料だけにとどまらず、エ

ネルギーについても自給できる方向性を追求しようという問題意識が持たれるな

か、タイムリーな放送だった。いろりを囲んでの議論は盛り上がっていたが、視聴
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者の立場から見るとそんなに甘いものではないという思いがあったと思う。番組で

示した方向性は、みんなが目指そうとしていることなので、その実現の可能性や道

筋について、より掘り下げたものを放送してほしい。 

 

○  フェイス「里山資本主義～革命はここから始まる～」は、世界経済の先行きが不

透明ななかで、マネー資本主義のアンチテーゼとして里山資本主義を紹介したのは

よいが、紹介された事例には、お遊びの世界のような事例もあり、あまり実現性を

感じることができなかった。 

 

○  １２月４日(日)の小さな旅「人あたたかく 情島～広島県呉市～」は、穏やかな

海の風景を背景にお互いに支えあいながら、肩を寄せ合って生きている姿にほっと

した。テーマ音楽もなじんでいて、メロディを思い出すだけでほっとした気持ちに

なる。５世帯で暮らす情島に降り立った女性アナウンサーが「５世帯だと皆さんも

う顔見知りですね」と問いかけた言葉が気になった。もっと違う聞き方があると思

う。 

 

○   最近、平清盛や宮島がいろいろな番組に登場し、地元としては嬉しい限りだ。７

月１５日(金)の新日本風土記「宮島」の再放送（１２月３日）は、小さなエピソー

ドも交えて制作された四季を通じての宮島の魅力が伝わる完成度の高い番組だっ

た。番組の最後の「清盛、いい仕事している」という松たか子さんのナレーション

は、番組を堅苦しくしないための演出だと思うが、ちょっとわざとらしくて、興ざ

めした。 

 

○   平成２１年に広島放送局が制作した「広島発ドラマ 火の魚」は大変すばらしい

作品だった。このドラマに出演していた尾野真千子さんの演技もすばらしく連続テ

レビ小説「カーネーション」のヒロインに選ばれてとてもうれしかった。当初、「カ

ーネーション」の役のイメージと尾野真千子さんは合わないのではないかと思って

いたが、非常に好演している。 

 

○   １２月６日(火)の旅のチカラ「６４歳のシェフ修行 栗原はるみ イギリス・ロ

ンドン」は、家庭料理のカリスマとして主婦の間で人気の高い栗原はるみさんがロ

ンドンのフレンチレストランの厨房に立って修行する様子を追っていた。笑顔を忘

れず生き生きと修行する栗原さんの姿がよく撮られていた。また、国や料理の分野

も異なるが、料理を通してシェフや料理長たちと心を通わせる様子も描かれていて、
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非常に楽しく見せてもらった。番組最後のインタビューに答える栗原さんの涙もよ

かった。見終わって、すがすがしさが残る楽しめる番組だった。 

 

○    １２月８日(木)のひるブラ「魅せます！レトロな市場 ディープな広島～広島市

愛友市場～」では、広島駅を降り立ってすぐそばにある愛友市場を紹介していた。

個人的には、シャッターを下ろした店舗もあり、非常にさびれた印象を持っていた

が、番組は、おもしろい素材をおもしろく紹介していると感心した。デビラを木づ

ちで叩いて焼く様子やサメの刺身、豚の内臓を揚げたものなど、これまで紹介され

ることがなかったので、とても興味深く楽しく見た。また、東京のスタジオの三船

美佳さんとリポーターのアンガールズの山根良顕さんの掛け合いもテンポがあっ

ておもしろかった。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月の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。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、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 村上 正高 （（株）鞆スコレ・コーポレーション代表取締役社長） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山城  滋 （中国新聞社論説主幹） 

山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月４日(金)のフェイス「カキ屋たちの復興」は、広島のカキ養殖業者 

たちと壊滅的な被害を受けた宮城のカキ養殖業者たちとが支えたり、支えら

れたりすることを通じて、心の交流を深めていく様子がよく描かれていた。

カキは、広島県が全国１位、宮城県が全国２位の出荷量で、それぞれの地域

を代表する特産品だ。震災によって宮城県の出荷量が落ち込み、カキ全体の

消費が落ち込んでしまうのではないかという不安や宮城産と広島産のカキ種

（だね）の違いといった、カキ養殖業の置かれた課題や背景も伝えてほしか

った。大変、好感の持てる番組だったが、もう少し掘り下げてほしかった。 

 

○  フェイス「カキ屋たちの復興」を見て、広島と宮城の人たちにいろいろな

形で絆が結ばれ、それが深く、強くなっていることを感じた。いろいろな視
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点で、震災から復興する姿を取り上げることは、効果的でいいことだと思う。 

 

○  震災の後、実際にはさまざまなドラマがあったと思うが、その後の交流が

報道される機会は少なかったと思う。フェイス「カキ屋たちの復興」は、広

島と宮城のカキ養殖業者たちに、支援を通じて芽生えた絆や細やかな心のや

り取りがよく伝わってきて、とてもよかった。楽しく見ることができた。一

方で、広島のカキ養殖業者がどういうきっかけで宮城の業者さんを支援する

ことになったのか気になった。 

 

 （ＮＨＫ側）   

フェイス「カキ屋たちの復興」は、「お好みワイドひろしま」 

で、宮城を支援する広島の動きとして、継続的に伝えてきた話題

を、まとめた番組だ。海に生きるカキ屋たちの心の交流を伝える

ことができたと思う。この話題は、今後も継続して取材するので、

背景や課題についても取材し、伝えていきたい。 

 

○  １０月２０日(木)の「ニュースウオッチ９」に野田首相が生出演した。大

越健介キャスターが視聴者の声を基に体当たりでインタビューするという触

れ込みに、非常に興味を持って見たが、全体を通じてやや期待外れだった。

野田首相が出演すること自体に意味はあるものの、何らかの首相側への配慮

が感じられた。さまざまな視聴者の声を集めて、首相に直接ぶつけるという

手法は評価できるが、視聴者の声があまりに膨大で、さばく役割のキャスタ

ーがしゃべり過ぎた。首相にもっと語らせてほしかった。野田首相は、国民

の前で語る機会が少ないと批判されているので、ＮＨＫは公共放送として、

月に１回程度は、首相が国民に対してきちんと話す場をつくることが求めら

れているのではないだろうか。中立客観性を担保したうえで、首相に対して

厳しく切り込んでいくインタビュー構成の番組を放送してほしい。 

 

○  私は、東野圭吾さんの作品が好きなので、改めて原作を読み直してから１

１月５日(土)と１２日(土)の土曜ドラマ「使命と魂のリミット（前編・後編）」

を見た。原作に忠実に描かれており、見ている方も自然にドラマに入ってい

くことができた。力量のある豪華な配役で、特に、石原さとみさんは、魂が

乗り移ったような迫真の演技だった。手術シーンなどもリアルで、制作者の

意気込みを感じた。一部に違和感のある場面もあったものの、非常に満足で

きるドラマだった。次回の土曜ドラマスペシャル「蝶々さん～最後の武士の
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娘～」も楽しみにしている。 

 

○  １１月６日(日)の「ＣＡＴＶネットワーク～すばらしき私の街～さかなク

ンといっしょに！中四国の魚特集！」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 2:00～2:59）では、

各地のケーブルテレビ局が制作した魚自慢を放送していた。各地の話題は、

それぞれに興味深く、面白い内容だったが、話題に統一感がなかった。また、

ＮＨＫが作ったわけではないが、妙にはしゃいだアナウンサーの声は、耳障

りだった。ケーブルテレビ局の制作した番組を集めて放送する必要性はどこ

にあるのか、疑問を感じた。 

 

 （ＮＨＫ側）   

各地にケーブルテレビ局が広がり、半分近くの世帯がケーブル 

テレビを通じてＮＨＫの放送を視聴している地域もある。また、

ケーブルテレビ局への技術協力や、アナウンサーの研修を行うな

ど、ＮＨＫとケーブルテレビ局は、いろいろな面で協力関係にあ

る。そうした連携の一つと今回の番組は位置づけている。 

 

○  １１月１３日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「助かった

命がなぜ」では、多くの人が自殺に追い込まれる理由が、生活再建や将来へ

の失望感だと指摘していた。被災者支援の方向性も示しており、福祉に携わ

る一人として、学ぶことの多い番組だった。日本中で東日本を応援している

というメッセージを被災地に届けるためにも、多様な角度から震災を見つめ

た番組を継続して放送してほしい。 

 

○   １０月２１日(金)のフェイス「緊急被ばく医療 崩壊～原発事故から何を

学ぶべきか～」（岡山・島根・鳥取県域）（広島・山口県域は１０月７日（金）

に放送）は、震災直後の医療現場の混乱をとらえた非常に興味深い番組だっ

た。番組を見て、やはり国が発表する内容は、表面的すぎる印象を持った。

ＮＨＫには、国が発表した内容をただ伝えるだけではなく、その裏側も取材

し、真実を報道してほしい。 

 

○   フェイス「緊急被ばく医療 崩壊～原発事故から何を学ぶべきか～」は、

震災の翌日から被災地に派遣された広島大学病院の医師が出演していた。こ

れまで原発事故に際して想定していた二重、三重の安全対策がことごとく機

能しなかったことを、現場で体験した医師の言葉で伝えていた。医師が目の
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当たりにしたことをそのまま伝えたことに大きな意味があったと思う。 

 

（ＮＨＫ側）   

フェイス「緊急被ばく医療 崩壊～原発事故から何を学ぶべき 

か～」は、原発事故直後の医療現場の実態を取材し、実際にその

現場では何が起きていたのかを伝え、ＮＨＫも含めて、島根原発

を抱える中国地方がどうあるべきなのか問題提起した番組だ。今

後も取材を継続し、次の番組につなげていくことを検討している。 

 

○  東京電力福島第一原発事故の報道に関しては、ＮＨＫニュースは、ほぼ政

府の発表をそのまま伝えているように思う。たとえば、原発報道において、

冷温停止という言葉がたびたび出てくるが、よく考えてみると、壊れている

ものに対して冷温停止は本来ありえない。壊れている、底が抜けていると報

道しながらも、冷温停止という言葉を使うだけでどこか安心感を与えている。

そうした言葉や、政府が発表したものを無批判に報道することが、結果とし

て社会に影響を及ぼすのではないかと思う。３月１７日の番組審議会の席上

でも発言したとおり、原発報道について、ＮＨＫは、歴史的な観点に立って

報道してほしい。２０年後に現在の報道内容はどうだったのかと必ず問われ

る時が来ると思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

                 東京電力福島第一原発事故の報道については、ＮＨＫは、相当 

な力を入れて取り組んでいる。政府や東京電力をはじめ、さまざ

まな場で情報が発表される。疑わしい内容があるとして、発表さ

れた情報を覆すには、発表内容に反論する根拠が必要であり、根

拠がある場合には、きちんと報道していく。また、報道のしかた

には、専門家の発言を通じて伝える方法もある。報道に携わって

いる者は、歴史の局面に立って取材しているという認識を持って

いる。今後も長い目で見て評価していただきたい。 

 

○  １０月２６日(水)の「デジスタ・ティーンズ」では、広島県立国泰寺高校

３年生たちが文化祭で制作した映画を紹介していた。実は、自分の孫娘もそ

の１人で、孫娘の出演をきっかけに見た番組だったが、高校生に映像作品を

創る機会を与えることは、おもしろいと感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

「未来をつくる君たちへ～司馬遼太郎作品からのメッセージ」 

は、スペシャルドラマ「坂の上の雲」の放送に合わせて 始めた

番組で、今年で３年目を迎えた。どの講師の方も中学生に対して、

自分の知識をどう説明するか研究して、収録に臨んでくれる。中

学生に分かりやすい講義は、高校生やわれわれ大人が聞いても分

かりやすい。そうした一流の講師陣の研究や工夫がこの番組の命

だと思っている。 

 

○  ２つの「ワンダー×ワンダー」を見たが、いずれもＮＨＫの技術力の高さ

に感銘を受けた。９月２４日(土)の「登れ！飛べ！縦断アルプス天空の大冒

険」の再放送（１０月２９日(土)）は、ヨーロッパアルプスを縦断するパラ

グライダーレースに出場した日本人選手を１週間にわたって追いかけていた。

パラグライダーで飛んでいる選手をさらにその上から撮影した映像や着地の

瞬間を捉えた映像と、美しいアルプスの風景が重なり、すべてに臨場感があ

った。続いて見た、１１月３日(木)の「マヤ文明 謎の巨大ピラミッド」（総

合 後 7：30～8：43）は、ゲストの原沙知絵さんが現地を訪ね、マヤ文明が

栄えた時代にいかに天文学が発達していたか、彼らはどうやってその知識を

手に入れたのかということを、太陽の位置や動きに合わせた、まさにその日、

その時間に取材していた。こうした演出の工夫に加えて映像も美しく、まさ

にテレビの醍醐味を感じ、深く感銘を受けた。ただ、この番組では、スタジ

オ内にゲストのほか一般の聴衆が数十人座っている。ＶＴＲで紹介された映

像はすばらしいのだが、スタジオの聴衆の中には居眠りをしている人がいる

ほど白けている。スタジオ内に聴衆を入れる必要はないのではないか。せっ

かくの美しい映像も興ざめしてしまうように感じる。 

 

○  １０月２４日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「中村勘太郎 広島県安芸高田市」 

（後編）を前編に引き続いて見た。ゲストの中村勘太郎さんが出会った若者

たち一人一人がしっかりした考え方を持ち、発言していることに感動した。

また、吉田高校神楽部の真剣に神楽に取り組む生徒たちの姿を目にして、静

かな感動を覚えた。ぶっつけ本番と聞いているが、出会った人々ができすぎ

なくらい魅力的で一つ一つの偶然がうまくつながっていた。行き当たりばっ

たりでこれだけ感動させてもらえるのは「鶴瓶の家族に乾杯」くらいではな

いか。この番組の根強い人気の理由を改めて実感した。 
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（ＮＨＫ側） 

番組で紹介された広島県安芸高田市は、子どもからお年寄り 

まで地域全体が神楽で結ばれている地域だということを、放送を

見て、私自身、改めて感じた。放送を通じて、地域の活性化にも

つなげることができたのではないかと思う。 

 

○  １０月２１日(金)の「しあわせの青い鳥～ブッポウソウが来る山里で～」 

（総合 後 8：00～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、集落の半数以上が６５歳以上とい

う町でブッポウソウを守り育てようと活動する人々を追っていた。中でも、

町のお年寄りたちが集まって双眼鏡の見方を習う場面で、双眼鏡を片手に外

を眺めている様子は、とてもほほえましかった。撮影された町の人々の表情

や姿も自然で、心温まるよい番組だった。番組制作スタッフがしっかりとコ

ミュニケーションをとっているからこそ撮影できたのだと思う。 

 

○  しあわせの青い鳥～ブッポウソウが来る山里で～」を見て、これまで青い 

鳥はカワセミしか見たことがなかったが、青いブッポウソウの姿がとてもき

れいだった。 

 

○  １１月１５日(火)の「お好みワイドひろしま」で広島県安芸高田市川根の 

特産品の柚子（ゆず）を取り上げていた。柚子ラーメンを試食するリポータ

ーが本当においしそうに食べていて、見ている私も食べたくなるようなリポ

ートだった。 

 

○  １１月７日(月)のひるブラ「町のシンボルは 通りにはためく“のれん” 

～岡山県真庭市～」は、古い町並みをただ紹介するのではなく、生活感のあ

るのれんに着目したことがよかった。リポーターのパンツェッタ・ジローラ

モさんがスタジオの三船美佳さんとやりとりしながら、一つ一つののれんを

紹介していく様子が楽しくてよかった。 

 

○  ＮＨＫのドラマがおもしろいという話があったが、最近、ＮＨＫにはきわ 

どいものが増えたなと感じる。１１月１日(火)から始まった「カレ、夫、男

友達」を何気なく予告を見たことに始まり、偶然に１回目、続けて２回目を

見た。おもしろいドラマだった。これまでのＮＨＫ的なものではなく、冒険

しているように感じた。また、「あさイチ」は、有働由美子アナウンサーが

弾けておもしろい。アラフォー世代をターゲットにしたドラマと「あさイチ」、
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最近のＮＨＫは、よい境地を開拓してきたのではないか。 

 

○  １０月１９日(水)のあさイチ「キラキラ４０ セックスレス拒否する女性 

たち」は、私の周りの４０～５０歳代の女性たちには、とても反響があった。

私自身も含めて夫婦で話題になった。性の問題は、日常生活で話題にしづら

いので、放送で取り上げてもらうことで、自分や夫婦を振り返るきっかけに

なった。視聴者の関心に応えたよい企画だったと思う。 

 

○  １１月１４日(月)のあさイチ「キラキラ４０ 夫は知らない…“エア恋愛”」

では、夫以外の男性との恋愛を自分勝手に空想する主婦たちを取り上げてい

た。番組を通して、“想像する”ではなく“妄想する”という表現が使われ

ていたが、あえて、妄想という表現を使った意味を教えてほしい。心理学で

は、“妄想する”という言葉は、病気によって起こる根拠のない主観的な想

像や信念を意味している。あえて、普通ではないという思いを込めた表現だ

ったのだろうか。 

 

○  今のはやりかもしれないが、“妄想する”は、医学的には特別な意味があ

り、病的な含みがある言葉として使っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

インターネットやブログ上では、いわゆる若者の言葉として

“妄想”という言葉が使われている。番組では、“疑似”を“エ

ア”と言い換えていたが、同様に、本物の恋愛ではなく、バー

チャルな頭の中で勝手に膨らませている恋愛だということを強

調したくて、使用した言葉ではないだろうか。 

番組を見て、“妄想する”という言葉が多用されていたので、

気になった。制作者は、意識的に使用している言葉だと思うの

で、制作部局に確認したうえでお答えしたい。「あさイチ」に

対しては、岡委員のような好評意見をいただく一方で、不評意

見をいただく場合もある。家庭の中だけでなく様々な場所で

様々な方が見ている番組であり、たとえば、夫婦の性生活の話

題など、テーマによっては、私自身、危うさを感じるときがあ

る。いろいろな意見を参考にすることで、番組は向上していく

と思う。 
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○  １１月４日(金)の「わたしの“ふるさと”は～元ハンセン病患者退所１０

年目の日々～」（総合 後 7:55～8:43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）を興味深く見た。図書館を

応援する活動をしている者として、主人公の生活に図書館が存在しているこ

とを知り、大変うれしかった。元ハンセン病患者の主人公は、淡々と過去を

語っており、番組はことさら演出することなく、主人公の日常生活や言葉を

そのまま伝えてくれた。そうすることで、主人公のこれまでの時間の重さが

より鮮明に心に響いた。 

 

○  １０月９日(日)のビジネス新伝説 ルソンの壺「鳥取発 どら焼き会社も

“本気”で売り込め！」（総合 前 7:45～8:10 近畿ﾌﾞﾛｯｸ､鳥取･徳島･香川県

域）は、鳥取県米子市の製菓会社を取り上げていた。景気低迷が続くなか、

就職難をはじめ、負の報道が多く、若者が夢を描けなくなってしまっている

と思う。その中にあって、番組では、成功を夢見て、不況を乗り越えようと

している製菓会社の社長の取り組みを紹介していた。現在の社会情勢を的確

に伝えることは重要だが、若者が将来の夢を描くことができるようなエッセ

ンスを盛り込んだ番組も制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

閉塞感の漂う時代にあって、暗い現状を伝えるニュースが多 

くなりがちだが、地域が元気になり、そこに暮らす人々が前向

きな気持ちを持てるようなニュースや番組を放送することは、

放送局の一つの役割だと思っている。これからも意識して、地

域を元気にする話題を発信していく。 

 

○  １０月３０日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「スクープ連発！ 

カメラマンはウミガメ」は、スクープ映像の連続だった。ウミガメは、どん

なところで寝ているか、どんなものを食べているのかなど、背中につけたカ

メラがいろいろなウミガメの生態を教えてくれ、とても楽しく見た。また、

１０月２９日(土)のサイエンスＺＥＲＯ「野生動物の素顔が見えた！～驚き

のバイオロギング～」では、ツキノワグマやアホウドリ、ウミガメなどに取

り付けたカメラは、今まで知らなかった動物の素顔を教えてくれた。どちら

も、最新技術を駆使したＮＨＫならではの番組だ。 

 

○  １１月２日(水)の「岡山ニュースもぎたて！」のまるトク情報のコーナー

で、上映中の三谷幸喜さん脚本・監督の映画「ステキな金縛り」が紹介され
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たので、映画館に出かけた。その後、１１月７日(月)のプロフェッショナル 

仕事の流儀「追い込まれなきゃ、おもしろくない～脚本家・三谷幸喜～」を

見たが、映画鑑賞後だったので、番組で紹介された三谷さんの仕事に対する

心がけがよく理解できた。 

 

○  １１月１０日(木)の地球イチバン「自然エネルギー地球イチバンの島 デ

ンマーク・ロラン島」は、俳優の時任三郎さんが 1,000 近い風車が回るロラ

ン島を旅して、地元の農家の人と話したり、風車の中に入ってみたりする紀

行ものだったが、かつて、この島は、原子力発電所の建設候補地だったとい

う歴史にも触れていた。町の人が議論の末に、原発を選択しなかったという

話を聞いて、見知らぬ島を旅した理由が分かるメッセージ性の強い、非常に

すがすがしい番組だった。同じ地球上に、常に同じ選択肢しかないわけでは

なく、別な選択肢があることを教えてくれるインパクトのあるものだった。 

 

○  広島県地域保健対策協議会が出している「心筋梗塞・脳卒中お天気予報」

は、脳卒中や心筋梗塞の予防にも役立つ情報なので、「お好みワイドひろし

ま」の気象情報の中で、伝えてほしい。地域のユニークな試みを支援しても

らいたい。 

 

○  １０月２８日(金)の熱討ちゅうごく「地域未来想像拠点“道の駅”をいか 

せ！」（総合 後 7：30～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。これまで、道の駅は、休

憩したり、地域情報を得たり、特産品を購入したりする場所という認識だっ

た。しかし、番組を見て、地域のお年寄りに生きがいや元気を与えたり、弁

当の宅配や買い物代行をしたりするなど、意外な役割を果たしていることを

知った。いろいろな道の駅の例を多面的に紹介することで、道の駅の課題や

在り方、今後の方向性などをよく理解することができた。さらに、特産品を

加工する業者や卸業者など、道の駅に関わる農家の方以外の業者さんなども

紹介してほしかった。こうした側面を見ることで、地方への定住促進や雇用

を生み出す方策についての検証ができたのではないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

過疎化や高齢化など、地域が抱える問題はたくさんある。道の

駅は、そうした地域のマイナスの要素を組み合わせることでプラ

スに変えていこうという一面がある。番組では、生産者の方に焦

点を当てたが、ご指摘のように加工業者や特産品の開発などにも
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取材を広げることができたと思う。過疎化や高齢化といった課題

につながる話題なので、引き続き議論することができる大きなテ

ーマだと思う。 

 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１０月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月の中国地方放送番組審議会は、２０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。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、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 村上 正高 （（株）鞆スコレ・コーポレーション代表取締役社長） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

柴田 英杞 （（財）鳥取県文化振興財団文化芸術デザイナー） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）代表取締役社長） 

濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山城  滋 （中国新聞社論説主幹） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１８日(日)の「コズミックフロント～発見！脅威の大宇宙」の集中編成

は、壮大な内容で大変見応えがあった。ＮＨＫならではの番組だと思う。なか

でも、「月への翼を手に入れろ！～史上最大のエンジンはこうして作られた」

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 1：00～1：57）は、人類を月に運ぶ夢を持ち続け、実現に導

いたヴェルナー・フォン・ブラウン博士のロケット開発を追ったもので、男の

ロマンを感じる非常におもしろい内容だった。また、「世界初・生特番 宇宙

の渚に立つ」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 5：00～6：00、後 7：30～9：00）は、映像が

ぼけていて、すばらしいという印象を受けることができず、残念だった。 

 

 （ＮＨＫ側）   

「世界初・生特番 宇宙の渚に立つ」では、新たに開発したＥＭ 
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－ＣＣＤというカメラを使用して撮影した。カメラ操作に慣れてい

ない宇宙飛行士が撮影したことや大変厳しい撮影環境であったこと

を考えると、われわれとしては、非常によく撮れていたと思う。今

後も技術開発を進め、知られざる宇宙の映像を届けたい。 

 

○  「世界初・生特番 宇宙の渚に立つ」を非常に感動して見た。地上に落ちる

と思っていた雷が宇宙にも放電していることや、夜の地球は大気光で輝いてい

ることが、大きな驚きだった。さらに、宇宙船の飛行に合わせた映像は、臨場

感があり、地上と宇宙から見たオーロラの映像の対比など、とても興味深いも

のだった。夢を持たせてくれる番組だった。 

 

○   １０月７日(金)の「大津波から地域をどう守る～見直し迫られる対策」（総

合 後 7：30～7：58 鳥取県域）と９月１６日(金)のフェイス「手探りの津波

対策～岡山県想定見直しの波紋～」の津波対策をテーマにした２番組を見たが、

いずれも中途半端な内容だった。行政の取り組み自体が中途半端なので、伝え

る内容も中途半端になってしまうのかもしれないが、あまりに表面的な内容で

がっかりした。東日本大震災から半年が経過したので、ただ災害関連の番組を

制作することだけを目的にしているのではないか。もっと、鋭く問題を提起し、

取り組みの不備を指摘するような番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘のように、掘り下げ方が足りなかったところがあるかし

れないが、震災後、各局とも災害関係の番組に力を入れている。

大震災を教訓にして、放送によって少しでも被害を少なくするこ

とを目標に番組を制作している。今後も作り続けていくので、厳

しい視点でご意見をいただきたい。 

 

○  フェイス「手探りの津波対策～岡山県想定見直しの波紋～」は、県が見直し

た想定を受けて、ＣＧ映像で再現するだけで終わっていた。同様の番組をほぼ

同時期に地元民放でも放送していた。いずれも、想定を伝えるだけのもの足り

ない内容だった。重要なのは、想定を超える津波が来た時にどうすればよいか

だ。今の段階でも伝えられることはあると思う。もう少し掘り下げて伝えてほ

しい。また、今、タイでの洪水が問題になっている。地形の違いが大きく影響

しているのだと思うが、日本の洪水とは異なり、ヒタヒタとしみるように浸水

している。この洪水の違いを比較した番組を制作してほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

「大津波から地域をどう守る～見直し迫られる対策」では、鳥

取沖で地震が起きた場合、これまで津波の高さは２メートルとさ

れていたが、新しい調査によると６メートルと想定されること、

水深の深い東北沖で地震が起きると、距離は離れていてもやはり

６メートル近い高い津波がくることなどを新しい情報として伝え

た。行政も含めて、その先の解決策までは至っていないのが実態

だと思う。行政でも対策を進めていくと思うので、今後も継続的

に取材し、新たな動きや情報が入りしだい、番組を制作していき

たい。 

 

○   １０月９日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“帰宅困難 １４００

万人”の警告」と９月１１日(日)のＮＨＫスペシャル「巨大津波 知られざる

脅威」の再放送（１０月９日(日)）を視聴した。私は、３月１１日の地震発生

時に、東京の山手線に乗車しており、鶯谷駅で１時間程度電車内に待機した後、

目的地である東京文化会館に徒歩で移動した。当時の様子を思い出しながら視

聴することで、自分自身の行動の検証と分析をすることができ、有意義な番組

だった。震災の記憶も時とともに忘れがちなので、放送では、随時、意識啓発

を行ってほしい。 

 

○   ９月１３日(火)から放送しているドラマ１０「ラストマネー～愛の値段～」

を欠かさず見ている。最初はそそられるタイトルにひかれて見始めたが、どん

どん引き込まれてしまった。「ドラマ１０」は、月曜深夜に再放送があり、火

曜午後１０時から本放送という編成の流れがとてもよい。見逃しても深夜であ

れば帰宅後見ることができ、ストーリー展開も翌日につながり、とてもありが

たい。逆に、大河ドラマは、午後１０時からのＢＳでの放送がなくなったので、

見逃す回が増え、残念に思う。さらに、ドラマ１０「ラストマネー～愛の値段

～」は、サスペンスタッチの社会派ドラマとしてよい仕上がりになっている。

ストーリー展開そのものは単純なものだが、主線のストーリーにいくつもの伏

線的なストーリーを加えて重層的に人物像を重ねており、飽きさせない構成に

なっている。また、音楽も視聴者の想像力をかき立たせてくれる。来週が最終

回で、結末は想像できるのだが、つい見てしまうと思う。久々にひかれたドラ

マだ。 

 

○   １０月１７日(月)のあさイチ「食卓と放射性物質」は、非常に興味深い内容
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だった。６家族の１週間の食事をミキサーにかけて放射能の含有率を調べると

いう試みに驚くと同時に意外な調査結果にも驚いた。今、視聴者の関心の高い

テーマを取り上げた、おもしろい企画だった。ゲストの専門家の解説も分かり

やすく、納得できる内容で、つい見入ってしまった。 

 

○   あさイチ「食卓と放射性物質」は、食品を全部ミンチにして測定するとい

う発想を称賛したい。そして、意外に低い測定値に驚いた。このテーマは今後

も続けて伝えてほしい。調査サンプルも増やして、いろいろな専門家の話を交

えて放送してほしいと思う。「あさイチ」は、番組が始まった当初、不評意見

もあったが、食卓と放射性物質の話題や夫婦の性生活の話題など、視聴者の関

心に応えるテーマ設定がされており、とてもよい。今では、有働由美子アナウ

ンサーのファンになった。また、ゲストの室井佑月さんは、どんな時でも発言

のキレがよく、番組を引き立てている。 

 

○   １０月１日(土)、８日(土)、１５日(土)の土曜ドラマスペシャル「神様の女

房」（総合 後 9：00～10：13）を見た。松下幸之助・むめの夫妻のさまざま

な困難を乗り越えていく人生に自分自身も元気をもらったように感じた。困難

にぶつかった時、ともすれば“くぐり抜ける”という思いを抱きがちだったが、

もっと前向きに“乗り越える”という気持ちでぶつかっていきたいと思わせて

くれる番組だった。 

 

○   土曜ドラマスペシャル「神様の女房」を見て、日本人の原点を感じた。従業

員を大切にする家族的な経営がよく分かった。また、成功の陰にいる女性の強

さも描かれていて、大変おもしろかった。「成功の秘けつは成功するまでやめ

ないこと」という松下幸之助の言葉が心に残った。何事もすぐにあきらめてし

まいがちな私たちに、大切なことを示唆してくれたように感じた。 

 

○   １０月３日(月)～７日(金)の５日間、「岡山ニュースもぎたて！」でローカ

ル線キャラバンが放送された。岡山県内のローカル線の沿線を１日１本ずつ取

材して、さまざまな話題を伝える企画で、それぞれの地域で元気に活躍する人

を目にして、行ってみたい、乗ってみたいと思った。放送日も連休前と工夫さ

れており、私も放送後の週末に井原線を利用して井原まで出かけた。自然に、

行ってみようという気持ちを誘う楽しい放送だった。 

 

○   １０月７日(金)の現場に立つ「杖（つえ）となって支えたい～教師たちのか
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け込み寺～」は、有意義な放送だったと思う。ただ、取材期間をもう少し長く

とって、もっと深く先生たちの苦悩を伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「杖（つえ）となって支えたい～教師たちのかけ込

み寺～」は、教育現場で苦悩する教師たちとその教師の悩みを聞

く相談室を開設した元教師の活動を追ったもので、制作する上で

力量のいるテーマを取り上げた、意気込みがうかがえる番組だっ

たと思う。この番組は、２１日(金)の「フェイス」で中国地方向

けにも放送するので、ぜひ、ご覧いただきたい。 

 

○   １０月７日(金)のフェイス「緊急被ばく医療 崩壊～原発事故から何を学ぶ

べきか～」を見て、震災直後の混乱した医療現場の実態を初めて知り、衝撃を

受けた。福島での被ばく医療の実態を検証しつつ、身近な島根原発の場合とを

比較した構成は、とても分かりやすく、より身近な問題としてとらえることが

できた。これまでの東京電力福島第一原発事故関連の報道では、放射線量を中

心にした事故の解説ばかりだったが、この番組は、これまで知らなかった医療

現場の実態を教えてくれた。今後、検証した医師の提言だけではなく、原発事

故が起きたら行政はどうすべきなのかといった視点からも、番組を制作してほ

しい。そうした情報を発信し続けることが、原発周辺で暮らす人たちの安心に

もつながると思う。 

 

○   フェイス「緊急被ばく医療 崩壊～原発事故から何を学ぶべきか～」は、内

容はすばらしかったが、タイトルと放送内容にずれを感じた。番組タイトルを

見て、放射線障害に関する医療番組だと思って視聴したが、実際は、原発事故

による大混乱の中で地域医療が崩壊してしまっているという内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「緊急被ばく医療 崩壊～原発事故から何を学ぶべき

か～」は、原発事故直後の医療現場の実態を取材し、島根原発を

抱える中国地方がどうあるべきなのか問題提起した番組だ。今後

も取材を継続し、次の番組につなげていくことを検討している。   

 

○   １０月１７日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「中村勘太郎 広島県安芸高田市」（前

編）は、ゲストの中村さんの持ち味がうまく引き出されていて、とてもよかっ
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た。さらに、神楽があるから町を離れないという若者の姿にも感動した。番組

の展開も絶妙で、後編に視聴者を誘うエンディングだった。後編も楽しみにし

ている。ただ、撮影時期と放送日が大きくずれていたことが残念だった。朝晩

涼しくなってきた今、さかんにセミが鳴く場面は、違和感があった。 

 

（ＮＨＫ側） 

鶴瓶の家族に乾杯「中村勘太郎 広島県安芸高田市」は、神楽

の魅力を存分に伝えることができ、放送を通じて安芸高田市の活

性化にも資することができたと思う。 

 

○   １０月７日(金)の金曜スペシャル シリーズ平清盛 第２回「よみがえる平

氏の大将船～大河ドラマ・瀬戸内ロケ～」（総合 後 8：00～8：43 中国ﾌﾞﾛ

ｯｸ）は、第１回よりもさらに見応えがあった。地元の船大工が船作りの技を教

えながら作っていくことにドラマがあった。さらに、材料の板を蒸して曲げる

様子や船に魂を入れる場面など、製作する過程そのものも大変おもしろかった。

職人のもの作りへのスピリットを感じた。「このドラマは、海に生きる人の力

をもらって絵巻物から飛び出してくるようなリアリティーのある平安を描き

たい」と語ったドラマを担当するディレクターの言葉が言い得て妙だった。ド

ラマ本編への期待がふくらんだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

すべてが本物指向の大河ドラマ「平清盛」の制作にあたり、ド

ラマに登場する船を広島県倉橋島の船大工が新造することになっ

た。約３か月の製作期間には、まさにドラマがあり、私自身も感

動を覚えた。シリーズ第３回は、１１月２５日(金)の放送予定で、

福原遷都をテーマに制作している。次回の放送にも期待してほし

い。 

 

○   １０月１８日(火)のさかのぼり日本史 江戸“天下泰平”の礎 第３回「宝

永地震 成熟社会への転換」は、東日本大震災後の日本のあり方を考える上で、

非常に示唆に富んだ内容で、思わず引き込まれた。人口の増加が進むいわゆる

右肩上がりの時代に宝永の大地震が起き、人口が減少に転じ、量の拡大よりも

質の向上を目指すようになった歴史を伝えていた。一方、日本の戦後を振り返

ると、高度経済成長を遂げた後に少子高齢化社会を迎えている。そこで、東日

本大震災に遭遇した。江戸時代と現代の歴史がまさに重なり、歴史には、われ
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われの生き方を振り返り、行く末を考えるヒントがあると再認識した。こうし

た発想は、もっと大型番組で掘り下げても面白いのではないだろうか。 

 

○   ９月３０日(金)のフェイス「密着 上関町長選挙～国策に揺れる町の行方

～」は、原子力発電所の建設計画が進む山口県上関町での選挙戦を追っていた。

選挙は、原発推進派の現職が当選したが、新町長の顔に笑顔はなく、原発とい

う不透明な国策に揺れている小さな町の苦悩が伝わってきた。同じ山口県民で

ありながら、これまで傍観者でいたことを反省した。上関町政は、これからも

多難だと思う。今後も継続して取材してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「密着 上関町長選挙～国策に揺れる町の行方～」は、

単に、賛成派が勝った、反対派が負けたということを越えて、原

発に翻弄されてきた町がこれからどこに向かっていくのかという

ことを伝えることができた。上関町は、原発の問題と町のあり方

の課題を抱えているので、これからも取材していきたい。 

 

○   １０月２日(日)から始まったＢＳ時代劇「塚原卜伝」を堺雅人さんのファン

として楽しみに見ている。堺さんが演じる剣豪 の姿は、いつもはひょうひょ

うとしていて、戦いとなったらりりしく変わる。若々しい演技がとてもすてき

だ。相方の平岳大さん演じる山崎左門も魅力的な人物で、共演者も充実してい

る。さらに、オープニングやエンディングは、大河ドラマのようなつくりで、

映像も美しい。より多くの人に見てもらいたいので、ぜひ、総合テレビで放送

してほしい。 

 

○   １０月１日(土)から山口県で第６６回の国体が開催された。地元での開催だ

ったので関心が高く、直接会場に足を運べない競技も見たかったが、放送が少

なく残念だった。 

 

○   １０月７日(金)のＮＨＫ松江放送局開局８０年 特集「島根自慢～島根の誇

り ここにあり～」（総合 後 7:30～7:55 島根県域）は、これまで「ひるま

えしまねっと」で放送してきた数々の島根自慢に、新たに取材した映像を交え

て紹介する内容だった。番組は楽しく見たが、「松江放送局開局８０年 島根

の誇りここにあり」、「これを見ればここ島根がもっと誇らしくなる２５分」

といった前宣伝や番組タイトルとはかなりのかい離があったと思う。ややもの
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足りなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「島根自慢～島根の誇り ここにあり～」は、島根県出身のア

ナウンサーがふるさとに赴任したことをきっかけに、ふるさとの

ために何かしたいとの思いで始めた企画だ。今年、松江放送局が

開局８０周年を迎え、そのさまざまな取り組みのスタートとして

特集番組にまとめて放送した。松江放送局では、今後ドラマ制作

やイベントの実施、過去の島根関連番組のアーカイブス編成も計

画している。さまざまな記念事業を通じて「島根の誇りここにあ

り」というメッセージを発信していく。 

 

○   ＮＨＫネットラジオ「らじる★らじる」が始まり、大変喜んでいる。特に、

定評のあるラジオ第２放送の語学番組をノイズレスで、細かい発音まで聞くこ

とができ、非常にうれしいツールだ。スマートフォン向けのサービスも始まり、

通勤や通学時間に聴く人も増えると思う。 

 

○   ＮＨＫのラジオ番組には、「ここはふるさと旅するラジオ」や「ラジオ深夜

便」といった名物ともいうべき長寿番組が多い。わたしは、土曜日、日曜日の

夕方の「地球ラジオ」をよく聴いている。中でも、「ぼくたちわたしたち元気

だよ」という海外の日本人学校の子どもたちの作文には、毎回、胸を打たれる。

ただ、「ぼくたちわたしたち元気だよ」というコーナー名は、ひと時代前の教

育的な響きがあり、あまりにＮＨＫ的なタイトルだと思う。「海外で暮らして

いる日本人の子どもは元気でなくてはいけない」ような響きを感じる。現実に

は、日々学校に行けなくなるような苦悩や、異国の中での驚きが入り混じって

いるはずで、そんな子どもたちの声をもっと聞きたいと思う。例えば、「ぼく

たちわたしたちの新しい発見」や「ぼくたちわたしたちの知らない国の冒険」

といったタイトルにすれば、もっと困ったことや驚いたことを子どものピュア

な言葉で伝えてくれるのではないか。ラジオで子どもたちの作文を聴くと、そ

の子どもの性格までもが幻想として見えてきて、むしろ映像で見るよりも想像

がかきたてられる。こうしたラジオのよさをこれからも大切にしてほしい。「地

球ラジオ」は、後藤繁榮さん、大輪香菊さんという２人のキャスターの語

り口がとても柔らかく、心地よい。ラジオは耳からだけの情報なので、

なおさらこうした言葉の柔らかさや質の高さが生きていると思う。 
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○  １０月２日(日)の「上を向いて歩こう～日本人の希望の歌その真実～」

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:00～8:59）を非常に楽しく、おもしろく見た。番組

では、なぜこの歌が希望の歌なのかについて、いろいろな角度から緻密

に検証し、真実を掘り起こしていた。耳にする機会の多い歌でありなが

ら、改めてこのシンプルな歌の魅力を理解できた。この歌が生まれた時

代は、日本には敗戦の傷痕が残り、復興に向けて歩み始めたまだ貧しい

時代だったと思う。そして、今は、震災後の厳しい状況にある。時代は

大きく異なるが、歌に込められた希望は、今に通じるものがあるという

メッセージを感じた。 
 

○  ９月２３日(金)のあいたい「海が育てた小京都～広島 竹原市～」は、

竹原の美しい町並みを紹介するだけではなく、そこに暮らす人に焦点を

当てている点がとてもよかった。今、旅行者が求めているのは、単にガ

イドブックで紹介されている名所を訪ねることではなく、その地域にあ

る隠れた魅力やその土地の人とのふれあいだ。番組では、酒作りをする

人や昔ながらの方法で塩づくりに励む人、あるいは地名にちなんで全国

の竹製品を集めて売っている人など、竹原に愛着を感じて、元気に活動

する姿を紹介していた。とても楽しい番組だった。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年９月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月の中国地方放送番組審議会は、１５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。 

議事はまず、「平成２３年度後半期の国内放送番組の編成」と「平成２４年度の

番組改定」について、説明があった後、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、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 村上 正高 （（株）鞆スコレ・コーポレーション代表取締役社長） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

柴田 英杞 （（財）鳥取県文化振興財団文化芸術デザイナー） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）代表取締役社長） 

濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山城  滋 （中国新聞社論説主幹） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２３年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２４年度の番組改定」について＞ 

 

○ 「スコラ 坂本龍一 音楽の学校」は、前回のシリーズを見たがどの年齢層を

ターゲットにしているのか、何を伝えようとしているのかよく分からない。第２

シリーズの放送にあたり、どのようなリサーチを行い、どういった反響があり、

どう評価しているのかという説明を聞きたかった。この番組は、日本の音楽教育

が今までやってきた失敗を繰り返していると思う。音楽教育の分野においても、

新指導要領に向けて新しいことが起こっている今、内容そのものを精査して、第
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２シリーズを制作してほしい。今後、新シリーズを放送するにあたっては、これ

までの分析や評価を知らせてもらえるとありがたい。同じように音楽を主題にし

た番組に「名曲探偵アマデウス」がある。この番組は、例えばオーケストラの第

２ヴァイオリンだけやトランペットだけを聴かせてくれるなど、テレビならでは

の構成に感銘を受けている。 

 

 （ＮＨＫ側） 

「スコラ 坂本龍一 音楽の学校」に対しては、好評の意見が多

く寄せられており、第２シリーズの放送につながった。日本の教育

界が抱える課題を一足飛びにＮＨＫが解決することは難しいと思う。

ご指摘の同番組の内容については、制作現場と今一度検討を重ねた

い。 

 

○   ＢＳは２波化したが、ＢＳ１とＢＳプレミアムは名称や役割、２波の違いな

どが分かりにくく、一般的にも浸透していないのではないか。それぞれの違い

も含めて、分かりやすくＰＲしてもらいたい。 

 

○   かつてはＢＳでしか見ることができなかった番組を今は総合テレビで見る

ことができる。もっとＢＳはＢＳらしい、総合テレビでは見ることができない

番組を放送した方がよいと思う。もっと深く、手応えのある上質な番組を、た

っぷりと時間をかけて放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＢＳプレミアムの魅力を伝えきれていないということがあり、

たとえば「テンペスト」というドラマの第１回だけを総合テレ

ビで放送するなど、ＢＳプレミアムのＰＲのために一部総合テ

レビで放送している番組がある。一方で「ＢＳ時代劇」や「た

けしアート☆ビート」などＢＳのみで放送している番組もある。

このように総合テレビとＢＳは区別しているが、今しばらくは

ＢＳを広く認知してももらう試みを続けたいと考えている。 

 

○  ２４年度改定に向けて、よく検討されている。デジタルネイティブ世代の

２０代男子の視聴者層を獲得するためには、デジタルコンテンツの充実が必要

だ。デジタルコンテンツの内容を充実させることによって、テレビ視聴に誘う
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ような仕掛けの番組づくりが必要だと思う。 

 

○   これまで放送されたデジタルの機能を生かしたいわゆる双方向番組の視聴

者は、参加者も含めて中高年層が多いのではないかと思う。双方向の番組で

２０代、３０代の若者たちをテレビに誘うのは、かなり難しいように思う。 

 

○   世代別の視聴傾向を分析し、ターゲットを絞って番組改定に臨む姿勢は大変

よく分かる。しかし、少し前のテレビは家庭の真ん中にあって、そこへ家族み

んなが集まってくる存在だったと思う。“２０代、３０代”という世代別に分

析する視点だけではなく、家族の絆を紡ぐ役割としてテレビをとらえることも

大切だと思う 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   7 月２２日(金)の「アオギリの語り部 沼田鈴子さんのメッセージ」（総合 

後 7：30～7：55 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、残された映像を使って、沼田さんが語り部を

始めた理由や思いを分かりやすく伝えていた。過去の映像ではあるが、沼田さ

の話を聞く修学旅行生たちの真剣なまなざしから強いメッセージが伝わって

くるすばらしい番組だった。被爆から６６年が過ぎ、語り部の方もだんだんと

亡くなっていく今、広島に住む私たちは何をすべきなのか、何ができるのだろ

うかと改めて強く感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「アオギリの語り部 沼田鈴子さんのメッセージ」は、被爆

から６６年を迎えた今、沼田さんより後の世代に核の問題や被

爆の問題について伝え続けることの大切さを感じてほしいとい

う思いを込めて制作した。被爆者も高齢化し、沼田さんのよう

に自らの言葉で被爆体験を語ることができる人が少なくなって

いる。広島放送局では、「ヒバクシャからの手紙」という番組

を立ち上げ、手紙という形で被爆体験を記録する取り組みを行

っている。手紙につづられた核兵器の恐ろしさやその後の人生

の苦難、平和の大切さなど被爆者からのメッセージを伝えてい

きたい。 
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○   ９月１０日(土)のフェイス「里山に眠る“エネルギー”」（総合 前 10：05

～10：33 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、原発事故をきっかけに中国地方の山間地の森林資源

を新たなエネルギーに変えようという取り組みを紹介していた。逆転の発想で

地域に眠る森林資源を生かそうという取り組みを知り、非常にためになると同

時に元気が出る番組だった。ただ、番組出演者が３人とも里山や地域再生、エ

ネルギーの再生に対して、同じような考えを持っていたので、やや話題の膨ら

みに欠けたように思う。異なる考え方を持つゲストが加わっていた方がよかっ

たのではないか。 

 

○   ８月６日(土)のＮＨＫスペシャル「原爆投下 活（い）かされなかった極秘

情報」（総合 後 9：00～9：58）は、警戒警報が出されていれば原爆の被害を

抑えることができたであろう無念さの裏側を、種々の証言に基づいて検証した

労作だった。当時を知る人たちは、みんな８０歳代後半から９０歳になってい

る。そうした方々の足跡をたどり、きちんと証言をとらえており、今しかでき

ない価値のある番組だった。陸軍の特殊情報部では、特殊任務機が日本に向か

っていることを把握していながら、情報は上層部に受け入れられることなく、

何ら対策がとられなかったことへの無念さが証言者の表情から伝わってきた。

番組を見て、福島原発事故の際、放射能汚染の情報がなかなか公開されなかっ

たことを連想した人も多かったのではないだろうか。関係者の無念さに着目し

た非常にいい番組だった。 

 

○   ８月５日(金)の「碑（いしぶみ）の彼方（かなた）に」（総合 後 7：30～ 

8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、原爆慰霊碑を手がかりに、そこに込められた人々の思

いや歴史的な背景を丁寧に掘り下げた、深みのある番組だった。終戦後のＧＨ

Ｑの統制の影響や被爆と差別の問題など、慰霊碑を通して非常に多くのことを

伝えてくれた。広島の町で何気なく見ている慰霊碑の背後を読み取ることで、

被爆都市で暮らす私たちのこれまでの足跡をたどるような番組だった。 

 

○   ８月２６日(金)のフェイス「島の子になる修学旅行」を見て山口県周防大島

町に年間 3,000 人の修学旅行生が訪れていることを知り、驚いた。最初は戸惑

いながらも島での暮らしを体験するうちにだんだん心を開いていく子どもた

ちの姿から、島の人たちと子どもたちとの間に信頼関係が生まれていく様子が

伝わってきた。この修学旅行体験のもたらす大きな成果を感じることができた。

また、工夫次第で、あるがままの島の自然やふだんの暮らしが地域の活性化に

つながることを気づかせてくれるよい番組だった。 
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（ＮＨＫ側） 

フェイス「島の子になる修学旅行」は、「情報維新！やまぐ

ち」の企画として放送した内容に新たな取材を加えて制作した。

島のお年寄りと都会の子どもたちのふれあいがうまく表現され

ており、好評意見が寄せられている。今後も過疎化や高齢化に

悩む地域が頑張っている取り組みを紹介していきたい。 

 

○   ９月２日(金)の金曜スペシャル「ふるさとは私の地球 ～生誕１００年 画

家・香月泰男の素顔～」（総合 後 8：00～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、郷土の画家

の魅力を改めて教えてくれた。山口県長門市三隅町の自宅の前の橋から 500 メ

ートル以内に一生描いても描ききれないほどの画材があるということで「ふる

さとは私の地球」と評した香月さんの言葉が心に残った。さらに、緒形直人さ

んの朗読もとてもよかった。たいへん誇らしい番組で、全国放送をお願いした

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

金曜スペシャル「ふるさとは私の地球～生誕１００年 画

家・香月泰男の素顔～」は、山口放送局開局７０周年の記念番

組として制作した。担当ディレクターは山口県出身でふるさと

に対して強い愛着を持っている。自分自身のふるさとへの思い

を反映した番組だった。放送後、２０代から７０代までの広い

年代の視聴者から多くの反響が寄せられている。 

 

○   ９月 7 日(水)の「櫻井翔の“いま そこにいる人々”＜命の現場＞」（Ｅ

ﾃﾚ 後 6：55～7：49）は、広島と北海道でそれぞれが独自のスタンスで患者と

向き合う医師たちを紹介していた。医師がやりがいを持って地域医療に臨んで

いる姿に感銘を受けると同時に身近にこんな医師にいてほしいと思った。櫻井

さんの優しさや親しみやすい人柄がよく表われていて、人と向き合うことの楽

しさや向き合うことで信頼が生まれることが伝わってくるよい番組だった。こ

れからも櫻井さんの人柄が生きる番組を放送してほしい。 

 

○   ８月１４日(日)のＥＴＶ特集「アメリカから見た福島原発事故」を見て、非

常に頑張って制作していると感心した。福島の原子炉に導入された「マークⅠ」

と呼ばれるアメリカの原子炉について、メルトダウンを起こしやすかったとい
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う問題点を、しっかり取材していた。このように真摯に真実に迫っていく姿勢

が非常に大事だと思う。 

 

○   ９月１日(木)の美の壺「大名庭園」は、東京の浜離宮恩賜庭園や小石川後楽

園、岡山後楽園、高松の栗林公園といった各地の大名庭園を取り上げ、池の持

つ意味や庭園のデザイン性など詳細な解説がされていた。分かりやすくよくま

とめられた番組だった。また、映像がとても美しく、ハイビジョンの魅力を改

めて感じた。 

 

○    中国地方が台風１２号の進路にあたった９月３日(土)は、終日台風情報が放

送された。総合テレビのデータ放送では、河川水位の情報が細かく提供されて

おり、大変役立った。夕方６時頃、私の住む岡山市御野学区に避難勧告が出さ

れた。避難勧告の情報は、画面スーパーでは繰り返し伝えられたが、音声で伝

えられたのは、避難勧告が出されてから１時間１４分後の午後７時１４分だっ

た。その間にも岡山からの中継放送があったので、画面スーパーだけではなく、

音声でも伝えてほしかった。避難勧告の対象地域になって、情報の必要性を切

実に感じた。また、随時、岡山市内の状況を伝える生中継がされていたが、岡

山放送局に隣接する岡山駅前からの中継だった。ほとんど風も雨も当たらない

場所からの中継映像は、とぼけたような印象を受けた。もっと台風中継にふさ

わしい場所があったように思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

中継の場所については、午前中、玉野市の宇野港で放送を出

した。その後、中継場所が避難勧告の対象となり、急きょ、中

継場所を岡山駅前に変更した。また、時間的にも、ちょうど台

風の目に入ったのかもしれないが、台風が接近するにしたがっ

て雨、風がやんできて、中継している側も正直に言って、厳し

かったのは事実だ。避難勧告の情報については、速報性が求め

られるので、まず画面スーパーで伝えている。さらに、伝える

情報量が多い場合には逆Ｌ字で画面を分割して文字情報を付

加して伝えている。御野学区の避難勧告については、逆Ｌ字で

何回も伝えた。また、午後７時４５分からの特設ニュースでも

伝えており、十分伝わったと思う。ＮＨＫでは放送を補完する

サービスとして、台風情報をホームページでも発信しており、

当日は、およそ 83,000 件のアクセスがあった。さらに、デー
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タ放送では岡山県の防災情報システムと連動して、河川水位や

潮位などの情報を細かく提供している。こうしたサービスもぜ

ひ利用してほしい。 

 

○  「地球テレビ エル・ムンド」を楽しみに見ている。８月２５日(木)は、バ

ングラデシュの女性アーティストを取り上げていた。イスラム教の戒律により

表現の自由が制約される社会で活躍する姿は新鮮な驚きだった。日本では想像

すらできない状況を知り、自分自身の視野が広がった。ＢＳ１で目指す国際性

は、単に海外のトピックを紹介するのではなく、今回の放送のように、私たち

が想像できない世界に思索を広げてくれるものだと思う。そこにＢＳ１で放送

している「地球テレビ エル・ムンド」の魅力を感じている。 

 

○   ９月１４日(水)の地域を創る「豊かな発想で 集落に活気」（総合 前 11:35 

～11：40 島根県域）は、島根県津和野町のサカキやナメクジ油を活用して地

域に活気を呼び込もうとする取り組みを紹介していた。松江放送局では、今年

度の重点事項として過疎化や高齢化といった課題を抱える中山間地域の活性

化に資する番組づくりをあげている。当初の目標に沿って、地域の課題に向き

合い、丹念に取材し、継続して発信する姿勢を高く評価したい。ただ、「地域

を創る」は、平日午前１１時台の放送なので見ることが難しい。夕方の時間帯

での放送や、８０周年記念番組としてこれまで紹介した方々をスタジオに招い

て討論番組を制作するなど、これまでの取材を発展させることを考えてほしい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

津和野町の取り組みは、自治体の力を借りず、自分たちだけ

で町の活性化につなげた事例だ。同じ悩みを持つ地域の方々に

も役立つ情報を発信できたと思う。今後も地域の活性化につな

がる話題を発信していきたい。 

 

○   ８月６日(土)のハイビジョン特集「ヒロシマの黒い太陽」（ＢＳﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ 後 10：00～11：29）は、大変見応えのある番組だった。連合国側の産・

官・学それぞれの思惑どおりにことが運び、日本への原爆投下に至った経緯が、

論理的に表現されており、よく理解できた。 

 

○   ８月６日(土)の「えほんでつたえる げんばく」（総合 前9：00～9：30 中

国ﾌﾞﾛｯｸ）は、戦争の悲惨さを伝える試みとして、よい表現手法だと思う。平
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和資料館でも子どもたちにとても人気のある「伸ちゃんのさんりんしゃ」と「お

りづるの旅」の絵本を題材にした点もよかった。ただ、「おりづるの旅」に登

場する禎子を紹介する場面で映し出された禎子の折った折り鶴の大きさが正

確に伝わらなかった点が残念だった。禎子は、１センチ５ミリぐらいの非常に

小さな鶴を一生懸命に折ったことを伝えてほしかった。 

 

○   ８月１６日(火)のシリーズ 証言記録 兵士たちの戦争「悲劇の撤退作戦～

ツルブ・松田支隊」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 6：00～6：43）は、久しぶりに重量感の

ある番組だった。番組に登場する証言者も８９歳、９１歳、９５歳と高齢化し

ており、戦争体験を風化させることなく、記録する意味でも価値のある取り組

みだ。非常に印象に残る番組だった。 

 

○   ８月１９日(金)の新日本風土記スペシャル「妖怪」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7：30

～8：29）と９月２日(金)の新日本風土記「遠野」の２つの妖怪にまつわる「新

日本風土記」を大変興味深く見た。私は、境港で水木しげるさんの妖怪を活用

した観光事業を展開しているが大変参考になった。 

 

○   私は、犯罪被害者支援の活動を行っており、犯罪被害の方々に接する機会が

多い。戦後６６年が過ぎてようやく戦争体験を語る方や東日本大震災で被災し

ながらも助かったことに対して罪責の思いを抱き何も語ることができない被

災者の方、そして犯罪被害に遭われた方、これらの３者に共通する思いを感じ

ながら、８月～９月にかけて放送された戦争や震災を扱った数々の番組を視聴

した 

 

○   ９月４日(日)のＥＴＶ特集「おじいちゃんと鉄砲玉」は、亡くなった祖父の

遺骨から鉄砲玉が出てきたことを出発点にして、孫である番組ディレクターが

当時を知る人たちを訪ね歩いて祖父が死ぬまで心に秘めていた事実を知るこ

とで戦争の悲惨さを訴えていた。取材を重ね、真実に迫ろうとするディレクタ

ーに対して敬意を表すると同時に、そのディレクターの質問のしかたに胸が痛

んだ。無理やり言葉を引き出しているようにすら感じた。「証言記録 兵士た

ちの戦争」でようやく戦争体験を語る証言者や「ヒバクシャからの手紙」に手

紙を寄せた遺族の人たちにも同じような思いを感じることがある。 

本当に重い言葉を引き出した後、番組制作者は証言者に対してどういう対応

をされているのだろうか。 
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  （ＮＨＫ側） 

取材の姿勢の問題だと思う。特に、戦争体験のように重いテ

ーマを取材する際には、相手との信頼関係をどこまで築くこと

ができるかが非常に重要になる。その上で相手との距離感をは

かることが必要だと思う。ディレクターの中には、番組放送後

も取材を重ね、新たな番組に発展させたり、番組を離れて交流

を続けている例も多い。それが取材をする側と受ける側との理

想的な人間関係だと思う。 

 

○   ９月５日(月)～９日(金)に東日本大震災をテーマにしたヒューマンドキュ

メンタリーシリーズ「明日へ 再起への記録」（総合 後 10：00～10：48）が

放送された。５日(月)の「みんな一人じゃないからな～閖上中学校 再生への

記録～」や６日(火)の「豊饒の海よ甦れ～美宮古・重茂漁協の挑戦～」、８日

(木)の「学び舎ふたたび～岩手・大槌小学校の６か月～」、９日(金)の「“夢

通り”は、あきらめない・商店街の半年」を視聴した。いずれも震災から半年

を迎え、復興に向かって歩む家族や子どもたちの姿を記録していたが、震災後

半年しかたっておらず、まだ先は見えないのが実情だ。そんな時期にあたかも

回復したようなメッセージを発信することに疑問を感じた。 

 

○   ９月１０日(土)の「ヒバクシャからの手紙２０１１」（総合  後 5：00～ 

5：59 中国ﾌﾞﾛｯｸ）を耐えられない思いで見た。原爆投下から６６年たったと

いえ、決して癒やされることのない被爆者という重たいテーマに向き合った広

島放送局ならではの勇気のある番組だと思う。重たい番組だったが、心に残っ

た。番組を視聴した妻は、姜尚中さんの話に共感したと話していた。 

 

○  「情報維新！やまぐち」の枠内を中心に山口県内向けに放送している「大好

き！やまぐち」という短い企画がよい。テーマ音楽も明るく元気があり、子ど

もから大人まで多様な出演者がそれぞれの言葉で山口に寄せる思いを語って

いる。何気ない短い番組だが味わいがある。登場人物の素顔をとらえており、

飾り気のない言葉が聞く人を振り返らせてくれる。また、「情報維新！やまぐ

ち」もテンポがよく、面白くなってきていると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「大好き！やまぐち」は、山口放送局開局７０周年の企画とし

て今年４月から放送している。１分スポットの形式で山口県内の
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できるだけ多くの人に出演してもらうことをコンセプトに番組ロ

ケや公開番組収録の際にも収録している。「情報維新！やまぐち」

枠内での放送に加えて、月曜日～金曜日のスポット枠で随時放送

している。 

 

○   「いのちの、おもさ」をテーマに放送された今年の「ヒロシマ特集番組」は、

昨年以上に見応えがあった。そう感じた理由のひとつは、東日本大震災で自然

災害の脅威や命のはかなさを目の当たりにしたことにある。また、広島と長崎

の原爆が人びとの生活に重大な影響を及ぼし、今もなお重くのしかかっている

ことを、福島原発の事故を受けてとても身近に感じた。 

 

○   ８月３日(水)、１０日(水)、１７日(水)の３週にわたって放送された「ファ

ミリーヒストリー」（総合 後 10：00～10：48）や８月２４日(水)のヒューマ

ンドキュメンタリー「二人の旅路 激動を生きた京劇夫婦」（総合 後 10：00

～10：48）、ＥＴＶ特集「おじいちゃんと鉄砲玉」といったそれぞれの家族の

絆を見つめ直す一連の番組に非常に感動した。家族の軌跡を振り返ることは、

新しい発見もあるが痛みを伴うものだと思う。自分を含めた家族といやおうな

しに向き合うことでもあり、戦争が家族に及ぼした影響があったからこそ今の

自分があるという複雑な葛藤も生まれる。自分や家族をさらけだすことは、と

てもつらいことであり、勇気が必要だ。番組に出演された３人の俳優、２人の

京劇夫婦、そしておじいちゃんとそのご家族に敬意を表したい。番組制作スタ

ッフの企画や構成も秀逸だった。 

 

○   米国同時多発テロから１０年、そして東日本大震災から半年という節目の日

にあたる９月１１日(日)の一連の震災関連番組は、一日を通じて番組の連携を

はかり、震災を共通テーマとしつつも、それぞれの番組によって内容に変化を

持たせた構成で、とても効果的だったと思う。なかでも、「明日へ～震災から

半年～」で司会を務めた三宅民夫アナウンサーは、安定感があり、安心感のあ

る話し方は大変聞きやすかった。震災から半年が経過し、地域により震災に対

する温度差も生まれている。生活再建という視点からの内容をもう少し取り入

れてほしかった。 

 

○   ＥＴＶ特集「アメリカから見た福島原発事故」の再放送（９月１１日(日)）

を見た。これまで知らなかった原子力発電開発の真実を教えてくれた大変貴重

な番組だった。早い時期に原子力発電の危険性を問題提起していた先人の教訓
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が生かされなかったことを知り、やるせない気持ちになった 

 

○   ８月２８日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「日本清らかな水辺

（２）里山の王者！オオサンショウウオ」は、じっとしているイメージしかな

かったサンショウウオの機敏で激しい一面を見せてくれた。サンショウウオの

生息する里山に入り、時間をかけて丁寧に水中カメラで撮影していた。里山の

四季、きれいな風景を織り交ぜた、非常に興味深く、面白い内容だった。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年７月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７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、１０人

の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般について活発に意見交換を行った後、放送番組モニター報

告と視聴者意向、８月の番組編成について説明があり、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 村上 正高 （（株）鞆スコレ・コーポレーション代表取締役社長） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

柴田 英杞 （（財）鳥取県文化振興財団文化芸術デザイナー） 

濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山城  滋 （中国新聞社論説主幹） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ７月１５日(金)のフェイス「エコで不思議～砂丘の海の伝統漁～」をたいへん興

味深く見た。鳥取砂丘沖の海底に続く砂地の様子はとても神秘的で美しく、泉鏡花の

「海神別荘」や宮城道雄の「春の海」を連想させられた。やっかいものの大型クラゲ

をおとりに使っておびき寄せるカワハギ漁や木の枝を沈め、海藻と見間違えさせて産

卵を誘うコウイカ漁など魚やイカの視覚を逆手にとった透明度の高い海ならではの

珍しい漁を初めて目にした。「エコで不思議」というやや軽めのタイトルだったが、

人と自然の関わりや自然の恵みの豊かさまでも考えさせてくれる非常に奥深い番組

だった。 

 

○   フェイス「エコで不思議～砂丘の海の伝統漁～」は、潜水カメラマンが撮影した
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海底に広がる砂の海の美しさに加えて、そこで繰り広げられる珍しい漁の様子をうま

くとらえていた。内容もよくまとまっており、おもしろかった。この番組に限らず、

鳥取放送局の番組は県東部地域を取材した番組が多い。素材や利便性の問題はあると

思うが、もう少し県西部を取り上げた番組も制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） ご意見は、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○   ７月１５日(金)の「生きて帰れ～写真に祈りを込めた家族の軌跡～」（総合 後 8:00

～8:43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、出征兵士の無事を願い家族から託された２万枚もの写真を一

枚一枚ご遺族に返す活動を続ける山口県の三坂神社の宮司さんの活動を追っていた。

その姿に胸が詰まるようだった。返された写真に喜ぶ家族がいる一方で面会を拒む家

族の姿があり、戦争の爪痕が今もなお残されていることをあらためて感じた。番組を

見て、自然に東日本大震災で被災された方々や亡くなられた方々を悼む気持ちに重な

った。こうした命や家族の絆を考えさせてくれる番組を今後も引き続き制作してほし

い。 

 

○   わたしは山口県に住んでいるが「生きて帰れ～写真に祈りを込めた家族の軌跡～」

で紹介された“弾よけ神社”の存在を知らなかった。番組制作者はどういうきっかけ

でこの神社の存在を知られたのだろうか。２万枚もの写真を遺族に返す活動を続けら

れている宮司さんのひたむきさに感動と衝撃を覚えた。ナレーションもよかった。放

送後の反響や宮司さんの活動のその後をもっと知りたいと思った。視聴後、私もまた

東日本大震災の被災者のことを思った。がれきや泥の中から出てきたアルバムや思い

出の品々はどのようにして家族の元に届けられるのだろうか。 

 

(ＮＨＫ側) 「生きて帰れ～写真に祈りを込めた家族の軌跡～」は、山口放送局の 

アナウンサーが“弾よけ神社”に偶然遭遇し、取材を重ねてぜ番組化し 

たいと考え、制作に至った。放送後も「切実な思いが伝わってきた」、 

「戦後がまだ終わっていないことを実感した」といった反響を２０代 

から７０代までの広い年齢層の方から多数いただいている。 

 

○   震災報道について触れておきたい。自分自身の仕事がら各地のホールや劇場関係

に会う機会があるが、東日本大震災の復興支援に対して強い関心を持っている施設と

持っていない施設がある。また、東北地方においても復興の進んでいる地域とあまり

進んでいない地域がある。これらの異なる意識を持つ人たちや状況の違う地域に対し
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て、震災報道はどうあるべきなのか考えさせられる。さまざまな視点や切り口での報  

道が必要なのではないだろうか。また、被災者の避難先は全国各地に広がっている。

各地のＮＨＫ放送局では、そうした被災者の方々の心に寄り添った細やかな報道を心

がけてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 東日本大震災から４か月あまりが経過したが、津波による災害だけ 

でなく原発事故の被害や状況、放射性物質の食料への影響、さらには、 

東南海地震の備えまで、多面的な報道が必要である。これからも被災 

地の人たちを元気づけることができる放送に全国放送はもとより、各 

地の放送局でも取り組んでいく。 

 

○   ６月１９日(日)のこんなステキなにっぽんが「シリーズ 絶景 天空の草原～島

根県・西ノ島町～」は、映像の美しさが印象に残る番組だった。多彩なカメラアング

ルで西ノ島の美しさを見せてくれた。ただ、「わーっ、すごい」としか言わない旅人

に興ざめした。旅人には、隠岐の島の静かな音や風の匂いといった絶景の背景にある

手触りを伝えてほしかった。牛や馬を飼うという人間の営みがあったからこそ天空の

牧草地が生まれたこと、絶景の背後には自然の造形としての美しさと、人間の手によ

って作られてきた美しさが共存していることを見せてもらった。 

 

○   ７月１日(金)の金曜スペシャル「そこに小さな幸せを生むために～美郷町 人によ

る支援３年目の行方～」（総合 後 8:00～8:43 島根県域）は、過疎に悩む地域へ「人」

を配置することで支援する“地域おこし協力隊”の取り組みを丹念に取材していた。

島根県美郷町の吾郷地域、別府地域、粕淵商店街の三つの町おこしの取り組みをのぞ

き見するような目線で行ったり来たりしながら、目標とする小さな幸せの実態に迫っ

ていく番組構成が、おもしろかった。過疎という社会問題をテーマにしているにもか

かわらず、ナレーションや音楽も含めてポップな雰囲気の番組に仕上がっていた。

松江放送局では、「しまねっとＮＥＷＳ６１０」でも過疎化や高齢化の問題をたびた

び取り上げており、今年度の編集計画に対して真摯に取り組む姿勢に敬意を表したい。 

 

（ＮＨＫ側） 過疎化・高齢化は、島根県が抱える課題である。解決に向けた取り 

組みを今後も継続して取り上げていく。また、県内の風景や人など 

さまざまな島根県の魅力を映像で伝えることで地域の活性化に寄与し 

たい。 
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○   ７月８日(金)の現場に立つ「波に向かって進め～石島分校・最後の児童」(総合

後 7:30～7:55 岡山県域)は、児童１人だけの小学校の分校を舞台に、児童の新学期か

ら夏休みまでの日々を取材した内容でとてもよかった。しかし、一方で、この児童は

番組で取り上げられることで、いろいろな学校活動を頑張ったのではないかと感じた。

児童のひと夏の奮闘記で終わるのではなく、１年を通じて取材してほしい。放送で取

り上げられることは子どもにとって大きな出来事であり、子どもに与える影響も大き

いと思う。短い期間の取材で終わってしまっては子どもに対してやや無責任だと思う。

時間をかけて取材してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 石島分校の児童は、現在も継続して取材しており、来年３月の廃校 

の様子も撮影し４月の放送を予定している。また、岡山放送局では、 

「みんなで子育てキャンペーン」を展開しており、高梁市立吹屋小学 

校の児童も年間を通じて取材し、「岡山ニュースもぎたて！」で紹介 

している。 

 

○   ６月２３日(木)のクローズアップ現代「子どもたちが綴（つづ）った大震災」を見

て、自分の言葉で綴られた作文にとても感動した。作文を書くことは、自分の気持ち

を整理し、立て直す働きがあるので、子どもたち自身にとってもよい体験だったと思

う。今回だけの取材に終わることなく、これからも子どもたちの心の動きをずっと撮

り続けてほしい。 

 

○   ６月２６日(日)の「よみがえる美空ひばり」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 4:00～5:59）を見て

美空ひばりは 100 年に一人の大歌手だと痛感した。番組では、今までの美空ひばりの

映像のほか、２オクターブの音域を歌いきる技や美空ひばりの残した歌詞に曲をつけ

た作曲家、船村徹さんの思いなども描かれていた。２時間の番組を見て、あらためて、

美空ひばりに対して強い感銘を受けた。 

 

○   以前から「新日本風土記」のファンだが、７月１５日(金)の新日本風土記「宮島」

は身近な宮島を取り上げるということで期待を持って見た。観光地としての宮島を紹

介するのではなく、歴史や文化、人々のくらしに焦点を当てており、見ごたえがあっ

た。さらに、しゃくしやもみじ饅頭の話題も丁寧に取材されていたが、白黒写真の映

像と文字スーパーの白が重なり、見づらかった。また、厳島神社が満潮の海に浮かぶ

姿をとらえたカットはその美しさを表現しきれていなかった点が残念だった。 
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○   新日本風土記「宮島」は、神の島といわれる宮島の魅力の奥深さを丁寧に紹介して

おり、非常によかった。宮島の植物や信仰、信仰から生まれた祭りや伝統行事などそ

こに暮らす人々に大切に守られてきた宮島の魅力がよく伝わってきた。 

 

（ＮＨＫ側） これまでも宮島は何度も放送で取り上げてきたが、風土記という目 

線で宮島の歴史や文化をとらえた。墓地がなかったり樹木の伐採を 

禁止していたり神の島ならではのルールを守ることで人々の暮らしが 

成り立っていることを伝えることができたと思う。ご指摘の字幕の色 

については、再度確認して、今後注意していきたい。 

 

○   ＢＳプレミアムの「食べてニッコリ ふるさと給食」は、１０分間の短い番組だが

ほっとする非常によい番組だと思う。 

 

○  ７月８日(金)のあいたい「たかがＢ級、されどＢ級～石倉三郎 岡山ご当地グルメ

の旅～」（総合 後 8:00～8:43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、Ｂ級グルメ誕生の経緯を丹念に描い

ていた。まさに、Ｂ級グルメの原点を伝えるもので番組の切り口としてよかった。 

岡山のＢ級グルメを単なるブームに乗じるのではなくきちんと取材し放送しておく

ことは、記録としても価値がある。 

 

○   ６月２８日(火)の「おまえなしでは生きていけない～猫を芸術家の物語～第２回ノ

ラを探した１４年の孤独 内田百閒」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:00～8:59）を、わたしは内

田百閒顕彰会の会長として、興味深く見た。同顕彰会メンバーなど周囲の内田百閒フ

ァンの仲間たちにも見せたところ、出演者の人選や演出にファンならではのこだわり

のある意見が相次いだ。小さな注文はいろいろあるものの、全体的には大いに楽しめ

た。 

 

○   ７月８日(金)のＢＳ歴史館「真相！龍馬暗殺の謎」は、大変興味深く、もっと聞き

たい、もっと見たいと思う番組だった。複数のゲストが最近発見された資料に基づい

て龍馬暗殺の実行犯について語っており、見る人の想像や推理をかきたててくれる番

組だった。 

 

○   今年３月の番組審議会の席で、「ＮＨＫの原発報道に登場する識者や大学の先生は

原発推進派が多い。推進派と反対派の両方をバランスよく出演させるべきだ」と発言

したが、６月１７日(金)の熱討ちゅうごく「いまだから考えたい！私たちのエネルギ
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ー」（総合 後 7:30～8:43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）では、賛否両論の専門家を招いて真正面から

議論させており、非常によかった。中国地方のさまざまな人が出演しており、中国地

方で暮らす人たちの代表的な意見をほぼ網羅していたのではないか。たいへん有意義

な企画だった。番組ではいろいろな意見が出されたが、全体を通じて原発の安全性に

対する情報の少なさに対する不安を訴える意見が多かった。国や電力会社が出そうと

しない情報であれば、取材し出させることが新聞を含めたメディアの役割だと思う。 

 

○   関連して、７月９日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機 第３回「徹底討

論 どうする原発 第一部・第二部」（総合 後 7:30～8:45、9:00～9:13 ）も見たが、

よく整理された討論番組だった。賛否両派の意見が出されたが、さらに議論を進める

には情報が足りないと感じた。国から出させる情報だけではなく、専門家の助けも借

りながらＮＨＫ独自に取材し、核燃料リサイクルの問題も含めた原発の本当のコスト

や事故による被害、新しいエネルギーの将来などに関する情報を発信してほしい。そ

して、さらなる討論番組を制作してほしいと思う。 

 

○   原発報道については、よく頑張っていると思う。ＮＨＫスペシャル シリーズ原発

危機 第３回「徹底討論 どうする原発 第一部・第二部」は、賛否両論の意見がど

んどん出され、いろいろな問題点が浮き彫りにされ充実した討論番組だった。原発問

題は日本のこれからの流れを左右する大問題なので、引き続き頑張ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 「熱討ちゅうごく」では、原発推進派と反対派双方をスタジオに迎 

えて討論を展開した。収録前は番組として成立できるのだろうかとい 

う不安があったが、結果として双方の意見を伝えることができたと思 

う。番組でふれた次世代エネルギーについては、新エネルギーへの転 

換を支持する側が用いるデータと簡単には転換できないとする側が出 

すデータは食い違いがある。こういった部分はＮＨＫで独自に調査す 

べき分野かもしれない。１回の討論番組で終わるのではなく、別の側 

面からも取り上げていきたい。 

 

○   ７月１８日(月)の「上を向いて歩こう～日本人の希望の歌・その真実」（総合 後

10:00～10:50）は、文句なしに楽しめた。歌に込められた希望のメッセージと震災、

さらに歌の誕生から５０年という節目が重なり、たいへんタイミングのよい放送だっ

た。作曲・中村八大、作詞・永六輔、歌・坂本九それぞれの思いやよさがうまく絡み

あってこの歌が生まれたことやアメリカでヒットした理由、「スキヤキ」と命名され
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た経緯などが貴重な資料や実際に関わった方々の言葉で解き明かされ、とてもおもし

ろかった。 

 

○   ７月１８日(月)のＦＩＦＡ女子ワールドカップ ドイツ２０１１－決勝－「日本」

対「アメリカ」（ＢＳ１ 前 3:40～7:15）は、現地との時差の関係で未明の放送だっ

た。試合展開に一喜一憂しながら、夜中に熱狂的な応援をすると、翌日には血圧が高

いとか、調子が悪くなったと訴える患者さんが多い。こういった場合、医師としては、

夜中に生中継を見るのではなく、少し我慢して、再放送を見るようにすすめている。

今回、わたしは、同日午後７時からの再放送を見たが、再放送は前もって決まってい

たのだろうか。優勝したので、急きょ編成されたのかもしれないが、事前に再放送の

予定が決まっていたのであれば、もっとＰＲしてほしかった。 

 

○   ７月２０日(水)のきょうの健康「知っておきたい 熱中症対策！」は、熱中症に

かかりやすい高齢者にポイントをしぼった解説でよい切り口だった。番組で解説して

いたとおり、高齢者は加齢によって体内の水分量が減少しており、「脱水を起こす危

険が高い」とか「汗をかきにくくなっている」とか「のどの渇きを感じにくい」など

体温を調整する機能が下がっているため、熱中症にかかりやすい。一般的には正しい

が、熱中症について話すのであれば、どのような高齢者が熱中症にかかりやすいのか

という点まで踏み込んでほしかった。実際には、高齢者全員ではなく、足が不自由で

水分の摂取が難しかったり、認知症などの薬の副作用で発汗がうまくいかなかったり

する高齢者が熱中症にかかりやすい。番組は、やや不安をあおっているように感じた。

ただ、専門家の先生が、節電意識の高まっているなか、遠慮せずエアコンを使うよう

すすめていた点は、ありがたかった。 

 

○   ６月３０日(木)の爆問学問「“塀の中”の真実 その２」は、爆笑問題が日本最大

の府中刑務所に入って、ふだん目のすることのない刑務所内の様子を紹介していた。

法務省・特別矯正監の肩書を持つ俳優の杉良太郎さんは、テーマに適した案内役だっ

た。外国人受刑者の増加や高齢化や受刑者の介護問題など外の社会と重なる塀の中の

真実を知ることができてよかった。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年６月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６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。 

議事はまず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、「国内放送番

組の種別の基準」と、平成２３年度国内放送番組および中国地方向け地域放送番組の「番

組の種別」について説明があった。最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、

７月の番組編成について説明があり、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 村上 正高 （（株）鞆スコレ・コーポレーション代表取締役社長） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

柴田 英杞 （（財）鳥取県文化振興財団文化芸術デザイナー） 

濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

松永 和平 （農事組合法人松永牧場代表理事） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山城  滋 （中国新聞社論説主幹） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ５月２７日(金)の「“人生の応援歌”を生んだ島～水前寺清子亡き師に出会う旅～」

(総合 後 8:00～8:43 中国ﾌﾞﾛｯｸ) は、人情豊かな周防大島で作詞家の星野哲郎さんの

原風景を探った、とてもしっとりとしたよい番組だった。まな弟子の水前寺清子さん

を案内人に起用したこともよかった。病気のために一度は挫折した星野さんの人生を

解きほぐしながら、星野さんが作詞した情島小中学校の校歌を紹介していたが、その

歌詞は、さまざまな理由で親元を離れ、島の学校に通う子供たちの励ましにどれだけ

なったことだろう。卒業生も登場し、そのエピソードも非常に効いていた。右肩下が

りの時代になり、星野さんの応援歌に、より心ひかれるのだろうか、などといろいろ

な思いをめぐらすことのできる番組だった。 
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○ 「“人生の応援歌”を生んだ島～水前寺清子 亡き師に出会う旅～」からは、「故

郷の島が星野哲郎さんの身体も精神も育んだ原点だ」ということがよく伝わってきた。

闘病生活から再起した時に書かれた詩「峠」をもっと聞きたかった。７つの校歌を作

詞していたということは初めて知ったが、歌詞の一つ一つの言葉が、応援歌なのだと

認識させられた。情島の卒業生の話はとても感動的だった。この方が中心の番組でも

よかったのかもしれない。水前寺さんの解説が必要だったのかはやや疑問だった。水

前寺さんのシーンよりも、もっと情島の話が見たかった。 

 

○ 「日曜討論」から最近目が離せない。６月５日(日)の放送では、番組の最後で民主

党・自民党の両幹事長が大連立が必要だと、にわかに意気投合した感があったが、週

の半ばではそんな話は消え、６月１２日(日)の放送では、誰もその話題に触れていな

かった。「日曜討論」を見ていると、今の政治の状況がとてもよくわかる。節操がな

いというか、行き当たりばったりの政局が如実に表れている。 

 

○ ６月１０日(金)のあいたい「三江線 ゆっくり旅～玉村豊男初夏の江の川を行く

～」(総合 後 8:00～8:43 中国ﾌﾞﾛｯｸ) は、小学校６年生まで広島県三次市で過ごした

こともあり、なつかしく思い出しながら見た。丁寧なカメラアングルで撮影されてい

て、江の川のゆったりとした流れをたっぷりと感じさせてくれた。旅人の人柄もよか

った。人生をも感じさせる川の流れを見ながら、私たちの暮らしはついこの間まで、

こんなにゆったりしていたんだなあとの思いをめぐらせるとともに、都会の生活に飽

きた者にとってはたまらない番組だろうと感じた。自分もＪＲ三江線で旅してみたい

と思った。 

 

○ あいたい「三江線 ゆっくり旅～玉村豊男初夏の江の川を行く～」は感銘を受け

た。玉村さんならではの場面がたくさんあり、旅のスピード感もよかった。冒頭で「川

とともに暮らすのは幸せ」という船作りの方の言葉があったが、それが番組のテーマ

として、ずっとつながっていた。川の流れと時速３０キロメートルのＪＲ三江線のゆ

ったりとした感じの両方を感じながら旅は展開し、石見川本駅では行き違い列車待ち

が１時間４３分もあるのに、玉村さんは自作のワインを飲んで寝ているだけ。人生に

はこんな時間もあるんだと感じさせるなど、番組を通して「ゆっくり旅」という主題

も貫かれていた。ただ、音響効果に関しては、もっとゆったり感を意識した選曲でも

よかったのかと思った。今日こちらに来る時にＪＲ三江線をくぐり、江の川を車窓か

ら見たが、この番組のおかげで、今までとは違ういとおしい風景に見えた。 
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○ ６月５日(日)のＮ響アワー「永遠の名曲たち 悲愴交響曲（チャイコフスキー）」

はすばらしかった。最近、マーラーやチャイコフスキーのかなり長い曲を、あまり解

説を入れずにゆっくりと聞かせてくれるが、すばらしい。この曲も一種の人生を感じ

させる曲なのだが、司会の西村朗さんの「不吉な６分の５拍子」という発言もポイン

トを押さえたものだった。            

 

○ ６月１０日(金)のあなたが主役 ５０ボイス「小さなナンバーワン企業ボイス」は

非常に小気味よくまとめられた番組だった。それぞれの人の一番よいポイント、一番

言いたいことを的確に切り出す編集がすばらしい。司会のテンポもよく、臨場感のあ

る短い言葉の積み重ねで、テンポと重厚感が出てくる。日本はこれだけ元気なんだと

感じることができる番組だった。 

 

○ あなたが主役 ５０ボイス「小さなナンバーワン企業ボイス」はテンポがよく、言

葉の一つ一つが心に訴えてきた。「町を歩いて故障中の張り紙を見ると修理したくな

る」などのコメントがとてもおもしろく、登場した人たちが生き生きしていた。もっ

と深く知りたいと思う人もいたので、別の機会に番組で取り上げられるとうれしい。 

 

○ ６月９日(木)の仕事ハッケン伝「ピース又吉×コンビニ業界」を見たが、仕事への

プライドということよりも、タレントのタレントたるゆえん、ピース又吉さんのパワ

ーが前面に出すぎていて、番組の軸がタレントにぶれすぎていると感じた。 

 

○ ６月１０日(金)の新日本風土記「あの街この街 路面電車」はおもしろかった。全

国に今も残っている路面電車がわずか１９ということにまず驚いた。各地の路面電車

の歴史や魅力がちゃんと紹介されていて、新しい発見があった。広島の路面電車のと

ころでは、焼け跡のがれきの中で電車が動いている映像が紹介され、感銘を受けた。

被爆電車のことも紹介されたが、当時、女学校の生徒が運転士を務めた状況について

は、もう少し説明があった方がよかったと思った。「新日本風土記」は大好きな番組

だ。切り口といい、まとめ方といい、すばらしい。 

 

○ 新日本風土記「あの街この街 路面電車」では、岡山の路面電車として「ワイン電

車」を取り上げてもらったが、全国から反応が寄せられた。 

 

○ ４月１７日(日)のこんなステキなにっぽんが「神さまと暮らす里～広島県 神石高

原町～」も、初めて知ることばかりの番組だった。ほとんどの家の中に祭壇があるこ

とは驚きだった。こういう伝統が次の世代へと残されていくといいと思った。今後も
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その地域ならではの伝統や文化を番組で紹介してもらいたい。 

            

○ ６月１１日(土)の週刊 ニュース深読み「津波からどう逃げる？１００年後にも伝

えたい防災意識」を見た。もっともで、とてもよいことを伝えていたが、いざ自分の

地域にあった防災について思いをめぐらすと、出来ないことや難しいことが頭に浮か

んでしまった。一人一人の考え方を変えていくことは本当にたいへんだと身に染みた。

震災関連の報道は、今後もいろいろな形や、角度で、ぜひ継続してもらいたい。 

                                             

○ ６月１０日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「わたしは町のカメラマン アマチュアビデ

オ この１年」(総合 後 7:30～7:55 山口県域）は夕方の「情報維新！やまぐち」で

毎週金曜日に紹介している投稿ビデオをまとめて紹介した番組だったが、ビデオの内

容はニュース性があるものが多く、時機を逸した感があり感動をもって見ることがで

きなかった。また、失礼ながら素人の方の作品なので、２度も見る必要があるのかな

という気もした。司会の２人のほのぼのとした雰囲気は好きなのだが、内容を盛り込

みすぎて慌ただしく、残念だった。    

 

（ＮＨＫ側） ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「わたしは町のカメラマン アマチュアビデオ 

 この１年」は、視聴者参加型の番組として、投稿ビデオの裏側の苦労 

や楽しさを紹介することをねらった番組だが、工夫しだいでは、もっ 

と掘り下げて伝えることができたかもしれない。今後の参考としたい。 

 

○ ６月１１日(土)のサラメシ「第６回」で、三重県の鳥羽水族館の調査員が地元の漁

師と昼食を一緒にとることで交流を深めているという話題が紹介された。漁師料理も

興味深かったが、昼食を通じたふれあいは心温まるもので、日常生活の喜怒哀楽が伝

わってきた。「サラメシ」のファンだが、放送時間が遅いのがとても残念だ。高齢者

の方が見るには遅すぎる。 

 

○ ６月４日(土)のドキュメンタリードラマ「１９９１ 雲仙・普賢岳～避難勧告を継

続せよ～」(総合 後 9:30～10:44)はよい番組だった。ドキュメンタリーとドラマを融

合した構成になっていたが、どこまでを事実として語って、どこまでをドラマとして

構成するのか、番組の手法には大きな課題も含まれていたと感じた。ドラマ仕立てに

なると演出上の解釈などが加わる。どこまでが信頼性のある内容なのか、見ていて判

断しづらかったのは否めないが、内容は実にタイムリーだった。被害体験者の言葉や

当時の市長の証言はとても重く、あらためてリスク･マネジメントの重要性を痛感し

た。 



 

 5 

 

○ ６月８日(水)の歴史秘話ヒストリア「強く！激しく！美しく！～戦国を生きた女た

ち～」は、夫を陰で支えるというより、同じ志を持った同士としての生き方、個人の

生きざまを貫いた女性たちの姿が紹介されていておもしろかった。当時、女性用の鎧

（よろい）があったことも初めて知った。６月１５日(水)の「人はみな、救われるべ

きもの～法然と親鸞 探求の道～」では、この２人の仏教思想が日本人の思想に多大

な刺激を与えたということをわかりやすく解説していて、これもまたおもしろかった。

番組ナビゲーターの衣装もいつも斬新だと感じている。                  

     

○ ５月２９日(日)のＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 第５回「東ア

フリカ・神秘の古代湖 怪魚たちの大進化」は、驚くべき魚の子育てを紹介した番組

で、家族で見るのにふさわしい、本当に楽しい番組だった。初めて知る魚たちの習性

はたいへん衝撃的だった。子孫を残すためのすごい知恵があるのだとしみじみとわか

った。最新の撮影技術やＮＨＫらしい粘り強い取材が見ている人をひきつけるのだと

思う。外来種の脅威にも驚かされたし、最後まで興味津々だった。                  

           

○ ６月１１日(土)の地域を創る「家庭菜園で伝統のにんじんを守れ」(総合 後 0:40～

0:45 島根県域)を見た。島根県大根島の高麗ニンジンは昔は教科書で紹介されるよう

な産業だったのに、高齢化と後継者不足で生産者がほとんどいなくなったことに驚い

た。そんな中、家庭菜園という新感覚でこの高度な高麗ニンジンの栽培に取り組んで

いることに新鮮さを感じたし、ぜひ成功させてほしいと思った。 

 

○ ６月１０日(金)のフェイス「教室においでよ～岡山市・岡輝中学校～」は見ていて

大いに疑問を持った。子どもの機嫌をとっているように感じて、こんな事で教育がう

まくいくわけがないと思った。学校の荒廃について、自分は戦後の平等教育の弊害、

日教組の悪影響だと思っている。どういう意図でこの学校を取り上げたのか聞きたい。 

 

○ フェイス「教室においでよ～岡山市・岡輝中学校～」を、あの岡輝中学校をよくぞ

取材したと思って見た。顔にモザイクもかけず、教室の全てが撮影されていた。その

ためには取材の努力や保護者との密接な関係構築があったのだろうと思う。番組で登

場した子どもたちにとって、茶髪にしようが何しようが、あなたはあなたですよとい

う形で受け止めてもらえた経験は、これからの人生の財産になっていくと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 番組で紹介したのは、低所得や育児放棄・家庭内暴力などの問題が 

非常に多い地区の学校だ。１０年前には学校そのものが崩壊したよう 
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な状態だったのを、まずは子どもたちの言うことを聞いて信頼関係を 

築くことからはじめようという地道な取り組みを続けて、徐々に立て 

直してきたのは事実だ。取材の非常に難しい対象だが、こういうとこ 

ろにこそ目を向けなければならないと、制作した。岡山局は「みんな 

で子育てキャンペーン」を２年続けて実施している。今後は学級崩壊 

のため、あるいは子どもや同僚である教師からの攻撃のため、病気に 

なってしまった先生の立ち直っていく姿なども取材する予定だ。 

             

○ 大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」には大いに反発を感じている。江に関して残さ

れた史実が少ないこともあり、ドラマとしてフィクションで演出しているとはいえ、

江が伯父である信長に一人前の口をきいたり、秀吉のことを「さる」とよんだりする

ことはあり得ないと思う。現代の女性の視点や考え方を盛り込んだのだろうが、秀吉

に恋心を抱いたとか抱かないとか、現実味がまったく感じられないし、このことが「江

～姫たちの戦国～」の弱点だと思う。 

 

○ ＢＳプレミアムの「たけしアート☆ビート」を楽しみに見ている。アートとは、そ

もそも個人の好みの問題なので、番組でその魅力を伝えることにはもともと無理があ

るのだが、この番組は、ビートたけしさんが今会いたい人のところに行って、自身が

聞くというスタイルをとることで、そのパラドックスをクリアしていると思う。ただ、

６月８日(水)の「辻井伸行」は、たけしさんならではとか、辻井伸行さんならでは、

という部分がほとんどなかった。たけしさんが辻井さんに、いろいろな技法をリクエ

ストする野次馬的な発言ばかりで、大道芸みたいなものを引き出しただけだった。番

組本来のねらい通りになっていないように思い、残念だった。 

 

○ 「ニュースウオッチ９」の気象情報でアニメの女の子のキャラクターが出てくるが、

違和感を持っている。子ども向けの番組というわけでもないのに、なぜあのキャラク

ターが登場しなければならないのかわからない。 

        

（ＮＨＫ側） 親しみやすさを演出することがねらいだと思う。 

 

○ ５月２７日(金)のフェイス「超高齢化と闘う～鳥取・日南病院の挑戦～」では、在

宅医療に大変な苦労をしている医師が紹介されていた。番組の最後で、高齢者はテレ

ビ電話を使い切れないと言っていたが、もっと簡単な機器を開発する運動を起こすな

ど、何か現実的な対応策につなげられる視点を盛り込んで放送すればよいのにと思っ

た。 
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○ ５月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「クジラと生きる」は、和歌山県太地町でのい

わば国際紛争といえるものを半年間にわたって記録していた。鯨漁の様子も紹介され、

太地町が非常に長い間、鯨を中心に生活してきた、そういう文化を持つ町だというこ

とが丁寧に描かれていた。町や家族を混乱させ、悩ませているとして苦悩を深める漁

師の姿や、文化だからという理由だけではだめだ、もっと掘り下げなければと、困惑

しながらも真剣に対応している住民の姿もよく描かれていた。「鯨を食べる人々の文

化はやがて消え去る運命なのかもしれない」とナレーションで伝えていたが、そうな

らざるを得ないのかもしれないとも感じた。しかし長く続いてきた文化を、反捕鯨団

体の過激で暴力的な圧力で一気にやめさせようとすることには非常に問題があると

感じた。また、漁師だけで対応できる問題ではない。行政として町が今後どう対応す

るつもりなのか取材してほしかった。 

 

○ ６月１５日(水)のためしてガッテン「至福！丸ごと食べタイ 漁師直伝 タイ味わ

い術」を興味を持って見た。タイは皮を付けて湯引きにして食べるのがおいしいとい

う漁師の論を、ガッテン流になぜそうなのか科学的にわかりやすく解説して見せてく

れ、おもしろかった。実習コーナーで登場した料理人の小山裕久さんの素材を生かし

た料理もすばらしかった。 

 

○ 「おひさま」は、テーマ音楽が朝にふさわしくすがすがしい。晴れやかで楽しく、

今の暗い風潮を明るくさせてくれる。連続テレビ小説は「ゲゲゲの女房」「てっぱん」

に続いて、いいドラマが続いている。「おひさま」も、最初は多少上流階級の話かな

という感じがあったが、安曇野や松本といった地方都市ならではの落ちついた雰囲気

が全体に流れている。主人公を演じる井上真央さんはなかなか魅力のある女優だ。彼

女の持つ日本的情緒は、忘れたものを思い出させてくれる。姑（しゅうとめ）役の樋

口可南子さんの透明感のある演技も相変わらずすばらしい。 

 

○ ６月１４日(火)の「ＮＨＫニュース７」では、イタリアの国民投票での原発中止決

定を、正面から受け止めて伝えていた。各国の発電モード別の分析を行い、日本は原

子力が２９％、一方イタリアはほとんど原子力が無く火力が多いと伝えていた。この

数字だけを見ると、原子力発電がなければ困るという論理になるかもしれないが、実

は日本国内では地球温暖化対策のため、火力発電の稼働率が４８％程度で、水力発電

にいたっては稼働率が２０％程度であることをちゃんと報道しないといけないと思

う。この日のニュースでは、原発の影響の報道はかなり公平になってきたという印象

を受けた。原発報道に関しては、多様な勢力の声を平等に聞こうとすると大変だとは
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思うが、歴史的評価に耐える仕事をしてもらいたい。 

 

○ ６月５日(日)のＥＴＶ特集「続報 放射能汚染地図」(教育 後 10:00～10:30)で、

放射能汚染を連続的に計測した例は、ネット上でも評価が高い。 

 

＜「国内放送番組の種別の基準」、平成２３年度国内放送番組および中国地方向け地

域放送番組の「番組の種別」について＞ 

 

 なし。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年５月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５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、１２人

の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般について活発に意見交換を行った後、放送番組モニター報

告と視聴者意向、６月の番組編成について説明があり、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 村上 正高 （（株）鞆スコレ・コーポレーション代表取締役社長） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 井出崎小百合（やまぐち子育て支援ネットワーク hussyh 代表） 

岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

柴田 英杞 （（財）鳥取県文化振興財団文化芸術デザイナー） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）代表取締役社長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

松永 和平 （農事組合法人松永牧場代表理事） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山城  滋 （中国新聞社論説主幹） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  教育テレビの新番組「にっぽんの芸能」を毎週欠かさずに見ている。古典芸能は敷

居が高いと感じる視聴者に向けて、わかりやすく、おもしろく見られる工夫が凝らさ

れていて感心している。前半１５分の「花鳥風月堂」は、漫才風の会話がテンポよく、

古典に親しんでみたい気分にさせる作りで好印象だ。ただ今以上に滑稽味を加えると

品がなくなると思うので、今のメリハリを大事にしてもらいたい。後半４３分の「芸

能百花繚乱」には、若手から重鎮まで登場し、スタジオ収録の舞踊や演奏は、非常に

パワーがある。以前より質が上がったと思う。ただ、大物の舞踊などは４５分におさ

まらないこともあり、細切れの解説が多くなってしまう。初心者にはとっつきやすい

ものの、全編通して見られないのは残念だ。長尺の作品は後日、ＢＳプレミアムなど
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で放送するような番組編成をぜひ考えていただきたい。 

 

○  鳥取局のオリジナル番組「√るーと」は、笑って楽しめる好感度の高い番組だ。鳥

取にもこんなユニークな人がいたのかと感心して見ている。５月１３日(金)の「√る

ーとスペシャル」(総合 後 7:30～8:35 鳥取県域)は、１年間の集大成としての公開収

録番組だった。出演者２人の漫才に少し偏っているかなという部分もあったが、視聴

者を楽しませるという点ではとてもよかった。 

 

○  鳥取局には「√るーと」のような番組ではなく、個人的には、もっと感動的なドキ

ュメンタリーなどの制作に力をいれてもらいたい。 

 

○  ５月４日(水)の「ドラマ 恋するキムチ －ＮＨＫ岐阜 開局７０周年記念ドラマ

－」(総合 後 3:05～3:58)を見た。貫地谷しほりさんのコミカルでテンポのある演技

に好感が持てたが、連続テレビ小説「ちりとてちん」のキャラクターの印象をぬぐえ

ないままだった。好きな俳優なので今後に期待している。物語は非常に単純で、スト

ーリーや人物造形に深みがないのが残念だった。 

 

○  ２・３月の番組審議会で要望した「ｂｊリーグ・島根スサノオマジックを取り上げ

てほしい」「島根県の西部地区の報道を増やしてほしい」ということが具体的に放送

に生かされている。４月１７日(日)にはスサノオマジックの試合も生中継されたし、

浜田報道室からは県西部の情報が毎日発信されている。 

 

○  ４月２２日(金)の「夢のあとさき～中海干拓地 ある夫婦の一年」(総合 後 8:00

～8:43 島根県域)は、あまり脚色を加えず、夫婦の日々を淡々と追っていたのがよか

った。特に音響効果はすばらしかった。ドキュメンタリーでは、主人公がつらいこと

を言っている場面につらい音楽がなぞることで、説明過多になる場合がありがちだが、

この番組は違った。干拓事業が頓挫した厳しい環境で暮らす夫婦の映像に、それでも

その土地を離れずに生きてきた、生きる喜びのようなものを感じさせる音楽が使われ

ていた。また、季節で移り変わる自然の音も生かされた美しい作品になっていた。た

だ、１０年前の鳥取県西部地震で排水パイプに亀裂が入ったのに行政は直す意思がな

いと夫婦が言っていたが、なぜ行政は直さないのかと疑問に思った。誰もが不条理に

思うような素朴な疑問にはひと言触れてもらいたかった。 

 

○  「夢のあとさき～中海干拓地 ある夫婦の一年」は、今から３０年ほど前に全国的

に進められた干拓事業の入植者たちが、いかに苦しい年月を送ってきたのかが奥さん
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の言葉から強く伝わってきた。最も印象的だったのは、番組の最後に大雪の中でも強

く育っているたまねぎの苗を見て、「春が楽しみだ」といって初めて笑顔を見せた奥

さんのひと言だ。この場面がなければ、救われなかった。このひと言で番組を見てよ

かったと感じることができた。 

 

○  ５月８日(日)のＥＴＶ特集「町にボクのロックは流れますか？～ネット世代のカリ

スマ“現実”に挑む～」は、の子という１人の人間の特異性が浮き出てきて、とても

おもしろい番組だった。小学校５年生の娘も最後まで見ていた。言動がぶっ飛んでい

て目が離せなくなった。現実社会とつながることのできなかった若者がネットを介し

て社会とつながり始めていることを浮き彫りにして見せる現象ドキュメンタリーと

して感銘を受けた。あわせて言えば、このＥＴＶ特集の前に「Ｎ響アワー」が、後に

「また仲間たちと歌いたい～中学生をつなぐ“証”～ －被災地 再起への記録－」

が放送された。後者はＮＨＫ全国学校音楽コンクールの課題曲を震災を受けた仙台市

内の中学生とフランプールが歌うというＥＴＶ特集とは正反対の番組だ。まったく異

なる３つの音楽番組の並びの妙もあって、自分自身のボーダーが揺らいだように感じ

る衝撃的な体験をした。   

 

○  ５月１３日(金)の現場に立つ「働いて人生を取り戻せ～路上生活からの脱出～」は、

岡山にある路上生活者の就労自立を支援する施設の取り組みを紹介していた。施設の

支援を受けながら人生をやり直そうとする男性の表情が、しだいに生き生きと変わっ

ていく様を、長期間をかけて取材していた。全国に伝えたいと思う、とてもよい内容

だった。 

 

○  ５月１５日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「クチバシが命！巨大キツツ

キ」では、以前から不思議に思っていたキツツキの頭の骨の構造を番組キャラクター

のヒゲじいが解説してくれ、納得したし、うれしかった。一緒に見た小学校４年生の

男子は、「この番組は、知りたいことを全部教えてくれるからとても楽しい。番組で

知ったことを学校で話すと物知り博士だと言われる」と言っていたが、子どもが感じ

る疑問を大切にしているところが、この番組のよさだ。                  

                                           

○  ４月２３日(土)のフェイス「廃船の航跡」(総合 前 10:05～10:30 中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、

知られざる廃船の歴史を、船と関わってきた人々への取材を重ねることで追求してい

た。掘り起こされた船の歴史にはいろいろな展開があり、予想していたよりもおもし

ろかった。 
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○  ５月４日(水)からの「仕事学のすすめ」の新シリーズ「小菅正夫 マネジメントは

動物園に学べ」が非常におもしろい。もともと獣医師の小菅さんが、動物の行動を見

せることにこだわって動物園を改革した話には説得力があったし、シリーズ２回目に

紹介されたリーダーシップ論にも納得した。 

 

○  ５月１７日(火)のクローズアップ現代「検証 ユッケ食中毒 見過ごされた生肉の

危険」(総合 後 7:32～7:58)を、興味を持って見た。全国の自治体の食品衛生担当者

が９年前から罰則規定を設けて規制を強化するよう厚生労働省に訴えているのに対

策を先送りしてきた事実を伝えていた。安い牛肉の等級としてＣ１・Ｃ２と書かれた

伝票を見せて、最低の等級だという簡単な説明があったが、もっと踏み込んで説明し

てほしかった。Ｃ１・Ｃ２の肉はほとんどがホルスタインの乳があがった経産牛で、

人も歳をとると胃の中のピロリ菌が増えるように、牛も高齢になると大腸菌感染率が

高くなる。そのような肉を提供したことが問題だったと指摘すべきではなかったか。

牛肉の価格から考えれば、280 円で提供できるユッケなどありえない。安いからには

理由や問題があることを伝えてほしかった。さらに、ちゃんとした牛肉を食べれば危

険ではないことを説明してほしかったし、「生肉は危ないから食べないように」とい

う番組の締めくくりは残念だった。                    

                                          

○  ５月５日(木)のにっぽん紀行「心つなぐ誕生の笑顔～福井“出産写真”の町～」(総

合 後 6:10～6:35)は、プロの写真家が助産院でお産の様子を撮影する話だった。写

真をきっかけに家族の愛情を再確認し、関係を紡ぎなおす話は素敵だったが、２番目

の家族の話の最後はあまりにもきれいすぎてしらけてしまった。写真を撮られる側の

家族を中心に描いていたが、男性の写真家がどうして出産写真を撮るようになったの

か、そちらにスポットを当てた方がもっとおもしろかったのではないだろうか。 

 

○  ５月１０日(火)のクローズアップ現代「学校再開 子どもたちは今～大震災から２

か月～」は、被災地の子どもたちや学校の状況がとても気になっている中での放送で、

関心を持って見た。転校で離れ離れになる子どもたちの様子が本当に切なく、泣いて

悲しみを表に出している子どもはまだしも、淡々として感情を表さない子どものこと

が見ていて気がかりだった。また、番組後半で伝えられた水産高校の状況も衝撃だっ

た。遠洋航海実習ができないことや、福島第１原発から８０キロメートル圏内からア

メリカに入港する場合に必要とされる放射能検査費用が非常に高額で支払いが困難

なことなどを知りがく然とした。被災地の子どもたちに、次々と不安や困難が襲いか

かっているという事実をきちんと伝えてもらえることはありがたいことだ。また、ス

タジオに出演した高校教諭が話した、「今の高校生や大学生などの若者が復興の夢を
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描き、大人がそれを支えるような仕組みをつくるべきだ」という意見には、まったく

同感だ。 

 

○  ５月１３日(金)のあいたい「ひろでんは広島人と共に」は、電車を通して広島の人

となりを紹介していくという着眼点がとてもよかった。ひろでんのゆっくりとしたペ

ースは広島に生まれた自分にとっては当たり前なのだが、番組の中で、旅人の向谷実

さんが客観的に分解・分析していくのを見ながら、「なるほど、県外の人はこんなふ

うに見ているのか」ということがよくわかった。 

 

○  あいたい「ひろでんは広島人と共に」では、路面電車を高く評価してもらいありが

たかったし、全国の鉄道ファンの鑑賞にも堪える内容だった。路面電車を残すことは

その都市の見識だという見方もある。今後は、止まってばかりのひろでんも、優先信

号を設ければもっと速く走ることができるといったことも取り上げていってほしい。 

 

○  ４月２２日(金)のフェイス「被爆桜と生きて～戦後６６年 ヒロシマの春～」(総

合 後 10:55～11:18 中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、被爆直後、一人一人が生きることに精いっぱい

という過酷な状況の中で、生き残った桜から生きる力を与えてもらったという２人を

追っていた。２人にとって桜がとても大切なものだということが、愛おしさを持って

語られており、心に響くものがたくさんあった。 

                                          

○  医師という仕事柄、夜おそめに帰宅してテレビを見ることが多く、正座をして面と

向かわないといけない、タイトルだけで主張が迫ってくるような番組を視聴するのは

正直きつく、評判がよければＮＨＫオンデマンドで見ようと後回しにしてしまう。ふ

だんは、ほんわかとしたものや、画面がきれいで自然と入っていけるような番組を見

ている。好きなのは「猫のしっぽ カエルの手」だ。この番組の根底には主張がある

のだが、ベニシアさんのおおらかな生活が画面の向こうで流れている感じで安心して

見ることができる。「世界ふれあい街歩き」も同じように、主張が無いとは言わない

が、疲れている人間に安らぎを与えてくれると感じる。 

 

○  最近のテレビは画像が非常に鮮明になった。以前放送された広島発特集ドラマ「帽

子」も画像を通して緒方拳さんの体調が悪いのではないかということが見てとれた。

４月８日(金)の「激闘！裸祭り～岡山・西大寺～」(後 8:00～8:43 中国ﾌﾞﾛｯｸ)も、

大将の肉体の衰えが映し出されていた。すべてを隠さず映し出す画像のすごさを実感

した。 
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○  「ためしてガッテン」は、知識を問うクイズ番組にしていないところがよい。医師

が見ても７割方同意できる落とし所を見つけ、大切なポイントをしっかりおさえてい

る。日ごろ気がつかないような大切なことをよく取り上げているし、マスコミで有名

な医者をとりわけ出演させるわけでもなく、きちんとわかりやすく説明している。最

後に「ガッテン、ガッテン」とボタンを押すのも、わかった感じがしてよい。レギュ

ラー出演者もいいし、医療番組としても見ごたえがある。 

 

○  ５月１２日(木)のタイムスクープハンター「のろしを上げよ！」は、おもしろくて

のめりこんで見た。テンポよく、実況中継の手法でストーリーが進むのだが、非常に

緊迫感や臨場感があった。まったく知らない時代の話なのにリアリティーを感じた。

なかなかおもしろい発想の楽しい番組だ。 

 

○  ５月８日(日)のＮＨＫスペシャル「浮世絵ミステリー 写楽～天才絵師の正体を追

う～」は、話が次から次へと展開し、内容も濃く、非常におもしろかった。写楽は誰

なのかというのがテーマなのだが、いくつか出てくる説を一つ一つ調べて絞り込み、

事実を掘り起こして見事に可能性の有無を証明していく過程がとても痛快だった。久

しぶりに本気で熱中して見た番組だった。 

 

○  ５月１５日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図 福島原発事

故から２か月」は、マスコミの間で問題作として評判になっている。科学者たちが東

日本大震災での東京電力福島第一原発事故のごく初期から独自に実態調査した記録

だが、国が発表する前に、原発から離れた浪江町の集会所で非常に高い放射線を計測

し、そこに身を寄せていた住民に対し、取材班が同行した科学者が警告をして住民は

退避したとのことだった。事実、その１２日後になって国はその地域を計画的避難区

域に指定した。３月１５日から文部科学省もその地域で放射線量の計測をしていたの

に、地名を公表しなかったために、住民に情報が伝わっていなかったことなどの事実

にたいへん驚くとともに、原発事故によって人々の暮らしが踏みにじられた実態が克

明に描かれ、国民の安全を守るべき国がどこまで本当にその役割を果たしているのか

ということを強く問題提起していた。残念だったのは、この番組が教育テレビの「Ｅ

ＴＶ特集」として放送されたことだ。総合テレビの「ＮＨＫスペシャル」として放送

してもよかったのではないか。また、地区の住民に放射線の情報がきちんと伝わって

いなかったということはニュースだと思う。ニュースとして放送すれば、国の関連機

関などに対する警告になりえたのではないか。 

                                           

○  ４月３０日(土)の双方向解説「日本復興の道筋は」(総合 前 10:05～11:54)には、
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いい話がたくさん出ていた。解説委員から、エネルギー政策の大転換の必要性や、原

発については賛成・反対のイデオロギー対立があったために対策が十分にとれなかっ

たという考えや解説が語られるのを聞いて、ＮＨＫには人材がいると思った。ただ平

常のニュースではそのような解説が十分に伝えられておらず、政府などからの公式発

表を伝えているという印象が強い。原発事故のような重大問題は、公式発表だけを伝

えるのではなく、掘り下げて取材し、より深く問題に向き合う番組を連打してほしい。 

 

○  ５月１２日(木)のお好みワイドひろしま(総合 後 6:30～6:58.55)の中で放送され

た「瀬戸内島自慢」というコーナーをたいへん興味深く見た。今回は似島を取り上げ、

島の歴史などをわかりやすく紹介していた。島それぞれに固有の魅力があるが、それ

を知る機会は少ない。また、あまり知られていない島を紹介することから地域の課題

が見え、解決につながることもあるだろう。広島県が推進している「瀬戸内海の道構

想」ともからみ、瀬戸内を広域に売り出そうとしている中で、非常に役立つ内容で今

後も期待している。 

 

○  ５月１３日(金)のお好みワイドひろしま(総合 後 6:30～6:58.55)では、福山市の

「ばら祭」が取り上げられた。同時に開催されたＢ級グルメのイベントの方が楽しく

紹介されていたが、バラ自体ももっと映像で見たかった。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年４月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４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、８人の

委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般について活発に意見交換を行った後、放送番組モニター報告

と視聴者意向、５月の番組編成について説明があり、会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ） 

委 員 長 岡田 光正 （放送大学教授） 

副委員長 宇佐川弘子 （広島市平和記念資料館ピースボランティア） 

委  員 井出崎小百合（やまぐち子育て支援ネットワーク hussyh 代表） 

岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼振興（株）代表取締役社長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （（社）被害者サポートセンターおかやま専務理事） 

山城  滋 （中国新聞社論説主幹） 

       

     

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  東日本大震災関連の報道では、ＮＨＫは、多岐にわたる被害の広がりと現場の状況

を日々克明に伝えている。公共放送の使命を念頭にした頑張りに敬意を表したい。４

月１３日(水)のＮＨＫニュース７「被災者たちのその後」(総合 後 7:00～8:00）で

は、形見の梅の苗木を見て津波で亡くした孫をしのぶ女性を紹介していたが、悲しみ

の中にあっても近所の人々と心を通わせながらなんとか再出発しようという思いが

伝わってきて見ていて涙が出た。また、津波に襲われた病院で不眠不休の救護にあた

る中で、自分の子の誕生を迎えた医師も紹介されていた。子の誕生を見届けた医師は、

すぐに被災地に戻り、大変な状況下で患者の治療にあたっていた。一人一人が大きな

悲しみの中にあっても希望を見つけようとする姿が丁寧に取材されており、被災者の

みならず見る人すべてを勇気づける内容だった。 

     

○  ４月１６日(土)のマイケル・サンデル 究極の選択「大震災特別講義～私たちはど

う生きるべきか～」(総合 後 9:00～10:13)の日米中の若者を結んでの議論は、民族
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や国籍を越えたよりグローバルな倫理観が今回の危機をきっかけに生まれはじめて

いるのではないかという意見に収れんした。被災地、被災国を励ましてくれる、うな

づける結論だった。ただ、議論した日米中はＧＤＰのトップ３だ。貧しい国の若者の

声も聞きたいと思った。また、エネルギー問題は日本だけではなく地球全体の課題で

あるので、原発事故についてももっと議論を深めてほしかった。 

 

○  マイケル・サンデル 究極の選択「大震災特別講義～私たちはどう生きるべきか～」

は、この時期に一般の人が議論をする場を持ったこと自体がとても有意義だと感じた。

原発事故に立ち向かう作業を誰が担うべきかという議論の中では、東京の人が行くべ

きだという意見も出たが、事故の責任追及ばかりが伝えられる中で、原発の恩恵を受

けている東京の人たちも責任を感じていることを知ることができたのはよかった。 

 

○  ４月１０日(日)のＥＴＶ特集「“医療崩壊”地帯を大地震が襲った」は、以前から

医療崩壊の状態だった地域で、自らも震災で自宅を失うなどする中で、患者の治療に

追われる医療従事者の頑張りが限界にきていることや、長引く避難生活で体調不良を

訴える患者が増え続け、これまでの災害とは異なる医療体制の構築が求められている

事を伝えていた。全国から医療スタッフが派遣されているとはいえ、日本全体が医療

崩壊ぎりぎりの状態で、派遣する側にも余裕がないのが現状だ。番組では「予防対策

として保健師を派遣する」、「全国からの医師派遣や長期的支援のマネージメントが

必要だ」などの提言が紹介されていたが、絵に描いた餅に感じた。課題を突きつけら

れただけのようで、見ていて途方に暮れる気持ちになった。もう少し現実的な支援の

方法など、ちがう切り口はなかったのだろうか。 

 

○  ４月１日(金)の新番組のフェイス「大震災から３週間～中国地方に何ができるか～」

(総合 後 8:00～8:45 中国ﾌﾞﾛｯｸ)はタイミングよく、内容もうまくまとめられていた。

震災の影響は時間の経過とともに変質するものだと思うので、これからも機会をとら

えて番組を制作してもらいたい。今後は風評被害が心配だ。特に海外での報道の影響

もあって、海外からの観光客が激減している。ＮＨＫもメディアとして、正確な情報

が海外でも報道されるよう意識した放送に取り組んでほしい。 

 

○  ４月１６日(土)の週刊 ニュース深読み「何が危険？ どうすれば安心？ 広がる

放射線への不安」では、冒頭に出演した大学教授が「安全だ」と言っていながら、見

ていると「モニタリングの数が全然足りない」とか、「外部被ばくは考慮されている

が内部被ばくが考慮されていない」などの話が出てきた。安全と言われても信じられ

なくなるし、どの情報を信じてよいのか、わからなくなった。わからないならわから
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ないと言ってくれた方がよい時もある。マスコミも、この原発事故問題をどのように

報道するのかは、歴史的評価を問われる重大事だと思う。 

 

○  ３月１１日(金)の津波発生時はたまたまテレビを見られる状態で、いくつかのチャ

ンネルを変えながら見た。リアルタイムで津波の映像を見せたＮＨＫはさすがだと思

うとともに、公共放送として本当によく伝えていた。ただ、淡々と映される津波の映

像を見ながら気になったのが、人々がすでに避難したのかということだった。放送で

は、そこに人がいることにふれていなかったが、「人がまだそこにいる」ということ

を伝えたほうがよかったのでないかと思う。     

 

○  一連の原発事故関連報道を見ていて、放射線量のデータが示す危険性についての伝

え方が適切でないために、風評被害を作ってしまわないかと危惧を抱いている。「基

準」の扱いを勉強してもらいたい。１という値が基準の場合、１日でも１．５になっ

てはだめな場合と、今日が１．５でも翌日が０．５だったら問題がない場合がある。

放射線が「自然の状態の何倍あった」という表現だけでは、それがどういうことを意

味するのかは伝わらないし、アナウンサーの表情が引きつっているのも不安をあおり

そうで気になる。わからないからといって、念のため安心のため、と言い過ぎると、

かえって不安をあおることになりかねない。政府の仕組みの不備もあると思うが、メ

ディアも伝え方について考えてもらいたい。環境基準や暫定基準を超えたという時な

どに、それはどういう意味なのかをきちんと説明する報道をお願いしたい。 

 

○  「週刊 ニュース深読み」の４月９日(土)と１６日(土)の放送を見たが、放送開始

の頃よりよくなっている。以前、専門家の話をもっと聞かせてほしいという感想を述

べたが、専門家に聞きたいことを聞き、知りたいことを深めてくれている。ただ、女

性アナウンサーは、まだ落ち着かない様子で彼女らしさが出ていないように感じる。 

 

○  ４月１１日(月)の「岡山ニュースもぎたて！」(総合 後 6:30～6:58.55）で、福島

県から岡山県に避難した家族を支援する民生委員のニュースは、具体的な情報がおさ

えられていてよかった。生活保護の申請方法や、当座の生活費として２万円の貸し付

け制度が利用できるなどの情報は、被災者支援を身近に感じるともに、被災者のため

に具体的に何をすればよいのかを考えるきっかけにもなった。 

 

○  ４月３日(日)の現場に立つ「１年生だけで挑んだ甲子園～創志学園高校 野球部～」

(総合 前 8:00～8:25 岡山県域）の震災被害者を思いやった選手宣誓には心を打たれ

た。取材のきっかけは全員１年生選手ということだったかもしれないが、震災を受け
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とめてさらにいい番組になったのではと思った。 

 

○  現場に立つ「１年生だけで挑んだ甲子園～創志学園高校 野球部～」は、監督がす

ばらしかった。引っ込み思案の生徒を叱ったり励ましたりする中で、心の弱さを克服

させていく。その成長の過程がとてもおもしろかった。 

 

○  震災以降、自然の脅威に恐怖を感じていた中で、３月２０日(日)の「映像詩 岡山

後楽園の四季」(総合 前 8:00～8:25 岡山県域）は、心癒やされる番組だった。四季

折々の自然が丹念に撮影されていて、カワセミが見られることも初めて知った。「300

年変わらない季節を巡る」というナレーションがあった。時に牙をむく自然が一方に

あることを思うと複雑ではあるが、そんな気持ちも救われるような番組だった。 

 

○  ４月１日(金)の「太郎と敏子～瀬戸内寂聴が語る究極の愛～」（ＢＳプレミアム 後

8:00～9:29）は、岡本太郎と岡本敏子の一心同体の関わり合いが興味深く描かれてい

て感動的だった。さらに、太郎の母・かの子をよく理解している瀬戸内寂聴さんのコ

メントも、常盤貴子さんの朗読もよかった。 

 

○  ４月１５日(金)のあいたい「幼きころの夢二を探して～緒川たまき・岡山・瀬戸内

市へ」は、美人画で有名な夢二が実は童画を多く描いていたという新しい視点が興味

深かった。姉との関係や生家の話などもおもしろく見た。 

                                            

○  ４月８日(金)の「激闘！裸祭り～岡山・西大寺～」は、真っ暗の中で宝木を取り合

う様子を工夫を凝らして撮影して見せてくれており大変おもしろかった。ＣＧやイラ

ストでの説明も非常にわかりやすく、１６台のカメラを駆使した力作だった。裸祭り

をここまで分析した番組は、はじめてだと思う。 

 

○  連続テレビ小説「おひさま」は、押し花を使った清そでさわやかなタイトルバック

がいい雰囲気を醸し出していて好印象だ。自分の両親の若い頃の話なので、当時の日

本への郷愁を感じながら見ているが、設定がややハイクラスの人々の物語に感じる。 

 

○  ４月１６日(土)ののんびりゆったり 路線バスの旅「薩摩半島に春を探して」(総

合 後 5:15～5:59)は、車の中で音声だけで聴いたがおもしろかった。土地の人との

ふれあいや、南薩摩ならではの風土を感じた。次回の放送にも期待している。 

 

○  ＢＳプレミアムの「猫のしっぽ カエルの手」で、自給自足の暮らしが現在進行形
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で紹介される「イタリア・トスカーナの山暮らし」が興味深い。今後の展開を非常に

楽しみにしている。また、教育テレビの新番組「白熱教室」も、これからどういうテ

ーマで放送されるのか関心を持っている。 

 

○  ４月４日(月)から１５日(金)まで、「おはよう山口」(総合 前 7:50～8:00）と「情

報維新！やまぐち」(総合 後 6:30～6:58.55）では、生誕 100 年を迎えた画家・香月

泰男のシベリア・シリーズの１０作品を紹介していた。１回１作品、香月自身がその

絵に寄せた思いを書いた文章や、美術館に行っても聞くことのできない学芸員の説明

による構成がとてもよく、地域放送ならではの好企画だった。シベリア・シリーズに

は多くの作品がある。もっと紹介してもらいたいし、まとめて放送するのもよいと思

う。放送で紹介した情報をホームページに掲載するのもよい視聴者サービスだと思う。 

 

○  ＢＳプレミアムの「新日本風土記」は、テーマ音楽がとてもよい。４月１５日(金)

の「知床」は、手つかずの豊かな自然をきめ細やかなハイビジョン映像で描いたすば

らしい番組で、大満足だった。今後も期待している。   

 

○  ４月１５日(金)の「ひろもり」で、桜が満開の広島市の広島平和公園周辺を映しな

がら「相生橋は原爆投下の目標地点となった橋で、原爆投下の３日後には電車が橋の

上を走った。」とコメントしていたが、３日後に走ったのは己斐から西天満町で、残

念な間違いだった。 

 

○ 広島カープが絶好調だ。「お好みワイドひろしま」の月曜日のスポーツ特集コーナ

ーでぜひ取り上げてもらいたい。 

 

○  連続テレビ小説「てっぱん」は、はじめは地元ということで見始めたのだが、だん

だんと本当におもしろくなった。その理由を自分なりに考えたが、主役、脇役含めて

俳優陣が非常に頑張っていて個性がよく出ていたこと、ストーリーがめまぐるしく展

開しながらも、一つ一つのエピソードに現実離れすれすれの今日的なリアリティーが

あったことだと思う。スタッフがアイデアを出し合って作り上げていったようだが、

それがよい効果を生んだのだと思う。最後は食卓を囲んでみんなで食べて収めるとい

うコンセプトもよかった。地元も大いに盛り上がり、たいへんよかった。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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