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平成２５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、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。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２５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２５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 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

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） 

高橋 博子 （広島市立大学 広島平和研究所講師） 

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２５年度中国地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○   各放送局長からの話を聞いて、県内向けの放送番組のなかに、他県でも見たいと思

える番組がたくさんあった。深夜帯の時間を活用するなどして、広く隣県の番組も放

送してほしい。さらには、全国放送することで、異なる地域の話題を届けてほしい。

また、視聴者との双方向の取り組みを今まで以上に進めてほしい。 

 

○   私も県内向けの放送だけでは、残念だと思う。私の県内の番組も他県の人に見てほ

しいし、他県の番組も見てみたい。編成を工夫することで、ぜひ他県の番組を見せて

ほしい。 
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○   鳥取放送局での地域のために志を持って活躍する人を発掘する試みは、すばらしい。

人材は地域の宝なので、放送を通じて光を当てることで、地域の元気につながると思

う。 

 

○  「風をあつめて」と「スゴつぶ」の放送が継続されることをとても喜んでいる。ど

ちらも山口県内向けの放送だが、非常に面白い番組なので、ぜひ他の地域の人たちに

も見てほしい。 

 

○   中国地方の各放送局が、それぞれの地域を見つめ、地域で活躍する人材や話題を発

信しようという取り組みに賛同する。労力や時間のかかる作業だと思うが、大いに期

待している。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ３月１６日（土）の「ヒロシマ 復興を夢見た男たち」を大変複雑な思いでみた。

浜井信三市長という偉大な人物がいたからこそ成し遂げられた復興と、復興という名

の下に立ち退かされたり、かき消されてしまった歴史があると思う。ドキュメンタリ

ードラマという手法のため、通常のドキュメンタリーのように明るい部分と陰の部分

を公平に伝えることが難しかったのだと思う。平和都市建設法とＧＨＱとの関わりに

ついても歴史的な視点から見ると描き方が不十分だった。平和が武器になるという、

時代背景を描くためにも、日本国憲法の誕生とあわせて、もう少し丁寧に描くべきだ

ったと思う。批判的な史実を検証することも必要だったと思う。また、番組では、浜

井市長を夢のある人物として描いていた。番組では触れていなかったが、浜井市長は

原子力発電に対しても、夢を寄せていた人物として知られている。番組では、原爆か

らの広島の復興と東日本大震災からの東北の復興を重ねていたが、原発事故に見舞わ

れた福島の現状を思うと大変複雑な思いがした。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ヒロシマ 復興を夢見た男たち」は、広島局ではなく本部で制作し

た。責任者は広島放送局で原爆関連番組を制作した経験がある。中国新

聞社に残された浜井さんの日誌をベースに物語を組み立てていた。復興

の経緯には様々な背景があり、個人的な意見だが、ＧＨＱの描き方など
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がやや短絡的だったかもしれない。 

 

 （ＮＨＫ側） 

ドキュメンタリードラマというスタイルであっても、その時代の深さ

を描く必要があると思う。「平和が武器になる」という時代背景やその

時代をどう切り抜けていったかという部分の描き方がやや単層的だった

かもしれない。 

 

○   「ヒロシマ 復興を夢見た男たち」を面白く見た。浜井市長という人物や広島の町

が再生した原動力を被災地の人たちをはじめ全国の人たちに伝えた意義は大きかっ

たと思う。ただ、広島弁のイントネーションに違和感があった。 

 

○   ３月１７日(日)のＥＴＶ特集 アンコール シリーズ チェルノブイリ原発事

故・汚染地帯からの報告「第１回 ベラルーシの苦悩」は、大変興味深かった。チェ

ルノブイリ原発事故後、避難を促進する目的でチェルノブイリ法が整備されたのだが、

番組では、避難した人ではなく、現地に住み続けて農業生産に携わる人たちに力点を

置いていた。放射能に汚染された土地に住み続けることの困難さは伝わってくるもの

の、汚染された地域であっても住み続け、再生することができるというイメージを視

聴者に与えてしまうおそれを感じた。一度汚染された土地を再生することは本当に困

難だという大前提で制作してほしい。さらに、避難する権利を保障したチェルノブイ

リ法についてももっと広く知らせる必要がある。住み続けようとする人たちではなく、

避難する側に力点をおいて制作した方がよかったと思う。 

 

○   ２月２２日(金)のフェイス「竹島を知ってください」を見て、地元の人たちの心の

叫びが伝わってきた。領土問題は地元だけで解決できる問題ではない。長年この問題

を先送りしてきた国に対して、改めて怒りを感じた。放送時間内にすべてを伝えるこ

とは難しいと思うが、これからの国の取り組みについて、もっと深く掘り下げてほし

かった。私も松江市の竹島記念館に行ったことがあるが、昨年秋の段階では、土・日・

祝日は休館だった。竹島への人々の関心の低さを象徴しているかのようだった。 

 

   （ＮＨＫ側） 

竹島に対する隠岐島の島民の声が全国に伝わらない責任の一端は、

報道する側にもあると思う。ご発言のように、国の取り組みの部分の
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伝え方が十分ではなかったと思うので、今後はもう少し突っ込んで伝

えたい。 

 

○   ３月１日(金)のフェイス「大手家電撤退 自治体は何ができるか」は、県の産業振

興機構などの智恵も生かしつつ、選択と集中で企業誘致する鳥取市の取り組みが非常

に興味深かった。自治体による企業支援のポイントをつかんだ取り組みだ。地域経済

再生を模索する他の自治体にとっても大変参考になる内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

大手企業の撤退は、鳥取県にとっては大きな痛手となった。その痛

手の中で自治体の担当者が今までにない支援のしかたを生みだしたこ

とに着目して、ディレクターと記者が共同で制作した番組だ。短い時

間の中で伝え切れなかった部分があるので、今後もこうした地域経済

再生のテーマを継続して取り上げていきたい。 

 

○   ３月９日(土)の「震災から２年 明日へコンサート」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 6：30～10：00)

は、さまざまな年齢層の家族が一緒に楽しむことができた。歌の力で被災地に復興の

メッセージを届けようという思いがよく伝わってきた。改めて、歌の力を感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「震災から２年 明日へコンサート」は、企画したスタッフ、制作

にかかわったスタッフ、出演くださった歌手のみなさんが気持ちをひ

とつにして、心の底から東北の復興を願う思いが感動につながったの

だと思う。 

 

○   プレミアムよるドラマ「ラスト・ディナー」は、運命に引き裂かれ、会いたくても

会えない人同士が不思議なレストランで共に過ごす物語を描いていた。最愛の人に対

して最後に自分は何を伝えればよいのか。愛や死について深く考えされられるドラマ

だ。 

 

○   ３月８日(金)の現場に立つ「目指すは世界ブランド～密着！岡山ジーンズ・パリ展

示会」は、私自身のジーンズに対する認識を変えてくれた。中国に販路を広げるため

には、フランスのパリで評価を受けることが重要だということを初めて知った。パリ
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の展示会に乗り込んだ３社は、それぞれに苦労していたが、岡山産のジーンズが世界

中に広がっていくことに期待したい。県民に夢を与えてくれたと思う。ただ、パリの

ブティックに飛び込みで営業する行為は、そもそも当初から計画していたことなのか、

ＮＨＫの取材クルーがいたから実現できたのか、疑問を感じた。 

 

  （ＮＨＫ側） 

倉敷の繊維産業は、非常に伝統のある産業だが、番組でご紹介したよ

うに、その担い手は、３０代や４０代の若い経営者たちだ。ジーンズに

限らず、岡山県内には頑張っている若手経営者がたくさんいる。岡山放

送局では、こうした地域に根付いて頑張っている若い世代を応援する番

組を今後も制作していきたい。 

 

○   東日本大震災から２年を迎えた３月１１日を中心に、多くの震災関連番組が報道さ

れた。中国地方のように比較的災害の少ない地域に暮らしていると、どうしても災害

に対する意識が薄れがちになる。多方面から震災をとらえた放送に触れることで、気

持ちを新たにすることができて、非常によかった。 

 

○   ３月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「ロボット革命 人間を超えられるか」は、原

発事故を経験した私たちにこれからのロボット開発に対する決意を問いかけている

ようだった。ロボット革命の最前線から紹介されるロボットにわくわくした。１年間

という長期にわたって取材協力してくれたホンダ社にも驚いた。一方で、ここまで放

送で公開してしまうことで、日本の技術が流出してしまわないかと危惧を覚えた。い

つ、どんな場面でロボットを活用するのかが大切だと思うので、そうした側面も取材

してほしい。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「ロボット革命 人間を超えられるか」を見て、ＳＦ映画を連想

される映像に、心臓がばくばくした。ロボット開発の最前線を取材した内容だったが、

３．１１の東京電力福島第一原発事故のような事態で活躍するロボットについて、も

っと知りたかった。 

 

○   ３月１６日(土)の「スゴつぶ～スゴいつぶやきを詠む深夜の句会～」（総合 後 10：

55～0：00 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、回を重ねるごとに新たな工夫がなされていて、とても面

白い。ツイートに慣れている若者たちが、双方向で楽しめるところが支持されている
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のだと思う。今回の放送では、ゲストが選んだ句を書道家の方が墨跡鮮やかに描く場

面があったが、電子機器と書道のミスマッチがよかった。来年度も継続されることを

聞き、安心した。もっと句を見たいので、もう少し放送時間が長くてもよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「スゴつぶ～スゴいつぶやきを詠む深夜の句会～」は、今回で４回目

の放送で、初めて中国ブロック向けに放送した。全国の自由律句のファ

ンの方々から約 5,800 通の投句があった。番組として開発途上の部分も

あるかも知れないが、放送を続けるなかでブラッシュアップを図ってい

きたい。 

 

○   「スゴつぶ～スゴいつぶやきを詠む深夜の句会～」は、大変面白かった。とことん

山口発にこだわって、今後も継続してほしい。ツイッタ―と自由律句の相性が、ぴっ

たりだった。 

 

○   ３月８日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「やまぐち風をあつめて～心に残るふるさとの

風景～」は、タクシーの運転手さんや観光馬と飼い主など、なにげない日常の風景そ

れぞれにドラマがあり、魅力があることを気付かせてくれた。音楽もナレーションも

映像と合っていて、大好きな番組のひとつだ。 

 

  （ＮＨＫ側） 

「やまぐち風をあつめて」は、来年度も継続するので、これからも期

待してほしい。それぞれの地域やそれぞれの場面でそっと輝く人などを

紹介していきたい。 

 

○   ３月５日(火)～７日(木)の「岡山ニュースもぎたて！～シリーズ震災から２年～」

で私自身が活動に関わっている岡山県内での被災者受け入れの話題が取り上げられ

た。被災者のほとんどは、関東圏から来ている人たちなのだが、取材する記者たちは

一様に「福島ですか？」と聞く。マスコミ全体の「福島」に対する思い込みを感じる。

放送内容は、避難者へアンケートするなど的確なものだったが、初めてテレビ出演を

する出演者に座り位置の高い丸椅子に座らせるなど、やや配慮に欠けていた。あれで

は、資料をひざに置けない。話しやすい雰囲気を作ることも大切だと思う。 

 



 

7 

 

   （ＮＨＫ側） 

地方の放送局では、入局１年から４年の若手の記者が大半で、どう 

ジャーナリストとして育成していくかが、重要な使命だと認識してい

る。他のマスコミがこう報道しているからということではなく、自分

自身はどう思うのか、そしてその裏付けをどう取材しているのかとい

うことの大切さを指導していきたい。 

 

○   ３月１０日(日)のＮＨＫスペシャル ３．１１あの日から２年「メルトダウン 原

子炉“冷却”の死角」は、すばらしい内容だった。国家権力に屈することなく、真実

を公表するＮＨＫの報道姿勢に賛辞を送りたい。報道人として何をすべきかを冷静に

考えればこうしたすばらしい番組を制作できると思うので、これからも頑張ってほし

い。 

 

   （ＮＨＫ側） 

メルトダウンについてＮＨＫスペシャルで取り上げるのは、今回で３

回目になる。未解明の部分があるものの、取材が進むにつれて一つ一つ

深刻な問題が分かってきた。今回は、冷却装置が働いてないことに気づ

く機会がありながら、それを逸した事実を取材したが、東京電力福島第

一原発事故については、真相が分からない部分が残されている。引き続

き、取材し、真実を伝えていく。 

 

○   ３月８日(金)のドキュメント鳥取「仏に恋する女の子」は、仏像に癒やされる６歳

の女の子に焦点を当てていた。多くの視聴者が彼女の目や言動に癒やされたと思う。

主人公の安藤優ちゃんに問いかけるディレクターの言葉は少なく、優ちゃんの言葉を

待っている様子に好感を持った。待つことが、優ちゃんの自然な言葉をとらえること

につながったと思う。子どもに対しては、大人の価値観を押し付けるのではなく、子

どもの言葉や表情から読み取ることの大切さを再認識させてくれた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドキュメント鳥取「仏に恋する女の子」を制作したディレクターは女

性で、足繁く智頭町に通い、これまでもいくつかの番組を制作してきた。

ひとつの町にこだわって定点観測することも大事だと思う。撮影にあた

ったカメラマンも頑張っており、必要以上に子どもにズ―ムインするこ
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となく、効果的にルーズショットを撮影していた。被写体の子どもに対

して、インタビューや撮影などでいろいろと工夫した番組だった。 

 

○   ２月２２日(金)のスリーストーリーズ「笑顔」で、「仏に恋する女の子」を見た。

とてもよく子どもの姿をとらえているし、子どもの豊かな発想が自然に伝わってきた。

その次の話は、島根県出雲市の島根大学附属病院の管理栄養士さんに焦点を当てた内

容だった。入院患者一人一人に寄り添い、患者の笑顔を見るために奮闘する栄養士さ

んがすばらしいだけではなく、規定以上に栄養士さんを雇用し、活動の時間を確保し

ている病院もすばらしい。私自身、医療従事者の一人として、学ぶことが多かった。 

 

(ＮＨＫ側) 

島根県の話題を担当したディレクターは、松江局が初任地の若手のデ

ィレクターで、患者さん側の取材に苦労していたようだ。さまざまな場

面で効率性や経済性が優先される中で、地方にはまだまだ効率性に左右

されないよさが残っていると感じた。そういう部分を取材し、発信して

いくこともメディアの役割だと思う。 

 

○   私は何かしながらテレビを見ることが多いのだが、ＮＨＫのアナウンサーのナレー

ションを耳にして、手が止まることが多い。特に「ダーウィンが来た！」のナレーシ

ョンはすばらしく、そのまま引き込まれてしまう。これからも質の高い番組を制作し

てほしい。 

 

○   「ダーウィンが来た！」は、ナレーションもすばらしいし、よいところでポンと出

てくるヒゲじいも愛らしいが、やはりカメラアングルがすばらしい。３月３日(日)の

「ふしぎ！輝くクモの水中生活」では、水中で暮らすクモがポッと浮いてはピッと空

気を切り取って腹に抱え込む瞬間をとらえていた。絶妙な瞬間をとらえた映像に感動

した。 

 

○   ３月８日(金)のフェイス「“好き”を貫けるか」は、進路決断に当たっていろいろ

な不安に揺れる心理を的確にとらえていた。主人公の一人は、就職活動をきっぱり止

めて、漫画家を目指す選択をした。自分自身の経験も含めて発言すれば、土壇場の子

どもたちのところに取材に行き、紙面なり番組なりに登場してもらうことが取材相手

の人生なり姿なりに影響を及ぼすことがあると思う。相手を追い込むとまでは言わな
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いが、相手の背中を押してしまうことがあると思う。主人公たちには、将来成功して

ほしいと応援する気持ちで見た。そういう意味合いから「“好き”を貫けるか」とい

うタイトルが気になった。「やってみたいけど、ひょっとしたら無理かなと」いうニ

ュアンスで受け取られるのではないだろうか。当初予定していた「私漫画家になりま

す」というニュートラルなタイトルの方が良かったと思う。 

 

   （ＮＨＫ側） 

放送で取り上げることが相手に何の影響も起こさないことはないと

思う。逆に、「取材されたことで頑張ることができました。」という答

えが返ってくることもある。取材する側は、取材される側の心を配慮し、

頑張り過ぎないようにケアすることは必要なので、今後も注意していき

たい。タイトルの変更は、ディレクターが取材を進めるうちに、現代社

会では、無難で安定した就職先を求める流れがある中にあって、真剣に

自分のやりたいことを見出して取り組む学生たちの姿に、ひとつの真実

を感じた結果だと思う。 

 

○   ３月１５日(金)のフェイス グランデ「里山資本主義 世界をつなぐ幸せのネット

ワーク」は、このシリーズの最終回だったが、地域のこれからをいろいろ考えさせて

くれるシリーズだったと思う。自分の知っているはずの地域で起きている新しい動き

に気づかされ、発見する楽しみがあった。若者のＵターンやＩターンが地域に刺激を

与えていたり、その背後に世界的な市民ネットワークが存在したりしているという、

これまで放送で取り上げてきた時代認識は、まさにその通りだと思う。しかし、中国

地方の過疎地域を見ると、将来に自信が持てないのが現状で、資本主義という成長戦

略に代わる価値観を見出すことは容易ではない。シリーズは終了するが、地域の現状

について継続して取材し、活性化の糸口となる報道に期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

「里山資本主義」は、過疎化が進む中、恵まれた自然の中に眠ってい

る宝を発見することで、地域を元気にすることを目指して、２年間放送

してきた。新年度からは、軸足を海に移すが、引き続き地域の元気につ

ながる情報発信を目標にして、番組を展開していく。 

 

○   ３月３日(日)の日曜美術館「二人の“キャパ”」を見た。キャパの名を一躍有名に
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した写真が、本当はフェイクだったということは、すでに知られていることだが、あ

らためて、その生涯を短い時間にまとめた映像を見ると、非常に興味深かった。一度

うそをついてしまうと、生涯そのうそにひきずられてしまうという教訓を与えてくれ

た。 

 

○   「岩合光昭の世界ネコ歩き」を毎回楽しみにしている。猫の気持ちになって、猫と

同じ視線で撮影している写真家の思いが伝わってくる。とても心和む番組だ。 

  

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、２１日（木）、広島放送局において、９人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２５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２５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 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

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 

来山  尊 （光陽産業株式会社 代表取締役社長） 

高橋 博子 （広島市立大学 広島平和研究所講師） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）取締役） 

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） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２５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＞ 

 

○   ２月１日(金)の「１０００人が考える テレビ ミライ」で視聴者からの意見があ

ったように、最近、ＮＨＫらしさが失われ、民放に近づいているように感じている。

その理由のひとつはタレントを多用していることにあると思う。視聴率も大切だが、

ＮＨＫらしさはもっと大切だ。新たな視点で制作された新番組「おとうさんといっし

ょ」や「ＮＨＫスペシャル 大型シリーズ」などの番組に大いに期待している。放送
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を楽しみに待ちたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘のように、最近はタレントを起用した番組が増える傾向があっ 

     たので、新年に向けて、見直しを進めている。民放との差別化を進め、

ＮＨＫらしい番組づくりをすすめることで、存在価値を高めていきたい。 

 

○   ドラマに大いに期待している。ドラマは、コンテンツ産業の核となりうる分野だと

思うので、海外のドラマに負けないように、質の高いドラマをたくさん制作してほし

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

アジアのドラマ市場は、韓国ドラマに押されている状況だが、ＮＨＫ

でも海外展開を目指して、ドラマ制作に力を入れている。国内において

は、民放の時代劇が姿を消してしまったが、ＮＨＫでは、総合テレビ木

曜日の午後８時台のほか、ＢＳプレミアムでもスペシャル時代劇「大岡

越前」の放送を予定している。これらの放送を通じて、時代劇ファンの

期待にこたえるとともに、日本の文化産業の担い手として、時代劇制作

のノウハウの継承に貢献したいと考えている。 

 

○  首都圏が被災し、東京の放送機能が失われた場合に備えて、大阪放送局をサブス

テーション化する取り組みは、大変評価できる。最近、ハッキングのニュースをよく

耳にする。さまざまな形での外部からの侵入に対しては、十分な備えをしてほしい。 

 

 

＜「平成２５年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○   鳥取県は、昨年の「国際まんがサミット」の開催をきっかけに「まんが王国とっと

り」を建国し、継続して取り組んでいる。全国的にもめずらしい取り組みなので、地

元の放送局では、もっとしっかり取材し、継続して発信してほしい。 

 

○    来年度は、海に焦点を当てた取り組みをひとつの柱にしているが、鳥取県境港市は、

環日本海の交流拠点だ。自然や漁業の側面からだけではなく、交流拠点という視点か
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らも海をとらえてほしい。 

 

○    松江放送局の重点事項で島根原子力発電所を取り巻く課題への対応があげられて

いるが、鳥取県西部地域も原発から 30 ㎞圏内に位置しているので、この問題は、広

域的な視点でとらえてほしい。 

 

○   海をテーマにするのにあたっては、瀬戸内海観光という視点からもアプローチして

ほしい。今年は、瀬戸内海の島を会場にして瀬戸内国際芸術祭が開催されるので、ぜ

ひこのイベントをきっかけにして、四国側も一緒に取り組んでほしい。 

 

○   地域の魅力は、歴史や自然だけではないので、産業の分野で頑張っている人や会社

を積極的に取り上げてほしい。人物や産業も地域の魅力の一つだと思う。放送を通じ

て広く紹介することで、地域の応援につながると思う。 

 

○   従来の放送だけではなく、データ放送やインターネットなどさまざまなツールを活

用した災害報道の取り組みはよい。ただ、そうした取り組みを実施していることを利

用する人々が知らなければ、役に立たない。情報の活用のしかたを受け手に伝えるこ

とが必要だと思う。高齢者に対してインターネット情報の活用を伝えることは難しい

と思うが、たとえば、災害時のラジオ放送の取り組みを日頃から伝えることは可能だ

と思うので、ぜひ伝える努力をしてほしい。 

 

○    新年度は、重点的に海を取り上げるとのことだが、取り上げるのにあたっては、こ

れまで何度も取り上げられた山口県周防大島のある瀬戸内海側だけではなく、日本海

側にも目を向けてほしい。 

 

○   諮問された「平成２５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
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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＞ 

 

○   連続テレビ小説アンコール「おしん」を見て、あらためて、すごいドラマだと感

動した。特に、橋田壽賀子さんの脚本がすばらしい。反戦や教育の問題まで見つめ

てえがかれた、奥の深い優れたドラマだと思う。 

 

○    ＢＳプレミアムで放送されてる「ムーミン パペット・アニメーション」を楽し

く見ている。パペット・アニメーションならではの不思議な世界がとても魅力的だ。

これまでなかなか目にすることができなかった旧ソ連や東欧のアニメを子どもと

一緒に見ることができて、とてもうれしく思う。 

 

○   「世界ふれあい街歩き」は、自分が実際に旅をしているような感覚で楽しむこと

ができるので、大好きな番組のひとつだ。旅をしたくてもできない時でも、旅をし

たような満足感を与えてくれる。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ムーミン パペット・アニメーション」は、1979 年にポーラン

ドで制作された購入番組だ。松たか子さんに声の出演をしてもらって

おり、好評を得ている。東欧の人形劇やアニメ作品はレベルの高いも

のが多いので、ぜひ楽しんでほしい。 

 

○   １月１８日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣスペシャル「渡辺貞夫ライブｉｎ下関～音

楽の履歴書」は、内容がおもしろく、５０年来のジャズファンの私を楽しませてく

れた。渡辺貞夫さんの話も演奏もどちらもよかった。演奏につけられた解説も気が

きいていて、ディレクターのジャズへの愛情が感じられた。ただ、放送が山口県内

向けだったのが残念だった。日本の音楽文化を育てるためにも、よい音楽番組は、

ブロックや全国で放送してたくさんの人に見てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＹＡＭＡＧＵＴＩＣスペシャル「渡辺貞夫ライブｉｎ下関～音楽の

履歴書」は、ジャズ愛好家のディレクターとプロデュ―サ―が制作し
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た。より音楽性を高めるために、５.１ｃｈサラウンドで放送した。

通常は、金曜午後７時台の地域放送番組は、翌日の午前１０時台に再

放送しているが、放送後の反響を考慮して翌週土曜日に再放送した。

再放送を見てくださった方々も多いと思う。 

 

○   ＹＡＭＡＧＵＴＩＣスペシャル「渡辺貞夫ライブｉｎ下関～音楽の履歴書」は、

余計なナレーションがなく、渡辺さんの魅力を存分に味わえる大変心地よい番組だ

った。 

 

○   渡辺さんのライブが行われた会場は、私も年に１・２回程度足を運ぶのだが、と

ても狭い。会場の雰囲気を壊さないようカメラを配置するなど、収録には、かなり

苦労されたと思う。その半面、狭いがゆえに、楽しんで演奏している渡辺さんの表

情がよく捉えられていて、とてもよかった。私もナレーションがなかったことがよ

かったと思う。 

 

○   ２月１５日(金)のフェイス「原発事故 災害弱者をどう避難させるか」は、松江

市にある島根原子力発電所の事故を想定した避難訓練を取材した番組だった。広島

放送局と松江放送局が共同で制作していたが、隣県の鳥取県も原子力発電所から３

０㎞圏内に位置しているので、事故の際の影響は非常に大きい。このテーマには、

さらに広域的な視点を持って取り組んでほしい。検証役を務めた広島大学の谷川攻

一教授の「一番大切なのは情報整理だ」という発言に納得した。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「原発事故 災害弱者をどう避難させるか」は、大規模

な訓練を取材した番組だったので、訓練当日は７チームのカメラマ

ンクル―で取材した。谷川教授の専門性と体験に裏付けられた話に

は説得力があったと思う。災害弱者の避難の問題は、重要なテーマ

であり、今後全国的に報道すべき課題だと思っている。 

 

  （ＮＨＫ側） 

島根・鳥取両県だけでも解決しない。中国地方全体で、そういう 

視点でこの問題とらえていきたい。 

 

○   フェイス「原発事故 災害弱者をどう避難させるか」で取り上げた災害弱者の避難
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の問題は、現代社会の抱える課題のひとつだ。特に、在宅の災害弱者の避難は難しく、

個人情報保護や自分の家に他人に入ってほしくないという理由で、実態を把握するこ

とが難しい。全国では、実態把握の成功例があると思うので機会をとらえて伝えてほ

しい。各地での取り組みの参考になると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

在宅の災害弱者の問題については、現代社会の課題のひとつだと思

う。個人情報の保護やプライバシーの保護が障害になって、なかなか

実態の把握が進まない。災害時だけではなく、独居老人の孤独死や家

庭内での子どもの虐待の問題など、社会のさまざまな局面で直面する

課題だ。いろいろな機会をとらえて、報道していく必要性を感じてい

る。 

 

○   フェイス「原発事故 災害弱者をどう避難させるか」は、よくまとまった番組だっ

た。松江市の場合は、県庁も１０㎞圏内にあり、避難指示を出しながら自分たちも避

難するという問題がある。続編では、この問題についても検証してほしい。誤解され

るおそれがあるが、あえて言えば、原発事故の際は、災害弱者よりも、若い人や子ど

もたちの避難が最優先だと思う。この点が原子力災害の特性だと思うので、こうした

視点に立った続編にも期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根原子力発電所で事故が起きた場合の県庁職員の避難や、子ども

たちの避難の問題は、大変重要な問題だと認識している。島根県にお

いては、非常にざっくりとした避難計画が発表されたばかりだ。今後、

具体化された計画が発表されるつど、報道していく。一方で、ＮＨＫ

松江放送局も１０㎞圏内に位置しており、どの程度の放射能を出す事

故であれば取材・放送を続け、どの段階で避難するのかという問題が

ある。本部も含めてＮＨＫ全体の中で議論を進めている最中だ。ＮＨ

Ｋの組織を挙げて取り組む課題だと認識している。 

 

○   １月２５日(金)のフェイス「海中に咲く花園～写真家・中村征夫 瀬戸内に潜る～」

は、この海域が瀬戸内海で初めてサンゴの保護を目的として国の海域公園に指定され

ることに決まったことにあわせた、非常によいタイミングでの放送だった。特に、初
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めて目にするサンゴの繁殖の様子など、貴重な映像も交え、ニホンアワサンゴを育む

海の営みを伝えてくれた。アナウンサーのナレーションもおおらかでよかった。ただ、

場所が分かりにくかったので、地図を表示するなどしてほしかった。 

 

○   ニホンアワサンゴに関しては、放送されると、とかく心ない人たちが押し寄せ、環

境を壊してしまう例が多い。ニホンアワサンゴの群生地を特定できる情報を伝えなか

ったことは、適切な対応だったと思う。 

 

○   フェイス「海中に咲く花園～写真家・中村征夫 瀬戸内に潜る～」は、水中カメラ

マンの中村征夫さんに登場してもらったことで、内容が引き締まったと思う。紹介さ

れた写真もすばらしかった。一方で、中村さんが登場しなくてもニホンアワサンゴの

魅力は十分伝わったと思う。撮影に携わったＮＨＫカメラマンの肉声や感想を聞いて

みたかった。 

 

○   ２月１０日(日)のＮＨＫスペシャル「“核のゴミ”はどこへ～検証・使用済み核燃

料～」は、原発を動かしても、動かさなくても、避けることができない使用済み核燃

料や廃棄物の問題にしっかりと向き合った番組だった。衝撃的な事実を強い主張を持

って報道していた。 

 

（ＮＨＫ側） 

使用済み核燃料の問題は、日本だけではなく、いまや世界的な課題

だと思う。次の世代に問題を先送りしないためにも、継続して伝えて

いきたい。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「“核のゴミ”はどこへ～検証・使用済み核燃料～」は、社会に

重大な問題を提起する有意義な番組だった。問題を先送りしようとする世の中にあっ

て、人々に正しい状況を伝え、政治を動かし、世の中を変えていくことは、放送の使

命のひとつだと思う。この問題を次世代に先送りしないためにも、第２弾、第３弾の

放送を通じて、繰り返し社会に問い続けてほしい。 

 

○   ２月８日(金)の現場に立つ「翔べ！岡山シーガルズ～市民クラブ躍進の秘密～」は、

女子バレーボール・岡山シーガルズの河本昭義監督の選手育成方法を取材することで、

資金力の乏しい市民クラブが活躍する秘密に迫っていた。河本監督の指導は、論理
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的・合理的だが、大変温かい気持ちが感じられるものだった。スポーツ界の暴力の問

題が注目されている今こそ、全国のみなさんに見てほしい内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「翔べ！岡山シーガルズ～市民クラブ 躍進の秘密～」

は、昨今のスポーツ指導のあり方が注目される中での放送だったので、

多くの反響をいただいた。再放送希望も多かったが、競技映像の放送

権料が高額なため、見送った。番組では、これまで全く注目されるこ

とがなかった川島選手と河本監督の指導のあり方を中心に描いており、

この部分にも新鮮さを感じていただけたのだと思う。 

 

○   現場に立つ「翔べ！岡山シーガルズ～市民クラブ 躍進の秘密～」と１月１８日

(金)の金曜スペシャル「自分だけの一本～古賀稔彦とＩＰＵ女子柔道部」は、いずれ

もスポーツの指導者に焦点を当てた番組だった。どちらの監督も穏やかで、選手の主

体性を大切にした指導をしている点に共通点を感じた。大変タイムリーな放送だった

と思う。 

 

○    ２月１日(金)の「１０００人が考える テレビ ミライ」（総合 後 10：00～11：

14）は、質問に答える 1,000 人の視聴者について、20 代から 60 代までのネットユー

ザーとしか説明がなく、どういう人たちか分からなかった。彼らの意見に偏りはなか

ったのかと疑問を感じた。ネットユーザーから選ばれた 1,000人に聞いて、「６８％

の人がテレビの魅力を感じない」という答えは、当然で、全く意外性を感じない展開

だった。また、「テレビが無くても困らない」ことに対して、司会のアナウンサーを

はじめ出演者の表情からは、全く危機感が感じられなかった。今回の結果は、これか

らの番組づくりにどう生かされていくのだろうか。結果を受けて、こう変わったとい

うことを示す番組が放送されることを期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

２月１日は、テレビ放送を開始してから６０年の節目の年にあたり、

さまざまな記念番組を放送した。ご指摘の 1,000 人については、私自

身ももう少し丁寧な説明が必要だったと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 
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1,000人の視聴者の選考については、外部の調査会社のネットワーク

を活用して、選考した。放送にあたっては、ネット利用者を対象にし

て集めた意見なので、回答全体がネット寄りになることは、あらかじ

め織り込みずみで制作した。 

 

○   ２月１日(金)の「新日本風土記 尾道」は、坂の町・広島県尾道市にくらす人々の

ぬくもりが伝わってくるよい番組だった。私にとっては、なじみのある懐かしい風景

が紹介されていて、改めてその魅力を感じた。映画のロケ地として小津安二郎監督に

ついて紹介されたが、大林宣彦監督について言及されなかった点が残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

尾道にゆかりの文化人は多くいるが、「新日本風土記」という今回

の番組では、番組のテーマなどを考え小津安二郎、林芙美子を取り上

げた。ＮＨＫ広島放送局では、放送に先だって、尾道市のしまなみ交

流館を会場に番組関連イベントを実施した。イベントでは大林監督を

招き、番組映像を見ながら、尾道の魅力について語ってもらった。 

 

○   １月２５日(金)の金曜スペシャル「尾道人情物語」は、よくまとまった番組だった

が、まとまり過ぎていたように思う。尾道の町の風景や人情や音など、淡々と尾道を

紹介する構成は、よかった。ナレーションがなかったのも非常によかったが、スーパ

ーが多過ぎて、逆に興ざめだった。言わなくても分かる余分な言葉は不要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

尾道の取材は、約半年間継続して行い、その映像素材で、金曜スペ

シャル「尾道人情物語」と「新日本風土記」という２つの番組を制作

した。２つの番組の演出スタイルを変えるという意味で「尾道人情物

語」は、ノーコメントでテロップのみ、音楽も洋風の歌詞付きの音楽

で制作した。コメントがないぶん、説明のためのテロップが多くなっ

たのだと思う。今後も新しい演出スタイルに挑戦していきたい。 

 

○   「キッチンが走る！」をいつも楽しみに見ている。番組では、生産者と料理人との

交流が描かれているが、進行役の俳優・杉浦太陽さんや若い料理人の方からは、食材

や生産者に対する敬意が感じられ、大変気持ちよく見ることができる。生産者たちに
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とっては、放送で取り上げてもらうことは、最大の評価だと思う。これからも全国各

地のすばらしい食材や生産者を紹介してほしい。新年度は、新たに兄弟番組（「ぐる

っと食の旅 キッチンがゆく」）が始まるそうなので、大変楽しみにしている。 

 

○   ２月１日(金)のテレビのチカラ「あの人が選ぶ“忘れられない名場面”」（総合 後

7：30～8：44）を家族そろって見た。なつかしい映像を見ながら、それぞれが当時の

ことを語り、楽しく見ることができた。最近では、家族がそろってひとつの番組を見

ることはないので、貴重な時間になった。家族がそろって穏やかな気持ちで見ること

ができる番組を放送することで、だんらんの場でのテレビの役割も大切にしてほしい。 

 

○   ドラマ１０「いつか陽のあたる場所で」を欠かさず見ている。罪を犯した２人がど

こまでならやり直すことができるかということがドラマのひとつのテーマだと思う

のだが、これまでの放送では、加害者のしょく罪の気持ちが表現されていない。犯罪

者をテーマに制作しているのであれば、この部分も描くべきだと思う。 

 

○    １月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「終（つい）の住処はどこに老人漂流社会」は、

非常に重いテーマをしっかり取材していた。一定の施設の必要性やお年寄り同士が支

え合って生きて行くグループホームの存在といった結論部分も説得力のある内容だ

った。高齢化社会を迎え、どうやって最後を迎えるかということは、関心の高いテー

マなので、いろいろな切り口での続編に期待している。番組の冒頭で、イチョウの葉

がひらひらと落ちて行くシーンがあったが、インパクトが強すぎると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは２０１０年のＮＨＫスペシャル「無縁社会」をはじめこれ

までも現代社会を切り取る番組を放送してきた。ＮＨＫスペシャル「終

（つい）の住処はどこに 老人漂流社会」もその延長線上にある番組だ。

今の日本が抱える大きな社会問題のひとつなので、引き続き、問題提起

していきたい。 

 

○   ２月１１日(月)の「雲上の超人たち～日本アルプス大縦断レース～」（ＢＳ１ 後

10：00～10：50、11：00～11：50）は、去年１０月放送の「ＮＨＫスペシャル」に未

公開シーンを加えてリメイクされた放送だった。何が起こるか分からないレースを追

いかけて撮影したＮＨＫの山岳取材班の力に改めて圧倒された。レースに参加した
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２８人のアスリートたちの体力や気力の限界が画面を通じて伝わってきた。見ている

私たちも息が苦しくなるような臨場感を覚えた。臨場感豊かな映像もテレビが生き残

る分野だと思う。 

 

○    ２月３日(日)のＮＨＫスペシャル「沢木耕太郎 推理ドキュメント～運命の一枚

“戦場”写真 最大の謎に挑む～」は、作家らしい推理をもとに、身落としやすい小

さな事実を積み上げて真実を追究するという番組構成で、大変分かりやすかった。ノ

ルマンディーの戦場写真が、ブレて撮影されているところにキャパの人間性を感じた。

なぜ、死を覚悟し最前線で撮り続けてきたのか興味深かった。 

   

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

９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 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

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 

高橋 博子 （広島市立大学 広島平和研究所講師） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）取締役） 

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） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   大河ドラマ「八重の桜」は、前作の「平清盛」に比べて、画面が明るいことが印象

的だった。１月６日(日)の初回は、会津弁が分かりにくい場面があったが八重の少女

時代の子役が愛らしく、順調な滑り出しだったと思う。ドラマの中で何度も繰り返さ

れた「ならぬものはならぬ」という台詞は、放送後、私の周囲でも流行語のように耳

にした。会津藩のかつての教育方針を紹介する意味は理解するものの、道徳主義的な

要素が強すぎるように感じた。人と人の絆の大切さを通して、精神面からも被災地の

復興を後押しするような番組になってほしい。前作の「平清盛」の時も同様だったが、

１月１４日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「綾瀬はるか 福島県会津若松市」(総合 後 7：

30～8：43)のように必要以上に関連番組で宣伝しない方がよいのではないか。ドラマ

を盛り上げようという意図は理解できるが、視聴者にとっては興ざめだ。もっとドラ

マそのものの内容で勝負してほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

主人公の新島八重は、日清戦争の際、広島の陸軍予備病院で看護師

長のトップとして４０人の看護師さんの部隊を率いたこともあり広島

にも縁がある人物だ。また、主演の綾瀬はるかさんは、広島県出身の

俳優なので、広島局としても応援していきたい。東日本の復興を支援

するという思いで制作しているので、今後の展開に期待してほしい。 

 

○   大河ドラマ「八重の桜」は、好調な滑り出しだと思う。やはりＮＨＫにとって「紅

白歌合戦」と「大河ドラマ」は、特別な存在だと思う。前作の「平清盛」では、リア

リズムを追究しすぎていたのではないか。当時の庶民の暮らしをそのまま表現してし

まったのでは、「大河ドラマ」としての魅力がなくなってしまう。たとえば、韓国ド

ラマは、色彩がきれいで見る人に夢を与えてくれる。やはり、ドラマは美しくあって

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「大河ドラマ」における表現手法については、さまざまな指摘を耳

にしている。制作者側は、ハイビジョン機材の進化と鮮明な画像、そ

して、それをどのように届けるかについて、模索している段階だ。見

る側も人によっては新しい映像表現に抵抗感があるのだと思う。 

今回の大河ドラマ「八重の桜」の撮影には、デジタルシネマカメラ

を導入している。美しく撮れるだけではなく、奥行き感をうまく表現

できるカメラなので、映像表現も含めて、楽しんでいただきたい。 

 

○   大河ドラマ「八重の桜」の初回放送では、アメリカの南北戦争の場面が出てきた。

鉄砲を使った近代戦が始まったという、大河ドラマの時代背景を伝える意味で、とて

も効果的だった。大河ドラマ「八重の桜」では、銃の専門家である佐山二郎さんが鉄

砲等の監修をされているので、戦闘の場面なども正確に描かれていたのだと思う。ヒ

ロインの新島八重は、のちに日本のナイチンゲールといわれるように医療現場で活躍

する人物なので、物語の伏線として、南北戦争での医療現場の混乱も挿入されていた

ら、よかったと思う。こうした歴史表現のリアリズムとドラマとしての晴れやかな部

分が共存したドラマを期待している。私は、高校時代から同志社大学で学んできたが、

一番大事なものは平和教育だったと思っている。大河ドラマ「八重の桜」は、武器で

ある鉄砲が重要な意味を持つドラマだが、平和的な発想を大切にした描き方をしてほ
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しい。 

 

○   初回放送でのアメリカの南北戦争の映像は、意表をつくものだったが、世界の中で

の会津の立ち位置や武器としての銃の位置づけをうまく伝えてくれて、とてもよかっ

た。山口県民としては、今後の長州藩の描き方にも注目しつつ、楽しみに見たい。 

 

○   連続テレビ小説「純と愛」については、周囲からも厳しい意見を耳にする。これま

で、私自身は、支持していたが、ここに至って飽きてきた。にぎやか過ぎて見づらい。

新たな手法に挑戦しようとする姿勢は評価するものの、軌道修正が必要だと思う。 

 

○   １月１３日(日)の連続テレビ小説アンコール「おしん」を見ていたら、奉公先に行

くために、いかだに乗って最上川を下る名場面が出てきた。伊東四朗さん扮する父親

が陰ながら見送る場面など、それぞれの心の葛藤が実に丁寧に描かれていた。描き方

がすばらしい。現在放送中の連続テレビ小説「純と愛」では、話の展開が早すぎて、

こうした丁寧な心の表現は見られない。見る者に鮮烈な印象を残す丁寧な心理描写が

なくなってしまったことは残念だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「おしん」は、今年から毎週日曜日の午前１０時か

ら１週間分をまとめてアンコール放送しているので、引き続き、ご覧

いただきたい。 

 

○   １２月２８日(金)の「お好みワイドひろしま 年末スペシャル」(総合 後 6：00

～7：00)は、ゲストに為末大さんを招いて、スポーツの視点で広島の１年を振り返っ

ていた。明るい話題で１年を振り返ろうという制作意図は伝わってきたが、全体的に

掘り下げ方が不足していた。たとえば、番組で取り上げた「おしい！広島県」のキャ

ンペーンにしても、効果に対しては十分に言及していたが、今後の課題については伝

えていなかった。マイナス面の要素も伝えてほしかった。ゲストの為末さんは、言葉

の歯切れもよく、しっかりとした発言をしており、好感を持って見た。 

 

○   １月１４日(月)のホリデーインタビュー「元陸上４００ｍハードル選手 為末大～

驚かせたいから挑む～」でも為末さんを取り上げていたので、興味深く見た。為末さ

んの幼い頃から昨年の現役引退に至るまでの過程をしっかりと時間をかけて取材し
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ていたが、インタビューの内容がやや上すべりだった。もう少し、突っ込んだ質問を

してほしかった。たとえば、為末さんの中学、高校時代の恩師のコメントを紹介して、

もう少し人間的な奥行きを見せる手法もあったと思う。 

 

○   １月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」は、大変お

もしろかった。迫力のある映像とダイナミックな展開は、見るものに息をつかせない

もので、見ごたえのある番組だった。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」は、１０年間も継続して取材

してきたことに驚いた。取材クルーの努力はもとよりそうした体制をとることができ

る組織の成果だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

取材チームは、東京湾の深海の取材から始まって、継続して深海の

取材をしている。そのひとつの試みとして、ダイオウイカについても

さまざまな仕掛けをしてきた中で成果のあったものをそのつど放送し

ている。自然番組の制作ノウハウを持つ海外の放送局と共同制作する

ことで、内容的にも予算的にも優れた番組の制作を目指している。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」は、まるでオウム貝に乗って

深海を旅して故郷イギリスに帰る児童文学小説「ドリトル先生」の一場面のようだっ

た。黄金色に光るダイオウイカを見つけた時のスタッフの喜びようや好奇心に満ちあ

ふれた表情や言葉は、見るものをわくわくさせてくれた。ぜひ、子どもたちにも見せ

たい番組だったが、本放送の日曜日の午後９時台、再放送の水曜深夜午前０時台は、

小中学生にとっては、とても見づらい時間帯だと思う。大人たちが好奇心で目を輝か

せている様子を見せることは、子どもたちの理科離れ防止にも効果的だと思う。潜水

艦の中の機能や深海の解説を付加するなど、分かりやすくして、ぜひ、子どもたちの

見やすい時間に放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」は、大勢の子

どもたちに見てもらいたい内容だ。放送時間は検討すべき課題だと思

うので、本部の関係部局に伝え、検討したい。 
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○   ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」を見て、ＳＦ小説「海底２万

マイル」で潜水艦ノーチラス号に絡みつくイカの挿絵と重なった。ただ、空想の世界

が壊れてしまい少し残念だったが、迫力のある映像に感動した。 

 

○   １２月２４日(月)の「それでも、歌いたい～福島・南相馬 少女合唱団」(総合 前

8：15～8：58)は、被災地の合唱団として一躍脚光を浴びた福島県南相馬市の少女合

唱団の活動を丁寧に淡々と追いかけていた。被災地の合唱団として有名になったこと

に対する戸惑いが非常によく描かれていた。これまでとは違う視点から震災の影響を

考えさせてくれた。震災関連の番組は、継続して制作されると思うが、今後も多様な

視点で震災後の日本の姿を伝えてほしい。 

 

○   １月１２日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「空白の初期被ばく～

消えたヨウ素 131 を追う～」(総合 後 9：00～10：13)は、たいへん意義のある放送

だった。番組の中で「われわれは人々を不安にさせるために作っているのではない。」

という趣旨の発言があったが、不要な表現だと思う。人々を被ばくから守るために、

正確なヨウ素被ばくの状況を明らかにしようとする研究者とその事実をきちん伝え

る番組制作者の姿勢こそが、一番大切なことだと思う。 

 

○   １月１１日(金)のフェイス「瀬戸内の島から 震災後の日本へ」は、故郷の原風景

に対するあこがれや家族の大切さなど、映画「東京家族」に込められた山田洋次監督

の思いがよく伝わってきた。高度成長期を生きてきた自分自身の人生と重なり、身に

つまされる思いがした。山田監督の視点のすばらしさとともに、映画をきっかけに番

組を制作したことを高く評価したい。 

 

○    １２月９日(日)のＮＨＫスペシャル「ヒマラヤ８０００ｍ峰全山登頂に挑む」は、

厳しい条件の中で登頂に挑む登山家たちの姿に感動した。同時に、登山家たちと共に

登り、その姿を撮影したＮＨＫカメラマンたちの活躍を称賛したい。 

 

○   １２月３１日(月)の第６３回ＮＨＫ紅白歌合戦「歌で 会いたい。」（総合 後 7：

15～8：55、9：00～11：45）は、白組の嵐、紅組の堀北真希さんの両司会者がとても

よかった。「紅白歌合戦」は国民的な行事だ。名前しか知らなかったももいろクロー

バーＺを初めて見ることができたし、美輪明宏さんの歌う「ヨイトマケの歌」に感動

した。紅組と白組の勝ち負けにこだわり過ぎることなく、思いやりのある進行で心地
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よく見ることができた。やはり、１年の締めくくりは「紅白歌合戦」だという思いを

新たにした。 

 

（ＮＨＫ側） 

「紅白歌合戦」は、１年の締めくくりとして多くの方から期待されて

いるうえに、多くの人的パワーや予算を費やす番組なので、制作者は相

当なプレッシャーの中で制作している。出演者の選考はもちろん番組の

構成や進行など、あらゆる点で頭を痛める番組である。 

 

○   第６３回ＮＨＫ紅白歌合戦「歌で 会いたい。」を娘と一緒に見た。娘は、裏番組

を録画しながら、私に付き合って見ている様子だったが、嵐が人生の大先輩と「ふる

さと」を語る部分は、メモをとれなかったことを悔しがるほど真剣に見ていた。この

部分は、１月１４日(月)の「未来を生きる君たちへ～嵐が聞く！人生の先輩からのメ

ッセージ～」（総合 前 0：15～0：45）で、「紅白歌合戦」の本編では紹介されなか

った部分を交えて放送されたので、たいへんよかった。 

 

○   私自身は、子どもの頃から大晦日は家族揃って「紅白歌合戦」を見て育った世代だ

が、今年２４歳になる息子は、過剰な演出を嫌って全く見ない。第６３回ＮＨＫ紅白

歌合戦「歌で 会いたい。」では、美輪明宏さんのように装飾的な演出を排して歌を

聴かせることに徹した歌手と、ステージ上でたくさんの人たちが歌い、踊った歌手と

に分かれていた。結果的には、装飾的な演出がない歌が心に響いたと思う。年末最後

のお祭りとしたいのか、じっくりと歌を聴かせたいのか、明確に支持が分かれた「紅

白歌合戦」だったと思う。 

 

○   第６３回ＮＨＫ紅白歌合戦「歌で 会いたい。」は、梅ちゃん先生を演じた堀北真

紀希さんの司会が大変すばらしかった。出場した歌手陣の中では、矢沢永吉さんが傑

出していた。人を喜ばせることに徹した力のあるステージだった。 

 

○   １月５日(土)のグラン・ジュテ～私が跳んだ日「美容家 一本木えみこ」は、障害

児にヘアメイクを施し記念写真を撮る事業を紹介していた。一本木さんがヘアメイク

をすることで笑顔になる子どもたちの姿に心が熱くなった。私は、長年福祉の仕事に

携わっているのだが、一本木さんの活動はこれまで気づくことがない発想だった。こ

れからも女性の視点を生かし、愛情あふれる活動をしている女性たちをどんどん取り
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上げてほしい。 

 

○    １月１２日(土）のグラン・ジュテ～私が跳んだ日「カフェ経営者 森ルイ」では、

瀬戸内海の大崎上島に移住したカフェ経営者の女性を紹介していた。１１日(金)の

「フェイス」も大崎上島を舞台に、失われていく故郷の原風景が描かれていたので、

少し不思議な印象を持った。元警視庁白バイ隊員という経歴を持つ森さんが、島に移

住し、島に溶け込むよう努力を重ねることで、周囲の理解を得ていく様子が伝わって

きた。番組では、“ウーフ”という制度でカフェに集まる外国人と島の人たちとの交

流が描かれていたが、“ウーフ”という制度を知らなかったので、森さんの活動その

ものも分かりにくかった。店舗の改装や家屋の改装にもこの制度は生かされているの

だろうか。見終わった後、疑問が残った。“ウーフ”の制度についても説明してほし

かったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

“ウーフ”は、世界的なネットワークで、今大崎上島にはこの制度を

活用して多くの外国人が訪れている。私たちも非常に注目しており、継

続して取材を進めている。“ウーフ”については、もう少し掘り下げて

取材し、まとまった番組を制作したいと思っている。 

 

○   １２月２６日(水)の追跡！真相ファイル「“消えた”子どもの自殺」は、「自殺」

にもかかわらず「事故死」と報告され、文部科学省の統計から消されている問題につ

いて、真正面から取材し、社会に問いかけた番組だった。子どもの死という事実が教

育委員会や学校という組織によって隠ぺいされるのは、重大な社会問題だ。番組では、

子どもの自殺をかたくなに認めようとしない学校の姿と、一方で、きちんと向き合っ

ている教師の姿も伝えてくれた。この問題は、これからも継続して追跡してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

大津市での子ども同士のいじめが原因と思われる自殺や、大阪市立桜

宮高校での教師の体罰が原因とみられる自殺など、社会的に反響を呼ん

だ事案が続いている。非常に大きな問題なので、今子ども社会で何が起

きているのか、しっかりと取材すべきテーマだと認識している。 

 

○  １月８日(火)からスタートしたドラマ１０「いつか陽のあたる場所で」を見ている。
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理由が何であれ人の命を絶った女性のその後の人生がどう描かれるのかという点に、

とても興味がある。その点に注目して、最後まで見てみようと思っている。 

 

○   映像全般についてだが、テレビは、これまで実際に入ったことがない自然の風景を

見せてくれる。その後、機会を得て、実際にその場所に立ってみるとかつて映像で見

たのと同じ風景が広がっていて、風景をそのまま映し撮り、伝えてくれる映像表現に

感動している。しかし、昨年１１月に東北地方の被災地を見て回った時には、テレビ

で見るのと同じ風景でありながら、全く異なる場所に立っているようだった。自然と

被災地では、撮影するカメラ機材が違うのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

撮影機材は、同じものだ。映像と、実際に現地に立って人間の五感を

通じて感じ取る風景の違いだと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

ちょうど今日は、阪神・淡路大震災から１８年になるが、当時はカメ

ラが完全にハイビジョン化されていなかったので、アナログカメラの映

像とハイビジョンカメラの映像が混在しており、両者を比較すると、臨

場感の違いがある。やはり、カメラ機材の進化は、臨場感を深める効果

が大きい。現在は、すべてハイビジョン化されているので、撮影機材に

よる違いはない。被災地での違和感は、ご自身の五感によるものだと思

う。今は、３Ｄやスーパーハイビジョンの開発が進んでいる。撮影機材

の進化によって、いっそう臨場感のある映像を届けていきたい。 

 

○   １月８日(火)のイッピン「甘くてやわらか 名水の味～広島 西条の酒～」は、西

条の酒の優しい甘みの秘密を解き明かしつつ、酒造りの全工程をうまく見せてくれた。

その心くばりに感心した。源流からわずか３㎞の距離を３０年かけて流れてくるとい

う仕込み水の解説も興味深かった。お酒に焦点を当てる場面が随所にあったが、西条

を代表するいくつかの酒蔵を偏りなく取り上げていて、好感を持って見ることができ

た。非常にすっきりした番組だった。 

 

○   １月６日(日)のＮＨＫスペシャル「父と子 市川猿翁・香川照之」（総合 後 9：

30～10：28）は、心に残る見事な番組だった。芸を極めんと生きている父と、これか
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らはそれを背負って生きていくことを決意した息子の、稽古を通してのぶつかり合い

や、心を通わせる会話など、さまざまな場面で大きな感動を覚えた。番組では、撮影

が難しい場面が多々あったが、取材をされる側とする側との信頼関係の強さを改めて

感じた。「とっておきテレビ」のホームページでは、制作したチーフ・プロデューサ

ーとディレクターの言葉で、番組制作に至った経緯や番組に込めた思いなどを語って

いた。番組の理解を促すよい試みだと思う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「父と子 市川猿翁・香川照之」は、涙なしには見ることができ

ないほど感動的だった。とてもよい番組だった。歌舞伎役者としての香川照之さんの

今後の活躍が楽しみだ。 

 

○   昨年、歌舞伎役者の中村勘三郎さんが亡くなり、歌舞伎ファンのひとりとして、と

ても残念に思っている。１２月９日(日)のＮＨＫアーカイブス「さようなら中村勘三

郎さん～芸に生きた日々～」で、生前の姿に出会うことができた。大変価値のある映

像なので、これからも大切に保存してほしい。 

 

○   １月９日(水)のためしてガッテン「見逃し高血圧で脳卒中 血圧に潜む落とし穴」

は、最先端の測定機器を取材し、正しいことを分かりやすく伝えてくれた。放送後、

実際に番組で取り上げた測定機器を広島大学病院でも使ってみないかというメール

がメーカーから届いたほどのトップレベルの医療機器だ。この番組のすばらしさは、

難しいことをただ伝えるのではなく、難しいことを分かりやすく説明してくれる点に

ある。「ガッテン、ガッテン」という思いで番組を見た。 

 

○   １月６日(日)の山田洋次監督が選んだ日本の名作１００本～喜劇編～「ディア・ド

クター」を見た。この映画は、広島出身の映画監督・西川美和さんの作品で、本当の

医師がすべきことをする偽医者の姿を通して、山間地や島しょ部が抱える医療問題を

考えさせてくれる。医師として身につまされる映画だ。このようにすばらしい映画作

品をテレビで見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２４年１２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、２０日（木）、ＮＨＫ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 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

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） 

高橋 博子 （広島市立大学 広島平和研究所講師） 

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） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   １１月２９日（木）のあさイチ「ＪＡＰＡなび 鳥取・境港＆大山」は、鳥取県の

境港や大山の魅力がふんだんに紹介され、とてもありがたかった。私にも全国の知人

たちから反響が届き、放送の影響力を改めて実感した。ただ、妖怪川柳を妖怪俳句と

言い間違ったり、観光客の増加を表現した際、ただ 100 倍に増えたと言っているだけ

で、いつと比較して 100 倍に増えたのか言い足りなかったりした。細かい部分にもう

少し配慮がほしかった。 

 

○    １２月１４日（金）のフェイス「町民８，０００人のアイデアで町を救え！」は、

住民から広くアイデアを集める鳥取県智頭町の取り組みを取り上げていた。地域通貨

や森の保育園など評価できる取り組みもあるが、間接民主制に反して、アイデアをじ

かに住民に求める政治手法に疑問を感じる。番組からは、こうした視点は全く感じら

れなかった。番組制作者側には、行政に対して疑問を持つ視点が必要だと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

鳥取放送局では、智頭町の取り組みを新しい行政の試みとして継続し

て取材している。今回のフェイス「町民８，０００人のアイデアで町を

救え！」では、現状の取り組みを紹介することに留まっているので、次

の段階では、行政として住民の意見をどう集約して、そこから何を見つ

けていくのかという部分を継続的に取材し、伝えていきたい。 

 

○   フェイス「町民８，０００人のアイデアで町を救え！」は、２５分の時間内に話題

を詰め込み過ぎだし、ＢＧＭが大げさで過剰だと感じた。もう少しゆったりとした構

成で地方の時間がゆっくりと流れているようなイメージに仕上げる方法もあったと

思う。智頭町をはじめ平成の大合併の時に単独存続を選択した自治体では、地域の個

性を引き出すために苦労しながら、新しい取り組みにつなげていると思う。今回のテ

ーマを平成の大合併の功罪という観点からとらえ、智頭町という地域に留まらないよ

うな続報を期待したい。また、この番組が、選挙期間中の放送だったことを考えれば、

衆議院選挙のひとつのテーマだった公共事業と住民や自治体との関わりに対する掘

り下げ方にもの足りなさを覚えた。 

 

○   フェイス「町民８，０００人のアイデアで町を救え！」は、地方行政のひとつのあ

り方を示していると思う。住民自らが時間とアイデアを出して、創意工夫して地域を

よくしていこうという姿勢が重要だ。住民が、直接、地域の行政に参加する取り組み

をこれからも継続的に取り上げてほしい。 

 

○   １２月９日（日）のＮＨＫスペシャル「ヒマラヤ８０００ｍ峰全山登頂に挑む」は、

初めて知る世界で驚きに満ちた番組だった。雪崩の危険、酸素は平地の３分の１とい

う厳しい条件の中で、登頂に挑む登山家たちの姿に感動を覚えた。 

 

○   １２月７日(金)の現場に立つ「理想の性と現実のはざまで～性同一性障害 就労の

壁～」は、性同一性障害に悩む人たちが安定した仕事につけない実態を伝えてくれた。

これまであまり知ることがなかった事実を知り、深く考えさせられた。これからも放

送を通じて広く社会に伝えていくことが必要だと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「理想の性と現実のはざまで～性同一性障害 就労の壁～」

は、治療にあたる岡山大学病院ジェンダークリニックの医師との信頼関

係のもとに制作した番組だ。若い世代ではなく、４０代の働く世代に焦

点を当てていた。働く世代に焦点を当てることで、新たなテーマへの広

がりを感じる。就労や結婚など、さまざまな問題があるので、今後も継

続して取材していく必要があると思う。 

 

○   １２月１９日(水)のおかやまニュースもぎたて「ふるさと百景セレクション～岡山

後楽園探訪～」は、岡山後楽園の風景を丁寧に撮影した映像にほっとさせられた。た

だ、夏に撮影されたものだったのが残念だった。冬を迎えた今の風景があれば、もっ

とすてきだったと思う。 

 

○    １１月３０日(金)のフェイス「瀬戸内海の底力～島に息づく暮らし 再発見の旅

～」は、女性リポーターのほんわかした雰囲気も重なり、癒やされるような気持ちに

なった。 

 

○   １１月３０日(金)の金曜スペシャル「カキ屋たちの復興」は、じっくりと時間をか

けて取材し、広島と宮城県気仙沼の若い漁師たちの率直な声を通して、彼らの思いを

うまく引き出していた。見ている側にも感動が伝わってくるよい番組だった。私たち

新聞社でも広島から宮城への復興支援の話題は、機会あるごとに取り上げているが、

じっくりと取材するのは難しい。同じ取材者としても、参考になる内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

金曜スペシャル「カキ屋たちの復興」は、広島放送局が継続して取材

している話題だ。今年、待ちに待ったカキが水揚げされたという機会を

とらえて放送した。カキの養殖で、宮城と広島はライバル関係にあるが、

Ｊリーグでサンフレッチェ広島とべガルダ仙台が優勝争いしたことも重

ね合わせて見てもらうことができた。 

 

○   １２月７日(金)のフェイス「２００万人の足を守れるか～井笠バス廃止の波紋～」

は、データの紹介や専門家の分析などバランスよく構成されていた。社会に問題を提

起するよい番組だったと思う。一方で、存続を目指して提案された「公設民託方式」
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に対する課題について、もっと詳しく紹介してほしかった。さらに、選挙期間中の放

送であることを鑑みれば、国は地域の公共交通をどう考えているのか、規制緩和の影

響を受けて、全国各地で起きている同様の問題を国はどうしようとしているのかにつ

いて、もう少し掘り下げてほしかった。 

 

○   フェイス「２００万人の足を守れるか～井笠バス廃止の波紋～」については、先ほ

ども話があったように、個別ケースにとどまるのではなく、全国的なレベルで報道し

てほしい。公共交通機関の経営破綻は、これからも起こりうる話だ。運輸行政はこれ

まで何をしてきたのか、なぜこういうことが起こるのか、歴史的、本質的な流れをふ

まえて、今後取材してほしい。 

 

○   フェイス「２００万人の足を守れるか～井笠バス廃止の波紋～」は、利用者や収入

の減少などのグラフを使った説明は、とても分かりやすかった。今回取り上げた井笠

バスの問題は、日本全国で抱える共通の問題だと思う。地方主権といわれる時代にあ

って、国にばかり頼るのではなく、住民自らが参画して地域をよくしよういう姿勢は

重要だと思う。こうした考え方を機会あるごとに発信してほしい。対策のひとつとし

て大竹市の乗合タクシーの事例が紹介されたが、番組の最後で取り上げられたので、

さもよい解決策のように受け止められたのではないだろうか。視聴者に誤解を招く可

能性があると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

大竹市の取り組みは、地域住民の不便を解決するひとつの方法として

取り上げたアイデアだ。井笠バスの問題は、来年４月に新たな局面を迎

えるので、今後どうなるかも含めて伝えていきたい。番組で紹介した「公

設民託方式」については、耳慣れない言葉なので、もう少し丁寧に説明

した方が、より分かりやすかったと思う。公共交通機関存続の問題は、

高齢化社会を迎えるなか、日本各地で起きる可能性がある問題なので、

全国的な視点でも取材していきたい。 

 

○   自分自身が報道する側の一人としてかかわった、今回の選挙報道の在り方について、

考えた方がよいと思う。マスコミ各社においては、事前の世論調査などの精度が、一

定のレベルまで向上し、情勢報道では、自公合わせて 300 議席を超えるという予測が

伝えられ、実際にそのとおりの結果になった。また、午後８時の投票終了と同時に当
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選確実が伝えられ、われわれ新聞社においても、インターネットを活用して、ほぼ放

送と同じ速さで当選確実を伝えた。開票率０％での当選確実の報道に対する抵抗感が

薄れているとはいえ、違和感があるという声を聞いたし、投票率の低さにもつながっ

ているのではないだろうか。もちろん、情勢報道だけでなく、政策の争点や投票を呼

び掛ける報道もしているが、もっと有権者に対して、投票に行く動機づけになるよう

な報道が必要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫの選挙報道では、投票行動に影響を与える可能性があるので、

どこが圧勝しそうだといった伝え方は、事前には全く行っていない。当

選確実の報道についても、従来は開票作業が始まってから伝えていたが、

事前の情勢分析と出口調査などから明らかに大差をつけて勝つと予測さ

れる選挙区については、午後８時の段階で速やかに伝えている。視聴者

の違和感も理解できるが、一方で民放各社も当選確実を伝えるなか、さ

まざまな議論を経て、現在の報道となっている。 

 

○   １２月１４日(金)の金曜スペシャル「誰も見たことがない頂へ～スポーツクライマ

ー・小田桃花～」は、練習中や試合中の小田桃花選手を多様な角度から撮影しており、

その強さの秘密がよく分かった。さまざまな小田選手の言葉を通じて、スポーツマン

としての内面の強さが伝わってきた。いろいろな場面で感動を覚えた。小田選手と同

じように、地域には、すばらしい若者がたくさんいると思うので、どんどん放送で取

り上げてほしい。高齢者に対しても生きるヒントを与えてくれる。番組は、１２月の

放送だったが、「１０月には日本でも開催されます」というコメントがあった。コメ

ントに不自然さを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

金曜スペシャル「誰も見たことがない頂へ～スポーツクライマー・小

田桃花～」は、今年の春から継続して小田選手を時系列で取材した番組

のため、１０月の場面でご指摘のコメントがあった。確かに、その部分

だけ取り上げると違和感を覚えるので、今後はもっと適切な表現を工夫

したい。 

 

○  １１月３０日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「スゴつぶ＠キャンパス」は、とても面白
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かった。「スゴつぶ」は、昨年第１回の放送を見た時も衝撃的な面白さを感じたが、

深夜の時間帯の放送だったので残念に思っていた。今回は、午後 7：30 からの放送だ

ったので、家族で楽しんだ人も多かったと思う。この番組は、ツィートをうまく活用

しているので、ツィートの面白さも伝わったと思う。「自由律句は人生観を重ねて詠

むことで、新しい自分が生まれる」という富永鳩山さんの解説にも共感を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

３月には、中国ブロック向けに「スゴつぶ」を放送する予定だ。 

 

○   「ファミリーヒストリー」は、個人では調べきれない自分の家のルーツを時間とエ

ネルギーをかけて丹念に取材している。ひとりの有名人の今在るべき姿がこういうと

ころから生まれてきたのかということがよく分かる、大変興味深い番組だ。ただ、ど

この家でもあるようなことをことさら劇的に表現している場面が多々あり、少し演出

過剰だと思う。単なる有名人の波乱万丈を描くだけでは意味がない。毎週放送するこ

とに無理があると思う。月に１本～２本くらいのボリュームで、ルーツに特別な意味

があるファミリーヒストリーを取材してほしい。 

 

○    「サラメシ」のファンで毎週見ている。ひとつひとつのコーナーがテンポよく配置

されていて、見ていて非常に心地よい。中井貴一さんのナレーションもうまく挿入さ

れていて、飽きさせない工夫が随所にほどこされている。１２月１７日(月)は、日本

酒の仕込み作業に追われる杜氏さんの「サラメシ」が紹介された。泊り込みで作業す

る杜氏さんのために通いの蔵人たちが作るまかないランチが紹介されたが、若い蔵人

たちの杜氏さんへの思いが伝わってきて、とても楽しめた。ただ、サラリーマンの外

食におしかけるコーナーは、無駄だと思う。 

 

○   ドラマ１０「シングルマザーズ」は、日本社会全体の構造を描いた、質の高いドラ

マだったと思う。主人公だけではなく、息子の成長ぶりも感動的に描かれていた。一

方で、夫の暴力から逃れ、身を隠しているにもかかわらず、周囲の支援者が自らの名

刺を出す、沢口靖子さん扮する主人公がテレビに映るなど、ドラマと現実のずれを感

じる場面もあった。ドラマだけではなく、現実のシングルマザーたちの存在を浮き彫

りにするようなドキュメンタリーをぜひ作ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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ドラマ１０「シングルマザーズ」の世界を描いたドキュメンタリー

では、９月２８日(金)のフェイス「ＤＶ加害者相談室～身近に潜む暴

力～」で配偶者などに暴力をふるうドメスティック・バイオレンスの

実態とその対策について取り上げた。体験者にインタビューする番組

構成だったが、この問題は、ドラマに実話を盛り込んだドキュメンタ

リードラマの形態が、問題点に迫りやすいかもしれない。 

 

○   １１月１５日(木)のヒーローたちの壮絶人生「２４時間俳優だった 松田優作と妻 

美由紀の１０年」は、松田優作の魅力とともに、松田美由紀さんの温かさや真剣な気

持ちが伝わってくるドキュメンタリーだった。強烈な個性と圧倒的な存在感で、人々

をひきつけた松田優作のすごさと同時に、彼の弱さがよく分かった。 

 

○    「ピタゴラスイッチ」をけらけら笑いながら親子で見ている。なかでも、アルゴリ

ズム体操はすばらしく、子どもは、いつも一緒に踊っている。私の子どもは、まだ３

歳なので、番組の内容をよく理解していないのだが、映像表現のテンポのよさとユー

モアたっぷりの演出にひかれて、いつも笑って見ている。厳しい社会情勢にあって、

大人も子どもも心をくすぐられるような番組の存在は、とても貴重なものだと思う。 

 

○    １２月８日(土)の西日本の旅「古墳ガールが行く～岡山市・総社市」は、吉備路の

古墳群を自転車で巡る演出がとてもよかった。都会で暮らす人が何かのテーマを持っ

て田舎を歩く旅のひとつとして、古墳ガールという切り口で吉備路を取り上げたこと

を評価したい。 

 

○   各県の委員からは、各放送局が制作した番組に対する意見も多いので、可能な限り、

各県の局長にも出席いただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

中国地方放送番組審議会では、年間１１回の開催に対して、５回各放

送局長が出席している。今、増やす方向で検討しており、新年度からは、

出席回数をさらに増やしたい。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ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 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

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） 

高橋 博子 （広島市立大学 広島平和研究所講師） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）取締役） 

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） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   １１月２日(金)の現場に立つ×ＬＩＶＥ ＢＯＸ「密着！エンターテイメントチャ

レンジ」を見て、地元にこれだけうまいアーティストがいることを初めて知った。放

送されることは、アーティストたちを大いに勇気づける。地元の音楽文化を育てる観

点からも非常に評価できる番組だと思う。「ＬＩＶＥ ＢＯＸ」は、岡山放送局が実

験的に始めた番組だと思うが、ツイッターをうまく活用しており、おもしろい番組に

育ってきたと感じている。 

 

（ＮＨＫ側） 

         現場に立つ×ＬＩＶＥ ＢＯＸ「密着！エンターテイメントチャレ 

ンジ」は、岡山市で開催されたアマチュア音楽家を対象にしたコンテス
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トに密着したものだったが、挑戦者ひとりひとりの人間模様がうまく表

現されていたと思う。全国に羽ばたくアーティストが出現することを願

っている。 

 

○   平日の午前８時台は、「連続テレビ小説」から「あさイチ」への流れがとてもうま

く機能していると思う。「連続テレビ小説」のテンションの高さがそのまま「あさイ

チ」に伝わっているようだ。１１月１２日(月)の「あさイチ」では、私たちの生活に

なじみの深い大根を取り上げて、非常に参考になる内容だった。１４日(水)は、スピ

リチュアル・トラブルに焦点を当て、スピリチュアルと言われるものに人気が集まる

社会の不安にまで言及していた。たいへん共感できる内容だった。「あさイチ」は、

身近な生活の話題から社会問題まで、幅広く取り上げていて、私はファンになってい

る。国会中継のために時間が短縮される時は、残念に感じるほどだ。 

 

○   １０月３１日(水)のあさイチ「性暴力からわが子を守る」は、丁寧な取材にもとづいて、

性被害についてきちんと向き合った内容だった。ともすれば、性被害者に対して被害者自

身に何らかの落ち度があったのではないかと言いがちな傾向があるが、「恥ずべきは加害

者だ」という点をきちんと伝えてくれたことがとてもよかった。性被害に対するこれまで

の認識を覆す内容だったと評価している。性被害の問題においては、被害者が自尊心を失

ってしまうという大きな問題がある。今後、この問題についても取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

最近の「あさイチ」は、食や健康をはじめ、社会問題まで含めて幅広

いテーマでバランスよく取り上げていると思う。「性暴力からわが子を守

る」は、難しい問題をかなりの時間をかけて丁寧に伝えていたと思う。放送

中も多くの反響が寄せられていたので、制作部局ではその反響を見ながら今

後の展開について議論していると思う。 

 

○   連続テレビ小説「純と愛」を楽しみに見ている。最初はうるさいという印象だった

ヒロインもなかなかかわいいし、テーマ音楽が始まるまでの時間の長さなど随所に意

外な演出がされていて、ひきつけられる。 

 

○  連続テレビ小説「純と愛」は、シナリオから演出まですべてがわざとらしく、失敗

作だと思う。そもそも抽象語を使ったタイトルもいかがなものか。台詞にも「愛」と
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いう言葉が多用されているが、言葉を使わず実質を表現してこそのドラマだと思う。 

 

○   連続テレビ小説「純と愛」をおもしろく見ている。ただ、昼の再放送を見ているの

で、視聴後、授業に行くと人間の本性が見えそうでドキドキする時がある。夜間にゆ

っくり見るのがふさわしい内容かもしれない。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「純と愛」に対しては、新聞紙上などでの専門家に

よる批評も、一般の方から届く感想も、プラスとマイナス双方の評価

がされている。これまでの朝ドラとは違った魅力に期待してほしい。 

 

○   １１月４日(日)のＥＴＶ特集「原田正純 水俣 未来への遺産」は、１人の人間の

生き方を通して、その背後にある日本の社会の根本的な問題を考えさせてくれる非常

に印象的な番組だった。半世紀にわたって水俣病に向き合った医師、原田正純さんの

生き方そのものに寄り添って丹念に取材した内容だった。原田さんの生き方そのもの

に同調する制作者の純粋な思いが伝わってきて、背筋を伸ばして集中して見た。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫ広島放送局における核平和報道と同様にＮＨＫ熊本放送局に

おける水俣病の問題は、放送局の使命として取り組んでいる課題のひ

とつだ。長年追いかけてきた制作者の思いやエネルギーが感動を与え

る番組につながったのだと思う。 

 

 （ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集「原田正純 水俣 未来への遺産」は、ディレクターの

原田さんに対する敬意が伝わってきた。番組では、全体の構成を考え

ることも大切だが、今回の番組では、ディレクターが原田さんに寄り

添い、原田さんの話をストレートに紹介することに重きを置いていた

と思う。その根底には撮らせてもらっているという思いがあったのだ

と思う。 

 

○   １１月９日(金)の情報ＬＩＶＥ ただイマ！「知っていますか？“奇跡の作曲家”

佐村河内守」は、前述の番組とは逆に制作者の作為を感じる内容だった。１４年前に、
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両耳の聴覚を失うというアクシデントに見舞われながらも、絶対音感を頼りに、８０分を

超す長大な交響曲第一番“ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ”を書き上げた佐村河内守さんについての

伝え方は、非常に上辺だけをとらえたものだった。佐村河内さんの目指した音楽の方向と

全くかけ離れた内容になっていた。私の周囲の音楽仲間のフェイスブックやツイッターで

もあまりに表面的なリポートに対して批判の声が多く寄せられている。「情報ＬＩＶＥ 

ただイマ！」と「ＥＴＶ特集」とは、番組の趣旨や制作体制が違うかもしれないが、人物

の精神的な営みに焦点を当てる時には、ある程度の時間をかけた取材が必要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「情報ＬＩＶＥ ただイマ！」と「ＥＴＶ特集」では、情報番組とドキ

ュメンタリーという分野の違い、取材・制作にかける時間なども異なるの

で、比較をすると、一方の番組の方が取材内容が薄いという印象を与えて

しまったのだと思う。音楽や芸術に対する評価は、人それぞれに異なるの

で、切り取り方の難しい分野だ。「情報ＬＩＶＥ ただイマ！」で紹介し

た佐村河内さんについては、私の周辺でも放送後の反響が届いており、所

属するレコード会社の話では、ＣＤもかなり売れているそうだ。広島との

関わりも大きいので、佐村河内さんをしっかりと取材した番組を広島放送

局でも制作してみたいという話題もでている。 

 

○   １１月２日(金)のフェイス グランデ「里山資本主義～神様を活（い）かせ」（総合 後

7：30～8：43 中国ブロック）は、紹介された内容は知っている話題ばかりだったが、お

もしろかった。観光資源としての神様の存在は同感するものの、「里山資本主義」という

枠の中で扱うには、違和感があった。「里山資本主義」は、これまでもシリーズで放送さ

れてきたが、現実離れした話題が多かったと思う。今回テーマにした神様は、すごい資源

だ。これまでになく共感できる内容だった。広島、松江、鳥取の３局の共同制作だったが、

県境の垣根を越えて連携することは、とてもよい取り組みだ。今後も広域的な視点を持っ

て、各局が連携した番組づくりを継続してほしい。 

 

 （ＮＨＫ側） 

広島放送局では、中国地方の各放送局と協力して、身近な里山にあるも

のを“資源”としていかす新たなライフスタイルを提案する「里山資本主

義」を昨年度からシリーズで放送し、これまでに中山間地や瀬戸内の島に

焦点を当ててきた。今年は古事記編さん 1300 年を迎え、神様が注目され
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ていることもあり、地域の宝として神様を取り上げた。 

 

 （ＮＨＫ側） 

各局の連携では、今年度から｢スリーストーリーズ｣を制作している。 

１１月１６日(金)の放送では、「家族」をテーマに広島、岡山、山口の各

放送局が共同で制作したので、ご覧いただきたい。 

 

○   フェイス グランデ「里山資本主義～神様を活（い）かせ」をとても興味深く見た。「里

山資本主義」というタイトルにはやや違和感があるものの、神楽から賽の河原、たたら、

もののけ姫、小泉八雲の怪談、そして水木しげるさんの妖怪という一連のつながりは、大

変おもしろかった。ただ、宮崎駿さんの「もののけ姫」からベルリン国際映画祭につなげ

て、あえて英語でやりとりをして、字幕をスーパーするという手の込んだ演出の狙いを十

分理解することができなかった。 

 

○   「里山資本主義」は、これまでもシリーズで放送されているが、概念が分かりにくい。

里山に眠るエネルギーや耕作放棄地などこれまで価値があると思っていなかったものに

焦点を当てることは、おもしろいが、もうひとつ何が言いたいのか伝わってこない。誰も

価値があると思っていなかったものを産業化させることを目指しているのか。 

 

○   「里山資本主義」というネーミングには抵抗あるが、表現しようとしている内容につい

ては、良いと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「里山資本主義」は、東日本大震災の後に巻き起こったエネルギー問

題などを念頭におき、ふだん見落としがちな身近に眠っている資源をう

まく活用することで、地域を活性化しようという番組だ。基本的にプラ

ス思考で希望を抱いてもらうことを目指している。 

ベルリンとやりとりするという演出は、日本の神様の神秘は海外から

見ても魅力的なものだということを、より鮮明に表現しようとしたもの

だ。ベルリンの映画評論家、ダニエル・コーテンシュルテさんの話す内

容がややインパクトに欠けていたので、十分な効果が出なかったのかも

しれない。前回は東京と、今回はベルリンと結んで出演者に参加しても

らったが、こうした演出は、視点を広げる効果があるので、今後も活用



 

6 

 

したい。 

 

○   １０月２日(日)のハイビジョン特集「天空の旅人 錦秋列島を飛ぶ」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 2：

00～3：49)は、モーターパラグライダーを駆使して撮影された映像の美しさに驚いた。こ

の番組は、「空撮 紅葉 ～天空の旅人 錦秋の大地を飛ぶ～」として、ＤＶＤ発売され

ていたので、さっそく取り寄せた。じっくりと見たいと思っている。 

 

○   １０月１３日(土)のＮＨＫスペシャル「激走！日本アルプス大縦断」（総合 後 7：30

～8：43）は、さすがＮＨＫだと思える番組だった。日本アルプスを越え、太平洋をめざ

すレースは、通常の登山と違い、想定外の出来事が起こる。暗闇の山中を激走する選手た

ちをとらえた撮影クルーたちの技術の高さに驚いた。レースには、いろいろな選手がさま

ざまな思いを抱いて参加していたが、選手や応援する家族たちの人間模様をセンスよくま

とめていて、感動した。 

 

○    Ｅテレ「２３５５」を友人からの口コミで見るようになったが大変おもしろい。わずか

５分の短い番組だが、曜日ごとに違う話題や月ごとに違うアニメや音楽など、細やかな工

夫がされている。５分の間に癒やされて、気持ちよく一日を終わることができる。とても

良い番組だと思う。 

 

○   衆議院が解散することになり、選挙期間に入る。これから投票日までの期間、さまざま

な選挙報道がされると思う。たとえば、街の声をきく時に若者にマイクを向けるなど、少

しでも若者たちが政治に関心を持つきっかけとなる報道を心がけてほしい。先のアメリカ

の大統領選挙で盛り上がる若者たちのニュースを見て、日本の若者たちも政治に関心を持

ってほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

街頭でインタビューする際には、出来る限り年齢層や性別のバランスを

考慮しているが、地域によっては、必ずしもバランスを保てない場合があ

る。これからもいろいろな人の意見を拾って放送していきたい。 

 

○   ドラマ１０「シングルマザーズ」をとても気に入っている。かつて市役所に勤務してい

た頃、児童福祉を担当しており、母子家庭や児童扶養手当を所管していたので、強い関心

を持ってこのドラマを見ている。１３日(火)の放送では、未婚の女性が親族の補助を得ら
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れない中、周囲の助けで出産し、生活保護を受けながら暮らす様子が描かれていたが、現

実に同じ境遇にある女性たちを勇気づけたと思う。シングルマザーたちのおかれている厳

しい現実を社会に問いかけるドラマだと思う。沢口靖子さんをはじめ俳優陣の演技がとて

もよく、今後の展開が楽しみだ。「泣いてる暇なんて、ない！」というサブタイトルもと

てもよい。 

 

○   ドラマ１０「シングルマザーズ」は、良いドラマだと思う。沢口さんをはじめ、俳優陣

の演技がすばらしい。ドラマ自体がかなりシリアスなものだが、シングルマザーたちと談

笑するシーンの沢口さんの笑顔や高畑淳子さんや北斗晶さんの女性としての頼もしさな

ど、配役や演技に救われる思いがする。一方で、夫から逃れて新しい住所に住んでいなが

ら固定電話が引かれているなど疑問を感じる場面もある。児童福祉手当のように母子家庭

の支援手段が具体的に描かれているので、原発事故以降、母子で避難している人たちも多

いので、切実な思いで見ている人たちもたくさんいると思う。 

 

○   １１月９日(金)のＹＡＭＡＧＴＩＣ「海底が砂漠化する～山口県沿岸“磯焼け前線”北

上中～」を見て、温暖化の影響でウニが大量発生し、海藻を食べ尽くしアワビやサザエが

採れなくなっている現状を初めて知り、とても驚いた。この現状を回復するために、少し

でも私たちのできることを示してほしかったと思う。番組では、長崎県と山口県を取材し

ていたが、どちらの映像なのか分かりにくかった。 

 

○   ＹＡＭＡＧＴＩＣ「海底が砂漠化する～山口県沿岸“磯焼け前線”北上中～」は、海底

の砂漠化のメカニズムを丁寧に紹介していて、よく理解できた。私自身山口県の周防大島

に住んでいるので、番組を見て焦燥感を覚えた。４０年前よりもあきらかに満潮時の潮位

は上昇しているし、かつて海にたくさん茂っていた海藻がなくなっている。海の変化を身

をもって感じているので、こうした自然の変化を取材してほしい。 

 

○   １０月２７日(土)と２８日(日)のＮＨＫスペシャル「メイド・イン・ジャパン 逆襲の

シナリオ」は、わたしたち製造業に携わるものにとって、多くの気づきと元気をくれたよ

い番組だった。第１回「岐路に立つ“日の丸家電”」は、ソニーやシャープの日本の電機

メーカーとアップルやサムスンの海外のメーカーを比較しながら番組を進行することで、

デジタル化が日本のモノ作りの環境に与えた影響の大きがよく分かった。日本の電機産業

が厳しい現状に置かれた理由と再生について考えるきっかけを与えてくれた。第２回「復

活への新戦略」では、かつて日本がしてきたことを行って成功している中国のメーカーを
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紹介することで、日本が忘れていたことを気づかせてくれた。業種を超えて製造業全体の

中でさまざまな復活のシナリオを示すことで、多くのことを教えてくれた。男女のキャス

ターを使ったコメントは、分かりやすく効果的だった。 

 

○    １１月２日(金)のＢＳ１スペシャル エネルギーシフトへの挑戦「エイモリー・ロビン

スからのメッセージ～２０３０年の未来を描く」(BS1 後 11：00～11：49、翌 0：00～0：

49)は、東京電力福島第一原発事故の後、脱原発を模索する日本にエールを送ってくれる

番組だった。脱原発を国策として決めたドイツの例も交えて、日本は再生可能エネルギー

のポテンシャルが高く、実現できる技術力があり、大きなビジネスチャンスにもつながる

とまとめられていたが、大変共感できる内容だった。 

 

○   １１月１１日(日)のＥＴＶ特集「沖縄戦 心の傷～戦後６７年 初の大規模調査～」(８

月１２日(日)放送)は、映像の力をいかしたすばらしいドキュメンタリー作品だった。沖

縄の問題に関して、人々の心の部分にフォーカスしたドキュメンタリーは、おそらく初め

てだと思う。戦略爆撃調査団と米軍が撮影した映像が効果的に使用されていて、見るもの

の心に迫ってきた。沖縄戦を体験した子どもたちは、高齢になった今も沖縄の米軍基地か

らヘリの音が聞こえると常に当時の恐怖を思いだすという。彼らの心の傷を癒やすことが

できない環境そのものを描いていた点も評価したい。 

 

○   １１月１０日(土)の目撃！日本列島「南海地震の前兆をつかめ～在野の地震研究者の挑

戦～」を見て、主人公の防災への思いの強さとその活動を通じて地震や津波に対する意識

が地域に浸透していることに共感した。地域の防災意識の向上に役立つ内容だった。 

 

○   １０月２６日(金)のフェイス「凶悪犯罪にどう立ち向かうか～浜田女子大学生殺害事件

から３年～」は、島根県浜田市で起きた殺人事件を取材したものだった。捜査の現状や地

域における防犯の課題などが示されていた。未解決の事件なので、解明されていない部分

があるものの、犯罪へのひとつの抑止力になったと思う。 

 

○   １０月２８日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「里山の美しき鳥(１)森の宝石

ブッポウソウ 意外な食生活」は、広島県三次市作木町に飛来してきたブッポウソウの美

しい姿と華麗な飛行の様子をとらえていた。子ども頃、幻の鳥だと教えられたブッポウソ

ウの姿を映像で見ることができて、感激した。 
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○   最近、沖縄県・尖閣諸島や島根県・竹島の問題についてあまり報道されなくなった。こ

の問題に限らず、外国の姿を伝える報道が少ないように感じる。たとえば、今、中国では

共産党大会が開かれ習近平政権が誕生したが、報道は意外に少ない印象を持った。特に近

隣諸国の政治的な状況については、相手に対する国民の理解を深めるためにも、もっと報

道すべきだと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１０月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１８日（木）、ＮＨＫ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 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

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 

高橋 博子 （広島市立大学 広島平和研究所講師） 

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） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   １０月１７日(水)のクローズアップ現代「女性が日本を救う？」（総合 後 7：30

～8:43）は、日本経済の再生には、女性が活躍する社会になることが鍵だというＩＭ

Ｆリポートを伝えてくれた。これまで、女性が社会進出をするには周囲の環境が整わ

なければ無理だとかなり悲観的にとらえていたので、放送を見て勇気をもらった。こ

れからの女性たちは、社会進出することをあきらめないで、多様な人生設計ができる

という実感を持った。ただ、夫をはじめ女性の社会進出を支援する側の男性たちには

見づらい時間帯の放送だったので、さまざまな時間帯で放送して、より多くの人に見

てほしい内容だった。また、メールを活用して、視聴者の意見がリアルタイムで紹介

される演出もとてもよかった。 

 

○   クローズアップ現代「女性が日本を救う？」は、とてもよかった。番組では、女 性

が働き続ける職場では、会社が明るくなったり、人間交流がよくなったりすることも
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紹介されていた。先進企業の例なども交えたＩＭＦのラガルド専務理事の提言に共感

した。私の携わっている医療の分野においても医学生の約４割は女性だが、医師免許

を取得しても結婚後家庭に入ってしまう女性医師が非常に多い。女性医師が働き続け

る環境を整備すれば、日本の医師不足解決の一助になると思う。 

 

○   １０月５日(金)の現場に立つ「ことばのお守り～僧侶・天野こうゆうのメッセージ

～」は、「あなたは不幸ではない」と語りかける岡山県倉敷市のお寺の住職さんの活

動を淡々と伝えてくれた。装飾的な演出を排して、淡々とその活動を伝えることで言

葉の意味が際立ち、とてもよかった。自分が生きる意味を見つけようと悩んでいる人

がたくさんいることを知った。 

 

○   現場に立つ「ことばのお守り～僧侶・天野こうゆうのメッセージ～」は、紹介され

た法話の内容もよかったが、画面の隅に小さいイラストを加えて説明した点が非常に

よかった。イラストそのもののかわいらしさに加えて、話の内容をよく理解できた。 

 

○   私の携わっている性被害者支援の活動について、「あさイチ」のディレクターから

数か月にわたって取材を受けている。被害者を気遣う気配りも非常に細やかで、真摯

な取材姿勢にはとても好感が持てる。取材を重ねることで、デリケートな被害者とう

まく信頼関係を築いているので、よい内容の放送ができると期待している。「あさイ

チ」に対しては、やや軽薄な印象を抱いていたが、今回の取材を通じて考えが変わっ

た。 

 

○   １０月１７日(水)のあさイチ「出生前検査 私の選択」では、プロゴルファーの東

尾理子さんが出演し、自身の体験を告白していたが、その意見に共感した。親が出生

前検査を受ける選択をするのは、日本の社会が障害者を受け入れないことが 大の理

由だと思う。東尾さんがアメリカで見た障害を持っている人もいない人も区別なく共

に暮らす社会であれば、生まれてくる子どもの障害に対する不安は軽減されると思う。

出生前検査は、慎重にかつ幅広い視野で報道する必要がある事柄だ。東尾さんのよう

に検査を受けない選択をした女性たちをもっと取り上げてほしい。私もこの放送を見

て、「あさイチ」の制作者に対して真摯な取材姿勢を感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

         出生前診断については、診断の技術が急速に進歩し、精度が向上した
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ことによって、命の選択という重い課題に日常的に向き合う状況になっ

てきていると思う。この問題は、ひとつの正解を示すことができない事

柄なので、「あさイチ」や「クローズアップ現代」など、さまざまな番

組でいろいろな人の考えや問題点を提示することで、広く社会に問題提

起していきたい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         あさイチ「出生前検査 私の選択」を見て、出生前診断について報道

する一方でダウン症についての正しい知識を伝えることが必要だと感

じた。診断と障害の両方を伝えることで、より理解が深まると思う。 

 

○   １０月１日(月)のひるブラ「魅力いっぱい！縁結びの地～島根県出雲市“神話博し

まね”」は、神楽や勾玉やスイーツなどいろいろな出雲の魅力をつめこんだ内容だっ

た。中継現場のリポーターとスタジオのコメンテーターとのやりとりがうるさく、非

常に見づらかった。リポーターは名物の「神在餅（じんざいもち）」を食べた後で「ヤ

ベェと思いました」と言ったり、コメンテーターは縁結びをかけて価格を表示した「５

００縁」の縁の字を「ミドリ」と言ったり、見るにたえない内容で腹立たしさすら感

じた。日本語を乱すような放送はしないでほしい。 

 

○   コメンテーターのタレントは、いろいろな人のことを配慮して発言しており、私自

身は、好感を持っているタレントのひとりだ。今回の指摘によって今後起用に影響さ

せないでほしい。 

 

○   言葉は耳に残るものなので、特に影響力の大きい放送では、気をつけてほしい。

近のＮＨＫ番組では声優がナレーションを務めるものが多いようだが、なぜアナウン

サーを起用しないのだろうか。声優特有の甘ったるさを感じるナレーションは違和感

がある。もっと局内のアナウンサーを起用してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組のナレーションに限らず、出演も局内のアナウンサーではなくタ

レントを起用する傾向がある。その中でどうやってアナウンサーひとり

ひとりの個性を生かして、能力の高いアナウンサーに育てていくのかが

課題だ。社内には、実力のあるアナウンサーがたくさんいるので、制作
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部局に対して積極的に働きかけていきたい。 

 

○   １０月８日(月)の「新日本風土記スペシャル 出雲」（総合 後 3：05～3：54）は、

伊東敏恵アナウンサーの語りも聞きやすく、大変おもしろい内容だった。特に６０年

に１度の本殿大修繕の機会をとらえて特別に撮影された本殿内部の映像は、すばらし

かった。極彩色の天井画「八雲之図」や大国主命が座る神座など、普段目にすること

ができない映像を見ることができ、視聴者にとって得難いチャンスだったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは、６０年に１度行われる遷宮の機会をとらえて、出雲大社

を丹念に継続的に取材している。そうした中で「新日本風土記スペシャ

ル 出雲」を放送した。来年の新本殿の完成に向けて、今後も継続して

取材していく。 

 

○   「新日本風土記スペシャル 出雲」は、本殿内の映像を初めて見ることができ、非

常に興味深い内容だった。 

 

○   １０月７日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「除染 そして、イグネは切り

倒された」は、福島県南相馬市で伐採が相次いでいる「イグネ」と呼ばれる屋敷森に

焦点を当てて、除染の問題を取り上げていた。番組では、「除染には莫大な費用がか

かる。それは税金の問題だ。」と語られていたが、放射能汚染の問題は、国策として

原子力を進めてきたこと、そうした日本政府を支持し、戦後史を作ってきた国民の問

題であるという認識を持って報道してほしい。放射能汚染された地域には、除染すら

できない地域もある。そうした地域の人々は別な土地に避難し、故郷を捨てなくては

ならない。たとえば、祭りを開催することで失った故郷の伝統文化を継承したり、同

郷の人々が集まる場をつくったりするなど、故郷を失くした分、別な形で支援するこ

とが必要だと思う。除染をテーマに制作された番組だったが、故郷を離れなくてはな

らない人たちの苦悩も報道してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「除染 そして、イグネは切り倒

された」は、本来地域を守ってくれるイグネを除染のために伐採せざ

るをえないという住民の苦悩をテーマに描いていた。私自身も放射能
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汚染の問題の深刻さを実感した。放射能汚染の問題は、私たち報道機関

も長期的な視野に立って取り組んでいかなくてはならないテーマだと改め

て強く感じた。 

 

○   ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「除染 そして、イグネは切り倒された」を見て、

多くの国民が除染は無理だと感じたと思う。結論は示されなかったが、実に赤裸々に

実態が見えてきた。原発事故は、民主党政権下で起きたものだが、行政のちぐはぐな

対応を指摘する内容だったと思う。制作にあたっては、かなり勇気が必要だったと思

う。よくぞここまで取材してくれたという思いだ。  

 

○   ９月９日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９

兆円」は、放送後大きな展開をし、政策に影響を与えている。ＮＨＫは、報道機関と

しての役割を果たしたと思う。マスコミの使命の大きさを再認識している。 

 

○   １０月１５日(月)のファミリーヒストリー「谷原章介～祖父が語らなかった悲劇の

航海～」は、海軍の軍人だった祖父の歴史を中国、アメリカ、フィリピンといった海

外取材も含めてかなり突っ込んだ取材がなされていた。海軍の軍人という特殊なバッ

クグラウンドを持つ人に焦点を当てたことで、大変興味深い内容だった。これからも

いろいろなバックグランドを持つ人を取り上げてほしい。次回の余貴美子さんも個性

的なバックグラウンドを持つ人なので、その「ファミリーヒストリー」をとても楽し

みにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

どんな歴史を背負った人を扱うかということが「ファミリーヒストリ

ー」の生命線だと思う。「谷原章介～祖父が語らなかった悲劇の航海～」

では、祖父の歴史を描くことで、アイデンティティーや家族の絆など、

普遍的な思いを伝えることができたと思う。 

  

○   ファミリーヒストリー「谷原章介～祖父が語らなかった悲劇の航海～」は、家族の

生活史を通じてその時代背景が伝わってきて、とても見ごたえがあった。ただ、谷原

さんの父親の存在に違和感を覚えた。谷原さんの父親と祖父は、親子なので生前にか

なりの接点があったはずだ。父親は、今回ＮＨＫが取材した事実を初めて知り、驚い

た様子だったが、父親自身が祖父の残した手がかりをもとに調べるのが本来のありよ
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うだと思う。今回のケースでは、まず谷原さんが父親に話を聞いたり、父親と一緒に

祖父の手がかりを捜したりする過程があり、ＮＨＫは同行取材をする構成にした方が

より家族の絆の大切さや戦争の不条理さを浮き彫りにできたと思う。今後も取材対象

を広げて、さまざまな家族の歴史を見せてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

なるべく著名で、この人のファミリーヒストリーを見たいという人

物を取り上げようとすると、かなりの時間の制約がある。もちろん、

本人やご家族が現地を訪ねて、その場所で発見する演出がよいとは思

うが、スケジュールを確保できない中で、ＮＨＫが調べた事実を提示

するという演出スタイルができたのだと思う。ご意見は、制作部局に

伝え、少しでも違和感をなくせるよう検討したい。 

 

○  １０月１日(月)から連続テレビ小説「純と愛」が始まったが、放送を見るたびに「梅

ちゃん先生」の良さを改めて感じている。「梅ちゃん先生」は、初めて、毎朝欠かさ

ず見た連続テレビ小説で、見終わった後、ほっと温かい気持ちにしてくれる朝にぴっ

たりの作品だった。一方、「純と愛」は、主演の夏菜さんの演技はわざとらしく、見

ている側がつかれてしまうし、主人公の押しつけがましさや常識のなさ、家族関係に

もイライラさせられる。さらには、自分の思いを語る主人公の言葉の汚さにもうんざ

りする。作者の遊川和彦さんの作品は、初めて見るので、視聴者を 初にイライラさ

せておいて引き込んでいく手法で書かれているのかと思いつつも、現時点での不愉快

さはまだ消えそうにない。これまでＮＨＫを支持してきた比較的年代の高い視聴者層

の心が離れていくのではないかという危惧すら感じている。高齢者の楽しみをひとつ

消してしまったのではないか。 

 

○   １０月１３日(土)に「梅ちゃん先生」の続編として梅ちゃん先生スペシャル「結婚

できない男と女スペシャル」（前編）（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9：00～9：54）が放送された

が、本当に懐かしく思えた。後編も楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「純と愛」は、「ゲゲゲの女房」から「梅ちゃん先生」

までの路線を意図的に変えたのだと思う。私自身も、多くの人に支持さ

れてきたドラマの質を変えたことで一部の視聴者の心が離れないかと
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若干の不安を感じているが、脚本家の遊川さんは、広島県出身なので、

地元局としても応援していきたい。今後の展開に期待してほしい。 

 

○   連続テレビ小説「純と愛」は、おそらく脚本家の遊川さんが視聴者を試しているの

だと思うので、今後の展開に注目したい。 

 

○   朝のドラマにぷんぷん怒りながら、夜のドラマで癒やされている。ドラマ１０「つ

るかめ助産院～南の島から～」を楽しみに見た。何もない島の暮らしや人々のつなが

りの中で主人公のまりあやご主人が変わっていくストーリーは、温かい気持ちにして

くれた。ネットでも、「これが朝のドラマになればよかったのに」という声があった

が、私も同感だ。 

 

○    「ドラマ１０」を見た流れで、よる★ドラ「眠れる森の熟女」も夫婦で楽しみに見

ている。草刈民代さんの淡々とした言い方がとてもリアルでおもしろいし、磯野貴理

子さんの演技も上手で引き込まれる。 

 

○   連続テレビ小説「純と愛」は、なんでこんなにうるさい番組なのかというのが第一

印象だ。雑誌に掲載された脚本家の遊川さんの発言によると、主人公に心のうちをし

ゃべらせることにも意図を持って書かれているようだ。主人公の正義感の描き方も、

やや、やり過ぎに感じるものの、社会の一面を切り取っていると思う。脚本家の意欲

が感じられる。賑やかすぎる面はあるが、主役の夏菜さんもチャーミングだし、それ

なりに好感を持って見ている。評価は、ドラマの展開をもう少し待ちたいと思う。 

 

○   ９月２１日(金)のフェイス「時速６０キロの青春～熱闘 ガールズケイリン～」を

見て、ガールズケイリンの存在そのものを初めて知った。厳しい勝負の世界で奮闘す

る広島県出身の選手の姿にトップ選手になりたいという強い思いと広島競輪場を復

興させたいという願いがよく表われていた。競輪競技に限らず、自分自身の目標を決

めて、いろいろな工夫をし、努力することの大切さが伝わってきた。ただ、競輪は身

近にあるスポーツではないので、競輪選手を目指すきっかけについて疑問が残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「時速６０キロの青春～熱闘 ガールズケイリン～」は、レ

ースに特化して一人の選手を描いた。そのため、ギアの切り替えなどレ
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ースそのものを興味深く伝えることができた。しかし、一方で、彼女の

レース以外のストーリーや私生活の部分の情報が少なかったので、疑問

を残したのだと思う。担当ＰＤからは、レース中ということもあり取材

に制約があったと聞いている。 

 

○   １０月７日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「知床ヒグマ親子 番屋に大

集合！」は、３０頭のヒグマと１５人の漁師さんが番屋と呼ばれる作業小屋の周辺で

共に暮らしている事実に驚いた。人とヒグマが間近で暮らす場所だからこそ撮影でき

たヒグマ母子の映像は、非常に貴重なものだと思う。日本国内にこんな場所があるこ

とを知り、うれしくなった。本当によい番組だった。 

 

○   １０月１４日(日)のＥＴＶ特集「永山則夫 １００時間の告白～封印された精神鑑

定の真実～」は、永山一家の歴史やなぜ犯行に至ったかという永山元死刑囚の半生ま

できっちりと取材しており、さすがだと感心した。番組では、裁判の過程で精神鑑定

を受けた医師の元に、彼自身が生い立ちから犯行に至るまでを赤裸々に語った100

時間を超える録音テープが残っていて、虐待・貧困など現代にも通じる問題を提起し

ていた。番組のクライマックスは、死刑判決を下した一審の裁判官の肉声を拾ってい

ることだ。「当時死刑を求める社会全体の風潮があり、初めから結論ありきだった。」

という言葉は、現在の裁判のあり方に対する鋭い問題提起だと思う。ただ、永山事件

といえば「永山基準」という言葉に象徴されるように、その後の死刑判決の一つの基

準となった事件だ。 近の裁判員裁判や厳罰化にも通じる事柄なので、永山基準にも

ふれてほしかった。やや消化不良の印象だった。番組の 後にディレクター自身の言

葉で永山元死刑囚のことや死刑判決のあり方などについてまとめて語ってもらえる

とよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集「永山則夫 １００時間の告白～封印された精神鑑定の真

実～」は、私自身も録音テープが存在していたこと、さらには、死刑判

決を下した裁判官の発言に非常に驚いた。永山事件は広く知られている

事件だが、番組では、知られていない深い部分を掘り起こしていた。永

山基準についてまで言及するためには、番組の構成そのものを変更する

必要が生じたと思う。 
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○   １０月１２日(金)のあいたい「我がふるさとの魚“ゴギ”～広島・庄原市～」を楽

しく見た。旅人役の太田彩乃さんをはじめ、ゴギをふるさとから絶やさないように奮

闘する地元の人たちなど、みんながいいコメントをしており、非常によかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

旅番組ではいろいろな要素を集めて構成してしまいがちだが、あいた

い「我がふるさとの魚“ゴギ”～広島・庄原市～」は、ゴギの話題に絞

って構成したことで見やすい番組にできたと思う。 

 

○   ９月２１日(金)のスリーストーリーズ「家族」は、３つの家族の物語がつづられて

いたが、ドキュメンタリーだったり、一部再現映像が挿入されたり、ドラマだったり

と演出に統一性がなく、おちついて見ることができなかった。それぞれの物語を違う

演出で描いた意図を知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「スリーストーリーズ」は、４３分の放送時間で、１つのテーマの

もと、異なる３本の話題を紹介していこうというコンセプトの新シリ

ーズである。あえて３つの異なる話題をオムニバスで見せることで、

テーマを浮き彫りにできないかと挑戦している。４月２０日(金)の１

回目の放送では、３話ともすべてドキュメンタリーで構成した。今回

の２回目の放送では、「家族」というテーマのもと、３通りの演出ス

タイルにチャレンジした。放送後、ドキュメンタリーなのかドラマな

のかわかりづらいというご意見をいただいているので、もっと明確に

ドラマだと分かるように工夫することが必要だったかもしれないと思

っている。「スリーストーリーズ」では、今後も新たな表現の場とし

て、いろいろな挑戦をしていきたいと考えている。 

 

○   １０月７日(日)の小さな旅「土と炎 ただひとつ～岡山県備前市」は、平安時代か

ら千年の歴史を持つ備前焼について、丁寧に取材していた。特に、ひび割れてしまっ

た備前焼を修復する場面はおもしろかった。より土に近い釉薬を使わない焼き物だか

らこそできる技術だと思う。私は、今、吉備特殊器台の再現プロジェクトに関わって

いる。吉備特殊器台は、備前焼の基とされる須恵器や埴輪の技術にも通じる。こうし

た歴史的な視点からも備前焼を取り上げてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

小さな旅「土と炎 ただひとつ～岡山県備前市」は、著名な備前焼作

家を取り上げるのではなく、畑で野菜を育てながら備前焼を焼く人や、

壊れた備前焼を修復する人、自分の祖父に贈る焼きものを作る小学生な

ど素朴な人を追ったことが新鮮だった点だ。派手さはないが素朴さをよ

く伝えられたと思う。 

 

○   １０月７日(日)ＥＴＶ特集「わが町に医師を～地域医療と霞が関の半世紀～」は、

東日本大震災の被災地にある岩手県立高田病院を舞台に、日本の地域医療について取

材していた。日本の医療行政の中枢を担った旧厚生省の官僚トップＯＢや医師会の元

幹部など重要人物に長時間のインタビューを行うことで、医師不足と赤字経営に苦し

む地域医療現場の問題に切り込んでいた。医療に携わる一人として、感慨深く見た。

日本の医療制度が行き当たりばったりで、問題の解決に至らなかった経緯をよく突っ

込んで取材していたが、一般の人には、少し分かりにくかったのではないか。 後に

要点をまとめて伝えるなどの配慮がほしかった。 

 

○   ９月２８日(金)のＮＨＫスペシャル「水玉の女王 草間彌生の全力疾走」は、女性

から力をもらった番組のひとつだ。世界中でフラッシュを浴び続ける８３歳の草間さ

んのエネルギーに活力を感じた。 

 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年９月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、２０日（木）、ＮＨＫ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２４年度後半期の国内放送番組の編成」について、説明があった

後、放送番組一般も含めて活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モニター報告と

視聴者意向、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 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

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） 

高橋 博子 （広島市立大学 広島平和研究所講師） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）取締役） 

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年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２５年度の番組改定」について＞ 

 

○   ＢＳプレミアムで放送している「世界ふれあい街歩き」を以前からよく見ていた

ので、総合テレビに戻して、見やすい時間帯に編成してほしい。 

 

○   今年度の番組改定で「Ｎ響アワー」がなくなったことを大変残念に思っていた。

後半期から「ららら♪クラシック」の中でＮ響スペシャルとして充実されることを聞

き、とても喜んでいる。定時性を持たせて編成することで、よい演奏にふれる機会が

増えて、クラシック音楽への接触者率の向上につながると思う。楽しみに充実ぶりを
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見てみたい。 

 

○    吉田秀和さんが亡くなったので、長年親しんできた「名曲のたのしみ」は、どう

なるかと思っていたところ、片山杜秀さんの「クラシックの迷宮」が始まるというこ

とを聞き、驚くと同時にとても期待している。音楽評論家でもあり、政治学者でもあ

る片山さんは、どんな切り口で名曲に迫るのか、とても楽しみにしている。 

 

○   大河ドラマ「平清盛」は、やや期待はずれの感が否めない。理由のひとつに時代

考証にこだわったがゆえに画面の色彩が暗くほこりを立てたようで、特に年配の方に

は見づらかったことがあると思う。時代をリアルに映し出すことも大事だが、いろん

な年齢層の視聴者がいる時間帯なので、視覚的にも美しい映像表現をしてほしい。次

回の大河ドラマ「八重の桜」は、会津を舞台にした作品なので、東日本大震災後でも

あり、非常にタイムリーな企画だと思う。 

 

○   ＢＳプレミアムでは、ＢＳプレミアムならではの魅力を生かした、奥の深い、深

く感動できる番組を制作してほしい。具体的には、トレッキングや山歩きなど世界の

自然をじっくりと楽しめる番組を制作してほしい。 

 

○   ＣＧを多用した番組が多いように感じる。科学的な分野に焦点を当てた番組では

とても効果的だと思うが、必ずしもＣＧが必要ない場面もあると思う。バーチャルで

はなく実写のよさも大切にしてほしい。デジタルの技術で視聴者が堪能できるアナロ

グな表現に期待している。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ８月６日(月)のＮＨＫスペシャル「黒い雨～活（い）かされなかった被爆者調査

～」（総合 後 8:00～8:49）は、見ごたえのある良い番組だった。黒い雨にあたって

被爆した人たちを丹念に取材しており、その発言から、苦しい心中が痛々しいほど伝

わってきた。放射線影響研究所の大久保晃理事長やアメリカ原子力委員会関係者のロ

ックウェル博士の証言によって、残留放射能や放射性降下物質の存在がこれまで軽視

されてきた事実も浮き彫りになった。とてもうまく構成された番組だった。ただ、時

間的な制約はあるものの、黒い雨のデータが公表されるまでの過程にもふれてほしか



 

3 

 

った。そこには、多くの人たちの働きかけや努力があった。こうした側面についても、

引き続き、取材し報道してほしい 

 

○   ＮＨＫスペシャル「黒い雨～活（い）かされなかった被爆者調査～」は、実に丹

念に制作されており、真相に迫ろうとする制作者の強い思いに感心した。１万 3,000

人が黒い雨にあっていたというデータがなぜ今明らかになったのか、この番組を見て、

初めてその経緯を知ることができた。同時に、アメリカの原子力政策によって、長く

隠ぺいされてきた事実にいたたまれなさを感じた。なぜ、アメリカの研究機関である

ＡＢＣＣ（原爆障害調査委員会）からデータを引き継いだ放射線影響研究所では、デ

ータを保管するだけで、研究はもとより公表することもなく今に至ったのだろうか。

放射線影響研究所の関わり方が分かりにくかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

           ＮＨＫスペシャル「黒い雨～活（い）かされなかった被爆者調査～」

は、昨年１２月にデータの存在が明らかになって以来、番組やニュー

スで積み上げてきたものの集大成として制作した。１万 3,000 人もの

データが存在しているにもかかわらず、何ら活用されてこなかった被

爆者追跡調査の真相を描くことができたと思う。この教訓は、福島で

の原発事故に生かしてほしいというメッセージも込めて制作した。 

 

○    ８月１６日(木)の「平和が生まれるとき」（総合 後 10:00～10:48 中国ﾌﾞﾛｯｸ）に

深く感動した。 

 

（ＮＨＫ側） 

「平和が生まれるとき」は、広島に異動してきたディレクタ－が広

島に多い「平和」という言葉に目をとめ、なぜ？という疑問を持った

ことがきっかけで制作された。取材を進めるうちに、被爆地ならでは

の切実な願いが現れたものと思われていた「平和」という言葉が広が

った背景には、ＧＨＱの計画的な対策があったことが明らかになって

きた。被爆者の手記や証言を紹介することで、説得力のある内容だっ

たと思う。 

 

○    ９月８日(土)から始まった土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った
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男・吉田茂～」（総合 後 9:00～10:13）は、非常に内容の濃いドラマだ。敗戦後の

日本がこれほどまでにアメリカに翻弄されていたことに痛みを感じながら見ている。

特に印象的だったのは、９月１５日(土)放送の第２回のラストシーンで吉田茂が白洲

次郎に向かって、「独立だ」と万感の思いを込めて語る場面とＧＨＱという文字を指

して「Ｇｏ Ｈｏｍｅ Ｑｕｉｃｋｌｙ」と言った場面で、共感を覚えた。敗戦で自

信を失った日本が驚異的な復興を遂げた、その原点を見る思いがした。これらの戦後

に焦点を当てた番組を見て、改めて日本のありようや誇りについて考えることができ

た。こうした日本人としての誇りや原点を考えるきっかけになる番組をもっと放送し

てほしい。 

 

○   土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂～」は、よく作

り込んだドラマだと思う。吉田茂に対するよしあしの評価はさまざまだと思うが、や

はり最近の政治家には、戦後の政治家が持っていた重厚さやインテリジェンスが必要

だと感じた。混迷する今の日本の政治のありように、警鐘を鳴らそうという制作者の

志を感じるドラマだ。 

 

○   土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂～」を見ながら、

日本の近代史を改めて学習している。主演の渡辺謙さんの演技にはたいへん存在感が

あり、初めは違和感があったもののだんだん吉田茂その人のように見えてくる。ＮＨ

Ｋのドラマは、演技力のある俳優さんを起用してほしいと、渡辺さんの演技を見て、

改めて感じた。 

 

○   土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂～」は、私も楽

しみにしているドラマのひとつだが、昭和天皇の配役がいただけない。敗戦国の惨め

さばかりが強調されているようだ。もう少し別な役作りがあって然るべきだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

           土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った男・吉田茂～」   

は、今、日本がおかれている苦しい状況と重ね合わせてご覧になって

いる方が多いと思う。全５回のシリーズなので、継続してご覧いただ

きたい。 

 

○   ９月７日(金)のフェイス「夏休みをヒロシマで～密着 福島の母子支援～」を見
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て、福島の人たち、小さな子どもを持つお母さんだけでなく、２０歳代の女性たちの

放射能に対する恐怖心の大きさを知ることができた。福島の人たちを呼ぶ取り組みは、

各地のボランティア団体で行っているが、被爆地広島ならではの視点での活動に感心

した。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「夏休みをヒロシマで～密着 福島の母子支援～」は、原

発事故が人びとに与える不安の大きさを再認識させるものになった

と思う。広島放送局ならではの目線で、将来にわたって、福島の問題

を丹念にフォローしていきたい。 

 

   （ＮＨＫ側） 

    フェイス「夏休みをヒロシマで～密着 福島の母子支援～」は、登   

場人物のほとんどが女性で、制作したディレクタ－もカメラマンも女

性だった。女性同士だからこそ、密着取材できたテーマだったと思う。 

 

○   ９月９日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９

兆円」は、非常に着眼点のよい番組だった。被災地復興のためにつぎ込まれる巨額の

復興予算の行方を徹底取材することで、日本社会の根本的な問題を浮き彫りにしてい

た。この問題は、さらに進めて、実態を検証するだけではなく、討論番組など提言型

の番組に発展させてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９兆

円」は、放送後、各方面で反響をよんでいる。復興のあり方や税金の

使い方に国民の関心が高い中、一石を投じる番組だった。 

 

○   ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９兆円」を高く評

価するとともに、続編にも大いに期待したい。番組は、１９兆円の復興予算の行方を

検証するものだったが、復興予算の成り立ちについても精査してほしい。たとえば、

私たち国立大学法人の職員の給与は、復興予算に充てるために 7.8％の減にされてい

るので、納得できない思いがする。復興予算の問題には、いろいろな視点から切り込

んで、国民に対して議論を喚起してほしい。 
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○   ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 復興予算１９兆円」は、強く

印象に残った番組だ。隠されていた大きな問題を広く提起することは、報道機関とし

ての大事な役割だと思う。引き続き、フォローしてほしい。 

 

○   連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、主演の堀北真希が好演している。映画「三

丁目の夕日」と同様に昭和初期のイメージにぴったりだ。やはり、ＮＨＫの朝の「連

続テレビ小説」は、いつも次のスターを育てていると思う。 

 

○   大河ドラマ「平清盛」は、何度も言っているが失敗作だと思う。俳優も演出もよ

くないが、最大の原因はシナリオがよくないことだ。さらには、失敗作であるにもか

かわらず、盛り上げるために清盛関連の番組をたくさん放送しているが、無駄な努力

だと思う。ドラマ制作には、高額な予算が必要だと思うので、企画段階からしっかり

検討して、制作に臨んでほしい。 

 

○   「大河ドラマ」は、ＮＨＫの看板番組なので、頑張ってほしい。「平清盛」の低

調な理由のひとつには、脚本の問題があるのかもしれないが、主演に若者に人気のあ

るアイドルを起用し始めた頃から、大河ドラマそのものの良さが薄らいできたのでは

ないか。いわゆる人気俳優を起用するのではなく、もう少し重厚感や円熟みのある俳

優を起用した方が大河ドラマらしいと思う。 

 

○   ８月２８日(火)のハートネットＴＶ「後見人が足りない！～鳥取発 成年後見人

制度の今～」を見て、成年後見人が不足している現実を初めて知った。新たな社会保

障制度や介護保険制度の改定にもつながる力のある番組だった。このような大きな問

題を鳥取放送局が取材し、問題提起してくれたことに拍手を送りたい。ただ、残念な

ことにＥテレでの放送だったので、周囲の福祉の仕事に携わっている人たちでさえ、

見た人がいなかった。ぜひ、総合テレビで再放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ハートネットＴＶ「後見人が足りない！～鳥取発 成年後見人制

度の今～」は、非常にナーバスな部分を秘めているテーマだが、デ

ィレクターと主人公の弁護士との信頼関係によって、深い取材がで

きたと思う。成年後見人制度についてより多くの方に知ってもらう

ためにも、Ｅテレ以外での放送を検討したい。 
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○   ８月３１日(金)の金曜スペシャル「“日本最強”を受け継ぐ～鳥取城北高校相撲

部の２００日～」は、さまざまな葛藤と闘いながら、技を磨くために頑張っている姿

に応援したい気持ちになった。この相撲部の監督は、相撲を指導するだけではなく、

彼らの親代わりになって人づくりに力を注いでいる。この監督をはじめ、他の部員た

ちや城北高校相撲部を支えている地域の人の声や映像があれば、もっと深みのある番

組になったと思う。この部分が物足りなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

金曜スペシャル「“日本最強”を受け継ぐ～鳥取城北高校相撲部  

の２００日～」は、モンゴル人と日本人の２人のキャプテンを軸に構

成した。そのため、やや周囲の描き方が希薄になったかもしれない。

ご指摘のように、監督は、地域に根差した活動をしている地元では有

名な人物なので、違う角度から取り上げることもできるかもしれない。 

 

○   ８月３１日(金)のフェイス「子どもができない～男性不妊 医療現場からの報告

～」は、とてもよい番組だった。男性不妊の専門医の存在や不妊に悩む男性の置かれ

ている社会状況など、初めて知る事実だった。一人でも多くの人に見てもらいたいと

思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

男性不妊症の問題は、継続して取材しており、１０月２４日(水)

のＥテレ、ハートネットＴＶ「取り残される男性不妊症」で全国放

送を予定している。 

 

○   フェイス「子どもができない～男性不妊 医療現場からの報告～」は、男性不妊

の専門医の存在を伝えたこと自体に意味がある。不妊に悩む男性たちが置かれている

現状に加えて、子どもを望む親の声をしっかりと丁寧に拾っていた。 

 

○   ９月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」を見て、専

門医の存在を初めて知った。番組は、胎児に病気や障害があると診断された２組の夫

婦の葛藤をきっちりと描いていた。診察室の天井に据えられたカメラで収録された生

の映像や音声は非常に迫力があり、家族の葛藤が生々しく伝わってくるものだった。

取材する側も応じる側も大変な努力を要したと思う。おりしも、アメリカで新しい検
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査薬が開発されて、母体血検査だけでダウン症の診断ができるというニュースが伝え

られた直後だったので、非常にタイムリーな放送だった。このダウン症についての理

解を深めるような情報も盛り込んでほしかった。続編に期待したいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」は、命の選択と

いう人間の根源に関わる問題を丁寧に取材していた。ダウン症につい

ては、５０分の番組時間の中で扱うには時間的に難しかったのではな

いか。ダウン症に限らず医療の問題については、今後も取り上げてい

きたい。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」は、大変重みのある番組だっ

た。出生前診断によって、妊婦や家族が産むか産まないかの決断を迫られる状況に対

して、とても辛い気持ちがした。決断時の一番のハードルは、障害を持って生まれた

子どもの将来への不安だと思う。この不安感をなくす社会づくりが大切だと思う。生

まれてきた子どもを社会全体で大切に守っていくことの必要性を強く感じた。 

 

○  命を巡る問題は、いろいろな要素をはらんだ大きな問題だ。同じ命をテーマにした

番組では、８月２８日(火)から始まったドラマ１０「つるかめ助産院～南の島から～」

が楽しい。南の島の助産院を舞台に繰り広げられる物語には、現実の問題が映しださ

れて面白い。命の誕生に向き合う女性たちの葛藤や力強さが頼もしい。命を巡る問題

を解決するヒントがあるようだ。 

 

○   ９月２日(日)のＥＴＶ特集「吉田隆子を知っていますか～戦争・音楽・女性～」

は激動の昭和、太平洋戦争のさなか、新しい音楽を目指した女性作曲家、吉田隆子に

焦点を当てていた。大変、興味深い内容であるものの、プロレタリア運動に参加し、

何度も投獄されながらも音楽への情熱を貫いた強烈な人生と作曲家としての作品が

結びつかないまま、ぼんやりとした印象で終わってしまいとても残念だった。同じ女

性音楽家では、かつて、フジコ・ヘミングさんを取り上げたドキュメンタリー「フジ

コ～あるピアニストの軌跡～」が放送されたが、彼女の風変わりな生活とピアノ演奏

とが重なり合う優れた構成だった。人の一生は複雑で多層なので、どこに焦点を当て、

どこを切り取るかが制作者の腕の見せ所だと思う。ぜひ、もう一度違う光の当て方で

音楽家・吉田隆子を描いてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集「吉田隆子を知っていますか～戦争・音楽・女性～」を

見て、私も同様の感想をもった。おそらく、制作者としては、彼女の

強烈な人生と作品の魅力をはっきりと結びつける確証を持つことがで

きなかったので、淡々と事実を伝えることで、その解釈はあえて見る

側に委ねたのだと思う。 

 

○   ８月１７日(金）のＮＨＫスペシャル「最後の笑顔～納棺師が描いた東日本大震災

～」は、大震災という悲しいできごとが起きた中でも、人の優しさがあったことを伝

えてくれた。しかたないと思いながらも、復元された顔を見たかった。また、主人公

は、どうして納棺師になったのか知りたくなった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは、災害そのものの検証や防災、復興などさまざまな角度

から東日本大震災に関する番組を制作しているが、ＮＨＫスペシャル

「最後の笑顔～納棺師が描いた東日本大震災～」は、人間の営みを見

つめたいとの思いで制作したものだ。東日本大震災については、これ

からも多様な角度から分厚く伝えていきたい。 

 

○    ８月２８日(火)の「哲子の部屋」は、スタジオセットやテーマの選定、進行のし

かたなど今まで見たことのない作りの番組だった。バラエティでありながら、楽しく

哲学を知ることができた。１回の放送で終わってしまうのは残念なので、続けて放送

してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「哲子の部屋」は、開発番組として、この夏２０本ほど制作したさ

まざまな番組のうちの１本だ。視聴者のみなさんからご意見をいただ

きながら、好評であれば、機会をとらえて放送したり、バージョンを

変えて似たような番組を放送したりすると思う。 

 

○   連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、非常によい。特にお父さんの下村建造役の

高橋克実さんの演技がすばらしい。高橋さんの存在がドラマ全体によい緊張感を与え

ている。いくつか感動した場面があるが、すべて高橋さんが登場している場面だ。弟
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の陽造を監獄に面会にいった場面や倒産した息子の竹夫を励ます場面、開業医になっ

た梅子を褒める場面は、非常に感動的だった。ただ、終盤を迎え、わざとらしいスト

ーリー展開が気になる時がある。 

 

○   ８月３０日(木)のプレミアムアーカイブス ハイビジョン特集「白くま“ピース”

日本初 人工哺（ほ）育の全記録」は、たまたま見た番組だが、面白かった。旭山動

物園の元園長の小菅正夫さんの「人工保育された熊は、体はホッキョクグマだけど心

はクマではない。体も心もクマでなくては自然に戻すことはできない。」というコメ

ントが心に響いた。ピースが飼育係の高市さんになつく姿に胸が熱くなった。新しく

制作することにこだわらず、このようなすばらしい番組は、何度も繰り返し放送して

ほしい。 

 

○   ８月２７日(月)と９月１９日(水)ハートネットＴＶ「カキコミ！深層リサーチ」

では、２回にわたって「子どもの性暴力被害」を取り上げていた。私は、犯罪被害者

支援の活動をしており、これまで多くの性犯罪の被害者に接した経験がある。番組で

は、メールを使って被害者の声を集めていた。メールは、被害者が気軽に声を届ける

ことができるよさがあるが、真実を見極めにくい面がある。私の経験ではメールで訴

えてきた被害者は、心を病んでいる場合が多いので、メールで寄せられた事例を放送

で取り上げる時には、番組制作者は十分に注意してほしい。また、被害者に話を聞く

時には、恥ずべきなのは加害者だという視点を忘れないでほしい。さらには、身近な

大人から性被害にあった子どもに対して、お母さんにＳＯＳを伝えるよう言ってしま

いがちだが、このような場合、母親自身が家庭内で暴力を受けている場合が多いので、

配慮が必要だ。子どもの虐待は、まず母親に言えばよいという思考は、必ずしも正し

くないことを認識したうえで番組を作ってほしいと思う。性犯罪被害者の取材は、と

ても難しいが、岡山放送局では、被害者と記者の信頼関係を通じて取材できた事例が

あるので、放送を通じて、性犯罪被害者の支援につなげてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

子どもに対する犯罪が、全国各地で起きている。ひとつひとつの 

事件に異なる背景があると思うが、根本には社会のゆがみを感じてい

る。被害者との距離感など難しい取材テーマだが、今後も継続して取

材し、犯罪の防止につなげていきたい。 
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○   ９月９日(日)のＥＴＶ特集「地球の裏側で“コシヒカリ”が実る」を見て、お米

は日本人の誇りだと改めて感じた。番組では、南米ウルグアイで日本米作りに挑戦す

る日本人に焦点を当てていたが、日本でできないことにもどかしさを感じた。コスト

はウルグアイほど安くないにしても、日本ならではの付加価値をつけて、世界に広げ

てほしいと思う。日本人はおいしいお米の先進国でありたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

単純に日本の裏側での米作りをしている話だけではなく、そこか 

ら見える日本の食料事情や、米の大切さが伝わり、良かったと思う。

米を通じて、日本の道筋を示していけるようなテーマを見つけていき

たい。 

 

○   ９月１０日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「高倉健インタビュースペシ

ャル」は、８１歳になる高倉健さんの言葉を収録したもので、記録としても価値のあ

る番組だと思う。インタビューに登場した大滝秀治さんもすばらしい俳優なので、ぜ

ひ記録的な価値もふまえて、取り上げてほしい。 

 

○   ９月１５日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「 除染された故郷へ～ビキニ核実

験・半世紀後の現実～」は、被爆者であるマーシャル諸島の人々を主人公として構成

されていることが、本当によかった。加害者であるアメリカ政府の安全宣言によって

島民が帰郷させられている問題と特別な場所である故郷に帰りたい気持ちと帰れな

い現実の揺れる人々の心がとても丁寧に描かれていた。この問題は、今福島で起きて

いる問題に重なる。安全だと言っているのは、その原因を作った側の人たちだ。その

言葉で戻されたり、住み続けたりしている状態だと思う。ロンゲラップ環礁で起きた

できごとは、決して福島で繰り返してはならない。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドキュメンタリーＷＡＶＥ「除染された故郷へ～ビキニ核実験・ 

半世紀後の現実～」は、１分だけ短くして、９月２８日(金)の「金曜

スペシャル」で中国地方向けに放送するので、ぜひご覧ください。 

 

○   ８月２３日(木)と２４日(金)の「アジア海道“不思議の島々”をゆく～鶴田真由 

２０００キロの旅～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ  後 9：00～10：29）は、映像も美しく、内容も
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深い紀行番組だった。インドネシアの辺境の島々には、ひとつひとつの違う文化が息

づいていて、貨幣に頼らない生活の豊かさを見た思いがした。 

 

○   ９月５日(水)の「“花は咲く”スペシャル～一つの歌がつむぐ物語～」（総合 後

8:00～8:43）は、桜ライン 311、希望の庭、花のバスケット、ガレキを使った花のオ

ブジェ それぞれの地区で花に夢を託す様子など、いろいろな花にまつわる話題を通

じて、いつかは花のように咲きたいという思いが伝わって来た。辻井伸行さんと合唱

部との「花は咲く」の合唱は、多くの人達が感動したと思う。歌の力のすばらしさを

感じた。数年前、ＮＨＫ中学校合唱大会で悩み多い中学生が課題曲 アンジェラ・ア

キの「手紙～拝啓１５の君へ～」を涙しながらに歌う姿を思い出した。花の力、歌の

力で被災者達の思いを日本人全体の思いとして、震災復興できるようこの番組を応援

していきたいと思う。 

 

○   ８月２４日(金)の「熱闘 隠岐古典相撲～島民が燃えた１か月～」は、隠岐に住

む人々の相撲にかける思いが良く伝わって来る内容だった。おもしろかったのは、最

後の相撲で両方同体で落ちた時、行司が「見苦しい戦いを見せたので取直します」と

いう表現した場面だ。勝負にこだわる隠岐らしい相撲だと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４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、１９日（木）、ＮＨＫ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、８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 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

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） 

高橋 博子 （広島市立大学 広島平和研究所講師） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）取締役） 

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＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

         ５月１５日(火)の「あにまるワンだ～」については、前回のご指摘 

を受けて、改めて専門家に確認をした。イワナのイラストに描かれて

いた胴体に見られる通称「パーマーク」と言われるだ円形の斑紋は、

ヤマメの特徴のひとつだが、イワナにおいても、個体によっては同様

の模様が見られることがある。番組中のイラストの表現は、紛らわし

く誤解を生む表現であるものの、修正を加えるまでには至らないと判

断した。 
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○   日曜日の夜間に放送されていた「Ｎ響アワー」と「芸術劇場」がなくなったことを

大変残念に思っている。小中学生が偶然にチャンネルを合わせた時に、良質のクラシ

ック音楽に触れる機会がなくなってしまったことは、大きな問題だ。ＢＳプレミアム

でのクラシック音楽番組は、早朝や深夜帯の放送で、最初から興味のある人に録画視

聴してもらうことを想定した編成だと思う。 

 

○   「Ｎ響アワー」の後継番組として「ららら♪クラシック」が始まり、私も１か月間

集中的に視聴した。今、音楽教育界では、音楽鑑賞のキーワードとして、知覚と感受

と言っている。私たちが音楽を感じる取る時には、まず知覚することを入口にして、

一人ひとりが自由に感受する。知覚する事柄は事実なので同じであっても、感受のし

かたは人によって違い、その違いを認め合うことが音楽を鑑賞する価値のひとつだと

思う。「Ｎ響アワー」では、西村朗さんや池辺晋一郎さんが作曲家の意図や曲の仕組

みなどを易しく語ることで、楽曲を知覚させてくれ、感受は私たちに任せてくれてい

た。３２年間の放送を通じて、今日はどうだろうというわくわく感を持って音楽に出

会い、それぞれの感受を自由にできたという喜びがあった。一方、「ららら♪クラシ

ック」は、コンテンツも狙いもよく、石田衣良さんと加羽沢美濃さんの掛け合いもテ

ンポがよいのだが、結局は司会者２人の対談を聞いている。知覚を飛ばして、石田さ

んや加羽沢さんの感受がダイレクトに出てきて、私たちが自由に楽しむことができず、

音楽を聴いた気持ちになることができない。もっと音楽そのものの構造的な魅力を示

してほしい。「ららら♪クラシック」は、クラシック音楽の敷居を下げることでファ

ンのすそ野を広げることを目指して始まった番組だと聞いているが、目的を達してい

ないと思う。逆にクラシック音楽ファンの心も離れてしまうのではないか。 

 

○   ７月１５日(日)の「ららら♪クラシック選 芸術の都 パリ」は、広島出身の萩原

麻未さんが出演し、パリをテーマにした内容だった。放送では、パリジェンヌになれ

るかどうかの質問やクイズ形式でパリ音楽院を紹介していたが、親しみやすい質問を

することが敷居を下げることではない。多くの視聴者の目に触れる時間帯にたくさん

放送することこそが敷居を下げることだと思う。改めて、「Ｎ響アワー」の復活を望

む。 

 

（ＮＨＫ側） 

私自身もいろいろな場所で「Ｎ響アワー」の復活を望む声を耳にして

いる。音楽ではなく対話の部分だけが印象に残るのであれば、番組本来
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の狙いを果たしていない。「Ｎ響アワー」の復活を望む声とあわせて、

ご意見は制作部局に伝える。 

 

○   「ららら♪クラシック」は、一方的に感想を押しつけられるようで、自由に感受さ

せてもらえないことが音楽を聴いた満足感につながらないのだと思う。 

 

○  ７月１８日(水)のあさイチ「どうする？生活保護」は、タレントの母親の受給問題

を入口に、不正受給をどうするのかという視点で制作されていた。本来、生活保護に

ついては、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという

憲法で保障された権利を保護する制度だという視点から取り上げるべきテーマだと

思う。特に「あさイチ」のように、幅広い視聴者層を対象にした番組においては、生

活保護制度の基本を最優先にして番組作りをしてほしい。ゲストの室井佑月さんと六

角精児さんの発言は、いずれも生活保護全体の問題に視点を当てた、鋭くかつ的確な

ものだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

生活保護の問題については、昨年９月１６日(金)放送のＮＨＫスペ

シャル「生活保護 ３兆円の衝撃」などの番組で問題の背景や制度の

あるべき姿について提起してきた。タレントの母親の受給問題に端を

発し、不正受給の問題に人々の関心が集まっているが、私たちは、こ

れまでも最低限の生活を守るための制度だという認識を持って取材し、

報道してきた。今後も基本を大切にしていきたい。 

「あさイチ」は、大きな段取りをしないことを魅力にしているので、

おそらく、室井さんや六角さんにも自由に発言をしてもらっていると

思う。番組制作者は、２人の発言の効果を狙って、発言がより際立つ

ような構成をしたのではないかと思う。 

 

○   ６月２９日(金)のフェイス「“被爆遺品”は語る 詩人アーサー・ビナード フク

シマ後の世界へ」は、アーサー・ビナードさんの持つ言葉の力が伝わる非常によい番

組だった。アーサー・ビナードさんは、第五福竜丸事件を題材にした絵本も出版して

いる、被爆問題について厳しい視点を持つ作家だ。そのアーサー・ビナードさんが、

東京電力福島第一原発事故後、広島に移り住み、被爆遺品と出会い、被爆遺品を主人

公にした絵本を通じて語りかける言葉は、彼だからこそ語ることができる大変説得力
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のあるものだった。今後もアーサー・ビナードさんの言葉を通じて核や被爆の問題を

提起する番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「“被爆遺品”は語る 詩人アーサー・ビナード フクシ

マ後の世界へ」は、アーサー・ビナードさんの詩のすばらしさに加え

て、被爆遺品が語ることで、より訴える力が強くなったと思う。アー

サー・ビナードさんは、福島第一原発の事故が起きた今だからこそ、

改めて「ヒロシマ」を見つめ直したいと考え、福島に注目している。

８月６日(月)放送予定の原爆の日ラジオドキュメンタリー「いま遺品

が語るヒロシマの願い」では、アーサー・ビナードさんの福島に寄せ

る思いを伝えたい。 

 

○   フェイス「“被爆遺品”は語る 詩人アーサー・ビナード フクシマ後の世界へ」

は、良い番組だった。被爆体験者は少なくなり、被爆体験の継承が難しくなる中、被

爆遺品に語らせ、アーサー・ビナードさんの詩を重ねたことで、効果的に若い世代に

浸透したと思う。ただ、番組では、アーサー・ビナードさんの出身地を紹介する際に

シカゴの映像が使われていたが、アーサーさんは、隣の州の出身だ。誤解される表現

だと思う。 

 

（ＮＨＫ側) 

ご指摘の点については、分かりやすくするために、やや説明が不足し

ていたかもしれないので、再度コメントを確認する。 

 

○   ６月２２日(金)のフェイス グランデ「里山資本主義 若者は“放棄地”を目指す」

（総合 後 7:30～8:43 中国ﾌﾞﾛｯｸ）は、非常におもしろく、楽しめた。特に、コメン

テーターに同志社大学教授の浜矩子さんを起用したことが効果的だった。歯切れのよ

いユニークなコメントで、番組の意図を理解したうえで、グローバリズムの時代は地

域が光輝く時代だというまとめも気持ち良く受け止めることができた。ただ、番組後

半は間延びした印象を受けた。特に広島県庄原市と岡山県真庭市の話題は、定点観測

していると思うが、前回の内容とそれほど変わらず、新しさに欠ける内容だった。 

 

○   フェイス グランデ「里山資本主義 若者は“放棄地”を目指す」は、自分の故郷
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を再認識し、誇りを与えてくれる番組だった。番組では、中国５県に移住してきた人

の数を棒グラフで示していたが、数値の高い県ではどんな行政の取り組みが行われて

いるのか、どんな民間の動きがあったのかなど、理由を掘り下げて伝えてほしかった。

鳥取県の事例として、別番組（４月２０日(金)放送「スリーストーリーズ～田舎に集

（つど）う」）の映像をインサートしていたが、すでに状況が変わっている事例なの

で、違和感があった。以前の映像を安易に使い回しているようで残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘の映像については、同じ鳥取局のディレクターが担当したので、

ディレクター自身の思い入れがあったのだと思う。かつての映像を番組

のテーマに合わせて使用することはあるが、効果的に使用することが大

切だ。今回の場合、放送日時も比較的近く、視聴者層も近いので、もう

少し配慮が必要だったかもしれない。今後注意していきたい。 

 

○   フェイス グランデ「里山資本主義 若者は“放棄地”を目指す」は、都会に暮ら

す人にとっては好感の持てる内容だったと思うが、実際に里山で農業をしている人た

ちにとっては、非常に違和感があった。環境が悪く、収穫の少ない耕作放棄地で農業

をする厳しさを伝えないまま、田舎で暮らす楽しさだけが一方的に伝えられた。酪農

の部分はさらにひどかった。本来、番組で紹介されたホルスタイン種の牛は自然放牧

には適さない種類の牛にもかかわらず、自然の中で牛舎も建てず、購入肥料も与えず、

季節や食べ物で味の違う牛乳を提供しているということだったが、酪農の実態とは全

くかけ離れた内容に怒りすら覚えた。獣医師にも聞いたが、自然放牧では栄養バラン

スが崩れるため、栄養失調の牛が多いそうだ。こういう牛乳がおいしいという、番組

での定義づけには大いに疑問を感じた。さらに、牛乳を試飲したゲストが「コクがあ

りますね」という感想を述べていたが、この感想も間違っている。本来、牛乳のコク

は、脂肪分によってだされるもので、自然放牧で生の草を食べている牛の牛乳はコク

がなくあっさりしている。番組を見た視聴者に、自然放牧の牛の牛乳がよいもので、

ふだん私たちが生産している牛乳はよくないという印象を与えかねない。酪農家の 1

人として、生産者にも配慮して番組を制作することを強く望む。 

 

（ＮＨＫ側） 

「里山資本主義」は、自然豊かな中国地方にあって、エネルギーの

面も含めて自然を生かすヒントを見つけようという視点からスタート
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した番組だ。そのため、何か良い点や新しい視点を見つけ出すことに

力点を置き過ぎているのかもしれない。これまでの審議会の席上でも、

もっと負の部分を紹介すべきだというご意見をいただいている。ご指

摘の内容は、非常に大きなことなので、制作現場でも今後に向けて検

討したい。 

 

○   ７月１３日(金)の金曜スペシャル「海士町の改革はなぜ次々に成功するのか？」は、

過疎の進む離島でありながら歳出削減と大胆な投資で成果を上げ財政危機からの脱

却をはかる海士町の姿を伝えていた。改革を推進するリーダーの山内道雄町長は、個

人的にも面識があるが、大変すばらしい人物だ。「里山資本主義」や「平成の清盛さ

んを探せ」でも地方を活性化しようとする取り組みが紹介されたが、とるに足りない

事例ばかりだった。今回取り上げた海士町の取り組みは、いずれも本物のすばらしい

取り組みだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

金曜スペシャル「海士町の改革はなぜ次々に成功するのか？」は、

山内町長の人間性の描き方が不足していたかもしれない。番組を見た

人は誰もが山内町長の人物像に興味を持ったと思うので、人柄や彼の

哲学をもう少し丁寧に描いた方が視聴者の関心に応えることができた

かもしれない。 

 

○   金曜スペシャル「海士町の改革はなぜ次々に成功するのか？」は、山内町長の人間

性がよく表われた番組だったと思う。これまで海士町で行った改革を紹介したうえで、

1 つずつ深く掘り起こして説明しており、４３分の放送時間の中で、非常にうまく構

成していた。今、日本では、予算がないから何もしない行政がたくさんあるが、ぜひ、

全国放送して改革を実行している地域があることを全国のみなさんに紹介してほし

い。 

 

○   ６月２９日(金)の新日本風土記「鳥取砂丘」は、自然としての砂丘の美しさだけで

はなく、砂丘と共に暮らす人々の歴史まで掘り下げた内容に感銘を受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

新日本風土記「鳥取砂丘」は、昨年秋から今年春まで長期間にわた



 

7 

 

る取材をすることで、いろいろなことが浮き彫りになり、丹念に描く

ことができた。放送後、好評意見が届いている。砂丘を追われた人、

砂丘を征服すべきと考えた人、砂丘を美しいと考えた人、そして砂丘

に恵みを見出し、生きてきた人など砂丘を取り巻くさまざまな思いを

伝えたことが、視聴者の納得感につながったのだと思う。 

 

○   新日本風土記「鳥取砂丘」は、子どもの頃から親しんできた鳥取砂丘を美しい映像

で描いたとてもよい番組だった。ただ、観光や産業、自然や人々の歴史など、多様な

要素が盛り込まれていたので、番組のテーマがつかみ難いように感じた。 

 

○   「仕事学のすすめ 小山薫堂 人を幸せにする企画術」の第１回と第２回を楽しみ

に見た。７月５日(木)の第１回「先入観を捨てて発想せよ」は、事務所の受付をパン

屋さんにしてお金をもうける受付や交通違反者を取り締まるのではなくマナーのよ

いドライバーを褒める“褒めパト”など逆転の発想に感心した。褒めるという発想は、

家庭でも職場でも応用できると思う。第２回「ポジティブ思考が人生を変える」も失

敗を成功に転じる小山流のプラス思考が紹介され、とても興味深かった。第３回、第

４回も楽しみにしている。 

 

○   ７月７日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「がれき “２０００万トン”の

衝撃」（総合 後 9：00～9：49）を見た。2,000 万トンのがれきの映像は衝撃的で、

この問題のかかえる困難さを改めて感じた。「震災は終わっていない。気の遠くなる

ような作業がきょうも続いている。」という最後のナレーションが印象的だった。時

がたつにつれて震災の記憶が遠ざかってしまいがちだが、番組を通じて、今現実にあ

る問題を再認識させてくれるよい放送だった。 

 

○   ニュースを読むアナウンサーの背広にネクタイ姿に暑苦しさを感じるのだが、ＮＨ

Ｋ全体で決めている事柄なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

東京では、朝の番組では、クールビズを始めているが、午後７時の

ニュースなどでは、ネクタイ着用としている。視聴者のみなさんから

のご意見もいただきながら、地域によって対応を決めている。 
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○   ７月１６日(月)のプロフェッショナル仕事の流儀「未来をつかむ、勝負の教室」は、

小学校教師に焦点を当てていた。放送時期が大津市でのいじめ自殺報道と重なってい

たので、不思議な偶然性を感じた。かつて、岡山放送局が制作した現場に立つ「杖（つ

え）となって支えたい～教師たちのかけ込み寺～」も同様に教育現場の苦悩を取材し

た番組だ。今だからこそ改めて見てほしい番組だと思う。 

 

○   ７月１１日(水)の「岡山ニュースもぎたて！」のふるさと百景・曲水の風景で岡山

後楽園が紹介された。短いコーナーだったが、豊かな気持ちにさせてくれる映像だっ

た。岡山放送局では、東日本大震災後の３月、震災報道一色のなか、「映像詩 岡山

後楽園の四季」を放送した。後楽園の四季を綴った番組に非常に癒された経験がある。

その記憶を思い出すもっともっと見たいと思う映像だった。 

 

○   ７月６日(金)の現場に立つ「粘りの走りの先に～女子マラソン・重友梨佐選手～」

を同じ岡山出身者としてうれしく見た。オリンピックでの期待が高まるタイムリーな

放送だった。放送を通じて応援したいと思う。 

 

○   現場に立つ「粘りの走りの先に～女子マラソン・重友梨佐選手～」は、厳しい競争

に挑むアスリートが持つ強い精神力をよく描いていた。ロンドンオリンピックのマラ

ソンコースの解説が挿入されていたことも、重友選手の活躍を期待させてくれるもの

で、非常によかった。寝不足に気をつけながら、オリンピック放送を見たいと思う。 

 

○   ６月２４日(日)のＮＨＫスペシャル 知られざる大英博物館第１集「古代エジプト 

民が支えた３０００年の繁栄」は、驚きの連続だった。これまでエジプトの繁栄は権

力者であるファラオによって成し遂げられたと思っていたが、名もない庶民が残した

パンやアイシャドウ、手紙や教科書などの品々を解析することで庶民の暮らしこそが

エジプト繁栄の原動力だと知った。3,000 年前の人々の暮らしにも今に通じることが

多く、笑いながら楽しく見た。挿入されたＣＧや再現ドラマもすばらしく、さすがＮ

ＨＫだと思える内容だった。 

 

○   ７月８日(日)のＮＨＫスペシャル 知られざる大英博物館 第３集「日本 巨大古

墳の謎」は、大英博物館のコレクションとして日本の遺産を見つめる非常に興味深い

内容だった。歴史の中で海外に持ち出された日本の遺産や美術品は、たくさんあるの

で、それらに焦点を当てた番組も見てみたい。 
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○   ６月２９日(金)のＹＡＭＡＧＴＩＣ「美の心を受け継ぐ～萩焼宗家 女性当主の挑

戦～」は、先代の急死により「坂高麗左衛門」の名を継ぐことになった女性当主が襲

名展に向け作陶に挑む日々を丁寧に追っていた。表情からは伝統を引き継ぐ人の重責

が伝わってきて、萩焼を見る私の目も変わったように感じる。窯だしでは、２度失敗

し、３度目でようやく納得できる作品を手にしたことも、まるでドラマのような展開

だった。失敗した時と成功した時のまきのくべ方の比較をもう少し見たかった。また、

一人の主人公を丁寧に追った内容なので、取材対象が限られてしまうため、ややテン

ポが遅いように感じた。 

 

○   ＹＡＭＡＧＴＩＣ「美の心を受け継ぐ～萩焼宗家 女性当主の挑戦～」は、ゆった

りと物語が展開することで、主人公の日々のいらだちや苦悩、心の葛藤が見る人の心

にうまく届いたと思う。物語の構成も編集も実にうまく制作されていた。琵琶色に代

表される坂窯特有の簡素な美しさや風合いといった特色についても分かりやすく伝

えてくれた。「まだまだ行き着く先は遠いよ」という母親の言葉も非常に印象的で、

番組の最後にふさわしい言葉だった。 

 

○   「情報維新！やまぐち」で、山口県知事選挙の候補者に聞くというシリーズが放送

されているが、文字情報を付加することはできないか。高齢者や聞き取りが不自由な

人にとっては、文字情報があった方がよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

文字情報の付加については、発言をどう切り取って表現するかとい

う演出面での課題も多いが、今後の検討課題としたい。 

 

○   ７月１６日(月)のＮＨＫスペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理

教」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 3:00～6:28）は、麻原彰晃の演説を長く放送していた点が印象

に残った。当時の刑事局長のインタビューなど１７年後だからこそ語ることのできる

内容だったが、なぜオウムは暴走したのか、なぜ食い止められなかったのかという点

を理解できたような気がする。この問題は、東日本大震災での福島第一原発事故や原

発の再稼働の問題にも重なる部分があると思う。この歴史的な大事件を全力で取材し、

記録しておくことが、１０年後、２０年後の報道に大きな影響を与えると思う。 
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（ＮＨＫ側） 

福島第一原発事故を含め、原子力の問題は、きちんと取材し、検証

すべき重要な問題だと認識している。今後も丹念に取材し、記録し、

問題提起して報道機関の使命を果たしていく。 

 

○   「連続クイズ ホールドオン！」は、午後１時の「ニュース」の後と午後１１時台

の「ＮＥＷＳ ＷＡＶＥ２４」の後に放送されるが、番組冒頭の音が大きく、前番組

のニュースの音質との差に毎回ドキッとさせられるので、改善してほしい。 

 

○   ７月１３日(金)のあいたい「“鉄道のふるさと”へようこそ！～乗り鉄・六角精児 

下松の旅～」は、新しい発見を与えてくれる番組だった。最先端の新幹線のボルトや

車体の先端部分を手作業で作っていることに驚くと同時に、先端技術を支える職人た

ちの気負いのない、穏やかな表情を新鮮に感じた。職人たちの息づかいが感じられる、

心が和む番組だった。このように山口県内には、まだまだ知らない、魅力的な人々が

埋もれていると思う。そうした人たちを発掘して、放送を通じて、山口県民に誇りと

元気を与えてほしい。 

 

○   ４月から始まった「やまぐち風をあつめて」を毎回楽しみにしている。２分の短い

番組だが、身近な山口の風景と普通に暮らす人の何げない話に心が和む。故郷への懐

かしさを思い起こさせてくれる大好きな番組だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

「やまぐち風をあつめて」は、映像詩のような番組で、見る人に温

かさを感じてもらうことを期待している。ホームページにも動画を掲

載しているので、見てほしい。年末には、これまでの放送をまとめた

番組も検討しており、現在も継続して取材している。 

 

○   ７月１０日(火)のドキュメント７２時間「＠新大久保 国境なき八百屋さん」は、

とてもおもしろかった。さまざまな国の人たちが集まる新大久保という場所に置かれ

た定点カメラに映しだされる映像は、日本が日本の国でなくなっている現実を見せて

くれた。おそらく、こうした場所から日本語と韓国語とイスラム圏の言葉が混ざった

新しい言葉が生まれ、新たな文化が生まれる予感を感じた。たまたま見た番組だった

が、発想や視点が面白いと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

「ドキュメント７２時間」は、以前も放送し好評を得た番組だ。そ

の時のフォーマットを生かして、今回４本シリーズでの放送となった。

定点をどこに置くかが非常に重要だが、３日間撮影し続けることで、

社会の現実を映し出す番組だ。次シリーズにも期待してほしい。 

 

○   ７月８日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「命がけの子育て！カエル父さ

ん奮闘記」は、極めて楽しく、これまで見た番組の中で一番面白かった。初めて見る

アフリカウシガエルの映像も驚くべきもので、オス同士がケンカをする場面は、まる

で鳥獣戯画の一場面のようだった。生き生きした映像からは、撮影に成功して喜んで

いる撮影クルーの表情まで伝わってくるようだった。現地に行った撮影クルー達がう

らやましいくらいだった。 

 

○   「大津市の中学生いじめ自殺」報道の展開に関心を持っている。今まで臭いものに

はふた的な動きをしていた教育委員会等も、根本的なうみを出さないといけないと思

っている。ただ、いろいろな報道関係者が中学校の周りを囲んでいる。生徒たちが匿

名で証言することで、真相の解明につながるのだと思うものの、そうした報道のあり

方も含めて、問題の解決に至る過程に疑問を感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

子どものいじめ自殺の問題は、非常に根が深く、過去にも繰り返さ

れてきた問題だ。われわれ報道機関としても、本当に問題の解決につ

ながる報道をしてきたのか疑問を感じる時もある。報道機関本来の役

割は、もっと前向きにいじめが起きないような環境につながる報道を

することだと思う。今回の事例では、遺族も刑事告訴し、警察が強制

捜査に乗り出すことになった。こうした問題が警察頼みになることは

決して好ましいとは思わない 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４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、２１日（木）、ＮＨＫ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、７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  木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

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） 

高橋 博子 （広島市立大学 広島平和研究所講師） 

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） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「あにまるワンだ～」を毎日楽しく見ている。さまざまな視点からナンバー１を紹

介する構成や北の森の水辺の生き物やオーストラリアと太平洋の島々など１週間ご

とにテーマを決めてまとめる手法、ワンダローとソーラというアニメキャラクターを

使った演出にもひきつけられる。また、午前７時からの再放送時間も生活のリズムに

配慮された時間帯だ。その中で、５月１５日(火)は「イワナ」を取り上げていたが、

挿入されたイラストがイワナではなくヤマメだった。イワナとヤマメは模様が違うの

で差し替えた方がよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

       「あにまるワンだ～」のイワナとヤマメのイラストについては、のち 

ほど確認し、間違いがあれば修正する。 
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○   ６月１日(金)の現場に立つ「孤独のメッセ―ジ～総社・日系ブラジル人たちのＳＯ

Ｓ～」は、４年前のリーマンショックの後、経済的困窮や家族の問題など多くの悩み

を抱えて孤立する日系ブラジル人や彼らを支援しようとする活動の実態を知ること

ができ、非常に有意義な番組だった。 

 

○   現場に立つ「孤独のメッセ―ジ～総社・日系ブラジル人たちのＳＯＳ～」は、丁寧

に取材された番組だった。日本社会の非常に冷たい現状をよく表していて、1 つの問

題提起としてよかったと思う。取材したブラジル人が自殺を思いとどまった話は、印

象に残るシーンだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「孤独のメッセ―ジ～総社・日系ブラジル人たちのＳＯＳ

～」は、岡山県総社市の日系ブラジル人に焦点を当てたものだが、おそ

らく日本各地で同じような問題が起きていると思う。意義のある番組だ

った。 

 

○   ６月２日(土)のＮＨＫスペシャル「イナサがまた吹く日～風寄せる集落に生きる

～」は、東日本大震災で津波にのまれ、暮らしのすべてを奪われた仙台市荒浜地区で

海と向き合って生きる人々の姿を描いていた。東日本大震災関連の番組は、３月１１

日前後に多く放送されたが以降はあまり放送されなくなった。３月１１日という特別

な日に放送するよりも、より被災者の心に響いたと思う。また、被災者や前述の日系

ブラジル人など社会的に弱い立場に置かれた人を取材する際には、思い込みを排除し、

十分な思いやりを持って臨んでほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

災害現場の取材に当たっては、被災された方の思いに寄り添い、土足

で踏みにじるようなことのないよう、日ごろから教育している。東日本

大震災関連の取材にあたり、改めて徹底していきたい。 

 

○   ５月１８日(金)のフェイス「続報 黒い雨～放影研トップに聞く～」を続編という

ことで、大変興味を持って見た。広島市にある放射線影響研究所の大久保利晃理事長

に広島放送局のアナウンサーと記者がインタビューしていたが、軽くいなされて問題

の本質に迫れないまま終わってしまった印象だった。昨年末に黒い雨のデータを公表
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したが、４０～５０年ぐらい放っておいたデータをなぜ今になって公表したのか。そ

れについても追及がなく、分からなかった。広島大学の教授など放射線研究の専門家

がインタビューした方がよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「続報 黒い雨～放影研トップに聞く～」は、昨年１２月に

放射線影響研究所が被爆者１万人以上の黒い雨に関する調査記録の存

在を明らかにしたことから広島放送局で取材を続けているテーマだ。大

久保理事長の答えは、おそらく想定の範囲内の内容に留まっていたと思

うが、組織のトップに出演してもらい、直接質問を投げかけることが、

真相を解明する第一歩だととらえている。直接話を聞くことに意義があ

ったと思う。 

 

○   私自身も広島大学の研究者の一人だが、たとえば、放射線影響研究所と共同で研究

しようとすれば、日本国内の了解だけで進めることはできず、必ずアメリカのレビュ

ーを必要とする。放射線影響研究所の前身は、戦後、米国原子力委員会の資金によっ

て設立された原爆傷害調査委員会（ＡＢＣＣ）で組織そのものが非常に分かりにくい。

これまでの歴史も含めて、組織そのものを解説した番組が必要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「続報 黒い雨～放影研トップに聞く～」は、１月２０日

(金)のフェイス「黒い雨 明らかになった新事実」の続編として放送し

た。そのため、今回の放送だけ見るとやや分かりにくかったかもしれな

い。この問題については、「ＮＨＫスペシャル」でその全体像に迫る予

定である。 

 

○   フェイス「続報 黒い雨～放影研トップに聞く～」をとても興味深く見た。科学者

ではなく、ＮＨＫの記者が質問することで、放射線影響研究所トップの発言がうまく

引き出されていたと思う。番組では、データ収集の対象者である被爆者の男性が登場

したが、放射線影響研究所で収集されてきたデータは、被爆者のためではないことを

際立たせていた。番組の主人公は、大久保理事長でなはなく、この被爆者の男性だっ

たと思う。また、推定放射線量に対する大久保理事長の発言は、専門領域の研究者と

して大いに疑問を感じるものだった。放射線影響研究所の保有しているデータは誰の
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ためにあるのか、被爆者や人類のために存在することを、放射線影響研究所に対して

問うきっかけになる、大変有意義な番組だったと思う。 

 

○   ６月１日(金)の「平成の清盛さんを探せ！」は、貴族から武士の時代へという大き

なターニングポイントを生み出した平清盛とは比較にならないほどもの足りない内

容だった。大河ドラマ「平清盛」をＰＲしようという思いは理解できるが、番組で取

り上げた話題は、どれも清盛の偉業とはほど遠いものだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

平清盛は国を動かした人物であり、一方、「平成の清盛さんを探せ！」

では、常識にとらわれない発想で地域を再生するヒントを持つ人たちを

取り上げた。国と地域では舞台が大きく異なるが、ちょっとした工夫で

地域活性化の糸口を示すことで活性化の連鎖が起こることを期待して

放送した。「清盛さん」という名前は、やや大仰だったかもしれないが、

今後、もっと骨太な人を発掘して地域の活性化につながるヒントを発信

していきたい。 

 

○   ５月２５日(金)のフェイス「市民は何にＮＯを突きつけたのか」は、鳥取市で行わ

れた市役所新築移転の是非を問う住民投票を取材した内容だったが、鳥取市民の一人

として、違和感を覚えた。市民は、賛成した人、反対した人、無関心だった人とさま

ざまだが、それらすべてを「市民」というくくりで、すべての市民がＮＯという表現

は適切でない。また、住民投票にまで至る経緯の取材も浅く、物足りない内容だった。

「市民は何にＮＯを突きつけたのか」というタイトルほどの内容ではなかった。今回

の番組に限らず、賛成と反対の双方の立場を考慮しすぎると当たり障りのない内容に

なってしまうし、一方の立場から取材を進めると偏った内容になってしまう。改めて、

報道番組の難しさを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取市役所新築移転の是非を問う住民投票については、鳥取ではよ

く知られているものの、中国地方の人々にはまだあまり知られていな

い。フェイス「市民は何にＮＯを突きつけたのか」では、住民投票を

通じて、一人の市民の思いが目に見えないところで広がり、保守勢力

の強い市議会を動かすに至ったことを伝えたかった。住民の声が持つ
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エネルギーを表現したかったのだが、うまく伝えきれなかったのかも

しれない。 

 

○   フェイス「市民は何にＮＯを突きつけたのか」では、前鳥取県知事の片山善博さん

を取り上げなかったことが疑問だ。片山さんは、かつて総務大臣だった時、公共施設

を作る場合の住民投票について、地方制度調査会に諮ったと記憶している。鳥取市で

行われた住民投票に対する片山さんの意見を聞くことで、住民自治と住民投票のあり

方、議会制民主主義と住民投票について、もう少し掘り下げることができたと思う。 

 

○   「タイムスクープハンター」を毎週欠かさず見ている。歴史の教科書に載るような

有名人ではなく、名もなき庶民のさまざまな暮らしぶりを描いている点が番組の 大

の魅力だと思う。いわゆる歴史番組と違い、型にはまらない演出や、大道具や小道具

へのこだわりにも制作者の意気込みが感じられる。また、有名な俳優が出演していな

いぶん、見る者を自然にその時代に誘ってくれる。のぞき見感覚で楽しむことができ

る。 

 

○   ６月１５日(金)のＹＡＭＡＧＴＩＣ「帰郷～タイガーマスクと長州力 故郷のリン

グ～」は、あまり深みは感じないものの、不遇な生い立ちの二人のプロレスラーが故

郷に錦を飾り、それを讃える故郷の温かさが伝わる番組だった。 

 

○   ５月２６日(土)のＮＨＫスペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理教

「オウム真理教 １７年目の真実」（総合 後 7：30～8：43、9：00～10：13）は、事

件から１７年が過ぎ、オウム真理教の事件を知らない人が多くなっているので、大変

よい放送だった。ただ、修行の様子や麻原のテープの再生など、あそこまで克明に再

現する必要があったのだろうか。麻原の説法を支持しているような錯覚をするほどで、

脱会した元信者が放送を見て再入信するのではないかという危惧すら感じた。放送後、

オウム真理教の菊地直子容疑者や高橋克也容疑者が逮捕されたこともあり、社会的な

関心が高まっている時期なので、こうした事件を繰り返さないためにも、さらに取材

を続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

私自身、かつてオウム真理教の事件を取材した経験があるが、ＮＨＫ

スペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理教「オウム真理
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教 １７年目の真実」は、オウムの宣伝とか、あるいはオウム回帰の動

きにつながる懸念はないのか、部内で相当検討した結果、あのような構

成にしたと思う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理教「オウム真理教 

１７年目の真実」は、膨大な録音テープを含めてきちんと取材された大変インパクト

のある番組だった。その後の菊地、高橋両容疑者の身柄拘束にも何らかの影響を与え

たのではないかと思う。ＮＨＫの取材力に感服した。ただ、信者たちは、なぜ麻原に

心酔し、殺人という一線を越えてしまったのかという疑問は解消されなかった。オウ

ム真理教事件の全体像だけではなく、１つ１つの事件について、それがどういう事件

で、どういう人たちが犠牲になり、オウム真理教がどう関与してきたかという点を紹

介することで、より分かりやすく示すことができたと思う。 

 

○   ５月３０日(水)の歴史秘話ヒストリア「日本中が愛したおすもうさん～生誕百年！

ヒーロー双葉山の真実～」を見て、これまで知らなかった双葉山の物語を知り、その

意外な内容に驚いた。大相撲の人気が低迷しているので、昭和の大横綱の姿を見て、

すばらしい日本人力士が誕生してほしいと思いながら楽しく見た。 

 

○   ５月２５日(金)の「あなたの声リポーターです！スペシャル」（総合 後 8：00～8：

43 広島県域）、５月３０日(水)の「お好みワイドひろしま～お好みワイドキャラバ

ン中継～」と二つの視聴者参加型の生放送番組を見た。生放送番組でもたつく場面が

あるものの、高山哲哉アナウンサーの魅力が生きていたと思う。若々しい高山アナウ

ンサーの魅力を生かして、若い視聴者層をねらった番組を続けてほしい。 

 

○   ６月１７日(日)のＥＴＶ特集「核燃料サイクル“迷走”の軌跡」は、スタートから

６０年近くたった今も実用化に至っていない計画の軌跡をたどったものだった。日本

の原子力政策を担い続けてきた、政・官・財・学の中心人物が非公式で開いていた「島

村原子力政策研究会」の録音テープに焦点を当てていた。番組を見て、彼らがまった

く解決できていないという現実を明確に意識できたことがよかった。 

 

○   「きかんしゃトーマスと仲間たち」を息子と一緒に毎週見ている。主人公の機関車

は英雄でもヒーローでもなく、いつも失敗をしながら、失敗を乗りこえる構成がこの

アニメの魅力だ。いろいろな意味で人間の弱さが描かれているすばらしい番組なので、
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こうした子ども向け番組を今後も放送してほしい。 

 

○  ６月１８日(月)のあさイチ「わが家の節電大作戦」は、家庭での具体的な節電対策

を取り上げていて、興味深い内容だった。 

 

○   ５月２８日(月)のあさイチ「私たちはどう考える？被災地のがれき処理」では、画

面の地図表示で、淡路島が兵庫県から除外されていたり、小豆島を岡山県に入れてい

たりと間違った色分け表示がされていたものの、原発関連の話題を取り上げようとい

う姿勢は、評価できる。「あさイチ」も含めて、ＮＨＫは、丁寧にそして公平に原発

事故とその周辺の報道に取り組んでいると思う。 

 

○   先日、大学教授のブログで、５月１５日(火)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリ

ーズ 外国メディアが伝えた東日本大震災「インサイド フクシマ」の中で、東電福

島第一原発３号機の爆発映像を意図的に変えているという記載がされていた。意図的

に加工が施されたのであれば、大きな問題だ。さらに、一連の爆発映像に対するメデ

ィアの検証も不十分だと思う。正面から向き合って検証すべき問題だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＢＳ世界のドキュメンタリー」は、世界のテレビ局やプロダクショ

ンが制作したドキュメンタリー番組を購入し、日本語版に翻訳して放送

しているので、一部の映像をＮＨＫの独自の判断で差し替えるというこ

とはあり得ない。ご指摘の箇所は、制作者から番組提供を受けるにあた

って、著作権の問題があり、ＮＨＫでは放送できなかったため、映像を

差し替えた。ＮＨＫの番組を海外発信する際にも、海外発信禁止の条件

がある映像は、削除して提供する場合がある。 

 

○   著作権の問題から差し替えたのであれば、番組中にその旨をスーパーするなど、視

聴者に事実を伝える必要があると思う。 

 

○   ５月２６日(土)と２７日(日)に広島市呉市で開催された「減塩サミット」に企画者

の立場で参加した。イベントには、予想を超える約 7,000 人の参加があった。５月

２７日(日)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」でイベントの様子を紹介してもらっ

たことが全国からの参加者を得るきっかけになったと思う。６月１７日(日)のサキど
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り↑「シリーズ減塩（１）減塩後進国 ニッポン！」でも減塩サミットの話題を取り

上げてもらい、感謝している。６月５日(火)の「ひるブラ」の中でも、藻塩の話をフ

ォローしていたので、継続して伝えているのはありがたい。 

 

○   ６月１日(金)のフェイス「自動車１００年の常識に挑む」は、構造改革を進めるマ

ツダの努力が伝わる内容だった。ただ、マツダの 100 年の歴史の中で形成された部門

と部門の垣根を越えて、コミュニケーションをうまくとったら成功につながったとい

う話題が多かったように思う。それは、医療現場も含め、今の時代においては当たり

前のことなので、自動車業界の古い体質を垣間見たようだった。 

 

○   ５月３０日(水)のためしてガッテン「うどん！裏技・コシ技・美味技これでもかＳ

Ｐ」は、科学のエッセンスが感じられ、おもしろかった。うどんのコシやぬるぬる感

について全国の麵の対比をしながら、分かりやすく、科学的に分析しており、まさに

「ガッテン、ガッテン」という気分で見た。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 



1 

 

平成２４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、１７日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２３年度中国地方放送番組の種別ごとの放送時間」について、

報告があった。 

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。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、６月の番組編成の説明が行われ、会議

を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉協議会会長） 

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） 

高橋 博子 （広島市立大学 広島平和研究所講師） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼（株）取締役） 

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） 

山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２３年度中国地方放送番組の種別ごとの放送時間」について＞ 

 

○  平成２３年度は、東日本大震災前に比べて報道番組の比率が増えているというこ

とだが、こういった特殊な事情がなければ、それぞれの比率はあまり変わらないも

のなのか。 

 

（ＮＨＫ側） おおむね同じ程度の比率になっている。 
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○  定められた種別の比率は、みたされているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 定められた基準は、十分にみたしている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９６歳の父が「スタジオパークからこんにちは」を字幕放送だけで見ていたので、

一緒に見てみた。ＢＧＭが流れる時は「♪」が表示され、みなさんが拍手している

時は「（拍手）」と表示される。また、複数人の話には色を変えるなど、かなりの

工夫がされていることに感心した。一方で、スタジオで交わされる会話の速度に字

幕が間に合わなかったり、文章の途中で表示画面が変わったりするため、見づらい

場面が散見された。また、続いて放送された「シンクロナイズドスイミング ジャ

パンオープン２０１２」では、カタカナ表記が多く、場所の名前なのか人の名前な

のかの区別も難しく、内容を理解することが難しかった。さらに、５月７日(月)の

あさイチ「ある日突然シングルマザー！？」を字幕と音声を合わせて見てみると、

だんだん字幕が間に合わなくなって、話が抜けていき、細かい内容が省略されるこ

とが多かった。改めて字幕放送を見てみると分かりにくいという感想を持った。技

術的に難しい面はあると思うが、さらに工夫を重ねてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

字幕放送については、人に優しい放送を目指して、ＮＨＫにおいて

も拡張していく方針で取り組んでいる。平成２６年度中には、全国の

拠点局でも地域のニュースに生で字幕を付加する計画である。音声を

自動認識し文字に変換する機器の技術が進歩すれば、分かりやすくな

ると期待している。 

 

○   ４月２８日(土)の西日本の旅「恵み育む“海の草原”～山口県 周防大島町～」 

  は、海藻に焦点を当て、ワカメを使った伝統料理と海藻の恵みを生かした石風呂の

話題を通じて島の人々の暮らしを紹介していた。旅人の大成安代アナウンサーは、

自然体でうまく溶け込んでいた。周防大島の石風呂は国指定の重要有形民俗文化財

にも指定されている。背景にある歴史や守ってきた人たちの苦労にも言及してほし

かった。 
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○   ５月１１日(金)のあいたい「唄は人をつなぐ～音楽家マムドゥ・ジャバテの旅～」   

は、岡山県新見市に伝わる「哲西町はやし田植え保存会」で太鼓をたたく小学生との

交流を主軸に描いたことがとても効果的だった。小学生のよさがうまく引き出されて

おり、和やかで温かい番組になっていた。作り手の丁寧な取材が実を結んだ結果だと

思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

あいたい「唄は人をつなぐ～音楽家マムドゥ・ジャバテの旅～」は、

ギニア出身の太鼓奏者であるマムドゥ・ジャバテさんを旅人に起用し

たことが効果的だった。自分自身の音楽の原点である太鼓によって、

自分の故郷と新見市哲西町の風景が重なり合うことで、旅人のモチベ

ーションが高かった。農機具の発達した現代では、太鼓田植えは必要

のないものだが、守り伝えることで地域の絆を深めようとする人々の

思いが明確に表現できていたと思う。 

 

○   あいたい「唄は人をつなぐ～音楽家マムドゥ・ジャバテの旅～」では、太鼓田植え

唄以外に岡山県内に伝わる白石島の「端唄」や北木島の「石切唄」にも触れていたが、

中途半端な印象を持った。あえて紹介するのであれば、広島にも、牛がいて早乙女が

いて太鼓をたたく、似たような田植え唄があるので、その違いなどを知りたかった。

ギニア共和国出身のジャバテさんの歌で番組を終了したことは非常によかった。一方、

その前に流れたエンディングテーマ曲が余分で、興ざめだった。 

 

○   「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」を見始めた当初は、画面下にスーパーされるツイッタ

ーを読むことに気をとられて、ニュースの内容そのものを見過ごしてしまうことが多

かったが、繰り返し見ていると番組のリズムや画面構成にも慣れ、読みながら、聞き

ながら、番組を楽しめるようになってきた。ニュースをただ見るだけではなく、スタ

ジオとミニ討論会をしているような感じがする。今疑問に思ったことをスタジオとや

りとりできる、とてもおもしろい番組だ。ツイートにアカウントを付加して表示して

いることも、送り手の存在が感じられてよい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」は、まさに通信と放送の融合する時代の
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新しい形のニュース番組を目指して始めた番組だ。画面下のツイッタ

ーの文字が気になってニュースそのものに集中できないという人と

両方を同時に理解できる人がいると思うが、新しい試みのニュース番

組なので、試行錯誤をしながら、日々工夫を重ねて、よりよい番組を

目指していく。 

 

○   「Ｓｐｏｒｔｓ プラス」、「Ｂｉｚ プラス」、「時論公論」、「ＮＥＷＳ Ｗ

ＥＢ ２４」という平日夜間の番組の流れがとてもよい。番組ごとにニュースを区別

して扱っていて分かりやすい。さらに、「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」では、ツイッタ

ーのつぶやきと自分自身の疑問が重なることが多く、スタジオでその疑問に答えても

らうことで、自分自身の疑問も解決される。私にとって、納得して一日を終わること

ができる貴重な時間帯になっている。 

 

○   「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」は、毎日変わるネットナビゲーターの人たちに、危

なっかしさを感じることもあるが、従来のニュース解説と全く違うスタイルで新鮮に

感じている。今後の放送に期待している。 

 

○   ５月４日(金)のあなたが主役５０ボイス スペシャル「清盛ゆかりの宮島ボイス」

（総合 後 10：00～10：43）は、広告宣伝効果を考えると宮島にとっては非常に嬉し

い番組だったと思う。大河ドラマ「平清盛」との連動という意味では、宮島に注目す

るのもやむを得ないと思うが、取り上げ方が多過ぎる。観光地は宮島だけではないの

で、もう少し節度ある放送を望む。さらに、５月１５日(火)の源平合戦！「宿命のラ

イバルの原点を追う～平清盛ｖｓ源義朝～」では、過去に平清盛が登場した大河ドラ

マの映像も交えて、「保元・平治の乱」を描いていた。画面には、大河ドラマ「平清

盛」本編で「保元・平治の乱」が描かれる放送日時がスーパーされ、まるで大河ドラ

マの予告編のようなつくりだった。大河ドラマ「平清盛」関連の番組が多過ぎる。偏

り過ぎているのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘のように大河ドラマ「平清盛」に連動してゆかりの地である

宮島の取り上げ方が多いと思う。広島局だけではなく、本部内の各部

署がそれぞれ提案し、それぞれの切り口で関連番組を制作しているた

め、結果として宮島に集中してしまったのだと思う。ご意見は、本部
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関係部署とも共有したい。源平合戦！「宿命のライバルの原点を追う

～平清盛ｖｓ源義朝～」については、大河ドラマ「平清盛」の歴史背

景を分かりやすく解説した番組を放送してほしいという視聴者からの

要望に応えて、本編の放送に合わせて制作した番組だと聞いている。 

 

○   ５月１１日(金)のフェイス「薬剤師が命を救う」では、岡山大学病院の高度救急救

命センターで救命率を高めるために活躍する薬剤師を追っていた。私の母が倒れて救

急車で運ばれた際、たまたま来ていた薬剤師の従兄弟が医師と交渉してくれたことで

助けられた経験があるので、強く共感できる内容だった。放送をきっかけにして、医

療現場における薬剤師の関わり方が変わっていくことを期待している。 

 

○   フェイス「薬剤師が命を救う」は、医療現場における薬剤師の重要性を教えてくれ

た。番組を見て、薬剤師の本当の役割を知り、見直した人も多いのではないだろうか。

こうした取り組みを取材し、番組を制作した岡山放送局に拍手を送りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 東日本大震災の後、被災地の地域医療に目が向けられたことで処方さ

れた薬をお年寄りが間違いなく服用できるのだろうかという問題もで

てきた。こうした場面での薬剤師の役割も考えていくべき課題だと思う。

いろいろな問題を提起した番組だと認識している。 

 

○   ５月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「キム・ジョンウン 北朝鮮権力の内幕」は、

情報の少ないなか、韓国やロシアなど、北朝鮮内部の情報に接し、分析を行ってきた

当局者などの証言を集めて、権力継承の舞台裏やキム・ジョンウン体制の行方を探っ

たものだった。制作者の思いを入れることなく、淡々と伝えることで、とても分かり

やすい構成になっていた。キム・ジョンウン氏が第一書記になる前から注目し、一年

もかけて交渉し、情報を集めてきたＮＨＫの取材力に感心した。同時に、北朝鮮の現

状に改めて不安を感じた。 

 

○   ５月１６日(水)のクローズアップ現代「あなたの町は守れるか～消防団の危機～」

は、地域防災の要としての役割を担う消防団のおかれている厳しい現状がよく伝わっ

てきた。私も、町の消防団長をやっているが、地域の消防団は、火災や水害や震災だ

けではなく、行方不明者の捜索や独居老人の定期的な訪問、地域によっては葬儀の手

伝いまで行っている。その上、報酬はなく、ボランティアの組織なので、消防団に入
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ってくれる若者はいないのが現状だ。ぜひ、地域を守るために活動する消防団を放送

で取り上げて、若者が入団したくなるような番組を制作してほしい。 

 

○   ５月８日(火)の連続テレビ小説「梅ちゃん先生」で、解剖実習の場面で遺体を前に

した梅子たちがキャーキャーと大騒ぎする場面があった。病理解剖をあまりに軽率に

描いているようで大変残念に思った。しかし、翌日の放送では遺体に対して敬意を持

って実習に臨む心構えが教官の言葉で語られていた。病理解剖は、たとえドラマであ

っても軽率に扱うべきものではないと思う。翌日の放送で心が救われたように感じた。

非常に印象的な場面だった。 

 

○   ５月１４日(月)のあさイチ「これで安心？食品放射能検査 生産地は今」を見て、

誰の視点に立って番組を作るかによって全く違ったものになりうると感じた。視聴者

には、いろいろな立場の人がいるが、多くは消費者と生産者だと思う。さらに、「あ

さイチ」の視聴者は、小さな子どもを抱えるお母さん方が圧倒的に多いと思う。番組

では、食品の放射能の新基準について取り上げていたが、そもそも安全であるかどう

かの判断は、消費者側がすることであって、政府や基準を決める側が判断すべきこと

ではない。基準値を厳しくすることで、基準を超える作物がでてくることが問題なの

ではなく、汚染が広がっていることが問題だ。「あさイチ」では、安全な食品を届け

ようとする生産者側と安全な食品を食べたいと思う食費者側のつながりが描かれて

いて、とても良かった。ただし、もっと問題の本質を追究する視点が必要だと感じた。

スタジオゲストの室井佑月さんのコメントは、消費者の思いを代弁したもので、いつ

もながら良かった。 

 

○   あさイチ「これで安心？食品放射能検査 生産地は今」で、ゲストの室井さんが「安

心するためなのが、安心のためでなくなっている」というコメントを述べていたが、

お母さんたちの声を凝縮した、実に分かりやすくてよい表現だった。室井さんは、い

つも的確なコメントをするので、今後も期待している。ただ、報道する姿勢として、

原発問題もそうだが、本当の根っこのところが全然追究できていないとすごく感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

放射能汚染の問題は、将来にわたって継続する問題なので、さまざま

な番組で、多様な視点から丁寧に伝えていきたい。 
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○   ５月３日(木)の青春リアル 特別シリーズ 福島をずっと見ているＴＶ ｖｏｌ．

１２「仮設の小さなラジオ局～涙と笑いの物語」は、全国に避難している町の人たち

を“声”でつなぎたいという思いから始まった仮設住宅の小さなラジオ局の取り組み

を追いかけていた。ラジオを通じて人と人とのつながりが生まれていく様子に、改め

て放送の持つ力を感じた。若い世代を対象にした番組だが、私たちの世代の心にも十

分に響く内容だった。また、このラジオ局を開設し運営しているスタッフが、福島県

富岡町の社会福祉協議会の職員だということを初めて知り、震災復興と社会福祉協議

会の関わりについても学ぶことが多かった。 

 

○    ５月７日(月)の「ＮＨＫニュース７」では、前日に茨城県つくば市で起きた竜巻に

ついて解説していた。その中で幅 150ｍ、長さ１５㎞という規模を伝える際、「東京

駅から中央線の中野駅まで」という表現があったが、やや配慮に欠ける表現だと思う。

東京の人にとっては分かりやすいかもしれないが、他地域の人には理解し難い。今回

のニュースを含め、東京を中心にした表現は避けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  ご指摘のように「東京駅から中野駅まで」というたとえは、一部の人

にしかイメージし難い表現だと思う。ご指摘は、協会内で共有し、今後

に生かしていきたい。 

 

○   ４月２７日(金)の「思い出をきざむ～島の時計屋物語～」は、主人公の時計職人・

松浦敬一さんの技術のすばらしさに加えて、修理された時計の背後にある依頼主一人

一人の物語が感動的だった。ひとつひとつの物語が鮮烈であるにもかかわらず、松浦

さんの時計職人としての魅力も十分に伝わってきた。非常にバランスよく構成されて

いることに感銘を受けた。深い余韻を感じさせてくれる番組だった。ただ、１人目の

依頼主の懐中時計を紹介するカットで「山あり谷あり人生苦楽を共にしてきた時計で

す」とナレーションされたことが残念だった。まさに番組の主題そのものを 初に言

われてしまった。番組を見終わった後に、感じさせてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側）  「思い出をきざむ～島の時計屋物語～」は、制作過程においてすで

に手ごたえを感じていた。当初は、小さな部品が並ぶ仕事場にカメラ

が入ることすら難しかったが、ディレクターが松浦さんとの信頼関係

を築くことができたことで、番組として結実することができたと思う。 
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○   ５月４日(金)のバリバラ～障害者情報バラエティー～ 「 新！福祉機器」を見た。

障害者が自分の障害を自虐ネタにしてバラエティーにするなど、 初は背伸びし過ぎ

ているのではないかと危惧したが、今回、番組を見てそうした心配も吹き飛ぶようだ

った。番組で紹介されたさまざまな福祉機器は、障害者自らが「バリバラ」みたいな

ことに挑戦し、本音を発信してきたからこそ開発されたのだと思う。日本人は困って

いる人を助けたいという気持ちが強いので、こうした声を聞くことで、福祉機器の開

発分野において発展する可能性すら感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  「バリバラ～障害者情報バラエティー～」は、障害がある人もない人

も区別することなく、同じ土俵にいるという認識の中、今年度から定時

番組となった。一種の革命的な番組だと思う。今後も、障害者も健常者

も共によりよい社会を目指す一助となるような番組を発信していく。 

 

○   新番組「オイコノミア」は、地味な番組だがおもしろい。 初は「オイコノミア」

というタイトルの意味が分からなかったことに興味をひかれて見始めたが、低予算で

しっかりとした番組づくりがされていて、作り手の意地が伝わってくる。大変好感の

持てる番組だ。結婚の損得勘定など、物事を経済学の視点からアプローチする試みは、

非常に興味深い。ただ、経済学という学問の性格かもしれないが、現状の分析に留ま

っていて、その先の解決まで踏み込んでいない点がやや物足りない。  

 

○   ５月９日(水)の「広島市原爆死没者名簿の風通し」と５月１３日(日)の「福山市

のホテル火災」のニュースは、正午の全国ニュースに続いて、ローカルニュースでも

ほぼ同じ内容が放送された。取材現場や制作現場の苦労も十分に理解できるが、同時

間帯にほぼ同じ内容が放送されると興ざめする。そんな時には、隣県のニュースを放

送するなどの工夫があってもよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  ご指摘のように、同じニュースであっても全国向けと地域向けとで視

点を変えて伝える報道のしかたが一番好ましい。ニュースによっては、

全国向けに伝えると同時に地域向けに伝える必要性がある場合は、両

方で伝えている。ご指摘の事例は、事故発生直後で人的な余力がなか

ったり、作り替えるほどの情報量がなかったりという理由でほぼ同じ

内容になってしまったものと思われる。 
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○   「ＬＩＶＥ ＢＯＸ」は、岡山の音楽シーンを変える可能性すら感じさせてくれ

る。４月２５日(水)の放送を視聴中に、フェイスブックに「これいいぞ、まきちゃん

ぐいいじゃない」と打ち込んだら、「私も見てる」、「やっぱりいいよね」、「何回

も聴きたい」など多くの反響があった。ＩＴのツールは、従来の感覚では予測できな

かったような反響や影響を与える可能性がある。社会の動きを注目しながら、若い感

性を生かして、新しい活用方法に挑戦してほしい。 

 

○   「サラメシ」をいつも楽しんで見ている。中井貴一さんのナレーションも穏やか

で、心地よい。ただ、 近は、タレントが出演したり、ＮＨＫの食堂が登場したりと

ややネタ切れの印象だ。当初のようにプロフェッショナルな職人やさまざまな企業、

あるいは家庭のお昼ごはんを紹介してほしい。 

 

○   ５月１０日(木)のクローズアップ現代「海から電気を作り出せ」を見て、「海洋

発電」が優れた自然エネルギーのひとつだということは、よく理解できたが、他の自

然エネルギーとの比較が必ずしも十分ではなかった。他の自然エネルギーとの比較を

もっとすすめることで、日本における海洋発電の課題をより鮮明にすることができた

と思う。 

 

○    ５月５日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「“脱原発”に揺れる町～ドイツ・世

界 大の原発跡地」は、非常にタイムリーで中身の濃い番組だった。ぜひ、政治家た

ちにも見てほしい。原発跡地をかかえるドイツ北東部の小さな町の苦悩を通じて、深

い問題提起がされていた。ＮＨＫには、この番組のように、もっと多くの人に見ても

らいたい番組がたくさんある。再放送時間帯や告知方法などをもっと工夫して、より

多くの人にすぐれた番組を見る機会を提供してほしい。 

 

○   ５月１３日(日)のＥＴＶ特集「テレビが見つめた沖縄～アーカイブ映像からたど

る本土復帰４０年～」は、４０年の歳月をアーカイブ映像でたどることで、改めてそ

の歴史を振り返ることができた。しかし、番組を通じて伝えたいのは、継続的に取材

し続けることの大切さなのか、沖縄とマスコミとの関わり方なのか、今ひとつメッセ

ージをしっかりと受け止めることができなかった。 

 

（ＮＨＫ側）    

ＮＨＫでは、さまざまなメディアで「沖縄本土復帰４０年関連 
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番組」を集中的に放送した。ＥＴＶ特集「テレビが見つめた沖縄～

アーカイブ映像からたどる本土復帰４０年～」は、４０年間の事実

を淡々と積み重ねた番組だったと思う。一方、たとえば、ＢＳ１ス

ペシャル「クロスロードオキナワ～世界は沖縄をどう見ているか～」

（ＢＳ１ 後 11：00～翌前 0：50）は、本土の犠牲になってきた歴史

の部分を含めて、アメリカによるアジア太平洋戦略を受けて揺れる

沖縄にまで踏み込んだ内容になっていた。番組によって、異なるア

プローチのしかたをしていたのだと思う。 

 

○   新番組の「ららら♪クラシック」は、音楽番組でありながら、バラエティー番組

になってしまっている。いろいろなゲストが登場して、作品について解説するが、純

粋に音楽を鑑賞したいものにとってはおせっかいに感じる。よい音楽は、人の評価で

はなく、聞く人それぞれの感性で聴かせてほしい。よい音楽をそのまま聴かせてくれ

ていた「Ｎ響アワー」がなくなったことは、とても腹立たしく思う。 

 

○   ５月１２日(土)のＳＯＮＧＳ「長谷川きよし」は、活動拠点を置いている京都で

のロケ映像を交えて歌をしっかりと聴かせてくれた。番組の主張も明確でおもしろか

った。 

 

○   ５月１５日(火)の世界ふれあい街歩き－番外編－「東京下町 水辺紀行」をおも

しろく見た。地元で生まれ育ったミュージシャン・坂崎幸之助さんがスカイツリー開

業で盛り上がる東京の下町を歩いていた。人情味あふれる下町がどんどん変わってい

くことに対する坂崎さんの切なく寂しい思いが 先端のスカイツリーの裏に透けて

見えるようだった。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４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、１９日（木）、ＮＨＫ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、５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） 

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） 

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＞ 

 

○   ４月１日（日）の「ＭＵＳＩＣ ＪＡＰＡＮ」で放送された、震災復興支援ソング

「花は咲く」のメーキングを大変興味深く見た。ひとつの曲を同じキーで３６人が歌

うことはかなり難しいことだが、今回は、プロとアマ、男性と女性の３４組、３６人

が歌っていた。苦労してキーを合わせ、ひとつの曲にそれぞれの気持ちをつないでい

く作業に感銘を受けた。番組では、収録風景を交えながら、完成したビデオクリップ

を紹介していたが、震災を乗り越え、人が共に生きることの意味を伝える視点から、

もっとメッセージ性を前面に出したメーキングをつくることができたのではないだ

ろうか。メーキングの作り方にも別の可能性が残されていると思う。 
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（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは、震災から１年を迎えた３月１１日を中心に東日本大震

災から１年の関連番組を集中的に編成し、復興を支援するメッセージ

を発信してきた。被災地を応援する取り組みのひとつとして、東北に

ゆかりのある方々に協力していただいて震災復興支援ソング「花は咲

く」を制作した。この歌は、みんなで歌いつないで１つの曲を作り上

げることで、人と人のつながりや絆の大切さを伝えたいという思いを

込めた。ご指摘のように、そのメッセージをもっと明確にした方がよ

いというご意見もあると思うが、「ＭＵＳＩＣ ＪＡＰＡＮ」の視聴

者層である若い世代に、メーキングを含めて見てもらうことで、震災

の復興支援の輪がより広がってゆくことを願って放送した。 

 

○   ４月７日(土)のラジオ文芸館「遅れてきたメッセンジャー」を移動中の車で聴いた。

音楽と語りだけの構成だが、濱中博久アナウンサーの登場人物を声で描き分ける朗読

がすばらしかった。ラジオ番組ゆえのファンタジーの豊かさに大きな感銘を受けた。

今でもありありと物語の情景を思い起こすことができる。視覚に飛び込んでくる情報

があふれている現代社会にあって、聴覚から広がる世界を伝えることも公共放送であ

るＮＨＫの持つ役割のひとつだと思う。 

 

○   ３月３１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「橋が道路が壊れていく…

インフラ危機を乗り越えろ」(総合 後 9：00～10：13)は、高度成長期に整備されたイ

ンフラが、４０年～５０年の耐用年数を経て、一斉に老朽化が進んでいること、維持

や更新にかかる費用が膨大なため、これまで国や自治体も有効な対策を講じることな

く、問題を先送りしてきた実態を分かりやすく解説してくれた。社会に問題提起する

よい番組だった。非常に深刻な問題なので、今後も継続して取り上げてほしい。番組

では、市民にコメントを求める場面があったが、同じ反応ばかりであえて聞く必要は

なかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「橋が道路が壊れていく… 

インフラ危機を乗り越えろ」で取り上げた問題は、国土の崩壊に  

つながりかねない大きな問題だと認識している。今回の放送をスタ

ートラインにして取材を進め、機会をとらえて、続編が放送される
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ことと思う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「橋が道路が壊れていく…インフラ危機を乗

り越えろ」は、興味深い番組だった。スタジオにゲストや聴衆を集めるのではなく、

インターネット中継やツイッターを使ってみんなで問題を共感しながら展開する演

出がおもしろかった。ただ、中継で参加している各地の自治体担当者や一般市民の映

像が揺れていたり、サイズが大きくなったりと頻繁に変更されるので、一緒に見てい

た母が車酔いのような症状を起こし、具合が悪くなった。幸い大事に至ることはなか

ったが、子どもや高齢者も見る時間帯なので、画面効果についても配慮が必要だと思

う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ある種の映像を見ることで起きる船酔いのような症状、いわゆるモ

ーションシックネスは、家庭のテレビ画面が大きくなったことで、よ

り起こりやすくなった。その疑いがあるかもしれない。非常に大事な

問題なので、本部担当部課に情報を伝え、今後の番組制作に注意を喚

起したい。 

 

○    先どり↑「“ＩＴの宝石”Ｒｕｂｙで輝くまち」は、島根県松江市のＩＴ技術者に

よって開発されたプログラミング言語「ルビー」を行政、地元企業や大学などが協力

して活用することで、新たなビジネスに発展していることを紹介していた。地方から

全国さらに世界に広がる事業展開ができることや、地元で育った人材が地元で活躍で

きる環境を創出できることを見て、元気をもらった。 

 

（ＮＨＫ側） 

サキどり↑「“ＩＴの宝石”Ｒｕｂｙで輝くまち」で取り上げたよ

うに、今後も地域で元気に活躍する企業や人を放送で取り上げていき

たい。低迷する経済の実態を伝えることも大切だが、人々の元気につ

ながる放送も重要な役割だと思う。 

 

○    ３月３１日(土)の「地球テレビ１００」は、家電製造業分野において、低迷する日

本企業と新たに台頭してきた韓国やアメリカの企業とを比較しながら、再生のヒント

を示してくれた。製造業経営者として、改めて勉強することができた。ただ、短い時
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間の中に内容を詰め込み過ぎで、結論を急ぎすぎているように感じた。 

○  ４月２日(月)から始まった連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、ジオラマ風のオー

プニング映像が、ほのぼのと温かく何か遠い昔のことを懐かしく思い出させてくれる。

ＳＭＡＰのテーマ曲や林家正蔵さんの語りも温かさがあり、とても合っている。焼け

野原の東京・蒲田を再現したセットにも制作スタッフのこだわりや意気込みを感じる。

焼け野原のセットは、東日本大震災の被災地を連想させる。ドラマで描かれる戦後の

日本の復興と被災地の復興への思いが重なり、日本人の誇りと自信を持ち直すことが

できるようだ。ドラマの展開はこれからだが、主演の堀北真希さんは、１６歳の梅子

を初々しく演じており、自然と応援したくなる。 

 

○    連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、セットが非常によくできており、感心してい

る。あれだけ奥行きのあるセットをどうやって製作したのか非常に興味があるので、

セットができるまでのメーキングをぜひ放送してほしい。連続テレビ小説では、「お

ひさま」、「カーネーション」、「梅ちゃん先生」と昭和初期～戦後を舞台にした作

品が続いているので、次回は、現代を舞台にしたドラマを見てみたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、視聴率も高く、多くの人に見   

てもらえているようだ。今年度からＢＳプレミアムでは、午後１１時

からの再放送枠を新設したので、より見やすくなったと思う。 

 

○   連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、主演の堀北さんが好演していると思う。 

 

○    連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、主演の堀北さんがヒロインの誠実さをよく表

現しており、まずまずの滑り出しだと思う。また、総合テレビでは、連続テレビ小説

「梅ちゃん先生」に続いて「あさイチ」が放送されるが、あさイチのキャスターたち

も毎朝ドラマを見ていて、冒頭での感想のやりとりがとても自然で好感が持てる。連

続テレビ小説「梅ちゃん先生」と「あさイチ」が非常にうまく連動していると思う。 

 

○    ４月１３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 7：42～8：07 山口県域)を見た。身近な町の話題を紹介する

ビデオ便りは、とてもよい取り組みだと思うが、同じ映像をもう一度放送する。かな

りの時間が経過した後で見せられることに違和感がある。 
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（ＮＨＫ側） 

山口放送局には、年間およそ 400 本の投稿ビデオが寄せられている。

「情報維新！やまぐち」でも毎週金曜日にコーナーを設けて紹介して

おり、毎月１本、情報維新賞を選考している。今回は、昨年度の受賞

作品を中心に、撮影者の思いや映像への情熱を新たに取材して放送し

た。ビデオ作品は、日々のニュースや番組ではカバーし切れない地域

情報を視聴者の方の目線でとらえた貴重な映像だ。それが地域放送を

支え、さらに豊かな放送につながっていくというメッセージも込めて

制作した。 

 

○   「情報維新！やまぐち」は、４月からキャスタ―が交替した。おちついた雰囲気で

とても安心して見ることができる。一方で、前任のキャスターの明るい、何かわくわ

くさせてくれる感じが懐かしい気もする。新キャスターたちのこれからに期待したい。 

 

○   ４月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「木嶋被告 １００日裁判」は、さすがＮＨＫ

と思える、きめ細かな作りのよい番組だった。番組を通じて、裁判員の方たちの苦悩

や人が人を裁くことの重みをしっかりと認識することができた。ただ、木嶋被告の裁

判で死刑判決がだされてからわずか数日後の放送だったので、実際に裁判員を務めた

人たちは、どういう思いでこの番組を見たのか気になった。彼らの苦悩と葛藤が増幅

したのではないだろうか。 

 

○    ＮＨＫスペシャル「木嶋被告 １００日裁判」を同じ取材者として関心を持って見

た。守秘義務の厳しい裁判員の裁判を裁判員経験者６人を集めて模擬裁判を行う演出

に大変感心した。出演した裁判員経験者のうち死刑判決に携わった方の「控訴してく

れと願いながら死刑判決をするまでに至った」という言葉に裁判員の葛藤が凝縮され

ていると感じた。ゲストの映画監督の周防正行さんの裁判員裁判の意義についての主

張や、司法担当のＮＨＫ記者の解説も説得力があった。裁判員制度は、３年が経過し、

制度の検証が始まろうとしている時期だ。どのように改善していくのかという観点か

ら、続編を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「木嶋被告 １００日裁判」は、裁判員裁判とし
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て、100 日という長い裁判期間や死刑の選択を迫られる非常に難しい裁

判を通して、裁判員制度を国民一人一人に自らの課題として考えても

らうことを狙って制作した。放送時期については、判決直後で社会的

関心が高く、しかも裁判員制度が３年となり、検証の時期を迎えたこ

の機会が一番ふさわしいと判断した。 

 

○   「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」は、視聴者からのつぶやきをリアルタイムで紹介し

ながら、その疑問に答えるという冒険的なニュース番組だと思う。スタートしたばか

りのためか、視聴者の質問とそれに対する答えや解説がかみ合わないなど、ちぐはぐ

な印象を受ける場面がある。視聴者からのつぶやきは、画面下にスーパーされるが、

目線の移動が大きく見づらい。画面上部にスーパーする方が目線の移動が小さく、見

やすいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４ 」は、インターネット世代が増えている

中、初めてウェブの領域に踏み込んだ番組だ。つぶやき画面の見づら

さなどさまざまな意見が寄せられている。試行錯誤を繰り返しながら、

より分かりやすい番組に育てていきたい。 

 

○   ４月１３日(金)のあいたい「だんじり好きの血が騒ぐ～広島県三原市幸崎～」(総

合 後 8：07～8：50 中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、幸崎地域の歴史もきちんと紹介され、内容の充

実したよい番組だった。旅人に大阪府岸和田市出身の川崎亜佐美さんを起用したこと

が非常に効果的だった。川崎さんを含めて番組の作り手が祭りを楽しんでいることが

ストレートに伝わってきてよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

旅人役の川崎さんは、撮影終了後も祭りを見て帰ったほどのだんじ

り好きだ。旅番組では、本当に興味を持っている人を旅人に起用する

ことの大切さを再認識した。かつての家船はすでになくなっているが、

地域をまとめるだんじり祭りは続いており、祭りを支える地域のつな

がりこそが宝だと実感した。 

 

○   ４月１３日(金)のフェイス「支え合う“老々避難”」(総合 後 7：42～8：07 中
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国ﾌﾞﾛｯｸ)は、高齢化の進む港町での避難の大変さがよく分かった。番組を見て、近所

付き合いのある港町よりも、地域とつきあいのない都市部で孤立する高齢者の避難を

どう誘導するかという課題を考えさせられた。一方で、番組ナビゲーターは、用意さ

れた台詞をそのまま読んでいるだけのようで、印象が薄かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

岡山放送局では、今年度、年間を通じて「安全安心キャンペーン」

を展開する。その中で都市部での高齢者避難などについても取材して

いきたい。 

 

○   ４月１３日(金)の ドキュメント鳥取発 「働きたくない２人」（ 総合 後 7:42～

8:07 鳥取県域 ）を見た。働きたくないという２０代の若者の姿に当初は嫌悪感があ

ったが、改めて、自分自身の２０代を振り返ってみると、自分も同じような感じだっ

たと共感を覚えておもしろかった。 

 

○    隣接する町の話題なので、興味を持って見た。今の２０代～３０代の若者たち

は、夢が持てず、何をしたらいいのか分からない人が多い。私たちの世代には、理解

しがたいものの、番組で取り上げた２人の若者は、特別な存在ではないと思う。自ら

貯めたお金で安く暮らせる方法を見つけて鳥取で暮らす選択をした彼らは、一歩進ん

でいるように見えた。今後の彼らの姿が楽しみに思える番組だった。 

 

（ＮＨＫ側）     

「ドキュメント鳥取発」は、今年度新設した鳥取県内向けの番組だ。

担当のディレクターが、２人の働くＮＰＯ法人が運営するホームペー

ジのブログを見て、この２人の若者を取材したことが番組制作のきっ

かけとなった。働きたくないという理由で物価が安く暮らしやすそう

な鳥取県鹿野町に来たものの、地元の人と関わることで彼らが変化し

ていったことがおもしろさにつながったのだと思う。この話題は、あ

す、午後８時から放送する、中国地方向けの新番組「スリーストーリ

ーズ」でも放送するので、ぜひ、ご覧ください。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」を、期待を裏切られながらも、毎回見ているが、そのたびに

失望する。まず、シナリオがよくないと思う。また、今回の大河ドラマ「平清盛」で
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は、白河院の落いんであるという説を採用していることが、物語の制約になっている

のではないか。さらに、松山ケンイチさんは、演出もあるかと思うが、やたらと怒鳴

り散らす場面が多く、清盛の聡明さや人間的な奥行きが全く演じられていない。 

 

（ＮＨＫ側） 

大河ドラマ「平清盛」は、これまで大河ドラマであまり扱っていな

い平安時代の末期から、武士が台頭してきた時代を取り上げた。新し

い手法を試みているものの、登場人物がわかりにくいなど、さまざま

なご批判をいただいている。そこで、たとえば、番組の冒頭で見どこ

ろを紹介し分かりやすくする工夫を加えるなど、みなさんの期待に応

える番組を目指してスタッフ一同頑張っている。ドラマは、これから

清盛が本領を発揮する部分に入るので、今後の展開に期待してほしい。 

 

○   ４月１３日(金)の現場に立つ「肩の荷をおろしてほしい～福島から来た親子たち

～」は、去年、福島県から避難してきた女性が春休みの間、被災した福島の親子を受

け入れる活動を取材したもので、母親たちの心の交流を見つめていた。受け入れる側

と受け入れられる側の母親たちの生の声を丁寧に伝えることで、それぞれの悩みがし

っかりととらえられていた。ただ、受け入れる活動をする母親について、活動を始め

たきっかけや思いなどをもう少し詳しく紹介してもらった方が、より分かりやすかっ

たと思う。福島では外で遊べない子どもたちが、海岸で一斉に砂浜に走っていくカッ

トは、すべての思いを凝縮した映像だった。  

 

○    この１年間の原発報道を振り返ってみると、いろいろな感慨がある。現在も再稼

働やがれき処理など、多くの問題がある。報道機関はもっと報道機関としての意見を

発信すべきではないかと思う。５年先、１０年先を見ながら、将来、同じよう災害や

事故が起きた時に生かすことができる報道をしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「肩の荷をおろしてほしい～福島から来た親子たち～」

は、福島県で暮らす親子を春休みの間受け入れる短期合宿の様子を取

材したものだ。福島県では、放射線の影響を心配し、外で遊ぶことの

できない子どもたちが、岡山県の渋川海岸の砂浜で自由に遊ぶ姿には、

私自身も心を打たれた。担当ディレクターは、女性らしい感性でうま
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く取材していたと思う。 

 

○   ４月１２日(木)のあさイチ「失業 その時 家族は！？」はサラリーマンを前提に

して、リストラから再就職までを再現ドラマで描いていた。しかし、働いて収入を得

て、豊かな物を手に入れた暮らしだけでなく、物のない暮らしや自然に親しむ暮らし

など、人々の価値観が多様になっていると思う。失業についても、既成概念でとらえ

るのではなく違う視点から取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

中国地方では、これまでもフェイス「続 里山資本主義～過疎の島

こそ２１世紀のフロンティア～」で周防大島へＩターンした家族を取

り上げるなど、里山や里海をはじめ、真の豊かさについて考えてきた。

中国地方の豊かな資源を活用する取り組みを伝え、新たな地域づくり

のあり方を考えることは、今年度の編集方針のひとつなので、継続し

て発信していく。 

 

○   ３月１６日(金)のＹＡＭＡＧＴＩＣ「春 対岸の島で～上関町祝島 原発と向か

い合い続けて～」は、原子力発電所の建設が計画されている山口県上関町の対岸に位

置する祝島の人たちの日々の暮らしを追ったものだった。「わしらはみんな海で生活

し、山で生活してきた。いくら大金を積まれても、海を売るわけにはいかん。これは

親から譲られたもので、子どもに譲っていかにゃいけんもんなんだ。」という島の人

の言葉に感動した。長年にわたり原発建設反対を続ける島民の思いを理解できた気が

した。番組を見終わった後、自然と共に生きる暮らしを守り続けようとする島の人た

ちの強い思いが伝わってきて、じっくりと感動が湧いてきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＹＡＭＡＧＴＩＣ「春 対岸の島で～上関町祝島 原発と向かい合

い続けて～」は、東日本大震災から１年の機会をとらえて放送した。

山口県上関町祝島は、島民の８割以上が原発建設に反対し続けている

島だ。東日本大震災後に見直されている、海や山の恵みを生かして暮

らすことの価値をテーマに制作した。 

 

○   ３月１８日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「激流に生きる！謎の水中
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モグラ」は、激流を自在に泳ぎ回るすばしっこいカワネズミの貴重な映像に目を見張

った。しかも、真っ暗な水の中での動きの一部始終がきれいな映像で撮影されており、

その技術力に驚くと同時に撮影への執念に感嘆した。番組制作に要した時間や撮影方

法など、制作の舞台裏を紹介してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

こうした自然科学番組の制作技術の総合力を向上させ、次世代を担 

う人材の育成のために、放送技術局では、「ネイチャー・プロジェク

ト」を発足させ、情報の共有や機材の開発、撮影技術の研究と分析を

行っている。 

 

○   ４月７日(土)の「いざメジャーへ！ダルビッシュ有が切り開く新時代」をわくわく

しながら見た。星飛雄馬役の声優の古屋徹さんのナレーションも、より身近に感じさ

せてくれた。今後のダルビッシュ投手の活躍が楽しみになるような番組だった。 

 

○    「連続クイズ ホールドオン！」は、放送時間帯に番組内容が合っていないと思

う。山口智充さんの司会ぶりも番組を盛り上げていると思うが、なじめない。平日午

後１時台の主な視聴者層である主婦層は、クイズ番組ではなく情報番組を求めている

と思う。クイズ番組は、以前放送していた連想ゲームのように、家族みんなで見るこ

とができる夜間の時間帯が適していると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「連続クイズ ホールドオン！」は、視聴者のみなさんに参加して

いただく番組で、クイズ版の「ＮＨＫのど自慢」を目指している。新

番組なので、みなさんのご意見をいただきながら、よりよい番組に育

てていきたい。 

 

○   ４月８日(日)の明日へ－支えあおう－ 渡辺謙“僕に、できること” 第１回「世

界に震災を伝える」は、非常に印象に残る番組だった。ダボス会議での「絆」につい

て語る渡辺さんの姿は、非常に感動的だった。日本人の心や感情は、外国人から見て

分かりにくいといわれるが、渡辺さんのスピーチに対して、世界各国の人たちにも共

感してもらえたと思う。大変感動的な番組だったので、ぜひ、ゴールデンタイムに放

送してほしい。 
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○    ４月１０日(火)のクローズアップ現代「広がる放射能“独自基準”～食の安全は

得られるか～」を見て、消費者が国を信用できなくなっている状況を実感した。今回

は、消費者側の視点から焦点を当てていたが、今後は生産者側にも広がる問題だと思

う。すべての農産物の放射線量を検査することはできないので、消費者は、産地によ

って差別化する。国の基準を超えた農産物は、国が補償してくれるだろうが、独自基

準を超えて、売れなくなった農産物はどうなるのか。ひいては、食材がなくなってし

まう。食の安全は、非常に重要な問題なので、本当の安全性とは何かという領域にま

で踏み込んだ放送を望む。 

 

○    ３月２０日(水)の追跡！真相ファイル「都会の孤独死 ＳＯＳが届かない」を見

た。都会で孤立死が相次いでいることや、個人を守るためのものであるはずの「個人

情報保護」が逆に壁となっている実態は、よく理解できた。しかし、解決の糸口を見

いだすことができなかった。ただ、現状を問題提起するだけではなく、なんらかの解

決の手だてを示してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「追跡！真相ファイル」は、起こった事象を追跡し、問題の真相が

どこにあるのかを突き詰めようという番組なので、どうしても問題提

起型で終わってしまうことが多い。ご指摘のように、問題提起はもと

より、解決の手だてを示す番組も必要であり、別の番組も含め取り上

げていきたい。 

 

○   ３月３１日(土)の「忘れないで石島分校」(総合 後 5：00～5：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、

後の卒業生になった土手大輔君の１年を追うことで、分校を取り巻く人々の関わり

方を丹念に描いていた。分校を愛し、大輔君を見守る島民の姿から人のつながりの温

かさが伝わってきた。また、生徒のいなくなった分校は廃校ではなく、休校になるこ

とにもほっとした。やさしい気持ちにさせてくれる番組だった。 

 

○    ４月９日(月)のメディアのめ「 写真一枚で世界を切り取れ！」は、スタジオをひ

とつの部屋にして、アップとルーズと異なるサイズでとらえた写真を比較して、切り

取られた写真の情報量の違いを分かりやすく解説するものだった。１０分という短い

時間ながら、工夫を凝らした演出で、写真１枚に込められたカメラマンの気持ちがよ
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く伝わってきた。放送を見た後、とても期待して翌週１６日(月)の放送を見たら、全

く同じ内容の放送だった。小学生向けの放送なので繰り返し放送されたのだと思うが、

再放送の表示もされていなかった。期待していただけに、少しがっかりした。 

 

○  ３月２４日(土)の「魅力再発見！ニッポンの里山１００大全集」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 1：

00～5：00）は、４時間の長時間番組だったが、心が癒やされる番組だった。日本に

人と生き物が共に暮らす自然がたくさん残されていることを誇りに感じた。前年度、

ＢＳプレミアムでは、連続テレビ小説「カーネーション」の後に続いて、１０分間の

「ニッポンの里山」が放送されていた。大変気持ちの落ち着く番組で、ドラマの余韻

を壊さない、非常によい編成だった。またこういう短いものを１年に１回でも集約し

て、長時間でもいいので、まとめたものを作ってもらいたい。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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