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平成２５年３月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２１日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の審議会での答申を受け「平成２５年度九州沖縄地方向け地域放

送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２５年度九州

沖縄地方向け地域放送番組編成計画」について、説明があった。 

続いて、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

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

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長  下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

委 員     竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 田中丸弘子 （（株）佐世保玉屋代表取締役社長） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

 古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜プレミアムドラマ 宮崎局発地域ドラマ「命のあしあと」 

（１月２７日(日)ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:59 宮崎局制作）について＞ 

 

○  このドラマは事実を基にしており、悲しさややるせなさを含めて非常に誠実で美し

いと感じた。とても感動したし、学校教育にも利用したいほど、命の大切さが伝わっ

たと思う。大地康雄さんが存在感があり良かった。自然の摂理を超えて生産する畜産

業のあり方に問題があるのではないかと感じている。そうしたことを取り上げた番組

を制作してほしい。 
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○  口てい疫が発生して、畜産農家に何が起こったのかを理解するため、とても良い番

組だった。当時の混乱や悲しみ、風評被害などを盛り込みつつ、定点観測のように静

かにその変化を感じることができ、すばらしいと思った。キャスト陣もすばらしく、

一層ドラマを引き立てていた。特に、獣医役の原田夏希さんが、ワクチン接種の理不

尽さを語るシーンは、深い悲しみが感じられ心にしみる場面となっていた。また、最

後に和牛オリンピックで金賞を受賞したことに触れていて、宮崎県の畜産農家の頑張

りと、未来に進んでいる様子を感じられてよかった。 

 

○  口てい疫が発生する前の農家の日常と、発生後に牛を殺さなければならない心の葛

藤が表現できていた。口てい疫全体の問題も理解できたし、見終わったときに希望も

感じられる良い番組だった。ただ、なぜワクチンを打っても、牛を殺さなければなら

ないのかが理解できなかつた。ワクチンを打てば口てい疫が広がらないとか、殺さな

いで済む方法がなかったのか知りたかった。世界的にみれば、口てい疫が発生しても

牛を殺さない国がある。このように違った考え方もあるので、さまざまな立場から命

の問題について深く考える番組を期待している。 

 

○  映像が非常に美しく、とりわけ牛たちの表情や、実際のニュースで繰り返し放送さ

れた、消毒で真っ白になった光景や牛を穴に埋めるシーンなどが効果的に散りばめら

れ、改めて痛ましい出来事だったことを想起させるドラマであった。キャスト陣も自

然な演技で良かったが、ここぞというシーンで、宮崎弁があまり上手でないために、

肩透かしを食うようなところが少しあったのは残念だった。また、子牛が連れて行か

れるシーンでは、できれば母牛の姿も一緒に見たかった。宮崎県では、ドラマの放送

に先だって、撮影現場の裏側や題字募集の様子などが放送されていて、効果的なＰＲ

ができていたと思う。ドラマを通して、口てい疫や原発の被害のように、日に見えな

いウイルスや放射能は、人だけでなくすべての環境を破壊することを再認識させられ

た。 

 

○  主人公の陣内孝則さんや大地康雄さんの演技やせりふがとても良かった。ワクチン

投与を説得する場面も肉薄していて印象的だった。ただ、主人公の娘が口てい疫のさ

なか学校を休んでいたが、実際の教育の現場はどうだったのか知りたかった。ストー

リー全体は、起伏に富んでいて、意外性もあり、最後まで視聴者を引き付ける見応え

のあるドラマだったと思う。 
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（ＮＨＫ側）  

口てい疫が発生した当時、実際に学校を休んでいた子どももいた。休

んだ子どもは、ファックスなどを通じて学習していたと聞いている。 

 

○  口てい疫発生当時は、新聞配達も止まっていて、農家の方々は極めて隔離されたな

かで生活していた。そうした、追い詰められた状況が良く表現されていた。また、「牛

養い」という言葉から、命を預かる畜産農家の気概のようなものが感じられた。キャ

ストもすばらしく、ドラマの質を高めていたと思う。ただ、最後のシーンは、安心し

た反面予想通りの結末で、残念に思った。もう少し工夫してほしかった。また、畜産

業の生産体制は自然の摂理から逸脱した部分があるのではないかと思った。別の角度

から畜産業を取り上げて掘り下げてほしい。 

 

○  この番組は、子どもから大人まで楽しめて、教訓性や学習性があり、目配りも行き

届いたとてもＮＨＫらしい番組だと思った。口てい疫発生当時は外からの取材しかで

きず、農家が実際どのような様子だったのかが分からなかった。その点をよく描いて

いたと思う。ただ、あくまでドラマなので、もつと本音を言って舞台をかき回すよう

な人がいてもよかったと感じた。優等生のような発言をする人だけでなく、もう少し

特徴的なキャラクターを登場させれば良かったのではないか。 

 

○  長い問苦労して育てた牛に、刻々と迫る命の危機に苦悩する様子が伝わってきた。

日本の畜産の防波堤になるしかないという諦めの言葉が殺処分を受け入れる無念さ

をよく描いていたと思う。生き物を預かって、命を管理する仕事がいかに難しいかが

よく分かり、どのような日々を過ごしているかも伝えられていた。およそ２９万頭が

殺処分されることになったが、今後同じような事態が発生した場合、新たな対処法が

あるのかなど知りたいと思った。 

 

○  鹿児島県では口てい疫防疫のため、種牛を離島に避難させるなどした。口てい疫の

風評被害で鹿児島県を訪れる観光客も減り、当時は対応に追われたが、この番組で畜

産農家の方が愛情を持って家畜を育てていることが感じられて、大変勉強になったし

感動した。また、さまざまな効果音が組み込まれていてすばらしい演出になっていた。

ただ、導入部分の高岡早紀さんが熱を出すシーンはわざとらしいと感じた。児湯町は

実在する場所なのか。そうであるなら、あまり名前を出さない方がいいのではないか

と感じた。 



4 

（ＮＨＫ側）  

児湯郡は実在するが、児湯町という地名は架空の設定だ。児湯郡のな

かで口てい疫を出した町や、殺処分だけした町が存在し、それら全域の

問題だという意味を込めて児湯町という架空の地名にした。 

 

○  口てい疫についても、東日本大震災関連の特番のように、さまざまなデータを検証

し、今後口てい疫が起きた場合にどのような防疫体制で臨むべきか考える番組を期待

している。 

 

○  牛の出産シーンや産まれたばかりの子牛が殺処分されるシーンは胸が熱くなった。

畜産農家や地域の人々のパワーが感じられた良い番組だったと思う。ただ、口てい疫

や鳥インフルエンザなどは、宮崎県に限らず世界中で起きている問題だと思う。発生

した場合の対処法などを行政を含めて考える番組を制作してほしい。 

 

○  ドラマとして見ると、とても感動的で面白いという感想だったが、宮崎県で起きた

口てい疫のドキュメンタリーとしてみることもでき、そうした見方をすると、つらい

選択をした宮崎県の畜産農家の苦しみ悲しみが伝わる番組だった。なぜ口てい疫にか

かっていない牛にワクチン接種をして殺処分するのかという疑問を主人公の娘がお

母さんに訴えるシーンが一番心を打った。また、温水洋一さん、大地康雄さんの二人

は演技のすばらしさもさることながら、独特のアクセントで難しい宮崎弁を忠実に表

現していると思ったし、宮崎県の言葉の美しさを感じさせた。女優陣も、宮崎女性の

おおらかな中にもしっかりとしたところを感じさせ良かった。東日本大震災以降、宮

崎県の口てい疫の話題はほとんど聞かなくなった。命をめぐる問題、また宮崎県の畜

産農家をはじめ、当時の関係者の苦しみと悲しみを忘れてはいけないという趣旨でこ

の番組を制作したのだろうか。そうであれば、もう少し当時の事実を伝えるドキュメ

ンタリーの要素も増やしてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

すべて事実に基づいているのだが、全体のストーリーがあまりにも劇

的でストレート過ぎるとは感じている。ドラマ制作は初めての経験で、

脚本の清水有生さんと一緒に取材しながら制作した。今回、いろいろと

新しい番組のヒントもいただいたので、今後とも頑張っていきたい。 
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（ＮＨＫ側）  

原発や東北のことも頭の片隅に置いて制作した。人間がどん底の状態

から立ち上がるというテーマは全国の皆さんに共感してもらえる部分が

あるのではないかと思った。演出ヘのご意見は真摯に受け止めて今後に

つなげたいと思う。また、効率性を求めて畜産農家が密集しているとい

う日本の現状を深く取材していかなければならないと思っている。 

 

○  ワクチンを打った牛を殺さなければならないのはなぜなのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

ワクチンを打っても法律上殺処分しなければならない。そうすること

で効率的に感染を防げるとされている。 

 

（ＮＨＫ側）  

口てい疫は結局のところ原因が分からないので、防疫処置の効果も分

からない面があるが、結果的に効果があったということだ。 

 

○  宮崎県ではおよそ２９万頭殺処分したが、韓国ではおよそ３４０万頭殺処分となっ

た。こうした世界の口てい疫の現状を伝えてほしい。そして、宮崎県産牛が安全だと

いうことも含めて宮崎県の防疫を紹介すべきだと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月１日(金)に放送された、きん☆すた「いちおし食材 料理一本勝負! “豚肉”」

(総合 後8:00～8:43 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、料理紹介番組でありながら、料理研究家の

藤清光さんのキャラクターがユニークでおもしろい番組だった。この番組は出演者の

温かい気持ちが伝わってくるし、お年寄りへの深い思いやりも感じられた。 

 

○  ３月２日(土)に放送された、週刊ニュース 深読み「震災、原発事故から２年 福

島発 子どものための復興とは？」は、コメンテーターの話が多く、子どもたちや保

護者の生の声があまり聞けず残念だった。しかし、いろいろな事象を気にする保護者

とそうでなはい保護者のギャップが子どもを不安定にすることが分かった。 
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○  ３月２日(土)に放送された、地球ドラマチック「異変！ホッキョクグマ～氷のない

世界で生きる～」は、ホッキョクグマが環境の変化に対応できずに死んでいるという

内容だった。環境破壊は人間が引き起こしたことであり、命の問題を考えさせられる

番組だった。 

 

○  ３月３日(日)のＮＨＫスペシャル「“いのちの記録”を未来へ～震災ビッグデー

タ～」(総合 後 9:00～9:58)は、さまざまなデータをマクロ的にひもといていく番組

で、非常にすばらしかった。 

 

○  ３月５日(火)のクローズアップ現代「沖縄 長寿崩壊の危機～日本に迫る“短命化

社会”～」は、伝統的な食生活の変化と寿命の関係を疫学的に説明していて衝撃を受

けた。今が日本の食の転換点にあるのではないかと感じた。 

 

○  ３月８日(金)に放送された、「がんばらんば！Ｖ・ファーレン長崎 開幕直前スペ

シャル」は、Ｖ・ファーレン長崎について得点パターンからサポーターの支援活動ま

で幅広く伝えていて、地域の盛り上がりがさらに広がるのではないかと感じた。ただ、

スタジオに選手やサポーターが来ていたが、緊張感が伝わってきて、やや堅い印象

だった。もっと和やかな雰囲気の方が番組に合っていたと思った。 

 

○  ３月８日(金)のＧＡＰ！スペシャル「いま考えよう！大分の防災」(総合 後8:00～

8:43 大分県域)は、大分合同新聞社と共同して、南海トラフの巨大地震への備えを訴

えていた。県民皆が知っておくべきことなので、今後とも継続して注意喚起をしてほ

しい。 

 

○ 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」(総合 後9:00～9:58)はドラマやＣＧを用いて原発事故を検証

しており、大変興味深かった。今回の実験で解明されたこともあり、専門スタッフの

地道な取り組みを見た思いがした。 

 

○  ３月１１日(月)に放送された、あさイチ「震災２年 今なき人にかけたい言葉」は、

家族を亡くした方の言葉が涙なしには聞けないものだった。 

 

○  ３月１４日(木)に放送された、あさイチ「ＪＡＰＡなび 鹿児島 春が早い南薩は、
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心も温かい」は、鹿児島県の指宿が特集されたし、４月からは「につぽん縦断 ここ

ろ旅」で火野正平さんが鹿児島県を訪れると聞き期待している。地域活性化のために、

いろいろな地域を放送してもらえるとありがたい。 

 

○  ３月１５日(金)に放送された、特報フロンティア「震災２年 間われる運転再開～

九州電力・玄海原発からの報告～」(総合 後 7:32～7:57 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)では、最後

に原子力災害対策編の策定を４割の自治体が終えていないという報道がされたが、具

体的にどの自治体を指すのか知りたかった。 

 

○  ３月１５日(金)に再放送された、バリバラ～障害者情報バラエティー～「ここが変

だよ健常者」は、障害者の視点で健常者を捉えた番組で、逆転の発想に気付かされる

ことが多かった。障害のあるなしにかかわらず、対等な人間として接することが必要

だと痛感した。 

 

○  ３月１５日(金)に放送された、あさイチ「プレミアムトーク 三浦雄一郎」は、中

高年の目標になるような人選で非常に参考になった。 

 

○  ３月１６日(土)に再放送された、「学びたい！の５０年～通信制高校 ＮＨＫ学

園～」は、通信教育を通して教育のあり方を捉えていておもしろかった。また、３月

１６日(土)に再放送された、すくすく子育て「パパの子育てＱ＆Ａ」も、子育てをす

る父親の本音のなかから子育てを考えていておもしろかった。 

 

○  ３月１６日(土)の「ヒロシマ 復興を夢みた男たち」(総合後9:00～10:13)は、広島

の復興と東日本大震災からの復興の違いを考えさせられた。広島は原爆が投下されて

から２年後には、復興の方向性が定まっていた。震災からの復興と違うと感じたのは、

広島の人たちは自由に議論する場があり、そこから新しい発想が生まれ行動していた

ことだ。今の震災復興で、県民が議論して行動したという話しはあまり聞かないので、

参考になったのではないかと思う。 

 

 

○  ３月１６日(土)の「古事記ガール 日向路を旅する」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前11:00～11:59)

は、古事記を山村浩二さんの描くアニメで優しく、親しみやすく紹介していた。さら

に実際に舞台を巡ることで、神話の世界を身近に感じさせてくれた。古事記と宮崎県
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の魅力を感じた良質な紀行番組だったので、より多くの人が見やすい時間に編成して

ほしい。 

 

○  ３月１８日(月)に放送された、あさイチ「不満続出！？祖父母の“孫育て”」(総合 

後8:15～8:55)は、祖父母が孫に渡す教育資金の贈与税を1,500万円まで非課税にする

制度のメリットとデメリットについて興味深く見た。 

 

○  ３月１８日(月)の「宮殿シェフのレストラン 東北食材で究極メニュー」(ＢＳﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:59)は、東北の食材に驚く料理長の姿がとても新鮮に思えた。東北

の食材のすばらしさも感じ、きめ細やかな東北応援番組だった。 

 

○  以前「あさイチ」で糖質を減らす食事法が紹介されたが、一方で、３月１９日(火)

の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、糖尿病学会の見解として、糖質を減らす食

事法は研究不足のため認められないと伝えていた。“食の安全”については、５年、

１０年先を見越した配慮が大切だと思う。 

 

○  一連の震災関連の報道から教育環境を迅速に整えることの必要性を痛感した。こう

した恒常的な取材と報道を通して、さまざまな関係機関に働きかけ、教育環境を整え

てほしいと思った。 

 

○  震災関連の番組で、これから津波の映像が流れますというスーパーは配慮があり良

いと思う。 

 

○  オスプレイが日本本土の上空を飛行した際は、ニュースで大々的に取り上げられて

いたが、沖縄県では日常的にオスプレイが飛行している。公平な報道に配慮してほし

い。 

 

○  東日本大震災関連の報道、とりわけ原発の再稼働やエネルギー問題についてＮＨＫ

がどのように報道するかは関心が高い。この報道では、原発の事故を二度と起こして

はならないという点と、放射性廃棄物をどうするかという点を徹底的に追及すべきだ

と思う。今月の震災関連特集番組では、この２点を明確にした放送ができていたと感

じている。エネルギーのあり方について、不断の検証に取り組むことはマスコミの使

命だと思う。 
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○  「あの日 わたしは～証言記録 東日本大震災～」は実際の映像を含めて放送して

いて、どういうことが起きるのかがよく分かった。地震はいつどこで起こるか分から

ないので、有益な番組だったと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年２月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２１日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

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年度九州沖縄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交換を行った。 

最後に、３月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長  下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

委 員     竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（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＞ 

 

○  放送番組の部門別編成比率について、総合テレビにおける教育番組の割合が低いと

感じる。教育に関わる問題は多岐にわたり、迅速な解決が望まれるので、多くの人が

視聴する総合テレビでももっと教育について取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

放送番組の部門別編成比率はあらかじめ決められている。教育番組は

Ｅテレが中心となるが、総合テレビでも１０％以上放送するという方針
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は２５年度も変えていない。総合テレビは、報道番組や良質な娯楽番組

などをバランス良く放送できるよう編成していきたい。 

 

○  ネットラジオ「らじる★らじる」は２５年度から一部の地域番組の提供について試

験的に運用を始めると聞いている。将来的には、ネットテレビへの拡大も検討してい

るのではないか思うが、どのような見通しがあるのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

ハイブリッドキャストに対応した受信機の製造が加速している。ＮＨ

Ｋとしても、２５年度からハイブリッドキャストを見据えた番組を制作

しようと思っている。ただ、制度や経費の問題、人員の配置や体制の整

備などの問題がある。制度の問題とは、放送法との関係で、通信である

インターネットでのコンテンツ提供をＮＨＫがどこまで実施できるかと

いうことである。これはハイブリッドキャストがどの程度普及するかと

の兼ね合いになると思う。それに加え、通常の放送番組と併せてインター

ネット向きのデータをともに制作すると、費用や人員がかなり厳しくな

る。こうした問題があるので、２５年度に実験的な番組を制作して、課

題をクリアできるか考えていきたい。 

 

○  テレビとインターネットの同時再送信も含めて、検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

同時再送信は、東日本大震災で特例として行った。日常的に行うには、

受信料との兼ね合いや制度的な問題がある。 

 

○  地域の再生、地域活性化への貢献という項目は中央放送番組審議会の意見を取り入

れたということだったが、これまでこの項目は無かったのか。地域をどう持続させる

かは大きな問題だと思う。それが、地域局の編集計画ではなく、国内放送番組編集の

基本計画に取り上げられることは意義のあることだ。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＮＨＫの強みは、全国に放送局があることなので、これまでも地域の

再生、地域の活性化という項目はあげていた。今回は災害の安心・安全

と地域の再生、活性化を合わせて表記しようと考えていたところ、中央

放送番組審議会でそれぞれ分けてきちんと書くべきだとの指摘を受けた。



3 

ＮＨＫは全国に取材制作体制をしいているので、全国に地域の情報を発

信するということを特に強調した。 

 

○  字幕放送や２か国語放送を全ての番組で視聴者が選択できるようにならないのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

字幕放送は、全国放送ではほぼすべての番組に付加している。ニュー

スも、かなりの番組で字幕放送のサービスを実施している。 

 

（ＮＨＫ側）  

２か国語放送を実施するかどうかは番組による。外国のドラマは原語

で放送する場合もあるし、ニュースなど外国の人にも情報が必要な番組

は２か国語放送にしている。 

 

○  国際放送を国内でも視聴できるようにしてほしい。法的な規制があることは承知し

ているが、日本語を母国語としない居住者にも、ＮＨＫの良質な番組を提供するべき

ではないか。観光庁が訪日外国人旅行者数を将来的に3,000万人とすることを目標と

した「訪日外国人3000万人プログラム」にも国際放送は不可欠だと思う。将来の課題

として検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

国際放送は、国家の課題となっているところである。日本の価値を高

めるために、日本発の国際放送の充実、日本のコンテンツの輸出の２本

柱で拡大できないかと考えられている。それを受けて、ＮＨＫの国際放

送も２５年度にさらなる充実を目指している。 

 

○  ＮＨＫオンデマンドは放送画質でテレビを通して視聴できるのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

テレビとインターネットをつなぐと、放送とそん色ない画質で見るこ

とができる。まだＮＨＫオンデマンドの使い方が分からない方がたくさ

んいるので、コールセンターでの説明を強化している。 

 

○  「猫のしっぽカエルの手」が好きだったが、放送時間が午前１０時台と午後６時台
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に変わるのは、主婦をターゲットとしたのか、録画予約を前提とした編成なのか知り

たい。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＢＳプレミアムの「猫のしっぽカエルの手」は２４年度で終了するが、

好評につき２５年度はＥテレでセレクションを放送する。その点も考慮

したうえで、その他の番組との兼ね合いで編成を決めている。 

 

＜「平成２５年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  有田焼は日本を代表する陶磁器なので、佐賀局の取り組みに大変期待している。沖

縄県の平均寿命が短くなってきているのではないかと感じているので、健康をテーマ

にした番組に力を入れてほしい。また、沖縄の問題を全国に発信することはＮＨＫな

らではだと思うので、その発信力を大いに発揮してほしい。 

 

○  親しみやすい、わかりやすいとは編集計画に書かれているが、楽しいという要素も

取り入れるとさらによくなると思う。番組に楽しさを加えることで、老若男女に見て

もらえるのではないか。編集計画の記載方式を整理した方が良いと思う。各局の編集

計画が、国内放送番組編集の基本計画のどの項目を受けているのか明確にした方が良

いのではないか。また、各局でどのような広報活動をしているのかも報告してほしい。 

地域局の予算規模を拡大してほしい。例えば、沖縄の場合には普天間基地問題、鹿児

島の場合には桜島噴火というように選択と集中を行い、地域の課題に沿った経営資源

の配分を検討してはどうか。 

 

○  長崎から平和へのメッセージを発信したいとのことだったが、ぜひ福島の被災者に

寄り添った放送も継続してほしい。先日、福島の短期大学の教授が、福島の女子学生

は将来結婚できないかもしれないという不安を抱えていると報告していた。福島の女

性は被爆体験に悩んでいるので、長崎から発信できるものがあれば放送してほしい。 

 

○  今、生き生きとした地域づくりを継続することが難しくなっている。地域の再生と

活性化の視点も大事だが、まず地域の現状をきちんと捉えてほしい。地域再生への頑

張りや観光資源などが注目されがちだが、地域の現状をきちんと伝えることは大切だ

と思う。アジアはこの２０年で大きく変わったと思う。アジアが変貌したことを前提
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に、日本とアジアの関係を捉えるべきだと感じる。そうでなければ、アジアへのイメー

ジが変わらないのではないか。 

 

○  教育の現場では、中山間地域を中心に学校の統廃合が進み子どもたちに少なからぬ

影響を与えているし、他方で子どもたちのコミュニケーション能力の低下が問題視さ

れている。ＮＨＫの取材が入ると思いがけない効果が期待されるので、     

過疎となったところ、とくに中山間地域の教育をクローズアップした番組を期待した

い。伝えることはテレビの基本だと思うが、本当に伝わったのかを検証する番組を制

作してほしい。また、何年かたって振り返るとき、世代を超えて話題を共有できる番

組作りを期待する。 

 

○  各地域局制作の番組を他の県でも見ることができるようになれば良いと思う。また、

各地域局の番組同士が協力し合ってもおもしろいのではないか。 

 

○  ＦＭでは、「ドコデモＦＭ」というサービスが始まっていて、テレビもいずれそう

いう時代が来ると思うが、早めに進めてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

九州沖縄地方向けには、土曜日の午前１０時台に各局制作の番組を放

送する枠を設けている。各地域局の番組を他の県でも見たいという要望

を無視しているわけではないとご理解いただきたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

番組や素材の映像を地域間で交換できるシステムを構築している。実

現すれば、各地の番組を全国の放送局で見ることができるようになり、

地域局の交流も活発になると思う。 

 

○  南海トラフ地震が起こると鹿児島や宮崎、大分に最大十数メートルの津波が想定さ

れると報じられている。その地方は防災の意識が高いと思うが、北部九州にも最大で

４メートル級の津波が押し寄せる可能性があると聞く。北部九州の津波への防災を検

証した番組を作り、継続的に注意喚起してほしい。また、北九州では昭和２８年に水

害があったが、こうした過去の災害を振り返って教訓とするような番組を期待してい

る。九州国際重粒子線がん治療センター・サガハイマットを紹介する番組を制作し、

福岡県でも見られるようにしてほしい。 
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○  ２５年度も番組を楽しみにしている。特に、長崎局で地域発ドラマを制作する予定

もあるとのことで、長崎発信の番組が多く全国に放送されることを期待している。 

 

○  諮問された「平成２５年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画（案）」につい

ては、委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを前

提に、番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側）  

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２２日(土)に放送された、にっぽん紀行「１勝２４敗の男たち～高知・アイ

スホッケークラブ～」(総合 後5:00～5:25)は、とてもおもしろかった。監督の言葉

が印象的だったし、負け続けても決して逃げようとしない男のロマンを感じた番組

だった。たとえ負け続けてもその中で得られるものがあることが、何となく映し出さ

れたように感じられて良かった。 

 

○  １月１９日(土)に再放送された、応援歌は荒々しく「泉谷しげる 口てい疫復興を

歌う」(総合 前10:05～10:54 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、地域の人と泉谷しげるさんが一緒

になって番組を作っていた。泉谷さんが地域の様子を伝えることで、より地域に密着

し、元気づけられる番組になっていたと思う。 

 

○  １月２５日(金)に放送された、きょうの料理 ニッポンおいしい手仕事「みそ」は、

日本の食事に欠かせないみそを少しの量で作り、その作り方も新鮮で参考になった。 

 

○  １月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「“世界最強”伝説 ラスベガス 世紀の一戦」

は、いろいろなアイデアがあるのだなと感心した。 

 

○  ２月９日(土)の目撃！日本列島「“心”を洗う家～女性更生保護施設の記録～」は、

更生施設の現状が非常によくわかった。自立しようする女性が悩みながら立ち向かっ
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ている姿が印象的だった。 

 

○  ２月１３日(水)に放送された、あさイチ「自分らしく生きたい～性同一性障害～」

を見て、まだまだ表面に出てこない悩みは多いのではないかと感じた。ジェンダーの

問題は、男性か女性かという二者択一にするのではなくて、性の多様性に焦点を当て

てほしい。日本の性同一性障害の問題では、その人が男なのか女なのかと、型にはめ

ようとしていると感じる。そうではなくて、そのままの自分で生きられる環境や社会

的な優しさが大事だと思う。 

 

○  ２月１３日(水)の１００分ｄｅ名著 デュマ“モンテ・クリスト伯” 第２回「復

讐（しゅう）する者される者 巧みな人間描写」を楽しく視聴した。映画の映像を使

うなどしていて、登場人物の個性や特徴がよくわかった。また、この本が生まれた当

時の時代背景や物語の組み立ての手腕を知ることができて、本のおもしろさを実感し

た。この番組を見て、「モンテ・クリスト伯」の本を手にする人は多いだろうと感じ

たので、的を射た番組になっていたと思う。 

 

○  ２月１５日(金)の特報フロンティア「九州沖縄発！ローカル×バイオ最前線」(総

合 後7:30～7:55 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、最新の研究の状況を紹介していて、大変興味深

い内容だった。ただ、「特報フロンティア」は、対面式のスタジオなので、男性同士

が正面で向かい合うと画面がすごく堅く感じる。もう少し、明るさや楽しさを演出す

る工夫ができたらいいと思う。 

 

○  特報フロンティア「九州沖縄発！ローカル×バイオ最前線」は、九州や沖縄で生物

資源に注目したバイオテクノロジーの研究が進んでいることがわかった。ただ、すで

に製品化されたものは興味深いので、もう少し詳しく製品の価値を伝えてほしかった。

ナルトエイからとれる成分を使い健康食品の製品化が進められていることがわかっ

たが、医薬品としての開発が進んでいるのかも知りたかった。また、開発上の苦労と

して、施設、費用や情報交換の不足があげられていたが、現場の研究過程の苦労もさ

らに詳しく伝えてほしかった。 

 

○  ２月１５日(金)に放送された、きん☆すた「青春旅 財津和夫」(総合 後8:00～8:43 

九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、念入りな撮影と編集がされていて見ごたえのある番組だった。財

津和夫さんの小学校時代から成功までのストーリーの展開が快適でむだがなく、最後
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まで一気に楽しむことができた。ストーリーの節目節目でエピソードやサプライズが

盛り込まれていて、目を離せないおもしろさが伝わってきたし、曲の挿入のタイミン

グも絶妙だった。財津和夫さんの人柄もよく伝わり、柔らかなトークとともに、昭和

の気分が懐かしく思い出されるすばらしい番組だった。 

 

○  ２月１５日(金)に放送された、団塊スタイル「今こそ実践！禅の生活」は、いろい

ろな悩みを抱えた人が多い今、良いアドバイスになったと思う。 

 

○  ２月１５日(金) に放送された、新日本風土記「別府」は、別府の魅力を再認識さ

せられた。１月１３日(日)のプレミアムドラマ 大分局発地域ドラマ「今日も地獄で

お待ちしています」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:55)で登場した貸間旅館も紹介されて

いて、一層身近に感じることができた。地域ドラマの後に、「新日本風土記」のよう

な番組を放送すると、地域のことがより深く分かるのではないかと思った。 

 

○  ２月１６日(土)に放送された、「ふっくＴＶ ふくおかをカンガェル～」(総合 前

10:50～11:15 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、ふっくというキャラクターを起用することで、老

若男女が親しみやすく、楽しく番組を見ることができたと思う。地域に飛び出したり、

視聴者を訪問したりする一つの道具として、こうしたキャラクターの起用は良いと思

う。 

 

○  ２月１６日(土)に放送された、ドキュメンタリーＷＡＶＥ「香港・さまよえる貧困

高齢者たち」は、中国の繁栄の陰で香港で貧しい生活をしている人がいること知り、

大変勉強になった。 

 

○  ２月２０日(水)の視点・論点「日韓の距離の縮め方」は、非常に良い番組だった。

日本と韓国について考えるうえで、明治大学助教のキム・ヘギョンさんという日本に

も韓国にも関わった人の解説がすばらしかった。 

 

○  ２月２０日(水)に放送された、歴史秘話ヒストリア「空海からの贈りもの～天空の

聖地・高野山～」のように、特定の宗教について放送することには難しい面もあると

思う。しかし、心をリフレッシュする、悩みを解消するという趣旨の番組が多くなれ

ば良いと感じている。 
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○  「あさイチ」は、日常的に皆が抱えている問題を取り上げて解決のヒントをくれる

のでありがたい。すばらしい視点でいろいろなテーマを取り上げていて、誰にも相談

できなかった人が、この番組で勇気づけられることもあると思う。 

 

○  中国からの大気汚染が気になっているので、状況を伝えてほしい。 

 

○  原子力は長期的な問題となるので、食の安全の問題を含めて継続して放送してほし

い。 

 

○  アナウンサーのナレーションが聞きづらいときがある。誰にでも伝わる発声、ボイ

ストレーニングをお願いしたい。 

 

○  番組を見ていて差別と感じられる発言をする人がいるので、ゲストにもその点を意

識するようにしてもらいたい。 

 

○  今年の秋から九州で運行を開始する豪華寝台列車は、九州全体を活性化する可能性

があると思うので、ＮＨＫもぜひ取り上げてほしい。また、スポーツも地域活性化に

大いに役立つと思う。九州にはスポーツチームが数多くあるので、積極的に番組に取

り上げて、九州が盛り上がるようにしてほしい。 

 

○  鹿児島県では２年先行して粒子線がん治療がスタートしている。鹿児島県がどのよ

うな状況になっているかを、ぜひ他県でも放送してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴した、ＢＳ１スポーツドキュメンタリー「サガン、奮闘す～   

Ｊ１ 小クラブの挑戦～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

後に、２月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長  下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

委 員     鈴田 滋人 （染織作家・重要無形文化財保持者） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

 古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜ＢＳ１スポーツドキュメンタリー「サガン、奮闘す～Ｊ１ 小クラブの挑戦～」 

（１２月１６日(日)ＢＳ１ 後6:00～6:49 佐賀局制作）について＞ 

 

○  サガン鳥栖は、人口およそ７万の町で支える小さなクラブだ。それが、Ｊ１で５位

というすばらしい成績を収めたのは、多くの人の協力、支援があったのだろうと思う。

その点を、サガン鳥栖の歴史も踏まえながら、非常にうまく描いていた。サガン鳥栖

は、鳥栖市民には人気があるが、佐賀県全体で応援しようという意識は低いと感じて

いた。しかし、Ｊ１での活躍もあって、応援する意識が県全体に広がり、行政も支援

する動きをみせている。こうした点も描かれていて良かった。ただ、Ｊ１昇格には、

ユン・ジョンファン監督の功績が大きかったのではないかと思う。監督によってチー
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ムは変わると思うので、監督の役割やチームの成長も見たかった。この番組のように、

ＮＨＫが地域のサッカークラブについてニュースや番組で紹介することは、地域活性

化の役割を果たすことだと思う。今後とも継続してもらいたい。 

 

○  この番組は、集客に焦点を当てていたが、チームが強くなった理由や、子どもたち

とチームのつながり、今後どのように地域と関わるのかといった要素があれば、さら

に番組に深みが増したと思う。小さな町にあるチームがＪ１に昇格することは、すば

らしい功績だと思う。今後県全体で応援する様子が報道されれば、日本全国でサガン

鳥栖のようなチームのファンが増えるのではないかと期待している。 

 

○  サッカーをよく知らなくても楽しめる番組で、サガン鳥栖を応援したくなった。地

域が一体となって盛り立てることが、チームの強さにつながる市民クラブの力を感じ

た。営業部が集客に頑張る姿はとてもよかったが、もう少し違う角度からも取材をし

てほしかった。どのチームの営業もスポンサー探しに必死になっていると思うので、

そこにスポットライトを当ててほしかった。また、選手と社員の信頼関係がチームの

力となっているのはよくわかったが、選手の実力や監督の采配もチームの成績に大き

く影響するのではないかと思った。さらに、何年もＪ２で低迷していたときに、失望

と奮起のスイッチがどこで入れ替わり、そのきっかけが何だったのかということがと

ても知りたかった。 

 

○  日頃スポーツを見ていても、裏で支えている経営についてはわからない。今回の番

組でそれを感じることができ、サガン鳥栖というチームへの理解が深まった。スポー

ツは華やかな部分だけではなく、裏方の頑張りがあって成り立っていることが描かれ

ていて良かった。また、地域づくりの原点を感じた。地域活性化をどう持続させるか

は重要な課題だと思うが、スポーツを中心に人と人とがつながって地域づくりをする

良い例だと思った。運営会社の社員の表情も良く、一生懸命さがにじみ出ていた。た

だ、いろいろな内容が入り過ぎていたので、もう少しシンプルな構成にしても良かっ

たのではないかと思った。 

 

○  サガン鳥栖は、 初のシーズンはスポンサー探しに奔走していた気がする。それが

うまくいかない中で、集客しかないという選択をしたのだろうと感じた。その選択が、

単に資金を得られれば良いということではなく、地域に浸透する姿勢を生んだのでは

ないかと思った。サッカーを中心に地域の人が集まり、地域で生きていく喜びを与え



3 

ている例はいくつかある。サガン鳥栖もそうしたチームになるのではないかと改めて

思った。地域に活力をもたらす核となる可能性を感じている。ただ、熱烈なサポーター

の思いは描かれていたが、コアなサッカーファン以外の人、新しく引き付けられた人

についてもう少し取り上げてほしかった。 

 

○  この番組はサッカーに興味がある人が見て、楽しむことができるのかを疑問に感じ

た。スポーツドキュメンタリーの番組枠であるから、Ｊ１に昇格したチームが５位に

なったことについて、どうやって強くなったのか知りたかった。チラシ配りやポス

ター貼りはＪ２のチームは当たり前にやっている。こうした運営会社の頑張りだけで

はなく、選手の頑張りも描いてほしかった。サガン鳥栖サポーターの馬渡康隆さんが

「チームあるのが奇跡」ということを言っていたが、もう少しサガン鳥栖の苦難の歴

史を紹介した方が良かったと思う。全体的にもう少し内容を整理した方が良かったの

ではないか。 

 

○  短い時間でうまくまとめていて、感動した。この番組は、地域活性化や事業経営の

視点で作られていたと思う。表面的な面白さ、楽しさ、感動の裏には、裏方の頑張り

があるということがよく伝わった。こうした人たちの努力でチームが存続しているの

だと思う。サガン・ドリームス社長の竹原稔さんを中心にみんなが頑張っている姿や、

その表情がすばらしかった。試合以外にもさまざまな形で感動を与えて、その感動が

次の集客につながるというサイクルがわかり、ビジネス番組としても十分に成り立っ

ていたと思う。サガン鳥栖が集客のために行っていた取り組みは、その一つ一つが共

感できるものだった。小さな会社のメンバーが生き生きしながら、新たな発想を持っ

て実行していく姿に感動した。 

 

○  署名活動をするなど継続して努力された方々もたくさんいて、次第にすそ野が広が

り、地域が盛り上がったというイメージを持った。だから、苦しんだ１５年間は意味

のある期間だったというコメントがあると良かった。また、都会のクラブではできな

いサービスで、サッカーに興味を持たない人も、老若男女を問わず何らかのところで

楽しめることは重要な視点だと思う。今の状況を続けるためにも、佐賀ならではの楽

しみや見せ方を大切にすべきだと感じた。 

 

○  ＮＨＫが取材をしていたからこそ、サガン鳥栖のスタッフがここまで頑張れたので

はないかと思った。カメラが入っているので頑張らざるを得ないといった相乗効果を
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感じた。なによりチームの勝利のポイントが何だったのか知りたかった。浦和レッズ

のようなビッグクラブとＪ１ 小といわれるサガン鳥栖とでは、資金繰り、応援、選

手層などがどの程度違うのかもう少し客観的に知りたかった。また、サガン鳥栖の５

位という成績は、Ｊ１昇格チームの 高順位ということだったが、同じ境遇の他の

チームは何位だったのか知りたかった。仮に、スポーツが地域を活性化するという番

組であるならば、サガン鳥栖の頑張りが佐賀県全体にどのような経済効果をもたらし

たのか、大分トリニータやアビスパ福岡なども含めて九州全体ではどういう効果があ

るのかについても知りたかった。 

 

○  サッカーにもスポーツビジネスにも興味がない人にも視聴してもらうには、どのよ

うな番組構成にすべきだろうか。一般的に、スポーツチームのクラブ運営といえば、

スポンサーである大企業や裕福なオーナーが経営権を買い取り、そのクラブを広告塔

としても位置づけながら運営していくと理解されがちである。しかし、日本において、

集客・経営努力を怠って、経営難やチーム解散など、存続の危機に陥ったサッカーチー

ムが多い今、初のＪ１昇格を遂げたサガン鳥栖を報道することは、大きな意味がある。

それだけに、その裏方であるサガン・ドリームス社長の営業努力は、スポーツマネジ

メントのあり方や、地方におけるビジネスモデルのあり方を提示していたと思う。た

だし、十分な予備知識がないと、理解できない点も若干あったように感じられた。 

 

○  終的にサポーターやスタッフ、選手が一体となってＪ１で５位に入るという大変

楽しい番組だった。この番組は、特に選手に向けてのメッセージがあったように思う。

クラブの運営があって経営があって初めて、選手に対する賃金が支払われる。昨年、

大分トリニータもＪリーグから受けた融資の返済に大変苦しみ、サガン鳥栖のように

選手もスタッフと一体となってクラブ運営に携わった。日本全国のクラブ経営に対し

て、良いモデルを紹介したのではないかと思う。ただ、今はサガン鳥栖の活躍で佐賀

県全体が盛り上がっていると思うが、今後この盛り上がりが継続するかが気になる。

スポーツに頼った地域活性化は、チームの成績に比例することも多いと思うので、心

配ではある。 

 

○  観客動員のため運営会社のスタッフがひたむきに取り組む姿をドラマチックに編

集していたと思う。この番組を見てサガン鳥栖に関心を持った人や、改めて愛着を感

じたファンは多かったのではないかと思う。サガン鳥栖は、クラブ存続が危ぶまれる

地方の弱小チームであり、予算も少なく満足いく練習場もない環境であった。しかし、
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ハングリー精神だけは人一倍あるという、こうした状況が、次に何かを起こすのでは

ないかという期待感を高めていた。地域密着型の地道な運営活動が功を奏して、サガ

ン鳥栖を守り育てたいという支持者が増える様子がしっかり伝わってきた。番組終盤

では試合への関心より、入場者数の方に関心が高まった。運営関係者のような気持ち

になり、目標突破が発表されると勝利を勝ち取ったような達成感があった。これから

も、地方で頑張っている人達を取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

今回は、サガン鳥栖とそれを支えるスタッフや市民の皆さんの奮闘ぶ

りを描いた。ご意見頂いたように、Ｊ１初昇格 高順位を記録したサガ

ン鳥栖の強さの秘密については、今年のチーム状況も見据えつつ継続し

て取材したいと思う。また、取材をすることでクラブスタッフの皆さん

が頑張ることはあると思う。互いに良い効果を得られたのではないかと

感じるので、引き続きサガン鳥栖を取材し、応援したいと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２２日(土)に放送された、東京カワイイ★ＴＶ「２０１２・カワイイ大辞典」

で、つけ爪をつまようじ替わりにして、たこ焼きを食べるシーンが放送された。こう

いう映像は放送すべきではないと思う。ファッション情報は、もっと美しい部分を映

してほしい。 

 

○  １２月２３日(日)のＮＨＫスペシャル「日本国債」(総合 後9:00～9:58)は、日本

が大変な危機に直面していることを、ドラマを取り入れてわかりやすく伝えていた。

こうした問題を広く知らしめることは重要だと思う。 

 

○  １２月２４日(月)の「おしえて石川佳純選手！」(総合 後7:30～7:55)は、ＮＨＫ

が小学生、中学生のファンを獲得するために、良い切り口だと思う。子どもたちの心

を確実につかむコンテンツだと思うので、一線で活躍するスポーツ選手が全国各地に

どしどし出向いてほしい。 

 

○  １２月２５日(火)から４日連続で再放送された、「ＢＳ世界のドキュメンタリー 

シリーズ タイタニック事故 １００年」は、さまざまなエピソードを歴史の事実と

して紹介していて、非常におもしろかった。 
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○  １２月２８日(金)に放送された、ニュースハイライト２０１２「試練を越えて 明

日へ」(総合 後7:30～8:43)は、おもしろかっただけに、ぜひ九州沖縄版も見たいと

思った。九州とアジア、沖縄と中国といった構成の工夫をして、一年をアーカイブす

るような番組を放送してほしい。 

 

○  １月１日(火)に再放送された、ＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 世界の貧

困「パーク・アベニュー 格差社会アメリカ」(ＢＳ１ 後5:00～5:49)は、アメリカ

で格差が広がっている現状がよくわかり、考えされられた。 

 

○  １月２日(水)に放送された、「サムライたち スペインへ渡る～慶長遣欧使節 ４

００年の謎～」(総合 前10:15～11:09)は、慶長三陸地震・津波の復興に向けてあら

ゆる試みをした先人たちがいたことを知って、東日本大震災からの復興に光を感じる

番組だった。 

 

○  １月３日(木)に再放送された、プロフェッショナル仕事の流儀 新春ＳＰ「覚悟を

持って、我が道を行く 日本料理人・山本征治」(総合 前2:15～3:03)は、非常にお

もしろく、山本さんの料理を食べてみたいと思った。 

 

○  １月５日(土)に放送された、ＴＶシンポジウム「アジアと日本の食と農の未来」(Ｅ

テレ 後2:00～2:59)は、これからのアジアの食と農業についてもっと議論を深めてほ

しかった。こうしたシンポジウムは対立軸を明確にして討論すべきだと思う。また、

学者だけで討論するのではなく、農業をする当事者の視点も大事にしてほしい。農業

の現状を踏まえた、人選と視点が必要だと思った。 

 

○  １月５日(土)に放送された、ＭＩＴ白熱教室 第１回「ガリレオは本当に正しいの

か？」(Ｅテレ 後4:00～4:59)は、物理学について実験を中心に明るく、楽しく紹介

していた。ウォルター・ルーウィン教授が、高齢にも関わらず学生と一体となって講

義を進める姿を見て、いくつになっても情熱があれば、学生たちにしっかりと伝える

ことができると感じた。 

 

○  １月６日(日)に再放送された、明日へ－支えあおう－証言記録 東日本大震災 

「岩手県宮古市 三陸鉄道を襲った大津波」(総合 前10:15～10:58)は、復興の様子

が暖かい視点で描かれていて良かった。東日本大震災を忘れないためにも、ニュース
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番組の中に復興の様子を描くコーナーを作り継続して放送してほしい。 

 

○  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、市川中車（香川照之）と父との初舞台までの葛藤や和解のシーンがとても

良かった。ただ、市川中車の声が枯れそうになるシーンがあったので、歌舞伎ならで

はの発声法などについて知りたかった。 

 

○  １月９日(水)に放送された、あさイチ「防げ！“心臓突然死”」は、身近な話題で

納得できた。さまざまなデータも紹介されていて良い番組だった。 

 

○  １月１１日(金)に放送された、特報フロンティア「“公共”は打ち破れるか～ある

地方都市の挑戦～」(総合 後7:30～7:55 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、佐賀県武雄市の樋渡啓

祐市長が先入観を切り崩して、新しい改革をするという馬力を感じた番組だった。た

だ、公立の図書館の運営を民間企業に委託するということが、図書館法や社会教育法

の範囲内の行為なのか否かについても示してほしかった。 

 

○  １月１２日(土)に放送された、目撃！日本列島「豪雨にゃ負けん～名勝・耶馬渓 再

起の記録～」は、九州北部豪雨の後、それぞれの場所で頑張る女性の姿を伝えていた。

災害からの復興についても引き続き放送してほしい。 

 

○  １月１２日(土)に放送された、ＮＨＫスペシャル 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、ヨウ素の問題について

非常にわかりやすく説明していた。この問題は、１０年後あるいは３０年後や４０年

後に異常が出てくる可能性があるということで、政府はもっと情報を公開して早めに

対策を行う必要があると感じた。重要な問題を提起したと思う。 

 

○  １月１３日(日)に放送された、美の壺「波佐見焼」は、長崎県の波佐見焼の歴史を

検証しながら、現代のものをしっかり見せていて、波佐見焼をうまく紹介していたと

思う。「美の壺」のような番組は進行役が非常に重要だと思う。草刈正雄さんの進行

もかなり定着してきたのではないだろうか。こうした、生活の中に溶け込み、実用的

な美しさを紹介する番組はぜひ続けてほしい。 

 

○  美の壺「波佐見焼」は、波佐見焼が有田焼や萩焼などと比べて、あまり目立たない



8 

と思っていたので、こうして紹介されて良かった。 

 

○  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」(総合 後

9:00～9:58) は圧巻で、ＮＨＫにしかできない番組として堪能した。今後もダイオウ

イカの取材を継続してほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」(総合 後9:00～9:58)が、伝

説の怪物ダイオウイカの実態がわかって感動した。ＮＨＫならではの番組ではないか

と思う。 

 

○  １月１３日(日)に放送された、プレミアムドラマ 大分局発地域ドラマ「今日も地

獄でお待ちしています」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:55)は、別府の温泉宿にさまざま

な人が集まるという人情ドラマで、展開もわかりやすく良い番組だった。 

 

○  １月１４日(月)の「アラオを尋ねて」(総合 後1:05～2:18)は、非常におもしろかっ

た。震災で北米まで漂流した物を返すため、持ち主を真剣に探す様子に引き込まれた。

実際に持ち主が見つかってすごいなと思った。 

 

○  １月１４日(月)の「沖縄 基地の街 女性たちはいま」(総合 後6:10～6:44)は、

普通では考えられないことが沖縄の女性の身に起こっていることを知って、考えさせ

られた。 

 

○  １月１４日(月)の「サラメシ」は、福岡市の新天町商店街で働く人のための社員食

堂を紹介していた。新天町商店街はいつもにぎわっていると感じていたが、この食堂

に元気の秘密があるような気がして、ぜひ行ってみたいと思った。 

 

○  １月１５日(火)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」(総合 前7:51～8:00 九州沖

縄ﾌﾞﾛｯｸ)で、６６年たった沖縄戦に対する聞き取り調査を九州沖縄向けに伝えていた。

沖縄の課題を広く伝えてもらえることはとてもありがたい。 

 

○  １月１６日(水)に放送された、「こんばんは北九州」(総合 後6:10～7:00 北九州地

方)で、韓国の特集があった。地図を出していて位置関係がわかりやすかったが、で

きればもう少し長く表示してほしかった。 
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○  １月１６日(水)に再放送された、ＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 海と魚

と人間と「海の怪物 プラスチック」は、海流によってプラスチックのごみが特定の

場所に集まり、環境を破壊することは非常に問題だと思った。さらに、プラスチック

は集めて捨てればいいという感覚しかなかったので、プラスチックが細かく砕けて海

中で危険な物質になっていることにも驚いた。今後の対策も非常に勉強になり良い番

組だった。 

 

○  大河ドラマ「八重の桜」にとても感動した。映像がとても美しく、色をきれいに見

せていた。ドラマの展開も見事だったし、子役の鈴木梨央さんは目力が非常にあって

魅力的な演技をしていた。できれば、主役も役者の人気で決めるのではなく、新人を

発掘するなどして、役に合った人を起用し、そこから生まれてくる力を大事にしては

どうかと思う。 

 

○  地方局の「らじる★らじる」展開をぜひ進めてほしい。他の地区で導入されるとい

うことであるので、福岡地方でも早期の導入を望む。 

 

○  リポーターやコメンテーターによって番組の質やおもしろさが変わると思う。１月

５日(土)に再放送された、地球イチバンスペシャル「地球でイチバン宇宙に近い場

所～ロシア～」(総合 前8:15～9:28)は、雅楽師の東儀秀樹さんの的確なコメントが

番組を引き立たせていた。番組の案内役やコメンテーターの人選には、特に気を配っ

てほしい。 

 

○  「日曜バラエティー」は、司会の山田邦子さんがすばらしいセンスを持っていると

思う。特に感銘を受けたのは、昨年秋に山田さんが乳がんの完治を明るく語っていた

ことだ。このように、才能あるタレントを起用し続けることも、ＮＨＫのあり方では

ないかと感じている。 

 

○  「にっぽん縦断 こころ旅」を楽しく見ている。秋の旅が間もなく終わるのが残念

だ。 

 

（ＮＨＫ側）  

「連続テレビ小説」や「大河ドラマ」で人材を発掘することは大切だ

と思う。「八重の桜」でも、ＮＨＫの別のドラマで見出した俳優を起用
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するなどしており、人材発掘という視点を無視しているわけではないこ

とをご理解いただきたい。「ニュースハイライト２０１２」については、

各放送局で１年を振り返る番組を行っている。「らじる★らじる」は２

５年度から一部の地域番組の提供について試験的に運用を始める。費用

もかかるので、どの程度効果があるのかをしっかりと検討して、今後の

展開を考えていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１２月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２０日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴した、福岡発地域ドラマ「スイーツ！～嗚呼（ああ）、甘き青春

よ～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、１月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長  下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

委 員     鈴田 滋人 （染織作家・重要無形文化財保持者） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

 古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜福岡発地域ドラマ「スイーツ！～嗚呼（ああ）、甘き青春よ～」 

（１２月７日(金)総合 後7:30～8:43 福岡局制作）について＞ 

 

○  「ジェノワーズ」や「ジュレ」といった専門用語が分かりにくかったので、字幕スー

パーで説明するなど解説がほしかった。このドラマには、殺し文句が散りばめられて

いたと思う。例えば、「やる気のない人はさっさとこんな学校辞めなさい」や「何で

もチャレンジしていい年なんだから」などのセリフがよかった。他にも、「信頼して

助け合って」や「信頼して支え合う」など、物事を成し遂げるときの姿勢を表した言

葉もよかったし、「一度決めたら何が何でもやり続ける」という、いわゆる「川筋の

女性」の心意気や根性のある生き方を表した言葉にもっとも感動した。 
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○  この番組は、熱血教師が来て、生徒と地域が元気になるというありがちな物語に感

じる。しかし、ケーキに象徴されるような、甘くておいしくて、壊れやすい青春ドラ

マに引き込まれた。ケーキ作りというテーマがとても良かったと思う。最近、体と頭

を使う物作りに触れる機会が少なくなっているような気がする。そうした中で、ケー

キ作りを通して自分の道を見つけていくストーリーはとても良いし、若者たちに物作

りについて考えさせる良い番組だったと思う。また、筑豊の今と昔が描かれていて、

若者だけではなく、大人も自分の青春を思い起こしたのではないか。番組の序盤はす

ごくゆったりしていると感じたが、最後のコンテストのシーンは緊迫感があり、全体

のバランスが整っていた。 

 

○  調理師学校や製菓で気をつけるのは、清潔ということだ。髪の毛や指先は清潔か、

調理台や調理器具は清潔かということに注目して見た。その点は、制服はブルーのス

カーフに清潔感があったし、コック帽もしっかりかぶっていたので合格だと思った。

また、日本は職業として、学術的な職業に対して技術職の評価がまだまだ低いと感じ

るので、この番組が若者の職業意識の向上につながることを期待したい。さらに、若

い女性は甘い物は太るというマイナスの印象を持ちがちな気がするが、スイーツが持

つ心を和ませ、幸せを届けるという役割を伝えていて良かった。ただ、お菓子のシー

ンが多くあったので、撮影の後それらがどうなったのか気になった。全体として、桜

庭ななみさんの素直な演技に好感が持てたし、この番組を契機にご当地を代表するス

イーツが生まれることを期待したい。 

 

○  舞台となった飯塚は炭鉱の町というイメージが強く、スイーツとの組み合わせに意

外性があった。しかし、地方の高校生のドラマらしくフレッシュで良かった。製菓コー

スという専門コースがあることも知らなかったので、おもしろかった。分かりやすい

展開で視聴者を引き付ける魅力がたくさんあり、自然に物語に入っていけた。配役も

良く、特にもたいまさこさんがすばらしかったし、岡本啓さんも博多らしさを演出し

ていた。また、木琴を使った音楽はリズミカルで非常に心地よかった。ただ、最後の

博多弁のシーンは少し気になった。今まで方言を使わなかった人が、あの場面で方言

を使うのか疑問に思った。また、飯塚の炭鉱のシーンやエキストラで起用した学生の

セリフをもう少し増やした方が良かったと思う。 

 

○  物語としては本当に定番だが、とてもおもしろかった。お菓子は食べた人においし

さと安らぎを作り出すし、家族の団らんや特別な時に必ずあるのがお菓子だと思う。
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そして、作り手の思いが一層おいしいお菓子を作り出すことを、高校生の目を通して

描かれていたことに意味があった。特に、生徒たちは生地を手でこねて作っていた。

今はほとんど器具やミキサーを使う中で、人肌を感じて作る温かなお菓子作りを一生

懸命やっていることが伝わってきた。 昔の飯塚や田川などの炭鉱地区は、炭鉱景気

と労働者のしこう品としてお菓子屋が本当に多かった。この地域性を多くの人に知っ

てもらうことができて、とても良かった。また、方言をうまく使って、その人の心情

や生き方を表すことは、地域発信のドラマとして良いと思う。ただ、発見された炭坑

の入り口で穴を掘る場面は、そんなに簡単に穴を掘っていいのか疑問だった。ストー

リーの中で、高校生の沈んだ気持ちが立ち上がる重要なシーンだったが、素直に共感

できなかった。強引に炭鉱とお菓子作りを結び付けているような気がして残念だった。 

 

○  全体としてうまくまとめていて、ストーリーもよく分かった。新しさは感じなかっ

たが、飯塚の炭鉱とスイーツのイメージを夢という一つのテーマで捉えたのが良かっ

た。ただ、例えば、炭坑の穴が発見されるとか、突然スイーツ甲子園に出ることにな

るなど、場面ごとの展開が多少唐突に感じた。また、スイーツの甲子園というイメー

ジ付けは良かったが、全国大会が少し盛り上がりに欠けたように思う。最終審査の

シーンも、主人公の作品が一番だと素人から見ても分かり、リアリティーに欠けると

思った。実際のスイーツ甲子園はもっとレベルの高い大会ではないのか。スイーツに

真剣に取り組みだして間もない生徒が、全国大会で優勝するという展開に無理を感じ

てしまい、いまひとつ満足できなかった。しかし、内容が盛りだくさんのドラマだっ

たので、個別のテーマを詳しく描いて、シリーズにしてもおもしろかったと思う。 

 

○  実際のスイーツ甲子園の作品と比べると、ドラマでの優勝作品は見劣りするように

感じた。なぜ、優勝作品をこのような設定にしたのか気になった。もう少し夢のある

優勝作品らしいものにしてほしかった。また、実際のスイーツ甲子園のホームページ

には、予選で敗退した人たちの応援メッセージが掲載されている。スイーツ甲子園を

広める意味でも、こうした応援メッセージに触れて、全国大会出場者へ思いを託す

シーンがあっても良かったのではないかと思う。そして、「川筋もん」という言葉が

出てきたが、他県の者からすると、「川筋もん」の実態や炭鉱とスイーツとの関わり

がいまひとつ分かりにくかったので、もう少しそれぞれをクローズアップする場面を

描いてほしかった。音楽は場面のイメージに合っていて、とても効果的だった。 

 

○  シナリオが巧みだった。時間の制限がある中で、さまざまな場面設定を作っていて、
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演出も大変良かった。ＮＨＫらしく、最後に全てうまくいくマイナスからプラスへの

成長ドラマだったと思う。さらに、至る所で飯塚を紹介して、地域の活性化に貢献し

たり地域の人たちの共感を得たりする工夫もなされていた。ただ、夢を追う若者を描

くときには、夢を選ぶ過程も大事にしてほしい。製菓コースに入った時点で、パティ

シエになるという夢を持っているので、どのようにして製菓コースを選んだのかも

もっと描いてほしかった。それこそ今の子ども達に必要なことだと思う。自分の夢を

探し、自分の夢を求めてチャレンジするようなドラマを期待したい。また、大河ドラ

マのように、ドラマの最後に舞台となった地域の情報を入れると、地域発ドラマの一

つの魅力になるのではないか。さらに、実感として、若者にあまり番組が届いていな

いのではないか思った。電車に吊り広告をしたり、ソーシャルネットワークを活用し

たりして、若者への番組広報を工夫すべきだと思う。 

 

○  今回のようなドラマは、いわゆる定番のサクセスストーリーで最初から展開が大体

読めるものの、引き込まれてしまった。キャスティングも良く、奥田恵梨華さんが非

常にはまり役だった。生徒から「三流のパティシエ」と言われても、きぜんとした態

度でたしなめていく展開に好感が持てた。特に、あいさつや爪のチェック、髪のチェッ

クなど、基本をしっかり勉強させるシーンがあって、おもしろかった。実際に製菓学

校などに行って、どういうことを教育しているか調べて番組を作っているのだろうと

感じた。ただ、炭坑の跡が唐突に出てきて、それが何となくこじつけのように思われ

て残念だった。 

 

○  主演の桜庭ななみさん、橋本愛さんの演技が良かった。もたいまさこさんも起用し

ていて、押さえの効いたキャスティングだったと思う。飯塚は農業地帯でもあり、な

おかつ炭鉱やお菓子産業があるという奥深い場所だと思う。その一面は描けていたが、

お菓子と炭鉱だけでストーリーを展開しても良かったと思う。旧産炭地の炭鉱住宅、

そこにアルコールに依存するお父さんがいるという設定は少し安易な気がした。むし

ろ、普通の子がいて、その子が友達との関係の中で成長していくという展開で良かっ

たのでなないか。ただ、お菓子作りについてリサーチが徹底していて、細部まで目配

りが行き届いた番組だった。また、いろいろな形で地域が活性化を模索している中、

地域に根差して、地域を応援するという目的を持ったドラマだということが伝わって

きた。今後もこうした番組作りを続けてほしい。 

 

○  予想通りのストーリーだったが、最後には優勝してほしいと応援してしまい、とて
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も楽しく見ることができた。このドラマには地元の人が非常に関心を寄せていて、期

待されていたと思う。炭鉱の町でなぜスイーツなのかと思ったが、現在市販されてい

るお菓子のなかにも、飯塚発祥のものがあると聞いた。炭鉱という非常に厳しい労働

条件の中で、甘い食べ物が重宝されたのだろう。登場人物にそれぞれ個性があって、

ドラマに引き込まれた。地域を舞台にしたドラマを制作することで、その地域が注目

される。それは、若者が夢を見出すことにもつながるのではないかと思う。とても良

い取り組みだと思った。 

 

○  ひところのにぎわいがなくなった町でも、若い人たちのひたむきな姿には勇気をも

らうような思いがする。今や、全国の多くの地方で見受けられるような、かつての勢

いがなくなってしまった町が舞台となっており、このドラマを見て共感する人が多

かったのではないかと思う。希望を失いかけている人たちの姿や昔の思い出に浸る人

たちなどが描かれていたが、やはりけなげに環境に負けず前に進もうとしていて感動

した。さらに、何の目的も持たなかったような生徒が、目標を見つけ、後半に入ると

どんどん輝きを増していく姿はすばらしかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

日本の歴史をアジアとの関係のなかで複眼的に描くことを意識した｡ 

鷹島の発見を機に、韓国と日本で共同研究が進むなど、モンゴル襲来に

ついて研究の機運が高まっていることを伝えたかった。用語については、

番組では「モンゴル襲来」に統一することにして、「元寇」とコメント

する際には「いわゆる元寇」と使っている。スタジオ部分については、

テーマが多岐に渡るので、それを分かりやすく伝えるためにこのような

構成にした。また、２回目のモンゴル襲来の理由については諸説あるた

め、視聴者に考えてもらえるように敢えて断言しなかった。なお、引用

を示してはいないが、歴史的な事実については日本側の資料も中国側の

資料もどちらも活用して番組を作っている 

 

（ＮＨＫ側）  

今回いただいた貴重な意見は、次にドラマを作る機会や他の番組制作

に生かしたい。若者にも見てもらいたいという思いで、今回のドラマを

制作した。実際、繁華街にポスターを掲示したりしたが、そうした取り

組みが届いていなかったという意見を頂いたので、今後の課題としたい。 

お菓子を大量に使うシーンは発砲スチロールを用いて作ったり、ク
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リームを大量に使うシーンは練習用の食用ではないクリームを使ったり

して工夫した。また、優勝ケーキは、少女たちの成長と飯塚の町らしさ、

そしてあんこ屋という設定を基に、パティシエの先生に依頼して制作し

た。ただ、本来スイーツ甲子園は高校生の大会なので、高校生のアイデ

アも取り入れるべきだったと思っている。また、炭坑を掘るシーンにも

モデルがある。飯塚市で一昨年小さな炭坑跡が発見されたが、近代文化

遺産には指定されなかった。そのため、炭坑の発見者が個人的に保存し

て何か出てこないかと掘っていたという実話を基にしている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１７日(土)に放送された、目撃！日本列島「和牛オリンピック 頂点の戦い」

で、牛を育てるには牛がどうしてほしいのか見抜くことが難しいと語るシーンがあっ

た。これは教育にもつながる、と深く考えさせられた。 

 

○  １１月２１日(水)に放送された、探検バクモン拡大スペシャル「いじめ×爆笑問題」

(総合 後10:00～11:13)は、他国の例なども紹介していて、興味深かった。この番組

に関連して、いじめに関する番組を深夜帯に放送していたが、もう少し多くの人が見

ることができる時間帯で放送してほしい。また、いじめを簡単に考えて、見て見ない

ふりをすることが深刻な事態につながると感じた。いじめは重大な問題になっている

と思うので、またこの問題を取り上げた番組を作ってほしい。 

 

○  １１月２５日(日)に放送された、ダーウィンが来た！生きもの新伝説「動物大集

合！魔法の泉」は、見たことのない珍獣たちの実態が紹介されるだけでなく、ディレ

クターやカメラマンの苦労や苦悩についても伝えていた。自然番組を見るたびに、ど

のように撮影しているのか気になっていたので、今回舞台裏が紹介されて非常に楽し

めた。同じく１１月２５日(日)に放送された、ＮＨＫスペシャル「大海原の決闘！ク

ジラ対シャチ」は、手に汗握る展開が迫力ある見事な映像で映し出されていて、大変

堪能した。 

 

○  １１月２９日(木)に放送された、復帰４０年企画 ＮＨＫが映した沖縄(３５）「プ

ロジェクトＸ 挑戦者たち 命の離島へ 母たちの果てなき戦い～沖縄・公衆衛生看

護婦～」(総合 後8:00～8:43 沖縄県域)は、大変すばらしい内容で、沖縄県でしか見

られないのが残念だった。できれば、放送中の番組が全国放送なのか、沖縄県のみの
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放送なのか分かるようにしてほしい。また、今年は沖縄県が本土復帰４０年というこ

とで、「つるかめ助産院」や連続テレビ小説「純と愛」、さらにオスプレイ問題の報道

など沖縄が取り上げられることが多く、感謝している。 

 

○  １１月３０日(金)に放送された、きん☆すた「スイーツ大国九州 最前線！」(総

合 後8:00～8:43 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、不況の時代にあって気分が晴れるような番組

だった。貴重な砂糖が通ったシュガーロードの取材は、出てくるスイーツの味を想像

し、旅気分も味わえて楽しいひとときだった。レポーターの岡本啓さんも気分を盛り

上げてくれて、視聴者を心から楽しませようとする温かい人柄が出ていた。ユニーク

な情報が次々に紹介されていて、最後まで楽しめる取材力の高い番組だった。 

 

○  １２月３日(月)に放送された、ファミリーヒストリー「コロッケ～逆境から生まれ

た“あおいくま”～」は、非常に感動した。ただ、この番組は個人のプライバシーに

関わる危うい側面があると思う。出演者本人も知らない自分の出自を知るという演出

だが、放送される個人情報はあらかじめ出演者の許可を得ているのだろうか。放送さ

れる個人情報の扱いが気になった。 

 

○  １２月５日(水)に放送された、クローズアップ現代「お葬式が出せない～どうする

“葬送の場”～」は、葬祭場がとても混雑していることを報じていた。これは、人間

の尊厳に触れる大きな問題だと思う。この番組で葬祭場の現状を知って、驚いた人は

多かったのではないだろうか。 

 

○  １２月６日(木)に放送された、地球イチバン「地球でイチバン未来が見える研究所」

はとても興味深かった。過去の成功を捨てないと新しいものが生まれないという考え

方はおもしろかった。しかし、もの作りは、頭の中でたくさんイメージが湧いても、

実際に作ってみると、非常に時間と手間がかかったりする。新しいものがすべて良い

という考えだけでなく、もの作りはとても大変で手間がかかるという視点もほしかっ

た。 

 

○  １２月６日(木) に放送された、ハートネットＴＶ 罪を犯した障害者と向き合う

「福祉が変わる 司法が変わる」は、障害が原因で罪を犯してしまうことは、あまり

知られていないと思う。特に、発達障害と言われる人は犯罪に巻き込まれやすく、犯

罪を繰り返してしまう。この問題は地域も司法ももっと考えなければならないと思う。
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こうした問題をぜひ「あさイチ」などでも取り上げて、多くの人に伝えてほしい。 

 

○  １２月７日(金)の「全波緊急警報放送」(総合 後5:22.28～7:30)は、「東日本大震

災を思い出してください」と、津波の避難の呼びかけをしていた。この呼びかけを聞

いて、東日本大震災の経験者がどう思ったかが気になった。もう少し心情に配慮した

呼びかけが必要だったのではないか。 

 

○  １２月１０日(土)に放送された、クローズアップ現代「安全でも、高いのはイヤ？～

ふくらみ続ける商品の安全コスト～」(総合 後7:32～7:58)は、確かに食の安全は大

切だと思うが、そのために中小企業が倒産している現状を紹介していて、問題提起の

ある番組だったと思う 

 

○  １２月１１日(水)に再放送された、ハイビジョン特集「美瑛の丘 風景と農家の物

語」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後4:30～5:59)は、風景と農家の生活の両方を描くことで、美しい

風景がどのようにして生まれるのかが伝わったと思う。農業の多面的機能として、風

景は農業が守っていると言われる。農家の生活を追うことで、このことが映像でよく

分かった。 

 

○  １２月１２日(水)に放送された、歴史秘話ヒストリア「せつなき１０代 熱き忠臣

蔵～赤穂浪士 若者たちの決断～」は、最近の発見がリポートされていて、とてもお

もしろかった。 

 

○  １２月１３日(木)に放送された、地球イチバン「地球でイチバン アタマがよくな

る！？授業～フィンランド～」は、思考の地図の実態を明らかにし、教育改革こそ国

の再生だと、教育に投資する意義が語られ、日本も見習うべきだ、と興味深く見た。 

 

○  １２月１３日(木)に放送された、ハートネットＴＶ がん患者の心を支えるために

「福岡 デイホスピスの試み」は、つらい現実の前でも、患者が明るく笑顔で過ごし

ていることが見て取れたし、患者の家族も不安を分かち合っているようだった。こう

したデイホスピスが増えると、どのように最期を迎えるかの選択肢も増えると思う。

できれば、地域にどのようなデイホスピスがあるのか伝えてほしかった。 

 

○  １２月１４日(金)に放送された、視点・論点「４００人の町から義肢作り」は、義

肢装具メーカー社長の中村俊郎さんが方言も入った語りで福祉にかける思いを語っ
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ていた。こうした番組に地方ですぐれた人を取り上げて、全国に紹介することは重要

だと思う。 

 

○  １２月１５日(土)に再放送された、ＡＳＩＡＮ ＰＡＳＳＩＯＮ～アジアを駆ける

日本人～「激戦！英会話ビジネス～アジアの英語大国・フィリピンは今～」(総合 前

10:05～10:48 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、アジアとのつながりや絆を感じた。地域とアジア

の結びつきを伝える、良い番組だった。 

 

○  １２月１５日(土)に放送された、週刊 ニュース深読み「空き家急増！ あなたの

街は大丈夫？」は、空家の問題は身近な問題になりつつあり、その対策と事例が紹介

されていて非常に参考になった。 

 

○  １２月１５日(木)に放送された、地球ドラマチック「ピダハン 謎の言語を操るア

マゾンの民」は、アマゾンの少数民族の言葉がとても不思議だった。この常識を越え

た言葉を巡る学会の対立やこうした少数民族の保護システムも知ることができて興

味深い内容だった。 

 

○  １２月１６日(日)に放送された、サキどり↑「中国パワーを生かして復活！～本間

ゴルフ酒田工場～」は、おもしろく参考になる番組だった。ただ、企業の宣伝になっ

ているような気がした。メーカー名や商標など、放送する場合と放送しない場合の線

引きがどのように決まっているのか疑問だった。 

 

○  １２月１７日(月)に放送された、「ゆうどきネットワーク」は、東京の乾燥につい

てさまざまデータや事象を紹介していて、分かりやすかった。さらに、静電気でパソ

コンがショートすることへの対策や乾燥肌対策などが紹介されていて、とても参考に

なった。 

 

○  「ファミリーヒストリー」は、確かにプライバシーの問題に関わる可能性があると

思う。しかし、出演者が成功に至る転機となる言葉や出来事を伝えたいという意図で、

この番組は作られていると感じている。 

 

○  ＮＨＫハート展に関連して、障害者の詩がどのようにしてイラストに変わるのかな

ど、ハート展を紹介する番組を制作してほしい。 
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○  東日本大震災の寄付金がきちんと被災地に届いているのか取材してほしい。 

 

○  北九州地方向けのニュースで、選挙一口メモを放送していて大変勉強になった。た

だ、開票速報番組で、開票作業が始まっていない段階で当確がでることに矛盾を感じ

る。 

 

○  「にっぽん百名山」や「世界の名峰 グレートサミッツ」を非常に楽しみにしてい

る。ただ、ディレクターとカメラマンが、非常に険しく危険を伴う登山をしているが、

ガイドと共により安全なルートで紹介しても、山の魅力は十分に伝わると思う。 

 

○  「にっぽん縦断 こころ旅」は、九州に入ったが、大分県の放送が１週間で終わっ

てしまった。とてもいい番組なので、地域の映像をもっと長く見たい。宮崎県、鹿児

島県の放送も１週間のようで、残念に思っている。 

 

（ＮＨＫ側）  

津波警報の呼び掛けで、「東日本大震災を思い出してください」とい

うコメントについては、考慮の余地があると考えており、再検討するこ

とになっている。企業の名前を放送するのにあたっては、当然宣伝にな

らないよう十分に配慮しながら、個別に判断している。これからも、そ

の都度きちんと対応していく。当確判定については、投票行動に影響が

ない段階で判定しているということでご理解いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１１月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴した、ＮＨＫスペシャル「発見！幻の巨大軍船～モンゴル帝国

ＶＳ日本 ７３０年目の真実～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行っ

た。 

最後に、１２月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行わ

れ、会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長  下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

委 員     鈴田 滋人 （染織作家・重要無形文化財保持者） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事） 

 田中丸弘子 （（株）佐世保玉屋代表取締役社長） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

 古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫスペシャル「発見！幻の巨大軍船 

～モンゴル帝国ＶＳ日本 ７３０年目の真実～」   

（１１月３日(土)総合 後7:30～8:43 福岡局・長崎局制作）について＞ 

 

○  タイトルが非常に印象的だった。ただ、スタジオのシーンが多く、伊万里沖の調査

の様子をもう少し詳しく知りたかった。領土を巡る問題が大きく報じられ、アジア近

隣諸国との関係を考えさせられるなかで、改めて日本とアジアの歴史をひもとく番組

を放送することは意義があると思った。 
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○  タイトルに引き付けられた。この番組は、冒頭の２０分間で一番見せたいところを

示して、その後にそれを検証するという構成だったと思う。その２０分間で「謎」と

いう言葉が何度もでてきて非常に期待感が高まった。全体的に良く検証されていたと

思うが、期待が大きかっただけに少しもの足りなさも感じた。また、松平定知さんの

語りが良くて、番組が非常に和やかでありながら、きちんと締まっていたように思う。

ＣＧもうまく使っていて、語りと映像の見せ方が良かった。琉球大学の池田栄史教授

は２０年も調査を続けているということだった。なかなか実績を上げられないなか、

苦難が多かったと思う。この調査の歩みをもう少し詳しく描ければ、今回の発見の価

値をさらに高めることができたのではないかと思った。 

 

○  たった１隻の船の発見で、それも730年間水中に沈んだ残骸から、その当時の様子

が次々と解明されることに驚いた。この発見に至るまで２０年もの間、海中を調査し

続けた琉球大の池田教授に感心した。ただ沈んでいるだけでなく１メートルほどの堆

積物に覆われているなかでの調査は、気が遠くなる思いだっただろう。さらに今回、

音波探知機を使った調査で発見に至ったということで、これらの調査についても番組

を作れるのではないかと思った。また、九州、特に福岡は歴史的にみてもアジアとの

深い関わりがあることを改めて感じた。ＣＧでの軍船の復元は非常に印象的であった

が、蒙古襲来絵詞に登場する小型軍船もＣＧにして比較したほうが、視聴者には分か

りやすかったと思う。元はベトナム侵攻前に、日本への３回目の襲来を考えていたと

のことだったが、そのころは南宋も滅んでいたので、日本へ侵攻する必要性やメリッ

トは何だったのかを示してほしかった。また、松平さんの起用は重量感があり安心し

て見ることができたが、もっと若い人を起用して新鮮で生き生きとした番組にしても

良かったのではないかと思った。 

 

○  琉球大の池田教授の発見によって、モンゴル襲来の謎が解明されていくプロセスが

分かりやすく、番組に引き込まれた。音波探知機を使って船の位置を特定したり、船

の造船技術などから船が作られた場所を特定したりする水中考古学の研究に驚いた。

今回の発見を起点に、モンゴル襲来の認識が変わるのではないかと思う。今回の発見

を基に巨大軍船が復元されていたが、なぜ蒙古襲来絵詞には小さな船が描かれている

のかという疑問が残った。また、てつはうの威力の検証で人形を使っていたが、てつ

はうが爆発した後、人形がどうなったかを映してほしかった。さらに、福岡に防塁を

築いてモンゴル襲来を防いだと伝わっているが、防塁に対するてつはうの効果はどの

ようなものだったのかも知りたかった。 
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○  番組では、モンゴル襲来、蒙古襲来、元寇と、同じ歴史的事象が異なる呼称で表さ

れていた。「蒙古」や「元寇」については、言葉の意味を説明している教科書もある。

番組では、モンゴル襲来で統一していたようだが、蒙古襲来絵詞など「蒙古」を使わ

ざるを得ないときには注釈を入れるなど、視聴者が混乱しないように伝えてほしかっ

た。午後７時半という子どもも見られる時間だからこそ教育的な配慮をお願いしたい。 

 

○  日本の歴史に触れることが最近減っているように感じる。そんななか、ＣＧを使っ

て船の大きさを再現するなど、テレビならではの見せ方で歴史を学ぶことができる良

い番組だった。ただ、中国の歴史からモンゴル襲来をみると、異なる捉え方がされて

いるのではないかと思うので、「中国の歴史ではこのようになっている」という説明

がほしかった。また、なぜ元が２回目の襲来をしたのかという点について、もう少し

詳しく知りたかった。元の使者を殺害したということが少し紹介されたが、それが２

回目の襲来につながったのではないか。１度目の襲来のときと違い、南宋はすでに元

の配下にあったので、１度目の襲来とは異なる理由を説明してほしかった。 

 

○  さまざまな角度からモンゴル襲来を科学的に、あるいは考古学的に説明していて感

心した。日本のみならず、中国やベトナムなども取材しており、フットワークの良い

番組だと思った。１回目のモンゴル襲来の後に、福岡に長大な防塁を築いていて、２

回目の襲撃に１週間持ちこたえた。この１週間、日本軍がどのように応戦したのか知

りたかった。 

 

○  730年前に沈んだ１隻の軍船の発見によって、当時の様子や謎が解明されていくと

いう場面の展開が、非常におもしろかった。冒頭で番組のポイントが説明されたこと

によって、より関心が高まった。また、ＣＧによる軍船の再現には感動したし、新し

い知識を得た満足感があった。軍船の発見作業の技術や、発見されたものを解析する

技術など最新の技術も見どころがあり、水中考古学のレベルの高さを知ることができ

た。新たな発見を予感させるような場面で番組が終わっていたので、是非続編を見た

いと思う。 

 

○  スタジオ部分が５回あり、これは少し多いように感じたが、モンゴル襲来の意味を

グローバル・ヒストリーの視点から、多角的に興味深く説明していた。水中考古学的

調査は技術的に大変難しく、膨大な資金調達を要するので本当に苦労されたと思う。

番組の中で、こうした新しい研究の豊かな可能性と限界についてコメントがあっても
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良かったのではないかと思う。 

 

○  モンゴル襲来についてしっかり掘り下げられていた。元の軍船がどのように作られ

たかや、どうやって領土を拡大していったかなど、モンゴル襲来に関わるさまざま事

象がよくわかった。特に、ベトナムのゲリラ戦が日本を救ったというエピソードは興

味深く、日本の歴史と世界の歴史が関連していることを改めて痛感した。また、神風

という歴史観が水戸光圀の大日本史編さんによって出来たということは知らなかっ

た。これが、後の第２次世界大戦では神風信仰につながるということで、歴史の偶然

性や不思議さを感じた。 

 

○  水中考古学の成果について調査団に寄り添う形で丹念に取材されていたと思う。し

かも、科学性、立証性を重視した番組作りができていた。歴史のベールを剥ぐ非常に

すばらしい番組だった。コメンテーターに作家の半藤一利さんを起用していた。半藤

さんは近代史、とりわけ日本軍の歴史に造詣が深い方なので、神風信仰と第２次世界

大戦の日本軍についても語ってもらうと、より良い番組になったと思う。 

 

○  当時の様子をここまで再現できる、水中考古学の技術の高さに驚いた。また、モン

ゴル帝国第５代皇帝クビライが世界制覇の野望を持っていたのに対して、日本は遣唐

使以外あまり外に出ずに世界の情報に疎く、改めて島国だなと思った。現在も外交に

弱いと言われるが、そうした島国の歴史を引きずっているのではないかと感じた。 

このまま放送だけで終わらずに、是非ＤＶＤにして子どもの歴史教育に生かせないか

と思う。こういうものがあると歴史に大変興味を持つのではないかという気がしてい

る。 

 

（ＮＨＫ側）  

日本の歴史をアジアとの関係のなかで複眼的に描くことを意識した｡ 

鷹島の発見を機に、韓国と日本で共同研究が進むなど、モンゴル襲来に

ついて研究の機運が高まっていることを伝えたかった。用語については、

番組では「モンゴル襲来」に統一することにして、「元寇」とコメント

する際には「いわゆる元寇」と使っている。スタジオ部分については、

テーマが多岐に渡るので、それを分かりやすく伝えるためにこのような

構成にした。また、２回目のモンゴル襲来の理由については諸説あるた

め、視聴者に考えてもらえるように敢えて断言しなかった。なお、引用
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を示してはいないが、歴史的な事実については日本側の資料も中国側の

資料もどちらも活用して番組を作っている 

 

（ＮＨＫ側）  

今回でモンゴル襲来についての番組を作るのは３回目となり、過去の

取材も生かしながら制作した。番組を企画した段階では、第２、第３の

船が発見される見込みだった。来年も軍船の調査は続くので、今後も継

続的に取材を続けていきたい。日本とアジアの交渉史という面では、九

州は歴史の宝庫だと思うので、今後ともさまざまな歴史を掘り下げるべ

く頑張りたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１６日(火)に放送された、ハートネットＴＶ「“目で聴くミュージック”～

ＨＡＮＤ・ＳＩＧＮ～」は、歌を手話とダンスで表現する非常に画期的なグループを

紹介していた。こうした取り組みを続ける彼らを是非応援してほしい。 

 

○  １０月２０日(土)に放送された、「集まれ！おいしい町おこし 生中継！ Ｂ－１

グランプリｉｎ北九州」(総合 前10:05～11:18 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、Ｂ級グルメを通

して町のＰＲをする例として、大変参考になった。リポーターの熱意も感じられて、

生き生きとした良い番組だった。 

 

○  １０月２０日(土)に放送された、のんびりゆったり 路線バスの旅「神話の里をゆ

く～宮崎 高千穂～」は、五ヶ瀬川の美しい流れがよく撮れていた。神秘的な環境が

残っていて、日本の貴重な資産として大切にしなければならないと強く感じた。リ

ポーターも控えめで良かったし、ＢＧＭも場面のイメージに沿っていて、旅行の気分

を高めていたと思う。 

 

○ １０月２０日(木)に放送された、ＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「“国際人”

がニッポンを救う」(総合 後9:00～10:13)は、外国に出ていく若い人や親元を離れる

人が少なくなっているのは大きな問題だと思った。こういう番組は大事にしてほしい。 

 

○  １０月２１日(日)に放送された、明日へ－支えあおう－復興サポート「観光客でに
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ぎわうまちへ～茨城・北茨城市～」は、茨城県に観光客を呼び込むために、地域の人

たちが意見を出し合っていた点が良いと思った。このように、地元の人たちが結束す

ると地域の力が強くなると思う。観光客を増やしたいという悩みを抱えているのは九

州も同じなので、非常に参考になった。 

 

○  １０月２１日(日)に放送された、ＮＨＫスペシャル「ノーベル賞・山中伸弥 ｉＰ

Ｓ細胞“革命”」(総合 後9:00～9:58)がとても良い番組だった。ノーベル賞のニュー

スで出てくる専門用語がよく分からなかったが、それが山中教授の説明で理解できた。 

 

○  １０月２４日(水)から３日連続で放送された、「温故希林 骨董（とう）珍道中 ｉ

ｎ ソウル」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後7:30～7:59)は、これまでの韓国文化を紹介する番組よ

りもリラックスして見ることができ、実際にソウルで骨董を求め、街歩きがしたくな

る番組だった。 

 

○  １０月２５日(木)に放送された、クローズアップ現代「“シェール革命”の衝撃」

を見て、この技術革新が新たなエネルギーをもたらし、現在の脱原発や再生可能エネ

ルギーという方向性にも、大きな影響を与えることになるのではないかと思った。今

後とも継続して取材をしてほしい。 

 

○  １０月２８日(日)に放送された、ＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆

襲のシナリオ 第２回「復活への新戦略」(総合 後9:00～9:58)は、アジアの経営者の

姿が大変参考になった。 

 

○  １１月１日(木)に放送された、復帰４０年企画 ＮＨＫが映した沖縄(３１)「列島

スペシャル 瀬戸内に生まれ 琉球を愛す～染色家・鎌倉芳太郎～」(総合 後8:00～

8:43 沖縄県域)は、染色家の鎌倉芳太郎さんが現在の沖縄の芸術文化の振興に貢献さ

れていることを改めて知り感動した。 

 

○  １１月４日(日)に放送された、サキどり↑「秋本番！知って得する？サイクリング

新事情」では、サイクリングをうまく地域活性化につなげていて、非常に勉強になっ

た。 

 

○  １１月５日(月)に放送された、あさイチ「見えない“女性の貧困”」は、非正規労
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働者として非常に苦しい生活を強いられる女性たちの現実を伝えていた。この問題を

何とかしなくてはならないという問題意識を持たされる番組だった。 

 

○  １１月７日(水)に放送された、｢ニュース８４５福岡」(総合 後8:40～9:00 福岡単)

で、福岡の古典芸能伝承者の話題があった。九州各地に伝わるいろいろな古典芸能伝

承者の紹介や、その継承の過程を是非取材して番組化を願う。 

 

○  １１月８日(木)に放送された、あさイチ「ＪＡＰＡなび 北九州・筑豊」は、テレ

ビを見ながら北九州を散歩したような気分になった。 

 

○  １１月１０日(土)に放送された、週刊 ニュース深読み「あなたも突然“犯人”

に！？えん罪からどう身を守る？」は、タイムリーな話題であり、日本とイギリスの

面通しの違いなど、誤認逮捕の背後にある問題点がクローズアップされており、深く

考えさせられた。 

 

○  １１月１１日(日) に再放送された、ＥＴＶ特集「沖縄戦 心の傷～戦後６７年 初

の大規模調査～」は、沖縄の現状と真剣に向き合った丁寧な番組で、大変好感が持て

た。 

 

○  １１月１３日(火)に放送された、あさイチ「スゴ技Ｑ お手軽“おうちワイン”の

極意」(総合 前8:15～8:55)は、ボージョレ・ヌーボーの解禁日が近いということで、

非常にタイムリーな話題だった。 

 

○  １１月１３日(火)に放送された、イッピン「和食にぴったり極上の味～山梨 甲州

ワイン～」は、甲州ワインが刺身やサンマに合うということに驚かされた。「イッピ

ン」はタイトルがおしゃれで、気軽に見てみようという気になる。その上、科学的な

検証もされていて、非常におもしろい番組だと思う。 

 

○  １１月１４日(水)に放送された、「あさイチ」の料理コーナーで、「帰ってきた旦那

さんに温かいものを出せる」というコメントがあった。こういう場合は、働く女性に

配慮して「帰ってきた家族に温かいものを出せる」とコメントしてほしい。 

 

○  「ニュースただいま佐賀」(総合 後6:10～7:00 佐賀県域)の「この人に会いたい」
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のコーナーは、さまざまなこだわりを持っている人を紹介していておもしろい。最近

増えているツイッターなどと連動した番組は、意見をリアルタイムに反映できるとい

う良さがある。一方で、言葉の持つ力強さを伝えるという意味でも、「この人に会い

たい」のように、顔が見えて生の声を聞かせる番組も大事にしてほしい。 

 

○  兵庫県尼崎市の一連の死体遺棄事件で誤って容疑者と異なる顔写真を使っていた。

こうした人権を侵害することが起こらないように、十分な配慮と、番組の事前チェッ

クの徹底化をお願いしたい。 

 

○  「２ＰＭのワンポイントハングル」は、中高年の女性が思わず韓国語を声に出した

くなる、おもしろい語学番組だと思う。 

 

○  「ドラマ１０ シングルマザーズ」は、物語があまりにとんとん拍子で進んでいく

ことに多少の違和感があるが、ＤＶやシングルマザーの実像に迫っていて興味深いド

ラマだと思う。 

 

○  東日本大震災からの復興の様子を扱う番組が引き続き放送されており、心強く思う。

今後も継続してほしい。 

 

○  「にっぽん縦断 こころ旅」は、個性派俳優の火野正平さんの旅を通して、日本の

風景と日本人の心が伝わってくる良い番組だと思う。 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１０月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１８日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴した、クローズアップ現代「リッチをねらえ ～富裕層ビジネ

ス最前線～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、１１月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行わ

れ、会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

委 員     鈴田 滋人 （染織作家・重要無形文化財保持者） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

     西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

 古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜クローズアップ現代「リッチをねらえ ～富裕層ビジネス最前線～」 

（９月１２日(水)総合 後7:30～7:56 制作局・福岡局制作）について＞ 

 

○  九州の取り組みが全国に紹介されていて、元気をもらえるいい番組だった。日本が

アメリカに次ぐ富裕層が多い国だということを知ったが、一方で、格差社会が問題と

なっており、二極分化が進んでいることを強く感じた。また、女性のファッションを

取り上げていたが、今後は男性のファッションが経済を動かしていくと思う。男性の

ファッションをテーマにした番組を期待したい。 

 

○  時間短縮のエクセレントルームは、働く女性としてとても理にかなったサービスだ

と思った。しかし、このサービスは福岡の百貨店が全国に先駆けて行っているのか、

どこからヒントを得たのかなど疑問が残った。リッチなバス旅行は値段や豪華バスの
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紹介だけでなく、目的地でどのようなサービスが受けられるのかも知りたかった。Ｊ

Ｒ九州のクルーズトレイン「ななつ星」のサービスと比較しながら紹介するとよかっ

たのではないかと思う。また、中小企業の富裕層ビジネスへの挑戦を取り上げた番組

を作ってほしい。 

 

○  中流社会から富裕層と貧困層の二極分化の社会に変わるという消費社会の大きな

転機を感じた。富裕層に向けたビジネスの開発は非常に大事なことだと思った。一方

で、そうしたビジネスで富裕層が消費を継続するのか疑問だった。キャスターのコメ

ントにもあったが、富裕層が資産を社会に還元する意識を持つことが大事だと思う。

そのことをもっと掘り下げれば、転換期にある消費社会の今後がみえたのではないか

と思う。 

 

○  日頃意識しない富裕層について考えさせられた。確かに、富裕層に着目したビジネ

スモデルの展開は新しい挑戦だと思った。しかし、限られた人たちへのビジネスが本

当に地域経済をけん引するのかという疑問が残った。 

 

○  富裕層といわれる人たちがどの程度日本の経済を動かしているのか知りたかった。

また、地域との結びつきも大切なので、富裕層の人たちがどのように地域と関わって

いるのかも知りたかった。経済的に裕福だからといって必ずしも幸せということには

ならないと思う。今後、幸福の指標について考える番組を期待したい。 

 

○  富裕層ビジネスの現状をいろいろと羅列しすぎていて、結局何に注目すべきなのか

わからなかった。リッチの定義もあまり納得できなかった。富裕層ビジネスが経済の

活性化につながるということを伝えたかったのだと思うが、年収が高くない若者も必

要な物への出費は惜しまない。こうしたことも踏まえて、多角的に経済の活性化を考

えてほしいと思った。 

 

○  あまり表に出てこない富裕層の実態に焦点を当てたことが非常に興味深かった。た

だ、一人の人間に絞って、考え方やどうやってリッチになったのかなどを取材しても

面白かったと思う。また、九州のアジア市場開拓を見据えた取り組みというテーマで

も番組が作れるのではないかと感じた。 

 

○  この番組は学生にも好評で、こういう番組作りを続けて欲しいと思った。しかし、
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この番組におけるリッチの定義がよくわからなかった。番組のなかでもっとリッチに

ついて定義づけをする必要があったのではないかと感じた。 

 

○  閉塞感のある時代に、景気回復の糸口となるようないい取り組みを伝えたと思う。

いろいろな事例が紹介されたが、具体的なサービスの内容をもっと知りたいと思った。

また、富裕層ビジネスが消費拡大の突破口となる可能性はあると思うが、それが長期

的な景気回復につながるのかは疑問に感じた。 

 

○  富裕層ビジネスは確かに注目を集めており、タイムリーな話題だった。さらに、全

国放送の番組で九州の取り組みが紹介されていてよかった。富裕層が増え続けている

ことは初めて知ったし、キャスターとコメンテーターのやり取りも的を射ていて、非

常に面白い番組だった。 

 

○  番組のなかでＪＲ九州の新しい取り組みを紹介していたが、企画内容をもう少し掘

り下げてほしかった。全体的に内容はおもしろく分かりやすいが、最後の盛り上がり

に欠けたように感じた。 

 

○  富裕層をターゲットにした新しいビジネスの取り組みの様子がよく取材されてい

た。都市部での富裕層ビジネス、地方富裕層向けのビジネス、地方への富裕層誘導な

どいろいろなパターンが紹介されていて、これから富裕層ビジネスに取り組もうとす

る企業にとっても参考になる内容だった。また、プロジェクトを立ち上げる様子も紹

介され、企業の熱意が感じられてよかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

番組を制作していて、富裕層の実像がよくわからない部分はあった。

今回は企業の側から富裕層に迫ったが、今後は富裕層の実態を描ければ

いいと思う。頂いた意見やアイデアを生かして番組を作りたい。今回、

地方の取り組みに絞って富裕層ビジネスを伝えたことはよかったと思っ

ている。 

 

（ＮＨＫ側）  

富裕層はなかなか取材に応じてもらえずに苦労したが、九州の地場企

業の姿を全国に紹介したいという思いで番組を作った。富裕層ビジネス

はまだ始まったばかりだと思うので、今後どの程度経済効果をもたらす
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のか継続して取材していきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月９日(日)に放送された、ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「追跡 復興予算１

９兆円」(総合 後9:00～9:58)は、テーマに対する問題意識と綿密な調査・取材がと

てもすばらしかった。この報道が政治を動かすことにつながったと思う。報道の極め

て重い使命を果たした良い番組だった。 

 

○  ９月２６日(木)に放送された、ＡＳＩＡＮ ＰＡＳＳＩＯＮ～アジアを駆ける日本

人～「激戦！英会話ビジネス～アジアの英語大国・フィリピンは今～」(総合 後

10:00～10:43 九州沖縄地方)は、グローバル化のなかでフィリピンでは英語がビジネ

スになることがよくわかった。さまざまな人やビジネスの現場をきめ細かく紹介して

おり、取材力の高さがうかがえた。ぜひ継続してフィリピンの英会話ビジネスの様子

を伝えてほしいと思う。 

 

○  ９月２８日(金)に放送された、きん☆すた「いちおし食材 料理一本勝負 秋の味

覚を食べつくせ！ＳＰ」(総合 後8:00～8:43 九州沖縄地方)は、選ばれた食材が海・

山・畑と場所の変化があり、日本の自然の恵みを感じた。料理研究家の藤清光さんが

面白くテンポも良くて、楽しい番組だった。 

 

○  ９月２９日(土)に放送された、「独占公開！東京駅復活大作戦！」(総合 後7:32～

8:45)は、単に東京駅の復活の様子だけでなく、免震化の技術や工事に携わった職人

の仕事も紹介されていてよかった。 

 

○  ９月２９日(土)に放送された、「矢沢永吉 ６３歳のメッセージ～カリスマ・４０

年目の夏～」(総合 後 11:00～11:59)は非常によく取材されていて、とても興味深

かった。 

 

○  ９月３０日(日)に放送された、ＮＨＫスペシャル「日中外交はこうして始まった」

(総合 後 9:30～10:28)は、アジア外交の重要性を感じる良い番組だった。 

 

○  １０月５日(金)に放送された、特報フロンティア「九州発 野菜 ネット販売の挑
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戦」(総合 後 7:30～7:55 九州沖縄地方)は、九州の野菜のネット販売という最先端

の取り組みが紹介されていた。ただ、九州産の野菜が広がった背景には福島の原発事

故の影響があるのではないかと感じている。 

 

○  １０月６日(土)に放送された、地球ドラマチック「ニック・ハミルトン～カーレー

サーへの挑戦～」は、障害者の果敢な挑戦を、家族やスタッフが１人のレーサーの成

長として見守る姿に感動した。障害があっても誰もが成功をつかめる証しのようで、

いろいろな挑戦をしたい人にとって夢と希望を与える番組だった。また、社会におい

ての障害の理解としても学ぶところが多かった。 

 

○  １０月１２日(金)に放送された、特報フロンティア×きん☆すた「災害を生き抜く

チカラ」(総合 後 7:30～8:43 九州沖縄地方)は、被災地の現状や災害時の問題点、

防災についての最新情報がわかった。災害はいつ起こるかわからないので、今後も最

新の防災情報を報道し続けてほしい。 

 

○  １０月１４日(日)に放送された、ＮＨＫスペシャル 中国文明の謎 第１集「中華

の源流 幻の王朝を追う」は新しい発見があり、隣国を正しく知ることの重要性を感

じた。 

 

○  １０月１４日(日)に放送された、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～」(Ｅテレ 後 10:00～11:29)は、丹念に取材されていて、死

刑制度について考えさせられた。社会の問題を浮き彫りにして報道するというメディ

アの役割を果たした非常に良い番組だったと思う。今後もこうした番組作りを期待し

たい。 

 

○  １０月１７日(水)に放送された、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、女性の社会進出についてきちんと伝えたいい番組だった。こう

いう番組は、女性にとっても、社会にとってもプラスになると感じた。ただ、同じテー

マでくくれるものはまとめて伝えるなどの工夫がほしいと感じた。 

 

○  「日曜美術館」はこれまで作品や作家そのものを紹介することが多いように感じて

いた。しかし、１０月７日(日)に放送された、日曜美術館「横山大観を支えた匠（た

くみ）たち」は、職人やそれを支える人たちに焦点を当てていて新鮮に感じた。また、

９月２３日(日)の日曜美術館「匠（たくみ）の心 技に込めて 第５９回日本伝統工
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芸展」は、作家の仕事を多く見せるために、ゲストの数を減らしてトークの時間を短

くしていた。こうした手法は非常にわかりやすくて良いと思う。 

 

○  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～」(総合 後 9:00～

10:13)は主演の渡辺謙さんが好演されていて、とても感動的なドラマだった。 

 

○  「ためしてガッテン」は、テーマを分かりやすく伝えるために、インパクトの強い

表現がたびたび見受けられる。視聴者の誤解を防ぐためにも、一つのテーマを伝える

ときは、一側面だけでなく、多様な考え方を伝えるようにより一層工夫をして欲しい。 

 

○  京都大学の山中伸弥教授のノーベル賞受賞とｉＰＳ細胞移植手術に関わる虚偽発

表事件の一連の報道は、迅速で内容も分かりやすかった。特に「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２

４」や「週刊 ニュース深読み」では納得いく解説が聞けて、コメンテーターの人選

も適切だった。 

 

○  「きれいの魔法」は、毎回最新のエクササイズや化粧法など、中高年も抵抗なくで

きるように紹介されていてありがたい。 

 

○  「週刊 ニュース深読み」は説明が具体的で非常にわかりやすい。専門用語もきち

んと解説してくれるので、高齢者に優しい番組になっていると思う。 

 

○  連続テレビ小説「純と愛」を毎朝楽しみにしている。 

 

○  沖縄の基地問題について、今後も繰り返し報道してほしい。 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年９月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２０日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度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、また、「平成２４年度後半期の九州沖縄地方の番組」および「放

送番組の種別」について説明があった。 

続いて、事前に視聴した、ＥＴＶ特集「福島のメル友へ 長崎の被爆者から」を含め、

放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、１０月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行わ

れ、会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長    豊田 滋通 （（株）西日本新聞社監査役） 

委 員     下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事） 

     田中丸弘子 （（株）佐世保玉屋代表取締役社長） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（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＞ 

 

○  「すっぴん！」や「あさイチ」などの番組では比較的若い人を起用して、若者向け

に力を入れているが、もっと弱者や高齢者向けの番組も大事にするべきではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＮＨＫは視聴者層が中高年に偏っているため、若い視聴者に見てもら

う工夫を行っている。もちろん、中高年の視聴者の満足度を高めること
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も重要である。ターゲットを明確にして番組を差異化し、バランス良く

編成することを心がけたい。 

 

○  テレビ全体として、歌番組が減っている気がする。歌よりもトークがメインの番組

が多いので、歌を聞かせる番組を増やしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

いまの歌番組は、司会者とアーティストとのトークで盛り上げる構成

が主流となっている。しかし、本格的な歌番組のニーズも高いので、検

討していきたい。 

 

○  アメリカやヨーロッパの良質なドラマの放送を増やしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

これまでもアメリカやイギリスのクオリティーの高いドラマを放送し

てきた。今後も各国の良質なドラマを届けていく。 

 

○  海外ドラマの場合、再放送はできる限り字幕放送でお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

放送時間帯やニーズに合わせたサービスを今後考えていきたい。 

 

  

○  中国や韓国など東アジアの理解促進は重要だと思う。アジアへの関心を広げ、アジ

アの動きを的確に伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

アジアの文化や歴史を深く知る番組は重要だと思っている。そうした

番組を通して、国民どうしの交流を促すことはマスコミの大切な役割で

ある。 

 

○ ８月上旬に原爆関連の番組が３日間連続で放送された。こういう編成は効果的だと

思う。また、放射能は長期にわたる問題だと思うが、継続して番組を作り続けてほし

い。 
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＜ＥＴＶ特集「福島のメル友へ 長崎の被爆者から」 

（８月５日(日)Ｅテレ 後10:00～10:59 長崎局制作）について＞ 

 

○  この番組は福島の被ばくを通して長崎の６７年を振り返るという視点がよかった。

それを、長崎の被爆者で８２歳の廣瀬方人さんと福島の高校生で１７歳の佐藤木綿子

さんという２人を通して描いたこともよかった。思いやりのある２人がメールを通し

て互いの心情を伝え合う。そのシーンが繰り返されることで、重たいテーマにも関わ

らず救われる思いがした。また、被爆者同士の結婚を反対されて自殺したという昭和

３０年ごろのニュース映像が使われていたが、これは相当インパクトのある映像だっ

た。 

 

○  冒頭のメールの朗読者が登場するシーンは違和感があるが、朗読自体は優しく落ち

着いていて、廣瀬さんと佐藤さんそれぞれの思いがしみ込んでくるように感じられた。

また、メールのやりとりや廣瀬さんが高校生と語り合うシーンをもう少し見たいと

思った。１時間のなかに、たくさん伝えようとすることがありすぎて、長崎の被爆者

の方や廣瀬さんの思いが正確に伝えられなかったように感じた。ただ、福島の高校生

の本音の思いをたくさん聞き、風評被害や差別、次の世代まで続く将来の不安をもう

一度考えさせられた。 

 

○  １時間の番組を飽きさせない工夫が随所にみられたが、心に残るキーワードがな

かったのが残念だった。また、数値の情報はナレーションだけでなく、テロップも出

すと効果的に視聴者に伝わると思う。番組のテーマが見えづらかったので、もう少し

はっきり制作の意図がわかった方が、番組に個性が生まれていいと思う。 

 

○  メール交換というわかりやすい視点から、放射能汚染とそこで生きるということを

改めて深く考えさせられた。長崎で被爆し生きてきた廣瀬さんの話は、福島のこれか

らを考える大きなヒントになった。しかし、原発と原爆とでは違いがあると思う。そ

こで、改めて科学的な視点も交えながら、原爆の被爆とは異なる福島の被ばくの問題

を考える番組を期待したい。 

 

○  この番組はメール交換という意外な関係でつながる２人を取り上げていたのが興

味深かった。福島の高校生の生の声も聞けて、将来自分たちが差別や偏見を受けるこ

とを心配する姿には胸が痛んだ。長崎の被爆者もそうしたことを心配しているのでは
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ないかと思う。しかし、その視点が少し薄かったように感じた。せっかく長崎と福島

の生の声が聞けているのだから、差別や偏見についてさらに詳しく伝えたほうがよ

かったのではないか。 

 

○  静かなナレーションやゆったりと見せる演出は番組に入り込みやすく、放射能の問

題を一緒に考えているような気持ちになった。自然な空気感があって、見終わったあ

ともずっと考えてしまうような番組だった。また、重いテーマのなかで、桜やあじさ

いなどの風景映像が印象的でよかった。 

 

○  長崎の事例を見て、福島の原発の問題で今後どういう対応がとられるのかと考えさ

せられた。放射線の危険性について根拠も信頼できる情報もないなかで、福島に生活

することは大変重い選択だと感じた。ただ、そうした放射線の危険性について、もっ

と踏み込んで伝えてほしかった。 

 

○  放射能はとても恐怖に感じるが、科学的な情報を学ぶことで乗り越えられる恐怖も

あると思う。そもそも原発と原爆は違うと思うので、福島と長崎の違いを科学的にみ

せてほしかった。長期にわたる問題だと思うので、放射能に関する情報はこれからも

放送し続けるべきだと思う。 

 

○  廣瀬さんが将来自分と同じ苦しみを背負うかもしれない福島の子どもたちに、自分

の経験を少しでも役立ててほしいという思いが伝わってきた。ただ、放射線をどの程

度浴びているのかわからず、どのような影響があるのかもわからない。それはとても

怖いことだと思った。また、２人が日常のちょっとした出来事をメールでやり取りす

るシーンがあった。そういうシーンが入ることで、重いテーマの番組のなかで、少し

ほっとすることができてよかった。 

 

○  福島の問題、エネルギーの問題はこれから何十年も続く問題だと思う。これは国民

一人一人が考えるべきものなので、これからもこういう番組を作り続けてほしい。ま

た、メール交換という若い人も興味を持ちやすい題材を選んでいてよかった。 

 

○  被爆者の体験に基づいた放射線の不安に焦点が当てられていた。しかし、放射線の

安全基準はいまだ定かではなく、さまざまな見解がある。立場が異なると見解も違う

ことが福島の人をより不安にしていることにも触れてほしかった。また、福島の女子
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高生だけでなく、男子高生の意見も知りたかった。それに、長崎の被爆した女性は子

どもを産むことにどう向き合ったのか知りたかった。 

 

○ 世代を超えた交流をテーマにした番組で、放射能の恐ろしさに対して支え合い語り合

うことの大切さを感じた。また、個人の思いと被爆者団体や学校という組織との対比

もよく描かれていた。福島と長崎・広島の違いはこれからもさまざまな角度から検証

する番組を作るべきだと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組は差別や偏見について、いかに理想と現実にギャップがある

かということを伝えたかった。制作にあたり想定外の出来事もあったが、

それが現実だと素直に伝えることを意識した。 

 

（ＮＨＫ側）  

放射線の人体への影響は絶対的な裏づけがあるとはいえずその危険性

について特定して伝えることはできない。原爆でさえ６７年間認められ

ていない現実がある。その現実を福島の人だけでなくみんなで考えてほ

しいと思っている。ただ、放射線の危険性について特定して伝えること

ができないために、テーマがわかりづらいという意見につながったのか

と思う。今後の番組作りの参考にさせていただきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月５日(日)に再放送された九州沖縄特集「医師 原田正純 未来への遺産」(総

合 前 7:45～8:34 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は原田先生の５０年にわたる水俣病との格闘の記

録に感動した。 

 

○  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)、８月４日（土）に再放送されたＮＨＫスペシャル「メルトダ

ウン 連鎖の真相」(総合 後 3:05～4:03)、８月５日(日)に再放送された九州沖縄特

集「医師 原田正純 未来への遺産」(総合 前 7:45～8:34 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)はテーマ

も内容もすばらしかった。これからもこういうテーマに向き合った番組作りを続けて

ほしい。 

 

○  ８月１７日(金)のＮＨＫスペシャル「最期の笑顔～納棺師が描いた東日本大震
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災～」(総合 後 10:00～10:49)は納棺師が津波の犠牲者の損傷した顔を修復して、遺

族が最期の別れをするという内容だった。納棺師はスケッチブックに犠牲者の笑顔と

家族が対面したときの印象をつづっていて、すばらしい方だなと思った。こういう人

こそ番組で取り上げるべきだと思う。 

 

○  オリンピックのＮＨＫアナウンサーの実況は適度な興奮と冷静さで安心して見ら

れた。 

 

○  「夏休み子ども科学電話相談」は子どもの素朴な疑問に驚かされるとともに、珍問

に丁寧に応える講師陣の名解説を大人も楽しめる番組だった。 

 

○  ロンドンパラリンピックについて「バリバラ～障害者情報バラエティー～」をはじ

め、いろいろな番組に取り上げられていてよかった。ただ、障害者のスポーツとして

ではなく、アスリートたちのスポーツだという感覚で番組制作に臨んでほしいと思っ

た。 

 

○  障害者のスポーツについては、アスリートが行うものという視点をもって番組制作

やイベントを行うべきだ。 

 

○  「夏休み子ども科学電話相談」は子どもの素朴な疑問に驚かされるとともに、珍問

に丁寧に応える講師陣の名解説を大人も楽しめる番組だった。 

 

○  ９月１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「“死者３２万人”の衝撃 巨

大地震から命をどう守るのか」(総合 後 9:00～10:13)は巨大地震の備えについて、

課題や問題を痛感させられる番組だった。９月３日(月)のクローズアップ現代「津波

火災 知られざる脅威」では津波で火災が起こることを初めて知った。震災から１年

半がたつが、これからも新事実を見つけ出して、１人でも死者を減らすための報道を

続けてほしい。 

 

○  ９月６日(木)から放送が始まった、仕事学のすすめ「三浦雄一郎 冒険(ベン

チャー)スピリットが扉を開く」のシリーズは挑戦することのすばらしさを感じるい

い番組だった。 

 

○ ９月６日(木)と７日(金)の「見んと！長崎」(総合 後 6:10～7:00 長崎県域)では対
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馬の話題を取り上げていた。６日は過疎地再生の話題で、地域おこしをもっと頑張ろ

うと思わせる内容だった。一方、７日はプサン航路の実現で韓国資本が対馬に入って

くるというリポートだった。このように、地域の様子を角度を変えて伝えることで、

地域の課題をより深く学ぶことができると思った。 

 

○  ９月９日(日)のＥＴＶ特集「地球の裏側で“コシヒカリ”が実る」は南米ウルグア

イでおいしい米を世界に広めようする日本人農家の田牧一郎さんの生き方が素晴ら

しいと思った。ただ、国や地域が違えば食文化も異なるという視点が必要だったので

はなないかと思う。 

 

○  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」は昭和の男、高倉さんの圧倒的な存在感が際立っていてよかった。 

 

○ ９月１５日(土)の「週刊 ニュース深読み」で出生前診断が取り上げられていて、３

５歳以上で出産すると障害を持った子どもが産まれる確率があがるというデータが

示されていた。早いうちに子どもに恵まれるのが望ましいが、そこには女性の社会進

出と晩婚化という切り離せない課題があると思う。 

 

○  ９月１６日(日)のくまもとの風「石牟礼道子 “苦海”からの祈り」(総合 前 7:45～

8:10 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は石牟礼さんを通じて水俣病の実態が伝えられており、心打た

れる番組となっていた。特に水俣病患者が東京に陳情にいったときの「東京には日本

がなかった」というエピソードは胸が痛んだ。 

 

○  ９月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」は、最先端の

技術を知らしめるとともに、家族がどういう過程を経て判断を下すのかも描いていた。

非常にいい番組だった。 

 

○  ９月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」は、出生前診

断がよく理解して気持ちの準備をしておかなければならないものだと認識させるい

い番組だった。これからも生活に関わる事柄ついて取り上げてほしい。 

 

○  ９月１９日(水)の「あさイチ」は金属アレルギーについての内容で、とてもために

なった。こういう身近な疑問や不安を解消してくれる番組をもっと放送してほしい。 
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○  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～」(総合 後 9:00～

10:13)を非常に楽しみにしている。戦後の荒廃した東京が震災後の今と重なるようだ。

国にとって外交がいかに重要か考えさせられた。 

 

○  北九州では北九州放送局開局８０周年で公募した「ひまわりの花」というミニ番組

が放送された。とてもいい歌なのでこれからも定期的に放送して、北九州市民の歌と

なればいいと思う。 

 

○  ニュース番組は、時間帯によりターゲットを明確にし、暮らしに関わる生活情報も

詳しく取り上げるなど、視聴者の関心に応える工夫をすべきだと思う。 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年７月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１９日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴した、特報フロンティア「緊急報告 九州大雨被害～梅雨前線

で何が～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

後に、８月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長    豊田 滋通 （（株）西日本新聞社監査役） 

委 員     下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

竹井 成美 （宮崎大学教授） 

竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事） 

     西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜特報フロンティア「緊急報告 九州大雨被害～梅雨前線で何が～」 

（７月６日（金）総合 後7:30～7:55 福岡局報番・大分局制作）について＞ 

 

○  「緊急報告」というタイトル通り、非常にタイムリーな番組だったと思う。ただ、

この放送後にも九州各地で大雨が降り被害が出たことを考えると、内容が少しもの足

りなかった気がする。また、番組を見て、改めて避難に対する住民の意識が低すぎる

と感じた。行政が事前に防災対策をどのくらい行っていたのかについても、厳しく指

摘した方がよかったと思う。気象庁が「これまでに経験したことのない大雨」という

表現を使っているが、昭和２８年には熊本の白川大水害、昭和５７年には長崎大水害

が起こっている。今回の大雨を九州で起こった災害の歴史の中でとらえて、過去の教

訓を盛り込んでもよかったのではないかと思う。 
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○  なぜ大雨による被害が大きくなったのかということも取り上げてほしかったと思

う。京都大学防災研究所の中北英一教授の説明はとてもわかりやすかった。今回の大

雨では地域住民同士で声を掛け合い、大きな被害を免れた地域もあったということだ

が、普段の防災訓練で声掛けをするリーダーを育てることも大切だと思った。 

 

○  早めの避難を呼びかけるだけの番組で終わってしまったところに問題点があると

感じた。行政がどのような形で避難指示をしたのか検証があってもよかったと思う。

マスコミの役割は、人々の生命を守るためにその情報を必要とする人々に伝えること

とだと思う。災害情報リテラシーの問題についても取り上げてほしい。防災を進めて

いくうえでＮＨＫから発信された情報を集積し、それを活用できるサービスを今後充

実させてほしいと思った。 

 

○  非常にタイムリーな番組でよかったと思う。九州が集中豪雨の多発地帯であること

や、氾濫の危険性が高い中小河川が多くあること、護岸工事が行き届いていない場所

も多くあることなどが再確認できたこともよかった。避難勧告が出ていた地域で、実

際に避難した住民は一部であったということには驚いたが、いざ自分のこととして考

えると避難するかどうか迷うと思う。その時に重要になるのが「情報」だと思うので、

メディアからもっと積極的に情報を伝えて視聴者の防災の意識を高めるようにして

ほしい。 

 

○  災害が起こってから放送まで時間がない中で、番組としてよくまとまっていたと思

う。しかし、放送後に九州各地で再び大雨が降り、大きな被害が出たことを考えると、

視聴者への警告というメッセージ性をもっと出して番組を制作してもよかったので

はないかと感じた。被災地では、川の水が引いた後も掃除や片づけなどが大変だと聞

くので、復興までの状況も随時報道してほしい。 

 

○  番組では、護岸工事の遅れが災害の一要因であると指摘している。しかし、ハード

面の備えだけでなく、想定外の災害を想定した抜本的な対策として、各自治体の避難

指示の基準や伝達方法を早急に見直すべきだろうし、一人一人が自ら身を守るために

はどうしたらいいかというソフト面での対策を考えるべきではないかと思った。今回

の番組は、大きな被害をもたらしたテーパリングクラウドの仕組みと、それに対応で

きなかった弱い護岸の存在を取り上げ、それでも声掛けをしたリーダーの存在が地域

住民を救ったエピソードを紹介しただけで終わってしまったように感じる。もう少し
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踏み込んだ、危機感のある展開が必要だったと思う。 

 

○  このような番組を制作したことはとても意義のあることだと思う。しかし、視聴者

に問題提起をして考えさせるところが少し弱かったように感じた。災害報道のあり方

や、行政の取り組みの遅れなどに対して、もう少し問題提起があるとよかったのでは

ないかと思う。 

 

○  今回の番組は、初期の報道としてはよかったと思う。自分の命は自分で守るという

姿勢の中で、地域住民が行政に頼らず迅速な行動を取った結果、助かったのだという

事実が非常によく伝わってきた。行政のあり方を問う番組は、もう少し時間をかけて

制作すればよいと思う。今は携帯電話、テレビ、ラジオなどいろいろな形で情報伝達

ができるので、行政から二重にも三重にも警告を発するようなシステムを開発できれ

ばよいと感じた。 

 

○  行政の防災無線が聞こえにくいという話があるが、緊急時に待機状態にあるテレビ

の放送を自動的にオンにするシステムがあればいいと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＮＨＫでは、毎月１日の正午前の１分間に、緊急警報放送の試験信号

を放送している。緊急警報放送に対応した受信機を持っていれば、待機

状態にあるテレビ・ラジオ受信機のスイッチを自動的にオンにするシス

テムになっている。 

 

○  この番組の放送後に、さらに大雨で被害が出たことを考えると、もう少し防災の観

点から番組を制作してもよかったのではないかと思う。緊急報道のあり方についても、

視聴者に本当に緊急性が伝わるような表現を今一度考えてほしい。今後も防災意識を

高める番組をＮＨＫは率先して放送してほしいと思う。 

 

○  番組では、大雨の際には早めの避難がいかに大切か何度も語られており、これに

よって防災意識があらためて喚起されたのではないかと思う。航空撮影を交えた現場

の様子と被災者のインタビューによって災害規模の状況がよく把握できた。グラフや

ＣＧを使って豪雨発生のメカニズムが説明されていたのでわかりやすかった。防災計

画についても取り上げられていたが、決壊が報道された花月川は護岸整備が直ちに必
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要なほど不安定な場所だと認識されていなかったことがわかり、自然災害への対応の

難しさを改めて感じさせられた。 

 

○  この番組は、その後も各地で続いている大雨の原因と対策を改めて視聴者に考えさ

せるタイムリーな企画だった。多くの人が、自分の地域の問題に置き換えて考えたと

思う。番組の中で、テーパリングクラウドによる大雨が大きな被害をもたらしたとい

う解説があったが、その通りだと思う。近年、この様な観測史上まれにみる大雨や台

風が世界各地で起こっており、毎年異常気象が続いているように感じる。この原因に

ついて、踏み込んだ番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

住民の防災意識をどう高めていくのか、メディアとしてどのような形

で情報提供していくのか、非常に重要なことだと改めて感じた。このよ

うな番組は、継続的に伝えていくことを心がけて、今後の番組制作にも

生かしていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２１日(木)の九州沖縄特集「終わらない戦い～戦後６７年 もう一つの沖縄

戦～」(総合 後 10:00～10:48 九州沖縄地方)は、知られざる沖縄戦を描いていた。

沖縄戦禍の知られざる悲劇を今後も伝える必要があることを痛感した。この事実を風

化させないように今後も定期的にこのような番組を放送してほしい。 

 

○  ６月２３日(土)は沖縄の「慰霊の日」に合わせて、「朗読シアター２０１２」(総合 

前 10:55～11:45)と「平成２４年沖縄全戦没者追悼式」(総合 前 11:45～11:54 九州

沖縄地方、後 0:15～0:45)をきちんと時間をかけて放送していてよかった。 

 

○  ６月２４日(日)の宮崎熱時間「もっと消費者の近くへ～野菜ブランド ヒットの秘

密～」(総合 前7:45～8:10 九州沖縄地方)は、とてもすばらしい番組だった。各地の

放送局からこのような新しい試みをしている人を取り上げて、今後も広く全国の人々

を元気にするような番組づくりをしてほしい。 

 

○  ６月２４日(日)のサキどり↑「シリーズ減塩(２)おいしい減塩 大作戦！」では、

限りなく塩を使わないことでがんを治すという試みをやっている患者の話が取り上
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げられた。こういった世界の 先端の治療法についてはどんどん報道してほしい。 

 

○  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、非常に興味深い番組だった。これからシリー

ズで放送されるということなので今後も期待している。 

 

○  ６月２９日(金)のぐるっと８県 九州沖縄 増刊号「一歩踏み出す婚活講座」(総

合 後0:20～0:43 九州沖縄地方)では、ゲストの方が「女性らしさをアピールする色

がある」というような話をしていた。しかし、ジェンダーの視点から考えると、「そ

の人らしさ」という表現がいいのではないかと思った。 

 

○  ６月２９日(金)の特報フロンティア「赤ん坊たちの沖縄戦～記憶にない戦争を伝え

る～」は、記憶にない戦争をどう後世に伝えていくかということを問題提起した番組

で、大変すばらしかった。 

 

○  ６月３０日(土)のＮＨＫスペシャル「今ふたたび 日本のがん医療を問う」(総合 

後 7:30～8:43)を興味深く見た。いつもこのような番組を見ると、行政や医療サイド

と患者との温度差を感じてむなしくなるのだが、今回の番組では、厚生労働大臣の品

行方正なコメントに対して、ディレクターが「今回の構想は本当に実現できるのか」

と問いかけたのが印象的だった。この問いかけは、一歩踏み込んだ発言で、視聴者が

一番聞きたいひと言だったのではないかと思う。これを見たがん患者やその家族は非

常に勇気づけられたのではないかと感じた。 

 

○  ７月１日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「巨大怪鳥！コワモテの秘密」

や、７月８日(日)の「命がけの子育て！カエル父さん奮闘記」、また、７月１５日(日)

の「東京ムササビ天国！高尾山」はどれも大変興味深かった。難しい漢字にはふり仮

名をふると、子どもにもわかりやすくてよいと思う。 

 

○  ７月４日(水)の「ＮＨＫニュース７」では、ヒッグス粒子が確認されたというニュー

スが伝えられた。ヒッグス粒子とは何なのか、これが発見されたことの意義、これま

での研究史、そして日本の研究者の反応、これからの応用といった内容が網羅されて

おり、非常によくわかった。しかし、ヒッグス粒子についてはまだわからないことが

たくさんあるので、特集番組なども放送してほしい。 
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○  ７月４日(水)のハートネットＴＶ「ＮＨＫハート展 夏(1)虫さされ」では、ＮＨ

Ｋハート展の紹介をしていた。重度の障害があり、ほとんど字が書けないような少女

に先生が本当の意味で詩をどのように書くのか考えさせており、大変よい番組だった。 

 

○  ７月４日(水)の歴史秘話ヒストリア「“なでしこジャパン”はここから始まっ

た！！～メダリスト人見絹枝 女子オリンピックの夢～」は、人見絹枝さんが、単な

る優秀なアスリートというだけでなく、オリンピックに女性が参加することへの功労

者だったという話で大変興味深い番組だった。 

 

○  ７月５日(木)の仕事学のすすめ 小山薫堂 人を幸せにする企画術 第１回「先入

観を捨てて発想せよ」は、非常におもしろかった。明治大学大学院の野田稔教授の質

問は意図がはっきりしていて、聞き手としてすばらしい人選だったと思う。 

 

○  ７月５日(木)の旅のチカラ「パンソリ 私を救った心の歌～綾戸智恵 韓国・ナム

ウォン～」は、「パンソリ」に強く共感した綾戸智恵さんが国民的パンソリ歌手の手

ほどきを受け、自らの心と向き合った様子が描かれており大変すばらしかった。 

 

○  ７月６日(金)のくまもとの風「玄海発見伝 繁盛店の仕掛け人・山野潤一さん」(総

合 後7:30～7:55 熊本県地方)は、山野さんの人のよさ、物を大切にする心が伝わっ

てきて大変よい番組だった。 

 

○  ７月７日(土)の北九州×クロス「“映画王国”北九州」(総合 前10:50～11:15 九州

沖縄地方)は、内容や構成がおしゃれで粋だった。７４歳で北九州の作品に３４本も

出たエキストラ専門の女性の生き生きとした姿に、北九州の心意気を感じた。久しぶ

りに自分の町が誇らしく思えた。 

 

○  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)では、北九州市以外にもがれきを受け入れている他県の地

元住民が、どのような反応をしているのか取り上げてほしかった。 

 

○  ７月１１日(水)の歴史秘話ヒストリア「わたしを長崎に連れてって～美しき教会と

キリシタンの物語～」は、一部、史実と合わない展開があるのではないかと感じた。
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隠れキリシタンたちが命がけで守ってきた文化に触れるなど、もう少し丁寧に掘り下

げてほしかったと思う。 

 

○  ７月１４日(土)の小さな旅「ふるさとは 宝の海～熊本県 天草市通詞島～」では、

豊かな海でイルカと共存しながら漁をする様子が紹介され、自然を尊重して生きてい

くことが人間にとって一番充実感があるのではないかと感じた。島の名前が室町時代

の南蛮貿易の通訳に由来しているとのことだが、島の名前だけでなく海の恵みや風景

も昔のままそこにあるようなイメージが伝わってきた。アナウンサーの語りやテーマ

音楽も心地よく、タイトル通り「小さな旅」をさせてもらったように感じた。 

 

○  ７月１４日(土)のＮＨＫスペシャル ミラクルボディー 第１回「ウサイン・ボル

ト 人類 速の秘密」(総合 後7:32～8:30)は、世界 速のアスリートの身体の秘密

を高速カメラやＭＲＩなどを使い科学的に分析しており、大変おもしろい番組だった。 

 

○  ７月１４日(土)のすくすく子育て「子育て中の家事のコツ」は、男性の視点で子育

てが語られており大変画期的だと思った。 

 

○  ７月１５日(日)に放送された、うまいッ！「甘くてトロトロ！？完熟うめ～和歌山 

みなべ町～」では、南高梅が６０年前に地元高校生によって開発されたものだとわか

り大変興味深かった。ただ、女性アナウンサーには、取り上げた食材についてしっか

りと伝えてほしいと思った。「サラメシ」という番組は、同じ食べ物や食事を取り上

げるにしても、大切さが伝わってくる温かい番組になっていて大変よい。 

 

○  「あさイチ」は７月１７日(火)の「スゴ技Ｑ 夏に気になる！口臭徹底撃退法」を

始め、人に相談できない悩みを抱えている人に向けてわかりやすく解決策を教えてく

れるところがおもしろいと思う。 

 

○  ７月１８日（水）のあさイチ「どうする？どうなる？生活保護」では、子どもが親

を扶養することに対して「決まりで援助していくのか、気持ちで援助していくのか」

という言葉が非常に印象深くてよかった。 

 

○  防災に関する番組については、各地域で制作したものをしっかりと残していってほ

しい。また、災害発生時には気象情報や交通情報だけでなく、生活情報もしっかり伝
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えてほしい。ＮＨＫには、個人の防災リテラシーを啓もうするようなメディアになっ

てもらいたい。 

 

○  ８月に開催されるパラリンピックに関しては、ＮＨＫが総力をあげて放送し、更に

放送枠についても 大限確保してほしいと思っている。 

 

○  原発の問題については、国民一人一人がしっかり考えるような番組を引き続き放送

してほしい。 

 

○  「見んと！長崎」はいつもしっかりと取材していると感じる。「ラララＭｙスクー

ル」というコーナーで小学校や幼稚園の話題を取り上げていたが、子どもたちが生き

生きとしていて元気をもらえる。今後、視聴者が意外と知らない県内企業の自慢の製

品や、新サービスなどの情報を日替わりで紹介するコーナーがあるとよいと思う。 

 

○  「でんでらフライデー」は、日ごろ目にしているのに、あまり注意を払わないとこ

ろに注目する視点がおもしろい。山本美穂さんの番組の進行も好感が持てる。脇を固

める個性ある小林陽広さん越中哲也さんの存在感もしっかりしていて大変チーム

ワークがいい番組だと感じている。７月１３日(金)のでんでらフライデー「知って

た？長崎のご当地キャラ」は、ご当地キャラクターで地域が元気づけられたり勇気づ

けられたりしている事例の紹介が多数あり、地域の思いがたくさん込められているこ

とが改めてわかった。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年６月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２１日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴した、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～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行っ

た。 

最後に、７月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長    豊田 滋通 （（株）西日本新聞社監査役） 

委 員     下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

鈴田 滋人 （染織作家・重要無形文化財保持者） 

竹井 成美 （宮崎大学教授） 

竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事） 

     西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜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～」（５月３０日（水）総合 後10:07～10:50 大分局制作）について＞ 

 

○  双葉山が背負った時代がかいま見えたのが非常によかったと思う。国民的な英雄で

あった双葉山が、戦時中という時代背景があったために勝利の象徴としても祭られて

いたということがよくわかった。横綱・白鵬が時代を超えて双葉山を目標としている、

という話も取り上げることで、過去を語るだけでなく今につながっていく構成になっ

ていて大変よかった。 

 

○  非常によくできた番組でおもしろかった。ただ、一番中心になっている右目が不自

由だったというエピソードは、当時は知られていなかったのかもしれないが、今は結
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構知られているのではないかと思う。“秘話”というには少しもの足りない気がした。

また、引退後の双葉山のことも取り上げれば、さらにおもしろい番組になったと思う。

この番組は、若い世代の人たちも関心を持って見たのではないかと思った。 

 

○  双葉山生誕百年、しかも大分県出身ということで、今回「歴史秘話ヒストリア」で

取り上げたことは非常によかったと思う。双葉山の強さの本質は「努力と精進」であっ

たと思うので、その点をもっと強調してもよかったのではないか。舞の海秀平さんの

解説はもう少し時間をとった方が双葉山の本質がわかりやすく描けたのではないか

と感じた。 

 

○  昭和の大横綱・双葉山の栄光だけでなく、知られざる努力や苦悩、時代背景が描か

れており、大変興味深く見た。ただ、双葉山の連勝記録に一番近い横綱・白鵬にイン

タビューするのは理解できるが、日本人力士で一番近い元千代の富士の九重親方や若

手力士にとって双葉山がどのような存在なのかについても取り上げてほしかった。ま

た、双葉山時代は相撲が年２回の興行だったことや興行日程が今より短かったことを

考えると、白鵬に比べて長い年月をかけて６９連勝を達成しており、体力、気力の維

持がより難しい環境での連勝記録であることが、視聴者には少しわかりづらかったと

思う。双葉山の生涯を時系列に図解で説明してもらえるとよかった。また、引退後に

ついても取り上げてほしかった。 

 

○  双葉山が舟をこいで足腰を鍛えたことや、右目が不自由であったことなどは初めて

知ったので驚いた。戦時下で無観客の中での双葉山最後の相撲の様子が心に残った。

若いディレクターが日本の国技である相撲を番組で取り上げたことはとてもよかっ

たと思う。家族みんなで見たい番組だと思った。 

 

○  興行日程が１１日だったものが、どういった経緯で現行の１５日になったのか、ま

た、６９連勝するには何場所全勝優勝があったのかなどわかりやすく図解してもらえ

るとよかった。戦時下で勝利のシンボルとされ、引退できなかったとは言え、３４歳

まで相撲を続けたことには大変驚いた。双葉山を始め、力士は徴兵制を免除されるの

かどうか補足があるとよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

徴兵制度について、免除はされていないが、かなり体の大きい横綱ク
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ラスの力士が戦地に行くことはほとんどなかったようだ。 

 

○  横綱・双葉山がどのように育てられたのか、歴史的な背景を含めて描かれており非

常に感心した。双葉山は宇佐で生まれたとのことなので、今の宇佐市が双葉山とどの

ようなつながり方をしているのかについても取り上げてほしかった。番組を通して、

いつの時代にもヒーロー的な存在が大事なのだと感じた。戦時中にもかかわらず、６

万人が相撲を見に来ていたということなので、現代の相撲もこのような活気を取り戻

してほしいという思いも伝えてほしかった。双葉山が、右目のハンディキャップをカ

バーするために「後の先」で戦ったと強調されていたのが少し気になった。舞の海秀

平さんが双葉山の上手の強さを紹介していたが、その点をもっと取り上げてもよかっ

たと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

「後の先」については、はっきりと「双葉山関は目が悪かったので後

の先をとるという戦法をとった」というインタビューが残っているので、

右目の苦労とつなげて紹介したかった。「後の先」は横綱らしい堂々とし

た相撲だという形で紹介されるのだが、実はそうではないのだという点

を強調して伝えたかったので今回のような構成になった。 

 

○  「大鉄傘を揺るがす」という言葉が、双葉山に対する称賛の言葉で、今も国技館に

残っているというエピソードは興味深かった。相撲ファンでなくても、女性たちが番

組の導入部分で引き付けられて、ふだん「歴史秘話ヒストリア」を見ない視聴者も、

もしかしたら見たのではないかと思った。昭和７年に多くの力士が相撲協会を脱退し

たとのことだが、そんなに多くの力士が脱退してどうやって相撲を続けられたのか、

詳しく説明があるとよりおもしろいエピソードになったのではないかと思う。 

 

○  この番組の制作者は双葉山について、たくさん勉強したと思う。そこで制作者にし

かわからなかったことを何か番組にメッセージとして残してほしかったと思う。取材

を通してわかったこと全部を番組で取り上げることはできないと思うので、ぜひ番組

ホームページともリンクさせてもらいたい。歴史を勉強している中学生や高校生が興

味を持てるような充実した内容であれば、彼らも毎週番組を見てくれるようになるの

ではないかと思う。 
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○  双葉山が「後の先」を習得するには、並はずれた努力があったと思う。その時の様

子がわかる資料などがあればぜひ取り上げてほしかった。今後双葉山の相撲の技術に

関することや、下積み時代の苦労話なども取り上げた番組を制作してもらいたいと思

う。 

 

○  力士が国民のヒーローだった時代の映像を見ると隔世の感がある。戦争など重苦し

い時代背景があったことを考えると、国民が双葉山に明るい希望を見出していたよう

に感じられた。その分、今の時代とは違うプレッシャーがあったのではないか。応援

する国民も相撲に対する純粋な思いがあったように感じた。本気の戦いと純粋な応援

によって人の心を引き付ける感動が生まれていたような気がする。そうした雰囲気が

しっかり伝わる番組になっていたと思う。最後の場面で、６３連勝を果たした横綱・

白鵬が、譲り受けた双葉山の帯をしっかりと握りしめながら、「自分が新弟子として

双葉山に稽古をつけてもらっている夢を見る」と話しているが、相撲本来の魅力をか

いま見るような感動的なエンディングだった。 

 

（ＮＨＫ側）  

番組全体を通して、連勝記録に関わる数字の部分が伝わりにくかった

ということなのでその点は反省している。今回は“イケメン”や“アス

リート”といった表現を意識して使うことで、幅広い世代に見てもらい

たいと思って制作した。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１８日(金)の特報フロンティア「水俣病被害者 すべて救済されるのか」は、

時宜を得た番組であった。折しも水俣病を研究してきた原田正純医師が亡くなったこ

ともあるので、再度水俣病を掘り下げた番組を期待したい。 

 

○  ５月１８日(金)のきん☆すた「スター☆にしきの そこに島があるかぎり～鹿児島

県 与論島～後編」は、錦野旦さんや定岡正二さんの気さくな人柄が魅力的で、島の

人たちと絆を作っていく様子が伝わってきて心温まる番組になっていた。地元中学校

の野球部員が、定岡さんをどんな人かを知らないまま、それでも素直に指導を受ける

様子見て、心が洗われるような気持ちになった。ぜひ今後も続けてほしい番組だ。 
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○  ５月２１日(月)のひるブラ「味に歴史あり！？ご当地グルメ 佐世保バーガー～長

崎県佐世保市～」は、照英さんと安田美沙子さんの明るいリアクションが快適で、最

後まで楽しんで見ることができた。佐世保バーガーの歴史や奥深さも感じることがで

きてよかった。５月２２日(火)の「イルカと心をつなぐ！～長崎県佐世保市～」は、

イルカの動作が愛らしく、心豊かな気分に浸れる番組だった。冒頭で何回か大技に失

敗したイルカが、中継終了間際に技を成功させ、すばらしいフィナーレになったと思

う。 

 

○  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）と、５月２

７日(日)のＮＨＫスペシャル 未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理教「オウム

ＶＳ警察 知られざる攻防」（総合 後 9:00～9:58）は、特に再現ドラマに感心した。

１つのシーンを再現するだけでも膨大な取材が必要なので、再現ドラマにするために

どれだけの取材が必要だったのかと思うと、非常に感慨深いものがあった。また、番

組内で警察関係者も知らない内容を明らかにしていたことには驚いた。オウム真理教

の事件については、菊地直子容疑者、高橋克也容疑者が逮捕され、一応収束するのか

もしれないが、オウム真理教がなぜ生まれていったのか、その過程を描く番組があれ

ばよいと思う。 

 

○  ６月３日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「地球に迫る 天体衝突の脅威」は、２０万個

の流星が地球に衝突するのではないかという内容で、非常に興味深く見た。 

 

○  ６月３日(日)の日曜美術館「工芸・温故知新！」では、日本の工芸の最前線を紹介

していた。新人作家が中心だったが、これまで長く取り組んでいる作家についても紹

介してほしいと思った。 

 

○  ６月４日(月)のワイルドライフ「大都会ロンドン キツネ１万匹 大繁栄の謎に迫

る」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後8:00～8:59)や、「ダーウィンが来た！生きもの新伝説」のように

自然を扱った番組は大変すばらしいので、子ども向けにやさしく改作して放送してほ

しい。 

 

○  ６月６日(水)にＡＫＢ４８の総選挙が行われたが、翌日の「ＮＨＫニュース おは



6 

よう日本」で４番目の項目としてこの内容を扱っていた。ＡＫＢ４８の総選挙につい

ては、社会現象として特集番組を制作して伝える方法もあったのではないか。 

 

○  ６月９日(土)のＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥII 巨大地震 第３回

「“大変動期”最悪のシナリオに備えろ」(総合 後9:00～10:13)を見たが、今どのよ

うな地震対策や予知がなされているのか、よくまとまっておりすばらしい番組だった。

何度でも再放送してもらいたい。 

 

○  ６月１０日(日)のＮＨＫスペシャル「激動 トヨタ ピラミッド」は、よく取材さ

れていて、感銘を受けた。このような報道をぜひ継続してやってもらいたい。 

 

○  ６月１１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「道を究める、その先に てん

ぷら職人・早乙女哲哉」は、本当にここまでテレビで放送していいのかと心配になる

くらい天ぷらの極意を披露しており、驚いた。 

 

○  ６月１３日(水)の歴史秘話ヒストリア「戦国女ＢＯＳＳがゆく～ツンデレ城主・誾

千代(ぎんちよ)＆戦う女たち～」は、女性はか弱い存在ではなく、勇猛果敢であった

というようなメッセージが込められており、見ていて元気をもらった。 

 

○  ６月１５日(金)の特報フロンティア「働きたいけど働けない～高齢者“求職難民”

の実態～」では、若者の労働と、高齢者の蓄積された技術や教養、知恵を組み合わせ

ての労働とを相互補完的に考えていくのがよいのではないかとの提言があり、考えさ

せられた。 

 

○  ６月１６日(土)の「梅ちゃん先生」の一場面で、松子がお見合いを断った理由とし

て、「相手の男性と対等な関係が築けないから」と言っている場面があった。当時、

戦後の反動で、女性の権利を強く意識していた時代背景を表すのに、非常に効果的な

場面だったと思う。 

 

○  ６月１７日(日)に再放送されたイギリス ブランドパワーピンチを乗り切る極意

「ギーブス＆ホークス」は、「伝統は時代に合っていなければ単なる歴史になってし

まう」ということを考えさせられ、大変いい番組だった。まさに温故知新だと感じた。 
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○  ６月１７日(日)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「幸せの国の子どもたち～ブータンか

らの報告～」では、学校の先生が「人生は楽しいこともあれば苦しい時もある。苦し

い時にこうして習ったことを生かして正しい判断ができる」と教育しているという話

を聞いて、ＧＮＨ（国民総幸福量）の裾野の広さを感じた。時宜を得た、非常によい

番組だったと思う。 

 

○  ６月２０日(水)のクローズアップ現代「“里山”汚染メカニズムを解明せよ～福島

農業・２年目の模索～」では、去年原発事故にも負けずに頑張って米を作った農家が、

今年は作付けを断念せざるを得ない実態を紹介しており、興味深く見た。 

 

○  ６月２０日(水)の探検バクモンスペシャル「沖縄入門」（総合 後10:00～11:13）は、

爆笑問題が沖縄に関する問題提起をした、という意義のある番組だったと思う。嘉手

納基地の中にバラエティー番組が初潜入したということで、基地そのものに興味が集

中してしまうのではないかという点はちょっと気がかりだった。普天間基地移設問題

やオスプレイ配備の問題などについても番組の中で取り上げてほしかった。 

 

○  千葉放送局で、千葉インターネット放送局というのを始めているが、九州でもぜひ

取り組んでほしい。また、九州沖縄の各放送局の夕方の情報番組で、アジアの情報を

もっと発信してほしいと思う。 

 

○  視聴者参加型番組の「連続クイズ ホールドオン！」は、非常におもしろい。今後

も育てていってもらいたい番組だ。 

 

○  「すっぴん！」は、これまでにない番組で大変興味深い。制作者であるＮＨＫ、出

演者、番組視聴者の三者で１つの番組を作っていることがおもしろさにつながってい

るのだと思う。また、演出上もインターネットやスマートフォンを使用することで番

組の参加者を増やし、番組そのものにも深みを持たせている。次回も聴きたくなるよ

うな番組づくりをしていてすばらしい。 

 

○  千葉放送局は、独自の地域向け放送はＦＭでしか展開していないところなので、イ

ンターネットを通じた情報発信に力を入れている。九州沖縄の各放送局でもデジタル

サービスについて積極的に取り組んでいきたいと思っている。 
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○  プロフェッショナル 仕事の流儀「道を究める、その先に てんぷら職人・早乙女

哲哉」は、衣をつけて揚げるという限られた作業の１つ１つを突き詰めていくところ

に、仕事に向かうスタンスを感じ、視聴者も自分の仕事について、もう一度考え直す

きっかけになったのではないかと思った。 

 

○  「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」は、ツイッターを取り入れたニュース番組だが、天気

予報の最中にもツイートが表示されるのには違和感を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」については、若い世代にもニュースを見て

もらえるようにツイッターを取り入れて放送している。どのツイートを

放送するのかについては事前にチェックをしてから対応している。 

 

○  国会中継の審議の内容を、当日のニュースの中でまとめてわかりやすく解説してほ

しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

国会中継については、国会でどのような審議がなされているのかその

まま伝えている。特に重要な内容については、ニュースで詳しく取り上

げるようにしている。 

 

○  「バリバラ～障害者バラエティー～」は、今までにない新しい番組だと感じた。障

害者が生活面の悩みをざっくばらんに話し合う構成が非常によいと思う。ぜひ社会福

祉学を学んでいる学生など多くの人に見てもらいたい番組だ。 

 

○  ５月は東日本大震災で被災した教育現場からの特集番組が複数あり、子どもたちが

頑張る姿に安堵したが、その後のニュースで遊びと運動の場が制限されるため、子ど

もたちの体力低下が懸念されている現状が報道された。今後も教育現場の現状を報道

してほしいし、その対策の提言番組も制作してほしい。 

 

○  「ｗｋｔｋラジオ学園」は、若者には受ける内容かもしれないが、高齢者や目の不

自由な方にも配慮した番組を期待している。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル 宇宙の渚」は、映像がすばらしかった。ぜひ子どもたちにも
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見せて宇宙のすばらしさを伝えてほしい。 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年５月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２３年度九州沖縄地方向け地域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、事前に視聴した、クローズアップ現代「“からだの時計”が暮らしを変える」 

を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、６月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長    豊田 滋通 （（株）西日本新聞社監査役） 

委 員     下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

鈴田 滋人 （染織作家・重要無形文化財保持者） 

竹井 成美 （宮崎大学教授） 

     西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

＜クローズアップ現代「“からだの時計”が暮らしを変える」 

（４月２３日（月）総合 後7:30～7:56 福岡局・ＮＨＫプラネット九州制作） 

について＞ 

 

○  短い時間の中で、たくさんの事例を紹介しながら最先端の情報を整理して、解読し

ていく方法は見事だったと思う。導入部分もわかりやすくてよかった。 

 

○  新しい情報を正確に今の時期に得られたことは、本当に意義のあることだと思った。

時計遺伝子の仕組みについては、少しわかりにくいと感じた。病気治療に関する部分

が多かったので、病気の予防についてさらに掘り下げてほしかった。国谷裕子キャス

ターがもう少しゆっくりと進行して、ゲストに余裕を持ってもらった方が番組がス
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ムーズに進められたと思う。 

 

○  非常に新鮮な驚きがあった。投薬の時間をずらすことで治療効果が上がるといった

ことは、患者にとってもいい話である。また、医療費の抑制という観点から、国も施

策として取り組むべきではないかと思った。医療最前線の話題ということもあり、医

療用語が頻繁に使われて、ややわかりにくい部分があった。字幕スーパーを入れて

フォローしてほしい。「クローズアップ現代」はＮＨＫの看板番組の１つであると思

う。このような番組に、地方局から挑戦していくことは大変よいことだと思った。 

 

○  今回の「クローズアップ現代」の内容に加えて、５月９日(水)の「あさイチ」では、

アナウンサーが実際にダイエットに取り組んだ模様も紹介されていてよかった。こう

いった最先端の医療情報がＮＨＫから発信されることはすばらしいことだと思う。 

 

○  健康志向の強い現代社会で、とても興味深い番組だったと思う。薬の投与時間を変

えるだけで、病状の改善が見られるという前半部分は非常によくわかった。しかし、

最終的にはすべての病気の改善につながるのかどうかの説明がなかったので、疑問が

残った。なにより、番組で紹介された時計遺伝子と一般的に知られている体内時計と

の関係がよくわからなかった。また、投与方法で特許を取れる時代だとされているが、

日本は他の国に比べて進捗状況はどうなのか、もう少し踏み込んで解説してほしかっ

たと思う。健康な視聴者にとっては、病気予防に関心があるのでその点ももっと取り

上げてほしかった。 

 

○  時計遺伝子に基づく生体リズムに合わせた治療が画期的な効果をあげているとい

うことは非常によくわかった。内容が多くて、一度見ただけでは理解しきれない部分

があったのではないかと感じた。時計遺伝子の仕組みは複雑なのだろうが、それがわ

かりやすく解説できればもっといい番組になったのではないか。 

 

○  投薬の時間を変えるだけで効果がかわるということには驚いた。九州大学芸術工学

部の仮眠の効果を実証する実験は、深夜に２時間程仮眠をとるとホルモンが出る量が

急回復することはわかっても、時計遺伝子とどのような関係があるのかわかりにくい

と感じた。もっと専門的に実証していれば非常に広がりのある番組になったのではな

いかと思う。 
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○  この番組を見た視聴者は、薬の飲み方を変えれば自分の病気も治る、と安易に思っ

てしまうのではないかと思った。実際はまだ解明されていない部分も多いので、視聴

者が誤解しないように、番組でも説明すべきではないかと感じた。また、専門家の立

場から今何が解明されていて、どんな課題があるのか図解で示すなどすればもっとわ

かりやすかったと思う。 

 

○  時間治療というものを初めて知ったが、患者にとっては大変見通しの明るい内容で

よかったと思う。ただ、医療業界にはこの投薬方法を広めていくためにクリアすべき

問題があるようなので、その辺りをもう少し掘り下げてほしかった。 

 

○  時間治療とは体の細胞の中で時計のように働く時計遺伝子の性質を分析し、医療に

応用したものだが、がん患者にとって救世主のような治療法に思えた。ここまで画期

的な治療法がなぜもっと進まないのか疑問だ。九州大学の大戸茂弘教授の話では、

「時計遺伝子が発見されてから十数年なので歴史が浅いために進歩していない。」と

いうが、フランスではクロノポンプという時間治療をするための手軽な抗ガン剤投与

機まで開発されている。最初、今後の最新治療にすぐにでも応用できるのだという期

待感があったが、最新医療が進まない医療の体質に期待感が薄れた。また臨床例が２

例だったため、もう少し別の患者の臨床例も紹介してほしかったと思う。最新医療は

テーマとしてとても期待が持てる内容である。今後も取り上げてほしい。 

 

○  時間治療は、番組で紹介されている病気以外でも国内で治療がなされているのか、

どのような病院で治療の相談に乗ってくれるのか、また、行政の動きについても取り

上げていればなおよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

視聴者に、時間治療や時計遺伝子について関心を持ってもらい、世の

中に問題提起するきっかけになればと思い番組を制作した。「あさイチ」

でも同じテーマをダイエットの話題も取り上げながら紹介したので、両

方見た視聴者には、番組の連続性があり、より理解してもらえたのかも

しれない。このテーマは、今後も継続して取り上げていきたいと思って

いる。 

 

（ＮＨＫ側）  

時計遺伝子と体内時計はどのような関係があるのかというところは多
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くの視聴者が疑問に思ったところかもしれない。しかし、これをきちん

と説明しようとするとかなりの時間がかかるので、その仕組みについて

詳しく説明するよりその時間を使って医療への発展性や、実際の健康リ

スクにはどのようなものがあるのかということを紹介した。 

この時間治療は歴史が浅く研究途中であるので、医療現場にはまだあ

まり広まっていない。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月２０日(金)の特報フロンティア「若者と企業をマッチングせよ～ハローワーク

の“就活”支援～」はとても興味深く見た。一方、５月５日(土)の週刊 ニュース深

読み「“新入社員”が危ない？どうつきあうイマドキの若者」は、話が急展開する場

面があり、わかりづらかった。 

 

○  ４月２０日(金)のきん☆すた「ガレッジのスゴ旅 沖縄県前編」を見た。日ごろか

ら宣伝されている観光スポットを案内するだけではなく、ふだんの生活の中に驚きを

発見していこうとするねらいが新鮮だった。初めに行き先を決める「スゴ旅マシン」

など小道具が出てきて、視聴者が思わず引き込まれるおもしろさがあり、よかった。

家族そろって楽しめるものになっていたと思う。それぞれの町で見つけた、すごいこ

とやすごい食べ物などがよく取材されユーモアを交えて楽しく紹介されており、沖縄

の魅力が引き出されていたと感じた。特設ステージで旅の紹介をするガレッジセール

やアナウンサーの進行がおもしろく、来場した人との一体感もあったと思う。 

 

○  ４月２２日(日)のサキどり↑「減塩・低カロリー！食育は町ぐるみで」は、減塩で

健康を回復させる取り組みが紹介されていたが、沖縄でもその一環で減塩の給食の取

り組みが始まったところなので、とても興味深く見た。 

 

○  ４月２６日(木)の復帰４０年企画 ＮＨＫが映した沖縄（１２）「プロジェクトＸ 

挑戦者たち 炎を見ろ 赤き城の伝説 首里城・周年の親子瓦」(総合 後8:00～8:43 

沖縄地方)は、首里城を赤瓦の制作に挑んだ方の取り組みについて紹介され、大変心

に残る番組だった。 

 

○  ４月２６日(木)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 医療研究の最前線「絶
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食療法の科学」は、非常に興味深いドキュメンタリーだった。また、４月２７日(金)

のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 医療研究の最前線「癒やしロボットで認

知症治療」は、今まで無表情だった認知症の患者がアザラシ型のロボットと接すると、

さまざまなコミュニケーションが生まれ、脳の機能が活性化するといったことが紹介

されていた。こういった最新の治療法を知ることができ大変勉強になった。 

 

○  ４月２８日(土)のＮＨＫ映像ファイル あの人に会いたい「忌野清志郎」は、１０

分間という時間の中で彼の遺した愛と平和への思いを表現していてよかった。 

 

○  ４月２８日(土)の佐賀イズム「ふるさとはダムに沈んだ～映像が語る あるムラの

半世紀～」(総合 前 10:50～11:15 九州沖縄地方)は、もの悲しさはあるが、今は映像

でしか見ることのできない湖底のふるさとを、移りゆく佐賀の歴史として映し出した

心に残る作品だった。 

 

○  ４月２９日(日)の日曜美術館「大地の画家・常田健～箭内道彦が行く津軽の旅～」

は、クリエイティブディレクターの箭内道彦さんが、画家・常田健の絵にひかれ実際

に美術館に見に行くという内容だった。ゲストが感銘を受けて、それを実際に見に行

くという構成がおもしろいと感じた。箭内さんが、「うまいことを言うのが難しい」

といっていたが、逆にそのコメントが新鮮に思えてよかった。 

 

○  ４月３０日（月）の「キミたちの未来 僕たちの選択～時任三郎 世界エネルギー

の旅～」(総合 前 8:20～9:03)は、今の原発の問題を鋭くとらえているのに、非常に

易しく説明していてよかった。 

 

○  ４月３０日(月)の震災ドキュメント２０１２「父と子の夢～原発事故に向き合った

１年～」、５月５日(土)のＮＨＫスペシャル 震災を生きる子どもたち「２１人の輪」、

５月６日(日)のＮＨＫスペシャル 震災を生きる子どもたち「ガレキの町の小さな一

歩」は、いずれも子どもたちが自分たちなりの感性で、厳しい環境を精いっぱい生き

て、新たな力強い一歩を踏み出す姿を取り上げていて大変よかった。周りの大人が一

生懸命生きて見せることが大事だと気付かされ、教育の原点を見たような気がした。

ただ番組の中で、「行事を削減することで学習時間を確保した」というような紹介が

あったが、行事こそが子どもたちを救済することもあるので、その点は疑問が残った。 
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○  ５月１日(火)のうまいッ！選「うまい！常識をくつがえす極上豚肉」は、鹿児島県

肝付町の常識破りの豚の飼育方法を紹介しており大変興味深かった。このように手を

かけた豚肉を食べれば、人間の体も健康になるのではないかと感じた。 

 

○  ５月１日(火)のひるブラ「オシャレで美味（おい）しい！匠（たくみ）の市場～佐

賀県有田町～」は、有田陶器市のにぎわいと魅力がよく伝わってきたと思う。器とし

ての用途以外の生活用品も多様化していて、目移りするような品ぞろえとなっており、

新しい陶器市の楽しさをみつけてもらったような気がする。 

 

○  ５月２日(水)のひるブラ「旬！お茶でヘルシー＆ビューティー～佐賀県嬉野市～」

も興味深く見た。嬉野茶を使った料理やスイーツ、美容にいたるまで、嬉野の人々が、

いかにお茶を大切にしながら生活をしているかということが、しっかりと伝わってく

る番組になっていたと思う。 

 

○  ５月２日(水)の新日本風土記スペシャル「桜前線の旅 沖縄から北海道まで」(総

合 後10:00～10:49)は、桜にまつわる人間模様が美しい映像とともに紹介されてすば

らしかった。 

 

○  ５月２日(水)の新日本風土記スペシャル「桜前線の旅 沖縄から北海道まで」は、

桜前線の日本列島全体を映す、非常にすばらしい番組だったと思う。 

 

○  ５月５日(土)のホリデーインタビュー「ひとつのことをやりとげなさい～ノーベル

化学賞 下村脩～」(総合 前 6:30～6:53)は、非常に興味深かった。下村さんが一貫

して「努力の積み重ねが大切」とおっしゃっていたが、結果を出した人の言葉には重

みが感じられた。スピーディーな結果や効率が求められる社会環境にあって、決して

ぶれることなく真理を探究し続け人類の進歩に貢献されている人がいることを改め

て感じさせられた番組だった。 

 

○  ５月６日(日)の「輝け！森の子どもたち」(総合 前7:45～8:19 九州沖縄地方)は、

いろいろなことを考えさせられる番組だった。子どもと子どもが自然に向き合う中で、

子どもの持つ能力が発達していく様子がよく描かれていた。 

 

○  ５月６日(日)の日曜美術館「海を渡った超傑作！～ボストン美術館 日本美術の名

宝～」で、アートディレクターの佐藤可士和さんが、俵屋宗達の「風神雷神図屏風」
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と比較して、尾形光琳の「松島図屏風」は遠近法を使っており、すばらしいとコメン

トしていた。しかし、番組の構成としては、どちらがいい、悪いではなく、それぞれ

の特徴を紹介するだけでもよいのではないかと思った。 

 

○  ５月７日(月)のあさイチ「ある日突然シングルマザー！？」は、シングルマザーを

取り巻くさまざまな問題が取り上げられていた。企業がシングルマザーを積極的に雇

用するべきであるということが、隠された提言としてあったように思えた。また、シ

ングルファザーの支援の方法はどういったものがあるのかについても触れてほし

かった。 

 

○  ５月１２日(土)のＮＨＫスペシャル「追跡！世界キティ旋風のナゾ」は、大変興味

深かった。キティちゃんは109の国と地域で人気があるということだが、売り込む会

社の手法がおもしろかった。売り込む地域の習慣や文化に合わせるオープンイノベー

ションという手法がすばらしいと思った。 

 

○  ５月１４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「一途一心、明日をつむぐ 心

臓外科医・天野篤」は、天野先生が学生時代から落ちこぼれだったが、３１歳のとき

に助手として手術に立ち会ってから外科医として腕を磨くエピソードが非常にすば

らしかった。学校の教育現場や、職場の研修などで番組を見てもらうと役立つのでは

ないかと思った。非常に興味深い番組で、あっという間の４８分だった。 

 

○  ５月１６日(水)の「ニュース」で、特定保健用食品のコーラが発売されたニュース

で発売元の会社名が大々的に紹介されており、視聴者にはＮＨＫがその企業を宣伝し

ているようにとらえられるのではないかと思った。どのような基準で企業名を出すの

か、視聴者にもきちんとわかるようにしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

放送法第８３条第１項では、「協会は、他人の営業に関する広告の放

送をしてはならない」と明記している。また、第２項では、「前項の規定

は、放送番組編集上必要であって、かつ、他人の営業に関する広告のた

めにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏

名又は名称等を放送することを妨げるものではない」と明記している。

視聴者に広告ではないかという印象を抱かせるのはいいことではないの

で、気をつけて対応していくようにしたい。 
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○  「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」は、若い世代を意識した実験的な番組で、新しいニュー

ス番組だと思った。放送時間がもう少し早ければ中高年も参加できるので、ツイート

の内容がもっと充実するのではないか。インターネット上で意見を募集すると炎上す

る危険性もあると思うが、それをわかったうえでチャレンジしている点はすばらしい

と思う。 

 

○  今、大学では学生に学ぶ時間を確保させる改革が叫ばれている。５月２日(水)の東

北発☆未来塾「旅にいざなう感性の磨き方」、５月４日(金)の「心を鍛える音楽道場～

指揮者・広上淳一と弟子たち～」(総合 前10:05～10:48)は、そんな現場に１つの示

唆を与えるよい番組だった思う。 

 

○  先週数日間ほどアメリカに滞在していたが、韓国のアリランテレビは見ることがで

きたのに、ＮＨＫワールドＴＶを見ることができず大変残念だった。「沖縄復帰４０

年」の関連番組などは、世界に向けてぜひ発信すべきだと思う。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」について、視聴者にとってはあまりなじみのない平安時代の

ことなので、人物関係を把握しにくいのではないかと思う。今後の大河ドラマについ

ては、事前に人物関係や時代背景・時代思潮などを把握しやすいように特集番組を放

送するなど工夫することで、より多くの視聴者に見てもらうことができると思う。 

 

○  沖縄放送局の「朗読シアター」は大変すばらしい取り組みなので、今後もぜひ続け

てほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

全国のアナウンサーが朗読に熱心に取り組んでいる。沖縄局の「朗読

シアター」については今回が８回目で、福岡局でも「朗読と音楽の夕べ」

をやっており、昨年１０回目を迎えた。沖縄局の「朗読シアター２０１

２」は、６月２３日(土)の慰霊の日に、総合テレビで午前１０時５５分

から放送する。 

 

○  「見んと！長崎」は、長崎県内の“今日のニュース”にこだわったという番組だけ

に、丁寧に取材していて好感が持てる。キャスターの真剣さも伝わってくるし、地域
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を元気にしようと取り組んでいる人たちがたくさんいることもわかり元気づけられ

る。天気予報のコーナーが３回あるが、今はデータ放送でいつでも確認できるので、

少し減らしてその分をニュースの時間にしてもいいのではないかと思う。「日めくり

カレンダー」のコーナーは、気持ちが明るくなるような出来事を選んで取り上げても

らいたい。若いキャスターばかりなので、景気低迷の閉塞感を振り払っていくような、

スピーディーで明るい雰囲気の番組作りに取り組んでもよいのではないかと思った。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年４月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１９日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴した、九州沖縄特集「花を奉る 石牟礼道子の世界」を含め、

放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

後に、５月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長    豊田 滋通 （（株）西日本新聞社監査役） 

委 員     下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

鈴田 滋人 （染織作家・重要無形文化財保持者） 

竹井 成美 （宮崎大学教授） 

      田中丸弘子 （（株）佐世保玉屋代表取締役社長） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

＜九州沖縄特集「花を奉る 石牟礼道子の世界」 

（３月２７日（火）総合 後10:00～11:13 福岡局・ＮＨＫプラネット九州制作） 

について＞ 

 

○  水俣病という重いテーマだったので、番組全体がやや長く感じた。しかし、流れて

いる音楽の心地よさ、風景の静けさなど、映像がすばらしかった。石牟礼道子さんの

言葉の優しさや美しさが、アナウンサーの語りとともに心に深く伝わってきた。後世

に残るとてもすばらしい番組だったと思う。 

 

○  水俣病被害者救済法の申請期限が７月までと発表されたこと、また、大阪高裁の控

訴審判決が出る直前というタイミングで、非常にタイムリーな企画だったと思う。改
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めて節目として考えさせられることがたくさんあった。水俣病は、半世紀以上の歴史

を引きずっているので取り上げ方が難しいテーマであると思うが、石牟礼さんを取り

上げたことは大変よかったのではないかと思う。石牟礼さんを通して、「苦海浄土」

に含めた思いが非常によく表現できていたと思う。ただ、水俣病の歴史をある程度わ

かっていないと理解できない部分があったので、視聴者がどこまで理解できたのか少

し気になった。映像が非常に美しく、また、石牟礼さんでないと言えない言葉がたく

さんあり、はっとさせられた。石牟礼さんの語りとアナウンサーの朗読を交互に使っ

ていく構成がよかったと思う。今後も、このような人をどんどん取り上げてほしい。 

 

○  今まで水俣病の患者の現状をどうしても直視できずに過ごしてきた。今回の番組は、

水俣病に関わるものだとは知らずに見始めたが、石牟礼さんの人を引き付ける言葉に、

うわべだけでなく、患者の気持ちを理解したいと強く思うようになった。石牟礼さん

の生い立ちを情感あふれるアナウンサーの朗読とインタビューで表現しており、とて

もよかった。また、東日本大震災を受けて書かれた「地上に開く一輪の花の力を念じ

て合掌す」という言葉には心打たれた。このような番組は、若い人たちにぜひ見てほ

しいと思う。 

 

○  言葉のすごさと、映像の訴えかける力を強く感じながら番組を見た。水俣病に関す

る番組だと知らない人が聞いても、石牟礼さんの言葉一つ一つにメッセージ性があっ

たと思う。ぜひ何度でも放送してほしい。 

 

○  作家やジャーナリストとしてではなく、水俣で暮らす一人の人間として、石牟礼さ

んにとっての水俣病が描かれており、大変よい番組だった。私たち一人一人が問いか

けられているように感じられた。水俣病に関して断片的には知っているつもりだった

が、石牟礼さんの生き方や姿勢を通して、深く考えさせられた。水俣病が引き起こさ

れる前の暮らしを対照的に映像で映せば、よりわかりやすかったと思う。 

 

○  水俣病のことを断片的には知っていたが、これだけ引き込まれた番組は初めてだっ

た。アナウンサーと石牟礼さんの交互の語り、朗読が大変よかった。長男が肺結核に

なったことが、「苦海浄土」を書くきっかけになったということだが、その後家庭が

一切出てこなかったので、石牟礼さん自身の生活はどうだったのか少し気になった。

石牟礼さんは、かなり長い間水俣病に関わっているが、大変なエネルギーが必要だと

思う。そのエネルギーが彼女のどこから出てきているのかもう少し描いてほしかった。 
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○  この番組は、静かに深く、企業や行政の在り方に問題を投げかけて、患者へ深い慈

しみを伝えようとしていると感じた。患者とともに水俣病の歴史をたどっている石牟

礼さんならではの重みのある言葉が番組にたくさん散りばめられていたと思う。救済

を受ける患者の方がいる限り、いつまでもしっかり見守り続けてほしいと強く感じた。 

 

○  子を持つ親としてこんなことはあってはならないと強く感じた。石牟礼さんの文章

は、研ぎ澄まされていて、粛々と静かに内容が入ってきた。構成もすばらしく、非常

に説得力がある番組だったと思う。 

 

○  石牟礼さんの言葉や映像が美しく、詩的な世界が散りばめられており、印象的だっ

た。活動にはただただ頭が下がる思いだ。世の中にこんなにいろいろ身を挺（てい）

して支援する人がいるのだと思うと、同じ時代を生きる人間として深く考えさせられ

た。教育現場ではなかなか教えられない、信念を持って生きることの尊さを教えても

らったような気がした。今年の７月末で救済法の申請を締め切るとのことだが、患者

を取り巻く現状と課題については、社会問題として引き続き報道してほしいと思う。 

 

○  水俣病を通して、現代社会の抱える問題をきちんと描いている点は大変評価できる。

これから水俣病を語り継ぐべき世代、つまり若者に対してのメッセージ性がもう少し

感じられるとよかったのではないか。 

 

○  見終わると、石牟礼さんの言葉がひしひしと重く伝わってきた。やり場のない気持

ちや、怒りが言葉の端々によく出ていたと思う。自分がもし患者やその家族の立場

だったらどうなるかいうことを深く考えさせられた。若者にも見てほしい番組だと思

う。映像が美しく、朗読もすばらしかった。 

 

○  石牟礼さんの語る言葉の深さと重さ、アナウンサーの朗読とで一編の文学作品を読

んでいるような感覚になる番組だった。アナウンサーの熊本の言葉の朗読のアクセン

トのよさには感心した。また日本の言葉の美しさを実感できた。美しい言葉で語られ

るからこそ、水俣病問題の重さ、悲惨さが際だって伝わるように思えた。番組では、

水俣病問題に関する詳しい説明はないが石牟礼さんへのインタビューと朗読で十分

に視聴者へ伝わったのではないだろうか。 
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○  熊本のことばが編集されずそのまま表現されたのはとてもよかった。石牟礼さんの

話で桜の季節に水俣病で侵された若い女性の母親がチッソの人に「一枚だけでもよう

ございます、拾うてやってはくださいませんか。とおっしゃいました。それを文に書

いてくださいませ」と頼んだ。私は熊本に育ち熊本弁という方言は美しいと思ってい

るのでその情景が浮かび感動した。その美しい言葉で語られる時、水俣出身の石牟礼

さんがかつての水俣の海と自然を、そこに暮らす人々をいかに愛していたかがわかる。

それ故に海や自然が破壊され、人々が傷つけられた事への憤りは深い。明水園で「苦

海浄土」の半永一光さんと会った時、直接そのくだりを読み一光さんに呼びかける様

は一光さんに対する愛情の深さを物語っていた。石牟礼さんの水俣病被害者の方を見

る温かい視線や語りかけるやさしい言葉に、人としての尊厳をいかに大事に思ってい

るかがうかがわれる。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月２０日(火)の佐賀放送局開局７０周年記念ドラマ「あのひとあの日」（総合 前

10:50～11:48 九州沖縄地方）を見た。地域ドラマというものは、地域を応援すると

いう大事な役目を持っていると思う。ただ、内容が盛り込まれすぎて、視聴者に伝わ

りにくい部分があったのではないかと感じた。 

 

○  ３月２２日(木)のＮＨＫスペシャル 放送記念日特集「ＮＨＫと東日本大震災～よ

り多くの命を守るために～」（総合 後10:00～11:13）は、東日本大震災の当日に報道

現場がどうであったか、その混乱ぶりが細かく報道され、今後ＮＨＫが情報発信でき

なくなった場合にどうするのかについての取り組みも報告されていた。ＮＨＫが自ら

を取材する構成が大変よく、興味深く見た。 

 

○  ３月２８日(水)の「１００分ｄｅ名著」は、ブッダの言葉をわかりやすく解説して

いてよかった。アナウンサーの進行もよく、若者にも受け入れられる番組だと思った。 

 

○  ４月１日(日)と８日(日)のＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥII 巨大地震」

は、東日本大震災で得られた科学的な新しい知見が盛り込まれていて、大変興味深く

見た。東日本大震災の直後の映像を見て思ったのは、人々は津波の恐ろしさをあまり

理解していなかったということだ。そういう意味では、人命にかかわるような番組に
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ついては、できるだけ広く視聴者に知ってもらえるようにしっかりＰＲしてほしい。

この番組は、世界に向けても発信するべきだと思う。 

 

○  ４月４日（水）のドキュメント２０ｍｉｎ．「飛べ！オレたちのカメラ」は、ＮＨ

Ｋのカメラマンが、たこやバルーンでカメラを空中に飛ばし、誰も見たことがないア

ングルから低空撮影するプロのカメラマンに同行し、自らも不思議な空中撮影に挑む

番組だった。撮影の裏側を見るようで、大変おもしろかった。 

 

○  ４月６日(金)のバリバラ～障害者情報バラエティー～ 「障害者ってモテる？モテ

ない？」は、今までにない、新しい試みの番組だと思った。「団塊スタイル」、「東北

発☆未来塾」、「ティーンズプロジェクト フレ☆フレ」などＥテレの番組が意欲的で、

斬新だと思った。また、「短歌ｄｅ胸キュン」、「俳句さく咲く！」、「ららら♪クラシッ

ク」などの番組はネーミングも大変おもしろい。今後に期待している。 

 

○  ４月７日(土)の目撃！日本列島「響け 希望のラジオ～歌手クミコ 石巻ととも

に～」は、2011年３月１１日にコンサートをするため石巻に来ていたクミコさんが、

自身も被災した後、ボランティアをしながら被災者の支援を続けている模様が描き出

されていた。短い番組ではあったが、同じ被災者という目線で自分に出来ることを探

していたクミコさんの復興への思いが伝わってきた。１年が過ぎ自分たちは取り残さ

れてしまうのではないかと不安を抱える住民とのラジオでのやりとりで、クミコさん

の歌が石巻を救ってくれていることを知り、歌の力を伝えたい番組だったと思う。 

 

○  ４月７日(土)のＮＨＫ大分放送局開局７０年記念ドラマ「無垢（むく）の島」（総

合 後4:00～5:13 九州沖縄地方）を非常に興味深く見た。子どもたちが都会の子ども

のような印象を受けたので、大分弁がもう少し出ていてもよかったと思う。 後にモ

デルになった子どもたちが出てきたのはよかった。 初は、宮崎駿さんの作品の世界

にも通じるものがありそうだったので、もう少し神秘的に描いてほしかった。 

 

○  ４月７日(土)の穴場ハンター「日本はじっこ対決 北海道ＶＳ沖縄（１）」は、“リ

アルツッコミ型双方向バラエティー”とはどんなものか興味を持って見た。旅のリ

ポートも親しみやすい話題や雰囲気で、親しい仲間同士で旅行しているような気分に

させられ、そこが番組の大きな魅力ではないかと思った。ツイートが画面に出てくる

と全国の多くの視聴者と気分を共有している一体感があり、飽きさせない演出だった
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と思う。 

 

○  ４月８日(日)のにっぽん紀行「ありがとう わたしの市場」(総合 前7:45～8:10 九

州沖縄地方)は、人々の交流がほのぼのと描かれており、すばらしい番組だった。 

 

○  ４月８日(日)のＮＨＫアーカイブス「歴史に見る社会保障改革“少子高齢化”をど

う支えるか」は、今なぜ消費税を上げるのかという背景になる資料を過去のデータか

らきちんとわかりやすく解説していてよかった。 

 

○  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」を見た。 初の語りで今回の震災など大災害が起きたときに自分た

ちは何も出来ない、全くいらない存在になってしまうということを実感したと語って

いたのが印象的だった。確かに数日間はテレビの番組は震災のニュースだけ、民放で

もコマーシャルも金子みすゞさんの詩の朗読が流れドラマもない状態だったのを覚

えている。ダボス会議（世界経済フォーラム）で震災について渡辺さんがスピーチし

た様子は、世界 161 カ国で放送され日本の震災の模様が映し出された。世界に何を伝

えるかを一人の日本の代表としてすばらしいスピーチで語ってくれたことをこの番

組を通じて知ることが出来た。俳優としての渡辺さんの顔しか知らない私にとって今

回の彼の行動力はすばらしいものであり感動した。 

 

○  ４月９日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「覚悟を持って、我が道を行く 

日本料理人・山本征治」は、日本料理人の山本さんが、伝統的な日本料理のよさに満

足せずに、世界に通用するようなオリジナリティーを前面に出している姿が紹介され、

大変よかった。本当のオリジナリティーとは何かということを視聴者一人一人に問い

かけたと思う。 

 

○  ４月１２日(木)のあさイチ「“失業”そのとき家族は？」では、中高年のリストラ

について取り上げており、社会的に大きな影響があるということを経営者たちには

しっかり考えてもらいたいと感じた。 

 

○  ４月１３日(金)のきん☆すた「いち押し食材 料理一本勝負 春のお弁当ＳＰ」は

とても興味深かった。男性の育児や家事参加が珍しくないなか“働く女性の卵料理”

という表現は少し気になった。 
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○  ４月１３日(金)の「情報ＬＩＶＥ ただイマ！」は、午後１０時という時間帯の放

送なので、落ち着いて見やすい。タブレット端末を使いながら視聴者とつながってい

るのがとてもおもしろく、質問に対する答えがリアルタイムですぐに返ってくるのも

よかった。毎週楽しみである。 

 

○  「情報ＬＩＶＥ ただイマ！」は、「あさイチ」の夜版のような番組だと感じた。

あまり考え込まずに気軽に見られるし、非常に展開が速くてよかった。「Ｔｈｉｓ 

ｗｅｅｋ 注目の一言」というコーナーも興味深かった。今後が楽しみである。 

 

○  ４月１３日(金)のミュージック・ポートレイト「コシノヒロコ×杏 第１夜」は、

大好きなコシノヒロコさんが出演するので見た。選んだ曲にまつわる思いと生き方を

知ることができ、大変よかった。人は生きている中で、知らず知らずのうちに音楽に

助けられたり、癒やされていることがたくさんあるのだと改めて実感した番組だった。 

 

○  ４月１５日(日)のサキどり↑「逆転の発想で誕生！巨大産直」は、小さい農家であ

ればこそできる逆転の発想を紹介しており、大変参考になった。 

 

○  ４月１６日(月)のひるブラ「博多っ子気質いっぱい商店街～福岡市～」は、スピー

ド感がある進行でよかった。福岡は九州の中でも都会的なイメージが強いところだが、

歴史のある商店街を取り上げることで、博多っ子気質とはどのようなものかが紹介さ

れて大変興味深かった。 

 

○  「食べてニッコリ ふるさと給食」は、大変よい番組だったので終了してしまい残

念だ。このような番組はぜひ続けてほしいと思う。 

 

○  「熱烈発信！福岡ＮＯＷ」は、九州沖縄の話題をうまくまとめて報道していると思

う。気象情報が午後６時半前後と７時前にあるが、１回にして地域の話題にもっと時

間を使ってもよいと感じた。 

 

○  「熱烈発信！福岡ＮＯＷ」でアジアの話題を扱うコーナーがあり大変よい。今後も

続けてほしい。 

 

○  ＢＳプレミアムで放送した「テンペスト」や「開拓者たち」を、総合テレビでもせっ
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かく放送するならば何か付加情報があってもいいのではないかと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥII 巨大地震」を大変興味深く見た。いろ

いろな地震学者が東日本大震災について解説してくれたので、多くの視聴者が地震や

津波についてよく理解できたと思う。こういった番組を通して、世の中に対してしっ

かりと警鐘を鳴らしていってほしい。 

 

○  少し気になったのは、ラジオ第１のトーク番組のＢＧＭである。話を集中して聞け

るような選曲をお願いしたい。 

 

○  「シークレット・ガーデン」は、韓国でも評判だったということで、大変楽しみに

して見ている。今回は字幕版だが、吹き替え版か字幕版かを選択できればなおよいと

思った。 

 

○  「こんばんは北九州」で、視聴者の桜の思い出を紹介していくコーナーがあったが、

いろいろな人の思い出を温かい気持ちで見ることができて大変よかった。今後も季節

の折々に、このようなコーナーを設けてほしいと思う。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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