
平成２６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、２０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２６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２６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） 

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） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

 山田  節子 （児童書を読む会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２６年度中国地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○   午前１１時台の情報番組の放送エリアが中国地方向けに拡大されることに賛成だ。

地元の情報がより広い範囲で放送されることで、人や物の動きを活発にする効果があ

る。今地方では、若い人や女性たちがとても頑張っているので、ぜひ彼らを放送で取

り上げてほしい。放送で取り上げられることで、彼ら自身も成長できるし、地域の元

気につながると思う。また、各局で省力化されたパワーを夕方６時台の番組充実に費

やすという考え方も大変評価できる。夕方６時台の番組にも期待している。 
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（ＮＨＫ側） 

新年度からスタートする「ひるまえ直送便」では、中国地方でさまざ

まな分野で活躍されている人を招いてインタビューするコーナーを毎週

２回予定している。そうしたコーナーで若い人や女性たちを積極的に取

り上げていきたい。 

 

○   若者に焦点を当てることは、私も非常に大事だと思う。私の大学でも地域貢献を前

面に押し出して、いろいろな新しい取り組みを行っている。地域を応援する視点から、

大学の活動にも着目してほしい。放送と連動することで相乗効果が期待できると思う。 

 

○   松江放送局の新番組「島根スペシャル」に期待している。島根県東部と鳥取県との、

いわゆる中海経済圏を見据えた取り組みは重要だと思う。一方で、島根県においては、

東西の経済格差も大きな課題なので、浜田報道室の役割は大きいと思う。島根県西部

の浜田市の大学の人間として、浜田報道室との連携をはかっていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

松江放送局では、島根県の地域性を意識して、「しまねっとＮＥＷＳ 

６１０」で毎日浜田報道室からニュースを伝えている。県西部の取材拠

点として浜田報道室に職員２人を含む３人を置いているほか、益田市や

太田市にも取材や情報提供をしてくれる民間人を配置している。島根県

における東西格差はよく理解しており、このことは今後も意識しながら、

放送による西部地域の活性化に貢献していく。日常の活動の中で、新た

な動きやご提案があれば、ぜひお知らせいただきたい。 

 

○   鳥取放送局の年間キャンペーン「元気。発信！とっとりけん」の取り組みに共感し

ている。特に、子どもの声を収録した「元気。発信！とっとりけん」のキャッチフレ

ーズは、毎日好感を持って見ている。子どもたちの声になごやかな気持ちになると同

時に元気をもらっているので、これからもどんどん発信してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「元気。発信！とっとりけん」の声は、明るい未来に希望を託して局

の近くの幼稚園に協力を依頼して収録した。子どもたちの声によるキャ

ッチフレーズを番組スポットで繰り返し放送することで、鳥取放送局に

対する親近感が生まれていくことを期待している。 
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○   岡山放送局では、日頃、岡山県内各地を取材し、地域で頑張っている人たちの話題

をきめ細かく取材し、発信してくれていると思う。仕事を通じて、県内各地に出向く

機会があるが、ＮＨＫの放送で取り上げられたことをとても喜んで、励みにして活動

している様子をしばしば目にする。放送が地域の活性化に与える影響は大きいので、

今後も地域の人々をいろいろな形で取り上げてほしい。２月に開催されたソチオリン

ピック期間中は、夕方の地域放送枠も休止になった。地域の人たちにとって身近な情

報を届けてくれる貴重な地域放送時間枠なので、休止しないでほしかった。今後、大

型の特別編成を行う際には、地域放送枠を確保してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

これからも、これまで以上に岡山県内各地の情報を取材し、放送して

いきたい。大型の特別編成時の地域情報発信は、重要な課題だと認識し

ている。岡山放送局が地域のみなさんに必要とされる放送局であるため

にも、今後も地域情報の充実に取り組んでいきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ソチオリンピックの放送に比べて、パラリンピック放送の扱いが小さ過ぎるように

感じる。視聴者数や出場選手数が少ないことなど、さまざまな事情があると思うが、

もう少しパラリンピックを取り上げてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

パラリンピックの放送時間は、通常編成との関係など全体のバランス

を検討しながら編成している。ご意見は、今後の編成の参考にしたい。 

 

○   ３月１６日(日)の新・ルソンの壺「新事業で勝ち進め～大手住宅メーカーの戦略～」

では、大和ハウス工業の新事業について、取り上げており、そのすばらしさを十分に

認識できる内容だった。 

 

○   ３月２０日(木)の「ＮＨＫニュースおはよう日本」では、電卓誕生から５０年とい

う企画が放送された。５０年間の電卓の歴史やくらしとの関わりを取材した内容だっ

たが、５０年前、初めて電卓を開発したシャープの社名をはっきりと出して伝えても

よい内容だったと思う。 
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○   １月２９日(水)の鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」がＢＳプレミアム

で再放送されたので、もう一度、じっくりと見た。米子市の福祉施策など詳しく米子

市を取材した内容に改めて感心した。「ダラズ」という方言に込めた意味も実にうま

く表現してくれていた。２回ともＢＳプレミアムの放送だったのが残念だ。「ダラズ」

の意味をより多くのみなさんに知っていただくためにも、総合テレビで放送してほし

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」は、米子市を舞台に制

作したので、地元米子市の人々に喜んでいただけてうれしい。５月９日

(金)の午後 7 時 30 分から、総合テレビで鳥取県内向けに再放送を予定

している。多くの人にご覧いただきたい。 

 

○   １月２日(木)に再放送されたドキュメント鳥取発「あきらめない～難病と闘う二人

～」(総合 前 6：15～6：40 鳥取県域)は、難病のパーキンソン病を患いながら、登山、

自転車旅に挑む２人の男性の日常や挑戦を追っていた。米子市に住む取材対象の岡田

さんは、友人なので、放送後、大きな反響が寄せられていることを聞いた。放送をき

っかけに同じ病いと闘う人たちのネットワークができ、励まし合うことが新たな生き

る力となっているようだ。あきらめないで生きることの大切さを教えてくれたよい番

組だった。 

 

○   ３月７日(金)のドキュメント鳥取発「白ひとすじに～人間国宝・前田昭博～」(総

合 後 7：30～7：55 鳥取・島根ﾌﾞﾛｯｸ)は、大変興味深かった。私にとって未知の分野

を取り上げた番組だったが、白磁の制作にこだわり続ける前田さんの姿勢にプロ意識

を強く感じた。鳥取県立博物館の学芸員の解説も分かりやすく、理解を深めることが

できた。ただ、前田さんの作品を形づくる源である鳥取県河原町の自然や前田さんの

日常生活そのものをもっと知りたくなった。 

 

（ＮＨＫ側） 

前田さんは鳥取県にお住まいの人として初の人間国宝に選ばれたと

いうことで番組を制作した。学芸員の人を加えることで、より深い世界

を表現できたと思う。鳥取放送局では、この放送に連動して、会館ロビ

ーで前田さんの作品展を開催した。760 人の人に来場いただき、前田さ

んの作品に対する関心の高さを改めて感じた。 
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○   ドキュメント鳥取発「白ひとすじに」は、オープニングの白磁の映像にインパクト

があった。上田早苗アナウンサーの語りも落ち着いたトーンで番組に合っていた。ふ

るさとにこだわって制作をする前田さんの人となりがかいま見えて、作品のよさと同

時にそれを生み出す前田さんのよさもよく伝わってきた。番組構成も白磁の質感をと

らえた映像も音楽も語りも作品や前田さんのよさを壊すことなく、品のあるＮＨＫら

しい番組だった。鳥取放送局ロビーに多くの人が訪れたのも、作品の完成度が高かっ

たからだと思う。 

 

○   ３月１４日(金)の未明に起きた地震では、私の住んでいる場所でもかなり揺れた。

すぐにＮＨＫテレビをつけたら、地震報道がされており、とても安心した。翌日、愛

媛県に住む知人にも聞いたが、やはりすぐにテレビをつけて、ＮＨＫの放送を見たそ

うだ。災害時におけるＮＨＫへの信頼感を改めて感じた。ただ、多くの人が関心を寄

せている愛媛県伊方原子力発電所の安全情報が伝えられなかったように思う。東京電

力福島第一発電所事故の後、大きな関心事なので、原発についての安全情報をもっと

伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

原発については、必ずお伝えしている。「伊方原発は異常なし」とい

う情報は、午前３時までの全国放送でもお伝えしているし、それに続く

中国ブロック、四国ブロックの放送でもお伝えしている。また、逆Ｌ字

画面でもお伝えしている。 

 

 （ＮＨＫ側） 

私は当日報道現場で泊り勤務をしていたが、報道にあたっては、まず

「どこで、どういった地震が起きて、どう揺れたか」という情報を伝え

た後、次に重要な情報は、原子力発電所の情報だという認識を持って報

道に当たった。島根原子力発電所を抱える松江放送局の泊りの記者から

「島根原発について調べています」という報告を受けた後、「異常があ

りません」という原稿が入り、本部に送り、全国のニュースで伝えると

ともに、逆Ｌ字画面で文字情報として伝えた。逆Ｌ字情報を伝えるにあ

たり、原発関連の情報は、高い優先度で伝えている。 

 

○   ３月１４日(金)の未明に起きた地震では、私の住んでいる場所でもかなり揺れた。

地震が起きた時には、私もすぐにテレビをつけて、総合テレビを見た。地震発生から
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翌朝まで地震報道が続けられた。その中で、けがをされた人のニュースがあったが、

幸い大きな被害にならず、軽傷の人の話題が繰り返し報じられた。階段から落ちてけ

がをしたとか、転んで擦りむいたといういたって小さなけがの話題ばかりだったので、

違和感があった。もっと私たちが知りたい情報を伝えてほしかった。 

 

 （ＮＨＫ側） 

地震報道にあたっては、今何が起きているのか、細かなことも漏らさ

ず伝えることが重要だ。特に人的被害の状況は非常に重要な情報だ。結

果的には大きな人的被害はなく軽傷ばかりだったが、その事実を伝える

ことが重要だと判断した。 

 

○   ３月７日(金)のスリーストーリーズ「働く」(総合 後 8：00～8：43)は、これまで

放送された「スリーストーリーズ」の中でも傑出した出来栄えだった。獣害に悩む地

域の役に立ちたいとハンターを志した女性や「税金を払う社会人になる」という目標

を立てて自動車部品工場で働く自閉症の男性の話題など、働くという切り口でいろい

ろな問題を考えさせてくれた。 

 

 （ＮＨＫ側） 

「スリーストーリーズ」は、２年前にスタートしたオムニバス形式の

番組だが、「働く」ということをテーマに３つの話題を紡ぐことで、い

ろいろな働くことの意味を描くことができたと思う。「スリーストーリ

ーズ」は、今年度で終了するが中国地方各局の若手ディレクターの育成

の場としても位置づけていた番組なので、新番組の「プライムＳ」でも

こうした演出手法を試みたいと思う。 

 

○   スリーストーリーズ「働く」の「哲平、払います」では、自動車部品工場で働く自

閉症の男性を取り上げていたが、月給１４万円を払っている雇用主の方にも興味を持

った。今回の番組のテーマとは異なるが、障害者の自立支援という側面からお母さん

の育て方も含めて、とても参考になる話題だと思う。ぜひ、別の番組で取り上げてほ

しい。 

 

 （ＮＨＫ側） 

福祉のあり方や自立のあり方について、今後も大事に取材していきた

い。異なる取材対象だが、３月３１日(月)の「ハートネットＴＶ」では、
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不登校や障害のある若者の自立を支援する広島市郊外にあるボクシング

ジムの取り組みを紹介するので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   ３月１４日(金)のあいたい「総集編～中国地方の宝を探して～」(総合 後 7：30～8：

43)は、とても感動した。これまで見てきた「あいたい」を再編集した内容だった。

中国地方各地に出向いて出会った１０人の人達を紹介していたが、一人一人の輝く表

情がうまく切り取られていて、よかった。なかでも、「最高の星を探して～岡山県井

原市美星町～」の話題は、祖父が町の名前を命名したゆかりがあるので、特別な思い

がした。 

 

  （ＮＨＫ側） 

「あいたい」の総集編の制作にあたっては、旅人たちがそれぞれの

旅の印象について語る部分を残すことを心がけた。その場所に行き、

そこに暮らす人々と触れ合って語る思いは、まさに地域の魅力だった

り、宝だったりする。その言葉が見る人の心に響いたのだと思う。 

 

○   ２月２７日(木)の英雄たちの選択「開国 阿部正弘・不屈の外交戦略」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱ

ﾑ 後 8：00～8：59)は、幕末の開国を国内外の政治状況を見極めた巧みな外交戦略で

乗りこえた阿部正弘に対して、非常によい歴史認識をしていただいたと思う。福山藩

出身の阿部正弘は、地元では大変有名な人物で、多くの知人たちが番組を見たようだ。

阿部正弘の作った誠之館高校の卒業生のひとりとして、個人的にも大変うれしい放送

だった。 

 

  （ＮＨＫ側） 

「英雄たちの選択」は、歴史に詳しい人にも満足いただくことを意

識して制作している歴史番組だ。今、再評価されている阿部正弘のリ

ーダーシップに焦点を当てており、現代日本の難局を打開するヒント

を提示できたのではないかと思う。 

 

○   東日本大震災から３年を迎え、３月は、「ＮＨＫスペシャル」をはじめ、非常に充

実した関連番組だった。どの番組も丹念な取材を重ねたしっかりと踏み込んだ内容だ

った。大変見応えがあり、考えさせられるものばかりだった。３月１日(土)のＮＨＫ

スペシャル「“災害ヘリ”映像は語る～知られざる大震災の記録～」(総合 後 9：15

～10：04)は、３日以上延焼し続けた「津波火災」の実態がよく分かった。３月２日(日)



 

 7

のＮＨＫスペシャル 震災ビッグデータＦｉｌｅ３．「“首都パニック”を回避せよ」

(総合後 9：00～9：58)は、東日本大震災にまつわる膨大な電子情報を解析することで、

巨大災害時における都市住民のぜい弱さを示してくれた。膨大な電子情報をどう防災

に生かしていくか、いろいろ考えさせてくれた。なかでも、３月７日(金)のＮＨＫス

ペシャル「無人の街の“じじい部隊”」(総合 後 10：00～10：49)に一番感心した。

福島県大熊町の役場のＯＢたちからなる自称“じじい部隊”の前向きな気持ちが伝わ

ってきた。３月１６日(日)のＮＨＫスペシャル メルトダウンＦｉｌｅ．「４放射能

“大量放出”の真相」は、福島第一原発事故での放射能大量放出はどのようにしてお

きたのか、科学的な検証とシミュレーション、関係者の証言から、新たな事実を明ら

かにしてくれた。非常に見応えがあった。ただ、福島第一原発のみを対象に描いてい

た点が残念だった。放送の数日前に国の原子力規制委員会は、再稼働に向け審査中の

１０原発のうち、九州電力川内原子力発電所の安全審査を優先的に進めることを決め、

早ければ５月にも審査に合格する可能性があることが報じられたばかりだった。福島

第一原発ではなく、他の原発だったらどうなのかといった掘り下げ方が全くされなか

った。原子力規制委員会の発表よりも前に放送されたのであれば違和感を感じること

もなかったが、政権と公共放送の距離感が問われている時期の放送だったので、再稼

働を進めたい政権に連動しているような憶測を呼ぶ結果になったことが残念だった。 

 

  （ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル メルトダウンＦｉｌｅ．４「放射能“大量放出”

の真相」は、あくまでも福島原発事故の検証という番組の枠組みの中で、

その時何か起こったかという検証に徹したものだ。ＮＨＫのメルトダウ

ンの取材チームは、日本の科学者も含めて、この事故が人類への教訓と

して後世に残すべきものを伝ようという気概を持って制作している。シ

リーズはまだ継続するので今後の取材、検証を重ねていきたい。 

 

○   東日本大震災から３年を迎え、関連する番組に注目して見た。３月８日(土)のＥＴ

Ｖ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図～福島原発事故から３年～」(Ｅテレ 

後 11：00～９日(日)前 0：34)は、福島第一原発事故直後に現地に入り放射能汚染の

実態を独自に調査して放送した歴史的にも極めて重要な番組を元に、その３年後を取

材した内容で、たいへん興味深く見た。継続取材では、それぞれの人たちがそれぞれ

の立場で、生活再建のために格闘する姿を追っていて、大変重い番組だった。調査を

続ければ続けるほど被害の実態が明らかになっていくと思う。さらに掘り下げて新た

な真実を発掘してほしい。 
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○   ３月１５日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「ダウンウィンダーズ～アメリカ・被

ばく者の闘い～」は、実際に被ばくした被災者の視点に立って取材が行われている点

が大切だと思う。戦後、米国でくり返された核実験により、大量の放射性物質が風に

乗って拡散し、健康被害に苦しむ風下の住民たちが政府に調査と補償を求める姿は、

今まさに福島の被災者に共通する問題だと感じた。非常によい番組だったので、より

多くに人に見てもらえるよう、総合テレビで再放送してほしい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

「ドキュメンタリーＷＡＶＥ」は、アメリカ国内で核実験を繰り返

し、多くの国民が被ばくしている実態を伝えることができた。さらに

は、今回の取材で新たに、住民が知らされていない詳細な被ばく報告

書が見つかったことも番組の強みだったと思う。総合テレビでの再放

送については、今回の番組では紹介しきれなかった項目もあるので、

再構成をし、新年度スタートする「プライムＳ」での放送を検討して

いる。 

 

○   ３月１２日(水)のひるブラ「下関・伝統のコリア街～山口県下関市～」は、下関市

にリトル釜山といわれる商店街があることを知らなかったので、かなり興味深く見た。

歴史的にも下関が日韓の交通の要衝であることや、定期便が頻繁に運行していること、

そうした中で行商の人が韓国の食材を仕入れていることなど、知らないことばかりだ

った。日韓の融合によって独自の食文化が形成されていることに着目して、さまざま

な食材が紹介するストーリー展開は、一貫性があってよかった。ただ、リトル釜山の

町並みはどういうふうになっているのかといった紹介もほしかった。最後に紹介され

たトンチャン鍋は、日韓の食文化の融合という観点からややずれているように感じた。 

 

  （ＮＨＫ側） 

下関といえば、フグの印象が強いが、日本と韓国の往来の中で発達

した食文化をテーマに制作した。 

 

○   ３月１日(土)のとっておきラジオ ことば力アップ「ことばエッセイ 放送の現場

から」で、伊藤雄彦アナウンサーが「ひるブラ」中継の舞台裏を語っていた。非常に

興味深く聞いた。「ひるブラ」では、スタジオの窓の人の存在によって、アナウンサ

ーはより高度な技術が求められるようになったそうだ。視聴者の立場からも窓の演出
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は不要だと思う。スタジオのゲストにしゃべらせるよりは、地元のおじさんやおばさ

んの話をもっと聞きたい。窓のゲストにも出演料がかかると思うので、経費面からも

窓の演出は不要だと思う。窓をなくすことでアナウンサーの負荷が減り、地元の人の

話もより多く聞くことができる。一石二鳥の選択だと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

「ひるブラ」の窓の演出については、窓が入ってくることによって、

自分のペースで進行しにくく、高度な力量を求められるという面がある。

一方で、アナウンサーとゲストと地元の人だけで完結してしまうと段取

りどおりに進行してしまうが、第３者からの突っ込みを入れることで、

より視聴者に満足してもらえる情報を伝えることができるという面も

ある。 

 

○   窓のタレントによっては、とてもいい発言をされる人もいるが、ほとんどの場合が

場違いで余計な突っ込みが多いように感じる。 

 

○   窓の演出については、始まった当初からこの審議会の席でも繰り返し不評意見がだ

されてきた。２月２５日(火)のひるブラ「愛と誇り ひな祭り～広島県福山市 鞆の

浦（とものうら）～」は、ゲストと窓のコメンテーターのやりとりは、聞くに堪えな

い内容で、進行役のアナウンサーが気の毒に思えたほどだった。窓の演出意図は、理

解できるが、視聴者にとってみればおせっかいな演出だと改めて感じた。 

 

  （ＮＨＫ側） 

窓の演出については、中継を見ている視聴者が感じる感想や疑問を

窓の人に代わりに表現してもらうことを狙っている。そうすることで、

段取りどおりの中継ではなく、生き生きとした感じを与えることを期

待している。ご意見については、同様のご意見を多数いただいている

ので、制作現場にも伝えたい。 

 

○   ３月２日(日)のうまいッ！「食感抜群！極上かまぼこ～山口・長門市～」は、焼き

抜きという製法で作られる仙崎かまぼこについて丁寧な説明がされていて、好感のも

てるよい番組だった。ただ、仙崎で製造されるかまぼこすべてが、原料や製法に同様

のこだわりをもって製造されているものではなく、一般の普及品は、ほとんどが冷凍

のすり身を使って製造している。視聴者に誤解を与えるおそれを感じた。 



 

 10

 

○   ３月７日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「為せば成る～“１００歳スイマー”世界記録

への挑戦～」は、今年 100 歳になる山口県田布施町の長岡三重子さんの記録に挑む姿

を追っていた。高齢化社会において、教訓になる、多くの人の励みになる番組だった。

８０歳で水泳を始めた長岡さんの背景にある人生について、もっと知りたくなった。 

 

   （ＮＨＫ側） 

長岡さんの挑戦は、まだ続いているので、取材を継続し、別な形でご

紹介したい。 

 

○   木曜時代劇「鼠、江戸を疾る」は、大いに楽しめた。続編の放送を期待している。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 

 



平成２６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、２０日（木）、広島放送局において、１１

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２６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２６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 河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

     久保田典男 （島根県立大学総合政策部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

 山田  節子 （児童書を読む会つくしんぼ代表） 

 

 

（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＞ 

 

○   「平成２６年度国内放送番組編集の基本計画」の編集の重点事項、第２項目めに

「ビッグデータの解析によって発見するデータジャーナリズム」という記載があるが、

具体的にはどういったことを行おうとしているのか。 
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（ＮＨＫ側） 

東日本大震災が起きた時、人々はどのように避難したか、何を使って

避難したか、あるいは携帯電話の通信状態はどうだったか、といったあ

らゆるデータが集積されている。それらの膨大なデータを解析すること

によって、防災報道につなげることなどを目指している。すでに、「Ｎ

ＨＫスペシャル」などの番組でビッグデータを解析する試みを行ってい

る。ジャーナリズムの新たな方向性のひとつとして、社内に専門部署を

設けて、データを報道に生かすシステムを構築し、データジャーナリズ

ム機能の強化を図ろうとしている。 

 

○   編集の重点事項の３項目めに「９０年の歴史を踏まえ、放送の未来を見据えた番

組」とあるが、どういった番組を想定しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

通信との融合にみられるように、技術の進歩や社会環境の変化の中で、

放送の位置づけは変化してきた。通信と共存しながら、放送の存在価値

を発揮できる番組を開発していきたいと考えている。また、テレビはハ

イビジョン画質を超えて、４Ｋや８Ｋといった高画質な機器が開発され

ているが、ソフトは少ない。そうした技術の進歩に資する番組開発も求

められている。放送開始から９０年の節目を迎えて、新たな放送環境に

対応する番組を制作していこうという方向性を示している。具体的な番

組は、これから検討していく。 

 

○   編集の重点事項の４項目めに「東日本大震災からの復興が着実に進みつつある一

方で、被災地の人口流出や原子力発電所事故後の様々な課題など、復興を阻む大きな

壁も立ちはだかっています。」という記述があるが、表現に疑問を感じる。「被災地

からの人口流出が復興を阻む」という表現は、やむなく被災地から避難して生活して

いる被災者を傷つける言葉だと思う。その場所にとどまって復興に携わることだけが

復興ではなく、それ以外の復興もある。復興とはどういうことなのか、広い視点で復

興を見つめた番組づくりをしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

これまでも、これからも復興を多様な視点でとらえ、継続的に取材し

放送していく。その中で一番大切なのは、それぞれの人に寄り添って
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いくことだ。今後も被災された人々に寄り添いながら番組づくりをし

ていく姿勢は変わらない。 

 

 

＜「平成２６年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○   地域で地道な活動を続けている人にとっては、放送で取り上げてもらうことは、

喜びであり、活動の支援にもつながる。地域の人々に焦点を当てた身近な話題の放送

を大切にしてほしい。県内や中国地方で大きな事件や事故があった時には、往々にし

て、そうした話題は追いやられてしまう。さらには、午後７時台や９時台でも同じニ

ュースを報道される。身近なニュースや話題を伝える地域放送向けの時間帯を大切に

してほしい。全国放送になるような大きなニュースであっても、全国放送と同じでは

なく、地域向けの視点で取材し報道してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

大きな事件や事故が起きた時の報道においては、全国向けと地域向

けとでニュースを取り上げる視点や切り口をできるだけ変えて伝える

よう心がけているが、時間や取材パワーの制約もある。ご意見の趣旨

はよく分かるので、今後も努力を続ける。 

 

○   「平成２６年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」は、非常に地域に密

着した内容になっており、うれしく思う。山口放送局の重点事項に「大河ドラマ「花

燃ゆ」の放送に向けて地域を盛り上げます」とあるが、具体的なイベントの計画など

があれば知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

現在検討中であり、具体的な内容はもう少しお待ちいただきたい。

舞台となる萩地域だけではなく、山口県全体の盛り上がりにつながる

よう、地元自治体とも連携して、効果的な放送やイベントを実施した

いと考えている。 

 

○   大河ドラマ「花燃ゆ」のヒロインとなる吉田松陰の妹・文（ふみ）については、

これまであまり知られていないので、地元だけではなく全国的に盛り上げていくため

には、さまざまな工夫や仕掛けが必要だと思う。自治体とも協力して、放送を通じて
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地域に元気を届けてほしい。 

 

○   「貴重な地域資源である海の可能性を再発見するシリーズを展開する」という基

本方針を具体化するにあたっては、瀬戸内海だけではなく、山陰地方の海についても

焦点を当ててもらいたい。 

 

○   山口県内向けの夕方６時台の地域放送番組は、ややマンネリ化しているように感

じる。もう少し、新しさを吹き込んでほしい。私の住んでいる下関地域では、山口局

と北九州局の放送を見ることができ、北九州局の放送を見ている人も多い。こうした

状況も研究しつつ新年度に向けて検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

山口県においては、北九州市、広島市という隣接する大都市圏に挟

まれて、県西部の下関地域は北九州局を、県東部の岩国地域は広島局

を視聴する人もいることは、十分に認識している。夕方６時台の番組

をはじめ、身近で信頼される放送局を目指して、具体的な内容の検討

を重ねているので、新年度も期待していただきたい。 

 

○   「平成２６年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」に対して、特段の異

論や反論はなく、賛同、了解する。里山や里海の魅力と役割を見つめ直そうという中

国地方の各放送局での地に足のついた主張は大いに共感するが、半面、大半の中山間

地域や島しょ部の厳しい現実を伝え切れていない。残念ながら東京一極集中がすぐに

解消するとは思えず、むしろアベノミクスの恩恵は都会から、逆に消費税の税率アッ

プやＴＰＰ、農政の変革、少子高齢化のしわ寄せは地方から、というちぐはぐな状況

は今後もさらに強まると考える。地方の情報を地方で共有することは大切だが、中国

地方以外の列島各地の現状ももっと知りたい。さらに、地方の「今」は結局、ほとん

ど東京に伝わっていないのではないか。そうした問題意識での番組づくり、情報発信

に大いに期待している。 

 

○   諮問された「平成２６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。 
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（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＞ 

 

○   １月２９日（水）の鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

10：00～10：59）を見た。見る前は「ダラズ」という方言の解釈に違和感を持ってい

たのだが、主演のシングルマザー役の黒川智花さんの演技もよく、子育てにイラつく

場面もとてもリアルに描かれていた。温かいドラマでよかった。ただ、このドラマに

限ったことではないのだが、放送前の番組宣伝がやや過剰だった。「あさイチ」や「ス

タジオパークからこんにちは」などに出演者が出演するたびに、ドラマの場面が流さ

れ、ストーリーも紹介されるので、本編が放送される時には、すでに見終わったよう

な気分になり、新鮮な気持ちで見ることができなかった。同様の感想は、大河ドラマ

「軍師官兵衛」でも持った。よい番組を作って、ひとりでも多くの人に見てほしいと

いう思いは伝わってくるが、視聴者の期待感も大切にしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

タイトルをつけるにあたり、「ダラズ」という方言の扱いについて

は、部内でも議論した。ご指摘のように違和感を持たれることも予想

していたが、方言の解釈は、時の流れの中で変化していく部分もある

ので、今回は「前向きに生きよう」という意味の「現代のダラズ｣とい

う解釈を使用した。「鳥取発」という印象を大事にしたいとの思いも

あり、あえて、タイトルにした。番組宣伝については、全体のバラン

スや放送するタイミングを工夫するなど、ご意見は今後に生かしたい。 

 

○   鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」は、とても楽しめた。素直に感動で

きたし、米子市内からの大山の映像もとてもきれいだった。物語の前半部分は、カメ

ラワークがどんどん変化し映像の動きが激しかったが、後半部分では、カメラの動き

が少ないように感じた。主人公の東京での慌ただしい暮らしと米子でののんびりとし

た暮らしの空気感の違いを表現していたのだろうか。後半部分の方が落ち着いて見る

ことができた。「ダラズ」という方言の解釈について、米子市、鳥取市や島根県の松

江市、安来市出身の２０代の学生たちに聞いてみたが、やはり肯定的な意味では使用
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しておらず、一様に違和感を持っていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

東京部分と米子部分の映像表現での違いについて、担当者が意図し

ていたかどうかは把握していないが、前後の被写体を違う鮮明さで撮

影できるカメラを使って撮影したことで、より細やかな心象表現がで

きたと思う。 

 

○   鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」は、楽しめた。「ダラズ」の方言に

ついても、抵抗なく見ることができた。ドラマで紹介された米子市内のお地蔵さんめ

ぐりに癒やされた。疲れた時に行ってみたい。ドラマの中で若い役の人が「すいませ

ん」と言うと年配の人が「すみません」と注意する場面が何度も登場したが、どちら

が正しい日本語か教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「すみません」が正しい日本語だが、多くの話し言葉では「すみ

ません」と言う人が多い。話し言葉としての日本語を放送でどこま

で許容していくかということになるが、あえて正しい日本語を使っ

たために、ドラマそのものが日常生活からかい離したように聞こえ

てしまうことがあるので、兼ね合いが大切だと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」は、人を助けよう

という米子の人々の前向きな気質をうまく表しており、地域発ドラ

マのめざすひとつの方向性を示すことができたと思う。多くの人に

見てもらうことができた。 

 

○   鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」は、「ダラズ」という方言に込めた

米子の人々の気質、鳥取大学附属病院の先進的な取り組みや行政のきめ細かな福祉施

策、さらに地蔵巡りといった米子の良さを十分に見せてくれた。放送前から地元では

大変な盛り上がりで、ドラマが地域に元気を与えることを実感した。放送に感謝して

いる。なかでも、「ダラズ」という方言のすばらしい解釈については、新たな「ダラ

ス」の領域を拓いてもらったような思いだ。米子市には「ＤＡＲＡＺＦＭ」というコ

ミュニティ放送局もあり、市民は日々親しみを持って聞いている言葉だ。地元では、
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全く違和感なく受け止めている。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドラマの制作にあたっては、鳥取大学附属病院で実際に行われてい

ることを忠実に取材し、ドラマ化したので、病院内の保育システムや

ワークライフバランスといった現代社会のタイムリーな話題を盛り込

むことができたと思う。こうした施策を実際に行っている鳥取大学附

属病院や米子市に対して敬意を表すと同時に、多大な協力に感謝して

いる。 

 

○   連続テレビ小説「ごちそうさん」は、物のない時代の台所仕事や季節によっての着

物の装いなど、随所に主婦層をくすぐる工夫が凝らされていると思う。中でもフード

スタイリスト・飯島奈美さんが作る料理は、とてもおいしそうで、毎朝楽しみにして

いる。番組に登場する料理は、器や盛り付けも含めて、だしをとる場面など、和食の

基本ばかりなので、この「ごちそうさん」のレシピを「きょうの料理」でも取り入れ

て、紹介してほしい。和食のよさを次の世代に伝えることにもつながると思う。 

 

○   連日、ソチオリンピックの熱戦が伝えられているが、２月２０日(木)の「ＮＨＫニ

ュース おはよう日本」の午前５時３０分からの放送では、前夜に、スノーボードの

竹内智香選手が銀メダルを獲得するという快挙を成し遂げていたにもかかわらず、最

初に報道されたニュースは、深夜に行われた女子フィギュアスケートの結果だった。

フィギュアの浅田真央選手への関心は高いと思うが、日本の女子選手で初めてのメダ

ル獲得という大変大きなニュースであり、オリンピックでのメダルは、特別なもので、

未来を担う子どもたちへの夢や希望を与える話題であると思うので、まず、竹内選手

の活躍を伝えるのが正しい報道のありようだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

オリンピック報道に限らず、ニュース番組の中でどのニュースをど

ういった順番で放送するかは、番組の編集責任者がニュースバリュー

などさまざまな点を総合的に判断して決定している。今朝の午前５時

台の「ＮＨＫニュース おはよう日本」でのオリンピック報道につい

ては、竹内選手のニュースは前夜にすでに結果が出ており、前夜のニ

ュースですでに伝えられていた。一方で浅田選手の結果は、直前の午

前４時頃のニュースであり、まだご存じない方が多かったと思う。朝
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のニュース番組の中でどちらを先に伝えるべきかというのは、そのニ

ュースが起きた時間帯と、そのニュースをこれまでのニュースでどの

ように伝えてきたかということもオーダーを決める際の要素だったと

思う。 

 

○  １ 月 １ ７ 日 ( 金 ) の Ｎ Ｈ Ｋ ス ペ シ ャ ル 「 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 １ ９ 年

救助が来ない 巨大地震その時あなたは」(総合 後 10：00～10：49)は、とても

よい番組だった。南海トラフ巨大地震や首都直下地震の新たな被害想定が公表された

ことを受けて、「初動では、救助の要請があっても全勢力を消火活動に振り向ける」

という神戸市消防局の取り組みや住民だけで救助や避難はできるよう訓練を重ねる

自治体の例などが紹介された。災害時の初動について、人々の意識を向上させる大変

意義のある放送だった。番組では、企業での取り組みも紹介されたが、防災の担当者

を決めて避難するよう決めている企業例ではなく、番組で取り上げた自治体のように、

「できる人ができる救助を行う」といった視点で取り組んでいる企業の例を紹介して

ほしかった。より効果的な情報発信になったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

阪神・淡路大震災から２０年近くが経過し、神戸に住んでいる人で

さえ直接震災を知らない人が増えてきた。ＮＨＫでは、阪神・淡路大

震災の記憶を風化させないためにも、新たな事実を発見し、いろいろ

な角度から震災関連の情報発信を続けている。ＮＨＫスペシャル「阪

神・淡路大震災１９年 救助が来ない 巨大地震その時あなたは」で

は、神戸市消防局の取り組みを核に、阪神・淡路大震災の教訓を胸に、

模索を続ける最前線の取り組みと課題を追った。一人でも多くの命を

救うためにはどうすればいいのか、今後も多様な視点から震災の記憶

を伝え続けていく。 

 

○   佐村河内守氏に関する報道に接して、聴覚障害者への差別を助長したり、障害者手

帳を取得する際の審査がより厳しくなるのではないかということが心配になった。佐

村河内氏の行為は、残念な事態だが、今、報道機関が取り組むべきは、耳の聞こえな

い人の実態を正しく伝えることだ。差別を助長させない責任があると思う。 

 

○  平成２４年１１月の番組審議会において、佐村河内氏を取り上げた情報ＬＩＶＥ 

ただイマ！「知っていますか？“奇跡の作曲家”佐村河内守」（平成２４年１１月９
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日(金)放送）について、大いに違和感を持ったという意見を述べた。ＮＨＫは、代作

だと気づかず番組を制作したことに対して繰り返しおわびをしているが、見抜けなか

ったことが問題ではない。私は、芸術表現という回答がないものに対する偏った姿勢、

演出に対して違和感を持った。昨年３月３１日(日)に放送されたＮＨＫスペシャル

「魂の旋律～音を失った作曲家～」を改めて見た。番組では、他の作曲家へのインタ

ビューを紹介していたが、非常に極端な意見を持っている人に聞いて、その意見だけ

を放送していた。こうした演出手法そのものに疑問を呈する。人々が芸術表現を行う

のは、洗脳的なものに感覚を画一化させていくことに対する反省があるからであり、

そうしたことへの危険性を身に染みて感じているからだ。社会には、さまざまな角度

から芸術表現をしている人が存在しているが、こうした番組によって、多くの人の芸

術活動が否定されてしまう。今後、検証番組を制作するのであれば、番組制作の姿勢

はどうだったのかという点を伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドキュメンタリー番組の制作においては、取材者と取材対象者の距

離感が非常に重要になる。制作過程においては、直接の取材者だけで

はなく、プロデューサーや他の部局の者などが試写をし、この内容は

初めて見る視聴者に伝わるか、どういった印象を持つかなどを議論し

ながら制作している。こうした制作システムが有効に機能したのかも

今回の課題だと認識している。 

 

○   アニメ「ピムとポムのちっちゃな冒険」をいつも子どもと一緒に見ている。２月

１９日(水)の「がんばりやさん」の回では、後足に車輪をつけたダックスフンドが登

場した。車輪をつけることで後ろ足の障害を克服するダックスフンドから、社会通念

によって障害になっているだけで、それを克服する方法がいくらでもあるということ

を分かりやすく描いていた。アニメもすばらしい作品だが、こうしたアニメを放送す

るＮＨＫに対して、改めて信頼できる思いがした。 

 

○   １月２８日(火)の地方発 ドキュメンタリー「突きつけられたゲンジツ～希望退職

７１１人の“労働移動”」は、企業の撤退によってリストラされた人たちの苦悩が胸

に迫ってきて、何ともいえないつらい気持ちになった。後半、新たな職場で前向きに

頑張っている姿にほっとした。番組では直接言及しなかったが、企業の勝手な撤退に

よって起きたリストラに対して、企業の罪だという制作者の思いが伝わってくるよう

だった。日本の社会の抱える厳しい現実を取材した内容だったので、深夜帯ではなく
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もっとたくさんの人に見てもらえる時間帯に放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

地方発 ドキュメンタリー「突きつけられたゲンジツ」は、１２月

１３日(金)の「ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ」(総合 後 7：30～7：55 山口県域)

で放送した素材を再編集して放送した。担当したディレクターも４０代

の男性で、身につまされる思いを抱えながら半年以上にわたる密着取材

を重ねて制作した。将来の希望につながる明るい話題とはならなかった

が、厳しい現実を広く知ってもらうことはできたと思う。 

 

○   １月２４日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「超特急が拓（ひら）くニッポンの未来～新

幹線を作る男たちの半生期～」(総合 後 7：30～7：55 山口県域)は、これまで何度も

取り上げられてきた話題なので、あまり期待せずに見たが、最初の鉄製から現在のア

ルミ製車両に至るまでの板金技術の開発秘話など、今までと違う視点から取り上げて

いたので、興味深く見ることができた。ハンマーというローテクで、新幹線というハ

イテクを作り上げるさまは何度見ても面白いし、開業から５０年間無事故であること

は、世界に対して日本人として誇らしく思った。日本のものづくりのすばらしさを再

認識できた。 

 

（ＮＨＫ側） 

山口県下松市の新幹線車両づくりの話題は、これまでも何度か取り

上げている。今年開業から５０年を迎えたことを機に、大量生産では

ないからこそ小さな町の産業として育っていった点に着目し、日本の

産業発展における新幹線の位置づけに改めて焦点を当てた。 

 

○   １月２９日(水)の好きだモノ。。。「腕時計」(総合 後 10：00～10：50)は、数億

円の腕時計や、世界で認められた「和の腕時計」、マリー・アントワネットと天才時

計師ブレゲの物語など、時計ひとつにさまざまなドラマが秘められていることを教え

てくれた。出演者も時計好きな人をバランスよく配置しており、ナレーションもよか

った。大変興味深い番組だったので、今後も継続して制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「好きだモノ。。。」は、歴史番組として開発した番組だ。物にこ

だわった歴史や物にまつわるさまざまなエピソードから、面白い何か
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を発見しようという試みで制作している。特に「腕時計」は、独立時

計師や超絶技巧の話題など、多くのエピソードがあったので、面白い

内容になった。視聴者の反響も高かった。現在、第３作に向けて、取

り上げる物を探っている段階だ。次回を楽しみにしてほしい。 

 

○   ２月２０日(木)の国会中継「衆議院予算委員会質疑」（総合9：00～11：54）を

見ていたら、籾井勝人ＮＨＫ会長が参考人として呼ばれていた時に審議が紛糾し、中

断する場面があった。その間「ただいま委員長席で協議中です」「時計を止めました」

というアナウンスはあったが、中断している理由についての説明はなかった。視聴者

は中断している理由を知りたいと思うし、ＮＨＫ会長の証言している場面だったので、

何らかの作為があったのではないかとの疑念を抱いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

アナウンサーは、中継映像を見ながらアナウンスをしているが、事

実関係を確認できる以上のことはコメントできない。「中断している」

とか「時計が止まっている」という状況は確認できたものの、中断し

ている理由を事実関係として確認することは、難しい場合がある。Ｎ

ＨＫの話題だからコメントしないといった作為は、全くない。 

 

○   １月２２日(水)のひるブラ「カキは豊かな海の贈り物～岡山県備前市日生町～」は、

ゲストの春香クリスティ―ンさんの焼きガキを食べた時の表情がとてもよかった。食

を紹介する番組にありがちなもっともらしいコメントよりもはるかにおいしさを伝

える効果があったと思う。番組では、岡山県日生町のカキのおいしさの理由をいろい

ろ紹介していたが、底引き業者がいかだの下の落ちガキを獲ることで海底の環境を保

ち、おいしさにつながっているということに触れていなかった。底引き業者とカキ業

者の連携は、日生町地区独自の取り組みなので、ぜひ、全国に紹介してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ひるブラ「カキは豊かな海の贈り物」については、放送直後からた

くさんの反響をいただいている。リハーサルをし過ぎて本番がつまら

なくならないようにリポーターに新鮮な感覚で味わってもらうことを

心がけた。落ちガキについては、地元ではよく知られた取り組みであ

り、これまでも放送で取り上げているが、触れた方がよかったかもし

れない。制作現場に伝えて、今後に生かしていきたい。 
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○   １月３１日(金)の金曜スペシャル「シェール革命の衝撃～ものづくりニッポン 問

われる戦略～」は、アメリカという工業先進国で莫大なエネルギー資源が発見された

ことで世界の産業競争力が一転してしまう可能性があることを示唆してくれた。広島

市に本社を置く三菱重工コンプレッサの取り組みを頼もしく感じると同時に、ニッポ

ンのものづくりの将来について深く考えさせられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

三菱重工コンプレッサの取材は、昨年から続けており、昨年１０月

１８日(金)のフェイス「“シェール革命”沸騰都市へ」でも取り上げ

た。今回、建設予定地が決まったので、新たな取材を加えて放送した。

エネルギー革命という大きな流れと広島市に本社を置く三菱重工コン

プレッサというひとつの点がうまくかみ合ってできた番組だ。継続し

て取材しているので、さらに発展する形での放送を検討している。 

 

○   １月１７日(金)のフェイス「絆で攻める～チアリーディング日本代表女子チーム」

は、日本のチアリーディングがハイレベルだということを知らなかったので、大変興

味深かった。選手たちの信頼感や苦労、達成感がよく伝わってきた。競技を取り上げ

た番組では、技術的な側面に着目してしまいがちだが、選手団のコミュニケーション

に焦点を当てた点がよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

チアリーディングの話題は、９月２７日(金)の「スリーストーリー

ズ」(総合 後 8：00～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ)と１２月１５日(日)の「アスリ

ートの魂」でも取り上げた。制作したのは、大学時代にチアリーディン

グをしていた女性ディレクターだが、チアリーディングについての知識

をうまく生かすことができたと思う。 

 

○   ２月２日(日)のサキどり↑「地産地消だ！ご当地エネルギー」は、香川県のうどん、

北海道の牛の糞、新潟県の木質ペレットと、取り上げた事例がバラエティーに富んで

いてよかった。地域振興にあたって、その土地ならではの地域資源活用への関心が高

まっているが、これまで廃棄物だと思っていたものが資源だという視点がよく伝わっ

てきた。ただ、番組を見ていて、採算面が気になった。こうした取り組みが活発にな

っている背景には、公定価格買い取り制度などの政策支援策が強化されたことがある

と思うが、こうした支援策がなかった場合もビジネスベースで持続可能かどうかも知
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りたかった。木質ペレットの事例で下関の住宅から新潟のペレット対策への展開は、

やや唐突な印象を受けた。 

 

○   1 月３１日(金)のフェイス「どうする被爆建物」は、広島市内に遺された被爆建物

が老朽化や開発などの事情で次々に取り壊されている実態を教えてくれた。原爆ドー

ムに象徴されるように被爆の実相を伝える存在でありながらも保存には多額の費用

がかかり、民間での保存には限界がある。なにも方針を示さない行政に対する鋭い指

摘に感銘を受けた。聞き手のアナウンサーは、機知に富んでおり、トークが非常に良

かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「どうする被爆建物」は、来年被爆７０年という節目の年

を迎えるにあたり、被爆７０年事業のスタートとして放送した。被爆

者の人たちが高齢化し継承していくことが困難になるなか、被爆建物

は、人為的に知恵を出し合うことで、被爆の証人として伝えていくこ

とができるというメッセージを込めた。メッセージが社会や行政に少

しでも伝わり、保存に向けた動きにつながることを願っている。この

問題は、継続して取材していく。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 



平成２６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、１６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、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） 

     河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

     久保田典男 （島根県立大学総合政策部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 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） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

  

 

 

（主な発言） 

 

○  １月１１日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「是枝裕和×姜尚

中～家族のかたち 命のかたち」と１月１３日(月)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達

人達（たち）ＳＰ「岡田准一×五嶋龍～天翔る音色 地を駆ける役者魂」(総合 前

10：50～11：49)を相次いで見た。どちらも非常に充実した内容で感動した。２人の

会話がとても自然で、ストーリーの流れもスムーズだった。しかも奥の深い内容だっ

たのでどれくらい収録して編集したのか、番組の制作過程に興味がわいた。同時にこ

ういった番組が放送されていることをうれしく思った。「是枝裕和×姜尚中」は、家

族や父親と子どものあり方について考えさせられることが多かった。また、「岡田准

一×五嶋龍」は、２人が共通して稽古している武道とそれぞれの仕事との関わりを分

かりやすく伝えてくれた。 
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（ＮＨＫ側） 

「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）」は、去年４月から

スタートした番組で、異なる分野で活躍する２人の達人が番組の前半

と後半で聞き手をスイッチしながら仕事の極意について語り合い、発

見する番組だ。それぞれが忙しく活躍している方なので、比較的短い

時間で収録していると思うが、２人の組み合わせによって、話の奥行

きが広がり、意外な話題が聞き出されることを期待している。 

 

○ １月１１日(土)の体感！グレートネイチャー「タスマニア１０億年の神秘～オース

トラリア 赤い海と幻の森～」は、太古の昔の名残を残すタスマニアの原生地域をと

らえた迫力ある映像に感動した。行ってみたいと思いながら楽しく見ることができた。 

 

○ １２月３１日(火)の「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」を見て、出場者の選考方法を知

りたくなった。 

 

○ 「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、大晦日に一年の締めくくりとして見る番組とし

て、大いに違和感があった。審査員や出演者はどのように選んでいるのだろうか。「あ

まちゃん」の能年玲奈さんや「八重の桜」の綾瀬はるかさんをはじめ、１年間のＮＨ

Ｋの功労者たちがたくさん出演していたが、そのため打上げ会を開催しているような

印象を持った。歌合戦にもかかわらず、歌唱力のない出演者も散見された。 

 

（ＮＨＫ側） 

「紅白歌合戦」の出場者の選考については、その年の活躍や世論の支  

持、番組の企画・演出などさまざまな視点から検討し、出場歌手を決

めている。選考にあたっては、「ＮＨＫのど自慢」の予選出場者の曲

目や有線・カラオケのリクエスト等についての調査といったデータも

参考にしている。演出については、制作担当部局が中心となって、検

討を重ねている。多くの方々からご意見をいただく番組なので、ご意

見を受け止めながら改善を重ねていきたい。 

 

○  １２月３１日(火)の「ゆく年くる年」(総合 後 11:45～１月１日(水)前 0:15)は、

東日本大震災からの復興を進める東北地方各地や台風で被災した伊豆大島からの中

継、また、縁結びの神様である出雲大社に集う人々の様子など、１年の節目にふさわ

しい内容だった。特に、新しいご縁を願って出雲大社にお参りする人々の祈りの情景
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から、前向きなメッセージが伝わってきた。ただ、中継地点の中には、メッセージの

伝わりにくい場所もあったし、中継場所の順番も必ずしも全体の流れに沿ったもので

はなかったように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ゆく年くる年」は、毎年全国から提案を募集し、中継場所を決めて  

いる。順番については、映像のタッチやコメントの流れなど、見てい

ただく方の気持ちの流れを考慮して、できるだけ見やすいように構成

しているつもりだ。今後も検討、工夫を重ねていきたい。 

 

○  １月４日(土)のＮＨＫスペシャル「二つの遷宮 伊勢と出雲のミステリー」(総合 

後 10:00～10:49)は、伊勢神宮と出雲大社を比較することで遷宮の意味や背景を詳し

く知ることができて、大変勉強になった。歴史や背景をとても分かりやすく描いてく

れていたので、日本史に興味を持っている若者層にも受け入れやすい内容だったと思

う。ストーリーの裏付けとして、民俗学や建築学、考古学、古代史などさまざまな学

問領域の有識者からのインタビューがあり、大変説得力のある内容だった。 

 

○  １月１日(水)のＮＨＫスペシャル シリーズ遷宮 第１回「伊勢神宮～アマテラス

の謎～」と２日(木)のシリーズ遷宮 第２回「出雲大社～オオクニヌシの謎～」、「二

つの遷宮 伊勢と出雲のミステリー」を連続して見た。大変見応えがあった。挿入さ

れたアニメも味わいのあるタッチでよかった。特に、地域的に出雲大社については、

見たことがあったり知っていたりした内容が多かったが、伊勢神宮については、知ら

ないことが多く、新鮮な驚きがあった。ただ、３日間通して見たものにとっては、「二

つの遷宮 伊勢と出雲のミステリー」の前半部分は、前日および前々日の放送と重複

する部分が多くて、やや物足りなかった。さらに、出雲大社は、地理的な側面からも

朝鮮半島との関わりが深い神社だと思うので、大和朝廷との関わりだけではなく、朝

鮮半島との関わりについてもひも解いてほしい。今後に期待している。 

 

○ 「遷宮」をテーマにした「ＮＨＫスペシャル」は、伊勢神宮と出雲大社のそれぞれ

の遷宮を描くことで、大和と出雲という拮抗する勢力が、政治は大和で、神事は出雲

でと役割分担することで共存にむかったことを丁寧に描いていて、引き込まれるよう

に見た。テレビでしか見ることのできない貴重な映像もあり、大変見応えがあった。

地域の文化は歴史の中でどのように育まれ、それを発見し、継承していくことの意味

を伝える番組づくりに力を注いでほしい。ＮＨＫスペシャル「二つの遷宮 伊勢と出



 

 3 

雲のミステリー」の冒頭では、テーマとなっている出雲大社ではなく八重垣神社の鏡

の池での占いのカットが登場した。出雲大社をテーマにしているのに八重垣神社の映

像を挿入する必然はない。おそらく今パワースポットとして人気のある場所なので取

り上げたのだと思うが不要な映像だ。ただ視聴者の関心を引くのではなく、地域に根

差してきた文化をきちんと伝えることこそが、ＮＨＫの使命だと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ「遷宮」は、お正月にふさわしいよい番組だった。

すがすがしい気持ちで新年の朝を迎えることができた。伊勢神宮の遷宮、続いて、出

雲大社の遷宮、さらには、２つの遷宮を比較するというシリーズは、日本という国の

成り立ちを深く考えることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「遷宮」をテーマにしたＮＨＫスペシャルの編成は、年始の特別編

成だったが、効果的な編成になったと思う。ご指摘のように「二つの

遷宮 伊勢と出雲のミステリー」は、やや重複感があったかもしれな

いが、２つを並べることで、ひとつひとつを見た時とは違う発見があ

ったと思う。今回は、出雲と伊勢、そして大和朝廷との関係に主眼を

置くことで、「遷宮」を描いたので、出雲大社と朝鮮半島との関わり

には触れなかったのだろう。 

 

○  １月１０日(金)の「海と生きる ２０１４巻頭言」(総合 後 7:30～8:43)は、瀬戸

内海や瀬戸内海の島々のこれからをいろいろ考えさせてくれる見応えのある番組だ

った。いろいろな課題がある中で、よい面を注目して伝えていこうという番組の趣旨

は十分に伝わってきたが、ゲストの「１周遅れのトップランナーになる」「２１世紀

の道しるべ」といった歯切れのいい言葉を多用したコメントは、やや現実離れしてい

るように感じた。理想を追いかけているだけの印象を持たれる危惧を感じた。よい面

も悪い面も含めてもう少し現実の姿を伝えてほしかった。しかし、経済至上主義、あ

るいはグローバリズムの中で地方に起きているひずみに対して、アンチテーゼのよう

な問題提起を続けることは非常に意味のあることだと思う。今後もしっかりと地域に

こだわった番組作りをしてほしい。 

 

○ 「海と生きる ２０１４巻頭言」を見て、都市部にはない地方の豊かさや可能性を

実感させてくれた。地方に住んでいる人たちに勇気を与えてくれる内容で、大変うれ

しい気持ちで見た。ただ、漁師がアマモの種をまいたり、草刈りをしたりという里海
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の保全活動に対する効果の表現としてカブトガニの映像が出されたが、やや説得力に

欠けた。たとえば、資源量の変化を数値で表すなど、納得できるデータで示してほし

かった。一部のゲストの人選もよくなかったように思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

シリーズ「海と生きる」では、私たちの暮らしのすぐ近くにある“里  

海”を見つめ、その魅力や可能性を発信してきた。基本的にプラス思

考の目線で番組づくりをしてきた。新年にあたり、“里海”という言

葉そのものをより多くに人に知ってもらいたいという思いから、「海

と生きる ２０１４巻頭言」として時間を拡大して放送した。今年３

月には、瀬戸内海国立公園指定８０年という節目の年を迎える。シリ

ーズ「海と生きる」は、平成２６年度も継続する予定なので、地域に

潜在する課題も見つめていきたい。 

 

○  １月１２日(日)のうまいッ！「料理がすすむ！究極の日本酒～広島・呉市～」は、

広島県呉市の酒蔵の若い後継者を取材した内容だった。蔵元の名前や銘柄は避けてい

たが、気になってしかたなかった。特定の商品の宣伝につながる放送はできないもの

の、見る人の気持ちを配慮した演出がほしかった。 

 

○  うまいッ！「料理がすすむ！究極の日本酒」は、蔵元を継いだ若い杜氏の酒づく

りに対するこだわりが具体的に伝わってくる内容で良かった。ふだん目にする機会の

ない作業を見ることができた。「呉の米で、呉の水で、呉の蔵でつくった地酒を、呉

の人に」という酒米を作る地元の農家の発言に共感した。地元の人に支持される日本

酒をつくろうという意気込みが伝わる言葉だった。番組を見て、日本酒の味の違いは

どうして生じるのか知りたくなった。日本酒の味を科学的に分析して紹介してほしい。

日本酒に対する理解がもっと進むと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

食事と合う日本酒は、どこが違うのか、日本酒の香りはどういうし

くみで醸成されるのか、奥が深く表現が難しい部分なので十分に伝え

ることができなかった。興味のある部分なので、今後の検討としたい。 

 

○  うまいッ！「料理がすすむ！究極の日本酒」は、広島県呉市の酒蔵を取材したも

のだったが、日本酒離れが起きている現状において、他の地域でもとても参考になる
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内容だった。日本酒づくりの世界では、杜氏は、秘伝の技を磨いて、芸術作品ともい

えるような吟醸酒を極める傾向にある。そうした世界において、杜氏たちが連携して

広く受け入れられる日本酒を目指す取り組みは、これからの目指すべきひとつの方向

だと思う。 

 

○  １月１１日(土)のＮＨＫスぺシャル シリーズ“ジャパン ブランド” 第１回

「“食と農”に変化あり」で取材していた、和牛生産の取り組みも「うまいッ！」で

取り上げた日本酒の取り込みに通じると思う。これまで日本の農業は、富裕層をター

ゲットにして高品質のものを高く売ることを目指してきたと思う。「これからは、個々

の生産者の活動ではなく、日本全体として統一ブランドを作って日本の食生活や文化

をセットで売っていく戦略を立てるべきだ」という提言に同感だ。日本の農業を成長

産業にしていくためには、まだ工夫すべきことが多々あると思う。ビジネスの視点か

ら日本の農業を見つめた番組をこれからも制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

うまいッ！「料理がすすむ！究極の日本酒」では、おいしい日本酒

を作ろうというひとりの杜氏の思いが地域や農家に広がっていく部分

をうまく伝えることができたと思う。日本酒を通してジャパンブラン

ドの将来につながるメッセージを発信できたと思う。まさに、ＮＨＫ

スぺシャル シリーズ“ジャパンブランド” 第１回「“食と農”に

変化あり」のテーマと重なる部分を評価いただきうれしく思う。 

 

○ １月１２日(日)のＮＨＫスぺシャル シリーズ“ジャパンブランド” 第２回「“日

本式”生活インフラを輸出せよ」を見て、自動販売機や、ＩＣ乗車券やエキナカなど

当たり前の生活インフラがビジネスとして売り出せることを知り、目からうろこが落

ちるようだった。１例として、公害克服の技術を売り込もうとしている北九州市の取

り組みが紹介された。水道事業や環境事業などは地方自治体の専門分野なので、他の

地方自治体にとっても参考になる内容だったと思う。最後にインドで日本のイメージ

を問いかける場面があったが、２位が平和だった。１位に平和と答えてもらえる日本

になりたいと思う。 

 

○  １２月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「証言ドキュメント 永田町・権力の興亡 

そして“自民一強”に」(総合 後 9:00～10:13)は、これまでのマスコミ報道から推

察される内容だったものの、安倍首相や野田前首相をはじめ与野党のキーマンの証言
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から政権交代の裏側を鋭く描きだしていた。政界の水面下の動きをかいま見る思いが

した。政界の動きを描きだすことも貴重な報道だと思うが、国民にとって本当に必要

なのは、政局ではなく政策だ。重要な政策の成立過程を同じように描きだしてほしい。

政策の成立していく過程を取材するのは難しいと思うが、国民の関心を深めるために

も、報道によって広く国民の目に触れることを期待している。 

 

○ １月５日(日)のＮＨＫスペシャル「みんなの夢まもるため～やなせたかし“アンパ

ンマン人生”～」(総合 後 9:15～10:04)は、若き日の戦争体験やヒットに恵まれず

苦悩した日々を経たやなせたかしさんの深い人生哲学にふれることができた。なぜ、

アンパンマンマーチは、東日本大震災の被災地でも繰り返しリクエストされ、今も多

くの人の心をとらえて離さないのか、その理由を理解できた。やなせさんの足跡をた

どって旅をする西原理恵子さんやちばてつやさんの姿からは、やなせさんの思いが受

け継がれていることが伝わってきた。やなせさんの偉大さを改めて感じた。「生きる

意味」を考えさせてくれる新年にふさわしい内容だった。ただ、最後にアンパンマン

の歌をスローバラードで歌った部分は、やや違和感があった。アンパンマンの歌は、

やはり元気なマーチであってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「みんなの夢まもるため」は、多くの人に愛と勇気を与えてく

れた。戦争体験を持つやなせたかしさんが人々の空腹を満たすためにアンパンマンを

創りだしたという思いがよく分かった。一青窈さんや西原理恵子さん、吉田戦車さん

たちの言葉を通じて、やなせさんの人物像をユーモアを交えながらうまく描いていた。

新年にふさわしいよい番組だったと思う。 

 

○ １月１０日(金)の美の壺「フグづくし」は、山口県下関市名産のフグにさまざまな

視点から焦点を当ててくれた。下関市民の私ですら知らない多様なフグの存在に、改

めてその魅力を感じた。番組を見た多くの人たちが下関市を訪れてくれることを期待

している。 

 

（ＮＨＫ側） 

１月２４日(金)の「幸せの“フク”を追う」では、天然トラフグの

取引高日本一を誇る山口県南風泊市場からフグの話題を放送するので、

ぜひご覧いただきたい。 

 

○ 鳥取放送局制作のドラマ「ちょっとは、ダラズに。」の放送が予定されている。タ
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イトルの「ダラズ」という方言の意味は、鳥取県米子地方では、何事にも前向きに挑

戦する人、自由闊達で開放的な人という意味合いで使用されているが、私の住んでい

る島根県出雲地方では、間抜けな人といったネガティブな意味で使用されているよう

に思う。「ダラズ」を前面に出したタイトルは島根県民にどう受け入れられるか、少

し心配だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ダラズ」という方言については、元々は「愚か者」といった否定

的なニュアンスで使われてきたが、最近では、「チャレンジ精神旺盛

で突拍子もないことをしてしまうが、どこか憎めない人、人生を楽し

もうとする人。」といった意味で使われていると聞いている。地域や

年代によって受け止め方に違いがあるかもしれないが、ドラマでも「や

やおせっかいだけど前向きな人。」というようなニュアンスで主人公

のキャラクターを表現しているので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○ 「ダラズ」という方言を初めて知ったのだが、すぐに気に入ってしまった。少し抜

けていても、周りが支えてくれるといったニュアンスを感じた。英語で表現すると「Ｌ

ｅｔ ｉｔ Ｂｅ」となるのだろうか。できないことがあっても周囲が支えていくと

いう思いが大切だと思う。放送を大いに期待している。 

 

○  １月１日(水)の「着信御礼！ケータイ大喜利 お正月スペシャル」(総合 後 11:30

～翌 1:00)は、いつもの演出と異なり、スタジオの芸能人と実家を結んで投稿する演

出だった。日頃は投稿者の顔が見えないが、今回は顔の見える演出でいつもと違う楽

しさがあったものの、ややテンポが悪く、「ケータイ大喜利」らしい楽しさが感じら

れなかった。スタジオには一般視聴者も登場していたが、人物にクローズアップした

時、バーチャルセットのＣＧとの関係で画面全体が揺れるように感じられて、見てい

ると気持ち悪くなった。事前に十分なテストをして放送に臨んでほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「着信御礼！ケータイ大喜利」は、通常バーチャルセットを使った

演出だが、今回は正月スペシャルで、フルバーチャルカメラ６台と通

常のハンディカメラ２台の計８台のカメラで対応した。ハンディカメ

ラにはバーチャル機能がなくクロマキーでの合成で対応した。ご覧に

なったシーンは、ハンディカメラで観客を撮ったシーンで、原因は不
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明だがカメラ映像が大きく揺れた際に、背景が動かない状況で気持ち

が悪いように感じられたと思う。見る人が気持ち悪くなるような放送

は、起きてはいけないことなので、関係部局とも情報を共有し、今後

はシステムのあり方も含めいっそうの注意をしたい。 

 

○  毎日、連続テレビ小説「ごちそうさん」の午後の再放送を見ているのだが、続い

て放送される午後１時の「ニュース」でのアナウンサーの表情に非常に好感が持てる。

悲しい時は悲しそうに、楽しい時は楽しそうに、ドラマのストーリーを写したような

アナウンサーの柔らかい表情に親しみを感じ、毎日癒やされる思いだ。 

 

○  私も連続テレビ小説「ごちそうさん」に続く午後１時の「ニュース」でのアナウ

ンサーに癒やされている一人だ。毎日どんな表情で登場するのかとても楽しみにして

いる。モニター画面から顔を上げた瞬間の笑いを抑えるような表情が絶妙で、距離の

近さを感じさせてくれる。「ニュースウオッチ９」の大越健介キャスターにも同じよ

うな親しみを感じて、毎晩見ている。 

 

○  大河ドラマ「軍師官兵衛」の放送が１月５日(日)からスタートした。放送前から

いろいろな形でさかんにＰＲされており、１月４日(土)の歴史秘話ヒストリア 新春

スペシャル「官兵衛“お宝”スゴロク」(総合 後 9:00～9:59)や１月５日(日)のもう

すぐ「軍師官兵衛」生放送カウントダウンスぺシャル(総合 後 3:05～6:00)でも「軍

師官兵衛」を題材に制作した番組がたくさん放送された。特に、直前に放送されたも

うすぐ「軍師官兵衛」生放送カウントダウンスぺシャルでは、ドラマの出演者たちが

登場して、制作風景などを交えて、彼らの素の部分もかいま見ることができる内容だ

った。当日は、その時の印象を抱えたまま初回の放送を見ることになったので、ドラ

マで演じる人物との間に違和感があり、すんなりとドラマに気持ちを投入することが

できず、残念だった。大河ドラマ「軍師官兵衛」にかける熱意は伝わってくるのだが、

ややおしつけがましく感じた。一方、１月７日(火)と１４日(火)の先人たちの底力 

知恵泉（ちえいず）「黒田官兵衛のナンバー２力」では、豊臣秀吉の軍師として活躍

した黒田官兵衛に関連して、楽天株式会社副社長の國重惇史さんをゲストに迎えて、

現代のナンバー２としての言葉で組織を強くする役割について語ってくれた。大変有

益な内容で、大河ドラマ「黒田官兵衛」関連番組の中でも傑出してよかった。 

 

○  ドラマの出演者の素顔や舞台裏を紹介する番組については、好感を持ってご覧く

ださる方も多いので、全体のバランスや放送するタイミングを工夫するなど、今後の
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編成に生かしていきたい。 

 

○  １月３日(金)の「伝えてピカッチ お正月スペシャル」(総合 後 7:30～8:43)は、

お正月にふさわしい番組だった。時間を拡大した編成もよかった。「伝えてピカッチ」

は、豊かで穏やかな気持ちにさせてくれる。 年代を越えて家族で楽しめる番組なの

で、故郷に帰って家族でテレビを楽しんだ人も多かったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「伝えてピカッチ」は、幅広い年齢層の方に見ていただけることを

期待して放送しているので、評価をいただき感謝している。お正月の

機会に初めて見てくださった方が、通常の定時放送の視聴につながっ

てくれることを期待している。 

 

○ １月４日(土)の「ザ・プレミアム よみがえる江戸城」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 6:00～8:30)

は、かつての江戸城をふすま１枚までＣＧで復元してその真の姿を見せてくれた。松

の廊下での刃傷沙汰など歴史の一端を映像で見るような楽しさを覚えた。大変な力作

だった。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 



平成２５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、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、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） 

     河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

     久保田典男 （島根県立大学総合政策部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

 山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ 代表） 

 

 

（主な発言） 

 

○ １１月２２日(金)の海と生きる「しまなみ 海の道」(総合 後 7：30～8：43 中四

国ブロック)は、ゲストの大林宣彦さん、山本一力さん、藻谷浩介さんのコメントが

すばらしく、よかった。瀬戸内海に対するそれぞれの視線や思いがしっかりと伝わっ

てきた。 

 

○  １２月１日(日)の小さな旅「帆風おだやか～広島県尾道市向島～」は、タイトル

に向島とあったので向島にこだわって作られているのかと期待してみたが、対岸の尾

道市吉和漁港の話題も紹介されていた。番組としてはまとまりもあり、見応えもあっ

た。しかし、尾道市の陰でかすんでしまいがちな地域なので、ふだんそこに暮らす人々

の声を交えるなど、もっと向島にこだわって、向島のすばらしさを伝えてほしかった。 
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○  小さな旅「帆風おだやか」は、映像がとても美しかった。昭和の初めから続く綿

帆布作りや、船を漕ぐ櫓作りの話題など、島に伝わる伝統産業や継承することの大切

さが伝わるよい内容だった。若い後継者の存在も明るい話題として、非常に好感を持

って見た。 

 

○  １２月６日(金)の「復興の一番船 熱き心１０００キロを越えて」(総合 後 8：00

～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、非常に見応えがある番組だった。東日本大震災からの復興を

支援しようとする広島の造船マンたちと、故郷を立て直すために奮闘する被災地の若

者たちの思いが、きちんと伝わってきた。ただ、製作した船は、鉄の船ではなく、ア

ルミニウムの船だったことをもう少し描いてほしかった。廃船の措置や造船技術の難

しさなど、アルミ船ゆえの困難があったはずだ。そうした部分をもう少し掘り下げて

伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「復興の一番船 熱き心１０００キロを越えて」は、これまで継続取

材をしており、１１月５日(火)の「地域発ドキュメンタリー」で全国

放送した素材を再構成したものだ。ご指摘のように、未経験者が造船

技術を学ぶ大変さは、鉄製よりもアルミ製の方がより難しい製造技術

を必要とすることなどをもっと掘り下げれば、もっと社長の思いや彼

らの苦労が伝わったかもしれない。 

 

○ １２月４日(水)のＮＨＫスペシャル「宇宙生中継 彗(すい)星爆発 太陽系の謎」

(総合 後 7：30～8：43)は、すい星崩壊という予想外の状況のなかで、番組の展開に

興味を持って見た。当初予定されていた“国際宇宙ステーションと生中継で結んで、

大すい星との遭遇という壮大な宇宙のできごとを宇宙と地球とで共有する”という場

面は見ることができなかったが、すい星のおいたちがよく理解できた。宇宙ステーシ

ョンからの映像も音声もクリアですばらしかった。国際宇宙ステーションに滞在して

いる若田光一宇宙飛行士がおちついて的確に話すことにも驚いた。日本上空を映しだ

した夜景も美しく、十分に見応えのある内容だった。できれば、次回は、地上から見

た国際宇宙ステーションの映像も見てみたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「宇宙生中継 彗(すい)星爆発 太陽系の謎」は、

昨年９月に新発見されたアイソンすい星が太陽に最接近した後、巨大
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すい星になると多くの科学者が予測していたため、その壮大な天体シ

ョーを生中継する放送を予定していた。ところが、１１月２９日、太

陽最接近でアイソンすい星の大部分が崩壊し、アイソンは大すい星に

なるどころか失われてしまった。結果的には、どうしてそうなったの

かも含めて、最も視聴者の関心の高い時期に放送することができた。

想定外の事態に対応できるのがテレビのおもしろさだと思う。 

 

○  １１月２３日(土)のＮＨＫスペシャル “認知症８００万人”時代「母と息子 ３

０００日の介護記録」（総合 後 9：00～10：13）、今年４月に認知症の症状がでた

父を看取った経験と重ね合わせて見た。見始める前は、やや気が重かったが、見終わ

った後、とてもさわやかな気持ちになった。記録された映像をスタジオで見る医師や

介護福祉士、訪問看護師といった専門家たちの発言は、いずれも温かく、つらい現実

を包み込むような愛情が感じられた。高校生の息子も一緒に最後まで見ていたので、

やはり幅広い年齢層に訴えかけるものがあったのだと思う。番組の最後に、「人間は

こうやって死んでいくんだということを母が全部見せてくれた。それが母からの最大

のプレゼントだ。」と映像を記録した相田さんがコメントしていたのだが、気がつく

とこのコメントまでＢＧＭは一切なかった。映像そのものの力を大切にして、ＢＧＭ

を排除したディレクターの感性に共感を覚えた。 

 

○  １１月２９日(金)の「身近なモノに商機あり～地味な島根が都会で人気～」は、

アニメ「秘密結社鷹の爪」シリーズの人気キャラクターから誕生した、島根県公認の

「しまねＳｕｐｅｒ大使吉田くん」をナビゲーターにして進行するとても楽しい番組

だった。地味といわれる島根だが、身近な資源を有効活用して、より魅力的な商品に

生まれ変わらせようという企業の挑戦を追っていた。ナレーターのＮＨＫアナウンサ

ーも本人ではなく、ポップなイラストで登場したり、音楽もジャス風にアレンジして

いたり、番組全体が統一感のある仕上がりになっていて、非常に好感が持てた。ただ、

地味な島根のものが多くに人たちに受け入れられることが、本当に幸せなことなのか。

最近のパワースポットブームに沸く出雲大社や、有名コーヒー店の出店の話題など、

地域の文化の継承や発展という側面からみると、戸惑いを感じる場面が多々ある。地

域のものに誇りを持つということはどういうことなのか、今一度社会に対して問いか

ける時期だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「身近なモノに商機あり」は、これまでニュース企画として取り上
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げた話題を新たな取材を加えて制作したものだが、大半は新撮だった

ので身飽きることがなかったと思う。「しまねＳｕｐｅｒ大使吉田く

ん」の制作者であるＦＲＯＧＭＡＮさんの協力を得て、軽妙な演出を

試みることができた。アナウンサーが提案から取材、構成、ロケ、編

集までのすべての作業を担い完成させた番組で、期待以上のできばえ

に私自身も驚いている。松江放送局では、他にも１２月７日(土)に「舞

を伝える 舞と生きる」という、神楽とロックミュージシャンが共演

する８５分の番組を技術職員だけで制作した。今後も専門分野に拘ら

ず、多様な分野に対応できる人材を育てていきたい。 

 

○  １２月１８日(水)の特集ドラマ「かつお」(総合 後 7：30～8：43)は、東日本大震

災の被災地の放送局として、震災報道を続け てきたＮＨＫ仙台放送局が震災をテー

マにして制作したドラマだということで、大変興味を持って見た。震災の記憶を風化

させたくないという思いはよく伝わってきたが、やや現実感に欠けていたように思う。

おそらく実写だと思うが、津波で海に流された車が引き上がられる場面での、海藻が

付着したり、ドアが壊れたりした車の映像は衝撃的だった。被災者への配慮は大切な

ことだと思うが、事実を伝える映像の力は大きい。ドラマであってももう少しリアリ

ティーのある表現をしてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

特集ドラマ「かつお」は、ＮＨＫ仙台放送局が震災をテーマに初め

て制作したドラマだ。それぞれの作品によってアプローチのしかたは

異なるが、実際の映像をどの程度使用するかというのは難しい問題だ。

実体験があるかないかによっても受け止め方が違う。一方で、時間と

ともに記憶が風化していく中で、実情を伝えるためにリアリティーの

ある映像表現を必要とする場面もある。実際の映像をどう扱うかとい

うことは、ひとつひとつの番組の中で解決していく難しい課題だと認

識している。 

 

○  １１月２９日(金)の「おかたかっ！岡山ＶＳ香川」(総合 後 7：30～8：45 岡山・

高松ﾌﾞﾛｯｸ)は、とても楽しかった。私も家族とともにリモコンやスマホで投票した。

岡山と香川の２県が、ふるさとの誇りであるうどんと桃太郎伝説で対決した。うどん

で負けたのはしかたないが、桃太郎伝説ではもっと頑張ってほしかった。岡山県は明

らかにプレゼンテーターの人選を間違えたと思う。岡山県側の応援者は、話題性はあ
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るものの、知名度に欠けた。対する香川県側の応援者は、知識も含めて、説得力があ

った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「おかたかっ！岡山ＶＳ香川」は、今年瀬戸大橋開通から２５年 

を迎えたタイミングで、瀬戸大橋でつながる岡山、香川の両県で制作

した。視聴者が参加できる番組にしたいという思いがあり、データ放

送やインターネットで投票する生放送番組とした。４２万件のアクセ

スがあり、大きな手応えを感じている。比較的新しい手法なので、技

術面を含めて、演出面を改善して、次につなげていきたい。 

 

○ 「おかたかっ！岡山ＶＳ香川」は、気楽に見始めたが、綿密に下調べした内容に驚

いた。同時に、勝負にこだわる両県の出演者の真剣さが伝わってきた。さらには、生

放送特有の緊張感も加わり、おもしろく見ることができた。岡山県と香川県は瀬戸大

橋でつながり、日常的に多くの人が往来しているが、十分にお互いを承知していると

はいえないと思う。これからも両県の理解が深まる番組を制作してほしい。 

 

○  １２月８日(日)のうまいッ！「知られざる高級食材 黄ニラ～岡山市～」は、栽

培法も料理法も紹介が中途半端で、何を表現したいのかよく分からなかった。地元で

特産品として全国に普及させたいという思いがあるのであれば、見る人が食べてみた

くなるような表現をする必要があると思う。同じように食材を扱った他局の番組をこ

の番組と比較するつもりで見た。佐渡の南蛮エビを扱った内容だったが、エビ漁の歴

史も含めてうまく制作していた。船上での漁師の食べ方から高級料亭での食べ方まで、

さまざまな要素が盛り込まれていた。やはり、食を扱う番組は、素材と料理法をきち

んと紹介し、見る者に「食べてみたい」と思わせることが大切だと思う。制作にあた

っては、もう少し工夫してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

黄ニラを食べてみたいと思わせる表現は難しく、制作者は苦労した

ようだ。素材のよさや加工法など表現方法をさらに工夫し、地元の食

材の魅力を発信していきたい。 

 

○  １１月２５日(月)のワイルドライフ「ニューギニア島の海 サンゴ礁に不思議な

“魚の村”を見た」は、非常にきれいな映像で、海の中にいるような感じで楽しめた。
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初めて目にする豊かなサンゴ礁の海の映像に感動した。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ワイルドライフ」は、圧倒的な映像が好評なＢＳプレミアムの番

組だ。これまで見ることができなかった秘境の映像や珍しい映像をお

届けしているので、これからも、ぜひご覧いただきたい。 

 

○  １２月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「和食 千年の味のミステリー」(総合 後

9：15～10:04)は、ユネスコの無形文化遺産に登録されたことで、注目されている和

食のすばらしさを改めて教えてくれた。和食については、当然知っていると思ってい

たが、目からうろこが落ちる話題がたくさんあった。日本酒やしょうゆなど特有のう

まみを出す調味料は、知られざるカビ「アルぺルギウス・オリゼ」が生み出したもの

だということを初めて知った。科学と文化の両面から描かれた和食の世界は、分かり

やすく、大変興味深かった。日本人に生まれた喜びを感じさせてくれた。最近では、

和食を研究する外国人が増えていると聞く。そのうち外国人のほうが詳しくなるので

はないかという危惧を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは、和食がユネスコの無形文化遺産に登録されることを視

野に、数年前から取材を続けてきた。これまでも、いろいろな番組で

取り上げてきたが、その集大成として、ＮＨＫスペシャル「和食 千

年の味のミステリー」を制作した。食べ物をテーマにした番組はたく

さんあるが、取材の深さや表現方法など、ひと味違う番組をお届けで

きたと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「和食 千年の味のミステリー」は、新しい切り口から和食を

描いていて感動した。丁寧に取材されており、食についてある程度の知識があるもの

が見ても十分に納得できるすばらしい内容だった。和食がユネスコの無形文化遺産に

登録されたタイミングでの放送にも驚いた。ずっと見ていたいくらい映像が美しく、

放送が終わってしまうことが残念なくらいだった。 

 

○  １２月１３日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「突きつけられたゲンジツ～希望退職７

１１人の“労働移動”～」は、山口県宇部市にある大手半導体工場の合理化によって

退職した社員の再就職の取り組みを密着取材していた。複数の事例を詳しく取材する
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ことで、厳しい現実を知ることができた。しかし、私たちはこの現実をどう受け止め

ればいいのか、方向性を見いだせないまま終わってしまい、重く暗い気持になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「突きつけられたゲンジツ」は、半年以上にわた

る密着取材を重ねて制作した。担当したディレクター自身も４０代の

男性で、身につまされる思いを抱えながら取材したと聞いている。将

来につながる希望を伝えることができればよかったのだが、非常に厳

しいのが現実だ。今回の放送では、その現実を広く知ってもらうこと

が重要だと判断した。今回の山口県宇部市の例は、おそらく、日本各

地で起こっていることだと思う。報道機関として、まずは、現実をし

っかりと社会に問題提起していきたいと考えている。 

 

○  １１月２９日(金)の金曜スペシャル スリーストーリーズ「再起」は、多くの人

たちを元気づけてくれたと思う。山口県からは、夏の記録的な豪雨で大きな被害を受

けながら、“厄神舞”と呼ばれる舞に再起を託す山口市阿東嘉年地区の人たちが紹介

された。祭りの後、来年に向けて来年の田植えの準備をする人の姿が、心に響いた。 

 

○  １２月１１日(水)のぐるっと食の旅 キッチンがゆく「日本海の赤い宝石～島根

県・浜田市＆川本町～」は、ノドクロとエゴマ、海の幸と山の幸の両方を取り上げる

ことで、豊かな島根県の魅力をうまく紹介してくれた。２つの食材の組み合わせも紹

介された料理もよかった。エゴマが川本町の特産品になるまでのストーリーもうまく

紹介されていた。一方の浜田産のノドクロは、すでに都会での評価が定まっている魚

で、今、浜田市では、ノドクロとアジとカレイを「どんちっち三魚」として売り出そ

うとしている。こうしたノドクロの背景にあるストーリーにも触れてほしかった。 

 

○  １２月１８日(水)のぐるっと食の旅 キッチンがゆく「山口の宝 トラフグ～山

口県・萩市～」は、トラフグとハナッコリーという山口県と特産の野菜を取り上げて

いた。３０分の中で、２つの生産地に行き、生産者の話を聞き、周辺情報を盛り込み、

地元の食べ方を紹介し、最後にプロのシェフが料理まで作るという、盛りだくさんの

内容をうまく構成していて感心した。食に関心のない人が見ても、分かりやすい内容

で、ほほ笑ましいよい番組だと思う。ただ、この番組で登場する食材が、島根のノド

クロであったり、山口のトラフグであったり、かなり有名な食材を取り上げることが

多い。日本各地には、金沢のガスエビや高知のソウダガツオなど現地でしか味わうこ
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とができない食材がたくさんあるので、そうした食材を求めて全国の港を旅するよう

な企画を見てみたい。 

 

○  １２月１３日(金)のドキュメント７２時間「“縁結び列車”に乗って」は、出雲

を目指す東京発の寝台列車「サンライズ出雲」を利用する人たちの思いに焦点を当て

た構成が非常におもしろかった。島根県の観光ＰＲにもつながったと思う。これまで、

縁結びは結婚や恋愛といったイメージを持っていたが、それだけではなく、多様な縁

があることに気づかせてくれた。出雲大社にご縁を求める人たちは、何らかの不安を

抱えていて、その不安を解決できるのは自分の気持ちの持ち方だということが、サン

ライズ出雲の乗客たちを通じてメッセージとして伝わってきた。ただ、金曜日の夜に

東京を出発して、日曜日の朝、出雲を出発する人に焦点を当てていたが、７２時間の

時間軸に収めるには、やや無理を感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドキュメント７２時間「“縁結び列車”に乗って」の制作にあたり一

番苦労した点は、取材クルーの乗車券の確保と取材上の制約だ。スタ

ッフの乗車券を確保するために、１か月前の予約開始日に一斉にネッ

トにアクセスして確保した。さらに、ＪＲの職員の立ち会いのもとで

乗客のプライバシーに対する配慮も入念に行った。列車内なので撮影

スペースが狭く、小型の民生用のカメラを使用した。列車が揺れるの

でカメラマンが酔ってしまうなどの苦労もあった。 

 

○  １１月１９日(火)のクローズアップ現代「小説に命を刻んだ～山崎豊子 最期の

日々～」は、大好きな山崎豊子さんを取り上げていたので、興味深く、じっくりと見

た。知らなかった部分を掘り下げて伝えてくれたが、山崎さんの功績をひもとくには、

放送時間が短すぎた。できれば、もう少し時間をかけて、取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

通常の追悼番組は、比較的亡くなられてから早い時期に放送するこ

とが多いが、クローズアップ現代「小説に命を刻んだ」は、時間をか

けて内容を深めた上で放送した。これまであまり知られていない部分

など内容が充実していたので、時間が短かったという感想に結びつい

たのだと思う。 
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○  １１月３日(日)にＮＨＫ鳥取放送局の主催で行われた「とっとり朗読シアター２

０１３」の収録会場に行った。朗読を生かしたよい演出で、大変よい催しだった。イ

ベント終了後には、ステージで朗読をしたアナウンサーたちが会場入り口で見送りに

立ってくれるなど、大変温かい雰囲気のイベントだった。来場者のほとんどは高齢層

だったが、将来、アナウンサーを目指していたり、放送に興味を持ったりしている高

校生たちに聴かせてあげたかった。とても有益な経験になると思う。 

 

○  「いちおしＮＥＷＳとっとり」で「手話と遊ぼう」というコーナーがある。鳥取

県では今年１０月に全国に先駆けて手話言語条例が制定され、こうした行政の動きを

受けての企画だと思う。短い時間だが、すぐに使えそうな手話を教えてくれる。スタ

ジオでのやりとりだけではなく、町に出て、実際に使っている様子を紹介してほしい。

もっと多くの人に手話を知ってもらうきっかけになると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「いちおしＮＥＷＳとっとり」の「手話と遊ぼう」は、行政の動き

に連動する形で始めた。「いちおしＮＥＷＳとっとり」では、単にニ

ュースを伝えるだけではなく、身近で役立つ情報を伝えるよう心がけ

ている。今後とも末長く視聴いただきたい。 

 

○  2020 年の東京オリンピック開催に向けて、今後新しい競技場の建設や交通網の整

備が進められると思う。地方においても、たとえば、外国人観光客の取り込みや選手

団の練習場の誘致といった動きが加速すると思う。地方におけるオリンピックの取り

組みを取り上げてほしい。前回の東京オリンピックの開催をきっかけにして、人も金

も東京に流れて、首都圏の一極集中が進んだという思いがある。その動きが次のオリ

ンピックでも起こるのであれば、地方は大変なことになるという考えを持っている。

地方の視点から、東京オリンピックがもたらす光と影を見つめてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

2020 年の東京オリンピック開催については、地方の立場で東京オ

リンピックというチャンスを生かす視点で番組を制作していきたい。

地域の放送局として、放送を通じて地域を応援していきたいと思う。 

 

○  鳥取放送局の天気予報は、西の米子市から始まって、倉吉市、鳥取市の順に伝え

られる。米子市民としては、とてもうれしい。 
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○  １２月１５日(日)のうまいッ！「注目の伝統野菜！大和まな～奈良・大和高田市

～」は、幻の野菜といわれた大和まなを栽培方法に工夫を重ねて全国野菜に押し上げ

たすご腕農家の方が紹介された。こうしたすご腕農家の方が日本全国に生まれれば、

日本の農業がＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)に負けることはないと思う。 

 

○ １２月１５日(日)の「ＮＨＫ海外ネットワーク」で日本の中小企業がインドの大学

生を苦労のすえ、初めて３人採用した話題が取り上げられた。世界での競争を見据え

て活動する日本企業に頼もしさを感じた。 

 

○ １１月２３日(土)の「週刊 ニュース深読み」で、東京の町工場が技術を結集して、

海底探査機「江戸っ子１号」を製作した話題が紹介された。日本の技術の高さを目に

してとても勇気づけられた。閉塞感の漂う日本の中小企業にとって、世界で活躍しよ

うとする企業の動きは、刺激を与えてくれる。放送の担う役割は、大きいので、今後

もさまざな新しい取り組みを伝えてほしい。 

 

○  １２月１５日(日)の放送で大河ドラマ「八重の桜」の放送が終わった。私はとて

も楽しんで視聴したのだが、視聴率があまり伸びなかったことを意外に感じている。

八重さんの生きざまを通じてさまざまなことを学んだのだが、八重さんがあまりにス

ーパーウーマンだったことが多くの女性たちに受け入れられにくかったのがひとつ

の原因ではないだろうか。最後の赤十字の看護活動まで丁寧に描き過ぎていたように

思う。いくつもの大きな山を乗り越えていく姿に一般の女性たちは、ややついていけ

なかったのではないだろうか。2015 年の大河ドラマ「花燃ゆ」が発表されたが、ヒ

ロインの人生に強弱をつけて描いてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

大河ドラマ「花燃ゆ」は、吉田松陰の妹・文を主人公にしたドラマ

だ。地元の山口局をはじめ、中国地方各放送局でもドラマと連動させ

て、さまざまな話題を取り上げていきたい。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 



平成２５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、２１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、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（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

     河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

     久保田典男 （島根県立大学総合政策部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 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 克己 （錦帯橋鵜飼㈱取締役） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「坂本龍一×野村萬斎～新作舞台に挑む～」

は、舞台を支配していた強烈な緊張感と研ぎ澄まされた空気感に引き込まれて 後ま

で見入ってしまった。非常に芸術性の高い内容に感動した。時には、こうした番組も

放送してほしいと思う。ただ、舞台で上演されたアイルランドの詩人イェーツ戯曲「鷹

の井戸」や能学研修者、横道萬里雄の新作能「鷹姫」についての知識がなかったので、

残念ながら詩の内容を理解することができなかった。番組を見て、人間の欲望と自然

の摂理、自然と人間の向き合い方をテーマにした舞台だということはわかったが、朗

読されたイェーツの詩をスーパーしたり、舞台の内容を解説したりするなどの工夫が

ほしかった。視聴後、関連する情報を調べて、ようやく納得できた。 



 

 1

（ＮＨＫ側） 

ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「坂本龍一×野村萬斎」は、ＮＨＫ山口放送局に

隣接する山口情報芸術センター（ＹＣＡＭ）で開かれた、１０周年記

念公演を収録して、放送した。約２時間の公演を収録し、インタビュ

ーなどを含めて４３分に編集したので、公演の内容をすべて伝え切れ

ない部分があったと思う。公演は１０月２２日に開催されたが１０周

年記念の当日にあたる１１月１日に放送したので、かなり過密な制作

スケジュールだったことも、ひとつの原因だったと思う。ご意見は、

反省材料として今後の番組制作に生かしたい。 

 

○  ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「坂本龍一×野村萬斎」を見て、実際の公演を見なかったこ

とが悔やまれた。音楽と映像、そして舞台が重なりあって迫ってきた。ぎっしりと中

身のつまった４３分間だった。テレビだからこそ見ることができるアングルで撮影さ

れたステージセットや舞台の仕掛けなどに感心した。編集なしで、公演すべてを見せ

てほしい。 

 

○  １１月６日(水)のぐるっと瀬戸内の旅「山口」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～10:59)では、

岩国市にある錦帯橋から西の下関市までの瀬戸内沿岸を巡り、日本一をキーワードに

山口県の魅力を伝えてくれた。千鳥浜がカブトガニの産卵地であることなど、初めて

知る話題もあった。伝統のもの作りの精神が息づく工業地帯の話題から、フグに代表

される食の話題まで、山口県ならではの話題がしっかりと織り込まれていた。テレビ

を通じて、身近な風景に触れ、とても楽しく見ることができた。改めて、地元の良さ

を実感した。 

 

  （ＮＨＫ側） 

ぐるっと瀬戸内の旅「山口」は、ＢＳプレミアムで瀬戸内関連の番組

を集中的に編成する「日本再発見 瀬戸内物語」の取り組みのひとつ

として放送した。好評をいただいた番組は、これから年末にかけて、

総合テレビでの再放送を予定している。ぐるっと瀬戸内の旅「山口」

も、再編集して、１２月１３日(金)後７時半から中国地方向けに放送

する予定だ。ぜひ、総合テレビでもお楽しみいただきたい。 

 

○  ぐるっと瀬戸内の旅「山口」は、山口県内のさまざまな日本一を紹介してくれた。

山口県民に自信と誇りを与えてくれた。元気になれる番組で良かった。 
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○  １１月１３日(水)のぐるっと瀬戸内の旅「岡山」を、何を見せてくれるのだろう

という期待感と共に見た。笠岡市の真鍋島でフランス人が作成した地図の話題や筆で

釣り上げるシャコの話題など、初めて知る話題が満載で、とても楽しめた。 

 

○  １１月６日・１３日(水)の「ぐるっと瀬戸内の旅」を続けて見たが、どちらもお

もしろかった。県内の見どころをうまく構成しており、行ってみたい、食べてみたい

という思える場面が、たくさんあった。大成功の番組だと思う。 

 

○  １１月１３日(水)のぐるっと食の旅 キッチンがゆく「瀬戸大橋のたもとで秋を

いただく～岡山県・倉敷市～」は、個人的にも面識があるフランス料理の湯浅薫男シ

ェフが出演していたことで、楽しみが倍増した。湯浅さんは、日本人の口に合うよう

アレンジしたフランス料理を提供してくれるシェフなので、ママカリと蓮根をどう料

理してくれるのだろうかと期待でいっぱいだった。放送後、自分でも料理を作ってみ

たところ、とてもおいしくいただくことができた。料理番組としても参考になった。 

 

  （ＮＨＫ側） 

「ぐるっと食の旅 キッチンがゆく」は本部制作の番組だ。地元では

なく、外からの感性で見つめることで、また違った魅力を発見できる

と思う。さまざまな視点から、地域の魅力をどんどん発掘していきた

い。 

 

○  １１月６日・１３日・２０日(水)の「ぐるっと食の旅 キッチンがゆく」を３回

とも見た。３本と通しての感想だが、ナレーションが非常にスローテンポで、案内役

の三倉佳奈さんのテンポのよさとまったくかみ合っていないように思う。ナレーショ

ンの悪さが一番印象に残った。次に、案内役の料理人が清潔感に欠ける。シェフの格

好をしている場面はよいが、ふだん着姿は、どこのおじさんかという雰囲気だ。食の

番組なのでもう少し配慮がほしい。 後の料理人による創作料理も魅力に欠ける。食

べてみたいと思ったのは、竹原市の回で紹介された「じゃがいも」と「どうまる」の

料理だけだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

この秋、瀬戸内関連の番組は、集中的に放送しているが、これから

年末にかけて、視聴者のみなさんの声に応えて再放送する編成や、来

年には、「海と生きる」シリーズから発展した里海をテーマにした「Ｎ
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ＨＫスペシャル」の放送も予定している。これからも中国地方の話題

を全国に向けて発信していくので、ぜひ、ご覧いただきたい。 

 

○  １１月６日(水)の歴史秘話ヒストリア「今こそ知りたい！ ジョン万次郎～日本

開国前夜 驚きの舞台裏～」は、数奇な巡りあわせで、日本とアメリカの交流に力を

尽くすことになったジョン万次郎の姿を教えてくれた。その功績の大きさを改めて感

じた。 近、ジョン万次郎の生家跡を訪ねたのだが、現地では、ＮＨＫの「大河ドラ

マ」に取り上げてほしいという署名集めがされており、私も賛同したひとりだ。非常

にドラマチックな人生を送った人物なので、ぜひ実現してほしいと思う。 

 

○  連続テレビ小説「ごちそうさん」は、ナレーション役をぬか床に設定するなど、

これまでにないユニークな切り取り方がされており、おもしろい。よくドラマの素材

になる嫁と姑や小姑の関係といったありきたりの部分があるものの、これからの展開

に期待している。 

 

○  １１月１５日(金)のフェイス「里山資本主義 共感と実践の現場から」は、いく

つかの事例を並べた内容で、ややまとまりのない印象だったが、 後に紹介された千

葉のユーカリが丘の事例は、住宅開発をすると同時にコミュニティの再生を図るとい

うもので、非常にすばらしかった。都市においても農村においても、行政や経済至上

主義によって、コミュニティが破壊されたことが日本社会の 大の問題だと思う。里

山資本主義的な感覚を取り入れるだけで、地域の再生につながるわけではない。非常

に深い問題なので、今後もより深く、より広い視野で、この問題に取り組んでいって

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

   フェイス「里山資本主義 共感と実践の現場から」は、１年半   

わたってシリーズで伝えてきたものを出版化し、大きな反響があった

ことから、制作した。いろいろな実践の現場を訪ねることで、波及効

果を紹介することが番組の趣旨だった。「里山資本主義」は、田舎や

荒廃していく山村に地域再生の芽を見つけようという視点で始まった

番組だ。１年半の放送を受けて、今年は、「海と生きる」シリーズに

つながり、来年にはＮＨＫスぺシャル「里海」の放送を予定しており、

今後も継続して取材していきたい。 
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○  １０月２５日(金)のフェイス「見捨てられた“ビキニ大量被ばく”～共に闘うヒ

ロシマ～」は、３０年近く聞き取りを続けてきた高知県の元高校教師と共に、広島の

科学者が始めた被ばくの実態調査を追っていた。番組は、「今後の解明に近づきます」

と締めくくられたが、違和感があった。むしろ、真実は、６０年たった今も解らない

というのが現実であり、広島は何をしてきたのかという問題提起で締めくくるべきだ

ったと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

フェイス「見捨てられた“ビキニ大量被ばく”」は、継続して取材

している内容をいったんせき止める形で放送した。結論まで至ってい

ないという制作者側の意図があり、今後に期待がかかるという締めく

くりになったのだと思う。これからさらに取材を進める中で、新たな

展開があることを期待している。 

 

○  フェイス「見捨てられた“ビキニ大量被ばく”」で取り上げた第五福竜丸以外の

乗組員の被ばくの問題は、これまでメディアで報道されにくい状況にあった。そうし

た中で続けてきた高知県の元高校教師たちの地道に証言を集めるという活動は、かけ

がえのないものなので、それをいろいろな形で裏付けていくことが大切だと思う。今

後もさらなる真実の追及につながる番組を続けてほしい。ビキニ環礁での第五福竜丸

の事故から来年で６０年を迎えるが、６０年近くたっても何もわからない状況が続い

ている。今、特定秘密保護法案の制定が議論されているが、特定秘密保護法案のない

時代ですら、多くのことが隠されてきた現実を前に、大きな危機感を感じる。特定秘

密保護法案は、ＮＨＫをはじめジャーナリズムにとって、その存在意義に関わる重大

な問題だ。この問題については、政府側の動きをただ伝えるだけではなく、特定秘密

保護法案は必要なのかどうか、もっと掘り下げた報道をしてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「見捨てられた“ビキニ大量被ばく”」を見て、まだ発掘し

ていくべき事実があるし、発掘できる新しい事実があるということを

改めて感じた。取材を積み重ねていくことの大切さを肝に銘じて、今

後の放送に臨みたい。 

 

○  フェイス「見捨てられた“ビキニ大量被ばく”」は、被ばく者の歯のエナメル質

から被ばく線量を測定するということだったが、 近フィンランドから出てきた論文
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では、心臓の筋肉に含まれる放射性同位元素の量は、生まれた時から変わらないとい

う記載がある。このように、被ばくのすそ野は非常に広くて、誰が被ばく者であり誰

が被ばく者でないかという区別は難しくて、ややこしい問題だ。６０年前にビキニ環

礁で起きた出来事は、決して過去の歴史ではなく、現代の問題なのだと思う。 

 

○  １１月の「ドキュメント７２時間」は、３週連続して身近な場所が取り上げられ

ていたので、興味深く見た。１１月１日(金)の「“広島太郎”を探して」は、私も一

緒に“広島太郎”を探すような気持ちで見た。「“広島太郎”は広島の守り神だ」と

都市伝説のように語られていることに驚いた。私自身は、聞いたことがなく、少し強

調し過ぎだったように感じた。結果的に見つからずに終わってしまったこともよかっ

たと思うものの、やはり、存在が気になる。続編があればぜひ見たい。 

 

○  １１月８日(金)の「瀬戸内ヒッチハイク漂流記」は、小豆島をスタートし、船だ

けを乗り継いで西を目指すという無謀な挑戦だったが、大変おもしろく見た。先の見

えないハラハラしたスリリングな思いがした。ドキュメンタリーの手法で作られた旅

番組のようだった。 

 

○ １１月１５日(金)の「砂丘に呼び寄せられて」は、意外感はなかったが、ナレーシ

ョンのすばらしさに感心した。言葉の選び方が優れていて、文章が非常によくできて

いた。原田知世さんをナレーターに起用したこともよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドキュメント７２時間「“広島太郎”を探して」は、広島放送局で制

作した。１か所にカメラを据えるのではなく、都市伝説を求めて街を

取材するという新たな手法に挑戦した。結果的に“広島太郎”に出会

うことができなかったが、それも「ドキュメント７２時間」のよさだ

と思う。 

 

○  ドキュメント７２時間「“広島太郎”を探して」は、本人が登場したら、興ざめ

なので、出会わないことを前提にして取材していたのだと思っていた。 

 

○  ドキュメント７２時間「“広島太郎”を探して」は、非常にチャレンジングな試

みの番組だと思うが、作り手が何を伝えようとしているのか、メッセージが分かりに

くかった。ホームレスである“広島太郎”に対する若者たちの肯定的な意見が多いこ
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とに驚いた。大学で学生たちに進路やキャリア形成について指導している立場の人間

として、ホームレスの生き方そのものを肯定的に見てしまう誤解を与えてしまうよう

な危惧を覚えた。 後に紹介された居酒屋の女将さんの「私はああいうのは感心しな

い」という発言に少し救われた気がした。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドキュメント７２時間「“広島太郎”を探して」は、“広島太郎”

を追いかけることで、新たな都市伝説は、どう生まれ、その中にどん

な真実があるのかを見つめることで、広島の戦後を描きたかった。７

２時間という時間の中で、明確な答えを出すことはできないが、“広

島太郎“を通して、広島の戦後を垣間見ることを狙って制作した。 

 

○  「ムジカ・ピッコリーノ」を親子で楽しんで見ている。子どもたちが音楽のおも

しろさに触れるきっかけになる番組だと思う。ＮＨＫのクラシック音楽番組は、すば

らしい。さらなるクラシック音楽番組の充実に期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ムジカ・ピッコリーノ」は、海外の番組コンクールにもよく出品し

ている。子どもだけではなく、大人も楽しめる内容なので、これから

もご覧いただきたい。 

 

○  「ムジカ・ピッコリーノ」は、学校教育の教材としてもたくさん活用されており、

重宝している番組だ。視聴率にとらわれることなく、長く、上質の番組を継続してほ

しい。 

 

○  １０月２８日(月)と１１月４日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「阿川佐和子 山口県下

関市」は、地元の魅力が十分に伝わるよい番組だった。阿川佐和子さんと笑福亭鶴瓶

さんの相手の話をうまく引き出すやりとりに、２人の聞く力に感心した。 

 

○  特定秘密保護法案のニュースで、何度か森まさ子大臣が登場する場面があり、「森

まさ子少子化担当相」と紹介されたが、違和感を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

森まさ子大臣は、内閣府の特命担当大臣で、具体的には少子化対策



 

 7

や男女共同参画、食の安全といった領域を担当している。今内閣が発

足した時に、ＮＨＫでは、肩書は、より比重の重い少子化大臣に統一

し、表記は、少子化担当相とすることに決めた。ただ、今回のように、

担当領域の違う法案を担当する時は、ニュース原稿などでは、「特定

秘密保護法案を担当する森少子化担当大臣」というコメントをしてい

る。国会中継などで、「森少子化担当相」とだけ表記された時に、違

和感を与えたのかもしれない。 

 

○  １０月２２日(火)のイッピン「幻のスイーツ～島根 松江の和菓子」は、老舗の

和菓子店を全部取り上げており、総花的ではあるが、バランスよく構成されていて良

かった。テーマは、幻の和菓子作りに挑む職人の技を追いかけるとしながらも、ナレ

ーションも音楽も非常に軽くて、行政が制作する記録番組のような印象を持った。一

方で、「松江の風や緑や水が和菓子文化を育んだ…」という 後のナレーションは胸

に響いた。常々、視聴者の思考を限定してしまうような余計なナレーションは不要だ

と発言しているのだが、このナレーションは、松江の水や空気が長い歴史の中で、お

菓子作りに寄与しているという大切な基盤を思い起こさせてくれた。 

 

（ＮＨＫ側） 

イッピン「幻のスイーツ」は、本部制作の番組だ。松江を知らない

ディレクターが松江の和菓子文化を自分なりに感じ、表現したのだと

思う。地元の松江局が制作すれば総花的なものにはならなかったと思

うが、全国放送なので、そういう作り方にも意味があるのではないだ

ろうか。 

 

○  １１月１２日(火)の地方発 ドキュメンタリー「大往生を看取（みと）る」は、

本当に胸を打たれて、息を飲んで見た。たまたま、目にした高校生の息子も見ている

うちに 後まで見てしまったほどだ。深夜帯の放送だったが、制作した地元の放送局

では、もっと見やすい時間帯に放送しているのだろうか。すばらしい番組だったので、

もっとたくさんの人に見てもらえる時間帯に放送すべきだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

それぞれの局によって状況は異なるが、「地方発ドキュメンタリー」

は、金曜夜間の地域放送枠や朝の地域放送枠と連動して、制作するこ

とが多い。たとえば、広島局で制作した１１月５日(火)の地方発 ド
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キュメンタリー「熱き心１０００キロをこえて～広島・岩手 船が結

んだ絆～」は、その後、再構成して、１２月６日(金)の「復興の一番

船 熱き心１０００キロを越えて」(総合 後 8：00～8：43）として中

国地方向けに放送する予定だ。 

 

○   聴覚障害を持つ方と一緒に字幕付きの放送を見る機会があったが、 近は字幕が

付加された放送番組が多くなり、大変な労力だと改めて感心しながら見た。字幕の作

成にあたっては、すべての言葉を文字化することにしているのか。私はそこで語られ

たことすべてを文字化する必要はないように思う。たとえば、相撲中継など、タイム

ラグのある字幕が出ると、かえって映像理解の混乱を招くこともあるし、文字を読ま

ないうちに次の文字が出てきたりする。適宜、話し言葉を取捨選択して文字化しても

良いのではないかと思う。字幕作成の方針があればお聞かせいただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

字幕放送については、 終的には字幕付加番組の率を 100％まで高

めることを目指して取り組んでおり、生放送番組でも、できるだけ付

加していく方針だ。確かに、生放送番組では、映像とのずれにイライ

ラすることがある。特に災害時において、聴覚障害をお持ちの方にと

っては大切な情報源となる放送なので、できるだけ音声と同時に字幕

を付加することを目指している。より速やかに、より正確に字幕を付

加できるように、音声を認識して字幕を作成できるような機器の開

発・配備を進めている。話し言葉を修正するためには、人的労力を要

するので、できるだけ機器による対応を目指している。スポーツ中継

などでは、会場のノイズがあるので、キャスターの音声を機器で読み

取る精度が低くなる。そのため、機器で識別しやすいように、違う方

が読み替えて（リスピーク）、文字化している。その結果、すべてで

はないがほとんどの言葉がそのまま文字化されている。今後、さらに

機器の開発を進めて、より違和感の少ない字幕放送を実現したい。 

 

○  １０月に起きた「三鷹市のストーカー事件」について、マスコミが詳しい報道を

している。岡山市でも交際していた女性に連絡を拒まれた後、執ようにメールを送る

などしたストーカー事件があったが、非常に小さな扱いで、事件を伝えるだけで終わ

った。事件の背景や報道を通じた社会への注意喚起など、もう少し、深く取材し、伝

えてほしかった。この事件は、裁判員裁判として扱われることが決まったので、改め
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て、取材してほしい。事件の報道が、犯罪被害者を失くすことにもつながると思う。 

○   犯罪被害者支援の仕事をする中で、性被害にあった後、さまざまな妄想に苦しめ

られる被害者を目にする場合が多々ある。妄想に苦しめられているのが現実だ。繰り

返しになるが、「妄想ニホン料理」というタイトルは、言葉の使い方を間違っている

と思う。 

 

○   １１月１日(金)のフェイス「チャンスは里山にあり～田舎ビジネスに挑む若者た

ち～」は、薪ボイラーや空き家を利用したシェアハウスの取り組みなど、ビジネスベ

ースでの成功が困難な事例に焦点を当てている点がよかった。今、ＵターンやＩター

ン者を地域に呼び込んで、いわゆる定住対策と産業振興を複合させるような取り組み

が増えている。番組で紹介された「地域起こし協力隊」もそうした流れのひとつだと

思う。若者たちの活動を見守る地域のお年寄りたちの姿から、この取り組みが地域に

活力を与えている様子が伝わってきた。 

 

  （ＮＨＫ側） 

ＵターンやＩターン者による地域再生の取り組みは、継続が難しく、

多くが厳しい現実に直面している。今回番組で取り上げた美作市での

｢地域起こし協力隊｣の活動は、地に足のついた取り組みだ。かなり厳

しい部分を描いたが、わたしたちも放送を通じて応援していきたいと

思っている。東日本大震災の後、県外から移住してくる人々もいるの

で、そうした動きも含めて、これからも取材していきたい。 

ストーカー事件については、裁判など今後の動きをフォローし掘り

下げて伝えていきたい。 

 

○   １１月１日(金)のあいたい「山あいの町が“神儀”に沸く～広島 神石高原町 油

木～」で、場所を紹介する際、「広島から在来線と路線バスを乗り継いで４時間」と

かなり山奥のようなコメントだったが、福山市内から車で１時間ほどで到着する場所

なので、やや過剰な表現だったと思う。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 



平成２５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、１７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、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 江種 則貴 （中国新聞社 論説主幹） 

     岡  將男 （ＮＰＯ法人・公共の交通（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

     河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 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 克己 （錦帯橋鵜飼㈱取締役） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

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９日(水)のクローズアップ現代「父子家庭 急増の陰で～虐待死事件の波

紋～」は、着眼点のよい番組だったが、内容に少し疑問を持った。孤立するシングル

ファーザーに対するゲストの提言は想定内のもので、具体的な解決策には至らないも

のばかりだった。もっと現状における課題を徹底的に掘り下げてほしかった。たとえ

ば、番組では育児休暇もとらずに頑張っているＪＲ職員の例を取り上げていたが、制

度に問題があるのか、職場環境に問題があるのかなど、現状の掘り下げ方が不足して

いた。現状を深く掘り下げることが解決策につながると思う。 

 

○ １０月４日(金)の「駆け抜ける！山も谷も」は、平凡なコメントでありながらもこ
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れまでの人生を乗り越えてきた主人公の言葉が胸を打った。ひとつひとつの言葉に本

心が感じられ、人間性をよく描きだしていたと思う。巧みな番組構成だった。フラン

ス・モンブランでのレースへ挑戦したものの途中でリタイアしてしまったことはとて

も残念だったが、かえってよかったように思う。帰国後、あまり落ち込むこともなく、

次のレースに向けて走っている姿に、ほっとした。クライマックスシーンは逃したも

のの、ひとつひとつの言葉が胸にしみて、感銘を受けた。 

 

○ 「駆け抜ける！山も谷も」は、最大のヤマ場となるモンブランのレースをリタイア

したことで、番組全部を無にしてしまったような印象を受けた。それでありながら、

「駆け抜ける！山も谷も」という題名は、ふさわしくないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「駆け抜ける！山も谷も」は、数々の人生経験を経て、走ることに生 

きがいをみいだしたひとりの男の姿に感動して、撮影を続け、集大成

として制作した番組だ。制作者としては、必ずしもリタイアしたこと

で無になってしまったとは考えていない。人生の起伏と駆け抜けるコ

ースの起伏が重なり、走り続ける姿を追うことで、見る人に共感と感

動を届けることができたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「駆け抜ける！山も谷も」は、リタイアした後の描き方がやや不足

していたかもしれない。たとえば、主人公はリタイアしたことを家族

や仲間たちにどう伝えたのか？その時の反応は？といった点を取材で

きていれば、もっと奥深い番組になっていたかも知れない。 

 

○  １０月１０日(木)の亀田音楽専門学校「アゲアゲの転調学」は、曲の印象を大き

く変える転調の秘密を分かりやすく解説してくれた。解説に続いて実演に移り、「大

げさな転調のところは、音だけではなく表情も変わりますのでご覧ください。」とい

うコメントがあったにもかかわらず、アゲアゲの転調になる瞬間にカメラが動いて、

表情を見ることができなかった。この回の目玉の場面だっただけに非常に残念だった。

カメラワークと映像は一致させるようにしてほしい。 

 

○  １０月１１日(金)のフェイス「勝つぞ！クライマックス カープ“強さ”の秘密」

は、翌日からのプロ野球セ・リーグクライマックスシリーズを前にしたタイムリーな
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放送だった。広島カープの強さの秘密をとても分かりやすく解説してくれ、大いにカ

ープファンの期待に応えてくれた。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「勝つぞ！クライマックス カープ“強さ”の秘密」は、選

手やコーチへの取材に野球解説者の大野豊さんの解説を加え、クライ

マックスシリーズをより楽しんでもらえる番組を目指した。 

 

○  １０月１１日(金)の海と生きる「天空の旅人 瀬戸内を行く」は、パラグライダ

ーを使って撮影された幻想的な映像に魅せられた。ただ、途中で瀬戸内の島の歴史や

人々の営みを伝えることで、美しい映像が途切れてしまい、番組全体の美しさを損な

ってしまったように思う。そうした映像を挿入した意図を聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

海と生きる「天空の旅人 瀬戸内を行く」は、日本でも数少ないエア・

フォトグラファーの多胡光純さんの撮影による。撮影にあたって、多

胡さんは、必ず前もって現地を訪ね、地元の人たちと話し、その土地

の文化や歴史を自分の肌で感じたうえで撮影に臨んでいる。それが多

胡さんの撮影スタイルであり、その先に空からの美しい映像が存在す

ることを伝えたかった。 

 

○  パラグライダーを使って空から撮影された映像は、大変迫力があった。多胡さん

にしか捉えることのできない映像だったと思う。一方で、撮影しながらつぶやく言葉

に少し抵抗を感じた。「風が出てきた。」「海がきれいだ。」という言葉の語尾に違

和感があった。 

 

○ ９月２０日(金)の海と生きる「いなさの町 漁（いさ）り火の浜」は、登場する２

人の人物が非常に魅力的だった。海は誰のものなのかというという問いかけについて

考える格好の素材だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

多胡さんの話し方については、ご本人の個性だと理解いただきたい。

撮影しながらの言葉なので、言いかえることは難しいのだと思う。「海

と生きる」は、中四国の９県が連携して取り組んでおり、「いなさの
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町 漁（いさ）り火の浜」は、松山局が主管し、高知局と鳥取局が連

携して制作した。古くから捕鯨の基地として栄えてきた太平洋に臨む

高知の町と伝統的なイカ漁をなりわいとしてきた日本海沿岸の漁村の

町を取材した。取材した２人の人物を通して、漁村の海に寄り添って

きた暮らしを伝えることができたと思う。 

 

○  海と生きる「天空の旅人 瀬戸内を行く」は、むしろ、島の歴史や暮らしを交え

たことがよかった。ただ上空からの美しい映像を撮っただけでは、何も伝わらなかっ

たと思う。 

 

○  私もやはり、多胡さんの話し方が気になった。多胡さんの撮影した映像とそれ以

外の映像との切り替わりが分かりにくかった。 

 

○  海と生きる「天空の旅人 瀬戸内を行く」を見て、美しい瀬戸内海の風景に感動

すると同時に、人口が減少し、過疎化が進む厳しい島の現実が心に残った。「海と生

きる」では、こうした島の衰退についても焦点を当ててほしい。広島放送局が中心に

なって昨年度取り組んできた「里山資本主義」で紹介された取り組みに解決につなが

るヒントがあると思う。「海と生きる」の放送を見て、もう一度「里山資本主義」の

放送をじっくりと見てみたいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「里山資本主義」については、書籍が出版されたことで注目を集めて

いることから、１０月４日(金)にシリーズの第１回「里山に眠る“エ

ネルギー”」をアンコール放送した。昨年放送した全６回のシリーズ

を１０月２０日(日)から再放送する予定だ。今年度取り組んでいる「海

と生きる」もこの「里山資本主義」から発展した企画なので、根幹を

流れるテーマは共通している。 

 

○  １０月６日(日)ののんびりゆったり 路線バスの旅「心のふるさと 瀬戸内のハ

ワイへ～山口 周防大島～」は、自分が住んでいる島が舞台だったので、とてもうれ

しかった。周防大島の雰囲気がよく伝わってきた。旅は、チビッ子フラガ―ルの話題

からスタートし、周防大島はハワイ移民が多いことやハワイのカウアイ島と姉妹島提

携をしていることなど、周防大島とハワイとのつながりをうまく紹介していたが、説

明が不足していたように思う。地元に暮らしている私たちは、幼い頃から聞いたり、
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経験したりしているできごとであり、その背景にある多様な物語を思い描くことがで

きたが、知らない人にとっては、理解しづらかったと思う。 

 

○  １０月８日(火)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」のまちかど情報室「浮かせ

て見せます」のコーナーで石膏ボードにテレビをホチキスで止める商品が紹介された

が、安全性に疑問を持った。放送する際、安全に対してどういう確認をしたのか教え

てほしい。このコーナーには、２人の女性アナウンサーが登場するが、会話に品がな

い。もう少し上品な番組にしてほしい。商品を説明するために、商品を使う場面を再

現する演出もわざとらしく不快に感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

「まちかど情報室」で紹介したテレビをホチキスのステープル（針）

で止める方法については、本部の担当セクションに聞いたところ、メ

ーカー側が検証を行っている上に特許も取得していることから放送し

たとのことだ。ホチキスのステープル１つで垂直方向に３キロの荷重

に耐えられ、これをたくさん使用することで、テレビを壁に掛けるこ

とを可能にしており、石膏ボードの強度自体に影響がないことも、石

膏ボードメーカーに確認している。また、地震の揺れについては、強

度６強の耐震試験もクリアしているということだ。「まちかど情報室」

については、視聴者の関心が高い一方で、個別の商品を取り扱うこと

から、製品の検証に加えて、利用者としての紹介ＶＴＲに会社関係者

を出演させないなどのルールを適用のうえ、制作・放送している。 

 

○  １０月５日(土)のＮＨＫスペシャル「ドキュメント消費増税 安倍政権 ２か月

の攻防」は、政権のキーマンたちに密着し、折々のインタビューを交えながら、政策

決定までの水面下の動きをよく取材していた。さすがＮＨＫと思わせる密着ぶりだっ

た。一方で、相手に密着すればするほど、批評精神が鈍くなっているのではないか。

消費税の増税にあわせて、５兆円規模の新たな経済対策の策定に対する是非や、復興

特別法人税の廃止の前倒しの提案など問題点も多い。これらの問題点に対して、もう

少し批判的に見る視点がほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

収録機材が高性能化・小型化したことで、今回のような密着取材が可

能になった。機材の進化によって広がった領域のひとつなので、今後
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も効果的に用いたいと思う。 

 

○  １０月１４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「チ-ズ農家・吉田全作」を

見た。かつて放送された「プロジェクトＸ～挑戦者たち～」と同様に、この番組もヒ

ーローをヒーローとして描き過ぎているように思う。ひと言でいえば、格好良すぎる。

一緒にチーズ作りをする息子さんから見た父親の姿や親子の関係など、もう少し広げ

て描くことで、もっと幅のある内容を伝えることができたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

牧草地の草刈りや石拾い、毎日の牛舎の掃除がチ-ズ作りの原点だと

いう吉田さんは、格好良すぎるかもしれないが、吉田さんにとっては

当たり前のことだ。当たり前のことが当たり前に感じられなくなった

風潮に一石を投じたいという制作者の思いがあり、あえて吉田さんだ

けに焦点を当てた構成にした。吉田さん父子や家族の話題にもドラマ

があるので、別な形で取り上げたいと思っている。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「チ-ズ農家・吉田全作」は、幼稚園からの同級

生を取材したものだったので、あまりに英雄に描かれていることに戸惑いつつも、う

れしく見ることができた。 

 

○  ドラマ１０「ガラスの家」は、出演者に興味があったので、１回、２回と見たも

のの、性的な部分の描き方に衝撃を受けた。新たな可能性に挑戦することは大切だが、

いささかやり過ぎだと思う。 

 

○  木曜時代劇「あさきゆめみし～八百屋お七異聞」も、楽しみにしていたが期待は

ずれだった。主演のアイドルの演技は、女優としては物足りない。時代劇を通して日

本語の美しさを伝えたいという脚本家・ジェームズ三木さんの思いも伝わってこない。

時代劇のファンと主演アイドルのファン双方の視聴者をはずす結果になっていると

思う。テレビ界から時代劇が姿を消すなか、「木曜時代劇」は、残された数少ない時

代劇の放送枠なので、人選も含めて丁寧に制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ドラマ１０」については、同様のご意見が届いているようだ。ご意

見は、次のドラマのテーマを選ぶ際などの参考にさせていただきたい。
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木曜時代劇「あさきゆめみし」は、従来の時代劇ファンだけではなく、

主演アイドルのファンにも時代劇を見てもらいたいという意図を持っ

て制作したが、今のところいい結果に結びついていないようだ。この

放送枠は、総合テレビの時代劇枠として今後も力を入れていきたい。 

 

○  民放のドラマが減り、バラエティー番組が増える中、ＮＨＫのドラマは貴重な存

在だ。「大河ドラマ」と「連続テレビ小説」だけではなく、夜８時台に家族で楽しめ

るホームドラマを見たい。 

 

○ １０月６日(日)の日曜美術館「智恵子に捧げた彫刻～詩人・高村光太郎の実像～」

は、これまで知らなかった高村光太郎の彫刻家としての姿を教えてくれた。井浦新さ

んのコメントに大いに共感できたが、スタジオゲストの作家・平野啓一郎さんとの話

があまりかみ合っていなかったのが残念だった。もうひとりの司会者であるアナウン

サーに２人の話を結びつける役割を担ってほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

日曜美術館「智恵子に捧げた彫刻」は、岡山県井原市の田中美術館

で「生誕 130 年彫刻家・高村光太郎展」が開催されたことをきっかけ

に、広島放送局が制作した。ご指摘のように平野さんと井浦さんの意

見がかみ合わない部分はあったが、それぞれの話はよい内容だったと

思う。 

 

○  日曜美術館「智恵子に捧げた彫刻」は、よかった。すでに知識として知っている

と思っていた高村光太郎だが、家計を助けるために作品を販売したことを初めて知っ

た。生涯を智恵子の面影と共に生きた高村光太郎の実像に改めてふれ、非常に感動し

た。 

 

○  １０月１３日(日)の「ＮＨＫのど自慢」は、地元である山口県下関市での開催だ

ったので、前日の予選会場に行ってみた。会場は朝から長蛇の列ができていて大変な

にぎわいだった。会場とステージが一体になって盛り上がっている様子を見て、イベ

ントとしてのよさを実感した。これからも大切にしてほしい番組だと思う。ただ、放

送の中で下関にある赤間神宮を紹介する際に、司会者が「平家物語」と「源氏物語」

を言い間違えたことが、非常に残念だった。「ＮＨＫのど自慢」は、高齢者にも人気

がある番組なので、司会のアナウンサーは、もう少しゆっくり話してほしい。 
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○ １０月１７日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび ふぐだけじゃない！山口・下関」は、

下関の魅力をたくさん紹介してくれた。食の話題だけではなく、関門海峡を越えて、

下関と北九州市門司とで同時に合唱する「関門海峡合唱団」の話題や島の漁師さんの

含蓄のある言葉など、多彩な話題が取り上げられて、よかった。 

 

○ １０月３日(木)の地球イチバン！「世界最北の狩人 ポーラーイヌイット～グリー

ンランド～」は、人間の根源的な部分を考えさせてくれる奥深い内容で、興味深く見

た。作物が育たない氷の大地で、ほぼ狩猟のみを生活の糧として生き抜いてきたポー

ラーイヌイットの暮らしから、生き物の命をいただくということの意味や本当の豊か

さとは何かについて考えさせられた。神聖な気持ちになった。現地の人たちと共に、

何のためらいもなく現地の鳥を発酵させた保存食を口にするリポーターの近藤良平

さんは、すばらしい。「地球イチバン！」は、好きな番組だ。これからもいろいろな

話題を伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「地球イチバン！」は、１０月から再スタートした番組だ。再スター

トにあたっては、構成を見直して、スタジオ部分をなくし、ＶＴＲ構

成にした。オ―ルＶＴＲにすることで、よりドキュメンタリー色が強

くなっているので、演出の変更部分もぜひご覧いただきたい。 

 

○ １０月４日(金)の現場に立つ「チャンスは里山にあり～田舎ビジネスに挑む若者た

ち～」は、これまでも「岡山ニュースもぎたて！」で取り上げた田舎を変えようと奮

闘する若者たちの取り組みを取材していた。以前の放送で見た時は草ぼうぼうの荒れ

地だった場所が棚田として整備されており、活動の成果を実感した。全国に広がって

ほしい活動なので、ぜひ全国放送してほしい。 

 

○  現場に立つ「チャンスは里山にあり」は、成功したことだけではなく、うまくい

かなかった部分も取り上げている点がよかった。「里山資本主義」という言葉が評判

になり、田舎の良さが脚光を浴びても、現実は厳しい。厳しい部分をみんなで支援し

て、日本の農地を守る取り組みに展開したいと願っているので、彼らの活動を取材し

伝えることで、活動の輪が広がるよう支援してほしい。 

 

○  １０月から始まった「妄想ニホン料理」を見たが、とても楽しい番組だった。「妄

想」という言葉は、マイナスイイメージがあり、タイトルに使用する意味がない。「奇
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想天外」や「想像を絶する」など、もっと的確な表現があると思う。 

 

○ １０月７日(月)のＮＨＫスペシャル「原発テロ～日本が直面する新たなリスク～」

（総合 後 10:00～10:49）を見て、使用済みの核燃料や「原発」がテロの標的となり

うる危険性を知り、驚いた。私たちが気づかなかった事態を取材し、教えてくれた。

原発の再稼働が議論される中、国民に判断材料を提供してくれる有意義な番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「原発テロ」は、月曜日の１０時台に放送したが、

難しいテーマであっても、比較的幅広い層の方にご覧いただけた。今

後も議論の材料になるようなテーマを幅広く取り上げていきたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「原発テロ」は、東京電力福島第一原発の事故の後、日本とい

う島の中で原発をどうしようという議論ばかりを繰り返している私たちに、国の外か

ら眺めたらどう見えるかということを教えてくれた。とても重要なことを示唆してく

れた番組だった。 

 

○  １０月１５日(火)・１６日（水）のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ ア

フガニスタン 再建の苦難「報復の代償」（前・後編）は、大変よく出来たドキュメ

ンタリー作品だった。９．１１の世界同時多発テロ事件以来、メディアから伝えられ

る情報は、攻撃する側のアメリカが発信する情報ばかりで、攻撃される側からの情報

がほとんどない。しかし、この番組は、攻撃される側にいる人たちの証言を集めて描

かれていた。「報復の代償」というタイトルが示すとおり、代償を最も払わされたの

は、アフガニスタンの人たちだという思いを強くした。 

 

○  毎週日曜日に放送している「ワラッチャオ！」を４歳の子どもと一緒に見たが、

とても楽しめた。子どもにも好評だった。いまどき見かけなくなった頑固おやじが登

場したり、いろいろな場面で道具を使って笑わせたり、テレビの内側とテレビを見て

いる私たちとが一緒に笑って楽しめた。 

 

○ 「ためしてガッテン」は、難しい科学を分かりやすく教えてくれるので、毎週見て

いる。１０月１６日(水)の「心臓が突然停止する！まさかの奇跡の生還ＳＰ」は、私

の専門領域をテーマにした内容だったが、大事なポイントを的確に分かりやすく説明

しており、改めて、よい番組だと感心した。 



 

 9 

○ １０月１４日(月)の「世界自転車探検部 トルコの旅」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～10:49）

は、旅の風景も美しかったが、旅人の講談師・神田山陽さんの人物像がよく表われて

いて面白かった。 

 

○ 「七人のコント侍」を気に入っている。あまり予算はかけていないようだが、頭を

使って作られている。工夫を凝らしたさまざまなスタイルのコントは面白い。「人生

で一度は使いたい英会話」も面白くて、癒される。 

 

（ＮＨＫ側） 

「七人のコント侍」は、本格的なコントをやりたいという出演者側の

意向と上質で本格的なエンターテインメントを提供したいという制作

者の思いが一致して開発している番組だ。本物志向の視聴者の期待に

応えつつ、でも、肩の力を抜いて見てもらえるような番組に育つこと

を期待している。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、

１０人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、「平成２５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、「平成２６年度番組改定」も含めて意見交換を行った。続いて、「ハイブリッドキ

ャスト（放送・通信連携サービス）」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。 後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、１０月の番組

編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

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（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

     河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 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㈱取締役） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

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年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２６年度の番組改定」について＞ 

 

○   ＢＳプレミアムで放送予定のアニメの新シリーズ「ワラッチャオ！」について、４

歳の子どもを持つ親として大変興味があるので、もう少し詳しく教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ワラッチャオ！」は、４歳から６歳の子どもたちに楽しい笑いを届  

けることに特化した子ども向け番組で、キャラクターが登場し、歌っ
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たり、クイズを出したりして子どもたちと一緒に楽しむ番組だ。これ

までも放送している番組だが、今年の１０月から毎週日曜日のレギュ

ラー放送としてスタートする。 

 

（ＮＨＫ側） 

幼児向けの番組は、これまでＥテレを中心に放送してきたが、親世

代へも視聴者層を広げたいとの思いがあり、数年前から、ＢＳプレミ

アムの日曜日の朝の時間帯に子ども向け番組を配置している。Ｅテレ

との重なりを工夫して編成しているので、２つのチャンネルを組み合

わせて見ていただきたい。 

 

○   幼児・子ども向け番組時間帯は、子ども向けの番組が連続して編成されているので、

子どもが長時間テレビを見続けてしまうという母親の声をよく聞く。民放では、コマ

ーシャルに入ったところで、比較的容易に子どもの意識を切り替えることができるが、

ＮＨＫでは、連続して子どもの興味をひく番組が放送されるので、小さい子どもも２

時間くらい続けて見てしまう結果になる。もちろん、保護者が指導すべき問題ではあ

るが、何らかの編成上の配慮をしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

Ｅテレの幼児・子どもゾーンの編成においては、幼稚園や小学校か

らの帰宅時間なども考慮して、番組視聴の対象者を区切って編成して

いる。できれば、ご家庭において時間帯を区切るような見方をしてい

ただければありがたい。どういった配慮ができるか検討してみたい。 

 

○   ２５年度の新番組の「妄想ニホン料理」は、妄想という言葉に強い違和感がある。

番組の題名をつける際には、もっと言葉の持つ本来の意味を大切にして、ふさわしい

言葉を使用してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

同様の意見は他でも聞いている。制作者としては、いろいろな思い  

を巡らせて、自分で勝手に想像するという意味合いで使っているのだと

思う。すでに決定している事項なので、すぐに変更はできないが、放送

後、同様のご意見が多ければ、検討が必要だと思う。 
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○   番組タイトルにカタカナ言葉が多すぎる。中には、単なる語呂合わせとしか思えな

いようなタイトルもある。日本語では伝えきれないニュアンスがあることや注目をひ

きたいという制作者の思いも理解できるが、ただ興味をひくためだけにつけたような

タイトルはよくない。テレビが日本語に与える影響は非常に大きいので、番組制作者

は、その自覚と責任を持って臨んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

タイトルに限らず、近年は日本語に訳しづらい外来語が多くなってい 

る。番組を検討採択するにあたっては、本当に使える言葉なのか、奇を

てらい過ぎているのではないかといったさまざまな検証をしている。一

方、番組制作者側は、視聴者の関心を引くオリジナリティーのあるタイ

トルを一生懸命考えてくる。制作現場の思いも大事にしたいと思う。言

葉は時代によって変化する面もあるので、番組タイトルに限らず、現在

放送している番組も含めて、ふさわしくない表現があれば改めていきた

いと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組タイトルに限らず、広く放送で使っている言葉について検討する 

場のひとつとして、ＮＨＫでは放送用語委員会を設けている。この委員

会は、放送文化研究所が中心になって大学教授や作家など言葉の専門家

を交えて構成している。こうした委員会も活用しながら、放送で使う言

葉については、日常的に検証を重ねている。 

 

○   言葉は本来変化していくものなので、言葉本来の持つ意味を大切にするだけではな

く、変化に対応する柔軟性も必要だ。双方のバランスをとって番組づくりに臨んでほ

しい。 

 

○   ニュース報道にあたっても柔軟性のある報道をしてほしい。先般の竜巻報道や福島

第一原発事故報道の際に感じたのだが、気象庁や政府の公式発表を待ち過ぎているよ

うに思う。報道機関として、もっと踏み込んだ報道姿勢が必要だと思う。  

 

（ＮＨＫ側） 
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ニュースで一番重要なのは、正確さなので、やはり、公式発表がニ

ュースの柱となるが、それだけでは、視聴者の期待や関心に応えるこ

とはできない。今、ＮＨＫでは、データジャーナリズムを報道の柱の

１つに加えようという動きがある。ＮＨＫ独自の取材データやさまざ

まな場所で発信されたデータを独自に分析して、真実に迫ることで、

報道に対する視聴者の関心に応えていきたい。 

 

○    事件や事故といった暗いニュースばかりではなく、明るいニュースをもっと報道し

てほしい。社会には、美しいものやおいしいもの、芸術性がある作品などを紹介する

ような明るいニュースや話題もたくさんあると思うので、それらの話題をもっと伝え

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

明るいニュースを見たいという人々の思いは、私たちも強く感じて

いる。全国の放送局が取材した心温まるニュースを集めた「しあわせ

ニュース」を昨年末と今年のお盆と２回放送したが、大変好評だった。

感激して泣きそうになるくらいの明るいニュースもあると思うので、

ぜひ継続的な放送を検討していきたい。 

 

○   いわゆる「しあわせニュース」のような番組が増えることで、これまでの硬派なニ

ュースや番組枠が削られることはあってはな らない。ニュースのすみ分けが重要に

なってくるのだと思う。たとえば、幼児や子ども向け番組の合間に短い「しあわせニ

ュース」を編成してはどうだろうか。子どもがテレビ視聴をやめるきっかけにもなる

し、仮に子どもが見てもいいニュースだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

硬派のニュースは、ＮＨＫの一番大事な柱なので、その放送量が減  

ることはない。 

 

○   土曜夜間の「突撃アッとホーム」は、放送開始から半年が経過し、内容は改善され

てきたものの、司会者の人を軽く扱う司会ぶりに不快感を覚える。あえて、お笑いタ

レントを司会者に起用する必要はないと思う。むしろ、話術のプロである落語家や作

家など相手を思いやるコメントができる人がふさわしいと思う。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○   ９月６日(金)の岡山スペシャル「岡山の偉人 日本経済を変える！？～幕末の改革

者 山田方谷～」(総合 後 7：30～7：55 岡山県域)は、幕末の備中松山藩で藩財政の

立て直しに奮闘した山田方谷の姿を再現ビデオも交えてうまく表現していた。山田方

谷については、郷土の偉人でありながら、岡山県民でも知らない人が多いので、放送

で取り上げてくれたことを評価したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

岡山スペシャル「岡山の偉人 日本経済を変える！？」は、地元の

人たちに山田方谷についてもっと知ってもらいたいという思いがあり、

制作した。山田方谷は、郷土の誇るべき偉人なので、これからも継続

していろいろな局面で取り上げていきたい。 

 

○   ８月６日(火)～２２日(木)のＢＳ世界のドキュメンタリー「オリバー・ストーンが

語る もうひとつのアメリカ史」(ＢＳ１ 前 0：00～0：50)は、放送時期も非常にタ

イムリーで、大変見応えのある内容だった。家族で毎回楽しみにして見た。８月８日

(木)の｢第３回 原爆投下｣は、広島と長崎への原爆投下に至るアメリカ政府内の“知

られざる論争”に焦点を当てたものだった。中でも「原爆投下は道徳的にも非難され

るべきであり、軍事的にも必要ない」とする当時の将軍たちの言葉にも言及しており、

アメリカ人でありながら、客観的な視点でアメリカ史を描いた内容に感動した。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＢＳ世界のドキュメンタリー「オリバー・ストーンが語る もうひ

とつのアメリカ史」は、６月にもシリーズで放送したもので、７月の

審議会でも評価をいただいた。広島放送局では、この夏広島を訪れた

オリバー・ストーン監督に密着取材し、監督が参加した日米の若者に

よる討論会の様子なども取材し、「オリバー・ストーンとヒロシマ」

という番組で中国地方向けに放送した。オリバー・ストーン監督の「記

憶を継承する、つないでいく」という考え方が、私たちの思いと共鳴

する部分があり、２年後の被爆７０年に向けて、何らかの企画を検討
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していきたいと考えている。 

 

○   公式発表をそのまま伝えるのではなく、報道機関として独自に取材し、分析をして

伝えるという姿勢こそ、オリバー・ストーン監督に学ぶ点だと思う。すでに、ＮＨＫ

では過去の報道において、いくつもすばらしい番組がある。今後もそうした報道姿勢

を継承してほしい。 

 

○   ９月６日(金)の「オリバー・ストーンとヒロシマ」は、感動した。日米の若者によ

る国際平和学習の場を通じて、若者たちに向けて監督自らの言葉で、原爆や平和への

思いを語る取り組みはすばらしいと思う。学生たちとのやりとりからもオリバー・ス

トーン監督の深い人間性が感じられ、感銘を受けた。 

 

○ ８月１２日(月)のＮＨＫスペシャル「知られざる脱出劇～北朝鮮・引き揚げの真実～」

(総合 後 10：00～10：49)は、初めて知る歴史の舞台裏の真実に驚いた。当時の関係

者へのインタビューやソ連軍内部の文書などをもとに、淡々と事実を綴ったよい番組

だった。 

 

○   戦争関連の番組制作においては、終戦から６８年が経過し、戦争体験を持つ人たち

が高齢化している。ＮＨＫスペシャル「知られざる脱出劇」は、そうした貴重な証言

者の取材が実を結んだ番組だったと思う。今後戦後７０年の企画を考えるにあたって

も、そうした方々の証言をどれだけ集めることができるかが重要なポイントになると

思う。 

 

○  ８月６日(火)のＮＨＫスペシャル「終りなき被爆との闘い～被爆者と医師の６８年

～」(総合 後 7：30～8：28)は、大変見応えのある番組だった。番組では、時間を経

て発病する原爆症を「時限爆弾」と表現していたが、本当にぴったりとくる表現だっ

た。被爆者の視点に立って、被爆者を助けるために研究を重ねる医師たちの姿に共感

した。医師が、被爆者の方を前にして「悪くなる可能性ではなく、悪くなる」とはっ

きりと伝える場面や、「自分の症状が研究に役立つのであれば。」という被爆者の発

言など、非常に重要なシーンをとらえていたと思う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「終りなき被爆との闘い」は、戦後６８年たった今も被爆の後遺

症が時限爆弾として体内に眠っており、いつ爆発するか分からないという事実と、被
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爆直後の急性障害から今に至るまでずっと被爆者を見つめ、病と闘ってきた医師たち

の歴史を、縦と横に織り交ぜることで、うまくメッセージを伝えることができたと思

う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「終りなき被爆との闘い」は、大変見応えのある番組だったが、

広島大学原爆放射能医学研究所の医師である鎌田七男さんに頼りすぎていたように

思う。鎌田さんは、長年にわたって原爆被爆者の血液異常について研究してきたこの

分野における第一人者だ。鎌田さんを登場させることで、番組としてはまとまってい

たが、やや新鮮さに欠けた。あえて、鎌田さんではなく、鎌田さんの意志を引き継い

で活躍している今の医師たちや長崎の話題に焦点を当てるという手法もあったと思

う。 

 

○   ８月２４日(土)のドキュメンタリードラマ「基町アパート」(総合 後 11：00～25

日(日)前 0：13)は、広島市にある基町アパートの内側を歴史を含めて描いていること

に共感を持って見た。中国残留孤児であったり、被爆者であったり、第２次世界大戦

後を生きてきた苦難がよく伝わってきた。苦しみを抱えて生きてきた人々を描くこと

で、お孫さんとの交流を通して、若い世代に伝えたいという思いが迫ってきた。継承

とは何かという、本当の意味が伝わる内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドキュメンタリードラマ「基町アパート」は、実際にアパートの１室

を借り、すべて現地ロケで制作した。当初、住民の方々は、「もう勘弁

してくれ。そっとしておいてほしい。」という声が圧倒的だったが、丁

寧に説明を繰り返して、協力をいただくことで、撮影することができた。

番組の完成後、先行上映会という形で、住民の方々に見てもらったのだ

が、みんな泣きながら見てくれた。基町アパートには戦後のいろいろな

歴史や苦難が詰め込まれているので、これからも見つめ続けていきたい

と思う。 

 

○   ドキュメンタリードラマ「基町アパート」は、ドキュメンタリードラマという手法

を用いることで、被爆者や残留孤児といった難しい問題をうまく描いていた。これら

の問題を子どもの視点で描いており、しっかりとしたとても見応えのあるいい番組だ

った。ただ、日色ともゑさんが演じた女性の被爆者の心模様が描き切れていなかった
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ように思う。ドラマでは、被爆者の証言も挿入されていたが、被爆した場所の位置関

係や当時の小学生たちが置かれていた状況など、やや情報が少ないように感じた。主

人公の世代に重ねて、当時小学校５年生だった被爆者の証言もあったが、当時、ほと

んどの小学生たちは集団疎開しており、広島市内には居なかったので、多くの子ども

たちが原爆孤児となった。そうした方の証言を加えることで、戦争や家族の問題を考

えるきっかけにすることもできたと思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

ドキュメンタリードラマ「基町アパート」の制作にあたっては、ドラ  

マ部分とドキュメンタリー部分とのつながりにとても苦労 した。基町

界隈で被爆した方も探したが、ふさわしい方がみつからず、ドラマの出

演者の設定と共通点のある被爆者の方に出演をいただいた。今後もドキ

ュメンタリードラマという演出スタイルは続けたいと思うので、ご意見

は今後の参考にしたい。 

 

○   ９月１３日(金)のフェイス「記録的豪雨 特別警報 どう命を守るか」は、過去の

経験を生かすことで豪雨災害から身を守った島根県邑南町での事例に対してきちん

とした検証がなされており、納得することができた。ドキュメンタリーとしては大変

感銘を受ける内容だったが、「どう命を守るか」という番組テーマに対しては、答え

につながる提案が少なかった。１人も犠牲者が出なかったとか、裏の斜面で奇妙な音

が聞こえたので素早く非難したというのは特殊なケースであり、普遍性がなく、私た

ちがどう命を守るかという問いかけに答えるものではなかった。この話題については、

「しまねっとＮＥＷＳ６１０」でも取り上げていたが、命を守るためには、「災害の

起こりうる可能性を認識すべき」や「自分で身を守る行動をすべき」といった内容だ

った。たとえば、 近開始された特別警報についての詳しい説明や、身近に設置され

ている防災無線は、どういう時に放送され、その時私たちはどういう行動をとればよ

いのかなど、現在あるインフラを使ってどのような体制でどう動くべきなのかという

具体的な内容を伝えてほしかった。さらには、自治体はどう対処し、どこに課題があ

るのかということを提案してもらった方が番組テーマに合っていたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

災害を後日にふり返る番組は、実際に被害が起きた現場での取材を  

ベースに、その延長線上で再取材し制作することが多い。また、われ



 

9 

 

われ取材者は、日頃から事件や事故のように非日常的なものを追いか

けているので、身近なものや日常的なものへの関心が薄れがちになる。

しかし、日常的なものの中に問題が潜んでいることもあり、そこに目

を向けることは必要だ。ご指摘の内容は、大切な視点なので、取材制

作スタッフに伝え、今後の番組制作に生かしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

山口放送局では、フェイス「記録的豪雨 特別警報 どう命を守る

か」に先立って、８月３０日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「想定を超え

た豪雨～水害からひと月 被災地は～」で、今回の災害を取りあげた。

番組では、200 人弱の地元の方々にアンケートをし、当時の状況や個人

がとった行動について取材することで、課題を積み上げ、放送した。 

 

○   フェイス「記録的豪雨 特別警報 どう命を守るか」は、山口、島根両県の複数の

事例をもとに話題を展開していたが、まとまりのない印象を持った。結局、どう命を

守るのかという点に対して、答えを出さないまま終わってしまい、やや中途半端な内

容だった。 

 

○   ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「想定を超えた豪雨」は、強烈な印象の残る番組だった。河川

の氾濫や橋の強度など、自治体が災害に対して想定している内容と現実との違いを知

り、怖くなった。被災地の住民へのアンケートによると災害時に停電が起きて、何の

連絡もできなかったそうだ。いざという時にはもう何もできないということを知り、

いろいろなことを考えさせられた。さらに、９月１日(日）の防災の日 ラジオ特集

「豪雨災害から身を守るために～全国 多の危険が潜む中国地方～」（ラジオ第一 後

4：05～4：55 中国ﾌﾞﾛｯｸ）を聞いて、自分の住んでいる地域が実は土砂災害の危険個

所だという事実を初めて知った。ＮＨＫでは、いろいろな角度から災害について取材、

放送しているので、それらの蓄積された情報を体系的にまとめて、ホームページなど

を活用して私たちに提供してほしい。とても有益な取り組みだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「想定を超えた豪雨」は、異常気象の中で、100   

年に１度という想定をも超える災害が起きている現実を理解し、携帯電

話など今のインフラが役に立たないケースもあるので、ラジオの用意な
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ど、まずは個人でも準備できることをしてもらいたいという思いから制

作した。命を守るための具体策の提案までは至らなかったかもしれない

が、災害への備えを喚起する役割は十分に果たせたと思う。ホームペー

ジへの防災情報の掲載は、過去の災害をきっかけに実施しているところ

だが、今回の豪雨災害で得た情報や対策についても、何らかの形で活か

せるよう検討したい。 

 

○   ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「想定を超えた豪雨」とフェイス「記録的豪雨 特別警報 ど

う命を守るか」の両方を見た。どちらも７月の起きた山口県内の豪雨災害をテーマに

した内容だったが、「フェイス」の方がより分かりやすかった。放送直後の９月１６

日(月)には、台風１８号による豪雨に対して初めて特別警報が発せられた。大変タイ

ムリーな放送だったと思う。 

 

○   ９月６日(金)のフェイス「負けて泣くなら勝って泣け～“元不登校生”野球部が挑

んだ夏～」は、感動的な番組だった。ともすれば、成功ありき、美談ありきといった

展開をしてしまいがちな話題だが、野球部監督の行動や発言は、深い経験と思慮に富

んだものだった。番組冒頭で「そんな彼らがどうやって強くなったのか、なぜ強くな

れたのかを熱く追う」というナレーションがあったが、番組では野球部キャプテンの

家庭内の話題に展開していった。よく踏み込んで取材しており、衝撃的な話題ではあ

ったが、番組テーマからはずれていたように思う。１人の高校生の家庭を追いかけた

意図をお聞きしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「負けて泣くなら勝って泣け」の冒頭のコメントは、単に

野球チームとして強くなったというよりも、子どもたち自身がどう生

きていくためにどう強くなったのかという思いを込めたものだ。非常

に繊細で複雑な父と息子との関係を撮影できたことで、子どもが人と

の関係を取り戻す姿を伝えることができたと思う。 

 

○   ７月２６日(金)の金曜スペシャル「我が愛する被爆都市～新資料が語る作家・梶山

季之の世界～」は、これまで知らなかった梶山季之の思いを教えてくれた。かつてい

くつかの作品を読んだ懐かしさも重なり、大変面白く見ることができた。 

（ＮＨＫ側） 
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金曜スペシャル「我が愛する被爆都市」は、梶山季之さんのご遺族

がその文学資料を母校である広島大学に寄贈されたことをきっかけに

取材を始めた。梶山が真剣に原爆を生涯のテーマにしていたという、

これまであまり知られていなかった梶山の側面を伝えることができた

と思う。 

 

○   ９月１日(日)の趣味の園芸 やさいの時間「秋冬菜園の定番！ミニハクサイ」は、

ちょうど白菜作りに挑戦してみたいと思っていたので、大変有益な内容だった。この

番組は、栽培する野菜の時期に合わせて、栽培の方法やコツ、肥料のやり方や病害虫

対策などを分かりやすく話してくれるので、日曜の朝の楽しみになっている。講師の

恵泉女学園大学の藤田智教授の話は、造詣が深く、分かりやすい。農薬を使わない栽

培方法にも好感が持てる。 

 

○   夕方６時台の「おかやまニュースもぎたて！」と夜８時台の「おかやまニュース８

４５」では、暮らしに密着した地域のニュースや話題が放送される。毎日楽しみにし

ている時間帯だ。細やかな取材の成果だと思うし、取材対象者の人たちにとっても、

放送で取り上げられたことが喜びや誇りにつながっていると思う。しかし、県内や中

国地方で大きな事件や事故があった際には、事件事故報道に時間をとられてしまい、

いつもの身近な話題やニュースが放送されない。場合によっては、午後７時台や９時

台の全国放送のニュースでも同じニュースを報道することが多々ある。隣接する全国

放送枠で伝えるニュースであれば、地域放送時間帯は、同じニュースを報道するので

はなく、身近な暮らしに密着したニュースや話題を伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

地域にとって必要なニュースと全国に報道すべきニュースは、結果

として重なる場合はあるが、そのつど判断し、選別して放送している。

放送枠という制約はあるが、地域にとって必要なニュースはきちんと

伝えるという姿勢で臨んでいるので、ご理解をいただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

大きな出来事が起きた際の報道においては、同じ事件を扱う場合で  

も、事件の本筋は全国ニュースで伝え、ローカルでは、地元の人がど

のように受け止めたかということを伝えるというように、全国とロー
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カルで視点を変えるのが理想だ。一方で、取材する記者の数やカメラ

の台数も限られており、どうしても重なってしまう場合がある。全国

のニュースにおいても、「ＮＨＫニュース７」と「ニュースウオッチ

９」では、それぞれのニュース枠の特性を生かした報道をしようと心

がけているが、限られた素材の中で重なりを回避できない場合がある。

地域で大きな出来事があった時には、それ以外のニュース取材に手が

回らなくなる場合があると思うが、通常は、できるだけ幅広く取材し

放送しているので、ご理解をいただきたい。 

 

○   朝の６時台と７時台で同じ内容の話題を現地から中継で伝える時があるが、こんな

野菜ができて食べてみたらおいしいといった話題を、リポーターが同じように食べて

同じようなコメントを続けて聞かされるのは、少しうんざりする。 

 

○    ８月９日(金)の「ヒバクシャからの手紙」(総合 前 0：10～1：38)を昨年、一昨年

に続いて見た。毎年感じるのだが、この番組  にゲストは不要だと思う。それぞれ

の視聴者が朗読を聞き、映像を見て、それぞれの感性で受け止めるべき番組だと思う。

自分と全く異なる感性のコメントに大きな違和感がある。毎年継続している番組なの

で、一度くらいゲストのいない「ヒバクシャからの手紙」を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ヒバクシャからの手紙」はこれからも継続していきたいと思ってい 

るので、ご意見をふまえて、番組にふさわしい演出を検討したい。 

 

○   ９月１３日(金)の「秋の夜長の“あまちゃん”ライブ～大友良英と仲間たち大音楽

会～」(総合 後 10：00～10：48)は、とても楽しめた。連続テレビ小説「あまちゃん」

は、ドラマだけではなく、オープニングテーマや劇中歌など音楽も注目を集めている。

「あまちゃん」ファンの私は、大いに楽しませてもらった半年間だった。ＮＨＫドラ

マの楽曲は、他局の放送をはじめさまざまな場面で耳にする。楽曲の質の高さと親し

みやすさを再認識している。 

 

○    ５月の番組審議会で「いちおしＮＥＷＳとっとり」の女性キャスターについて、厳

しい意見を述べたが、 近は改善されてとても聞きやすくなった。おそらく懸命に練

習されたのだと思う。ご本人はもとより、育成された鳥取放送局の努力をうれしく思
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う。 

 

○   ８月３１日(土)の「モノゴコロ」(総合 後 11：30～11：55)は、発想が面白い番組

だった。首都高速を擬人化して、ファイバースコープによる検査を人間ドックと重ね

て表現するなど、インタビューやドキュメンタリーなどさまざまな手法を取り入れて

構成している点が大変面白かった。擬人化された首都高速が語る言葉は、共感できる

部分があり、身につまされるようだった。今回の放送は、首都高速を題材にしていた

が、周囲のいろいろな物を題材にできると思う。大変面白かったので、ぜひ続編を制

作してほしい。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



平成２５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、１８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、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（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

久保田典男 （島根県立大学 総合政策部 准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

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＞ 

 

○   ７月７日(日)のＮＨＫのど自慢「鳥取県境港市」を会場で観覧した。会場はとても

盛り上がっていて、テレビとは違う感動を覚えた。101 歳の出場者のしっかりとした

歌声にも驚いたし、チャンピオンになった高校生の歌のうまさにも感銘を受けた。「Ｎ

ＨＫのど自慢」は国民的な番組であり、まさにＮＨＫの看板番組のひとつだと実感し

た。 

 

○   連続テレビ小説「あまちゃん」は、雑誌でも特集記事を掲載されるほどの人気ぶり

だが、私は、好きではない。そもそも、アイドルを目指すという設定そのものに共感

できない。 

 

（ＮＨＫ側） 
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連続テレビ小説「あまちゃん」は、これまで「連続テレビ小説」を見

ていなかった視聴者にもよく見られている点が特長だ。「あまちゃん」

の放送は、９月末で終了し、今年度後期からは、ＮＨＫ大阪放送局制作

の「ごちそうさん」が始まる。また、来年４月からは、「花子とアン」

の放送を予定している。いろいろな方にお楽しみいただけるよう、半年

ごとに趣向を凝らして制作しているので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   連続テレビ小説「あまちゃん」は、軽快な音楽が魅力的だ。一日の始まりのリズム

を作ってくれるようだ。物語の展開も早くて面白いのだが、最近やや飽きてきた。や

はり、半年間にわたってストーリーを維持するのは、大変な作業なのだろう。 

 

○   ７月１２日(金)のあいたい「廃線復活に思いをよせて～広島市 可部～」は、東日

本大震災で被災した気仙沼市出身のマギー審司さんを旅人に起用したことがよかっ

た。廃線復活のために頑張る元気なお年寄りたちの姿は、高齢化を迎えた今の日本社

会を象徴しているようだった。ＪＲ廃線の課題を抱える地域は、全国にたくさんある

ので、そうした地域に対してもひとつのメッセージを伝えることができたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

あいたい「廃線復活に思いをよせて～広島市 可部～」は、広島市

安佐北区のＪＲ可部駅周辺という非常に狭い地域を対象に制作した。

可部線復活にかける元気なお年寄りたちの姿を伝えることで、これま

でと違うあじわいの「あいたい」を制作できたと思う。 

 

○   地域振興にとって大切なのは地域の住民が自分の地域に愛着を持つことだ。あいた

い「廃線復活に思いをよせて～広島市 可部～」は、地元の方々の地域に対する愛着

が伝わる内容だった。人が数珠つなぎにつながることで、地域全体がつながっていく

というメッセージを感じた。番組で紹介された廃線復活の担い手たちはお年寄りばか

りだった。復活をなし遂げた彼らの思いをどう継承していくかが大切だと思う。たと

えば、お年寄りの活動に共感した若者など、世代間のつながりを伝えることができれ

ば、さらに広がりのある番組になったと思う。 

 

○   ７月５日(金)の現場に立つ「島で最期まで～笠岡諸島・手作りの介護～」は、「生

まれ育った島で最期を迎えたい」という笠岡諸島のお年寄りたちの願いを実現するた

めに奮闘する島の人たちの姿を描いていた。高齢者を支える社会づくりの問題は、島
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だけではなく、都市部でも共通する問題なので、買い物難民や公共交通の在り方など

に視点を広げて社会に問題提起してほしい。 

 

○   現場に立つ「島で最期まで～笠岡諸島・手作りの介護～」は、高齢化社会における

介護という難題の前に閉塞感を感じながらも、島の人たちがお年寄り一人ひとりを大

事にして奮闘する姿に温かさを感じた。人を大切に扱うという思いを持った番組づく

りがいじめを無くすことにもつながると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「島で最期まで～笠岡諸島・手作りの介護～」は、人と人

が支え合うことで、最期まで生まれ育った地域で暮らせることを期待さ

せてくれるひとつの事例を伝えた。他の地域でも参考にできる普遍的な

内容になったと思う。 

 

○   ７月５日(金)のスリーストーリーズ「希望」を見た。広島県福山市の移動図書館の

話題は、移動図書館“のぞみ号”を擬人化して話を展開した点が面白かった。図書館

は本と人が出会うだけではなく、人と人が出会う場所でもあることを再認識させてく

れた。山口県周防大島の介護服のオーダーメードの話題は、機能的なものと思いがち

な介護服をおしゃれとしてとらえることで、１枚の服に利用する人の行動範囲や気持

ちまで変える力があることに驚かされた。 

 

○   ７月６日(土)のＮＨＫスペシャル「足元の小宇宙～生命を見つめる植物写真家～」

は、映像の美しさに引き付けられた。８２歳の今も好奇心を失うことなく撮影に挑戦

する埴沙萠さんのお茶目な姿にも魅せられ、あっという間の４９分間だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

植物写真家・埴沙萠さんは、４月２９日(月)の「足元の小宇宙～８２

歳 植物写真家と見つめる生命～」(総合 前 8：20～9：19)で紹介した。

放送後、大きな反響をいただき、追加取材を加えて「ＮＨＫスペシャル」

として放送した。１人のディレクターが、長期間にわたり埴さんを取材

したことで培ってきた人間関係と丹念に撮影された映像によって、制作

できた番組だと思う。 

 

○   ６月２８日(金)のフェイス「はだしのゲン 世界へ」は、奥様が語る苦労話や少年
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ジャンプの担当編集者のインタビューなど、いろいろな要素を盛り込んだ見応えのあ

る内容だった。「はだしのゲン」が今なお評価される理由のひとつは、漫画としての

力があるだけではなく、被爆者が高齢化し、被爆体験を肉声で聞くことが難しくなっ

ている現代において、被爆体験を継承する意味にあると思う。ふたつめは、原爆やア

メリカに対する憎しみをストレートに表現する「ゲン」の姿が共感を広げ、再評価に

つながっているのだと思う。２５分の放送時間では、物足りなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「はだしのゲン 世界へ」は、奥様や編集者の話に加えて、

海外に翻訳されていく話など、話題の項目が多かったので、１つ１つ

をもっと見たいという気持ちにさせたのかもしれない。この話題は、

さらに取材を重ねて８月に「クローズアップ現代」での放送を予定し

ているので、ぜひ、ご覧いただきたい。 

 

○   フェイス「はだしのゲン 世界へ」を読者の１人として見た。少年ジャンプへ掲載

することで、原爆の悲惨さを伝えようとする思いと漫画としての面白さの表現の間で

苦悩する作者中沢啓治さんの思いがよく分かった。結果的に、少年ジャンプの連載に

挑戦したことでストーリーに広がりが出来て、世界への広がりにつながったのだと思

う。今回の放送を通じて、社会的な注目が集まり、より多くの人的サポートや経済的

なサポートが生まれ、さらなる普及につながってほしい。やはり、２５分の放送時間

では短すぎる。「クローズアップ現代」での放送に期待している。 

 

○   ７月１２日(金)のフェイス「メイド・イン・ヒロシマ リーダーの戦略」は、断片

的に知っている話題だったが、マツダの山内会長や金井副会長のインタビューを交え

て、まとめて見せてくれた。大変見応えのある内容だったが、２５分の放送時間では

物足りなさが残った。今、マツダはメキシコに新工場を建設しているし、国内のメー

カーの中でも、ハイブリッド車の開発では遅れをとっており、将来に向けて、大きな

課題を抱えている。こうした課題に一切言及することなく、最後は「メイド・イン・

ヒロシマの挑戦をこれからも続けます」というコメントで締めくくられた。やや説得

力に欠ける表現だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「メイド・イン・ヒロシマ リーダーの戦略」は、５月

１１日(土)のＮＨＫスペシャル「メイド・イン・ジャパン逆襲のシナ
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リオⅡ」でマツダを取材した素材を丁寧に組み直して中国地方向けに

放送した。「ＮＨＫスペシャル」が、過去を振り返り、検証すること

によって、将来を展望しようとする視点での制作だったので、振り返

る素材が多くなってしまった。マツダについては、昨年から継続して

取材を進めているので、これからの番組に期待してほしい。 

 

○   フェイス「メイド・イン・ヒロシマ リーダーの戦略」は、地域に自信を与え、力

づけてくれる番組だった。放送に感謝したい。広島にとって、マツダの盛衰は、町の

活況をも左右する。成功へのプロセスを丹念な取材で描いていたが、ＮＨＫスペシャ

ル「メイド・イン・ジャパン逆襲のシナリオⅡ」の焼き直し感は否めず、やや、新鮮

さに欠けた。成功を持続させるための将来への展望まで踏み込んでもらえたら、もっ

と見応えがあったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

一度取材した素材を有効的に活用することは、日頃から行っている。

よい素材であれば、さらに拡張して伝えることで、見る側にとって、

既視感ではなく、満足感を得られる番組づくりを目指したい。 

 

○   ６月２８日(金)のあいたい「戦国大名が築いた夢の都～大内文化 山口の旅～」は、

古地図を片手に町をめぐる旅人のパンツェッタ・ジローラモさんの人選がよかった。

ただ、何度も古地図が映し出されるのだが、山口市に知識のない私にとっては、現在

の位置関係が分かりにくかった。たとえば、古地図と現在の地図を重ねて、山口駅や

県庁の位置を具体的に比較してほしかった。より興味や理解が深まったと思う。 

 

○   あいたい「戦国大名が築いた夢の都～大内文化 山口の旅～」は、旅人役のジロー

ラモさんがよかった。山口市の香山公園の大内弘世像や商店街の間口の狭い住宅構造

など、山口県民の私も、初めて知る情報がたくさんあり、大変勉強になった。多くの

地元に暮らす人たちも、改めて地元を知るきっかけになったと思う。 

 

○   ６月３０日(日)のＮＨＫスペシャル「世界遺産 富士山～水めぐる神秘～」は、世

界文化遺産登録が決定したことで、さまざまなメディアで富士山が取り上げられてい

る中、水に焦点を当てて描かれていることが、大変興味深かった。水が創り出した数々

の絶景や、絶景に至るメカニズムなど、まるで科学番組を見ているような楽しさを覚

えた。山岳撮影や水中撮影におけるＮＨＫの技術力の高さを改めて感じた。こうした
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技術力を生かして、さらなる富士山の秘められた魅力を見せてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

富士山は、これまでも何度か番組で取り上げており、今回は、水を

切り口にして新たな観点から富士山を描くことにした。幸いにも世界

文化遺産登録が決定し、視聴者の方の関心の高い時期に放送すること

ができた。近年の撮影機材の進歩はめざましく、ひと昔前には表現で

きなかった自然の表情を写し取ることができるようになった。新たな

映像表現の世界に期待してほしい。 

 

○   最近のＮＨＫドラマが面白い。７月１３日(土)から始まった「七つの会議」は、東

山紀之さんをはじめ俳優陣の演技がすばらしい。物語の展開も早く、見終わった後「ど

うなるんだろう」という期待感でいっぱいになった。次回の放送がとても楽しみだ。 

 

○   ７月５日(金)の新日本風土記「倉敷」を見て、岡山県倉敷市の町の歴史が非常によ

く分かった。いわゆる美観地区だけではなく、合併後に新倉敷市となった玉島市など、

バランスよく構成されていた。伝統的な産業に焦点を当てて、そこに生きる人々の暮

らしを描いていたが、経営という視点を加味してとらえても面白いと思う。変わらな

い伝統の継承とそれを踏まえた革新的な取り組みといった老舗企業の時代の変化に

対する対応などを加えることで、さらに広がりのある番組になったと思う。 

 

○   新日本風土記「倉敷」を見て、これまで倉敷がたどってきた歴史がよく分かったが、

番組の制作意図が伝わってこなかった。将来への希望や未来が感じられなかったので、

暗い番組だという印象を持った。未来に向けて、伝統や文化を継承していくという部

分を描いてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「新日本風土記」は、オーソドックスなスタイルの番組だが、日本

各地に根付いた文化や風習、風景などを記録し、映像資産として未来

へ伝えることを目指した新しい紀行番組だ。息長く続けていきたいと

思っているので、今後も応援してほしい。 

 

○  「伝えてピカッチ」は、放送開始から４か月近くたち、改善されてきた。男性と女

性の両チームとも仲がよく、メンバーの息も合ってきた。メンバーが協力してクイズ
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に取り組む様子は、家族全員で楽しく見ることができる。かつての「ジェスチャー」

を彷彿とさせてくれるよい番組だと思う。 

 

○   「突撃 アッとホーム」は、改善されていないように感じる。特に、司会者の人を

軽く扱う言葉に不快感を感じる。お笑いタレントを司会者にした理由が理解できない。

６月１５日(土)の「父の日だから…“お父さん大好き”娘が急増中！？ＳＰ」は、非

常に疑問を感じる内容だった。何を根拠にお父さんを大好きな娘が急増しているとい

う発言ができるのだろうか。番組では、父親とお風呂に入る父娘についての話題もあ

ったが、見ていて不快感を感じた。７月１３日(土)の「さまぁ～ずの感動！！“初め

てのお手伝い”ＳＰ」もお手伝いの定義がしっかりとされておらず、疑問を感じる内

容だった。日常生活の中で自然に行われるお手伝いではなく、番組のために無理やり

させられている様子だった。単に子どもに家事を手伝わせるだけでは、何の意味もな

いと思う。家族の一員としての役割をきちんと伝えることが重要だと思う。「突撃 ア

ッとホーム」は家族で見てもらうことを目指して制作していると聞いている。そうで

あれば、もう一度、内容を検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「突撃 アッとホーム」は、今年４月からスタートした番組で、全

体の構成やコーナーの数などの見直しをしながら、現在に至っている。

コーナーの数を見直したことで、かなり見やすくなったが、ご指摘の

ような点については、まだまだ改善の余地があるように思う。家族の

ことを取り上げることが多い番組で、私たちが気づかない部分もある

ので、制作部局とも情報を共有し、十分な配慮をしていきたい。改善

できる部分は直して、よりよい番組に育てていきたいと思う。 

 

○   「岩合光昭の世界ネコ歩き」は、とても面白い。非常に低い視線で撮影されている

ので、自然なネコの姿を見せてくれる。時間がゆったりと流れていくような番組の雰

囲気も心地よい。 

 

○   ７月１３日(土)の「わたしのベストショット～６月アマチュアビデオ選集」は、い

くつかの心に残る風景を見せてくれた。行ってみたいと思わせてくれる風景だった。

見る人の印象に残る映像は貴重だと思うので、これからも続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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「わたしのベストショット」は、視聴者からお送りいただいたビデ

オ作品を基に制作している。私たちの取材では届かない地域のお祭り

や風景などを撮影した作品が多く寄せられる。構成や提示のしかたな

ど、見ていただきやすい工夫を凝らして制作している。今後も有益な

情報となるような番組にしていきたい。 

 

○   ７月１５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「いつも一年生、自然のままに 

野菜農家・浅野悦男」は、いろいろ努力して新しい野菜の栽培に挑戦し続ける野菜農

家の姿を見せてくれた。浅野悦男さんと有名シェフたちの独特の味覚がつながって、

特別な流通経路が出来ていることはよく理解できたが、浅野さんがどうして成功した

のか、そこに至った経緯や理由がよく分からなかった。さらに、野菜が持つ本来のお

いしさにこだわった野菜栽培と、東北の農家を支援するという社会貢献を目的にした

海水で育つアスパラガス栽培との結びつきがふに落ちなかった。いつも「プロフェッ

ショナル 仕事の流儀」を見ると、ある種の違和感を持つのだが、今回も同様の違和

感があった。 

 

○   ６月２９日(土)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、６月７日(金)の「フェイ

ス」で取り上げた乳房の再生医療の話題が紹介された。再生医療は、さまざまな可能

性があり、人々に大きな希望を与えてくれる医療分野だが、非常に多くの費用を必要

とする。現在の健康保険制度ではすべてを補うことは不可能だ。再生医療の進展と、

いわゆる国民総医療享受とは相入れず、必ず再生医療を受けることができる人とでき

ない人が存在する。同様の問題は、移植医療の分野にもある。経済的に可能な人だけ

が海外でお金をだして移植を受けて帰国できる。人々に夢や希望を与えるニュースだ

が、報道にあたっては、批判的な視点も忘れないでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「プロフェッショナル 仕事の流儀」のような、ある人物に密着した

ドキュメントは、取材者と取材される人との関係が近くなり過ぎて、ほ

れ込んで取材するあまり、周りが見えなくなることがある。初めてご覧

になる視聴者の方に理解していただくことを意識して制作することが

大切だ。こうした点は、「ＮＨＫニュース おはよう日本」で取り上げ

た再生医療の話題にも共通する。今回の審議会では、取材対象だけでは

なく、一歩引いた立ち位置で周囲の情報を取材し伝えることの大切さを、

複数の番組でご指摘いただいたと受け止めている。番組制作現場にも伝
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え、今後の番組づくりに生かしていきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 



平成２５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、２０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、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（ＲＡＣＤＡ）理事長） 

河添 達也 （島根大学 教育学部教授） 

久保田典男 （島根県立大学 総合政策部 准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 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 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

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＞ 

 

○   ５月２４日(金)のフェイス「お好み焼き」は、撮影したカメラマンのお好み焼きへ

の思い入れがしっかりと伝わってきた。スローモーションやハイスピードなど工夫を

凝らした映像表現もよかった。ともすれば、取材者の思い入れが強すぎるあまり、逆

に上滑りしてしまってその思いが伝わらなかったりするが、バランスよく編集されて

いた。ただ、番組の最後に「お好み焼きは、味と絆、魂と時間で作られていた」とい

う言葉があったが、制作者の思いが出過ぎた過剰な表現だと思う。最後の言葉はあえ

て省略して、余韻を残して終わってほしかった。 
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（ＮＨＫ側） 

フェイス「お好み焼き」は、独特な映像表現の挑戦的な企画だ。番

組制作者は、自分たちの思いを伝えるために、過剰なコメントをして

しまう傾向があるので、その点は、重々わきまえて、今後の制作に臨

みたい。 

 

○  ５月２７日(月)と６月３日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「村上信五 広島県福山市」は、

私の地元の町を旅していた。よく知っている地元の風景なのだが、違う角度から切り

取ってもらったような新鮮な感覚を覚えた。この番組は、行き当たりばったりの旅こ

そが、番組の味わいだと思うのだが、最近の放送は事前の準備をし過ぎているように

感じる。最初鞆の浦から出発した２人が走島に渡り、笑福亭鶴瓶さんは、福山市北部

の神辺町に行き、村上信五さんは沿岸部の内海町に向かうという動きは、いささか作

り過ぎているように思う。さらに、２人がそれぞれに３人の子どもがいる家族に出会

うというエンディングは、やや出来過ぎだ。誰もいないような町を歩き、大丈夫かな、

本当に家族に会えるかな、というハラハラドキドキ感を視聴者と一緒に味わうこの番

組の持ち味を大切にしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「鶴瓶の家族に乾杯」は、番組スタート時からぶっつけ本番の旅を

するという演出スタイルを続けており、事前にご出演いただく方を仕

込むといった準備は、一切していない。実際のロケでは、かなりの数

の方々を取材しているが、今回は最終的に２組の同じような家族構成

の家族になったのだと思う。ぶっつけ本番で旅をする精神は、今でも

変えていないので、今後も引き続きご覧いただきたい。 

 

○   鶴瓶の家族に乾杯「村上信五 広島県福山市」は、とても楽しめた。私の地元であ

る福山市が旅の舞台だったので、放送後も知人たちと大いに盛り上がった。 

 

○   ６月７日(金)のフェイス「おっぱいが戻った～鳥取で始まった再生医療～」は、大

変見応えのある内容だった。米女優のアンジェリーナ・ジョリーさんの乳房再建のニ

ュースと放送時期が重なったこともあり、興味深く見た。医療分野の専門的な部分も

分かりやすく解説されていたし、実際に再生医療を受けた女性の思いもしっかりと伝

わってきた。幹細胞を使った治療の広がりや今後の課題もきちんと指摘されていた。

ただ、５人の女性が鳥取大学医学部で乳房の再建手術を受けたということだったが、
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番組に登場した女性は１人だけだったので、残りの４人の経過が気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「おっぱいが戻った～鳥取で始まった再生医療～」は、非

常にナーバスな問題を取材した番組だが、主人公の女性が我々の企画

意図を理解したうえで、同じ悩みを持つ他の女性たちを勇気づけるこ

とにつながるという思いから、顔出しでの出演に応じてくれたものだ。

他の４人の方々の動向については、取り上げなかった理由も含めて把

握していないので、確認したうえでご報告したい。 

 

○   医療分野の問題は、成功事例だけが伝わると、必ずしも真実が伝わらないことがあ

る。科学的な視点を持つことが重要だ。 

 

○   フェイス「おっぱいが戻った～鳥取で始まった再生医療～」は、地域放送局が医療

分野を取材し、切り込んだ番組を制作していることに驚いた。病気で困っている多く

の方々の希望につながるよい番組だったと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

フェイス「おっぱいが戻った～鳥取で始まった再生医療～」に対し

ては、「幹細胞を使った再生医療が、地方の鳥取大学医学部で行われ

ていることに驚いた。」「地方の力も捨てたものではない。」といっ

た反響が届いている。大学で行われているさまざまな研究を今後も継

続して取材し、情報を発信していきたい。 

 

○   ５月３１日(金)の「岡山ニュースもぎたて！」の金だイチ・「晴れの国の雨事情」

では、岡山市の雨の降る日数が全国的に見ても少ないことと併せて、岡山県の水害被

害額が全国で第６位だというデータを紹介していた。干拓地など低い土地が広がる沿

岸部で排水できなくなることが水害被害を拡大しているという説明に大いに納得し

た。放送では、岡山の雨事情の解説に加えて、雨による災害時に避難する時には、雨

靴ではなくスニーカーを着用することも教えてくれた。岡山県で生まれ、岡山で暮ら

している者にとってまさに“目からウロコ”の情報を与えてくれた、インパクトのあ

る放送だった。 
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（ＮＨＫ側） 

「金だイチ」は、今年度から始めた新たなコーナーで、夕方のニュ

ース枠の放送だが、ディレクターのグループが制作している。毎回ひ

とつのテーマを決めて、過去のデータを調査し、そのデータを分析す

ることで実態を見つめ、さまざまな問題提起につなげようという企画

意図を持って始めた。演出面では、課題も多いが岡山県に関する意外

なデータはたくさんあるので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   ６月７日(金)の現場に立つ「“もめ事”こそ教材～おかやま希望学園の日々～」は、

不登校の児童を受け入れ、実績を上げてきた岡山県吉備中央町の「おかやま希望学園」

を取材した内容だった。これまで、岡山は教育に熱心な県だという認識をしていたに

もかかわらず、全国的に不登校が多いという事実を知り、驚いた。番組では、ひとり

の男子児童に焦点を当てていた。最初は運動をすることができなかった児童が、苦手

意識を克服して仲間と一緒に走る姿にほっとした。今後も取材を継続して、この児童

の成長ぶりを見せてほしい。５月２５日(土)から始まった土曜ドラマ「島の先生」で

も同様の問題をテーマに描かれていて、毎週興味深く見ている。いじめや不登校など

さまざまな問題を抱えた子どもたちが、島の人々との交流を通じて、心の傷を克服し

ていく様子が「おかやま希望学園」の子どもの姿と重なる。 

 

（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「“もめ事”こそ教材～おかやま希望学園の日々～」は、

再編集して７月５日(金)の「フェイス」で中国地方向けに放送する。

ディレクターと記者が現場に通いつめ、彼らとの信頼関係を築くこと

で制作することができた。１人１人ときちんと向き合い続けたことが

信頼関係につながったのだと思う。放送後、企業の経営者から「社員

の向き合い方として大変参考になった」という声をいただいた。教育

の枠を越えて反響をいただいたことを喜んでいる。今後も取材を続け

ているので、続編に期待してほしい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

これまでは、火曜夜の「ドラマ１０」は女性向けに、土曜夜の「土

曜ドラマ」は男性向けにという傾向だったが、最近では、「土曜ドラ

マ」も幅広いテーマを扱い、ご家族で楽しんでいただけるようなドラ

マを編成している。これからの「土曜ドラマ」にも注目してほしい。 
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○   ５月１７日(金)の海と生きる「奇跡の宝石箱 瀬戸内海」（総合後 7:30～8:43 中

国・四国ﾌﾞﾛｯｸ）は、自分自身の生きてきた時代と重なり、身につまされるようだっ

た。瀬戸内海をテーマに松山局と共同で制作するスタイルもよい。より広域的な視点

で制作できると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

海と生きる「奇跡の宝石箱 瀬戸内海」は、今年度の新シリ―ズの

第１回の放送として制作した。周囲からもよい反響を頂いており、順

調なスタートを切ったと思う。第２回は、人と海との共生をテーマに

制作した。９月に放送を予定している第３回では、瀬戸内海から日本

海や太平洋に視点を広げて制作する予定だ。引き続きご覧いただきた

い。 

 

○   海と生きる「奇跡の宝石箱 瀬戸内海」は、過疎と高齢化に悩む島の暮らしも、新

たな視点で見つめ直すことで、魅力的な宝の島になることを教えてくくれた。ゲスト

たちのゆったりとした対談風景は、心地よく見ることができた。ゲストからは、「経

済は文化のしもべだ」とか「現代文明に取り残された心」「若者が来ると年寄りもく

る」といった印象的な言葉がたくさん聞かれた。 

 

○   ６月１４日(金)の海と生きる「カブトガニと藻場とカキ筏（いかだ）と人と」（総

合 後 8：00～8：43 中国・四国ﾌﾞﾛｯｸ）は、人と海の関わり方を改めて考えさせてく

れた。アマモを育てる取り組みを初めて知り、海におけるアマモの役割にも感心した。

第１回の放送で紹介された美しい瀬戸内海を守るために私たちはどうすべきか、１人

１人が考えることが必要だと思う。 

 

○   瀬戸内海が非常に好きなので、海と生きる「カブトガニと藻場とカキ筏（いかだ）

と人と」を楽しく見た。瀬戸内海の豊かな自然を守るために、さまざまな視点から瀬

戸内海を取り上げてほしい。 

 

○   海と生きる「カブトガニと藻場とカキ筏（いかだ）と人と」は、幼い頃に見た風景

をそのまま思い起こさせてくれるようで、懐かしかった。海の浄化に役立つと紹介さ

れたカキ筏だが、筏に吊るされている部材が外れて流され、海岸に打ち上げられてい

る実態がある。海と人との関わりを描くのであれば、よい面だけではなく、負の部分

についても検証してほしい。環境に負荷をかけない漁業関連資材の開発も必要だと思
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う。海の豊かさを伝えるだけではなく、別の視点から社会に問題提起してくれる放送

に期待している。 

 

  （ＮＨＫ側） 

海と生きる「カブトガニと藻場とカキ筏（いかだ）と人と」の制作

を担当した山口局のディレクターは、昨年１１月に放送したフェイス

「海底が砂漠化する」で山口県の沿岸で広がる藻場の砂漠化について

取材したディレクターだ。自然や環境問題に関心の高いディレクター

なので、カキ筏の問題など今の委員のお話を伝え、次の番組に生かし

たい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

「海と生きる」については、本日、たくさんのご意見をいただいた。

今年度中国・四国地方の各放送局が力を合わせて取り組むシリーズな

ので、今後の放送に対してもご意見をいただきたい。 

 

○   ６月１２日(水)のハイビジョン特集「数学者はキノコ狩りの夢を見る～ポアンカレ

予想・１００年の格闘～」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 1:45～3:34)は、ポアンカレ予想を解くため

に挑み続ける数学者たちの姿が強く印象に残った。数学の世界はよく分からないのだ

が、番組を見ていると数学の世界のすごさにひきつけられた。 

 

   （ＮＨＫ側） 

ハイビジョン特集「数学者はキノコ狩りの夢を見る～ポアンカレ予

想・１００年の格闘～」のような番組は、専門的な知識を持つ人の関

心に応えるのか、素人が見ても分かるように制作するのか毎回議論に

なる。「ハイビジョン特集」では、比較的専門的な方の関心に応えら

れるように制作している。視聴者からの反響も大きく、手応えを感じ

ている分野の１つだ。 

 

○   ５月３０日(木)と６月６日(木)のミュージック・ポートレイト「髙橋真梨子×萬田

久子」を大変興味深く見た。まったく違う人生を生きてきた２人が音楽を媒介にして

響き合うという番組の意図がきちんと伝わってきた。新番組の「スイッチインタビュ

ー～達人達（たち）」と違い、音楽を媒介することで、本人たちの素の部分が出てき

て、見る側もリラックスして、しかも興味深く見ることができる。１０曲の音楽を交
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えることで、自分も対話に加わっているような気持ちになれる。番組を見るたびに、

自分自身の１０曲を選んでみるのだが、毎回選曲が変わる。見る者の想像力を引き出

してくれる名番組だと思う。２人のゲストが言いたい放題だったり、話し足りない部

分もあったりすると思うので、さらに１０曲を交えて、番組として完成させるのは、

相当な力量のいる作業だと思う。制作者は大変だと思うが、今後も継続してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ミュージック・ポートレイト」は、ＮＨＫらしい音楽番組を作り

たいとの思いで始めた。２人が出演することで、世代の違いによる時

代性がよく表されたり、思い出の曲に人生を重ねることでよりくっき

りと人間性が出てきたりする。ぜひ、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   ６月７日(金)の金曜スペシャル ふるさとにありがとう「広島西城秀樹」は、脳梗

塞の後遺症が残る西城秀樹さんの映像に衝撃を受けた。懐かしい風景や味を訪ねなが

ら語られる西城さんの生の言葉は、心に響いた。西城さんの姿や言葉だけで十分な存

在感があるのに、アナウンサーが「地域の人たちが西城さんの支えになりましたよね」

と聞くなど、制作者の意図が見えるようで残念だった。余分な映像やナレーションは

削って、もっと素の西城さんを見せてほしかった。そうすることで、もっと余韻のあ

る番組になったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

西城さんは、病のことや家族のことなど、率直にすべてを語ってく

れたと思う。自身の故郷を訪ねる番組なので、西城さんにとっては、

出会う風景も人もすべてが懐かしいものになる。ただ番組では、単に

“懐かしい”の繰り返しにならないよう、その先にあるさらに深いテ

ーマを求めた。そうした制作者の思いが、やや強すぎて、アナウンサ

ーの質問に表われたのかもしれない。「ふるさとにありがとう」は、

今年度の新シリーズとして制作した。年内に別の歌手の方を主人公に

してもう１本制作する予定なので、２本目にも期待してほしい。 

 

○   ６月１３日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 岡山・美咲町」は、岡山県美咲町の町

おこしの取り組みを紹介したものだった。「卵かけごはん」に代表される地域振興の

話題から、子どもが３人以上だと水道料金を無料にする子育て支援の取り組みなど、

日本の課題でもある少子化対策についても紹介していた。放送で取り上げた取り組み
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は、非常に示唆に富んだ内容だった。 

 

   （ＮＨＫ側） 

あさイチ「ＪＡＰＡなび 岡山・美咲町」は、中山間地域の町で人

を幸せにすることが町おこしにつながるという発想に共鳴して、取材

を進めた。大事なものが失われていく時代だからこそ、大事なものを 1

つずつ取り戻して行こうという思いを込めて制作した。 

 

○   あさイチ「ＪＡＰＡなび 岡山・美咲町」は、複数の地域振興の事例を幸せという

キーワードでまとめた構成がよかった。「幸せで町おこし」という概念で構成されて

いたが、「幸せ」と「町おこし」は、異なる概念の世界だ。「町おこし」には、商品

の開発や雇用の促進といった経済的な要素が絡んでくる。相対する２つの概念を無理

にまとめてしまった点がやや気になった。ただ、美咲町にとっては、かなりの宣伝効

果があったと思う。放送を通じた全国発信は、地域にとって大きな支援になるので、

今後も続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

町おこしについては、経済から切り離せない固定的なイメージを壊

したいという意図を持って、あえて、幸せと結びつけた。多くの人が

町おこしから連想するイメージとは異なっていたが、新たな概念を提

示できたと考えている。 

 

○   ６月１８日(火)の「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は、とても作り込まれた

コント番組で、座長の内村光良さんの温かさが感じられる内容だった。家族で見るこ

とができるお笑い番組の 1つだ。今後の放送を楽しみにしているので、長く続けてほ

しい。 

 

   （ＮＨＫ側） 

「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は、ＮＨＫにしかできない

バラエティー番組を目指して立ち上げた。家族で楽しんでいただける

番組をつくりたいという思いが開発の原点だ。一方で出演者の側にも

本格的なコントに挑戦したいという事情があった。現時点では、火曜

夜のドラマの合間や春休み編成など随時編成する予定にしている。今

後の放送に期待してほしい。 
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○   ５月３１日(金)のフェイス「５０歳 成長中！～読み書き困難と向き合って～」は、

「ディスレクシア」という発達障害を持つ男性を追いかけていた。同世代の 1 人とし

て、今ほど発達障害について認識されていなかったので、子ども時代は、ずいぶんと

つらい経験をされたと思う。主人公の「人に会うのがこわい」という言葉から、現在

もまだ障害を抱えて暮らしている事実を改めて感じた。一方で、今新しい資格を取ろ

うと努力されている姿に元気をもらった。自分自身の将来を語る言葉は、とてもさわ

やかだった。さわやかな未来を予感させるエンディングがよかった。 

 

   （ＮＨＫ側） 

フェイス「５０歳 成長中！～読み書き困難と向き合って～」は、

ニュースのカメラマンが主人公の男性について紹介した新聞記事を読

んで、実際にご本人にお会いして感動したことから取材がスタートし

た。最初は、夕方６時台のニュース番組の企画として放送した。「フ

ェイス」の放送後、再編集して６月１５日(土)の「目撃！日本列島」

で全国放送した。同じ障害を持つ人達を元気づけることができたと思

う。主人公の純粋な思いが、見る人に共感を呼んだのだと思う。 

 

○   ６月１４日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「“共感の出資”が地域を変える～クラウド

ファンディングの可能性～」は、初めて知ったクラウドファンディングについてよく

理解できた。地場産業や地域おこしの資金調達の新しい方法として共感できた。よい

手法だと思うので、もっと多くの人に知らせてほしい。ただ、山口県内での事例は紹

介されなかったので、「ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ」として放送する意味合いがよく分から

なかった。また、ネットで集めた資金が悪用されることはないのだろうか。そうした

事例も取り上げてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

クラウドファンディングについては、最初は山口県での取り組みを

取材して、「情報維新！やまぐち」で紹介した。残念ながら、山口県

の例では出資を募ったものの出資額が目標額に達しなかったので、成

立しなかったが、この取材をきっかけにクラウドファンディングにつ

いて取材を進めた。そして、今回番組で取り上げた他県での事例に至

り、ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「“共感の出資”が地域を変える～クラウド

ファンディングの可能性～」として放送した。 
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○   ６月１６日(日)の「さださん、あのね 公開復興サポート 明日へｉｎ大船渡」(総

合 後 3:05～3:59)は、温かく、さだまさしさんの軽妙なトークがとてもよかった。番

組の中で、さださんが「津波の話はつらいが、もっと話して忘れないことが大切だと

思う」と話していたが、私も同感だ。時間がたつにつれて、どうしても震災への思い

が薄れてしまう。震災の教訓を忘れないためにも、放送を通じて被災地を応援する取

り組みは、大切だと思う。今後も継続してほしい。 

 

   （ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは被災地のみなさまへのサービスとして、公開収録やイベ

ントを集中的に行う「ＮＨＫ公開復興サポート 明日へ」という取り

組みを実施している。岩手県大船渡市での開催は、２日間にわたって

さまざまな番組を楽しんでいただいた。「さださん、あのね」は、そ

の中のひとつとして５月１８日(土)に公開収録した。この事業は、今

後も継続していくので、引き続き応援していただきたい。 

 

○   大河ドラマ「八重の桜」を見ていると、長州人は悪いと思ってしまう。同じ時代を

切り取ったドラマでも描き方ひとつで大きく印象が変わることを実感している。 

 

○   ６月１７日(月)のあしたをつかめ～しごともくらしも～「アパレル会社 スーパー

バイザー」を見て、ごく普通の職業人の仕事ぶりが紹介されていることに驚くと同時

に、新鮮さを感じた。アパレル会社の舞台裏は、興味深く、大変面白かった。ただ、

若者に仕事を理解してもらうために制作しているのか、いわゆる頑張っている若者に

焦点を当てた番組なのか、狙いとしている視聴者層がよく分からなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「あしたをつかめ～しごともくらしも～」は、若い世代に仕事の魅力

や、働くことの意味をできるだけ理解してもらうために制作している。

総合テレビの「仕事ハッケン伝」も同様な趣旨で制作している。 

 

○   ６月２日(日)のＮＨＫアーカイブス「変わるミャンマー～アジア最後のフロンティ

ア～」は、ミャンマーと日本の関係が注目される中、タイムリーな放送だった。ミャ

ンマーの歴史を映像で振り返る構成は、豊富な情報の蓄積を持つＮＨＫならではの番

組だと思う。過去の映像を現代の解釈で見る試みは、大変面白く、歴史への理解が深

まる。これからも続けてほしい。 
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   （ＮＨＫ側） 

過去の映像の蓄積は、ＮＨＫの財産なので、今後もいろいろな捉え

方で活用し、放送していきたい。 

 

○   ５月６日(月)のＢＳ世界のドキュメンタリー「オリバー・ストーンが語る もうひ

とつのアメリカ史 第５回アイゼンハワーと核兵器」を見て、大変有意義な番組だと

感じた。私は、アメリカ史を専門領域とする研究者だが、２００１年９月１１日の同

時多発テロ以来、対テロ戦争を正当化したり、ベトナム戦争や第二次世界大戦におい

ても正しいアメリカという視点で描かれたアメリカ史ばかりだ。そうした中、「オリ

バー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史 第５回アイゼンハワーと核兵器」

においては、水爆実験の被害者である第五福竜丸の被災者やマーシャル諸島の被災者

をきちんと取り上げるなど、アメリカがいかに世界に介入してきたかを描いている。

アメリカの視点だけではなく、アメリカに介入された国々の視点も交えて描いている

点がすばらしい。より多くの人に見てもらえるよう、総合テレビでも放送してほしい。

ただ、コメンテーターの人選が、もうひとつのアメリカ史を語るには、物足りないと

思う。 

 

   （ＮＨＫ側） 

「オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史」には、大変 

多くの反響をいただいた。独自の視点で描かれた作品であることが最大

の理由だと思っている。「ＢＳ世界のドキュメンタリー」は、高い支持

をいただいているので、今後もよい企画を立てていきたい。 

 

○   「プチプチ・アニメ」を録画しては、３歳の息子と見ている。ＣＧではなく、クレ

イアニメーションで作られた映像は温かく、親子でお気に入りの番組だ。手間のかか

る作業だが、小さな子どもを含めて多くの人にステキな世界を与えてくれる。こうし

た映像表現の世界を今後も守り続けてほしい。 

 

○   ５月２６日(日)のさわやか自然百景「周防大島」は、ニホンアワサンゴの群落をは

じめ、多様な生き物が息づく周防大島の海を見せてくれた。アマモが広がり、カレイ

やハゼが暮らす島北部と岩礁が広がり、稚魚が群がる島南部の違いもうまく伝えてい

た。映像も美しく、ＢＧＭもマッチしていてすばらしかった。放送を通じて故郷の海

の魅力を全国のみなさんに見てもらえたことに感謝している。 
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○   ５月２６日(日)の小さな旅「“超特急”のふるさと～山口県周南地区～」は、大正

時代から続く鉄道の町に暮らす職人たちの誇りや、職人たちを応援する周囲の人々の

温かさを旅人と職人たちとのふれあいを通じて、うまく伝えていた。何の変哲もない

工場の並ぶ町とそこで働く職人たちを見つめる旅人の温かいまなざしが印象的だっ

た。 

 

○   ５月２０日(月)～２３日(木)の「ここがふるさと旅するラジオ」は、山口県からの

放送だった。県内４か所からの放送だったが、ＮＨＫだけではなく、地元のケーブル

テレビ局の人にも登場してもらって彼らの言葉で地元の魅力を伝える工夫がよかっ

た。２１日(火)は「小さな旅」でも紹介された下松市からの放送だった。鉄道を支え

る職人たちの心に秘めた熱い思いと誇りが何気ない会話の中から伝わってきた。非常

に好感を持って聞いた。 

 

○   「伝えてピカッチ」は、最初のぎくしゃくした感じがなくなり、テンポがよくなっ

てきた。毎回のゲストに対してもそれなりの役割を持たせる工夫も見られるし、粘土

のコーナーのお題も毎回気にかかる。土曜日の放送が楽しみになってきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「伝えてピカッチ」は、家族で楽しんでいただける番組として今年度

から始めた新番組だ。子どもの頃家族で見た「ジェスチャ―」や「連

想ゲーム」の雰囲気をもう一度よみがえらせたいという思いでスター

トした。放送から３か月が過ぎ、ようやく番組の形が整ってきた。家

族で安心して見てもらえるＮＨＫの定時番組として育てていきたいと

思っているので、今後も応援してほしい。 

 

○   ６月５日(水)の旅のチカラ「失われた故郷の記憶を求めて～サヘル・ローズ イラ

ン～」は、大変印象に残った。１人の若い日本語をしゃべるようになったイラン人の

目を通して見つめる祖国イランの姿は、これまで知ることのなかったものだった。イ

スラエルとの対立や核の問題、石油の問題、あるいはパキスタンの問題でしかイラン

を知らなかった自分に気づかせてくれた。市民の目線で、世界を知ることの大切さを

教えてくれた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「旅のチカラ」も、「オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメ



 

 12

リカ史」と並んで、反響が大きかった。こうした優れた海外ドキュメン

タリーは、衛星波を中心にこれからも数多く放送していきたい。 

 

○   「岩合光昭の世界ネコ歩き」をよく見る。理由はよく分からないのだがなぜかひき

つけられる。ネコと一体になった岩合さんのカメラが自然なネコの姿を見せてくれる。

近寄り難いネコだったり、人なつこいネコだったり、ネコの性格まで伝わってくる。

見ているこちらまでネコにされてしまうようだ。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 



平成２５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、１６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。 

会議では、まず、「平成２４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） 

西本 克也 （錦帯橋鵜飼㈱取締役） 

桝田 知身 （境港市観光協会会長） 

森  陽子 （公益社団法人被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

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＞ 

 

○   連続テレビ小説「あまちゃん」は、地方鉄道の存続問題に取り組んできた者にとっ

て、真正面から地方鉄道を取り上げてくれた点が非常にありがたい。鉄道が町づくり

に直結し、話題になった時のインパクトなどもうまく描いている。小泉今日子さんと

宮本信子さんといった重量感のある配役と主人公の明るさがとてもよい。脚本も面白

く、今後の展開に大いに期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「あまちゃん」に対しては、朝にふさわしい元気が



 

 1

出るドラマだという好評な意見が多く寄せられている。ドラマの舞台

となっている地域を訪れる人も増加しており、いろいろな意味で東日

本大震災からの復興を目指す東北地方の人たちを元気づけることにも

つながっていると思う。「じぇじぇ」という方言も話題になっており、

このまま好調を維持して大勢の人に楽しんでもらいたい。 

 

○   ５月８日(水)のクローズアップ現代「終りのない不妊治療」は、国民全体に妊娠や

子育てについての知識が不足している現実を指摘しているものの、なぜ、年を取ると

女性が妊娠しにくくなるかについての説明が十分ではなかった。女性の卵子は年齢と

ともに年を重ね、老化していく。元気な子どもを妊娠しやすい３０歳までに子どもを

産む社会を作ることが国全体にとって必要だ。そのための財政的な手当てや保育園の

問題までよく取材していたが、妊娠についての根本的な知識の部分をもう少し突っ込

んで伝えてほしかった。番組の 後に不妊治療を止めて保育園を開いた夫婦を紹介し

ていたが、感動的な話題だった。 

 

○   ５月１３日(月)のクローズアップ現代「“安全”は取り戻せたか～Ｂ７８７運行再

開～」は、アメリカの国家運輸安全委員会による原因の究明や日本航空の運転再開に

向けた動きを密着取材していたが、一番のポイントとなる油圧から電気へのバッテリ

ーシステムの改修について、突っ込んだ取材がされていなかった。「クローズアップ

現代」は、その時々の話題を的確に捉え、しっかりと取材しているが、世の中を変え

るような情報発信、決定的な一打が意外とない。大好きな番組なので、これからも頑

張ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

不妊と卵子老化の問題については、去年６月２３日(土)に放送したＮ

ＨＫスペシャル「産みたいのに産めない～卵子老化の衝撃～」（総合 後

9：30～10：19）で科学的な視点も交えて詳しく伝えた。不妊は少子化

の問題につながる大きな社会問題なので、今後も継続して伝えていく。

「クローズアップ現代」は、２６分という短い放送時間なので、必然的

に視点を絞らざるをえない。放送時間の制約があることをご理解いただ

きたい。 

 

○   ５月１０日(金)のフェイス「出雲大社 平成の大遷宮」は、神様が元の神座に戻る

「本殿遷座祭」の生中継を交えたとてもタイムリーな放送だった。神事には未公開部
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分があったので、すべてを見ることはかなわなかったが、「本殿遷座祭」に先だって

平成２０年に行われた「仮殿遷座祭」の様子や本殿内部の様子など、数々の貴重な映

像を見ることができた。厳かに進む神事の模様に感激した。６０年に１度行われる特

別な神事「遷宮」の意味や、遷宮にかかる膨大な費用の調達方法などの専門家の解説

も分かりやすく興味深い内容だった。大変見応えのある番組だった。ＮＨＫ松江放送

局では、５年にわたって出雲大社の遷宮を映像に記録しているそうだが、ＮＨＫなら

ではの取り組みだと思う。今後、この貴重な記録映像を元に、大遷宮のドキュメンタ

リー番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「出雲大社 平成の大遷宮」は、遷宮の 大のヤマ場とな

る「本殿遷座祭」の行われる時間が地域放送の時間と重なったので、

現地からの中継を交えて伝えることを決めた。特別な神事のため、内

部に中継カメラを入れることができなかったので、過去の映像も活用

しつつ、識者の方にスタジオで説明をしてもらう演出にした。神事の

ため、専門用語も多く難解な部分もあったと思うが、短い時間の中で、

可能な限り伝えることができたと思う。 

 

   （ＮＨＫ側） 

今年は伊勢神宮も遷宮を迎えた。伊勢神宮と出雲大社という２つの

遷宮が重なったので、「遷宮」をテーマにした番組を制作する予定に

している。番組構成など詳細はこれから検討していくことになるが、

これまでの映像記録を活用することは間違いないと思う。 

 

○   フェイス「出雲大社 平成の大遷宮」は、タイムリーなよい番組だった。現地から

の生中継もあり、神事「本殿遷座祭」の臨場感がしっかりと伝わってきた。 

 

○    フェイス「出雲大社 平成の大遷宮」は、印象に残るよい内容だった。「本殿遷座

祭」の様子をすべて見ることができなかったことは残念だったが、決して公開されな

い部分があることで、かえって粛々と進められる神事の緊張感が伝わってきたように

思う。奥深い素材なので、いろいろな側面からもっと膨らませることができると思う。

映像記録を残すという面からも、価値のある番組だった。 

 

○    ５月１日(水)の終焉（おわり）の美学「乗り物は何処へ？」（総合 後 8:00～8:43）
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をタイトルの意外性にひかれて見た。「通勤電車」と「自動車」の解体を取材してい

たが、速さの違いはあるものの、どちらも丁寧に解体され、ほとんどの部品がリサイ

クルされていることを初めて知った。この日本の解体技術は、世界でも高い評価を受

けており、海外からの視察が絶えないことを知り、日本の技術力のすばらしさに感動

を覚えた。乗用車解体用の重機を開発してきた解体会社の会長さんの「ものを壊すの

も芸術なんだよ」という言葉がとても印象的だった。ものにも心があり、ものの終わ

りにもドラマがあるという日本人の情感や心の豊かさを感じることができた。日頃気

付かない部分を教えてくれた大変興味深い番組だった。 

 

○   終焉（おわり）の美学「乗り物は何処へ？」は、とても興味深かった。電車と自動

車では、手作業と機械作業の違いはあるものの、どちらも丁寧に解体され、日本人が

お世話になったものの 後を大切に思う気持ちが伝わってきた。この番組がきっかけ

で、日本全体にリサイクルが進むようになることを期待している。 

 

○   ４月２０日(土)の西日本の旅「太公望が集う瀬戸の春～山口県柳井市大畠～」は、

自分の知っている町が取り上げられ、うれしかった。潮流の速い岩礁で、タイの釣り

場である大畠瀬戸の様子をふかんした映像は、場所の様子を的確に伝えてくれた。タ

イ釣りに挑戦したリポーターがタイを釣りあげた時のはしゃぎようが印象的だった。

見ている者にも楽しさが伝わってきた。釣り船を下りて、釣果を分け合う人達の情景

も町の風景にうまく溶け込んでいた。優しい雰囲気の漂うよい番組だった。 

 

○   ５月３日(金)のホリデーインタビュー「映画監督 錦織良成」は、面白かった。島

根県出雲市（旧平田市）出身で島根県を舞台にした映画を発表し続ける錦織監督の言

葉からは、故郷へのこだわりや思いが伝わってきた。 

 

○   ５月６日(月)の「激闘！美食のワールドカップ～フランス料理世界一をめざせ～」

（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:59）は、鳥取県境港市出身の浜田統之シェフが３位に入賞

したコンテストだったので、関心を持って番組を見た。同コンテストでの３位入賞は、

日本人初の快挙なので、地元の放送局としてはもっと注目してほしい。 

 

○    ４月２６日(金)のフェイス「死刑囚からの臓器移植～中国での“渡航移植”の実態

～」は、「どう向き合えばいいのか、私たち一人ひとりが問われています」という終

りのコメントに違和感を覚えた。解決の難しい重大な問題をいきなり個人に投げかけ

られてもどうしようもない。ちょっと無責任なコメントだと感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

番組制作者としては、 後の締めのコメントに大変頭を痛める。一

番大切な部分なので、ご意見を肝に銘じて、今後も 1 つ 1 つのコメン

トを大事に作っていきたい。 

 

○   ４月２７日(土)のエデュカチオ！「学校への悩み＆疑問」を期待を込めて見た。

尾木ママこと尾木直樹さんと保護者代表として新米パパの東山紀之さんのスタジオ

での対談に、教育の専門家である教職経験者の別室での本音トークを加えた構成は、

とてもバランスがとれた内容だった。尾木さんの尾木ママならではの発言にも非常に

感銘を受けた。一方で、この番組は、昨年パイロット版が放送され、今年度から月１

本のレギュラー番組になったと認識しているが、５月の放送をネットで検索したとこ

ろ、放送予定や内容が非常に分かりにくかった。番組ホームページには、長期間にわ

たって「放送予定は未定です」と表示されていた。そして、昨日検索すると、５月の

放送予定は４月の再放送になっていた。いくらよい番組でもこれでは接触者率が上が

らない。レギュラー番組としてスタートしたのであれば、少なくても２回目の放送予

定くらいは決めたうえでスタートしてほしい。  

 

○   ４月２１日(日)のＮＨＫスペシャル「家で親を看取（みと）る その時あなたは」

を自分自身の経験と重なったこともあり、切実な思いを持って見た。私自身も自分で

食べることができなくなった父に、胃ろうを始めるのかどうか非常に悩んだ。さらに、

胃ろうを始めたら、いつ中止するのかという判断は、家族にとって大きな問題だ。番

組では、家でみとる家族のさまざまな葛藤をドキュメントしていたが、厳しい現実を

伝えるだけで終わっていた。「ＮＨＫスペシャル」には、もう一歩先の問題の解決の

きざしを感じることができる話題も紹介してほしかった。番組では、いくつか暗喩的

な映像の挿入がされていたが、家族が悩み抜いた末に胃ろうのチューブを抜く決断を

した後に、夏みかんのようなカットが挿入されたが、挿入された意味が分からなかっ

た。骨身を削るような決断をした家族の思いを伝える場面の後に挿入するカットとし

てふさわしくなかった。疑問を感じた映像だった。 

 

○   国は看取りの場所を「病院」から「在宅」に転換する方針を強化している。国の

方針で、小規模の病院をなくし、大規模な病院でもＤＰＣ制度を導入することで、長

期間の入院はできなくなっている。厚生労働省も実態を把握しているが、打つ手がな

いのが現状だ。これは、大きな社会問題なので、今後も継続して取り上げてほしい。 
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○   ５月１０日(金)の「花桃の里にいらっしゃい」（総合 後 8：00～8：43）は、とて

もよいドキュメンタリーだった。映像も美しく、限界集落といわれる地域で頑張り過

ぎない程度に頑張って花桃の祭りを行う高齢者の姿に感銘を受けた。ただ、ナレーシ

ョンの多さがとても気になった。ほとんどの場面にナレーションがつけられていた上

に、少女漫画を読むようなタッチのナレーションは良くなかった。もう少しナチュラ

ルな、たとえば男性アナウンサーの声の方がよかった。見終わった後、ナレーターの

声だけが耳に残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

ナレーションは番組の大きな構成要素であり、男性にするか女性に

するか、年齢の高い人にするか低い人にするかで、番組の持ち味が全

く変わってしまう。「花桃の里にいらっしゃい」は、入局４年目の女

性ディレクターが半年間現地に通い撮影を続けた。元気なおじいさん

やおばあさんたちを表現したいという思いから、ナレーターを人選し

たのだと思う。人選は間違っていなかったと思うが、ナレーションが

多すぎた点は、反省し今後に生かしたい。 

 

○   「花桃の里にいらっしゃい」は、映像もきれいで、満足度も高くよい番組だった。

日頃、高齢者や障害者を支援する仕事をしている中で、高齢者は支援される側で若い

世代は支える側だという認識だったが、この番組を見て認識が変わった。公助を求め

るのではなく、自分たちの力で質の高い暮らしを送っている姿を見て、自分自身の将

来にも希望が見えるような気持ちになった。ただ、私もナレーションの声が耳につい

た。 

 

○  「花桃の里にいらっしゃい」を見て、島根県邑南町の川角（かいずみ）集落の良さ

が伝わってきた。集落に暮らす人たちの素顔をうまく捉えていて、自然な姿に好感を

持った。ナレーションは、私も「あれ？」という違和感を覚えた。おそらく、制作者

が長期間にわたって集落の人達と接しているうちに、まるで自分のおじいさんやおば

あさんのような親しさを抱いたことが、子ども向けアニメの声優のような方の起用に

つながったのではないかと思う。高齢者ばかりの集落でも、支え合うことで、心豊か

に暮らせることは、しっかりと伝わってきたが、集落を運営していくための経済的な

支えについても知りたくなった。 
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  （ＮＨＫ側） 

「花桃の里にいらっしゃい」で紹介した祭りには、助成金が出ている。

経済面の話題を入れることも検討したが、結果的に省くことにした。 

○   「花桃の里にいらっしゃい」は、長期間にわたって丁寧に取材された内容だった。

制作者と地元の方々とのコミュニケーションが取れていて初めてできた番組だと思

う。よい番組だった。 

 

○   「島耕作のアジア立志伝」は、アニメ部分と実写部分がうまく構成されていて、

とても分かりやすい。 近放送されたドラマ「メイドインジジャパン」やＮＨＫスペ

シャル「メイドインジャパン逆襲のシナリオ」といった番組を思い出させる内容で、

アジアの経営者たちに寄せる並々ならぬ関心を感じた。５月１日(水)の「島耕作のア

ジア立志伝 －第１話スペシャル－」(総合 後 10：00～11：14)では、中国投資の

先駆者タニン・チャラワノン会長に密着していたが、中国名を持つ華僑だからこそ中

国で受け入れられたのだと思う。歴史的な問題を抱える日本の企業にそのままあては

めることは難しいと思う。しかし、とても面白く、２回目の放送が楽しみだ。 

 

○    「√るーとｈｉｇｈ↑」は、お笑い芸人のマンボウやしろさんとハイキングウォ

ーキングの松田洋昌さんが、ぶっつけ本番でダラダラと鳥取県内を旅する番組だが、

まったりとした感じが魅力で毎週見ている。ただ、ここ数週間の放送は、初夏を感じ

るような季節にもかかわらず、真冬の雪景色の中を旅している。まとめ撮りを考慮し

てもあまりに季節感がなく、手抜きにすら感じてしまう。もう少し放送時期を配慮し

てほしい。６月２１日(金)に放送される「√るーとｈｉｇｈ↑ ４年目突入 積み残

し解消スペシャル」に期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

「√るーとｈｉｇｈ↑」は、ゲストのスケジュール確保と予算の制約

から、数本分をまとめ撮りしているので、季節的なずれが生じてしま

う。制作現場もそうした認識は持っているので、できる限り違和感の

ない放送を目指したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「√るーとｈｉｇｈ↑」は、鳥取局独自の編成のため、事件・事故な

どで全国放送の編成が変更になることで、放送枠がなくなることが

多々ある。放送予定が」週送りされることも季節的なずれが生じる一
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因になっている。 

 

○  「いちおしＮＥＷＳとっとり」のキャスターが新年度から交替した。新年度の放送

が始まって２か月近くになるのだが、女性キャスターになかなか慣れる様子が見られ

ない。キャスターになったばかりで緊張する気持ちは理解できるが、つっかえつっか

え読まれると、とてもニュースを聞くどころではなく、聞いているのが苦痛になって

くる。もう少し練習を積んで放送に臨んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

伝え手であるキャスターの緊張感は、視聴者の方に不必要な緊張感を

与えてしまうことになりかねないので、現地局はもちろん、広島放送

局においても新人の育成に力を入れていきたい。 

 

○   「マサカメＴＶ」は、さまざまな雑学をたっぷりと詰め込んだ、興味深い番組だ

と思う。ただ、智恵袋のような位置づけで生きたカメが登場するが、とても違和感が

ある。カメはいらない。むしろレギュラーゲストの荒俣宏さんのうんちくをもっと聞

きたい。 

 

○   ４月から「タイムスクープハンター」の新たなシリーズが始まった。毎週充実し

た内容が放送されていて、楽しんで見ているのだが、この番組は放送期間が短いので、

いつも気がつくとなくなっていたり、再開されていたりしているので、戸惑いを感じ

る。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組によって、４月から翌年３年までの１年間の放送計画で編成され

るものもあれば、半年の放送計画で編成される番組もある。「タイム

スクープハンター」は、途中で放送を打ち切ったのではなく、元々半

年の放送計画で編成している。現在の放送は５シリーズ目の放送にな

る。 

  

○   ５月１３日(土)のプロフェッショナル 仕事の流儀「希望のリハビリ、ともに闘

い抜く リハビリ医・酒向正春」は、脳卒中の後遺症でマヒが残る患者を励ましなが

らリハビリを指導する医師に密着していた。酒向医師の熱意やリハビリの重要さはよ

く理解できたが、脳卒中の回復を理由にマヒが残るまま退院させられ、リハビリに至
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るまでの患者を支える家族の厳しい状況も伝えてほしかった。 

 

○   ５月２日(木)のにっぽん紀行「２１歳 福島に“ 高の桃”を～岡山 総社～」

は、案内役として、女性アイドルが奇抜な衣装を着て登場した冒頭部分にびっくりし

た。岡山で桃作りに取り組む福島県出身の若者を紹介する番組内容とのつながりが理

解できなかった。本編では、若者の成長ぶりを表情の変化からも感じとることができ

た。彼自身が取材をされたことで成長できたのだと思う。よい内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「にっぽん紀行」は、ナビゲーターが 初に登場して、番組を進行

していく演出スタイルの番組だ。以前、広島局で制作した３月１９日

(火)のにっぽん紀行「無給スーパー奮闘記」では、俳優の伊武雅刀さ

んが出演していた。今回の番組は東日本大震災に関連する番組で、そ

の視点でナビゲーターを起用したら、また印象の違う番組になってい

たと思う。 

 

○   大河ドラマ「八重の桜」が面白い。これから描かれるクライマックスの場面が楽

しみだ。幕末の歴史を改めて勉強させてもらっている。ドラマは、郷里・会津の人た

ちと、京都の会津の人たちを併行して描いているが、その距離感の描き方が絶妙だ。

会津と京都のコントラストが非常にうまく描かれている。物語は、これから鳥羽伏見

の戦いに進むので、ますます楽しみで今後の展開に目が離せなくなってきた。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



1 

 

平成２５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、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、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） 

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） 

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） 

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＞ 

 

○   連続テレビ小説「あまちゃん」は、オープニングテーマ音楽を聞くだけで体を揺ら

したくなるようだ。やはり、朝の「連続テレビ小説」は元気がわいてくるような、楽

しいと思える内容がふさわしい。あらためて、新鮮な思いを感じながら見ている。大

河ドラマ「八重の桜」も東北を舞台にしているので、毎日見ていると、思わず東北弁

が口をついて出てくる。 近は、周囲の人たちからも東北弁を耳にすることが多くな

り、ドラマをきっかけにして、人々の意識が自然に東北に向いているように感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「あまちゃん」については、宮本信子さんと小泉今日

子さんの演じる母娘と主人公・天野アキを演じる能年玲奈さんの演技に

対して、朝から気持ちよく見ることができるという好評な意見が多数寄

せられている。東北弁や北三陸の美しい自然が評判になっているが、こ
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の番組が東北地方の応援につながることを願っている。 

 

○   ４月１２日(金)のフェイス「核許すまじ 国際社会の挑戦」は、３月にオスロで開

催された核兵器の“非人道性”を検証する国際会議を取材することで、核を持つ国と

持たざる国の意思を鮮明に知ることができた。日本政府のあいまいな態度に腹立たし

さを感じる場面が多々あったが、番組を通してＮＨＫの核の非人道性の意思が強く伝

わる内容だった。 

 

  （ＮＨＫ側） 

フェイス「核許すまじ 国際社会の挑戦」は、核兵器を“非人道兵器”

という観点から、核兵器を禁止する国際条約を作ろうという、 前線の

動きを取材したものだ。核を持つ国と持たざる国の思惑や日本の複雑な

立場がよく表われていたと思う。核廃絶をめぐり、国際社会は動いてい

る。新たな番組展開を目指して、引き続き取材を進めていく。 

 

○   フェイス「核許すまじ 国際社会の挑戦」は、核廃絶のメッセージを発信する意味

はあったと思う。しかし、今回オスロで開催された国際会議そのものが、非常に情緒

的なもので、実質的な効果はあがらないと思う。持つ国と持たざる国それぞれにそれ

ぞれの利害がある。あいまいな発言に終始した日本の態度も正しい選択だったと思う。 

 

○   フェイス「核許すまじ 国際社会の挑戦」は、伝える内容に対して放送時間が短す

ぎた。もう少し長い放送時間が必要だったと思う。国際会議は、核保有国が欠席する

状況で開催されたが、会議そのものの価値を下げるものではないと思う。特に、長崎

の被爆者である田中熙巳さんが証言したことは意義のある行為だった。実際に核兵器

が使用された時に起こる非人道的な状況を国際社会にきちんと伝えることができた

と思う。今後の放送では、田中さんの証言と議長国であるノルウェー、次回のホスト

国であるメキシコなどの反応もしっかりと伝えてほしい。 

 

○   残念なことに、いくら核軍縮が進んだとしても核兵器の廃絶は難しいだろう。しか

し、国際会議開催の意義、かつ、その会議を取材し伝えることの意義は、大きい。核

保有国が会議を欠席したことも会議での日本政府の発言も想定の範囲だった。ただ、

日本政府の発言に対して現地で取材した記者は、驚きや怒りを表現してほしかった。

あるいは、この会議に参加した人々の感想や、日本政府の発言に対する広島の被爆者
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の感想などを加えることで、よりメッセージ性が高まったと思う。 

 

○   ４月８日(月)と９日(火)の「ひるブラ」は、鳥取県西部の境港市と米子市大山町か

らの中継だったが、目新しさを感じない内容だった。現地の中継映像に東京のスタジ

オのコメンテーターが参加する演出は、画面構成を複雑で見づらくするうえに、コメ

ンテーターの中途半端な発言にいつもイライラする。この演出は不要だと思う。特に、

８日(月)の「自然の恵みいっぱい 海の街～鳥取県境港市～」では、コメンテーター

が「妖怪怖くないですか」という問いかけをした。妖怪は怖いものだという固定観念

しかない者の発言だ。９日(火)の「今どきトレッキング！“信仰の山”～鳥取 大山

（だいせん）町～」は、ワンパターンの取り上げ方で特に意見もないが、地元の風景

を全国放送してもらえたことは、地元にとって大きな宣伝効果があったので感謝して

いる。 

 

  （ＮＨＫ側） 

「ひるブラ」は、以前、他の番組などで紹介した内容と重複する部分

が多かったので新鮮味に欠けていたと反省している。今後に向けて指導

していく。スタジオのコメンテーターとやりとりする演出については、

コメンテーターの発言がリアクションなのか質問なのかはっきりしなか

ったり、中継の方法によっては、声が遅れて届いたりするので、制作現

場からもやりにくいという意見がある。本部担当部局とも情報を共有し、

改善していきたい。 

 

○   「伝えてピカッチ」は、かつて放送された「ジェスチャー」を彷彿させるような

番組で、懐かしさを感じた。よい番組だと思う。男女２チームで勝敗を競い合うスタ

イルで進行するのだが、特に女子チームの出演者たちの言葉が胸に刺さり興ざめだっ

た。もう少し穏やかな会話と雰囲気で進行してほしい。 

 

○   「伝えてピカッチ」は、取材の内容や問題の作り方はうまいのだが、回答者の人

選が難しいと感じた。かつての人気番組「連想ゲーム」では、辰巳琢郎さんや檀ふみ

さんといった、いわゆるスーパー回答者がおり、役割を分担させることで視聴者を巻

き込むような構成になっていたと思う。今後の工夫に期待したい。 

 

○    ４月１６日(火)の「岡山ニュース もぎたて！」の「ふるさと百景 桜 空中散
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歩」は、ヘリコプターからの桜の映像に新鮮な驚きを覚えた。特に、真庭市の醍醐桜

をふかんした映像がすばらしかった。短時間の放送だったが、貴重な体験をさせても

らった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ふるさと百景」は、原則、音楽と映像だけで構成する短いコーナー

だ。岡山放送局では、県内の風景を映像資料として記録する意味も込め

てこのコーナーを継続している。撮影カメラマンにとっては、競い合う

ことで発想を豊かにする効果を生んでいる。今回の「桜 空中散歩」も、

視点を変えることで別な世界を表現できるよい例になったと思う。 

 

○   ４月９日(火)の「２１頭の犬たち ふるさとの旅」（総合 後 10：00～10：43）は、

福島県飯舘村に戻ってきて、家族との再会を喜ぶが土地への愛着を示さない犬たちの

姿を伝えていた。コメントでは、犬は、土地は忘れても人を忘れなかった、という言

い方だったが、私は犬の本能を感じとった。 

 

○   ４月１３日(土)の目撃！日本列島「理想の性と現実のはざまで～ジェンダークリ

ニックの現場から～」は、岡山大学病院ジェンダークリニックに通う患者たちの就労

の問題に焦点を当てていた。これまで岡山県内向けや中国地方向けに放送された番組

を再構成したものだったが、全国放送に大きな意味があったと思う。あまり知られて

いない、あるいは偏見を持って見られがちな問題を広く理解してもらう一助になった

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

性同一障害をテーマにした番組は、出演を承諾してくださった方々

があっての放送だった。１人ひとりの違いを認めて、１人ひとりが大

切にされる社会の実現を訴えていくことが、放送に携わる者の使命だ

と思う。今後もこの思いを大切にして取り組んでいきたい。 

 

○   ＢＳ時代劇「大岡越前」は、以前民放局で放送された同名の番組と音楽が同じだ

ったので、驚くと同時にかつての放送が懐かしくよみがえってきた。俳優陣が変更に

なったが、以前の放送を思い出させつつも新しく制作されていて、違和感なく楽しむ

ことができた。主演の東山紀之さんは、りんとした雰囲気が役柄にぴったりだと思う。
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ただ、時々早口で台詞が聞き取りにくい時がある。９回だけの放送では残念な気持ち

がする。 

 

 （ＮＨＫ側） 

ＢＳ時代劇「大岡越前」は、以前民放局で放送された脚本を使って制

作した。時代劇には、かつらや衣装など、特有の伝統がある。テレビか

ら時代劇がなくなってしまう中で、日本の時代劇文化を絶やしてはなら

ないという思いもあり、今回の放送につながった。過去の放送とは違う

東山紀之さんの演じる「大岡越前」を楽しんでいただきたい。 

 

○   ３月２４日(日)のＮＨＫスペシャル「完全解凍！アイスマン～５０００年前の男

は語る～」は、冷凍ミイラ“アイスマン”を完全解凍し、そのサンプルから世界中の

さまざまな分野の研究者たちが分析していく過程が非常に興味深かった。考古学に多

様な分野があることを初めて知った。ただ、今回の分析は仮説のひとつだと思いつつ、

見ているうちに真実のように感じ始めた。同じよう感じた視聴者も多いと思う。女性

アナウンサーのナレーションがとてもよかった。逆に、再現ドラマのようなものは不

要だったと思う。 

 

○   選挙を伝えるニュースで議員数を表現する際に、「定数」ではなく「定員」とい

う表現をしていたが、間違いではないのか。公職選挙法での自治法でも「定数」と表

記されていたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは、用語の使用を含めて選挙報道のルールを定めている。テ

レビやラジオで聞いている人にとって、「定員」の方が聞きやすく、

理解してもらいやすいという判断から、「定数削減」や「定数是正」

という使い方を除いて、「定数」ではなく「定員」を放送では使用し

ている。 

 

○  「しまねっと」の放送が充実し、見るのが楽しくなってきた。担当のアナウンサー

は、アナウンスの技術は未熟ながら、番組をよくしたいという思いやしっかりと見て

ほしいという熱意が伝わってくる。今後の放送に期待している。 
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○   ４月５日(金)のドキュメント７２時間「密着 歌舞伎町の眠らない花屋 」は、１

つの場所を定点観測しているだけなのだが、見ているうちに引き込まれた。映像に収

められたドキュメンタリーは、花屋さんの日常であって決して特別な出来事ではない

と思う。しかし、じっくりと目の当たりにすることで、心に響いた。自分自身が知ら

ない世界や時間をじっくりと見せてもらえるのは、テレビのだいご味だと思う。現代

社会では、インターネットの普及によっていろいろなことを容易に調べて、簡単に結

論を出そうという風潮があるが、この番組のように、じっくりと定点観測をするとい

う試みは、大変貴重だ。これからも楽しみにしている。    

 

○   「ドキュメント７２時間」は、パイロット版も含めて、これまでとてもおもしろ

く見た。今後の放送に期待している。この番組は場所の選定が も重要だと思う。こ

れまの放送では、新宿と渋谷という夜中でも人のいるような都会で、ある意味非日常

的な要素のある場所が選定されていたので、比較的人生模様を引き出しやすかったと

思う。今後の放送では、ぜひ地方の町も選択肢に入れてほしい。じっくりと見つめる

ことで、その町のかかえる現実を切りとることができると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ドキュメント７２時間」は、広島放送局からも番組提案を提出して

いる。地域局からも提案できるしくみになっており、対象場所は大都

会だけではない。 

 

○   「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）」は、２人の達人達が対談すると

いう企画に強く興味をひかれた。おもしろい試みだと思う。以前放送されていた「デ

ィープピープル｣では、出演者が３人だったので、１人が司会者役になって仕切って

しまっていたが、今回は２人の出演者が役割を交替することで、お互いが相手のよい

ところを引き出していた。ただ、今のところ、番組が目指す化学反応までは感じられ

ない。番組の魅力は、出演者の人選に尽きると思う。また、吉田羊さんと六角精児さ

んの２人がナレーションを担当していたが、これまで視聴した限りでは、その役割分

担がよく理解できなかった。２人のナレーターを起用する意図もこれからの課題だと

思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）」は、今年度新たに始
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めた番組だ。ご意見は制作部局とも共有し、よりよい番組に育ててい

きたい。 

 

○   ４月６日(土)のＥＴＶ特集「“原発のリスク”を問い直す～米・原子力規制元ト

ップ 福島へ」は、アメリカＮＲＣ(原子力規制委員会)元委員長、グレゴリー・ヤツ

コさんが福島を訪ね、被災者と共に政府の事故調査委員会の委員と面談し、いかに危

険な場所に原子力発電所が建設されたかということを訴えていた。強いインパクトの

ある重要な番組だった。地震大国の日本では、いかに危険な場所に原子力発電所が建

設されているかということが浮き彫りにされたと思う。直接言及はされなかったが、

視聴者には十分にその意図が伝わってきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集「“原発のリスク”を問い直す～米・原子力規制元トッ

プ 福島へ」は、グレゴリー・ヤツコさんの福島への旅に焦点を当て

た。コメント等は余り入れず、かつて、アメリカで原発の安全を監督

するトップだったヤツコさんの発言を聞くことで、原発のリスクにつ

いて、ひとりひとりに考えてもらおうとした番組だった。 

 

○   「おとうさんといっしょ」が始まったが、「ピタゴラスイッチ」や「おかあさん

といっしょ」の方が、より子どもと一緒に楽しむことができる。「おとうさんといっ

しょ」は、楽しそうに作られてはいるのだが、全体的に頑張っているお父さんのイメ

ージを作ってしまっているように感じる。ＢＳプレミアムの放送なので、ふだんから

ＢＳプレミアムを見ているお父さんの文化的な要求を満たし、かつ気持ちを癒やし、

子どもと一緒に楽しめる番組を充実してほしい。 

 

○   ４月１３日(土)の大沢たかお 神秘の北極圏～光と闇の旅～「第１夜 奇跡のオ

ーロラ大爆発」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9：00～10：59）は、すばらしい映像に感動した。な

かでも、ピンクや赤色のオーロラの色が非常に印象的だった。極寒の暗闇の中で微妙

な色合いをとらえる撮影技術の高さに驚いた。かなりの予算をかけて制作された番組

だと思うが、予算をかける価値のあるすばらしい映像だった。 

 

○   中国で発生した鳥インフルエンザのニュースが繰り返し報道されているが、その

たびにインフルエンザの病原体として同じ電子顕微鏡写真が映し出される。特殊な状
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況下で拡大して撮影された写真であって、感染した患者の体内での様子は確認されて

いない。同じ映像を何度も見ることで、視聴者は写真が真実の姿だと信じてしまうの

ではないか。同様に、北朝鮮に関連したニュース報道の際も、同じ金正恩氏や弾道ミ

サイルの映像が映し出される。視聴者にひとつのイメージを刷り込んでしまう危険性

を感じる。本来画像がないものを伝えるのは難しいと思うが、もう少し工夫が必要だ

と思う。 

 

   （ＮＨＫ側） 

鳥インフルエンザウイルスの写真は、中国から入手したウイルスを日

本の研究機関で調べて撮影した画像の提供を受けて、クレジットを付

加して放送使用している。提供される画像の種類が少ないため、繰り

返し使用する結果になってしまうことをご理解いただきたい。北朝鮮

関連報道についても同じように映像が少なく、結果として、同じ映像

が繰り返し使用されている。 

 

○   ４月１２日(金)のあいたい「ツルと描く ふるさとの夢～山口県周南市八代～」

は、八代地区の人たちがツルに愛情を注ぎ、大切にしていることがよく伝わってきた。

中でも小学生たちの活動がすばらしかった。ツルを大切に思うがゆえに、地域の環境

を整備し、そのことが美しい里山を取り戻すことにつながっていることを知った。ツ

ルの旅立ちを見送る場面では、私も一緒に涙が出そうだった。八代地区の人々の温か

さが心に迫るよい番組だった。山口県内には、私たちの知らないことやすばらしい話

題がたくさんあると思う。今後もそうした話題を見つけて、伝えてほしい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

あいたい「ツルと描く ふるさとの夢～山口県周南市八代～」は、

旅人を鳥好きのお笑い芸人のほっしゃん。さんにお願いした。ロケ現

場に到着した時から八代の子どもたちと自然に遊び始め、ロケ終了後

も夕暮れまでサッカーをしていた。旅人の地元に対する執着や子ども

たちとの絆が生き生きとした表情をとらえることにつながったのだと

思う。旅人の力を実感した番組だった。 

 

○   あいたい「ツルと描く ふるさとの夢～山口県周南市八代～」は、旅人のほっしゃ

ん。さんと地元の人達との交流を通して、八代地区の人たちのツルに寄せる思いや気
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負わない日常をうまく伝えていた。ツルが生活しやすい自然環境を作り出そうと、農

薬をできるだけ使わない米作りに挑戦をし、コンクリートで固められた水路を自然の

小川の水辺に造りかえるなど、ゆたかな自然を取り戻す努力を続けてきた成果が、里

山の復活につながったことや高齢化が進む地域ではあっても、ツルに寄せる変らぬ思

いが、確実に受け継がれていることなどを伝えてくれた。「ツルは八代の宝物です。」

と、言い切る小学六年生の言葉が、屈託のない笑顔とともに、心に残った。旅人と地

域の人々とのふれあいも自然体で気取りがなく、よかった。山口のよさをあらためて

強く感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

あいたい「ツルと描く ふるさとの夢～山口県周南市八代～」には「ツ

ルの恩返し」という隠しテーマがあった。ツルを守ろうとして活動し

たことが、結果的に自分たちの町の自然環境を守り、人々の絆が生ま

れ、ツルと人々がうまく共存していることを伝えたかった。番組の根

底部分まできちんと見ていただき、うれしく思う。 

  

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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