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平成２６年３月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２０日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の審議会での答申を受け「平成２６年度九州沖縄地方向け地域放

送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２６年度九州

沖縄地方向け地域放送番組編成計画」について、説明があった。続いて、事前に視聴し

た、特報フロンティア「普天間移設 “承認”の波紋」を含め、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、４月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜特報フロンティア「普天間移設 “承認”の波紋」 

（総合 ２月２８日(金) 沖縄局、福岡局制作）について＞ 

 

○  番組では、沖縄県知事と名護市長の対立が前面に出ていたが、沖縄県の自治体どう

しの対立という視点ではなく、政府が沖縄県の民意にどこまで向き合えるのかという

視点が重要だと思う。また、市街地のど真ん中にある基地の危険性は誰が見ても一目

瞭然であるが、普天間は基地ができたあとに住人が集まってきた経緯がある。名護の

予定地は海上の埋立地かもしれないが、同じことの繰り返しにならないかといった視

点でも取材してほしい。 
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○  沖縄の基地問題にあえて触れて問題提起をすることは、とてもよいことだと思う。

戦後、この問題にふたをし、今日まで沖縄県に負担を強いてきたが、この問題に改め

て向き合うきっかけを提供する、とてもよい番組だった。ただ、この問題は日本全国

で共有しなければならない問題にもかかわらず、“本土”ということばが何度も出て

きており、沖縄を切り離してしまっているようにも聞こえ、違和感も受けた。 

 

○  沖縄県知事が国の埋め立て申請を承認したことは知っていたが、最近の詳しい動向

までは把握していなかった中で、現状への理解が進んだので、とてもよかった。スタ

ジオでは専門家が解説していたので、どういった対策を示すのか期待したが、結論が

事実を論理的に発するということに終始してしまい、少し残念だった。歴史的経緯や

今後について、専門家の新たな分析を聞きたかった。この番組は、沖縄県以外の人た

ちに、沖縄県の基地問題について考えるきっかけを与える番組だったと思う。 

 

○  沖縄に住んでいる県民とそれ以外の人では、沖縄への意識の違いは大きいが、とり

あえず、それぞれの立場や視点で現実を理解し、考えていかなければならないと思わ

せる番組だった。国防という観点で沖縄県に基地がある重大性と、歴史的経緯などに

よる沖縄県の抱える悩みについて、改めて考えるきっかけとなり、現実をあまり知ら

ず、あまり考えてこなかったことを痛感した。移設問題は、政権の移り変わりに振り

回され、今や、沖縄県知事と名護市長の判断の違いに悩まされており、非常に難しい

問題だと思う。どうすべきか、答えはなかなか見つからないが、国民一人一人が自分

の事として、真剣に考えなくてはならない重要な問題であるとことを、改めて強く認

識させる番組だった。 

 

○  基地は沖縄県にとってマイナスだというイメージが強過ぎるので、逆にプラス面を

紹介してもよいのではないか。また、長期化は観光産業に悪影響を及ぼしかねないの

で、解決させるためにはどうすべきかといった視点も取り入れてはどうか。沖縄県知

事が埋め立てを承認したが、どう考えての判断だったのか、政府と何かやり取りが

あったのか知りたかったので、名護市長の声だけでなく、沖縄県知事の声ももっと紹

介してほしかった。市民の声がナレーションで紹介されていたが、本人の声で聞きた

かった。また、暗さを演出し過ぎだと感じたので、もっと淡々としたナレーションが

よかったのではないか。 

 

 



3 

○  考えようによっては、琉球の人々は一つの国として独立したかったのではないかと

も思うし、九州よりも東京を市場として強く意識しており、沖縄は日本の一部、九州

沖縄の一部としてはいるものの、沖縄県民は全く違う解釈をしているのではないかと

思った。この番組を見て、沖縄についていろいろと考えさせられた。沖縄県の関係者

がアメリカに出向く様子が取材されていたが、せっかくなので、アメリカの担当者の

意見なども知りたかった。さらに踏み込んだ取材をお願いしたい。 

 

○  移設反対の人たちは、安全保障を考えず、わがままを言っているだけだという論調

が目立ってきている。しかし、この番組はそのような賛成派意見にも引っ張られず、

反対運動や反対派の意見にも引っ張られず、沖縄県知事の決断という視点で淡々と伝

えていたので、とてもよかった。この問題は、薩摩の侵攻や琉球処分などの歴史的背

景もあり、単に安全保障の視点だけで解決できない複雑なものである。名護市長選挙

は地元の民意が一つの形として現れたのであって、政府も慎重に受け止めなくてはな

らないが、番組でしっかり伝えており、とてもよかった。全国あまねく放送をしてい

るＮＨＫには、これからも正確に状況を捉えて、粘り強く伝えていってほしい。 

 

○  視聴者にしっかり考えてもらうことが重要だと思うので、スタジオでの専門家の意

見は必要なかったと思う。その分、この問題を考えるうえで重要な情報、例えば、沖

縄県庁の人たちや沖縄県選出の国会議員など、関係者のインタビューをもっとたくさ

ん伝えたほうがよかったのではないか。名護市民がどう考えているのかたくさん意見

を聞きたかったが、テレビには、紹介した意見がさも全体の意見のように伝わる危険

性があるので、取り上げる際は、賛成派と反対派それぞれの意見を平等に伝えてほし

い。ニュースで沖縄県知事の会見が取り上げられても、あるワンシーンだけで、しか

も、それが記者のあおった質問で誘導的に出された内容だということがある。そう

なってしまうと、会見する側が構えてしまい、本当に知りたい本音が聞けなくなって

しまう。本質に迫る重要な情報を伝えるためにも、慎重な取材を心がけてほしい。移

設について、すぐには出口が見えない問題だが、とにかく現状を伝えて記録に残すの

もテレビの役割だと思う。数年後、検証の材料にもなると思うので、多くの取材をし

てほしい。 

 

○  移設とはいえ、沖縄県が新たな基地を認めることは、有事の際にはまた犠牲になっ

てしまうのかという思いが根強くあり、難しいと思う。安全保障の面で、沖縄県の基

地負担のメリットは国民全員が享受しているのに、遠く離れた沖縄の苦しみへの意識
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は薄い人たちが多いと思う。沖縄県民にとっては、国民全体が十分に理解し、沖縄を

敬う気持ちを持ってからでないと納得できないだろうし、認めたくないという気持ち

は強いと思う。番組では、さまざまな事情が分かりやすく描かれており、苦渋の決断

をした沖縄県知事の考えや、名護市民の思いを国内外に発信していきたいという名護

市長の考えなど、とてもよく分かった。基地問題は自分の問題だという意識を国民全

体に広げるためにも、このような番組を引き続き放送してほしい。 

 

○  沖縄県と名護市の対立ばかりがクローズアップされていたと思う。１８年前の日米

合意から、なぜ今このタイミングでの沖縄県の承認なのか、これまでの動きも取り上

げてほしかった。宮崎の航空祭で国内初のオスプレイ展示が行われるなど、普天間基

地への関心が徐々に広がっているように思えることもあるので、植村秀樹さんの５年

以内の運用停止は不可能に近いという断言は妥当なのか、疑問に感じた。むしろ、可

能にするためにはどのような努力が必要なのか、建設的な発言をしたほうが望まし

かったと思う。 

 

○  名護市の稲嶺市長は、安全保障の観点から基地の必要性に一定の理解を示している

とのことだったが、移設について、今後、どのようにすべきと考えているのか、もっ

と具体的に知りたかった。問題解決には沖縄県以外の人々の理解も必要だが、沖縄県

民から聞こえてくる声は不満や反対の声がほとんどで、賛成の考えを聞くことがあま

りないので、客観的に一歩引いた立場から、発信を続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

さまざまなご意見を伺い、この問題は一筋縄では伝えられないと改め

て痛感した。現地に行かないと分かりづらい面もあるが、行かなくても

理解して考えてもらえるように、偏りなく、情報をしっかりと伝えてい

きたい。 

 

＜「平成２６年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  ２月２２日(土)の目撃！日本列島「“きざし”を見逃さない～薬剤師たちの挑戦～」

で、薬局と薬剤師による自殺防止の取り組みが紹介されていたが、この番組を見るま

では知らなかった。番組を通して、悩みを抱える人々に取り組みが伝わるだけでも、

自殺防止になると思う。よくここに着目したなと感心している。 
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○  ３月７日(金)の大分スペシャル「未来に育て！大分っ子」（総合 後8:00～8:43）を

見た。教育現場の最新情報を知ることができてとてもよかった。新聞社との共同企画

だったので、広報活動でももっと連携するなど、より多くの人たちに見られるように

してほしい。 

 

○  ３月１２日(水)の「そんじょそこら商店街～大分発地域ドラマ～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

10:00～10:59）を見た。商店街や地域の反対運動などに苦労する場面が少なかったの

で、地域おこしの大変さももう少し描いてほしかった。地方が舞台だと、急に観光地

が出て違和感を受けることがあるが、それがなくてよかった。 

 

○  「そんじょそこら商店街」を見た。このドラマでは、地域の抱える悩みやテーマに

主眼がおかれているように感じたが、全体的に重い印象になってしまい、舞台の地域

への印象も重くなってしまった。地域ドラマは、それぞれの地域の魅力を伝えること

も重要な役割だと思うので、重たい話題を過剰に織り込まず、明るく前向きな印象を

受けるドラマにしてほしい。 

 

○  ３月１４日(金)のドキュメント７２時間「福島 早春のスーパーから」を見た。スー

パーマーケットは地域性が最も垣間見られる場所なので、そこに着目したセンスのよ

さを感じる。原発やがれき処理の仕事で福島に来た人たちが多くお弁当を買い求める

など、こういった身近な視点で取り上げることで、より現状が伝わった。 

 

○  ２月２６日(水)のここはふるさと旅するラジオ「沖縄県読谷村」で地元が紹介され

た。近くの人たちが現場に集まり、にぎやかになってとてもよい雰囲気だった。こう

いった放送は、地域の活性化につながるので、引き続き実施してほしい。 

 

○  ２月２６日(水)のＧｏｏｄ Ｊｏｂ！会社の星「育て！“地元キャラ”～地域プロ

デューサー奮闘記～」を見た。ゆるキャラを通して情報発信を頑張っている人を紹介

していてとてもおもしろかった。ほかにもおもしろい取り組みがあると思うので、

もっと取り上げてほしい。 

 

○  ２月２８日(金)「すっぴん！」の「源ちゃんのゲンダイ国語」という朗読コーナー

を聞いた。涙を誘う感動の内容で、ついついその本を買ってしまった。視聴者を動か

してしまうほどの良質な情報を届けているのはすごいことだと思う。沖縄は車社会で
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ラジオの影響力が大きいと思うので、テレビだけなくラジオにも力を入れ続けてほし

い。 

 

○  ＮＨＫは全国各地の情報を発信しており、地域の魅力を伝えることは、日本の元気

につながる重要なことだと思う。これからも地域の元気を届ける役割を果たしてほし

い。 

 

○  ３月１４日(金)の特報フロンティア「施設で暮らす子どもたち～ドラマ騒動の中

で～」を見た。民放のドラマの影響で、施設の環境に偏見を持つ人が増え、施設にい

る人がからかわれるなどの被害を受ける事例も発生していると聞いている。この番組

では、施設にいる人の声やどのような環境なのかを見ることができ、理解が進むとて

もよい番組だった。東京都が行った施設から社会に出た人たちの悩みについてのアン

ケートの結果によると、職場での孤立など人間関係の不安を抱える人が多いことは分

かったが、熊本県など九州沖縄の状況も知りたかった。番組では、孤立を経験したが、

今はそういったことのない職場でしっかり働いている人が紹介されており、これから

社会に出る人たちの支えになったのではないかと思う。 

 

○  ３月１６日(日)の「ＮＨＫとっておきサンデー」で行われた佐村河内氏関連番組の

調査報告では、調査の結果だけではなく反省や謝罪もあり、しっかりと報告していた

と思う。衆議院予算委員会で厚生労働大臣が聴覚障害のあり方の見直しを検討と言っ

たが、認定基準があまりにも厳しくなりすぎてしまわないかの懸念もある。再発防止

にとどまらず、今回の件が招いたさまざまな事態についても取材、放送をしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

佐村河内氏の件について、まず、視聴者の皆さんにおわびと再発防止

策などについて報告させていただいた。４月には、部内への検証結果の

報告と再発防止の徹底を、調査担当者が行うことにしている。認定基準

など、さまざまな影響に関しての取材についてのご意見は、調査担当者

が来たらしっかり伝えたいと思う。 

 

○  ３月１１日(火)のあさイチ「１０代が見つめてきた震災３年 それぞれの春」を見

た。画面上に出演者の名前や紹介があまり出ていなかったように感じた。途中から見

る人もいると思うので、もう少し頻繁に出してほしい。番組では、震災から３年たっ
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た今、語り部となって伝える高校生の姿や思い悩んで不登校になった人の奮闘などを

紹介しており、とてもよい内容だった。高校生の手記も紹介されていたが、自分を客

観視して見つめ直すよい取り組みだと思った。 

 

○  ３月１５日(土)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で“ハウスワイフ２．０”の

紹介を見た。在宅勤務など多様な働き方が日本でも広がってきているので、あまり“ハ

ウスワイフ２．０”とあえて銘打つのもどうかと思うが、多様な働き方の実例を放送

することはすばらしいと思う。もっと広がっていくようにたくさん放送してほしい。 

 

○  ３月１８日(火)の「あさイチ」で認知症ケアの手法であるユマニチュードが紹介さ

れていた。こういったことは、多くの人の目にとまったほうがよいので、さまざまな

時間帯で繰り返し放送してほしい。 

 

○  ３月２日(日)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）を見た。東日本大震災では大渋滞が発生し帰

宅困難者が多数出たが、なぜ渋滞が発生し、なぜなかなか解消されなかったのか、カー

ナビの走行データなどから解明し、防災に役立てようとしていた。ビッグデータを

マーケティングだけでなく、防災施策につなげるということで、とても興味を持てる

内容だった。 

 

○  ３月９日(日)のＮＨＫスペシャル「どう使われる ３．３兆円～検証 復興計画～」

（総合 後9:00～9:58）を見た。復興計画がなかなか進んでいない自治体もあれば、

微調整をしながらうまく進めている自治体もあって、その違いがとても分かりやすく

説明されていた。成功事例は参考になるので、継続して紹介してほしい。 

 

○  ３月１１日(火)の「特集ドラマ 生きたい たすけたい」（総合 後10:00～11:13）

を見た。ツイッターでロンドンの息子に連絡をし、そこから救助が広がったという内

容があったが、緊急時に活用する意識はなかったので、選択肢を広げるきっかけとな

るよい番組だった。 

 

○  ３月１５日(土)の「ぐるっと食の旅 キッチンがゆく～佐賀（後編）・武雄市～」

を見た。イノシシによる農作物の被害が深刻化しているが、その解決策として、捕獲

するだけでなく、肉を地域の資源として活用していて、それを使った料理が紹介され
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ていた。単なる料理の紹介だけでなく、このような食材を使った料理を紹介すること

で、同じような被害に苦しむ地域の参考になるので、とてもよい視点だったと思う。 

 

○  １２月２０日(金)のガチアジア「和牛 ＶＳ ＷＡＧＹＵ～アジア 牛肉市場をめ

ぐる攻防～」を見たあとに香港へ行く機会があった。番組では和牛ブランドとして売

り出すべきと言っていたが、佐賀牛などの地域ブランドのほうが受け入れられると言

う声もあった。また、霜降り肉よりも赤身肉という声もあり、さまざまな観点で取材

をすれば、さらに深い番組ができるかもしれないと思った。 

 

○  ３月７日(金)の「スモウ スピリット～エジプト人力士 大砂嵐～」（ＢＳ１ 後

7:00～7:49）で大砂嵐関が、相撲とは人生そのものだと言っていたのにとても驚いた。

自分の職業をそこまで思える日本の若者がどれだけいるのだろうかと、考えさせられ

る番組だった。 

 

○  「ソチパラリンピック」でナビゲーターをしていた為末大さんの解説がとてもよ

かった。パラリンピックの競技がどういったものなのか、見どころはどこかなど、パ

ラリンピックへの見方が変わり、彼の解説のおかげでとても楽しむことができた。 

 

○  ３月１４日(金)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」でＳＴＡＰ細胞に関して、論

文を掲載した「ネイチャー」のチェック機能について解説があった。それによると、

論文掲載のデータは正しいという性善説に立っており、チェックについては、データ

がそろっているか、論理的に合っているかを見ているとのことだった。番組で冷静に

解説してくれたことで、理解を深めることができたと思う。 

 

○  ２月１６日(日)の世界に挑む 若き日本人ダンサーたち「第４２回ローザンヌ国際

バレエコンクール」（Ｅテレ 後4:00～4:30）を見た。解説なしで演技を見てもよく分

からないと思うが、解説がとても分かりやすかったので、バレエについてよく分かっ

たし、たしかにこの演技なら１位かもしれないと納得でき、とても理解しやすかった。 

 

○  ３月１日(土)のＥＴＶ特集「信さん１０１歳 ツルさん１０３歳～どっこい生きた

ふたりの１００年～」で、関東大震災、第２次世界大戦、そして東日本大震災と、歴

史の大きな波をたくさん経験した人たちの生き方を紹介していた。震災関連番組で、

死や残された人たちの悲しみがテーマのものはよく見るが、この番組では、被災地で
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生き抜く人たちのたくましさ、乗り越えていく力が感じられ、被災地の暮らしも、や

がては、たくましく復活するだろうことを予感できる、とてもよい番組だった。 

 

○  ３月３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「言葉を超えて、人をつなぐ 通

訳者・長井鞠子」を見た。長井鞠子さんは、離婚などの悲しみを経験しながらも、通

訳者として、政治家からも指名されるほどのすばらしい活躍ぶりだった。頑張る人た

ち、特に女性に勇気を与えるよい番組だったと思う。 

 

○  ３月１３日(木)に九州電力川内原発の優先審査が決まった。しかし、避難計画がま

だ不十分であるとの指摘もあり、地域の安全をどう守るかが大きな課題だと思う。今

後、審査が進むと思うが、安全を守る取り組みが十分なのかという視点で、放送して

いってほしい。 

 

○  ３月６日(木)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 自由と平等を求めて「マ

イケル・ジョンソン アフリカのルーツをたどる旅」を見た。元陸上選手のマイケル・

ジョンソンさんのルーツをたどっていたが、これまで考えたこともない視点からの分

析が大変興味深かった。 

 

○  ３月１３日(木)のクローズアップ現代「賃上げは広がるか？～検証・春闘２０１

４～」では、大企業や親会社のベースアップについて伝えるだけでなく、中小企業や

下請会社はコストダウンが求められる厳しい状況で、とてもベースアップという状況

ではないことも伝えており、社会全体がどうか、分かりやすくまとめられていたと思

う。 

 

○  ３月１８日(火)のＢＳ世界のドキュメンタリー 第９回 もう一度見たい！世界

のドキュメンタリー「ラベルの裏側～グローバル企業の生産現場～」を見た。ブラン

ド品の生産拠点がバングラデシュに移っているが、その労働環境が劣悪であることが

取り上げられていた。そういった製品は輸入禁止にするなど国レベルで規制し、改善

につなげる必要があるのではないかと思った。とても考えさせられる番組だった。 

 

○  ３月８日(土)の「未来への手紙２０１４～あれから３年たちました～」（総合 後

5:00～5:58）を見た。東日本大震災から半年後に被災地の子どもたち100人がビデオ

レターを撮っており、そのうち６人の３年後が紹介されていた。子どもたちの優しさ
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にあふれたメッセージに安堵する一方、厳しいメッセージには襟を正す思いだった。

番組では形にならない９４人のビデオレターがあるとされていたが、そこにこそ、被

災地の子どもたちの真の姿があるように思えたので、続編として紹介してほしい。 

 

○  ３月７日(金)の特報フロンティア「野生ザルが町を襲う～変貌する鳥獣被害～」を

見た。猿が人を襲うようになったのは、自然環境の変化によるものか、人間の生活状

況の変化によるものか、とても興味が湧く内容だった。里山から人がいなくなったこ

とが原因の一つとして挙げられていた。町なかにまで入り込みやすくなってしまい、

弱い人たちを攻撃しながら餌を探しているらしく、やっかいなことに人間の食べ物の

味を覚えたら野生の食べ物はあまり食べないとのこと。今後、行政や民間でどのよう

な対策が行われ、改善につながるのかどうか、継続的に紹介してほしい。 

 

○  ３月１１日(火)のイッピン「つよくしなやか 輝く帯～福岡 博多織～」を見た。

博多織の織り方が丁寧に取材してあり、改めて博多織の価値の高さが感じられる番組

だった。機械織とはいえ、その日の気温や湿度に合わせた締め具合の調整や、織って

いるときも、常に織物に手を触れることで織り具合を確かめるなど、職人の感覚と技

の重要性がとてもよく伝わった。ナレーションやアニメーションが分かりやすく、と

ても理解しやすかった。革製品との組み合わせやポリエステルで作った博多織など、

新商品の開発も意欲的に取り組まれている様子も紹介されており、博多織職人の熱意

も感じられた。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年２月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２０日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１２人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「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年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画

（案）」の諮問にあたって説明があり、審議の結果、番組審議会として原案を可とする旨、

答申することを決定した。続いて、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 田中丸弘子 （（株）佐世保玉屋代表取締役社長） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２６年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画(案)」について－諮問－＞ 

 

○  若者に訴えかけていくといった項目が佐賀放送局にしかない。ほかの放送局でも盛

り込んだほうが、さらによくなると思う。編集計画は放送局ごとに書かれているが、

区切られた範囲内に収まらない事柄もたくさんある。重点事項に九州沖縄地方の９つ

の放送局は一体となると書かれているように、地域をまたがった放送も意識したほう

がよいだろう。本部の機能が肥大化することはあまり好ましくないので、本部機能の
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一部を地方へ分散したり、各局の番組予算を増額したりしてほしい。深夜にフィラー

番組を放送しているときがあるが、この時間を活用して、昔の番組でもかまわないの

で、地域を元気にする地域ならではの番組を放送してほしい。また、福岡放送局とＫ

ＢＳ釜山放送総局の連携を引き続き生かしてもらいたい。両国の動きを取り上げると

きや何か起こったときの対応など、連携には大きな意味があると思う。在日外国人が

増加し、彼らが母国に発信する情報が無視できない状況だと思う。彼らに発信しても

らえるように意識してほしい。 

 

○  土曜朝のニュース・情報番組の刷新には大賛成だ。土曜朝にまとめて情報を得たい

と思っても、民放を含め、旅番組などが多く、情報番組があまりないのが現状である。

平日に働いている人たちにとって、土日朝は情報収集することができる大切な時間帯

なので、新番組には期待したい。次に、沖縄放送局には、これまで以上にスポーツ情

報の発信に力を入れてほしい。県がＦＣ琉球への出資を決め、Ｊ３リーグ参加も決

まっており、県民のスポーツに対するニーズが高まってきていると思う。最後に、編

集計画の中に、ことし目指すことを表すキャッチコピーのようなものがあれば、より

明確に伝わってくると思う。そこに、地域の方言などが入っていると、地域のカラー

も見えてくるのではないか。 

 

○  各放送局でスポーツにもっと力を入れ、各地の選手をもっと取り上げてほしい。リ

オデジャネイロでのオリンピック・パラリンピックへの関心が広がっていくように、

少しでも早い時期から放送してほしい。 

 

○  九州の２か所の原子力発電所については、それぞれの放送局で取り上げることはも

ちろんだが、重点事項に挙げられているように、九州全体の課題として取り組んで

いってもらいたい。 

 

○  教育に関する番組に、一層力を入れて取り組んでほしい。大学によって違うかもし

れないが、学生全体のレベルが下がってきており、教育学部で育った先生たちのレベ

ルも決して高くない状況で、教育に関する問題は深刻である。特に、地方の大学は顕

著であり、九州・沖縄全体での教育レベルの底上げにつながるような番組を放送して

ほしい。 

 

○  北九州市の環境ビジネスについて深く取材し全国発信したことで、ほかの地域の人
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たちだけでなく、地元の人たちにも北九州市の強みを知ってもらうことができた。引

き続き、各放送局で、それぞれの地区の強みを取材してほしい。また、複数の地区で

共通するテーマを横断的にまとめ上げることで、とてもインパクトがある番組ができ

ると思うので、積極的に放送局どうし連携して伝えていってほしい。 

 

○  熊本放送局の項目に“世界農業遺産”とあるが、広く認知されているとは言い難い

ので、どういったものなのか、基本的なことから紹介してほしい。また、平成２８年

に日本磁器誕生・有田焼創業400年を迎える。今後の有田焼にとって重要なのは、地

域の再生と未来への継承であり、若い芸術家に有田で窯を開いてもらいたいと思って

いる。ぜひ、有田焼の魅力などが広く伝わるような番組を作ってほしい。 

 

○  福岡放送局は、福岡市と玄海原子力発電所との最短距離は４０キロメートル以下し

かないことや、九州には２か所の原子力発電所があるということを常に意識し、九州

の中心の放送局としての姿勢をとっていてほしい。“戦争と平和”について新聞も特

集を組むが、ＮＨＫには強い取材力を生かすだけでなく、これまでの蓄積も活用し、

後世に事実を伝える番組を放送してもらいたい。また、今後もアジアの最先端を多角

的に取り上げてほしい。 

 

○  私は海外でも必ずＮＨＫを見ている。同じような人たちが多くいると思うので、地

域ドラマなど、九州・沖縄の各放送局で作った番組を海外にも積極的に発信してほし

い。 

 

○  九州・沖縄には、雲仙岳や霧島山新燃岳、桜島といった多くの火山があるので、噴

火した場合や直下型地震が起きたらどうなってしまうのか、詳しく取材をした上で、

「ＮＨＫスペシャル」のＭＥＧＡＱＵＡＫＥシリーズのように、シミュレーションな

どを活用した分かりやすい手法で広く伝え、防災につなげてほしい。今後の日本では、

人口の減少が進む見込みだが、いろいろな分野で異なる影響が出ると思う。九州・沖

縄ではどのようなことが起こり得て、どのような対策をすべきなのか、全体的な視野

はもちろん、企業単位などの小さな視点でも取り上げて、人口減少に警鐘を鳴らして

ほしい。 

 

○  諮問された「平成２６年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画（案）」につい

ては、委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを前
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提に、番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側）  

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。ご指摘いただいたご意

見も参考にさせていただくが、例えば、国際放送について、九州・沖縄

で制作したできのよい番組については、全国放送だけでなく国際放送で

も放送できるように、力を尽くしていきたいと考えている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２２日(水)のあさイチ「どう向きあう？わが子の不登校」で、中高生の１０人

に１人が起立性調節障害の可能性があると紹介されていた。周囲に理解されないまま

不登校につながってしまう可能性がある病気なので、放送で広く知らせることはとて

もよいことだと思う。環境が大きく変わる人が多い、新年度初めなどに再放送してほ

しい。 

 

○  １月２９日(水)のあさイチ「忍び寄る“新詐欺”の手口！被害にあわないために」

を見た。番組のロケ中に詐欺師から電話がかかってきて、そのリアルさに驚いたが、

詐欺師の声を変えていたのは残念だった。 

 

○  １月２６日(日)のサキどり↑「“休む力”で社員も会社もハッピー！」を見て、時

間的な余裕を作ることは精神的な余裕につながり、創造活動の活性化や少子化など日

本の課題解決にもつながるのではないかと思え、今後の希望を感じられるよい番組

だった 

 

○  ２月５日(水)の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」で、ゲストが障害を連想させる不適切な表現

を使っていた。すぐにアナウンサーは言いかえていたが、テレビやラジオに出演する

人たちには、ことばの選び方を考えてほしい。 

 

○  １月２３日(木)のガチアジア「芸能界 チャイニーズドリーム～台湾からアジアを
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制す～」(総合 後10:00～10:43)を見た。地理的にも近いアジアでこのようなことが

起こっていることを全く知らず、驚きだった。福岡をはじめ九州・沖縄は、多くのエ

ンターテイナーを輩出しているので、九州・沖縄とアジアの関係についても盛り込め

れば、もっとよくなったのではないか。 

 

○  ガチアジア「芸能界 チャイニーズドリーム」を見た。日本のアーティストにも、

アジア進出を目指して活動する人たちがいると思うので、台湾などアジア各地で、日

本がどのような位置づけになっているのかも知りたかった。 

 

○  １月２４日(金)の特報フロンティア「長崎原爆 １枚の地図～あの夏 科学者は何

を見たのか～」を見た。爆風地図については手書き資料も紹介され、いかに論理的に

考えられたのかがよく分かる、とてもおもしろい内容だった。しかし、スタジオでの

家の崩壊についての話は、映像資料がなくて分かりづらかった。スタジオでも映像を

交えて解説すれば、もっとよくなったと思う。 

 

○  １月３１日(金)の特報フロンティア「動物園クライシス～ゾウやキリンが消えてい

く～」では、動物園から象やキリンが減っている原因と対策、今後どうなるのかを丁

寧に伝えていた。単に動物園だけの問題ではなくて、地球全体という広い視野で問題

を捉えており、問題の本質を考えさせられる、とてもよい番組だった。ただ、タイト

ルに“クライシス”と横文字を使っていることが残念だった。動物園は多くの人が関

心を持つ話題だと思うので、誰にでもイメージしやすいよう、単に“危機”としたほ

うがよかったと思う。 

 

○  特報フロンティア「動物園クライシス」を見た。小さな動物園だけの話ではなく、

大きな動物園も同様だと分かり、驚いた。子どもだけでなく、大人も動物園について

考えるきっかけとなる、とてもよい番組だった。 

 

○  特報フロンティア「動物園クライシス」を見た。地域の視点で番組が作られていな

がら、ほかの地域にも共通する話題が取り上げられており、とても高く評価できる番

組である。こういった番組を全国や海外に発信してほしい。 

 

○  「スーパープレゼンテーション」をよく見るが、とかくコミュニケーションが下手

だと言われる日本人にとって、とても刺激的で学ぶことの多い、すばらしい番組だと
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思う。このような素材を見つけ出して、広く発信してもらいたい。 

 

○  ２月１７日(月)のスーパープレゼンテーション「黙って人の話を聞け！」は、タイ

トルと内容が共に魅力的で引き込まれた。 

 

○  一方、２月１９日(水)のザ・プロファイラー～夢と野望の人生～「苦しいからこそ

笑うんだ～チャップリン・天国と地獄を見た喜劇王～」のタイトルからは内容が想像

しづらかったが、チャップリンの知らない一面などが、映像で詳細に伝わってきて、

とてもよかった。 

 

○  大学生などの若者たちがＮＨＫを見ず、受信料も払わないという状況がある。もっ

と多くの若者にニュースを見てもらうために、出演者の表情や身ぶり手ぶり、ＣＧな

どをもっと工夫し、楽しく見られるようにしてはどうか。 

 

○  ＳＴＡＰ細胞関連で研究者の個人的な内容が報道されたり、オリンピック選手の個

人的な内容が報道されたりすることがあるが、本当に必要な情報は、何を成し遂げ、

どのようにすごいのかではないか。バランスや節度をもって報道に努めてほしい。 

 

○  １月２４日(金)のＮＨＫスペシャル「返還合意から１８年 いま“普天間”を問う」

(総合 後10:00～10:49)を見た。昔、岡垣対地射爆撃場の反対運動があったとき、実

は、全く関係ない人たちも多く参加していた。結局、射爆撃場はなくなったが、そこ

で働いていた地元の人たちは仕事を失う結果となってしまった。普天間基地などの問

題についても、どのような人たちが反対運動を行っていて、無くなると困ってしまう

人たちはどの程度いるのかなど、多角的な面から取材、報道をお願いしたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「返還合意から１８年 いま“普天間”を問う」を見た。沖縄県

知事の本音がとてもよく出ていて、興味深かった。ニュースでは、ある一部分を切り

取らざるを得ないので、しばしば誤解を招くことがあるが、この番組では、質問と回

答の両方をしっかり見られたので、とてもよかった。賛成、反対双方の意見を取り上

げ、対立の構図なども紹介したほうが、さらに真相に迫るよい番組になったのではな

いか。また、こういった問題は、１０年、２０年後に検証されるべきだと思うので、

引き続き、映像を撮りためていってほしい。 
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○  ２月６日(木)のＢＳ歴史館 シリーズ もうひとつの幕末維新（１）「芸者おもて

なしパワー！～時代を支えた女子力～」を見た。よくある歴史番組とは違い、女性の

力や半生といった視点から歴史を紹介しており、非常に興味深く見ることができた。

何らかの形で歴史に名を残す人物が各地域にいるので、さまざまな視点で紹介しても

らいたい。 

 

○  １月２０日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「未来を拓（ひら）く、希望の

サイボーロボット研究・山海嘉之」を見た。ロボットを使ったリハビリについて、ど

のような理由で効果が出るのか説明されていたが、少し分かりづらかった。リハビリ

とその結果を、具体的な実例を挙げて紹介してほしかった。また、ＡＬＳ（筋萎縮性

側索硬化症）のような難病を抱える人たちが、コミュニケーションを取れるようにす

るための研究が進められているとのことだったが、もっと詳細を知りたかった。この

ような分野に注目が集まることで研究が早く進むかもしれないので、これからも継続

的に取り上げてほしい。 

 

○  以前、ＮＨＫスペシャル「魂の旋律～音を失った作曲家～」(総合 平成25年3月31

日(日))をすごく褒めたのだが、これからは疑いを持って番組を見なくてはいけない

と思っている。最近見直したが、不自然に思えるシーンがたくさんあった。なぜ、気

づけなかったのか、十分に検証してほしい。佐村河内守氏は相当巧妙に人を欺いてき

たと思うので、なぜだまされたのかも検証すべきである。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＮＨＫスペシャル「魂の旋律」の件については、現在検証中である。

放送事業者として非常に重大な問題なので、徹底的に調べている。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「魂の旋律」の問題では、耳の聞こえない人たちがとても傷つい

ている可能性がある。もし、検証番組を作るのであれば、そのことも勘案しつつ、丁

寧に制作してもらいたい。 

 

○  １月２９日(水)の１００分ｄｅ名著 風姿花伝 第４回「秘すれば花」を見た。沖

縄には能と似た組踊があるが、マネジメントをする人が足りていない。この番組では、

アートマネジメントの先駆者としての観点から世阿弥を取り上げており、組踊など古

典芸能のマネジメントの理解につながる、勉強になる番組だったと思う。 
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○  ２月５日(水)のクローズアップ現代「見つめて触れて語りかけて～認知症ケア“ユ

マニチュード”～」を見た。介護をしている人の生の声が聞け、認知症ケアの実情も

見ることができ、とても印象に残る番組だった。 

 

○  ソチオリンピック関連の放送について、フィギュアスケート女子シングルショート

プログラムの結果は、鈴木明子選手が８位で浅田真央選手の１６位より上位だったの

に、浅田選手へのエールだけが目に付いた感がある。話題性を考えれば致し方ないが、

上位だった鈴木選手にももっと光を当ててもよかったのではないか。 

 

○  ＮＨＫのソチオリンピック中継の実況や解説は、あまり興奮させないような言い方

なので、とてもよいと思う。公平、安心といったＮＨＫの考えが、スポーツ中継にも

生きていると感じた。フィギュアスケート女子については、浅田選手に国民の期待と

注目が集中していたことを鑑みれば、鈴木選手よりも順位が下でも、浅田選手をク

ローズアップするのは、一定の理解ができると思う。 

 

○  １月２８日(火)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ ロシアは今「ソチオリ

ンピックへの道」を見た。ソチオリンピックの影の部分を放送しており、実態を知る

ことができる重要な番組だと思うので、もう一度放送してほしい。 

 

○  １月１７日(金)の新日本風土記「山あり谷あり神様あり」で、里山から都会のビル

の屋上まで、いろいろな場所で神様を祭っていることが紹介されていたが、とてもよ

く取材していると思った。印象的なシーンが数多くあり、日本人の心は日本神話の神

様が支えになっていることが感じられる、よい番組だった。 

 

○  ２月１１日(火)のひるブラ「古都で愛を確かめたい！～京都市左京区～」を見た。

縁結びのためにカップルで貴船神社を訪れ、その後、結婚を決め、この神社で式を挙

げる人もいるという話があったが、バレンタインデー前でタイミングのよい放送だっ

た。 

 

○  ２月１７日(月)のワイルドライフ「ブラジル・大西洋岸の森 ハナグマ母子・群れ

に入って生き延びろ！」を５歳の娘と一緒に見た。子どものハナグマの表情がとても

かわいくて、娘は喜んで見ていた。娘との会話も弾み、家族で見られるとてもすばら
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しい番組だった。 

 

○  １月１９日(日)の「ＮＨＫニュース７」で、自民党大会のニュースが５分以上もあっ

た。大会のようすや議員インタビューが延々と続き、私としては、公平性の観点から

違和感を受けた。多種多様でバランスの取れた報道に、今後とも留意してほしい。 

 

○  １月１２日(金)のＮＨＫスペシャル 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」（総合 後9:00～9:58）で、日本企業の生き残

りをかけた海外での動きを見て、ヒントや勇気をもらえた。ＮＨＫでは、会社名を言

うときと言わないときがあるが、その基準が分かりづらい。せっかくよい情報を知る

ことができても、企業名が分からないと、その情報を十分に生かせないことがあり、

残念に感じることがある。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年１月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１６日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、ガチアジア「和牛 ＶＳ ＷＡＧＹＵ～アジア 牛

肉市場をめぐる攻防～」を含め、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、２月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜ガチアジア「和牛 ＶＳ ＷＡＧＹＵ～アジア 牛肉市場をめぐる攻防～」 

（総合 １２月２０日(金) 後10:00～10:43 福岡局制作）について＞ 

 

○  牛肉の輸入自由化後、おいしいが高い和牛と、安いがおいしくない外国産という構

図だと思っていたが、いつの間にか、霜降り肉をめぐる争いになっていることに驚い

た。国内市場を優先するあまり、世界市場に後れを取った和牛の現状を知ることがで

き、とても興味深かった。番組では、世界市場に食い込むために、ブランドの統一や

特性の科学的証明が必要であると伝えていたが、和食文化との連携、戦略的展開など、

もう少し踏み込んだ展開が欲しかった。宮崎局制作の番組なので、宮崎牛の世界シェ

アや評価、宮崎県の今後の取り組みなどをもう少し知りたかった。興味深い内容だっ
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たので、さらなる続編をお願いしたい。 

 

○  多くの国が登場し、次々と課題の提起、検証がなされており、とてもよく伝わる番

組だったと思う。見終わった時、日本の活路はないという印象が強く残ってしまった

ので、今後の展望をもっと伝えてほしかった。ただ、現実を突きつける番組としては、

とてもよかったと思う。 

 

○  食に関する仕事をしているので、牛肉についてよく知っているつもりだったが、今

回の取り上げられていたことは知らなかった。香港に農産物を売り込むための九州経

済連合会の会議では、鹿児島牛や佐賀牛を売り込む話も出ていた。しかし、このよう

な話題は全く議論されていなかった。現地の視察も簡単にするだけだったので、状況

があまり見えてなかったかも知れない。今回の内容は、生産者ですらあまり知らない

衝撃的な内容だったと思う。とても深く調査しており、本当に勉強になる番組だった。

さらに、霜降り肉と赤身肉の対比があれば、さらにおもしろくなったかもしれない。 

 

○  番組を見て、和牛に活路があるのかと不安に感じたが、育牛過程での抗生物質不使

用や、牧草への農薬不使用など、きめ細かく生産過程に気を配ることで、外国産のＷ

ＡＧＹＵとは肉質で差別化を図ることができるのではないかと思った。まだまだ日本

が海外に勝る要素はあると思うので、海外市場の状況を知ることができてよかった。

また、カメラワークや構成に非の打ちどころがなく、とても理解しやすくてよかった

と思う。 

 

○  牛肉生産者と対談をした際、和牛と外国産ＷＡＧＹＵの違いについて、日本では、

牛を家族として扱うことで病気にさせないよう気をつけて育てているが、海外では、

抗生物質など薬品を多く使っていると聞いた。ある一面だけを取り上げて、品質が同

等だと言ってしまうのは、ジャーナリズムとして、非常に危険なことだと思う。外国

産のＷＡＧＹＵとは違い、和牛のよい面も必ずあると思うので、さまざまな側面から

捉えるべきだったのではないかと思う。 

 

○  知らない話題だったので、とても新鮮に見ることができた。知人の生産者に番組の

ことを話したところ、番組を見ていなかった。さらに、状況がここまで進んでいるこ

とも知らず、とても衝撃を受けていた。勉強する必要があるから、ぜひ見たいと言っ

ていた。最初の海外流出を食い止めていれば、今の状況はなかったかもしれないが、
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見方を変えれば、和牛という名前が世界に広まったとも捉えることができ、よい方向

に考えることもできるかもしれない。日本のやり方がまずかったのではないかという

ような報告だけでは終わってほしくないので、これからの活路を見つけられるような

構成で、続編を放送してほしい。 

 

○  外国産のＷＡＧＹＵがシェアを伸ばしていることに怖さを感じてしまった。全く知

らなかったので、とても勉強になった。ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）に

よってグローバル化がさらに進もうとしており、スピード感をもって対処していかな

くてはならない。和牛のすばらしさをアピールし、外国産のＷＡＧＹＵとの差別化を

どのように行っていくべきか、生産者の考えも踏まえ、和牛の今後の展望をもっと知

りたい。 

 

○  海外での現状がよく分かったが、和牛と外国産ＷＡＧＹＵの価格差が大きい中で、

海外での和牛販売で利益が見込めるのかどうか、もっと詳しく触れてほしかった。グ

ローバル化が進む中、競争の激化に即応し、厳しい販売環境で勝ち残るには、さまざ

まなことを戦略的に進めなくてはならない。和牛と外国産ＷＡＧＹＵの違いは、和牛

が世界を勝ち抜くための大きなポイントになると思うので、もっとはっきり示してほ

しかった。問題提起だけでなく、次につながるひと言を入れてほしい。また、今回の

放送内容や紹介しきれなかった情報をホームページに掲載したらどうか。番組を見た

人のさまざまな疑問に答えられるだけでなく、和牛に関連する情報を求めてアクセス

があれば、新しい視聴者を獲得することにつながるかもしれない。 

 

○  構成や展開が単調に感じ、あまりおもしろくなかったと思う。例えば、和牛ブラン

ドについて、番組中、もっと早いタイミングで出した方がよかったと思うし、日本に

とって大変な状況にあることは分かったが、挽回しようと頑張っている人たちに焦点

を当てる必要もあったのではないか。ドキュメンタリーなので、人が醸し出す人間臭

さのようなものが出て、それがテーマと重なり合う展開がなければ、長時間見るのは

厳しいと感じてしまう。この番組は、問題提起だけで終わってしまい、中だるみがし

てしまったように感じた。和牛巻き返しの一手、新たな取り組みがどのように行われ

ているのかを追いかけた内容があれば、番組にもっと深みが出たと思う。 

 

○  霜降り肉が隆盛を極めるに至る流れ、そこにアメリカの介在があったことなどの歴

史的経緯がとてもよく分かった。しかも、オーストラリア産のＷＡＧＹＵがオースト
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ラリアにとどまらず、海外に市場を拡大していることを知らなかったので、とても勉

強になった。ただ、中国の状況やオーストラリア産ＷＡＧＹＵの肉質などについて、

全体的にもう少し突っ込んで、もっと深い内容にしてほしかった。また、和牛がなぜ

圧倒されているのか、本当に深刻な状況なのかが分からなかった。徹底的に外国産の

ＷＡＧＹＵを分析する姿勢があるともっとよかった。番組で和牛のＰＲビデオが紹介

されていたが、あれでは世界に勝てないと思った。さらに踏み込んで、積極的で建設

的な提言をしてもよかったのではないか。世界の市場に立ち向かうための戦略に、

もっと焦点を当ててほしかった。また、和牛の産地を抱える九州沖縄向けの放送だっ

たので、生産者の人々の表情を、もう少し出してもよかったのではないか。 

 

○  ３年目のディレクターが作ったと聞いて驚いた。完璧な取材をしていて、展開もお

もしろかったと思う。日本の和牛生産者は、関税障壁に守られて国際競争にさらされ

ていない。ＴＰＰやＦＴＡ（自由貿易協定）で関税障壁がなくなったとたん、海外勢

に負けてしまいかねないので、今後、世界で戦っていくために必要な戦略についても

取り上げてほしい。また、神戸牛や佐賀牛といった和牛ブランドがお互いにつぶし合

いをしていると言っていたが、その考えはお粗末だと思う。メイド・イン・ジャパン

というブランドの中でも、それぞれのブランドのよさを徹底的に追求することで、互

いに競争していくことも、一つの重要な活路だと思うので、これからもさまざまな視

点から紹介してほしい。 

 
（ＮＨＫ側）  

日本の取り組みの足りなさについてご指摘いただいたが、かなり取材

をしたうえで、ようやくたどり着いたのが、今回取り上げたオールジャ

パンで取り組もうとしている人物だった。生産者や生産団体は国内しか

見ておらず、海外に意識がほとんど向いていないのが、今の日本の現実

だった。ほとんどの生産者は、オーストラリアに和牛遺伝子を持ち込ん

で、生産していることを全く知らない。大手食肉業者も知らないくらい、

日本は後れているのがまさに現実だったので、まずはそれをしっかり伝

えることにした。ご指摘いただいた点の中で、われわれが見落としてい

る視点も多かったので、今後につなげていきたいと思う。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「盤上の宇宙 独創の一手 囲

碁棋士・井山裕太」を見たが、井山裕太さんは、定石は安全であっても最善ではない

ので危険と言い、創造的な手を打つことにこだわっていた。世界選手権で、昔負けて

しまった中国人との対戦になり、番組の展開上、きっと勝つのだろうと思っていたが、

なんと負けてしまった。見ているうちに、井山さんを応援せずにはいられなくなって

しまうほど、番組に引き込まれてしまった。負けた時にはとても残念に感じたが、意

外な展開でとてもおもしろかった。また、新しいタイプの人が活躍する姿を見られ、

元気をもらえる番組だった。 

 

○  １月１５日(水)のひるブラ「玄界灘 トラフグの冬～福岡県 宗像（むなかた）

市～」を興味深く見た。一般的に、フグと言えば下関というイメージだが、天然トラ

フグの水揚げ量全国１位は福岡県であり、宗像市の鐘崎漁港が県内最大の水揚げ港で

ある。トラフグを町おこしにつなげるために、ブランド化しようとしているところ

だったので、取り上げてもらえて、とてもよかった。引き続き、各地の町おこしにつ

ながるような放送もお願いしたい。 

 

○  １２月２３日(月)の「ドキュメンタリー 祈りの歌」（総合 後5:00～5:49）はとて

もおもしろかったが、合唱参加者の話をもっと聞きたかった。指揮者の西本智実さん

の後ろ姿で終わったのもよかったが、合唱に参加している人々の思いや公演後の感想

などを聞くことができれば、さらにおもしろい番組になったとのではないかと思った。 

 

○  １２月２３日(月)の「徹底復元 天下一の江戸城」（総合 後6:10～6:40）では、た

くさんの資料やデータを基に江戸城を立体的に復元していたが、技術が進歩している

今だからこそできることだと思った。設計図などの基礎資料を残しておくことの重要

性がとてもよく分かる番組で、とてもおもしろかった。 

 

○  １２月２３日(月)の事件の涙 Ｈｕｍａｎ Ｃｒｏｓｓｒｏａｄｓ「ノブさんを捜

して」（総合 後10:55～11:20）は、とてもおもしろかったが、短い時間に詰め込みす

ぎているように感じた。もっと長い時間をかけて、じっくりと見たかった。 
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○  １月５日(月)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）はとてもおもしろかったが、ゲストが歌っ

たアンパンマンのマーチは、いささかアレンジしすぎではないか。 

 

○  １月８日(水)の１００分ｄｅ名著 風姿花伝 第１回「珍しきが花」を見た。今で

も通じる教えがたくさんあったので、４回すべて見たいと思った。世阿弥の思想や考

え方、着眼点を基に、沖縄の文化・伝統芸能をもう一度見つめ直そうとさせてくれた、

とてもよい番組だった。 

 

○  「ファミリーヒストリー」はとてもよい番組で、よく見ていたが終わってしまった。

それを見る流れで、すぐあとの「ドキュメント７２時間」も見ていたが、その流れが

崩れてしまった。好きな番組を見る流れで、その前後の番組をたまたま見て気に入り、

見続けるようになることもたくさんあると思う。よい番組の前後にどのような番組を

放送するかは、新しい視聴習慣につながる重要なことだと思うので、視聴のきっかけ

につながるような番組の流れ、編成をしっかり考えながら決めていってほしい。 

 

○  「ドキュメンタリー 祈りの歌」では、西本智実さんの指揮で、東日本大震災の被

災者など４００人がバチカンでオラショを合唱していたが、隠れキリシタンの間で

脈々と唱えられてきたオラショの発掘、調査・考証を重ねてきた音楽学者・皆川達夫

さんの功績にもぜひ触れてほしかった。 

 

○  １月１０日(金)の特報フロンティア「九州発 環境ビジネスが経済を変える」を見

た。海外進出に向けた九州・沖縄の農業、企業や自治体などの取り組みが、日本のモ

デルケースになる可能性を感じる、とてもよい番組だった。今後も、さまざまな取り

組みを発信してほしい。 

 

○  １月１０日(金)の特報フロンティア「九州発 環境ビジネスが経済を変える」を見

た。北九州市が環境モデル都市になった時は、ＣＯ２削減と分かりやすかったが、環

境未来都市になってからは、環境分野の範囲が広くなりすぎてしまい、何が行われて

いるのか分かりにくくなってしまった。そんな中、この番組では、北九州市の浄水シ

ステムが映像で紹介されており、取り組み内容がよく分かった。新技術開発など、ほ

かにない強みを作ることも大切だが、それを活用し、社会に役立て、価値を生み出す

ことこそが、とても重要だということが、分かりやすく伝わってきた番組だった。 
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○  １２月２１日(土)１９６４東京オリンピック「“１億人”に勝利を～アスリートた

ちの挑戦～」（総合 後10:00～10:48）で、初めて知る話が紹介されており、時間の経

過とともに昔あったことを知らない人が増えていくのだと改めて感じ、次の世代に伝

えていくことの難しさに気づかされた。また、テレビやラジオで過去の出来事を日本

全体で共有し、スポーツのすばらしさを伝えていくことは、とてもよいことだと思っ

た。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、このような番組をたくさ

ん放送してほしい。 

 

○  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）

を見た。５年の歳月を費やして、専門家と協力し、江戸城を３ＤＣＧで再現をしてい

たが、非常に精度が高く、すばらしい内容だった。しかし、放送時間が長すぎだと感

じたので、３０分程度に凝縮して伝えたほうがよかったのではないか。２時間半もか

けるのであれば、もっとドラマチックに見せるなど、構成や展開にもっと工夫が欲し

かった。 

 

○  １月６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「モノじゃない、人生の伴走者 

義肢装具士・林伸太郎」を見た。義肢装具士の林伸太郎さんが作っている義肢は、本

物との見分けが全くつかないすばらしい技術だと思った。受け取った人の喜ぶ様子な

どを見ると、とても元気が出るすばらしい内容だったが、ある一人のお客さんの顔に

はぼかしが入っていて、とても残念だった。今回は、技術だけでなく、お客さんの喜

ぶ表情が重要な要素だと思う。制作者には、なんとか説得をしてもらいたかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「みんなの夢まもるため」は、アンパンマンのマーチに込められ

たメッセージを取り上げていて、ここ数年で見た番組の中で一番よかった。しっかり

としたメッセージが込められていたからこそ、これまでずっと子どもたちに人気が

あったのだということがよく分かった。私としては、番組で歌われたアンパンマンの

マーチも、いつも聞く曲調とは違い、とてもよかった。よくある追悼番組のイメージ

を浮かべていたが、全く違う構成だったので、大変よかったと思う。今後も、これま

での前例にとらわれない、工夫された構成の番組に期待したい。 

 

○  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～」（総合 前7:20～8:09）と２日(木)の第２回「出雲大社～オオクニヌシの謎～」

（総合 前7:20～8:09）を見た。２社の遷宮の違いや初公開の内部映像などを２日間
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にわたり、じっくり紹介されており、とても見応えのある番組内容だった。神話の解

説など、一部でアニメーションを効果的に使っており、とても分かりやすい番組だっ

た。２社にとても興味を持てたので、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）も期待して見たが、前の２番組を

すでに見てしまった人も楽しめるような要素を、少しでもよいので入れてほしかった。 

 

○  １月１５日(水)の探検バクモン「ニッポンイチ！超巨大図書館 激動の昭和史編」

を見た。ゲストの荒俣宏さんがどんな本を紹介し、どんなことを語るのか、とても興

味があったので見たが、期待していた内容はあまりなく、残念だった。また、サヘル・

ローズさんが昔の外国のドレスのような衣装を着ていたが、なぜそのような格好をし

ていたのか、どのような役割だったのか、結局分からずに終わってしまい、もう少し

丁寧に伝える工夫をしてほしかった。 

 

○  １月７日(火)のあさイチ「スゴ技Ｑ 簡単！おいしい！ ＮＥＯぬか漬け」を見た。

連続テレビ小説「ごちそうさん」を見て、私もぬか漬けを作り始めたが、これら２つ

の番組が連携していたのは、とてもよいことだと思った。ぬか漬けのよいところがた

くさん紹介されていて、これからも作っていこうと思ったが、食べ過ぎると塩分過多

になることが分かり、食べる量を減らそうと思った。とても役に立つ番組だったと思

うので、再度、取り上げてほしい。 

 

○  １月１５日(水)のあさイチ「いつまで？どこまで？親の出る幕」で、ゲストのキャ

リアカウンセラー・小島貴子さんは、社会的、経済的、精神的の３つの自立を挙げて

いたが、私は、小中学校の公開講座で、さらにもう一つ、生理的な自立を加えて、４

つの自立を教えてきた。特に女性は、出産時期を決めたり、体のコントロールをした

り、生理的自立が重要だと思うので、広い範囲で自立を捉えてほしかった。 

 

○  １月３日(金)のドキュメント２０ｍｉｎ．「廃虚マンションは大騒ぎ～アートが街

にやってきた～」（総合 前0:15～0:35）を見た。おもしろい取り組みで、盛り上がっ

たのだろうと思ったが、終わったあとはどうなったのか、町おこしにどのような効果

があったのかなど、今後の展開、効果が気になった。 

 

○  １月４日(土)のドキュメント２０ｍｉｎ．「陽（ひ）だまりの椅子のドクター～東

京・六本木～」（総合 前0:40～1:00）を見た。無国籍のドクターが、「人種などは関
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係なく患者はみんな平等である」と、六本木で６０年以上開業している。ドクターの

周りでは笑顔があふれ、患者から頼られる存在になっているようだった。見ていて明

るくなれるドキュメンタリー番組だった。 

○  １月１２日(日)のＮＨＫスペシャル 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」（総合 後9:00～9:58）で、北九州市の水ビジ

ネスが紹介されていたが、これまで培ってきた日本の高い技術、分野が、とてもうま

く紹介されていたと思う。取材した記者が説明していたが、もっとみずからのことば

でたくさん伝えてもよかったのではないか。 

 

○  １月５日(日)の大河ドラマ「軍師官兵衛」を見たが、「風林火山」を思い出させる

ような演出で、とてもおもしろい番組だと思った。福岡はゆかりの地なので、関連番

組やイベントなど、しつこいと言われるくらいにまで展開してよいと思う。「あさイ

チ」の冒頭で「ごちそうさん」に触れているように、違う番組について触れることは、

直後の番組でなくても、とても効果的だと思う。可能なかぎり、多くの番組で「軍師

官兵衛」に触れてみてはどうか。 

 

○  １月１１日(土)のザ・プレミアム 超常現象 第１集「さまよえる魂の行方」（Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:29）のタイトルを見た時、民放で放送されている番組と同じよ

うなものかと思った。しかし、実際は、超常現象を科学的に解明しようとする人たち

の取り組みを真剣に紹介する番組だった。超常現象と科学のバランスがうまく取れて

いて非常に興味深く、レベルの高い番組だったと思う。このテーマを取り上げたこと

は非常に意欲的で、よい意味でＮＨＫらしくない番組だと感じた。 

 

○  １２月２２日(日) 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）を見た。今の自民一強が、どのような

戦略を基に作られたのか、裏話が非常に細かく、とてもよく分かった。ＮＨＫの高い

取材力がなければ作れないすばらしい番組だったと思う。これからもどんどん制作し

てもらいたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 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」を見た。北九州市の水浄化システムは、ベトナムなどの海外だけ

でなく、日本国内でも大いに売り込んでほしい、すばらしい技術だと思った。すぐれ

た技術の海外展開を取り上げるのは、とてもよいことだと思う。ただ、過去のうまく
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いかなかったプロジェクトの紹介は必要なかったのではないか。成功事例を見て、ど

んな努力をしたおかげなのかといったことのほうが、見ていてためになると思う。 

 

○  １月１１日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「中国頼みと言うけれど～揺れ動く韓

国・チェジュ島～」を見た。日本ももっと中国など海外からの投資を呼び込んでもよ

いのではと思っているが、海外資本を呼び込んだあとの実態例を見ることができ、考

えさせられる番組だった。 

 
（ＮＨＫ側）  

これまで、ＮＨＫらしさという話が何度か出てきている。もちろん、

われわれにしかできないものをしっかりと作っていかなければならない

ということは、肝に銘じている。ただ、起承転結がしっかりしていなけ

ればならないとか、ハッピーエンドでなければならないとかもＮＨＫら

しさに含まれていると思うが、それらばかりが続くと予定調和に陥って

しまう。やはり、取り上げるテーマや内容によって、さまざまな演出が

あるべきだと思うし、場合によっては、起承転結の結がないニュース、

ハッピーエンドではないドラマなどもあってよいと思う。現場には、Ｎ

ＨＫらしさをやめろとは言っていないが、あまりこだわり過ぎず、自分

たちの思いを信じて作ってほしいと思っている。ただ、制作者や取材者

の思い込みや過信はあってはならないと思う。そういう点はきちんと戒

めて、制作していきたいと思う。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１２月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１９日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、きん☆すた「いちおし食材 料理一本勝負！ もや

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜きん☆すた「いちおし食材 料理一本勝負！ もやし」 

（総合 １１月１日(金) 後8:00～8:43 福岡局制作）について＞ 

 

○  藤清光さんのキャラクターがすごく立っていて、お笑い系の人かと感じるくらい

だった。料理研究家という紹介はあったが、テロップなどでもう少し詳しい紹介があ

ると、初めて見る人にも分かりやすい。しゃべり方が博多弁なのか、大分の私にとっ

ては、少し分かりづらいと思った。事前のロケ、スタジオでの料理、ガレッジセール

の試食の時間配分もとてもよく感心した。鹿児島では、おでんやおせち料理にもやし

を使っていることが紹介されていたが、土地柄や歴史的な視点で、その理由が分かる

ともっと深い番組になったと思う。スタジオにお客さんがいたが、ほとんど生かされ

ていなかった。せっかく来てもらっているので、拍手だけではなく、反応などをもっ
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と活用したほうが、楽しい番組になると思う 

 

○  雨宮萌果アナウンサーが「何か文句ありますか」と突っ込んだ時に、テロップを出

して衝撃的な感じの演出をしてほしいと思った。また、藤清光さんの方言が少し早口

だったので、話している内容をテロップで出してほしいと思った。しかし、いずれも

後になって生放送だと気づき、最初から気づいていたら、そのようには感じなかった

と思う。公開生放送であることを、冒頭から、もう少し分かりやすくしてほしい。そ

うすれば、少し長いと感じた番組に、ライブ感が出て演出にめりはりがつき、構成的

にもっとおもしろくなるのではないか。料理の一つで「浦上そぼろ」が出てきたが、

茶色っぽい料理だったので、にんじんが入るとよいかもしれないと思っていた。その

後、紹介された学校給食ではにんじんが入っていたので、やっぱりなと共感でき、引

き込まれるおもしろさがあった。また、もやしは栄養が豊富だということも分かり、

とても勉強になった。 

 

○  冒頭の「何か文句ありますか」ということばと、そのすぐ後にあった、もやしうど

んをすすっていた音について、不快に感じるかどうか学生たちに聞いてみた。すると、

音が不快だと感じた人はほとんどいなかったが、ことばを不快だと感じた人は４０％

もいた。また、番組全部を見せて、おもしろいかどうかを聞いたところ半々だったが、

冒頭部分を除いて見せたところ、おもしろくないと答えた人はいなかった。つまり、

「何か文句ありますか」の持つ衝撃で、番組への信頼が失われてしまったのではない

か。彼女の役割は、視聴者と同じ視点で、素朴な疑問などを代弁してくれることや、

主役に花を持たせる裏方に徹することだと思う。 

 

○  「何か文句ありますか」ということばは生きていたと思う。雨宮アナウンサーと藤

清光さんの掛け合いはおもしろいし、必ずしも、そこまで裏方に徹する必要はないと

思う。この番組のよかったところは、九州各地のもやし料理を紹介していたことだと

思う。長崎に住んでいた時、私もバケツでもやしを買っていたことがあり、懐かしく

感じた。もやしの名前の由来が紹介されたり、大学の先生が、豆で食べるよりもやし

にしたほうが体によいと言ったりすることで、番組の情報性がより高まった。また、

すぐに出来て、栄養があっておいしいメニューの紹介は、忙しい現代人にとってとて

もありがたい内容だったと思う。豆２０キログラムがもやしになると270キログラム

になる映像にはインパクトがあった。さらに、生産者が出来たてが甘くておいしいと

言っていた表情が、満面の笑顔だったので印象的でよかった。 
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○  地域によって、さまざまなもやし料理があることを知ることができ、とても勉強に

なった。実際に作ってみようと思える内容だったので、とてもよかった。また、レシ

ピの「食べたかしこ」とは何のことかと思ったが、「食べたいだけ」入れればよいと

いう方言だと分かり、おもしろいと感じた。藤清光さんがいろいろな地域に行って、

地元の人と触れ合っている雰囲気がとてもよく、ほのぼの感が出ていて楽しそうに見

えて、とてもよかった。藤清光さんがすごく早口なので、博多弁に慣れていない九州

や沖縄の人は、せっかく楽しいことを言っていても聞き取れなかったかもしれない。

何か少し工夫があるとよいのではないか。 

 

○  料理名で「スーネー」と書かれていたが何のことか分からず気になったが、番組を

見ただけでは分からなかった。せっかくならば、番組内で教えてもらいたかった。も

やしは、すぐに傷んでしまい、使えなくなってしまうが、「もやしの納豆あえ」にす

れば長もちすると紹介されていて、とても勉強になった。自分では想像もできないこ

とだったので、とてもよい内容だったと思う。「浦上そぼろ」はきんぴらごぼうか焼

きそばに見えて、もやし料理なのか疑問に感じた。「皿うどんの翌朝のみそ汁」も、

必要だったのか疑問に感じた。皿うどんをみそ汁に入れただけで、もやしとの関連性

があまり感じられなかった。「もやしカレー」も色合いがあまりよくなく、せめて、

にんじんを入れてほしいと思った。今回の番組は、ほかの料理番組に比べて、あまり

おいしそうに見えなかったので、工夫が必要だと思う。 

 

○  私がもやしを使う時は、必ず根を取り除いている。番組の最初、根を取らずに調理

していたので、おおざっぱな料理を紹介する番組だと思いながら見ていた。しかし、

「浦上そぼろ」の時には根を取っていたので、「今回は根を取るのですね」と言うな

ど、強調してもらえるとよかったと思う。もやしのおいしさがシャキシャキ感で総称

されていたが、メニューによってどう違うのか、例えば、何かに例えるなど、違った

表現がほしかった。「もやしっ娘」という焼酎が出たが、もやしと何の関係があった

のか、いったいどういう存在だったのか分からなかったので、最後まで疑問に残って

しまった。 

 

○  冒頭の「何か文句ありますか」は、よい意味でＮＨＫらしくなく、好感が持てた。

また、雨宮アナウンサーの身ぶり手ぶりが豊かで、とても楽しく感じられた。どこに

でもあって安いもやしをテーマにしたのはよかったかもしれないが、地域色がない食

材なので、地元食材と組み合わせたほうがよかったと思う。また、もやし料理と言っ
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ても、何かにもやしを入れているだけと思える料理もあった。例えば、カレーにはも

やしを入れないほうがおいしいのではないだろうか。全体的に、料理に無理やり作っ

ている感じがあったと思う。おそらく、簡単に作れる料理の紹介がテーマだったのか

もしれないが、一品くらいは、手がかかったとしても、もやしでこんな料理ができる

のかという驚きの料理も紹介してほしかった。また、食は文化だと思うので、もやし

料理と合わせる、九州の焼酎やワインを飲んで、料理と合う、合わないといった話も

あると、もっとおもしろくなると思う。 

 

○  一つの食材で九州の各地各様の料理を紹介する内容は、非常に興味深かった。番組

で使われている音楽も遊び心が豊かで、われわれ世代にとっては、非常に楽しく見る

ことができた。藤清光さんの博多弁は、博多以外の人には、若干、すっと耳に入りづ

らいことばだったかもしれない。すべてをカバーするのは無理だが、意外と九州は各

地でことばが違うので、少し配慮があってもよいかもしれない。 

 

○  もやしは料理のしかたがすごく難しい食材だと思う。例えば、もやし特有の臭いを

どうやったら取り除けるのかなど、役に立つ知識をもっと紹介してほしかった。もや

しの根には臭みがあって、食感も悪く焦げやすいので、必ず根を取るようにしている。

根を取らない料理が出てきたので雑だと思った。もやしをもっと大事に扱ってほし

かった。Ｂ級グルメとして紹介していたのかもしれないが、どの料理もおいしそうに

見えなかった。Ｂ級と高級料理の両方とも取り上げてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

たくさんの具体的なご意見をいただき、感謝する。生放送のライブ感

やスタジオ観覧者がいること、また、司会陣の役割など「きん☆すた」

全体を通して、参考にしたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  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、タイト

ルを見た時に婚活の話題かと思ったが、出雲大社へ向かうさまざまな人たちが紹介さ

れていて、よい意味で裏切られた番組だった。いろいろな人の悩みや、なぜ出雲大社

に行くのかなど、多様な人生模様を見ることができ、とても印象的だった。一人に焦

点を当てるのではなく、次々と乗客に聞いていく番組のよさがとても生きていると
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思った。 

 

○  １２月１３日(金)のドキュメント挑「マイファミリー ～私と里親、そして弟た

ち～」を見た。ドキュメンタリーの出演者は、テレビカメラを前に、ことさらよい発

言をしているのではないかと見てしまいがちだが、この番組は出演者が小学生だった

ので、怒ったり、けんかしたり、とてもリアルに感じた。その反面、最年長の中学３

年生は、まるで大人のように、里親に意見を言ったり、「私は幸せです」などと言っ

たり、本当の気持ちはどうなのか、やや疑問も感じた。 

 

○  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、和食をただ紹介するのではなく、「こうじ」を軸に、和食の奥深さ

を伝えており、最後まで興味を持って見ることができた。また、料理がとても美しく

おいしそうに見えたが、部分的に“ミステリー”にこだわり過ぎていた映像もあった。 

 

○  １１月２３日(土)のドキュメント“決断”「“残業禁止”～伊藤忠商事・岡藤正広

社長～」（総合 前8:45～9:15）を見た。試行錯誤しながら意識改革をしている途上だっ

たが、過労死が社会問題となっている昨今、今後の業績とこの取り組みの関係など、

引き続き取材してほしい。 

 

○  １１月２３日(土)のＮＨＫスペシャル“認知症８００万人”時代「母と息子 ３０

００日の介護記録」（総合 後9:00～10:13）は、これから自分の家庭でも起こりうる

ことや、そうなった時のヒントになりそうなことが数多く紹介されていて、とても興

味深く見ることができた。最後のお母さんが亡くなる時のひと言も、とても印象深

かった。もし介護スペシャリストに依頼すると、負担はどの程度軽減されるのかなど、

もう少し具体的な説明がほしかった。 

 

○  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、放送前に彗（すい）星が崩壊してしまい、以前に撮影し

た映像での紹介が中心なっていた。スタジオ出演者のコメントはおもしろみが感じら

れず、視聴意欲がそがれてしまった。 

 

○  １１月２２日(金)の特報フロンティア「中高生“スマホ世代”が危ない」は、今や、

中高生だけでなく大学生なども大変な状況になっているので、とても興味深く見た。
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韓国の解決策が紹介され、日本での解決策も例示されていたが、今後、さらに掘り下

げた続編を期待したい。 

 

○  １２月７日(土)の目撃！日本列島「埋もれた心 掘りおこして」では、日本に認知

症患者が800万人程度いて、高齢者の４人に１人はその傾向があると紹介されていた。

認知症について、しっかりと考えなくてはならないということを、改めて気づかされ

た。また、よりよい看護を目指して、看護師たちが、悩み、相談し合い、努力してい

ることが分かり、とてもよかった。 

 

○  １２月１４日(土)の「おはようサタデー九州沖縄」で、世界で初めてｉＰＳ細胞か

ら立体的な腎臓組織を作ることに成功した熊本大学の研究が紹介されていた。全国に

約３０万人いる透析患者にとって、今後が期待できる話題であった。新しい医療の広

がりを、これからも紹介してほしい。 

 

○  「ＮＨＫワールドＴＶ」や「ＮＨＫワールド ラジオ日本」がインターネットで国

内でも視聴できることは、ありがたい。また、特定秘密保護法について、今後もしっ

かり報道し、公正な運用がなされているかどうか、世の中に問い続けてもらいたい。 

 

○  １２月６日(金)特報フロンティア「迷走する“開門期限”～国営・諫早湾干拓事業～」

を見た。この番組では、国の対応や、過去や将来への責任など、国民に対するさまざ

まな要望や課題が提示されていたが、国民や視聴者がどのように考えたらよいかも伝

えてほしかった。 

 

○  ここ１か月ぐらい、朝と夜の福岡局の地域ニュースを丹念に見ていたが、よい話題、

悪い話題のバランスへの気配りも感じられ、「もっと頑張ろう」と元気づけられるも

のがあった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「和食 千年の味のミステリー」を見た。和食の魅力をこれほど

鮮明に映し出した番組はほかにないと思った。魚の切り方でしょうゆの付き方が異な

ることも、映像がきれいだから伝わることであり、説得力のあるすばらしい番組だっ

た。また、松たか子さんのナレーションも柔らかく感じられ、親近感を持てた。 

 

○  １２月１５日(日)のバリバラ～障害者情報バラエティー～「工賃アップ大作戦 第
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２弾！」で、実際の“工賃アップ”は難しいかもしれないが、テレビで頑張っている

人たちの様子を見て、自分も頑張ってみようと考える人たちが増えるのではないかと

思う。これからも取り上げてほしい。 

 

○  「ＮＨＫハート展」に行ったが、とてもよい作品がたくさんあったと思う。多くの

人たちに作品を見てほしいので、もっとテレビなどで紹介して、来館者数増加につな

げてもらいたい。 

 

○  沖縄で、しまくとぅば（島言葉）をもう一度見つめ直す運動が大きく広がっている

中、１２月６日(金)の沖縄の歌と踊り「沖縄芝居傑作選」は、非常にタイムリーで貴

重な番組だと思った。今後とも、これまでの蓄積された映像を定期的に放送すること

を期待したい。 

 

○  １１月３０日(土)のくまもとの風「未来のために動きだそう！ ～わたしのまちの

○と×～」（総合 前10:50～11:15九州沖縄ブロック）を見た。地域や社会の課題に目

を向けて、工夫しながら写真を撮るといった先進的な事例を取り上げていて、とても

よい番組だと思った。熊本県域で放送した番組を九州沖縄でも放送する番組編成が、

とてもよいと思った。また、その後に「九州沖縄のうた」が放送されたが、間に入る

短い時間の番組でも、手を抜かずにしっかり作っているのだと感じた。 

 

○  私が、なぜドラマよりもドキュメンタリーに感動できるのかを考えてみた。その原

因は、キャスティングではないだろうか。たとえ、ストーリーが骨太でも、出演者の

演技力や存在感によっては、インパクトに欠けてくる。効果的キャスティングについ

て、一度、根本的に考えたほうがよいのではないだろうかと思う。 

 

○  これまで「プロフェッショナル 仕事の流儀」を見てきて、この番組のスタッフに

興味が湧いている。この番組を作るプロフェッショナルたちの番組があるとよいと思

う。また、「ファミリーヒストリー」はとてもよい番組だったので、継続を強く求め

たい。 

 

○  １１月２７日(水)のあさイチ「女ざかりの“がんと性”」と１２月４日(水)のあさ

イチ「統合失調症 その時家族は…。治療は…。」を見た。取り上げにくいテーマだっ

たと思うが、私の関心に応えてくれる内容で、とてもよい番組だった。 
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○  １２月１８日(水)のドラマ「かつお」（総合 後7:30～8:43）は、１０月２５日(金)

の「福岡発地域ドラマ 苦くて、甘い～希望の茶～」と同様に、ボランティアという

概念が掘り下げられたら、もっとよい番組になったと思う。放送前の予告の回数が多

く、ややしつこい感じがした。 

 

○  「沖縄の歌と踊り」について、九州沖縄を一つの地域としているので、このような

番組を福岡でも放送してほしい。伝統芸能を知ることで親近感が湧くのではないか。 

 

○  ニュースを見ていると、暗い顔をしたアナウンサーが、話題がスポーツになると必

ず笑顔に変わる気がする。スポーツなら無条件で明るいということでもないと思うの

で、不思議に感じることがある。私は重量挙げをやっていたが、テレビでほとんど取

り上げられない。野球やサッカー以外の幅広いスポーツにも、もっと目を向けてほし

い。また、大リーグの日本人選手が活躍していると、アメリカのヒーローのように大

きく伝わってくるが、現地ではそれほど話題になっていなかったりするので、もっと

正確な形で報道してほしい。 

 

○  農村の過疎化が危惧されている中、定年後に新たに農業に従事するような、新たな

ライフスタイルを応援する番組を作ってほしい。 

 

○  １２月１日(日)のＮＨＫスペシャル「汚染水～福島第一原発 危機の真相～」は、

極めて誠実な調査を基にした訴求力のある番組だったと思う。日本人にとって非常に

大きなテーマである東京電力福島第一原発についての内部資料を入手しており、高い

取材力を発揮したすばらしい番組だったと思う。 

 

○  １２月７日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「水質汚染と闘う～中国・ガン多発村

で何がおきているのか～」を見た。中国の環境問題では、ＰＭ２．５のように迷惑を

被っているのだが、中国での水質汚染の元が外資系企業の進出も関係しているのであ

れば、日本が無縁だと必ずしも言えない。そのような事実に光を当てたことは、非常

に評価している。 

 

○  １２月１４日(土)ＥＴＶ特集「忘れられた引揚者～終戦直後・北朝鮮の日本人～」

は、知られざる歴史の真相や、まだ相当数の日本人の遺骨が残されている現状を知る

ことができ、とてもよかった。 
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○  １２月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「日米開戦への道 知られざる国際情報戦」

（総合 後9:00～9:58）では、スパイや暗号の解読について取り上げてられていた。

当時のアメリカやイギリス、日本の関係者へのインタビューを含め、改めて情報戦略

の重要性を知ることができた。このような番組をもっと多く放送してほしいと思う。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１１月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２１日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、福岡発地域ドラマ 苦くて、甘い～希望の茶～を含

め、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、１２月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜福岡発地域ドラマ 苦くて、甘い～希望の茶～ 

（総合 １０月２５日(金) 後7:32～8:45 福岡局制作）について＞ 

 

○  タイトルと最初の数分で、このドラマはボランティアを通して主人公が大事なこと

を身につけ、成長していく物語だと分かってしまった。ボランティアに関して、小池

徹平さんと石橋杏奈さんのやり取りはあったが、ほかの人たちとのやり取りをもう少

し描いたほうが、ボランティアに関する問題がもっと見えて、内容が膨らんだのでは

ないかと思う。また、福岡の物語だから武田鉄矢さんを起用するのも分かるが、彼の

キャラクターが際立つ一方で、ある種の色がついてしまう気がする。 

 

○  途中で車が故障するなど、とってつけたような筋書きに、少しうんざりした。もう
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少し刺激的な展開がほしかった。一方で、映像でお茶の香りや味を伝える方法として、

お茶を注ぐ音に注目し、見ていた。玉露を注ぐシーンでは、水に近い冷めた音がし、

美味しそうには感じられなかった。お茶の苦さや甘さなど、特徴が伝わってくるよう

な映像と音の工夫がもっとほしかった。 

 

○  とてもおもしろかったが、真面目過ぎた。あまちゃんの出演者が２人いたので、そ

のキャラクターを生かしたおもしろさ、笑いも必要だったのではないかと思った。 

お茶のシーンが２回あったが、私にもおいしく見えなかった。お茶のつぎ方など、もっ

とおいしそうに伝えてほしかった。また、お茶に関するうんちくを紹介することで、

おいしいお茶だというイメージが伝わると思うが、今回は足りなかったと思うので、

もっと紹介してほしかった。主人公が、上司やボランティアの人と言い争う場面で、

少し言い過ぎていることがあり、現実にはあまりないことで、違和感があると思った。

私が同じ立場だったら言わないだろうと思い、少し気になった。口には出さず、思う

だけにしておいたほうがよかったと思う。 

 

○  最初、ボランティアのことをうそくさいと言っていた主人公の心の移り変わりを、

自分自身の体験と重ね合わせながら見ることができた。多少、起こっている出来事に

違和感があったが、とてもおもしろかった。お茶摘みができるまでに、四、五年かか

るというせりふがあり、これは、お茶に携わる人たちにとっては当たり前かもしれな

いが、一般にはあまり知られていないと思う。そういうことを知ることができ、とて

もおもしろかった。もっとそういう内容があれば、お茶の魅力がよく伝わって、さら

によい番組になったのではないかと思う。全国のあちこちで大きな自然災害が起こっ

ているこのタイミングで放送されたことに感銘を受けている。いつも、災害が起こっ

たことは気に留めるが、その後のことにはなかなか目を向けていなかったことに気づ

かされた。主人公の会社が何の会社だったのか、分かりづらくて気になった。また、

主人公の仕事や会社が、お茶とつながっていく展開があれば、もっとおもしろかった

と思う。 

 

○  私も、主人公の仕事とお茶が最後につながるのかと思っていた。特に、企画が通っ

て東京に行った場面で、きっとお茶とつながるのだという期待感があった。東日本大

震災以降、ボランティアがすごく注目され、いろいろな人が関わっているが、なぜボ

ランティアをするのか、どういう意味があるのか、被害にあった人たちやその地域と

どうつながっていけばよいのかという視点でボランティアを考えるきっかけとなり、
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とても勉強になる番組だった。人や地域とのつながりやボランティアを通して生まれ

るものをもっと見られると、さらによい番組になったのではないかと思った。 

 

○  玉露は舌の上で転がして飲む物なのに、主人公が勢いよく玉露を飲んでいたことが

気になった。事前に全く練習していないとは思わないが、もう少し作法を気にしてほ

しい。また、仕事が終わってみんなでお酒を飲む場面があったが、その後、車を運転

して帰ったのかどうかが気になった。主人公が思っていることと、実際にしゃべって

いることが相反することがあり、その矛盾に戸惑うことがあったので、考えている時

は、せりふではなく、スーパーで出したらどうかと思った。大学から学生をボランティ

アに送り出す時は、事前に数回講義をし、ボランティアを通じて地域社会とつながる

意味を探してほしいなどと伝えている。このドラマには、ボランティアは自己発見し、

自分を変えるよい機会であるといったメッセージ性があり、とてもよかった。 

 

○  ドラマの中で、福岡県の星野村も必ずよくなると言っていたが、佐賀県の有田地区

でも、昭和２３年と昭和４２年の大水害があり、そこから復興しているので、星野村

も必ずよくなるだろうと思う。ドラマの本筋以外にも、このようなせりふなどがある

と、地域の人の元気につながると思う。また、お茶を飲む時の器の持ち方が気になっ

た。一般的には、落としても器が割れないように懐に持ってこなくてはいけない。お

茶がテーマなので、そういった点にも気を配ってほしい。 

 

○  小池徹平さんは悪くなかった。爽やかな感じではあるものの、どこかふてくされて

いる雰囲気だったが、最後に変わっていく様子がよく伝わってきたと思う。武田鉄矢

さんは、博多弁をしゃべらせると、とても自然でうまかった。主人公は何でボランティ

アをやるのかなどの設定や物語の流れについて、説明不足と不自然さを感じたので、

もっと分かりやすくしてほしかった。また、長岡暢陵さんが、主人公に家庭の事情を

話していたが、見ず知らずの若者にそこまで話をすることに違和感があった。星野村

は、過疎などの地域課題がある中で水害が起きてしまい、とても大変だということは

伝わってきたが、もっと星野村の持つ元気な面も伝えてほしかった。伝統を受け継い

で、いろいろな誇りを持って暮らす人たちがいて、復興していくんだという思いなど

が、お茶を通じて伝わってくる構図もあれば、もっとよいものになったと思う。主人

公が福岡に左遷されたと思っている設定になっているようだった。現実には、希望し

て福岡に来ている人もたくさんおり、そうした設定はちょっと古いのではないかと

思った。 
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○  主人公は、ボランティアをやりたくないと冷めていたにもかかわらず、突然、池本

さんに、畑を私に任せてくださいと言って、復活させようとしていた。自分の過去と

照らし合わせて共感したのだろうが、展開が急すぎた。もう少し、主人公の心境の変

化が自然に感じられたらよかったと思う。また、お菓子メーカーの若者がかなり高級

に見える車に乗っていることに違和感を覚えた。ましてや、その車が壊れてしまうの

はわざとらしかった。やはり、もっと古そうな車に乗ってきて、異音がして壊れるほ

うが自然だと思う。主人公は栄転と言われて福岡に転勤したが、同僚に見せたプレゼ

ンテーションの内容を横取りされたことを引きずっていて、男らしくないと感じた。

どうせなら、「半沢直樹」のように、見ている人が発散できるような展開があったら、

印象深い番組になったと思う。ただ、ボランティアについて考えさせられ、とても楽

しく見ることができた。 

 

○  早川さんが、田村さんはふだん何をしているのか、４回も聞いていた。普通は職業

などを聞かないのが礼儀だと思うので、あまりよくないと思った。 

 

○  いろいろな背景の人が、いろいろな思いを持って来ているので、あのようなやり方

しかなかったのかもしれないと思う。また、武井さんが大学の単位のために来たと

言っているのに、早川さんにもっとボランティアの精神を持ってほしいことを言って

いたのは、少し違和感があった。 

 

（ＮＨＫ側）  

地元の皆さんから、お茶は手が出しにくい印象があるが、実は気軽に

飲めるものだということを伝えてほしいという声をいただいた。そのた

め、日常的にお茶があるという形にしたかったので、外でお茶を飲んだ

りもした。多少、飲み方などの作法がぶしつけに見えてしまったことに

ついては、もう少し気遣いができていればよかった。音についての指摘

をいただいたが、玉露は４０度程度で飲むので、どうしてもあのような

音になってしまった。演出することもできるが、実際の音にこだわって

制作した。また、玉露は思った以上に色が薄く、撮影が難しかった。小

池徹平さんは、３年前の土曜ドラマ「鉄の骨」でゼネコン汚職に巻き込

まれるサラリーマンを演じていた。それを見て、柔和な部分と骨太な部

分の両面を演じられる俳優だと思っていた。だから、あえて男らしくな

い、現代風の若者役にも適任ではないかと思い、出演をお願いした。武
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田鉄矢さんは、強烈なキャラクターの持ち主で、日頃から先生みたいな

方なので、ボランティアのリーダー役として、あえて説教くさいところ

を出してほしくて出演をお願いした。最初は、お茶の知識について、台

本にもっと入れていたが、どうしても削らざるを得なかった。削ってし

まった内容は、ドラマの前週の「きん☆すた」で放送して、ドラマをよ

り深く見てもらえるようにした。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２５日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「逆境からの再出発～高齢者

を支える医師たちの挑戦～」（総合 後10:00～10:49）では、岩手県陸前高田市での訪

問医療が、超高齢化社会の医療のモデルケースとなることが紹介され、未来への可能

性を感じさせるよい番組だった。 

 

○  １１月１０日(日)のＮＨＫスペシャル「日本人船長（コマンダー） 宇宙へ～若田

光一の挑戦～」では、若田光一さんの日本初の船長（コマンダー）への挑戦が描かれ、

中でも、危機対応の訓練場面は圧巻で、見応えがあった。 

 

○  １１月１６日(土)のＥＴＶ特集「左手のピアニスト～もうひとつのピアノ・レッス

ン～」では、難病の局所性ジストニアで右手を自在に動かせない智内威雄さんが紹介

されていた。左手のピアニストといえば、舘野泉さんが知られているが、智内さんの

ひと味違う左手だけで演奏• 指導する姿は、障害を持つ人たちに希望を与えるよい番

組だった。 

 

○  １０月４日(金)のドキュメント７２時間「よしもと 正念場の夏合宿」を見た。人

を笑わせることの難しさは、スピーチなどの機会に感じていたことだが、改めて人を

笑わせることを職業にする難しさを感じた。売れる芸人になることは難しく、才能や

努力がかなり必要だと思う。それなのに、なぜ多くの人が芸人になろうとするのか、

もう少し深く掘り下げてもよかったと思う。 

 

○  １１月７日(木)のハートネットＴＶ「ハンセン病 島の記憶をつなぐ」を見た。３

年前に瀬戸内芸術祭に行っていたが、ハンセン病療養所がある香川県の大島が参加し

ていることを、番組を見るまでは知らなかった。大島が参加していることを取り上げ
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たことは、とても意義のあることだと思う。ただ、アートディレクターの話よりも、

芸術祭に参加した島の人たちの気持ちのほうを、その人たちのことばで聞かせてほし

かった。 

 

○  ＢＳ世界のドキュメンタリーで「シリーズ ケネディの悲劇から５０年」を見たが、

就任演説以外でのケネディ大統領の映像は見たのは初めてだった。なぜ、ケネディが

今でも人気があるのかを感じられた一方で、今の日本の政治家には、言葉の力がない

のだと感じた。日本の政治を考えるきっかけにもなるよい番組だったと思う。 

 

○  １１月１４日(水)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 値段の真実「ラベル

の裏側～グローバル企業の生産現場～」（ＢＳ１ 後6:00～6:47）を見て、ブランド品

製造の裏側では、子どもを働かせていたり、長時間労働を強いられていたりする状況

がわかり、このままでよいのだろうかと思った。私もブランドを意識して物作りをし

ており、とても考えさせられる内容だった。 

 

○  「ファミリーヒストリー」をよく見ているが、毎回印象に残るとてもよい番組だと

思う。一人一人の歴史が徹底的に調べあげられている点や、それぞれのドラマがしっ

かり伝わってくる構成力が、すばらしいと思う。「プロフェッショナル 仕事の流儀」

も非常によいが、普通の人の歴史をたどるという視点がとてもよいと思う。また、昔

の人たちが、必死に生きていたという内容を見て、勇気がもらえて元気になれる番組

だと思った。さらに、戦争や差別などの社会的問題についても考えさせられる内容も

あり、とてもよい番組だと思う。 

 

○  １１月３日(日)のＮＨＫスペシャル「至高のバイオリン ストラディヴァリウスの

謎」（総合 後9:00～9:58）を見て、三線（さんしん）について調べるとよいかもしれ

ないと思った。三線にも開鐘と呼ばれる名器があったり、海外に何百年も前にできた

物があったりするので、徹底的に探究する番組もできるのではないか。この番組を見

て、自分でも調べてみたいと思った。 

 

○  １１月１９日(火)の「ニュースウオッチ９」で、松任谷由美さんのインタビューが

あったが、話すよりも前に、会話の内容がスーパーで出てしまい、残念だった。最初

は本人の声で聞きたいので、先に出てしまうくらいなら文字で出してほしくないと思

う。 
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○  １０月２８日(月)の「はっけんラジオ」で、シンガーソングライターの森恵さんを

紹介していた。平成１７年にインディーズデビューした人だが、知らなかった。次々

と新しい人に出会わせてくれることが、ラジオのよさ、メディアのよさだと感じた。 

 

○  ＥＴＶ特集「左手のピアニスト」を見て、智内威雄さんのことを初めて知った。イ

ンターネットを使って、左手だけでの演奏を披露することで、演奏の方法を広く発信

したり、子ども用の曲を左手で演奏できるように編曲したりして、左手だけでの演奏

を広める活動もしているようだった。このようなことを番組で取り上げることで、私

のように初めて知る人がいたり、障害者が次のステップを考える貴重なきっかけに

なったりするので、とても大切なことだと思った。 

 

○  宮崎駿さんがなぜ引退するのかに関心があったので、１１月１８日(月)のプロ

フェッショナル 仕事の流儀「宮崎駿 引退宣言・知られざる物語」は、興味深く見

ることができた。宮崎駿さんの老いとの葛藤がとてもうまく表現されており、分かり

やすくておもしろかった。 

 

○  １１月１４日(水)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ“いじめ”にどう向き

合うか「いじめを語ろう～カナダ ある学校の試み～」は、外国と日本では、いじめ

の状況が違うのかどうか、興味深く見ることができた。いじめの状況は同じだったが、

カナダでの特徴的な対策などを見て、いじめは世界共通の課題で、世界に目を向けて

考えてみることも必要なのだと気づき、とてもよかったと思う。 

 

○  障害者の作品展を紹介するニュースで、「障害のある人の作品」と表現していたの

に、最後だけ、「障害者の作品」と表現しており、配慮に欠けていると感じた。やは

り、「障害者の人たちが作った作品」というように、言い方に気をつけて原稿を作る

べきであると思う。 

 

○  １１月１５日(金)のあさイチ「プレミアムトーク 八千草薫」で、アナウンサーが

「旦那さん」ということばを使ったが、男女共同参画が進む現代にはふさわしくない

のでは。旦那や主人ということばではなく、できるだけ夫と言うように気をつけてほ

しい。 

 

○  １０月２７日(日)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、マコモタケで町おこし
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をした菰野町（三重県）が紹介されていたが、何県のどのあたりなのか分からなかっ

た。何県なのか、何度かスーパーを入れてほしかった。 

 

○  １１月１日(金)の特報フロンティア「障害者虐待～“声なき被害”に迫る～」で、

障害のある人向け施設には空きが少なく順番待ちの状態のため、虐待を受けていても

なかなか転院もできないということが取り上げられていた。高齢化社会が進むことを

考えると、誰もが障害をかかえる可能性があり、今後の施設のあり方がどうあるべき

か、外部の目による監視などのシステム作りをすべきだと思った。障害のある人を中

心に考えた施設が増えるように、今後もさまざまな機会に取り上げてほしいと思う。 

 

○  １１月１９日(火)の「あさイチ」で、ふるさと納税が取り上げられていた。この制

度を知らなかったが、とても魅力的に思え、とてもおもしろい内容だった。 

 

○  「ファミリーヒストリー」は、その人の過去のどの人が欠けても、私はいなかった

のだということを、改めて知るよい番組だと思う。私自身も、この番組の視聴を契機

に自分の先祖を調べたことがある。 

 

○  ９月２９日(日)のにっぽん百名山「大山」で、大山の紅葉を見た知り合いが、ぜひ

行きたいと言っていた。非常にすばらしい映像だったと思う。一方、谷川岳と“ＶＳ”

という伝え方をしていたが、山はそれぞれに特徴や魅力があるものなので、あまり意

味のない紹介のしかただと思った。 

 

○  ＮＨＫは原発に関して、かなり積極的に問題点等を指摘してきているが、特定秘密

保護法案に関して、あまり取り上げていないと感じている。賛否どちらかの立場に立

つ必要はないが、法案の問題点や目的、経緯などを特集する番組があってしかるべき

ではないかと思う。 

 

○  １１月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「成長か、死か～ユニクロ ４０億人市場へ

の賭け～」では、ユニクロが社員に経営者としてのマインドを持たせるために、どの

ような教育をしているのかや、バングラデシュに店舗を展開するため、現地にどう溶

け込めばよいのか試行錯誤していることを、非常に細かく取材していて、大変勉強に

なった。 
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○  ＮＨＫスペシャル「至高のバイオリン ストラディヴァリウスの謎」で、ＣＴを使っ

てストラディヴァリウスの構造を調べ、ほぼ近い音が出るバイオリンが再現できてい

ることが紹介されており、非常に感銘を受ける内容だった。また、ストラディヴァリ

ウスか現代のバイオリンかを専門家が聞き分ける実験があったが、２割から５割しか

当たらないという結果で、現在のバイオリンの技術はかなり発展しているのだと知る

ことができ、大変おもしろい番組だと思った。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年１０月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、ドキュメント７２時間「飛べ！イプシロン」を含め、

放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

後に、１１月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜ドキュメント７２時間「飛べ！イプシロン」 

（９月２７日(金)総合 後11:05～11:30 鹿児島局制作）について＞ 

 

○  打ち上げが延期になったと知っていたので、どう伝えるか関心があった。関係者は

取り上げず、住民や集まった人たちをクローズアップしており、見学者たちの期待感、

達成感、失望感などの感情、人間模様が３日間でよく描かれており、おもしろかった。

延期になったからこそ見られる映像であり、ニュースではなかなか見られないので、

興味深く見られた。ナレーションがのんびりとしていて、 初はドキュメンタリーと

して違和感があったが、逆に見学者たちの様子が効果的に伝わるナレーションだった。

青年が宿泊先で関係者から話を聞き、刺激を受けていたようだった。この番組は関係

者のコメントを全く入れなかったことがよかったと思うが、彼がどういう話を聞いた
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のか、関係者の話も違う番組として見たいと思う。 

 

○  期待している人、あまり期待していない人、いろいろな人間模様、３日間のドラマ

がきちんと描かれていた。駐車許可証の倍率が３０倍で抽せんに外れてしまったが、

東京から訪れたという人を取り上げていたのが、とてもよかった。人々が、さまざま

な思いや憧れ、夢を抱いて来ているというのがよく分かった。カウントダウンが終

わっても動かず、「練習なのか」「待たせるね」という声やその時の見学者の表情が印

象的でとてもよかった。打ち上げは延期になったが、「もう一回来るよ」という声が

あり、みんな心の明るい、よい人たちだと感じ、ほっとした。ただ、番組の中で打ち

上げ場所の地図をスーパーしてほしかった。 

 

○  延期になるとは予期しなかっただけに、編集が大変だったのではないかと思う。夏

休みの 後に、とても楽しみにして駆けつけた子どもたちもいただろうから、子ども

の声も聞いてみたかったし、好意的に帰っていく方が多い中で、そうではない声も聞

きたかった。新聞には、多くの見学者が見上げる様子が横長の写真で紹介されていて

印象的だった。この番組では、画面の真ん中に打ち上がらないイプシロンの様子と、

その周りに、取材の中心人物４人の表情が出ていたが、いろんな期待を持って見上げ

ていた他の見学者の表情など、もう少し幅広い映像で見せる場面もほしかった。ナ

レーションは、一緒に旅している気持ちになり、とてもよかった。ただ、インタビュー

する制作者の声が突然入る場面があり、一緒に眺めている気持ちが一気にさめてしま

い、少し残念だった。「世界ふれあい街歩き」のように、ナレーションを主にして、

制作者の声を小さくするなどの工夫がほしかった。 

 

○  ロケット打ち上げに関して、打ち上げの視点ではなく、町おこしの視点でうまく捉

えられており、大変おもしろかった。ただ、カウントダウンの場面が少ししつこかっ

たと感じた。また、打ち上がらずにみんなががっかりしている雰囲気も、もう少し伝

えてほしかった。番組の 後に打ち上がったことを写真で紹介していたが、これは

ニュース映像でもよかったと思う。少しでもロケットが飛び立つ映像を出してもらえ

れば、ほっと安心した感じで見終わることができたのではないかと思う。いろいろな

人たちがロケット打ち上げに集まるのだということも分かったし、人間模様も伝わっ

てきて、おもしろい番組だったと思う。 

 

○  ７２時間という枠の中で伝えるのは大変だと思うが、全体の雰囲気、空気感がよく
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伝わってきて、非常に好感を持つことができて、 後まで気持ちよく見られた。通常

のインタビューでは一度話を聞いて終わりだが、この番組では、ある程度追いかける

ことでドラマ性やストーリー性が出て、ドキュメントだがドラマチックな内容になり、

よい番組だと思った。また、飛ばないというどんでん返しがあったからこそ、ドキュ

メントとしてはおもしろみが生まれて、ドラマ性のある番組になったと思う。 

 

○  打ち上げる関係者の話かと思っていたら、見学に行った人たちの立場から見たイプ

シロンの発射という番組で、自分も見に行った人の一人になったように感じられ、楽

しく見られた。青年が泊まった宿で関係者と話をし、もっと勉強をしようと思ったと

あったが、話の内容をもっと聞きたかった。打ち上げ延期で見学者の皆さんは本当に

がっかりしただろうが、次もあるしという前向きな雰囲気が伝わり、見ているほうも

前向きになれる番組だった。後日、無事に打ち上がったので、その映像を入れてもら

えたらすっきり終われたと思うが、７２時間というコンセプトがあるならば、今回の

ような紹介でもよいかもしれないと思う。 

 

○  朝、昼、夜のシーン切り替えが効果的で見事だった。飽きてきたころに朝を入れ、

突然、夜になる。そのほかにも、がんに苦しむ人を紹介していたら、突然シーンを変

えて、スーパーでの弁当や総菜の争奪戦、また変わって、キャンピングカーが出てく

る。こうした構成がおもしろく、シーンの変化が見る人を視覚的に楽しませていたと

思う。この番組のキーワードは「まさか」だと思った。まさか失敗するとは、まさか

この人が来るとは、まさかかまぼこの裏にイプシロンが書いてあるとは、といったま

さかの映像が散りばめられており、日常生活の中に潜んでいるおもしろさを感じた。

打ち上げ場所について、名前がテロップで冒頭に出ただけだったので、どこに行って

いるのか分からなかった。地図もなければ、ここがどこなのか誰も言っていなかった。

ここはどこなのかをもう少し示してもらいたかった。 

 

○  私もドキュメンタリー番組に出演した事があるが、台本があったり、言ってほしい

意見を言うまで何度も同じ質問をされたりすることがあった。この番組はそうではな

く、見学者の本当の思いが伝わってきた。民放で打ち上げ延期のニュースを見ていた

ら、子どもが泣いている姿がたくさん放送されていた。これは、みんながっかりして

いるという事を伝えたかったのだと思う。しかし、この番組では見学者の満足した声

が伝わり、見終わったときに今の日本人もよいものだと感じられ、胸が熱くなるよう

なよい番組だった。 
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○  打ち上げが延期になったのに見学者が非常ににこやかで、まあいいさという雰囲気

が出ており、一般のニュース番組や半日単位で作るニュースでは難しい内容だった。

新聞社の我々ももっとトライすべきだと思った。７２時間という枠組みの中で深追い

をしない手法が非常におもしろいと以前から思っていた。がんの高校生にインタ

ビューをしていくと別の深い話が作れるかもしれないが、深追いをしない点描とも言

える手法が非常に効果的でおもしろいと思った。メインは３人だったと思うが、もう

１人か２人増やして横の広がりがもう少しあるとよかったと感じた。いずれにせよ、

日本人の気質や普通の日常、考え方などを見事にあらわしている番組だったので、海

外にぜひ売り込んでもらいたい。 

 

○  この番組を見ていて、イプシロンが打ち上がるとみんな期待していたのに打ち上が

らず、番組の 後に、無事に打ち上がった映像が出てくると思っていたら、それもな

かったので、集まった人たちの不完全燃焼を疑似体験させられ、してやられたと言う

感じを受けた。 

 

（ＮＨＫ側）  

この取材のあと、打ち上がった映像をどう扱うかは、かなり話し合っ

て決めた。この番組は７２時間で撮影を終えるのがルールなので、静止

画にするという決断をした。悩みに悩んで決めた事なので後悔はしてい

ないが、イプシロンが飛んだ映像を見られず、がっかりしてしまった視

聴者が多かったのかもしれないと改めて感じた。取材中、想定していな

い事がたくさん起こったが、一番の予想外は打ち上がらなかった事だっ

た。しかし、このような人たちが、このように集まって、現場の熱気が

このようになることも想定しておらず、それをそのまま伝えられる番組

を作ることができて、とてもよかったと思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月４日(金)の特報フロンティア「玄海原発 揺れる３０キロ圏～原子力防災は

誰が担うのか～」は、３０キロ圏に焦点を絞ったことがよかったと思う。これまで、

自治体に関わる問題はクローズアップされてきたが、３０キロという距離を通して、

視聴者一人一人が自分の問題として原発が必要か否かを考えさせられるきっかけと

なる番組だった。 
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○  １０月４日(金)のドキュメント７２時間「よしもと 正念場の夏合宿」を見た。人

を笑わせることの難しさは、スピーチなどの機会に感じていたことだが、改めて人を

笑わせることを職業にする難しさを感じた。売れる芸人になることは難しく、才能や

努力がかなり必要だと思う。それなのに、なぜ多くの人が芸人になろうとするのか、

もう少し深く掘り下げてもよかったと思う。 

 

○  ９月２２日(日)のＮＨＫスペシャル 神の数式 第２回「宇宙はなぜ生まれたの

か～ 後の難問に挑む天才たち～」（総合 後9:00～9:58）は、とても難しい内容だっ

たが、誰にでも分かるように工夫され、見ているうちに自然と集中して引き込まれて

いった。未知の事象に迫るＮＨＫスペシャルならではの番組だった。 

 

○  １０月２日(水)のＮＨＫスペシャル「東北楽天 被災地に誓った初優勝」（総合 後

10:00～10:49）は、東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手をクローズアップ

する番組かと思って見ていたが、予想に反して、嶋基宏捕手や星野仙一監督など、さ

まざまな人々の関係が取り上げられていておもしろかった。なにより、野球の力が、

被災地へのエールとなっていることが番組を通してよくわかった。 

 

○  ９月２０日(金)の特報フロンティア「検証 原発新基準～問われる九電の安全対

策～」は、原子力規制委員会と九州電力の１８回４０時間を超える会議を調査分析し

た結果を報告する内容で力作だった。原発の安全審査では何を審査し、何の審査がす

んでいないのかなど、全容が分かると、なおよかったと思う。 

 

○  特報フロンティア「検証 原発新基準」で、インターネットに公開された議論を分

析した事は、調査報道に資する内容だったと思う。原子力規制委員会の人が厳しい態

度で臨んでいるように見えたが、以前の原子力安全・保安院の時はどうだったのかな

ど、もう少し言及があるとよかった。また、内容的に２５分ではさすがに短いと感じ

た。もう少し時間に余裕があるとよいと思う。 

 

○  １０月９日(水)のあさイチ「いじめ 誰が子どもを守れるのか」では、いじめを解

決する対策があると答えた先生が２６％しかないと伝えていた。先生のいじめを解決

する能力を高めるためには育成が重要だと思うので、教員養成に主眼を置いた番組も

作ってほしい。 
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○  １０月１１日(金)の特報フロンティア「動き始めた“水俣条約”～水銀汚染と日本

の使命～」を見た。条約に水俣という名前がついている事はうれしいことだが、日本

が水銀の輸出大国であるという事実を、もっと厳しく取り上げてほしい。 

 

○  Ｅテレで「バリバラ」の関連番組として、ラジオ第２の「バリバラＲ」がある。こ

れは、「バリバラ」で放送できなかった内容をディレクターが説明するのだが、「バリ

バラ」で「バリバラＲ」の紹介をもっと積極的にするなど効果的なＰＲをしてほしい。 

 

○  「ファミリーヒストリー」は、かつて日本人がこれだけ頑張っていた事を教えられ

る番組である。民放では、今、世界の未開の地や秘境の地で日本人が頑張っていると

いう番組を放送している。これらを見ると、頑張る日本人を誇りに感じ、これからも

そうであるべきだと感じられた。 

 

○  来月の九州沖縄の番組の冊子には、アジアを取り上げる番組として「博多屋台こ

まっちゃん」が掲載されているが、九州はアジアのゲートウエイであり、さらにアジ

アに関する番組の制作をお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

アジアに関する番組として、今年度「ガチアジア」を立ち上げた。１

回目は有田焼とアジアの関係というテーマで放送したが、年内にあと４、

５本は作る予定である。また、「熱烈発信！福岡ＮＯＷ」でも週に１回は

アジアのコーナーを設けている。 

 

○  情報番組のキャスターについてだが、共感型で親しみが持てる一方で、「はあ」と

か「ええ」などの相づちが少し煩わしさを感じさせることがある。 

 

○  １０月１０日(木)のクローズアップ現代「人生後半こそ輝け！“スーパー高齢者”

の競技会」は、なぜこれを取り上げたのか少し違和感を受けたが、体力維持には中年

時代の過ごし方が一番大事だと分かり、ためになった一方で非常に耳の痛い話だった。

また、目標に年齢は関係なく、元気で頑張るおじいさんやおばあさんたちの姿を見て、

感銘を受けた。こういう内容をどんどん取り上げてもらいたい。 

 

○  １０月７日(月)のアスリートの魂「限界は考えない トライアスロン 古畑俊男」
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では、義足でもマラソンを完走、トライアスロンに挑戦し続ける力強い姿が伝わった。

リオデジャネイロのパラリンピックを目指し限界に挑戦している姿に感銘を受けた。

大人になっても夢を追う姿が非常に印象的で、パラリンピックを目指す人もたくさん

いると思うので、今後もこういう内容をどんどん放送してほしい。 

 

○  前回、障害者差別解消法の番組が分かりにくかったと言ったが、１０月６日(日)

のろうを生きる 難聴を生きる「差別ってなに～ふだんの暮らしで考える～」では、

合理的配慮の具体例が多く紹介されており、非常に分かりやすかった。学校の教材に

も活用できると思う。 

 

○  ９月２１日(土)のＥＴＶ特集「“復興”はしたけれど～神戸・新長田再開発・１９

年目の現実～」を見た。大規模事業は、立派なビルができたなど、作り手の視点で描

かれる事が多い。しかし、管理や運営をしていくほうがはるかに長い。この番組は、

そういった視点が取り上げられていたので、活性化のあり方などを改めて考えさせら

れる内容だった。 

 

○  ９月２９日(日)の新世代が解く！ニッポンのジレンマ「救国の大学論」では、学生

と大学がお互いに成長できる新しい大学のあり方などが議論されていた。日本の大学

の国際的地位を向上させ、人材の流出を防ぐためにも、私たちが若者に何をどう伝え、

どういう場を用意すべきかといった教育のあり方を考える、よい番組だったと思う。 

 

○  ９月１４日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「Ｗ杯予選の も熱い日～セルビアＶ

Ｓクロアチア・サポーターたちの闘い～」では、セルビアで使われているキリル文字

を排斥するクロアチアの市民運動が紹介されていた。相手の文化の否定や破壊は戦争

が起こる前の行動でもある。現代人にみられる文化に無関心である事も、破壊の一種

だと思う。多くの人が関心を抱くように、ＮＨＫには文化に関する話題をもっと取り

上げてほしい。 

 

○  ９月２２日(日)のＮＨＫアーカイブス モノづくり日本 再生への道しるべ 第

３回「独創的研究を産業に結びつけるには」は、とてもおもろしかった。課題がある

から仕事が生まれるということを語っていた。若者は、とかく就職口がないなどと言

う前に、そういう視点で仕事を見つけるバイタリティーを持たなければいけないと、

改めて感じさせられる番組だった。 
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○  「応援ドキュメント 明日はどっちだ」や「歴史秘話ヒストリア」など、多くのド

キュメンタリー番組は、案内役が出てきた後に物語本編に入るという手法をとってお

り、おもしろくもあり、ワンパターンだと気になった。もっとドラマチックな入り方

とかの工夫が必要かもしれない。 

 

○  １０月１４日(月)のにっぽん紀行「青空土俵とカミナリ親父～東京・葛飾～」は、

スタッフがそばにいることを感じさせない、そこに自分自身が当事者でいるような感

覚になれ、子どもの等身大のことばがよく伝わってきて、おもしろかった。また、

後にチームの勝敗をあえて伝えずに終わったことが、見ている人たちの心にひっか

かって、勝ち負けではない別のテーマがあったんだなと考えさせられる手法であり、

とても勉強になった。 

 

○  強力な台風２４号が九州を襲おうとしていた１０月８日(火)、朝７時の「ＮＨＫ

ニュース おはよう日本」のトップはＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）首脳

会合だった。ニュースのインパクトで、人の行動まで変わってくる。人口1,000万人

以上が住む地域を強力な台風を襲おうとしていて、これからどうなるかと固唾をのん

で見守っている時なのだから、トップでしっかりと伝えてほしかった。 

 

○  ９月２５日(水)のクローズアップ現代「広がり続ける“介護移住”」を見て、高齢

者を東京から地震が少なくより安全な場所、住みやすい環境に導いていくということ

が大事だと分かった。より気候がよく快適で安全、生活コストの安い場所に移り住む

ことがよいのではないかと思うようになった。 

 

○  近、テレビからもらった感動や学んだことを、どうやって次の人に伝えようか、

どう活用したらいいのかということを考えている。自分の中でのテレビ、ＮＨＫの作

る番組や情報との向き合い方を、ゆっくり考えていきたいと思う。 

 

○  テレビは、家にいながらにして先生が向こうから来てくれるようなものなので、一

番勉強になると思っている。ＮＨＫの番組にはいろいろ教えられるので、さらにさま

ざまな番組を見て勉強していきたいと思う。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年９月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１９日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成２５年度後半期の国内放送番組の編成」について奥編成局編成主

幹から説明があり、「平成２６年度の番組改定」について意見交換を行った。そして、「平

成２５年度後半期の九州沖縄地方の番組」について石倉編成専任部長から説明があった

後、「ハイブリッドキャスト（放送・通信連携サービス）」について奥編成局編成主幹か

ら説明があった。 

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、１０月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行わ

れ、会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 古野 隆雄 （農家） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（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＞ 

 

○  ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）などについて、詳細がわからないうちに

進んでしまっている感じがするので、わかりやすく取り上げてほしい。 

 

○  今、日本では女性管理職が１１．１％である。平成３２年までに３０％前後にする

という国の数値目標があるが、例えば、９月１日(日)日曜討論で「これからの経済成
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長の中核に女性の活躍を」とあったが、番組の中でこうした視点を伝えていくことが

起爆剤になる気がする。 

 

○  教育関連について、問題点やよい点が個別にクローズアップされがちだが、全体で

考える必要があると思う。断片的でなく、どのように育てたらいいのかというビジョ

ンのようなものを、有識者の意見も交えてＮＨＫに示してほしい。 

 

○  障害者差別解消法の成立について、Ｅテレのいくつかの番組では取り上げられてい

たが、総合テレビでは２番組でしか見なかった。障害者や人権に関する問題は、社会

全体で考えて取り組んでいくことなので、Ｅテレだけではなく、総合テレビでも広く

取り上げてほしい。 

 

○  東京オリンピックが決まった中で、９月１１日(水)のクローズアップ現代「最新報

告 “汚染水クライシス”」で、福島原発の汚染水問題が取り上げられていた。招致

決定には喜ぶべき部分がある一方で、このようなテーマを取り上げるのは、とても大

事だと思うので、今後も取り組んでもらいたい。また、大河ドラマ「軍師官兵衛」が

始まるので、関連する話題をそれぞれの地域で、さまざまな切り口で取り上げてもら

いたい。始まってからと考えているのかもしれないが、そろそろ興味を持ってもらえ

るような番組編成も考えてもらえたら、ご当地としてはうれしく感じる。 

 

○  島言葉を残し、沖縄らしい文化を守るために、県条例によって９月１８日が「しま

くとぅばの日」と定められている。これまでは、琉球独立論などの政治的問題に行き

がちだったが、行政もかなり見直してきており、今年、初めての県民大会が開かれた。

ＮＨＫをはじめラジオやテレビでも、一日中しまくとぅばがあふれていた。恐らくこ

れはブームなのだろうが、今後、大きなうねりを呼ぶだろうと思う。番組での取り上

げられ方にも注視していきたい。 

 

○  ダイバーシティ（多様性）の時代の中、女性や障害者といった、さまざまな立場の

方々の働き方などについて、いろいろな人たちが発展的に考えやすくなるような、番

組や取り組みを期待している。 

 

○  福島から離れて暮らしていると、原発事故による影響への意識が薄れがちだが、日

本にとって極めて重大なことである。これまで積み重ねた知見を持つＮＨＫに、息長
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く、徹底的に取り組んでもらい、どちらかの立場にくみするのではなく、正確な情報

を伝えていただきたい。また、アジアの問題について、日中韓の国民感情や関係性が

大きく変わろうとする中で、日本の明るい未来を考えなければいけない大きな曲がり

角である。ぜひ、その辺について留意しながら、番組を作ってもらいたい。 

 

○  医療に関する情報については、なかなか改善せずに１人でもんもんとしている人も

いると思うので、もっと伝えてもらいたい。私も、「ためしてガッテン」や「あさイ

チ」で取り上げられた金属アレルギーへの対処法を見て、自分の症状も改善された。

また、ブラック企業の違法性や地域の経済についてなど、地方の経営者に役立つ情報

を提供してほしい。東京オリンピックの決定は喜ばしいことだが、８月３１日(土)

のＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震「よみがえる関東大震災～首

都壊滅・９０年目の警告～」（総合 後7:30～8:43）を見て、首都直下型地震の恐ろし

さを知った。今後も、さまざまな視点で報道してほしい。そのほか、地域活性化のた

めに、過疎化で苦しんでいる南九州をもっと取り上げてほしい。い。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１日(日)の「日曜討論」で森まさこ男女共同参画担当大臣が登場し、女性の活

躍について語っていた。今まで女性問題は、総論で賛成だが各論で行き詰まる傾向が

あったが、本腰になっていることが伝わってきた。女性の能力が埋もれている状況を

打破することをもっと真剣に考えるために、ワーク・ライフ・バランスなどを取り上

げる番組を期待したい。 

 

○  ８月１７日(土)のＮＨＫスペシャル「緒方貞子 戦争が終わらない この世界で」

（総合 後9:00～10:29）で、緒方さんの活躍や聖心女子大学学長の「なべの底を洗う

だけの人になるな、とにかく勉強しなさい」ということばを聞き、女性たちの元気に

つながると思った。 

 

○  私も、ＮＨＫスペシャル「緒方貞子 戦争が終わらない この世界で」を見た。難

民として国外脱出もできずして困っているクルド人を救うために奔走し、見事に決断

をしたことが紹介され、本当に大切なことを教えてくれた、よい番組だった。 
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○  ９月５日(木)のプレミアムアーカイブス（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前9:00～10:56）のハイビ

ジョン特集「ベス・チャトー 荒れ地で育（はぐく）む“奇跡の庭”」では、乾燥地

帯での庭作りだけではなく、園芸療法も試み、庭づくりを通した人の癒やされ方も取

り上げられており、見応えがあった。 

 

○  ９月１２日(木)のクローズアップ現代「謎のミツバチ大量死 ＥＵ農薬規制の波

紋」が放送されたが、赤トンボやチョウなども少なくなっているので、いろいろな生

物に焦点を当ててほしい。また、ＥＵはネオニコチノイドを規制することに決めたが、

日本は規制を考えていないようだった。予防原則の観点を踏まえて、この問題を広く

見ていくことが必要だろう。 

 

○  ７月２８日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ深海の巨大生物「謎の海底サメ王

国」（総合 後9:00～9:58）は、メガマウスの臨場感あふれる映像に、体を張って取材

しているカメラマンの心意気を感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震「よみがえる関東大震災」と

９月１日(土)のＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震「南海トラフ 

見え始めた“予兆”」、９月８日(日)のＮＨＫスペシャル 震災ビッグデータ Ｆｉｌ

ｅ．２「復興の壁 未来への鍵」（総合 後9:00～9:58）は、いずれも多くの現場取材

を基盤にした、ＮＨＫならではのすばらしい番組だと思った。今後も、８月２４日（土）

のＮＨＫアーカイブス「ＴＶ６０年 ドキュメンタリーの源流」で紹介された「日本

の素顔」と「空白の１１０秒」のような骨太の番組も期待する 

 

○  ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震「よみがえる関東大震災」で

は、いろいろな映像や内容があり、ＮＨＫの取材能力や、まとめる力を改めて思い知っ

た。関東大震災の時より、人口も建物も増え、高層化がどんどん進んでいる。さらに、

東京オリンピック招致で何百億円という単位をかけた施設ができる。この状況で大地

震が来たら本当に大変だと思う。ＮＨＫは地震に関する内容を多く放送しているが、

世間の防災意識の高まりは、あまりないのではないかと思えてならない。これだけの

情報、これだけの番組は、何度も放送すると同時に、本としてまとめてほしい。防災

意識を高めることにもつながると思う。 

 

○  ８月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「僕はなぜ止められなかったのか？～いじめ自
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殺・元同級生の告白～」は、和解をした双方の姿をクローズアップして終わったが、

遺族には教育現場への許せない怒りや思いは残らなかったのだろうか。そこには一切

触れず、いささか結論が見えるようなつくりだった。これで本当にいいのか、やや疑

問が残った。 

 

○  私もＮＨＫスペシャル「僕はなぜ止められなかったのか？」を見たが、教育現場の

問題があまり出ず、出演した元同級生の重荷が少し減らせたのかなという印象で終

わってしまった。ただ、元同級生の出演は、ＮＨＫにしかできなかったことだと感じ

た。 

 

○  「夏休み子ども科学電話相談」は、子どもの素朴な疑問や視点を楽しめるだけでな

く、子どもにどう分かりやすく説明すればよいのかを学ぶことができ、とてもよい番

組だと思う。夏以外にも放送してほしい。 

 

○  ７月２２日(日)のプロフェッショナル 仕事の流儀「“肝心（ちむぐくる）”が心の

旅を生む バスガイド・崎原真弓」で、崎原さんは、沖縄戦の事実を伝えるだけでは

なく、体験者になりきって、その気持ちも伝えることで、真の語り部となっていた。

気持ちを伝えるということの重要性を捉えた番組の視点は、すばらしかった。 

 

○  ８月１日(木)の東北発☆未来塾「前を向くチカラ オトタケ教室開講 震災が突き

つけた現実とは？」から４回分、乙武洋匡さんが取り上げられていた。障害があるた

めに、がれきの片づけはできないが、自分のできることを通じて、心を伝えられると

いうことを感じさせられた。 

 

○  障害者差別解消法を取り上げた９月９日(月)、９月１０日(火)の「ハートネットＴ

Ｖ」は、具体的な説明が少なく、この法律の意味、目的が少し伝わらなかったように

感じた。継続してシリーズで取り上げてもらいたい。 

 

○  ８月３日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「宮崎駿×半藤一利～

いま“昭和”に向き合う意味」で、映画を通して、宮崎駿さんが描きたかった人や物、

時代などがさまざまな切り口で語られており、彼の映画を見たいと思わされた。ただ、

最後に、お互いにすごい人などと感想を言いあっていたのは、蛇足ではないか。 
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○  ８月３日(土)のＥＴＶ特集「人を動かす絵 田中泯 画家ベーコンを踊る」のよう

に、一般にはあまり知られていない人物をクローズアップしてくれることはうれしい。

展覧会に合わせ、ベーコンの絵とともに前衛舞踏を見られる番組をつくっていただき、

大変よかった。 

 

○  ９月１８日(水)の特集ドキュメンタリー「市川染五郎 奈落からの挑戦」（ＢＳﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:59）では、市川染五郎の思いが全く伝わってこなかった。彼自身

が、なかなか心を開けないとは言っていたが、そこをディレクターにこじあけてもら

いたかった。 

 

○  ９月１２日(木) の東北発☆未来塾「まちづくりのチカラ 西郷流 町並みづくり

の極意」では、町の再開発事業に子どもたちが取り組んでいた。地震の被害を受けた

子どもたちが津波のことを思いつつ、次世代の町の姿を考えており、深い感銘を受け

た。 

 

○  ９月１６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「アフリカの大地、志で駆ける 

医師・国際ＮＧＯ代表・川原尚行」を見た。川原さんの活動については、募金活動の

サポートなどを通じて、ある程度知ってはいたが、実際の映像でスーダンでの取り組

みの様子を見ることができ、想像以上に過酷な条件での取り組みだと分かって、とて

も勉強になった。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「アフリカの大地、志で駆ける」は、人の役に立

ちたいという信念に従い、スーダンで活動している医師の話であるが、圧倒されるよ

うな行動力である。５０度を超えるような過酷な環境の中で、貧しい村を訪れて診療

を続けるのは、よほどの意志の強さがないとできないと思われる。取材も念入りに取

り組まれていて、厳しい村の生活やエネルギッシュで温かい川原さんの人物像が伝

わってきた。スーダンでは、文化は違ってもおもてなしの意識が大変高いということ

で、親近感を感じさせられる。川原さんと村人たちお互いが助け合い、尊敬しあって

生きている姿がいきいきと伝わってくる番組だった。 

 

○  ７月１０日(水)ＴＯＭＯＲＲＯＷ「亡き人の魂とともに～マリー・ムツキ・モケッ

ト／作家～」では、震災で精神的に傷ついた人々がクローズアップされていることが

印象的で、箱物の復興以上に、人々の回復には時間がかかるかもしれないと痛切に感
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じた。人のつながりを徹底的に直していくことにも通じるような、癒やしの文学につ

ながる可能性を感じる番組だった。より広く世界に発するためにも、外国人を使い、

多言語で残していくことに意味があると思う。 

 

○  また、平日午後０時台「ニュース」と「連続テレビ小説」の間の時間に放送する番

組については、昔の落ちついた、のんびりした感じのほうがよかったと思う。 

 

○  ８月２７日(火)の地方発 ドキュメンタリー「バブルの遺産と生きていく～新潟・

巨大リゾートマンションの行方～」では、揺れ動く地方の一つの姿が浮き彫りになっ

ていたが、首都直下型地震に備えて、こうした越後湯沢周辺に住居を移すことも考え

てよいのではないかと感じた。 

 

○  ９月１日(日)のうまいッ！「ふっくらジューシー！絶品グルクン～沖縄・伊良部

島～」で取り上げられた伊良部の魚「グルクン」の漁は、漁師が海中に潜って行うも

ので、水中カメラも入り興味深い映像になっていた。いったん海中に潜り魚群を目で

確かめて、素早く海中で網を仕掛ける技はかなり難しいようだが、仲間と息の合った

絶妙なチームプレーの様子が伝わってきた。この漁は、アギャー漁と言うそうだが、

水揚げはここ３０年の間に１０分の１に減少してきていると言われている。跡継ぎが

いないためたずさわっている人は７０歳以上が多く、８０歳も現役と紹介されている。

「グルクン」は全国的に知られていないようだが、県民にとっては愛着のある魚のよ

うである。特にから揚げは絶品のようで、また、かまぼこも相当おいしいらしい。沖

縄産品として注目されそうである。 

 

○  ９月６日(金)の特報フロンティア「アジア物流革命～“超スピード化”が経済を変

える～」は、注文した翌日にアジア各国に貨物が届く時代になり、時間短縮がいかに

大きな価値づくりにつながるのかよくわかる番組であった。仕組みが実現できたこと

がすばらしいことであり、また、地方が拠点となっていることも喜ばしいことである。

徳島で収穫した梨を香港の家庭まで届ける様子が取材されていたが、現場の様子を実

感できるような映像であり理解しやすかった。このような変革ができたことによって、

今後もこれまでなかったような仕組みが連鎖的に生まれてくるような予感がする。 

 

○  ９月１０日(火)のひるブラ「“時めぐり”歴史ロマン街道～熊本県山鹿（やまが）

市～」で、山鹿市の灯籠まつりは毎年ニュースなどで取り上げられているが、灯籠作
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りが紹介されたのは興味深かった。一見重いイメージの灯籠だが、紙とのりで作られ

ていて重さが１００グラムと非常に軽いそうで驚きである。また、八千代座の紹介な

どもあり、短い時間の中でスピード感のある中身の濃い充実した内容だった。東京の

スタジオゲストのジョークで、現地リポーターの話がたびたび中断させられており、

リポーターが十分話せるようにしたほうがスムーズに進行できそうな気がする。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年７月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１８日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、特報フロンティア「遺伝子検査とどう向き合うか～

アンジェリーナ・ジョリーが問いかけたもの～」を含め、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、８月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長  藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     鈴田 滋人 （染織作家・重要無形文化財保持者） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

 平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 古野 隆雄 （農家） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜特報フロンティア 

「遺伝子検査とどう向き合うか～アンジェリーナ・ジョリーが問いかけたもの～」 

（６月２１日(金)総合 後7:30～7:55 福岡局・鹿児島局制作）について＞ 

 

○  この番組を九州沖縄向けに制作した理由は何なのか。例えば、乳がんの発症率が九

州では高いなど九州に関わる特別な理由があると、番組の意義が変わるのではないか

と思った。また、乳がんという病気がどのように発症し、どういう治療法があるのか

という具体的な説明が必要だと思う。さらに、遺伝子検査は乳がん以外にも行えるな

かで、なぜ乳がんについて取り上げたのか疑問が残った。 
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○  乳房を予防切除するリスクが語られていなかったし、番組後半では筋強直性ジスト

ロフィーの遺伝子検査についても取り上げていて、どちらももう少し詳しく知りたい

部分が残った。予防切除は多くの女性にとって関心の高い話題であるのに、その問題

を考える上での答えやヒントが見つかりにくい印象を受けた。今回は、予防切除に

絞った番組にしたほうがよかったのではないかと思う。 

 

○  今、知りたいと思うことを取り上げていてよかったし、実際に降りかかってくる問

題を考える機会になった。遺伝子検査のメリットとデメリットがよくわかったが、家

族にとってのデメリットの面が強く印象に残ったので、遺伝子検査発展の妨げとなら

ないか心配した。ただ、遺伝子カウンセラーなどの取り組みが理解できたことはよ

かった。乳がんは女性として関心が高い。遺伝子により発症するがんと後天的に発症

するものとで、どのような違いがあるのか知りたかった。先日、「ＮＨＫスペシャル」

で遺伝子によるがんの治療について放送していたので、そうしたことも含めた番組に

してほしかった。 

 

○  番組を見終わって、遺伝子検査への恐怖が残った。もっと遺伝子検査以外にも幅広

く情報を伝えてほしかった。乳がんは後天的な要因でも発症するのか、そうであるな

らその割合はどれほどなのか知りたかったし、早期発見早期治療による完治率なども

知りたかった。何かしら不安を差し引くような情報も放送してほしい。また、遺伝子

情報の漏えいに対し、どれほどガードができるのかも心配になった。遺伝子検査に

よってあらゆる病気のリスクが突きつけられるようになるなら、そうした倫理基準も

早急に組み立てなければならないと思う。さらに、自己決定の訓練という内容があっ

たが、家族の問題などもあり、なかなか自分一人では決定できないところがあると思

う。そこでカウンセリングの体制をしっかり作り、人生の見通しが明るくなる手伝い

ができるようにすべきだと感じた。 

 

○  いま、遺伝子構造が解明され、遺伝性の病気も発見され、検査技術が開発される段

階にあると思う。その結果、高い確率で病気を発症することを伝えられるようになっ

たが、それは新しい問題を突きつけていると思う。つまり、「死」といやおうなしに

向き合わせるということだ。何年後、何十年後の自分の運命が分かることは、これま

でに一度も経験がない事態で、これは宗教や哲学といった広い立場もふまえて考えな

ければならない問題だ。今までは分からなかったことが分かるようになり、さらに、

病気になることが分かっても、治療法が確立されているわけでもない。非常に深い問
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題だと思うので、今回は個人の事象を紹介していたが、もっと広い視点でこの問題を

取り上げてほしい。 

 

○  最後の北海道医療大学学長の新川詔夫さんの話がわかりやすかった。遺伝子カウン

セラーの重要性と今後の方向性がよく分かった。ただ、話のなかで注意点やデメリッ

トがいくつかでてきたので、そのあたりをもっと掘り下げてほしかった。また、さま

ざまな番組に言えることだが、病気や重度の障害がある人を放送するときに、ほとん

どの場合顔を隠していると思う。顔を隠すと悪いことであるようなイメージで捉えて

しまう。そうではなくて、顔を出して、みんなで理解しようという方向に持って行っ

てほしい。 

 

○  乳がんに不安を持っている女性や、乳がんの治療を行っている病院など、さまざま

な事例が紹介されていたが、その関係性がわかりにくく、たくさんの情報が交錯して

いて今ひとつ理解できないところがあった。一つ一つの事例をもっと掘り下げて伝え

てほしかった。また、スタジオの解説部分でも、問題点を一とおり説明してから解決

策を話すなど、もっと内容を整理して話を進めた方がよかったのではないかと思った。

遺伝子に関わる研究は、最前線の治療として関心が高まっているが、受け入れ研究機

関の体制や、医師や認定カウンセラーの養成などが急務であり、安易に情報に踊らさ

れないようにする啓発番組も期待したい。 

 

○  かつてがんは不治の病として非常に危機感があったが、いまは不治の病という認識

はない。遺伝子検査も同様で、遺伝子検査の結果は絶対だと信じる傾向にあると感じ

る。今後、遺伝子検査の検証が進むと、反証されることもあるのではないか。ひとつ

の警告として、こういう番組はあってもいいが、見せ方によっては重たいものを感じ

させることになると思う。番組では、いくつかの事例が紹介されていたが、親子、家

族の中で亀裂が走ったという話や、自分の存在が否定されたと感じたなど、非常に不

安を持つ内容になっていた。また、鹿児島の相良病院の予防切除の話題で、予防切除

に関する倫理委員会が紹介されていたが、ただ紹介されただけだったので、もっと倫

理委員会で検討された内容も知りたかった。ただ、東京女子医科大学のカウンセリン

グの紹介があり、不安感をフォローしていてよかった。できれば、もっとさまざまな

角度から検証し、心配することはないという結論に持っていってほしかった。今後、

よりクローズアップされる問題だと思うので、世界にも目を向けて、最先端の治療を

紹介してほしい。 
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○  出生前診断が報道されているなか、遺伝子領域の研究に関心が高まっている。人の

運命を変えるという非常に大きな問題だが、一方でまだ完全に運命を変えられるわけ

ではなく、運命を受け入れざるを得ない部分もある。そこで、心のケアが必要になる

ということで、ケアの方法や、心のあり方、家族の役割などに焦点を当てて番組にし

たのだろうと感じた。そうであるならば、もっと図解や関連した映像を使い、わかり

やすく印象に残るようにすべきだったと思う。遺伝子の問題は非常に大きなテーマで

あり、今後積み上げて行かなければならないものなので、取材を継続してほしい。 

 

○  アンジェリーナ・ジョリーさんが乳房を切除して乳がんのリスクを下げたことは非

常に話題性があるが、その報道の結果多くの人が短絡的に予防切除をするという流れ

になるのではないかと危惧した。乳がんの治療は進んでおり、たとえ発症したとして

も乳房を切らずに完治できるような先進的な技術が開発されつつある。こうした乳が

ん治療についても別の機会で取り上げて、情報を広めてほしい。心のケアやカウンセ

リングなど問題提起としてはすばらしい番組だったが、さまざまな解決策についても

引き続き取材してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

乳がんや命に関わる問題について、２５分の番組で伝える難しさを感

じた。取材現場でいろいろな情報を集めてくると、たくさんのことを伝

えたくなるが、テレビは１度見て理解してもらわなければならないメ

ディアであることを再認識した。いかにわかりやすく、大切な問題を伝

えられるかを考えていきたい。この問題についても、引き続き取材をし

ながらさまざまな情報を伝えていく。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  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～」(総合 

後9:00～9:58)は、富士山の美しさの背景に、天と地を巡り命をつなぐ水の存在があ

ることを伝えており、富士山が世界文化遺産に登録された直後でもあって、とても興

味深く見た。ただ、上滑りで聞き取りづらいナレーションが気になった。アナウンサー

にも言えることだが、声帯をきちんと鳴らし、伝わるナレーションの訓練を心がけて

ほしい。 
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○  ７月９日(火)のクローズアップ現代「一歩前へ踏み出そう～シェリル・サンドバー

グさんのメッセージ～」は、女性がリーダーを目指すよう呼びかけるサンドバーグさ

んを紹介しており、そのための社会や制度作りが必要だと伝えていた。そうであれば、

キャスターからＮＨＫの体制についても語ってほしかった。 

 

○  クローズアップ現代「一歩前へ踏み出そう～シェリル・サンドバーグさんのメッ

セージ～」は、家庭責任を果たす男性を増やすという提言があったが、とてもいいこ

とだと思った。こうした素地、背景を作り出すために、学校教育での人権学習、男性

も女性も互いに認め合うこと、そして夫婦の関係性を探ることが大切だと思った。 

 

○  ７月８日(月)の「ＮＨＫニュース」は、技能五輪国際大会で日本が、金、銀、銅そ

れぞれメダルを獲得したことを伝えていた。このうち、金メダリスト２人については

名前と技能の種目、インタビューまで紹介されていたが、そのほかの競技の情報がな

かったので気になった。より丁寧な情報提供をお願いしたい。 

 

○  ７月１０日(水)に再放送された、東北発☆未来塾「農業のチカラ 敏腕農家に学ぶ 

儲（もう）かる農業とは？」は、絶えず新しい工夫を入れて、変化し続けることが生

き残ることになると紹介していた。これは、持続可能な開発のための教育（Education 

for Sustainable Development）につながると思った。さまざまな分野のＥＳＤ運動

について紹介してほしい。 

 

○  「子ども」の表記を「こども」へ改めてほしい。子という漢字は男性を指しており、

祝日法でも「こども」と表記することになっている。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＮＨＫは放送用語委員会という組織があり、そこで放送表記は決めて

おり、現在「子ども」という表記になっている。ご意見は承った。 

 

○  ６月１４日(金)に放送された、北九州×クロス「馬を信じて 頂点へ ～最多勝騎

手 浜中俊～」(総合 後7:32～7:57  北九州単)は、浜中さんにすがすがしさを感じ

た。ぜひ全国に向けて放送してほしい。 

 

○  ７月１１日(木)に放送された、仕事ハッケン伝「村上健志×市役所職員」は、村上



6 

さんが地図を片手にロケ地を回ったり、ロケの支援やエキストラの世話をしたりと、

奮闘する姿がとてもよかった。また、北九州フィルムコミッションで働く市の職員の

郷土愛が伝わり、心が温かくなった。ただ、地元の人間ではない村上さんがロケ地を

探す場面は少し無理があったのではないか。 

 

○  仕事ハッケン伝「村上健志×市役所職員」は、市の職員の変わった仕事に驚いた。

村上さんを通じ裏方の目線から、映画制作の大変さを知ることができて非常によかっ

た。 

 

○  ７月１７日(水)の「ニュースブリッジ北九州」(総合 後6:20～6:58.55 北九州単)

では、炎天下のさなか、記者が黒いスーツにネクタイを締めて事件を伝えていた。季

節感や気温を考えてはどうかと思う。 

 

○  「トンイ」は、韓国で放送されたものより１０分短くなっている。本来の放送時間

で本来のよさのまま放送できないだろうか。 

 

○  ６月６日(木)から４週にわたって「東北発☆未来塾」で看護師の石井美恵子さんを

取り上げていた。石井さんが自分の体験をふまえて命の大切さを述べていたのが印象

的だった。また、「孤独死」の問題にも焦点を当てていて、仮設大橋団地自治体のメ

ンズクラブを紹介していた。閉じこもりがちな高齢の男性に交流の場を与えるという

ことで、非常に関心を持った。震災にかかわらず、さまざまな場面で応用できる取り

組みだと感じた。 

 

○  「きょうの料理」の栗原はるみさんが子どものために作るお弁当を紹介するコー

ナーがすばらしい。料理の作り方だけでなく、庭で食事をするなど暮らしの中に食が

あると捉えていることに好感が持てる。今後は、食の分野で活躍する地域の人もこの

番組で取り上げてほしい。 

 

○  ７月１５日(月)に再放送された、目撃！日本列島「“かもめ”は故郷を見続ける～

空から記録する被災地～」(総合 後1:05～1:28)は、空からしか見られない被災地の

様子を伝えていた。屋根の上に花の絵が描かれていたり、亡くなった子どもの名前が

書かれていたりしていて、人の心を捉えた良い番組だった。渡辺篤史さんのナレー

ションも非常に穏やかで良かった。 
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○  「明日へ－支えあおう－」など、震災後、長期間被災地と向き合っていることに共

感が持てる。同様に、沖縄の基地問題も長く取材、報道を続けて記録を残してほしい

と思う。 

 

○  ７月１０日(水)の歴史秘話ヒストリア「発掘！真田幸村の激闘～最新研究から探る 

大坂の陣～」は、真田幸村の心意気と、戦場での知恵の両面がわかり、歴史のおもし

ろさを感じた。 

 

○  ７月１０日(水)のクローズアップ現代「自分の足で歩きたい～ヒマラヤに倒れた女

性登山家～」は、河野千鶴子さんの思いが大変よく伝わってきた。ただ、河野さんが

直面した問題を今の自分の問題として感じている方を、ゲストに起用してほしかった。 

 

○  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、植物写真家の埴沙萠さんが撮る写真を時間と手間をかけて放送していた。夏休み

の植物観察を見たような印象で、埴さんのつぶやきと中嶋朋子さんのナレーションが

かみ合っていて引き込まれた。ただ、埴さんが現在どのような活動をしているかにつ

いて、もう少し紹介してほしかった。 

 

○  ７月８日(月)の「ニュースウオッチ９」で、ウナギの密漁を伝えていたが、密漁を

どうやって防ぐのか、ウナギの値段が高騰していく仕組みをどのように変えるのかに

ついても知りたかった。また、密漁の現場に行くときの、視聴者をあおるようなナレー

ションが気になった。 

 

○  ７月５日(金)に放送された、九州沖縄特集「えん旅！南こうせつ 日田市をゆく」

(総合 後8:00～8:43 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、南こうせつさんと九州北部豪雨で被害を受

けた方々との交流を描いていて、ドキュメンタリーで復興を伝えるのとは違った良さ

があった。被害を受けた人たちも安らぐような番組だったと思う。 

 

○  ７月１３日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「小山薫堂×佐藤可

士和～もったいない男 整理する男」は非常に優秀な２人の対談で、考え方が違って

も、話をしていくなかで化学反応が起こるような番組だった。テレビは映像で見せる

世界だと思うが、こうした人の思いから生まれることばに非常に魅力を感じた。 
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○  「参議院比例代表選出議員選挙 政見放送」は、昔からのまったく動きがないもの

とは異なる見せ方を検討してほしい。プレゼンテーションのしかたで各政党が何を

思っているかの伝わり方も変わると思う。 

 

○  「政見放送」は、公職選挙法に定められたもので、ＮＨＫには直接の責任はない。

しかしながら、メディアとして、よりよい世の中を作る、よりよい政治を作るために

各政党の政策を紹介するものであり、何十年も同じスタイルで放送しているのは確か

に陳腐化していると思う。これは、新聞にも言える部分があり、いま大きな転換点に

きていると思う。今の政治が引き継いでいるスタイルと、有権者がなじんでいるスタ

イルには非常に大きな隔たりがあり、それが政治不信にもつながっているのではない

かと感じる。 

 

○  「政見放送」はテレビではなく、新しいメディア、あるいは政見放送だけを担当す

るメディアで放送すればいいのではないかと思う。 

 

○  ６月２３日(日)のＮＨＫスペシャル選「大海原の決闘！クジラ対シャチ」は、克明

に自然界と向き合って映像を撮り、さらに科学的に新しい部分も伝えた、すばらしい

番組だった。 

 

○  ７月１４日(日)に放送された、ＢＳ１スペシャル「６７年目の慰霊～北朝鮮に眠る

日本人の遺骨～」(総合 前1:50～2:39)は、父の死を乗り越えようとする姿が印象的

だった。 

 

○  ７月１６日(火)に放送された、地方発 ドキュメンタリー「二度生まれ 姜尚中 

息子への道」(総合 前1:10～1:53)は、自殺した息子に向き合おうとする姜さんが大

変興味深かった。どちらも、アジアに関心のある人間として、おもしろく見たが、深

夜帯の放送だったのが残念だった。 

 

○  番組を広く知らしめるために、ワンセグ放送やインターネットを利用して、視聴者

へどんどん番組の宣伝が届くようにすべきだと思う。 

 

○  ７月１５日(月)に再放送された、ハートネットＴＶ ＮＨＫハート展「“書物”に」

は、ことばを発せない、あるいは自由な行動ができない人の心の世界の豊かさに驚い
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た。不安神経症の駿河富子さんがさまざまな葛藤を詩に込めており、感動した。こう

した障害のある人の心の世界を多くの人が共有すると、より豊かな世の中になるので

はないかと感じた。 

 

○  ７月７日(日)のＮＨＫスペシャル「あなたは未来をどこまで知りたいですか～運命

の遺伝子～」は、遺伝子の解析と、治療の技術開発がどこまで進んでいるのかを科学

的に説明した良い番組だった。将来、これまでのように偶然に任せて子どもを産むの

か、徹底的に解析して、健康な才能あふれる子どもを産むのかという選択に直面する

だろうということで、大変考えさせられた。 

 

○  ６月２７日(木)のＢＳ世界のドキュメンタリー・選 中国社会は今「盗まれる子ど

もたち」(ＢＳ１ 後6:00～6:49)は、中国では毎年２万人の子どもが盗まれていると

いうことに驚いた。中国の現状を知ることができ、大変興味深い番組だった。 

 

○  ７月１３日(土)に再放送された、ドキュメンタリーＷＡＶＥ「アメリカとベトナム

のはざまで～躍進する越僑ビジネス～」は、ベトナム戦争で国を追われた人々が、い

まベトナムの活力のために貢献している様子を克明に描いていて、大変頼もしい映像

だった。 

 

○  仕事ハッケン伝「村上健志×市役所職員」は、北九州フィルムコミッションのモッ

トーは「根性のない奴には栄光はない」ということで、公務員の仕事のイメージとは

全く違う熱いものが感じられ、番組の展開に期待が持てた。映画撮影を誘致して地域

のイメージを変え、誇りを取り戻したいと願う行政と担当者、そしてボランティアの

人たちが一体となっている様子がしっかり伝わってきて、エールを送りたくなるすが

すがしさを感じた。地域の活性を行うことに、いかに覚悟を持って取り組むことが大

切かを教えてもらった。 

 

○  ７月８日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「突きつめたものにこそ、魅力は

宿る 模型会社社長・宮脇修一」は、紹介された模型会社社長の思い入れの深さに敬

服させられた。効率を追求して金儲けをするのではなく、「まずはとことん追求した

ものを作ってお客を感動させたい」とのことばには、多くの人を共感させる力強い魅

力があった。まさに、一番好きなことを仕事にできる幸せを感じさせられる番組で

あった。 
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○  「見んと！長崎」(総合 後6:20～6:58.55 長崎単)は、地元のニュースがわかりや

すく取材されていて役立っている。季節を話題にした内容も多く、日々の季節の変化

を感じさせられて親近感が湧く。驚くようなニュースはあまりないが、丁寧に取材を

されていて好感が持てる。ただ、インタビューなどが長いと感じることが多い。話の

要点を絞ってもう少しテンポのいい場面展開をしてほしい。また、地域の街づくりの

動向や景気のマーケット動向など消費生活に関連した情報も、曜日別のコーナーのな

かに設けたらいいのではないかと思う。さらに、地域で自慢できるような生産や製造

活動を取り上げて、地域を元気づけてもらいたい。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年６月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２０日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、目撃！日本列島「嗚呼（ああ）！！崖っぷち応援団」

を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、７月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長  下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

委 員     鈴田 滋人 （染織作家・重要無形文化財保持者） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜目撃！日本列島「嗚呼（ああ）！！崖っぷち応援団」 

（４月２０日(土)総合 前11:30～11:53 熊本局制作）について＞ 

 

○  番組の構成やナレーションから若々しさを感じた。いわゆる「バンカラ」の熱い魂

を伝える雰囲気が番組を通して感じられた。しかし、スポーツ指導で体罰が問題に

なっているなか、「バンカラ」の精神を素直に受け入れられないところがあった。応

援団の団員減少とも関わりがあるのではないだろうかと考えさせられた。 

 

○  なぜ済々黌高校の第六十代団長の野﨑啓生さんを中心に番組を作ったのかが最初

はわからなかった。前団長の山田剛史さんやナレーションの竹内力さんが重たい語り

をするなかで、特に番組の前半では野﨑さんのキャラクターが浮いているように感じ

た。ただ、番組後半に応援団の先輩に自分の気持ちを伝えたあとは、野﨑さんが変わっ
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たのがよくわかり、非常によかった。最後には、6,000人の声援を背負って、必死に

応援している姿に感動を覚えた。また、済々黌の応援団の演舞の型をもっと見たかっ

た。伝統ある演舞の良さがあまり語られず、残念だった。部員が減少したという流れ

のなかで、こうした伝統について考えたり、演舞そのものの美しさにもっと焦点を当

てたりしても、おもしろかったのではないかと感じた。 

 

○  小中学校の応援団では女性が入り、団長になることも普通になっている。済々黌で

は女性が団長を務められないのかが気になった。野﨑さんより井戸川桃花さんの方が

先に入部しているのに、なぜ彼女が団長になれなかったのかが知りたかった。さらに、

野﨑さんが入ったときの彼女の日記に「超複雑」と書いてあったが、それはどのよう

な気持ちだったのかも、より掘り下げてほしかった。男性社会と思われる応援団で、

女性が頑張っていることにもっと焦点を当ててほしいと思った。 

 

○  担当している授業と関連させて、この番組を学生に見せたところ、大変好評だった。

応援団のような厳しい規律があり、自己犠牲を要求するものは、あたかも今の社会に

はそぐわないと思われがちであるが、一方で、若者たちが憧れを抱く世界の一部では

ないかと感じた。ただ、放送をリアルタイムで見た学生がほとんどいなかったのが残

念だった。世代別の番組表を配布するなど、ターゲットを明確にして番組をＰＲし、

視聴者に届くようにしてはどうかと思う。ただ、放送をリアルタイムで見た学生がほ

とんどいなかったのが残念だった。世代別の番組表を配布するなど、ターゲットを明

確にして番組をＰＲし、視聴者に届くようにしてはどうかと思う。 

 

○  応援団長とは思えないような頼りない野﨑さんと、規律に従順で硬派な指導を期待

する井戸川さんのギャップがほほえましく、ほのぼのとした感じで楽しんで見た。た

だ、野﨑さんを周りの人がどのように見ているのか、他者の意見が聞きたかった。ク

ラスメートが野﨑さんをどう思っているのか、２人になった応援団をどのような存在

だと思っているのかなど知りたかった。また、野﨑さんが応援団に入ったいきさつも

よくわからなかった。さらに、前団長の山田さんの指導は、体罰が問題視される現在

では決して望ましい指導ではなく、応援団の伝統を受け継ぎながらも、今の社会にそ

ぐわない所を学校はどう思っているのかも知りたいと思った。 

 

○  ナレーションの竹内力さんの声のトーンや表現が番組を盛り上げていたと感じた。

また、音楽もよかったし、自転車で移動するシーンを下から撮影するなど、番組をお
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もしろく見せるためにさまざまな工夫をしていたと思う。体が柔軟で演舞がうまい井

戸川さんに対して、団長の野﨑さんは体が硬すぎて全然うまくいかない。そうしたと

ころが、コメディーを見ているようで、青春映画としてはおもしろいと感じた。ただ、

メッセージ性はあまり感じなかった。 

 

○  野﨑さんより井戸川さんを深く取材したほうがおもしろい番組になったのではな

いかと感じた。番組全体を通して、もっとこの人のことばを聞きたいと思うところが

多かった。野﨑さんのことばも少なかったのが残念だった。もう少し主人公の内面に

入った取材をしたり、彼らが応援する意味のようなものを伝えたりすれば、非常にお

もしろく、考えされられる番組になったと思う。また、野﨑さんが応援団の先輩たち

と話し合ったところが、野﨑さんにとってターニングポイントとなったのならば、

もっと話し合いの詳細を伝えてほしかった。さらに、甲子園のアルプススタンドで野

﨑さんが6,000人を率いたという応援は、全体像がわかる映像を見たかった。 

 

○  自分が持っていた応援団のイメージとかけ離れた２人の物語だったので、応援団そ

のものの変遷を紹介してもらいたかった。済々黌の卒業生も番組を見ると思うので、

済々黌の応援団の移り変わりも伝えてほしかった。全体として、舞台が熊本県だとわ

かる場面が少なかったのは残念だった。また、アルプススタンドの応援の様子をもっ

と長く見たかったし、野﨑さんや井戸川さんが応援団を率いている姿を詳しく描いて

ほしかった。バンカラ応援団は貴重な存在になっており、今後の番組にも期待したい。 

 

○  かつては応援団は人気があったものの、今ではあまり憧れの部活ではないのかなと

感じた。この時代に応援団というものを、若い人がどのように捉えているのかを聞き

たかった。井戸川さんはクラシックバレエをやっていて、応援団の演舞に憧れて入部

したということだったが、入部を決めたときの彼女の思いも知りたかった。 

 

○  団員が２人だという応援団を、それでも続けていこうとするモチベーションはどこ

からくるのか終始考えさせられた。伝統を引き継ぐためか、心と体を鍛えるためか、

自分との闘いか、さまざまな思いを巡らせた。思いのすべてを語ることは応援団の精

神に反するようにも思える。黙して語らないことでそれが守られているようにも思っ

た。ひたむきに応援団の活動に打ち込む団長に１人だけの団員が従う姿は、時代を超

えた世界が存在しているかのようであり感動させられた。 
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○  この番組は一度見ていたが、再度見直してみると、随分印象が変わった。今回の方

が団長の野﨑さんの思いが強く伝わり、一瞬の甲子園での応援をサポートする友人た

ちや先輩の姿が目に留まり、清々しさを感じた。初めて見たときは、題名の「崖っぷ

ち」のイメージが強すぎて、野﨑さんの経験不足と後輩の井戸川さんの対比もそれを

さらに増幅させ、大丈夫だろうかという思いが強くなりすぎていた。さらに、それが

歴史のある応援団の終えんの始まりを見ているようなネガティブな考えへとつな

がってしまった。今回見直してみると、団長の経験不足も後輩との実力の違いも分

かっているため、重苦しい思いにとらわれず、友人たちが屋上で応援の練習している

姿や応援団の先輩たちがサポートする姿が素直に伝わってきた。いい番組だと思った

が、初回から今の思いで見られるように、後半部分の友人や先輩たちとの関わりにも

う少し重きを置いた方がよいのではないかと思う。 

 

○  この番組は熊本の歴史ある県立高校で、１人の生徒が部員２人の応援団長として、

伝統を自覚し、頑張り、成長していく姿を描いた、爽やかでよい番組だった。時代が

変わり、状況が変わっても、本質的には変わらないものが脈々と受け継がれているこ

とに、なぜか深い安心感を抱いた。この番組を見て、今までと少し違った目で現代の

高校生を見ることができる気がする。 

 

（ＮＨＫ側）  

女性の応援団員に関して、１０年ほど前に初めて女性が入り、その後

女性の団長も誕生している。今は、済々黌に限らず、応援団は男性の世

界ではなく、女性もいて当たり前という感覚があるので、あえて女性応

援団の歴史をたどるようなことはしなかった。世代によって応援団の見

方は違うと思う。それを「バンカラ」というくくりで見せた結果のご意

見だったと思う。いまの高校生は昔と違った目線で「バンカラ」の精神

を捉えている。ただ、代々引き継がれてきたもの、いいものは守ろうと

いう根底の部分は変わっていないのではないかと感じている。貴重なご

意見に感謝する。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１８日(土)に放送された、「沖縄熱中倶楽部－５月号－」は、沖縄の民謡界で

有名な登川誠仁さんの人柄や、戦後を歌とともに生きた人生が語られていて、とても
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懐かしく思った。 

 

○  ５月１８日(土)に再放送された、ＥＴＶ特集「プレゼンが世界を変える～ＴＥＤ 

人の心を動かす技～」は、スウェーデン出身の公衆衛生学の教授、ハンス・ロスリン

グさんが人口問題を統計で語るという、ともすると興味を持ちづらい話題をおもしろ

く話していたのが印象的だった。非常に参考になったので、こうした番組をもっと放

送してほしい。 

 

○  ５月２０日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「革新への情熱、未（いま）だ

衰えず 起業家・坂本孝」は、福岡市の中洲の店を再建する内容もあり、興味深く見

た。坂本さんから、プロフェッショナルとは仲間を大切にすることではないかと教え

られた。 

 

○  ５月２１日(火)のプレミアムシネマ「しゃべれども しゃべれども」(ＢＳプレミ

アム 後9:00～10:50.30)は、３人の個性的な生徒を通して、落語家が人間として成長

する姿が、ほのぼのとして心に残る映画だった。 

 

○  ５月２４日(金)に放送された、あさイチ「プレミアムトーク 宮藤官九郎」は、宮

藤官九郎さんの人となりがよくわかった。こういう人がさまざまな発想で、おもしろ

い脚本を書いているのだなと、楽しみながら見た。 

 

○  ５月２６日(日)に放送された、古典芸能への招待「歌舞伎座 新開場～こけら落と

し四月大歌舞伎から～」は、五月大歌舞伎を実際に見た後だったこともあり、テレビ

のもつすばらしさを改めて感じた。大事な場面はアップになるし、映像も高画質で

はっきりみえるし、音声もクリアで解説までついている。実際に歌舞伎座で見ないと

わからないことはもちろんあるが、テレビの映像だけで十分満足して、歌舞伎座に足

を運ばない人が増えるのではないかと危惧した。 

 

○  ５月２７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「いのちの色で、糸を紡ぐ 染

織家・志村ふくみ」は、番組最後の「プロフェッショナルとは、」への答えが歯切れ

が悪く感じられ、番組から志村先生のすばらしさがあまり伝わってこなかった。植物

染料でいい色を出すには大変な努力が必要だが、それを「プロフェッショナル」と表

現すると、かえって安易に伝わるのではないかと感じた。さらに、６月１７日(月)
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の「山谷を支える、医療の真心 内科医・本田徹」も、医療より、むしろ本田先生の

患者との関わりや、その人となりがクローズアップされた感があり、枠を広げてみれ

ばプロフェッショナルかもしれないが、本田先生の魅力を伝えるのにふさわしかった

のか疑問も残った。いずれも内容は感動させられるものではあったが、番組で取り上

げる「プロフェッショナル」の捉え方が多少変わってきている印象があり、今後、取

り上げる題材についてはさらに検討を重ねてほしい。 

 

○  ６月１日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「“黒船”再来～急増する外資ファン

ド～」は、掘り下げた取材ができていて感心した。アメリカの日本への新しい投資の

流れを具体的に説明していて、非常に勉強になった。 

 

○  ６月３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「惚（ほ）れた仕事は、愛し抜け 

包装管理士・岡崎義和」は、どんな仕事でも自分がこれぞと思った仕事をやり続ける

ことで、成果が必ず出るということを感じ、非常に参考になった。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「惚（ほ）れた仕事は、愛し抜け 包装管理士・

岡崎義和」は、段ボールを上手に利用することで、大幅に包装コストを下げ、かつ製

品を安全に保護する独創的なアイデアと安易に妥協しない点が実にすばらしかった。

段ボールの包装の奥深さを初めて知ったし、骨太な内容で元気をもらった。 

 

○  ６月７日(金)に放送された、特報フロンティア「混迷 諫早湾～開門期限まで あ

と半年～」(総合 後7:30～7:55 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、諫早湾の問題について、三重県

の事例も紹介しながら市民を巻き込んだ議論の必要性を伝えていた。こうした放送を

繰り返すことで、市民の意識が高まり、対話の場が設けられればいいと思う。そのた

めにも、この問題を深く掘り下げ、さまざまな考え方を放送し続けてほしい。 

 

○  ６月８日(土) に放送された、目撃！日本列島「おいでよ！ ボクらの世界へ」は、

子どもたちに虫の世界を見せてあげたいと思う昆虫写真家の栗林慧さんの気持ちが

伝わってきた。昆虫が生き生きと生息できる環境が地元の長崎県平戸市にあることを

知り、安心するような豊かな気持ちになった。昆虫たちを映した鮮やかな映像も印象

に残った。ただ、もっと平戸市周辺のすばらしい風景を伝えてほしかった。 

 

○  ６月１１日(火)のクローズアップ現代「“ぱみゅぱみゅ”“じぇじぇじぇ” ～“オ
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ノマトペ”大増殖の謎～」は、オノマトペということばを初めて聞いた。短く、直感

的に使えて、使用頻度は年々高まっているなど、関心を持って視聴した。 

 

○  ６月１１日(火)に放送された、「応援ドキュメント 明日はどっちだ」は、アイス

スレッジホッケーの児玉直さんの生い立ちや、アイススレッジホッケーに懸ける思い

に感銘を受けた。彼が本気で取り組む姿を見て、障害を持っている人が自分もやって

みたいという意識が高まったのではないか。チャレンジする精神が伝わったいい番組

だった。 

 

○  ６月１１日(火)に放送された、先人たちの底力 知恵泉（ちえいず） 天下無敵の

交渉術「幕末の外交官・アメリカと対峙（じ）する 岩瀬忠震（なり）の交渉術」は、

日米修好通商条約を結んだ、岩瀬忠震の功績が今になってたたえられているというこ

とで、非常におもしろかった。 

 

○  ６月１１日(火)の「ニュースブリッジ北九州」(総合 後6:20～6:58.55 北九州単)

で、北九州地区の高校のラクビー部から選手を選抜し混成チームを作り、地区のラク

ビーの強化と活性化を目指すというニュースを伝えていた。門司の高校のラクビー部

キャプテンのインタビューと、混成チームのメンバーインタビューがあったが、選手

の出身高校の紹介、もしくはテロップがあればと強く思った。ラクビー部がある北九

州内の高校を知る人が少ないなかで、広く知らせるチャンスだったのに残念だった。 

 

○  ６月１２日(水)に放送された、吉田拓郎ＹＯＫＯＳＯ「髙橋真梨子」 (ＢＳプレミ

アム 後10:00～10:59)は、吉田拓郎さんがインタビューをするからこそ、ここまで

突っ込んだ話が聞けたのではないかと思った。次回があるならば、ぜひ見たいと思う。 

 

○  ６月１３日(木)のコズミック フロント～発見！驚異の大宇宙～「ロシア隕石落下

の全貌」は、映像のすばらしさが宇宙への興味をさらに広げてくれた。若い人たちに

も見てもらいたいと思った。 

 

○  ６月１４日(金)のドキュメント７２時間「ファミレス人生劇場」は、ファミレスは

ある意味で昔の銭湯のように、さまざまな人が集まってくる場所だと思った。今の社

会の一断面を切り取った、非常におもしろい番組だった。 
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○  ６月１４日(金)に放送された、特報フロンティア「保育士が足りない～福岡市 待

機児童ゼロへの課題～」(総合 後7:32～7:57 福岡単)は、保育士が足りない現状を

知って驚いた。保育士は専門職として扱われていないところに待遇が改善しない原因

があるのではないか。紹介された横浜市の事例のように、待遇を改善する工夫をして

ほしい。 

 

○  ６月１４日(金)に放送された、きん☆すた「私の特別な一日 ａ ｓｐｅｃｉａｌ 

ｄａｙ」(総合 後8:00～8:43 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、１つのテーマについて、１５分程

度でうまく編集されていて、それぞれが訴えるものが伝わってきた。要点が押さえて

あり、場面展開も円滑でストレスなく見ることができた。すべて高齢の方が主人公

だったが、高齢者の生き方を励ますような意図も感じられる番組だった。 

 

○  ６月１６日(日)に放送された、明日へ－支えあおう－復興サポート「子どもの声を 

みんなで聞こう～岩手・大船渡市赤崎町～」は、子どもたちが自分たちの未来を考え

ており、大人が子どもを見守りながら、引き出してあげることの重要さを教える、非

常に良い番組だった。 

 

○  ６月１６日(日)に放送された、のんびりゆったり 路線バスの旅「湧水と新緑に誘

われて～長崎 島原半島～」は、俳優の松田悟志さんを地域の方が気さくに受け入れ

ており、島原半島の土地柄が伝わってきた。コミュニティーバスが走る道筋が鮮やか

な新緑に囲まれていて、郷愁を誘う魅力あふれる映像だった。できれば、朝日や夕日

の風景、さらに料理や土産品をもっと見たいと思った。 

 

○  ６月１７日(月)に放送された、あさイチ「もめない！遺産相続」は、昨今の問題を

浮き彫りにしていた。この問題については、さらに掘り下げて取り組んでほしい。 

 

○  ６月１９日(水)に放送された、ためしてガッテン「これぞスーパー日本茶 格安美

味！幸せ１２００倍」で紹介された古いお茶の活用法を実際に試してみたが、大変お

いしかった。この時期に合った、爽やかで元気の出る番組だった。 

 

○  民放のニュース番組で、オスプレイが日米合意に反して夜１０時以降も連日飛行し

ている実態をカメラでとらえたものがあった。こうした報道についてはＮＨＫにも期

待したい。 
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○  「クローズアップ現代」が深夜に再放送されるようになり、番組を見やすくなった。

印象に残った内容がいくつもあり、とても良い番組だが、この番組が訴えたことがど

のように社会に伝わり、社会を変えたかを検証してほしい。 

 

○  「ドラマ１０ 第二楽章」は、国際的なバイオリニストが主役ということだったが、

ことばの使い方やバイオリンを弾くシーンなど、もっと実態に沿った演出をしてほし

かった。 

 

○  「偽装質屋」に関する一連のニュースについて、当初の報道はもの足りなく感じる

ところがあった。しかし、その後も粘り強く取材を続けた結果、司法当局も動いたと

いうことで、調査報道の成果を残した例だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年５月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１６日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、８人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成２４年度九州沖縄地方向け地域放送番組の種別ごとの放送時間」

について、報告があった。次いで、事前に視聴した、ガチアジア「世界への挑戦が有田

焼を作った」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、６月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長  下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

委 員     竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜ガチアジア「世界への挑戦が有田焼を作った」 

（４月２５日(木)総合 後10:00～10:43 福岡局・佐賀局制作）について＞ 

 

○  静かに淡々と番組が進行していくなかで、日本人らしさや日本人の心意気が感じら

れ、すがすがしい気持ちになった。日本の陶磁器はブルーがあこがれの色だったこと

や、赤絵の技術を開発したいきさつなどがとても興味深かった。また、水パイプも赤

色が映えていて、デザインとしても美しいと思った。「セラミックロード」というこ

とばは初めて聞いたので新鮮だったし、ナビゲーターの中越典子さんも番組に彩りを

添えていたと思う。水パイプの制作ということで、どうしてもたばこを吸うシーンが

多く、禁煙の傾向が強いなか、多少気になった。 

 

○  水パイプはソフトで柔らかいという話は伝えられていたが、健康的にどうなのかと
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いうことが気になった。石澤典夫さんと中越典子さんのナレーションがとてもよかっ

た。声の質もよいし、一つ一つのことばが短くて印象的だった。「世界を納得させた

職人の心意気」などコンパクトによくまとまったことばが随所に出てきて、番組全体

が締まっていた。全体的に映像が美しく、場面の展開もよかった。特にドバイの収集

家が調度品を並べた風景は見事だった。メキシコで見つかった陶片が有田焼の絵柄と

ぴたりと重なったことは驚いた。ただ、伊万里焼について言及されていなかったので、

有田焼と伊万里焼の違いについても知りたかった。陶磁器のデザインは著作権が発生

するのかも気になった。また、職人の辻諭さんがどのような経緯で水パイプを作品に

しようと思い至ったのかももう少し詳しく知りたかった。 

 

○  薩摩焼は朝鮮出兵の際に連れてこられた職人たちに起源がある。有田焼はどのよう

な人たちが作りあげていったのかが知りたかった。有田ポーセリンパークが紹介され

ていたが、ぜひ行ってみたいと思った。また、金襴手は有田焼だけではなく薩摩焼も

美しいと思う。薩摩焼を取り上げた番組も制作してほしい。 

 

○  佐賀県有田町には有田焼の釜跡が点在している。これらを管理するだけでも、相当

な歴史遺産になるのではないかと思う。有田焼は高度経済成長期に内需拡大の波に

乗って、安価な食器を生産し産業を発展させた。しかし、海外から安価な食器が入っ

てきて、社会のあり方が変わっていくにつれて、その生産システムが機能しなくなっ

た。一方で、名品を作り続けている窯元は、相応なニーズがあり伝統を守っている。

こうした苦しい状況のなか、ドバイへ企業進出する状況が非常によくわかり、勉強に

なった。また、有田焼の苦境を打破する取り組みを、水パイプに絞ったのはわかりや

すかった。ただ、大陸から技術が渡ってきた有田焼の歴史をもう少し盛り込んだほう

が、より有田焼の理解につながったと思う。また、ビジネスの内容だったので、採算

の部分できちんと成り立つのか、有田焼を救うことができるのかを示してほしかった。 

 

○  「ガチアジア」というタイトルに、堅いとか、重たいといったイメージを持ったが、

内容は非常に親しみやすくてよかった。かつて有田焼が世界に認められていった過程

を改めて知ることができた。東インド会社のプロデュース力には大変驚かされた。た

だ、有田焼ではなく朝鮮の陶磁器をヨーロッパに輸出することはなかったのか、有田

焼が海外で親しまれた理由にもう少し踏み込んでほしかった。有田焼の売り上げが最

盛期の７分の１まで落ち込んでいることに驚いたが、そのなかで挑戦している姿に元

気づけられた。ただ、行政機関などからの支援があるのか気になった。 
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○  「ガチアジア」という、若者の興味も引きやすいタイトルが非常によかった。ただ、

水パイプが唐突に登場したような印象を受けた。高額な水パイプを制作しようと考え

たのはなぜなのか、なぜドバイだったのかという点をもう少し掘り下げるべきだった

と思う。また、有田焼の苦境を伝えていたが、これは有田焼に限ったことなのか、業

界全体に言えることなのかも知りたかった。さらに、ドバイへは窯元社長の蒲地和博

さんが商談へ行っていたが、蒲地さんの役割がよくわからなかった。有田焼の商取引

のメカニズムを伝えてほしかった。 

 

○  有田焼の世界進出の歴史と現代の職人の奮闘を組み合わせながら伝えていたが、最

後の水パイプをドバイへ売りに行くシーンがやや間延びした印象を受けた。また、有

田焼の売り上げが最盛期の７分の１まで落ち込んだ理由が気になったし、磁器の原料

を開発した歴史も知りたいと思った。ドバイで水パイプを富裕層に試してもらってい

たが、一般的な水パイプとの違いが知りたかったので、一般の方にも試してほしかっ

た。有田焼の陶片がメキシコで見つかるなど、流通の歴史が非常に興味深かったので、

別の機会により詳しく紹介してほしい。 

 

○  有田焼の歴史や流通が大変よく理解できた。ただ、苦しい状況のなか模索する有田

焼の現状をもっと伝えてほしかった。ドバイへ水パイプを売り込む以外にもさまざま

な取り組みをしているのではないか。社会状況が変化し、日用品として有田焼が使わ

れなくなるなか、たまたま富裕層が多いドバイをターゲットに商品を開発したのだと

思う。時代とともにターゲットは変わるかもしれない。しかし、脈々と受け継いでき

た職人の技術があって、デザインがあれば、どこの国でも受け入れられるのではない

かと感じた。ぜひ今後、有田焼がどうなるのか取材を続けてほしい。 

 

○  「ガチアジア」というタイトルに意気込みを感じた。低迷が続く有田焼の現在と歴

史を検証し、未来の可能性を探る番組で、地方を応援するＮＨＫの役割を感じるもの

だった。番組の前半で、有田焼の歴史を考古学者の野上建紀さんの調査から紹介した

ことが、水パイプの開発と商談の場面とうまく連動していたように感じた。試作を重

ねてできた水パイプがドバイの富裕層に受け入れられたときの蒲地さんの安どし喜

ぶ姿がとても印象的だった。有田焼の窯元が集まり商品開発のプロジェクトチームが

できて、水パイプに集約する様子はわかりやすかった。ただ、最後の商談の行方と、

プロジェクトチームの今後の展開を知りたいと思った。 
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○  有田焼がヨーロッパまで流通し、各地で職人の技が認められていたことに驚かされ

た。現地取材を交えながら歴史を解説する演出は興味深く見ることができた。ただ、

一般的に有田焼は「伊万里」「古伊万里」の名称が知られていると思うが、これらが

一度も使われなかったことに疑問を感じた。水パイプを売り込む有田焼の挑戦も興味

深かったが、たばこの煙を気持ちよく吹かすシーンが多かったのは少し抵抗があった。

さらに、クレイトップの改良の話題だけでなく、赤絵技法など繊細な日本の技術も見

せてほしかった。 

 

○  有田焼の歴史の調査と新しい有田焼の開発という２つの流れで構成されていたが、

それらが調和していて大変よかった。メキシコで見つかった陶片と同じ柄のものが

フィリピンで見つかり、有田焼伝来の新たなルートがわかった話は、謎解きの楽しみ

を十分に味わえた。かつて世界に流通していた有田焼が、再び世界に打って出る若手

陶芸家の活動は、サクセスストーリーを見るようでおもしろかった。有田焼売り込み

のターゲットをドバイに絞り、喫煙具に特化した取り組みが非常にわかりやすかった

し、ぜひ成功してほしいと感じた。秋には顧客からの要望を取り入れた製品ができる

ということで、引き続き取材をしてほしい。 

 

○  有田焼の歴史と現状がよくわかった。有田焼が早くからグローバル化していたこと

に驚いた。そして今、若い職人が挑戦している姿に物作りの原点を感じて熱くなった。

ただ、売り上げが最盛期の７分の１となった有田焼の現状と原因をより明確に提示し

たほうが、有田焼の伝統と現代のつながりがわかりやすくなったと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

大変貴重なご意見に感謝する。もう少し詳しく知りたいという意見を

多くの方からいただいたので、今後はより情報性を高めていきたいと思

う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  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」

は、最期をみとる家族の葛藤や戸惑いが印象的だったが、みとられる側が事前に、自

分の最期の在り方を他者に伝えておく必要性を痛感した。今後の生きた方を考えさせ

られる番組だった。 
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○  ４月２４日(水)に放送された、くらし☆解説「実家のたたみ方教えます」は、身近

な話題でとても見応えのある番組だった。 

 

○  ４月３０日(火)に放送された、ひるブラ「女子力磨く“南国かわいいエリア”～沖

縄県浦添市～」は、沖縄県と言えば自然風景や米軍基地などの映像が多いように思う

が、今回は女性向けおしゃれスポットの紹介で、沖縄県の新たな一面を見ることがで

き楽しめた。紹介された場所の一つ一つに個性があり、癒やしの雰囲気があって、い

い気分にさせられる番組だった。 

 

○  ５月１日(火)に放送された、島耕作のアジア立志伝 第１話「“風険投資”で中国

に挑む～タニン・チャラワノン～」(総合 後10:00～11:13)は、華僑経営者のタニン・

チャラワノンさんがアジアの土地に根ざした循環型の小規模養鶏に代わって、「密飼

い」の近代養鶏をアジアに広めたということで、実におもしろい成功物語だった。ア

ジアに進出することがどういう事かということを学んだ。 

 

○  ５月５日(日)に放送された、長崎人（じげもん）「旅立ちの春 島の男になる」(総

合 前7:45～8:10 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、教育改革が叫ばれるなか、親や先輩の姿を見て

子どもたちがみずから学ぶ姿を描いていた。このような子どもの成長過程を取り上げ

ることも教育には必要だと思った。 

 

○  ５月５日(日)のＮＨＫスペシャル「新生 歌舞伎座 檜（ひのき）舞台にかける男

たち」は、裏方、とくに音響や照明にかける「受け継ぎ守る」職人の技が光り、これ

ぞ日本人の技として興味深く見た。 

 

○  ５月６日(月)に再放送された、ＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲

のシナリオ 第１回「岐路に立つ“日の丸家電”」(総合 前1:35～2:48)は、ソニーの

平井一夫社長の話がおもしろく、とても参考になった。日本はブランディングやマー

ケティングが下手で、すばらしい技術があり、いい物を作れば売れるという考えに安

住してしまっていると感じた。逆に、マーケットに合った商品を作るという企業戦略

の転換が功を奏している印象うけ、非常に勉強になった。 

 

○  ５月６日(月)のホリデーインタビュー「美容家・ＩＫＫＯ」(総合 前6:30～6:53)

は、ふるさとを考えるよい番組だった。今後ともこうした番組を制作してほしい。 
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○  ５月６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「桜よ、永遠に美しく咲け～樹木

医・小林勝～」は、弘前公園の桜の管理は妥協せず、一生懸命に作業を続けるという

気概がなければ、日本一の桜は決して咲かないという小林医師の信念が伝わった。遠

い土地ではあるが、一度弘前公園の桜を見てみたいと思った。 

 

○  ５月９日(木)のクローズアップ現代「風疹大流行～遅れる感染症対策～」で、日本

は感染症について世界的に見ると、感染症輸出国とされていることに驚いた。アメリ

カは戦略的にワクチン接種に取り組み、副作用のリスクと感染症が流行した際の社会

的リスクを議論して国の方針を決めていた。こうした諸外国の感染症対策を紹介して、

日本でも正しく議論できる道筋を作ってほしい。 

 

○  ５月９日(木) の「ゆうどきネットワーク」の「三陸鉄道の旅」コーナーは、クウェー

ト大使に三陸自慢のホタテ弁当を食べてもらう努力がユーモアにあふれていて大変

よかった。また、「ベジプロス」の紹介では、ふだん捨ててしまう野菜の皮やへただ

けを煮込んで作るだしが、おいしいだけでなく抗酸化力が強く丈夫な体になるという

ことで驚いた。ただ、野菜の皮の部分を使うので、無農薬野菜を利用したほうがよい

のではないかと思った。 

 

○  ５月１０日(金)のドキュメント７２時間「工場閉鎖の街で」は、最盛期にはおよそ

4,000人が働いた工場が閉鎖されるということだが、従業員は不安を抱えながらも感

謝のことばを口にしていた。流れていく時間とともに、静かに見えてくるものがある

と感じ、一味も二味も違ったドキュメント番組だった。 

 

○  ５月１０日(金)に放送された、特報フロンティア「追跡“金属スクラップ火災”」(総

合 後7:30～7:55 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、金属スクラップ火災の原因を伝えていた。電化

製品が分解や分別をせずに捨てられていることが問題のようだが、国内ですべての製

品を分解、分別するのは費用の面からも難しそうだ。消費者が料金を支払いリサイク

ルすることが望ましいが、回収業者による無料引き取りの仕組みがあるならば、その

仕組みを利用する人が多いのではないかと感じた。また、日本のスクラップ金属が中

国で需要がある限り、この問題は継続するのではないかと思った。 

 

○  ５月１２日(日)に放送された、こころの時代 シリーズ 私にとっての３．１１「奪

われた野にも春は来るか」は、世界が東日本大震災をどう捉えたかを韓国人写真家
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チョン・ジュハ（鄭周河）さんの写真展を通して伝えていた。チョン・ジュハさんは

東日本大震災を日本だけの特殊な事例ではなく、基本的なものとして捉えようと提案

していた。こうした日本人以外の人々の意見を、今後とも紹介してほしい。 

 

○  ５月１３日(月)に放送された、あさイチ「知っておきたい！中高年の再婚」は、さ

まざまな事例が紹介されており、高齢化社会では重要な問題だと思った。 

 

○  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運航再

開～」は、事故のあったボーイング７８７が、原因は解明できなかったものの安全装

置を万全にしたので、来月から飛行を始めるということだった。これでは、なかなか

一般の人の理解を得られないのではないかと思ったし、不安を感じた。引き続き取材

してほしい。 

 

○  ５月１３日(月)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、脳卒中からのリハビリについてさまざまな事例を

紹介していた。特に、残っている脳の力を引き出すという攻めのリハビリが大変勉強

になった。 

 

○  ５月１３日(月)に放送された、あしたをつかめ～しごともくらしも～「カスタマー

エンジニア」は、コピー機などのメンテナンスをするカスタマーエンジニアが大変な

仕事だとわかり、どのような仕事も携わってみなければわからないことがあると感じ

た。一人前の社員を目指し悪戦苦闘する姿にエールを送りたくなる番組だった。 

 

○  ５月１４日(火)の「時論公論」は、ロシアが日本との関係を強化する動きがあると

いうことで、経済界も注視しているところであり、参考になった。 

 

○  ５月１５日(水)の「ニュースウオッチ９」は、沖縄県の本土復帰の日ということで、

沖縄県独特のことばが広辞苑に取り上げられているという内容の放送をしており、丁

寧な取材でよかった。 

 

○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」は、同じニュースを何回も繰り返し放送してい

る。もう少しさまざまな情報や話題を伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ＮＨＫニュースおはよう日本」については、朝は慌ただしく、時間
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帯によって視聴者層が入れ代わることが多いという考えのもと、同じ

ニュースでも繰り返し伝えている。 

 

○  「おきなわＨＯＴｅｙｅ」(総合 後 6:10～6:58.55 沖縄県域)は、地域に根ざした

放送局の心意気を感じる。地元を紹介する「あんな旅こんな旅」や、海外で活躍する

沖縄県出身者が各地の様子を伝える「うちなんちゅうワールドリポート」といった

コーナーがあり、今後とも期待している。 

 

○  ニュースで富士山の世界遺産登録をイコモスがユネスコへ勧告という報道がされ

たが、「勧告」という表現は行政指導のイメージが強く、わかりにくいと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年４月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１８日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、特報フロンティア スペシャル「調査報告 国境の

島で何が起きているのか」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、５月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

   

（出席委員） 

 

委 員 長  南  慧昭  （南陽山 勝光寺 住職） 

副委員長  下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

委 員     鈴田 滋人 （染織作家・重要無形文化財保持者） 

 竹井 成美 （宮崎大学教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事） 

 西大八重子 （フィニシングスクール西大学院学院長） 

 原田  緑 （（株）七尾製菓 代表取締役社長） 

     平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

 松原 孝俊 （九州大学教授 韓国研究センター長） 

 

（主な発言） 

 

＜特報フロンティア スペシャル「調査報告 国境の島で何が起きているのか」 

（２月６日(水)総合 後10:00～10:48 福岡局・長崎局制作）について＞ 

 

○  国境の問題を身近なものとして取り上げており、関心を持って視聴した。排他的経

済水域で各国のせめぎ合いがあることは知っていたが、現場の様子を見ることで実感

が持てた。高齢化と人口減少で疲弊した土地に、中国資本が押し寄せてくる問題は、

地域では対応できないと思う。こうした地方の問題を中央に提起することは、ＮＨＫ

の大きな役割だと感じる。さらに意識を高めていく必要があると思うので、継続して

取材してほしい。また、観光などによる経済効果も紹介しており、問題点だけでなく、

メリットも紹介していてよかった。 
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○  体を張った丹念な取材がなされ、国境の島を取り巻く現状を知ることができた。さ

まざまな対外関係の現状を打破するには、いわゆる「外交ルート」だけでなく、この

ような国境を守る島の活性化が不可欠であり、投資や開発の必要性があることを認識

した。可能であれば、国境離島振興専門委員会など、今後のヒントになり得る取り組

みは、図解するなどしてもう少しわかりやすく伝えてほしかった。 

 

○  沖縄県の人間として、他人事とは思えなかった。長崎県以外の国境離島の現状も紹

介してほしかった。また、こうした国境の問題について、中国でどのように報道され

ているのか知りたいと思った。国境離島振興専門委員会についても、もう少し詳しく

知りたかった。離島は国際交流の玄関口だという思いがあったが、国境について改め

て考えるきっかけになった。 

 

○  初めて知ったことが多く驚いた。１万3,000人あまりの海上保安庁の人員では、国

境の海は守れないのではないかと感じた。また、日中共同水域で日本の漁船が締め出

されていることから、日本の漁業の衰退を実感し、恐怖を感じた。こうしたことは、

これからも現状報告を続けてほしい。中国の投資会社の木材伐採については、五島市

だけで対応するのではなく、長崎県に支援を求めるべきなのではないか。在留資格の

問題も取り締まれないのかと思った。長崎県や取り締まる機関の話も聞きたいと思っ

た。また、文化の違う中国との商取引には難しい面があることがわかった。これらは、

私たちの異文化への理解不足にもよると思うので、その大切さをもっと伝えてほし

かった。国境離島振興専門委員会に期待したいと思った。こうした機関には国の支援

が必要だと思う。その点にもう少し踏み込んだ取材をしてほしかった。 

 

○  大分県の由布院では海外の資本参入を許さないために、講習会を開くなどして地域

住民の意識を変える取り組みを行った。国境離島でもこうした由布院の取り組みは参

考になるのではないかと思った。ほかにも、日本には手本となる事例が各地にあるの

ではないかと思う。国境の問題が起こる背景が報道されていて、勉強になった。ただ、

解決の方向性についても、より詳しく示してほしかった。また、離島に住み続けるこ

とができるように、国や県、自治体が補助金を出すなど支援することはできないのか

と思った。外交問題に発展する前に、こういうところに投資すべきではないか。 

 

○  この１０年の中国の変化が船の写真で示されていたが、それだけでは中国の近代化

を表現できていないのではないかと思った。日本はあまりにも中国のことを知らなす
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ぎると感じている。この番組が報じた問題も、地方自治体ではなく、国の問題として

対応すべきだと思う。そういう問題提起もしてほしかった。また、中国の漁船が日本

近海を漁場にするのは、魚の安全面を重視してのことではないかと思う。たしかに、

漁船が近代化し漁獲量もあがったが、食の安全の意識が高まっていることも影響があ

るのではないか。そうしたこともぜひ調べてほしい。 

 

○  国境離島の現状を伝えて、視聴者に考えてもらいたいという制作意図は十分わかる。

しかし、中国や韓国を批判し愛国心を喚起する番組であると、予期しない見方をする

人がいるかもしれないので、そうしたことにも十分な配慮が必要だと感じた。離島の

振興という問題提起があったが、その対処策をもっとはっきり提示すべきだったので

はないか。国境離島だからこそ、日中韓の共同ルールが必要ではないか。そうして、

中国や韓国と友好関係を築くことが、国境離島に利益をもたらすと思う。 

 

○  東京では、国境の問題が過熱気味に捉えられており、国境に近い九州に住んでいる

と違和感がある。対馬などは、立地条件から日本の観光客はあまり望めないので、中

国や韓国の観光客を頼りにするのは必然だと思う。対馬に韓国人が訪れたために、地

域が荒らされたという話もあまり聞かない。現地の内情を知らずに、国境が危ないと

いう一面だけを報道するのは、非常に危険だと思う。今回の番組も、国境離島に問題

があることは納得できるものの、ひとつの側面に終始せずほかの視点もフォローして

ほしいと思った。ＮＨＫの地域局には、地域の人々と思いを共有した番組作りを期待

している。 

 

○  中国はかつての日本がたどってきた道を進んでいる印象を持った。いずれは中国と

も相互理解のもと、共通の価値観を持って接するようになると感じた。また、中国人

が魚を食べるようになった背景には、日系の企業進出の影響もあると思う。一時的に

さまざまな摩擦が生じているが、次第に収束するのではないだろうか。今後、少子高

齢化が進み、総人口が減っていくなかで、日本の領土防衛を海上保安庁だけに頼って

いいのかと思った。防衛省も船を出して警備を強化する必要があるのではないか。さ

らには、過疎になった離島には自衛隊を駐屯させるなどの対応が必要なのではないか

と考えた。 

 

○  日本に離島がこれほど多いことを初めて知ったし、国境に関して大きな意味を持っ

ていることも感じた。離島で実際にこれほどのことが起きているのだから、国民一人
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ひとりがもっと関心を持つべきだと思う。中国も魚を食べるようになってきたので、

互いに無計画に水産資源をとるのではなく、増やしていく取り組みを共同でできない

のかと思った。 

 

○  穏やかに見える長崎の海が、他国からの圧力と過疎化で疲弊している状況が伝わっ

てきた。漁船が国境の監視機能も持っていて、漁船の減少によりその機能が低下して

いるという説明に危機感を持った。本土からすると、「離島の問題」と映るかもしれ

ないが、国境を一歩譲れば、日本全体が侵害される糸口になることも感じられた。対

馬でも国境の問題について、さまざまな対応を検討しているようだが、離島特有の問

題としてではなく、国を守るという視点で政府を交えて対策を講じてもらいたいと感

じた。 

 

○  今、日本の農山村では、高齢化、後継者不足、農産物の価格低迷などにより、人口

が減少し、いのししや鹿の被害が増えている。国境離島も同様に、漁業が衰退し、共

同水域に中国漁船が押し寄せている。「地域の持続性」をどう取り戻すのかという根

本的な問題を感じる。注目されている竹島や尖閣諸島の問題も重要だが、人が暮らし

ているこのような島の問題はより深刻な気がした。この番組を見て、なぜ日本と台湾

の共同水域を拡大したのかがさらに分からなくなった。日頃考えない日本の現状を考

えされられたよい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

国境離島振興専門委員会は、取材したのが動き始めた段階で、なかな

か具体的な活動を見いだせなかった。また、公共事業的なものの要望や

自衛隊誘致の要望も聞いてはいたが、今回は離島の現状をしっかり伝え

ることにした。今後の動きも注意していきたい。国境離島に人が住むこ

と、また住まなくなることの問題を考えてもらうために制作した。ただ、

危機的な面のみを強調して描いてしまったところもあるので、今後の課

題としたい。離島に住み続けるのは難しいし、いずれは国の対策が必要

になると思う。その時に、どのような対策をするのかは、国民的な議論

が必要になると思うので、一人ひとりが深刻な問題として受け止めても

らえるよう、今後も番組を作っていきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１３日(日)に放送された、日曜美術館「アートと音楽 坂本龍一×日比野克彦」

は、アートと音楽を作る秘密がその境界領域あたりにあるということで、緊張感があ

りおもしろかった。「日曜美術館」は新しいもの、新鮮な感覚を求める人が見る番組

だと思うので、実験的な演出も期待している。 

 

○  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、現代の科学によって謎が解き明かされていくさまに、想像以上のことを

知ることができ驚いた。また新たな発見や解釈が出たら第２弾を期待している。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「完全解凍！アイスマン～５０００年前の男は語る～」は、人類

の起源に関わる興味深い内容だった。番組を制作するに至った端緒が知りたいと思っ

た。 

 

○  ３月２７日(水)のＡＳＩＡＮ ＰＡＳＳＩＯＮ～アジアを駆ける日本人～「ヒ素汚

染水から未来の水へ～バングラデシュ～」(総合 後10:00～10:43 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、

大変興味深かったが、もう少し先駆けとなった宮崎県の土呂久ヒ素公害についてもク

ローズアップしてほしかった。 

 

○  ３月２９日(金)のキッチンが走る！「沖縄スペシャル 春の美ら海・食の楽園！」

(総合 後7:30～8:42.30)は、沖縄の食材を、フランス料理の調理法で仕上げていて非

常に興味深かった。 

 

○  ４月４日(木) のクローズアップ現代「国境の海で魚が消える～追跡・中国虎網漁

船～」は、中国の虎網漁がアニメで説明されていて、資源保護を無視した大規模漁法

であることがよく理解できた。やがて水産資源の枯渇につながることへの危機感がな

いのか、中国政府の考えも知りたかった。また、日本の漁業の衰退について、需要の

低迷や燃料費の高騰による面も説明されていて、国内の問題でもあるように感じた。

食生活の多様化や人口減少などが影響しているのだろうか。東海大学教授の山田吉彦

さんが離島の活性化について話していて、大変参考になったが、聞き取りづらかった。

こうした話は文字でフォローしてもらえるとありがたい。 
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○  ４月５日(金)に放送された、きん☆すた「ぶっつけ本番！鉄道の旅 沖縄ゆいレー

ル」(総合 後8:00～8:43 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、ミュージシャンの向谷実さんが随所で

おもしろく興味深い話をしていて、引き込まれた。ツイッターの情報を駆使した取材

も新鮮で、予想できない展開も多く最後まで楽しめた。また、民謡酒場での民謡歌手

の我如古より子さんと向谷さんのセッションは、旅を満喫したような気分があり大変

よかった。 

 

○  ４月６日(土)に放送された、週刊 ニュース深読み「“一票の格差” 違憲判決の

重みとは？」を見て、大変難しい問題だが、さまざまな意見を出し合って、落ち着き

先を見つけることが大切だと思った。 

 

○  ４月７日(日)に放送された、日曜美術館「パリをとりこにした女神の微笑み」は、

アルフォンス・ミュシャのことを知らなかったので新鮮だった。司会も代わり雰囲気

が変わって非常によいが、司会者が感想を述べすぎだと思う。せっかくゲストを呼ぶ

のだから、もっとゲストの人の意見を聞きたい。 

 

○  ４月７日(日)と４月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大

地震」は、地下に潜む見えない脅威の全容を明らかにしていて、恐怖すら感じた。Ｃ

Ｇを駆使して、科学の最前線を伝えるＮＨＫならではの番組として今後の報道も期待

している。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震」は、長時間地震動を科学的

に、模型を使いながら説明していて、非常に勉強になった。東京の超高層の建物は今

の耐震基準はクリアしているというものの、もし予想を超えた地震が起きた場合どう

なるのか不安になった。今の耐震基準が的確かどうかを、さまざまな実験を通して伝

え続けてほしい。 

 

○  ４月９日(火)のクローズアップ現代「“スピード”に勝機あり 新興家電の戦略」

は、大変参考になる番組だった。 

 

○  ４月１０日(水)に放送された、あさイチ「キラキラ４０＋“女の選択・専業主婦”」

(総合 前8:15～8:55)では、専業主婦に賛成か反対かの統計をとっていたが、どうい

う人を対象にしたのかをもう少し詳しく知りたかった。また、ワーク・ライフ・バラ
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ンスの価値観を若い世代に学習させることが重要だと思う。大学の講義に取り入れた

り、実体験をする場を与えたりして、今の働き方を変えるような、多様な価値観を教

えるべきだと思う。 

 

○  ４月１０日(水)に放送された、「時論公論」は「基地返還と沖縄」というテーマで、

米軍基地がいかに沖縄に集中しているかをイラストを使ってわかりやすく伝えてい

た。このように、表現を工夫してわかりやすくニュースを伝えてほしい。 

 

○  ４月１３日(土)に再放送された、ＮＨＫスペシャル「魂の旋律～音を失った作曲

家～」(総合 後3:05～3:54)は、今までみたドキュメンタリーのなかで一番感動した。

闘病の様子や作曲の様子を見事に映し出していた。佐村河内守さんを知らなかったの

で、この番組を見て彼の音楽を聞きたくなった。 

 

○  ４月１３日(土)に放送された、宮崎熱時間「８３歳 医者として生きる」(総合 前

10:50～11:15 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、黒木重三郎医師が８３歳にして懸命に診療する姿

に共感した。また、ナレーションが宮崎弁だったのも非常によかった。 

 

○  ４月１４日（日)のＢＳ１スペシャル「姜尚中がゆく 韓国ルート１の旅」（後編）

(総合 前2:50～3:39.30)は、反面社会を映し出しているようで、コミュニティーの現

実が見えてくるとてもよい番組だった。 

 

○  ４月１４日(日)の「あなたの子どもでよかった～“継承”と向き合う被爆２世～」

(総合 前7:45～8:10 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)のように、戦争関連の番組を制作する際には、

未来へのメッセージ性を強く意識してほしい。 

 

○  ４月１５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「不屈の商魂、中国に生きる 

小売り経営・三枝富博」は、反日デモが起こる一方で、親日的な中国人の存在を伝え

ていた。この番組を見て、中国に対する認識が変わったので、ひとつの事柄を多角的

に捉えて、情報提供を続けてほしい。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「不屈の商魂、中国に生きる 小売り経営・三枝

富博」は、同じビジネスマンとして大変参考になった。日本から中国に進出している

企業は多いので、こうした交流で日本的な価値観が伝わり、友好関係が築ければよい
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と思う。 

 

○  ４月１５日(月)に放送された、「情報まるごと」の「トクする日本語」のコーナー

で、「つまらないものですが」を言い換える言葉を紹介していたが、この言葉の持つ

奥深さも伝えてほしかった。日本語の美しさを伝える番組も制作してほしい。 

 

○  ４月１６日(火)に放送された、地方発 ドキュメンタリー「ベコとばばと３６５日」

(総合 前0:46～1:29)は、子牛の成長を楽しみにしている老夫婦の生活をしっかり取

材していて、思わず引き込まれた。よいドキュメンタリーだった。 

 

○  ４月１７日(水)の正午の「ニュース」で、ボストンで起きた爆破テロ事件を伝えて

いた。そのニュースとあわせて、アメリカで東京オリンピックの招致活動をしていた

猪瀬東京都知事にインタビューをしており、違和感があった。 

 

○  ４月１７日(水)に放送された、ひるブラ「カラフル ネオ長崎の丘めぐり～長崎市

南山手町～」は、大浦天主堂とその周辺の魅力を楽しめる番組であった。坂道の多い

地区を丁寧に取材しており、旅歩きを楽しんでいるような気分になった。歴史ある建

物や名物など短い時間のなかに多くの情報が詰まっており、長崎県の魅力がしっかり

と伝わってきた。また、長崎市内の夜景も放送されていて、大変よかった。ただし、

スタジオのタレントとの会話がかみ合っておらず、中継の映像に重なることも違和感

があった。アナウンサーもスタジオのゲストではなく、視聴者へ語りかける演出にし

てはどうかと思う。 

 

○  「先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）」は、居酒屋で語り合うという演出で、肩

ひじを張らずおもしろく見ている。しかし、画面に映る総菜が見本だと興ざめしてし

まうので、工夫してほしい。 

 

○  「スペシャル時代劇 大岡越前」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後8:00～8:43)は、昔の雰囲気を踏

襲していて、安心して見ることができるので、評判や視聴率が気になる。 

 

○  「ニュースブリッジ 北九州」（総合 後6:20～7:00 北九州地方）は、番組をリニュー

アルし、スタジオセットが明るくなった。全国のニュースからの流れも良くなったと

思う。 
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○  デジタルラジオを活用して、全国にひとしく情報を伝えるべきだと考える。 

 

○  ニュース番組は、誰にでもわかりやすく、正確に情報を伝えるため、言葉の表現に

気を配ってほしい。 

 

○  憲法改正の問題については、何を、どのように、何のために変えるかという視点が

大事だと思う。憲法改正の議論を克明に伝えるとともに、判断材料を提供できるよう

な報道に期待している。 

 

○  「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）」は、有名人同士が対話するなかで、

お互いの人となりがよくわかり、非常におもしろかった。第１回、第２回と人選がよ

かったので、今後の人選にも期待している。Ｅテレは子ども番組のイメージがあるが、

夜の時間に興味深い番組が始まり、Ｅテレの意欲を感じている。 

 

（ＮＨＫ側）  

ニュース原稿を書く際には、中学生でも分かる文章を書くように心が

けている。より徹底していきたい。また、ひとつの事象を多角的に捉え

ることは、日々励行している。しかし、断片的な映像を報じるなかで、

多少本質から外れて伝わってしまう部分もあるかと思う。今後とも問題

の全体像を明らかにしながら、本質に迫る番組作りに努めていきたい。

憲法改正の問題のように意見が二分する場合は、さまざまな意見がある

ことを十分に伝えることが重要だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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