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平成２７年３月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１９日（木）、広島放送局において、９人の

委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２７年度中国地方向け地域放送

番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２７年度中国地

方向け地域放送番組編成計画」について、説明があった。 

次いで、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、４月の番組編成の説明が行われ、会議

を終了した。 

 

（出席委員） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２７年度中国地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○   ＮＨＫ岡山放送局で行った平成の大合併に関する調査結果に大変関心を持ってい

る。とても有益な調査だったので、番組への活用を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

岡山放送局では、３月に岡山県内の現首長と前首長に対してアンケー

ト調査を行った。調査結果は「岡山ニュースもぎたて！ 地方自治は

今～市町村合併１０年～」で紹介したほか、岡山放送局のホームペー
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ジにも掲載している。かなりの情報量があるので、さらなる活用を検

討していきたい。 

 

○   昨年度から中国地方向けになった「ひるまえ直送便」をよく見る。キャスターの

小野原菜美さんは、安定感がありとても好感が持てるが、リポーターが早口で聞きづ

らい場面がある。応援しているので、もう少し落ち着いて放送に臨んでほしい。 

 

○   私と同世代の女性たちは、意外とラジオをよく聞いている。安心・安全を守ると

いう視点からラジオにも力を入れるという説明を聞き大変喜んでいる。３０代～４０

代の女性たちが興味を持つ話題も取り入れてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「岡山ラジオ・おからじ」は、よりラジオを身近に感じてもらうこと

を目指しているので、視聴者のみなさんの声や関心事を積極的に取り

上げていきたい。 

 

○   「情報維新！やまぐち」は、かねてよりマンネリ化してきた印象も持っていたの

で、来年度の内容刷新に大いに期待している。双方向機能を活用した視聴者参加にも

ぜひ参加してみようと思う。ただ、先日の「知事に聞く」については、双方向の参加

人数を示してほしかった。 

 

○   大河ドラマ｢花燃ゆ｣関連の番組やＰＲは、山口県内では全国放送と地域放送の両

方を見ることになり、少し食傷気味に感じる時があるが、新年度の「“花燃ゆ”を読

む」は、新しい取り組みだと思うので楽しみにしている。関連番組を通じて、より多

くの人に大河ドラマ「花燃ゆ」を見てもらいたいと思う。 

 

○   ＦＭ放送では、地域向けの放送はされていないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

定時放送では、ラジオ第１放送と同時に「ニュース・気象情報」を放

送している。特集番組では、ＦＭ放送の特性を生かして「広響コンサー

ト」といった音楽番組やラジオドラマなどを随時放送している。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○   ２月７日（土）のＢＳ１で放送した「サンデースポーツｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｗｏ Ｓ

ｏｕｌｓ 三浦知良×葛西紀明」(ＢＳ１ 後 9：00～9：25）は、４０代を過ぎてなお

現役で活躍を続ける２人のアスリートの言葉が重く心に迫ってきた。なかでも、フラ

ンスのワールドカップと長野の冬季五輪での日本代表の選考にもれた時の心境を語

っている言葉から、２人の無念な思いが伝わってきた。その思いをばねにして、現在

も活躍を続けていることや若者に負けないよう努力をしていることも紹介され、勇気

づけられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「サンデースポーツｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｗｏ Ｓｏｕｌｓ 三浦知

良×葛西紀明」は、お互いにレジェンドと尊敬し合っている２人の思い

が対談につながった。今も最高齢の現役として活躍されている２人だか

らこそ伝わってくる言葉の重みがあったと思う。ＢＳ１ならではの魅力

的な企画だったと思う。 

 

○   ３月４日（水）のためしてガッテン「ついに！耳鳴りが治る 原因解明＆治療最前

線」を自分自身も耳鳴りに悩まされているので、とても楽しみに見た。耳鳴りのメカ

ニズムの解明は、とてもわかりやすく、納得できた。一方で、最新の治療法としてい

きなり補聴器を持ち出したり、耳掃除の話題が出されたりしたことにがっかりした。

「ためしてガッテン」を見ている人たちの中には、私のように実際に耳鳴りに悩まさ

れている人も多いと思うので、もっと深く取材した内容を放送してほしかった。期待

はずれの内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ためしてガッテン」の中でも健康情報は、多くの人に関心を持って

ご覧いただいている分野だ。総合テレビの午後８時台の放送のため、ご

家族で見ていただくことも想定しているので、耳掃除といった身近に感

じてもらえる話題を盛り込んだのだと思う。見る人によって受け止め方

は違うと思うが、私自身は、制作者の工夫の表れだと思っている。 

 

○   私も耳鳴りに悩まされているのだが、ためしてガッテン「ついに！耳鳴りが治る 

原因解明＆治療最前線」は、大いに参考になる内容だった。今回の放送に限らず「た
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めしてガッテン」の健康情報では、すぐに実践できる内容を紹介してくれるので、生

活に役立てることができる。大変よい番組だと思う。 

 

○   ３月３日（火）の午前７時台のラジオ第１のニュースで、川崎市で中学１年生が殺

害された事件について報道された。葬儀の模様に加えて、同級生へのインタビューや

弁護士を通じて公表された母親の心境などが紹介されたが、アナウンサーが情感たっ

ぶりに伝えており、ドラマを聞いているようにすら感じた。ニュースはもっと淡々と

伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

客観報道という観点から、通常のニュースを伝える際には、情感を込

めて表現しないように心がけている。ただ、ラジオニュースでは、テレ

ビと違って若干ゆっくりと読むことを心がけているので、そのゆったり

感がドラマのように感じられたのかもしれない。 

 

○   先日、羽田空港の待合室で、たまたま「首都圏ネットワーク」を見た。字幕が付与

された放送だった。待合室内は騒がしくて音声が聞こえなかったが、字幕だとしっか

り読むことができるので、ありがたかった。字幕放送は、主に耳の不自由な人を対象

にしたサービスだと聞いているが、大きな音量でテレビを見ることができない環境で

はとても効果的なサービスだと思う。同じような思いを持っている人は多いと思うの

で、対象番組の幅を広げてほしい。   

 

○    地元の萩市では、大河ドラマ「花燃ゆ」の放送を中心にした関連番組による経済効

果を実感している。萩市内の既存施設での集客は、対前年比で二桁以上のアップにな

っている。これから行楽シーズンを迎えるので、いっそうの盛り上がりを期待してい

る。 

 

○   大河ドラマ｢花燃ゆ｣は、山口県民でもあまり知らない主人公であり、家族や仲間た

ちとのつながりに力点を置いて描かれているので、興味深く、期待をして見ている。

ただ吉田松陰の一連の事件にあまり時間が割かれないなど、従来の大河ドラマファン

には物足りなく感じられる部分もあるのだと思う。視点の違いが物足りなさでもあり、

新しい魅力でもある。何より井上真央さんをはじめ俳優陣の演技がすばらしい。これ

からの展開に大いに期待するとともに、山口県民として盛り上げていきたいと思って

いる。 
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（ＮＨＫ側） 

地元の観光客が増えていることは大変嬉しいし、応援してくださって

いることに感謝している。これからも放送は続くので、地元局として盛

り上げていく。 

 

○   ３月６日(金)の「中国地方総参加クイズＳＨＯＷ！ＱＢ５」(総合 後 7：30～8：43  

中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、クイズの設問に工夫が凝らされていて面白かった。我が家のテレビは、

ネットにつながっていないのだが、クイズの正解・不正解はデータ放送のリモコンで

確認することができたので、家族で楽しんで見た。私も実際の参加者数を知りたかっ

た。また、各県を応援するスタジオゲストの人選が物足りなかった。あまり知られて

いない芸能人を起用するよりは、各県予選で勝ち抜いたクイズ名人の方がよかったと

思う。ツイッターを含めて双方向の取り組みについて、今後の方向性を教えてほしい。 

 

○   「中国地方総参加クイズＳＨＯＷ！ＱＢ５」は、実際に視聴者がクイズに参加して、

県別に正解率を競うという手法が面白いと思った。ただ、全体の参加者数が知らされ

なかったので、県別対抗の得点数の上下がどのくらいの人に影響を受けているのか分

からなかった。大まかな数字でいいので、参加者数がわかるとより良かったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「中国地方総参加クイズＳＨＯＷ！ＱＢ５」は、４７都道府県対抗の

「クイズバトル４７」の中国地方版として制作した。中国地方各局のデ

ィレクターが共同で制作したのだが、質問はよく工夫していたと思う。

実際の参加者は、およそ 6,000 人で、一番多かったのが広島県で約 2,000

人、一番少なかったのが鳥取県で約 500 人に参加いただいた。クイズの

正解率と参加者数が逆転する結果になった。ネットにつないでいないテ

レビでもリモコンで正解・不正解を確認できたのは、放送側が正解を送

っているので、テレビがそれを受けて押されたリモコンに反応する仕組

みになっているからだ。ネットにつながなくても楽しんで見ていただけ

る工夫をしている。 

 

○   「中国地方総参加クイズＳＨＯＷ！ＱＢ５」は、クイズそのものの面白さに加えて、

双方向機能を活用して視聴者が参加し、かつ中国地方５県で競い合うという演出がよ

かったと思う。ＮＨＫならではのネットワークを生かした演出であり、将来的にも視

聴者獲得の手法として戦略的に活用できる演出だと思う。今後も視聴者参加型の中国
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地方５県で競い合う番組を定期的に制作してほしい。ただ、進行役のアナウンサーが

ばたばたしており、やや準備不足の印象を受けた。もう少し入念に準備をして臨んで

ほしかったように思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

データ放送や双方向番組は、視聴者の皆さんにクイズや各県対決の番

組に参加してもらうことで、ネットを通じたテレビやデータ放送に親し

んでいただき、防災情報などいざという時にそこから情報を得るように

なることを期待している。今後も機会をとらえていろいろなテレビの可

能性に挑戦していきたい。 

 

○   「Ｌｅｔ’天才てれびくん」を録画で見たところ、ｄボタンを押して楽しむことが

できた。ふだんも携帯電話やｉＰｈｏｎｅやオンデマンドを活用してテレビを見たり、

ＮＨＫネットラジオ「らじる★らじる」でラジオを聴いたりしている。技術の進歩で

放送の楽しみ方が多様になり、生活スタイルに応じて楽しむことができる。 

 

○   ２月２７日(金)のプライムＳ「Ｌｉｆｅ ｏｆ ＤＡＩＳＥＮ」は、映像も美しく、

音楽もよく、アナウンサーのナレーションもよく合っていて、見ていてとても気持ち

のよい番組だった。ただ大山の美しい自然を映し出すのではなく、大山と共に生きる

人々を描いていた。登場する人々の表情が豊かで笑顔がすばらしかった。取材した鳥

取放送局の制作陣が、取材相手と心を通じ合った証しだと思う。中国地方向けの放送

だったが、ぜひ全国放送してほしい内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取放送局では、「新日本風土記～大山」をはじめ、平成２６年度は

年間を通じて大山を定点観測してきた。カメラマン、ディレクターとも

１年間を通して同じ制作スタッフが担当した。プライムＳ「Ｌｉｆｅ 

ｏｆ ＤＡＩＳＥＮ」は、「新日本風土記～大山」を再構成したもので、

その延長線上に位置する番組だ。１か所に腰を据えて制作した成果だと

思う。 

 

○   プライムＳ「Ｌｉｆｅ ｏｆ ＤＡＩＳＥＮ」は、映像が美しく、１コマ１コマに

宝石のような輝きを感じた。さらに、紹介される内容も充実しており、コメントもす

ばらしく、感動した。地域の人たちに誇りと元気を与えてくれた。 
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（ＮＨＫ側） 

大山とその周辺地域は、多くの人をひきつける魅力にあふれた地域な

ので、地元の放送局として、今後もさまざまな魅力を発見し、伝えてい

きたい。 

 

○   「ファミリーヒストリー」を興味深く見ている。スタートした当初は、どこまで調

べることができるのか、いつまで続けることができるのだろうかという疑問を感じた

が、予想以上に面白い。自分自身の先祖のことも知りたいと思う。伝えられるルーツ

は、いわゆるひと事に過ぎないのだが、その歴史に引き込まれて涙したり、胸に詰ま

るものを感じたりする。感動的な番組だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ファミリーヒストリー」は、スタート当初は、現代に生きる人の両

親や祖父母をたどれば必ず戦争体験があるので、その苦難の時代をくぐ

り抜けてきた人たちのドラマに共感いただけるという思いで始めた。取

材に時間がかかるので半年毎に放送するスタイルで、ようやく定着し、

比較的多くの人にご覧いただいている。明日３月２０日(金)の放送では、

一般の人を取り上げる予定にしているので、これまでとは違う「ファミ

リーヒストリー」をご覧いただきたい。 

 

○   ２月２０日（金）の島根スペシャル「みんなで育てる 地域おこし協力隊」を見て、

過疎化が進む中山間地で農業に挑戦しながら挫折していく若者たちの姿に、新たな問

題を教えてもらった。若者たちが頑張っている姿に感動した。彼らは、日本の農業ば

かりを見ているので挫折してしまうのだと思う。海外での日本の農産物に対する評価

は非常に高い。視点を国内から海外の市場に転じれば、もっと日本の農業の可能性は

広がっていくと思う。そんな希望を持ちながら番組を見た。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根スペシャル「みんなで育てる 地域おこし協力隊」は、地域の課

題解決や活性化を図る目的で導入された地域おこし協力隊制度の島根

県における現状を取材し、地域・隊員・行政の立場からその向き合い方

を探ったものだ。海外市場からのご意見を新鮮な思いでお聞きした。島

根県は、全国各地で起きている課題を同じように抱えている面があるの



 

 8

で、県内の課題を取材し、さまざまな視点で取り上げ、課題の解決へと

つないでいきたいと思っている。 

 

○   ３月１４日(土)のシリーズ被爆７０年 ヒロシマ 復興を支えた市民たち 第２

回「走れ、三輪トラック」(総合 前 0:30～1:23)をたまたま旅先の宿で見た。原爆か

らの復興という強い思いを重ねて三輪トラックを製造する姿にとても感動した。偶然

目にした番組だったが、最後まで食い入るように見た。深夜帯の放送だったのでじっ

くりと見ることができた。放送時間帯と番組内容が合っていて、絶妙な編成だと感じ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

ヒロシマ 復興を支えた市民たち 第２回「走れ、三輪トラック」は、

ぜひ若い世代の人たちに見てもらいたいと思い、深夜帯に再放送した。

深夜帯の放送にもかかわらず、多くの若い世代からの反響をいただいた。

番組によっては、じっくりと見ていただける深夜帯の放送が適している

のだと思う。 

 

○   ２月２０日(金)の現場に立つ「働きがいって何ですか～社員も会社も幸せになる方

法～」は、会社においても社員においても重要な「働きがい」をテーマにしたことは

評価できるが、これまでの社会問題を鋭く提起するスタイルの「現場に立つ」に比べ

て、鋭さに欠けた。岡山県倉敷市にある「働きがいのある会社」調査での小規模部門

で全国２位に輝いた企業の例と専門家による「働きがい」のある働き方についての議

論で構成されていたが、紹介された企業の例と専門家の議論が番組の進行につれて関

連性が薄れてしまい、分かりづらかった。紹介した会社の事例をもとに議論を深める

か、複数の企業の例や社員の暮らしを紹介して、専門家の意見を聞いた方がよかった

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「働きがいって何ですか」は、倉敷市にあるリフォーム会

社に焦点を当てて、夕方の「岡山ニュースもぎたて！」から「現場に立

つ」に展開した。全国調査２位という結果を受けて、当初は会社そのも

のの取り組みを取材した。ご指摘のように、今の岡山で起きていること

を切り取るという番組本来の目指す臨場感が欠けていたかもしれない。

ご意見は、制作現場に持ち帰り、検討したい。 
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○   ３月１日(日)のＮＨＫスペシャル「史上最大の救出～震災・緊急消防隊の記録～」

は、東日本大震災の救助現場において、何ができて、何ができなかったのかを教えて

くれた。隊員たちの証言と救助活動を記録した未公開映像を読み解くことで、次の災

害で１人でも多くの命を救おうと取り組んでいることに感銘を受けた。消防隊員の使

命感の強さや人間としての優しさに尊敬の念を感じると同時に深く心に刻まれる思

いがした。ＮＨＫにしかできない番組だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「３．１１」を中心にして、さまざまな東日本大震災関連の番組を放

送した。東日本大震災では、大変多くの映像が記録されており、ＮＨＫ

スペシャル「史上最大の救出」も映像資料を読み解くことで、震災を教

訓にして次の災害へ備えようとしたものだ。おそらくまだ公開されてい

ない映像素材があると思うので、今後も発掘・分析を進めて、減災につ

ながる報道に取り組んでいきたい。 

 

○   １月５日(月)～２月２３日(月)の趣味Ｄｏ楽「今さら聞けない！ゴルフの基本」を

テキストと一緒に繰り返し見た。周囲のゴルフ仲間に聞くと私と同様に多くの人が熱

心に見ているので、隠れたヒット作品になっているのではないかと思う。講師の伊藤

佳子さんのレッスンは、これまでのゴルフ教材とは一線を画していて、シンプルで分

かりやすく、基本を繰り返し教えてくれるので、とてもよかった。伊藤さんの教えを

守ってゴルフをするとスコアも良くなってきた。伊藤さんの指導はとても上手なので、

ぜひ次段階のレッスンも制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「趣味Ｄｏ楽」は、ゴルフに限らず、多種多様な現代人の趣味をその

道の第一人者を講師に起用して分かりやすくレッスンしている。いろい

ろや趣味に応えられるよう工夫しているので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   ３月２日(月)の趣味Ｄｏ楽 茶の湯武者小路千家“春の茶事を楽しむ” 第１回「客

の作法を学ぶ」は、ゆっくりと丁寧な解説で、順番もとても分かりやすかった。ただ、

全体的に格式が高そうな雰囲気で作られているので、息を止めて見るような感じがし

た。もっと柔らかい雰囲気で作った方が、初心者にも受け入れられやすく、茶席を気

楽に楽しむ気分になれると思う。 
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○   ３月１７日(火)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」の午前７時台のニュースで

「“ビキニ事件”高知で初の健康相談会」のニュースが伝えられた。鎌田七男先生を

はじめ、広島の科学者たちが相談にのっているという周辺情報も含めて伝えられてお

り、大変意義のある報道だったが、報道のあり方として疑問を感じた。たとえば、元

乗組員の桑野さんへのインタビューは伝えられたものの周辺には若くして亡くなっ

た仲間たちが大勢いることには言及されなかったし、高知県が健康相談会を開催した

のは、不安を払しょくするためだと報道された。この報道を見た多くの人たちは、健

康相談会は始まったが、不安を払しょくするためのものに過ぎないという誤った認識

を持ってしまうと思う。これは、東京電力福島第一原子力発電所事故後の健康相談会

にも通じる誤解だ。影響がないということを調査するための相談会ではなく、影響が

あった場合にきちんと対処するための相談会だという視点をしっかりと持って伝え

てほしいと思う。 

 

○   連続テレビ小説「マッサン」を５歳の息子と一緒によく見ている。第二次世界大戦

を迎えた時代背景はどう描かれるのか、子どもに見せるべきなのかどうかという不安

を抱いていたが、登場人物の心の傷の部分もきちんと描かれていて、ほっとした。子

どもにも、切なさや悲しさがきちんと伝わっているようだった。子どもに見せる側の

配慮は必要だが、ドラマを通じて戦争の悲惨さや平和の大切さを子どもたちに伝える

ことができることを感じた。 

 

○   ２月２６日(木)のデザインの梅干 第２回「仕組みのデザイン」を見た。「デザイ

ンの梅干」は、身近にあるものをデザインで考えるという視点が面白い。日常生活の

なかで、デザインで考えたり、表現したりする習慣がないので、考え方が偏ったり、

固くなってしまった大人たちに見てもらえると、新しい発想が生まれてくると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「デザインの梅干」は、五感を刺激する象徴として梅干しをタイトル

に用いたもので、五感を研ぎ澄まして、デザインについてさまざまな角

度から考えてみようという番組だ。Ｅテレには、デザインや映像、絵な

どを取り上げた番組がたくさんあるが、「デザインの梅干」は比較的若

い世代を狙って制作した。私たちも新しい可能性を探る番組として期待

しているので、ぜひ引き続きご覧いただきたい。 

 

○  ３月１１日(水)のスーパープレゼンテーション「絵本作家が贈る 最高の物語」は、
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絵本作家であるマック・バーネットさんが語る作り話で人を楽しませたり、子どもた

ちにデザインや作曲のボランティア活動をさせたりする話に引き込まれた。大変共感

できる内容で自分自身の想像力が引き出されていくように感じた。 

 

○   ３月１８日(水)のにっぽん紀行「のれんに思い託して～岡山 真庭市勝山～」は、

商店だけではなく、個人の家々にも掛けられた“のれん”の歴史や、そこに暮らす人々

の思いを改めて知ることができてよかった。ただ、地元の登場人物が多くを語らない

人だったので少し物足りなさを覚えた。たとえば、解説役として作家に出演してもら

うなど、もっと深く思いを引きだす工夫がされていたらより面白かったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「にっぽん紀行」は、季節毎に日本各地の何気ない風景を切り取り、

その土地で暮らす人々や季節感や風土を描くもので、比較的若いディ

レクターが制作している。日常の先には心にしみる人間ドラマがある。

これからの放送にも期待いただきたい。 

 

○   ２月２７日(金)のフェイス「被爆７０年 原爆ドーム百歳～被爆少女のメッセージ

～」を見て、原爆ドームが保存された経緯を初めて知り、知ろうとしなかった自分自

身を恥ずかしく思った。世論を保存へと動かした被爆少女の日記をきっかけにして原

爆ドームの保存に託した被爆者たちの思いが強く迫ってきた。私同様に知らない人た

ちがたくさんいると思うので、全国放送することで、ひとりでも多くの人に保存に込

めた被爆者の思いを知ってほしいと思う。今、東日本大震災で被災した遺構の保存に

ついて賛否両論が出されているが、この番組を見ることで、何らかの参考になると思

う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「被爆７０年 原爆ドーム百歳」は、私自身も初めて保存に

至る歴史を知り、驚いた。かつて産業奨励館と呼ばれていた原爆ドーム

の当時の写真や映像が現存しており、目にすることができ感動を覚えた。

被爆７０年という貴重な節目の年に、被爆の象徴である原爆ドームの歴

史を伝える番組を放送できたのは、大きな意味があったと思う。東日本

大震災から４年が経過し、少しずつ人々の記憶が薄れていくなかで歴史

事実を残すことの意味を問いかけているようにも感じた。全国放送の実

現を検討していきたい。 
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○   ３月１７日(火)の「情報維新！やまぐち」で、就任１年の山口県・村岡知事をスタ

ジオに招いて、県内の課題について直接インタビューする企画が放送されたが、想定

の範囲内の内容だった。少子化対策についてはＶＴＲで島根県邑南町の例が紹介され

たが、県民の関心が最も高かった雇用の問題については、具体的な事例の紹介がなか

ったので残念だった。聞き手のアナウンサーが知事に対して、「村岡さん」と呼びか

けたことにも違和感があった。やはり「村岡知事」と呼びかけるべきだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

情報維新！やまぐち内の「知事に聞く」は、事前にすべて打ち合わせ

するのではなく、生放送の臨場感にこだわってお伝えした。たしかに、

用意したＶＴＲは、生放送でのアンケートで最大の関心事となった内容

に呼応するものではなかったが、全体として生放送のライブ感は伝わっ

たと思う。ご指摘の点は、次回に向けた反省材料としたい。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１９日（木）、広島放送局において、１１人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２７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２７年度中国地方向け地域放送番組編集計画

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

る旨、答申することを決定した。 

続いて、放送番組一般について、活発に、意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、３月の番組編成の説明が行われ、会議

を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長  木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２７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＞ 

 

○   総合テレビの土曜日夜の時間帯が大きく変わった印象を持った。新設の「データ

なび 世界の明日を読む」にとても期待を寄せている。一方で「伝えてピカッチ」を

毎週家族で楽しみに見ていたので、放送終了が残念だ。 
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（ＮＨＫ側） 

総合テレビ土曜日夜間の編成については、さまざまな検討を重ねて

決定した。「伝えてピカッチ」については、ご家族で見ていただくとい

う一定の役割を果たしたと判断した。後続番組には、復活を望む声を

多くいただいている「ブラタモリ」を３年ぶりにレギュラー番組とし

て新設したので、お楽しみいただきたい。 

 

○   「ひるブラ」の小窓を使った演出は継続するのか。小窓については、この審議会

でも何度か不評な意見があった。最近は、スタジオゲストが小窓から登場する回数や

時間を工夫されているようだが、演出そのものがうまく機能していない放送も散見さ

れる。小窓から登場するスタジオゲストと現地リポーターの組み合わせを含めて、小

窓を使った演出について、さらに検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

小窓を使った演出については、これまでもさまざまなご意見をいただ

き、制作担当部署では、掛け合いの頻度を変えるなどの工夫を重ねて

いる。ご意見は担当部署に伝え、さらに改善を加えていきたい。 

 

○   「紅白歌合戦」は、長年続いているまさにＮＨＫを代表する番組のひとつだと思

う。大変華やかで、大晦日にふさわしい番組だが、そろそろ内容を見直してもよい時

期を迎えているように思う。歌手の力量によるところも大きいのだが、ステージセッ

トや演出は派手になる一方で、歌そのものがしぼんでいっているように感じる。 

 

○   在留邦人や日系二世や三世の人たちにとって、ＮＨＫの国際放送は、日本の政治

事情や判断の根拠となる情報を得る窓のような非常に大切な存在だと思う。インター

ネットの普及によって、海外にいても多面的に情報を得ることは可能な時代だが、一

定年齢以上の人にとっては、ＮＨＫの国際放送に頼る部分が大きいと思う。国際放送

に関しては、外交に与える影響も考慮する必要があると思うが、ややマイルドに編集

して伝えているように感じる。国内外の情勢がどんどん変わっている時代にあって、

もっとストレートに伝えるべきだと思う。 

 

 

＜「平成２７年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 
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○   中国地方が抱えるさまざまな課題を網羅した意欲的な取り組みに大いに期待して

いる。鳥取県においては、移住がひとつのテーマとされているが、人口減少の問題を

考える時、婚活も大きなテーマだと思う。婚活についての考えをお聞きしたい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

鳥取県では、行政が子育て支援に力を入れている。婚活も人口減少問

題の解決策につながる重要なテーマだと認識している。 

 

○   いま地域が抱えている人口減少問題は、結婚や少子化だけではなく、地方の若者

たちが都会に流出していることも重要なポイントだ。今地方で頑張っている若者たち

に焦点を当て、彼らの姿を通して地域の魅力を伝えることで、若者たちが地方に残り

たいと思えるような番組をより多く放送してほしい。大学においても、さまざまな地

域貢献活動に取り組んでいるので、たとえば、そうした学生たちに焦点を当て、彼ら

を通じて地域の魅力を発信することも可能だと思う。 

 

○   子育て支援を含めて、家族を持って住みやすい地域を作るにはどうしたらよいの

かという視点での番組づくりに期待している。基本方針にあるように、平成２７年は

被爆７０年という広島にとって大変大事な年だ。広島を世界にアピールすると同時に、

広島に向けて世界中から注目が集まる年でもある。たとえば、今年の秋には、世界の

被爆者が集まり、核廃絶に向けた連携を深めるフォーラムが広島で開催されたり、核

の非人道性に関する国際会議で被爆者の方々が積極的に発信したりしている。広島か

ら世界へ、世界から広島へという２つの視点から、被爆７０年の充実した報道に期待

している。被爆７０年にきちんと向き合うことによって、核平和問題は、被爆７０年

を起点としてさらに追い続ける問題だということを世界の人々と共有する大きなき

っかけになると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

国際発信については、核の非人道性に関する国際会議の動きや核兵

器廃絶向けて活動しているＮＧＯなど、継続して取材している。引き

続き、こうした国際的な動きを内外に伝えるとともに、広島の動きを

世界に発信していくことにもより力を入れていきたい。 

 

○   機能強化によりアジア最大級の米軍基地となりつつある岩国基地について、現状

や功罪など、もっと報道してほしい。沖縄の基地問題報道に比べて、情報の発信量が
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少ないように思う。 

 

○   山口県は、三方を海に囲まれ、地域によって地形や気象状況が大きく異なる。県

民の安心・安全を守るために、それぞれの地域に合ったきめ細かな災害報道をお願い

したい。 

 

○   大河ドラマ｢花燃ゆ｣と連携した取り組みに期待している。放送は経済効果だけで

はなく、市井の人々を知る絶好の機会にもなると思うので、これまで知ることのなか

った幕末を生きた人々に光を当て、紹介してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

岩国基地の問題は、大変大きな問題だと認識しており、岩国報道室

の記者を中心に継続して取材しているほか、去年は、地元住民の皆さ

んにアンケートを実施し、その功罪について考える番組を放送した。

来年度も継続して取材していく。 

災害報道については、地域の特性に考慮した情報発信に加えて、日

頃から地域の防災・減災に役立つ情報を細やかに伝えていく。 

大河ドラマ｢花燃ゆ｣の放送をきっかけにして、舞台となっている萩

だけではなく、山口県内各地からさまざまな話題が寄せられている。

平成２７年度は、そうした県民のみなさまの声にも応えていきたいと

思っている。 

 

○   岡山発地域ドラマに大いに期待している。ぜひ、よいドラマを制作してほしい。

人口減少の問題に関連して、岡山県の人口減少についても詳しく取材してほしい。岡

山県の人口減少率は比較的低く、一般的には気候が温暖で住みやすく災害が少ないこ

とが理由とされているが、他の要因もあるのではないかと思う。その要因がわかれば、

地域振興に大変役立つと思うので、そうした視点からも取材してほしい。 

 

○   地域発ドラマでは、岡山県の魅力を広く伝えてほしい。ドラマには、岡山の魅力

を発信するという効果と同時に、岡山県への郷土愛を育てる効果があると思うので、

とても楽しみにしている。 

 

○   選挙権の年齢引き下げが検討されているが、選挙報道において、たとえば家庭で

子どもと選挙について話し合えるような番組や、１８歳から２５歳くらいの若者たち
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が選挙について興味を持つことができるような新しい視点の番組を制作してほしい。

若い世代が政治に興味を持つきっかけになってほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

岡山放送局が初めて挑戦する「地域発ドラマ」では、岡山県の人々

のくらしや、岡山ならではの魅力を掘り起こして、全国に発信したい。

岡山県南部の沿岸地域の市町村ではほとんど人口の減少はなく、北部

の山間地域で人口が減少している。こうした側面も取材しつつ、岡山

県における人口減少の問題をとらえていきたい。 

 

○   江戸時代の町並みが残る広島県福山市鞆地域は、ドラマや映画のロケ地に取り上

げられ、町は賑わっているものの、景観保存や架橋問題については進展していない。

鞆の歴史的な魅力を踏まえつつ、問題解決の助けになる報道をお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

鞆の景観保存や架橋問題については、継続して取材し、お伝えして

いる。今後も何らかの動きがあれば、番組展開を含めて検討していき

たい。県内の開発の問題や地域振興の問題は、地域に寄り添い、でき

るだけきめ細かく見つめ、多角的に発信していきたいと思っている。 

 

○   諮問された「平成２７年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について

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

に、番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○   異議なし。 

 

  （ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定

し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○    昨年ＢＳプレミアムで放送された鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」



 

 6 

が２月８日(日)後 3：05～4：04に総合テレビで全国向けに再放送された。「だらず」

という米子地方の方言に込められた温もりや、人情や自然など米子の良さを存分に描

いた内容に、何度見ても感動を覚えた。地方の町では人口減少が進んでいるが、昨年

の米子市は人口減少がなく、移住者が全国１位だと報道されている。このドラマの効

果が非常に大きいと思う。今回は、総合テレビでの放送だったので、米子市民のひと

りとして、より大きな反響があるものと期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」の制作にあたっては、

米子の美しい風景だけではなく、ドラマの舞台となった鳥取大学医学

部附属病院で実際に行われているシングルマザーを応援する取り組み

を描いた。ワークライフバランスが注目されるなか、タイムリーで先

進的な事例を取り入れたことが、多くの視聴者のみなさんからの共感

につながった。 

 

○   鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」は、主人公のエキセントリックな

雰囲気に馴染めなかったが、古谷一行さんのなんとなく力の抜けた演技にほっとした。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドラマは、シングルマザー役の主人公が、東京から米子に来て、周囲

の人々の温かさにふれて心の豊かさや自分らしさを取り戻していくと

いう設定だった。人間的な変化を際立たせるために、前半部分では個

性を強調した演技になっていたのだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」の放送に合わせて、２

月７日(土)には、シリーズ被爆７０年 ヒロシマ復興を支えた市民た

ち 第１回「鯉昇れ、焦土の空へ」を、１３日(金)には、第２回「走

れ！三輪トラック～マツダ、職人親子の不屈の挑戦～」を、２１日(土)

には３年前に松江局が制作したドラマ「じいちゃんのわさび」を中国

地方ドラマ特集として集中的に編成した。数年後に再放送でき、再び

地域の関心を呼び起こすことができる点もドラマの利点なので、今後

も編成を工夫することで、新たな発見を届ける試みを行ってみたい。 
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○   ２月６日(金)のとっとりスペシャル「岐路に立つ鳥取県の海外戦略」(総合 後 8：

00～8：43 鳥取県域)は、メイドインジャパンへの需要が急増するいま、フェリーの

活用や航空路線への補助金の支給など、鳥取ブランドの海外展開に向けた鳥取県の取

り組みを詳しく伝えてくれた。タイムリーな内容で大変参考になる番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

とっとりスペシャル「岐路に立つ鳥取県の海外戦略」は、タイ、韓国、

ロシアでの鳥取県の取り組みや、「ゆず」でブランド化を進める高知

県の先進事例を通じて、鳥取県の戦略を徹底検証した。ふだん、視聴

者のみなさんからもっと掘り下げて情報を伝えてほしいという声をい

ただいており、今回、取材した記者たちが自ら出演してより詳しくお

伝えした。人材育成にも大いに役立った。 

 

○   １月２３日(金)の「東広島発！うた自慢」(総合 後 7：30～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、

とても楽しかった。「ＮＨＫのど自慢」よりも、たっぷりとした放送時間で、地元や

出場者の紹介がたくさん盛り込まれていて、より親しみを持って見ることができた。

小松宏司アナウンサーの司会もよかった。全国版の「ＮＨＫのど自慢」にもひけをと

らないすばらしい内容で、地方局の力量を感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「東広島発！うた自慢」は、「ＮＨＫのど自慢」のノウハウを元に中

国地方向けにアレンジした開発番組だ。好評なご意見をいただいてい

るので、来年度以降も他の地域で実施する予定だ。 

 

○   ２月１４日(土)のＥＴＶ特集「立花隆 次世代へのメッセージ～わが原点の広

島・長崎から～」を見て、立花隆さんが学生の頃から世界に原爆の怖さを伝える活動

をされてきたことを初めて知った。戦中に長崎で生まれ、核兵器廃絶への強い思いを

持つ立花さんが、広島の学生たちが取り組むイベントへの参加や長崎大学での特別授

業など、若い世代に核兵器廃絶の思いを伝えようとする活動を知り、大変考えさせら

れた。被爆体験者がいなくなっていくいま、直接体験談を語ることはできなくても、

その思いを伝えることの大切さを教えてくれたように思う。被爆体験の継承以外にも

通じる事柄だと思う。より多くの人に見てほしい内容だったので、ぜひ再放送してほ

しい。 
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（ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集「立花隆 次世代へのメッセージ～わが原点の広島・長崎

から～」は、去年１０月２４日(金)のプライムＳ「立花隆 ５４年ぶ

りの再会」で取材した内容に、今年１月に長崎大学で行った立花さん

と学生たちの対話の様子などを追加取材し制作した。立花さんは、６

月にアウシュヴィッツを訪ねる予定があり、広島放送局では、同行し

ての取材を予定している。アウシュヴィッツでは、すでに体験者はい

なくなり、体験していない人間が戦争の記憶を伝える活動を行ってい

る。広島での被爆体験の継承活動の一歩進んだ状況を見つめることで、

体験していない人間が伝えることについて考えてみたいと思っている。 

 

○   ＥＴＶ特集「立花隆 次世代へのメッセージ」は、世界平和への立花さんの強い

メッセージが伝わってくる非常によい番組だった。カナダでは住民運動によって核を

撤去した歴史があることを初めて知り、その事実に大変勇気づけられる思いがした。

核廃絶の願いが市民から国民に、そして世界に広がっていくことを願っている。 

 

○   ２月１４日(土)のエデュカチオ！「親子ｄｅスペシャル 本音で話そう！ゲーム

とのつきあい方」(再)は、子どもたちの大好きなゲームと上手につきあう方法を専門

家のアドバイスも交えて、考えることができた。子どもたちと親たちが話し合うこと

から導き出された結論に納得できた。来年度の新番組「ウワサの保護者会」にも尾木

ママこと尾木直樹さんが出演されるそうなので、期待している。子どもたちからの視

点だけではなく、親たちの視点から教育に関する不安や悩みを語り合えるようなコー

ナーがあれば面白いと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ウワサの保護者会」は、尾木さんが保護者の人たちと一緒に教育に

関する不安や悩みをとにかく話し合うことをベースにして開発を進め

ている新番組なので、ぜひ、ご覧いただきたい。 

 

○   「Ｌｅｔ’s天才てれびくん」を子どもと一緒にかかさず見ている。ゲーム的な感

覚が子どもたちをひきつけているのだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ｌｅｔ’s天才てれびくん」は大変反響が大きく、双方向の番組だ
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が、毎回１０数万のアクセス数がある。ＮＨＫの双方向番組の中では、

際立って参加率の高い番組だ。ゲームに参加するような感覚で、参加

者に仲間意識を持って楽しんでいただいているようだ。「どちゃもん」

という郷土の特産物をモチーフにした怪獣のようなキャラクターが登

場したり、みんなで力を合わせて味方につけたりすることで、郷土に

対する愛着を芽生えさせる効果もあると思う。リモコンを持ってテレ

ビと向き合うことで、子どもの世界が豊かになることを期待している。 

 

○   ２月１８日(水)のクローズアップ現代「戸籍のない子どもたち（２）どうしたら

救えるのか」を見て、日本で生まれ育ちながら、出生届が出せないがために戸籍を持

てない子どもたちが存在する事実に衝撃を受けた。問題の背景に何があり、どうすれ

ば救えるのかという部分にもきちんと切り込んだ内容だった。今後切り口を広げ、救

済につながる手立てになるような番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

女性の貧困や子どもをめぐる状況については、これまでも「ＮＨＫ

スペシャル」や「クローズアップ現代」などで継続して取り上げてき

た。取り上げ方は異なるが問題の背景は共通する部分が多いテーマだ。

放送後の反響をきっかけに、新たな事実が判明し、さらに取材対象を

広げ、次の番組に展開している。非常に大きな背景のあるテーマなの

で、引き続き取材していきたい。 

 

○   イスラム国による人質問題の報道では、ＮＨＫよりも他局の方が突っ込んだ報道

をしていたように思う。たとえば、人質にされた後藤さんの人柄や活動を彼に影響を

与えた他のジャーナリストたちの言葉も交えるなど、よりきめ細かく伝えていたよう

に思う。後藤さんの人となりが日本の内外を問わず、世界中の人たちともっとシェア

できていたとしたら、悲惨な結果を回避できる可能性があったかもしれない。今後も

人間に対するメッセージをより強く発信してほしいと思う。一連の事件によって、イ

スラム世界に対する誤解や差別が広がったと思うので、イスラム世界に対する正しい

理解につながる報道にもいっそう力を入れてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

過激派組織ＩＳ・イスラミックステートに関する報道については、後

藤さんの人となりを含めて、ＮＨＫは、質・量ともに充実した報道を
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行っていると認識している。後藤さんの殺害が明らかになった日の２

月１日(日)のＮＨＫスペシャル「追跡 イスラム国」では、最前線の

現場への取材をまとめて、その知られざる実態を伝えた。視聴者の関

心に応えるタイムリーな放送だったと思う。厳しい国際情勢が続いて

いるので、今後もさまざまな角度から伝え続けていく。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「追跡 イスラム国」は、各国の関係者の取材によって、指導

者バグダディ容疑者やメディア戦略の舞台裏、勢力を拡大した手口など、初めて知る

事実に衝撃を受けた。イスラム国の実態と日本の置かれている状況もよく分かった。

ＮＨＫの取材力に改めて感心した。 

 

○   小学校に招かれて、海外でも体験を話す機会があるが、「イスラム国」という名

称で報道されることで、子どもたちが「イスラム教徒全員がテロリスト」という感覚

になってしまっているという声を先生方から聞く。たとえば、インドネシアはイスラ

ム教徒の多い国だが、テロリスト集団ではない。イスラム教の国家と「イスラム国」

がいかに違うかということを伝えることが大切だと思う。あわせて、イスラム教を信

仰するすばらしい国々の存在をもっと知らせてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「イスラム国」に関する報道に際しては、ご指摘のような「イスラム

教を信仰する人たちはテロリストだ」という誤った印象を視聴者に与

えてしまわないように配慮して報道している。非常に難しいテーマな

ので、報道にあたっては今後も細心の注意を払っていきたい。 

 

○   「イスラム国」という日本語の表現が誤解につながるのだと思う。表現を改める

ことで、人々に与える影響が大きく変化するのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫではこれまで組織が名乗っている「イスラミックステート」を

日本語に訳して「イスラム国」とお伝えしてきたが、この組織が国家

であると受け止られないようにするとともに、イスラム教についての

誤解が生まれないように、２月１３日(金)の放送から原則として「過

激派組織ＩＳ・イスラミックステート」と表現を変更し、最初に変更

した時には、各ニュース番組でなぜ変更したのかという説明も行った。 
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○   ２月１１日(水)に再放送されたザ・プレミアム プレシャス・ブルー「カリブ海・

クジラの親子と出会う旅」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 4：30～5：59)は、映像がきれいですばら

しい番組だった。フリーダイバーの二木あいさんがマッコウクジラとたわむれながら

泳ぐ姿は人魚のようで、とても美しく、その姿に感動した。 

 

○    ２月１３日(金)シリーズ被爆７０年 ヒロシマ 復興を支えた市民たち 第２回

「走れ、三輪トラック」は、原爆投下後、広島が復興していく過程を三輪トラックの

製造を通して、的確に伝えてくれた。原爆投下直後には「草木も生えない」と言われ

ながら、復興を遂げた７０年後のいま、番組を放送することの意味は大きいと思う。

マツダの前身である東洋工業創業者の松田重次郎さんの「コツコツと三輪トラックを

作り続けていくんだ」「原爆という技術で奪われた故郷広島を技術で取り戻すんだ」

という言葉から、東洋工業が、三輪トラックの製造に原爆からの復興という強い思い

を重ねていたことがよく分かった。若者たちに見てほしい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

シリーズ被爆７０年 ヒロシマ 復興を支えた市民たち 第２回「走

れ、三輪トラック」は、ドキュメンタリー部分に力点を置いたドラマ

だ。松田さんの発する数々の言葉はとてもインパクトがあって、心に

残った。次回は、原爆投下３日後に復旧した広島電鉄の路面電車を取

り上げる予定だ。現在、その電車に乗務していた少女運転士や車掌を

取材している段階だ。わずか３日後に電車を動かした背景には感動的

な物語がある。今夏の放送を予定しているので、こちらもぜひご覧い

ただきたい。 

 

○   シリーズ被爆７０年 ヒロシマ 復興を支えた市民たち 第２回「走れ、三輪ト

ラック」を見て、素直に感動した。広島が復興していく歴史のなかに、球場を作った

り、病院を作ったりという社会貢献活動があった事実を初めて知った。大変好感を持

って見た。マツダでは、新車が発売されるたびに原爆ドームをバックにポスター撮影

していたことも今回初めて知った。とても心に残る話題だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

シリーズ被爆７０年 ヒロシマ 復興を支えた市民たち 第２回「走

れ、三輪トラック」は、私たちも知らなかったことがたくさんあった。

ドラマを制作することで、埋もれていた事実を掘り起こすことができ
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たと思う。 

 

○    アニメ「団地ともお」は、キャラクターが個性的で下品なギャグも多いが、家族

の絆などの感動するエピソードを随所に取り入れていて、単なるギャグ漫画ではない

魅力を感じている。２月７日(土)の「アフターケアも大事ってことともお／不器用で

すからともお」で最終回だったが、とても唐突な印象を受けた。２月７日という終了

時期も中途半端に感じた。４月からＥテレで再放送されるようなので、楽しみにして

いる。 

 

（ＮＨＫ側） 

アニメ「団地ともお」は、総合テレビで土曜日の朝の時間帯に「週刊

ニュース深読み」に続いて編成している。「週刊ニュース深読み」は、

当日のニュースによって時間が延伸されることがあり、アニメ「団地

ともお」の放送が流れることも多い。放送回数に余裕をもたせて制作

する必要があり、結果的に２月７日に最終回となったのだと思う。 

 

○   １月１５日(木)の「発見！体感！天空の城・白壁の倉敷 高梁川紀行」(ＢＳﾌﾟﾚﾐ

ｱﾑ 後 9：00～9：59)は、岡山県西部を貫くように流れる高梁川流域の豊かな自然や

由緒ある町並みなどを紹介してくれた。なかでも、雲海に浮かぶ備中松山城の映像は、

圧巻だった。美しい景観から川で育った文化や水源を活用した人々の暮らしまで盛り

込まれた見ごたえのある紀行番組だった。ただ、山田方谷にちなんで名づけられた伯

備線の方谷駅が登場する場面で、名前の由来について触れてくれなかったことが残念

だった。 

 

○   ２月６日(金)のフェイス「靴店ふたつ それぞれの挑戦～巨大モール開業のなか

で～」を興味深く見た。岡山駅近くに巨大ショッピングモールが開店したことで、商

店街にとどまることを選択した店と離れてモールに進出することを選択した店、どち

らの選択にも共感を持った。数年後の二つの靴店についても伝えてほしい。巨大モー

ルと地元商店街の関わりは各地で起こっているできごとなので、全国の地方商店街に

とって、大変有益な情報になると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「靴店ふたつ それぞれの挑戦」は、巨大モールが地域経済

の起爆剤として期待される一方で、商店街を衰退させるのではないか
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という不安があるなか、新たな選択をした２つの靴店を取材した。数

年後の展開は、商店街の今後にもつながる興味ある事柄なので、今後

も長い目で追いかけていきたい。 

 

○   ２月８日(日)「いきいきと暮らすために～フォーラム認知症新時代ｉｎ出雲」(総

合 後 1：05～1：48 島根県域)は、高齢者を家族に持つ自分自身にとって、大変切実

に感じられた。島根県内で活動する認知症の専門医や介護士、認知症を抱える本人や

家族たちの発言から現実を正しく認識でき、よい勉強になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「いきいきと暮らすために～フォーラム認知症新時代ｉｎ出雲」は、

ＮＨＫ厚生文化事業団が主催したフォーラムをＮＨＫエンタープライ

ズが番組化した。認知症を抱えても自分らしく生きるためにはどうす

ればいいのか、丁寧に説明されており、私自身も非常に参考になった。 

 

○   １月３１日(土)から始まった土曜ドラマ「限界集落株式会社」を自分自身の住ん

でいる地域と重ねて見ている。私の町は、７５歳以上の高齢者４０数人に対して子ど

もは５人という地域で、名水百選に指定された湧水を活用して町おこしをしようと活

動している。ドラマの設定には、やや現実離れした部分もあるが、今後の展開にとて

も期待している。村の人たちを元気にして、再生していく過程に注目したい。鳥取県

では、県の施策として IターンやＵターンを推進している。私の地域にも田舎暮らし

に憧れてやってくる人たちがいるが、彼らは、地域の人たちとのつながりや支援を求

めている。夢の実現者として田舎暮らしを始めた人たちを取り上げるだけでなく、地

域の人たちとつながり、地域に根を張って次の世代につないでいくような視点からも

取材してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取放送局では、人口減少に歯止めがきかない中、県外からの移住者

誘致に積極的な行政や民間の取り組みなどを発信していく。鳥取放送

局では、単に夢の部分だけを追いかけるのではなく、移住してきた人

たちをさまざまな形で支える人たちを描きたいと考えている。今後、

県内のいろいろな例を紹介していきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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ドラマという手法を使って地方の現状や課題を取り上げることで、ド

キュメンタリー番組とは違う角度から、幅広い見方ができるように思

う。今後も多様な切り口で社会の課題に向き合っていきたい。 

 

○   １月１６日(金)ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「ふるさと再生に“妙薬”あり」は、番組宣

伝での「金が一番、金が好き」というお年寄りの言葉が強烈でよい印象を受けなかっ

た。村に自生する生薬を活用して、村起こしにつなごうと活動する姿に焦点を当てた

もので、限界集落の一面を見せてもらったように思う。引き続き、地域の置かれてい

る現状を伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「ふるさと再生に“妙薬”あり」は、これまで継

続的に取材し、「情報維新やまぐち」で紹介してきた内容にさらに取

材を重ねたものだ。農業がテーマなので、時間をかけて取材した。栽

培した生薬を製薬会社が買い付けてくれることが決まった直後のよい

タイミングで放送することできた。「金が好き」というお年寄りのイ

ンタビュー部分を使った番組宣伝に対しては、ご指摘と同じようなご

批判も届いている。村のお年寄りの生きるエネルギーの表現として切

り取ったものだが、強い言葉なので、さまざまな受け止め方があった

と思う。ご意見は制作現場に伝え今後に生かしたい。 

 

○    ２月１３日(金)のドキュメント７２時間「便利屋、都会を走る」は、１か所の定

点観測ではなく、昼夜を問わず持ち込まれる相談に応じる「便利屋」さんに密着した

内容だった。「プロフェッショナル仕事の流儀」に似た描き方だった。定点を観測す

るという本来の「ドキュメント７２時間」の魅力が薄らいでしまい、少し残念だった。 

 

○    ２月９日(月)のひるブラ「イケメン志士が愛した“幕末グルメ”～山口・萩市～」

は、酒酵母を使った幕末パンや復刻された長州おはぎなど地元でもあまり知られてい

ないものを紹介してくれた。よく見つけてきたと感心している。大河ドラマ｢花燃ゆ｣

の放送をきっかけに、道の駅「萩しーまーと」でも１月は対前年比１５％アップの売

上げがあり、経済効果を実感している。萩市民のひとりとして、この場をお借りして

お礼を申し上げたい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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２月９日(月)は萩市から、１０日(火)は下関市から２日連続で「ひる

ブラ」を放送した。大河ドラマ｢花燃ゆ｣の放送をきっかけに人々の注

目が集まる時期に放送できてよかったと思う。地元では観光客が増え

ていると聞き、地元の放送局として大変喜んでいる。引き続き、関連

番組やイベントを行って、地域の元気を応援していきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



1 

 

平成２７年１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、放送番組モニター

報告と視聴者意向、２月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 江種 則貴 （中国新聞社論説主幹） 

     河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月９日（金）のプライムＳ「被爆７０年 巻頭言 ～いま私たちにできること～」

(総合 後 7：30～8：43 中国、九州・沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)は、これまでの取材を生かしたしっ

かりとした構成だった。アメリカのＮＰＴ核拡散防止条約担当の国務次官のインタビ

ューや昨年１２月８日にオーストリア・ウィーンで開かれた核兵器の人道的影響に関

する国際会議の模様も克明にとらえられていて、核兵器禁止に向けた国際的な動向も

よく伝わってきた。原爆投下で肉親を亡くした遺族の方が、７０年を経て明らかにさ

れたアメリカ調査団の資料から当時の様子を初めて知った時の無念の表情が印象的

だった。遺品から生き別れた姉の最期をたどり、残された手記からその様子を知った

遺族のほっとした表情も心に残った。リアリティーに富んだ映像にテレビの力を感じ

た。よい番組だったと思う。ただ、進行役の女性アナウンサーが経験不足からか、進
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行がぎくしゃくしていたし、男性アナウンサーのコメントにも違和感がある場面があ

った。放送エリアが、中国、九州・沖縄地方に限られていたことも残念だった。広島

からのメッセージを全国に向けて発信してほしかった。ＮＨＫの果たすべき役割は大

きいので、今後の放送に期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

プライムＳ「被爆７０年 巻頭言」は、被爆建物である広島大学付属 

中・高等学校講堂から生中継した。前半の話題は、昨年、長崎放送局が

制作した「ＮＨＫスペシャル」で取り上げた被爆直後の資料を見たご遺

族から、自身の家族をたどりたいという声が寄せられたため、今なお家

族の最期を知りたいと思う人たちの思いを取材した。後半の被爆遺品の

ＶＴＲは、広島局が行っている「被爆遺品発掘キャンペーン」がきっか

けで原爆資料館に学生服を寄贈した一家を取材した。被爆から７０年が

過ぎ、２世や３世の世代が遺品や記録を通して被爆体験を身近に感じる

ことで、被爆者の思いが受け継がれていくような手ごたえを感じた。核

をめぐる国際的な動きも継続して取材しているが、今回の放送では、ニ

ュースとは違う面を伝えることができたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

女性アナウンサーは、平成２６年入局の新人で、長崎で被爆者の取材  

を熱心に続けている。若い世代の被爆体験の継承という番組テーマに合

っていたこともあり、今回担当させた。未熟な面もあるが、将来に向け

て育成していきたい。 

 

○   プライムＳ「被爆７０年 巻頭言」は、司会者の進行ぶりにハラハラする部分はあ

ったのもの、姜尚中さんや五日市高校放送部の生徒たちのしっかりとした発言から、

被爆７０年に取り組むＮＨＫの姿勢がしっかりと伝わってきた。私自身もかつて被爆

３世の新人記者に被爆関連取材をさせたところ、真摯（し）に被爆体験に向きあい、

味わい深いコラムにまとめてきた経験がある。被爆体験の継承に加えて、被爆取材の

ノウハウの継承も被爆地のマスコミに課せられた役割だと思う。被爆体験の継承だけ

ではなく、取材者の思いを伝える試みも必要だと思う。番組では、被爆者の肉声は、

ほとんど伝えられなかったが、被爆から７０年が過ぎ、被爆体験を継承するむずかし

さがより強く伝わったように思う。 
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○   五日市高校放送部の被爆体験を伝える取り組みは、これまで「お好みワイドひろし

ま」や「フェイス」で取り上げてきた。自分たちが活動の中で悩んだ実体験にもとづ

く言葉だからこそ、しっかりと伝わったのだと思う。生放送番組で時間が押してしま

い、ゲストの討論を伝えきれなかった点が残念だった。今回の経験を今後の放送に生

かしたい。 

 

○   プライムＳ「被爆７０年 巻頭言」は、被爆７０年を迎える年の年頭にあたり、日

本中に向けて発信してほしい内容だった。中国、九州・沖縄ブロック向けの放送だっ

たことが残念だった。放送後の反響を受けて、掘り下げて取材し、新たな資料によっ

て裏づけられる事実や、７０年経ってようやくわかる事実は、これからも増えてくる

と思う。「被爆者に何が起こったか」ということをさらに掘り下げて取材してほしい。

本当に事実を知るべき人にきちんと伝える努力を続けてほしいと思う。今明らかにな

った事実を報道すると同時に、これまでも事実を発掘しようと努力してきた人々につ

いても、注目してほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

被爆から７０年たっても、いまだ埋もれている資料があり、探せばい  

ろいろなことが分かってくるということは、私たち制作者も実感してい

るところだ。過去の取材を掘り起こし、引き継いでさらに発展させる取

り組みを続けていく。被爆７０年に向けたこれからの番組にも期待して

ほしい。 

 

○   １月５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「脅威のエボラ、英知をかけて挑

む ウイルス学者・高田礼人」は、エボラウイルスに挑み続けてきた日本人科学者に

密着したもので、「仕事は、自分以外の誰かのために役立つものであり、そのために、

自分のオリジナリティを活用する」という言葉に共感を覚えた。人のために頑張るひ

とりの科学者と利益を追求する製薬会社の現状も描き出されて、対比が興味深かった。 

 

○    １月１２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「振り切る先に、未来がある 

自動車エンジン開発・人見光夫」は、内容の掘り下げ方が足りなかったように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

プロフェッショナル 仕事の流儀「脅威のエボラ、英知をかけて挑む  

ウイルス学者・高田礼人」は、主人公の人間的な魅力や現場の緊迫感が
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よく表現されていたと思う。一方で、プロフェッショナル 仕事の流儀

「振り切る先に、未来がある 自動車エンジン開発・人見光夫」は、今

回、マツダの協力をいただき、ふだんは立ち入れない部分まで撮影する

ことができたのだが、エンジンの開発現場を取材した内容なので、企業

秘密の部分が多く、カメラが迫りきれないもどかしさがあったのかもし

れない。 

 

○   １２月２２日(月)のＮＨＫスペシャル「“消えた”子どもたち～届かなかった“助

けて”の声～」(総合 後 7：30～8：13)を大変興味深く見た。虐待・ネグレクト・Ｄ

Ｖなど親の都合で翻弄され、心も体も言葉も成長しきれないでいる子どもたちの実態

が浮き彫りにされていた。子どもたちだけではなく、親たちにも情報や支援の手が届

きにくいのが現実だ。今後も継続して取材し、社会に向けて情報を発信してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「“消えた”子どもたち」は、全国の施設にアンケ   

ートを行い、そこから浮き彫りになった事実を描いた。また、１２月２

８日(日)のＮＨＫスペシャル「子どもの未来を救え～貧困の連鎖を断ち

切るために～」(総合 後 9：00～9：58)では、厳しい生活を強いられる子

どもたちの実態を伝えた。問題の背景は重なる部分が多い。引き続き取

材を続け、息長く、広く事実を伝え続けていきたい。 

 

○   子どもの貧困については、これまで全く認識していなかった問題だったので、放送

を見て衝撃を受けた。放送後、私自身も勉強したし、反響は、大きく広がっていくと

思う。今後の放送に期待している。 

 

○   １月６日(火)のブラタモリ「京都」(総合 後 8：00～8：43)は、とても楽しく見る

ことができた。かつても「ブラタモリ」で紹介された東京界隈(わい)を放送後、訪ね

てみるという楽しみ方をしていたのだが、京都もまた、家族で訪ねてみたいと思う。

身近な町を巡る番組は他にもあるが、「ブラタモリ」は、豊富な知識を持つタモリさ

んが、風景に合わせてさりげなくさまざまなことを教えてくれる。その知識と人柄が

魅力だと思う。同じ風景がタモリさんの言葉でとてもすてきに見えてくる。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ブラタモリ」は、今年の４月から定時番組として復活する予定で、  
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プロローグとして京都を取り上げた。タモリさんの幅広い知識や興味が、

画面からも伝わってきたと思う。若年層から高齢層まで、幅広い年齢層

の人に見ていただけた。今年４月からは、土曜日の午後７時３０分から

の放送を予定しているので、ぜひ、ご家族でご覧いただきたい。 

 

○   １２月１５日(月)～２５日(木)のまる得マガジン「美しく！おいしく！和食のマナ

ー」は、仲間うちでも話題になった。わずか５分間の短い番組だがくらしに役立つ有

益な内容だと思う。子どもたちにも伝えていきたい内容だった。テキストも発売され

ているので、購入したい。さらに内容の濃い、凝縮された５分間に期待している。 

 

○   １２月２８日(日)の現場に立つスペシャル「それぞれの選択～巨大モール進出・２

つの靴店の挑戦～」(総合 後 10：00～10：48 岡山県域)は、西日本最大のショッピン

グモールの開業で、新たな決断をした２つの靴店の挑戦を追いかけていた。巨大モー

ルでたった３０分でできるセミオーダー靴の販売に挑む店と商店街に留まりより高

価な靴で勝負する店、対照的な方法で取り組みを始める挑戦にひかれて、興味深く見

た。成功に向けて努力する若者の姿を見て、応援したくなった。彼らの挑戦の過程で、

お客さんの声を取り入れたり、地元の商店街の人たちに支援されたりといった場面も

描かれており、ほのぼのとしたものを感じた。この番組では、巨大モールのオープン

による影響の１つの事例に焦点を当てていたが、巨大モールの開店は、地元商店街だ

けではなく広範囲に影響を与えるような大きな出来事だと思う。今後、巨大モールの

開店の影響を総括的に取り上げた番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

巨大ショッピングモールの開店は、岡山経済にとって、起爆剤になる  

のか、地元商店街の脅威になるのか、まさしく境界線上にあると思う。

現場に立つスペシャル「それぞれの選択」に対しては、地元の表町商店

街からも商店街で頑張る若者の挑戦を取り上げたことに感謝の声が寄せ

られている。今後、客観的な視点から巨大モール進出の影響にも向き合

っていきたいと思う。 

 

○   現場に立つスペシャル「それぞれの選択」は、２つの靴店の仕事のやり方や場所な

ど、対照的な靴店に焦点を当てていて、とてもおもしろかった。 

 

○   １月４日(日)の「データで探る２０１５年」(総合 前 9：00～9：59)は、大量のデ
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ータを生かす取り組みをみんなが興味を持つように作っていると感心した。特に家計

調査を立体化して見せた部分は、記憶に残るすばらしい工夫がされていたと思う。膨

大な蓄積データを分析することで、知られざる世の中の動きや表面に出てこない意外

な相関関係などが見え、とても面白かった。データ分析から、景気動向の予測を金融

政策に反映したり、渋滞個所の特定を交通対策に反映したり、いろいろな分野で研究

が進み、より安全で豊かな社会作りに生かされていくと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「データで探る２０１５年」のほか、１月３日(土)のＮＨＫスペシャ

ル  ネクストワールド 私たちの未来「第１回 未来はどこまで予測で

きるのか」(総合 後 7：30～8：43)、４日(日)のＮＨＫスペシャル ネク

ストワールド 私たちの未来「第２回 寿命はどこまで延びるのか」(総

合 後 9：15～10：04)といったデータを駆使した未来予測系の番組を年始

に多く編成した。ビッグデータの分析は、これからもいろいろな形で伝

えていきたいと思う。 

 

○   「データで探る２０１５年」は、膨大なデータを見る人にとって分かりやすい話題

に落とし込んでいて、とてもよかった。ＮＨＫスペシャル「ネクストワールド 私た

ちの未来」は、再生医療と３Ｄプリンターを組み合わせた臓器の再生や高難度の手術

もミスなく行う手術ロボットや若返りの薬など、３０年後の世界予測を現実にものと

して迫ってくるようだった。とても面白く、興味深く見た。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「ネクストワールド 私たちの未来」は、５回の放  

送を予定しており、１月２４日(土)に「人間のパワーはどこまで高めら

れるか」、２５日(日)に「人生はどこまで楽しくなるのか」、２月１日(日)

に「人間のフロンティアはどこまで広がるのか」を放送する予定だ。近

未来ドラマと組み合わせ、工夫したつくりになっているので、ぜひご覧

いただきたい。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「ネクストワールド 私たちの未来」を見て、未来の世界に恐怖

に似た不安を覚えた。ヒトゲノムの解析が進み、遺伝子操作できる時代になれば、お

そらく命の選別も起こりえる。人類が科学技術を間違って用いた結果、原子爆弾が生

まれた。科学の発達には、必ず表の面と裏の面がある。見る人に重いテーマを突き付
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けているように感じた。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「ネクストワールド 私たちの未来」は、ドラマと組み合わせて

いる部分がおもしろくて、じっくりと見た。３０年後の未来に恐怖を感じたが、流行

のつくり方や犯罪予測など、現代社会で行われていることを知ることができてよかっ

た。これからの放送を楽しみにしている。 

 

○   年末年始は、大河ドラマ「花燃ゆ」に関連して、山口県萩市が登場する番組が多か

った。放送をきっかけにして、地元は大いに盛り上がっていて、うれしい限りだが、

地元以外の人にとっては、食傷気味ではないかと少し心配になった。１月４日(日)の

大河ドラマ｢花燃ゆ｣の関西地区での初回視聴率は、16.9％で、比較的低かったそうだ

が、今後どう展開していくのか、とても気になる。 

 

（ＮＨＫ側） 

大河ドラマ｢花燃ゆ｣の初回放送については、内容を評価する声を多く

いただいている。視聴率に関しては、地元の皆さんから心配する声もい

ただくが、大河ドラマは５０回の放送予定なので、これからいくつもの

山場がある。楽しみにご覧いただきたい。番組ＰＲについては、今後も

引き続き、イベントや放送を通じて行っていきたい。 

 

○   １月８日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 山口・萩」は、吉田松陰や久坂玄瑞とい

う萩の歴史や人物ではなく、萩ガラスや大漁旗から作るバッグやＵターンの若者が作

ったゲストハウスなど、あまり知られていない今の萩市に焦点を当て、新しい萩の魅

力を伝えることができて、よかった。案内役の山口局の松苗竜太郎アナウンサーも、

萩をよく研究していて、的確なコメントを述べていた。安心感があってよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

あさイチ「ＪＡＰＡなび 山口・萩」は、「あさイチ」の主な視聴者

層である女性層を意識して、内容を構成した。アナウンサーを評価いた

だき感謝している。入局３年目の若いアナウンサーなので、今後も山口

局の顔として存在感のあるアナウンサーに育てていきたい。 

 

○   大河ドラマ｢花燃ゆ｣は、家族のあり方や学ぶことの意味を考えるよいドラマだと思

う。今後の展開に大いに期待している。 
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○   鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」が、２月８日(日)に総合テレビで全

国向けに再放送されることが決まり、大変喜んでいる。昨年１月の放送後、地元の変

化を実感している。ドラマが地域の活性化に与える影響は大きい。県民を代表して感

謝申し上げたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」は、昨年１月２９日(水)   

にＢＳプレミアムで放送した。今度は総合テレビでの全国放送なので、

より多くの人に見ていただき、米子の活性化に貢献したい。 

 

○   １月８日(木)の「いちおしＮＥＷＳとっとり」は、タイからの観光客が雪の大山を

訪れた話題や女子アメフト選手・小倉典子さんのインタビュー、中日ドラゴンズの山

本昌投手の鳥取でのトレーニング、境港の妖怪をモチーフにしたスイーツや相撲の逸

ノ城の話題、県内各地のさまざまな話題を集めていて、感心した。放送を通じて、地

域への誇りと元気をもらった思いだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取放送局では、取り上げられる機会の少ないスポーツを含めて、県  

内のさまざまなニュースや話題を取材するほか、逸ノ城の出身である鳥

取城北高校相撲部を継続して取材するなど、地域の放送局として、きめ

細かい取材を心がけている。「いちおしＮＥＷＳとっとり」を中心に、

タイムリーな機会をとらえて放送しているので、ぜひこれからもご覧い

ただきたい。 

 

○   １月１日(木)の鶴瓶の家族に乾杯～新春スペシャル～「井上真央山口県山口市」(前

編)(総合 後 7：20～8：33)は、歴史が今に伝わる山口のよさをうまく取り上げていた。

笑福亭鶴瓶さんの人なつこい人柄と井上真央さんの強い個性がぶつかって、うまく展

開しない場面もあったが、司会の小野文惠アナウンサーの進行が絶妙で、とても楽し

く見ることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「鶴瓶の家族に乾杯～新春スペシャル」では、小京都といわれる大内

文化の香りが色濃く残る地域と、近郊の農村、さらには、クルマエビ養

殖で有名な漁村を訪ねることで、さまざまな山口市の顔を紹介すること
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ができ、地元のみなさんにも喜んでいただけたと思う。司会の小野アナ

ウンサーは、新人時代に山口放送局に勤務していたので、地元には当時

の小野さんを知る人がたくさんいる。小野アナウンサーの山口を愛する

気持ちが、番組をより楽しくしてくれたのだと思う。 

  

○    １２月３１日(水)の「しあわせニュース２０１４」(総合 後 5：00～6：50)は、一

年の総まとめにふさわしい番組だった。たくさんの明るいニュースを見て心が温かく

なるようだった。進行役のアナウンサーが番組にぴったりでうまく盛り上げていたと

思う。 

 

○   ＮＨＫ番組のアナウンサーやゲストのキャスティングがすばらしい。「ＮＨＫニュ

ース７」では、政治や金融、財政という硬めのニュースが多い平日は、武田真一アナ

ウンサー、比較的ヒューマンな話題が多い週末は、守本奈美アナウンサーとぴったり

な人選だと思う。守本アナウンサーは、体の動きがとてもしなやかで、親しみやすい。

「クラシックの迷宮」の片山杜秀さんの解説は、聞く人の興味を引き出してくれるし、

「グレートトラバース～日本百名山一筆書き踏破～」の田中陽希さんは彼にしかでき

ない挑戦だと思う。 

 

○    １月４日(日)の「風に立つライオン～さだまさし・大沢たかお ケニア命と自然の

旅～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10：00～11：29)は、この１か月で最も印象に残った。さださ

んが、３０年前に作った曲の舞台ケニアを訪ね、現地で頑張る日本人たちと出会い、

地元の人たちのために「風に立つライオン」を歌っている時の、聴いている人たちの

瞳の美しさ、その透明さが強く印象に残った。私自身、長く音楽に携わってきたが、

聴衆の人たちのあれほど澄んだ目にあまり出会ったことがない。音楽を聴く人の心に

伝えるためには、いいものを作って、いい演奏だけではなく、その背景が大事だとい

うことを教えられたように思う。放送後、私が教える大学院の音楽の学生と瞳の美し

さについて話し合ったところ、そこに生きている人の背景や背負っているものが共振

し合った結果ではないかという意見だった。番組で直接語ることなく、見る人に想像

させることで、思いを伝える番組構成や焦点のとらえ方こそ、ＮＨＫの番組制作の真

骨頂だと思う。心から感謝したい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「風に立つライオン」は、ケニアの大自然と、そこに暮らす日本人の  

奮闘が素直に伝わる、よい番組だったと思う。 
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○   １月３日(土)の「世界の果ての通学路」(Ｅﾃﾚ 後 5：32～6：49)を子どもと一緒に

見た。２学期は学校に行くのを嫌がっていた子どもが、３学期から自分から準備して

学校に行くようになった。きっと子どもの心にも何かを残したのだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「世界の果ての通学路」は、2014 年春に上映され、大きな反響を呼ん  

だ映画を購入して、日本語訳をつけて放送した。何時間もかけて道なき

道を学校に通う子どもたちを追いかけたドキュメンタリー映画だ。子ど

もたちを支えているのは、「夢をかなえたい」という強い思いだという。

続編の制作が予定されているようなので、また放送する機会があるかも

しれない。 

 

○   １２月２２日(月)のひるブラ「島の“カッパ”を探せ！～島根・隠岐の島町～」は、

カッパというこれまでにあまりない切り口で隠岐の島町を紹介した点がよかった。隠

岐の島町にカッパ伝説があり、地域に根付いていることを知らなかったので、とても

興味深かった。カッパで町おこしをしようとさまざまな取り組みが紹介されている点

もよかった。「この番組は１０月６日に収録したものです」というスーパーがされた

が、視聴者に何を伝えたかったのか分かりにくかった。「台風の影響で」といった情

報が付加された方がより視聴者に伝わりやすかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ひるブラ」は、通常生中継で放送しているが、録画放送であること、

そのため季節感が違うことの説明として収録日のスーパーを付加した。

ご意見については、今後の放送に向けて検討したい。 

 

○   １月６日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「やる気を引き出せ！～幕末

の熱血教師 吉田松陰～」は、松下村塾の人材育成のプロセスや吉田松陰が行った人

材育成のコツがコンパクトにまとめられていた点がとてもよかった。吉田松陰が高杉

晋作や伊藤博文といった門下生たちをどのように評価していたのかという点も詳し

く紹介されていて、興味深かった。コメンテーターとしてベンチャー企業の経営者が

出演していたことで、吉田松陰の人材育成の手法を現代につなぐ効果があった。企業

で人材育成に関わる人たちにも見てほしい内容だった。ただ、副題に「やる気を引き

出せ！」とあったが、取り上げられた２つのポイントのうち、「見捨てるな、その先

に光が射す」という部分は、テーマから少し外れていたように感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

吉田松陰は、幕末の思想家として知られているが、先人たちの底力 知

恵泉（ちえいず）「やる気を引き出せ！」では、多くの人材を育てた教

育者としての側面に的を絞って制作した。ベンチャー企業の若き社長と

京都大学教授というお２人のゲストが、現代と過去をつなぐよい効果を

生み出し、時代を超えた知恵が引き出されている番組だったと思う。 

 

○   １月１３日(火)のクローズアップ現代「ヘイトスピーチを問う～戦後７０年 いま

何が～」は、実際の街宣活動やヘイトスピーチが起こる背景、国際的な動き、さらに

は、実際にヘイトスピーチを行ってきた人へのインタビューも交えて、短い時間のな

かに、必要な要素をしっかりとまとめて伝えてくれた。いろいろな意味で意義のある

報道だったと思う。ヘイトスピーチが起こってしまう背景の一つには、メディアの存

在があると思う。メディアの責任についても、さらに掘り下げて伝えてほしい。 

 

○   「ピタゴラスイッチ」を５歳の子どもと一緒にいつも楽しく見ている。なかでも、

ハンカチを折り曲げるごとにお話が展開していく「おりたたみハンカチ劇場」がユニ

ークでおもしろい。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



1 

 

平成２６年１２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１８日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、放送番組モニター

報告と視聴者意向、１月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 江種 則貴 （中国新聞社論説主幹） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   １２月４日(木)の地球イチバン「世界一服にお金をかける男たち」は、フェイスブ

ックを通じて同世代の女性たちの間で非常に話題になっていたので、放送が楽しみだ

った。色鮮やかなスーツに身を包み、社交場に集まって町を練り歩く様子に驚いた。

上品に服を着こなすことはエレガントな紳士であり、先輩から後輩にマナーやセンス

を引き継いでいくという文化にとても感動した。町の人たちが彼らに喝采を送り、応

援している様子にも感動した。すばらしい町起こしだと思う。私の周囲では多くの女

性たちが見ていたが、男性にも見てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「地球イチバン」は、地球上のさまざまなイチバンの地を訪ね、そこ

に住む人々の暮らしやその土地の風土を描く紀行ドキュメンタリーだ。

多様な世界の今を見ることができるのでぜひご覧いただきたい。 
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○   １２月６日(土)の妄想ニホン料理「酒と男と女と酒盗の巻」を見た。フランスとチ

ェコの料理人がワインとビールに合わせて創作したそれぞれの酒盗は、すてきで食べ

てみたくなった。文化や考え方の違いによって、酒盗のとらえ方が異なることがとて

もおもしろかった。次回も見たいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「妄想ニホン料理」は、料理を題材にして、背景にある文化や人々の

考え方を伝えることを狙って制作しているので、これからもご覧いただ

きたい。 

 

○   久しぶりにＥテレの「基礎英語」を見たが、勉強のためだけではなく、楽しく見せ

る工夫がされていることに驚いた。見た回では、おしゃれな帽子のかぶり方を題材に

取り上げていたが、英語表現だけではなく、帽子のかぶり方も参考になった。また見

てみようと思う。 

 

○   １２月１２日(金)のプライムＳ「大河ドラマ 花燃ゆ 文が愛した幕末志士たち」

は、放送を前にヒロイン・文の故郷、萩や下関、防府などゆかりの深い町を訪ね、幕

末の萩の志士たちの生きざまを分かりやすく紹介してくれた。文さんは、地元萩でも

知らない人が多く、全国的には無名に近い人物だと思う。文さんを知らない人たちに

とってもドラマを身近に感じさせてくれた。アナウンサーのナレーションも訪ねた町

で登場する地元の人たちの人選もよかった。視聴者をドラマに誘う効果的な番組だっ

たと思う。大河ドラマ「花燃ゆ」の放送を前に、ドラマの舞台となる萩市は大いに盛

り上がっている。観光客も増加しており、大河ドラマの影響の大きさを改めて実感し

ている。今後もたくさんの「花燃ゆ」関連番組の放送が予定されているので、引き続

き期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

プライムＳ「大河ドラマ 花燃ゆ 文が愛した幕末志士たち」はＮＨ

Ｋの関連団体・ＮＨＫプラネットの中国支社が制作した。私自身も文さ

んとその時代や周囲の人々について、学ぶことができたと思う。ドラマ

の収録にあたっては、エキストラ出演など萩市の皆さんに大変お世話に

なり、感謝している。ドラマの進行につれて、防府や下関など山口県内

のゆかりの地が登場するので、ぜひ楽しみにご覧いただきたい。 

   



 

 3 

○   プライムＳ「大河ドラマ 花燃ゆ 文が愛した幕末志士たち」は、文さんにまつわ

る３人の男性や山口県内の場所を分かりやすく紹介してくれた。山口県人にとっても

知らないことばかりで、とても勉強になった。これからもドラマを通じてさまざまな

ことを知る機会があると思う。ドラマの放送と共に、山口県内がさらに盛り上がって

いくことを大いに期待している。 

 

○   １２月１２日(金)の「いちおしＮＥＷＳとっとり」を旅先の鳥取で見た。ちょうど

週末だったので、地元の人たちが次々に出演して週末にかけて行われるイベントをチ

ラシやパネルを使って自分たちの言葉でＰＲするコーナーがあった。見ているとほん

わかとした温かい気持ちになった。手作り感に素朴な魅力を感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「いちおしＮＥＷＳとっとり」は、夕方６時１０分から鳥取県内向け

に放送しているニュース情報番組だ。こうした場でご意見をいただく機

会が少ない番組なので、ご意見をいただき嬉しい。ご覧いただいたのは、

「ふるさと伝言板」というコーナーで、金曜日の午後３時くらいにＮＨ

Ｋ鳥取放送局のスタジオで収録して放送している。ＮＨＫに足を運んで

いただいて、自らの言葉で伝えてもらうことで、より親しみを感じてい

ただく効果を狙って放送している。最近はエントリー希望も増加してお

り、身近なＰＲの場として活用いただいている。 

 

○   １２月５日(金)の島根スペシャル「大地と海の“恵み”で勝負～一次産業県 島根

の進撃～」は、一次産業に焦点を当てた切り口がおもしろかった。大田市の食用のバ

ラ、浜田市の魚、隠岐の島町の米の３つの事例を取り上げていた。対象の品目や地域

などバランスよく選択されており、制作者の配慮を感じた。一次産業者が育てたもの

にどう付加価値をつけていくかという点が事業者共通の課題だが、外部の研究機関と

連携した製品開発の事例を紹介するなど、課題解決のヒントにつながると感じた。一

方で、製品開発の先にある販路開拓に関する部分の取り上げ方がやや弱かったように

思う。販路開拓のプロセスについてもう少し触れてもらえると、より良かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

農業や漁業が島根県の主要産業だが、高齢化や後継者不足などの問

題に直面している。島根スペシャル「大地と海の“恵み”で勝負」は、

逆境を乗り越えようと、都会で人気となっている商品を作り出す人た
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ちの思いに迫った。落ち込んだムードを跳ね返そうと県内各地で必死

に頑張る姿を伝えることができたと思う。放送を通じて、主要産業を

応援することで地域に元気を取り戻す努力は、松江放送局の大切な役

割のひとつなので、これからも積極的に取り上げていきたい。 

 

○   １２月２日(火)の「応援ドキュメント 明日はどっちだ ♯６７」を見た。公式戦

で勝ちがない島根・出雲高校ラグビー部に焦点を当てていた。強いチームや成功者に

焦点を当てる番組は多いと思うが、結果は出ていないが一生懸命に努力している人た

ちの取り組みに焦点を当てる番組コンセプトがとてもおもしろい。登場した高校生た

ちはいわゆる普通の高校生だったので、視聴者の共感も得られやすかったと思う。強

豪校に挑戦する彼らの姿に努力の成果を感じた。一連の練習や試合から彼らは何を学

び、どう成長していったのかという部分をもっと描いてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「応援ドキュメント 明日はどっちだ」は、若い世代にドキュメン

タリーを見てもらいたいという思いから、関ジャニ∞を案内役にして、

題材も若い人たちの挑戦を取り上げ、勝てないチームを応援するとい

うスタンスで制作している。体と体がぶつかるラグビーというスポー

ツの特長から応援したいという思いが増幅され、より興味を持って見

ていただけたと思う。 

 

○   １２月１４日(日)に投開票された衆議院議員選挙報道において、政権選択ではない

選挙がいかに盛り上がらないものかということを痛感した。各地域の現状や抱えてい

る課題と、各政党候補者が訴えている戦略や政策争点を伝えるなど、工夫をしたもの

の、戦後最低の投票率となってしまった。私自身も含めて、報道機関として反省しな

ければならないと思う。開票速報番組では、ＮＨＫを除くとテレビ東京の視聴率が高

かった。キャスター効果による部分が多いと思うが、国民に政治を身近に感じてもら

う効果を与えたと思う。ＮＨＫに対して言うべきものではないが、政見放送のあり方

について、もう少し全体で検討されるべきだと思う。現在のスタイルでは、候補者の

人柄までは伝わってこない。むしろ見るたびに国民の関心が離れていくようにすら思

える。 

 

（ＮＨＫ側） 

選挙報道については、開票速報番組だけではなく、選挙前のドキュメ
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ント番組や選挙後の討論番組なども含めて、工夫をしながら、国民の選

択の幅を広げる報道を心がけている。今後さらに改善をして健全な民主

主義の構築に資する報道に努めたい。 

 

○   「開票速報番組」では、当選確実の報道を競っているように感じることがある。間

違いはあってはならない報道なので、速さを競うのではなく、正確な報道を期待して

いる。 

 

（ＮＨＫ側） 

当選確実の報道は、事前の調査・取材や当日の出口調査などを総合的

に判断してお伝えしている。選挙報道においては、正確さが最も大事な

点なので、今後も慎重に対応していく。 

 

○   １１月２８日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「悲劇を繰り返さないために

～大川小学校・遺族たちの３年８か月～」は、津波で児童・教職員８４人が犠牲にな

った宮城県石巻市の大川小学校の遺族たちを取材した内容だった。防災や減災という

視点からさまざまなことを考える舞台であるものの、深く取材すればするほど責任の

追及にむすびついてしまうので、非常に難しい取材だったと思う。震災直後から継続

して取材を重ね、しっかりとした番組になっていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

大川小学校は、一部の遺族が訴訟を起こしており、遺族と先生との関

係が非常に難しい状況にあるが、ＮＨＫでは、災害直後から継続取材を

している。これからも取材を続け、それぞれの気持ちに寄り添って番組

を作る努力を続けていきたいと思う。 

 

○   １１月２２日(土)のフェイス「夢を語った丘 決別の時～大規模土砂災害から３か

月～」(総合) 前 10:50～11：15 中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、土砂に埋まり、撤去が進む安佐南区

にある八木が丘団地の住民たちの姿を丹念に取材し、しっかりとまとめていた。それ

ぞれの土地で新たな生活を始める住民たちの思いが強く迫ってきた。凝縮感のある番

組だったが、被災された人たちの日常やどうして危険なエリアに居住することになっ

たのかという部分ももう少し切り込んで伝えてほしかった。もっと長尺な番組でもよ

かったと思う。散り散りになった団地の仲間が集まるような機会があれば、継続して

伝えてほしい。そのためには、連絡役など番組制作スタッフのバックアップも必要だ
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と思う。災害で犠牲になった人がいれば、難を逃れた人もいる。災害時にどういう行

動をとればよいのか、ひとつひとつの事例を基に考え、将来につながる報道に取り組

んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

八木が丘団地で被災された人の「もう一度あの場所にみんなで集まっ

て、けじめをつけないと一歩先に進むことができない」という言葉が非

常に印象的だった。そこに至るまでの思いがやや描ききれなかったかも

しれない。八木が丘団地は、災害直後から取材を続けており、これまで

もひと月毎の節目に伝えてきた。これからも継続して取材していく。 

 

○   フェイス「夢を語った丘 決別の時」は、「次の一歩を踏み出すためにけじめをつ

ける」と強く語る遺族の姿を見て、心からエールを送りたいと思った。土砂災害を生

き抜いてよかったと思える人生を送ってもらいたいと思う。危険地帯だと知らされな

いまま住宅を購入し被災した問題は、もう少し掘り下げるべき問題だが、２５分の放

送時間で伝えるには限界がある。被災者の心情に重点をおいた内容でまとまりがあっ

た。 

 

○   フェイス「夢を語った丘 決別の時」を見て、被災された人々は危険地帯であるこ

とをどこまで知らされていたのか疑問に感じた。私の近隣地域にも危険地帯に障害者

施設があるのだが、危険地帯だという認識のうえに二重の防護壁を造ったり、緊急時

にはすぐに近くの小学校に避難したりという対応をとっている。もし事前に知ってい

たら、違う行動をとっていたと思う。この点についてもっと突っ込んだ取材がほしか

った。ただ、八木が丘団地の人々のきずなはしっかりと伝わってきて、とてもほのぼ

のとした気持ちになった。 

 

（ＮＨＫ側） 

広島市の大規模土砂災害の起きた地域の多くが「警戒区域」の該当箇

所であることを公表してこなかった行政の問題については、１０月３１

日(金)のＮＨＫスペシャル「“夢の丘は危険地帯だった～土砂災害 広

島からの警告～」(総合 後 10：00～10：49)で取り上げた。今回の災害

をきっかけにして、自分の住んでいる地域が危険地帯かどうか検証する

動きが全国に広がっている。広島市で起きた大規模土砂災害は、とても

不幸な事例となったが、この教訓を将来につなぐ番組の制作が、私たち
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に課せられた役目だと思う。 

 

○   １１月２２日(土)の目撃！日本列島「きょうもあの丘をのぼって～広島大規模土砂

災害 遺族たちの秋～」を見た。広島市で７４人の命を奪った土砂災害から３か月が

たち、土砂の撤去が終わり、さら地が広がる被災地の丘に通い続ける遺族たちの姿に、

かける言葉が見つからない思いがした。一人息子の亡くなった丘で、花壇を作る夫婦

の姿に生きる意欲を感じた。安全な場所への移転を決意した被災者の新しい暮らしの

スタートに、ほっとした。番組の最後に「深い後悔を抱えながら、丘に登り続ける遺

族たちの姿は、戦後、丘を見つけた宅地開発の在り方を問いかけてくる」というナレ

ーションがあったが、唐突な印象を受けた。素直に遺族の心情に沿ったナレーション

で良かったと思う。 

 

○   １２月６日(土)と１３日(土)の「ラン×スマ～街の風になれ～」は、「下関海響マ

ラソン」が取り上げられた。「前編」では、名所・旧跡の紹介や名物のふく鍋、「後

編」では、下関ならではのふぐ料理で人気を集める前夜祭の様子や関門海峡・日本海

側の響灘、２つの海を望む絶景のマラソンコースが紹介された。マラソンをしたこと

のない者にも、マラソンの楽しさが伝わってきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ラン×スマ～街の風になれ～」は、ランニングの楽しさが主題だが、

その土地その土地の名物やランナーへのおもてなしを紹介することも

番組の大切な柱のひとつだ。「下関海響マラソン」では、地元の皆さん

に協力をいただき、下関の良さを伝えることができ、大変感謝している。 

 

○   １２月１６日(火)の「となりのシムラ」は、日常のさまざまな場面で普通の人が経

験するだろう悲哀をさらっと描いていて、テンポもよく楽しめた。切なさを味わえる

大人のコメディだった。志村けんさんは、ドタバタした笑いを想像しがちだったが、

シリアスな笑いに胸が熱くなるようだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「となりのシムラ」は、「サラリーマンＮＥＯ」を制作したディレク

ターが担当した。志村さんの新しい面が表現されていたと思う。 

 

○   １１月２４日(月)の「うまいッ！秋スペシャル オドロキ☆肉の新世界」を見た。
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赤身肉にカビをまとわせた熟成肉のブームを知り、驚いた。ただ、ジビエの話題で１

歳の鹿の肉がおいしいと言ってハンターが鹿の頭を撃って捕獲し、料理し食べる映像

に衝撃を受けた。残酷で納得できず、後味の悪さが心に残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

         「うまいッ！」は、生産者側の取材に力点を置いて制作している。中

国地方各県にも特色ある農産物や食材がたくさんあるので、これからも

どんどん取り上げていくので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   １１月１６日(日)の日曜討論「首脳会談実現 どう動く日中関係」は、大変内容の

ある討論番組で、食い入るように見た。中国人の教授も専門家の一人に加えていて、

人選に配慮を感じた。 

 

○   １１月２１日(金)の鳥取スペシャル「ＯＬＡｉｂｉ－うたう 大山の森と光と－」

(総合 後 8:00～8:43 鳥取県域)は、映画やコマーシャルの仕事に追われる東京での生

活をやめ、大山に移住した音楽家ＯＬＡｉｂｉ(オライビ)さんの奏でる音楽には、ど

こか神々しさを感じた。すばらしい歌で迫力のある４３分間だった。東京から大山に

移住し再生したＯＬＡｉｂｉさんのストーリーは、以前鳥取放送局が米子を舞台に制

作した地域発ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」で、東京から米子に来て自分を取り

戻していくシングルマザーの主人公の姿にも重なるようだった。最近、鳥取放送局で

は、大山の話題が取り上げられることが多く、米子市民として大変喜んでいる。 

 

○   １１月９日(日)の「観(み)て、歌って、学ぼう！手話」(総合 後 1：05～1：48 鳥

取県域)は、全国に先駆けて鳥取県で条例が制定された手話の話題を取り上げていた。

条例の制定をきっかけに病院での手話通訳者の配置など、手話人口が徐々に増えてい

る。よい取り組みだと思うので、放送を通じてさらに広まっていくことを期待してい

る。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取放送局では、１０月２４日(金)の新日本風土記「鳥取 大山」を

核にしてこの秋、大山を取り上げた番組を重点的に編成した。鳥取スペ

シャル「ＯＬＡｉｂｉ－うたう 大山の森と光と－」も音楽のインスピ

レーションの源は大山にあるというＯＬＡｉｂｉさんを通して、地方の

課題となっている「移住」というテーマについて伝えたかった。「観(み)
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て、歌って、学ぼう！手話」は、「いちおしＮＥＷＳとっとり」で毎週

お伝えしている「手話を学ぼう」というコーナーを元にイベントを企画

し、収録して放送した。少しでも、手話への理解が広がることを願って

いる。 

 

○   １２月１０日(水)のクローズアップ現代「広がる“読書ゼロ”～日本人に何が～」

は、インターネットの普及で大量の情報にさらされる一方で読書離れが進んでいる状

況に焦点を当てていた。若い世代に向けて、読書の大切さをもっとアピールしていく

必要があると思う。読書は、思考力や創造力を向上させ、日本人としての感性を育て

ることにつながると思う。大変重要な問題提起だと感じた。 

 

○    １１月２１日(金)のひうらさとるのアジアで花咲け！なでしこたち「ミャンマー

“古くて新しい”農業を広めたい～柴田京子～」は、取材者のひうらさとるさんの雰

囲気と小池徹平さんのまったりとしたナレーションが番組にぴったりと合っていた。

ミャンマーの農村で、日本式の有機農業を取り入れ、農家の暮らしを豊かにしようと

活躍する柴田さんはすばらしい。海外で活躍する日本の女性たちの姿から自分自身の

これからの人生を考えるヒントをもらった思いがした。 

 

○   １２月１３日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「漂流する韓国社会～セウォル号沈

没事故 遺族の８か月～」は、事故後の遺族たちの８か月を丹念に追いかけていた。

韓国社会の利権と密着した歪(ゆが)みが浮き彫りにされていて、大変印象に残る番組

だった。 

 

○   最近、「天気報道」が充実してきた。今週の大雪の予想に際して、同じような豪雪

を記録した前例の天気図と今回の天気図を並べて解説したり、前回に起きた事故の例

を具体的に示してくれたり、非常に分かりやすい。何かが起きる確率が何パーセント

だと伝えられるより、実感を持って受け止めることができる。不要な外出を控えると

いった行動にもつながるので、災害を抑制する効果が大きいと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年１１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１６日（木）、ホテルサンルート広島にお

いて、１１人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、放送番組モニター

報告と視聴者意向、１２月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 江種 則貴 （中国新聞社論説主幹） 

     河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

山田 節子  （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   連続テレビ小説「マッサン」を毎日楽しみに見ている。先月の番組審議会で、エリ

ー役のシャーロット・ケイト・フォックスさんの演技にもどかしさを感じる時がある

という発言をしたが、全面撤回をしたい。表情がとても自然ですっと心に入ってくる

ようだ。今後の活躍にも期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

今週の連続テレビ小説「マッサン」は、マッサンの実家である広島

県竹原市の風景が多く描かれている。酒造りをする場面で杜氏たちが

歌っている歌も実際の酒蔵の中で撮影させていただいた場面だ。物語
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は、今後、大阪や北海道の余市に展開していくが、折りに触れて竹原

市の実家の人々が登場するので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   中島みゆきさんの歌う連続テレビ小説「マッサン」の主題歌を聞くと、元気が出る。

中島みゆきは、１０代から２０代の女性たちにも人気があり、自分の応援ソングにし

ているという声をよく聞く。テーマソングにふさわしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「マッサン」のヒロインのエリーさんへの共感の声

が多く寄せられており、広島放送局では、ホームページを通じてエリ

ーさんへの応援メッセージを募集しているので、周囲の方を含めてぜ

ひお寄せいただきたい。 

 

○   私は、連続テレビ小説「マッサン」の主題歌が、暗くて朝にはふさわしくないよう

に感じている。周囲からも同様の意見を聞くので、お伝えしておきたい。 

 

○   連続テレビ小説「マッサン」を５歳の子どもと楽しく見ている。マッサンがエリー

と食事をする時、箸を振り回しながら熱く語る場面が時々登場するのだが、お行儀が

悪いので止めてほしい。子どもの教育にもよくないと思う。 

 

○   １０月１８日(土)のＥＴＶ特集「ヒロシマ 爆心地の原子力平和利用博覧会」を見

た。中国新聞社も主催者に加わっており、当時の紙面も平和利用を推進する論調とな

っている。平和利用を前面に押し出すことで、原爆被害の悲惨さや原子力の危険が覆

い隠され、それがひいては、原子力発電の安全神話につながったのではないか。３．

１１の東京電力福島第一原子力発電所事故以来、ジャーナリストとして痛切に反省し

ている。私自身は、平和という言葉で放射能の影響が包み隠されるような感じがする

ので、平和利用という言葉は使わないようにしている。平和利用はむしろ否定的な文

脈で使っている。番組は、ひとりのアメリカ人外交官の姿を通じて、広島での博覧会

開催に至る過程を振り返っていた。事前のリサーチも十分されており、しっかりとま

とまった見応えのある内容だった。自分たちを痛めつけた原子力が平和利用されるこ

とに救いを求めようとした複雑な思いを淡々と語る被爆者の姿が、印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集「ヒロシマ 爆心地の原子力平和利用博覧会」は、原爆
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投下のわずか１１年後に原爆資料館の中で、展示されていた被爆遺品

を撤去して派手な平和利用博覧会が行われた事実に驚いた。なぜ実施

することができ、人々が熱狂したのかずっと分からなかったのだが、

原爆で苦しい思いをした被爆者だが、それを明るい未来につなぐこと

で希望を見いだそうとしたという言葉に、私自身も納得した。広島ア

メリカ文化センター館長だったファズル・フツイさんの手記や家族の

証言を中心に構成した。１１月３０日(月)のＢＳ１スペシャル「核の

“平和利用”知られざるもうひとつの東西冷戦」では、東西冷戦とい

う視点から原子力の平和利用について描いていく予定なので、あわせ

てご覧いただきたい。 

 

○   ＥＴＶ特集「ヒロシマ 爆心地の原子力平和利用博覧会」を高い関心を持って見た。

広島アメリカ文化センター館長だったフツイさんから提供を受けた大変重要な資料

によって、どういう背景で博覧会が開催されたのかよく分かった。広島大学が博覧会

の開催に関わっていた点も研究者として、どうあるべきか考えさせられた。平和利用

博覧会によって、日本人の核に対するおそれを払拭しようとしたというアメリカ側の

資料の扱いも適切だったと思うが、フツイさんについて描き過ぎているように思う。

この博覧会をきっかけにして日本の原子力の平和利用化が始まり、東京電力福島第一

原子力発電所事故につながり、多くの被害者が出ている状況を考えると、フツイさん

についてはもっと抑えた描き方をすべきだったと思う。やや疑問を感じた。１１月３

０日(日)のＢＳ１スペシャル「核の“平和利用”知られざる東西冷戦」では、全体構

造の中での平和利用博覧会の位置づけや原子力の利用について描かれるそうなので、

期待している。 

 

○   １１月１４日(金)のプライムＳ 海と生きる「人つどい つながる海～天与の宝物 

瀬戸内海～」を見た。「里山資本主義」に続く「海と生きる」のシリーズは、少子化

や人口減少、経済の衰退という課題を抱える地域が活路を見いだすためには、足元の

魅力を再発見していくしかないという問題提起をしてくれた。人口減少に苦しんでき

た瀬戸内の島々が、訪れる人が増えたことで活気を取り戻しつつある姿は、都会で暮

らす私たちに地方との向き合い方を問いかけているように感じた。 

 

（ＮＨＫ側) 

「海と生きる」は、中四国地方が連携して制作したシリーズだ。最終

回の海と生きる「人つどい つながる海」は、松山放送局が中心にな
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って制作した。島を訪れる人と島で暮らす人、陸と海が緩やかにつな

がる感じがうまく表現できたと思う。訪れる人たちに対する島の人た

ちの自然なおもてなしが、都会の人にとっては非日常であり、魅力な

のだと思う。来年度も身近にある地域の魅力に焦点を当てた後継のシ

リーズを予定しているので、ご覧いただきたい。 

 

○   プライムＳ 海と生きる「人つどい つながる海」は、しまなみ海道で行われたサ

イクリング大会を中心に人々を呼び寄せる瀬戸内海の魅力と可能性について考えさ

せてくれた。４人のコメンテーターが登場して、それぞれの視点から意見を述べてい

たが、経済評論家の方の位置づけが不明確で違和感があった。 

 

○   １０月３１日(金)のプライムＳ「隠岐～生命集う奇跡の森～」は映像が美しく、見

応えがあった。撮影の機会を逃さず的確にとらえており、撮影者の苦労が伝わってく

るようだった。隠岐に生息するオキサンショウウオが孵（ふ）化する春から夏、秋ま

で成長を追いかけながらの時系列に沿った構成は、分かりやすかった。長い歳月をか

けてつくられた隠岐ならではの生態系に育まれた森は、奇跡と呼ぶにふさわしい。

数々の映像に最後まで引き込まれた。番組の冒頭で隠岐の島特有の断崖絶壁は、溶岩

が溶けた大地を日本海の荒波が洗うことで形成されたという紹介があったので、冬の

日本海の荒波が海岸を洗う映像を見たかった。見る人により強い印象を与えることが

できたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

プライムＳ「隠岐」は、ベテランカメラマンと若手のディレクター

が４０日間、隠岐に滞在し撮影した。根気よく待つことで、長い年月

をかけてつくられた奇跡の森の姿を撮影することができた。 

 

○   プライムＳ「隠岐」は、長期間にわたり撮影された美しい映像に加えて、隠岐の成

り立ちについてＣＧを使って説明されており、分かりやすくよい番組だった。隠岐を

訪ねてみたくなった。ただ、ナレーションが、全体を通して重厚すぎるように感じた。

場面によっては、もう少し軽やかなナレーションでもよかったと思う。 

 

○   プライムＳ「隠岐」を大変楽しみにして見た。隠岐の島は今年世界ジオパークに認

定されたものの、世界遺産に比べるとその認知度が低く観光客の増加につながってい

ないのが実情だ。プライムＳ「隠岐」は、美しい映像で隠岐の魅力を伝えてくれた。
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隠岐の人たちの気持ちを後押ししてくれる番組だったと思う。松江放送局のホームペ

ージには制作の裏話が紹介されており、ディレクターとカメラマンの二人が４０日間

かけて取材したことや霧が海を越えて崖を登っていく風景やオキサンショウウオ撮

影の苦労などテレビを見るだけでは分からないことを教えてくれた。制作者の苦労を

理解したうえで番組を見ることで、より深く番組を楽しむことができた。ただ、映像

と語りが単調で、抑揚がなかったことが残念だった。もう少し短い番組に編集してい

たら、凝縮感が出たかもしれない。 

 

（ＮＨＫ側） 

日曜日の夜間に放送している自然番組「ダーウィンが来た！～生き

物新伝説～」は、３０分の放送時間にテーマを決めて分かりやすく構

成していると思う。一方で、プライムＳ「隠岐」は、ナレーションも

含めて単調な面があった。もう少し、工夫する余地があったかもしれ

ない。 

 

○   土曜ドラマ「ボーダーライン」は、楽しく、見応えがあるドラマだった。特に最終

回は息を飲むほどの展開で、最初から最後まで集中して見た。台本と演出がすばらし

いのだと思う。双方が共鳴して俳優一人一人の個性が輝いているようだった。特に、

「ボーダーライン」という題名に感銘を受けた。消防士を描いたドラマだったので、

生と死のラインを分けるようなボーダーラインを描写したドラマだと思っていたの

だが、最後に橋爪功演じる消防署長の「あいつも一線を越えたな」という台詞に、救

われる側と救う側とのラインを示唆していることが分かった。このラインは、傍観者

から当事者へのラインであったり、やる気のスイッチが入る境目であったりととらえ

ることができる。多様なとらえ方のできる表現だと思う。番組の多様性は、公共放送

であるＮＨＫの基本的なスタンスだと思う。ともすれば、多様性は当たり障りのない、

悪い意味でのＮＨＫらしさになってしまいがちだが、このドラマは丹念な台本と演出

でしっかりと見せてくれた。ものづくりのポテンシャルの高さを改めて感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

土曜ドラマ「ボーダーライン」は、消防士の活動をよく取材して作

られた脚本だと思う。撮影現場も緊迫した、迫真のロケ現場だったと

聞いている。そのリアルさが画面に現れていたのだと思う。 

 

○  土曜ドラマ「ボーダーライン」は、１回目の放送を見たのだが、家に仕事を持ち帰
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ったようなつらさを感じて続けて見ることができなかった。それくらいのリアルさが

あったと思う。 

 

○   土曜ドラマ「ボーダーライン」は、消防署員たちの人間模様や消防現場の様子がリ

アルに描かれていて回を追うごとに引き込まれて見た。小池徹平さんや藤原紀香さん

もこれまでのイメージと違う新たな境地を見せてくれて、とても楽しめた。タイトル

の意味もどういう意味かと考えながら見ていたのだが、最終回の橋爪功さん演じる消

防署長の言葉で理解できた。ドラマのだいご味を感じることができた。 

 

○   岡山県立美術館で開催された「第６１回日本伝統工芸展」に行った。ＮＨＫ会長賞

を受賞した「截金硝子長方皿」は、テレビを連想させる作品だと感じた。会場にはす

ばらしい作品の数々が展示されていたが、作品を鑑賞するだけではなく、制作過程や

制作者の思いなども映像で紹介してほしい。作品に対する理解が深まるだけではなく、

映像として記録していくことも重要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫ会長賞を受賞した「截金硝子長方皿」は、ガラスの作品でそ   

の美しさを映像で表現するのがとても難しく、ニュースでの紹介に苦労

した。岡山県には備前焼をはじめ多くの伝統的な技がある。それらを記

録し後世に伝えていくことも放送局の役割だと認識しているので、今後

も機会をとらえて記録し広く紹介していきたい。 

 

○   １１月１６日(日)のＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 ｓｅａｓ

ｏｎ２「第２回 赤い砂漠と幻の珍獣～ナミブ乾燥地帯～」は、砂漠の生態系や形成

された歴史など、これまで知ることのなかった世界に触れ、とても興味深く見ること

ができた。乾燥した砂漠に１年のうちに２週間だけ降った雨の後に広がる花畑の映像

は感動的で、力強い生命感を感じた。周囲の仲間たちにも大変好評で、子どもたちに

見せたいという意見も多かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 ｓｅａｓｏｎ２ 

「第２回 赤い砂漠と幻の珍獣」は、砂漠という非常に厳しい自然環

境が舞台だったので、そこで繰り広げられる命のドラマや進化の不思

議さが一層際立っていたと思う。第２シリーズの放送は、まだ続くの
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で今後の放送にも期待してほしい。 

 

○   １１月１７日(月)の人生デザイン Ｕ－２９「カフェ経営者」は、限界集落の過疎

地に移住してきた若者が、自分の理想のライフスタイルを追求しつつ、地元の人たち

に愛されて生活している様子がとてもすてきだった。自然や食といった山里ならでは

の魅力は、部外者だからこそ発見でき、若者だからこそ生かすことができる部分があ

ると思う。同じような過疎地でも参考になる内容だと思う。 

 

○   人生デザイン Ｕ－２９「カフェ経営者」は、限界集落にＩターンした１組の夫婦

の生活を通じて、中山間地の抱える課題や若者が田舎で生活することの意味と価値、

I ターン者の取り組みを地域振興にどうつなげていくのかというヒントなど、さまざ

まな要素が描き出されていて、大変興味深く見ることができた。番組を見て、田舎で

のんびりとカフェを経営することに対して憧れを持った人も多いと思う。カフェ経営

の実態について、１か月の収入と支出といった経済的な側面をかなり詳しく公開され

ていたことで、視聴者に対して、的確に伝えることができたと思う。主人公の魅力は、

カフェ経営をしながら、都会の若者に対して体験型のイベントを企画したり、都会の

若者と田舎のお年寄りの交流する機会を提供したりしている点にあると思う。Ｉター

ンした人が活躍するためには、受け入れる側の状況がとても重要だと思う。受け入れ

側の住民の姿勢にも大変好感が持てた。 

 

（ＮＨＫ側） 

中山間地が抱えるさまざまな課題は、中国地方にとって大変大きな

テーマだ。これまで「里山資本主義」や「海と生きる」のシリーズで

見つめてきた地域の課題は、来年も引き続きいろいろな形で取り上げ

ていくので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   「Ｅテレ２３５５」がすばらしい。わずか５分の番組だが、癒やしをベースにして

音楽やアート、ユーモアや豆知識など、さまざまな要素がぎっしりと詰め込まれてい

る。一つ一つのパートも非常に工夫されていて感心する。 

 

（ＮＨＫ側） 

今年の６月までＥテレの番組を制作してきたのだが、「２３５５」

は、「０６５５」とあわせて、Ｅテレの中でも人気の高い番組だ。東

京藝術大学大学院教授の佐藤雅彦さんが中心になって多くのクリエー
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ターが制作している。佐藤教授は、シンプルなデザインで深いコンセ

プトを伝えることのできる、日本の第一人者のクリエーターの一人で

あり、教育者でもある。細野晴臣さんの音楽も好評をいただいている。

一流の制作者がシンプルで深いものを創作するという、Ｅテレ全体の

イメージを形づくる番組だと思っている。評価いただいて大変うれし

い。 

 

○   １１月５日(水)の「戦艦大和のカレイライス～広島発地域ドラマ～」は、見始めた

ものの途中で見るのを止めてしまった。 

 

○   「戦艦大和のカレイライス」は、かつて戦艦大和に乗っていた料理人が現代によみ

がえるというありえない前提でストーリーが展開するのだが、展開のスピードが早か

ったり、遅かったりする。その中で喜劇的なシーンやシリアスなシーン、幻想的なシ

ーンや心温まるシーンがあり、とても不思議な作り方をしている作品だった。作者の

意図が分かったような、分からないような、現代アートを見た時に似た印象を受けた。

もう一度録画を見てみると、広島と呉に住む人の意識の違いや若者の自分探し、戦争

に対する思いなどさまざまな要素が散りばめられているように感じた。主演の秋元才

加さんのファンキーな感じや三浦貴大さんの若いながらも渋さを感じさせる演技も

印象に残った。最終的には、「本当は生きたかった。人生に無駄はない。」というこ

とを伝えたかったのだと思う。テーマに向けて巧みに計算されたドラマだと感じたが、

見る人によって評価の分かれる作品だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「戦艦大和のカレイライス」は、好きな人と嫌いな人に分かれる作

品となった。実際撮影したドラマは６４分くらいあったのだが、５９

分の放送時間に編集する際に、落ちてしまった部分があり、見る人の

違和感につながったのかもしれない。これまでも戦争や原爆をテーマ

に多くのドラマが作られてきたが、なかなか若い人たちに見てもらえ

ないという課題があった。今回は、１０代や２０代の若者層に見てほ

しいという思いで制作した。来年度以降もドラマを制作するので、こ

れからも忌憚（きたん）ないご意見をいただきたい。 

 

○   「戦艦大和のカレイライス」は、私もまったく理解できなかった。もう一度録画を

見たのだが、突き詰めると矛盾点が多すぎて、物語を理解するまでに至らなかった。 
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○   「戦艦大和のカレイライス」は、若者と戦争について何らかの接点を見つけようと

いう意図はよく理解できたが、意図した内容とドラマのファンタジー性を含めた内容

に違和感があったと思う。 

 

○   「アリスのおいしい革命」は、スローフードの母と呼ばれるアリス・ウォーターさ

んの食へのこだわりやライフスタイルに共感した。とても印象に残るよい番組だった。 

 

○  １０月１８日(土)のアスリートの魂「世界一のトス バレーボール 宮下遥」と

１１月７日(金)のプライムＳ「市民クラブから世界へ～岡山シーガルズ 宮下遥の挑

戦～」の、宮下遥さんに焦点を当てた２つの番組を見た。「アスリートの魂」では、

宮下遥さんの技術面だけではなく、内面や苦悩まで深く描き出されていて、よかった。

一方、「プライムＳ」では、運営も厳しく、専用の練習場も持たない市民クラブで、

監督に鍛えられながら世界に挑む選手の成長していく姿が描かれていた。まだ発展途

上の選手だが、監督の指導を受けながら課題を克服して、世界一の座を奪還してほし

いと思う。バレーボールファンにとって非常にうれしい番組だった。岡山シーガルズ

は、年間 100回を超えるバレーボール教室を地元で開催する活動も行っており、多く

の市民が応援している。スポーツが地域を活性化する力を実感している。こうした側

面もぜひ放送で取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

岡山にはバレーボールの岡山シーガルズ、サッカーＪ２のファジア

ーノ岡山といったスポーツチームがある。どのチームも、厳しい財政

状況のなか、市民の応援に支えられて運営している。スポーツを通じ

て地域を元気にすることは、岡山放送局の重点的な取り組みの一つだ。

地元開催試合の中継をはじめ、さまざまな形で地域の皆さんにスポー

ツに触れていただく機会を作っていきたい。 

 

○   １０月３０日(木)の地球イチバン「世界一の星空がくれたもの～アイルランド～」

は、その美しさに感動した。「星空を見ると、親しい人が世界のどこからでも同じ星

を見ているだろう思うことで、星でつながっているように感じる」という町民の言葉

に、これまで気づかなかったことに気づかされた思いがした。美しい星空を守るため

に暗い空を作りだす活動を続けている姿に感心すると同時に、リーダーが必要なこと

を教えてもらったようだった。「地球イチバン」は大好きな番組で毎週楽しみにして

いる。 
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（ＮＨＫ側） 

「地球イチバン」は、総合テレビで木曜日午後１０時から放送して

いる、世界を舞台にした紀行番組だ。同じ木曜日の午後９時からは、

ＢＳプレミアムで「世界で一番美しい瞬間（とき）」という紀行番組

を放送しており、世界紀行番組ファンの期待にこたえる編成になって

いるので、お楽しみいただきたい。 

 

○   １０月２４日(金)のフェイス「犠牲者ゼロをめざして～土砂災害２か月 模索する

自治会～」は、大規模土砂災害で住民２人が犠牲になった広島市の新建団地の自治体

の取り組みに焦点を当てたものだった。緊急連絡網を見直したり、早めの自主避難を

呼び掛けたりするなど、安全な町づくりに向けた自治体の役割が具体的に示された。

全国各地の自治体で参考になる、よい番組だったと思う。 

 

○    １０月３１日(金)のＮＨＫスペシャル「“夢の丘”は危険地帯だった～土砂災害 広

島からの警告～」でも新建団地が取り上げられ、なぜ危険な場所に家を建てたのか、

どうして被害が拡大したのかという部分を、ＣＧも使いながら分かりやすく伝えてく

れた。日本全国に同じような場所があることもよく分かった。１０月２４日(金)に放

送された「フェイス」と放送順が逆だったら、いっそう分かりやすかったと思う。災

害時に自分たちのとるべき行動について日頃から心がけておくことの大切さが、この

２つの番組を通してよく伝わってきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「犠牲者ゼロをめざして」は、発災当初から継続して取材

してきた広島市の新建団地の自治会の取り組みを、災害後２か月のタ

イミングで放送した。新建団地の自治会は、住民のつながりも深く、

これまでも防災に対して先見的な取り組みを行ってきた地域だ。今回

の災害では２人の犠牲者を出してしまったことで、自治会の取り組み

がどう変わっていくのかという部分を取材することで、他の地域にお

ける防災の取り組みにも寄与できるとの思いから追いかけてきた。一

方のＮＨＫスペシャル「“夢の丘”は危険地帯だった」は、なぜ大規

模土砂災害が起きたのかという点に主眼をおいて制作した。これまで

も土砂災害を防止するターニングポイントがあったにもかかわらず、

なぜそれができなかったのか、今何をすべきなのかということを、同

じように土砂災害危険を抱えている地域に向けて発信したものだ。今
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後もこの問題は継続して発信していくので、ご意見を参考にさせてい

ただく。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「“夢の丘”は危険地帯だった」は、行政に深くメスをいれた大

変有意義な番組だったと思う。当事者の証言を引き出したディレクターの力量に感服

した。高度経済成長のもとで、経済性を最優先し、危険であるにもかかわらず、危険

地帯に指定されてこなかった理由もよく理解できた。番組の最後に、広島市の職員が

「皆さんの財産を守るためではなく、命を守るために方針を変える」という趣旨の発

言をしていたシーンに感動した。広島に限らず、あらゆる地域で起こりえる事例なの

で、大変重要な放送だったと思う。 

 

○   １０月２１日(火)～２４日(金)の「にっぽん縦断 こころ旅」は、山口県内を旅し

たが、人との出会いが少なくて少しがっかりした。火野正平さんと地元の人とのふれ

あいも番組の大きな魅力なので、寂しく感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「にっぽん縦断 こころ旅」は、読者から寄せられた手紙に登場す

る場所を訪ねることをテーマに制作しているので、必ずしも多くの人

とのふれあいがあるとは限らないのだと思う。ご意見は制作部局にも

伝え、今後の放送に生かしたい。先日、来年１月１日(木)と１月５日

(月)に放送予定の「鶴瓶の家族に乾杯」のロケが、大河ドラマ「花燃

ゆ」のヒロインの井上真央さんをゲストに迎えて山口市内で行われた。

これも同じようにぶっつけ本番の出会いで構成されるが、苦労の末、

すてきな出会いの数々があったそうなので、ぜひ楽しみにしていただ

きたい。 

 

○   １１月１６日(日)の釣り人万歳「あわせが勝負！秋の大ヒラメ～武田修宏 山口・

下関へ～」は、生まれた場所に近い山口県の蓋井島（ふたおいじま）周辺を紹介して

いたので、大変うれしく、興味深く見た。交通の不便な場所なのでスタッフの皆さん

は苦労されたと思う。 

 

○   １１月１９日(水)のクローズアップ現代「“最期のとき”を決められない～延命を

めぐる葛藤～」は、親族に頼れずに老後を過ごす独居高齢者が急増する今、医療現場

で行われる延命治療に焦点を当てていた。自分自身が母を送った経験と重なり、大変
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興味深く見た。ゲストの鎌田實さんの「命のしまい方」という提案に共感を覚えた。

現代社会が抱えている課題はよく理解できたが、もう一歩掘り下げて、人とつながり

を持つことがよい命のしまい方につながり、老後の暮らしに笑顔が生まれることを伝

えてほしい。高齢者にもこれから高齢者となる私たちにも、希望を与えてくれると思

う。 

 

○   １１月７日(金)の島根スペシャル「田舎でこそできる子育てがある～廃校に立ち向

かう集落の記録～」は、児童数の減少によって廃校になっている事例は島根県内でも

大きな問題なので、興味深かった。地域の母親たちによる「森の幼稚園」の取り組み

や子どもの自然体験などが紹介されて、共感を持って見ることができた。一方で、副

題にある廃校にどう立ち向かうのかという部分が描かれていなかったように思う。廃

校問題の本質と子どもの自然体験の話題は、開きがあるように感じた。ただ、着眼点

は非常におもしろいので、小学校の学校教育そのものに焦点を当てて、この問題につ

いて継続的にフォローしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根スペシャル「田舎でこそできる子育てがある」は、廃校の問題

についてやや描き足りなかったが、田舎でこそできる子育てについて

一石を投じた意味はあったと思う。取材した島根県津和野町の小学校

の廃校についての採択は持ち越されることが決まったので、引き続き

取材していく。 

 

○   １１月８日(土)と９日(日)のＮＨＫスペシャル「ジャパンブランド 日本式サービ

ス」は、捉え方が斬新だった。日本式の細やかなサービスを詰め込んだコンビニエン

スストアや安い散髪屋、数学の塾など、海外では私たち日本人とは違うポイントで評

価されていることを知り、とてもおもしろかった。 

 

○    「プロフェッショナル仕事の流儀」が最近おもしろくなってきた。１０月２７日

(月)の「ぶれない志、革命の歯科医療 歯科医・熊谷崇」は、山形県酒田市で、痛く

なったら行く歯医者ではなく痛くならないための歯医者を目指して、虫歯と歯周病の

予防に挑戦する歯科医を取り上げていた。１１月１７日(月)の「いつか、喜びの涙に

変わるように 在宅ホスピス医・川越厚」は、終末期のがんを抱える人や家族に寄り

添い、２５年で 2,000 人をみとってきた医師に焦点を当てていた。最先端の医療技術

で難しい手術をこなす頂点を極めた医師ではなく、人々の暮らしに寄り添い活動を続
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けるプロフェッショナルたちに焦点を当てている点に好感をもった。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



1 

 

平成２６年１０月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１６日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、放送番組モニター

報告と視聴者意向、１１月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 江種 則貴 （中国新聞社論説主幹） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

山田 節子  （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   １０月１２日(日)のＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 ｓｅａｓ

ｏｎ２「第１回 謎の類人猿の王国～東アフリカ大地溝帯～」は、ｓｅａｓｏｎ１か

らさらにバージョンアップしたようだった。映像もとてもきれいで、音楽も映像に合

っていた。オープニングの映像と音楽の迫力にぐっと心をつかまれ、番組に引き込ま

れた。類人猿をはじめ、これまで知らなかった生きものの姿を目にし、驚くと同時に、

人との共存について考えさせられた。ナビゲーターの福山雅治さんのナレーションは、

抑揚があり、番組にぴったりだった。 

 

○   ＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 ｓｅａｓｏｎ２「第１回 謎の

類人猿の王国～東アフリカ大地溝帯～」を福山さんと映像の迫力にひかれて見た。チ
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ンパンジーとマウンテンゴリラ、そしてボノボという良く似た動物の性質の違いを分

かりやすく教えてくれた。撮影された動物の姿は、とてもかわいらしく、感動した。

動物の姿だけではなく、東アフリカの歴史や植生、地形、生物と分かりやすく構成さ

れており、すばらしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園」は、2011 年に第

１シリーズで６本放送しており、今回は第２シリーズの放送になる。福

山さん自身が自然に対する関心が高く、長期間にわたって取材に同行し

てもらっているので、いろいろな動物に遭遇するシーンもじっくりとと

らえられている。圧倒的な映像と福山さんの実感を込めた言葉や語り口

がうまくミックスされていると思う。６回のシリーズなので、今後の放

送もお楽しみいただきたい。 

 

○   ９月２１日(日)の ＮＨＫスペシャル 巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲ 

地球大変動の衝撃 第４集「火山大噴火 迫りくる地球規模の異常」は、火山の脅威

の姿が解き明かされることで、自然の力に比べて、いかに人間の力が小さいかを教え

てくれた。社会に大きな警鐘を鳴らしてくれた。 

 

○    ＮＨＫスペシャル「巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲ 地球大変動の衝撃」

シリーズは、相次いで大きな自然災害に見舞われるなか、非常にタイムリーな放送だ。

内容もすばらしく、ＮＨＫの企画力、制作力の高さを再認識させられる。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲ 地球

大変動の衝撃」シリーズは、大きな自然災害が起きた時期と重なり、

より関心を持って見ていただけたと思う。広島市の大規模土砂災害を

取材したＮＨＫスペシャル「緊急報告 広島 同時多発土砂災害」は、

発災害から２日後、御嶽山噴火を取材したＮＨＫスぺシャル「緊急報

告 御嶽山噴火」は、噴火から７日後に放送した。災害が相次ぎ、短

期間で取材、制作、放送する「ＮＨＫスペシャル」が続いたことが、

今年の夏の特徴のひとつだったと思う。 

 

○    １０月４日(土)ＮＨＫスペシャル「緊急報告 御嶽山噴火～戦後最悪の火山災害
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～」は、噴火直後から救助活動まで、多くの映像と登山者や消防職員の証言、地震の

専門家の分析などを交えて、多くのことを分かりやすく教えてくれた。火山噴火とい

う判断の難しい災害への対応は、やはり行政や専門家による基準作りや、迅速な情報

伝達手法を構築してほしいと思う。さらに、登山は自己責任で行われるが、災害時の

救助活動の困難さを考えれば、活火山への登山については、登山者に対してもっと厳

しい入山基準を設ける必要を感じる。 

 

○    １０月５日(日)のＮＨＫスペシャル「ドキュメント“武器輸出”防衛装備移転の現

場から」は、今年４月に防衛装備移転三原則が閣議決定されたことで大きく変わりつ

つある日本の安全保障政策の現場を綿密に取材したものだった。前半を見る限り、防

衛省の宣伝番組になりかねないような危惧を覚えたが、防衛装備移転三原則にまつわ

る歴史や技術開発に携わった科学者の証言、かつてこの三原則が崩れそうになった時

に歯止めをかけようとした官僚の証言なども伝えられ、均衡のとれた内容になってい

た。防衛省だけに注目するのではなく、国の方針に対する反発や批判、武器輸出には

かかわりたくないという企業なども取材してほしい。今後もこの問題を追究していっ

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「ドキュメント“武器輸出”防衛装備移転の現場か

ら」は、徹底的な密着取材を基本とする番組だが、こうした番組は、取

材対象との距離感が非常に重要になる。違う立場からの意見やふかんし

て見ることができるような情報を加えることも大切だ。 

 

○   ９月２８日(日)のＮＨＫスペシャル 老人漂流社会「“老後破産”の現実」は、生

活保護水準以下の年金収入で切り詰めて暮らしている高齢者の厳しい現実が次々に

明らかにされ、よかったと思う。解決策はだれにもすぐに見つけることはできないし、

厳しい現実を前に気が重くなった。行政の担当者が、1 人暮らしの高齢者を直接訪ね、

必要な治療や介護サービスを中断しないように、生活保護の申請手続きを進める東京

都港区の取り組みが全国に広がることを期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル 老人漂流社会「“老後破産”の現実」は、2013 年

１月に放送したＮＨＫスペシャル 老人漂流社会「終（つい）の住処（す

みか）はどこに」の放送後の反響が大きかったため、取材を続け、放送
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に至った。都市部と農村部での事例を伝えることで、この問題の深刻さ

を伝えることができたと思う。このシリーズは、今後も続くと思うので

ご覧いただきたい。 

 

○    ９月２９日(月)のクローズアップ現代「緊急報告 御嶽山噴火」は、偶然現地にい

たＮＨＫスタッフの映像や登山者が撮影した現場の映像に臨場感を感じた。現場の状

況が良く分かる映像で、今後の対策にも大いに役立つと思う。ただ、いつでもどこで

も誰かが撮影しているという状況はやや奇異に感じる。 

 

○   １０月８日(水)のクローズアップ現代「墓が捨てられる～無縁化の先に何が～」は、

墓に対する思いの変化や進む無縁化など、私たちの世代にとって、切実で、考えさせ

られる内容だった。 

 

○   ９月２５日(木)のクローズアップ現代「おなかいっぱい食べたい～緊急調査・子ど

もの貧困～」を見て、衝撃を受けると同時に、日本がこんな国になってしまった現実

に腹立たしさを感じた。こうした社会的弱者の声は、社会に届きにくい。これからも

女性や子どもといった社会的弱者の貧困解消につながる番組を放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

１０代２０代の女性の間で深刻化している貧困の問題は、去年「ク

ローズアップ現代」や「ＮＨＫスペシャル」で取り上げて以来、大き

な反響を呼んでい る。背後にある広がりを含めて取材を継続している

ので、今後また番組として取り上げる予定だ。 

 

○   １０月７日(火)ハートネットＴＶ「乙女の祈り～魂を込めた車いすダンス～」は、

広島市で開催される車いすダンスフェスティバルに向けて練習に励む脳性まひの山

下由佳さんを追いかけていた。先輩ダンサーの言葉に勇気づけられ、満面の笑みで踊

る由佳さんの笑顔がすばらしかった。制作者が丁寧に取材し、由佳さんと心を通わせ

ていることが伝わってくる笑顔だった。心温まる良い番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ハートネットＴＶ「乙女の祈り」は、ＮＨＫ関連団体のプラネット

中国の若いディレクターが制作した。長期取材ならではの人間関係の

苦労もあったと聞いているが、良い関係を築くことで撮影できた笑顔
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だと思う。 

 

○   １０月から始まった新番組「超能力ファミリー サンダーマン」は、超能力を持つ

家族が世界の正義のために戦う暮らしを改め、家族を守るために新しい町での生活を

始めるという物語の設定そのものが面白い。世界の正義のために、国民の暮らしを犠

牲にしている今のアメリカを象徴しているよう感じる。１０月８日(木)の第２話「デ

ィナ―はリッチに」では、あるお金持ち家族とサンダーマン一家との夕食会を舞台に

していたのだが、権威ぶった人たちの価値観を否定するような展開がとても痛快だっ

た。５歳になる息子もげらげら笑って見ていた。この番組は、アメリカで制作された

ものだが、こうした番組をＮＨＫでも制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「超能力ファミリー サンダーマン」は、アメリカの子ども向けテレ

ビチャンネルのニコロデオン社が制作した番組だ。比較的若い世代の

家族層向けに午後７時台に編成している。引き続き、親子で楽しんで

いただきたい。 

 

○   １０月１０日(金)の「しあわせニュース２０１４秋」は、“スポーツ＆チャレンジ！”

をテーマに全国からさまざまな話題が紹介された。しあわせなニュースの数々に、感

動や興奮、そして爆笑した。しあわせなニュースは心を豊かにしてくれる。暗いニュ

ースが多いなかで心温まるすばらしい番組だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「しあわせニュース」は、季節ごとに放送している。暗いニュースが

多いなか、幸せなニュースを見たいという多くの視聴者からの声に応え

てスタートした。ＮＨＫならではのネットワークを生かして、全国の放

送局が日々取材したニュースの中から選んで紹介している。ご家族揃っ

て見ていただきたいニュース番組だ。 

 

○   １０月１０日(金)の「にっぽん縦断 こころ旅～とうちゃこ～」では、鳥取県大山

町の旅が紹介された。旅人の火野正平さんの気取らない人柄が魅力的で楽しめたが、

ほとんど人と出会うことのない旅だったのが残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 
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「にっぽん縦断 こころ旅」は、１０月６日(月)から１０日(金)ま

で鳥取県を旅した。鳥取県は人口が最も少ない県なので、たくさんの

人が住んでいる地域を旅のルートとすることが難しい。同様の悩みは、

鳥取放送局が制作している「√るーとｈｉｇｈ↑２」でもかかえており、

毎回人との出会いに苦心している。 

 

○    連続テレビ小説「マッサン」を毎朝欠かさず見ている。大変楽しく見ているのだが、

マッサンの話す広島弁に違和感を覚えるという声を周囲から聞く。マッサンの演技も

身振りが大げさで、ややドタバタが過ぎる印象だ。もう少し、抑えた演技でもよいと

思う。エリーの話す日本語は流ちょうで聞き取りやすく、違和感はないのだが、表情

から心の内が読めないもどかしさを感じる時がある。外国人ゆえの難しさだと思う。

これからのエリーの成長ぶりに期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

朝の連続テレビ小説は、地方を舞台に制作することが多いので、いつ

も方言指導の専門家を依頼し、リハーサルから収録までほぼ付き添って

かなり厳しい指導を受けるのだが、それでも視聴者から表現に違和感が

あるというご指摘を受けることがある。それくらい方言による表現は難

しい。エリー役のシャーロット・ケイト・フォックスさんは、日本語が

全く話せないので、台本をアルファベットに置き換えて、丸暗記して演

技に臨んでいる。ドラマの主人公エリーと実際のシャーロットさんの姿

が重なって見えるという声をよく聞く。今後にさらに期待したい。 

 

○   １０月３日(金)のプライムＳ「マッサンの愛したふるさと～広島県竹原市～」は、

とても楽しめた。連続テレビ小説「マッサン」のモデルになった竹鶴政孝の本物にこ

だわり続けた思いが伝わってくるようだった。竹鶴政孝の故郷である竹原市の風景も

美しく、一度訪ねてみたいと思った。 

 

○    プライムＳ「マッサンの愛したふるさと」は、全体的にほのぼのとした感じがして、

楽しめた。なかでも、旅人の高嶋未希さんがお酒を試飲する場面がとてもよかった。

本当においしそうな表情で飲み、飲んだ後のコメントも的確だった。グルメレポータ

ーの素養を十分に感じたので、今後もたびたび登場してほしい。 

 

○   プライムＳ「マッサンの愛したふるさと」は、とても楽しめた。旅人の高嶋さんの
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食べたり飲んだりする時の仕草や感想が自然で、とても好感が持てた。マッサンの故

郷・竹原を中心にゆかりの深い場所や人々を通じて、風土を生かして本物にこだわり

続けた竹鶴政孝の魅力が伝わってくる見応えのある内容だった。ただ、安芸津町の杜

氏の話題は、竹鶴政孝とのつながりが希薄だったように思う。やや違和感があった。

中島みゆきの歌う連続テレビ小説「マッサン」の主題歌は、ドラマのイメージに合っ

ていないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

        安芸津の女性杜氏の話題は、「新しいお酒を自分でつくりたい」とい 

う強いこだわりが、竹鶴政孝の本物へのこだわりと重なるので、プライ 

ムＳ「マッサンの愛したふるさと」に取り入れた。 

 

（ＮＨＫ側） 

中島みゆきさんの歌う「麦の唄」は、連続テレビ小説「マッサン」

の主題歌として委嘱したオリジナル曲だ。歌詞も物語を反映するよう

に工夫されている。連続テレビ小説の主題歌の選択は、毎日放送され

るだけに制作者も頭を悩ませる。繰り返し聞いていただくうちに、な

じんでくる場合も多いので、楽しんでいただきたいと思う。 

 

○   プライムＳ「マッサンの愛したふるさと」は、広島県竹原の町並みが情緒たっぷり

に描かれていた。この番組を見れば、一度行ってみたいと思った人も多いと思う。連

続テレビ小説「マッサン」の放送を記念した地域ならではの魚種を使用したご当地メ

ニューやエリーさんのレシピによる料理も紹介され、とても興味深く見ることができ

た。ぜひ、中国地方向けでだけではなく、全国に向けて放送してほしい。 

 

○   １０月２日(木)の英雄たちの選択「高杉晋作 革命戦士が夢見た独立国家構想」を

見た。内容は私たちが知っている史実だったが、選択をするという視点で見ることで、

高杉晋作の生きざまや考え方をより深く理解できたように思う。「英雄たちの選択」

は、選択を迫られた英雄たちの葛藤を歴史学や心理学、哲学の学者たちが、それぞれ

の立場で考証する過程が非常に興味深い。これからも、多くの選択をさまざまな角度

から分析してほしい。 

 

○   １０月８日(水)の歴史秘話ヒストリア「“奇兵隊”デビュー！～幕末 若者たち一

発逆転の夢～」は、日記や手記など残された断片的な記録をもとに、架空の奇兵隊士
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を主人公にしたドラマ仕立てで描いていたので、奇兵隊を知らない人にも分かりやす

い作りになっていたと思う。知っている人の方が圧倒的に多いと思うが、ドラマには

高杉晋作も桂小五郎も登場しなかったので、功山寺の挙兵も奇兵隊主導で行われたと

受け取られてしまう不安を感じた。見る人によって受け止め方は異なると思うが、長

州の歴史を分かりやすく、広く伝えてくれたよい番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「英雄たちの選択」と「歴史秘話ヒストリア」は、来年１月からの大

河ドラマ「花燃ゆ」の放送に向けて、高杉晋作にスポットを当てた。Ｂ

Ｓプレミアムで放送した「英雄たちの選択」は、やや専門的な視点から

高杉晋作に焦点を当て、総合テレビで放送した「歴史秘話ヒストリア」

は、奇兵隊に焦点を当てた。２つの番組でとらえることで、広い角度か

らご覧いただけたと思う。 

 

○   ９月２６日(金)のプライムＳ シリーズ被爆７０年 ヒロシマ 復興を支えた市

民たち 第１回「鯉昇れ、焦土の空へ」(総合 後 7：30～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、見応

えのあるよいドキュメンタリードラマだった。カープ草創期の話題は、よく知られて

いるが、初代監督の石本秀一さんをドラマの中心にした構成がよかったのだと思う。

石本監督を演じたイッセー尾形さんをはじめ、俳優たちの演技や舞台劇のような場面

を盛り込んだ脚本も新鮮でよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

被爆から７０年を迎えるにあたり、被爆からの復興を支えた市民の姿

を描く全３回のドキュメンタリードラマを制作する。「鯉昇れ、焦土の

空へ」は、シリーズ１回目として、親会社を持たず立ち上がった市民球

団である広島カープの草創期を描いた。２作目、３作目があるので、引

き続きご覧いただきたい。 

 

○    １０月３日(金)のフェイス「“労働開国”の現場から～山口 岩国 外国人労働者

の実態～」は、企業の若年の人材確保と技能の継承という観点から、深く考えさせら

れる内容だった。まさに、今、中小企業が抱える経営課題に迫るもので、技能実習生

に焦点を当て、制度の特徴や課題を分かりやすく解説してくれた。一般の視聴者は、

知る機会があまりないので大変有益な情報になったと思う。人材不足の対応として、

外国人労働者の受け入れを取材していたが、今、日本企業が抱えている人材不足の根
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本的な解決にはつながりにくいと思う。問題の根底には、日本の若者が大企業志向、

保守的かつ大都市への志向が強く、地域の中小企業と地域の若者の間で雇用のミスマ

ッチが起きていることがある。地域にいる若者に地域の企業の魅力を伝え、雇用のミ

スマッチを解消していくことが必要だと思う。こうした側面にも焦点を当てた番組を

制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「“労働開国”の現場から」は、在日米軍岩国基地の関連工

事などで建設ラッシュとなっている岩国市を取材した。岩国市だけでは

なく、震災復興や東京オリンピックなど、全国で建設業を中心に労働力

不足やスキルの空洞化が深刻な問題になっている。この問題は、引き続

き取材し、１１月１日(土)の「目撃！日本列島」に展開する予定だ。 

 

○    １０月１０日（金）のＹＡＭＡＧＵＣＨＩＣ「“漁業に夢を”～萩 ＳＮＳにか

ける漁師たち～ 」(総合 後 7：30～7：55 山口県域)は、漁獲量減少・魚価低迷の現

状を、自らの努力で打開しようとする漁業者の挑戦が解り易く描かれていた。萩市で

行われている魚価低迷への対策は、いずれもその効果が限定的で、漁業者を潤すには、

決め手に欠けるというのが率直な現況だ。今回のような漁業者の取り組みを、全国各

地で取材し、「頑張るニッポンの漁師たち」といった内容の特集番組を放送してほし

い。 

 

○   １０月９日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 徳島・上勝町」を見た。上勝町は「葉

っぱビジネス」で広く知られており、上勝町といえば「葉っぱビジネス」という印象

を持つ人が多いと思う。そんな上勝町がどのように紹介されるのか、大変興味があっ

たのだが、意外にも、「葉っぱビジネス」の話題はさらりと流された印象だった。「葉

っぱビジネス」は３０年近く経っている地域事業で、どう進化し、今どのような展開

を見せているかということを知りたかった人にとっては、やや物足りなかったと思う。

一方で、量り売りでの販売方法やリサイクルの徹底など、ごみゼロの町を目指す取り

組みが紹介され、大変感銘を受けた。地域経済の拡大の側面とは違う上勝町の取り組

みを知ることができてよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

制作者としては、広く知られていることではなく、何か新しいその

町の話題を紹介しようとするので、それが視聴者の違和感につながる
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こともある。制作者には、その部分のバランスが求められるのだと思

う。 

 

○   ８月１１日(月)のＢＳ1スペシャル 山本五十六の真実（前編）「真珠湾への道」(Ｂ

Ｓ１ 後 9：00～9：50）と（後編）「遺された手紙」(ＢＳ１ 後 10：00～10：49）は、

山本五十六の親友・堀悌吉が保管してきた遺書や書簡を通じて、三国同盟に反対しな

がらも軍人として、真珠湾攻撃を立案していく山本の苦悩がうまく描かれていた。さ

すがＮＨＫだと思える大変見応えのある内容だった。 

 

○   「シャーロックホームズ」は、人形ならではの目や手の動きが魅力的で映像にとて

もひきつけられる。ミステリアスな主題歌も番組にぴったりだ。   

 

○   「びじゅチューン！」は、世界の美術を独創的な歌やアニメーションで表現する映

像作家の井上涼さんのセンスがすばらしい。短い番組だが、とても心に残る。子ども

たちに分かりやすく美術を教えてくれるよい番組だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

Ｅテレの番組をご覧いただきうれしい。「シャーロックホームズ」は、

三谷幸喜さんに脚本をお願いした後半期からの新番組だ。人形劇は、人

形のデザインから製作、操作まで、高度な専門性を必要とする。細かい

部分まで丁寧に制作しているので、引き続きご覧いただきたい。 

「びじゅチューン！」は、５分の短い番組だが、高いレベルの専門家

たちがこだわりを持って制作している。大変、質の高い子ども向け番組

なので、多くの子どもたちに見てほしい。 

 

○   １０月３日(金)の現場に立つ「人手不足 待ったなし」は、口コミで優れた人材を

確保しようとする動きがあることを知り、驚いた。経営者として参考になる内容だっ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「人手不足 待ったなし」は、建設ラッシュやイオンモー

ルの開業など、岡山でも顕在化している人出不足の問題に焦点を当てた。

飲食業や警備会社での取り組みなど、県内の企業がいかにして優れた人

材を集め、育成しようとしているのか。企業としての魅力を高めること
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で着実に人材を確保しようという動きを通して、働くことに対する意識

の変化を伝えることができたと思う。岡山では、今病院の建て替えが進

んでおり、建設業界での人出不足は深刻な問題になっているので、今後

も引き続き取材していきたい。 

 

○   １０月１１日(土)の目撃！日本列島「自動ブレーキ型と呼ばれて～密着・新入社員

の６か月～」は、何事も慎重で安全運転、失敗を恐れて挑戦しない傾向があると分析

されている、イマドキの新人研修を取材していたが、取材対象の若者は、とてもやる

気のある若者だった。私がもっている「さとり世代」のイメージと違っていて、何を

伝えたかったのか分かりにくかった。 

 

○    １０月９日(木)の地球イチバン「地球最後の航海民族～ミクロネシア・中央カロリ

ン諸島～」は、島全体で助け合って生きる姿に感動した。島民の素朴な言葉に、制作

者と島民の心のふれあいを感じた。島民と仲良くなって撮影された結果だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

後半期からの新番組「地球イチバン」と「ファミリーヒストリー」

は、それぞれ半年ぶりの放送で、さらにパワーアップした内容となっ

ている。いずれも人気の高い番組なので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   １０月６日(月)の名探偵ポアロ「カーテン～ポアロの最後の事件～」で、２５年間

続いた同シリーズが最終回を迎えた。ポアロ役のデビット・スーシェさんと吹き替え

の熊倉一雄さんのポアロが魅力的ですばらしかった。最終回ではポアロも死んでしま

い、とても寂しい思いがした。 

 

○   １０月１３日(月)の総合テレビは、終日台風１９号に関する報道が続いた。台風の

進路に合わせて、中部地方は名古屋放送局から、近畿地方は大阪放送局から、中国地

方は広島放送局からと各地の情報が順番で伝えられたのだが、広島からの放送は、広

島県の情報が多く、その他の中国各県の情報があまり伝えられなかったように感じた。

特に、夕方の時間帯の放送では、中国地方での台風のピークは広島県を過ぎて鳥取県

にかかっていたにもかかわらず、広島県の情報が伝えられた。若い世代では、インタ

ーネットなどを活用して情報を得ることもできるが、ＮＨＫの支持層である高齢者層

は、テレビからの情報が中心になる。今回の中国地方の情報は、広島に偏りがあるよ

うに感じた。東京に影響がある大雪や台風などの報道でも似たような印象を持つこと
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がある。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘の部分は、全国向けの放送の部分だと思う。中国地方の情報は、

広島だけではなく他県の情報も伝えた。鳥取で風雨が強まった午後６時

台に放送では、鳥取の情報も伝える用意をしていたのだが、放送直前に

なって、台風の進路にあたる近畿地方や東海地方の情報を分厚く放送す

ることになり、結果的に放送できなかった経緯がある。全国放送以外で

も、当日の午前１０時台から翌午前４時まで、毎正時前の時間帯に各県

内向けの放送できめ細かな台風情報をお伝えした。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取県内向けの放送は、前１０時５０分から翌午前４時まで毎正時前

の時間帯を中心にお伝えした。鳥取放送会館前から中継で鳥取市内の様

子を伝えたほか、細やかな情報発信に努めた。 

 

○   放送を見ている側と伝えている側のタイミングがあるのだと思うが、私自身も東京

が影響を受ける時の報道の過熱ぶりに違和感を覚えることがある。ご検討いただきた

い。 

 

○   １０月に入り、台風報道が２週続いた。６日(月)の台風１８号報道は、山口県を過

ぎて首都圏に向かっていたので、周囲からは「一日中しなくてもいいのに」という声

が聞こえてきた。１３日(月)の報道では、近づいてくる台風情報を早く知りたかった

ので、北九州の放送にチャンネルを合わせた。このように視聴者は自分中心に見るの

で、放送を送る側と受ける側の感覚のずれが生まれるのだと思う。 

 

○   ９月２５日（木）の「おはよう中国」の天気予報コーナーで担当アナウンサーが

「雨のち曇り」を表現するのに、「午後遅くまで雨で、その後曇ってくるでしょう」

というフレーズを繰り返していた。「晴れから曇り」は「曇ってくる」でよいが、「雨

から曇り」になる時に「曇ってくる」は、不自然な表現だと思う。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年９月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１８日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、「平成２６年度後半期の国内放送番組の編成」について、説明があった

あと、「平成２７年度の番組改定」も含めて意見交換を行った。続いて、放送番組一般

も含めて活発に意見交換を行った。最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、１０

月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 江種 則貴 （中国新聞社論説主幹） 

     河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

山田 節子  （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２６年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２７年度の番組改定」について＞ 

 

○   ＢＳ１で深夜帯に編成されている「Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ Ｐｌｕｓ」と「ＴＯＫ

ＹＯ ＥＹＥ」は、どのような番組なのか。タイトルだけ見てもよく分からない。 

 

（ＮＨＫ側） 

これらの番組は、「ＮＨＫワールドＴＶ」という海外向けの放送のた

めに国際放送局が制作している番組で、日本の文化や東京の観光などを
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取り上げて英語で紹介している。国内でもＮＨＫの国際放送を知っても

らうとともに、英語の勉強の一助にしてもらうことや日本にいる外国人

に見てもらうことを想定して編成している。 

 

○   以前楽しみにしていたので、「地球イチバン」の復活を喜んでいる。また、山口県

人として大河ドラマ「花燃ゆ」をとても楽しみにしている。放送を前に地元では大い

に盛り上がっている。これまで知られていなかった女性が描かれるので女性の立場か

らも期待している。 

 

○   大河ドラマでは、「軍師官兵衛」に続いて、中国地方にゆかりのある人物が描かれ、

嬉しく思っている。ドラマで取り上げられることで商業的なメリットも大きいと聞い

ているので、地方を応援する意味でもありがたいと思う。 

 

○   １０月からＢＳプレミアムで「坂の上の雲」をもう一度見ることができるので、と

てもうれしい。放送を楽しみに待ちたい。 

 

○   アジアで活躍する日本人の話題は目にする機会があるが、日本で活躍するアジア

の人たちの話題を目にすることが少ない。そうした人たちに注目した番組があっても

いいと思う。今アジアで起きていることを伝えるニュースや番組、アジアの今を伝え

る報道を今以上に充実させてほしい。韓国や中国との関係改善にもつながると思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

ＮＨＫは、アジアを代表する放送局として、アジアをテーマにした番

組、アジアを舞台にした番組に引き続き力を入れていく。日本の国際

化、日本で暮らす外国人などのテーマについても引き続き取り組んで

いく。 

 

○   私たちが子どもの頃には「ひょっこりひょうたん島」のように夢中になって見る

テレビ番組があった。社会状況が違うので、単純に現代と比較することはできないと

思うが子どもたちが繰り返し見たい、続きを見たいと思えるような番組、たとえば、

子ども向けの大河ドラマのような番組があるといいと思う。小学生から中学生の年代

がいちばんＮＨＫ離れを起こしている年代だと思うので、子どもたちの心に届く番組

づくりに努力してほしい。    
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（ＮＨＫ側） 

「おかあさんといっしょ」をはじめ、Ｅテレの幼児向け番組はよく

見られているが、小学生から中学生へとＮＨＫの番組が見られなくな

る傾向がある。子どもの生活スタイルが変化し多様化している影響が

大きいと思うが、小中学生たちに受け入れられる番組づくりは課題の

ひとつだと認識しているので、引き続き努力していきたい。 

 

○   子どもの頃、人形劇が楽しみで、放送が始まる時間を毎日楽しみに待っていた記

憶がある。かつての連続人形劇のように、音楽ではなく物語に力点を置いた人形劇を

復活してほしい。さらに、週１回の放送ではなく、毎日少しずつ放送するスタイルの

方が、より子どもたちの心に浸透すると思う。  

 

○   小学生から中学生の年代は、一番ＮＨＫの視聴率が低い層だと思う。今後もこの世

代の子どもたちに見てもらえる番組開発を続けてほしい。 

 

○   我が家の小学生の息子は、「ダーウィンが来た！～生きもの新伝説～」をとても気

に入っていて、毎回見ている。８月１７日(日)の「不思議いっぱい！身近なアリ大研

究」は、何度も繰り返して見ていた。これからも知られざる生き物たちの姿を紹介し

てほしい。 

 

○   今年度後半期から始まる人形劇「シャーロックホームズ」に期待している。私が子

どもの頃、連続人形劇「プリンプリン物語」を毎日欠かさず見ていた記憶がある。お

そらく人形劇は、大人になっても心に残る番組だと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   平成２７年の大河ドラマ「花燃ゆ」の山口県萩市でのロケが始まった。町なかで出

演者に出会うこともあり、地元は非常に盛り上がっている。９月にも萩市でのロケが

予定されており、大河ドラマが地元に与える影響を実感し、感謝している。 

 

（ＮＨＫ側） 

大河ドラマ「花燃ゆ」のロケでは、萩市のみなさんに多大なご協力
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をいただき感謝している。大河ドラマ「花燃ゆ」については、今後も

ロケをはじめさまざまなイベントが予定されているので、折りにふれ

て山口放送局の地域番組の中で伝えていく。関連番組も予定しており、

直近では、１０月２日(木)の「英雄たちの選択」で幕末の志士高杉晋

作を、１０月８日(水)の「歴史秘話ヒストリア」で高杉晋作が創設し

た奇兵隊の若者たちを取り上げる予定なので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   ８月２９日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「“回天の島”～出撃から７０年の夏～」(総

合 後 7:30～7:55 山口県域)は、人間魚雷「回天」の基地があった山口県大津島を舞

台に、あらためて戦争について考えさせてくれた。きっかけは、マンガやゲームで回

天の存在を知ったことだが、実際に島を訪れ、戦争や命の尊さについて考える様子に

番組の意義を感じた。戦争をテーマにする時、広島や長崎、沖縄といった場所に焦点

を当てることが多いが、大津島も違った側面から戦争について考える場所だと強く感

じた。島を訪れた高校生たちが、「ピースはしてはいけないね」とつぶやきながら記

念撮影をする番組のラストシーンもしゃれていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

回天の基地があった大津島は、山口県において戦争をきちんと記憶す

る特徴的な場所であり、経験を今後に伝えていく責任がある。ゲームの

「艦隊コレクション」やマンガ「特攻の島」が若者たちに注目されたこ

とで、地元の山口県周南市では観光資源としてのアイテムにもなってい

る。番組はこうした現代の状況をきっかけにして描いた。制作にあたっ

ては、若者が死ぬことを前提とした「回天」という兵器を決して美化す

ることのないよう心を砕いた。戦後７０年という節目の年を迎え、引き

続き取材していきたい。 

 

○   山口県大津島の回天については、これまでの山口放送制作のテレビ番組「死者たち

の遺言～回天に散った学徒兵の奇跡～」や映画「出口のない島」でも描かれていたの

で、今回の取り上げ方に驚いた。マンガやゲームをきっかけにして若者たちが訪れて

いることを初めて知った。アプローチの仕方は違っても、存在を知ることで戦争につ

いて考えるよいきっかけになったと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「“回天の島”」は、入局２年目の若いディレ

クターが制作した。マンガやゲームから戦争体験に接触することが自

然になっている世代であり、そうした若い世代の感覚を前面に出すこ

とで、若い人たちに共感を与え、戦争について考えるきっかけになっ

てほしいという思いを込めた。切り口の新しさを評価いただき感謝し

ている。 

 

○   ９月６日(土)の目撃！日本列島「学校再開で島が変わる～香川・男木（おぎ）島」

は、過疎化で休校していた学校が再開し、都会の子どもたちが移住してきたことで変

わり始めた小さな島の半年を描いていた。都会から移り住んできた子どもたちの戸惑

いや島を気に入ってもらおうと知恵を絞る住民たちなど、全国の離島や中山間地の現

実を象徴的に切り取ってくれたと思う。田舎暮らしのブームが続いているが、子ども

の教育問題が課題となってちゅうちょしている大人たちの背中を押してくれる番組

だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「目撃！日本列島」は、各地域局の比較的若いディレクターが制作

している番組だ。香川県男木島の話題も、離島で小学校が再開される

という小さな地域ニュースを耳にしたことをきっかけに取材を進めた。

ディレクターとカメラマンが取材先に密着することで、子どもたちの

表情や周りのお年寄りたちの表情もよく撮れていたと思う。 

 

○   これまで敬遠していた「伝えてピカッチ」だが、家族につられて見たら、おもしろ

かった。日曜の夜、夫婦二人で見ているととても穏やかな気持ちになった。私たちの

ようなリタイア世代が家族で楽しめる番組だと思う。新たな発見をした思いがした。 

 

（ＮＨＫ側） 

「伝えてピカッチ」は、総合テレビの土曜日の夜７時半からの時間

帯に、家族で楽しんでもらえる番組を届けたいという思いで開発した

番組だ。放送開始から１年半が経過し、少しずつ定着してきたと感じ

ている。引き続きご覧いただきたい。 
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○   ７月２８日(月)～８月１日（金）の「スマホ・リアル・ストーリー」(Ｅテレ 前 9：

35～9：45)を子どもと一緒に見た。無料ゲームや架空請求、いじめ、なりすまし、写

真の流出というスマホをめぐるトラブルを分かりやすく伝えてくれた。子どもたちに

も人気のある鈴木福くんが出演して、ドラマで紹介してくれていたことも子どもの心

をひきつけたようで、何度も繰り返し見ていた。夏休みならではのよい企画だったと

思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「スマホ・リアル・ストーリー」は、小学校・中学校向けのメディア

教育を目的にした「メディアのめ」を放送しているうちに、スマホに触

れる年齢が低年齢化したり、ＳＮＳやスマホについてどう教育したらい

いか分からないという声が制作チームに寄せられたりしたことをきっか

けに制作した番組だ。夏休みに放送したところ、好評な意見が届いてい

ると聞いているので、今後につながることを期待している。 

 

○   ８月１日(金)のプライムＳドラマ「かたりべさん」(総合 後 4：00～5：27)は、

今も癒えない心の傷をかかえる被爆者の思いと、被爆体験を伝えていこうとする若者

の交流や葛藤がリアルに描かれていた。私たちもどうやって伝えていくべきか考える

きっかけになった。 

 

○   ８月８日(金)のプライムＳ「ヒバクシャからの手紙」(総合 後 7:30～8:43 中国ﾌﾞ

ﾛｯｸ)は、感動を与えてくれた。紹介された手紙は、あらゆる世代の人たちに知ってほ

しい内容だった。ゲストのコメントも的確だった。同世代の人だったので、より身近

に感じることができ、さまざまなことを考えさせられた。 

 

   （ＮＨＫ側） 

プライムＳドラマ「かたりべさん」とプライムＳ「ヒバクシャから

の手紙」は、どちらも若い人たちに見てほしいという思いで制作した。

「ヒバクシャからの手紙」は、８年間続けて制作している。今回はゲ

ストをあえて３０代の人にしたり、冒頭で「８月６日って分かります

か」という質問したりという工夫をした。若い人たちがどこに共感し、

どう受け止め、どうしたらいいのかということをテーマに制作した。

「かたりべさん」のモデルは、広島市の被爆体験伝承者養成事業を取



 

7 

 

材しているなかで出会った女性だ。被爆体験伝承者養成事業は、今年

で２年目になり、３年で卒業するので、来年には第一陣の彼女たちが

本当の語り部として活動を始める。現在も取材を続けているので、悩

みながら伝えていく様子もドキュメンタリー番組として描きたいと思

っている。 

 

○   ヒロシマ８．６ドラマ「かたりべさん」は、しっかりとしたよいドラマだった。被

爆体験を語り継ぐことの意味と難しさを伝える若者側と語る被爆体験者側の双方の

立場から教えてくれた。きっかけとなった広島市の被爆体験伝承者養成事業も、将来

に向けて息の長い取り組みになると思う。この時期にドラマ仕立てで取り上げてくれ

たことは、とてもよかった。 

 

○   ９月１２日(金)のフェイス「被爆の記憶をつなぎたい～五日市高校放送部 夏の記

録～」も、被爆体験の継承をテーマにしていた。被爆者の女性と出会い、その記憶を

つなごうと模索する様子は、見応えがあった。その姿は、ヒロシマ８．６ドラマ「か

たりべさん」の伝承事業に取り組む若者の姿と重なった。 

 

○   フェイス「被爆の記憶をつなぎたい」は、入局２年目のディレクターが制作した。

制作者自身も彼女たちと同じようにどのように伝えればいいのか悩みながら制作し

た。どうすれば共感を持って見てもらえるのか、私たち番組制作者の思いと重なる。

彼女たちの悩みながら取り組む姿が純粋で、見る人の心に届いたのだと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

フェイス「被爆の記憶をつなぎたい」は、被爆７０年シリーズとして

「お好みワイドひろしま」の企画で取り上げた話題を継続取材したもの

だ。被爆７０年に向けて、被爆体験の若い世代への継承について、これ

からもいろいろな視点から考えていきたい。 

 

○   ９月１６日(火)の時論公論「女性が輝く社会」は、日本で初開催された「女性版ダ

ボス会議」を機に、女性の活躍推進について解説されていた。家庭の事情についても、

もう少し踏み込んだ意見を聞きたかった。女性が輝く社会を実現するためには何が必

要かといった話もあったので、深夜帯ではなく、もう少し見やすい時間に放送してほ

しい。 
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○   ８月２９日(金)の島根スペシャル「ぼくたちのサイン～難聴のエースと仲間たち 

最後の夏～」(総合 後 7:30～7:59 島根県域)は、丹念に取材したよい番組だったと思

う。ＮＨＫでよくとり上げられる題材だと思いながら見始めたのだが、さまざまなリ

スクがある中で難聴の主人公がエースとして育っていくことはどういうことなのか

よく分かった。最後に「野球と友達とどっちが好きですか」という質問をして、本人

に「友達」と答えさせる場面があったが、不要な場面だったと思う。なぜ、わざわざ

問いかけたのか疑問でならない。大きなリスクがあるにもかかわらず、なぜ益田東高

校では難聴である主人公を受け入れることができたのか、どういう対策をとったのか、

という部分をもう少し掘り下げて伝えてほしかった。難聴を抱える人たちが、健常者

と一緒に学校生活を送り、部活動にも参加できるということへのヒントになったと思

う。番組を見終わって気づいたのだが、指文字や手話を覚えて、彼らがコミュニケー

ションを取る時、目と目を見合っていた。高校生世代は、スマホを使って隣に居ても

相手の目を見ないで文字でコミュニケーションを取る傾向がある。アイコンタクトを

取りながらコミュニケーションを取ることに大切さを教えてくれた。主人公だけでは

なく。益田東高校の生徒たちも彼と出会ったからこそ学べたことがあったと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根スペシャル「ぼくたちのサイン」は、入局６年になる女性ディ

レクターが制作した。何度も学校に通い、強い人間関係を築けたこと

で制作することができた。一方で、取材対象に密着するあまり、論理

的な視点が薄れ、情の部分に偏ってしまったところもあったかもしれ

ない。最後の質問については、私自身も同様の感想を持ったが、質問

に答える生徒の答えや表情がとてもよかったと思う。 

 

○   ８月７日(木)のにっぽん紀行「ありがとうの力泳～島根 大田～」(総合 後 7:30

～7:55)は、４６年間使われてきたプールが取り壊されるのを前に、３６年間ボラン

ティアでコーチをしてきたおじさんに、一緒にリレーをして恩返しをしようとする教

え子たちの姿に胸が熱くなった。特に中心になって企画した１８歳の少女の目が非常

に美しく、純粋に感謝の気持ちを伝えようという思いが伝わってきた。学校教育現場

の外で、美しい目をした子どもが育っていることを目のあたりにして、教育者のひと

りとして衝撃を受けた。現代は、学校教育の方がよほど教育的ではないのかもしれな

いと、番組を見て自問自答した。 
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（ＮＨＫ側） 

にっぽん紀行「ありがとうの力泳」は、夕方６時台のニュースで取

り上げたことから取材を続けて制作した。島根スペシャル「ぼくたち

のサイン」とにっぽん紀行「ありがとうの力泳」は、テーマは異なる

が、島根県の人たちの温かさや良さを伝えることができたと思う。 

 

○   片山杜秀さんの「クラシックの迷宮」は、吉田秀和さんの解説で長年にわたって親

しまれてきた「名曲のたのしみ」とよく似た趣向の番組だ。当初は後継番組という位

置づけに不安や疑問を感じたが、とても面白い。ＮＨＫならではのアーカイブの中か

らテーマを決めてじっくりと聴かせてくれる。とても面白いので、長く続けていただ

きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

吉田秀和さんは、音楽評論の分野を切り拓いた人で、亡くなって「名

曲のたのしみ」が終了した後も再放送希望が多いので、再編集して時々

特集番組として放送している。クラシック音楽の膨大な演奏の中から

どれを選んでどう紹介するか、解説者のセンスに負うところが大きい。

片山さんの「クラシックの迷宮」も好評なので、今後も継続していき

たい。 

 

○   ８月８日(金)の「アニメーションは七色の夢を見る 宮崎吾朗と米林宏昌」（総合 

後 10：00～11：13）は、放送時期に疑問を感じた。米林宏昌監督のアニメ映画「思い

出のマーニー」が封切られたばかりで、マスコミで大きく宣伝されていた時期と重な

った。宮崎吾朗監督のアニメ「山賊の娘ローニャ」のＢＳプレミアムでの放送を予定

していることも配慮しての放送だと思うが、商業的すぎる印象を持った。どういった

議論を経て、放送日時が決められたのか知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組は、宮崎駿監督が引退を宣言した後の次代を担う、宮崎吾

朗、米林宏昌両監督の新たな挑戦を追いかけたドキュメンタリーだ。

主題に対する社会の関心が高い時期が、放送するひとつのタイミング

になる。一方で、商業ベースとの関係を考える必要もあり、そのバラ

ンスが重要な要素となる。 
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○   ８月２０日の未明に広島市で起きた土砂災害では、報道に携わる者として残念でな

らない。マスコミは、東日本大震災以降、いかに災害を防ぎ、いかに命を守るかとい

う報道に力を入れてきたはずだ。しかし、その教訓を生かすことができず、災害に遭

遇する結果になった。今回の土砂災害に際しての一連のＮＨＫの報道は、自分の命を

守るためにどうすればいいのかという観点からしっかりと伝えてくれた。発災から２

日後の８月２２日(金)には、ＮＨＫスペシャル「緊急報告 広島 同時多発土砂災害」

(総合 後 7:45～8:40)で、なぜ局地的な豪雨が降ったのか、被害は未然に防げなかっ

たのか、専門家の解説を交えてさまざまな角度から土砂災害を検証してくれた。９月

３日(水)の「あさイチ」でも、自分の命を守ることについて、警鐘を鳴らしてくれた。

８月３０日(土)・３１日(日)のＮＨＫスペシャル「巨大地震 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳ

ＴＥＲ 地球大変動の衝撃」は、大災害につながる自然の変化を地球規模で教えてく

れた。衝撃を受けると同時にタイムリーな放送だと感じた。今後もさまざまな視点か

ら災害報道を充実、進化させてほしい。あわせて、ＮＨＫの保有する災害報道の優れ

たノウハウを世界各国と共有し、減災や防災に役立ててほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

発災から１か月になる９月１９日(金)には、プライムＳ「命を守る

ために～土砂災害１か月 被災地からの報告」を放送する予定だ。大

切な家族を失った遺族の思いや、急激な変化に十分な対応ができなか

った行政の検証、自ら避難経路を見直す住民の動きや二重ローンの問

題など再出発に向けた悩みなどを伝える。被災地ではこれからもさま

ざまな問題が出てくると思う。災害時のソーシャルワークのあり方を

テーマにした「ハートネットＴＶ」は、１０月上旬に放送する予定だ。 

 

  （ＮＨＫ側） 

東日本大震災以降、減災につながる報道の責任を強く意識し、日々

取り組んでいるが、まだ十分とはいえないと思う。９月５日(金)のフ

ェイス「豪雨から中山間地域をどう守るか～山口・島根からの報告」

では、去年豪雨災害に見舞われた山口・島根両県の取り組みから教訓

を伝えたいと早くから取材を進めていたのだが、図らずも、放送前に

広島市の大規模土砂災害が起きてしまった。日頃から自分の身を守る

ためにはどうすべきなのかということを強くアピールしていく必要を

改めて感じている。 
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○   フェイス「豪雨から中山間地域をどう守るか」は、広島市で大規模土砂災害が起き

た直後だったことに加えて、島根県の災害を取り上げた内容だったので、真剣に見た。

防災や減災が今後地域のあり方を考える重要なキーワードになることがよく分かっ

た。さらに、行政と地域住民の関係を考えるうえでも大変参考になった。行政のノウ

ハウと地元住民のノウハウを双方持ち寄って地域一丸となって対策を講じなければ、

特に中山間地での防災対策は機能しないと感じた。番組では２つの事例が紹介されて

いた。島根県邑南町の事例は、災害の直後に住民にアンケートをして防災対策の見直

しをすぐに行っており、対応の早さがすばらしく、大変参考になった。一方で、山口

市の事例では、住民の主体的な取り組みに焦点を当てた内容で、行政の動きはあまり

描かれていなかった。行政の取り組みについても知りたかった。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「緊急報告 広島 同時多発土砂災害」とフェイス「豪雨から中

山間地域をどう守るか」を見て、広島市の土砂災害が起きる前の放送だったらよかっ

たのにと思った。放送では、自ら身を守ることを考えて行動しなさいと繰り返し伝え

られるが、なかなか自分自身の問題としてとらえにくい。防災・減災につなげるため

に、身近な事例を示しながら繰り返し伝えることが必要だと思う。広島市の土砂災害

を伝えるニュースの中でＮＨＫの無人ヘリコプターが災害現場で取材した映像があ

ったが、技術面からも減災や災害復興に貢献できると思う。 

 

○   広島市の大規模土砂災害については、一連のＮＨＫの報道姿勢に敬意を表したい。

８月２２日(金)のＮＨＫスペシャル「緊急報告 広島 同時多発土砂災害」は、発災

からわずか２日後にもかかわらず、かなりまとまった掘り下げた報道がされ、非常に

有意義だったと思う。私は、５歳になる子どもと一緒にテレビを見ることが多いのだ

が、小さい子どもに災害現場の悲惨な映像をあまり見せたくなかったので、Ｅテレの

文字情報はありがたかった。子どもにはＥテレの通常番組を見せながら、私は、文字

情報で最新の動きを知ることができた。とても適切な対応だったと思う。これからも

被災した人たちの心の問題であったり、行政に対応の問題であったり、復興に向けた

さまざまな問題を丁寧に取材してほしい。 

 

○   広島市の大規模土砂災害については、各局の報道も見たが、ＮＨＫの報道がいちば

ん現状をよく知ることができた。「自分の身は自分で守る」とよく聞かされるが、具

体的にどうすればよいのか分からないのが実情だと思う。自分の身を守るために何が

必要なのかもっと伝えてほしい。東日本大震災のあと、被災者の生の声を伝える「あ
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の日わたしは」という番組があるが、生の声を通してしっかりとしてメッセージが伝

わってくる。災害報道だけではなく、事件・事故を含めた緊急報道にあたっては、過

度な脚色をすることなくきちんと事実を伝える報道姿勢を持ち続けてほしい。 

 

○   広島市の大規模土砂災害の一連の報道は、さまざまな地域の取り組みが紹介され、

私自身も大変参考になった。災害時には、行政と地域の連携が非常に大切だと思う。

行政が積極的な取り組みを行うのは当然だが、放送の影響力は大きい。これからも災

害による犠牲者を少なくするという観点から災害に対する地域での共助の仕組みが

広がっていくような番組を作ってほしい。 

 

○   ８月６日(水)のＮＨＫスペシャル「水爆実験 ６０年目の真実～ヒロシマが迫る

“埋もれた被ばく”～」(総合 後 10:00～10:58)は、知らなければならない事実を全

国に伝えた大変意義のある放送だったと思う。番組では、かつて日本政府が行った第

五福竜丸以外の被災船の調査に関する資料がアメリカ公文書館に残っていたことか

ら、現在の厚生労働省に対して情報公開請求をする取り組みを描いていたが、大変有

意義だったと思う。今回の放送は問題解決への始まりにすぎない。将来、厚生労働省

がデータをなかったことにする可能性が高いと思うので、今後も積極的に情報公開請

求を続けてほしい。私自身も研究者のひとりとして、そのためにできることは何か、

一生懸命考えていきたい。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「水爆実験 ６０年目の真実」とＮＨＫスペシャル「緊急報告 広

島 同時多発土砂災害」は、対照的な「ＮＨＫスペシャル」だ。「水爆実験 ６０年

目の真実」は、１年以上も前から広島の科学者たちと一緒にコツコツと調査を続けて

きたことで完成した。ＮＨＫが得意としてきた調査報道が大きな真実につながった貴

重な番組になったと思う。一方で、「緊急報告 広島 同時多発土砂災害」は、本部

の関係部局と広島局が一緒になって、わずか２日間で制作した。ひとつの事実をコツ

コツと追究するものと、緊急報道に即して、今いちばん不安なこと、気になることに

すぐに対応するもの、両方とも大切だ。これからも２つの方向で、より深い番組を伝

えていく。 

 

○   連続テレビ小説「花子とアン」を、美輪明宏さんの「ごきげんよう」の言葉を聞き

たくて毎日欠かさず見ている。太平洋戦争という苦しい時代を描いているにもかかわ

らず、心のこもった「ごきげんよう」の挨拶にほっとする。とてもいい朝のドラマだ
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と思う。ただ、蓮子さんが一夜にして白髪になった場面があったが、とても違和感が

あった。本当にありえるのか検証してほしい。 

 

○   ９月１３日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「美輪明宏×中園ミ

ホ～花子とアンと人生のツボ～」を見て、作品に込められた２人の思いを知り、感動

した。「文学、美術、音楽やスポーツなどの文化こそが戦争をなくすカギだと思う。

「花子とアン」という作品は単なるドラマではなく、大きな責務を背負った番組だ」

という美輪さんの言葉に同感した。これからも朝のドラマは、時代の責務を背負いつ

つ、人々の心を慰める存在であってほしいと思う。 

 

○   ９月１２日(金)の島根スぺシャル「アーリャの母子手帳」(総合 後 7:30～7:55 島

根県域)は、島根県西部にある水族館アクアスのシロイルカの赤ちゃん誕生をテーマ

にしたもので、地元の話題だったこともあり、大変興味深く見た。赤ちゃん誕生の瞬

間に焦点を当ててしまいがちだが、番組では、成功の裏側にある出産の準備から誕生

の瞬間、そして一般公開までの飼育員たちの活躍に密着したものだった。ここに番組

の面白さや価値があったと思う。若いスタッフが懸命にシロイルカの活動を記録する

姿に親近感を持った。好感度の高い番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根スぺシャル「アーリャの母子手帳」は、夕方の地域情報番組で紹

介したことをきっかけに取材を続けた。出産に立ち会うことができ、う

れしい話題をお伝えすることができた。これからも県内各地の明るい話

題を発信していきたい。 

 

○   ９月７日(日)のＮＨＫスペシャル「新宿“人情”保健室～老いの日々によりそって

～」は、大都会の片隅にある小さな保健室の日々を通じて、さまざまなことを考えさ

せてくれた。１人暮らしの高齢者の介護という日本社会が抱える大きな問題を突きつ

けられたような思いがした。高齢者が気軽にいつでも立ち寄れる施設が、都会だけで

はなく、限界集落といわれる地方にも必要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「新宿“人情”保健室」は、ひとつの場所を定点

観測することで、今の社会を描きだすドキュメンタリーだ。保健室に
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集まる老人たちや周囲の人たちの表情がよく撮れていたと思う。「Ｎ

ＨＫスペシャル」は、スケールの大きな大型番組だけでなく、こうし

た地域の片隅の１点にこだわって取材した素材も大切にしていきたい。 

 

○   ８月２４日(日)のＮＨＫのど自慢「鳥取県米子市」を会場で見た。テレビとは違う

臨場感とステージと会場の一体感を存分に楽しめた。放送では、米子市の名物も紹介

され、放送が地域活性化につながると感じた。 

 

○    ８月３１日(日)のサキどり↑「発明で生き残れ！“大学発”ビジネス最前線」では、

企業と連携して医療用おむつから多種多様な商品開発を行っている鳥取大学の取り

組みが紹介された。放送が地域に与える影響は大きいので、これからもいろいろな形

で地域の話題を全国に向けて発信してほしい。 

 

○   サキどり↑「発明で生き残れ！“大学発”ビジネス最前線」は、子どもたちに出前

授業を行っている鳥取大学の植木教授を取材していたが、とてもわくわくした。これ

からも次の世代につながる身近な取り組みを紹介してほしい。 

 

○   ８月２９日(金)の「√るーとｈｉｇｈ↑２ ～智頭町～」(総合後 7:30～7:55 鳥取県

域)は、２人の旅人がただ旅をする様子を紹介しているだけなのだが、見ているうち

に心が温かくなってきた。不要な番組のようだが、ゆったりと見ることができる貴重

な番組だと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「√るーとｈｉｇｈ↑２ 」は、今年で５年目を迎える番組で、マン

ボウやしろとハイキングウォーキング松田の２人がぶっつけ本番で鳥

取を旅する番組だ。他愛もない内容だが、地域の人たちには大変親し

まれており、今年４月から放送時間を２５分に拡大し、金曜日夜間の

時間帯に放送している。できるだけ多くの人と出会い、地域のよさを

紹介しようというコンセプトで制作しているので、肩の凝らない番組

として、これからもご覧いただきたい。 

 

○   「√るーとｈｉｇｈ↑２ 」は、金曜日の夜にぴったりの放送だと思う。放送時間

も長くなったので、マンボウやしろの鳥取への愛を十分に感じられる。見ていると、
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心が温かくなるようだ。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



1 

 

平成２６年７月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、放送番組モニター

報告と視聴者意向、８月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 江種 則貴 （中国新聞社論説主幹） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

山田 節子  （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ７月３日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 松江・隠岐諸島」は、非常におもしろか

った。ゲストの島根県観光大使を務めるＤＡＩＧＯさんと案内人の利根川真也アナウ

ンサーの掛け合いもおもしろかったし、人のつながり作りを部活動として取り組む島

の高校生や毎年行われるウルトラマラソンでの島民総出の応援など、隠岐諸島の人の

温かさやおもてなしの心がよく伝わってきた。全国向けの放送は、隠岐諸島の観光振

興にも大いに役立つので、もっと観光ＰＲ的な要素を盛り込んでもよかったと思う。

たとえば、世界ジオパークに認定された話題や景色、島留学の背景にある海士町のＩ

ターンやＵターンの取り組み、岩ガキの養殖など新たな産業の話題も紹介してほしか

った。 
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（ＮＨＫ側） 

今回の「ＪＡＰＡなび」は、人の温かさやつながりに重点をおいた

構成になっていた。自然の魅力は、７月２０日(日)のさわやか自然百

景「島根県 隠岐諸島」で伝えたい。ただ、バランスは難しいと思う

が、全国に向けて隠岐の魅力を伝える絶好の機会だったので、もう少

し、自然の魅力を織り交ぜてもよかったように思う。 

 

○   あさイチ「ＪＡＰＡなび 松江・隠岐諸島」を見て、さまざまな取り組みによって、

隠岐諸島に全国から若い人が集まり、町おこしが実を結んでいる様子に感激した。た

だ、ゲストの人選に違和感があった。番組の良さを壊してしまったように感じた。 

 

○   あさイチ「ＪＡＰＡなび 松江・隠岐諸島」は、隠岐諸島の魅力をうまく紹介して

いた。全国放送で５０分間も放送されたことは、大きな地域支援になったと思う。放

送では触れられなかったが、隠岐では、郷土料理遺産として隠岐に伝わる郷土料理を

掘り起こす活動をしており、現在 108アイテムの郷土料理がリストアップされている。

松江放送局では、今年度は隠岐からの情報発信に力を入れているということなので、

こうした側面からも隠岐の魅力を取り上げてほしい。 

 

○   ７月６日(日)のサキどり↑「地域の宝を掘り起こせ！“産業遺産”」を見た。新た

に世界遺産に登録された群馬県の富岡製糸場の観光振興の取り組みは、大変興味深く、

参考になる内容だった。番組では、島根県の石見銀山の取り組みも紹介されたが、成

功事例のような取り上げ方をされており、違和感があった。コメンテーター役の大学

教授からフォローする発言がされたので、番組はうまくまとまっていたが、それがな

ければ、石見銀山のイメージが偏って伝えられたと思う。制作パワーの問題はあると

思うが、東京のスタッフだけではなく、地元の松江放送局と連携して制作すれば、も

っと密度の濃い番組になったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

石見銀山の観光振興における取り組みについては、東京と地元から

の目線にずれが生じることがあるので、本部と地域局の連携をうまく

とっていきたい。 

 

○   ７月３日(木)のクローズアップ現代「集団的自衛権 菅官房長官に問う」は、大変

興味深く見ることができた。官房長官を招いて、直接質問し発言を得ることは、国民
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に対する説明責任を果たすという面からも意義のある放送だったと思う。ＮＨＫ記者

やキャスターの質問は、まさに私自身が疑問に思っていることばかりで、国民の声を

代表するものだったと思う。平日の午後７時台という多くの人が視聴している時間帯

に、官房長官自ら発言してもらったことは、とても評価できる。このように、政府の

見解を無批判に放送するのではなく、視聴者側に立った報道姿勢を今後も貫いてほし

い。 

 

○   ７月５日(土)の戦後史証言プロジェクト「日本人は何をめざしてきたのか 知の巨

人たち」第１回「原子力 科学者は発信する 湯川秀樹と武谷三男」(Ｅﾃﾚ 後 11：00

～6 日前 0：30) は、戦時中、原爆開発に関わり、戦後「科学者の社会的責任」を唱

え、原子力の平和利用の在り方を模索した２人の物理学者の魅力が十分に描かれてい

た。よい番組だったと思う。ただ、２人とも物理学者なのでやむを得ないと思うが、

放射線の人体への影響など医学的な側面についてあまり描かれていなかった点が残

念だった。特に、武谷さんは、原子力研究の「自主」、「民主」、「公開」の三原則

を主張し、放射線の影響については加害者側ではなく被害者の視点の大切さを主張し、

放射線の影響については殴る側（加害者）がたいしたことがないと言っても受ける側

（被害者）が心の問題も含めて後に残るということを、著書でも著している。こうし

た側面についても掘り下げて伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「戦後史証言プロジェクト」は、戦後７０年を迎える中、新たな証言

を記録し、証言から戦後の日本の姿を描こうという試みだ。原子力に限

らず、いろいろな分野での戦後の大きな局面を証言を通して見つめてい

く。今後も展開してくので、またご覧いただきたい。 

 

○   ７月２日(水)のクローズアップ現代「“野球女子”私が球場に行く理由」を女性が

増加しているのはよいことだし、ぜひその理由を知りたいと思い期待して見た。ファ

ン同士のつながりができることや、新しい自分を表現できることなど、球場で共に応

援する楽しさが球場に通う理由であることはよく分かったが、そもそも野球の何に魅

力を感じて球場に通うようになったのか、急激に増加している理由は何なのかを知り

たくなった。女性の心をつかむ何かがあったのだと思う。おそらく急激に増加した背

景には、スマートフォンの普及などさまざまな要素があると思う。そうした面も掘り

下げてほしかった。 
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○   ７月６日(日)のＮＨＫスペシャル「ストーカー 殺意の深層～悲劇を防ぐために

～」は、加害者の実態を徹底取材した内容に驚き、感心した。重大事件を起こすスト

ーカーの心境がよく分かった。番組の最後で、オーストラリアでの警察と連携した医

療期間の取り組みが紹介されたが、日本でも生かせる取り組みだと思う。医療機関も

含めて組織が連携して、被害を未然に防止するための体制作りが求められていると思

う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「ストーカー 殺意の深層」は、制作当初から加

害者側に切り込んで取材することに力を入れたと聞いている。加害者

へのインタビューを通して、その心の内をよく描きだしていたと思う。 

 

○   ７月１３日(日)の「Ｂｉｚ＋ サンデー」で先月解禁されたＥＵへの“ブランド和

牛”の輸出戦略について特集された。ＴＰＰ交渉が続くなか、日本の農産物輸出の難

しさを再認識すると同時に、今後はさらに難しくなると感じた。和牛をはじめ日本の

農産物に対する現地での反応は、現地を取材してみないと分からないので、今後も現

地を取材して伝えてほしい。 

 

○   ７月１１日(金)のフェイス「カッパのすむ川へ～鳥取 日野川～」は、映像がきれ

いで、構成もよく、納得して見ることができた。中国山地の奥深くにいたという伝説

のカッパを求める旅に自然に引き込まれた。時々現れる字幕の文言もよかったし、字

幕が出るタイミングも絶妙だった。強く印象に残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「カッパのすむ川へ」は、６月２７日(金)の「にっぽんカ

メラアイ」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9：45～10：00)で放送した素材を、再構成

した。カメラマンが提案、制作した番組だったことも、通常と異なる

味わいの番組に仕上がったひとつの要因だと思う。ロケ期間も４月か

ら６月の約３か月間にわたり、根気よく撮影に臨んだことで、自然の

風景や生物の一瞬を撮影することができた。 

 

○   フェイス「カッパのすむ川へ」は、質感のある映像で、良質の映画を見ているよう

だった。お話を聞き、画面の右下にカメラマンの名前が表示された意味も理解できた。

カッパが実在するのではないかと思えるほどの映像に緊張感を感じて見ていると、最
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後は米子市内の酔客たちにたどりつくという落ちに、ほっとした。カメラは、日野川

を上流から中流、下流へ、そして日本海に流れるまでをたどっていたのだが、鳥取県

民の私ですら、撮影場所の位置が分からなかった。日野町の位置や日野川の流れ方や

集落との距離、神社や池の配置など、もう少し、補足情報があれば、もっと楽しめた

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

一回だけ、鳥取県全体の地図に川のラインを表示した地図を表示した

のだが、簡略化した地図だった。映像表現を追究するあまり、位置関係

を伝える配慮がやや欠け、情報量の不足につながったのかもしれない。 

 

   （ＮＨＫ側） 

フェイス「カッパのすむ川へ」では、雰囲気のある映像にどう字幕

を載せるかという点に最も苦労した。ご指摘のあった地図も載せてはい

るのだが、効果的ではなかったのかもしれない。ご意見は、今後の制作

に生かしたい。 

 

○   フェイス「カッパのすむ川へ」は、引き込まれるような構成で、楽しく見ることが

できた。一瞬のカメラワークを見せたかと思えば、日野川沿いの自然やのんびりとし

た人々の営みがしっかりと表現されていて、すばらしかった。ただ、最後の米子市の

酔客たちやカッパを思わせるようなラストカットは、作り過ぎのように感じた。もう

少し、余韻を持たせた終り方の方が番組を引きたてたと思う。 

 

○   フェイス「カッパのすむ川へ」は、不思議な魅力にあふれたすばらしい番組だった。

カッパの出現をイメージした効果映像もしゃれがきいていて、今でも目の中に残って

いる。後半の米子市の酔客たちが登場する場面もほほえましく見た。制作したカメラ

マンの力量を感じた。今回の舞台は川だったが、山のパターンや海のパターン、島の

パターンなどシリーズで見たいという思いに駆られた。 

 

○   ７月１４日(月)の「おはよう鳥取」で「大山の恵みを伝える」という鳥取県伯耆町

からのリポートが放送された。大山周辺の自然と人情に魅了され移住してきた人たち

の活動を紹介したものだったが、地元に暮らす者にとってもうれしい話題だった。地

方の良さを知り、都会から移住してくる人が増加した一因には、放送による情報発信

があると思う。放送で取り上げてもらったことに大変感謝している。 
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（ＮＨＫ側） 

鳥取放送局では、移住と合併１０周年を迎える大山町に注目してい

る。９月には、「新日本風土記」で大山を取り上げる予定だ。さまざ

まな角度から大山の魅力や移住について、全国のみなさんにお伝えし

たい。 

 

○   かつては、「きょうの料理」だけだった料理番組だが、最近では、「グレーテルの

かまど」や「キッチンが走る！」、｢ピカピカ日本｣などでの現地の料理紹介など、料

理を扱った番組が増えた。楽しみなのだが、「きょうの料理」のように立って試食す

る様子に非常に違和感がある。演出の流れや時間の制約はあると思うが、子どもの教

育という観点からも、なるべく、立ち食いではなく、座って食べるようにしてほしい。 

 

○   ６月２０日(金)の新日本風土記「関門海峡」は、それぞれの歴史と個性を持ちなが

ら、まるで海峡を挟んだ一つの街のように、人々がつながり協調している様子を美し

い映像でつづってくれた。いつも見慣れている光景にもかかわらず、見入ってしまっ

た。ただ、それぞれに多彩な歴史を持つ町なので、たくさんの話題があるので、多く

を盛り込み過ぎているように感じた。番組の最後に門司側のビルが映し出されたが、

門司なのか下関なのか、現地を知らない人には伝わらなかったと思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

日本風土記「関門海峡」は、下関を知らない人にとってはとても興味

深い話題だったが、地元の人にとっては、当たり前のことも含まれてい

て、詰め込み過ぎの印象につながったのかもしれない。ひとつひとつの

話題の取材相手の心情を、もう少し掘り下げることができればよかった

のだと思う。今後も山口県内のさまざまな場所を「新日本風土記」で取

り上げる機会があればと思っているので、引き続き、ご覧いただきたい。 

 

○  ７月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「コミュニティソーシャルワーカ

ー・勝部麗子」をとても興味深く見た。ゴミ屋敷や引きこもりやホームレスといった、

声なき声を地域の課題としてとらえ、地域住民を巻き込んで活動する様子はすばらし

く、まさに地域福祉活動のプロフェッショナルだという印象を持った。福祉は人だと

いうことを再認識した。勝部さんをプロフェッショナルとして取り上げてくれたこと

は、全国で活動するソーシャルワーカーの人たちに希望と勇気を与えてくれたと思う。

よい番組だった。 
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（ＮＨＫ側） 

コミュニティソーシャルワーカーの勝部麗子さんは、ドラマ１０「サ

イレント・プア」のモデルになった人だと聞いている。福祉に携わる

人たちの励みになれば、制作者として大変うれしい。 

 

○   プロフェッショナル 仕事の流儀「コミュニティソーシャルワーカー・勝部麗子」

を見て、ソーシャルワーカーの仕事がよく分かった。同時に、支援することの意味を

考えされられた。決してあきらめないことの大切さや難しさが伝わってきた。 

 

○   大河ドラマ「軍師官衛兵」が面白くて、次週が待ち遠しい。前半は、子役が光って

いる印象だったが、幽閉後の官衛兵の生まれ変わった姿には、鬼気迫るものを感じる。

脇を固める俳優陣の演技もすばらしく、今後の展開に目が離せない。 

 

○   ６月２７日(金)のフェイス「宍道湖からの警鐘」は、島根県・宍道湖のシジミが激

減している原因について、東京大学の研究者をゲストに招いて、聞き手のアナウンサ

ーと２人で、科学的な見地から解き明かす構成がよかった。宍道湖の恵みが絶妙なバ

ランスの上の成り立っていることがしっかりと伝わってきた。一方で、人が手を加え

て環境を維持すること、あるいは元に戻すことを問うてみたり、そのために地元の人

たちの役割を聞いてみたりと、結論を強引に導き過ぎた。むしろ、宍道湖に関わり、

今も漁をしている人たちの声をもっと聞きたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

宍道湖を生活の糧にして暮らしている人たちがたくさんいる。宍道

湖は、地域にとって大変重要な存在なので、今後も継続して取材して

いきたい。 

 

○   フェイス「宍道湖からの警鐘」を見て、宍道湖でのシジミの減少に大陸から飛んで

くるリン成分が影響していることを知り、衝撃を受けた。これまで人間の手を加える

ことなく自然にコントロールされていたことに対して、人間が手を加えて保っていく

ことに、畏れを感じた。宍道湖のシジミと同じような現象が沿岸や外洋でも起きてい

る。たとえば、萩沖では、萩のセツキアジというブランド魚が激減し、玄界灘でもア

ジの漁獲量が激減している。今までそれぞれの地域でブランド魚といっていた魚が獲

れなくなり、消えてしまいそうな危機感を感じている。シジミ以外の激減している漁

業資源についても取り上げてほしい。 
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○   ６月２７日(金)のプライムＳ「白に込めた悲しみ 被爆画家 福井芳郎」を見て、

遺された作品を通して、画家の心情に迫ることの難しさを改めて感じた。番組の中で

「美しくもおぞましい」という画家の言葉に触れていたが、おぞましい光景の中に美

的なものを見いだした福井さんらしい言葉だと記憶に残った。目撃者であり、かつ表

現者だからこその言葉だと思う。被爆から６９年が経過し、原爆を目撃した人は少な

い。そうした現状をふまえて、たとえばゲストの姜尚中さんと１人の学芸員が対談す

る形で、もっと作品から読み取るべきことに絞った作り方もあったと思う。 

 

○   プライムＳ「白に込めた悲しみ」では、福井さんが残した文章を中心に、原爆の絵

に取り組んだ福井さんの創作活動を時系列で追った。福井さんは、被爆直後の１時間

後に描いた作品、戦後、当時のスケッチを元に忠実に描いた原爆記録画、そして、後

年の被爆を芸術として残そうとした白を基調とした作品という３段階で原爆の絵を

描いている。この３段階の心の変化をもっと深く描きたかったのだが、彼の証言や記

録が残されていないため、その思いに深く迫ることができなかった。被爆者が亡くな

っていくなかで、どうすれば真実に近づくことができるのか、制作者としても考える

必要を強く感じている。 

 

○   ７月６日(日)の日曜美術館「生きた、描いた、恋した～関根正二の青春～」は、二

十歳という若さでようせつした画家、関根正二の代表作を読み解くことで、画家の独

自性に迫る、奥の深い番組だった。 

 

○    ６月１５日(日)の日曜美術館「写真する幸せ～植田正治・ＵＥＤＡ－ＣＨＯの秘密

～」は、アンコール放送だったが、とても楽しく見ることができた。 

 

○   ６月２９日(日)の美の壺・選「麦わら帽子」は、帽子の作り方、種類、装い方、楽

しみ方、さらには、さまざまなデザインまで、その奥深い魅力を教えてくれた。今の

ファッションにも取り入れることができそうだと感じた。岡山市に住んでいながら、

岡山県浅口市で麦わら帽子が作られていることを初めて知った。地域のためにももっ

と広めて行きたいと思う。 

 

○    「グレーテルのかまど」は、コンセプトが面白い。スイーツとそれにまつわる物語

をグリム童話「ヘンゼルとグレーテル」を柱にして、仕事や子育てに頑張っている女

性にターゲットを絞っているところにとてもひかれた。かまど役のキムラ緑子さんの

おしゃべりも魅力的で、料理番組と違う楽しさがある。７月１１日(金)の「ＭＯＮＧ
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ＯＬ８００の沖縄スイ－ツ・ポーポー」の回では、幼い頃の思い出を守りたいと自作

曲の歌詞に「ポーポー」という名を入れ、「好きなおやつはポーポー」と歌う沖縄を

拠点に活動するロックバンドが紹介された。とても楽しいエピソードだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

前任の部署が制作を担当していたので、私からお答えします。「グ

レーテルのかまど」は、単にスイーツを紹介するのではなく歴史的な

人物や文学作品の登場人物、またその作者など、人物との関係を軸に

して、スイーツをより深く味わってもらうことを目指して開発した番

組なので、そこを評価いただいてうれしい。キムラさんのかまど役と、

ナビゲーターのヘンゼル役の瀬戸康史さんとの当意即妙な掛け合いに、

好評のご意見を多くいただいている。 

 

○    ６月はワールドカップサッカーをはじめ、スポーツ中継番組が多かった。これまで

スポーツ中継を見ることは少なかったのだが、スポーツ中継の楽しみ方のようなガイ

ド番組があれば、もっと楽しむことができると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ワールドカップサッカーについては、ご指摘のように観戦ガイド的

な番組がもっと見やすい時間帯にあれば、あまりサッカーを知らない

人にもより楽しんでいただけたと思う。ご意見は今後に生かしたい。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年６月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２６年度中国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、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、７月の番組編成について説明が行われ、

会議を終了した。 

 
 

（出席委員） 

委 員 長 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 江種 則貴 （中国新聞社論説主幹） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

山田 節子  （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ６月６日(金)の岡山スペシャル討論「なんで勉強しなくちゃいけないの？」(総合 

後 7:30～8:43 岡山県域)は、切り口を変えて繰り返し取り上げてほしい内容だった。

人が生きていくうえで学ぶことはどういう意味があるのかという視点でも取り上げ

てほしい。 

 

○   ６月７日(土)の国宝  吉備津神社「春」(総合 後 0:40～0:45 岡山県域)にもう少し
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期待していた。かつて「後楽園の四季」という四季を通じて後楽園を撮影した番組が

放送されたが、後楽園の美しさを前面に出した構成で大変感動した記憶がある。特に、

東日本大震災後、震災関連報道の合間に放送された時は、美しい映像に心が癒やされ

るようだった。一方、国宝 吉備津神社「春」は、現代的な音楽もナレーションも多

すぎて耳触りだった。期待し過ぎていたのかもしれないが、もっと吉備津神社の歴史

や美しさを映像で見せてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「国宝 吉備津神社」は、４Ｋの撮影機材を用いて制作した。構成

も含めて「後楽園の四季」とは違う雰囲気の番組になっている。将来

の８Ｋ番組の制作を見据えて撮影技術の向上を目指して取り組んでい

るシリーズだ。「春」編は、４回シリーズの１回目で、今後、２本目、

３本目、４本目を制作していくので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   ６月１５日(日)のダーウィンが来た！生き物新伝説「がんばれ！強くてやさしいお

父さん」は、父の日に合わせた企画だと思うが、動物のお父さんたちが子育てに奮闘

する姿に感動した。親による子どもの虐待事件の報道がされる中、人間顔負けの動物

の姿は、心に響いた。将来を担う若者たちにも見てほしいと思う。スマートフォンな

どの端末を活用するなど、若者層の目にふれる工夫をしてほしい。 

 

○   先月の放送番組審議会でも言及したが、放送を使った番組宣伝が目につく。さらに、

「もうすぐ９時プレマップ」などの広報番組においては、番組の紹介をしつつ、他の

番組情報がスーパーされる時がある。そもそも宣伝が多すぎる上に、スーパーの文字

が小さかったり、速度が速すぎたりして確認できない。視聴者に伝えたいのなら、も

う少し配慮が必要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ダーウィンが来た！生き物新伝説」は、動物の世界を取材してい

るが、制作者としては、人間社会や家族愛などを反映させることでよ

り共感を持って見てもらうことを期待している。スマートフォンなど

の活用については、まだ解決すべき課題があるが、若者層に見てもら

うことは、私どもにも共通する思いだ。番組予告については、視聴者

から多すぎるというご意見をいただく一方で、どの波でどんな番組を

放送しているのかもっと周知してほしいという声もあるので、ご理解
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をいただきたい。 

 

○   ５月２３日(金)のフェイス「被爆遺品は語る」は、原爆資料館に寄贈され保管され

ていた少年の名前が刻まれた１着の学生服から遺族を探し、周辺を徹底取材すること

で、被爆の実態を描き出していた。丹念に取材したよい番組だった。原爆資料館には

多くの遺品が展示されているが、遺品の背後にあるストーリーが入館者にしっかりと

伝わってこそ訴える力が高まることに多くの人が気づいたと思う。１つの遺品から被

爆当時を浮き彫りにしようという取り組みは、被爆体験の継承という観点からも意義

がある。報道機関に課せられた責務だと思う。今後の放送にも期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

学生服を着ていたであろう少年のストーリーが見ている人の共感に

つながったと思う。被爆７０年を前に証言の記録と伝承に取り組んで

いるが、若い世代に伝えていくためには、背後のストーリーを描くこ

とで、共感として伝えることが大事だという思いを再認識した。今後

も被爆遺品の背後にあるストーリーを取材していきたい。 

 

○   ５月２３日(金)のプライムＳ「ダウンウィンダーズ～核被害に揺れるアメリカ～」

は、アメリカの知られざる核被害の実態をしっかりと取材していた。ダウンウィンダ

ーズの存在がアメリカ国内であまり知られていないのであれば、むしろアメリカ国民

に見てほしい。中国地方向けに放送するのであれば、背景にある原爆投下に対する歴

史認識の問題や、東京電力福島第一原子力発電所事故後の、アメリカの核施設周辺に

住む人たちの気持ちの変化なども伝えてほしかった。続編の制作を期待している。 

 

○   プライムＳ「ダウンウィンダーズ」を見て、放射能の恐ろしさを改めて感じた。ア

メリカの核に関する情報公開や世論の誘導の現実を知り、肌寒く感じた。国益のもと

に推進されている政策は、不透明な部分が多いので、国民の不信感が消えないのだと

思う。今、日本においてもＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）や自衛権の問題

など、国益に関わる議論が高まっている。国民に知らせないまま突き進んでしまわな

いよう、十分に注視、検証してもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

プライムＳ「ダウンウィンダーズ」は、ＢＳ１の｢ドキュメンタリー

ＷＡＶＥ｣で放送した素材を地域向けに再編集して総合テレビで放送
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した。全国放送と地域向けの放送の連動は今後も進めていくので、地

域向けの視点をどう付加していくかなど、研究を重ねて、改善を加え

ていきたい。 

 

○   ＮＨＫ公開ホームページの「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」の「ＷＥＢ特集」に取材記者によ

る解説記事が掲載されている。５月７日(水)の「最後の巨大市場を切り崩せ」では、

経済成長著しいナイジェリアへの経済投資について推進する記事が掲載されていた。

ナイジェリアでは、４月に女子生徒大量拉致事件が起こり、海外からの企業進出が貧

富の格差を誘発する１つの原因だと報道されている中での掲載だったので、この記事

に大いに疑問を感じた。５月１４日(水)には、「ナイジェリアの女子生徒大量拉致事

件」についてしっかりとした解説記事が掲載されており、読み応えがあった。この２

つの記事の隔たりの大きさに戸惑いを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」は、若い人にできるだけニュースに触れてほし

いという思いとネットとの連携を探ってみたいという思いから、2011

年に始まった番組で、「ＷＥＢ特集」も同時にスタートした。「ＷＥＢ

特集」のコーナーは、放送では伝えきれなかった部分までより詳しく

解説しているが、放送と同じように編集責任者が全体のバランスも含

めて責任を担っている。 

 

○   ５月２３日(金)の島根スペシャル「だいこくさま～神話が伝える 日本人のこころ

～」(総合 後 7:30～7:55 島根県域)は、出雲大社の祭神である大国主命について実写

映像にアニメを交えて紹介してくれた。毛筆調のタッチで描かれたアニメは、流れを

感じるファンタスティックな作品だった。実写部分の映像とアニメと質感にまったく

違和感がなく、質が高く、見応えのある仕上がりだった。ただ、内容そのものは、島

根県民にとっては知っていることばかりだったので、島根県域向けではなく、むしろ

全国に向けて放送すべき内容だった。誰に向けて放送しているのかという視点が少し

欠けていたように思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根スペシャル「だいこくさま」は、１月２日(木)のＮＨＫスぺシ

ャル シリーズ遷宮 第２回「出雲大社～オオクニヌシの謎～」(総合 

前 7:20～8:09)を担当したディレクターが制作した。「ＮＨＫスペシャ
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ル」の素材やノウハウを活用して、「ＮＨＫスペシャル」では、伝え

切れなかった要素も盛り込んだ。６月２３日(月)の「ろーかる直送便」

の枠で全国に向けても放送する予定だ。 

 

○   ６月６日(金)の島根スペシャル「“出雲ブーム”よ永遠に！」(総合 後 7:30～7:55 

島根県域)は、島根県に観光客を継続的に呼び込むにはどうしたらいいかという、島

根県にとって重要なテーマを取り上げ、伊勢神宮の事例の紹介、島根県の現状の紹介、

さらには、有識者へのインタビューという多面的なアプローチで迫っていた。地域に

愛着を持って活動する出雲大社近くの商店街の取り組みに焦点を当てた点はすばら

しい。一方、「“出雲ブーム”よ永遠に！」というタイトルに象徴されるように、今

の出雲大社への観光客の増加をブームと位置づけて、それをどう持続していくかとい

う番組の趣旨は、現状をやや持ち上げ過ぎているように感じた。出雲大社の観光客は

増加しているが、その波及効果は出雲大社周辺の一部の地域にすぎない。島根県全体

の魅力をＰＲし、波及効果を広げていくことが重要だと思う。 

 

○   島根スペシャル「“出雲ブーム”よ永遠に！」は、多様な視点でいろいろな意見が

盛り込まれていたが、「このブームが続いてほしい」という最後のナレーションに違

和感があった。賑わいに課題はないのか、その課題をどう克服していくのか、賑わい

の陰で失われているものはないのか、といった面にも着目してほしいと思う。そうい

った課題を丹念に洗い出すことが必要だと思う。出雲の歴史や文化を綿々と引き継い

できた人々の営みが、今の賑わいにつながっていると思う。また、地道に島根のこと

を発信し続けてきた映画監督の錦織良成さんやミュージシャンの浜田真理子さんな

どの活動も今のブームの原動力になっているかもしれない。今のブームだけに目を向

けるだけではなく、これまでの歴史や人々の営み、さらには、下支えの活動も丁寧に

取材し、島根県民に伝える役割を「島根スペシャル」に期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根県では、観光ブームに沸く東部と、西部とでは、人々の意識に差

があると私自身も実感している。タイトルを含めて、島根県民全体の気

持ちに届く放送を心がけていきたい。 

 

○   ６月１日(日)のＢｉｚ＋サンデー特集「“里山資本主義”が日本を変える！？」(Ｂ

Ｓ１ 後 7:00～7:50、8:00～8:49)は、取り上げた個々の事例が非常におもしろく、地

域資源をいかに活用するか、長期的な利益をいかに確保するかという地域経済の根本
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を考えるヒントが示されたように思う。一方で、全国のざまざまな事例を「里山資本

主義」という言葉でひとくくりにしてしまった印象だった。個々の事例にはどんな課

題があるのか、長期的な利益をどう実現していくのかという視点からのアプローチが

やや弱かったように思う。最後に、星野佳路社長が採算性の確保や経済合理性の重要

さについて発言されていたが、当たり前にある地域資源を発見して、どうやって事業

化していくのか、そのプロセスにどこまで番組として踏み込んでいくのか、今後の番

組展開の課題だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

Ｂｉｚ＋サンデー特集「里山資本主義」は、島根県大田市の石見銀

山からの中継を加えて、週末の夜ゆったりとご覧いただくことを意識

して、通常より長い午後７時から８時４９分までの特集でお伝えした。

ＢＳらしいゆったりとした伝え方ができたと思う。 

 

○   ５月１６日(金)のプライムＳ「もうひとつのプレーボール～カープ快進撃の舞台裏

～」を見た。グラウンド整備やユニフォームのクリーニング、グッズ販売、席案内の

ボランティアなどスタジアムで躍動する選手たちの舞台裏は、感動的で大変興味深か

った。宇梶剛士さんのナレーションがよかった。ゆったりとしており、ローカル色が

感じられた。 

 

○   ５月２４日(土)と２５日(日)の「ＮＨＫスペシャル シリーズ エネルギーの奔

流」は、第１回「膨張する欲望 資源は足りるのか」(総合 後 9:00～9:49)、第２回

「欲望の代償 破局は避けられるか」ともに見応えがあった。非常に大きなテーマを

真正面からさまざまな角度でとらえていて、感動した。 

 

○   エネルギーのほとんどを輸入に頼っている日本にとって、エネルギーの問題は、極

めて重要なテーマだ。また、ウクライナやイラクなど今世界で起きている戦争もすべ

てエネルギーとの関わりがある。エネルギーの問題は、人類にとって非常に大きな問

題なので、今後もいろいろな角度から取り上げてほしいと思う。 

 

○   「ＮＨＫスペシャル シリーズ エネルギーの奔流」は、想像を超える新興国のエ

ネルギー消費と世界各地のエネルギー開発の現場、使用済み核燃料の最終処分場建設

をめぐるビジネスなど、地球規模でエネルギーをめぐる動きを取材していた。ＮＨＫ

にしかできないすばらしい番組だ。高く評価したい。 



 

 7 

○  ５月１５日(木)と２２日(木)のミュージック・ポートレイト「加山雄三×黒柳徹子」

は、自分の人生を振り返る言葉の重みがひしひしと伝わってきて、ひきつけられた。

おそらく、番組を制作する過程では、涙をのんで何かを切り捨てることが繰り返され

たと思う。余計な要素を省いた構成の見事さに心を打たれた。くしくも２人の選んだ

１０曲目が「マイ・ウェイ」だったが、同じ曲を聴く２人の表情がとても印象的だっ

た。その表情から言葉以上のものが伝わってきた。感動し、深く感銘を受けた。 

 

  （ＮＨＫ側） 

「ミュージック・ポートレイト」は、２人のクリエイターが、それぞ

れ選んだ１０曲を持ち寄り、人生を語り合うことで、まったく違う道の

りを歩いてきた２つの人生が、重なりあい、響きあうことを目指してい

る番組だ。それぞれの人生観や時代観、知られざる側面などを知ること

ができるので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   「ミュージック・ポートレイト」と「Ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ」は、私も好きでよく

見ている。最近、音楽番組が充実してきて楽しんでいる。 

 

○   ５月２７日(火)のハートネットＴＶ「頼り 頼られ また頼る」は、８０歳の雑貨

店主と２９歳の住み込み店員の同居生活を描いていた。ユニークな２人の同居生活に

ほのぼのとしたものを感じたが、同居するきっかけが気になった。他人どうしで支え

合う姿は新しい家族の形態とも言えるように感じた。高齢化社会を生きる私たちにと

って考えさせられることが多々あった。よい番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ハートネットＴＶ「頼り 頼られ また頼る」で取り上げた若者は、

かつてイタリアレストランで料理人として働いていたのだが、たまた

ま雑貨店を訪ねて、店主の体調が悪いことを知り、住み込み店員とし

て働き始めたそうだ。もう少し、２人の同居生活の始まりの部分をき

ちんと描ければ、見る人の疑問を解消できたのかもしれない。 

 

○   ハートネットＴＶ「頼り 頼られ また頼る」を見て、８０歳の雑貨店主が２９歳

の住み込み店員の話を聞き、反対をせず、背中を押してやる姿に、かつての日本にあ

った風景を見るようだった。この取材対象を見つけたことに感心した。 
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○   ６月６日(金)のきわめびと「何かをきわめた人は面白い！不屈のダニ博士＆謎の四

足走行ランナー」は、途中までは変わり者の紹介かなと思って見ていたのだが、見終

わってみるととてもおもしろかった。「おもしろそうだと思ったら、１度はやってみ

たほうがいい」というダニ博士の言葉は奥深いものがあったし、ゲストの内海桂子さ

んのコメントも一見的外れなようでありながら、味わいがあった。「何かをきわめた

人は面白い！」というタイトルにも合点がいった。 

 

○    「にっぽん縦断 こころ旅」は、火野正平さんの茶目っ気たっぷりな人柄が魅力的

だ。時間のある限り朝の放送と合わせて夜の放送も見ている。夜の放送の「とうちゃ

こ」版では目的地がよく分かるが、朝の放送では目的地があまり映っていないように

思う。朝の放送しか見ることができない人もいると思うのでもう少し目的地の情報を

加えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「きわめびと」は、かつて放送していた「爆問学問」のテイストを保

ちつつ、対象を大学の研究室から一般に広げた同じようなスタイルの番

組だ。大阪放送局制作の新番組で、まだ制作本数も多くない。新たな可

能性を探っているところなので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   ５月１６日(金)のフェイス「生きる！～再び教壇へ 難病患者・田坂真理子さん～」

は、田坂さん１人に焦点を当てて描いていた。周囲の人たちの支援が描かれない分、

少し物足りなさを感じたのも事実だが、本人の生きる気持ちが難病と闘う生活を支え

ていることがしっかりと伝わってきた。これまでとは、違った視点で見ることができ

た。 

 

○   フェイス「生きる！」に心から感動した。冒頭に「全然大丈夫じゃない」という闘

病記の一部が紹介されたが、題名も内容もおもしろくて興味を引かれ、自然に放送に

引き込まれた。本人を美化したり、悲壮感を漂わせたり、頑張れといった感情につな

がるような表現を排した構成に、逆に心を動かされた。制作者の田坂さんに対する尊

敬の気持ちが伝わるようだった。「何もやらないより、やって後悔する方がよい」と

言い切る田坂さんは、すばらしい教育者だと思う。「生きる！」というテーマにふさ

わしい内容だった。 

 

○   ６月８日(日)のＮＨＫスペシャル ミラクルボディー サッカー・ＦＩＦＡワール
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ドカップ 第２回「スペイン代表 世界最強の“天才脳”」は、最新の科学と特撮技

術でシャビとイニエスタ選手の肉体と脳を徹底分析していた。瞬時の判断の指令は脳

から出されていることに驚いた。スポーツと脳科学の分野に興味がふくらんだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫスペシャル ミラクルボディー」は、新しいスポーツドキ

ュメンタリーの開発を目指して、2008(平成２０)年の北京オリンピッ

クの時からスタートしたシリーズだ。ＮＨＫが得意だったスローモー

ションによる映像加工技術を生かして、人間の肉体にスポーツと科学

という視点で迫った。バンクーバーオリンピックやロンドンオリンピ

ック開催時も超一流のアスリートたちを取り上げてきた。今回は、サ

ッカー・ＦＩＦＡワールドカップの開催にあわせて、シリーズ第１回

でブラジル代表のネイマール、第２回でスペイン代表のシャビとイニ

エスタを取り上げた。 

 

○   ４月２０日(日)のザ・データマン～スポーツの真実はデータにあり～「“０．４４

秒”打者ねじ伏せる直球劇場」(ＢＳ１ 前 0:00～0:43)と５月２５日(日)のザ・デー

タマン～スポーツの真実は数字にあり～「“２４．３％”攻撃の要はゴールキーパ

ー！？」(ＢＳ１ 前 0:00～0:43)をなるほどと思いながら、楽しんで見た。番組を見

て、スポーツ観戦する時の心構えが広く深くなったような思いがする。スポーツの世

界は、努力や根性、才能、感動といった説明の難しい要素が多いが､数字を用いた客

観的な分析結果には素直に納得できる。もっと放送回数を増やしてほしい。深夜帯の

放送もマニアックな気持ちをかき立ててくれる。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ザ・データマン」は、スポーツを数字にこだわって捉えることに挑

戦した新番組だ。スポーツの世界には、知られざるデータがたくさんあ

るので、さまざまな可能性があると思う。まだ開発途上の番組なので今

後の放送に期待してほしい。 

 

○   ６月１３日(金)のろーかる直送便「なるほどスゴイ！富岡製糸場」を見て、工場建

設に奔走した初代工場長や世界最高レベルの技をめざした少女たちなど明治の人た

ちの挑戦とその偉大さに感動し、嬉しくなった。ただ、あまりに淡々と物語がつづら

れていたせいか、感動や喜びがストレートに伝わってこなかったのが残念だった。 
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○   「いちおしＮＥＷＳとっとり」は、身近な話題の情報量が多いので毎日楽しんで見

ている。情報を集める努力に敬意を表したい。 

 

○    ６月１１日(水)の「ひるまえ直送便」で中国地方に配属された全アナウンサーの自

己紹介があった。短い時間に自己ＰＲをまとめた努力が伝わってきて、親しみを感じ

ると同時に応援する気持ちになった。 

 

○   ６月２日(月)のクローズアップ現代「いま 福島を描くこと～漫画家たちの模索

～」は、漫画「美味しんぼ」での健康影響の描写が議論を呼んでいる中で、非常に大

事なタイミングでの放送だったと思う。「美味しんぼ」の騒動には、放射能が本当に

鼻血を起こすのかという事実の問題とその表現が本当に風評被害につながったり、福

島の人の心を傷つけたりしたのかという２つの問題がある。この問題に対して、ゲス

トのしりあがり寿さんは、「読者ひとりひとりがリテラシーを持って自分自身で考え

るようになる」というコメントをしていた。大変印象に残る言葉で、勇気のいる発言

だと感じた。ＮＨＫの放送では、表現者の自由を尊重した報道姿勢を保持してほしい。

特に、被ばくの問題は、６９年経った広島や長崎でもその実態は本当の意味で分かっ

ていない。さまざまな可能性を考えて、いろいろな立場からの意見を尊重することが

大切だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「クローズアップ現代」は、視聴者の関心が高い、ホットなテーマを

取り上げる番組だ。ご指摘のように多面的な側面を持つテーマに対して、

ひとつの判断材料を提供することができたと思う。 

 

○   ６月９日(月)から１２日(木)の「Ｌｅｔ'ｓ天才てれびくん」は、広島特集が放送

された。てれび戦士たちが広島のお好み焼き店を訪れ、お好み焼きの謎を解き明かし

てくれた。この番組は、４歳になる息子が気に入っており一緒に見ることが多い。子

ども向け番組ならではの説明は分かりやすく、広島に住み始めて１０年来持っていた

お好み焼きについての疑問をすべて解決してくれた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ｌｅｔ'ｓ天才てれびくん」は、これまで放送してきた「大！天才

てれびくん」の後継番組として今年４月にスタートした。定期的に各

地を回り、てれび戦士の子どもたちが地元の名産などをキャラクタラ
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イズした“どちゃもん”を味方につけて、異次元獣という巨大な敵と

戦う構図になっている。新年度からより双方向性を高めている。単に

ゲーム性を求めるのではなく、その土地の名物や地元の人の知恵を伝

えたいという思いで、今年度リニューアルした。今後、広島だけでは

なく、中国地方各地を紹介したいと思っている。 

 

○   住民基本台帳ネットワークシステムを元にした国民に対する番号付けの実運用が

始まろうとしている。かつて、導入が検討された時、国民総背番号制反対の運動が巻

き起こった。今は、粛々と導入が進められているように感じる。メリットがあると同

時にデメリットも大きい問題なので、今後放送で取り上げてほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年５月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２５年度中国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、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、６月の番組編成について説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 江種 則貴 （中国新聞社論説主幹） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

山田 節子  （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２５年度中国地方放送番組の種別ごとの放送時間」について＞ 

 

○   ＦＭ放送での報道番組種別の時間が多いように感じるが、ＦＭ放送でも報道番組は

放送されているのか。 
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（ＮＨＫ側） 

主に朝や昼、夜の時間帯でラジオ第１と同時にニュースや天気予報な

どを放送しており、通年での時間量を集計するとお配りした資料の時間

量になる。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   鳥取発地域ドラマ「ちょっとは、ダラズに。」～特別編～(総合 後 7：30～8：43 鳥

取県域)が５月９日(金)に地上波で初めて放送された。ＢＳプレミアムでの放送を含

めると３回目の放送だったが、見るたびに深く心を打たれる。ラジコンヘリコプター

を使って鳥の目線で撮影した映像やカラーグレーディング技法による映像処理など

さまざま技法を用いて制作されており、より強く見る者に感動を与えてくれたと思う。

舞台となった米子市や鳥取大学附属病院の優れた点が広く伝わり、地元では大変喜ん

でいる。地上波での全国向け再放送を熱望している。 

 

（ＮＨＫ側） 

ラジコンヘリコプターを使っての撮影は、昨年広島放送局が制作した

ドラマ「基町アパート」でも用いた撮影技術だ。今後もこれまで蓄積し

てきたノウハウを効果的に生かしていきたい。 

 

○   ４月１９日(土)の西日本の旅「森の町に春を探して～鳥取県智頭町～」は、大変有

益な話題を取り上げてくれた。渓流の水の音の癒やしの力や自然を最大限に生かした

森の幼稚園の取り組みなど心に残る話題だった。これからも、川のせせらぎや、渚（な

ぎさ）の音、森をわたる風の音といった自然の音が人に与える効果について取り上げ

てほしい。 

 

○   ５月９日(金)の現場に立つ「失敗なんか怖くない～密着！『さとり世代』の新人研

修～」(総合 後 7：30～7：55 岡山県域)は、面白い視点から現代の若者像をとらえた

番組だった。「さとり世代」といわれる若者たちは、ＳＮＳを使って友人と交流する

時代に育ったことで、「多くの人と同調していくために身に着けた安全にそつなく、

処世術にたけた若者たちだ」という専門家のことばに、世代の違いを感じた。新人た

ちは、社員旅行や上司や先輩たちとの飲み会を必ずしも嫌っていないことも紹介され

ており、新鮮な気持ちで受け止めた。調和型の人材ばかりでは企業としての競争力は
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培われない。新人たちには、強い企業人に成長してもらいたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「失敗なんか怖くない」は、岡山放送局が県内向けに制

作した番組だ。「さとり世代」と言われる若者たちの率直な声や表情

をうまく取材できていたと思う。「『さとり世代』と言われる新人た

ちが実は先輩たちと飲みに行くことはそんなに嫌がっていない」とい

う指摘は、私自身も新鮮に感じた。 

 

○   ４月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「調査報告 女性たちの貧困～“新たな連鎖”

の衝撃～」を見て、現代の日本で起こっていることとは思えないくらいの大きな衝撃

を受けた。一生懸命に働きながら人並みの暮らしがしたいとつぶやく女性たちの姿に

何とかしてあげたいという思いに駆られた。 

 

○   ５月１日(木)のクローズアップ現代「拠点社会～新たな人口減少クライシス～」は、

日本社会の危機的な状況を伝えてくれた。高齢者すら減少し地域経済が成り立たない

地方、若年女性が流入し続ける首都圏の現実に、焦りを覚えた。日本の将来がかかっ

ている問題なので、大胆に国家機能を地方分散するとか税制を改革するといった対応

を地方行政に対してとると同時に、若い女性に対する政策を徹底的に充実・強化する

必要を感じた。いつからこんな日本になってしまったのかとがく然とし、暗たんとし

た気持ちになった。どちらの番組も日本社会の大きな課題を提示してくれた迫力のあ

る番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「調査報告 女性たちの貧困」は、１月２７日(月)

のクローズアップ現代「あしたが見えない～深刻化するガールズ・プ

ア～」で、女性の間で深刻になっている貧困をについて放送したとこ

ろ、番組サイトが異例のページビューを記録した。通常、8,000 程度の

ページビューが６０万を超え、多くの反響が寄せられた。その多くが

「ひと事ではない」という切実な声で、さらに継続取材を行い、放送

したものだ。調査報道のひとつの形を示すことができたと思う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「調査報告 女性たちの貧困」を見て、大変な時代だと思った。

貧困の中で犯罪に巻き込まれるケースも多いので、犯罪被害者を支援する活動を行っ
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ている立場からも身につまされる思いがした。放送に取り上げてもらってよかったと

思う。 

 

○   私もひと事ではないと共感し、何とかしてあげないといけないと強く思った。貧困

に苦しむ女性たちが一生懸命に生きていることはよく分かったが、一生懸命だけでは

どうにもならない。番組では、福祉分野の資格を取り、就職を目指す女性が紹介され

たが、福祉分野の仕事は収入が少ない職業のひとつでどう将来につなげていくことが

できるか不安だ。資格をどう生かしていくことができるか、その具体例を示してほし

かった。たとえば、番組で紹介されたようにネットカフェで暮らす人がこういう施設

に入ることができるのではないか、生活保護を受けることはできないだろうかといっ

た具体的なアドバイスを提示してほしかった。私たち国民一人ひとりが考えるべき大

きな社会問題を提起してくれた。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「調査報告 女性たちの貧困」に対しては、たとえば生活保護な

どの具体的な制度やサポート体制について、あまり触れていなかったという反響が寄

せられたと聞いている。放送を通じて問題提起することは、とても重要だが、さらに

こうした人たちを支えるにはどうすればよいのか、救うという視点ではなく、本来の

社会構造の中できちんと生きていくためにどうすればよいのかという視点での番組

制作に期待している。 

 

○   朝起きるとすぐにテレビをつけて、深夜１時くらいに休むまでテレビを付けっぱな

しにすることを、総合とＥテレ、ＢＳと何日かに分けて体験してみた。そこで気づい

たのは、番組宣伝が多いということだ。特に番組と番組のつなぎの部分に多い。さら

に、番組そのものを利用した番組宣伝も目につく。たとえば、４月２６日(土)の「伝

えてピカッチ」では、テレビで活躍中の人気の子役たちが出演していたのだが、大河

ドラマ「八重の桜」に出演していた鈴木梨央さん、「軍師官兵衛」に出演中の若山耀

人さんというように、いちいち出演番組を付して紹介された。「もしかして、あの子

役かしら」と見る者が自由に発想する楽しさを奪われたようで、興ざめだった。「伝

えてピカッチ」は、大好きで毎週楽しみにしているだけに、残念な思いがした。 

 

（ＮＨＫ側） 

「番組の宣伝が多い」という声をいただく一方で、「どの波でどうい

う番組を放送しているのかもっと知らせてほしい」という声もたくさん

いただいている。ＮＨＫでは、雑誌や新聞などによる番組ＰＲに加えて、
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放送を使ってより効果的にお知らせをしている。以前と比べてＰＲの時

間量が増加しているわけではないが短く区切ってより多くの情報を盛

り込んでいるので、番組宣伝が多くなった印象を与えているのかもしれ

ない。また、緊急時に特設ニュースを伝える時間を確保しておくという

意味合いからも番組と番組の間に余裕を持たせて編成しており、その時

間を番組ＰＲに活用している事情もある。私たちとしては、より多くの

人に見ていただきたいという思いがあり、編成しているので、ご理解を

いただきたい。「伝えてピカッチ」については、「この人がこういう番

組に出演している」という情報も視聴者に伝えたい情報のひとつなので、

あわせて、ご理解をいただきたい。 

 

○   ５月１１日(日)のＮＨＫスペシャル“認知症８００万人”時代「行方不明者１万人

～知られざる徘徊の実態～」は、有益な番組だったと思う。認知症やその疑いがあり、

徘徊（はいかい）で行方不明になった人の実態と全体像がよく分かった。放送翌日の

「ＮＨＫニュース７」では、番組で取り上げられたことでご家族と対面できた人が紹

介された。放送によって行方不明者が見つかる可能性は高いと思うので、もっと全国

放送で取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫスペシャル“認知症８００万人”時代」は、昨年１１月２３

日(土)と２４日(日)にも２夜連続して放送した後、追加取材を行って、

今回放送した。放送後、大きな反響が寄せられており、調査報道のひと

つの形を示すことができたと思う。 

 

○   「ＮＨＫスペシャル“認知症８００万人”時代」は、行方不明者の発見にもつなが

り、テレビ報道にふさわしい内容だった。認知症やその疑いがあり、徘徊（はいかい）

で行方不明になった人が増加している理由には、近所の人に支援を求めにくい、ある

いは家族が認知症であることを知られたくないというさまざまな思いがあり、当事者

の気持ちもよく理解できる。認知症の人を抱える家族の人たちにそうした思いをさせ

ない社会を作ることが大切だと思う。すぐに解決にはつながらないと思うが、番組で

繰り返し伝えることで、少しずつでも社会の意識を変えることができると思う。社会

支援の成功例として北海道釧路市のＳＯＳネットワークが紹介されたが、こうした成

功例をもっと取り上げてほしい。放送が全国に広がるきっかけづくりになると思う。 
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○   ５月１２日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「糸井重里 岡山県笠岡市」（前編）では、笠

岡市にあるカブトガニ博物館が映された。これまでも他の番組で見たことのある映像

があり、親しみを感じ、違った思いで楽しむことができた。 

 

○   ５月１２日(月)の「岡山ニュースもぎたて！」で「マッサージの技術をモンゴルに」

というリポートが放送された。自らも失明の体験を持つ岡山市内在住の竹内昌彦さん

がモンゴルで視覚障害者の職業訓練学校建設に尽力する様子をリポートしたものだ

ったが、このリポートは、４月５日(土)の「おはようちゅうごく」と４月９日(水)の

「ＮＨＫニュース おはよう日本」でも繰り返し放送されており、違和感を覚えた。

放送の数日後の新聞で竹内さんをモデルにした映画「見えないから見えたもの」の制

作が進んでおり、エキストラやスタッフを募集していることを知った。ただ、再放送

するのではなく、こうした周辺情報を合わせて伝えてほしかった。 

 

○   ４月２６日(土)のＥＴＶ特集「辞書を編む人たち」は、非常に見応えがあった。「舟

を編む」という書籍が出版され、映画化されたり、昨年４月２９日(月)には「ケンボ

ー先生と山田先生～辞書に人生を捧げた二人の男～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 11：15～３０日

(火)前 0：14)が放送されたりしたので、辞書づくりのプロセスは、広く知られている

と思うが、辞書専門の出版社の改訂作業に密着し、関係者の肉声をそのまま伝える映

像は迫力があった。 

 

（ＮＨＫ側） 

同じようなテーマを「ＮＨＫスペシャル」と「ＥＴＶ特集」で取り上

げることがあるが、社会現象を広く捉えようとする「ＮＨＫスペシャル」

に対して、「ＥＴＶ特集」は、個別のテーマを深く追求できる。ＥＴＶ

特集「辞書を編む人たち」は、そうした「ＥＴＶ特集」の良さをうまく

発揮できたと思う。 

 

○   「スーパープレゼンテーション」は、楽しめる。身ぶりやパワーポイントで流す映

像、使用するデータ量など、ブレゼンテーションの技術が格段に進歩していることを

実感する。長年、活字に携わり、言葉で表現するだけではなく、行間で読ませるとい

う境地を目指してきた者としては、少し複雑な思いがする。 

 

○   ５月７日(水)から始まった１００分ｄｅ名著「旧約聖書」＜全４回＞をテキストで、

予習復習をしながら見ている。旧約聖書の成り立ちや過程といった旧約聖書全体の全
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貌をしっかりと紹介してくれ、面白い。ポイントを押さえた内容だが、テキストなし

ではなかなか理解できない。活字の役割を再認識しているところだ。ただ、テキスト

があっても、旧約聖書を理解することは難しい。人と神の関わりについて、いろいろ

考えさせてくれた。 

 

○   Ｅテレの番組は、随分レベルアップしていると思う。再放送される番組が多いので、

リアルタイムでの双方向の演出は難しいと思うが、たとえば、視聴者から寄せられる

疑問に答える番組を後日放送するなど、将来に向けて、視聴者との双方向性の充実に

期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

「スーパープレゼンテーション」も「１００分ｄｅ名著」もＥテレの

中で人気の高い番組だ。Ｅテレの双方向性については、現時点ではウェ

ブでの展開に力を入れているが、放送における双方向性についても挑戦

していきたいと考えている。 

 

○   連続テレビ小説「花子とアン」は、原作のエピソードにそっくりな場面にややひ

るんでしまう時があるものの、毎日楽しんで見ている。ドラマに登場している葉山蓮

子のモデルとなった柳原白蓮さんは、ドラマチックな生き方をした女性なので、仲間

由紀恵さん主演でドラマ化してほしい。 

 

○   連続テレビ小説「花子とアン」を楽しく見ている。５月５日(月)からの「腹心の

友」の週では、はなと蓮子とのやりとりがとても面白かった。身分も育った環境も全

く異なる２人だが、女性としての意志の強さが共通点として描かれており、共感を覚

えた。政略結婚に翻弄される蓮子の境遇や製糸工場で働くはなの妹・かよなど、当時

の女性たちが置かれていた理不尽な状況がうまく織り交ぜて描かれていると思う。 

 

○   ４月２２日(火)のドラマ１０ サイレント・プア「最後の幸せ」は、ホームレスの

男性をテーマに制作していたが、彼らを取り巻く状況や生活保護の実態など、現代社

会が抱える問題を取材・検証して、正確に描かれていたと思う。ドラマでは、コミュ

ニティーソーシャルワーカーの主人公・里見涼が、ホームレスの男性・木下和男を夜

単身で訪ねていく場面があったが、かなり無謀な行為だった。危険と背中合わせの世

界なので、ドラマであっても、リスク管理を含めてもっとバランスよく描くべきだと

思う。５月１３日(火)の「小さなＳＯＳ」の回は、フィリピン人の母親と子どもをテ
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ーマにした内容だったが、言葉の壁を抱える外国人たちへの対応の困難さを感じた。

里見涼の努力も空しく、日本国籍がないことで母子が行方をくらましてしまうという

結末は、すっきりしなかった。 

 

○   ５月９日(金)のフェイス「弱い自分をノックアウト」は、いじめに悩む子どもや

不登校の子どもたちに対して、ボクシングを通じて自分に負けない強さを育てようと

いう取り組みに感銘を受けたが、それ以上に、番組構成の見事さに胸を打たれた。番

組には、主人公の若者（Ａさん）に対して、共に問題を抱える女性（Ｂさん）と男性

（Ｃさん）が登場するのだが、Ａ-Ｂ-Ａ-Ｃ-Ａという展開で構成されており、主人公

のＡさんについて語られるたびに、自分の課題を少しずつ乗り越えている姿が描かれ

ていた。制作者の視点がよく伝わってきた。Ａ-Ｂ-Ａ-Ｃ-Ａというフォルムは、作曲

の世界では、ロンド形式といい、Ａというテーマを３回繰り返すよりも、より効果的

に印象づけることができるとされている。作曲の技法にも通じる見事な構成だった。

実際に映像として取材されたのは、ボクシングジムに通う最後の数か月に過ぎないの

だが、他の登場人物を描くことで、それ以前の主人公の姿を見る人が想像し、実際に

伝えられた以上の情報を感じとることができた。 

 

○   フェイス「弱い自分をノックアウト」は、広島市郊外にあるボクシングジムを取材

した番組だが、ロケ期間は１か月程度だった。少しずつ状況の異なる登場人物を配置

することで、限られたロケ期間の中で主人公が成長していく姿を表現した。制作者の

思いを評価していただき、勇気づけられる思いだ。これからも真摯に番組づくりに向

き合っていきたい。 

 

○   私の会社にも、聴覚障害による言語の障害でいじめられ、中学生の頃に空手を始め

たことで乗りこえた体験を持つ社員がいる。大変期待していたのだが、現在では挫折

して出社できない状況にある。心に痛みを抱える人への対応は、身近な問題でありな

がらも、戸惑うことが多い。奥の深い問題だと思った。 

 

○   「いじめをノックアウト」では、ＡＫＢ４８の高橋みなみさんを起用しているが、

同年代の人からの呼びかけはとても効果的だと思う。いじめはすぐに解決できる問題

ではないが、取り組みは評価できる。一方で、「感涙！よみがえりマイスター」は、

芸能人を多用することで、逆効果になっているように思う。進行役のタカアンドトシ

に加えて、スタジオに複数人の芸能人ゲストが登場する演出は不要だと思う。司会者

のタカアンドトシですら、１人はほとんど出番がなく最後に「よみがえり度８０％」



 

 9

と言うくらいだ。その他の芸能人ゲストもほとんど話すことがなく、無理やり絡もう

としているように見える。ＢＳプレミアムは、本物志向の見応えのある番組という認

識を持っている。安易に芸能人を多用することは避けてほしい。  

 

（ＮＨＫ側） 

「感涙！よみがえりマイスター」は、今年４月から始まった新番組だ。

スタートした当初は、やや盛り込み過ぎになる傾向があるが、回を重

ねるにつれて改善されていくと思うので、続けてご覧いただきたい。 

 

○   ４月２５日(金)の「しあわせニュース２０１４春」( 総合 後 8：00～8：43)は、全

国各地から寄せられる幸せな話題に感動した。幸せな温かい気持ちにさせてくれるよ

い番組だった。司会役の桂文枝さん、篠田麻里子さん、武内陶子アナウンサーに加え

て、琴欧州親方を始め５人のスタジオゲストが出演しており、やや雑然とした印象を

受けた。スタジオゲストのまとめ役であるＮＨＫアナウンサーが前面に出過ぎていて、

はしゃぎ過ぎだと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「しあわせニュース」は、全国各局で取材、放送したいわゆるロー

カルニュースを集めて、再構成して伝える新しい形の番組だ。スタジ

オの演出については、始まったばかりの番組なので、ご意見を参考に

しながら、改善していくので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   平成２８年大河ドラマ「真田丸」の制作決定を、署名活動に協力した１人として、

とても喜んでいる。放送に大いに期待している。 

 

○   ４月２５日(金)の新日本風土記「広島 七川 春模様」は、旅番組としてもいい番

組だった。この番組を見て、広島に行ってみたいと思った人は、全国にたくさんいる

と思う。広島の町のふだんの姿を飾ることなく自然に描いていた。広島市の繁華街に

残る「流川」の地名にも広島らしい物語があることや街角で小イワシを売る商いが残

っていることを知り、とても感激した。 

 

（ＮＨＫ側） 

広島県を舞台にした「新日本風土記」は、「宮島」「尾道」「中国

山地」に続く４作めだが、制作にあたり、最も苦労した。広島には被
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爆都市という強烈なイメージがあるが、今回はあえて、広島の町はど

うやって成り立ってきたのかということを真っ直ぐに見つめてみた。

川という切り口で広島の魅力をうまく描くことができたと思う。 

 

○   ５月１２日(月)と１３日(火)の「ひるまえ直送便」を見た。昼前の時間帯にすんな

りと見ることができた。新キャスターの小野原菜美さんは、ナチュラルな感じで番組

の雰囲気にぴったりだ。「ひるまえクッキング」のコーナーは、講師の説明が丁寧で

分かりやすかった。キャスターの質問も的確でよかった。さらに、小家族にふさわし

い２人前のレシピにスタッフの気配りを感じた。中国地方向けの放送なので、地元の

素材にこだわった料理だとよりよかった。「ぶっつけ本番口コミ旅」のコーナーは、

リポーターが現地を訪ねてから本題に入るまでが長く、間延びした印象だった。「ぐ

るっとちゅうごく」「新鮮市場」の各コーナーは、無難にまとめていた。毎日の放送

なので、ネタ探しにも苦労されると思うが、もっと面白い、初めて知る、他の人に伝

えたくなるくらいの情報を伝えてほしい。今後の話題収集に期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ひるまえ直送便」は、中国地方向けに放送エリアを拡大して今年

４月からスタートした新番組だ。身近な放送という意識が非常に重要

なので、食材などもより地域に根ざしたものを取り上げていきたい。

ご意見を生かしつつ、地域のみなさんにより満足いただける番組に育

てていきたい。 

 

○   ４月１８日(金)の島根スペシャル「しまねの祭り～人々がつなぐ伝統～」(総合 後

7：30～7：55 島根県域)は、島根県らしい、まさに「島根スペシャル」にふさわしい

内容の番組だった。四季の流れに沿った構成や祭りのテーマごとの構成など、たくさ

んの祭りを分かりやすく整理し、伝えてくれた。祭りに息づく歴史や伝統を伝える映

像資料としても価値があると思う。若者や子どもが祭りに参加している映像からは、

伝統的な祭りを継承しようというメッセージが伝わってきたし、去年豪雨災害に見舞

われた島根県邑南地域の祭りからは、復興へのメッセージが伝わってきた。島根県は、

神楽のさかんな土地柄なので、神楽に焦点を当てた祭りを見てみたい。島根県のＰＲ

にもつながる内容だったので、ぜひ、広い地域で放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根スペシャル「しまねの祭り」は、松江放送局がおよそ２年間にわ
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たって取材してきた映像を再構成した。地域を記録した映像はそれぞれ

の局の財産なので、これからも貴重な映像記録を生かしながら、地域の

魅力を再発見できるような番組を放送していきたい。 

 

○   ５月７日(水)のにっぽん紀行「ひだまりの散歩道～瀬戸内 弓削島～」(総合 後 7：

30～7：55)は、弓削島の介護施設の話題に焦点を当てて、人口減少や少子高齢化の問

題を問いかけていた。お年寄りの介護を通じて、若者が何かを学んで成長していくと

いう番組構成は、分かりやすかった。ただ、認知症の介護の現場では、さまざまな苦

労があったと思う。番組のタイトルにあるように散歩の活動に焦点を当てた構成は、

あまりにきれいにまとめ過ぎているように感じた。案内役の宮本信子さんは、冒頭の

現地映像とナレーションだけの出演だったが、たとえば若者とのやりとりなども入れ

てほしかった。 

 

○   にっぽん紀行「ひだまりの散歩道」は、私もきれいにまとめすぎている印象を持っ

た。ストーリーがうまく展開し過ぎているように感じた。宮本信子さんの扱いについ

ても同様な感想を持った。わざわざ現地でロケをしたのであれば、もっと本編でも登

場してほしかった。ロケ場面の声とナレーションの声のトーンの違いも、違和感を増

幅させた。ただ、かつて航海士だった認知症の人の表情が柔らかく、楽しそうだった

ので、弓削島の取り組みに対して将来への希望を感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

にっぽん紀行「ひだまりの散歩道」では、若者の行動の変化や老人の

表情の変化などをていねいにとらえた。認知症で介護を受けている老

人が、介護をしてくれている若者をどう思っているのかは、話ができ

ないのでわからないが、その表情から視聴者それぞれが感じ取っても

らえればと思う。 

 

○   「スタジオパークからこんにちは」は、この春から司会役のアナウンサーに加えて、

ＭＣが登場する演出に変わって、アナウンサーだけではすくい上げられない部分の話

題をゲストから引き出してくれるので、楽しんで見ている。新しい風が吹き込まれた

ような新鮮さを感じている。 

 

○    ２６歳になる、ふだんほとんどテレビを見ない息子が、「オイコノミア」をおもし

ろいと言っていた。私自身は、遅い時間の放送なので、眠ってしまうのだが、又吉直



 

 12

樹さんの緩い進行ぶりが時間帯に合っているのかもしれない。 

 

○   ５月６日(火)のＢＳ１スペシャル「オシム７３歳の闘い」(ＢＳ１ 後 10：00～10：

49)に感銘を受けた。サッカー日本代表監督を退いた後、祖国に戻り、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナをＷ杯初出場に導いたイビチャ・オシムさんの姿に、真骨頂を見る思い

がした。大変勉強になる番組だった。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 

 

 



平成２６年４月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１２人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、放送番組モニター

報告と視聴者意向、５月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 江種 則貴 （中国新聞社論説主幹） 

河添 達也 （島根大学教育学部教授） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策部准教授） 

島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

森  陽子 （公益社団法人 被害者サポートセンターおかやま業務執行理事） 

山田 節子  （児童書を読む会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ４月４日(金)のプライムＳ「被爆７０年 ヒロシマ・ナガサキは発信する」(総合 

後 7:30～8:43 中国ブロック)は、被爆７０年の節目の年を目前にしたプロローグの

ような位置づけの番組だった。被爆体験の継承にしっかりと取り組んでいこうという

被爆地の放送局としての決意表明が伝わってきた。もうひとつの課題である核廃絶に

向けた世界の動きを取材していたが、少し詰め込み過ぎの印象を持った。被爆体験の

継承に絞った番組づくりでもよかったと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

プライムＳ「被爆７０年 ヒロシマ・ナガサキは発信する」は、新年

度最初の番組ということで、被爆７０年に向けたＮＨＫとしての方向性

を宣言するものだったので、幅広くテーマを盛り込んだ。そのため、や

や詰め込み過ぎの印象を与えたのかもしれない。特に被爆遺品に関して

は、広島市の平和記念資料館と共に収集に取り組んでいるが、放送を通

じて、多くの反響が寄せられている。被爆体験の継承と核廃絶に向けた

情報発信の双方について、継続して取り組んでいく。 

 

（ＮＨＫ側） 

被爆７０年関連の番組については、今後、テーマ毎にひとつひとつの

対象を掘り下げて伝えていく。被爆遺品を核にした被爆体験の継承につ

いては、５月２３日(金)の「フェイス」で取り上げる予定にしている。 

 

○   プライムＳ「被爆７０年 ヒロシマ・ナガサキは発信する」は盛り込み過ぎの感

はあったが、被爆地の放送局として、視聴者の期待に応えてくれた。被爆遺品につい

ての情報を集めて、さらにその遺品を通して、原爆の恐ろしさを改めて見つめ伝えて

いくという活動は、まさに放送の担う役割そのものだと思う。核廃絶に向けたメッセ

ージを伝え続けてほしい。  

 

（ＮＨＫ側） 

被爆遺品に関する情報提供の呼びかけについては、私たち自身も反響

の大きさに驚いている。すでに原爆資料館に寄せられた被爆遺品に関す

る情報募集のほか、４月から広島放送局と長崎放送局が共同で新たな遺

品の発掘キャンペーンを始めた。より広く呼び掛けて、発掘された遺品

の周辺情報を取材し、効果的に伝えていきたいと考えている。 

 

○   プライムＳ「被爆７０年 ヒロシマ・ナガサキは発信する」は進行役のアナウン

サーの表現がやや過剰だと感じた。抑揚をつけすぎるあまり聞き取れない箇所があり、

ゲストとのやりとりもうまく機能していなかったように思う。こうしたテーマを扱う

時には、もう少し淡々と表現した方がよいと思う。一方で、番組に登場した語り部の

女性は高齢にもかかわらず、若々しい表情の人で元気をもらうような思いがした。 

 

○   プライムＳ「被爆７０年 ヒロシマ・ナガサキは発信する」は盛りだくさんの内
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容だったが、非常に有益な番組だった。来年の被爆７０年に向けて、被爆地の放送局

である広島・長崎放送局が、どういうスタンスで情報発信しようとしているのかよく

分かった。被爆者の意見を通じて、核兵器の使用を決して許してはならないというこ

とが、よく伝わってきた。また、核兵器廃絶を目指す国際ＮＧＯの活動も詳しく紹介

され、廃絶に向けた世界の動きを知ることができた。放送の中で、進行役のアナウン

サーが、核の傘の話題でミニチュアの傘を取り出し、ぽんと置く場面があったが、軽

妙なしぐさによって、核の傘のばかばかしさを一瞬で表現していたと思う。絶妙な動

きを見せてくれた。被爆７０年に向けて核兵器廃絶の思いをより多くの人に共有して

もらうために、情報発信を続けてほしい。 

 

○   ４月１１日(金)のプライムＳ 「海と生きる 瀬戸内海人が暮らす国立公園」(総

合 後 7:30～8:43 中国ブロック)は、まず生放送であることに驚いた。宮島からの生

中継も挿入されていたが、意味合いがあまり伝わってこなかった。タイトルにあるよ

うに人の暮らしをテーマにしているのであれば、宮島で実際に暮らしている人たちに

もう少し焦点を当ててもよかったと思う。全体としては、うまくまとめていたが、や

やナレーションが多すぎるように感じた。もう少し間をもたせて、余韻を感じさせて

ほしかった。一方、同じ瀬戸内海の島として、瀬戸大橋の開通で橋脚の島として脚光

を浴びた香川県坂出市の与島の厳しい現実も紹介されており、驚くと同時に見応えが

あった。  

 

（ＮＨＫ側） 

プライムＳ 「海と生きる 瀬戸内海人が暮らす国立公園」では、初め

て、生放送でバーチャルスタジオに挑戦した。挑戦を生かしきれなかっ

た面もあったが、改善を加えて、双方の良さを生かせる形で今後に向け

て調整していきたい。 

 

○   プライムＳ「海と生きる 瀬戸内海人が暮らす国立公園」は、高度成長期に海砂

を大量に採取したため、漁場が荒れてしまい、網にゴミがかかることや、かつて栄え

た与島では、観光客が減少し、働き場所を失った人の話題など、瀬戸内海の厳しい現

実を目の当たりにし、非常に暗い気持ちになった。山口県の周防大島にＩターンで戻

ってきた若者の話題は、唯一の明るい話題だった。  

 

○   プライムＳ「海と生きる 瀬戸内海人が暮らす国立公園」は、今も観光地として

の活気を持つ宮島と、かつての輝きを失った与島の対比が興味深かった。双方の現実
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を見て、地域を活性化するためには、単に外から資金や施設を持ち込むのではなく、

元々地域にある伝統や文化を生かして新たな価値を生み出すことの大切さを感じた。 

 

○   プライムＳ 「海と生きる 瀬戸内海人が暮らす国立公園」は、日本初の国立公園

に指定されて８０年を迎えた瀬戸内海の歴史を興味深く見た。高度経済成長やバブル

景気などで、瀬戸内海の島で暮らす人々は何を得て何を失ったのか、正面から取り上

げていて、非常に興味深かった。  

 

○   ３月２３日(日)のＮＨＫスペシャル「里海 ＳＡＴＯＵＭＩ 瀬戸内海」は、水産

関係の仕事に携わる者に、勇気と希望を与えてくれた。将来が明るくなるような、希

望の番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「里海 ＳＡＴＯＵＭＩ 瀬戸内海」は、これまで

広島放送局が中心となって取り組んできた里山資本主義の延長線上にあ

る番組で、基本的に前向きに希望を与える視点で制作している。一方で、

プラス部分ばかりではなくマイナス部分についてもなぜ取り上げないの

かというご意見もいただいている。プライムＳ 「海と生きる 瀬戸内海

人が暮らす国立公園」は、瀬戸内海が国立公園に指定されて８０年を迎

えることに合わせて、マイナス面も含めて８０年の歴史をきちんと見つ

めようという意図で制作した。シリーズ「海と生きる」は、昨年度から

の継続で、今年度も数本の放送を予定している。次回の５月３０日(金)

の海と生きる「世界最大の天然ドッグ」では、造船会社ツネイシの取材

を通して、海と船、そして人との関係を見つめた番組制作を予定してい

る。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「里海 ＳＡＴＯＵＭＩ 瀬戸内海」は、環境を守るために、海

を気づかい手を入れる漁師たちの取り組みを紹介してくれた。放送で取り上げること

で、さらなる活動の広がりにつながると思う。瀬戸内海という閉鎖海域では、常に人

が手を加えながら環境を守っていくことが重要だと思う。長い取り組みになると思う

ので、これからもいろいろな観点から注視してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「里海 ＳＡＴＯＵＭＩ 瀬戸内海」とプライムＳ
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「海と生きる 瀬戸内海人が暮らす国立公園」に共通するテーマは、人と

海との関わりだ。自然を壊すのも人の力だが、それを蘇らせたり、維持し

たりするのも人の力だ。そこに「里海」という概念が生まれ、今日本だけ

ではなく海外でも注目されている。シリーズ「海と生きる」では、そこに

元々ある可能性に人がどうサポートするかという部分を描きたいと考えて

いる。その方向性は継続しながら、別な視点から瀬戸内海について取材し

ていきたいと思う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「里海 ＳＡＴＯＵＭＩ 瀬戸内海」で取り上げたスナメリは、

私も実際に目にしたことがある。以前は、たまたま迷って瀬戸内海に入ってきたのか

と思っていたが、放送で生息していることを知った。また見にでかけたいと思う。 

 

○   ４月３日(木)と１０日(木)の超絶 凄（すご）ワザ！「前人未到の“切れ味”をめ

ざせ」（前編・後編）を見た。大変楽しんで見ることができたが、やや演出が過剰で

派手過ぎる。もう少し冷静に、科学的な検証を織り交ぜて、対決の勝因を分析して見

せてほしい。 

 

○   「超絶 凄（すご）ワザ！」は、民放の番組に似ている印象を否めない。民放の

番組は対比される二者が対決していたのに対して、「超絶 凄（すご）ワザ！」は、

同じ目的で二者が対決する点が異なるのだと思う。そうであれば、それぞれの挑戦者

がどのように考え、どのように技を尽くすかという過程をもっと見せてほしかった。

単に対決をして、勝者を決めるのであれば、後編だけでよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「超絶 凄（すご）ワザ！」は、名古屋放送局制作の新番組だ。新番

組は、最初はいろいろな要素を盛り込み過ぎることがあるが、放送して

いくうちに、余計な要素は削がれていくと思う。試行錯誤を重ねて育て

ていきたいと思っているので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   「Ｌｅｔ′ｓ 天才てれびくん」を小学校３年生の娘が夢中になって見ている。

リモコンボタンを利用して視聴者がロールプレイに参加できる仕掛けなどテレビの

双方向性がうまく機能している演出だと思う。 

 

○   ４月９日(水)の感涙！よみがえりマイスター「戦地の父からの手紙」と４月１６日
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(水)の「亡き夫が愛したオートバイ」を２週続けて見た。何らかのストーリーのある

よみがえらせたい物を持っている人に対して、その道の専門家である職人がよみがえ

らせることで、その人の思いを遂げていくという視点がとておもしろい。それぞれの

物語に共鳴し、自分を重ね合わせて見ることができた。ただ、「復活ドキュメントバ

ラエティ」といううたい文句のとおり、よみがえらせる職人の技に共鳴し、ストーリ

ーに共感し、かつスタジオにはたくさんの芸人さんを出演させるという演出は、盛り

だくさんすぎて興をそがれる。何をどう見せたいのか、焦点をしぼり切れていない印

象だ。「ファミリーヒストリー」や「プロフェッショナル仕事の流儀」との差別化を

狙っているのだと思うが、もう少し整理した方が良いと思う。少なくともスタジオの

ひな壇芸人は不要だ。さらに、４月９日(水)の「戦地の父からの手紙」では、軍の検

閲と思われる黒く塗りつぶされた手紙をよみがえらせる（復元する）ことはできなか

った。「よみがえり」としては、期待をそがれた感が残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「感涙！よみがえりマイスター」も今年度スタートした新番組だ。ス

タジオ部分は、ＶＴＲで伝えた内容をスタジオもみなさんと一緒に確認

したり、番組を見ている人がひと息ついたりする効果を狙っている。ス

タジオ演出を含めて、試行錯誤しながら、よい形を作っていきたいと思

う。 

 

○   ４月５日(土)のＥＴＶ特集「和僑～アジアで見つけるボクらの生き方～」は、若者

の感性の柔軟性や可能性について考えさせてくれた。経済的な豊かさよりも精神的な

充足感を求めるように、幸せの定義の転換が若者に起こりつつあると感じた。さらに、

日本式ビジネスを海外に持ち込むのではなく、現地の文化や生き方を大切にしながら

自分の幸せをみつける柔軟性を持っていることに気づかせてくれた。近未来のことを

前向きにいろいろ想像し、思いを巡らせることができた番組だった。 

 

○   ３月２４日(月)の釣りびと万歳「春よ来い！瀬戸内海でチヌと知恵くらべ～テツ 

広島・宮島へ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7：30～7：59)は、釣りをしない私でも非常に興味

深く見ることができた。理由のひとつは、釣りを教えるインストラクター役に、専門

家ではなく大学の研究者を起用することで、全体に広がりをもたらすことができたと

思う。チヌを釣るだけではなく、チヌの料理や観光地としての宮島の魅力などを伝え

たことで、幅広い視聴者が楽しむことができたのだと思う。番組では、カキいかだの

上での釣りを取り上げていたが、観光資源としての可能性を大いに感じた。ただ、釣
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りに詳しい視聴者を満足させることができたのか、疑問が残った。どういった視聴者

層を狙って制作しているのか知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「釣りびと万歳」は、昨年度から始まった番組で、ＮＨＫの関連団体

が制作している。当初は釣りに特化した作りだったが、今回の「春よ来

い！瀬戸内海でチヌと知恵くらべ」は、少し間口を広げて、観光と一緒

に釣りを楽しみたいと思っている人でも楽しめるような作りになってい

たと思う。 

 

○   ３月３０日(日)のＳｈｉｍａｇｉｎｅ「木工職人 村山創達さん」(総合 後 10：40

～10：45 島根県域)は、木工職人の仕事を詳しく知らなかったので、とても勉強にな

った。島根県においては、森林資源の活用は今後のテーマだと思うので、木工職人は

貴重な存在だと思う。木の中に眠る美しさを徹底的に引き出そうとうする村山さんの

姿勢は、若者たちにも見てほしい。ただ、５分間の放送時間では、短いように感じた。

もう少し広げて、人物の魅力まで掘り下げて伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ｓｈｉｍａｇｉｎｅ」は、技術部の職員だけで提案、ロケ、制作し

ている番組だ。５分では短いという意見が制作現場からも出ており、今

年度からは１０分に拡充した。データ放送とも連動している番組なので、

放送に合わせて周辺情報も提供している。データ放送を楽しんでいただ

くためにも、放送時間を拡充した。 

 

○   木曜時代劇「銀二貫」をとても楽しみに見た。物語の主人公の松吉の子ども時代を

演じた子役の演技がよかった。セリフは少ないものの葛藤する気持ちをうまく表現し

ていて、涙を誘った。特に、親が仇討ちに遭うシーンは、舞台を見ているかのような

美しさだった。武士なのか、商人なのか、今後の松吉の葛藤につながる大切な場面だ

けにとてもよかった。泣かされたし、これからの放送が楽しみだ。 

 

○   ４月１３日(日)の「鳥取市長選 開票速報」(総合 後 10:15～10：50 鳥取県域)で

各候補者の選挙事務所からの中継映像が映された。開票の様子を待つ支援者たちの様

子が伝えられたのだが、ひとりの候補者の選挙事務所の映像で壁に貼られた推薦書が

映された。誰から届いた推薦書なのか判別できるほどの映り込みは、配慮に欠けてい
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るように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「鳥取市長選 開票速報」の中継映像については、特段の意図がある

ものではない。 

 

○   「鳥取市長選 開票速報」にあたり、出口調査が行われていたが、実施する必要性

に疑問を感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

選挙報道を行う上で、出口調査は重要な判定材料として必要だと判断

しているので、ご理解をいただきたい。 

 

○   ４月１２日(土)のＮＨＫスペシャル「いま集団的自衛権を考える」(総合 後 9:00

～10:29)は、集団的自衛権の行使の容認と憲法解釈の変更について、賛成と反対、ど

ちらも論客が揃っており、どちらの意見も論理的でよく分かった。国民にとって非常

に重要な問題なので、適宜、適切に取り上げてほしい。ただ、賛成と反対一人ずつの

インタビューや単に賛成か反対かという世論調査の結果は、あまり意味がないように

思う。回答の地域性や世代など、もう少し分析を加えてほしかった。 

 

○   ３月２３日(日)の小さな旅「石切り 心意気が響いて～岡山県 笠岡市北木島～」

は、あまり抑揚を感じない作りだったが、石の島に暮らす人々の島への愛情や誇りが

伝わってきた。現在の島の姿を淡々と見つめた映像は、記録に残っていく作品だと感

じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

小さな旅「石切り 心意気が響いて」は、岡山県西部にあり、地理的

な問題からふだんあまり取り上げる機会のない島を取材した。基本的に

は、地元を応援する気持ちで、歴史を踏まえて未来を見つめるという思

いを込めて制作した。 

 

○   ４月１２日(土)の突撃 アッとホーム「坂本龍馬 最後の手紙！？ まさかの大発

見しましたＳＰ」は、先に新聞で報道されていたので、放送を心待ちにしていた。番

組の企画で偶然にインタビューしたことがきっかけで、坂本龍馬の手紙が発見された
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ことに大変驚いた。これまで「突撃 アッとホーム」を見ていなかった視聴者にも見

てもらえたと思う。発見された手紙の興味は尽きないので、手紙がたどってきた変遷

も追跡調査してほしい。 

 

○   ＮＨＫのドラマがどれも面白い。４月６日(日)から始まったプレミアムドラマ「珈

琲屋の人々」は、高橋克典さんの新しい面を見ることができるし、木村多江さんの薄

幸な女性の演技もよく、今一番楽しみにしているドラマだ。 

 

○   ４月６日(日)の「ワラッチャオ！」は、広島を舞台に制作されていた。どういう趣

旨で制作された番組か知らないまま、タイトルにひかれて見たのだが、子ども向け番

組かと思えば、結構大人を笑わせようとする要素が多く、どの年齢層を対象にしてい

るのかよく分からなくなった。広島県の宮島を訪れたキャラクターやお姉さん役のア

ナウンサーが大鳥居や厳島神社の回廊を見て「オレンジ色だ。」と表現したことに驚

いた。朱色と表現すべきだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ワラッチャオ！」は、お姉さん役のアナウンサーがいつもは広島か

ら東京に出張して収録しているが、今回は逆に広島を訪ねるという設定

で収録した。従来の子ども向け番組と違って、少し毒のあるキャラクタ

ーが登場する子ども向け番組として制作している。ご指摘のように鳥居

を見てオレンジ色という表現は違和感があるので、指導していきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ワラッチャオ！」は、５月５日(月)にひろしまフラワーフェスティ

バル関連イベントとして、ＮＨＫシクラメンステージで公開収録を行う

ので、ぜひ、ご来場いただきたい。 

 

○   ４月１６日(水)の「ゆうどき」のコーナー「人生ドラマッチック」に女優の司葉子

さんが出演した。地元の鳥取県米子市にゆかりのある女優なので、とても懐かしかっ

た。 

 

○   ３月２６日(水)のためしてガッテン「世界の健康ワザ 直輸入ＳＰ」は、アキレス

腱の太さで心筋梗塞を起こすリスクを判別する方法や、身近なタオルを活用して血圧

を下げる方法など世界で見つけた最新の健康ワザを紹介してくれた。私もタオルを活
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用した方法を試したところ、見事に血圧を下げることに成功した。大変有益な情報を

提供してくれる番組だと感心した。 

 

○   ４歳になる息子がニコニコして眠っていたので、翌朝聞くと、三角形の頭をした優

しい女の子と手をつないでいる夢を見たという。三角形の頭をした女の子は、「パッ

コロリン」に登場するキャラクターだと気づき、番組の影響力に驚いた。子どもにと

って大切な優しさを教えてくれる番組の存在に感謝したい。 

 

○   ３月２９日(土)、３０日(日)、４月５日(土)、６日(日)のＮＨＫスペシャル「人体 

ミクロの大冒険」は、１週間ごとではなく、２週間の集中編成だったのでとても見や

すかった。最新技術で撮影された映像やＣＧ映像を含めてとても映像がきれいだった。

さらに、人はどうつくられるのか。どのように生かされているのか。なぜ老い、死ぬ

のか。命の尊さや、人生について考えさせられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「人体 ミクロの大冒険」は、「人体」や「脳」「病

の起源」といった人の体を探求する番組を長年制作してきた蓄積の元に

作られたものだ。映像表現を含めて、これまでの経験があったからこそ

できた番組だと認識している。 

 

○   ４月１日(火)の特集ドラマ１０「いつか陽(ひ)のあたる場所でスペシャル」(総合 

後 10：00～11：13)で１年前に放送された同名ドラマの続編が放送された。大変興味

を持って見たドラマだったので、続編の放送は大いに楽しめた。 

 

○   「ＬＩＦＥ～人生に捧げるコント」は、夜１０時台の時間帯におちついて楽しむ

ことができる。面白い回も面白くない回もあるもののゆっくりと楽しむことができる。

内村光良さんを中心にした出演者たちが、毎回、テーマを決めてコントを演じるのだ

が、見る人を楽しませるためのポイントを設定し、演じてみたら、うまくいったり、

いかなかったりする。コントを制作するプロセスが丸見えになっている点が視聴者に

安心感を与えるのだと思う。５０分間の放送時間の中で仮説、実験、検証という、ま

るでサイエンスのプロセスを見せてくれているようだ。 

 

○   「情報維新！やまぐち」が一新され、期待して見ている。なかでも「何しよるんで

すか？」というコーナーは、より地域に近くなった印象で、親しみを持って見られて
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いると思う。まだ始まったばかりなので、楽しみに見ていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「何しよるんですか？」というコーナータイトルは、地元の山口弁に

詳しい人に意見を聞いてつけた。各コーナーを含めて、今後もブラッシ

ュアップしていくので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   「岡山ニュース もぎたて！」は、女性キャスターが一新されたが、男性キャスタ

ーがしっかりしていることに加えて、内容が充実しているので、毎日楽しんで見てい

る。４月７日(月)の放送では、雪山で遭難したニュースに合わせて、季節特有の「疑

似好天」について詳しく説明された。時節にあったよい内容だと感じた。 

 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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