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平成２７年３月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１９日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の審議会での答申を受け「平成２７年度九州沖縄地方向け地域放

送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２７年度九州

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

た、特報フロンティア「大噴火は起こるのか～最新報告 九州の火山～」を含め、放送

番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     明石  良 （宮崎大学農学部教授） 

井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

      田中丸弘子 （（株）佐世保玉屋代表取締役社長） 

 友安 潔  （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

   

 

（主な発言） 

 

＜特報フロンティア「大噴火は起こるのか～最新報告 九州の火山～」 

（総合 ２月６日(金) 福岡局、熊本局、鹿児島局、宮崎局制作）について＞ 

 

○  大噴火は起こるのかなどという問いに、複数の専門家がそれぞれの立場から見解を

述べていたことで、視聴者が主体的に判断することを促していたように感じ、とても

よかった。日本へ来る外国人観光客が増えているなかで、災害が発生した時に言語が

通じない人にどう対応するかというのは、沖縄でも問題になっている。防災・減災と

いう面では沖縄もひと事ではないと感じた。 
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○  近頃自然の脅威を感じる出来事が多くなっているなか、番組を通じて火山活動につ

いての情報を得られたのは勉強になった。北九州市でも、日本語がわからない外国人

も防災というテーマを楽しく学べる工夫をしている。外国人観光客が増えているなか、

工夫して地域の防災・減災に取り組むことは重要なのではないかと感じた。 

 

○  火山の近くに住んでいる私の知り合いも、結局自分のエリアは危険なのかどうかが

わからないという。伝えることの難しさを感じた。また、大噴火が発生した時、気象

台に確認せずに、地元の人たちにすぐに知らせるという自治体があったが、誤報を重

ねてしまっては、本当に災害が起きた時に信じられなくなってしまうのではないかと

感じた。また、火山に関する報道で「観測史上」という言葉をよく耳にするが、観測

が始まったのは最近のことであり、もっと長いスパンで火山の活動を見つめるべきだ

と思う。 

 

○  番組全体にあまり新奇性がないように感じた。九州の火山が活動期に入っていると

いう話には驚いたが、噴火をどう予知するか、噴火が起きた時にどこに逃げるのかと

いうのを、もっと掘り下げてほしかった。また、番組で紹介した訓練についても、具

体的な中身や残された課題などをもっと詳しく紹介してほしかった。 

 

○  全体的に若干物足りなさがあった。番組前半については、一般的にあまり知られて

いない火山のメカニズムをわかりやすく紹介していた。だが、番組後半の自治体の訓

練の取り上げ方については、もう少し見せ方の工夫があるのではないかと感じた。観

光客だけでなく、火山周辺に住んでいる地元住民の考えも取材するなど、活発化して

いる火山に対して多角的な意見を聞きたかった。 

 

○  コンピューターグラフィックスを使って、火山の構造を説明していたのはわかりや

すかった。首都直下地震が叫ばれている中、九州にコールセンターを置いている企業

があるが、九州にも災害の危険性があるのではないかと感じた。スタジオでは複数の

ディスプレイを使ったり、九州の火山を立体的に地図で示していたりするなど工夫が

されており、単調になりがちな対談もテンポよく進んでいると感じた。 

 

○  番組で主に取り上げた火山が阿蘇山と桜島だけだったことで、肝心なことが抜け落

ちてしまったのではないか。九州にある１９の火山には、警戒レベルが設定されてい

ない山も存在する。九州の火山が全体的に活動期に入っているのであれば、一般的に
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はあまり注目されていない火山に焦点を当て、御嶽山のような事態が起きたらどうな

るのか、ということについて取材してほしかった。ぜひ続編を制作し、ふだんあまり

注目されていない火山が本当に大丈夫なのかという検証をしてほしい。桜島の山体膨

張に関するデータが示されていたが、何を根拠にしているのか。他にも、番組内でさ

まざまなデータが紹介されていたが、もう少し詳しい説明が欲しかった。 

 

○  確かに活動期に入った阿蘇山と、毎日間近に見ている桜島の現状を再認識した番組

だった。特に桜島については、本気で警戒すべきと思い、噴火が起きた時に、その情

報をいかにして迅速に伝えるか、ということを考えさせられた。また、噴火予知の精

度を高めることの重要性や、観光客に日頃から正確な情報を伝えないと、風評被害に

もつながりかねず、観光産業に大きな打撃を与える可能性があることも学んだ。 

 

○  「九州の火山」というタイトルだったので、九州全体の火山の話をするのかと予想

していた人も多かったと思う。しかし、内容としては桜島と阿蘇山が中心だった。ぜ

ひ続編を制作してもらい、九州各地にある火山を取材して危険がないのかどうか、と

いうことを取材してほしい。火山のメカニズムについてはよく理解できたが、結果的

に予知が難しいという結論だった。だからこそ有事に備え、それぞれの実情に合わせ

た各地域での防災訓練は、非常に重要なのではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

いただいた厳しい意見については、その通りだと感じた。活発化する

火山に対して、九州でも積極的に訓練をするなど、防災意識を高める必

要性を感じている。一方で、インドネシアが火山活動への防災意識が高

いとのことで、今回番組を制作したチームが取材を始めている。われわ

れとしても続編を制作したいと考えているので、その際はぜひ見てもら

い、意見をいただきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月７日(土)の幻解！超常ファイル ダークサイド・ミステリー「Ｆｉｌｅ－３２ 

シリーズ 雪男“イエティ”の真実 前編」を見た。にわかに信じがたい話もあった

が、楽しく見られた。 
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○  ２月２３日(月)の「国際報道２０１５」を見た。パリで現地の人に剣道を教えてい

る人を特集していた。今、海外で日本の文化が注目されているといった話をよく耳に

するが、これを見てそのことを強く感じた。 

 

○  ３月１６日(月)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」の「今週の気になる」のコー

ナーで、卒業式で歌われる歌が変わってきているという話をしていた。紹介されてい

た曲を後で聞いてみたが、今の若い人の心情をよくとらえていると感じた。われわれ

の価値観ばかりを押し付けず、若い人たちの心情や感覚を理解しようとすることは重

要なのだと痛感した。 

 

○  ３月６日(金)のきん☆すた「元気です！商店街 熊本・子飼商店街」を見た。生ふ

や、からしれんこんの独特な製造過程が取り上げられていて感心した。ただ、商店街

全体がシャッター街になりつつあることがわかる映像は、あまり見せなくてもよかっ

たのではないか。商店街全体の見せ方に工夫が欲しかった。 

 

○  ３月４日(水)の歴史秘話ヒストリア「銃声とともに 桜は散った“桜田門外の変”

の謎」を見た。歴史上でも有名な「桜田門外の変」について、いまだにインターネッ

トにすら出ていない話が紹介されていて、非常におもしろかった。意外と知っていそ

うで知られていない話で、とても興味深かった。 

 

○  ３月９日(月)の「満月の夕」～震災が紡いだ歌の２０年～(総合 前1:16～2:04)を

見た。「満月の夕」という神戸で生まれた曲が東日本大震災以降、東北地方でも広ま

り、傷ついた人々の心を癒やしているという。歌が持つ力を感じた。深夜ではない時

間帯でもう一度放送してほしい。 

 

○  ３月１３日(金)のきんくる～沖縄金曜クルーズ～「僕のおばの戦争～信ちゃんがた

どる白梅学徒隊～」を見た。番組司会の津波信一さんのおばが白梅学徒隊の一員だっ

たということで、番組では学徒隊が糸満市の摩文仁まで逃げた過程を２人でたどって

いた。津波さんが少し涙を流したり、真剣におばと向き合ったりしている姿が若い人

の心を打つのではないかと感じた。一方で、どのようにすれば今の若者たちに戦争と

いうものが伝わるのか、考えさせられた。 

 

○  同じ３月１３日(金)の沖縄の歌と踊り「ウチナー芝居と連鎖劇」を見た。連鎖劇の
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古いフィルムが海外で見つかったということだったが、非常に沖縄らしいと感じた。 

 

○  今、戦後の沖縄を歩んできた人があまり注目されていないと思う。ＮＨＫの地域放

送局は情報発信だけでなく、今後も地域に根ざして活躍している人たちに積極的に光

を当ててほしい。 

 

○  ３月１２日(木)のクローズアップ現代「看板が頭上から落ちてくる～歩行者を襲う

危険～」を見た。３月１１日に近い時期の今こそ、大きな地震が起きた時に看板が落

ちてくるなど、街なかに危険が潜んでいないか、また災害が起きたときにどう対応す

ればよいか、訓練を重ねる必要性を感じた。 

 

○  １月１６日(金)の福岡発地域ドラマ「ここにある幸せ」(総合 後7:30～8:29)を見

た。昔の人たちがどのように生活していたのかということを記録に残す活動を最近始

めたが、福津市でも同様の活動をしていることを知り、とてもすてきなことだと感じ

た。 

 

○  ３月１３日（金）のきん☆すた「藤清光の料理一本勝負！春満喫 壱岐の海藻」を

見た。肉や魚や農作物ではなく、海藻に注目していた点が興味深く、料理を通じて藤

さんの魅力がよく伝わった。 

 

○  ３月１４日(土)のザ・プレミアム「京都 ふしぎの宿の物語」を見た。宿の「おも

てなし」の精神が隅々まで表れていて、すばらしかった。 

 

○  大河ドラマ「黒田官兵衛」の影響で、福岡県ではおよそ280億円の経済効果があっ

たというニュースを見たが、地域の活性化につながっていたことがわかり、とても興

味深かった。 

 

○  ３月７日(土)の連続テレビ小説「マッサン」を見た。一馬が出征前に遺書を残し、

父親に頭を丸めてもらって出征するという回だったが、感動して涙が止まらなかった。 

 

○  ３月６日(金)の特報フロンティア「動きはじめた“地元密着”戦略～地方銀行 生

き残りの模索～」を見た。少子高齢化と人口減少によるマーケットの縮小を見据え、

地方の事業者と地方の銀行が連携して、“攻めの経営”をすることが両者の生き残り
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につながるのではないかと感じた。 

 

○  ２月１６日（月）のプロフェッショナル 仕事の流儀「“もてなしの心、どこまで

も” コンシェルジュ・阿部佳」を見た。自分の目の前に立ったお客様をどこまでお

もてなしできるかということを追求している姿に感動した。 

 

○  ２月２７日（金）のきん☆すた「藤清光の料理一本勝負！九州の日本酒」を見た。

今、世界的にも日本酒の価値が見直されているなかで、こうした番組が放送されたの

はとてもタイムリーだったと思う。ただ、元々日本酒文化圏だった福岡や佐賀の酒を

もう少し取り上げてほしかったほか、焼酎の生産が盛んな地域の人にとっては、焼酎

が否定されたような印象を受けないか、やや気になった。 

 

○  ３月２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「ふたりの約束・魂の惣（そう）

菜 食品スーパー経営者・佐藤啓二・澄子」を見た。２人とも非常に真面目で、仕事

に真摯（しんし）に向き合っている印象を受けた。ただ、番組後半は「仕事の流儀」

というより「夫婦の愛」の側面が前面に出ている印象を受けた。 

 

○  ３月１４日(土)のＮＨＫスペシャル「世界“牛肉”争奪戦」を見たが、スピーディー

な展開でおもしろかった。ただ、以前もＮＨＫで似たような番組を見たことがあり、

結論が同じだった気がして、既視感があったのが残念だった。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」で、熊虎がエリーにイノシシの肉を渡したシーンがあっ

た。だが、北海道にイノシシは生息しておらず、この件については視聴者からも問い

合わせがあったのではないか。このように、「マッサン」では視聴者に誤解を与えか

ねないシーンが見受けられた。 

 

○  ２月２０日(金)の特報フロンティア「九州“おもてなし”最前線～アジアの観光客

をつかめ～」を見た。番組で行ったアンケート調査で出てきた「もっと日本らしい所

に行きたい」「もっと日本人と交流したい」「もっと日本の日常を味わいたい」といっ

た意見は、的を射ていると共感できた。今後は九州の他県の「おもてなし」の取り組

みについても紹介してほしい。 

 

○  ２月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「腸内フローラ ～解明！驚異の細菌パ
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ワー～」を見た。人間の腸にある100兆以上、そして数百種類もの細菌が出す物質が

健康と深く関わっていることが紹介されていた。さまざまな病気で悩んでいる人も希

望が持てるような番組だった。また、番組司会の井ノ原快彦さんは「あさイチ」でも

好感を持って見ているが、今回のような、われわれの生活や身近に関わるテーマの番

組には、今後もぜひ井ノ原さんを起用してほしい。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年２月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１８日（水）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、８人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成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年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画

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

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

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     明石  良 （宮崎大学農学部教授） 

井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 伊牟田 均 （城山観光（株）代表取締役社長） 

小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

      友安 潔  （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

  

 

（主な発言） 

 

＜「平成２７年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画(案)」について－諮問－＞ 

 

○  九州には世界遺産に登録される可能性のある施設が複数県にわたって存在する。各

放送局が互いに連携しながら、それぞれの魅力を伝えてほしい。北九州放送局の重点

事項に“地域を元気にする応援団”という項目があるが、東日本大震災以降、若い人

たちが地域の魅力を再認識するようになったと感じている。地域の魅力を発信する取

り組みを今後も継続してほしい。 

 

○  緊急報道について、先日も津波注意報が出て臨時ニュースを放送していた際、同じ

ことを繰り返している印象が強かった。避難場所はどこなのか、障害者や高齢者がこ
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うした状況下でどうすればよいのか、など多角的な情報を提供してほしい。 

 

○  佐賀放送局の重点事項にもあるが、ことしは有田焼創業400年にあたる。有田焼の

歴史や魅力を、全国そして世界に向けて発信してほしい。また、私は佐賀県が肝がん

発生率ワースト・ワンであることを初めて知った。佐賀県でこうした問題があるとい

うことはあまり知られていないと思うので、九州沖縄の番組で一度取り上げてみては

どうか。 

 

○  有田焼は創業400年だが、同様に薩摩焼についても歴史が深い。九州への観光客誘

致を促進させるためにも、各放送局が連携して地元文化の魅力の発信に取り組んでほ

しい。ことしは戦後７０年の節目の年でもある。九州沖縄には今も各地に戦争の爪痕

が残っているが、各放送局が一体となって伝えてほしい。災害報道を正確・迅速に伝

え、防災・減災につなげることは大切だが、これが風評被害につながらないような配

慮もお願いしたい。桜島の活動が活発になると、あまり関係のない所まで宿泊客の

キャンセルが増えるという話も耳にする。今後も、客観的かつ冷静な報道を続けてほ

しい。地方の活性化に向けては“観光”という観点も不可欠である。福岡を訪れる多

くの観光客に九州全土を周遊してもらうための方策など、外国人観光客誘致に向けた

取り組みなども積極的に取り上げてほしい。 

 

○  福岡放送局が放送している午後６時台の「熱烈発信！福岡ＮＯＷ」が新年度、タイ

トルも含めてどう変わるか、楽しみにしている。戦後７０年の節目を迎えることし、

ＮＨＫがこれまでの歴史をどう踏まえ、どう評価し、放送で伝えていくのかが問われ

ていると思う。 

 

○  北九州市長選の際、開票率０％の時に当確の速報を出していた。マスコミ各社と一 

報を競っている事情はあると思うが少しでも開票が始まってからでないと、やや不

自然に感じる。一次産業に従事している人を中心に、地方の活性化に向けて奮闘して

いる人を積極的に紹介してほしい。また、それにあわせて地方の良さを紹介してもら

うと、地元の人たちはその土地の良さを再確認できると思う。 

 

○  宮崎局の重点項目のうち、「南海トラフ巨大地震」と「農業」について、特に重要 

な問題と考えている。前者については、大学でも、学部横断的な取り組みや地元と

の結びつきを強化している。同じ太平洋側の大分放送局とも連携しつつ、さまざまな
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情報を発信してほしい。後者に関連して、宮崎県は１次産業を支える６次産業の人材

育成に取り組んでいる。地域の農業が今、非常に疲弊している中で、ＮＨＫからも農

業を基軸に「地方創生」というテーマを伝えてほしい。宮崎は今の時期、多くのプロ

スポーツチームがキャンプを行っている。また、宮崎市のゴルフクラブが東京オリン

ピックに向けた強化拠点に指定された話題なども、宮崎から全国に届けてほしい。 

 

○  ＮＨＫ沖縄の戦後７０年テーマソング「いのちのリレー」を聞いた。シンプルで耳

に残るメロディーだと感じた。「戦争」や「終戦」「平和」といった言葉を使っていな

いことで、歌に普遍性が備わったと思う。この歌を「沖縄から全国に発信する戦後７

０年ソング」にしてほしい。 

 

○  大分市の中心部が、近い将来、大きく変貌することについて。こうした動きは大分

市だけでなく、県内各地で見受けられる。町が変わっていくということは、若い人た

ちも大変関心のあるテーマだと思うので、きちんと伝えてほしい。ことしは原発の再

稼働が次々とあるのではないかと言われているが、これは原発のない県も含め、九州

全体に関わりが深い問題だと思う。各放送局が一丸となって報道してほしい。大分放

送局の「知ることで助かる命がある」というキャッチフレーズは、言葉に力があって

わかりやすい。九州沖縄各局のニュースや番組の中でも、こうしたスローガンを掲げ

てもよいのではないか。 

 

○  諮問された「平成２７年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画（案）」につい

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

提に、番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側）  

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。今後も九州沖縄が一丸

となって、個別の事例にあたっていく必要性を改めて感じた。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 



4 

○  １月１６日(金)の福岡発地域ドラマ「ここにある幸せ」(総合 後7:30～8:29)とド

ラマ本編直後の「もうひとつの ここにある幸せ～津屋崎にようこそ～」(総合 後

8:29～8:43)を見た。地元の人にも非常に好評で、地元の魅力を再発見できたようだっ

た。３月の全国放送も楽しみにしている。 

 

○  土曜ドラマ「限界集落株式会社」を見ている。番組制作側が農業をよく勉強してい

ることが伝わり、ドラマを通じて農業のイメージが変わってきているのではないかと

感じた。また、経営のヒントになりそうな要素が盛り込まれており、それらは今後、

地域活性化にもつながるのではと思う。 

 

○  ２月１３日(金)の特報フロンティア「世界記録に向かって走れ」を見た。ほぼ全盲

の女性が自身の目標に向かって一生懸命がんばっているのが印象的だった。障害者と

いうより、アスリートしてのすごさという部分を深く伝えており、非常によかった。 

 

○  ２月１０日(火)と２月１１日(水)のハートネットＴＶ「シリーズ 依存症」を見た。

患者が気軽に相談できる環境を早急に整えなければならないと感じた。こうしたテー

マの多くに共通するが、取材を受けていた人の顔にモザイクをかけたり、音声を変え

たりすることが気になった。 

 

○  １月１７日(土)の「勝てない相手はいない～錦織圭 成長の軌跡～」(総合 後

10:20～11:03)を見た。錦織選手が現在のランクにいるのは、マイケル・チャンコー

チによってスポーツ科学の視点から鍛えられたからなのだ、と思った。 

 

○  ２月１日(日)に過激派組織ＩＳに後藤健二さんが殺害されたか、という臨時ニュー

スをライブで見た。一報に続いてすぐに、記者が事件の背景などを丁寧に解説してい

た。こうした報道は、ＮＨＫが信頼されることにつながると感じている。伝えるべき

ことは、決して萎縮せずに公平に伝え、的確な判断を国民にしてもらうことはＮＨＫ

の役割だと思う。今後も同様の役割を期待したい。 

 

○  ２月２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「“清掃のプロ”スペシャル」を

見た。著名人ではなく、一般の人の仕事ぶりを紹介していたことに、非常に勇気づけ

られた。 
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○  ２月７日(土)の週刊 ニュース深読み「血が足りない！？ どうなる？どうする？

献血」を見た。今後、人口が減り若者の献血離れが進んでいく中、2027年には８５万

人分の血液が不足するという。番組で３つの提言をしていたが、それらをどう実現に

結びつけるかを考えなければならないと感じた。 

 

○  １月２８日(水)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ アウシュビッツ解放

から７０年「囚人番号Ａ２６１８８～ホロコーストを生き延びて～」と、２９日（木）

の「ヒトラー・チルドレン～ナチスの罪を背負って～」を見た。両番組に共通して出

ていたのがアーモン・ゲートという人だった。番組を見終わったあと、ゲートという

人物を調べてみると、非常に残虐な人間であることがわかってきた。今後も、彼を描

いているドキュメンタリーなどがあれば、見てみたい。「ＢＳ世界のドキュメンタ

リー」の番組ラインナップには今後も期待したい。 

 

○  夜遅い時間に若者向けの番組がよく放送されているが、生活習慣への影響なども配

慮し、もう少し早い時間帯に放送してもよいのではないか。 

 

○  ２月１６日の人生デザインＵ－２９「産業動物獣医師」が非常におもしろかったが、

なぜ「Ｕ－２９」というタイトルなのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

２０代以下の人の仕事を実際に見てもらい、若い人たちの就職の参考

にしてほしいという意図から、こうしたタイトルにしている。 

 

○  学生と一緒にこの番組を見たが、学生たちは非常に喜んでいた。今の若い人たちは、

自分が将来どういう道に進みたいのか、イメージできていない人が多い。だが、自分

たちと年代が近い人たちが大学を卒業して、定職に就き、余暇も楽しんでいるという

のがわかり、学生たちはとても安心しているようだった。他のさまざまな職業も紹介

し、引き続き若い人たちに訴求してほしい。 

 

○  １月３１日（土）の目撃！日本列島「過疎ってるけど 好き」を見た。地元を活気

づけようとする高校生たちの通っている学校が過疎化の影響で閉校になるというこ

とだった。誰もが、自分たちのふるさとを何とかしたいという思いを持つ中で、人口

減少の影響は容赦なく押し寄せてきていることを実感させられた。過疎化に歯止めを
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かけるため何か手立てがないのか、改めて考えさせられた。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」で、マッサンとエリーが本当の親ではなく、エマが養

女であることを本人に告げたシーンがあった。その時のエマの演技が「小さな子が大

人を気遣っている」という印象を受け、胸が締めつけられた。演技や心理描写がリア

ルであるが故に物語に引き込まれ、感動が生まれると思う。脚本と役者と演出が見事

に一つになったドラマだと賞賛したい 

 

○  ２月６日(金)のドキュメント７２時間「金券ショップでつかむ幸せは」を見た。金

券ショップで、多種多様な商品を扱っていることや、わずかなお金を浮かせるために、

金券ショップを訪れるさまざまな人たちが７２時間の中に凝縮されていたこと。日本

が今置かれているさまざまな現状が、番組の中に詰まっていたと思う。 

 

○  ２月１２日(木)の地球イチバン選「世界一服にお金をかける男たち」を見た。サプー

ルと呼ばれる、独特の明るい色をした服を上手に着こなす人たちを取り上げていた。

彼らの一つ一つの言葉がとても印象的で、胸を打たれるものばかりだった。こうした

コメントを聞くと、ファッションという切り口で、少しずつ世界を変えられるかもし

れないと感じさせられた。 

 

○  ２月７日(土)の「おはサタ！」で放送していた「大分・高崎山 サルたちの恋する

季節」というリポートを見た。猿どうしの「恋の駆け引き」の様子が見られたが、こ

のリポートは長期間猿たちに密着しないと出来ないだろうと感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

九州沖縄の編集計画（案）についてのご意見をいただいた際、ご指摘

のあった緊急報道について。ＮＨＫとしては救える命をできる限り放送

で救うために、危険がなくなるまでニュースを繰り返し伝えている。東

日本大震災で得た教訓から、こうした報道をしていることをご理解いた

だきたい。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、７人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、にっぽん紀行「少年たちの“コマ広場”～福岡・太

宰府～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

副委員長  深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

 井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

伊牟田 均 （城山観光（株）代表取締役社長） 

 竹井 成美 （宮崎大学名誉教授） 

      田中丸弘子 （（株）佐世保玉屋代表取締役社長） 

 友安 潔  （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

   

 

（主な発言） 

 

＜にっぽん紀行「少年たちの“コマ広場”～福岡・太宰府～」 

（１２月２５日(木)総合 後7:30～7:55 福岡局制作）について＞ 

 

○  繰り返し視聴した中で、こま回しには動物に本来備わっている「情動」を揺さぶ

る何かがあるのではないかと感じた。こまで勝負して喜んだり、悔しがったりする

少年たちの姿がとてもおもしろく感じた。大会で負けた後、３０分間少年が一人で

こまを回し続けていたシーンは、とても印象的だっただけに、大会で負けた少年が

自分の気持ちとどう折り合いをつけ、こま遊びを再開したのか、もう少し静観した

方がよかったのではないか。 

 

○  こまを通して子どもたちのコミュニティーに活気が出ている、という点が興味深

かった。こま遊びを通じて、他の世代の子どもたちと交流ができているのはすばら 

しい。ただ、ナビゲーターを務めた俳優が番組冒頭のコメント以外に登場したシー 

ンがなく、番組に出演する意味や今回のテーマとのつながりが弱いように感じた。 
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○   番組で取材していた少年が、こまを通じて表情がどんどん変わっていく様子がよ 

くわかり、とてもおもしろかった。私も最後のインタビューは不要だったと思う。 

また、ナビゲーターが冒頭で紹介していた「福岡に伝わる博多ごま」の内容につい 

て、自分の幼少の頃の認識と若干差があったので、もう少し掘り下げて説明してほ 

しかった。 

 

○   周りに必要以上に干渉されず、子どもたちの中だけでこま遊びをしていることに 

感心した。私は最後のインタビューのシーンについてもよかったと思う。取材陣に

ずっとついて回られた少年からしてみれば、うっとうしいと感じることもあったと

思うので、「もういいでしょう」というコメントに子どもらしさを感じ、安心した。

ただ、番組ナビゲーターが番組冒頭以外には全く登場せず、番組全体とのつながり

が薄かった。 

 

○   私もよくこま遊びをした記憶があるが、今の子どもたちがこま遊びに熱中してい  

ることに感心した。番組冒頭で太宰府市が福岡のベッドタウンで、子どもが増えて

いるという説明があったが、その背景ももう少し掘り下げてほしかった。また、番

組で取材していた少年は、この番組に非常に適した子どもだった。外で子ども同士

が真剣勝負を繰り広げ、悔しがったり、喜んだりする場が増えるのはとてもよいこ

とだと思う。 

 

○   今の時代に子どもたちが広場に集まって、こま遊びに熱中していることに驚いた。   

こまの勝負を通じて、子どもたちが成長していく姿は見ていて爽やかだった。また、

子どもたちの成長を支えようと、太宰府天満宮での大会を地域ぐるみで運営する人

たちの姿は非常に温かく感じた。今の時代に大事なことを教えられた。それと同時

に年配の人にとっては、忘れてはいけない昔の気持ちを改めて思い返すことができ

る番組だった。 

 

○   全体的によくまとまっていたと思う。番組で取材していた少年が下級生にばかに 

されまいと必死に努力するシーンや、試合の時に自分勝手に振る舞う下級生にぐっ

と我慢するシーンは印象的で、大会の場面では思わず本気で応援したくなってし

まった。子どもたちがこま遊びをするようになったのは、番組にも出演した藤田氏

の功績が大きかったと思う。藤田氏についてはもう少し詳しく紹介してほしかった。
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また、大会が太宰府で行われている感じがあまりなかったのが残念だった。 

 

○  こまに夢中になる少年たちの世界が見事に描かれており、心地良くて爽やかな感 

動が残る番組だった。日本の伝統の遊びであるこまを取り上げた点も「にっぽん紀 

行」という番組に合っていたと思う。子どもたちを遠くから見守る地域の人たちを 

紹介する部分などを通じて、必要以上に子どもたちの世界に干渉しない、大人の包 

容力の大きさを伺わせる構成だった。 

 

○  自分も子どもの頃にこまに慣れ親しんだこともあり、とても懐かしく感じながら 

見た。他の地域のこまの文化や種類などをもっと紹介してほしかった。また、こま 

遊びを子どもたちに紹介した藤田氏の紹介や、太宰府天満宮で開催される大会につ 

いての説明が不十分だったと思う。また、ナビゲーターの俳優が大会の様子をリポー 

トしてもよかったのではないか。 

 

○  今の時代にこま遊びをしているところがある、という点に目をつけたのはすばら 

しかった。番組で追いかけていた少年の表情から伝わる部分が大いにあった。下級 

生に「自分が仕切る」と言われたのは、勝負の世界の弱肉強食の関係を表現してお 

り、少年のさらなる成長にもつながるのではないかと感じた。ただ、下級生がなぜ 

強いのかといった説明を少しだけでもしてほしかった。また、ナビゲーターの俳優 

が番組冒頭でコメントを述べる際の視線がいかにも台本を読んでいる、という感じ 

でとても気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

さまざまな意見をいただきとても参考になった。俳優の視線が不自然 

になってしまったのは、われわれが直前にコメントを変えたのが原因で

ある。子どもたちは相手のこまを割るだけでなく、長く回し続けること

にも喜びを見出していて、先端をとがらせず丸くしているこまで攻撃の

バリエーションを増やしているとも聞く。そうした点も番組で紹介した

かったが、盛り込めなかったのが反省点である。 

  

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月１３日(土)と１２月２０日(土)の幻解！超常ファイル「シリーズ 予言者 
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ノストラダムスの謎」(１３日のみ後11:10～11:29.30)を見た。続編が期待できそう

な内容でおもしろかった。 

 

○  １２月３１日(水)に「第６５回ＮＨＫ紅白歌合戦」をリアルタイムで最後まで見 

た。昔のＮＨＫ紅白歌合戦と比べて、歌のジャンルの多様さがないように感じた。 

より多くの人に最後まで見てもらうには、さまざまなジャンルの歌を並べる工夫が 

必要ではないか。 

 

○  １月１１日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「日本縦断２０００キロ！ 

旅するチョウを追え」を見た。自分たちの餌のためや、自分たちの子孫を残すため 

に、2,000キロもの距離を飛ぶチョウに感心した。 

 

○  １月１日(木)にＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像「プロローグ 

私たちはどう生きてきたか」(総合 後9:00～10:13)は非常におもしろかった。今ま

で知らなかったことも多く、参考になることがたくさんあった。再放送を期待した

い。 

 

○  私も１月１日(木)のＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像「プロロー 

グ 私たちはどう生きてきたか」を見た。1940年代から１０年単位で象徴的な出来 

事を映像と証言で振り返っており、非常に興味深い番組だった。 

 

○  大河ドラマ「花燃ゆ」の初回、第２回と見たが、非常によい出来栄えだった。女

性の視点で幕末を描くことに好感を持てた。 

 

○  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)と、１月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)を見た。これからの３０年は人工知能が人間をコントロール 

する世界が訪れるというものだった。今後、人間の英知を駆使して、われわれが直 

面している諸問題にどう当たっていくべきなのか、という提言がほしかった。また、 

人間の英知を弱い立場にいる人のために活用する場面も紹介してほしい。 

 

○  私も、「ＮＨＫスペシャル ネクストワールド 私たちの未来」を見た。人工知能

がさまざまな場面で役立つことがよくわかった。技術革新を繰り返す中でも、今後 
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人間にしかできない仕事とはどのようなものなのかということを、考えさせられる

番組だった。 

 

○  私も、「ＮＨＫスペシャル ネクストワールド 私たちの未来」を見た。近い将来、

便利なようで恐ろしい世の中になるかもしれないなど、いろいろなことを考えさせ

られる番組だった。５回シリーズということなので、第３回以降も期待したい。 

 

○  １２月２１日(日)のＮＨＫスペシャル メルトダウン Ｆｉｌｅ．５「知られざ 

る大量放出」(総合 後9:15～10:13)を見た。予期せぬ事故に対する判断の難しさが 

浮き彫りになっていたが、今後「想定外」という言い訳は通用しない、という強い 

メッセージを感じた。 

 

○  私も、１２月２１日(日)のＮＨＫスペシャル メルトダウン Ｆｉｌｅ．５「知 

られざる大量放出」を見た。積み重ねられた分析からわかってきたことをわれわれ 

も共有し、それを今後に生かすことが必要だと感じた。 

 

○  １２月２６日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「３８万人の甲状腺検査～ 

被ばくの不安とどう向き合うか～」(総合 後10:00～10:49)を見た。事故の被害者 

が被ばくの不安と今後どう向き合っていくのか、本当に深刻な問題だと考えさせら

れた。東日本大震災からまもなく４年となる今も、悲劇は続いているということを

実感させられた。こうした強いメッセージを発する東日本大震災関連の番組を、関

係者たちがどう受け止め、今後どう対応するのかといった検証番組もぜひ制作して

ほしい。 

 

○  １２月２９日(月)に出前迅速！高専ロボコン２０１４ 全国大会「手作りロボッ 

トが“ソバの出前”で真剣対決！」(総合 後10:40～11:58)も見たが、進化する技術 

に人がどう関わるべきか、そしてその技術にどういうリスクが伴っているのか、を 

しっかり認識すべきだと思った。 

 

○  １月８日(木)の地球イチバン「世界一高価なキノコの秘密」(総合 前2:15～ 

3:02.30)を見た。イタリアのアルバという街の特産品だった白トリュフを、自分た 

ちの街の発展のために、世界的な有名人に贈っていたという歴史に感心した。 

 

○  長崎県域で平日に放送している「イブニング長崎」(総合 後6:20～6:58.55)を見 
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ている。非常にバラエティーに富んだ内容で、ことしも長崎から「地方の元気」を 

発信してほしい。 

 

○  １月１０日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「ニッポン“空き家列島” 

の衝撃～どうする？これからの家と土地～」(総合 後9:00～10:13)を見た。現在、 

全国に空き家が820万戸あり、２０年後には３軒に１軒が空き家になるという試算が

あるという。こういう状況になった要因を、さまざまな立場の人が集まって討論し

ていたのがよかった。 

 

○  私も、１月１０日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「ニッポン“空き 

家列島”の衝撃～どうする？これからの家と土地～」を見た。空き家を取り壊して 

更地にすると固定資産税が６倍かかるため、放置してしまうという事例を紹介して 

いたが、非常に重要な問題提起だったのではないか。 

 

○  １月５日(月)と１月６日(火)のクローズアップ現代「地方から日本を変える」を 

見た。地方に根差している新聞社に勤める立場としては、地域をどう活性化するか 

というのが大きな課題だが、両方とも非常に参考になる番組だった。 

 

○  １月１３日(火)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、水戸で新たなスタイル

のウェディングドレスを開発したというリポートを放送していた。私自身、結婚と

いうテーマに非常に関心があるが、こうしたアイデアが地元の活性化にもつながる

のではないかと感じた。 

 

○  元日の朝からうまいッ！選「みずみずしさが絶品！水なす～大阪 貝塚市～」（総

合 前6:15～6:49）を放送していた。「一富士二鷹(たか)三茄子(なすび)」とはいわ

れるが、水なすというのは夏の野菜で季節感もなく、なぜこの日のこの時間帯に放

送したのか。もったいなく感じてしまった。同様に、１月３日(土)にうまいッ！選 

「甘くてプリプリ！伊勢えび～三重 志摩市～」（総合 前6:15～6:49）を、１月４

日(日)にはうまいッ！「モチモチ うまみが調和！昆布巻きかまぼこ～富山市～」

を放送していた。それぞれの地域に伊勢えびが取れる場所やかまぼこが名物の場所

があるにも関わらず、なぜ三重と富山の２県なのか。疑問が残った。 

 

○  「ブラタモリ」が３年ぶりに復活するということで、地方ロケを積極的に行って 

もらい、地方の活性化にもつなげてほしい。 
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○  連続テレビ小説「マッサン」を見ている。北海道にいたマッサンからエリーに電

話がかかってきたときに、エリーが「あんぽんたん！」と叫んでいた。日本人でも

正しい意味を分かっている人は多くないと思うが、その当時スコットランド人のエ

リーがなぜ「あんぽんたん」という言葉を知っていたのか、少々疑問に残った。だ

が、マッサンの母親が亡くなる前に言った「お前の造ったウイスキーはまずい」と

いうせりふとあわせ、非常に印象的な言葉だった。 

 

○  １２月１日(月)から４週連続で放送された東北発☆未来塾「山本寛斎 人を動か

すチカラ」を見た。山本寛斎さんが若い学生と本音で向き合う場面に好感が持てた。

また、山本さんの一見激しい性格を形づくった若い頃の葛藤も知ることができ、そ

れも見どころの一つだったと思う。 

 

○   １月６日(火)にブラタモリ「京都」（総合 後 8:00～8:43）を見た。タモリさんな

らではのトークで、最後まで笑いが絶えなかったとともに、目からうろこのうんち

くぶりに感心しきりだった。今後も全国各地でのロケを期待したい。 

 

○  年末年始は特別番組や総集編といったものが多く、好きな人には最高の機会だっ 

たと思うが、そうでない人には一日中似たような番組が流れていると感じ、退屈に

なるのではと思った。 

 

○   １月９日(金)のドキュメント７２時間「出産ラッシュ！日本一の産婦人科」を見

た。病院の待合室にカメラを据え、家族の心配そうな表情や赤ちゃんの誕生を待ち

わびる姿をよくとらえていた。ナレーションの夏木マリさんの声も聞きやすかった。 

 

○   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」を見た。４種類あるエボラウイルス全てに有効な

抗体を見つけ出し、治療に使える段階まで進んでいることを初めて知った。ただ、

「プロフェッショナル 仕事の流儀」という番組は、登場人物の今に至るまでの成

功、失敗、葛藤、そしてその人が打ち込んでいるものへの情熱などにスポットを当

てることが多い。今回取り上げた高田さんを、今後違った視点で紹介してもよいの

ではないかと思った。 

 

○   １月１２日(月)に「東海道五十三次合作絵巻 日本画を創った巨匠たちの旅立 

ち」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後7:30～8:59）を見た。100年前に４人の画家がなぜ東海道を徒

歩で旅して絵巻を描いたのか、ということを丁寧に伝えていた。また、番組に出て
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いた役者は知らない人がほとんどだったが、視聴者側の想像も膨らむので、有名な

役者を起用するよりもよかったと思う。 

 

○   同じ１月１２日(月)にららら♪クラシック「ワルツ王が生んだ心躍る調べ～美し 

く青きドナウ～」を見た。司会の石田衣良さんとピアニストの加羽沢美濃さんが、

「美しき青きドナウ」のさまざまなアレンジパターンを紹介し、どう違うのか、 

を解説していた。双方の視点をうまく織り交ぜており、クラシックにあまり興味

がない人でも楽しめた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「東日本大震災関連の放送について、関係者がどう受け止めているのか

といった検証をしてほしい」という意見は報道機関としてもしんしに受け

止めたい。「ブラタモリ」については、ぜひタモリさんに九州沖縄各地でロ

ケをしてもらえたらと思う。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年１２月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１８日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、きん☆すた「祭りへＧＯ！」を含め、放送番組一般

について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長  宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （宮崎大学名誉教授） 

      竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 友安 潔  （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

  

 

（主な発言） 

 

＜きん☆すた「祭りへＧＯ！」 

（１１月２１日(金)総合 後8:00～8:43 福岡局制作）について＞ 

 

○    「自治体消滅」の危険性があると言われている中、地域色の強い祭りを取り上げ 

るのは非常に大事だと感じた。また、祭りは地域の人材を育てる場だということを

実感させられた。宮古島の「パーントゥ・プナハ」や鹿児島の「ヨッカブイ」は非

常に興味深かったが、子どもが泣き叫んでいるのが気になった。こうした祭りで子

どもがトラウマになってしまうことがあると聞く。地域の人たちは奇祭が子どもた

ちに与える教育的・心理的な影響について考えるべきではないか。 

 

○    大分のユニークで珍しい祭りとして「ひょうたん祭り」が取り上げられていたが、  
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他にもいろいろな祭りがあるのに、なぜ「ひょうたん祭り」なのか、明確にしてほ

しかった。若い人たちが祭りを継承しているということだったが、祭りを今まで支

えてきた人たちについてはほとんど触れられていなかった。番組司会者が、直接現

地に行って祭りを体験した方が、祭りの裏側がより見えたのではないか。４３分と

いう時間の中で、これだけ多くの祭りを取り上げると、それぞれの祭りの印象が希

薄に感じた面もあったが、こうした奇祭が九州沖縄にたくさんあるということは、

今後も伝えてほしい。 

 

○    祭りの紹介方法や紹介順など、もう少し全体の流れを整理すべきでは、と感じた。   

スタジオゲストが「祭りには、人々の生活を変え、また一から出直すといった意味

がある」と言っていた。祭りの主役の人や周りの人たちが、祭りを通じてどう変わっ

たのか、といった点も取材してほしかった。女性キャスターの感想や服装もやや気

になった。 

 

○   「パーントゥ・プナハ」は観光客への対応というのが実際の課題になっている。 

代々伝わっている祭りのやり方を継続させるためにも、当該地域の人たちが観光客

に対してきちんとした情報を発信すべきではないか。また、スタジオゲストのコメ

ントがややわかりにくかった。あらかじめ、質問の意図を伝えるべきだったのでは

ないか。 

 

○   一方で、番組で流れるＢＧＭがよく工夫されており、番組全体のテンポがよくなっ   

ていた。祭りの価値が見直されることは、今の時代に必要なことだと思う。視聴後

にはほんわかとした幸せな気持ちになれた。 

 

○  全体的に楽しみながら見ることができたが、４３分の中にさまざまな要素を無理 

やり詰め込んでいる感も否めなかった。そのため、それぞれの祭りについての説明 

が少々足りなかったように思う。 

 

○  「火の神祭り」については、元々危険であるというのが特徴の一つなので、安全

に配慮しているという説明については、やや興ざめな印象を受けた。また、どれか

の祭りだけでも司会者がロケに行った方がよかったと思う。 

 

○   私も、「火の神祭り」の紹介の際、「安全には十分配慮しています」といったスー
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パーは見ている側の興奮が冷めてしまうことにもつながると思う。危険な経験を乗

り越えた先に、人としての成長があるということを伝えたいのであれば、暗黙の了

解としての説明は不要だったのではないか。 

 

○   祭りが行われる地元の人ですら知らないような、ローカル性の強い祭りを取り上 

げていたという点に感心した。それぞれの祭りについて、歴史的な背景をもう少し 

詳しく説明してもらえると、今回取り上げていた祭りをより深く理解できたと思う。 

祭りの後の「直会」などを通して世代を超えた交流も描くと、番組全体がより深まっ 

たと思う。 

 

○  番組を通して、それぞれの祭りの共通したテーマは何か。それは「自分の地元に 

祭りがあるから帰ろう」という「望郷」なのではないか。こうした祭りがあること 

で、一度都会に出た人たちが、機を見て故郷に帰ってくるきっかけになるのだと思 

う。やや残念だったのは福岡や佐賀、長崎の祭りが紹介されていなかったこと。第 

２弾を期待したい。 

 

○  地域性が強く、その地域が一丸となって受け継ごうとする祭りというものを、非 

常に興味深く見ることが出来たので、もっと他の祭りも紹介してほしい。 

 

○  短時間に、多くの祭りを詰め込み過ぎた感じを受け、残念な印象を受けた。もう

少し的を絞り、それぞれの祭りの背景や祭りを通した人間模様などを、丁寧に伝え

るべきではなかったか。 

 

○  ライフスタイルがめまぐるしく変わっていく中で、こうした伝統を守る人たちに 

焦点を当てているのは非常によかった。「全国祭りポータルサイト」のようなものが 

できると、そこに遊びに行くのがもっと楽しくなり、地元の人たちと触れ合えるきっ 

かけにもなると思う。今後もさまざまな祭りを紹介してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

さまざまな意見をいただき、非常に参考になった。短時間に詰め込み

過ぎたという点は、自分でも実感している。それぞれの祭りの説明が中

途半端だったことや、スタジオパートが短くゲストの説明がわかりにく

かったことは、反省点として次回に活かしたい。地域の祭りは町おこし

につながる可能性がある。その反面、ことしの「パーントゥ・プナハ」
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で観光客が本気で怒ったことがインターネット上で話題になるなど、

代々受け継いできたものが崩れかねないというリスクもある。こうした

問題も今後取り上げていきたい。 

  

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２日(火)のアスリートの魂「最強をめざす 新関脇 逸ノ城」(ＢＳ１ 後 

9:00～9:44)を見た。逸ノ城の強さの秘密がよく描かれていたが、科学的なデータを 

用いながら検証されると、なおよかった。 

 

○   私も、アスリートの魂「最強をめざす 新関脇 逸ノ城」を見た。逸ノ城が、さ 

まざまな困難を乗り越えて強くなったことがよくわかった。 

 

○  １２月１６日(火)のサイエンスＺＥＲＯ「おめでとう！ノーベル物理学賞 青色 

ＬＥＤ徹底解説」(総合 前0:15～0:44.30)を見た。ノーベル物理学賞を受賞した天 

野浩さんが自分の研究をわかりやすく説明しており、大変興味深かった。科学番組 

は敬遠しがちだが、こういう番組であれば今後も見てみたいと思った。 

 

○    私も、「おめでとう！ノーベル物理学賞 青色ＬＥＤ徹底解説」を見た。天野浩 

さんは気難しい人かと思っていたが、とても柔和な印象を受けた。 

 

○   １２月１６日(火)の地方発ドキュメンタリー「“生きた証”を届ける～北海道 遺  

品整理士の日々～」(総合 前0:47～1:30)を見た。遺品整理士という職業を初めて

知ったが、核家族化が進み親と一緒に過ごすことが少ない今の時代に必要な職業な

のではないかと感じた。 

 

○   １１月２７日(水)のクローズアップ現代「はやぶさ２ 生命の起源を探る旅」を 

見た。先人たちの技術の積み重ねによって宇宙開発が進み、昔は夢物語だったもの

が今は現実になりつつあるということを知った。創造性を豊かにして未知に挑戦し

ていくことが大事だというスタジオゲストのコメントも印象的だった。 

 

○   １２月３日(水)のＮＨＫニュース おはよう日本の「ｃｈｅｃｋ！エンタメ」で、  

Ｅテレの「ニャッキ！」の制作に携わっているアニメーターを取り上げていた。５
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分という短い番組の裏にも、膨大な労力が費やされ、多くのこだわりが詰め込まれ

ているのだ、ということを感じた。 

 

○    １１月２６日(水)の歴史ヒストリア「和食はどうしておいしくなった！？～時代 

の主役たちが育んだ食の遺産～」を見た。１３世紀から１６世紀にかけての和食の

歴史が紹介されていて、とてもおもしろかった。番組のラストの茶懐石の膳につい

ては、もう少し丁寧に説明してほしかった。 

 

○   １１月３０日(日)のＮＨＫスペシャル「攻防 危険ドラッグ 闇のチャイナルー

トを追う」を見た。まるでドラマを見ているようでハラハラした。番組内でインタ

ビューを受けていた部長はモザイクがかけられていなかったが、身の危険が及ばな

いか、心配になってしまった。 

 

○   私も、ＮＨＫスペシャル「攻防 危険ドラッグ 闇のチャイナルートを追う」を 

見た。街角で危険ドラッグを売っている店は減少しているということだが、麻薬取

締官と業者の攻防は今後も続くだろうと感じた。続編を期待したい。 

 

○   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～」    

を見た。立花隆さんがスタジオゲストだったが、国谷キャスターとの会話があまり

かみ合っていない印象があり、気になった。 

 

○   １２月５日(金)の特報フロンティア「対馬とプサン 海峡を越えた花火」(総合 後 

7:30～7:55 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)を興味深く見た。九州は離島が多いので、離島で今何が

起きているのかということを、引き続き取り上げてほしい。  

 

○  １２月９日(火)のクローズアップ現代「子どもの性同一性障害～揺れる教育現

場～」を見た。全国におよそ600人の子どもが性同一性障害ということだが、こうし

てＮＨＫが番組として取り上げたことで、障害に苦しんでいる人たちの気持ちが少

し和らぐかもしれないと感じた。 

 

○   １１月２９日(土)のザ・プレミアム 史上最大の謎 チンギス・ハンの墓～俳優・  

東出昌大 モンゴルの大地を行く～(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後7:30～8:59)を見た。およそ２

週間、現地で生活をする中で、東出さんの人柄がよく出ていたのと同時に、ＮＨＫ
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の取材力のすごさを感じた。 

 

○   １２月１２日(金)の特報フロンティア「１７歳の介護実習日記～福祉科の高校生  

たち～」(総合 後7:30～7:55 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。将来に不安を抱えながらも、

卒業前の介護実習に臨む福祉科の高校生たちの様子を、脚色せず淡々と撮影してい

るのが印象的だった。 

 

○   １２月１０日(水)と１２月１１日(木)の２夜連続で放送されたドキュメンタリー  

ドラマ「撃墜 ３人のパイロット～命を奪い合った若者たち～」(総合 後10:00～

10:49)を見た。元アメリカ海軍の男性が、戦時中に撃墜させた戦闘機のパイロット

がどんな人だったのかをたどる番組だった。戦争というのは愚かなものであるとい

うことが、ドラマを通して淡々と描かれていた。 

 

○   １２月５日(金)のファミリーヒストリー「モト冬樹～長州から江戸へ 激動を生 

き抜いた歳月～」を見た。自分が生まれるまでに、先祖がどういう人生を送ってき 

たのかを知るのは大切なことだと思う。 

 

○   １２月９日(火)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 秘話でつづる 第一    

次世界大戦「戦時下 女性たちは動いた」を見た。第一次世界大戦中に動員された

女性が経済活動や医療の現場で活躍したことが、その後の女性の地位向上につな

がったという皮肉な展開を描いていた。来年は戦後７０年。ＮＨＫにはこの機会に、

改めて昭和２０年というのを、さまざまな視点でとらえ伝えてほしい。 

 

○    １１月２８日(金)のドキュメント７２時間「さすらいの“シャケバイ”」を見た。    

「シャケバイ」というタイトルが気になって見てみたが、今の若者たちが何を考えて

いるのか、よく伝わってきた。 

 

○   私も、ドキュメント７２時間「さすらいの“シャケバイ”」を見た。これからます 

ます地方の労働力不足が進み、“シャケバイ”のような若い労働者が増えるかもしれ 

ない。安心や希望を持たせるようなサポートが何かできないか、考えさせられる番

組だった。 

 

○   私も、１２月７日(日)のＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 ｓｅ



7 

ａｓｏｎ２ 第３回「緑の魔境 生物の小宇宙～中米コスタリカ～」を見た。映像

が非常にきれいで、気に入っているシリーズだが、現場の音をもっと聞き、映像そ

のものをもっと見たい私としては、ナレーションやテロップは出来るだけ減らして

ほしい。 

 

○   １２月１２日(金)にきんくる～沖縄金曜クルーズ～「誕生！おきなわ新喜劇～ゴ 

リが描く沖縄～」(総合 後7:30～7:55 沖縄単)を見た。私が所属する文化振興会が

当初立ち上げを支援した「沖縄新喜劇」が自主公演をできるようになり、非常にう

れしく思いながら見た。 

 

○    ＮＨＫは取材対象と適当な距離を取って、美談化せずに淡々と伝える姿勢に好感  

が持てる。１１月の沖縄県知事選挙と、先の衆議院選挙の報道についても、大変良

識ある報道をしていた。沖縄県知事選挙についても、適切な距離感を維持しながら

今後検証してほしい。 

 

○   １２月６日(土)のいちおし！九州沖縄で放送された佐賀イズム「己を変えて磨く 

剣」(総合 前10:50～11:15 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。新たに剣道部の主将になった少 

年が、「自分が変わればチームも変わる」と監督に言われ、再起をかける姿を追いか 

けていた。少年が徐々に変わっていく姿をうまくとらえていた。 

 

○   １１月２７日(木)のアジア海道“不思議の島々”ゆく～鶴田真由 ２０００キロ   

の旅～「第１回」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後3:00～4:29)を見た。インドネシア・バリ島の東

にあるヌサトゥンガラ諸島を女優の鶴田真由さんが１か月かけて旅していた。鶴田

さんが受けた印象を強調せず、淡々とリポートしていたことで、緩やかな旅の時間

の流れに浸れたような気がする。世界には多様な豊かさと多様な幸せの形があるこ

とを改めて感じさせられるものであった。 

 

○   １２月１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「大事なものは、足元にある～ 

ポール・スミザー～」を見た。イギリス人のガーデニングデザイナーが雑草にまで 

価値を見出し、造園に活かしているという。ただ、日本人の間で評価が高まるのは 

これからではないか、と感じた。 

 

○   １２月１７日(水)の「あさイチ」で「ヘアドネーション」というテーマを特集し 
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ていた。円形脱毛症などに悩む子どもたちに、人の髪で作ったかつらをつけると、 

子どもたちの頭になじみ、学校でいじめにも遭わないという。非常に感動的な話

だった。さまざまな理由で髪の毛が抜けることに悩んでいる子どもたちが全国に大

勢いるということで、こうしたテーマを放送したのはとても有意義だったと思う。

人に相談しにくいことや、体の悩みを取り上げるような番組は私も参考にしたい。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年１１月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２０日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、きん☆すた「幸せ発見！百歳の笑顔を見つけた～鹿

児島～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長  宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （放送大学非常勤講師） 

      竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 友安 潔  （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

  

 

（主な発言） 

 

＜きん☆すた「幸せ発見！百歳の笑顔を見つけた～鹿児島～」 

（１０月３１日(金)総合 後8:00～8:43 福岡局制作）について＞ 

 

○  高齢化に対して非常にポジティブに捉えた番組だった。特に、３人目のおばあさん

を取材していたガレッジセールの川田広樹さんが「自分もいろんなことを思い出し

た」と言いながら、涙を流していたシーンに、特に団塊の世代の人たちは元気をもら

えたのではないか。番組を見た後、久しぶりにすがすがしい気分になった。とてもす

ばらしい番組だった。 

 

○  置かれた立場が少しずつ違う３人を取り上げていたのは印象的だった。この方たち

の幸せの原点は、地域との関わりと家族に恵まれているということではないだろうか。

今回は郊外のお年寄りが出ていたが、今後増えるだろう都会で100歳を超えたお年寄



2 

りが、周囲の人たちとどう関わりながら暮らしているのかということも取り上げてほ

しかった。また、今回の３人を選んだ背景や経緯をもう少し知りたかった。 

 

○  通算３回、この番組を視聴した。リアルタイムで見た１回目は、３人が家族や地域

に支えられて生き生きとしている姿を、ほのぼのとした気持ちで見た。だが、同じ時

期に「老後破産」や、高齢者による犯罪の増加などを取り上げた別の番組を見ていた

こともあり、視聴回数を重ねるにつれ、必ずしも笑顔で過ごせるお年寄りばかりでは

ないのでは、と考えるようになった。今後、この３人のように幸せに生きる人たちは

どのくらいいるのだろうと思い、そうした課題も「特報フロンティア」のような番組

で取り上げてほしい 

 

○  私も通算３、４回視聴した。１０万人あたりの100歳以上のお年寄りの人数が、鹿

児島が九州沖縄では最多ということだが、これは裏を返すととても深刻な問題かもし

れないと思った。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」では、身寄りのない植物状態のお年寄りの延命治療を続けるかどうか、と

いう問題を取り上げていた。こうした番組を見ると、「きん☆すた」に出ていたお年

寄りたちの方が少数なのではないかと感じた。高齢化社会では、こうした両極化が進

んでいるということを、知っておくべきではないかと感じた。 

 

○  ２番目に出てきた方が団体競技のゲートボールを通して、地域のつながりを作って

おり、とてもほのぼのとした。また、今回鹿児島が舞台ということで、鹿児島弁を期

待していた。だが、お年寄りたちも標準語に近い話し方をしていたので、字幕スーパー

はあまり必要なかったのではないか。ガレッジセールの２人と比べ、女性アナウン

サーがお年寄りたちとの絡みが少なかった印象を受け、少々物足りなかった。 

 

○  ガレッジセールが、番組に出ていたお年寄りたちにそこまで感情移入するのかと 

いう点は、よい意味で驚いた。それぞれのＶＴＲの流れについては、紹介した３人

とも、まずその方の紹介をした後に、司会の３人がそれぞれ会いに行くという流れ

だったが、同じものを２度見せられている感じがした。ＶＴＲの冒頭から３人がそ

れぞれの方に会いに行くという構成でもよかったのではないか。 

 

○  この番組を通して、番組に出ていた３人のお年寄りが、周りとのつながりの中で暮

らしているのを見て、ほのぼのした。だが今、老後におけるさまざまな問題が起きて
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いる。今回の３人のように、周りの人たちとすばらしい関係を築いて、充実した生活

を送れている方ばかりではないと思う。そうでない方たちが自分のモチベーションや

生きがいを見つけられる環境づくりも大事なのではないか。 

 

○  司会の３人が感情移入をし過ぎたあまり、進行に影響が出たのか、番組の最後が 

尻切れのようになったのが残念だった。番組最後の部分のゴリさんの「歳を重ねる 

ことは悪くないと思った」というコメントは等身大で共感できた。「100 歳と言えば 

戦後の･･･」というコメントがあったが、実際は２つの大きな戦争を生き抜いて来た

方々なので、「戦後」と一言で片づけられると軽く捉えているように感じた。そ 

の場のコメントはつくづく感性や人柄が出るのだな、とドキッとした瞬間だった。 

 

○  長寿の秘けつは、日々マイペースで、ユーモアや朗らかさを持つのが大事だと感 

じた。また、周りの家族や地域の人たちの優しさや、そうした人たちとの信頼関係が 

大切だと思った。寝たきりではなく、家族や地域の人たちと楽しみながら過ごせる100 

歳であるための知恵を、今後もこうした番組を通して啓もうしてほしい。 

 

○  鹿児島出身の私だが、鹿児島がこんなに長寿の方が多い場所だとは知らなかった。 

番組に出ていた３人とも明るくてユーモアがあり、人生を楽しんでいるように見えた。 

今、東京の一極集中が進んでいるが、例えば鹿児島の出水市や南さつま市といった、 

土地代が安く広大な敷地に温泉がある場所にお年寄りが移住してくるといった傾向 

ができると、多くの高齢者がはつらつと、ユーモアを持って過ごせるようになるので 

はないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

本当はもっと紹介したい場面があったが、編集の都合上カットしてし

まった部分がたくさんあった。３人がこれまで周りの方に愛されながら

過ごしてきたというのを、番組を制作した後に改めて感じた。今回の舞

台となった郊外だけでなく、都会あるいは施設の中で老いていくといっ

たことについても、今後「特報フロンティア」などで、検討していきた

い。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２９日(水)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 行き惑うアメリカ 

「アメリカの“新たな戦争”？～無人機攻撃の実態～」(ＢＳ１ 前0:10～0:58)を見 

た。アメリカ軍が、ピンポイントで敵を狙えて民間人をほとんど巻き込まない無人 

航空機を開発したということだったが、実際は少女の命を奪っており、少女の未来 

を奪う権利があるのか、疑問を感じた。 

 

○  １０月１８日(土)のＮＨＫスペシャル「シリーズ故宮 第１回 流転の至宝」(総 

合 後5:00.30～5:58.30 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。芸術品が歴史を左右するほどの名 

品であればあるほど、数奇な運命をたどるのだろうと思った。 

 

○  １０月１９日(日)のＮＨＫスペシャル「カラーでよみがえる東京～不死鳥都市の

１００年～」(総合 後9:00～10:13)を見た。学徒出陣当時の色のない映像と、1964

年の東京オリンピック開会式の明るい映像のコントラストが、とても印象的だった。

「色」のあることがこんなにも情景を物語るのかと思わせる、とてもおもしろい番

組だった。 

 

○  １１月３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「楽しみも苦しみも、すべて音

になる バイオリニスト・五嶋みどり」を見た。社会活動を一生懸命にするがゆえに

ひと味もふた味も違ってくる、彼女の奏でる「音」というのがよくわかった。 

 

○  「特報フロンティア」では、１０月３１日(金)の「和牛 ジャパンブランドの挑戦～

農産物 海外輸出戦略のゆくえ～」（総合 後7:30～7:55 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ）と、１１月

１４日(金)の「宙に浮く太陽光発電～“買い取り制限”の波紋～」（総合 後7:30～7:55 

九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。特に今から注目されるテーマなので、続報を期待する。 

 

○  ８Ｋの音声や映像については、確かに臨場感はあるが、番組によって８Ｋで放送し

たほうがいいものと、８Ｋにそぐわないものがあると思う。いたずらに音や映像効果

のみを追求する危険性を感じた。 

 

○  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)を見た。高度経済成長期に、土砂災害の警
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戒地域にもかかわらず、大規模な土地開発をしたことが大もとの原因ということだっ

た。今行われていることが原因で５０年後に似たような事態を引き起こすこともある

のでは、と感じ、大変衝撃を受けた。 

 

○  １１月１２日(水)の和食 魅惑の世界 第１回「だし～日本列島を凝縮した味～」

(ＢＳ１ 後9:00～9:50)を見た。かつお、しいたけ、昆布それぞれが、なぜおいしい

だしのもとになるのかということを伝えていた。丹念に取材していて日本のだしのす

ばらしさを感じられた。また、代表的な日本のだしの１つとして、いりこにもふれて

ほしかった。 

 

○  １１月１５日(土)のＥＴＶ特集「生きづらさに向き合って～ある精神科クリニック

の挑戦～」を見た。札幌にある精神科クリニックで、患者が自分自身の苦しみや生き

づらさをさらけ出し、皆で対処法を考えるという新たな取り組みを取材していた。今

回の視聴番組となった「きん☆すた」と同じく、仲間のサポートを受けたり、地域の

中で自分の存在が認められたりすることが大切だと感じた。 

 

○  １１月１５日(土)のＮＨＫスペシャル 巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲ 

地球大変動の衝撃「日本に迫る脅威 激化する豪雨」(総合 後9:00～9:58)を見た。

豪雨災害がなぜ起きるのかということを科学的に分析しており、非常に参考になった。 

 

○  １１月８日(土)のＮＨＫスペシャル ジャパンブランド 第１回「日本式サービス 

強さの秘密」(総合 後9:00～9:58)を見た。地方のサービス産業が、東京を通さず直

接巨大なアジア市場に進出する例が増えていることが紹介されていて、地方の新聞社

に勤務する者として興味深かった。 

 

○  １１月４日(火)～６日(木)の３夜連続で「ハートネットＴＶ シリーズ 日本で暮

らす外国人」というテーマを放送していた。現在、外国にルーツを持ちながら日本で

暮らしている人は200万人を超えていて、高齢化が進んでいるという。そうした人た

ちが日本で暮らすことの大変さを知ることができた。 

 

○  １０月２５日(土)のサイエンスＺＥＲＯ「夢の生物農薬“飛ばないテントウムシ”」

を見た。薬剤を使わない点をすばらしいと思う一方で、技術に走り過ぎて、生物とし

ての本来の姿を失いかねない危うさも感じた。 
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○  １１月１日(土)のＥＴＶ特集「棋士ＶＳ将棋ソフト 激闘５番勝負」を見た。プロ

棋士がコンピューターと勝負を重ねることで、相手のパターンを読む能力が高まり、

人間同士の対決で一段と成長したことがわかるという。うまく活用することで、人間

の成長を促進させる科学技術もあるのだと感じた。 

 

○  １０月２９日(水)のクローズアップ現代「子どもって迷惑？～急増する保育園と住

民のトラブル～」を見た。地域の中でトラブルが起きた時、いかにして解決し、その

地域のつながりを元に戻すことができるか。そういったことが今後重要になるのでは

ないだろうか。 

 

○  １１月１４日(金)のきん☆すた「藤清光の料理一本勝負！ すし」(総合 後8:00～ 

8:43 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。今は秋の食が最も豊かな時期なので、そうした食材を

使って季節感を出した方がよりよかったのではないか。 

 

○  １１月１４日(金)の特報フロンティア「宙に浮く太陽光発電～“買い取り制限”の

波紋～」(総合 後7:30～7:55 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。将来を見越して投資してきた

会社が多くあり、どこにも損害賠償を求められない大変な事態になっているという状

況がよく伝わり、勉強になった。 

 

○  「きん☆すた」「サラメシ」「ふく！なび」など、４文字の短縮用語のような番組が

最近多いように感じるが、年配の方からすれば、番組の内容がわかりにくい一面もあ

るのではないか。 

 

○  １１月１０日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「開拓せよ、最強の一本釣り 

カツオ漁師・明神学武」を見た。分析と推理に基づいて物腰柔らかく方向性を示す明

神さんのやり方は、新しいタイプの漁労長ではないかと感じた。密着取材によって船

の生活の厳しさが伝わり、この生活を年間300日も続けられることだけでも、プロ

フェッショナルなことだと感じられた。 

 

○  １１月１６日(日)のＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン～「ファッ

ション」を見た。世界から見て、日本のどういう部分が「クール」といわれているの

か、外国人の目を通して気づかされる番組であった。外国人の発言は率直だが、鋭い
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分析がされていて納得させられた。 

 

○  １１月４日(火)のクローズアップ現代「“産業観光”で町はよみがえるか」を見た。

最近よく耳にする「産業観光」という考え方が誕生した背景や課題などを丁寧に紹介

した番組で、いろいろな観点から学ぶことができた。スタジオゲストのコメントも秀

逸だった。今後も「産業観光」の分野に注目したい。 

 

○  １１月１０日(月)の「スタジオパークからこんにちは」を見た。「軍師官兵衛」の

テーマソングの作曲を手がけた菅野祐悟氏に、改めて番組制作の裏話を聞くのは実に

おもしろかった。番組の中で、幽閉された官兵衛がいよいよ脱出するシーンに、ＢＧ

Ｍがあるとないとではどう違うかという比較をしていたが、とてもよかった。ただ、

司会進行の仰々しい部分も感じられた。 

 

○  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」を見た。

視聴番組の「きん☆すた」に出ていた100歳の元気な姿とは対照的な場面が多く放送

されており、目を背けたくもなったが、すばらしい番組だった。 

 

○  １１月１７日(月)のクローズアップ現代「“ギャンブル依存症” 明らかになる病

の実態」を見た。今、ギャンブル依存症とみられる人は536万人もいるという。依存

症の人たちの家族もさまざまな問題に巻き込まれて大変な目に遭っている状況がよ

く伝わってきた。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年１０月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１６日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、７人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、新日本風土記「博多」を含め、放送番組一般につい

て活発に意見の交換を行った。 

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

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

副委員長  宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （放送大学非常勤講師） 

 友安 潔  （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

  

 

（主な発言） 

 

＜新日本風土記「博多」 

（９月１９日(金)ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～9:59 福岡局制作）について＞ 

 

○  ３世代の“ごりょんさん”と“のぼせもん”の博多祇園山笠にかける思いと、彼ら

を取り巻く人々の人間模様を軸に、山笠が絶えず流行に敏感な博多っ子の粋な姿を反

映するシンボルであることが描かれていた。人情味あふれる世界が広がっていて大変

興味深く見た。中でも、その年に亡くなった仲間への追善山の存在はとても印象的

だった。 

 

○  「男女共同参画社会」や安倍政権下での「女性が輝く社会」といわれている昨今、

女性が男性を盛り立てる“ごりょんさん”と“のぼせもん”の関係がそれぞれの世代

でどれほどうまくいっているのかということも知りたいと思った。 
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○  福岡生まれの私は山笠についてよく知っているつもりだったが、まだまだ知らない

ことが多いと感じた。伝統を守りながらも、その時代の流行を取り入れたり、その時

代を反映して少しずつイノベーションしたりしているところがとても博多らしいと

感じたし、興味深く見た。以前、山笠が通る道にビルを立てるという計画が、地元の

人たちの強い要望で変更されたという話を聞いたことがあるが、こうした人たちの思

いもすごく理解できた。 

 

○  私も「男女共同参画社会」という視点で考えれば、果たして“ごりょんさん”と“の

ぼせもん”という言葉で片づけてよいのか、違和感があった。だが、それぞれの地域

ごとに多様な生活スタイルがあり、互いの役割分担のうえで、夫婦や家族が成り立っ

ているということがよくわかった。また、山笠が北海道でも行われているシーンでは、

地域コミュニティーがないところに山笠を持ってきて、自分たちのオリジナルにして

いこうとするバイタリティーが感じられた。さらに、追善山の前で全員が静かにたた

ずんで厳粛に歌を歌い、故人やその家族に思いを託すが、また戻るときには活気よく

帰るシーンが、祭りの中の一番のだいご味だと感じ、静と動がわかりやすく表現され

ていてよかった。 

 

○  年齢を理由に参加できなくなってしまった中学１年生の女の子を取材するなど、全

体的にものすごく綿密に、かつ詳しく取材しており感心した。ただ、今町のコミュニ

ティーと山笠のコミュニティーが必ずしも一致していないという問題や、あらゆると

ころから若者を集めて祭りを存続させているという問題について、あまり触れられて

いなかった。今祭りを支えている地域が、実際にどうなっているのかというのを知り

たかった。また、アジアとの接点が多い博多の中で、山笠がどういう役割を果たして

いるのか、もう少し突っ込んでほしかった。 

 

○  私の住んでいる場所は、祭りらしい祭りがなく、約２５年前、山笠を見て触発され

た記憶がある。縦社会の祭りを通して先輩後輩の関係があり、行儀作法まで教えても

らえる世界を非常にうらやましく感じた。自分の村でもそういう祭りを作ろうと動い

たときがあったが、なかなかうまくいかなかった。山笠を通した地域のコミュニケー

ションというのは非常に大事なのではないかと感じた。 

 

○  “のぼせもん”に対して理解を示す“ごりょんさん”の、女としての器量を感じた。

この番組で特に気に入ったのが、ネックレスをさりげなく渡す場面。あのシーンは
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かっこいいというか、夫婦の一つの在り方なのではと思い、ものすごく感激した。山

笠というものを通じてさまざまな夫婦の在り方があり、地方再生の一助にもつながる

のでは、と感じた。 

 

○  伊東敏恵アナウンサーと石澤典夫アナウンサーの掛け合いのようなナレーション 

がとても聞きやすかった。博多山笠がテーマだったが、祭りそのものよりも“のぼ 

せもん”と“ごりょんさん”を中心に描かれていた。博多の人がすべてこんな人ば 

かりとは思えないが、祭りの中で育った気質は映像で伝わってきた。また、功労者 

の供養をする追善山でのシーンや、最後のサラシを干すシーンが良かった。特に、 

サラシを干すシーンはサラシ一つにも干し方にこだわりがある男の姿と奥さんのや 

りとりがおもしろく印象に残った。気になる点として、川上音次郎の話について、 

山笠とのつながりがほしかった。また追い山のシーンが少なかったように感じたの 

と、若干迫力に欠けていたように思う。 

 

○  山笠は、世代を超えて住民の心を一つにする力強さを感じた。年中、山笠のこと 

を考え続けている人もいて、深い魅力があることも感じた。特に、若い人も年配者 

も一つの価値観で結束しているところがすばらしい。国の重要無形民俗文化財とい 

うことも十分納得できた。“のぼせもん”を支えようとする“ごりょんさん”がいて、 

博多の男性たちはなんと幸せ者かと感じた。また、山笠に参加するそれぞれの家族 

を取材していたが、どの家族も山笠に出発する様子がいきいきとしており、真剣さ 

や決意のようなものを感じた。冒頭の「風の中に、土の臭いに、もう一度日本を見 

つける。私を見つける」というナレーションが心に伝わって来る番組だった。“のぼ 

せもん”が全てを忘れて発散する「かき山」は、見る人全てに感動を与え、印象に 

残る番組だった。 

 

○  ナレーションがとても落ち着いていて、美しい映像にとてもマッチしていた。２ 

か月も仕事そっちのけで祭りに興じ、その中で培ってきた博多の町の人との絆をと 

ても大切にする“のぼせもん”と、そうした“のぼせもん”を裏で支える“ごりょ 

んさん”といった、博多の魅力をさらに高めてきた人間模様がとてもよく理解でき 

た。追善供養の儀式もすばらしかった。山笠のはっぴを着せて棺おけに入れてほし 

いと言わしめるほど、山笠をこよなく愛している、博多の人たちの気持ちがよく理 

解できた。１トンもの山笠を大人数で猛スピードで転がし、よく死者が出ないもの 

だと不思議でならない。その辺りにどのような工夫がされているのか。紹介してほ 

しかった。ただ、鳥塚美智子さんのボサノバやお店の紹介はカットしてもよかった 
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のではないか。 

 

○  私はもともと山笠が大好きで、今回紹介されている話は何度も聞いたことがある

し、追善山のことも知っていたが、聖一国師の話など知らない話もたくさん出てき

て、本当によく取材していると思った。今回放送された“ごりょんさん”が支える

“のぼせもん”という話について、博多の人たちは実際にどう思うのかという意見

を聞いてみたいと思った。会社で言えばだんだんと昇進するように、小さい頃から

山笠に関わっている人たちは最後は“総代”となる。そうした縦社会があるからこ

そ、この山笠が続いてきたという点や、一時期若者が山笠から離れていって、今は

どういう状況にあるのか、もう少し知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

とても温かい言葉と同時に課題もいただけた。この番組を制作するう

えで最初に悩んだのは、新しい博多と古い博多の両方を描くか、それと

も「山笠」そのものだけを深く掘り下げるかということ。結果、後者を

選んだがそのことによって描けなかった部分が出てしまった。博多の人

たちが苦境に立たされているときの、コミュニティーをもう一度よみが

えらせる象徴として山笠を描ければ、地域から発信するということにも

つながるのではと考えた。祭りが抱えている課題、あるいは地域が今ど

うなっているのかという視点も必要だと感じた 

  

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  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」を見た。 

年金だけで暮らす一人暮らしの高齢者が長生きするにはお金がかかる、早く死にた 

いと漏らす姿が本当に痛々しかった。番組で、最低生活を保障するフランスの制度 

間調整というのが紹介されていたが、もっと具体的に知りたかった。 

 

○  私も、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」 

を見た。今までは都会に住んでいる高齢者を紹介することが多かったと思うが、今 

回は地方に住んでいる高齢者の現状を取り上げていて、全国にこういう問題がある 

ということを改めて感じた。 
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○  １０月１５日(水)のクローズアップ現代「“百寿者” 知られざる世界～幸せな長

生きのすすめ～」を見た。平均寿命が延びている一方で、“健康寿命”というものを

延ばす取り組みが紹介されていた。年金問題や超高齢化社会といった問題を今後も

継続して報道してほしい。 

 

○  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」を見た。日本製の小さな部品がミサイルの一部になったり、日本製レンズ

が軍事用の無人機に使われていたりする現状に背筋が寒くなった。「武器輸出三原

則」の見直しに潜む危うさを啓発する番組だった。引き続きこういう番組を制作して

ほしい。 

 

○  私も、１０月５日(日)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」を見た。防衛省の課長を取材していたが、深く突っ込んだ内容で驚い

た。 

 

○  ９月２８日(日)の「地球ラジオ」で、穂高の紅葉がとてもきれいだという視聴者か

らのはがきを紹介していた。アナウンサーも穂高に行ったことがあり、確かに紅葉が

きれいだと話していたが、この前日に御嶽山の噴火があり、紅葉狩りの登山客が犠牲

になっていた。時期が時期だけに、もう少し配慮する必要があったのではないか。 

 

○  １０月４日(土)のＥＴＶ特集「沖縄 島言葉（しまくとぅば）の楽園」を見た。今、

地域の方言を伝統文化や生活文化の基盤であると位置づける一方で、沖縄ではしまく

とぅばの言語法制化の議論がされている。こうした状況の中で、１１月の沖縄県知事

選では冷静な視点での取材・発信をしてほしい。そのほうが沖縄の問題や課題、可能

性が見えてくるのではないか。 

 

○  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～」を見た。以前からスターナビゲーションという、星を見ながら船を走らせ

る航海術がハワイやミクロネシア諸島にあることを聞いていて、注目して見た。どう

すれば家族や地域コミュニティーの再生や創出ができるのか、という問いに一つの答

えを提示していると感じた。ぜひ、これからもローカルのコンテンツを全国に発信す

るような番組を作ってほしい。 
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○  東海道新幹線５０周年に関連して、１０月４日(土)の 東海道新幹線開業５０周年

「まるごと新幹線～昨日・今日・明日 夢の超特急の５０年～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～

10:59）を見た。東海道新幹線の５０年は全てバラ色といった感じで描かれていたが、

今まで本当に課題はなかったのか。若干違和感があった。 

 

○  １０月２日(木)のハートネットＴＶ シリーズ リハビリ・ケア新時代 脳からの

挑戦（３）「子どもの脳からのＳＯＳ」を見た。不登校というと、心の問題だとか、

怠けだとかと思われがちだが、実際はそうではないと教えられたよい番組だった。 

 

○  １０月４日(土)のＡＳＩＡＮ ＶＯＩＣＥ「“ウーマノミクス”は本物か」(ＢＳ１ 

後4:00～4:48)を見た。女性支援をしているＮＰＯの内永ゆか子さんと、国連開発計

画(ＵＮＤＰ)のヘレン・クラークさんが対談する番組で、女性が社会に進出し、日本

の社会を多様化していくことが大事だということを語っており、今の日本は女性の社

会進出が非常に遅れていることを痛感させられた。 

 

○  ＮＨＫの台風報道でアナウンサーが具体的な注意喚起を細かく、かつわかりやすく

していたのがすごくよいと思った。 

 

○  ８月３０日(土)から４回シリーズで放送していたＮＨＫスペシャル「巨大災害 Ｍ

ＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲ 地球大変動の衝撃」を見た。自分の存在の小ささや自分

たちの身をお互いに守っていくことの重要性を改めて感じた。研究が少しでも進めば

災害を予知できて減災が進むかもしれないと感じた。 

 

○  １０月１１日(土)のＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 ｓｅａｓ

ｏｎ２「プロローグ 生命を巡る地球の旅」(総合 後7:30～8:43)を見た。映像が本

当にきれいですばらしく、自然や人間以外の生きものと共存することの大切さを改め

て考えた。 

 

○  番組自体は終了したが、土曜午後１１時半からの「タイムスクープハンター」を見

ていた。歴史の教科書には載らない庶民たちの暮らしぶりを想像できるような番組の

作りで、興味深く見ることができた。 

 

○  ＮＨＫの災害報道は秀逸だと思う。最近災害をいかにも見世物にするかのような 
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伝え方をしているところもあるように感じるが、ＮＨＫは当初予定の番組を休止し 

て、国民の身を災害から守る報道をしていると思う。 

 

○  １０月４日(土)のＮＨＫスペシャル「緊急報告 御嶽山噴火～戦後最悪の火山災

害～」(総合 後7:30～8:14)を見た。一命を取りとめて下山してきた人が話している

のを聞くと、非常にリアリティーがあった。自然と真摯に向き合わなければならない

時が来ているのでは、と感じた。また、噴火した状況をぼう然と見てしまっている人

たちを見て、いざという時に人間は何もできなくなってしまうのではと思った。 

 

○  平日午後６時２０分からの「イブニング長崎」のスタジオの背景の明るさや、アナ

ウンサーやキャスターの軽快な進行がよいと思う。金曜日のスポーツコーナーで柔道

の取材をしていたが、技の種類や解説など少し幅を広げて紹介すると、試合にも一段

と関心が高まるのではないだろうか。「松田予報士に聞いてみよう」のコーナーでは、

天気に関する説明が幅広くてわかりやすく、興味深く見た。３か月予報や秋から春に

かけての天気の特性を予報するところでは、テロップを使いながら説明していた。

「なぜそう予想できるのか」というのをデータで示し、わかりやすい言葉で説明して

いるところがよかった。 

 

○  １０月５日(日)のうまいッ！「幻の！？超高級アジ～長崎市～」を見た。長崎市の

ブランド魚「野母（のぼ）んあじ」を取り上げていた。漁の様子が取材されていたが、

大量には取れないこと、また、小さな傷もつけないよう釣り上げるところから出荷ま

で、丁寧に取り扱われているのが印象的だった。全国にはブランドがついたあじがた

くさんあるが、野母んあじは全国に自慢できるアジだと思う。後継者不足ということ

だが、漁を継続して長崎の特産品として知名度を高めてもらいたい。 

 

○  １０月３日(金)の世界遺産ドリーム対決！「もっと知りたい！クイズ富岡製糸場」

(総合 後10:00～10:48)は世界遺産となった富岡製糸場を案内する番組だった。終始

笑いのある進行で、ところどころクイズを出題するなど、視聴者も番組に参加した気

分になり、楽しみながら知識を得られる構成だった。また、富岡製糸場と世界とのつ

ながりを細かく取材していて、日本の近代化を支える重要な役割を担っていたことが

よくわかった。 

 

○  １０月１２日(日)ＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 ｓｅａｓｏ
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ｎ２「第１回 謎の類人猿の王国～東アフリカ大地溝帯～」を見た。ｓｅａｓｏｎ１

もとても良い番組だったので放送を楽しみにしていた。期待を裏切らず映像もきれい

で内容も素晴らしかった。取材に時間をかけていることが伝わり、丁寧に作られた番

組だと思った。ただ、台風１９号が接近していたため、台風の進路図がずっと出てい

て、番組のテロップが見づらかった。台風報道は公共放送として重要ではあるが、更

新されない情報をずっと流し続ける必要はないのではないか。リモコンのｄボタンで

も十分に情報を得ることができるので、それで事足りるのではないだろうか。映像の

きれいな番組だったので特に残念だった。再放送を希望したい。 

 

○  １０月１２日(日)のサキどり↑「みんなで“しぇあわせ”シェアリング・エコノミー」

を見た。各家庭にある不要なもの、空きスペースなどを、インターネットを通じてシェ

アできる時代が生まれつつあり、こうした隙間産業が成長していることがよくわかっ

た。インターネットという文明の利器によって、昔のような地域のつながりが再構築

されつつあり、そこから新たなビジネスチャンスを生んでいるということが勉強に

なった。 

 

○  １０月１２日(日)のＮＨＫアーカイブス「シリーズ１９６４ 第４回モノづくり大

国への道～新幹線を生んだ技術者魂～」を見た。かつての日本軍で武器を開発してい

た３人が、東京オリンピックに向けて新幹線を世に送り出すまでの苦労話を紹介して

いた。2020年の東京オリンピックに向けて、日本はどのように変わっていくかという

ことに思いをはせた、面白い番組だった。 

 

○  １０月１１日(土)のＮＨＫアーカイブス「シリーズ１９６４ 第３回 若者が文化

を生んだ時代～平凡パンチ・ガロ創刊～」(総合 後4:50～6:00)を見た。当時創刊さ

れた「平凡パンチ」とマンガ雑誌の「ガロ」の２つの雑誌が、若者が文化を生み出す

大きな流れを作ったのだと理解できた。その一方で、当時と社会状況が大きく異なる

中、今の若い人が何を生み出せるのか。スタジオ出演していた２人がこうした問いに

コメントする場面があってもよかったのではないかと感じた。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年９月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１８日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成２６年度後半期の国内放送番組の編成」について松本編成局編成

主幹から説明があり、「平成２７年度の番組改定」について意見交換を行った。そして、

「平成２６年度後半期の九州沖縄地方の番組」について石倉編成専任部長から説明が

あった。 

続いて、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１０月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （放送大学非常勤講師） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 田中丸弘子 （（株）佐世保玉屋代表取締役社長） 

 友安 潔  （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

  

 

（主な発言） 

 

＜平成２７年度の番組改定について＞ 

 

○  最近は成果主義の風潮が感じられる中で、特に報道に関して、特ダネに走り過ぎて

正確さを欠くことが、マスコミ全体に増えてきている。本当に正しかったか、そして

それを見た人がどう思ったかというのを取材する検証番組を年に何回か作ってほし

い。 

 

○  ドキュメンタリーを実際に制作しているディレクターがどんな形でリサーチをし
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て取材対象を探しているのか。番組制作を視聴者にわかりやすく見せる工夫があって

もよいのではないか。 

 

○  高齢化が進み６０歳以上の視聴者が多くなっている中で、ある百貨店での焼き物イ

ベントでも予想を大きく上回る人数が集まるなど芸術に興味を持つ人が多くなって

きたのではないか、と感じている。最近出てきた４Ｋの技術も使いながら、美術番組

などの教養番組をもう少し増やしてほしい 

 

○  ＮＨＫでは障害者問題を多く取り上げているが、最近は認知症の問題など、障害に

ついても多様化し、違いがわかりにくくなってきている。スペシャル番組や福祉番組

だけでなく、ふだんから多様な番組の中で障害について正しい理解ができるようにし

てほしい。 

 

○  定年後に、家に土地があるから農業を始めようという方がいるが、農協や県にはほ

とんど指導員がいない状態。農業にはいろいろな説があり、難しい部分はあるかもし

れないが、「明るい農業のススメ」のような番組を作ってほしい。 

 

○  ８月１８日(月)のＮＨＫスペシャル「知られざる衝撃波～長崎原爆・マッハステム

の脅威～」(総合 後10:00～10:49)はすばらしかった。だが、番組のＰＲがやや不足

しているのではないか。長崎では今、核兵器のない平和な世界を目指して、１万人の

署名を集めている高校生のグループがいる。そういう人たちの取り組みなども全国に

伝わるようにしてほしい。 

 

○  「デザイン あ」はものすごく刺激を受ける番組だと思う。アメリカでは、2011

年秋に小学生になった子供の６５％は、今は存在していない職業につくだろうという

話がある。どうクリエイティブに新しいビジネスにつなげていくか、日本もそういう

競争力を持っていかなければならない。子どもたちが見る番組に、あのようなクリエ

イティブで、感性が育つような素敵な番組がもっとあるとよいのではないか。 

 

○  以前、ＮＨＫで藻谷浩介さんと一緒に「里山資本主義」について取り上げていた。 

九州でもかなりのところが2040年あたりに自治体が崩壊するのでは、といわれてい 

る危機的な状況を踏まえると、九州でも里山資本主義を取り上げたドキュメントが 

あれば見てみたい。 
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○  以前、ＮＨＫの「ステージ１０１」では、今から歌手を目指す若い人たちの中か 

ら後のスターが誕生していた。そうした無名の若者たちに焦点を当てた番組がある 

と面白いのではないか。 

 

○  ＮＨＫでは「ＮＨＫスペシャル」などで防災・減災をテーマにいろいろな番組を 

制作しているが、非常にビビッドに、どれだけリスクが迫っているのかというのを 

伝えている。東京オリンピックが決まった中で、万が一東京にメガクエイクが来た 

らどうなるのかというのを、根強く疑問に感じている。これからも、もっと防災意 

識を高める番組を積極的に作ってほしい。 

 

○  人口問題についても時々取り上げられているが、今の人口が大きく減り、少子高

齢化が今後日本経済をどうむしばんでいくのか、町はどうなっていくのかという未

来予測番組を作ってほしい。 

  

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月６日(土)の「ＢＳ１スペシャル ＢＳ特別版 狂気の戦場 ペリリュー」(Ｂ 

Ｓ１ 後10:00～10:54)を見た。アメリカ兵をヒーロー的に描く番組が多いなか、精 

神に異常をきたすアメリカ兵の映像をそのまま映していた。こういう放送があるこ 

とで、戦争の本当の悲惨さが、我々戦争を知らない世代にも伝わったと思う。 

 

○  ９月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「臨死体験 立花隆 思索ドキュメント 死 

ぬとき心はどうなるのか」(総合 後9:00～10:13)を見た。立花さんご本人もがんを 

抱えるなか、死ということを真正面から捉えたという点で、非常に見応えがあった。 

 

○  私も、ＮＨＫスペシャル「臨死体験 立花隆 思索ドキュメント 死ぬとき心は

どうなるのか」を見た。ＮＨＫが臨死体験や超常現象といったテーマについて、こ

ういうリポートを科学的に伝えていること、またアメリカで臨死体験の学会や意識

の学会が、脳科学の事実について、いろいろと分析していることに驚いた。科学で

解明できない超常現象や死後の世界といった興味深い問題についても、積極的に

チャレンジし、もっとおもしろい番組を作ってほしい。 

 

○  ９月１２日(金）のきん☆すた「藤清光の料理一本勝負！～豆腐～」を見た。黒島
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豆腐や雲仙の凍り豆腐は非常に興味深かったが、豆腐の味や香りについての具体的な

コメントが何もなかった。それがあるともっとおもしろかったが、少しフラストレー

ションが残ったまま終わってしまった。 

 

○  ８月１３日(水)の「ＮＨＫスペシャル 狂気の戦場 ペリリュー～“忘れられた島”

の記録～」(総合 後10:00～10:49)を見た。同じペリリュー島を舞台にしたスペシャ

ルドラマを民放でも放送していたが、「ＮＨＫスペシャル」の内容と重ねて見ると、

非常に立体的に見えてきて、とても興味深かった。同じようなタイミングで２つの番

組を見ることで、テイストや次元は違うものの、立体的に物事を見る大切さを感じた。

その他にも、ＮＨＫではさまざまな視点で戦争を考える番組が多かった。 

 

○  「伝えてピカッチ」を毎回楽しみにしている。だが、民放のクイズ番組は、知的好

奇心を満たすものが多いなかで、「伝えてピカッチ」は出演者同士が楽しんでいるだ

けで、視聴者側に残るものがないのでは、と感じて惜しい。 

 

○  平日７時５１分からの「おはよう九州沖縄」では、各アナウンサーが締めくくりの

言葉を持っていて興味深く見ている。 

 

○  ８月１６日(土)のＥＴＶ特集「“戦闘配置”されず～肢体不自由児たちの学童疎

開～」を見た。光明学校という日本で初めて開校された肢体不自由児の学校の生徒が

疎開に「不適当」とされたことや、戦争を経て学校がどうなったかということなど、

約７０年前の詳細な記録映像をうまく編集して放送していた。 

 

○  ７月２３日(水)のＮＨＫスペシャル「中継 京都 祇園祭 千年の謎」(総合 後

7:30～8:43)では、西洋のタペストリー、美術品を中心として番組が構成され、西洋

の文化がどのような過程を経て京都にたどりついたのかを描いていた。その流れをベ

ルギーまで追いかけて取材しているところに感心した。ただ、祇園祭の中で流れてい

た子どもたちの囃子歌についての説明がほしかった。 

 

○  終戦番組として目をひくものが多かった。８月１４日(木)のＮＨＫスペシャル「少

女たちの戦争～１９７枚の学級絵日誌～」(総合 後10:00～10:49)では、戦時下での

教育がこんなにも子どもたちの心をむしばむのか、というのが絵に表現されており、

またそれに対して教師がどう対応するのかと、いう視線がとても印象的だった。８月
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１８日(月)のＮＨＫスペシャル「知られざる衝撃波～長崎原爆・マッハステムの脅

威～」は、水平方向に発生するマッハステムが、どのようにして旧城山国民学校の子

どもたちを死に追いやったのかというのを伝えていた。 

 

○  私も、ＮＨＫスペシャル「知られざる衝撃波～長崎原爆・マッハステムの脅威～」

を見た。原爆投下直後に長崎入りした学術調査団が残した写真が、これまで詳しくわ

かっていなかった原爆の破壊のメカニズムを解明する手がかりとなったという。当時

の国民学校が破壊されたメカニズムを、実験やＣＧで非常に詳しく再現していた。一

方、アメリカ側としても長崎に落とした原爆がどれくらいの破壊力だったかというの

を、調査員を派遣して詳しく検証していた。原爆の非人道性を改めて感じた、とても

衝撃的な番組だった。 

 

○  ８月２１日(木)のドキュメント２０ｍｉｎ．「おじいちゃんからの宿題」(総合 前

0:10～0:30)や９月１２日(金)のドキュメント７２時間「原爆ドームの見える岸辺で」

では戦争を知らない若手の記者やディレクターが取材しており、興味深く見た。 

 

○  ドキュメント７２時間「原爆ドームの見える岸辺で」では、導入部分で式典会場か

ら原爆ドーム、岸辺までを空からふかんで移動しながら映し出したことにより、その

距離感とカメラの位置がよく理解できてよかった。参列者以外の多くの人々が「原爆

投下された日」と「原爆ドーム」を日常生活のなかでどう感じ、どう向き合っている

のかが、定点カメラによって自然体な言葉と様子で伝えられていることが印象に残っ

た。いつも、この番組のカメラを設置する場所の選択がいいと改めて感じた。 

 

○  原爆の日や終戦の日にあわせて、８月は毎年、終戦関連の番組を放送しているが、

来年は終戦７０年。終戦前後の時期だけでなく、長いスパンで戦争に関連した番組を

制作してほしい。特に、ＮＨＫの若い世代が同じ若い世代に向けて、今の社会問題も

含めた番組を作ってほしい。 

 

○  ８月２４日(日)のＮＨＫスペシャル「神秘の球体マリモ～北海道 阿寒湖の奇

跡～」を見た。世界で唯一群生地となっている阿寒湖で、マリモのライフサイクルを

知ることができ、とてもおもしろかった。私自身、十数年前に阿寒湖での体験学習で

人工マリモを作った経験があり、現在も育てているだけに、自分のために作っても

らった番組のような気がして、ぜひ子どもたちにも見せたい番組だと思った。 
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○  ８月２２日(金)のガチアジア「沸騰“アジアンエリート～日本企業を動かす若き 

パワー～」（総合 後10:00～10:43 九州沖縄ブロック）を見た。ＡＳＥＡＮ諸国から

日本への留学生は増えているが、韓国や中国からの留学生は激減しているという状

況に対して、今後どう対応していくのかを継続して取材してほしい。 

 

○  ７月２６日(土)の目撃！日本列島・選「飛び出す医療～ひとりでも多く救いたい～」

を見た。一刻を争う緊急時に病院が近くにない時に、現場で手術ができる「移動手術

室」を地元の大学と共同で開発したという話だった。最新の技術が医療や介護の分野

で活かされているということがとてもよくわかった。 

 

○  ８月１０日(日)の日曜討論「人口減少社会 どうする空き家問題」(総合 後3:30～

4:30)や８月２４日(日)の日曜討論の第１部「豪雨・土砂災害 いま何が必要か」で

は、いずれもタイムリーな話題を的確に伝えていた。 

 

○  「めざせ！２０２０年のオリンピアン～東京五輪の原石たち～」を見ている。同じ

スポーツをやっていて、同じような悩みを抱えている子どもたちにも、とても夢があ

る番組だと思う。 

 

○  ８月２０日(水)の仕事ハッケン伝「パンサー 向井 × 東京駅 デパ地下」（総

合 後8:00～8:43）を見た。売り場のマネジメントから企画立案・プレゼンテーショ

ン・承認まで、慣れていない業務に取り組む、向井さんの一生懸命さが感じられてよ

かった。また、どんな結末になるのか、予測のつかないおもしろさがあり、見ている

中で大変興味が高まっていく番組だった。 

 

○  ９月６日(土)の突撃アッとホーム「伝統漁を守るスーパー家族が登場！」を見た。

長崎県の五島列島で江戸時代から続く伝統漁法「突きん棒漁」を守る家族の話題で、

その漁法が五島列島の文化の一つであることを、視聴者に紹介してもらえたすてきな

番組だった。 

 

○  ８月３日(日)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、「無業者」と呼ばれる人が

１５歳から３９歳のなかに２２４万人いることにがく然とした。企業にいる人たちが

即戦力を求め過ぎ、それに若者がついていけないといった問題が生まれているという
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ことに驚いた。 

 

○  ８月１日(金)の特報フロンティア「近未来シミュレーションＳＰ 医療崩壊を防

げ」を見た。都会の病院は非常に質の高い診療を受けられるが、需要者が多いため、

早く退院せざるをえない。一方、地方の病院では需要がないため、病院経営が成り立

たない、という問題が提起されており、今後、非常に大きな社会的問題になるだろう、

と考え注目して見た。 

 

○  ７月３０日(水)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「我々は新聞だ～仏 メディアの未来

をかけた激論～」を見た。フランスの各新聞社の攻防を軸に新聞メディアのあり方や

未来を考える内容だった。ジャーナリズムとは何か、コモンセンスとは何か、改めて

考えなければならないときに来たのではないかと感じた。ＮＨＫには、いま一度襟を

正してフェアな伝え方をしてほしい。 

 

○  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～」を見た。３０人のボランティアが多くのお年寄りのさまざまな病気の悩みや生

活する上での困ったことにまで、寄り添うように話を聞き、サポートする姿が伝えら

れていた。全国にもこのような場が広がることを強く願う番組だった。ナレーション

の風吹ジュンさんの温かみのある語りもよかったが、淡々と伝えるナレーションの方

が、このような場をなぜ必要とするのかという現代社会の問題をくっきりと伝えられ

たかもしれないとも感じた。 

 

○  御巣鷹山の航空機事故から来年でちょうど３０年となる。これにあわせて、改めて

事故の責任問題をリポートしたり、何か新しい事実があれば、しっかりと伝えたりし

てほしい。 

 

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

では、なぜ最近異常気象が多いのかという素朴な疑問に、明快に答えてもらって非

常に興味深かった。 

 

○  ９月１１日(木)のクローズアップ現代「錦織圭 世界の頂点への戦い」を見た。

錦織選手が、「ＢＩＧ４」と言われる選手に対して、どうしてパワフルなテニスを展

開できたのか。錦織選手の快挙を解析して、わかりやすく説明していた。非常にタ
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イムリーでおもしろかった。 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年７月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、きん☆すた「ふるさとはどう変わった？～検証“平

成の大合併”から１０年～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、８月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （放送大学非常勤講師） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 田中丸弘子 （（株）佐世保玉屋代表取締役社長） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

  

 

（主な発言） 

 

＜きん☆すた「ふるさとはどう変わった？～検証“平成の大合併”から１０年～」 

（総合 ６月２０日(金) 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ）について＞ 

 

○  少し堅いイメージの市町村合併を結婚に例えることで、とても柔らかいイメージに

なっており、意外性もあって引き込まれる伝え方だったと思う。市町村合併の長所や

短所、今後の問題点などを十分に理解することができる内容だった。福岡県糸島市が

成功事例として紹介されていたが、合併による問題点や苦労したことなども一緒に伝

えたほうが、内容にもっと深みが出たのではないかと思う。また、大分県姫島村が合

併しなかった自治体として紹介されていたが、少しもの足りない内容だった。ワーク

シェアリングで公務員を増やすことに成功したことは分かったが、その経緯も詳しく

知りたかった。また、合併しなかった理由についても、もっと詳しく伝えてほしかっ
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た。ゲストの名誉教授には、解決の方策について、もっと詳しく話をしてもらえるよ

うに、事前の工夫が必要だと思った。 

 

○  糸島市では、合併の効果が上がっているようだったが、その理由をもっと詳しく知

りたかった。行政の努力だけではなく、企業の頑張りもあってこそだと思うので、合

併をどのようにうまく活用したのかを、もっと伝えるべきだったのではないかと思う。

分かりやすく伝えようと努力していたと思うが、結婚に例えたことは、それ自体にさ

まざまな社会的課題もある中で、あまりよくないのではないかと感じた。ゲストの名

誉教授には、より適切なタイミングで解説してもらえるような構成にしてほしかった。 

 

○  合併後の公共施設統廃合の動きについて、福岡県福智町と沖縄県うるま市の事例が

別々に紹介されていたが、もう少し整理してまとめて伝える工夫がほしかった。一方、

姫島村は合併をしなかった一島一村の自治体として紹介されていたが、合併した事例

も紹介し、比較分析すれば、離島特有の事情が分かったかもしれない。スタジオで

「しょうゆプリン」を食べるシーンについては、あまり必然性を感じなかった。「ク

ローズアップ現代」や「特報フロンティア」でも、自治体に関する話題が放送されて

おり、それらも含めて、今後もさまざまな角度から継続的に取り上げてほしい。 

 

○  市町村合併がうまくいった例からは合併の効果などがよく分かったが、うまくいっ

ていない例からは現状程度しか分からなかった。合併後に発生する課題やその解決策

など、今後につながる内容をもっと伝えてほしかった。合併を結婚に例え、とてもう

まく伝えていたと思うが、結婚にとても敏感な人たちもいるので、例える材料は慎重

に決めてほしい。ガレッジセールにロケ参加してもらい、キャラクターを生かそうと

工夫されていたが、今回のテーマとは、ややそぐわない感もあった。 

 

○  福岡県北九州市は昨年で合併から５０年が経過したが、いまだに施設の統廃合など、

課題が残っている。市町村合併の問題はとても複雑だが、柔らかく伝えられていて分

かりやすかったと思う。結婚に例えたことには多少どうかとも思ったが、身近な問題

に感じられる分かりやすい表現方法だったと思う。課題を解決した事例や、成功した

自治体の次の展開など、さらに踏み込んだ内容も伝えてほしい。 

 

○  合併によって補助金がもらえていたが、その使い方がうまくいかなかったという事

例はよく聞く。しかし、うまくいったという事例はあまり聞かないので、成功例を伝
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えれば、もっと理解が深まる内容になったのではないかと思う。また、合併によって

使わなくなった施設を、あまりうまく活用できていない現状があるので、活用できて

いる事例をまとめて伝えれば、さらによい番組になったと思う。 

 

○  市町村合併について、いろいろな実例を挙げていて、現状が分かりやすく伝わった

と思う。軽いタッチで作られていたので、若い人たちや、国や自治体の動きにあまり

興味がない人たちでも見やすく、とても理解しやすい番組になっていた。合併による

補助金が残り少なくなり、さまざまな課題が顕在化し、難しい運営を強いられている

自治体が多くあると思う。合併した自治体に共通する課題もたくさんあると思うので、

国や自治体の考えをたくさん伝えられれば、とてもよいと思う。 

 

○  市町村合併から１０年、課題も多く残っており、重い話題になりがちなので、より

分かりやすく伝えることはとてもよい取り組みだと思う。ゲストの名誉教授から、適

宜、専門的な視点からの解説を聞けるような構成にしてほしかった。佐賀県有田町は、

食材の西有田町と陶器の有田町の合併だったので、食と器で相性がよさそうに思えた

が、文化の違いなどによる課題が徐々に出てきたのではないかと感じている。結婚で

も、最初は許せていたが、徐々に気になってしまうこともあると思うので、市町村合

併を結婚に例えたことは、とてもうまい伝え方だと思った。 

 

○  市町村合併を結婚に例えたことで、若者などにも理解しやすくなり、とてもよかっ

た。ゲストの名誉教授について、私も皆さんの意見に同感である。話を聞く直前に紹

介するほうがよかったのではないかと思った。市町村合併の次に控えているのは道州

制だと思うので、そういった展開も見据え、幅広い問題提起などがあると、さらによ

い番組になったのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フレッシュ感を出すために全体リハーサルはあえて行わなかったが、

名誉教授の解説については、予定していたうちの１か所が抜け落ちてし

まった。フレッシュ感を維持しつつも、そういったことの無いようにし

ていきたい。市町村合併を結婚に例えることは、われわれの中にも慎重

な意見があったが、十分な議論をした結果、挑戦してみようということ

になった。地域によって、それぞれの文化や歴史、暮らしがあるにもか

かわらず、効率化という視点で合併を進めたのはよかったのかを考え、
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地域性の大切さを伝える番組にしたいと考えて制作した。いただいたご

意見を、第２弾などの今後につなげていきたいと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘いただいたように、地方がこれからも生き残っていくために、

どういう可能性があり、どのようなやり方が考えられるのか、具体的な

ものを提示することもわれわれの大きな役割だと考えている。これから

も地方をしっかり見つめる番組を作っていきたいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月４日(金)の特報フロンティア「究極のエコカーが走り出す～ＦＣＶ開発最前

線～」を見た。ＦＣＶ（燃料電池自動車）は二酸化炭素の排出がなく、とてもよい乗

り物のような印象を受けたが、水素ステーションの危険性などのデメリットもあり、

そちらのほうがむしろ気になった。平時はもちろんのこと、大きな災害が発生したと

しても、事故につながらないようにしなくてはならないと思う。番組では、ＦＣＶの

長所と短所を共に紹介していたのでよかったが、安全面に関する課題をもっと知りた

いと感じたので、継続的に取材、放送をしてほしい。 

 

○  特報フロンティア「究極のエコカーが走り出す」を見た。近隣住民による水素ステー

ション設置反対の動きがあって、今後、うまく進むのか心配になる報告だった。この

状況では、いくら技術がすぐれていたとしても、国際的に競争が激しい中で、日本が

優位に立っていけるのか不安に感じた。アメリカやヨーロッパ、アジアなど、競争相

手となりうる国の状況も知りたかったので、引き続き取材してほしい。 

 

○  ７月４日(金)のきん☆すた「青春旅～長渕剛 ｉｎ 福岡～」を見た。長渕剛がデ

ビュー前に過ごした思い出の地を巡り、彼の原点を追っていく番組だった。思い出の

ライブハウス「照和」について語っているときに「昭和」が重なって感じられ、われ

われ団塊の世代が歩んできた道もしっかり残していかなければいけないと思った。 

 

○  きん☆すた「青春旅～長渕剛 ｉｎ 福岡～」は、有名人の原点を巡る番組で、と

てもよかったと思う。九州沖縄出身の有名人はたくさんいるので、継続的に放送して
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もらいたい。 

 

○  海外見本市に日本の防衛産業が初参加したというニュースをラジオで聞いた。日本

政府が武器三原則を見直したことを受けて出展したようだが、戦争未経験者が増える

中、こうした動きについても、引き続き伝えてほしい。 

 

○  ６月２０日(金)のドキュメント挑「竹田市、住みません課？～移住に取り組む市職

員の物語～」（総合 後7:30～7:55 大分単）を見て、大分県竹田市に２年間で100人以

上もの人たちが移住しており、移住者の窓口をしている市役所職員が重要な役割を果

たしていることを知った。仕事にやりがいを感じて頑張る姿や彼の人柄などがよく伝

わってきた。ただ、うまくいっている話ばかりで、問題に直面したり不安になったり

する場面が少ないのが、残念だった。課題が発生した際、どう考え、どう切り抜けた

のかも盛り込まれていれば、さらによい番組になったと思う。 

 

○  ７月１１日(金)の大分スペシャル「小さな肖像 ５００の人生～取材者・二宮圭

一～」（総合 後8:00～8:43 大分単）を見た。「小さな肖像」とは、美術家の二宮圭一

さんが、大分県内でたまたま出会った人たちの人生に耳を傾ける、午後６時台に放送

している番組のコーナーの一つである。１５年間にわたって５００回放送したものを

まとめた番組だったが、地域放送局の底力を感じ、ＮＨＫにしかできないことだと

思った。 

 

○  ６月は沖縄の「慰霊の日」があり、沖縄県の放送局はどこも、関連するリポートを

たくさん放送していたが、若手の記者が作ったと思われるリポートの中には、リサー

チ力不足ではないかと不安を感じさせるものもあった。 

 

○  ６月２９日(日)の第１９回沖縄県サッカー選手権大会－決勝－（総合 後1:05～

3:09 沖縄単）を見た。ＦＩＦＡワールドカップで盛り上がっていた時期に、天皇杯

サッカーの県代表決定戦も中継したことは、地域にもしっかり目を向けている姿勢が

感じられ、とてもよかったと思う。今後も、このような中継を続けてもらいたい。 

 

○  ７月１２日(土)の「突撃 アッとホーム「家に帰ってこい！ 父と娘 涙の和解劇」

を見た。「金メダルだよ！ありがとう」の企画で沖縄が取り上げられていたが、とて

も感動できて、沖縄らしさも感じられた。 
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○  ７月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「地域の絆で、“無縁”を包むコ

ミュニティソーシャルワーカー・勝部麗子」を見た。住民たちと協力し、地域の問題

を解決していく姿は、実にすばらしかった。この番組の制作者は、リサーチ力や企画

力があり、おもしろく見せる構成力も高いと思った。九州沖縄各局の制作者も、その

ような力を付けて、さらに良質な番組を制作していってほしい。 

 

○  「連続テレビ小説」は、ナレーションを聞いていれば内容が理解できるようになっ

ていて、忙しい人でも楽しめる、とてもよい作り方だと思った。仕事があって見られ

ない日があったが、日曜日に「花子とアン一週間」を放送しており、よく考えられた

編成だと思う。 

 

○  「軍師官兵衛」に出てくる鎧や着物など、すてきなものがいつも使われていると思

いながら見ている。こういったものは、時代や文化を表すと思うので、展示などを積

極的にしてほしいと思う。 

 

○  ６月２８日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ故宮 第１回「流転の至宝」（総合 

後7:30～8:28）と６月２９日(日)の第２回「皇帝の宝 美の魔力」を見て、所蔵され

ている作品のすばらしさはもちろんのこと、それらを守ってきた人たちの思いや、ど

のようにして守ってきたかといったことも分かった。また、文化財を積極的に海外で

も展示することで、文化交流や相互理解にもつなげていることも分かり、とてもよい

内容だった。文化を解明する大切さだけではなく、海外からも広く情報を収集するこ

との重要さも分かり、とても役立つ内容だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ故宮 第１回「流転の至宝」と第２回「皇帝の宝 美

の魔力」は、東京での展覧会に行った直後の放送だっただけに、テレビでは、大きさ

や色のイメージなどに違和感を覚えるところはあったが、展覧会では分からない隠れ

た背景や細部がよく分かった。 

 

○  ６月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「民族共存へのキックオフ～“オシムの国”の

Ｗ杯～」を見た。かつて対立していた民族どうしをまとめ上げ、ワールドカップに出

場するまでの感動的な話で、オシム監督のことばにも胸を打たれるすばらしい内容

だった。一方で、民族紛争解決の手段としてスポーツの存在が美化され過ぎてはいな
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いか、制作に一層の配慮をお願いしたい。 

 

○  ７月１１日(月)の特報フロンティア「復旧 その先へ～豪雨２年 福岡・うきは市

の挑戦～」では、副市長による、うきは市ブランド化への奮闘ぶりが紹介されていた。

このような成功例の紹介は、何らかのヒントにつながると思うので、成功のポイント

の検証を含め、今後もたくさんの事例を発信し続けてほしい。 

 

○  ６月２５日(水)のろーかる直送便 ドキュメント挑「ボールで障害を跳び越えろ～

もうひとつのＷ杯～」を見た。“高校の健常者との試合”という表現があったが、健

常者という表現は、障害のない人が健全で正常だという印象を受けるので、“一般高

校との試合”のような、配慮した表現を使ってもらえたらと思う。 

 

○  土曜ドラマ「５５歳からのハローライフ」を見た。現実にありそうな、共感できる

ちょっとしたシーンが散りばめられていたり、テレビでは伝わるはずのない臭いが伝

わってくるように感じられる絶妙な演技だったり、おもしろい表現がたくさんあった。

また、仕事に対する考えや思いが表現されているシーンは、心を打たれるとてもよい

内容だった。多くの人に活力を与えられる番組だと思うので、再放送してほしい。 

 

○  ７月２日(水)のプレミアムアーカイブス ハイビジョン特集「笑う沖縄 百年の物

語」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ前9:00～10:42）では、笑いや芸を通じて、戦後の沖縄の状況がよく

分かり、知らない内容も多くあって、とても勉強になる番組だった。ガレッジセール

のゴリさんが出演していたが、沖縄出身の芸人としてしっかりとした発言をしており、

とてもよかったと思う。 

 

○  ７月６日(日)の「音で怪獣を描いた男～ゴジラＶＳ伊福部昭～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

11:00～11:59）を見た。ゴジラといえば音楽の印象がとても強く残っており、その音

楽ができるまでの経緯や音楽家のすばらしさを知ることができる、とてもよい番組

だった。 

 

○  ７月１１日(金)のバリバラ～障害者情報バラエティー～「バリバカンパニーＧＰ」

で、従業員のほとんどが障害者である会社が紹介されていた。社長は「障害者だけで

運営していきたい」と言っていたが、出演者の中には、「障害のない人と一緒に働く

工夫をすべきだ」という意見もあり、もう少し、深く突っ込んで議論してほしかった。
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また、番組で紹介されていた人は、仕事をしっかりこなしていたが、なかなかうまく

いかない人もいると思う。そういった人たちがどう助け合っているのか、苦労してい

る面も伝えてほしかった。 

 

○  ７月４日(金)のドキュメント７２時間「南国の不夜城 ２４時間超巨大スーパー」

を見た。鹿児島県阿久根市の巨大スーパーのお客さんにインタビューし、地域の様子

や生活者のイメージを捉える番組だった。お客さんへのインタビューを通じて、地方

の抱える問題や生活者の感じる悩みなどがよく伝わってきていたと思う。コミュニ

ケーションを求めて来ている人もおり、過疎化の進む地域の住民を、買い物だけでな

く、さまざまな面から支えていることがよく分かった。今後、過疎化が進む社会にとっ

て、とても参考になる番組だと思った。 

 

○  ７月２日(水)の歴史秘話ヒストリア「いつだってみんなのヒーロー～官兵衛を支え

た２４人の男たち～」で、今でも商店街の人形店には黒田武士の人形が販売されてお

り、博多では一家に一つ飾られているという説明があり、博多の人たちの心のよりど

ころになっていることがとてもよく分かった。ラマ仕立ての動画やアニメが効果的に

使われており、興味を引く、分かりやすい内容だったと思う。 

 

○  ７月１１日(金)の発掘アジアドキュメンタリー「生理用ナプキン製造機を作った

男～インド～」は、外国メーカーの生理用ナプキンはとても高額なので、安い製品を

作ろうと奮闘する男性を描いた番組で、とてもおもしろかった。ビジネスチャンスを

見いだし、周りの人から何を言われても、自分で使ってチェックすることをやめず、

しっかりと開発を進めていく様子など、とても勉強になる番組だったと思う。 

 

○  ７月１５日(火)のクローズアップ現代「小中学校 スマホ“追放”騒動～トラブル

低年齢化の波紋～」を見て、小中学生にも、スマートフォン使用によってネットに依

存してしまったり、犯罪に巻き込まれてしまったり、さまざまな問題が発生している

ことが分かった。自治体によっては使用を規制しようという動きもあり、地域ぐるみ

で解決しなくてはならない状況にあることがよく分かった。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年６月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１９日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、「はっけんラジオ ＦＲＯＭ 湯布院」を含め、放送

番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、７月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （放送大学非常勤講師） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「はっけんラジオ ＦＲＯＭ 湯布院」 

（ラジオ第１ ５月３０日(金) 九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ）について＞ 

 

○  「牛食い絶叫大会」や「湯布院映画祭」などが、大分県中部地震をきっかけに始め

られ、町おこしとして成功したという経緯は、若い世代を中心に知らない人たちも多

いと思う。このようなことを後世に伝えていくという観点から、とてもよい番組だっ

たと感じている。ただ、防災がテーマではあるものの、湯布院の魅力をもう少し伝え

てほしかった。辻馬車を足音交じりで伝えた手法がよかったので、湯布院にある魅力

的な音がもっと盛り込まれていれば、さらによかったのではないかと思う。経験者に

よる地震の体験談を聴けたのはよかったが、どの地域の人だったのか分からなかった

のは残念だった。近年、九州北部豪雨の被害もあったので、このタイミングで放送し

たことはとてもよかったと思う。 
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○  災害発生当時の状況だけでなく、その後、どういった対策が講じられたのかなど、

防災に関する内容が充実していてよかったと思う。風評被害の話を聴いて、報道する

ときには、被害の大小に加え、その被害が一部の地域なのか全体的なのかもしっかり

伝えることが重要だと感じた。 

 

○  映画館のない湯布院で映画祭を企画することは、思いもよらないすばらしい考え

だったと思う。しかも、ただでさえ住民全体が力をあわせることは非常に難しいこと

なのに、そのような企画を実現させ、今日まで開催し続けていることは、とても参考

になる事例だと思った。全体を通して、聴いているだけで湯布院の情景などが浮かび

上がってくるとてもよい番組だった。東北に元気を与え、復興の参考にもなる内容だ

と思うので、ラジオだけではなく、テレビでも放送し、全国に向けても放送してほし

い。 

 

○  テーマが防災だと、聴くのをやめたくなりがちだが、軽快な雰囲気で番組が始まり、

湯布院のよいところの紹介もあって、とてもおもしろい内容だった。ＮＨＫとコミュ

ニティーＦＭが協力し、相乗効果を生み出す取り組みは、とても意味のあるものなの

で、これからも続けてほしい。地震当時の報道によって風評被害が発生してしまった

ものの、町おこしイベントなどに関する報道が復興につながったことに注目すると、

災害などの実態を伝えるだけでなく、地域の元気を届けることも報道の非常に重要な

役割であると感じた。ラジオはテレビとは異なり、運転中などたまたま何気なく聞く

ことが多いメディアだと思うので、同じようなテーマを何度も繰り返し伝えることが

大切だと思う。明るい雰囲気の番組だったので、途中でニュースを放送したことにや

や違和感があった。 

 

○  防災をテーマにしたとき、具体的にどのような防災対策に取り組んでいるのかを伝

えることが、いちばん重要だと思う。防災対策について、もっと時間を割いてもよかっ

たのではないかと思う。現在では、国内外から多くの観光客が湯布院を訪れるように

なっているので、今さら昔の風評被害についての話をする必要はなかったのではない

かと思う。それよりも、実際に訪れている人たちの声を伝えたほうがよかったのでは

ないか。観光について伝える中に、バリアフリー情報を盛り込んでほしかった。紹介

している観光スポットにスロープがあるのかといった簡単なものでよいので、今後は

検討してほしい。番組の途中で流していた音楽の選曲はとてもよかったが、途中で

ニュースが入ったのは気になった。 
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○  湯布院は雰囲気がよく、魅力的な場所だと思っているが、それが震災からの復興を

きっかけとしていたとは、この番組を聴くまで知らなかった。番組内の音楽がとても

よく、全体的に明るい雰囲気だったので、過去の災害や防災の話をしても堅苦しい印

象にはならず、とても聴きやすかった。しかし、ニュースが番組の途中で入ると急に

違った雰囲気になってしまったので、少し配慮してもらいたいと思った。 

 

○  「ゆふいん音楽祭」が紹介されていたが、平成２１年に終了しているほか、映画祭

などのいろいろなイベントについても、内容が薄かったのではないかと思う。実際に

イベントに関わった人に出演してもらうか、難しければ、紹介するうえで、もう少し

踏み込んだ取材をすべきだったと思う。イベントの裏話や、どのように湯布院が発展

してきたのかなど、もっと深い内容を伝えてほしかった。防災対策については１０分

程度しかなく、とても短いと感じた。地震だけでなく、２年前の豪雨でも大きな被害

があった地域なので、どのような対策を考えていて、現在の取り組み状況はどうなの

か、もっと詳しく聴きたかった。 

 

○  防災というテーマを考えると、湯布院以外にも大きな被害を受けたところはあるの

で、必ずしも湯布院にこだわる必要はなかったのではないかと思う。大分県なので、

南海トラフ巨大地震を取り上げてもインパクトがあったかもしれない。音楽祭や映画

祭などの紹介は、実際にイベントを実現してきた人にしてほしかった。震災後にどの

ように考えて企画し、どのように実現してきたのか、生の声を聞きたかった。せっか

く５５分もあったので、防災についてと湯布院について、どちらももっと掘り下げた

深い内容を伝えてほしかった。真面目な作りだと感じたので、もう少し砕けた番組に

してもよかったかも知れない。例えば、たまに大分弁を出すなどして、地域密着感を

出してもよかったのではないかと思う。 

 

○  今回は番組を３回聴いたが、聴くたびに湯布院に行ってみたい気持ちが増す、とて

もよい内容だったと思う。ただ、番組の軽快な進行の途中にニュースが入るのはやは

り、違和感を覚えた。ニュースをあまり聴かない人にも聴いてもらいたいという意図

があるならば、番組に対して違和感を持たれないように、もっと工夫して入れる必要

があると思う。イベントを開催しようとしても、なかなか周りがついてこないことが

よくあるので、湯布院の成功例はとても参考になるすばらしい事例だと思う。昔から

のイベントだけでなく、川を下るキャニオニングなど、新しい観光の目玉も紹介され

ており、とても興味が引かれる番組だと感じた。 
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○  快適な雰囲気でスタートし、これから盛り上がろうというタイミングで、急に

ニュースが始まって違和感を覚えた。湯布院が観光地として成功した話はよくまとめ

られており、興味深く聴くことができた。また、あまり知られていない湯布院の見所

なども紹介されており、新鮮さもあった。地元のアナウンサーとの会話も弾んでおり、

最後まで楽しく聴くことができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

いただいたご意見は、できるかぎり今後の番組改善につなげていきた

いと思う。７月１１日(金)には、北部豪雨から２年、福岡県八女市の星

野村から放送する予定なのでお聴きいただき、こちらについてもご意見

をいただければと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

東日本大震災のとき、停電によってテレビは見られずラジオしか聴け

ない地域が多くあった。しかし、当時のＮＨＫのラジオは全国放送がほ

とんどで、ＮＨＫのラジオを聴く習慣はあまりなく、震災のときも民放

を聴いた人が多かった。「はっけんラジオ」は昨年４月、日頃からラジオ

を聴いてもらうために放送を始めた番組なので、今後も聴いていただけ

ればと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  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）を見た。サッカーを人生に置き換え、哲学的に戦術を伝えていたのがとても

おもしろかった。いっそう楽しくワールドカップの中継を見られるようになる番組

だったと思う。 

 

○  ６月２日(月)と６月９日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀 本田圭佑スペ

シャル２０１４ 第１回「密着“世界一”への道」、第２回「独占インタビュー エー

スの覚悟」を見たが、本田圭佑選手の考えの深さがとてもよくわかる番組だった。 
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○  土曜ドラマ「ロング・グッドバイ」では、昔の車やオイルライターなど、私の年代

にはとても懐かしい要素が散りばめられており、とてもおもしろかった。ただ、それ

ぞれの俳優の演技の濃淡の差が気になった。 

 

○  ５月１８日(日)のＮＨＫスペシャル「流氷“大回転”」を見た。流氷の実態と大回

転がなぜ起こるのか、映像や検証に見応えがあり、とてもおもしろかった。流氷の音

は発泡スチロールのこすれ合うような音がするが、流氷が大回転して大きく渦を巻く

ときにはどのような音がしているのか、じっくり聴きたかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「流氷“大回転”」を見た。実際に流氷を見たことがあるが、そ

のときの迫力を思い出す内容だった。流氷について初めて知る内容もあり、とてもよ

い番組だった。 

 

○  ５月２５日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ エネルギーの奔流 第２回「欲望

の代償 破局は避けられるか」を見た。エネルギー問題は３０年前には解決すべきこ

とであり、既に折れそうな枝の先まで来ているという報告があり、震かんさせる内容

だった。社会に警鐘を鳴らす、とてもよい番組だったと思うので、継続的に放送して

ほしい。 

 

○  ６月１日(日)と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ワールドカップ 第１回「ネイマール “変幻自在”の至宝」、第２

回「スペイン代表 世界最強の“天才脳”」を見た。最新技術やさまざまな映像によ

る詳細な分析があったおかげで、ことばだけでは分からないような選手のすごさが理

解できた。ワールドカップの新しい見方を提供してくれる番組だったと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ミラクルボディー サッカー・ＦＩＦＡワールドカップ 第１

回「ネイマール “変幻自在”の至宝」を見た。科学的な根拠に基づいた分析を映像

で伝えており、専門的な内容ではあったが明快で興味深く見られ、とても印象に残る

番組だった。 

 

○  ５月２９日(木)と５月３０日(金)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ ブ

ラジル 変革への試み「アマゾン～宇宙からの監視計画～」（前編・後編）を見た。

アマゾンでは違法伐採や森林火災の影響で、ここ４０年間で１７％もの森林が破壊さ
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れてしまったことにショックを受けた。日本の人工衛星を使って２４時間監視するこ

とで、森林破壊を食い止めようとしていることなど、アマゾンについて新しいことを

知ることができ、とてもおもしろい番組だった。 

 

○  ５月２７日(火)の「ニュースウオッチ９」でＡＥＤの話題を見た。ＡＥＤ使用時に

は機械が指示するため、一般の人でも使えることは広く知られていると思う。しかし、

いざというときに使えるかどうか不安がある人は多いと思う。ＡＥＤが救命に重要で

あることに加えて、誰でも簡単に操作できることも伝えていってほしい。ＡＥＤの話

題や防災をテーマにした「はっけんラジオ」などを放送することは、小さい事故や災

害による被害を未然に防ぐ役割があり、被害を最小限に抑えたりすることにつながる

と思うので、継続的に伝えてほしい。 

 

○  ６月３日(火)の「夏木マリ・丈夫も芸のうち」を聴いた。津軽三味線奏者がゲスト

だったため、番組の最後には、語源が三味線に関連する“派手”ということばについ

て説明していた。このように、ラジオには思わぬところで知識を得られるよさがある

と思う。 

 

○  配付されている７月の番組予定表を見ると、ソフトバンク戦のプロ野球中継が目に

付く。九州沖縄地方ではしかたがないのかもしれないが、巨人戦や阪神戦があっても

よいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

各地方向けの中継は地元球団の試合を中継するため、九州沖縄地方で

はソフトバンク戦が多いように感じるかもしれない。お配りしている番

組予定表は九州沖縄に関連する番組の予定表なので、ソフトバンク戦の

みしか掲載していない。全国放送のプロ野球中継では、対戦カードにチー

ムの偏りがないようにしている。 

 

○  ５月１７日(土)の「バルテュスと彼女たちの関係」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:29）

と５月２５日(日)の日曜美術館「バルテュス ５つのアトリエ」を見た。東京でのバ

ルテュス展にあわせての放送かと思われるが、それぞれ違った視点や見せ方でバル

テュスを紹介しており、どちらもとても興味深く見ることができ、展覧会に行きたく

なるような内容だった。 
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○  ５月２７日(火)の地方発 ドキュメンタリー「“ハンカチ王子”の告白～斎藤佑樹

投手 再起への挑戦～」を見た。番組のディレクターは、斎藤佑樹投手と同じ高校大

学の１年先輩ということで、彼にしか聞き出せない本音が引き出せていたと思うが、

親しすぎたためか、稚拙に感じてしまう部分もあった。出演者と制作者の距離感の難

しさを感じる番組だった。 

 

○  ６月８日(日)のサキどり↑「“ヘルスツーリズム”で、人も地域も元気に！」を見

た。番組の前半は、自然やウオーキング、温泉など、テーマに関連する話題だったが、

後半は散策コースの発掘や充実、地元の人が料理を作ってもてなすなど、単なる観光

プログラムの紹介にすぎなかったのではないかと思った。 

 

○  ６月１８日(水)のクローズアップ現代「あなたの飲酒 大丈夫？」を見た。アルコー

ル依存症になると脳が萎縮してしまい、自分だけではコントロール不可能になってし

まうことと、さまざまな病院や自治体、警察などの連携が大事だということがよく分

かった。しかし、いちばん気になるのは自分の家族が依存症になってしまったときの

対処法だと思うので、今後、そういった視点でも放送してほしい。 

 

○  ６月３日(火)のクローズアップ現代「動物園クライシス～ゾウやキリンが消えてい

く～」を見た。動物たちが種を引き継いでいくためには、関係する行政や自治体が大

局的な視野に立ち、共通の意識をもって協力しなければならないと感じられた。関係

機関による仕組みづくりについて、もっと知りたいと思った。 

 

○  ６月４日(水)のクローズアップ現代「ものづくり潮流に異変～日本人技術者たち 

アジアへ～」を見た。日本から技術者が海外に流出し、日本はかなり後れをとってし

まっているのではないかと心配になったが、後日、日本企業がどんな形にもできる液

晶パネルを開発したとの報道があり、日本の技術力は健在だと安心した。この番組で

は、日本を取り巻くグローバルな話題についてしっかりと取材されており、また、簡

潔に分かりやすく伝えていたので、とてもよい番組だったと思う。 

 

○  ５月３０日(金)の特報フロンティア「特攻 破られた遺書」を見た。１人の特攻兵

の遺書をめぐり、その人と母親の思いを弟が読み解くという大変興味深い内容だった。

遺書に書かれている文字がとてもきれいで、親への優しい思いなど、つづられている

内容がとても印象的に伝わってくる番組だった。書いた人の文学的な才能も感じられ、
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現代の大学生との差を思い知らされるようだった。遺書を破り捨てた理由を特攻隊員

だった人に聞いたところ「親を悲しませたくなかったのではないか」と答えていたが、

その真意をもう少し丁寧に取材してほしかった。 

 

○  ６月６日(金)の特報フロンティア「アジアンエリートを獲得せよ～日韓・激化する

大学間競争～」を見た。韓国は日本よりも国内の市場規模が小さいので、グローバル

な人材を確保するために、国や大学、企業が連携して育てようとしていることがよく

分かった。日本も今後、人口の減少に伴って国内の市場規模が小さくなる可能性があ

るので、急いで対策を打たなければならないと思った。韓国の取り組みが成功するの

かどうかも気になるので、今後の動向についても取材、放送してほしい。 

 

○  特報フロンティア「アジアンエリートを獲得せよ」を見た。日本の時代は終わった

と言う留学生もいたが、それについて行政がどう考えているのかも取材してほしかっ

た。大学の国際化が遅れており、留学生への支援も低いようだが、対策がどうなって

いるのかも知りたかった。よい人材を確保するために、企業と大学の連携がどう進ん

でいくのか、継続的に取材してほしい。 

 

○  ５月３０日(金)のドキュメント７２時間「トランクルーム もうひとつの秘密の部

屋」を見た。凄惨（せいさん）な事件があったトランクルームだが、ニュースで聞く

までは存在すら知らなかった。事件があったあとだけに、この番組を見て、トランク

ルームの実態、取り巻く人間模様を見ることができ、とても興味深い番組だった。 

 

○  ６月１３日(金)のドキュメント７２時間「オン・ザ・ロード 国道１６号の“幸福

論”」を見た。長い国道１６号線で、思いがけない人と出会い、さまざまな人が紹介

されていて、とてもおもしろかった。この番組は、現代のリアルな人間模様を映し出

しており、毎週楽しみにしている番組である。 

 

○  「おはサタ！」では、イベント情報を伝えるときに、開催場所のおおよその位置を

地図で示すようになったことなど、５月の放送番組審議会での議論が番組に生かされ

ていた。 

 

○  ６月１５日(日)の朝、総合テレビで「ＮＨＫニュース おはよう日本」を見ようと

したら、２０１４ＦＩＦＡワールドカップ「イングランド」対「イタリア」を放送し
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ていた。イラク情勢や集団的自衛権など、重要な話題があったので、ニュースとのバ

ランスを考慮してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

スポーツ中継の途中で放送する中断ニュースについては、いつも

ニュースを放送している時間帯にはなるべく入れるようにしており、

「イングランド」対「イタリア」の中継のときも、ハーフタイムの時間

帯に中断ニュースを放送した。 

 

○  私も、ニュースをいちばんよく見る朝の時間帯に「２０１４ＦＩＦＡワールドカッ

プ」を総合テレビで放送することには、少し違和感があった。 

 

○  ６月１５日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「心と体を支配する！神秘の物質ホルモン

（２）～オキシトシン」では、愛情などの感情のメカニズムを科学的に究明していた。

オキシトシンが少ないとけんかや浮気につながる可能性があり、鼻に直接スプレーす

ると効果があるかもしれないという報告がとてもおもしろかったので、研究が進展し

たときには続報を伝えてほしい。 

 

○  ６月１８日(水)のプレミアムアーカイブス ハイビジョン特集「シリーズＮＩＰＰ

ＯＮの巨人 丹下健三 いにしえから天へ地平へ」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前9:00～11:06.30）

を見た。建築家・丹下健三さんの作品から彼の考えなどをひもとく内容で、とても勉

強になる番組だった。以前放送した番組は大切な財産だと思うので、適宜、いろいろ

な内容の番組を再放送してほしい。 

 

○  ＮＨＫでは以前、憲法調査会のあとにすべての政党にインタビューをし、丁寧に伝

えていたことが印象に残っている。また、集団的自衛権に関しても、賛成、反対双方

の動きを伝えており、とても好感の持てる報道姿勢である。公共放送という立場を貫

き、決して国民に報道内容が偏っているなどと批判されることのないように、これか

らも公正な報道を心がけてほしい。 

 

○  ６月４日(水)の探検バクモン「伝説の廃虚 その名は軍艦島」を見た。歩き回って

見る軍艦島の風景には、なぜか常に緊張感が漂っており、最後まで目が離せなかった。

栄えていた当時の映像が多用されていたので、タイムスリップをしたように感じられ、
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効果的だった。また、番組の最後に画面に表示された「人が消えた ヤマも消えた で

も消えない記憶がある」「軍艦島いまだ沈没せず」といったコピーは、当時の軍艦島

への思いを馳せるものであり、番組にスパイスを効かせ、印象を高める効果的な演出

だったと思う。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年５月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、７人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成２５年度九州沖縄地方向け放送番組の種別ごとの放送時間」につ

いて、報告があった。次いで、事前に視聴した、「おはサタ！」を含め、放送番組一般に

ついて活発に意見の交換を行った。 

後に、６月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （宮崎大学名誉教授） 

 竹田  勉 （（福）熊本県身体障害者福祉団体連合会常務理事） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「おはサタ！」（総合 ４月１２日(土)ほか 九州沖縄ブロック）について＞ 

 

○  九州・沖縄の各県がバランスよく取り上げられており、配慮されていると感じた。

コンセプトが“土曜朝のビタミン剤”ということだが、さまざまな角度から、見てい

る人を元気にしていこうという作り手の思いが感じられる番組だと思った。オープニ

ングの風景映像が、あまりよくない天気だったので、どんよりした映像になってし

まっていた。天気がよくない日でも、チャンネルを合わせたくなるような映像で始め

られるように、工夫が必要だと感じた。中継では家具店の寝具売り場から伝えていた

が、内容に目新しい要素があまりなく、わざわざ中継で伝える必要があったのか疑問

に感じた。ベッドに寝るシーンでは、部屋着のような格好をしていたため、かえって

だらしないという印象だった。朝の爽やかさとはかけ離れた映像であり、配慮に欠け

ていると感じた。「サタデートーク」のコーナーでは、キャッツの舞台セットに隠れ

ている地元のごみに着目しており、ユニークな視点でおもしろかった。週間天気予報
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の区分けが「九州北部」「九州南部」「沖縄」となっているが、大分県や熊本県は北部

と南部のどちらなのか、いつも疑問に思っている。「九州中部」という区分を追加す

ることも、身近な番組につながり、よいのではないだろうか。 

 

○  「サタデートーク」は、さまざまな分野での有名人の思いや考え方を聞くことがで

き、注目を引くおもしろいコーナーだと思う。ただ、ＶＴＲ出演だけなのが気になっ

た。当日のスタジオでも簡単に話を聞ければ、ライブ感が出てさらによくなるかもし

れない。中継やリポートについては、知らなかった内容が少しでも紹介されていれば

おもしろいので、常に新鮮さを追求してほしい。放送時間がＢＳプレミアムの「連続

テレビ小説」と重なっているため、また見たいと印象に残る番組にならなければ厳し

いと思う。平日とは少し違った内容で、インパクトのある番組になることを期待した

い。番組中、スーパーで常時、天気予報が表示されているのに、さらに２回も天気予

報のコーナーがあったので、多すぎると感じた。 

 

○  以前から、この時間帯の番組は見ており、内容がパターン化してきているのではな

いかと感じている。例えば、４月１２日(土)と５月１０日(土)は、ほとんど同じ構成

になっていたように感じ、すでにパターン化し始めているのではないかと思った。お

もしろみがなくなり、見飽きたと感じられないような工夫が望まれる。ただ、以前と

は違いカラフルな色が使われており、とても明るいイメージになった。引き続き、内

容や構成を工夫して、視聴者を引きつける番組にしていってほしい。中継では、九州・

沖縄各県の情報が週替わりで伝えられており、知らない情報が取り上げられると、わ

くわくして見ることができ、とてもおもしろいと思う。地元のときは、何が紹介され

るか楽しみである。可能であれば、イベント情報を伝えるときに、開催場所の市区町

村の位置が分かるように、 寄りの駅名やおおよその場所を地図で示したほうがよい

のではないか。ニュースを含めてさまざまなコーナーがあるが、４月１２日(土)は３

県、５月１０日(土)は２県がまったく取り上げられていなかったので、何らかの形で

全県紹介できると、九州沖縄向けの番組にふさわしくなるのではないかと思う。 

 

○  全体の雰囲気がとても明るく好印象だった。中継で取り上げられていた寝具につい

ては、一般的に興味を持たれている分野だと思う。スリープアドバイザーが出演して

いたのはよかったが、佐賀県鳥栖市から中継する必要性があまり感じられなかったの

で、中継場所の特色がもっと伝わるようにしたほうがよいと思う。「サタデートーク」

では、舞台演出家のこだわりや情熱などが感じられ、とても楽しく見られる内容だっ
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た。 

 

○  初の菜の花畑について、過去の桜の話ではなく、菜の花を巡る今後の地域農業の

展開などに触れたほうがよかったのではないか。中継では、体の形を機械で計測し、

ベッドのタイプを判定する過程を見せていたが、結果は“スタンダード”タイプで、

普通のベッドが選ばれていた。実際の測定結果なのでしかたないが、普通タイプ以外

のベッドになったほうが、計測した意味がより伝わったのではないかと思った。枕の

高さが“Ｈｉｇｈ”と診断されたことはまったく触れなかったが、枕についても詳し

く知りたかった。全体を通して、話が多岐にわたっているため、やや目まぐるしい印

象を受けた。また、全体的に少し力みが感じられ、番組がぎこちなく進んでいるよう

に見えた。 

 

○  「サタデートーク」は、以前からとても見応えのあるコーナーだと思っていた。舞

台演出家のインタビューはとてもよかったが、少し急いで話を聞いているように感じ

られた。新しい番組になって、このコーナーも試行錯誤していくと思うが、質の高さ

は維持してもらいたい。スタジオやアナウンサーの印象はとても爽やかで、感じのよ

い番組になっていると思うが、スタジオのアナウンサーによる解説などの役割がもう

少したくさんあると、よいのではないかと思う。週１回の番組なので、九州・沖縄の

あまり知られていないことや、すばらしい風景映像など、質にこだわって伝えていけ

ば、朝はこれを見たいと思わせるような内容になっていき、注目度も上がっていくの

ではないか。 

 

○  全体的に楽しい番組だったが、“土曜朝のビタミン剤”というコンセプトに対して、

色のインパクトが小さいと思う。アナウンサーの服装を元気が出そうな色に変えれば、

もっと爽やかな感じが出るかもしれない。中継先のアナウンサーがショートパンツを

はいていたが、あまりよくない印象たった。キャッツの舞台演出家のコーナーでは、

舞台セットについてはよく分かったが、キャッツ自体が１５年でどのようにおもしろ

くなったのか、その変遷が分からなかったので、もっと詳しく伝えてほしかった。天

気予報が番組中に２回もあったが、１回にまとめてしまったほうがよいと思った。 

 

○  キャッツの舞台演出や沖縄県うるま市の組踊の紹介は目新しい内容だと感じた。コ

ンセプトの“土曜朝のビタミン剤”のとおり、朝から元気を吹き込んでもらえた気が

した。地域の花便りのニュースも、季節の到来を感じられてよかった。ただ、中継や
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特集がやや長めに取り上げられていること以外は、従来のニュース番組とあまり違い

がない気がしたので、特徴的な内容になるように工夫してほしい。ベッドについては、

すでに使っているベッドが体型に合っているかどうかの診断方法など、視聴者が今す

ぐ試したくなるような内容も伝えてほしかった。キャッツについては、ゴミや舞台の

話が大半だったが、なぜ、１５年ぶりに福岡で復活したのか、以前と比べ、どのよう

に変わったのかも聞きたかった。 

 

○  オープニングはシンプルで爽快感のある印象だったが、“土曜朝のビタミン剤”と

いうコンセプトなのであれば、もう少しビタミンカラーであるオレンジ、赤、黄色な

どの太陽を連想させるかんきつ類の色を使ってみてはどうかと思った。また、エン

ディングの音楽は、もう少し音量レベルを大きくすれば、盛り上がってインパクトが

増すので、きっちり締まるのではないかと思った。「サタデートーク」では、舞台観

劇だけでは見られない舞台裏をかいま見ることができて興味深かった。ふだんは表に

出てこない舞台美術家の視点や思いを見聞きできてよかった。「現代版組踊 肝高の

阿麻和利」が取り上げられており、沖縄文化が九州に発信されたことは、とてもよい

ことだと思う。ただ、県外の視聴者にも分かりやすくするために、“肝高の阿麻和利

（かんこうのあまわり）”のように、ふりがながあってもよかったかもしれない。ま

た、子どもの舞台という視点を越え、文化を基調とした地域活性化の先進的事例とし

て扱うべきだったと思う。この取り組みが１５年続く理由や父母の会の運営努力など

にも注目すれば、もっと深い内容になったと思う。 

 

○  九州・沖縄の情報にフォーカスされた番組は意外と少なく、貴重な情報源だと思う。

ロゴが九州・沖縄の形をしているが、色の組み合わせには少し違和感があった。中継

は寝具についてだったが、 近、百貨店での寝具の売り上げが伸びているようなので、

トレンドをつかんだとてもよい内容だったと思う。「サタデートーク」では、土屋茂

昭さんの舞台演出にかける情熱が伝わり、よかった。日本になかなかなじめなかった

ミュージカルを、違和感なく完成させた演出力はすごいと思う。沖縄県の伝統芸能で

ある組踊の特集は、勝連城跡で行われている臨場感が伝わってきて、現地でも見てみ

たいと感じる内容だった。子供たちが役を通して自分の生き方について思いを深めて

いく様子が伝わる、とてもよいリポートだったと思う。 

 

 

（ＮＨＫ側）  
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中継については、九州・沖縄各放送局の持ち回りで伝えているので、

アナウンサーの衣装を含め、いただいたご意見を共有し、今後につなげ

ていきたいと思う。パターン化しすぎてしまわないように、適宜、新し

い要素を加える努力をしていきたいと思う。イベント情報を伝えている

ときの地図については、すぐにでも検討したい。改善できることは、早

急に検討し、より見やすい番組を目指していきたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

パターン化がよいときもあるが、予定調和だと見透かされてしまい、

チャンネルを変えられてしまうことがあると思う。新しいことに挑戦し、

予定調和を打破して、番組をもっと活性化していきたい。３０分間とい

う長い番組なので、おもしろいテーマについては、さらに掘り下げて長

めの時間を使って特集したり、せっかくの生放送なので、生のよさを生

かせる演出に挑戦したり、試行錯誤していきたい。見てよかった、見て

得したと思ってもらえるような番組にしていきたいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月１７日(木)のクローズアップ現代「“折れない心”の育て方～レジリエンスを

知っていますか？」を見た。“レジリエンス（苦しい状況に耐え、適応していく力）”

ということばを知らず、とても勉強になった。ただ、内容時間が短く、具体的な対処

法の説明などが不十分だったような気がした。かなり注目できるテーマだったので、

さらに掘り下げて伝えてほしい。 

 

○  ４月２１日(月)のクローズアップ現代「緊急報告 韓国船沈没事故」を見た。被害

者へのインタビューや船内の様子などを克明に伝えており、とてもよい番組だったと

思う。事故原因や被害が広がった理由など、今後、日本でも参考にできることがある

と思うので、引き続き取材してほしい。 

 

○  ４月２２日(火)のクローズアップ現代「“独立”する富裕層～アメリカ 深まる社

会の分断～」を見た。アメリカで富裕層だけの自治体を作っていることについて、短

い時間でしっかりまとめられていたと思う。今のアメリカの状況は、日本の将来の姿
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になる可能性があると思うので、アメリカのさまざまな状況を報道していってほしい。 

 

○  ４月２３日(水)のクローズアップ現代「子どもの体に異変あり～広がる“ロコモ

ティブシンドローム”予備軍～」で、子供の体の異変、運動機能の未発達が報じられ

ており、しゃがめない子どもがいることに驚いた。宮崎大学医学部が運動機能調査を

していることが紹介されていたので、ぜひ、九州・沖縄の番組でも取り上げてほしい。 

 

○  ５月４日(日)の明日へ－支えあおう－「是枝監督×女子高生～震災３年 福島を描

く～」を見た。是枝裕和監督の助言の中で、伝えたいことが出演者の様子で伝わって

いれば、ことさらことばを重ねる必要はないといった内容があり、とても感銘を受け

た。是枝監督のさまざまな助言を受けて、３人の女子高生が作る映画がどんどん改善

されていく様子を見て、彼女たちの柔軟性や感受性に驚いた。ただ、番組の 後で、

彼女たちに感想を聞いていたシーンはあまりにもありきたりで、監督の助言とは裏腹

に感じ、とても残念だった。 

 

○  なお、４月２１日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「滝川クリステル 秋田県大仙市」（後

編）では、きりたんぽ鍋を食べているシーンで、箸のマナーがよくないと感じる場面

があった。編集を施すなどして気をつけてほしい。 

 

○  ４月２５日(金)のＮＨＫスペシャル シリーズ 廃炉への道 第２回「誰が作業を

担うのか」(総合 後10:00～10:49)を見た。今後、原発などのエネルギーをどうすべ

きかは大切な問題だが、東京電力福島第一原発の処理も大きな問題である。日々の作

業の厳しさなどについて、現場関係者のインタビューを通して伝えており、とても分

かりやすい番組だった。時間の経過とともに、原発事故への意識は薄れがちなので、

継続的に番組で取り上げ、改めて広く認識してもらうことはとても重要だと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ 廃炉への道 第２回「誰が作業を担うのか」を見た。

誰しも向き合いたくないと思ってしまいがちだが、どうしても向き合わざるを得ない

困難な問題だと思う。単に、その絶望的な内容を伝えるだけではなく、実際に向き合っ

て乗り越えようとしている人たちの姿に光を当てることは、とても意味のあることだ

と思う。福島第一原発を継続的に取り上げていることは評価できる。引き続き、取材・

制作に取り組んでほしい。 

○  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”
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の衝撃～」で紹介されている貧困の事例を見て、かなりの衝撃を受けた。貧困の問題

は、少子化問題など、さまざまな社会問題の要因になっていることを痛感できる内容

だった。女性という観点で貧困の連鎖をよく捉えており、問題提起につながる、とて

もよい番組だったと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「調査報告 女性たちの貧困」を見た。費用や保証人の問題で住

居を準備できず、ネットカフェで生活している人が貧困の事例として紹介されていた。

しかし、社会保障が整っている中、本当にアパートなどに住めないことがあるのか疑

問も感じた。あえてそういう生活をしている人がいるのか、もう少し詳しい検証が必

要なのではないだろうか。 

 

○  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～」を見た。以前、徘徊（はいかい）している人を見つけたこ

とがあり、どうすればよいか困ってしまったことがあった。これからも、認知症の実

態をさまざまな観点から継続的に伝えてほしい。放送終了後、番組への出演をきっか

けに、７年間身元不明だった女性が夫と再会したニュースを見た。その中で、身元が

分からなかった理由が簡単に説明されていたが、詳しくまとめ、番組として放送して

ほしい。 

 

○  ４月２９日(火)の「有田焼・人間国宝 後の挑戦～密着・豪華列車 知られざる

舞台裏～」(総合 前8:15～8:58)を見た。豪華列車のななつ星が、十四代酒井田柿右

衛門さんの 後の仕事となったが、どのように進められたのか、よくまとめられてお

り、とてもよい番組だった。ただ、ＪＲ九州の関係者が柿右衛門さんに会いに行くシー

ンのコメントは必要なかったのではないかと思う。また、柿右衛門さんの体調を尋ね

るコメントがあったが、これまでのシーンで十分伝わっていたので、わざわざ聞かな

くてもよかったと思う。 

 

○  「有田焼・人間国宝 後の挑戦」を見た。柿右衛門さんが、 後まで作品に立ち

向かっていく姿が伝えられており、とてもよい番組だと思った。 後の仕事をする姿、

息子へ伝承するために厳しく指導する姿など、とても貴重な映像ばかりだったと思う。

一方で、水戸岡さんについても紹介されていたが、中途半端な印象があった。 
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○  ５月９日(金)のドキュメント挑「えっちゃん食堂に春が来た～中津市耶馬溪町～」

を見た。短時間で内容がしっかり詰まっており、窪田エツ子さんの「地元の味を伝え

たい、地元食で地域を元気にしたい」という自然体の思いが伝わってくる、とてもよ

い番組だった。スーパーの色が、白文字に縁がピンクだったので、番組イメージとよ

く調和しており、細部まで工夫されていると感じた。 

 

○  ５月７日(水)の歴史秘話ヒストリア「パリ ナースたちの戦場～看護婦が見た世界

大戦の真実～」(総合 後10:21～11:03.30)を見た。生存する体験者があまりいない第

１次世界大戦中の話だったが、とてもよく調べられており、おもしろい番組だった。

紹介されていた竹田ハツメさんは熊本から派遣された人だったので、もっと熊本に関

連した話があればよかったとは思ったが、彼女の頑張りや戦争の悲惨さが十分伝わる、

とてもよい番組だったと思う。 

 

○  ５月５日(月)の地球ドラマチック選「プラネットダイナソー」(総合 前9:21～10:05、

前10:10～10:54、前11:00～11:44)を見た。恐竜について科学的根拠に基づきながら

の説明だったが、ＣＧを駆使して表現しており、とても分かりやすく見応えのある番

組だった。大人も子どもも楽しめる、とてもすばらしい内容だったと思う。 

 

○  ５月５日(月)の「お葬式で会いましょう」(総合 前8:15～9:14.30)を見た。 近、

生前葬を希望する人が増えているので、テーマとしてはとてもよかったと思う。ただ、

おもしろかったが感動する部分がなく、内容に深みを感じられなかった。 

 

○  連続テレビ小説「花子とアン」の嘉納伝助は伊藤伝右衛門がモデルなので、福岡県

筑豊地方のにぎわいにつながるかもしれない。あまりイメージがよくないのがいささ

か残念だが、地元に関する話題として、興味をもって見ていきたいと思う。 

 

○  連続テレビ小説「花子とアン」の嘉納伝助は少しイメージがよくないかもしれない

が、伊藤伝右衛門邸のすばらしさが伝わることは、福岡にとってよいことではないか

とも感じる。蓮子のモデルである柳原白蓮に関する本も売れており、地元の関心はと

ても高いと思うので、福岡放送局でも、何かしらの展開を検討してみてはどうか。 

 

○  ５月８日(木)の世界で一番美しい瞬間（とき）「星降る村“天の川”輝く瞬間 

ニュージーランド・テカポ」を見た。観光名所や世界遺産の紹介とは異なり、ある瞬
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間にしか見られない、とっておきの光景を紹介していて、とてもよい視点だと思う。

そこに集まってくる人たちの人間ドラマも伝えており、かなり質の高い番組だと思う。 

 

○  ５月１０日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「議会占拠２４日間の記録～中台急接

近に揺れる台湾～」を見た。中国とのサービス貿易協定に関して、議会運営が一方的

だったとして不満が爆発して、学生たちが議会を占拠した事件が取り上げられていた。

事件の経緯や背景など、とてもよくまとまっており、興味深い内容だった。 

 

○  ５月４日(日)の佐賀イズム「サイダー女子がゆく～ご当地サイダー開発の舞台

裏～」(総合 前7:45～8:10 九州沖縄ブロック)を見た。ご当地サイダーがブームの中、

商品作りの営業活動を行う女子社員のひたむきに努力する姿が印象的で、クライアン

トとの信頼関係の大切さを改めて感じる内容だった。ストーリーはとても分かりやす

く、ドラマのようなおもしろさもある番組だった。女子社員の気持ちに共感できる場

面もあり、伝え方もとてもよかったと思う。 

 

○  ５月７日(水)の北海道スペシャル「甘くて、熱～い！ スイーツ王国・北海道」（総

合 後3:15.30～3:58.30）を見た。スイーツの原材料は道内でほとんど揃い、パティ

シエも大勢おり、熱心な消費者もいるので、北海道にはスイーツ作りを支える環境が

整っているという印象を受けた。また、競い合う場としてスイーツ王国さっぽろ推進

協議会の存在も大きく、コミュニティーが円滑に機能することが重要だと思った。ス

イーツを通して、創造する喜びや新しいことにチャレンジするだいご味も感じられる

内容だったと思う。 

 

○  ５月７日(水)の「イブニング長崎」を見た。アナウンサーには、視聴者に語りかけ

るような雰囲気があり、スタジオセットも明るくてさわやかなので、ニュースなどを

身近に感じられる、暖かい印象が残る番組だった。視聴者の作品を紹介するコーナー

「なんでも情報ＢＯＸ」には、プロとは違った視点もあり、新鮮味を感じた。今後、

投稿が増えていき、全国に自慢できるコーナーになることを期待したい。 

 

○  ５月１０日(土)のラジオ文芸館「耳なし芳一のはなし」を聞いた。若い頃に読んだ

印象とは違った側面が見え、とても興味深く聞くことができた。音楽が朗読と合って

おり、文学の持つ力が 大限に伝わってくる番組だったと思う。次回以降も聞きたい

と思った。 



10 

○  ５月１０日(土)の「とっておきラジオ」を聞いた。みうらじゅんさんが持参した映

画のサウンドトラックを流していたが、彼のキャラクターとも相まって、とても楽し

く聞け、印象深い番組だった。 

 

○  ４月２６日(土)の突撃 アッとホーム「あの伝説の熱血教師が帰ってきた！ロド先

生 涙の卒業式ＳＰ」を見た。外国人教師であるロドリゴ先生と日本人教師の教え方

の違いに、文化の違いを感じた。ロドリゴ先生が生徒たちに、１年間を振り返るＶＴ

Ｒを見せていたシーンは、僅かな時間ながら、先生と生徒の絆が伝わる、とてもすば

らしいシーンだったと思う。 

 

○  ５月１０日(土)の突撃 アッとホーム「今夜は号泣ＳＰ 海外に単身赴任中の父に

奇跡が起きた！」を見た。娘が単身で働くお父さんに会うためにカンボジアまで行っ

ていたが、同じ境遇のお父さんや現地スタッフが感動して涙する場面がとても印象的

だった。「金メダルだよ！ありがとう」の企画では、感動話を伝えるだけはなく、ロ

ンドンオリンピック陸上選手の父親にたどり着く奇跡も生み出しており、本当に不思

議な魅力のある番組だと思った。今後にも期待したい。 

 

○  「Ｅテレ２３５５」は、いつ見ても手抜きなしの内容で、毎回驚かされている。家

族や日本のよい点を、わずか５分で伝えてくれる、すてきな番組だと思う。この志に

今後も期待したい。 

 

○  今回視聴した番組は、どれも民放とは違うスタンスが感じられ、ＮＨＫの存在感に

つながっていたと思う。よい番組を放送することが、受信料制度へのさらなる理解に

つながると確信しているので、引き続き、しっかりとした番組作りを心がけてほしい。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６年４月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、「方言バラエティー あーね！」を含め、放送番組一

般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、５月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 下竹原啓高 （（株）指宿白水館代表取締役社長） 

副委員長 藤井 通彦 （（株）西日本新聞社論説委員長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役社長） 

 竹井 成美 （放送大学非常勤講師） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 平田トシ子 （北九州市人権施策審議会副会長） 

 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

 宮崎 和恵 （おおいたインフォメーションハウス（株）取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「方言バラエティー あーね！」（総合 ３月２８日(金) 

九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ 後10:55～11:20 宮崎局、福岡局制作）について＞ 

 

○  “あーね”は若者ことばだと思ったので、方言バラエティーというタイトルには違

和感があった。若者ことばと方言が混在してどっち付かずであったので、どちらかに

絞ったほうがよかったのではないか。“あーね”を紹介するのであれば、なぜ方言と

言えるのか分かるように時間をかけて説明してほしかった。方言番組として考えれば、

方言チャートや方言の解説などがおもしろかったので、方言の使われる範囲や隣県と

の違い、さらに、それらの背景に焦点を当てれば、もっとおもしろくなったのではな

いかと思う。 

 

○  この番組のターゲットが分かりづらく、２５分が限界で、もっと長かったら見てい
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るのは厳しいと感じた。高校生が１６人出演していたが男性は１人しかおらず、もう

少し多くてもよかったのではないか。方言チャートはおもしろそうだし、“あーね”

が流行していることを初めて知ることができた。同じ物語をいろいろな方言で読んで

みるなどして、地域ごとの違いを比較するのもおもしろいのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組は、若者向けというよりも、番組を見たあとで、親子や家族、

あるいは、学校や職場での話題にしてもらえればと思い、どの世代にも

受け入れられるように企画、制作した。出演した高校生は、放送コンテ

ストでお世話になっている先生に紹介してもらったが、結果として、女

性が多くなってしまった。今後は気をつけたいと思う。 

 

○  地方から東京に行ったとき、なるべく方言が出ないように気をつけた経験があり、

共感できる話がたくさん出てきておもしろかった。どの地域の人でも楽しめるように

工夫されていてよかったが、誰に向けての番組だったのか最後まで分からなかった。

“あーね”は若者ことばであって方言ではないと思う。これをタイトルに入れるので

あれば、若者ことばが方言として定着している様子や定着した経緯などを紹介する番

組にしたほうがよかったのではないか。“あーね”への違和感が、そのまま番組終了

まで感じられた。今、方言は注目されているので、取り上げたタイミングはよかった

と思う。 

 

○  私も“あーね”が本当に方言なのかと思い、試しに会議で使ってみたところ、まっ

たく通じなかった。やはり、タイトルに入れることには疑問を感じざるをえなかった。

共通語だと思っていたことばが、実は方言だったことに気づいて驚いたことがあった

ので、共感できる内容に感じた。方言は地域の文化でもあるので、うまく活用する方

法などを紹介してもおもしろいのではないか。 

 

○  沖縄県では、方言とは言わず“しまくとぅば”と言い、言語の一つとして扱ってい

るため、方言と聞くと薄い印象になってしまう。沖縄県で“あーね”は全く知られて

おらず、あまり沖縄の方言が登場しなかったので、沖縄県民には、つまらなく感じる

のではないかと思った。出演者それぞれの役割が分かりづらく、内輪で盛り上がって

いるだけに見え、置いていかれているように感じた。番組を開発しようという姿勢に

は期待が持てるので、この取り組みは続けてほしい。 
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○  方言は通訳がないと理解できないくらい地域によって違っており、大切な地域の文

化だと思った。特定の地域にしか通じなかった方言が、若者たちをきっかけに、通じ

る地域が広がっていることは、とても新鮮に感じられた。私は中学生で東京に行き、

方言をハンディキャップだと感じていたが、今は、そこまで感じなくてもよくなって

きているのかもしれないと、番組を通して感じることができた。 

 

○  高校生と大学生の娘に聞いたところ、たまに“あーね”を使っているとのことだっ

た。しかし、それが東京でも使われている福岡発祥の方言だということは知らないよ

うだった。私も方言に当てはまるのかには、疑問を感じているので、流行語との違い

を分かるように説明してほしかった。方言の魅力は、とてもすばらしいと思うので、

もっとたくさん紹介していってほしい。 

 

○  “あーね”は西日本新聞でも最近取り上げたが、それまでは全く知らなかった。若

い高校生が使っていて広がったというのがとても現代らしいし、実は歴史もかなりあ

るということで、“あーね”を取り上げたことは、とてもよかったのではないかと思っ

ている。一方で、ゲストが東九州に偏っていたのではないかと感じた。東九州と西九

州では、アクセントなどかなり違うので、東西のバランスを取ってほしかった。“九

州は一つ”と言われたり、“一つ一つ”と言われたりするように、各県で共通した部

分もありながら、はっきりとした違いもたくさんあり、それぞれの県のアイデンティ

ティーを確認するために方言を使ったことは、大変興味深い視点であり、非常におも

しろい伝え方だと思う。 

 

○  私も“あーね”は若者ことばだと思った。いわゆる正統派の方言に光を当ててほし

かった。全国には多くの方言があって大切な文化だが、過疎化が進む地域も数多く存

在するので、今のうちに、できるだけ多くの方言を記録しておくことも重要なのでは

ないかと思う。ルーツや広がり方など、方言にはおもしろい要素がたくさんあるし、

方言を取り上げると地方に光が当たるので、とてもよいことだと思う。もっと紹介し

て、地方の盛り上げにつなげてほしい。 

 

○  熊本の方言が紹介されたとき、娘たちが私と同じ反応をしたのがうれしく、家族で

見られる番組だと感じた。“あーね”は福岡の方言で、女子中高生流行語の第２位に

なるほど有名らしいが、私は知らず、ジェネレーションギャップを感じたので、幅広

い世代が共感できる視点でも作ってほしいと思った。一部の県の話題がほとんどな
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かったように感じて気になったので、九州沖縄全県を網羅した構成にしたほうがよ

かったと思う。宮崎放送局のアナウンサーの方言に親しみを感じられたので、それぞ

れの県に、方言を使うアナウンサーがいてもよいのではないかと思った。 

 

○  方言チャートのサイトによって、方言ブームが起こったという視点がユニークだと

思った。このチャートでコミュニケーションも図れ、盛り上がれそうだと感じた。九

州の方言はかわいいイメージで評価が高いようだが、私は男らしいイメージを持って

いたので、意外な新しいイメージを発見できる番組だったと思う。手書き文字やイラ

ストがふんだんに使われており、女子中高生や女子大生の気分が味わえ、大いに楽し

める番組だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

“あーね”については、ある地域で使われていることが研究者によっ

て確認され、さらに、徐々に広がっていることも確認されていたので、

広い意味での方言として紹介したが、方言であることを、もう少し詳し

く説明してもよかったかもしれない。今後、方言の変化や地域色のある

方言など、さまざまな視点で取り上げていきたいと思っている。本日い

ただいた提言は、今後の参考にさせていただきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月３日(木)の超絶 凄（すご）ワザ！「前人未到の“切れ味”を目指せ」（前編）

を見て、日本の技術や職人たちのすごさを肌で感じられ、これからも頑張ってほしい

とエールを送りたくなる番組だった。スロー映像などを効果的に使っていて、とても

興味を引く伝え方になっていたと思う。 

 

○  ３月３１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「四季を感じ、命を食す 料理

人・中東久雄」を見た。中東久雄さんのお店に何度か行ったことがあり、詳しく知り

たいと思っていた。彼の料理を食べたことがある人はもちろん、ない人にも、料理は

命をいただくという考え方や和食のすばらしさなどが分かりやすく紹介されていて、

とてもよかった。 
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○  もしかしたら将来、ＳＴＡＰ細胞が本当にあると分かるかもしれないので、予断を

持って決めつけるような報道にならないように気をつけてほしい。理化学研究所の小

保方晴子研究ユニットリーダーの記者会見では、マイクが無数に並んでいて、シャッ

ター音もすごく、報道陣が圧力を加えているように見えた。同研究所の笹井芳樹副セ

ンター長の記者会見でも同じように感じた。何らかの方法で調整することはできない

か。 

 

（ＮＨＫ側） 

記者会見は主催者がルールを決めており、それに従って取材している。

例えば、首相会見などは記者クラブが関わっていて、必要に応じた調整

ができている。主催者がしっかり調整すれば、報道陣もきちんと従い、

十分に避けることができたと思う。 

 

○  ４月１１日(金)のきん☆すた「商店街を盛り上げ隊～北九州市・八幡中央区商店

街～」を見た。盛り上げ隊があちこち走って商店街の様子を伝えており、魅力がよく

伝わってくる、おもしろい番組だった。しかし、高齢者の人への対応など、ゲストが

はしゃぎすぎているシーンが目についた。ゲストの見直しを含め、品格のある番組制

作を心がけてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

取材相手に対して、たとえ本人が失礼だと思わなくても、視聴者が不

快に感じかねない態度をとるべきではない。もし、そのようなことをし

てしまったとしても、編集などを施して、放送しないようにしなければ

ならないと思っている。品格のある取材や放送を徹底していきたい。 

 

○  きん☆すた「商店街を盛り上げ隊」は、とても楽しい雰囲気で商店街を紹介してお

り、地域の盛り上げ、活性化につながるよい番組だったと思う。さらに、商店街の歴

史などを併せて紹介すれば、内容に深みが出るのではないかと思う。 

 

○  きん☆すた「商店街を盛り上げ隊」は、商店街活性化に取り組む人にとって参考に

なる番組だったと思う。そのほかの人にとっても、商店街ならではのよさが感じ取れ

る番組だったと思う。商店街をコミュニケーションの場所と位置づけ、集客力を高め

て、存在価値を上げていきたいという思いが伝わってきた。商店街を盛り上げるため
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の取り組みや悩み、苦労のほか、今後の展望などについても知りたかったし、商店街

にどうあってほしいのか、地元の人たちの思いも取材してほしかった。 

 

○  ４月１６日(水)のためしてガッテン「幸せ！チョコレートの超ヘルシー＆美味ワ

ザ」を見た。チョコレートに血圧抑制効果があることや、栄養補給に使っている病院

があることが紹介されており、とても驚く内容だった。 

 

○  ４月８日(火)の「あさイチ」でピザを取り上げていた。私のお店でもピザを出して

いて、手を汚さずに食べる方法はないものかと気になっていたが、その方法が紹介さ

れており、とてもよかった。 

 

○  ４月１５日(火)のひるブラ「“軍師官兵衛”絆が生きる街～福岡市～」は神社とい

う格式ある場所からの中継にもかかわらず、ゲストがふざけすぎていて、見るに堪え

なかった。地元がこのような形で紹介されると不快なので気をつけてほしい。 

 

○  ４月１日(火)のクローズアップ現代「乗り越えられるか 消費増税」を見たが、こ

の日にこの内容を放送したことは、とてもよかったと思う。会社社長などのインタ

ビューがあったが、よくここまで聞くことができたと思える深い内容だったので、高

い取材力に感心した。 

 

○  ４月３日(木)のクローズアップ現代「埋もれた証拠～“袴田事件”当事者たちの告

白～」を見た。袴田事件を通して、日本での刑事裁判における課題を知ることができ

た。人が人を裁くことの恐ろしさなど、とても考えさせられる番組だった。 

 

○  ４月１１日(金)のドキュメント７２時間「巨大フェリーの人生航路」を見た。タイ

トルはつまらなそうな印象だったが、いくつものドキュメントがあり、感激する話も

あっておもしろかった。タイトルは、見るかどうかを決めるときの重要な材料なので、

工夫したタイトルを心がけてほしい。 

 

○  ４月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「北朝鮮 権力とカネの謎」を見た。北朝鮮で

は、宮廷経済と呼ばれる忠誠心を維持するためにできたお金の流れがあり、北朝鮮経

済の６０％を占めていると紹介されていた。北朝鮮経済が厳しいことは知っていたが、

さらに深く知ることができ、とても勉強になった。 
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○  ３月２３日(日)のろうを生きる 難聴を生きる「米内山明宏の流儀～演劇の可能性

を信じて～」と３月３０日(日)のろうを生きる 難聴を生きる「米内山明宏の流儀～

生きた“ことば”を伝えたい～」を見て、手話を表現方法の一つとして取り入れたこ

とはとてもすばらしいことだと感じた。現代の文化に携わるわれわれにとって、新し

い着眼点を得られる、とてもよい番組だったと思う。 

 

○  「おきなわＨＯＴｅｙｅ」でのキャスターどうしのかけ合いは軽妙でおもしろいと

思うが、ときにやりすぎと感じることもある。盛り上げようとしすぎて、少し上滑り

な感じが出てしまっていると思う。伝えるべき内容がきっちり伝わらず、取材を受け

た人の意図とは違うニュアンスで伝わってしまうこともあるので、もう少し落ち着い

た雰囲気でやってもよいのではないかと思う。 

 

○  ４月５日(土)のＮＨＫスペシャル 人体 ミクロの大冒険 第２回「あなたを変身

させる！細胞が出す“魔法の薬”」（総合 後9:00～9:48）と４月６日(日)の第３回「あ

なたを守る！細胞が老いと戦う」を見た。野田秀樹さんと山中伸弥さんの対談が落ち

着いた大人の会話で、よい雰囲気の番組だった。コンピューターグラフィックスが駆

使されており、人体の難しい話もとても分かりやすく、見入ってしまうすばらしい番

組だった。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル 人体 ミクロの大冒険」は、人間の体の構造がとても分かり

やすく説明されており、勉強になるよい番組だった。 

 

○  ４月１６日(水)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、世界最古の石の楽器が紹

介されていたが、その話題が終わったところでアナウンサーが「古代にもローリング

ストーンズがいたのでしょうか」と言っていたことがおもしろくて、とてもよかった

と思う。固いニュースの中に、ウイットに富んだコメントが少しくらいあってもよい

と思う。かつて、ある委員が「あさイチ」の冒頭で「ごちそうさん」に触れるなど、

違う番組について触れることが効果的だと発言していたが、最近、私自身もそう感じ

ることがあった。番組によっては難しいと思うが、どんどん取り組んでもよいかもし

れない。 

 

○  ４月４日(金)の特報フロンティア「暴力団 消えた１万人～“離脱者”はどこへ～」

を見た。難しい問題を女性記者が報告していたこともあり、とても興味深く見ること
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ができた。暴力団を離脱しても社会復帰が難しく、就労支援をどうすべきか、とても

考えさせる番組だった。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）では刑を終えて出所した人の独り立ちの難

しさが、４月８日(火)から放送されているドラマ１０「サイレント・プア」では社会

の日の当たらない場所で悩む人の救済の難しさが伝わる内容であり、これら一連の番

組を通して、行政と住民がどのように連携すればよいか、とても考えさせられた。さ

まざまなジャンルの番組で社会問題に焦点を当てることを今後も続けてほしい。 

 

○  ４月６日(日)のうまいッ！「上品な香りと極上のうまみ“本枯節”～鹿児島・枕崎

市～」を見た。タレントがたくさん出演しており、「すごい」とか「おいしい」とか、

ありきたりのことばしか言わず、わいわい盛り上げるだけのバラエティー的な作りに

なっており、あまり感心しない。最近、このような作りの番組が少し多くなっている

と感じるので、伝え方をもう少し考えて番組を作ってほしい。 

 

○  ４月１３日(日)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」では熊本県多良木町の小学校

を、４月１４日(月)の「ニュースウオッチ９」では島根県の隠岐島前高校を例に、過

疎地の学校入学者を増加させた取り組みを紹介していた。学校がなくなることは、過

疎化の深刻化につながる大きな問題なので、ニュースも含め多くの番組を通して、地

域全体で学校を維持している取り組みをたくさん伝えてほしい。 

 

○  ４月３日(木)から定時で放送している「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は、

とても挑戦的な番組だと思う。内村光良さんのシュールでナンセンスな世界を作り上

げており、芸人を集めてネタを見せるだけのようなお笑い番組と比べ、インテリジェ

ンスのある番組だと思う。お笑いの新しい分野の開拓につながるかもしれないと、今

後の展開をとても楽しみにしている。 

 

○  ４月７日(月)のワイルドライフ「モンゴル アルタイ山脈 ユキヒョウ親子 天空

の断崖をゆく」を見たが、とてもおもしろかった。めったに見られないユキヒョウの

生態を明らかにしており、とても興味深く見られる番組だった。 

 

○  窃盗事件で福岡県筑後市の夫婦が逮捕されたが、今後、報道の姿勢が問われる局面

が出てくるのではないか。加熱した取材や伝えっぱなしといった批判を受けないよう

に、同じ報道の立場として、お互い、気をつけなければならないと思っている。 
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○  ４月８日(火)のクローズアップ現代「まさかの天井落下をどう防ぐ」を見た。タイ

トルに“まさか”とあるが、これまで天井などに明確な耐震基準がなかったことを考

えれば、落下は想定できたことだと思う。こういった被害を減らすためにも、引き続

き、制度の不備や課題について、取り上げ続けてほしい。 

 

○  ４月９日(水)の食材探検 おかわり！にっぽん「王様アスパラ・長崎県」の出演者

の丁寧な姿勢がとても好印象だった。話し方に誠実感があって、食材の印象や味など

が自然と伝わってくる感じがした。料理の場面に慌ただしさはなく、食材の組み合わ

せや調味料の使い方が丁寧に説明されており、出来上がりへの期待感が高まる内容

だった。試食シーンでは、地元食材が新たな味に変わったことに驚く生産者の様子が

印象的だった。この番組を見なかったら、決して思いつかないような料理を見ること

ができて、とてもよかった。 

 

○  ４月１１日(金)の長崎人（じげもん）「桜だより」は、エピソードを交えながら桜

の名所を紹介しており、楽しく見ることができた。ただ、名前は聞いたことあるが、

場所までは分からない所も多く、地図を使った案内もほしかった。また、日帰りで楽

しめるドライブコースの紹介などもあれば、さらによくなったと思う。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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