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平成２８年３月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１７日（木）、福岡放送局において、６

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２８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２８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、「きん☆すた 『セイン・カミュ・ニッポンのふるさとをゆく～ 満 喫 ！ 南 国 の 自

然 と 島 時 間  鹿 児 島 県 奄 美 大 島 ～ 』」について、山下チーフ・ディレクターから

説明があり、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、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     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）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） 

 長﨑 健一 （（株）長崎書店代表取締役社長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「きん☆すた 『セイン・カミュ・ニッポンのふるさとをゆく 

～ 満 喫 ！ 南 国 の 自 然 と 島 時 間  鹿 児 島 県 奄 美 大 島 ～ 』 

（総合 ２月１９日(金) 福岡局制作）について＞ 

 

○  セインさんが地域に溶け込む様子がとても印象的だった。大島紬の泥染めが行わ

れているのが本当に普通の農地だったことが意外だった。もう少し泥染めの過程も

見てみたかった。 

 

○  待ち網漁や黒糖づくり、ハブの買い上げなど、知らなかったことがたくさんあっ

てとても新鮮だった。 
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○  別れのシーンもとても感動的で、見ていて涙が出た。おそらくセインさんだった

からではなく、どんな人が来ても心から歓迎し、見送るという文化が日常的に行な

われているからなのだろう。最後にセインさんが海を眺めながらきれいな空が映る

シーンはとてもよかった。 

 

○  コンパクトな中にも温かいコミュニティが形成されていて、セインさんが行く

先々で温かく歓迎されていることをさまざまなシーンから感じ取ることができた。

奄美のたて琴や島唄半学をとおして、単に音楽を伝承していくのではなく、歌の背

景や歴史を学び、地域に根ざした文化を守っていくことの重要性を感じた。 

 

○  現在、日本版ＣＣＲＣなど、コミュニティのあり方について議論されているが、

自分たちの持っている時間をゆったりと楽しく過ごし、外から来る人を温かく迎え

入れる奄美の人たちの暮らしぶりを見て、人とのつながりや温かさ、地域文化を守っ

ていくことの大切さを改めて感じることができた。 

 

○  サトウキビ畑で副業をしながら大島紬を作っている島民が紹介されていたが、職

人の世界では特に珍しいことではない。ことさらに強調する必要性があったのか。

また、別れのシーンでセインさんが涙を流していたが、そこに至るまでの部分が足

りなかったように思う。島民の暮らしや気持ち、そしてそれらを通してセインさん

がどう感じたのか、奄美に滞在した３日間の気持ちの変化を描いていれば涙の意味

がもっとはっきりと分かったのではないか。 

 

○  セインさんが魚や黒糖を食べたときのコメントが終始「うまい」だけで、具体的

にどのような味だったのか分からなかったのは残念だった。また、派手な色をした

高級魚も出てきたが、結局食べずに見せただけだったので物足りなさを感じた。 

 

○  三線を売っている楽器屋があることや、島唄が今でも盛んに歌われていること、

「アマミアンミュージック」「アマミアンポップス」という言葉があるというのは新

鮮だった。島唄の先生や生徒たちのコメントを聞いて、島唄とは私たちが思ってい

るような単なる民謡ではなく、生活に根ざしたものだということが伝わってきてと

てもよかった。 

 

○  宇検村の待ち網漁では、ゆったりと流れていく「島時間」のすばらしさを強く感

じた。島民たちとひなたぼっこをしながらのんびり待っていたシーンもとても面白

かったので、もう少しそこに焦点を当てたらよかったのではないか。 
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○  セインさんは日本語も上手で人柄もよく、奄美の人々との温かく楽しい掛け合い

を見ることができ、気づけばニコニコとほほ笑みながら番組を見ている自分がいた。

見た後に幸福感が残る番組だった。 

 

○  待ち網漁の成果には心配になったが、島独特の時間の流れ方が画面からよく伝

わってきた。 

 

○  別れのシーンは心にくるものがあり、思わず私も涙してしまったが、奄美の見送

る文化があることを知り納得した。見送る文化について、もう少し深く掘り下げて

もおもしろいのではないか。 

 

○  セインさんの明るい性格もあってか、奄美の島民たちも心を開き、ふだんの暮ら

しや等身大の島民の優しさがにじみ出る、温かい番組だった。ただ、なぜ旅人がセ

インさんだったのかは疑問に思った。セインさんならではのシーンが一つでもあれ

ばなお良かったのではないか。 

 

○  生産が縮小している大島紬にサトウキビ耕作、そして黒糖づくり。長年の勘が必

要だと、生産を続けている職人たちの姿に感動した。ぜひ今後も守り継いでほしい

とエールを送りたい気持ちになった。 

 

○  待ち網漁や沖から帰った漁師が持ち寄る魚を、食べて飲んで笑う集落の一体感は

もはや都会では忘れ去られたものだと思う。また、別れのシーンでは人と人とのふ

れあい、人間の温かさを感じた。人口減少が続いている中、ここにも地方創生、島

の活性化をいかに図っていくかという課題がある。今後もこうした日本の良さを発

信する番組を継続してほしい。 

 

○  最後のシーンは、楽しいのに涙してしまうくらい温かい気持ちになった。人と人

が出会うのはたとえ一瞬の出来事だったとしても、奄美の人たちは「みっちゃれ節」

を歌いながら人の幸せを願ってくれているのだと感謝せずにはいられなかった。待

ち網漁で３時間も待ったのにイカ一匹でも「いつものことだぁ」と言っている笑顔

が、この島の人々に会いに行きたくなる理由なのかもしれない。 

 

○  奄美群島は、戦後しばらくはアメリカ領であったということだが、アメリカ占領

下のことは沖縄ばかりが取り上げられるので奄美についても少し紹介してほしかっ

た。 
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○  単に人々とふれあい、さまざまな場所を訪問するだけでは面白さに欠ける気がし

た。なぜ奄美だったのか、「セインさんが訪問したい場所の一つ」だけでは物足りな

いと思う。 

 

○  先日ＮＨＫワールドＴＶでも、外国人が奄美大島を自転車で回り、島民と交流す

る番組を放送していた。内容が似かよってしまうのは、ある程度しかたのないこと

かもしれないが、もう少し工夫をしてほしかった。 

 

○  大島紬に三線、黒糖、どれも見聞きしたことがあるものばかりで、驚きや新たな

発見、納得感が得られず、予定調和的に取り上げられているような感じがしたのは

残念だった。島唄半学の紹介のときも、もう少し踏み込んで、統治下における奄美

の歴史や人々の暮らしの変化、明るさと強さの秘密を見せてもらえたらよかったの

ではないか。 

 

○  セインさんは３５年間日本に暮らしているとのことだが、果たして日本語に堪能

で、日本の暮らしについてもよく理解している人が訪れるのが適切だったか疑問に

思う。 

 

○  時間配分についても、イントロで全体のダイジェストを流した上に、エンディン

グでもまた流していた。同じ時間を使うのであれば、もっとセインさんが島民と触

れ合う時間をどのように過ごしていたのかに使った方がよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

さまざまなご意見をありがとうございます。なぜ旅人がセインさ

んだったのか、なぜ奄美だったのか、そして最後の別れのシーンで

涙するまでのいきさつをきちんと描ききれなかった。「きん☆すた」

とセインさんの旅のシリーズはこれで終了だが、来年度からの旅番

組ではここでいただいたご意見を生かして地域が主役となるような

魅力的な番組を作っていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２１日(日)のＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀 「第５集 若者の反乱が世

界に連鎖した」を見た。まずベルリンの壁ができたところから始まる映像にとても

引きこまれた。1967、68 年の世界について、若者の反乱という視点で東西をつない
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で現代世界史的に見せる手法も非常におもしろかった。キューバ革命のゲバラにつ

いては、彼の人物説明がもう少し必要ではなかったか。一方、中国の文化大革命は

幻想だときっぱり切り捨てており、見ていて痛快で納得もできた。また、1968 年の

ワシントンでの反戦集会でボブディランが歌を歌う姿を見て、若者の心をとらえて

いく様子や、カウンターカルチャーとは何かを知ることができた。 

 

○  ２月１９日(金)の特報フロンティア「伝統産業は生き残れるか～有田焼 ４００

年目の挑戦～」を見た。売り上げの激減、職人たちの高齢化や廃業など、次から次

へと有田焼の置かれた危機的状況を紹介していたので手に汗握りながら見た。危機

感や不安をあおるだけの番組かと前半は思ったが、後半で、有田焼商社の社長と窯

元の職人という若い２人の力を紹介し、有田焼が生き残るための手掛かりを探って

いた。本来の有田焼にはない特徴のものでもデザイナーから要求されれば作り、そ

れでいて有田焼の伝統技法は受け継ぐというやり方をとおして若者を引きつけ、最

近売り上げが伸びてきているとのことだった。地域の課題に向き合う、意欲的な番

組だったと思う。 

 

○  私も２月１９日(金)の特報フロンティアを見た。売り上げが激減したと報じてい

たが、使うデータが少なすぎたと思う。また、百貨店への卸も有田焼産業全体の３

割程度しか成り立っていないのに、そこからデータを引用しているので大変売り上

げが悪化したように映ってしまっている。また、そうした状況の中で外国のデザイ

ナーからの要求に応えるべく奮闘しているような描かれ方をしていたが、それは今

に始まったことではない。もう少し有田焼の歴史を踏まえてほしい。取材時間も短

かったのではないか。ただ、このテーマで番組を作ったこと自体は評価したい。さ

らに取材を深めて、ぜひ続編に挑戦してほしい。 

 

○  ３月１５日(火)のクローズアップ現代「“仕事がない世界”がやってくる！？」を

見た。人間に変わるＡＩ（人工知能）、いわゆるロボットがどんどん増えていき、人

間の仕事がなくなるのではないかという話だった。若者の失業率が高いスウェーデ

ンでは、働かなくてもお金がもらえるベーシックインカム制度を作ろうとしている。

番組では具体的な対策や結論はないままに終わったが、いずれ機械と人間が当たり

前のように生活を共有する時代が来るのだということを感じ、いろいろと考えさせ

られた。 

 

○  ２月２６日(金)の特報フロンティア「“偽られた薬”～化血研 不正隠蔽（いんぺ

い）の闇～」を見た。熊本を代表する企業の不正には県民としてとても衝撃を受け

た。関係者や当事者へのインタビューは充実していたと思うが、市民がどう感じた
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かも取り上げてほしかった。「この件は、ふだん血液製剤を使わない大多数にとって

もひと事ではない。病気やけがで血液製剤を使うこともあるので、一般の生活者が

興味関心を持つことが不正の抑止につながる」とまとめていたのは大変よかった。 

 

○  ２月２０日(土)のＥＴＶ特集「書家・金澤翔子３０歳～娘と母 新たな旅立ち～」

を見た。ダウン症の書家、金澤翔子さんが３０歳になるのを機に、一人暮らしをす

るところを描いていた。なかなか部屋を貸してもらえないという難しい現実がある

ことをこの番組で知った。ユニバーサルな社会を作っていく上で、私たちに何がで

きるか興味を持ち、情報を集めることはとても大事だと改めて感じた。 

 

○  ３月１５日(火)のハートネットＴＶ ２０１６ リオパラリンピック第５回「視

覚障害者女子マラソン 道下美里」を見た。女子マラソンの道下さんは、たくさん

の人に支えられながらパラリンピック出場を目指して日々頑張っている。笑顔の絶

えない彼女を見ていて、困難を乗り越えていく力と勇気をもらうことができた。昔

に比べてパラリンピックもかなり注目されるようになってきた。障害のある人たち

の挑戦を私たちも支えていけたらと思う。 

 

○  ３月１６日(水)の探検バクモン「センバツ直前！甲子園球場の舞台裏」を見た。

野球関係で暗い話題が多いなか、今月２０日から開幕する「センバツ高校野球」を

前に、時宜を得た番組だった。球児たちの夢の舞台で、最高のコンディションで野

球をしてもらえるよう尽力している裏方の人たちも紹介されており、とても見ごた

えがあった。また、岩手の釜石高校が２１世紀枠で出場することにも触れていた。

東日本大震災から５年のタイミングで東北にもスポットを当てたことは有意義だっ

たと思う。 

 

○  スポーツに関しては、現在琴奨菊が４連勝と好調で九州から明るい話題を発信し

てくれている。相撲界も一時期人気が低迷したこともあったが、数年かけて人気も

盛り返している。暗いニュースが多いなかで、こうした明るいニュース、希望のあ

る話題を発信してほしい。 

 

○  ３月５日(土)の目撃！日本列島「僕らの青を届けたい」を見た。東京から若者２

人が藍染の伝統の地である徳島県上坂町に移り住み、藍染作りの会社を立ち上げた。

いまや藍染め業者はかつての 1800 軒から５軒に激減しているとのこと。後継者問題

や化学製品に押されて日本古来の文化、ものづくりが廃れている現状の中で、こう

した若者のチャレンジ精神はすばらしいと思った。地方創生、地方の活性化、そし

て日本の良き文化・芸術を守るためにも、こうした若者の行動を継続取材してほし
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い。 

 

○  ３月１０日(木)のＮＥＸＴ 未来のために「学校へ行きたい 子宮頸がんワクチ

ンと少女たち」を見た。子宮頸がんを予防するワクチンの接種後、原因不明の痛み

や障害に苦しむ子どもたちに関する内容で、あまりに痛ましく、心に突き刺さる内

容だったが、こうした事実を知ることはとても重要で、周りの支援のあり方につい

て考えることが出来ると思った。ワクチンと障害の因果関係は不明とのことだが、

もう少し医学的な見解や海外の状況も知りたかった。このテーマを扱うには３０分

は短すぎる。ぜひ、続編をお願いしたい。 

 

○  ３月１５日(火)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、研究成果の報道があっ

た。国立大学法人宮崎大学と公益財団法人かずさＤＮＡ研究所は、東北大学、トヨ

タ自動車株式会社と富士化学株式会社との共同で、日本シバ３種のゲノムを解読し

た。日本シバのゲノムや遺伝子の特徴を明らかにし、遺伝情報を活用することで、

生産者と消費者のニーズに合った市場価値の高い日本シバの育種が大きく加速する

ことが期待される。こうした研究を報道してもらうことで研究を志す人たちが増え

ればと思う。 

 

○  １月１４日(木)から３月３日(木)まで放送された「木曜時代劇 ちかえもん」に

ついて。最近の時代劇にはない新しいエンターテインメント性と遊び心のあるおも

しろさを感じた。インターネット上では、もう「ちかえもん」を見られないことを

悲しむ「ちかロス」なるものが増えており、また彼らに会いたいと望んでいる視聴

者が多いと聞く。「不孝糖」の歌が耳に残っている私も「ちかロス」の一人なのかも

しれない。続編が作られることを期待している。 

 

○  ２月２４日(水)の歴史秘話ヒストリア「二・二六事件 奇跡の脱出劇」を見た。

二・二六事件の岡田総理襲撃からの脱出劇秘話。実にドラマチックで、事実は小説

よりも奇なりとは本当で、初めて知ることばかりで大変おもしろかった。ただ、陸

軍将校らが反乱軍を立ち上げた時代背景、若き軍人たちが決起せざるを得なかった

当時の状況がもう少し分かれば、なおエピソードに入っていけるのではないか。岡

田総理の人格、人柄などをもっと知りたかった。 

 

○  ２月２９日(水)と３０日(木)のひるブラ「太古を感じる神秘の森～沖縄・南城

市～」と「里でつなぐ陶器“やちむん”～沖縄・読谷村～」を見た。生放送のため、

毎回会話にタイムラグが生じるのがかなり気になる番組ではあるが、とりわけ今回

は気になった。スタジオのゲストの相づち一つひとつに現場のリポーターたちがい
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ちいち反応し、お互いに気を遣いすぎるため、変な間が生じてしまい、見ていてフ

ラストレーションがたまってしまう。タイムラグを克服する工夫をしてほしい。ま

た、読谷の“やちむん”の情報も表面的なことしか紹介されず少し残念だった。手

間暇かけた工芸品だからこそ価値が高いことをもっと知らせてほしかった。生放送、

短時間という観点から、「ひるブラ」が幅広い視聴者に向けての誘導番組であるなら

ば、また違う番組で伝統工芸をじっくりと紹介してもらいたい。 

 

○  ２月２７日(土)と３月５日(土)ブラタモリ「＃３２ 沖縄・首里」と「＃３３ 那

覇」を見た。周りの知人や友人たちからも非常に評判がよく、沖縄県民・那覇市民

でもなかなか知り得ない情報が満載で大変興味深かった。ＮＨＫのリサーチ力、編

集力、そしてタモリさんの博学には感心する。 

 

○  ３月５日(土)のプロフェッショナル「主婦のリアルが、ヒットを生む～雑誌編集

長・今尾朝子～」を見た。もともと雑誌自体は知っていて、特集のキャッチなどと

てもリアリティーがあり、どのようにして作られているのか気になっていた。特集

を作り上げていく過程で、彼女が放つひと言ひと言に納得させられて、私も自分の

仕事を思い返して初心に返らなければと思った。また、彼女は編集長として活躍し

ながらも、毎日夕方６時半に帰り子育てもしている。権利だけを主張する人も少な

くないなか、地下鉄に乗るまでの時間も打合せをしたり、家に帰ってからも校正を

見たり、奮闘する現場を見せてもらえたことで、働く女性やこれからの働き方を考

える人たちにも大変参考になったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

いつも貴重なご意見をありがとうございます。たくさんのお褒め

の言葉や厳しいご指摘をいただいた。ＮＨＫとして、独自の視点を

きちんと持って、緻密な取材と、真剣に真実に向き合う姿勢がこれ

からも必要なのだと感じている。今後もみなさんのご期待に応えら

れるよう頑張っていきたい。 

 

福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年２月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

２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、７人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成２８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２８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 （宮崎大学副学長） 

 伊牟田 均 （城山観光（株）取締役会長） 

 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） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８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＞ 

 

○  「クローズアップ現代」はどのように変わるのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

社会の中核を担う世代の方が、ニュースを深く掘り下げた解説を自宅

で見ていただけるように時間帯を午後７時台から１０時台に変更した。 

 

○  さまざまな１８歳の声を発信するサイト「ch.18」など、選挙年齢の引き下げを見

据えて「１８歳の視点」を意識した番組やサービスが出てきているように感じるが、

テレビの中では今後どのように展開していくのか。 
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（ＮＨＫ側）  

テレビも含めて１８歳に対してプロジェクトを組み、今後どのように

進めているか意見を出し合っているところである。具体的な番組や編成

を今後発表できると思う。 

 

○  木曜午後７時台に新設されるラジオ第２の「ＮＨＫ高校講座 仕事の現場ｒｅａ

ｌ｣には期待している。高校卒業後、働き始めて半年もたたずに離職してしまう若者

がいると聞いたことがある。仕事のイメージを持って就職できるよう、高校生に向

けて放送するのは有意義だと思う。ただ、音声だけよりも映像がある方がより伝わ

りやすいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

Ｅテレの「人生デザイン Ｕ－２９」では、社会に出る前や社会に出

た後で、自分らしい仕事やさまざまな仕事を模索している若者を追って

いる。社会に出る前の高校生などにも参考になるのではないかと考えて

いる。 

 

○  今の大学生はスマートフォンかタブレットでしかインターネットを見ていない状

況だ。大学の授業で番組を紹介したり、課題作成の参考にしたりできるよう、テレ

ビだけでなくネット上でいつでも教育番組を見られるようにしてほしい。また、イ

ンターネット配信については今後どのように取り組んでいくのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

テレビもパソコンも持たず、スマートフォンのみ利用している学生が

多いという状況は把握しており、ホームページやニュースサイトのス

マートフォン最適化を進めている。インターネットでの配信については、

ＮＯＤ（ＮＨＫオンデマンド）で番組を視聴できるようになっているが、

有料のため学生には広がりにくい部分もあると思う。放送とインター

ネットを連携させ、若年層と接触し、より深く理解してもらえるような

サービスを積極的に進めていきたい。 

 

○  木曜午後１０時台に新設される「モーガン・フリーマン 時空を超えて」はどこ

で作られているのか。 
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（ＮＨＫ側）  

アメリカの制作会社が制作・配信している人気シリーズで、未知の世

界を探求するファミリー向けドキュメンタリーだ。これまでも何度か放

送し、好評だったので定時化し、より多くの人に見てもらいたいと考え

ている。 

 

○  選挙の投票年齢が１８歳以上に引き下げられることに対しては、学校教育の場で

も触れられると思うが、ぜひＮＨＫでも若者が選挙に参加できるような取材や番組

制作をお願いしたい。 

 

○  高校生や若者向けのラジオの番組が始まるということだが、広報はどのように

行っていく予定なのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

ラジオを持たない家庭も多いので、高校講座などではインターネット

のストリーミングで内容を聞けるようにしている。高校講座の中でも「ロ

ンリのちから」は、国語の論理的な思考を身につけるための番組だが、

教科書とは離れてドラマ仕立てにし、せりふを考えながら論理的思考の

おもしろさや難しさを学んでもらえるように工夫している。放送時間も

学校放送の時間だけでなく、週末や深夜帯など、さまざまな人の目に触

れるよう編成している。今後もより多くの人に届けられるよう努めてい

きたいと考えている。 

 

 

＜「平成２８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－＞ 

 

○  災害報道について。安心・安全のため、迅速かつ正確な報道はもちろん必要なこ

とではあるが、昨年８月や先日の桜島の噴火では風評被害で観光客が減ってしまっ

た。報道の仕方の工夫やフォローなどを考えてほしい。 

 

○  九州は普段から農林水産業と観光に力を入れているが、それぞれ別個のものでは

なく密接に結びついていると思う。農林水産業と食や観光について、結びつきを意

識して報道をしてほしい。 
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○  宮崎局では「宮崎発地域ドラマ」で、昔ハネムーンでにぎわった場所を舞台に夫

婦の絆を描くということだが、実は宮崎だけでなく鹿児島も同じくらいハネムーン

で訪れた人が多い場所である。宮崎と鹿児島で局をまたいで一体となり、何か行う

のもいいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

桜島の風評被害について。先日２月５日の噴火は、５か月ぶりの噴火

だった。鹿児島の人からすると極めて普通の噴火だったかもしれないが、

噴火警戒レベルが２に引き下げられていたため噴火速報が発表され、Ｎ

ＨＫでも全国放送した。ただ、通常の噴火であるという専門家のインタ

ビューや談話を使い、ことさらに視聴者の不安をあおることのないよう

噴火の映像を繰り返し使うことは避けるなど、風評被害が出ないよう、

“正しく”恐れ、適切に報道することを心がけている。 

 

○  ５年に一度の「世界のウチナーンチュ大会」について、ＮＨＫでも取り上げると

いうのは、地域の魅力を伝えるという点においてとても評価したい。 

 

○  選挙報道について。先日の宜野湾市長選では、「ＮＨＫスペシャル」の放送を中断

して開票速報を行ったが、かなりの反響があったようである。正確で迅速な選挙放

送に万全を期すことは当然大切なことだが、選挙の多い今年は特に、開票速報、選

挙報道のあり方を再考してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

選挙報道について、「ＮＨＫスペシャル」の放送を中断するのは苦渋の

決断だった。宜野湾市長選は全国的にも注目された選挙であり、いち早

く伝えることが重要だと判断したため、あの時間帯に放送することにし

た。今後も選挙報道の出し方は検討していきたい。 

 

○  有田焼 400 年となる今年は「ゆく年くる年」で放送していただき、ありがたく思っ

ている。磁器はさまざまな文化の集積となっている。これから一年間、全国放送な

どでも積極的に取り上げていただきたい。 

 

○  宮崎県はＴＰＰの影響を強く受ける地域なので、県一番の課題として詳しく報道



5 

してほしい。また、世界農業遺産について、農業遺産になったもののこれから何を

するかという課題がある。この点も宮崎放送局で積極的に取り上げてほしい。 

 

○  地域ドラマについてはキャスティングも含めとても楽しみにしている。家族のあ

り方の変化などの話題も入れてほしい。ハネムーンで人がにぎわうところや、美し

い風景など、宮崎のよさをぜひ全国の人たちに楽しんでもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＴＰＰについては、昨年「プロフェッショナル 仕事の流儀」で宮崎

牛を取り上げ全国発信した。農業を守り、かつ海外に向けても進出する

姿を引き続き伝えていきたいと考えている。 

 

○  県民の関心事といえば、新幹線、フリーゲージトレインだと思う。予定が後ろに

ずれる可能性が指摘されている。早期実現に向けて行方を追い、正しく情報を県民

に向けて発信してほしい。 

 

○  今、全国各地でふるさと納税がブームとなっているが、九州も例外ではなく、自

治体や農林水産業の従事者にとって追い風となっている。地域活性化策の一つに

なっているのではないかと思うので、こうした話題も継続的に取材してほしい。 

 

○  中国人観光客の爆買いが話題になっていたが、最近では食や文化などを体験する

ことも注目され始めている。爆買いとは異なり、食や文化だとより多くの人に恩恵

が受けられると思うので、そうした観光客のニーズの変化についても細かく伝え、

地域経済全体が潤うようにしてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

新幹線の問題について、これからどうすべきか、予定がずれることに

なった場合の問題など継続的に取材を続けていく必要があると考えてい

る。 

農林水産業の振興について、長崎は日本農業賞など数々の賞を受賞し、

日本一になっているものが多いにもかかわらず、そのことが全然知られ

ていないのが現状だ。番組制作やニュースにおいてもっと取り上げ、知っ

てもらうように努めていきたい。また、地方から全国に向けて発信する

番組にも積極的に提案していきたい。 
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観光客のニーズの変化については、今後も細かく伝えていくほか、ホ

テルや船の乗り入れなどインフラ面での課題についても取材を続けてい

きたいと考えている。 

 

○  編集の基本方針には「地域に密着」とあるが、「きん☆すた」は３月で最終回とな

り、その後続番組は地方局制作ではないようである。もう少し地域を大事にしても

いいのではないかと思う。 

 

○  北九州の編集計画には、東九州自動車道の開通について記載されているが、大分

や宮崎にはないのはどういうことなのか気になった。「地域を元気にする応援団」と

あるが、あまり目新しさを感じない。何か新しいものを打ち出す予定はないのか知

りたい。 

 

○  長崎のフリーゲージトレインについては、１０年ほど前から技術的に不可能だと

繰り返し報道されてきたのに、善後策を取らずにここまで来てしまったのは行政の

責任だと思う。長崎放送局には是非その点を厳しく追及してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

東九州自動車道については、４月に宮崎まで開業するのに合わせて、

北九州と宮崎で連携をとりながら、それぞれの地域にどのような影響が

出るのか伝えていくことを計画している。北九州にとっては、かなり期

待の高い事業なので、地元の様子などを丁寧に伝えていきたい。 

北九州は、これからの日本が直面する課題が集中しているエリアだと

認識している。来年度、北九州市は介護ロボットの特区になるほか、地

域の活性化、経済活性化に向けてさまざまな動きが逐次出てくるので、

そうした動きをタイムリーに伝え、全国にも発信していきたいと考えて

いる。 

 

○  東九州自動車道に限った話ではないが、北九州、大分、宮崎、鹿児島、それぞれ

の地域の視点から番組を連携して作っていけたらいいのではないか。今までの道路

がつながることによってさらに影響があるのではないかと思う。また、キリスト教

関連遺産は長崎だけでなく大分にも接点があり、原発再稼働は、佐賀、大分、鹿児

島など複数の県に共通する話題である。このまま本当に再稼働してよいのかという

視点も忘れず九州全体の課題として扱ってほしい。 
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○  九州は東日本大震災の後、移住する人が相当数いたと思うが、５年経った今どう

なっているのかということも、九州というくくりで番組を連携して作ってほしい。 

 

○  選挙の投票年齢が１８歳以上に引き下げられることに関しては関心が高いトピッ

クなので、それぞれの地域で１８歳以上の人がどれくらい投票したのかきちんと分

析を行ってもらいたい。 

 

○  諮問された「平成２８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）  

ありがとうございます。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。選挙報道

や災害報道など、一つ一つの判断は難しいが、今後も九州沖縄が一丸と

なって、連携をとりながら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＞ 

 

○  ２月１１日(木)の「人生は１８歳で決まる！？」 (総合 後 10:00～10:48)を見た。

ことしの夏の選挙から投票年齢が１８歳以上に引き下げられるという中で、時宜を

得たおもしろい番組だった。科学やビジネスの分野で活躍する全国の１８歳を紹介

しているだけでなく、大人になるとはどういうことかというコメンテーターとの話

もとても興味深かった。さまざまなコメンテーターを招いたり、各地方で同様のテー

マで制作したりしてもよいのではないか。 

 

○  ２月１２日(金)の九州・沖縄 ミライ語りっ！「日韓対決！？ホンネの先に何

が？」(総合 後 7:30～8:43)を見た。前回の安保法案をめぐっての議論と比べると、

若者の本音が出ているように感じた。従軍慰安婦問題や竹島問題、日本人と韓国人

の違い、そして日韓で何ができるか、自らの言葉で提案しており、とても有意義な

話をしていておもしろかった。韓国からの留学生と日本の学生の会話を聞いている
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と、韓国の留学生の方が自分の国のアピールがうまいと感じる。日本は平和なので、

日本の学生は何がアピールポイントになるかなど特に気づいたり考えたりせずに過

ごしているのだと思った。竹島問題については、二国間の問題というよりも、地球

規模、グローバルな視点で考えていけば解決策が見つかるのではないかと思う。 

 

○  ２月１２日(金)の九州・沖縄 ミライ語りっ！「日韓対決！？ホンネの先に何

が？」を見た。福岡の人が「一眠りしていれば着くくらい近い国なのに、お互いに

不信感があってぎくしゃくしている」という発言が印象的だった。確かに九州にやっ

てきた外国人観光客の中でも韓国人が多い状況で、こうした番組を通じて継続的に

議論を続けていれば日韓関係の改善につながるのではないかと思うので、今後も期

待したい。 

 

（ＮＨＫ側）  

「九州・沖縄 ミライ語りっ！」については、選挙権のことやアジア

諸国との関係など、さまざまなテーマで今後も継続していきたいと思う。 

 

○  １月２２日(金)の特報フロンティア「“爆買い”の陰で～観光立国・九州の未来～」

を見た。九州へやってくる外国人観光客の現状や、バスやホテルが足りていないと

いう課題、観光地同士が連携をとりながら行っている策の紹介など、とても示唆に

富む内容だった。 

 

○  ２月１４日(日)のサキどり↑「野菜を世界へ連れてって！“鮮度保持技術”」を見

た。農業関係者として、ＴＰＰで今後どうなるのか注目している。しきりに海外輸

出をしていこうと言われているが、現地で高く売られていても流通コストがかなり

かかるため、実際には農家の手取りは変わっていない。番組では、厳しい状況の中、

鮮度保持技術が高まっているおかげで流通コストがかなり減り、手取りを増やすこ

とができているという明るい話が紹介されていた。また、これまでは輸入に頼らな

ければならなかった作物も、鮮度保持技術により国内でまかなうことができるよう

になるという話もある。ＴＰＰに関する報道では、農業に従事する末端の人間は不

安をあおられることが多かったが、こうした希望のある話により勇気をもらうこと

ができてよかった。これからも攻めの農業につながっていく話題を紹介してほしい。 

 

○  １月２４日(日)のＢＳ１スペシャル「もうひとつのショパンコンクール～ピアノ

調律師たちの闘い～」(ＢＳ１ 前11:00～後0:50)を見た。５年に一度の世界コンクー

ルに挑むピアニストたちを支える調律師の話で、日本のピアノメーカーの調律師の
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コンクールに向けた音色づくりや、ピアニストに選んでもらうことの難しさを描い

ていた。きっとこういう展開になるのだろうなあと思って見ていたが、それはこと

ごとく裏切られ、１時間５０分という長い時間の番組であったにもかかわらず、大

変おもしろく見続けることができた。このような、最初から結果がわかる作り方で

はないドキュメンタリーをぜひ作ってほしいと思う。 

 

○  ２月６日(土)のＥＴＶ特集「“浦”によせる物語～作家・小野正嗣を育んだ蒲江～」

を見た。昨年の前期の芥川賞を受賞した小野正嗣さんは大分県の県南、佐伯市の蒲

江の小さな集落の漁村の出身で１８歳までそこで育ったが、その蒲江がどのような

場所なのか、冒頭の海と集落の映像がとてもきれいで印象的だった。ドキュメンタ

リーだが、一つの物語を見ているようで、蒲江という土地の穏やかさがよく分かっ

た。芥川賞受賞の３か月前に兄を亡くされたというのは知っていたが、兄とのエピ

ソードや印象、人柄などのインタビューに村の人たちがとても自然に答えており、

また、ふだんの小野さんの様子や受け答えもとても自然に撮れていて、小説を書い

た背景がよく伝わってきた。ナレーションと小説のストーリーの読み分けを行った

のもよかった。ただ、小野さんが１８歳で村を出て行く時、どのようなことを感じ

ていたのかということと、大分県南の地図を入れて全国の人にも場所がわかるよう

にすれば、なおよかったと思う。 

 

○  １月２２日(金)旅ラジ！「北九州市小倉南区」を聞いた。私が８年前から関わっ

ているプロジェクトに参加している北九州市立大学の知り合いの学生たちがラジオ

に出演した。彼らはとても緊張していたが貴重な機会となり、自信がついたように

見えた。こうした地域の活動を全国に向けて紹介してもらうことで、地域活動の意

義を改めて見直し、モチベーションのさらなる向上につながったことに感謝したい。  

 

○  ２月１５日(月)のクローズアップ現代「高齢者の“大移住”が始まる！？」を見

た。国の交付金が用意されたことで日本版のＣＣＲＣの動きが各地で広がっている

なか、北九州市の取り組みも取り上げられていた。再開発事業分野でも従来ありが

ちな「まずハードから考える」、「実際のニーズを見誤って供給する」ことのリスク

について考えさせられた。地方への移住は、人口減少の問題を抱える地方、医療や

介護の問題を抱える首都圏、どちらにもメリットのある方法だと思う。しかし、実

際には移住したいと思う高齢者は３割程度しかおらず、また不動産流通の問題も関

係している。移住したくなるためのインセンティブの重要性を改めて感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 
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貴重なご意見をいつもありがとうございます。今後もみなさんの

ご期待に応えられるよう頑張っていきたい。 

 

福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２１日（木）、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「福岡発地域ドラマ『いとの森の家』（前編・後編）」

について、木寺チーフ・ディレクターから説明があり、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、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） 

委 員     明石  良 （宮崎大学副学長） 

 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） 

 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） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「福岡発地域ドラマ『いとの森の家』（前編・後編）」 

（総合 １２月４日(金)・１１日（金） 福岡局制作）について＞ 

 

○  ドキュメンタリー風に撮ってあったので、非常に見やすくとてもよくできていた

と思う。転校、幼なじみ、夫婦の不和、謎の老人おハルさん、死刑囚、アメリカの

収容所、親友の病気、幸福とは何か、といったテーマがいっぺんに入っていた。親

友や人間関係を横糸に、過去と今といった歴史を縦糸にしてうまく作られていた。

役者の演技がとても自然ですばらしく、見入ってしまった。画面も大変きれいで、

おハルさんの家はどのようにして作られ撮影されているのか、とても気になった。 

 

○  作家志望の書道の先生が出てきたが、ドラマの中での役割がよく分からなかった。

また、主人公の友人が病気と闘いながら店を続けるという結末だったが、そんなに

もすぐに決断が下せるのか、見ていてあまり納得できなかった。 
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○  第一印象として、とてもおもしろかった。全体的に絵がきれいで、ジブリの作品

を実写にして見ているようで好感が持てた。子役が無邪気にはしゃぐ様子がおもし

ろく、特にカエルを見せられた時の驚きようはとてもリアリティーがあった。おハ

ルさんが出てくるシーンは、意味のある大切な場面が多く、暗い過去を持つ人生を

よく表せていたと思う。全体を通して細部にまで気を配った作品だった。ハンカチ

などの小物や猫など、実際にはあまり深い意味がないようなものでも印象に残るセ

ンスの良さがあったと思う。そういう部分でもこのドラマの世界観を出せていた。

ただ、ドラマの舞台は糸島市だったが、地元の要素が少なかったように思う。現在

の糸島がどのようなところか描く必要があったのではないか。 

 

○  前後編２週分けての放送だったが、後編を見落とす可能性が高いので、出来れば

前後編続けて放送してほしい。 

 

○  糸島市は現在、自然を生かした魅力的な街だというイメージで知られている。ド

ラマではその景色の中に実在しそうな家があった。また、死刑囚の慰問活動や、主

人公たちの周りで起こっていることもとてもリアリティーがあり、現実的な物語だ

と感じた。一方で、おハルさんが作り出す雰囲気や、ふるさとの温かさ、懐の深さ

など、過去の思い出を振り返る場面にはメルヘンの要素も入っているように感じた。 

 

○  カエルやオケラを怖がるシーンは子どもらしい表情がよく撮れていた。主人公が、

おハルさんの書いた死刑囚への手紙を読むシーンは心がこもっていてすばらしかっ

たし、写真が海に飲み込まれる様子もとてもよかった。 

 

○  主人公の別れの言葉の中で、書道の先生について「あまり習字は教えてもらえな

かったけど」とあったが、もっと習字を教えてもらいたかったという意味なのか、

意図があまり分からなかった。 

 

○  夢と幸せ、生きるとは何かといったテーマに加え、死刑囚との交流や日系人の収

容所という、社会的で重いテーマもあり、さらに現在と過去が入り混じるストーリー

だったので、何回か繰り返して見た。 

 

○  人生時間について、主人公の友人が「１５時以降、私の人生はないかもしれない」

と告白するシーンは、とても心に刺さり思わず涙が出た。おハルさんが「日頃の何

でもないことが幸せなのよ」と子どもの頃の主人公に話し、それを見ていた現代の

主人公とおハルさんの目が合うシーンでは、すべてがすうっと収れんされるような
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感じがした。現代の主人公が元気に「ただいま！」と帰っていく最後のシーンも感

動的だった。 

 

○  亡くなった死刑囚にお祈りをする際、いい子に見られたくて断れなかったと主人

公が泣き出すシーンもとても深みがあった。死刑囚との交流や死刑制度自体につい

て、さまざまな意見があるとは思うが、社会に投げかけられた大きなテーマがいく

つもある、すばらしい作品だったと思う。 

 

○  第一印象としてはとてもミステリアスな番組だった。ただ、今の若い人たちはあ

まり理解できなかったのではないかと思う。自分たちの世代は死に対する恐怖感が

あり、とにかく死なずに健康でいようと思っていた。しかし若い人たちは死よりも

今現在を生きていることの不安の方が大きい。幸せにならなくてもいいので平凡な

人間で生きたいと願い、安定を求めて欲望ややる気がなくなるという傾向が強い。

自分たちの世代には非常に響いたが、若い人たちは番組を見てどれだけ理解できた

か。「人間の死は共通だ」というテーマについては、とても考えさせられた。 

 

○  地域ドラマで扱う地域は、とても限られた地域だからこそ、その中でどういう人

に何を訴えるかが重要なテーマになると感じた。 

 

○  前編はとてもほのぼのとした展開で始まり、ゆっくりとした流れだったが、後半

に入ると怒とうのように展開が速く、ついていくのが大変だった。例えば前編で、

なぜ古い写真が砂浜に埋もれたり消えたりするのか疑問に思っていたが、最後に収

容所の話だと分かり、何を暗示していたのかようやく分かった。理解するのに時間

はかかったが、全体として心を打つとてもいいドラマだと思う。メモを取りながら

見ていたが、せりふや出てくる俳句もおもしろく、心に響くものが多かった。 

 

○  死刑囚との関わりについて。主人公の同級生の祖母は、死刑囚の慰問を続けるお

ハルさんのことを忌み嫌うというシーンがあった。ドラマで描いていた 1980 年代当

時はまだ日本全国で、死に対して不浄という扱いが一般的で、差別の原因にもなっ

ていたことを思い返した。そんな時代に死刑囚に目を向けて活動していた人が実在

すると知り驚いた。 

 

○  地域ドラマという割には糸島という場所が十分には描かれておらず、糸島を舞台

にする必要があったのかよく分からなかった。 

 

○  原作があるドラマだったので、どこまでが原作で、どこからが新たに作られたも
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のなのか、とても興味を持った。私も舞台制作に携わったことがあるが、原作に今

の時代を加えてつなげるのは苦労が多い。 

 

○  今回のドラマは大人の絵本や質の高いおとぎ話のような作品で、とても好感が持

てた。おハルさんの存在感やせりふ、つぶやきにリアリティーが出ていた。主人公

と友人が二人でおハルさんの手紙を読み上げるシーンでは、死を覚悟した人の感覚

が現実味を帯びて伝わった。ただ、ドラマの良さがスポットではなかなか伝わって

こなかったので、もう少し工夫するとよかったのではないかと思った。 

 

○  後半おハルさんの移民帰りのエピソードは若干唐突すぎる感じがあり、前半でも

う少し伏線があればよかったと思う。 

 

○  「地域発ドラマ」である以上、糸島を象徴する場面とは、糸島の人が出てくると

ころであるが、その人たちはおハルさんに対して否定的な印象を持っているという

設定だった。果たしてこのドラマを見た後に糸島の人たちが喜んでくれたかどうか

疑問に思った。地域発ドラマで生と死という普遍的なテーマを扱った点は評価でき

るが、糸島である意味をもっと持たせる必要があったのではないかと思う。 

 

○  配役がとても豪華だった。また糸島の豊かな自然や景観が魅力的に表現されてい

たと思う。人は生まれればいつかは死ぬ。それまでの時間をどういう風に生きてい

くべきなのかを改めて考えさせられた。私たち大人だけでなく、現在の子どもたち

にもこのドラマを見せて、命の尊さを早いうちからしっかりと教えていくべきだと

感じた。 

 

○  縦軸に時間の流れ、横軸にたくさんのエピソードが盛り込まれていた。シリアス

ではあるが、ドラマを見終わったときには、伝えたかったことがじんわりと伝わっ

てくる番組だった。ふだんはせりふをメモすることはないが、せりふが場所や場面

にとてもマッチしていた。脚本の力に加えてキャスティングもよかったと思う。 

 

○  地域ドラマを見ていて、いつも感じていたのは「地域ドラマ」とうたっているた

め、地域を無理やり入れたような違和感があることだ。しかし、今回の糸島ではど

のシーンも自然に撮っている感じがした。普遍的なテーマを、糸島を舞台に描くこ

とで、自然な印象が残りドラマに入り込むことが出来たのだと思う。 

 

○  全体を見終わったとき、後編はさまざまなエピソードが絡み合っていったので、

前編とのストーリーのバランスをとった方がよかったのではないかと思った。 
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○  一つ一つのシーンがとても丁寧に描かれており、「何でもないことが幸せ」という

最後のメッセージをすんなりと受け止めることが出来た。戦争や震災で、なくして

初めてなんでもないことの大切さに気づいた人も多いと思うが、そういうことが最

終的には表現されていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

みなさんの感想を聞いて、こちらが伝えようとしていたことが伝

わっていたことを知り、うれしく思う。ドラマの中で伝えたいもの

と地域性のバランスをとる難しさや、制作過程で自分自身が悩んで

いたことまで伝わっていて驚いた。いろいろとご意見を聞けて参考

になった。今後の番組づくりに生かしていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１９日(火)の鶴田真由のキューバふしぎ体感紀行「鉄道でめぐる 陽気なカ

リビアン」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:00～7:59)を見た。子どもの頃に見た世界旅行の番組

を思い出した。国交も回復し注目を集めるキューバの今の暮らしを体験する様子が

とてもおもしろかった。 

 

○  １月１６日(土)の覆面リサーチ ボス潜入「スーパーマーケット」を見た。執行

役員が変装してさまざまな部署の仕事を５日間ほど体験するという内容だったが、

部署間の相互交流の大切さを感じた。 

 

○  １月６日(水)の世界で一番美しい瞬間（とき）「南太平洋の楽園がときめくとき～

タヒチ～」を見た。南の楽園に１か月も滞在できるのは羨ましいが、やはり仕事で

ある以上、「美しい瞬間（とき）」を撮るためには相当な苦労やプレッシャーもある

のだろうと思った。 

 

○  １月１６日(土)の ろうを生きる 難聴を生きる「響け！ぼくらの“琉球聾（ろ

う）太鼓”」を見た。チームのリーダーを軸に、若いメンバーたちの葛藤や挑戦する

姿を描いた番組で、見ていてとても感動した。今後彼らがどう成長していくのか、

２年後や３年後、さらにその後を追跡取材してほしい。 
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○  １月５日(火)の「ハリウッド 映像王国の挑戦～“スター・ウォーズ”とＩＬＭ

の４０年～」を見た。映画が公開されるタイムリーな時期に、貴重な制作現場の裏

側を見ることが出来、とても興味深かった。ただ、ＣＧ制作に関わっている日本人

の存在感が薄かった。もう少し取り上げ方に工夫があったほうがよいのではないか。 

 

○  １月１０日(日)の「ＮＨＫのど自慢 ～沖縄県宮古島市・マティダ市民劇場から

中継～」を見た。生放送ならではのおもしろさと際どさがあり、どきどきしながら

見た。別の番組の収録現場で、時間内に終わるようとてつもない努力をしている姿

を見て以来、「ＮＨＫのど自慢」の見方が変わった。ライブ感あふれるすばらしい番

組だと思う。 

 

○  「真田丸」を見た。キャスティングがとてもおもしろい。コメディーテイストが

今のところ功を奏していると思うが、今後は負けの美学や成功・出世しなかった男

の物語といった部分が共感を呼ぶのではないかと期待している。 

 

○  １月１５日(金)のきんくる～沖縄金曜クルーズ～「平良とみさん “おばぁ”の

素顔」を見た。亡くなった平良とみさんの懐かしいインタビュー映像や素顔に、ほ

ろりとくる番組だった。テレビは時代をそのまま切り取り保管できる「タイムカプ

セル」のようなものであり、こうした貴重な資料は、今後若い人たちが時代を切り

取って学ぶときに有効ではないかと思う。 

 

○  続けて１月１５日(金)の沖縄の歌と踊り「おきなわを詠う～普久原メロディーの

作詞家たち～」を見た。普久原恒勇は「芭蕉布」という曲を作ったメロディー作家

で、この企画自体はとてもユニークでおもしろかったが、なぜ作詞家たちだけを集

めたのかは最後まで分からなかった。ただ、こうして光の当たらない人たちに光を

当てていくのもテレビの良さなのだと感じた。 

 

○  著名な方々のインタビューの再放送や、アーカイブス番組などは、ほとんどが深

夜や早朝に放送されている。若い人やクリエイティブな人たち、企業勤めの人たち

など、より多くの人たちの目に触れられるような時間に編成してほしい。 

 

○  １月４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「１０周年スペシャル そして、

新たな闘いへ」を見た。これまでの「プロフェッショナル 仕事の流儀」に出演し

た人に再び密着するという番組だった。最近暗いニュースが多い中で、トップリー

ダーたちがトップでありながらも、常に前向きに仕事に取り組んでいる姿を見るこ

とが出来、大変参考になった。リゾート会社社長の「作るのには時間がかかるが壊
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れやすい」というのは常にどこの世界でも共通だと思ったし、飲料会社社長の「情

熱を伝染させろ」という言葉、イチロー選手や羽生名人の守りに入るのではなく常

に攻めるという姿勢にとても感銘を受けた。こうした多くの人に感動と勇気を与え

られる番組はＮＨＫでしか作れないと思うので、これからも期待している。 

 

○  １月９日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「日野原重明×篠田桃

紅～オーバー１００歳 驚異の力～」を見た。二人とも現役で仕事をしていて、本

当にすてきな大人だと思った。特に、今の若い世代からの「夢がみつけられない、

やりたいことが分からない」といった悩みに対して、人生の先輩として二人が答え

る際、「自分で扉を開けていく、エンカウンターしていくことが大事」と言っていた

のがとても印象的で心に響いた。この番組にはこれからも異色の組み合わせで起こ

る新しい化学反応や学びを見せてほしい。 

 

○  １月１４日(木)のＮＥＸＴ 未来のために「社員たちの原発事故／東京電力 復

興本社」 (総合 前 0:24～0:50)を見た。2013 年にできた復興本社で働く約 3,000 人

が、どのような仕事をしているのかや、昨年９月に避難指示が解除されて戻ってき

つつある楢葉町の人々の様子を映していた。４年半ほど避難をしていて楢葉町に

戻ってきた８０代の夫婦は今から新しい場所で暮らすのはイメージしにくく、逆に

若い人たちは新しい場所での生活や学校が始まると戻ってくるのが難しいというこ

とだった。復興してほしいという思いもある中で、実際に同じ場所で復興していく

ことの難しさをこの番組を通して感じた。まもなく東日本大震災から５年がたつが、

どのように原発事故が起こり、原発がどうなったのか、そしてそこで暮らしていた

人たちはどうなったのか、どのように町を取り戻していくのかといったことは今後

も継続的に伝えてほしいと思う。 

 

○  １２月３１日(木)の第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」

を見た。視聴率が話題になるが、海外で見ている人や、年末の大事な国民的行事と

して見ている人など、視聴率だけでは測れない面も多くあると思う。演歌歌手の後

ろでラグビーの五郎丸選手のポーズをとって踊っている人たちが出ていたが、その

年に流行したものを寄せ集めて出すという手法に頼る必要はないと思った。 

 

○  第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」を見た。昔の紅白

は家族全体がターゲットだったが、今は視聴層そのものの世代が、団塊の世代以上

と、それより下の若い世代の２つに分かれていると思う。団塊の世代以上向けの歌

手と若い人向けの歌手を前後半に分けずに出すことで、家族の中でもそれぞれの世

代の歌手や歌を解説し合い、僅かな時間で互いの文化を交換出来るのではないかと
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思った。視聴率のことはいろいろと言われているが、民放の歌番組の多くが撤退し

ていく中で、４０％も数字を取る歌番組は他にないと思う。これからも世代の差を

歌という手法で埋める、存在感のある番組として継続してほしい。 

 

○  紅白のあとは、「ゆく年くる年」(総合 後 11:45～1 日(金)前 0:15)を見た。わずか

３分程度であったが、地元の町が出た。その後、東京など行くさきざきで「見まし

た」と声をかけられ、番組の影響力の大きさを改めて感じた。１２月３１日から１

月１日にかけて、国民のすべてが休日というわけではないが、多くの人が休みを過

ごしているときに、ＮＨＫが紅白や「ゆく年くる年」を放送する意義があるのだと

感じた。 

 

○  団塊の世代向けの番組がテレビではあまり見つからず、ラジオを聴いていて、１

月１６日(土)の「岡田惠和 今宵、ロックバーで～ドラマな人々の音楽談議～」を

初めて聴いた。この日は湯川れい子がゲストで、ハリー・ジェームスの「ＳＬＥＥ

ＰＹ ＬＡＧＯＯＮ」という曲をかけていた。湯川の兄が自分で作曲した曲だと思っ

ていたが、戦中敵国の音楽だったため、兄が自分で作曲したといって口ずさみ、妹

もそれを覚えたという話だった。こうして音楽が一つの文化を作り、世代間の距離

を縮める役割をになっているのだと感じた。 

 

○  １月１日(金)のＮＨＫスペシャル「大予測！ ２０１６世界はどうなる？」を見

た。取材が深くされており、世界各地のさまざまなコメンテーターが出てきて興味

深い話が展開されていた。小野文惠アナウンサーの解説も「ためしてガッテン」の

ようでとても分かりやすくおもしろかった。「真田丸」の番宣的な要素は必要なかっ

たと思う。 

 

○  １月２日(土)の「ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯 真田丸スペシャル」(総合 後

7:30～8:43)を見た。タモリは「ブラタモリ」のときのように地質学や高低差など、

独自の視点で上田の町を歩いていき、笑福亭鶴瓶は「鶴瓶の家族に乾杯」のときの

ように、ひたすら人を求めて動き回る。それに翻弄される「真田丸」主役の堺雅人

さんという組み合わせがとてもおもしろく見ごたえがあった。 

 

○  １月１５日(金)のきん☆すた「潜入！九州最大の魚市場」を見た。福岡市の中央

卸売市場の鮮魚市場に興味を持っていたこともあるが、大変おもしろくできていた

と思う。仲買人や見習い中の若者、市場につきものの刺身のツマや長靴を売る人た

ちなど、出てくる人、取り上げる話題すべてが興味深かった。一般の人は競りの専

門用語や身ぶり手ぶりなどが全く分からないので、もっと親近感が湧くように、解
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説や通訳があればなおよかったのではないか。 

 

○  １月１０日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「驚き！感動！今年の主役 

サル大特集」を見た。エチオピアで助け合う犬と猿の話と、ふつうは自分の子ども

１匹しか育てないとされているのに２匹育てている高崎山の母猿の話が取り上げら

れていた。この番組はタイトルに「ダーウィンが来た」とあるものの、ダーウィン

が何を言ったか、我々に何を残していったかという点が欠けているように思う。ダー

ウィンは、最も強いもの、賢いものが生き残るのではなく、変化できるものだけが

生き残るのだと言っている。つまり、今までの定説が変わってきているのは、今の

環境に合うように進化しているということである。この点を意識して視聴者にも訴

えてほしい。 

 

○  １２月２６日(土)のプレミアムカフェ ハイビジョン特集「ディープインパク

ト～空飛ぶサラブレッドの軌跡～」 (ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 1:50～3:25)を見た。ディープ

インパクトが産まれたときから２歳６か月で華々しく優勝し、その後も見事な成績

を残すところまで、見ていてとても懐かしく感動した。貴重な映像で、ずっと保存

しておきたいくらいの番組だった。 

 

○  １２月２９日(火)の「朝までドキュメント７２時間」(総合 前 0:20～4:55)を見た。

特に気に入ったのは、「ウワサの猫と商店街」だった。眉毛が八の字の形になった猫

がたばこ屋いて、ふだんはほとんど寝ているのだが、町の人みんなにかわいがられ、

ご利益があると言ってありがたがられていた。飼い主が迎えに来ると飛び降りてき

てニャーと鳴く姿は猫好きにはたまらなくかわいくて、数ある猫の番組の中でも特

に印象に残った番組だった。 

 

○  先日、「バリバラ～障害者情報バラエティー～」に出演されている玉木幸則さんの

講演会に参加した。「バリアフリーなバラエティー」を作るために彼が目指している

のは、自分たちが作る番組なので、自分たちで構成を作ったり企画したりすること

だという話をうかがった。玉木さんは言語障害もあって、役者ではないものの、自

分たちがやりたいものを作るためにしきりに努力をされていることが分かり、とて

も感心した。 

 

○  ドラマアンコール「大地の子」を見た。平成７年の放送から２０年ぶりに再放送

されたが、あの時の感動を思い出し、全部録画して再度見た。戦後７０年の再放送

は時宜を得ていたと思う。膨大かつ綿密な取材や現地調査により悲惨な戦争、生き
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抜いた人々の苦しみ、愛情などが伝わるドラマであった。また、そうした事実と平

和の尊さを改めて考える大作であった。 

 

○  １２月２３日(水) ためしてガッテン 「みなさんの願い かなえたいＳＰ」(総合 

後 7:30～8:43)を見た。いつもながら、驚きの新常識を発見させてもらえる興味深い

番組である。朝ドラ「あさが来た」のヒロイン、波瑠さんの「冷え性」を解決する

秘策の数々には驚いた。特に南極観測隊式の呼吸法を南極昭和基地から中継するの

には絶句した。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ 激動の世界 第１回「テロと難

民～ＥＵ共同体の分断～」(総合 後 9:10～10:00)を見た。平和と繁栄を目指してき

たＥＵが域内の経済格差とテロ、難民問題等の大きな問題を抱え、内向きになって

きていることは世界にとっても大変な問題だと思う。ヨーロッパ各地で取材した大

越健介キャスターが現状をわかりやすくまとめ、世界的な大きな問題を提起した番

組だった。 

 

○  １月９日(土)のさがスペシャル「くんち 胸高鳴るとき」(総合 前10:05～10:48)

を見た。移住した男性、くんち料理を作るおかみさん、かつてくんちに参加してい

たが今は施設に入っているおじいさん、という三つの構成で作られていた。時間配

分もよく、くんちの勇壮さや歴史、人々の思いが伝わる構成と映像でとてもよかっ

た。移住した人はすんなりとコミュニティの中に溶け込んでいったように映ってい

たが、彼の苦労なども少しは描いてほしかった。 

 

○  １月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「震度７ 何が生死を分けたのか～埋もれた

データ ２１年目の真実」を見た。専門家とＮＨＫが長年研究してきた結果を、明

確な数字とＣＧを駆使して紹介しており、今でしか出来ないことだと改めて思った。

震災後生きていた人はこれだけいたのに、なぜ助けられなかったのかという疑問に

対して、通電火災と安否確認のために大移動して渋滞が起きてしまったことという

明快な答えが突きつけられた。震災の記憶の風化が言われる中、こうしたすぐにで

も対応できそうなことを示す番組も今後続けてほしいと思う。 

 

○  「ＮＨＫのど自慢」をふだんからよく見ている。これほどいろいろな通信手段が

発達して、どこの地域もそんなに変わらないという印象がある中で、ついつい見て

しまうのは、やはり素人のパフォーマンスのおもしろさと、言葉の端々に現れる方
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言、着ているものや関心のあるものなどが場所によって微妙に違っておもしろいか

らなのだと思う。ＳＭＡＰを司会に据えたのは若い人にも興味を持ってもらったり、

視聴率を上げたりするためだと思うが、やはり主役は番組に出ている素人であるこ

とは忘れないでほしい。ずっと疑問に思っていたことだが、合格した人だけご褒美

のような感じで「おところとお名前」を言えるようになっているが、あれは一体何

なのか。時代錯誤的ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫのど自慢」は始まって７０年もたつ番組なので、なぜ始

めたのか分からないことも多い。ＳＮＳなどが発達した現在、「お

ところとお名前」をテレビで言うことは個人情報保護の点から言っ

てもリスクになるため、一時期言うのをやめたこともあったが、視

聴者からの反響も大きく、今も本人の意向を確認しながら続けてい

る。 

貴重なご意見をありがとうございます。世の中が激しく変化して

いる中で、ＮＨＫは柔軟に環境の変化に対応しなければならないし、

新しいものにもチャレンジしていかなければならないと思ってい

る。今回出たご意見をまた我々の糧として前に進んでいきたい。 

 

福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１２月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１７日（木）、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、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ勧告について報告があった。

続いて、事前に視聴した、「美術館は秘密基地 画家・原田脩と仲間たち」について福島

制作専任部長から説明があり、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、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 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 （宮崎大学副学長） 

 伊牟田 均 （城山観光（株）取締役会長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役） 

 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） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「美術館は秘密基地 画家・原田脩と仲間たち」 

（総合 １１月２０日(金) 福岡局制作）について＞ 

 

○  「美術館は秘密基地」という言葉がとても魅力的で面白く見た。番組を見終わっ

た後も大変心地よい気分になり、この美術館に実際に行ってみたいと思った。宮崎

から来ている、原田脩さんの友人も素敵な方で、「この施設は責めることはなく認め

ることはある」という言葉や、食事を作る場面での「うまい、まずい、懐かしい、

未知との遭遇」という独特の表現も面白く、印象的だった。 

 

○  原田さんは、リュックサックを担いで、小倉織の下駄を履くということだったが、

山下清をイメージしているのではないかと思った。太陽のように生きたいと思う反

面、月にも憧れている人が多い中、潔く月のような生き方をした原田さんに対して
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憧れを抱いた人が多くいたので、あれだけの人々が集まったのではないか。また、

原田さんは他のことには目もくれず、絵画を描くことだけに没頭し一所懸命に生き

られた方だったのだろうと思い、とても感銘を受けた。月が昇るシーンで始まり、

また月で終わるなど、素敵な演出だと感じた。 

 

○  私もタイトルの「秘密基地」という言葉にとても興味を引かれた。また、無名の

画家で全く知らなかったので非常に興味深かった。始めはなぜこんなにも人が集ま

るのか疑問だったが、物欲を持たずただただ無心に美の世界に生きた原田さんの生

き方にひかれ、そしてこの場所が定年を迎えた仲間たちの憩いの場となっているの

ではないかと思った。最後は集まった仲間たちが中秋の名月を眺めていたが、月の

ように生きた原田さんの生きざまを重ねて見ていたのではないかと感じた。 

 

○  美術館というと硬いイメージがあるが、秘密基地というタイトルで興味を持ち、

わくわくしながら見た。また、青蓮寺の景観が素晴らしく、行ってみたいと感じた。

美術館と言いながらも、さまざまな業種の人々が集い、原田さんを通して自分たち

の住みかを作り上げている様子が非常に美しく描かれておりとても感動した。 

 

○  私もいいタイトルをつけたと思った。原田さんを中心に集まってきた仲間たち、

とりわけ６０歳過ぎの男性たちを、かわいいと思いながら見つめる、奥さんの目線

で描いているような感じが全体的にしていたので、担当ディレクターが女性だと聞

いて納得した。絵そのものの話をするのではなく、奥さんや仲間とのやりとりを通

じて、原田さんの世界観を表現できていたところが良かった。ただ、原田さんの絵

ではなく人間関係を中心に人が集まってきた背景をもう少し具体的に説明してほし

かった。 

 

○  いくつか質問したいこともあり、担当ディレクターに会えなかったのが非常に残

念だった。気になったのは、無名と言われている画家の存在をなぜディレクターが

知っていて、着目したのかということだった。もし個人的な着想で取材をしたので

あれば、個人的な思いを普遍的な世界に転嫁することができるのか聞いてみたかっ

た。 

 

○  母性的で優しく温かいまなざしで見守っているような番組だったので、おそらく

女性が撮っているのではないかと思った。起承転結こそなかったが、文学的な本を

読んでいるような感じがして心地よかった。 

 

○  無名な画家の生き方に共感を持ったと同時に感銘を受けた。５０代、６０代の人
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ともなると、みなそれぞれ何かを失った喪失感や悩みを抱えながら生きていると思

う。集まってきた人たちの、そういった姿がとてもけなげで思わず目頭が熱くなっ

た。 

 

○  冒頭に俳句があり、１回目に見たときは要らないと思ったが、２回目ではあって

もいいと感じた。初見と２回目では印象が異なる番組もあるのだということを実感

した。 

 

○  原田さんの奥さんのコメントの終わりが編集でプツリと切れてしまっていた点と、

原田さんの絵の大きさがよく分からなかった点は、もう少し工夫があってもいいと

思う。 

 

○  番組を見ていて、美しさとは何か考えた。人間国宝の陶芸家たちと話をすると、

彼らはみな美しさとは「無作為」だと言う。今回の番組は、担当ディレクターが美

しさや幸せを感じるということはどういうことなのか、絵で表現しようとしていた

のではないかと感じた。だからあまり手の込んだ編集はせず、無作為に作ったので

はないか。こういうドキュメンタリーこそＮＨＫの原点ではないかと思う。久々に

いいと思える番組を見た。有田焼についても、よく番組で取り上げられるが、偏見

を持ち作為的に見せようとするディレクターが多いように感じる。 

 

○  この番組のメインは絵ではなく、原田さんの生涯や月に込めた思い、絵の制作に

関わった人々の思いだと思っていたが、原田さんを共通の話題としつつ、一つの社

会を形成している人間模様そのものではないか。むしろそのように捉えたほうがお

もしろかったのではないかと思った。秘密基地という意味は「手作り」というイメー

ジなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

手作りという意味ももちろんある。童心に返るとか、自分たちだ

けの場所とか、いろいろな意味を込めたつもりではある。 

 

○  やはり、人が集まってきて、一つのものを共に作り上げていくという人間模様が

中心だったと思う。そういう点ではとてもおもしろく見ることができた。 

 

○  本放送の際、たまたまテレビにこの番組が映っていて、仕事をしながら見ていた

が、そのときは不思議な番組だと思う程度の印象しかなかった。しかし後日改めて

３回ほど視聴すると、主役は原田さんではなく、あの美術館に集まってくる人たち
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と秘密基地なのだということが分かった。また、「夜の月明かりで心に映る風景を描

く」、「一人自分の心と向き合う、五感でスケッチをした」など、非常におもしろい

表現が使われており、もし本当にそうだったのであれば、めったにいない画家なの

ではないかと思った。 

 

○  なぜこの美術館が行橋市にあるのかは最後まで分からなかった。小倉と行橋は２

０キロぐらい離れており、あの場所しか手に入らなかったのか、あえてあの場所を

選んだのか説明がほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

行橋になったのは、たまたまこの土地を得られたからで、深い意

味はないとのことだった。 

 

○  冒頭部分の作り方については改善の余地があったと思う。「原田」と言ったり「あ

る画家」と言ったりして、違和感があった。俳句も奥さんのものだと後から分かっ

たので、 冒頭ではなく後から紹介した方が良かったように感じた。もっとうまく整

理したら、より良い番組に仕上がったと思う。 

 

○  原田さんの月を中心とした絵も魅力的だが、その美術館を手作りし、自分なりの

関わり方で時間と場所を楽しみ、互いを認め合って楽しんでいる様子はとても素敵

に感じた。特に、妻を亡くして生きる希望を見失いそうになった男性が、この美術

館が「自分の生きる場所を作ってくれた」と語るところは印象深かった。 

 

○  仕事を終えてもまだまだ元気なアクティブシニアの生き方はさまざまなところで

取り上げられており、私も仕事上コミュニティーの話題にはとても興味を持ってい

る。従来の町内会という、住む場所によるコミュニティーだけでなく、こうした共

通の趣味やゆるいつながりの中で生まれる交流の場づくりがこれからの街づくりに

は必要なことだと感じた。 

 

○  大変余韻が残る番組だったと思う。特にそれを印象づけるのは、原田さんの絵に

ひかれる理由を語る人たちがとても正直に話していたことだ。「サラリーマン時代

は上を目指したかった」と言う人や、奥さんを亡くして「ここが私のリハビリになっ

た」という、ひと言ひと言、正直に話されており、後半へ進むにしたがって、この

人たちの居場所が出来上がってきたということがじんわりと伝わってきた。また、

最初に月を見せてから俳句を紹介したり、お月見の前に虫の音が出ていたが、それ

を小さい音でずっと流したりして、そこにあるものをそのまま伝えるという細やか
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な感じがとても心地よかった。 

 

○  「秘密基地」というタイトルを見て、男性中心の番組なのかと条件反射のように

思ってしまった。原田さんと関わりが深かった人の中には女性もいたかもしれない

が、番組では取り上げられていなかったので、やはり男性が中心の番組というイメー

ジを持った。 

 

（ＮＨＫ側） 

たくさんのお褒めのことばをいただき、ありがたく思っている。

今回は地味ではないかと心配しながらも、思い切って無作為に近い

形で作ったので、それで伝わる部分があったことはとても嬉しく

思っている。余韻が残る番組はいいと分かってはいるが、どうして

も余白を埋めていくような、作為的な作り方をしてしまうところが

ある。こうした番組でお褒めの言葉をいただけることはとても励み

になる。今後もいい番組が作れるように頑張っていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月１０日(木)の総合診療医 ドクターＧ「足がつる」を見た。初めて視聴し

たが、一つの症状に対して医学生たちとの対話を通して最終的には病名を当てると

いうものだった。大変おもしろく、いい番組だったと思う。 

 

○  １２月１６日(水)のザ・プロファイラー～夢と野望の人生～「俺は“英雄”なんか

じゃない～アラビアのロレンス～」を見た。もともと、映画「アラビアのロレンス」

が大好きで何度も見ていた。ＮＨＫがよくあれだけの映像を入手したなと、とても

感心した。ロレンスがいかにすごい人だったかということを、番組を見て初めて感

じた。 

 

○  １２月１６日(水)の１００分ｄｅ名著 良寬 詩歌集 第３回「“人”や“自然”と心

を通わす」を見た。ある話の中で良寛は、災難に遭うときには災難に遭えばいい、

それが災難を苦に思わない最もいい方法だと言っている。つまり、「どうなるかより

も、どうするかを大事にしろ」ということだった。この時期、就職も決まって、社

会に出ていくことへの不安や、卒業論文が書けるのかといった不安を抱える学生が

多く見られる。今後どうなるかではなく、これから卒業に向かって、一つずつどう
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したらいいのかを話しながら私は指導をしているが、まさに良寛の言っていること

だと感じている。全４回のシリーズだが、毎回とても楽しく見ている。ＮＨＫには

このような、ためになる番組の制作を期待している。 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」を見ている。「花子とアン」も「マッサン」も見て

いた。これらに共通するのは、「花子とアン」での「こぴっと」や「てっ」、「マッサ

ン」での「行って帰り」、そして「あさが来た」での「びっくりぽん」など、主人公

の口癖がとてもかわいくてインパクトがあることだ。女性が活躍するという点では

まさに時代を捉えた作品で、毎回楽しく見ている。ただ１点「あさが来た」で残念

だったのは、主人公たちが家の外へ駆けだしたときに、ワシントンパームの木が家

の間に立っていたことだ。一気に現代に戻ってしまった感じがした。今後は気をつ

けてほしい。 

 

○  １１月２７日(金)の課外授業 ようこそ先輩「怒りってなんだろう？～モデル 

冨永愛～」を見た。生徒とのやり取りで手に汗握る感じがあり、とてもおもしろかっ

た。冨永さんは、背が高いことがコンプレックスで自分が嫌いだったが、その嫌な

自分に対する怒りを原動力としていろいろな場面で自分を試すことができたという

ことだった。いかにも台本があるような番組とは異なり、子どもたちと本気で向き

合う姿にとても好感が持てた。これからもこのような、子どもたちのやる気に火を

つけるような番組を作り続けてほしいし、いろいろな人の「ようこそ先輩」を見て

みたいと思った。 

 

○  １２月１１日(金)特報フロンティア「シリーズ 地方サバイバル（２） 町を“消

滅”から守れ！」を見た。内容はおもしろかったが、コメンテーターとアナウンサー

のやりとりがかみ合っていないようだった。アナウンサーが台本どおりに進行させ

ようとしすぎていなかったか。種子島の宇宙留学や、沖縄の離島の留学制度など、

地方創生や一億総活躍社会と言われるような、国が進めている国家施策を身近なと

ころで行っていることが分かり、興味深かった。こうした取り組みの取材を今後も

続けてほしいと思う。 

 

○  私も特報フロンティア「シリーズ 地方サバイバル」について、１２月４日(金)

の「（１） 町の“やりくり”大作戦」と１１日(金)の「（２）町を“消滅”から守

れ！」を見た。両方とも今まさに課題となっている財政難と人口減少について、単

に課題を指摘するだけでなく、そこからどう立ち向かうかということを主軸にした
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番組でとてもよかった。「“やりくり”大作戦」では、クラウドファンディングやソー

シャルインパクトボンドについて、それらが何かということや課題がきちんと解説

されていて分かりやすかった。「“消滅”から守れ」では、宇宙留学や高齢者移住の

施策、斜陽産業を再生する取り組みなど、九州の中での取り組みの最前線を追って

いて、とても見応えがあった。 

 

○  １２月６日(日)のＮＨＫスペシャル 調査報告 介護危機「急増“無届け介護ハウ

ス”」を見た。介護保険が始まって１５年経つ今でも、施設がきちんと整っていない、

人手も足りないという状況を指摘しつつ、無届け介護ハウスが全国に多数ある実態

や、苦しい行政の立場、無届け介護ハウス経営者の話など、それぞれにきちんと取

材をし、多角的に描き出していたと思う。「自分の老後は、こんなはずではなかった」

という高齢者の方々のコメントも撮っており、身につまされる思いで見た。 

 

○  私も１２月６日(日)のＮＨＫスペシャルを見た。普通なら音声を変えて顔も映さ

ずに出てもらうような人が、声も変えずにそのまま出て話をしており、よく撮らせ

てもらえたなと驚いた。 

 

○  １２月１６日(水)のタイムスクープハンター セレクション「修羅場！決戦の妻

たち」(総合 前 1:30～2:13)を見た。当時の服装もことばも、忠実に再現されていて、

いつもおもしろく見ている。先日は「後妻打ち」についての内容で、女性たちが着

物を着ていたのだが、全員があぐらをかいていて驚いた。当時は着物を着て正座を

するという時代ではなかったのかもしれないが、多少の注意書きが必要ではないか

と感じた。 

 

○  １２月１５日(火)のめざせ！２０２０年のオリンピアン「世紀のガチンコ対決！

卓球天才少年ｖｓ．世界王者」を見た。日本チャンピオンで世界ランキング５位の

水谷準が、小学６年生の少年にプロさながらの指導を行っており、今回が２回目の

指導ということだった。１年前に指導したときからすでに影響力が大きく、１、２

か月で一気に伸びてきたという印象を受けた。きっと小学６年生の彼は日本でも

トップランクの選手になると思うが、そのきっかけを作ったのがＮＨＫのあの番組

だと思うと、その影響力のすごさを感じずにはいられない。 

 

○  １２月１４日(月)の長崎人（じげもん）「被爆者の願いは届いたのか ～被爆７０

年を振り返る～」(総合 後7:30～7:55)を見た。核廃絶を願って、パグウォッシュ会

議という国際会議が被爆地長崎で初めて開催され、被爆者の山脇さんが、200人の国
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の代表や科学者を前に、長崎を最後の被爆地にしてほしいと伝えていた。緊迫する

国際情勢やテロの脅威の中で、日本こそが唯一の被爆国としてリーダーシップを発

揮し、核廃絶に向けて世界をリードしなければならないのに、日本政府が積極的で

はないことが残念だった。国は今後どのように発信していくべきなのかということ

をもっと議論してほしかった。 

 

○  １２月１６日（水）の国民アンケートクイズ リアル日本人！(総合 後10:00～

10:48)を見た。「帰省中に泊まりたいのは実家ｏｒホテル？結果から日本人の『今』

が見えてくる！」というＥＰＧの番組内容を見て興味を持って見た。帰省したとき

に夫の実家ではなくホテルに泊まりたいという妻が多数派で、理由の１位は「夫の

親や兄弟と話さなくていいから」だった。今は携帯電話で直接話ができる時代で、

取り次ぐこともないので、何を話したらいいかわからないということだった。確か

に便利さが優先されている時代だと感じた。一方、姑側は嫁が泊まらないことに対

してどう思うかの１位が「気を使わなくていいのでラッキー」ということだった。

どっちもどっちだと思うが、面白い話題を用いて現代を描き出していると感じた。 

 

○  １１月２２日(日) サキどり↑「続々登場！おコメのニューウェーブ」を見た。鹿

児島の米粉を作っている会社が紹介されていた。日本のコメの消費が減る中、米は

グルテンフリーで非常に注目されているとのことだった。日本でもヨーロッパでも

アレルギー患者が増えているが、時代に合わせて製品の形を変えて世界市場にチャ

レンジする取り組みを紹介していてとても興味深かった。 

 

○  １２月６日(日)のサキどり↑「離島に吹く新しい風」を見た。今日の審議でも地

方創生や地方のサバイバルといった話が出ていたが、離島はさらにそうした問題が

進んでおり、人口は５０年前の半数以下になっているというデータもある。島に人

が住まなくなったら防衛上も問題が出てくるのではないかと思うが、番組では島の

活性化の取り組みを２つ紹介していて興味深かった。一つは、伊豆沖の利島で、特

産品の椿油を使って、農業大学を卒業した若者が栽培方法や販売方法のアドバイス

を行った結果、売り上げが２．５倍に増えたという事例だった。もう一つは、奄美

大島でクラウドネットワークを使うことで、I ターンが増えており、さらに日本人だ

けでなく外国人や留学生にも来てもらっているという話だった。なかなか島のよさ

を全国的にＰＲできていないのではないかと思っていたが、最近では東京でも離島

をＰＲするイベントが増えているらしく、活性化に向けてさまざまな動きがあり、

とても面白かった。 
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○  火野正平さんの「にっぽん縦断 こころ旅」もよく見ている。視聴者からのリク

エストで日本全国を回っているが、映像に日本の美しさがよく出ていて、地方の人

たちとのふれあいも見ていてとても和やかな気持ちになれる。体力的に大丈夫かと

心配でもあるが、長く続いて欲しいと思う。 

 

○  １２月５日（土）のＴＨＥ ＬＡＳＴ ＷＡＲ～完全版・カラーでみる太平洋戦

争～(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:00～8:29)を見た。太平洋戦争の映像はこれまで白黒でしか見

たことがなかったので、大変インパクトがあり、戦争をよりリアルに感じることが

できた。 

 

○  １２月９日(水)のためしてガッテン「緊急追跡ノロウイルス 新型対策＆予防法

ＳＰ」を見た。食品に携わる仕事をしているので、ノロウイルスはとても怖くて、

毎年何度かこまめに検査もしているが、番組ではカキなどにあたるプロセスや、効

果的な消毒の方法を紹介していて大変勉強になった。 

 

○  私も連続テレビ小説「あさが来た」を楽しく見ている。九州の炭鉱のシーンで、

その地域の方言が出てきたが、とても懐かしく感じた。 

 

○  １１月２７日(土)と２８日(日)の「２０１５ＮＨＫ杯フィギュア」（総合 27 日(土) 

後 4:00～6:45、7:30～9:45、28 日(日)後 1:50～2:55、3:00～5:30）を見た。フィ

ギュアスケートが好きでいつも見ており、今回のＮＨＫ杯も楽しみにしていた。特

に羽生結弦選手の演技は本当にすばらしく感動した。演技後のインタビューで「血

のにじむような努力をした」と語っていたが、２１歳の青年の、華やかな演技の陰

にある真摯（しんし）な努力を考えると、素直にたたえると同時に、自分も絶えず

向上心を持ち努力することの大切さを教えられたように思う。 

 

○  １２月９日(水)のクローズアップ現代「“移住１％戦略”は地方を救えるか」を見た。

近年では東京への人口流入超過、一極集中と言われているが、そんな中、地方への

移住が静かなブームとして成長しつつあることが取り上げられていた。シニア層だ

けでなく、働き盛りの２０代から４０代の移住も増加しているとのことだった。今

回紹介されていた徳島の神山町で移住支援をしている団体の代表は、会って話をし

たこともあるが、移住者が移住者を呼ぶそうで、欲しいものはリノベーションして

誘致をして作っていくという前向きな姿勢が印象的だった。また、島根県出羽地区

での人口の１％を毎年取り戻すことを目標とした「移住１％戦略計画」は、具体的

な数値を示しており、地域の方々も努力しやすいと語っていた。かつては地方への
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移住はハードルが高いというイメージが強かったが、それぞれの生き方の多様性を

反映し、その地域の魅力にひかれた人々がうまく分散して、地域としてのあり方を

見直すことが大切なのだと改めて感じた。 

 

○  １１月２７日(金)のドキュメント７２時間「歌舞伎町 真夜中の調剤薬局」を見

た。夜８時から翌朝９時まで営業していて、客もさすが歌舞伎町というような多様

な人々で、見ていて非常におもしろかった。この調剤薬局の存在が、眠らない街・

新宿のコミュニティーの一端を担っているのだと感じた。「ドキュメント７２時間」

の、３日間カメラを据える場所を選ぶセンスの良さにはいつも感心している。 

 

○  １２月１１日(金)のドキュメント７２時間「占いの館 運命の交差点」を見た。

逆にこちらは、昔も今も占い師に尋ねることはあまり変わらないのだということを

感じた。中年の女性が配偶者との相性や今後のことを尋ねるのは熟年離婚を想起さ

せ、現代を表していると感じたが、それ以上の目新しいことは特になかったように

思う。 

 

○  「ドキュメント７２時間」は、夜間営業しかしていない薬局や、都会の中の占い

などのような、とても特徴的な場所を舞台にするパターンと、普段何気なく通り過

ぎてしまうような、例えばスーパーマーケットのような普通の場所を舞台にするパ

ターンの両方があるが、どちらにもそれぞれの良さ、おもしろさがある。今後もそ

うした視点でさまざまな場所を取り上げてもらえればと期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

さまざまなご意見をありがとうございました。ＮＨＫには公共放

送として、報道やドキュメンタリーだけでなく、教養番組やドラマ

など幅広いジャンルの番組が求められている。また、番組制作に対

するＮＨＫの姿勢も問われている中、視聴者の期待に応え、より

いっそう質の高いものを作っていけるよう、これからも努めていき

たい。 

 

福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１１月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１９日（木）、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、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ意見について報告があった。続

いて、事前に視聴した、「九州・沖縄 ミライ語りっ！」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 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     明石  良 （宮崎大学副学長） 

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）取締役会長） 

 小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役） 

 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） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役）  

 

（主な発言） 

 

＜「九州・沖縄 ミライ語りっ！」（総合 １０月２日(金) 福岡局制作）について＞ 

 

○  １５歳で起業した吉田君は、本当に２０歳かと思うほど立派で、「今ごろの若者

は」とよく言うが、今ごろの若者は逆にすごいと思った。歴史認識についても、き

ちんと自分の意見を持っており、原爆投下の日の正解率を出していたが、「そんなこ

とは愚問だ、本質を聞いてほしい」ときっぱり言っており、見ていて非常に興味深

かった。１８歳からの選挙権に関しても議論されていたが、あれほどしっかりと自

分の意見を持っているのであれば、逆に１８歳でも問題ないのではないかという気

がした。 

 

○  番組の中で、日本とアメリカが戦争をしたことを知らない若者がいることに驚い

た。会社の若い同僚たちと話していると、明治ぐらいまでは教わるが、それ以降は

時間切れでなくなってしまうということだった。歴史を教える際、現在から過去に

戻っていく歴史教育のほうが本当は正しいのではないかという議論になった。 
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○  「ミライ語りっ！」に小さい「っ」があるが、何か大きな意図があるのか。また、

なぜ「ミライ」はカタカナなのか。また、討論をしていた７人のメンバーのほかに、

後ろに５０人ぐらいいたが、人選はどのようにしたのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

難しく考えすぎず、若者が率直に議論出来るようにという意味を込めて、

「ミライ」はカタカナにして小さい「っ」を入れた。また、７人については

賛成派と反対派は同数にして、どちらでもないという立場を多くするという

ことを意図した。後ろの客席メンバーは、無作為に選んだ。 

 

○  九州沖縄・日本の未来を語る若者の意見を聞けるという意味では、とてもよい番

組だったと思う。 

 

○  冒頭の街の若者のインタビューで、「日本は平和だから、平和について友達と語る

ことはない」という意見が多いのを見て、そういった意見が一般的なのだという印

象を受けた。若者の政治不信、政治離れ、選挙離れが進んでいる中で、コメンテー

ターの７人の議論は、若者としては本当にすばらしすぎる、すごい意見を出してい

ると感じた。 むしろ一般の若者からはかけ離れて、ずば抜けて優秀な７人が選ばれ

たように思う。もっと多くの若者に、こうした番組を見せたいと思った。１回だけ

ではなく、対象テーマや、世代を変えて、何度も取り上げたらいいのではないか。

また、内容が素晴らしかっただけに、視聴率はどのぐらいだったのか、どのぐらい

の方が世代を超えて見られたのかが気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

難しいテーマではあったが、一定程度見られたのではないかと考

えている。 

 

○  内容が非常によかっただけに、出演者が限定されすぎていたのが少し残念だった。

世代を変えたり、一般の若者を入れたりする番組を今後も制作してほしい。留学生

の意見は反対が多かったが、やはり海外から来た人の目というのは新鮮で、安保関

連法案については、非常に不安を持っているのだということを感じた。また、番組

を視聴する前日にパリで同時多発テロが起きた。日本も安保関連法案が通過し、他

山の石ではなく、真剣に考えなければならないと感じた。そういう点では、タイム

リーで、この討論はすばらしかったと思う。相手を非難するのではなく、相手の意



3 

見もよく聞いて話をすることが必要なのだと感じた。 

 

○  若者がそれぞれの意見をきちんと持っていて、とても優秀な人たちばかりが集ま

り、視点が若干偏っていたような印象を受けた。人選は、自分の意見をきちんと持っ

ている人たちばかりを集めるのではなく、一般的な人がもっといてほしかった。番

組の中では、自分の意思を持ちつつも、それを他人に対してはっきり示さないサイ

レントマジョリティーの人たちがたくさんいることがよく分かった。デモに出る人

もいるし、デモの先導者もいたと思うので、初めに見たとき、もう少し過激な討論

番組になるのかと期待した。言い争いをするかと思っていたので、ちょっとおとな

しすぎたという気がした。 

 

○  もう一つ気になったのは、番組の中で留学生のコメントを紹介していたが、スタ

ジオに呼んで意見を聞けばよりおもしろくなったのではないか。 

 

○  調査の選択肢について。若者に限らず、現在は、はっきりイエス、ノーと言える

人たちというのが非常に少ないと思う。質問の中に、「どちらでもない」という選択

肢があった。「どちらでもない」が、サイレントマジョリティーなのかもしれないが、

「どちらでもない」という選択肢を入れると、世論調査でもそうだが、ここが非常

に大きくなってしまうと思う。イエスかノーか、もしくはややイエスとか、ややノー

とかでもいいが、はっきりどちらかというのを示してもらえると、答えやすくなる

ではないか。調査地域、年齢、対象者数があまりよく分からなかったので、はっき

り示してほしかった。 

 

○  番組冒頭で、安保法案可決のニュースを出していたが、あまり意味がなかったよ

うに感じる。また、テーマが３つというのは多かったと思う。もう少しテーマを絞

り込んでもよかったのではないか。 

 

○  私自身も学生とさまざまなプロジェクトに参加しているが、今の若い人たちは、

地域のことや自分がどのように社会の役に立ちたいかということを考える人が増え

てきているように感じる。番組に出ていた人たちは、しっかりと自分の意見を持っ

ており、すばらしいと思うが、いわゆるサイレントマジョリティー、意見ははっき

りと声高には言わないが、思いを持っているという人たちを、もっと出してもらい

たかった。 

 

○  原爆が落ちた日や、終戦の日などを知っているということも、もちろん大切だと

思うが、それだけではなく、平和の意味や平和の尊さについても伝えていくことが
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大切だと感じた。 

 

○  海外の人とプロジェクトに参加していて、自分の国の自慢をすることになったと

き、１０か国ぐらいの人がいた中で、内戦が続いている国の出身の人が、「今、外国

の人にここがすばらしいと勧められることがない」と言っていた。それを聞いて、

大変ショックだったが、人に勧められるほど幸せな気持ちを持てない国があること

を知り、そういう国があるということを理解することが大切だと、今回の番組を見

て改めて感じた。 

 

○  私たち日本人は、命を危険にさらされているわけではなく、毎日平和で幸せな中

で生きているが、世界には常に命の危険を感じながら日々を過ごしている人がいる

ということを、若い人たちも自覚をすることはとても大事だと思う。そういう相手

を認めたり、受け入れたりするのも、意見のやりとりがある中で生まれていくので、

やはり番組の討論の場に海外からの留学生も交えて話をしてほしかった。 

 

○  なぜこれが片仮名の「ミライ」なのか疑問に思った。漢字の「未来」で、九州・

沖縄の若者が未来を語るという表記であれば、もう少し若者も見たのかもしれない。

片仮名の「ミライ」では伝わりにくかったのではないかと思った。 

 

○  「国会での安保法案の議論は尽くされたと思うか」というアンケートの結果から

考えると、国民に賛否を問えるほど、法案の中身が説明されていないのではないか

と感じた。政府はきちんと説明責任を果たすべきだったと思うが、その点について

も若者の意見を引き出してほしかった。 

 

○  衆院選では２０代は３分の１ほどしか投票に行っていないというデータが示され

たが、なぜ若者が投票に行かないのか、なぜ魅力を感じないのかといった点につい

ても若者の意見を聞く必要があると感じた。個人的には、「誰に入れても結果は同じ

だ」という諦めのような気持ちもあるのではないかと感じている。率直な若者の声

を拾い上げ、それを議員にも聞かせて今後に生かしてほしいと思う。全体的にとて

もいい番組だったので、引き続き幅広い若者の意見を吸い上げて、番組に反映させ

てほしい。 

 

○  正直なところ、討論番組は要らないのではないかと感じた。見ていてあまりおも

しろくなかった。１つは、安保法案や平和などテーマが難しいというのと、安保法

案に関する７人の議論の中で、反対派が理論的には弱過ぎる感じがした。逆に賛成

派の理論武装が大変に強力で、反対派は賛成派を突き崩すだけの理論的な構築が足
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りないと感じた。 

 

○  今回の集団的自衛権、あるいは安全保障関連法案の問題で、一番重要なのは、安

倍政権が立憲主義を非常に軽視して、閣議決定で解釈改憲を行い、集団的自衛権を

入れたという部分だ。政権が右だと言えば右に何でも持っていけるという危険性を、

今回の案件ははらんでいると考えている。反対派はこのことに対してあまり触れて

おらず、番組の進行でも投票率のほうに話がいってしまった。 

 

○  投票率の低下の原因については、若者が無関心だということももちろんあるだろ

うし、政党側、政治家側の問題も極めて大きいと思う。選挙のときに言っている言

葉と、その後の態度が一致していない。さらには所属政党が変わっていくような人

が出てくるなど、さまざまなことから政治家に対する不信感が非常に強まっている。

こういう状況なので投票率が低下しているというのもうなずける。しかし、こうし

た背景をきちんと分析しないまま、どうしたら投票率が上がるのかという話に移っ

たため、「学校でもっと政治について教えたらどうか」、「ネットで盛り上げたらど

うか」などという話になってしまった。 

 

○  番組の冒頭で、「議論で化学反応が起きるかどうか」という前振りがあった。どう

なるのだろうと思って見ていたが、反応はなかった。過激に議論を闘わせてやらな

ければ、化学反応が起きるところまでいかないのではないか。あまりにも、温度の

低いところで、煮立たないまま、沸騰しないままで終わっている気がした。 

 

○  番組の最後にテロップが出て、「彼らの未来に向けた議論はこれからが本番」と

あったが、では今までの７０分は一体何だったのだという気持ちになった。続きが

あるという意味なのか、今回は序章で次から何回かシリーズでやるのか、同じ人た

ちが出てくるのか、いろいろ考えさせられた。もしそうではないのなら、逆に「彼

らの」と言ってしまうと、若者というのをすごく遠ざけたような、突き放したよう

な印象を受けるので、このテロップはなくてよかったのではないかと思った。 

 

○  若者の議論は、今の大学の受験のときのディベート感覚で、賛成派と反対派が、

それなりの意見を尊重しながら、お互いの意見を聞いて、答えを出さないまま、で

はこれから仲よくしていきましょうという、教科書的な感じがある。彼らは日頃か

らＳＮＳを通じて、少数派になることを恐れ、自分に賛同してくれるような発言し

かしていないように感じることも多い。今回の議論もおとなしく、盛り上がりに欠

ける形で終わってしまったのが残念だった。 
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○  先日起きたフランス・パリ同時テロのことを考えると、テロは我々の日常生活に

潜んでいる危険であり、どのようにして日常の平和を守るかという議論も必要だっ

たのではないか。今回の議論では、実生活とは遠い世界の話のことのように扱って

いたと感じた。 

 

○  個性的な若者に未来を語らせる試みで、この企画案だけで期待を抱いた。多様な

価値観を持った若者の本気度が分かり、とても面白かった。安全保障関連法案につ

いて賛成、反対、どちらでもない考え方の若者を等分に配し、最近のデモや国の安

全についての本気の議論は、私にとって、とても新鮮で、若者の思考を解明してい

るかのようなエンターテイメントだった。 

 

○  安全保障関連法だけにもっとフォーカスし、かつ彼らだけに議論させてみたら

もっと違う展開になったのではないかと思った。 

 

○  意見を持った７人の若者達の人選が光っていた。賛成派、反対派、両方派、それ

ぞれが率直で真っ直ぐな意見で良かった。 

 

○  安保法案関連の質問の際に、スタジオのタレントがまず自分の意見を述べたが、

拙速すぎたのではないかと思った。後の人たちの回答に影響が出てくるのではない

か。また、最後のアナウンサーのコメントは、あらかじめ用意されていたと思われ

る。議論のまとめ方は、もっと言葉を選んでほしい。 

 

○  番組はインタビューから始まったが、 どこの町で行ったかは示されていなかった。

平和がテーマだったので、何人かインタビューした中から、今戦争はないというこ

とを番組の導入部分にしたと思うが、どこでインタビューしたかが、入り口として

はとても大事だと感じた。あれは沖縄だったのか、福岡か。 

 

（ＮＨＫ側） 

長崎で行った。 

 

○  こういったインタビューは、どこで行うかによって、私たちが持っているイメー

ジが反映されると思う。例えば、沖縄だったら、若者であっても、平和や戦争に対

して、もっと身近に感じる状況にあるので、他の地域とは違うコメントが出るだろ

うとか、イメージがある程度植えつけられている。そのため、導入部分で、どこで
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インタビューしたのかということが気になってしまった。特に九州・沖縄の番組な

ので、なおのこと場所の説明が必要だったのではないか。 

 

○  後ろに座っていた参加者は無作為で選出したということだったが、その中で、安

保に賛成は１８人、反対は１６人だったのを見て、意外だと感じた。さらに、投票

に行ったことがある人が３０人、行っていないのが９人だったということも、にわ

かには信じられず、無作為で抽出したとは思いもしなかった。 

 

○  安保から始まり、抑止力、選挙、そして平和教育という流れだったが、安保の抑

止力のところで、議論が白熱しかかったと思ったのに、無理やり選挙の話題に行っ

てしまった感じがして、とても残念だった。そこでもっと話し合いができていれば、

化学反応が出てきた可能性はあったのではないかと思う。その点がとても残念で、

その後も物足りなさが続いてしまった。 

 

○  スタジオコメンテーターの位置づけに関しては、もっとはっきりすべきではな

かったか。 

 

○  賛成か反対か、はっきり決めるのは大人でも難しい。そんな中、賛成・反対を決

めきれないことや決めきれない理由を素直に自分のことばで語る若者たちの姿がと

ても印象的だった。討論番組としては難しいかもしれないが、次は賛成か反対か決

めきれない人たちを中心に番組を作ってみてはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

個性的な若者がそろってしまったという意見が多く、自分自身も

そこは反省点だと感じている。メディア上で論客的活動をしている

人たちや、デモ活動などを行っていて日頃から政治について関心を

持っている人たちの輪の中に、普通の人が飛び込んだら、その輪に

加われるだろうかという不安感は確かにあった。結果的に議論はう

まく進んだ形となったが、本当のサイレントマジョリティーの人た

ちを、どのようにしてあの輪の中に入れるかというのを、もう少し

検討すべきだったと思う。 

「これからが本番です」という最後のコメントに関しては、ご指

摘のとおりだと感じている。討論終了後に、今までは、こうした話
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し合いの場をお互い避けてきたという話になり、これからは番組だ

けなく、いろいろな機会をつくっていくことが大事だという話が、

出演した若者たちから出た。それを集約させようとした結果、少し

陳腐になってしまったと思う。ほかにも、時間配分や議題が多すぎ

た点などは今後に向けて再考し、また討論番組ができればと考えて

いる。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１６日(金)の長崎人（じげもん）「混迷はいつまで～諫早湾干拓事業の今～」

を見た。我々農業者は、諫早湾干拓670ヘクタールの広大な農地で農業を営んでいる。

昭和３２年、諫早大水害の際、本明川の氾濫で雨のたびに浸かっていたという経緯

があり、以前は「諫早湾防災干拓事業」という事業名で呼んでいた。本来は、干拓

は水害から市民を守るという目的があったが、現在は農業と漁業の対決の構造に

なってしまっているということがきちんと説明されていて分かりやすかった。漁業

者は、干拓をしたことで タイラギ漁が２割しかとれなくなり、収入が激減。漁協組

合員は、漁協の認定要件の２０名を切るかもしれないという、危機的な状況に陥っ

ている。一方、農業者は、国の政策を信じて入植をしたものの、採算が取れず国に

だまされたような感覚を持っている。農林水産省は、水産業者も農業者も守らなけ

ればいけない立場にあり、国営の事業として行ったものの、さまざまな問題が噴出

し、どうしようもない状況になっている。こうしたそれぞれの立場や状況を非常に

わかりやすく、公平公正に伝えている番組だった。この問題には解決方法はないと

思うが、こうした地域の課題を公平公正な立場で伝える番組は、まさにＮＨＫでし

かできないと思うので、今後も取材を継続し、問題点なども指摘してほしい。 

 

○  １１月１２日(木)のクローズアップ現代「１３億人のバーゲンセール～急成長！

中国・ネット通販～」を見た。中国では今、１１月１１日の「独身の日」をはじめ、

セールがすごく発展しており、中国全土でネットで買う人が激増しているというこ

とだった。知人が２０年ほど前に、中国でビジネスをしようとして、ネット販売に

チャレンジしたが、インフラが全く整備されておらず、なかなかうまくいかず、そ

の事業をやめてしまった。今は、決済システムや物流などのインフラが整備され、

トラブルも減り、４億人が利用、８０兆円の利益を生み出すほどになっており、人

口が多いことのすごさを改めて感じ、ショックを受けるような番組だった。 
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○  １０月１８日(日)のＮＨＫスペシャル アジア巨大遺跡  第２集「黄金の仏塔 

祈りの都～ミャンマー バガン遺跡～」を見た。1,000 年前のミャンマー、バガン王

朝時代のバガン遺跡について、3,000 ほどのレンガやしっくいでできたパコダや寺院

があり、宗教都市という印象を受けた。当時世の中が非常に乱れて、モラルが低下

していたため、現世でよいことをしようという功徳の精神と、我欲ではなく心に迷

いのないねはんを求めて行動した結果、3,000 のパコダとか寺院ができたということ

だった。ミャンマーは、現在でも子供が得度するとき、貧しくてお祝いできない子

の分も一緒にやる、そのためにお金を使う人も実際にいるということだった。お金

だけが幸せをもたらすのではなく、いいことをすることが将来につながると感じて

いる人が非常に多いということが紹介されていた。 お金による幸せは短期的であり、

功徳は一生の幸せを感じていける心の安寧であるという言葉に非常に感銘を受けた。 

 

○  １１月１１日(水)のザ・プロファイラー ～夢と野望の人生～「“心やさしき巨人”

の挑戦～ジャイアント馬場～」を見た。当時の映像が多く使われており、とても楽

しんで見た。 昭和３０年代の後半に、プロレス世代があり大変流行っていたが、私

も例外ではなく、その時代に力道山などを見ていてプロレスに夢中になっていた。

グレート東郷など、当時のプロレスラーの名前が出てくるだけでもとてもわくわく

して楽しめた。また、昔から気になっていたレフリーが、ちらっと映像の中に見え

た。当時だったらほとんど見ることがなかった人たちが映像に映っていたのが、と

ても印象的だった。 

 

○  １１月１４日(土)の「ラストマッチ～亀田興毅 ４階級制覇に挑んだ男～」(ＢＳ

１ 後 11:00～11:50)を見た。2015 年の世界フライ級選手権が１０月にアメリカで行

われていたが自分は知らなかった。ニュースでも非常に小さく扱われていたようで、

知らない人が多かったと思うが、それに挑む様子を４か月間追った番組だった。亀

田興毅は１年半前からトラブルが続き、国内ライセンスを剥奪され、ほとんど試合

ができない状態になり、マスコミにもほとんど出ていなかった。そんな中でよくＮ

ＨＫが撮っていたなと、不思議に思うと同時に興味深く見た 。パフォーマンスにつ

いて、彼の場合は、ヒールというイメージが強いが、それは父親がつけたというこ

とだった。自分の意思ではなく、ヒールを演じさせられていたということを赤裸々

に語っており、今後は別の生き方をしたいと一生懸命語っていたのが印象的だった。

戦い方に関しても、今まではアウトボクシングで、少し打って逃げているようなボ

クシングをしており、パフォーマーという印象が強かったが、最後の試合では打ち

合いをしていた。勝っても負けても全力を出すという気迫が感じられ、結果として

試合は負けたのだが、４階級制覇に挑んだ男という形で取り上げていて、見ていて

とてもおもしろかったし、心を動かされた。「みんなに気持ちが伝わる試合がした
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い」という彼の言葉も印象的で、今後の彼の活躍を見守りたいと思った。 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」を見ている。毎朝とても元気をもらえてうれしく

思っている。これからも放送を楽しみにしている。 

 

○  先週長野の上田に行ったが、駅前から町なかまでどこも真田幸村一色で、とても

地元は盛り上がっていた。こちらの放送も楽しみにしている。 

 

○  １０月２３日(金)の特報フロンティア「“地方”を狙う特殊詐欺」は、非常によく

できている番組だと思った。特殊詐欺は、振り込め詐欺や、にせ電話詐欺と言われ

るが、首都圏は減っていて、地方で増えている。地方がより狙われているというこ

とで、具体的な数字を挙げて示していた。また、拘置所に入っている詐欺グループ

のメンバーの証言なども交えていて、詐欺グループの人間から福岡は適地だという

衝撃的な言葉まで撮っていて、警告の意味では、非常によくできていると思った。

さらに、警察の摘発場面にも立ち合っていて、迫力もあった。一つだけ残念だった

ことがある。「半グレ」という言葉が使われていたが、番組の中でほとんど説明され

なかった。恐らく一般の人は、「半グレ」と言われても、何のことかわからないと思

う。「半グレ」とは、暴力団ではないが、不良グループで、いろんな問題を起こして

おり、どちらかというと、暴力団よりも怖い、過激な集団になっていて、警察とし

ては、もっと取り締まらないといけないと言われている集団のことである。この半

グレが、詐欺グループの中にどんどん入ってきている。彼らは非常に人間不信とい

うのが基本的にあるので、かけ子と受け子を完全に切り離すなど、そういう制度と

いうのは、まさに「半グレ」の制度なのだということを指摘していたのだが、もう

少し時間を与えて、「半グレ」についての説明をしたら、よりわかりやすかったと思

う。注意喚起・警告するという意味では、本当にいい番組だった。 

 

○  今月は宮崎月間という感じだった。まず、１１月４日(水)の「イブニング宮崎」

に出演し、焼酎業界の未来について、 いつものように厳しめの意見を言わせても

らった。次に、１１月９日(月)のプロフェッショナル仕事の流儀「和牛の神様、愛

情の牛～肉牛農家・鎌田秀利～」では宮崎牛が取り上げられた。なぜ宮崎牛が２連

覇になったかというと、一つは種が非常にいいということだ。そしてもう一つは、

時間をかけてじっくりじっくり味をよくしていくという方法にある。そのノウハウ

を県内で統一して取り組んでいることが、２連覇につながったということだった。

とても見ごたえのある番組だった。そして今朝は、「にっぽん縦断 こころ旅」が宮

崎から。本当に宮崎がよく取り上げられた月だった。 
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○  １０月２２日(木)の趣味どきっ 女と男の素顔の書～石川九楊の臨書入門 第３

回「戦国の貴婦人 愛と意志の手紙 細川ガラシャ×忠興」を見た。臨書の魅力が

伝わる大変に興味深い番組だった。臨書と呼ばれる書の世界に触れることができて

新しい世界観を持つことが出来た。 

 

○  「先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）」について、１１月３日(火)の商売繁盛の

極意「大江戸 買い物革命 商売を繁盛させろ！三井高利」と、１１月１７日(火)

の花のスーパー官僚がゆく！「田沼意次の江戸大改革」を見た。松坂の豪商の由来、

生き残りの知恵に感心した。現代にも本当に活かせる生きた知恵である。「大きな改

革では反発も大きいが、小さな改革の連続で世の中の空気感を変えていく」という

田沼意次の考え方のすごさを学び、大変勉強になった。このような番組づくりにこ

そＮＨＫらしさがあると思う。教養がつき、視聴後に少し賢くなった気がする良質

の番組だった。「１００分ｄｅ名著」同様、更に頑張ってほしい。今後も期待してい

る。 

 

○  「うちなーであそぼ」を見た。下地勇さんの歌う、宮古島方言の歌を聞いた。前

回は八重山の歌であったが、今回の宮古島編も大変に素晴らしい内容であった。今

後、様々な展開がされると聞いている。大変興味があるので、是非とも頑張ってほ

しい。 

 

○  １０月３１日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“津波の海”を潜る～三

陸・破壊と回復の５年間～」を見た。陸上のことはたびたび伝えられるが、海のこ

とに関してはあまり放送されないので、とても関心を持って見た。南三陸の志津川

を中心に、津波のときの、家電や日用品が流されていくというショッキングな映像

から始まり、陸も海も大きく破壊されていく過程がずっと撮られていた。後半も、

海が回復していく過程を、映像とともに大変丁寧に、大学の先生など専門家の検証

も交えながら分かりやすく伝えていた。陸上のことに関しては被害を受けて、その

後復興するまでの過程をテレビで見る機会は多いが、海のことについてはなかなか

ないと思う。海は、我々が食べ物を口にする大きな場所でもある。今回は５年間と

いう区切りだったが、また１０年後にこういう番組を流してほしいと思う。大変い

い番組だった 。ただ１点、残念だったのは、大変問題になっているはずの海中の汚

染水について、番組中に一言も語られなかったことだ。一番気になるのは、海は回

復しているが、実際に汚染水の影響がないのかということである。この点も含めて、

また１０年後にどうなっているかを検証する番組をつくってほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

貴重なご意見をありがとうございます。特に「ミライ語りっ！」

については、厳しいご意見もいただいた。委員の皆さんだけではな

く、視聴者の方からもさまざまな意見をいただいたが、この番組を

きっかけに議論が深まればよいと考えている。つくり方や見せ方に

ついては、まだまだこれから改善していかなければいけないが、放

送局が果たすべき役割を認識し、九州・沖縄を活性化するような番

組制作に取り組んでいきたいと思う。 

 

福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１０月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１５日（木）、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、九州沖縄 戦後７０年「生体解剖事件から７０年 最

後の証言」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） 

 

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     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）取締役会長） 

 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） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役）  

 

（主な発言） 

 

＜九州沖縄 戦後７０年「生体解剖事件から７０年 最後の証言」 

（総合 ８月５日(水) 福岡局制作）について＞ 

 

○  非常に重いテーマであったが番組としてはおもしろかった。冒頭で、前提となる

事実関係や経緯などについての説明が不足していたため、分かりにくい部分があっ

た。また、最終的に大学側が事件に関する資料を展示しなかった理由についてどう

考えているのか、もう少し追求してほしかった。 

 

○  何度も繰り返し視聴した。戦争について東野利夫さんが「悲惨」と「愚劣」とい

うことばで表現していたのが印象的だった。大学側が展示することを拒否した資料

について、もっと詳しい説明がほしかった。また、入学間もない、右も左も分から

ない東野さんが解剖実験の一員となっており、実験がどこまで秘密裏に行われてい

たのかを疑問に思った。 
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○  戦争が人間に狂気をもたらすということを改めて感じた。なぜ大学側が資料の展

示をしなかったのか、もう少し深く取材してほしかった。自分の病院で展示をした

東野さんはすばらしいと感じた。 

 

○  大学側としては、一個人の取材や証言をもとにした展示というのは、大学として

の見解ではないため、行わなかったのではないか。全体として、東野さんの証言を

中心に番組を構成していたが、最終的に何を伝えたかったのかが分かりにくかった。 

 

○  当時を再現した映像が非常に分かりやすかった。今までさまざまなメディアがこ

の事件について幾度となく報道してきたが、関係者のほとんどが亡くなっており、

これ以上の新事実は追求できないのではないかと感じている。この番組も、新たな

事実を見つけ出すまでは至っていなかった。 

 

○  実際の映像や再現ドラマにより、事件を具体的にイメージすることができたが、

関係者がほぼ全員亡くなっていることもあり、事件の核心には迫っていないように

感じた。戦後７０年となり、証言ができる戦争体験者が減る一方の中、我々が平和

の尊さを次の世代に伝えていくことの大切さを改めて感じた。 

 

○  事件に関わった人の遺族の証言は大事だと思うが、それによって遺族が中傷され

ることはないのだろうかと気になった。「戦争は心も体も傷つける」という東野さん

のことばの重みを感じた。二度と同じようなことを繰り返してはいけないというこ

とがよく伝わる番組だった。 

 

○  ナレーションに加えて、録音テープに残っている遺族の生の声を聞くことで、と

てもリアリティーが深まった。当事者以外の解説や客観的な視点があれば、もっと

事件の立体像が浮かんでくるのではないかと感じた。 

 

○  この事件については、よく見聞きしていたが、詳しいことはあまり知らなかった。

本当に組織ぐるみで行われたことなのか、東野さんの証言だけでは真相は分からな

いと思う。ただ、戦争が人間に狂気をもたらすということを改めて強く感じた。 

東野さんが産婦人科医だからという意図があったと思うが、番組の冒頭と終わり

で生まれたばかりの赤ちゃんの映像が使われており、命の大切さがストレートに伝

わってきてよかった。 

 

○  生体解剖の実験内容を知り、驚くばかりであった。戦争がいかに悲惨で、人間を
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変えてしまうものであるか、改めて感じた。戦犯として裁かれた女性の最後のこと

ばが気にかかった。また、極秘裏に行われたはずの実験がなぜ世間に知られること

になったのかを疑問に思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

 貴重なご意見、ありがとうございました。今回の取材を通して新事

実や新証拠の発見には至らなかった。しかし、語れる人が東野さんしか

いない状況であり、今まで何度も各メディアで取り上げられた事件であ

るが、戦後７０年のタイミングだからこそ伝えなければならないと感じ

ていた。今後も取材を続けていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１９日(土)の「ＮＨＫお笑い脳自慢」（総合 後 10:00～10:48）を見た。一般

視聴者が年代ごとのチームに分かれて、とんちの効いた答えを考えるという番組で

あったが、大変おもしろく、思わず会社の同僚たちと続きをやってしまうほどだっ

た。視聴者も参加して楽しめる番組をこれからも制作してほしい。 

 

○  １０月１１日(日)のＮＨＫスペシャル「“ジョーズ”の謎に挑む～追跡！巨大ザ

メ～」を見た。サメに小型カメラを装着し、行動データを蓄積してサメの生態を調

べる「バイオロギング」という手法を使っていた。バイオロギングは、生物学や生

態学において現在とても注目されているので興味深かった。 

 

○  １０月１２日(月)の「ふるさとの希望を旅する～地域再生のヒントを求めて～」

(総合 後 5:00～5:59)を見た。６次産業の成功例や地域活性化の施策など、これまで

ＮＨＫの番組で取り上げてきた全国の地域づくりの映像を再編集・アーカイブ化し、

「ＮＨＫ地域づくりアーカイブス」の中で紹介しているが、これもまさにバイオロ

ギングの一種で、非常に役に立つと思う。今後は「人生デザイン Ｕ－２９」など

で取り上げられた地方の若者の取り組みも蓄積してほしい。 

 

○  Ｅテレの番組について。５分や１０分という短い時間でテンポよく見られる番組

が多く、幅広い年齢層がおもしろいと感じるものが多数あり感心している。 

 

○  １０月１日(木)のストレッチマンⅤ（ファイブ）「バランスあそび」を見た。野菜
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を食べ物ではなくおもちゃのように扱うというような、子どもに誤解を与えかねな

い演出が番組の中であったように思う。Ｅテレの番組は、時間帯によっては子ども

が一人で見ていることが想定されるため、伝え方や表現には十分注意してほしい。 

 

○  １０月５日(月)の「うちなーであそぼ」を見た。童謡「ふるさと」を八重山地方

の島ことばで歌っていたが、とてもすばらしかった。九州沖縄各地の方言で「ふる

さと」を歌い、地域ごとの違いや似ている部分が分かればおもしろいのではないか。 

 

○  １０月８日(木)のクローズアップ現代「“正しい”アクセント 誰が決める？～日

本語発音辞典 大改訂へ～」を見た。最近になってそれぞれの地域のことばの大切

さが見直されており、地方出身者の自分としてはとても嬉しい気持ちになった。 

 

○  １０月３日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち） アンコール「さ

かなクン×磯田道史」を見た。二人がとても生き生きと話をしていたのが印象的だっ

た。固定概念にとらわれることなく、柔軟な発想で新しい気づきを得られることは

すばらしいと思った。 

 

○  １０月５日(月)の地球ドラマチック・選「不思議！味覚の世界」を見た。食べ物

の好き嫌いに関することや、味覚が非常に優れている人のことなど、初めて知るこ

とが多く、大変興味深かった。 

 

○  １０月１０日(土)のアスリートの魂・選「生きる証のバックスピン 片腕のゴル

ファー 小山田雅人」を見た。トップアスリートとしての小山田さんの活躍ぶりが

よく分かる構成になっていた。ただ、ことさら健常者と比較する表現が多用されて

いたのが気になった。 

 

○  ９月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「作家 山崎豊子～戦争と人間を見つめて～」

(総合 後 9:00～9:58)を見た。山﨑さん自身の戦争の実体験と、膨大な取材によって

すばらしい作品ができるのだということを改めて感じた。 

 

○  １０月４日(日)のＮＨＫスペシャル 巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲⅡ 

日本に迫る脅威 第３集「火山列島 地下に潜むリスク」を見た。カルデラ噴火の

メカニズムについて、ＣＧを用いながらとても分かりやすく説明されていた。ＢＧ

Ｍやナレーションも番組の雰囲気によく合っていた。早めに安全対策を取らなけれ

ばならないと感じた一方で、想定される被害が大きいために風評被害につながらな

いか心配にもなった。 
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○  私もＮＨＫスペシャル 巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲⅡ 日本に迫る

脅威 第３集「火山列島 地下に潜むリスク」を見た。火山活動の観測技術がかな

り進んでいる点が印象的だった。 

 

○  １０月９日(金)のおはよう日本の「気になる＠ＬＩＶＥ」を見た。店頭に並べら

れない野菜を使った料理を出すレストランや、残り物の食材で作るサルベージ料理

など、「もったいない」の精神について紹介しており、興味深く見た。世界に誇れる

日本の文化をこれからも紹介してほしい。 

 

○ １０月９日(金)の特報フロンティア「声をあげない夫たち～相次ぐ“介護殺人”～」

を見た。介護疲れの果てに妻を殺してしまった男性のインタビューを撮っていて、

大変訴求力があった。男性介護者を孤独にさせないための取り組みや、ボランティ

アをしている人の紹介など、有益な情報も多くてよかったと思う。 

 

○  ９月１９日(土)と１０月３日（土）のブラタモリ「＃１７ 博多」「＃１８ 福岡

と鉄道」を見た。特に鉄道の回は昔の様子を懐かしく感じ、ついつい見入ってしまっ

た。 

 

○  ９月２７日（日）ＮＨＫアーカイブス「シリーズ日本の食（３）それでも大地に

生きる～農村からのメッセージ～」を見た。２２年前に放送されたものであったが、

過去の映像を見せるだけでなく、その後の変化や現状、今後どうなっていくのかな

ど、追加取材を行い、もっと掘り下げて伝えてほしい。 

 

○  １０月７日(水)の「時論公論」を見た。物理学者の梶田隆章さんがノーベル賞を

受賞した日だったので、梶田さんの研究分野であるニュートリノについて、一般の

人にも分かるように基本的なことを詳しく解説してほしかった。 

 

○  １０月６日(火)のクローズアップ現代「小さな泡が世界を変える！？～日本発・

技術革命は成功するか～」を見た。科学に対する関心が高まっている時期に、とて

も興味深い話題が紹介され、科学にあまり興味がなかった自分でもとても楽しく見

ることができた。 

 

○  １０月７日(水)のクローズアップ現代「生出演・大村智さんが語るノーベル賞受

賞秘話」では、それまでのニュースやほかの番組で紹介されていた以上のことがな

く、少し残念だった。ただ、ＮＨＫは話題になっている出来事や人物について、さ
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まざまな角度から取り上げ、視聴者の興味の幅を広げるような番組を数多く制作し

ていると思う。これからも、そのようなスタンスにぜひこだわってほしい。 

 

○  １０月１０日(土)のＮＨＫスペシャル「私が愛する日本人へ～ドナルド・キーン 

文豪との７０年～」(総合 後 9:00～9:58)を見た。ドラマパートとドキュメンタリー

パートを交差させた構成は、とても見やすかった。キーンさんが、日本人をこれほ

どまでに研究しているとは驚いた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 貴重なご意見やご指摘、ありがとうございました。ＮＨＫの報道に

は、あまり知られていないことを世に出していくことと、よく知られて

いることでも切り口を変えて伝え続けていくという２つの側面があり、

どちらも必要だと思っている。今後とも率直なご意見をお願いしたい。 

 

福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年９月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成２７年度後半期の国内放送番組の編成」について高橋編成局編成

主幹から説明があり、「平成２８年度の番組改定」について意見交換を行った。そして、

「平成２７年度後半期の九州沖縄地方の番組」について有福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 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）取締役会長） 

 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） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役）  

 

（主な発言） 

 

＜「平成２７年度の番組改定について」＞ 

 

○  最近、４Ｋ・８Ｋといった放送技術の発展が目覚ましいが、それらが視聴者に新し

い感動を与えるのではないか。また、先日若い人から、番組の冒頭２、３分がおもし

ろくなかったら、すぐにチャンネルを変えるという話を聞いた。番組の冒頭を作り込

むこと自体、否定はしないが、自然に視聴者が番組に入り込めるような作りを意識し

てほしい。 
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○  若い人をターゲットにした番組を作るのではなく、「ＮＨＫらしさ」を貫いた番組

を制作し続ける中で、若い人たちが興味を持ち、振り向いてもらえるように努めるべ

きではないか。そのためにも、番組のテーマやキャスティングをどうするかというの

は非常に重要だと感じている。 

 

○  今の大学生はほとんどテレビを見ていないと感じる。そういう人たちに、ＮＨＫの

番組を見てもらうためには、見る「きっかけ」をいかに作るかが重要なのではないか

と感じている。また、今の大学生は、地方で活動していて、今後人気が出そうな人を

いち早く発掘することに興味を持っている。番組表や番組の冒頭などで、どの世代を

対象にした番組なのかを明確に示すようなマーク等の演出を試みてはどうか。 

 

○  会社のスタッフと話していると、自分が今まで知らなかったことがわかる要素や

「なるほど」と納得できる要素があると、その番組に興味を持てるという。そうした

番組がもっと増えるといいのではないか。 

 

○  若者をターゲットにした番組づくりを意識しすぎず、「ＮＨＫらしさ」を貫いて、

良質な番組を継続的に制作してほしい。そうした番組は、若い人たちにも届いている。

また、良質な番組をあらゆる世代に届ける方法を考えてほしい。 

 

○  視聴率にこだわりすぎずにＮＨＫにしか作れない深みのある番組をもっと制作し

てほしい。テレビ離れとよく言われるが、自分の地元の情報というのは知りたいと思

う。番組の質を高めるとともに、地域の情報を取り入れた番組をもっと増やし、全国

へ発信してほしい。 

 

○  録画やネット視聴により、自分の好きな時間に番組を見られる今、どの時間帯にど

の番組を放送するという概念自体がなくなってきている。その中でも、おもしろくて

「いい番組」というのは、何回放送しても見られる。若い人たちが「おもしろい」と

感じる番組とは何か、を深く考えてほしい。また、ＮＨＫには決して他局には真似で

きない番組がたくさんある。若い人たちも、そうした番組を何かのきっかけで見たと

きに、おもしろいと感じるのではないか。番組制作の姿勢は今後も曲げないでほしい。 

 

○  ＮＨＫならではの番組にこそ、公共放送としての価値があると思う。今後もＮＨＫ

らしさを追求してほしい。番組司会に、実はその分野に造詣が深いタレントを起用す
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ることで、番組の雰囲気を和らげようとする工夫も見られる。こうした取り組みも推

し進めてほしい。また、ネットなども活用しながら、番組を見てもらえるような工夫

をしてほしい。 

 

○  番組を見て新しい発見を得たり、驚いたりするというのはＮＨＫの番組でしかない

と思う。そうした番組は、若い人たちもおもしろいと感じるのではないか。また、番

組をいかにＰＲして視聴者に届けるかが非常に重要だと思う。今までの番組宣伝の手

法の見直しも含め、視聴者に見てもらえるような工夫をしてほしい。 

 

○  ドラマを制作するにあたって、若者に人気があるタレントを起用するのは、ある程

度は若年層の関心を引くことが出来ると思うが、逆にドラマのリアル感がなくなり、

ドラマ全体の重みも失われてしまうと思う。その役をきちんと演じられる配役を敷い

てほしい。今後とも、当時の言葉のなまりや舞台となる地域の方言をきちんと研究し

たうえで制作してほしい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月１４日(金)のアニメ 団地ともお スペシャル「夏休みの宿題は終わったのか

よ？ともお」(総合 前8:15～8:59)を見た。終戦の日に合わせた内容で、戦争に対す

る子どもならではの素朴な質問には大いに考えさせられた。 

 

○  ９月５日(土)、１２日(土)の放送９０年ドラマ 経世済民の男(３)（４）「小林一

三」(総合 後9:00～9:58)を見た。現在にも通じるビジネスモデルを作り上げた小林

の半生を知ることが出来た。自分の仕事の原点に立ち返ることが出来た。 

 

○  「放送９０年ドラマ 経世済民の男」のシリーズは、あの時代を学びたいという気

持ちにさせるおもしろいドラマだった。視聴後も訴えかけるものが残る骨太の作品を

今後も期待している。 

 

○  私も、「放送９０年ドラマ 経世済民の男」を興味深く見た。九州出身の著名人の

生涯を描いたドラマをもっと制作してほしい。 
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○  沖縄県域で放送している「おきなわＨＯＴ ｅｙｅ」の中の「おきなわアート探訪」

というコーナーを見た。アンガマという、石垣島の伝統行事でかぶるお面を作る人を

取り上げていた。沖縄に住む私も初めて知ったので大変新鮮だった。今後も地域に根

ざして活躍している人たちを積極的に紹介してほしい。 

 

○  ８月１７日(月)のオイコノミア「ハッピーになれる！“オバサン”の経済学」を見

た。経済学を身近な話題を用いて分かりやすく、かつ面白く紹介していてとても参考

になった。 

 

○  ８月７日(金)のＮＨＫスペシャル「憎しみはこうして激化した～戦争とプロパガン

ダ～」(総合 後10:00～10:49)を見た。戦時下におけるアメリカでのプロパガンダ作戦

という、今まであまり見たことのなかったテーマだったので、見入ってしまった。 

 

○  ８月１５日(土)のＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像 －戦後７０

年を越えて－「日本人は何ができるのか」(総合 後9:15～10:44)を見た。これから人

口減少、高齢化を本格的に迎える日本にとって、非常に示唆に富む番組だったと思う。 

 

○  ８月２３日(日)の小さな旅「“孤島”にしあわせ～鹿児島県 悪石島～」を見た。

助け合い支え合いながら生きている人たちの姿が映し出されていた。離島の良さが引

き出されていたと思う。 

 

○  ９月１１日(金)のかごスピ！「一歩ずつ 前へ～桜島 １００ｋｍの旅～」を見た。

地域の子どもたちが力を合わせて成長する、とても感動的な番組だったと思う。 

 

○  九州に上陸した台風１５号の報道について、同じ内容ばかりを繰り返し伝えていた

のがやや気になった。我々の生活により身近な部分がどの程度影響を受けるのかと

いったことも、詳しく伝えてほしかった。 

 

○  九州に上陸した台風１５号は、通過後も吹き返しの風が強く、影響が長い間続いた。

今後は台風が過ぎ去った後も、どの程度警戒すべきなのかという情報も伝えてほしい。 

 

○  関東・東北豪雨の報道については、その後の降水量や雨雲の動きなど、甚大な被害

が出ている現地の人にとって必要な、より詳しい情報を伝えるべきではなかったか。 
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○  ８月１３日(木)のＮＨＫスペシャル「女たちの太平洋戦争～従軍看護婦 激戦地の

記録～」(総合 後10:00～10:49)を見た。当時、従軍看護婦として戦地に赴いた女性た

ちの証言の生々しさがとても印象的だった。 

 

○  私も、ＮＨＫスペシャル「女たちの太平洋戦争～従軍看護婦 激戦地の記録～」を

見た。すばらしい番組だったが、戦争に進んでいった当時の社会のありようについて

もう少し詳しく伝えてほしかった。 

 

○  ８月７日(金)のＢＳ１スペシャル「ヒロシマ 世界を変えたあの日」(ＢＳ１ 後

8:00～9:50)を見た。イギリスとの共同制作で、原爆投下について自分が知らなかった

ことを知ることが出来た。若い人にも見てもらえるよう、タイトルに工夫をするとな

およかったと思う。 

 

○  ８月３０日(日)に再放送されたＢＳ１スペシャル「戦火のマエストロ・近衛秀麿～

ユダヤ人の命を救った音楽家～」(ＢＳ１ 後0:00～1:50)を見た。文化や芸術が平和を

形づくるのではないかと強く感じた。 

 

○  ９月１１日(金)の特報フロンティア「徹底解剖！“史上最強”ホークス」を見た。

非常にタイムリーで、ソフトバンクホークスの強さをよく分析していた。 

 

○  ８月２８日(金)のドキュメント７２時間「中国・大連 日本食材スーパーで」は、

短時間で大連と日本の関係が見事に描かれていた。 

 

○ 国会中継について、どういう基準で中継しているのか気になった。すべてを中継する

のは難しいと思うが、世間で注目されている委員会は中継すべきではないか。 

 

○  ９月１４日(月)の東北発☆未来塾 哲ちゃん館長の熱血教室 「地域を“自立”さ

せるには？」を見た。行政に頼らず、地方創生につながる取り組みをしている地域を

紹介していた。高齢化・過疎化が進む地域に元気を与える番組だった。今後も同様の

取り組みを積極的に紹介してほしい。 

 

○  ８月１０日(月)の戦後７０年「一番電車が走った」(総合 後7:30～8:43)を見た。
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原爆が落とされた直後の広島で、一番電車を走らせた少女の姿がよく描かれていて見

応えがあった。絶望的な状況から希望を見いだすところが非常によかったと思う。 

 

○  ７月３０日(木)のクローズアップ現代「“いのち”を変える新技術～ゲノム編集 最

前線～」と３１日(金)のあさイチ「プレミアムトーク」を見た。両番組にノーベル賞

を受賞した山中伸弥教授が出演していた。ニュースから情報番組まで、多様な番組で

ゲノム編集について取り上げられており、非常におもしろかった。 

 

○  ８月３０日(日)のＮＨＫスペシャル「老人漂流社会 親子共倒れを防げ」を見た。

非常に重いテーマではあるが、最後には何か希望を見いだせるような方策などを番組

内で提示してほしい。 

 

○  ９月９日(水)のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「山口百恵引退 覚悟のラス

トソング」を見た。山口百恵の関係者から初めて聞く話があり、大変興味深かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 台風・災害報道に際しては、きめ細かく正確に情報を出すことを心

がけている。生活情報や交通情報などは逆Ｌ字スーパーなどでより分厚

く対応したいと考えている。 

 戦後70年の企画や番組については、なぜ戦争を起こしてしまったの

か、なぜ防げなかったのかについて重きを置いて伝えている。若い世代

も含め、いかに多くの人々に見てもらえるようにするかは、引き続き考

えていきたい。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年７月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１６日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、８人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前に視聴した、特報フロンティア「沖縄戦７０年 遺品は語る」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 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） 

 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） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役）  

 

（主な発言） 

 

＜特報フロンティア「沖縄戦７０年 遺品は語る」（総合 ６月１９日(金) 

     沖縄局、福岡局制作）について＞ 

 

○  とてもいい番組だった。戦争のことを語れる人が減っている中、１０年後には遺品

だけが残って誰も語り継げる人がいなくなるかもしれない。そうした状況にある中、

遺品だけで戦争を語り継ぐのは困難だが、それらにまつわる証言をセットで後世に伝

えることが大切なのではないかと感じた。 

 

○  遺品にまつわる人々の思いだけでなく、遺品を通して沖縄戦とはどんなものだった

のかを伝えてほしかった。また、戦前沖縄の人たちがどんな生活をしていたのか、そ

れが戦争を経てどれほど変わってしまったのかをわかりやすく伝える工夫が欲し

かった。 
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○  戦争を経験した方が少なくなっている中、遺品を見せて子どもたちに戦争の悲劇や

平和の尊さを伝えることはとても重要だと感じた。また、こうした番組をきっかけに、

今沖縄が置かれている立場について、もう少し国民的な議論を広げるべきだと思う。 

 

○  ＮＨＫ沖縄に展示されている数多くの遺品の中から、今回具体的に紹介した遺品を

選んだねらいがわかりづらかった。沖縄の方言で当時の悲惨さを物語る歌が紹介され

ていたが、独特の表現で語り継ぐのはとてもよいことだと思った。沖縄戦の遺品を通

じて、戦争の悲惨さを伝える番組をもっと積極的に制作してほしい。そういう取り組

みが、全国の人たちが今の沖縄の立場を理解することにもつながるのではないか。 

 

○  遺品とされた三線にあまり損傷がなく、戦火をくぐり抜けた感じがあまりしなかっ

た。もう少し詳しい説明が欲しかった。それぞれの遺品にまつわるエピソードについ

ては継続的に取材してほしい。当時のことを後世に伝える機会を通じて、全国の人た

ちが、沖縄が今置かれている立場を考えるきっかけになればと思う。こうした番組は

全国にも積極的に発信してほしい。また、番組のナレーションについては非常に感情

が籠もっていてよかった。 

 

○  遺品を後世に残し、平和の尊さを次世代に語り継ぐのはとても大切なことだと感じ

た。当時を体験した方たちが後世に伝えているような場面がもっと多くあると、より

この番組の制作意図が伝わったのではないか。 

 

○  「遺品は語る」というタイトルから、遺品を科学的に解析し沖縄戦に迫る番組かと

イメージした。実際は遺品にまつわるエピソードが中心だったが、こうした内容であ

れば、それぞれの話をもう少し詳しくひも解いてほしかった。戦後７０年のことし、

沖縄だけでなく戦時中に全国各地で起きたことも知ってほしい。 

 

○  遺品にまつわるエピソードを通じて戦争の悲惨さを感じた。人の暮らしに戦争が近

づいてくる様子をリアルにとらえることができた。ただ、ナレーションのことばがや

や強く、映像と合っていない部分があるように思えた。こうした番組を通して、戦争

の悲惨さを伝え続けてほしい。 

 

○  番組に出演した方々が遺品を通して、それぞれの戦争体験を語るというのは、さま

ざまな思いを想起させた。島のことばで当時を表現している歌を紹介した場面は、歌
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詞を聞き取れる私にとっては、とても味わい深かった。今後も取材を続け、教育現場

などで活用されるような番組を制作してほしい。 

 

○  今回この番組を通じて、ことばだけで語り継いでも、ものだけ残しても不十分で、

両方がそろってこそ、きちんと伝わるのだと強く感じた。また、沖縄の方たちがＮＨ

Ｋ沖縄の展示を見て、どんなことを考え感じているのかが伝わって来なかったのが、

やや残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

貴重なご意見、ありがとうございました。今回番組で取り上げた４つ

の遺品を通じて、沖縄戦全体を捉えることができればという意図で制作

したが、ややわかりにくかった。また、それぞれの遺品について深く掘

り下げるという視点が少し足りなかったかもしれない。今回の反省点に

ついては、今後の番組制作につなげていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月１５日(水)のクローズアップ現代「ＦＩＦＡ 腐敗の深層」を見た。サッカー

といえば貧しい国でもできる、お金とは縁の薄いスポーツかと思っていたが、ＦＩＦ

Ａのお金を巡る問題は非常に根深いのではないか。 

 

○  ７月１日(水)の歴史秘話ヒストリア「漱石先生と妻と猫～“吾輩は猫である”誕生

秘話～」を見たが、とてもおもしろかった。私自身、夏目漱石の大ファンだが、今ま

で知らなかった漱石の新たな面を知ることができた。漱石とは本当はどんな人だった

のかがかいま見えた気がした。 

 

○  ７月１０日(金)の「世界遺産決定スペシャル～明治日本の産業革命遺産～」(総合 

後7:30～8:43)を見た。今回世界遺産に登録された経緯や理由、そして将来に向けた

保存のヒントなどをわかりやすく説明していた。７３分という尺はやや間延びしてい

る感もあったが、世界遺産登録が決まってから放送まであまり時間がない中、全体と

してはよくできていた。 
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○  ６月２７日(土)の助けて！きわめびと「時間が足りない！」を見た。子育てしなが

ら派遣社員として働く女性に、渋滞学の専門家がユニークな時間管理術を紹介してい

た。ふだんの自分自身の時間の使い方を見直すヒントにもなり、とてもおもしろかっ

た。 

 

○  先月の審議会の場でも申し上げたが、九州沖縄ブロックで放送されているミニ番組

「世界遺産への道」を全国に向けて発信してほしい。「明治日本の産業革命遺産」が

世界遺産に登録されたことへの理解がより深まるのではないか。 

 

○  ６月１８日(木)の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」を見た。外国人観光客が急増する中、日本

の観光戦略について議論していた。文化の違いを越え、リピーターを増やすためにど

うすればいいかという問題に、国を挙げて真剣に向き合うべきではないかと感じた。 

 

○  ６月２３日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）進むべき“道”を守れ！「長

澤鼎」（後編）を見た。カリフォルニアでワイン経営に成功した長澤が知恵を絞り、

数々の困難を乗り越えてきたことがよく伝わった。長澤のチャレンジ精神や諦めない

精神は、われわれにも必要だと感じた。 

 

○  ７月４日(土)のスター☆ウーマン～輝くアメリカ女性の仕事物語～「軍事企業トッ

プ“マリリン・ヒューソンＣＥＯ”ほか」(総合 前9:30～9:59)を見た。女性を積極

的に登用するアメリカ社会の懐の深さを感じた。 ６月５日(金)の特報フロンティア

の「“全島避難”の後で～検証・口永良部島噴火～」を見た。全島避難がスムーズに

行われたことだけでなく、今回は幸運にも恵まれた部分もあり、次にどの火山で噴火

が起きるか、油断してはならないということをきちんと伝えていてよかった。 

 

○  私も、７月４日(土)のスター☆ウーマン～輝くアメリカ女性の仕事物語～「軍事企

業トップ“マリリン・ヒューソンＣＥＯ”ほか」を見た。どんな立場であっても、会

社で毎日ベストを尽くし、新しいことに挑戦する姿勢に感銘を受けた。 

 

○  ６月２７日(土)のＥＴＶ特集・選「墨に導かれ 墨に惑わされ～美術家・篠田桃紅 

１０２歳～」(Ｅテレ 後2:00～2:59)を見た。篠田さんが今でも新しい作品に挑戦し

ている姿に感動した。篠田さんの姿を見て、同じ女性として仕事への向き合い方など
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を学んだ。こうした女性をもっと積極的に取り上げてほしい。 

 

○  毎週木曜日午後１０時からの「ニュースで英会話」を見ている。時事的なワードを

わかりやすく勉強でき、とても親しみやすい番組だ。ＮＨＫの語学番組は、多様な演

出に挑戦していて好印象である。 

 

○  ７月３日(金)のきん☆すた「シリーズ世界遺産への道 「神宿る島」宗像・沖ノ島

と関連遺産群」を見た。国宝がおよそ８万点も存在し、「海の正倉院」と言われるゆ

えんがわかった。３年連続の世界遺産登録に向けて、ＮＨＫが非常に力を入れて番組

を制作していることがよくわかった。 

 

○  ７月１０日(金)のドキュメント７２時間「福岡・久留米 とんこつラーメン物語」

を見た。特に、トラック運転手に人気のラーメン屋ということで、大型トラックでも

止められる広い駐車場を紹介するなど、番組の構成が工夫されていた。ただ、映像に

出ていた車のナンバープレートを隠さなくてもよかったのか、気になった。 

 

○  ７月１日（水）のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「暴かれた大統領のスキャ

ンダル クリントンと女たちの思惑」を見た。非常に興味深い内容だったが、似たよ

うな話が繰り返し出てきて、番組全体が整理されていないように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

車のナンバープレートを隠さなくていいのか、というご指摘について。

平成１９年に法律が改正され、ナンバープレートだけでは車の持ち主の

特定や、個人情報を調べられなくなったことを踏まえ、ＮＨＫとしては

一部の例外を除いてモザイクをかけるなどの対応を取っていない。 

 

○  ７月６日(月)のニュース「明治日本の産業革命遺産 世界遺産に登録決定」関連(総

合 後6:10～6:30)を見た。世界遺産登録を受け、もろ手を挙げて喜ぶだけでなく、今

後の課題をきちんと挙げて地元の人たちの関心が高まるような報道をしており、とて

も好印象だった 

 

○  ７月１４日(火)のクローズアップ現代「人気の和食 輸出戦略！～世界への強みは

何か？～」を見た。世界中の美味が一堂にそろうミラノ万博で、和食市場を今後どう
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拡大していくかという内容だった。外国人観光客に、海外でも評判の和食を日本で味

わってもらうためにどうすればいいかを考える上で、興味深い番組だった。 

 

○  ７月６日(月)の人生デザインＵ－２９「ユーズドデニム販売員」を見た。広島県尾

道市で、斬新なアイデアでユーズドデニムを制作し販売するという女性を紹介してい

た。こうしたアイデアは地方創生にもつながるのではと感じ、非常におもしろかった。 

 

○  ７月１０日(金)の課外授業 ようこそ先輩「街はキャッチコピーのかたまりだ！～

編集者・評論家・山田五郎～」を見た。自分の周りのことに興味を持っておもしろが

ることが、新たな発想を生み出すことにおいて重要ではと感じた番組だった。 

 

○  土曜ドラマ「ちゃんぽん食べたか」を見ている。1970年代当時走っていた車などが

さりげなく映像に出てくるなど、懐かしさを感じながら視聴している。 

 

○  「ニュース シブ５時」をよく見る。時事的なキーワードをわかりやすく解説して

いる一方で、コメンテーターどうしのやり取りが稚拙に感じられることがある。また、

画面上のスーパーやワイプの使用については、一部わかりづらいことがある。視聴者

に伝わりやすい番組作りを心がけてほしい。 

 

○  ７月１２日(日)のデザインの梅干 第５回「おさめるデザイン」(Ｅテレ 後3:00～

3:44)を見た。まず、番組タイトルが非常におもしろい。日常生活をいろいろな角度

から切り取ると、今まで違ったものが見えてくるのだと感じた。この番組の、今後の

展開に期待したい。 

 

○  ７月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「腰痛・治療革命～見えてきた痛みのメカニズ

ム～」を見た。慢性腰痛を克服する対策のカギが実は脳にあって、大きな成果をあげ

ているという。きちんとした研究と実証から、腰痛が治ったという事例が紹介されて

いた。一方で、本当にそれがすべてなのか納得できない部分があった。また、重症の

方は今回の番組をどう捉えているのか、医療現場には今回の話はどれほど浸透してい

るのかといった疑問が残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

貴重なご意見やご指摘、ありがとうございました。番組を制作した側
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としては、厳しい意見にきちんと耳を傾けて、今後に活かしていくべき

だと思っている。これからも率直なご意見をお願いしたい。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年６月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

６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。 

議事に先立ち城本局長からあいさつと、最近の番組について報告があった。続いて、

「クローズアップ現代」報道に関する調査報告を受けた再発防止策について説明があり

議事に入った。続いて、事前に視聴した、「桜がつむぐ物語」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 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） 

 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） 

平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役）  

 

（主な発言） 

 

＜「桜がつむぐ物語」（総合 ５月１５日(金) 福岡局、大阪局、広島局制作）について＞ 

 

○  非常におもしろく、いろいろと考えさせられる番組だった。災害で多くの犠牲者が

出た場所に桜を植えることで、再び人が集まり、その土地の復興につながっていくこ

とがよくわかった。ただ、全体的に桜とのつながりや関わりに疑問を感じる部分も見

受けられた。 

 

○  私は特に阪神・淡路大震災のエピソードに感動した。ただ、３つのストーリーの並

びや全体の構成、さらに写真の紹介のしかたについては疑問を感じる部分もあった。

また、番組ナビゲーターには、ナレーションをするだけでなく、今回紹介されたすべ
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ての被災地に実際に行ってほしかった。 

 

○  全体の構成が非常に工夫されており、すばらしい番組だった。“桜ライン”の話に

ついては、番組のブリッジ役を果たしていたと思う。未来に向けて桜がどんな役割を

担っているのかがわかり、とてもよかった。広島の話で、当たり前のようにいた友人

を失ったことがとてもつらいといったコメントがあったが、これこそがこの番組の大

きなテーマだったのではないか 

 

○  私も、非常にいい番組だったと思う。災害は時間がたつと忘れがちになってしまう。

こうした番組を通して、災害の恐怖や被災者や遺族の苦しみを改めて思い起こした。 

 

○  番組を見たいと思わせるタイトルで非常によかった。番組の中で、親しい人や家族

を突然亡くした人たちの印象的なことばをきちんと伝えていた。だが、全体的にはま

とまりに欠けていたと思う。また、番組ナビゲーターの役割については、もう少し工

夫がほしかった。 

 

○  全体の構成には疑問が残る部分もあったが、雲仙・普賢岳のパートの、被災した住

民が自ら地元のかさ上げを提案し、実現に至ったという話には感心した。災害が起き

たあとに、桜に寄り添いたい、思いを託したいという気持ちは、視聴者も共感できた

のではないか。 

 

○  長崎に住んでいる私は、雲仙・普賢岳の噴火を昨日のことのように覚えている。こ

のエピソードについては、非常に興味深く見た。地元の住民自らの提案で土地をかさ

上げしたという話は知らなかった。だが、被災者の方々が復興に向けて、必死にがん

ばったという部分をもう少し詳しく紹介してもよかったのではないか。 

 

○  自然災害の犠牲者を悼む人々の気持ちを、日本人のメンタルの象徴である桜を共通

の媒介として描く、という視点は斬新でおもしろかった。３つの物語の中で、亡き人

への思いを桜に重ね、桜の存在が最も生きていたのは神戸の話だと思うが、なぜその

話を最初に紹介しなかったのか。また、陸前高田の“桜ライン”の話を紹介した意図

は何だったのか、疑問が残った。 

 

○  全体を通して、番組ナビゲーターの位置づけをもう少し明確にすべきだったのでは
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ないか。陸前高田の“桜ライン”については、もっと詳しく紹介してほしかった。雲

仙・普賢岳のパートの最後に、お墓をバックに普賢岳が映るカットが少し長めに流れ

ていたが、あのシーンがいろいろなことを物語っているように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

さまざまなご意見をいただき、ありがとうございました。全体構成に

ついては、直近に起きた広島土砂災害から時間を巻き戻していこうとい

うことになった。われわれディレクターの間でも桜との距離感に悩みな

がら制作した。その結果、皆さんに番組全体のつながりや構成について

不自然に思われてしまった部分もあったかもしれない。 

 

○  和田ディレクターの世代では、桜というのは死と向き合うとか、別れというイメー

ジはないと思う。こうした番組を作り上げるのはとても大変だったのではないか。 

 

○  桜を通して大切な人の突然の死と向き合う中で、広島のエピソードでは亡くなった

女性をウォーキングでしのぶシーンがあったが、とても印象的だった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２２日(金)「ＮＨＫニュース おはよう日本」を見た。「気になる＠ＬＩＶＥ」

で、翌２３日（土）に鳥取県に初めてスターバックスが出来ることを鳥取砂丘から中

継で伝えていた。トレンドをつかんだ話題で興味深く見た。 

 

○  同じ５月２２日(金)のドキュメント７２時間「六本木・ケバブ屋 異邦人たちの交

差点」を見た。多種多様な人が登場して、興味深かった。 

 

○  ５月３０日(土)のＥＴＶ特集「墨に導かれ 墨に惑わされ～美術家・篠田桃紅 １

０２歳～」を見た。篠田さんのコメントを聞き、その姿を見て、同じものづくりに携

わる者としてとても刺激を受けた。非常にいい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

５月２２日(金)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」の鳥取のスターバッ
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クスの話について。私は、前任で「おはよう日本」の編集責任者をしてお

り、「気になる＠ＬＩＶＥ」も担当していた。中継の中で、鳥取に関するさ

まざまなデータを紹介し、鳥取のあまり知られていない側面も紹介すると

いった意図だった。 

 

○  九州沖縄ブロックで随時放送しているミニ番組「世界遺産への道」を見た。鹿児島

の「集成館事業」と「旧集成館機械工場・旧鹿児島紡績所技師館」はあまり知られて

いないが、５分間で非常にわかりやすく説明していた。他の世界遺産候補も番組を通

してＰＲしてほしいし、ぜひ全国向けにも放送してほしい。また、こういう番組を通

して、ＮＨＫからも地域活性化につながるような仕掛けをしてほしい。 

 

○  ６月１６日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず） 逆境から飛躍するには「長

澤鼎」（前編）を見た。明治維新前にイギリスに留学した長澤が再三の逆境を乗り越

えてカリフォルニアでワインを広めたというストーリーだった。現代の会社経営に通

じる部分もあり、すばらしい番組だった。後編も楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

長澤鼎をテーマに、九州沖縄でも７月３１日(金)に２５分の番組を放送す

る予定。ぜひご覧いただきたい。 

 

○  私も、６月１６日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず） 逆境から飛躍する

には「長澤鼎」（前編）を見た。長澤は経営者でありながらも、労働者の目線を持っ

ていたのが印象的だった。続編を楽しみにしている。 

 

○  同じ６月１６日（火）のろーかる直送便 キッチンが走る！「夏を先取り 日向の

国で太陽の恵みを満喫！～宮崎市～」が非常におもしろかった。６次産業によって、

宮崎産の野菜や果物の付加価値を上げていこうという取り組みが紹介されていて、非

常におもしろかった。ただ、地元らしさをもう少し出してもよかったのではないか。 

 

○  ６月１４日(日)のサキドリ↑「地方創生のカギ 道の駅へＧＯ！」を見た。道の駅

にある農産物直売所の活性化は地方創生の鍵とも言われている。だが、行政の補助金

を受けずに自立している直売所はほとんどないとも聞く。ＮＨＫには、補助金を受け

ず、小規模ながらも地域に根ざして努力しているところにも注目してほしい。 
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○  ６月５日(金)の特報フロンティアの「“全島避難”の後で～検証・口永良部島噴火～」

を見た。全島避難がスムーズに行われたことだけでなく、今回は幸運にも恵まれた部

分もあり、次にどの火山で噴火が起きるか、油断してはならないということをきちん

と伝えていてよかった。 

 

○  同じ６月５日(金)のドキュメント７２時間「海辺の街のコンテナカラオケ」を見た。

震災から４年というのは被災者の心が癒えるにはとても短く、つらい状況が続いてい

るという印象を受けた。「ドキュメント７２時間」の淡々とした手法だからこそ、通

常の震災の報道よりもよく伝わった。 

 

○  ６月５日(金)のきん☆すた「セイン・カミュ ニッポンのふるさとをゆく～海の恵

みとともに 天草諸島～」を見た。今まで知らなかった天草諸島の新たな側面を知る

ことができた。また、セインさんのことを島の人たちがすごく温かく迎えており、と

ても好感が持てた。 

 

○  ６月３日(水)のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「“燃えよドラゴン”誕生 ブ

ルース・リー 最後の闘い」を見た。ブルース・リーがカンフーで人種の壁を越え、

亡くなったあとも大きな影響を与え続けていると強く感じた。 

 

○  先日近所の人と黒田官兵衛の話をした際、福岡には宇都宮鎮房の末えいがたくさん

おり、鎮房の一門は興味深い歴史背景を持っていると聞いた。去年の大河ドラマ「軍

師官兵衛」だけで終わらず、今後も九州沖縄の歴史文化に関わる番組を積極的に制作

してほしい。 

 

○  上海に行った際、ＮＨＫの海外向けに放送している番組を見たが、もっと積極的に

発信してもよいのではと感じた。 

 

○  先日、大分県中津市にある神社の神事に、大河ドラマ「軍師官兵衛」で宇都宮鎮房

を演じた俳優が呼ばれるなど、鎮房の関連で大分でも盛り上がりをみせている。 

 

○  ５月２７日(水)あさイチ「もっと沖縄を知りたい！～アッキー・沖縄旅～前編」を

見た。沖縄の基地問題の光と影について、スタジオの記者が非常に丁寧なコメントを
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していた。賛否両論ある視聴者からの意見を、アナウンサーが淡々と、ありのまま紹

介していたのはよかったし、意味のあることだと感じた。だが、お笑い劇団の紹介の

しかたが非常に不自然であり、違和感があった。 

 

○  ５月２９日(金)の「よみがえりマイスター スペシャル」(総合 後7:32～8:45)を

見た。何かをよみがえらせるために奮闘する人たちを、うまい具合に取り上げており

非常におもしろかった。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」がおもしろくなってきた。今回のヒロインとドラマの内容

はかつて放送された連続テレビ小説「ちゅらさん」をほうふつとさせる内容だ。合唱

のようなオープニング曲も好印象である。今後も「まれ」を楽しみにしている。 

 

○  ６月７日(日)の明日へ－支えあおう－「生命に何が起きているのか～阿武隈山地・

科学者たちの挑戦～」を見た。福島第一原発の事故以降、長期間にわたる低線量被爆

が生物にどんな影響をもたらすのか、という謎に挑んでいた。淡々と丁寧に、かつ説

得力を持って伝えていた。さらに研究を続けて、今どうなっているのかといったこと

を、随時続編を制作して伝えてほしい。 

 

○  ６月１０日(水)のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「ビートルズ旋風 初来日 

熱狂の１０３時間」を見た。番組を通して、ビートルズ初来日の際のさまざまな側面

を知ることが出来た。ＮＨＫにしかできない番組だったと思う。ただ、進行役の俳優

については、この番組にあまり合っていないように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

皆さんには、ふだんから大変熱心にＮＨＫを視聴してもらっていると

感じた。いただいた意見や要望については、我々としても率直に受け止

めて、対応していきたい。さまざまな情報をわかりやすい形で伝えるこ

とは私たちの使命であるが、その一方で過剰に見える演出については、

視聴者に誤解を与えることのないよう、部内でもチェック体制を強化し

ていきたい。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年５月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２１日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち田口局長からあいさつと、最近の番組について報告があった。続いて、

「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について説明があり議事に入った。議事

はまず、「平成２６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、石

倉編成専任部長から報告があった。続いて、事前に視聴した、特報フロンティア「戦艦

武蔵～“不沈艦”で散った命の証言～」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、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 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） 

      平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役）  

 

（主な発言） 

 

＜特報フロンティア「戦艦武蔵～“不沈艦”で散った命の証言～」 

（総合 ４月１０日(金) 長崎局、福岡局制作）について＞ 

 

○  今も沈む数多くの戦艦の中から、なぜポール・アレンが武蔵を探そうとしたのかと

いう点について、もともと興味があった。番組を通して、武蔵の歴史がよくわかった

が、スタジオ解説では暗い話が多く、当時世界最高の技術を結集して、武蔵と大和を

作ったことが、戦後日本のさらなる技術力向上にどうつながったのか、といった解説

も欲しかった。また、武蔵の発見を通じて、日本が太平洋戦争に至った経緯がより明
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確になればと思っている。続編を期待したい。 

 

○  なぜ武蔵は沈んだのかという部分の触れ方が簡潔すぎたのではないか。続編では、

武蔵がどれほどの技術が結集して作られた戦艦なのか、また武蔵がどういう過程を経

て沈んだのか、そして、武蔵が沈んだことが後の戦況にどう影響を与えたのか、といっ

たことを詳しく説明してほしい。 

 

○  当時の乗組員の証言を聞き、武蔵沈没の悲惨さを改めて感じた。沈没艦などは保護

すべき遺産としてみだりに引き揚げず、“墓標”としてそのままにしておくのがいい

のではないかと感じた。 

 

○  現実に起きたことがとても生々しく伝わり、戦争の怖さがよくわかった。だが、武

蔵とその乗組員がどのようにして沈んだのかについての説明が少々足りなかったと

思う。救われた方たちが、どのようにして救助されたのかということも伝えてほし

かった。また、武蔵が今までなぜ発見されなかったのか、また今回ポール・アレンが

発見したのは偶然なのか、それとも本格的な調査をした結果なのかについての説明も

聞きたかった。 

 

○  戦後７０年のことし、改めて平和について考えようという時に番組を視聴して、今

武蔵が発見された意味を考えさせられた。続編では、当時の日本の技術の粋を集めた

自慢の戦艦が、なぜ沈んでしまったのかということをもう少し詳しく説明してほしい。 

 

○  番組を通して、歴史を今一度見直すのが重要だという制作側の意図が伝わってきた。

武蔵を通して何を知るかというのが、重要ではないかと感じた。武蔵の発見を通じて、

日本が敗戦にいたるまでの過程がより明確になればと思う。続編も楽しみにしている。 

 

○  とても興味深く見た。若い人たちにもわかりやすい作りになっていたと思う。スタ

ジオのやりとりは、台本を意識させない自然体な印象を受けつつも、伝えるべきこと

はきちんと伝えていたと思う。番組を通して、太平洋戦争を複眼的に検証しなければ

ならないと思った。多くの人に自分も戦争に加担したという共犯の意識を持たせたこ

とが、最終的に大きな戦争につながったのではないかと感じている。 

 

○  武蔵の乗組員のインタビューを聞いて、その状況のつらさや生々しさが伝わってき
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た。二度と戦争を繰り返してはいけないというメッセージが伝わり、非常に有意義な

番組だったと思う。続編では、助け出された人はどのようにして助けられたのか、と

いった新たな証言も盛り込んでほしい。 

 

○  武蔵の建造と撃沈の様子が、多角的な証言を通じて細かく描写されていた。ただ、

番組後半で「戦後７０年のことし発見された戦艦武蔵は、私たちに何を語ろうとして

いるのか」という問題提起をしていたが、まるで武蔵が７０年の歳月を経て何かメッ

セージを託しているような表現はいささか情緒的になりすぎてはいないか。武蔵を巡

るさまざまな思いが交錯するからこそ、もう少しクールに描いてほしかった。 

 

○  乗組員の証言が本当に悲惨で生々しく、戦争を経験していない私たちにも、戦争の

現実が伝わったと思う。この番組のように、まだ生きている方々の証言を集め続けな

がら事実を積み重ね、当時の戦争に到るまでの過程の検証を続けてほしい。そして、

その検証を後世に財産として引き継いでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

多くの意見をいただき、非常に参考になった。今回は、乗組員の方々

がなぜ亡くならなければならなかったのかという点に重きを置いた。続

編に向けて、武蔵の沈没後に大和がどのような改修をして沖縄に向かっ

たのか、といったことを踏まえながら取材を続けている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月６日(水)の歴史秘話ヒストリア「幻の巨大潜水艦 伊４００～日本海軍 極秘

プロジェクトの真実～」(総合 後10:00～11:12.30)を見た。今回の視聴番組となった

特報フロンティア同様、戦争は二度としてはいけないという意味で、非常に印象的で

興味深い番組だった。 

 

○  ５月５日(火)と６日(水)の「はに丸ジャーナル」(後6:10～6:43)を見た。昔、人気

を博した「はに丸」がジャーナリストとして復活し、社会のあらゆる疑問に鋭く切り

込んでいくといった番組だった。子ども心を思い出しながら非常におもしろく見た。

続編を期待したい。 
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○  ５月４日(月)の奇跡のレッスン「世界の最強コーチと子どもたち」(総合 前8:15～

9:00、9:05～9:48)を見た。フットサル日本代表の監督が、少年サッカーチームの子

どもたちに絶対に怒らずに、物事を一つ一つ丁寧に教えていた。１週間たつと、明ら

かにチーム全体が変わっていて、子どもたちが楽しみながら試合をしていたのが印象

的だった。 

 

○  ５月１５日(金)のくまもとの風「強く前へ！中学生力士」を見た。相撲部の優しす

ぎる主将や、負けてばかりの初心者部員をまとめる顧問の先生をうまく描いていた。

番組審議会の事前視聴番組でも、こうした各県向けの番組をぜひ取り入れてほしい。 

 

○  ４月２８日(火)の「『クローズアップ現代』報道に関する調査報告書」を見た。な

ぜＮＨＫの記者がＡ氏やＢ氏のような人たちとつきあいがあったのかというのを、今

でも疑問に思っている。また、エンディングでの国谷裕子キャスターの表情には、視

聴者の信頼を損ねてしまい申し訳ないという気持ちが表れていて印象的だった。「ク

ローズアップ現代」は現代の問題に鋭く切り込んでいく番組だと思う。番組自体は継

続してほしい。 

 

○  大河ドラマ「花燃ゆ」を見ている。吉田松陰が亡くなるまでは「若者たちの青春群

像劇」という印象だったが、その後からは歴史ドラマというテイストに変わったと感

じている。 

 

○  ４月２２日(水)からジャカルタで開かれたアジア・アフリカ会議について、４月２

１日(火)の「国際報道２０１５」で放送されたリポートと、２２日(水)の「ＮＨＫ

ニュース おはよう日本」の「ここに注目！」のコーナーで取り上げていた。会議を

開催することの意味がよくわかり、勉強になった。 

 

○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」を見ていると、幅広いジャンルをカバーしてお

り大変役に立つ情報が多い。今後もさまざまな話題を届けてほしい。 

 

○  ４月１８日(土)の「おはサタ！」を見た。福岡在住のフランス人漫画家が、日本人

がどう見えているのか、また自分は日本人にどう見られているのかを絵にしていると

いったリポートを放送していた。外国人観光客の日本への経済効果が非常に大きい今、

日本人全体として外国人観光客への「おもてなし」の精神を持つべきだと改めて考え
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させられた。 

 

○  ５月４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「最強の地平、その先へ～横綱・

白鵬翔～」を見た。驚異的な成績をあげている秘けつは体調管理を怠らず、毎日基本

のけいこを入念に行うこと。そして、自分の弱点を把握し、最大の敵である自分に打

ち勝つことであるという。私自身にとっても、非常に参考になった。 

 

○  ５月８日(金)のドキュメント７２時間「屋久島・巨木に集う人びと」を見た。それ

ぞれの時間帯で表情を変える屋久島の自然の様子が、視聴者にもしっかり伝わったと

思う。縄文杉を訪れた人たちが何かを感じ、悟り、安らかな顔で帰っていく姿が印象

的だった。 

 

○  私も、５月８日(金)のドキュメント７２時間「屋久島・巨木に集う人びと」を見た。

「ドキュメント７２時間」でいつも感心しているのは、昼夜問わず３日間カメラを据

え、そこに来た人たちに、なぜそこに来るのかといったことを取材することだと思う。

今回は、ほとんど日中の時間帯にしか人が訪れない縄文杉のデッキに、７２時間カメ

ラを据えることが果たしてふさわしかったかどうか、疑問に思った。 

 

○  ５月１１日(月)の人生デザインＵ－２９「畜産農家」を見た。何かに打ち込める仕

事を探していた女性が、畜産農家の祖父から声をかけられ、牛の世話を始めたという

ことだった。彼女自身が命の尊さを感じたり、仕事へのやりがいを見つけたりしてい

る姿が印象的で、非常におもしろかった。 

 

○  ５月１８日（月）の人生デザインＵ－２９「胚培養士」を見た。卵子と精子を体外

受精させる仕事をする女性が紹介されていた。「人生デザインＵ－２９」で、２週連

続で命に関わる仕事に従事している若い人たちを紹介しており、農学を勉強している

学生にも見せたい内容だった。 

 

○  ５月２日(土)ガチアジア「対馬 アジア“新”観光地へ～韓国人客にヒントあり～」

（総合 前10:05～10:48）を見た。対馬を訪れる韓国人観光客が増えていることが紹

介されていた。地元の人たちがおすすめの場所や食べものだけを推すのではなく、観

光客のニーズをきちんと踏まえることが大事だと感じた。 
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○  ５月２日(土)のＮＨＫスペシャル「明治神宮 不思議の森～１００年の大実験～」

を見た。明治神宮に行ったことはあるが、人工の森だとは知らなかった。今後の町の

あり方を考えるヒントにもなり得るのではと感じた。番組の構成も工夫されていて、

すばらしい番組だった。 

 

○  ４月２３日(木)のクローズアップ現代「絵巻がひもとく清水寺～知られざる１２０

０年の歩み～」を見た。伝統的な画法や技術を用い、１０年の歳月をかけて清水寺の

1,200年の歴史を描いた絵巻が完成したという。とても勉強になる番組だった。 

 

○  ５月２０日（水）の「ＮＨＫニュース おはよう日本」の「過疎の町の挑戦！“葉っ

ぱビジネス”」という徳島県上勝町からのリポートを見た。地方に住む者として共感

できた。ＮＨＫの地域放送局には、その地域で奮闘し、そこの魅力を発信しようとす

る人たちを積極的に取り上げてほしい。 

 

○  ５月１９日(火)のひるブラ「栄養満点☆どじょうはエラいっ！～島根県・安来市～」

を見た。おもしろかったのは臆病な習性を持つどじょうが泳いでいる水の中に、水草

代わりにビデオテープを浮かせると、どじょうが落ち着くという点。そこの地域なら

ではの知恵だと思った。九州にも、その地域ならではの知恵や技術があると思うので、

紹介してほしい。 

 

○  ４月１８日(土)～５月１６日(土)の土曜ドラマ「６４（ロクヨン）」（総合 後

10:00～10:58）を見た。横山秀夫作品の世界観を見事に描き切ったと思う。警察庁や

県警それぞれの思惑に振り回される県警広報官が、１４年前の事件の真相に迫ってい

くストーリーの組み立てがおもしろかった。いくつもの伏線が張り巡らされ飽きな

かった。また、主演のピエール瀧さんの好演も光った。 

 

○  ５月１５日(金)の特報フロンティア「祖国を大地震が襲った～在留ネパール人たち

の３週間～」を見た。ネパール人が全国で２番目に多い福岡県を舞台にして、今回の

ネパール大地震を描く着眼点がよかった。今回の番組は、在福ネパール人が募金を

持って故郷に旅立つところまでを追っていたが、その後どうなったのかなどを、続編

を制作して伝えてほしい。 

 

○  私も、５月１５日(金)の特報フロンティア「祖国を大地震が襲った～在留ネパール
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人たちの３週間～」を見た。在福ネパール人が大地震に襲われた祖国の支援活動をし

ている様子がよく描かれていた。だが、福岡に住んでいる日本人がどう関わっている

のかということについても触れてほしかった。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関連して、なぜＡ氏が取材を引き受けたのかといっ

た点は、今でも疑問に思っているし、そこについては報告書でも触れられていなかっ

たと思う。だが、番組自体は続けてほしいと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

「クローズアップ現代」の報道について。われわれは、取材対象とし

て社会的問題を起こす人とも向き合わなければならない。しかし、そう

した人たちとは、より慎重につきあわなければならないし、放送上での

扱いはもっとシビアにならなければならないと感じている。各県向けの

番組を審議会の事前視聴番組にしてほしいという意見については今後検

討したい。指摘のあった福岡における日本人のネパールに対する支援は

なかったのかという点について。我々も取材してみたが、あまりそうし

た動きがなく、今回は在福ネパール人の支援活動のみに焦点を当てるこ

ととなった。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年４月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１６日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について説明があった

あと、事前に視聴した、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 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     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） 

      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） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役）  

 

（主な発言） 

 

＜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～」 

（総合 ３月６日(金) 大分局、福岡局制作）について＞ 

 

○  地方銀行の取り組みや今地域が置かれている現状を非常にわかりやすく伝えてい

た。また、タイでの食の商談会など、具体的な事例の紹介はとてもよかった。地方銀

行が地元企業を後押しし、地域活性化を図ろうとしているといった趣旨はよく伝わっ

た。ただ、地方銀行が今置かれている競争環境の厳しさについて、もう少し掘り下げ

てほしかった。 

 

○  地方銀行が担っている役割がわかりやすく伝わってきて、銀行に対するイメージが

変わった。ただ、鹿児島銀行がオリーブ栽培にどのように関わっているのかが若干わ

かりにくかった。また、鹿児島銀行と経営統合する予定の肥後銀行についても、少し
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取り上げてほしかった。番組冒頭で、タイの日本食ブームを紹介していたが、番組全

体とのつながりが弱かったのではないか。 

 

○  とてもわかりやすい番組だった。中小・零細企業は海外に商機があっても自分たち

だけで進出するのは難しいが、ネットワークを持つ銀行がバックアップに入ると、事

がスムーズに進む。こうした取り組みを紹介したことで、他の地域の企業や銀行に

とっても今後のヒントになったと思う。そういう意味でも今回の番組は有意義だった

のではないか。 

 

○  農業部門に力を入れている鹿児島銀行が６次産業に力を入れているのはとても興

味深かった。今後、地方銀行が生き延びていく中で、６次産業の取り組みを紹介した

ことは農家も勇気づけられたのではないか。他行にも６次産業のファンドを作るなど

といった動きもあるので、そうした取り組みについても紹介してほしかった。また、

海外展開の成功例について取り上げてもよかったのではないか。 

 

○  非常に興味深く見たが、番組全体で農家についての取り上げ方が弱かったと思う。

例えば、タイでの商談会で取り上げていた長崎のカステラについても、商談が成立す

れば卵の農家も喜ぶといった話につなげてほしかった。また、オリーブオイルを搾油

している小豆島など、日本の中の“先進地”の取り組みを紹介すると、日置市の事例

も説得性が増したのではないか。 

 

○  私も非常に興味深く見た。地方銀行が地元企業とタッグを組むことは、銀行という

業種の公益性を感じさせた。だが私も、番組冒頭のタイの日本食ブームのシーンと番

組全体とのつながりが伝わりづらかったのではないかと感じた。「地方銀行の模索」

といったテーマであれば、番組冒頭部分はもう少し工夫が欲しかった。 

 

○  ６次産業にはさまざまな課題が存在するので、それらをもっと掘り下げてほしかっ

た。６次産業において、銀行の役割は農家に投資していかに支援するかということだ

と思う。番組を見ると、銀行は販路だけを提供しているだけの立場としか感じられな

かった。オリーブ栽培についても、農家を継続的に支援する仕組み作りを考える必要

がある。もう少し農家が希望を持てるような番組を制作してほしい。 

 

○  急速に少子高齢化・人口減少が進む中、地銀同士の統合は商圏が広がり、あらゆる
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面でメリットが生まれると思う。銀行による６次産業のバックアップや、九州の農産

品のアジア諸国への輸出を支援する取り組みは、今後も積極的に行ってほしい。各企

業においても、銀行や商社と連携する戦略を積極的に立てるべきではないかと感じて

いる。 

 

○  銀行のネットワークを活用してアジアに日本食を売り込む取り組みについて、丁寧

に取材していた。今後、大きなビジネスモデルになるかもしれないと感じた。日置市

のオリーブ栽培の事例が大手企業の撤退に伴う雇用対策であるということだったが、

逆に企業誘致をした当時、地元の農業の担い手を奪われたということについても触れ

てほしかった。地方銀行が今後も継続して６次産業を支援できるかについては、続編

を制作して検証してほしい。 

 

○  アジアへの日本食の進出についてはとてもわかりやすかった。だが、オリーブ栽培

については、簡単に説明しすぎていた印象があり、もう少し丁寧に扱ってほしかった。

地方銀行の地元密着というのは、さまざまな形があると思う。最近では、大分銀行が

中小企業の後継者問題に取り組む部署を設けたというニュースもあった。今後もさま

ざまな視点から、あらゆる取り組みを紹介してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘いただいた番組冒頭のシーンでは、東南アジアの人たちのしこ

うが多様化しており、日本の特産品や地域限定の食べものも受け入れら

れていることを伝えたかった。日置市のオリーブ栽培は始まったばかり

だが、地方銀行が農家と一緒に長いスパンで取り組めるかという点に、

地方銀行の真価が問われているのではと感じている。今後、九州の地方

銀行や地元企業が地域経済をどう活性化させるかという点については、

継続的に取材したい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月１１日(土)のＥＴＶ特集「中国でよみがえる雪舟」を見た。今、中国文化の頂

点を極めたともいわれる南宋時代の文化の復興をめぐる動きがあり、中国に渡った雪

舟も南宋の絵を模写して技を学んだといわれている。中国の歴史から日本の文化人を

学ぶことができ、非常に奥深い番組だった。 
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○  ３月２５日(水)の探検バクモン「“アールブリュット”の衝撃」を見た。「アールブ

リュット」とは、正規の美術教育を受けていない人が独自の世界観をありのまま表現

する芸術のことである。爆笑問題の２人が障害者施設の工房を訪ね、障害者ではなく

アーティストとしてさまざまな作品を取り上げていたのが、とてもよかった。アール

ブリュットの作品は他にも多くあるので、こういう番組で紹介してほしい。 

 

○  「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」を毎回楽しく見ている。初回の生放送での

「宇宙人総理」のコントを、１０分間カメラ１台で撮影していたのには感心した。 

 

○  ４月１５日(水)の歴史ヒストリア「国書偽造 秘められた真実～国境の島・対馬の

憂鬱～」を見た。「ブラタモリ」も同様だが、番組を通して視聴者が新しい発見を得

られるというのは非常にいいことだと思う。 

 

○  沖縄県域で放送している「おきなわＨＯＴｅｙｅ」のオープニングのテーマ曲が変

わったが、以前のアレンジで、あまり変わった印象を受けない。番組全体の印象をガ

ラッと変えるような演出を考えてほしい。 

 

○  ４月２日(木)の「すっぴん！」を聞いた。書き出し小説という話題を紹介していた

が、非常におもしろかった。自分が今まで知らなかったことを知れると、次回も見よ

う、聞こうという気持ちになる。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」が終了したが、最終週は物足りなかった。ドラマなの

でもともと作り物ではあるが、その中にもリアルさがあると、先述の「すっぴん！」

のような、番組を通した新たな発見にもつながったと思う。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」の最後は、あっさりと終わってよかったと思う。ただ

最終回のエンド写真については、モチーフとなった亀山夫妻を出すべきではなかった

か。 

 

○  ４月１日(水)の「国際報道２０１５」を見た。インドネシアで、日本産の錦鯉（に

しきごい）がすごく人気があることを伝えていたが、半年ほど前にインドネシアに

行った際、この話題を聞いたばかりだった。ＮＨＫの国際的な視野の広さに驚いた。
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今後も日本の伝統や食文化を、積極的にアジアに向けて発信してほしい。 

 

○  ４月３日(金)のきん☆すた「シリーズ世界遺産への道“明治の産業革命遺産”」を

見た。番組を通して、産業革命遺産についてわかりやすく伝えていて、すごくよかっ

た。関連のミニ番組についても、それぞれの施設がなぜ登録されようとしているのか

を丁寧に伝えてほしい。地元の人たちが産業革命遺産を誇りに感じ、地域資源として

の価値を見出せるような番組を作ってほしい。 

 

○  私も、４月３日(金)のきん☆すた「シリーズ世界遺産への道“明治の産業革命遺産”」

を見た。キーワードを挙げながら、全体的にうまくまとめていた。九州の人たちの力

で明治の近代化が始まったというメッセージが伝わった。ユネスコの世界遺産に登録

されれば、九州の活性化につながると思うので、大いに期待したい。 

 

○  ４月１０日(金)きん☆すた「シリーズ世界遺産への道 “長崎の教会群とキリスト

教関連遺産”」を見た。歴史の奥深さを再認識した。「平成遣欧少年使節」がローマ法

王に謁見した話には自分にも新たな発見があって、とてもよかった。また、武藤キャ

スターの「教会は祈りの場なので、ルールを守って下さい」という呼びかけも非常に

印象的だった。 

 

○  私も、４月１０日(金)きん☆すた「シリーズ世界遺産への道 “長崎の教会群とキ

リスト教関連遺産”」を見た。元隠れキリシタンの方が出ていたが、話を聞いている

と、隠れキリシタンには本来のキリスト教とは異なる独自の文化があったのではない

かと感じ、非常に興味深かった。 

 

○  私も、４月３日(金)と４月１０日(金)のきん☆すた「シリーズ世界遺産への道」を

楽しく見た。番組で、地元の小さな教会など、限られた地域で脈々と受け継いできた

ものに価値があるといったことを伝えていたのはよかった。また、武藤キャスターが

非常にいい役割を果たしていた。だが「元隠れキリシタン」に、なぜ「元」というこ

とばがつくのか、わかりにくかった。 

 

○  ４月１１日(土)のブラタモリ「長崎 その１」を見た。長崎の街の成り立ちを詳し

く伝えていて、非常に勉強になった。特に、タモリさんが出島の遺跡発掘現場で発掘

の体験をする場面は非常に興味深かった。 
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○  私も、４月１１日(土)のブラタモリ「長崎 その１」を見た。以前のシリーズでも

タモリさんが奇妙な部分に注目したり、古地図を頼りに歩いたりしていて、とてもお

もしろかった。新シリーズでも、タモリさんらしい視点は健在だった。 

 

○  ３月３０日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「就職活動応援スペシャル 仕

事とは何か 就活とは何か」を見た。学生が就職する際の心がけをそれぞれのプロ

フェッショナルにインタビューしていたのは非常によかった。今後も、就職を目指す

学生たちのヒントになるような番組を制作してほしい。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」を見ている。希の子役の松本来夢さんがとてもかわいらし

かった。演技力もすごかったので、１週だけで土屋太鳳さんに代えず、もう数週間見

たかった。 

 

○  福岡地方で放送が始まった「ロクいち福岡」については、いい意味での緊張感があっ

てよいと思う。この雰囲気を続けてほしい。 

 

○  ４月９日(木)のアスリートの魂「戦う使命 ボクシング 藤岡奈穂子」を見た。目

標を掲げてトレーニングに打ち込む藤岡選手の姿に、心が洗われた。苦しい鍛錬を経

て大輪の花を咲かせた時の感動を、これからも視聴者に届けてほしい。 

 

○  ３月２６日(木)の「北島三郎７８歳の挑戦～最終公演の軌跡～」(総合 後7:30～

8:43)を見た。北島三郎さんが舞台公演を引退することを決意し、最終公演に向けた

準備の様子を追いかけていた。何気なく見ていたが、番組についつい引き込まれてし

まった。北島さん自身が芝居の台本を書き上げていることに驚き、最終公演の様子に

は大変感動した。 

 

○  ４月６日(月)のクローズアップ現代「“庶民の笑い”を絶やさない～落語家・桂米

朝さんの生涯～」を見た。米朝さんは、落語の研究者のような側面があったというこ

とで、上方落語に関連する膨大な資料を映像で見ることができ、とても興味深かった。

ただ、もっと米朝さんが落語を通して残そうとしたものに迫るというスタンスを貫い

た方が「クローズアップ現代」らしい番組になったのではないか。 
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○  ３月２５日(水)のドキュメント２０ｍｉｎ．「サルが教えてくれること～大分 高

崎山～」(総合 午前1:29～1:48.30)を見た。高崎山の猿の縦社会を人間の世界に例え

て取り上げる切り口の番組はこれまで幾度となく見てきたが、今回の番組は、高崎山

の猿に思い入れのある女性たちをさまざまな角度から追いかけるという新しい切り

口で、とてもよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

去年「軍師官兵衛」を放送したことで、地元の歴史や文化をもう一度

見直す動きが出てきた。そこで、ＮＨＫとしては各地域のさらなる魅力

の発見に向け、九州各地の世界遺産候補地の登録に向けた動きを継続し

てフォローし、全局的に展開したいと考えている。 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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