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２０２１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、１８日（木）、ＮＨＫ福岡拠点放送局

（ウェブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、前回の審議会での答申を受け「２０２１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「２０２１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。その後、事前に視聴した実

感ドドド！「“脱インバウンド”中国１４億人の物欲をつかめ」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  富田 めぐみ （琉球芸能大使館代表） 

副委員長  田川 大介 （株式会社 西日本新聞社 編集局総務） 

委  員  秋本 順子  （金属造形作家） 

乾  眞寛  （福岡大学 スポーツ科学部 教授） 

大鋸 あゆり （伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 取締役放送部長) 

楠田 喜隆 （株式会社 雲仙きのこ本舗 常務取締役） 

籠田 淳子 （有限会社 ゼムケンサービス 代表取締役） 

関西 剛康 （南九州大学 環境園芸学部 教授） 

西野 友季子 （株式会社ニュー西野ビル 代表取締役） 

古荘 貴敏 （株式会社 古荘本店 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜実感ドドド！「“脱インバウンド”中国１４億人の物欲をつかめ」 

（総合 ２月２６日(金)放送）について＞ 

 

○  人通りが少ない天神の映像から始まり、新型コロナウイルス感染拡大で中国人観

光客が９割減少した現実を知った。その後、中国語で勢いよくブランド品を売り込

む男性、老舗店で商品を売る中国人女性の姿から、ライブ動画を配信し、商品を紹介

して購入してもらうという販売の形態である越境ライブコマースの現実を初めて

知った。中国本土での動きは知っていたが、日本での動きには驚いた。メイド・イン

・ジャパンを支える手段として爆買いではなく爆売りを企画する企業の紹介など、
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インバウンドを超えるライブコマースの活況が衝撃的だった。また、中国人が流ちょ

うな日本語を話す画面に、日本語のテロップが出るのは不思議だった。とても身近

なはずの中国を理解できていないと実感し、日中ビジネスに疎くても中国を知る必

要があると思った。爆買い、爆売りといったことばから見終わった後もこれでいい

のかという不安を感じた。 

 

○  天神の映像で番組が始まる誘い方が非常によいと思った。買ってもらうのではな

く売っていくという方針転換や、すさまじい気迫で飛ぶようにものが売れていくラ

イブコマースの姿は、物欲をつかめというタイトルをよく表していたと思う。日本

の飲食店を中心とした苦境に対し、取引１回で 700 万円以上の売上げをあげるライ

ブコマースの勢いを思い知った。今後ライブコマースがさまざまな分野・商品でも

可能性を生むことが理解できた。ＩＴ企業と物流企業の協力なしには成立しないと

思うが、中国の内陸部にわずか３日で届くという物流スピードの発展にも驚いた。

背景にあるＩＴ企業や物流企業も取材していて、仕組みがよく理解できた。傷つい

た経済を立て直すうえで、ライブコマースもその一つであると思う。この手法を日

本企業がどのように活用していくのか今後注目していきたいと思った。 

 

○  ライブコマースの裏側を興味深く見た。新型コロナウイルス感染拡大の中で、物

を流通させようという人々のたくましさや、通信技術の飛躍を感じた。変化に対応

する柔軟さが問われる今、技術を使いこなせる人と、そうでない人との差がますま

す広がることや、遠隔で取り引きを行うｅコマースに適さない業界の今後に懸念も

感じた。しかし「中国１４億人の物欲をつかめ」というサブタイトルは、人口を１４

億人とひとくくりにしているが、月収３万円以下の層が１１億人とも言われている。

番組で扱った月収１５万円の女性のような層は１億人にも満たない中で、このタイ

トルは中国人がみんな物欲のままにライブコマースの波に飲み込まれていくといっ

た印象を与えてしまうと思った。今後さらにｅコマースが進むと、輸送燃料の増大

や、物流業界逼迫の懸念、また格差が広がるなど課題も多いと思うので、そのような

視点も伝えて欲しかった。 

 

○  ライブコマースで日中のビジネス関係が変化したことが分かった。国内のインバ

ウンド需要が冷え込む中、中国の経済状況や消費動向を詳しく知ることができてよ

かった。番組に登場した中国人男性のまだまだ売上げを伸ばせるという力強いコメ

ントからやる気がひしひしと伝わった。ライブコマースを行う販売者側と中国の消

費者、それをつなぐ物流も紹介されていてよかった。ライブコマースでの買い物や、

商品を出品する流れはとても参考になった。初めはビジネスに興味がない人には参

考にならないと思ったが、私たちの生活と消費と販売は全てつながっていると認識
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を改めることができた。日本の百貨店などのライブコマースの現場をきちんと紹介

しており、具体的で分かりやすかった。今回は魚住優アナウンサーが天神でリポー

トをし、インバウンドの冷え込みもよく分かったが、スタジオと外での撮影のどち

らにするかがどのように決まるのかが気になった。 

 

○  ライブコマースということばを最近耳にするようになった。この番組は知人とも

話題になり、非常にインパクトがあった。飛ぶように売れている現実には驚いたが、

市場規模については番組では触れられておらず残念だった。また、そもそもインバ

ウンドはなぜ起きたのかについてももう少し丁寧に扱ってほしかった。ライブコマ

ースはこれから世界中で広がっていくと思うが、日本の小売りの強みは、商品の供

給が安心・安全であることだと気づかせることができたら、さらによかったと思う。

自身の強みや、客が喜んでくれるものをつかめないと動き出せないと思った。中国

人のスピーディーで強力なリーダーシップで経済が回っていると感じる一方で、不

安も感じた。これからのトレンドに関して、新しく創造する価値はあると思うが、も

ともと日本人が持っていた買い物のおもしろさや、温泉など観光自体の体験的な価

値についても機会があれば放送してほしい。 

 

○  情報はとても勉強になったが、提示の仕方が少し雑だと思った。ライブコマース

というビジネスモデル、プラットフォームの変化は知っている人もいると思うが、

どのような視聴者をターゲットにしているのかと気になった。一般視聴者に分かる

ような説明がないまま販売シーンが紹介され、ライブコマースとは一体何なんだと

引っかかった。最終的に、傷ついた経済をいかに取り戻すかという話にするのであ

れば、もっと説明した方がよかった。販売の様子をリアリティーとして伝えたいの

か、ライブコマースに関する情報を掘り下げて伝えたいのか、スタンスが定まって

いなかったと思う。また、ライブコマースは本来中国だけがやっていることではな

いと思うが、その中で今回中国に焦点を当てたこともきちんと説明したほうがいい

と感じた。 

 

○  新型コロナウイルス感染拡大の影響による知らなかった経済の側面を知ることが

できた。ねらいが明快で、番組の流れも視点の広がりもよく、飽きさせず、２５分が

あっという間に感じた。中国の大手ＥＣ会社などよく取材できたと思った。インバ

ウンドに頼り、危機にある日本の百貨店や小売業者も、爆買いを待つのではなく、爆

売りを目指すという新しい戦略に変わっていこうとしているのを知ることができた。

１４億人という対象については、私も疑問を抱く人がいるのではと感じながら見た。

背景の理解を促すデータも、必要なときに分かりやすく織り込まれていたと思う。

「実感ドドド！」はこれまで内容に比べて少し大げさな、肩ひじを張ったような印
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象を受けたり、テンションが高い進行が気になることもあったが、今回は落ち着い

た、冷静な進め方で好感を持てた。 

 

○  冒頭から中国語での切れのよいライブコマースに引き込まれた。途切れることな

いスピード感と巧みなトーク、スマートフォンの画面上に寄せられるコメントに、

中国の勢いと強さを感じた。中国でのライブコマースが、日本の商品によって巨額

な売上げを伸ばしていることを知らず、衝撃的だった。これまでインバウンドで来

ていた中国人や、日本に来たことがない人も含めてライブコマースが生活の一部で

あることや、３日で届くという物流の速さも、中国ならではだと思い大変驚いた。ラ

イブコマースが３つのパターンで紹介されていたが、それぞれの裏側を見ることが

でき、奮闘している様子もおもしろかった。物流などに中国が参入していることは、

日本にとっては、売上げを伸ばす点ではプラスである一方で、脅威でもあると感じ

た。日本はさらにスピード感を持ち、チャンスをつかんでいかないと乗り遅れると

いう危機感も感じた。とてもテンポがよく、内容が詰まった番組だった。 

 

○  小売業が低迷している中、久々に景気のいい話で元気が出た。ライブコマースは

耳にしたことはあったが、実際に見ることで、具体的に理解できた。中国人バイヤー

が商品を紹介しながら、ＳＮＳ上の客からの質問に答え、さらに並行して注文を取

る様子を見て、そのエネルギーとスキルの高さに驚かされた。最近は中国政府の諸

外国への強硬姿勢が頻繁に報道され、日本人は中国に対して悪いイメージを持ちが

ちだったと思うが、多くの中国人が日本製品を好んで購入してくれていてうれし

かった。経済的な観点からすると、中国は重要なパートナーであり、特に九州は地理

的にも近く、ビジネス拡大を目指す人にとって無視できないことに改めて気づいた。

百貨店がライブコマースに取り組んだ様子もとても勉強になり、「失敗もあるかもし

れないけれども、チャレンジし続けないと意味がない」という担当者のことばには

とても共感した。時代の変化を見極め、新たな市場に対し、新たな手法を用いて商品

やサービスを提供しようとする、工夫や努力が必要だというメッセージも伝わって

きた。アナウンサーの背景に、博多駅などが映っているのが見えて、自分の身近な出

来事として愛着を持って番組を見ることができた点もよかった。 

 

○  ライブコマースの様子や舞台裏の映像が多用されており、スピード感や高揚感、

中国語のパワー、緊張感なども相まって非常にテンポよく展開していたと思う。ラ

イブコマースとは何かということと、その大きな可能性も伝わってきた。１４億人

という多様な国民がいる中で、すでに４億人がライブコマースを体験していること

に驚いた。中国は圧倒的に早く電子決済サービスも定着したが、こうした動きも速

く、たくましさも感じた。ライブコマースは初期投資が少なく、スマートフォン１台
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で簡単に多くの人に情報を届けることができる。単なる買物番組ではなく、たたき

売りの様子などつくり方によっては、エンターテインメントとしておもしろいと感

じる若い世代もいるはずなので、ますますメディア離れが進むのではという不安も

感じた。欲を言えば、中古ブランドの偽物鑑定はどうしているのか、発注した物が届

かないトラブル対策はどうしているのかといった情報も知りたいと感じた。また、

日本各地の状況や、なかなか見ることができない中国現地の状況など見応えがあっ

た一方で、九州沖縄の取り組みももう少し見たかったと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回は天神に中国人の姿がないという現実を見せたかったため、

外での撮影に決めた。データなどをじっくり見せて解説したいと

きや、解説する人の意見を聞きたいときはスタジオを選んでいる。

「１４億人の物欲」というタイトルについては、多少ステレオタ

イプになってしまったかもしれないので、気を付けていきたい。

傷ついている観光業など、さまざまアジアと関わりのある分野は、

「実感ドドド！」の後継番組として４月から放送を開始する「ザ

・ライフ」でも大きなテーマの一つとして番組で取り上げていき

たい。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組制作にあたり、内容、構成だけでなく、タイトルのつけ方、

表現など、細部に至るまで丁寧に、ステレオタイプにならないよ

う気をつけないと、つくり手側のメッセージが正確に伝わらず、

誤解を招く可能性もあると痛感した。九州沖縄ブロックとしてア

ジアとの関わりを伝えていくのが大きな使命だと思っている。新

型コロナウイルス感染拡大で、外国との人の往来がほとんど途絶

えているが、相互理解、親善交流が後退していいということは全

くなく、むしろ逆だと考えている。今回のように、現地の支局に

取材をしてもらう。あるいはオンラインを活用するなど、あらゆ

る手段を駆使し、国と国との結びつきも深めていけるような取り

組みをしていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２１日(日)のＮＨＫドキュメンタリーセレクション「日本一長く服役した男」
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を見た。「くまもとの風」を１５分拡大しての全国放送と聞き、付け加えられた部分

に興味を持って見た。前回は加害者のみを追った番組だったが、今回は被害者の娘

の手紙が追加されていた。前回の放送では、５回の仮釈放も引き取り手がいないた

め棄却され、６１年服役し、精神的に崩壊していく加害者に同情した。しかし今回、

被害者の娘による「母が亡くなって６４年になるが忘れたことはない。許すことは

決してできない」という手紙のシーンで、加害者への同情が薄れるのを感じた。被害

者側が悲しみを抱え生きている一方で、「被害者に申し訳ないと思ったことはありま

すか」という質問に、加害者が「よいことか、悪いことかという判断が、今はもう分

からない」と答えたことに大きなやり切れなさを感じた。改めて罪と罰について深

く考えさせられた。この無期懲役囚だった加害者に愛情を持って接した老健施設の

代表が、彼の人生の意味を問われたとき、「人の未来を奪っといて、自分だけのうの

うと生きようなんて、そんな世の中通らないと思いますよ」と答えたことが、一つの

答えだと感じた。加害者、被害者、両面からのアプローチにより番組として深みが増

したと思う。 

 

○  ３月１日(月)の逆転人生「あの日“加害者”になった私 東電社員たちの１０年」

を見た。タイトルのストレートな表現に違和感を感じながらも引き付けられて見た。

原発事故の会社としての責任は何度も取り上げられているが、今回は社員について

だったので興味深く見た。「福島に本当の空を返したい」「十字架をこれから背負っ

ていく」という社員のことばは重みがあり、覚悟をもって向き合っていたと感じた。

被災者から罵倒を受けるつらさや、地元の人に東電社員と知られるのではという恐

怖は、本人にしか分からないと思う。３人それぞれが福島の人々とふれ合い、対話を

重ねることで、周りの気持ちも少しずつ変わっていく様子が心に響いた。当時の映

像や再現、地元の人の話など、事故を流れに沿って分かりやすく構成していたと思

う。ただ、３人の話が交差する部分が多く、誰の話か少し戸惑うところもあった。タ

レントの丸山桂里奈さんがゲストだったが、重いテーマの中、コメントで場を和ら

げていたのはよかった。この３人以外のほかの社員はどのように原発事故と向き合

っているのかも気になった。 

 

○  ３月２日(火)のクローズアップ現代＋「語り部バス映像化 震災の記憶を伝え続

け 山から津波が来た」を見た。被災地を走り続けてきた語り部バスのルートをた

どり、当時の映像、証言、ＣＧにより追体験しているかのようで、丁寧な取材がなせ

る技だと感じた。「海のほうを見ていたら津波が山から押し寄せてきた」という証言

の、“山から津波”を再現した場面は、ＣＧの効果がよく表れており、初めて見る津

波の動きでびっくりした。また当時防災センターで避難を呼びかけた職員が、いま

だに見つかっていないことも初めて知った。人間は忘れる生き物だからこそ、番組
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で伝え続け、残された人の思いを思い出させてほしいと感じた。また当時の子ども

が消防士という命を守る仕事に就き、自分の思いを語る姿に救われる思いがした。

「○○さんは自分の体験が役に立てばと、今回取材に応じてくれました」という証

言の前置きが気になった。人の役に立つため勇気を出して出演してくれているので、

このフレーズはあえて必要なのか疑問だった。さらにそのような前置きがない人も

いて、紛らわしいと感じた。膨大な取材を３０分に凝縮するのは大変だと思うが、今

後もこの質を保ち、届けてほしい。新型コロナウイルスの感染拡大が収束したら、必

ずこの語り部バスに乗りたいと思った。 

 

○  ３月５日(金)のＮＨＫ地域局発 かんさい熱視線「震災２６年 いま“復興”を

問う～小説家・真山仁が描く阪神・淡路大震災～」を見た。阪神淡路大震災が発生

したことで、大きくまちづくりや設計基準が変わっていったのが衝撃的だった。商

店街の副理事長が「全国の商店街はこれから半分以下に減ると言われている時代に、

震災前より大きな街をつくった」と行政の失敗を振り返っていた。よくなると言わ

れ復興したが、商店は半分以上戻らず、事業収支の負債額は約 300 億円。このよう

な計画を行政も止めなかったと知り、とても心が痛かった。この教訓を生かすため、

会長が宮城県のまちづくりにアドバイスをした姿勢には共感した。町の経済規模に

見合った、後世に負の遺産を残さないまちづくりを番組のテーマとして伝えたこと

はとてもよかった。日本は必ず震災が発生し、そして復興する歴史を繰り返すこと

を考えると、とても参考になる番組だったと思う。 

 

○  ３月９日(火)の自然を醸す～宮崎 小さなワイナリーの物語～を見た。ブドウづ

くりからワインの仕込み、醸造、瓶詰めが手づくりで行われていることが、短い時間

で丁寧にレポートされていた。“奇跡のワイン”と言われるそのワインを飲んでみた

いという気持ちになった。東京のアンテナショップでは、１日２本しか売れなかっ

たワインが、地元の無農薬野菜とコラボして通信販売することで、とても反響があっ

たというエピソードを聞き、違うアイテムを組合せることが大きなビジネスチャン

スにつながることも知った。地産地消の報道により、地方経済の活性化につながる

のだと実感した。 

 

○  ３月１１日(木)のＮＨＫスペシャル「定点映像 １０年の記録～１００か所のカ

メラが映した“復興”～」を見た。震災直後から岩手、宮城、福島の 100 か所で定

期的に撮影した映像と、映る人や町を取材した番組だった。同じ場所、画角で撮影を

続けると、町が変わる様子がはっきりと見えるが、番組ではそれぞれの１０年の生

活が浮かび上がっていた。映像を撮り続けたことで人々の営み、家族が亡くなった
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人の思い、複雑な思いを抱えながら生きている人などを記録できたと感じた。また

この定点映像が、番組や企画ではなく、自然発生だったことと、カメラマンの「映像

に映っている中でも、これだけ見えていなかった、知られざる物語があったという

ことは、ここに映っていない、もっともっと多くのことがあるはずだ」ということば

はとても感動した。その地域の人に思いを寄せる大切さを痛感した。今回初めてＮ

ＨＫの東日本大震災アーカイブスのサイトを見たが、定点映像をまとめたもの、被

災者の証言、当時のニュース映像、復興に関するニュース映像をまとめていた。何が

起こり、どう行動したかを知り、復興支援と防災を考える、非常に貴重な取り組みだ

と感じた。こうしたサイトを広く伝えて活用してほしい。 

 

○  ３月１２日(金)のフカイロ！「おおいた減災スクラム 災害リスクを地形から徹

底解剖！」を見た。津波、河川の氾濫、火山の噴火という自然災害リスクを地形から

徹底解剖していた。2012 年から 2020 年までの災害の様子がリアルに映し出され、番

組に引き込まれた。2018 年放送のフカナビ！オオイタ「大分県災害データアーカイ

ブ」の際の映像が多数使用され、現在につながっていると感じた。南海トラフ地震発

生後に大分まで津波が到達する時間やその高さ、火山噴火による火砕流の届く場所

や危険性などが丁寧に映像化されていた。内容は夕方のニュース番組で数回見てい

たものの、番組としてまとめて紹介したのはとてもよかった。このような内容は、繰

り返し放送する必要があると確信した。地道に続け、記憶に残すことが必要だと実

感した。ただ、解説するゲストの後ろに、動きの激しい映像が流れていたのは、内容

に集中できずとても残念だった。 

 

○  ３月１２日(金)のナガサキの記憶～時代を越える原爆の絵～を見た。原爆投下か

ら７６年がたち、さらに今年１月の核兵器禁止条約発効を契機に、当時の痛みが風

化されないよう、改めて知ることができてよかった。原爆資料館に展示されている

「原爆の絵」の内容だったが、じっくり見たことがなかった。実際の資料館では、展

示物すべてが原爆の恐ろしさを生々しく伝えているため、絵は気づきにくかった。

しかし番組では、被爆者が描いた絵を３Ｄグラフィック化しており、資料館のとき

と違う印象を受けた。絵を描いた人の「思い出したくないけど、こういった過去の痛

みを残したいから描いた。でも、もう見たくない」というインタビューも印象的だっ

た。それぞれの絵に、いつどこで原爆の被害に遭い、どんな心境だったかが詳細に書

き残されており、つらい記憶が伝わってきた。絵に描いてある情報が、時系列に並ん

でいたのが特によかった。これにより原爆の瞬間だけでなく、各地の状況が経過と

ともに鮮明に分かった。核兵器禁止条約が発効したにもかかわらず、日本が加入し

ないままでよいのかと考えさせられた。「長崎の上空で原爆が炸裂したのが８月９日

午前１１時２分でした」というナレーションから始まったが、なぜ原爆投下直後の
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説明から始まったのか疑問に思った。なぜ原爆が落とされ、誰が落としたのかにつ

いて全く触れておらず、落とされたことが前提というような進行は疑問に思った。 

 

○  ３月１４日(日)の私だけかもしれない講座「人とごはんを食べるのが恐ろしくて

恐ろしくてたまらない私概論」（Ｅテレ 後 11:00～11:24）を見た。若い人に勧めた

いほどおもしろく、おしゃれで、ＮＨＫの懐の深さを感じた。会食が怖いという悩み

を持つ講師が、悩みの背景を冷静に分析し解決策を探るもので、心に秘めた悩みに

向き合うことを誘導する、こまやかな配慮がある番組だった。冒頭の「この講座は世

の中の 99.999％の人には意味がなく、役に立たないかもしれません。けれども、実

は、多くの人が人に言えない悩み、弱さを持っています。」というナレーションもよ

かった。番組を見て何度も共感し、自己分析できた。年を重ねると、ごまかすすべを

身につけるが、人生経験の少ない若い人にヒントと元気を与える番組だったと思う。

コンプレックスは矯正すべきことと考えられがちで、気の持ちようだと軽くアドバ

イスをする人もいるが、番組では私だけかもしれないと悩む人を肯定し、丁寧に向

き合っており感銘を受けた。視点を変えるヒントを与えたと思う。ＮＨＫオンデマ

ンドで過去分も続けて見た。恥ずかしい、ひそかな悩みについて、最後に「私だけか

もしれないと思っている人はみんないるよ」と呼びかけていて、とても元気が出る

と思った。出演者が顔を出さず、かぶり物をすることで普遍性を感じさせ、それぞれ

が自分のこととして考えることができたと思う。 

 

○  ２月２７日(土)のありがとう裕さん さらば石原軍団「日本人が最も愛した男 

真実の物語」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 6:00～9:00）、３月１日(土)の「黒部の太陽 完全版」

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 1:00～4:17）を見た。時代の変化を感じる今、石原裕次郎さんに関

する二つの番組から、人間力とパートナーシップというテーマを感じた。才能はも

ちろん、誰に対しても公平で、映画のスタッフロールもキャストを役柄で並べるの

ではなく、五十音順で並べているエピソードには人柄が表れていて、多様な人材を

生かしていくという基本を感じた。さらに三船敏郎さんと石原さんという影響力が

ある人同士が団結し、制作していることに感動を覚えた。映画で表現された時代の

人たちが、日本を復興し経済を動かしていくために、使命を持って志を貫こうとい

う気概を感じた。東日本大震災の復興に絡めて、この２つの番組を放送していてよ

かった。番組は石原良純さんが進行していたが、もっと若い人が参加してもよかっ

たと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「フカイロ！」は拡大版だったが、より多くの人に見ていただ

けた。身近な災害リスクについて考えるきっかけづくりができた
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と思う。スタジオの背景に映像モニターを置いていたが、一部映

像の動きが速く、見えづらいという指摘は、次回以降考慮したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「日本一長く服役した男」は全国放送されたことで多くの反響

があった。このような地域の優れた番組を全国発信していくのも

大きな使命だと思うので、力を入れて取り組みたい。 

 

 

ＮＨＫ福岡拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１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福岡拠点放送局

（ウェブ開催）において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、「２０２１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

報告があった。引き続き、「２０２１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、放送番組一般も含め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  富田 めぐみ （琉球芸能大使館代表） 

副委員長  田川 大介 （株式会社 西日本新聞社 編集局総務） 

委  員  秋本 順子  （金属造形作家） 

乾  眞寛  （福岡大学 スポーツ科学部 教授） 

大鋸 あゆり （伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 取締役放送部長) 

籠田 淳子 （有限会社 ゼムケンサービス 代表取締役） 

関西 剛康 （南九州大学 環境園芸学部 教授） 

西野 友季子 （株式会社ニュー西野ビル 代表取締役） 

古荘 貴敏 （株式会社 古荘本店 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２１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－＞ 

 

○  命と暮らしを守ることは公共メディアの最も大事な役割だと思うので、防災・減

災キャンペーンに期待したい。加えて、今起きていることを深く掘り下げる、学校教

育をサポートする、子育てを支援するといった番組も大事な役割だと感じる。九州

沖縄、また全国の編成計画を見ると、そうしたことが網羅されていてよいと思う。隣

県の情報を知ることができるブロック放送のさらなる充実を望む。 

 生活スタイルの個別化が進み、決まった時間に決まった番組を見る習慣が薄れて

いる。また家で見る映像は、かつてはテレビに限られていたが、今はインターネット

に無数にあふれており、有料サービスであっても、安い料金で満足のいくコンテン



2 

ツが提供されている。そのためＮＨＫの受信料を高いと感じる人も少なくないので

はないか。「このような番組、サービスが受けられるのであれば、受信料も惜しくな

い、満足だ」と視聴者に思ってもらえるようなサービスの充実を求めたい。ＮＨＫプ

ラスもさらに充実してもよいのではないか。 

 優れた番組、見応えのある番組が制作できるのは、民放と比べ経費をかけている

からであると思う。放送文化を追求する上で必要な経費はきちんとかけてほしいが、

一方で、メディアの信頼を高めていく意味でも、適正なコスト意識を持ち、無駄な経

費の削減も意識してほしい。 

 

○  九州は自然災害が多い。避難を呼びかける際の地名はよりきめ細かに伝えてほし

い。 

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響による雇用、格差、貧困等さまざまな問題

がある。単に問題をあぶり出すにとどまらず、解決の糸口、救いの手となるような情

報も併せて発信してほしい。 

 福岡にはアジアの玄関口という役割もあると思う。新型コロナウイルス感染拡大

の影響で、海外取材は難しいと思うが、アジアとのかけ橋という意味でもアジアに

視点を置いた発信をぜひ継続してほしい。 

 今年Ｊ３に宮崎のチームが昇格し、九州８県全てにＪリーグチームができた。プ

ロ野球に偏らず、サッカーについても、オール九州で情報をきめ細かに紹介してほ

しい。 

 

○  北九州局では、市や地元の防災士との連携強化を図っており、すばらしい試みだ

と思う。 

 地域の課題や魅力の発信をぜひお願いしたい。北九州には元気な高齢者がたくさ

んいる。その高齢者が移り住んでくる若者に対し、何をどう受け継いでいるかにつ

いても、ぜひ発信してほしい。 

 開局９０年の企画に大変期待している。北九州と福岡は文化や商業においても、

さまざま異なる面がある。北九州ならではのことばで、北九州ならではのものの記

録を残してほしい。人々の暮らしを魅力的に全国に伝え、地元を励ますことが大切

だと思う。 

 新型コロナウイルスの感染拡大で、本当にさまざまなことが変わってきている。

変わっていく時間の流れを後からでも分かるように記録し、地域の人の心の支えに

なることを大事にしてほしい。 

 

○  地域の魅力を再発見するという点に期待している。最近地域のフリーペーパーな

どが急速になくなってきており、地元の店やイベント情報などが得にくくなってい
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る。隠れた地域の魅力を発信することは、社会貢献にもなると思う。 

 地域スポーツを通じて人々の熱い思いを盛り上げ、東京オリンピック・パラリン

ピックへの機運を高めてほしい。 

 ネットでの番組視聴のニーズも高まっていると思うので、見逃し配信等の充実が

あれば、若者世代をさらに取り込めるのではないか。 

 

○  各局それぞれが地域課題を掘り下げた番組に期待している。ＮＨＫならではの放

送、映像で、分かりやすく丁寧に伝えてほしい。 

 活火山である桜島や口永良部島のある鹿児島は、九州の中でも防災にとても力を

入れていると思う。地域の安全・安心を守ることと同時に、火山と共に生きる地域の

日常の姿も発信してほしい。 

 今年の世界遺産登録が期待されている奄美大島などの自然についても全国へ発信

し、より一層深く掘り下げてほしい。 

 最近若者のテレビ離れを感じているが、今はさまざまな番組をＮＨＫプラスなど

でも見ることができる。ネットを活用することで、若者の興味を引く番組づくりも

できるのではないか。 

 

○  宮崎も南海トラフ地震について非常に心配しており、防災・減災情報の充実は安

心につながると思う。 

 地域の情報発信の充実は、九州地域のみならず全国においても非常にメリットが

あると思う。 

 インターネット環境が急速に変わる中での公共メディアの役割を考えたときに、

たとえば公共の図書館のようなイメージで、受信料を支払っていれば過去のコンテ

ンツを全て無料で視聴できるような仕組みも考えていく必要があると思う。映像の

美しさ、コンテンツのすばらしさはＮＨＫが一番だと思うので、いかに情報にアク

セスしやすくするか、それによって、いかに視聴者にメリットがあるようにするの

かを今後考えていく必要がある。 

 

○  大分のニュースを丁寧に扱っている「いろどりＯＩＴＡ」には今後も期待したい。

大分放送局では、県民、行政、研究者、メディアなどと協力し、いざ災害が起きた時

に役立つ情報を発信する、「おおいた減災スクラム」が 2020 年秋から始まっている

が、住んでいる場所がいかに危険かをハザードマップで知ることができた。命を守

るために役立つ情報をお願いしたい。国東市で若者が地域のよさを知ってもらうた

め、「こどもじゅく」を立ち上げたというニュースには、放送後大きな反響があり、

昨年県立美術館で子どもたちが作った作品が展示されたことを知り、子どもたちへ

与える影響の大きさを感じた。 
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 Ｅテレの「びじゅチューン！」という番組と、県立美術館がタッグを組んで開催さ

れる「なりきり美術館」があるが、新たな芸術活動を地方から発信していく大きな取

り組みになっていると思う。このような企画で一地方とテレビがつながっていくこ

とに期待している。 

 

○  新型コロナウイルスについて、患者やクラスターが発生した学校などへの誹謗中

傷をどう抑えていくのかが大きな課題だと感じる。差別が生じることのないよう配

慮しながら発信してほしい。 

 選挙時期に集中して報道がなされるが、投票率は年々低下し、関心も低くなって

いる。選挙の時だけ盛り上がるのではなく、例えば当選後の議員の働き、本会議や委

員会での発言などを伝え、一人一人が次の選挙に向け行動を起こそうと思えるよう

な日々の報道をお願いしたい。 

 佐賀空港への自衛隊の輸送機オスプレイ配備、九州新幹線長崎ルート、原発等の

国政課題があるが、果たしてどれだけの人が当事者意識を持って関心を寄せている

のかと常日頃から感じている。例えばオスプレイであれば国対漁業者といった画一

的な伝え方になっていないか、いま一度考えるべきだと思う。新幹線問題も、ルート

である武雄や嬉野などはよく取り上げられるが、まださまざまなルートの可能性が

残されており、工夫次第で地域が浮揚できる、別の地域も決してひと事ではないと

いった視点で伝えることができないか。ぜひ関心を高めていってほしい。 

 今のようなインターネットで好きなものばかりを見る習慣が、どのように人間形

成に影響するのか危惧している。チャンネルが整理されるのはいいことだと思うが、

テレビでもネットでも情報発信が大切なのは変わらない。受信料を下げ過ぎること

で番組の質が落ちることがないよう、バランスの取れた経営をお願いしたい。 

 

○  本土復帰５０年に向けての取り組みに大いに期待している。この半世紀どう歩ん

できたのか、何が変わり、何が変わらないのか、何を変えなくてはいけないのかを広

く、深く取り上げてほしい。沖縄放送局も前身のＯＨＫ時代からの復帰と同時にＮ

ＨＫ沖縄放送局として開局しているため、同じ５０年の節目で今後の課題を整理し

共有する機会になればと思う。 

 沖縄には島がたくさんあり、ことば、文化、経済活動もそれぞれ異なるが、どうし

ても沖縄本島中心の視点になってしまいがちだ。ぜひ島々を広く取り上げ、掘り起

こしてほしい。 

 2022 年の５月に沖縄は本土復帰５０年を迎えるが、その後、秋に国民文化祭、世

界のウチナーンチュ大会も予定されている。国民文化祭は、１年前のことし秋から

イベントがスタートするのでぜひ報道してほしい。それだけでなく、例えばニュー

ス番組の中で島々の文化を紹介することや、開催まで一緒にカウントダウンをする、
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さらにＯＨＫ時代からの文化にまつわるさまざまなアーカイブ、特に「沖縄の歌と

踊り」の貴重な映像を放送だけでなく、企画展も開催するなどして、県民と一緒に盛

り上げてほしいと思う。 

 

○  諮問された「２０２１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、各委員の意見の趣旨が番組編成に生かされることを前提に、原案を可とし、答

申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について

決定し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２９日(金)のドキュメント７２時間「北九州 100 年続く人情市場で」を見た。

市民の台所と言われる旦過市場の７２時間を大変楽しみにしていた。長屋形式の商

店の雰囲気を見て、全国の視聴者も懐かしい気持ちになっているのではと感想を知

りたくなった。魚屋が多い旦過市場は、お店の人と短時間のコミュニケーションを

とる中で魚をさばいてもらい、献立もお店の人任せというのが面白い。また、北九州

はバラエティーに富み、多様性があり、それを寛容し、さらに自由に発信できる人が

多い町だと改めて気がついた。食事とは、食材を食らうことだけではないとも感じ、

食べることへのこだわり、文化が旦過市場にはあると思った。７２時間で旦過市場

がとりあげられるのでぜひ見ないとという人が多く、市民の長い歴史の中で市場が

愛されてきたと感じた。自分が番組に登場すると、“自分の”ＮＨＫであると感じて

いる様子も面白かった。来年度旦過市場が全く違う場所に移ることに関して、番組

ではあまり触れられておらず、人情も一緒に引っ越しができるかとても心配してい

る。すばらしい番組でうれしかった反面、次の場所で今の商売ができるのかといっ

た大きな課題が心に残った。 

 

○  ２月１日(月)の逆転人生「“奇跡の湯”守る３兄弟 大災害からの再出発」を見

た。熊本地震と豪雨による土石流で壊滅した温泉の、復興に至る苦しみ、しゅん巡、

そして踏み出した大きな一歩といった、５年間の歩みや取り組みがよく分かった。

一方で、ドラマ仕立ての再現は時にわざとらしく、少しきれい過ぎ、単調なストーリ
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ーにも感じさせた。先人が守ってきた温泉に、救いと癒やしを求める人たちの湯治

という潜在的な価値に気づき、再出発するという普遍的なテーマに感銘を受けた。

一方で、ここに至る歩みはきれいごとだけでなく、うまくいかなかったこと、言えな

いような悩み、悲しみもあったのではないかとも感じた。３人の兄弟自身が語る「枕

ことばに支援と入ってくると対等ではなくなる」や、「根本解決は支援者はしてくれ

ない」などのことばは胸を打つものがあった。一方で、スタジオの話は全般的にあり

きたりに感じ、番組全体を少し軽薄な印象にしてしまった。これまで料理の質や客

単価を上げることを追求してきた宿が、被災を機に湯治という原点に立ち返り、再

出発するという筋書きだったが、宿のホームページを検索すると、今オープンして

いる離れの部屋は明らかな高級志向で少し残念に思った。放送された時期に出来上

がった湯治専用の部屋にも番組で少し触れられていれば親切だったと思う。 

 

○  ２月６日(土)、１３日(土)の【土曜ドラマ】六畳間のピアノマン（１）「自分を救

う勇気」、（２）「優しい息子」を見た。動画投稿サイトでピアノ・マンを歌う一人の

優しい青年と、その青年と関わった人の人生という四つの物語で構成されたドラマ

だった。予告を見て音楽と番組タイトルに引きつけられ興味を持ったが、思った以

上に内容が深く、心温かくなり、最後は希望を感じた。各回で主人公が異なり１話ご

と話は完結するが、番組の要所要所で出てくる人がつながり、全体で一つの物語と

いう構成がとてもおもしろかった。それぞれが別々に生きているようで、どこかで

つながっているということを強く感じた。人とのつながりがなかなかできない今の

状況にふさわしいドラマになっていたと思う。回想シーンをうまく絡ませ、話全体

をつなげていく手法や、動画サイトの映像の使い方もよかった。またドラマのメイ

ンは、やはりビアノ・マンという音楽にあると思った。重いテーマの中でピアノと

歌がすごく心に響き、感動した。音楽は人々に勇気と希望を与えていることを改め

て感じた。次の回もとても楽しみにしており、多くの人に見てもらいたい番組だと

感じた。 

 

○  ２月７日(日) ＮＨＫスペシャル 2030 未来への分岐点 （２）「飽食の悪夢～

水・食料クライシス～」（総合 後 9:15～10:14）を見た。日本を含む先進国がここに

来て、なぜ一斉に脱炭素化社会を目指すようになったのかという理由が、心底納得

できるつくりになっていた。日本で毎年廃棄される食料を世界の飢餓に苦しむ人々

に配ると、およそ２億人が救われるという指摘など、衝撃的な事実が数多く示され

た。危機感を抱くことなしに、人々が生活スタイルを見直すことはないと思うので、

その意味でも多くの人が見るべき番組だと思った。また番組のプレゼンテーション

技術が特にすぐれていると感じた。このまま経済活動を続けると、どのような暗黒

な未来が待ち受けているのかについて、具体的に数値化することはもちろんのこと、
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グラフやイラストも使い視覚的に訴えることで、直感的に危機感が伝わったと思う。

2030 年までの１０年間でどう行動を変化させるか、大きな鍵を握る若者世代を取り

込むため、若者に人気の俳優やミュージシャンを再現ドラマやテーマ曲に起用する

工夫もよかった。アメリカの若者が始めたファームリンクプロジェクトなどの取り

組みに、日本の若者も大変刺激を受けたと思う。企業経営者も事業活動を通じ、どの

ように社会に貢献するのかがこれからますます問われる時代になると思う。多くの

気づきを得ることができた。 

 

○  ２月８日(月)の逆転人生「卵かけご飯に大行列 “ひねくれ者”が夢を実現」を

見た。兵庫県の山間の町で１４年続く、卵かけご飯の専門店がテーマだった。主人公

が卵と米を作るも売れず、メロン作りをしても失敗する中、最終的には卵かけご飯

で成功するというエピソードがおもしろかった。冒頭その話が紹介され、具体的に

どのようにして成功したのかという興味を最後まで引っ張ってくれたのもよかった。

さらに番組タイトルの“ひねくれ者”から面倒くさい人というイメージを持ってし

まうかもしれない中で、奥さんや家族のさまざまなエピソードを盛り込みながら伝

えたのはおもしろかった。自然を大切にしなければいけないということを伝えたの

もよかった。ＭＣの山里亮太さんやゲストのコメントもよかったと思う。全体的と

してはゆっくり楽しみながら見ることができた番組だった。 

 

○  ２月１２日(金)の金サガ「思い出を仕立てて 遺品リメーク 鳥越奈緒美さん」

を見た。とても心が温まる番組だった。優しいナレーション、丁寧なカメラワーク、

特に遺品をアップで映した映像が効果的だった。たとえナレーションがなかったと

しても、絵と現場の音と登場人物の話だけで伝わると思った。遺品リメークで心の

整理をする遺族など、それぞれの家族のストーリーを残す仕事のすばらしさを感じ

た。食事作りや片づけなど、主人公の夫の支えが紹介されていたのもよかった。遺族

が家族の込み入った関係を話してくれたのは、ディレクターの人柄もあったと思う。

依頼者に完成した作品が届き、感動している姿を撮影した映像を、後日リメークし

た鳥越さんが家で見るというシーンからも、ディレクターの気遣いが伝わってきた。

ただ遺族が感動する姿を見て、鳥越さんが目を細めるシーンでちょうどニュース速

報のスーパーがかぶってしまったことは残念だった。遺品リメークという鳥越さん

の仕事を見つけ、番組にしようと思ったディレクターの視点がとてもよかった。きっ

と鳥越さんの活動を見て、日々社会に貢献できているかと、自身の行動を顧みた人

が多くいたのではないか。地方の小さい存在かもしれないが、大きな志を持った方

々を見つけ、これからも教え続けてもらいたい。 

 



8 

○  ２月１２日(金)の長崎 夜のナイショ話 カステラを見た。元テレビ通販会社社

長の高田明さんが、バーのマスターという設定で長崎にちなんだモノ、コトについ

て出演者と語りあう番組だった。歌手の佐田玲子さんがゲストで、「カステラ」の知

られざる秘密を紐解く内容だったが、番組を見る前は高田さんのワンマントークで、

かつカステラの特集でいまさら何ができるのかと懐疑的だった。しかし実際はトー

クだけでなく、カステラをお吸い物、酒のさかなにするという昔の食べ方を見つけ

だし、さらに地元の郷土歴史家に取材するなど、知らなかったカステラの歴史を学

ぶことができた。また、アスリートの栄養捕食として適しているという紹介もあり、

番組に対する評価がガラっと変わった。ＢＧＭのテンポがよく、取材の雰囲気も「チ

コちゃんに叱られる」に似ていて、見ていて飽きなかった。高田さんのゲストへの気

配りを感じ、番組を定期的に見続ければ、さらにみたくなると思った。また、他の番

組ではスタジオでマスクをつけず、アクリル板が多く、新型コロナウイルス感染拡

大防止策について心配することもあるが、この番組はマウスシールドを出演者全員

がしており、対策が目に見えてよかった。今後は県北、県央、県南、離島にもスポッ

トをあててほしいと思った。 

 

○  ２月１４日(日)のＮＨＫスペシャル パンデミック 激動の世界 （８）「音楽＆

スポーツ 熱狂なき空間」（総合 後 9:15～10:04）を見た。新型コロナウイルス感染

拡大の中で、毎日のように聞く「不要不急」ということばの意味、あるいはこのこと

ばと音楽、スポーツを対峙して考えさせるすばらしい番組だった。新型コロナウイ

ルスの感染拡大で音楽業界がどのようなダメージを受けたのか、そのような中でも

オンラインライブなどのアイデアを出し、新たな出口を模索する姿が詳細に描かれ

ていた。さらに長谷部誠選手の近況から、ドイツのサッカーリーグがいかにして無

観客で再開したのかを知り、ファンとの熱狂こそがスポーツをつくる大きなエネル

ギーだと感じた。現地の感染予防の様子など世界的な視野でレポートされていた。

バドミントンの奥原希望選手は、オリンピック代表候補選手が抱えている不安、使

命感、無観客で戦う自身との向き合い方など伝えていた。「熱狂とは小さなつながり

の集合体である」という大越健介キャスターの非常に短いコメントで締められたが、

熱狂がなくなってしまったスポーツや音楽業界は、出口をどのように見つけていく

のかと考えさせられた。 

 

○  ２月１６日(火)の「おきなわＨＯＴｅｙｅ」を見た。米軍の訓練に自衛隊が研修で

参加することを取材した内容だった。高い崖からロープで下りたり、全く先が見え

ない濁った沼に潜る映像があったり、研修という表現だったが、映像で見る限り、明

らかに合同訓練と言えるものではないか。これは基地強化になっているのではない
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かと疑問に思った。今回のように映像で見ると、実際のようすがはっきり分かるの

で、事実の積み重ねによって問題点を明らかにしていくことがいかに大切かを強く

感じた。最近、辺野古の新基地に自衛隊の離島防衛部隊を常駐させることを、自衛隊

と米軍で極秘合意していたことも明らかになった。玉城沖縄知事は、日米両政府に

対し、沖縄の基地負担を全国のアメリカ軍専用施設の５０％以下にするよう求めて

いくことを表明している。沖縄の基地負担の問題について、県内はもちろん、ぜひ広

く全国に報道し続けてほしい。 

 

○  １月２４日(日) に再放送された日曜美術館「コルシカのサムライ ＮＩＰＰＯＮ

を描く 画家・松井守男」を見た。画家・松井守男さんが神社のふすま絵を描く番組

だった。「アーティストは光を出さなければだめだ」や、「やり通すことが人生の成功

者」といったピカソのことばを信じ、描き続ける姿に非常に興味を持った。子どもた

ちが絵を完成させる姿が興味深く、表情の変化も丁寧に映されており、ワークショ

ップが大成功だったのがよく伝わってきた。現代音楽のＢＧＭが効果的で面白かっ

た。白いふすま絵の上に、白の絵の具で描くという面白い取り組みをしていたが、

「時がたち白で描かれた部分が浮かび上がってくる」「白は光の出発点」ということ

ばが印象的だった。光のエネルギーを描くため、抽象から具象へスケッチする方法

や描く姿を見ることができたのはとても新鮮だった。作品のさらなる紹介や、８Ｋ

などの高精細映像で見られるのを期待している。ファンは作家としてのエピソード

を知るのも楽しいが、やはり絵をテレビで見るチャンスがあればありがたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組が評価された部分は、何らかの形でＮＨＫらしさが発揮さ

れたからだと受け止めている。万人に受け入れられる番組づくり

は難しいが、少しでも多くの方に納得してもらえる形でＮＨＫら

しさを発揮していくことが大事だと思う。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１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）、ＮＨＫ福岡拠点放送局

（ウェブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず事前に視聴した目撃！にっぽん「『筑豊のこどもたち』はいま “貧困

のシンボル”の末に…」について説明があり、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  富田 めぐみ （琉球芸能大使館代表） 

副委員長  田川 大介 （株式会社 西日本新聞社 編集局総務） 

委  員  秋本 順子  （金属造形作家） 

乾  眞寛  （福岡大学 スポーツ科学部 教授） 

大鋸 あゆり （伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 取締役放送部長) 

楠田 喜隆 （株式会社 雲仙きのこ本舗 常務取締役） 

籠田 淳子 （有限会社 ゼムケンサービス 代表取締役） 

関西 剛康 （南九州大学 環境園芸学部 教授） 

西野 友季子 （株式会社ニュー西野ビル 代表取締役） 

古荘 貴敏 （株式会社 古荘本店 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜目撃！にっぽん「『筑豊のこどもたち』はいま “貧困のシンボル”の末に…」 

（総合１２月２０日(日)放送）について＞ 

 

○  貧困や格差が広がる今、写真家である土門拳さんの写真集が現代に問いかけるも

のを確かめることが番組のテーマだと感じて見始めた。写真集は、1960 年代のエネ

ルギー革命による失業に対し救済の手がさしのべられなかったことへの問題提起と

して意義あるものだった。写真の持つ訴える力がすばらしく、土門さんが子供たち

に強く、たくましく生きてほしいという気持ちでつくったのだと思う。番組は、写真

集に写っていた子どもたちの６０年後を取材する内容だったが、貧困のシンボルと

して扱われた少女などの今を取材することに抵抗を感じた。番組が何を目指してい

るのかがつかめなかった。時代の変化で炭鉱の景色も変わったが、写真に写ってい
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た男性の息子の「よかったら、すばらしいから見ていってください」ということばが

印象に残った。番組のテーマをもう少しはっきりさせてほしかった。 

 

○  土門さんについての知識も持たず、ボタ山や炭住という言葉にも初めて触れた。

現在と 1960 年代の筑豊の姿の違いや、エネルギー政策の転換によるこれほど大きな

貧困問題があった事実に驚いた。表紙に写っている少女の現在を突き止めることは、

番組の主眼ではないだろうと思って見ていた。登場した男性の「私はこの家で死ん

でいきます」ということばや、表紙の女性の「私の骨は、最後このボタ山に戻してく

ださい」ということばからは、最終的に人々が強く思うのはふるさとなのだと感じ

た。今、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、同じ貧困や失職が起きている。

そのような問題意識も番組の制作意図や編成意図にあると感じた。社会制度や経済

の仕組みによって追いやられる地域や、非常に弱い立場に回る人たちが存在してき

た。これは新型コロナウイルス感染拡大による経済的な打撃を受けている現在も同

じだと感じた。 

 

○  残された記録を掘り返して今を描くことは、確かな意志がないとやり遂げること

が困難だと思う。また、過去の掘り返しは、一歩間違うと危うい方向に向かうことも

ある。捜索の途中で、写真に写る男性と偶然に出会うシーンがあったが、制作者の強

い思いがあってこそだったと思う。その男性が語る当時のこと、父母の話は、番組に

深みを持たせた。一方で土門さんの「子供を撮ったのは失敗だった」ということば

は、とても考えさせられた。子供に焦点を当てたことで、社会に問題を訴える大きな

役割を果たしたが、撮られた側の運命を考えるとどうなのか。撮られた時点はカメ

ラマンとの間に信頼関係があっても、写真がどんな意図で使われるのか、子供はな

かなか予見できない。社会問題に子どもを使う危うさもかいま見た気がした。最後

に表紙の少女の積年の思いを聞き取り、「あのボタ山に父親と共に葬ってほしい」と

いうことばに行き着いたが、どんなに苦労する人生でも戻るところはふるさとだと

感じた。少女の思いを知り少しほっとし、なるほどと感じた。冒頭ナレーションで、

「炭鉱の貧困に対して国の施策も社会の関心も一過性のものにすぎず」とあったが、

少しひと事の印象を受けた。社会の関心を高めるために、ＮＨＫはどう対応したの

かと引っかかった。しかし、全体を見ると、時間と取材を積み重ねて制作した番組

で、プロの仕事だと思った。受信料で支えられるＮＨＫが果たす役割は何なのかと

いう基本を念頭に、制作者の心がかいま見えるような番組を今後も期待したい。 

 

○  冒頭から世界観に引き込まれ、見入った。土門さんのことや、筑豊に炭鉱の歴史が

あったことは知らなかった。戦後日本の高度成長の陰には、企業都合による大量の

失業や生活苦があったのだろうとは感じていたが、炭鉱街で生活していた人たちの
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「どん底の生活は変わらない」ということばに、とても大きなむなしさを感じた。

「私のルーツを恥ずかしいと思ったことはない」や、「炭鉱生まれが何、うん、そう

よ」ということばは、前を向いているように聞こえる反面、差別や格差を感じさせ、

もやもやしたものが伝わってきた。表紙の女の子を追い続け、最後に連絡が取れた

ことには取材力を感じた。ナレーションと音楽は番組の内容と合っていた。ボタ山

ということばが最初思い当たらなかったので、テロップなどで補足があると分かり

やすいと思った。200 名ほど取材に当たったということだったが、番組に登場した以

外の方とどういったやり取りがあり、この構成になったのかが気になった。 

 

○  写真集の表紙の少女が、口に手を入れじっと見つめる姿は非常にインパクトがあ

り、土門さんの魂に触れた気がした。同時に、６０年も前のこの少女が、今の私たち

を見ているように感じながら番組を見た。「私が亡くなったら、父の遺骨とともにボ

タ山にまいてほしい」ということばから、親と子というもののものすごい力を感じ

た。また、貧困は決して不幸せではないのではないかとも感じた。人と比較して何か

が足りないだけで、自分は貧しいと思うのはどうなのかとも思った。子どもを被写

体にすることに関しては、今だったら同じようにしてよいのか少し気になった。今

日においても、新型コロナウイルスに対する国の政策によっては、貧困や教育格差

が広がる恐れがある。貧困の連鎖が与える将来への影響を強く考えさせられた。多

くの人に見てもらいたい番組だと感じた。 

 

○  新型コロナウイルス感染拡大の影響で貧困が広がっている社会の中で、６０年前

の土門さんの写真集の表紙の少女がどのように生きているのかを追う番組だったが、

最終的に何を言いたいのかについては、少し引っかかる部分もあった。写真集の存

在は目にしていたが、貧困がテーマであるなど背景までは理解していなかった。番

組を通して、貧困の中にあっても、炭鉱街の人々が温かく助け合っているのが伝わ

ってきたのはよかったが、このような過去を語るのは、つらいとも思った。今回取材

をされた方は、家族などの愛情を感じられる話をしていたのでよかったが、家庭の

不和などの話だとつらいと思った。最後で表紙の少女の「ボタ山に骨をまいてほし

い」ということばが出てきてふるさとへの思いが感じとれたが、テーマを深掘りで

きておらず、何を伝えたかったのかが分からなかった。 

 

○  ずっしりと心に響く番組だった。筑豊の炭田は、明治の富国強兵、殖産興業から戦

後復興、それから、高度成長期の途中までを地の底から支え、全国から労働力が集め

られていた。一定の生活を保障されていた人たちが、エネルギー革命を機に、一転し

て置き去りにされた事実に目を向けることを促す、重厚感のある番組だった。表紙

の少女を軸に、その後の人生を追うストーリーが、視聴者に緊張感を持続させなが
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ら、最後まで集中することを促したと思う。失業した家庭へ十分な補償が行き届か

なかったこと、朝鮮半島から来た労働者の子どもの存在、中学を卒業して集団就職

をすることなど、昔の筑豊に関するさまざまな実態や、経済発展の一方の極にあっ

た人々の姿が生き生きと写し出されていた。今年は写真集出版から６０年に当たり、

訴える力のある番組だったと思う。そもそも九州は日本の足の裏と言われ、近代日

本の骨格素材を作り、その一方で、炭鉱事故、水俣病などの苦しみをなめてきた。日

本を支えた足であり、常に踏みつけられてきた場所でもあったひずみは、苦しみ、悲

しみを含め、６０年たっても癒えておらず、現代の課題と通底するところもある。そ

のような九州の歴史、風土に立った番組をこれからもつくってほしいと願うととも

に、積極的に目を向けてほしい課題だと感じた。貧困の問題というよりも、九州の歴

史を深く掘った番組だと感じた。 

 

○  ６０年前、日本が豊かになり始めた陰で、筑豊では炭鉱が閉鎖され、失業と貧困が

あったことを知り心に響いた。記録として残さなければいけない現実だと思った。

写真の子どもたちは、貧困の中でも純粋な笑顔で、とても生き生きとしていて印象

的だった。特に、表紙の少女の表情は目に力強さがあり、逆に少女のほうから訴えて

くる感覚もあった。生活風景や子供たちの写真、テロップとともに流れる土門さん

のことばは、直接語りかけてくるようで心に響いた。また炭鉱の歴史や、当時を知る

人々のことばがうまく織り交ぜられており、見る側も引き込まれる構成だったと思

う。また当時子どもだった方々の「嫌な思い出ではあったけれども、ルーツであり、

両親のあかしである」や「自分の故郷は、やっぱり切り離せない」ということばも印

象的で、重みを感じた。最後の表紙の女性の「死んだら、父の遺骨とともにボタ山に

まいてほしい」ということばは、彼女にとって嫌な場所であってもふるさとである

ことと、父親への思いが感じられ、複雑な気持ちになった。わずかな資料で手がかり

を探すのは大変だったと思うが、地道な取材で歴史を掘り起こし、番組をすばらし

いものにしたと思う。貧困問題は今もある。いろいろと考えさせられた番組だった。 

 

○  日本が失いつつあるすばらしさを思い出させてくれる、非常に感情がこみ上げる

番組だった。写真集を出版することで貧困が社会問題として認識され、政府が対策

を講じるなど、世の中に大きな影響を与えた一方、写っていた子どもたちは「貧しい

炭鉱の子」というレッテルを貼られ、その後どのような人生を送ったのか興味深く

見た。写真集だけを頼りに取材を行うのは困難を極めたと思うが、粘り強い努力に

より、年を重ねた当時の子どもたちの声を聞くことができたのは感慨深かった。助

け合いながら苦労を乗り越え、自身やふるさとに誇りを持ち、たくましく生きてい

ることを知り、大変うれしくなった。同時に、ふるさとはたとえ苦い思い出があった

としても、最後に帰る場所、体は帰れなくても、心は帰る場所であることにも気づか
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された。ゆっくりとした音楽とナレーションに、ボタ山の映像が映し出される最後

のシーンはとても美しく、涙が出た。今は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、特

定の業種を中心に失業者が増え、同じような悲劇が繰り返されるおそれがある。こ

のようなときだからこそ、当時の日本人が当たり前に持っていた助け合いの精神で、

この危機を乗り越えたいと強く思った。 

 

○  松重豊さんの淡々としたナレーションで、過剰に演出せず、取材対象に寄り添い

ながら丁寧に取材されていると感じた。番組の中で、同じ写真や映像が何度も出て

くると見飽きるものだが、土門さんの写真の力に圧倒され、表紙の少女の目のアッ

プや、小さなろうそくへ寄っていくといった、限られた素材を十分に生かすカメラ

ワークもとてもよかった。無理にストーリーを作ることなく、取材する人に寄り添

い、６０年の月日を一緒にたどっていくような姿勢が、貴重な声を聞き取ることに

つながったと思う。どの方も非常に重みのあることばだったが、それぞれの人生も

しっかり紹介しながら、終始表紙の少女は見つかるのだろうかと、はらはらしなが

ら最後まで引き込まれた。国策に翻弄される人々、貧困、弱者へのしわ寄せといった

課題が浮き彫りになる一方で、貧しいながらも助け合う姿、温かさを感じた。そして

複雑な気持ちを抱えながら、どうしようもないふるさとへの思いが明らかになった

と感じた。時代は違うが、今しきりに言われている、まずは自助、そして共助、どう

しようもないときに公助という言葉が生み出すものは何なのかということを、深く

考えさせられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

200 人の被写体のうち会えたのはわずかで、登場した方以外は、

昔を振り返りたくないという方もいた。子どもたちを追跡するこ

とにどういう意味があるのかについては、制作陣もかなり悩み議

論を重ねた。土門さんが、子どもを貧困のシンボルにしてしまい

思い悩んだことを、６０年後、自分たちも繰り返しているだけで

はないかとも考えた。最終的に表紙の少女の娘さんに会うことが

でき、番組の趣旨に理解をいただいたことで放送に踏み切ったが、

承諾が得られればそれでよいということではない。取材者として、

今後も自ら問い続けたいと思う。番組で炭鉱やエネルギーのパラ

ダイムシフトによる貧困のまん延を初めて知った方もいたので、

筑豊を舞台に、また番組を制作したいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ふるさととは何なのか、親子の関係、貧困とは何か、格差とは
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何かといった普遍的なテーマについて、視聴者に考える機会を提

供できたとすれば、一定の役割を果たしたと思う。表紙の少女を

追いかけたことについて、必ずしも肯定的な評価ばかりではない

ことや、テーマが何なのか伝えきれていなかったという指摘はし

っかり受け止め、今後の番組制作に生かしていきたい。九州の歴

史、風土を踏まえた番組をつくってほしいという要望もあったが、

それは重点項目の一つであるので、今後充実させていきたいと

思っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２６日(土)のＮＨＫスペシャル「患者が“命を終えたい”と言ったとき」

を見た。「難病で生きる目的を失った患者が医師に自分を殺害してもらう」というニ

ュースを見ている医者の映像から始まった。テーマが命で、導入の映像も重たかっ

たが、最後は非常に勇気づけられた。患者が安らかな死を迎えるための治療を受け

るがん末期の患者と家族、医者の向き合い方が細やかに、優しく温かく取材されて

いて、命が本人だけのものではないこと、命や死は誰のものなのかということを考

えた。最後まで家族と共に生きていくことを選んだ患者の姿に感動を覚えた。 

 

○  １２月２８日(月)に再放送されたＮＨＫスペシャル「認知症の第一人者が認知症

になった」を見た。医師・長谷川和夫さんに 500 日間密着取材した番組で、ディレ

クターの思いが伝わってきた。番組からは認知症の手がかりと希望を与えられ、多

くのことに気づかされた。長谷川さんが「病状が進んでいく間に、余分なものがはぎ

取られ、自分自身を心配する気づきもなくなる。神様が用意してくれた一つの救い

だ」と語る姿は、非常につらかった。「認知症の景色は」と聞かれ、「前と同じ景色だ

よ、普通だ」と答える長谷川さんの病状を過酷に映し出す映像は強く心に残った。妻

がピアノで「悲愴」を弾く姿や、軽やかな笑い声もリアルさを伝えており、感銘を受

けた。娘の父に対する愛情の深さも丁寧に描いていた。先輩医師の「君が認知症にな

って初めて君の研究は完成する」ということばは心に刺さった。若者から高齢の方

まで見る人の受取り方は違っても、メッセージ性の強い番組だったと思う。 

 

○  １２月２８日(月)～３０日(水)の「岸辺露伴は動かない」(総合 後 10:00～10:49)

を見た。漫画家・荒木飛呂彦さんの作品の実写版ドラマだが、放送を楽しみにする一

方で、果たして独特の世界観を表現できるのかと心配する気持ちもあった。放送を
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見て、想像を超える出来栄えに大変満足した。主演である高橋一生さんの演技がす

ばらしく、せりふ回しから所作まで主人公になり切っていた。また「ドドドド」や

「ババーン」といった独特の効果音を視覚的に表現するのが荒木さんの漫画の特徴

の一つだが、ドラマではメロディーのない音楽を使って不気味さや緊張感を表現し

ており、面白い手法だと思った。また出演者の衣装やロケの場所、装飾品の細部に至

るまでこだわりが強く、力の入れようを感じた。岸辺露伴の特殊能力が発動する際

の表現方法が、３夜のみ異なっていたことには違和感があった。連続放送なので統

一感を持ってほしかった。総合的には非常に優れた番組で、今後もこのようなチャ

レンジを期待している。 

 

○  １２月３１日(木)の第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦「今こそ歌おう みんなでエール」

(総合 後 7:30～11:45)を見た。初めての無観客開催で、どうなるのか気になりなが

ら見た。全体を通して、録画を見ているような感じもしたが、落ち着いて音楽を聴く

という原点に立ち返っていてよかった。一方で、１年に１回の紅白らしい、お祭り騒

ぎのような演出がないのは寂しさも感じた。今年は両方のよい部分を生かした、ハ

イブリッドな演出を楽しみにしている。中でも「東京事変」がすばらしいパフォーマ

ンスだった。単なるファッションということではなく、「おわら風の盆」という伝統

文化に思いを寄せた衣装もよかった。また紅白の演出では、アーティストの意向が

どの程度反映され、ＮＨＫ側でどれくらい演出をしているのかと思った。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル ２０３０ 未来への分岐点（１）「暴走する温

暖化 “脱炭素”への挑戦」を見た。このまま温暖化を放置すれば、2030 年には取

り返しのつかない未来へ進むことになると警鐘する内容だった。2100 年の東京が死

んだように静まり返り、全国の気温が４０度以上になり、ビルの間を濁流が襲う様

子など、オープニングの映像から衝撃を受けた。「この１０年が最後のチャンス」と

いうメッセージに危機感を感じた。世界中で起こる異変を実際に映像で見せ、先々

崩壊していくであろう地球をＣＧで表現していたが、とてもリアルで恐怖さえも感

じた。具体的な数字で表現していたのも大変分かりやすかった。2030 年までの１.５

度の温度上昇により、日本の砂浜の９割がなくなり、すしのネタが消えていくなど

身近な例えも分かりやすかった。最近はＳＤＧｓなど目にしているが、逆に見慣れ

てしまい、2030 年がすぐそこに迫っていると感じている人はほとんどいないと思う。

危機を回避するために身近なところで何ができるのかはもう少し伝えてほしかった。

すばらしい番組だったので、この現状をもっと伝えてほしい。 

 

○  １月１１日(月) 日本の宿題～外国から来たＫＩＭＩに会ってみたら～「ウンミさ
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んの想像弁当」を見た。インドネシア出身でイスラム教徒のウンミさんが、日本にき

て経験した暮らしと文化の違い、ママ友との触れ合いなどを紹介する内容だった。

子どもの学校給食が宗教上食べられない食材なので、ウンミさんが早起きして弁当

を手作りする苦労や、全身を隠した服装で電車に乗ると、周りの人が離れていった

経験など、日本に暮らす大変さが伝わってきた。番組後半、子どもの同級生の母親に

親子丼の作り方を教わる場面は、文化の触れ合いになっていて、人と人との優しさ

を感じ、見ていて気持ちがよかった。女性の取材者も一緒に触れ合いながら番組を

作っていたのがよかったと思う。終始ウンミさんが喜んでいる姿が印象的だった。 

 

○  １月１２日(火) のスポーツ×ヒューマン「Ｌａｓｔ Ｄａｙｓ 川崎フロンター

レ 中村憲剛」を見た。天皇杯では川崎フロンターレが優勝したが、中村選手に出場

の機会は与えられなかった。４０歳を目前に大けがを負ったものの、１０か月後に

復帰し、ホーム最終戦でゴールを決めるところまで復活した中村選手。その引退前

の姿、発することばを丁寧にレポートしていた。スポーツ選手の引退番組は、経歴や

戦績、若い頃の好プレーを集めたものが多いと思うが、この番組はそうではなく、引

退までの最後の１０か月間を非常に丁寧に追い、選手として人生を歩んできた中で

得られた哲学や、人との付き合い方、サッカーとの真摯（しんし）な向き合い方など

を伝えていた。まるで哲学者の話を聞くような、とつとつとしたナレーションとあ

いまって、非常に心に染み入る番組だった。「スポーツ×ヒューマン」というタイト

ルのとおり、スポーツを通じて人間力を際立たせてくれるすばらしいドキュメンタ

リーだった。 

 

○  「クローズアップ現代＋」を見た。１月の放送は、１２回中、７回が新型コロナウ

イルス関連の内容で、全てが時宜を得ていた。まず１４日(木)の「【医療崩壊の危機】

入院・転院ができない 現場からのＳＯＳ」は、エクモ専門医の小倉医師が「エクモ

で一人助けるのか、エクモを使わずに、二人、三人助けるのか。医療提供体制が崩れ

るって、そういうことだ」ということばによって、公的病院に係る負担を軽減し、民

間病院の協力拡充のための法改正を訴えていた。この難局を乗り切るには、「医療者

同士のギャップを埋め、医療従事者と一般の人のギャップを埋めること」というこ

とばに、非常に共感した。冒頭、運ばれてきた中等症の患者が亡くなった映像があえ

て使われていたが、深刻さを訴えるためだと推察した。このような現実を積み重ね

ることで、政治は何をしているのかと、番組が問いかけていたと思った。１９日(火)

の「【政治】国民の声に二階幹事長・枝野代表どう応える？直撃」では、武田真一ア

ナウンサーが政府のコロナ対応について問うと、「ほかの政党に何ができるんだ」と

問題をすり替えていたのにはあきれてしまった。２０日(水)の「居酒屋が消えてい

く？▽相次ぐ閉店・雇用危機も…現場ルポ」では、新型コロナウイルス感染拡大の苦
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境を乗り越えようとする経営者のチャレンジと苦悩がよく描かれていた。見ていて

とても励まされ、鼓舞された経営者も多かったのではないかと思う。１４日(木)の

小倉医師の「この難局を打開するにはギャップを埋めることだ」ということばが思

い出され、同時に、政治と現場とのギャップを感じずにはいられなかった。一連の放

送を見て、危機的状況を乗り切るヒントが詰め込まれていると感じた。ＮＨＫのネ

ットワークとフットワークを生かした番組をこれからも期待したい。 

 

○  １月１４日(木)のクローズアップ現代＋「【医療崩壊の危機】入院・転院ができな

い 現場からのＳＯＳ」を見た。新型コロナウイルスに関する情報が多すぎて、同じ

ような情報ばかりだと思っていたが、改めて現状を知ろうと見た。入院してきた中

等症の患者が翌日重症になり、その翌日に亡くなるという衝撃的なシーンから始

まった。保健所で入院患者の調整をする際に、２時間もかけて電話で病床の空きを

確認する状況を見て、大変だと思うとともに、なぜこんなにもアナログな方法なの

かと思った。小倉医師の命の選択の話は、切実な問題だと実感した。また回復した軽

症者が転院する病院の退院調整のシステムがないことを初めて知った。小倉医師か

ら話があった、民間病院の協力拡充のための法改正の説明は少しわかりにくかった。

ギャップの埋め方は、もう少し具体性を持って説明したほうが分かりやすかったと

思う。自分で酸素濃度を測らなければならないなどの情報は大変勉強になった。 

 

○  １月５日(火)の○○推し！九州沖縄推し！長崎人（じげもん）「遠藤周作～人生を

秘めた未発表小説～」(ＢＳ１ 前 0:25～1:08)を見た。昨年６月に未発表原稿が遠藤

周作文学館で発見されたが、その「影に対して」という小説を追った番組だった。秘

書に清書させ、出版社に託す体裁を整えながらどうして封印されたのか、最初にニ

ュースを聞いた時に感じた疑問から解き始めた。遠藤文学を理解する上で欠かせな

い母への思慕、またこれまで確執という視点でのみ伝えられてきた父への複雑な思

い、晩年の和解といった新しい見方を提示した番組だったと思う。遠藤文学が繰り

返し描いている母という存在が意味するものについて、改めて深く考えることがで

きた。遠藤文学に全く親しんでない人には、少し専門的な内容に感じられたかもし

れないが、新しい小説発見というニュースを、長崎局がローカル番組で、真正面から

深く掘り下げたことに感銘を受けた。文学論として堅実な番組になっており、全国

放送できたことはよかったと思う。 

 

○  ＢＳ１の「キャッチ！世界のトップニュース」を見ている。新型コロナウイルスに

関するニュースばかりで、テレビに対してつらいものを感じている今、世界はどう

なっているのかという興味で見るようになった。キャスターも日本のニュースキャ

スターの雰囲気とは違い、非常に爽やかで明るく快活だ。世界中のさまざまなニュ
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ースを各国がどのように報道しているのか大変興味深く見ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

少しでも世の中の方に明るくなってもらえる放送を提供するこ

とも重要な使命だと思うので、その分野にもますます力を入れて

いきたい。 

 

○  大雪の一連の報道を見た。民放が総合テレビよりも早い時間からＬ字放送を始め

ていたので、少し残念に思った。子どもの学校があるのか、バスや電車は動いている

のかなどが気になるため、少なくとも「おはよう日本」の午前７時台では、そのよう

な情報が提示されるとより親切だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

より早い対応ができなかったのか検証をし、次に生かしていき

たい。 

 

○  １０月に放送した実感ドドド！「追憶の島～ゆれる“歴史継承”～」について聞

きたい。番組が意図的に編集されたと主張しているネット動画があった。取材終了

後のディレクターとのやり取りが記録されている映像で、その部分を切り取るのは

おかしいという主張だ。「負」ということばの指す意味合いが、かみ合っていないと

も感じた。取材対象者は「産業労働イコール負ではない」と主張しているのに対し、

ＮＨＫは産業労働のことではなく、朝鮮人などの強制労働のことを言っていると個

人的には理解した。昭和３０年に制作した「緑なき島」という番組の議論にまで発展

したことはいったいどういうことなのかと思った。いずれにせよ、「追憶の島」で意

図的編集があったと主張する意見に対し、きちんと説明してほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫとしては、かつて放送された番組も含めて問題があった

とは考えていない。 

 

（ＮＨＫ側） 

実感ドドド！「追憶の島～ゆれる“歴史継承”～」は、歴史の

継承活動の現状について、関係者のさまざまな思いや意見を伝え

ようと多面的に取材し制作した。ネット動画の主張の内容と、Ｎ

ＨＫの認識には大きなかい離がある。昭和３０年の「緑なき島」

についても、指摘されているような事実は確認できていない。 
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ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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）、ＮＨＫ福岡拠点放送局

（ウェブ開催）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「理屈やなかろうもん～医師・中村哲７３年の軌跡～」

について説明があり、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  富田 めぐみ （琉球芸能大使館代表） 

副委員長  田川 大介 （株式会社 西日本新聞社 編集局総務） 

委  員  秋本 順子  （金属造形作家） 

乾  眞寛  （福岡大学 スポーツ科学部 教授） 

大鋸 あゆり （伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 取締役放送部長) 

楠田 喜隆 （株式会社 雲仙きのこ本舗 常務取締役） 

籠田 淳子 （有限会社 ゼムケンサービス 代表取締役） 

関西 剛康 （南九州大学 環境園芸学部 教授） 

古荘 貴敏 （株式会社 古荘本店 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「理屈やなかろうもん～医師・中村哲７３年の軌跡～」 

（総合 １２月４日(金)放送）について＞ 

 

○  困っている人を助ける、という信念を貫き通した生き方に大変感動し、その功績

を知るきっかけとなるすばらしい番組だった。一周忌に、各紙が追悼記事を出すほ

どの偉業をどのように成し遂げることができたのか、興味を持って番組を見た。関

わった人々の声を集め、中村哲さんの人生を丁寧に振り返ることで人物像が理解で

きた。また祖父母、盲目の牧師、そしてアフガニスタン行きの話をした友人など、人

によって導かれ、使命を見つけることができたと分かった。ＢＧＭも非常に心にし

み、中村さんのことばを随所にテロップで表示することや、以前の干ばつした大地

と、現在の緑にあふれる大地との対比など、功績を際立たせる手法もすばらしかっ

た。ハンセン病患者や、４０度の高熱に苦しむ子どもたちの痛々しい映像も流れた

が、現地の悲惨さを生々しく伝えるうえで必要な表現だったと思う。中村さんの存
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在を広く知ってもらうための優れた番組だったと感じた。 

 

○  最近まれに見るよい番組で、途中涙ぐみながら見た。中村さんがどのように育ち

医師を目指したのかや、アフガニスタンに行った経緯など、丹念に、かつ静かに語っ

ていたのがすばらしかった。心に訴えかけるものが多かった。「しのごの言うな、理

屈やなかろうもん。理論は要らない。実行あるのみ」という言葉を胸に、数か月にわ

たってかんがい用水路づくりに取り組み、多くの人が救われる結果になったことは、

本当に感銘を受けた。自分自身に置き換えてみると、想像もできないことであり、見

る側の人間性を試される番組だと感じた。番組の最後で中村さんにはお子さんがい

たことがわかって救われた。中村さんの遺志を継いでいる様子が映像からよく伝

わってきた。亡くなった原因について疑問に思っていたが、そのことにあえて触れ

なかったこともよかったと感じた。 

 

○  多くの視聴者の心を揺さぶる、優れた番組だったと思う。中村さんの行動の根底

にあった思想、生き方を育んだ家庭環境、多感な思春期におけるキリスト教と目の

不自由な牧師との出会いなど、丁寧にひもといていて分かりやすかった。中村さん

を知らない方でも、よく理解できる番組だったと思う。中村さんの業績をそのまま

紹介するだけでも深い感動を呼ぶが、番組ではこれまでに撮影した現地の映像を印

象的に構成して伝えたことで、現地の人たちとの信頼関係もよく伝わってきた。ナ

レーション、朗読、ＢＧＭも落ち着いていてよかった。特に心に残ったのは中村さん

の次男の話だった。突然の闘病生活に寄り添ってあげられない葛藤、１０歳で命を

終えた悲しみ、その次男の姿をアフガニスタンの子供たちに投影する心情に深く心

を揺さぶられた。また、現地の人たちに裏切られたこともあったことを、中村さんの

近くにいた人が語っていたことは、番組に奥深さを与えたと思う。ペシャワール会

の支援者、賛同者からも好意的な感想を聞くことができた。一方で、あえて残念だっ

たことをあげるとすると、番組を知らなかったという声を聞いたので、テレビ、新聞

など告知はしていたものの、広報には工夫の余地があったかもしれない。また「理屈

やなかろうもん」というタイトルは、九州向けにあえて使ったと思うが、内容が切々

としていただけに、やや違和感があった。 

 

○  「理屈やなかろうもん」という言葉に、非常に親近感を感じて見始めた。中村さん

について、ある程度のことは知っていたが、番組を見て感銘をうけた。医師でありな

がら、土木、建設、さらには国づくりまで見通していることに非常に感動した。中村

さんのような意志を持った人間が形成されていく過程には、父母や生まれ育った環

境が大きく影響を与えていると強く感じた。ただ、中村さんの祖父母が「来日される

方々を差別しないで」と話したシーンは、地元以外の視聴者には少し伝わりづらい
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のではないかと感じた。また「実家のお母さんは玉井家らしい、きっぷのよさで旅館

を切り盛りしていた」というナレーションがあったが、これは北九州の炭鉱の文化

でもあり、中村さんの生き方につながる特徴的なことだったと思うので、もう少し

丁寧に伝えてほしかった。 

 

○  冒頭、告別式の黙とうシーンから始まり、また番組後半で告別式に戻ってくると

いう演出が特に心に残った。川から用水路を引く際、平和と信頼という中村さんが

持つ教訓を強く感じるシーンは、とても感慨深かった。現地の人から嫌がらせをさ

れても、相手の行動の理由を知ろうとし、平和的に解決する中村さんと、アフガニス

タンへ軍事行動を行い、武力で物事を解決しようとするアメリカの描写は、同じて

んびんでは量れないものの、どちらが平和的か考えさせられた。タイトルの「理屈や

なかろうもん」という考え方が、自分自身の行動を見直し、正すきっかけとなった。

中村さんの功績と軌跡を知ることができ、制作者の取材力を感じた。またＢＧＭ、ナ

レーションなどが、暗いシーンと明るいシーンの転換の中で番組を引き立てていた。

手記を文字でも画面に表示しながらナレーションで読み上げる演出は、直接中村さ

んに語りかけられている感じがしてよかった。貴せんや白墨はあまり使わないこと

ばだが、テロップが出てきたことで何となく意味が分かった。 

 

○  近しい方々の証言とともに、中村さんの思いや考えが分かりやすくまとめられて

いた。中村さんを全く知らない人が見ても、理解が進むように構成されており非常

によかった。このような番組には、二つの役割があると思っている。一つはその人の

偉大な功績を広く伝えること、もう一つは次の世代にその人の理念や行動を引き継

いでもらうきっかけになることだと思う。今は周りの人や、彼を知る人がしっかり

とその跡をつないでいるが、時は確実に人々の記憶を奪っていくものだと思う。日

々に忙殺され、自分の在り方を振り返ることがなかなかできない中、このような番

組を見ると、改めて自分を振り返ることができると思う。メディアは、偉業や意志な

どを伝え、つなげていくという貴重な役割を持っていると思うが、そのような点で

この番組はとても優れていると感じた。今後も視点や角度を変えながら伝え続けて

ほしい。 

 

○  「理屈やなかろうもん」というタイトルの答えを知りたい思いで番組を見た。偉大

な功績はおおかた知っていたが、中村さんのエネルギーや情熱の根幹に興味があり、

それがこのタイトルの答えだったと思う。祖父母の教え、正しい教えが孫の代まで

きちんと受け継がれ、培われてきたと感じた。父親が社会運動に貢献し、「強きをく

じき弱きを助ける」を実践する場面では、家族の中で培われた哲学や理念が、アフガ

ニスタンで活動する中村さんのエネルギーになったというルーツを知ることができ、
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彼を理解するうえで貴重な情報だった。このような情報や、家族のことを丁寧に取

材していて、理解しやすいよう編集されていた。アフガニスタンを同時多発テロと

結びつけて考えてしまいがちだが、空爆の中、アフガニスタンの一般の人々ととも

に立ち向かっておられたことの重さを、改めて痛感した。中村さんの告別式の挨拶

で、息子さんが、襲撃に巻き込まれた車の運転手や、現地スタッフへお悔やみのこと

ばを丁寧に述べていた映像から、子どもの代にも、中村さんの遺志が受け継がれて

いると強く感じた。著書の「人は愛するに足り、真心は信ずるに足る」という言葉が

非常に印象的で、中村さんの生き方を深く理解できた。 

 

○  中村さんが育った環境やその当時を思い出し、同じ時代に生きながら自分は何を

考えていたのかと反省する機会になった。祖母の「どんな小さな生き物にも生命を

貴ぶべき」ということば、また盲目の牧師が説いた信頼の大切さ、さらに祖父の反骨

の精神の教えなど、中村さんの人生に影響を与えた人々を非常に丁寧に描いていた。

育った環境から医療に興味を持ち、アフガニスタンの人々との出会いの中で「誰も

やらないから自分がやる価値がある」と、ハンセン病の医療に携わり、さらには用水

路をつくる姿に感銘を受けた。用水路工事に携わったボランティアや看護師が、イ

ンタビューで感極まって涙する姿から、中村さんの真の姿が見えてくると感じ、も

らい泣きした。また荒れ果てた大地が緑に変わっていく映像は、中村さんの人生そ

のものだと感じた。中村さんを記念して建てられた塔に描かれている彼の笑顔が、

今も大地を見つめていると思うと非常に心を揺さぶられた。 

 

○  受け取ったものがとても大きい番組だった。中村さん自身の声、自身の体験から

紡ぎ出す言葉や表情が訴える力の大きさを感じた。いつも優しい笑顔の中村さんが、

水を引く大事業の際には非常に鋭い眼光をしていて驚いた。メディアは今の事象だ

けを伝えるのではなく、このような過去の人物のことば、偉業を通じて、今を伝え、

未来を考え、示唆する力があることを感じたとともに、このように残された映像は

とても貴重だと感じた。自身のことばに加え、息子さんのことや知られざる苦労話、

さらには中村さんの強い思いや行動が、周囲の方々の発言やナレーション、著書の

朗読でしっかりと構成されており、胸に迫ってくる優れた番組だった。大きな川の

流れを変える際の一つ一つの石の小ささにとても驚いたが、その結果、緑の大地を

生み、多くの人々の命を救うことができたことを、この番組で初めて知った。同時に

強権的な大国に負けず、平和を希求していくことを諦めてはいけないと強く感じた。

今は取材が難しいが、また取材ができるようになった際は、現地の方々の声、今後の

現地の様子を継続して取材、放送してほしい。 

 

○  中村さんの幼少期からの生涯を初めて知る機会となる、とても素晴らしい番組
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だった。生き方に感動し、後半は涙が止まらなかった。中村さんの活動はこれまでも

取り上げられることが多かったが、この番組では、福岡で生まれた中村さんが、なぜ

アフガニスタンに行き活動することになったのかについて、時代背景や写真、親交

のあった人々のことば、さらに本人の手記を通してうまく伝えていた。途中手記の

テロップが表示されたが、「人を差別することなく、困っている人を助けたい。ただ

その思いのみだ」「人は愛するにたり、真心は信ずるにたる」ということばが特に心

に刺さった。用水路の建設を進めることで、砂漠化した大地が緑豊かな大地へと復

興を遂げ、人々に笑顔があふれているのを見て本当に奇跡だと思った。中村さんが

亡くなった今も、現地スタッフや現地の人が活動を続け、診療所も続けていること

が素晴らしかった。ぜひ全国放送し、多くの人に伝えてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

中村さんの人道支援活動は既にさまざまな番組で伝えられてい

たため、この番組では、中村さんの活動を密着取材し続けてきた

制作会社が、告別式に参列した２０人近くの関係者に取材を行い、

得られた証言を基に制作した。身近な方への取材を通じて、中村

さんがどのようにして大きなことを成し遂げられたのか、中村さ

んを知らない視聴者にもぜひ伝えるべきだと思い、この番組を制

作した。 

 

（ＮＨＫ側） 

よい番組だったという評価もいただいたが、反面、もっと頻繁

にこのような番組を作っていかなければいけないと感じた。平和

とは何なのか、信頼とはどういうことなのか、人生の持つ意味は

何なのかなど、国境や時代を超える普遍的なテーマやメッセージ

などに正面から向き合って作り上げた番組だと思う。こういった

手法やアプローチは、ＮＨＫが今後、新しいＮＨＫらしさを追求

する中でも、最も重要な部分の一つだと思うので、大事にしてい

きたい。事前に番組の広報をもっとできたのではという意見はし

っかり受け止めて、今後に生かしていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１３日(金)フカイロ！「諦めたら、何でもできる～ＡＰＵ学長・出口治明～」

を見た。「諦めたら、何でもできる」というタイトルは、諦めたらいけないという教
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育を受けた自分の考え方と異なっていて、非常に興味を持った。ディレクターによ

るインタビューとナレーションで構成されていて、意気込みが伝わる番組だった。

時々若者ことばで出口学長に質問するためドキドキすることもあったが、逆にその

質問が出口学長の心に響く回答を引き出していたと感じた。ディレクター自身が出

口学長に悩みを話したことがきっかけになり、番組のタイトルにつながる「人間に

できることは適応」ということばを引き出すことができたと感じた。一生懸命では

なく、「ひとところ」と書く一所懸命、全力で懸命に取り組む姿を描き出すことがで

きたのはディレクターの若さと、とことん聞く姿勢があったからではないかと思っ

た。 

 

○  １１月２０日(金)実感ドドド！「女性リーダーが社会を変える！」を見た。番組冒

頭、道行く人に「社長」の絵を描いてもらうと、ほとんどの人がひげが生えて、眼鏡

をかけているような６０代ぐらいの男性を描いていた。ジェンダー問題というより

も、アンコンシャス・バイアスという無意識の偏見を表出させていて、共感した。Ａ

ＰＵの出口さんと、女性の働き方コンサルタントの高見真智子さんがコメンテータ

ーだったが、いろんなリーダーがいてよいのに、あえて女性リーダーをクローズア

ップしないといけないのはなぜなのかを、二人ともはっきりとコメントしていてよ

かった。日本でジェンダーギャップ指数が悪化していることへの解決方法をいまだ

誰も提示できない中で、問題の根深さを感じた。無意識の部分にメスを入れ、問題を

再提起すること、さらに世代や性別、さまざまな垣根を越えて対話をしていく必要

性を感じた。 

 

○  １２月４日(金)「たからびとシアター」を見た。ピンチをチャンスに変えて前進す

る人という意味のたからびとを、元テレビ通販会社社長の髙田明さんが視聴者に売

り込むというステージショー形式の番組だった。紹介されたのは２名で、島原出身

の方が取り上げられていたが、冒頭でふれられていた島原鉄道と新潟の遊園地会社

が紹介されておらず疑問に思った。新型コロナウイルス感染拡大の中、ドライブイ

ンシアター形式のステージショーは、よい意味で挑戦的で、髙田さんの存在で成り

立った番組だとも感じた。その反面、通常の拍手や歓声の代わりに、車のパッシング

やクラクションを使っていたが、番組に合っていない印象を受け、野外ステージで

はなくスタジオでも成り立つのではないかと感じた。髙田さんとトークをした二人

の苦労話は感慨深かったが、なぜこの二人が九州沖縄向け番組で紹介されたのかが

ふに落ちず、たからびとの意味がなかなか伝わってこなかった。高田さんの最後の

コメントのおかげで、前向きにさせたいといった意図は感じた。 
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○  １２月５日(土)ＮＨＫスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」を見た。新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響で飲食店が閉店となり、子供を保育園に預けながら、

住んでいる地域から往復３時間かかるレストランで勤務しなければならなくなった

女性が特に印象に残った。体力の限界を感じながら子育てをする女性を見て、東京

という地理的な事情はあるものの、これからは地方の時代だからこそ、幸せや暮ら

しを改めてデザインできることや、九州だからこそ先導的になれるものがあると感

じた。女性の問題は、経済力や貧困も含め、これからも番組にしてほしいと感じた。 

 

○  １２月７日(月)【ストーリーズ】事件の涙「死刑囚 最後の肉声」をＮＨＫプラス

で見た。６５年前の死刑囚の肉声や、死刑執行されるときの僧侶の読経、さらに踏板

が外れる瞬間の音まで克明に記録していて、圧倒的な力があった。ブラックボック

スである死刑、死刑囚、死刑制度について考えることを促す貴重な番組だったと思

う。録音を聞いた人たち、娘を殺害された父親、死刑制度の廃止を訴える人、死刑制

度を支持する弁護士など、それぞれの立場から真摯（しんし）なことばで考えを訴え

ていた。現在でも、死刑の実態は明らかにされず、国会などでも真正面から取り上げ

られることは少ない。裁判員制度の導入から来年で１２年になり、誰もが裁く側に

なる可能性がある中、死刑について考えることに一石を投じるよい番組だったと思

う。一方で、「事件の陰に涙がある。そして、そこには人間がいる」というナレーシ

ョンがこの番組では毎回あるが、非常に重い番組だったため浮き上がって陳腐に響

いたことと、最後に流れたテーマソングも白々しく感じ、興ざめだったのが残念だっ

た。番組の型にはまらずに構成してもよかったと思う。 

 

○  １２月８日(火) クローズアップ現代＋「【はやぶさ２】秘話 ＮＡＳＡが学ぶ日

本流逆転の発想がカギ」を見た。はやぶさ２がリュウグウという小惑星に行き、表面

の物質を採取して帰るというミッションはとても大変だということを改めて理解す

ることができた。ヨーロッパの探査機が 2014 年にすい星に着陸し、すい星の水を遠

隔で調べたという紹介が番組の途中で入ったが、はやぶさとの比較という意味では

分かりづらかった。はやぶさが実際に着陸し、小惑星表面の物質を採取して帰って

くること自体が世界初の快挙だということをまず教えたほうがよかったと感じた。

科学者がさまざまシミュレーションを行いながら困難に立ち向かっていく姿を、当

時の映像も交え伝えていてとても興味深かった。時宜を得た番組で非常におもしろ

かったが、リュウグウの大きさを具体的なものに例えて教えてもらえると視聴者は

分かりやすいのではないかと思った。またミッションの難しさをさまざまなケース

で話していたが、いまひとつ伝わりにくかった。さらにシミュレーションの成功、失

敗などさまざまな板挟みにあうということを、たこせんべいで表現していた点も逆

に分かりづらかった。 
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○  １２月１１日(金)金サガ「借りもののパン屋さん」を見た。タイトルに興味を引か

れたが、新聞や民放などで既に紹介されていたので、どんな切り口で描いているか

と思い視聴した。パン屋の店主である西岡学さんのひきこもり時代と、それを克服

したいという強い思いに焦点が当てられており、パン職人にかけた熱意を感じ取る

ことができた。パンもとてもおいしそうに撮れていて、食べてみたいと思った。一

方、再起をかけた仕事がなぜパン職人だったのかにふれられておらず、理由がよく

分からなかった。彼のことを遅咲きのパン職人や、新米パン職人と紹介していて、ず

っと職人だったのか、それとも最近始めたのかが不明瞭だった。冒頭の「佐賀県有田

町にちょっとユニークなパン屋さんがあります」というナレーションはありきたり

な印象を受け、もう少し工夫してもよいと思った。番組で「徐々に固定客もつき始め

ています」というナレーションが入った一方で、お客さんが来ず、ＳＮＳでヘルプ投

稿をしても売れ残る場面などもあって、冒頭で紹介された、一度店を開ければ長蛇

の列という紹介と矛盾を感じた。また撮影日が表示されていなかったが、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響が売れ残りに関係したのかなど考えてしまったため、表

示されていた方がよいと感じた。 

 

○  １２月１１日(金)きんくる～沖縄金曜クルーズ～ 「作家・大城立裕 ～沖縄を

問い続けて～」を見た。関係者や、大城さんの作品に影響を受けた作家のインタビュ

ーを通して、どのような活動をしてきたかが紹介されていた。番組の宣伝では、未公

開インタビューありと言っていたが、想定より大城さん自身の映像が少なかったの

が残念だった。沖縄出身の俳優である津嘉山正種さんが、沖縄のイントネーション

で作品を朗読していた演出と、作品を読んだことがない視聴者に向けて、お勧めの

３冊を紹介していたのは大変よかったと思った。大城さんの思いを引き継ぐために

読み続けること、考え続けることが大切だと思うが、若い世代や、県外の人にもっと

知ってほしいと思う。今回は大城さんの生涯を紹介した内容で大変見やすかったが、

２５分の県内向け番組で終わってしまうのはあまりにも寂しいと思った。おそらく

ＮＨＫ、特に沖縄放送局には、過去のインタビュー音源や映像が多くあると思うの

で、映像の発掘も含めて奮起していただいて、ＥＴＶ特集やＢＳスペシャルなど、改

めてじっくり見ることができる番組の制作を期待したい。 

 

○  １２月１１日(金)くまもとの風 イッピン「名匠への道 未来へ 輝きはさらに

深く～熊本 肥後象嵌（ぞうがん）～」を見た。肥後象嵌は、熊本の伝統工芸品で県

民にとって身近な存在だが、改めて技法、さらにはほかの象嵌と何が違うのかが非

常によく分かった。従来の技法にこだわらず、新しい技法を貪欲に取り入れ、新型コ
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ロナウイルス感染拡大の影響によるピンチを乗り越えようと頑張る、同世代の若き

職人たちを大変頼もしく感じた。紹介された肥後象嵌は非常に洗練された製品もあ

り、おそらく多くの視聴者がどこで買えるのかを知りたいと思ったはずなので、Ｎ

ＨＫとして公益性を保持しつつも、日本の伝統工芸を支援するという観点から、情

報発信ができないかと思った。 

 

○  １２月１２日(土)に再放送された逆転人生「史上最大の番狂わせ 逆転トライ生

んだ立て役者」を見た。今回は５年前のラグビーワールドカップ、南アフリカ戦の逆

転劇を支えた、スポーツ心理学者の荒木香織さんの話だった。チームの成果は選手

や指導者、監督、コーチの視点から取り扱われることが多い中で、スポーツ心理学者

が、いかにチームの心構えや取り組み方を変えたのかということが、屈強な男たち

の集団であるラグビーの日本代表チームの中に女性のメンタリストが入っていたと

いうこととあわせて興味深かった。冒頭の「力があれば変化に対応できる、絞り出せ

ば何かできることがある」というナレーションは、新型コロナウイルス感染拡大に

おける社会にも通ずる心の持ち方の大切さを伝えられたと感じた。陸上競技選手時

代の苦労話や、スポーツ心理学という領域が、大学でなかなか教員として採用され

なかった苦労話など本当に驚かされた。ただ、ターニングポイントとなった、ラグビ

ー日本代表のヘッドコーチ、エディー・ジョーンズさんからの１本の電話について

は、突然電話がかかってきた経緯や、なぜ彼女が目に止まったのかという部分をも

う少し丁寧に伝えてほしかった。ルーティーンの詳しい解説や、ヘッドコーチの同

点でよいという指示を越えて、選手たち自身が逆転のトライを決断した話は、まさ

に緊張や不安をエネルギーに変える心の在り方を伝えていてすばらしかった。 

 

○  連続テレビ小説「エール」を見た。今回の最終回は寂しさもありつつ、晴れ晴れと

した気持ちで見ていた。さらに特別編は、主人公のモデルとなった古関裕而さんの

名曲を出演者が歌うコンサート形式であり、改めて楽しむことができた。音楽をテ

ーマにしたドラマの最後として斬新だった。中断期間は再放送だったが、違う視点

で振り返ることができたことは面白かった。志村けんさんが亡くなられた後も、番

組での存在感は凄かった。さらに主役二人の演技力は本当に素晴らしく、時代の変

化とともに支え合いながら生きていく姿が、今の時代にも伝わるものが多くあると

感じた。古関裕一の父親役の唐沢寿明さんや、音の母親役の薬師丸ひろ子さんが出

ていた回も、とても温かい家族の中で笑いもあり、楽しく見た。ミュージカルや音楽

関係の出演者が多く、歌唱力と共に演技力もそれぞれ個性が生きていて、昭和歌謡

の魅力にも気づかされた。高校野球大会の「栄光は君に輝く」の作曲も古関裕而さん

だったことをこの番組で初めて知った。戦争後の混とんとした時代のなかで生み出

された希望に満ちた曲が、今でも若者にエールを送り続けていて、胸が熱くなった。
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「エール」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で厳しく状況が変わった中で、多

くの視聴者に元気とエールを届けた特別な朝ドラになったのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

地域放送局には、若い職員がとても多い。時として少し分かり

にくさがあったり、配慮が一部欠けていると指摘を受ける場合が

あるが、経験を積み重ねながら伸び伸びと成長できる環境を整備

していきたい。よい情報を伝えることも大切だが、視聴者が疑問

を残さずに見ることのできる伝え方も大切だと思う。頂いた意見

は現場でも共有し、これからの番組作りに生かしていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫらしい放送サービスは、高いクオリティーを保っている

ことが大前提だと思う。なぜこの出演者、表現、演出なのかとい

う疑念を抱かせる取り上げ方であるとか、やや説明不足であると

いった指摘はしっかりと受け止め、クオリティーの高い番組を常

に届けていきたい。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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）、ＮＨＫ福岡拠点放送局

（ウェブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず事前に視聴したＲｕｎ！Ｒｕｎ！九州沖縄「カルスト台地で絶景ラ

ン！～北九州 平尾台～」について説明があり、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、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  富田 めぐみ （琉球芸能大使館代表） 

副委員長  田川 大介 （株式会社 西日本新聞社 編集局総務） 

委  員  秋本 順子  （金属造形作家） 

乾  眞寛  （福岡大学 スポーツ科学部 教授） 

大鋸 あゆり （伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 取締役放送部長) 

楠田 喜隆 （株式会社 雲仙きのこ本舗 常務取締役） 

籠田 淳子 （有限会社 ゼムケンサービス 代表取締役） 

関西 剛康 （南九州大学 環境園芸学部 教授） 

西野 友季子 （株式会社ニュー西野ビル 代表取締役） 

古荘 貴敏 （株式会社 古荘本店 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜Ｒｕｎ！Ｒｕｎ！九州沖縄「カルスト台地で絶景ラン！～北九州 平尾台～」 

（総合 １０月３０日(金)放送）について＞ 

 

○  平尾台は遠足やドライブなどで何回か訪れた場所で、非常に身近に感じた。トレ

イルランニングをする人にとって憧れの場所だと初めて知った。トレイルランナー

の石川弘樹さんには、走り方など基本を教えてもらいたかったので、もったいない

と思った。また、ランナーとして出演した脳科学者の茂木健一郎さんには走ること

の意義、脳の変化など脳科学者ならではの話をしてほしかった。本人が楽しんでい

るのは伝わってきたが、番組の方向性がはっきり見えず残念だった。茂木さんとタ

レントの中村優さんの二人が異なるコースを走ることで、広大な平尾台を堪能でき

た。番組を見て興味を持ち、旅のプランを立てたい人のために、コースを走破するの
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にどれほど時間がかかるかなど、もう少しアドバイスが欲しいと思った。 

 

○  単純な印象として、すばらしい景色を見て、そこにいるような気持ちになり、行っ

てみたいと思った。茂木さんがふれあいコースを走っていたが、途中でワイナリー

が登場した構成は、「鶴瓶の家族に乾杯」のようで、少しほっこりした気持ちになっ

た。平尾台でワインを作っていることにも驚いたが、茂木さんが試飲した後に走り

出したのではっとした。ワインは少量だったと思うが、健康管理上よくないのでは

と思った。全体として、走るコースには多くの美しいポイントが盛り込まれており、

解説も一つ一つ丁寧にされていた。 

 

○  茂木さんが出演していたので、どんな言葉が聞けるのかと思いながら見た。朝の

時間帯に爽やかな気分を味わってもらおうという制作者の意図に沿った番組だった

と思う。新型コロナウイルスの影響で家に閉じこもりがちな中で、外で体を動かす

意義を伝えており、出かけるきっかけになるのではないかと思った。しかし、特にそ

れ以上のものではなかったと感じた。お金をかけて取り組むべき番組ではないと考

えるが、ゆっくりと楽しめる番組を見たいという視聴者ももちろんいるため、放送

する頻度などについて工夫してほしい。 

 この番組を番組審議会で取り上げる意図がよく分からなかった。九州沖縄で制作

された番組として、取り上げられるべき番組は、ほかにもっとあったのではないか

と思った。多様な視点や価値観が求められるような番組や、斬新な番組、各分野の識

者が意見を述べ合う番組にこそ審議する意味があると思っている。 

 

○  平尾台の豊かな自然の魅力と、テンポのいい進行がとても気に入った。トレラン

の情報、景色、人との触れ合い、どれも総合的に好感がもてる番組だった。特に印象

的だったのが、茂木さんの陽気で活発な人柄だった。小学生にも子供の目線で接し

ており、格好いい大人のランニングの楽しみ方だった。１点、気になったのは、中村

さんの道中の下りの段差で、映像がぶれ、一瞬だったものの自分も酔うような感じ

がした。全体的には全く飽きのこない、また見たいと感じる番組だった。詳しい説明

は声優の椎葉ユウさんがナレーションで行っており、中村さん、茂木さん、椎葉さん

の三人が走っている後ろを、視聴者が一緒に走りながら見ているという番組で、従

来の旅番組よりも楽しさが伝わってくる番組だと思った。 

 

○  知らないことがたくさんあり、大変楽しく見た。ドローンで空中から撮影した山

並みや羊のような形の鍾乳石が、とても優しい雰囲気で大変すばらしいと感じた。

最も関心を持ったのが、パワースポットとされるほこらで、こけむした岩と光と水

の雰囲気が荘厳で、このような場所が平尾台の山奥にあるのだと感動した。ただト



3 

レイルランニングのやり方も含めて説明があるとよかったし、走ることによる脳へ

の影響について、茂木さんに話してもらえるとよかった。また、ワインの話は農園の

紹介までで収め、実際に飲むシーンは必要なかったのではないかと感じた。番組で

紹介された、北九州子どもの村小中学校のこどもたちみんな平尾台が大好きな様子

で、心の底から大好きと言える環境で学びをできているのが、とてもすばらしいと

感じた。平尾台の景色を空からの映像で見て、九州沖縄はすごくいいところだと感

じた。平尾台は頻繁に山火事が起き、市民は心配しているが、この山には多くの人の

思いが込められていることを改めて感じた。 

 

○  新型コロナウイルスの感染拡大により多くのマラソン大会が中止される中、視聴

者に自然の中で走るトレイルランに興味を持ってもらえる点はよかった。平尾台の

景観がとても珍しく、美しいと感じ、トレイルランナーの石川さんが移住した理由

もよく分かった。ただ小倉から平尾台への地図が出ていたが、もう少し詳しい案内

や、ほかの町からの案内もあると、実際に行きたいと思う人が増えるのではないか

と感じた。トレイルラン未経験者としては、茂木さんが走る姿や新たにウエアを買っ

た話に、とても親近感をもった。中村さんは軽やかに走っていて、経験者は身近に感

じられるだろうと思った。茂木さんがワイナリーに行き、試飲後に走るのは問題で

はないかと思った。最後に中村さんと合流してからの、乾杯のシーンであれば、安心

して見られたと思う。羊群原、ピナクル、野焼き、鍾乳洞など平尾台の特徴が数多く

紹介されていてよかったが、散漫な部分もあった。特に、北九州子どもの村小中学校

や鍾乳洞は短時間の紹介で、もっと詳しく見たかった。中村さんが爽やかに走る姿

は大変よかったが、若干映像が揺れているように感じ、もう少し安定した映像のほ

うがよかったと感じた。 

 

○  最初は市民ランナー向けにノウハウを伝える、コースを紹介する番組だと思い見

始めた。しかし、途中から走りながら風景や地域、人々を紹介する番組だと感じた。

ただ、結局ねらいがよく分からないまま終わってしまった。２５分の番組というこ

とで気楽に見始めたが、結構長く感じた。平尾台に行ってみたいと思った人もいる

と思うが、幾つか疑問が残った。１つ目は、平尾台へのもっと詳しいアクセスを知り

たいと思った。２つ目は、番組の初めに２つのコースがイラストで紹介されたが、今

どこを走っているのかが分からなかった。ほこら、ワイナリー、鍾乳洞、小中学校、

様々な魅力ある場所が映し出されたが、どの辺りにあるのかが知りたいと思った。

画面上に地図などがあれば親切だったかもしれない。３つ目は、北九州子どもの村

小中学校についてで、寮で生活し、先生が大人と呼ばれているなどの紹介に興味を

持ったが、詳しい言及がなく、モヤモヤ感が残った。番組後、ウェブサイトで調べ、

ユニークな教育を行っている私立学校であることがわかったため、もう少し説明が
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あればよかったと思った。茂木さんのワイン試飲後のダッシュについては、他の委

員と同じ意見である。いろいろ注文したが、平尾台にぜひ今度行ってみようと思っ

た。 

 

○  走って旅をする、走ることの新しい楽しさを提案したいい企画だと思う。新型コ

ロナウイルスの影響で、マラソン大会などが中止になる一方、健康志向でランニン

グを行う人が増えている今だからこその番組だと思った。走ることでポジティブな

気分になれることを伝えていて、自分も旅ランをしたくなった。茂木さんのおちゃ

めな一面が自然に出ていて、二人のバランスと肩の力が抜けた感じも、見やすい番

組になった要因だと思う。本格的なトレランコースと、ふれあいコースの風景や人

々のやり取りなど、それぞれの目線で楽しめた。茂木さんがワインを飲んだ後のダ

ッシュは、他の委員と同じように大丈夫だろうかと感じた。それぞれの走る模様を

交互にテンポよく切り替えて進めていたこと、風景の美しさなど、途中自撮りカメ

ラでの撮影による映像の揺れに少し違和感はもったものの、全体的にまとまってい

て、バランスが取れていた。新型コロナウイルスの影響があるからこその新しい旅

のスタイルとして、可能性を感じることができた。 

 

○  工業が盛んなイメージがあった北九州に、トレイルランに適したカルスト台地が

あるというのは新たな発見だった。ピナクルが非常に独特の景観をつくっていて、

ＮＨＫならではの美しい大自然の映像を目の当たりにすることができて非常によか

った。トレイルランコースだけでなく、ふれあいコースを紹介することで、本格的な

ランナーだけでなく、人それぞれに合った大自然の楽しみ方があることを伝える意

図が伝わってきてよかった。一方で、ゲストの走り方やつぶやきが気になった。手持

ちカメラによる自撮りの演出も不要だと思った。中村さんは、ランニングウエアが

おとなしい色合いだと感じ、ウエアでも視聴者を楽しませてもいいと思った。ワイ

ンを飲んだ後のランニングは脱水症状に陥るなどの危険性があると言われているの

で、視聴者に間違った情報が伝わらないかが心配になった。 

 

○  まず、二人のキャラクターの対比が面白いと思った。フルマラソンを何度も完走

する中村さんと、はしゃぐ茂木さんが交互に出てきて、テンポの違いがありよかっ

た。ただ、茂木さんは脳科学者なので、その立場からの発言があるかと思ったがな

かったので残念だった。明るくて、すごく楽しい場面もあったが、例えば子どもたち

と触れ合うときにコメントがあっさりしている場面があり、ふれあいコースなのに

少し残念に思った。紹介された学校の活動はすばらしいと思い、興味を持ったので、

もう少し子どもたちからさまざまなことを聞き出してもいいと思った。２人が携帯

電話でやりとりをする場面は、山頂からの１回のみだったのが気になった。さらに、
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石川さんの登場も冒頭１回だけで、アドバイスも「登山客には道を譲りましょう」の

みだったので、少しもったいないと思った。地図はポイントごとに、今はここにいる

というのが分かるように出すと、なおよかった。要所にアクセントを置き、それを繰

り返すと、シーンの区切りもすっきりするのではと思った。なかなか見ることがで

きない風景、空からの絶景、そして地域に暮らす人々も見え、とてもよい番組だっ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

茂木さんがワインを試飲するシーンについて。茂木さんには、

寄り道しながら地域の魅力と出会う「ふれあいコース」という設

定の中で、ワイナリーにも立ち寄ってもらった。おちょこ一杯程

度の試飲後、時間を空けてランニングを再開したが、演出上配慮

すべきだった。番組としては、あまり知られていない名所を、新

しい形で提示できたと思っている。今後も視聴者に行ってみたい

と思ってもらえるような九州沖縄の知られざる場所を探し出して、

魅力的な番組を作っていきたいと強く思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

どなたにも楽しんでもらえるよう、通常のランニング番組とは

違ったものを目指すという番組の意図を、視聴者に伝えることが

できたと感じた。その一方で、知的好奇心に十分に応えられなかっ

た部分や、アクセス情報がやや不足しているなど、指摘を受けて

課題も見えてきたので、今後に生かしたい。この番組を審議会の

テーマに選んだことについてのご指摘だが、九州・沖縄は県ごと

に違いがあり、多様性に満ちている。エリア全体に受け入れられ

る番組とはどういうものなのか日々議論しており、今回はこの番

組を選んだ。また、「新しいＮＨＫらしさの追求」が今後の番組づ

くりの方向性だが、硬派なものだけがＮＨＫらしいというわけで

はないと思っている。親しみやすい番組でも、ＮＨＫらしい伝え

方があると思うので、そういった点に関しても、意見を頂きたかっ

た。もろちん、いろいろな番組について、幅広い意見を頂くのが

番組審議会の目的なので、意見を踏まえ、今後の審議会で扱う番

組については考えていきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１６日（金）実感ドドド！「追憶の島～ゆれる“歴史継承”～」を見た。と

ても衝撃的で、日本と韓国の間にある歴史的な負の側面を持つ課題をストレートに

描いた番組だった。歴史認識の違いで、日本と韓国には、さまざまな亀裂が生まれて

いるが、番組の中で、政府側の姿勢にあぜんとした部分があった。また、長崎の軍艦

島の元ツアーガイドの方が、負の歴史を語ることを避けるよう会社から圧力がかけ

られているという証言も本当にびっくりした。物が言い難い雰囲気で情けないと

言っていたが、そのような実態があるのであれば、本当に問題だと思った。最後は、

三池炭鉱の歴史を伝えるＮＰＯの方の「光の部分だけを言って、負の遺産の部分が

ないと、逆に光の部分がくすんで見える。囚人労働、強制労働、徴用、捕虜の就労、

炭鉱事故の問題、組合分裂の問題、いろいろあった、それが三池炭鉱だと説明すると

深みが出る。」という言葉で締めくくられていたが、歴史をありのままに語ることが

難しくなっている今の日本のありさまをかいま見た気がした。それにあらがいなが

ら、正しい史実を伝えていくことの大切さを訴えた番組だったと感じた。 

 

○  １０月１９日（月）逆転人生「世界が認めた庭園デザイナー どん底からの金メダ

ル」を見た。庭園デザイナーの石原和幸さんのことは話も聞いたことがあり知って

いたが、改めてこの番組を見て、面白いと思ったところがいくつかあった。劣等感の

塊だった幼少時代に、近所の里山の風景に癒やされた体験が、石原さんの人生に大

きく影響を与えていたと思った。調子に乗って無理に事業を拡大すると失敗すると

いう教訓をうまく聞き出していた。ロンドンのチェルシーフラワーショーへ出たエ

ピソードでは、一念発起してチャンスをつかむ石原さんのチャレンジ精神や人を喜

ばせたいという思いが色濃く表れていた。「怒られることが普通で、褒められたこと

はなかった。褒められること、ほかの人に喜んでもらえることがうれしい。」という

言葉に、石原さんの思いが伝わってきて、とてもよかった。 

 

○  １０月３０日（金）きんくる～沖縄金曜クルーズ～「首里城火災１年 “再建”に

琉球の魂を」を見た。2026 年の正殿再建に向け、研究者・技術者・県職員や住民が、

材料探し、リサイクル、技法の研究など、あらゆる英知を結集し、奮闘している姿に

とても胸を打たれた。再建の木材に沖縄本島北部の木が検討されているとあったが、

県産の物が使われるのは喜ばしく、再建の過程が見えることも、とてもいいことだ

と思った。よみがえっていく姿を共有する、“見せる”復元を引き続き届けてもらえ

るとありがたい。 
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○  １１月３日（火）「不思議の首里城 ～沖縄 こころの物語～」を見た。ＣＧで首

里城を復元するというプロジェクトで、ナビゲーターは、タレントのジョン・カビ

ラさん、ゲストは俳優の仲間由紀恵さん、歌手のＩＳＳＡさん、ナレーションは俳優

の国仲涼子さんと、スターぞろいのすばらしい番組だった。首里城にまつわる３つ

の不思議、色、形、技というテーマで進められていたが、知らないエピソードも多

く、大変勉強になった。沖縄県立芸術大学で学ぶ若き芸能実演家３人がとてもよかっ

た。首里城で発展した組踊の様式で、互いに触れ合わずに抱き合うことを表現する

所作を、「ソーシャルディスタンスハグ」と紹介していたが、これだとリモートでも

ハグができると、目からうろこが落ちた気持ちになった。出来上がったＣＧもすば

らしかったが、番組で使用するＢＧＭは、沖縄出身のミュージシャンの曲にこだわ

らず、選んでもよかったと思う。琉球という小さな国が大国と渡り合うための文化、

思想の部分にまで触れており、大変見応えのある番組だった。 

 

○  １１月９日（月）鶴瓶の家族に乾杯「2020 特別編 久本雅美と大分スペシャル」

を見た。2014 年に放送された久本雅美さんが旅をする回を振り返っており、スタジ

オでの笑福亭鶴瓶さんとのやりとりも非常におもしろく本当に引き込まれた時間

だった。ビデオレターを見て、現状を語りながら盛り上がっていくすばらしい構成

で、さすがだと思った。以前放送した映像をただ流すだけでなく、地域を限定し、評

判が良かったゲストの回を再構成しており、長寿番組のゆえんが分かった。新型コ

ロナウイルス感染拡大の中で、地域の人々と食事を一緒にし、家の中へ招き入れる

など、今では難しいシーンに懐かしさを覚えた。平穏な生活を１日も早く取り戻し

たいと強く望む気持ちが自然に発生すると感じた。番組をどのような形で続けてい

くかは本当に難しいと思うが、続けてほしいと心から思った。 

 

○  １１月１１日（水）に再放送されたＮＨＫスペシャル「新型コロナ 全論文解読～

ＡＩで迫る いま知りたいこと～」を見た。新型コロナウイルスに関する全論文を

ＡＩを使用して分析、解説という硬い印象の始まりだったが、おもしろく引き込ま

れ、最後まで見た。番組で解説する４つのポイントを、冒頭で伝えたことがよかっ

た。視聴者の興味をぐっと引きつけることができたと思う。みんなが知りたい疑問

を、ＡＩを駆使して世界中の２０万本以上の論文から分析するという新たな試みは、

ＮＨＫならではの重厚感のある番組だった。司会の桑子真帆アナウンサー、爆笑問

題の二人も親しみやすく、コメントする専門家も好感が持てた。最も関心を持った

のは、マスクに効果があるかどうかという点である。マスクをしていても感染は避

けられないものの、一定程度は布や紙が防いでくれるため、体内に入るウイルスが

少ない微量感染により、それが抗体になって、知らず知らずに免疫を獲得できる。そ

れを繰り返すことで免疫力が高まっていくという解説は、まさに目からうろこが落
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ちる思いで興奮さえ覚えた。知らなかったことを知ることが番組を見るだいご味で

あり、満足感も十分あった。 

 

○  １１月１３日（金）実感ドドド！＠福岡「徹底ギロン！“ジェンダーバイアス”っ

て？」を見た。ジェンダーバイアスというと、世代間ギャップや、男女による違い、

それとは逆に、日本人が特徴的に受け継いできたものもあると思っている。４４歳

で農業協同組合の管理職になった女性が、活躍しようと頑張りつつも、誰にも相談

できなかったというシーンは、涙が出そうになった。学校で幼少時代からジェンダ

ーバイアスをなくそうという取り組みもとてもよかったと思う。「男性は強くあるべ

き」や「お茶は女性が入れるとおいしい」などのバイアスに苦しむこともあるが、反

対にメリットになることもあり、そこも見ていく必要があると思う。スタジオは４

０代ぐらいまでの若い人が多かったが、世代間ギャップが激しいので、男性も女性

も多様な世代の人の意見を知る必要があると思った。無意識の意識化は、これから

の大事なテーマだ。深いテーマを連続して取り上げており、大変興味を持てるいい

番組だった。 

 

○  １１月１３日（金）金サガ「どんな子も断らない～“障害児の学童保育”の記録

～」を見た。２５分という限られた放送時間だったが、発達障害児のことや、発達障

害児の学童保育についてよく描かれていた。ただやはり時間的には物足りずもう少

し知りたいと思ったが、「目撃！にっぽん」では、別の発達障害児の家族が３５分間

紹介されており、支援の現状と困難さを、よりうかがい知ることができた。障害のあ

る子どもたちの細かい動きを長時間カットせずにそのまま見せており、臨場感があ

った。発達障害の子を、理解したいという気持ちにさせられる番組で、スポットを当

てた制作者に感謝する。ＢＧＭも非常に内容に合っていてよかった。一方で発達障

害の子どもを理解してほしいというメッセージは伝わってきたが、問題は果たして

そこだけなのかとも感じた。番組には３人の子供が全員発達障害児だというシング

ルマザーが出てくるが、次男のかんしゃくを起こす理由が、雑然とした部屋が苦手

だからと分かっていながらも、部屋を片づけられないでいる母親のほうが心配に

なった。私たちが理解すべき、手を差し伸べるべきは、母親ではないかと思った。ナ

レーションについては、映像がそのものを語っているのに、さらにそれについて語

ることはいらないのではと感じた。 

 

○  １１月１４日（土）に再放送された逆転人生「過疎地の病院を救え 新米医師の奮

闘」を見た。一人の人生、置かれた境遇が劇的に変化していくさまに、毎回引き込ま

れる。同じドキュメンタリーの「プロフェッショナル仕事の流儀」と比べると、ＭＣ

が山里亮太さんということもあり明るい表情で、番組の深刻さが救われている面も
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ある。この回は、過疎地における地域医療の問題の話だった。登場人物の江角悠太さ

んは、父親も国立がんセンターの院長であるというエリート家族の中、中学、高校時

代は不良だったという人生にとても興味を持ち、その若き医師が悪戦苦闘するシー

ンを、克明に描いていた。逆転人生のタイトルどおり、最後は、地域医療を救う現場

に父親が登場し、一緒にやろうという場面は、重苦しいテーマの中、明るい光が見

え、父と子の触れ合いや生き方も大きく逆転していて、本当に引き込まれる内容だっ

た。深刻な問題だと提示するだけでなく、それを乗り越えて解決に向かう手だてを

少しずつ見せてもらい、何か少し希望を持てる気持ちになった。 

 

○  １１月１４日（土）くまもとの風「アサタビ！歩いて楽しむ城下町～熊本市～」を

見た。案内人である辻田桃子キャスターの明るい表情や、出会う人との自然体の会

話がすばらしく、終始気持ちよく見ることができた。身近にこのようなユニークな

場所があり、歴史的な意味があるのかと驚かされることがたくさん出てきた。多く

のボランティアガイドが一生懸命地元の情報を発信していることを知り感心し、も

っと地元のために貢献したいという気持ちにさせられた。県外の人に熊本を知って

もらうための番組と思って見ていたが、新たな発見や歴史の勉強など、むしろ地元

の人こそ見るべき番組だと感じた。車に乗っていると気づけないことが多いので、

もっと歩く機会を増やし、地元のいいところを探してみたいと思わせてくれる番組

だった。 

 

○  １１月１６日（月）ストーリーズ「彼女が水着に着替えた理由」を見た。タイトル

のイメージとは一見異なり、オストメイトの女性の水着姿で番組が始まった。オス

トメイトという言葉は聞いたことがあったが、見たのは初めてだった。着たい服が

着れず、社会の理解も進まないなど、深刻な現状と課題を知ることができ、状況を変

えていこうとする女性の思いを強く感じた。自身の状況を冷静に受け止め、今まで

見えなかった世界や考え方、オストメイトになったことで出会えた人と幸せに生き

ている自分がいるという、とても前向きな姿はすごいと思った。「常に身につけてい

る排泄物が入るパウチを見るたび、紙やすりでちょっとずつ心が削られるような痛

みがある」という言葉が印象的だった。エマさんと、オストメイトの女の子が対面し

たシーンは、エマさんの存在が、女の子にとってどんなに大きいことだろうと思い、

見ていて胸が熱くなった。誰でもなり得ることなので、この番組を通してオストメ

イトについて詳しく知れて、とてもプラスになり、さらに理解したいと思った。今後

も、社会と人々の理解が進んで偏見のない暮らしやすい社会に近づければと願う。

メディアの役割として、オストメイトに限らず、さまざまな病気に悩む人、さまざま

な分野の現実をこれからも伝えてもらいたい。 

 



10 

○  １０月２５日（日）ＤＪ日本史「これで日本が出来ました～鎖国～」を聞いた。お

笑いタレントの松村邦洋さんと俳優の堀口茉純さんが、過去の日本史を遡り、江戸

の鎖国をテーマにトークしていた。鎖国のおかげで、外国からの感染症の持ち込み

を防ぐことができたなど、今の新型コロナウイルス感染拡大の状況に絡めた話題な

どもあり、過去を知り、現在を知るという学びにもなるいい番組だと思った。聴き逃

したときや好きなときに聞けるいいサービスだ。スマートフォンなどで、パソコン

を持たずにインターネットを使える時代になったからこそ、らじる★らじるも大変

便利になり、必要性も高まったのではないか思う。 

 

○  最近インターネットで、ＮＨＫラジオ らじる★らじるを聞いている。一般ニュ

ースや地域のニュースなどもあり、ラジオでも地域の情報が発信されていてよいと

思う。今年の１月頃に、地元の酒蔵祭りがニュース番組で放送されたが、地元のＰＲ

にもなって、とてもいいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

首里城に関しては、今回いろいろな新しい番組を制作した。「不

思議の首里城」は、沖縄出身のディレクターが思いを込めてつく

った番組だったが、あえて音楽まで沖縄づくしにしたのだと思う。

人によってはそれに気づき、喜んでくれた人もいたのではないか。

引き続き、人々の思いに寄り添って取材し、再建完成まで今後も

このような首里城についての集中編成で皆さんの思いに応えられ

るような放送を続けていきたい。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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）、ＮＨＫ福岡拠点放送局

（ウェブ開催）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実感ドドド！「ドうなってるの！？スペシャル」につ

いて説明があり、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、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  富田 めぐみ （琉球芸能大使館代表） 

副委員長  田川 大介 （株式会社 西日本新聞社 編集局総務） 

委  員  乾  眞寛  （福岡大学 スポーツ科学部 教授） 

大鋸 あゆり （伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 取締役放送部長) 

籠田 淳子 （有限会社 ゼムケンサービス 代表取締役） 

関西 剛康 （南九州大学 環境園芸学部 教授） 

西野 友季子 （株式会社ニュー西野ビル 代表取締役） 

古荘 貴敏 （株式会社 古荘本店 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜実感ドドド！「ドうなってるの！？スペシャル」（総合 ９月２５日(金)放送）について＞ 

 

○  冒頭、災禍の時代に新しい生活様式、解決策を探りますというナレーションが流

れたので、それがこの番組のテーマだと思って視聴した。しかし、５つのテーマを７

２分間の生放送に詰め込んだ結果、一生懸命に人のために頑張っている人たちがい

ることを知れたのはよかったが、一方で解決策を探るまでの深い話ができないまま

終わってしまった。また、ゲストの顔ぶれにも疑問を感じた。それぞれが解決策とし

て語る内容が、誰にでも当てはまるものではなく参考にならなかったり、国やマス

コミがどうにかすべきという丸投げするような発言だったりした。番組最後の、マ

イナスなことばかり考えても仕方ないという発言には、重い問題提起をしておきな

がら無責任だと受け取られそうに感じた。困っている人がいることを世に知らしめ

ることは大切だが、先行きに不安を感じ、多くの人が苦しんでいる状況では、未来に

希望を持てるような番組構成にする必要があるのではないかと感じた。 

 

○  今回の番組は見ていてもの足りなく感じた。それぞれのテーマで現状や問題点は
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浮き彫りにされていた一方、結局何が伝えたかったのかが見えてこなかった。生放

送で進め方もせわしく、番組全体として内容が薄く感じた。ゲストに関しても、出身

や活動から選んだと思うが、少し違和感を感じた。最近では「ＧｏＴｏキャンペー

ン」など、人や経済が動き始めているように見える一方で、苦しい状況の人々がいる

ことを忘れていけないと番組を見て感じた。今後、生活困窮者がさらに増え、深刻な

問題になるのではないかと不安になった。それぞれとても重要なテーマで、その現

実と真実を伝え、問題提起することはメディアの役目だと思うので、今後しっかり

とメッセージが伝わる番組をつくってほしい。 

 

○  新型コロナウイルスの影響が浮き彫りにした社会のさまざまなひずみ、変化が求

められる中で私たちはどう生きるべきかという投げかけで番組が始まったが、結局

どれもが中途半端で、番組全体としての趣旨が伝わらなかった。テーマや取り上げ

られた内容はどれも大切なもので、私たちが目を向けなければならない現実だと感

じたが、自分のこととして考える前に次のテーマに移ってしまい追いつかない感じ

で、何が言いたいのか結論も分かりにくかった。被災地のボランティアや災害救助

犬、雇用が不安定で追い詰められた人など、本来は行政が対策を講じるべきものだ

と思う。取材したディレクターの「なかなか行政では間に合わないところがある」と

いう発言は、手が回らない隙間を民間の有志がカバーしているということを言いた

かったのだろうが、番組が行政の代わりにいいわけをしているように感じた人もい

るのではないか。こういう番組をなぜ生放送にしたのか、進行も焦っているのが伝

わり見ていてハラハラした。予定調和をなくすように努めたということだが、ねら

いと題材がよかっただけに、残念な印象が残った。 

 

○  テーマが盛りだくさんで、さまざまな問題提起だけをされて、解決策は丸投げさ

れているように感じる番組だった。それぞれのテーマは深くてすばらしいが、解決

策を民間に頼り過ぎているという印象が強く、国のあり方にも不安を感じた。また、

冒頭のゲストの語りが長く、アナウンサーも慌てている様子がうかがえて、はらは

らした。この番組は生放送にするべきだったのか、収録して編集したほうが切れ味

よかったのではないか。テーマがよかっただけに、少し詰め込み過ぎたのと実験的

なところが多かったように感じた。 

 

○  ７２分の拡大版で、正直身構えた。午後７時半からという家族が集まる時間に放

送されており、多種多様なテーマを家族で共有する意図を感じたので、そういった

思いで視聴した。ＡＩの豪雨予想については、九州大学の取り組みをゲストの九州

大学の教授自身が褒めていたが、違う視点もほしかった。行方不明者の捜索活動へ

の密着取材は、非常に心が動かされた。災害救助犬の存在はすばらしいと思ったが、
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救助犬を派遣している方自身も被災しており、自分よりも人命救助を優先すること

をすばらしいと思う一方、それでいいのだろうかとも感じた。番組後半は、新型コロ

ナウイルスの感染拡大による生活困窮や特例貸付けというテーマで、少し疲れてし

まい楽しめなかった。シングルマザーや女性のさらなる貧困化というテーマがあっ

てもよかった。そのほか、ゲストの口調に違和感を覚えるところがあり、また「ボラ

ンティアのあり方は法律を変えればいい」という発言は、すごく乱暴な気がした。生

放送の意味合いについては、臨場感があり出演者に余裕がないぶん、埋もれている

思いを切り出す原動力にはなっていると感じた。 

 

○  テーマが多い気もしたが、各ディレクターがテーマを持ち寄って、多くの学びを

与えてくれた。印象に残ったのが、ゲストの建築家・作家の坂口恭平さんのテレビ慣

れしていない率直なコメントである。最初はハラハラと見ていたが、次は何とコメ

ントするんだろうと、待っている自分がいた。予定調和を崩していこうという意図

は成功していたのではないか。問題を解決するためには、ダイレクトに伝えたい人

をゲストに呼ぶべきだという坂口さんの提案には、うなずけるものがあり、ゲスト

の選定基準はどうなっているのかとも感じた。冒頭で、私たちはどう生きるべきか、

解決策を探るとあったが、結局、ただただ善人に頼っている社会的構造が浮き彫り

になっただけだと思った。どうして、どうなっているのという部分は丁寧に描かれ

ていたが、どうすればいいのという部分が、やはり弱いと感じた。生放送ならではの

ドキドキ感や本物感はあったが、時間が押して、尻すぼみで終わってしまったとこ

ろが残念に感じた。 

 

○  自殺者を抑える取り組みをしているゲストの坂口さんと、新型コロナウイルス、

生活困窮者を無理やり結びつけている気がして、坂口さんの話はもう少し違う切り

口で聞きたかった。ＡＩを使った予報を研究されている九州大学教授には、もう少

し詳しく聞きたかった。熊本の災害ボランティアは、非常に関心の持てる内容だっ

たが、この新しい仕組みがどのようにつくられ、今後どのように展開していくのか

という掘り下げがなかった。「必要な人のところにお金や人が行くようにするには、

制度を変えればいい」というコメントの終わり方はあまりにも雑で、何も答えが得

られなかったという印象だった。後半の特例貸付けに関する問題は、国全体の予算

の中で、どのような使われ方をしているのかなど、ベースとなるの数字が一切出て

こなかった。フリップも非常に大まかな仕組みの紹介だったので、そこが大変とい

うことは重々感じ取れたが、問題提起の丸投げで、答えに近づきたいのに、そのまま

で終わってしまったというもどかしさが残った。 

 

○  話題が５つというのは、見始めたときは多いと感じたが、見終わった後は、さまざ
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まな話題を扱うことで、それぞれの問題を深掘りはできなかったものの、共通する

根本的な課題は浮き彫りになったと感じた。解決策を探る前に、問題提起をした番

組だったと思うので、最初のリードでは、そういった番組紹介でもよかったのでは

ないかと感じた。今回は、いいところも、悪いところも、ゲストの坂口さんの人選の

妙に尽きると思った。彼の率直で鋭い意見がスパイスにもなり、どんどんと課題が

はっきりと見えてくるようになった。新型コロナウイルスの感染拡大により浮き彫

りになったが、実際は前々から、国には取り組まなければならない課題が数多くあ

ると分かった。さまざまな話題があったが、民間任せで、まずは自助、そして共助、

最後に公助という考え方がいかに現実に即しておらず、人に対する優しさ、思いや

りがないかというのが、はっきり浮かび上がったように感じた。こうした現実を行

政や政治家がどう受け止めているのか、メディアの責任として問いかけ続けてほし

いし、そういったメディアの責任を語るなど、番組の中で何らかまとめがあっても

よかったのではないかと思った。またゲストは、限られた時間の中で、番組が意図す

るコメントをきれいにまとめる人が重宝され、予定調和になっている番組が多いと

思う。視聴者側もそれに慣れているため、知らず知らずのうちにそういったコメン

トに慣らされていると感じた。坂口さんが何にもそんたくせず、思っていることを、

議論がかみ合わなくても真っすぐに口に出すことで見えてくるものがあった。 

 

○  災禍という言葉が身近になった昨今、警報などが毎日のように日本中どこかで流

れているのに慣れきっている現実に驚いている。見終った後、数多くの矛盾や疑問、

国に対しての怒りを提示してくれた、内容の濃い番組だと感じた。５つのテーマを

若いディレクターがそれぞれ時間をかけ取材していると思った。７月の災害の後の

過酷な現状の中で「しのぐのは簡単ではない」「命があると自分に一生懸命言い聞か

せている」という言葉は強くひびいた。編集されていない生放送でのゲストの一語

一句は輝いていた。「僕じゃなかったですね、次回は大臣を呼んでほしい」という坂

口さんのコメントは強烈な言葉として心に残った。 

 

○  視聴前は７２分もあるのかと非常に拘束感を感じたが、実際に見ると個性的なゲ

ストのトークや、生放送の雰囲気がよかった。５つの幅広いテーマだったが、当事者

の課題と行政の課題、背景がおさえられていて、初めて知る情報ばかりだった。スタ

ジオトークは、はじめは坂口さんに振り回されそうになったが、ちゃんと話を聞く

となるほどと納得できた。トークを通じて、これまで閉ざされていた問題が開かれ

ていく感じがした。根本的なルール・法律の考え方を、改めて議論・検討する必要が

ある時代になったのではないかと思った。被災者や当事者の声を、聞き取り、検証す

ることが重要だと考えさせられる番組だった。 
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（ＮＨＫ側） 

ゲストの選定は、もちろん番組の趣旨に沿う方ということがあ

るが、ＶＴＲをただ是認してもらうだけではなく、多面的な意見

を聞けるようにしている。意見を聞いていて、伝えたい内容と演

出をどうマッチングさせていくかが課題だということを感じた。

今回のテーマであれば、生放送ではなく、スタジオで議論してい

ただき、それを再構成するという方法もあったかもしれない。演

出にはメリットとデメリットがあると思うが、番組としてもう少

し工夫をしたほうがよかったかもしれない。今後も課題として、

常に考えていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

課題を解決するにはどうすればいいのかという部分に番組が答

えていないという指摘を重く受け止めて、しっかり対応していき

たい。テーマによっては、あえて問題提起にとどめることを否定

するわけではないが、その場合は、視聴者に考えてもらうための

余裕がないといけない。スタジオ展開が性急になると、その部分

が達成できなくなる。また、生放送という番組のフォーマットに

こだわり過ぎているのかもしれない。もう少し自由度を高められ

るかどうか議論していきたい。こういった時代だからこそ未来に

つながる明るい展望が描ける情報発信をしていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

問題提起にとどまらず解決策をしっかり示すことや、ゲストの

キャスティング、視聴者の不安に向き合うことなど、今後の番組

制作の参考にしていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月４日（日）ＮＨＫスペシャル ミラクルボディー「驚異の人体“超適応”車

いすレーサー タチアナ・マクファーデン」を見た。長い期間をかけた企画だったと

思う。マクファーデン選手の生い立ちについても非常に丁寧に追っていた。脳と運

動機能がどのようにつながっているのか、脳の神経細胞の仕組みを３Ｄでで可視化

する手法は、すばらしいつくり込みで、内容の濃さ、レベルの高さに感心した。障害

者は失ったものをさらに補い、健常者よりも高い能力を発揮しているという事実を、
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脳科学の視点から科学的に解説するすばらしい番組だった。さらに体の限界と、心

や気持ちの限界についての関係性を、脳科学を通じて詳細に解説していたのもすば

らしかった。マクファーデン選手には東京パラリンピックでぜひ全種目制覇という

偉業を達成してもらいたいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

オリンピック・パラリンピックが今年行われる想定でさまざま

な関連番組を制作していた。徐々に日本陸上競技選手権などス

ポーツ大会が再開しはじめたので、また関連番組の制作を再開し

ていきたい。 

 

○  １０月９日（金）みやざき熱時間スペシャル「ウイルスと闘う、ということ～口蹄

疫から１０年の舞台劇～」を見た。宮崎で１０年前に発生した口てい疫を題材にし

た舞台劇の制作現場を追ったドキュメンタリーだった。「みやざき熱時間」の今まで

のつくり方と少し違って、テンポよく、流れるようなすばらしいつくりだと思った。

口てい疫の現場を経験していない獣医師や畜産業の方に、１０年前の殺処分で農業

者が泣き叫ぶ声を聞かせ、心の叫びを演出していく過程を見ていて、目頭が熱くなっ

た。なかでも「この殺処分を通じて理不尽というものを理解した」という経験者の話

がとても印象的で、見ているこちらも心が動いた。演出家・古城十忍さんの、「これ

は宮崎で演じるのではなく、全国で見てもらいたい」という言葉にも共感した。ぜひ

全国でも放送してもらいたい。新型コロナウイルス感染拡大の社会でも共通する話

で、ウイルスと闘うということをひしひしと感じさせた番組だった。 

 

○  １０月９日（金）金サガ「佐賀から考えるｗｉｔｈコロナ もしもに備える感染対

策マニュアル」を見た。クラスターが発生した地元のプロサッカーチームの感染対

策を紹介したり、お笑い芸人の白鳥久美子さんが感染したときの家庭内の対処法を

紹介したりと、実際起こった身近な事例からひもとく手法はよいと思った。しかし、

紹介された感染対策はすでに報道されているもので、多少いまさら感があった。家

族が感染したときの暮らし方も、お笑い芸人が自身のＳＮＳで発信することはいい

ことだと思うが、佐賀県では、感染が確認されてから完治まで、感染者は入院かホテ

ル療養を基本としており、完治するまで家族と接することは基本的にはない。その

ため、家庭での過ごしかたを紹介してもあまり参考にはならないと思った。それよ

りも、佐賀県で独り親家庭で親が感染した際、子どもはどこを頼ればいいのかや、修

学旅行についても、各学校の実情にかい離があり不公平が生じていること、またイ

ンフルエンザの流行期を前に、佐賀県では十分にインフルエンザワクチンが足りて

いるかなどの現状を取り扱ってほしいと思った。放送の２日前に、佐賀県のコロナ
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対策本部会議が開かれ、インフルエンザ流行期における医療体制について、症状が

ある人の受診手順が変更されたが、このような新しい情報も、いち早く盛り込んで

ほしい。今、佐賀県では、ほとんど感染者が出ていないが、外に出て、経済を回して

いくことも考えなければならないことは十分伝わってきた。 

 

○  １０月１１日（日）ＮＨＫスペシャル 令和未来会議「新型コロナの不安 どう向

き合う？」を見た。医療の専門家や作家など、各分野を代表する豪華な顔ぶれに引き

つけられて見始めた。番組のやり取りを見て、これからどのように生きていくべき

か、自分なりの方針を見いだすことができた。多くの視聴者も、それぞれの方針を見

いだすことができたのではないかと感じた。新型コロナウイルスに対して、マスコ

ミによる後ろ向きの情報発信が多過ぎるという問題意識に特に共感した。リスクに

対して人それぞれの感度を尊重することが大事だと思うが、マスコミの役割として、

マイナスの情報だけではなく、例えば、同じ空間にいても、近い距離で一定時間飛沫

を飛ばし合わなければ感染しにくいという情報や、日本人の新型コロナウイルスに

よる死者は、１０万人に１人という世界的に見れば低い水準であることなど、前向

きな情報を発信していくことも重要だと感じた。メディアの役割として人々がチャ

レンジする後押しをどんどんしてほしい。答えを一方的に押し付けるのではなく、

視聴者に自ら考えさせて、どのように生きていくべきかを見いださせるような発信

の仕方をしている非常に優れた番組だと感じた。 

 

○  １０月１１日（日）ＮＨＫスペシャル 令和未来会議「新型コロナの不安 どう向

き合う？」を見た。新型コロナウイルス感染が拡大する社会で広がる、さまざまな不

安とどう向き合うかを、多岐にわたる分野の出演者が、それぞれの立場と経験を通

して意見を述べていて、とても分かりやすく共感できた。問いかけからまとめまで

うまく構成されていて、前向きな気持ちになれた。意見が分かれても、出演者がお互

いの意見を尊重しながら議論していくのが見ていて気分がよく、とてもよい人選だ

と感じた。グラフなどの解説も分かりやすかった。また、作家の真山仁さんの、「Ｓ

ＮＳの普及によって人は人とのつながりを避けていたが、新型コロナウイルスを通

して、人との触れ合いが大事なこと、コミュニケーションがないといけないと自覚

した」ということばにすごく共感した。イメージではなく、正確性の高い情報を集

め、感染予防策を進めていくことが大事だと改めて思った。ＮＨＫでも、正確性の高

い情報を伝え、新型コロナウイルスについて、不安な面だけではなく、ポジティブ面

をこれからも発信していってほしい。 

 

○  １０月１１日（日）ＮＨＫスペシャル 令和未来会議「新型コロナの不安 どう向
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き合う？」を見た。新型コロナウイルスの感染拡大がもたらした不安、分断、生活の

変化、生き方について、多角的に考える視点を提示した、とても優れた番組だと思っ

た。出演者の発言が無駄なく編集されていて、テンポがよく、集中して見ることがで

きた。互いの異なる意見を否定することなく、尊重し、考えを交わしていたことが印

象に残った。緊急事態宣言の当時と比べて、ウイルスの特性が格段に分かってきた

こと、感染対策も厳密にやり過ぎると人の尊厳を失ってしまうこと、思い込みや固

定観念から脱却してポジティブに考えていくことなど、今のぎすぎすした風潮の中、

なるほどと考えさせられ、納得することがたくさんあった。１０人の論客が徹底討

論するという冒頭の紹介も、見終わった後で全く違和感がなく、視聴した後の印象

も非常にいい番組だった。 

 

○  １０月１１日（日）ＮＨＫスペシャル 令和未来会議「新型コロナの不安 どう向

き合う？」を見た。経済活動と感染防止の両立などタイムリーなテーマだと思った。

感染対策が個人によって違うことに対し、対立構造ではなく、それぞれの主張を別

の言い方で補足していたことや、違う視点の主張もスムーズに聞く場の雰囲気、本

質に真摯（しんし）に向き合おうとする出演者のエネルギーの高さがとてもよかっ

た。出演者の「経済活動と新型コロナウイルス感染拡大は対立構造ではない」という

発言には違和感があったが、番組の雰囲気で非常に冷静になることができ、自分自

身もそこに参加できているように感じた。今回のような情報はインターネットの中

にも点在していると思うが、専門家の顔、表情から情報を受け取ることができるテ

レビの有効性を感じた。新しい情報が正しいのだと納得するためには、きちんとエ

ビデンスを持って伝えることや、イメージを湧かせる工夫が必要だと思う。メディ

アからの情報を、どう自分のものにし、意思決定に生かすのか、そういったことを鍛

える必要がある時代になってきたと痛感した。なお、専門家が話し始めてから２０

秒前後で名前が表示されていたが、最初から名前を出した方が頭の中を整理しやす

いと感じた。 

 

○  １０月１１日（日）ＮＨＫスペシャル 令和未来会議「新型コロナの不安 どう向

き合う？」を見た。心の不安とどう向き合うか、不安を中心に討論していたのが興味

深かった。さまざまな立場のコメンテーターの意見が対立することもあったが、冷

静に、率直に議論していた。高瀬耕造アナウンサーの進行が、大仰にならず、自然体

で安心感があった。最後に、これからを考えて気をつけるべきは気をつけながら、一

歩踏み出す時期に来ていると、今にふさわしい番組の締めがあったのもよかった。

「前向きな情報共有をしよう」「責めないで社会全体をよりよくしていこう」といっ

た言葉が特に印象に残った。日本では少数意見や多様な意見になかなか耳を貸さず、

力を持った側が物事を進めることが当たり前になっている。また、議論においても、
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多数意見か少数意見か、論戦に勝ったか負けたかに重きを置かれるところがある。

しかし、この番組から考え方が違っていても、自分の知り得ることを社会に提供し、

それぞれの英知を結集して、社会をよりよくしていくといった大切なことを教えて

もらった。 

 

○  ９月２５日（金）「レギュラー番組への道 超実験！ノー輸入食品生活」を見た。

不思議な音楽と「ノー〇〇生活」というタイトルにひきつけられた。内容は国産 100

％の食事をめざす三人家族の８日間の奮闘の様子を追ったドキュメンタリーだった。

番組を見終えて、輸入品でなく国産の食料を探し料理していく中で、数多くの問題

が提起されたと感じた。新型コロナウイルスの感染拡大で気づかされた国産である

ことの重要性や、国産の素材を調達するためにかかった２倍近くの食費など、三人

家族の幸せそうな笑顔が画面にうつし出されたが、現実は厳しいと考えさせられた。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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福岡拠点放送局

（ウェブ開催）において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「２０２０年度後半期の国内放送番組の編成」について説明があり、

「番組改定について」について意見交換を行った。そして、「２０２０年度後半期の九州

沖縄地方の番組」について説明があった後、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  富田 めぐみ （琉球芸能大使館代表） 

副委員長  田川 大介 （株式会社 西日本新聞社 編集局総務） 

委  員  秋本 順子 （金属造形作家） 

      乾  眞寛 （福岡大学 スポーツ科学部 教授） 

楠田 喜隆 （株式会社 雲仙きのこ本舗 常務取締役） 

籠田 淳子 （有限会社 ゼムケンサービス 代表取締役） 

関西 剛康 （南九州大学 環境園芸学部 教授） 

西野 友季子 （株式会社ニュー西野ビル 代表取締役） 

古荘 貴敏 （株式会社 古荘本店 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜2020年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「2021年度の番組改定へ向けた意見聴取」について＞ 

 

○  最近は地方局からの発信に力を入れており、地域放送番組もいろいろと全国放送

している。来年度はもっと地域をアピールするいい番組をつくってほしい。 

 

○  災害報道を含め、地方により身近な情報が迅速に発信されることを希望したい。 

 ８月の終戦の節目に放送する番組も、地方の視点で数多くつくられてきたことを

非常にうれしく思う。新たな視点が地方から出てくることを期待している。 

 

○  これまでの番組改定の評価が気になる。評価や視聴者の声から、今後の方向性を

つくっていると思うので、教えてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

調査では、視聴者の番組に対する要望、実際に見てどのような

感想を持ったのか、といった調査のほか、生活時間の調査なども

行っている。量的指標である視聴率と、クオリティーの面で評価

する質的指標を判断材料としている。 

公共放送に期待する分野も調査したうえで、視聴者の皆さんに、

あまねく求められるものを提供していくことを判断している。 

 

○  新型コロナウイルスの感染拡大で、生活リズムの中に番組の編成は密接に関わっ

ていると感じる。この時間にこれを見るということが習慣化されているが、ステイ

ホーム期間に、それが崩れそうになったと感じており、リズムをきちんと取ってい

けるようにしてほしい。 

 地域の番組で魅力的な発信をして、さらに全国にも発信できるようになるといい

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

後期の番組改定で、地域の番組を全国発信していく枠も増える

ので、佐賀局としても積極的に提案していきたい。 

 

○  地方を取り上げることは、非常にありがたい。2020 年度後半期の番組改定におい

て、夕方６時台の全国の気象情報を受けていた時間帯も、「イブニング宮崎」として

県域放送で気象情報を放送することは、よいことだと思う。 

 地方の情報を全国放送で流すことで、ほかの地方の人がどう受け止めたのかを、

また別の番組で取り上げてもらえると、励みになるのではないかと思う。そういう

番組作りにも配慮してほしい。 

 

○  新型コロナウイルスの影響で、番組編成に変化が生じている。決まった時間に番

組があるわけではなく、再放送や、ゲストが遠隔システムによって番組出演するこ

となどに、視聴者も慣れてきたと思う。放送に限らず、当たり前に思っていたこと

が、実は過剰なものもあったことに、気づいてきていると思う。 

 一方で過去の映画や番組を有料で配信するサービスに新たに契約する人も増えて

きているので、編成の在り方を変革するいい機会だと感じる。スリム化や構造改革

というと後ろ向きになりがちだが、職員の働き方改革や、チャンネルの集約化も目

指す中、優れた番組の再放送や、放送時間の短縮など、前向きに捉えた編成を考えて

いくべきだと思う。 
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○  教育などの分野で、ＮＨＫとして、学校の授業のサポートとなるような番組がで

きないものかと感じている。地域情報の発信はこれからもしてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、学校に行けない時期

があった。教育番組を切り出したネットコンテンツである「ＮＨ

Ｋ for School」が改めて注目された。以前は学校教育で先生が使

用することに比重を置いた設計になっていたが、今後は家庭でも

使いやすい設計にしていくことも検討している。 

 

○  地域情報の発信を増やしていくことは、非常にすばらしいと思う。東京の一極集

中を是正し、地方への権限移譲を進めるときに、地方の特色を知りたいニーズも増

えていると感じる。「ＧｏＴｏキャンペーン」で、経済を復活させようというときに、

地域情報を知ることができるのは社会貢献につながるいい取り組みだと思う。 

 最近、ＮＨＫの番組は、結論を言うのではなく、視聴者に考えさせる番組が増えて

いると思う。先が見えない中、一人一人が考える力を養うという意味で、非常に重要

だと思っているので、いい傾向だと感じる。 

 災害が多い中、ＮＨＫが提供している「ＮＨＫニュース・防災アプリ」は、非常に

優れていると思う。台風１０号でも利用していた。このようなツールは社会貢献と

いう意味で非常に役に立っていると思うので、ＮＨＫの役割がどんどん増している

と感じた。 

 

○  新型コロナウイルスの感染拡大の影響で海外渡航が困難な中、海外の風景や生活

がかいま見える紀行番組の視聴が大きな心の支えになっている。紀行番組の制作に

は苦慮しているだろうが、海外の取材はしばらく難しいと思うので、過去の膨大な

番組のストックを、今こそ生かすときではないか。作り込まれている番組ばかりな

ので、再放送や再編集でも十分に楽しめると思う。また時間がたつと、その時代を記

憶した映像の価値や、番組の価値が増すこともあると思う。「世界ふれあい街歩き」

や、「世界ネコ歩き」、「世界はほしいモノにあふれてる」も継続されるのでとてもう

れしく思う。 

 Ｅテレの「旅するゴガク」を言語習得のためではなく、紀行番組として楽しく視聴

している。今期は、「旅するドイツ語」に出演している女優の佐藤めぐみさんが元気

いっぱいに、覚えたての単語を駆使してドイツを旅する様子や、ドイツのおいしい

物がたくさん出てきて楽しめた。今後、「旅するユーロ」や、「旅するゴガク」シリー

ズが、新しい「旅するためのゴガク」シリーズになるので楽しみである。いつか旅が
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できるようになったとき、旅先で役立つ言葉を学ぶことができるので、この時期に

「旅するためのゴガク」を放送することはすばらしいと思う。このような状況だか

らこそ、地球には多彩な人がいて、多彩な歴史、文化や日々の暮らしがあることを共

有し、互いに励まし合えるような番組をこれからも期待したい。 

 

○  「世界はほしいモノにあふれてる」のファンで、ＭＣの絶妙なコンビも好きだっ

た。俳優の三浦春馬さんが亡くなられたことに大きなショックを受けたが、亡くな

る前に収録された番組が放送されたこと、そして後期も新しいＭＣで放送が続くこ

とをうれしく思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

内容の充実した番組は何度放送しても見てもらえて、また評価

もいただけることを改めて認識できた。生活に制限があり、行き

たいところに行けないことや、夏に例年開催しているお祭りも今

年は思うように実施できなかった中で、ＮＨＫの映像資産の中の

関連番組を放送したところ反響があった。眠っている資産を、い

かに期待に応えながら編成していくのかが、今後の大きなテーマ

だと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

海外へ行けない状況というのは、九州沖縄地方にとっても大き

な問題点であり、課題だと思う。アジアとの玄関口という地理的

な特性を生かし情報発信することは、九州沖縄ブロックの使命だ

と思う。人の往来ができない今だからこそ、相互理解・交流促進

といった役割を果たしていくのは、公共メディアとしての重要な

使命だと捉えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で当初の予定から変更し

た編成では、改めて気づきがあり、地域発の番組や、アーカイブ

スも、改めてその価値に注目しなくてはならないと思った。こう

した点に留意した編成を、心がけていきたい。 

今年度までは、チャンネルごとにニーズを捉えて編成を考えて

いたが、これからは地上波・衛星波のチャンネルをトータルで見

て、番組を設計すべきだと考えている。来年度以降の編成は、放

送波を横断的に見て、番組のバランスや、クオリティを高めてい
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くつもりだ。 

限られた経営資源を有効に使い、見応えのある正確なものを出

していくために気を引き締めて取り組んでいく。これから先の編

成、あるいはインターネットのサービスについて、改めて期待し

てほしい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月２日（日）明日へ つなげよう 証言記録 東日本大震災（９４）「経営危機

の瀬戸際を生き抜け～水産加工 起死回生の策～」を見た。東日本大震災で被災さ

れた人が、被災の経験を踏まえ、新型コロナウイルスの影響について、どのように考

えたらいいのかを話しており、考えるきっかけとなった。カメラを通してのリモー

トインタビューだったため、出演者の目線と視聴者の目線が同じように感じ取れ、

視聴者に話しかけているようで、話を深く感じることができた。過去に被災された

方の貴重な意見があったおかげで、東日本大震災のあとに、規模は震災前と比べて

小さくなったが、新しく事業を始めることができたという話を聞き、私自身も新型

コロナウイルスの影響が収束した後、同じ考え方ができるのではと感じた。過去の

経験が今につながり、これからを作っていくと思った。 

 

○  ８月７日（金）実感ドドド！「滅亡のリスト ターゲット オブ ジャパン」を見

た。毎年８月の終戦の日を挟み、平和を考えるさまざまな番組が企画されている。戦

後７５年で語り部の高齢化が叫ばれる中、戦争体験や戦争の恐ろしさ、平和の大切

さをどのような切り口や視点から伝えていくかという点で、この番組は非常に新し

い視点だった。福岡周辺にも数多くの海軍や陸軍に関わる工場が存在していて、ア

メリカが空襲ターゲットとしていたこと、さらに、アメリカの標的は軍事施設だけ

でなく人間の営み全体であり、戦争を終わらせるために民間人、民間施設も実際に

ターゲットとして絞り込まれていたという話は、戦争の悲惨さを高齢の語り部の方

から聞く従来の切り口ではない形で、戦後７５年という時間を経ても非常に生々し

くリアルに感じ取ることができた。地方局発の番組、かつ平和を考える番組として、

新しい視点と新しい制作の方法を示してくれた、すばらしい番組であったと思う。 

 

○  ８月７日（金）実感ドドド！「滅亡のリスト ターゲット オブ ジャパン」を見

た。歴史学者の「軍事だけが情報ではない。人間の営み全体を情報として捉えてい

る。日常の生活を支えている生産流通のしくみを根底から崩す」というコメントや、

アメリカのビジネスマンから情報が渡ったこと、日本人がスパイだったという証言
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はなるほどと思った。狙われた民間企業へのインタビューからも、詳細なリストが

驚くべきものだということが理解できた。しかし「７５年目の真実に迫る」というの

は、少し大げさな気がした。時系列で紹介されるふんだんな戦争中の映像はＮＨＫ

ならではだが、心に響くもの、訴えるもの、残るものがあったかと言われると心もと

ない。「リストから浮かび上がった命をどこまでも軽んじる戦争の現実」と結ばれて

いるが、民間人の犠牲をいとわないアメリカのやり方は、日本に落とされたふたつ

の原爆から見ても明らかだと思う。九州沖縄の地域放送としてはやや表面的で、残

念な気がした。また女性のナレーションの口調が常体だったが、終始違和感があっ

た。敬体の方がしっくり来たと思う。 

 

○  ８月９日（日）ＮＨＫスペシャル「渡辺恒雄 戦争と政治～戦後日本の自画像～」

を見た。番組宣伝で放送を知り、録画しながら一言一句聞き逃すまいと視聴した。そ

して、「常に権力とともにあるナベツネ」という印象が一気に覆った。特に心に響い

たのは、連載「検証 戦争責任」に関する言葉。「何百万人も殺して日本中を廃墟に

した。その連中の責任を問わなくて、いい政治ができるわけない」「若い人に戦争を

知らせないといけない」。この連載は今度ゆっくり読んでみたいし、戦争を知らない

世代が読み継いでいかなければならないと思った。また、取材者としての姿勢や、権

力掌握術を共産党時代に習得したというエピソードも面白かった。あっと言う間の

1 時間で、もっと話を聞いてみたいという思いに駆られた。 

 

○  ８月１７日（月）ストーリーズ「ｎｏ ａｒｔ，ｎｏ ｌｉｆｅ ＳＰ」を見た。

既存のアート概念にとらわれない作品をつくる、障害を持った３人のアーティスト

がつくり出す作品がすばらしかった。紙をはさみでひたすら切れそうなほど細く均

等に切る。ただその作業だけだが、とても美しい作品だった。本人たちはただひたす

ら何かをつくり続けているだけだが、生きることと表現がつながっていると感じ、

とても興味深かった。障害を持っていることはネガティブに捉えられる傾向がある

と思うが、番組ではこの人だけの特別な感性が映し出されていた。番組を通じて、独

特な個性と自由な世界があること、そして不思議なパワーを感じることができた。

ナレーションも少なく、その人を静かにじっと捉える撮影の方法や、編集、さらには

番組の流れが、見ていて引き込まれ、再放送があれば、改めて見たいと思った。この

番組は、通常は遅い時間に５分間という短い時間で放送している番組で見落としが

ちになるが、可能であれば、別の時間帯でも放送してほしい。ひたすらに表現をする

人がいること、彼らの生き方など、番組を見た後、心が温かくなった。 

 

○  ８月２６日（水）クローズアップ現代＋「若者が熱狂“瀧本さんの宿題”▽天才投
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資家が残した人生論」を見た。大きな話題を呼んだ故瀧本哲史さんの著書「2020 年

６月３０日にまたここで会おう 伝説の東大講義」の読者にとって、必見の番組だ

った。逆にこの番組から瀧本哲史さんを知って、著書を読んでみようと思った視聴

者も多くいたのではないかと思う。ある意味クロスメディア手法のようで、おもし

ろい取り組みだと感じた。2012 年に宿題を出された若者たちが、宿題の期限である

今年の６月３０日までの８年間で、大きな成果を上げるような事例はなかったが、

自らの使命を見つけ、前向きに取り組んでいる姿を見ることができ、非常にうれし

くなった。放送を見て、自分たちの力で少しでも世界をよくしていこうという人が

増えれば、瀧本さんが言っていた「意見をばらまくことには世の中を変える力があ

る」の実現になると思うので、放送局の役割も大きいと感じた。また、武田真一アナ

ウンサーの進行がとても上手で、瀧本さんの本を読み込んで本質を深く理解してい

ると感じた。 

 

○  ９月１日（火）プロフェッショナル 仕事の流儀「不屈のレジェンド～プロ車いす

テニス選手・国枝慎吾～」を見た。新型コロナウイルスの感染拡大や、最近の大雨、

台風など、慌ただしくあっという間に時間が過ぎたと感じていたが、落ち着いて番

組を見られる日が来て、以前の日常に少し戻ったように感じた。この番組には独自

の型があり、先入観が入ってきて予定調和のような感じはしつつも、今回は知って

いる選手だったので、新しい発見に期待しながら、楽しんで見ることができた。全国

番組の構成は出来上がっているのでしかたないことだが、誰を特集するかで視聴者

の好みが分かれると思った。ナレーションの橋本さとしさんと貫地谷しほりさんは、

国枝さんのことばを引き立たせるようにうまくナレーションをしていた。 

 

○  ９月３日（木）「いろどりＯＩＴＡ」を見た。小学生と一緒に創作活動をする場面

があったが、金属を溶かすところでは、子供が驚く姿、子供の表情をうまく捉えてお

り、楽しい様子が見る人に伝わったと思う。地域の方や子供たちにとって、非常に身

近に感じられるローカル番組をこれからも制作してほしい。 

 

○  「ロックン★ローカル（２）(再)」(総合 ９月５日(土) 後 4:15～4:44)を見た。

大分で放送している「いろどりＯＩＴＡ」のコーナー「おおいた彩発見」が放送され

た。石丸謙二郎さんの大分弁がすばらしく、地域と密着した番組だと思った。本当に

おいしそうに食べる姿を見て、彼の起用はすばらしいと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

地域情報の発信は、どうしても全国放送向けに番組を提案する

ことが多く、地域向けに放送する際には、内容を作り替えなけれ
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ばならなかった。最近は地域発をそのままの形で、別の地域の方

に楽しんでもらうという傾向が明らかに強くなっているので、今

後も福岡局、あるいは九州沖縄ブロックとしても取り組んでいき

たいと思う。 

 

○  ９月５日（土）ＮＨＫスペシャル「“最強”台風接近 どう守る 命と暮らし」

を見た。土砂災害や河川の氾濫にどう備えるか、これまでの取り組みや課題を各

地の現場から具体的に描き出していてよかったと思う。放送日は、台風に備え、

多くの人が庭やベランダの片づけ、窓にテープを貼ったり、ホテルに避難したり

していた。経験のない被害の可能性がある台風に備え、不安な夜を過ごす中でこ

の番組を見ることは、災害に備えることを学び考え、また地球温暖化など環境異

変をもたらしている要因やその背景にも目を向けるよい機会になったと思う。さ

まざま分かりにくいところはあったが、即応力、瞬発力、生放送での対応はとて

もよかった。この番組を「ＮＨＫスペシャル」として放送したこともよかったと

思う。 

 

○  ９月５日（土）ＮＨＫスペシャル「“最強”台風接近 どう守る 命と暮らし」を

見た。近年の台風や豪雨は、非常に緊張感や恐怖を感じる。番組の後半、河川氾濫な

ど水害のグラフが表示されたが一目瞭然で、これまでと全く違っていることがふに

落ちた。経験が通用しない温暖化や気候変動に対しては、情報収集の知識や対応す

る力を身に付け、法律も変えていく必要があることを知り、驚きとともに見てよか

ったと感じた。最新の洪水予測システムの説明で数字が次々と出てきたが、一度見

るだけでは混乱し、十分に理解できず、逆に不安な気がした。気象庁が予測を行うと

法律で決まっており、さまざまな人が精度の不確かな予測を行うと社会の混乱を招

くとあったが、ネガティブな気持ちになった。「どう守る命と暮らし」というタイト

ルから、不安をなくすための情報を提供してくれると思っていたが、法律が変わら

なければ、情報収集も分析も個人の力で対応するしかないということで、今回の番

組タイトルは十分ではないと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

防災・減災報道はできるだけ細かく、かつ丁寧に伝えないと、

かえって不安をあおり、疑問を持たせてしまうことになりかねな

いので、心して行いたいと思う。 

 

○  ９月６日（日）小さな旅「牛飼いたちの夏～兵庫県 新温泉町～」を見た。夜に、

牛におやすみの挨拶をするとき、牛が老人の手をなめる映像が、家族のように感じ
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られ、昔ながらの畜産の風景で心温まる内容だった。番組の後半で、親子関係に悩む

女子高校生が、「牛といるのが落ち着く、私で大丈夫だろうか」と話すことばに、高

校生らしい感情の揺れ動きが感じ取れてよかった。途中父親の声で、「たくさんの経

験を積んでほしい」というナレーションが流れたが、直接娘に対して話すのではな

く、娘が映っていないシーンだった。このシーンを見れば、娘も自分がどれだけ愛さ

れているか分かったのではないかと感じた。牛を通じてさまざまな学びがあり、心

温まる番組だった。宮崎での口てい疫流行から１０年の節目の年を思いながら、特

に宮崎の畜産を学ぶ農業高校の高校生に見てもらいたいし、勧めたいと思った。 

 

○  台風１０号の一連の報道を見た。番組予定を変更し、台風情報を断続的に切れ

目なく放送していた。防災情報を広く行き渡らせるという公共メディアの役割を

しっかり果たしていたと思う。 

 

○  ９月６日（日）～７（月）の「ニュース・気象情報 台風１０号関連」（総合 後

9:00～0:00、前 0:00～4:30）で、刻々と状況を報じていたのもよかった。気にな

ったのは、台風が接近する各地からの中継の際、「私は今ホテルの客室内の安全な

場所にいて、窓ガラスから離れてお伝えしています」と、リポートで出てくる記

者が次々と同じことを言っていたことである。安全に配慮する、身を守ることを

呼びかけるのは、東日本大震災、また熊本地震以来、一貫して力を入れていると

思うが、くどい印象を受けた。被災した場所を伝える際、市民やふるさとの被害

を心配する人向けに、できるだけ詳しくその場所を伝えてほしいと思う。特に、

面積が広い自治体はわかりにくいので、どこが危険なのか、分かりやすく伝えて

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

災害のたびに新たな課題が見つかる。今回の台風１０号でも、

新型コロナウイルス感染拡大防止のため避難所の定員が少なく

なり、避難した人が避難所に入れないという事態があった。こ

のような事態をなくしていくにはどうすればいいのか大きな課

題である。人々の命と暮らしを守るため、被災地の地名を細か

く伝えるなど災害報道がより伝わるよう、今後とも努力してい

きたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

地名をどこまで細かく伝えるかというのは、我々も議論をして

いる。何が地元の方にとって有益な情報なのかを、検証しながら
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進めていくことが重要だと思う。 

 

○  ９月７日（月）ノーナレ「あるジャズマンの物語」を見た。聴力を失ったジャズマ

ンが、音の記憶を思い出しながら演奏する様子や、音の世界を映像化しているのが

よかった。ＢＧＭなどの演出を抑えたドキュメンタリーで、これからも視聴したい

番組だ。 

 

○  ９月１１日（金）くまもとの風「日本一長く服役した男」を見た。今年見た番組の

中で最も衝撃を受けた。熊本刑務所は市の中心地から比較的近く、何度もその前を

通ってきたが、収容者の３分の１が無期懲役囚であることや、昨年その熊本刑務所

から、６１年にわたって収容されていた囚人が、仮出所したことも全く知らなかっ

た。刑法について多少知識は持っているが、死刑に比べると、無期懲役は軽いという

認識だった。この番組で、無期懲役囚の様子を目の当たりにし、机上の論理と現実は

違い、人の時間を奪うこと、ある意味生きる希望を奪うとは、その人の命を奪ってし

まう死刑に等しいほど重い罰だと気づかされた。番組制作側も着地点を想定し取材

を進めたと思うが、元受刑者が反省やざんげをし、今後の人生に少しでも希望を見

いだして生きていけるかどうか、これは最後まで見えなかった。ただ、あえてそのま

ま放送したからこそ、強いリアリティーを見る側が感じたと思う。非常に考えさせ

られる番組だったので、犯罪抑止の観点と、貧困を人ごととして放置しておくと、こ

の悲劇が繰り返され得るという観点から、この番組は学校教育などでも活用される

べきではないかと感じた。 

 

○  毎週金曜日「ドラマ１０ ディア・ペイシェント」を欠かさず見ている。新型コロ

ナウイルスの感染拡大の状況で医療機関の重要性を改めて感じており、この医療ド

ラマを興味深く見ている。医師と患者との関係、さらにそれぞれ医師、患者の思いが

描かれているが、加えて病院をサービス業と捉える経営側の視点、医療訴訟、介護、

育児、認知症、どれをとっても、現代の大切なテーマだと思う。主演の貫地谷しほり

さんが本当にすばらしい演技で、内田有紀さん、田中哲司さん、平田満さんも芸達者

で、すてきな俳優さんたちがたくさん出演しているよいドラマだと思う。田中さん

が演じるモンスターペイシェントは、夢に出てきそうなぐらい怖いが、その背景に

は介護と貧困という壮絶な背景があり、今の日本が抱える問題をドラマでも描いて

いると感じた。ただ、第８話「志をつないで」で、医療訴訟を抱えている医師が自ら

命を絶つエピソードがあり、医師の夫が、「彼女は医師としての責任を取ったんだ、

誇りに思う」といったせりふがあった。恐らく原作の小説に忠実に制作していると

思うが、本は読みたいと思った読者が自ら購入し、物語全体を通して読む中で、その

エピソードに触れる。しかしテレビドラマは、不特定多数が目にするため、受け止め
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方が違うのではないかと感じた。ドラマだとその週だけ、その時間だけ目にする視

聴者もいると思うので、同じような物語でも受け止め方が違うと思う。最近芸能界

でも自ら命を絶つ人がおり、年齢を問わず日本は世界でも有数の自殺者が多い国と

なっている。ドラマだからこそ、表現には慎重になるべきではないかと思う。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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福岡拠点放送局

（ウェブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、事前に視聴した、実感ドドド！ 「起業家が語る ドうすればいい！？九

州沖縄の経済」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  富田 めぐみ （琉球芸能大使館代表） 

副委員長  田川 大介 （株式会社 西日本新聞社 編集局総務） 

委  員  秋本 順子 （金属造形作家） 

      乾  眞寛 （福岡大学 スポーツ科学部 教授） 

大鋸 あゆり （伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 取締役放送部長) 

楠田 喜隆 （株式会社 雲仙きのこ本舗 常務取締役） 

籠田 淳子 （有限会社 ゼムケンサービス 代表取締役） 

関西 剛康 （南九州大学 環境園芸学部 教授） 

西野 友季子 （株式会社ニュー西野ビル 代表取締役） 

古荘 貴敏 （株式会社 古荘本店 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜実感ドドド！「起業家が語る ドうすればいい！？九州沖縄の経済」 

（総合 ７月３日(金)放送）について＞ 

 

○  新型コロナウイルスの感染拡大にもかかわらず、出演した３人の起業家が終始明

るく前向きな姿勢で、多くの事業家が勇気づけられたのではないかと感じた。番組

を通して２つのメッセージを受け取った。１つは、やはり九州はアジアに近く、1,300

万人の人々が一体感を持ちながら暮らしており、九州としての強みを再確認できた。

もう１つは、経済というものは、そもそも経世済民に由来するなど、お金を稼ぐとい

う以前に、まず社会のために役に立つことが本来の目的であるということを改めて

気づかされた。気になった点は、地方創生の意識が高まり、２０代の地方への転職希

望者の割合が増えているということだったが、ほかの世代についても知りたかった。

また、テレワークについての議論があったが、実際テレワーク可能な求人はどのよ

うな業界や職種なのか、9 万 4,000 人と紹介された九州における女性の潜在就労者
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の何割程度の受け皿をテレワークによって作ることができるのかをより深く知りた

いと思った。全体を通してすばらしい番組だった。 

 

○  「ドうすればいい！？九州沖縄の経済」という命題を掲げながら、結局何を言いた

いのか、最後まで分からなかった。県境を越えるとか、九州は一つといったスローガ

ンや、生き方、幸せという抽象的で表層的なワードが繰り返されており、メッセージ

が何なのかかが伝わってこなかった。家畜への口てい疫感染からの再起や、廃校や

古民家を生かした地域の取り組みなど、興味深い話題があったが、的がしぼれてい

ないと感じた。３人の起業家がそれぞれの分野の専門のことや言いたいことを述べ

て、そのまま終わってしまったという印象がある。冒頭で「徹底討論する」という発

言があったが、この内容では徹底討論とは言い難いのではないか。安易に用いるべ

きではないと思う。新型コロナウイルスの感染拡大で深刻な危機に直面している人

が、これからどうしていけばいいのだろうかと思いながらこの番組を見たときに、

もの足りなく感じたのではないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

例えば破産した人、倒産した人、家族を亡くした人などが、明

日に向かって生きていくためにはどうすればいいのかというよう

な質問を加えてもよかったかもしれないと感じた。番組としては

未来志向というコンセプトで制作したが、視聴者が持つであろう

疑問を先回りして答えるような質問を用意していてもよかったの

かもしれない。指摘いただいた点は今後の参考にしたい。 

 

○  新型コロナウイルス感染拡大下における番組だと、感染防止対策や医療的な話も

多い中で、九州で活躍している起業家が前向きな意見を次々に言っており、勇気を

もらった。新型コロナウイルスの感染拡大でたくさん出てきたマイナス面を踏まえ

ながらも、後ろ向きではなく、現状をどのように打破していくかということを話し

ており、視聴者のやる気が出る番組だと感じた。地方創生を真剣に考えていかなけ

ればいけない時代に来たということを、実績を伴う起業家が話しており非常に説得

力があった。人選もよかったと思う。 

 

○  ３人の起業家は明るく爽やかで、印象がとてもよかった。番組の構成も、九州沖縄

の強みと弱さという切り口で、短い時間で分かりやすい作り方になっていると思っ

た。全般的にはよかったが、すばらしい起業家を紹介する番組かのような印象もあ

り、番組からのメッセージが何なのかが伝わってこなかった。九州は一つという大

きなテーマを発信していたが、一方では、車で移動するときにナンバープレートを
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気にするなど、新型コロナウイルスの感染者数が再び増加してきているという事態

にも直面している。九州は一つということを、どのような方法で具体的に進められ

るのか、番組で取り上げられていた大きな規模の事例だけではなく、小さなステッ

プをつないでいくことも大切だと感じた。起業家の人選も似た人たちを集めた印象

があるが、九州を一つにしていくにはさまざまな人の意見が重要で、今後に向けて

ＮＨＫのファシリテーターとしての役割にも期待したい。 

 

○  ３人の起業家の話は興味深く、番組を通して初めて知ることもあり、とてもいい

事業をされている人の話を聞けてよかった。ただ、今回の新型コロナウイルスの感

染拡大で、この起業家の人たちにどのような影響や苦労があったのかという説明が

足りなかったように感じた。今回はスタジオでのトークセッションのような形だっ

たので、新型コロナウイルスの話題というよりも、経営や経済の考え方についての

話で、高齢者や主婦、学生などの視聴者層には伝わりにくいと感じた。番組は温かい

雰囲気で終了したが、最後は司会者の魚住優アナウンサーに、新型コロナウイルス

の感染拡大でどうしていったらいいのかという重要な結論をまとめてから番組を締

めてほしかった。気になった点は、番組内でノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌ

スさんの「後戻りしてはいけない、さらに、そのために九州は重要な役割を果たせ

る」というメッセージが紹介されていたが、番組側からどのような質問を投げかけ

たのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ユヌスさんには、そもそも九州には土台としてソーシャルビジ

ネスの研究機関があり、ソーシャルビジネスに携わっている人が

多いことを質問の前提として「九州の人々がソーシャルビジネス

や、社会的な意義を果たせるビジネスでどのように世界を変える

ことができるのか、またそのような可能性があるのだろうか」と

いう質問をした。 

 

○  出演した起業家のようにポジティブシンキングな人にとっては、非常に希望が持

てる前向きな番組だったと思う。一方で、多くの人たちは、現状を憂う心情に支配さ

れている。そのような中で、この番組を見ると、「そんなのんきな話ではないだろう」

となり、番組への反応は二分されるところがあるのではないかと思った。九州沖縄

の経済の話であったが、視野がアジアまで大きく広がったことや、新型コロナウイ

ルスの感染拡大下において、より注目が集まる女性の雇用問題やテレワークなど、

いろいろなことを考えるきっかけになった。九州の中でどのように人材が還流し、

活躍する場を作るのか考えさせられた。多くの新しいビジネスに挑戦しているとい
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う起業家の先見性に触れて、前向きな気持ちにはなったものの着地点が見えなかっ

たという不安さが残り、どのように現実の九州に当てはめていくのかという部分が

少し見えづらかった。 

 

○  徹底討論という言葉には、違和感があった。先の見えない新型コロナウイルスの

感染拡大の中で、この危機を乗り切るためにどうすればいいのかというような問題

提起をすると思って見ていたので、番組を見終わったあと、現実は甘くないという

印象を持った。起業家３人について、これまでの活躍の様子を紹介していたが、ほか

の番組などでもその活躍ぶりを認識していたこともあり、今さらという感じもあっ

た。九州は一つという理想も、非常に難しい現実があるのではないかと思う。彼らな

りにいまをどう乗り切っているのかということにとても興味があったが、スタジオ

での楽しげな会話は徹底討論とはほど遠く、直面している現実についてもっと具体

的に討論してほしかった。 

 

○  さまざまなヒントがあり、勇気づけられた番組だった。異なる分野の起業家の経

験や視点からの意見がテンポよく、短い中で分かりやすく伝えられていた。もっと

詳しく聞きたいと感じる部分もあったが、起業家の方が体験しているからこそ共感

できて、参考になることばも多く刺激になった。九州は一つという新しい可能性が

生まれてくると、自分の中で再確認することもできた。気になった点は、最初のテー

マが九州の強みと課題、というのが少し強引な印象がした。討論も具体的により深

く、どのようにすればいいのかという部分に重点を置いてほしかった。しかし、この

厳しい状況だからこそ、さまざまな可能性があるということ知り、前向きな気持ち

になれた。考えるきっかけになる番組だった。 

 

○  番組全体のリズムはとてもよかった。３人の起業家の発言をしっかり聞かせる場

面と、時折挿入される映像のバランスもちょうどよかったと思う。ただし番組後半

で３人が直接やり取りをしていくようになり、やっと議論が始まったという感じだ

ったので、その議論を深めていくところをもう少し聞きたかった。３人の起業家は、

社会課題の解決、女性の再就職支援、飲食と分野は違うが、それぞれの分野でよりよ

い社会にしよう、より魅力ある九州にしていこうというポジティブなメッセージが

発せられていたので、非常によいキャスティングだったと思う。ただ、番組の結びで

は、魚住アナウンサーのまとめのコメントが必要だったのではないかと思った。も

う少し深掘りが必要だと感じたが、視聴者自身がこの番組を見て、さまざまなこと

を考えるきっかけになる番組だった。２５分という短い時間でリズムよく見られた

番組だった。 

 



5 

○  “ウィズコロナ”の時代を生き抜くためのヒントを徹底的に語り合うということ

だったが、徹底的に語り合えていたかというと疑問に感じた。少し世間話のような、

特に前半はいろいろなところで聞く話で、新しい発見がなかった。番組の締めくく

りも当たり障りのないまとめ方だと感じた。視聴者は、限られた時間で番組を見て

いる。その番組を見る価値というのは、番組で得た知識を生かすことができたり、癒

やしを感じたり、感銘を受けたり、新たな発見をしたりすることだと思う。今回の番

組について言えば、すでに視聴者も実感として気づいており、議論も始め、行動も始

めているものだと思う。それよりも、事業を持続させるためには何が必要なのかな

ど、一歩先の視点が欲しかった。また気になったのは、出演者の紹介が少し足りない

のではないかという点で、事業で上がった利益を、さらにあらたな社会貢献事業に

投資していることを補足したほうがよかったと思った。番組全体として、軽くて内

容が薄かった。今後は、経済をどのようにしていくか具体的な取り組みが分かるよ

うな、発信力のある番組を期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

限られた時間の中で番組を見ている視聴者にとって、その番組

を見る価値をどう考えるのかという話は、心にとても深く響いた。

今後も頂いた意見を参考に、地域の力になり、あるいはヒントに

なるような情報を積極的に伝えていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組として何が言いたかったのか、具体性に乏しかったという

指摘については、「実感ドドド！」の３つ目のド、「ドうすればい

いの」という疑問に十分に答えられていないということなので、

この点はしっかりと今後に生かしていきたい。貴重な時間を使っ

て番組を見ていただく以上、見てよかった、何か一つでも学んだ

ものがあったなど、満足感を得られるものを１本でも多く作って

いきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月１９日(金)の実感ドドド！×四国らしんばん 「“豪雨”×“新型コロナ”か

ら命を守る」を見た。九州沖縄と四国の番組が連携しておりすばらしいと思った。平

成２９年の九州北部豪雨の被災地域の深刻さや、防災意識の向上、これから起こる

であろう台風や豪雨の前にしっかりと対策を取ることの重要性を理解できた。各自
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治体の作成しているハザードマップは、大きい河川については整備されているが、

小さい河川については着手できておらず、ハザードマップを作ってない自治体もあ

ると聞き驚いた。その上で、各家庭でマイタイムラインや心のスイッチの準備が必

要であるということを学んだ。まさに一人一人の命を守る行動が、皆さんの命を守

ることにつながると思った。各地での豪雨の際は、ニュースや番組内でも避難の呼

びかけや注意喚起をしているが、今後も、スマートフォンやラジオなどと幅広く連

動して、さらなる呼びかけをしてもらいたいと思った。 

 

○  ６月２３日(火)のニュース「令和２年沖縄全戦没者追悼式」を見た。今年は、新型

コロナウイルスの影響で縮小した形の式典だった。全国に発信できたことはよかっ

たと思うが、参列者が少ない会場の映像は、新型コロナウイルスの大変さは伝わる

ものの、本来の平和のメッセージは伝わりにくかったように感じた。映す対象が限

られており、何か工夫が必要だったのではないかと思った。沖縄県の玉城デニー知

事の平和宣言や、高校生の「平和の詩」朗読の際に、会場では手話通訳者がいたが、

画面には映っておらず残念だった。知事の平和宣言の一部が、今年は英語と沖縄の

言葉でも話していたが、例えば、字幕を入れるのは難しいのだろうかと思った。８月

には、広島や長崎の原爆の日、そして終戦記念日を迎えるが、今年はいずれの式典も

形を変えた開催となると思うので、少しでも視聴者に問いかける映像の工夫を期待

したい。 

 

○  ７月４日(土)のＮＨＫスペシャル タモリ×山中伸弥「“人体ＶＳウイルス”驚

異の免疫ネットワーク」を見た。新型コロナウイルスの特徴や、ウイルスが入ってき

たときの人体の中で免疫機能がどのように機能し、ウイルスと闘っているのかとい

うことが、明確に分かった。番組では俳優の石原さとみさんやラグビー日本代表の

福岡堅樹選手がゲストとして出演しており、この人選が非常によかった。それぞれ

が発する疑問に対して、山中伸弥教授が的確な説明をしており、それをＣＧで視覚

的に理解できるということで、すばらしい内容だった。山中教授は、若者世代が“見

せかけの無症状”で多くの感染者を広げてしまうリスクがあるという説明をしてい

たが、非常にふに落ちた。この番組をもう少しコンパクトな形にして、教育界の人た

ちに幅広く見てほしいと思った。 

 

○  ７月４日(土)のＮＨＫスペシャル タモリ×山中伸弥「“人体ＶＳウイルス”驚

異の免疫ネットワーク」を見た。本当にすばらしく、多くの人に見てほしいと思っ

た。また、学校教育でこの番組を見ることによって、新型コロナウイルスを本当に理

解できるのではないかと思った。分からないという恐怖心を解決するには知ること
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が必要だと痛感した。映像は、色彩も独特で非常に細かく精巧な動きで、そのリアル

さにも引き込まれた。山中教授が、「十分な睡眠、バランスのよい食事、適度な運動」

と話していたが、実際毎日生きていく人間にとっては免疫力が非常に重要で、一番

の基本的な考え方をしっかりと伝えてくれていた。また、分からないことも一つ一

つ丁寧に答えており、信頼できる番組だった。 

 

○  ７月５日(日)のＮＨＫスペシャル 戦国～激動の世界と日本～（２）「ジャパン・

シルバーを獲得せよ 徳川家康×オランダ」を見た。日本の戦国時代の争いと、世界

のオランダとスペインの攻防がリンクしていたということを明確に教えてくれた番

組で、歴史の新しい一面が分かり、歴史観が変わっていき非常に勉強になった。ドラ

マ仕立ての場面やＣＧや地図も分かりやすく、５０分の番組でも凝縮した内容だっ

た。番組の最後で「グローバル経済を最も効率的に利用したものが勝利を収め、それ

は家康であり、オランダであった」というまとめ方が、現代につながっているという

ニュアンスでまとめられており興味深かった。とてもよい番組だった。 

 

○  ７月１０日(金)の「緊急報告 豪雨から命を守るために」（総合 後 7:30～8:15 九

州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ(除く沖縄)）を見た。九州の豪雨の状況がまとめられていて、起こり得

る危険に対してどうすればいいのか、啓発につながる番組だった。命からがら生き

延びた住人の証言など、過去の教訓が通用しない最近の豪雨による被害を克明に伝

え、将来の被害を防ぎたいという作り手の意図がよく伝わってきた。熊本県の豪雨

災害で特別養護老人ホームの避難を助けに行った人のインタビューは非常に貴重な

証言だった。亡くなられた方の最期の様子など、あまりにも悲惨な話は聞きたくな

いと思う一方で、あっという間に水かさが増す怖さや、少しでも早い避難が大切だ

と伝えることができる証言として、放送するかどうか悩んだのではないだろうか。

数の示し方については、１４人が亡くなった老人ホームには入所者とスタッフが何

人いたのか、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために定員を 200 人に大幅に減

らしたという避難所は、もともとは何人が定員だったのかなども情報としてあった

ほうがよかった。ことしの豪雨の際も、文字情報などでも常に災害関連情報が発信

されており、命を守る情報伝達に徹しており感謝している。 

 

○  ７月１１日(土)の「あなたにとって いま たいせつに思っている～いろんな人

をつないで世界をのぞくＴＶ～」（総合 後 9:00～9:49）を見た。ステイホーム期間

中、家にいる時間を堪能することもあったが、同時に、「会いたい人」というものも

感じることがあり、「いろいろな人をつなぐ」という言葉にひかれて見た。冒頭でス

タジオの出演者３人が、自分は両親に会いたい、元カノに会いたいなど話しており、

いまこういうことを思っている人が普通にいるということに心が打ち解け、番組に
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入りやすかった。番組ではハリウッドの映画スターなど、いろいろな人に次々とつ

ながっていき、その展開に驚いた。今、新型コロナウイルスの感染拡大下において、

何をしていいのか分からない時もあるが、人のことを思う、愛をお互いに感じ合え

るということが、人を動かす動機づけになるということを実感した。多くの人に見

てほしいと思える番組だった。 

 

○  ７月１１日(土)の「あなたにとって いま たいせつに思っている～いろんな人

をつないで世界をのぞくＴＶ～」（総合 後 9:00～9:49）を見た。新型コロナウイル

スの影響で、オンラインで顔を合わすことはできるけれども、なかなか直接会うこ

とができない中で、とても面白いテーマの番組だった。世界のいろいろな国の町の

映像や出演者の笑顔を見ると、とても明るい気持ちになり、早く旅をしたいという

気持ちにもなった。一方で、それぞれの町や人々の生活をもっと見てみたかったと、

もの足りなさを感じたところもあった。また、会いたい人とつながっていく展開だ

が、途中から本人同士ではなくて、会いたい人と番組の担当スタッフが会う形になっ

ていたので、そこが少し疑問に感じた。番組を見て、私は誰に会いたいのかと考えな

がら、会いたい人に会える喜びや、人にとっての幸せなど、いろいろと考えさせられ

た。 

 

○  ７月８日(水)の世界の哲学者に人生相談（再）「“行き詰まりから脱出するには”

～ジョン・デューイ」を見た。哲学というと非常に難しいイメージがあり敬遠しが

ちだが、俳優の高田純次さんとモデルの池田美優さんという親近感を感じる２人が

司会をつとめていて、番組をできるだけ面白く、簡単に伝えようという姿勢が伝わ

ってきたので、非常に楽しく見ることができた。ゲストの和田アキ子さんが素朴な

質問や意見を話すことによって、視聴者としても共感できた。思い込みや固定観念

が問題解決の敵であって、目的が定まって初めて手段が決まる、それが問題解決に

つながるという結論の部分が非常にふに落ちた。新型コロナウイルスの感染拡大や

豪雨災害などもあり、困難に直面している人がいると思うが、それを解決するため

には、目的自体を変えるなど、今の状況だからこそ使える手法ではないかと思った。

今後の人生においても役に立つ思考法が学べ、非常に満足した。 

 

○  ７月１２日(日)のこころの時代～宗教・人生～「今 互いに抱き合うこと－コロ

ナ禍に読む聖書－」をＮＨＫプラスで見た。北九州市で３０年にわたりホームレス

の支援に取り組む、牧師でありＮＰＯ法人の理事長の奥田知志さんの根底にある思

想や、行動を呼び起こす根幹としての信仰を、奥田さん自身の語りを中心にじっく

りと伝える優れた番組だった。インタビューする人、番組制作に携わる人たちの奥

田さんへの理解と共感が感じられた。番組の最後で、ヨハネによる福音書の中の「光
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は闇の中に輝いている、そして闇がこれに勝たなかった」ということばを奥田さん

が解説していたが、まさに今、新型コロナウイルスの感染拡大下にある人たちや豪

雨災害で先が見えずに立ちすくんでいる人たちに対して、闇が過ぎてから光が来る

のではない、今の闇の中に光がある、そこに目を向けよう、というメッセージは救い

になったと思う。打ちひしがれている人たちに希望を与える、まさに今見るべき番

組で、人にも勧めたいと思った。 

 

○  ６月２３日(火)の三宅民夫のマイあさ！「語り継ぐ～沖縄戦を“歴史”にしないた

めに」を聴いた。三宅キャスターが、白梅学徒隊の活動を継いでいく若い世代にイン

タビューしていた。戦争体験を語り継ぐことはとても大切だが、より身近に感じて

もらえるように、例えば戦前はどのような楽しい女学生ライフを過ごしていたかを

聞き取って伝えるなど、試行錯誤をしているという話で、時間もしっかり取ってお

り聴き応えがあった。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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福岡拠点放送局

（ウェブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、６月７日(日)に放送した「これでわかった！世界のいま」の内容について

報告があった。次に、事前に視聴した「緊急特番 新型コロナ 第２波 の衝撃 〜いま北

九州で何が〜」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  山元 紀子 （霧島高原ビール株式会社 代表取締役） 

副委員長  富田 めぐみ （琉球芸能大使館代表） 

委  員  秋本 順子 （金属造形作家） 

      乾  眞寛 （福岡大学 スポーツ科学部 教授） 

大鋸 あゆり （伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 取締役放送部長) 

楠田 喜隆 （株式会社 雲仙きのこ本舗 常務取締役） 

籠田 淳子 （有限会社 ゼムケンサービス 代表取締役） 

関西 剛康 （南九州大学 環境園芸学部 教授） 

田川 大介 （株式会社 西日本新聞社 編集局総務） 

古荘 貴敏 （株式会社 古荘本店 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「緊急特番 新型コロナ“第２波”の衝撃～いま北九州で何が～」 

（総合 ６月５日(金)放送）について＞ 

 

○  「第２波の真っただ中にいる」という北橋健治北九州市長のことばから始まる番

組は、緊急性を感じ、非常に引き込まれた。８０歳の男性からどのように感染が広

がったかという実態は非常にわかりやすく、十分な対策をしていた救急隊員ですら

新型コロナウイルスに感染していたという再現シーンは、驚きと恐怖に襲われた。

見過ごされた感染者がいる現実や、厳しい現状に対応する医療従事者の姿を知るこ

とができた。無症状の人からの感染も起きているということを聞き、毎日の生活の

中で新型コロナウイルスに対する姿勢が緩んできたということを感じた。ウイルス

の遺伝子検査には非常に期待を持ったが、まだまだ時間がかかるということを改め

て考えさせられた。 
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○  北九州市の感染者数が急激に増えたことには、非常に衝撃を受けた。救急患者の

搬送により、相当の感染対策をしている救急隊員でも感染しているということに、

このウイルスの感染力の強さを改めて感じた。また院内感染ということばには、病

院内で不手際やミスがあったのかというマイナスに捉えるイメージがあったが、院

内感染というのはどこにでも起こりうるし、ものすごい速さで感染が広がるという

ことを認識した。全国向けの放送が翌日の深夜に総合テレビであったが、もう少し

見やすい時間帯で放送して全国のみなさんにもこのことを知ってほしいと思った。 

 

○  次々に発表される感染者の状況やその分布が、図に丁寧にまとめられ可視化され

ており、とてもわかりやすかった。データに基づいて伝えられており説得力もあっ

た。感染経路がたどれない人の図はとてもわかりやすかったが、全体から医療機関

や介護施設を除いた残りを、学校とその他２つのグループをまとめて記載していた

が、その他のグループはまとめるのではなくそれぞれの割合を出したほうがよかっ

たと思った。また、７０代の女性を例に、見過ごされた患者によって市中感染が広

まった可能性があると指摘していたが、どの程度同じような患者がいたのか、ほか

にどのようなパターンの患者がいたのか、もう少し知りたいと思った。消防隊員は

しっかりと対策を取っていたということだが、再現ＶＴＲでは医療用ではなく普通

のサージカルマスクをしており、完全な対策を取っているようには見えなかった。

番組の後半で、感染源が不明な人の遺伝子の分析が進んでいるというところはなる

ほどと思った。感染経路の推定ができれば、予防や行動制限ができるので、結果が待

ち遠しいと思った。番組の最後で記者会見の中継映像が使われていたのも生放送な

らではだと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

消防隊員の再現ＶＴＲで、Ｎ９５マスクではなく、サージカル

マスクを使っていたという点だが、当時の消防署のマニュアルで

は手動の酸素器具を扱うときはサージカルマスクでよいとなって

おり、今回救急車内で感染が起こったことを受けて、Ｎ９５マス

クを使うように改定された。当時はマニュアルがそのようになっ

ており、それがひとつの改善点として浮かび上がったということ

は言えると思う。 

 

○  小学校や病院、介護施設での感染ルートを、日ごとの時系列で解説しており、わか

りやすかった。また、救急隊員の再現ＶＴＲでも、エアロゾル感染した経緯が伝えら

れており、ここまで対策をしても、なお感染したというのならば、もはややむを得な
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い面もあるのではないかと思った。イラストについてだが、北九州というエリアの

所在地が、何となく福岡県の東側と把握するぐらいで、実際にどこからどこまでが

北九州なのか、また、院内感染が起こっているのは、北九州市内のどの場所なのかが

わからなかった。スタジオのフリップでも、病院や学校などの施設のイラストがあっ

たが、もう少し詳細な発生エリアについて説明があれば、よりわかりやすかったと

感じた。北橋市長のへ取材については、自治体のトップが、この事実をどのように捉

えて対策をしているのか、学校や地域医療について視聴者が気になっていることを

質問して、回答を引き出していた。このような有事の際に、自治体のトップがどこま

での権限があるのか、どのような判断で動いているのか、専門家や厚生労働省のク

ラスター対策班などとどのような連携をしていたのかということについても、今後

検証してほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

北九州のイラストだが、所在地が福岡県のどのあたりに位置す

るのか、もう少し広範囲のところから伝えた方がよかった。また

北九州の何区で起きたのかや、学校などの所在地についても、特

定されない範囲でもう少し詳細な情報を出してもよかったかもし

れない。 

 

○  第２波という言葉は、菅官房長官が第２波ではないと発言した一方で、北九州市

長が第２波の真っただ中という発信をしており、どうなっているのかという気持ち

が残っていた。第２波について、もう少し追及があればと思った。また番組では、４

月３０日から５月２３日まで２３日間感染者がゼロだったということだが、北九州

で感染が広がったのはなぜかということよりも、その時になぜ感染者がゼロだった

のかということが大事なのではないかと思う。番組の中で感染が拡大した理由とし

て、人出の増加や医療機関の検査が増えたこと、濃厚接触者全員を検査したことを

伝えていたが、そもそもなぜそれまでは検査ができなかったのかということが疑問

に残った。また北橋市長にインタビューする場所について、もう少し明るいところ

で撮ってもらいたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

第２波ということばの取り扱いについては、当時、国と北九州

市が言っていることが異なっている状況の中で、番組においては、

「第２波」だとコメントでは明言していないが、タイトルに「“第

２波”」と記載し、“いわゆる”第２波という形で扱った。また、

取材をしていく中で、５月の大型連休中に熱を出している人が数



4 

人いたという情報も含めて、なぜゼロになったように見えたのか

というところも、より深く分析すべきだったと思う。 

 

○  タイムリーな番組だった。感心したのが、遺伝子情報を分析し、どこから来たウイ

ルスの型かを調べることで、国内のどの場所で感染が発生したウイルスなのか特定

できるということは新しい情報だと思った。また専門家が、リスクをゼロにできな

いということや、今後も感染対策をしていかなければいけないということを伝えて

いたので、視聴者の機運も高まっていくと思った。最後の廣瀬雄大アナウンサーの

一言には、心が救われて、今後の感染防止策をしっかりとやっていこうという気持

ちをかき立てられた。 

 

○  冒頭で感染拡大の実態に迫ると、番組のねらいを説明しており、医療機関や学校

におけるクラスター発生の背景や要因をわかりやすく解説していた。無症状のまま

感染を広げてしまう怖さ、病院を除くと７５％の感染者がウイルスの感染経路が分

からないという特性、第２波はいつ、どこででも起こり得るということなど、説得力

を持って伝えていた。時宜にかなった地域発の番組だったと思う。関心を持ったの

は、北九州市が分析した感染ルートを明らかにしていたことである。例えば、８０代

の患者から１４人のスタッフに感染したということなどをありのままに伝えていた。

わかりやすく、記録性という意味ではとても意義があることだと思った。一方で、関

係者や家族など、わかる人には、誰からこれだけ感染が広がったのかという人物が

特定されてしまう。そのことによって、相当つらい思いをしたり、苦しい立場に置か

れたりした方もいるのではないかと思った。公益性と当事者の気持ちやプライバ

シー、この両者のバランスをどう考えるかについて局内でどのような議論があった

のか知りたいと思った。また、沖縄中部病院の高山義浩医師が語っていた、リスクを

ゼロにするのは困難であり、感染した人を決して非難することなく、周りが支える

ことが大切であるというコメントがあった。この指摘は極めて重要で、感染するこ

とは残念だが決して悪いことではない。私たちが心すべきこととして、より強調さ

れてよかったのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

公益性と当事者のプライバシーは非常に難しい問題である。

ニュースで報じた、例えば、ある患者から１６人へ感染が広がっ

たという事実を伝えるときに、どうしても本人やその家族は、こ

んなに多くの人に感染したのかと心を痛めると思う。番組では、

感染した人が悪いのではなくて、感染伝ぱ力の強さや感染を防ぐ

手だてを考える上で、ある人から広がったという事実を伝えなく
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てはならない。今も答えが出ているわけではないが、公益性だけ

でなく、プライバシーに配慮しながらも、対策となるような情報

は、伝えていかなくてはならないと感じている。 

 

○  番組の冒頭、北橋市長の第２波の真っただ中ということばから始まって、その後、

これから放送する番組の要点がわかりやすく説明されていた。奇抜な効果などに頼

らずに、非常に冷静だったため、好感が持てた。また、廣瀬アナウンサーも、大変落

ち着いた口調で伝えるべき情報を分かりやすく伝えることに徹しており、番組の最

後にしっかりと思いを伝えるところがよかったと思う。番組を通して感じたのが、

視覚的な表現が的確に整理されており、伝わりやすかったという点だ。独自に分析

したという手書きのホワイトボードのツリーは大変感動した。また、それを情報整

理するのに使い、そこから放送用にデザインしていた。例えば、感染者のグラフや、

地図、医療機関での感染経路の関係図なども、患者、スタッフ、救急隊員と色分けを

しており、非常にわかりやすく見やすかった。オンラインのインタビューは、映像と

音声が合っていなくて、聞き取りにくいというときがあるが、専門家のコメントで

はしっかりと字幕が入っており、内容が頭に入ってきた。番組では、冷静に大切なこ

とを視聴者目線に立ちわかりやすく伝えていた。情報がしっかりと整理されて、小

さな工夫が視覚的にも凝らされており、とてもよかったと思う。 

 

○  第２波はどこでも起こり得るというメッセージが、具体的な根拠とともに明確に

示されていて、非常によかったと思う。特に集団感染が発生した様子を、感染ツリー

で明確に示した部分や、救急隊員へのエアロゾルによる感染の恐ろしさを、再現Ｖ

ＴＲで示したところなどは大変わかりやすかったと感じた。また、自治体トップの

北橋市長のインタビューの内容が非常によかったと思う。先行して第２波が発生し

た北九州市の事例を、全国で共有して、今後の対策に生かそうという姿勢もすばら

しいと感じた。気になった点は、番組内では結果が出ていなかった遺伝子分析によ

るウイルスの型についてだが、大体いつ頃にどのような形で、結果が示されるのか、

その予定だけでも伝えていればよかった。一人一人が、自分が無症状感染者かもし

れないと思い、十分注意して生活していかなければならないという危機感は十二分

に伝わったが、今後経済的な復興もあわせて目指さなければならないことを考える

と、今は無理にしても、このような条件が満たされれば少しずつ街に出ましょうな

ど、未来に向けた前向きなメッセージがもあってもよかったのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

遺伝子分析の型の結果がいつ頃判明するかについては、まだ具

体的な情報はない。対策としては非常に有効なものになり得るの
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で、わかりしだい伝えていきたいと思う。 

 

○  この番組を通して、改めて新型コロナウイルスとは何かということや、ウイルス

の性質を新しい生活の中で知っていく必要性というものを視聴者に伝えていたと思

う。また学校での感染というのが、重要な問題だったと思う。全国の教育の現場に衝

撃が走ったのではないだろうか。今後のレポートに期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

最も大きいクラスターが発生した小学校では、今日から分散登

校を再開した。どのようにすれば子どもたちが安心・安全な教育

を受けられるかということを、取材班が少しずつ学校と関係をつ

くり、学校が元どおりになるまでを取材できないかと考えている。

今後も学校の取り組みや、教育委員会や保護者にとっての課題な

どもしっかりと丁寧に見つめていきたいと思っている。委員から

いただいた貴重な意見や感想は取材チームにフィードバックして、

今後の番組作りに生かしていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２２日(金)の実感ドドド！「新型コロナ 見えてきた教訓と九州沖縄のこれ

から」を見た。九州沖縄各県でどのようなことが起きているのか、さまざまな対応に

ついて改めて知ることができた。番組の冒頭では、北九州市の病院でなぜ院内クラ

スターが起きたのか、当時の状況について医療現場への取材がよくされていたと思

う。また、医療従事者への風評被害についても事実をしっかりと報道しており、その

当時の苦難がよく伝わってきた。長崎県においては、４月に入港してきたクルーズ

船について取り上げられていた。実際に船内で新型コロナウイルスの感染が発生し

た当初は、長崎県内や市内でも一気に不安が広がったが、長崎県がどのような対策

を講じたのか、詳しい内容を県のコロナ対策チームのコメントを入れながら解説を

していたことが非常によかった。また、地域経済や観光についても、宮崎県の「ニシ

タチ」、熊本県の天草、沖縄県の観光業の現状について、九州沖縄のＮＨＫ各局が取

材をしており、九州沖縄の一体感を感じることができた。また、イラストや専門家の

解説がわかりやすく納得できた。 

 

○  ５月３１日(日)のきんくる～沖縄金曜クルーズ「首里城再建への道のりは～火災

から半年～」(総合 後 1:05～1:30)を見た。２度と燃える首里城を見たくないという

県民の強い思いがあり、防火対策がしっかり確立されないと再建は難しいという、
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有識者会議の高良倉吉委員長のことばが紹介されていた。火災だけではなく、台風

や地震など、さまざまな可能性を考慮しての再建になると思うが、これは首里城だ

けではなく、全国の文化財建造物の防災のあり方も問われていると思った。番組後

半で、記者が首里城の正殿の所有者は、国だと紹介していたが、なぜ沖縄県ではなく

国なのかという経緯は、改めて別の機会で取り上げて欲しいと思った。 

 

○  ６月１日(月)のストーリーズ ノーナレ「屋根裏のちばてつや」を見た。ナレーシ

ョンがない中で、どのような番組になるか非常に興味があった。ちばさんが朝起き

てどのような生活をしているかを丁寧に取材しており、本人が語る本音のことばが

とても心に響いた。何もナレーションがない、音だけの世界をうまく表現していた。

戦後、中国からの引き揚げの途中に父親の親友の中国人に助けられたときに、隠れ

ていた屋根裏部屋で弟たちのために絵を描き始めた、それが作品につながっている

ということが、ちばさんの語りとともにうまく紹介されていた。思い出を漫画に描

かれていたが、最後に消しゴムでゴシゴシと消す音、鳥のさえずり、小さなため息、

それが何のナレーションもなく、本当に静かな映像だったが、逆にさまざまなもの

が伝わってきた。８１歳の方がこうやって、今も描き続けていることが本当にすば

らしく、声援を送りたいと思った。ドキュメンタリーという番組のよさを再認識し

た。 

 

○  ６月６日(土)のいちおし！九州沖縄 フカイロ！ ＃おおいた２０３０→「Ｆｉ

ｌｅ．１ これからの話をしよう。」を見た。大分県の高校生が、地域の課題をしっ

かり認識して解決策を提案するだけではなく、イベントを企画して大人たちを巻き

込むなど、具体的な行動に移している様子を見て大変頼もしいと感じた。具体的な

事例を実際の映像で紹介してもらうことで、内容がよく理解できた。いわゆるＳＤ

Ｇｓをしっかりと実践している人たちが身近にいることを知ってよかった。このよ

うな取り組みが今後も持続可能かどうか、社会性は間違いなくあるが、その社会性

と経済性が両立されているかどうかを知る意味でも、そういった事業の具体的な売

り上げの推移や利益の推移を開示してもらえると、より理解が進んでよかったので

はないかと思う。 

 

○  ６月６日(土)のＮＨＫスペシャル「令和未来会議 危機をどう乗り越えるか？コ

ロナ時代の“仕事論”」を見た。８人のコメンテーターが、リモート会議のように同

時につながっており、一人一人が意見を言うだけでなく、意見を積み重ねていく建

設的な討論を見ることができた。話の内容も、大企業の経営者、中小企業の経営者、

そして女性経営者の違いが明らかで、リモート会議だからこそこのような多様な意

見を引き出すことができたと思う。アナウンサーが一人で多様な意見を集約してお
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り、非常に力を試されるところだと思った。グラフィックレコーダーの清水淳子さ

んがビジュアルで話をまとめるのは非常によいと思った。 

 

○  ６月１０日(水)のガッテン！「掃除洗濯にマスクまで！ 暮らしを劇的に変える

たった１つのコツ」を見た。マスクのどちらが表なのか裏なのかかという問題を取

り上げていた。私もよく説明書きを見ていなかったが、３層構造になっていること、

表面にはっ水加工がされていて水やウイルスをはじく、内側は呼吸や汗で湿っても

その水分を吸収する構造になっているという、非常にシンプルな説明だったが、わ

かりやすくまとめられていた。今後も夏場に向けてマスクの問題や、飛まつの問題

を取り上げて欲しい。 

 

○  ６月１２日(金)の金サガ「避難の準備できていますか ～佐賀豪雨の教訓を生か

す～」を見た。豪雨被害にあった住人のインタビューを複数取り上げており、そのイ

ンタビューから、住民のなかにある種の油断や防災意識の不十分さがあったという

ことがわかった。丁寧な取材をしており、中でも佐賀県総合防災アドバイザーの瀧

本浩一さんが的確で明快な説明をしており、大雨を迎える前のこの時期に適切な避

難を訴える番組として最良のものだったと思う。災害と新型コロナウイルス、この

両方の対策を考えた避難というのも、防災や消防の現場の声を取り入れながら、過

不足なく説明していた。将来的には、ウイルス対策を講じた避難がうまくいくのか、

あるいは何らかの課題が見えてくるのかを検証する番組も必要になってくるのでは

ないかと思った。番組の最後で、「水害から命を守る」という公共メディアキャンペー

ンのウェブサイトにアクセスする２次元バーコードが画面に表示されていたので、

アクセスしてみたところ、南海トラフの津波想定や、赤ちゃんを守れる避難所、ある

いは自宅が被災したときの生活再建のポイントなど、情報が盛りだくさんだった。

欲しい情報を欲しい人が見に行く形式としてよいウェブサイトだと思った。 

 

○  ６月１２日(金)のみやざき熱時間「どうする？コロナ禍の災害避難」を見た。県内

の市町村にアンケートをとり取材を進めていたが、避難所に来た方を体調不良の人

と健康な人に分けて避難してもらうことや、避難所運営の訓練で２メートルの間隔

を開けて検温すると風雨の中で待ってもらわないといけないことなど、さまざまな

課題があることが番組を見てわかった。安全と衛生を両立した避難所をいかにつ

くっていくのか、宮崎県の対策が進んでいることも番組を通してわかり、安心でき

た。また、行政に危機管理の専門家がいて、避難所の新型コロナウイルス対策がどう

なっているのかということを検証しながら改善することになっていることを番組で

知ることができ非常に勉強になった。 
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（ＮＨＫ側） 

新型コロナウイルス関係の番組をはじめとして、さまざまな意

見をいただいたたが、今後の番組作りに反映させていきたい。新

型コロナウイルスについては、特に離島では、医療体制がぜい弱

なところがあり、警戒を強めているところがある。加えて、経済

への影響は深刻な状態が続いている。このように地域に起きてい

る影響をきめ細かく取材し今後も伝えていきたい。 

 

○  ６月１４日(日)のＮＨＫスペシャル 列島誕生 ジオ・ジャパン２（１）「列島大

隆起」見た。非常に勉強になり、とても癒やされる番組だった。最新の技術や研究デ

ータを紹介するだけではなく、ＣＧなど多岐にわたる技術革新による番組で、ＮＨ

Ｋが目指している公共の価値にもある質の高い文化の創造を示した番組だったと思

う。今後も非常に楽しみで、教育現場でも使うことができる番組だと感じた。また、

キャスターの和久田麻由子さんの人柄が伝わってきて、とてもすがすがしくて歯切

れがよく、この番組の魅力の一つであると思った。 

 

○  大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」を見た。気になる点がある。女性がひざを立

てているシーンがドラマに出てくるのだが、その時代に女性はひざを立てており、

史実に基づいた演出だと聞いたこともある。しかし、大河ドラマはあくまでもドラ

マであり、内容もドラマとして制作している。そのため女性がひざを立てている姿

には違和感がある。 

 

○  「 １００分ｄｅ名著 カント“純粋理性批判”」と、「アルベール・カミュ“ペス

ト”」を、ＮＨＫプラスやＮＨＫオンデマンドで見た。新型コロナの感染拡大の影響

で、テレビも再放送が多く、ニュースや番組も新型コロナばかりで、見ているだけで

気がめいることがあった。そのような中で、 「純粋理性批判」が取り上げられると

いうことを知り興味を持った。新型コロナウイルスの流行で、多くの人が生きるこ

と、また人間の本質について考え、内省的になっている。まさに、今ふさわしいテー

マを取り上げた番組だと思った。理解を深めるためにテキストをじっくり読んでみ

ようと思い、書店に行ったところ、「純粋理性批判」の隣にカミュの「ペスト」が平

積みされていた。考えを深める参考書として、コンパクトでよい教材と思い、あわせ

て買い求めた。テレビの番組編成が、今なかなか悩ましい状況にある中で、ＮＨＫオ

ンデマンドなどで過去の放送をじっくり見るよい機会だと思った。何らかのキャン

ペーンを行えば、ＮＨＫオンデマンドを新たに利用する人も増えるのではないだろ

うかと思った。 

 



10 

○  ６月１日(月)の「赤い城 沖縄のこころ～首里城 再建の願い～」(ＢＳ１ 後

9:00～9:40)を見た。「ちゅらさん」にも出演した俳優の国仲涼子さんとお笑いコン

ビガレッジセールのゴリさんがゲストだった。ゴリさんは、首里高校の卒業生でも

あり、大変よいキャスティングだった。ただ細かいことになるが、龍潭のことを龍潭

池と言ったり、守礼門のことを守礼の門と言ったりしていたので、固有名詞は正し

く扱ってほしいと思った。番組では戦争と首里城の関係にも触れられており、日本

軍の司令部があったため徹底的な攻撃に遭い、首里城も焼けてしまったという歴史

が紹介されていた。首里城の再建が始まるのが 2022 年で、沖縄の本土復帰からちょ

うど５０年の節目を迎える。今後も沖縄での取材や放送を継続し、機会があれば全

国向けに発信してほしいと思う。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 



1 

２０２０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、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、２月の審議会での答申を受け、「２０２０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「２０２０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「２０１９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。次に、事前に視聴

した「実感ドドド！熊本地震から４年 記憶と経験を未来へ」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  山元 紀子 （霧島高原ビール株式会社 代表取締役） 

副委員長  富田 めぐみ （琉球芸能大使館代表） 

委  員  秋本 順子 （金属造形作家） 

      乾  眞寛 （福岡大学 スポーツ科学部 教授） 

大鋸 あゆり （伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 取締役放送部長) 

楠田 喜隆 （株式会社 雲仙きのこ本舗 常務取締役） 

籠田 淳子 （有限会社 ゼムケンサービス 代表取締役） 

関西 剛康 （南九州大学 環境園芸学部 教授） 

田川 大介 （株式会社 西日本新聞社 編集局総務） 

古荘 貴敏 （株式会社 古荘本店 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２０年度九州沖縄地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○  編成計画について、東京オリンピック・パラリンピック大会に触れられているが、

状況が大きく変わり、事業計画の見直しを迫られている事業者も多い中で、地域放

送番組編成計画にも見直しがあってもいいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

東京オリンピック・パラリンピック大会は延期となり、流動的

になっている。状況を見ながら本部とも調整して番組編成を考え
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ていきたい。 

 

○  字幕放送について、テレビに出演する人が新型コロナウイルスの感染拡大のため

にマスクをしており、難聴者の方が口の動きが読めないとか、手話が分からない人

も多いといった意見を聞く。マスクを着用するという新しい生活スタイルが、今後

定着することを考えると、字幕のニーズというのがますます高まるのではないかと

思うので、字幕放送を増やすとよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

マスクをつけていると口元を見ることができないため、耳の不

自由な方には分かりにくいというご意見は、視聴者からも寄せら

れている。記者会見の模様などを放送するときには、手話通訳を

写すように努めている。継続して生字幕放送の充実にも取り組ん

でいきたい。 

 

 

＜実感ドドド！「熊本地震から４年 記憶と経験を未来へ」 

（総合 ４月３日(金)放送）について＞ 

 

○  地震発生時の映像で番組が始まったが、４年が経過し、記憶が薄らいでいること

思い知らされた。自分の言葉で伝えることができるのかと、最初は言葉に詰まって

いた被災した大学生の辻さんが、震災を語り継ぐことの大切さに目覚め、自信にあ

ふれる姿へ変化していく様子をうまく捉えており、時間をかけた取材だったのだと

思う。また、入学して１０日後に被害に遭った学生の梅崎さんが義足を装着するシ

ーンは、衝撃的な映像だった。あの場にいたから、今の自分があるとまで語る自信に

あふれた姿や笑顔は、私たちの心へ勇気を与えてくれ、未来へ希望を持つことがで

きた。ゲストの映画監督の行定勲さんの言葉は心に残るものが多く、また、被災した

大学のキャンパスからの放送は、今現在の熊本の姿を記録し、現状を強く理解して

ほしいという強い思いを感じた。メッセージ性の非常に強い番組だったと思う。 

 

○  ４年という時間の流れや長さを、ちょうど大学生の４年間という物差しに当てて

この番組を制作したことは、非常にすばらしい切り口だったと思う。同じ大学生の

仲間が、入学して１０日後に死亡するということが、若者にとってどれだけ大きな

出来事であったのだろうか、片足を切断された学生の立場に立ち、どのような４年

間だったのだろうかと想像した。けがの回復、手術ということだけではなく、大学へ

の復学、単位を取得し進路を選択し、そして就職していく姿を見て、「記憶と経験を
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未来へ」という番組タイトルの重さを感じた。非常にすばらしい番組だった。 

 

 

○  子どもと大人のはざまにある大学生が自然災害に翻弄されながらも自立していく

姿が丁寧に描かれていて、感銘を受けた。ゲストの行定さんのコメントも非常にす

ばらしくてよかったが、２５分という限られた放送時間の中では、学生の話をもっ

と聞いてみたかった。近年私たちは、自然災害に翻弄されているが、今は未知のウイ

ルスにも翻弄されている。そして、犠牲になるのは感染者ばかりではなく、あらゆる

大会やコンクールが中止となって、目標に向かってひたすら努力をしてきた中高生

も、またウイルスの犠牲者であり、学校は再開となったが、中高生の割り切れない思

いが渦を巻いていると感じる。片足を失った学生が、主治医の支えで立ち直ったと

いうエピソードを見て、目標を失った生徒の運命を受け止める人の存在が必要なの

だと感じた。自分自身もそのような存在になり役割を担えないかと考えさせられる、

非常にメッセージ性の高い番組だった。 

 

○  オープニングを見て、地震発生時の被災者の不安な様子や当時の深刻さを感じた。

学生の辻さんが、地震を語り継ぐ活動を先輩たちと同じ熱量でできるか分からない

けれども、それ以上に伝えようと努力しているという言葉に感じるものがあった。

そして、「気持ちが伝わることが未来への力になる」という行定さんの言葉で、まさ

に将来へ不安を感じている学生が、不安だけではなくて、少しでも希望を持とうと

している姿を感じることができた。自分自身も過去に被災した経験があり、災害時

の対応力や復興への力、支援の輪やつながりを未来へ伝えていくべきだと感じた。 

 

○  熊本地震から４年もたったのかと感じ、この４年間を思い起こすような気持ちで

見た。卒業する先輩と、受け継いでいこうとする人をつないでいくシーンは非常に

共感した。震災時には熊本の人たちに同情したり、心配したりしていたが、このシー

ンを見て、何か自分事とは思っていなかったのではないかと感じた。新型コロナウ

イルスに関しては、世界中の人々が自分事として捉えている。このような自分事と

しての経験が、今後さまざまな課題を乗り越える際の力になると思う。学生や熊本

の人たちの経験が、今後の彼らの人生を明るくするのだと思う。よい番組だった。 

 

○  学生の辻さんが地震の話を語り継いだり、阪神淡路大震災を経験した祖父母から

伝えることの大切さを改めて教えられて力を得るなど、片足を失った学生が、岡野

博史医師から励まし続けられたことによって立ち直ってきたのを見て、示唆してく

れる人によって、若い人たちはどんどん前に進んでいけるのだということを思い知

らされた。復興をみんなで伝え、つなげていくことの大切さを、行定さんがわかりや
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すくまとめており、非常に印象に残った。よくまとまった番組だったと思う。 

 

○  「実感ドドド！」は、今回の「熊本地震から４年」、先月の「ＳＡＮＤ  ＷＡＲＳ～

砂をめぐる争奪戦」と、いずれも見応えのある番組が続いている。九州沖縄の報道番

組という色彩が鮮明になってきたと思う。熊本地震から４年という節目であり、本

来であればメディア、テレビや新聞はもっと時間とスペースを割いて報じたいこと

と思うが、新型コロナウイルスの感染拡大によって押しやられてしまったところが

あると思う。語り伝えること、記憶をつなぐ、記録を伝えていくという報道の役割に

ついて、強く印象づける番組になっていた。震災から４年を経て、学生にとっては一

つのサイクルを終えた節目であったと思う。地震の翌年に入学した、震災を経験し

ていない学生が、想像力を精いっぱい働かせ、先輩たちの苦しみや悲しみを共有し

ようとしている姿は、熊本地震への関心が薄れつつある今、視聴者に訴える力強い

メッセージになったと思う。九州沖縄では、熊本地震に限らず、沖縄戦や長崎の原

爆、各地への空襲はもとより、水俣病やカネミ油症をはじめとするさまざまな公害

事件、炭鉱事故、また火山噴火、風水害等、数多くの自然災害がある。新型コロナウ

イルスをめぐる状況もそうだが、これらのことを語り伝えていく意味と責任につい

て考えることができたよい番組だった。 

 

○  若者にフォーカスを当てたのがとてもよかった。希望を感じさせるよい番組だっ

た。辻さんのコメントの中で、言葉と言葉の間に長い間がある場面があったが、これ

をカットしないで、そのまま間を生かした編集がとても印象的でよかったと思う。

悩みながら語り部の活動をされている辻さんが、本当に真剣に考えて、自分の言葉

で何とか伝えようとしており、普段の活動の様子もそのシーンから想像することが

できた。足を失った学生がショッキングな出来事から一歩踏み出そうというときに、

誰かの支えがあるというのは大きいということが伝わってきた。行定さんのゲスト

への起用も大変よかったと思う。大人からの一方的な若者へのコメントではなく、

ひとりの人間として尊敬の念や郷土愛が感じられた。また、映画監督として映像の

力を信じて、使命感を持って仕事をしていると感じた。ＶＴＲは時間をかけて取材

し、丁寧に作られていると思った。番組冒頭の地震の際の実際の映像や、亡くなった

方の数字にはインパクトがあり、引きつけられるものの、今回のような番組内容の

スタートとして、あの始まり方が本当によかったのだろうかと気になった。取材Ｖ

ＴＲは時間をかけて丁寧につくられているのに、それをスタジオで見せていくとき

に、温度差のようなものを時々感じる。取材者の思いをキャスターに引き継ぐのは

大変だと思うが、取材相手と向き合った気持ちの部分も放送時に生かしてほしい。

とても見ごたえのあるよい番組だった。 
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○  実際に熊本地震を経験した立場からすると、当時大変な苦労をした分、あえてそ

のことを思い返すことがなくなっていた。今、「記憶と経験を未来へ」というテーマ

で、番組が何を訴えようとしているのか、そこに興味を持って見た。冒頭、熊本地震

を経験していない大学生が、地震の語り部の役割を引き継ごうと努力する様子は伝

わってきたが、何のためにそれに取り組むかということが明確に伝わってこなかっ

た。ただ、その後の行定さんの話や、解説を聞くことで、熊本地震のような災害を経

験したことがない人でも、語り部から話を聞いたり、残された映像を見たりするこ

とによって、その状況に自分が直面したときのことを想像し、自分だったらどのよ

うに行動すべきかを考えるきっかけとなる。最も心を打たれたのは、地震で右足を

失うという壮絶な体験をした学生が、いろいろな人たちの支えやさまざまな挑戦を

通して、あの体験があったからこそ、今の自分があると、前向きに捉えて歩んでいる

姿である。今まさに、多くの人が厳しい状況に置かれているので、それを一緒に乗り

越えようというメッセージにもなっていると感じた。大変勇気づけられるよい番組

だったと思う。 

 

○  ４年間の記憶を呼び戻す番組だった。記憶をいかに継いで、未来に生かせるかを、

視聴者に伝えるすばらしい番組だったと思う。熊本出身の行定さんの思いも伝わり、

その言葉が全体を総括していたと思う。地震を体験してない辻さんは、言葉に詰ま

りながらも語り継いでいくことの大切さを語っており、今後も続けていくのではな

いだろうかと感じた。つぶれた寮の中で一命を取り留めた学生は、右足を失っての

大学の４年間は壮絶だったと思う。過酷な状況の中で、夢をあきらめず、前に一歩一

歩踏み出せたのは、岡野医師との出会いがあったからだと思うが、その当時から彼

の姿を追い続けてきたＮＨＫの、記録としての必要性も感じた。未来への警鐘を鳴

らし続けるためにも、熊本地震の番組、この大学の学生と地域住民の今後の活動を、

これからも放送してほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

来年春は、東日本大震災から１０年、そして熊本地震から５年、

新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が発出されて１年

という大きな節目がいくつもある。何を伝え、何を検証していく

べきかを、これからも考えていきたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

３月、４月は、熊本県知事選挙、新型コロナウイルスへの対応

があったが、４年が経過した熊本地震についてもさまざまな工夫

をして伝えてきた。新型コロナウイルスへの対応でもそうだが、
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九州沖縄一体となって取り組んでいくことがＮＨＫの力になると

思っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月３日(金)の時論公論「文化・芸術の灯を消さないために」を見た。文化・芸術

に携わっている人々へのアンケートや実態調査の結果がとても分かりやすく表示さ

れており、集中して見ることができた。アメリカ、イギリス、ドイツの芸術への支援

の事例を数字で表し、比較することで、日本の支援の水準の低さを実感した。今後、

新型コロナウイルスの収束後、結果的に芸術への支援がどのようになったのか、改

めて伝えてほしいと思った。 

 

○  いろどりＯＩＴＡを見た。４月２０日(月)から「“新型コロナ”乗り切るために」

という、自粛生活に大切な情報を伝えるコーナーが新設された。先が見えない私た

ちへエールを送るニュース番組だと思い、身近に感じた。 

 

○  ５月９日(土)のＮＨＫスペシャル「ふり向かずに 前へ 池江璃花子 １９歳」

を見た。この時期に、池江さんの復活や再出発の映像が流れ、番組の内容に深く考え

させられた。私はスポーツの力というのを信じている。スポーツができない状況に

なったとき、自分たちはどのような力を発揮できるのか、スポーツのあり方やスポー

ツの力というものを、失って初めて問いただし、考え直す時間になっている。 池江

さんは、大学に入学してすぐに白血病を発症し、１０か月間の入院生活を送った。ア

スリートとして頂点にあった彼女が、この事実を受け止めることが、どれだけつら

かったかということを、とても重く感じた。現在、新型コロナウイルスで活動ができ

ないスポーツ選手、アスリートは数多くいる。改めてスポーツの力をどのように表

現するのかということ、池江さんのすばらしい生きる力、あるいは成長を目指す力

をこの番組を通じて感じた。番組を見た同世代の人たちも、多くのことを感じ取っ

たのではないかと思う。 

 

○  ５月９日(土)のＮＨＫスペシャル「ふり向かずに 前へ 池江璃花子 １９歳」

を見た。ニュースで病気のことを知り、ショックを受けた。それから約 400 日がた

ち、プールに入る場面などを見て、本当によかったと思った。コロナ禍において、ネ

ガティブな報道やマイナスの情報が多い中、希望をもって見ることができた。池江

さんの言葉で印象的だったのが、同じ境遇や同じ病気で苦しんでいる方々に勇気を

与えたい、これは自分の使命だという言葉に力強さを感じた。非常にいい番組だと
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思う。 

 

○  ５月１４日(木)のクローズアップ現代＋「観光復活へ 知られざるシナリオ ～

トップたちの一手～」を見た。新型コロナウイルスの流行が過ぎ去った後を見据え

た観光戦略を前向きに描くということで、いずれもインバウンド頼りだった発想を

転換し、地域が一体となり、地に足のついた戦略で活路を見いだそうとするユニー

クなよい番組だった。気になった点は、経営者として、従業員の生活に責任を負って

いるホテルリゾート代表のコメントに対して、大阪観光局局長のコメントは、少し

絵に描いた餅のように感じ、ふたりの間には温度差があったようにも感じた。他の

人選があってもよかったのではないかと思った。いずれにせよ、観光業界のみなら

ず、新型コロナウイルスの前と後とでは、働き方をはじめ生活スタイルが大きく変

わっていく。企業も行政も教育も、これまでの常識や成功体験、習慣は通用しなくな

っていくと思う。あらゆる人たちに対して視野の広がりや刺激を与えてくれる番組

だったと思う。 

 

○  ５月１５日(金)のニュースブリッジ北九州で、「集団感染発生の病院 その時何が」

というニュース企画を見た。病院で集団感染が発生し、厚生労働省のクラスター対

策班が入ったということは知っていたが、実際何が起きたのかという正確な情報を

視聴者は知らなかったので、よい取材だったと思う。厳しい状況から再開までを報

じており、食い入るように見た。キャスターが、「過度な心配から保育園がその病院

の子どもを受け入れないということが起きている」と言っていたが、過度な心配か

らという表現が非常に気になった。誰でも心配はするものなので、正しい情報を分

かりやすく知らせることが大切であると思う。今後もＮＨＫの報道には期待したい。 

 

○  ５月１５日(金)のくまもとの風「阿蘇 彩りの大草原～炎で始まる四季～」を見

た。番組冒頭の阿蘇五岳と過去の映像から始まり、番組を通して四季折々の映像美

に圧倒された。特に、野焼きの激しい炎を近くで撮影している場面や、阿蘇カルデラ

の斜面を雲が静かに流れ落ちていく様子、そして、画面いっぱいに広がるススキの

樹氷など、見たことがない映像も多く、高い撮影技術に驚かされた。穏やかな語り口

の本仮屋ユイカさんのナレーションも合っており、野焼きの意味や阿蘇にまつわる

神話など、知らなかった知識もたくさん得ることができた。２５分という短い時間

だったが、心が癒やされる大変満足感が得られる番組だった。 

 

○  ５月１５日(金)の金サガ「新型コロナウイルス 専門家と考える佐賀のこれから」

を見た。テーマも構成も内容もよかった。緊急事態宣言が一部解除された翌日の放

送で、時宜を得た放送だったと思う。また、このタイミングで知事が出演したこと
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で、県の動きを知りたいという県民の思いにも応えていた。視聴者の質問に専門家

が答える場面では、質問の選び方もよかったと思う。売り上げが落ち込んでいる事

業者へのインタビューがあったが、今現在の課題を伝えるという点で、生放送なら

ではの演出だったと思う。現場のアナウンサーのリポートも安定しており、安心し

て見ることができた。ただ、内容が盛りだくさんで、２５分という放送時間では短い

印象だった。もう少し余裕を持たせて、視聴者からの質問に答える時間を増やし、知

事も触れた再陽性患者の情報を入れてほしかった。新型コロナウイルスの報道は首

都圏を中心とした報道が多いと思うが、佐賀の実情をしっかりとまとめて、今何を

伝えて、どんな疑問に答えるべきかという番組を収束までぜひ継続してほしいと思

う。近々の課題としては、災害避難所と感染予防という観点で、大雨のシーズンを前

に、避難に関する番組も制作してほしいと思う。 

 番組では、店のオーナーのインタビューシーンで、店名が出ていたが、ＮＨＫでは

店名を出さないときも多いと思う。名前を出す、出さないについて、どのような基準

があるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組やニュースの中で固有名詞を出すかどうかについては、そ

れぞれのケースごとに判断している。ニュースや報道番組では、

情報の重要な要素なので、出すのが原則であると考える。一方で、

会社名や店舗名、商品名を出すことにより、ＰＲにつながる場合、

あるいは風評被害につながる恐れのある場合は出すことを控え、

必要最小限にとどめるという判断もある。会社名や店舗名などを

出すことが、視聴者の理解を深めることにつながるかどうかを、

その都度判断しながら伝えている。 

 

○  連続テレビ小説「エール」を見た。新型コロナウイルスによる自粛生活をしている

と、古関裕而さんが作曲した数々の名曲や応援歌をつい歌ってしまうことがある。

また今回、新型コロナウイルスによって亡くなられたコメディアンの志村けんさん

の演技を見ることができて感無量だった。このドラマは、歴史に残るドラマの一つ

になるのではないかと思う。 

 

○  ４月２６日(日)の猫のしっぽ カエルの手 スペシャル「雨の中でも踊るのが人生」

を見た。何度見てもよいと思う、見応えのある番組だった。このコロナ禍にさまざま

な情報が入ってくる中、とてもほっとする時間だった。ベニシアさんの暮らし方を、

番組が１２年間にわたり取材してきたのもすばらしく、カメラをあまり意識してい

ない彼女や、家族の方々、近所の皆さんを見ていると、誠実な取材姿勢も感じられ
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た。音楽や柔らかなナレーション、ベニシアさんの英語のポエムなど、番組全体が、

まるで栄養のある食べ物のように感じた。「ステイホーム」の中で自分の生活を見つ

め直していると、ベニシアさんのように、しっかりと掃除をし、料理をして、四季を

めでて、地域の人々と仲よくするという暮らしを長い間実践している姿に感動を覚

えた。 

 

○  新型コロナウイルスの情報を知るのに、ＮＨＫのニュース・防災アプリが非常に

役立った。国や自治体などの会見がライブで配信されており、リアルタイムの情報

を得ることができた。コンパクトに情報をまとめて、しっかりと伝える番組も必要

だが、いち早く情報を得たい場合や、生の情報を自分で取りに行く場合など、リアル

タイムの情報を得ることができるＮＨＫのニュース・防災アプリは大変有効だった。

今後、自分たちが新型コロナウイルスにどのように対応していくかを考える際の情

報源として役立つと思う。 

 

○  沖縄放送局ホームページには、全国の新型コロナウイルスの特設サイトとは別に、

独自の特設サイトも設けられており、さまざまな情報が載っている。県民に対して

有益な情報提供であり、大変ありがたく思う。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 



 

４月九州沖縄地方放送番組審議会休会の 

お知らせ 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、４月１６日

(木)に予定していた九州沖縄地方放送番組審議会は休会と

なりました。 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡拠点放送局 番組審議会事務局 
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