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平成２９年３月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１６日（木）、広島放送局において、１２人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２９年度中国地方向け地域放送

番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２９年度中国地

方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。次いで、放送番組一般も含めて

活発に意見の交換を行った。 

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

を終了した。 

 

(出席委員) 

 

 委 員 長 安井  弥 (広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長) 

 副 委 員 長 上大岡トメ (イラストレーター) 

委  員 久保田典男 (島根県立大学総合政策学部准教授) 

坂本トヨ子 (株式会社サカモト 代表取締役) 

     佐田尾信作 (中国新聞社 論説主幹) 

     島田  斉 (福山電業株式会社 代表取締役社長) 

杉原弘一郎 (一般財団法人 米子市文化財団理事長) 

中澤さかな (道の駅「萩しーまーと」駅長) 

中村 寿男 (有限会社中村茶舗 代表取締役) 

納所裕美子 (アート・プロジェクト株式会社 代表取締役) 

古矢 博通 (公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長) 

渡部 朋子 (ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長) 

 

(主な発言) 

 

＜「平成２９年度中国地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○  これまで里山や里海をテーマにした番組を放送したが、来年度は何か骨太な番組を

放送する計画はあるか。 
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(ＮＨＫ側) 

平成２９年度後半に岡山局・松山局と協力して瀬戸内をテーマにし

た３本シリーズの番組を４Ｋの高画質な映像で記録したいと考えてい

る。詳細については改めてお知らせしたい。 

 

○  広島局制作の新番組「1000年先まで残したい！？ 広島れがしぃ」(総合 土曜後 11：

25～前 0：00 広島県域)が面白そうだ。この番組は「ディレクターが自らの足で探し、

ドラマやドキュメンタリー、紙芝居などで紹介していく」とある。広島は紙芝居が浸

透しているのでいいプレゼンになると思う。この番組を楽しみにしている。 

 

(ＮＨＫ側) 

先日広島市内でこの番組の収録を行った。地元の方や広島でタウン

情報を発信している女性にも協力していただいた。この番組では、３

つのテーマを取り上げてディレクターが取材に出かけて発見した魅力

的なものを自ら紹介するという演出になっている。ぜひご覧いただき

たい。 

 

○  山口局の平日午後６時台「情報維新！やまぐち」のキャスターについて、新年度よ

り松苗竜太郎アナウンサーから安藤佳祐アナウンサーに交代するという説明があっ

た。地元では松苗アナウンサーの人気が高いので“松苗ロス”になるのではないかと

心配だ。新任の安藤アナウンサーに期待したい。気象予報を担当する渡部圭吾さんの

説明が詳しくて分かりやすい。気象情報を分かりやすく伝えることは大変だと思うが

引き続き頑張ってほしい。鳥取県や島根県にも人口減少や高齢化の問題があるようだ

が、山口県の北部地区も鳥取県・島根県と同様に非常に厳しい状況なので、山口県域

向けの番組でもぜひこのようなテーマを取り上げてもらいたい。 

 

○  先日、鳥取市出身で漫画家の谷口ジローさんが亡くなった。あまり番組に取り上げ

られなかったと思うので、谷口さんをクローズアップした番組を期待している。 

 

○  鳥取局の番組で「√るーと５min.」を年１６本放送するという説明があった。「√

るーと high↑２」(るーとるーとはいはい)は８年目を迎えてファンも定着してきたの

でとても楽しみにしていた。「√るーと high↑２」が終わってしまうのは寂しい。 
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(ＮＨＫ側) 

今年度は４３分サイズの「√るーと high↑２」を２本放送した。来年

度は５分サイズの「√るーと５min.」を１６本制作する予定だ。番組

のサイズは短くなるが、多く放送することで視聴者のみなさんが接す

る機会が増える。来年度は「√るーと５min.」を中心に放送するが、

３０分や４３分サイズの「√るーと high↑２」を制作することも検討し

ている。 

 

○  岡山局の平日午後６時台「もぎたて！」については、岡山市の待機児童問題をたく

さん取り上げていただきたい。またスポーツを多く取り上げるということで楽しみに

している。 

 

(ＮＨＫ側) 

岡山局では、２月から働き方改革の問題についてシリーズで放送し、

それを基に保育園に独自アンケートを行って集中的に伝えた。待機児

童の問題については、４月に岡山市長を招いて具体的な対策を聞きな

がら岡山県内向けに３０分程度の番組を放送したいと考えている。来

年度はテーマを設定して分厚く伝えていきたい。 

 

○  岡山局の新番組「＠ｏｋａｙａｍａ」を楽しみにしている。岡山県には著名人があ

まりいないような気がするので、番組を見てもらえるか心配だ。また「高松局と連携

し、瀬戸内海に面した風景・文化・風俗・風土などを４Ｋで制作」とあるが、２年ほ

ど前に、岡山局と高松局のスタジオを結んで、それぞれのニーズを出し合う番組があ

った。その時にはどちらも互いのことをあまりよく知らないことが分かったが、いろ

いろな関連がある地域なので、掘り下げた番組を作ってほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「＠ｏｋａｙａｍａ」は、現在岡山県内にいる人に限定せず、岡山

県の出身者や岡山県にゆかりのある人をゲストに迎える予定なので特

段問題はないと考えている。岡山と瀬戸内の魅力を取り上げることに

ついては、岡山県と香川県は経済圏としてつながりがあるので、高松

局とも連携して取り組んでいきたい。 

 

○  松江局では「三江線プロジェクト」が立ち上げられて、沿線の人々や風景を取材す
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るということなのでとても期待している。またＪＲ西日本では豪華クルーズトレイン

がデビューする。山陰地方も運行するようなのでぜひ取り上げてほしい。島根県は、

山口県と同様に人口減少の問題が深刻になっているので、人口増につながるような明

るい番組を放送していただきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

人口減少の問題については、まずは６月をめどに「２０年後に何が

起きているのか 我々がいまできること」をテーマにした討論形式の番

組を予定している。じっくりと取材を続けていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月１７日(金)フェイス「小さな出荷で大きく稼ぐ～『地域商社』が変える野菜流

通～」を見た。これまで農家は農作物の激しい価格変動に悩まされてきたが、地域商

社が販路を確保することで安定した収入を得られるようになったことを分かりやす

く伝えていた。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は、農家の規模がだんだん小さくなる中で、野菜を消費地

にどのように届けていくかという実験的な取り組みを具体的に紹介し

た。ほかにもさまざまな試みが始まっているので、今後も注視してい

きたい。 

 

○  ２月２４日(金)フェイス「好きなことをやりなさい～水木しげるの未公開日記～」

を見た。発見された日記には水木さんの心の動きがつづられていた。日記には「独自

な生き方をしていい。みんなが競争しているのにノンキに構える平気な心構え。それ

を自分でやるという決意」と書かれていたが、水木さんはもう頑張らないという気持

ちだったのではないか。締め切りに追われ、編集者の要望に応えてクタクタになって、

もっと自分らしく生きたいという境地が吐露されていた。スタジオには、水木さんが

餅を食べている写真が貼られていたが、なんとも味があってひょうきんな表情が印象

的だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

水木さんが亡くなって２年たつが、今でも水木さんの魅力はあせな



 

 5 

い。なぜ生前に水木さんにもっと注目しなかったのかという気持ちに

なった。没後に未公開の日記が発見されてようやく水木さんの気持ち

を推し量ることができたと思う。“鳥取県の人間遺産”とも言える水

木さんを失ったことは残念だ。まだ多くの日記が残されているので、

前向きに生きるためのヒントを見つけて、番組を制作していきたい。 

 

○  私もこの「フェイス」を見た。水木さんが残した「ノンキにかまえる平気な心構え」

とか「好きなことをやりなさい」というメッセージがあった。人間の欲望の基準を下

げれば、多くの欲望が満たされて幸せを感じやすくなる状態になって、幸福を感じや

すくなるということを教えてくれた。 

 

(ＮＨＫ側) 

１月５日(木)に全国放送した「クローズアップ現代＋」では、タイ

トルが「オイ鬼太郎 ワシの幸福論を聞いてくれ」となっていて、若干

違和感があった。そこで水木さんが書き残した「好きなことをやりな

さい」というメッセージをタイトルに変えた。よりストレートに伝わ

ったのではないかと感じている。 

 

○  ３月１０日(金)フェイス「海苔(のり)摘みに集うころ～出雲十六島 あるＵターンの

風景～」を見た。島根県出雲市十六島(うっぷるい)を舞台に今の時期の風物詩となっ

ているのり摘みにオーバーラップさせながら、人口が減っていくことに対するさまざ

まな人間模様を描いていた。十六島にＵターンしてきた若い女性が、美容師として頑

張っていこうとする姿が描かれていたが、これから大変だという部分で終わっていた

ので、寂しい気持ちになった。“十六島”という地名は地元にとってはなじみがある

が、他の地域の人は難読で分からない。地名の由来などの説明があればよかった。 

 

○  この番組を見て、十六島が過疎に悩んでいることを知った。故郷の貴重なのりを守

らなければならないと思った。 

 

○  ２月１７日(金)島根スペシャル「ふるさと 十六島に恋して」(総合 後 7:30～7:58 島

根県域)を見た。人口減少や高齢化という現状について、故郷にＵターンした女性の

視点で描いていた。彼女は十六島のために何ができるかを真剣に考え、中途半端な思

いではいけないという覚悟が描かれていて好感が持てた。番組は訪問美容をやりたい

という気持ちを吐露したところで終わっていたが、訪問美容の仕事は成功の実例があ
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るので、ぜひ実現させてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「フェイス」は２月１７日(金)に放送した島根スペシャルを基に、

若干構成を変更して改めて放送した。父親が倒れて一人暮らしの母親

を支えるため帰郷した若い女性美容師が十六島に戻り、故郷が変わっ

てしまったことを知って、ぜひ元気を取り戻してほしいと地元の方と

活動している姿を紹介した。十六島はのり摘みが有名で、収穫の時期

に合わせて島根県を元気にしたいと考えて放送した。指摘のとおりこ

の地名は難読なので次回は工夫したい。 

 

○  ２月２４日(金)√るーと high↑２「笑う門には福来る！鳥取 復興の町を行く」(総合 

後 8：00～8：43 中国ブロック)を初めて見たが、この番組の面白さがよく分からなか

った。 

 

(ＮＨＫ側) 

「√るーと high↑２」は何かを訴えるという番組ではなく、鳥取県内

の町を訪ねて、そこに暮らしている人たちの元気な笑顔を一つでも多

く伝えたいと考えて制作している。今回は地震で大きな被害を受けた

地域を訪問し、震災後どうなっているのか、どこまで回復しているの

かということをドキュメンタリーではない形で伝えた。ふだんからご

覧になっている視聴者にとっては、今回はおとなしく感じられたかも

しれない。 

 

○  私も「√るーと high↑２」を初めて見た。「鶴瓶の家族に乾杯」の“鳥取ローカル版”

といった雰囲気でのんびりと見た。やや間延びしているようにも感じたが、ところど

ころに笑える部分があって、心が温かくなった。 

 

○  「√るーと high↑２」を見た。今回は鳥取県中部で発生した地震の後、県内各地のよ

うすをきちんと紹介していた。旅人のマンボウやしろさんが、被災した人々とふれあ

う姿が映し出されていて、力まずに見ることができた。風評被害で三朝温泉の客が減

っているというニュースがあったが、ロケをしたのがちょうどカニのシーズンで、例

年並みに観光客が戻ってきているということで明るいニュースがあった。湯梨浜町の

「地元のみなさんこんにちは」のコーナーでご当地ヒーローが登場するシーンはやや
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退屈に感じた。以前訪問した三徳山の国宝投入堂が無事だったことも伝えていた。マ

ンボウやしろさんがここで「六根清浄！」と響く声で叫んでいたのも素直さが表れて

いるようで、好印象だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回の「√るーと high↑２」のおもしろさがよく分からなかったとい

うことだったが、ふだんよりおとなしく感じられたのは昨年地震で大

きな被害が出た鳥取県の中部地方を訪問したことや、今回は初めて中

国地方に向けて制作したために内容をそぎ落としたせいかもしれない。

マンボウやしろさんがハイキングウォーキングの松田洋昌さんと旅を

している時は互いに芸人としてのキャラクターが出ていたが、１人に

なった時は素のマンボウやしろさんになっていたので、これまでの「√

るーと high↑２」を見ていた人には、意外に感じられたかもしれない。 

 

○  私も「√るーと high↑２」を見始めた頃は、ほかの委員と同じような感想を持ったが、

今ではこの番組のよさが分かるようになった。以前番組で訪問したスナックのママが

いないかと探してみると、店は辞めたが近くに住んでいて会うことができた。酒屋の

主人にも再会できた。ほかの番組ではなかなか見られないシーンで感激した。 

 

○  ３月８日(水)ひるブラ「きょうはゲゲゲの誕生日！～鳥取・境港市～」を見た。水

木しげるさんの誕生日に合わせて境港の町をクローズアップして紹介していた。とて

もありがたかった。 

 

○  ２月２６日(日)「どすこいフェスタ」(総合 後 1：05～1：50 中国ブロック)を見た。

ふるさとの相撲の最新事情や相撲を楽しく見るための知識をトークやクイズで面白

く紹介していた。この番組で、相撲の所作の中にさまざまな感謝の気持ちが込められ

ていることを知った。あまり相撲を見ることがない私にもとても分かりやすかったの

で、食い入るように見た。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は、松江局が２月に出雲市で開催したイベントを収録した

ものだ。隠岐の海や石浦といった山陰の力士も奮闘している相撲を身

近に感じていただこうと考え、大相撲三月場所に合わせて放送した。

相撲の所作などについて、ＮＨＫ相撲解説者の舞の海秀平さんにとて
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も分かりやすく解説してもらった。イベントも大変盛り上がって、会

場に来た皆さんにも喜んでいただいた。機会があれば、また相撲の話

題を紹介したい。 

 

○  東日本大震災から６年を迎えた一連の特集番組を見た。さまざまな切り口で捉えて

いてとてもよかった。中でも３月１２日(日)ＮＨＫスペシャル「原子炉冷却 １２日

間の深層～見過ごされた“危機”～」は、東京電力福島第一原発の事故対応を記録し

たテレビ会議を詳細に分析し、吉田昌郎所長の発言を中心になぜ給水が遅れたのかと

いう点に焦点を当て、当時の状況を検証していた。こうしたデータ分析はＮＨＫだか

らこそできると思う。原発事故の現実をきちんと伝えてくれたことは高く評価したい。 

 

○  ３月５日(日)ＮＨＫスペシャル「あの日 引き波が…行方不明者２５５６人」を見た。

人々の証言や引き波の映像から専門家の協力を得てスーパーコンピューターで解析

し、津波の脅威を伝えていた。この番組で引き波の恐ろしさに衝撃を受けるとともに、

改めて東日本大震災の教訓を教えてもらった。 

 

(ＮＨＫ側) 

東日本大震災や福島第一原発事故の被災者の中には、あの悲惨な状

況をもう二度と見たくないという人も多いかもしれないが、当時の状

況を記録に残していく必要があると考えている。原発事故のさまざま

な問題については今後もきちんと伝えていきたい。また、原発事故の

テレビ会議の会話の分析や津波のＣＧは“ビッグデータ”という手法

を活用しており、さまざまなデータを分析する機会が増えている。こ

としの東日本大震災の特集番組でもこの手法がいろいろな形で使われ

て、さらにツールの開発も進んでいる。新しい分析をすることでこれ

までとは異なった事象が見えてくることもあるので、引き続き新たな

取り組みをしていきたい。 

 

○  東日本大震災６年を迎えて震災関連の番組を集中的に伝えていて、全体として非常

にボリュームのあるラインナップだった。３月１２日(日)日曜討論「震災６年 “未

来”をどう描く」は大震災と原発事故６年をテーマにしていた。原発事故を巡り、自

主避難者を帰還させて東京電力の賠償金支払いを打ち切り、東京オリンピック・パラ

リンピックに備えたいという政府・与党の思惑がよく分かり、興味深かった。特に今

村雅弘復興大臣が「ふるさとを捨てるのは簡単です」と発言したことには耳を疑った。
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すぐにネット上でブーイングの書き込みが相次いたが、司会の島田敏男解説委員には

この発言に対するコメントがほしかった。 

 

○  ３月１１日(土)ＮＨＫスペシャル「避難指示“一斉解除”～福島でいま何が～」に

ついては、分断された村の中でそれぞれ苦悩する人たちが描かれて秀逸だったが、見

ていてつらかった。 

 

○  ３月９日(木)クローズアップ現代＋「震災６年 汐凪(ゆうな)を捜して～津波と原発

事故 ある被災者の６年～」を見た。娘の汐凪ちゃんを失った木村紀夫さんが捜索を

続けているうちに、ようやく歯の一部を発見したが、それが娘のものとは思えず寂し

さが癒やせないと語っていた。取材期間が６年にも及んだので、取材する側と被災者

の距離の取り方が難しかったと思う。この番組は客観的でありながら木村さんに寄り

添っているようにも感じた。作家の天童荒太さんが、共に死を思いやったり亡くなっ

た人たちと一緒に過ごしたことを思い返したりすることは、人間として重要なことだ

と言っていた。思い出を大切にすることは優しい世界を作っていくことにもつながる。

気が重くなるテーマをどのように見てもらうかということや分かりやすく伝えるこ

とは大切だが、その伝え方も重要だと感じた。この番組は震災後６年間の膨大な情報

を２５分の短い時間でうまくまとめていた。 

 

(ＮＨＫ側) 

震災で家族を亡くした人々が現在も捜索活動を続けていることは、

心に区切りをつけたくないという気持ちの表れだと思う。番組で天童

さんをゲストに招いたのは、彼の代表作「悼む人」にもあるように人

間の死生観に通じているからではないか。 

 

○  ３月１２日(日)サキどり「ドクターパイロット 島の命によりそう」を見た。広島県

尾道市の百島でただ一人の医師、百島診療所の次田展之さんが自ら診療船を操縦して

往診に出向いている姿をジョン・カビラさんがリポートした。次田さんは新聞でも話

題になった人で、そのキャラクターも興味深く見た。離島医療の新しいモデルを作ろ

うという意気込みが伝わった。この診療所がどのように運営されていて地元の医療圏

の中でどう位置付けられているのかよく分からなかった。家族も一緒に移住してきて

いる姿はほほえましかったが、ここに根を下ろしてくれるかどうかも気になったので、

地域向けの番組でも追い続けてほしい。 
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(ＮＨＫ側) 

今回の「サキどり」は、６年前に広島県尾道市百島にやってきた次

田さんに密着した。次田さんは自治体が運営する診療所の勤務医では

なく個人開業医だ。地域の人口が 1,000 人を越えれば医療経営は成り

立つということだが、百島には 500 人しかいない。そこで隣の二つの

島に船で往診に行って 1,600 人が暮らす地域を担当している。次田さ

んは医者がいないほかの島にも行きたいと考えているが、遠く離れた

地域に訪問診療に行くと健康保険が使えなくなるという問題や自治体

や医師会の関係といった複雑な事情があるようだ。４月２１日(金)の

「フェイス」ではこうした離島医療の実情も取り上げる予定にしてい

るので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○  今回の「サキどり」では、飛行機と船を使って範囲を広げて経営を安定させていか

なければいけないと語っていた。「わしは島で死にたいから、最期まで頼むぞ」とい

う島の人々の願いを受け止め、それをかなえたいという次田さんの思いが描かれてい

たが、彼の生活があまり見えなかった。一緒に頑張っている看護師や家族との接点な

ども知りたかった。番組の最後に、島の人々の命に寄り添って生きる次田さんの姿が

映し出されている場面で「ＳＩＤＥ ＢＹ ＳＩＤＥ」が流れていて、元気のある曲で

よかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

次田さんの生活や看護師とのふれあう姿なども撮影したが、今回は

放送時間に収めるためやむなく割愛した。次田さんが６年前に着任し

た時には、軽傷でも立ちくらみがすると言って診てもらったり、診療

所の電話も鳴り続いたりするという状態だったが、薬を決められたと

おり服用していなかったり、「水分を取りなさい」と指導しても言っ

たとおりにしていないことがあったようだ。朝に散歩をするなど島民

に生活習慣を改善することを根づかせて健康管理をさせないと、次田

さんの身が持たないということがあって、実際には厳しく接すること

もあるようだ。今回の番組で紹介しきれなかった部分もあるので、４

月の「フェイス」をぜひご覧いただきたい。 

 

○  ２月１２日(日)これで分かった！世界のいま「訪米で親密度は増した？“ゴルフ外

交”の裏側は」を見た。出演していた国際部記者の服装が非常に気になった。襟の形
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が崩れていて上着がフィットしておらず、ボタンも留めていない姿で番組に出演して

いることに違和感を覚えた。気を付けてほしい。 

 

 (ＮＨＫ側) 

「これで分かった！世界のいま」は難しい国際情勢を分かりやすく

解説する番組だが、柔らかく伝えたいという演出の意図があったのか

もしれない。頂いた意見は本部の担当部局に伝える。 

 

○  Ｅテレの「いないいないばあっ！」「おかあさんといっしょ」「みいつけた！」は、

幼い子どもがいる母親にとって救世主のような番組だ。子どもはこの番組の新しい歌

をじっと聞いて、気分が乗ると踊ることもある。特に地方で収録したステージがお気

に入りで、飛ばさずに最後まで何回も見ている。新年度からうたのお兄さんが変わる

ようだが期待している。今注目しているのは「びじゅチューン！」と「ごちそんぐＤ

Ｊ」だ。アニメと歌で美術を教えてくれたり、料理のレシピを紹介してくれたりする

ので、子どもにはとても分かりやすい。ぜひ継続してほしい。小学校高学年から中学

生を取り上げた番組が少ない。以前は「中学生日記」が放送されていたが、中学生だ

けではなく家族がこの番組を見ることで、反抗期や思春期の子どもたちの接し方につ

いても参考になるのではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

新年度からＥテレの木曜午後 7:25 から「♯ジューダイ」が始まる。

全国各地の１０代が集まる現場に番組のＭＣが出かけ、１０代の若者

の本音に触れていく。ＳＮＳで意見も募集し、若者たちとつながりな

がら考える番組だ。ティーンズ向けとして、毎週月曜から木曜には「Ｒ

の法則」も引き続き放送するので、今後もＥテレをご覧いただきたい。 

 

○  ことし２月に放送が終わった「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」について、改

めて放送するという番組のＰＲを見たような気がする。どのメディアで放送するのか

確認したい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」は、新年度からＥテレの月曜

午後 11:00～11:28で改めて放送する。落語や江戸の文化の理解をより

深められるように、本編の後に解説２分を加えた「超入門！落語 ＴＨ
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Ｅ ＭＯＶＩＥ Ｅ」として放送する。総合でレギュラー放送した１１

本と特集で放送した２本を合わせて１３本を放送するので楽しみにし

てほしい。 

 

○  ３月３日(金)中国！ちゅーもく！ラジオ「まるっと☆しまね」(ラジオ第１ 後 5：00

～5：55 中国ブロック)を聞いた。この日のテーマは「美肌でＰＲ～女性を魅了する

島根の温泉」で、美肌を切り口にして島根県内の温泉の魅力を紹介する内容で、番組

の進行を務める小林将純アナウンサーが取材をして、全国的にも今有名になっている

島根県浜田市の美又温泉と旭温泉、江津市の有福温泉、大田市の温泉津温泉など、島

根県西部の温泉について多く取り上げた。有福温泉は４年前の豪雨災害を経た防災対

応や外国人の女性観光客へのもてなしなど、単なる美肌のＰＲだけではなく内容も充

実していた。前日には「しまねっとＮＥＷＳ６１０」の中で「らじる★らじる」で聞

けるというＰＲがあった。パソコンやタブレット端末、スマートフォンで全国のラジ

オが聞けることをこの告知で初めて知った。松江局のホームページで温泉にまつわる

思い出やエピソードに関する便りを募集していたが、リスナーに「らじる★らじる」

についての周知をすれば、番組の投稿も増えてより充実させられるのではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

中国！ちゅーもく！ラジオ「まるっと☆しまね」は、桃の節句にち

なんで女性の話題を考え、女性観光客を呼び込む温泉を取り上げた。

若者の感覚でどうしたら街を活性化できるかを浜田市と大学が研究し

ているという情報があり、それをたどって江津市に行き着いた。島根

県にはＰＲできるものがいろいろあるので、引き続き取り組んでいき

たい。 

 

○  ３月５日(日)ＢＳ１スペシャル「ダボス会議２０１７ どう生きる？人生１００年時

代」を見た。先進国では人生 100年が当たり前の時代がやってくるという予測や、女

性が 100歳まで生きるには定年後どのような生き方をするかという内容があり、とて

も興味を持って見た。この番組は討論形式で、日本は働き方改革のニュースで持ち切

りなので、多くの人に興味を持ってもらえると思う。長寿社会を迎えて年金や社会保

障がどうなるのかということも心配になった。この番組は再放送だったが、何度も放

送してほしい。ＢＳだけではなく総合でも放送するべきだと思った。 

 

○  世界の識者を集めてこのようなテーマで番組を制作したことに感心した。先進国で
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は 2007年に生まれた子どものうち半数は、100歳まで生きるという予測が伝えられて

いた。これは衝撃的な予測で、現在の社会システムでは対応できなくなる。長寿社会

が現実になると８０歳まで働かなくてはならなくなり、社会保障も現状のままではど

うにもならない。貧富の格差が寿命に直結する。日本の将来については、労働力不足

についての議論もあった。ＮＨＫでしか放送できない内容でとてもよかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は２月１８日(土)に初回放送し、２月２１日(火)と３月５

日(日)にＢＳ１で再放送した。ネットの評判もよかったようだ。「ダ

ボス会議」はこれまでもほぼ毎年現地の会議とそれを受けて討論番組

を放送しているが、今回は長寿社会の問題やどのように社会に参画し

ていくかという内容で、世界的な関心が変わってきていることを実感

させる内容だった。 

 

○  ３月１１日(土)天空の“宗教都市”～チベット仏教・紅の信仰の世界～(ＢＳプレミ

アム 後 7：30～9：00)を見た。中国・四川省のラルンガル・ゴンパという標高 4,000

メートルの都市にある中国最大規模の仏教僧院を４Ｋカメラで取材した番組で、画像

もきれいだった。中国ではチベットに関していろいろな問題があるが、チベット仏教

が認可されてこれほど多くの信者がいることに驚くとともに、鳥葬が今でも脈々と続

いていることにも感動した。チベットの言葉を教えようと、若い僧が子どもたちに教

えるなど、チベット文化を再度復活させようという動きがあることも分かった。非常

にいい番組だった。 

 

○  １月１８日(水)朗読屋～山口発地域ドラマ～については、吉岡秀隆さんが主人公・

マモルの幸薄そうな役柄をうまく演じていて引き込まれた。初めは感情を出すことが

苦手だったが、地元の人々とふれあうことで成長していく姿が印象的だった。市原悦

子さんが演じる“中原中也の詩を愛する老婦人”の服装や車椅子などの小道具もよ

かった。このドラマでは、お金では買えない大切なものやマイペースに生きることの

大切さなどが描かれていて、興味深かった。 

 

(ＮＨＫ側) 

「朗読屋」をご覧になって主人公が成長していく部分に注目しても

らえたことは、ディレクター冥利(みょうり)に尽きると思う。脚本を

担当した荻上直子さんが「朗読屋という職業があったら面白いのでは
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ないか」と考えて山口県内を取材した。現地の風景や実在する２４時

間図書館をモチーフにドラマを制作した。 

 

○  ２月２７日(月)～３月５日(日)にかけてＢＳプレミアムで放送した「ようこそ！東

北の冬」のシリーズがよかった。女優の羽田美智子さんが案内した岩手県遠野市の冬

や原発事故の帰還困難区域を含めて案内した「東北さくら旅」も印象的だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＢＳプレミアムの「ようこそ！東北の冬」は、昨年取材をした番組

だ。長いスパンで東北の自然や季節、そこに生きる人たちを追いかけ

る番組で、シリーズで放送している。 

 

○  ３月１日(水)アナザーストーリーズ 運命の分岐点「北朝鮮 拉致を暴いた人たち～

終わらない闘い～」を見た。北朝鮮の拉致事件を最初に突き止めたのが捜査機関では

なく新聞記者だったということに驚いた。産経新聞の記者がわずかな手掛かりから全

国各地で起こっていながら警察も把握していなかった事件について独自かつ地道に

調査を重ねて報道したが、どのマスコミも関心を示さなかったことが意外だった。「日

本海で変なことが起きている」という警察関係者の一言から、記者が北朝鮮による拉

致問題まで迫った嗅覚や洞察力に感心するとともに、世間を動かした行動力に敬服し

た。現在の北朝鮮の状況から、新たな情報を入手するのは困難だと思うが、この問題

の全容を明らかにするために報道機関は尽力してほしい。ＮＨＫがスクープできなか

った拉致問題について、他社の取材活動に焦点を当てていたので、この番組を放送し

たことはとても意外だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は、北朝鮮が引き起こした拉致事件に光を当てようとした

人々の知られざる闘いを描いたものだ。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２９年２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１６日(木)、広島放送局において１１人の

委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「ＳＴＡＰ細胞報道に対する申立て」に関するＢＰＯ決定とＮＨＫ

の対応について報告があった。次に、「平成２９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、「平成２９年度中国地方向け地域

放送番組編集計画（案）」の諮問の説明があり、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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、３月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

(出席委員) 

 

 委 員 長 安井  弥 (広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長) 

 副 委 員 長 上大岡トメ (イラストレーター) 

委  員 久保田典男 (島根県立大学総合政策学部准教授) 

坂本トヨ子 (株式会社サカモト 代表取締役) 

     佐田尾信作 (中国新聞社 論説主幹) 

杉原弘一郎 (一般財団法人 米子市文化財団理事長) 

中澤さかな (道の駅「萩しーまーと」駅長) 

中村 寿男 (有限会社中村茶舗 代表取締役) 

納所裕美子 (アート・プロジェクト株式会社 代表取締役) 

古矢 博通 (公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長) 

渡部 朋子 (ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長) 

 

 

(主な発言) 

 

＜「平成２９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＞ 

 

○  ＮＨＫの視聴率は、現在どのような傾向にあるのか伺いたい。 
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(ＮＨＫ側) 

総合テレビの関東地区の世帯視聴率は、今年度の第１四半期にあた

る昨年４月から６月は、午前６時から午前０時までの全日、「ゴール

デン」と呼ばれる午後７時から１０時までの時間帯、「プライム」の

午後７時から１１時までの時間帯で、すべてで前年同期の数値を上回

った。関東地方の視聴率ではゴールデンの世帯視聴率が１１．８％で、

前年の同時期に比べて１．９ポイント上昇した。リオデジャネイロオ

リンピック・パラリンピックがあった第２四半期もよく、第３四半期

もおおむね好調に推移している。 

 

○  「平成２９年度国内放送番組編集の基本計画」の中で「若い世代の視聴率・接触者

率の低下に歯止めをかけ、幅広い世代の接触を拡大します」とあるが、世代別の視聴

率や接触率に関して最近の動向を伺いたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

東京の世代別の視聴率を分析すると、特に５０代以下でＮＨＫはま

だ厳しい状態が続いている。平成２８年度に大きな番組改定を行って

夜間の時間帯についてはやや上向いているが、今後も伸びる余地があ

ると受け止めている。若い世代は、ＮＨＫだけではなくテレビ・メデ

ィアの接触者が減っているという現状がある。ＮＨＫのコンテンツに

触れていただくための努力を続ける。 

 

○  平成２８年度から、平日午後７時３０分から異なるテーマの番組が小刻みに並んで

いる。当初は見るつもりがなかったものの、前の番組に引き込まれてついそのまま見

てしまうことがある。番組の流れにメリハリをつけて並べたことが成果につながった

ということになるのか。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＮＨＫでは視聴者がどの時間帯に在宅して、どのような気分で番組

を見たいかという調査をして、そのデータに基づいて番組編成の改定

を行っている。ある番組を見て次の番組も見たくなったという委員の

経験は、その日の番組の流れにうまくはまったということを示してい

るのではないか。 
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○  平成２８年度はＦＭの午後４時台の番組が大きく変わった。若者を引き込むために、

それまでの長寿番組から若いタレントがパーソナリティーを務める番組に変更した

と聞いている。成果はあったのか。 

 

(ＮＨＫ側) 

ラジオとＦＭについては、テレビの視聴率のような視聴状況を毎日

把握できる数値はない。ＮＨＫのラジオやＦＭについても、若い人が

あまり聴いていないという実態があって、夕方の番組を刷新した。若

い聴取者からの反応はないことはないが、まだ伸びる余地はあると考

えている。 

 

○  「平成２９年度国内放送番組編成計画」の「編集のポイント」で、「平日午後の時

間帯を、ライブ感あふれるゾーンに刷新」「午後１時から、３時間の生放送でお伝え

する情報番組『ごごナマ』を新設」「毎週金曜日は大阪放送局のスタジオから生放送」

とあるが、「ニュースシブ５時」を含めると午後１時から午後６時まで生放送が続く。

この時間帯は主に高齢者が対象になると思うが、学校に行ったり働いている人は見る

ことができない。この時間帯に何をどのように伝えるのかを説明してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

平日午後の時間帯については、在京民放のキー局ではテレビ東京と

テレビ朝日でドラマを再放送していることを除いて、生番組を放送し

ている。現在、ＮＨＫでは午後３時台と４時台に再放送の番組を編成

しているがなかなか見ていただけない。その一方で、民放が放送して

いる生の情報番組が視聴者のニーズに応えていることもあって、生放

送の時間帯を拡大することにした。単にこの時間を一つのテーマで長

く放送するのではなく、時間ごとにコーナーや枠を区切って丁寧に伝

えていきたい。具体的には、ゲストを招いてトークを中心としたコー

ナーや「ガッテン！」「きょうの健康」「趣味の園芸」といった番組

で取り上げた生活に役立つ情報を活用した企画、また海外向けに放送

している「ＮＨＫワールドＴＶ」で培ったノウハウを使って外国から

見た日本のよさを紹介したりする枠を設けたりすることも検討してい

る。さらに生放送の利点を生かして、事件や事故が発生した場合には

中継を出すなど、視聴者に関心のある出来事を適宜提供していきたい。 
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○  多くの民放では平日午後の時間帯にワイドショーを放送している。視聴者の好奇心

に合わせて面白おかしいことや滑稽なことを取り上げているが、日本人の考える力を

奪っている気がする。平日午後に生放送を増やすにあたっては、十分留意してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

ワイドショーや芸能ニュースを放送する予定はない。これまでさま

ざまな番組で蓄積してきた素材を基に、ＮＨＫならではの情報を放送

していく。 

 

○  新しい番組が、夜のゴールデンタイムでも放送できるような品質になることを期待

している。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組が始まって初めのうちは試行錯誤が続くかもしれないが、よい

番組になるように改善を続けていきたい。 

 

○  多くの会社や事業体では、事業計画の中で数値化した目標設定を作るが、ＮＨＫで

はどのような数値目標を立てているのか。ＮＨＫの番組は視聴率だけが指標になると

は思わないが、例えば学校で番組がどれほど活用されているかという調査や、双方向

の機能を用いた番組でどれほどの視聴者が参加し、今後どのくらい伸ばしていくとい

った目標などがあってもよいと考えるがどうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＮＨＫで数値目標をどのように設定するかということは非常に難し

い。民放と同じ土俵で専ら視聴率を追い求めていくということはしな

いが、放送番組の質を測るアンケート調査をして質的評価を行ってい

る。そうしたデータを活用しながら番組をチェックして、改善に結び

付けていくことはできると思う。頂いた意見については持ち帰って検

討する。 

 

○  目標を数値化することは簡単ではないことは理解している。ただ番組を刷新するだ

けではなくその結果を検証し、次の作業につなげていかないと、継続的に番組を改善

していくことができなくなる。視聴率以外に目標を設定してそれを検証できれば、工

夫して取り組んでほしい。 
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＜「平成２９年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  松江放送局の地域放送編集計画(案)について、４つの項目で「地域」という言葉が

あるが、それぞれの地域のバランスも意識してほしい。島根県は、大きく分けて出雲、

石見、隠岐と３つの地方があってそれぞれに特色があるが、県庁所在地の松江市が取

り上げられることが多いと感じる。また地域の多彩な魅力について、あらゆる世代に

向けて発信していくとあるが、地域の魅力の発信を担っているのは若者なので、若者

を意識した情報発信も期待したい。 

 

○  広島放送局の被爆体験の記録と継承の取り組みは、たいへんありがたくぜひ続けて

ほしい。一方でアメリカのトランプ政権が発足後、いわゆる“世界終末時計”が３０

秒進み、冷戦の時と同じくらい危機的な状況になっていると言われている。山口県の

岩国基地の問題も含めて緊張感を持って伝えてほしい。地域の命と暮らしを守り、防

災・減災報道に取り組むという項目については、原発の維持・管理が適切に行われて

いるかということや、事故が起こった場合の避難方法などについてもきちんと伝える

べきだと思う。原発の取材については、目に見えない放射線を浴びる可能性がある中

で伝え続けるという場面も想定されるが、報道する側の安全面についても十分留意し

てもらいたい。東京オリンピック・パラリンピックに向けて地元スポーツを盛り上げ

ることについては、開催地の東京だけを取り上げるのではなく、全国各地の取り組み

やオリンピックがもたらす影の部分などについても伝えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＮＨＫの災害報道の最大の使命は、減災防災と取材をする者の安全

だ。報道する側が事故にあったり、人命救助に携わる方たちの手を煩

わせたりすることが万が一にもないよう、常に注意喚起している。 

 

(ＮＨＫ側) 

東京オリンピック・パラリンピックをきっかけに、世界に日本を理

解してもらおうという動きがある。世界中の人々が日本にやってくる

機会はなかなかないので、これを契機に東京だけではなく中国地方に

も足を伸ばしてもらい、広島の平和の問題や中国地方各地の自然・文

化にも触れてもらいたいと考えている。2012 年に開催されたロンドン

オリンピック・パラリンピックでは、イギリスの公共放送・ＢＢＣが

聖火リレーをすべて生中継した。ＮＨＫもこういった例を参考にしな
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がら、東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げていきたい。 

 

○  今年度鳥取放送局は開局８０年を迎え、精力的に番組を制作・放送してきた。「Ｂ

ｒａｉｎｓ」のほかさまざまな番組で蓄積した情報については来年度もさらに掘り下

げてほしいが、これに加えて、地域放送編集計画案には地域の活性化に貢献するとあ

る。どのように生かしていくのか聞かせていただきたい。また中国地方最高峰の大山

をはじめ、自然豊かなふるさとの魅力を積極的に全国、海外へ発信するという項目に

ついて、平成３０年に「大山開山 1300 年祭」を迎えるので、ぜひ言及してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

今年度放送した「Ｂｒａｉｎｓ」を通じて、各地にはこれまで気付

かれなかったさまざまな課題があり、問題意識を持っている多くの若

者がいることが分かった。視聴者からもいろいろな反響をいただいた

ので、こうしたこともヒントに来年度もさまざまな番組で地域の課題

を掘り下げていきたい。大山については、信仰の対象として 1300 年を

迎えたが、地理的にも中国地方で最も高い山として親しまれているの

で、「大山開山 1300 年祭」に特化せずに取り上げていきたい。 

 

○  山口県は特に若い女性の人口が減少して厳しい状況になっているが、山口県内でも

山陽地区と山陰地区では受け止め方には違いがある。金曜午後７時台の「ＹＡＭＡＧ

ＵＴＩＣ」など山口県域向けの番組で、この深刻な問題について警鐘を鳴らしてほし

い。 

 

(ＮＨＫ側) 

山口県内でも山陽地区の工業地帯などでは人口が微増しているが、

山口県全体では減少している。人口減少の問題については平日午後６

時台「情報維新！やまぐち」やニュースなどで伝えるとともに、これ

まで取材してきた内容をせき止めて、金曜夜間の番組などでも取り上

げていきたい。 

 

○   諮問された「平成２９年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」については、

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

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 
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○   異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

本日の答申を受け、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２０日(金)フェイス「すずが伝える戦争 “世界の片隅”に込めた思い」を見た。

戦時下の広島で、明るく生きる女性の姿を描いた映画を取り上げていた。原爆の体験

を直接見たり聞いたりすることに心理的な抵抗がある人にも、戦争を知ってもらえる

のではないか。この映画には市民の日常生活が多く描かれ、残酷な描写がほとんどな

く、これまでにない新しい切り口で戦争を伝えていた。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は、戦争中の広島を舞台に作られたアニメ映画を取り上げ

たものだ。小さな映画館で上映している映画に若者がたくさん集まっ

て人気になっていることを聞いて取材を進め、１月１２日(木)クロー

ズアップ現代＋「“この世界の片隅に”時代を超える平和への祈り」

で全国放送した。今回の「フェイス」は、広島局が独自取材した内容

を追加して放送した。被爆体験の継承については、番組の後半で広島

の被爆体験伝承者が話していたように、悲惨な描写では子どもたちに

なかなか受け入れられなくなっている。直接原爆の惨状を見せたり聞

かせたりするのではなく、戦争中の日常生活を通して被爆体験の継承

ができるかもしれないということも知った。ディレクターの間でも戦

争の伝え方について議論を重ねている。 

 

○  １月２７日(金)勝手にブランド発見伝「『おしい！』ブランドを応援ＳＰ」(総合 後

7:30～8:43 中国ブロック)を見た。率直に言って今回はひどかった。地域ブランドは、

いわゆるキャラやご当地応援ソングといったものだけでブレイクするのではない。誤

解をされないよう番組を制作してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は、広島県庄原市の「ヒバゴン音頭」という曲で地元を盛
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り上げたいという話をきっかけに制作したが、内容的にやや整合性が

取れていない部分もあったかもしれない。「勝手にブランド発見伝」

は平成２７年から放送してきたが、今回の放送でいったん区切りをつ

け、地域の課題を考える番組については改めて別の形で制作すること

を検討している。今後もきたんのない意見をいただきたい。 

 

○  ２月２日(木)クローズアップ現代＋「大麻汚染 新たな危機 移住者コミュニティー

で何が」については、昨年１０月に鳥取県智頭町の会社代表が大麻取締法違反の容疑

で逮捕され、智頭町の地名が全国に知られるほど繰り返しニュースで報道されたので

興味深く見た。番組では“夜回り先生”こと教育評論家の水谷修さんが、「薬物で人

は３回死ぬ、最初に頭が死んで、次に心が死に、最後には体が死ぬ」という表現で大

麻の恐ろしさを訴えていた。地元の町民がだまされたという問題だけではないことが

よく分かった。輸入された大麻の末端価格が高騰していることや、地方の移住者は経

済的に余裕がないことが要因だということもきちんと伝えていた。番組で有罪判決を

受けた男性が自宅でインタビューに応じていたが、奥の部屋から子どもの泣き声が聞

こえてきたことが衝撃的で、それが適切だったのか疑問に感じた。各地に「地域おこ

し協力隊」という組織があるが、今回逮捕されたのがそのメンバーだったので、何の

問題もない移住者にも影響があるのではないかと心配になった。 

 

(ＮＨＫ側) 

違法大麻の栽培で摘発された事件は、智頭町だけではなく長野県で

も起きている。過疎化が進む地域で移住者に救いと望みをかけようと

していたところをつけ込まれている。また大麻は世界各国で使用を認

める傾向があり、日本国内でも解禁を求める声が強くなっている。こ

うした２つの流れがベースにあって事件が引き起こされていることを

伝えた。大麻の流通については、以前は密輸が中心だったが、国内生

産に変わりつつあることも紹介した。智頭町の皆さんにとっては残念

なニュースだったと思うが、このタイミングで取り上げたことは意義

があったと考えている。この問題は引き続き取材していきたい。 

 

○  １月１１日(水)ガッテン！「血管を強くしなやかに！ピーナッツパワー解放ワザ」

を見た。これまでピーナッツは体によくないと信じられてきたが、ビタミンやミネラ

ルなど健康によい成分が豊富に含まれていて、心筋梗塞や脳出血を予防し死亡率を下

げることを司会の立川志の輔さんと小野文惠アナウンサーが分かりやすく伝えてい
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た。 

 

○  ２月１２日(日)ＮＨＫスペシャル「見えない“貧困”～未来を奪われる子どもたち

～」を見た。これまで中間層と貧困層では大きな差異はないと考えていたが、いつか

らこんな日本になってしまったのかいう怒りがこみ上げてきた。この番組では従来の

絶対的な貧困ではなく、具体的に何に困っているのか外見では分からない「相対的貧

困」を取り上げて、深く追求していた。子どもは社会に出るまでは貧富の差によるハ

ンディキャップを背負わずに、同じスタートラインに立って競争できる社会を実現し

なければならないと強く感じた。子どもの貧困は道義的な問題もあるが、経済的な損

失でもあり日本にとって大きな課題だ。今後もさまざまな事例を取り上げて、訴え続

けてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は「貧困」の質が変わってきていることを分かりやすく伝

えていた。例えば一軒家に住んでピアノもあるという家庭が貧困なの

かと疑問を持つ人もいるが、子どもたちが自ら望む人生を送るべきだ

と捉え、相対的貧困に直面する子どもたちに密着し、見えない貧困を

克服する道筋を明らかにしていた。今後もこの相対的貧困の問題点に

ついて取材を続け、次の世代にどのように伝わり、どのように影響す

るのかということを伝えていきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

この「ＮＨＫスペシャル」は子どもたちの「相対的貧困」を取り上

げた。昨年８月に「ＮＨＫニュース７」で現代の貧困に悩む女子高生

のリポートを放送した際に「部屋にアニメグッズがある」「エアコン

のようなものが映っている」などと指摘されＳＮＳで炎上した。経済

的な格差は自助努力で解決すべきだと主張する人もいるが、相対的貧

困は社会的損失であると同時に社会全体のリスクでもあるので、引き

続き取り組んでいく。 

 

○  ２月４日（土）週刊 ニュース深読み「“原発避難いじめ” 子どもに何が？大人は

どうする？」を見た。横浜市で賠償金をもらっているだろうと、同級生から 150万円

を支払わせられていた男子生徒がいじめを手記で公表し、番組では福島県外に避難し

ている 9000 人以上の子どもたちが偏見にさらされている問題を取り上げていた。こ
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の番組ではサイトの投稿フォームやＳＮＳから意見や感想を寄せてもらって紹介し

ているが、メディアが原発事故後の福島の現状をもっと伝えてほしいという意見に対

して、小野文惠アナウンサーが「伝えたら伝わるのかなということもある」「（受け

手に）知りたいという気持ちがないと伝わらない」と話していたのが心に響いた。こ

のコメントに関しては賛否両論があったようだが、本音が出ていてよかった。番組に

は“見やすい番組”と“重い番組”があって、重要なテーマだと分かっていても心理

的な負担を感じて“重い番組”は見ることができない場合もある。視聴者はメディア

がそれまで伝えてきたことを減らしたり止めたりすると問題が解決したと感じたり、

さほど重要な問題ではないと受け取ってしまうという側面もあるので、受け手の情報

リテラシーにも問題があるのかもしれない。こうした重いテーマについてもその“切

り口”を変えることで、視聴者に届けることができるのではないか。重要な事柄をど

のように伝えていけばよいのか、ヒントをもらった気がする。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組やニュースで何をどのように伝えるかということについては、

送り手と受け手の立場やバランス、表現のニュアンスなどを柔軟に考

えることも大切だ。さきほどご意見をいただいたフェイス「すずが伝

える戦争 “世界の片隅”に込めた思い」にもあったとおり、情報の伝

え方と伝わり方の議論にもつながる問題で、今後もいろいろな意見を

伺いながら検討していきたい。 

 

○  ２月１２日(日)ＮＨＫのど自慢「岡山県高梁市」を見た。この日は放送時間が４５

分間遅れたにもかかわらず生放送だった。小田切千アナウンサーの進行がとても上手

で、いつもと変わりなく自然なようすで時間どおりに終わったことに感心した。ステ

ージの皆さんは素人なのにまるで芸人のように盛り上げていた。出場者の中で、２人

組の男の子が少しシャイなようすだったが、女の子は１人ずつ堂々と歌っていたのが

印象的で、男性と女性の違いが感じられて面白かった。 

 

(ＮＨＫ側) 

「ＮＨＫのど自慢」は日曜午後 0:15 から生中継で放送しているが、

この日は北朝鮮が弾道ミサイルを発射した事件と安倍首相とアメリカ

のトランプ大統領の共同会見が重なったため、時間が大幅に繰り下が

って午後１時から放送した。この番組には長い歴史があるが、最近で

は若者からも注目され、放送に合わせてＳＮＳでつぶやく人もいるよ
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うだ。今回のハプニングがよい方向に作用して、客席に一体感が生ま

れたのが印象的だった。 

 

○  ２月１１日(土)ＥＴＶ特集「その名は、ギリヤーク尼ヶ崎 職業 大道芸人」を見た。

かつて広島の街頭で出演していたので興味深く見た。年を重ねてパーキンソンを患っ

て日常生活では立つのがやっとという状態だったが、本番ではきぜんとして街頭で演

じていた。８０歳を過ぎてもわがままな頑固者で人間の底力を感じる。大道芸は「和

（輪）の芸能」だという言葉があるが、1970 年代、1980 年代の観客の顔つきが現在

とはまるで違う。日本人がいかに変ぼうしたかを知る貴重な記録でもあった。 

 

○  １月１８日(水)「朗読屋～山口発地域ドラマ～」(ＢＳプレミアム 後 10:00～10:59)

を見た。とても上質なドラマで丁寧に作られていた。波や風の音が聞こえてくるよう

で心地よく見られたが、ストーリーとしては平凡な印象を受けた。中原中也が好きな

人にとってはすばらしい番組だったと思うが、そうでない人にとってはやや退屈に感

じたかもしれない。ドラマの中でサボテンに花が咲いたり、カエルが現れたりするシ

ーンがあったが、何を意味しているのかよく分からなかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

「朗読屋」は中原中也の詩に興味がない人にも見てもらいたいと考

えて制作したが、うまく伝わらない部分があったかもしれない。視聴

者からはこのドラマで中原中也の詩を初めて知ったという反響もいた

だいたので、私たちの意図も多少は伝わったのではないか。指摘のあ

ったサボテンのシーンについては、視聴者の解釈に委ねるこのドラマ

の中でも、暗示したいことがあったのではないか。カエルについては、

地面をはう姿が主人公の心の状態を表しているようにも解釈できる。

いずれにせよ、ドラマをご覧いただく中で解釈の幅を広げる一つのツ

ールとしてご覧いただければと考えている。 

 

○  「朗読屋」は映像が美しいことが印象的だった。この番組を含めて最近放送された

地域発ドラマを４作見たが、いずれも名優を起用し、地域にある大切なものを題材に

していて好感を持つことができたが、一方で心に残るものが今ひとつで、とてももっ

たいないと感じた。地域発ドラマ自体はよい試みだと思うので、さらに質を高くする

ような検討と努力を全国で続けてほしい。 
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○  配役がよく映像も美しかった。とても上質で丁寧に作られたドラマだった。 

 

(ＮＨＫ側) 

「朗読屋」については、新聞の読者欄でとても心に残ったという声

もいただいた。今回この場で伺ったさまざまな意見については担当し

たディレクターに伝える。 

 

○  ２月１日(水)食材探検 おかわり！にっぽん「冬キャベツ～島根・松江市～」を見た。

松江市が冬キャベツの産地だということを初めて知った。宍道湖を干拓して新たな土

地ができ、そこでキャベツを作るようになったが、今では関西地方の大きな供給地に

なっている。大阪ではお好み焼きの材料になっていることを聞いてプライドを感じた。

冬キャベツは雪が降る量に応じて甘くなるということも知っていい勉強になった。 

 

○  ２月９日(木)コズミック フロント☆ＮＥＸＴ「村山斉の宇宙をめぐる大冒険 宇宙

の始まりを探る」(ＢＳプレミアム 後 10:00～10:59)を見た。「どうして宇宙が始ま

ったか」「どうして宇宙が広がっているのがわかるか」といった素朴で難しい疑問に

対して、とても分かりやすく解説していた。 

 

○  ２月１２日(日)新・ＢＳ日本のうた～島根県浜田市～「演歌大漁旗！鳥羽一郎＆島

津亜矢 感涙！漁港の町から名曲熱唱」を見た。後半の鳥羽さんと島津さんの「スペ

シャルステージ」は９０分のうち約半分の時間を占める大がかりなショーだった。鳥

羽さんの安定感のある進行に感心するとともに、島津さんが観覧者にインタビューす

る時にうまくフォローしていたことも好感を持った。このステージを見て歌手は歌が

上手なだけではなく、番組をうまく切り盛りしていく能力も求められると感じた。島

根県立浜田水産高等学校と浜田商業高等学校郷土芸能部の皆さんが演じた石見神楽

もあり、若者が参加していたのもよかった。 

 

 (ＮＨＫ側) 

公開番組は視聴者の皆さんに番組がどう作られていくかということ

を知ってもらい、ＮＨＫをより身近に感じてもらうためのよい施策だ

と考えている。公開録画に来ていただいた浜田市の皆さんはとても楽

しんで頂いたようで、制作スタッフも喜んでいた。 

 

○  ＮＨＫ山形放送局の記者が女性暴行致傷容疑で逮捕され、酒田支局が家宅捜索を受
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けた。何を押収されたのかが視聴者には分からず、取材源の秘密を守れるのかという

意味で「報道の自由」を侵す事態につながりかねない。権力の介入を許すような犯罪

行為は問題だが、報道機関の家宅捜索にはきぜんと対応してほしい。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２９年１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１９日(木)、広島放送局において１２人の

委員が出席して開かれた。 

議事は、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モ

ニター報告と視聴者意向、２月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

(出席委員) 

 

 委 員 長 安井  弥 (広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長) 

 副 委 員 長 上大岡トメ (イラストレーター) 

委  員 久保田典男 (島根県立大学総合政策学部准教授) 

坂本トヨ子 (株式会社サカモト 代表取締役) 

     佐田尾信作 (中国新聞社 論説主幹) 

     島田  斉 (福山電業株式会社 代表取締役社長) 

杉原弘一郎 (一般財団法人 米子市文化財団理事長) 

中澤さかな (道の駅「萩しーまーと」駅長) 

中村 寿男 (有限会社中村茶舗 代表取締役) 

納所裕美子 (アート・プロジェクト株式会社 代表取締役) 

古矢 博通 (公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長) 

渡部 朋子 (ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長) 

 

(主な発言) 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月９日(金)フェイス「空きビルから始まる“まち”再生～リノベーション最前

線～」を見た。有効な地方都市の再生のモデルを手厚く伝えていた。岡山市に住むグ

ラフィックデザイナーの明石卓巳さんのアイデアと構成力に感心した。３人の若者が

リノベーションに取り組み、その後出店が続いて魅力のある一角が生まれ、若者が集

まる人気エリアになった。この地域の地主には高齢の人もいたが、リノベーションを

しようという若い人々を支援していて、うまいやり方だと思った。全国には大型家庭

電器店やファストフード店があるといった町が多いが、エリアリノベーションによっ

て、地域の特徴を生かした個性ある街並みが生まれることを期待したい。この番組は、
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最近見た中で一番よかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

フェイス「空きビルから始まる“まち”再生」は、これまでのよう

に行政主導の画一的な街づくりではなく、元々あった建物を作り直す

ことで新たな価値を生み出す“エリアリノベーション”が各地で行わ

れているという情報を得て、取材を始めた。今回は、岡山市北区問屋

町で若者を狙って次々に開店している例を紹介したが、広島県三次市

や岡山県津山市でもエリアリノベーションを志す若者を支援する動き

が始まっている。今後も注視して、全国に向けて放送することも考え

たい。 

 

○  １２月１６日(金)フェイス「“縮むふるさと”と生きる～島根 最前線からの報告

～」を見た。各地で人口縮小の現象が起きている。地方ではこうした問題が深刻だと

感じた。限界集落とされている地域では、集落の集約や町のコンパクト化が避けられ

ない。島根大学の作野広和教授は、「いよいよダメになってから『どこをやめますか』

と言っても、テーブルにつくことすらできなくなる。元気があるうちは絶対反発があ

る。『こんな村を縮めるような話し合いをなんでするんだ』と。文句が出るくらいの

うちに多少しておかないとできなくなる」と説明していたが、重要な手がかりになる

と思った。集落を維持するために、生活圏を人口に見合った規模に縮小する政策はえ

てして多くの人に反対されるが、人口がさらに減ってからでは手遅れになってしまう。

それを見越して取り組む必要がある。地域の現状を整理して、早く手を付けることが

重要だと伝えていた。 

 

(ＮＨＫ側) 

フェイス「“縮むふるさと”と生きる」は、人口が今後さらに縮小

する中で、自治体だけではさまざまな問題を解決できなくなり、行政

と地域自主組織が力を合わせて取り組むことが重要だということを指

摘した。今後も継続して追いかけていきたい。 

 

○  １月１３日(金)フェイス「静かなる猛虎～国内最年長チャンプ 池山直～」を見た。

池山選手の人柄もよかった。試合の内容に納得して池山選手が引退するシーンを見た

くなった。 
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(ＮＨＫ側) 

この番組は、新人の女性ディレクターが制作した。池山選手が無口

ということもあり、ロケを続けるのは難しかったと思うが、粘り強く

交渉して放送にこぎ着けた。東京・後楽園ホールまで試合を撮影しに

行ったが、挑戦者の負傷で決着がついてしまった。この番組で池山選

手のボクシングに対する強い思いは伝えられたと思うが、今後も取材

を続けていきたい。 

 

○  フェイス「静かなる猛虎」を見た。４７歳の女性ボクサーがすさまじい練習をして

いることを知って驚いた。尋常ではない精神力と体力が必要なことも分かった。池山

選手は４０歳で引退したが、３年後に復帰して世界チャンピオンになって復帰後は７

戦全勝している。彼女は最近の試合は納得がいかない、勝っても負けても納得のいく

試合であれば引退してもよいと語っていた。女性ボクサーは３６歳までだが、その年

齢を超えて戦っていることで、体に大きなダメージを残すかもしれない。今回の試合

で引退すれば、彼女の生き様をうまく描けたかもしれないが、挑戦者が負傷してＴＫ

Ｏ勝ちになったので、今後も続けることになった。ボクシングは危険なスポーツで、

本人の意思で続けていいのか疑問だった。放送に合わせて番組を制作するという事情

は分かるが、彼女が現役最後の戦いをしてから放送したほうがよいと思った。 

 

(ＮＨＫ側) 

池山選手がなぜ４７歳になってもボクシングを続けるかという点に

ついては、本人からなかなかコメントを引き出せなかったが、番組全

体を見ていただいて分かってもらえたのではないか。池山選手の思い

や戦いぶりについては、今後も取材を続けていきたい。 

 

○  フェイス「静かなる猛虎」を見た。今回の世界タイトルマッチは、池山選手として

は納得がいかない戦いになったが、悔いなく戦い切るまで見届けたい。厳しいトレー

ニングの中で痛々しい姿があったので心配だった。体調管理をどのように行っている

かという部分も伝えてほしかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

池山選手が腰痛に苦しむシーンは確かに心配になった。頂いたご意

見は担当したディレクターに伝える。 
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○  １２月１６日(金)Ｂｒａｉｎｓ「第４弾 県民と知事が考える鳥取の未来」(総合 後

7：32～8：45 鳥取県域)を見た。今回は地震の復興と人口減少、若者流出をテーマに

議論をした番組で、人口減少を止めるための方策と自信を与えてくれる内容だった。

番組のＭＣを務める篠原ともえさんの笑顔や感性がとてもよかった。平井伸治鳥取県

知事が、篠原さんを鳥取県ふるさと大使に任命し、篠原さんが喜んで鳥取県のために

頑張りたいと言っていたのが印象的だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

「Ｂｒａｉｎｓ」は鳥取の未来をテーマにして今年度４回放送した。

さまざまな地方で人口減少や都市部に若者が流出する問題を抱えてい

るが、若い世代が問題意識を持っていることやふるさとの将来を真剣

に考えていることが伝わったのではないか。彼らに鳥取の未来を任せ

てみようという気持ちになってもらえれば、番組として成功したと思

う。 

 

○  「Ｂｒａｉｎｓ」を見た。解説委員の山﨑登さんが、昨年鳥取県中部で発生した地

震について、地震と過疎の関係や復興に求められるものなど、身近なところから分か

りやすく紹介していた。人口減少に関する議論では、視聴者から「きれいごとだ」と

いう意見が寄せられたが、スタジオでは「きれいごとだと言うが、明るい未来を自分

たちが作ればよいのではないか」という意見もあったので、希望のある前向きな話に

なった。最後に、篠原さんが平井知事から鳥取県ふるさと大使に任命されたが、解決

策をまとめるというよりも、視聴者自身がいろいろな意見を聞いて自ら考えることが

大切だということを示していた。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回の「Ｂｒａｉｎｓ」は双方向機能を使って視聴者の率直な意見

も取り入れた。「きれいごとだ」というネガティブな意見もあえて紹

介した。限られた放送時間の中で、生放送で視聴者の意見を紹介する

ことはリスクを伴うが、正直な意見を交わすことで、より本音に近い

意見を出せたと思う。 

 

○  １２月３１日(土)第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢をうたおう」を見た。これまでの

イメージが大きく変わり、さまざまな努力や工夫をしていることが分かった。紅組と

白組の勝敗については、大差で白組が勝っていたにもかからず、番組終了直前に逆転
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して紅組が優勝した。とても不自然だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

ご指摘の点に関しては、勝敗を決める獲得票の得点方式についてき

ちんと説明しなかったことが原因だったと考えている。投票について

は、審査員が１１票、視聴者が２票、会場が２票で合計１５票があっ

て、獲得数の多いほうが優勝するというルールだった。視聴者の票に

ついては多かった方に２票が入ることになっていたがその説明がなか

ったために、視聴者投票では白組４２０万票、紅組２５２万票と大差

がついたにも関わらず、結果として紅組が優勝し、多くの疑問や批判

をいただいた。 

 

○  １月７日(土)総合「民謡魂 ふるさとの唄」～鳥取県米子市～を見た。鳥取局の近藤

泰郎アナウンサーは転勤前まで「民謡魂 ふるさとの唄」の司会を担当し、ＴＯＫＩ

Ｏの城島茂さんと一緒にコンビを組んでいた。民謡の番組にもかかわらず、平成２８

年に日本最大の大山牛馬市が日本遺産に認定されたことや「珍しいキノコ舞踊団」の

ダンスも紹介されていて大変面白く、最後まで見た。 

 

○  「民謡魂 ふるさとの唄」を初めて見た。民謡の番組だったが、日本最大の大山牛馬

市や、鳥取県の歴史についての話をきちんと紹介していた。城島さんと塩屋紀克アナ

ウンサー、近藤アナウンサーが、役割をうまく分担して分かりやすく伝えていた。「珍

しいキノコ舞踊団」の踊りもとてもよかった。地元でも知らない民謡がたくさんあっ

て興味深く視聴した。 

 

(ＮＨＫ側) 

「民謡魂 ふるさとの唄」は、以前この番組を担当していた近藤アナ

ウンサーが出演したことで和やかな雰囲気になった。若者にとって民

謡はなじみが薄いかもしれないが、大山の歴史を民謡で紹介すること

で、祖先が暮らしてきた足跡なども伝えられたのではないか。 

 

○  １２月２５日(日)うまいッ！「うまみ濃厚！宍道湖のシジミ～島根県～」を見た。

シジミを取り巻くさまざまな情報が、コンパクトでバランスよくまとめられていた。

シジミ漁の後継者を今後どのように育成するのかといったことも知りたくなった。シ

ジミを活用した料理の開発が進んでいるようだが、宍道湖のシジミの優位性を全国に
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発信できるのではないか。全国の高校生を対象に島根県の食材を使った料理を競う

「食の縁結び甲子園」という取り組みが紹介されていたが、高校生のアイデアをどの

ように活用していくかがカギになると感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

「うまいッ！」は食をテーマにした番組で、シジミを多角的に紹介

していた。島根県にはいろいろな食材があるが、島根県といえばシジ

ミというくらい有名な食材になっているので、今後も何かの機会を見

つけて紹介したいと考えている。 

 

○  １２月２０日(火)ブレイブ 勇敢なる者・アンコール「えん罪弁護士」(総合 後 10:25

～11:14)を見た。えん罪の刑事裁判を１４件も無罪にしたという今村核弁護士に密着

した番組で、これほど勇気のある弁護士がいることに感動した。バスの中で痴漢をし

た容疑で起訴された裁判では、車内に設置されたカメラの映像を分析して、右手は荷

物を持ち、左手はつり革を握っていたが、バスが揺れた約２秒間にはっきりとしない

画像があり、その映像を根拠に有罪とした１審にとても腹が立った。この事件は２審

で無罪となったが、１審で有罪とした裁判長に怒りを覚えた。起訴されるとほとんど

が有罪になる現状については、改めてほしいと強く思った。今村さんのような良識あ

る弁護士が本心を語ってくれたよい番組だった。 

 

○  「総合診療医 ドクターＧ選」を見る機会が多い。将来医者になろうとする人には参

考になるかもしれないが、この番組がどういった評価をされているのか聞かせてほし

い。 

 

 (ＮＨＫ側) 

「総合診療医 ドクターＧ」については、この番組を見たことがきっ

かけになって、総合診療医を志望する若い医師が増えたという話を聞

いている。 

 

○  １月８日(日)大河ドラマ「おんな城主 直虎」を楽しく見た。登場人物の人間関係を

頭に入れないと分からなくなる。歴史ドラマは特にその傾向が強いので、番組のＰＲ

で登場人物の関係を分かりやすく紹介すれば、途中でドラマを見なくなる人が減るの

ではないか。 
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(ＮＨＫ側) 

これまでの大河ドラマでは、主人公の子役が出演するのは１話だけ

だった。今回の「おんな城主 直虎」では子役が４話まで出演するとい

う試みで１話から感情移入ができるように工夫しているが、途中から

見ると理解しにくいかもしれない。登場人物の関係をあらかじめ確認

しておかないとなかなか見続けられないという指摘はそのとおりだと

思う。先に紹介した試みに加えて、ドラマの冒頭でナレーターの中村

梅雀さんが分かりやすく解説している。引き続きご覧いただきたい。 

 

○  １月５日(木)クローズアップ現代＋「オイ鬼太郎 ワシの幸福論を聞いてくれ」を見

た。水木さんの部屋から３０年分の日記が出てきて、水木さんが本当に描きたかった

漫画が、編集者から売れるものを描くように強いられて、仕方なく別のストーリーを

描いたということが書かれていた。小説家で妖怪研究家の京極夏彦さんと東京都調布

市出身の松村正代アナウンサーの対談があって、番組の内容を深めてくれた。水木さ

んの「好きなことをやりなさい」という言葉で番組を締めくくっていたのが感動的だ

った。 

 

(ＮＨＫ側) 

「クローズアップ現代＋」には大量に残された日記の中に示唆に富

む言葉がたくさんあったと聞いている。戦争で左腕を失って作品を描

く中で、いろいろな思いがあった。２月の「フェイス」ではこの番組

を再構成して放送するので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○  １２月１８日(日)ＮＨＫスペシャル「スクープドキュメント 北方領土交渉」を見た。

プーチン大統領の来日した刻々の映像と会談と記者会見のようすを伝えていた。プー

チン大統領は、北方領土について暗に日米安保条約があるかぎり返せないと言ってい

るようだった。１５日(木)にプーチン大統領が来日した時のニュースでは、安倍首相

がプーチン大統領を“ウラジミール”と呼ぶなど両首脳の親密さを伝えていたが、プ

ーチン大統領が本当に意図していた部分を伝えていたのか、疑問だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

プーチン大統領来日の報道に関して厳しい意見があったことは、 

真摯(しんし)に受け止める。 

 



 

 8 

○  ＮＨＫスペシャル「スクープドキュメント 北方領土交渉」を見た。安倍首相と谷内

正太郎国家安全保障局長が、プーチン大統領との交渉を前に打ち合わせをしている映

像があったが、官邸から提供された映像という話を聞いた。そうであれば明記するの

がフェアだと思った。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組で使用する映像については、スクープ映像かどうかということ

のほかに、入手の仕方によって番組の中でどのように位置付けるのか

ということも検討しながら使用している。今回の場合も、総合的に判

断して放送したのではないか。 

 

○  １月７日(土)ＮＨＫスペシャル「ばっちゃん～子どもたちが立ち直る居場所～」を

見た。ばっちゃん”と呼ばれている元保護司の中本忠子さんが「お腹が空いた時に悪

いことをする」と言っていたが、食事を作りながら子どもの話をよく聞いてあげてい

ることが分かった。中本さんの「生まれてきた家庭は変えられないけど、生き方は変

えられる」という言葉が心に響いた。マコトくんの表情や態度は、初めに会った頃と

愛知県の少年院から出てきたときでは表情が全く変わっていた。広島を離れて一人暮

らしをすることで中本さんのありがたさを知り、感謝の気持ちが芽生えていることも

分かった。中本さんの「心の居場所が必要」という意味がよく伝わった。産後の母親

の心境にも似ていて、心の居場所がなくなっているということで、人に話を聞いても

らうことで救われることがよく分かった。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＮＨＫスペシャル「ばっちゃん～子どもたちが立ち直る居場所～」

は、中本さんの家にやって来る多くの子どもには家庭に問題があって、

心の居場所がない子どもたちの受け皿になっていることを伝えていた。

中本さんは非行に走った子どもの更正が難しくなっている社会の風潮

を感じ、この番組を制作したディレクターは、そういった子どもにも

やり直しができるきっかけになればという思いで制作した。この番組

を見てそういった気持ちを分かっていただいて、とてもうれしい。 

 

○  １月９日(月)ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「それでも、生きようとした～原発事

故から５年・福島からの報告～」(総合 10:00～10:49)を見た。福島の原発事故後、

避難先から戻った３０代の夫婦が農業を再開したが、現実が厳しく１年後に自殺した
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という事実は強烈な印象に残った。帰還した頃は、大勢のボランティアが県外からや

ってきて農業の再開に協力してくれたが、そのボランティアもだんだんと減って、親

族も自殺して精神的なストレスも大きかったようだ。被災者の自殺を食い止めるため

に、ＮＰＯが仮設住宅で孤立する人たちを訪問していた。中には断る人もいたが、粘

り強く接触を試みるなど、これまで以上に踏み込んだ活動をしていた。本当に頭が下

がる思いがしたが、今後さらに深刻になることから、公的な支援が早急に必要だと感

じた。時間の経過とともに、東日本大震災に対する関心が薄れてきたことは否めず、

考えさせられる番組だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は東日本大震災が発生して４年たって、自殺者が増えてい

ることを検証し、福島第一原発の事故が風化していくことについて警

鐘を鳴らしていた。広島の原爆投下についても、風化を食い止め、記

憶をつなぎ止めていくことが重大な使命のひとつだと受け止めている。 

 

○  福岡県飯塚市長の賭け麻雀（マージャン）のニュースについて、ジャン荘に入る映

像は昨年５月に撮影したものだった。なぜもっと早く報道をしなかったのかという疑

問が残った。 

 

(ＮＨＫ側) 

取材の手法や過程については資料が手元になくはっきりしない。頂

いた意見は関係部局に伝える。 

 

○  １２月８日(木)ＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ ソ連崩壊から２５年／プー

チン大統領訪日「ユーラ ごみ捨て場の少女」を見た。１６歳で妊娠・出産を経験し

た少女を１０年以上追った番組で、モスクワの近所のごみ捨て場の中で、ごみをあさ

りながら暮らしている姿に密着した番組だった。最後にはアパートに住むことができ

たので、胸をなで下ろした。 

 

○  １月１５日(日)ドキュメンタリーＷＡＶＥ「マイホームを奪わないで～モスクワ 経

済危機の冬～」を見た。外貨建てでマンションを借りたが、ルーブルが大暴落して返

済できなくなりマンションを追われる様子を描いていた。銀行幹部の女性が、白い毛

皮と豪華な指輪を身につけて、動物を見るような目でアパートから追い出すシーンが

強く印象に残った。 
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(ＮＨＫ側) 

ご覧いただいた番組はいずれも海外の放送局が取材した。最近、ロ

シア国内の格差が大きなテーマになっている。社会保障、特に医療の

崩壊などについても番組取材が進んでいるようだ。今後もご覧いただ

きたい。 

 

○  １月１日(日)「あけまして ねほりんぱほりん」(Ｅテレ 前 1:15～4:53)を初めて見

た。この番組は家族で見ることはなかったが、若者はよく見ているようだ。顔出しＮ

Ｇのゲストがブタの人形にふんして出演しているので、今後もしっかりとチェックを

して、やらせにならないようにしてほしい。番組の最後の次回予告については、農業

機械を扱う会社が提供する天気予報に酷似している。どういう趣旨か伺いたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「ねほりんぱほりん」の末尾のアニメは次回予告の形を取りながら、

かつて民放で放送していた天気予報のパロディーになっている。これ

は多くの方に見ていただくための工夫の一つだと思う。今後もご覧い

ただきたい。 

 

○  １月１２日(木)浦沢直樹の漫勉 シーズン０ 完全版「山下和美」(Ｅテレ 後 10:00

～10:44)を見た。平成２６年１１月に放送したパイロット版で取り上げた漫画家の山

下和美さんを、今回は未公開映像を含めた完全版として放送していた。山下さんは「天

才柳沢教授の生活」という漫画で有名だが、貴重な下描きのフィルムの映像もあって

とても興味深かった。ぜひ続けてほしい。 

 

○  「ねほりんぱほりん」と「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」の放送時間が、水曜

日の総合とＥテレで重なっている。時間を変更すれば両方の番組を見ることができる

ので、検討してほしい。 

 

○  １月２日(月)ＢＳ１スペシャル「巨匠スコセッシ“沈黙”に挑む～よみがえる遠藤

周作の世界～」を見た。遠藤周作の小説『沈黙』をテーマに、この小説の映画化につ

いてスコセッシ監督や塚本信也監督のインタビューを交えたドキュメンタリーで、考

えさせられる内容だった。キリシタンが踏み絵を踏むことが信仰を捨てることになる

かという疑問や、棄教した者は救われないのかという本質的な問いについて、塚本監

督のインタビューを通じて踏み込んだ点がよかった。この番組を通じて、スコセッシ
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監督が原作にほれ込んだ理由もよく分かった。映画のシーンが盛り込まれ過ぎて、映

画を見た気になってしまったのが玉にきずだった。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＢＳ１スペシャル「巨匠スコセッシ“沈黙”に挑む～よみがえる遠

藤周作の世界～」は長年追いかけてきた番組だ。映画の映像を多く使

っていたが、少しやり過ぎたという気もした。番組制作の直前にスコ

セッシ監督のインタビューができることになり、急きょアメリカに赴

いてロケをしたので、荒削りの内容だったかもしれない。頂いた意見

は本部に伝える。 

 

○  １月１４日(土)ＢＳ１スペシャル「原爆投下 知られざる作戦を追う」を見た。力作

だった。広島局制作の番組で、とても感動した。原爆投下の決定については、トルー

マン大統領の明確な決断によるものではなく、軍が主導した可能性があることを伝え

ていた。こうしたことはどの国でも起こりうることでもあるので、ぜひこの番組の英

語版を制作して、外国の人にも見てもらいたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＢＳ１スペシャル「原爆投下 知られざる作戦を追う」は、昨年８月

に放送したＮＨＫスペシャル「決断なき原爆投下～米大統領 ７１年目

の真実～」をさらに掘り下げて、膨大な資料やインタビューなどと合

わせて再構成した。英語版の制作については、今後検討したい。 

 

○  １２月１７日(土)ラン×スマ～街の風になれ～「出産しても走りたい！～おかやま

マラソン(後編)～」を見た。「赤ちゃんがいてもランニングをあきらめないで、よい

ロールモデルになれたらうれしい」という出演者の思いに感心した。育児や家事、仕

事のために、体調管理や心身の健康の悩みを抱える人にも勇気を与えたのではないか。

出産や育児をする中で腕の振り方がアンバランスになっていたことが指摘されてい

て、ランニングフォームが重要であることがよく分かった。２８キロの地点で家族の

応援があって、走るペースが上がったというエピソードは心が温まった。出産後の体

の変化や心身の健康をどのように支えていくかという問題について、行政の子育て支

援という観点からも参考になった。 
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(ＮＨＫ側) 

「ラン×スマ～街の風になれ～」はランナー向けの番組だが、それ

だけではなく、出産や育児、子育て支援など、さまざまな視点で見て

いただいていることが分かった。プロ・ランニングコーチの金哲彦さ

んの教え方がとてもうまく、分かりやすく伝えていることが大きな強

みだと思う。 

 

○  金さんのアドバイスは、具体的で分かりやすかった。出産後にマラソンを完走でき

るかという不安な気持ちが描かれていたが、高樹リサさんや周りの人が一緒に引っ張

って完走した。この番組で、出産後も女性がランニングを続けられることが伝われば

いいと思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

「ラン×スマ～街の風になれ～」は、昨年１２月に２回シリーズで

おかやまマラソンを取り上げた。ことしもマラソンを含め、さまざま

なスポーツを放送していきたい。 

 

○  １月１８日(水)「朗読屋～山口発地域ドラマ～」を見た。６０分があっという間で、

最後の場面では涙が出るほど感動した。内容も中原中也の魅力にあふれていて、ひょ

うひょうとしたムードでドラマが進んでいた。孤島で暮らしている市原悦子さんが出

る場面はファンタジーでいっぱいだった。また、吉岡秀隆さんや市川実日子さんなど

個性豊かな出演者が多くて引き込まれた。このドラマにはなじみのある場所があって

うれしくなった。 

 

(ＮＨＫ側) 

「朗読屋」は、脚本家の荻上直子さんが着想した “朗読屋”という

コンセプトを基に、中原中也に焦点を当てて制作した。出演者の多く

が脚本を見てドラマに出ることを決めたということで、荻上さんの力

が大きかった。主演の吉岡さんの演技力が高く、表情も豊かで印象的

だった。 

 

○  「朗読屋」をおもしろく見た。ドラマの舞台になった「２４時間図書館」は実在す

るのか伺いたい。 
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(ＮＨＫ側) 

「２４時間図書館」は実在している。山口県萩市は漁師町で、急に

漁が中止になったり、早朝や深夜に帰ってきたりすることがあり、地

元で漁をしている方によく利用されているようだ。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１５日(木)、広島放送局において１２人

の委員が出席して開かれた。 

議事は、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モ

ニター報告と視聴者意向、１２月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

(出席委員) 

 

 委 員 長 安井  弥 (広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長) 

 副 委 員 長 上大岡トメ (イラストレーター) 

委  員 久保田典男 (島根県立大学総合政策学部准教授) 

坂本トヨ子 (株式会社サカモト 代表取締役) 

     佐田尾信作 (中国新聞社 論説主幹) 

     島田  斉 (福山電業株式会社 代表取締役社長) 

杉原弘一郎 (一般財団法人 米子市文化財団理事長) 

中澤さかな (道の駅「萩しーまーと」駅長) 

中村 寿男 (有限会社中村茶舗 代表取締役) 

納所裕美子 (アート・プロジェクト株式会社 代表取締役) 

古矢 博通 (公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長) 

渡部 朋子 (ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長) 

 

(主な発言) 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月３０日(水)舞え！ＫＡＧＵＲＡ姫～広島発地域ドラマ～(ＢＳプレミアム 後

10：00～10:59)を見た。青春群像を描いたドラマで映像が美しく、出演者もフレッシ

ュでよかった。ただ、神楽だけではなく母と娘の葛藤も入れようとした結果、少々物

足りなく感じた。今回は専ら娯楽としての神楽を取り上げていたが、以前(平成２２

年)中国地方向けに放送していた「ちゅうごく神楽プロジェクト･神楽烈々」では、神

事としての神楽や鎮魂の神楽をきちんと紹介していたので、今後、神楽についてどの

ように伝えていくか注目したい。 
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(ＮＨＫ側) 

「舞え！ＫＡＧＵＲＡ姫」は、青春群像や神楽に取り組む若者の姿

などを６０分の放送時間の中に盛り込んだ。母親と娘の葛藤の場面に

ついては、最後の神楽甲子園のシーンで母の表情にクローズアップす

ることで表現した。神楽は中国地方ではなじみ深いが、全国的にはま

だ知られていない部分も多い。神楽の魅力については、歴史的・文化

的な部分も踏まえて、改めて全国に発信していくことも考えたい。 

 

○  「舞え！ＫＡＧＵＲＡ姫」を国際エミー賞に推薦するという話を聞いたが、本当の

神楽の舞を挿入してはどうか。神楽のすばらしさを海外にも発信すれば、海外の人に

も関心を持ってもらえるとともに、若い人たちが切磋琢磨(せっさたくま)して神楽を

究めようとしていることも伝わると思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

国際エミー賞については、放送作品を出品することになっているの

で、再編集は難しい。神楽を広く発信することについては、改めて全

国に向けて放送したり、国際放送で取り上げたりすることを含めて検

討したい。 

 

○  １１月１８日(金)フェイス「“大麻”町おこしの波紋～鳥取・智頭 現場からの報告

～」を見て、大麻を合法的に栽培できることが分かった。大麻栽培で町おこしをして

いる例が北海道にもあることを知って驚いた。今回のケースでは、鳥取県智頭町で大

麻を栽培していた若者が“吸引用”の大麻を隠し持っていたとして大麻取締法違反

で逮捕されたが、行政が甘すぎると感じた。智頭町長はだまされたと言っていたが、

監督責任は免れない。補助金がむだになったという責任もある。スタジオ出演した元

厚生労働省麻薬取締官は、行政の取り締まりが十分ではなかったことについて、忙し

かったのだろうといった発言をしていたが説得力はなかった。産業用大麻の栽培は合

法とはいえ、一歩間違えれば違法な植物で、そういったものに手を付けざるを得ない

ことに、地域の窮状を見た思いがした。この番組の放送後に長野県でも同様の事件が

あったが、過疎化に悩む地域では定住や移住の促進に懸命になり、移住者に対して無

防備になっているように感じられ、そういったリスクについて警鐘を鳴らしていた。

町おこしに協力する人々を含め、移住者の陰の部分について考えさせる番組だった。 
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(ＮＨＫ側) 

この番組は、産業用大麻を栽培していた若者が１０月に吸引用大麻

を所持していたとして逮捕された事件を追ったものだ。視聴者の多く

が委員と同じような意見を持ったのではないか。ゲストについては、

町おこしがテーマだったので、元麻薬取締官にコメントを求めたのは、

やや無理があったかもしれない。 

 

○  １１月１８日(金)島根スペシャル「探れ！島根女性の日本一」(総合 後 7:30～7:58 

島根県域)を見た。３人のゲストが全員女性で、美肌と出生率の伸び率について分か

りやすく紹介していた。美肌の要因については曇りがちな天候と湿度の高さを指摘し

ていた。一見すると短所に見えるが、それを長所に捉えている点が興味深かった。島

根県浜田市の美又温泉が美肌によいと紹介されていたが、今回の番組を契機に温泉の

情報発信や集客効果にも期待したい。子育ての環境については、島根県邑南町の子育

て支援の取り組みを中心に子どもを見守る地域住民の雰囲気や教育環境といった点

についても触れていたこともよかった。子どもは地域の宝で、地域全体で子育てを支

えていく環境は都会ではなかなか得られない。島根県は子どもにとってよいところだ

というだけではなく、母親の心にも安らぎをもたらしてくれるというゲストの発言に

も説得力があった。一方で、よりよい子育て環境を求める移住者についても言及して

いたので、子育て支援による定住促進と雇用創出の関係も取り上げていただきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「島根スペシャル」は、女性に視点をおいて制作した。紹介した美

肌や出生率については、データを使って分かりやすく紹介できたので

はないか。島根県の人口は少ないが、出生率が全国で２番目に高かっ

たり、出生率の伸び率が全国一だったりする理由の分析などを行った

が、もっと知ってほしい部分もある。今後も各自治体の取り組みなど

も取り上げていきたい。 

 

○  「島根スペシャル」を見た。島根県はマイナーなイメージが多いが、この番組を見

て明るい気持ちになった。島根県の伝統産業を例に挙げて、後継者への引き継ぎがう

まく行われていることを伝えていた。人口が増えた地域では、新しい人がたくさん流

入してくると、文化や伝統が引き継がれなくなることが多い。鳥取県では人口が増え

ないことで人間関係がいつまでも密なまま保たれている。例えば子どもが遊びに行っ

て行方が分からなくなっても近所のおばあちゃんが連れて帰ってくることができる
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など、安全面でも、島根県はいいところだということが分かった。これまで短所と思

われてきた部分についても、長所に転換できるという部分をもっと伝えてもらえれば、

地元の活力も増えていくのではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

「島根スペシャル」は、今年松江放送局に赴任したディレクターと

アナウンサーを中心に、番組を企画する段階から新鮮な視点と島根県

を元気にしようという気持ちで制作した。今後もこうした前向きの姿

勢を大切に地元に寄り添った番組作りをしていきたい。 

 

○  １２月９日(金)あの日の記憶特別編(総合 後 7:30～7:58 鳥取県域)を見た。とても

懐かしかった。視聴者から寄せられたフィルムやＮＨＫ鳥取放送局が保管している映

像の中から、戦争とスポーツに焦点を当てて鳥取の歴史を丁寧に紹介していた。貴重

な記憶を拾い出して視聴者に提供してもらったことに感謝したい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「あの日の記憶特別編」は、単に古い映像をつないで過去を振り返

るだけではなく、過去の上に今があって、その先に未来があると考え

て制作した。今回は特別編として戦争とスポーツを取り上げた。この

番組の放送日が、太平洋戦争が始まった１２月８日の翌日だったこと

もあり、戦争を意識してもらえるような構成にした。スポーツについ

ては、４年後の東京オリンピック・パラリンピックに向け、鳥取県で

もさまざまな競技で選手の強化が進んでいることを知ってもらえるよ

うに制作した。 

 

○  「あの日の記憶特別編」を見た。７日(水)「スタジオパークからこんにちは」で「あ

の日の記憶」を放送して、９日(金)には鳥取県向けに続編を伝えてバランスよく鳥取

県の歴史を紹介していた。この番組は、午後６時台「いちおしＮＥＷＳ鳥取」の中の

「あの日の記憶」のコーナーで伝えてきた映像を紹介しながら、鳥取博物館友の会理

事の清末忠人さんと新鳥取県史編さん委員の小山富見男さんを迎え、近藤泰郎アナウ

ンサーと映像を見ながら語り合うという構成だった。清末さんが４歳の時に祖母に連

れられて８０年前のＮＨＫ鳥取放送局の開局イベントを見に行ったというエピソー

ドがあり、フィルムに一瞬映った部分を参考にして、実際にその場を訪ねて歴史の検

証を行っていたりして、将来に残したい宝物だと感じた。清末さんが言っていたよう
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に、過去を振り返ろうと思っても資料がないと振り返ることはできないが、この映像

で振り起してくれたと感謝していた部分が印象的で、日本史の資料や写真だけではな

く、動く映像で後世にどのように伝えていけばよいかということを考えさせられた。

昔の方の苦労や努力があって現在があることを教えてもらったことに改めて感謝し

たい。大半の映像は白黒だったが、近藤アナウンサーのまとめもすばらしく視聴者に

強く訴える番組だった。ことし１年間、開局８０年の関連番組などで尽力されたこと

に感謝申し上げる。 

 

(ＮＨＫ側) 

今年１０月に鳥取県中部で発生した地震で、緊急報道にも全力であ

たったが、開局８０年については「これまでも、これからも」をキャ

ッチフレーズに、局を挙げて取り組んできた。この１年は鳥取にＮＨ

Ｋがあってよかったと改めて感じていただければという思いで進めて

きた。鳥取放送局開局８０年の取り組みを評価していただいてうれし

い。 

 

○  １１月２７日(日)ＮＨＫスペシャル「追跡 パナマ文書 衝撃の“日本人７００人”」

を見た。ＮＨＫが今年６月からパナマ文書を分析する国際プロジェクトに参加して膨

大な文書が発見され、少なくとも７００人の日本人の名前が掲載されていた。この中

でごく普通の一般の人々が自分の全く知らないところで個人情報を使われ、海外のペ

ーパーカンパニーの運営責任者にされたという事例を取り上げていた。パソコンを借

りる際にパスポートのコピーを提出したら、香港の仲介業者を介してペーパーカンパ

ニーに名義を使われたということだった。自分が考えているよりも簡単に個人情報が

漏れて、ごく普通の人が被害にあっていることに衝撃を受けた。今後も取材を続ける

ということだったが、取材していた記者の顔が映っていて大丈夫かと心配になった。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組では、業者からパソコンを借りたことを発端に個人情報が

流れ架空の会社が作られてしまったということと、富裕層がタックス

ヘイブンを使って節税・蓄財していることを伝えた。この番組は、半

年以上をかけて制作したもので、取材はまだ続けている。続編を楽し

みにしていただきたい。 
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○  １２月１１日(日)ＮＨＫスペシャル「自閉症の君が教えてくれたこと」を見た。こ

の番組は、平成２６年８月に放送した「君が僕の息子について教えてくれたこと」(総

合 平成２６年８月１６日 後 11:00～11:59 全国)の続編にあたる番組で、重度の自閉

症の東田直樹さんは、作家になった。一方で２年前の「君が僕の息子について教えて

くれたこと」を制作したディレクターは、放送後、がんを患い、自らもハンディキャ

ップを負ったが、作家になった東田さんとディレクターが１対１で向き合う姿が印象

的だった。東田さんは、自分の命はつなぐものではなく完結するものだと考えていて、

人はどんな苦しみを抱えていても幸せを見つけることができる。完結する生きざまを

見て、次の人はまた自分の命を生き切って完結させようと主張していた。この番組を

見て、東田さんとディレクターがどんな人間関係を作っていったのか知りたくなった

のと同時に、「お前生きろよ」と言われている気がした。 

 この番組のＰＲスポットを見たが、なぜ東田さんが飛び跳ねるシーンを使ったのか

という違和感が残った。２年前の番組を見た視聴者であれば、彼の番組だということ

を分かってもらえると思って、あの映像を使ったのかもしれない。しかし今回の番組

の内容を考えれば、あのようなＰＲはしてほしくなかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

前回の番組を制作したディレクターは、放送後にがんと診断されて

抗がん剤治療と手術を行い、１年間の闘病を経て職場復帰を果たして、

この番組を制作した。東田さんとディレクターの間には非常に厚い信

頼関係ができて、この番組を制作することができた。この番組のＰＲ

について指摘をいただいたが、前回の放送やこれまでの流れなどさま

ざまな点を検討した結果、あの映像を使ったと思う。いただいた意見

は担当者に伝える。 

 

○  １２月８日(木)クローズアップ現代＋「アジアが泣いた ＡＶ女優の死～歪んだ

“性”と闘う～」を見た。元ＡＶ女優の紅音ほたるさんを追った番組で、アダルトビ

デオを性知識の情報源にしている男子高校生が１５％、大学生が４０％以上というデ

ータを知って驚いた。番組では、学校で性教育がきちんと行われていないと指摘して

いたが同感だ。これをきっかけに男性にも適切に性教育をしてほしいと感じた。女性

は、少しはそうした教育も受けるが、男性に嫌われたくないと思って被害者になって

しまったり、うつ病で悩んだりする人が少なくないことも知った。被害者には、周り

に相談ができる人がなかなかおらず、紅音さんのサイトなどを通じて性教育の啓発活

動を知って救われた人もいた。ところで、「クローズアップ現代＋」では“スケッチ
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ノーティング”という手法を導入しているが、どういった意図で採用しているのか気

になった。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は、日本だけではなくアジアでも知名度が高かった紅音さ

んの性に関する啓発活動を紹介したものだ。多くの人々から寄せられ

る性の悩みについて正面から相談に乗る紅音さんの姿が共感を呼んだ。

お尋ねのスケッチノーティングについては、どういった意見が番組に

寄せられ、番組の中でどのような内容が話し合われたことを分かりや

すくまとめるという意図で行っている。 

 

○  土曜ドラマ「スニッファー嗅覚捜査官」はストーリーがおもしろく、阿部寛さんと

香川照之さんの演技力がよかったので全部見た。続編を楽しみにしている。 

 

○  １１月１６日(水)ガッテン！「ＮＡＳＡ直伝！魅惑のアンチエイジング術」を見た。

ＮＡＳＡの研究によって発見された若返りの秘策を紹介した番組で、老化を遅らせる

「老化スイッチ」が発見されたことを伝えていた。今後も、国民の健康と医療費の節

約に役立つ情報を伝えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「ガッテン！」は、主に食や健康などを取り上げている。番組制作

に当たっては、今回のように、ＮＡＳＡなどそれぞれの分野の専門家

を取材したり、英語の論文を含めて大量の資料を読み込んだりして制

作している。テーマは日常の生活の中から取り上げているので、今後

もご愛顧いただきたい。 

 

○  １１月２９日(火)「修理工場は眠らない パラリンピックを支える職人たち」(総合 

後 10:25～11:14)を見た。リオデジャネイロ・パラリンピックの選手村にある修理セ

ンターに、全世界から車椅子や義足などを修理する精鋭たちが集まって、修理をする

姿を追ったドキュメンタリーで、とてもよかった。参加することに意義があるという

本当のオリンピックがここにあると思った。オリンピックを上回る数の観客が詰めか

けたリオデジャネイロ・パラリンピックの裏側で、アスリートのために最善を尽くす

人がたくさんいることが分かった。職人たちが貧しい国のアスリートの人たちに敬意

を持って修理する。そういった姿を見ることができてよかった。 
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(ＮＨＫ側) 

「修理工場は眠らない パラリンピックを支える職人たち」は、Ｅテ

レで障害者や弱者などについて考える「ハートネットＴＶ」という番

組に携わっているグループが制作した。今回のリオデジャネイロ・パ

ラリンピックについては、スポーツ中継を担当しているスタッフをは

じめとして、福祉番組のディレクターや障害者スポーツを取材してい

た担当者も協力して制作した。４年後の東京オリンピック・パラリン

ピックについては、パラリンピックもオリンピックとほぼ同じ規模で

放送することを目指している。そのためにはどういった点に留意し、

どのような撮り方をすれば視聴者により伝わるのか、視力や聴覚に障

害のある方にも分かるように中継するにはどうしたらよいかといった

ことも検討している。「修理工場は眠らない」はこうした取り組みの

一環で制作した番組だ。このような地道な取り組みを続けているので、

パラリンピックを支える職人たちにスポットを当てた番組を見ていた

だいてうれしい。 

 

○  １１月２３日(水)足元の小宇宙 絵本作家と見つける生命のドラマ(総合 後 7:30～

8:15 全国)を見た。絵本作家の甲斐信枝さんの活動を紹介しながら、京都・嵯峨野の

里山で１年にわたって四季折々の植物のドラマを発見していく番組で、甲斐さんが地

面に寝転がって同じ高さの目線で植物と会話するシーンや植物に対するまなざしに

感銘を受けた。カラスノエンドウの種が機械仕掛けのように飛ぶシーンがハイスピー

ドカメラで撮影されていたり、ノゲシが風に乗せてタネを飛び散らす様子やキャベツ

の葉が吐き出す水玉の美しさなども映し出されていたりして、理科の授業にも使える

ような番組でよかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

「足元の小宇宙」は、平成２５年７月６日に放送したＮＨＫスペシ

ャル「足元の小宇宙～生命を見つめる植物写真家～」の第２弾にあた

る番組で、甲斐さんが見ている世界をどのように映像化しようかと懸

命に考えて制作した。世界の果てまで行って珍しいものを見つけてき

たものではなく、身近にある植物を取り上げて、そこに美しくおもし

ろい世界があることを気付かせてくれた番組だ。地道に制作した番組

を評価していただき、感謝申し上げる。第３弾についても前向きに考

えたい。 
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○  １１月２６日(土)ＥＴＶ特集「路地の声 父の声～中上健次を探して～」を見た。中

上健次の作品は「千年の愉楽」「火祭り」などが映画になっているが、テレビドキュ

メンタリーは珍しい。この番組は、中上の故郷、和歌山県新宮市の路地に住む老女(オ

バ)たちへの聞き取りテープがモチーフとなって、これまで中上の肉声や立ち姿がう

かがえる機会はなかった。この証言から生まれた小説「日輪の翼」を、演出家のやな

ぎみわさんが芝居に仕立てて、話をつなげた展開がおもしろかった。ただ、これだけ

の内容を１時間でまとめるのは難しいと感じた。「日輪の翼」では、苦労を重ねてき

た老女たちがトレーラーに乗り込んで伊勢や恐山などを旅して、最後は皇居を目指す。

それは差別の根源を見つめる中上文学の真骨頂でもあるが、うまく伝わらなかった。

中上の故郷での立ち位置も伝わらないというもどかしさもあった。この番組は、長女

で作家の中上紀さんの協力も得られているようなので、続編を期待したい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「ＥＴＶ特集」については、６０分に収まらない場合にはテーマに

よって９０分で制作する場合もある。この番組の続編については、改

めて検討したい。 

 

○  １２月１１日(日)日曜美術館「謎のヌード クラーナハの誘惑」は、ドイツのルカス・

クラーナハを取り上げていた。中世に宮廷画家だったクラーナハが、ルターの宗教改

革で売れなくなり、自分の工房を維持するためにヌードを描くようになったと説明し

ていた。クラーナハの描くヌードは、イタリア・ルネサンスとは大きくかけ離れ、独

自にデフォルメが施されていることを、実際にデッサンをして検証していた。とても

おもしろい切り口で感心した。 

 

(ＮＨＫ側) 

「日曜美術館」は、司会の井浦新さんと伊東敏恵アナウンサーをは

じめとした番組のスタッフが、美術の世界にいざなおうといろいろと

工夫しながら制作しているので、評価していただいてうれしい。これ

からも楽しみにご覧いただきたい。 

 

○  １１月２２日(火)人生デザイン Ｕ－２９「マルチワーカー」で、島根県海士町がマ

ルチワーカーを活用していることを興味深く見た。海士町は離島で。季節ごとに繁忙

期が異なる別の仕事に従事するマルチワーカーが常駐していることはありがたい。マ

ルチワーカーに課題解決のアイデアを求めている姿を見て、海士町には多様な働き方
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を受け入れる環境があって、住民の懐の深さを感じた。今回紹介されていた太田章彦

さんはひとつの仕事を突き詰めることが苦手で、マルチワーカーという働き方が合っ

ているが、働く側のニーズやライフスタイルが多様化する中で、雇用を創出する側に

も従来の発想にとらわれないいろいろな働き方を提供していく必要があると感じた。

マルチワーカーは決して給与が高いわけではなく仕事もどんどん変わるので、専門的

なスキルが身につくとは考えにくい。番組を見てマルチワーカーをよい仕組みのよう

に紹介しているような印象を受けたが、ひとつの仕事を続けて突き詰めていくことで

課題を克服する力を養って自己成長につなげていくという選択肢もあるので、マルチ

ワーカーについては、多様な働き方のひとつとして紹介してもよかったのではないか。 

 

○  「人生デザイン Ｕ－２９」を見たが、インターンシップのイメージと重なった。マ

ルチワーカーは過疎地域ではとても有効で、人手が必要とされている部署に派遣され

て経験を積みながら、自分に合った仕事を考えることができるので、どのような仕事

に就こうかと決めかねている場合には有効だと思う。番組で紹介したケースでは、行

政が雇い上げる形になっているので、しっかりした支援があればじっくりと仕事を検

討することができるのではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

「人生デザイン Ｕ－２９」は２０代の若者の働き方を紹介する番組

で、特定の市町村の取り組みを取り上げる番組ではないが、海士町は

移住に関するさまざまな試みを行っているので、今後も注視していき

たい。指摘のあったマルチワーカーについては、季節ごとに仕事を変

えて働くが、人材が足りると目的を失ってしまうというリスクもある。

今回はそういった点は深掘りしなかったので、別の伝え方も検討した

い。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組については、マルチワーカーという働き方を紹介すること

自体には評価する意見があったが、全般的に取材が浅かったのではな

いかという視聴者からの指摘もあった。今後はそういった部分にも留

意しながら、魅力的な番組にしていきたい。 

 

○  １２月１４日(水)ねほりんぱほりん「元薬物中毒者」を見た。セットもかなり凝っ

ていて、人形劇の形式をとることで表情豊かになっていた。聞き手の南海キャンディ
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ーズの山里亮太さんとタレントのＹＯＵさんが、機転が利いた味のあるトークを繰り

広げて３０分がすぐ経った。番組に取り上げられそうなテーマはいくらでもあるよう

に思うが、ＮＨＫの番組としてどうなのかといった議論が出てくるかもしれない。次

回を楽しみにしている。 

 

○  私も、ねほりんぱほりん「元薬物中毒者」を見た。今回のテーマはとてもシリアス

だったが、人形劇のスタイルで出演者の顔が出ないため、自分の体験を赤裸々に語っ

ていた。番組の発想がすごいと思った。こういった番組の演出であれば、若い人にと

っても見やすく、自分でも考えるチャンスを得られるのではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

「ねほりんぱほりん」はデリケートな内容を扱うことが多いので、

取り上げるテーマは慎重に検討している。これまで「元国会議員秘書」

や「元薬物中毒者」などを放送したが、テーマを採択する際には、番

組を見て何らかのヒントを得られるようなものを取り上げることにし

ている。この番組はゲストがブタの人形にふんすることで匿名性を確

保しているが、制作現場には本人確認や事実関係を十分にチェックす

るように厳しく指示している。今後もご覧いただけるように努めてい

きたい。 

 

○  １１月１９日(土)アスリートの魂・選「田臥勇太３６歳の覚悟」(ＢＳ１ 後 0:00～

0:44)を見た。プロバスケットボール・栃木ブレックスの田臥選手が、秋田県の能代

工業高校を卒業以来１８年ぶりに能代市を訪れ、敵のチームである秋田ノーザンハピ

ネッツと戦うシーンがあっておもしろかった。田臥選手のこれまでの活躍や、能代市

民が地元チーム・秋田ノーザンハピネッツを複雑な思いで応援する姿を映し出してい

た。田臥選手を高校生の頃から応援している女性が、手作りのボードの表に「おかえ

り田臥」と書き、裏には秋田ノーザンハピネッツのロゴを貼って表裏を返しながら応

援をするシーンがドラマチックだった。今年９月にＢリーグが誕生してオリンピック

に向けて関係者が張り切っている姿や田臥選手の強みの“ノールックパス”という技

の説明もあってよかった。田臥選手が「何もないというか、それがここのよさで、ほ

んと、バスケットに集中できる環境だったので、それが合っていた」と振り返る姿が

印象に残った。 
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(ＮＨＫ側) 

今回の「アスリートの魂」は、田臥選手がアメリカのＮＢＡで活躍

後、日本に戻りＢリーグで活躍する姿を丹念に追いかけたものだ。 

 

○  １２月１０日(土)ラン×スマ～街の風になれ～「出張 教えて！金さん！ｉｎ 岡山

～おかやまマラソン(前編)～」を見た。ランニングコーチの金哲彦さんがおかやまマ

ラソン直前の岡山市に来て出張講座をしている様子を伝えていた。今回は岡山のラン

ナーの悩みを聞く形で、マラソンに参加する人なら誰でも役立つ内容だった。レース

時の緊張のほぐし方や本格的なフォーム改造などについても、分かりやすくアドバイ

スしていた。今回はおかやまマラソンのシーンがあまり出なかったので、後編を楽し

みにしている。 

 

(ＮＨＫ側) 

「ラン×スマ」に出演している金さんには、事前に岡山に来ていた

だき、ランナーの悩みにいろいろと答えてもらうなど分かりやすく教

えていただいた。この番組にとって、とても貴重なキャラクターだと

いうことが改めて分かった。 

 

○  １２月７日(水)アナザーストーリーズ 運命の分岐点「そして田中角栄は首相になっ

た～４４年目の証言～」を見た。田中角栄の人物像については、彼の決断力や実行力、

抜群の記憶力、人情あふれるきめ細かな配慮などに、当時多くの人が魅了された。福

田赳夫と争った昭和４７年の自由民主党総裁選挙に象徴されるように、田中には金の

うわさが常につきまとっていた。番組では、田中が再評価されているとか、今の時代

に失われたものを持っていたといったナレーションがあった。田中について考えなけ

ればならないのは、金権政治とそれがもたらした政治不信だ。今の政治はその反省に

立ち、政治資金規制法を改正して、国民の信頼を回復させてきた。田中の政治手法を

賛美したり肯定したりして誤解を招くことのないよう、慎重に配慮してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

田中角栄をどう評価するのは難しい問題で、田中の再評価だけでな

く、きちんとした事実の検証も必要だ。 

 

○  １２月１４日(水)２度目の台湾 台南編「おこづかい３万円で充実旅」(ＢＳプレミ

アム 後 10:00～10:59)を見た。モデルの呂敏さんが、台湾・台南市に行ってＢ級グル
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メを楽しむ番組だった。おいしいものを食べた時には満面の笑みを浮かべ、きらいな

食べ物だった場合はなんとか取り繕おうとする表情がとてもおもしろかった。１１月

３日(木)キッチンが走る！「アート満開！小豆島 旅を彩る極上和食」では、俳優の

杉浦太陽さんが香川県小豆島を訪問していたが、彼がとてもグルメで表現の仕方がよ

く感心した。どちらの番組もよいリポーターを起用したと思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

食を取り上げる番組については、場所や何を食べてもらうかといっ

たことはもちろん、誰に出演してもらうかということが重要だ。ご紹

介のあった２人のリポーターはよい人選だった。「キッチンが走る！」

に出演している杉浦さんは、さまざまな食材と向き合い、表現方法な

どもトレーニングを重ねたのではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組で料理を食べてもらうシーンがある場合には、言葉ではなく表

情やしぐさなどでうまく伝えられるリポーターを起用することにして

いる。 
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平成２８年１１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１７日（木）、広島放送局において１１人

の委員が出席して開かれた。 

議事は、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モ

ニター報告と視聴者意向、１２月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

 副 委 員 長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社 論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社 代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

渡部 朋子 （ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１１日(金)フェイス「最後のマウンド～黒田博樹が残したもの～」を見た。

同年代の新井貴浩選手が、黒田投手に対する気持ちを吐露していて、味わい深かった。

黒田投手が日本シリーズで途中降板した試合では、新井選手が黒田投手の異常に気が

付いたという、私が知らなかったエピソードを聞くことができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「最後のマウンド」は、黒田投手のスケジュールが過密で

本人のインタビューがなかったが、黒田投手の精神面やチームの若い

選手たちに残した影響を描きたいと考えて制作した。日本シリーズ第
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３戦で黒田投手が足に違和感を覚えてダッグアウトに下がり再びマウ

ンドに戻って投球練習をした場面で足が震えていたといった、新井選

手ならではの臨場感ある証言を引き出すことができた。 

 

○  フェイス「最後のマウンド」は、黒田投手に対する私の気持ちに共鳴するところが

あった。スポーツジャーナリストの生島淳さんが話していたように、黒田投手のすご

さはよく“男気”ということばで表現されるが、それだけではなく過去の栄光にとら

われない彼の柔軟性と適応力にあると思う。４１歳には４１歳の闘い方がある。１年

間か２年間であれば投げられる、という確信があって広島カープに復帰した。“男気”

だけではできることではない。日本ハムの大谷翔平投手は黒田投手最後のマウンドを

見て、４１歳になったらこのような投げ方をしたいと思ったのではないか。大谷投手

は本当に幸運だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組の最後に、生島さんが黒田投手の“男気”について解説をして

いたが、過去の栄光に捉われなかったので今年まで続けられたという

コメントがあった。ＶＴＲにも２０年前に広島放送局の当時の担当記

者がキャンプ地で撮った映像や大リーグで黒田投手が投げた一球を誤

審されて抗議する場面などがあって、そういった映像を拾い集めたこ

とで生島さんのコメントにもつながった。日本ハムの大谷選手との対

決についても、いわば若武者と去りゆく者が交代するといったドラマ

もあり、視聴者の関心が高かったのではないか。 

 

○  フェイス「最後のマウンド」については、残念ながら物足りないという印象が拭え

なかった。番組の時間が２８分間もあったので、もっと深く堀り下げてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「フェイス」は、黒田投手がチームに残したものと影響を与えたも

のという精神面に絞って制作した。見方によってはそれ以外の側面に

も焦点を当ててほしいという感想もあったかもしれない。さらに深掘

りしてほしいという意見は現場に伝える。 

 

○  １０月２８日(金)「勝手にブランド発見伝×ＫＡＧＵＲＡスペシャル」(総合 後 7:30

～8:43 中国ブロック)を見た。この番組で初めて広島の神楽に触れた。神楽の面やよ
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ろい、“上段”と呼ばれる舞台などを自作して、中学生と小学生の２人の男の子だけ

で練習をしていることが驚きだった。島根県浜田市からの中継では、ＭＣのマキタス

ポーツさんから島根県の神楽はどういうものかという趣旨の質問があったが、うまく

紹介できなかったのが残念だった。番組の後半で、神楽とデジタルアートの融合に挑

戦するという場面では、デジタルアートを取り入れることに意欲的な若者と、神楽の

舞いが暗い舞台で見えなくなるという理由で消極的な団長との間でやりとりがあり

最終的には挑戦することになったが、団長が本当に納得したのか気になった。中国地

方には多くの神楽が残っているので、これからも全国に向けて積極的に神楽を発信し

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

１１月３０日(水)にＢＳプレミアムで全国放送する広島発地域ドラ

マ「舞え！ＫＡＧＵＲＡ姫」を制作する過程で、中国地方各地を取材

した。若者がどんどん加入している神楽団や毎週公演をしている地域

がある一方で、神楽団がなくなった地域もあることが分かった。そこ

で番組の前半では地元の神楽団を復活させたいという広島市内の２人

の男の子を取り上げた。島根県浜田市の神楽面師を訪問して面の作り

方を教えてもらったり、神楽団の団長から厳しい指導をされても落ち

込まずに、むしろうれしそうな表情を浮かべるという印象的なシーン

も入れることができた。浜田市からの中継では、浜田の神楽の情報が

きちんと伝わらなかったという指摘については反省として受け止め、

今後の番組作りに生かしていきたい。後半の神楽とデジタルアートと

の融合については、この方法を強いているのではなく、今後も若い人

に取り組んでもらうためにはどのような可能性があるかを探ったもの

で、ひとつの手法として紹介した。 

 

○  今回の「勝手にブランド発見伝×ＫＡＧＵＲＡスペシャル」は、神楽に憧れる２人

の少年を追いかけるストーリーと神楽とＣＧアートのコラボレーションという、新た

な切り口から神楽を紹介する内容で楽しく拝見した。特に、神楽面職人の技を見る少

年の真剣なまなざしを捉えたカットがとても印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「勝手にブランド発見伝」については、前回から少し演出を変えて、

中国地方にある共通のテーマを深堀りするというスタイルで制作した
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ので、かなり見やすくなったと思う。今年度についてはもう１回放送

を予定しているので、さらにブラッシュアップしていきたい。 

 

○  「勝手にブランド発見伝×ＫＡＧＵＲＡスペシャル」がとてもよかった。前半と後

半で神楽を整理して分かりやすく伝えていた。後半で紹介していた神楽とデジタルア

ートとの融合は意外だった。中継に出ていた松江局のアナウンサーは人のよさが現れ

ていた。番組の最後に、デジタルアートとコラボした神楽を見に来ていた客が「オリ

ンピックで神楽の舞いを見たい」という感想を話していたことが印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「勝手にブランド発見伝」については、番組の構成をはっきりさせ

たことで見やすくなったと思う。今回は神楽を取り上げて松江局と広

島局が制作したが、次回も中国地方の域内局と協力して幅の広いテー

マで制作したいと考えている。期待していただきたい。 

 

○  １１月４日(金)ＫＡＧＵＲＡ(総合 後 7:30～7:58 中国ブロック)を見た。ナレーシ

ョンが全くなく映像もよくまとまっていて、神楽に関する用語がテロップで簡潔に解

説されていた。番組全体を通じて映像がとてもきれいだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組は、広島神楽だけではなく中国地方各地にある神楽をきれ

いな映像で紹介したいと考えて、超高精細な映像の４Ｋカメラでロケ

を行った。石見や出雲地方などの神楽についても、同じように高精細

な撮影を行うなどして魅力を再発見していきたい。 

 

○  「ＫＡＧＵＲＡ」を見た。ナレーションがなく映像の美しさを全面に出して、神楽

の魅力を引き立てていた。俳諧には“不易流行”という考え方があって、変化しない

本質的なものの中に新しいものを取り入れて変化させるということだが、変わらない

ものが“不易”で、変わることが“流行”にあたる。“流行”については、戦後、広

島神楽が演技性を高めることで、検閲をかいくぐって進化したことや若者を中心とし

て新しい神楽団が作られたことがそれにあたりその点はきちんと紹介していたが、神

楽がどの部分を守っているのかという“不易”の部分にも触れてほしかった。また、

北広島町の筏津神楽団の奉納神楽のシーンが映し出されていたが、さらにこの神楽団

の新しい取り組みについても紹介してほしかった。北広島町の神楽団は島根県に近く、
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島根県西部にはこれとは別に石見神楽があるので広島神楽とのつながりも気になっ

た。各地の神楽のつながりも探ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組は、超高精細な４Ｋのカメラで撮影して、神楽の衣装のす

ばらしさなどに注目してもらうため、ナレーションを全くつけなかっ

た。番組では、北広島町の神楽団を不易の象徴として描いたが、若者

がチャレンジしていくようすについても“変わっていくもの”として

描くことができたかもしれない。ディレクターは、えてして取り上げ

た事象や事柄などをナレーションやテロップなどで説明したくなるが、

そこをあえて映像と控えめのテロップだけで表現し、神楽に思いをは

せてもらうという趣向で制作した。今後、スーパーハイビジョンでも

試験放送をすることが決まったので、機会があればご覧いただきたい。 

 

○  １１月３日(木)「聞こえるよ！大山のメロディー」(総合 前 8:15～8:58 鳥取県域)

を見た。鳥取県大山町に暮らす小学校５年生と６年生の子どもたちが音楽家の清川進

也さんのサポートを受けながら、ふるさとの大山を自慢するミュージックビデオを作

るという内容だった。初めに子どもたちが座禅をして身の回りにあるさまざまな音を

意識するようになり、自分なりのスタイルで映像を撮っていく中で、大山の雄大さや

偉大さに気が付き、大山がもたらしてくれる自然の恵みを知るようになった。大山に

雨が降って日本有数の水が湧き出し、その水でそばを打ったり農作物を作ったりして、

それを食べて育つという循環型社会を思わせるような映像ができあがった。地元では

大山をあがめて「大山さん」と呼んでいるが、完成したミュージックビデオの題名も

その名前にかけて「大山さんさん」と名付けていたのが印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

今年、ＮＨＫ鳥取放送局は開局８０年を迎え、大山も国立公園に指

定されて８０年となった。これを記念して「音でつながる大山の未来」

というイベントを企画したが、そのイベントを基にロケをするという

形で番組を制作した。地域の放送局として「ふるさとの宝を掘り起こ

す」という役割があると考え、日頃は意識していなくても、地元の人

にとってかけがえのない大切な存在として大山を取り上げた。ミュー

ジックビデオの制作に協力してくれた子どもたちは、課外活動を通じ

て大山が人の暮らしに深く結びついていることを認識してくれて、と
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てもよい表情だった。“物のありがたさ”は、そこから離れたりなく

なったりして初めて気付くということがよく分かった。 

 

○  「聞こえるよ！大山のメロディー」を見てから、何に対しても耳をそばだてるよう

になるくらい、音に敏感になった。子どもたちがカメラに撮られていることに気が付

かないほど、のびのびと目を輝かせて取り組んでいる姿が心に残った。これまで映像

を通じて地元のよさを確認するという取り組みはあったと思うが、音を含めて自分た

ちで考えながら映像を作るということはなかったのではないか。今、教育の現場では

アクティブ・ラーニングやＩＣＴの利活用という試みが進められているが、この番組

はそうした教育にも通じているように思えた。番組の最後で、教室の黒板に描かれた

大山に絵や言葉がかき加えられるたびに、それに呼応した自然の音や動物や虫の鳴き

声などをかぶせていたことが印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組をご覧になって、周囲の音に耳を傾けて宝があると思って

いただいたことがうれしかった。このミュージックビデオは、ＮＨＫ

鳥取放送局のホームページに掲載されている「開局８０年特設ページ」

のバナーから「音でつなぐ大山の未来」というサイトに掲載されてい

るほか、ＹｏｕＴｕｂｅとニコニコ動画内のＮＨＫチャンネルでも再

生できるので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○  １１月５日(土)ＮＨＫスペシャル「揺らぐアメリカはどこへ 混迷の大統領選挙」を

見た。この番組はもっと早い時期に放送されるべきだった。これまで共和党のドナル

ド・トランプ氏と民主党のヒラリー・クリントン氏でどちらの支持率が高いかという

部分がクローズアップされて、視聴者にとって大切なアメリカ大統領選の結果がもた

らす影響については深く解説されて来なかった。もっとメディアを通して視聴者に伝

えるべき事柄があったのではないか。“民意とは何か”という観点からクリントン氏

が敗れた理由を掘り下げていくと、アメリカだけではなく、日本が置かれている政治

状況も含めて見えて来るものがあると思う。今後の番組を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

報道する時に気を付けるべきことは、物事をセンセーショナルに扱

わないようにすることだ。今回のアメリカ大統領選挙の報道について

は、一部新聞などでは敗北したのはクリントン氏ではなくジャーナリ
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ズムではないかという指摘があって、考えさせられる部分があった。

今後もトランプ次期大統領の就任に向けて番組やニュースで取り上げ

ていくので、引き続きご覧になって、感想をお聞かせいただきたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「揺らぐアメリカはどこへ 混迷の大統領選挙」を見た。アメリ

カ大統領として適格者とは思えないトランプ氏がなぜ選挙戦で勝利し、支持率もなぜ

クリントン氏と張り合っていたのか分からなかったが、この番組はその疑問について

的確に説明していた。経済格差の拡大や白人中間層の没落、若年層の貧困といった状

況が描かれていて、想像していた以上にアメリカ社会が疲弊していることを教えてく

れた。初めはトランプ氏を支持している人の中には大胆な考え方を持っていたり、ク

リントン氏を嫌って消極的に支持している人が多いと思っていたが、実際には従来の

政策を変えることを本気で期待していたことが分かった。トランプ氏が勝利したあと

になってから改めて見ると、この番組はトランプ氏の支持者の考えを詳しく報道して

いた。また、この選挙結果には根深い理由があって、必ずしもクリントン氏が絶対的

に有利ではなかったことも示唆していた。 

 

○  １１月１２日(土)ＮＨＫスペシャル「“トランプ大統領”の衝撃」を見た。アメリ

カ大統領選挙でトランプ氏の勝利を受けて、今後の世界の秩序や日本の安全保障、日

本人の暮らしにどういった影響が出るのかを考える番組だった。これまであまりマス

メディアに登場しなかったトランプ氏に近い人から話を聞いていたが、全体としては

従来の政策が大きく転換されるという予測や今後の混乱を危惧する意見が多かった。

驚いたことは、白人女性の投票率について、クリントン氏はトランプ氏より低かった

という分析結果で、生活に苦しむ女性の主張を代弁しているようだった。日本にも子

どもや若い女性の貧困という厳しい実態があるので、日本でも行き過ぎた資本主義の

修正という問題に対して本気で取り組む必要があるのではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

選挙などの世論調査や出口調査をしても、さまざまな事情で誰に投

票したかという質問に正直に回答してもらえないケースがある。今回

のアメリカ大統領選挙では、まさにトランプ氏がそういったタイプの

候補者だったのかもしれない。アメリカの一般市民に現状に対する不

満が広がり、貧困や格差が底辺まで広がっていることが、今回の選挙

結果にもつながったという指摘もある。選挙後、トランプ氏は公約を

修正する発言をしているので冷静に注視し、日本の影響などについて
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も視聴者に伝えていきたい。今後のアメリカの動向については、さま

ざまな面で広島にも影響するとも考えられるので、世界の情勢も視野

に入れながら地域のニュースや番組作りを行っていきたい。 

 

○  今回のアメリカ大統領選挙では、ＳＮＳが大きな影響を与えたと言われている。世

論調査では固定電話に電話をかけて質問するケースが多いが、そもそも固定電話がな

い人や、着信番号を確認して電話に出ない場合もあって、世論調査の結果が実際の有

権者の意思と異なってしまうのではないかと心配になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

世論調査については、時系列比較を行うために固定電話に電話をか

けて調査をするという従来の手法を続けざるを得ない。ただ、今後、

世論調査の扱い方は難しくなってくるかもしれない。 

 

○  １１月９日(水)ニュース「アメリカ大統領選」は、見ていてもどかしかった。まず

「番狂わせ」というテロップが最初に出たが、それは予測を誤った裏返しの表現に過

ぎない。トランプ氏勝利が判明した段階で、専門家の緊急座談会を取り入れ、トラン

プ氏勝因を解説、分析すべきではなかったか。放送センターのアナウンサーとワシン

トン支局とのやりとりだけではもの足りない。ＮＨＫの北米に関する報道は手厚いと

思っていたが、実際にはアメリカのＡＢＣなど主要なメディアを頼りにしていたので

はないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

アメリカ大統領選のニュースは、国内の選挙報道と異なり、アメリ

カの主要なメディアや通信社の分析を基に伝えていることを理解して

いただきたい。アメリカ大統領の開票速報を見ていてもどかしいとい

う指摘があったことは受け止め、本部にも伝える。 

 

○  アメリカ大統領選挙の結果については、アメリカ社会が疲弊していることを反映し

ているという気がした。余裕がないと、平和や平等、正義を主張できなくなる。貧富

の差が大きくなって自分の生活が苦しくなると、本音と建て前がかみ合わなくなる。

アメリカでは富の再分配機能が働かなくなっていると感じた。ナショナリズムの勢力

が大きくなり、戦争のムードが広がっていくことが恐ろしい。そういった視点を大切

にしながら番組作りを続けてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

社会のさまざまな問題に目を向け、ジャーナリズムの役割をきちん

と果たせるよう、今後も努めていきたい。 

 

○  １１月６日(日)ＮＨＫスペシャル「調査報告 膨らむコスト～誰がどう負担していく

か～」を見た。ＮＨＫの独自取材で、福島原発の廃炉費用が多額になって東京電力だ

けではまかないきれずに、国庫で負担せざるをえないことや、当初の費用の見積もり

がいかにずさんで、廃炉の試算も楽観的かつ無責任だということがよく分かった。現

場で働く人々に支払う日当や除染で除去した土を保管する袋にも多額の費用がかか

ることなど、具体的な事実をたくさん知ることができた。この番組は、ＮＨＫならで

はの番組で原発事故を落ちついて伝えていたが、内容はとても衝撃的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

東日本大震災の発生以後、「ＮＨＫスペシャル」ではしばしば原発

事故を取り上げている。これまで事故が発生したメカニズムや、集団

移転による住民のコミュニティー維持の問題などを取り上げてきたが、

今回は廃炉費用に焦点を当てて、徹底的に取材をした。廃炉や賠償に

は巨額の費用がかかることが判明し、東京電力だけが負担するのでは

なく、税金を投入せざるを得ないことを分かりやすく伝えていた。 

 

○  １０月２９日(土) ＮＨＫスペシャル「あなたもなれる“健康長寿” 徹底解明 １０

０歳の世界」を見た。健康で長寿の人は慢性炎症の値が低いという結果から、どうす

れば慢性炎症を抑えられるかということを説明していた。長寿のためには、生まれ育

った土地で採れた食材を食べることや血の巡りがよくなる運動をすること、ストレス

を減らして人生の満足度を上げることが大切だということも紹介していた。最後に、

世界最長寿となる１１６歳のイタリア人女性にインタビューして、「幸せですか？」

と質問して「今が一番幸せです」という受け答えがあり、ポジティブな考え方をする

ことの重要性を説いていた。全体を通じて、健康長寿のためには何をすることが大切

なのかがよく分からず、残念だった。 

 

○  １１月１７日(木)総合テレビの正午のニュースを見た。後藤又兵衛が討ち死にした

場面を記した書面が見つかったというニュースで、大河ドラマ「真田丸」で哀川翔さ

んが演じる後藤又兵衛のシーンが放送されていた。事実を伝えるべきニュースの中で

ドラマのシーンが使われていて違和感があった。 
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（ＮＨＫ側） 

先日、後藤又兵衛が大河ドラマ「真田丸」で活躍するタイミングで、

又兵衛に関する歴史的に重要な文書が岡山で発見された。今回のニュ

ースは、ドラマをＰＲするというより、視聴者の皆様に分かりやすく

伝えたいという気持ちが働いたのではないか。ニュースとドラマを一

緒にするという意図はないので、その点はご理解いただきたい。 

 

○  １１月６日(日)大河ドラマ 真田丸(４４)「築城」では、冒頭からドラマの本編に入

り、最後のシーンで城の名前を尋ねられ真田信繁が「真田丸よ」と命名したあとに、

通常では番組の最初に流れるクレジットタイトルが入っていた。いよいよ「真田丸」

のクライマックスが近づいてきたことが分かる、よい演出だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

大河ドラマ「真田丸」のオープニングについては、脚本を担当した

三谷幸喜さんから、真田丸が完成したシーンでは映像を並べ替えよう

という提案があったと聞いている。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」のカメラワークがこれまでの朝ドラと違うように

感じた。「べっぴんさん」を制作する上で、新たな挑戦や工夫などはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説の制作現場では、統括しているチーフ演出の下で、

６～７名のディレクターがカメラワークやカット割りを決めている。

「べっぴんさん」については、登場人物の心情をじっくりと考え、デ

ィレクターが自分たちの感性を大切にしつつ、これまでにはない撮影

手法にもいろいろと挑戦しているようだ。 

 

○  １０月２６日(水)ガッテン！「大腸がんにならないぞＳＰ」では、アメリカで大腸

がんの患者を激減させたという「大腸内視鏡検査」を取り上げて、５０歳の時点でこ

の大腸内視鏡検査を受けることで将来がんのなりやすさが分かることや、仮にがんに

なりやすいと判明した場合でも、「腺腫(せんしゅ)」とよばれる良性ポリープを定期

的に取り除くことで大腸がんの発生をかなり防げると説明していた。また、歩くとい

った適度な運動をすることで、腺腫ができにくくなるということも分かった。この番

組を見て、自分自身で健康に気を付けていくことが大切だということが分かったので、
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私もぜひ実行していきたい。ＮＨＫには今後も役に立つ番組を放送していただきたい。 

 

○  １１月６日(日)うまいッ！「香り豊かで辛さ抜群！しょうが」では、鳥取県東部に

ある気高町で生産されているしょうがを紹介していて興味深く見た。しょうがはもと

もと熱帯地方で栽培されていた植物なので、冷蔵庫では保存しないほうがよいことが

分かった。 

 

○  １１月１日(火) 趣味どきっ！第５回「古代史ロマン！ 出雲の銅鐸」を見た。古代

歴史博物館に展示されている青銅器は島根県の貴重な資源で、島根県のあまり知られ

ていない魅力を発信していた。青銅器が埋められた理由は解明されていないが、そこ

に古代史のロマンを感じた。銅鐸にもいろいろな装飾があるが、入れ墨の入った人面

の装飾というものがあるということを初めて知った。加茂岩倉遺跡から出土した銅鐸

と同じ鋳型で作られた兄弟銅鐸が近畿地方から出土したということについても、古代

にも交流があった可能性を示していて興味深かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根県は歴史や神話に基づいた話題が多い。今後も情報を発信して

いきたい。 

 

○  １１月１２日(土)「１００分ｄｅ手塚治虫」を見た。「１００分ｄｅ名著」は２５

分番組を４回シリーズで放送しているが、今回は、１回で１００分間放送していた。

時間が長かったので最後まで見ることができるか不安だったが、とても面白くて最後

まで見た。番組では多彩なゲストを招いていろいろな視点から手塚作品を語っていた。

手塚治虫は、表面的なものではなく生命力や動く円運動に対してエロスを感じている

という指摘や、群衆の場面を描く際に、手塚治虫はひとりひとりを異なる角度で全然

違う個性が発言しているシーンをまとめて描くのが上手だったというエピソードが

面白かった。手塚作品の「火の鳥」のような大きなテーマを取り上げる場合にストー

リーを表現することは、自分の価値を創造するコミュニケーションの方法で自分を肯

定して心を支えてくれるという意見があって、心に残った。この番組を見て手塚作品

をいろいろと知ったので、もっと読んでみたくなった。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組は、手塚治虫の作品についていろいろな角度から討論した

もので、医学的な知見の深さを反映していることも取り上げていた。
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全般的に、この番組は手塚作品を見て育ったわれわれの世代にも手塚

治虫を直接知らない若い世代にも分かりやすく伝えられたと思う。 

 

○  １１月５日(土)ザ・プレミアム「京都人の密(ひそ)かな愉(たの)しみ 月夜の告白」

(ＢＳプレミアム 後 9：00～9：59)は、ドラマが急にドキュメンタリーに切り替わっ

たりして戸惑うこともあるが、毎回楽しく見ている。ただ舞妓さんや能管を吹く学生

がそろって京都市中心部の下京区出身という設定は現実的ではなかった。 

 

○  「旅ラジ！」を聞いた。１１月１４日(月)から１７日(木)まで鳥取県各地から中継

していた。鳥取局の五味哲太アナウンサーが伸び伸びとして明るく伝えていてとても

よかった。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１０月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、２０日（木）、広島放送局において、８人

の委員が出席して開かれた。 

議事は、まず、放送番組一般について活発に意見交換を行った。続いて、放送番組モ

ニター報告と視聴者意向、１１月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

 委 員 長 安井  弥 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長） 

 副 委 員 長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社 代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月７日(金)フェイス「海底の“不沈艦”は語る ～追跡 戦艦大和潜水調査」に

とても興味があったので、何度も繰り返して見た。当時世界最大だった戦艦大和がど

のような姿で沈んでいるのか、最新の状態を紹介するとともに、大和があまりにも巨

大だったために、設計上、船体の中心部を頑丈に作る引き替えに船首と船尾の鉄板が

薄くなってしまったことを分かりやすく説明していた。海底に沈んでいる大和の映像

は現在解析中とのことだったが、どういった経緯で沈んだかということが、今後、明

らかになると思うので、もっと長い時間で放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「海底の“不沈艦”は語る」は、広島県呉市にある博物館

が海底に沈んでいる戦艦大和を初めてハイビジョンで撮影し、その映

像をＮＨＫに提供してもらって制作した。鮮明なハイビジョン映像か
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ら、大和がかなり激しく損傷して予想以上に広い範囲に金属片が散ら

ばっていることが分かった。現在、映像は全部で５０時間ほどあるが、

公開されたのは数時間しかない。映像の解析が進むにつれて、これま

で知られていなかった事実が浮かび上がってくる可能性がある。もっ

と長い時間で制作してほしいというご要望をいただいたことは、番組

を担当したディレクターに伝える。 

 

○  １０月１４日(金)フェイス「フロム・アメリカ～彼らがヒロシマで見つけたもの～」

を見た。番組に出ていただいた、東広島市で英語教師をしているというアメリカ人の

アシュリー・サウザーさんは、少年時代に、アメリカで活躍した日本人プロレスラー

を見て日本が好きになって日本語を学び来日した人で、赴任したところがたまたま広

島だった。彼は、「最初はここ（平和記念公園）に来られなかった。ここで原爆ドー

ムを見ることはアメリカが悪いことをしたと認めることだと思った。だから受け入れ

られなかった」と話していたが、日本人と結婚して、妻から祖父の被爆経験を聞いた

ことで、衝撃を受けた。原爆を落とされたにもかかわらず、必ずしも日本人はアメリ

カを憎んでいないことがわかり、原爆についての受け止め方が変わった。彼は学校で

生徒たちに、“ignorance”（無知、知識がないこと）がいかに危険なことかを知り、

「無知」が「恐怖」を生み、憎しみや戦争につながると語っていた。この番組では、

平和の大切さを外国人の姿を通じて伝えていた。ＮＨＫは８月を中心に戦争関連の番

組を多く放送しているが、このような形で戦争を見つめ続けていることに大きな意味

があると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組のきっかけは、最近、広島市に訪れる外国人が増え、アメリカ・

オバマ大統領の広島訪問後にさらに急激に増えたことに疑問を抱いた

ことだった。彼らは必ずしも原爆ドームや広島平和記念資料館を見学

するために来たわけではなく、どういう目的で来日して、どのように

考え方が変わっていくのかを追ってみようと考えた。多くのアメリカ

人が、京都や高野山などを経由して新幹線で広島にやってくることが

分かったので、広島駅でディレクターが待ち構えて、「広島に来た目

的を教えてください」「行き先について行っていいですか」と次から

次へと声をかけて、たまたま取材を受けてくれた人が金融関係の仕事

をしているアメリカ人のトム・マグワイヤーさんだった。彼は野球観

戦と日本の遺産・文化に触れる目的で来日したものの、ついでに広島
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平和記念資料館に行って原爆投下について考えるようになり、被爆経

験者と話をするうちに気持ちが変わっていった。委員からお話があっ

た、日本人レスラーが好きで来日したアメリカ人と同じような心の変

化があった。通常、番組を制作するときには、事前に文献を調べたり

取材をしたりして「ああ、こういうことなんだな」と仮説を立ててロ

ケに入ることも多いが、今回は撮影をしていくうちにいろいろなこと

が分かってきた。この番組はディレクターがまさに“足で稼いで”制

作した番組で、平和の大切さを考えていこうというメッセージが伝わ

ったのであれば、非常にうれしい。 

 

○  ９月３０日(金)勝手にブランド発見伝「ふるさと納税」(総合 後 7:30～8:43 中国ブ

ロック)は、ふるさと納税の制度について、理解を促進させてくれる内容だった。ふ

るさと納税には３つのメリットがあって、まず、消費者にとって実質 2,000円の負担

でいろいろな地方産品が入手できること。次に、納税先の自治体には、さまざまな費

用を差し引いても納税額のうち３０％から４０％ほどの額が手元に残り、しかも使途

を制限されない自主財源となって税収増となること。最後に、生産者にとっては地域

の特産品を返礼品として定価に近い価格で買い取ってもらえることの３点だ。番組は、

ふるさと納税がうまくいかない事例として、４つの自治体の担当者を招いて、その担

当者と一緒に考えていくというスタイルだった。成功事例として紹介されていた岡山

県総社市の返礼品には、キャンプのテントや卓球台、トレーニングマシンなど、総社

市の生産品ではない商品もあって、地域で生産される商品の買い支え効果がないこと

から、ほかの自治体もまねをした場合には、影響が出てこないかと気になった。ゲス

トとして専門家の方が２人出演していたが、女性のコメントがやや不十分だったよう

に感じられた。全般的にリサーチが不足して、番組の内容が薄く感じられてしまった

のが残念だった。また、司会を担当している男性の発言には、やや不快に感じられる

部分があった。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組では、ふるさと納税の成功事例として、埼玉県鶴ヶ島市の

地場工場が製作している鉄道模型を返礼品にして人気を集めているケ

ースも取り上げた。岡山県総社市にも、消防署に伝わる伝統的なカレ

ーがあって、地元の業者が作った地域の特産品であることも紹介した

が、テントや卓球台などの意外性のある商品のほうが印象に残ったと

思う。出演者については、男性にはふるさと納税の仕組みを解説する
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専門家として出演していただき、女性には消費者の目線からふるさと

納税をうまく利用するにあたっての留意点などを紹介していただいた。

しかし、番組が生放送だったこともあって、実際には番組が進むにつ

れて時間が足りなくなり準備していたコーナーを放送しきれなかった

こともあり、内容的に不十分になってしまったかもしれない。頂いた

ご意見については、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  「勝手にブランド発見伝」が興味深かった。ふるさと納税の返礼品には、地域で採

れる農林水産物などの特産物というイメージが強かったが、埼玉県鶴ヶ島市で自治体

が地元企業と連携して鉄道模型や、材料にこだわって返礼品限定という付加価値をつ

けたギョーザを開発していたことを知った。現在の地方公務員は、定型的な業務を行

うだけではなく、地域の企業とコミュニケーションを取りながら、新しいことを作り

上げていく能力が求められていたことも分かった。一方で、この番組は、ふるさと納

税を集める地方自治体の目線で描かれていたが、返礼品を提供する事業者のメリット

についてもっと説明するとともに、自治体・企業・消費者の三者の関係や仕組みにつ

いても伝えてほしかった。番組には、ふるさと納税がうまくいっていないとされた自

治体の担当者が出ていたが、そういった事例として出演することは、勇気が要ったの

ではなかったかと心配になった。今回の「勝手にブランド発見伝」を見て、番組の構

成が変わったことを感じた。当初は、生放送で２人の“調査員”が特定の地域の魅力

を探し出してプレゼン対決をするというスタイルだったが、今回は、ふるさと納税が

集らなくて困っている自治体の担当者を招いて、先進的な事例を見ながら解決策を考

えていくという演出だった。今回のような演出であれば、生放送にしたり中継を入れ

たりする必要があったのか疑問だ。総社市からの中継はやや唐突で、あまり必要がな

かったように思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ふるさと納税のテーマを取り上げ、中国地方全体に広がっている課

題を分かりやすく伝えるには、各地の自治体の悩みに応えていくほう

がより分かりやすくなると考え、これまでのスタイルを変えることに

した。ふるさと納税の事業者側のメリットについては、二人の委員か

らうまく伝わっていないという指摘を頂いたので、今後改善していき

たい。４つの自治体の担当者に出演していただくという演出について

は、ふるさと納税に取り組んでいることを少しでも知ってもらえれば

という趣旨でご協力いただいた。番組の構成や中継が必要かという点
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については、番組のテーマや内容などを踏まえ、その都度検討してい

きたい。 

 

○  １０月７日(金)「Ｂｒａｉｎｓ女子会～鳥取で見つけたハッピー～」(総合 後 7:30

～8:43 鳥取県域)を見た。「Ｂｒａｉｎｓ」は、これまで２回、鳥取県の人口減少に

ついて真剣に議論してきたが、今回の「Ｂｒａｉｎｓ女子会」は、鳥取の女子は全国

で最もストレスが少ないという調査結果を基に、鳥取で幸せを感じながら生きる２０

代から５０代の６人の女性たちを招いて話を聞くという内容だった。女子会は明るく

て軽い肩のこらないカフェという雰囲気で、司会の篠原ともえさんが、出演者がリラ

ックスするように意識しながら番組を進行していた。番組では、ストレスオフの理由

として、待機児童ゼロで小中学校の教員１人当たりの生徒数が少ない教育や、子育て

支援の助成金などの施策が手厚いことなどを挙げていた。また、“砂丘ヨガ”や大山

の“グランピング”などのように身近に自然が感じられることがストレスオフにつな

がるという篠原さんの指摘も的確だった。鳥取県雇用人材局長を務める高橋紀子さん

の、「子育てをしながら長く仕事ができる鳥取県」というコメントが、女性が地方で

暮らす不安を払拭（ふっしょく）していると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ｂｒａｉｎｓ」については、当初から討論をベースにした番組で、

どういった方に出演していただくかということが非常に重要だと考え

ている。今回は、女性が幸せに生きるためのヒントを探るというテー

マだったので、どういった女性に出演していただくか、時間をかけて

検討した。具体的には、県外から移住してきた人や、ずっと地元にい

る人、いったん大学で勉強するために県外に出たが戻って鳥取で就職

した人、県外で働くか県内で働くか迷っている人といった方々に出演

していただくことにした。この番組が、女性が幸せに暮らすためのヒ

ントを示し、出演していた女性のトークの中から鳥取で暮らすメリッ

トを感じていただけたのであればうれしい。 

 

○  「Ｂｒａｉｎｓ女子会」を見た。鳥取県のストレスオフの理由として、子育ての環

境がよく、身近に自然を感じられることなどを分かりやすく伝えていた。鳥取県の人

口が少なく通勤をしやすいことや、県外から移住してきても温かく優しく迎えてくれ

るところなど、私自身の実感からも納得のいく内容だった。司会の篠原ともえさんの

番組を切り回していく力にも感心した。番組を楽しく進行させながら、ゲストの発言
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を流してしまわずにタイミングよく展開させて、ほかのゲストからもコメントをうま

く引き出していた。気になったのは、６名のゲストのうち５名が鳥取市を中心とした

県東部に住んでいたことで、次回は鳥取県の地域的な人口バランスも考慮してほしい。

全体的に、開局８０年を迎える鳥取放送局の意気込みを感じた、意欲的な番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

委員の話を聞いて、鳥取県は女性だけではなく男性にとってもスト

レスが少ない県だと感じた。ストレスの要因としては、友達や子ども、

教育などもあげられており、鳥取県はそのストレスの原因となるもの

が少なく、男性にとっても過ごしやすいのではないか。今後はそうい

った点についても取材をしていきたい。ご指摘のあったゲストの人選

については、鳥取県をひとつに捉えて県内で生まれた人、育った人、

他県から来た人を番組のテーマから総合的に検討したもので、そのほ

かの意図はないことをご理解いただきたい。 

 

○  ９月１６日(金)島根スペシャル 小さな旅「いつか帰る海で～島根県 隠岐西ノ島～」

(総合 後 7:30～7:55 島根県域)は、西ノ島で地元に戻って人間らしい生活をする魅

力がよく表現されていた。通常は、地元の進学や就職を促進させ、幼少期に地元で生

活する魅力を伝えるが、意外だったのは、離島で暮らす人々の多くが進学や就職など

で島を離れていくことを前提に島の魅力や伝統を伝える取り組みをしていたことだ

った。番組の最後に、中学三年生の若者が先祖の精霊を海に落とすシャーラ船の行事

に参加して、旅立ちを見送るシーンが印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「島根スペシャル」は、８月２８日(日)に全国向けに放送した「小

さな旅」を再放送したものだ。隠岐諸島全体が世界ジオパークに認定

されていることもあり、海に焦点を当てた水中撮影も活用した。番組

では登場人物は少なかったが、アワビ漁に従事している漁業者をメイ

ンに、島の営みを分かりやすく紹介した。 

 

○  １０月１６日(日)ＮＨＫスペシャル シリーズ マネー・ワールド 資本主義の未来」

第１集「世界の成長は続くのか」が、爆笑問題の二人が難しい経済の話題をソフトに

伝えていてよく理解できた。また、スタジオ・セットのてんびんやシャンパングラス

のタワーなどにも目が引かれた。番組を見ながら、バブル経済や資本主義のバランス
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が崩れていることを表しているのかと推測した。 

 

○  ９月２５日(日)ＮＨＫスペシャル「縮小ニッポンの衝撃」では、今年日本の総人口

が減少に転じたことと今後の影響について分かりやすく伝えていて、これから本当に

たいへんな時代がやってくることが分かった。地元の商店街では、次の世代の担い手

がいなくなって困っているが、個々の商店は自分たちが生きていくことで精一杯にな

り、元気な若手も親の介護などに時間をとられて、夢を持って活動することが難しい。

人口の減少については、今後も問題提起をしていくことが大切だと思うので、引き続

きこのテーマを追いかけてほしい。 

 

○  １０月１９日(水)クローズアップ現代＋「“平成落語ブーム”とかけて 若者と解く 

その心は！？」を見て、落語界がＳＮＳを駆使し、深夜に５００円で入ることができ

る落語会があることを知り、目からうろこが落ちた。昔から続く伝統芸能を後世に残

していくために、落語界が柔軟な取り組みを行っていることがよく分かった。 

 

○  ９月２６日(月)プロフェッショナル 仕事の流儀「答えは、地域にある～地方公務

員・寺本英仁～」を見た。全国の自治体から注目されている島根県邑南町の町おこし

の取り組みを取り上げていた。地元の商店街の栄枯盛衰を見ていると、物販のみを扱

っている商店は大型店に押されて経営が厳しく、飲食を手がけている店は比較的活気

があるという印象だ。番組では、地元の食材を使ってレストランを開店させ、地元の

一流のシェフが調理指導を行いながら新しいタイプの食の文化を広げていくという

手法を紹介していた。町で生きることの誇りや地域資源への誇りや思いがなければ、

地域おこしは難しいということが描かれていて、とても参考になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、自分たちの住む地域にどう

いったアイデアや声があるのかということを丹念に探って、スピード

感を持って実践することで成功している町おこしの事例を取り上げた。

周到に準備をして関係者と交渉をしても、一筋縄ではいかないという

場面も描かれていて、地域おこしの難しさが伝わったのではないか。

今後、ほかの地域の町おこしの取り組みについても取材していきたい。 

 

○  ９月２４日(土)ブラタモリ「＃４８ 広島」は、広島に長く住んでいても知らないこ

とがあって、とても興味深かった。これまで広島を取り上げた番組は、原爆に焦点を
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あてることが多かったが、この番組では江戸時代の広島の面影を感じさせてくれて、

とてもよかった。これからも広島のいろいろな魅力を伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ブラタモリ」は、全国各地から番組に取り上げてほしいという要

望が寄せられている。今後も楽しみにしていただきたい。 

 

○  １０月１９日(水)超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ「かぼちゃ屋」「お見立て」を

楽しみにして見た。「かぼちゃ屋」のはなしでは、間の抜けた与太郎を演じていた加

藤諒さんの演技がすばらしかった。「お見立て」では、落語家の古今亭菊之丞さんの

語り口と、前田敦子さんがふんするおいらんの口の動きがマッチしていた。３月２８

日に放送した「紙入れ」というはなしでも、菊之丞さんの語りが、タレントの友近さ

んが演じるおかみさんのセリフによく合っていたので、次回以降もぜひ出演していた

だきたい。今後、毎週放送するということなので、とても期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

委員からお話のあった菊之丞さんは、粋な女性の語り口とテンポの

よさが評判の落語家だ。番組の最後におしらせがあったように、ＮＨ

Ｋのサイトでは“アテブリ芝居”をかぶせる前の高座の映像を特別に

公開しているので、こちらもぜひご覧いただきたい。 

 

○  １０月５日(水)「ねほりんぱほりん」は、お笑いタレントの山里亮太さんとタレン

トのＹＯＵさんがモグラの人形になって、“訳あり”のゲストから話を聞くという新

番組で、第１回目は「偽装キラキラ女子」という内容だった。ＳＮＳで“キラキラア

カウント”というアカウントを取得し、本当は地味で地方に住んでいるにもかかわら

ず東京に住んでいると偽り、ファッション雑誌にも出てくる美女を装っている女性が

登場した。ふだんはなかなか聞くことができない話を聞くことができて、面白かった。

この番組はＥテレで放送されていたこともあり、最初は子ども向けの番組かと思った

が、深夜の１１時から放送していたので、大人も対象にしているのかもしれないとも

思った。 

 

○  １０月１３日(木)「しまった！～情報活用スキルアップ～『インタビュー』」は、

デーモン閣下さんが出演している小学生から中学生向けの番組で、１０分という短い

時間で実践的に学べるとてもよい番組だった。今回は、子どもたちに「ケーキ屋さん
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の仕事とはどんなものか」というテーマを与え、初めは何も教えずにパティシエにイ

ンタビューをしてまとめさせ、なぜうまくいかなかったかを分析して、もう一度取材

に行かせるというステップでインタビューする力をつけさせていた。情報をうまく使

いこなすために、「しらべる、まとめる、伝える」という３つの力をつけるためのコ

ツを分かりやすく解説していた。 

 

○  １０月１日(土)「“爆買い”大変容」(ＢＳプレミアム 後 7:00～7：59)を見た。つ

い最近まで、日本の電気製品をたくさん買っていく中国人の「爆買い」が話題になっ

ていたが、円高や関税の引き上げで物価が高くなり、中国製品の品質や機能がよくな

って日本製品が売れなくなったことを伝えていた。一方でヘルシーな食用油や減塩し

ょう油などが売れるようになり、健康診断ツアーに組み込まれた人間ドックを受けた

り温泉や和食を楽しんだりする姿が紹介されていた。中国人が来日する目的が変わっ

てきていることがよく分かった。また、文化の面でも、字は読めなくても想像力をか

き立てられ、子どもの目線で描かれた日本の絵本が人気だった。日本が清潔でマナー

がよいことに感心している中国人もいた。これまでの中国人のイメージを変えさせて

くれる番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「“爆買い”大変容」は、中国人の来日する動機が日本製の電化商

品から教育・文化に関するものを購入したり、エステ・医療といった

サービスを受けたりすることに移行して、質的にも大きく変化してい

ることを紹介していた。日本と中国の関係が新たなステージに入った

ことを非常にタイムリーに描いていた。 

 

○  「にっぽん縦断 こころ旅」で、鳥取県を放送することが話題になっていたので、楽

しみにして見た。１０月１９日(水)の放送では、俳優の火野正平さんが、たまたまな

じみのある鳥取県智頭町の旧山形小学校を訪れていた。番組では、地元に住んでいて

もなかなか気がつかない鳥取のよさを教えてくれた。視聴者からの手紙を火野さんが

朗読するシーンでは、とても温かい気持ちになったので、今後も続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「にっぽん縦断こころ旅」は、鳥取県でロケをしたものを、今週放

送しているところだ。地元の方にも喜んでいただいているという声を

聞けてとてもうれしい。 
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○  １０月１日(土)ジャズ・トゥナイト「大林武司＆ユリシス・オーエンスＪｒ．を迎

えて」を聞いた。ジャズ評論家の児山紀芳さんが、サブタイトルの二人をゲストに迎

えて、運命的な出会いのエピソードや、共にピアニストのマルグリュー・ミラーを尊

敬しているという話を披露していた。また二人がリーダーを務めるニュー・センチュ

リー・ジャズ・クインテットが、今年６月に「ＤＣ Ｊａｚｚ Ｐｒｉｘ」で優勝を飾

った時の話や、ニューヨークの最先端の音楽事情の話がとても興味深く、演奏もよか

った。 

 

○  １０月１２日(水)クローズアップ現代＋「追跡！チケット高額転売の舞台ウラ」を

見た。今回の番組で明らかにされたのは、ネットを巧みに利用した“転売ヤー”の存

在で、専用のプログラムを使って１秒間に３０回もアクセスしたり、自動で大量のア

カウントを取得して、複数の人物が実在するように偽装してチケットをとったりする

といったもので、一般客の定価購入を阻害する悪質なものだった。いろいろな視点か

ら転売の違法性について考察していたが、決め手のない現状が浮き彫りにされただけ

で後味が悪かった。こうした状況を放置することはモラルの低下につながるので、今

後もこのテーマで番組を作り続けてほしい。 

 

○  「連続テレビ小説 とと姉ちゃん」を最後まで楽しく見た。最終週で、花山編集長が

広島に向かうというストーリーで、はっとした。花山が最期に力を振り絞って取材の

ため広島に向かい、常子たちと協力して戦争特集号を発行し、100 万部を達成した。

常子の「読者を信じてみませんか？」という言葉にも大きな力を感じた。ひとり一人

が自分の暮らしを本当に大切にしていれば、戦争への道を歩むことはなかったという

反省の下、庶民の戦争の記録を残していくこことの大切さを貫いて、戦後２８年を経

て一冊の本にして世に問う編集者としての花山の生き方に心を動かされた。常子をは

じめとした女性たちが、しなやかにたくましく自分たちの思いを形にした。今、家族

そろって楽しみながら、日ごろ忘れがちな大事なものを思い起こせるテレビドラマは

少ない。これからも心に残るテレビドラマを制作してほしい。 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年９月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１５日（木）、広島放送局において、１０人

の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、「平成２８年度後半期の国内放送番組の編成」について説明があったあ

と、「平成２９年度の番組改定」も含めて意見交換を行った。続いて、放送番組一般に

ついて活発に意見交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、１０月の番組編成について説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

 副 委 員 長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社 論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社 代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

渡部 朋子 （ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２９年度の番組改定」について＞ 

 

○  総合テレビの新番組「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（総合 後 10：50～11：15）

を楽しみにしている。この番組では、１回につき落語を何話放送するのか。また、こ

の番組をＮＨＫオンデマンドで見ることができるのかどうか、教えて欲しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」は１回の放送で２話取り上げ
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る。ＮＨＫオンデマンドの配信の可否については、現在検討している。 

 

○  ＢＳプレミアムの新番組、アニメ「新世紀エヴェンゲリオン」（ＢＳプレミアム 金

曜 後 11：45～前 0：10）を下半期の番組改定でこの番組を取り上げた経緯と、深夜

の時間帯に編成した理由について教えて欲しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＢＳプレミアムでは、来年２月に、大型特集として映画監督でアニ

メーターの庵野秀明さんが製作総指揮を務める新作アニメーション

「龍の歯医者」を放送することにしている。庵野さんは今話題になっ

ている映画を手がけているが、この機会に視聴者のみなさまにより広

く知ってもらうために、新作アニメに先駆けて、庵野さんが製作され

た代表作「新世紀エヴァンゲリオン」をテレビで初めてハイビジョン

リマスター版として高画質で楽しんでいただくこととした。庵野さん

のアニメのファンは５０代以下が多いことから、深夜の時間帯に放送

することとした。 

 

○  ラジオ第１で新たに編成する「かれんスタイル」(木曜 後 8:05～9:30)と「ぼくらの

青春 Ｊ－ＰＯＰ 平成ミュージック・グラフィティー」(金曜 後 8:05～9:30)につい

ては、いずれもターゲットを３０代と４０代としているが、その意図は何か。 

 

（ＮＨＫ側） 

「かれんスタイル」は、平成２３年度後半期から放送している番組

で、当初から３０代から４０代の女性を主な対象にしてきたが、一部

男性からも支持されるなど、リスナーの層を少しずつ広げている。 

「ぼくらの青春 Ｊ－ＰＯＰ 平成ミュージック・グラフィティー」

は、平成２５年度後半期から放送している。ＮＨＫのラジオの音楽番

組には、昭和歌謡からポップスまでいろいろな年齢層を対象にしたも

のがあるが、「ぼくらの青春 Ｊ－ＰＯＰ 平成ミュージック・グラフ

ィティー」は、1990 年代に青春を過ごした著名人をゲストに招いて、

当時ヒットしたＪ－ＰＯＰの名曲を聞きながら３０代から４０代の方

にあすへの活力をつけてもらおうという番組だ。 

 

○  最近、猛暑やゲリラ豪雨などの“異常気象”がたびたび発生し、気象情報の関心が
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高くなっている。「おはよう日本」では、気象予報士がデータに基づいた説明をした

り、天気に関する身近な話題に絡めた話をしたりするなどわかりやすく伝えているが、

科学的な視点から自然現象を分析した番組を編成するなど、気象をテーマとした番組

をもっと放送してほしい。 

 

○  今、世界各国から日本が注目されている。多くの国では日本に対する好感度が高い

が、日本人自身がその実態をよく知らないのではないか。世界から見た日本の姿を伝

える番組を放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

いただいたご意見をふまえ、改定作業を進めていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２日(金)ＫＡＧＵＲＡ高校生の熱い夏～密着！神楽甲子園(総合 後 7：30～7：

58 中国ブロック)を見た。中国地方だけではなく岩手県の神楽も紹介されていて、各

地に神楽があることが分かった。高校生たちが一生懸命神楽に取り組んでいる姿が印

象的だった。中国地方の安芸や石見では神楽が根づいていて、子どもの頃から神楽に

触れる機会も多い。年少の子どもたちにも神楽に興味を持たせたい。 

 

○  「ＫＡＧＵＲＡ高校生の熱い夏」を見て、神楽が全国にあることが分かった。広島

の高校生が小学校３年生の時に父親の転勤で神楽を知ったことや、岩手県の高校生が

文化祭で神楽に興味を持ったということが意外だった。神楽のような伝統芸能を継承

していくには、幼少期から親しむことが大切だが、学校の部活動などに取り入れてい

くことも効果的だということが分かった。地方創生の関心が高まる中で、地域におい

て内発的にコミュニティーが生まれ、それをどのように形成させていくかがカギにな

る。伝統芸能を通じて地域のコミュニティーをどのように発展させるかという点でも、

学ぶところが多かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＫＡＧＵＲＡ高校生の熱い夏」の舞台となった神楽甲子園は、 

１１月３０日(水)にＢＳプレミアムで放送する「広島発地域ドラマ『舞

え！ＫＡＧＵＲＡ姫』」のモデルとなった高校生の全国大会だ。この

番組のナレーションはドラマの主役を演じた葵わかなさんに依頼した。
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実際に神楽に打ち込んだ葵さん自身に語ってもらうことで、神楽に対

する高校生たちの気持ちが伝わったのではないか。ふだん高校生は、

３０・４０代の人とふれあう機会はあまりないが、神楽を通じて年代

を超えたコミュニケーションに魅力を感じており、番組でもそうした

ところを描くことができた。この番組がきっかけで、地域支援の動き

が出てくればうれしい。 

 

○  ８月２４日(水)にっぽん紀行「それからの人生を聴かせてください～広島 ネオン街

の語り部会～」(総合 後 8:15～8:43)は、広島市内の繁華街にあるバーで、毎月開か

れている被爆者たちの「語り部の会」を取り上げた番組で、とても興味深かった。被

爆体験を語り継ぐことは、平和の大切さだけではなく、若者に未来への勇気を与えて

くれると思う。 

 

○  「にっぽん紀行」は、戦争の語り部たちが高齢化し被爆体験の継承が難しくなって

いることが分かった。「語り部の会」に参加している若者たちの姿がとても頼もしか

った。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組のきっかけは、広島の繁華街にあるバーに、被爆者から戦後ど

のようにたくましく生きてきたかという話を若者たちが聞きに集まっ

ていることだった。彼らは被爆体験の話を無理やり聞かされるのでは

なく、自ら興味を持って共感して集まってくるということだったが、

最初のうちはロケも苦労した。完成した番組を見ると、これまで我々

が思い描いていたものとは異なる形で「被爆体験の継承」を伝えられ

たのではないか。 

 

○  ８月４日(木)スタジオパークからこんにちは「ふろたき大将 故郷に帰る」を見た。

この番組は、昭和３０年に広島市の似島学園を舞台に制作された児童映画「ふろたき

大将」の“続編”で、俳優の石橋蓮司さんが１２歳の時に撮影した映画を基に、うま

くドラマにつなげていた。映画では石橋さんがふんする“ふろたき大将”が先生のア

ドバイスで生きる勇気を取り戻すという内容だったが、ドラマでは大人になった“ふ

ろたき大将”が、詐欺をはたらく若者を立ち直らせるという物語で、心を打たれた。 
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（ＮＨＫ側） 

この番組は、７月１日(金)に中国地方向けに放送した「ヒロシマ８．

６ドラマ『ふろたき大将 故郷に帰る』」(総合 後 8：00～8：43)を全

国に向けて再度放送したものだ。被爆経験の継承は広島局の重要な役

目で、今後もドラマやドキュメンタリーなど、さまざまな番組を通じ

て伝えていきたい。 

 

○  ＮＨＫは、戦争を題材にした番組を継続して放送しているが、夏になると“マンネ

リ”ではないかという声が聞かれる。広島や長崎では戦争や原爆をテーマにした番組

を多く放送しているために、このような印象を持つ人がいるのかもしれない。被爆体

験を継承していくことは、これからますます重要になってくる。今後も平和を考える

番組を作り続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組の“マンネリ”化は最も恐れ自戒していることだ。ディレクタ

ーや記者は、毎回新たな視点や切り口を必死に探して、番組を制作し

ている。被爆地の放送局として、今後も被爆体験を継承する番組を放

送していきたい。 

 

○  ９月８日(木)クローズアップ現代＋「“神ってる”広島カープ優勝へ！」は、今年

のカープの強さを分かりやすく分析していた。地元の人間として、カープの戦いを改

めて振り返ることができてうれしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「クローズアップ現代＋」については、かなり前からカープの優勝

を視野に入れて準備を進めていたが、８月２４日(水)にマジック２０

が点灯してから、予想を上回る早さでマジックが減ったために、急ピ

ッチで取材して優勝直前のタイミングで生放送にこぎつけた。 

 

○  ９月１０日(土)プロ野球「巨人」対「広島」を楽しみにして見た。この日にカープ

のリーグ優勝が決まった試合で、タイミングがとてもよかった。試合のペースが遅く

なり、ゲームが終わったのは当初の放送時間を過ぎていたが、途中で打ち切らずに最

後まで放送してくれたことがうれしかった。 
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○  ９月９日(金)中国！ちゅーもく！ラジオ「やしろ荘でごにょごにょ」(ラジオ第１ 後

5:00～5:55 中国ブロック)を聞いた。“やしろ荘“という架空のアパートを舞台に、

マンボウやしろさんが大家という設定で、そこにゲストがやってきてトークを繰り広

げるというラジオ番組だ。パーソナリティーのマンボウやしろさんが、全国の子ども

のために童話を作って海外に向けて発信したいという夢を語っていて、優しい人柄が

現れていた。また、比田美仁アナウンサーがゲストの気持ちをうまく引き出していた。

「とっドリーマー」のコーナーでは、鳥取を活性化させるために移住者と雇用を増や

していく若者の取り組みや地元への感謝の気持ちを語っていて、心地よく聞くことが

できた。９月から「らじる★らじる」で広島のラジオを聞くことができるようになっ

たので、今後も楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

中国！ちゅーもく！ラジオ「やしろ荘でごにょごにょ」は、昨年度

まで公開番組の形で事前に録音して鳥取県に向けて放送していたが、

今年度から中国地方に向けて生放送に変更した。委員から話のあった

「とっドリーマー」は、地域を元気にしようと頑張っている人たちに

話を聞くコーナーで、毎回ゲストがとてもいい言葉で語っている。マ

ンボウやしろさんの話の引き出し方も、アナウンサーやキャスターに

とって参考になっている。 

 

○  ９月１１日(日)ＮＨＫのど自慢「鳥取県三朝町」を見た。「明るく、楽しく、元気

良く」という番組のモットーのとおり、小田切千アナウンサーの軽快な進行に好感を

持った。インドの留学生が歌い終わってから、小田切アナウンサーから日本のカレー

とインドのカレーとどっちがおいしいかと聞かれて、日本のカレーがおいしいという

返事で会場が沸くといったシーンがあり、とても心が温まった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫのど自慢」は、歌の上手さを競うことではなく、ポジティ

ブなメッセージをできるだけ多く地域から発信していくことが大切だ

と考えている。三朝町の「ＮＨＫのど自慢」では、インドの留学生と

のやりとりをはじめ、番組全体を通じて元気な地元のみなさんの姿を

伝えられたと思う。 

 

○  ８月１３日(土)ＮＨＫスペシャル「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ ２３年
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目の告白～」は、過酷な任務の下、武装勢力によって警察官が殉職した事件を描いた

番組で、取材力の高さに感心した。 

 

○  ８月１４日(日)ＮＨＫスペシャル「村人は満州へ送られた～“国策”７１年目の真

実～」では、植民地の治安安定や軍への食糧供給の移民政策について、村長の日記や

破棄されたと思われていた極秘文書を探し出して制作した番組で、心が動いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

話のあった２本の「ＮＨＫスペシャル」は、いずれも未公開の映像

や最近発見された資料などを基に制作した番組だ。これからも新たな

事実を発掘し、新たな切り口で番組を制作していきたい。 

 

○  ８月２８日(日)バリバラ 生放送「検証！＜障害者×感動＞の方程式」を見た。障害

をテーマにした民放の番組と同じ時間帯に放送したり、脳性麻痺や難病の方が出演し

たりするなど、これまであまり例がなかったのではないか。番組では、健常者に勇気

や感動を与えるための道具として障害者が描かれることを表す「感動ポルノ」という

ことばをキーワードに番組を進行していた。障害者を対象としたドキュメンタリー番

組を制作するにあたって、障害者本人の本音がそぎ落とされていく過程がよく分かっ

た。このようなテーマに対して自己規制してきたメディア自体が問われているように

も感じた。放送中画面下のＳＮＳには「やり過ぎだ」というコメントが流れていたが、

インパクトは強かったようにうかがえた。 

 

○  ８月２８日(日)の「バリバラ」は、放送前からネットで話題になっていたこともあ

り、初めて見た。公共放送としては少しやりすぎのようにも見えたが、オーストラリ

アのステラ・ヤングさんが表現した「感動ポルノ」や、イギリスＢＢＣが制定した「制

作者のためのガイドライン」を紹介した意義は大きい。印象に残ったのは、健常者か

ら障害者をひとつの方向から見るのではなく、健常者と障害者の双方向の議論が重要

だという指摘だ。地域社会において障害者との共存の関心が高まっていく中で、「バ

リバラ」のほかにも障害者に関連する番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「バリバラ」は、障害者のための情報バラエティー番組だ。番組で

はこれまでもタブー視されてきたテーマに意欲的に取り組んでおり、

今回がやり過ぎということはないと思っている。ＮＨＫにはさまざま
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な意見を伝えるという役割があり、今回の「バリバラ」もそのひとつ

だと思う。 

障害者を対象とした番組には、「バリバラ」の前身にあたる「きら

っと生きる」という番組があり、Ｅテレで継続的に放送してきた。話

があったように障害をテーマにした民放の番組と同じ時間帯に放送し

たことで注目され、ネットを含めてさまざまな意見が寄せられた。今

回の放送で「バリバラ」がこれまでより広く知られるようになったの

で、引き続きご覧いただきたい。 

 

○  ７月２４日(日)ＢＳ１スペシャル「原爆救護～被爆した兵士の歳月～」では、原爆

が投下された後に、東北地方の兵士が市民救助を命じられ、広島に入市して被爆した

ようすや被爆地から遠く離れた故郷で暮らす元兵士たちの苦難が丁寧に描かれてい

た。 

 

○  ８月１６日(火)プレミアムよるドラマ「ふれなばおちん」は、主婦が恋に落ちてい

く、危うくも切ない心情がリアルに描かれていて引きつけられた。また、主役の長谷

川京子さんが好演していた。今後の活躍を期待したい。 

 

○  ８月２０日(土)魔法の庭 ダルメイン「イギリス湖水地方の田園ライフ」は、イギリ

スの屋敷にある庭を取り上げて、庭の美しさやハチの生態系、春から夏にかけて移り

変っていく景色など、いろいろな話題が取り上げられていて興味深かった。 

 

○  ８月８日(月)ニュース「天皇陛下お気持ち表明」(総合 後 2:30～4:30)を見た。天皇

陛下ご自身が、深い重みを持って象徴天皇としてのお務めを果たされてきたことがよ

く分かり、とても熱い思いが込み上げてきた。生前退位については法的な課題も多い

が、陛下のお気持ちを真剣に受け止めてほしい。 

 

○  ８月２１日(日)サイエンスＺＥＲＯ「新・瞑(めい)想法 “マインドフルネス”で脳

を改善！」では、最新の脳科学から、宗教性を排除したマインドフルネスを実践する

ことで脳が改善されることや、うつ病の再発防止にも応用されていることが分かった。 

 

○  ９月１３日(火)趣味どきっ！第６回「心を調える坐禅(ざぜん)」は、自宅でも呼吸

を整え無理なく坐禅をするという内容で、具体的な方法や効能などが紹介されていて、

興味深く見た。続きを期待している。 
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○  ８月１日(月)～３日(水)に放送した夏のテレビクラブ「子ども安全リアル・ストー

リー」(Ｅテレ 前 9:15～9:25)を子どもと一緒に見た。今回放送した「エレベーター

で二人きり」「水の事故」「突然の災害～雷と大雨～」は、いずれも緊迫した状況下

で子どもの心理状態を踏まえ、安全を確保する方法を分かりやすく伝えていた。ＮＨ

Ｋのサイトでも動画が紹介されているので、子どもだけではなく、親にも参考になる

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

メンタルをテーマにした番組は、視聴者の関心が高い。脳科学の研

究は日々更新されているので、今後も期待していただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「子ども安全リアル・ストーリー」は、小学４～６年生を対象にし

た番組で、ＮＨＫのサイト「NHK For School」で動画を配信している。

ぜひご覧いただきたい。 

 

○  ８月３日(水)～５日(金)夏のテレビクラブ「昔話法廷」(Ｅテレ 前 9:00～9:15)を見

た。昔話の登場人物を現代の法廷で裁くという内容で、とても面白かった。３日(水)

「“アリとキリギリス”裁判」は、食糧を分けてほしいというキリギリスの依頼をア

リが断ってキリギリスが餓死してしまい、アリが保護責任者遺棄致死罪に問われると

いう内容だった。さまざまな意見が交わされ、最後にはこの事件をどう考えればよい

か、というメッセージが視聴者に投げかけられていた。一見シュールな番組だが、そ

れぞれの立場の言い分が盛り込まれていて、大人も興味深く見ることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「昔話法廷」は昨年度から放送している番組で、昨年は「三匹のこ

ぶた」「カチカチ山」「白雪姫」を取り上げた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「昔話法廷」は、主に小学校５年から中学・高校生を対象とした番

組で、「NHK For School」のサイトで今年放送した３話を含めて全６

話の動画を掲載している。こちらもご覧いただきたい。 



平成２８年７月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、２１日（木）、広島放送局において、１２人

の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、「平成２８年度国内放送番組編成計画（スーパーハイビジョン試験放送）」

について、説明があった。 

次いで、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、８月の番組編成の説明が行われ、会議

を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 安井  弥 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長） 

 副 委 員 長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社 論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社 代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

渡部 朋子 （ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月１０日(金)フェイス「もう一度勉強してみんか？～地域の学習支援は子どもを

救うか～」では、広島県福山市のＮＰＯが行っている学習支援の活動を取り上げてい

た。ＮＰＯで学習支援をしている方が十分な収入を得られずに、アルバイトを続けて

いる実情が分かり、少しでも支援をしていきたいと思った。こうした人々のネットワ

ークができれば、学習支援のあり方も変わってくると思うので、今後も取材を続けて

欲しい。 
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（ＮＨＫ側） 

この番組がきっかけで、地域支援の動きが出てくるのであれば、う

れしい。このテーマについては、今後も継続して取り上げていきたい。 

 

○  ６月１７日(金)フェイス「しあわせのうた～反骨の写真家 未公開ネガに迫る～」を

見た。福島菊次郎さんが生前に撮影した２０万枚の写真の中から、穏やかに暮らす家

族の写真が見つかり、“反骨の写真家”のイメージとは全く異なる、普通の父親の生

きざまが伝わってきた。一方で２０万枚の写真の中には、ほかにもさまざまな事実が

あるのではないかという思いが残った。 

 

○  フェイス「しあわせのうた」を楽しみにして見た。福島さんが原爆症に苦しむ人を

撮り続けるうちに、精神的に苦しくなって中断してしまい、自分の家族の日常を撮る

ようになり、２年後に原爆被害者の撮影を再開したことが印象に残った。福島さんの

境遇は、漫画家の中沢啓治さんが「はだしのゲン」で自身の被爆体験を描いていた状

況に似ていて、原爆への思いや家族に対する気持ちがよく伝わってきた。もっと取材

を続けて欲しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「しあわせのうた」では、これまで発表されなかった福島

さんの家族写真を通じて、彼の心の底にある思いを伝えることができ

たのではないかと考えている。現在、福島さんが撮影した２０万枚に

も及ぶ写真のデジタル化が進められており、新たに発見されるものも

たくさん見えてくると思うので、今後も取材を続けていきたい。 

 

○  ７月１日(金)フェイス「岡山現象」を見た。東日本震災後、岡山への移住者が増え

ていることは知っていたが、それが“岡山現象”と呼ばれて、社会学の研究対象にな

っていることはこの番組を見るまで知らなかった。岡山に移住した人々や移住先で誘

致をする人々、受け入れる地元の人々などが丁寧に取材されていて、それぞれの思い

が伝わってきた。一方で、本当に“現象”と呼ばれるほどの状況になっているのか、

また永住先に岡山県を選択した理由などについても、説明が欲しかった。 

 

○  私もこの番組を見て“岡山現象”を知った。岡山県は地震・台風・風害・水害とい

った自然災害が比較的少なく、気候も穏やかというイメージがあって、移住者が増え

ていることが分かった。印象的だったのは、受け入れる地元の人が、移住者に長く住
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んでもらいたいと話していたことで、私も同感だ。ただ、番組で訴えきれなかったと

ころもあったのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「岡山現象」については、ご指摘のように、２８分の放送

時間の中で伝えきれなかった部分もあったと思う。取材の対象を広げ

て、移住先についてもほかの府県と比較できるデータがあれば分析し

ていきたい。 

 

○  ７月８日(金)フェイス「ヒロシマと“満州”～７１年・終わらない戦争～」は、広

島県世羅町の移民団に焦点を当てて、ヒロシマと満州の深いつながりを伝えていた。

なぜ世羅町が日本で最も多く移民者を送り出したのかという理由を含めて、もっと掘

り下げて欲しい。期待している。 

 

○  フェイス「ヒロシマと“満州”」では、中国残留孤児で日本に永住帰国した人を取

り上げていた。多くの日本人が国策として各地から満州に送り出され、とりわけ広島

県から多くの人々が満州に渡ったが、当時の背景がよく分かった。日本に帰国した残

留孤児が、言葉が通じない中で地元の人々と一生懸命交流している姿に心を打たれた。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「ヒロシマと“満州”」については、取材を進めていくう

ちに、広島県の中でも世羅町が特に多くの移民団を送り出していたこ

とが分かった。世羅町の移民団については、ほかにも多くの話が残っ

ているので、引き続きこの問題に向き合っていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「フェイス」は、中国域内の各放送局の若いディレクターが制作し

ている。今後も経験を積ませて、内容を充実させていきたい。 

 

○  ７月１５日(金)データでよみがえるヒロシマ(総合 後 8：00～8：43 中国ブロック)

を見た。原爆に関する多くのデータを用いて、新たな事実を浮かび上がらせようとい

う意欲を感じたが、同時に物足りなさも感じた。今後を期待したい。 
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（ＮＨＫ側） 

「データでよみがえるヒロシマ」では、科学の分野だけではなく、

被爆者の手記や足取りの記録などさまざまなデータを分析することに

より、今まで見えてこなかった事実を浮き彫りにしたいと考えて制作

した。原爆の調査についての説明や原爆症の研究で知られる於保源作

医師の取り組み、新たに浮かび上がってきたデータなどを盛り込んだ

ために網羅的になって、全体的には物足りないという印象を与えてし

まったかもしれない。今後も、原爆に関するいろいろなデータに新た

な光を当て、長いスパンで取材を続けていきたい。 

 

○  ６月１９日(日)山陰の海に生きる(総合 後 1：05～1：48 中国ブロック)を見た。底

引き網の新人漁師がサラリーマンから転職して奮闘している姿が印象的だったが、義

父に雇われて漁師になるということで、やや特殊なケースだとも感じた。 

 

○  「山陰の海に生きる」は、山陰に住む家族の生きざまや人間模様が描かれたすばら

しい番組だった。ゆっくりした語り口が山陰のイメージにとても合っていた。真冬の

厳しい底引き漁の様子を見て、漁師のありがたさや苦労を改めて知った。 

 

○  「山陰の海に生きる」を見て、私たちの食生活が外国から来た若い漁師によって支

えられていることがよく分かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組は、全国向けに放送した「新日本風土記」を基にして制作

した。「新日本風土記」はオムニバス形式の番組で、そのままでは統

一感に欠けるために、漁師を主人公にしてほかの映像を入れて再構成

した。漁師のシーンについては、義父が婿に漁師への転職はやめたほ

うがいいと言いつつ、実際には漁師を継ぐことを喜んでいるという場

面もあり、ほほえましい人間模様を描くことができたと思う。今後も

良質な番組を再活用することも行いながら、鳥取県の話題を発信して

いきたい。 

 

○  ６月１９日(日)ＮＨＫスペシャル 第２回「ストレスから脳を守れ～最新科学で迫る

対処法～」が、知人の間で話題に上がっていたので、楽しみにして見た。番組では、

生まれ育った環境の中で、子どもの頃にストレスを多く受けると、大人になってから
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ストレスを感じやすくなるという話を紹介していた。また、ストレス対処法として、

コーピングやマインドフルネスなど、誰でも実践できる対処法が盛り込まれていて、

とても有益だった。第３回を期待している。 

 

○  毎年、「夏休み子ども科学電話相談」(ラジオ第１)を聞いている。これまで何度も

電話をかけたが、なかなかつながらなかった。今後も楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「シリーズ・キラーストレス」は、最新科学によ

って裏付けられた誰にでもできる画期的なストレス対策について、世

界の最前線から報告したものだ。今後も期待していただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「夏休み子ども科学電話相談」は、本部のラジオセンターが制作し

ている番組で、６台程度の電話を用意して対応している。毎年、全国

からたくさんの電話を頂いているので、つながりにくいかもしれない。

今後も根気強く電話をおかけいただきたい。 

 

○  ５月１４日(土)ＥＴＶ特集「女ひとり ７０歳の茶事行脚」は、茶事の出張料理人の

半澤鶴子さんが鍋釜と茶道具をクルマに積み、一人で運転して出かけて行き、初対面

の人々に地元の食材を使った懐石料理やお茶をもてなすという内容で、関心を持って

見た。続編を期待している。 

 

○  ６月２６日(日)ＮＨＫスペシャル 古代史ミステリー「“御柱”～最後の“縄文王国”

の謎～」については、信州諏訪地方の奇祭のルーツを縄文文化まで遡って古代出雲王

権との関係で読み解いており、興味深かった。 

 

○  「真田丸」の展開がおもしろい。これまで豊臣秀次にこれほど焦点を当てたことは

なかったのではないか。特に、秀次が秀吉の一挙手一投足におびえている姿が絶妙だ

った。草笛光子さんが演じた真田信繁の祖母が大往生する場面では、突然生き返るシ

ーンがあって、とてもおもしろかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＥＴＶ特集」に関しては、半澤さんが非常に天真らんまんで奔放
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なキャラクターで、周りの人々が引き込まれていく姿がよく表現され

ていた。 

「真田丸」については、脚本家の三谷幸喜さんが本領を発揮してい

て、ドラマの演出としておもしろいと思う。これから秀吉が晩年を迎

え、だんだん衰えていく場面になる。秀吉役の小日向文世さんの名演

技も楽しみにしていただきたい。 

 

○  ６月１８日(土)その涙には理由(わけ)がある 第１回「女子マラソン 有森裕子 アト

ランタの涙」(総合 後 11：00～11：30)を見た。アトランタ・オリンピックで有森裕

子さんが流した涙の秘話を描いたドキュメンタリーだった。彼女はバルセロナ・オリ

ンピックで銀メダルを、次のアトランタ・オリンピックでは銅メダルをそれぞれ取っ

たが、前回より順位が下がったアトランタ・オリンピックで「初めて自分で自分を褒

めたいと思います」と言った理由がよく分からなかった。この番組で、バルセロナ・

オリンピック以後、一切妥協せずにトレーニングを重ねていたことを知り、彼女の気

持ちがよく分かった。 

 

○  ６月２６日(日)ＮＨＫのど自慢「島根県川本町」を見た。冒頭のＶＴＲでは、特産

のえごまを活用した地域振興や音楽を使った町おこしなど、川本町を紹介する内容が

コンパクトにまとめられていた。参加者が生き生きと歌っていたのが印象的だったが、

合格者８人のうち地元の川本町の方が１人しかいなかったことが気になった。 

 

○  ７月６日(水)アナザーストーリーズ 運命の分岐点「ウルトラセブン伝説 傷だらけ

のヒーロー」を見た。驚いたことは、制作に携わったメンバーが主に２０代の若手だ

ったことだった。ウルトラセブンは、円谷プロダクションが初代ウルトラマンのヒッ

トのあと、ウルトラマンの怪獣ブームに満足せずにあえて別の企画で勝負した番組で、

私はそのチャレンジ精神に感銘を受けた。これは企業のマネジメントにも通じるとこ

ろがあり、さまざまな示唆を与えてくれた。番組を通じて“正義とは何か”という疑

問を投げかけていたが、当時のベトナム戦争などの時代背景が影響していたという指

摘も興味深かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫのど自慢」で川本町の合格者が少なかったことについては、

町の人口が 3300 人程度と小さく、出場申し込みも少なかったため、結

果として地元の合格者が少なくなったと受け止めている。 
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（ＮＨＫ側） 

「アナザーストーリーズ 運命の分岐点」については、若いディレク

ターたちが、情熱をもってひたすら番組作りに取り組んだ様子を描い

たものだ。 

 

○  ５月２６日(木)クローズアップ現代＋「追跡！ペットビジネスの闇」を見て衝撃を

受けた。売れ残ったペットを業者に引き取ってもらい、その業者が多くのペットを劣

悪な環境で飼ったり川に捨てたりするといった、ペットビジネスの裏側をあぶり出し

ていた。今、空前の猫ブームでかわいい動物の姿がメディアでよく紹介されているが、

「クローズアップ現代＋」ではショッキングな内容をあえて放送して、大量消費され

るペットの問題について警鐘を鳴らしていた。引き続きこの問題について取り組んで

欲しい。 

 

○  ＮＨＫの午後１０時以降の番組がとてもよい。この日は「クローズアップ現代＋」

「ＬＩＦＥ」「ＳＯＮＧＳ」「ニュースチェック１１」と続けて視聴し、チャンネル

を変えて「Ｅテレ 2355」を見て一日が終わった。午後１０時以降は、情報番組、コン

ト、音楽番組などバラエティーに富んでいて、飽きることなく見ることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「クローズアップ現代＋」は多くの方が視聴できる午後１０時台に

放送しているが、ペットビジネスの闇といった過酷な現実を取り上げ

ることについてはさまざまな議論があったのではないか。今回、ペッ

トの問題をきちんと伝えたいというディレクターの強い思いがあって

挑戦したのだと思う。 

 

○  ７月４日(月)「“爆買い”したのワタシです」(ＢＳＰ 後 0：00～0：59)の再放送を

見た。5000 人もの中国人が日本で爆買いをしている姿を追った番組で、とても興味深

く見た。 

 

○  「新日曜美術館」を毎週楽しみにしている。司会を務める井浦新さんと伊東敏恵ア

ナウンサーの進行が心地よい。７月３日(日)の「熱烈！傑作ダンギ ルノワール」で

は、クリエーティブ・ディレクターの佐藤可士和さんと大原美術館館長の高階秀爾さ

ん、演出家の大宮エリーさんが出演し、各々の生い立ちや大学時代の思いなど、興味

深い話を聞くことができた。 
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○  連続テレビ小説「とと姉ちゃん」がおもしろい。唐沢寿明さんがふんする雑誌編集

長の花山伊佐次がドラマの雰囲気とよくマッチしていて、毎朝楽しみにして見ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

「新日曜美術館」は長く続いている番組で、今年で４０周年を迎え

る。内容についても、古典主義から現代アートまで幅広く取り上げて

いる。今後も末長くご覧いただき、感想をお聞かせいただきたい。 

 

○  先日、ベトナムとタイに出かけた。海外でもＮＨＫの番組を見ることができて心強

かった。そこで、偶然、バングラデシュでテロが発生して、国際放送でＮＨＫのニュ

ースを見た。今後も充実させて欲しい。在外邦人のためにも、有事の際に具体的な行

動を呼びかけたりアドバイスをしたりするなど、細かな情報提供に努めてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

緊急を要する災害・紛争などの安全情報については、在外邦人向け

日本語チャンネルのＮＨＫワールド・プレミアムで、定時のニュース

や特設のニュースで放送している。頂いた意見については、本部の担

当部局に伝える。 
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平成２８年６月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１６日（木）、広島放送局において、１１人

の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般について活発に意見交換を行った後、放送番組モニター報

告と視聴者意向、７月の番組編成についてそれぞれ説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 安井  弥 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社 論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社 代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

渡部 朋子 （ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１８日(水)アナザーストリーズ 運命の分岐点「映画“仁義なき戦い”情熱が革

命を生んだ」を見た。アナーキーな愚連隊のボスを演じてそれまでの役柄を脱した千

葉真一さんと、この映画で東映京都の大部屋俳優から這い上がった川谷拓三さんとい

う対照的な２人を取り上げたところがとてもおもしろい。 

 

（ＮＨＫ側） 

     千葉真一さんと北大路欣也さんの役がもともとは逆だったものを、

直前に入れ替えたという裏話が興味深かった。深作欣二監督のこだわ

りと思いやりがプロの気持ちを動かしたというところもきちんと描か

れていたのではないか。 
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○  ５月２０日(金)のＢｒａｉｎｓ第２弾「深刻化 若者流出！ 求められる鳥取の変革

は？」(総合 後 7:30～8:43 鳥取県域)は、視聴者が鳥取に住み続けたいかというアン

ケート結果を示しながら、過疎化に悩む厳しい現実を正面から捉えていた。 

 

○  Ｂｒａｉｎｓ 第２弾「深刻化 若者流出！ 求められる鳥取の変革は？」を見た。１

回目から視聴しているが、番組の内容や質が深められていると感じた。私たち大人が

知らなかった若者たちの正直な意見や視聴者からのビビッドな考えを聞くことがで

きた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ｂｒａｉｎｓ」は、生放送中にデータ放送、スマートフォン、パ

ソコンを通じて視聴者の意見を反映させる仕組みを取り入れて、鳥取

に住み続けたいと思うかというアンケートを行った。回答を見ると、

比較的年齢の高い世代は、故郷に愛着を持っていることがわかったが、

若い世代については必ずしも愛着を持ってはいなかった。具体的な解

決策を見出していくことはなかなか難しいが、視聴者に若者の考え方

や鳥取県の現状について伝えることができたのではないか。今後もこ

うした双方向の機能を活用した番組作りをしていきたい。 

 

○  ５月２５日(水)Ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ「美保関 神と共に生きる」は、

島根県美保関町を取り上げていた。日本の神話と美しい自然を営々と守り続けている

人々の温かさに感動した。こうした温かい心が世界に広げて行くことの大切さを感じ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ」は、国際放送のＮＨＫワ

ールドＴＶで放送しているもので、ＢＳ１で国内向けにも放送してい

る。外国人のリポーターが日本各地を訪ね、外国人の視点から日本の

新たな魅力を発見する旅番組だ。これからも楽しみにしていただきた

い。 

 

○  ５月５日(木)連続テレビ小説「あさが来た」総集編(総合 前 8:15～11:54)を見て、

とても感動した。多くの場面でヒットする要素があったことをあらためて認識した。 
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（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「あさが来た」を評価していただき感謝している。

現在放送している「とと姉ちゃん」については、これから番組のモチ

ーフとなった「暮しの手帖」を制作していく奮闘が始まるので、こち

らもぜひご覧いただきたい。 

 

○  ５月２３日(月)と２４日(火)の２日間、「ひるブラ」で島根県出雲市を取り上げて

いた。２３日(月)のひるブラ「何でできてる？オモシロ街角アート～島根・出雲市～」

では、茶道具や食器など日用品を材料にしたユニークな民俗芸術が紹介されていた。

地元が出身の私でも初めて知るものがあって驚いた。 

また、２４日(火)ひるブラ「夢がかなう！きょうは電車の運転手～島根・出雲市～」

では、地元の鉄道会社を取り上げていた。鉄道に詳しい女性タレントとアナウンサー

の掛け合いがおもしろかった。 

 

○  ２４日(火)ひるブラ「夢がかなう！きょうは電車の運転手～島根・出雲市～」は、

ゲストが実際に電車を体験運転する様子を生中継で伝えていて、臨場感があってよか

った。この鉄道会社は、花嫁電車や和スイーツ電車など、鉄道マニアではない人々を

ターゲットとした取り組みも行っているが、短い時間でしか紹介されなかったことが

残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ひるブラ」に関しては、地元では普段見慣れたものや気に留めな

いことでも、全国の視聴者の皆さんにとっては初めて知ってもらえる

ものを取り上げることで興味深く見てもらえるので、今後も島根県の

いろいろな話題を全国に発信していきたい。体験運転については、走

った距離は短かったが、放送の現場では生放送で動きのある現場の映

像を伝えることにとても苦労したと聞いている。ご指摘いただいた体

験運転以外の鉄道会社の取り組みについては、特定の企業のＰＲと受

け取られないよう、バランスを考えながら番組作りを行っていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

女性タレントとアナウンサーの掛け合いについては、女性タレント

がとても鉄道に詳しく、アナウンサーが逆に教えてもらうということ



 

4 

 

になって、それが番組のおもしろさにつながったのではないか。その

場の雰囲気がそのまま伝わることが生放送のよさでもあり、それが生

かされたと思う。 

 

○  ５月１４日(土)ＥＴＶ特集「女ひとり ７０歳の茶事行脚」では、懐石や茶で客をも

てなす茶事の第一人者、半澤鶴子さんを取り上げていた。２年間の旅に密着取材した

番組で、非常に勉強になった。今後も日本の文化伝統をしっかりと伝えてほしい。 

 

○  ５月２７日(金)ニュース「オバマ大統領広島訪問」(総合 後 4:00～6：45)と「オバ

マ大統領広島訪問 被爆地ヒロシマの思い」(総合 後 8:00～8:43 中国ブロック)は、

アメリカ・オバマ大統領のスピーチが本当によかった。その演説を世界に向けて世界

中の人々が実際に放送を通じて聞くことができた。とてもすばらしい内容だった。 

 

○  ニュース「オバマ大統領広島訪問」では、被爆した女性が差別され、何度も手術を

したにもかかわらず、オバマ大統領が広島を訪問した映像を見て、「生かしてもらっ

てよかった。生きていてよかった」というコメントがとても印象的だった。 

一方で、同じ内容を取り上げた５月２１日(土)「週刊 ニュース深読み」では、その

女性の話を伝えられなかったのが残念だった。 

 

○  私は、ニュース「オバマ大統領広島訪問」を深い思いを持って見た。広島でも現職

の大統領が訪問したことで単純にうれしいということではなく、アメリカの原爆投下

に対してさまざまな思いを持つ人がいる。そうした中で現職の大統領のスピーチを感

慨深く聞いた人もいたのではないか。オバマ大統領訪問の翌日、受け持っている大学

の授業で学生にオバマ大統領の広島訪問について尋ねたが、関心があると答えたのは

およそ２０人のうち３人しかいなかった。関心のないという学生にテレビを見たかと

聞くと、約８割が見なかったと答えた。若い人に全く関心がないということではない

が、全体を通して見た人は多くないという印象だ。Ｇ７伊勢志摩サミットからオバマ

大統領が広島した一連の動きを見ている人も多くないと思うので、こうした流れにつ

いても改めて伝えていく必要があると思う。広島は８月６日の原爆の日もあるので、

こういった点も含めて今後も継続して取り組んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

オバマ大統領のスピーチについては、観念的であるとか、理想主義
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的だといったさまざまな意見があるが、現職のアメリカ大統領が広島

を訪問してスピーチを行ったことが画期的なことだと受け止めている。

放送に携わる者として、このような歴史的瞬間に立ち会うことができ

たのは、とても幸運だったと思う。ご指摘のあったように、「週刊ニ

ュース深読み」で被爆した女性の話が出なかったことは残念だと思う。

今後もできるだけ多くの人に伝える工夫をしながら、いろいろな形で

伝えていきたい。ＮＨＫ広島放送局は、被爆地ヒロシマの放送局とし

て戦争の悲惨さや平和の大切さを伝え続けていくことが大切だと考え

ており、オバマ大統領の広島訪問についても単にひとつのイベントと

して終わらせるのではなく、いろいろな意味合いを持たせながら、幅

広く取材を続けていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

広島放送局では、当日、全国に向けてオバマ大統領の広島訪問の模

様を生放送で伝えたほか、午後８時台には中国地方に向けて「オバマ

大統領広島訪問 被爆地ヒロシマの思い」(総合 後 8:00～8:43 中国ブ

ロック)を編成した。ニュースのコメントやゲストのバランスを考えな

がら、さまざまな意見があることを踏まえた上で放送した。８月６日

に向けてさらに取材を進めて、知恵を出し合いながら取り組んでいき

たい。 

 

○  ６月６日(月)１００分ｄｅ名著 ルソー“エミール”第１回「自然は教育の原点であ

る」が、大人向けの番組としてすばらしい。自分自身がちょうど子育てをしていると

いうこともあり、興味深く見た。架空の孤児エミールを育てるというストーリーで、

その中で「自分のため」と「公共のため」という相矛盾する二つの軸を両立する「自

由な主体」を育てることが人間の真の幸福につながるという、ルソーの思想をわかり

やすく伝えていた。引き続き見ていきたい。 

また、５月３０日(月)プロフェッショナル 仕事の流儀「命の医療チーム、母子の伴

走者～産婦人科医 荻田和秀～」は、人気漫画の主人公を取り上げたもので、命にか

かわる状況の中で、 悪の状況をいつも考えて、リーダーシップを発揮しながら自分

のチームのメンバーに対する温かい愛情も感じられ、とても心に残った。 
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（ＮＨＫ側） 

「１００分ｄｅ名著」は、難解で哲学的な著作を取り上げているが、

スタジオで丁寧に解説をすることでわかりやすく伝えている。４回シ

リーズでこれからも続くので、引き続きご覧いただききたい。 

「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、大きく分けて２つパターン

があって、ひとつは例えば野球のイチロー選手といった有名人を取り

上げるケースと、もうひとつは一般的には知られていなくてもその分

野では超一流という人たちの技能や生き方を紹介するというものがあ

る。ご覧いただいた番組は後者のパターンで私も視聴したが、大きな

リスクを乗り越え母子を救ってきた荻田さんの姿に感銘を受けた。 

 

○  ６月８日(水)「おはよう日本」のリポート「難聴のピアニスト、フジコ・ヘミング」

を見た。平成１１年に「ＥＴＶ特集」で取り上げられてよく知られるようになり、私

もコンサートに行ったことがある。自分も年齢を重ねているが、いつ演奏しても満足

することがないという彼女の言葉に勇気をもらった。 

また、６月１５日(水)ニュース シブ５時「すっぴんＮＩＰＰＯＮ 特集コーヒー大

好き鳥取市民驚きの常識」では、カレーの香りがするというコーヒーが飲まれている

という話を興味深く見た。昭和２７年の鳥取大火では落下傘で届けられた支援物資の

中にコーヒーが入っていたというエピソードが紹介されていて、鳥取にはコーヒーの

話題が尽きないということを知った。また、鳥取放送局の若いアナウンサーが、元気

よくリポートしている姿が印象的だった。 

 

○  ６月４日(土)中国再発見「あの日の記憶」特別編(総合 前 10:55～11:23 中国ブロッ

ク)は、鳥取放送局開局８０周年の特別企画番組で、ＮＨＫが所蔵する膨大な資料映

像を基に鳥取県の記憶を振り返っていた。印象的だったのは、行商をしていた女性の

過去映像の後で、その息子が自分の母親の仕事ぶりや町の方々との思い出を語るシー

ンが映し出されていたことだ。むかしの映像をそのまま写し出すだけでなく、現在の

姿と重ね合わせることによって番組に厚みが出ていた。落ちついて見ることができて

よかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取放送局では午後６時台の「いちおしＮＥＷＳ鳥取」で「あの日

の記憶」というコーナーを設けているが、それを再構成して内容を膨
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らませ、鳥取県域で４月２２日(金)後 7:32 から２８分枠で放送した。

ご指摘のとおり、単に過去の映像を編集するだけではなく、映し出さ

れた人や物が今どうなっていて、過去から現在に至るまでどういう変

化があったのかということをわかりやすく伝えることを念頭において

企画制作した。 

 

○  ６月３日(金)ドキュメント７２時間「ゆきゆきて 酷道４３９」を見た。仕事の都

合で高知県へ行くことが多く、関心を持って見た。テーマは徳島県徳島市から高知県

四万十市までの、いわゆる“酷道４３９（ヨサク）”(国道４３９号)を取り上げたも

のだったが、これまでの定点観測ではなく、カメラが線(道)をたどるという新しい試

みでとてもおもしろかった。日本の原風景とも言えるような山の中で、慎ましく営ま

れている人々の人間模様が素直に描かれて好感が持つことができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドキュメント７２時間「ゆきゆきて 酷道４３９」については、カメ

ラが移動するという新しい手法でロケが行われており、私自身も興味

深く見た。なお、７月に放送予定の「ドキュメント７２時間」は広島

放送局制作で、オバマ大統領の広島訪問までの３日間を追った。オバ

マ大統領の訪問に広島市民がどのように反応するかを見つめた内容で、

こちらもぜひご覧いただき、ご意見をお聞かせいただきたい。 

 

○  ６月２日(木)クローズアップ現代＋「“奨学金破産”の衝撃若者が…家族が…」を

興味深く見た。日本の奨学金については多くが利子付きの貸与型で、親の収入が十分

ではないために奨学金を借りて、卒業後に就職できないために返済できずに自己破産

に追い詰められているという現状を伝えていた。大学の学費が引き上げられたという

事実もあると思うが、とても身近な問題でもあるので、日本の教育制度の根本的な問

題にも切り込んでいただきたい。続編を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

クローズアップ現代＋「“奨学金破産”の衝撃若者が…家族が…」

は、大学生の２人に１人が奨学金を借りている現状で、奨学金を返済

できなくなり、自己破産に追いつめられる若者が急増している現状を

描いたものだ。景気が長く低迷する中で、進学の希望がありながら進
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学できないという人に対して、学費を融資するシステムがうまく機能

していないという指摘は極めて重要な問題だ。継続取材が必要だとい

うご意見は、担当の本部部局に伝える。 

 

○  ６月１０日(金)フェイス「もう一度勉強してみんか？～地域の学習支援は子どもを

救うか～」は、不登校の子どもの学習支援を行う広島県福山市のＮＰＯの活動を通じ

て、地域での学習支援の現状と課題を紹介する内容で、とてもよく理解できた。番組

では、不登校だった子どもがＮＰＯの支援で再登校できた事例が紹介されるとともに、

寄付金収入に依存するＮＰＯの財政面の課題と可能性を示していた。ＮＰＯが受け入

れることができる子どもの人数に限界がある中で、学習支援を行う覚悟のある担い手

がどの程度いるのか心配になった。ＮＰＯに対する財政的な支援や必要性を強く感じ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「もう一度勉強してみんか？～地域の学習支援は子どもを

救うか～」については、先ほどの「クローズアップ現代＋」と事情は

似ていて、格差社会の中で勉強をする意欲を持ちながら勉強すること

ができないという子どもたちの現状の一面を、広島県福山市のＮＰＯ

の活動を通じてリポートしたものだ。今後、国や行政がどう取り組ん

でいくかということも含めて継続取材していきたい。 

 

○  ピタゴラスイッチの「１０本アニメ」がおもしろい。１０本の棒が“人格”を持っ

て話し合いをしながらいろいろな形に変化していくアニメーションに引き込まれた。 

 また、ＬＩＦＥ！「人生に捧げるコント」を楽しく見ている。「囲み取材」のコン

トで、記者に扮（ふん）している出演者の鉛筆のなめ方が絶妙で、楽しませてくれて

いる。これまでの笑いの枠にとらわれないバラエティー番組で、今後も続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ピタゴラスイッチ」は１５分の短い番組だが、ご発言のあったア

ニメや多くのギミックが凝らされた“ピタゴラ装置”など、とても多

くの手間と時間をかけて制作している。今後も楽しみにしていただき

たい。 
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○  ６月２日(木)英雄たちの選択「目指せ！“なでしこ”たちの祭典～人見絹枝の決断

～」(ＢＳプレミアム 後 8:00～8:59) を見た。人見さんが幼少時代から競技者として

の才能を開花するまでを丁寧に取材していた。当時の女性に対する世間の厳しい眼差

しや苦悩などが映像化されて見応えがあった。 

また、５月１７日(火)ハートネットＴＶ 第９回「陸上 佐藤友祈」と６月１０日(金) 

現場に立つ「ＶＳマイヒーロー～風の彼方へ」(総合 後 7:30～7:58 岡山県域) は、

どちらも岡山県を拠点に活躍している佐藤友祈選手を描いたものだったが、全国放送

のＥテレが先行放送され、岡山県域の「現場に立つ」が後になった。「ハートネット

ＴＶ」は、佐藤さんが選手として成長していく部分に焦点が当てられ、「現場に立つ」

は日常生活を含めた佐藤さんの姿が描かれていた。私自身は、Ｅテレも地域放送もそ

れぞれの番組の特徴が出ていてよい番組になっていたと思うが、一般視聴者には全国

放送の「ハートネットＴＶ」に次いで岡山県域の「現場に立つ」が後追いで制作した

ようにも受け取られかねず、もったいないという印象を受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ハートネットＴＶ 第９回「陸上 佐藤友祈」で先月放送しきれなか

った映像や追加撮影したものを加えて、現場に立つ「ＶＳマイヒーロ

ー～風の彼方へ」を制作した。記者とディレクターが午後６時台「も

ぎたて」(岡山県域)のコーナーで取り上げるなど連携しながら長い時

間をかけて取材をしていたが、結果的に「ハートネットＴＶ」が先に

放送された。 

「現場に立つ」については、競技だけではなく日常生活の中での苦

労や彼自身の思いなどをもっと掘り下げることができたかもしれない。

リオデジャネイロ・パラリンピックがもうすぐ始まるので、引き続き

取材をしていきたい。 

 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年５月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１９日（木）、広島放送局において、１２人

の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般について活発に意見交換を行った後、平成２７年度中国地

方放送番組の種別ごとの放送時間、放送番組モニター報告と視聴者意向、６月の番組編

成についてそれぞれ説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 安井  弥 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長） 

 副委員長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社 論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社 代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

渡部 朋子 （ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  大河ドラマ「真田丸」は、とてもおもしろい。脚本家、三谷幸喜さんの力量に感心

している。 

 

○  大河ドラマ「真田丸」は、オープニングで三谷さんの世界に引き込まれる。これま

では、オープニングテーマに入る前に前振りのような物語があったが、大河ドラマ「真

田丸」はいきなりオープニングテーマが始まり、その中に今日の見どころの映像が挿

入されている。視聴者の心をつかむうまい構成になっていると思う。三谷さんの脚本

は、大人の男性の可愛さをとても上手に表現していると思う。この「可愛さ」は「キ
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モイ」と紙一重だが、そのさじ加減がすばらしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

     大河ドラマ「真田丸」では、久しぶりにタイトルから始まる演出を

いた。 初に２分～２分半のタイトルを置くことで視聴者が離れてし

まうのではないかという心配もされたが、三谷さんのこだわりもあり、

タイトルの中にその回のダイジェスト映像を挿入している。台詞を入

れることができないので、映像だけで伝わるカットを厳選している。 

 

○  連続テレビ小説「とと姉ちゃん」は、演出が大げさな部分があるが、朝の放送時間

帯にはパンチがあってよいと思う。唐突だと感じたエピソードも物語が進展するにつ

れて伏線としてつながっているので、ますます引きこまれる。そして、「イケメン」

と呼ばれる俳優を贅沢（ぜいたく）に出演させていると思う。とと役の西島秀俊は、

１週間で死んでしまったし、叔父役の向井理や若旦那役の大野拓朗は、これまでのイ

メージを覆すような三枚目の役柄で、そのギャップがとてもおもしろい。 

 

（ＮＨＫ側） 

イケメンをイケメンではないように描くことは、 近の朝のドラマ

でのひとつの傾向だ。ご発言のあった大河ドラマ「真田丸」と同じよ

うに、大人の男性の可愛さを際立たせるために、個性的なキャラクタ

ーを配置しているように思う。 

 

○  「ＬＩＦＥ！」をとても楽しみに見ていたのだが、放送時間が変わって短くなり、

おもしろくなくなってきた。新しいキャラクターについていけないのが原因のひとつ

だと思うのだが、大好きな番組なのでとても残念な思いがする。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＬＩＦＥ！」は、ＢＳプレミアムでの特集番組としてスタートし、

総合テレビに移設後４５分の長さで半期毎の放送を経て、今年４月か

ら放送時間を２５分に短縮して、通年での定時放送とした。制作スタ

ッフは懸命に努力しているところなので、もう少し気長に見守ってい

ただきたい。 
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○  ドラマ１０「コントレール」は、とてもおしゃれで、ミステリー小説を読んでいる

ようだった。主演の石田ゆり子さんが演じる４０代のシングルマザーの女性の恋愛の

ストーリーと殺人事件のストーリーがうまく噛み合って、同時に２つのストーリーが

進んでいて、次回もまた見たくなる。 

 

○  ドラマ１０「コントレール」は、ベッドシーンが多くて気になっていたが、人生を

重ねたからこそ複雑な思いを抱える大人の男女の恋愛をスリリングな展開で描いた

物語で、納得できた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドラマ１０「コントレール」は、かつて大ヒットしたドラマ「セカ

ンドバージン」を書いた大石静さんの脚本だ。単に男女の恋愛を表現

するのではなく、普遍的な人間の生き方にまで迫る内容なので、ぜひ

引き続きご覧いただきたい。総合テレビの後７時台、８時台は家族揃

って見ていただける番組を、「ドラマ１０」を編成している午後１０

時台は、大人に一人で見ていただけるようにという思いを込めて番組

を編成しているので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○  土曜ドラマ「トットてれび」がおもしろい。私の娘も毎回録画して見ているので、

若い人たちに見てもらえる番組だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

土曜ドラマ「トットてれび」は、若い視聴者層によく見られている。

反面、内容は同世代であるにもかかわらず、７０歳代以上の年齢層に

はあまり受け入れられていない。大変手間をかけて制作した意欲的な

ドラマなので、ぜひ、録画して細かい部分まで見ていただきたい。 

 

○  ３月２８日(月)の「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」(総合 後 10：25～10：50)

は、以前見た絵本落語よりも、さらにイメージがつかみやすかった。古典落語の世界

がよく理解できた。とてもおもしろかったので、続編を放送してほしい。 

 

○  ５月４日(水)の「“おいしい”がニッポンを救う！」(総合 前 9:05～9:59)は、全国

の農業・漁業経営に関連する先進的な取り組みを網羅しており、とても分かりやすい
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番組だった。番組で紹介された９つの事例は、知らないものが多く勉強になった。な

かでも、キャベツ農家の人の「売れるものを作るんだ」というコメントが印象的だっ

た。顧客ニーズに合ったものを供給することは、企業経営の分野では当たり前だが、

自然を相手とする農業や漁業の分野で実践するのは容易ではないと感じた。栽培する

品種を増やしたり、収穫の時期をずらしたり、加工して付加価値をつけるなど、９つ

の事例には共通する取り組みが見られた。若手や女性の農業経営者も紹介され、明る

い未来をイメージできる内容だった。売れる物を作ることは重要だが、次回は、売り

込みの過程での苦労など販路開拓のプロセスに焦点を当てた番組を制作してほしい。

スタジオで後方に座っていたエキストラと思われる人たちの位置づけが不明瞭で、必

要以上に映り込んでしまう場面もあり、中途半端な演出で気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

スタジオ後方に座っていたのは、それぞれの事例を取材した各放送

局の記者たちだったのだが、不自然さを感じさせる演出になっていた

のかもしれない。鳥取県の事例もあり、八頭町の「超高級ブランド卵」

の事例を紹介した。鳥取放送局では、夕方の地域情報番組「いちおし

ＮＥＷＳとっとり」のなかで、「農業・漁業未来を切り拓け」という

３回シリーズの企画で取材したうちのひとつを全国展開した。 

 

○  「“おいしい”がニッポンを救う！」は、成功事例を取り上げたもので、よい部分

ばかりに焦点を当てていた。成功に至るまでの苦労やその過程での問題点も紹介され

れば、もっと理解しやすかったと思う。 

 

○  ５月６日(金)のドキュメント７２時間「北のどんぶり飯物語」は、心に響くシーン

もあったが、全体的につまらなかった。驚きも感動もなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドキュメント７２時間「北のどんぶり飯物語」は、いろいろな見方

があると思うが、震災で家を失った人や復興工事に携わる人などさま

ざまな事情を抱えた客が、どんぶり飯を前に何を思うのかを追いかけ

たものだ。いろんな立場で集まる人たちの思いが興味深く、私自身は

おもしろく見ることができた。広島をテーマにすることもあると思う

ので、今後もご覧いただいて、きたんのないご意見をいただきたい。 
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○  ５月１５日(日)のうまいッ！「プリッと歯ごたえ＆さっぱり脂身 サーモン～広島

県・廿日市～」は、広島生まれの養殖サーモンのおいしさが伝わってきた。見た人が

食べてみたい、行ってみたいと思う内容だった。広島の新しい名物になるように感じ

た。 

 

○  ５月１１日(水)のガッテン！「血液のチカラ向上作戦 脳梗塞・心筋梗塞で死なな

いために」は、とても充実した内容だった。「ガッテン！」は、私たちの生活に役立

つ内容を伝えてくれる。特に、健康に関する情報は充実していて、欠かさず見て、実

践している。 

 

○  ５月１８日（水）のガッテン！「卵料理の新世界！ふわふわプリプリ自由自在」を

たまたま見た。日本一おいしいと紹介された「エアリー卵かけごはん」をさっそく試

してみたら、本当においしかった。飛び込みで来た顧客の心をぐっとつかんで、引き

込んでいく番組づくりに感心した。テーマの選び方や見せ方に脱帽した。 

 

○  ５月１１日(水)のクローズアップ現代＋「暴力から逃れられない～密着・ＤＶ対策

前線～」を見て、女性の５人に１人が被害者という現実を知り驚いた。ＤＶの現実

や被害者や加害者の思いの一端を知ることができた。どういう人がＤＶ加害者になっ

たり、被害者になったりするのか、子どもの頃はどうだったのかといった部分が分か

れば、根本的な問題解決につながると思う。大きな問題だと思うので、今後も解決に

つながる番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

クローズアップ現代＋「暴力から逃れられない」を見て、私自身も

５人に１人が被害者で、被害者と加害者に複雑な関係があることを知

った。難しい問題によく切り込んでいたと思う。個々の事例によって

対応が違う問題だと思うので、今後も継続して取材することが必要だ

と思う。 

 

○  ５月４日(水)のＮＨＫスペシャル「１８歳からの挑戦状」(総合 後 10：00～11：00)

は、とても興味深くよい番組だった。芸能人や一般人の１０代の若者たちが現職の国

会議員に｢質問状｣を投げかけて討論を展開するなかで、タレントの武井壮さんに感心

した。自らもしっかりとした意見を述べ、みんなの意見を引き出していた。 
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（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「１８歳からの挑戦状」に対しては、多くの好評

意見をいただいている。政治家の人たちが一生懸命に答えようとする

のだが、高校生たちには政治的な建前が通用せず、戸惑っている様子

が新鮮に見られたようだ。１８歳～２０歳の若者に真正面から対峙（た

いじ）する番組は、総合テレビであまり放送したことがないので、Ｎ

ＨＫにとっても画期的な取り組みになった。ＮＨＫの視聴者層はほと

んどが６０歳代以上の年齢層で、年齢が下がるに従って視聴者数が減

少する傾向にある。これからの公共放送ＮＨＫを支えていただく２０

代や３０代の人たちにも見ていただける方法を模索している。ＮＨＫ

スペシャル「１８歳からの挑戦状」では、非常にストレートに１８歳

の人たちと話し合うことができたと思う。制作現場では手ごたえを感

じ、可能性を発見したと思う。次回作にもご期待いただきたい。 

 

○  ５月８日(日)のＮＨＫスペシャル 大アマゾン 後の秘境 第２集「ガリンペイ

ロ 黄金を求める男たち」は、とても怪しく、危なっかしくて、特異な雰囲気の番組

で、思わず見てしまった。怪しさや危なっかしさの中に、人間として生きる悲しみの

ようなものが垣間（かいま）見えて良かった。 

 

○  ５月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を探る」

は、非常に衝撃的な番組だった。人間の能力を超える人工知能がさまざまな分野に出

現し、開発者でさえどう進化するのか予測がつかない現実に不気味さを感じた。出演

した有識者が人工知能が暴走するリスクを回避するために、今のうちに人工知能を管

理する方法を考えておく必要を訴えていたが、その通りだと思う。ただ、現時点で人

間が考えられる対策を講じても、将来人工知能がそれを乗り越えてしまう可能性があ

ると思う。かつてＳＦ映画で見た世界がすぐそこに迫っているようで、不気味な思い

を強くした。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を探る」は、

全国の視聴者からの反響が大きく、高評価をいただいている。ジャー

ナルなトピックスを扱いつつ、人工知能の成長過程を分かりやすくま

とめていたと思う。未知の部分が非常に多い分野なので、これからも
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いろいろなバリエーションで取り上げていくと思う。次回の放送にも

ご期待いただきたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を探る」は、強い衝撃を受

けて録画を２度見直した。とても興味を覚えると同時に、人工知能の 先端の事実に、

映画の世界が現実に起こるような恐怖を感じた。人類一人一人が知っておくべき現実

だと思うので、今後も伝えてほしい。 

 

○  人工知能は、病理診断の現場でもデータを送って診断に利用するなど、医学分野で

も利用が進んでいる。多くの人が注目している話題だと思う。 

 

○  ４月２３日(土)のＥＴＶ特集「“らいは不治にあらず”～ハンセン病 隔離に抗っ

た医師の記録～」は、孤高のハンセン病医師、小笠原登の生涯に焦点を当てて、新た

に見つかった日記や書簡を通して、丁寧に制作されていたと思う。私自身も１０年に

わたって岡山県の長島の２つの療養所をフィールドにした活動をしてきたので、非常

に勉強になった。小笠原は京都帝大の皮膚科特研の医師で、当時国策であったハンセ

ン病の隔離政策に異を唱えた人だ。医学の領域だけではなく世論にバッシングされる

なかで自論を貫いたことに、医師として、あるいは仏教者としての良心を感じた。た

だ、厳密には小笠原医師は隔離自体に反対したのではなく、治癒した患者や軽度の患

者までも療養所から生涯出さないという絶対隔離に反対していた。その辺りのニュア

ンスが視聴者に伝わったかどうかがやや気になった。今年はらい予防法廃止２０年、

熊本地裁での隔離政策の違憲判決から１５年の節目を迎える。実に９０年続いた日本

のハンセン病隔離政策については、まだ掘り起こして検証しなければならない歴史的

な事実があることを番組を通じて教えられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集「“らいは不治にあらず”」は、国の隔離政策を戦前か

ら批判していた小笠原さんの日記や書簡が新たに発見されたことから、

資料や関係者の証言を基に、なぜ小笠原さんの説は主流にならなかっ

たのかを検証した。 

 

○  ＮＨＫニュース「おはよう日本」の気象コーナーを担当している気象予報士の酒井

千佳さんが「趣味の園芸 やさいの時間」に自分が育てたプランターを持って出演し、
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育て方や気温と湿度、水やりの加減を話していた。とても新鮮に感じられてよかった。 

 

○  アニメ「スポンジ・ボブ」の復活を喜んでいる。また、１０か月の子どもが「いな

いいないばあっ！」をいつもじっと見ている。なぜ幼い子どもをひきつけるのかを知

りたい。 

 

○  ４月２３日(土)のザ・プレミアム あさが来た スピンオフ「割れ鍋にとじ蓋」は、

存分に楽しむことができた。連続テレビ小説「あさが来た」で何度も聞いた懐かしい

言葉の数々に感動がよみがえるようだった。とてもうれしい放送だった。 

 

○  「キャッチ！世界のトップニュース」がおもしろい。世界の情勢を伝える硬派な番

組だが、ＮＨＫにしかできない番組のひとつだと思う。こうした番組を視聴者の目に

触れやすいメディアや時間帯に放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

午前７時台の「キャッチ！世界のトップニュース」や午後１０時台

の「国際報道２０１６」など、ＢＳ１では、国際情報を総合テレビの

ニュースでは伝えきれない部分まで掘り下げて伝えている。海外から

入ってくる情報のタイミングを見ながら伝えているので、これからも

放送内容に注目してほしい。 

 

○  鳥取県八頭町で公開収録された、４月３０日(土)の「ふるさと自慢うた自慢」と５

月７日(土)の「ふるさと自慢コンサート」を聴いた。収録会場で聴く機会を得たのだ

が、出場者の気持ちを和ませるような比留木剛史アナウンサーの司会や細やかな心く

ばりが感じられるゲスト二人の進行で、会場とステージが一体になっていた。地元の

産物の魅力も全国発信することができ、地元にとってもうれしい放送だった。「ふる

さと自慢コンサート」では、秋川雅史さんの「千の風になって」を生で聴くことがで

きて、感激した。会場では歌声が拍手でさまたげられる場面もあったが、放送ではま

ったく気にならなかった。音声技術さんの技術に改めて感心した。コンサート会場で

の観客のマナーの向上にも、こうした公開収録が貢献しているように思う。ＮＨＫの

取り組みが地域文化の発展に寄与していると思う。 
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（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫは、放送を届けることが 大の仕事だが、公開収録をはじめ

さまざまなイベントを行うことで、地域ににぎわいを創出したり、生

の音楽に触れる機会を提供することも役割のひとつだ。実際に見ても

らうことでより感動を伝えることができるし、違った形で放送を楽し

んでもらえるようになると思うので、今後も県内各地で公開収録など

のイベントを行いたい。 

 

○  ＮＨＫには、効率化を優先し東京一極集中を推進するのではなく、地方にも目を向

けていただきたい。ＮＨＫの米子支局は規模が縮小され寂しさを感じている。東京が

中心になるのはやむをえないと思うが、地方のニュースもバランスよく取り上げてほ

しい。４月の番組改定では、総合テレビの垣根が低くなったように感じる。お笑い芸

人やタレントの登場率が増えて、楽しくなった。内容もおもしろくなって、周囲の若

者たちにも好評だ。「鶴瓶の家族に乾杯」や「探検バクモン」などは、放送時間が移

設され非常に見やすくなった。また、時代劇も楽しんでいる。民間放送での放送が少

なくなっているので、大いに期待している。今朝早く総合テレビをつけたら、日の丸

の国旗の映像が流れていた。とてもすばらしい映像で日本人であることを誇りに思え

た。Ｅテレの夕方の幼児・子供向け番組は、内容も放送時間帯も工夫されていてよい。

わが家の孫たちも毎日喜んで見ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫの基本的なスタンスとして、全国放送と地域放送は車の両輪

で、ＮＨＫの も大きな強みは、全国に張り巡らせたネットワークで

あると思っている。このネットワークが弱くなることは、絶対に避け

なくてはならない。地域放送局は、ＮＨＫの生命線なので、強化こそ

すれ弱体化させることは決してない。 

一方、ＮＨＫ全体の職員配置において、１地方局に配置できる要員

は概ね５０人前後だ。その要員でいかに放送の質を落とさず、サービ

スを確保していくのかという部分にとても苦心している。たとえば、

広島局でかなりの番組を制作して中国地方域内局の制作パワーを補う

など、さまざまな努力をしているが、限界を感じている。インターネ

ット分野など新たな業務が拡大するなかで、どうやって質を確保して

いくのか、その解決策を検討している。技術の進歩によって、これま
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では現地でしかできなかったことを遠隔操作することができるように

なるなど、さまざまな手法を使いながら課題解決に取り組んでいる。 

 

○  ４月の番組改定をとても歓迎している。ＮＨＫの視聴者には、その日の出来事や社

会の動きを知る情報源としての役割を期待している人が多いと思う。私を含めて多く

のビジネスマンは、平日後７時に帰宅していない。たとえば、後７時半から放送され

ていた「クローズアップ現代」は、オンエアで見ることができなかった。「クローズ

アップ現代+」として、午後１０時台に移設されたことで、かなりの確率で見ること

ができるようになった。女性キャスターたちの意気込みも伝わる内容で好感を持って

見ている。キャスターの交代と編成時間の変更が、相乗効果を上げていると思う。ま

た、後１１時台の「ニュースチェック１１」は、きょうのできごとを項目立てて紹介

してくれるので、一日の 後を締めくくるニュース番組として、とてもよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

４月の番組改定については、概ね好評なご意見をいただいている。

熊本地震の影響もあると思うが、午後７時から１０時の時間帯の４月

の世帯視聴率では、ＮＨＫ総合テレビが第１位だった。平日は「鶴瓶

の家族に乾杯」や「ガッテン！」、土日は「ブラタモリ」から「トッ

トてれび」へとうまく視聴の流れを作ることができたと思う。午後１

０時からの「クローズアップ現代＋」は、ゲスト２人の意見が噛み合

わない場面があるなど、まだ試行錯誤の段階だと思う。テーマの選び

方やその切り込み方について、さらなる工夫を重ねていくので、引き

続きご覧いただきたい。 

 

○  きょう広島放送会館のエレベーターを降りたら、「クローズアップ現代＋」のポス

ターが目に飛び込んできた。女性の美しさを強く意識した化粧品メーカーのポスター

と見間違えるようなもので、番組の本当のねらいを聞きたくなった。化粧品メーカー

のポスターではなく、ＮＨＫの看板になるように、育ててほしい。それぞれの女性キ

ャスターには、しなやかに美しく、そして厳しく時事問題に切り込んでほしい。昨日

の「ニュースウオッチ９」でもリポートしていたが、ウィーンで開かれている国連軍

縮会議を取材し、現地から伝えている広島放送局の古山彰子記者がすばらしい。ひた

むきにかつ的確に取材し、淡々とリポートしてくれる。 
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（ＮＨＫ側） 

「クローズアップ現代＋」は、４月にスタートしたばかりで、まだ

視聴者のみなさんからご意見をいただきながら、試行錯誤を重ねてい

る段階なので、もうしばらく見守っていただきたい。前身にあたる「ク

ローズアップ現代」は、２０年以上続いた番組だ。いろいろなものが

多様化するなかで、国谷裕子前キャスターとゲスト１人で伝えるスタ

イルでは伝えきれないテーマが出てきたことから、見直した。 

 

○  ４月２９日(金)の勝手にブランド発見伝「岡山ＶＳ広島 究極グルメスペシャル」

は、カレー作りを通じてブランド食材の産地や生産者の声などたくさんの要素が盛り

込まれていた。白桃の缶詰の話題やピオーネの干しぶどうの話題、レモン生産者のイ

ンタビューなど、パーツとしては面白い内容が入っていたと思う。番組では、山口県、

鳥取県、島根県のご当地カレーも紹介されたが、地域を背負って立つカレーという紹

介は違和感があった。７３分の放送の中にたくさんの話題が詰め込まれているので、

飽きずに見ることができたが、番組が本来目指しているものが分かりにくい。司会者

の人選にも疑問を感じる。何度見てもなじめない。 

 

（ＮＨＫ側） 

勝手にブランド発見伝「岡山ＶＳ広島 究極グルメスペシャル」は、

当初４月１５日(金)に生放送の予定だったが、１４日（木）に熊本地

震が起きて余震が続き放送枠がなくなったため、収録に切り替え、後

日放送することにした。そのため、当初は視聴者に投票してもらう双

方向の演出を計画していたが、中止せざるをえなかった。今回のエー

スとジョーカー役は、岡山局と広島局に着任して１～２年の女性アナ

ウンサーに担当してもらい、彼女たちがカレーをテーマにして地元の

人たちとふれあいながら食材の魅力を探してもらった。今年度は、４

本の番組を制作予定で、次回は９月に放送する予定だ。毎回特色ある

演出を試みたいと思っているので、次回もご覧いただきたい。司会の

マキタスポーツさんは、「あさイチ」にも何度か出演されているほか、

山梨県での地域起こしに深く関わられている。自治体の人たちととも

に地域を魅力的にしようという活動をされていることから、今回司会

者にお願いした。 

 



 

12 

 

○  ５月１３日(金)のフェイス「ドライバーたちの相談室～病気をめぐる看護師との対

話～」は、てんかんの発作や心疾患などの「持病」が原因で車が暴走する事故が相次

ぐなか、とてもタイムリーな放送だった。鳥取県米子市の運転免許センターで免許返

納の相談に乗っている看護師の活動を追うことで、持病のあるドライバーに対して社

会がどう向き合っていくのかを考えさせられた。ゲストの立正大学教授の所正文さん

が述べていたように、地方では車に代わる交通機関の整備など社会的な制度が整わな

いと、認知症にリスクを抱える高齢者からの免許返納は進まないと思う。医療や行政

機関と連携して取り組むことで、さらに実効性のある対策になると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「ドライバーたちの相談室」は、認知症や持病が原因で車

が暴走する事故が相次ぐ現実と課題を社会に問うことができたと思う。

今回は問題提起で終わってしまったが、どうすれば高齢者の人たちが

免許を持たなくても普通の生活ができるのかという部分を取材して、

具体的な対策を考えてみたい。 

 

○  ５月８日(日)の「３９歳がむしゃら野球～２０００本安打 新井貴浩選手～」(総合

前 8：00～8：25)を見て、感動で涙した。一人の野球好きの少年がひたむきに野球を

続けてきた姿がきちんと描かれていた。カープの新井選手としてではなく、野球好き

の少年、新井貴浩として人物像をとらえられていた。野球を愛してやまない新井選手

の真実が伝わってきた。すばらしい内容なので、ぜひ全国放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「３９歳がむしゃら野球」は、１９日(木)後 2：05～2：54 に総合テ

レビで全国放送する。広島県内向けに放送後、全国的にも反響が広が

り、全国放送につながった。 

 

○  ５月１３日(金)の島根スペシャル「まげな人グランプリ２０１６」(総合 後 7：30

～8:27 島根県域)は、これまで見てきたＮＨＫの番組とは味わいが異なり、挑戦的な

番組だと思った。島根県内のユニークなスゴ技を持つ人たちに自慢の技を披露しても

らい、視聴者投票によってチャンピオンを決める公開生放送のバラエティショーだっ

た。投票結果が示された後に司会者が発表するなど、細かなトラブルはあったがゲス

トのフォローもよく、うまくまとめていたと思う。スゴ技を持つ出演者はどのように
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集めたのか、投票に参加した視聴者は何人くらいいたのか、知りたくなった。「まげ

な人グランプリ２０１６」というタイトルなので、今後も継続されるのか気になった。

継続するのであれば、もっと島根らしさを強調するなど視聴者に親しみを持ってもら

う工夫がほしい。 

 

○  島根スペシャル「まげな人グランプリ２０１６」は、やや期待はずれだった。出場

者集めに苦労は察するものの、もう少し人選に工夫が欲しかった。ただ、第１回の試

みだったので、チャレンジ精神を持ち続けて、次回を制作してほしい。島根県内には、

もっとスゴ技の持ち主がいると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根スペシャル「まげな人グランプリ２０１６」の出場者は、１か

月くらい前から放送を通じて募集したり、ディレクターが取材先で評

判を聞いて出演交渉をしたりして集めた。チャンピオンを決める視聴

者投票には、のべ 400 人くらいに参加いただいた。次回の放送につい

ては現時点では決まっていない。局内的にも若手職員、スタッフがま

とまって制作していたので制作現場の雰囲気も大切にしながら、地域

の人ににぎわいや元気を感じてもらえるような番組を継続していきた

いと思う。 

 

○  ＮＨＫ鳥取放送局開局８０年企画「あの日の記憶」は、ＮＨＫの映像資産の豊かさ

を再認識させてくれた。昭和１１年の鳥取放送局開局や３４年のテレビ放送開始、２

６年の江府町苦﨏（にがさこ）トンネルの開通、４１年の法勝寺電車など、ひとつひ

とつの映像から、これまでの鳥取の歴史を振り返ることができた。貴重な映像を保存

し改めて見せてくれたことに鳥取県民のひとりとして感謝したい。 

 

○  オバマ大統領の広島訪問の日が近づいている。あわせて安倍首相も来広する。私た

ちは、これが日米同盟強化の「１つの演出」につながることを危惧している。ＮＨＫ

においても、外信部や政治部主導の解説ではなく、“ヒロシマの心”を汲み取った多

様な報道に努めていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

オバマ大統領の広島訪問については、本部からのさまざまな番組ク
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ルーのほか、国際放送局のクルーも広島入りしており、国内外に向け

てさまざまな情報を発信していく予定だ。広島放送局では、被爆地の

放送局として、オバマ大統領の訪問を生中継で伝えるほか、当日後８

時から特別番組「オバマ大統領広島訪問 被爆地ヒロシマの思い」を

中国ブロック向けに放送する予定だ。ぜひ、ご覧いただき、ご意見を

頂きたい。 

 

○  オバマ大統領の広島訪問をどう伝え、どう読み解くかはＮＨＫをはじめ報道各社に

問われていると思う。同時に、広島市民にも問われている。終日、ただ伝えるだけで

終わってしまうのか、もっと違う視点から伝えることができるのか、メディアにとっ

ても広島市民にとっても正念場だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

オバマ大統領の広島訪問については、全力を挙げて準備をしている。

「お好みワイドひろしま」では、５月１２日(木)から「オバマ大統領

へのメッセージ」という企画を立ち上げ、いろいろな人にインタビュ

ーして、それぞれの思いを語ってもらっている。２７日（金）の広島

訪問当日には、それらを集大成した特別番組を予定している。ぜひ、

ご覧いただいたうえで、ご意見を頂きたい。 

 

○  「もぎたて！」は、スタジオセットがピンク系から紫系に変わってシックになった

印象だ。アナウンサーの人たちの衣装がもう少し明るい色調だと良いと思う。ぜひ、

検討してほしい。 

 

○  「√るーと high↑2」を毎回欠かさず見ている。疲れていて頭を空っぽにしたいとき

にぴったりの番組だと思う。マンボウやしろさんの人柄が前面にでていて、大好きな

番組のひとつだ。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年４月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、２１日（木）、広島放送局において、１０人

の委員が出席して開かれた。 

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

報告と視聴者意向、５月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 安井  弥 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長） 

 副委員長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社 論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社 代表取締役） 

渡部 朋子 （ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ４月１９日(火)のクローズアップ現代＋「いつ自宅に戻れるのか～“連鎖”大地震・

住宅倒壊の衝撃～」は、熊本を中心とする大地震で、倒壊した家屋の専門家による危

険度判定の解説などを交え、多くの住宅が倒壊した実態を検証していた。最初の揺れ

に耐えた住宅が、２度３度の揺れで倒壊したけケースが相次いだことや、耐震補強対

策が遅れた市庁舎が倒壊したことで、災害時のヘッドクォーターとしての役割に支障

をきたしたことなど、災害時の問題点をしっかりと伝えてくれた。 

 

○   熊本地震は、これまでの地震災害の経験を超えるものだと思うので、伝える側も初

めての地震報道に取り組むという報道姿勢が必要だと思う。日々刻々と変わる現場の

情報を伝えると同時にこれまでの経験を生かして、人々の行動に示唆を与える報道に

期待している。たとえば、２年前の広島土砂災害の際、女性たちが避難所等でどのよ
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うな問題に直面したのかという内閣府による調査を行っており、結果もまとめられて

いる。こうした情報を早めに伝え、過去の教訓を今に生かすことにつながるような番

組を早く制作してほしい。また、熊本地震の一連の報道のなかで、原子力発電所につ

いての情報発信が少ないように感じる。原子力発電に賛成でも反対でも国民の関心が

高い事項なので、九州や四国の原子力発電施設の状況をもっと伝えてほしい。熊本地

震だけではなく、今、地球規模で地震が多発している。広い視点から地震をとらえた

報道も求められていると思う。「クローズアップ現代＋」での地震報道において女性

キャスターの感情的な表現が気になる。被災者に寄り添うという気持ちの表れだと思

うが、寄り添うこととエモーショナルに対応することは違う。しっかりとした立ち位

置から冷静に伝えることが必要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

熊本・大分を連鎖的に襲った地震は、１４日以降、異例の回数で地

震が繰り返され、連鎖する揺れが建物やインフラにダメージを与え続

けるという、これまでにない、地震災害となった。最初の地震発生か

ら２日後のＮＨＫスぺシャル「緊急報告 熊本地震 活断層の脅威」

では、今回の地震が引き起こされた原因や続く余震活動が活断層に与

える影響、さらに、突然襲ってくる地震に私たちはどう備えればよい

のかについて、現地での緊急取材から報告した。今後も時間経過につ

れていろいろな事実が明らかになってくるので、地震の規模や原因、

対処のしかたや被災者に対する医学面での配慮など、さまざまな視点

から検証していく必要があると思う。ＮＨＫスペシャル「巨大災害 Ｍ

ＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲ」は、地球的な規模で災害のメカニズムを

解析したシリーズだ。熊本地震も特異な地震災害として対象となる事

例だと思う。原子力発電所についての情報発信は、現在稼働している

川内原子力発電所への影響を中心に伝えているが、不足している部分

があるのかもしれないので、現地に確認してみたい。 

 

○   熊本地震のＮＨＫのニュースや特集番組は、時間がたつにつれて民放キー局の報

道がおざなりになるのとは対照的に、十分な報道量があることには敬意を表したい。

ただ、地元熊本県や市町村の動きがほとんど報じられていないことが残念だ。機能が

麻痺しているのか、報道の対象として軽んじられているのか。政府筋の動きしか報じ

られないと、非常時こそ必要な自治・自立の精神が忘れ去られてしまうと思う。また、
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発生直後の益城町からのリポートは、民間放送局の番組キャスターの方が突っ込んで

いて良かった。また、被災地で細やかな情報を避難者向けに伝えているラジオ放送に

ついて教えていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

熊本地震報道については、地震が繰り返されている状況の中で今起

きていることが情報の中心になるため、その時その時の自治体や消防

の動き、警察の対応などの報道は、これまでの災害時よりは少なくな

っているのかもしれない。今後、検証が進めば、自治体の動きを含め

て対応は正しかったのか、反省すべき点はなかったのか、検証してい

く場面も出てくると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは、災害の発生により、被災した人たちに向けて、被災地

での生活や復興に必要な情報を伝えるライフライン情報放送を行って

いる。この放送は、ＮＨＫのホームページから、全国どこでも聞くこ

とができる。 

 

○   熊本地震の被害が広がっているが、九州地方では新茶の収穫が始まる時期なので、

新茶の流通が気になる。人命救助が最優先されるのは当然だが、災害現場や周辺の道

路状況や経済流通についても伝えてほしい。熊本地震の報道に関連して、マスコミの

モラルに関するネット上の書き込みを目にした。報道へリコプターの騒音で夜眠れな

いとか、救助時に押しつぶされた家屋の中からの声を聞き取りにくいという事例があ

ったそうだ。マスコミ各社では、どのように連絡を取り、取材現場をコントロールし

ているのかお聞きしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

災害現場の取材については、被災された人たちを最優先に考え、へ

リコプターの音や夜間の照明などに配慮している。避難生活が長引く

につれて、被災された人たちに体の疲れや精神的なイライラが募って

くると取材者と被災者の関係がうまくいかない事態が生じるケースが

ある。今後も十分な配慮をしながら取材していく。 
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○   マスコミ他社との協定などは存在しないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

取材ヘリの運航については、航空法などで定められたルールがあり、

ＮＨＫでは、救助活動の妨げにならないよう通常よりもさらに高い高

度を飛ぶなどの配慮を行っている。他社との取材協定の有無について

は、報道現場に確認する。 

 

○   熊本地震関連の報道の中で、専門家の「広域避難を考えるべきだ」という提言に賛

同している。避難されている人たちが適切に判断できる情報を届けてほしい。また、

被害を受けた家屋の応急危険判定のニュースが伝えられたが、赤・黄・緑の紙を貼り

ますと言うだけではなく、その結果からどう行動すればよいのか、どこに相談すれば

よいのかという情報も被災者に届くよう伝えてほしいと思う。ＮＨＫの公開ホームペ

ージの「そなえる防災」の情報が充実している。なかでも「動画で学ぶ」のコーナー

は、すぐに役立つ情報が掲載されているので、多くの人に見てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

避難者に役立つ地震関連の報道としては、たとえば「あさイチ」で

は、２０日(水)は「いま避難生活に必要なもの」、２１日(木)は「熊

本地震 被災地で知りたいこと」など曜日ごとにテーマを決めて、身

近ですぐに役立つ情報を伝えている。今後もいろいろな形で、被災者

の生活再建に役立つ情報を発信していく。 

 

○   熊本地震については、丁寧な報道がされていてよいと思う。山口県内を車で移動中

に、被災地のスーパーや商業施設の営業状況を知らせる情報が伝えられた。被災地で

は、極めて有益な情報だが、山口県民にとっては不要な情報だと思う。放送に違和感

をもった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫの放送には、テレビ、ラジオとも全国向け、中国地方や九州

地方向けなどの各ブロック向け、さらに各県内向けの放送がある。ご

指摘の特定の地域に関するライフライン情報放送は、各県内向けに放

送することが多いが、状況によりブロック向け、全国向けに放送する
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場合もある。放送枠などを総合的に判断をしながら、今伝えるべき情

報を伝えるようにしている。さらに、ホームページやインターネット

による同時再送信などさまざまな手段を活用して、必要な情報を被災

者に届ける工夫をしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

熊本地震が発生した時、山口県内でも震度４を観測したので、その

後も熊本県の情報ではなく、山口県内の状況をもっと伝えてほしいと

いうご意見が届いている。熊本地震による被害が大きかったので、全

国放送では熊本地震の報道が優先されたこと、放送枠の制約があるこ

とから、山口県内の情報を分厚く伝えきれていない印象をもたれたと

思う。山口放送局のホームページや夕方の情報番組「情報維新！やま

ぐち」などで、可能な限り詳しくお伝えする努力をしているので、ご

理解をいただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ラジオについては、各県内にいくつかの放送所を設けて、各県の放

送局から電波を送出している。放送所によって周波数が異なるので、

通常であればお住まいの地域の放送をお聞きいただけるのだが、山口

県は地理的に福岡県に隣接しているので、あるいは九州の放送を聞か

れたのかもしれない。 

 

○   熊本放送局のラジオをインターネットで聴けることに感心している。インターネッ

トのよさを生かした取り組みだと思う。熊本地震の発生から１週間が経過し、地震の

メカニズムや解析が行われると思う。災害報道においては、見ている人たちに自分の

事として捉えてもらうことが大切だと思う。自分自身の問題として受け止めてもらえ

れば、防災意識を持ってもらえると思う。災害が起きた時だけ関心を持つのでは、防

災意識の浸透は難しい。さらに、正しく災害に備えるためには、地震などの災害につ

いて、ただ恐れるだけでなく、正しい知識を持つ必要があると思う。人々が正しい防

災意識を持つことにつながる報道を期待している。 

 

○   ３月１７日(木)のＮＥＸＴ 未来のために「科学者６５歳 研究室を出る 広島原

爆 残された謎を追って」は、原爆投下直後の広島で未だ証明できていない被爆のメ
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カニズムの解決に執念を持って取り組む科学者の姿をきちんと追いかけていた。地味

だが、非常によい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＥＸＴ 未来のために「科学者６５歳 研究室を出る 広島原爆 

残された謎を追って」は、被爆者の健康状態を４０年にわたって追跡

したデータを再び解析し、内部被ばくの実態や原因を科学的に証明し

ようと調査を続ける広島大学・原爆放射線医科学研究所の大瀧滋教授

の姿を追った。大瀧教授の研究は、他の研究者にも受け継がれている

ので、調査を続けることで新たな発見もあると思う。今後も取材を継

続し、伝えていきたい。 

 

○   ３月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？２～母と“イクメン”

の最新科学」は、ママの苦悩に最新科学で迫った１月の放送の続編として放送された

が、前回のまとめも織り込んで、前回見逃した人にも分かりやすくまとめられていた。

特に男性の育児について、科学的に解明し、夫をイクメンに変身させるホルモンの存

在など、とても興味深い内容だった。実験で男子学生が育児体験をする場面があった

が、学校に義務教育でも実践してほしいと思った。共同養育に対する理解が進むと思

う。また、女性にとって妊娠・出産の時期は女同士の関係が大きく変わる時期で、友

達がいなくなることもある。ママ友との付き合い方や子どものいない人との付き合い

方などをテーマにした第３弾の放送を期待している。 

 

○   ４月１７日(日)のＮＨＫスペシャル 老人漂流社会「団塊世代 しのび寄る“老後

破産”」は、いま日本社会が抱える非常に大事で大きな課題について問題提起してく

れた。とても意義のあるよい番組だったと思う。自分の年代と重なり身につまされた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「団塊世代」に忍び寄る老後破産の現実は、私自身も身につまされ

る思いだ。すぐに結論を出せる問題ではないが、「ＮＨＫスペシャル 

老人漂流社会」では、これからも厳しい現実を指摘していく一方で、

解決につながるようなアプローチを続けていくので、引き続きご覧い

ただきたい。 
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○   ＮＨＫスペシャル 老人漂流社会「団塊世代 しのび寄る“老後破産”」は、３

世代同居に伴う団塊世代の人生設計の崩壊について（ダブルケアなど）、実名と顔を

出していくつかの家庭を追っていたのは非常にリアリティがあった。ただ、ルポがい

いだけに、最後に鎌田キャスターが「家族の絆を大切にする団塊世代が」という言い

回しで締めていたのが気になった。そういう「皆のために」という義務感がかえって

この世代を追い込んだのではないかと思う。取材に応じていた人はみな、いい人ばか

りだったが、番組で指摘したように、団塊世代では格差も大きい。時には、すがって

くる家族を突き放す「逃げの手」を打たないと自死や心中がきっと増えるのではない

かと危惧している。さらに、７９歳までリフォームローンを組ませる金融機関は名前

を公表してほしいくらいだ。金融機関の経営姿勢に反発を感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル 老人漂流社会「団塊世代 しのび寄る“老後破

産”」で取り上げた三世代同居に伴う老後破産の問題は、なかなか解

決策を見つけられない難しい問題だ。ご発言のように、切り離すこと

が唯一生き残る道かもしれないが、子どもの世代も親の世代も共に生

き延びる道を追いかけるのがメディアのひとつの役割だと思っている。

厳しい現実を認める一方で、その人たちの最大幸福は何なのかという

ことを考えることもドキュメンタリーの使命だと思う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル 老人漂流社会「団塊世代 しのび寄る“老後破産”」は、親の

介護と子どもの生活を同時に支援した自分の経験と重なり、考えさせられた。まさに、

今の日本社会が抱えている大きな課題のひとつだと思う。タイの知人にタイでの状況

を聞くと、家族の中でだれかが親の面倒を見て、その他の家族は面倒を見ている人の

生活を支えているという。中国の例では、家族のだれかが介護を必要とし入院してい

る母親に２４時間付き添い、生活すべての面倒を見て、別の家族たちが生活に必要な

経済的な支援をしているそうだ。こうした、外国での事例も紹介してほしい。日本の

現状をより理解することにつながると思う。 

 

○   連続テレビ小説「あさが来た」を半年間とても楽しく視聴した。４月２日(土)の最

終回は、とても残念な思いがした。視聴率も高く好評だったと聞いているが、その理

由は、俳優陣のすばらしさに加えて、主人公であるあさの人生を描くことで生きるこ

との意味をしっかりと伝えてくれたからだと思う。「思い通りにならない日は明日頑



 

8 

 

張ろう」や「みんなが幸せになるための武器は、銃でも大砲でも悪口でもなく人の気

持ちを思いやることのできる優秀な頭脳と柔らかい心だ」など、たくさんの心に残る

言葉があった。３月２７日(日)には、アナザーストーリーズ「あさが来たＳＰ」(総

合 前 8：00～8：44)も放送され、ヒロイン“あさ”のモデルとなった実業家・広岡浅

子について知ることができた。とてもうれしい放送だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「あさが来た」に対しては、多くの人からご批評を

含めてさまざまなご意見をいただき、感謝している。４月２３日(土)

のザ・プレミアム あさが来た スピンオフ「割れ鍋にとじ蓋」では、

加野屋の中番頭の亀助を中心にお馴染みのメンバーが登場して物語を

展開するので、お楽しみいただきたい。 

 

○   ４月４日(月)から始まった「ニュースチェック１１」を毎日見ている。当日のニュ

ース項目の一覧にチェックする欄があり、チェックするたびに発せられる音が大きい。

緊急速報くらいの音量で、特に熊本地震の後はドキッとする。たとえば鳥の声や可愛

いチャイムの音にするなど、柔らかい感じに改善してほしい。２人のキャスターがき

ょうの出来事をシェアし合っているようで、番組全体の雰囲気は温かい印象だが、ス

タジオセットなど見た目のおしゃれ度に欠ける。インテリアの色合いやテロップ表示

のしかたなど、もう少し工夫すると女性の視聴者をもっとひきつけることができると

思う。 

 

○  「ニュースチェック１１」は、最初に１日の主要なニュースのインデックスが示さ

れるので、とても機能的で分かりやすい。１日の締めくくりのニュース番組として、

とても良いと感じている。 

 

○   ４月５日(火)の「ニュースウオッチ９」で、大学生の仕送りの金額の話題が取り上

げられた。１日の生活費が 800 円～900 円という厳しい金額だったので、テレビを見

た大学生たちが暗い気持ちになるのではないかと気になったが、「ないなりの生活を

するのが学生時代の貴重な体験になるのではないでしょうか」という河野キャスター

の言葉にほっとした。とてもすてきなコメントだった。 

 

○   ４月１０日(日)のＮＨＫアーカイブス「女の生き方～男女雇用機会均等法３０年
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～」を見た。女性の活躍が叫ばれる今、法律制定までの苦悩を描いた番組を見ること

ができた。「男女雇用機会均等法」が施行されて３０年という節目にふさわしい、タ

イムリーな放送だったと思う。「ＮＨＫアーカイブス」は、過去の貴重な映像にふれ

ることができるＮＨＫならではの番組だと思う。今後も続けてほしい。 

 

○   ４月１５日(金)の新日本風土記「山陰海岸」は、多彩な表情を見せる鳥取の海と共

に生きる人々の暮らしをあますところなく伝えてくれた。鳥取砂丘のなりたちや海岸

の集落で連綿と続くならわしなど、初めて知ることもたくさんあり、大変感激した。

番組のコメントも松たか子さんのナレーションもすばらしく、感動した。 

 

（ＮＨＫ側） 

新日本風土記「山陰海岸」は、再構成して、６月１２日(日)の「再

発見 美しき山陰の海に生きる」で、中国地方向けに放送する予定な

ので、ご覧いただきたい。 

 

○   新日本風土記「山陰海岸」は、鳥取県東部から中部、西部のそれぞれの風景や人間

模様を映し出した「新日本風土記」らしい番組だった。冬の松葉ガニ漁と家族の営み、

北前船が立ち寄った港の廻船問屋の歴史、小正月の郷土料理、皆生温泉の海岸、境港

の弓浜がすりなど、伝統産業と歴史と四季の風景をバランスよく取り上げていた。特

に「鳥取ブルー」と呼ばれる森のミネラルが流れ出た緑がかった水中を魚の群れが泳

ぐ映像は、とても美しく、海のゆらぎを感じて海底に潜っているような心地がした。

空撮による海岸線の映像もすばらしく、静と動を切り分けたカメラマンのセンスと技

術力の高さに関心した。全国放送にふさわしい番組だった。 

 

○   「ためしてガッテン」が「ガッテン！」としてリニューアルされた。すばらしい番

組なので、これからの放送に大いに期待している。 

 

○   ４月１５日(金)の「ＮＨＫけさのニュース」で、現地から熊本地震の情報が伝えら

れたが、伝え手の話し方が不慣れで非常に聞き取りにくかった。改善を望みたい。 

 

○   ３月２７日(日)のＢＳ１スペシャル「ＴＯＳＨＩＫＯ～スウィングする日本の魂

～」(ＢＳ１ 後 7：00～7：50)は、ジャズファンのひとりとしてとてもうれしい放送

だった。日本人としてただ一人アメリカジャズ界の最高峰「ジャズマイスター」の称
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号を贈られ、今もＮＹを舞台に活躍を続けるジャズピアニスト、秋吉敏子さんの波乱

の人生を演奏を交えて伝えてくれた。秋吉さんの人としての魅力が心に残った。 

 

○   ３月１８日(金)の勝手にブランド発見伝「岡山県早島町」は、前回までの軽いノリ

やふざけた感じが抑えられて、落ち着いた感じでよかった。エースとジョーカーそれ

ぞれから出された早島町を活性化するプレゼンは、どちらも実現可能で有効性のある

レベルの提案がされていたと思う。ただ、地域活性化に取り組んでいる者の目から見

ると、今回提案された一過性のイベント的なものでは、活性化にはつながらないと思

う。過去の放送を振り返っても「勝手にブランド発見伝」は、番組としての面白さに

欠ける。新しい発見や驚きがないことがその理由だと思う。レギュラー出演者の起用

にも疑問を感じる。もっと地域活性化に関心や知見のある人の方がよいと思う。まだ

改善の余地があると思う。喜んで見たくなるような番組に育ててほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

勝手にブランド発見伝「岡山県早島町」は、非常にオーソドックス

な作りだったので、見やすかったのだと思う。エースとジョーカーの

調査員が、それぞれ、人に出会うことで、発想のヒントを得て、提案

していったのがよかった。そこに暮らす人々が見える内容だったと思

う。「勝手にブランド発見伝」は、放送を見た人たちが早島町に行っ

てみたいと少しでも思ってもらえるようなきっかけが生まれることを

期待している。次回は、４月２９日(金)に、勝手にブランド発見伝「岡

山ｖｓ広島 究極グルメスペシャル」を放送予定だ。エース調査員の

岡山局の星麻琴アナウンサーとジョーカー調査員の広島局の上原光紀

アナウンサーが、地元の食材を探し、地元の人たちに教えてもらいな

がら、その食材を使って究極のカレーを作る。これまでとは違う作り

なので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   ３月１８日(金)の島根スペシャル「笑顔のレシピ～雲南市 笑んがわ市～」を見て、

過疎対策の必要を痛感した。過疎が進む島根県の山間地で手作りの煮物や漬物を並べ

て、人々が集まり、お互いの安否を気遣ったり、コミュニケーションをとったりする

「笑（え）んがわ市」は、効果的な取り組みだと思う。日本には、過疎が進んでいる

地域がたくさんあるので、この取り組みのように、みんながお互いに顔を突き合わせ

ることができる環境をどんどん作っていく施策が必要だと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

「笑んがわ市」の取り組みは、過疎対策のヒントのひとつになるか

もしれない。一方で、過疎地を抱える自治体に対策を行うパワーがな

くなってきている現実もある。松江放送局では今後も取材を継続し、

自治体の役割を含めて過疎地域の将来像を探るような番組を発信して

いきたいと考えている。 

 

○   ４月１０日(日)の島根スペシャル「地域の“行き先”は～廃止問題に揺れる三江線

～」は、過疎化の進む地方の鉄道路線を維持していくことの大変さを示してくれた。

個人的には、愛着のある鉄道だが、人々の暮らしを守るためには、バス路線への転換

もやむをえないのだと感じた。地域と鉄道との関わりを考えさせてくれた番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

去年１０月、ＪＲ西日本が三江線について廃止を含めて検討する方

針であることを公表して以来、存続か廃止か地元との間で議論が続い

ており方向性もまだ見えない状況だ。島根スペシャル「地域の“行き

先”は」では、現段階での双方の状況に加えて、地域の将来を再考し

ようとする住民の動きなどを追い、地域と鉄道の関わりを考えた。県

民の関心が高い話題なので、継続して取材していく。 

 

○   ４月８日(金)の中国！ちゅーもく！ラジオ「やしろ荘でごにょごにょ」は、「ごに

ょごにょ」という言葉の響きが好きで気になる番組だった。ラジオの世界にある架空

のアパート「やしろ荘」を舞台に、大家のマンボウやしろさんと住民の鳥取放送局比

田美仁アナウンサーと上田正恵アナウンサーが繰り広げる軽快なトークは、とても楽

しかった。「鳥取」と「ドリーマー」をかけた「トットリーマー」というコーナータ

イトルも工夫されていて、引きつけられた。出演者の話し方が軽快で気持ちよい番組

だった。 

 

○   「情報維新！やまぐち」は、気象コーナーが充実してよりよくなった。やはり、気

象キャスターが実際に山口局に来て伝えてくれる方がより身近な情報として受け取

ることができる。 
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ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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