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平成２９年３月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１６日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、前回の審議会での答申を受け「平成２９年度九州沖縄地方向け地域放送番

組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２９年度九州沖縄

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

九州沖縄ミライ語りっ！「“絶食化”するニッポン！？～恋愛も結婚もしない！？～」を

含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 宮崎 和恵 （（一社）大分学研究会運営委員） 

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     明石  良 （宮崎大学副学長） 

井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局総務） 

      長﨑 健一 （（株）長崎書店代表取締役社長） 

      平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 山元 紀子 （霧島高原ビール（株）代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜ 九州沖縄ミライ語りっ！「“絶食化”するニッポン！？～恋愛も結婚もしない！？～」 

（総合 ２月２４日(金) 福岡局制作）について＞ 

 

○  今の若い人たちは、本当は結婚願望がないわけでも、彼氏や彼女が欲しくないわ

けでもない。一般の人が番組を見て、そのことを理解できたか気になった。番組の

出演者は思ったことをそのまま話している感じがしたので、今の若い人たちの価値

観が昭和の世代と違うことや、何が違うかを、何かしら示すことができるとよかっ

たと思う。 
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○  まず、タイトルが過激だと思った。少し抵抗を感じるタイトルだったので、もう

少し柔らかい表現にしてもよかったと思う。 

 次に、スタジオのバラが気になった。恋愛がテーマなので、スタジオにバラを並

べていたのだろうと推測するが、出演者の顔より後ろのバラが気になるほどだった

ので、少しバラを強調しすぎたのではないか。 

 出演者については、職種が多岐に渡っていて、すごくおもしろかったと思う。ど

のように出演者を集めたのか気になった。 

 最後に番組内で出てきたグラフが何を表しているのか、よく理解できないまま、

番組が進行してしまった。あえてグラフを出す必要はなかったのではないか。 

 

○  今どきの恋愛事情について話を聞いたことはあったが、番組を見て実感したとい

うのが率直な感想だ。 

 結婚観について他国と比較していたが、日本の数値が本当に飛び抜けて高いと評

価できるものなのか、比較した国は適切だったのか、また、比較した意図がどこに

あったのか、視聴者に何を伝えようとしていたのかわからなかったので、グラフや

数字の使い方をもっと工夫すべきであったと思う。また、男性の生涯未婚率につい

ても触れていたが、マスコミが話を誘導しているようで違和感があった。 

 若者が話を進めていく中で、ＳＮＳなどの今時の恋愛や、ネットで出会うことの

危険性などについて触れられていたことはよかったと思う。 

 先ほど指摘があったが、本当に結婚したくないのではなく、コストがかかるといっ

た理由で、結婚したくてもできないということが現実だと思う。若者の本音をもう

少し深掘りするともっとよかったと思う。 

 あぐらで目をつむっている出演者がいたので、とても気になった。違和感を感じ

た。 

 

○  番組を見ながら、出演者のマイクの音量をかなり調整しているのがわかるほどゲ

ストの声量に差があって、番組制作には苦労されたのではないかと思う。また、今

回は出口が見えないテーマを扱っていたので、構成を作る際も苦労したと思う。視

聴者としてはライブの臨場感があって、おもしろく見ることができた。 

 ただ、私の周囲には同じような状況の人がいないので実感が湧かなかった。しか

し、今の時代は「ノマド」のように、会社に属さず、パソコン１台で仕事をすると

いう働き方もあるので、結婚や恋愛のスタイルが大きく変わっていても不思議では

ないのだと感じた。 

 私も出演者の人選が気になったので、ぜひ教えていただきたい。 
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（ＮＨＫ側）  

まず、九州沖縄に住んでいるＮＨＫネットクラブの会員から

恋愛や結婚に関するアンケートをとり、取材に協力していただ

いた。その中から番組に出てもよいと答え、スケジュール上も

問題がなかった方に出演していただいた。そのほか結婚相談所

に紹介していただいた方や、婚活イベントを主催している方な

どにも出演していただいた。人選は恋愛に積極的か消極的か、

結婚したいかどうかという点を考慮し、うまくバランスがとれ

るように選定した。 

 

○  インドネシアの留学生が出ていたが、どのように選んだのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

インドネシアの人は日頃のつきあいの中から紹介していただ

いた。将来日本で働きたい、日本人とおつきあいしたいと考え

ている留学生で、日本を外から見る視点を持っていると考え、

出演していただいた。 

 

○  インドネシアはイスラム教の国で、イスラム教のコーランには結婚についての規

定が明確に書かれている。その背景を踏まえておかないと今回の議論のテーマには

合わなかったと思う。 

 

○  ＳＮＳの発達などで選択肢が多く、自己充足感を得る手段が恋愛以外にも多様化

していることや、経済面での不安から結婚を思いとどまっている人は、自分の周囲

に同じような人がいるので、とても理解できた。高度経済成長期以来の終身雇用で

働き、マイホームを購入するという価値観が変わってきているのを感じた。出演者

もさまざまな個性の人の本音や感情がかいま見え、とてもおもしろかった。 

 恋愛に積極的か消極的かといった設問は、明確に分けられるものではないので、

明確にできないあいまいな部分が、もう少し見えてくる構成だとよかったと思う。 

 自分の価値観や、自分が何者かを知ることが自分の幸せにつながるのではないか

という意見は、とても考えさせられた。恋愛や結婚とは別の大きなテーマが隠れて

いると思った。 

 

○  私が小学生の頃は、将来の夢を聞かれると、クラスの何人かの女の子は「きれい

なお嫁さんになりたい」と言っていたが、今はそのように言う女の子がいない時代

になったのだと感じた。 



4 

 また、私自身は理解できないテーマだったが、職場の社員など、今の女性にとっ

ては共感できる部分が多かったようで、非常にギャップを感じた。今度は結婚感を

テーマにした５０代の「ミライ語りっ！」があるとおもしろいと思う。 

 スタジオのバラについては私も出演者の顔を目立たなくしていたように感じたの

で、改めてセットは大事だと思った。 

 

○  結婚するかどうかは個人の自由意思だと思うが、果たして個人の自由意思で解決

できるほど単純な問題なのか、という疑問が社会全体に広がってきたと感じている。

よい番組にするためには、背景にある問題の焦点を定めて、一つ一つひもといてい

く必要があると思った。 

 若者が結婚や恋愛は面倒くさいと考えることが本音かどうかはわからない。もし

本音であるとすると、何かしら生物学上の問題が背景にあるかもしれないし、価値

観の問題だとすると、教育や家庭の問題などが背景にあるかもしれない。もっと掘

り下げる必要があったと思う。このテーマを扱う番組が討論形式でよかったのか、

番組のテーマとして妥当だったか少し疑問に感じた。結婚、恋愛は私たちにとって

非常に重要な問題だと思うので、ほかの番組でも掘り下げていただきたいと思った。 

 

○  人口減少や都市の衰退など、今までに日本人が経験したことがない問題に直面し

ている時代になり、若者にもこれまでとは違った感覚や文化が生まれてきているの

ではないか。また、背景にあるさまざまな問題が複雑に関係して、今の結婚や恋愛

に対する問題が起きていると思う。出演者がいろいろな視点から意見を話していた

ので、もっと意見交換できる雰囲気になるように、机をＵ字型や円型に配置すると、

踏み込んだ話ができたのではないか。 

 雰囲気の独特な出演者がいたが、司会者とのやりとりだけだったので、ほかの出

演者同士で議論する機会があってもよかったと思う。 

 

○  恋愛論を論じる前に、恋愛の前提となる「人を好きになる感情」について番組で

は触れていなかったので、そもそも出演者がどのように考えているか気になった。 

 恋愛が多様化していることは、若者が車を買わないことやお酒を飲みに行かない

といったさまざまな背景事情、心理学的な問題にもつながっていると思うので、番

組で取り上げた問題をもっと深掘りしてほしかった。 

 私は昭和の時代に育ったので、最初から最後まで「本当にそうなのか？」という疑

念が拭えなかった。ガレッジセールが昭和の親の立場として出ていたが、出演者の

親としては若いと思うし、もっと上の世代の夫婦からの意見があると、また違った

若者の本音が出てきたと思う。 
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○  ガレッジセールは私たち同様に青春は恋愛こそすべてであると言い切り、若者た

ちは次々と恋愛の根底にあるはずの異性に対して、興味がないと言い切っていた。

好きという感情が分からないという発言には、頭が混乱するほどだった。ファッショ

ンに身を固めた青年は異性に見せるためのファッションではないと言い切ったが、

もともとファッションは異性に魅力を発散し、異性を自分に引き寄せるための道具

であるはずだ。 

 少子高齢化の中、企業の戦略はどうしても若者の消費マインドの喚起に向かう。

この番組はひょっとしたら消費マインドのヒントになるかもと考えさせられた。若

者の消費行動は異性への感心で成り立つものと信じ切っていたので、若者の発する

意見があまりにも自分たちとかけ離れていて驚いた。 

 若者の草食を超えた絶食の原因が、個々の興味が増えて自分を熱くする選択肢が

多くなったことで、恋愛は上位に入らないとか、ＳＮＳの普及で会話に緊張感がな

くなっているとか、時代がいつの間にか自分の頭を飛び越え、背中さえ見えなくなっ

ていることに戸惑いを覚えた。この番組は、恋愛や結婚に対する本能的な欲を疑い

もせずにいた自分に、いささかの不安を感じさせるとともに、大いに啓発された。 

 

（ＮＨＫ側）  

一部批判のあった出演者は、恋愛や結婚を達観した人を出演させ

たいと考えて人選した。また、指摘をいただいたとおり、背景やテー

マをもっと深掘りすればよかったと思うが、深掘りしても答えが見

えないということも一方であるので、非常に難しかった。今回はま

ず、若者の価値観が変化していることを視聴者に理解していただけ

ればよかったと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ミライ語りっ！」は荒削りだとは思うが、若手のディレクター

が中心となって作っている新しい可能性のある番組だ。伝え方など

課題はあるが、ぜひ厳しくも温かい目で見ていただきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２２日(水)のあさイチ「スゴ技Ｑ特別編 “春ボディー”スッキリ大作戦」

で、まな板を掘り下げて伝えていた。レストランなどを営業するにあたり、保健所
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は木のまな板の使用を認めないが、番組では、木のまな板のほうがプラスチックの

まな板より菌の繁殖が少なかったので、もう一度見直すべきだと思った。 

 

○  ２月２２日(水)のガッテン！「最新報告！血糖値を下げるデルタパワーの謎」に

ついて、あえて話したい。糖尿病の背景の一つに睡眠の問題があるということで終

わればよかったのに、睡眠薬が糖尿病の治療もできるという表現が余分だった。番

組で取り上げたメラトニンは必須アミノ酸の一つで快眠を導くことができる。だか

ら、私たちがメラトニンが含まれている牛乳を夜に飲むと快眠できるというように、

必須アミノ酸が快眠を誘導し、血糖値や血圧を下げるという流れにすればよかった。

番組としては非常におもしろかったので、とても惜しかったと思う。 

 

○  ２月２５日(日)の長崎人（じげもん）「遠藤周作“沈黙”刊行５０年 長崎がわた

しに教えてくれた」（総合 前10:55～11:21）を見た。長崎ならではの視点で、とて

も丁寧に作られていたと思う。小説の世界観や遠藤周作の意図も十分理解できる、

とてもおもしろい番組だった。 

 

○  ２月２６日(日)のうまいッ！「うまみジュワー＆肉厚コリコリ 乾しいたけ～大

分県国東市～」を見た。しいたけには厚みがあるものと、薄いものの２種類あるが、

２つとも同じ種類であることをしっかり伝えていてよかった。しかし、その後は「ど

んこ」しか取り上げていなかったので、「こうしん」のことも取り上げてほしかった。

しいたけの料理での使い方についても紹介していただけると、もっといい番組に

なったと思った。 

 

○  ２月２６日(日)「究極ガイドＴＶ ２時間でまわるルーブル美術館」（総合 前

8:15～10:14）を見た。ルーブル美術館を短時間でまわるための歩き方や見るポイン

ト、展示している絵画に関連する情報も説明していて、とてもわかりやすかった。

ルーブル美術館はとても広いので、時間がない人にとっては非常に有意義だと思う。

ぜひ大英博物館やスミソニアン博物館の番組も見てみたい。 

 

○  ２月２８日(火)の「ニュース シブ５時」で震度５弱の福島沖地震について伝え

ていた。緊迫感がなく、伝え方のレベルが非常に低かったと感じた。有事の際には

正確な情報と緊迫感が特に重要だ。同じ原稿を繰り返し読むことはしかたないと思

うが、番組を途中から見る人もいる。ＮＨＫは災害報道を重要視しているので、ふ
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だんから緊張感を持って災害放送の練習を重ねてほしいと思う。 

 

○  ３月１０日(金)のＮＨＫスペシャル「１５歳、故郷への旅～福島の子どもたちの

一時帰宅～」（総合 後10:00～10:50）を見た。避難指示区域への一時帰宅の許可が

１５歳から下りるため、１５歳の子どもたちが一時帰宅で何を感じるかがテーマ

だった。さまざまな思いを抱いて一時帰宅した子どもたち全員が、その後前向きな

未来志向のことばを話していて安心した。このような番組は本当に必要だと思った。

しかし、取材した子どもが女の子ばかりだったので、なぜ男の子がいなかったのか

気になった。男の子がいればまた違う視点があったと思うので、残念だった。 

 

○  ３月１１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「“仮設６年”は問い

かける～巨大災害に備えるために～」（総合 後8:00～8:45）では、仮設住宅に焦点

を絞って問題を深掘りし、課題を明確にできていたと思った。有働由美子アナウン

サーは「あさイチ」のイメージが強いが、実際に番組内で取材をしていて、社会問

題の番組でも活躍できる人だと感じた。 

 

○  ３月１１日(土)の超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ選「粗忽の使者」「妾馬」（総

合 後11:31～11:59）を見た。見終わった感想として、落語は耳で聞き、落語家の表

情や声のトーンで、聞き手が想像力を膨らませて最後に笑えるものだと改めて感じ

た。生で落語を聞くおもしろさとは違うと思ったし、あえて映像化する必要があっ

たのか疑問だ。 

 

○  ３月１２日のＮＨＫスペシャル メルトダウンFile.6「原子炉冷却 １２日間の深

層～見過ごされた“危機”～」を見た。東京電力本社と福島第１原発との電話のや

りとりの解析を通して、所長が非常に多くの問題を一人で背負っていたことがリア

ルに伝わってきた。あらためてリスクマネジメントの重要性について考えさせられ

た。当時の状況を解析することで、関係者が必死で問題解決に取り組んでいたこと

や、同じ問題を繰り返さないように工夫していることもわかった。これらの努力が

うまく廃炉につながってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル メルトダウン File.6「原子炉冷却 １２日間の深層～見過ご

された“危機”～」を見た。事故から６年が経過しても、まだ当時の事実が明らか

になることで、改めて当時のことでまだ見逃していることや隠れていることがある
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とわかった。 

 日本は平和で自分の身を自分で守るという癖がついていないと感じる。日本は世

界的にはとても裕福な国なのに、幸せを十分に実感できていない。原発事故のよう

な有事をふだんから自分や会社に置き換えて考え、未来につなげていかなければな

らない。 

 また、せっかくの機会なので、東芝と原子力発電所の関係を追求した番組を放送

してほしかった。なぜ東芝は今騒がれているのかについて、タイミングよく放送で

きればよかったと思う。日本は原爆の被害にあった国で、原発事故も経験している。

一方で原発を造り、輸出している不思議な国だ。だから東芝の問題は、日本の企業

のあり方に問題があったのではないかと考えている。 

 最後に、日本のあり方を問う番組をＮＨＫには作り続けてほしい。東北の仮設住

宅の問題は事故から６年経っても解決されず、課題はまだ多いと感じる。 

 

○  ３月１５日(水)の探検バクモン「グーグル秘密の心臓部・ユーチューブの舞台ウ

ラ」を見た。グーグルはわれわれにとっては近い存在だが、あまり裏側を知ること

がないため、非常に関心を持って見た。グーグルは会議室やスタジオなどに、最先

端の機器や仕組みを導入していて、既存の日本企業と違っているということを強く

感じた。一方でストリートビューは人の手で一つ一つ撮影していて、地道な作業も

実践していることに感心した。ＮＨＫがグーグルに目を付けた発想は評価したい。 

 

○  取材相手が本音で話すという点で「ドキュメント７２時間」はとても感心して見

ている。同様に本音を引き出せる番組を九州沖縄でも放送してほしい。 

 

○  １月２４日(火)の人生デザインＵ－２９「農業兼モデル」を見た。農業とモデル

という大きく異なる職種を両立させていて、見ていて非常に爽やかだった。私もか

ねてから農業と飲食業などのように二つの職種を掛け持ちで働ける働き方がよいと

考え、周囲に話してきた。行政には話をしても理解されなかったが、実際の現場に、

そういう人が出てきていることがわかり、よかった。民間からの動きで日本の農業

政策が変わってくるかもしれないと思った。 

 

○  １月２９日(日)のバリバラ「トイレの悩み（２）トイレ 終わりなき戦い」を見

た。お店のトイレを振り返った時、法を守っているが、点字のスイッチがないなど、

障害者にとって使いやすいトイレでなかったことがわかった。消費者心理に寄り
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添っていなかったことに気付かせてくれる、よい番組だった。障害者の方が生活す

る上で不便と感じることは、健常者にとっては気付かないことが多いので、今後も

参考にしたい。ぜひ行政で働く人や、メーカーで働く人にも見ていただきたいと思っ

た。 

 

○  ３月２日(木)のカラフル！～世界の子どもたち～「わたしの馬は与那国馬」を見

た。与那国島の雄大な大自然の中で女の子が育っていく様子が、時間をかけて丁寧

に追いかけられていた。子どものナレーションにとても好感を持った。カメラのア

ングルも子どもの目線から撮られていて、丁寧に撮影していたと思った。ほかの世

界の子どもの日常も見てみたいと思えるよい番組だったので、これからも注視して

いきたい。 

 

○  ３月４日(土)の ＥＴＶ特集「小野田元少尉の帰還 極秘文書が語る日比外交」を

見た。今回の番組は小野田寛郎さんを巡る外交交渉がテーマだったが、小野田さん

を取り上げるのであれば、2005年に放送したハイビジョン特集「生き抜く 小野田

寛郎」も一緒に放送するべきだった。小野田さんが、なぜ日本とフィリピンの間で

行われている外交交渉を知らず、ゲリラ戦を行っていたかを説明する全体構成に

なっているとよかったと思う。 

 

○  ３月５日(日)のＴＶシンポジウム「農業改革と日本農業の未来～人口減少に立ち

向かう～」（Ｅテレ 後3:00～3:59）を見た。企業が農業に参入しても、農業の知識

も、農業に役立つ機材も持っていないため、結局撤退している。また、撤退後の企

業と農家とのトラブルも増えている。しかし、マスコミは企業の農業参入時は取り

上げても、撤退時は取り上げないため、実態の理解促進が進んでいないことを知っ

た。 

 ＪＡ宮崎中央の農業研修制度はとてもよい政策で共感した。畜産でも同様の制度

を導入してほしい。日本の畜産業は離農が進んでいて、将来的には日本の牛の希少

価値が高まり、価格が非常に高くなる可能性がある。若者の畜産希望者が研修する

中で、独立の元手資金を作り、独立まで導く制度があると、畜産の危機も回避でき

るのではないか。 

 

○  ３月８日(水)のねほりんぱほりん「ナンパ教室に通う男」を見た。「ナンパはコミュ

ニケーション能力やメンタルを鍛えることに、非常に有用だ」というゲストの発言
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がとても興味深く、ナンパということばの印象が変わった。 

 Ｅテレはチャレンジ精神があり、デザインなどの質も非常に高くなっていると感

じる。社会の見えない部分を人形劇で明らかにする表現方法に、ＮＨＫの表現力の

高さを見ることができると思う。 

 

○  ３月１５日(水)のねほりんぱほりん「占い師」を見た。２２日(水)が最終回とい

うことを伝えていて、とてももったいないと感じた。非常に質が高く、チャレンジ

精神旺盛な番組なので、また復活してほしい。 

 

○  私も「ねほりんぱほりん」は大好きだ。１月１日に「あけまして ねほりんぱほ

りん」という番組を録画して見た。本当におもしろかった。 

 先ほどの「九州沖縄ミライ語りっ！」のように、若者たちが本音でさまざまなテー

マについて語り合う番組はとても大事だと思う。実際に出演した若者は番組に興味

を持つと思うし、若者のＮＨＫ離れを止めるきっかけになるかもしれない。哲学や

社会的な課題をうまくエンターテインメントにすることで、新しい発見につながっ

たり、ほかの人の本音を聞き出したりするともっとおもしろいと思う。ぜひ検討し

てほしい。 

 

○  私もＥテレのファンだ。「旅するフランス語」などのシリーズは、実際に旅行に行っ

た場面を想定して会話をしているのでリアリティーを感じ、特に楽しく見ている。

本当にＥテレのすごさを再認識している。 

 

○  ２月に福島に行くことがあったので福島でＮＨＫを見た。震災関連の前向きな番

組が多く放送されていて、東北におけるＮＨＫならではの復興応援の姿勢はすごい

と思った。九州も熊本地震があったので、未来を向いた前向きな番組をもっと放送

してほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２９年２月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１６日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず「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年度九州沖縄地方向け地域放

送番組編集計画（案）」の諮問にあたって説明があり、審議の結果、番組審議会として原

案を可とする旨、答申することを決定した。続いて、放送番組一般も含めて活発に意見

の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 宮崎 和恵 （（一社）大分学研究会運営委員） 

委 員     明石  良 （宮崎大学副学長） 

井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局総務） 

      長﨑 健一 （（株）長崎書店代表取締役社長） 

      平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成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の取材に対する姿勢はとても評価している。今後もＮＨＫらしい良質な番

組を期待している。そのためには人材育成が非常に重要だと思うので、人材育成も

頑張っていただきたい。 

 若い人のＮＨＫ離れについて言及があったが、ＳＮＳを通してＮＨＫの情報を知

ることがある。ＳＮＳに身近な人たちへのアプローチを工夫すれば、番組を見ても

らうことにつながるかもしれない。 

 

（ＮＨＫ側）  

「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」でも出演者発表の時からＳＮＳ
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で発信を続けるなど、力を入れてきた。効果を検証する中、丁

寧にＳＮＳを発信すると効果がありそうだ、ということもわ

かってきたので、今後の番組でも使用を検討している。 

 

○  番組の放送時間の変更や新番組の放送は何を根拠に決めているのか。独自の調査

を行ったとか、どういう意図があるかなど教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

視聴率や番組の質、番審でのモニター報告など、いろいろな

指標を基に検討している。例えば４月から木曜午後７時３０分

に放送する「人名探求バラエティー」は、昨年８月に開発番組

として実験的に放送した。その後、調査・検討を進めていく中

で、家族みんなで見ることができるのではないか、ということ

がわかった。その結果、さまざまな番組が候補にあがる中で、

この番組が時間帯に一番適していると判断し、今回の編成を決

めた。 

 

○  今までは、番組改定の際に何を根拠として番組の新設や移設を判断しているかわ

からなかった。今の説明で、さまざまな指標から改定内容を決めていることがわかっ

た。私たちは学生との接点があるので、学生に番組を見て意見を聞かせてほしい、

といった要望を事前に教えていただければ、お手伝いできることがあると思う。 

 今回、平日の午後の時間帯に生放送の番組を新設したことも、同様にさまざまな

指標を検討して決めたのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

午後の時間帯は視聴者が多いことは把握していたが、ＮＨＫ

では再放送の番組が続いていて、視聴率も取れていない。明ら

かにテレビを見ている人がいるのなら、よりよいサービスをし

ようということで、生放送にすることを決めた。 

 

○  ＮＨＫは地上波やＢＳ、ラジオなど、多くの放送波を持ちながら、波を越えた番

組の連携が少ないと感じている。波を越えた連携を増やすことで、視聴者がもっと

ＮＨＫを楽しむことができると思うので、ぜひ取り組んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

スポーツ番組に関しては比較的連携できていると思うが、全
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体としては、放送波を越えた連携が弱いと思っている。３０年

度改定の際にはもっと増やさないといけないと思う。 

 

○  Ｅテレの「ねほりん ぱほりん」はなくなってしまうのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ねほりん ぱほりん」は賛否はあるが、好評も頂いている。

まだ続けていきたいという気持ちはある。 

 

○  同じ時間帯に編成された、新番組の「ふるカフェ系 ハルさんの休日」はどんな

番組か。 

 

（ＮＨＫ側）  

最近、古民家をおしゃれにリフォームした古民家カフェが女

性を中心に人気がある。番組ではドラマ形式で各地の古民家カ

フェを紹介していく。昨年、好評を得た番組だったので、４月

から放送を決めた。 

 

○  「ノーナレ」は編成されていないが、どのように考えているのか。個人的には斬

新な試みだと思っている。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ノーナレ」は１２月に２本放送し、評判がよかった。ナレー

ションが少ない方が世界で高く評価されると言われているが、

ＮＨＫの番組はナレーションが多い。この反省を踏まえて、挑

戦した番組だ。今後も総合テレビやＢＳ１などで挑戦していき

たいと思っている。 

 

○  昼間の生番組は民放の生番組と同じようなイメージか。また、メインのキャスター

をたてるのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

今、午後に放送しているインタビュー番組と似たイメージに

なると思う。地方や国際放送で制作したリポートを放送するな

ど、旬の内容を紹介する番組を考えている。番組はＮＨＫのア

ナウンサーを中心に進行していく。 
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○  「働き方改革にも取り組みます。」という文言は、ＮＨＫ内部の働き方改革という

意味か。 

 

（ＮＨＫ側）  

職員の人材育成をしっかり行い、働き方改革にも取り組んで、

よい番組を出すということだ。 

 

○  若い人が見るきっかけという点では、番組を調べた時、ラジオやＢＳなどの関連

番組が紹介されるとよいと思う。ふだん見ない時間帯や番組の情報が入ることで、

若い人が番組を見たり、ラジオを聞くきっかけになるのではないか。特に、ＢＳの

番組は自分で情報を取りに行かないと、どんな番組があるか分からない。番組を知

るきっかけづくりをしていただくことで、放送波を越えてラジオやテレビを見る機

会が増えると思う。 

 また、ＮＨＫのドラマはよく見るが、本当にドラマと人選がマッチしていると思

う。これからもドラマを通して、多くの役者の魅力を引き出してほしい。 

 Ｅテレの「ピタゴラスイッチ」や「デザインあ」などは、子ども向けの番組だが、

大人も楽しんで見ている。制作者が意図しない世代にも番組を見られていることが

あるので、既存の番組でも分析すれば、若い世代が興味を持つ番組もあると思う。 

 

○  今の３０代はスマートフォンなど新しいメディアから情報を得ていると思う。例

えば「プロフェッショナル 仕事の流儀」のアプリはおもしろかった。ＮＨＫが開

発しているアプリについても情報発信してほしい。アプリを通して、若い人が番組

に触れるきっかけになるのではないか。 

 また、個人的には「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」が好きだが、この番組

も編成計画には入っていない。今後どうなるのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」はコアなファンがい

て、非常に番組の評判はよい。放送終了ということは考えてい

ないが、一度休憩し、また放送していきたい。 

 

○  編集の基本方針の中で、最高水準の放送サービスという記述があるが、私にとっ

て、ＮＨＫだからできる放送サービスの一つが、まさに「ＬＩＦＥ！～人生に捧げ

るコント～」だった。ブラックユーモアを意図的に取り入れ、ハラハラすることも

あるが、コントをストイックに追求していると思う。コントの本質を表現している
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番組だと思うので、今後も続けてほしい。 

 

○  地域放送の番組は、それぞれの地域の良さが非常に出ていて感動することがある。

今後は地域放送の番組の充実を図っていただきたい。 

 また、若年層や子育て世代に見てもらう番組も検討していくべきではないか。子

どもがテレビに夢中になっている間に、料理を作ることができる番組を放送するな

ど、子育て世代が見たくなる番組に力を入れることも必要だと感じた。 

 また、ラジオ第１放送の「平日夜間帯のエンターテイメントゾーンの充実」とい

う記述について、平日の夜や日曜の夜、男性はラジオを聞いているのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

若い女性や男性をターゲットにした「らじらー！サタデー」

や「らじらー！サンデー」といった番組については、比較的よ

く聴かれており、より充実させていこうと考えている。 

 

○  録画してでも見たい番組や見逃せない番組が多いと率直に感じている。 

 番組審議会は長い間続いていると思うが、若い人が番組審議会と同じような形で、

直接顔を合わせて番組について意見を聞く機会はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

地方局ではローカル番組のブラッシュアップをするときなど

に意見をもらうことはあるが、番組審議会のような形で若い人

を中心に意見をもらうことはない。 

 

（ＮＨＫ側）  

モニター報告では意見を頂いているが、番組審議会と同様な

形式ではない。 

 

○  番組審議会に出席している委員も、若い人たちがＮＨＫの番組を見てどのように

考えているか、意見を聞いてみたい。同じ土俵で意見を交わすことで、本音を引き

出すこともできると思う。また、若い世代が番組審議会のように意見をくみ取る場

に参加し、意見を交わすことで、ＮＨＫの番組について関心を持っていただくこと

もあると思う。 

 また、アンケートは意見を集約する中で本音が漏れてしまうことがあり、漏れた

意見のほうが重要なことがあるので、直接意見を交わすほうがよいと思う。 
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○  私もその意見はよいと思う。ただ、今の学生は本当にテレビを見ていないので、

人選や意見などは慎重に進める方がよい。 

 

○  私自身、もともとテレビを見る機会が多くなかったが、番組審議会の委員に選ば

れてから見る機会が増えた。あらためてテレビを見るようになると、ＮＨＫが一番

良質ということもわかった。番組審議会が定期的に開催されることで、定期的に番

組を見るので、ルーチンがあるとよいと思う。 

 

○  最近、ＮＨＫは「大学セミナー」として、番組の制作者や出演者を大学に呼んで、

セミナーを開くようになった。この活動がどんどん広がっていけば、若者とＮＨＫ

の接点も広がっていくと思う。 

 

○  若い人と番組審議会のような形式で意見を交わそうとする際、ＮＨＫが独自で人

を選ぼうとすると難しいこともあるかもしれない。大学と連携して人を選ぶことで、

実現する可能性が高くなるのではないか。 

 

＜「平成２９年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画(案)」について－諮問－＞ 

 

○  福岡放送局、北九州放送局どちらも暴力団のことに触れていないが、重点項目の

中に暴力のない社会を目指すという記述があってもいいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

暴力団に関して文言の記述はないが、市民運動も含めてしっ

かり取材し、放送しなければならないと思っている。同様に、

福岡放送局としては飲酒運転撲滅についても取り組んでおり、

今後も変わらずに取り組んでいく。 

 

○  各局が防災と災害について記述しているが、各局はどのように防災や災害の情報

を集めているのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

基本的には気象庁のデータが大前提だが、さらに大学等の研

究機関や国土交通省や海上保安庁、自治体やＮＰＯといったさ

まざまな機関から情報を集めている。 
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○  各放送局には、ぜひ身近な大学等と連携して情報の交換を進めてほしい。結果と

して、地方の情報のネットワークが整備されていくと思う。 

 

○  編集計画については特に異論はない。前回の番組審議会での発言について誤解が

ないよう修正する。沖縄のニュースで基地問題などがトップ項目にあることは、

ニュースに優先順位をつける点で重要だと思っている。しかし、全く同じ内容の基

地問題のニュースが１日に何度も繰り返されると、チャンネルを変えることがある。

全く同じ内容であれば、違うニュースを放送してほしい。 

 

○  熊本放送局は、防災、減災に役立つ情報をさまざまな形で伝えていると思うので、

これからも続けていただきたい。また、これまで週に１度出演していた気象予報士

が、新年度から毎日出演するということは、大変心強い。 

 観光客を呼び戻すことに貢献するため、国際発信をすると書いているが、具体的

にどのような形で発信していくのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

熊本地震から半年の昨年１０月、「ＮＨＫ ＷＯＲＬＤ」で九

州熊本特集として、阿蘇の復興や熊本城に関する取り組みなど

を放送した。英語放送を使った発信を続けていくことで、熊本

の復興を世界の方々に伝えていきたいと考えている。 

 

○  熊本放送局の新しい会館周辺では再開発が進み、ＪＲ熊本駅周辺でも再開発が予

定されているなど、熊本市内の市街地の様子は今後大きく変わってくると思う。中

心部の変化についても大きなテーマとして扱っていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

おそらく３年から５年で熊本の市街地の様子が大きく変わっ

ていくと思うので、復興のプロセスと重ねながら、取材をして

伝えていきたい。 

 

○  東アジアから来る観光客の情報についても力を入れていただきたい。東アジアか

ら来る多くの観光客によって、ホテルの供給がひっ迫している一方、“爆買い”や観

光で大きな経済効果を生み出している。九州共通の話題だと思うので、熊本の復興

と併せて、世界に発信していただきたいと思う。 
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○  防災、減災について意識も高まっていると感じているが、九州ではほかの地域に

比べてＰＭ２．５の数値を注視するなど、地域によって課題は異なってくると思う。

いろんな切り口で視聴者に注意を喚起してほしい。 

 北九州市が国際会議の誘致に取り組んでいる実態を市民が実感できない中で、１

２月９日(金)の北九州×クロス「北九州に国際会議を誘致せよ ～生き残りをかけ

た戦略とは～」では、市が国内外で行っている誘致に関する取り組みや課題を知る

ことができ、とてもよかった。 

 「地域発ドラマ」では、北九州市のフィルムコミッションの取り組みを取り上げ、

撮影に市民も参加できることはとてもよいと思う。地域ならではの取り組みをＮＨ

Ｋから発信していただけるとありがたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

地域の視聴者の目となり手となり、視聴者が知りたいことや

見たいことを深掘りしていくことが、メディアの使命だと思っ

ている。また、暴力団や飲酒運転撲滅運動についても、福岡局

と連携しながらしっかり報道していきたい。 

 

○  最近は九州各地でさまざまな災害が起きている。隣県の防災や災害に関する情報

も視聴者の関心は高いと思うので、ぜひ各局の番組を、九州全域で放送していただ

きたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

土曜日の午前中に、各局が制作した番組を九州沖縄全域に放

送する「いちおし！九州沖縄」という枠がある。災害や関心の

高い番組はしっかり再放送し、多くの人に見ていただく努力を

続けていく。 

 

○  諮問された「平成２９年度九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画（案）」につい

ては、各委員の意見の趣旨が番組編成に生かされることを前提に、原案を可とし、

答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側）  

さまざまなご意見や叱咤（しった）激励に感謝する。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、
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３月の審議会で編成計画についてもご説明したい。今回改めて

指摘いただいたことを肝に銘じ、番組制作や編集にあたってい

きたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「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。ニュースとは、と最近考えさせられる。自分が納得するニュース

だけを拾って、世の中はこうだと思い込んだり、ある方向に考え方を持って

いかれたら、そこには混乱しか起こらない。ＮＨＫは、絶えず重要なニュー

スをその時々で考え編集し流している。そこには、視聴者の絶対的な信頼が

あるからこそ成立していると思う。トランプ大統領のようにもう一つの事実

と権力者が言っても、そう易々と国民が納得しない土壌があるのも、ある意

味でＮＨＫの力だと評価している。それは、ファクトを検証し積み重ね、公

平に放送してきたジャーナリズムの根幹があるからである。この論から言え

ば、今回のＢＰＯの勧告にはいささか、もの申したい。もちろん、取材の方

法に関しては猛省しなければならないであろう。ただ、ＳＴＡＰ細胞を取り

上げた放送は、当時納得をして見ていた記憶がある。主要な登場人物は小保

方氏、笹井教授、若山教授。発端は、若山教授から科学誌ネイチャーへの共

著取り消し依頼があったことから、世間では大きな疑念が取り沙汰され、Ｓ

ＴＡＰ細胞があるやなしやと日本の科学界の信頼を失墜するような大騒ぎ

になった。このような状況でＮＨＫスペシャルは放送された。私にとって科

学的な検証を理解することはなかなか難しかったが、若山教授が実験に使っ

たＳＴＡＰ細胞が怪しいものであると認めたこと、小保方氏が、論文作成に

科学者とは思えないような「コピペ」を多用していることなどファクトを積

み重ねて番組が作られてあり、視聴者の判断に結論は委ねてあったように記

憶している。私自身、事実をわい曲しているのではと感じる番組には、本能

的に拒否反応が出るのであるが、むしろ、よくやったという感じがあっただ

けに今回の勧告は腑（ふ）に落ちない。 

 

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

所～」（総合 後9:00～9:49）を見たが、食べ物を食べられないために犯罪を犯す、

という点で子どもの貧困に焦点を当てていた。 
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○  ２月４日(土) 、１１日(土)のブラタモリ「＃６２ 別府温泉」「＃６３ 別府」

を見た。テーマは王道だったが、切り口が独特で感心した。「ブラタモリ」が人気が

ある理由を改めて実感した。案内をする人が地元の人ではなかったことだけが残念

だった。 

 

○  ２月１０日(金)のドキュメント７２時間「別府 百年の温泉で」を見た。別府の

公共温泉の魅力や利用者の人柄が、別府の人が納得できるほど見事に表現されてい

た。公共温泉の特徴も利用者が言及していて、視聴者にもうまく伝わったと思う。

ただ、１日の利用者数について説明がなかったので、あるとよかった。 

 

○  ２月１２日(日)の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。職場を掛け持ちするシングルマザーの増加について言及していた。

残業すると割り増し賃金を払わなければならないため、企業は残業させないが、結

果的に労働者が掛け持ちで働き、過労で倒れる可能性につながっている。本当に根

深い問題だと思った。今回は具体例を挙げての問題提起の番組だったが、日本の将

来に向けて大きな問題だと思うので、今後は解決策の提示も含め、継続して取材し

ていただきたい。 

 

○  私も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。よくできた番組だと思ったが、テーマが貧困から教育の問題に移っていき、話

がずれている感じがした。子どもの貧困ではなく、日本の教育制度をテーマにした

番組づくりをしたほうがよかったと思う。 

 

○  私も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。「見えない貧困」とは、要するに別のところにお金を使っているということだと

思う。ちゃんとした身なりをしていて、スマートフォンを持ち、バイトもしている

が、食事や進学などの支出を削っていて、先進国特有の貧困だと思う。将来の社会

損失が４０兆円と番組で触れていたが、子どもたちの将来を考えると、国は何かし

らの対策をとらないといけない。また、唐突に４０兆円と説明されても、どれだけ

大きな額か視聴者に伝わりにくいので、伝え方を工夫してほしい。 

 

○  ２月１３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀 特別企画 「ただ、ひたす

ら前へ～競走馬・オグリキャップ～」を見た。いつもは「人間」のプロフェッショ
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ナルが取り上げられるが、今回は「馬」。番組が進むにつれ、なぜいつも通りの進行

かがわかった。「馬」であるオグリキャップは、「人間」のように努力していたから

だ。血統が良いわけではなく、せりの取引価格も低かった。その中で戦うため努力

したというのだ。地方競馬で走りこんで出来上がったスポーツ心臓や、レース前に

見せる武者震いは、まさに戦う「馬」だ。「格差社会」という言葉が心に残った。「人

間」にとっても現代の社会問題のひとつ。「人間」社会を競争「馬」のオグリキャッ

プも大いに感じ、戦っていた。「ＯＮとＯＦＦ」も、「人間」社会の非常に大切なテー

マだと思う。オグリキャップは、馬主の小栗さんの期待に応えたいという思いから

努力し、戦い、最後のレースには最高の花道をプレゼントをした。血統ではない馬

がのし上がり、有終の美を飾り、最後は種馬として血統を保ち続ける。生まれ持っ

た才能ではなく、馬も人間も努力や訓練の賜物だと感じた。 

 

○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」の各放送局からのリポートから、感動や発見

などを頂いている。１日を始める人たちへの温かい励ましのように感じている。 

 ２月１３日(月)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」では、大阪放送局の子ども

夜回り隊のニュースを取り上げていた。社会の負の部分にふたをせず、ありのまま

の社会を見せる関係者の勇気や腹の据わった取り組みにとても共感した。最後の児

童のコメントからは、取り組みの高い価値を見た気がした。 

 ２月１６日(木)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」では、沖縄放送局のさんご

礁について取り上げていた。金城浩二さんの「温暖化に勝ちたい」というコメント

に、気負わないチャレンジャーの本気さと信念をかいま見て、気分が爽快になった。 

 

○ 「ニュースチェック１１」は、スマートフォンで見るニュースのような構成で面白

い。二人のアナウンサーの掛け合いが視聴者の視点をよく捉えている。また視聴者

が関心あるニュースがランキングされていて、むしろ驚いたりする。 

 

○  １月３１日(火)のハートネットＴＶ「新宿歌舞伎町俳句一家 屍（しかばね）派」

を見た。社会の中に取り残された人たちが、首の皮一枚で生きているということが、

俳句を通じて伝わってきた。本当によくできている番組だと思った。 

 「みいつけた！」は、いろんなアーティストが楽曲提供で参加していて、教育番

組の可能性を感じている。ＮＨＫを見ない人たちが、アーティストを通してＮＨＫ

を見る機会につながるのではないか、と思う。 
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○  ２月５日(日)のザ・プレミアム シリーズ 知られざる古代文明「発見！ナスカ・

大地に隠された未知なる地上絵」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後3:00～4:29）と、１２日(日)のザ・

プレミアム シリーズ 知られざる古代文明「発見！マヤ・密林に隠されたピラミッ

ドと謎の石舞台」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後3:00～4:29）を見た。当時の生活者の視点から、

遺跡を調査していて、ＮＨＫならではの丁寧な取材だと感じた。また、技術の進化

によって新しい遺跡の発見があり、歴史が変わるような発見も今後出てくるのかも

しれないと思った。 

 

 

○  ２月９日(木)のニッポンぶらり鉄道旅「“瀬戸内の宝物”を探して ＪＲ予讃線」

を見た。まるで自分が旅している気分になった。とても爽やかな番組であると改め

て痛感した。過去に自分が行ったことのある場所や、見逃した場所が紹介され、再

度訪れてみたいと思った。この時間帯の番組として、旅番組は年齢層にとらわれる

ことがなく、また、番組の内容も地域密着だ。これから時間ができる団塊の世代の

方が、旅をする上でピッタリな鉄道の旅の放送だったと思う。なぜこんなにもハマっ

たのかと思い、最後のテロップを見ると、ディレクターが女性の方で思わず納得し

た。圧倒的に女性が旅する機会が多いが、何故か旅行会社の企画製作も男性が多い

と思う。最近、ようやく女性増えてきたが、まだまだだ。 

 

○  ＮＨＫは１つのテーマから番組を派生して制作していくことができると思うし、

地方と東京のネットワークも強い。１回放送しただけで終わらず、複数の番組を通

して問題を深めたり、地域放送や全国放送などの放送範囲も考慮しながら番組構成

するべきだと思う。例えば「アナザーストーリーズ 運命の分岐点」のような番組

は、一度テレビで見た後は音声で聞けるだけでも理解が深まるので、ラジオでも流

したらどうか。 

 

○  番組を調べるとき、時間があるときは番組表を使うが、見たかった番組を見逃し

たときはとても悔しいことがある。ＳＮＳでの発信も含め、ぜひ番組を見つけやす

い方法を検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

今月も厳しくも愛情を感じるご意見に感謝したい。今後もよ

ろしくお願いする。 
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ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２９年１月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１９日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず事前に視聴した「有田焼４００年 世界を魅了する日本の美 ～柿右

衛門 そして未来へ～」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換

を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 宮崎 和恵 （（一社）大分学研究会運営委員） 

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     明石  良 （宮崎大学副学長） 

井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

      小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局総務） 

      長﨑 健一 （（株）長崎書店代表取締役社長） 

      平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「有田焼４００年 世界を魅了する日本の美 ～柿右衛門 そして未来へ～」 

（総合 １２月２４日(土) 福岡局制作）について＞ 

 

○  冒頭から、初代柿右衛門という人がどんな人だったのか、興味を引くつくりになっ

ていて、とてもよかったと思う。 

 番組の中で触れていなかったが、東インド会社が有田焼をヨーロッパに広めた際、

生産地のブランドを大事にするために、製品名を変えずに有田焼として流通させて

いたのかどうか気になった。また、有田焼では原材料が不足していないのか、とい

うことも気になった。今、沖縄では伝統の焼き物「やちむん」の原料の土が不足し、

海外で探している。伝統工芸品の原料不足はかなりひっ迫した問題だと思うので、

多少なりとも番組で触れてほしかった。 

 また、最近の伝統工芸では、変化を取り入れることに抵抗を示す印象があるが、
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昔は新しい様式やスタイルを取り入れて、異なる文化・環境に対応していったこと

がわかった。時代に即して存在意義を高めてきたことに、作り手の豊かさが見て取

れ、とても勇気をもらった。 

 

○  有田焼は私たちにとってはとても身近な食器なので、１６世紀から世界的に評価

されていたということを知り、とても驚いた。柿右衛門の器に西洋と日本の料理を

載せて対比させる場面を見てみたかったし、食器として有田焼を使用している場面

があると、おもしろかったと思う。 

 日頃、私たちも伝統のすばらしさや、続けていくことの難しさを感じるので、何

百年も続けてきたことに驚き、非常に感心した。器の世界だからこそ、１５代も伝

統の技術を引き継ぎ、存続させることができたのかもしれない。感嘆してため息が

出るような場面が多く、視聴直後はとても心地よい番組だった。 

 

○  一般的にヨーロッパの人が青色を好むため、有田焼は好意的に受け入れられたの

だと思った。 

 番組では、今後の有田焼の用途の変化について紹介しているが、濁手（にごしで）

の色やベンガラの赤色は有田焼に根付いていて、これからも変わらないと思う。 

 また、私は食文化の広まり方と磁器の広まり方には関連性があると思っている。

有田焼のように、文化や歴史が関わるものについては、番組の中で歴史を振り返り

ながら、広まり方や伝わり方について説明があると、もっとわかりやすくなると思

う。 

 

○  番組で、有田焼の原料を採掘していた泉山磁石場がほとんど掘り尽くされたこと

を伝えていたため、私もその後どのように原料の土を確保しているか疑問に感じた。 

 かつて有田焼を作るにあたって、海外からの要望に着実に応えてきたと番組内で

触れていたが、今の時代と違い、当時はどのように要望を伝えていたのか、また、

今ではコンピューターグラフィックで有田焼をデザインすることができるように

なったが、今後どのような形で有田焼を発展させていこうとしているのか気になっ

た。 

 有田焼が海外からの高い評価を得ていることを知って、とてもうれしかったとと

もに、番組を見た人が、有田焼を改めて知る上でも、非常にいい番組だったと思う。

テーマと中身もぴったりの番組だった。 

 

○  私も九州に生まれ育ったので、有田焼はとても身近な存在だが、今回、有田焼の

歴史を改めて見て、新しくわかったことがたくさんあった。 

 技術を守る部分と、新たに変えていく部分のバランスをとりながら社会にうまく
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対応してきたので、有田焼は今日まで歴史を重ねることができたのだと、番組を見

ながら感動した。また、ヨーロッパの人たちが有田焼の美しさに共感し、今でも大

切に持ち続けていることや、評価が高いことに驚いた。日本人もヨーロッパ人も同

様に高い価値を見いだしていることを知り、改めて有田焼はすごいと思った。 

 有田焼の歴史が今後も続いてほしいと思うが、他の委員の発言にあったとおり、

原料の枯渇の可能性があるとすると、とても複雑な気持ちになる。 

 

○  私も九州の人間なので有田焼は身近だ。しかし、生活の中で使う物というイメー

ジが強かったので、今回宮殿や美術館で展示されている様子を見て、調度品として

価値があるということに、改めて気づいた。ヨーロッパを代表するブランドのマイ

センが、有田焼の影響を非常に強く受けて誕生したという経緯を知ることができて

よかった。 

 伝統を守るスタイルの柿右衛門窯と、革新に挑む李荘窯とを、わかりやすく対比

していた。対照的だが、どちらも好ましいイメージを持って見ることができた。世

界的に有名なシェフが有田焼にコメントしていたことも、番組をより良いものにし

たと思う。出演者もヨーロッパの街や宮殿と釣り合っている方だったので、楽しく

見ることができた。番組を見て、現在の有田焼の売り上げの状況や推移などについ

て少し気になった。 

 

○  濁手ということばや、重要無形文化財保持団体の存在、柿右衛門窯では複数の人

が工程に関わって有田焼を作っていることなど、初めて知ったことが多々あった。 

 有田焼が昔評価されていたことはわかったので、今のヨーロッパや世界での評価

を知りたかった。タイトルに「未来」とあるが、現状にはほとんど触れていなかっ

たので、今の有田焼についても触れてほしかった。白川や岩屋川内といった原料が

採れる場所がどこにあるかわからなかったので、簡単な地図があればよかったと思

う。 

 新しい有田焼として、隈研吾さんがデザインしたものを紹介していたが、番組が

一方的に彼のデザインを評価していたような気がした。受け手がどのように評価す

るか、判断できるヒントがあるとよかった。また、今、有田焼の新しいデザインは、

発注者側のオーダーがあるのか、作り手側が新しいものを生み出しているのか気に

なった。発注者側と作り手側のどちらが有田焼を導いているかによって、大きくス

タンスが違ってくると思う。いろいろ考えることが多い番組で、非常におもしろかっ

た。 
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○  私たちはどこを見て有田焼と定義しているか。また、分業制をとっている有田焼

の柿右衛門窯で、当主は何の役割を担っているかについて知りたくなった。 

 柿右衛門の未来は、今の１５代目の当主や周囲の人が、今後どのように変化を加

えていくかによると思う。まだ１５代目になったばかりなので、時間を経過しない

と評価がわからないと思うが、１５代目にもっと取材をして、いろんな話を聞いて

ほしかった。また、出演者がヨーロッパで有田焼を見たときの感動のことばが、あ

まり番組に引き込まれるようなものではなかったので、もの足りなく感じた。 

 全体としては、これまでほとんど知らなかった有田焼の知識を深めることができ

て、とてもよかったと思う。 

 

○  有田焼 400 年が無事に終わった。有田がこれだけ注目されたのは、ＮＨＫのおか

げだと本当に心から感謝している。 

 有田焼は当時鍋島藩が統括し、個人が自由に売りに行くことができなかったため、

初期の柿右衛門についてはほとんど認知されていない。明確に柿右衛門の名前が出

てきたのは、幕末の９代目あたりからだと思う。またオランダの東インド会社が朝

鮮を経由して日本に来たことで広まっていったと言われている。 

 代々、有田焼は小さい子どもに体に染み込ませるように型を教えてきたため、長

い歴史を持っているが、いろいろな意見を持っている人がいるので、有田焼を定義

づけることは非常に難しい。 

 有田焼に限らず、自分の生活の中に良い物を取り入れて生活することで、文化度

は上がると思っている。ぜひ身近なものとして取り入れてみてほしい。 

 

○  有田焼がホワイトゴールドと言われ、富と権力の象徴としてヨーロッパに渡り、

マイセン磁器のお手本として使われていた事実を知り、益々400 年の重みを感じた。

しかし、私のように有田焼を身近に知っている人は、最後まで番組を見たが全体的

に広範囲になり、途中で退屈した視聴者も多かったのではないか。 

有田焼を大好きな人がナビゲーションするのであれば、番組に引きこまれてしま

うのだが、女優さんの存在が薄く、全く感動が無かった。 

また、私も大好きで購入している伊万里の店が出てきたが、ヨーロッパのインテ

リアデザイン展に出展するまでの苦悩とか、フランスの有名なシェフであるジュエ

ル・ロブション氏が透けるような作品にどうして興味を持ったのか、また有田焼を

どんな料理に使うのか、聞いて欲しかった。ロブション氏が有田焼は「日本の文化

を伝える大使」と言ったのも頷ける。 

有田焼の技術は藩主に守られ、技術が漏洩（ろうえい）することを恐れ、陶工た

ちも限られた中での生活だったと聞く。この歴史は今でも脈々と受け継がれている
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に違いない。だから、メゾン・エ・オブジェに３年も出展し続けているのでしょう。

しかし、有田焼の挑戦の日々を身近に知るためにも、日々研鑽（けんさん）し続け

ている姿をもう少し画面で見たかった。400 年残り続ける力の答えがそこにあると思

う。 

 

（ＮＨＫ側）  たくさんのご意見をいただき感謝する。みなさんのお話を聞

いて改めて有田焼は奥が深いと思った。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月１１日(日)のＮＨＫスペシャル「自閉症の君が教えてくれたこと」を見た。

「自分がばかにされるのはしかたがないけれど、自分のために周りがばかにされる

ことには傷ついている」と、自閉症の主人公が考えていることがとても衝撃で、見

る側にすごく伝わってきて、何度も泣いた。かなり異色なドキュメント番組だと思

うが、とてもおもしろかった。こうしたテーマを番組にするＮＨＫの姿勢をこれか

らも支持していきたい。 

 また、同様のテーマを扱っている「ハートネットＴＶ」も、かなりレベルの高い

番組を放送していると思う。今後東京オリンピック・パラリンピックに向けて、障

害者やハンディキャップを抱えている人たちの、障害をチャレンジに変えていく考

え方が、より強くなっていくと思う。「バリバラ」のように、障害者が主体的で積極

的に挑戦していく様子を、ＮＨＫがどんどん取り上げていることは、とても良いと

思って見ている。 

 「デザインあ」や「ピタゴラスイッチ」といった番組も、短くておもしろいと思

う。こうした番組を制作できるのは、ＮＨＫの強みだと思うので、これからも誰か

が必ず見ているということを支えに、制作し続けてほしい。番組から力をもらって

いる人は大勢いる。 

 

○  １２月１２日(月)から１５日(木)にかけて放送した「ＮＨＫスペシャル ドラマ 

東京裁判」(総合 12日(月) 後10:25～11:25、13日(火)～15日(木) 後10:25～11:20)

を見た。裁判のシーンで、切れ目がわからないほど、実際の映像と再現ドラマが自

然に編集されていて、とてもおもしろかった。当時の映像が残っていることは、放

送局の強みだと思う。実際に東條英機の答弁を生の音声で聞いたので、本当にドラ

マなのか、という不思議な感覚になった。新しい手法の番組制作で、とても可能性
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を感じた。番組末尾の５分間の見どころ部分も、おもしろい取り組みだったと思っ

た。 

沖縄は今年が復帰４５年の節目なので、ぜひＮＨＫで東京裁判のような、あらゆ

る側の目線から、沖縄の復帰は何だったかについて、立体的に取り上げてもらいた

い。お金はかかりそうだが、東京裁判の手法はとてもよかったので、沖縄から見た

復帰ではなく、沖縄復帰の功労者や当時の政府・県の姿勢、アメリカから見た沖縄

の復帰などについて、複眼的に取り上げてほしい。また、取り上げられることがで

きるのはＮＨＫだけだと思っている。 

 

○  １２月２１日(水) ノーナレ「北陸 寿司（すし）おとこ」(総合 後10:00～10:29)

を見た。本当にナレーションがなく、ドキュメンタリー番組としては斬新だった。

ドラムやピアノなどの音が非常に効果的で雰囲気があった。また、取材相手に焦点

を絞っていたことで、エッセンスが引き出されていた。徹底して映像と効果的な音

楽で伝えることで、これほどリアルに伝わるのだと思い、非常におもしろい試みだ

と思った。とてもいい番組だと思って見た。 

 

○  私もノーナレ「北陸 寿司（すし）おとこ」を見た。最初、ナレーションがない

ことに気づかなかったほど、いい意味で違和感がなく、視聴後、番組の余韻が残っ

た。また、出ている人との距離感がとても近いような印象もあった。しかし、今回

はとても個性の強い人を取り上げていたので、吸い込まれるように見たのかもしれ

ない。誰を取り上げるかで、大きく左右されるかもしれないが、番組の作り方は、

とてもいい試みだと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  ＮＨＫのドキュメンタリーを外国のコンクールに出すと、ナ

レーションが多過ぎるという指摘をよく受けるので、「ノーナ

レ」は、ナレーションなしでやってみようという発想でチャレ

ンジした番組だ。まだ始めたばかりなので、我々も注目してい

るところだ。いろいろと結果を分析中なので、また機会があれ

ば、ご覧になっていただきたい。 

 

○  １２月２１日(水)の「ココがズレてる健常者～障害者100人がモノ申す～」(総合 

後10:30～11:15)を見た。これまで、障害者に対して戸惑いを覚えながら接していた

が、番組を見て、本音で接していいんだということがわかった。また、障害がある



7 

と、性格も暗くて、内心いろんな思いを秘めているのではないかと思いがちだった

が、本当は障害者自身が、もっと表に出て、自分を表現していきたいという思いを

持っていることを、すごくいい形で見ることができたと思う。しかし、障害者全員

が、同じような思いをもっているかはわからないので、気をつけなければならない

とも思う。 

 目からうろこの内容が多く、大変見応えがあり、非常に勉強になる番組だった。 

 

○  １２月２２日(木)「残響の街・長崎～福山雅治 故郷を撮る～」(総合 後10:30～

11:15)を見た。世界遺産になった巨大クレーンや、軍艦島などを、福山雅治がカメ

ラを持って紹介したり、被爆したクスノキについて作詞作曲し、原爆の悲惨さを歌

い続けていくことによって、ふるさと長崎や、世界の平和を願っていることがわかっ

た。番組の中で、一度は長崎に背を向けた時期があったが、大河ドラマ「龍馬伝」

の出演を機に、自分の育った場所を知ったと言っていた。今では本当に、長崎のた

めに頑張っていただいていると思う。非常に感動した。 

 

○  １２月３１日(土)の第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢を歌おう」を、ずっと見てい

たが、紅組が勝利した場面には本当に驚いた。たくさんの人が同じことを思ってい

るのではないか。紅組の司会者も旗を渡されて驚いているようだったので、どうし

て紅組が勝利したのかとても気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 「第６７回紅白歌合戦」について、全体としては好評だった

と思っているが、審査結果の発表については非常に多くの批判

を頂いた。スタッフも十分受けとめているので、その結果は今

年の紅白をご覧いただき、改善内容を楽しみにしていただけれ

ばと思う。 

 

○  １月６日(金)の歴史秘話ヒストリア「おんな城主 直虎のイロハ」を見た。来年

の大河ドラマが「西郷どん」に決まり、ＮＨＫ大河ドラマ第１作「花の生涯」の主

人公、井伊直弼の１３代前の当主の話のドラマだけに関心があった。これまで、直

虎のことを全く知っていなかったので、直虎とはいかなる人物だったのかを知るい

いチャンスだと思い視聴したが、「おんな城主直虎」のドラマの筋書きが解るくらい

の内容だった。これから始まる大河ドラマを復習のように見ることになるのでは、

と少し心配になった。 
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○  １月６日(金)の「村山斉の宇宙をめぐる大冒険」(総合 後10:00～10:59)を見た。

村山先生が宇宙創生の謎を表現するためにタイやスイス、ニューヨークの飲食店に

足を運んでいたが、わざわざ海外に行く必要があったのか疑問に思った。一方、身

近な食べ物をビッグバンに例えるなど、興味がない人や知識のない人にも、壮大な

テーマをわかりやすく解説できていたと思う。村山先生自身も、親しみやすい雰囲

気があり、とてもわかりやすく話す方だったので、宇宙に関する新しい研究の情報

を知ることができてよかった。未知のロマンを感じながら、とても楽しく見ること

ができた。 

 

○  １月７日(土)のブラタモリ「＃５８ 浦安」を見た。ふだんからブラタモリは見

ているが、新浦安は個人的によく知っているので、特に興味を持った。今の境川が、

日本橋の魚河岸まで一直線につながっていたことや、ことしの正月に大きな貝を見

つけた浦安の専門店が、番組でも取り上げられていて、貝が有名だったことが改め

てわかるなど、今と大きく異なる浦安の当時の姿を知ることができて、とてもおも

しろく見ることができた。 

 

○  １月７日(土)の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。犯罪を犯した子どもたちにとって、やっぱり居場所があることが非常に重

要だ、ということが強く伝わった。家があっても居場所がなく、自分の存在感が認

めてもらえない、という子どもたちの悩みや、子どもたちに向き合うばっちゃんの

姿を、時間をかけて作ってきたことはほんとにすばらしいと思う。しかし、ばっちゃ

んが責任感を持ち、子どもたちと向き合っている中で、番組後半にディレクターが

「何に喜びを感じましたか」と質問したことは、とても残念だった。もっと違う内

容の質問があったのではないか、と納得できなかった。 

 

○  １月８日(日)の「ドラゴンクエスト３０ｔｈ そして新たな伝説へ」(総合 前

0:50～1:38)を見た。メラメラ燃えるから炎の呪文をメラにしたり、身を保つので、

回復する呪文をホイミにしたりと、ゲームで使うことばが非常にわかりやすい理由

で作られているなど、自分がドラクエにはまった理由がわかった気がした。また、

全てのキャラクターがユーザーと目が合うように作られたことや、ゲーム界で初め

てクラシック調の音楽を採用したことなどは初めて知った。番組内の回想や会話の

場面が時折ドラクエのように編集されていて、とても楽しい演出だった。遊び心が

あって、最後の最後まで楽しんで見ることができた。 
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○  １月８日(日)のＮＨＫスペシャル巨龍中国「１４億人の消費革命～爆発的拡大！

ネット通販～」を見た。この番組も時間をかけて、長く取材されてきたことに驚い

た。中国の農村部での取材は非常に大変だったと思う。アリババを通して、若者た

ちがネット販売をやる姿を映すことで、ネット販売の光と影を非常にうまく対比し

た番組だったと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル巨龍中国「１４億人の消費革命～爆発的拡大！ネット通販～」

を見た。中国政府の政策に翻弄される若者たちの夢と挫折の番組だった。世界の工

場だった中国が内需消費拡大に政策を推し進め、手段として農村まで行き渡たさせ

るネット通販を強化。そのためのインフラ整備。山間部の道路整備まではわかるが、

村全体をネット通販のプラットフォームにさせていることは中国政府ならではだ。

全国各地から集まった若者の光と影を見た。  

 

○  １月１３日(金)のなるほど実感報道ドドド！「九州が変える！？米ビジネス最前

線」を見た。耕作放棄地の拡大を伝える一方、玄米パンや米粉から使ったケーキな

ど、お米の新しいビジネスについて触れており、こうした農業に関わる企業の取り

組みをもっと応援してほしいと思った。また、水田が自然のダムとなり、土砂崩れ

や洪水を防止する多面的機能があることなど、出演者の大坪研一教授の解説が非常

にわかりやすかった。ドイツのセアリック病の子どもが日本の米粉から作ったロー

ルケーキをおいしそうに食べる様子は、日本の農業者も非常に元気づけられる話題

だった。 

 

○  １月１５日(日)の ＮＨＫスペシャル「森の王者 ツキノワグマ～母と子の知られ

ざる物語～」を見た。望遠で撮影できるギリギリの場所まで足を運んで、ツキノワ

グマを撮影する様子を初めて見た。最初は熊の写真をどのように撮影するか、望遠

での撮影は難しいので揺れるだろうといった感覚で番組を見始めたが、熊の生態や

子孫の残し方などを知ることができて、非常におもしろかった。画面もとてもきれ

いだった。 

 

○  １月１７日(火) ＮＨＫスペシャル「女たちの大震災～最新医療が迫る 体と心の

リスク～」(総合 後10:25～11:15)を見た。震災時、女性であるために、被災した女

性が気おくれしたり、気遣ったりして不利益を生じていると思うので、番組自体は、

非常にうまく展開していると思った。しかし、震災後の男女の脳梗塞発症率や、血
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栓を原因とした病気の発症率、心理状態の悪化などを数字を示して、女性の方が高

いと伝えていたが、私には近似値のように思えた。女性のリスクをことさらに強調

しているように感じ、基本的な数字の扱い方について少し疑問を持った。 

 

○  １月８日(日)のバリバラ「アッと驚く！アートの世界」を見た。今、障害者の施

設でアートに取り組んでいるところは多いと思う。こうした取り組みを番組で放送

することで、障害という事実を抜きにして、私たちがアートそのものを評価するこ

とを印象づけていけるのではないかと思った。ナレーターもたどたどしいような

しゃべり方をするが、かえって温かい感じがして、好感を持ち、どのような人が話

しているのだろうと思った。特に、統合失調症の方々に俳句を応募する取り組みに

は驚いた。一体どのようなスタッフが考えて番組にしているのだろうか。新しい取

り組みではないか、と新鮮な印象を持った。テーマによってはまた見たい。 

 

（ＮＨＫ側） バリバラ自体は、大阪放送局で始まった番組で、今でも大阪

放送局で制作している。大阪放送局はバリバラより前から、福

祉番組や障害を持つ方を扱った番組を制作しており、長い伝統

と、障害者の方たちとのつながりといった積み重ねがある。最

初は我々も傷つく人がたくさんいるのではないかと、驚いたが、

この番組は、障害のある方だけではなく、健常者の方からも幅

広く支持されている。昨年のパラリンピックは、総合テレビで

中継や録画で放送したが、競技そのものを総合テレビで放送し

たのは、今回のリオが初めてだ。たくさんの視聴者に見ていた

だいたことは、日本の社会の新しい動きではないかと思ってい

る。３０代から下の世代の人はテレビそのものにあまり触れて

ないので、ネットなどを使ってバリバラやハートネットＴＶの

ような番組を、「おもしろい」と思って見ていただけるようにな

ると、つくり手としては、望外の幸せになるのではないか。そ

うした気概で、さまざまな改革に取り組んでいこうと思ってい

る。 

 

○  １月８日(日) ＢＳ１スペシャル「美術家たちの太平洋戦争～日本の文化財はこう

して守られた～」(ＢＳ１ 後8:00～8:49)を見た。京都が空襲に遭わなくてよかった

と以前から思っていたが、なぜ空襲に遭わなかったか初めてわかった。日本の文化

財を残すために努力したアメリカの美術家２人の思いが、当時の書類や娘・孫への
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取材を通してよく伝わる大変いい番組だった。番組を通してかえって広島や長崎に

原爆を落としたことが浮き彫りになったので、その意味でも良い番組だったと思う。 

 

○  １２月１０日(土) 「漱石100年・アジアへの旅～姜尚中 中国・韓国をゆく～」 (Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後6:30～7:29)を見た。姜さんが、夏目漱石は当時時代の最先端だったロ

ンドンで科学万能主義や重商主義に懐疑的になったが、独学の世界に入ったのでは

ないか、という新たな解釈をしていておもしろかった。番組の中で、姜さん自身が

東日本大震災を機に、文明のあり方について考えることになったが、夏目漱石も同

じことではないかなど、今の日本や世界の出来事に対する姜さんの主張が番組内に

散りばめられていたと思う。見ることができてよかった番組だった。 

 

○  ＮＨＫ沖縄は、他局と比べても、本当に地域に根差したニュースを拾い上げてい

て、ＮＨＫのネットワークが駆使されていると思う。感謝しながらいつも見ている。

一方で、沖縄のニュースは、基地問題がとにかく多く、ほかの放送局にはない傾向

がある。視聴者の意向を見ても、基地の話の問い合わせが多い。基地問題がニュー

スで繰り返し放送されると、私自身チャンネルを変えることがあるので、頑張って、

温かいニュースも送っていただきたい。最初に基地や県政の話題を持ってくること

も重要だと思うが、１日に何度も同じ話題のニュースを繰り返されるとチャンネル

を変えてしまうことがある。 

  

（ＮＨＫ側）  沖縄放送局の放送では、基地問題やアメリカ軍などのニュー

スはやはり多いと思う。アメリカ軍の殺人事件や、年末のオス

プレイの事故、基地問題に関しては県と政府が長期間にわたっ

て争っているなど、全国ニュースになるような出来事が続いた

ことが大きな理由だと思っている。沖縄の経済、福祉、生活、

文化、自然などの話題についても発信していかなければならな

い。少しずつだが、幅広い視聴者の皆様の関心に応えていく内

容にしていきたいと思っている。 

 ４５周年については、５月を中心に幅広いシリーズ企画を組

み、いろいろな角度から沖縄の復帰について分厚く伝えていき

たいと思っている。楽しみにしていただきたい。 
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（ＮＨＫ側） 

今年最初の番組審議会で、皆様から大変温かいお言葉、ご意

見をいただき、ほっとしている。放送を出している側が気付い

ていなかった事のご指摘は大変参考にもなった。我々がもっと

努力しなければいけないところも重々承知している。今年もよ

ろしくお願いする。 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１２月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず事前に視聴した「九州沖縄 勝手に○○アワード」について説明があ

り、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 宮崎 和恵 （（一社）大分学研究会運営委員） 

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

      小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局総務） 

      長﨑 健一 （（株）長崎書店代表取締役社長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「九州沖縄 勝手に○○アワード」 

（総合 １２月２日(金) 福岡局制作）について＞ 

 

○  赤色をベースとした、ミラーボールがキラキラと光っているスタジオで、ＮＨＫ

らしくない番組だった。番組全体としても気ぜわしく感じた。また、審査員の選定

を疑問に思った。しかし、きょう番組の制作者の説明を聞いて、若い人があえてＮ

ＨＫらしくない番組にチャレンジしたということが分かった。 

 「あったかいんたから～」のコーナーはとてもよかった。特に、宮崎県で日本全

国から送られてきたぬいぐるみを洗濯して送り返している男性の話題で、宮崎の日

ざしの中で洗ったぬいぐるみを乾かしている場面がとても九州らしいと思った。大

変感動した。 

 

○  北九州市のバナナ姫や宮古島のまもる君などをとりあげ、行政が地域のアピール

に力を入れていることが紹介されていたが、北九州市がキャラクターをバナナ姫に

決めた理由についてもしっかり説明されていた。また、熊本の日本一の石段は初め
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て知ったが、年間８万４千人もの観光客が訪れているということにとても驚き、感

心して見た。番組後半で、九州全体の共通課題である荒廃農地対策について取り上

げられていたが、軽く触れるだけに終わっていた。九州各地で抱えている課題のた

め、もっと時間を割いて掘り下げて放送してほしかった。審査方法についても、最

初の「ナイス！ロコキャラアワード」で、バナナ姫が一番視聴者の票が多かったが、

スタジオの審査員の票が多かった宮古島のまもる君が賞を取っていて、視聴者の票

は何だったのだろうと思った。 

 タイトルから、とてもわくわくする内容を想像していたので、少し物足りなかっ

た部分もあるが、全体として楽しい番組だった。 

 

○  私のような世代にとっては、正直あまりなじめず、若い人が制作したのだろうと

察しがついた。文化の差は世代を越えられないことは、私自身理解しているので、

今後のＮＨＫを視聴する層に見てもらうためには、今回の番組は必要だったのかも

しれないと理解はしている。 

 熊本の日本一の階段は知らなかったので、取り上げたことは評価できるが、我々

の世代からすると、もう少し内容を膨らませてほしかった。また、3,333 段もの階段

を上ることはとても大変なことだ。一生に１回は上ってみたいと思えたが、12,000

回も階段を上った人を紹介したことはよかったかどうか判断しかねる。紹介された

ことで、階段を上ることの価値が下がってしまったと思うので、一回は挑戦してみ

てほしい、というメッセージを伝えたほうがよかったのではないか。 

 

○  出演者の選定が気になった。審査委員長は、上手に話を誘導していたが、今回の

番組に適役か、また、進行役のアナウンサーの周りに座っていた若い女性４人組が

必要だったのか疑問に思った。視聴者がデータ放送で、よいと思った企画に投票で

きる仕組みも、最後は山崎さんが決めた企画が賞をとり、視聴者の票が一番多かっ

た企画が賞をとれていなかったので、改善する余地があると思う。審査方法の合理

性は納得できるものではなかった。 

一方、北九州のバナナ姫や沖縄宮古島のまもる君といった地域のキャラクターや、

熊本の石段などは今回はじめて知り、楽しく見ることができた。番組を通して、九

州各地の魅力を伝えることはできていたと思う。 

 

○  独自の個性や背景を持っている人を集めており、おもしろいゲスト構成だと思っ

た。 

 番組後半の「あったかいんたから～」のコーナーは、取り上げた企画全部がよく、

中高年としては、安心して見ることができた。番組前半は迫力に欠けた印象があっ

たので、後半の番組づくりを生かすことができればよかった。前半にもっと印象に
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残るような内容を出さないと、視聴者が離れてしまうことが懸念されるのでもった

いなく感じた。 

 中高年の視聴者にとっては、最初、アワードという単語の意味も分からなかった。

また、演出方法や、目立っていない話題に賞をささげることの理由づけがあいまい

にも感じた。そういった点を改善すると中高年の視聴者が安心して見ることができ

る番組になると思う。 

 

○  石段は熊本県内では有名だが、県外ではほとんど知名度がないため、今回取り上

げたことは評価したい。一方、番組で紹介した自動車学校の学校名が大きく写って

いて、適切だったのか気になった。番組の基本的な要素として、視聴者投票の仕組

みがよく分からなかった。投票の結果が決まる際など、常に審査方法を表示してお

くと、途中から見た人でも分かりやすくなったと思う。 

 「九州沖縄スゴか～アワード」のコーナーは、九州の芸人が地域の企画を紹介す

る構成だったが、より視聴者の思い入れを強くすることを狙って、地元出身の芸人

に紹介させる手法もあったのではないか、また、ＮＨＫに求められているものを踏

まえると、最後の「あったかいんたから～」のコーナーのトーンや構成を番組全体

に取り入れると、視聴者は安心して見ることができると思った。 

 

○  コンセプトが最後まで分かりにくい番組だった。九州各地の企画を取り上げなが

ら、取材者と取材地域に関連がなく、視聴者としては統一感がなく感じられた。視

聴者に番組をどのように見せようとしているか、制作者の意図をくみ取ることがと

ても難しかった。また、ゲストが全員芸能人だったので、意見の偏りが懸念された。

さまざまな分野で活躍している人をゲストに迎えたほうが、多様な意見が出て、よ

りおもしろい番組になったと思う。 

 別府で行われている１０メートル走を今回初めて知るなど新しい発見もあったが、

全体として、テーマに対して中途半端な番組になったという印象を持った。今度挑

戦するときは、ＮＨＫらしさをもって、思い切り追求して欲しいと思う。 

 

○  年末にふさわしい番組だった。しかし、民放にもあるような構成で、内輪での盛

り上がりのみのように見えた。また、2016年九州・沖縄ニューストップ１０の番外

編のように思えた。九州・沖縄の各放送局の番組で取材されたニュースの紹介であ

り、番組のコンセプト通りの制作だと思うが、興味深く視聴できない番組だった。

司会に起用した山崎銀之丞さんの、これまでのイメージとは違った側面が見られた

のは良かったと思う。 
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○  新しい試み独特の勢いがあり、全体的にはなかなか楽しく見させてもらった。た

だ、視聴者参加型番組を目指したため、生放送となりライブ感はあったものの、ゲ

スト間の掛け合いに、少しハラハラした。冒頭からの４人の女性の存在も、番組が

進むにつれて、それほど生かされてなかったように思える。 

 九州・沖縄のＮＨＫでは、同じタレントのキャスティングが多かったので、山崎

銀之丞さんの起用は高く評価したいが、彼の持つキャラが今回、適役だったのかは

意見が分かれると思う。私は、バラエティー番組は、お笑いのプロに進行役をお願

いしたほうがよいと思う。 

 出演者も話していたが、最後のコーナーが一番良かった。笑いを無理に取りに行

かずに、感動エピソードにフォーカスした内容ならば、更に番組として可能性は広

がると思う。感動エピソードを見た後に感じた「こんな人々が暮らすこの地域もな

んてすてきなんだろう」というメッセージの発信は、より多くの人々に番組の趣旨

が届くのではないかと思った。今後も頑張ってほしい。 

 

○  非常に愛着を持って見入った。やはり地元のニュースには、感情が高ぶった。番

組も３部門で分かりやすかった。地域に愛されている宮古島のまもる君からは、一

味違うものを見せていただいたと思う。大分県の「世界一短い徒競走選手権大会」

や、熊本県の日本一の石段など、観光素材につながるものを見ることができてよかっ

た。 

 地域密着番組を作りあげるのは大変だと思うが、やはり各県対決番組みたいにな

ると地元を応援してしまうものだ。今回の番組内容は幅広く、混乱しそうなところ

もあったが、部門を３つに分け、視聴者参加型組にしてあったので良かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  審査の方法については、指摘のとおり説明が不十分だった。

金曜夜間はテレビの視聴時間帯では激戦区で、さらに、近年は

生活習慣の変化によって、家でゆっくりテレビを見る人が減少

している中、どのようにすればテレビを見ていただけるかに挑

戦することが、私たちの仕事だと常々考えている。今回頂いた

意見を今後の糧として生かし、いろいろな事にもっと踏み込ん

でチャレンジしていきたい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

やりたいことにたくさん挑戦することができた番組だった
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が、盛り込みすぎたという指摘はもっともだと感じている。番

組を見る人のことを考えると、一つ一つの小道具でも、きちん

とした理由が必要だということを痛感した。番組自体も、もっ

と丁寧にできる部分がたくさんあったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

頂いた意見をしっかりと大分の担当ディレクターにも伝え

たい。引き続き復興支援に向けて、大分局として頑張っていき

たい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「九州沖縄 勝手に○○アワード」については、若いディレ

クターが非常に意欲的に挑戦していたと思っている。私自身番

組を見て、委員の皆さまと同じ、むしろ少し厳しいぐらいの感

想を持ったが、懸命にＶＴＲをつくり、放送したことは頼もし

く感じている。皆さまの厳しくも温かい意見は本人にとっても

貴重な糧になるのではないかと思っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２０日(日) ＮＨＫスペシャル「“がん治療革命”が始まった～プレシジョ

ン・メディシンの衝撃～」を見た。ヒトゲノム計画の最も期待されるところで、ゲ

ノム〜人工知能による解析〜創薬が一連の過程で進められ、がんやアルツハイマー

病などの疾患の治療に役立つ新たな薬が開発されるといった説明が、専門家以外の

人にも分かりやすかった。ヒトゲノムの研究の背景や成果などがしっかりと伝えら

れている素晴らしい番組だと思った。 

 

○  １１月２１日(月)のスタジオパークからこんにちは さがスペシャル「有田焼ザ・

ワールド～こんなトコロに有田焼！？～」を見た。有田焼の大きな丼が出てきて、

シリアの宝物になっていることを伝えていたが、なぜシリアの人たちが日本からの

輸入品を大切にしたか、ということをもう少し掘り下げてほしかった。1,000年や

2,000年前の陶磁の破片や中国の陶磁器が見つかるなど、シリアなどの中東地域は、
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陶磁の素地がある場所だ。有田焼がどのように使われていたか、せっかくなので伝

えてほしかった。 

 

○  １１月２２日(火)に福島で震度５弱の地震が発生した際、赤色で「すぐに逃げて」

という文字が表示されたことや、アナウンサーがとても緊迫感を持って呼びかけて

いた様子から、本当に逃げなければいけないという雰囲気が伝わってきた。東日本

大震災以降の報道の進化や制作者の工夫を感じた。 

 １２月９日(金)の北九州×クロス「北九州に国際会議を誘致せよ ～生き残りを

かけた戦略とは～」を見た。北九州市が国際会議を誘致しようとする内容で、誘致

活動の様子を撮影するために、番組制作担当者がマレーシアまで同行したり、世界

で１、２の開催数を誇るシンガポールを取り上げ、日本の現状と比較していておも

しろかった。シンガポールでは、３０年も前から人材育成に力を入れていたことや、

会議の主催者側が、会場のアクセスや会議場、リーディングカンパニーの有無など

を重要視していることを、しっかり分析して対策していた。改めてニーズを分析し、

対策することの重要性について考えるきっかけになった。 

 緊急時の情報発信の方法を工夫していくことは、先ほど述べた国際会議の運営や、

海外の観光客が増えている現状を踏まえて、海外の方に日本で安全に過ごしていた

だくために、重要なことだと思う。 

 

○  １１月２８日(月)のブレイブ 勇敢なる者「えん罪弁護士」(総合 後10:25～

11:14）を見た。主役を出さないまま、多くの関係者が主役について語り、人間的輪

郭を浮き彫りにする構成は良かった。事件の再現で効果的にＣＧを使用し、今村核

弁護士のイラストも似せるなど、演出がとてもよく、再現シーンにリアリティを感

じた。今回番組内で紹介されたのは２案件だが、無罪獲得数１４件とするのであれ

ば、扱った案件の一覧を冒頭に組み込むと、すごさがより伝わってきたのではない

だろうか。 

 

○  １１月２９日(火)のクローズアップ現代＋「究極の牛肉！？悦楽の世界へようこ

そ」を見た。日本人の牛肉の消費が、霜降り肉志向から赤身志向になっていること

をデータを踏まえて伝えていた。また、牛肉の出荷は種付けから約４年かかり、今

の消費者の志向を反映できるのは早くて４年先になることも伝えていて、今後の日

本の農業のあり方や農業戦略について考えるきっかけになった。 
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○  １２月４日(日)のＮＨＫスペシャル「戦艦武蔵の最期～映像解析 知られざる“真

実”～」を見た。戦艦武蔵がバラバラに散乱している映像から、武蔵に何が起きた

かということなど、未公開映像100時間分を大変細かく丁寧に分析していた。不沈艦

と呼ばれた武蔵だったが、分析の結果つなぎ目のリベットが弱点だったということ

を指摘していて、ＮＨＫの分析力、解析力は本当にすごいと思った。 

 

○  １２月１３日(火)の「ＮＨＫニュースおはよう日本」を見た。九州・沖縄の放送

時間帯で、鹿児島県の窃盗歴のある高齢者の再犯防止に向けた企画が放送されてい

た。この高齢者は「松元一博さん（仮名）」と紹介されていたが、鹿児島は松元の名

字の人が多く、現実にこの名前の人が実在しそうだと思った。仮名ではなく「Ａさ

ん」でもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ａさん」、「Ｂさん」とすると、実際に起きたことを訴え

る力が希薄になってしまうため、仮名にしたのだと思う。 

 

○  支援者の方も出演されていたが、その方々は実名で放送されていた。犯罪という

より、高齢者の現在の生活などが伝えられていたので、貧困に重きが置かれていた

ようだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

犯罪報道ではないので、一定の配慮をしたのだと考えられ

る。本人が実名を出さないでほしい、実名を出す場合は放送し

ないでほしい、といった場合には配慮することがある。 

 

（ＮＨＫ側） 

犯罪を犯して再生を図ろうと努力している人を、１つの人

格としてリアリティーを持って視聴者に伝えるためには、普通

の名前のほうがよいと思う。今回の場面では、「Ａさん」、「Ｂ

さん」では成り立たなかったと思う。 

 

○  １２月１４日(水)のガッテン！「インフル・肺炎・がんに効く 世界で発見！驚

異のネギパワーＳＰ」を見た。冬場、インフルエンザの流行が話題になる時期なの
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で、かぜ予防やがん予防になるネギを取り上げたのは非常によかった。においを嗅

ぐだけで体温が上がることや、ネギの保存方法など、番組を見て新しく知ったこと

がいろいろあった。民放でも料理番組やレストランを取り上げる番組はあるが、Ｎ

ＨＫの視聴者には健康志向の強い人もいると思うので、ニーズにあった、とてもよ

い番組だったのではないかと思う。 

 

○  １２月１４日(水) クローズアップ現代＋「どうなる？たばこ“新ルール”広がる

波紋」を見た。ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）の方針で、オリンピックを開催

する都市は禁煙の制度を進めなければいけないということを知った。禁煙を推進し

たい人はたくさんいるが、番組では、居酒屋やスナックなど、喫煙者が多いお店の

お客もとりあげ、喫煙者の意見をしっかりと伝えていて、バランスのとれた番組に

なっていたと思う。一方、スタジオでは、ＣＧでたばこの煙がぷかぷかしていてい

るように演出していて、少しやりすぎだったと感じた。 

 

○  １２月１５日(木)の「あさイチ」を見た。ゲストで三谷幸喜さんが出ていたが、

ゲスト中心のコーナーの時間が短かったと思う。視聴者からＦＡＸもたくさん来て

いて、三谷さんの話をいろいろと聞きたいと思ったが、あっさりと終わってしまっ

たように感じた。ピカピカＪＡＰＡＮや解決ゴハンなどのコーナーはいつでも放送

できると思うので、話題のゲストがいるときはゲストの時間を充実すると、もっと

楽しめると思った。 

 

○  「サラメシ」はふだんからよく見ている。俳優中井貴一さんが番組への誘いを深

めてくれていると思う。また、亡くなった有名人が愛した昼メシ屋さんなどを紹介

されると、行きたくなり、故人の知られざる人柄までも想像してしまう不思議な番

組だ。日本では、西日本と東日本でも、同じ食材でも使い方や味付けが違うので、「同

じ卵焼きでもこんなに違う旅するサラメシ」という企画を提案したい。視聴者と番

組が寄り添っている番組で、とても心が癒やされる番組だと思う。 

 

○  １１月２９日(火) ハートネットＴＶ リハビリ・介護を生きる「老いること生き

ること」を見た。病院にアートパワーを導入した事例として非常に興味深く観た。「誰

かを励ますつもりのボランティア演奏活動が、逆に元気や感動をもらって、それに

応えたいと少しずつ変わってきた」というコメントを聞いて、病院にアートがある

ことの意味を表しているような気がした。番組では、ホスピタルアートディレクター
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の森合音さんの立ち位置が重要だったが、ホスピタルアートディレクターという資

格が実際にあるのか気になった。日本のソーシャルインクルーシブ（格差や貧困な

どが広がる社会の中で、困難を抱える人を排除しない考え方）が立ち遅れている要

件の一つに、アートディレクターのライセンスが無いことが挙げられるので、森さ

んのようなフロントランナーをもっと高く評価し、紹介していくべきだと思った。 

 

○  １２月１０日(土)のＥＴＶ特集「１５歳 私たちが見つけたもの～熊本地震 ３

年３組の半年～」を見た。内容も構成も演出もすべてがよく、今年視聴した全番組

の中で一番心を打たれた番組だった。男の子が体育大会の応援団長に立候補する姿

は、これまで引っ込み思案だった男の子の成長の様子が非常に細やかに表れていた。

また、音楽の道に進みたいと思っている女の子が、朝日の中で合唱コンクールのピ

アノを練習している場面からは、彼女の厳しくも輝かしい未来を暗示しているよう

に感じた。番組制作にあたって、取材陣と、クラスの子どもたち、先生方との間で

濃密なコミュニケーションが成り立っていることが推察できた。本当によい番組を

つくっていただいたと思っている。 

 

○  １２月１４日(水)のハートネットＴＶ「小さな命へのまなざし １４歳の俳人 

小林凜」で、字幕の有無が話す人や場面で変わるので、字幕は全部つけてほしいと

思う。何か字幕をつける基準でもあるのか。ハートネットＴＶは本当に光が当たり

づらい活動や取り組み、人物を丁寧に取り上げる貴重な番組で心から応援したいと

思っている。今後とも大いに期待したい。 

 

○  １２月４日(日)の「東京オリパラ団」（ＢＳ１ 後9:00～9:49）を見た。大分で毎

年１１月に開催している大分国際車いすマラソン大会を取り上げ、出場する選手だ

けではなく、選手を迎える人たちのおもてなしにも焦点を当てていた。道路に段差

がないというハードの側面と、ボランティアの人の数や、走っている選手を子ども

たちが名前で応援する様子など、大会の裏側のさまざまなことが分かった。ことし

の大会は民放で中継を行っていたが、ただ競技の様子を伝えるだけではなく、「東京

オリパラ団」のような紹介があれば、車いすマラソンのおもしろさが楽しめるので

はないかと思った。ただ、「東京オリパラ団」自体がどういう番組なのかよく分から

なかった。この番組はふだんから放送している番組なのか。 

（ＮＨＫ側） 

１０月から始まった番組で今回が２回目だった。2020年の東
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京オリンピック・パラリンピックを応援し、盛り上げることを

目的に、出場を目指す選手を支えている人々を取り上げていく

ことが番組の趣旨だ。 

 

○  今聞いて初めて分かった。それならば番組内で、もう少し番組趣旨などに触れて

いただいたほうがよかったと思う。 

 

○  １２月２日(金)の新日本風土記「湯布院」を見た。湯布院は温泉や由布岳が有名

だが、番組では湯布院での稲作や、地元の蹴裂権現の伝説といった、地元の人の生

活を照らしていて、湯布院という町を丁寧に紹介していたと思う。温泉を観光の側

面だけではなく、湯布院の人にとってどのような存在であるかしっかり伝えること

ができていた。湯の坪街道を茶色で統一することや、空いているスペースに木を植

えることといった、地元の人たちの小さな積み重ねについても、しっかり紹介され

ていた。地震から少し日がたち、湯布院に観光客が戻り始めてきた頃合いだったの

で、とてもよい時期の放送だったと思う。番組内で湯平についても取り上げていた

が、かつて湯平町と由布院町が合併して湯布院町になったことについて、もう少し

説明があるともっとよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

新日本風土記「湯布院」の番組のポスターは、お湯ではなく、

稲と人とでつくった輪を全面に押し出していた。湯布院で暮ら

している人たちが大切にしているものを取り上げたことをＰ

Ｒできたのではないか、と思っている。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１１月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず事前に視聴した「ガレッジ ａ Ｇｏ！Ｇｏ！ 秋の九州 絶景ドライブ」

について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 宮崎 和恵 （（一社）大分学研究会運営委員） 

委 員     明石  良 （宮崎大学副学長） 

 井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

      小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局総務） 

      長﨑 健一 （（株）長崎書店代表取締役社長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 山元 紀子 （霧島高原ビール（株）代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「ガレッジ ａ Ｇｏ！Ｇｏ！ 秋の九州 絶景ドライブ」 

（総合 １０月２８日(金) 福岡局制作）について＞ 

 

○  全体として爽やかで、心地よく見ることができた。九州は震災の影響で観光業が

低迷し、「九州ふっこう割」などで観光客を呼び込もうとしているが、恩恵は末端ま

で届いていないという声を聞く。しかし、今回の番組では、メジャーではない観光

地を取り上げていて、感心した。また、ゲストが訪ねた人たちは皆、ひょうひょう

としながら少しボケもある九州人独特の雰囲気を持っていて、よく探し当てたと思

いながら、心地よく見た。最後にゲストのガレッジセールが、「一番印象に残ったの

は、心の絶景でした」と言ったひと言が印象に残り、心が打たれた。 

 震災関連の番組は、見る側が重く暗くなってしまう番組が多いが、ガレッジセー

ルの軽快な会話もあって、楽しく被災地を応援できる番組構成になっていたと思う。 

 

○  絶景をうたったタイトルだったが、番組を見ると、次第に震災関連の話に移って
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いった。震災を扱う番組自体はよいと思うが、絶景というタイトルから震災にうま

く結びつけることができず、理解できなかった。また、風景や人物だけではなく、

その地域の歴史なども紹介してほしかった。 

 

○  今回の番組は、何を伝えたいのか、どのような視点で番組を構成しているのか、

よく分からなかった。また、一部の観光名所については、写真の紹介だけで終わっ

てしまい、とても残念だった。全体として、復興のために九州を旅したいと思える

番組をつくっていただきたかった。 

 

○  番組のタイトルと内容にギャップがあった。タイトルから、ふだん知らないよう

な場所が出てくるだろうと期待を込めて見始めたが、絶景といえる場所は出てこな

かったと思う。番組の風景から感動は得られなかった。絶景という視点ではなく、

熊本地震や九州北部豪雨からの復興という視点であれば内容が納得できるので、タ

イトルに無理があったのではないか。 

ほかの委員の方からも発言があったが、一部の観光地に関しては、実際の風景で

はなく、写真の紹介だけだったことは、とても残念だった。地震の被害が大きい熊

本と大分を盛り上げようという趣旨は理解できるが、番組のねらいと、完成した番

組とでは違うものになったのではないか。 

 

○  タイトルからすごい絶景が紹介されるという気持ちで番組を見たが、想像よりコ

ンパクトな場面が多く、最終的にタイトルと内容との差を感じた。また、遊覧飛行

や熱気球の搭乗もなく、大変もったいないと思った。絶景を伝える番組なので、遊

覧飛行や熱気球に搭乗したゲスト３人の感動を、コメントや映像でライブ感をもっ

て伝えてほしかった。見終わった後、少し期待していたものと違った印象が残った。 

 

○  ガレッジセールの寝起きの様子や、予算が足りなくて遊覧飛行できないといった

演出は、楽しい雰囲気を出そうという意図があったと思うが、必要なかったと感じ

ている。また、番組途中、一部の観光地を写真で紹介したことも残念だった。映像

のほうが視聴者の印象も強くなり、「行ってみたい」という気持ちにつながると思う。 

 一方、番組を見て、初めて原尻の滝を知った。ドライブで観光雑誌に出ないよう

な場所を紹介する意図はとてもよいと思う。このような番組が、地域の新しいイメー

ジをつくり、熊本や大分に人が足を運ぶようなきっかけづくりになればよいと思う。 

 

○  全体として中途半端な印象の番組だった。前半の大分県の部分は絶景を重視して

いたが、後半の熊本県の部分は、復興支援を重視していたように思う。後半部分は

地域に直接足を運び、旅の思い出として地域の人々の生活に入り込み、見たものや
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食べたものが心に残っていく、という伝え方をしていて、とてもよかったと思うの

で、前半も同じ視点から構成してほしかった。また、観光地を紹介する上で重要な、

歴史や時季についての説明がなかったり、地図が大ざっぱで、今どこにいるか分か

らなかったので、もう少し丁寧に情報を出してほしかった。さらに、ドライブが軸

だったことを踏まえると、時間の経過も伝えてもらえるともっとよかったと思う。

全体として惜しい部分が多かったが、番組後半の視点を取り入れ、ぜひ今後の放送

につなげてほしい。 

 

○  テンポ感のよい流れと多彩なＢＧＭが印象に残った楽しい番組だった。場面、話

題の意味合いに合わせた音楽が、気の利いた雰囲気を醸し出していて、とても良かっ

た。自然な流れを装いながらも、進行台本に沿ったやり取りは多少否めない感があっ

たが、それでも、ガレッジセールの２人が、過去の番組で出会った地域の方々と再

会する企画には涙が出た。あえて意見すると、カーナビのような移動経路がわかる

地図が必要だと思った。地図があれば、ドライブに一緒に参加した気分になったか

もしれないと思った。ぜひ今後、春や夏のシリーズも制作していただきたい。 

 

○  非常に楽しく見ることができた。番組後半、過去の番組で出会った地域の方々を

訪ねていくシーンから、この番組の意図がわかった。2012 年に九州北部豪雨の被害

にあった、赤牛農家の岩下重徳さんとの再会では、岩下さんの「牛からはなれられ

ん」と言うことばに、出演者が無言になってしまったことで、やるせなさが伝わっ

てきた。また、倒壊した阿蘇神社を見ながら、ゴリが、「空がこんなに青くて天気が

いいのに…」と言って、全員が黙ってしまった場面には涙が出た。番組を通して何

度も涙が出た。予算がないからと遊覧飛行や熱気球に乗らなかったこと、写真での

観光地紹介などは箸休めのような気持ちで見た。番組最後、熊本城で「目で見た絶

景もよかったが、今回は心で感じたものがより収穫があった」という出演者のコメ

ントがすべてだったように思う。本当によい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  放送後視聴者からも、タイトルと内容がかい離していたので

はないか、といった指摘を頂いた。今回もまさに同じ指摘があ

り、厳しく受け止めている。復興を応援するという意図と、絶

景も撮りたいという意図とを、我々のほうでもっとうまく番組

にできなかったか、というのが今回の反省点だ。今後の番組作

りの参考にさせていただきたい。 

＜放送番組一般について＞ 
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○  １１月６日(日)の真田丸「築城」を見た。タイトルシーンが今回は冒頭で流れず

に気になっていたが、番組後半、堺雅人の「真田丸」というかけ声でタイトルシー

ンが流れるという粋な演出に非常に感動した。「真田丸」は最後まで期待して見てい

きたい。 

 

○  １１月１５日(火)のグッと！スポーツ「パワーの秘密はまっすぐ真面目 三宅宏

実」を見た。重量挙げはマイナーなスポーツのため、これまでテレビで取り上げら

れることはほとんどなかったが、リオオリンピックで三宅選手が頑張ったおかげで

取り上げられるようになったと思う。私も学生時代重量挙げをしていたため、取り

上げられるようになったことは大変うれしい。 

 

○  １１月９日(水)のガッテン！「超濃厚！豆腐ニューワールド」を見た。100円の豆

腐でもフードプロセッサーで粉々にして食べると非常においしい、ということを紹

介していた。大豆の油脂成分がうまみに変わることに注目した合理的な食べ方で、

前々から注目していた。 

 

○  １１月２０日(日)放送予定のＮＨＫスペシャル「“がん治療革命”が始まった～プ

レシジョン・メディシンの衝撃～」はとても楽しみにしている。プレシジョン・メ

ディシンとは、ゲノム解析の成果を生かしたがん治療の最前線で出てくる単語で、

ＮＨＫの番組で早速取り上げられたことに感動した。ぜひ見たいと思っている。 

 

○  １１月６日(日)のサキどり「みんなのムービーがまちを元気に！地域ＰＲ動画の

すすめ」を見た。宮崎県小林市では、フランス語に似たユニークな方言に焦点を当

てた動画が、インターネット上で200万回以上再生されていることを紹介していて、

地域のＰＲに非常に寄与していることを伝えていた。まさに時流に乗った取り組み

だと思う。今、地域では過疎化が進み、若い人たちがどんどん県外に出て行くが、

県外に出た人が改めてふるさとを思い出し、帰りたくなるように地域が取り組んで

いくことは重要だと思う。また、県外に出た人が自分のふるさとについてＰＲする

取り組みについても紹介していて、非常に感動した。最近では、ＰＲ動画やふるさ

と納税などを通して、地域と都市がつながってきていると感じており、参考になる

番組が非常によいタイミングで放送されたと思う。 

○  １１月８日(火)のグッと！スポーツ選「バスケ愛全開！田臥勇太」を見た。９月
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下旬にＢリーグが開幕し、よいタイミングでの放送だった。番組では田臥選手の人

柄やエピソードに焦点を当て、真面目な性格やファンヘの思いやりを知ることがで

き、その魅力を引き出していた。また、日本バスケットボール界に対する使命感や

責任感が込められたコメントもとてもよかった。全体として、非常に丁寧に取材さ

れていたと思う。しかし、バスケットボールになじみがない人も番組を見ていると

思うので、田臥選手のプレーをもっと紹介してもらえれば、競技のすごさが伝わり、

理解につながったのではないか。 

 

○  最近のＮＨＫのドラマがすごくおもしろく、いろいろなドラマを楽しく見ている。

地に足がついており、俳優の魅力を引き出す脚本や演出になっていて、制作陣のこ

だわりを感じる。「真田丸」では、ついに、ポスターに出ている赤いよろいが出てき

て感激した。役を演じている堺雅人さんや大泉洋さんもすばらしいが、草刈正雄さ

んや近藤正臣さんなど脇を固める俳優もすばらしい。 

 

○  ７月１０日(日)のＮＨＫアーカイブス「あの人が選ぶあの番組 俳優小日向文世

さん～大河が描く秀吉～」の中で、小日向さんが、これまでＮＨＫのドラマで演じ

られた秀吉像を見て、自分が演じる秀吉像について考えていた。実際に、「真田丸」

の小日向さんは、すごく優しい表情にも関わらず、見る側が恐怖感や威圧感を感じ

るように演じていた。ドラマ制作における俳優自身の努力がとてもよく分かった。 

 バイプレーヤーの方々の魅力を引き出すドラマや番組をたくさん作ってもらうこ

とで、視聴者もいろんな意味で楽しめると改めて思った。 

 

○  １１月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「終わらない人 宮﨑駿」を見た。ジブリ

作品は日本のアニメーションの最高峰であり、個人的に好きだ。しかし、今回の番

組では、中盤の短編映画の制作過程の場面で非常に困惑した。ＣＧを使ったゾンビ

ゲームのような動きに対する宮﨑さんのコメントが、とても辛辣（しんらつ）で、

これまで抱いていたジブリ作品でのイメージを覆すものだった。どこかでカットし

たほうがよいのではないかと心配になった。テーマパークで、キャラクターの中に

いる人を見せつけられたような印象を、この番組から感じてしまった。 

 

○  １１月１０日(木)のクローズアップ現代＋「“格差”“不安”声を上げる若者たち～

世界・日本でいま何が～」を見た。アメリカや台湾、スペイン、日本など世界のSEALDs

のような若者たちに焦点を当てた番組で、非常に興味を持って見た。何人かの学識
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者が出演していたが、私には、二項対立の弊害を指摘していた人の、発言の具体的

な内容がよく理解できず、今でも気になっている。ほかの視聴者も同じように感じ

た人がいたと思うので、もっとかみ砕いて説明してほしかった。 

 

○  １１月１１日(金)のなるほど実感報道ドドド！「最新報告 博多駅前陥没事故」

を見た。１１月８日(火)早朝の博多駅前陥没事故について、地層と大規模陥没の関

係をわかりやすく解説していた。地下鉄工事の図面を独自入手していたり、実際の

工事の妥当性についても取り上げているなど、しっかり踏み込んだ番組になってい

たと思う。また、ボーリング調査や地下鉄の工法の種類についても丁寧な解説があ

り、好感を持った。ニュースの解説番組のような形で、非常によく作られていたと

思う。 

 

○  １０月１０日(月)香川照之の昆虫すごいぜ！「トノサマバッタ」(Ｅテレ 前9:00～

9:30)を見た。昆虫番組というと、専門家が子どもに昆虫に関する説明をする、といっ

たイメージがあるが、全くイメージとは異なる番組だった。昆虫のかぶり物を着た

香川さんが、パフォーマンスを交えて、昆虫に親しむ視点や、捕まえる視点、環境

問題まで踏み込んで、おもしろく話をしていた。見終わってから、このような昆虫

の番組があってもいいと思った。今回、制作されたことを評価したい。 

 

○  １０月２８日(金) 大分スペシャル「大分合同新聞社 共同企画 震度６弱は何を

変えたか」(総合 後7:30～8:43)を見た。ＮＨＫと地元の新聞社の共同番組にも関わ

らず、これまでの報道以上の内容や、より地域に焦点を当てた情報がなかったのが

大変残念だった。スタジオの出演者がＮＨＫの記者と専門家だけだったことも残念

だった。ＮＨＫの記者と新聞社の記者双方がスタジオに立ち、現場で感じたこと、

現場で起きていることを生で語るとよかったと思う。さらに、震災後、たびたび番

組に取り上げていた由布院の旅館を今回も取り上げていたが、これまでと内容が変

わらず、出す必要があったのか疑問に感じた。 

 番組の住宅被害の実態、観光への影響、耐震化、震度６弱はなぜ起きたか、復興

再建といったコンテンツ分けはよかったと思う。また、臼杵市の地元住民が、自分

たちで避難所を運営している場面があったことも評価できる。大分向けの番組なの

で、大分の地域に関する話を、時間をかけて、もっと掘り下げて伝えてもらいたかっ

た。 

○  １０月２７日～３０日にかけて開催された、世界のウチナーンチュ大会関連の番
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組放送に関して、ＮＨＫ沖縄放送局のかつてない取り組みを高く評価したい。特に、

若手のディレクターが番組作りの中心となり、ライブ感溢れる生放送を仕切ったこ

とは新鮮な空気を生み出し、きっと今後の業務において貴重な経験になったと確信

する。特に、１０月２８日(金)の沖縄金曜クルーズきんくるの特番生放送で、海外

からのエイサー団体が出演したことや、１０月３０日(日)の沖縄熱中倶楽部で、若

いスタッフが献身的に動いているのを目の前で見て、本当に感心した。次回大会の

2021年には県外の方々にも視聴してもらえるよう、模索してほしい。また、ウチナー

ンチュのアイデンティティやルーツなどについて、ファミリーヒストリーのような

番組で取り上げることなども検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ガレッジ ａ Ｇｏ！Ｇｏ！ 秋の九州 絶景ドライブ」のタ

イトルについては、ご指摘の通り工夫の余地があったと思う。委員

の皆さまにもご理解いただいているが、大分、熊本を中心とした復

興に関する番組を、従来と異なる視点でつくりたいという気持ちが

あった。タイトルと内容が合致するものだったら、よりよかったと

思う。皆さまの厳しい意見を受け止め、今後の番組づくりの参考に

させていただく。 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 



1 

平成２８年１０月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２０日（木）、ＮＨＫ福岡放送局にお

いて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず事前に視聴した「ＥＴＶ特集『５４枚の写真～長崎・被爆者を訪ねて～』」

について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長 宮崎 和恵 （（一社）大分学研究会運営委員） 

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     明石  良 （宮崎大学副学長） 

 井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局総務） 

      長﨑 健一 （（株）長崎書店代表取締役社長） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 山元 紀子 （霧島高原ビール（株）代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「ＥＴＶ特集『５４枚の写真～長崎・被爆者を訪ねて～』」 

（Ｅテレ ８月６日(土) 文化・福祉番組部 長崎局制作）について＞ 

 

○  １０月１７日(月)の「国際報道２０１６」では、原爆傷害調査委員会（ＡＢＣＣ）

に批判的な言い方をしていたが、今回の番組では、ゴールデン・スタンダードを作っ

たことをＡＢＣＣの成果としており、評価がものすごくずれていたと感じる。 

 

○  番組冒頭で、５４枚の写真が出たときは、今後の番組の展開が見えず、内容が全

然頭に入ってこなかった。 

 

○ ＡＢＣＣ、その後の放射線影響研究所という機関や、放射線の研究データが科学に

利用されているという部分を紹介したのはいいと思うが、番組の最後で福島につい

ての見解が取り上げられるなど、全体として番組をどのように展開していくか非常
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に悩んでいた感じを受ける。良いようにまとめていったのが見え、違和感を覚えた。 

 

○  ＡＢＣＣがよい組織のような印象を受ける番組の構成には、違和感があった。番

組内の検体の話では、被爆者がＡＢＣＣに対して許せないという思いと、諦めるし

かないという複雑な感情を持っていることが、取材相手の表情や言葉から、そのま

ま伝わってきたこともあって、番組の最後で、福島第一原発事故に結びつけること

は、強引だと思った。 

 

○  ＡＢＣＣ開設時のスタンスや歴史を踏まえると、今回の番組は腑（ふ）に落ちな

かった。 

 

○  被爆者の犠牲によって、ゴールデン・スタンダードができ、福島の事故の時に、

判断ができたことは、科学の発展であり、一つの救いだと思う。 

 

○  原爆投下後、アメリカがすばやくＡＢＣＣを開設したことを考えると、私は残酷

な実験だと思いながら番組を見た。 

 

○  ジャーナリストとして放送しなければならないという意味で、本当によい番組だ

と思う。反応があるから放送しないというように、ジャーナリズムが止まってしま

うことは絶対にあってはならない。 

 

○  番組内の写真は、自分が被爆者の遺族だったなら、見せたくない写真であり、視

聴者が加害者になりうる番組であると思った。また、原爆の恐ろしさ、放射能の恐

ろしさが明解で、副作用が大きい番組だと思った。 

 

○  ＡＢＣＣでは治療ではなく、定期的な被爆の観察しかしていなかった。遺族から

すると、早く治療をしていれば、もう少し早く治癒したかもしれない、という複雑

な心境だったと思う。その表情が番組に表れていた。 

 

○  原爆やＡＢＣＣの活動、被爆者の遺族の感情などは、ほとんどその時代を知る人

がいなくなってきている中で、後世に語り継いでいくべきことだと思う。 

 

○  深い意味のある番組だと思った。家族の心情など、番組に載せられなかった場面

もたくさんあったのではないか、と拝察している。 

○  視聴する側としては、写真発見の経緯が、何らかの形で示されると、より番組に
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入りやすかったと感じている。また、大変時間をかけて取材を行ったことがわかっ

た。 

 

○  ＡＢＣＣのことは初めて見聞きしたため、番組を通して、ＡＢＣＣという機関や

調査内容、調査による関係者の考えを知れたことは、大変よかった。 

 

○  ＡＢＣＣの調査や研究分析が、今日の社会に貢献し得るということも示されてい

た上で、遺族の、それらの意義を理解しつつも、割り切れない思いに迫っていた点

が、よかったと思う。 

 

○  客観性を持ったデータを有効に運用していくことに、研究機関の意義があると思

うが、今回のＡＢＣＣのように、調査すれども治療せずという非常に残酷な一面も

ある。ＮＨＫのような報道機関も、おそらく共通する面があると思う。 

 

○  構成としては、主観的な部分と客観的な部分、最後は、問題提起として終わって

いるという印象を受け、非常によく練られた構成だと感じた。 

 

○  今回この番組を視聴した率直な感想は、「戦争は終わっていない」ということだ。

日本は、唯一の被爆国でありながら、一方で、福島原発の事故で放射線を出してお

り、世界的に見てまれな国だと考える。歴史の真実を、今回の番組を通して学んだ。

すごく重い番組だが、学校教育として見せてもよいと思う。 

 

○  調査に主観を入れないことが、今に生きる研究になったことは、まさにそのとお

りだと思う。研究者が職人的な思いで、徹底して主観を排除してデータをそろえな

ければ、未来に生かせるデータにならない。当時の人たちが、将来を見据えて作業

をしたかどうかは定かではないが、７０年以上たった今でもデータが残っているこ

とは、大きな財産だと思う。 

 

○  取材した人たちは、今回の取材を通して、報道する側の矜持（きょうじ）を発揮

するべき大事な場面に立ち会ったのではないか。そのような場面に、若い取材者が

いることは、次へのレガシー、財産になっていくと思う。 

 

○  統計データを取ることは機械的で無機質な作業だ。私は、未来に役立つ、責任を

担うという職人的な感覚で、作業に従事する人が必要だと思った。 

 

○  シンポジウムの場面で初めて、現在の視点や、客観的な志向性を持ったと感じた。
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シンポジウムの場面は、もっと早いところで見せたほうがよかったと思う。冒頭か

らずっと、つらい内容が続き、いつチャンネルを変えてもおかしくはない内容だっ

た。 

 

○  ＡＢＣＣを初めて知った人と知っていた人では、まさにＡＢＣＣに対する感情の

よしあしがあると思う。 

 

○  主観的ではない形での取材を、ＮＨＫはぜひ続けてほしい。大変だが、将来この

時点をアーカイブしたときに、正しい距離感での報道というのが評価されると思う。 

 

○  写真に写っている人の目が訴えかけるものという点では、私も、自分がこの番組

を見ていてよいのか、という重たい思いになった。原爆投下後７１年もたっている

が、被爆者の家族が、いまだに原爆が怖い、８月９日が怖いという思いを話してい

て、原爆投下が遠い昔のことではないのだと感じた。 

 

○  恐怖や不安といった感情が、人の心をいつまでも占領していて、戦争や原爆の悲

劇を改めて感じたような気持ちになった。 

 

○  ＡＢＣＣが被爆のデータを取ったことの意義は評価しながらも、データを取るた

めに、関係者は苦しんでいる方々を機械的に冷静に見ていたと思われる。番組で、

被爆者やご家族の様子を見て、ＡＢＣＣ関係者の冷静な視点に、切ない思いをもっ

た。 

 

○  番組の最後で福島の場面が出たが、今も風評被害がある。当時の被爆者に対して

も多分風評被害はあったと思う。被爆者や遺族の心の痛さなどを忘れないために、

何かを伝えるすべが必要だと改めて感じた。 

 

○  あの写真から多くのものを想像し、また、ＡＢＣＣのことについて何でもっと追

及しないのかという印象を持った。 

 

○ これまで戦争や原爆の番組を、たくさん見てきたし、被爆者の言葉から作られた番

組もたくさんある。こうした番組は、戦争に突き進んだ理由や、原爆を落とされた

前後を映すエピソードから構成されており、それはそれで、いろいろと考えること

がある。しかし、今回の番組では、最初に私たちに見せたものは、写真一つだ。１

枚１枚の写真から番組が構成されており、特に批判的な面を出さずに、淡々と積み
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重ねていた。このことが、一層、番組を見終わったときに悲惨さを感じることになっ

たと思う。 

 

○  番組を見終わったときに、たくさんの人にもっと見ていただく手だてがないだろ

うかということを強く感じた。 

 

○  非常に重い課題だと思う。福島第一原発事故をきっかけに被ばくにどのようなリ

スクがあるか等、正しく理解し、学ぶことの必要性があるのではないかと思う反面、

被爆された方々をまるでモルモット扱いのように写真を撮ったこと、何も治療をせ

ずに定期的に被爆された方の状態だけを観察していたことに、憤りを覚える。 

 

○  深井増美さんが、母スギさんのケロイドの写真を姉に見せたとき、「思い出したく

なかった」「ばからしか」と。岩永肇さんのお姉さんは「忘れたい」「８月９日と聞

くのが怖い」と。やはり被爆された方々の気持ちは同じで、この内容はかなりナイー

ブなものだろうと思うので、インタビューは慎重に行われたのではないかと察した。 

 

○  被爆された方々のデータの蓄積が今日の私たちの役に立っているというのは何と

も複雑である。池見イトさんの娘さんたちが、ケロイドの写真を見て、母親のこん

な厳しい顔を初めて見たといったこと、深井増美さんが、「自分も亡くなったら献体

したい。役に立つのなら」という言葉が非常に印象的であった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  委員の皆さまがおっしゃったことは、私自身も腑（ふ）に落

ちている。今回の番組制作は本当に難しかった。ＡＢＣＣの組

織自体も変遷している中、働いている人の思いの変遷を事実と

して組み込んでいく作業もかなり難しかった。福島の話を入れ

るのかどうか、どのように表現していくか、という部分は、制

作する上でも悩んだ。また、番組では、あえて「差別」という

言葉は一切使わなかった。しかし、被爆者は実際に差別を受け

てきており、その点でも議論した。いろいろな思いを込めて制

作したことが、かえって散漫になり、方向性がぶれたように感

じられたのかもしれない。 

 長崎は、広島と比べて、伝わっていないことがまだまだある

と考えている。長崎局では、毎週何かしらの原爆関連のリポー
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トを放送している。長崎県内だけでなく、広く九州や全国の人

に原爆の実態を伝えていかないと、広島よりさらに長崎は捨て

置かれていく危機感もある。今後も、いろいろな意見を頂きな

がら、番組を作っていきたいと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２０日(火)「おはよう日本」の台風１６号の報道について。中国地方の広島

の映像が映っていたとき、画面左上に、中国という文字が、四角い枠で囲まれて表

示されていた。当時、台風が複数発生していたが、うち１つが中国大陸のほうに行っ

たものだった。初見の人は、中国に行った台風の映像なのかと誤解する可能性があ

るので、中国地方と書いた方がよいと思った。 

 

○  ９月３０日(金)の新日本風土記「北九州」を見た。洞海湾の黄色い海の写真、角

打ち、旦過市場といった、北九州の“王道”が全部取り上げられていた。放送翌日、

知人と番組を通して、新しい発見があったという話になった。 

 

○  北九州市は来年旧八幡市の市制１００周年を迎える。旧八幡市は製鉄と切り離せ

ない地域であり、改めて文化の流れを知る、よい機会になった。楽しんで視聴する

とともに、地域の文化などのＤＮＡを大事にしていかないといけないと思った。 

 

○  ９月２４日(土)から１０月１５日(土)まで放送された土曜ドラマ「夏目漱石の妻」

(総合 後9:00～10:13)は、オープニングやエンディングが、普通のドラマと違って、

おしゃれだと感じた。 

 

○  尾野真千子さんの、人間っぽく、リアリティーもある演技のうまさに、入り込ん

でしまう気がした。改めて、夏目漱石の人物像や背景を理解した上で、もう一度読

んでみると、また違った感じがするだろうと思いつつ、楽しく視聴した。 

 

○  ９月１５日(木)の「クローズアップ現代＋」を見た。リオ五輪閉会式の奇跡の８

分間の舞台裏がテーマの番組で、ゲスト３人の話が大変おもしろかった。しかし、

聞き手のアナウンサーが、話をまとめる方向に進めようとしていたことが、とても

もったいないと思う。ゲストのトークを生かすも殺すも、進行役にかかっているの
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で、ぜひ頑張ってもらいたい。 

 

○  ＮＧシーンや舞台裏を取り上げる番組は、大変心がひかれる。2020年の東京に向

けて、舞台裏のドキュメントを撮りだめていくと、４年間で、すごくいい裏話の番

組ができるのではないか、と楽しみにしている。 

 

○  １０月１日(土)のサイエンスＺＥＲＯ「発見！地球に一番近い系外惑星“プロキ

シマｂ”」を視聴した。個人的に小さな頃から天体が好きだったため、関心を持って

番組を見た。中学生とか高学年くらいの小学生にとっても、分かりやすい解説で番

組が進行していたのが印象的だった。 

 

○  出演者の竹内薫さんと南沢奈央さんは、とてもいいコンビだと思う。今後もこの

ような天体関係の番組はチェックしていきたい。 

 

○  ２０２０年のオリンピックへ向けたＮＨＫの取り組み方や仕掛けが、私たちに影

響を与え、国民一体の形になっていくと思う。特に若い人たちがオリンピックを迎

えていくストーリーを歴史に残すことは、ＮＨＫが番組を制作するという形でも必

要だと考えている。２０２０年のオリンピックまでに、バックヤードツアーのよう

な番組を作っていただきたい。 

 

○  ２０１８年の大河ドラマが、鹿児島が舞台の「西郷（せご）どん」に決まったこ

とについて。以前、原作者の林真理子さんが鹿児島でトークショーを行った際、「な

ぜ『西郷（せご）どん』というタイトルにしたのか」という質問があった。林さん

の答えは「鹿児島空港に『西郷（せご）どんの教育』という小冊子があったから」

というものだった。このような視点が地域密着や、地域が盛り上がる１つの大きな

指針だと思った。 

 

○  ＮＨＫは今、夜の番組が充実しているが、それらのテーマは女性だと感じている。

今回の「西郷（せご）どん」も、林真理子さんが原作者で、やはり女性がテーマだ

と思った。テレビで女性を取り上げる機会が多くなることも、女性が社会に参画し

ていくことや、社会現象につながっていくことだと感じている。 

 

○  １０月１６日(日)のサキどり↑「いらっしゃいませ！謎の国ニッポン」を見た。
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有名観光地でない地域にも外国人の富裕層の客が増えていることが分かった。現地

にお金が落ちることは、非常によいことだ。 

 

○  私自身も農家民泊を行っているが、番組と、九州各地の市町村で地域の活性化と

して実施しているものとは、かけ離れていた。また、農業体験や弁当を食べる場面

も、少し現実と違っていると感じた。 

 

○  １０月１９日(水)の「宮崎のふたり～宮崎発地域ドラマ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

10:00～10:59)を見た。柄本明さん演じる男が話したことは、まさに今の宮崎を象徴

していると思った。 

 

○  柄本明さんは演技が非常にうまかったが、運転手を演じた森山未來さんの話しこ

とばが宮崎弁に聞こえなかったのが残念だった。時折、鹿児島弁も混ざっているよ

うに聞こえて、不自然に思えた。 

 

○  地元の土地勘のある人であればわかるが、場面が切り替わると、出演者が現実的

には移動が不可能な場所にいることがあった。ドラマのロケ地の選択に不自然さを

感じた。 

 

○  ドラマの中で、柄本明さんが言ったひと言がとてもよかった。当時は高度経済成

長の時代。出稼ぎとして東京に出ていき、成功の証しとして宮崎へ新婚旅行に行こ

うという構図が非常によかったと思った。全体的にすごくよかった。 

 

○  柄本明さんが悪口を言う場面が多く、わざとらしさを感じたが、全体としては、

自虐的ながらも非常に人情味のあるドラマに仕上がっていたと思う。出演者が個人

的に好きな方ばかりだったこともあり、非常におもしろかった。 

 

○  １０月１１日(金)のクローズアップ現代＋「シリーズ あなたの働き方が変わ

る！？ コンビニで急増！留学生バイト ～外国人労働者１００万人時代へ～」を見

た。外国人留学生や技能実習生が日本に入っている現状や問題点、アジアの労働力

不足や、働き手の奪い合いといった背景が、きちんと取材されていて、非常に分か

りやすい番組だった。 

○  「あなたの働き方が変わる」という部分への言及がほとんどなかった。この部分
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について触れてもよかったと思う。 

 

○  １０月１２日(水)と１９日(水)の「ねほりんぱほりん」を見た。１２日(水)は元

国会議員秘書がゲストで、かなり深い話や暴露話を聞けるかと興味を持ったが、い

かに大変な仕事なのかということに終始し、消化不良だった。１９日(水)は、元薬

物中毒者というゲストがおもしろく、番組内で本音を語っていたと思う。この番組

は今後も期待して見ていきたい。 

 

○  ボブ・ディランがノーベル賞をもらった時、ＮＨＫがニュースでどのように取り

上げるのか注視していたが、反戦歌についての解説ばかりで、納得がいかなかった。

しかし、普段自分のことを話さない「ニュース７」の武田真一アナウンサーが、こ

の日は「家に帰って、ギターをつまびきました。」と話したことが、とてもよかった。 

 

○  ９月２１日(水)の「おはよう日本」を見た。一生行くことがなさそうな都道府県

ランキングで、下から１番目の佐賀県の取り組みと、全国的な魅力度１番下の茨城

県の取り組みを紹介していた。ビリ争いを取り上げているように思えて、少し気落

ちした。 

 

○  １０月８日(土)のＢＳ１スペシャル「歓びの絵 ねむの木学園 ４８年の軌跡」

(ＢＳ１ 後9:00～9:49)を見た。番組で取り上げた学園を２０年以上前から知ってい

たが、学園のコンセプトが当時から全く変わっていないことが分かった。ただ、跡

を引き継ぐ人がいない、というナレーションが気になった。学園を引き継ぎ、継続

していくことが一番の課題だと思う。番組の中でこの課題について、より掘り下げ

てほしかった。 

 

○  今でしか制作できない内容であるという点で、よくこの番組を作ってくれたと

思っている。 

 

○  １０月９日(日)の「吉高由里子in瀬戸内 アート×絶景×島めぐり」(総合 前

1:35～2:48)を見た。出演者の吉高由里子さんに奔放な印象があったため、当初、起

用が裏目に出るのではないか、と思っていた。しかし、とても自然体で気負いがな

く、新鮮な言葉でアートへの感想やコメントをしており、かえってよかったと感じ

た。ディレクターには、どうして彼女を起用したのか、伺いたいほどだ。長尺の番



10 

組だったが芸術祭のよさや見どころ、島々の絶景など、とても楽しく見ることがで

きた。 

 

○  時間の経過、作品の見方などが、とても丁寧に構成されていたこと、番組を通し

て島の人たちが芸術祭にかかわっている様子がよく分かり、本当にいい番組だった。 

 

○  １０月１０日(月)ＮＨＫスペシャル「東京2020 レガシー 未来に何を残すのか」

(総合 後10:00～10:49)について。最近、レガシーという言葉を耳にすることが多い

が、建物などハードのことを意味していると思っていた。しかし、心のレガシーが

とても重要だということが分かった。ロンドンオリンピックやリオオリンピックで

残ったレガシーを、番組を通して、よく理解できた。一方、日本のレガシーに何も

触れられていなかったので、番組内で触れたほうがよかったと思う。 

 

○  スポーツ関連の番組だったからだと思うが、元マラソン選手の増田明美さんがナ

レーションだった。必ずしも増田明美さんである必要はなかったのではないか。番

組内のナレーションは誰かということは、とても重要だと思う。 

 

○  １０月１９日(水)放送「おはよう九州沖縄」を見た。佐賀県三瀬村で５０年近く

続く、地元の運動会。高齢者が多い中に若者の参加する様子が、取材を通し、いき

いきと描かれとてもさわやかに伝わってきた。取材をされることで地域が一帯とな

り絆が深まり、元気になることは非常に良いことだと思う。三瀬村の友人曰く、第

４９回三瀬村体育大会も、来年は５０回記念大会でなくなるかもしれないくらい参

加集落が減っているが、語り草にしてはいけない。しかし、写真をたくさん撮った。

ちょっとしたことに懸命に取り組み、自分たちが楽しむことが大切なことだと言っ

ていた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

一般番組の中で話が挙がったが、番組は進行役を努めるキャス

ターによって印象が変わるのはその通りだと考える。特に「クロー

ズアップ現代＋」は、まだ今年からキャスターが変わったばかりで、

７人でどのように展開していくか、という形がまだできていない。

よく考え、今回はよかったと言われるようにしたいと思う。 
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リオオリンピックから東京オリンピックに向けたＮＨＫの役割

について、多くの指摘があった。東京五輪を目指している方たちの

話は番組として放送していく。また、オリンピック・パラリンピッ

クに文化的な側面を持たせることも重要だと考える。ＮＨＫとして

も、いろいろと役割を担っていく。 

 

（ＮＨＫ側） 

今日も本当に貴重なご意見をありがとうございました。どんな番

組にも当てはまるが、取材対象との距離感は、非常に悩むところだ。

さまざまな指摘があったが、近づき過ぎると、情緒的になってし

まったり、事実が見えにくくなったりする。距離を置き過ぎると、

冷たい映像になってしまったりする。取材対象との距離感は非常に

難しい。皆さまの意見を頂きながら、今後の番組制作に生かしてい

きたいと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年９月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ福岡放送局におい

て、８人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成２８年度後半期の国内放送番組の編成」について高橋編成局編成

主幹から説明があり、「平成２９年度の番組改定」について意見交換を行った。そして、

「平成２８年度後半期の九州沖縄地方の番組」について有福編成専任部長から説明が

あった。 

続いて、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

後に、１０月の番組編成の説明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

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

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     明石  良 （宮崎大学副学長） 

 井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 山元 紀子 （霧島高原ビール（株）代表取締役） 

 

（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＞ 

 

○  「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」のようにパイロット番組を何度か放送し、

こうして番組を定時化するのはいいことだと思う。今後も少しずつパイロット番組

から試行錯誤を繰り返し、新たな番組を作っていってほしい。 

 

○  土曜ドラマの枠は「トットてれび」や、もうすぐ始まる「夏目漱石の妻」など、

見ごたえのある、ストーリー性の高いドラマを作っているという印象があり、今後

も期待している。 
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○  「ねほりんぱほりん」のように、表だって取り上げることが難しい人たちを着ぐ

るみという手法を用いてインタビューするのは斬新だと思う。 

 

○  「球辞苑」のような、さまざまなキーワードでプロ野球について解説をしたり、

往年の選手が現役選手に話を聞いたりするなどして、ひとつの競技について深く掘

り下げる番組は大変おもしろいと思う。 

 

○  今回のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックでは、若い世代の活躍が

目立ち、４年後の東京オリンピック・パラリンピックが大変楽しみだ。「奇跡のレッ

スン」のような番組をとおして、トップレベルの選手たちと子どもたちがどういう

交流をするのか見るのはとても興味深い。 

 

○  「連続テレビ小説」は一つの番組が終わるたびにとても寂しい気持ちになるが、

次の番組が始まると気づけばまた同じように夢中になって見入っている。この秋か

らの「べっぴんさん」も楽しみにしている。 

 

○  こんなにも新しく番組が始まるのかと驚いた。これをどのように宣伝していくか

が大切だと思う。放送では限りがあるので、それ以外の方法も考えていってほしい。 

 

○  「世界入りにくい居酒屋」のように、お酒や食べ物を通してその国の文化が見え

るような番組はこれからも大切にしてほしい。 

 

○  男子バスケットボールの「Ｂリーグ」を中継するとのことだが、ラグビーもぜひ

中継してほしい。2015 年にはあれほどの盛り上がりを見せ、2019 年には日本でワー

ルドカップがある。リオデジャネイロオリンピックが終わったばかりで、スポーツ

への関心が高まっているからこそ、試合の中継を増やし、人々の関心を高めていく

ように努めてほしい。 

 

○  「奇跡のレッスン」は私も楽しみにしている番組の一つだ。水泳の平井伯昌コー

チのように、よくメディアで目にする人を取り上げたり、日本人だからこその指導

法についても扱ったりしてもらえると、さらに興味深く見られるのではないか。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月８日(木)のファミリーヒストリー「財津和夫～熊本藩士の誇り 新天地を切

り開く～」を見た。ゲストも知らない自分の家族の歴史が掘り下げられると同時に、

家族の歴史と日本の歴史、とりわけ日本の成長期と重なるのが見ていて非常におも

しろい。 

 

○  自分が生まれてきた経緯、どこから来てどこへ行くのかということを改めて気付

かされ、先祖への感謝の気持ちを強くする。一つの家庭についてあれほど時間と労

力をかけて掘り起こすことができるのは本当にすごいことだといつも感心しながら

見ている。 

 

○  ９月２日(金)のなるほど実感報道ドドド！「努力しなくていいの！？～変わる若

者の人生観～」を見た。「現状に満足、人並みで十分」など、現代の若者の様相をよ

く表していると感じた。 

 

○  私の会社でもパートから正社員にどうかと声をかけても、責任のある仕事はした

くないといって断られることがあり、また、海外からの研修生のほうがよほど熱心

で意欲的に働いているように感じる。日本の若者も変わってきているのだと実感す

ることができるテーマだった。 

 

○  見方によっては、それが普通だ、それでいいのだと言っているようにも取れる内

容だったので、若手でも起業して頑張っている人や、会社で中心となって活躍して

いる若者などを紹介してもらえればさらに今後のためになるのではないだろうか。 

 

○  ９月３日(土)の「特集 明日へ つなげよう 地震列島に暮らす私たち」(総合 後

3:05～5:03)を見た。東日本大震災のときにはあまり言われていなかった、活断層の

上に避難場所である学校が建っているという問題を指摘したり、今からでもできる

震災に備えたさまざまな準備について紹介したり、とてもためになる番組だったと

思う。今後も地震から半年や１年などのタイミングで、こうしたことを伝えてほし

い。 
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○  ９月４日(日)と１１日(日)のＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡ ＣＲＩＳＩＳ 巨大

危機～脅威と闘う者たち～第１集「加速する異常気象との闘い」、第２集「地震予測

に挑む～次はいつ どこで起きるのか～」を見た。温暖化が進んだことで、自然災

害のリスクが極端に高まっていることを再認識した。 

 

○  ８月２４日(水)のクローズアップ現代＋「奨学金破産の衝撃（２）～“中退続出”

の危機～」を見た。第１回を見たときに相当な衝撃を受けたが、今回はさらに問題

を追及し、奨学金を借りながら中退する人も多いという現状を伝えていた。 

 

○  問題は非常に根深くすぐに解決できるようなものではないが、大学によっては返

済不要の奨学金を準備するようになったという話も聞く。大学側でも国でも今後そ

うした取り組みが重要になってくると思うので、奨学金破産の問題については継続

的に問題提起をしてほしい。 

 

○  ７月１０日(日)から８月２８日(日)まで放送されたプレミアムドラマ「受験のシ

ンデレラ」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:50)を見た。シングルマザーの家庭で育った女

の子が、経済的な理由もあり進学が難しいと言われながらも、受験のカリスマ講師

と出会い、東大入試に合格するというストーリーだった。 

 

○  ちょうど奨学金破産の問題のことが気になっていたところに、こうした社会的な

背景がドラマにも反映されており、ドラマのリアルさと、この問題の大きさとを改

めて感じた。 

 

○  ９月６日(火)のＮＥＸＴ 未来のために「奪われる故郷の墓 福島“加速化”す

る復興の陰で」を見た。東日本大震災から５年、福島第一原発の周辺に作られる中

間貯蔵施設の地区の地権者２組の半年間を追いかけていた。１組は、先祖が眠る墓

に、亡くなった妻を埋葬したものの、その土地の国有化のために墓の移設を迫られ

た男性で、もう１組は、原発を誘致していた町長の孫だった。ずっと大切にしてき

た家屋を手放さなければならない苦悩と、やり場のない悔しさや絶望感を捉えてお

り、復興のためとはいえ、先祖の墓や家がなくなって、復興など果たしてできるの

だろうかという気持ちになった。 
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○  ８月８日(月)のＮＨＫスペシャル「象徴天皇 模索の歳月」(総合 後8:00～8:55)

を見た。今回天皇のおことばを聞く機会があり、改めて「象徴」の意味について考

えていたときにこの番組が放送された。あのおことばを聞きながら、まさに平成の

玉音放送だと思った。 

 

○  ご自分の果たすべき役割について真剣に、まっすぐに考えてこられた陛下のお気

持ちを、国民は察するべきなのだということをこの番組では取り上げていたように

感じ、非常に意義深い番組だったと思う。 

 

○  なぜ外国出身のドナルド・キーンさんにもインタビューしていたのかが疑問だっ

た。今回のテーマに関しては、外国出身ではない日本国民へのインタビューにする

べきだったと感じる。 

 

○  ９月１０日(土)のＳＯＮＧＳ「吉田拓郎～今だから人生を語ろう～」を見た。テ

レビに出ないと決めていたのにレギュラー番組を持つことにした理由や「趣味は妻

です」という意外な発言など、初めて聞くことや驚くことが多く大変見ごたえがあっ

た。 

 

○  この２か月間で沖縄関連の全国番組が多かったのが印象に残っている。７月２３

日(土)のバナナ♪ゼロミュージック「沖縄スペシャル 後編」を見た。「しまくとぅ

ばクイズ」という沖縄の方言のクイズでは、地元の人にとっては当たり前のことを、

スタジオの出演者たちは真剣に考えても分からず、翻弄されているといった様子が

とてもリアルに伝わってきておもしろかった。 

 

○  改めて沖縄の人たちは自分たちのことばがとても変わったものだという、いわゆ

る文化の違いを感じたのではないだろうか。 近の沖縄は、基地問題がらみで国と

県が対立し、折り合いがつかないといった話題が多い中で、こうした沖縄の明るい

話題や魅力を全国に向けて発信してもらえたことは、観光が好調な沖縄にとっては

とてもありがたいことで、今後も続けてほしいと思う。 

 

○  ８月２日(火)と２３日(火)の「宮沢和史の沖縄民謡大全集」(ＦＭ 後11:00～３日

(水)・２４日(水)前0:00)を聞いた。宮沢和史さんは４年前からライフワークとして

沖縄の民謡を録音している。４年間で集めた260曲の中から、えりすぐりの曲を彼が
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１時間語りながら流すという番組だったが、とても丁寧な番組の構成で非常に感心

した。 

 

○  宮沢さんは、すでにお亡くなりになった方も含め、沖縄に生まれ育った人たちで

さえも分からないような民謡歌手一人ひとりとの会話を録音しており、それをＮＨ

Ｋで全国放送することは大変なことである。とても地道で地味な作業だと思うが、

今後も引き続き取り上げてもらえたらと思う。 

 

○  午後１１時という遅い時間ではなく、もう少し早い時間に放送するか、沖縄局の

中で取り上げるなどＰＲをしてもらえたらさらによかったのではないかと思う。 

 

○  ８月２０日(土)のＮＨＫスペシャル「沖縄 空白の１年～“基地の島”はこうし

て生まれた～」を見た。貴重な映像資料と記録に裏打ちされた衝撃的な内容で、４

９分間があっという間に終わった。 

 

○  沖縄が基地の島になることに対して、「問題は何も起こらないだろう、沖縄は日本

ではないのだから」という内容のマッカーサーのコメントで番組は終わるが、まさ

に今の基地問題の元凶や沖縄と本土との認識の差、ボタンの掛け違いなど、さまざ

まな思いがクロスオーバーするような内容だった。 

 

○  沖縄本土復帰の父、屋良朝苗についても、礼賛されるばかりではなく、なぜ復帰

したのか、独立したほうがよかったのではないかと沖縄の中でも反感を買われるこ

ともあり、今また議論が再熱している。 

 

○  来年の５月１５日は沖縄の本土復帰４５年にあたるので、ぜひまた「ＮＨＫスペ

シャル」のような形で、基地問題の根源的な問題について、事実を事実として伝え

続けてほしいと思う。 

 

○  ９月８日(木)の所さん！大変ですよ「ミステリー 一夜にして裏山が消えた！？」

を見た。いま、砂利や砂が足りず争奪戦になっていて、山を切り崩しているという

問題について追跡していた。 
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○  全国のゴルフ場やサッカー場などは毎年砂を足して維持していかなければならな

いが、その砂も足りなくなってきている。番組内では海外からの輸入には規制があ

ることに触れており、ここまできちんと取材をして深く作っていることに感心した。 

 

○  ４年後の東京オリンピック・パラリンピックに向けて再び建設ラッシュがあり、

避けられない問題なので、このことを取り上げるのはとてもタイムリーでよかった

と思う。 

 

○  ９月１２日(月)のクローズアップ現代＋「“戦場の悪夢”と金メダル～兵士とパラ

リンピック～」を見た。パラリンピックは、障害のある人たちの大会だが、戦争で

負傷した兵士が参加することが多く、その中でも特にアメリカが多いとのことだっ

た。 

 

○  本来は平和の祭典であるはずのパラリンピックが、戦争で犠牲になった人たちも

活躍する場になっているという皮肉な状況が興味深く取り上げられていた。こちら

も４年後の東京パラリンピックに向けて、どのようになっていくのか考えていきた

い話題だと思う。 

 

○  パラリンピックの起源について紹介する際、第二次世界大戦後のイギリスが発祥

だが、あくまでも負傷した兵士のリハビリが目的なのであって、もう一度その兵士

たちを戦場に送りこもうとするシステムではなかったことをまずはきちんと押さえ

てほしかった。 

 

○  コメンテーターが、パラリンピックの原点は、1948年のイギリスではなく、「パラ

リンピック」ということばを使い始めた1964年の東京であり、「パラリンピック」と

は「パラレル・もうひとつの」という意味だと主張をしていたが、このときの「パ

ラ」とは「パラプレジック・下半身まひの」という意味のはずだ。パラリンピック

委員会によると、「パラリンピック」と名乗ることに同意したのは1985年で、このと

きに初めてパラレルという意味になり、ソウルパラリンピック以降、下半身不随だ

けではなく肢体切断の人や視覚障害の人も参加するようになっている。 

 

○  番組はパラリンピックの歴史の捉え方があまりにも雑で、問題点の指摘があらぬ

方向にいってしまったり、1964年の東京オリンピックの美化につなげたりしている
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ようで、非常に説得力がなかった。 

 

○  ９月１３日(月)のクローズアップ現代＋「名城はなぜ崩れたのか 謎のメカニズ

ムに迫る」を見た。熊本城の耐震機能や構造について、図解を用いてとても分かり

やすく説明していたのはよかった。 

 

○  「立ち入り禁止区域にＮＨＫのカメラが入ることが許された」という表現があっ

たのが、誰が、なぜＮＨＫだけ許可したのか気になった。５月に１日だけ報道各社

が立ち入ることができる日があったと思うが、そのことを指していたのか。また、

「難攻不落の名城がなぜ崩れたのか」というコメントがあったが、難攻不落は建築

構造とは別の点もあり違和感を覚えた。 

 

○  なるほど実感報道ドドド！「努力しなくていいの！？」を見た。１０年後、２０

年後には日本の労働人口の４９％がＡＩやロボットで代替可能になるという話で、

キャスターは「努力しないと仕事を奪われる可能性がある」と捉えていたが、そう

ではなく、これは努力するしないにかかわらず、職種によっては代替可能で置き換

えられていくということだと思う。 

 

○  経団連が2012年に「2050年には日本は先進国から転落している」と予測している

ことについては、「若い人が努力すれば何とかなる」という話ではなく、むしろ人材

的に若い人たちが頑張ることのできる環境を整備せよと言っているのだと思う。 

 

○  外交や安全保障、日米関係についても、いろいろと論じる中で、データやコメン

トをあまりにも局所的に使いすぎているように思えて、結局若い人たちにすべての

責任を押し付けているように見えてしまった。 

 

○  ９月９日(金)のなるほど実感報道ドドド！「“教育×まちづくり”が地域を変える」

を見た。大分県の豊後高田市のすばらしい取り組みを取材していた。 

 

○  コメンテーターが興味深いコメントをしても、話を振られたゲストがコメンテー

ターの意図とそぐわない発言をすることが多く、論点がずれたまま番組が終わって

しまい、残念だった。 
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○  なるほど実感報道ドドド！「努力しなくていいの！？」を見た。この番組は立ち

位置がどこにあるのか、いまだによく分からない。番組のあり方としては３つ考え

られて、全国的なテーマについて九州で発信するのが１つ。２つ目は、全国的なテー

マだが、それを九州にぐっと引き寄せて作る。そして３つ目は九州独自で見つけた

テーマを、九州のゲストともに議論する。しかし今回はこのどれにもあてはまらな

かったように思う。全国的なテーマだったが九州のゲストだけで終わり、若者がテー

マだったがスタジオで唯一２０代は保里小百合アナウンサーとゲスト１人だけで、

議論するというより、共感するだけで終わってしまった感じがある。今回のテーマ

であれば、ゲストには経営者や、当事者である若者を呼ぶべきではなかったか。 

 

○  ９月３日(土)の目撃！日本列島 シリーズ 地震に負けない（１）「由布院は元気

です～熊本地震から５か月 再起をかけて～」を見た。観光協会の理事を中心に番

組が展開されていたが、彼を取り巻く観光関連の人たちの絆はとても深く、なんで

も徹底的に話し合い、さまざまな取り組みをしてきた歴史があることを、民放の番

組などを通じて私は知っていただけに、そうした中で、彼１人を取り上げることへ

の物足りなさと、番組全体が気持ちの面だけで展開されていったように感じた。 

 

○  ９月３日(土)の助けて！きわめびと「旅のチカラが 夫婦を救う」を見た。いつ

も気になるお悩みばかりでつい見てしまう番組だが、今回は肝心のきわめびと選び

が惜しかったように思う。２万人もファンがいるような、大阪のカリスマ添乗員に

よる解決策で、サプライズ旅行を企画していたが、その場しのぎで終わってしまっ

ていた。 

 

○  スタジオから悩みを寄せてくれた人とその奥さんに電話をして、その後の話を聞

いていたが、奥さんの声を聞いていると、やはり根本的な部分は解決されていない

ように感じ、今まで見てきた中で一番しっくりこなかった。ただ、大変おもしろい

番組なので、ぜひ続けてほしいと思う。 

 

 

○  ９月６日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「崖っぷちから大逆転！～日

本人の生活を変えた男 小林一三～」を見た。歴史上の人物のさまざまな知恵が、

現代を生きる私たちの仕事のヒントになるので、毎回興味深く楽しみに見ている。 
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○  阪急グループの創始者小林一三に、ゲストは私が尊敬するＪＲ九州の唐池恒二会

長。この二人は相通ずるものがあると思う。「“何もない”こそが宝と思え」の言葉

どおり、小林は町づくりをし、ライフスタイルを提案した。駅ビルや百貨店も作っ

た。唐池会長も交通手段としての列車から、列車に乗るということを目的にした。

ややもすると一方向しか見ない私たちにとって、二人のアイデアは画期的でとても

よい刺激となった。 

 

○  ９月３日(土)「特集 明日へ つなげよう 地震列島に暮らす私たち」を見た。

被災地の実情から、活断層や防災に関する知識や知恵、被災地支援の具体的な方法、

そして心温まるエピソードの紹介にいたるまで、質量ともに充実した番組だったと

思う。 

 

○  ２時間というボリュームを存分に活かした多面性と、全世代の視聴者が理解しや

すく、またアナログなボードを使った説明など、親しみやすくする工夫も随所に見

られた。アナウンサーのコメントや進行には安定感を感じ、熊本出身のタレント ス

ザンヌさんとくまモンのコンビネーションはさすがの一言で大変心が和むひと時

だった。 

 

○  活断層の真上に多数の学校が存在しているという事実には心底驚いた。緊急時に

避難場所として拠点となるべき学校の立地が、あまり活断層に配慮されていないと

いう現状には背筋が凍る思いだ。アメリカでは法律で立地を制限していることや、

徳島県では条例で対応しているという情報は、今後の日本における学校や病院等の

施設建設・移設の立地を広く国民が考える契機になると思うし、有益だったと思う。 

 

○  熊本県民として深く共感したのは、小山薫堂さんのコメントだった。熊本県民に

とって熊本城とは単なる観光地やシンボルではなく、度重なる困難を乗り越えてき

た「耐える象徴」、「精神的支柱」、「心のよりどころ」であるという表現は、まさに

わが意を得たりと大きくうなずいた。 

 

○  全体的に明るい印象で構成されており、深刻なトーンにならず、困難な状況でも

前向きにとらえようという番組作りが奏功していたのではないか。 
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○  ９月４日(日)のなるほど実感報道ドドド！「努力しなくていいの！？」を見た。

「人並みで十分と考えている人」が５８．３％、「努力しても報われないと感じてい

る人」３７％、「現状に満足感を感じている人」７９．３％など、さまざまなデータ

から現代の若者の価値観を浮かび上がらせていたのが興味深かった。 

 

○  バブル期よりも満足感を感じている割合が高いというのが特におもしろく感じた。

ただ、欧米の例を見ても、成熟経済の下ではこうした傾向は必然的なのだと思う。 

 

○  番組を通じて、出演者のコメントからも努力することがいいことだという雰囲気

が前提条件になっているように感じられ、どうすれば頑張らせることができるのか

が着地点になっているのだと思った。 

 

○  現代の若者の価値観の趨勢（すうせい）をベースにした場合、出世を目指さなく

ても、「二流国」になったとしても、持続可能な満足度の高い社会づくりを模索した

らどうなるだろうか、という仮説に基づいた番組も見てみたいと思った。 

 

○  ここ数か月この番組を視聴しているが、アナウンサーのコメントや進行には、こ

れまでと比較して若干のゆとりとメリハリが感じられた。とても努力をしているの

だと思う。大変好感が持てた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

温かい中にも厳しいご指摘をありがとうございます。「なるほど

実感報道ドドド！」については、テーマ設定やゲストの選定など、

コンセプトや方向性が分かりにくい点があるかもしれない。番組立

ち上げのときにもお話したが、私たちは新しいスタイルの報道番組

に挑戦したいと考えており、その挑戦が今も続いていると考えてい

ただければ幸いだ。今後もたくさん議論を重ねながら、より良い番

組となるよう努力していきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年７月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２１日（木）、福岡放送局において、８

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「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。続いて、事前に視聴した「に っ ぽ ん 紀 行 『 “ 命 の 動

物 園 ” へ よ う こ そ ～ 福 岡  大 牟 田 ～ 』」について、阪野ディレクターから説明が

あり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。最後に、７月の番組編成の説

明、視聴者意向および放送番組モニターの報告が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

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

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     明石  良 （宮崎大学副学長） 

 井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

 長﨑 健一 （（株）長崎書店代表取締役社長） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「新 日 本 風 土 記 『 筑 豊 』」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ ６月２４日(金)福岡局制作）について＞ 

 

○  筑豊という石炭の町が、遠賀川流域のさまざまな生活や文化、人の気質に育まれ、

形成されてきたことがよく分かった。 

 

○  語り部として登場した原田巌さんが大きな煙突の前で炭坑節を歌っていたのはと

ても美しく、すてきなシーンだった。 

 

○  「川筋かたぎ」ということばは初めて聞いた。炭坑で働く人々は常に死と隣り合

わせなので、義理人情に厚く、筋を通し、気持ちよく生きることをとても大切にし

ている。「川筋かたぎ」ということばには筑豊独特の死生観が集約されていると思っ

た。 
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○  特に印象的だったのは、「女たちの筑豊」のパートで、女性も裸に近い状態で、暗

くて暑い過酷な環境下で石炭の生産を支えていたということだ。映像としてもとて

も衝撃的で、畏敬の念を抱くほどだった。私も含め若い人たちは、こうした事実を

知ることなく育っていくと思うので、今回の番組はとても意義のあるものだと思っ

た。 

 

○  松たか子さんのナレーションはとても心地よく、朝崎郁恵さんが歌うテーマ曲も

番組イメージに合っていてとてもすばらしいと思う。 

 

○  「新日本風土記」は、地域密着型で、松たか子さんのナレーションが入る、とて

も格好よい番組だと以前から思っていた。昨年１２月の審議会でも発言したが、丁

寧に取材し題材が選択されていると感じた。そのため、角打ち、炭坑節、遠賀川、

嘉穂劇場、語り継ぐ炭坑の歴史、川筋かたぎ、スイーツ甲子園、女たちの炭坑、祭

りという多彩なテーマが、短い時間でテンポよく並び、５９分という長さを感じさ

せない印象だった。 

 

○  ただ、ドローンの使用が多かった気がした。ドローンで撮影した映像は視聴しす

ぎると酔う感じになるので、使いすぎには気をつけてほしい。 

 

○  朝崎さんのテーマソングと映像の美しさは、これこそ４Ｋや８Ｋの映像とハイク

オリティーの音楽で放送したら、感性に非常に訴えるものになるのではないかと思

う。 

 

○  いろいろな話題を入れようとするあまり、結局何を伝えたいのかよく分からない

部分もあったように思う。炭坑の人たちが、疲れを癒やすために甘い物を好んで食

べていたという文化が地元に残っており、スイーツが有名になっているというのは

分かりやすくてよかった。 

 

○  地元の人以外は筑豊がどのような地形なのか分からなかったのではないか。筑豊

の３つの都市は、デルタ地域で遠賀川の恵みを利用して石炭を運んでいった。なぜ

あの場所で炭鉱業が繁栄したのか、また、炭坑の繁栄によりどういう人たちが現れ

てきたのかといった話も出てくればさらにおもしろくなったのではないだろうか。 

 

○  番組を見ていてとても不思議な感覚になった。小さいころのいろいろな思い出や

最近使わないことばがたくさん聞かれて懐かしい気持ちになった。私が育った町も

筑豊のように炭坑夫の町で、角打ちもあり、川を渡って石炭を運んでくる人たちが
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いた。その頃を思い出すような、温かくてほっとする番組だった。 

 

○  オープニングの菜の花畑と桜の映像がとてもきれいだった。ボタ山のふもとで川

を上から撮っていたが、ドローンで角度を変えて撮った映像は見ごたえがあり、ド

ローンをうまく使っているという印象を受けた。 

 

○  幼いころ、ボタ山へ遊びに行き、まだ熱が残ったボタ山の中に、いなごや芋、卵

を入れて温めて食べていたという角打ちでの話は、時代の流れを感じさせるもの

だった。また、炭坑夫の話で「入った者じゃないと分からない」という坑内の暗さ

の話は、とても重みのあることばだった。 

 

○  ２０年も語り継いできた「女たちの筑豊」の話が形として残っていくのは、当事

者としてもとても喜ばしいことではないかと思った。 

 

○  「筑豊は地の底から日本を支えてきました」というコメントや、筑豊の人間から

すると、うれしいところや自慢したいところをたくさん取り上げてもらった番組

だった。 

 

○  筑豊は、企業や大学を誘致しようと努力しているが、なかなか地域の未来に結び

ついている感じがなく、活気づかない印象がある。一方で祭りでは異様に盛り上が

るという一面があり、祭りの様子を密着して伝えてもらったことで、熱狂ぶりがよ

く伝わった。 

 

○  遠賀川を取り上げていたが、きれいな川を取り戻す活動で有名な飯塚市の職員の

取り組みについても触れられたらなおよかったと思う。 

 

○  タイトルには「筑豊」とあるが、実際には遠賀川を中心とした物語のようで、オー

プニングの音楽と風景もマッチしていて美しく、語り部の原田さんの正調炭坑節も

とても格好よかった。 

 

○  筑豊の古きよき、人が温かかった時代を、さまざまな角度から見せてもらったよ

うに思う。サケの遡上（そじょう）のシーンで、サケは養分が豊かな川でなければ

帰って来ないという話を聞いて、改めて自然体系の中で人々の暮らしが成り立って

きたのだということを感じた。 

 

○  登場した人たちのことばが、映像以上に当時のことを物語るということを強く感
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じた。「世間の暗さとは暗さが違う」や、「服に“もやもや”がつく」といったこと

ば、「おなごの辛抱を金で買った」という表現は、炭坑で暮らす人々だったからこそ

出てきた表現なのだと感じた。また、そうしたことばを引き出す取材力はすごいと

思う。ディレクターもその場にいたのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

取材者として私はその場にいたが、それよりも、地元の人たち自身が

すごかったのではないか。例えば、角打ちで飲んでいる人たちも、単に

おもしろい話をしているというだけではなく、相手の話を聞いて、自分

の気持ちを誠実に返していくことができないと、出て来ないやりとり

だった。筑豊の人たちは、そういうことができる人たちなのだと思う。 

 

○  普通の人たちが発することばが文学作品のようで、あの町でしか出て来ないこと

ばなのだということが、映像を見てもよく分かり感心した。改めて映像とことばの

持つ力を感じた。 

 

○  また、筑豊に移り住んで研究をしている大学生は、なぜ筑豊を選んだのか、そし

てなぜあの大学生を取り上げることにしたのかが分からなかった。 

 

○  地図は冒頭で町の名前とともに表示していたが、さらに細かい町の名前が出たと

きは、読み方も位置関係もよく分からなかったので、遠賀川を中心に据えた地図を

出してもらえたらよかったと思う 

 

○  問題を突きつけられる番組が多いなかで、あまり深く考えず、町の今を描いたこ

うした番組があるのもすてきだと思う。見ていてほっとした。 

 

○  ドローンを使用した撮影映像、遠賀川をたどる映像もよかったが、特にボタ山か

ら炭坑住宅を臨み、酒屋に降りてくるシーンは、炭坑が分かりやすくすばらしかっ

た。ギッチョンは多分キリギリスのことだとは思うが、イナゴもコオロギもかつて

祖母が甘辛煮にして食べていたことを思い出した。 

 

○  また、「筑豊」は筑前国と豊前国の頭文字を取り、明治以降炭鉱資源を背景にして

繁栄した地区を称して、筑豊（地区）であるという解説があった方がいいのではな

いか。朝の連続テレビ小説「あさが来た」で取り上げられ、筑豊に光が当たり、以

前より炭坑のあるここで育ったことが、特別に誇らしく思うようになったのではな
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いかと感じた。 

 

○  満開の桜と菜の花が岸辺に咲く、遠賀川はすばらしい映像で、心洗われる撮影に

感動した。遠賀川を通して筑豊の栄枯盛衰の物語を自然と人々の生活から深く知っ

た番組だった。 

 

○  「黒いダイヤ」と呼ばれた石炭。日本の産業発展に欠かせないエネルギー資源の

光輝く時代。わずか４０年前まで筑豊には 250 もの炭坑があったといわれる。 

 

○  一方、坑夫の仕事は「黒ダイヤ」とは裏腹に命を懸けた想像を絶する過酷な掘削

環境であったことを、番組を通してさらに知り、石炭の興隆と崩壊を知った。死に

直面した仕事は人々の生きざまにも特徴があり、筑豊の独特の文化として今に引き

継がれている。神々への思いを伝える祭りを見てもそうである。同じ九州に住んで

いるが、筑豊ならではの光と影を知った番組だった。ただ、番組内容があまりにも

豊富で、炭坑の人々の生活から、川、鮭、祭り、スイーツと、もっと知りたいこと

が多く消化不良のように感じた。番組全体が重くならないようにという配慮から来

たものだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

貴重なご意見をありがとうございました。取材させていただいた人た

ちのことばが、きちんとみなさんに届いたことが何よりうれしい。 

地図については、遠賀川を中心に町の位置が分かる地図を出すべき

だったと感じている。 

最近は様々な番組でドローンを多用する傾向があり、映像としての効

果が本当にあるのか迷う部分もあった。多用することで「またドローン

か」と思われないよう、使いどころを考えて意識的に使うようにしたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月９日(土)のサイエンスＺＥＲＯ「七夕！天の川銀河の姿に迫る」を見た。司

会のサイエンス作家の竹内薫先生と南沢奈央さんの雰囲気がとても好印象で、難し

い内容でも分かりやすく映像を使って説明してくれる。銀河系の話はとても規模が

大きく、数字だけではピンとこない部分も多いが、専門家の説明も交えながら私た

ちのような素人にもきちんと分かるように示しており、ふだんとは違う気持ちで天
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の川を見ることができた。 

 

○  ７月１６日(土)、１７日(日)、２０日(水)のＮＨＫスペシャル ＭＩＲＡＣＬＥ

ＢＯＤＹ（ミラクルボディー）第１回「世界最強の人魚たち～シンクロナイズドス

イミング ロシア代表～」、第２回「復活！日本柔道 “柔よく剛を制す”の秘密」、

第３回「未知の能力を呼び覚ませ～義足のジャンパー マルクス・レーム～」(総合 

後 7:30～8:15)を見た。通常のスポーツの映像とは異なり、照明の当て方やカメラの

性能にこだわっており、特に第１回ではシンクロナイズドスイミングの水上の動き

と水中の動きとが同時に分かるような特殊なカメラを使い、選手の動きをとても分

かりやすく解説していて見ごたえがあった。これまでただ単純にすごいと思ってい

た動きについてさらに詳しい情報を知ることで、次のオリンピックをより楽しんで

見ることができるのではないか。 

 

○  「花は咲く～アニメスター・バージョン～」を見た。「花は咲く」は私の周りでも

とても好評なのだが、あらゆる局の人気アニメキャラクターが登場する「アニメス

ター・バージョン」は、特に感動的だった。まさにＮＨＫでなければできないこと

だと思う。日本中で東北を支援していきたいという思いが、こうした取り組みを通

して、より実感を持って感じられるので、これからも期待している。 

 

○  ７月１５日(金)のドキュメント７２時間「広島 大統領を待つ街角で」を見た。

もともと少し斜に構えているスタンスの「ドキュメント７２時間」が好きなのだが、

この回は原爆報道番組のような、ステレオタイプの原爆報道になってしまった感じ

がした。「ドキュメント７２時間」で放送するには適さない場所だったように思う。 

 

○  ７月１５日(金)のなるほど実感報道ドドド！「住まい漂流 遠い生活再建～熊本

地震から３か月～」を見た。地震直後の回でも取材をしていた益永夫妻のその後を

追っており、今の熊本がどのような状況なのか、どういうことに困っているのかと

いうことが時間を追って分かるようになっていた。少なくとも、発災直後の途方に

暮れた感じから、少しずつ生活のにおいがしてきて、それでもまだ大変であること

には変わりないのだということがよく分かった。 

 

○  ７月１４日(木)のクローズアップ現代＋「地震列島“新たなリスク”～南阿蘇か

らの警鐘～」を見た。地震のあとも風雨によって斜面がどんどん崩れていて、緩斜

面でも土砂崩れが起きるというメカニズムの説明や、現在進行形で被害が進んでい

て、新たな支援が必要だとする指摘もあり、示唆に富む内容だった。 
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○  ７月１５日(金)のなるほど実感報道ドドド！「住まい漂流 遠い生活再建～熊本

地震から３か月～」を見た。益永さん夫婦は、前回見たときはとても頑固で絶対に

避難所暮らしはしないという印象が強かったが、地震からしばらくたち、自宅そば

の離れに住むことによって多少気持ちが落ち着いた様子が、表情に表れていたよう

に感じた。避難所の実情や、仮設住宅に入りたくても入れないという事情について

は、こうした番組を通じてしか知ることができない。今後も、半年、１年と復興し

ていく様子を捉え続けてほしい。 

 

○  ７月１７日(日)のサキどり↑「新鮮よりおいしい！？広がる“熟成”食品」を見

た。刺身などは新鮮な方がいいと私は今でも思うが、１週間してうまみが出てくる

とか、そばやマカロンまで熟成させるという食べ方がはやっていることに驚いた。

こうした日本の食材の可能性を引き出すことが、農業の可能性を引き出すことにも

つながっていくのだと改めて考えさせられた。 

 

○  ７月２０日(土)のブラタモリ「＃３４ 熊本城」を見た。熊本城の石垣が崩れ、

野ざらしになっている現在の姿は、見ていてとてもつらく痛々しいのだが、街や熊

本城が元気なときの姿を再放送してもらえて大変ありがたく、喜ばしいことだった。

私の周辺でもとても話題となり、楽しみにしていた。 

 

○  ７月１８日(月)のてれび絵本「しごとばシリーズ 客船船長」を見た。元新幹線

の運転手だった作者の絵本で、とても綿密な取材に基づいて描かれた絵はとても細

かく、小さい男の子が喜びそうな夢のある番組だった。八嶋智人さんのナレーショ

ンも、５分という限られた時間の中で、リズミカルで上手に伝えられていたと思う。 

 

○  ６月２６日(日)の「ボクと、ＪＵＤＯと、リオの金メダル～沖縄移民・家族のオ

リンピック～」(ＢＳ１ 後 9:00～9:49)を見た。日系三世の柔道家チャールズ・チバ

ナのルーツへの憧れやアイデンティティの葛藤をうまく描いたおもしろい番組だっ

た。特に、「あなたにとってふるさととは」という問いに、祖母は沖縄と答えたのに

対して、父はチバナというファミリー、そしてチャールズ自身はブラジルとはっき

り答え、移民文化の世代間ギャップが如実に表れていたのがとても印象的だった。 

 

○  ７月９日(土)の目撃！日本列島「“止まり木”におかえり～東京・居場所支援～」

(総合 後 11:31～11:54)を見た。さまざまな家庭環境を抱え、多感な時期で漂流しが

ちな子どもたちに、心と人生のよりどころとなる居場所作りに奔走するＮＰＯ団体

の代表の白旗眞生さんと、そこでお世話になったかつての子どもたちとの交流を描

いたドキュメントだった。カメラの前で卒業生たちが白旗さんに感謝の気持ちを素
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直に語っていて驚いた。取材スタッフとの間に相当な信頼関係がなければこうした

表情やことばは引き出せなかっただろうと思う。優しいまなざしと丁寧な取材によ

り出てくることばの一つひとつに感心し、感動した。 

 

○  ７月９日(土)の「とっておきラジオ ＮＨＫアナウンサーとともに ことば力

アップ」を聞いた。桑子真帆アナウンサーが「ブラタモリ」を担当していたときの

心構えや取り組む姿勢について話しており、組織の中での自分の立ち位置を理解す

ることや、ともに働くスタッフとのコミュニケーションの大切さを知った。これか

らのアナウンサーには、ただ原稿を美しく読むだけではなく、その場のリアクショ

ンやレスポンスも資質として問われるのだと感じた。 

 

○  ６月７日(火)のクローズアップ現代＋「妻が夫にキレるわけ～“２８００人の声”

が語る現代夫婦考～」を見た。「妻はキレるものだ」という前提で番組が構成されて

いたが、確かに、子育てや受験、介護など、女性にばかりストレスがたまっていく

ような社会的背景があるのではないかと感じた。 

 

○  ７月３日(日)のＮＨＫスペシャル「私は家族を殺した～“介護殺人”当事者たち

の告白～」を見た。実際に妻を殺した夫が出演しており、見ていてとてもつらかっ

た。介護を始めて１年以内に発生するケースが一番多いとのことだが、ストレスに

対処できるようサポートする体制を整えていくことが必要だと感じた。 

 

○  ＥＵ離脱に関する一連のニュースを見た。危機感をあおるばかりの番組も多いな

か、ＮＨＫは国民投票についてもとても冷静に、分かりやすく伝えていた。特にア

ナウンサーが現地へ行って、スコットランドやアイルランドの独立を巡る問題につ

いて丹念にインタビューを行い、現地の大使の人のコメントを引き出していたのは

とてもよかった。専門家が「排他主義の台頭とＥＵの終わりの始まり」と言ってい

たが、こうしたことが将来起こりうるということを視聴者に訴えていたのではない

かと感じた。ＥＵ離脱に関しては、今後も冷静かつ平等な視点で、危機感を持って

取材を続けてほしい。 

 

○  ７月９日(土)の激動の世界をゆく「若いチカラと政治（前編）寛容な世代の怒り」、

「若いチカラと政治（後編）変わる民主主義のかたち」 (ＢＳ１ 後 1:00～1:50、後

2:00～2:49)を見た。日本でも１８歳選挙権が始まるなか、世界では若い人たちがさ

まざまな手段や結びつきを通じて、閉塞感（へいそくかん）がある世界を変えてい

こうとしているように感じ、わずかながら希望が持てた。大越健介キャスターがす

べての現場に行って取材をしていたと思うが、こうしたやり方はＮＨＫならではで
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よかったと思う。一方で、このような良質な番組をどのようにしたら若者に見ても

らえるのか、関心を持ってもらえるのか、努力を続けていってほしい。 

 

○  ７月８日(金)のなるほど実感報道ドドド！「どう支える？犯罪被害者」を見た。

番組冒頭で、犯罪被害者の説明をしていたが、司会のアナウンサーがストーカー被

害に遭い、会社に行けなくなったという例えは適切ではなかったように思う。また、

その例えが終わってアナウンサーが映っても、そのことには一切触れなかったこと

にも違和感を覚えた。犯罪被害者は国から平均 200 万円の給付金しかもらえない人

が多いということが紹介されていたが、一般の人にはそうした基準がよく分からな

いので、もう少し詳しい説明が必要だったと思う。この番組は九州というくくりで

テーマを設定することもあれば、全国の問題を九州に絞って迫ることもあるとは思

うが、今回は中途半端な印象だった。 

 

○  ７月８日(金)のなるほど実感報道ドドド！を見た。被害者は当人だけでなく、周

りの親しい人々も被害者だ。心に傷を負った被害者に今から関わっていく人々もい

ずれさらに被害者になる恐れもあるという現実。ネット社会で便利にはなったが、

顔が見えない分、意見が過激になる傾向が見られる。正当な意見を書いているつも

りの本人が気付いているのかは不明だが、エスカレートすると加害者にも被害者に

もなる可能性がある。結局よい結論は何度も考えたが出なかった。さらに不安になっ

てしまう気がした。前を向いて歩くためにも、立ち直った人々の話がもう少し見て

みたい。続編を期待する。 

 

○  ７月１日(金)のプレミアムシネマ「招かれざる客」(後 1:00～2:49)を見た。スペ

ンサー・トレーシー＆キャサリン・ヘップバーンの名作。私が初めて出会ったのは

子どもの頃。幼いながら子ども心に非常に印象に残る映画だった。現在、６０歳を

超えてもう一度、しかも今人種問題でアメリカが揺れている時に観ると、今度は父

親としての視線に変わる。もし娘が外国に嫁いでしまったら、日本の墓には入らな

いのだと考えると永遠の別れを感じてしまう。名作だと言われる作品は、いつの時

代にも、年齢を経ても形を変えて、心に届く非常に感慨深いものだと思った。 

 

○  ７月１２日(火)のグッと！スポーツ「メダルに挑む男子サッカー！キャプテン 

遠藤航の秘策」を見た。サッカーＵ－２３代表の遠藤航選手について、五輪出場権

を獲得に導いたキャプテンの素顔を紹介していた。「間合い」の秘策を彼自らがわか

りやすく紹介し、サッカーを知らない私でも理解できた。しかし、この「間合い」

を読み取る力は、沈着冷静さを保ち先読みする能力が備わっていないとできないプ

レーである。もちろん彼の才能と一言で言ってしまえばそれまでだが、その裏に隠



10 

されている彼の練習量は半端ないだろう。オリンピックを間近に控えているが、な

ぜか盛り上げに欠けるので、このような番組で少しでも選手の素顔を知ることはオ

リンピック番組を見るときの楽しみの一つになるのでもう少し早い時間枠で多くの

方々に見てほしいと思った。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

貴重なご意見をありがとうございます。多角的に幅広い視点から、

情報を提供していくのが我々の使命だと感じている。また、おもし

ろい番組を作るには、現場がいきいきと楽しみながら作るというこ

とも大切だと思う。いただいたご意見を参考にしながら、今後もさ

らによりよい番組を出せるよう努めていきたい。 

 

それぞれの局で、夕方のニュースやお昼前の番組を通じて若手ア

ナウンサーは、中堅やベテランから指導を受け、日々ことばを磨い

ている。今東京で活躍しているアナウンサーたちも、地域局から

育っていくので、ぜひ地域の番組も見ていただきたい。 

 

福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年６月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１６日（木）、福岡放送局において、８

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず事前に視聴した「に っ ぽ ん 紀 行『 “ 命 の 動 物 園 ” へ よ う こ そ ～

福 岡  大 牟 田 ～ 』」について、阪野ディレクターから説明があり、放送番組一般も含

めて活発に意見の交換を行った。最後に、７月の番組編成の説明、視聴者意向および放

送番組モニターの報告が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

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

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     明石  良 （宮崎大学副学長） 

 井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

 長﨑 健一 （（株）長崎書店代表取締役社長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「にっぽん紀行『“命の動物園”へようこそ～福岡 大牟田～』」 

（総合 ５月４日(水） 福岡局制作）について＞ 

 

○  人間社会と動物社会が重なり、とてもおもしろかった。番組冒頭のガイド役とナ

レーターとして動物好きのお笑い芸人が出演していたが、もう少し年配の俳優が

やってもよかったのではないかと感じた。 

 

○  大牟田市の今の人口１２万人弱に対して、来園者が２万人増えたというのはすご

いことだと思うが、過去の来園者数はどれくらいだったのか、具体的にどのような

取り組みをした結果増えたのかコメントがほしかった。 

 

○  昭和５７年にカンガルー園がオープンしたということで、当時のシーンを使って

いたが、映像は現在園にいるカンガルーのワカさんのものではなく整合性が取れて

いなかった。 
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○  高齢の女性が「カンガルーも頑張っているから私も頑張るね」というシーンや、

肩車された子どもが動物が死んでしまい空となったおりに向かって「出ておい

でー！」と叫ぶシーンは思わず涙した。見終わった後に気持ちがよくなり、この場

所を題材にしたディレクターに感心した。 

 

○  入社４年目の飼育員が、おじいさんカンガルーのワカさんと向き合って成長して

いく、その姿が感動を与えたと思う。生きること、老いることの意味を伝える、愛

情あふれるドキュメンタリーとして高く評価したい。 

 

○  動物が老いていく姿を淡々と描いており、お涙頂戴のわざとらしいつくりもな

かったため、逆に内容に入り込みやすく、涙を誘うシーンもあった。動物たちの高

齢化を逆手にとって、老いもありのままに見せるというアイデアはとてもおもしろ

く、大牟田の人間社会の現状と重なり、いい着眼点だった。 

 

○  高齢者が年老いた動物たちと自分自身を照らし合わせているようなコメントもよ

かったと思う。 

 

○  来園者が２万人増えたことについては、もともとの数字がどれくらいだったのか

私も気になった。これだけ高齢化が進んでいる動物園は、人間社会でいうところの

消滅可能性自治体のように、消滅してしまう可能性があるのか、また、５年後、１

０年後の動物園の経営見通しはどうなるのか、このまま高齢化だけを売りにやって

いけるのか、心配にもなった。 

 

○  そもそも、動物園そのものが自然保護という観点から見てどうあるべきなのか、

新しい動物や珍しい動物を入手するのが難しくなってきている中、どうやって生き

残っていくのかということについても触れられていたら、さらによかったと思う。 

 

○  大変興味深く、最初から最後まで楽しんで見ることができた。 

 

○  生老病死ということばがあるが、その「老」、「病」、「死」の部分を工夫して見せ

るというのは、初めて知る動物園の姿であり、また動物園の職員たちの努力が画面

からもにじみ出ていて好感を持って見ることができた。 

 

○  野生動物の取引が高額で、予算も出ないため厳しいという状況の中で、今いる動

物たち、高齢化していく動物たちの健康管理を徹底し、ありのままの姿を見せるこ
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とで、子どもたちやお客さんたちに興味を持ってもらえるように工夫するのは本当

にすばらしいアプローチだ。教育的にも非常にいい展示のしかただと思う。私も実

際に行ってみたくなった。 

 

○  来園者数の増加については、大牟田市の人口からしてもすごいことで大変な驚き

だったが、県外からの来園者数や、大牟田以外からの来園者数も具体的に示しても

らえると、どのくらい注目度が高まっているか測ることができてよりよかったので

はないかと思う。 

 

○  熊本市動植物園が、今回の熊本地震で壊滅的な被害を受けており、再開のめどが

立っていないため、熊本の子どもたちもとても寂しい思いをしている。そんな中、

熊本市動植物園で飼育されていたユキヒョウのスピカが大牟田市動物園に受け入れ

てもらえたのは大変喜ばしいニュースであり、ありがたく思っている。熊本の人に

とっても、心温まる一場面になったと思う。 

 

○  この番組を見て、いろいろなことを考えさせられ、興味を持つことができた。 

 

○  動物のあるがままの姿、年老いていく姿を見て共感し、一緒に頑張ろうという思

いを共有できるこの動物園は、子どもたちだけではなく多くの大人や地域の人たち

からも大切にされているのだと感じた。飼育員もさまざまな工夫や努力をしている

ことがよく分かった。 

 

○  子どもが小さい時、動物園のバックヤードツアーや水族館に泊まるツアーなどに

参加したことがあるが、昼間自分たちは見られない飼育員たちの活動を見ることは、

子どもたちにとって大変貴重な経験と学習の場になると思う。特に、お年寄りと一

緒に住んでいる子どもが少なくなっている今、お年寄りを敬い大切にするというこ

とをこの番組を見る中で感じてもらえたのではないだろうか。 

 

○  最近の動物園は種を保存していくのも大変厳しくなってきているとのことなので、

今後動物園がどのようにして生き残ろうとしているのか、興味を持つきっかけと

なった。 

 

○  動植物園のほとんどは種の保存のために作られており、種の保存には繁殖が必要

だ。動物園には生への取り組みと死の取り組みの両方があるが、番組ではあまりに

も後者の取り組みばかりに注力されているように感じた。生と死の両方をうまく伝

えていくのが動物園の役割ではないかと思う。また、タイトルにも「命の動物園」
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とあったが、あまりにも死の方ばかりを強調した作りになっていたように感じた。 

 

○  老いと向き合うことをテーマにした動物園で２万人も来園者が増えたということ

だったが、番組は動物園ビジネスの一つとして見せようとしていたのか、人間社会

と重なる社会現象として描こうとしているのかがはっきりしない部分があった。前

者の場合、動物園側が老化していく動物を見せるというビジネスモデルを作ろうと

思っているのかどうか、もう少し深く話を聞いてもらえたらよかったと思う。また、

動物を見て励まされている老人たちの姿もあったが、彼らの話をさらに聞き出すこ

とで、老人たちの悲哀をより濃く映し出すことが出来たのではないか。 

 

○  飼育員の野田さんの懸命な仕事ぶりには頭の下がる思いで見た。 

 

○  動物園の果たすべき役割について改めて考えさせられた。今では動物園があるの

が当たり前で、子どもを喜ばせるために動物園に連れていくことに特に疑問を持つ

ことはなかったが、動物を檻の中に入れて見せることが結果的によかったのか、こ

れからの動物園はどうあるべきなのか考えるきっかけとなった。 

 

○  最近はなかなか死と向き合う機会がなく、命の尊厳を知らずに育つ子が少なくな

い中、小さな子どもが動物の死の知らせの前で手を合わせているシーンはとてもよ

かった。 

 

○  老いや死だけではなく、新たな命や生の部分、来園者が増えたことでできるよう

になったことなども盛り込んでもらえると、未来につながり夢のある番組になった

のではないか。 

 

○  農作業をしていると、イノシシやシカやサルなどの野生生物に出くわすことが多

く、作物への被害も甚大で困っている。一方、動物園側は野生生物の規制が厳しく

なっており、新たに動物を入れることが出来ず困っているとのことだったので、こ

うした野生動物をうまく取り入れることで双方の問題解決につながればよいと思っ

た。 

 

○  正直なところ、自分だったらこの動物園に行くだろうかと思った。まさに人間と

同じようなことが描かれており、自分の姿を見るような感じがして辛い感じもあっ

たが、番組としての着眼点はすばらしかった。 

 

○  戦後の右肩上がりの成長をしていた時代、動物園は親が子どもを連れて行ったり、
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元気なものや楽しいものを見たりするための場所だったのだと思うが、現在のこう

した低調で高齢化した時代の中では、動物たちの老いていく姿まで見せるというこ

とが受け入れられるようになったのだと感じた。こうした動物園の役割が変わって

いった背景まで番組の中で捉えられれば、この番組の意味合いが深まったのではな

いだろうか。 

 

○  来園者の若い人にもお年寄りにもインタビューをしており、老いた動物を見せる

ことに関して皆一様によいと思うと答えていたが、よいと思わないという意見はな

かったのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

もともと動物を見たい、子どもに見せたいと思って来ている人がほと

んどなので、動物園の取り組みに対して否定的な意見を持つ人はいな

かった。むしろ、取り組みを知らなかったという人が多かった。 

 

○  若い飼育員の野田さんが淡々と仕事をする様子がとても印象的だった。淡々とし

ているからこそ伝わるものがあったものの、自分が思い描いていた飼育員の仕事と

は違う、死や老いまでも見せるということについて、彼女自身がどう思っているの

か、もう少し掘り下げて聞いてほしかった。また、カンガルーが亡くなった翌日も

淡々としていたが、ずっとあの状態で仕事をし続けたのか、当時の彼女の胸の内に

も迫ってほしかった。 

 

○  すべての動物の体重を測ることが動物園の画期的な取り組みの一つとして紹介さ

れていたが、それにどういう意味があるのか知りたかった。 

 

○  ガイド役は適任だったと思う。ナレーションの優しい声も番組によく合っていた。 

 

○  動物を扱った番組は苦手だった。動物の本能的な動きに人間の勝手なナレーショ

ンを重ねて、あくまでも人間目線が中心の番組が多いのではないかと思っていたか

らである。動物は本能にしたがって生きているのだから、本来、老いの悩みもなけ

れば病気もないはずだという話を以前聞いたことも、そう考える根拠となっている。

猫や魚の死体がふだん私たちの目につかないように、極めて自然の理として老いも

死もそこに存在するだけなのだ。その意味では、この動物園をとおした老いへの問

題提起は、ややもすると人間側の独りよがりになりがちだが、現代人間社会の問題

と重なっていたように思えて大変興味深く好感が持てた。 



6 

 

○  若い飼育員の視点を中心に、動物園の取り組みを紹介していたが、園長やベテラ

ン飼育員視点の取り組みの姿勢も見えていれば、今以上の深みが出たのではないか。

また、ベテラン飼育員と若手飼育員のやり取りなども入れられれば、もっと掘り下

げた番組にできたのではないだろうか。 

 

○  亡くなってひっそりとしたジャガーのおりに向かって「出ておいでー！」と叫ぶ

幼い子どもの声には胸が震えて涙が出た。 

 

（ＮＨＫ側）  

貴重なご意見をありがとうございました。動物園の方針や目指す今後

の姿についても紹介したかったが、何をどこまで見せるか難しかった。

動物園側は、種は増やさずに、全国で協力しながら今いる動物だけで何

とか繁殖させていこうという思いがある。種はいつかはなくなるという

ことを意識しつつ、人間が勝手に連れてきて囲っている動物たちに対し

て、どう責任を果たすかが今問われているように感じた。 

動物の体重を測ることで、その動物の状態が分かり繁殖にいかせると

いう意味合いがある。動物園ではこのほかにも繁殖のための取り組みを

行っている。人気のある動物が注目される中、鳥類や草食動物、小型動

物などの面倒も見て頑張っていこうとしている。こうした動物園の取り

組みを今後も何らかの形で伝えていけたらと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  連続テレビ小説「とと姉ちゃん」を見ている。主人公が帰宅して靴をきちんと揃

えるところや、ふすまの開け方がきれいなところ、畳のへりを踏まないところなど、

一つひとつの所作が美しいと感心している。最近の家ではふすまや障子の開け方を

教える機会がないので、ドラマが教育の場になっていてよいと思う。 

 

○  熊本地震の被災地支援については以前の審議会で、農業も製造業も販路がなくて

困っているということをお伝えした。福島や熊本の被災者と話す機会があり、寄付

や義援金などをもらうよりも販売先の確保の大切さを強く感じている。例えば、少

額の商品でも大口で買えばかなりの額になる。被災地が１日でも早く日常に戻れる

よう、情報発信の継続をお願いしたい。 
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○  ６月２日(木)のクローズアップ現代＋「“奨学金破産”の衝撃 若者が…家族が…」

を見た。奨学金とは本来学ぶ意欲のある若者の夢をかなえるためにサポートする存

在というイメージがあり、今でもその本質的な目的は変わっていないと思うが、奨

学金を受けているために進学を諦めたり、社会に出た後に自己破産して返済不能に

なってしまったりという衝撃的な事例が紹介されていた。本来、日本の将来を支え

る若い人が学ぶための奨学金をとおして、日本が抱える社会的な重い課題を突きつ

けられたように思う。 

 

○  東日本大震災も熊本地震も、被害が甚大だったものの、時間が経つとどこか他人

事のようになってしまうところがあるので、ニュースや番組で継続的に問題提起し

ていくことがとても重要だと感じている。また、被害を受けてない地域に暮らす人

たちにできることも伝え続けてほしい。 

 

○  ６月１０日(金)のなるほど実感報道ドドド！「あなたの地元もブレイク！？自治

体ＣＭ舞台裏」を見た。番組本来のコンセプト、スタイルがよく分かる作りとなっ

ていた。肩ひじ張らず、いい意味で砕けており、見ていてとてもおもしろかったが、

司会のアナウンサーはもう少し肩の力を抜いて、番組のテイストに合わせてほしい。

ただおもしろい動画を作って観光客を増やすのではなく、消滅可能性自治体の生き

残りをかけて、動画をとおして移住者を獲得しようとするなど各自治体が必死であ

ることがよく分かった。 

 

○  ６月３日(金)のドキュメント７２時間「ゆきゆきて 酷道４３９」を見た。これ

までの定点観測とは異なり、国道４３９号を走破して番組を作るという手法がとて

も新鮮だった。落石があったり、すれ違うのもままならないほど細い道があったり

する過酷な国道を「酷道」とするネーミングもおもしろいと思った。今後も新しい

手法を使って番組を作ってほしい。 

 

○  ５月３１日(火)のクローズアップ現代＋「あなたの脳を改造する！？／超・映像

体験（バーチャルリアリティー）」を見た。人間の脳は、視覚や聴覚など、完全に分

かっていなくても分かったように思い込むようになっているとのことだったが、専

門家の説明がいまひとつ分かりにくかった。また、バーチャルリアリティを使って

人助けなど誰かの役に立ちたいという思いが芽生える方にも使えるし、悪いことに

も使えるという紹介があったが、悪いこととは具体的にどういうことなのかが知り

たかった。 

 

○  ５月２２日(土)のＮＨＫスペシャル「人生の終（しま）い方」を見た。桂歌丸師
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匠に密着し、とてもタイムリーな話でとても見ごたえがあっておもしろかった。 

 

○  先日「サラメシ」を初めて見たが、昼ごはんにあんなにもドラマがあるとは思わ

ず、とてもいい番組だと思った。サラリーマンの食事が番組のテーマではあるが、

ぜひ学校での給食や弁当なども取り上げてほしい。食べ合わせなど栄養面の話もあ

ればさらによくなるのではないか。 

 

○  けさの「ＮＨＫニュース おはよう日本」で「検証・地方創生 交付金のゆくえ

は…」というリポートを見た。国が地方創生交付金で 2,700 億円支出しているもの

の、目標達成している事業は４割にとどまっているとのことだった。私の周りの自

治体でも予算を得るために、とにかく何でもいいといった感じで慌てて申請をして

いるのが現状だ。国が地方創生を本気で考えているのであれば、もう少し時間をか

け長期的な策を考え、こちらにも考える時間を与えてほしい。また、道の駅も地方

創生の鍵として注目されているが、全国の８割が赤字だ。建物は自治体が建て、駐

車場やトイレなどの整備は国が行い、運営は管理会社に任せる。そして赤字だった

ら行政が負担するという、民業圧迫にもなりかねないやり方をしている。地方創生

のために、きちんと私たちの税金が使われるよう、こうしたニュースや番組をとお

して誘導していってほしい。 

 

○  ６月７日(火)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」のリポート「和牛高騰 生産

現場で何が」を見た。畜産関係者も高齢化が進み、離農する人が増えている。子牛

の値段が高騰していることから、今後、肉の値段がどうなるのかとても心配だ。畜

産王国・九州に住む者としては、酪農や畜産の活路を見いだすための番組や夢のあ

る将来を見据えた形の番組作りをお願いしたい。 

 

○  ６月１２日(土)の「どーも、ＮＨＫ」を見た。「もっとＮＨＫ」のコーナーで、新

人アナウンサーが紹介されていた。これからたくさん訓練を積んで一人前のアナウ

ンサーになっていくのだと思うが、考えていたとおりに言葉が出てこなかったり、

中継の順番を間違えてあたふたしたりする様子が見ていてほほ笑ましかった。 

 

○  ６月９日(木)のファミリーヒストリー「樹木希林～女が土台 受け継がれる覚

悟～」を見た。樹木さんのお母さんの波乱万丈な人生だけで番組を構成してもよかっ

たのではないかと思うくらい、お母さんを掘り下げることで樹木さんの人間像がか

なり浮かび上がってきて驚いた。 

 

○  ５月２２日(金)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「激論 パリの広場で～労働法をめ
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ぐり立ち上がる若者たち～」を見た。ブランド物が生産コストを下げるため海外に

拠点を移すことで国内の若者の労働が奪われ、怒りの矛先がスーパーブランドへと

向けられる。番組ではフランスの若者たちが取り上げられていたが、現在世界中で

若者が同じような状況に追い詰められているように思う。そこには若者を追い詰め、

ブランド物を購入する消費者がいることを伝えなければ事態は解決できないのでは

ないかと感じた。近いうちに日本の若者にも同じような状況が迫ってきている。示

唆に富むいい番組だった。 

 

○  ６月４日(土)の「熊本地震 被災地からの声」(総合 前 11:00～11:23)を見た。地

震から１か月半が経過した時点での熊本県の被災者１２組の声が紹介されていた。

現時点でも多くの人が避難生活やテントでの生活を余儀なくされており、たくさん

の怖い思いや不便な思いをしている中、紹介された１２組のメッセージを聞いて、

私自身とてもありがたい、うれしいという気持ちを思い起こさせてくれる、温かく

ていい番組だった。自身も被災しながらも、精いっぱい被災地のために休まず頑張っ

ているのに、客から罵倒されたというスーパーの店長の話や、戦争体験者の女性の、

体が思うように動かないから戦時中より今のほうがよっぽど怖い、死を覚悟したと

いう話はとても切実なメッセージだった。全体的に４０代以上や６０代以上の人の

メッセージがほとんどだったので、２０代、３０代の若者の声も聞いてみたいと思っ

た。 

 

○  最近よく「ニュースチェック１１」を見ている。夜の時間にゆったりとリラック

スしてその日のニュースを振り返ることができる、かなりフランクな番組でおもし

ろいと思う。ただ、アナウンサーの机の上にあるズームアップのカメラはあまり必

要ないのではないか。直視しづらいズームやアングルであることが多く、肝心の内

容が入ってこないので改善してほしい。 

 

○  ５月２８日(土)の「蜷川幸雄さんをしのんで～１００年インタビュースペシャ

ル～」(総合 後 4:00～4:50)を見た。演出家の蜷川幸雄さんの舞台をよく見ていたの

で、なぜ彼が驚きに満ちた仕掛けや演出をするのか、インタビューを聞くことで納

得することができた。 

 

○  ６月４日(土)の「ドキュメント 蜷川幸雄 最後の挑戦」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:00～

7:59)を見た。亡くなられる１年半前のお元気なときから蜷川さんを追いかけていて、

亡くなった後までが番組となっていた。若手俳優に何かを伝えようと厳しく鍛える

姿や、一緒に舞台を作る約束をしていた５０歳年下の演出家にみずからの人生を語

る姿など、病と闘いながら最後まで演劇に執念を燃やした蜷川さんの壮絶な生きざ
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まと演出家としての人生の終い方を見ることができ、ファンとしてはとてもうれし

かった。 

 

○  ６月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 私たちのこれから「＃不寛容社会」(総合 後

9:00～9:50)を見た。最近、ＡかＢか、白か黒かといった二者択一的なことが多いと

感じており、注目していた番組だった。番組の中でもテーマごとに対立する２つの

意見が出た場合、一方的に意見を言うだけで議論が起きる気配がなく、こうしたこ

とも不寛容社会にも結びついていくことが示され、見ていてなるほどと思った。ま

た、気になるところで視聴者がｄボタンを押し、皆がどういうところに反応するか

がリアルタイムで分かるような仕組みになっていたのもおもしろかった。ＶＴＲの

パートと生放送で進行していくパートが混在していたため、意見の深まりに乏しく、

途切れ途切れになってしまった印象を受けた。またゲストの人選はきちんとやって

ほしい。今回はツイッターを使い、社会の問題に関してＡかＢかという聞き方をし

ていたが、私たちの日常生活の中ではすでにツイッター以外のＳＮＳなどでもこう

した二者択一的な議論しかできないような状況になってきていると思う。そうした

ところまで掘り下げて、続編の放送を期待している。 

 

○  ５月２７日(金)のニュース「オバマ大統領広島訪問」(総合 後 4:00～6:45)を見た。

同時通訳者が二人いたが、そのうちの一人が「そして」というつなぎことばを多用

していたのが気になった。大統領が発していないことばが間に入ることで通訳への

信頼がなくなってしまうのではないか。通訳はことば選びも慎重でなければならず、

またセンスも問われる仕事だと改めて考えさせられた。要人の伝えたいメッセージ

や人格のイメージにも影響を与える可能性があるので、要人の通訳のあり方や通訳

者の人選には気をつけてほしい。 

 

○  ６月４日(土)と１１日(土)のブラタモリ「＃４０ 伊勢神宮」、「＃４１ お伊勢

参り」を見た。アナウンサーの反応が薄く、以前に比べて番組のリズム感が悪くなっ

ていると感じた。タモリさんの気づきに反応する、視聴者目線的な役割を担う存在

ならば、もっとしっかり反応してほしい。若いアナウンサーなので、ある程度経験

が必要なのは理解できるが、真面目なキャラクターよりも、素直なキャラクターと

して活躍してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

貴重なご意見をありがとうございます。熊本の復興に向けた話や、奨

学金の問題、地方創生交付金の問題、そして不寛容社会の問題など、ど
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れも現在日本が抱えている課題が深くなってきているような気がしてい

る。山積するさまざまな課題に対して公共放送として継続的に向き合っ

ていきたい。 

 

福岡放送局 

番組審議会事務局 



1 

平成２８年５月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、１９日（木）、福岡放送局において、７

人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、「平成２７年度九州沖縄地方向け放送番組の種別ごとの放送時間」につ

いて報告があった。続いて、事前に視聴した「なるほど実感報道ドドド！」を含め、放

送番組一般について活発に意見の交換を行った。最後に、６月の番組編成の説明、視聴

者意向および放送番組モニターの報告が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

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

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     小役丸秀一 （（株）グラノ２４Ｋ代表取締役） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

 長﨑 健一 （（株）長崎書店代表取締役社長） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「なるほど実感報道ドドド！『熊本地震二週間 いま、そしてこれから』」 

（総合 ４月２９日（金） 福岡局制作）について＞ 

 

○  今回は「ドドド」のコンセプトをうまく生かしきれていなかったように感じた。

通常の災害報道番組との違いをもっと鮮明にすべきではなかったか。また、ゲスト

の肩書の紹介がされていなかったが、番組内での位置づけが分かるように、きちん

と紹介したほうがよいのではないか。 

 

○  ゲストがＶＴＲを見て感想を述べたとき、司会のアナウンサーが「そうですよね」

と頻繁に言っていたのが気になった。ゲストのコメントを誘導した予定調和的のよ

うに聞こえるので、なるべく言わないように心がけてほしい。 

 

○  熊本出身でないゲストが「熊本弁には助けを求めることばがない」という発言を

したが、うまく言葉を選ばないと発言者の心象を悪くするばかりか、熊本の人たち
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に対しても失礼になりかねないと思う。 

 

○  視聴者からのメッセージを読み上げるシーンでは、きれいな台紙を使い、あらか

じめ用意していたかのような印象を与えた。「あさイチ」のようにファックスやメー

ルなどプリントアウトされたものを読み上げるべきではないか。 

 

○  ＶＴＲ中の画面にゲストの顔を映すワイプがあったが、表情がなさすぎてワイプ

を使う効果があったのか。深刻な内容だったのでリアクションは難しかったとは思

うが、もう少し自由に反応してもよかったのではないか。 

 

○  衛生面での具体的な処置や対処法、住まいをめぐる夫婦間の葛藤、道路の寸断に

よる影響など、今の被災地で起こっていることがつぶさに分かり、自分だったらど

うするかといったことを考えるきっかけになったのはとてもよかった。 

 

○  テレビには俯瞰（ふかん）して映す鳥の目と、当事者に近いところから映す虫の

目という、複眼的な役割があると思う。今回の番組は被災地から遠く離れた場所で

も、自身のこととして受け止められた。このスタンスを忘れず今後も良質な番組を

作ってほしい。 

 

○  番組冒頭で、避難所の夜の様子が映し出されていたが、夜寝るときが一番不安な

のだということを印象付けるシーンだった。 

 

○  震災から２週間という短い期間で、かなりの量と深い取材をしていることに驚い

た。自治会長の話や、道路が寸断され水が供給されない集落の話など、他人ごとで

はない危険な状況を知ることができた。 

 

○  阿蘇の病院は地域の中で果たしてきた役割が大きな病院だっただけに、廃業する

と知りとてもショックを受けた。地域の人々にとってもかなり大きな問題だと思う。

今後国がどう地域医療を支援していくのか伝えてほしい。 

 

○  農作物の被害についても触れられていたが、知り合いに聞いた話では、市場に出

荷している農家よりも、道の駅や直売所で売っている農家への打撃が大きく、販路

に困っているとのことだった。こうした生産者たちの願いや解決策についても、今

後の番組の中で取材をしてもらえればと思う。 

 

○  観光については、平成２４年の九州北部豪雨により被害を受けた旅館もあり、今
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回の震災が重なり廃業に追い込まれるところも出てくるのではないかと心配だ。観

光地・阿蘇が今後どのように復興していくのか、こちらも継続的に伝えてほしい。 

 

○  番組の進行はアナウンサー一人ではゲストとのやりとりが大変そうなので、もう

一人アナウンサーがいたほうがよいのではないかと感じた。 

 

○  ゲストの肩書が紹介されていないことや、司会のアナウンサーが進行に苦労して

いる印象は、私も同感だ。 

 

○  男性ゲストの発した熊本県民の気質や方言に関する発言は、熊本出身の女性ゲス

トのフォローがなければかなり心象を悪くしてしまうのではないかと心配しながら

見た。 

 

○  命、住、道の３つのテーマで構成されていたが、命については、感染症やエコノ

ミークラス症候群など、命に関わる適切な知識と行動について紹介されており、被

災地にとっても本当に必要な情報だったと思う。 

 

○  住に関しては、こうした大災害に際して行政もさまざまなニーズに応えきれてお

らず、今の法律では動けない部分もあることを指摘していた。今後政府などに働き

かけをしていくことが必要だという、建設的で未来志向の提言を紹介していてよ

かった。 

 

○  さらに、住の中で、被災した場所に住み続けたい夫と、避難先で周りの人と協力

しながら生活していきたい妻の話があった。一組の夫婦の葛藤、意見の違いをとお

して、現地の実情を伝えられたのは、心が痛むシーンでもあったが貴重だったと思

う。こうした被災地の実情をこれからも全国に届けてほしい。 

 

○  口腔ケアや誤えん性肺炎、車中泊をしている人たちのエコノミークラス症候群に

ついて紹介していたのはとても良かったと思うが、これらの情報がきちんと被災者

たちに届いているのか心配にもなった。 

 

○  決して衛生的とは言えない堆肥センターで避難生活をしなければならないほど、

安全な場所が限られていたということや、素掘りのトイレを作るしかなかったなど、

非常に切迫した状況だったことが伝わった。 

 

○  被災地出身の女性ゲストのコメントはとても気持ちがこもっており、テレビを見
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ている被災者の人たちにも伝わったのではないだろうか。 

 

○  ４月２３日(土)に放送したＮＨＫスペシャル「いのちを守るために」も見たが、

そちらは情報を淡々と伝えているような印象があった。一方「なるほど実感報道ド

ドド！」は、被災者に寄り添う形で、震災が起きたときの気持ちを引き出すような、

人々の心に直接訴えかけるいい番組だった。廃業することになった病院の院長が「解

雇って嫌なことばだよね」というシーンをカットせずに使い、震災被害の理不尽さ、

どうしようもない悔しさを表していたこともよかったと思う。 

 

○  行政が何をやるかについて、家の撤去に１軒あたり 1000 万円もかかるというのは

驚きだった。もっと違う方法はないのか、法さえ改正されれば事態は変わるのかに

ついても知りたかった。 

 

○  視聴者からのメッセージを紹介したとき、ゲストがコメントを加えていたが、初

めにメッセージを聞いたときと印象が変わってしまうので、コメントは不要ではな

いか。 

 

○  ７２分という長尺の番組だった割に、一つひとつのテーマに対する掘り下げが足

りなかったように感じた。特に、法律を変えなければならないという部分について

はもう少し突っ込んで取り上げてほしかった。今後も起こりうる災害に備えて準備

をするという意味でも、法改正の必要性をより広く世間に知らしめることが大事だ

と思う。 

 

○  ゲストが発した熊本県人の気質と避難先で病気になることに関係があるようなコ

メントに対して、人と防災未来センターの河田惠昭さんが、そういう問題ではない

としっかりとフォローをして、ふだんから健康だと思っている人でも体調を崩して

しまう可能性が大いにあることを訴えていたのはよかった。 

 

○  多くの取材陣を派遣したこともあり、さまざまな人たちへの密着取材ができてい

た。一組の夫婦への取材では、生の声、切迫したやり取りが伝わり、震災で苦しん

でいる状況が手に取るように分かった。また、熊本市長にも密着し、熊本市の災害

への備えが不十分だったこともよく分かった。人と防災未来センターの菅野拓さん

が東日本大震災の経験を踏まえ、熊本市の職員に対して、民間の賃貸住宅を仮設住

宅として活用することを勧めていたが、しっくりきていない職員たちの表情、菅野

さんとの認識のギャップがよくとらえられていた。仮設住宅の入居者を抽選で決め

ようとする場面では、河田さんから優先順位をつけて、本当に必要な人から順番に



5 

入れていくべきという指摘があり、行政が戸惑うシーンもあったが、とても見ごた

えのある報道だったと思う。 

 

○  逆に気になったのは、道がテーマのときに専門家が、阿蘇は広いから適当な土地

に集落ごと移転すればよいというニュアンスのことを言っていたが、被災者にとっ

てはそれほど簡単に割り切れる問題ではない。特に密着取材をしていた夫婦のやり

取りを見れば明らかで、頭では分かっていてもやはり生まれ育ったところから離れ

ることへの抵抗の強さは相当なものだと思う。もう少しそうした感情に配慮した提

案の仕方をしてほしかった。 

 

○  震災から２週間、全容を知らせたいということでテーマを３つに絞って伝えたの

は分かりやすくてよかったと思う。今後どうすればいいのかについては、特に住宅

問題が遅れているようなので、さらにきめの細かい取材と報道をしてほしい。 

 

○  時間の経過とともに発生する問題が変わっているということを実感した。丁寧な

取材ときちんと整理され役に立つ情報、そして問題提起がされていたと思う。 

 

○  テーマごとに問題点がどこにあるかという導入のＶＴＲでは、よくぞこの現場に

いたなと思わせるくらい、リアルタイムで現場の映像を押さえており、取材力に感

心した。 

 

○  画面下に住宅の提供情報を流していたが、九州沖縄ブロックの放送でありかつ生

放送ならではの、とても役に立つ情報だったと思う。 

 

○  視聴者からのコメント紹介は若干リアリティーに欠ける印象があったが、読まれ

たコメントの問題提起がとても的確でよかった。 

 

○  日本は大きな地震を何度も経験してきたにも関わらず、ボランティアのマネジメ

ントや住宅の問題など、経験が生かされていないことが多いことがよく分かった。

今回この番組を放送するにあたって得られたことを、ぜひ今後の震災時に役立てて

ほしい。 

 

○  司会のアナウンサーがあまりにも感情を入れすぎた進行になっていたのが気に

なった。また、これまでも指摘してきたが、ゲストの選定は、九州ゆかりの人だか

らという短絡的な発想はやめて、テーマにふさわしい人を選んでほしい。 
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○  被災地の現状や課題がよく分かる番組だった。避難生活での感染症のリスクについ

ても考えさせられた。ただ、なぜ地震が来る前に被害状況を想定しながらシミュレー

ションを作らないのかと、見ていてとてもやきもきした。これまでの教訓が生かされ

ていない。早くコーディネーターを軸に進めてほしい。 

 

○  移住については、新たな道を建設するよりも安全な場所への移住のほうがよさそう

な気がしたが、安全な場所などあるのか疑問に思った。 

 

○  阪神淡路大震災、東日本大震災を経て、ボランティアとして被災地をサポートし

たいという意識は震災経験とともに高まってきている。しかし官と民、専門ボラン

ティアと一般ボランティアのすみ分けや、非常事態の中で迅速かつ生命を守る対応

は困難を極めるものだと感じた。番組では、フェーズによって必要なことや、どう

いったリスクが生じるのかについて、とても分かりやすく説明されていた。 

 

○  今回の地震で「まさか九州で」と思った人も多いと思うが、「まさかはない」とい

う気持ちで、日頃から災害に備える意識を高く持つ必要性を再認識した。 

 

○  東日本大震災では、震災により大切にされてきたコミュニティの崩壊が起こり、

建物は出来たものの戻る人が少なく街に人がいないという問題も発生している。熊

本も被害から立ち直り、今までどおりの生活を取り戻すためにさまざまな角度から

のきめ細かな支援が必要なのだと感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

ディレクターが一つの現場に張りついて取材をすることで伝わる現場

の密着感を大切にしたいと考えた。いろいろな場所を見に行きたくなる

気持ちを抑えて、覚悟を決めて一つの場所で取材を続けることの重要さ

を実感している。スタジオ部分に関しては、番組の趣旨やこちらの訴え

たいことに合わせてゲストを選定出来るよう努めていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  今朝の「ＮＨＫニュース おはよう日本」の中で、「広がる“人生の終わり”支援」

というリポートと、５月２２日(日)放送のＮＨＫスペシャル「人生の終（しま）い
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方」の予告を見た。自分の人生を書いたり映像に残したりすることで人生を振り返

り、誇りを持つという「ディグニティーセラピー」が紹介されており興味深かった。

誰にでも訪れる人生の終わりをテーマにするのは難しいとは思うが、週末に放送さ

れる「ＮＨＫスペシャル」も期待している。 

 

○  朝の地域のニュースの終わりに、それぞれのキャスターごとに「きょうも一日お

元気で」といったあいさつをしているがとても心地よい。 

 

○  ５月１日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ古代遺跡透視「プロローグ 大ピラ

ミッド 永遠の謎に挑む」を見た。映画「世界の七不思議」を見て育った世代とい

うこともあり、ピラミッドにはかなり興味があった。ピラミッドのレントゲンを撮

り、工程を全て明らかにするという内容で、大変見ごたえがあった。続編が楽しみ

だ。 

 

○  ５月３日(火)のＢＳ世界のドキュメンタリー「永遠のＡＢＢＡ アグネッタの告

白」を見た。アグネッタは日本でもとても人気があったと思うが、いつの間にかテ

レビで見かけなくなり気になっていた。グループ結成から絶頂期までの秘話、その

後の人生について振り返り、新たにソロで活動を始めようとする彼女の生きざまを

感じるすばらしい番組だった。 

 

○  ４月３０日(土)のＢＳ１スペシャル「ザ・リアル・ボイス “ダイナー”からア

メリカの本音が聞こえる」(ＢＳ１ 後 0:00～0:50、後 1:00～1:49)を見た。ダイナー

と呼ばれる各地の大衆食堂でアメリカ人が考えている本音を聞き出す番組で、特に

銃に対する考え方の違いに驚いた。日本では小刀を持つことすらさせていないのに、

アメリカでは平均１０歳から銃を撃っているということを知り、ショックを受けた。

また、ドナルド・トランプ氏がアメリカでなぜこんなにも支持されているのかが４

つのダイナーをとおして見るとよく分かった。 

 

○  ５月１２日(木)のクローズアップ現代＋「連続震度７ 地域と家族を守れ～地元

消防団 １か月の格闘～」を見た。熊本地震でスムーズな救助の下支えをしたのは、

日頃からの関係性や見回りなどの経験を生かした地元消防団の人たちだったと思う

が、そういったシーンは少なく、タイトルからイメージしたものとは違っていた。

もっと地域の消防団にスポットを当てて取材をしてもらいたかった。 

 

○  ５月１７日(火)のニュースの中で、熊本の黒川温泉のおかみさんたちの奮闘を描

いたリポートを見た。被害は少ないものの道路が寸断されてしまったために、黒川
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温泉には行けないと思い込みキャンセルが相次いだとのことだった。ニュースでは

正しい情報やう回路などを紹介しており、一日も早い復興に向けて応援していて、

いい取り組みだと思う。今後もこうした取材や番組制作をお願いしたい。 

 

○  ３月１９日(土) と４月２日(土)のブラタモリ「＃３４ 熊本城」、「＃３５ 水の

国・熊本」を見た。私の周りの人たちも放送をとても楽しみにしていた。被災する

前の熊本城や街の姿を直近で残した貴重な番組だった。熊本城は、小さいときから

社会科の授業で習ったり、見に行ったりしていておおまかなところは理解していた

が、加藤清正の防御意識の高さについて掘り下げて紹介されており、地元の人たち

も驚くような見ごたえのある、おもしろい番組だった。 

 

○  「水の国」の回では、９万年前の阿蘇山の噴火によってできた地質によるものだ

ということを知り、感心すると同時に再び阿蘇が噴火したら大丈夫なのか心配にも

なった。どちらの回も細かいところまでタモリさんが楽しいトークで掘り下げてい

て、本当におもしろく見ることが出来た。 

 

○  ５月６日(金)の「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」(総合 前 9:35～10:00)を

見た。はなし家の語りに合わせて再現芝居をつけ、分かりやすく見せる手法は、今

の若い世代にとっては古典芸能への新しい入り口になるのではないか。これから東

京オリンピックが開催される 2020 年に向けて、日本の伝統文化をリードする役割と

して、テレビだからこそ担える部分だと思う。 

 

○  番組審議会の委員を始めてから「ＮＨＫはドラマをもっとがんばってほしい」と

言い続けてきたが、ここ１、２年のドラマは大変健闘していると思う。土曜ドラマ

「トットてれび」は、連続テレビ小説「花子とアン」の脚本を書いた中園ミホさん

のオリジナリティーがよく出ており、主演の満島ひかりさんが好演しているのに加

え、配役陣のキャスティングが成功していると思う。大河ドラマ「真田丸」も、歴

史上の人物に対し親近感とリアルさをもって見ることができるエンターテインメン

トとなっている。ドラマは史実がベースにありつつ、骨太な脚本と、キャラクター

を見事に表現できるキャスティングによりおもしろくなるのだということを強く感

じている。 

 

○  ５月１５日は沖縄復帰の日だった。来年は沖縄復帰４５周年の節目に当たる。日

本、アメリカ、沖縄にとっての復帰は見え方やとらえ方が違う。来年は改めて沖縄

の復帰を考察するようなさまざまなアプローチの番組を制作してほしい。 
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○  ４月２６日(火)のクローズアップ現代＋「５万人避難 命をつなげ～“連鎖”大

地震 最新報告～」を見た。冒頭、感染症拡大を心配する熊本赤十字病院副院長の

非常に緊迫した表情に引きずられて見始めたが、すぐに感染拡大は止められたかも

しれないというスタッフの報告があり、拍子抜けした。 

 

○  ５月１２日(木)のクローズアップ現代＋「連続震度７ 地域と家族を守れ～地元

消防団 １か月の格闘～」を見た。地域で活躍する消防団員が主人公のはずだった

のに、コメンテーターが「り災証明が遅れている」とか「住基ボランティアが必要

だ」といった話を始め、思わぬ方向に展開していた。 

 

○  ５月１３日(金)のなるほど実感報道ドドド！「どうする？子どもの貧困（前編）」

を見た。コメンテーターが子どもの貧困の問題について、命の危機や希望の喪失、

ネグレクトや虐待につながる重要な問題だという指摘が的確だった。ゲストもこの

テーマにふさわしい二人だったと思う。子どもの貧困は、ある特定の地域に限った

問題ではなく、九州各地で起きている問題だ。女性ゲストが自分たちに出来ること

はないかという話をし、自分たちに引きつけて考えるような方向に持って行っても

らえたのもよかった。 

 

○  ４月２４日(日)のＮＨＫスペシャル「若冲 天才絵師の謎に迫る」と４月３０日

(土)のザ・プレミアム「若冲 いのちのミステリー」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29)

を見た。どちらも伊藤若冲がテーマだが、切り口が全く異なりとても見ごたえがあっ

た。「ＮＨＫスペシャル」は、色彩と表現にテーマを絞り、ありのままの自然を捉え

る若冲を、「ザ・プレミアム」では生き物を描き続けた若冲がテーマとなっていた。

現代の専門的な技術を使うやり方と、作品に描かれたモチーフをたどる手法で、若

冲の魅力に迫っていた。このうち「ＮＨＫスペシャル」はナレーションの読み方が

気になった。最近、ナレーションに俳優やモデルを起用することが多いが、局のア

ナウンサーのほうがいい場合もあるように思う。 

 

○  朝の地域のニュースに関連して、アナウンサーが地元の天気のことやプライベー

トでの出来事などをコメントすることがある。初めは少し違和感があったが、最近

は地域色や親しみやすさが出ていい印象を持つようになった。これからも出来る範

囲で続けてほしい。 

 

○  ５月１６日(月)のクローズアップ現代＋「オモロいこと はじめまっせ～“笑い

の総合商社”の新展開～」を見た。東京中心の“お笑いビジネス”はいずれ飽和状

態になると踏み、地方とアジアに目を向け始めている吉本興業の試みを紹介してい
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た。番組では「これからの時代を切り開くヒントがありそうです」というコメント

にとどめていたが、人材育成の必要性を示していたのではないか。もう少し視野を

広く捉えて番組を展開してほしかった。 

 

○  同じく５月１６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「食べる喜びを、あき

らめない～看護師・小山珠美～」(総合 後 10:28～11:17)を見た。小山看護師の徹底

した観察力によって、急性期脳卒中の患者 2,000 人の９割がふたたび口から食べる

ことができるようになっていた。食べる意欲を失った人間をどのように回復させる

か、もしくは意欲があっても食べられないものをどのように食べさせるかという技

術を伝えていくことの重要さを感じた。 

 

○  ５月５日(木)のスーパープレゼンテーション「スーパー高校生登場！ 発明でお

じいちゃんを助けたい」を見た。 “My simple invention, designed to keep my 

grandfather safe”というタイトルでのプレゼンでは、認知症が進んだ祖父の安全を

守り、介護する祖母の負担を軽くしたいという思いから、靴下につけたセンサーで

1000 回以上の徘徊を防止することが出来ていた。そしてこのプレゼンがきっかけと

なり、2015 年の１１月には衣服につけるセンサーが商品化されたということだった。

家族のためにと活躍する高校生の姿に心を打たれた。 

 

○  ５月６日(金)のプロフェッショナル 仕事の流儀「日本の未来を切り拓（ひら）

け！松岡修造×スーパー高校生」を見た。ピアニスト、ゴルファー、プログラマー、

ボクサー、それぞれの分野で天才と呼ばれる高校生たちが取り上げられていた。こ

れまでも天才と呼ばれる子どもたちはいたが、大人と互角に活躍する子どもはあま

りいなかったように思う。これからは多様な分野で活躍し、さらにその分野さえも

創造していくような時代になっている。これから子どもたちがいきいきと目を輝か

せながら、明るい未来を描いてほしいという思いを強くした。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回の熊本地震については、山積している課題にこれからも向き

合い続けていく。引き続きご意見をお願いしたい。 

 

福岡放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年４月ＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ九州沖縄地方放送番組審議会は、２１日（木）、福岡放送局において、９

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず事前に視聴した「なるほど実感報道ドドド！」について、福島制作専

任部長から説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 後に、５

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

した。 

 

（出席委員） 

 

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

副委員長 深川 一太 （深川製磁（株）代表取締役社長） 

委 員     明石  良 （宮崎大学副学長） 

 井上 龍子 （八幡駅前開発（株）代表取締役社長） 

 友安  潔 （（株）西日本新聞社編集局報道センター長） 

 平田 大一 （（公財）沖縄県文化振興会理事長） 

 山口 成美 （（有）シュシュ代表取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「なるほど実感報道ドドド！『どう選ぶ？あなたの電気 電力自由化で異変！？』」 

（総合３月１８日（金） 福岡局制作）について＞ 

 

○  ポスターには「ドドド」が緑、青、赤の順で書かれているが、番組の中では赤「ど

うなっているの」、青「どうして」、緑「どうすればいいの」の順で紹介されていた。

色とタイトルロゴの統一感はとても重要なので、全体の演出、流れを考えてセット

の色にも注意を払うべきだと思う。 

 

○  生放送だったためか、ライブ感を意識しすぎ、バタバタした印象があったのが気

になった。もう少し冷静な情報発信に努めてほしい。 

 

○  これまでとは違う、新しい切り口で報道番組を作ろうとすることに関しては応援

したい。取り上げるテーマのほか、ゲストの選定なども重要になってくると思うが、

今後も期待している。 
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○  これまでの報道番組と比べると、親しみがあり、誰でもリラックスして見られる、

柔らかい雰囲気を出そうという気持ちが感じられた。難しいテーマを扱えば扱うほ

ど、視聴者にとっては分かりやすくなるよう期待したい。 

 

○  私自身も電力の自由化については本質的なところが分かっていなかった。なぜ九

州では電力会社の切り替えが進んでいないのか、自由化のメリットとデメリットを

整理してもらえるとさらに分かりやすくなったのではないかと思う。 

 

○  電力の自由化の話が出てきたのは東日本大震災の後だったと思うが、震災の後、

日本の電力がどうなったかということを 初に触れてほしかった。そこから、それ

ぞれの地域の電力会社があり、太陽光や再生可能エネルギーが出てきて、現在の電

力自由化につながってきた。いきなり「電力自由化、あなたはどれを選びますか」

というよりも、これからは私たちが自分で選ぶことになるが、どのような電力があ

るのか、という流れで入っていけばより分かりやすかったのではないか。電力自由

化の中では、個人よりも地区ごとが大事だと思う。物資や人が足りないという情報

だけでなく、東日本大震災の後、国の取り組みがどうだったのか触れてもらうとさ

らによくなったと思う。 

 

○  ゲストと専門家のやりとりがうまくかみ合わない場面があった。生放送なのであ

る程度はしかたないと思うが、司会者がうまく話題を切り替えられるようにしてほ

しい。 

 

○  電力を扱う会社が九州に３０社もあることや、九州電力の電気が全国的に見て安

いということは知らなかったので驚いた。視聴者が知りたい再生エネルギーの中で

も、どのエネルギーがベストなのかといったことや、新しい電力会社が潰れたり、

停電が起きたりした時はどうなるのかなどについても掘り下げてほしかった。 

 

○  ゲストとアナウンサーが話すとき、横顔ばかりで表情が見えづらく、あまり気持

ちが伝わってこなかった。カメラの位置を工夫してみてはどうか。 

 

○  冒頭の部分をコミカルにする必要があったのかとても疑問に思った。ああいうも

のが始めにあるとなかなか内容に入っていくことができない。分かりやすく、肩ひ

じ張らずという部分が出過ぎてしまったように感じる。 

 

○  自由化により、停電の可能性はゼロではないということをもう少し強調して伝え

てもよかったのではないか。自由化になるということは、当然リスクも取らなけれ
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ばならない。メリットばかりではなく、想定されるデメリットの説明も必要だと思

う。また、起承転結をかなり意識して作っていたと思うが、電力自由化のそもそも

の目的を 初に明確に伝えないと起承転結が薄くなってしまうと思う。ただ安くす

るためなのか、電力の質を問うているのか、原子力に頼らないようにするためなの

か、議論を深めてほしかった。 

 

○  ゲストのコメントが多く、専門家の話が少なかった。バランスを考えてほしい。 

 

○  番組のタイトル「なるほど実感報道ドドド！」について。特に「ドドド！」はと

ても勢いのある言葉でおもしろいと感じた。「実感報道」も初めて聞くような言葉で

とても興味深かった。 

 

○  パイロット版のテーマに、なぜ電力自由化というあえて難しいテーマを選んだの

か気になった。「ガッテン！」のように、消費者にとって得する情報を伝える番組な

ら適当なテーマだったと思うが、自由化の実態や内容を説明することが主となり、

電力会社の切り替えを促進しているようにも見えたし、もともと九州の電気料金は

安いとも言っているので、結局どちらが得なのか見ていてもよく分からない印象

だった。 

 

○  電力を消費者が選ぶという発想に立つとき、これまで電力会社が果たしてきた公

的な役割があるだけに、他の企業に乗り換えることが心情的に難しいということも

あるのではないか。 

 

○  テーマが難しくて深すぎるため、２６分の番組で取り扱うのは無理があったと思

う。ただ、新しいスタイルでより分かりやすいものを作ろうという意気込みや、ト

ライアルの精神は高く評価したい。今後に期待している。 

 

○  我々の身近な疑問にも答えていなかっという印象が強く残った。「どうなってい

るの」という点では、余った電力を九州電力から買い取ると説明していたが、果た

して本当にそれだけなのか。停電したら誰がどう対応するのか、など身近な疑問に

ついて答えてほしかった。以前民放で同じようなテーマの番組をしている時は、検

針票をもとに「ここを見れば電力会社選択の一つの目安になる」という説明をきち

んとしていた。今回はそういう踏み込み方もなく、我々の生活に役に立つような内

容にはなっていなかった。だじゃれをところどころに入れていたが、果たしてそれ

で若い人に見てもらえるのか。今後も内容に深く踏み込んで伝えていくことに徹底

して取り組んでほしい。 
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○  なお、ゲストの選定は、九州だからという短絡的な発想はやめ、シビアに選んで

ほしい。 

 

○  冒頭の部分はおもしろくしようとするあまり、かえって分かりづらくしているよ

うに思った。要点をまとめる際のだじゃれまじりの小道具やゲストが用いた例えが

分かりにくく、それらが気になって本題に入りづらかった。ただ、「どうなっている

の？」、「どうして？」、「どうすればいいの？」の３つに分けた構成や、電力自由化

の内容の説明は分かりやすかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

さまざまなご意見をありがとうございます。これまでよりも若い人に

も見てもらいたいという気持ちが強く、いろいろなことを試している。

もちろんテーマによって番組のトーンなど演出にも変化をつけていく予

定なので、引き続きご覧いただき、ご意見をいただきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  熊本地震での震災報道について。本震があった４月１６日以降のＮＨＫの九州沖

縄ブロックのニュースが も重厚で分かりやすく感心した。コンパクトにまとまっ

ていて、全国放送よりも明確で、詳細な地域がどうなっているか、インフラはどう

か、とても分かりやすかった。全国のニュースになるとどうしても「九州」という

大くくりなとらえ方をされてしまい、正確に伝わらない。風評被害にもつながりか

ねないので、詳細な報道を心がけてほしい。 

 

○  ４月１７日(日)の「日曜討論」を見た。司会のアナウンサーが肝心なところを的

確に質問していてとてもよかった。ゲストの清水国明さんも、地震が起きたら慌て

ず、日本家屋の場合、家から出ることも一つの選択肢だとか、活断層について知っ

ておくべきだということをコメントしており、なるほどと思った。 

 

○  ４月１８日(月)のクローズアップ現代＋「“連鎖”大地震 いのちの危機～現場か

らの 新報告～」を見た。防災ヘリの救助活動の映像で、白線で「２人保護要」と

書いて救助を求める場面があった。緊急時の救助要請の伝え方が分かり、ためになっ

た。 
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○  私の住んでいる自治体からも自衛隊が熊本へ応援にいっている。警察や地域の消

防団もおそらく相当努力をして現場の復旧に向かって活動を展開していると思う。

こうした人々の努力に報いるためにも、彼らの活動の様子も今後の取材に入れても

らえると、さまざまな角度から被災地が守られていると感じられるのではないか。

今後長期化が予想される避難生活のなかで、ストレスやエコノミークラス症候群な

どによる被害が出ないよう、通常の番組の中でも伝えていってほしい。 

 

○  ４月１６日(土)のＮＨＫスペシャル 緊急報告 熊本地震「活断層の脅威」(総合 

後 9:00～9:50)を見た。熊本出身のアナウンサーが司会をしていたが、冷静に話す中

にも故郷に対する思いを感じることが出来た。被災地にも思いは伝わり、心の支え

になったのではないだろうか。 

 

○  熊本地震が起こってからずっとＮＨＫを見ているが、刻々と変わる状況を継続的

に伝えているので、安心感を持って見ることが出来る。また、東日本大震災を踏ま

えて、緊急時に訴えるアナウンスをするように心がけているとのことだが、今回も

呼びかけるアナウンスをしており、災害時に冷静さを取り戻させてくれる重要な要

素になると感じた。今後も災害時にはより安全で安心な、被災者の命を救うことに

つながる報道を、柔軟に工夫することを期待している。 

 

○  ３月１９日(土)から４月９日(土)まで放送された、放送９０年大河ファンタジー

「精霊の守り人」を見た。ファンタジーはあまり見たことがなかったが、出演者も

豪華でシェイクスピアの演劇に出てくるような衣装で迫力があり、次のシリーズも

とても楽しみだ。 

 

○  番組改編の時期で、新旧の番組を見比べながら見た。４月５日(火)のグッと！ス

ポーツ「嵐・相葉が初ＭＣ！卓球女王のスゴ技を体感！」では、石川佳純さんの素

顔から、アスリートとしての真剣な表情まで、さまざまな角度から選手に迫り、と

てもおもしろい番組だった。 

 

○  「真田丸」、連続テレビ小説「とと姉ちゃん」、「精霊の守り人」と、ドラマが健闘

している。特に「とと姉ちゃん」については、前作「あさが来た」が大変な人気だっ

ただけに、プレッシャーもあると思うが、高畑充希さんの、それを感じさせないあっ

けらかんとした、突き抜けた感じの演技はとても好感が持てる。「真田丸」は純粋に

エンターテインメントとしてもおもしろい。末尾の「真田丸紀行」の中で、舞台と

なった場所と史実を紹介するので、本当にあった話をエンターテインメントにして

いるのだとよく分かる。 
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○  ４月９日(土)のＮＨＫ音楽祭特別企画 ＮＨＫ交響楽団創立９０周年記念「Ｎ響

クラシックス×ポップスｗｉｔｈスペシャル・アーティスツ」(総合 後 10:30～11:00、

11:05～11:44)を見た。「真田丸」のテーマ曲の演奏から始まり、バイオリンのソロ

を中心とした生演奏は圧巻の大迫力でとてもよかった。番組中盤で楽器の紹介をし

ていたが、「真田丸」のテーマ曲では、クラシックの中で和楽器を使っていることな

どを紹介した方が、より視聴者の関心を引き込めたのではないか。また、演奏のシー

ンをもっと細かく見せてほしかった。 

 

○  海外に行っていたが、出張先のテレビでＮＨＫを見ていてもずっと地震の情報を

流しており、状況を確認するのにとても役に立った。また世界中から安否を問う連

絡をもらい、ＮＨＫワールドＴＶも含め、ＮＨＫの報道の広さを感じた。 

 

○  ４月１２日(火)の人生デザイン Ｕ－２９「ＩＴ起業家」を見た。スマートフォ

ンのプッシュ通知を開発し、高校を中退して起業した１８歳の青年の仕事や暮らし

ぶりに迫る、大変興味深い内容だった。ただ、こういう人が増えると大学の受験率、

進学率が下がってしまい、研究費が減少するだけでなく、次の世代の若者を育てる

人材育成が出来なくなってしまう。優秀な人にこそ大学に行ってもらい、育ててい

くにはどうしたらよいか考えさせられた。 

 

○  同じく４月１２日(火)のＲの法則「食べ放題攻略法！」を見た。結局、食べ放題

で元は取れないという結論だったが、その中でどう食べるのがいいのか紹介してお

り、とても興味深かった。「Ｕ－２９」に出ていた１０代とは対照的に、こちらが現

実の１０代だという気がしてほほえましく、１０代はおもしろいと改めて感じた番

組だった。 

 

○  ４月１６日(日)のＮＨＫスペシャル 緊急報告 熊本地震「活断層の脅威」を見

た。いち早く活断層の脅威に着目し、活断層の延長線上の危険性も合わせて指摘し

ていたのはさすがだと思った。また、エコノミークラス症候群のリスクについても

１６日の段階で伝えており、これまでの災害報道によるノウハウの蓄積が対応の早

さにつながったのだと感じた。 

 

○  ３月１９日(土)の「おはよう日本」の特集「校歌のカラオケビデオ 集う人たち

の思いは」を見た。北九州市小倉北区の繁華街にあるスナックのママさんで、北九

州や山口県の中学や高校の校歌のカラオケビデオを趣味で作っている女性を紹介し

ていたが、とてもおもしろく、またこの話題が全国放送されたことが驚きだった。 
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○  ３月２０日(日)のＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第６集 あなたのワンカッ

トが世界を変える」を見た。「今は誰でもが撮影者となって発信者となる時代だ」と

いうことを分かりやすく伝えると同時に、コメントの言い回しもうまくてとても興

味深く見た。動画共有サイトがどう生まれて広まり、スマートフォンの普及につな

がっているのか、流れがとても分かりやすかった。 

 

○  ４月１日(金)のドキュメント７２時間「日韓７２時間 くらべちゃいましたＳＰ」

(総合 後 10:00～11:12)を見た。日本はニューヨークのコインランドリーに、韓国は

中国 大のレストランにカメラを据えていたが、ＮＨＫとＫＢＳの取材の進め方、

演出、国民性など、さまざまな違いを見ることが出来て興味深かった。 

 

○  震災報道について。１４日(木)の前震のとき、「ニュースウオッチ９」を見た。ア

ナウンサーが淡々と各地の震度を読み上げていたが、今回被災して初めて、揺れた

地域では震度以外の情報を知りたいことに気づいた。大分市は被害こそ少なかった

が、交通影響やガス、停電などライフラインに関わる情報を知りたかった。民放を

見てみると、自分に関わる地域の情報を、より一歩踏み込んだ形で知ることが出来

た。全国に向けた地震の情報も大切だが、 寄りの放送局から地域に向けた地域の

情報発信は、ＮＨＫだからこそ出来ることだと思う。ぜひタイムリーな情報発信を

期待している。 

 

○  ４月４日(月)から７日(木)までの「クローズアップ現代＋」を見た。どの回を見

ても一体何を伝えたいのかがよく分からない番組となっていたように感じた。ゲス

トの選定理由もよく分からず、ワイドショーのコメントの域を脱していなかったと

思う。番組のポイントやキーワードなどを可視化する、グラフィックレコーディン

グをスタジオの後ろで行っているが、可視化する意味はあるのか疑問に思う。「なる

ほど実感報道ドドド！」のように、これまでよりも若い人にも見てもらいたいとい

う意図があってやっているのだと思うが、結局本質的なところを突っ込んで取材を

しないと、見せ方だけ工夫しても見てもらえないのではないだろうか。 

 

○  ３月２７日(日)の大相撲春場所を見た。実況のアナウンサーと解説がいるが、解

説の役割をもう一度考えて、中身の充実した話を引き出してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

「なるほど実感報道ドドド！」は、今回いただいたご意見も参考にし
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ながら、より分かりやすく深みのある鋭いものにしていきたいと考えて

いる。また、震災報道についてもさまざまなご意見をいただきありがた

く思う。日々悩みながらも一生懸命向き合って伝えていきたい。 

 

福岡放送局 

番組審議会事務局 
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