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平成２８年３月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１７日（木）、広島放送局において、１１人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２８年度中国地方向け地域放送

番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２８年度中国地

方向け地域放送番組編成計画」について、説明があった。 

次いで、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

を終了した。 

 

（出席委員） 

 副委員長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社 論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社 代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

渡部 朋子 （ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８年度中国地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○   岡山放送局では、地域の安全・安心を守る取り組みのひとつとして、昨年から用

水路転落事故について、放送やホームページを活用して重点的に伝える取り組みをさ

れている。用水路転落事故は岡山県だけの問題ではなく各地での事例を聞いているの

で、岡山県内向けだけではなく、広く注意喚起につながる報道をしてほしい。また、

２月１９日(金)のフェイス「“基地のまち”は問いかける」は、米軍岩国基地に焦点
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を当てていた。問題の着眼点や切り口は良いのだが、もっと深く取材してほしかった。

地域局それぞれに使命や重点的に取り組む項目があるが、１地域局だけのヒト・モ

ノ・カネには限界があると思う。もっと中国地方全体で問題をとらえ、サポートする

体制を強化すれば、地方局から全国に問題提起する番組につながると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

岡山の用水路をめぐる報道については、９月２９日(火)朝の「おは

よう日本」の地域放送時間帯で管中リポートとして、中国地方各局で

放送したほか、１１月２８日(土)の「ニュース７」や１２月１０日(木)

の「おはよう日本」で全国放送した。こうしたニュース交換は日常的

に行っている。ニュースや番組の制作者は、できるだけ広い範囲で放

送されることを目指して、取材・制作している。若手の制作意欲にも

つながるので、今後も積極的に取り組んでいきたい。 

 

○   来年度、広島局が制作する地域発ドラマ「舞え！ＫＡＧＵＲＡ姫」に連動した「神

楽」についての情報発信では、島根県をはじめ中国地方は神楽の盛んな土地なので、

中国地方全体を横断的にとらえた情報を発信してほしい。 

 

○   「しまねっとＮＥＷＳ６１０」の新コーナー「きらり！キャンパス」では、松江

市にある島根大学に偏ることなく、学校、学部、地域のバランスに配慮してほしい。

例えば、松江市にはロボットコンテストで注目されている松江高等専門学校や、栄養

学科、保育学科で専門的な教育を行っている短期大学などもある。隠岐には水産高等

学校もある。また、島根県立大学では浜田市に総合政策学部、出雲市に看護学部があ

る。私自身も他の大学や高等教育機関がどんな取り組みを行っているのか興味がある

ので、放送に期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

「きらり！キャンパス」は、去年１１月２３日(月)～２６日(木)の

「ここはふるさと 旅するラジオ」で太田市、江津市、浜田市、益田

市という県西部地域を回り、大学や大学に準ずる教育機関を紹介した

経験から立ち上げたコーナーだ。引き続き、島根県内をバランスよく

取り上げていきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○   連続テレビ小説「あさが来た」がおもしろい。生きる勇気がわいてくるようだ。私

の周囲にもファンが多く、「心が躍る」「勇気をもらえる」といった意見をよく聞く。

登場人物の性格づけや配役、演技がそれぞれにすばらしい。主題歌「３６５日の紙飛

行機」は心にしみる歌詞が魅力的だし、「大阪締め」も楽しく私もいろいろな場面で

披露している。脚本、出演者、音楽とすべてが揃った朝の連続テレビ小説にふさわし

いドラマだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「あさが来た」は、３月５日(土)にすべての撮影が

終了した。ご発言のようにヒロインの白岡あさ役の波瑠さんだけでは

なく、白岡新次郎役の玉木宏さんの存在がドラマを引き立てていると

思う。放送は２週間を残すだけになったが、引き続きご愛顧いただき

たい。 

 

○   ３月１３日(日)の「着信御礼！ケータイ大喜利」に鳥取放送局の五味哲太アナウン

サーが出演していた。鳥取放送局のニュース番組とは違う笑顔に好感を持つと同時に

番組への親しみを感じた。携帯やスマホから生放送中に投稿する仕掛けにもわくわく

した。フェイスブックやブログを放送に活用したり、ケーブルテレビ局制作の番組を

放送したりと従来のテレビにはなかった取り組みがされていると思う。ＮＨＫの番組

がますます楽しみになってきた。 

 

○   ３月１４日(月)のひるブラ「丸ごと探検！“妖怪のまち”～広島・三次市～」は、

大変興味深かった。三次市が妖怪にゆかりの深い町だと初めて知った。妖怪小屋に妖

怪バーガー、三次もののけ祭り、妖怪を題材にした漫画のコスプレ写真撮影と妖怪に

まつわる話題が次々に紹介された。観光スポットから、食、イベント、最近の動きま

で生放送の短い時間の中でさまざまな要素を流れに沿ってバランスよく取り上げて

いたと思う。特に、漫画で取り上げられた場所に多くのファンが訪問するとのことだ

ったが、最近こうした行動は聖地巡礼と称して注目されており、コンテンツツーリズ

ムによる観光振興策として力を入れている自治体も多いので、中国地方の他の地域の

コンテンツツーリズムと組み合わせてひとつの番組にしてもおもしろいと思う。 

 

○  ３月１６日(水)のひるブラ「丸ごとおいしい！レモンの島～広島・尾道市～」は、
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完熟レモンの存在も丸かじりできることも知らなかったので、新鮮な話題だった。レ

モンの収穫期を迎えたレモンの農家に焦点を当てて収穫から選別、出荷の作業や家庭

で作るレモン料理などバランスよく紹介され、楽しんで見ることができた。ただ、完

熟レモンは魅力的な地域資源だと思うので、レモンを活用した商品開発や地域振興全

体の取り組みなどの情報が少なく残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

３月１４日(月)～１６日(水)の「ひるブラ」は、妖怪、白味噌(みそ)、

完熟レモンの話題を３日連続で広島県内各地から生中継で伝えた。い

ずれも情報量が多いうえに、東京のスタジオとの掛け合いがあり、２

３分の放送時間に収めるのに苦労した。完熟レモンについては、最後

に映したハート型のレモンのように、もう少し広がりのある話題を入

れた方がよりよかったかもしれない。 

 

○   ２月２０日(土)のＮＨＫスペシャル 私たちのこれから「超少子化 安心子育ての

処方せん」(総合 後 9：00～9：58)は、シンプルで分かりやすい画面の表示や進行が

よかった。出生率低下をくい止めたフランスの事例や予算をかけないで出生率を回復

した岡山県奈義町の成功事例を交えて、問題点を分かりやすくまとめていたと思う。

子育てには、町や行政が好意的であることが重要だと思う。町や国全体で子育てを支

援する取り組みに焦点を当てた番組も見てみたい。スタジオでの討論部分と事前に取

材したリポート部分とで構成されていたが、討論部分が少なく残念だった。反対意見

に対する意見など、もっと深い議論を聞きたかった。 

 

○   ２月２８日(日)のＮＨＫスペシャル「難民大移動 危機と闘う日本人」は、１００

万人超の難民が欧州に押し寄せる今、難民問題の最前線で人道支援に奔走する日本人

の姿を追ったものだった。登場して闘っているのがすべて女性だったことは、特筆す

べき点だと思う。国際協力の現場そのままの姿だ。ＮＧＯも同じで、最前線の現場で

戦っているのは女性たちだ。ぜひ、こうした視点からも国際協力の現場を見つめてほ

しい。 

 

○   ３月５日(土)のＮＨＫスペシャル「“原発避難”７日間の記録～福島で何が起きて

いたのか～」は、すばらしかった。住民や自治体職員、国の関係者などの証言と膨大

な映像資料、さらにビッグデータを活用して事故直後の壮絶な状況を具体的に伝えて

くれた。現場では多くの人たちが大変な苦労をし、苦悩していたことが当時の緊迫感
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とともに迫ってくるようだった。番組後半で、避難指示地域の南相馬市で、運送業者

の立ち入りが禁止されたため物資が届かず住民が困窮したことが紹介された。私自身

も支援物資をなかなか届けることができなくて苦労した記憶と重なり、心が揺さぶら

れた。事故当時被災地では何が起きていたのか。国や東京電力はもとより郵便や通信

など国民の生活に重要なインフラを担う組織の対応は適切だったのか。報道機関だけ

ではなく、責任ある組織や立場できちんと検証しておく必要があると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「“原発避難”７日間の記録」では、避難指示の

出た地域での基本的な問題を伝えることができたと思う。東日本大震

災については、さまざまな角度から今後も継続して伝えていく。 

 

○   ３月６日(日)のＮＨＫスペシャル「被曝（ひばく）の森～原発事故 ５年目の記録

～」は、福島第一原発事故によって住民が避難し続け広大な無人地帯となった避難地

域で起きていることを科学者たちの調査を通して淡々と伝えてくれた。イノシシやネ

ズミなどの野生動物が堂々と街を歩く映像に、住民が帰還する難しさの一面を見るよ

うだった。放射性物質が残留していることや、食物連鎖を通じて放射性物質が動植物

に取り込まれている実態を通して、将来にわたり、放射性物質による汚染実態や被曝

影響の調査を続けていく必要があることを改めて強く感じた。 

 

○   ３月１０日(木)のＮＨＫスペシャル「風の電話～残された人々の声～」(総合 後

10：00～10：49)は、心にしみるよい番組だった。丘の上の線がつながっていない電

話でささやかれる何気ない「会話」に心が熱くなった。東日本大震災で大切な人を亡

くした人たちの心の傷の深さを改めて感じるとともに、「風の電話｣の存在に慰めら

れるようだった。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「風の電話」は、とても静かな作りの番組だったが人間の心の奥

にある悲しさが強く押し寄せてくるようだった。他の番組とは違う味わいのある震災

関連番組だった。「風の電話」を使う人は男性が多いのも印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「風の電話」は、東日本大震災で受けた傷や悲し

みの深さを伝えるというよりも、大切な人と「会話」する時間を積み

重ねながら、明るく前向きに生きていこうというメッセージが込めら
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れた番組だったと思う。 

 

○   ３月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」(総合 

後 9：00～10：29)は、東京電力福島第一原子力発電所事故が起きた後、事態が最も深

刻化した“８８時間”を再現ドラマでドキュメントしたことで、事故当時の状況が迫

ってきた。核の危険性を事実として強く訴えていたと思う。非常に内容の濃い番組だ

った。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」は、イン

パクトのある番組だったと思う。おそらく現場は、もっと騒然として

いたと思うが、原発という“密室”で人類史上初めて直面した事態を

さまざまな情報を元にわかりやすく映像化していたと思う。 

 

○   東日本大震災から５年となる３月１１日を中心に、ＮＨＫをはじめ民放各社も多く

の特集番組を放送していた。ぜひ、見比べてほしいと思う。ＮＨＫスペシャル「原発

メルトダウン 危機の８８時間」は、再現と実写をあわせて、事故の最前線で人々が

何を考え、どう行動したか、その全貌に迫る内容だったと思う。ただ、未だ正確なデ

ータが出されていないような苛立ちを覚えた。本当にどれだけ大量の放射能が放出さ

れたのか、まだ公表されていない部分があるように思える。５年が経過し、真実を伝

え、本当の意味で事故を総括する時期に来ていると思う。今後のさらなる放送に期待

している。 

 

（ＮＨＫ側） 

東日本大震災関連の報道については、仙台放送局が中心となって取

材を続け、さまざまな事実に向き合い、伝え続けていく。今後も注意

深く見ていただき、率直なご意見をいただきたいと思う。 

 

○   海外に滞在していると、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能汚染の話

題について、「危険だから政府機関が京都に移転する、大企業は本社機能を関西に移

転させている」など、ことさら大きく、わい曲された形で耳にすることがある。真実

を伝える報道は最優先されるべきだが、伝え方や内容によっては国の利益を損なう事

態につながる可能性があると思う。東日本大震災関連の報道においても極端なマイナ

スイメージにつながる報道は国の利益を損なうと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

福島第一原子力発電所事故の取材を続けていく中で、さまざまな問

題や事実に出会うことになる。その事実を緻密に取材し伝えていくこ

とが報道機関としての責任だ。事実を正しく伝えることが誤った風聞

が広まらないようにすることにつながるのだと思う。報道することの

意味を私たちも再確認し、さらに積極的に取り組んでいきたい。 

 

○   １月２５日(月)のハートネットＴＶ「アウトサイダーアートに魅せられて」は、福

山市の「鞆の津ミュージアム」を拠点にアウトサイダーアートの発掘や紹介を行って

いる櫛野展正さんに焦点を当てていた。地元で活動を支援していたひとりとして、マ

ニアックな世界を取り上げたことを驚くと同時にうれしい放送だった。番組の中で櫛

野さんが、「子どもの頃は体が小さく、力が弱く、運動もできなかったことで強いコ

ンプレックスを持っていた」ことを話していたのが印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ハートネットＴＶ「アウトサイダーアートに魅せられて」は、去年

の夏まで広島放送局に在籍していたディレクターが制作した。広島局

在局中に「ドキュメント２０ｍｉｎ．」で「鞆の津ミュージアム」を

取材したが、そこでは、作品を出展している個性的なアーティスト達

を中心に制作した。今回はキュレーターの櫛野さん自身に焦点を当て

た。ひとつの題材を２つの番組に展開できたことを喜んでいる。 

 

○   小学校３年生の息子は、ドラマが好きで海外ドラマをよく見ている。子ども向けの

日本のドラマがないように思うのだが、もしあれば教えていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

低年齢層向けには、アニメは放送しているが、国内ドラマは、定時

番組として放送していない。１９日(土)から始まる大河ファンタジー

ドラマ「精霊の守り人」は、少し難しいかもしれないが小学生にも楽

しく見ていただけると思う。 

 

○  ３月１日(土)のＢＳ１スペシャル「マネーの狂わせた世界で 金融工学者の苦悩と

挑戦」は、本当に必要とするところにマネーを流し込み、経済を回していくという、
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新たなシステムづくりに挑戦する金融工学者たちの取り組みに驚きを覚えた。とても

おもしろかった。この番組に限らず、「ＢＳ１スペシャル」は、おもしろい。これか

らの放送を楽しみにしている。 

 

○   ３月５日(土)のＢＳ１スペシャル「私たちが日本を好きな理由～中国・変わり始

めた対日観～」は、民間放送のバラエティのように、日本の資源をどんなもんだと自

慢するような押しつけがましさがなく、好感が持てた。さすがＮＨＫの番組だと思え

るものだった。今中国では伝統的なものや古き良きものが急速に消えつつあり、その

裏返しとしての知的な「好日ブーム」が訪れていることがよく分かった。 

 

○   ＢＳプレミアムドラマ「鴨川食堂」について前回酷評したが、引き続き視聴する

と、味わい深く思えてきた。特にショーケン（萩原健一）ふんする料理人が青森まで

出かけて依頼人の疎遠になった父親にハンバーグのレシピを尋ねるシーンなどは良

かった。板場より旅先のシーンがいい。続編に期待したい。 

 

○    ２月１２日(金)の「いま、とっておきの場～マイ・ファイバリット・スポット～」

は、広島県安芸太田町のスキー場の雪を活用した「世界イグルー選手権」、山口県萩

市須佐の「２４時間図書館」、広島市の「もったいない食堂」、岡山市の「“忘れら

れない”銭湯」、島根県太田市の「山の奥ベーカリー」、鳥取県大山町の「みんなの

テレビ制作会社」の６か所が若いディレクターお気に入りの場所として、彼ら自身の

言葉で紹介された。須佐の「２４時間図書館」や広島市の「もったいない食堂」など、

私自身の地域起こし活動のヒントになる取り組みもあった。選ぶ場所や伝え方にディ

レクターの個性が感じられてよかった。おもしろい取り組みだと思うので今後も続け

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「いま、とっておきの場」は、去年４月に入局したディレクター５

人と去年７月に異動してきた４年目のディレクターが制作した。広島

市の「もったいない食堂」は、「お好みワイドひろしま」のリポート

として取材した内容を膨らませた。須佐の「２４時間図書館」は、そ

の題材をテーマにして来年度山口発地域ドラマを制作する予定だ。未

熟な部分はあるが、それぞれのディレクターが地域に寄り添って制作

しているので、スタジオの演出を工夫したうえで来年度も続けていき

たいと考えている。 
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○   ２月１９日(金)のフェイス「“基地のまち”は問いかける」は、基地を生かした町

づくりを視察するために岩国空港に降り立つ他の地方自治体議員の映像から始まる

冒頭部分に引きつけられた。財政支援が地元に与える影響を取材した切り口はよかっ

たが取材が物足りなかった。東アジア最大の基地とは何なのかという現実は、伝わっ

てこなかった。全国の米軍基地の状況まで調べるような深い取材があれば、もっと基

地のリアルを伝えることができたと思う。経済的な支援を理由に受け入れに賛成する

住民と安全を理由に反対する住民は、原発誘致の構造に通じることがよく分かった。

地方局の制作力には限界があると思う。中国ブロックでしっかりとバックアップをし

て、中国地方のさまざまな課題に向き合っていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「“基地のまち”は問いかける」は、基地を受け入れるこ

とで地元が受ける経済的な効果や財政支援、そして基地が地元に及ぼ

す影響に焦点を当てて制作した。岩国だけの問題ではなく、財政支援

ゆえに基地の誘致に関心を示す他県の地方議員の動きや地方財政の専

門家のコメントを交えて描いた。放送後、原発誘致と同じ構造だとい

う同様のご意見が届いている。岩国基地については、山口放送局の使

命のひとつとして、広島放送局や本部とも連携して注視し続けていく。

今後の取り組みに期待していただきたい。 

 

○   フェイス「“基地のまち”は問いかける」は、基地の受け入れに伴う交付金によっ

て揺れる地元の思いが描かれていた。人口減少による地方財政の衰退は日本全体に共

通する状況だ。その中で推進派が広がっているのは、地方の窮状が深まっている証し

だと思う。現岩国市長は、１月２４日(日)の選挙において、基地を前提にした地域振

興策を訴えて当選した。基地の問題を考えるには放送日が遅かったと思う。市長選挙

前に放送すべき内容だったと思う。最後に取材した記者が「今後基地とどう向き合っ

ていくのか。一人一人が真正面から向き合っていかなければならない局面を迎えてい

ることを基地のある町が私たちに問いかけています」とコメントしたが、誰に何を問

いかけているのかまったく理解できなかった。基地を誘致もせず、押しつけられても

いないほとんどの自治体の住民に、いきなり基地はどうかと問いかけられても答えよ

うがない。また、岩国市は広島県に隣接する地域であり、今後航空機隊が増加するの

で周辺の自治体にも影響があると思う。どんな広域的な影響があるのか疑問を持った 
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（ＮＨＫ側） 

フェイス「“基地のまち”は問いかける」では、交付金がほしいと

いう本音と同時に、それをあてにしなくてはならない地方の窮状につ

いても伝えたかった。最後の記者のコメントについては、「基地の問

題をひと事ではなく国民一人ひとりの問題として考えたい」という思

いを込めたものだ。ご指摘の趣旨は非常によく理解できる。制作現場

に伝え今後に生かしたい。 

 

○   フェイス「“基地のまち”は問いかける」を興味深く見た。基地による危険といっ

たマイナス面は、これまでも報道されることが多くよく認識していたが、メリットは

あまり語られてこなかったと思う。今回は交付金による地域支援という面を真正面か

ら伝えていたので、新鮮だった。 

 

○   フェイス「“基地のまち”は問いかける」は、全国で財政難に苦しむ自治体が基

地誘致に動いている実態が多数あることを示してくれた。ただ、岩国市議会議長が「普

天間の負担軽減のため」と発言しているが、現在、普天間の機能の移設先として議論

が割れている辺野古については番組で全く触れられていない。また、岩国には厚木基

地の艦載機が移転することで基地機能が拡大するわけで、これは極東における米軍再

編の問題である。これは、たとえば空自の新田原基地が小松基地に移転するから地元

が困っているという話とは一緒にできないのではないかと思う。さらに、米大統領選

の結果次第では「安保ただ乗り論」が再燃し、極東の米軍再編の在り方が変わってく

るだろう。その辺りまで念頭に置いて番組をつくっていただかないと目先のことだけ

を追うようになる。いずれにしても米軍再編交付金は防衛予算つまり税金から出る。

その使い道が適正かどうかを含め、厳しい姿勢で臨んでいただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「“基地のまち”は問いかける」は、非常に深い問題なだ

けに、物足りない面もあったかもしれない。沖縄放送局との連携など

ＮＨＫのネットワークを活用しながら、将来にわたり取材を続けてい

く決意を強くしている。かつて、湾岸戦争が起きた時、沖縄放送局の

同僚が普天間米軍基地を継続取材するなかで、米軍の動きが慌ただし

くなったことにいち早く気づき、番組につなげた。基地の動きを継続

的に注視し、迅速な報道につなげることは、ジャーナリズムの責務の
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ひとつだと認識している。今後も山口放送局をはじめ中国地方各放送

局が力を合わせて、岩国基地やその周辺の動きを注意深く取材してい

きたい。 

 

○   ２月２６日(金)の「岡山・総社発！うた自慢」は、ローカルならではの良さがあふ

れた番組だった。出場者の笑顔がすばらしく、宝物のような映像がたくさんあってよ

かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「岡山・総社発！うた自慢」は、ほのぼのとしたよい番組だったと

思う。「ＮＨＫのど自慢」と違い、参加年齢が低かったことと、司会

の小松宏司アナウンサーとゲストの八代亜紀さんの魅力もあって、と

てもよい雰囲気で収録できた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「うた自慢」は、「ＮＨＫのど自慢」と違い、出場者の年齢制限を

設けていないのが最大の特長だ。今回は、３歳から８５歳までの方に、

出場いただいた。放送時間も７３分と長いので、歌った後のやりとり

を長くとるなど、出場者の人となりを厚く伝える工夫をしている。「Ｎ

ＨＫのど自慢」の開催は全国の放送局で行っているが、中国地方では、

４本しか派遣されないので、実施のない県で毎年１本収録している。

来年度は、山口県柳井市での開催を予定している。 

 

○   ２月１９日(金)のＢｒａｉｎｓ「消滅危機！ふるさとを残せるか？」(総合 後 7：

30～7：55 鳥取県域)は、人口減少をテーマに討論を通して、打開策や提言を見出し

ていこうとしたもので、将来への希望を感じさせてくれる番組だった。平井伸治鳥取

県知事、東北芸術工科大学教授の山崎亮さん、タレントの篠原ともえさん、ＭＣの比

田美仁アナウンサーという出演者の人選がすばらしかった。中でも、篠原さんは天性

の明るさがあり、篠原さんの発言で全体が明るくなるようでとてもよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ｂｒａｉｎｓ」は、鳥取放送局開局８０年特別番組としてスター

トした。第１回の放送だったので、さらなる上積みを目指して次回の

放送に向けて部内でさまざまな検討をしている。パネリストの人選や、
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テーマ設定を含め、生放送の良さを生かした形で討論を深めていきた

いと思う。 

 

○   Ｂｒａｉｎｓ「消滅危機！ふるさとを残せるか？」は、現職の平井鳥取県知事や、

山崎東北芸術工科大学教授を招いて、今私たちが直面している問題を議論してくれた

ことがよかった。直面している深刻な問題を議論する中で、タレントの篠原さんの明

るいトーンの発言が場を和ませていてとても効果的だった。非常に濃い内容だったの

で７３分の放送時間があっという間に過ぎた。１０年前の開局７０年にも同様の討論

番組があったが、データ放送や携帯電話を活用した双方向機能は全くなかったので、

今回の放送を見て、技術の進化を実感した。東京の移住者獲得合戦の会場からの情報

も盛り込まれており、県民目線だけではないアプローチのしかたもよかった。地方創

生が論じられる今にふさわしい内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取放送局では、「いちおしＮＥＷＳ鳥取」で毎週水曜日に「お天

気クイズ」のコーナーを設けており、データ放送とパソコンやスマホ

を使って視聴者のみなさんに生放送中に投票してもらう取り組みを行

っている。この実績を活かして、Ｂｒａｉｎｓ「消滅危機！ふるさと

を残せるか？」にも取り入れた。日常的な取り組みが力になることを

改めて感じた。 

 

○    “人口減少”“観光戦略”など多角的な視点から、有識者、先進的な取り組みを進める

若者＝Ｂｒａｉｎｓ（頭脳）とともに、真の地方創生には何が必要か、打開策や提言

を見出していこうという「Ｂｒａｉｎｓ」の番組意図に共感できる。東京では日本の

リアルを感じられない。東京で制作すれば日本の未来がわかるわけではないと思う。

地域に密着して活動する人たちの意見をくみ上げて日本の未来にぶつけていくよう

な番組を地方局で制作することはとても大切だと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１８日（木）、広島放送局において、１０人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２８年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について説明があった。引き続き、「平成２８年度中国地方向け地域放送番組編集計画

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

る旨、答申することを決定した。 

続いて、放送番組一般について、活発に、意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、３月の番組編成の説明が行われ、会議

を終了した。 

 

（出席委員） 

 副委員長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社 論説主幹） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社 代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

渡部 朋子 （ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」について＞ 

 

○   新しいスタイルのニュース番組の新設のなかで、手法のひとつうとしてデータジ

ャーナリズムの要素を盛り込むことが掲げられているが、データジャーナリズムにつ

いて、もう少し詳しく教えていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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商品の売り上げデータ、検索ワードなど、「ビックデータ」といわ

れる膨大な情報が社会にあふれ、蓄積され、利用されている。こうし

たデータを改めて分析することで、従来はっきり分からなかった世の

中の動きや表面に出てこない意外な相関関係、未来の予測まで、これ

までにない社会の見方を伝える番組「データなび 世界の明日を読む」

を毎月１本程度放送している。さまざまな場面で大きなデータをコン

ピューターの進歩によって扱えるようになったことで、新しい発見や

真相に迫っていこうというのがデータジャーナリズムだ。たとえば、

東日本大震災の時に、救援物資を運ぶトラックがどのように被災地に

向かい、どこで渋滞したかという記録データを分析することで、今後

の対策に生かすことができる。物事を可視化することはＮＨＫの得意

とする分野なので、ツイッターでフォローしているだけでは分からな

い分析を行い、視覚的に分かるように表現する手法をニュース番組に

おいても取り入れていきたいと思っている。 

 

○   データジャーナリズムがどこまでニュースの真実に迫ることができるのか、現時

点で私自身には判断できないが、新しい可能性として期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

も大切なのは、人を通しての取材だ。その基本は大切にしたうえ

で、調査報道の新しい手法としてデータジャーナリズムを取り入れて

いく。 

 

○   総合の午後１１時台のニュース番組がどのように変わるのか、具体的にお聞きし

たい。 

 

（ＮＨＫ側） 

現在の「Ｓｐｏｒｔｓ プラス」と「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」を合わせ

て「ニュースチェック１１」をスタートする。午後７時台や９時台の

ニュースで扱えなかったニュース項目まで入れて、より多くの項目を

ジャンル毎に取り上げていくことを検討している。ネットとの連動を

「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」以上に意識し、データジャーナリズムも含めて

新しいスタイルのニュース番組を目指している。キャスターは、有馬

嘉男記者と桑子真帆アナウンサーを予定している。ニュース番組とし
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て新しい挑戦を行っていくことになるので、期待してほしい。 初は、

さまざまなご意見が出ると思うが、視聴者のみなさんの声を踏まえて

発展させていきたいと考えている。 

 

○   旅先などで「ニュース７」や「ニュースウオッチ９」を見逃した時は、「ＮＥＷＳ 

ＷＥＢ」が一日のニュースを知る情報源になっているので、多くのニュースを取り上

げてもらえるのは、とてもありがたい。新しいニュース番組に大いに期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

ネットとの連携を深め、番組ホームページの記事はかなり細かな解

説を加えて、放送とホームページの両方を見ていただけるような、新

しい形のニュース番組を制作したいという意気込みで準備を進めてい

る。 

 

○   メディアごとの種別についてお聞きしたい。たとえば、「クローズアップ現代」

や「ＮＨＫスペシャル」、「ためしてガッテン」は、どの種別に分類されているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

教養、教育、報道、娯楽の部門（種別）の分類にあたっては、境界

領域にある番組がたくさんあり、４つの種別のほか、それぞれを案分

比率によって時間量を積算している。「クローズアップ現代」と「Ｎ

ＨＫスペシャル」は、教養と報道、「ためしてガッテン」は、教養と

教育の種別に案分している。 

 

○   新たな可能性を開く放送・サービスとして、スーパーハイビジョンの推進が掲げ

られているが、高精細映像の追求はどこまで続くのか。なぜ高い技術を目指し続ける

のかお聞きしたい。よりきれいな映像を見ることができれば視聴者としてよいことだ

が、そのためにはテレビを買い替える必要があるなど、いろいろな問題があると思う。

個人的には、もう十分だと感じている。 

 

（ＮＨＫ側） 

新しいメディアが見せてくれる新しい世界がある。かつてハイビジ

ョン放送に変わった時、予想に反して、細かい部分の見え方や臨場感

の違いに驚いた経験がある。新しい技術が見せてくれるかもしれない
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世界に対して積極的であることがメディアの大きな役割だと思う。そ

の過程においては、視聴者のみなさんからの支持が重要だと認識して

いる。来年度はスーパーハイビジョンのパブリックビューイングも計

画しているので、ぜひ体験いただき、ご意見を賜わりたい。 

 

○   ２８年度改定にあたり、女性アナウンサーの配置が大きく変わった印象を受けた

が、気象キャスターを含めてどのような方針で配置されたのかお聞きしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

キャスターは、番組ごとの戦略によって制作現場とやりとりをしな

がら決めていくので、女性キャスターを増やそうといった全体的な方

針はない。あるとすれば、視聴者のニーズだ。さまざまな場面で女性

の目が求められているので、女性キャスターの起用が増えたことは、

よい傾向だと思っている。 

 

○   編集の基本計画のなかで、幅広い世代の関心に応えるとの説明があったが、ＮＨ

Ｋを見ている人の多くは中高年層で若い視聴者が少ない。ＥテレやＢＳ放送には、マ

ニアックで若い人たちにおもしろいと思って見てもらえる番組がたくさんあると思

う。自分の子どもたちに教えると、「おもしろかった」という感想が返ってくる。Ｎ

ＨＫの番組のよさが若い人たちに届いていないのだと思う。そうした若い人たちを取

り込む具体的な方策についてお尋ねしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫの放送は、５０歳以上の層では男女ともよく見られているが、

４０歳以下の女性、２０代の男女の視聴者層が弱い傾向にある。特に

２０代の視聴者層では、ＳＮＳに流れている傾向が顕著で、たとえば

夜１１時半以降若い世代はほとんどテレビを見ていない。これまで、

深夜帯は若い世代に見てもらえる時間帯だと考えていたが、実は多く

の若い視聴者はＳＮＳに流れているのが現状だ。いかにＳＮＳからテ

レビに戻すかが大きな課題になっている。ひとつの方法として、新番

組の「ニュースチェック１１」のようにネットと連携してニュースを

伝えることで、ネットを見ている視聴者層に放送を見るきっかけを感

じてもらいたいと考えている。録画視聴やインターネット利用を含め

て、ＮＨＫへのトータルな接触を増やしていきたい。もう１点は、「さ
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すがＮＨＫ」と言ってもらえるような世界に通用する強いコンテンツ

を制作していくことが重要だと考えている。ネットとの連携と強いコ

ンテンツ、この２つに照準を合わせて突破していきたい。さらに、視

聴者の心により寄り添っていきたい。２８年度の改定では、総合テレ

ビの午後７時半の時間帯を大幅に見直した。この時間帯は、家事や食

事中で“ながら”視聴が多く、また、外で働いている人が帰宅してく

る時間帯でもあるので、もっと途中から見ても分かるような番組が求

められていると思う。さまざまな形で視聴者のニーズに応えることで、

若い視聴者層を取り戻していきたい。親子で見てもらえる番組を増や

すことも若い世代へ視聴者層を広げる効果につながると考えている。 

 

○   ＦＭ放送をよく聞いているが、土曜日の「ラジオマンジャック」やテーマによっ

ては「三昧シリーズ」なども、比較的多くの若者が聞いていると思う。女性の投稿者

が多いし、ネットでラジオ放送を聞いている人もたくさんおり、ツイッターと連動し

ているので番組の進行に併せてツイッターが沸騰していることもある。ラジオを聞く

人は少ないかもしれないが、ラジオ放送をきっかけにしてテレビにつなげる方法があ

るように思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご発言のとおり、ＮＨＫネットラジオ「らじる★らじる」は、ひと

つの大きな突破口になるかもしれない。ラジオとネットの連携は、将

来的にも考えていくべき重要な分野だと認識している。あらゆる手を

尽くして、若い視聴者層を獲得していきたい。 

 

○   去年６月の公職選挙法の改正により選挙権年齢が満１８歳以上に引き下げられた

ことは、とても大きな出来事だと思う。若い世代が政治に関心を持ち、選挙に行くよ

うにするための努力がもっと必要だと思う。若い世代にリアルな政治情報を届ける工

夫をしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは、「１８歳プロジェクト」を立ち上げたばかりで、２月

１１日(木)に「人生は１８歳で決まる！？」(総合 後 10：00～10：48)

を放送した。スタジオトークとＶＴＲで、人にとって１８歳とは何か？

１８歳にとって何が大切なのか？を語り合うもので、今後も継続して
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いく予定だ。選挙年齢の１８歳への引き下げを含めて若い世代に政治

に関心を持ってもらうことは重要なテーマなので、引き続き取り組ん

でいきたい。 

 

 

＜「平成２８年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○   被爆体験を記録し若い世代に継承していく取り組みとして、被爆の実相を伝える

「原爆の絵」などをスーパーハイビジョン（８Ｋ）で記録する取り組みは、すばらし

い。引き続き被爆の実相を通して平和へのメッセージを発信していくと同時に世界の

核被害者が広島に寄せる目線や思いを受け止め、被爆体験をグローバルな視点でとら

えてほしい。さらに厚い取り組みになると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

スーパーハイビジョンで撮影する利点は、精細な画像で記録できる

ことに加えて、拡大しても精度が落ちない点だ。平和記念資料館には、

展示されている以外にもたくさんの品が収蔵されているので、昨年に

引き続いて、そうした品々を記録していく予定だ。 

 

  （ＮＨＫ側） 

広島放送局では、昨年、被爆遺品と、原爆の絵、人影の石や黒い雨

の跡が残る壁など、３つのコンテンツを８Ｋスーパーハイビジョンで

制作した。撮影した被爆遺品のひとつに、中身が入ったまま黒焦げに

なった弁当箱があるが、えんどう豆の一粒一粒や御飯が溶け固まった

様子がはっきりとわかる。一般公開されている展示物は、劣化を防ぐ

ために暗くしていることもあり、そこまで判別できない。８Ｋスーパ

ーハイビジョンで記録すると、肉眼以上の細密さがあることに驚いた。

原爆の絵も劣化が進んでいて、現在は一部がパネル展示されているだ

けだ。去年、原画を３０枚ほど撮影したが、撮影場所や時間、その時

の思いも書かれていて、絵とともに現場の状況が詳細にわかる。来年

度も引き続き撮影する予定で、将来は、撮りためた映像をより多くに

人に見てもらえるようなシステムの開発を進めている 

 

○   原爆資料館の収蔵庫には、多くの品が保管されているが、公開されないまま劣化が
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進んでいる状況なので、ぜひ、取り組みを進めて実現してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

修復や修理をする技術は進んでいるが、壊れたものを壊れたまま保

存する技術はあまり進んでいないのが現状だ。精密な映像で記録する

ことで保存していきたい。 

 

○   松江放送局の重点事項には、今島根県が必要としている事項が広く含まれていると

思う。特に島根県は、若者の流出が進んでいるので、若い層に向けた情報発信に力を

入れてほしい。選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられたことに関連して、若者に投

票に行ってもらえるような報道をお願いしたい。地域振興に頑張っている若者たちに

焦点を当て、彼らの姿を通して地域の魅力を伝えることで、若者たちが地方に残りた

いと思えるような番組をより多く放送してほしい。 

 

○   岡山県は自然災害の少ない地域なので、県民の災害に対する危機感が薄い。テレビ

やラジオだけではなくデータ放送やインターネットなどあらゆるメディアを活用し

て災害情報を伝える取り組みに期待している。広島放送局では、被爆体験の記録と継

承に取り組まれているが、今の子どもたちが原爆について学ぶ機会は少ないと思う。

子どもたちの世代に戦争や被爆体験をどのように伝えいくのかお聞きしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

悲惨な映像や悲惨な話を聞きたくないという声もあり、平和教育へ

の取り組みは、以前より薄まっているのが現状だと思う。しかし、そ

うした若者たちにもドラマなら伝えられるのではないかと考え、広島

放送局では、毎年、原爆をテーマにしたドラマを制作している。原爆

や戦争、そこからたくさんの大切なものを失ってしまう悲しみを伝え

ていきたい。過去の悲惨な映像を敬遠する若者たちにもドラマなら伝

えることができる可能性があると思う。去年、７月２４日(金)に放送

した被爆７０年特集「孫が描いた原爆少女」で、ある原爆少女を描い

た漫画が４９万ものアクセスを集め、ネット社会に広がっている様を

取材した。作者は、３０代の女性で「当時を知る人は漫画に描かれた

原爆を見て『こんなもんじゃない』と思われるが、漫画をひとつのき

っかけにして若者が原爆に関心を持ってくれたら」と話していた。私
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も同じ思いを抱いている。入り口はたくさんあった方がいい。ドキュ

メンタリーやドラマ、歌など、さまざまな手法で、戦争の悲惨さや平

和の大切さを伝え続けていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

広島放送局が制作した核平和関連番組を全国放送展開したり、ドラ 

マの出演者からのメッセージを収録して全国向けに放送したり、ホー

ムページに公開したりと、若い世代を含めてできるだけ多くの人に伝

わる工夫をしているので、今後もさらに伝える努力していきたい。 

 

○   広島放送局の重点事項には、「被爆７１年も被爆体験の記録と継承に取り組みます」

と掲げられているが、他局には掲載されていないのが気になる。各放送局でも引き続

き取り組む事項だと認識しているが、項目として記載した方がよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

平成２８年度中国地方向け地域放送番組編集計画の基本方針のなか

で、被爆の記憶を絶やすことなく未来に受け継いでいくことをうたっ

ている。去年７月１０日(金)のフェイス「届かなかった声」では、瀬

戸内海で開発や訓練が行われた“海の特攻”について、広島放送局と

山口放送局が共同制作した。今後も広島放送局をはじめ中国地方各放

送局において、戦争や被爆体験の継承、さらには平和の大切さを伝え

る放送に継続して取り組んでいく。 

 

○   諮問された「平成２８年度中国地方向け地域放送番組編集計画（案）」については、

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

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○   異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定

し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○   １月２４日(日)のＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第４集 世界は秘密と嘘（う

そ）に覆われた」は、明かされる数々の事実や映像に大きな衝撃を受けた。今世界を

取り巻く紛争の種がここにあると改めて感じた。キューバ危機とベトナム戦争の部分

に沖縄が登場したことにも驚いた。。いかに私たちが知らされていなかったかという

事実に気づかされる。同時に、ひとつひとつが多くの歴史の真実を抱えた映像にもか

かわらず、心をかきたてるような音楽とともに、どんどん目の前を通り過ぎていくよ

うな焦りを感じる。編集者によって伝わり方が大きく違ってくると思うが、どこでだ

れが制作した番組なのか教えていただきたい 

 

（ＮＨＫ側） 

番組は、ＮＨＫの担当プロデューサーが責任を持って制作している。

その後、編集した番組を局内の各専門分野の担当者がそれぞれの視点

から試写し、妥当かどうかというスクリーニングを経て、放送してい

る。「ＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀」には、多くの反響が寄せ

られている。再編集してもっと長い番組をＢＳで放送することやテー

マごとに短く編集して放送するなど、いろいろな見せ方が考えられる。

シリーズ第５集「若者の反乱が世界に連鎖した」の放送を今月２１日

(日)に予定している。シリーズはまだ続くので、ぜひ楽しみに見てい

ただきたい。 

 

○   ＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第４集 世界は秘密と嘘（うそ）に覆われた」

は、沖縄の映像が強く印象に残っている。いろいろな資料が発掘される中で、米軍施

政政権下の沖縄に核兵器が持ち込まれていた事実が、今後、映像で証明されていくと

思う。そうした意味からも今後の放送に注目している。 

 

（ＮＨＫ側） 

米軍施政政権下の沖縄の様相は、情報公開されていない部分が多い。

おそらく、時間を追って取材を進める中で、新しい情報が掘り起こさ

れると思うので、私自身も期待している。 

 

○   １月３１日(日)のＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？～ 新科学で迫るニ
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ッポンの子育て～」は、脳を科学的に分析することによって育児が大変な理由が解き

明かされ、子育てに悩むたくさんのママたちを安心させてくれたと思う。たくさんの

人が救われた番組だと思う。より多くの人に知ってもらいたい内容だったので、ぜひ

続編を制作してほしい。２月２０日(土)放送予定の「超少子化 ♯安心子育ての処方

せん」も見てみたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？」に対しては、放送後

大きな反響をいただいている。長い子育てが必要な人間の子どもの養

育分担や、母親自身の心の負担軽減などの役割がある共同養育など子

育てをメカニズムとして分析したことが、母親たちに安心感を与えた

のだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

制作したディレクター自身も母親で、子育て中のため時短勤務をし

ながら制作した。本人も、解決編の制作が大切だと思っており、実際

にどうすればいいのかというロケも継続している。今回ご覧いただい

た視聴者のみなさまの声に応える番組を放送する予定なので、ぜひご

覧いただき、ご意見をいただきたい。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？」は、とてもよかったので書籍化を

してほしい。読みやすいようにイラスト入りの出版物にしてもらえれば、放送とあわ

せて見ることができるのでより効果的だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

書籍化を含め、さまざまな展開を検討していると思うので、ご意見

は制作部局に伝えたい。制作者も喜ぶと思う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？」は、育児の課題や状況は家族ごと

に多様だと思われがちな部分だが、その背景にある仕組みを科学的に分析しようとし

たアプローチの仕方がおもしろかった。なかでも、夫へのイライラというトピックス

が印象に残った。夫が妻の育児への頑張りを認めて、精神的に寄り添ってあげること

の重要性を再認識した。育児に関わる女性だけではなく、夫の立場である男性にも参



 

11 

 

考になる部分が多かった。 

 

○   ２月７日(日)のＮＨＫスペシャル「ＣＹＢＥＲ ＳＨＯＫ（サイバーショック）

狙われる日本の機密情報」は、とても勉強になる番組だった。利便性を求めてインタ

ーネットでさまざまな情報がやりとりされ蓄積されるようになった現代社会に潜む

サイバー攻撃に衝撃を受けた。日常的に使用しているネットの危険性を再認識させて

くれた貴重な番組だった。 

 

○   ２月４日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡ－ＮＡＶＩ 鳥取市」は、冒頭のＢＧＭも斬

新で楽しめた。鳥取駅前の遅いエスカレーターなど地元で暮らしている私たちは見過

ごしている部分に注目していたので、新鮮な驚きを感じた。遅いエスカレーターは、

鳥取駅を降りた人たちに、お年寄りや身障者に優しい県という印象を実感してもらえ

るのだが、ちょうどそのエスカレーターでお年寄りが転び、下にいた数名が転んで怪

我をしたニュースがあったばかりだったので、とても印象に残った。事前の番組ＰＲ

で登場していた鳥取県水産課の職員で構成された「水産バンド」の人たちが本編であ

まり登場しなかったので違和感があった。おそらく国会中継で放送時間が短縮された

のでカットされたのだと思うが、協力に対して何らかのお詫びの言葉があった方がよ

かったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「水産バンド」の演奏シーンは、元々本編で独立した項目として取

り上げる予定ではなく、短時間のアイキャッチとして使用する前提で

バンドの皆さんに納得して出演いただいたと聞いている。そのため、

番組での扱いは問題なかったと理解している。概ね好評な感想が多か

ったが、「蟹の競りが行われている時間に撮影できなかったのか」「７

０万円で落札された蟹は、生きている姿を紹介してほしかった」など

の声も届いている。地元の人がどう受け止めるかを意識する大切さを

改めて感じた。一方で、鳥取駅前のエスカレーターなど、地元の人が

普段気づかないことも多い。“よそ者”の目線を持ち続けつつ、地元

の感覚を大切にして番組を制作していきたい。 

 

○   ２月５日(金)のファミリーヒストリー「森山良子～日系２世の父 ２つの祖国のは

ざまで～」は、とても見応えがあった。戦前・戦時下での日系人の苦悩がよく描かれ
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ていた。森山さんのお父さんが被爆後の広島を取材した「ライフ」のカメラマンの通

訳をしていたことなど、初めて知る事実に驚いた。広島・山口の両県は多くの移民を

送り出した県なので、とりわけこの両県では関心を持って見られたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ファミリーヒストリー」は、家族に驚いてもらわなければならな

い宿命があるので、制作者は時間をかけて綿密に取材をしている。綿

密な取材が新しい事実を掘り起こし、家族はもとより見る人の感動に

つながっているのだと思う。 

 

○   ２月８日(月)のクローズアップ現代「ＩＴが変える“お金の未来”～フィンテック

革命の衝撃～」は、ＩＴ企業の事例や既存の金融機関に与えている影響などフィンテ

ックの可能性やメリット、現状の問題点をうまく整理し、分かりやすく解説してくれ

た。コストが低くて付加価値の高い金融サービスが提供できるフィンテックは、今後

急速に拡大していくと思うので、引き続き取材し、的確に報道してほしい。一方で、

ＩＴや新たな技術を活用することで、利便性や効率性が追求される社会は、人々に幸

せをもたらすのではなく格差社会の拡大につながる可能性を秘めているような不安

を感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

「クローズアップ現代」は、今社会の 先端で起きていることを解

きほぐし、分かりやすく伝えることを 大の目的としている。ＩＴの

進化が幸福な社会の実現につながるのか、格差社会を拡大するのでは

ないかというご意見は、極めて重要な問題だ。「ＮＨＫスペシャル」

など、より深く掘り下げることができる番組で取り上げるべき問題だ

と思う。ご意見は、本部部局に伝える。 

 

○   「クローズアップ現代」は、国谷キャスターの持つ魅力が大きいと思う。キャスタ

ーの力量による部分が大きい番組だと思うので「クローズアップ現代＋（プラス）」

の新キャスターにも期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

「クローズアップ現代＋（プラス）」のキャスターは、久保田祐佳、
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小郷知子、松村正代、伊東敏恵、鎌倉千秋、井上あさひ、杉浦友紀の

７人の女性アナウンサーが担当する。いろいろなバックグラウンドを

持つキャスターがそれぞれの個性を生かして、ゲストの専門家のコメ

ントを引き出し、さまざまな社会問題の核心に迫る番組を目指してい

る。各キャスターは意気込んでいるのでご期待いただきたい。２３年

間「クローズアップ現代」を担当してくれた国谷さんの貢献は多大な

ものがある。その国谷さんの背中を見て育った新しい女性たちの活躍

に期待している。放送時間帯を移すことで、より働く世代に見ていた

だける番組に育てていきたい。 

 

○   クローズアップ現代「ＩＴが変える“お金の未来”」を見て、フィンテックについ

て初めて知り、とても勉強になった。「クローズアップ現代」と同様に「クローズア

ップ現代＋（プラス）」でも、社会の新しい動きをテーマに取材し、新しい情報を伝

えてほしい。 

 

○   ２月１７日(水)のクローズアップ現代「黒字企業が消えていく～自主廃業３万社の

衝撃～」を見た。経営が黒字であるにもかかわらず、後継者難を要因として廃業を選

択せざるを得ない中小企業が多い実態に焦点を当て、その現状を全国に発信したこと

の意義は大きいと思う。こうした事業継承問題は、地方のほうがより深刻だと予想で

きる。地方の中小企業の場合、経営者一人では解決できないケースが多いと思うので、

その支援機関や金融機関などが経営者をサポートすることが求められると思う。今回

の放送を受けて、中国地方での動きを取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

今の社会状況のなかで、全国各地でいろいろなことが起きているが、

おそらく東京で起きていることと地方で起きていることには差がある

と思う。今後も中国地方各地の現状を丁寧に取材し、解決のヒントと

なる的確な情報を伝えていきたい。 

 

○   大河ドラマ「真田丸」がおもしろい。三谷幸喜さんの脚本によるところが大きいと

思うが、今までの大河ドラマとは趣の異なる楽しさがある。家族全員で楽しみにして

いるので、この勢いを 後まで継続してほしい。 
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○   １月３１日(日)の「正午の全国ニュース」で高市総務相がマイナンバーを受け取る

ニュースが取り上げられた。冒頭でアナウンサーの背景に高市総務相の映像に「高市

総務相」というテロップが表示されたので、大臣が新しい政策や通達を公表したか、

不祥事でもあったのかと注目したが、実際は高市総務相が出身地の奈良県郡山市で個

人カードを受け取ったという内容だった。「羊頭狗肉」のような違和感があった。さ

まざまな混乱が生じ、汚職まで露見しているマイナンバーについて、あたかも政府広

報のように見せられたように感じた。取り上げるのであれば、全国ニュースではなく、

ローカルニュースで十分だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「高市総務相がマイナンバーを受け取るニュース」は、ニュースの

後の項目として１分２０秒くらい取り上げた。国の新しい制度が始

まり、その関連の動きとして取材したものだと思う。 

 

○   ２月７日(日)の総合テレビでは、「北朝鮮のミサイル発射」のニュースが長時間に

わたって伝えられた。直接の被害がない中でどこまで放送を続けるかは難しい判断だ

と思うが、緊急報道として、適切な扱いだったと思う。今後もいろいろな災害や事件・

事故が起こると思うが、放送は非常に貴重な情報源なので、丁寧な情報発信をお願い

したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「北朝鮮のミサイル発射」のニュースは、「日曜討論」を中断する

形で始め、番組を大幅に変更して午後０時４０分まで継続した。災害

報道に限らず、社会に大きな影響を与える事件・事故の緊急報道に、

引き続き力を入れていきたい。 

 

○   １月２７日(水)の「インディゴの恋人～岡山発地域ドラマ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10：

00～10：59)は、さまざまな要素が盛り込まれたストーリーのすばらしさに加えて、

映像がきれいで心に残るドラマだった。登場人物の性格と俳優の雰囲気や演技がぴっ

たりと合っていてよかった。職人とアーティストの違いについても分かりやすく表現

されており、２人が思いをぶつけあうことで新しい刺激を受け、それが形になったと

ころが見ていて気持ちよかった。ヒロインの画家が 初に描いた絵と完成した絵をも

っと見せてほしかった。 
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○   「インディゴの恋人」の中で、主人公の「デニムは、傷や汚れが価値になるんだ。

たぶん人も」という台詞が心に響いた。見終わって、果たして二人は結ばれるのだろ

うかと気になった。 

 

○   「インディゴの恋人」は、美術やダメージデニム加工の職人という、もの作りの分

野、倉敷の風景や音楽など、多くの要素が１時間にぎゅっと凝縮されていた。大原美

術館に所蔵されているエル・グレコの名画「受胎告知」の扱いも効果的で、番組全体

を洗練された印象にしていたと思う。泣きながらみたのだが、見終わった後はとても

さわやかな気持ちになった。すばらしいドラマだった。たくさんの人に見てほしいの

で、再放送してほしい。デニム職人としてドラマに登場する主演の新井浩文さんが、

放送当日の１月２７日(水)の「スタジオパークからこんにちは」では、出演してドラ

マの紹介をしていた。あまり知らなかった新井さんを身近に感じることができ、ドラ

マへの期待がいっそう高まった。視聴者をドラマへ誘う意味でもとても効果的な放送

だったと思う。 

 

○   「インディゴの恋人」は、台詞を 小限に抑えて、出演者は表情でその心の中を見

事に演じていたと思う。とても感動的なドラマだった。口数の少ない主演の二人が自

分より他人を思いやったり、一途であったりという人物設定が、感動を呼んだ一因だ

と思う。主人公のような男になりたい、女に巡り合いたいという思いと重なり、心に

響いたのだと思う。地元のＰＲになる要素も十分に盛り込まれていて、とてもよかっ

たと思う。第２弾に期待している。 

 

○   「インディゴの恋人」は、「藍色」や「青色」を軸に、名画「受胎告知」の青色を

非常に効果的に絡めていた。統一した色合いで制作していたことが、見る者に強い印

象を与えたのだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「インディゴの恋人」の撮影にあっては、大原美術館に多大なご協

力をいただき、感謝している。制作の発端は、倉敷市が行っている「記

念日レター」の取り組みだ。岡山の魅力を５９分間にしっかりと盛り

込んで描くことができたと思う。配役については、個々に交渉し決定

したのだが、ヒロインの美波さんは絵、新井さんと岡田義徳さんは児

島ジーンズと、実際もつながりがあることがわかった。とても雰囲気



 

16 

 

のよいロケができたことも、みなさんに評価いただける番組につなが

ったのだと思う。 

 

○   ２月１１日(木)のニッポンぶらり鉄道旅「“目指せ日本一！”を探して ＪＲ山陰

本線・ＪＲ境線」は、高低差日本一の鳥取砂丘や日本一の作付面積の白ネギ農家、日

本一のおもてなしを目指す地元の菓子メーカーなど、旅人の宮沢セイラさんが出合う

鳥取県内各地の日本一に、心が温まるようだった。たくさんの日本一が紹介され、米

子市民としてとてもうれかった。なかでも、米子に向かう山陰線の車内で、宮沢さん

が「あなた、どこから来られましたか」と乗客に問いかけ、乗客が「山陰に憧れて来

たんです。８年目によい場所が見つかり、米子に住んでいます」と答えた場面が 高

だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ニッポンぶらり鉄道旅「“目指せ日本一！”を探して ＪＲ山陰本

線・ＪＲ境線」は、東京のスタッフが制作した。今回は両線沿線で「日

本一を目指す人々を探す」というテーマの旅だった。さまざまなジャ

ンルの「日本一」を目標に、鳥取県で生き生きと暮らす人々の姿を紹

介することで、地元の人に元気を届けることができたのであればうれ

しく思う。 

 

○   １月２２日(金)フェイス「“ゲゲゲ”がくれたメッセージ～水木しげるとわたし～」

は、訃報から２カ月経った今も注目を集めている水木さんの偉大さに改めて感心した。

「猫はのんきそうで幸福そうに見える」や「若い時は黙って働け。それが肥やしにな

る」、「喧嘩（けんか）はよせ。腹が減るぞ」など経験に裏打ちされた数々の言葉が

とても心に残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「“ゲゲゲ”がくれたメッセージ」は、水木さんの独特の

人生観から発せられた幾つもの言葉に注目して、その言葉に救われた

人たちやその後の人生を支えてもらった人たちなど、水木さんが影響

を与えた人たちに焦点を当てた。 

 

○   １月２９日(金)の勝手にブランド発見伝「広島県 大崎上島町」を大いに期待して
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見たが、がっかりした。若い視聴者層をねらった番組だと聞いていたが、ハイテンシ

ョンで軽いノリの番組トーンが必ずしも若者に支持されるわけではないと思う。７３

分の放送時間に対して、取り上げられた情報量が少なく、非常にクオリティーの低い

番組だと感じた。ただ、“カワイイ”を科学する「感性工学」という切り口や、櫂伝

馬に関わる人たちの熱意、移住された人のインタビューなど、評価できる部分もあっ

た。しかし、期待した「感性工学」という切り口は活かしきれないまま終わってしま

い、「感性工学」そのものの価値を下げてしまったように思う。番組では、人口減少

で女性の流出が心配されている広島県大崎上島に若い女性を呼び込むために２つの

提案がなされるのだが、提案されたレベルで若者や女性たちの心が動くはずもなく、

腹立ちすら感じる内容だった。番組モニター報告の満足度もかなり低い。厳しい発言

をするようだが、考え直した方がよいのではないか。むしろ、島で頑張る子どもたち

の様子や島の人たちの生きざまをストレートに格好良く描いた方が、島に若者や女性

たちを呼び込む効果を期待できると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「勝手にブランド発見伝」は、今年度下期にスタートした番組で、

今回が３回目の放送で、今回はスタジオと中継の演出を大きく変えた。

ＮＨＫはドキュメンタリーの制作は得意なのだが、ドキュメンタリー

だけでは、若い世代に見てもらえない。放送時間帯が金曜夜というこ

ともあり、明るく楽しく、家族みんなでテレビを見ながら会話が弾む

ような番組を目指している。生放送にしているのも、見ている人たち

が一緒に考えたり、笑ったりできるようにという思いからだ。まだ成

功していない部分が多く、今後の改善が必要だが、これまでより地元

の皆さんの生き生きとした表情を紹介できたのはよかったと思う。２

人の調査員以上に地元の人たちの魅力をもっとアピールできるようブ

ラッシュアップしていきたい。「感性工学」は、詳しい分析に数カ月

かかることがわかり実現できなかったが、出演いただいた感性工学者

である広島大学名誉教授の長町三生さんによれば、一番感動したのは、

島にＩターンした女性たちの生き方や幸せな暮らしぶりだったそうだ。

そこで、 後のプレゼンテーションは、Ｉターン女性たちの言葉で大

崎上島の魅力を伝えていただいた。引き続きご覧いただき、ご意見を

うかがいたい。 
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ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は２１日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、放送番組モニター

報告と視聴者意向、２月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 副委員長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社 論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （一般財団法人 米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社 代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

渡部 朋子 （ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   １２月３１日（木）の「第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦」(総合 後 7：15～8：55、後 9：

00～11：45)は、構成がすばらしく、制作者の意気込みがよく伝わってきた。特に椎

名林檎さんの歌が楽しく、心に残った。ただ、私や家族はアニメソングが好きなのだ

が、ももいろクローバーＺや水樹奈々さんの出演がなく、残念だった。出場歌手の選

考方法について知りたくなった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「紅白歌合戦」では、「あまちゃん」のようにその年を代表する部

分にクローズアップした演出をしているが、今年は歌をしっかり聞か
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せることに力を入れて制作したと聞いている。出場歌手については、

その思いを表現するために、制作者が練りに練って考え抜いて選考し

ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回の「紅白歌合戦」の歌手選考は、「今年の活躍」「世論の支持」

「番組の企画・演出にふさわしいかどうか」の三つの点を中心に、７

歳以上の全国 5,000 人を対象に出場してほしい歌手男女３組の調査、

７歳以上の全国 8,000 人へのウェブアンケートのほか、「ＮＨＫのど

自慢」予選会で歌われた歌やＣＤやカセットの等の売上、有線放送や

カラオケのリクエストなどのデータを参考にした。 

 

○   １２月３１日(木)の「ゆく年くる年」(総合 後 0:45～翌前 0：15)は、ライトアッ

プされた松江城と円成寺が映し出され、映像の美しさと構成のよさが相まって、とて

も楽しく見ることができた。松江市民にとってうれしい放送だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

昨年は松江城が国宝に指定されたので、松江放送局としてはきれい

な松江城の姿を全国に伝えたいという思いがあり、撮影場所や照明に

かなり苦心した。当日は、寺には多の人が参詣し、にぎやかな年越し

風景を中継できたと思う。 

 

○   「ゆく年くる年」は、松江城と円成寺が登場したので、興味深く見た。特に、ライ

トアップされた松江城がきれいだった。中継では、湿地帯から城下町を作り上げた経

緯や松江城の国宝指定に向けた署名活動なども伝えられてよかった。永平寺から始ま

り、去年９月に豪雨被害を受けた常総市、東日本大震災の被害を受けた宮城県の南三

陸町と災害に関連する地域の中継の後、国宝指定という明るい話題の松江城、そして、

日付が変わる直前に比叡山延暦寺の除夜の鐘という中継順もよかった。 

 

○   １月３日(日)の「奇跡の色 備前・森陶岳 巨大窯に挑む」(総合 前 7：20～8：00)

は、備前焼作家・森陶岳に密着取材し、その精神世界を描いていた。森さんとそれを

支える人々を丁寧にとらえたよい番組だった。 

 



 

3 

 

○   １月９日(土)から始まった「ＮＨＫスペシャル シリーズ 激動の世界」は、とて

も見応えがある。たとえば、これまで日本のメディアではあまり目にする機会のなか

ったハンガリーの大統領や、反ＥＵ、タカ派、反移民という強硬派の人たちのインタ

ビューもあり、大越健介キャスターならではの切り込んだ内容だった。引き続き、大

越キャスターの活躍に期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫスペシャル シリーズ 激動の世界」は、国際的な視点か

ら世界を見ているキャスターを得て、世界の現場をしっかりと見てい

こうという姿勢が貫かれおり、非常に見応えがあったと思う。ぜひ、

今後の放送にも期待していただきたい。 

 

○   １月１０日(日)からスタートした大河ドラマ「真田丸」がおもしろい。戦国物が好

きなので毎週楽しみだ。放送直前の１月３日(日)の前 0：00～2：23 には、番組ＰＲ

として、過去に放送された真田幸村に関連した「歴史秘話ヒストリア」がドラマのメ

イキング番組を交えて再放送されたが、時間を忘れて 後まで見た。大河ドラマ「真

田丸」にかけるＮＨＫの意気込みが伝わってくるようだった。とても効果的なＰＲ編

成だったと思う。 

 

○   大河ドラマ「真田丸」は、久々に「大河ドラマ」を見ようという気持ちにさせてく

れたドラマだ。三谷幸喜監督の映画「清須会議」が好きなので、戦国武将の心理戦や

情報戦を 大限おもしろく描いてほしい。時代劇だが、現代劇として見てもよいと思

う。当面は、草刈正雄演じる真田昌幸の言動から目が離せない。何を言い出すのかと

わくわくする思いだ。タイトルとなった真田幸村の築いた砦（とりで）「真田丸」に

ついても、従来の解釈と異なり、大阪城の弱点を守るのではなく出撃拠点であったと

いう説も出ている。そうした部分を踏まえた斬新な真田像を描いてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

大河ドラマ「真田丸」は、台詞も現代語風の会話で、現代劇として

も楽しめると思う。密室で交わされる会話での心理描写など三谷さん

ならではの表現に期待していただきたい。草刈正雄、大泉洋、堺雅人

の親子の配役にも、これまでの大河と違う期待を感じる。 
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○   連続テレビ小説「あさが来た」は、私の周囲でも非常に好評で、放送が待ち遠しい

という声をよく聞く。このドラマの 大の魅力は、玉木宏さんや波瑠さん、ディーン・

フジオカさんたち俳優陣の演技力や相性、人物像のすばらしさだと思う。なかでも、

あさが時代が大きく変わる時に、炭鉱や銀行、女学校と次々と新しい事業に挑戦して

いく姿は、今、私たちが求める経営者感覚にも通じる。これが私たちがドラマにひか

れている 大の理由だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「あさが来た」には、ディーン・フジオカさんが演

じる五代友厚や、武田鉄矢さんの福沢諭吉、三宅裕司さんの渋沢栄一、

高橋英樹さんの大隈重信といった歴史に名を残した人物が登場するの

で、あわせてお楽しみいただきたい。 

 

○   連続テレビ小説「あさが来た」を毎日楽しみに見ているのだが、立ち聞きする場面

が気になる。日本家屋ならではの演出かもしれないが、立ち聞きしたことから物語が

次に展開することが多いように思う。 

 

○   「プロフェッショナル仕事の流儀」に関連して登場した「私の流儀」を語れる番組

公式アプリが楽しい。私の周囲にも自身のプロフィールにしたいという人が多く、評

判になっている。作成した動画を投稿できるサイトもあり、とても楽しめる試みだと

思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「プロフェッショナル仕事の流儀」番組公式アプリは、とても話題

になっているそうだ。ぜひ、多くの人たちに使って楽しんでいただき

たい。 

 

○   １２月２４日(木)のダーウィンが来た！「アカガニ５０００万匹の大行進！」(総

合 後 4:20～4:48)の再放送を見た。インド洋に浮かぶクリスマス島で、森で繁栄する

アカガニが卵を放つために、街や道路、海岸を埋め尽くしながら海を目指して移動す

る映像に驚いた。海で一斉に卵を放つ瞬間をとらえた映像など、数々の映像から自然

の偉大さや生命の大切さが心に迫ってきた。近年、森が荒れてきたことでアカガニが

減少していることや地元住民の保護活動にも触れられ、自然に対する尊敬の思いを強
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く感じた。 

 

○   １２月２４日(木)の「ビューティフル・スロー・ライフ」(総合 後 10：00～10：

49)は、ひと組の夫婦を軸に、二人の人生の“忘れ得ぬ４つの場面”を描いていた。

場面毎の二人の気持ちが見ている人に伝わってくる構成で、引き込まれるように見た。

女優になりたいという夢を持つ妻が、人生を経て、 後に車椅子で舞台に立ち、ご主

人が不自由さを補う場面には涙を抑えられなかった。愛するということは、本当にや

りたいことを実現させてあげたいと思うことだということが伝わってきた。クリスマ

スイブを一人で過ごす人には、少し厳しいようにも感じたが、パートナーのいる人に

は、日常の幸せに改めて気づかせてくれたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ビューティフル・スロー・ライフ」は、ひと組の夫婦の人生を４

Ｋ高画質映像でとらえ、書き下ろしのシンフォニーで彩り、スタイリ

ッシュな仕上がりになっており、クリスマスイブにふさわしい内容の

ドラマだったと思う。 

 

○   １２月２０日(日)の日曜美術館「国吉康雄 アメリカで蘇（よみがえ）る日本人画

家」は、これまで知らなかった、２０世紀初めに海を渡り、ニューヨークで活躍した

岡山市出身の国吉康雄に焦点を当てていた。人種差別や太平洋戦争など、計り知れな

い苦難の時代を生き、アメリカの影を背負いながら描き続けた国吉の生涯を知ること

で、作品に向き合う気持ちに変化が生まれた。作品に少し近づけたように感じた。放

送をきっかけに、国吉康雄の名前や作品がより広く知られ、再評価されることを願っ

ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

岡山市出身の国吉の作品は、岡山県立美術館などに多くの所蔵作品

がある。「日曜美術館」の放送にあわせて、１２月１８日(金)の「お

かやまニュースもぎたて！」でも取り上げた。今後も機会をとらえて

岡山ゆかりの画家として放送していきたい。 

 

○   １２月３１日(木)の「２３５５－０６５５ 年越しをご一緒にスペシャル」(Ｅテ

レ 後 11：55～翌前 0: 20 )は、年越しにふさわしいおもしろい内容だった。新年へ
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のカウントダウンも楽しめたし、１月 1 日になった瞬間に流れた申年の「えとソング」

は、新年にふさわしいノリノリの曲で、心が上向きになった。また聞いてみたい。「新

春たなくじ」や「おめでたい新年の日めくりアニメ」など、楽しい企画が盛りだくさ

んだった。 

 

○   １月１日(金)の新世代が解く！ニッポンのジレンマ「元旦ＳＰ 競争と共生のジレ

ンマ」(Ｅテレ 後 11：00～翌 1:30)は、あまりのおもしろさに驚いた。各界の若者た

ちが、しっかりと意見を述べていることに感心した。時に、厳しい意見が出されても

進行役のアナウンサーがまとめていて、進行もスムーズで内容も濃く、とても興味深

かった。次回の公開収録に参加したかったが、1975 年以降生まれの人しか参加できな

いことを知り、がっかりした。 

 

（ＮＨＫ側） 

「新世代が解く！ニッポンのジレンマ」は、年齢制限を 1975 年以降

生まれとし、新世代の起業家や気鋭の学者らの議論に、ＳＮＳでスタ

ジオ内外から若者たちの声を重ね、ジレンマを乗り越える術を探ろう

という番組だ。結論があまり出ていない回もあるが、恐れることなく

今後も続けていきたいと考えている。出演した若い論者の中には、番

組をきっかけに放送界で活躍している人もおり、若手コメンテーター

の登竜門になっている面もある。 

 

○   知人のモーションギャラリーで、画家・ガタロさんの絵に出合ったことがきっかけ

で、2013 年８月１０日(土)に放送されたＥＴＶ特集「ガタロさんが描く町～清掃員画

家のヒロシマ～」を見る機会を得た。広島市の爆心地近くにある基町商店街で、３０

年間清掃員を続けながら、ふだん使っているモップや雑巾などを題材に絵を描き続け

るガタロさんの日々に半年間密着取材した内容だった。非常に内容が濃く、ガタロさ

んと取材者の信頼関係が映像から伝わってきた。すばらしい番組だった。放送とは離

れるが、放送後出版されたガタロさんの画集は、売り切れが続き、ネット上でも高い

値段がついている。放送が画家の人生の大きな転機になったと思う。放送の社会に与

える影響は大きい。今後もよい番組を制作してほしい。１月１６日の新聞に歌手・長

谷川きよしさんのインタビュー記事があり、「2012 年５月にＮＨＫが音楽番組『ＳＯ

ＮＧＳ』で取り上げてくれたことが大きかった。それ以来、問合せが増え、現在の歌

手活動につながっている」と書かれていた。放送の影響は大きいので、よい番組を作
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っていただくことを重ねてお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集「ガタロさんが描く町」は、ディレクターが自費出版さ

れたガタロさんの画集をたまたま目にしたことをきっかけに制作した。

放送後の反響も大きく、番組を見た都道府県対抗男子駅伝の監督が心

を打たれ、レース直前にガタロさんに会いに行き、優勝したというエ

ピソードを聞いている。去年、広島放送局が制作したプライムＳ「“母

子”に捧げた人生」（2015 年４月１０日放送）で取り上げた、広島市

の画家・四国五郎さんを敬愛されており、この番組に出演いただいた

時、ガタロさんは「四国さんから同じことをやり続けることの大切さ

を教わった」と話されている。ガタロさんご自身も被爆２世で、地道

に原爆ドームを描き続けている。 

 

○   １月１０日(日)のＧＲＥＡＴ ＲＡＣＥ～グレートレース「絶景！アルプス大激走

～イタリア・トルデジアン３３０ｋｍ～」(ＢＳ１ 後 7：00～7：50)は、これほど過

酷なレースの存在にまず驚いた。極度の疲労や高度障害、悪天候の影響でボロボロに

なりながら走る選手の姿に「何故ここまでするのか？」と興味が深まった。おそらく

参加した人にしか見えない世界があるのだと思う。大自然の美しさと過酷さがいった

りきたりするうちに、とりこになって 後まで見た。淡々とレースを追いかけた構成

がよかった。取材者もかなり過酷だったと思う。人間の可能性を見せてくれた、とて

も元気づけられる番組だった。知らない世界を教えてもらった思いがした。 

 １月１１日(月)の「“なでしこ”澤穂希～走り抜いたサッカー人生～」(ＢＳ１ 後

10：00～10：50)は、引退表明直後に行われた三浦知良さんとの対談を交えて、澤さ

んのサッカー人生を伝えてくれた。数々の映像を通して、澤さんの心の中には誰より

も熱いサッカーへの情熱があることがひしひしと伝わってきた。見終わった時は、す

っかり澤穂希ファンになってしまった。ぜひ、地上波でも放送してほしい。 

 

○   「国際報道２０１６」の女性キャスターのミニスカートがネットで話題になってい

る。報道番組なので、キャスターの服装が話題になるのは好ましくないと思う。スタ

ジオの椅子の高さを工夫するなどの配慮がほしい。 

 

○   １月１０日(日)スタートのプレミアムドラマ「鴨川食堂」は、映画にもなった「深
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夜食堂」とイメージを重ねていたのだが、やや期待はずれだった。京都の東本願寺近

くの元刑事の板前とその娘が営む食堂を舞台に、客人の思い出の食を再現することで

心を癒すというドラマなのだが、元刑事という設定に無理があるように感じる。俳優

それぞれはすばらしいが、やや親和性に欠けるように思う。若干ばらばら感があるの

と、京都の趣きがあまり伝わってこないのが残念だ。もう少し、続きを見てみたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

プレミアムドラマ「鴨川食堂」は、柏井壽さんの著書「鴨川食堂」

が原作で、過去に食べた料理にまつわる物語を鴨川食堂の主人と娘が

客人から聞き出し、調査し、その料理を再現することでそれぞれが人

生を味わうという物語だ。４人の脚本家に脚本をお願いしており、８

回の放送を予定しているので、長い目でご覧いただきたい。 

 

○   １月１５日(金)のキッチンが走る！「城下町・萩で“フレンチジャポネ”の逸品を！」

は、見ているうちに、どんどん引き込まれた。食材を紹介するだけではなく、現地で

の漁業や農業の様子や歴史など、食材にまつわる物語が紹介されていた点がよかった。

なかでも、牧野雄太シェフが、萩市沖の大島で４０年近くブロッコリーを作っている

歴史を、料理を盛り付けたお皿に表現していたことに心を打たれた。おそらく、生産

者はとても感激したと思う。ただ、その感動が映像からあまり伝わってこなかったの

が残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「キッチンが走る！」は、キッチンを備えたキッチンワゴンに俳優・

杉浦太陽と腕の立つ気鋭の料理人が乗り込み、生産地に行って食材を

発見し、生産者とふれあいながら、新しいメニューを開発しようとい

う番組だ。シェフが開発したオリジナリティあふれる料理を、食材の

生産者に驚きと共に体験してもらう場面が番組 大の感動のシーンな

ので、盛り上がりをもっと伝えられるとよりよかったかもしれない。

萩で地元の人しか知らなかった魚、金太郎（ヒメジ）のブランド化や

島のブロッコリー栽培の歴史など、食材にまつわる多彩な話題を紹介

でき、楽しんでいただけて良かったと思う。 

 

○   キッチンが走る！「城下町・萩で“フレンチジャポネ”の逸品を！」は、萩の身近
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で豊かな食材の魅力を存分に伝えてくれた。全国的にはあまり知られていない魚の金

太郎（ヒメジ）や下関のふぐを支える萩の漁師の話題、伝統的なふぐ料理など、地元

の食材を使った料理番組でありながら、しっかりと取材してくれていた。萩市民とし

て、とても気持ちよく見ることができた。地元では、放送後の反響が大きく、レスト

ランでは、金太郎（ヒメジ）を追加手配した話題も耳にした。萩の食材の魅力を伝え

ていただき、現地はとても喜んでいる。 

 

○   キッチンが走る！「城下町・萩で“フレンチジャポネ”の逸品を！」は、他の食べ

物番組とはまったく違っていて、制作者のフィロソフィーを感じられる番組だった。

今回牧野シェフが創作したパフェを食べてみたくなった。 

 

○   １月８日(金)の「芸術と職人の街！ 倉敷オトナ旅」は、倉敷という地名の由来や

デニムの発祥の地であることや日本 初の西洋美術館ができたこと、旦那衆と呼ばれ

る商人たちの心意気など、倉敷の歴史や魅力をたくさん教えてくれた。倉敷を舞台に

制作されたＢＳプレミアム地域発ドラマ「インディゴの恋人」（１月２７日(水)放送

予定）の放送に向けてよいＰＲになったと思う。放送への期待がふくらんだ。 

 

○   地域発ドラマ「インディゴの恋人」の放送を楽しみにしている。周囲の人たちにも

視聴を勧めているが、ＢＳプレミアムでやや遅い時間帯の放送のため見づらいという

人がいる。１月２７日の放送だけではなく、見ることのできる方法があれば教えてほ

しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「芸術と職人の街！ 倉敷オトナ旅」は、地域発ドラマ「インディ

ゴの恋人」に出演する美波さんが倉敷の美観地区を中心に大原美術館

を訪ね、岡田義徳さんが児島のダメージジーンズの工房を訪ねた。ド

ラマの役柄に重ねた設定でドラマへの導入番組として制作した。１月

１９日(火)、２０日（水）の「ひるブラ」も倉敷市から生中継し、ド

ラマとの相乗効果をはかった。１月２７日(水)放送の岡山発地域ドラ

マ「インディゴの恋人」にご期待いただきたい。 

 

○   「芸術と職人の街！ 倉敷オトナ旅」は、倉敷の町や人、文化など地域発ドラマ「イ

ンディゴの恋人」のストーリーに関連するものを中心に丹念に作られていた。倉敷の
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よさを強く印象づけると同時にドラマへの期待感を持たせる効果もあったと思う。特

に大原美術館では、所蔵する名画ではなく、若手芸術家を支援するアトリエや住居、

若手画家を招き、市内に長期滞在して作品を描いてもらう取り組みであるアーティス

ト・イン・レジデンス・クラシキ・オオハラについて詳しく紹介された。デニムにつ

いてもダメージジーンズの作り方を詳細に紹介してくれた。単なる旅番組や番組宣伝

番組を越えた内容だった。岡山放送局では、ドラマの事前ＰＲに力を入れており、意

気込みは強く伝わってくるのだが、ドラマへの期待が高まるにつれてその出来栄えが

大いに気になるところだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

地域発ドラマ「インディゴの恋人」の制作にあたっては、土地の魅

力を発信する以外に、大人の恋愛ドラマを目指した。心に届くドラマ

になっているので、放送を楽しみにしていただきたい。 

 

○   １月１６日(土)の西日本の旅「年の瀬 三徳山にいだかれて～鳥取・三朝町」は、

暗闇のなか、修験者が登る厳しい山道をアナウンサーや重い機材を持ったカメラマン

が登ったことに驚き、感動を覚えた。三徳山・三仏寺で除夜の鐘を撞（つ）き、参拝

しながら登るこのイベントに、重い事情を抱えながら関西から参加した人が「除夜の

鐘を撞（つ）いたおかげで気持ちの切り替えができた」と話していた。ドラマチック

でもあり、映像と相まって荘厳な気持ちになった。 

 

（ＮＨＫ側） 

西日本の旅「年の瀬 三徳山にいだかれて」は、入社１年目のアナ

ウンサーとディレクターが制作した。去年奥さんを亡くされた男性が

「三徳山に登って除夜の鐘を撞（つ）くことで自分の心の中で区切り

をつけることができた」という話題がとても印象的だった。わずか１

０分足らずの番組だが、感動的な話題に出会えたことで、心に響く内

容にできたと思う。 

 

○   １月１５日(金)のフェイス「峠三吉 よみがえる広島の叫び～発掘 直筆４４枚の

詩～」は、「原爆詩集」で知られる詩人・峠が「叙情詩」では現実が伝わらないとい

う批判を受けて、当時の広島の出来事や事実にこだわった「叙事詩」を書くことで、

被爆の実相を伝えようとした思いを丁寧に伝えていた。詩人としての原爆との戦い方
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に感動すると同時に、とても勉強になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「峠三吉 よみがえる広島の叫び」は、「ちちをかえせ、

ははをかえせ」という一人称で語られる叙情詩で有名な詩人・峠三吉

の叙事詩で表現された４４枚の直筆原稿見つかったことから、番組を

制作した。原稿の分析を進めるなかで、徹底して事実を記録すること

で、被爆の実相を伝えようとした峠の思いと向き合ったものだ。番組

の中で、詩人であり生前の峠と同じ時代を生きた９０歳代の人が「峠

さんは、誰がいつ、どこでどうしたということを一見だらだらと書い

ているように見えるが、それを伝えていくことが真実を伝えることだ

と思ったのではないか」という発言があった。峠は、命をかけて次の

世代に被爆の記録を伝えようとしていたのだと思う。叙情詩と叙事詩、

心で訴えることと事実で訴えること、その両方を大切にしていたのだ

と思う。 

 

○   フェイス「峠三吉 よみがえる広島の叫び」を繰り返し３度見た。大変感動的な番

組だった。峠が叙情詩から叙事詩へと表現を変えた背景には、心の奥底にある激しい

葛藤と焦燥感があると思う。今回、遺族のもとで発見された直筆の詩の「すべての声

は訴える」というタイトルに大きな意味があると思う。原爆投下後、原爆は平和をも

たらしたものであり、広島の犠牲者は平和のための殉教者のように扱われ、家族を失

った人々はそれをもって諦めようとした社会思想が存在した。そうした社会にあって、

被爆の実相を伝えようとした峠の怒りや焦りはとても激しいものだったと思う。その

心の奥底を表現しようとした制作者の挑戦がすばらしい。ただ、峠が生きた時代状況

や社会思想など、歴史的な視点をもう少し詳しく描いてほしかった。直筆原稿の発見

はとても貴重な出来事なので、もう一度多様な視点から見つめ直してほしい。原爆投

下の是非を含めた今日につながる原爆の問題を文学者の視点からあぶり出すことが

できると思う。世界に問える番組を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

広島放送局では、かつて、原爆投下後わずか１１年後の１９５６年

に原爆資料館で華やかな原子力平和利用博覧会が開かれたことをテー

マにしたＥＴＶ特集「ヒロシマ 爆心地の原子力平和利用博覧会」
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（2014 年１０月１８日放送）を制作した。開催の背景には、 高の原

子力技術を持つ国が世界をリードすると考え、平和利用を推進しよう

という米国の戦略があった。峠が生きた時代とも重なり、特別な社会

状況にあったことを教えてくれる事実だ。そうした側面から峠の心の

内に迫ることも可能だと思う。 

 

○   １月２４日(日)に投開票される岩国市長選挙では、岩国基地の問題が 大の争点に

なっている。米軍基地の問題は日本全体の問題なので、一地方都市の市長選挙として

収めてしまうのではなく、全国的な視野でとらえてさまざまな観点から分析し、番組

やニュースでしっかりと伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

岩国市の基地問題については、2014 年７月１８日(金)のＹＡＭＡＧ

ＵＴＩＣ「問われる“基地との共存”～岩国 住民アンケート調査か

ら～」で沖縄県の普天間基地から空中給油機部隊が移転する機会をと

らえて、岩国市民へのアンケート調査を実施し、動き始めた“基地負

担強化”と住民の思いを取材した。また、２月１９日(金)の「フェイ

ス」では、岩国市など、在日アメリカ軍や自衛隊の基地をかかえる沖

縄県外の自治体の動きを取材し、基地をめぐる 新の動きと背景を伝

える予定だ。 

 

○   沖縄県外の基地の状況について、多くの国民は詳しく知らないと思う。岩国基地が

東アジア 大の基地になる可能性があることは、すべての日本国民にとって非常に重

要な出来事なので、ＮＨＫの報道にとても期待している。 

 

○   １２月２１日(月)の「山陰の漫画家・水木しげるさんをしのぶ」(総合 後 7：30～7：

54 島根・鳥取県域)は、水木さんを取り巻く人々をはじめ、境港だけではない水木さ

んと山陰地方全体のつながりをコンパクトにまとめていた。生前、水木さんが島根県

隠岐諸島の巨木や滝に関心があったことを知り、隠岐諸島にはスピリチュアルな魅力

があることを再認識した。番組の 後に紹介された「平和だからこそ妖怪を楽しむこ

とができる」という言葉に、戦争体験を経て創作活動に取り組んできた水木さんなら

ではの重みを感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

「山陰の漫画家・水木しげるさんをしのぶ」は、１１月３０日に水

木さんが亡くなったことを受けて、急きょ制作した。奥さんの出身地

である島根県安来市や隠岐など山陰とのつながりを大切にして執筆活

動をされていたので、生前交流のあった人たちの言葉を紹介し、水木

さんの業績と足跡を振り返った。１月２２日(金)放送予定のフェイス

「“ゲゲゲ”がくれたメッセージ～水木しげるとわたし～」では、人々

をひきつけてやまない独特の人生観や言動の魅力に迫る。あわせてご

覧いただきたい。 

 

○   １２月２０日(日)の「大山百景・冬」(総合 後 4：22～4：27)は、短い番組だった

が、映像がとても美しくすばらしかった。 

 

○   １月１４日(木）の「おはようとっとり」で、若い鍛冶職人の話題が放送された。

とても興味深い内容だったので、もっとクローズアップした番組を制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

これは、１２月１４日(月)の「人生デザインＵ‐２９」で取り上げ

た広島県安芸太田町で野鍛冶屋を営む若者の話題を夕方の地域情報番

組用に編集したものだ。「人生デザインＵ‐２９」は、２９歳以下の

若者を対象に、どう仕事と向き合い、将来どうしたいか、仕事と生活

の両面からドキュメントしようという番組だ。番組では、元々は、ア

ーティストを目指していた若者が後継者不足に悩む町の鍛冶工房に飛

び込んで、農具作りに取り組む姿を追った。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１２月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１２人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ勧告について報告があった。続い

て、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、１２月の番組編成について説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 安井  弥 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長） 

副委員長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

     坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

渡部 朋子 （ＮＰＯ法人 ＡＮＴ-Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ理事長） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   １１月２２日(日)のＮＨＫのど自慢「山口県山陽小野田市」は、次々と合格者が出

て、見ていてだんだん興奮してきた。「ＮＨＫのど自慢」は、「明るく、楽しく、元

気よく」という番組主旨に共感している。司会の小田切アナウンサーも番組を引き立

てている。すばらしい番組なので、これからも長く続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫのど自慢「山口県山陽小野田市」は、トップバッターの「仮
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面舞踏会」を歌った３人組をはじめ、歌のうまい人たちに多数参加し

ていただき、１０組が合格し、大いに盛り上がった。チャンピオンに

なった男性は介護施設で働いており、施設でも歌を披露してみなさん

に喜んでもらっているそうだ。こうした心温まるエピソードもあって

感動を届けることができたことに、とても感謝している。 

 

○   １１月２３日(月)のにっぽん紀行「僕らの“まちの味”探して島根 邑南町～」(総

合 後 7：30～7：55)は、島根県内ではよく知られている邑南町の職を通した地域振興

の取り組みを取り上げていた。ＵI ターンで地元のレストランに研修生としてやって

きた若者たちの華やかな部分だけではなく、課題の部分にあえて切り込んでいたこと

がおもしろかった。有名料理長が辞め、料理長に憧れて移住してきて、残された若き

料理人のタマゴたちが、地域住民に支えられて、地域の食材そのものに向き合う姿に

好感を持った。ただ、８人の弟子の将来を背負った料理長がなぜ辞めたのかについて

説明がなく、突然その後の話に展開したので、非常に唐突な印象を受けた。料理長が

辞めるにあたり、時間的な余裕があり、きちんと若手の料理人たちに引き継ぎをして

いたのであれば、その部分をもう少し描いてほしかった。邑南町にとって、この問題

は、レストランが存続するかどうかというだけではなく、ＵＩターンの仕組みそのも

のを問われるような重大な出来事だと思う。大事なのは、持続的な地域をいかに作っ

ていくかという観点なので、そうした観点からも料理長と弟子たちの引き継ぎの部分

に焦点を当ててもよかったと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

にっぽん紀行「僕らの“まちの味”探して」は、松江放送局が長期

間にわたり取材してきた話題だ。取材していくなかで、さまざまな動

きがあり、どこにズームインするかという点にずいぶん悩んだが、今

回は、料理長が辞めた後、若者たちが成長していく過程に焦点を当て

る選択をした。ご指摘のような違和感はあったかもしれないが、若者

たちが頑張る姿はしっかりと描くことができたと思う。 

 

○   １１月２５日(水)の「見せます！地方のプライド～“縮小日本”への戦略～」(総

合 後 10:00～10:50)は、東京への人口集中と地方の過疎化が進むなか、人口減少に歯

止めをかけるため先進的な取り組みを行っている全国各地の事例が取り上げられた。

非常にバラエティに富んだ内容で、いずれも他の地域の参考になるものが集められて
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いたと思う。なかでも、東京と宮崎を往来しながら働くという働き方のスタイルその

ものを変えることで多くの人材を呼び込もうとする宮崎の企業の取り組みや廃校に

なった県立高校を調理専門学校にすることで全国から若者を集め、地元の農業の活性

化につなげた北海道三笠市の取り組み、徳島県上勝町の高校進学に向けた学習塾を作

ることで、子どもの進学を理由に世帯ごと転出してしまうことを防ごうという取り組

みがとても興味深かった。また、スタジオに集まった各地で取材している記者のみな

さんからは、地元を元気にしようという強い思いが伝わり、大変好感が持てた。ゲス

トのミッツ・マングローブさんたちのコメントも鋭く、的確で感心した。 

 

（ＮＨＫ側） 

「見せます！地方のプライド」は、本部が窓口になって、全国の放

送局に提案募集し、採択された事例が紹介された。各地で取材した記

者たちがスタジオ出演し、ＶＴＲとスタジオゲストや記者たちのコメ

ントを紹介しながら進行するという新しいスタイルの演出だった。松

江放送局の記者も出演していたのだが、取材ＶＴＲに対するゲストの

問いかけに対して、「こうして東京に出張に来ると、すぐに帰りたく

なる」という返答をした。取材内容とは直接関係のない返答だったが、

地方のよさを凝縮したようなコメントだったと思う。記者の報道姿勢

を評価いただきうれしい。 

 

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

ウス”」は、正規の老人ホームに入れず、家族による介護も受けられない高齢者の急

増を背景に、法律に定められた行政への届け出を行っていない“無届け介護ハウス”

が急速に拡大している実態に焦点を当てていた。しっかりと取材し、分析も十分で、

現状の問題点も非常によく分かった。ただ、解決につながる話題が全くなかった。根

本的な解決にならないまでも、少なくとも国の責任者の意見を聞いてほしかったと思

う。この番組に限らず、現状の取材や分析、報道内容は優れていても、解決への道筋

がないと、不安だけが残ってしまうことがある。たとえば、専門の解説委員に最後に

意見を述べてもらうとよいと思う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「調査報告 介護危機 急増“無届け介護ハウス”」を見た。

一番衝撃だったのは無届け介護施設が空き家などにひっそりとあり、住民からクレー

ムが出るとまたひっそり家移りする。つまりここでは高齢者は金のなる木というか、
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動産だということが分かった。しかも無届けの業者が堂々とインタビューに答えてい

るのがむしろ驚きだった。また、別の施設ではベッドを増床したけれど、人手が足り

なくて空いている現状が紹介された。安倍政権は「介護離職ゼロ」というスローガン

を打ち出した。本当は介護のために離職する人をゼロにしたいというつもりが、結局、

介護職員の離職も深刻な問題だということが図らずも浮き彫りになってしまった。現

代社会の問題に迫る内容だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「調査報告 介護危機 急増“無届け介護ハウス”」

で、無届け施設の経営者が顔を出して、インタビューに答えていた場

面には、私自身もある種の衝撃を受けた。「私たちのような存在がな

ければ、現在の日本の介護は成り立たない」という発言を聞き、今の

介護の問題の裾野の広さ、奥深さ、解決の道のりが遠いこと感じた。

ご指摘のように解決につながる道筋が提示されなかったのは、日本社

会を含めて、わたしたちの取材がとてもそこまで至っていないことの

証だと思う。このテーマは継続して取材しており、機会をとらえて放

送している。その中で解決につながる道筋をお示ししていきたいと考

えている。 

 

○   １２月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「一徹に直す、兄弟の工場 自

動車整備士・小山明 博久」は、小山兄弟の自動車整備士としての誇りやこだわり、

仕事ぶりや生き様がストレートに伝わってきて、よかった。地方の町工場にスポット

を当ててもらったことを喜ばしく感じた。これまで「プロフェッショナル 仕事の流

儀」では、その道の最先端で活躍している、雲の上の人たちが取り上げられてきたが、

最近では、私たちにも手が届くような身近な世界で活躍する人たちを取り上げている

ようで、とてもうれしく見ている。ただ、男性が登場する方が圧倒的に多いので、今

後は女性もたくさん取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「プロフェッショナル 仕事の流儀」では、これまで、たとえば野

球のイチローや将棋の羽生善治といった超一流の人たちの天才ぶりを

描くことが多かったが、最近では身近で努力することで、ひとつの領

域を極めた人たちを取り上げるケースが増えている。女性については、
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これまでもホテルのコンシェルジュや終末期医療に従事する看護師と

いった多くの人たちを取り上げてきた。これからもプロフェッショナ

ルとしてたくさんの女性が登場するものと私自身も期待している。 

 

○   １２月５日(土)の「ジドリ」(総合 後 10:05～11:04)は、森山未來と斎藤工の２人

の俳優が自身を撮影していた。森山さんは、田舎の暮らしながら自分の舞台を創る

日々をジドリしたもので、自分の全体像に周囲の様子も写しこんでいた。周りの情景

を相手に伝えようという思いが伝わってきて、やさしさにあふれた感じがした。一方、

斎藤さんは、大好きな映画に向き合う時間をジドリしたもので、自分の顔をアップに

撮影していて、周囲の情景は写っていなかった。撮影する目線や性格の違いが感じら

れた。その人の個性がくっきりと表れるので、いろいろな職業の人たちを取り上げる

とおもしろいと思う。 

 

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

～10：48)は、「年の瀬」をテーマにみんなが関心を持っている話題を取り上げてい

たので、とてもおもしろかった。「夫の実家に帰省、泊まりたいのは実家ｏｒホテル？」

「ママ友忘年会でママさんが愚痴るのは誰のこと？」など、身近な問いかけに対する

質問の答えに、共感しつつ、日本人の「今」を知ることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ジドリ」「国民アンケートクイズ リアル日本人！」ともにトラ

イアル番組として制作した。２つとも視聴者のみなさまからさまざま

なご意見をいただきながら、将来に向けて育てていこうという番組だ。

引き続き、温かい目で見て、ご支援をいただきたい。 

 

○   １２月１６日に、夫婦別姓についての最高裁判所判決が出されたことを受けて、ニ

ュースやさまざまな番組で少しずつこの問題が取り上げられたことを喜んでいる。当

日夜の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」では、ナビゲーターの津田大介さんの意見をもっと聞き

たかった。キャスターの鎌倉千秋さんは、ご主人が改姓したことを聞き、少し驚いた。

続いて「時論公論」でも、この問題が取り上げられ、判決のポイントと意味が解説さ

れた。各世代の人口数や賛否の割合などのデータを示しながら伝えてくれたので、と

ても分かりやすかった。今年は、「女性活躍促進法」が成立したので、この法律の内

容や今後の広がりなどを解説した番組も制作してほしい。 
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○   大河ドラマ｢花燃ゆ｣の放送に山口県萩市民のひとりとして、大変感謝している。地

元の萩市では、観光客数も増えた。私どものデータでは、道の駅での売上高が対前年

比１５％の増を記録している。まさに、大河ドラマ効果だと感謝している。 

 

○   １２月５日(土)のＥＴＶ特集「沖縄の心（くくる）共同店物語」は、沖縄本島最

北端、国頭村奥の、この共同店を私自身のぞいたことがある。土着のコンビニとでも

いう沖縄独自の共同体の丹念なルポだった。よそで安い物を見つけて仕入れた住民が

納品に来たり、「掛け売り」がいまだにあったり、ドクターヘリ出動の折はバックア

ップしたりという裏舞台も映し出され、おもしろかった。一方で、沖縄戦の末期、本

島中南部の県民が「やんばる行き」としてこのあたりまで集団疎開したことにも、触

れてほしかった。テレビに映った碑には「平和・協同」という説明がある。軍民分か

たぬ「総力戦」を日本国内で唯一強いられた沖縄戦の知られざる一面がさらに分かる

はずだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集「沖縄の心（くくる）共同店物語」は、これまで長年に

わたり撮りためてきた映像をまとめたものだ。ご指摘のように、地域

の歴史的な部分をもっと描くことで、さらに厚みのある内容になった

と思う。人々のくらしは、地域の人たちの協力と手作りの中で成立し

ているという特色は、よく描かれていたと思う。 

 

○   １２月１１日(金)の課外授業 ようこそ先輩～センセイの頭の中～「モノには休み

時間がある～佐藤オオキ～」は、「コップの休み時間」をテーマに後輩の子どもたち

と一緒にデザインを考えるものだった。子どもたちからたくさんのアイデアが出され

て驚いた。１週間後に佐藤さんが子どもたちの６つのデザインを試作品にして、中学

校を訪ねた場面に感動した。番組最後のサプライズとして紹介された数秒の映像だっ

たが、紙に描いたデザインが立体になった時の子どもたちの達成感は、生涯心に残る

出来事だと思う。デザイナーにとって、アイデアを形にすることが一番大変な過程で

あるにもかかわらず、１週間で６つを形にしたことにも感銘を受けた。プロとして第

一線で活躍している人たちの頭の中をもっと見てみたい。これからもずっと続けてほ

しい番組だ。 

 

（ＮＨＫ側） 
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「課外授業 ようこそ先輩」に先生として出演する人は、かなりの

準備をし、非常に真剣に授業に臨んでいるそうだ。佐藤さんも子ども

たちのデザインを形にしてあげたいという強い思いから、仕事以上に

真剣に取り組んでくれたのだと思う。 

 

○   「デザインあ ５分版」と「ピタゴラスイッチミニ」を１週間分撮りためて見た。

どちらも５分という短い時間にたくさんの要素が詰まっていて、初めて目にした時、

新鮮な驚きを覚えた。「ドミノ倒し」は、自由自在に変化するスピード感をうまくと

らえていて、映像がきれいだった。番組中の楽曲も非常に工夫されており、画像と音

がぴったり合っていて、質の高さを感じた。ただ、「アルゴリズム体操」は、おもし

ろさを感じなかった 

 

（ＮＨＫ側） 

「デザインあ」「ピタゴラスイッチ」とも、長く続けている番組で、

相当な手間をかけて制作している。大学の研究室や第一線で活躍する

デザイナーたちの協力を得ながら制作しており、大変質の高い映像を

お届けできていると思う。 

 

○   １２月１２日(土)のＢＳ１スペシャル「アトミック・ガールズ～米秘密都市 英雄

と呼ばれた女たち～」は、着眼点はすばらしいが、描き方は従来の原爆報道の領域か

ら出ていなかったように思う。原爆に使うウランの生産に携わった女性と孫の話とし

て描かれていたが、ウラン生産に従事した女性たちに焦点を当てるのであれば、マン

ハッタン計画そのものや、この町がシークレット・シティーであったこと、彼女自身

が被爆の実相を知っているのかどうかという部分も伝えてほしかった。最近の核平和

関連番組においては、被爆者と孫の組み合わせが多い。被爆者の次の世代は省かれて

いることが多い。ひとつのパターン化されているようで、残念に思う。番組制作にあ

たり、英語化してアメリカで放送しようという思いはあったのか、また、自分の母親

がウラン生産に従事した人を取り上げた「アトミック・マム」という映画の存在を知

っていたのかどうかについてお聞きしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「アトミック・ガールズ」は、９月２５日(金)に「プライムＳ」で
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中国地方向けに放送した後、再編集して「ＢＳ１スペシャル」として

全国放送した。インターネット上に公開されていた写真から彼女たち

の存在を知り、彼女たちはどういう思いでウラン生産に関わり、知ら

なかったとはいえ原爆製造に加担し、今どう思い、どう後世に伝えよ

うとしているのかということを知りたいと思い取材を始めた。取材を

進めていくと、ほとんどの人が亡くなっていたり、取材できる状況に

なかったりしたが、数人の女性に巡り合うことができた。その中のお

１人が今回の主人公であるルースさんだった。制作にあたり、１０代、

２０代の世代に見てもらいたいという思いから、孫娘の目を通して描

くことにした。「アトミック・マム」については、おそらく担当ディ

レクターは知っていたと思う。もう少し海外取材に時間をかけて、も

っと深く取材できればよかったという思いもある。ただ、私たちの知

らない歴史の事実はまだたくさん埋もれていると思うので、これから

も掘り起こし、特に若い世代に伝えていきたいと思っているので、引

き続きご覧いただきたい。 

 

○   １２月４日(金)の勝手にブランド発見伝「島根県江津市」をおもしろく見た。２人

の調査員が初めて訪ねる江津市でおもしろいものを見つけて、ブランド化しようとい

う取り組みは、出たとこ勝負のような緊張感と臨場感があった。登場した松江放送局

の堀江清市アナウンサーは、個性的でとても楽しかった。最終的に紹介された成果物

は、両方ともあまり魅力を感じなかったが、成果物を作ることが番組本来の目的では

なく、地方のさまざまな魅力を発掘することが目的だと思うので、番組のねらいは十

分に満たされていたと思う。ぜひ、これからもブラッシュアップして、中国地方各地

の埋もれた魅力を発見してほしい。 

 

○    「勝手にブランド発見伝」は、ぶっつけ本番の生放送ならではの臨場感にはらはら

どきどきしながら見た。島根県江津市には、過疎化に悩む地域を何とか活性化したい

と頑張っている知人がいるので、応援する気持ちもあり、必死になって見た。これか

らも人口減少に悩む町を応援し続けてほしい。松江放送局の堀江アナウンサーはふだ

んのニュースを読んでいる時とは別人のようなキャラクターで驚いたが、とても楽し

く見ることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 
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「勝手にブランド発見伝」は、ブランド力の不足に悩む中国地方の

地域を勝手に全力で応援する新番組で、今回が２回目の放送だった。

特にスタジオと中継部分に課題があると思うので、より楽しんでいた

だける番組を目指して、頑張っていきたい。 

 

○   １２月１１日(金)のプライムＳ「園山俊二と『国境の二人』」は、よい意味でイン

パクトのある、素晴らしい番組だった。園山さんが同郷の松江市出身であることは知

っていたが、これまでは敬遠していた作家だった。この番組を見て、園山さんが本当

に画期的な世界を開拓した漫画家であることを知り、衝撃を受けた。焦点を当てた「国

境の二人」という作品がすばらしいと同時に、一コマ一コマの作品をうまく映像作品

として表現した番組に対しても感動した。園山さんの平和への思いが強く伝わってき

た。１２月４日（金）には、番組宣伝として「もうすぐ放送！園山俊二と『国境の二

人』」(総合 後 7:30～7:50 島根県域)が放送された。番組のメイキングを紹介する内

容で、さまざまな映像が作られていく過程や出演者の素顔など、番組の舞台裏を知る

ことで、ますます番組への興味が湧いてきた。とても効果的な編成だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

プライムＳ「園山俊二と『国境の二人』」は、園山さんの作品を通

して平和の思いを描いた番組で、松江放送局が非常に力を入れて制作

した。園山さんの作品をパントマイムで演じるという、斬新な演出を

取り入れたほか、メイキング映像を交えた事前ＰＲ番組も制作し、放

送前週の同時間帯のほか、深夜０時台や午後０時台に編成した。あわ

せて、松江放送会館では「園山俊二展」を開催した。丁寧に作った番

組なので、評価していただき大変うれしい。 

 

○   プライムＳ「園山俊二と『国境の二人』」に感銘を受けた。園山さんが「ギャート

ルズ」を描いていた頃は、私は小中高生だったが、他のＳＦ漫画とはまったく異なる

画風で、絵柄が古めかしく感じて、興味を感じなかった。今回この番組を見て、あの

シンプルでほんわかした線の中にとても考えられた思想があり、それを真綿にくるん

で表現しているということがよく分かった。イラストレーターとして私が目指してい

る作風そのものだということに気づかせてくれた。まさに一期一会の出会いをくれた

番組だった。これまで、広く知られていなかった「国境の二人」という作品の存在を

知ることができてよかった。よい番組を見せてもらったと思う。 



 

10 

 

○   プライムＳ「園山俊二と『国境の二人』」は、すばらしい番組だ った。戦争体験

や平和の思想をアート表現を通して伝える挑戦だったと思う。 

 

○   プライムＳ「園山俊二と『国境の二人』」を楽しみに見た。１コマ漫画をパントマ

イムで表現する試みがとてもおもしろかった。出演者のキャラクターもうまく作用し

ていてよかったが、構成が物足りなかった。漫画に描かれていることをそのまま再現

しているだけでやや期待はずれだった。原画そのものから、メッセージは十分に伝わ

ってくるので、敢えてパントマイムにする必要はなかったと思う。もっと興味深く表

現できる話題だったように思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

プライムＳ「園山俊二と『国境の二人』」でのパントマイムについ

ては、ト書きも台詞もない漫画の世界をその作品性を大切にしつつ、

そのメッセージをより分かりやすく伝えたいとの思いで取り入れた演

出手法だ。見る人によってさまざまな受け止め方があると思うが、漫

画の世界観を伝えようと挑戦したものなので、ご理解をいただきたい。 

 

○   プライムＳ「園山俊二と『国境の二人』」は、漫画の１コマ１コマをパントマイム

で表現してくれたことで、見る人ひとりひとりに考える余韻をくれたと思う。すばら

しい番組だったので、もっと多くの人に見てもらいたい。園山さんが描いた「国境の

二人」は現代の人間関係にも当てはまる。たとえば、「同じだと思えば同じ。違うと

思えば違うように見える」といった言葉のひとつひとつも現代の人間関係を教えてく

れているように思える。１１月３０日の鳥取県境港市出身の漫画家・水木しげるさん

の訃報からほどなくしての放送だったので、鳥取県と島根県の県境を挟んで、２人の

漫画家が活躍したことを知り、不思議な縁があるように感じた。追悼アーカイブス編

成で触れた水木さんの世界観、プライムＳ「園山俊二と『国境の二人』」で描かれた

園山さんの平和への思い、フェイス「岡本喜八 現代へのメッセージ」(１０月２３

日放送)での岡本監督の反戦への思いなど、戦後７０年の年に、現代を生きる私たち

をやさしく穏やかな気持ちにしてくれる人たちの存在を改めて教えてくれたように

思う。 

 

○   水木しげるさんの追悼番組として１２月５日(土)・１２日(土)・１３日(日)に放送

された連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」総集編を見た。主演の松下奈緒さんが村井布



 

11 

 

美枝さん役にぴったりだと改めて感心した。米子地方の方言や米子駅から汽車で出発

する場面など、とても懐かしく感動を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

水木さんの訃報を受けて、鳥取・松江放送局では、追悼番組として、

１２月２１日(月)に「山陰の漫画家・水木しげるさんをしのぶ」(総合 

後 7：30～7:54 鳥取・島根県向け)を放送した。さらに、鳥取放送局

では、全国放送に加えて、１２月１３日(日)～１２月２６日(土)に、

鳥取県内向け、または鳥取・島根県内向けに追悼アーカイブス特集を

編成した。１２月１３日(日)は「しげると布枝～漫画家夫婦の旅路～」

(総合 後 5：13～5:56 鳥取・島根県向け)、１２月１９日(土)は「ふる

さと旅列車～鳥取県・境港市～」(総合 後 4：25～4:45 鳥取・島根県

向け) 、「山陰ビッグ対談 ふるさとには神々がいた」(総合 後 4：45

～5:30 鳥取・島根県向け)、１２月２０日(日)はホリデーインタビュ

ー「世界の妖怪に招かれて」(総合 後 3：50～4:13 鳥取県向け)、ち

ゅうごく路朗読さんぽ「水木サンの幸福論」(総合 後 4：13～4:20 鳥

取県向け)、１２月２６日(土)は鳥取文芸館・選「ほんまにオレはアホ

やろか」(Ｒ１ 前 9：05～9:55 鳥取県向け)という内容で、これまで

のたくさんの出演番組の中から選んだ。 

 

○   水木しげるさんのアーカイブ番組が鳥取県、あるいは鳥取・島根両県だけで放送さ

れるのは残念だ。水木さんの歩みは、すべての日本人が知るべき歩みだと思うので、

ぜひ、全国放送していただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

水木しげるさんの追悼番組については、全国放送においても１２月

５日(土)・１２日(土)・１３日(日)に連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」

総集編第１回～３回(総合 後 4：40～5：48 ほか)、１２月１２日(土)

にＥＴＶ８「妖怪たちはどこへ行った～水木しげるのねぼけ人生～」

(Ｅテレ 前 1：00～1：45)、１２月６日(日)「マンガノゲンバ水木しげ

るスペシャル」<前・後編>(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 1：30～2：48)の番組を総合、

Ｅテレ、ＢＳプレミアムで編成した。本部と地域局が連携をして、あ

らゆる放送波を使い、水木さんの生き方や考え方を追った番組を編成
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した。 

 

○   １２月１１日(金)のフェイス「目覚めよカラダ！ ストレッチ新常識」は、鳥取県

出身のストレッチマンが登場して、とても懐かしかった。ストレッチ体操について、

若者層にも見てもらえるように工夫されていてよかった。 

 

○   １２月４日(金)の「しまねっとＮＥＷＳ ６１０」で大手ディスカウントストアが

山陰初出店の店舗を出雲市にオープンするニュースが伝えられた。ニュース性が高い

ので、店舗の名称を出して伝えることは理解できるが、６分程度のニュースのうち、

前半の３分くらいは、例えば６万規模の品揃えや安価な商品、深夜までの営業時間な

ど、店の宣伝とも受け取られかねない内容が報じられた。それに対抗する既存店舗の

対応として取り上げられたのは、いずれも大型ショッピングモールと隣接する家電量

販店の連携といった事例で、地元の小売店舗については、一切報じられず、非常に違

和感があった。「大型店舗が出雲市に集結することで地域が活性化する」という専門

家のコメントがあったが、確かに人口が集まり雇用創出の効果はあるものの、県外資

本の大型店舗からの税収は地域には還元されない。一方で、地元の商店はますます衰

退するという現状もあると思う。ＮＨＫの公共性を考えると、地域にとっての効果に

ついてもう少しバランスのある報道を望む。 

 

（ＮＨＫ側） 

島根県では、「スターバックス」のオープンや松江駅中店舗のリニ

ューアル、「セブンイレブン」の出店といった話題が相次ぎ、地元に

とってのニュース性と企業宣伝との間でジレンマを感じる局面がある。

ご指摘のように大型店の出店による地元小規模店への影響は重要な視

点だ。この機会をとらえて、こうしたニュースの伝え方を考えていき

たい。 

 

○   最初は何となく見始めた「√るーとｈｉｇｈ↑2」だが、時には爆笑する場面があ

ったり、ナレーションにひかれたりと、最近は、次はどこへ行くのだろうという期待

をして見ている。１２月４日(金)の「湯梨浜町」の回は、町の名産である東郷湖の“し

じみ”をテーブルに並べて遊んでみたり、道中で出会った子どもたちと話したり、旅

人役のマンボウやしろさんと松田洋昌さんがとても自然体で好感が持てた。テレビを

通じて、２人の人間らしさが伝わってくるようだ。一見つまらなそうに見えるし、お
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年寄りには言葉が早くて聞こえにくい面もあるが、軽快な音楽が始まると自然にテレ

ビを見てしまうような番組だ。週末の金曜日の夜という放送時間帯もよく、週末の夜、

ほっと肩の荷を降ろすような気分になる。これからも長く続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「√るーとｈｉｇｈ↑」は、今年で６年目を迎えている。出演者と

制作者の間に緊張感がなくなってしまわないよう心がけて制作してい

きたい。旅人のキャラクターを現場の瞬発力でどう活かしていくかが、

ディレクターの力量だと思う。人材育成の場としても活用していきた

いと思っている。 

 

○   「クローズアップ現代」の問題に関連して発言したい。私自身も仕事に関連して、

何度もテレビ局の取材を受けた経験がある。取材を受けるたびに感じるのだが、事前

に番組主旨などの説明を十分に受けていても、取材者の“撮りたい映像”と取材を受

ける側の“撮ってほしい映像”は相違がある。取材者側の伝えたい思いや内容を優先

するあまり、結果的に見る人に異なる印象を与えてしまった場合もある。これは「ク

ローズアップ現代」の問題にも通じると思う。報道においては、取材する側と取材さ

れる側が十分にコミュニケーションをとることが必要だ。取材する側の思いを先行さ

せることなく、十分にコミュニケーションをとることを心がければ、再発防止にもつ

ながっていくと思う。  

 

（ＮＨＫ側） 

報道においては、ご発言のように撮る側と撮られる側にかい離が出

てしまうことがあり、お互いにコミュニケーションをとることによっ

てそごを無くすことが重要だ。「クローズアップ現代」の問題につい

ては、それを逸脱した部分があったことを認めざるを得ないと思う。

今月１１日に、ＢＰＯ＝放送倫理・番組向上機構の放送人権委員会か

ら勧告が出され、人権侵害にはあたらないとされたことは、ＮＨＫの

主張が認められたものと考えている。一方、裏付け取材を行わず、虚

偽を含むナレーションを伝えるなど、放送倫理上重大な問題があった

という勧告を、真摯（しんし）に受け止めている。１１月６日に出さ

れたＢＰＯの放送倫理検証委員会の意見も踏まえ、取材した事実に基

づき、正確に放送するという原点を再確認し、現在進めている再発防
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止策を着実に実行して、視聴者から信頼される番組づくりにあたって

いきたいと思っている。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１１月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１９日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ意見について報告があった。続い

て、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、１２月の番組編成について説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 安井  弥 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長） 

副委員長 上大岡トメ （イラストレーター） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

     坂本トヨ子 （株式会社サカモト 代表取締役） 

     佐田尾信作 （中国新聞社論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   １０月２３日(金)のドキュメント７２時間「旅漁師 イカ釣り人生」は、いつもの

定点観測に加えて、山口県特牛というイカ漁の基地を舞台にして、全国から集まる漁

師たちの生活の断片を切り取っていた。イカ漁の様子がよく分かるように描かれてい

てよかった。その反面、漁師たち一人ひとりの人生があまり描かれていなかったので、

もの足りなかった。ナレーションで「一獲千金を狙う漁師たち」という表現があった

が、イカは本マグロのように高額な魚ではないので表現に違和感を覚えた。登場した

漁師さんの多くが擦り切れたジャージを着て、よれよれのＴシャツ姿なのが業界の人
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間として残念だった。日本の漁師たちも、海外の映像に登場する格好いい漁師たちの

ようにもう少し服装に気を配ってほしいと感じた。 

 

○   若い漁師さんが少ないことにも、服装が影響しているのかもしれない。若者たちは

服装に敏感なので、映像で格好いい漁師さんたちが紹介されれば、若い漁師さんが増

えるかもしれない。放送をきっかけにして、よい循環につながればよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ドキュメント７２時間「旅漁師 イカ釣り人生」は、東京のディレ

クターと山口放送局のディレクターが２クルーで制作した。今年は、

イカが集まる場所や時期が例年と異なり、集まった漁船の数も少なか

ったので、撮影には苦労したと聞いている。もう少し、深く人間模様

に迫ることができればよかったと思う。「一獲千金」という表現は、

イカを追って全国を旅してかなりのお金を稼ぐ部分をより強く表そう

としたものだと思う。もう少し深い人間模様をというご意見や漁師さ

んの服装についての印象などは制作現場に伝え、今後の番組制作に生

かしたい。 

 

○   １０月２８日(水)の歴史秘話ヒストリア「スゴいぞ！国宝 松江城」は、限られた

時間の中で、松江城の特徴をわかりやすく紹介してくれた。人柱による怨霊のエピソ

ードは興味深く、実際に松江城に行ってみたくなった。実戦向きに建造された城の特

徴と松江城の幽霊という２つのエピソードに加えて、和菓子や出雲ナンキン、割り子

そばという松江を代表する文化を挿入した構成も番組のアクセントになっていてよ

かった。ただ、松江城の建築の際、長い柱の入手が困難だったので短い柱を交互に組

み合わせる構造の発祥になったことが紹介されたが、なぜ、松江城がその発祥となっ

たのか、その技術は誰がどのようにもたらしたのかという部分に、もう一歩踏み込ん

だ紹介がほしかった。松江城の魅力に対する理解がより深まったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

今年７月に松江城が正式に国宝に指定されたことを受けて、松江放

送局では地元の放送局としてどう情報発信し、地域の活性化につなぐ

ことができるかと検討するなかで、そのひとつとして、歴史秘話ヒス

トリア「スゴいぞ！国宝 松江城」を制作、放送した。当初は、小泉
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八雲や松平不昧公の話題なども取り入れようとしたが、松江城そのも

のに焦点を当てて、構造や歴史などの特徴を伝えることにした。放送

後、全国から届いたモニターに「地方の名もなき城が脚光を浴びるよ

いきっかけになった」という意見があった。全国のみなさんに松江城

の魅力を発信できたと思う。一方で、地元局として、地域の宝である

松江城の魅力をこれからも発信し続けていく必要と責任を感じている。 

 

○   歴史秘話ヒストリア「スゴいぞ！国宝 松江城」は、いろいろなアイデアが詰まっ

た松江城の魅力を丁寧に解き明かしてくれた。日本の財産として大事にしていこうと

いう思いを新たにした。 

 

○   歴史秘話ヒストリア「スゴいぞ！国宝 松江城」を海外の滞在先で見た。海外にも

発信されていたことで、地元の人間として、より誇りを持って見た。いろいろな視点

から見た松江城の魅力がふんだんに盛り込まれていて、とても楽しめた。松江城を知

らない海外や他地域の人にとっても、地元の人にとっても印象に残る内容だったと思

う。 

 

○    １１月４日(水)の歴史秘話ヒストリア「名作選 出雲 縁結びの旅へ！～いにしえ

の神話の里物語～」を見た。２週続けて松江・出雲地域の話題が全国発信されたこと

で、地元の人にとって、地域のよさを再確認する機会になったと思う。改めて郷土を

見直すことができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

歴史秘話ヒストリア「名作選 出雲 縁結びの旅へ！」は、平成２５

年に行われた出雲大社の遷宮にあわせて松江放送局が制作した。２つ

の番組の相乗効果をねらって、島根県の話題を２週続けて編成した。 

 

○   １１月２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀 放送１０周年スペシャル「あ

と一歩だけ、前に進もう～シンガーソングライター スガシカオ」は、番組の主題歌

「Ｐｒｏｇｒｅｓｓ」に続く新たな曲作りに挑んだスガシカオの歌が生まれる創作現

場に密着したものだった。初めて「Ｐｒｏｇｒｅｓｓ」の歌詞をしっかりと聴き、そ

のすばらしさに衝撃を受けた。その力量に改めて感心した。 
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○   １１月７日(土)目撃！日本列島「ジャムの香りに導かれ」は、周防大島にＩターン

し、人気ジャム店を経営するひとりの若者に焦点を当てていた。個人的な交流に加え

て、何度もメディアに登場している人物なので、また同じ内容かと期待しないで見た

のだが、１軒のジャム屋がブレイクしたことで、周囲の人々が次第に足元の“宝”を

探すようになっていくプロセスを描く構成で、おもしろかった。外部から人が入るこ

とで、徐々に地域が今までとは違う方向に動いていく様子が自然に描かれていた。こ

うした例は、中国地方各地にあると思うので、そうした人を掘り起こして、紹介して

ほしいと思った。関連した話題に、総務省が行っている地域起こし協力隊事業がある。

失敗した例もあるが非常に頑張っている協力隊もいる。地域起こし協力隊は、地方創

生の象徴的な事業のひとつだと思うので、番組でも取り上げてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

目撃！日本列島「ジャムの香りに導かれ」は、ご指摘のとおり私も

最初に番組提案票を読んだ時、新しい話をどこまで描けるのかという

不安を感じた。ジャム屋さんが成功したことで、周囲の人たちが刺激

されて、パン屋さんや和菓子屋さんたちがそれぞれ変化していく様子

をうまくドキュメントできたと思う。Ｉターンは、各地にあると思う

が、外部の人が来ることで、周りの人たちが化学反応していくことが

大切だということを、私自身も改めて学んだように思う。 

 

○   目撃！日本列島「ジャムの香りに導かれ」は、ＮＨＫの「里山資本主義」をはじめ、

放送や新聞などに何度も登場している山口県周防大島の瀬戸内ジャムズガーデンの

松嶋匡史さんと、彼にインスパイアされた島の若者たちのストーリーで、楽しく見る

ことができた。ただ、なぜこの島にそんなに多様なジャムの素材があるのか、番組中

に出てくる「かいもち」はどんな由来の食べ物か、いいところを突いているだけにも

う少し深掘りしてほしいと思った。それと番組では全く触れられなかったが、ジャム

ズガーデンのバックボーンはお寺だ。松嶋さんの奥さんは副住職で、檀家さんたちが

畑でさまざまなものを作り、それを原料にしてジャムを作っている。ジャム屋は檀家

の協力と理解なしには成り立たない。逆にいえば過疎地では厳しい現状にあるお寺の

活性化の一つの形ともいえる。再構成するときには、そんな切り口もお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回の番組では、ジャム屋さんが主人公ではなく、島にＩターンし
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て来たジャム屋さんに触発された地元のパン屋さんの変貌を中心に構

成した。ディレクターやプロデューサーは、ジャム屋さんの成功の経

緯は分かっていたと思うが、今回はそれほど詳しく描かなかった。し

かし、少量多品種のジャム作りの背景にあるお寺と檀家さんの関係や

郷土食の歴史など、確かに興味深く、深堀りすることのできるテーマ

だと思う。この話題は、中国地方での他のＩターン事例をさらに取材

したり、周防大島の土地の歴史をもっと深堀りしたり、今後も展開で

きる手ごたえを感じている。 

 

○   １１月１０日(火)のクローズアップ現代「どう変わる？ハケンの働き方」は、改正

労働者派遣法が施行されたことを受けて、派遣労働者の雇用を安定させれば、派遣労

働者の働き方はどう変わるのかを考えるものだった。国谷キャスターの「なぜ国は正

社員になりたい人は前より可能性が高まったといえるのか」という質問に対して、ゲ

ストの大学教授は「国は、教育訓練の義務化が図られ、スキルアップすれば正社員に

なる可能性が十分にあると考えている」という返答だった。実効性の低い、派遣社員

にとってメリットのない改正だと感じた。国谷キャスターとゲストの大学教授のやり

とりが終始かみ合わず、聞きたい答えを得られないまま終了してしまった印象だった。

すでに、改正労働者派遣法は施行されているので、政府が説明しているとおりに運営

されているか、実効を伴っているかどうかを、継続して取材してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

クローズアップ現代「どう変わる？ハケンの働き方」は、日本人の

働き方や企業の社員への対応など、今日本社会において分岐点に来て

いる難しいテーマを扱っていたと思う。テーマの難しさに加えて、限

られた時間の中に多くの項目を納めようとした制作者側の思いが、キ

ャスターとゲストの意見がうまく回っていない印象を与えてしまった

のかもしれない。まさに、今いろいろな形で議論が進んでいるテーマ

なので、今後も継続して取材していきたいと思う。 

 

○   １１月８日(日)のＮＨＫアーカイブス「海を渡った移民たち～日本ブラジル外交関

係樹立１２０年～」は、１９８８年に放送されたＮＨＫ特集「移住 ２０年目の乗船

名簿」を素材に、日本とブラジルの長年にわたる交流の中で、大きな位置をしめてい

る「移民」について、改めて問いかけるものだった。夢を抱いて海を渡った移民たち
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の苦悩の歴史が胸に迫ってきた。日系３世であり、現在は日本で歌手として活躍して

いるマルシアさんが「オリンピックの開催によって、ブラジルと日本が結ばれる道筋

ができた」と最後に発言してくれたので、ほのぼのとした気持ちになった。 

 

○   １１月１５日(日)のＮＨＫアーカイブス「世界を制した科学者魂～ノーベル賞の舞

台裏と飽くなき探求心～」は、梶田隆章さんがノーベル物理学賞を受賞したことを受

けて、恩師である小柴昌俊さんと故戸塚洋二さんが語る成功の舞台裏と自らの死にも

研究者として向き合った戸塚さんの最期を描き、日本の科学者魂に迫るものだった。

非常に奥の深い番組で感動した。番組を制作したＮＨＫに対しても尊敬の念を表した

い。 

 

○   毎週木曜午後０時台の「サラメシ」を毎週楽しく見ている。再放送だが昼食時にふ

さわしい内容で、食欲も湧いてくる。他人のお弁当をのぞき見するような楽しさもあ

り、新しいお弁当づくりのアイデアに出合うこともある。昼時間にはこうした番組を

多く編成してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「サラメシ」は、毎週月曜夜１０時５５分から放送している。時間

帯を変えて編成することで、違う視聴者層の人たちに見ていただくこ

とを期待している。 

 

○   連続テレビ小説「あさが来た」を毎日楽しく見ている。実在の女性をモデルにして

おり、女性が会社を築き上げる物語なので、一人でも多くの働く女性に見てほしいと

思う。働く女性が見やすい夜の時間帯にも再放送をしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「あさが来た」は、ＢＳプレミアムで毎日午後１１

時から再放送しているほか、毎週土曜日の午前９時３０分から１週間

の放送をまとめて再放送しているので、生活スタイルに合う時間帯で

ぜひご覧いただきたい。 

 

○   平日午後１１時３０分からの「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」は、私の生活リズムの中で一番

落ち着いて見ることができる時間帯のため、ほとんど毎日見ている。キャスターの鎌
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倉千秋さんが感情豊かなので、コメントが加えられることで、ニュースがとても見や

すくなる。なかでも「つぶやきビッグデータ」のコーナーを気に入っていて、おもし

ろそうな話題は後で検索している。世の中の今を目で見ることができる。ツイッター

で感想がどんどん送られてくるのもおもしろい。 

 

○   １１月１４日(土)の「日本賞の８日間～世界の教育コンテンツ２０１５～」(E ﾃﾚ 後

4：00～4：59)を見た。全体を通じて、双方向の番組が多いように感じた。審査だけ

ではなく、各国からの参加者が日本の小学校を見学したり、イベントに参加したりし

ている様子がとても興味深かった。受賞番組では、日本の「デザインあ」は、デザイ

ンを自発的に考える思考を育てるよい番組だと思った。台湾の「市長室に乗り込め」

は、一緒に見ていた子どももやってみたいと思ったようで、一番印象に残った。スウ

ェーデンの「民主主義って何だ？」やオランダの「キミの心の“ブラック・ピーター”」

など日本ではあまり見られない政治思想や差別意識をテーマにした作品で、新鮮に感

じた。制作費を考慮して企画だけを持ち込める「企画部門」を設けている点など日本

賞そのものの取り組みに共感した。一つ一つの受賞作をもっと見たかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご発言のように、双方向や３Ｄ化など、番組を見ている子どもたち

が参加できるような技術の進歩は、教育番組の分野が最も進んでいる

と思う。今年の日本賞でもその傾向が現れていたと思う。海外のテレ

ビ局では、民主主義や人権問題などにも子どもの頃から取り組もうと

いう姿勢が見られる。文化の違いはあるが、私たち自身も取り組んで

いくべき課題だと思う。 

 

○   １０月２２日(木)の中井精也のてつたび「島根 一畑電車 北松江線・大社線」は、

中井さんが地元の人と楽しそうに交流しながら写真を撮影しているのが映像からよ

く伝わってきて、好感を持った。実際に電車に乗ってみたくなるような内容だった。

番組の中に挿入されている鉄道写真講座も素人にもわかりやすく、勉強になった。中

井さんが宍道湖をテーマに撮った写真は、構図もさまざまで、プロならではの視点が

あり、感心した。一畑電鉄の車両の体験運転をする場面も知識としては知っていたが、

初めて映像で見たので、とても興味深かった。古い車両を教室に使っていることも初

めて知り、鉄道を使った地域振興に関する新しい発見があった。番組は、視聴者から

の公募写真があり、その写真をもとに中井さんがテーマを決めて撮影する設定だった。
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中井さんは、かなり自由に行動していたので、テーマ設定からロケ地の選定などにど

れくらい関わっているのだろうかという興味がわいた。 

 

（ＮＨＫ側） 

中井精也のてつたび「島根 一畑電車 北松江線・大社線」は、本

部制作の番組だ。地元では当たり前の風景だが、旅人の目線でとらえ

た写真や映像は新鮮で、新しい魅力を教えてくれたように思う。 

 

○   １１月１５日(日)の美の壺・選「江戸の蕎麦（そば）」は、草刈正雄さんのゆった

りとした進行もよく、とても楽しく見ることができた。この番組はいつもＢＧＭがす

ばらしい。今回も凝った選曲がされていてとてもよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「美の壺」は、和風のテーマを扱いながら、音楽はモダンジャスを

使うなど、スタイリッシュなスタイルの番組を目指しているので、制

作者にとってうれしいご意見をいただいた思いだ。 

 

○   １０月２３日(金)の「鳥取発ラジオ深夜便」は、地域活性化をテーマに座談会形式

で語り合うものだった。内容のバランスがよく、ゲストの人選がすばらしかった。鳥

取大学大学院教授やＩターンで鳥取に来た人など、専門的な分野と全体をふかんする

目線があり、さまざまな目線で語られる言葉が心に届いた。地方創生が論じられる時

代なので、放送で語られた実際に地方で成功した事例や地方への提案は、全国のみな

さんに役立つ内容だと思う。最後の故郷に対するメッセージやお便りのコーナーもほ

のぼのとした内容で、鳥取に暮らすことの喜びを感じさせてくれた。さらに、逸ノ城

や照ノ富士を育てた鳥取情報高校の校長先生の講演も興味深かった。とても盛りだく

さんで、よい内容だったので、ぜひ、深夜帯ではなく、より多くの人に聞いてもらえ

る日中帯に放送してほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「鳥取発ラジオ深夜便」の制作にあたっては、鳥取から全国に向け

て発信するのにふさわしい、鳥取らしいテーマを検討し、地域の活性

化をテーマにすることにした。地元の人だけではなく、Ｉターンで来

た人の客観的な目線も地域にとってよい刺激になると考えて人選した。
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私自身も鳥取県出身ではないが、放送を聴いて、今後も客観的なスタ

ンスを意識しつつ、地域にうまく情報を投げかけていくことの意味を

再認識した。 

 

○   前回の審議会で、９月１８日(金)の現場に立つ「巨大窯に“神の炎”を」について

言及したが、同じ素材を扱った１０月１６日(金)のフェイス「巨大窯に挑む～備前焼

作家・森陶岳～」を見た。どちらも森さんが前人未到の試みに挑戦する作陶の日々を

短い時間にうまく凝縮していた。同じ素材を扱いながら、「現場に立つ」は、叙情的

な作りだったのに対して、「フェイス」は、客観的な作りになっていたのが興味深か

った。一方で、岡山の民放局でも今回の森さんの挑戦を番組にしていたが、過去２度

の登り窯での挑戦や水車を使った土づくり、今回の成果に対する陶芸評論家のインタ

ビューを入れるなど、より詳しく深みのある番組になっていた。１時間の番組なので、

多くの要素を入れることができたのだと思う。森さんの長年の取り組みは、１時間の

番組にできる素材が十分にあると思うので、もっと長い時間を使って描いて、全国に

向けて発信してほしい。 

 

○   ２つの番組は、構成はほとんど変わらないのに、受けた印象は違っていたと思う。

「現場に立つ」は、森さんの気持ちに寄り添うように内面に入って見ているのに対し

て、「フェイス」は、８５ｍの巨大窯の中で炎がどのように燃え、どういう作品が生

まれるのかを情報的に伝えようとした結果だと思う。俳優とアナウンサーという案内

役の違いも印象の違いにつながったと思う。 

 

○   フェイス「巨大窯に挑む」は、非常におもしろかった。特に窯出しの時、蓋をあけ

るといきなり大量の灰が溶けて一面に白いごまがかかった作品が出てきた場面に衝

撃を受けた。すさまじい炎の力に驚いた。 

 

○   １０月２３日(金)のフェイス「岡本喜八 現代へのメッセージ」は、反戦映画を撮

り続け、戦争の理不尽さを訴えてきた映画監督・岡本喜八のメッセージが伝わるすば

らしい内容だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「岡本喜八 現代へのメッセージ」は、戦後７０年という

タイミングに加えて、岡本監督の手記が見つかり、ご遺族から放送の
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許可を得ることができたことから、制作に至った。手記に綴られてい

た岡本監督の強い反戦への思いがあったからこそ制作することができ

たのだと思う。放送後、さまざまな世代の人からいろいろなことを考

えさせられたという反響が寄せられている。岡本監督の世代を超えた

メッセージを届けることができたのだと思う。 

 

○   １１月６日(金)の勝手にブランド発見伝「初回 生放送・７３分スペシャル」(総

合 後 7：30～8：43 中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、新番組でもあり、大いに期待して見たが、番組の

ねらいが不確かで、中途半端な印象だった。一般モニター報告を見ても満足度は他番

組に比べて極めて低い。今後どのように継続していくのかを聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「勝手にブランド発見伝」は、若い視聴者層を獲得したいという強

い思いと地域を元気にする番組をお届けしたいという狙いで制作した。

初回は、若い世代に見てもらえるための演出を模索した。これまでも

地域で頑張っている人たちを応援する番組だったり、過疎地を逆転の

発想で魅力に変えたりするケースを取材してきた。それは今後も続け

ていく。「勝手にブランド発見伝」は、よそ者の視点で地域を見るこ

とで、ＮＨＫと地域の人たちが一緒になって、新しい地域の魅力を発

見し育てていくことを目指している。放送後、「おもしろい」という

意見と「わけがわからない」という両極端の意見が寄せられている。

部内でも意見交換を重ねながら、次回の放送に向けて準備をしている。

新しい番組や演出に挑戦する時は、失敗もあるかもしれないが、冒険

もしたいと思っている。だんだんステップアップしていくので、温か

い目でご覧いただきたい。 

 

○   １１月１３日(金)のフェイス「ソーラーパネル急増の陰で～普及と安全をどう両立

するか～」は、風でパネルが飛ばされたり、大雨で土砂や雨水が流出したりという太

陽光発電施設をめぐる全国での事故例が取り上げられた。今年９月に起きた鬼怒川の

自然堤防の決壊を発端に、国の政策と規制緩和の問題や国有地と民有地の管理の問題

などを取材し、全国の現状とその課題を伝えてくれた。しかし、全体的に取材が浅く、

もう少し深堀してほしかった。番組では紹介されなかったが、例えば、畑に足場の丸

い管を使ってパネルを乗せただけで、風が吹けば飛んでしまうような簡易な太陽光発
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電設備の設置が許可されているような事例もある。こうした設備が許可されている現

状にも大いに問題があるので、規制のあり方などについても問題提起してほしい。ス

タジオゲストは、バイオマスを専門とされる人で太陽光についての知識が乏しかった。

もっと適切な人選をした方がよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「ソーラーパネル急増の陰で」は、今年９月に起きた豪雨

災害の応援取材に広島放送局のディレクターが行った時に、自然堤防

を削ってソーラーパネルを設置した場所で堤防が決壊したことを知り、

全国的に起きているのではないかという疑問を持ったことから取材を

進めた。ソーラーパネル急増の背景にある規制緩和の話など、説明部

分が多くなってしまったことが、１つのケースを深堀りできなかった

要因の一つだと思う。ご指摘のように、ソーラーパネルには、風で飛

ばされるなど地盤だけではない問題がある。東日本大震災以降、太陽

光発電が注目され、増えているなかで、どう規制し、安全を確保する

のかが重要なテーマになると思う。今後も引き続き取材していきたい

と考えているので、ご助言いただきたい。 

 

○   １０月２３日(金)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「高校野球１００年 “宇部商の夏”」は、

「ミラクル宇部商」と後々まで伝説となった昭和６０年の夏の甲子園での宇部商業の

熱闘を、名将・大国監督や主砲・藤井選手のインタビューなどを交えて、振り返って

くれた。当時の記録を基に淡々と構成されており、その淡々さが見ている者にいろい

ろなことを考える余裕をくれた。あの時あの試合に関わった人それぞれに物語があっ

たことを、３０年経って知ることができた。番組の作りがフラットだからこそ、自分

自身の思いを重ねて見ることができたと思う。事実はひとつでも、見る人によって捉

え方は異なる。時を経ることで印象も変化していく。記録することの大切さを感じた。

ドキュメンタリー番組には、ナビゲーターを立てて、その人のフィルターやキャラク

ターを生かして描いたものと、抑制のきいたナレーションで淡々と伝えるものがある

と思う。浅野アナウンサーの抑えたナレーションがよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ「高校野球１００年 “宇部商の夏”」は、高

校野球１００年を記念して、「忘れられないベストゲーム」を振り返
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ったＢＳ１の１５分番組がもとになっている。選手たちのその後の人

生についてのインタビューなど、もとの番組では落とさざるを得なか

った素材を再編集し、２５分の番組に作り直した。このため、ドラマ

チックな試合経過とインタビューというシンプルな構成となっている

が、その分、見てくださった方に想像をしていただく幅が生まれたと

思う。県外から来た私自身も「ミラクル宇部商」という言葉をこの番

組で知ったが、当時宇部商の勝利に熱狂する市民たちの姿などアーカ

イブ映像も活かされており、地域放送局として、過去の記録の大切さ

を教えてもらったような思いがした。 

 

○   ふだん気になるのが、ローカルニュースの内容が全国ニュースとほとんど同じとい

うケースがままあることだ。たとえば国連や海外で開かれる核軍縮の会議などがそう

だ。２通り編集する時間がないのかも知れないが、締め切りのある新聞でも本版と地

方版はダブらないよう書き分けている。非常時でもないとき、短い間に同じものを２

度流すのは電波という公共財の無駄遣いであり、もう少し工夫してほしい。あるいは

全国で流れたら、ローカルではアナウンサーが口頭で簡単に繰り返すだけでいいので

はないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

全国ニュースとローカルニュースで同じニュースを伝える際には、

全国ニュースはコメントだけだったがローカルニュースでは記者の中

継リポートを入れるなど、同じニュースでも、なるべく映像やコメン

トが同じにならないように心がけている。ただ、非核関連のニュース

など、広島にとって重要なテーマの場合は、公共放送の使命として、

ローカルニュースでも重ねて伝えることもある。また、全国ニュース

の順番や項目は、放送直前に確定するので、全国ニュースとローカル

ニュースの項目がだぶるケースもあるが、ご意見も参考にしながら、

対応していきたい。 

 

○   海外でテレビ放送を見ると、英語を母国語としない多くの国が自国の特徴や主張を

英語で伝えている。在留邦人向けに日本の情報を日本語で放送するだけではなく、も

っと日本の主張を英語で国際発信していく必要を感じている。他国の国家戦略による

報道で、海外での日本の利益が損なわれてしまうような強い危機感を感じている。 
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（ＮＨＫ側） 

国際放送については、在留邦人向けの日本語での放送と、外国人向

けの英語の放送のいずれにも力を入れて取り組んでいる。独立した編

集権を持って制作しているので、国のプロパガンダ放送を行うことは

ない。事実を事実として伝えており、今後もその報道姿勢が変わるこ

とはない。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 



1 

 

平成２７年１０月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、放送番組モニター

報告と視聴者意向、１１月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 副委員長 安井  弥 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長） 

委  員 上大岡トメ （イラストレーター） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

     佐田尾信作 （中国新聞社論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ９月１９日(土)のブラタモリ「♯１７ 博多」は、単なる「街歩き」ではなく、マ

ニアックなテーマにとても興味をそそられる。今回は、古地図から博多の町の「高低

差」をひもとき、そこから博多誕生の秘密が解き明かされた。タモリさんは、少年時

代から、福岡市の櫛田神社の「高低差」を気にしていたというエピソードを知り、今

のタモリさんの着眼点がずば抜けて広いのは若い時からの積み重ねだと、納得した。

案内人の選考にも毎回感心する。案内人の個性が番組を引きたてていると思う。さら

に、ロケシーンだけではなく、随時挿入されるグラフィックも、見ている人が昔をイ

メージしやすく、より深い印象を与えてくれる。ゆるそうに見えるが、周到な取材と

タモリさんの広い知識、映像の工夫で「次も見よう」と思わせてくれる番組だ。 
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（ＮＨＫ側） 

   「ブラタモリ」は、自分の町に来てほしいという要望が大変多い。

おそらく、住んでいる人でも知らないような部分を発掘することで、

再発見するような驚きと感動があるのだと思う。 

 

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

は、山崎豊子さんが、戦争と平和についてこだわり、日本人の戦後の生き方を問い続

けてきたことが強く伝わってきた。心に残るよい番組だった。番組審議委員になり、

広島放送局が力を入れて制作している戦争や原爆、被爆をテーマにした番組を見る機

会が増えた。平和への思いがひとりでも多くの人に届くよう、中国地方だけはなく、

全国に向けて、今後も戦争や平和について考える番組を発信し続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「作家 山崎豊子」は、大阪放送局制作で、ディ

レクターが交渉に交渉を重ねて、実現した番組だと聞いている。大阪

府堺市にある山崎豊子さんの仕事場は、これまで秘書以外は入ったこ

とがない場所で、ようやく撮影が許され取材することができた。山崎

さんの信念が伝わる内容だったと思う。かなり綿密に取材し、制作さ

れた番組なので、評価いただき感謝している。 

 

○   １０月１１日(日)の小さな旅「アユ香る里で～島根県 高津川～」は、高津川のア

ユと人との関わりを通して、田舎の豊かさをうまく描いていた。素直な番組構成も分

かりやすく、自然に引き込まれた。地元のアユ料理屋が釣り人からアユを買い取る様

子や伝統の漁法を継ぐ夫婦など、アユとともに生きる人々の営みが生き生きと伝わっ

てきた。アユ漁に挑む漁師の表情もとても魅力的だった。これからも番組を通じて田

舎の豊かさを伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

小さな旅「アユ香る里で」は、中国山地から流れ出る清流、高津川

での秋の「落ちアユ」の季節を取材したものだ。非常にオーソドック

スな作りで、それが見やすさにつながったのだと思う。大変多くの人

から反響をいただいた。地域の宝であるアユを大切に守る暮らしの豊

かさが多くの人の心に届いたのだと思う。 
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○   小さな旅「アユ香る里で」は、映像が美しく、アユと共に生きる人々の川の暮らし

に癒されるようだった。のんびりとした楽しい時間を過ごすことができた。 

 

○   小さな旅「アユ香る里で」は、一度訪れたことのある場所だったので、実際に見た

風景や体験を思い出して、なつかしい思いで見た。とても素直なつくりの番組で心地

よく見ることができた。なかでも、アユの追い込み漁の様子が印象的だった。一方で、

アユ料理屋の場面で登場した人たちに違和感があった。音楽も印象に残るよい曲だが、

もう少しアップテンポにするなど、時代に合うようにアレンジをした方がよりよくな

ると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

私自身もそのひとりだが、 テーマ音楽については、長く親しまれ

た曲であり、旋律を聞くだけで番組をイメージされる人も多いと思う。

長く続いている番組なので、賛否さまざまなご意見があると思う。い

ただいた意見は制作部局に伝える。 

 

○   １０月１１日(日)「大越健介 メジャーリーグをゆく」(総合 後 3：50～5：03)は、

フェンウェイ・パークの映像から始まり、ボストン・レッドソックスの５代続くファ

ンの話題や川崎宗則選手の言葉、ボルチモアのオリオーズでの黒人差別問題と闘う話

題など、アメリカにおいてメジャーリーグは心の支えであり、誇りであり、定着した

文化であることが伝わってきた。野球から見たアメリカの知られざる素顔と奥深さに

触れた思いがした。広島におけるカープの存在と重なり、とても興味深く見た。 

 

（ＮＨＫ側） 

「大越健介 メジャーリーグをゆく」は、大越健介キャスターの人

柄がアメリカでのメジャーリーグの位置づけや野球に寄せる思いなど、

すべてを引き出していたように思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

広島東洋カープ球団では、新しいマツダスタジアムを作る時に最も

参考にした球場がフェンウェイ・パークだそうだ。ボストン・レッド

ソックスと地元のファンのつながりのように、カープ球団もそうあっ

てほしいという思いがあったのだと思う。 
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○   １０月１１日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「オスが出産！？珍魚タツ

ノオトシゴ」は、鳥取の海で撮影された映像だと知り、驚いた。オスが子どもを育て

ることも初めて知った。おもしろい生きものなのでとても興味深かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ダーウィンが来た！生きもの新伝説「オスが出産！？珍魚タツノオ

トシゴ」は、鳥取県岩美町の浦富海岸の海で撮影したものだ。制作し

たディレクターが地元のダイバーと交流があったことから、情報を得

て制作した。タツノオトシゴは、よく生態が知られていない生きもの

であり、メスがオスのおなかの袋に産卵し、オスが出産するという珍

しい生態を初めて撮影に成功した。タツノオトシゴそのものの珍しさ

にスクープ映像が加わり、多くの人に興味を持って見ていただけたと

思う。 

 

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

合 後 5:00～5:59)は、魅力的な特産品を生み出しＩターン者が増えている島根県海士

町の取り組みを中心に日本各地のふるさとの希望を紹介してくれた。特に海士町は地

理的にも近く、実際に行った経験もあり、私自身にとって身近な話題として見ること

ができた。海士町の数々の取り組みは、地方創生の参考になるものだと思う。大変有

益な番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ふるさとの希望を旅する」は、インパクトのある番組だったと思

う。広島放送局をはじめ中国地方各放送局では、これまでも「里山」

や「里海」という発想でさまざまな地域の取り組みを取材してきたが、

この番組では全国での多く取り組みが紹介された。地域再生のために

は、地域の人たちが連携して活動することが重要だと私自身改めて感

じた。 

 

○   「ふるさとの希望を旅する」は、かねてより注目をしていた島根県海士町の地域振

興の取り組みを取り上げていたので、非常に興味深く見た。海士町の取り組みをコン

パクトにかつ的確にまとめていたと思う。番組では、海士町をはじめ、３つの地域が

紹介されたが、成功の鍵は、行政担当者や住民が本気になって地域振興に取り組んで
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いることと、仕事を通じて活躍できる場を作り出すことにあると思う。雇用の創出に

ついて、もう一歩踏み込んだ議論を聞きたかった。「自分で仕事を作り出す人に海士

町に来てほしい」という海士町長の発言に納得できた。やはり、雇用の創出には、地

域の作り手を地域内で育てるという、教育とも連動した取り組みが必要なのだと思う。

最初に海士町の取り組みを紹介し、次いで他の２つの地域、最後に海士町の教育の話

題で終わる構成は、とても分かりやすかった。ただ、新たに開設されたＮＨＫ地域づ

くりアーカイブスとの連動番組のためか、左上に常時「ＮＨＫ地域づくりアーカイブ

ス」のロゴとＵＲＬが表示されていたのが気になった。ホームページの開設について

は、番組冒頭で紹介されていたので、あえて表示をし続ける必要はなかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

組タイトル等の画面表示は、番組を途中からご覧になる人などに向

けて、より理解しやすくするために行っている。ご指摘の表示につい

ては、制作部局にも伝え、今後の参考としたい。 

 

○   「ふるさとの希望を旅する」は、自らが活躍する場を求め、場を作ることが大切だ

というメッセージを伝えてくれた。それは、地域再生だけではなく、現代の日本や世

界に共通するメッセージだと思う。都会からＩＴ企業の進出が相次ぐ徳島県神山町の

取り組みが紹介されたが、単に企業を誘致することに留まらず、働く人たちが周囲に

もたらす影響が大きい。地域活性化だけではなく、企業においても通じることだと思

う。「ＮＨＫ地域づくりアーカイブス」にアクセスしてみたが、８つのカテゴリーの

うち、「医療・介護」と「福祉・生活支援」が分かれていたり、「共生経済・観光」

と「コミュ二ティ・商店街」があったり、分類がやや分かりにくいように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫ地域づくりアーカイブス」は、日本各地の優れた地域づく  

りの取り組みを映像等で紹介するホームページだ。そのホームページ

を紹介する意図を含んで制作した。まだ開設したばかりなので改善の

余地は十分あると思うので、ご意見は担当部局に伝えたい。 

 

○   「ふるさとの希望を旅する」は、充実した内容で、地域で暮らす私たちを勇気づけ

てくれる番組だった。私自身も松江市内の商店街の活性化に取り組んでいるのだが、

たいへん勉強になる内容だった。地域再生のためには、やはり地元に暮らす人が本気
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で頑張ることが大切だということを再認識した思いだ。「ＮＨＫ地域づくりアーカイ

ブス」開設のＰＲ番組だという面はあったが、とても参考になる事例が紹介されてい

るので、私自身の活動の資料として活用したい。 

 

○   連続テレビ小説「あさが来た」がおもしろい。私の周囲でも見ている人が多く、と

ても評判がよいので、おそらく視聴率も高いと思う。これからの展開に大いに期待し

ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「あさが来た」は、非常に元気のよい主人公で朝に

ふさわしい内容だと思う。大変好評をいただいており、これまでの全

国での平均視聴率は、２０％を超えており、広島地方では２１．６％

と高い視聴率になっている。 

 

○   連続テレビ小説「あさが来た」がおもしろい。主人公をはじめ出演者全員が明るい

雰囲気で朝にぴったりだと思う。共演の近藤正臣さんと風吹ジュンさんの演技もすば

らしい。明るさと可愛らしさがうまく表現されている。オープニングの映像や、音楽、

ナレーション、子役、かつて「大河ドラマ」で新撰組の土方歳三を演じた山本耕史さ

んの同じ役での登場など、見たくなる要素が散りばめられていると思う。視聴率の高

さにも納得できる思いだ。今後の展開を楽しみにしている。 

 

○   連続テレビ小説「あさが来た」を毎朝楽しく見ている。最初は、主題歌に違和感が

あったが、毎日聞いていると元気がでるよい歌だと感じるようになった。ヒロインた

ちの着物もあでやかで見応えがあるし、翌日も見たくなるような終わり方にも演出の

工夫が感じられる。これからの展開に期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

たくさんの好評意見をいただき、感謝している。今後の番組制作の

励みにしたい。幕末から始まる「連続テレビ小説」は、初めてであり、

制作者としても新たな分野に挑戦する思いだ。引き続き、ご覧いただ

きたい。 

 

○   １０月２日(金)の「時代を楽譜に刻んだ男 山田耕筰」(Ｅテレ 後 10：00～10：59)
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は、これまで詳しく知ることのなかった山田耕筰の人生や人物について知ることがで

き、非常におもしろかった。少年時代を岡山市で過ごしたことも初めて知り、岡山市

民としてうれしく思った。ナビゲーター役の石丸幹二さんも適役だった。俳優として

山田耕筰を演じたり、歌ったりと非常によい構成だった。曲の旋律と日本語の持つ言

葉の響きが調和した曲を、しゃべるように歌う石丸さんの力量に感心した。 

 

○   １０月９日(金)のニッポン戦後サブカルチャー史Ⅱ ♯２「ＳＦは何を夢見てきた

のか？」(Ｅテレ 後 11：00～11：54)は、大阪万博やマンガとの関わりなど、ＳＦが

たどってきた歴史を分かりやすくひもといてくれた。同時に科学が発展してきた歴史

もよく分かった。聞き手の風間俊介さんのコメントもよくて、今後も見続けたいと思

う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ニッポン戦後サブカルチャー史Ⅱ」は、昨年に続く第２シリーズ

の放送だ。サブカルチャー史というＥテレならではのテーマを描いた

内容だった。近代史のなかでサブカルチャーがどのように発展してき

たのかを分かりやすく描いていたと思う。ぜひ、引き続きご覧いただ

きたい。 

 

○   １０月１０日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達(たち)「畠山重篤×宮崎

学」は、気仙沼のカキ養殖家、畠山重篤さんと動物写真家の宮崎学さんという組み合

わせに感心した。東日本大震災後プランクトンが繁殖したことで魚が集まり急速に海

が回復しているという畠山さんの実感と日本全国の山を歩きすぐに環境に適応して

生きていく野生動物たちと共存するには、人間が感性を研ぎ澄ませて動物の気配を聴

き取ることが大切だという宮崎さんの言葉など、非常によく収録されていた。常識や

想像をはるかに上回る自然と、人間の関係について、深く考えさせられた。ただ、放

射能の影響に対する会話も聞いてみたかった。また、畠山さんは、汽水域の専門家で

もあるので、東日本大震災後、沿岸部に生まれた汽水域について、文明史的な意味合

いなど、もっと掘り下げて聞いてほしかった。さらに興味深い内容になっていたと思

う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達(たち)「畠山重篤×宮崎学」は、
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畠山さんも宮崎さんもその分野のパイオニアとして継続取材し、何度

も取り上げてきた人物だ。自然や動物に対して深い畏敬の思いを持た

れている二人の対談なので、非常に聞き応え、見応えがある内容だっ

たと思う。放射能については、宮城県気仙沼の海を話題にした内容で

あり、福島の原子力発電所事故の影響が直接出た地域ではないので、

誤解が生じないよう配慮されたのではないかと思う。 

 

○   １０月１３日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず） 戦国最強オヤジと３人

の息子たち「次世代育成の極意 毛利元就」を見た。毛利元就の組織の次世代への引

き継ぎや後継者育成の取り組みは、現代の事業継承や後継育成にもつながるもので、

非常におもしろかった。企業経営者である大手書店社長の工藤恭孝さんをゲストに招

いたこともよかった。一方で、実際に毛利元就が行った次世代育成の取り組みについ

ての内容がややもの足りなかった。知恵その１、その２という形でいくつかの取り組

みは紹介されたが、いずれも新鮮さに欠けた。毛利元就の後継者育成の具体的な話を

もっと掘り下げてほしかった。企業として大手書店での取り組みが紹介されたが、視

聴者が聞きたかったのは、毛利元就の取り組みだと思う。また、毛利元就の３人の息

子の住居跡を訪ねる場面があったが、「次世代育成の極意」という番組テーマからず

れており、違和感があった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）」は、居酒屋という場所の

設定で歴史的な話題を現代の話題としてとらえようという番組なので、

歴史的な深みや事実の掘り下げについては、期待に添えない部分があ

るかもしれない。ご意見は、制作部局に伝え検討したい。 

 

○   Ｅテレの「０６５５」「２３５５」を６年くらい前に初めて見て、非常に衝撃を受

けた。わずか５分なのに、卓越したデザイン、構成、内容が凝縮されている。この番

組を見て以来、Ｅテレに対するイメージが変わった。どんな背景で誕生した番組なの

かを知りたくなった。私自身も番組づくりに参加してみたいと思う。その他のＥテレ

の５分番組も魅力的で注目している。 

 

○   １０月９日(金)のＢＳ世界のドキュメンタリー選「キング牧師ＶＳ.マルコムＸ」

は、黒人の地位向上という同じ目的を持ちながら、異なる活動をした２人を対象的に
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描いていて、とても興味深かった。非暴力ながら、観衆の心を動かし、政治的に大き

な成果を残したキング牧師の偉業に改めて感心した。 

 

○   １０月１１日(日)のＢＳ１スペシャル「私は何を運んだのか～元ＬＳＴ乗組員が見

つめるベトナム戦争～」は、ベトナム戦争時に日本国内の米軍基地で米軍の輸送船・

戦車揚陸艦ＬＳＴの乗組員を募集し、実は日本人がベトナムに行き犠牲者が出ていた

という衝撃的な事実を描いたものだった。日本の安全保障や自衛隊の運用基準が見直

されようとしている今、乗組員を殺した犯人を刑法で裁くことができるのか、逆に日

本人乗組員が相手を射殺するような事態が起きたらどうなるのか、戦地に派遣される

自衛隊に隊員としてではなく、雇人として同行した時はどうなるのかなど、この番組

を素材にして解説してほしいという思いを抱いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＢＳ１スペシャル「私は何を運んだのか～元ＬＳＴ乗組員が見つめ

るベトナム戦争～」は、返還前の沖縄で行われた事実に焦点を当てた

ものだ。沖縄は日本の戦後をさまざまな形で背負ってきた場所なので、

今後も多くの事実が明らかにされてくると思う。それらの事実を追跡

取材することで、沖縄の存在を改めて考え、平和とは何かについて社

会に問い続ける番組を制作していきたい。 

 

○   ８月１９日(水)の「あの歌に出会いたい～シャーロット 沖縄歌探しの旅」(ＢＳ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9：00～9：59)を見て、エリーに再び会えた喜びを感じた。それほど、連続

テレビ小説「マッサン」は、心に残る番組だった。「マッサン」でエリーを演じたシ

ャーロット・ケイト・フォックスさんが、歌手として沖縄を巡っていたが、素顔のシ

ャーロットさんの魅力が伝わってくると同時に、海の中や岸壁など歌う場所によって

歌が変わることや歌を楽しむことの意味を教えてくれた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「あの歌に出会いたい」は、シャーロットさんが「マッサン」の収

録のためにアメリカから日本に来て、孤独に耐えながら収録していた

時にいつも聞いていたのが沖縄の歌だったそうで、本人の希望から番

組が実現したと聞いている。 

 



 

10 

 

○   ９月１７日(木)の「チョイ住み ｉｎ ロンドン」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 4：30～5：59)

は、ずっと海外で暮らす辻仁成さんと海外に行くのは２回目の成田凌さんのドキュメ

ントだったが、成田さんが１週間で成長していくさまから、単なる観光ではなく、ち

ょっと住むことで違って見えてくる世界を教えてくれた。ロンドンの身近な魅力を発

見し、すぐに行ってみたくなった。 

 

○   ９月１８日(金)の現場に立つ「巨大窯に“神の炎”を～備前焼作家 森陶岳の挑戦

～」は、「古備前を超える」作品づくりを志す森陶岳さんの情熱に引き込まれるよう

な思いで食い入るように見た。今までに類を見ない大きさである８５ｍの巨大窯での

作陶は、歴史的な挑戦で、千年の歴史を持つ備前焼の重要な１ページを飾るものだと

思う。映像記録としての価値も大きいので、最後までしっかり撮影してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

現場に立つ「巨大窯に“神の炎”を」は、追加の撮影を加えて、

１０月１６日(金)の「フェイス」で中国地方向けに放送するので、ぜ

ひご覧いただきたい。岡山放送局では、森陶岳さんが今年の正月から

挑んだ、史上類を見ない８５ｍという巨大窯での挑戦を４Ｋの撮影機

材で密着取材してきた。「古備前を超えてみせる」という森さんの夢

をどこまで映像で伝えることができるのか、制作者にとってもひとつ

の挑戦だと思っている。今後、全国放送での展開のほか、ＮＨＫの映

像財産としても活用していきたい。 

 

○   「√るーとｈｉｇｈ↑２」を、最初は戸惑いがあったが、最近では極めて自然な番

組の流れに馴染んで、毎回親しみを感じながら見ている。鳥取県内の人のいない寂し

い場所を訪ねたり、地元の元気なお年寄りが登場したり、出演者が時間に遅れてしま

った場面をそのまま番組にしたり、演出を加えないありのままの映像に心がいやされ

る。６年間継続している理由も理解できるようだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

「√るーとｈｉｇｈ↑２」は、事前の仕込みをしないでぶっつけ本番

で旅をして地域の魅力を発信しようという番組だ。出演者の遅刻とい

う想定外の出来事を逆手にとって、それを生かして番組を作ることは、

現場での瞬発力を要求される選択だったと思う。人材育成の場として
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も生かされたのではないかと思っている。 

 

○   １月放送予定の岡山発地域ドラマ「インディゴの恋人」に期待している。取材を受

けた倉敷のデニム職人の友人は、その時の取材の様子をさっそくフェイスブックに掲

載していた。ひとりでも多くの人に見てもらえるように、私も宣伝したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

岡山発地域ドラマ「インディゴの恋人」は、岡山県倉敷市での記念

日レターの活動を題材にし、視聴者から寄せられた数々の記念日の物

語をもとにドラマ化したものだ。１１月上旬からロケに入り、１月の

放送を予定しているので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   １０月９日（金）震災ドキュメント２０１５「“苦渋の決断”への船出～密着 新

町長の４０日～」(総合 後 7：30～7：55 東北ﾌﾞﾛｯｸ)を岩手に滞在中に見た。東日本

大震災後の被災地での土地の嵩（かさ）上げ工事に焦点を当てて、復興への課題を描

いた内容で、現地の厳しい状況がよく分かった。私はたまたま岩手に居たので見るこ

とができたが、東北地域以外の人は震災関連の番組を目にする機会は少ない。同じこ

とが広島の原爆報道に関しても言えると思う。中国地方では、日常的に目にしたり耳

にしたりする情報だが、中国地方以外の人は、８月６日やその周辺でしか目にする機

会がないと思う。もっと各地域で制作しているよい番組を全国の視聴者に見せてほし

いと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

地域放送番組を全国発信する放送枠として、「目撃！日本列島」や

「ろーかる直送便」などがあるが、土曜日の午前中や平日の日中なの

で、やや見づらい時間帯かもしれない。たとえば、今夏広島放送局と

山口放送局が制作した人間魚雷「回天」と人間機雷と呼ばれた「伏龍」

という特攻兵器を扱った「フェイス～届かなかった声～新資料が語る

“海の特攻”の真実～」(７月１０日(金)放送)は、９月１２日(土)の

「目撃！日本列島」で全国放送し、全国から大きな反響をいただいた。

十分とはいえないが、編成の工夫を重ねているのでご理解をいただき

たい。 
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ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年９月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、「平成２７年度後半期の国内放送番組の編成」について、説明があったあ

と、「平成２８年度の番組改定」も含めて意見交換を行った。続いて、放送番組一般も含

めて活発に意見交換を行った。最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、１０月の

番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

委  員 上大岡トメ （イラストレーター） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

     佐田尾信作 （中国新聞社論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２７年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２８年度の番組改定」について＞ 

 

○   子ども向け番組がますます充実していることを大変うれしく思っている。なかでも

「サンダーバード ＡＲＥ ＧＯ」の放送が楽しみだ。「サンダーバード」は、戦争

ではなく国際救助隊の活動を描いていることに共感している。１９６５年に制作され

た番組の新シリーズなので、原子力の描き方など現代と比べるとかなり差があると思

うので、場合によっては、解説番組を放送するなどの配慮をしてほしい。 
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○   「ＢＳ世界のドキュメンタリー」の放送時間が１時間前に移設され、より視聴しや

すくなったので、さらに充実した放送に期待している。 

 

○   海外連続ドラマ「アガサ・クリスティー」や夕方４時台のアニメ・英国一家「日本

をたべる」のアンコール放送など、後半期も楽しみな内容が多い。子どもが「アニメ 

スポンジ・ボブ」を毎回楽しみにしていたので、後続のアニメの新シリーズ「アニメ 

ザ・ペンギンズ～ｆｒｏｍ マダガスカル～」にも期待している 

 

○   「世界入りにくい居酒屋」を楽しみに見ているので、継続されることを喜んでいる。

これからも世界各地の居酒屋を紹介してほしいし、旅先で訪ねてみたい。 

 

○   ＢＳプレミアムの名作ドラマの再放送枠で「どんど晴れ－連続テレビ小説―」は、

今放送中の連続テレビ小説「まれ」に関連づけた編成なのか。どちらも主人公はパテ

ィシエを目指しているので、気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「どんど晴れ」は、婚約者の実家・盛岡の老舗旅館で女将として奮

闘する物語なので、東日本大震災後の東北地方を盛り上げようという

ねらいもあると思う。連続テレビ小説「まれ」つながりで、より多く

の人に見ていただきたいと思う。 

 

○   「新日本風土記」のファンなので、地方の伝統や文化を伝えるこうした番組を継続

するとともに、より多くの人に見てもらえるよう、地上波で放送してほしい。日本の

将来を考える時、人口が東京だけに集中するのではなく、地方に緩やかに分散するこ

とが重要だと思う。人口が減少していては、地方活性化は実現できない。そのために

は、豊かで人間らしい営みが実現できるなど、地方に暮らすことのよさをもっと伝え

てほしい。さらには、「新日本風土記」の視聴者層よりも、もっと若い世代の人たち

の心に地方で暮らす楽しさが伝わるような番組を制作してほしい。 

 

○   人口の少ない山陰地方だが、「出雲大社の遷宮」では、マスコミに大きく取り上げ

られ、全国的に注目されたことで多くの人が山陰を訪れてくれた。２０１８年には「大

山開山１３００年祭」という大きな話題があるので、ふたたび多くの人が訪れてくれ

ることを期待している。人口数や採算性だけではなく、山陰地方ならではの魅力や立
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地の特徴も視野に、地方創生を考える番組制作を望んでいる。 

 

（ＮＨＫ側） 

地方の情報を全国に向けて発信していく試みは、今後も積極的に取

り組んでいきたい。各地方での取材やネットワークも生かすと同時に、

各地方のよさを全国に伝えることができると思う。ご意見をふまえて、

改定作業を進めていきたい。 

 

○   栃木・茨城・宮城に大きな被害を出した先日の東日本豪雨での鬼怒川決壊のニュー

ス報道では、洪水のなか人々が救出される様子がリアルタイムで伝えられた。放送を

見る側もドキドキしながら中継映像を見つめた。ＮＨＫでは、発災報道から時間を置

くことなく「クローズアップ現代」で、ＮＨＫでの情報の伝え方を含めて避難する際

の課題を検証する放送があった。そのなかで「どのような情報をどう伝えるのか、ど

こまで伝える必要があるのかが大切だ」という発言があったが、私自身も同感だ。真

実を伝えることが報道の使命だが、ただ、そのまま災害現場の状況を伝えるのではな

く、どんな情報をどう伝えるか、見る側にどう伝わるのかという部分を、いま一度考

えて報道してほしい。  

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ７月３１日(金)のファミリーヒストリー「中山エミリ～ルーツは地中海・マルタ島 

日本への帰化～」は、松江市に住む私の友人が中山エミリの親戚だという事実を知る

ことになり、非常に印象的な番組になった。解き明かされるルーツや戦争を乗り越え

たご家族のストーリーは、ドラマチックで心に残った。 

 

○   ８月１日(土)のブラタモリ「♯１４ 松江」で、私の知っている和菓子店が取り上

げられ、廻船問屋を営んでいた当時の文書が紹介された。これまで漠然と聞いていた

歴史を、放送で取り上げられたことで、はっきりと認識することができ、納得すると

同時に驚いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ブラタモリ」は、地元でも知らない話題が紹介され、非常に多くの
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人にご覧いただいた。地域の話題が全国発信されると地元が元気にな

るようだ。今後も積極的に島根の話題を全国発信していきたい。 

 

○   「ドキュメント７２時間」をまとめて見た。７月２４日(金)の「路面電車に揺られ

て」は、脳梗塞で仕事を失くした人や亡くなった子どものお墓参りに行く人など、登

場人物の抱える事情のために、番組全体が暗い印象だった。１か所にカメラを据えて

定点観測する番組にもかかわらず、電車を降りてビアガーデンに行ったり、美容院に

行ったりしたのは、本来の目的から離れたようで違和感があった。ただ、電車内で外

国人がハーモニカを吹いている場面はよかった。 

 

○   ７月３１日(金)の「田んぼの中のオアシスホテル」は、ほのぼのとした内容でよか

った。 

 

○   ８月２１日(金)の「ニューヨーク コインランドリー劇場」は、早朝から深夜まで

人種も国籍も異なるさまざまな人たちの姿にアメリカの一面を見たようだった。ただ、

日本人にはなじみの薄い場所なので、もう少し日本ともつながりがあった方がよかっ

たと思う。 

 

○   ８月２８日(金)の「中国・大連 日本食材スーパー」は、たくさんの日本人が登場

したので身近に感じることができた。日本の食材への信頼や、日本の美容技術への信

頼の大きさがよく伝わってきた。日本の３分の１の給料で現地のコールセンターで働

く日本人の現実も見えてきた。非常におもしろい内容だった。 

 

○   ドキュメント７２時間「中国・大連 日本食材スーパーで」を見て、日本の駄菓子

から空輸の鮮魚まで、日本の味が並ぶスーパーの様子と大連で暮らす邦人のほか中国

人も多く訪れている風景に驚いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「路面電車に揺られて」は、意外と複雑な人生を抱えた人たちがたく

さん登場したが、収録の３日間に出会った人たちを順番に編集した。ご

指摘のように、路面電車から降りないで撮影する選択もあったと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 
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１０月１６日(金)の「ドキュメント７２時間」は山口放送局制作で、

剣先イカの好漁場がある山口県下関市の特牛港の３日間を追う。全国

から集まる漁師たちの人間模様を見つめた内容なので、ぜひご覧いた

だきたい。 

 

○   ８月１０日(月)の戦後７０年「一番電車が走った」(総合 後 7：30～8：43)を期待

して見た。被爆からわずか３日後、一台の路面電車が焦土を走った物語には、多くの

感動的な場面があった。ドラマに実写を交えた構成も、当時の努力がより強く伝わっ

てきてよかった。ただ、個人的には、やや盛り上がりに欠けていたように感じた。最

後の場面でもう少し盛り上がってほしかった。 

 

  （ＮＨＫ側） 

戦後７０年「一番電車が走った」は、抑制的な演出で、ドラマとし

ての盛り上がりにはやや欠けていたかもしれない。制作にあたっては、

一部脚色した部分はあるが、実際に残っている手帳や証言などを取材

して、細かなディテールをドラマ化した。原爆投下のわずか３日後に

路面電車の運転が再開されたが、最初に走った区間は、比較的被害が

少なかった場所で、彼らのさらなる努力は、その後、路線を拡大して

いく部分にある。原爆の描き方についても、描き方が生ぬるいという

高齢者層からの意見と、今回の表現でも怖くて見ることができなかっ

たという若年層からの意見が届いており、年代による感じ方の差を実

感している。 

 

○   戦後７０年「一番電車が走った」は、これまでの戦争関連番組とはひとあじ違う、

大人っぽさを感じる番組だった。歴史の重さが深く胸に迫ってくるようだった。最後

に、辛い体験をした当事者である女性２人が笑顔で登場した場面に救われたような思

いがした。とても心に残る演出だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

戦後７０年「一番電車が走った」の制作にあたり、原爆の悲惨さを

伝えるだけではなく、将来への希望が感じられるものにしたかった。

辛い体験をした豊子さんと幸子さんのお二人の今の笑顔からは、この

７０年を生きてきた強さを伝えることができたと思う。こうした歴史
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があったからこそ路面電車が愛され続けていることを、私自身も実感

した。１０月１日(木)の後 10：00 から総合テレビで再放送されるの

で、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   ８月６日(木)のＮＨＫスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」(総合 後

7：30～8：35)は、広島に原爆が投下された直後の惨状を捉えた写真を最新の映像技

術で解析し、立体的にＣＧ化されることによって、たくさんの事実が明らかにされた。

とても印象深い内容だった。特に、写真に写っていた一人である坪井直さんの「兵力

になる男子は助け、女子は助けなかった。命の選別が行われた」という証言が衝撃的

だった。８月６日の原爆投下直後に焦点を当てた内容だったので、原子爆弾の爆風、

熱射、放射線の影響のうち、爆風と熱射の影響を描くことになった。原爆の影響は、

８月６日だけではなく、被爆した子どもたちの身体にも影響を与え将来に続く課題だ。

さらには、きのこ雲の下には、日本人だけではなく、朝鮮人をはじめ外国人被爆者も

存在した。そうした部分にも視野を広げて、今後も核平和関連番組の制作を継続して

ほしい。今年の核平和関連の番組は、戦争や原爆の非人道性についてよく描かれてお

り、被爆７０年にふさわしい見ごたえのある番組の数々だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」は、よく

知られている１枚の白黒写真をカラーにしたり、動く映像にしたりす

ることで、多くのことを語り出すことを教えてくれた。当時の惨状は、

私たちの想像をはるかに超えたものだった。取材を通じて理解してい

るつもりになっていたが、残された１枚の写真や資料を分析していく

ことで、さらに多くの事実が発見されることを知った。今後も少しで

も若い人たちに届くような番組制作を通じて、平和への思いを伝え続

けていきたい。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」は、８月６日当日の御

幸橋付近を撮った松重美人さんの写真の中で、倒れている人など不鮮明な部分が技術

的に再現されている点に大きな意味があると思う。今は記憶遺産の候補としても検討

されている写真だが、戦後、盛んに出回る中で画像が加工されたり、複写で劣化した

りしており、今回はオリジナルの写真を分析したことで、どのような火傷をしている

かも分かった。スチール写真が３ＤＣＧ化されて動くシーンはさらに衝撃的だった。
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こうした３Ｄの動きは何を根拠にしているのかということをお聞きしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」では、写

真に写っている人の中で生存が確認されているのは、坪井直さんとセ

ーラー服を着た女性の二人だ。さらに、写真の周辺にいた人たちの中

にも生存を確認できた人が複数人いた。多くの人が記憶していたのは、

亡くなった赤ちゃんを抱いて歩き回る若い母親の姿だ。３ＤＣＧでは、

彼らの証言を元に、動きを再現した。また、写真の後ろの方には倒れ

ている人たちがたくさん居たことや足元には油を塗った缶があったこ

となど、詳細に見ていくと細かな事実をたくさん見出すことができる。 

 

○   ８月１１日(火)のＮＨＫスペシャル アニメドキュメント「あの日、僕らは戦場で

～少年兵の告白～」(総合 後 7：30～8：43)や「戦後７０年「一番電車が走った」な

ど、今年の夏の戦争関連番組は、当時１０代だった若者たちに注目したよい番組がた

くさんあった。戦争の悲惨さを実体験した当時１０代の若者が、８０代になり、貴重

な証言をできる最後の人たちだと思う。だからこそ、彼らの証言をもとにリアルなア

ニメを制作することができたのだと思う。思春期の少年たちが身も心もゲリラ兵に変

容させられていった恐ろしさまで描かれていて、よかった。「一億総特攻」に向けて、

子どもが戦争に利用されていった事実が胸に迫ってきた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル アニメドキュメント「あの日、僕らは戦場で」

は、沖縄北部の山中で米軍と戦った少年兵に焦点を当て、彼らの証言

と新たに発掘された資料をもとに、子どもたちが戦争に利用されてい

った歴史を“アニメドキュメント”で伝えたものだ。映像や文書資料

が乏しい中でアニメという手法を使って知られざる事実を発掘したと

いう意味においても、意義のある番組だったと思う。 

 

 （ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル アニメドキュメント「あの日、僕らは戦場で」

は、アニメーション表現にあたり、当時の印象を含め証言をできるだ

け正確に、かつドキュメンタリーの中で違和感のないように再現して
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いく作業が難しかったと聞いている。 

 

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

～」(総合 後 10：00～10：49)は、深く考えさせられるＮＨＫらしい番組だったと思

う。太平洋戦争時、日米のプロパガンダによって、憎しみが増幅されていく状況がし

っかりと伝わってきた。膨大なフィルムや極秘資料、元カメラマンの証言などから伝

えられる事実に衝撃を受けた。映像の持つ影響力を改めて感じると同時に、戦争指導

者の冷徹さやプロパガンダの恐ろしさが十分に伝わってきた。今後も戦争下は言うま

でもなく、外交や国内政治においても、同じような情報操作が行われる可能性がある

と思う。私たち一人一人が情報を見抜く目を養うことが大切だが、やはり私たちが頼

りにするのは、マスコミ報道であり、ＮＨＫの報道だと思う。今後も真実を伝える報

道姿勢を貫いてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「憎しみはこうして激化した」は、太平洋戦争時、

日米双方のプロパガンダで、憎しみがエスカレートしていく過程を追

うことで、戦争とプロパガンダが何をもたらすのかを明らかにしよう

としたものだ。戦争にメディアや映像はどう使われたのか、私どもの

自戒も込めて制作した番組だ。 

 

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

放送された同シリーズ「老後破産の現実」に比較して、釈然としない思いがした。番

組の冒頭で、子どもが十分な蓄えのないまま親と同居し、親の医療や介護費用の負担

が増える中で二人とも亡くなってしまうという事例が紹介されていたが、数少ない事

例だと思う。親子共倒れの原因は子どもの同居にあり、子どもの方に問題があると思

うので、老人社会の問題としてとらえることに疑問を感じた。番組では、子どもが経

済的に自立できない大きな理由は、非正規労働にあるとして、データを示しながら、

非常に分かりやすく解説してくれた。この問題は老後破産の問題というよりも、非正

規雇用の拡大の問題だと思う。番組の切り口はさまざまにあると思うが、親子共倒れ

という一面だけはなく、若者や高齢者を問わず影響を与えている非正規雇用の拡大と

いう社会問題に焦点を当てた番組を制作してほしい。 

 

○   ＮＨＫスペシャル 老人漂流社会「親子共倒れを防げ」は、日本の病巣の一部を見
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せてくれた。事実にそら恐ろしいような気持ちになった。登場する取材対象者の生活

は厳しく、すさんだ様子で見ている方が辛くなるようだった。本人が承諾したうえで

の撮影だと思うが、本人にとっても不本意な形で有名になってしまうと思う。番組の

構成上やむを得ないと思うものの、見ていてやや疑問を感じる時がある。自分の親や

自分自身の老後を考えると、現実感を持って迫ってくるようだった。「ＮＨＫスペシ

ャル」は、若者の貧困や老後の問題など、日本社会の問題をえぐるものが多いので、

いつも関心を持って見ている。今後の放送にも期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

取材相手の映像については、すべて本人が承諾したうえで放送して

いる。見ている人に対して、現実をどこまで突きつけるべきかどうか

は、制作現場ではぎりぎりまで議論を重ね、悩みぬいたうえで編集し

ている。見る人によって、いろいろな受け止め方があると思うが、制

作者は、取材した親子共倒れの現実と向き合ったうえで、自分が目撃

した事実を伝えるという使命感と責任感を表したと理解していただき

たい。 

 

○   ９月１２日(土)のＮＨＫスペシャル「緊急報告 列島大水害」(総合 後 7：30～8：

43)は、発生から３日目で１時間半の特集番組であり、東北にも被害が広がる中でか

なり迅速な対応だったと思う。異常気象と避難対策を明確に分け、群馬大学教授の片

田敏孝さんをはじめゲストのコメントも的確だった。広島土砂災害の知見が生かされ

ていると感じた。欲を言えば、常総市の災害対策が極めてお粗末だったことが放送段

階ではすでに判明しているはずなので、災害対策基本法で市町村長は第一次的な責務

を負っている点も踏まえて、もっと厳しく追及してほしかった。民間放送も含めてだ

が、自衛隊や海保などのヘリでの救出活動と救出された住民の姿が映像で繰り返し流

されており、この映像に最も多くの時間が割かれていたように思う。自主防災組織や

消防団などの動きはどうだったのか、という点についても伝えてほしかった。十分か

不十分かに限らず、しっかりフォローしないと、今後の防災対策に役立たない。過去

の水害の歴史の中でもこれほど多くの住宅が流された水害はなかったと思うので、こ

うした側面も知りたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

茨城県常総市の豪雨災害の報道では、自衛隊や海保などのヘリでの
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救出活動映像の印象が強く残っている。ご指摘のように、自主防災組

織や消防団の取り組みがうまく機能したのか機能しなかったのかとい

う検証をする必要がある。現在、全国の放送局からの応援を含めてか

なりの取材者が現地に入っているので、今後の防災に役立つ番組や情

報発信をしていきたい。 

 

○   ９月１０日(木)の鬼怒川決壊のニュースにテレビにくぎづけになった。決壊した瞬

間や救助を求める人たちの中継映像に目を奪われた。現場の映像をそのまま伝えるこ

とは、報道の大切な役割のひとつだと思う。映像の伝える力に驚きを感じた。 

 

○   ９月１１日(金)の被爆７０年特集ドラマ｢赤レンガ｣は、若い世代に原爆問題に関心

を持ってもらうきっかけになる番組だったと思う。番組のエンディングもよかった。

主演の日系４世役を演じたプリシラ・アーンさんが韓国系の人だとは思わなかったの

で、本人の言葉で事実を伝えられて驚いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

被爆７０年特集ドラマ｢赤レンガ｣に主演したアーンさんは、これま

で演技経験は全くなかったが、ディレクターが惚（ほ）れ込んで出演

交渉をし、来日していただいて撮影が実現した。ドラマで紹介した歌

も今回のドラマに合わせて書き下ろしてくれた作品だ。 

 

○   被爆７０年特集ドラマ｢赤レンガ｣は、原爆をテーマにしながらも、米国在住の日系

４世のシンガーソングライターを主人公に設定し、時間軸を現在としたことや、祖父

のかつて愛した女性と日系４世の主人公との交流を描いたことなど、キャスティング

も含めて物語の設定がおもしろかった。主人公のアニーと祖父のかつて愛した女性の

月子との出会いは、やや強引過ぎるように感じたが、アニーをはじめ、登場人物の設

定が興味深く、独自の切り口で物語が展開されているところがおもしろかった。被爆

から７０年経って、ようやく自身の体験を語り始めた月子に被爆者の姿が重なるよう

だった。被爆者の心境をよく表現していると思う。番組の最後に主演のアーンさんと

若い出演者たちが平和について語るくだりがあったが、ドラマを見るだけでメッセー

ジは十分に伝わってきたので、この部分はやや違和感があった。最後に歌った歌がす

ばらしかったので、アーンさんはあくまで主人公のアニーとして、コンサートで祖父

への思いを歌うところでドラマを終えてほしかったと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

ご指摘のようにア二ーと月子の出会いは、少々強引だったかもしれ

ないが、月子役の奈良岡朋子さんの圧倒的な存在感と演技力でカバー

していただいた。最後の場面についても両方のご意見が届いている。

奈良岡さんご自身も実際に被服支廠（しょう）で軍服を作った経験が

あり、月子に自分自身を重なったそうだ。べテランの奈良岡さんや宝

田明さんたちの演技がプリシラ・アーンさんを支えてくれ、バランス

のとれた仕上がりになったのだと思う。 

 

○   被爆７０年特集ドラマ｢赤レンガ｣に強く心を打たれた。これまでの戦争をテーマに

したドラマでは、悲惨な場面が多く、つらく後味の悪い印象があったが、このドラマ

はすんなりと心に入り込んできた。初めて知る事実や感動的な言葉が散りばめられて

いて、とても見ごたえがあった。このような形で平和の大切さを伝える方法があるこ

とに感動を覚えた。 

 

○    ９月３日(木)のＮＥＸＴ 未来のために「最後まで向き合う～元電機メーカー・技

術者の覚悟～」は、人口知能を持つロボットのメーカーでの修理サービスが終了した

ことで、メーカーの元技術者たちが苦戦しながら修理に奮闘する姿を描いていた。儲

（もう）けにならない仕事を引き受け、「製品に最後まで責任を持つ」をモットーに

修理に取り組み男たちの姿はかっこよく、彼らの志に心が洗われるような感動を覚え

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＥＸＴ 未来のために」は、今年度からスタートした番組で、東

京だけではなく、日本各地でしっかりと生きる人たちの現実に焦点を当

てる番組のひとつだ。制作も全国の放送局が担当しているので、これか

らも注目してご覧いただきたい。 

 

○   ９月１３日(日)のＮＥＸＴ 未来のために「“一回生”つんく♂絶望からの再出発」

は、がんで声帯を摘出したつんく♂さんの「今自分にしかできないこと」を探し求め

る姿が心に迫った。深く考えた取材だと感じた。短いラインでの“声のないインタビ

ュー”からつんく♂さんの強い決意が伝わってきた。今後のつんく♂さんの活躍がと

ても楽しみで、応援したい気持ちになった。 
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（ＮＨＫ側） 

ＮＥＸＴ 未来のために「“一回生”つんく♂絶望からの再出発」

を評価していただき感謝している。インタビューはパソコンを使った

文字でのやりとりだったが、文字を打つ時の表情からも心の中がうか

がえるようで、他のドキュメンタリーとは違う効果があったように思

う。今後も「ＮＥＸＴ 未来のために」では、つんく♂さんのように

有名な人に限らず、さまざまな障害を乗り越えて生きる人たちに焦点

を当てて、共感を持っていただいたり、考えてもらえるような番組を

お届けしたい。引き続きご覧いただきたい。 

 

○   ８月１６日(日)の「さわやか自然百景 鳥取・大山」は、映像がきれいで、撮影技

術のすばらしさに感動した。 

 

○   「さわやか自然百景 鳥取・大山」は、映像が美しかった。ただ、最近の鳥取放送

局制作番組は、「大山」や「水木しげる」など、県西部の話題が多いように思う。も

っと鳥取県全体をバランスよく取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

偏ることなく県内各地を取材し、情報発信していくことは、これま

でも、これからも変わらない大方針だ。取り上げる時間量だけではな

く、取り上げ方によって、見る人の印象が違ってくると思う。これか

らも、将来につながる情報やニュースを取材し、視聴者のみなさんに

お届けしたい。 

  

○   「√るーとｈｉｇｈ↑２」（総合 随時 鳥取県域）がおもしろい。見るたびに馴染

んできて、新たなテレビの境地をひらいてくれるようだ。ゆるい旅番組でありながら、

地元の人も知らないような発見を教えてくれたり、旅人役のマンボウやしろと松田洋

昌が地元の人を巻き込んで旅したりする様子がとても楽しい。 

 

○   ８月２２日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「二階堂ふみ×菅井

円加～感情を踊る 未知を演じる～」は、ベネチア映画祭で最優秀新人賞に輝いた若

手実力派女優二階堂ふみと、ローザンヌバレエコンクールで優勝した菅井円加という、
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２０歳と２１歳のアーティストの組み合わせがとても魅力的だった。まだ２０代そこ

そこなのに、２人の経験から出る言葉から仕事への覚悟がひしひしと伝わってきて、

とても見ごたえがあった。時々飛び出す若い女性の本音トークも楽しかった。表現者

２人からさまざまな創作のヒントをもらった番組だった。「ＳＷＩＴＣＨインタビュ

ー 達人達（たち）」は、人選と組み合わせがおもしろく、たとえその人を知らなく

ても「見てみよう」と思わせる。これからどんな人たちが登場するのか、とても期待

している。 

 

○   「ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人達（たち）」を毎週、興味深く見ている。９月

１２日(土)の「田中泯×挟土秀平」は、３０年以上前に田中さんの前衛舞踏を広島で

見たこともあり、日頃テレビではあまり見ない若き日の彼の舞踏の映像を見ることが

できてよかった。左官職人がテレビで取り上げられることは珍しく、興味が湧いたが、

この二人の組み合わせで番組をつくってしまう制作者の豪腕ぶりに感服した思いだ。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人達（たち）」は、まさに登場人物

二人の組み合わせの妙を目指した番組だ。「田中泯×挟土秀平」の回

は、挟土さんが田中さんを非常に尊敬している感じが画面からも伝わ

ってきた。挟土さんは、来年の大河ドラマ「真田丸」の題字製作をお

願いしているので、ぜひ、タイトルも見ていただきたい。 

 

○   ８月４日(火)～６日(木)の「子ども安全リアル・ストーリー」(Ｅテレ 前 9：05～9：

15)を３日間続けて見た。４日(火)の「連れ去り」は、実在しそうな連れ去り犯が近

寄ってきて、女の子を連れ去る様子を、子どもが見ると本当に怖いくらいのレベルま

で再現しており、危険が子どもたちにもしっかりと伝わったと思う。５日(水)の「熱

中症」は、言葉だけでは伝わらない部分が、子どもの視点でまるで自分が体験してい

るように描かれていたので、子どもにとっても分かりやすいと思う。６日(木)の「自

転車事故」は、無謀な運転をして自分が被害者になるという設定で制作されていたの

で、考えさせられる内容だった。３本とも子どもと一緒に見たが、とても真剣に見て

いた。何が危険につながり、何に気をつければ未然防止につながるのか、子どもたち

にしっかりと伝わる内容だった。 
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○   ９月８日(火)のＥテレ・ジャッジ「バトル５ 決勝」(Ｅテレ 後 11：25～11：55)

に視聴者審査員として参加してみた。二つのドラマのどちらがおもしろいかをジャッ

ジする番組だったが、ドラマ部分の出演者も豪華で、テンポもよくおもしろかった。

ただ、テレビを見つつ、感想を送る操作が難しかった。慣れると簡単に操作できるよ

うになると思うので、また参加してみたい。これまで生放送番組に参加したことがな

かったので、おもしろい体験だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ｅテレ・ジャッジ」は、視聴者に参加してもらう双方向番組だ。

ＮＨＫでは、今力を入れて取り組んでいるところなので、操作方法の

難しさを含め、ご意見を制作現場に伝え、改善できる部分は改善し、

より多くの人に参加してもらえる番組を目指したい。 

 

○   ９月４日(金)の「浦沢直樹の漫勉 東村アキコ」(Ｅテレ 後 11：00～11：44)は、

漫画家の仕事場にカメラが入ったこと感激した。初めて見る漫画家の創作現場の映像

は、臨場感にあふれていた。１０人以上のアシスタントを的確な指示で使いながらア

ナログで漫画を描く理由と手法がよく分かったし、締め切りぎりぎりまで妥協せず１

カットに執着する姿勢もひしひしと伝わってきた。その締め切り前の映像を第一線で

活躍する２人の漫画家が分析するというぜいたくな演出だった。企画も映像もすばら

しく、漫画ファンにもプロの漫画家にとっても、貴重な番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

かつて「プロフェッショナル仕事の流儀」で浦沢直樹さんを取り上げ

たことがあり、その取材を通じて制作者と浦沢さんとの間によい人間関

係が築かれたことで、今回の番組につながったと聞いている。浦沢さん

だからこそ、東村さんの創作現場の撮影が可能になったのだと思う。 

 

○   ７月２１日(火)の高校野球１００年ものがたり わがふるさとのベストゲーム「島

根県」(ＢＳ1 後 8：17～8：32)は、平成１５年夏の江の川と平成１０年夏の浜田の２

試合がクローズアップされた。現在メジャーで活躍している和田毅投手やプロ野球で

活躍している森本稀哲選手との対決といった見どころがあっておもしろかった。対決

シーンは紹介されたが、試合展開の説明がなかったので残念だった。「ベストゲーム」

とタイトルをつけるのであれば、放送時間を多少長くしても、試合展開も伝えてほし



 

15 

 

かった。「ベストゲーム」の定義がどのようなもので、その選択基準がどうなってい

るのか気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

高校野球１００年ものがたり わがふるさとのベストゲーム「島根

県」は、７月２４日(金)に島根スペシャル「わがふるさとのベストゲ

ーム 島根県」(総合 後 7：30～7：55 島根県域)として、放送時間を

２５分に延ばして放送した。ベストゲームの定義については、成績で

はなく、各県の各放送局の判断で選んでおり、「浜田」の場合は、み

んなで守って粘って健闘したこと、「江の川」は、周囲の支えで１本

のヒットが生まれたことなどから選んだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

「高校野球１００年ものがたり わがふるさとのベストゲーム」は、

１５分の時間尺で４７都道府県すべてが制作した。放送時間が短いと

いうご意見もあったが、全国の都道府県で制作するので、全体のボリ

ュームから判断して決めた。ゲームの選択は、各放送局が行っている

が、ＮＨＫ公開ホームページで「自分の記憶に残っているべストゲー

ムは何ですか」という意見を視聴者のみなさんから募集したので、県

によっては、要望の多かった試合を取り上げているかもしれない。 

 

    

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年７月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１６日（木）、ＮＨＫ広島放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った後、放送番組モニター

報告と視聴者意向、８月の番組編成について説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

委  員 上大岡トメ （イラストレーター） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

     佐田尾信作 （中国新聞社論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ５月７日(木)のＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～「“まれ”コラボＳＰ」も楽

しめた。内村光良さんと大泉洋さんのやりとりが秀逸だった。両番組のファンが、お

互いの番組を見るきっかけになると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント」は、これまでも「紅白歌合戦」   

や「大河ドラマ」とのコラボなどを行っており、出演する俳優さんた

ちもおもしろがって出演してくれるようだ。俳優さんたちのいろいろ

な面を引き出すことで、番組ＰＲとしての相乗効果につながっている

と思う。 
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○   シリアスな番組に出ているキャストが、バラエティ番組で違う一面を見せてくれ

る。それがとても興味深かったのは、「ニュースウオッチ９」の前キャスターの大越

健介キャスターが夫婦問題をテーマにした「あさイチ」に出演した時だ。ふだんの報

道番組では見せない人間らしさを感じた。逆に、６月１９日(金)のＮＨＫスペシャル 

戦後７０年 ニッポンの肖像 －世界の中で－「第１回 信頼回復への道」(総合 後

10：00～10：49)での柳澤秀夫キャスターを見て、「あさイチ」との違いに驚いた。

とても信頼できるジャーナリストであることを実感し、「あさイチ」で柳澤さんを見

る私の目は、温かくなった。 

 

○   ７月９日(木)の「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は、今まで企画倒れにな

ったものや、放送していなかった秘蔵映像や、イカ大王の復活や槇原敬之作詞作曲の

テーマ音楽などとても楽しかった。 

 
○   ６月１９日（金）の「√るーとｈｉｇｈ↑２～島根県安来市～」（総合 後 7：30

～7：55 松江-鳥取ﾌﾞﾛｯｸ）は、鳥取県を飛び出し、島根県安来市を舞台にした内容で

島根県民にとっては、初めて見る番組だった。番組そのもののコンセプトなども、初

めて見る視聴者に配慮して丁寧に説明されており、分かりやすかった。これまで聞い

ていたとおりのゆるい雰囲気の番組だったが、大変楽しく見ることができた。また機

会があれば、島根県内を旅してほしい。お笑い芸人を旅人に起用し、若者目線で地域

の魅力を引き出すことをねらっているのだと思うが、おそらく幅広い年齢層に見られ

ていると思う。どういった年齢層に見られているのか気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「√るーとｈｉｇｈ↑２」は、出演者２人の感覚で行き先が決まる

部分もあり、その意外性を大切にしている。今年で６年目に入り、当

初は、若者向けに深夜帯に放送していたが、昨年度から金曜日午後７

時台に移設した。さらに、先月からは、収録した素材を再編集して、

５分のミニ番組「√るーと５ｍｉｎ．」を土曜日午後０時４０分から

放送している。放送時間帯を工夫することで、幅広い年齢層に向けた

定着を図っている。 

 

○   「√るーとｈｉｇｈ↑２」が、６年間継続していることに驚く一方で、やはり内容

が時代に合っているのだと思う。安来市は、鳥取県のすぐ隣の町で地理的にも近く、
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人の交流も多い地域なので、よい企画だったと思う。鳥取県と島根県は参院選での合

区も検討されるくらい関わりの深い県なので、取材対象や制作体制などどんどん交流

が進むことを期待している。鳥取県米子市の大山寺は 2018 年に開創 1300 年を迎える。

1300 年前に神々が大山に集まり国づくりの会議が開かれたとも伝えられており、出雲

大社とも関連の深い地域だ。こうした話題も、鳥取、松江の両局で取材してもらえる

ことを期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

「√るーとｈｉｇｈ↑２」では、地元の人の顔をなるべく多く出す

ことを心がけている。地域に普通に暮らしている人たちの日常の暮ら

しと表情を伝えることが、この番組の最大の魅力だと思っている。鳥

取県と島根県は、地理的にも歴史的にも近い県なので、これからもさ

まざまな話題を共有していきたい。 

 

○   「√るーとｈｉｇｈ↑２」は、これまでの審議会の席上で話題になっていたので、

６月１９日(金)の放送を楽しみに見た。自然の流れのままに構成されており、おもし

ろいがややつかみどころのない印象を受けた。ただ、普通の目線で地域のいろいろな

表情を見ることができるよさを感じた。不思議な魅力のある番組なので、これからも、

島根県内を旅してほしい。違う角度からおもしろさを発見してくれそうな気がする。 

 

（ＮＨＫ側） 

「√るーとｈｉｇｈ↑２」は、今回初めて島根県内でも放送した。

島根県内ではなじみのない番組だったため、視聴者からはさまざまな

意見があったが、全体的には楽しくご覧いただいたようだ。今後も県

境を越えて島根県内の各地を旅してほしい。６月５日(金)のフェイス

「激化！自治体の輸出競争」で取り上げた農産物輸出の話題など、隣

接する島根・鳥取両県で共通するテーマもたくさんある。特に鳥取県

西部地域の話題は、島根県民にも関心の高い情報なので、今後も積極

的に取り上げていきたい。 

 

○   ６月２１日(日)の「サキどり↑」で雷対策を特集していた。雷のメカニズムや落

雷を避ける方法を特集した内容で、雷の被害が増える季節を前にとても参考になる内

容だった。地球温暖化が進めば、雷被害の増加が予想されるので、とても有益な放送
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だった。 

 
○   ６月２１日（日）の「ＮＨＫのど自慢～島根県益田市～」をとても楽しく見た。こ

れまで何となく見ていた番組だったが、じっくりと見ると新たな発見や感動があった。

まず、生放送だということに驚いた。一般人が参加する生放送番組なので、タイムマ

ネジメントの苦労を感じた。また、番組冒頭では、益田市の名産である高津川のアユ

や石見空港マラソンの話題が紹介された。地域のＰＲにもつながる演出で、開催地域

にとってかなりの宣伝効果があったと思う。参加者の表情も生き生きしていたし、エ

ピソードを通して、参加者の人生がかいま見えて興味深かった。特に、亡くなった息

子さんとの思い出の歌を歌った母親が印象的だった。一方で、歌っている参加者の歌

に合わせて、ステージ上の全参加者がそろって振付をする場面は、不自然さを感じた。

参加者の選考基準は歌のうまさだけなのか、ゲストの歌を歌った方が予選通過しやす

いのか、鐘を鳴らす判断はどうされているのかなど、いろいろなことに興味がわいた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫのど自慢」の鐘は、実施局の放送部長や拠点局の制作専任

部長、本部の音楽番組のプロデューサーなどが審査委員室で審査し、

鐘の数を決めている。前日に行われる予選会で出場が決まった２０組

のみなさんひとりひとりに、複数の制作スタッフが歌への思いやさま

ざまなエピソードなどを聞き取り、その情報を元に、本番での紹介コ

メントや歌い終わった後のインタビュー内容などを検討する。それぞ

れの時間を細かく計算し、歌う順番を含めて、詳細な台本を用意する

ことで、正確なタイムキープを実現している。２０組の出場者は、歌

のうまさだけはなく、キャラクターのおもしろさや、歌に込めた思い

などに男女比や年齢構成を加味して決定している。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＨＫのど自慢」は、「明るく、楽しく、元気よく」をモットー

に、出場２０組のみなさんが歌っている表情からその地域を紹介する

ことを目指している番組だ。タイムキープについては、ラジオ放送時

代を含めて、６９年間続いている番組なので、ノウハウも確立されて

いる。 
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○   「ＮＨＫのど自慢～島根県益田市～」の回で優勝した人は、とても歌がうまかった

のだが、サビの直前で合格の鐘が鳴らされたので、とてももったいなく感じた。 

 

○   「ＮＨＫのど自慢」での特別賞は、いつも一番高齢の人に贈られるようだが、どう

してか。 

 

（ＮＨＫ側） 

特別賞は、「明るく、楽しく、元気よく」という「ＮＨＫのど自慢」    

のコンセプトに最も合っている人に贈られる。高齢の人が受賞される

ことが多いのは、８０代、９０代になっても、明るく、楽しく、元気

よく、ステージの上でパフォーマンスをしてくれたことが受賞理由に

なると思う。 

 

○   ６月２８日(日)の今夜も生でさだまさし「福山ビン備後ゴー！ゴー」は、さだま

さしさんのトークがとてもおもしろかった。福山放送会館からの生放送だったが、深

夜帯の放送にもかかわらず、会場に入りきれないファンが屋外にもいて、盛況ぶりに

驚くと同時に、どういったファン層なのか気になった。 

 

○   ７月１０日（金）のフェイス「届かなかった声～新資料が語る“海の特攻の真実”

～」は、致命的な欠陥があることが分かりながら、作戦が続けられていた事実を初め

て知り、強い衝撃を受けた。特に「伏龍」については、存在すら知らなかった。戦争

が人の心を狂わせてしまうことを伝える象徴的なドキュメントだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「届かなかった声」は、人間魚雷「回天」と人間機雷「伏

龍」を山口局と広島局のディレクターが取材し共同で制作した。欠陥

があると知りながら、疑問の声が届くことなく、１０代の若者たちの

命を消耗品のように使って死なせてしまった“海の特攻”の真実を関

係者の証言から浮かびあがらせることができたと思う。山口局は、入

局４年の若いディレクターが担当したが、当時、個人の思いとは別に

軍という集団の中で声を上げられなくなってしまう状況を取材で知り、

衝撃を受けていた。制作者にとっても、次の世代に何を伝えるかを考

える重要な機会だったと思う。 
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○   フェイス「届かなかった声」を見た。太平洋戦争中の海の特攻兵器については、

私自身が「陸軍特攻艇マルレ」と少年兵を取材連載したこともあり、かねてより関心

のあったテーマだった。今回は人間機雷「伏龍」というあまり知られていない兵器を

証言も交えて取り上げた点が良かったと思う。兵器に技術的な欠陥があることを知っ

てなぜ実戦や訓練に用いたのか、その背景にもっと突っ込んでほしかった。実際には、

実戦にはほとんど使われず、訓練で使われて多くの兵士が命を落とした。この部分を

もう少し背景を押さえてほしかった。突っ込み方にもの足りなさが残った。特に「伏

龍」は「本土決戦」という軍部の無謀な作戦に備えた兵器であるだけに、非人道的な

特攻作戦の中でも特に非人道的な兵器だ。番組では、空気清浄管が破損する技術的問

題を指摘していたが、そもそも生身の兵隊が８０㌔の潜水服を身に着け、棒の先に爆

雷を付けて船底に当てるという自爆戦法自体が許されないことだ。また、予科練の少

年兵が乗る戦闘機がなくなったので、数合わせのために編み出した戦法とも言われて

いる。２５分で「回天」と「伏龍」を取り上げるのは難しい。倍の放送時間が必要だ

と思う。引き続き歴史背景を押さえた取材、番組制作をお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「届かなかった声」は、「回天」と「伏龍」の両方を取り    

上げたことと、「伏龍」の潜水服の仕組みなど、説明する部分が多く

なったことで、背景部分が薄くなってしまったのだと思う。取材を通

じて、新たに見つかった資料や生存者の証言を聞くことができたが、

歴史的な背景をもっと描くことで、その証言の意味をより深く伝える

ことができたかもしれない。被爆７０年を迎え、今だから語ってくれ

る証言者が新たに出てくる可能性がある。今回の番組を通じて、まだ

埋もれた事実があることを実感した。７０年を新たなスタートとして、

継続して取材していきたい。これまで知られることのなかった「伏龍」

について、ここまで分かってきたので、ぜひ次につながる番組を制作

したいと思う。 

 

○   ７月１０日(金)の「高校野球１００年ものがたり・鳥取」(総合後 7：30～8：43 鳥

取県域）は、元プロ野球投手の角盈男さんや高校野球解説者の杉本真吾さんたちの高

校野球の裏話がとても興味深く、楽しく見ることができた。ただ、放送や印刷物での

事前のＰＲでは、「高校野球の歴史は、第１回大会の開幕試合で、旧制鳥取中(現鳥

取西高）の鹿田一郎投手が投じた１球から始まった」という部分が強調されていたの
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だが、番組ではあまり触れられなかったので、違和感があった。鳥取県出身の宮川大

助さんが出演していたが、高校野球の大ファンという立場での出演だったのと、話を

うまくまとめ過ぎて、高校野球解説者がかすんでしまったのが残念だった。 

 
（ＮＨＫ側） 

鹿田投手の話題は、取材を進めるなかで、詳しく知ることのできる

資料が少なく、分厚く伝えることが難しかった。ゲストは、野球関係

者だけだと話が専門的になり過ぎる可能性があるので、一般の野球フ

ァンというスタンスで宮川さんに出演してもらった。高校野球は、甲

子園だけではなく、各県の県大会の中にもいろいろなドラマがあるこ

とを私自身改めて感じた。スポーツのすばらしさを伝えることができ

たと思う。今後も放送を通じて、その魅力を伝えていきたい。 

 

○   ７月１０日(金)のファミリーヒストリー「鳥越俊太郎～父との溝 見つかった真実

の手紙～」は、ひもとかれた鳥越さんのルーツにジャーナリストとしての鳥越さんの

反骨精神につながるバックグラウンドを感じた。とても興味深く、描かれる真実に感

動した。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ファミリーヒストリー」の制作にあたっては、かなり緻密な取材

を重ねている。今を生きる有名人のルーツをたどると、激動の時代を

生きた両親や祖父母の世代を描くことになるので、そのストーリーが

感動につながるのだと思う。 

 

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

は、一つのラーメン店を定点観測することで、ラーメン店に集う人たちの変化やそれ

ぞれの人生が伝わってきて、おもしろく、楽しく見ることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ドキュメント７２時間」は、小さなある場所に焦点を定めて３日

間、同じ空の下、同じ時代に、たまたま行き合わせた人たちをとらえ

ることで、多様で生き生きとした、人々の「いま」を見つめるドキュ

メンタリーだ。７月２４日(金)の「路面電車に揺られて」では、開業
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から 100 年以上、市民と共に歩んできた路面電車の車内で繰り広げら

れる３日間の物語を伝えるので、ぜひ、ご覧いただきたい。 

 

○   制作にあたって、期待した物語を撮影できなかった例はないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

先が見えない中で３日間のロケをするので、制作者としてはかなり

の不安要素があるが、ボツになった話は聞いたことがない。広島放送

局では、去年の８月４日～６日の３日間、原爆ドームの対岸のベンチ

を見つめ続けたが、いろいろな人が座っては去っていく姿に、新たな

広島の８月６日を見たような思いがした。小さい世界を見つめ続ける

ことで、普遍的なものが見えてくるのだと思う。 

 

○   ８月６日(木)のＮＨＫスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」に期待

をしている。原爆投下直後の惨状を記録した「御幸橋」の上の写真を解析する試みに

感心している。中国新聞社でも長い間取材を続けるなかで、あの写真に写っていると

いう人に出会うことがあるが、その裏付けを取れなかった。今回、どのようにして人

物を特定したのか、大いに興味がある。放送を楽しみにしたい。 

 
（ＮＨＫ側） 

「御幸橋」の上の写真の存在自体は、以前から知られていたが、今

回、陰影を深く解析するなどの最新の映像技術や科学的知見、生き残

った被爆者の証言をもとに、初めて詳細にこの写真に映っているもの

を解析することに挑戦した。１枚の写真を解析することで、これまで

わからなかった多くの事実が浮かび上がってきた。番組を通じて、き

のこ雲の下の真実に迫り、映像記録として残したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「御幸橋」の上の写真には、５０人ぐらいの人が写っているが、生

存が確認されたのは２人で、その１人は、日本原水爆被害者団体協議

会代表の坪井直さんだ。また、写真には映っていないが、この周りに

３０人ほどいたことがわかり、今回多くの証言をいただいた。ＮＨＫ

スペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」では、これらの証



 

9 

 

言をもとに、最新のデジタル技術を用いて、原爆投下当時の状況を再

現する。 

 

○   大河ドラマ「花燃ゆ」を見ると、明治維新を「闇から光へ」というイメージで肯

定する流れになっている。ドラマ表現としてはやむを得ないと思うが、最近では「軍

国日本の破綻の遠因は明治維新にあるのではないか」といった論調もあり、それとと

もに日米開戦を避けようと動いた朝河貫一（福島二本松藩士の子孫、奥羽諸藩側）と

いう米国在住の戦前の歴史学者の再評価が進んでいる。これは直木賞作家・安部龍太

郎の小説「維新の肖像」の主人公にもなっている。「ラジオ深夜便」では以前取り上

げられたようだが、あと３年すると明治維新１５０年の節目なので、たとえば、「ク

ローズアップ現代」などで朝河貫一を取り上げてみるとおもしろいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ひとつの歴史的事件には、さまざまな視点があり、さまざまな観点

から見ることに価値があると思う。ご意見については、小説を読んで、

私なりに考えてみたい。 

 

○   ６月８日(月)～１２日(金)の「Ｌｅｔ’ｓ 天才テレビくん～花燃ゆコラボ編～」

は、第５やたがらす丸に大河ドラマ｢花燃ゆ｣の長州藩の武士たちがタイムスリップす

る企画でとてもわくわくした。山口県内でのロケ映像に楽しさが倍増するようだった。

地元の子どもたちもいっそう楽しめたと思う。オンエア中の番組同士のコラボは、お

互いの番組宣伝になると思う。俳優たちの意外な一面を見ることができるので、親近

感と興味がわく。特に大河ドラマ｢花燃ゆ｣はシリアスなドラマなので、「Ｌｅｔ’ｓ 

天才テレビくん」で見せたおちゃめな部分とのギャップが際立った。子どもと一緒に

番組を見た、お母さんたちが大河ドラマ｢花燃ゆ｣の視聴につながるとうれしい。「Ｌ

ｅｔ’ｓ 天才テレビくん」のプロレスラーの蝶野正洋さんのコーナーは、とてもイ

ンパクトがあって、おもしろい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「Ｌｅｔ'ｓ天才てれびくん」は、これまで放送してきた「大！天才

てれびくん」をリニューアルして去年４月にスタートした。各県を舞

台に、てれび戦士の子どもたちが地元の名産などをキャラクタライズ

した“どちゃもん”を味方につけて、異次元獣という巨大な敵と戦う
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構図になっている。双方向性を高めたことが特徴だが、単にゲーム性

を求めるのではなく、その土地の名物や地元の人の知恵を伝えたいと

いう思いで構成している。子どもたちの隊長役を務める大野拓朗さん

が大河ドラマ｢花燃ゆ｣の野村靖役を演じているため、ドラマの舞台・

山口県をぜひこの番組で訪れてほしいと制作チームと相談を重ね、実

現した。シリーズ最終日の生中継を行った防府市地域交流センター「ア

スピラート」には、３００人を超える親子に来場いただき、とても感

謝している。 

 

○   ６月２８日(日)の新世代が解く！ニッポンのジレンマ「男女共同参画社会のジレン

マ大研究」(Ｅテレ 前 0：15～1：15)は、さまざまな背景や個性を持つ４人の女性た

ちが男女共同参画社会について、本音で語り合うものだった。業種やライフスタイル

の異なるゲストの組み合わせがおもしろく、今、働く女性たちが置かれている状況が

よく分かった。男性司会者と女性ゲストたちとの男女差は感じなかったが、いわゆる

「ガラスの天井」問題が依然存在していると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「新世代が解く！ニッポンのジレンマ」は、1970 年以降生まれ以外

「立ち入り禁止」のスタジオで、新世代のゲストがさまざまな「日本

のジレンマ」をテーマにその解決策を語り合う番組だ。若い視聴者層

をねらって、テーマやゲスト、放送時間帯を選択しているので、引き

続きご覧いただきたい。 

 
○   ７月６日(月)の人生デザインＵ－２９「ユーズドデニム販売員」は、主役の女性

も個性的だし、登場する地元の漁師さんの話す尾道弁も自然で、とてもおもしろく見

ることができた。カメラワークのよさも番組を引きたてていたと思う。今回取り上げ

ていたデニム販売店は、実際に行ったことがあるのだが、販売されている中古デニム

のバックグラウンドが分かり、新しいビジネスの可能性を感じた。とても内容が濃く

おもしろい番組だったので、これからも続けてほしい。 

 

○   ７月１１日(土)戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 未来

への選択 第２回「男女共同参画社会 女たちは平等をめざす」(Ｅテレ 後 11:00～

翌 0：30)は、戦後、女性の参政権が認められてから、男女雇用機会均等法、そして男
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女共同参画社会基本法施行まで、女性の権利拡大が進んできた歴史を分かりやすく教

えてくれた。これまで、深く知ることのなかった内容だったので、とても勉強になっ

た。今日に至るまでには、多くの女性たちの活躍があったことを知った。これまで活

躍してきた女性たちへのインタビューも興味深かった。同世代の女性たちの間でも

「釘づけになった」という感想を耳にした。女性の社会参加に関しては、解決されて

いない問題がたくさんある。見逃してしまった第１回や、今後の第３回の放送も見て

みたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは、政財界から一般市民まで、新たな証言を記録し、廃墟

から立ち上がった日本人の姿を描く「戦後史証言プロジェクト」が 2013

年７月にスタートし、Ｅテレの大型シリーズ「日本人は何をめざして

きたのか」を放送している。2015 年度は、「未来への選択」をテーマ

に、教育、衣装、環境保護、エネルギー、男女共同参画社会など、い

ま、日本人が暮らしの中で抱えるさまざまな課題が戦後、どのように

議論され、政策決定されてきたのか、当事者の証言で明らかにしてい

く。７月１８日(土)の第３回「公害先進国から環境保護へ」では、日

本人が向き合ってきた環境の取り組みを一般市民、科学者、行政担当

者など様々な立場の証言から立体的に伝える。 

 

○   ６月１２日（金）の新日本風土記「萩・津和野」は、映像が美しく、萩市民のひと

りとして、とても心地よい時間を過ごさせてもらった。結婚式に地蔵を持ち込むとい

う萩市の農村部の風習の話題も興味深かった。地域に伝わる民間伝承や年中行事など、

民俗学的な要素をもっと色濃く出しても、よかったと思う。放送では、萩と津和野と

いう二つの異なる地域を同じボリュームでとらえていたことにやや無理があったよ

うに思う。津和野に比べて、萩の方が歴史的にも映像的にもコンテンツが充実してい

るので、もっと萩を重点的に描いてもよかったと思う。非常によい番組だったので、

ぜひ総合テレビでも放送してほしい。今回に限らず「新日本風土記」は、ＮＨＫらし

い質の高い番組だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「新日本風土記」は、山口放送局と松江放送局がそれぞれ取材し、

共同で制作した。４Ｋの撮影機材を使って、高画質な映像表現に挑戦
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し、双方の魅力を４Ｋの映像で伝えることができたと思う。この番組

は、短いストーリーのオムニバスで構成されているが、その土地で生

活する人のドキュメントを大切にしている。地蔵を大切にする集落の

場面は、その意味で高い評価をいただいた。今回は、違う風土を持つ

萩と津和野をまとめて１本にするため、萩の「土の世界」と津和野の

「水の世界」というコンセプトを設定したが、ご発言のように、ふた

つの土地を１本で描くことには、疑問の声もあった。山口放送局では、

萩の部分を５分のミニ番組に再編集して、「情報維新！やまぐち」の

枠内などで随時放送する予定にしているので、ご覧いただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「新日本風土記」は、土と水というねらいで制作を進めたのだが、

結果的にねらいどおりに表現しきれなかった部分があったかもしれな

い。重い４Ｋの撮影機材に制作スタッフはかなりの苦労をしたようだ。

私たち自身も、スーパーハイビジョンという新たな映像表現の世界へ

の挑戦だった。 

 

○   松江城天守が国宝に指定されたニュースを地元では、非常にうれしく受け止めてい

る。８月２９日には、松江市でお祝いのイベントを開催する計画なので、多くの人に

来ていただきたいと思う。また、地元にとって、とてもうれしいニュースであると同

時に天守が国宝に指定されるのは６３年ぶりという歴史的にも意味のある出来事な

ので、国宝指定に関連した番組を制作してほしい。 

 

○   先日、アメリカを旅行したのだが、滞在先のホテルでテレビをつけたら、ＮＨＫの

国際放送を見ることのできる場所とできない場所があった。ニューヨークでは見るこ

とができず、ワシントンＤＣでは英語放送のみ、アルバカーキでは受信不可、サンフ

ランシスコでは日本語放送を見ることができた。海外で改めて日本の話題に接すると、

日本で見るよりもいっそう理解が深まるようだった。日本の文化を海外に伝える国際

放送の役割の重要さを改めて感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

海外滞在先のホテルでＮＨＫの国際放送をご覧いただくためには、

各ホテルで個別に受信契約をしていただく必要がある。その契約の有
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無によって、ご覧いただけた場所といただけなかった場所があったの

だと思う。ＮＨＫの国際放送には、日本のことを英語で放送して世界

中の人に日本の情報を伝える「ワールド」と在留邦人向けに今の日本

の状況を日本語で伝える「プレミアム」がある。サンフランシスコの

ホテルでは、プレミアムの契約をしてもらっていたのだと思う。普及

に向けて、現地スタッフを中心に努力していきたい。 

 

○   海外出張する機会が多いので、滞在先でＮＨＫの国際放送を見る機会が多い。在留

邦人向けの放送を見ると、今日本で起きていることがよく分かり、充実していると思

う。ただ、海外で暮らす日本人は増えているので、日本のニュースを伝えるだけでは

なく、海外生活に役立つ日本人としての心構えや行動のしかたを示してくれるような

番組を充実してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

国際放送は、充実させる方向で取り組んでいる。今年４月からは「Ｎ  

ＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」をスタートさせ、日本やアジアの情報

をコンパクトにしっかりとまとめて伝えている。日本はどんな国なの

か、日本人はこのテーマについてどう考えているのかという部分を海

外に向けて発信する努力を続けていきたいと思う。 

 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年６月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１８日（木）、広島放送局において、１２人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告を受けた再発防止策

について説明があった。 

続いて、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、７月の番組編成の説明が行われ、会議

を終了した。 

なお、次回は７月１６日(木)に開催することとした。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

副委員長 安井  弥 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長） 

委  員 上大岡トメ （イラストレーター） 

久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

     佐田尾信作 （中国新聞社論説主幹） 

     島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗 代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ５月２９日(金)のフェイス「立ち止まる調査捕鯨」は、日本鯨類研究所の非致死

的調査の様子、下関市の水産業者がアイスランドから鯨肉を輸入する実態、宮城・鮎

川の沿岸捕鯨の稼働の様子など、おもしろい素材が提供されていたが、それが何を意

味するのか、番組では消化不良に終わった感がある。まず、昨年の国際司法裁判所の
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判決を正確に押さえる必要があった。これは日本の調査捕鯨を違法と認定したわけで

なく、定められた捕獲枠を満たしていないから科学的でないと勧告したものだ。した

がって、今の日本の調査捕鯨が定められた捕獲枠を満たしていないのが本当であり、

番組で流れたシーシェパードの妨害が本質ではない。クジラを殺さない非致死調査は

一見、受けがよさそうだけが、では、どうして今まで捕って食べてきたのか、説明が

つかなくなる。その部分を突っ込んでほしかった。さらに、アイスランドから輸入し

ている業者が「戦いは海の上でなくマーケットで起きている」という一言は意味深だ。

もっと突っ込んでほしい。国内の鯨肉流通を促す立場の側の言葉としてはふさわしく

ないし、取材記者の反応を見たのだと思う。おそらく、鯨肉の国内市場は品質を含め

て劣っており、輸入するしかなかったと言いたかったのだと思う。沿岸捕鯨の話題も

紹介された。南極海の代わりに沿岸で、という主張が日本側にあるようだが、南極海

で行うから日本の調査捕鯨が国際貢献できるのであり、発想が逆転している。沿岸捕

鯨も実際には否決されている。今、クジラ資源は回復の兆しがあり、増えすぎるとイ

ワシやサバなどを食べ過ぎて減らしてしまう問題も出ている。資源のバランスを考え

ると、捕鯨自体は可能ななりわいだ。今後とも継続して報道してほしい。水産庁や日

本鯨類研究所に問題がないのかということも突っ込んでほしい。２５分では足りない。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「立ち止まる調査捕鯨」の制作にあたっては、捕鯨問題が

「日本の伝統的な食文化を守る」という立場と「動物、環境の保護」と

いう立場の単純な問題ではなく、さまざまな立場や視点が複雑に絡み合

っている問題だということを描きたい、というのがスタートする際の意

図だった。ご指摘のように、ひとつひとつの話題や問題点をもっと知り

たかった、掘り下げてほしかったというご意見が、山口放送局にも届い

ている。説明が足りない部分もあったと思う。捕鯨の問題は、日本全体

の問題であり、世界的な問題だが、長年捕鯨をしてきた町・下関のある

地元局として、下関からの視点を大切にしたいという思いがあった。そ

こが全国放送と違い地元に軸足を置いた印象にもつながったのかもしれ

ない。ご指摘のように、業者や水産庁、日本鯨類研究所に対する突っ込

んだ取材については、必要な点だと認識している。ご意見は、制作現場

にも伝え、今後も継続して取材していきたい。 

 

○   ６月５日(金)のフェイス「激化！自治体の輸出競争～山陰ブランドの挑戦～」は、
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青果販売のグローバル企業「ドール」と提携し海外輸出を推進する鳥取県と、健康志

向が強まる欧米をターゲットに輸出を伸ばそうとする島根県の取り組みを通して、海

外戦略に取り組む自治体の努力が、しっかりと伝わってきた。多くの県が地域再生の

ために、農産物の輸出拡大に取り組んでいるなか、山陰両県の取り組みは、発想も手

法も先進的な事例だと思う。今後、輸出を拡大して定着するためには、マーケティン

グや現地商談会の設定、新たな商品の開発など、多くの課題があり、行政の支援が必

要だと思う。両県には今後も頑張ってほしいし、地域の放送局はエールを送り続けて

ほしい。スタジオには、中国地方各県の輸出農産物が展示されていたが、鳥取県のナ

シやスイカ、島根県の魚のチップと並んで、岡山県は日本酒が展示されていた。岡山

県における日本酒の輸出は、すでに商業ベースに乗っていて、行政は手を離す段階ま

できている品目なので、品目の選択に違和感があった。 

 

  （ＮＨＫ側） 

フェイス「激化！自治体の輸出競争」は、鳥取県のナシをめぐる取

り組みからスタートし、山陰両県の取り組みに焦点を当てる番組に発

展させた。行政と企業がどうタッグを組んでいくかという部分に力点

を置いて描いた。 

 

  （ＮＨＫ側） 

フェイス「激化！自治体の輸出競争」は、農産物の輸出における対

外戦略をテーマに描いた。今後どう発展させていくかが重要だと思う。

今回の放送を第１回と位置付け、将来的に取材を継続し、他県の例を

含め、いろいろな可能性を提示していきたい。 

 

○   フェイス「激化！自治体の輸出競争」は、自治体の取り組みに焦点を当てた切り口

に納得できた。山陰両県の取り組みとして、取り上げた点もよかった。私自身は、島

根県の取り組みはよく知っていたが、鳥取県の取り組みは詳しく知らなかったので、

興味深く見た。都道府県の競争が激化しているなか、海外販路開拓には、よいパート

ナー企業を見つけることと、進出先のニーズをいかに的確にとらえるかが重要だとい

うことを再認識した。島根県の取り組みの特徴は、進出先の地域に差別化を図ってい

ることだと思う。南米のブラジルや中東のドバイなど、他の自治体があまりアプロー

チしない地域をあえて狙っている点だ。継続的にフォローしてもらえると、島根県の

取り組みのＰＲにもなると思う。行政のサポートはあくまでもきっかけであり、いか
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に民間がそれを引き継いで、自立的かつ継続的に海外販路開拓を進めていくことがで

きるかがポイントだと思うので、行政のサポートをどこまで行っていくかという側面

についても、継続的にフォローしてほしい。 

 

 （ＮＨＫ側） 

輸出競争に勝ち残るためには、地域そのものの魅力を上げること

が必要不可欠だということを、番組を見て、私自身も再認識した思

いだ。農産物に限らず、地域を盛り上げていくためには、常に新し

い知恵が求められていると思う。地域そのものの魅力をアップさせ

るために何が必要なのか、切り口を変えて、別の見せ方でお伝えし

たい。 

 

○   フェイス「激化！自治体の輸出競争」は、私自身がお茶の海外販売に取り組んでい

るので、興味と共感を持って見た。多くの自治体や日本企業が輸出に力を入れる中、

輸入を歓迎する国と歓迎しない国がある。歓迎しない国では決まって農薬が問題視さ

れ、無農薬、低農薬で栽培することになる。私の所属する日本茶の輸出組合では、国

内の日本茶の消費が低迷していることで、栽培を放棄された中山間地域の茶園を復活

し、無農薬、低農薬で海外向けの日本茶の栽培を始めた。さらに、加工方法を工夫す

ることで、新しい日本茶の輸出品の製造を目指している。世界の４分の３の人がお茶

を飲んでいるので、輸出への十分な手応えを感じている。今後の番組展開に大いに期

待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

         中国地方各放送局では、今年の１０月から「プライムＳ」のなかで、

「ブランド発見伝」というシリーズを立ち上げる。輸出競争に勝ち残

るために開発した地域ブランドの農産品は、まさに第一段階だと思う。

そこから見えてきた課題や、これからの行政支援のあり方などを継続

して取材し、新シリーズで展開していきたい。 

 

○   フェイス「激化！自治体の輸出競争」は、山陰両県のそれぞれの取り組みが興味深

かった。青果販売の大手企業｢ドール｣と提携し海外輸出を推進する鳥取県と健康志向

が強まる欧米をターゲットにオーガニックを全面に出して輸出を伸ばそうとする島

根県、どちらの取り組みが成功につながるのか、今後の進展を伝えてほしい。 
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○   ５月２９日(金)のプライムＳ「“核なき世界”は近づいたのか～ＮＰＴ・「核兵器

禁止条約」めぐる攻防～」を興味深く見た。広島放送局では、核兵器禁止条約に向け

ての国際的な動きを熱心にフォローしているが、継続取材の大切さを感じる番組だっ

た。オーストリア外務省の軍縮大使・クメントさんに焦点を当てた構成もよかった。

非公開でありながら、ＮＰＴ（核拡散防止条約）における核兵器禁止条約を求める水

面下の動きもかなり具体的に取材されており、核兵器禁止に向けての歩みが進んでい

ることを期待させてくれた。国内外において大きな意義のある番組だと思う。今後も

引き続き取材し、伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＰＴ再検討会議については、最終的に合意に至らなかったニュー

スにがっかりした人も多かったと思うが、番組を通じて、議論を丁寧

に見ることで、着実に進んでいる希望を感じてもらえたと思う。クメ

ントさんの根底にあるのは、広島、長崎の被爆者の思いだ。地道に核

兵器の非人道性を訴えるクメントさんを通して、ＮＰＴ再検討会議を

見ることで、分かりやすく伝えることができたと思う。ＮＰＴの会議

というだけで、難しく受け止められがちだが、今後もなるべく分かり

やすく、継続的に伝えていきたい。 

 

○   プライムＳ「“核なき世界”は近づいたのか」は、オーストリアの外交官に密着し

て絞り込んだ点はよかったが、その結果、日本政府も「核兵器禁止条約」に前向きに

なったかのような描き方をしたことに違和感があった。非核兵器保有国でありながら、

日本はアメリカの顔色をうかがってリーダーシップに欠けていると思う。国の政策や

政治の在り方にある程度厳しい目を持たないと、いくらいい取材をしても結果が違っ

てしまう。来年、サミットの外相会合が開かれる予定になっている。日本の核政策全

体について、さらに掘り下げて伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

プライムＳ「“核なき世界”は近づいたのか」では、難しい問題を

柔らかく、易しく伝える工夫をもっとできたと思う。たとえば、スタ

ジオ演出での模型やテロップの工夫、専門家だけではなく、「それっ

てどういうこと？」と聞くことのできるゲストを入れるといった演出

の工夫もあったと思う。今後さらに工夫していきたい。 
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○   ５月３０日(土)のＣＡＴＶネットワーク「イチオシ！中国地方編」は、ケーブルテ

レビだからこそ発掘できるような地域のきめ細かな話題を、うまく結集させたおもし

ろい番組だった。かなり盛りだくさんな内容で、あっという間の１時間だった。島根

県からは、石見ケーブルビジョン制作で石見神楽の話題、山陰ケーブルビジョン制作

で出雲地方の地金魚「出雲ナンキン」の話題が紹介された。島根県西部と東部の代表

的なものがバランスよく取り上げられていた。私自身は、県西部に住んでいるので、

石見神楽については知っていたが、出雲ナンキンについては、そのエピソードを含め

て初めて知る話題だった。地元の話題が全国発信され、地域にとってもよかったと思

う。番組の趣旨は、ケーブルテレビの番組を通して、地域の魅力を紹介するというも

のだったが、それぞれのケーブルテレビ局がそれぞれ手法で工夫を凝らして制作して

いるので、話題として紹介するだけではなく、番組そのもののオリジナリティにもも

う少し触れてほしかった。違ったおもしろさを発見できると思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ＣＡＴＶネットワーク」は、３月２９日(日)にＢＳプレミアムで

放送したものを、中国地方向けに総合テレビで放送した。ケーブルテ

レビ局ならでは演出やおもしろさを伝える手法については、今後検討

していきたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

松江放送局では、「しまねっとＮＥＷＳ６１０」で島根県内のケー  

ブルテレビ局が制作したリポートを週１回放送している。ケーブルテ

レビ局ならではのきめ細かなリポートが多いので、共存共栄の観点か

らも、今後も継続していきたい。 

 

○  ６月１２日(金)の「心つなぐ かけ橋に～アメリカ人少女と幼なじみの６０年～」

(総合 後 7：30～8：13 中国ﾌﾞﾛｯｸ) は、戦後まもなく広島にやってきて、祖国アメリ

カが原爆を落とした罪悪感に苦しんだ一人のアメリカ人少女と広島の人たちとの６

０年にわたる心の絆を描いた物語だった。美談ではあるが、退屈だった。放送時間が

長いように感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

去年の秋に放送したＥＴＶ特集「ヒロシマ 爆心地の原子力平和利
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用博覧会」(１０月１８日(土))とＢＳ１スペシャル「核の“平和利用”

知られざるもうひとつの東西冷戦」(１１月３０日(日))を制作した時に、

「心つなぐ かけ橋に」の主人公であるファリダ・フツイさんを取材し

た。その際に、ファリダさんの自宅から６０年前のカラーフィルムが見

つかったことと、ファリダさんが６０年にわたって広島の人と交流を続

けていることを知り、番組制作に至った。原爆という悲惨な事実があり

ながらも、日本人とアメリカ人が人と人の人間関係でつながるすばらし

さを伝えたかった。長くて退屈だったという意見は反省点として今後に

生かしたい。 

 

○   ６月１２日(金)の「焦土の放送局～ラジオ放送を再開せよ～」は、原爆投下から２

４時間後にラジオ放送が再開されたドラマを、コンパクトにまとめていた。分かりや

すく、胸を打つ内容だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

「焦土の放送局」は、５月１日(金)の「被爆７０年 焦土の放送局～   

ヒロシマは何を伝えてきたか～」を放送後、「もっと知りたい」という

声をたくさんいただき、前半部分を２５分に再構成して放送した。先月

の審議会でも話したが、この事実を若い世代に伝える手法として、漫画

で描く試みも行っている。広島局の歴史も加えて冊子を作成する予定だ。

完成しだいご覧いただきたい。 

 

○   ５/２９(金)の現場に立つ「ともに一歩ずつ～住宅困窮者 自立に向けて～」を見

て、医師や弁護士と連携して、精神障害者など通常の業者では断られがちな人の入居

から生活の支援まで、不動産業の枠を超えて取り組む阪井ひとみさんの活動を初めて

知った。障害者の生活にかなり踏み込んで描かれており、地域に暮らす障害者の実態

や、支援する側の難しさがよく分かった。主人公の阪井さんの活動に、頭の下がる思

いがした。今後も折に触れてこうした活動を取り上げ、広く社会に伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

現場に立つ「ともに一歩ずつ」は、精神障害者や児童養護施設を出

て、行き場がなくなった若者などの入居から生活の支援までをきめ細

かくサポートする岡山市内で不動産業を営む阪井さんの奮闘の日々を
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見つめた。さまざまな角度から伝えていく必要がある社会問題なので、

今後も引き続き取材し、より深く掘り下げていきたい。 

 

○   ５月２９日(金)の「√るーとｆｒｅｓｈ」(総合 後 7：32～8：45 鳥取県域)は、デ

ータ放送やインターネットを活用した試みが楽しかった。公開放送の会場になった鳥

取短期大学を訪ねてみたくなった。 

 

（ＮＨＫ側）  

「√るーとｆｒｅｓｈ」は、ネットを活用したお茶の間からの参加

など双方向機能を取り入れた演出で、多少手探りの部分もあったが、

新しい取り組みに挑戦した。若い人材の育成は、地域放送局の役割の

ひとつなので、そうした場としても活かすことができたと思う。明日

の「√るーとｈｉｇｈ↑２」は、鳥取県を飛び出して、隣の島根県安来

市を紹介する。これからも温かい目でご覧いただきたい。 

 

○   ニューヨークから戻る航空機で 2014 年１０月２６日(日)に放送されたＮＨＫスペ

シャル「謎の古代ピラミッド～発掘・メキシコ地下トンネル～」を見た。世界で初め

て撮影された映像はすばらしく、非常に興味深かった。ただ、「なぜ文明が生まれる

のか」という問いに対する文明論の解説は、わかりにくかった。もう少し、わかりや

すい説明がほしかった。 

 

○   ５月７日(日)のＮＨＫスペシャル 生命大躍進 第２集「こうして“母の愛”が生

まれた」は、母乳がいつできたのか、卵から胎児に変化したのはどうしてか、さらに、

「母の愛」誕生につながる遺伝子の変化など、人間が強い親子愛で結ばれるようにな

った謎を、細かく、分かりやすく描いてくれた。ただ、ＣＧが多用されていた点とナ

レーションのテンポが遅い点が気になった。もう少しテンポのあるナレーションの方

がより楽しめたと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ＮＨＫスペシャル 生命大躍進」は、非常に難しい最新研究に焦点

を当てたシリーズのため、少しでも分かりやすく伝えるためにＣＧの挿

入が増えたり、ややゆっくりとしたナレーションをつけたりしているの

だと思う。個人的な好みがある部分なので、制作者側の意図もご理解い
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ただきたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ＮＨＫスペシャル 生命大躍進」と連動して、国立科学博物館など

と共催で、特別展「生命大躍進展」を７月７日(火)から上野の国立科学

博物館で開催する。来年７月には、岡山市でも開催する予定なので、番

組と併せてお楽しみいただきたい。 

 

○   ６月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」は、新たに発掘したアメリ

カ軍が撮影したフィルムや膨大な戦死者の記録などに基づいて、沖縄戦の全貌を描い

ていた。４月１日の上陸から日を追って、亡くなられた人の数が棒グラフで地図上に

示されたが、直接視覚に訴えてきて、強く印象に残った。４月２０日に伊江島で島民

の半数にあたる 700人が亡くなったことや、６月２０日に喜屋武半島で多数の投身自

決があったことなど、データを通して生々しく伝えてくれた。沖縄戦においてなぜ、

多くの住民の犠牲者がでたのか、その原因を明解に示してくれたように思う。エンデ

ィングの元日本兵、元アメリカ兵、そして住民の無言の表情から、戦争の悲しさや虚

しさがよく伝わってきた。ただ、独自に入手した非公開とされてきた県の資料やアメ

リカ軍のフィルムなどの資料が、なぜこれまで公開されることなく、今回公開された

のか、どういった専門家が解析にあたったのか、今回の解析に新たに判明した事実は

どの部分なのかについて、もう少し詳しい説明がほしかった。できれば、解析した専

門家のコメントも聞きたかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

沖縄戦については、１２万人の民間人が亡くなったという全体的なこ 

とは分かっていたが、どのようにして亡くなったのか、どういう立場

で亡くなったのかということは、プライバシーや、補償の問題にも関

わる事柄なので、これまで公表されていなかった。戦後７０年が経過

し、記録に残っている人たちの多くが亡くなってしまったので、解析

が可能になった側面もある。膨大なデータを容易に分析できるソフト

開発が進んだことも、分かりやすくビジュアル化できた理由のひとつ

だと思う。民間人の犠牲者のほぼ半数は、沖縄戦最後の１週間に、虐

殺ともいえる状況下で亡くなっており、なぜ、その前に止められなか

ったのかというメッセージは強く伝わったと思う。映像については、
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過去の番組制作の過程で、アメリカの公文書館や海兵隊の史料などを

徹底的に検索したなかで、発見した史料も活用したと聞いている。私

自身も初めて目にする映像がたくさんあった。今後新たに発見される

可能性も含めて、将来にわたって、私たちが継続して取り組むべき大

きな仕事のひとつだと改めて感じた。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」は、映像もデータも含めて史料の重さが胸に

迫ってきた。誰がいつどこで亡くなったかという詳細な記録を集積・解析してデータ

化したことは、社会への大きな貢献だと思う。プライバシーにかかわるとはいえ、個

人個人の犠牲者がいかにどのようにして亡くなったかという具体的な情報が大事に

なってくると思うので、この番組で完結することなく、今回のデータを沖縄県の公文

書館と共有するなどして、犠牲となった人のためのデータとして使用されることをお

願いしたい。軍人と住民の区別がつかないで全員を撃ち、翌朝見たら全員住民だった

と涙を浮かべて語る元アメリカ兵の証言など、とても貴重な証言が記録された内容だ

った。 

 

（ＮＨＫ側）  

亡くなった住民の元データは、補償を目的に調べられたものなので各 

役場の福祉課や年金課に保存されていたものだ。番組制作にあたり、そ

れらのデータを集めて抽出・解析した。解析したデータの活用について

は、可能性を検討したい。解析に協力いただいた専門家については、字

幕で紹介した。彼らの協力を得ながら解析を進め、番組を構成する段階

で専門家の映像部分は割愛したのだと思う。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」は、よくここまで取材できたと感心すると同

時に、強く印象に残る重い番組だった。人骨が映し出された後、足がたくさんあるゲ

ジゲジのような虫をアップにしたり、フィラメントを象徴的に映し出したりする場面

があった。悲惨さは伝わってきたが、やや過剰な演出だと感じた。 

 

○   ５月１５日(金)のドキュメント７２時間「駄菓子屋・子どもたちの小さな宇宙」は、

まったくカメラを意識しない自然な子どもたちの姿がおもしろかった。夜になると、

かつて常連だった若者たちが集まり、懐かしい時間の中で語り合う姿から一人一人の

人生が伝わってくるようだった。登場人物たちの表情が驚くほど自然で、映画作品を
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見るようだった。最高におもしろかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ドキュメント７２時間」は、ひとつの場所にカメラを据えて、７２  

時間回し続けることで、人々のいまを見つめようという番組だ。小さい

空間であればあるほど凝縮された人間模様が見えてくる。先が見えない

中でのロケなので、制作する側は不安要素が多いのだが、そこがおもし

ろさにつながっているのだと思う。７月２４日(金)には、路面電車「ひ

ろでん」の車内にカメラを据えた番組を予定しているので、ご覧いただ

きたい。 

 

○   ６月４日(木)の木曜時代劇 かぶき者慶次(９)「俺は三成の子」は、時代劇であり

ながら、恋愛や仕事、家出など、まさにワークライフバランスを考える要素がふんだ

んに盛り込まれていたと思う。仕事で失敗して切腹する場面では、仕事の責任の取り

方を考えさせられた。人間模様や登場人物の感情もよく描かれていて、複雑な現代生

活とは違って、とてもシンプルに表現されているので、一番大切なものは何か見えて

くるような思いがした。 

 

（ＮＨＫ側） 

総合テレビでは、「大河ドラマ」と「木曜時代劇」の２つの時代劇

を放送している。「大河ドラマ」は、史実に基づいて歴史を重視して

描いているのに対して、「木曜時代劇」は、人間模様に力点を置いて

描いており、若い層にも時代劇を見てほしいという意図を含んで制作

している。現代的な味わいのある時代劇なので、多くの人に見ていた

だきたい。 

 

○   ６月４日(木)の「ニュースウオッチ９」で島根県益田市に京都から移住してきた夫

婦の話題が紹介された。移住した人たちのうち、半数以上が定住できていないなか、

副業を始めたことがきっかけで、地域とのつながりが生まれ、移住が成功した事例に

希望を感じた。都会から地方への移住を成功させるヒントを与えてくれたように思う。

私自身が事業を進めるうえでも、大変参考になる話題だった。 

 

○   ６月８日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「時計に命、意地の指先 時計職
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人・松浦敬一」は、カメラワークとディレクションがすばらしい。修理中の非常に小

さい時計の部品と松浦敬一さんの集中した表情が交互にとらえられていて、まるで、

自分が松浦さんの横で修理作業を見ているような気持ちになり、思わず息を飲んだ。

松浦さんは、すご腕の職人でありながら、厳しい雰囲気はなく、依頼主との電話の柔

らかいやりとりやお孫さんへの温かいまなざしに、テレビを通しつつも人間の体温が

伝わってくるようだった。とてもよい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

時計職人の松浦さんは、撮影されることで集中力が途切れて、お客

さんの時計を台無しにしてしまう危険を避けるため、これまで実際に

修理している様子を撮影させてくれなかったのだが、今回担当ディレ

クターとプロデューサーが何度も足を運びコミュニケーションをとる

中で、撮影が許可された。信頼関係を築くことができたからこその映

像だと思う。「時計は人生そのものだ」という松浦さんの言葉を伝え

ることができた。 

 

○   「バラエティー生活笑百科」は、司会の笑福亭仁鶴さんが、とても魅力的だ。暮ら

しの中の身近なトラブルを笑いの中に解決してくれるので、気楽に見ることができて、

かつ、ためになる。できるだけ長く続けてほしい。 

 

○   アニメ「英国一家、日本を食べる Ｓｕｓｈｉ ａｎｄ ｂｅｙｏｎｄ」は、キャ

ッチ―なオープニングの音楽とコピーに思わず心が弾む。英語バージョンで見ると英

語の勉強にも役立つ。日本食の話題なので英語でも推測できる半面、日本人である私

自身が初めて知ることも多く、新鮮に感じる。「外国人が日本の良さを発見して、日

本人がその良さを再確認する」という番組のねらいは、自己肯定力が低い日本人によ

い影響を与えてくれると思う。ただ、本放送が深夜帯なので残念だ。マイケル・ブー

スさんに日本全国を回ってもらい、各地の食材を食べて語る第２シリーズを企画して

ほしい。とても楽しい内容になると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

アニメ「英国一家、日本を食べる Ｓｕｓｈｉ ａｎｄ ｂｅｙｏ

ｎｄ」は、海外に日本食の魅力を発信するために国際放送向けに制作

した。その後、国内向けの放送を決めたので、残念ながら、深夜帯で
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の放送となった。すでに放送中の原作でも、京都や札幌を旅している

が、ご発言のように、日本各地を訪ねて、地域ならではの日本の食材

を取り上げても楽しいかもしれない。 

 

○   「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は、内村光良さんの力によるところが大き

いと思うが、コントネタ、キャスト、キャラクターなど、すべてが丁寧に作られてい

て、その緻密さに笑いつつもうなってしまう。初めて見た時からのファンで、毎週木

曜日の夜、この番組を見ると「あと一日頑張ろう」という気持ちにさせてくれる。大

好きな番組のひとつだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

全体的にＮＨＫの番組は６０代以上の視聴者層によく見られている

のだが、「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は、１０代、２０代

を含めてどの年代でも均等に見られている。番組をきっかけに、若い

世代にも視聴者層を広げていくためにも、大切に育てていきたい番組

のひとつだ。 

 

○   ５月２３日(土)のＥＴＶ特集「ヴィニュロンの妻 日本人マダムと名門ドメ―ヌ 

再起の闘い」は、ありきたりなワイン紀行番組ではなく、フランスのワイン農家で頑

張る日本人女性を描いた人間ドキュメンタリーだった。民放の「こんなところに日本

人」とも違い、骨太な内容でとてもよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＥＴＶ特集「ヴィニュロンの妻 日本人マダムと名門ドメ―ヌ 再

起の闘い」は、外部プロダクションが制作した番組で、ディレクター

は主人公の日本人女性とも交流があったと聞いている。カメラマンは、

プラハ在住の映像系映画のカメラマンだ。こうした要素が深みのある

内容や一般的なテレビ番組とは違うスタイリッシュな映像表現につな

がっているのだと思う。 

 

○   ６月３日(水)のスーパープレゼンテーション「“シェアリング“ビジネス 成功の

法則」は、シェアリングビジネスをテーマにした内容だったが、ネットを活用したビ

ジネス展開の可能性やこれからの起業家に求められる新たな問題点を予測し解決す
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る力など、非常に勉強になる内容だった。 

 

○   ６月１４日(日)の釣りびと万歳「初夏の日本海 アオリイカと一騎打ち！～武田修

宏 島根・出雲～」は、島根県出雲市沖の岩場で、「ヤエン」と「エギング」という

２種類の釣り方でアオリイカに挑む様子を楽しく見ることができた。釣りだけではな

く、日御崎灯台近くにある土産物店の店先のにおいが感じられるくらいの肝焼きや、

瀬渡し船の船長さんが作った肝のホイル焼きなどの料理もとても魅力的だった。出雲

大社だけではない、出雲地方の魅力を全国に向けてしっかりと伝えていたと思う。松

本裕見子さんの軽妙なナレーションも武田さんの軽やかな雰囲気もよく、大変気楽に

楽しむことができた。 

 

○   「ＮＨＫ国際放送８０年」の話題を大変うれしく聞いた。８０年に至るには、大変

な努力があったと思う。今後も日本のよさを世界に向けて発信し続けてほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年５月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、２１日（木）、広島放送局において、１０人

の委員が出席して開かれた。 

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

た。 

次いで、「平成２６年度中国地方向け放送番組の種別ごとの放送時間」について、報

告があったあと、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、６月の番組編成の説明が行われ、会議

を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

     佐田尾信作 （中国新聞社論説主幹） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

高橋 博子 （広島市立大学広島平和研究所講師） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

安井  弥 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院院長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ５月１８日(月)のオイコノミア 「子育て“はじめの一歩”の経済学」は、実際の

調査事例を取り入れながら、将来子どもの能力を伸ばすことにつながる子育ての秘訣

(けつ)分かりやすく教えてくれ、実際に役立つ内容だった。日々のしつけを経済学の

視点からとらえる試みが興味深く、面白かった。経済学の知恵が生活に密着している

ことを実感でき、身近に感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

「オイコノミア」は、４月からＥテレの午後１０時台に移設し、あ

わせて、放送時間も２５分から４５分に変更した。時間が長くなった

ことで、ゆったりとした構成になったことや進行役の又吉直樹さんの

魅力によって、おかげさまで好評をいただいている。又吉さん自身も

番組出演をきっかけにして、経済学に興味を持っていただき、質問に

も深みが出てきたことも番組の魅力につながっていると思う。ご指摘

のように経済学を生活の一部として身近に感じていただくことがテー

マのひとつなので、うれしいご意見をいただき感謝している。 

 

○   ５月１７日(日)の日曜美術館「永遠の“モダン”京の春・重森三玲の庭」は、重森

の斬新で厳しい人柄と伝統だけではなく未来永劫(えいごう)に続くデザインの要素

を取り入れた考え方を映像と解説で分かりやすく教えてくれた。庭園や建築の専門的

な知識のない人にも重森の考え方がよく伝わる構成になっていた。ただ作品を鑑賞す

るだけではなく、作品を通して作者の人生について考えさせてくれた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「日曜美術館」も、司会の井浦新さんが美術好きなので、その魅力

が視聴者を引き付けるひとつの要素になっていると思う。長く続けて

いる番組のひとつで、根強いファンにご覧いただいている。引き続き

ご覧いただきたい。 

 

○   ５月２０日(水)のあさイチ「スーパー主婦直伝！撃退！“家事疲れ”」をテーマに

誘われて見た。片づけることは、ただ整頓するだけではなく、家族が快適に暮らすこ

とであり、お互いに思いやりを持つことにつながるなど、要所要所でうまくまとめて

いた。片づけ方もよく分かり、やる気がわいてくるようだった。快適な気分で朝を過

ごすことができた。 

 

○   ５月２１日(木)のアニメ 英国一家、日本を食べる「世界一硬い魚」は、分かりや

すい言葉とアニメで日本食が紹介されている点がとてもよかった。日本食を知らない

外国人や小さな子どもでも、理解しながら、興味を持って見ることができる。アニメ

に登場する家族もそれぞれの視点から見た本音を語っていたので、とても素直に見る

ことができた。取り上げた食材の調理法も参考になる内容だった。最後に紹介された
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サイフォンを使ったラーメンスープ作りには、驚きと感動を覚えた。よく見つけてき

たと感心した。 

 

（ＮＨＫ側） 

「アニメ 英国一家、日本を食べる」は、国際放送のワールドＴＶ

で放送するとともに、総合テレビでも深夜帯に放送している。フード

ライターのマイケル・ブースさんの原作をアニメ化したもので、外国

人の目で見た日本食の捉え方を新鮮に感じる場面が多い。不思議な魅

力のある番組なので、これからの放送もご覧いただきたい。 

 

○   ５月１５日(金)のフェイス「わたし、語り部になる。」は、広島市が被爆者なき時

代を見据えて取り組んでいる被爆体験伝承者養成事業を取り上げ、当事者の内面に踏

み込もうとした制作意図に大いに共感した。ただ、最後の部分で「すべてを原爆のせ

いにしたくない」という被爆者の男性の言葉を原爆に対する憤りだと受け止める場面

があった。「すべてを原爆のせいにしたくない」という言葉は、被爆者の実感から発

せられた言葉だと思うが、それを憤りだと結論づけるのには、説明不足だと思う。「わ

たし、語り部になる。」というタイトルは、インパクトのある表現だが、被爆体験伝

承事業は、被爆体験を持たない人が語り部になることができるのか、語り部とは何か、

という複雑な問題を含んでいるテーマだ。今後も継続して取り組んでいただきたいテ

ーマなので、続編を期待している。 

 

○   私も「すべてを原爆のせいにしたくない」という言葉を原爆に対する強い憤りだと

解釈することに戸惑いを感じたが、本人は被爆者から話を聞くなかで、言葉の裏にあ

る衝撃のようなものを感じ取っていたのだろうと自分自身を納得させた。語り部を目

指す主人公は、感受性の高い人だと思う。被爆者の言葉の裏にある思いを感じ取って

自分の言葉で語ることのできる立派な語り部になると思う。彼女の活躍に期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

広島局では、被爆体験伝承者養成事業を継続して取材しており、昨

年度は、６月２０日(金)のプライムＳ「被爆７０年 ヒロシマ・ナガ

サキ 市民の挑戦」で、第１期生の女性を取り上げた。今回のフェイ

ス「わたし、語り部になる。」では、第２期生の女性を取材した。ご

指摘の「すべてを原爆のせいにしたくない」という言葉には、おそら
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く、憤りだけではない、もっと複雑な思いが込められているのだと思

う。７０年間の思いが凝縮された言葉なのだと思うのだが、制作した

若いディレクターは、深い部分までとらえることが難しかったのだと

思う。これからも被爆者への取材を続けて行く中で、被爆者と若い世

代とのギャップを埋めていく作業が取材者側に求められていると思う。

タイトルは、今年４月に第１期生がデビューし、まさに若い世代が語

り部となって第一歩を踏み出した時期だったので、「わたし、語り部

になる。」とした。主人公の佐古季暢子さんは、６月にアウシュビッ

ツに行き、体験を持たない世代がどう継承しているかを学ぼうとして

いる。ＮＨＫ広島放送局では、佐古さんの旅に同行取材し、今年７月

の放送を予定しているので、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   フェイス「わたし、語り部になる。」は、新たな語り部の可能性を伝えてくれた。

被爆者でなければ、迫力を持って伝えることはできないだろうという先入観を持って

いたが、間違いだと気づかされた。彼女であれば、当事者だったら表現できない部分

を、逆に伝えることができると感じた。私も「すべてを原爆のせいにしたくない」と

いう被爆者の言葉の意味を理解することができず、もやもやとした思いが残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

私自身も「すべてを原爆のせいにしたくない」という言葉の意味に

ついて悩んだ。おそらく、原爆のせいだと思うことは、自分の人生す

べてが原爆しかないと認めることであり、それに対する反発や怒り、

悲しさなど非常に複雑な思いが込められた言葉ではないかと思う。聞

いても語ってくれなかったかもしれないが、その部分をもっと本人に

インタビューしておくべきだったと思う。 

 

○   広島で語り部を目指す佐古さんが、アウシュヴィッツに行き、体験を持たない世代

がどう継承しているかを学ぼうとしていることを聞き、大変大事な番組になると同時

に、気をつけなければならない要素を含んでいると思った。広島とアウシュヴィッツ

を対比すると、どちらも大量に人々が亡くなっているという被害者としての視点が浮

き彫りになるが、広島と長崎は、被爆地であるのに対して、アウシュヴィッツは、ナ

チス・ドイツによる人種差別の典型として起こされた大量虐殺だ。特にアメリカにと

っては、広島・長崎の原爆投下によって、第二次世界大戦が終了し、アウシュヴィッ
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ツは、アメリカが戦争に勝利したことによって解放したという位置づけだ。こうした

側面を慎重に扱い、丁寧に制作してほしい。 

 

○   先月、アメリカで開催されたアメリカの歴史家たちが集まる学会に研究者の１人と

して出席した。今年は「タブー」というテーマで開催され、私の参加したセッション

は、広島・長崎の記憶とタブーをテーマにした企画で、リンダ・ホーランドさんが監

督した被爆遺品を記録した映画作品を上映しながら、研究者たちがコメントする形式

で進められた。撮影した石内都さんは、遺品の一つ一つをとても丁寧に撮影していて、

映像からは遺品の裏にある一人ひとりの人生までが伝わってくるようだった。遺品に

注目したすばらしいドキュメンタリーなので、今後も国内外で上映される機会がある

ことを願っている。同時に、広島局で取り組んでいる「被爆遺品発掘キャンペーン」

の成果にも大変期待している。４月１０日(金)のフェイス「ヒロシマ“もの”語り～

被爆遺品発掘キャンペーン」については、視聴したうえで次回コメントしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫでは、映画監督リンダ・ホーランドさんが写真家・石内都さ

んの活動を撮影したドキュメンタリー「ｄｅａｒ ｈｉｒｏｓｈｉｍ

ａ（ディア・ヒロシマ）～ワンピースの写真が北米市民に投げかけた

波紋～」(ＢＳ１ 後 11：00～前 0：50)を２０１２年８月１７日(金)に

放送した。被爆遺品については、これからもいろいろな角度から取り

上げていくので、期待してほしい。 

 

○   ５月６日(水)のサム＆キャット「ハマりすぎに注意！」は、設定がとても面白かっ

た。ｉｐａｄのゲームに夢中になる典型的なアメリカ社会を思い切り茶化した内容で、

痛快な気分で見た。アメリカの制作会社が制作した番組だが、アメリカをただ称賛す

るのではなく、一歩引いて余裕を持って描いている点が魅力的だ。 

 

○   ５月１日（金）の被爆７０年「焦土の放送局～ヒロシマは何を伝えてきたか～」(総

合 後 7：30～8：29  中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、非常に記録性の高い番組だった。被爆当時の空

気がよく伝わってきた。ただ、当時から現代に至るまでの７０年間の歴史をひとつの

番組にしていたので、やや詰め込み過ぎだと感じた。２つに分けてもよい内容だった

と思う。 
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○   被爆７０年「焦土の放送局」で描いた原爆投下から２４時間後にどうやってラジオ

放送をしたのかという前半部分を、２５分に再構成し、６月１２日(金)に放送する予

定なので、ご覧いただきたい。併せて、より若い世代に伝える手法として、漫画で描

く試みも行っている。広島局の歴史も加えて、冊子を作成する予定だ。６月末頃の完

成を目指しているので、完成しだいご覧いただきたい。 

 

○   被爆７０年「焦土の放送局」を見て、原爆投下から２４時間後にはＮＨＫのラジオ

放送が開始されたことや、被爆した放送局員の人たちの多くが１年後にはすでに亡く

なっていた事実を初めて知り、驚いた。使命感を持って放送を再開した職員のみなさ

んや、ご家族の証言に心を打たれた。その精神が現在の職員にも引き継がれているこ

とを頼もしく感じた。広島局がこれまで伝え続けてきた番組の量や、視点など、数々

の番組の存在に、改めて感心した。近年では、これまで公表されてこなかった事実を

発掘し、伝えてくれたものも多い。まだまだ解明すべき事実はあると思うので、今後

も伝え続けてほしい。いま、世界は、核兵器の非人道性について共通認識されている

とは言い難い状況にある。核廃絶を訴え続けることは、被爆地の放送局である広島局

の使命だと思う。被爆７０年にあたり、広島局がこれまで何を伝えてきて、これから

何を伝えていくのかを考える非常に有意義な番組だった。ゲストの大林宣彦監督のコ

メントもすばらしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

被爆７０年「焦土の放送局」の制作を通じて、当たり前の日常が一

瞬にして奪われることに対する不条理や憤りが、伝える側の原点だと

再認識した。この思いを若いディレクターたちとも共有し、今後の番

組制作に臨みたい。 

 

○   被爆７０年「焦土の放送局」は、過去の番組を振り返ることで、原爆の悲惨さを強

烈に印象づけられた。被爆者が絵に描いた原爆投下直後の黒こげになった母親と真っ

赤になった赤ん坊の話や、横川橋が赤い死体で埋まっているような情景は、とても衝

撃的だった。 

 

○   土曜ドラマ「６４（ロクヨン）」は、原作の面白さをうまく映像化していて、非常

に白かった。細かい部分まで原作に沿って表現されており、原作を裏切らない出来栄

えだったと思う。ピエール瀧さんを主人公にしたドラマは、初めて見たのだが、独特
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な雰囲気があってよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「土曜ドラマ」は、これまで午後９時からの放送だったが、今年４

月から午後１０時からのスタートとした。土曜午後１０時台の新「土

曜ドラマ」として、見応えのあるドラマだったと思う。 

 

○   ５月１７日(日)のＮＨＫスペシャル 廃炉への道２０１５「“核燃料デブリ”未知

なる闘い」は、廃炉の最大の難関である“核燃料デブリ”について分かりやすく解説

されており、大変勉強になった。廃炉は、２１世紀の日本に科学技術の最大の問題に

なると思う。今後も継続的に取り上げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル 廃炉への道２０１５「“核燃料デブリ”未知な

る闘い」は、事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所の複数の

原子炉を同時に廃炉する、世界でも例のない取り組みを長期間記録す

るシリーズだ。すでに、さまざまなメディアが廃炉について取り上げ

ているが、人類にとって非常に大きなテーマなので、これからも課題

を浮き彫りにし、検証していく作業が必要だと思う。タイトルの「２

０１５」には、４０年、５０年後の将来に向けて、この問題を追い続

けていくという決意を込めた。今後も継続して取材していきたい。 

 

○   ５月１日(金)のドキュメント鳥取「Ｒｅｓｔａｒｔ～大山で踏み出す新たな一歩

～」は、移住する人が増えている大山の魅力を存分に伝えてくれた。時間をかけた丁

寧な取材で、美しい大山の姿を見せてくれた。大山に移住してきた人々の暮らしを通

して、家族のあり方と新たなライフスタイルの変化を考えさせてくれた。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取局では、今年度、「移住」を重点的に取材している。そのひと

つとして、大山への移住を継続して取材し、夕方の情報番組「いちお

しＮＥＷＳ鳥取」で放送してきた。これまでの取材をまとめて、ドキ

ュメント鳥取「Ｒｅｓｔａｒｔ」として放送した。制作にあたっては、

これから移住しようという人たちへのヒントとなるよう、移住の楽し
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く夢のある面だけではなく、現実の厳しい面を描くことを心がけた。 

 

○   ５月１０日(日)の小さな旅「地蔵 ほほえむ街～鳥取県米子市～」は、お地蔵さん

に焦点を絞って、お地蔵さんと共に暮らす人々の姿を描くことで、心にしみる内容だ

った。町の至るところに並ぶお地蔵さんに、出勤前や買い物の途中などに手を合わせ

る町の人たちや、お地蔵さんを守り伝えようとする若者たちなど、今も人々の営みの

中に生きるお地蔵さんへの思いがしっかりと伝わってきた。米子市民として、とても

うれしく見た。 

 

（ＮＨＫ側） 

小さな旅「地蔵 ほほえむ街」は、米子支局に配属されているカメ

ラマンが提案し、撮影した番組だ。ひとつひとつのカットがカメラマ

ンならでは感性とこだわりを持って撮影されていたことが、視聴後の

満足感につながったのだと思う。 

 

○   ５月１３日(水)の探検バクモン「めくるめく“紙ワザ”の世界へ～少年・少女編～」

は、爆笑問題の２人が出版社に潜入し、ヒット雑誌を生み出す舞台裏を真剣に取材し

たもので、大変興味深く、面白かった。若者の発想を大切にする姿勢や、魅力的な付

録で乙女心をつかもうとする少女雑誌の編集者など、生き残りをかけた努力は、経営

指針としても参考になった。ただ、次週の「大人編」の番組予告に、人気男性週刊誌

の表紙に載るセクシーな女性モデルが登場したのは、驚いた。やや過剰な演出だと思

う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「探検バクモン」は、当初はユニークな研究をしている大学の研究

室を訪ねるものだったが、現在はさまざまな企業活動の現場に取材対

象を広げている。爆笑問題の２人が、真面目に、好奇心満々で取材す

ることで、予期せぬ発見に出会い、それが番組の魅力につながってい

るのだと思う。今後の放送も楽しみにご覧いただきたい。 

 

○   ５月９日(土)のＮＨＫスペシャル「総理秘書官が見た沖縄返還～発掘資料が語る内

幕～」は、佐藤政権が沖縄返還を成し遂げた経緯やアメリカと政府との駆け引きなど、

初めて明かされる事実に驚きの連続だった。普天間基地の辺野古移設など、米軍基地
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の在り方が論議を呼んでいるいま、よく放送に踏み切ったと思う。４０年余り変わら

ない沖縄の基地問題の根幹にあるものを、さらに取材を続けて、この膨大な資料から

読み解いて、伝えてくれることを期待している。とてもよい番組だった。 

 

○   ＮＨＫの時代劇が面白い。なかでも、ＢＳ時代劇「神谷玄次郎捕物控２」は、痛快

で見応えがあり、いつも次の放送が楽しみになる。主役の高橋光臣さんは、かつらも

よく似合っているし、立ち回りも上手い。特に、エンディングの竹林で刀を振る場面

は、格好良くて、見とれてしまうくらいだ。きれいな映像表現だと思う。あと１回の

放送で終わってしまうのがとても残念だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

民間放送を含めて、最近、時代劇が少なくなる傾向にある。時代劇

制作には、衣装やかつらや、撮影場所など、たくさんのノウハウを必

要とする。時代劇ファンの期待に応え、制作ノウハウの継承のために

も、継続していきたいと思っている。 

 

 

○   最近、番組宣伝が多くなったように感じる。民間放送のコマーシャル並みに挿入さ

れているように思う。また、「哲子の部屋」という題名は、いやおうなく民間放送の

番組を意識させるし、番組ナレーションに有名な俳優を起用する必要はないと思う。

ＮＨＫならではの技術や人材、ネットワークがあるので、民間放送とは一線を画する

くらいの格式ある番組を制作してほしいと思う。 

 

○   ５月１９日(火)のめざせ！２０２０年のオリンピアン「陸上１００ｍの原石を磨

け！ 為末がヒマラヤの王国で特訓」は、国際協力の重要性と専門性の大切さを教え

てくれた。すべてを教えるのではなく、本人に考えさせようとする為末大さんの指導

法にも共感した。為末さんの指導を受けた子どもの記録が改善され、成果が数値とし

て示されたことも説得力があった。多くの若者たちが見て、明確な目標を持って取り

組むことの大切さを感じ取ってほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「めざせ！２０２０年のオリンピアン」は、東京オリンピックの頃

に活躍が期待される有望選手の若い頃の映像を記録しておきたいと始
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めた番組だが、子どもたちの成長や教育の大切さがうまく描かれてい

ると思う。引き続きご覧いただきたい。 

 

○   ５月１５日(金)の「桜がつむぐ物語」(総合 後 8:00～8:43 中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、広島土

砂災害、阪神・淡路大震災、長崎・雲仙普賢岳、３か所の被災地に咲いた桜に、亡き

人の面影や希望を託す人たちの物語を描いていたのだが、一つ一つの時間が短いこと

もあり、見終わった後、物足りなさを覚えた。何を伝えようとしているのか分からな

かった。２話目と３話目の間に、津波の到達地点に桜の木を植樹する陸前高田市の取

り組みが挿入されたのにも、少し違和感があった。２０年かけて桜並木を完成させ、

未来の命を守ろうという構想の活動であり、とてもメッセージ性が高いストーリーだ。

この話題が最後に挿入されていれば、もっとメッセージが伝わりやすかったと思う。 

 

○   「桜がつむぐ物語」は、大阪局、福岡局、広島局が一緒に制作し、それぞれのブロ

ックで放送した。桜に特別な思いを抱く人は多く、パッと咲いてパッと散り、翌春に

また咲く桜に命を重ねたり、希望を感じたりする。広島の被災地にもそうした思いを

抱く人がいるだろうと思ったのがきっかけで、桜への思いをテーマに３つの物語を描

いた。東日本大震災の被災地での桜ラインの未来の人たちを守ろうという取り組みを

入れることで、より日本全体を俯瞰(ふかん)することができると考えた。桜を通して

全国の被災地を結んで、みんなで心を寄せ合いたいという思いを込めて制作した。全

国放送を予定しているので、ぜひ、東北地方のみなさんにも見ていただきたい。 

 

○   ５月３日(日)のＮＨＫスペシャル「見えず 聞こえずとも～夫婦ふたりの里山暮ら

し～」は、心温まる番組だった。山あいの小さな集落で、目が見えず、耳も聞こえな

い妻と二人で、互いの手を握り、その動きを読み取り、心を通わせながら暮らす夫婦

の日々は、とてもほほえましい。人にとって幸せとは何か考えさせられた。自分が持

っている幸福の価値観が覆されるようだった。 

 

○   ＮＨＫスペシャル「見えず 聞こえずとも」は、やさしい気持ちにさせてくれる番

組だった。手を握り、その動きから手話を読み取る“触手話”で心を通わせる２人の

姿から、人間にとっての本当の幸せを感じるようだった。「手をつなぐ」ことを強調

した事前の番組ＰＲには、当たり前のことをわざわざ取り上げているようで、やや違

和感があった。 
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○   ４月２４日(金)のフェイス「ＩＴ人材が街を変える～松江 地方都市生き残り戦略

～」は、島根県と松江市が行っているプログラミング言語のＲｕｂｙ（ルビー）を活

用して企業誘致などの産業振興や人材育成を行っている取り組みを詳しく紹介して

くれた。島根県内のＩＴ企業の増加状況を具体的なデータを示して紹介した点は、説

得力があった。ＩＴ企業の事業内容は多岐にわたり、裾野の広い産業であることも理

解できて、よかった。ただ、鍵になるプログラミング言語のＲｕｂｙについての説明

が少なく、番組の焦点がぼけてしまった印象を持った。Ｒｕｂｙがオープンソースで

操作性が高いからこそ、企業の枠を超えた交流が生まれ、人が人を呼び込むようなサ

イクルが起こっていることや若者がＲｕｂｙを使ってプログラミングを実践するこ

とで、自分で考えることを学んでいることが、「ＩＴ人材が街を変える」ことにつな

がっているのだが、その部分が分かりにくかった。ゲストの島根大学の野田哲夫教授

の解説でようやく理解できた。野田教授の解説は、ＩＴ先進国であるアメリカのオレ

ゴンと松江市をうまく対比させており、非常に分かりやすかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

Ｒｕｂｙの開発者である、まつもとゆきひろさんは、ＩＴ業界のカ

リスマ的な存在であり、今回のテーマはさまざまな描き方があったと

思う。Ｒｕｂｙについての説明が不足していた面があるが、今回は、

行政の誘致活動と、若い人たちへどう裾野を広げるかという２つに絞

って制作した。 

 

○   ５月１８日(月)のひるブラ「脂が自慢の“どんちっちアジ”～島根県・浜田市～」

は、石見神楽のお囃子の音を由来としている“どんちっちアジ”という名称を石見神

楽の映像を交えて伝えた点や、複数の魚をブランド化するファミリーブランド宣言の

狙いなどをとても分かりやすく説明していた。３つの魚を総花的に紹介するのではな

く、あえてこれから旬を迎えるアジに絞り込んだのもよかった。ただ、視聴者が求め

ているのは、“どんちっちアジ”のおいしさや料理に関する情報だと思うのだが、味

や料理についての情報が少なく残念だった。番組の冒頭で場所を紹介する際に、石見

地方という表現をしたが、島根県民にとっては、島根県西部だとすぐに理解できるが、

全国の人には伝わりにくかったように思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ひるブラ「脂が自慢の“どんちっちアジ”」は、生中継番組なので、
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“どんちっちアジ”の脂が多いといった特長の分析に時間をとってし

まい、料理の紹介部分が駆け足になってしまった。東京のスタジオゲ

ストとの掛け合い部分はリハーサルをしていない。当日の新鮮な印象

や反応を引き出している一方で、時間配分が難しい。今、地元で売り

出し中の食材を全国に紹介できたことを喜んでいる。 

 

○   ４月２６日(日)の「２０１５統一地方選 広島県開票速報」での尾道市長選挙報道

について、途中経過と当選確実の報道にずれがあり、大変違和感があった。どうして、

報道内容が一気に変わってしまったのかお聞きしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

選挙報道においては、出口調査や実際の得票数、記者による情勢取

材等の要素を加味して、最終的な当選確実を決定している。尾道市長

選挙においては、出口調査の結果とも、終盤の得票状況とも違う次点

位の候補者を当選確実と報道したので、違和感があったのだと思うが、

最終的に予測される結果を確信できた時点で、逆転すると自信を持っ

て判断した結果なので、ご理解をいただきたい。 

 

○   ５月１７日(日)の大阪都構想の是非を問う住民投票の報道で、賛成票が反対票より

多いという数値がずっとスーパーされていたにもかかわらず、突然反対が確定との報

道がされたので、大変違和感があった。おそらく、開票報道をずっと見ていれば分か

ったのだろうが、反対の確定報道に至る根拠が解らず、不自然さを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

尾道市長選挙での開票速報と同じように、選挙開票速報において、

途中経過での得票数は、あくまで途中経過での得票状況であり、必ず

しも最終的な結果と一致しない。特に接戦の場合は、途中経過の状況

は結果を予測できるものではなく、最終盤で変わってしまうことはあ

る。 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年４月ＮＨＫ中国地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ中国地方放送番組審議会は、１６日（木）、広島放送局において、１１人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する中間報告について、説明があ

った。 

次いで、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向、５月の番組編成の説明が行われ、会議

を終了した。 

 

（出席委員） 

 委 員 長 木原 康樹 （広島大学大学院循環器内科学教授） 

副委員長 濱本 笙子 （社会福祉法人下関市社会福祉事業団理事長） 

委  員 久保田典男 （島根県立大学総合政策学部准教授） 

     佐田尾信作 （中国新聞社論説主幹） 

 島田  斉 （福山電業株式会社 代表取締役社長） 

杉原弘一郎 （米子市文化財団理事長） 

中澤さかな （道の駅「萩しーまーと」駅長） 

中村 寿男 （有限会社中村茶舗代表取締役） 

納所裕美子 （アート・プロジェクト株式会社代表取締役） 

古矢 博通 （公益財団法人 倉敷スポーツ公園理事長） 

山田 節子 （児童書を楽しむ会つくしんぼ代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ４月１０日(金)のプライムＳ「“母子”に捧げた人生～画家 四國五郎～」は、こ

れまであまり触れる機会のなかった画家・四國五郎のすばらしさを教えてくれた。よ

い機会を与えてくれたことに感謝している。遺作に囲まれたアトリエで作品に込めた

父の思いを長男が語る場面が放送されたが、長男の飾り気のない人柄に好感を持った。

その中で聞き手がスケッチブックを素手でめくる場面があったが、手袋をして扱うべ

きだと思う。放送を見て、広島市内で開催中の「四國五郎追悼・回顧展」に行った。
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すばらしい作品展で多くの来場者が来ていた。番組によって四國五郎の優れた表現力

が伝えられた成果だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

私も一昨日、四國五郎追悼・回顧展に行った。平日だったが多くの

来場者があり、番組を見て足を運んでくださった人も多いようだった。

作品の質感やタッチなど、放送ではどうしても伝えきれない部分があ

る。放送と展示がうまく連動したことで、より深く四國さんの作品を

楽しんでいただけたのではないかと思う。四國さんは、いろいろな種

類の絵を描いているが、今回は母子像に絞った。描いた時期やテーマ

によって同じ母と子を題材にしていても、タッチが大きく異なってお

り、その違いはどういう心の変化で生まれたのかということを主軸に

して制作した。アトリエでの撮影については、展覧会場での撮影では

伝えにくい、実際の絵の大きさを視覚的に伝える効果があったと思う。

作品の扱いに対するご指摘については、今後十分に注意していきたい。

今回の番組から、被爆７０年関連シリーズのキャスターを出山知樹ア

ナウンサーが務める。これから度々登場するので引き続きご覧いただ

きたい。 

 

○   ４月１０日(金)のフェイス「ヒロシマ“もの”語り～被爆遺品発掘キャンペーン」

は、焼け残った鉄工所の金庫と被爆直後に亡くなった母親の骨壷(つぼ)に使わざるを

えなかった食料容器という２つの遺品に焦点が当てられた。それぞれの遺品を取り巻

く被爆者自身やご家族のさまざまな思いが伝わってきた。被爆者の抱える被爆体験の

重さが伝わってくるようだった。これまで自ら語ることのできなかった被爆体験を遺

品に光を当てることで語り始める被爆者の姿を見て、被爆者が被爆体験を後世に語り

継ぐためのきっかけを作り出しているという点に非常に大きな意義があると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

フェイス「ヒロシマ“もの”語り」は、去年から取り組んでいる被

爆遺品発掘キャンペーンの中で寄せられた情報をもとに制作した。７

０年経ってもなかなか話せない事実の重さと、その体験は家族を通じ

て次の世代につながっていることをうまく描けたと思う。被爆体験の

継承は、いま大きな課題になっている。番組を通じて、家族を通じて
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親から子へとつながっていく伝わり方もあることを改めて感じた。こ

うした側面も大切に伝えていきたいと思う。 

 

○   フェイス「ヒロシマ“もの”語り」は、よい番組だった。単なる物だけに焦点を当

てるのではなく、物を通して人や体験を描いている点がよい。２５分の放送時間に２

つの物語をうまくまとめて、深みのある番組に仕上がっていたと思う。母の遺骨を入

れた食料容器を原爆資料館に寄託したことをきっかけに、「今まで何も語らなかった

並木さんが堰(せき)を切ったように当時の様子を語り始めました」というナレーショ

ンがあったが、映像があればより強く伝わったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

２５分のなかに２つの物語を入れたので、分かりやすかった半面、

コメントのボリュームを抑えたことで物足りなさを感じさせたのかも

しれない。ご指摘の場面についても、情報が寄せられたのが後だった

のでそのシーンを撮影できなかったのだが、具体的にどんなことを語

ったのか、息子さんへのインタビューだけでも挿入できたかもしれな

い。もう少し長い尺のドキュメンタリーなどで、三世代の方たちの話

を構成すれば、深みのある番組にできると思う。 

 

○   フェイス「ヒロシマ“もの”語り」は、短い放送時間の中にたくさんの要素が凝縮

されているように感じた。見終わった後、じーんと心に残るものを感じた。「今記録

しておかないと、遺品は残っても、それを語る人がいなくなってしまう」というアナ

ウンサーの言葉に共感した。ＮＨＫ広島放送局と原爆資料館が共同で進めている被爆

遺品発掘キャンペーンは、非常に意義のある取り組みだと思う。今後の番組展開に大

いに期待している。 

 

○   フェイス「ヒロシマ“もの”語り」を見て、遺品のひとつひとつに物語があること

を改めて感じた。その思いに背中を押されて、今日は原爆資料館に行った。私と同じ

ようにこの番組がきっかけになって原爆資料館に足を運び、多くの遺品を目にし、平

和について考える人たちがいると思う。とても有意義な取り組みなので、これからも

伝え続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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今年は、被爆７０年にあたり、さまざまな角度から平和について考

える放送を予定している。明日金曜日のフェイス「平和をどう伝えて

いくか～被爆７０年 ヒロシマの模索～」では、教育の分野に焦点を

当てて、平和をどう教えていくのかを考える番組を予定しているので、

ご覧いただきたい。 

 

○   私の父も入市被爆者で、すでに亡くなったのだが、死後、遺品を整理している中で

原爆手帳を申請する時の上申書が出て、詳細な記載内容に驚いた経験がある。家族で

も生きている時には聞けなかったり、話せなかったりする事例は多いと思う。日記や

手紙といったものが各家庭には残っていると思うので、そうした記録にも着目しては

どうだろうか。 

 

○   ５月１日(金)に放送を予定している被爆７０年特番「焦土の放送局～ヒロシマは何

を伝えてきたか～」に期待している。被爆から７０年が経過し、報道機関自らも客観

的に検証していく対象になりうると思う。中国地方だけではなく、ぜひ、全国に向け

て発信してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

広島中央放送局（現ＮＨＫ広島放送局）は、当時、原爆で壊滅的な

被害を受け、多くの職員が命を落としたが、原爆投下からおよそ２４

時間後にはラジオ放送を再開した。「焦土の放送局」は、その一日の

放送局員たちの動きを中心に描く予定だ。地域の安心・安全を守ると

いう広島放送局の原点が、昭和２０年８月６日の私たちの先輩の取り

組みにあると思う。７０年を迎えた機会に見つめ直してみたい。 

 

○   ３月２１日(土)のアジア食紀行「コウケンテツが行くネパール」(ＢＳ１ 後 7：00

～7：50)は、案内役のコウケンテツさんが自然でとても魅力的だった。あまり旅行者

の行かない地域を訪ねて、３種類ほどの家庭料理を紹介していたが、実においしそう

だった。現地の人々との交流や祭りの様子などにも臨場感があり、食を通じた心のふ

れあいを感じることができてよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「アジア食紀行」は、料理研究家のコウケンテツさんがアジア各地
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の家庭料理と人々との出会いを求めて旅をする食紀行番組だ。今後も

いろいろな地域を訪ねていくので、引き続きご覧いただきたい。 

 

○   ３月２５日(水)の鳥取百景「春」「夏」(総合 前 2：20～2：30 鳥取県域)は、現地

音と背景音楽とテロップだけで構成されていた。ナレーションがない分、かえって感

動的で画面に食い入るように見た。雪解けの春の大山や牛の放牧、夏の大山に登る子

どもたちの歓声など数々の美しい場面が感動とともに心に刻まれるようだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

鳥取放送局では、大山を大変重要な取材対象と認識しており、昨年度

は１年間を通して継続的に撮影してきた。その素材は「新日本風土記～

大山」をはじめ、プライムＳ「Ｌｉｆｅ ｏｆ ＤＡＩＳＥＮ」や「鳥

取百景」といった番組で放送してきた。放送を通じてより多くの人に大

山の魅力を届け、鳥取県の観光振興につながることを期待している。 

 

○   ４月４日(土)のＹＡＭＡＧＵＴＩＣ｢花燃ゆ♪クラシック｣(総合 前 10：05～10：48  

中国ﾌﾞﾛｯｸ)は、すばらしかった。ゲストの檀ふみさんのトークがとても興味深く、引

き込まれた。200 年前にイギリスで製造されたピアノが萩市の熊谷家住宅に保存され

ている事実を初めて知り、さらに演奏を聴くことができて大変感動した。日本が新し

い時代に向けて動いていた時代、世界のクラシック音楽界では、チャイコフスキーや

ブラームス、ヨハン・シュトラウスといった大作曲家たちが新しい音楽を創りだして

いたことも、同時性を感じる発見だった。よい番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

大河ドラマのテーマ音楽などをその舞台となった地元で演奏するイ

ベントは、これまでも毎年各地で実施されている。今回の｢花燃ゆ♪ク

ラシック｣では、大河ドラマのテーマ音楽などの演奏だけではなく、萩

市に保存されていたおよそ 200年前のピアノを会場に持ち込み、演奏で

きたことと、同時代の西欧でチャイコフスキーやブラームスたちが活躍

していたことを、その音楽を通して伝えたことにオリジナリティーがあ

った。イベントを企画したのは、入局４年目の若い事業担当職員で、萩

市に現存するピアノがあることを知り、コンサートに発展させた。そし

て同じく入局４年目のディレクターが番組を制作した。若い感性で企画
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制作した番組を評価いただき、大変うれしい。 

 

○   ＹＡＭＡＧＵＴＩＣ｢花燃ゆ♪クラシック｣は、とても楽しめた。大河ドラマ｢花燃

ゆ｣の音楽を作曲した川井憲次さんの話をとても興味深く、楽しく聞いた。大河ドラ

マ｢花燃ゆ｣にあれだけの音楽が用意されていることを初めて知った。ふだん気づかな

い音楽の世界を知ることができた。萩市に保存されているピアノの登場もとてもうれ

しかった。司会の松苗竜太郎アナウンサーの進行ぶりが絶妙でとてもよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

川井憲次さんは、ドラマやアニメ、映画など多彩なジャンルの曲を

作られている作曲家で、大変楽しいトークだった。大河ドラマ｢花燃ゆ｣

では、ドラマに対しては辛口のコメントをいただくこともあるが、音

楽に対してはいつも好評をいただいている。川井さんの音楽の力を再

認識した思いだ。萩市に保存されていたピアノは、きちんと音が出る

状態に置かれていたことが萩の歴史と文化のすばらしさを物語ってい

ると思う。ピアノの存在を通して、萩の文化の厚みを感じていただけ

たと思う。 

 

○   連続テレビ小説「マッサン」には、日本人の心をひきつけるさまざまな要素が散り

ばめられていたように思う。エリーが戦争中に日本に残る決断をした場面や、死を前

にしてエリーがマッサンに贈るラブレター、スーパーエリーの授賞式後にエリーの墓

碑に語りかけるマッサンなど、数々の今も心に残る名場面がある。改めて、すばらし

いドラマだったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

半年間「マッサン」をお楽しみいただき感謝している。総合テレビ

で５月５日(火)・６日(水)に総集編(前・後)を、ＢＳプレミアムで４

月２５日(土)と５月２日(土)に「スピンオフドラマ」を放送予定なの

で、ぜひご覧いただきたい。 

 

○   ３月２７日(金)のキッチンが走る！「春スぺシャル 出雲の国 豊じょうな大地と

海は古の恵み」は、有名シェフを招き、地域の食材をプロデュースするという地域振

興という面からも非常に意義のある番組だと思う。シェフが選んだ食材は、シジミ、
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十六島（うっぷるい）海苔、フナ、牛肉といった島根県内の多様な食材で、食材のＰ

Ｒにもつながったと思う。さらに、それらの食材の生産者にも焦点を当てている点が

よかった。農漁業分野では後継者問題が大きな課題となっているが、それぞれの生産

者が後継者に伝えようとする食材に対する思いもしっかりと伝わってきて、共感を覚

えた。最後に２人のシェフが料理をし、生産者に食べてもらう演出もよかった。生産

者同士の交流が生まれ、縁結びの地にふさわしいまとめ方だと思った。今回は、２人

のシェフが別々に食材を探し、料理するという演出で、２人が交わる場面がほとんど

なかったのが残念だった。たとえば、同じ食材を２人がどのように捉えるのか、その

対比を見てみたかったように思う。 

 

○   キッチンが走る！「春スぺシャル 出雲の国 豊じょうな大地と海は古の恵み」は、

島根県内の食材をたくさん紹介してくれた。なかでも「十六島海苔」を収穫する様子

は、地元に住んでいながら初めて目にし、新鮮な驚きを覚えた。違う角度から島根県

の魅力を発信してくれ、観光面での効果も大きかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

キッチンが走る！「春スぺシャル 出雲の国 豊じょうな大地と海

は古の恵み」は、東京制作の番組だ。島根の食材の魅力を全国に向け

て発信するよい機会になったと思う。松江制作、東京制作を問わず、

今後も機会を見つけて地元の魅力を全国に発信していきたい。 

 

○   「しまねっとＮＥＷＳ６１０」がリニューアルされ、キャスターが交代した。入局

４年目とは思えない安定感を感じる。ひとりのキャスターに固定したこともよかった

と思う。浜田報道室の女性キャスターも落ち着いていて、安心して見ることができる。 

 

○   ４月１日(水)のクローズアップ現代「介護職の働き方改革！～人材確保の最前線

～」は、慢性的な人手不足や低賃金が続く介護の仕事に焦点を当てて、給与や昇進な

ど処遇を改善し人材確保につなげる取り組みを紹介していた。介護職の人出不足解消

につながるのはよいことだが、紹介された施設は、かなり大規模で職員数も多く、入

居者さえ確保すれば財源的には困らない、もともと水準の高い施設だと思う。一般的

な特別老人養護施設では、財源の確保が厳しく、職員の増加も給与の増額も厳しく、

処遇の改善が難しいのが実情だ。多くの人が利用するこうした施設での事例を取り上

げてほしかった。 
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（ＮＨＫ側） 

クローズアップ現代「介護職の働き方改革！」は、慢性的な人手不

足の状態にある介護職の現場での問題解決の新しい試みを取材した。

より身近な施設を取り上げれば、共感を得やすかったかもしれないが、

今回は持続可能な介護体制を考えるきっかけのひとつとして紹介した。

引き続きご覧いただきたい。 

 

○    ３月２１日(土)のスポーツ酒場“語り亭”放送９０年特集「日本が沸いた！～スポ

ーツ実況９０年～」(ＢＳ１ 後 10：00～10：49)を見た。マラソンの高橋尚子さんや

体操の米田功さんらの金メダリストに加えて、スポーツ実況の工藤三郎アナウンサー

や刈屋富士雄アナウンサーらが出演して、いろいろな名場面で放送した裏話を聞くこ

とができて、大変おもしろかった。私自身が最も印象に残っているのは、アテネオリ

ンピックでの冨田選手の鉄棒演技に際しての、刈屋アナウンサーの「新月面が描く放

物線は栄光への架け橋だ」というコメントだ。今でも思い出しただけで目頭が熱くな

るような思いがする。着地がぴたっと決まった瞬間にあのセリフを発するのは、もう

名人芸の域だと思う。工藤アナウンサーも、長野オリンピックでジャンプの原田選手

に対して「立て、立て、立った」と絶叫した場面や、ソチオリンピックでまさかの４

位に終わった高梨選手に対して、一言だけ「よく頑張りました」と語った場面など、

その人間性や心中が察せられ、強く印象に残っている。実際の競技のシーンよりも２

人の言葉の方がより鮮やかに思い出すことができる。アナウンサーの力量に感服する

思いだ。選手の人間性や試合に臨む体調など、詳しく観察しており、選手に対する愛

情が感じられる。これが、名台詞につながり、私たちの感動を与えてくれるのだと思

う。これからも心に残る実況を聞かせてほしい。 

 

○   平日の後７：５５からの「気象情報」は、気象予報士の斉田季実治さんが担当して

いる。斉田さんは、気象情報を伝えた後、最後にいつも一言コメントするのだが、ク

スッと笑えるような日もあれば、よく意味が分からない日もある。無理せず、頑張っ

てほしい。 

 

○   ４月１３日(月)のオイコノミア「やる気が出る！経済学」を見た。「インセンティ

ブ」をキーワードにしてやる気の出し方を考える内容だったが、ゲストの徳井健太さ

んの自身の経験を交えたコメントがとても的確で分かりやすかった。番組で紹介した



 

9 

 

インセンティブの事例も身近なものを取り上げていたし、大阪大学の大竹文雄教授の

解説もとても分かりやすかった。話に引き込まれて、４３分の放送時間を短く感じた。

これまでは深夜帯の放送だったのでたまにしか見ることができなかったが、今春の番

組改定で午後１０時からの放送になり、同時に放送時間が４３分と長くなったので、

ゆっくりと見ることができた。進行役の又吉直樹さんのまったりとした雰囲気が堅苦

しそうな印象の経済学を身近なものとして受け入れさせてくれる。とても楽しく見る

ことができる。 

（ＮＨＫ側） 

「オイコノミア」は、昨年度までは夜１１時３０分からの放送だっ

たが、４月から月曜日の午後１０時からに移設した。放送時間も２５

分から４５分に延ばしたことがプラスに作用して、全体的に余裕が生

まれ、又吉さんの魅力と相まって若い視聴者層にも比較的受け入れら

れているのだと思う。 

 

○   ４月５日(日)のバリバラ～障害者情報バラエティー～ 生放送「アナタならどう

する？」は、私たちはさまざまな人で構成される社会で暮らしているということを改

めて教えてくれた。理解はできなくても、さまざまな障害があることを知ってもらう

よいきっかけになったと思う。私自身は、発達障害児の施設の運営に関わっているの

で、世界自閉症啓発デーの話題や、もし街で自閉症の人と関わる状況になった際の想

定など大変興味深く見た。実践的でよい企画だと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「バリバラ～障害者情報バラエティー」は、障害者の方にスタジオ

に集まってもらって、率直な意見を語り合う情報バラエティー番組だ。

長く続けている番組のひとつで、国際的にも高い評価を得ている。日

曜日の夜７時台の放送なので、ぜひまたご覧いただきたい。 

 

○   連続テレビ小説「まれ」が意外におもしろい。ヒロインの土屋太鳳さんがかわいい。

自然な感じで毎朝安心して見ることができる。今後の展開が楽しみだ。 

 

○   連続テレビ小説「まれ」は、ナレーションの声があまりにも作り過ぎていて違和

感がある。まれが大切にしている人形・魔女姫の声という設定で、声を高くしている

のだが、高齢者にとって高い声は聞き取りにくい傾向があり、私の実家の母を含めて
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周囲のお年寄りたちから「聞き取れない」という声も聞く。生活習慣として朝の連続

テレビ小説を見ている高齢者もたくさんいて、「話の展開がわからない」という声も

聞こえてくる。ナレーションは、アナウンサーがしてもよいと思う。 

 

○   ４月１２日(日)の日曜美術館「アートの旅スペシャル みつけよう、美」(Ｅﾃﾚ 前

9:00～9：59)は、オムニバス形式で３人の旅人が３つの番組にゆかりのある美術館を

訪ねるものだった。「日曜美術館」は、長年見続けてきた番組だが、田中一村をはじ

め、埋もれた作家を深く掘り起こしていることに感心している。内容も充実しており、

今後の放送にも大変期待している。 

 

○   日曜美術館「アートの旅スペシャル みつけよう、美」は、女優のミムラさんが奄

美の田中一村美術館を訪れて語った言葉にひかれた。分析力や着眼点がとてもおもし

ろく、田中一村への愛情にあふれた表現がよかった。青森の棟方志功美術館を訪ねた

漫画家・ヤマザキマリさんのコメントにも共感した。 

 

○   東京電力福島第一原子力発電所事故を扱った「ＥＴＶ特集」を毎回見ている。あわ

せて、関連出版物も読んでいるが、現場の記者やディレクターの皆さんの気概が感じ

られるシリーズだと思う。 

 

○   横山秀夫原作の「６４（ロクヨン）」のドラマ化を聞き、感無量の思いがする。マ

スコミに携わる者として、どんな番組に仕上がるのか土曜ドラマ「６４（ロクヨン）」

をとても楽しみにしている。 

 

○   ４月２日(木)のウワサの保護者会「子どもが朝起きない！」は、身近なテーマを取

り上げていたので、とても興味を持って見た。同じ体験を持つ保護者たちと尾木ママ

のトークは、共感を持って見ることができた。問題解決のためには、子どもの睡眠時

間を確保する必要があり、そのためには家族全体で家にいる時間をコントロールする

ことが大切だというまとめにも納得できた。すぐに役立てることができる有益な内容

だったと思う。 

 

○   ４月１１日(土)の助けて！きわめ人「夜泣きで眠れない」は、赤ちゃんの夜泣き

で一晩に何度も起こされ体がボロボロという主婦の悩みに対して、赤ちゃんの睡眠リ

ズムを研究する夜泣き専門の保育士が解決策を教えてくれた。家族全員で夜は寝る体
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制を整えて、赤ちゃんに対して夜寝ることの意味を教えることが大切だという子育て

の極意に納得できた。 

 

（ＮＨＫ側） 

２つの新番組へのご意見をいただいた。「ウワサの保護者会」は、

教育評論家の尾木直樹さんの現役時代の経験を生かして、保護者会を

テレビの場で開くことをコンセプトにしたＥテレの新番組だ。親たち

が抱える悩みをスタジオに持ち込んで、尾木さんと親たちが一緒に肩

の力を抜いて悩みを語り合うことで、親たちの励みになることを狙っ

ている。「助けて！きわめ人」は、総合テレビの新番組で、視聴者か

ら寄せられた悩みにそれぞれ第一線で活躍する“きわめ人”を派遣し

て、問題を解決しようという番組だ。週末の朝、リラックスしてご覧

いただける番組を目指している。どちらも４月からの新番組なので、

まだ１、２回ご覧いただいた段階だ。今後さまざまなご意見を参考に

して、どんどんブラッシュアップさせていきたい。引き続きご覧いた

だき、ご意見をいただきたいと思う。 

 

○   ４月８日(水)の１００分ｄｅ名著 ブッダ 最後の言葉 第２回「死んでも教え

は残る」は、生き方の指針をテーマにして、「自灯明・法灯明の教え」を通して、自

分自身が落ち込んでいる時こそ自分の考えを持って自分を生きるということを分か

りやすく教えてくれた。短い時間だったが、自分自身を見つめ直すことができた。 

 

○   「ブラタモリ」は、放送再開を待ちわびていたので、とても楽しみに見た。案内

役の桑子真帆アナウンサーは、気負っているところがなく、リラックスしていたので、

見る側もゆったりと楽しむことができた。 

 

○   ４月１２日(日)の統一地方選挙開票速報報道では、県のホームページよりもＮＨ

Ｋのネット情報の方が速かった。選挙開票速報報道では、いつも感じるのだが開票作

業が始まったばかりの時に当選確実報道がされることに違和感を覚える。出口調査な

どさまざま情報を総合的に判断しての報道だと聞いてはいるが合点がいかない。どう

いう仕組みで当選確実の判断になるのかもう少し丁寧な説明がほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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出口調査をはじめ当選確実の判定については、開票速報のなかでお

伝えしているのだが、難しい仕組みなのでなかなか理解していただけ

ない面があるのかもしれない。今後も可能な限り、分かりやすく丁寧

な説明を心がけたい。 

 

○   ３月２４日(火)のにっぽん紀行「鯉（こい）と思い出の一本道～宮崎 日南市油津

～」は、カープがキャンプを張る１か月を定点観測するように見せてくれた。町の人

たちと選手たちとのふれあいを通じて、カープファンが育っていく様子がよく分かっ

た。１か月の賑わいだけではなく、残りの１１か月の町の様子も知りたくなった。選

手たちが来るのを待ちわびている様子や引き上げた後の寂寞(ばく)とした感じなど

も見たかった。 

 

○   ４月１１日(土)のＮＨＫスぺシャル「幻の山 カカボラジ～アジア最後の秘境を行

く～」を見て、過酷な自然に挑む取材班のみなさんに感服した。山の麓にたどりつく

まで２か月もかかる秘境を時間と体力と命をかけて撮影した映像はすばらしかった。

結果的には登ることができなかったことも、人間に自然の厳しさを改めて教えてくれ

ているようで良かったと思う。 

 

○   ４月８日(水)のクローズアップ現代「観光にビックデータ！？～外国人呼び込む新

戦略～」は、携帯電話の位置情報などのビックデータを集め、外国人の行動や好みを

割り出すことで、海外からの旅行者をより効果的に呼び込もうという取り組みを教え

てくれた。とても興味深く勉強になる内容だった。私自身が日本茶の販売を海外展開

していくなかで、日本の茶文化に対する外国人の関心の高さに驚くことがある。相手

の関心を知ることは、観光でも商売でも基本なので、効果的な取り組みだと思う。３

年後には茶人としても有名な松平不昧公の没後 200年を迎える。茶文化の発展に大き

な功績を残し地元では今も愛され続けるお殿様なので、地域活性化の観点からも、ス

ポットを当ててくれることを期待している。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ広島放送局 



 

13 

 

番組審議会事務局 
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