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  会議名： 株式会社広域高速ネット二九六  

   2020度 広域 放送番組審議会 

         ※新型コロナウイルスの影響で DVDによる番組審議を実施  

締切：   2021年 3月 15日（月） 

 参加者：番組審議委員（広域）8名 

  

 ■参加委員 

 

伊藤  武雄  委員   八街商工会議所 専務理事 

大木   弘  委員    印西市教育委員会 教育長 

大谷  文男  委員        酒々井町商工会 会長 

加曽利 佳信 委員   八街市教育委員会 教育長 

木村  俊幸 委員  酒々井町教育委員会 教育長 

柴﨑  達夫 委員     印西市商工会 会長 

藤ケ崎 功  委員   栄町教育委員会 教育長 

安永  順子 委員   ボランティアグループ「けやきの会」代表 

 

  

   ■審議番組（自主制作番組） 

(1)戦後 75 年特別番組「成東駅列車爆破～終戦 2 日前の惨事～」 

   2020 年 8 月 24 日～放送 (30 分番組) 

    (2)特別番組「松本良順～医学を追求し続けた男が導き出した公衆衛生～」 

    2020 年 12 月 21 日～放送（60 分番組を 35 分番組に再編集しました） 
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■＜伊藤  武雄  委員 八街商工会議所 専務理事＞ 

戦後 75 年特別番組「成東駅列車爆破～終戦 2 日前の惨事～」    

①番組の企画・・・良い 

②番組の内容・・・良い 

③映像・・・普通 

④編集効果・・・大変良い 

⑤ナレーション・・・良い 

⑥総合的な評価・・・良い 

⑦ご感想 

父は海軍に召集され終戦を迎え、母は川崎で焼夷弾の中を逃げ回ったそうです。 

また義父は南方に出征、マラリアに感染し、肩には銃創がありました。 

戦争は、国と国の縄張り（資源）争いで起こるものです。 

結果、子供や女性や年寄りなど、弱者にしわ寄せが来ます。 

戦争をしてはいけないと改めて考えさせられましたが、永遠の課題です。 

 

特別番組「松本良順～医学を追求し続けた男が導き出した公衆衛生～」 

①番組の企画・・・良い 

②番組の内容・・・面白い 

③映像・・・普通 

④編集効果・・・大変良い 

⑤ナレーション・・・良い 

⑥総合的な評価・・・良い 

⑦ご感想 

 ドラマ「JIN－仁―完結編」を毎週楽しみに視聴しました。 

ドラマ「JIN」の中でもコレラと戦っていました。 

松本良順先生が「公衆衛生」「衛生管理」「牛乳摂取」や「海水浴」を普及させたのを初めて知りました。 

 

その他ご意見等 特になし 

  

■＜大木   弘  委員   印西市教育委員会 教育長＞   

戦後 75 年特別番組「成東駅列車爆破～終戦 2 日前の惨事～」    

①番組の企画・・・面白い 

②番組の内容・・・面白い 

③映像・・・大変良い 

④編集効果・・・大変良い 

⑤ナレーション・・・大変良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

大変素晴らしい番組だと思います。 
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戦後 75 年という歳月は、いろいろなものの痕跡や記憶を消してしまいます。この番組の貴重な点は、今なおご

存命の当事者や関係者の証言を記録し、「悲惨、凄惨」の一言では言い表すことのできない真実を訴えかけてい

ることだと思います。 

県内でも、まだまだ数多くの戦災被害があったはずで、その一つ一つを丁寧に、しかも速やかに記録として残

していくことは、次代に生きる人たちへの遺産だと思います。 

ケーブルネット 296 様の制作する番組は、これまでも題材の選定や貴重な映像記録により、地元の放送会社な

らではのものとなっており、大変ありがたく感じております。どうかこれからも、貴重な映像番組の制作・放

送にご尽力くださるようお願いいたします。 

 

特別番組「松本良順～医学を追求し続けた男が導き出した公衆衛生～」 

①番組の企画・・・面白い 

②番組の内容・・・面白い 

③映像・・・大変良い 

④編集効果・・・大変良い 

⑤ナレーション・・・大変良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

地元にゆかりのある偉人をテーマにした番組で、見ごたえのある、わかり易い番組となっていると思います。 

松本良順は、歴史が好きで大河ドラマをよく見ている方には、明治維新、戊辰戦争の頃には、必ず登場する比

較的なじみのある人物だと思いますが、その生い立ちや人となり、偉業等について詳しく知っている人はそう

多くないと思われます。 

自分はまさに大河ドラマ好きで、民放の「仁」も好んで見ておりましたので、松本良順役の奥田氏が進行役と

なっていることに驚きました。 

あの時代、感染症のコレラとの戦いや政変を経て、国民のための「公衆衛生」を広めることに尽力したことの

すごさを感じました。 

今、新型コロナウイルス感染症の流行から１年が経ち、国民の中には少なからず緊張の度合いが緩みそうな状

況もありますが、この番組を見た人は、改めて日々コロナ禍と闘っている医療等関係者の献身的な努力に思い

を馳せ、感謝を深めるのではと思います。 

 

その他ご意見等 

コロナ禍で、取材や番組制作には平常時よりご苦労されていることと思います。どうか、地域に密着したケー

ブルテレビとして、がんばっていただきたいと思います。 

日々、学校や市井で生活している子ども達や人々の元気な姿を見て、元気をもらえる人々がたくさんいると思

います。どうか今後とも、がんばっている子ども達や市井の人々の姿をたくさん放送してください。よろしく

お願いいたします。 

 

 

 

■＜大谷  文男  委員  酒々井町商工会 会長＞     
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戦後 75 年特別番組「成東駅列車爆破～終戦 2 日前の惨事～」    

①番組の企画・・・良い 

②番組の内容・・・良い 

③映像・・・大変良い 

④編集効果・・・大変良い 

⑤ナレーション・・・大変良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

 終戦２日前の惨劇に目頭が熱くなりました。 

 戦時中の事とはいえ、学生の方が多数亡くなりご家族の方の悲しみは計り知れないものと察します。 

 二度とこの悲しみを繰り返してはいけないと思っております。 

 

 

特別番組「松本良順～医学を追求し続けた男が導き出した公衆衛生～」 

①番組の企画・・・面白い 

②番組の内容・・・面白い 

③映像・・・大変良い 

④編集効果・・・大変良い 

⑤ナレーション・・・大変良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

主要先進国で感染拡大での死者数が抑えられている要因は公衆衛生の教えを広め、又、実践された松本良順の

功績の賜物であった事をこの番組で知りました。ありがとうございました。 

 

その他ご意見等 特になし 

 

■＜加曽利 佳信 委員 八街市教育委員会 教育長＞ 

戦後 75 年特別番組「成東駅列車爆破～終戦 2 日前の惨事～」    

①番組の企画・・・面白い 

②番組の内容・・・面白い 

③映像・・・大変良い 

④編集効果・・・大変良い 

⑤ナレーション・・・大変良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

戦後 75 年、戦争の惨劇を伝え、二度と過ちを起こさない為にも、実際に体験した方々の生の声を伝えることは

重要である。伝承者が少なくなる中、このような番組で映像として残すことはマスコミの使命かもしれません

ね。 

貴重な番組制作、ご苦労様でした。 
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特別番組「松本良順～医学を追求し続けた男が導き出した公衆衛生～」 

①番組の企画・・・面白い 

②番組の内容・・・面白い 

③映像・・・大変良い 

④編集効果・・・大変良い 

⑤ナレーション・・・大変良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

コロナ禍という新たな時代の中でのタイムリーな番組でした。また、それを地元にゆかりの人物や人気テレビ

番組（JIN 仁）を通して視聴者に知らせることは大変意味深いことであると思います。 

番組制作関係者のセンスの良さとマスコミとしての使命感を感じることができました。 

ご苦労様でした。 

 

その他ご意見等 特になし 

 

■＜木村  俊幸 委員  酒々井町教育委員会 教育長＞ 

「戦後 75年特別番組「成東駅列車爆破～終戦 2日前の惨事～」    

①番組の企画・・・面白い 

②番組の内容・・・良い 

③映像・・・良い 

④編集効果・・・良い 

⑤ナレーション・・・大変良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

戦争の悲惨さを伝える映像は珍しくありませんが、本番組は当町から近い場所であり、惨事に巻き込 

まれたのは今でいえば中・高校生であったことが特徴となっています。この惨事の背景は、米軍の戦略

があったと指摘するなど、極めて高い調査力がうかがえました。 

「終戦がもう2日早まっていれば…。」誰もがやるせなさを感じてしまう一言ではないでしょうか。 

であればこそ「日々の生活を精一杯生きる」ことを暗示しているようにも思えました。 

証言者の映像についてですが、表情のアップ（近撮）がもう少し多くあったらと思いました。目や口元 

に奥深い感情が現れるのでないかと思います。 

 

特別番組「松本良順～医学を追求し続けた男が導き出した公衆衛生～」 

①番組の企画・・・面白い 

②番組の内容・・・面白い 

③映像・・・良い 

④編集効果・・・大変良い 
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⑤ナレーション・・・良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

とてもすばらしい番組でした。 

新型コロナウイルス感染症の発生・拡大を鑑みて企画された番組なのかはわかりませんが、コロナ禍 

の中、大変タイムリーな企画だったと思います。 

感染症の感染予防のキーポイントは正に公衆衛生にあると思いますが、本番組がそのことを強く意図 

し、指摘されていたことに敬意を表します。我が国は、感染者数や死者数は大変少ないのですが、150 年 

以上前から公衆衛生に身を投じていた人物がいたことを知り、〝さもありなん″とうなずいてしまった 

次第です。 

松本良順の存在に覚えのない私にとりまして、良順は、「知られざる偉人」でありました。 

隣の佐倉市に足跡が残されていること、番組の中での良順の人間性、開拓者精神、潔さ等、学校教育の 

教材としての価値は、十分にあると思います。 

教材や調査にどのくらい要したのか知る由もないのですが、いずれにしても取材力、調査力の高さを 

強く感じました。 

 

その他ご意見等 

 審議番組２本とも大変素晴らしい番組でした。 

 しかしこのような優れた作品が放映されたこと（放映されること）を知りませんでした。 

 貴局はこれまでも優れた作品を制作されているのですが、これをどのようにして人々に知らしめるかが課題だ 

と思います。販路（聴取者）の拡大は更なる課題と承知しておりますが、今後とも工夫にご尽力いただければ

と思います。私どもといたしましても教育上有益である場合は、許される範囲で協力したいと考えております。 

 

■＜柴﨑  達夫 委員 印西市商工会 会長＞ 

戦後 75 年特別番組「成東駅列車爆破～終戦 2 日前の惨事～」    

①番組の企画・・・良い 

②番組の内容・・・良い 

③映像・・・良い 

④編集効果・・・良い 

⑤ナレーション・・・良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 特になし 

 

特別番組「松本良順～医学を追求し続けた男が導き出した公衆衛生～」 

①番組の企画・・・面白い 

②番組の内容・・・良い 

③映像・・・大変良い 

④編集効果・・・良い 

⑤ナレーション・・・大変良い 
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⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 特になし 

 

その他 ご意見等 

大変意欲的に番組を前向きに制作していることは素晴らしい事です。審議番組については、出来事について地元

では知られていない（世代交代もあって）事が多く、広く多くの人に伝えられたら良いです。 

 

 

■＜藤ケ崎 功  委員  栄町教育委員会 教育長＞ 

戦後 75年特別番組「成東駅列車爆破～終戦 2日前の惨事～」    

①番組の企画・・・面白い 

②番組の内容・・・良い 

③映像・・・良い 

④編集効果・・・良い 

⑤ナレーション・・・良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

 終戦 75 年の企画として秀逸でした。 

個人的にも、知らなかったので、勉強になりました。 

 

特別番組「松本良順～医学を追求し続けた男が導き出した公衆衛生～」 

①番組の企画・・・面白い 

②番組の内容・・・面白い 

③映像・・・良い 

④編集効果・・・大変良い 

⑤ナレーション・・・良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

 パンデミックによる感染症予防の真っただ中にあって、素晴らしい企画。 

取材も丁寧になされ、全国版でも通用する番組と感じました。 

佐倉市の学校では、佐倉学を学習していますが、県内でもっと知ってほしい内容でした。 

マスクが使われていたことも、驚きでした。 

 

その他ご意見等 

これからも、良い番組を制作ください。 

 

■＜安永  順子 委員   ボランティアグループ「けやきの会」代表＞ 

戦後 75年特別番組「成東駅列車爆破～終戦 2日前の惨事～」    

①番組の企画・・・参考になる 
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②番組の内容・・・良い 

③映像・・・良い 

④編集効果・・・良い 

⑤ナレーション・・・良い 

⑥総合的な評価・・・良い 

⑦ご感想 

改めて戦争の悲惨さ弱き者のさらなる無力さを感じました。 

10代の子供たちが必死に守ろうとしたもの・・・。非常に胸が痛みました。同年代の孫を持つ者としてこの尊

い犠牲があって今の平和な世の中があるのだと言う事を伝えていきたいと思います。 

広島・長崎で見学した原爆投下後の写真には思わず息をのみ、目を覆ってしまうものがたくさんありました。 

当日の成東駅周辺は恐らくそのような悲惨な地獄絵だったのではないでしょうか。50 年以上経って真相がわ

かった妹さんのお気持ちははかり知れないものがあります。 

妹さんの思い。強い意志で後世に伝え残そうとされている姿には頭が下がります。 

絶対に戦争はやってはいけない！ 

戦争とは平和な暮らしを幸せを一瞬にして奪うものである事を忘れてはいけない。 

 

特別番組「松本良順～医学を追求し続けた男が導き出した公衆衛生～」 

①番組の企画・・・良い 

②番組の内容・・・良い 

③映像・・・良い 

④編集効果・・・大変良い 

⑤ナレーション・・・大変良い 

⑥総合的な評価・・・大変良い 

⑦ご感想 

今の世相にぴったりの企画でした。 

過去にはコレラやペストなどの伝染病が流行し多数の死者を出しながらも何とか封じ込めた医術。十分な薬も

ない昔の時代に身を呈して人々を病から守って下さった方々の存在があり、今日の医学の発展に結びつくもの

があったと思います。松本良順の様な医学者がいて下さったおかげで「公衆衛生」の基礎が確立されて、今日

までずっと私たちは守られてきたのだと思う。また、戊辰戦争に関わっていたとは驚きました。 

蘭学を学び、対立しながらも大学の医学部を創設したり、投獄されたり、ものすごい人生だったと思われる。

一歩間違えば命はない。 

病を治すだけが医学ではなく、病気にならない様にする為の医学研究がどれほど大切か。 

公衆衛生が少しずつ確立されても、今回の様なコロナ伝染病が世界中に拡大し大変な世の中になってきました。

この先私たちも感染対策に気を付けて少しでも早い収束を願っています。 

 

その他ご意見等 

 いつもながら素晴らしい企画をされていて、見る側に感動と考える力を与えて下さいます。 

 コロナ禍の中で恐らく取材にも相当気を遣われて大変困難だったのではと思いました。 

「不要不急」の外出が禁止されている中での楽しみはテレビ等だと思います。 
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 特に高齢者の方々、子育て中の方々かなりのストレスが溜まってきているのではないでしょうか。 

 グルメ番組や旅番組はコロナが収束したら行ってみたいと思わせてくれます。 

 取材が大変かとは思いますが、視聴者が楽しめる番組作りをお願いします。 

以上 


