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２０２１年３月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１７日(水)、ＮＨＫ大阪拠点放送局（ウェ

ブ開催）において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の番組審議会での答申を受け「２０２１年度近畿地方向け地域放

送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「２０２１年度近畿

地方向け放送番組編成計画」について説明があった。 

会議では、事前に視聴してもらった、かんさい熱視線「ヤングケアラー 失われた“未

来”」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

(出席委員) 

委 員 長 篠  雅廣（大阪市立美術館 館長） 

副委員長 帯野久美子（関西経済同友会 常任幹事） 

委  員 黒木 麻実（公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

関西支部副支部長） 

  佐伯 順子（同志社大学社会学部 教授） 

笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 三代家元） 

鈴木 元子（杉本や編集処 編集者） 

添田 隆昭（総本山金剛峯寺執行長・高野山真言宗 

宗務総長・高野山学園理事長） 

平田オリザ（劇作家・演出家） 

堀江  尚子（認定ＮＰＯ法人 くさつ未来プロジェクト 代表） 

 

（主な発言） 

 

＜かんさい熱視線「ヤングケアラー 失われた“未来”」 

（総合 ２月１９日(金)放送）について＞ 

            

〇 番組冒頭で紹介された「大阪では高校生の２０人に１人が何らかの家族のケア

を行っている」という事実に驚いた。大人でも介護のために仕事が続けられなく

なるなど、社会から孤立することがあるが、子どもたちは知識も少なく、なおさ
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ら厳しい状況だと思う。ヤングケアラーの実態は、2020 年２月２９日(土)のＥＴ

Ｖ特集「おいでや！おやこ食堂へ」など、ほかのＮＨＫの番組で知っていたが、今

回の２７分番組では伝えきれない重いテーマだ。全国共通の問題であり、新型コ

ロナウイルスの影響で家庭環境が悪化していることも多いと思うので、今後も継

続して発信してほしい。大阪歯科大学の濱島淑恵准教授による解説は、ヤングケ

アラーの置かれている状況や問題点、今後必要な支援などがわかりやすくてよか

った。 

 

〇 ヤングケアラーは、当事者だけでなく社会全体の問題として捉えるべきだと気

づかせる、意義深い番組だと思う。今後、全国各地で取材し連携することで、共通

する問題と地域固有の問題がそれぞれ浮かび上がってくると、さらに充実した番

組になると思う。連続テレビ小説「おちょやん」の主人公の幼少期のような、社会

福祉が現代ほど発達していない時代に比べると、こうした問題が知られるだけで

も進歩したといえるのだろう。しかし、概念が広く知られることだけでは解決し

ない問題なので、いろいろな事例を取材してもらい、長時間の番組で取り上げて

ほしい。また、聞きにくい当事者の生の声を伝えるには取材相手との信頼関係が

ないと成立しないので、その点ですばらしいと思った。  

               

〇 この番組でヤングケアラーの実態を初めて知り、衝撃を受けた。近田雄一アナ

ウンサーの落ち着いた語り口と濱島准教授の説明が明解で、非常に聞きやすいと

感じた。兵庫県尼崎市のスクールソーシャルワーカーによる積極的な支援や、当

事者グループの仲間どうしの支え合いや伴走、こうした問題解決に向けた活動も

取り上げられていてよかった。ヤングケアラーに対する理解を広めるという意味

で、たいへん意義のある番組だったと感じた。首都圏や他の地域でも同様の問題

が見られると思うが、２７分で非常にまとまっていてよかったと思うので、この

番組を全国でも放送してほしい。 

 

〇 ヤングケアラーということばをこの番組で知ったが、目に見える問題が生じな

いかぎりは、問題事例や保護対象とするかどうか線引きするのが難しいのだろう。

「大阪の高校生の２０人に１人」については、現代の家族や社会のあり方を考え

れば、おかしくない数字だとも思う。半世紀前なら、家のために頑張っている偉

い子と見られるだけで自分で歩む道を選べなかった若者に、ようやく光が差して
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きたことは救いだと思う。しかし、その子どもたちがどこまで救われるのかを思

うとやりきれない思いがした。これまで顕在化していなかった問題に気づかせて

もらった一方で、事実を伝えるだけで終わってしまったようにも思う。取材され

る側の子どもたちが取材班の方と接していくときに、人の心の温かさが感じられ

るようなＮＨＫらしい取材を重ねてもらい、この問題を広めていってほしい。  

 

〇 新聞でもヤングケアラーに関する記事が掲載されていたが、さまざまなメディア

を通じて、問題が顕在化してよかった。テレビのほうがリアリティーを感じた一方

で、新聞記事には介護する当事者の思いを吐き出すことのできる場が必要と書かれ

ており、子ども食堂など、ヤングケアラーを支える場を社会に作っていくことが必

要だと思った。また、ヤングケアラーに「支援を必要とするかわいそうな子どもた

ち」というレッテルが貼られるのは、子どもたちの尊厳を傷つけることにつながる

ので、そうしたことのないよう注意しながら報道してほしい。  

 

〇 番組から制作スタッフの熱意が伝わってきた。一方で、今後こうした貧困や孤

立の問題を番組で取材することが多くなると思うが、視聴者には同情ではなく自

分の問題として考えてもらえるよう、社会構造の文脈で問題を捉えていく必要が

あるのではないか。例えば貧困については、問題が２つ重なると、日本の多くの

人が最貧困層に転落する可能性があるとも言われている。弟のダウン症と親のう

つ病を一度に抱えた女性のケースが紹介されていたが、番組を見た人には、自分

にも起こりうることだと感じてほしい。ゲストの解説から熱意は伝わってきたが、

早口だったので、視聴者になぜこうした問題が起きるのかという構造が伝わりき

らなかったのではないか。短い番組ではあるが、問題の構造を図示したり、比喩

を用いて説明してもよかった。誰もが陥りうる問題という視点で、今後も番組制

作を続けてほしい。 

 

〇 ヤングケアラーということばを初めて知ったが、周囲に思い当たるケースがあ

り、家族が崩壊しうる状況だと感じた。昔に比べ、地域のつながりがなくなる中

で、核家族、１人親家庭、共働きなどが増え、さらに大きな社会問題になるのでは

ないか。人と人とのつながりで助けられることもあると思うので、日常的に接点

のある学校や塾の先生だけではなく、地域の大人たちが子どもたちの抱える問題

に気づき、アクションを起こすことが必要だと感じた。「かんさい熱視線」は、ふ
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だん気づかない部分にスポットライトを当てるので学びになっている。この番組

をもっとたくさんの人に見てほしいと思った。１月２５日(月）の逆転人生「貧困

の連鎖を断て！西成高校の挑戦」に出てきた高校生は、市役所の職員や先生の尽

力もあり「とりあえずわからなかったら市役所に行く」という生きる力を持てる

ようになっていた。このように頼れる大人たちがいる仕組みを整えていくことで、

地域としてもヤングケアラーの問題に対してできることがあるのではないか。  

 

〇 数人の知人からこの番組のことや「ＮＨＫは子どもの抱える問題をよく取り上

げている」と聞いており、大阪局のキャンペーンが評価されていると感じた。ヤ

ングケアラーの深刻な体験が紹介されていたが、周囲に打ち明けられない小学生

や中学生はもっと悲惨な状況にあるのではないか。濱島准教授は、個人の問題で

はなく社会の問題として捉える必要があり、その背景に 1 人親世帯の貧困の問題

があると説明していた。特に母子家庭では、非正規雇用が多いという問題が根本

にあり、他にも養育費の不払いなど解決しなければいけない課題があると思う。

兵庫県明石市の全国初の養育費立替制度の取り組みや国の動きも今後追ってみて

はどうか。また、この問題は個別の家庭の問題で、子ども自身が訴えない限り発

見されにくいが、尼崎市の事例として紹介されたスクールソーシャルワーカーの

力は大きいと思う。家庭への介入の難しさを課題としていたが、経験の少ないソ

ーシャルワーカーのスキルアップの問題もある。このように見過ごされがちな社

会全体で共有すべき問題を、ＮＨＫにはこれからも取り上げてほしい。また、社

会全体で解決まではできなくても、それぞれがよりよく生きられるヒントや勇気

を与える番組を制作してほしい。  

 

〇 子どもの時期にはさまざまな問題があると思うが、そこに貧困の問題が重なる

と、子どもたちがどのような状態に置かれるかよくわかった。番組を見ていて、

未来への希望が持てず将来の夢を語れない子どもたちがいる社会を作り上げてい

ることに対して申し訳ない気持ちでいっぱいになった。大阪では高校生の２０人

に 1 人の割合でヤングケアラーがいるということも初めて知ったし、彼らが家庭

内ケアへの協力者、支援者として捉えられて、心のケアをしてくれる人がいない

ことが根本的な問題であることもよく理解できた。また、ヤングケアラーの家族

に男性の存在が見られないことが多いということも、この問題を複雑にしている

とも感じた。濱島准教授から、「子ども食堂などのセーフティーネットにもう 1 つ
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網をかけるだけで、ヤングケアラーの問題は救い上げることもできる」という指

摘があったように、私たちの社会的な取り組みが、今、問われていると思う。問題

提起としては非常に深刻だが、目の前にある事実なので、さらに取材を重ねて、

全国放送で伝えてほしいと思った。  

 

〇 番組を見て胸が締めつけられるような思いになった。食事も満足に取れない子

どもたち、うつ病の母親やダウン症の弟の面倒を見ながら、自己を犠牲にして家

事まで担う若者の存在を知り、暗たんたる気持ちになった。２０人に１人もの子

どもたちが家族のケアを行っているという状況は異常で、社会の構造的問題であ

ることは明らかだ。国が昨年の１２月より調査を始めたという紹介があったが、

遅すぎると思った。番組で紹介された尼崎市の事例はよい取り組みだと思ったが、

濱島准教授はこの取り組みにも関与しており、研究者であると同時に、課題解決

に向けた取り組みもしている立派な方だと感心した。「かんさい熱視線」での放送

ということもあり、関西地区の事例を取り上げていたし、調査なども大阪府立公

立高校での調査データを使用していたが、全国的にはどのような状況になってい

るのかが気になった。この番組を全国放送し、より多くの人々がこの事実を知る

機会を作ってほしい。また、この番組は官僚や政治家にも視聴してもらう機会を

作り、国としてこの課題に取り組んでいただきたいと願う。この番組の存在意義

は極めて大きく、ＮＨＫならではの番組だと思う。  

 

  (ＮＨＫ側)  

今回取材したような子どもたちを「ヤングケアラー」と呼び、

支援の必要性が語られ始めたのはここ数年のことだと思う。番組

でも伝えていたが、子どもたち自身に問題があるわけではなく、

往々にして、親に疾患や貧困などの問題があり、そのしわ寄せが

子どもにいき、社会の目の届かない狭間に落ちて実態がつかみに

くいことが、この問題の特徴である。国もようやく調査を始めた

ところなので、今後、支援をどのように進めていくのか、全国的

な実態と合わせて番組などで明らかにしていきたいと思う。  

 

  (ＮＨＫ側)  

今後、全国放送の特集を検討しており、ニュースと連動しなが

ら、いろいろな形でこの問題を引き続き取材している。首都圏の
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複数の局と連携して全国的な広がりや、ヤングケアラーの先進国

であるイギリスの対策の事例なども合わせて伝えたいと考えて

いる。個別のケースの深掘りに加え、問題の背景や必要な対策な

どをさらに取材していき、自分のこととして感じてもらえるよう

な報道をしていきたいと思う。また、放送で伝えきれない内容に

ついては、インターネットでの記事なども通じて、さまざまな形

で伝えていきたいと考えている。  

 

〇 全国放送することで問題を共有すること、各地の状況を知ることが大切だと思

う。大阪市は生活保護の受給率が全国的に非常に高く、特に貧困の問題と密接な

関係があることを念頭に伝えてほしい。  

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇 ２月６日(月)の【土曜ドラマ】六畳間のピアノマン（１）「自分を救う勇気」を

見た。第 1 話だけではわからないことばかりだったので、一気に全話を見た。続

きを見たくなるドラマで、知らない所で誰かの人生を救っていて、救われた人が

またほかの人の人生を救っていることが最後に分かり、元気が出た。ただ第 1 話

のパワハラの場面は、見ていてつらくなった。また、８年前の夏野の事故死があ

って、それぞれの登場人物の今に至る背景が説明されていたが、パフォーマーに

なった人の説明はなかったので、その理由を知りたかった。  

 

〇 全体としては、大変好感の持てる作りになっており、とても楽しく見せてもら

った。このドラマで大道芸の指導をしている知念大地さんのパフォーマンス「ピ

アノマン」が、ドラマならではのエピソードを生むきっかけになったことを知っ

たので、ドラマのホームページなどで紹介したらよかったと思う。時宜的なテー

マだが、第１話は過激で、あまり共感できなかった。８年前はドラマにあったよ

うな企業もあったと思うが、いまどきこれほどひどいパワハラはあるのだろうか

と思った。 

 

〇 以前、大手企業の社員の自殺が報道されていたが、社内でどのようなことが起

きていたのかを想像させられるような内容だった。また、憎まれ役の上司も同じ
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ような状況を耐えてその地位に就いたと思うので、その後の展開では悪役として

だけではなく心の内面についても描いていくのだろうと感じた。また、主人公の

村沢が「1 つの会社に縛られるのではなく、派遣のような形で転々としていくのが

自由でよい」と話しており、派遣社員の働き方を勧めているように感じて気にな

った。「ピアノ・マン」の歌詞が分からなかったので、どのように共感を得ている

のかが知りたいと感じた。 

 

〇 昔見たニューヨークを舞台にした群像劇の映画を思い出し、続きが楽しみにな

った。ドラマに出てくるような会社に勤めた経験もあるので、共感するところも

あった。 

 

〇 第１話がパワハラ、過労死、ブラック企業という重いテーマで、続きを見たいと

思えなかったので、次回を楽しみにさせる工夫があればよかったと思う。社会が厳

しい状況下にあり暗い気持ちになりがちな昨今なので、もう少し明るいドラマが見

たいと感じた。このような重いテーマのドラマはＮＨＫでしか作れないという意味

で重要だが、今どのようなドラマが必要なのかという点も考える必要があると感じ

た。また、全国での放送だが、関西弁に違和感があったので、特にナレーション部

分は標準語でもよかったのではないか。  

 

〇 日本の組織における、働き方改革や上司と部下の関係性のゆがみを若手社員の

目線から伝えることは重要で、今後もＮＨＫのドラマで問いかけてほしいと思っ

た。「会社組織には、３年はいないとね」というセリフがあったと思うが、３年我

慢するのがよいのか、それとも人間らしい働き方として別の可能性を探すのが正

しいのか。日本の転職システムは、必ずしも能力主義的になっていないので、判

断が難しいと思う。日本の転職システムや、パワハラの放置を構造的に変えてい

くためにも、ドラマやドキュメンタリーで問題提起してほしい。また、このドラ

マに出てくる社員は、男性のほうが多くて、女性は少ないと感じたが、現実の男

女比を意識して反映したのだろうか。男性社員の視点がメインになっていたが、

日本の会社組織の実態を意識的に反映しようとして描写されたのかが気になった。 

 

〇 第 1 話は重い話だったので、リアルタイムだったら見るのをやめていたかもし

れない。第２話以降を見ると、公園を舞台にいろいろな人どうしのつながりがあ

り興味深く感じた。第３話では、子ども食堂に通う子どもたちの姿が出てきて、
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ヤングケアラーの話につながっていくと思った。ドラマで流れる「ピアノ・マン」

は効果的に使われており、よい曲だと思った。ドラマに出てきたブラック企業の

ような話は、実際に聞いたこともあるが、明るい方向に話が展開すると思うので、

続きを早く見たいと思った。  

 

〇 第１話を見たときは、「ピアノ・マン」がさわやかで懐かしく、次回を見る動機の

１つになったし、第２話以降を見ると、おもしろい展開のドラマだと感じた。ただ、

第 1 話の部下の人格を否定するような上司の発言が横行する企業の姿は非現実的

に感じた。一方で、権力やことばの暴力で支配しようとする人もいるので、男性社

会を誇張した企業の姿のようにも感じた。 

 

〇 自然と第２話が見たくなるドラマだった。今回の設定は、ブラック企業に身を置

き、上司のパワハラ攻撃にあう若手社員の状況が、日常化することによって、価値

基準さえもが反転してしまう企業風土の危うさ。その状況に順応出来ないまま、命

を落とす若者。きぜんと反旗を翻す若者。古い価値観を引きずる上司。息子を亡く

した父親の苦悩など、多様な登場人物の視点を通して、うまく描かれていると思っ

た。また３人の若者を取り巻く俳優たちの演技力が際立っており、とりわけ段田安

則さんの演技は最高だった。古舘佑太郎さんの歌と演奏もよかったし、ビリー・ジ

ョエルの歌声もドラマに花を添えていた。上質のフランス映画のようで、見る人の

心に程よく溶け込んできて、重いテーマなのに見終えた後は、不思議と優しい気持

ちになった。もしこのドラマを夏野が見ていたら、自らの人生を客観的に捉えるこ

とができて、死なずに済んだかもしれない。さまざまなドラマに触れることは、多

様な人生のあり方に触れることにつながる。それはドラマの社会的な存在理由だと、

今さらながら気付いた。  

 

  (ＮＨＫ側)  

このドラマは第１話から第４話の順で物語が進行するのでは

なく、各回で同じ瞬間を少し違う視点から見せるなど、実験的な

構造となっている。４話分見ることで話の全体像が浮かび上がり、

醸し出されるおもしろさがあると思うので、第２話以降も見ても

らいたいと思う。いただいた意見は、今後のドラマ制作に生かし

ていきたい。 

 

  (ＮＨＫ側)  
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パワハラの場面については、作者自身のパワハラ経験に基づい

て書かれた原作をもとに描いた。「自分の実際の体験を思い出し

た」という意見もいただいている。また、主人公たちの心の迷い

や人生の選択などについては、あえて、すべてに割り切りのよい

突破口を作らないようにと考えていたので、視聴者からは「考え

させられるドラマだった」という感想をいただき、励みになった。

ただ、わかりにくさや、ドラマを見てもらうためにはどうしたら

よいのかという点は、考えていかないといけない課題だと思うの

で、今後のドラマ制作に生かしていきたい。  

 

〇 １月２３日(土)のＮＨＫスペシャル「高野山 千年の襖（ふすま）絵 空海の世

界に挑む」は本当によい番組で、録画して何度も見た。高野山の歴史、芸術、信仰、

人の営みなどが凝縮された番組で、まさにＮＨＫの審美眼とスケールを感じさせる

番組だった。襖絵は高野山だけではなく日本の、ひいては世界の財産だと思うので、

今後もこのような番組を制作し、広く発信してほしい。  

 

〇 ２月２８日(日)の「第７６回びわ湖毎日マラソン」(総合 前 9:05～11:54)を見た。

びわ湖の風景を堪能できる貴重なマラソンレースだと思うが、続けるために何かで

きなかったのか、最後となったことを残念に思った。  

 

○  ３月１３日(土)の土曜スタジオパーク『おちょやん特集ｉｎ大阪』は興味深かっ

た。出演者の星田英利さんが、「このドラマは非常に劇中劇が多い。舞台俳優に求

められる演技と、テレビドラマや映画に求められる俳優の演技は質が違うはずな

のによくやっている」と話していたが、連続テレビ小説「おちょやん」は実際、劇

中劇が多く、演劇の歴史を見るうえでもおもしろい。世界的に見ると、ヨーロッパ

の近代的なオペラ劇場は巨大な空間で行っているのに対し、上方の芝居小屋は小

さい空間で、アットホームな物語を上演しており、「おちょやん」では非常にうま

く伝えていると感心している。 

 

〇 ３月１４日(日)の青天を衝け（５）「栄一、揺れる」を見た。ドラマの冒頭で毎回

徳川家康が解説めいたことをするが、江戸時代までは士農工商の身分が非常に厳し

く分けられていて、たった数パーセントの武士がそれ以外の人々を支配していたと

強調していた。しかし歴史研究者によると、下級武士の一部は農民に近いような生

活実態もあり、身分にも流動性があったとの指摘もある。理不尽な支配をしている

武士に対し、渋沢栄一が立ち上がったという文脈での演出だと思うが、ステレオタ
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イプな身分観を大河ドラマで強調して伝えることに違和感があった。 

 

○  ３月１３日(土)の「生中継 闇と炎の秘儀 お水取り ～奈良・東大寺修二会～」

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ・ＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋ 後 6:30～7:30、後 10:30～14 日(日)前 1:30）

を見た。ＮＨＫは何年も前から交渉を重ねての８Ｋ撮影だったと聞くが、照明なし

で、暗い法要を鮮明に記録し、貴重な映像を残したことはすばらしい。ことしは聴

聞者が中に入れなかったが、東大寺の公式チャンネルや動画配信チャンネルでの

映像配信やＮＨＫの生中継で見ることができるので、全国のお水取りファンは楽

しみにしていた。ＮＨＫの生中継では、修行僧たちが唱える声明に現代語訳のテロ

ップが流れ、ゲストのトークやＶＴＲも入り、にぎやかなお祭りのような中継だっ

た。法会の説明や、ゲストの意見も聞きながら、気軽に見られる作りでよかったと

思う。 

 

 

ＮＨＫ大阪拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年２月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１７日(水)、ＮＨＫ大阪拠点放送局（ウェ

ブ開催）において、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」に

ついての報告があった。引き続き、「２０２１年度近畿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、事前に視聴してもらった、ＮＨＫスペシャル「巨大

地震と“未治療死” ～阪神・淡路から２６年 災害医療はいま～」を含め、放送番組一

般について活発に意見交換を行った。 

最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、３月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

(出席委員) 

委 員 長 篠  雅廣（大阪市立美術館 館長） 

副委員長 帯野久美子（関西経済同友会 常任幹事） 

委  員 黒木 麻実（公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

関西支部副支部長） 

佐伯 順子 (同志社大学社会学部 教授) 

笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 三代家元） 

鈴木 元子（杉本や編集処 編集者） 

堀江  尚子（認定ＮＰＯ法人 くさつ未来プロジェクト 代表） 

矢崎  和彦 ((株)フェリシモ 代表取締役社長) 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２１年度近畿地方向け地域放送番組編集計画（案）」について－諮問－＞ 

 

○ 諮問された「２０２１年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、こ

れまで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。 
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  (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。 

 

 

＜ＮＨＫスペシャル  

「巨大地震と“未治療死” ～阪神・淡路から２６年 災害医療はいま～」 

（総合 １月１７日(金)）について＞ 

 

〇 “未治療死”ということばをこの番組で初めて知った。一命をとりとめたにも

かかわらず、十分な治療を受けられずに亡くなったという方が相当数いたという

事実には衝撃を受けたが、遺族の方の無念さはいかほどかと思う。阪神・淡路大

震災、東日本大震災と、災害が起きるたびにその教訓をいかして対応が改善され

てきたのを見たが、なかなか一足飛びにはいかないものだと感じた。また、喫緊

の課題としては、新型コロナウイルスの影響がある中で、もし南海トラフ巨大地

震などが起きた場合には、防災対策に加えて感染拡大防止の対策も必要だという

ことがある。複合災害にどのように対処していくのかについては、大阪市の総合

病院の事例があがっていたが、このような想定をしている病院もまだ少ないと思

うので、番組で伝えていくことは必要だと感じた。  

 

〇 “未治療死”の問題は、遺族にとって切実であり、重要なテーマだ。“未治療死”

は、災害の際にクローズアップされるテーマだが、平時でも新型コロナウイルス

の影響などで、経済的な理由で高度な医療を受けることができない格差の問題な

どが起こっているのではないかとも思うので、今後もぜひ“未治療死”をテーマ

に取材を続け、医療現場の改善に向けて、問題提起をしてほしい。また、ＤＭＡＴ

の有効性に注目して番組を作っていたが、インターネットでは、ＤＭＡＴについ

てのさまざまな意見を目にする。メディアに出演する医師はたくさんいるが、本

当に信頼できる医師に発信してほしいと常々感じているし、ＮＨＫにはこれから

も信頼できる医療報道をしてほしい。最後に、医療に携わる人材を多様化させ、

医師が治療に専念できるようにするべきだという情報があったが、アメリカの医

療現場では看護師以外にも多様な医療補助スタッフがおり、日本よりも医師が治

療に専念しやすい環境だと聞く。日本の医療現場の構造的な改善に向けても、こ
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の番組が大いに生かされてほしい。  

               

〇 現在、新型コロナウイルスの感染拡大により課題となっている医療崩壊をテー

マとし、将来起こりうる巨大地震の脅威と医療現場の尽力を伝える、社会的に意

義のある番組だと感じた。この番組に出演している医療従事者の高い志にはひた

すら感謝しかない。巨大地震の際に医療現場がひっ迫することは自明であり、今、

震災が起こったらと考えると恐ろしくなる。阪神・淡路大震災の現場に立ち会っ

た救命救急専門医の「医療資源が底をついて何もできなかった。もっとできなか

ったのかと今でも自問自答する」という声や、“未治療死”で夫を亡くした女性の

「しかたがないと思わないとやっていけません」ということばは印象的だった。

また、テロップが非常にわかりやすく効果的に使われていて、専門用語が多かっ

たものの、表などを使ってうまくまとめたり、画面右上にテロップを常に表示す

るなど、視聴者にわかりやすく伝えようとする工夫が随所に見られた。こうした

硬派な番組はどうしても堅苦しく感じられがちで、多くの方に見てもらうのが難

しいと思う。全国放送されたのはよかったと思うが、今後、このような良質な番

組をより多くの方々に見てもらえるようにすることは重要な課題の一つだと思う。 

 

〇 災害医療に焦点をあて、非常に身近な問題として考えさせられる、よい番組だ

った。日本の災害医療が、過去の教訓をもとに着実に質を高めていることを知り、

心強く感じた。「前回のてつは踏まない」という医療従事者の方の思いやシステム

構築に関わる専門家の努力に頭が下がる思いがした。また、番組はやみくもに不

安を煽ることはなく、問題提起と成果に加え、次の課題を展望ある形でまとめて

いたので、見ていて安心できた。南海トラフ巨大地震で予想される“未治療死”で

亡くなる方の人数は、驚くような数字だったが、災害時に予想される状況をあら

かじめ理解し、前向きに立ち向かおうとする準備になるのではないか。また、映

像の演出では、青を基調にした見出しがシンプルで見やすく、落ち着いて見るこ

とができた。また、用語を説明したイラストについて、話の展開に合わせて少し

ずつイラストを完成させていくのはわかりやすかったが、空白の多い最初のレイ

アウトにはやや違和感があった。番組を見て、災害時の医療がスムーズに進めら

れるよう私たちにもふだんから準備できることはあるのだろうかと思ったので、

番組ではそうしたヒントも提示してほしかった。また、ＡＭＡＴで活動している

人数や規模はわかったが、民間病院のネットワークの規模や、自分のかかりつけ



4 

 

の病院や公立病院、大学病院などは入っているのだろうかと思った。  

 

〇 阪神・淡路大震災の教訓から生まれたＤＭＡＴ、ＡＭＡＴ、地域災害支援ナース

など、専門家の大きな取り組みをしっかり学べる番組で、自分にとって身近な問題

だと感じさせられた。また、この番組で医療関係者や行政の人たちが１０年前より

もよりよい仕組みを作ろうと努力しているのを見て、自分は生活者として何ができ

るのかと考えさせられた。先日の福島・宮城の震度６強の地震後、知人たちと防災

について話し合ったときに、今回の地震をきっかけに、防災グッズの中身を入れ換

えたり、家がつぶれたときの対策を考えたりするなど、新たに行動を起こした人が

いた。一人ひとりができる努力をしていけば、“未治療死”も減る可能性が高くな

る。番組に新たな行動のきっかけをもらったので、こうした番組を今後も制作して

ほしい。 

 

〇 ＮＨＫだからこそ制作できる番組だと思った。１月１７日前後になると、民間

放送局もＮＨＫも阪神・淡路大震災関連のいろいろな番組を放送する中で、この

番組の切り口は新鮮だった。阪神・淡路大震災で被災した自分には、同じ時間に

別の場所で本来救えたはずの命が失われていたという事実が衝撃だった。大変重

いテーマで見ていてつらくなる一方で、いろいろな分野の専門家の方々が災害か

ら命を救うための研究や実践を重ねていることを紹介している点がよかった。南

海トラフ巨大地震では、最悪の場合、８万人の“未治療死”が発生し、新型コロナ

ウイルスの影響が加わると死者がさらに 1 万人増えるという推計などは、個人の

レベルでは対策しようがない話に思えたが、専門家の組織が有事への備えを着々

と進めていることを知り、個人や小さな組織単位でもできる備えがあるのではな

いかと気づかされた。印象的だったのは最後で、「この瞬間にも起きるかもしれな

い巨大地震。その時、目の前のあと１人を救うために何ができるか。私たちの社

会に刻まれた大震災の教訓です」というナレーションは心に深く突き刺さった。  

 

〇 “未治療死”という新たな問題提起をした番組だと思う。阪神・淡路大震災で病

院に運ばれた患者が、治療を受けられず床に置かれた状態を見たときに、ご家族

がどんな気持ちでいたかと思うとつらく感じたが、それが単なる過去のことでは

なく、あす、自分の周りに起こってもおかしくない問題であると、改めて自覚を

促された。また、ＤＭＡＴ、ＡＭＡＴなどが過去の震災の経験や教訓を生かして、

次の災害に備える努力をしていることに頭が下がる思いだったが、個人としての
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努力とともに、社会としてどういうことができるかということも考えていかなけ

ればならないと感じた。番組では、限られた医療資源を有効活用して、1 人でも多

くの救える命を救うことを課題にしていたが、医師不足の解消や、高速道路はじ

めインフラの整備といったことなどもあわせて、より多角的に考えていくべきだ

と思う。問題提起に加え、課題解決につながるような視点も入れてほしい。  

 

〇 冒頭の阪神・淡路大震災のときの混乱した病院の映像で、ベテランの医師が「そ

の患者はもうだめだから次にいこう」と冷静に指示をしていて、トリアージの意

味することや、医療現場の緊急性の高さが具体的によくわかった。私たち一般人

に何ができるかという点では、現地へ行くことで地元に負担がかかるのではない

かという遠慮もある。医療関係者に限らず、一般の人による後方支援のあり方や、

予算の出どころについても知りたいと思った。  

 

〇 この番組を見なければ知ることのできなかった事実を知ることができたとあり

がた味を感じた。トリアージについては 2019 年１月１７日(木)のＮＨＫスペシャ

ル「命をめぐる決断～災害多発時代 神戸からの問いかけ～」(総合 後 10:00～

10:45)を見て知識があったが、“未治療死”という新しいことばがあることも知っ

た。また、ＤＭＡＴやＡＭＡＴの存在を初めて知り、頭の下がる思いと安心感で

いっぱいだ。恐らく震災を体験した、大阪局・神戸局ならではの視座と対象の発

掘であろうとも思った。 

 

  (ＮＨＫ側)  

大阪局、神戸局では、阪神・淡路大震災が起きた１月１７日に

合わせて、災害を考える「ＮＨＫスペシャル」を制作・放送し続

けている。すでに２６年以上がたち、人々の地震の記憶や防災意

識も薄れかねないという懸念を持っている。２６年目となること

しは、何をテーマに、何を視聴者に訴えかけるかを現場で模索し

てきた。こうした中、新型コロナウイルスの感染拡大という、今

までにない大きな事態が起きたため、大災害下での医療について、

もう一度、当時の記録をもとに検証し、新型コロナウイルスの影

響下にある現在の医療体制を考える番組を制作した。こうした命

と暮らしを守る災害報道は、公共メディアとして最重要の使命を

持つ。来年以降も、状況に応じて視聴者の防災意識向上を訴えか
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けていきたいと思う。 

 

  (ＮＨＫ側)  

この番組で取り上げた“未治療死”は、災害医療の中でも新し

い研究テーマとして国も注目している。今回、災害医療の専門家

チームが、防ぎえた死を“未治療死”と定義して、今後、起こり

うる巨大地震でどれくらい発生しうるのか、最新のシミュレーシ

ョンに挑もうとしていることを知り、その取り組みを伝えるとと

もに、その防ぎえた死を減らすために、日本の災害医療が阪神・

淡路大震災以降、どのような歩みを続けてきたのか、これから先、

どのような進化を遂げようとしているのかを見つめる番組を制

作した。新型コロナウイルスの影響下で巨大地震が起きるという

複合災害にも目を向けなければならない今、最悪の事態への備え

を進める契機になればと考えたが、先日、福島・宮城で震度６強

の地震が起き、複合災害が現実に起こりうることを突きつけられ

た。研究チームの取り組みと、首都直下地震のケースは論文も出

て、災害医療の分野でも先進的な取り組みとして注目されている

ことから、今回取り上げた。また、ＤＭＡＴについても、日本の

災害医療を担う根幹となる組織であることから、ＤＭＡＴの責任

を担う立場の医師にインタビューし、客観的に伝えようと考えた。

医療資源に限りがある中、平時から有事を想定した資源確保は極

めて困難であるという状況で、どのように運用していけばいいの

かについては、新しい技術を使った取り組みなども始まっている。

指摘いただいた、医療資源を増やす必要性についても検証するな

ど、引き続き取材をしながら、最新の動向について広く発信して

いきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇 ２月１３日(土)の福島・宮城で震度６強の地震のときに、いろいろなチャンネル

をザッピングして見たが、ＮＨＫだけが右上の災害情報にふりがなを振ってい

た。外国人や聴覚障害者に対して有効だと思うが、小さい画面で見ている方もい

ると思うので、もう少し文字を大きくした方がよりよかったと思う。  
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ＮＨＫ大阪拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１年１月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、２０日(水)、ＮＨＫ大阪拠点放送局（ウェ

ブ開催）において、７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴してもらった、かんさい熱視線「赤ちゃんパンダ誕生～コロナ禍 

日本人スタッフが挑んだ６か月～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行

った。 

最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、２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 篠  雅廣（大阪市立美術館 館長） 

副委員長 帯野久美子（関西経済同友会 常任幹事） 

委  員 黒木 麻実（公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

関西支部副支部長） 

笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 三代家元） 

鈴木 元子（杉本や編集処 編集者） 

添田 隆昭（総本山金剛峯寺執行長・高野山真言宗 

宗務総長・高野山学園理事長） 

堀江  尚子（認定ＮＰＯ法人 くさつ未来プロジェクト 代表） 

 

（主な発言） 

 

＜かんさい熱視線 

「赤ちゃんパンダ誕生～コロナ禍 日本人スタッフが挑んだ６か月～」 

（総合 １２月１１日(金)放送）について＞ 

            

〇 新型コロナウイルス感染拡大が経済活動に与える影響をニュースなどにより

日々感じているが、パンダの出産を支える体制づくりにまで影響していると初め

て知った。生まれたばかりのパンダは小さく、親のパンダに踏まれて死ぬことも

あると聞いたことがあるが、無事に成長させるまでには飼育スタッフの大変な苦

労があることを痛感した。動物園には単に動物を見せるだけではなく、絶滅のお

それのある動物の種の保存や繁殖という役割があると思うが、この動物園はまさ
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にその役割を実践していると感じた。番組では、新型コロナウイルスによる影響

で中国人研究者が来日できなくなる以前の映像もあったが、どの段階から継続取

材しているのだろうかと思った。  

 

〇 生命の誕生をしっかりと取材し、教育的にも意味のある番組だと感じた。２年

前の出産時には心臓マッサージが必要な状況だったことを知り、出産は大きな奇

跡だと再確認した。一方、人形を使った練習など飼育スタッフの努力の片りんが

うかがえたが、実際の出産では落ち着いて対応している印象だったので、飼育ス

タッフが成長していくストーリーをもっと見られたらよかった。  

               

〇 新型コロナウイルス感染拡大下におけるパンダの赤ちゃん誕生がテーマと知り、

最初は出産前後の感染予防の問題かと思っていたが、中国人研究者が来日できな

くなったことによって日本人スタッフが直面する技術的な問題を取り上げており、

とても驚いた。パンダの繁殖に成功している動物園でも、出産は大変神経を使う、

難しいものだと改めてわかった。2017 年４月８日(土)のＮＨＫスペシャル「奇跡

のパンダファミリー～愛と涙の子育て物語～」では、パンダにできるだけ育児を

任せるという“和歌山方式”が紹介され、出産後の局面でも落ち着いて対応する

スタッフが心強く日本のパンダ飼育もここまで来たかと思ったが、今回の番組は、

それらに加えベテランから若手スタッフへとつなぐ物語でもあった。若手スタッ

フには、今回の経験を糧にして大きく伸びていってほしいと思った。  

 

〇 和歌山局のニュースではパンダのことをよく紹介するので、和歌山県民は、今

回の舞台となった動物園のパンダのことをよく知っていると思う。父親の永明か

らは、最初のメスとの間で６頭、２番目のメスとは１０頭子どもが誕生し、その

うちの何頭かは中国に帰ったなど、ＮＨＫのニュースで知った。上野の動物園で

は赤ちゃんパンダが生まれても長蛇の列でなかなか見られないそうなので、関東

の人も、飛行機で白浜空港まで来て、この動物園のパンダを見てほしいと思う。  

 

〇 パンダの話題に触れる機会はあまりないのでおもしろく、どきどきする思いで番

組を見た。母親と子どもを引き離すのは難しいということで、母親に蜂蜜を与えて

いる間に子どもを取り上げる場面が印象に残った。また、出産はもちろん、出産前

の母親がそわそわする様子や、イライラした母親がおりをひっかく様子などは、な

かなか見られない映像なので興味深かった。新型コロナウイルスの影響がなければ
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中国人研究者に頼っていたと思うが、日本人スタッフだけで出産に臨んで成功でき

たことは、ピンチをチャンスに変えられて本当によかったと思う。副園長の「ただ

がんばるだけではだめ」「データにとらわれすぎると全体が見えなくなってしまう。

パンダ自体を見る。」ということばは、新型コロナウイルスに向き合う私たちの気

持ちを後押ししてくれているようにも思えて、元気が出た。  

 

〇 この番組は飼育スタッフの技術の高さを詳しく見せてくれる、教育的にも価値

のあるドキュメンタリー番組だ。和歌山局スタッフの６か月に及ぶ取材にエール

を送りたい。ただパンダ誕生の瞬間は緊張の場面だが、今後さらに番組を制作す

る場合は、飼育スタッフの涙や迷い、不安といった人間模様もあれば、もっとお

もしろくなると思う。また、2020 年１２月３０日(土)の「ごろごろパンダ日記～

タンタンと飼育員の日々～」（総合 後 9:10～10:00）では、神戸の王子動物園の飼

育員とパンダの触れ合いを描いていたが、パンダが中国に返還されるにあたって、

男性飼育員が「もう帰ってこないですからね」と涙を流す場面があった。こうい

う見せ方が視聴者の感動をよぶと思う。  

 

〇 動物園には、かつては植民地支配において力を示す意味合いもあった面もある

が、現在は、種の保存や環境保全などの役割もある。この番組では、希少種である

パンダを人工的な環境でいかに育てていくかという苦労の一端が見られ、興味深

かった。また、中国とは異なる日本の動物の研究、育成のしかたもうかがえ、専門

家の努力がよく見えた。 

 

〇 「パンダといえば上野」というイメージが強い中、和歌山のパンダに注目した

番組は意義深い。パンダの年齢を人間に換算するとかなりの高齢出産だが、これ

は通常の出産なのだろうか。また、野生では、人間の手を借りずに育児をしてい

るはずだが、動物園では出産まもなく母親から引き離さねばならないのはなぜか。

素人視点では母子にとって気の毒に見えるので、その点について説明があっても

よかったかと思う。また、交配の場面については、動物番組で繁殖の場面を描く

ことは珍しくないと思うし、生命の誕生という意味では問題ない場面ともとれる

が、人によっては抵抗感があるかもしれない。  

 

  (ＮＨＫ側)  

和歌山局では、パンダを取材することが多く、ＮＨＫスペシャ
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ル「奇跡のパンダファミリー」のほか、「ファミリーヒストリー」、

「逆転人生」などの全国放送番組を制作しているが、今回も、ど

のようなテーマで取材するか、制作スタッフが知恵を出し合った。

パンダの出産にあたって、赤ちゃんパンダが非常に元気な姿で生

まれ、あまり思いがけない出来事が起こらなかったことは、ドラ

マ性が少ないという印象につながったかもしれない。  

 

  (ＮＨＫ側)  

この番組を制作するきっかけは、昨年６月ごろ、２年ぶりにパ

ンダの交配が確認されたことで、飼育下で世界最高齢での繁殖の

記録を持つ雄のパンダが新たな赤ちゃんを授かる貴重な瞬間を

記録できる可能性があることから取材を始めていた。新型コロナ

ウイルスの影響もあり、動物園側と協議し、できるかぎりの感染

症対策を整えたうえで、１０月以降に密着取材をさせていただけ

ることになったのだが、「飼育員の葛藤をもう少し見たかった」

という意見については、今後さらに飼育員に焦点を当てた番組づ

くりも目指していきたい。「パンダが高齢で出産するのは自然な

ことなのか」という質問については、飼育スタッフの方の話によ

ると、飼育下のパンダについては、高齢でも健康であれば、繁殖

活動を続ける習性があるということだ。また、出産間もない母親

から赤ちゃんを引き離さなければならない理由としては、番組で

は説明が少なかったかもしれないが、子どもの体調などに異常が

ないかを確認するためで、すぐに母親のもとに戻している。交配

の場面については、一年のうちパンダが発情する日数は非常に短

く、交配の瞬間を捉える映像は大変貴重ということもあり、紹介

することにした。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇 おうみ発スペシャル「滋賀のこれからを考えるＴＶ２」（総合  後 7:30～8:29 滋

賀県域放送）を見た。観光、食、スポーツなどあらゆる分野がバランスよく取り

上げられていて、滋賀県の１年を振り返ることができてよかった。県知事の記者

会見でいつも新型コロナウイルスについて説明している角野文彦さんへのインタ

ビューは、信頼できると感じたし、ゲストの高橋メアリージュンさんは前向きな
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印象でよかった。前半は１年の振り返りで、暗い話題が多い中、近江牛、スポー

ツなどチャレンジしている姿が見られた。もっともよかったのは「非密の花火大

会」だ。滋賀県内で話題になっていたが、発起人が花火とは関係ない職業である

ことや、クラウドファンディングで資金を募ったことは初めて知った。花火大会

と彦根東高校新聞部の話題は、新型コロナウイルスの影響下でも挑戦しようとい

うメッセージが感じられたため、こうした話題で番組が始まったらよかったので

はないか。また、番組冒頭で高橋さんとアナウンサーがびわ湖をバックにしてい

たが、柵が見えるような場所だったので、もう少しきれいな場所で撮影してほし

かった。 

 

〇 新型コロナウイルスの影響で、企業も資金を提供する余裕がなくなり、いろい

ろな地域で花火大会の開催が難しくなっている中、クラウドファンディングで資

金を集めたことは、これからのモデルケースになるのではないか。専門学校で発

生したクラスターについては、ニュースで取り上げられたときはそれだけで終わ

っていたが、この番組ではその後の状況を詳しく取り上げておりよかった。いろ

いろな嫌がらせもあったが、それを乗り越えて、地域がその学校を支え、盛り立

てているということも伝えており、非常に意義深い内容だった。  

 

〇 番組タイトルからどのような番組だろうかと思ったが、番組を見終われば、タ

イトルは十分納得できるし、ロゴやイラストも緩い雰囲気でよかった。１時間と

いう長さを感じさせない、よくできた番組だと思った。ゲストや取材テーマの選

び方、ＶＴＲの長さなど、バランスがよかった。高橋さんを迎えてのやり取りや

話のまとまりもよく、今を乗り越えて未来を考えていこうという思いや、人との

つながりの大切さが、自然と伝わってきた。特に、花火大会の話題はよく、彦根東

高校の新聞部の話題にかけては流れるような作りだった。同時に、新型コロナウ

イルスに感染した人や医療関係者に対するひぼう中傷や差別は、同じ感覚を持っ

てしまう人々によってエスカレートしてしまうことの怖さも感じたが、番組のト

ーンは重過ぎず軽過ぎず、見ていて心地よかった。データを挟みながら滋賀の１

年を振り返っており、2020 年は新型コロナウイルス一色の年だったとあらためて

思ったが、これほどまで日本中が同じ感覚を持って過ごした１年は、近年なかっ

たのではないか。全国の人が見ても共感する番組だと思うので、全国放送してほ

しいと思った。 
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〇 キャスティングがよかった。滋賀ふるさと観光大使として、ふだんから滋賀を

熱心に応援している西川貴教さんはもちろん、高橋さんのコメントがよく、特に、

ティモンディの高岸宏行さんの「やればできる！」に対して「言霊ですよね。

『Difficult？Yes. Impossible？No.』ということばが大好きで、難しいことはある

かもしれないが夢はかなうと信じて頑張ってほしい」など、コメントが秀逸だっ

た。クラウドファンディングでの花火大会の開催の話題は、息苦しい話題が多い

中、前向きで優しい気持ちになれた。オンラインでの修学旅行も、ＶＲでなんて

かわいそうだと思いがちだが、子どもたちが楽しんでいたようでよかった。一方

で、冒頭と最後の部分は明るく演出したのだと思うが、少し軽く感じられて、気

になった。また、ホテルの総支配人が出演していたが、数あるホテルの中でなぜ

そのホテルが選ばれたかについては説明がほしかった。  

 

〇 去年１年はコロナに始まりコロナに終わったので、暗い話になりがちだったが、

近江牛の価格下落や花火大会の中止だけではなく、これからどうしていけばよいの

かということも伝えており、前向きになれるような番組になっていた。印象に残っ

たのは、クラスターが発生した専門学校が学校名を明らかにした後、ひぼう中傷が

あったのに対し、地域住民が「恐れるべきはウイルス、人ではない！」というポス

ターを掲示して学校を支えたという話題だ。ニュースで伝えたのはクラスター発生

までだったということだが、こうしたことを伝えていくと、世の中の考え方も変わ

っていくのではないか。感染者や医療従事者を非難したり、差別したりするのは、

愚かなことだということに気づかせてもらえるのではないか。この番組が放送され

た時よりも、感染状況はさらに悪くなっているが、これからは悪い状況を伝えるだ

けではなく、国民が前を向いていけるような番組作りを、ＮＨＫには期待したいと

思う。 

 

〇 とてもまじめなドキュメント番組で、非の打ちどころがないと思った。出演者

はそれぞれキャラクターがすばらしく、バランスが取れていたと思う。まずゲス

トの高橋さんの知的な美しさが際立っていたが、台本通りではなく、自分の視点

をしっかり持ったうえでコメントをしていると感じた。西川さんからは滋賀ふる

さと観光大使としての思いも強く伝わってきたし、お笑いコンビのティモンディ

は番組に活気を与えていた。また、近江牛、修学旅行、ホテルの経営などの一つ一

つは、全国でも直面しているような厳しい問題だが、番組では明るく前向きに取

り組む様子を伝えており、励まされる内容だった。それぞれの地域でそれぞれ努
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力をしていることを全国に伝えることで励ましになると思うので、こうした地域

制作の番組を全国でも放送してほしい。最後の「クラスター発生の報道後に地域

の方はどう行動したか」という話題は、とても印象的だった。情報公開を徹底し

たことへの無情な社会の反応に対して、地域のサポートがあったことも、もっと

発信してほしい。それぞれの問題に取り組む若者たちの姿が印象的で、とても爽

やかな番組だったと思う。 

  

 (ＮＨＫ側)  

地域局が制作した番組を全国で放送することの意義について

意見をいただいたが、ＮＨＫの新しい経営計画の重点項目にもあ

るように、この点はさらに強化していこうとしている。今年度の

後期から「ＮＨＫ地域局発」で、地域で放送した番組を全国向け

にも放送しているほか、大阪局発の「列島ニュース」も、その一

環だ。これらはＮＨＫプラスの見逃し配信でも見ることができる。

また、今回のような県域の特集番組や夕方６時半からの各府県向

けニュースを放送していることも、地域を重視した編成の一つだ。 

 

〇 地元向けに制作した番組は、地域の視聴者だけで盛り上がる番組のように思え

て、私自身は、それぞれの問題を理解しても、共感というレベルには至らないよ

うに感じるが、この番組を客観的な視点で見ることで、今自分が住んでいる地域

ではどうだろうかと、冷静に見るきっかけになった。  

 

〇 社会人から学生まで、新型コロナウイルス影響下での多岐にわたる滋賀県民の活

動を伝え、地元出身の芸能人の方の意見も取り入れて、滋賀の一年や新しい取り組

みがよくわかる、地域活性化につながる番組だと思う。地域社会における新型コロ

ナウイルスの現在の感染状況と、医療従事者の方の意見も勉強になった。滋賀とい

えばびわ湖のイメージが強いが、合間に挟まれるイラストには異なる印象の滋賀像

が描かれていたので、ステレオタイプな滋賀像とは違うものをうちだされる意図が

あったのだろうかと感じた。 地元のことばで語られる現状と、出演者のリラック

スした雰囲気が、等身大の地域のあり方を伝えており、ほほえましく思った。ただ、

新型コロナウイルスの影響はさらに厳しい状況になっているので、地元の若いアス

リートが楽しみにしているオリンピックが今後どうなるのか気になった。また、年

明けすぐに、京都、兵庫、大阪に緊急事態宣言が出たので、通勤圏でもある滋賀や

奈良、和歌山の方々はどう考えているのか知りたいと思った。近畿ブロックの広域
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連携の視点も取り入れた番組作りに期待している。  

 

  (ＮＨＫ側)  

滋賀県向けの新型コロナウイルス関連のニュースや企画をさ

らに深掘りし、ブラッシュアップして、少し前向きにこれからを

考えようという思いを込め、緊急事態宣言後の７月１０日 (金)に

第１弾を放送した。その後、年末に向け、これまでにない厳しい

状況の中で、この 2020 年をどのように滋賀県は終え、来年に向

けて進んでいくかという視点で制作したのがこの番組だ。委員の

意見からは、地域の話ではあるが、多岐にわたるテーマは全国共

通の課題であり、他県の方にも共感していただける部分があった

と感じた。冒頭の撮影場所については、撮影スケジュールが許す

範囲でびわ湖が一望できる場所として選んだ。第３弾の放送も視

野に入れ、さらにブラッシュアップして、滋賀県の方々に役立つ、

前向きな挑戦を後押しできるような番組を作り上げていきたい。

ここでの成果をさらに近畿ブロックの番組や全国向けの番組に

もつなげて、広く展開できればと考えている。  

  

 (ＮＨＫ側)  

ロゴイラストについては、滋賀県向けの番組なので、単にびわ

湖を強調するだけではなく、滋賀県にはびわ湖周辺でいろいろな

産業や暮らしがあることをイメージしてデザインした。タイトル

については、滋賀の視聴者とともに考えていきたいという意味で、

このタイトルにした。収録場所となったホテルについては、びわ

湖観光の玄関口であり、滋賀の観光などのテーマを取り上げるう

えで、観光する際に欠かせない要素だと考えて選んだ。出演者に

ついては、高橋さんも西川さんもご自身で話したいことがあり、

貢献したいという思いが強い方だったのでよかったと思う。平日

夕方からの地域向け番組「おうみ発６３０」の制作にも携わって

いるが、滋賀に暮らす方々と、課題や気分を共有する番組を制作

したいといつも考えている。本日いただいた意見は、第３弾を検

討する際の参考にしたい。  

 

〇 １月３日(日)の「新春生放送！東西笑いの殿堂～なんばグランド花月、上野・鈴

本演芸場 新宿・末廣亭、心斎橋・角座から中継～」（総合 後 1:05～3:05、3:10～
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5:00）を見た。新年の東西をつなぐ芸能番組で、上野からは女性の三味線一人語り

の芸が登場したのも、女性の芸能の多様な姿を伝えて意義があったと思う。ただ、

１月２日(土)に緊急事態宣言の要請が出されていた状況だったが、東西の演芸場は

両方とも密になっており、客席の隣をあけているようにも見えなかったので心配に

なった。芸能人の感染ニュースも目にするので、放送やスタジオの環境における感

染防止対策について、ＮＨＫの考えをあらためて聞きたい。  

 

  (ＮＨＫ側)  

ＮＨＫでは、昨年から新型コロナウイルス感染対策を行いなが

らニュースや番組の取材、制作を進めてきたが、緊急事態宣言を

受けて、より一層、安全管理を徹底している。例えば、ドラマ制

作現場においては、医療専門家の監修に基づくマニュアルに沿っ

て、収録を実施している。番組ごとに感染症の対策責任者を決め

て、その指示の下、出演者やスタッフの体調確認や、収録の過程

でなるべく「３密」の状況が起こらないように調整を行っている。

また、手指の消毒はもちろん、スタジオ周囲の共用部分の定期的

な消毒や、スタジオ内の換気を実施している。さらに、一般番組、

ニュースなどの取材ロケ、収録を実施するにあたっては、リモー

トでの対応を活用するとともに、出演者や取材相手の意向や体調

も十分に確認しながら、感染対策を徹底し、今後も信頼できる情

報と、上質なコンテンツを、視聴者に届けていくことができれば

と考えている。 

 

〇 １月４日(月)の「列島ニュース」を見た。各地の新年の様子を知ることができて

大変よいと思った。印象に残ったのは新潟の古町芸妓(ぎ)の新年の初踊りのニュー

スで、地方の花柳界の文化は全国であまりとりあげられないので、文化継承という

意味でもよかった。 

 

〇 １月１７日(日)の「いま伝えたい～阪神・淡路大震災から２６年」（総合  後 6：

05～6：45 近畿ブロック）を見た。その後の「ＮＨＫニュース７」のコーナーにく

らべて、時間もたっぷりあり、きめ細かく現地の思いを伝えておりよかったと思う。 

 

 

ＮＨＫ大阪拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１２月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１６日(水)、ＮＨＫ大阪拠点放送局（ウ

ェブ開催）において、７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴してもらった、連続テレビ小説「おちょやん」を含め、放送番組

一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、１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 篠  雅廣（大阪市立美術館 館長） 

副委員長 帯野久美子（関西経済同友会 常任幹事） 

委  員 佐伯 順子（同志社大学社会学部 教授） 

笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 三代家元） 

添田 隆昭（総本山金剛峯寺執行長・高野山真言宗 

宗務総長・高野山学園理事長） 

堀江  尚子（認定ＮＰＯ法人 くさつ未来プロジェクト 代表） 

矢崎  和彦（(株)フェリシモ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜連続テレビ小説「おちょやん」第１週「うちは、かわいそやない」 

（総合 １１月３０日(月)～１２月４日(金)放送）について＞ 

            

〇 往年の女優・浪花千栄子さんをヒロインのモチーフにしたドラマで、古きよき

芝居の町、道頓堀の風情を伝え、上方演劇文化を継承するという点でも意義深い。

劇中劇の歌舞伎を片岡仁左衛門さんが監修し、「上方歌舞伎塾」出身の役者が起用

されるなど、演劇の研究者やファンも楽しめるドラマだと思う。千代の子ども時

代を演じる毎田暖乃さんの演技はすばらしく、第１週の「うちは、かわいそうや

ない」というタイトルにあるように、貧しい境遇に同情することは必ずしもよい

ことではないと考えさせられた。また、大阪ことばについては、河内と道頓堀の

ことばの細かい違いも使い分けられており、地域のことばの多様性を伝えている

と思った。これからの展開に期待している。 
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〇 連続テレビ小説は好きでよく見ているが、子役のみなさんの演技が秀逸だと感

じる。極貧の生活の中でたくましく生き、弟を支える千代と、母を覚えていない

弟のヨシヲのそれぞれの思いが交わらないのが悔しいと感じた。時代背景につい

ては、暮らしの厳しさがうまく描写されているが、「スカーレット」同様、だめな

父親と娘という組み合わせで、子育て中の父親にはつらい設定だと思った。また、

最も気になったのはことばづかいで、河内弁がきつく聞こえるのはしかたないが、

子育て世代の親は、親に対する口答えを子どもに見せたくないと感じたかもしれ

ない。２週目以降、ヒロインが杉咲花さんになってことばづかいが大きく変わる

のを見ると、子ども時代のきつさは必要だったのだろうかと思った。 

               

〇 ヒロインの活力を強調するためにきついことばづかいにしたのだろうと思うが、

あの年ごろとしてはきつすぎるという印象を持った。また、父親の経済状況など

を考えると、隣人たちが驚くような美人が継母になるのは違和感があった。しか

し、最初は憎まれ役の継母が、後に涙を誘う存在となるのがドラマの常道だと思

うので、継母がどのように変わるのかが楽しみだ。セットや音響なども、当時の

社会情景をよく再現しており、特にとんびの鳴き声が印象に残った。 

 

〇 “エールロス”の人から感想を聞くと、「エール」にはいなかったような意地悪

な登場人物に否定的な印象を抱いているようだ。また、毎田さんの演技はすばら

しく、前向きに生きていることが救いだが、育児放棄の境遇にあるように感じら

れて気になった。 

 

〇 浪花さんについて調べると、ドラマチックな人生だったことがわかり、ヒロイン

のモチーフとしてふさわしいと思った。また、浪花さんは美しい船場ことばだった

ということなので子役のことばづかいは演出の一環とはいえ、やや気になった。毎

田さんの演技はすばらしいが、大人になった杉咲さんとはまったく違う印象だ。ト

ータス松本さんが演じる父親は、「スカーレット」「まれ」と比べても強烈にだめな

父親で、この後の展開をおもしろくする存在だと思うが、ややうんざりした。一方

で、秦基博さんの歌う主題歌は、朝の始まりにふさわしい、元気の出る音楽だと思

う。先の展開が楽しみだ。 

 

〇 連続テレビ小説はふだんリアルタイムで見ていないが、久しぶりに先の展開が
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気になるドラマだと思った。子役のかわいらしさや演技力で、貧しい家庭にあり

ながらも力強さや明るさが感じられて、今後の成長が楽しみになった。朝の連続

テレビ小説なので、絶望的な状況でも希望が感じられるテーマであってほしいと

思う。新型コロナウイルス感染拡大の影響で今後、貧困家庭や育児放棄の問題が

深刻になると思われる中、「おちょやん」は単に過去の時代を描いたものには感じ

られなかった。こうした家庭の子どもや、その子どもを支援する立場の方たちが

見たときに、勇気を与えられるような番組であり続けてほしい。 

 

〇 子役の起用が絶妙で、涙を誘うような場面もあり、演出も凝っていると感じた。

河内ことばがややきついという印象で、弟を探す場面で「だんない」という方言

が使われているが、大阪以外の人にはほとんどわからないのではないか。今後、

ヒロインのモチーフとなった浪花さんのイメージに、物腰や話し方がどのように

近づいていくのかが楽しみだ。一方で、父親の髪型が長髪であることに違和感が

あった。勤勉な労働者ではないという設定はあるかもしれないが、第一次産業に

携わる人にしては髪が長すぎるのではないかと思った。 

 

〇 幼少期は河内が舞台なので、いわゆる河内ことばが使われていた。関西弁の中

でも独特のことばづかいだが、それを子役の毎田さんが違和感なく熱演していた。

ＮＨＫの連続テレビ小説ではいつも子役の演技に感心するが、今回も喜怒哀楽を

見事に表現していて、涙を誘う場面もあり、もっと幼少期の時代を見てみたいと

思った。ヒロインのモチーフとされている浪花さんに関してはあまり記憶になか

ったが、塗り薬の看板のモデルと聞いてああと思い出した。これからにぎやかな

展開になっていくようで楽しみだ。 

 

〇 “エールロス”をまったく感じさせない元気な連続テレビ小説を毎日楽しく見

ている。ヒロインのモチーフである浪花さんのことは知らなかったが、物語とし

て非常に力強くテンポよく、「おちょやん」の世界にぐいぐいと引き込まれている。

特にこの２週間は、子役の毎田さんの出色の演技に驚いた。また黒衣役の桂吉弥

さんの温かく軽妙な語りも絶妙で、ファンになった。開始早々はことばが汚いな

どの声も耳にした。実際、周囲でもそれが理由で見なくなった知り合いがいたが、

舞台を移してからはまた見始めたようで、おもしろいと言っている。私自身はト

ータス松本さんと毎田さんの迫力のあるやりとりに圧倒され、あえて字幕設定に
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して河内ことばを存分に楽しんだ。オープニングのイラストも気に入っている。

猫もどことなく杉咲さんに似ている。どんちょうをくぐって猫が杉咲さんに切り

替わって終わる場面も昭和を感じさせる演出で、“大阪のお母さん”と呼ばれた女

優の物語に期待している。 

 

  (ＮＨＫ側)  

現在、ドラマは３週目に入り、子役時代を経て、杉咲さんが登

場して新たな展開になっている。本日頂いた意見を参考にしなが

ら、局を挙げてドラマを盛り上げていきたい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

ドラマのテーマを検討する中で、浪花さんが戦後に出演してい

た「お父さんはお人好し」というラジオドラマの音源を聞き、当

時のやりとりや雰囲気が印象に残り、ドラマにも反映したいと思

った。また、大阪は歴史的にも道頓堀を中心に文化が花開いてき

たということもあり、芝居小屋、芝居茶屋を舞台とし、そこに生

きる人たちの息づかいを伝えたいと考えた。当時の空気感をでき

るだけ出したいと思い、ことばに特にこだわった。河内のことば

はかなりきついという指摘は受け止めるが、河内と道頓堀のこと

ばの違いもうまく出したいと思った。ヒロインは非常に貧しい境

遇だが、番組の大きなテーマはやさしさで、つらい状況や貧しい

状況にまなざしを向けるということが、やさしさの一歩と考えて

いる。厳しい境遇の中、頑張って生きていくヒロインを応援して

もらえるようなドラマを目指していきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇 １１月３日(火)の「未来へＧＯ！ 大阪・関西万博後の私たちのくらし」（総合 

後 6:05～6:45 近畿ﾌﾞﾛｯｸ）は興味深い番組だった。1,000 を超える提案が集まっ

たと知り、大阪・関西万博への関心の高まりを感じた。アニメーションで描かれ

た世界は飛躍しすぎかと思ったが、実現に向けた研究が進められていることを知

り、単なる夢物語ではないと感じた。1970 年の大阪万博以降、あまり感動する万

博はなかったが、社会の課題を解決するような技術を次々と生み出そうとする大
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阪・関西万博は、新しい時代への原動力になるのではないか。出演者の小藪千豊

さんとアンミカさんのやりとりはよかった。一方で、ゲストの３人の専門家と番

組で紹介した事例の関係性がよくわからなかった。 

 

〇 今回の番組で紹介した事例は大阪・関西万博後には全部実現していることだろ

うと感じた。ばら色の未来だけでなく、社会の変化によって負の部分も顕在化し

てくるはずなので、その点にも目を向けてほしい。 

 

〇 日本の未来を語る質の高い番組だった。専門家の「技術で現在の問題を解決す

る」という視点はよかったと思う。出演者については、アンミカさんの視聴者代

表の目線に、小籔さんが的確に突っ込むところもよかったし、第一線で活躍する

専門家３人の人選もよかったと思う。一方で、専門家以外にも多くのＶＴＲ出演

者やアニメーションが出てきたので、誰が何をいいたいのか分かりにくかった。

専門家の話はおもしろかったので、もう少し語ってもらってもよかったと思う。

また、今後全国放送を見据えるのであれば、アニメーションは関西弁でなくても

よかったのではないか。 

 

〇 1970 年の大阪万博ほど心が動いた万博はなかったので、「万博」はコンテンツと

して時代後れだと思っていた。しかし、この番組を見て、心がときめくような「未

来」の万博を再び見せてもらえる可能性を感じた。 

 

〇 新型コロナウイルスの感染対策として出演者どうしが距離を取っていたことや、

洗練されたスタジオのデザインが印象に残った。内容については知らないことばか

りだったが、近い将来について実感できるような番組だった。実際の教育現場でも、

ＶＲゴーグルをつけて授業をする学校もある時代なので、小中学校の子どもたちや

先生にも見てもらいたい番組だと思った。紹介されているような新しい発想が、今

の子どもたちが社会に出たときには当然のことになるのであれば、親も注意深く新

しい情報に接する必要があると感じた。番組最後に触れた十津川村の事例は分かり

にくかったので、もう少し詳しく知りたかった。 

 

〇 リアルなＳＦを見ているようで、おもしろい番組だった。大阪・関西万博は「い

のち輝く未来社会のデザイン」をテーマにしており、技術的な面は予想できる一

方で、「いのち輝く」の部分は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で生活全般が
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変化する中、予想がつかない状況だ。ゲストの１人が「理想の未来にしていくに

は、心を豊かにすること、社会が寛容であること」と語っていたが、よいキーワー

ドだと思う。1970 年の大阪万博は、高度成長期でいかに物理的に豊かに暮らすか

がテーマだったが、2025 年以降は、精神的な面での豊かさが大事になってくるは

ずだ。今後、万博をテーマに制作するのであれば、日本人の未来の暮らしにおい

て、宗教、文化、自然などがどうなっていくのかを展望するような番組を期待し

ている。 

 

〇 近未来に実用化されると思われる技術を複数紹介しており、勉強になった。各

分野の専門家が英知を結集した番組だが、進化のプラスの側面だけでなく、負の

側面についてもコメントがあればよかったと思う。ＳＤＧｓ関連として十津川村

の事例が紹介されていたが、科学技術に全幅の信頼を置くことについてはやや疑

問に思う。 

 

〇 ３名の専門家がそれぞれの分野のことをわかりやすく説明していた。どのような

ことが開発中で、どのような未来が待っているのか、具体的に事例が取り上げられ

ていてイメージがしやすかった。まだまだ先の話だと思っていたことが、それほど

遠い未来の話ではなく、自分が生きている間に見ることができるかもしれないとい

うことに少し驚いた。ただあまり便利になりすぎると深く考えるということをしな

くなるのではないかという危惧もある。単に便利になるというだけではなく、精神

的に豊かな生活が送れるようになることが大事ではないかと感じた。 

 

〇 番組の明るさとは裏腹に、見終わったあと、人類の未来について暗たんたる気持

ちになった。もし近い将来本当にこの通りになるのなら、人類はますます生命体と

しての力が弱くなり、管理・監視される社会に疑問も抱かず、豊かさの実感はおろ

か何事も体感・実感せずに一生を終えるようになってしまうのではと恐ろしく思う。

その意味で小藪さんとアンミカさんの発言は、そんな未来に抵抗する人間の良心だ

と思えたし、最後に登場した斎藤さんの話は納得がいくものだった。また、苦境に

あっても未来を考えるのはすばらしいことだとは思うが、新型コロナウイルス感染

拡大の状況で、夢のような未来を語られてもと思ってしまい、また自分がそう思っ

てしまったことについて考えさせられた。番組の構成自体は３人の専門家の話の中

で、各分野にかかわる近未来の取り組みがうまく紹介され、わかりやすかった。難

を言えばその取り組みが、万博開催にあたって寄せられた提案の中からのピックア

ップであったことが明確にされないまま番組が展開してしまい、万博と企業、専門



7 

 

家の関連性がわかりづらく少々もやもやとした状態で終わってしまったように思

う。 

 

  (ＮＨＫ側)  

この番組は万博をテーマにした特集番組の第１弾だ。委員から

頂いた意見からは、1970 年の大阪万博以降、人それぞれ万博の

体験や思いはさまざまで、われわれが番組を制作するうえで考え

ていくべきことが多くあると改めて感じさせられた。2025 年の

大阪・関西万博は、東京オリンピック・パラリンピック以降に控

える大きなイベントで、大阪局としても、引き続きしっかりと取

り組んでいきたい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

３人の専門家と事例の関係性についてだが、今回出演した３人

の専門家は日本国際博覧会協会に集まった 1,000 を超える提案

を取りまとめる委員として、全部の提案を読んだ方たちだ。専門

家によって事例へのアプローチは異なるが、提案から見えてきた

未来を番組では紹介した。伝えたい要素はたくさんあったが、現

在の社会状況をふまえ、今回は、若い人が見て、未来に希望を持

てる番組を目指した。今後、大阪局として万博に関わる番組を制

作していく際は、今回は取り上げなかった問題点、課題にも取り

組んでいきたい。 

 

〇 １１月１３日(金)のかんさい熱視線「不惑の直球 藤川球児～引退決断・３００

日の舞台裏～」、１１月３０日(月)のスポーツ×ヒューマン「最後の“火の玉ストレ

ート” 阪神・藤川球児」を見た。藤川さんの優しい人間性が描かれており、よい

番組だった。 

 

〇 １１月２５日(水)えぇトコ「カニより美味！？我が家の日本海メシ～兵庫 豊岡

市～」を見た。日本海側にはカニだけではない、豊かな食文化があることがわかる

楽しい番組だった。また、リポーターの２人のコメントも気が利いていてよかった。

一方、ナレーションで「食べさせてくれる」「食べさせてもらう」という表現があっ

たが、「いただく」という表現を使ったほうが丁寧だと思った。 

 

〇 １２月１３日(日)の「今井翼が行く『麒麟がくる』京都・丹波 ときめき旅」（総
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合 後 5:15～5:58 近畿ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。旅人の今井翼さんは落ち着いた上品な語り

口で、とてもよい旅番組に仕上がっていたと思う。 

 

 

ＮＨＫ大阪拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１１月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１８日(水)、ＮＨＫ大阪拠点放送局（ウ

ェブ開催）において、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴してもらった、「奈良の人とツクるＴＶ」を含め、放送番組一般に

ついて活発に意見交換を行った。 

最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、１２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 篠  雅廣（大阪市立美術館 館長） 

副委員長 帯野久美子（関西経済同友会 常任幹事） 

委  員 黒木 麻実（公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

関西支部副支部長） 

佐伯 順子（同志社大学社会学部 教授） 

笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 三代家元）   

鈴木 元子（杉本や編集処 編集者） 

堀江  尚子（認定ＮＰＯ法人 くさつ未来プロジェクト 代表） 

矢崎  和彦（(株)フェリシモ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「奈良の人とツクるＴＶ」 

（総合 １０月１６日(金) 後 7：57～8：42 奈良県域放送）について＞ 

            

〇 視聴者がテレビ番組の作り手側に回るというトライアルに、時代の変化を強く

感じた。現在、ＮＨＫならではの全国ネットワークはうまく機能しているが、５

０年後、100 年後のあり方としては検討していく必要が出てくるのではないか。

番組については、その取り組みが興味深く感じられた。一方で、内容には興味が

持てなかった。奈良県民ではないからかもしれないが、番組を見る人をワクワク

させるテーマ設定があればよかったと思う。  

 

〇 奈良県の置かれている状況が自分の住む地域と似ており、共感できた。「ええや
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ん」と思える奈良の新しい見方がわかる「ナラモエ」スイッチがおもしろかった

ので、たくさん集めて奈良県の魅力を表すマップができたらおもしろいのではな

いか。５か月かけて、一般の参加者の意見を取り入れて番組を作る試みはよかっ

たが、完成した番組が１０分と短いことに拍子抜けした。番組を見るかぎり続編

を予定していないようだが、もったいない。参加者が継続的に関わっていくのは

難しいかもしれないが、この機会を生かして２か月に１回程度、続編を制作して

ほしい。 

               

〇 率直に言って興味を持てなかった。その要因は３点ある。１点目は、地域の人

と番組を作るというコンセプトをそのまま具現化した番組なのに、スタジオに参

加者が集められ、その場で議論する様子を見ても、感情移入できなかったこと。

スタッフが足と時間を使って地元に入り込むことで、一緒に地元の思いを伝える

ような番組をつくるのが本来の地方局のあるべき姿ではないか。２点目は、６月

２７日(土)のザ・ディレクソン「ｉｎ 奈良」とテーマや構成などの重複感があっ

たこと。「ザ・ディレクソン」は、参加者が知恵を出し合う姿が見られ、番組の演

出にも工夫が見えたが、続編にあたるこの番組ではそれが見えにくかった。３点

目は参加者の人選について、参加者は各分野で活躍する方々ということだが、メ

ディアであまり知られていない人や、さまざまな年代の人を選んだほうが新鮮味

があり、予測不能でおもしろい場面が撮れたのではないか。また、奈良の「何もな

い魅力」を伝えようとすることは興味深いが、「奈良には何もない」と答える奈良

県民のことを「自虐気質」ということばで表現していたことに疑問をもった。京

都や大阪のように都会的なものは少なくても、奈良の古い歴史に誇りを持ってい

る人も多いと思う。 

 

〇 企画会議で参加者が意見を出し合う様子を丁寧に追いかけていて、非常におも

しろかった。「自虐から誇りへ」「奈良漬けからスイッチへ」などといった発想の

転換は見事だったし、「一般人のエピソードでは薄い」という冷静な意見も出され

ており、参加者のレベルが高いと思った。今後は参加者にテーマを競い合わせた

り、「課外授業 ようこそ先輩」のように子どもたちに番組を制作させたりしても

おもしろいのではないか。番組の中心となっている会議の様子のシーンには感情

移入できた一方で、完成した番組は１０分と短く、物足りなかった。また、企画会

議は真面目でしっかりした印象だったのに対して、番組はややくだけた印象で、
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違和感があった。“１億総発信時代”と呼ばれる中で、視聴者が作り手として参加

するのはいわば必然なのかもしれないが、今後地域向け番組として続編を制作す

るのであれば、さらなるブラッシュアップを期待している。  

 

〇 地域の魅力を地元の方が伝えるような番組を制作し、制作のプロセス自体を見せ

ることは悪くない試みだ。新型コロナウイルスの感染が拡大している時期だったの

で、オンラインで打ち合わせを行ったり、対面で会う時にはマスクをしていたりと、

制作にさまざまなハードルがあったことが感じられた。修学旅行の定番である東大

寺や猿沢池を、市民が日常的に使っているという話題はおもしろかったが、奈良イ

コール奈良市という限定的なイメージで番組が制作されていると感じた。奈良県は

非常に広く、吉野町や十津川村など奥深い魅力のある場所は紹介されていなかった

ので、参加者に奈良市在住以外の方がどれぐらいいたのだろうかと思った。今後、

続編を制作する際は、奈良市以外の住民の方にもっと協力してもらったほうがよい。

2019 年１月２６日(土)のザ・ディレクソン「ｉｎ 京都」は、ステレオタイプな京

都像を最初から排除した上で番組を制作したことで成功したと思う。ＮＨＫは各都

道府県に放送局があると思うが、例えば愛知県には尾張や三河という地元の人に昔

からなじみのある「地域」があるように、さらに踏み込んで、そうした現在の県境

とは異なる「地域」に根ざした番組作りを目指すのもよいのではないか。  

 

〇 視聴者が番組制作に参加し、奈良を紹介する番組を制作するというコンセプト

はよかったと思うが、参加者が若い方中心だったので、もう少し広い年代に参加

してもらった方がよかった。奈良の魅力を発信するうえで観光地を別の視点から

見るという発想も、参加者が達成感を得られたこともよいと思うが、番組を見た

人が楽しいと思えたのだろうか。私は参加者が奈良を紹介する番組を制作する過

程を見たので趣旨がわかっているが、今後参加者が制作した番組だけを放送した

場合、初めて見た人は違和感を覚えるのではないかと思った。また、番組に出て

きたことばで、若い人が日常的に使っているであろう「エモい」という表現が個

人的にはよく分からなかったので、補足説明がほしかった。  

 

〇 ＮＨＫが奈良の方と本気で取り組む姿勢を訴えたかったのだと思うが、番組の

主旨がよく分からなかった。参加者が番組の基本方針を決める際、「奈良の人は奈

良を自虐的に捉えがちだが、奈良に誇りを感じられる番組にする」と話していた

が、奈良の方が自虐的という話に驚いた。また、番組のテーマの一つは、制作の過
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程のすべてを見せることだったと思うが、議論が長く感じ、早く完成した番組を

見たいと思った。さらに完成した番組は、本当に奈良の方の自尊心をスイッチで

きる番組になっているのか疑問だった。奈良県は広いので、奈良市だけではなく、

飛鳥地方や吉野地方、自然あふれる山間部など、もう少し多様な奈良の魅力を伝

えることができたのではないか。また、参加者については、若い人ばかりでなく、

各分野から多様な人選をすれば、本当の意味で奈良を紹介する番組になったので

はないか。 

 

〇 今回のような視聴者参加型の番組は、批判があっても、「視聴者の意見を最大限

に生かした」と弁解できるので、評価しにくいと思う。奈良県民がある種自虐的

な表現をすることはあると思うので、それを逆手にとった番組制作という趣旨は

よく分かった。「奈良には何もない」と言っていたが、「都会にあるものはないが、

都会にないものがたくさんある」とも言えると思った。今回の取り組みは、奈良

局の新会館オープンに伴い、視聴者に番組参加してもらいながら意見を交換する

ことで、ＮＨＫの番組制作のあり方について理解と共感を深めてもらうという点

で意義があったと思う。一方で、今回の番組はやや大衆迎合的な色合いが強かっ

たように感じた。ブレインストーミングの目的は、参加者の対話と合意形成だが、

対話の過程で質が低くなってしまうこともある。議論の中で、「番組が芸人のネタ

披露の場になってしまうのではないか」という意見があったが、結果そうなって

しまったように思う。 

 

〇 奈良局の柔軟さに感服した。奈良の多様な参加者と制作した番組では、天川村

出身のお笑い芸人の女性に光をあて、無人の東大寺を歩き、夜空を見上げながら

南大門に接近する様子が描かれており、けうな体験だと感じた。 

 

  (ＮＨＫ側)  

ＮＨＫ奈良放送局は、９月末の新会館オープン記念の一環とし

て「ザ・ディレクソン」というＢＳの全国放送番組を制作し、放

送を目指していた。地域の視聴者が「ディレクター」になって地

域を元気にするアイデアを競い合い、最優秀アイデアをＮＨＫが

サポートして番組化するというものだ。番組への参加者について、

職業や地域にバリエーションをつけたつもりだ。奈良市からの参

加者は４人で、ほかにも生駒市、大和郡山市、天川村、東吉野町、
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曽爾村、宇陀市など多様な地域の方にも参加していただいた。ま

た、県内出身者と、県外出身者の両方の方にメンバーに入ってい

ただいた。年齢については、若い視聴者の開拓という意味で４０

歳くらいまでの比較的若い方を選んだ。予定では、ことし５月頃

にプレゼン大会を行い、優勝企画を決定し、具体的な制作プラン

とスケジュールを立て、９月末の新会館オープンに合わせて放送

という設計だった。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大や緊

急事態宣言が出されたことによって、打ち合わせやプレゼン大会

をリモートで行うこととなり、本格的なロケがいつ可能になるか

分からなかったため、プレゼン大会と優勝企画の決定までを「ザ・

ディレクソン」として６月に放送した。そしてその後、実際の番

組を制作するにあたり、ロケ部分を奈良局独自で続編の番組とし

て制作した。今回の参加者はいずれも奈良愛にあふれた方たちだ

が、そのことを伝えきれなかったことは反省したい。  

 

  (ＮＨＫ側)  

奈良局が移転するタイミングに合わせて、「ザ・ディレクソン」

の続編を制作することで、一部の方ではあるが、視聴者としっか

り向き合えたことはＮＨＫとしてもよかったと思う。通常の取材

では相手と一対一で深い関係になるのに対し、今回は広い地域の

さまざまな職業の方と長期間にわたって議論をし、ＮＨＫ奈良局

に対する思いなども率直に聞くことができて有意義な時間を過

ごすことができた。試行錯誤しながらの番組制作で、参加者が悩

んでいるところなど、ありのままを放送した。今回頂いた委員の

意見を真摯（しんし）に受けとめて、今後の番組制作に生かして

いきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇 １０月２３日（金）の「列島ニュース」を見た。北は北海道、南は鹿児島ま

で、地域に根ざした内容を生放送で伝えていると感じた。地方から都会に出てき

た方は、この番組を見て地元のことを懐かしく思えるのではないか。これまで地

域でしか紹介されなかったようなニュースをまとめて見ることで、各地で気候や

文化が異なり、さまざまな出来事が起きていると感じさせられた。気軽にみるこ
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とができるよい番組だった。  

 

〇 大阪からつないで各地の話題をそのまま伝える「列島ニュース」は、地域の活

性化、さらにはメディアの東京一極集中を加速させないためにもよい番組だ。被

災地以外では風化しがちな災害などの記憶も、全国で共有することで、問題意識

を高めてくれるのではないか。地元の名産品のニュースも、第一次産業の流通の

様子も伝わって、地域以外の視聴者にとっても勉強になる。一方で、どのような

基準で、各地域のニュースを選んでいるのか、知りたいと思った。  

 

〇 ご当地ニュースを見ることができて、とても楽しかった。北海道の“核のごみ”

の問題や、鹿児島の自衛隊施設建設計画に関する問題はひと事ではない。新潟の

災害時における死者・行方不明者の実名報道の問題は、自分の地元ではどうなの

かと気になった。また、大阪局からは、放送中に入ってきたニュースを落ち着い

て伝えており、すばらしいと思った。東京の放送センターではなく、大阪局をキ

ーステーションにした地域情報の全国発信という切り口はおもしろいし、放送の

多様性を確保する上でも意義あることだと思う。ただ、地域によってニュースの

量や内容に差が出ることもあると思うが、どのように放送するニュースを選んで

いるのかと思った。 

 

〇 全国各地のニュースを見ると旅に出たような気分になれるし、帰省しにくくな

った今、故郷の話題をテレビで見られることはうれしいことだ。地域のニュース

は地方局のウェブサイトで見ることはできるが、テレビで見たほうが心を動かさ

れるし、高齢者にも喜ばれると思う。現在は平日昼間に放送しているが、一週間

分をまとめて週末に放送すればリラックスした休日を過ごせるのはないか。また、

今後もローカル色を保ちながら、淡々とニュースを伝える姿勢を崩さないでほし

い。 

 

〇 平日の昼間にテレビを見られる視聴者にとって、午後１時５分からという時間帯

も番組の放送時間もちょうどよい。全国各地のニュースが広範にわかる点や、政治、

新型コロナウイルス、防災など重要なテーマのニュースに加え、心温まる話題も盛

り込まれており、知的欲求も満たされる点で気に入っている。また、地震などの自

然災害の話題は、被災地では長期間にわたって報道されているが、東京や大阪など

の人にも思い起こしてもらえるという意味でよいと思った。ただ、各地のニュース
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を伝える形式が一緒なので、飽きが来ないような工夫が必要だと感じた。  

 

〇 新聞の地域版を読む感覚で見るニュース番組だと思った。取り組みとしてはお

もしろいが、進んで自分から毎日見たい番組だとは思わなかった。番組のターゲ

ットは、昼間に自宅にいる人たちだと思うが、誰に見てもらいたい番組なのか、

どんなコンセプトなのかが見てもよく分からなかった。気象予報士のコーナーは

全国各地の空の様子がわかりよかったので、各地で放送したニュースをそれぞれ

つなぐよりは、例えば「年末の風景」などテーマを設ければ、もっとおもしろくな

るのではないか。 

 

〇 東京からの視点だけではなく、大阪から全国各地のニュースを放送しており、

まさに求めていた番組だと感じた。これまでメディアは、地方を日本の一部とい

うよりも、都市に対する田舎というイメージで捉えており、地方発のニュースと

いえば、伝統行事や農林漁業などの話題中心にとどまっていた。「地域分散型社会」

が提唱されてきたが、それぞれの地域に、社会、政治、産業について悩みや取り組

みがあるはずなので、全国で共有できることはすばらしいことだと思う。こうし

た番組の存在によって、東京も含めたいろいろな地方によって、日本というもの

ができているのだと実感できるのではないか。この番組は平日昼に放送している

が、多くの人が見られる夜や週末にも放送してほしい。最後に、全国の気象予報

士の顔写真入りの地図では、３分の２程度が女性だったのに対し、各放送局のニ

ュースリーダーがすべて男性だったことが気になった。  

 

〇 東京の放送センターのバックアップ機能強化を目指す大阪局が主導的に全国向

けの番組を配信していこうとする姿勢が感じられて、とても興味深く感じた。また、

“核のごみ”の処分場の問題や、国会議員による票の買収の問題などが、地方では

どのように報道されているのかということや、地方局でも継続して報道されている

ということがよくわかった。「列島ニュース」の編集方針については、テーマなどを

設けずに淡々と報道する姿勢のほうが、全国各地のニュースがリアルに伝わってく

るのではないかと感じた。 

 

〇 全国のＮＨＫの記者が足で探した珍しい事象を、地方に住む人でもこたつに入り

ながら見ることができることはよいことではないか。最後の高野山の紅葉の紹介は、

地元の人にとってもうれしいことだと感じた。  
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  (ＮＨＫ側)  

「列島ニュース」は、当初「列島ニュース 新型コロナ最新情

報」として、新型コロナウイルス感染の影響でさまざまな自粛要

請が出る中、各地の昼のニュースをピックアップして感染状況対

策などをきめ細かく伝えるという趣旨で進めてきた。その後、タ

イトルを「列島ニュース」と改め、新型コロナウイルス関連の話

題に加え、さまざまな出来事を伝えるローカル色豊かなニュース

番組として放送している。９月２７日(月)から、時間を午後１時

台に移して、大阪局が制作する定時番組となった。今後はＮＨＫ

の特徴でもある全国ネットワークを生かして、新型コロナウイル

ス関連情報はもちろん、さまざまな各地の細かい情報を幅広く伝

えて、公共メディアとしての役割を果たしていきたい。また、「ニ

ュースリーダーのアナウンサーが全員男性だった」という指摘に

ついては、取り上げた回が偶然すべて男性アナウンサーだったが、

そのような意見も踏まえて、今後しっかりと制作にあたっていき

たい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

「列島ニュース」は、埋もれた全国各地のニュースを掘り起こ

すことをねらいにしており、見れば新たな発見があり、各地に行

ってみたい、さらに詳しく調べてみようと思ってもらえるような

番組を目指している。ネット時代と言われる今だが、テレビにし

かないメディアの力を生かしながらこれからも放送していきた

いと考えている。また、全国的に注目される速報などについては、

臨機応変に放送できる体制をとっている。 

 

〇 １１月１日(日)の日曜美術館「至宝からひもとく天平の祈り～第７２回 正倉院

展～」を見た。博物館で見る以上に宝物を細部まで見ることができた。特に番組冒

頭で、正倉院展が戦後すぐに開催されて戦争で傷ついた日本人の心を癒し、立ち直

る後押しをしてくれたということや、光明皇后が貧しい人に行った救済事業につい

ても、丁寧に説明しており、今年の正倉院展の紹介としてとてもよかったと思う。

また、新型コロナウイルスの影響で予約が取れずに見に行けなかった人も多く、番

組で見られてよかったという声をたくさん聞いた。今は気楽に美術館や博物館に出

かけにくくなってしまったので、「日曜美術館」を週末の楽しみにしている人が周
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囲には多い。そういう意味でも今は特にすぐれた番組だと思うし、淡々と回を重ね

ていってほしい番組だ。 

 

〇 ２月２９日(土)のＥＴＶ特集「おいでや！おやこ食堂へ」が「地方の時代」映像

祭のグランプリを受賞したことはとてもうれしく思う。また、２月１４日(金)のか

んさい熱視線「境界知能～“気づかれない人たち”をどう支えるか～」を見た子育

て世代の母親で、スペシャルニーズサポーターの資格を取った方も出てきている。 

 

〇 １１月８日(日)の東京六大学野球２０２０「早稲田」対「慶応」(Ｅﾃﾚ 後 2：00～

4：10)を見て感じたが、箱根駅伝をはじめ、関東の大学スポーツを大々的にメディ

アで取り上げると、大学の知名度やスポーツの強さの面で地域格差が生じてしまう

ように思う。ＮＨＫは藤川球児選手の引退はあまり取り上げなかったように思うが、

どういうスタンスで地域の球団や学生スポーツを取り上げているのか。  

 

  (ＮＨＫ側)  

スポーツ中継に関する指摘について、藤川選手の引退試合は、

ＮＨＫには放映権がなく、中継はできなかったが、ニュースでし

っかり伝えるとともに、１１月１３日(金)のかんさい熱視線「不

惑の直球 藤川球児～引退決断・３００日の舞台裏～」でも取り

上げた。さらにこの番組は今後、「ＮＨＫ地域局発」でも全国放

送する予定だ。また、東京六大学野球については関東の有名大学

同士の戦いというより、全国的に知名度のある試合カードという

意味合いで昭和３年から放送している。参考までに、駅伝競技で

は京都開催の全国高校駅伝や広島開催の都道府県対抗駅伝、ほか

にも大学スポーツではアメリカンフットボールの「甲子園ボウル」

などをＮＨＫは中継している。さらにプロ野球でも、札幌、仙台、

首都圏、名古屋、大阪、広島、福岡など各地の試合を中継してい

る。 

 

 

ＮＨＫ大阪拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１０月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、２１日(水)、ＮＨＫ大阪拠点放送局（ウ

ェブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴してもらった、「関西モノ神様～たこ焼き～」を含め、放送番組

一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、１１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 篠  雅廣（大阪市立美術館 館長） 

副委員長 帯野久美子（関西経済同友会 常任幹事） 

委  員 黒木 麻実（公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

関西支部副支部長） 

佐伯 順子（同志社大学社会学部 教授） 

笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 三代家元）   

鈴木 元子（杉本や編集処 編集者） 

添田 隆昭（総本山金剛峯寺執行長・高野山真言宗 

宗務総長・高野山学園理事長） 

平田オリザ（劇作家・演出家） 

堀江  尚子（認定ＮＰＯ法人 くさつ未来プロジェクト 代表） 

矢崎  和彦（(株)フェリシモ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「関西モノ神様～たこ焼き～」 

（総合 ９月４日(金) 後 7：57～8：42 近畿ﾌﾞﾛｯｸ放送）について＞ 

            

〇 気楽に見られる、楽しい番組だった。たこ焼きは関西人にとってのソウルフー

ドだが、ほとんどの関西人が知らないと思われるそのルーツや、ソースのことま

でしっかりと紹介しており、知的好奇心も満足できる内容だった。たこ焼きが乗

っているカクテルは話のネタにもなると思った。古い映像で、プラスチックの容

器ではなく、経木の舟皿にたこ焼きが盛られている様子を見て、懐かしく、久し
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ぶりにたこ焼きを作りたくなった。 

 

〇 子どもの頃に家でよくたこ焼きを作っていた私には懐かしく、さらにたこ焼き

の歴史的・文化的背景など勉強になる番組だった。家庭用たこ焼き器の開発当時

の話題で、子どもも楽しんで作れる料理として紹介されていたが、日本では母親

が食事を作るものという前提の中、たこ焼きはジェンダー平等につながる料理だ

ったのだと興味深く思った。スタジオでたこ焼きが話すという演出には工夫が感

じられ、リポーターがドレスアップして夜景を見ながら、たこ焼き入りのカクテ

ルを味わう演出は一緒に楽しめた。ゲストのバランスも番組の構成もよく、楽し

みながら学べる番組だった。たこ焼きは関西発祥で国際化した食べ物という点が

興味深かったので、どのように全国展開し、何をきっかけに国際展開したのかに

ついて、さらに知りたかった。  

               

〇 関西の芸人やタレントを積極的に起用し、笑いを交えてたこ焼きのアレンジな

ども紹介する楽しい番組だった。かんざしに使う明石玉も初めて知り、日本のア

ニメの影響力の大きさや、西アフリカのモーリタニアの産業振興にも一役買って

いるなど学びもあった。リポーターの２人が所属する「たこやきレインボー」と

いうアイドルグループを初めて知ったが、あえてこの番組のために組んだユニッ

トかと勘違いしたので、説明があってもよかったと思う。また、冒頭のナレーシ

ョンは、大阪色を出したいという演出意図だと思うが、テロップがなくても聞き

取りやすいようにしてほしいと感じた。同じく関西らしいナレーションでも濱田

マリさんの声は聞きやすかった。また、出演者がほかの出演者の出自を揶揄して

いるようにも聞こえるコメントがあったので、今後十分注意してほしい。さらに、

タコの痛点について、「店主の個人的見解です」というテロップを入れていたのは

やや違和感があった。 

 

〇 見始めたらあっという間の４５分だった。たこ焼きの歴史を初めて知り、誕生

した瞬間のおもしろさがよく伝わってきた。テンポがよく、出演者のやりとりも

楽しい番組で、押しつけがましくない笑いを届けていたと思う。一方で、ＮＨＫ

なのにしっかりと商品名を出していたのは珍しく、気になった。また、明石玉を

紹介する場面で、民間放送の鑑定番組に寄せた演出はおもしろかったが、度が過

ぎると視聴者への迎合になるのではないかと思う。タイトルの「関西モノ神様」
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については、たこ焼きをモノとして扱うことに違和感があり、今回のような食文

化史を紹介する番組のタイトルには合わないと感じた。  

 

〇 たこ焼きを好んで食べるほうではないが、たこ焼きに関して、世界でも食べられ

ていることや、タコが日本の技術支援によってモーリタニアから輸出されるように

なったことなど、次々と話題が広がり、いきいきと取材する制作者の様子が目に浮

かぶような番組で、楽しかった。  

 

〇 ＮＨＫがチョコレート菓子の商品名を出していた点については、この程度であ

れば許されるようになったのかと感じた。全体としては楽しくて好感の持てる番

組だったが、関西出身以外の人も多く見ていると思うので、基本的なデータも紹

介したらよかったと思う。関西出身の人には自明のことかもしれないが、たこ焼

きが関西でどの程度消費されているのか、たこ焼き器は本当に一家に１台あるも

のなのかということは、知りたいと感じた。  

 

〇 楽しみながら学べる番組だった。家庭用たこ焼き器の開発の過程で、母親だけ

ではなく、みんなで作れて食べられる料理を目指したということだが、開発者の

ねらいどおりに、私たちの生活に根づいてきたと思う。出演者のバランスがよく、

中川家の剛さんのうんちくや、メイプル超合金の安藤なつさんのたこ焼きのバリ

エーションの広さなど、十分に楽しめる番組だった。一方で、明石玉が卵白から

作られているという点がイメージしにくかったので、もう少し知りたいと思った。

明石玉が廃れてたこ焼きが生まれたというエピソードからは、“With コロナ”と

いわれる今の時代、見方を変えればマイナスな出来事でもプラスにできるという

学びがあった。また、国際化の話題では、途上国支援や、ロシアの青年がアニメを

きっかけにたこ焼き屋を開いていることなど、自分の想像をはるかに超えたつな

がりを感じ、そのような発想や考え方は、子育てなどにも生かせると思った。  

 

〇 自分から進んで見ないジャンルの番組だが、楽しみながら学べる番組だと思っ

た。当初売れなかった家庭用たこ焼き器におまけを付けることで普及させたとい

う手法を知って、すばらしいアイデアを考え出した人がかつていたことに驚き、

興味深いと思った。また、たこ焼きは子どものころから身近な食べ物だが、ブル

ーチーズやチョコレートを入れるという発想はなかったので、試してみたいと思
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った。 

 

〇 大阪らしい食文化であるたこ焼きを取り上げた、楽しい番組だった。高級なた

こ焼き入りカクテルを注文する人が多いことには驚いたが、たこ焼きのルーツ、

家庭用たこ焼き器の開発など、歴史を紹介していて楽しかった。また、やや角度

を変えて、ＪＩＣＡの中村正明さんによる技術支援など、世界各地で社会に貢献

している人が紹介されたこともよかった。アニメを通じてたこ焼きを知り、アニ

メが好きで来日した外国人が帰国してたこ焼き屋を開いたというエピソードから

は、アニメというポップカルチャーの力を改めて感じた。一方で、スタジオの出

演者の言葉遣いはやや乱暴で気になった。「大阪らしさ」と大阪の「品格」のバラ

ンスは難しいとは思うが、今後も研究していってほしい。  

 

〇 日常的に「大阪イコールお好み焼き・たこ焼き」というイメージが定着してい

ると思うが、ふだん知ることのない話が紹介されており、おもしろかった。番組

には、日本コナモン協会の熊谷真菜さんは出演していなかったが、取材したのだ

ろうか。一方で、冒頭のナレーション、出演者のため口風のやりとり、ＢＧＭは

騒がしく、疲れた。こうした演出が、ステレオタイプな大阪のイメージを増幅さ

せているのではないかと、違和感を持った。  

 

  (ＮＨＫ側)  

この番組は開発番組という位置づけで、視聴者から評価をいた

だければ、演出などさらに改善を重ね、今後も制作したいと考え

ているものだ。本日いただいた意見は、今後の参考にしていきた

い。商品名の件については、ＮＨＫとしては極力商品名を控える

という姿勢は変わらない。  

 

  (ＮＨＫ側)  

「関西モノ神様」は、地元にあふれるさまざまなモノの魅力を

いろいろな視点から深掘りし、世代を超えて楽しみながら学べる

番組を目指した。日本コナモン協会の熊谷さんには、これまでＮ

ＨＫが制作した番組でさまざまな協力をいただいており、この番

組でも初期段階から継続的にご協力いただき、エンドテロップで

は番組協力という形で紹介させていただいている。また、たこ焼

きの国際化については、以前「サムライボール」という名前で国
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際化しようとした際にはうまく拡がらなかった一方、海外で日本

のアニメを見て育った世代がたこ焼きに興味を持ったことで、さ

らに世界に輸出されるなど、民間のソフトパワーによるものだっ

たということのようだ。関西には、食べ物以外にも建物や乗り物

など愛されているモノがたくさんあるので、本日いただいた意見

は参考にしていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇 ９月１４日(月)の【ストーリーズ】事件の涙「“気づかれなかった障害”ととも

に～えん罪からの再出発～」を見た。気になっていた事件だったので、短い番組

だが、事件の経緯がしっかりとまとめられていてよかった。発達障害の問題は多

岐にわたっており、大学では発達障害の学生に対応するために教員たちが学んで

いたり、自治体によっては、定期検診で早期発見や対応に努めたりしている。ま

た、えん罪となった女性がうそをつくようになったことが紹介されていたが、発

達障害のある人がうそと現実の区別をつけられるよう、欧米で行われている先進

的な手法を取り入れている自治体もある。家族のドキュメンタリーとしてはいい

エンディングだったし、短い時間なので難しかったと思うが、この番組を見た発

達障害のある方や、子どもの発達障害で悩んでいる親などにとって、もう少し希

望になるような取り組みが紹介されていたら番組に厚みが増したのではないか。  

 

〇 短い番組だったが、考えさせられることの多い番組だった。この事件について

は看護助手の女性が逮捕されたニュースを見て、不可解に感じたことを覚えてい

る。再審決定になり、えん罪として無罪判決が出たが、十数年間、刑務所で過ごさ

ねばならなかったことは、本人やご家族にとってかなりつらい年月で、人生も大

きく変えてしまったと思う。また、容疑者がいったん自白してしまうと覆すこと

は難しいという、日本の司法制度の問題も浮き彫りにした事件だとも思う。障害

があることがわかったことで、今度は就職が難しくなったという場面があったが、

発達障害の程度も人それぞれなので、障害者だからと決めつけるのもいかがなも

のか。今もえん罪で再審請求している方がいると思うが、こうした番組で名誉の

回復を図ることもできるのかと考えさせられた。  

 

〇 えん罪の当事者に取材し、生の声をそのまま伝えており、説得力のある番組だ
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った。えん罪などの事件は再現ドラマや映画化することもあるが、この番組は、

過剰な演出をせず、当事者の声を中心に淡々と紡いでいるので、かえって胸に迫

るものがあった。また、最後に音楽が流れてきたとき、えん罪を晴らすことがで

きた女性の安心感がより一層伝わってきた。家族が寄り添って暮らしている様子

や、家族写真を撮る場面では、家族の絆を再確認し、家族の幸せの多様性を考え

ることができた。当事者がカメラに向かって話をすることはハードルが高かった

かもしれないが、思いを表出することは救いになったのではないか。また、番組

では入りきらなかったと思うが、弁護士を探すことや、弁護士がえん罪を晴らす

ことの苦労、亡くなった患者の遺族の思いについても知りたいと思った。  

 

〇 重いテーマだが、家族のありのままを描いている番組だと思った。判決の出た

二日後に、ご家族を撮影クルーが訪ねており、信頼関係を構築して取材している

ように感じた。ＡＤＨＤなどの発達障害が世間で知られていなかった当時の状況

や、取り戻せない服役期間というのを考えると、やるせないし胸が痛む思いだ。

最後の家族写真の場面は、明るく前向きでよかった。今回の番組は、捜査や裁判

のあり方への問題提起や知的障害への理解を促す提言はなかったが、あえて私見

や提言を入れず、家族のありのままを伝えることに徹し、視聴者にゆだねたスタ

ンスもよかった。 

 

〇 本人も家族も気づかない障害によって、人生が狂ってしまった方がいることに悲

しくなった。同じように、障害による不利益を被っている方や人生を終えた方がい

ると思うと、やりきれない思いがした。障害がわかったことはスタート地点で、就

職しようとして壁に突き当たるところまで描いていることは残酷だが、これこそが

偽りのない今の日本だと思うので、制作者から投げかけられた重い問いかけだと感

じた。家族写真を撮影した場面が印象的で、女性にとっては単なる無罪判決ではな

く、４０年来の家族のさまざまな思いやしこりがリセットされた場面のように感じ

た。そもそもこの問題は事件なのか、事件ではなかったのか、どのように決着がつ

けられようとしているのかが気になった。 

 

〇 重い番組で見ていてつらかったが、警察や検察が職業的な正義感で作り出した

筋書きに合う人を逮捕してしまうようなことは、取り調べを可視化することで、

少しずつ改善していくのではないか。最終的には、死刑の是非にまでつながる深

い問題でもあると思う。このようにえん罪になった方に対して、国がどのような
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補償をするのかを知りたい。  

 

〇 ２月１４日(金)のかんさい熱視線「境界知能～“気づかれない人たち”をどう支

えるか～」を思い出しながら、この番組を見た。看護助手の女性が逮捕されたと

きに事件が報道された記憶はあるが、今年の２月から３月にかけて再び報道され

るようになったという印象だ。服役した１２年間や、無罪になるまでの１７年間

はとても重く、いろいろな問題が重なって起きた事件だが、ここ数年、発達障害

が注目されてきたからこそ無罪になったとも思う。もう少し前であれば、無罪判

決は得られなかった可能性もあり、弁護士や周囲の方に障害について知っている

人が多ければ多いほど防げる事件なのではないか。あらためて、両親だけでなく、

子育てをサポートする立場の第三者も定期健診や小学校・中学校入学などの節目

に適切に気づいてサポートできるようにする必要があると感じた。一方で、捜査

に関する警察の見解も聞きたいと思った。 

 

〇 暗たんたる気持ちになったが、いろいろと考えさせられる内容だった。両親の粘

りでえん罪が証明される過程や、最後の写真撮影の場面が救いのように感じられた。

一方で、本人が淡々と客観的に状況を説明しているので、どういう障害をお持ちな

のだろうかと感じた。また、「【ストーリーズ】事件の涙」の別の回を見て、誰に向

けて何を伝える主旨の番組なのかとも思ったが、この番組でも伝えようとしている

のは捜査なのか、えん罪なのか、発達障害なのか、報道のあり方なのか、ねらいが

漠然としていると感じられた。  

 

〇 とても重い番組だった。無事無罪が証明されてよかったという喜び、あってはな

らないことに巻き込まれた女性に対する同情の思い、えん罪事件の悲しさなどを伝

えた点ですばらしい番組だった。さらに、この番組について深く考えると、発達障

害と司法の取り調べという２つの問題提起があると思った。本当の被害者は、「娘

の発達障害に気づいてやれなかった」といまだに後悔している母親ではないか。今

でも発達障害に対する社会認識が低いので、企業が福祉的観点として受け入れるだ

けではなく、どのように才能を発揮してもらえるかという観点から問題提起をして

ほしい。さらに問題なのは取り調べのほうで、巧みな自白への誘導をしたと思われ

る取調官には責任があると思うので、それを償うべきではないかと感じた。また、

ＮＨＫには司法の取り調べに対する組織的な問題についても深掘りする番組を制

作してほしい。この事件についても、えん罪の事実関係を再度整理して、新たに番

組を制作してほしい。 
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〇 今も続くえん罪の恐ろしさ、やるせなさを感じる、重たい番組だったが、えん罪

の構図がよくわかった。つじつまがあわない供述について整合性を持たせるために

誘導していくという姿勢は、警察や司法による典型的なえん罪の作られ方だと思う。

今は比較的取り調べの可視化が行われていると聞くが、それも第三者が編集なしで

見られるかどうかわからない。取調官や所轄の刑事など警察の責任は重いと思うが、

どの程度取材を進めたのかも知りたいと思った。また、大人になった兄弟２人が出

てこないことに、家族の受けたダメージの大きさが感じられた。 

 

  (ＮＨＫ側)  

「事件の涙」という番組は、さまざまな事件にいろいろ形で巻

き込まれた方々の陰にある思いを浮き彫りにしようというドキ

ュメンタリーだ。事件を振り返ることで、現代社会でどのような

問題があるのかを映し出すことがねらいだ。今回の事件は再審で

無罪という珍しく、あってはならないケースだが、大津局の記者

が当事者の女性と信頼関係を築き、取材と撮影をさせていただく

ことができた。発達障害のある当事者がえん罪となり、再審無罪

となる陰で一体何があったのか、どのような思いだったのかとい

うことが少しでも伝わればと制作した。  

 

  (ＮＨＫ側)  

このえん罪事件について私たちは、長年娘の障害に気付くこと

ができずに後悔の念を募らせていた家族に迫りたいと思った。ま

た、取材を進める中で、この女性の場合、障害があることが分か

ったことで無罪となったが、障害者として別の生きづらさを抱え

るという課題も見えてきた。当事者の取材についてだが、本人は、

今回の再審決定以降、取材を受けることには慣れていたが、この

番組の取材に当たっては、何度もご両親も含めて話し合い、番組

の趣旨にご理解いただいた。その裏には、担当記者が非常に丁寧

に関係を築いていたことが大きかったと思う。また、国や警察の

責任についてだが、えん罪になったことで、現在国家賠償訴訟を

請求しているところだ。滋賀県警本部側については、判決で裁判

官から指摘はあったものの、捜査は適切に行われたというスタン

スを今も崩していない。この番組は、事件の真相究明よりも、家

族のストーリーに焦点を当てるというスタンスだったが、放送後、
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反響が大きく、この女性のように、気づかれにくい障害によって、

人知れずその生きづらさを抱えている当事者やご家族が非常に

多いことがわかった。障害をめぐるさまざまな課題にも、引き続

き焦点を当てて取り組んでいきたい。 

 

〇 連続テレビ小説「エール」を見ているが、１０月２１日(水)の放送でオープニン

グが久しぶりに流れてうれしかった。近年は大河ドラマも連続テレビ小説も、オー

プニングに趣向を凝らしており、楽しみにしているが、最近はあえて流さない演出

が続き関心を持っていた。次に流れるときは、主人公の裕一がトンネルを抜けたと

きだと思っていたが、オープニングも流れ、「鐘の鳴る丘」の鐘も鳴って感無量だっ

た。今後の展開が楽しみだ。  

 

〇 １２月３１日(木)の第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦が無観客で行われるということが

報道されたが、新年の幕開けにつながる、年末の節目の国民的行事なので残念だと

感じた。賛否が分かれるとは思うが、新型コロナウイルス感染拡大から日常へ戻ろ

うとする姿勢を示すことは重要だと思う。 

 

 

ＮＨＫ大阪拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年９月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１６日(水)、ＮＨＫ大阪拠点放送局（ウェ

ブ開催）において、９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「２０２０年度後半期の国内放送番組の編成」および「２０２０年度後

半期の近畿地方向け番組編成」についてそれぞれ説明があり、「２０２１年度の番組改定」

とあわせて意見交換を行った。続いて、事前に視聴してもらった、歴史発掘ミステリー 

京都 千年蔵「大原 勝林院」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、１０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 篠  雅廣（大阪市立美術館 館長） 

副委員長 帯野久美子（関西経済同友会 常任幹事） 

委  員 黒木 麻実（公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

関西支部副支部長） 

佐伯 順子（同志社大学社会学部 教授） 

笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 三代家元）   

添田 隆昭（総本山金剛峯寺執行長・高野山真言宗 

宗務総長・高野山学園理事長） 

堀江  尚子（認定ＮＰＯ法人 くさつ未来プロジェクト 代表） 

矢崎  和彦（(株)フェリシモ 代表取締役社長） 

            安井 良則（大阪府済生会中津病院 臨床教育部部長 兼  

感染管理室室長） 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２０年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「２０２１年度の番組改定」について＞ 

 

○ 今年度の後期から、ＢＳ１に、世界の１週間のニュースを振り返る「週刊ワールド

ニュース」を新設することは意義あることだと思う。日本語と英語の二か国語放送で

聞けるのだろうか。 
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  (ＮＨＫ側)  

基本的に副音声を使って、主に二か国語で伝える予定だ。  

 

○ 今年度の後期から地域情報の発信を強化するということだが、“大阪らしい”文化

を過度に強調するだけではなく、国や地域の政策を決定するうえで参考となる情報を

発信してほしい。東京からは分からない、地域の視点から見た政治、政策、教育など

の現状を伝えてほしい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

全国向けに発信する地域情報がやや薄いのではないかと課題

意識を持っており、今年度の後期から「ＮＨＫ地域局発」を新設

する。地域の視点で制作した地域向けの番組をそのまま全国向け

にも届けていく放送枠だ。文化、風土を取り上げた番組や、地域

の課題に向き合う情報番組の中から、タイムリーなものを編成し

ていきたい。 

 

 

＜歴史発掘ミステリー 京都 千年蔵「大原 勝林院」 

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ ８月２２日(土) 後 9:00～10:29））について＞ 

 

○ 大原の奥にこのような寺があることを初めて知った。１時間半にわたる見応えある

番組で、歴史好きにはワクワクする内容だったと思う。京都にあるたくさんの寺には、

歴史を知るうえで重要な古文書や文化財が人目につかず収められているのではないか

と考えている。寺の損傷がかなり進んでいることが紹介されていたので、文化財を守

るために早急の対処が必要だと思った。また、この調査にはさまざまな分野の専門家

が参加したということなので、専門家の話をもう少し詳しく聞きたかった。一方で、

漫画家のヤマザキマリさんや俳優・歌手の杉良太郎さんが登場する場面には唐突な印

象を受けた。調査が１月に始まってから、放送までかなり時間をかけていたように思

うが、新型コロナウイルス感染拡大の影響だろうか。 

 

  (ＮＨＫ側)  

当初は、４月の放送を予定していた。新型コロナウイルス感染

拡大の状況を鑑み、ナビゲーターやゲストが揃っての勝林院での
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撮影を７月に延期したため、８月の放送となった。  

 

〇 寺の蔵に眠る貴重な資料を専門家とともに発掘する、学問的にも有意義な番組

だった。一次資料を丹念に読み解く歴史学者の磯田道史さんはナビゲーターに適

任だと感じた。ゲストのヤマザキさんによる海外と比較しながらの意見や、杉さ

んによる歴史上の人物についての感想はそれぞれ興味深かったが、起用した意図

を知りたいと思った。番組で「宗教史上、声明が非常に重要だった」ことに注目し

ていたが、宗教における声の意味が浮き彫りになっていてよかったと思う。「足利

義満が武士として初めて天皇家の法要で声明を披露したことにどのような政治的

な意味があるのか」についての考察も興味深く感じた。ただ、番組では室町時代

の３０センチほどの仏像１０体を、天女像ではないかと指摘していたが、十羅刹

女像ではないかと思う。さらに、番組には勉強になることがたくさん詰め込まれ

ていた一方で、焦点がぼけてしまったように感じた。歴史ある寺の秘宝の謎を９

０分で語り尽くすことは難しいと思うので、続編を期待している。  

 

  (ＮＨＫ側)  

天女像については、十羅刹女像の可能性が高いことはリサーチ

段階でも確認していた。なぜ勝林院にあるのか、誰が寄進したの

か、鞍馬寺にある十羅刹女像とつながりがあるのかについては、

さらに調査を続けても確認できなかったため、専門家とも相談し、

番組では天女像という大きなくくりで紹介した。  

 

〇 膨大な労力をかけ、専門家の英知を結集して寺に眠る文化財をひもといていく、

アーカイブスに残したい、良質な番組だと感じた。磯田さんが仏像の中に入った

り、来迎図が赤外線カメラでないと撮影できなかったり、臨場感もうまく演出さ

れていた。一方で、文化庁をはじめとした行政との連携はどうなっているのか、

疑問が残ったほか、勝林院の傷んでいる文化財のその後も知りたいと思った。ま

た、次々と出てくる謎が覚えきれないので、あまり力まずに見られる配慮がほし

い。謎を時系列にまとめた表がわかりやすかったので、調査した結果も表記する

など、歴史に関心の薄い人にも疲れさせない工夫があればよかったと思う。ナレ

ーションで「寺社仏閣」という表現があったが、「神社仏閣」「寺社」と正確に表現

すべきではないかとも思った。  
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〇 あまり知られていない勝林院が、創建から江戸時代までの歴史の中でどのよう

に続いてきたかを描いており、非常に興味深かった。足利義満は、僧侶としての

教養が非常に深かったということも初めて知った。この番組をきっかけに、勝林

院に観光客が一斉に押し寄せ、せっかくの静寂な雰囲気が壊されるのではないか

と感じた。 

 

〇 歴史に詳しくない私には、難しい番組だった。明治時代以降、寺が廃れ、住職が

蔵の文化財をあまり見ることがない状態だったということだが、この番組をきっ

かけに発掘が可能になったということがすばらしいと感じた。大規模な調査をす

ることになったいきさつも知りたいと思った。一方で、４つのミステリーがある

のはわかったが、時系列ではなく、紹介するミステリーにあわせて、鎌倉時代、平

安時代、江戸時代と時代が前後したため、内容について行くのが大変だった。徳

川家康の念持仏のミステリーでは、実際に番組のような方法で探すのだろうかと

感じるとともに、最後の念持仏かと思ったら鎌倉大仏のレプリカだったという場

面は、必要ないように思った。ただ、この番組をきっかけに念持仏がみつかる可

能性を思うと、ワクワクした。  

 

〇 国宝級の文化財を 1,853 点も所蔵している寺が、屋根を修理できないままになっ

ていることに驚いた。ＮＨＫが寺の発掘調査を行うという番組を制作しなければ、

所蔵する文化財が世に出ていなかった可能性があることにも驚いた。また、磯田さ

んの軽妙な解説によって、歴史に関心の薄い私でも内容が理解しやすくなったと思

う。仏像の中に入って撮影し、ノミの跡や耳の穴など細部にわたって紹介しており、

すばらしかった。博物館や書籍では得られない情報量で、映像を伴う番組の成せる

業だと感心した。勝林院創建にかかわる最後のミステリーで、「寂源となった藤原

時叙がこの寺で命絶えるまで祈り続けた」という解説の後、勝林院の僧たちによる

声明があり、現代の親子が登場して終わるというエンディングは印象的だった。番

組制作という枠組みを超えて、日本文化史的にも極めて重要な意味を持つプロジェ

クトだと感じたが、この番組を制作することになったきっかけを知りたい。また、

このプロジェクトは今後どのように展開していくことになるのだろうか。  

 

〇 番組を見て、大原に勝林院という寺院があることを知り、声明に新たに関心を

持った。まず屋根の修理もままならないほど困窮する勝林院の貴重な文化財に光

を当てようと番組を制作したＮＨＫと、協力しようと集まった第一人者の専門家



5 

 

に敬意を表したい。しかし、番組の情報量が多く、繰り返し見なければ、内容をあ

る程度まで理解できなかった。番組で時間をかけて紹介した徳川家康の念持仏の

探索で最後にみつけたものが鎌倉大仏のレプリカだったという話は、紹介する必

要があっただろうか。次に、戦国時代の浅井長政の自領安堵の直筆の書状が見つ

かったことはこれまでの歴史観を転換させるほどの発見であることが、磯田さん

の解説でよく理解できた。また、足利義満が勝林院で声明を伝授されて宮廷行事

で披露したという話は興味深かった。これは、才能と長期間にわたる相当な努力

がなければ不可能であったと思うが、声明によって足利義満の政治的立場は強化

されたのかを知りたいと思った。最後に、勝林院建立者の寂源の生涯と藤原道長

との関係が紹介され、新型コロナウイルスの退散と人々の安泰を祈願した声明が

流されていた。天然痘や赤痢、麻疹など当時死亡率の非常に高かった疫病が繰り

返し流行して、多くの人々の生命を奪っていた平安時代と現在はまったく異なる

が、新型コロナウイルスは１年前には存在せず、昨年までは想像もできなかった

ような現象が起こっているので、最後の磯田さんのことばは心に響いた。  

 

〇 １５人の専門家とともに悉皆（しっかい）調査を行い、1,853 点の文化財が発掘

されるという、ＮＨＫならではの力作だと感じた。勝林院の存在を知らなかった

ので、番組で得た知識とともに散策してみたいと感じた。また、声明について知

識を得たことで、番組最後の声明の美しさがいっそう心にしみた。映像から平安、

鎌倉、江戸と各時代の阿弥陀像の顔が美しいと感じたが、特に平安時代のものは

指先まで美しかった。戦国武将の書状の謎では、新しい歴史学をひも解かれるよ

うなワクワク感があり、古文書を書く人、保存する人、読み解く人がいて、歴史は

継承されていくものだと感じた。一方で、取り上げた内容が仏や信仰だったので、

親しみやすさ、深さ、重さのバランスをとるのが難しかったと思う。また、テーブ

ルをおいてトークをする場面は、阿弥陀像の前ではなく、スタジオセットで行っ

たほうがよかったと思うし、ゲストの人選もよくわからなかった。内容は盛りだ

くさんで、専門家からはもっと深く幅広いコメントがあったと思うので、新たに

美術番組、教養番組、歴史番組などを制作するとすばらしいと思う。  

  また、７月１８日(土)の祇園祭の関連編成(総合 後 4:00～6:00 近畿ﾌﾞﾛｯｸ)では、

「祈りの夏 ～密着 園祭１１５０年～」(総合 後 4:00～4:28 近畿ﾌﾞﾛｯｸ)は、

2019 年９月６日(金)の京都スペシャル「宮本組 旦那たちの 園祭」(総合 後 8:00

～8:42 京都府域)の映像がうまく活用されていて、同じテーマで複数の番組に展
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開する取り組みとして参考になると感じた。  

 

〇 番組を見て、やや散漫な印象を受けた。今回の悉皆調査の意義を伝えるのなら、

1 時間程度に収めたらよかったのではないか。また、大原を紹介するには、ただの

「京の田舎」にとどまらない、地政学的位置の重要性をもっと解説すれば、よか

ったかもしれない。 

  この番組の直後に放送された英雄たちの選択「１００年前のパンデミック～“ス

ペイン風邪”の教訓～」、新日本風土記「道頓堀界わい」、「たっぷり見せます！秋

田 大曲の花火」の予告を見た。ナレーションでは「100 年前のにっぽんを襲っ

た“スペイン風邪”」、「風の中に、土のにおいに、もう一度にっぽんをみつける」、

「にっぽん最高峰の秋田 大曲の花火」と、いずれも「日本」を「にっぽん」と読

んでいた。「にっぽん」はアクセントが強く、スポーツ中継で使う表現のように感

じていたので、「にほん」と「にっぽん」の使い分けについて、ＮＨＫの基準を知

りたい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

「ＮＨＫ ことばのハンドブック」に、「にっぽん」と「にほ

ん」の使い分けについて記述がある。正式な国の名前、国号とし

て使う場合は「にっぽん」だが、そのほかの場合は「にほん」と

言ってもいいとされている。また、企業名など読み方が決まって

いるものについてはリストアップしており、こうした資料を参照

しながら使い分けをしている。指摘のあった「“スペイン風邪”

が日本を襲う」については、国号なので「にっぽん」がふさわし

いと推測できる。また、「にほんいち」か「にっぽんいち」かは、

ＮＨＫではどちらも使用できることになっており、最終的には各

番組の責任者がそのつど判断しているが、視聴者によりわかりや

すく伝わりやすく、違和感を少なくするよう努めていくことが大

事だと思う。 

 

〇 声明が大好きで勝林院は何回か訪ねている。タイトルに勝林院とあるならば、声

明関係の資料が紹介されないはずがないと期待していたので、個人的な関心からは

実におもしろい番組だった。全国の声明ファンも喜んだのではないか。義満は声明

で政治的な立場を築いたとあったが、義満は東大寺二月堂を練行衆に案内してもら
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い非常に喜んだという記録もあり、純粋に声明好きで、自分もやりかったというの

が原点にあると思う。今回日の目を見た方面で、もっと義満を掘り下げてもらえた

らと個人的には思った。一方、全体としては疑問を抱えたままの視聴となった。今

回番組で初めて貴重な文書類が発見され、解読されたという印象を受けたのだが、

勝林院ほどの寺がこれまで文書調査、悉皆調査をしてこなかったのかということだ。

蔵の中も整理されており、何らかの調査がなされてきたことと思う。どこからどこ

までが本当にはじめてわかったことなのか、そのあたりがあいまいだった。疑問に

思いＳＮＳを見たら、大改修と並行して、勝林院学術調査委員会を発足されたこと

が分かった。番組作りに当たっての背景がはっきり示されると、もっと説得力が出

たと思う。また出演された歴史学者の方はあえてなのか、現地では感想めいたコメ

ントが多く、スタジオ内でまとめていただくほうがよかった気がした。むしろ全国

から集結したという各分野の専門家の方々の話、調査風景に、もっと時間を割いて

ほしかった。江戸川区郷土資料室で紹介された、田口源右衛門の名前がみられる史

料名なども明示されなかったので、歯がゆく思った。１時間半の長さは見応えがあ

ったが、徐々にミステリーというタイトルから離れ、目指すところがわからなくな

り、冗長になってしまった感もあった。1 時間ぐらいにまとめてもよかったのでは

ないか。番組を通して一番説得力があったのは杉さんのコメントだった。人生をし

っかりと重ねられてきた方のことばであり、たいへん共感できた。  

 

  (ＮＨＫ側)  

今年度の京都放送局の番組の編集計画の重点事項の一つにも、

「奥深い“京都”の魅力と普遍的な価値を全国・世界に向けて発

信する」と掲げており、その目的にかなうよう、制作した番組だ。

「ＮＨＫならでは」、「番組制作の枠組み以上の役割があった」な

どの意見をいただいたが、ＮＨＫだけではなく、行政、大学、そ

の他の研究機関と連携し、専門家の協力も得ながら、今回のプロ

ジェクトを立ち上げて取り組みを進めてきた。今後、このプロジ

ェクトを継続していく場合には、本日頂いた意見を参考にしなが

ら改善していきたい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

このプロジェクトのきっかけは、行政や大学の関係者から「京

都の蔵に文化財がたくさん眠っているが、調査をできているのは

一部分に過ぎず、蔵を整備する資金がなくなったり、跡継ぎがい

なくなったりする中で、文化財が流出したり、破損したりする事
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例がかなり増えている」という話を聞いたことだった。今回の勝

林院のケースもあてはまるが、これまでさまざまな分野の専門家

が部分的に文化財の調査を進めても、ふだん専門家どうしの横の

連携がなく、蔵の所有者も調査内容を把握しきれていないことが

多いと聞いた。今回の番組をきっかけに、行政の方や文化財の専

門家が一堂に会して調査をし、各分野で分かったことを照らし合

わすことで、また新たな発見が出てくればよいと思った。番組は、

歴史に詳しくない人にも分かりやすい番組を目指し、古都・京都

の歴史を伝えることに主眼を置いたが、委員の意見から、もう少

し深い部分を伝えてもよかったと感じた。ゲストの人選について

だが、ヤマザキさんは、磯田さんと一緒に歴史のスポットを訪れ、

議論する間柄で、海外からの視点で語っていただきたいと考えた。

杉さんは、時代劇で人気の俳優で、視聴者に近い目線から語って

いただいた。続編を制作する際は、調査した内容を９０分の番組

で１回にまとめるか、何回かに分けて伝えるかなど、演出面につ

いてあらためて検討したい。  

 

 

ＮＨＫ大阪拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年７月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１５日(水)、ＮＨＫ大阪拠点放送局（ウェ

ブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴してもらった、かんさい熱視線「増え続ける“湯かん”～家族

に寄り添う 最後の時間～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、８月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

(出席委員) 

委 員 長 篠  雅廣（大阪市立美術館 館長） 

副委員長 帯野久美子（関西経済同友会 常任幹事） 

委  員 黒木 麻実（公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

関西支部副支部長） 

佐伯 順子（同志社大学社会学部 教授） 

笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 三代家元）   

鈴木 元子（杉本や編集処 編集者） 

添田 隆昭（総本山金剛峯寺執行長・高野山真言宗 

宗務総長・高野山学園理事長） 

平田オリザ（劇作家・演出家） 

堀江  尚子（認定ＮＰＯ法人 くさつ未来プロジェクト 代表） 

矢崎  和彦（(株)フェリシモ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜かんさい熱視線「増え続ける“湯かん”～家族に寄り添う 最後の時間～」 

（総合 ６月１９日(金)）について＞ 

            

〇 テーマにも映像にも衝撃を受けた。“湯かん”のことは初めて知ったが、亡くな

った人の５０％以上が葬儀の際に“湯かん”を行っているということや、湯かん

師を目指す若者が多いことや、仕事に携わる若者の純粋な気持ちに驚いた。葬儀

は、遺族のための儀式であるとともに、亡くなった方にとっても生と死をつなぐ

重要な儀式だと感じられ、葬儀のありようはこれからも変わるのではないかと感



2 

 

じた。これまで遺体を撮影することなどはタブーだと思っていたので、こうした

テーマを取り上げたことに関心を持った。 

 

〇 今や葬儀のあり方も多様化しているが、“湯かん”をすることが増えていること

や、湯かん師を目指す若者が多いことを意外に思った。番組を見ていて、“湯かん”

は亡くなった人のためというよりは、残された遺族のための儀式と感じた。病院

の看護師によるエンゼルケアで十分だと思っていたが、「少しでも安らかな顔にし

たい」と思う遺族にとっては必要なことだと思った。映像はショッキングだった

が、とてもよい番組だった。  

               

〇 病院での死、看護師によるエンゼルケア以外にも死者の見送り方があることを

知った。死者との別れの儀式を取材できたのは、取材相手との信頼関係があるか

らこそだと感じた。番組のケースとは別だが、新型コロナウイルスの感染者が亡

くなった場合、遺族はお骨になるまで対面できないことに社会的な関心が集まっ

ているので、新型コロナウイルス感染拡大下で悔いのない別れとはどうあるべき

かをテーマに番組を制作してほしい。研究者による歴史的視点からのコメントも

とてもよかった。番組の後半では、“湯かん”の仕事を志す若者の姿に感銘を受け

た。「子ども時代に母親を亡くす経験を通じて、最後の姿の大切さを痛感した」と

いう話は心に響いた。“湯かん”の広がりは関西の地域性によるものなのか、全国

的なものなのか、その点も番組で知りたかった。また、海外のメディアでは、テロ

や事件事故が起きたときに遺体を映すこともあるが、現場の厳しさを感じさせら

れるという意義はある。日本の放送局ではどのように考えているのか、知りたい

と思った。 

 

〇 誰もが避けられない死をテーマに、昨年秋から丁寧に取材した学びのある番組

だった。番組の最後に、湯かん師の伊藤千晶さんが「こんなに尊い仕事はないと

思います」ということばが印象的だった。ただ、意義のある内容だからこそ、暗い

ムードで伝えていたのが残念だった。「湯かん師は、入社試験の倍率が３０倍の希

望者が多い職業」という前向きの話題もあったので、新型コロナウイルス感染拡

大下の厳しい時代だからこそ、もう少し明るく伝えてもよかったのではないか。

逆さ水の儀の説明があったが、知らない人も多いと思うので、「逆さ」の意味の説

明がなかったのが残念だった。映画などで知られている納棺師ではなく、湯かん
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師をテーマとして取り上げたのは関西の地域性によるものだったのか。また、関

西とそれ以外の地域で“湯かん”に対する考え方や作法の違いについても説明が

あれば、関西で取り上げる意味が深まったと思う。  

 

〇 “湯かん”というサービスがあることは知っていたが、亡くなった方の体を身内

でなく第三者の方に清めてもらうことにこれまで抵抗感があった。番組からは、専

門家の技術で死者を元気なころの姿にしてもらうことで、遺族にとっては後悔の念

を薄めてくれる効果があり、死者にとっては旅立ちへのはなむけにもなることがわ

かった。これからは、死者を少ない人数で見送り、見送る人たちの高齢化も進むと

思うので、こうしたサービスを利用するのもよい選択肢だと感じた。番組後半では、

湯かん師の伊藤さんから「遺族がしたいだろうことを自分がさせてもらっている」

という思いを聞いて、仕事に臨む姿勢がすばらしいと感じた。湯かん師がいなくな

ったあとの遺族の声も撮影しており、取材スタッフの努力を感じた。今回は死者の

見送り方に焦点を当てた番組だが、肉親を通常のように弔うことができないことも

あるので、葬儀をとりまく実情に世間の関心が高いと思う。別の番組でも取り上げ

てほしい。一点気になったのは「今回依頼することにしたのは、ある後悔の念があ

りました」というナレーションだ。「今回依頼することにしたのは、ある後悔の念か

らでした」などの表現のほうが文脈のつながりがよかったと思う。  

 

〇 今回は紹介していないが、“湯かん”の前に行う、病院の看護師によるエンゼル

ケアがとても重要だ。この処置が十分でない場合、“湯かん”の際に不都合が生じ

ることもあるので、うまくいったケースのみを紹介しているように感じた。最近、

葬儀は遺族の「グリーフケア」として重視されているようだが、“湯かん”は遺族

のためのものである一方で、葬儀はあくまで死者の鎮魂のための儀式だと思う。  

 

〇 新型コロナウイルス感染拡大の影響で放送が延期されたのかもしれないが、結

果的に時宜を得た放送になったと思う。東日本大震災のときに寺や葬儀場、火葬

場が被災して、葬儀がなかなかできなかったが、今回の新型コロナウイルスの感

染拡大の影響でも、これまでのような葬儀ができなくなる問題も発生した。多く

の人が死について考えている時期に、この番組を放送したことは有意義だったと

思う。 

 

〇 核家族化が進み、出産や人が亡くなる瞬間を子どもと一緒に体験することが少
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なくなった時代だと思っていたが、この番組は子どもも命についてしっかりと学

べる上質な番組だと感じた。肉親が亡くなったとたん、エンゼルケア、遺体の搬

送などが機械的に行われた経験があったので、この番組を見て気持ちが癒やされ

た。遺族の温かいまなざしのもと、役割を終えた肉体を丁寧に扱ってもらえるの

であれば、自分にも“湯かん”を施してほしいと思った。実際には難しいとは思う

が、番組できれいになった顔を見ることができれば、命についての考え方が変わ

るのではないか。若い湯かん師の「いちばん体を洗いたいのは遺族なので、こん

なに尊い仕事はない」という発言に、温かい気持ちになった。一方で気になった

点があった。逆さ水の儀について、番組で詳しく説明してほしかった。“湯かん”

は奈良時代に始まった風習ということだが、具体的にどのように行っていたのか

を詳しく知りたかった。また、葬儀で“湯かん”を行う人は５０％以上いるという

数字を意外に感じた。 

 

〇 以前“湯かん”ということばを映画で知ったが、番組で奈良時代から続く風習

だと初めて知り、文化的、歴史的背景に興味を持った。かつてエンバーミングに

ついて知る機会があったが、“湯かん”との違いも知りたかった。近年、“湯かん”

を行う割合が５０％以上と増えてきていることは、葬儀のあり方が変わってきた

からだろうか。高齢化が進む中、家族の思いを大事にしたささやかな葬儀へと変

化しているように感じた。亡くなった方は、病院から直接斎場に行く人が多いと

知ったので、葬儀に関わるホスピタリティ産業の重要性を感じた。こうした職業

は、寺とともに重要な役割を担うと思うが、「グリーフケア」も含め、どのような

専門性が必要なのだろうか。ただ、番組で見た死者との別れの場面は明るい印象

だったので、現在、新型コロナウイルスの感染により、家族を失った方のことを

考えると、今の時期に放送しなくてもよかったのではないかと思う。  

 

〇 考えさせられる番組だった。死者への感謝の気持ちを伝える場所が葬儀であり、

“湯かん”ではないかと感じた。子どものころに母親を亡くした若い湯かん師を取

材していたが、仕事を通じてさまざまな方の死と向き合うことが、気持ちの整理に

つながっているのだろうと思った。要望としては、逆さ水の儀はなじみの薄い表現

なので、丁寧な説明があったほうがよかったと思う。両親が亡くなった時代には

“湯かん”について聞いたことはなかったが、亡くなった方が生前に希望して行う

のか、それとも残された遺族が希望して行うのかについて知りたいと思った。 
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  (ＮＨＫ側)  

当初は３月に放送する予定だったが、新型コロナウイルスの感

染拡大の影響で、緊急事態宣言の解除後まで放送を待った。新型

コロナウイルスの影響で、家族との最後の対面がかなわない方も

いることは承知しているが、このような時期だからこそ、見送る

遺族が故人にしっかりと思いを伝えられるような平穏が戻って

ほしいという願いを番組に込めた。また、“湯かん”の場面の撮

影について、取材趣旨を丁寧に説明したうえで、数組の家族を撮

影させていただけた。“湯かん”の地域性については、統計デー

タでは関西で際立って多いわけではないが、取材を通じて、“湯

かん”を専門とする会社や“湯かん”を知る方が比較的多いこと

がわかった。また、逆さ水の儀や“湯かん”の起源はなじみが薄

いので、限られた時間でも丁寧に伝えることは、今後の課題にし

たい。“湯かん”を亡くなった本人が生前に希望したかについて

は、本人というより、葬儀会社から説明を受けた家族が選択する

ケースが多いと聞いている。一方で、代々“湯かん”を続けてき

た方が、生前にご本人が希望するケースもあるそうだ。今回は、

“湯かん”にテーマを絞ったので、エンバーミングなどには触れ

なかった。遺体をどの程度映すかについては、ＮＨＫの放送ガイ

ドラインには、事件や事故、災害などでは、死者の尊厳や遺族の

心情を傷つける遺体の映像は原則として使用しないことが規定

されている。今回撮影した遺体は、寿命で亡くなった方で、ご遺

族からも了承を得ることができたため、放送することにした。遺

族が亡くなった人と最後の時間を過ごす大切な儀式を正面から

取り上げた番組なので、遺族や“湯かん”の会社と相談してご遺

体のお顔以外は、極力モザイク等で隠さず放送することにした。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇 ５月２３日(土)の大阪発リモートドラマ「ホーム・ノット・アローン 完全版」

(総合 後 9:50～10:00 近畿ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。５月１８日(月)～２２日(日)（総合 後

8：42～8：44 近畿ﾌﾞﾛｯｸ）に、この２分版のドラマを見かけたときには番組の意

図がわからなかったが、１０分の番組として見たら、ストーリーが理解できてお

もしろかった。リモートで出会った男女を主人公に、リモート撮影で制作したド
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ラマということで、現実社会でリモート化が浸透していることを実感した。リモ

ートで制作するというドラマの可能性を感じた。  

 

〇 スマートフォンの画面に慣れたからか、違和感なく番組を見た。ドアノブが取

れて閉じ込められたという話から始まったので、外に出るドアが 1 つしかない家

では、防災面で対策が必要だと感じた。一日目、二日目という構成がうまくでき

ていて、絶望した状態から、できることから始めて、新型コロナウイルスの感染

拡大下の状況を乗り越えていこうとする、この３か月間を凝縮したようなドラマ

だった。出演している桜庭ななみさんは見る人を元気にする俳優だが、視聴者の

気持ちに寄り添うドラマだと思った。桜庭さんが演じた女性と同様、ステイホー

ムの最中、自身も、自分の仕事を不要不急でいらないものだと落ち込んでいたが、

オーケストラで出番を待つシンバル奏者の話に勇気づけられた。  

 

〇 とても短かったが、楽しいドラマだった。演劇の世界でも、新しいメディアを

使って、どのようなアートにしていくのかが議論になっているが、既存のものを

インターネットで配信する方法と、新しい制作手法を用いて制作する方法がある。

後者では新しい制作手法を前提とした台本が重要になるが、これからデジタルネ

イティブと言われる世代による新しいアートが出てくるのだと思う。今回、この

試みがタイムリーに行われたが、これからもＮＨＫには特に若いディレクターが

中心となって、さまざまなことに挑戦してほしいと思う。過去の番組制作の手法

にのみとらわれず、インターネットでの配信も意識したような、実験的な番組を

制作してほしい。 

 

〇 「オーケストラのシンバル奏者のように、出番になって立ち上がるまで力を蓄

えておくことにする」というせりふは、泣かせるせりふだと思った。間違い電話

から始まった男女が、リモートで食事をともにするという場面で終わっているが、

ハッピーエンドを想像させるストーリー展開だと感じた。仮に片方に悪意があっ

た場合は、悲劇につながる可能性もあるのではないかとも感じた。  

 

〇 ＮＨＫでも民放でもリモートドラマが制作されはじめたが、意外と楽しめて引き

込まれるものが多かった。民放制作のリモートドラマでＳＮＳの機能や操作をスト

ーリー展開に生かしたものがあったが、このドラマはシンプルに徹しているのに濃

密な１０分間で映像の力を感じた。テレビとは縦横比の異なるスマートフォン越し
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に展開されるドラマを、テレビで見るという視聴媒体のギャップに、新鮮な感覚が

あった。客観的な状況は横位置の安定した画面で、反対に登場人物の主観は、縦位

置の不安定なアングルで登場人物の心境を繊細に映し出していた。スマートフォン

全体を引きで映したり、２画面で対比させたり、あらゆる表現手段を試していた。

８ミリフィルムの映画のようなレトロな質感や温かみもあり、最後は字幕も出てき

て、リモートなのにとても丁寧だというギャップもおもしろかった。将来的に新型

コロナウイルスの感染拡大が落ち着いてからも表現方法として定着するのか分か

らないが、テレビにおける表現方法がまだ出尽くしていなかったことが分かるよい

ドラマだった。 

 

〇 思わず笑顔になれる、すてきな番組だと思った。暗いニュースばかりが続く厳

しい状況だからこそ、このように前向きになれる番組が求められるとも思う。台

本も、出演者の２人も、１本２分という時間設定も、いずれもとてもよいと思っ

た。大阪弁も違和感のない、関西らしい番組にもなっていたのではないか。今後

もこのような番組を作ってほしい。  

 

〇 新型コロナウイルス感染拡大下のオンラインコミュニケーションからヒントを

得た、短くてもエスプリの効いたドラマだと思ったが、今後、新しい形が生まれ

る予感も感じさせられた。若い年代の人たちは、長時間集中してコンテンツを見

続けることを嫌がる傾向があると思うので、ミニドラマは、作り方によっては、

若い視聴者が好む新しいコンテンツとして発展するのかもしれないと思う。ただ、

間違い電話でつながってしまった相手に名前を教えることは現実では無防備だが、

フィクションとして受け止めるべきだろうかと思った。音楽を選定するうえで、

制作者側の思いや意図があれば知りたいと思った。  

 

〇 出演する桜庭さん、松下洸平さんの組み合わせを見たことがあると思ったが、連

続テレビ小説「スカーレット」に出演していた２人だった。電話のかけ違いから、

見ず知らずの２人が会話をしていくという展開は、私の感覚ではないように思うが、

ステイホームの中、若い人たちならありうることなのだろうかとも思った。閉じら

れた空間を舞台にした、２人の会話だけの短いドラマだったが、一つ一つのせりふ

に重みがあり、内容も濃かった。余計な音もないので集中できて、続きが見たいと

感じた。このドラマを見た人は、ステイホームも悪いことばかりでなく、もう少し

頑張ってみようと思ったのではないか。  
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〇 ステイホーム期間中にしか制作できない番組だった。内容としては理解できるが、

深みはあまり感じなかった。映像の新しい方向性に自分の感性がついていけていな

いのかとも思った。 

 

〇 かつては文通や電話、近年ではメールによるやり取りなどがあるが、今風の男女

の付き合い方が描かれたドラマといっていいかもしれない。短くて軽いだけに、気

楽に見ることができた。ＢＧＭがあるロックバンドの楽曲で統一されていたが、場

面と音楽、歌詞の関係性があまりわからなかったので、多用する必要はなかったと

思う。 

 

  (ＮＨＫ側)  

ドラマの中で、「自分の仕事は不要不急なのか」という話もあ

ったが、多くの人がこの数か月間そういう気持ちを抱えて過ごし

ていたのではないかと思う。ＮＨＫのドラマのスタッフも同じよ

うな気持ちで過ごしている中、若手のディレクターが発案した企

画が制作のきっかけとなった。新しい世代の感覚で生まれた企画

を、先輩のディレクターが一緒になって、若者で作り上げたドラ

マだ。 

 

  (ＮＨＫ側)  

時宜を得た放送だったという趣旨の意見をいただいたが、この

時期は１日１日と状況が変わり、世の中の見え方が変わってくる

ような状況だったので、制作にあたりスピード感を重視した。こ

のような時宜を得た番組の放送も、スマートフォンを使ってドラ

マを制作する試みも、続けていきたい。また、「映像表現で、画

面の不安定さやバランスの取れなさが心情に表れていた」という

意見をいただいたが、こういう状況だからこそ撮れる映像をあり

のまま表現することで、リアルに感じていただいたところもある

と思う。ただ、俳優に演技をしてもらいながら、撮影も全てお願

いすることになるので、あまり大きな動きもできないため会話劇

になると思い、一番大事なのは脚本だと考えた。選曲について指

摘があったが、「人とつながりたい」という思いには普遍性があ

ると思うので、視聴者の中に普遍的にあると思われる音楽を背景

に流すことで、その普遍性をドラマの中から感じてほしいと思っ

た。歌詞と内容をリンクさせたつもりではあるが、英語の歌詞で
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もあるので、意味までは伝わらなかったのかもしれない。また、

物語は、希望を持てる終わり方だったという意見もいただいたが、

制作時は、今の状況が解除されてもシビアな現実の中に２人は置

かれるので、一緒に食事をしようというような状況にはなかなか

ならないだろうと思った。だからこそ今つながっている時間を大

事にして、希望を持っていきたいという思いでドラマを制作した。 

 

〇 ６月２７日(土)のザ・ディレクソン「ｉｎ 奈良」を見た。奈良の魅力を伝える

企画をチームで競う番組で、優勝したのは奈良県民おすすめの癒やしのスポットを

美しい映像で紹介するという企画だった。観光客がいない今だからこそ、ゆっくり

と奈良県の各地を巡り、この土地とともに頑張っていこうと思える番組だった。「人

とつながりたい」という願望と地元愛がうまく結びついた番組だと感じた。各地の

災害などで沈みがちな昨今、イベントが行われた地域の人たちを元気にし、視聴者

の方たちも笑顔にできる番組ではないかと思う。  

 

ＮＨＫ大阪拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年６月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１７日(水)、ＮＨＫ大阪拠点放送局（ウェ

ブ開催）において、９人の委員が出席して開かれた。 

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

て報告があった。 

会議では、事前に視聴してもらった、歴史秘話ヒストリア「正倉院宝物 守られた奇

跡の輝き」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、７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 篠  雅廣（大阪市立美術館 館長） 

副委員長 帯野久美子（関西経済同友会 常任幹事） 

委  員 黒木 麻実（公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

関西支部副支部長） 

笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 三代家元）   

鈴木 元子（杉本や編集処 編集者） 

添田 隆昭（総本山金剛峯寺執行長・高野山真言宗 

宗務総長・高野山学園理事長） 

堀江  尚子（認定ＮＰＯ法人 くさつ未来プロジェクト 

代表） 

矢崎  和彦（(株)フェリシモ 代表取締役社長） 

            安井 良則（大阪府済生会中津病院 臨床教育部部長 兼  

感染管理室室長） 

 

（主な発言） 

 

＜歴史秘話ヒストリア「正倉院宝物 守られた奇跡の輝き」 

（総合 ５月１３日(水)）について＞ 

            

〇 教科書でカラーで見たことのある螺鈿紫檀五絃琵琶には裏側にも見事な装飾が

施されていることや、宝物は修復されながらも 1,300 年前の美しさを保っている

ことを知り、驚いた。鳥毛立女屏風に実際に鳥の羽毛が使われていることや、国
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産の宝物であることも初めて知った。これまで宝物のほとんどは海外で作られて

いると思っていたので、国産であることが意外に思った。年間を通じて行われた

湿度の調査や琵琶に描かれている絵の復元など、かなり時間をかけて制作された

番組ではないかと感じた。この番組は、作品を見るだけではわからない部分を、

最先端の機器を使って調査し、判明したことを紹介しており、見る価値があると

感じた。予備知識の有無で作品の見え方が大きく異なると思うが、まもなく開催

される特別展「よみがえる正倉院宝物－再現模造にみる天平の技」を見に行くの

が楽しみになる番組だった。  

 

〇 正倉院宝物の美しい映像とともに、聖武天皇、光明皇后を始め、たすきをつな

いできた関係者の思いを紹介しており、とても楽しめる番組だった。宝物の９割

以上が国産の材料を用いて日本で作られたという比較的新しい知見をもとに、多

様な識者の意見を紹介しながら、ごま油とベンガラを混ぜて和鏡を磨くなどの興

味深い検証も取り上げていた。ただし気になった点が２点あった。まず、エピソ

ードのタイトルがすぐに消えてしまうので、見ている人がわかりやすいよう、も

う少し長く画面に残したほうがよかったと思う。また、案内役の渡邊佐和子アナ

ウンサーの声の演出について、エコーがかかっており雰囲気が出ているが、単に

エコーをかけただけという印象なので、もう少し意味を持たせて、効果的な使い

方をしたらよかったのではないか。  

 

  (ＮＨＫ側)  

「エピソードのタイトル表示が短い」という指摘についてだが、

画面右上の「紹介している内容」の表示もうまく活用しながら、

話の展開がわかりやすくなるよう、工夫していきたい。アナウン

サーの声にかけるエコーについては、以前、指摘いただいた際、

スタッフと議論して現在の状況に落ち着いていたが、引き続き検

討していきたい。 

               

〇 正倉院宝物をわかりやすく紹介した番組だった。番組開始後まもなく“正倉院

宝物はシルクロードを通ってもたらされたもの”という幻想を覆しており、つか

みとしてよかった。国産の宝物がかなり多いことはだいぶ前から言われてきたが、

現在確認されている宝物の「９割以上」と数字を示し、番組でどのような手法で



3 

 

その宝物に迫るのかと冒頭に方向性を示したのはよかった。その後はきれい過ぎ

る展開で番組全体の印象は弱く、内匠寮で宝物制作が行われてきたことを、古代

史上最高レベルの発見として演出していたが、冒頭の衝撃ほどではなかった。宝

物の由来などに多くの時間を割いていたので、番組のタイトルとやや合致してい

ない印象を受けた。コメントする出演者も若干多く感じられて、目まぐるしく感

じた。その中で印象に残ったのは、継ぎはぎだらけの鏡の映像だ。さまざまな角

度からの映像やアニメーションも用いて丁寧に紹介しており、宝物に対する真摯

（しんし）な姿勢が感じられた。また、再現ドラマで使われていた聖武天皇の調

度品からは、制作者の細部へのこだわりが感じられて、興味深かった。一方で、気

になった点をあげると、まず「聖武天皇の遺品が正倉院に収められたのが正倉院

宝物の始まりで、その後蔵は封印されてきた」というナレーションだ。正倉院宝

物には、天皇とは直接関係ない、東大寺の仏具なども含まれているが、天皇由来

の品だけという印象を与えるので、補足説明があったほうがよかったのではない

か。また「鳥毛立女屏風」、小刀の「犀角把白銀葛形鞘珠玉荘刀子」の表記に誤り

があると思ったので、指摘しておきたい。２年がかりで撮影した映像は精細で、

番組でもっと見たかった。 

 

  (ＮＨＫ側)  

宝物の表記についてだが、鳥毛立女屏風の「屏」については宮

内庁の資料などを確認したうえで、この表記としている。小刀の

「葛」は指摘のとおりで、今後、より一層誤りのないように努め

たい。 

 

〇 正倉院宝物を８Ｋ映像で記録しておき、技術的に映像を保存し続けることがで

きれば、100 年後、200 年後も細部まで見ることができるので、８Ｋ撮影はとても

意義のあることだ。番組で、蘭奢待が思っていたよりも大きいことを知った。ま

た、鳥毛立女屏風が国産ということなので、当時の美人の基準がよくわかった。

さまざまな時代の美術品を通して、「美」の変遷を見る作品展を企画したら興味深

いと感じた。 

 

〇 渡邊アナウンサーの落ち着いた声と音楽とともに、映画を見ているように感じた。

ごま油とベンガラで磨き上げた和鏡を渡邊アナウンサーが手に持った場面には驚

きがあり、蘭奢待の場面では実際に香りを感じたような気になった。２年かけて紫
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檀木画槽琵琶の絵を復元した場面では、すべての顔料が特定され、鮮やかな色彩に

よみがえった様子に、本当に感動した。正倉院宝物は 1,300 年前から日本で受け継

がれてきた宝だが、世界の宝でもあると思うので、どのような努力を積み重ねて受

け継いできたかを世界中の人に伝えたいと思った。特に、番組を英語化し、オンラ

インなどで子どもたちに見てもらいたいと思った。ほとんど知られていないような

仕事が紹介されており、職業に関する教育につながるのではないか。技術の発達で

これまで知ることができなかった事実を知ることができるようになり、さらに高度

な技術が開発されれば、より鮮明に過去にスポットライトを当てることができると

感じられる内容だった。 

 

〇 見応えのある、クオリティーの高い番組だった。番組を二度見たが、一度目と

二度目では別の場面に関心を向けてしまうぐらい、密度の高い情報が散りばめら

れていた。1,300 年の時を宝物がつないでくれていたといえるが、２年がかりで撮

影した８Ｋ映像も未来につながる宝物のように思った。番組からは発見や驚きが

たくさんあったが、宝物の９割以上が国産であることは誇らしいと感じた。聖武

天皇が権威を高めるために文化を利用したという話は今にも通じる話で、内匠寮

は“ものづくり日本”の原点だと思った。1,300 年にわたって、保存され修復され

ている見事なリレーが、今作られているものにおいてはどうなっていくのだろう

かと考えさせられた。当時から蔵と箱を用いた湿度管理の知恵があったことや、

当時使用されていた素材を突き止められる現在の科学技術にも驚いた。蘭奢待の

一部を切り取って献上することで、ほかの宝物を守るという僧の知恵もすばらし

いと思った。個人的には「歴史秘話ヒストリア」に再現ドラマは必要ないと感じ

るが、制作者側の演出の意図を知りたいと思う。  

 

  (ＮＨＫ側)  

再現ドラマについてだが、今回の内匠寮の工人については、イ

メージが視聴者の方にはほとんど無いと思われるので、他の手法

を用いて紹介するのは難しいと考えた。コメントや絵、アニメー

ションでも説明することは可能だが、役者が演じる再現ドラマの

ほうが、視聴者にもう一段進んだインパクトを与えられると考え

た。また、登場人物の思いなどを伝える要所においては、効果的

な手法の 1 つだと考えている。 

 



5 

 

〇 正倉院宝物の知識はほとんどなく、この番組を通じて、宝物の９割以上が国内

で製造されたものだということを知り、驚いた。蘭奢待が足利義政や織田信長な

どの時の権力者に一部を切り取られてきたことは知っていたが、明治天皇も切り

取っていたことは初めて知ったので、その理由を知りたいと思った。聖武天皇が

創設した内匠寮で作成された宝物が 1,300 年を経て現在まで保たれていた理由が

紹介されていたが、正倉院とその宝物を守るために、どれだけの人々が世代を越

えて関わり、努力し、力を注いできたのだろうと思った。  

 

〇 飛鳥時代から奈良時代までをテーマにした番組が少ないので、この番組は興味

を持って何度も見た。いちばん興味深かったのは聖武天皇の再現ドラマの場面で、

天皇の衣装や調度品からは、天平文化をかいま見たようでロマンを感じた。当時

の資料は少ないと思うが、衣装考証や時代考証はどの程度史実に忠実に行ってい

るのだろうか。宝物の９割以上が国産だということに驚いた。飛鳥時代は渡来人

の技術を、聖武天皇の時代は遣唐使が持ち帰った中国の伝統や技術を習得するこ

とで、海外の文化や技術を取り入れて日本のものにしていった。そのことは日本

独特の力ではないかと感じた。世代を超えて修復してきたということだが、今直

せなくても将来直せるかもしれないので一切捨てないという、悠久の歴史の中で

物事を捉える姿勢は、次の世代にも伝えていってほしいと感じた。「古代の宝物が

これほど美しいまま伝えられている例は世界でもここだけ」「天皇の権威を高める

ために、正倉院宝物を使った」ということは初めて知ったが、どの程度検証され

ているのかも知りたいと思った。 

 

  (ＮＨＫ側)  

天平文化の時代考証については、専門家の監修などを受けなが

ら、現存するものをできるかぎり研究し、ディレクターが小道具

や大道具、衣装を担当するスタッフと相談をしながら、なるべく

近いものを用意しようとしている。時代が古くなるほど難しいが、

スタッフ全員で日々努力している。  

また、「古代の宝物が美しく伝えられているのは、世界でもこ

こだけだ」というコメントについては、専門家の説明に基づいて

いる。ほかの地域に現存する宝物は、地中に埋まっていたため、

美しさの点で少し劣っていること、1,300 年前の宝物が 9,000 点

という規模で美しいまま保存されているのは、正倉院宝物だけと
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いうことだ。「天皇の権威を高めるために、正倉院宝物を使った」

というコメントについては、番組にも出演いただいた大正大学の

榎本淳一教授の見解に基づいている。  

 

〇 学会などで発表されている内容だが、一般視聴者向けにわかりやすく制作され

た番組だと思う。近年の考古学的発掘の成果を生かして、内匠寮での制作など、

国産であることの背景もよく分かった。番組では慎重な表現をとったのだと思う

が、正倉院宝物は当時の日本人が作ったものか、唐から来日した工人の手による

ものかは判断しがたいと感じた。また、螺鈿紫檀五絃琵琶は、史実として聖武天

皇の持ち物であることは間違いないが、琵琶の胴部のバチによる傷が天皇自身に

よるものという説は、大胆な仮説だと感じた。蘭奢待については、信長が、天皇宝

物帳に記載されているすべての香木を所望したと言われていることや、東大寺側

が、前例がないとして断り、その代わり、一部を裁断したが、信長はすべての香木

の閲覧だけはしたということなどの史実も盛り込めば、番組構成上おもしろかっ

たのではないか。すべてのエピソードへの踏み込み方が浅いと感じたので、もう

少し掘り下げれば、ＮＨＫならではの番組が複数制作できるのではないか。ドロ

ーンによる映像は、鳥観のように視界が開けていく新しい視覚表現として楽しみ

にしている。この番組では比較的緩やかなスピードで安心して見ることができた。 

 

  (ＮＨＫ側)  

内匠寮で働いていた人たちは、唐の工人なのか、日本人なのか、

渡来人なのかという点に関しては、議論があると聞いており、「国

産」というコメントにした。「エピソードへの踏み込み方が浅い」

という指摘については今回の場合は、複数の宝物を紹介すること

をメインとしていたため、バランスをとった形だ。本日いただい

た意見は今後の番組制作の参考にしていきたい。  

 

〇 渡来物で著名な正倉院の宝物だが、実は９割以上が国産であること、また、割

れた鏡の修復や、明治期の修理、当時の色彩の再現など、古い宝物と後世の技術

が融合して、貴重な宝物が守られてきたことがよくわかり、歴史と現代を結びつ

ける貴重な内容が満載の優れた教養番組となっていた。いつも随所におりこまれ

ている再現ドラマの場面も、視聴者への理解を助けていた。後半の琵琶の絵柄に

ついては、鮮やかに当時の色彩を再現していたので、欲を言えば、鳥毛立女屏風
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についても、鳥の羽根がはりつけてあったことまでは解説し、さらに、すべてを

復元すればどのようなものであったかをぜひ紹介してほしいと思った。見ごたえ

のあるものになると思うので、続編に期待している。大阪局のウェブサイトにあ

る関西ブログでも、担当ディレクターの思いが伝わり、放送とインターネットの

融合により、作り手側の方の思いも深く理解できた。再現ドラマの場合、最後の

スタッフロールに俳優の名前が出るときと出ないときがあるように思うが、判断

基準があるのだろうかと感じた。  

  今回の歴史番組では、聖武天皇の時代が再現ドラマになっていたが、聖武天皇と

光明皇后等の時代をとりあげた大河ドラマは制作できないものだろうか。大河ド

ラマといえば、歴史ドラマの王道としての社会的評価を確立しているが、古代を

とりあげれば新機軸となり、関西地域の活性化にもつながり、おもしろいのでは

と思っている。もし実現すれば、ドラマはフィクションとはいっても、「日本」の

成り立ちにおける寺院や天皇のありかた、大陸との往来なども描くことができ、

歴史理解もより深まるのではないか。  

 

  (ＮＨＫ側)  

この番組は、特別に許可を得て正倉院宝物を２年がかりで８Ｋ

で撮影した映像をもとに制作した番組であり、2019 年１０月３

０日(水)のＮＨＫスペシャル「天皇が創った至宝～正倉院宝物が

伝える“日本誕生”～」(総合 後 10:00～11:19)、３月に８Ｋで

放送したシリーズ「正倉院宝物 守られた奇跡の輝き」(８Ｋ 8

日(日)後 4:45～5:00、14 日(土)後 2:45～3:00、22 日(日)後 4:40

～5:00)に続く、集大成ともいえる番組だ。記録した映像は、Ｎ

ＨＫのみならず世界の資産でもあるので、今後も番組制作に活用

していきたい。また、８Ｋがますます普及していけば、多くの視

聴者が精細な映像で楽しむこともできる。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０年５月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１７日(水)、ＮＨＫ大阪拠点放送局（ウェ

ブ開催）において、１１人の委員が出席して開かれた。会議では、事前に視聴してもら

った、かんさい熱視線「“コロナ”と戦う」を含め、放送番組一般について活発に意見交

換を行った。 

最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、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 篠  雅廣（大阪市立美術館 館長） 

副委員長 帯野久美子（関西経済同友会 常任幹事） 

委  員 黒木 麻実（公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

関西支部副支部長） 

佐伯 順子（同志社大学社会学部 教授） 

笹岡 隆甫（華道 未生流笹岡 三代家元）   

鈴木 元子（杉本や編集処 編集者） 

添田 隆昭（総本山金剛峯寺執行長・高野山真言宗 

宗務総長・高野山学園理事長） 

平田オリザ（劇作家・演出家） 

堀江  尚子（認定ＮＰＯ法人 くさつ未来プロジェクト 

代表） 

矢崎  和彦（(株)フェリシモ 代表取締役社長） 

            安井 良則（大阪府済生会中津病院 臨床教育部部長 兼  

感染管理室室長） 

 

（主な発言） 

 

＜かんさい熱視線「“コロナ”と戦う」  

（総合 ４月２４日(金) 後 7:30～8:42）について＞ 

            

〇 連日、新型コロナウイルスに関して報道されているが、番組前半の、アスリー

トに焦点を当てたパートは新しい視点だと感じた。東京オリンピック・パラリン
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ピックが延期されることは選手にとって大きな負担があり、特に、パラリンピッ

クへの出場を目指す障害者にとっては体力維持の問題などもあり、新型コロナウ

イルスへの不安がより深刻なのだと知った。財政的に恵まれないチームは、試合

ができないことが存続の危機にも直結する。スポーツや文化などの分野は後回し

にされがちだが、ここにも国の援助が必要だと感じた。  

後半の、視聴者からの疑問に専門家が答えていくパートでは、生活に直結する情

報が多く、勉強になった。世の中にはデマ情報なども多いが、新型コロナウイルス

について正しい知識を持ち、“正しく恐れる”ことが重要だと思った。今後、緊急

事態宣言が解除されるなど、新型コロナウイルスが収束に向かうと、外出者が増え

ていくと思う。それについてはやむを得ない部分もあると思うが、感染者が再び

増えることへの危惧もある。  

今回、番組は前半・後半の２部構成だったが、新型コロナウイルス関連とはいえ、

全く違う内容で２つの要素のつながりがよく分からなかった。  

 

〇 前半パートでは、オリンピック・パラリンピックに向けて準備してきたアスリ

ートにとって、開催延期による苦労がよく分かった。一方、来年、オリンピック・

パラリンピックが開催されることについて市民の不安の声や、オリンピック・パ

ラリンピック以外の大会でも活躍の場があるということについてもあわせて伝え

ていく必要があると感じた。  

後半パートでは、近畿大学医学部の宮澤正顯教授が専門家として視聴者やゲス

トからの質問に丁寧に分かりやすく答えていて、内容も市民目線で役に立つ情報

が多くよかった。大学としても市民に向けて新型コロナウイルスの情報を発信して

いて、放送とも連動しつつ伝えていくことは、大学の社会的責任を果たす意味で

もとても良かった。 

               

〇 前半パートでは、オリンピック・パラリンピックの延期について、アスリート

からの前向きなことばが印象的で、視聴者にも元気を分けてくれるような作りと

なっていてよかった。また、コメンテーターによる解説も的確で、全体としてよ

くまとまっていたと思う。近畿出身の新型コロナウイルスと戦うアスリートに着

目し、より身近に感じる構成になっていたことは、地域放送の意義を感じた。今

後はスポーツ以外の分野の厳しい状況についても取り上げてほしい。 

後半パートについて、専門家のことばは大変分かりやすく、的確でよかった。
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また、視聴者からの質問にできるだけ答えていくというスタンスにも好感が持て、

他番組とも差別化できていたと思う。一方、質問数が多かったことやリモートに

よるタイムラグなどで、前半に比べ慌ただしい印象を持った。中には、質問に答

え切れておらず、適切とは言い難い回答もあった。リモートでタイムラグが生じ

る場合、あらかじめ質問をするタイミングを決めておくなどの配慮も必要だと感

じた。全体を通して、番組が老若男女問わず見やすい時間帯に編成されているこ

とはよかったが、番組名「“コロナ”と戦う」に関しては、もう少し内容が想起で

きるような工夫が欲しかった。 

厳しい状況が続くが、公共放送の意義が問われている。視聴者にとって重要度

の高い番組はインターネット配信なども積極的に進めるなど、質の高い番組を広

く届けて欲しい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

まず、ＮＨＫの新型コロナウイルスに関する報道姿勢だが、取材に際し

ては、安全確保・感染拡大防止の対策を取っている。２月ごろから新型コ

ロナウイルス関連の報道が増加し、視聴者のさまざまな興味・関心に応え

るため、必要な情報を幅広く報道するよう心がけている。 

大阪拠点放送局として、特に、地域の詳しい動きや身近な生活にかかわ

る情報、経済への影響に重点をおいた取材を行い、視聴者の疑問や不安を

解消する報道に注力している。その根幹には、感染拡大防止があり、必要

な情報をさまざまな方法で発信している。具体的には、テレビやラジオの

定時のニュース・報道番組はもちろん、特設ニュース、速報スーパー、画

面上部に文字情報を流すほか、近畿向けの特設ウェブサイトも開設するな

ど、インターネットも駆使して広く発信している。今回視聴番組となった

「かんさい熱視線」では、２月以降、９回にわたって新型コロナウイルス

関連の内容を放送している。 

 

〇 前半パートでは、アスリートやプロスポーツ界への新型コロナウイルスの影響が

よく理解できた。特に、選手によっては免疫力の問題などで、競技を行うこと自体が

困難な方もいることをはじめて知り、それでも大会を目指す姿勢に感銘を受けた。地

方のプロスポーツ運営における資金問題についても取材していたが、長期的に取材

を続けている報道姿勢に好感が持てた。一方で、番組の放送時期を考えると、スポー

ツの分野であればオリンピック・パラリンピックよりも、開幕が待たれるプロスポ
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ーツの問題に焦点を当てたほうが視聴者の関心はより高かったように思う。 

後半パートでは、身近な疑問に専門家が簡潔に回答しており好感が持てた。Ｑ＆Ａ

にしっかり４０分ほど時間が割かれ、回答した専門家の穏やかな表情とわかりやす

いことばから、明るい気分で見ることができた。また、ほかの分野の専門家による回

答も紹介していくことで、情報の信頼度も高まっており、最後まで飽きることなく見

ることができた。 

全体を通して、前半と後半で全く異なる要素の２部構成だったため、番組名「“コ

ロナ”と戦う」は抽象的で、番組の全容を伝えきれていないように感じた。また、な

ぜ前半・後半の２部構成になったのか、その意図があまり伝わってこなかった。今後

もその時々のニーズに応じて、必要な情報が視聴者に分かりやすく伝わる番組を作

ってほしい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

前半パートと後半パートのつながりが分かりにくいという指摘は真摯に

受け止めつつ、今後もその時々の視聴者の疑問や不安に答え、元気がでる

ような放送を心がけ、公共放送としての役割を果たしていきたい。 

 

〇 アスリートはオリンピック・パラリンピック延期により苦労も多いと思うが、悪

いことがあれば良いこともあると考え、前向きに頑張ってもらいたいと思った。 

新型コロナウイルスの拡大でのいわゆる“自粛警察”のように、同調圧力のもと一

つの方向へ突き進み、それに沿わない者を非難するという流れがあるようだ。新型コ

ロナウイルス拡大の前後では日本社会が向かう方向性も異なってくると思うので、

ＮＨＫにはその動向にも注意を払いながら、番組を制作して欲しい。 

 

〇 前半パートについて、オリンピック・パラリンピックを目指す選手たちは皆、体が

強く健康だというイメージがあったため、新型コロナウイルスが選手によっては生

死にかかわる問題だということに驚き、マスクの重要性についても再確認した。番組

からは、「苦しい状況でも、スポーツは人と人とをつないだり、社会を元気にしたり

するためにある。我々アスリートと一緒に頑張っていこう」というメッセージを受け

取った。 

後半パートは、生活に直結する情報が多く、大変興味深かった。専門家の答え方も、

視聴者に安心感を与えられるものでよかった。リモートによるタイムラグなどで滞
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る場面もあったが、新型コロナウイルスの拡大でできることが制限される中、方法を

模索しながらも情報を伝えようとする姿勢に勇気をもらった。専門家の回答は、基本

的に分かりやすいものが多かったが、時折解釈に迷う回答もあった。新型コロナウイ

ルスの感染が収束に向かい、緊急事態宣言が解除され、徐々に日常が戻ってきている

状況だが、今後も事態に沿った情報を伝える番組を作ってほしい。 

 

〇 新型コロナウイルスの拡大で危険をあおるような番組が多い中、落ち着いた構成

となっており、よかった。この時期にアーティストが番組に出演することで不評意見

が出てくることもあるかもしれないが、前半パートで出演されたアスリートの出演

に関しては、視聴者からどのような反応があったのか気になる。スポーツ・文化など、

命の次に何を大切にするかは人によって異なるため、それぞれが大切にしている分

野を、お互いに尊重していくことが重要だと思う。今後、スポーツや音楽・演劇など、

異なる分野を横断的に取り上げる番組があれば、お互いの理解につながるのではと

思った。 

後半パートは、大変よくできていたが、ウイルスと菌の違いなど、もう少し基本的

なことを最初に丁寧に確認したうえで個別の質問に入っていくと、さらに分かりや

すくなったと思う。 

 

  (ＮＨＫ側)  

番組前半のパートは、当初は、オリンピック・パラリンピック延期の議

論が始まったころ企画されたが、取材の最中で延期が決定し、その後も

刻々と状況が変化した。プロスポーツに焦点を当てた方がよかったのでは

という意見もいただいたが、プロスポーツの問題に世間の注目が集まる頃

には、プロスポーツを含む多くの取材自体が困難な状況になっていた。そ

のような状況でも取材に応じていただいたオリンピック・パラリンピック

を目指すアスリートからのメッセージを、どのタイミングで視聴者に届け

るべきか模索していた。一方、同時期に視聴者に募集していた新型コロナ

ウイルスに関する質問が多数届いており、こちらにも回答する機会が必要

だと考えた。そのような経緯で、今回は新型コロナウイルスに関する異な

る切り口で、２部構成で放送することにした。 

前半パートに関して、スポーツを優先して伝えるべき情報だったのかと

いう意見もあるかもしれないが、取材したアスリートから、「使命感を持っ

て社会貢献したいが、それが困難な状況の中、せめて我々は前を向いてい
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ることを伝えたい」という趣旨のことばがあり、この発言は視聴者の背中

を押すのではないかと考えた。オリンピック・パラリンピックの開催につ

いては様々な意見があるため、取材を重ね、引き続き取り上げていくべき

だと考えている。また、スポーツ以外もあらゆる分野が打撃を受けている

ので、各現場の声も視聴者に伝えていきたい。アスリートが出演すること

について、視聴者から否定的な意見は少なかった。番組名「“コロナ”と戦

う」について、異なる内容を一つにまとめるうえで、工夫が足りなかった

部分があるという指摘については重く受け止め、今後に生かしていきた

い。 

 

  (ＮＨＫ側)  

後半パートについては、新型コロナウイルスに関する情報が大量に出回

り、不安をあおるようなものも多い状況で、何を伝えるべきか模索した結

果、生活者目線の身近な疑問を少しでも多く丁寧に答えていくことが、視聴

者にとって一番役に立ち、“正しく恐れる”ことにもつながると考えた。視

聴者からはおおむね好評意見をいただいたが、リモートによるタイムラグ

などでズレが生じ、視聴者に伝わりづらい部分が出てしまったところが反

省点だと考えている。リモートによる遅延に関しては、高速のインターネッ

ト回線を新たに設けることで、現在は改善している。より落ち着いた雰囲気

で視聴者に正確・丁寧な情報を伝えられるような演出方法を考えていきた

い。 

 

〇 前半パートについて、緊急事態宣言が出され、「ステイホーム」が促される中、な

ぜ今スポーツなのか、壊滅的な経済の情報をもっと取材してほしいと思ったが、説明

を聞き、その意味が理解できた。 

後半パートについて、専門家の回答が的を射ており分かりやすかった。リモート

によるタイムラグは気になったが、新鮮でもあった。今後もリモートでの出演が続

くようであれば、視聴者がより心地よく見られるような技術をさらに研究してもら

いたい。 

ニュースなどで発表している新型コロナウイルスの感染者数は、累計数のみが表

示されるものとなっており不安を煽るものになっているように感じる。サイトによ

っては現時点の感染者数が表示されるものになっており良い方向に向かっているこ

とが確認できるので、そのような表示ができないか検討していただきたい。 
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  (ＮＨＫ側)  

新型コロナウイルスの感染者数発表については、累計だけでなく、その日

の新規感染者数や退院者数についてもあわせて表記している。今後は、吉村

洋文大阪府知事の提唱した「大阪モデル」の指標をニュースで放送し、ホー

ムページにも掲載するなど、日々の変化がより分かりやすく伝わるように努

める。 

 

〇 前半パートでは、オリンピック・パラリンピックの延期が決まり、さらに延期後に

無事に開催される保証もない中で、アスリートの方々がモチベーションや生活・健康

を維持していくことは本当に難しいのだろうと感じた。大阪のプロサッカーチーム

の宮本恒靖監督の、コロナ危機の前後で社会的な価値観が変わっても、スポーツ界が

社会に提供出来る価値観は変わらない。夢や感動を与えたり、すばらしいパフォーマ

ンスを見せたり、困難に立ち向かう姿を見せたりすることによって、社会に明るい話

題を提供すること、それをスポーツ界で一致団結してやっていくという趣旨のこと

ばは、本当にその通りだと思った。 

後半パートでは、日常生活における感染予防策について、有益な情報を専門家の説

明で視聴者にも分かりやすく発信されておりよかった。しかし、しばしば答えようの

ない質問があったり、回答についても精度が高いとは言えない、誤解を招きかねない

場面が散見されたりした。検証がいまだ不十分なことについては、専門家がテレビな

どで安易に口にすべきではない。ＮＨＫが発信する情報は影響力が大きいので、より

精緻に調査を行ったうえで情報を発信して欲しいと思った。 

 

〇 前半パートについて、オリンピック・パラリンピックの延期は出場を目指す選手

にとって大変衝撃的なことだったと思う。番組では、その苦しさがよく描けていた。

新型コロナウイルスの拡大により努力で抗うことのできない、想定外のことも起こ

りうると思うが、アスリートたちには何とか乗り切ってほしいと思った。また、オリ

ンピック・パラリンピックが延期されたことで、心理的に追い込まれるアスリートも

いると思うが、中止という可能性もあり得る中で、オリンピックに限らずアスリート

が多様な選択をできる社会をいかにして作っていくか、その糸口をつかむことがで

きる番組があればよいと思った。特にオリンピックのみに注目が集まる中で、今回の

ようにパラリンピックに焦点を当てたことはすばらしい。今後も個々のパラアスリ

ートたちに焦点を当てた番組を作り、広く社会に紹介して欲しい。 
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後半パートでは、知りたい情報を知ることができただけでなく、不安になっていた

のは自分だけではないということに気付くことができてよかった。新型コロナウイ

ルスについて、ＳＮＳなどでもさまざまな情報が発信されているが、公共放送とし

て、情報の正確さについて留意したうえで、今回のような番組が編成されるとよいと

思った。 

  

〇 前半パートでは、オリンピック・パラリンピックが開催される期間に、心身のコン

ディションが最高となるように照準を合わせ、結果を残すための準備をすることの

難しさを知った。また、スポーツもビジネスの一環として、スポンサーが付かなけれ

ば、選手は競技を続けられないこともよく分かった。そうすると、オリンピック・パ

ラリンピックの延期や、もし中止となった場合、経済の停滞と相まって、アスリート

たちから活躍するチャンスを奪うことになり、大変困難な状況となると思った。メダ

リストである朝原宣治コメンテーターが提唱していた公的支援体制の整備が、アス

リートを支える社会制度を考える一助となるかもしれないと思った。 

後半パートについて、宮澤教授の人柄をしのばせるような柔らかい物言いと、出演

者の素直な質問は、視聴者にも親しみやすく良かったと思うが、リモート接続の環境

が不安定で、聞き取りにくい場面も散見されたので、制作者側で臨機応変な工夫があ

ればよりよかったと思う。今後、新型コロナウイルスが収束し日常生活が戻ってきた

ときこそ、文化や芸術の果たす役割が重要になってくると思う。そのときは新型コロ

ナウイルス収束後の世界の在り方について、有識者よりも、一般市民の目線や声を拾

い上げた特集や番組を作ってほしい。 

 

 

  (ＮＨＫ側)  

危険をあおるような情報のほうが注目を集めるということは、テレビに

限らずあるが、ＮＨＫでは引き続き表現に気を付けて放送していく。現

在、新型コロナウイルスの感染は収束に向かっており、いかに生活を立て

直すかを考えていく状況にある。今後は新しい生活様式の組み立てなどに

も重点を置いた報道を行っていく。視聴者の背中を押すようなニュースや

番組も作っていきたい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

新型コロナウイルスの拡大でこれまで通りの取材が困難な状況の中で、
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多様で新しい価値観を伝えていくために、制作者としても新たな取材手法

や表現方法を模索し、スポーツや音楽・演劇などさまざまな分野の動きを

確実に伝えていきたい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

後半パートについて、情報の一部に専門的見地から断定するのが難しい箇

所があったという指摘については真摯（しんし）に受け止め、検証したうえ

で今後の番組制作に生かしていきたい。また、専門家が説明する際、テロッ

プやスーパーなどのフォローが不十分で、視聴者に伝わりづらい部分があっ

た。今後は改善していきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

〇 ２月１４日（金）の『かんさい熱視線「境界知能～“気づかれない人たち”をど

う支えるか～」を見た。境界知能に関する情報は、行政による支援は必要ないとさ

れているが、学校に行きづらさを感じている子どもたちへの支援の必要性について

の新しい視点として、必要とされている分野だと考えている。続編を楽しみにして

いる。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪拠点放送局 

番組審議会事務局 



 

４月近畿地方放送番組審議会休会のお知らせ 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、４月１５

日(水)に予定していた近畿地方放送番組審議会は休会とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ大阪拠点放送局 番組審議会事務局 
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