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平成２５年３月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１３日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の番組審議会での答申を受け「平成２５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「平成２５年度近畿

地方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。 

続いて、事前に送付し視聴してもらった、えぇトコ「テーマパーク・コノハナ～よゐ

こ有野の大阪・此花案内～」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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明があり、会

議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

       弘本由香里  

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

       吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

 

＜えぇトコ「テーマパーク・コノハナ～よゐこ有野の大阪・此花案内～」 

（3 月 8 日(金) 総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○  よゐこの有野晋哉さんは、地元出身ということで此花のことをよく知っており、タ

レントの浜口順子さんもほのぼのとしており、２人の進行が非常によかった。「えぇ

トコ」は、こんないいとこがあるのか、行ってみたいなと思わせるのがコンセプトだ

と思っているが、その点では、今回の「えぇトコ」は非常に懐古的な話ばっかりで、

どこが“ええトコ”なのか分からなかった。有野さんありきで、取材の場所が決めら

れたように感じた。 
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○  これまで見た「えぇトコ」とは大きく違っていると感じたが、声の出演のタージン

さんは、独特の声で良かったと思う。ただ今回のこの内容だけで、タイトルの“テー

マパーク・コノハナ”と言えるのかどうか疑問だった。違った切り口で見せようとす

る意図は分からなくもないが、内容的にはもっと工夫なり、濃くする必要があったの

ではないか。例えば、スポーツセンターを紹介していたが、意図がよくわからなかっ

た。現役時代にそこでトレーニングをしていた元フィギュアスケートの渡辺絵美さん

にインタビューをするなどしたらよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

地域にゆかりのある人が訪ねていくというスタイルに何回か

トライしている。今回の出演者である有野さんは非常に子ども

に人気のある方で、若い人や家族に見てもらえることを視野に

入れて人選をした。 

 

○  番組の企画としては面白いものだったのではないかと思うが、残念ながら、有野さ

んの思い出に浸る内容だけで終わってしまっていた。大阪出身の私からすれば、懐か

しい映像と有野さん、浜口順子さんのほんわかした人柄と下町此花の雰囲気がマッチ

して心地よい感じで見ることができたが、それ以上のものは何もなかった。 

 

○  率直にいうと、これだけの脱力系の番組というのもなかなかすごいなと思った。そ

の意味での新鮮さはあった。着眼は面白いが、番組としてどのようなメッセージを誰

に伝えたいのかが非常に曖昧であった。ＮＨＫは公共放送なので、もう少しこの番組

で何を伝えたいのか設定されていないと良くないという印象を受けた。 

 

○  民放の深夜枠であればわかるが、ＮＨＫの２０時台の内容としては、視聴者の感覚

とのギャップがずいぶん大きかったと思う。帝塚山や中之島といった、大阪の典型的

な場所ではなく、もう一つの魅力を打ち出していくという意欲は非常に買いたいとは

思うが、なかなか意図どおり伝わってこなかった。思いきってゲーマーの世界に入っ

て、仮想現実みたいなところで此花区を笑ってしまうというような、そのような企画

の方が面白かったのではないか。 

 

○  ガイドブックやテレビで紹介されていた所を確認しにいく旅がとても多いと思う

が、“自分で発見しましょう”という視点を与えてくれる歩き方で、自分で名所を名

づけるとか、そういう楽しみ方を紹介していた点では大変面白かった。“自分で何か

気がつけば、目をこらせば、自分の地元もテーマパークになるんだよ”というメッセー

ジを受け取った。 
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（ＮＨＫ側）  

よくある旅番組とは少し違って、関西の人が、暮らしている

その現場で魅力を見つけることができればよいというのが番組

のコンセプトでもある。そういう意味で此花区というのはハー

ドルが高かった。だれが旅をするのかということも、重要だと

思う。今回のように若い人に良く知られている有野さんにより

かかった部分を、有名観光地を旅して歩くとすれば、それなり

に見ることができると思うが、それだけを見せていてもＮＨＫ

の旅番組としてどうだろうかということもある。知られざる

“えぇトコ”や“えぇモノ”をどれだけ見つけることができる

かという試みは今後もやっていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ２月２４日(日)のサキどり↑「平成！ガソリンスタンド物語。」について、最初は過

疎地のガソリン供給を問題視した内容かと思ったが、番組の進行とともに化石燃料か

らの脱却を図る今後のエネルギー政策の在り方や環境保護の在り方にも関する内容に

シフトしていき、非常に意外な展開だった。エネルギー供給における、大きな課題が

うまく表現されていた。 

 

○ ３月３日(日)のＮＨＫスペシャル「“いのちの記録”を未来へ～震災ビッグデータ～」

について、ＩＴ化でかつてない膨大な量のデータがとれたというのはとても大きな出

来事だったと思う。個性をはぎとった、単なる点と線の情報になったときに、それが

逆に感情移入しやすいものになってあらわれてくるということが大きな発見だった。

客観的に処理された情報は、人を説得しにくいのではと思いがちだが、逆に精神的な

ものも含めて人の行動を変える力があると改めて感じた。情報化社会の中でこれらの

データをどのように活用していくかということについて、日本にとって大きなチャレ

ンジのポイントになると思うとともに、希望を感じることができた。 

 

○ ３月７日(木)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から２年「何が命をつないだ

のか～発掘記録・知られざる救出劇～」（総合 後 10:00～10:49 ）について、名もな

き人が人を思う気持ちや、誰かが誰かのために生きたいという“恩送り”という言葉

があるが、まさにその通りだと思った。される側よりもする側になることによって、

自分たちの受けた好意を誰かに送りなおしていくということが震災後の社会のひとつ
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のキーワードではないかと思った。目に見えない贈与が連鎖していくということを、

震災２年になって改めて感じた。そして、こうした記録や証言をきっちり残しておこ

うというＮＨＫの取り組みも大変有意義だと感じた。 

 

○ ３月８日(金)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から２年「わが子へ～大川小

学校 遺族たちの２年～」（総合 後 10:00～10:49 ）について、大川小学校の７０名

の子どもたちが亡くなったことについて、徹底的に事故を究明したり、学校の責任を

追及するという場面がほとんどなかったことが、この番組の品位を保ったと思う。淡々

と遺族を追っていたが、そういう視点というのは、震災２年たったからこそ出てきた

表現ではないかなと思った。同時に、同じ境遇にある遺族同士が互いに支えあってい

くことを通して、悲しみというものが人間の共同体の中でどれだけ大事な絆になって

いくのかということを再確認をした。 

 

 （ＮＨＫ側） 

東日本大震災関連の「ＮＨＫスペシャル」については、貴重

な意見をいただいた。非常に深い取材で、取材者、制作者の思

いがこもったものだったと思う。引き続き、ＮＨＫ全局を挙げ

て復旧や復興の課題、また被災者の方々の思い、そして取り組

みを取材していく予定なので、ご意見をいただければと思う。 

 

○ ３月９日(土)の課外授業 ようこそ先輩「ひとりひとりの卒業アルバム～写真家 

平間至～」について驚いたのは、宮城県塩竈市の小学校の子どもたちが楽しい思い出

よりも、大震災のつらい思い出と悲しい出来事もきちんと写真に残して、子どもなり

に大切なことを忘れまいとしている姿に非常に強く胸を打たれた。 

 

○ ２月２４日(日)の日曜美術館「竹内栖鳳 日本画に革命を起こした男」について、

興味のある美術家が出たときには見ている。竹内栖鳳は日本画の巨人であり、写実を

超越したような描写力で命というものを絵にしていた。視聴者は、栖鳳の作品が画面

に映るとひきつけられたのではないか。聞き手の千住明さんと森田美由紀アナウン

サーも良く、Ｅテレならではの番組だと思い、感心して見た。 

 

○ ２月２６日(火)のすイエんサー「北海道大学からの挑戦状！」について、すイエん

サーガールズが、名門大学と称されている大学と対決していたが、偏差値の高さだけ

ではなく、柔軟な考え方が大事なんだということを知らしめるような内容で、非常に

良い番組だ。 
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○ ３月８日(金)のバリバラ～障害者情報バラエティー～「東日本大震災から２年～被

災地の障害者はいま」について、障害者や高齢者は優先的に仮設住宅に入れるが、地

域と切り離されて支援者から遠ざかってしまうので、逆に早く孤立してしまうという

矛盾があることを知った。避難所にいた方が障害者にとっては良かったという指摘に

なるほどと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

「バリバラ～障害者情報バラエティー～」では、東日本大震

災の直後から、被災地における障害者の状況を何回も取り上げ

てきた。今回は、これまでの積み重ねや目のつけどころをすく

いあげることができたと思う。被災地における障害者について

は、これからも継続的に追いかけていきたい。 

 

○ ２月２４日(日)のプレミアムドラマ「ただいま母さん」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～

10:59）について、大変すばらしかったと思う。サキタハヂメさんののこぎりの音がこ

んなにドラマにマッチするというのは大発見だった。いろいろとつらい思いをしてい

る方にとっても、寄り添うような番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

プレミアムドラマ「ただいま母さん」は３年越しぐらいで完

成したドラマだ。もともとは東京のドラマ部の脚本研究会で、

テレビの脚本を書いたことがない作家を見つけてきて、芽があ

れば脚本にするという試みの中で、一等賞をとった作品だ。脚

本を書いた櫻井智也さんは、これまで舞台を書いていらっ

しゃった方で、良い作品に仕上がった。また新しい才能を育む

ことができたらいいと思っている。 

 

○ 要望だが、ＰＭ２．５について、その日の状況などを天気予報の際に知らせてほし

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＰＭ２．５については各自治体、特に都道府県を中心に観測を強化す

る取り組みが行われている。まだ観測地点が非常に少ないということも

あるが、たとえば大阪府でいえば一定の数値をこえた場合には外出を控

えるようにという注意報的なものを出そうということで準備もしている。

もしそうした情報が出た場合については、直近のニュースあるいはスー
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パーの上乗せとかできないかと検討はしているが、まだ関西ではそうい

う事態にはいたってない状況だ。 

 

○ 一連の東日本大震災関連番組については、自然災害は急に起こったというわけでは

なく、例えば津波がどのあたりまできたのかといったことについては、古典的な資料

から学ぶことはできると思う。ただ、原子力発電所の問題については、そのような資

料はなく、視聴者も番組制作者も、番組の中で答えている方も、ある種の想像だけで

物事を見ていかなければならないつらさというのを強く感じる。 

 

○ 東日本大震災関連番組は、さすが良質のものが目白押しだったと思うが、民放も含

め３月１１日前後に集中的に放送するのは、被災地の方などには相当な心の負担にな

るのでは思った。周年行事的に放送するだけではなく、必要な番組をどのように放送

していくかが課題だと思った。 

 

○ 「ＮＨＫニュースおはよう日本」のスポーツコーナーで、アナウンサーが踊るよう

な演出があるが、もっと普通にニュースを伝えるべきで、このような演出をニュース

番組でしなければならないのか疑問だ。 

   

○ ２月５日(火)のニュースＫＯＢＥ発枠内 記者リポート「福祉避難所で訓練 見え

た課題」について、災害弱者の個人情報が不足していると伝えられていたが、現在は

個人情報がかなり厳しく制限される中で、条例で情報収集できるようにしたいと神戸

市の行政担当者は言っており、阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓が行政単位の

中で生かされつつあると感じた。このような身近な問題が地域ニュースで報道される

と、実感として捉えることができるので良い。 

 

○ ２月９日(土)の紀の国スペシャル「私たちがふるさとを守る ～釜石で過ごした３

日間～」（総合 前 10:05～10:48 和歌山県域）について、和歌山県田辺市の高雄中学

校の生徒が、東日本大震災の被災地である釜石を訪れ、被災後に再オープンした旅館

に泊まり、実際に津波にのまれながらも奇跡的に助かった、旅館の女将さんの体験談

を聞くなどして、津波には立ち向かうのではなく、まずは逃げるという基本姿勢を学

んだと伝えていた。そして、釜石の当時の中学生たちの生々しい体験を真剣に聞き入っ

ている様子は、見る側にもこみ上げてくるものがあった。実際に自分で見聞きしたい

と願う高雄中学校の生徒たちの意気込みや心の動きが鮮明に映し出されており、気迫

のある真剣な会話の場面が印象に残った。 

 

○ ２月１５日(金)のおうみ発６１０枠内 おうみ食探訪「近江しゃもとすき焼き」、２
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２日(金)のおうみ食探訪「500 年の伝統野菜・日野菜」について、生産者への取材で

飼育あるいは栽培のポイントを伝えつつ、近江しゃもについてはすき焼きにしておい

しく食べる工夫や、日野菜についてはおいしい漬物にするコツなどを紹介しており、

それぞれ短い時間で要領よくまとめていた。いずれも視聴者からの要望に応えたアン

コール放送で、こうした視聴者の期待に応えていく取り組みについては、評価をした

い。 

 

○ ２月２４日(日)のまるかじり！アジアン食堂「みんなで囲もう！ラオス式ＢＢＱ～

ラオス・ビエンチャン～」について、奈良先端科学技術大学院大学では、多くの留学

生が寮生活をしていることを初めて知って、感銘を受けた。ラオスという国自体にも

なじみがなかったが、いろいろなことがよくわかり、魚の料理のしかた、盛り付けの

ひとつにしても日本と似ているところと、全く違うところというのも楽しく見た。今

回の留学生という切り口は非常に見やすいと思った。 

 

○ ３月１日(金)の「第４３回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」（総合 後 7:30～8:43 近畿

ブロック）について、出場者のそれぞれの持ち時間が短いがゆえに、良いところが出

ないと思った。もう少し時間を与えて、彼らのトレーニングにもなるようにしたほう

が良いと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

        決勝に残った２組は、持ち時間の８分という枠を使い切っていない。

現実としては、８分という枠をちゃんとまとめあげる力というのは、今

の時代は厳しいという現実はある。１０分、１５分を平気でできるよう

な漫才師を育てることも私たちの使命かもしれない。漫才特番は来年度

も年２回は放送したいと思う。 

 

○ ３月３日(日)のビジネス新伝説 ルソンの壺「安藤忠雄 大阪経済再生プロジェク

ト」について、いつもはアイデア社長などに話をきく番組に、都市の活性化の話をす

る安藤さんが出ることに対してやや違和感があったが、安藤さんが、独創的な視点で

非常に熱っぽく語っており、経済のあり方のみならずリーダーの役割を見つめなおす

良い内容になっていた。また、今回紹介された緑化プロジェクトにどれだけの関西の

知識とか技術が動員されているのか、誰が支えているのかというところに、きちんと

光を当てるコーナーなどが入っていれば、これまで積み重ねてきた番組として納得が

できたかもしれない。この番組は、企業のトップもたくさん見ていると思うので、こ

の番組がどのように映ったのかと考えた。番組内で在阪の経済団体の方々との意見交

換の場があれば、さらに視聴者の関心をひくものになったのではないか。 
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（ＮＨＫ側）  

「ビジネス新伝説 ルソンの壺」について、今回は安藤忠雄

さんにご出演いただいた。従来の「ビジネス新伝説 ルソンの

壺」は関西のユニークな中小企業などの経営者の哲学や発想を

紹介するコンセプトで制作をしてきた。新年度からは、従来の

路線は継続しつつ、一方で新しい試みとして、人やプロジェク

トなどにも焦点をあてて、旬の動きについて紹介をする試みも

行いたいと思っており、そのパイロット版として作った。ご意

見については次に生かしていきたい。 

 

○ ３月８日(金)のかんさい熱視線「“自己責任”が残したもの～イラク人質事件 家族

の９年～」について、イラクで人質になり、自己責任論の中で非常に批判を浴びた青

年のその後とその家族の思いというものをリポートした番組であった。この人質に

なった青年の解放のために日本側あるいはイラク側の関係者がどんな対応をしたのか、

あるいはこの青年はそのことを知っているのか、知っていたとすれば自分が解放され

るまでの関係者の取り組みをどう思っているかということに触れてもらいたかった。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５年２月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、２０日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２５年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について説明があった。引き続き「平成２５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「阪神・淡路大震災１８年 大

都市被災 その時日本は」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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、３月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

委 員 長     出川 哲朗（大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

 牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

 金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

 坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

 鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

 中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

 山口 芳彦（電機連合大阪地協 顧問） 

 吉岡 幸雄（染織史家） 
 

（主な発言） 

 

＜「平成２５年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」について＞ 

 

○  大阪放送局としては編集計画に書いてあることで良い。大阪の特質はお笑いではな

いかと思う。最近は笑いの質がだんだんと低下しており、民放の番組を見ていると、

人をけなすなどその笑いをとる方法には、非常に心配している。ＮＨＫのお笑い番組

は質をなんとか保持していると思う。こだわりを持って、大阪らしい質の高い笑いを

提供することを継続してもらいたい。 

 

○  「西方笑土」や「漫才祭り ２０１３」などは好きで見たが、非常に中途半端な印

象だ。番組の中によけいなトークなどがある一方で、漫才や落語がテレビ向きに短く
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してあり、本質が落ちていると感じる。こういうことを続けていると漫才や落語の分

野で人は育たないし、中途半端なお笑いで終わってしまう。 

 

○  放送局に対する親しみやすさというのは何が根拠になっているのか、ちなみに近畿

で一番親しみやすい局といえばどこになるのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

いろいろなデータがある中、毎年、民間の調査会社が行って

いる調査結果を参考にしている。この調査は、大阪でいうと、

ＮＨＫ、毎日放送、朝日放送、関西テレビ、読売テレビ、テレ

ビ大阪、サンテレビジョンの中で“あなたがお好きなテレビ局

はどこですか”と質問をするもので、複数回答が可能。このよ

うな内容を４７都道府県で調査をしている。その質問に対して、

ＮＨＫが好きと答えた割合が、全国の中で最も低いのが大阪と

なっている。大阪は歴史的には、ずっと最下位かそれに近い順

位で、近畿は総じて低くなっている。近畿の中でも比較的高い

のは滋賀県。さまざまなデータを受けて取り組みをしているが、

大阪が低いことについて、分析は難しいが、関西の民放の存在

感の大きさが理由のひとつではないかと思っている。 

 

○  バックアップ機能のことについては、大阪放送局が首都圏のバックアップのために

整備を続けているということは聞いている。南海トラフ巨大地震については、近畿で

の被害想定は最悪だが、大阪が被害を受けた場合のバックアップなどについては議論

しているのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

南海トラフ巨大地震について、全国放送で継続して放送をす

ることは間違いない。放送を出す根幹の部分については、東京

が比較的に南海トラフの地震の被害が少ないと考えられるので、

放送センターをキーに放送を出していくことになる。ただ、き

め細かい情報を出していかないといけないので、これについて

は、大阪放送局が重要な役割を担う必要がある。津波に関して

は、大阪放送局は上町台地の中で比較的高い位置にあり、想定

では、たとえば梅田などの大阪市内などは水没の可能性はある

が、このあたりの水没はまずないとのこと。大阪放送局の建物

は１１年目だが、放送センターに比べると新しく、しかも阪神・
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淡路大震災を受けて建てた建物なので耐震性はあり、大阪放送

局の機能は確保できるのではないかと思っている。ただ想定外

ということもあるので、さまざまな形で準備を進めており、各

局との連携も含めて検討している。 

 

○  大津放送局の重点事項では、福井県にある原子力発電所についての情報発信が挙げ

られていたが、このことについては隣接している京都府の人々にとっても大きな関心

事項だと思う。県内にむかって放送する内容については、隣接する同士で知りたいと

思うこともあるので、うまく双方連携し、お互いに見ることができるほうがよいと思

う。また、大津放送局は５つの重点項目を出しているが、いずれも視聴者なり県民の

期待にこたえる重点事項であると思う。特に３番目の項目について、知事の県政運営

について焦点をあわせるのは、たしかに大きな関心事項であるのできちんとやっても

らいたいが、この項目の中で表現が分かりにくい所がある。最初の段で“滋賀県知事

は”となって、その次の段で“原子力発電所隣接県として”となっている。この部分

について、滋賀県知事の取り組み方を説明しているのか、あるいは放送局としてそう

いう取り組み方をしていくのかどっちにもとれると思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

知事については、嘉田知事の政治活動としてとらえるのでは

なく、地域政党の動きに対してどうなのかという、そのような

新たな目で向き合いたいと思っている。ご指摘のように関西広

域のニュースを見たいというご要望については、平日の１８時

台の地域ニュースの後半部分で大阪放送局からの関西のニュー

スとスポーツを受けている。 

 

○  原子力発電所については、琵琶湖の汚染ということになると、京都府とか滋賀県だ

けの問題ではなくなってくる。こういう問題はそれぞれの局としてやるのではなく、

もう少し近畿トータルとしてやったほうがよい。 

 

（ＮＨＫ側）  

原子力発電所については、「かんさい熱視線」のほか「クロー

ズアップ現代」でも、福井放送局、大津放送局、大阪放送局と

の共同制作という形で放送をしている。今回、このようなご指

摘をいただいたので、引き続き関係局との連携をすすめていき

たい。 
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○  スポーツについて、京都は今シーズンは非常に悔しい思いをしたが、Ｊリーグの京

都サンガについては注目を集める存在になると思う。また、バスケットボール bj リー

グの京都ハンナリーズもあるので、スポーツ分野についても力を入れもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

京都サンガの開幕戦については、ヴィッセル神戸との試合を

放送する予定。 

 

○  大きな方向性については、必要なことを上げていると思う。通信との連携やソー

シャル・メディアの活用は、それぞれのメディア特性を生かす形で、地域放送局なら

ではの実験的な試みが行われるとよい。また、各局と地域の結びつきを強固にする方

策の一つとして、地域の大学や住民が、番組づくりに参加するという試みも、少しず

つ踏み込んでいくべきではないか。防災・減災報道については、津波・地震・原発事

故・風水害などの種類によって、報道機関が負うリスクや対処すべき課題も異なって

くるので、それぞれに応じて生かされる対策を講じてほしい。文化の着目について、

歴史的・伝統的蓄積があってこそ可能になる、個々の領域を超える実験的アプローチ

や、既存の文化への批判精神から生み出されるムーブメントにも光を当てるべきだ。

また、公共放送への理解や支持を得ていくためには、受け手と送り手がともに考える

力を育てていく番組づくりが欠かせない。 

 

○  諮問された「平成２５年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、

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

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側）  

        答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜ＮＨＫスペシャル「阪神・淡路大震災１８年 大都市被災 その時日本は」 

（1 月 17 日(木) 総合 後 10:05～10:54）について＞ 

 

○  生命を守る水や食料に関することについて、イメージ映像を入れて説明しており、

非常にわかりやすかった。国難プロジェクトが最悪のシナリオをつくって、想定外の
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ことに対策をとっている姿勢はよいと思った。また、行政関係者が対処してくれてい

ることに感謝しつつ、個々で意識を持たないといけないと思った。 

 

○  国難プロジェクトは、最悪のシナリオを想定していたが、その中に、水・食糧の問

題と情報通信という２つのテーマがあった。水・食糧の問題については、流通業者が

どういう形で食糧や緊急資材を調達するかについて、非常に重要な課題や深刻な問題

を抱えていることは理解できた。情報通信については、金融機関が停止するというこ

とがあった。阪神・淡路大震災当時の日本銀行神戸支店長の判断が紹介されていたが、

個人的な対応、個別的な対応も必要だろうが、やはりきちっとしたシステムとして対

応できることの大事さもわかった。 

 

○  南海トラフ巨大地震については、新聞報道だけでは理解しにくかったが、テレビの

映像で説明をされると被害状況が非常によく理解できた。改めて日常生活を支えてい

る生産流通の流れやインフラがふだんいかに機能しているか、また整備されているの

か、そしてそれが被災したときにその影響がいかに甚大で広範にわたるかを具体的な

事例をあげて説明していた。南海トラフ巨大地震に対して、国難プロジェクトという

ものが立ちあげられ、検討がすすめられているということを知り頼もしく思った。 

 

○  この番組は大都市被災に的をしぼって放送をしていたことに、視聴者の関心が高

かったのではと思う。大都市の同時被災の脅威に切迫感があり、どのように対処する

かということを真剣に考えさせられる内容で、阪神・淡路大震災から１８年目の１月

１７日の「ＮＨＫスペシャル」として、時宜を得た放送であった。 

 

○  私たちの生活がいかに電気に頼った社会なのかということと、巨大なネットワーク

を構築して、今の日本社会を作っているということが実感できた。 

 

○  ソーラー発電機をそれぞれの家に取りつけたり、あるいは地域ごとに取りつけたり

していたら、電力会社からの供給が途絶えたとしてもどれぐらい効果があるのかなど

について、金銭的なことも含めて、もう少しつっこんで検証をしてほしかった。この

ような面について報道に関わる人の取材能力によって表現できないものかと思った。 

 

○  この番組は、１月１７日の夜の放送だったのだが、昼間には住田功一アナウンサー

が司会をした３時間のラジオ番組「進化するコミュニティーＦＭ」（Ｒ1 後 1:05～

3:55）が全国に放送された。その番組内では、自分たちに引き寄せてどの様に減災に

向けて考えていくのかということが取り上げられていた。テレビとラジオで大阪放送

局としてトータルに阪神・淡路大震災に取り組んでおり、そういう意味では力を尽く
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した１日だったのではなかったか。 

 

○  後半で語られたようにひとりひとりの意識の問題だとは理解しつつも、やはり対応

するには国や地方自治体に依存せざるを得ないという印象が非常に高まった。そうい

う意味では、放送として本来伝えたかったメッセージが伝わったのかということを危

惧する。また、生存のために必要な水・食糧の確保や、情報通信網の途絶などの規模

の大きさを考えると、現代の日本の大都市集中型の国家運営、そして過剰なまでの利

便性を追求するあり方や情報化社会への進展、これらを根幹から考えなおす必要があ

るというメッセージも備えていると思った。そういった視点でも政治の果たす役割と

いうのは非常に大きなものであると感じた。 

 

○  こういう非常事態においては、民間企業の持っている公共性が強く問われるという

ことを感じた。エネルギーや情報通信というものはインフラでもあるのだが、たとえ

ば流通業がどこまで公共的な役割になっていくのか、流通業に関わる人々も民間人な

ので、その人たちも場合によっては被災者だ。こういったことをどのようにカバーし

ていくのかという観点を堀り下げていくべきだ。 

 

○  水・食料、電気、情報通信のリスクをとりあげ、大きな警鐘を鳴らし、考える契機

とした点で、意味のある情報発信であった。しかし、個人や組織や地域がとるべき道

筋に向けた課題の整理が十分とはいえなかった。今後、課題を踏まえて、具体的な取

り組みにつながる情報発信を何回かに分けて行ってほしい。また、人口減少や高齢化

も進んでいるなかで、都市や生活の将来像をどう考えるか、根本的な視点も必要にな

ると思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

阪神・淡路大震災から１８年という節目にどういう内容を伝えるかを半

年かけて準備して制作したものだ。ＣＧ制作等に手間はかかっており、こ

の番組が防災・減災という観点から、特に大都市での被災をどのように減

らしていくのかという参考になればと思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

○  １月１９日(土)シンサイミライ学校 いのちを守る特別授業 「ＢＯＳＡＩとは考

え、伝え、行動すること」（Ｅﾃﾚ 後 2:00～2:55）について、神戸と東京の高校生と、

兵庫県立舞子高校の全国でもめずらしい環境防災科の諏訪清二先生との、３日間にわ

たる授業は、今の教育の中で最も重要な要素を取り込んだすばらしいもので、私自身

も大変考えさせられた。参加した生徒にとっては、諏訪先生のわかりやすく整理され
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た授業は知識習得につながるだけでなく、被災地の現実への対応をするという、理論

と実践がともなっていて、彼らがこれから人生を歩むうえでも、大きな意義を持つ授

業として非常にすばらしいと思った。 

 

○ シンサイミライ学校 いのちを守る特別授業「ＢＯＳＡＩとは考え、伝え、行動す

ること」について、いまだ災害を受けていない者という意味の“未災者”という言葉

に非常に感動した。この番組は高校生たちが、未災者という立場での体験や学びの中

で、もう１度プロセスを編みなおしていくという過程に非常に希望を感じた。高校生

に伝えるということは、次世代に伝えるということであり、私たちの中では解決でき

ないことを、この子どもたちに、さらに次の子どもたちに継承していくということだ。

さらに、その個人が孤立するのではなく、個人と個人がそのままつながっていくとい

う、連帯意識なるものを感じた。 

 

○ シンサイミライ学校いのちを守る特別授業「ＢＯＳＡＩとは考え、伝え、行動する

こと」について、神戸・東京・東北の高校生が現場で交流しながら学ぶことは、意味

のあることで、参加した個々の生徒たちにとって貴重な時間となったことは確かであ

ろうと思う。一方で、この番組の狙いは何であるのかを考えると、数名の生徒が参加

した特別な授業を優れた事例として放送して終わるだけでなく、むしろ、「シンサイミ

ライ学校」という継続的な事業として、世代や地域を越えた経験の継承や、若者の考

える力や行動する力を育んでいく取り組みを広げていくことにあるのだろうと想像す

る。そこへの参加を誘うような、たとえばスタジオで改めて議論するなどの番組の組

み立てや、情報提供もあってよいのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

 シンサイミライ学校 いのちを守る特別授業「ＢＯＳＡＩ

とは考え、伝え、行動すること」について、今回は初めて防災

の世界では有名な諏訪先生に授業をしていただいた。出演した

東京都立大泉桜高校の高校生は、初日は本当に何もしゃべらな

かったが、２日、３日たつにつれてだんだんと目も輝いてきて、

写真部の男の子は帰ってから校長先生にかけあって、自分の

撮った写真を廊下に展示したということだ。 

 

○  １月２０日(日)のうまいッ！「かむほど美味！近江牛～滋賀 近江八幡市～」につ

いて、番組冒頭で大変おいしそうな近江牛の映像が出たので、視聴者を番組に引き込

む効果が非常にあったのではないか。内容は近江牛の生産農家の現地取材をベースに、

肉用牛専門誌編集長の荒木太郎さんが全国的な観点から解説を交えながら、近江牛が
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食べられるようになるまでには生産者や販売者のさまざまな努力と課題があるとい

うことを非常によくわかるように伝えていた。また、究極の近江牛というものはドラ

イエージングという方法で白カビが生えている熟成肉であるということを初めて

知った。 

 

○ １月２０日(日)のサキどり↑「逆境から復活！ 未来をつくる路線バス」について、

「サキどり↑」の魅力は潜在的な日本の強さをうまく掘り起こすテーマの選び方がう

まいとともに、明るい小林千恵アナウンサーとジョン・カビラ氏の軽妙な司会がさら

に魅力を高めていると思う。今回は斜陽化していると思われている路線バス事業が、

経営者のさまざまな努力や地域性を取り入れた特徴あるサービス開発などをして、安

定した経営が行われていることを知り驚いた。運行プログラムやお客様視点でのサー

ビスの工夫という日本人の得意とする運用力の充実によって、バスというハードの付

加価値がさらに大きなものになるということを認識した。 

 

○ １月２０日(日)のテレビが映したスポーツ６０年「第１回 力道山と東京五輪」（BS1 

後 8:00～8:49）について、昭和３０年代の初めで、これから日本は世界に復興を誇示

していくのだという、右肩上がりの良い時代を力道山が象徴してくれたということを

思い出させてくれる番組であった。また、女子バレーボールの試合の実況をした鈴木

文彌アナウンサーの「金メダルポイント」もよく覚えている。これから、２回目、３

回目といろいろな角度からスポーツを取り上げると思うので期待したい。 

 

○ １月２１日(月)のワイルドライフ「伊勢神宮 光降る悠久の森に命がめぐる」につ

いて、特別な許可を得て２年間にわたりカメラが入られたことで、２千年間守り継が

れてきたその神秘の森ならではの感動の場面をたくさん見ることができた。できれば

再放送や続編を期待したい番組のひとつだ。 

 

○  １月２５日(金)のお元気ですか日本列島枠内「災害に強い温泉へ～復活！十津川温

泉～」について、十津川観光協会の会長のコメントが非常にすばらしく、感動した。

「自然災害というものははかり知れないが、温泉は自然の恵みなので、うまく自然と

共存しながら温泉も守っていきたい」という言葉に全てが集約されていた。 

 

○ １月２５日(金)の新日本風土記「東北の冬」について、この番組は日本に生まれて

きてよかったなと見るたびに思う。東北の人々が雪の中で淡々と日常生活を暮してい

るということがこの番組を通してかいま見ることができた。 

 

○ １月２８日(月)のＴＯＭＯＲＲＯＷ ｂｅｙｏｎｄ ３．１１「リン・チーリン（台
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湾／女優）」について、宮城県気仙沼市の児童劇団の子どもたちが自分たちの被災体

験をミュージカルにして表現しようと東京公演に向けた稽古を重ねていく中で、台湾

の人気女優であるリン・チーリンさんが、子どもたちの稽古に立ちあって応援をする

姿に、心が動かされた。番組の中では他にも外国の著名なアーティストたちが被災地

の復興にいろんな形で支援をしてくれているということがわかった。国境を越えた

人々の連帯ということを思い起こさせる番組になっていた。 

 

○ ２月２日(土)の「ＮＨＫ×日テレ ６０番勝負」（総合 前 0:58～3:00）について、

本当に面白くて、久し振りにわくわくどきどき声をあげて、笑わせてもらい、なかな

か寝ることができなかった。この番組の企画のひとつの２４時間ドラマ対決について

は、大変素晴らしかった。 

 

○ ２月１６日(土)の「第５０回ラグビー日本選手権」でのマルチチャンネルを使った

放送については大変良い試みであるし、必要に応じてはこれからも積極的に取り組ん

でもらいたい。 

 

○ ２月１７日(日)のさわやか自然百景「和歌山 串本の海」について、串本の海のボ

ス的存在の熱帯魚アザハタのコミカルな様子がうつしだされており、ほほえましく、

和歌山の海にふさわしい光景が上手にとらえられていた。また、作曲家の杉本竜一さ

んのテーマ曲が番組の雰囲気に合っている。 

 

○ 大河ドラマ「八重の桜」について、バックグラウンドの音楽がそれぞれのシーンで

出てくるが、音楽よりももっとセリフをじっくり聞きたいし、演技も見たいという視

聴者にとっては、バックグラウンドの音楽が気になっていると思う。 

 

○ 「明日へ－支えあおう－」について、被災地の人たちが心配しているように、被災

地以外の人々にとっては東日本大震災がだんだんと過去のことになって風化してし

まわないよう、東日本大震災は過去の出来事ではなく、現在もみなが背負っている問

題であるということを思い起こさせるうえでは非常に有意義な番組だ。 

 

○ 最近の「ＮＨＫスペシャル」について、１月２７日(日)の「“世界最強伝説” ラス

ベガス 世紀の一戦」と、２月３日(日)の「沢木耕太郎・推理ドキュメント 運命の

一枚～“戦場”写真・最大の謎に挑む～」など、非常に充実してきていると感じる。

あわせて、ホームページでは、オンデマンドなどのサービスがわかるように紹介をし

ており、さまざまな工夫がこの「ＮＨＫスペシャル」の周辺で見られるのは良い。 
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○  １月１８日(金)のかんさい熱視線「終わらない震災～遺族たちの１８年～」につい

て、阪神・淡路大震災で、かけがえのない人を失った人たちが、なぜと問いかけても

答えが返ってこない問題に、いまだに直面しているとのことだった。震災後、自殺者

が異常に増えているということや、震災離婚も増えてきたということで、いまだに家

族関係等々で困難を抱えている人たちが多くいる中で、番組で紹介されていた２人の

遺族は、悩みを話せる相手が出来たことで、ようやく将来に対しての生きる力がうま

れ、明るい方向に向かってきていたようだった。１８年程度では、解決するものでは

ないと思うので、今後さまざまな形で取材し、報道するテーマになってくると思った。 

 

○  かんさい熱視線「終わらない震災～遺族たちの１８年～」について、生き残った者

の何もできなかったことへの傷みという自責の念や自罰感情を扱っていた。この番組

が成功したのは、スタジオ収録をせず、ロケーションで作られたからだ。カウンセラー

が出てきたり、精神科医が出てきて何か解決めいたものを語っていれば、この番組の

趣旨がこわれてしまっただろうと思う。震災から１８年たってもなおではなく、１８

年たったからこそこういう観点が出てくるというのは、やはり近畿の放送局の独自の

視点だと思う。 

 

○  １月２５日(金)のかんさい熱視線「巨大津波からどう逃げる」について、あえて車

での避難を取り上げていたのは、和歌山の地域の特性を生かした取り上げ方だと思っ

た。番組内では、足の悪い妻を車に乗せて夫が避難する避難経路を、航空写真を利用

して示していたので、とてもわかりやすかった。また、避難訓練の後、地域の人々が

車を使った避難についてミーティングをしていて、その地域での避難のしかた等につ

いての協議をすることの重要性もこの番組では十分伝えられていた。巨大津波からど

う逃げるという番組タイトルにふさわしい内容であった。 

 

（ＮＨＫ側）  

１月の番組は災害関連の番組が多かった。多様な側面、多様

な視点があり、今後も阪神淡路大震災についてはきちんとした

視座を持って取り組んでいきたい。 

 

○  ２月１日(金)のニュース６１０ 京いちにち枠内 京都クローズアップ「いま何が

起きているのか～身近なインフラに潜む危険～」について、舞鶴市の橋の老朽化、京

都市内の水道管の老朽化について取材し、専門家の意見を聞きながらその背景に迫っ

ていくという内容だったが、そういった事実を全く知らないで生活しており、しかも

修復するのに相当な年月と金額がかかるということに驚いた。我々のふだんの生活の

恐ろしさを感じるとともに、日ごろ公にまかせきりにしている自分たちも危ないと
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思った。２２分間の長さをかけて報道していたが、こうした企画を地域ニュース時間

枠の中で組んでいることを評価したい。 

 

○ ２月１１日(月)の「漫才祭り ２０１３」（総合 後 7:30～8:43）について、結果的

には期待はずれだと思った。事情があって、放送が延期になった番組をこの時期に放

送したのだと思うが、そういう意味でも年末の黒門市場で今いくよ・くるよさんがお

店をめぐっているというのは時期外れの感が否めない。いろいろなおしゃべりなどが

入っていたが、“漫才祭り”と銘打つからには、やはり漫才をしっかりと聞かせて欲

しいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「漫才祭り ２０１３」について、漫才でもしゃべくり漫才

というのはテンションを維持することが大変で、４～５分が精

いっぱいということがある。また同じ観客の前で、３つも４つ

もネタを演じるということはなかなか厳しい。話の入り口は

違っても、笑いにもっていく方法はどうしても１パターンか２

パターンくらいしかない。そういうところで番組を制作してい

るのだということをご理解いただけたらありがたい。３月１日

(金)に「第４３回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」を生放送するが、

１回戦は４分、決勝戦は８分という時間で漫才をする。この８

分という時間がいかに長いかということはご覧になっていただ

ければ、ご理解いただけると思う。また、漫才以外のコーナー

はブラッシュアップしなければならないと思っている。また、

当初は年末の放送を予定していた。しかし、出演者の都合によ

り、若干時期はずれの放送となった。 

 

○ ２月１５日(金)のえぇトコ「チンチン電車でレトロモダンへ～ラサール石井の大

阪・帝塚山案内～」について、ラサール石井さんの実家周辺を紹介しており、非常に

わかりやすい番組だった。「えぇトコ」は、非常に良くなってきており、今後も期待し

たい。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 



1 

平成２５年１月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１６日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、「２０１２ 文枝が語る 関西この１年」

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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、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     出川 哲朗（大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

弘本由香里 

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

山口 芳彦（電機連合大阪地協 顧問） 

吉岡 幸雄（染織史家） 

 

 

（主な発言） 

＜「２０１２ 文枝が語る 関西この１年」 

（12 月 28 日(金) 総合 後 5:05～6:59）について＞ 

 

○ 司会の桂文枝さんが、１年間の出来事を非常に柔らかく軽妙な話し方で進めていた。

今回は、妻と娘２人といっしょに番組を視聴したのだが、家族からはさまざまな指摘

があった。武田鉄矢さんとの対談時に使われていたモニターが小さいため、見にくく

邪魔で意味が無いといったことや、番組セットの色彩が寒々しく、画面が全体的に淡

い色なので、出演者の衣装の色などは明るい色にしたほうがよいといった意見が出た。

女性の視点からだと、そのような見方もあるのかと感心した。 

 

○ 年末の関西のにぎわいは大阪・梅田だけではないので、他の場所も取り上げてほし
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い。学校のいじめ問題については、タレントや俳優がコメンテーターとして話をして

いることに疑問を感じた。いじめ問題を取り上げるならば、今回のような議論や意見

を交換するというようなコーナーはやめて、事実を伝えるほうが良い。素人が集まっ

て議論をしても、物事の核心には至らないと感じた。また、今回はこのいじめ問題の

コーナーが新しい試みだったと思うが、あまりうまくいっておらず、このような１年

を振り返る番組で、新機軸を出すのはなかなか難しいと感じた。 

 

○ 今回は関西のこの１年を振り返るのに、キーワードを「転機」としていた。取り上

げられた事件や事象は、当然ながら非常に多岐にわたっていたが、桂文枝さんは、慎

重といえば慎重、ほどほどのコメントをさしはさみながら、キーワードの「転機」と

いう言葉を切り口にして、おおむねよくまとめていた。中でも社会的に大きな関心を

呼んだ問題、たとえば大津の中学生のいじめ自殺問題については、多くの時間を割い

ており、構成上はメリハリのきいたものになっていたと思う。スポーツについて、オ

リンピックは当然大きな話題だが、それまで繰り返し放送されたオリンピックだけで

はなく、取り上げられることの少ないアマチュアスポーツに焦点を当てていて、まさ

に剣道日本一を達成した選手を取り上げていたのはよかった。また、番組の中で、年

末年始の天気や、午後６時のニュースも放送しており、通常の視聴者に対する配慮も

行き届いていた。一口で言えば、いろいろと工夫がなされた良い企画だった。 

 

○ 「ニューステラス関西」の通常放送時間枠を拡大し、大阪ゆかりの桂文枝さんと共

にこの関西の１年を振り返るという企画自体が、非常に大阪らしい企画だったと思う。

このことだけでも、意義深いと思い、関心を持って見ることができた。桂文枝さんの

視点からみた重大ニュースの中にも、いわゆるご自身の襲名のことも含め、和歌山の

パンダの赤ちゃんの誕生や、京都での暴走事件などを挙げていたが、多岐にわたって

おり、桂文枝さんが配慮なさった選出でなかったかと思う。学校のいじめ問題につい

て、行政や教育サイドの方が出演するよりは、今回のように武田鉄矢さんの人生観か

ら見た、いじめについての考えを、桂文枝さん、横尾泰輔アナウンサーとの和らいだ

雰囲気の中で話す演出が番組にはマッチしていると思った。中継や、ＶＴＲなどを随

所に組み込み、それらがうまく連動しており、わかりやすく、肩が凝らずに見ること

ができた。 

 

○ 桂文枝さんの大阪らしいやわらかい語り口や、中継も大阪らしさがあり、関西の

ニュースを中心にうまく選んであると感じたが、取り上げていたニュースが多岐にわ

たるので、少し散漫な印象を持った。いじめ問題については入口だけで終わってしまっ

たような感じがあった。しっかりと掘り下げれば、番組を作ることができると思うの

で、無理に今回のような形で入れなくてよかったのではと感じた。ヘリコプターから
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の夜景の中継は美しかったが、街のにぎわいみたいなものがあった方が歳末の雰囲気

が伝わったのではと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

２時間の拡大については、昨年も同じような形で放送している。午後

６時には、１０分間の全国ニュースがあるが、昨年も今年も全国の

ニュースは受けないで独自で放送した。また、仮に緊急ニュース等が

入った場合は、全国ニュースを受けるという体制で臨んでいるが、２８

日は、順調に予定通り放送することができた。今年は桂三枝さんが、６

代目文枝を襲名されたので、ゲストの候補として名前があがったのだが、

桂文枝さんには、快く２時間ご出演いただけるということになった。演

出を検討する中で、「桂文枝が語る 関西この１年」というタイトルを

つけて、ＮＨＫから見たというよりも視聴者に近い視点から、桂文枝さ

んと話をしながら作りあげていった。内容については、桂文枝さん、あ

るいはゲストの方とじっくりと語りあうような形で作った。武田鉄矢さ

んを交えたいじめ問題に関するトークについては、あらかじめ事前に内

容を調整していたというのではなくて、あくまでもその場での生のトー

クだった。たしかに若干まとまりがなかったかと思う。また、専門家を

入れた方がよいのではないかという意見はモニター報告でもあったの

で、真摯に受け止める必要があるが、各地域からのテーマを入れても良

かったのではということで指摘があったが、たしかに絞り込んだので、

もう少し広げるという考え方はあったかと思う。 

 

○ 少しニュースを柔らかくすると言う意味と、桂三枝さんが６代目文枝を襲名した話

題性とがうまくかみ合っていて、面白い考えだと思う。いじめの問題について、私と

同じような世代の武田鉄矢さんや桂文枝さんが話をすると、今の若い世代のいじめが、

私の若い時と比べて、ひどくなっているのか、陰湿になっているのかということが分

からなかった。専門家があまり出てこないという話も出たが、そういう人たちの意見

を聞いても、なおかつ問題は起きている。また関西というテーマで放送する場合は、

夜景ではなく昼間の景色で、たとえば関西の日本海側から和歌山の太平洋側までの地

形を写してほしかった。南海地震を取り上げる場合も、和歌山が被害を受けるという

ことなど、関西一体という考え方を前面に出してニュースを伝えた方が良いのではな

いか。原発の問題については、琵琶湖が汚染されると、近畿圏のほとんどの水がめが

汚染される。これは誰もが分かっているが、そのような視点がニュースの中で欠けて

いるのではないかと思った。 
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○ 「文枝が語る」とするよりは、近畿圏に暮らしている人や記者が、それぞれの立場

でこの１年をどう見たのかということを見せてほしかった。さらに非常にオーソドッ

クスではあるが、各地のさまざまな衝撃的な事件をどのように伝えてきたのかなとい

うことを見たかった。あえて「転機」というキーワードにくくるよりは、オーソドッ

クスな形で見たい。近畿の人々の“今”というものをもっと十分に見せてもらいたい

と思った。また、ＮＨＫのニュースの担当者がどう見たのかということも気になった。

来年度に向けては、桂文枝さんのような方が登場するのは構わないが、より人々の“今”

を感じさせるものを見せてほしい。 

 

○ 非常に深刻な社会問題からスポーツにいたる幅広いテーマ、空からの中継、そして

ゲストとのトークなど非常に盛りだくさんな内容で、２時間に及んだがあまり長さを

感じなかった。桂文枝さんの落語家らしい語り口調は、三枝時代に比べるとたしかに

慎重だったが、非常に関西らしさがあふれていた。関西を代表する人物としてはよかっ

たのではないか。いじめ問題については、深刻な社会問題をテーマとして取り上げ、

課題の重要性を視聴者に強く印象づけたのは良かったのではないか。一方、男女の大

阪出身の日本一の剣士を招いて剣道を取り上げたのは、スポーツを通じた文化の醸成

にもつながるのではないか。番組全体を「転機」というキーワードでまとめていたが、

転機の意味する内容について日本社会や経済がどういう岐路に立たされているのかな

ど、もう少し深い論議があった上で、こういうテーマに入っていったほうが、より視

聴者の注目度、理解が高まったのではないか。 

 

○ 「文枝が語る」というタイトルから、桂文枝さんの個性がどう出てくるのか期待し

たが、実際見ると非常にそつなく、当たり障りのないことしか話さなかったので残念

だった。関西にいて、昨年は個人的にも“これは大変だな”と思うことが多くあり、

さらに大変な思いをしている人が多くいることは容易に想像はつくが、それをどれぐ

らいくみ取っているのかと考えると、かなり薄っぺらいという感じだ。あまりにもサ

ラリと振り返っているところが、報道番組としては問題ではないかと感じた。例えば、

全国ニュースのレベルになるが、竹島問題や尖閣問題などは、関西は非常に身近なの

で、影響も大きかったし、家電メーカーが非常に不振であったということも多く地域

の方に影響を及ぼしているはずで、番組を見ながら“こんな１年だったのか”と感じ

た。 

 

○ この番組が報道番組なのか疑問だ。いっそのことバラエティーとして作った方が良

かったのではないか。やはり桂文枝さんが語るということで、創作落語を時事ネタで

作るなどの企画があるのかと思ったが、単なるコメンテーターで非常に精彩を欠いて

いた。毎年、関西地域で１年を振り返る番組があるが、例えば、東京のＮＨＫで作っ
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ている「ニュースハイライト」と何が違うのかと思う。これであれば、ニュースハイ

ライトを見ていれば報道番組としては十分だ。芸人を出演させるなら、いっそバラエ

ティー番組にして、桂文枝さんが選んだ重大ニュースだけで通すとか、いじめの話な

どを扱わずに、ひたすら生レバーの話を追いかける方がむしろ関西らしく、楽しめる

のではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

このような意見が出たことを、担当のプロデューサーや編集責任者

に伝えて、来年のことを考えたい。桂文枝さんは平成２４年の話題の

人ということでゲストとしてお呼びしたので、来年はまた別の形にな

ると思う。どうしても毎年同じような形になるので、その都度担当す

るプロデューサーなり編集責任者が、それぞれ自分の味を出したいと

いうことで試みをする。そういう意味では、今回も一つの試みだった。

桂文枝さんについて、創作落語を作るということで、社会で起きてい

る事象に対しての関心が非常あり、かつそれぞれについて、自分なり

の意見を持っている方だなと痛感した。たしかに生のニュース番組な

ので慎重になったということはあると思う。また、ご指摘のあったよ

うに、セットや着ているものの色で、印象が決まるものなので、来年

以降は考えたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

○ １１月３０日(金)の新日本風土記「奈良」について、大変感動した。奈良は祈る人々

と祈りの場を守り支える人々が暮らすところであるということを強く印象づける構成

ですばらしかった。また、７０代の高齢者の方々も２０代の若い方々もみんな等しく、

祈りの場を守り支え続けているという姿を描いており、非常にうれしさを感じた。特

に大柳生町の廻り明神の１年間を追ったドキュメンタリーは大変貴重な映像だった。

当屋を１年間務めた南坊哲夫さんが、無言で神様を引き継ぐ時の表情を見て、”１年間

精進潔斎を行うと、こんなにも神々しい表情になるのだな”と思った。 

 

○ １２月３０日(日)の裸にしたい男「大沢たかお」（前編）（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～

10:44）について、大変興味深く見た。最近のＮＨＫの全体的な印象だが、あるひとつ

のサブテーマとして、人のあり方や、自分の存在を再確認するというテーマなど、自

分の行く末に関わるようなものがＮＨＫの番組の中、ないしは編成の中にも感じられ

る。そういう観点で私自身が見ているのか、それとも番組の中や編成の中にそういう

ものがちりばめられているのか分からないが、私としては、このようなテーマを自分

なりに感じながら番組を視聴できるのは非常にありがたい。 
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○ 第６３回ＮＨＫ紅白歌合戦「歌で 会いたい。」（総合 後 7:15～11:45）について、

美輪明宏さんの「ヨイトマケの唄」は、圧巻であった。久しぶりに聞いたが、歌唱、

演出ともに群を抜いて良かった。これだけで今回の紅白は見る値打ちがあった。これ

からも良い歌をじっくり聞かせる部分も大事にしてほしい。一方で、後ろに踊りをす

る人が多く出てくるが、歌手もやりにくいだろうし、見ている人も煩わしいのではな

いかと思う。もう少しメリハリをつけるべきで、同じような演出が続いて出てくるの

は、いかがかと思う。また、とってつけたような会話が時々出てくるのは、つらいと

ころがあると思った。 

 

○ 「奇跡の庭 京都・苔寺」について、京都の苔寺の四季を描いたもので、四季の美

しさを見せるだけではなく、苔寺の庭を作った夢窓疎石が庭の美しさを追求した様子

も紹介していた。また、初めは池泉回遊式庭園があり、桜が咲いているという、苔な

ど全く考えてなかったような状態で庭園が出来ていたことや、足利義政が銀閣を作る

ときに大変参考にして、何度も訪ねたことなどの歴史を、ＣＧなどを利用しながら非

常にわかりやすく説明をしていた。ただ、苔寺の位置の説明については、もう少し細

かく説明しないと他の地域の方は分かりにくいのではと思った。この番組では庭師の

長岡佳伸さんが主人公のような形で出ており、積もった落ち葉が腐葉土になって苔が

無くなってしまわないよう、つねに掃除をしているとのことだったが、そのきれいな

庭を維持する努力に感心した。番組はそのようなところを丁寧に取り上げており、好

感を持った。また、京都局の役目は、こういう静かな番組を作っていくということに

あると思う。 

 

○ 「奇跡の庭 京都・苔寺」について、面白かったのは、ＣＧで当時の応仁の乱で焼

ける前の状況を再現したり、苔寺を取り巻く環境の調査を大学の研究者と共同で行っ

て、結果報告として湿気がたまりやすい状況だということを示していたことだ。春夏

秋冬１年を通じた映像詩としての要素と、環境を科学的に分析していくという要素と、

変化があって大変面白く見た。丁寧な映像のつくりが大きな感銘を呼んだ。 

 

○ １月１日(火)の正月時代劇「御鑓拝借～酔いどれ小籐次留書～」（総合 後 7:20～

8:48）について、家族で楽しむ正月時代劇といううたい文句通り、大変緊張感のある

ストーリー展開で登場人物のそれぞれの心情が丁寧に描き出されていた。最後まで緊

張感を持って見ることができた。久しぶりに見ごたえのある時代劇だった。 

 

○ １月２日(水)の「新春女子会コンサート」（総合 後 7:30～8:43）について、出演者

の起用意図が非常にわかりづらいということがあったが、お正月のめでたい気分のと
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きにゴールデンタイムに、ちょっとぼんやりしながら見ている分には華やかでいいの

ではと思う。また、ＮＨＫ大阪ホールでの公開収録に参加した人は、楽しいのだろう

ということは分かるが、テレビ番組として何を目指そうとしているのかがわからない。

一人ひとりのタレントはそれなりの実力を持っており、歌も下手ではなく、悪くはな

いのだが、全体として一体何をしたいのかが全然わからなかった。例えばもう少し丁

寧に作って、女子会だったら誰と誰が参加したら面白いのかや、女子会で話してほし

いテーマなどについて投票してもらうような視聴者の参加のようなものがあってもい

いと思う。歌を聴かせる番組なのか、バラエティーなのか中途半端だった。 

 

○ 「新春女子会コンサート」について、あえて言うと、このような番組に保守層は安

心するのだろうという印象がある。私は岩崎宏美さんが好きだったので、そういうこ

とでくくられていくのだなという印象がある。私はそういうことに対する反発でこれ

までもってきたと思うのだが、６０代近くにもなると、こういうものの中で自分とい

うものを再確認していくということもある。自分ではまず選んで見る番組ではなかっ

た。ただ、岩崎宏美さんが昔ながらの美声でそれはそれでよかった。 

 

○ 「新春女子会コンサート」について、私の年代だと非常になつかしいメロディーで、

アイドルが歌っていた曲がどんどん出てくるので楽しんだ。またカラオケでなく、生

演奏だったのも良い。女子会というとトークの方がメインだろうと思うが、個人的に

はトークよりもやはり音楽を素直に聴くことが出来て楽しかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「新春女子会コンサート」について、新春の歌番組は、この数年大

阪局で制作している。昨年までは、「歌謡コンサート」の豪華版のよう

な感じで作っており、演歌を中心にしていたのだが、昨年はやや視聴

率が落ちてしまったということもあり、今回はあえて年齢層の高い視

聴者が好きな演歌ではなく、８０年代、９０年代の歌謡曲を中心にし

た。それぞれの歌にあったセットを配して収録をするなど、大阪局と

しては、丁寧に、全力をあげて作った番組のつもりだ。ただ、視聴率

は昨年よりもさらに落ちてしまったので、いただいた意見も参考にし

ながら、新しいことに挑戦したい。 

 

○ １月２日(水)の「和食が世界遺産？～おいしい日本 １万５千年の旅～」（総合 後

9:00～9:58）について、もう少し料理のことや素材のことに対して深く掘り下げるべ

きであった。日本料理は相変わらず“飾りをきれいにするということが料理だ”といっ

た流れがあり、そういう点に疑問を発することもなかったのが残念だった。番組で紹
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介された料理では、世界遺産になりにくいのではないかと思った。 

 

○ １月２日(水)の「ようこそ宇宙の特等席へ！ 地球周遊ナイトクルーズ」（ＢＳﾌﾟﾚ

ﾐｱﾑ 後 9:00～10:59）について、上空からのパノラマの夜景や巨大なオーロラ等が全

て絶景で、２時間がたつのが早かった。さすがＮＨＫの技術力だと、感動の連続で、

見ごたえがあった。 

 

○ １月３日(木)のプロフェッショナル仕事の流儀 新春ＳＰ 「四百年の伝統を背負

い、“今”を焼く 樂家十五代・樂吉左衛門」（総合 後 9:00～9:58）について、茶碗

のあるべき姿を求めて、一途に挑む樂家十五代の樂吉左衛門さんの姿にカメラが密着

しており、樂さんの力強い姿や茶碗を焼き上げる炎なども感動的で、新春らしい心に

残る内容だった。橋本さとしさんの語りも番組内容に合っていた。 

 

○ プロフェッショナル仕事の流儀 新春ＳＰ 「四百年の伝統を背負い、“今”を焼く 

樂家十五代・樂吉左衛門」について、十五代樂吉左衛門は、本来は千利休以来の十五

代の延々とした伝統を背負って作っていればよかった人だが、作家として葛藤してい

るということだった。日本の代表的な陶芸家というよりも、おそらく世界的な陶芸家

であり、番組で収録した樂さんの作陶風景は、ちょうどピカソの作画風景などと同等

の価値があるのではないか。いい人材、いい文化財というのは関西にたくさんあるの

で、できれば大阪局で作ってもらいたかった番組だ。 

 

○ １月６日(日)の追跡！真相ファイル「“消えた”子どもの自殺」 （総合 前 8:25～

8:53）について、文部科学省の統計にあらわれていない子どもの自殺があるのはなぜ

かということを、学校、教育委員会、保護者への取材を通して明らかにしていく内容

だった。学校や教育委員会が子どもの自殺ということに対して正面から立ち向かって

いないという状況は、学校や教育委員会の隠ぺい体質にあるのではないかということ

を強く示唆していた。昨今のいじめ問題の解決のためにも、学校や教育委員会の内向

きの風土を改める必要があるということを強く印象づけた番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

追跡！真相ファイル「“消えた”子どもの自殺」について、以前に「か

んさい熱視線」で、子どもの自殺に関して文部科学省を含めてなかな

か報告が上がらず、警察のデータと違うという内容を放送したが、こ

れを継続取材して全国放送にした。「かんさい熱視線」を制作する過程

において、全国で協力してくれる方を探すために、非常によく取材を

した。これが全国放送という形になったのは、非常によかったと思う。 
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○ １月６日(日)のＮＨＫスペシャル「父と子 市川猿翁・香川照之」について、一時

断絶状態にあった父、市川猿翁と香川照之の２人の関係が、歌舞伎の道に向かって一

つになっていくという内容は非常に感銘を受けた。 

 

○ １月６日(日)の日本人は何を考えてきたのか 第９回「大本教 民衆は何を求めた

のか～出口なお・王仁三郎～」（Ｅﾃﾚ 後 10:00～11:30）について、大本教に着目をし

て、宗教というものを全面からとらえた、おそらくこれはテレビが宗教の本質をとり

あげる極限ではないかと思った。大本教は世直しをとなえ、変革思想を唱えた。政府

から弾圧をされ、危険極まりない教団だったわけだが、今歴史がどのように評価をし

ているのか、民衆という観点からとらえようという、このシリーズの姿勢はさすがだ

なと思う。 

 

○ １月６日(日)のＢＳ１スポーツドキュメンタリー「自分だけの一本～古賀稔彦とＩ

ＰＵ女子柔道部～」について、日本の選手は組んだら技をしかけてくるので、近年の

柔道のルール変更などもあり、試合ではなかなか組ませてもらえないということだが、

古賀さんは組めない時でも勝てるという技を駆使することを教えていた。いわゆる勝

ちにこだわった柔道を、古賀総監督が女子選手に教えていた。このことが柔道界でど

のように評価されているのか分からないが、実際に試合に出れば勝たねばならないの

で、選手育成のひとつのやり方かと関心をして見た。今後の日本柔道界の復活のヒン

トになるような番組だった。 

 

○ １月８日(火)のクローズアップ現代「超高速計算が起こす“新・産業革命” ～スパ

コン“京”のひらく未来～」について、その機能のすばらしさは分かっているのだが、

どのような利用のしかたをするのかあまり知らなかった。今回の番組を見て、価値と

利用方法が分かった。アイデアから試作、実験の繰り返しで、数年かかっていたもの

が、スパコンのシミュレーションで大幅に期間が短縮できるということは、すばらし

いと思う。医療や産業に利用されており、今後、人間社会にはさまざまな大きな変化

が現れると思うが、特に医療の分野でがんの撲滅を実現して欲しい。また、このスパ

コンを活用する能力を持つ人材育成が急務だと思った。国などがそのような人材をき

ちっと育ててほしい。 

 

○ クローズアップ現代「超高速計算が起こす“新・産業革命” ～スパコン“京”のひ

らく未来～」について、スパコンの利用について、半分は国家の戦略プログラムで、

半分以上は産業利用の枠があるのだが、このスパコンを使い切るための橋渡しをする

人材が不足しているということだった。人材は少しずつ育ってきたが、まだまだ決定
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的に足りないということで、欧米に比べて、このあたりが今後のスパコンの産業利用

のカギを握るということだった。今後は、科学技術の進行と同時に、スパコンが産業

に利用されて、日本の経済や産業が発展していくという形になるので、スパコンに命

を預けると言ってもよいのではないか。メリハリのきいた内容の番組であった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」について、見ごたえがあった。

約１０年の歳月をかけて取り組んできた海洋学の専門家と撮影スタッフの頑張りに敬

意を表したい。ダイオウイカをおびき寄せるためのいろいろなアプローチや、とりわ

けマッコウクジラの頭にカメラをとりつけてクジラの目線で海中の撮影をするなど、

十分に視聴者の関心をひいて、これだけで番組になったのではないかと思った。それ

以外のアプローチも非常にユニークで、経験の深さからくるものだと感じた。突然現

れた伝説のダイオウイカの迫力ある映像は本当に息をのむもので、撮影スタッフの技

術力の高さというのが十二分に発揮されていた。また同時に、ナレーションの落ち着

きある静かな語り口調と音楽も、映像のかもしだす雰囲気を非常に高めていた。 

 

○ １月１３日(日)の明日へ－支えあおう－ 復興サポート「“地域の心”をつなぐ町づ

くりへ」について、郷土芸能というものが被災地で再生していき、それが街づくりの

観点からもう一度、地域と人をつないでいくという切り口は非常によく分かるし、良

い番組だった。しかし、これは阪神淡路大震災の時にもありがちだったので留意しな

くてはならないのだが、復興は大学教員やコンサルタントなど専門家によって先導さ

れていくというあやまった構図だ。実際に活動している人たちにとって郷土芸能は、

地域の人たちをつなぐためにやろうとしているものだが、そこに大学の教員や都市計

画コンサルタントが入ってきてワークショップを行い、そこでみんなの心がまとまっ

て、このように地域は幸せになりましたという番組のまとめ方に対して違和感があっ

た。 

 

○ １月１４日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「綾瀬はるか 福島県会津若松市」（前編）につ

いて、大河ドラマ「八重の桜」に出演している綾瀬はるかさんの新島八重の心の内を

感じようとする思いが、出会う人たちとの会話によって感じられた。難しい福島弁を

スムーズに話していて、勉強していると思った。また、地元の女子高校を訪れた際、

合唱部の練習にも気軽に参加して、生徒から大喜びされるなど、綾瀬さんの人柄のよ

さも感じた。 

 

○ １２月７日(金)のショートドラマ「石坂線物語」ｖｏｌ．２「豆腐の味」（総合 後

7:30～7:55 滋賀県域）について、ストーリーは単純明快で、登場人物については主人

公を中心に位置づけもはっきりしていて非常にわかりやすいドラマにできあがってい
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た。別の言い方をすると類型的な仕上がりで、薄味だった。ドラマ部分の後にドラマ

制作の背景や担当ディレクターをはじめとして、制作に関係した人たちの思いや感想

が紹介されていたが、特にエキストラ出演した地元の人たちが大変よろこんでこのド

ラマ制作に参加していたことが分かった。 

 

○ １２月２７日(木)の「あすのＷＡ！ 年末ハイライト」（総合 後 6:10～7:00 和歌

山県域）について、豪雨災害からの復興に向かう紀南地方の１年の映像は、通常の「あ

すのＷＡ！」でもたびたび放送をしているが、この日の放送では、奈良県にいる息子

の家の近所に住んでいる老夫婦が久しぶりに和歌山県奥番地区を訪れ、ご先祖のお墓

を掃除しながら自分の近況を語っているという光景が紹介されていたが、他人事のよ

うに思えなかった。和歌山の場合は山からの豪雨、海からの津波があり、官民あげて

の危機感を持っているつもりだが、いかにこれから向かい合っていくのかということ

を痛感させられた。また、パラリンピックで銀メダルを獲得した水泳の中村智太郎選

手をゲストとして迎えたことは意義がある。中村選手の水泳に対する誠実な取り組み

をじっくりと聞けてよかった。また、中村選手の今年１年の一文字は「進」で、その

力強い字は番組を見ている県民の何よりもの励みになったと思う。 

 

○ １月６日(日)のビジネス新伝説 ルソンの壺「転ばぬ先の“つえ”になりたい！」

について、社長自身が視覚障害者になったことで、つえの重要さを改めて認識したこ

とをきっかけに、つえのビジネスで高齢者の暮らしを豊かにしたいというような経営

哲学を持ち、創造的なつえを開発しながら売上を伸ばしていったとのこと。「ルソンの

壺」については、次から次へとネタを探すのは大変だろうが、楽しみにしている番組

だ。 

 

○ １月１３日(日)のビジネス新伝説 ルソンの壺「“黒子”に徹して業績アップ！？」

について、和歌山県の飲料メーカー下請け会社の社長が、飲料メーカーのために自社

で開発研究を行い、独自に作り上げた製品に対して、誇りに思っていることや、製造

過程に絶対の信頼を寄せているといった話をしていたが、深く感銘を受けるとともに、

一地方の下請け会社だがすごいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ルソンの壺」は長寿番組になっていて、毎回制作現場は苦労して

いる。和歌山の飲料メーカーなど、一般的に知られていない業界の裏

舞台なども含めて、面白いテーマで制作するようにしている。 

 

○ １月１１日(金)のえぇトコ「めでたい！“パワースポット”めぐり～奈良 三輪山
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界わい～」について、三輪山界わいの今を伝えていてすばらしかったと思うが、映画

監督の井筒和幸さんのキャラクターが生かされていなかったのが残念だった。 

 

○ 大河ドラマ「八重の桜」について、今回の撮影方法や技術はかなり変わっているの

か解説してもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

大河ドラマ「八重の桜」について、今回はいくつか技術的にも新し

い取り組みを行っている。その中で、カメラが今までと違う機種を使っ

ている。それまでのカメラとの一番の違いは、より大型の撮像素子を

使っているところだ。どういう効果があるかというと、ひとつには映

像に自然なボケが出るということだ。そのために、今までのドラマと

はひとあじ違った見え方がしているのではと思う。それ以外にＣＧと

実写の合成も多用している。スペシャルドラマ「坂の上の雲」からこ

の合成技術が非常に進歩している。また、画像について、今回は「平

清盛」ほどの汚し処理はしていないので、すっきりとしたきれいな映

像で楽しんでもらえると思う。 

「奇跡の庭 京都・苔寺」について、京都局のカメラマンが１人で

ほとんどを撮り切っており、３月から１２月まで約７０日間のロケを

行った。苔寺に大型の機械を持ちこむわけにはいかないので、小型の

カメラをのせるクレーンを自作するなど工夫をしている。カメラマン

が京都局で勤務しているということもあり、雨上がりのちょうど良い

タイミングをとらえるなど、臨機応変なロケができた。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１２月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１９日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、「虐待、どう減らしますか～アメリカか

ら探る虐待対策～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、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     出川 哲朗（大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

弘本由香里 

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

吉岡 幸雄（染織史家） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「虐待、どう減らしますか～アメリカから探る虐待対策～」 

11 月 22 日(木) 総合 後 10:05～10:53）について＞ 

 

○ 日本とアメリカの間での虐待に対する問題意識や歴史上の差だけではなく、その対

策についても、日本は非常に遅れていると思った。担当者の数で言えば、奈良県の奈

良市や生駒市などの人口８７万人のエリアを担当する奈良県中央こども家庭相談セン

ターには、児童福祉司などの担当者がたったの８人しかいないということに驚かされ、

これでは対策に十分に手が回らないのも当然だと思った。一方で、アメリカのノース

カロライナ州のダーラムは２６万人のエリアだが、ＣＰＳ（Child Protective  

Service）という組織が通報受理から、調査、また問題解決のために里子に出す世話を

するなど手広く活動し、成果をあげているとのことだった。アメリカでは虐待の予防
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策としては、親に対する教育、特に若年の母親やシングルマザーも増えているような

ので、出産後のケアや子育てなどのバックアップ体制がとられていた。日本でも状況

は同じだと思うので、経験豊かな祖父母や隣近所の人たちに安心して相談ができて、

決して自分１人では悩まずに親も子も楽しく過ごせる環境が必要だ。このような番組

は繰り返し放送してもらいたい。 

 

○ アメリカの脳科学にもとづくトラウマ治療の水準の高さに比べるとかなり日本は遅

れており、深刻な状況になっていると感じた。このほか、番組を見ていて疑問に思っ

た点がいくつかある。１点目は、奈良とダーラムとの比較そのものが適切だったのか。

ということ。２点目は、児童福祉司そのものが何なのか、さらにはその供給がどうなっ

ているのか。３点目は、アメリカの場合、警察などの公権力が児童虐待問題に介入し

てくるのに対し、日本では法的強制力がほとんどないに等しいといったことを比較す

べきだったのではないか。さらには、社会的、宗教的な背景の違いがあるアメリカと

日本では、子どもに対する目配りが違うのではないか。次回は、こうした切り口を整

理して、さらに掘り下げた番組をつくってほしい。 

 

○ 紹介されたアメリカの取り組みが、一部の先進的な事例であるのか一般の事例であ

るのかというのが、放送の中ではよく分からなかった。仮にアメリカではこういう取

り組みが、おおよそ一般的だということであれば、日本よりも３０年以上先を行くと

いうのはその通りだ。日本にとって児童虐待対策の充実は緊急の大きな政策課題だ。

ＮＨＫ大阪局は「子どもを守れ！キャンペーン」ではいくつもの番組を作ってきたの

で、この番組を含めて政策当局が、この問題に対応する時に参考にするようなことが

できないものかと思った。 

 

○ ダーラムの人の「子どもは未来の宝なので社会全体で育てる」という言葉があった

が、日本では、そういった意識が足りないのではないかと思った。アメリカでは何か

が起こってからではなくて起こる前に予防するというような考え方が強いが、日本に

は無いのが大きな違いだ。５０分ほどの番組の中ですべてを紹介するのは難しいと思

うが、“現状をあなたたちは知らないでしょう”という問いかけをしてもらい大変勉強

になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

奈良県中央子ども家庭相談センターについては、ＮＨＫがこれまでの

取材で築いた関係などから、信頼を得てあのような形で取材をすること

ができた。ダーラムを取り上げたのは、虐待の予防システムが非常に進

んでいる所で、番組の中にもあったが１０年で６割件数が減ったという
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ことや、虐待が起きた場合の対応もきちんとしている所を紹介したかっ

た。地域番組ということもあり、アメリカの中で２～３か所撮影すると

いうのは、率直に言ってパワーがない。ダーラムの事例の中で、学ぶべ

き先行事例という形で虐待の防止のシステムも、対応するシステムも両

方とも紹介させていただいた。大阪局は「子どもを守れ！キャンペーン」

を行っており、問題点を指摘するだけでなく、何か現実を少しでも変え

るようなことができればと切実に思っている。 

 

○ 私は今の子どもの育て方を見ていると、昔のように広場とか公園とかに行って、遊

んでいる状況が非常に少ないと思う。そういった公共に近い場所に子どもたちを集め

て遊ばせるなど、ある意味のストレス解消的なことが大事なのではないか。子どもが

穏やかに遊べる状況を作ってあげることが必要ではないかと思った。子どもの虐待の

問題について、ＮＨＫ大阪局はずいぶんと取り組んでいて、私たちもこのような現実

を見せてもらって驚くとともに、なかなか何もできないというのがつらい。例えば、

アメリカだけではなくヨーロッパや中国をはじめとするアジアの事例と、日本とをど

のように比較ができるのかについて伝えてもらいたい。 

 

○ 事前の対策というのが非常に重要だということがこの番組を通じて分かった。トー

タルな形で日本の虐待に対する対策がシステム化されておらず、また社会的な課題と

しての意識が薄いと感じた。番組の中で日本の虐待に対する対応システムが悲鳴をあ

げているという指摘があったが、それを実感できる番組だった。やはり近畿だけでは

なく全国に向けて発信するべきだし、東京を中心とした政策にかかわる人すべてに見

てもらうべきだ。「ＮＨＫスペシャル」など、次の発展に期待したい。 

 

○ 「子どもを守れ！キャンペーン」として、いろいろな角度から常に取り組んでいる

大阪局の地道な姿勢というのは高く評価されるものだ。増加の一途をたどっている児

童虐待は、いうまでもなく大きな社会問題となっているが、改善や進展の歩みという

のは本当に残念なくらい感じられない。そのような中でこの番組は日本の現状とアメ

リカの取り組みをわかりやすく比較しており、特にアメリカの対応策について、国家

をあげて法のもとでの虐待への取り組みが行われているという事例を取り上げて説明

するなど、見る側にとって理解を深めることができた。「日本も今すぐに対策を講じな

いと手遅れになってしまう」という、アメリカの専門家の警告という言葉が印象的だっ

た。 

 

○ 虐待に対応している現場は問題を一番わかっているにもかかわらず、政策提言はで

きていないと思う。メディアと現場の方々とがうまくタッグを組むことによって政策
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提言に結びつけていくという可能性はある。アメリカは、1970 年代から虐待が増えて

おり、３０年先輩だということを番組ではしきりに言っていたが、なぜ３０年先だっ

たのかということの説明がなかった。そういった視点からの投げかけがあっても良

かった。また、子どもがたくましく生きていけるような回復力みたいなものを持つ余

地が社会の中にあるというのは重要だと思うので、町の環境がどうあるべきかという

観点があってもいいのではないか思う。 

 

○ 子どもという存在は家族というものの在り方を育んでくれる、家族実現みたいなも

のについてはかすがいみたいなものである。しかし、アメリカのような個人主義的で、

個人の自己実現ということを追求していくときに、不幸なことに子どもが 大の阻害

要因になるという面もあるような気がする。日本のアメリカ化が進んでいる中で、今

回は奈良を取り上げていて良かったと思っている。たしかに、アメリカのＰＣＩＴ（親

子相互交流療法）などすばらしいものが出てきて、ここまで進化しているかと驚嘆し

たが、アメリカにならっていくという視線の提示は本当にいいのかと疑念を感じた。

非常に映像には撮りにくいと思うが、たとえば奈良にある折々の伝統行事や、子ども

や家族が一緒に集う朝市や夜市の風景とか、そういう中に実は日本的な虐待を予防す

る一つの知恵があるのかもしれない。 

 

○ ３０年先を行くという表現が度々使われていたが、３０年先を行くのではなくて、

３０年前に始めたというだけであって、日本が今からやって３０年かかるかといえば

そういうことはないと思うので表現が気になった。そして、取り組みがなぜアメリカ

の事例を紹介しなければいけなかったのか疑問だ。もう少しＮＨＫとして踏み込んで、

日本ならこういうことができるなどを提言すべきだ。また、アメリカでは地域のＮＰ

Ｏなどが活躍しているが、日本はどうなのかということが紹介として抜け落ちていた。

すべて行政の責任ではなく、地域で問題を解決できる部分があれば、それを提言した

らよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

子どもの問題はきちんと検証しなければいけないので、どうしても

初は現状で起きていることの詳しいリポートから始めたことはご理解

いただきたい。３０年先を行くという言い方については、少なくとも３

０年間アメリカは取り組んできていて、それはヨーロッパにもアジアに

もないことであることは確かだ。アメリカと日本の社会のシステムの違

いが背景にあるのは間違いないことで、そこまでは番組では触れること

はできなかったが、次の課題にはしたい。ただそうなると、実際に今日

本で起きている、この児童虐待に対してどう対処すべきなのかというこ
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とから離れてしまう。また、日本では福祉のことは地方自治体に任され

ていて、地方自治体によって全く取り組みの進め方が異なる。それはア

メリカも同じで、アメリカは州によって、そもそもの法律が異なるので、

福祉に対する取り組み方も全く異なっている。そこで個別具体的な事例

を紹介することからしか始められなかったというのが正直なところだ。 

 

○ 日本は儒教的であり、親を敬わなければいけない教育を受けてきたはずなのだが、

そういう儒教的な素養が日本あるいは東洋にはあるにもかかわらず虐待がおきている。

そしてそれをキリスト教的であるアメリカ型の治療方法で解決できるのだろうかとい

う疑問がある。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＰＣＩＴは、日本でも少しずつ取り入れられている。アメリカ人と日

本人では異なり、本当にアメリカのやり方がそのまま日本に取り入れら

れるかどうかは、日本の専門家は分かっていると思う。紹介した「ブレ

インマップ」を作るということは日本では進んでいない。ＭＲＩのよう

に科学的に分析するのではなく、子どもを観察してそれで評価するみた

いなところがあるので、かなり専門性が必要で、日本で取り入れている

事例はない。この番組は、海外取材に３週間ほど行ったのだが、地域放

送番組ということで予算的な限りもあり、取材は１か所の町になった。

今のところは全国放送になる予定はないが、できれば全国の方に見ても

らい、認識を持ってもらいたいという思いは全く同じだ。 

 

○ わかりやすい番組の構成や具体事例の紹介、そして落ち着いた雰囲気のナレーショ

ンなどから「子どもは社会の財産である」との強いメッセージを感じ、見応えのある

内容であった。３０年先を行くアメリカのシステマチックな取り組みは参考になるも

のだった。紹介されたアメリカのシステムを模倣する必要はないかもしれないが、あ

のような総合的なシステムを作るには問題の全容をふかん的にとらえることが必要だ。

必死に頑張っている子ども家庭相談センターのような前線組織では限界がある。国、

地方自治体の支援が不可欠であることを強く認識した。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １１月１８日(日)のうまいッ！「とろける甘さ！御所柿～奈良 御所市～」につい

て、一生懸命、御所柿の復興をしている中坊成敏さんの人柄がとてもよくでていた。

おいしい柿を育てるには自然のままにしておいて、少しだけ手を貸すのだという話に
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は考えさせられた。出演のサヘル・ローズさんは、日本語が上手で、難しい言い回し

をしていたことに好感を持った。スタジオの天野ひろゆきさんも武内陶子アナウン

サーも非常にテンションが高く、ちょっと元気が良すぎるくらいの印象を持った。 

 

○ １１月２２日(木)の小さな旅「時重ね 水輝き～滋賀県奥びわ湖～」について、琵

琶湖北部の奥琵琶湖と呼ばれる地域の自然と人々の暮らしが紹介されていたが、こう

いう風景や暮らしぶりがこれからもずっと続いていってほしいと思った。日本の原風

景を見るような思いのする、情感のこもったいい番組に仕上がっていた。そういう感

想の裏を言えば、きっといつまでもこういう昔ながらの生活は続かないだろうなとい

う思いがする。そういう意味では、今回の番組はこの風景とその人々の暮らしを紹介

するだけではなくて、人々の生活の行く末についても思いをはせさせるような出来に

なっていた。単なる紀行番組を超えた出来であった。 

 

○ １１月２７日(火)のイッピン「モダンでおしゃれ！魔法の紙～岐阜 美濃和紙～」

について、美濃和紙は、1000 年以上の歴史があると言われ、しなやかで薄さと丈夫さ

を兼ね備えているということだった。こういうところに日本の技術の源流があるので

はないかと思った。 

 

○ １２月２日(日)のサキどり↑「挑戦！ニッポン発“シンプル”製品」について、東

ティモールにおける日本の若者たちのアイデアコンテストの様子を紹介していた。現

地の生活に入り込んで、その生活の不便さを解消するための安くて使いやすい製品を

開発する若者たちの柔軟な発想と自らがチャレンジする姿が大変興味深かった。途上

国における製品開発の 4 つのポイント（ニーズにマッチ、安価である、シンプルなデ

ザイン、壊れにくい）は、企業におけるマーケティング本来の考え方を思い出させて

くれた。 

 

○ １２月３日(月)・１０日（月）のディープピープル「緊急特集 いじめ」について、

わが子をいじめで亡くした父親、いじめ問題に詳しい教育評論家、学校現場でいじめ

問題に対処してきた元中学教師という３人の方々が出演して、非常に冷静かつ客観的

で中身の濃い意見交換となっていた。人選がよく、非常に内容的にいい番組だったが、

深夜だったのでどれぐらいの人がこの番組を見たのかと気にかかった。いじめの問題

については関係する人たちが多いので、できるだけ多くの人に見てもらえるような時

間帯に再放送してもらいたい。 

 

○ １２月６日(木)の仕事学のすすめ ヤマトホールディングス瀬戸薫 １７万人の全

員経営 第１回「作戦名はムカデ」について、会長の瀬戸氏が出演するということで、
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興味を持って見た。その会長の言葉で「クレームはニーズの裏返し」という言葉があっ

たが、どのような細かな需要でも掘り起こして、それを事業とするというビジネス戦

略を取り上げており、興味深い内容だった。 

 

○ １２月８日(土)の巨大戦艦 大和「乗組員たちが見つめた生と死」（総合 後 7:30～

8:43 ）について、１２月８日が真珠湾攻撃をした日であるということでの特番だった

のだろうが、なぜこれが戦艦大和なのかという感じはした。悲惨な状況の中から生還

した生存者の証言をもとに、さまざまな再現ドラマやＣＧが駆使されるなど番組とし

ては見事だった。しかし、生存者が二百数十名しかいないので、やはり弁の立つ人は

あちらこちらに出ている。この番組で生存者として証言をしている人が、だいぶ前に

見た民放の番組でも、同じことを言っていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

巨大戦艦 大和「乗組員たちが見つめた生と死」について、ＮＨＫ

は戦争体験を記録する取り組みをいろいろとしているが、体験者が相

当な高齢になっているので、今、聞いておかなければということがあ

る。放送日については、より多くの方に見てもらいたいということも

あり、１２月８日は戦争にかかわる日ということで、特集で放送した

という次第だ。 

「ディープピープル」はその道を極めた専門家が、時間をかけて語

り合うことで、その世界をより深く知ってもらうという趣旨の番組だ。

いじめのような社会的にタイムリーな話題について、通常の番組では

専門家がじっくり話し合うことがなかなかできない中で、トライアル

としてやったということだと思う。放送時間が深夜だということも、

課題だと思っている。 

 

○ １２月８日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「救えなかった命～双葉病院 

５０人の死～」について、福島の原発近くの双葉病院で５０人の患者が亡くなり、１

年９か月たった今だからこそ聞こえてくる、医療従事者のうめき声、悔恨や、じくじ

たる思い、罪悪感などの自罰感情などは、これからの人間の心を育んでいく貴重な契

機になっていくと思う。そういう側面を社会問題という形で切り取り、解決策という

形で提示する必要があるのは承知しているが、その手前で立ち止まってしまいそうな

人間の不可解さ、弱さというものに焦点を当てながら、命というものは一体なんなん

だろう、これからの命をどう育めばいいのかという、もう１つの視点で見つめていく

という役割があると思う。 
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○ １２月９日(日)の明日へ－支えあおう－「涙の数だけ元気になる！～心のケアに挑

む学生たち～東北発☆未来塾より」について、東日本大震災で家や家族を失った人た

ちの心のケアを行っている心療内科医の桑山紀彦さんの活動に焦点を当てた番組で

あった。将来看護師や臨床心理士になろうという若者を、桑山先生が個人的な努力で、

一生懸命教えているというような活動も紹介されていた。心のケアについては、個人

的な努力や交友関係に組織された民間のＮＰＯレベルに頼っているという印象が否め

なかった。この番組を見て思ったのだが、阪神淡路大震災の教訓がどう生かされたの

か、または生かされていないのかというところに焦点を当てた番組づくりを期待した

い。 

 

○ １２月９日(日)のＮＨＫスペシャル「ヒマラヤ８０００ｍ峰 全山登頂に挑む」に

ついて、竹内洋岳さんという登山家の２１年間に及ぶ戦いの労苦は去ることながら、

同行取材を成し遂げたＮＨＫの取材班の取材力に感服をした。迫力のある番組だった。 

 

○ １２月９日(日)のＢＳ１スポーツドキュメンタリー「“考える力”で強くなれ～高校

駅伝 西脇工業の挑戦～」（ＢＳ１ 後 6:00～6:49）について、選手に自分のトレーニ

ングをそれぞれで考えさせることをしていた。物事を考える力をつけさせるような良

いことは、継続していくことが大切であることを感じた。 

 

○ 連続テレビ小説「純と愛」については、ホテル業界にいるものとしては、１２月に

なると旅館の廃業や、経営者が変わることなどがよくあり、ドラマの内容があまりに

リアルだと思った。昨年の「カーネーション」のときも、１２月にちょうど戦争中の

話でつらいシーンが放送されていたが、今回の連続テレビ小説も結構しんどいなと

思って見ている。年明けからは、明るい展開を期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「純と愛」を見続けていただきありがたい。１２月

はつらい展開が続くが、年明けに明るくなるかというとそういうわけ

でもない。見てもらえば味があるのではないかと思っている。 

 

○ １１月２９日(木)の兵庫特集 新 兵庫史を歩く「天空の城 古の栄華をたずね

て ～朝来市～」（総合 後 10:00～10:43 兵庫県域）について、講師の園田学園女子

大学の田辺眞人先生の説明が上手なので楽しみにしていた。相撲で有名な表米神社が

紹介されていたが、当時はここでは娯楽としての歌舞伎は大っぴらにできないので、

その姿を隠すために土俵を作り、その土俵の周りに石段の桟敷席を作ったという裏話

など、丁寧に話されており歴史の裏に隠されたことがよく理解できた。また険しい山
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の上にある城に向かう途中の眺望は非常に素晴らしかった。この山城は雲海に囲まれ

た景色が有名だが、その景色がＶＴＲで紹介され、非常に美しく幻想的だった。 

 

○ 兵庫特集 新 兵庫史を歩く「天空の城 古の栄華をたずねて ～朝来市～」につ

いて、この「新 兵庫史を歩く」は、非常に息の長い番組で、神戸局の看板番組のひ

とつだと思う。神戸はもとより、兵庫県には歴史上の題材がたくさんあると思うので、

今後も次から次へと紹介してもらいたい。郷土史愛好家だけでなくとも、非常に楽し

みにしている番組だ。 

 

○ １１月２９日(木)の京都スペシャル「今甦（よみがえ）る 方丈記のメッセージ」

（総合 後 10:00～10:48 京都府域）について、非常に丁寧に解読しており、特に東日

本大震災のあとで、注目をされている書物を取り上げていたのはよかった。番組は面

白いのだが、全国の人が見たときには非常に分かりにくいのではと思った。例えば、

鴨長明が閑居をしているというのも、今の地図では閑居ではない場所になっている。

もう少し地理を丁寧に説明をしてもらうなど、全国に放送されても理解してもらえる

作りにしないと、番組として迫力や深さに欠けるのでないかと思う。 

 

○ 京都スペシャル「今甦（よみがえ）る 方丈記のメッセージ」について、「１００分

ｄｅ名著 鴨長明“方丈記”」の４回シリーズがベースだろうということを想像しなが

ら視聴したが、「京都スペシャル」は、鴨長明ゆかりの下鴨神社で収録をして、アニメー

ションと組み合わせて作っており、テンポ良く見ることが出来た。予算の制約もあっ

たと思うが、全体の流れも含めて予定調和感があった。いずれにしても、方丈記につ

いてはあらためて災害文学であるということや、特に震災等に関する記述については、

時が経過すると人々の震災等の記憶は忘れ去られてしまうという風化現象の指摘など

も興味深いと思った。 

 

○ １１月２９日(木)の紀の国スペシャル「犠牲者“ゼロ”をめざして ～巨大津波を

生き抜く授業～」（総合 後 10:00～10:43 和歌山県域）について、和歌山の場合は、

南海トラフ大地震について関心度がひときわ高まっている中での時宜を得た放送で

あった。よく耳にする「釜石の奇跡」という例があるが、片田敏孝群馬大学大学院教

授の講演テーマである、災害時に生き抜く力をどう育むか、また想定外を生き抜く力

はどう身につけるかということについて、熱意と誠意ある講演の内容が、見る側に余

韻を持って受け止められる放送であった。この番組は、あたかも自分が、先生の講演

をその会場で聴講しているかのような気分にさせてもらえた。番組のナレーションも

多くを語らず、端的だったのが印象的で、この番組にマッチしていた。今回の「紀の

国スペシャル」は、各自治体の災害の講習等のビデオとして推奨したいような力作だっ
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た。 

 

○ １２月７日(金)のかんさい熱視線「ほんじつ 休ませていただきます～大阪 古書

店主のメッセージ～」について、通常「かんさい熱視線」は深刻なテーマを扱う番組

だが、その中にあって異色で、非常にほのぼのとした番組だった。世代間交流という

意味では希望を感じさせ、本という媒体が持っている力などを伝えようしていた。情

報を与える側であった店主が、ある時気がつくと与えられる側になっていたという立

場の逆転みたいなものが起こり、立場が逆転して単なる弱者になるというわけではな

く、むしろ立場が逆転することによってさらに生きている手ごたえのようなものを得

ることができるという、逆転のもっている重要性という大きなメッセージを語ってい

たように思う。 

 

○ かんさい熱視線「ほんじつ 休ませていただきます～大阪 古書店主のメッセー

ジ～」について、なんでこれを「かんさい熱視線」で放送するんだという、むしろ不

満感の方が大きい。オープニングも内容とアンバランスでこの企画の意図がよくわか

らなかった。 

 

○ １２月７日(金)のかんさい熱視線「ほんじつ 休ませていただきます～大阪 古書

店主のメッセージ～」について、これまでの「かんさい熱視線」は、社会問題に鋭く

かつ厳しく切り込む印象が強かったが、このようなソフトタッチで視聴者に感動を与

えながら、考えさせる内容は番組の新たな側面を感じさせた。古書店主の坂本健一さ

んのポスターは、 近氾濫している商業ベースでの絆や優しさとは一線を画する多く

の方たちをひきつける「言葉のパワー」を備えているような気がする。また、人を引

き付けるパワーの源泉は長い人生経験の中から身についたお客さんに対する感謝の念

から生まれているものだと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

かんさい熱視線「ほんじつ 休ませていただきます～大阪 古書店

主のメッセージ～」について、全編ＶＴＲで作っており、いつも取り

上げている社会性のあるテーマとは違い、異色な作品だ。殺伐として

いる都会の中で、人のつながりが生まれているということを表現をし

たいということで制作した。 

 

○ 中村勘三郎さんが亡くなられて、追悼の番組やＶＴＲ、映画など、さらに大河ドラ

マ「元禄繚乱」の討ち入りのシーンを久しぶりに見て、すっかり師走の忙しいところ

の手がとまってしまったという感じがする。中村勘三郎さんをしのぶことができて、
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悲しみを新たにした。 

 

○ 衆議院議員選挙のことだが、政見放送は総合テレビで放送しないといけないのか。

予定していた番組が休止になって、政見放送になっているのは非常につらい。また、

政見放送時に特設ニュースが入ったときには、どのように処理するのかということも

知りたい。また、国会中継や政見放送は、別チャンネルや衛星放送などで集中して放

送したらどうか。むしろ、視聴者の選択に任せるようにしたらどうか。開票速報につ

いては、京都局は京都の選挙結果の速報に早く切り替えたが、もう少し全国の状況を

見たいと思っていたので、ちょっといら立ちを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

政見放送に関しては、公職選挙法にのっとって放送をしている。内

容についても、それぞれの政党なり候補者が話したものをそのまま放

送することになっており、ＮＨＫの編集権の及ぶところではない。緊

急事態があって、特設ニュースがあったらどうなるかということだが、

今回も政見放送の期間中に津波警報が出たほか、北朝鮮の“ミサイル

発射”もあった。たまたま近畿ブロックでは、政見放送を行っている

時間帯ではなかったが、東京は政見放送が中断、または休止となって

しまい、日を改めて放送した。候補者あるいは政党間で不公平があっ

てはいけないので、もう 1 度放送する事になっており、時間帯が大き

く変わらないよう、予備日として 終の金曜日を空けている。また、

政見放送は一定の視聴者の方が見ることができる時間帯に放送をする

ことになっており、そういったことは公職選挙法をふまえて考えてい

かなければならない。 

近畿管内は、もともとは生駒山から大阪の電波が出ており、大阪府

以外で、この電波を見ている方がいる。そのため、大阪局が近畿全体

の選挙区の政見放送を放送している。政見放送については、それぞれ

の地域の電波事情が反映されるので、視聴者にとっては通常の番組が

ご覧いただけない部分もあると思う。 

 

○ 選挙報道に関しては、今回の選挙報道全体で新たに何か工夫したような点というの

はあったのか。経済的な不況が続いたり、若者に対して将来の日本社会は課題や不安

などある中で、若い世代を意識したことがあったのか。全国放送、ブロック放送と放

送を切り替える際に、特に意識した点が今回の選挙報道にあったのか聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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今回の選挙全般で言うと、やはり政権交代があるのかないのかとい

うところが大きな焦点だった。政局中心と言われた中で、原発の問題

や、消費税の問題、福祉医療の問題、介護の問題などの政策をしっか

りと伝えることで、全国放送、それからブロック放送を含めて対応し

たつもりだ。開票速報についてもそうした視点を持ち、まずは全国の

全体状況をしっかり伝えるということで、毎正時から前半３０分ぐら

いは全国放送をそのまま受けた。そして毎時３０分前後からは近畿の

動きを伝えた後、各府県の小選挙区の状況を伝えるということを組み

合わせながら、午前３時まで放送した。特段、何か新しいものをとい

うものはないが、全体構成ではそういう形で対応した。開票速報につ

いては全国、ブロック、県域というように組み合わせて考えたが、も

う少し全国の状況が知りたかったという意見については、今後生かし

ていきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１１月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、２１日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、ＮＨＫスペシャル「ノーベル賞・山中伸

弥 ｉＰＳ細胞“革命”」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１２月・年末年始の番組編成の説

明が行われ、会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     出川 哲朗（大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

山口 芳彦（電機連合大阪地協 顧問） 

吉岡 幸雄（染織史家） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫスペシャル「ノーベル賞・山中伸弥 ｉＰＳ細胞“革命”」 

10 月 21 日(日) 総合 後 9:00～9:58）について＞ 

 

○ 山中教授のここまでに至るプロセスについて、非常に感銘を受けた。山中教授の科

学者としての成功の秘訣は、ビジョンとワークという長期の目標を立て、がむしゃら

に頑張るというアメリカの恩師のアドバイスなのではないかと思った。国谷キャス

ターが非常に分かりやすく、丁寧に話をすすめていたのが良かった。 

 

○ ｉＰＳ細胞を、分かりやすい形で報告していた。分化した細胞から元に戻していく

という逆転の発想で成り立ったという話も、山中教授のインタビューで明らかにされ

た。同時に、失敗の連続であったものの、くよくよせず、その失敗からまた新たな発

見を見いだすという研究者としてのタフさは、若い研究者はもちろんのこと、これか
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ら人生を歩んでいかなければいけない若者にとっても、教訓的な話になっていた。ま

た、日本の科学研究費の乏しさなど、国全体で科学研究に対する体制を作りだすとい

うところまでいっていないと、この番組を通して分かった。 

 

○ 何よりも山中教授の謙虚で誠実な人柄が画面の上で非常によく捉えられていたので

はないかと思った。ノーベル賞を授与される人がこのような人柄の人物であるという

ことは、日本人として大変誇らしい気持ちになった。山中教授がノーベル賞を受賞し

て以来、いろいろな報道がなされているが、ｉＰＳ細胞とはどういうものか、何の役

に立つのか、このような研究成果がどのようにしてもたらされたのか、山中教授とは

どのような人柄・経歴なのかなど、多くの人が改めて知りたいと思っていることにつ

いて、この番組では分かりやすく説明をしていた。 

 

○ 受賞から２週間にも満たないタイミングで、これだけの番組が作れるというところ

に取材力を感じた。前半、山中教授の優れたリーダーシップをよく理解することがで

きた。しっかりとしたビジョンのもと、研究室の若い人の心の向きがどんどん山中教

授の見ている方向に沿っていく様子がよく分かった。国谷キャスターがｉＰＳ細胞を

作ったことに対する恐れということを 後に聞いていたのに対して、「みんなで議論

してほしい」と山中教授は答えていたが、今後このような技術が進んでく中で、生命

倫理ということについて、私たちが議論を深めていくということも、この時代に生き

る私たちの責任だと示唆していた。 

 

（ＮＨＫ側） 

山中教授の受賞については、近畿の各局をあげて継続的に取材を進め

てきた。また、ｉＰＳ細胞についてもニュース企画を放送するなど、近

畿ブロック向けの番組を作ってきた。短期間でということで評価をいた

だいたが、そうした積み重ねがあり、初めてできたものだ。１０月８日

の受賞を受けて、その週の「クローズアップ現代」で、京都局で国谷キャ

スターがダイレクトなインタビューをしているが、今回の「ＮＨＫスペ

シャル」では、国谷キャスターが京都の研究所に行き、ロングインタ

ビューを行った。今回の制作には、多くの部署が関わっており、それぞ

れの専門性を生かしながら、これまでの蓄積と 新の取材がうまく組み

合ったレベルの高い「ＮＨＫスペシャル」だったと思う。 

 

○ 山中教授が「自然が一番のお手本だ」と言っていたのが一番印象に残った。技術や

科学が進歩していくことによって、人間の生命が延びていくことが礼讃されていくこ

とになり、倫理の問題が非常に大きくなってくるのではないかと思う。この番組につ
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いてあえて言えば、倫理の問題を取り上げることが少なかったと思うので、今後は、

こうした倫理問題をもう少しつっこんでやってほしい。 

 

○ 国谷キャスターを起用したことで、ジャーナリスティックなトーンが番組中に出て

おり、研究のあるべき原点が、非常に的確に描き出されていた。番組中で興味深かっ

たのは、山中教授が自然生命の前に謙虚であり続けるというようなことを強調してい

た点だ。基本的には人間が全てをコントロールできるという高慢な気持ちでいたので

は、ｉＰＳ細胞を生み出すために不可欠な初期化ということにいたらなかったのでは

ないかと思う。ご自身がこの世に生を与えられた一人の人間として、長い歴史の時間

軸の中で自分の与えられた使命を果たすことに全力を尽くすだけという姿勢が感じら

れ、人間一個人としての覚悟とか、ぶれないシンプルな発想というか、そういうもの

がうまく描き出されていて、大変すがすがしい印象を受けた。 

 

○ 世紀の大発見は、山中教授の苦し紛れの発想から生まれたことや、助手のちょっと

した思いつきが探し求める遺伝子の抽出に大きな成果を生み出したことなどを、明る

くオープンに語る山中教授の謙虚な人柄が、大発見を支える周囲の協力を集めるのに

非常に大きな原動力になったと感じた。山中教授は優秀な研究者であるとともに、企

業の経営者に近いたくましさを持ったリーダーだと感じた。研究費の工面への積極的

な行動力、部下との信頼関係づくりや特徴を見抜いた活用、そして何よりも不治の病

に苦しむ人の救済という、自らの高い志、ビジョン実現への強い執念など、大きな仕

事を達成するのに不可欠な要素をかいま見た気がする。 

 

○ 生命倫理に関連して述べると、アメリカの研究者たちはしきりにビジョンというが、

“誰のために”という部分についてのビジョン観について、アメリカの感性、日本の

感性、関西人の感性の中に見えない差異が当然あると思っているのだが、その差異を

山中教授の人格に全部収斂させていくには無理がある。発見者としての山中教授に大

いなる期待や幻想を抱きがちだが、100 年スパンで、この問題をきちんととらえてい

くには、発見者、発明者を越えた生命倫理に対する人類共通の通念なり哲学を私たち

がもう一度設計していく必要がある。 

 

○ 山中教授がどんな過程で世紀の大発見にいたったのかということが、ＮＨＫの豊富

な取材力で分かりやすく描かれており、視聴する側としては時宜を得た番組だった。

中でも、研究過程で関わった恩師や、その当時の若いスタッフたちのコメントが良かっ

た。当時の資料や映像もかなり提示されていたのも、理解を深めた要因だった。ｉＰ

Ｓ細胞の生成に必要な４つの遺伝子を発見したのは、“発想の転換”と言っていたが、

短い期間に発見に至ったというストーリーは興味深く受け止められ、見応えのある感
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動を与えてくれたものだった。今、学校現場では科学への関心が他の教科に比べて薄

れているようだが、彼の人柄とか若さもあると思うが、友達思いであったということ

もあるのか、今の時点では山中教授に人気があると聞いている。今年１年のビック

ニュースであるので、いわゆる子供向けの関連番組も検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

以前は「週刊こどもニュース」という番組があり、社会的なニュース

を子供むけに分かりやすく伝えていた。子供たちにきちんと伝えていく

のも大事だと思うので、どのような形があるのか、これからの課題とし

て考えていく。 

 

○ 山中教授は関西を基盤にして、東京に一度も行かなかったのがすごいなと思った。

特におもしろかったのが、山中教授が研究費を得るために、国の研究テーマの募集に

応募した時のエピソードだ。情熱さえ伝わればものを動かせるんだという、夢を持た

せてくれる番組だった。ただ、理系の研究者は非常に孤独で、組織的に取り組むアメ

リカであれば、大規模に予算がついて、もっと短期間で研究結果を出せるのではない

かなどいろいろ考えさせられた。 

 

○ 研究のプロセスをわかりやすく伝えると同時に、その過程で直面した壁やその壁を

乗り越えることができたポイントなどを、具体的に示すことで、後進の研究環境を改

善しモチベーションを高めていこうとする、山中教授の思いが伝わってくるようにも

感じた。番組では、研究費の獲得が大きな賭けともなった経緯が紹介されているが、

日本における創造領域やそのもとなる基礎研究の環境や、それらを支える政策のあり

ようは、順風とはいえない状況下で、それらの重要性について、国民の共感と理解を

広げる一助ともなる、価値ある番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

山中教授は受賞が決まった後も、研究を支えた方々に感謝の言葉を述

べられていたのには、私たちもその謙虚な人柄に感動した。今回の番組

では関西の多くの研究に携わった人たちの資料や証言を得ることがで

きて感謝している。ご指摘があった生命倫理、生命科学という視点につ

いては、これから医学での応用に向けた研究が進むと思うので、取材を

する中で、考えていかなければならないテーマだと思っている。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月２日（火）のあさイチ「ピカピカ☆日本」について、「山里の秋は“肉食系”！？」

という実に味のあるタイトルだった。和歌山県日高川町の道の駅 ＳａｎＰｉｎ中津

からの生中継だったが、人気番組の「あさイチ」の中で放送されるということで、地

元の人たちは大変盛り上がって迎えたということを地元の新聞で知った。特産品や、

全国の自治体から注目されている施設などが紹介されていたが、リポーターの篠山輝

信さんの軽妙な語り口や、スタジオの出演者との楽しいやりとりで限られた時間で、

上手に分かりやすく伝えており、山里の秋は”肉食系”ということが、十分に演出さ

れていて満足だった。 

 

○ １０月２７日（土）・２８日（日）のＮＨＫスペシャル「メイド・イン・ジャパン 逆

襲のシナリオ」について、私自身、専業農家を営んでいるが、生産者自ら起業者マイ

ンド感覚というのを常に持たねばということを感じており、このようなテレビ番組も

努めて見るようにしている。今まで日本経済を支えてきた電機メーカーが、軒並み赤

字経営になってしまったということについて、現場に密着しながら、詳しく過去を検

証し、２夜連続で伝える、とても高いレベルの番組だった。この番組を見て、これか

らの経済の復活の不透明さというのも知り、危機感をおぼえた。 

 

○ １０月３０日(火)の「わが心の大阪メロディー」（総合 後 7:30～8:43）について、

大阪をうたった歌を中心に、川中美幸さんと中村美律子さんたちの歌手なのか漫才師

か分からないようなやりとりや、上沼恵美子さんの上手でおもしろおかしい司会進行

などで、大阪らしい非常におもしろい番組となっていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「わが心の大阪メロディー」について、制作部の音楽芸能班にとっ

ては 大の番組、イベントで、セットのチェンジも「紅白歌合戦」な

みに頑張った。今年は桑名正博さんを励ますつもりで構成をしていた

が、急きょ追悼の形にした。川中美幸さん、中村美律子さん、天童よ

しみさん、坂本冬美さんには、今後もこの番組で活躍をしていただき

たいと思っている。 

 

○ １１月４日(日)の日曜美術館「華麗なるシルクロードの調べ～第６４回正倉院展～」

について、女優の紺野美沙子さんと奈良国立博物館学芸部長の西山厚さんが出演して、

納得のいくキャスティングだった。復元された楽器の演奏や、音楽に関する千住明さ

んのコメントも深く、音楽という視点から正倉院を楽しく理解できた。 
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○ 日曜美術館「華麗なるシルクロードの調べ～第６４回正倉院展～」について、再放

送が１１月１１日（日）にあったのだが、正倉院展は翌日までしか開催していない。

夜の放送を見て正倉院展を面白いなと思っても、翌日しか見る機会がないような番組

の編成はいかがなものか。ゲストの話も出たが、あまり正倉院について分かっていな

い人を出演させて、分からせるということが必要なのかと思う。正倉院の話をもっと

分かりやすくできる人が出演するか、あるいは、ナレーションで説明するなど工夫が

いるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

キャスティングについて、やはり多くの人に見ていただくためには、

名前が広く知られた人が出演するほうが効果的ということはある。一方

で、そればかりだと非常に表面的な番組になってしまう。どういう人物

をどう選んで起用するかということだと思うが、これという解決は難し

く、番組の一本一本で考えていきたい。 

 

○ １１月１１日（日）のサキどり↑「激震！新ブランド米登場★コメ市場を未来予想？」

について、ＴＰＰ参加への是非が非常に注目されているが、今回の放送は米作りにと

どまらず、日本の農業の在り方を考えさせられるものだった。従来の保護される型の

農業から攻めの農業へ、競争力のある農作物をいかにつくるかという点では大変参考

になった。海外諸国からも日本の農作物は高い品質と安全性で高く評価されている。

今、日本の米を中心とする農業を国内産業の大きな柱に育てるチャンスの時ではない

か。番組の中でもあったが、日本の強い技術開発力とこれまで製造業の中でつちかっ

てきた生産性を高めるモノ作りの力を積極的に導入していけば、現在海外展開におい

て課題となっているコスト力にも対応ができるのではないかと考える。そして、働く

人の側からみれば、雇用の再生と拡大につながる大きなものになるのではないかとい

う気がした。 

 

○ １１月１４日（水）の歴史秘話ヒストリア「魔王が棲（す）む 魅惑の城 ～ 新

研究！ 織田信長 美しき城づくり～」について、今回の織田信長については、斬新

な城作りの感覚や、ユニークな人物評により、これまでの残虐性の色が強かった人物

像とは異なるものを湧き立たせる感じがした。ＣＧなどを活用して、再現イメージが

出てきたが、見る側の興味をそそり、効果的だったと思う。要望としては、この番組

のテーマと現在の社会の課題とをうまく関連づけを行いながら、検証するような企画

もあればさらに面白いものになるのではないかという気がした。 
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○ 歴史秘話ヒストリア「魔王が棲（す）む 魅惑の城 ～ 新研究！ 織田信長 美

しき城づくり～」について、豪華絢爛（けんらん）な安土城のことかと思ったのだが、

信長の「天下布武」の考え方がどのように生まれ、またそれをどのように知らしめて

具現化していこうとしたのか、 新の発掘成果等を踏まえて、「城」のありようとの関

係性から物語る展開は、大変興味深いものであった。こうした研究の成果を、研究者

の世界だけに閉じこめず、一般にわかりやすく伝えていくことは大変重要なことで、

ＴＶというメディアが担える大きな役割だと思う。一方、わかりやすさを重視して、

信長のキャクターやポーズを現代的に表現しすぎているところは、せっかくの研究成

果を軽薄に感じさせてしまいかねず、少々気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

歴史秘話ヒストリア「魔王が棲（す）む 魅惑の城～ 新研究！織田

信長 美しき城づくり～」について、歴史番組で当たるといわれている

のが戦国物と大奥物で、戦国物の中でも織田信長は、 も人気のある

キャラクターなので、番組的に言うと、すべてやり尽くしている。ただ、

今回の切り口は新鮮なもので、われわれとしては内容には自信を持って

いた。お城に考古学的アプローチをしたらどうなるのかというのが企画

の出発点だった。タイトルについて、魔王とか美しき城などの言葉を使

用したのは、より多くの人に見てもらいたいという意図があった。 

 

○  １１月１７日(土)の週刊 ニュース深読み「増えすぎ！？ 日本の大学でいま何

が？」について、大学教育の質の問題を取り上げており、特に興味深く見た。この問

題は多角的にアプローチしないと難しく、この番組の放送時間内では深読みまでいく

のは難しいように思ったが、田中文部科学大臣の３大学不認可発言に端を発した問題

提起だったので、時宜を得ていると思った。発言者の中でオープンキャンパスは大学

が自分を都合よく見せるものだから、受験生は行く必要ないということを強調する発

言があったが、これは極論過ぎると思った。オープンキャンパスに誤解を与えるし、

全国の大学が一生懸命取り組んでいることが、否定的に受け止められてしまう。他の

発言者の発言により、実質的に中和されていたかとは思うが、全国の受験生がこの話

しを聞いて、悪いほうに影響を受けなければいいなと思った。出演者の発言は、事前

の打ち合わせなどで、何か極論に走らないようにすることはできないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

出演者の発言について、一般的に生放送であれば、事前にそれぞれの

出演者の意見を取材した上で、ここまでで止めていただきたいというこ

とはやっていると思う。ただ、生放送の議論なので、当初想定したのと
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話が変わっていくのはままある。キャスターのフォローは必要だが、生

放送なので予定したことだけを言って下さいというのでも、議論は深ま

らないので難しいところだ。また誤解を与えないように、極論にならな

いようにという部分は気を付けたい。 

 

○  １１月１５日（木）の地球イチバン「地球でイチバンお母さんにやさしい国～ノル

ウェー～」について、ノルウェーは８割が、母親業と仕事とをうまく両立させており、

世界一お母さんに優しい国といわれていることを、さまざまな角度から伝えていた。

男女共同参画時代といわれている日本だが、ノルウェーとの格差はまだまだ大きく、

追いつくまでは時間がかかると思った。このノルウェーと日本の違いを、スタジオ

トークなどで鮮明に問題提起するなど、女性側から考えさせられる、中身のある番組

だった。 

 

○ １１月１６日（金）の情報ＬＩＶＥ ただイマ！「これが未来形！？お墓新時代」

について、家族の多様化が進み、自分自身の死後のことはちゃんと整えておこうとい

う”終活”などのテーマを民放も含め好んで取り上げる現象はよくわかるが、死や葬

送という話題は、はたして情報なのかと思う。日本は無宗教の国かもしれないが、墓

参りは大変熱心であり、見方を変えると壊れかけている家族共同体をかろうじてつな

ぎとめている装置という側面があると思う。その貴重な装置さえも、極めて東京的な

価値観だと思うが、少子化、単身化、無縁化という文脈のもとに、パッケージ化やパー

ソナル化を進めていくことが、葬送の消費化を促進しているのであって、この番組の

ようにＮＨＫがそれに迎合することに違和感がある。 

 

（ＮＨＫ側） 

宗教をめぐる番組は、Ｅテレやラジオ第２では放送しているが、先ほ

ど出た死生観の話について、ｉＰＳ細胞も一つのきっかけになるので、

総合テレビでもより多くの人に見てもらえるような番組を作っていく

ことは、大きな使命の一つだと思っている。 

 

○ １１月１７日（土）「デザイン あ」について、視点がマニアックであるがゆえに、

非常に作り手の意気が伝わってくる番組で、ＮＨＫでしか成り立たない。この番組の

ホームページも力が入っていて、ホームページだけでも十分なコンテンツとして確立

しており、非常に力の入った番組だと感心した。 後に「デザインの人」というコー

ナーがあるが、例えばそこにお坊さんや医師とか、企業家などが出て、そういう人が

持っているデザイン観をうまく引っ張り出せればさらに番組が深くなるのではないか

と思う。 
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○  連続テレビ小説「純と愛」について、相変わらずの主人公のドタバタぶりや言葉づ

かいは気になるが、ストーリー展開が思いがけないものなので、明日はどうなるかな

と思って見てしまう。ただ、主人公は困った時に、すぐ「おじい」に思いをはせるの

だが、「おじい」のイメージがあまり湧いてこない。理想のホテルがおじいの魔法の

国とか、主人公の心の中でおじいの比重が大きいことは分かるが、視聴者はおじいが

何者なのかが具体的なイメージとして湧いてこない。多くの視聴者もそう思っている

のではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「純と愛」について、相変わらずドタバタながら、

結婚をして、２人は少し大人になったのではないかと思っている。お

じいのイメージについては、これからも純が困った時は、おじいに語

りかけるような心の声が続いていくが温かく見守ってほしい。 

 

○  「バラエティー生活笑百科」について、長寿番組で、オール阪神・巨人など名前を

聞いただけでおかしくなるような漫才師が出てくるなど、土曜の昼間に家にいる時は

必ず見る、大好きな番組だ。非常にためになると思っているが、毎月の視聴者意向を

見ると、不評意見が多い。なぜ不評が多いのか、好きな番組なので教えてもらいたい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

         「バラエティー生活笑百科」の不評意見については、出演者に対す

るものがある。また、マンネリ化を指摘する声や、答えが棒読みになっ

ているといったものもある。出演者への意見のほか、構成などの不評

意見については現場に打ち返して、改善を促すなどの対応をしている。 

 

○ 京都制作で放送された番組、１００分ｄｅ名著「鴨長明“方丈記”」は、興味深かっ

た。方丈記は自然災害などを記した先駆的なものではないのかという指摘は、大変興

味深い。 

 

○ １０月６日(土)の「京都のこれから」（総合 後 7:30～8:43 京都府域）について、

非常に取り組みとしては面白く、良いところをついている。町屋が次々とつぶれていっ

ている中で、町屋の風情を残そうと、旅館に作り替えたりするなどして町屋を保存し

ていこうという動きのほか、京都府全体の問題でもある人口減少の問題を取り上げて

いたことも非常に良かった。こうした番組は、１回で終わらず、何回も色々な議論を

してほしい。 
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○ 「京都のこれから」について、生放送でメールやツイッターなどで届けられた情報

を画面に表示させながら番組に反映させていくというある意味、意欲的な取り組み

だった。しかし、どうしても段どり先行で、京都が抱えている表面的な問題や課題に

終始してしまったというところがあった。興味や関心をひくということでは成功した

と思うが、視聴者をうなずかせるということにはなっていない。そういう意味では、

継続的にデイリーのニュース企画などでもさまざまな角度から取り上げていってもら

いたい。 

 

○ １０月１５日(月)・２２日（月）のおうみ発６１０内「防災ピックアップ」（総合 後

6:10～7:00 滋賀県域）について、いずれも６分程度のコーナーだが、短い時間にポイ

ントをしぼって、よくまとめられていた。地域局の地道で継続的な取り組みというの

は、地域のための放送局として、評価されるべきだ。しかし、放送自体は一過性のも

のなので、各地域での実際の防災の取り組みや防災教育を行う際に、こういう放送の

ＶＴＲが活用できれば良いと思った。 

 

○ １０月１９日(金)のかんさい熱視線「なぜ被害は拡大したのか～検証 姫路・化学

工場爆発～」について、消火にあたった消防署員の証言や専門家たちの話も分かりや

すく、また映像でも表現されていて事故の恐ろしさが分かった。一歩間違えれば、こ

のような大惨事になると再認識させられた。 

 

○ かんさい熱視線「なぜ被害は拡大したのか～検証 姫路・化学工場爆発～」につい

て、これはひとえに、この会社の認識の甘さ、消防隊への連絡の不備というところに

尽きる感じがした。今回の事故はアクリル酸を一時的に貯蔵するタンクで起きたとい

うことだったが、結果的に企業側が消防局にアクリル酸の特徴を伝えていなかったと

いうことが被害を拡大させた一つの原因だったという話だった。堺市消防局内には、

企業から提出されたさまざまな化学工場の化学物質の特徴の資料があり、どのような

状況でどのような反応をするのかということがマニュアル化されていると紹介されて

いたが、今後はそのようなきちんとした形の防火体制を消防局と企業とが連携して

やっていかないといけないと思った。二度と今回のような大惨事が起こらないように、

対策をきちんと取っていく必要があることを警告するなど、非常に良い検証番組に

なっていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

かんさい熱視線「なぜ被害は拡大したのか～検証 姫路・化学工場爆

発～」については、事故の発生が９月末で、放送が１０月１９日(金)と
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いうことで、短期間での制作だった。安全管理がどうなっていたのか、

情報伝達はどうなっていたのか、企業側をはじめ取材が難航した中で情

報を得ながらの制作だった。さらに、アクリル酸の化学反応の実験の映

像は、あえて実験をしてもらい、どういう現象がおきるのかというとこ

ろまで放送で紹介するという工夫も試みた。引き続きニュース等で何が

原因でどこに課題があったのか、継続取材をしていきたい。 

 

○ １０月２０日(土)の奈良特集「こころの風景を旅して～松坂慶子が行く 奈良 万

葉の道～」（総合 前 10:05～10:48 奈良県域）について、奈良県のみでしか放送され

ていないというのが、信じられないくらい豪華なキャストだったが、松坂慶子さんの

女優ぽくなく、おっとりとした雰囲気に好感を持った。映像については、青空のまぶ

しいくらいの奈良の美しさを引き出していて、非常に良かった。番組の中で視聴者か

ら募集していた「わたしの奈良、心の風景」についてのコメントと写真が紹介されて

いたが、番組内容と非常にマッチしていて、これだけ取りだして放送しても良いかな

というくらい素敵な出来だった。ぜいたくな内容で、麿赤兒さんの山辺の道のエピソー

ド、笑い飯さんと古墳など、いろいろな取り合わせで、非常に楽しく見た。 

 

（ＮＨＫ側） 

地域番組を全国放送する「ローカル直送便」という番組があるが、奈

良局は、奈良特集として「古事記を描く～画家・絹谷幸二が挑む神話の

世界～」も制作しており、こちらの番組が１１月２９日(木)に放送にな

る予定である。「こころの風景を旅して」も非常に良い番組なので、機

会があれば近畿ブロックでの放送も検討をしたい。 

 

○ １１月４日（日）のビジネス新伝説 ルソンの壺「“振って”支えろ！日本のモノづ

くり」について、オイルショックで経営破たんする寸前だった会社を再生したプロセ

スを、会長自らの哲学に照らし合わせて語る姿に、昨今、やや少なくなってきている

肝の据わった度量を持つオーナー経営者の姿をかいま見た気がした。また、司会の上

田早苗アナウンサーとナビゲーターの中島さなえさんが柔らかな雰囲気を作りながら、

会長の人柄とお話をうまく引き出していたのも良かった。 

 

○ １１月９日(金)のえぇトコ「発掘！ふるさとグルメ～清流が育む秋の味覚 和歌

山・古座川～」について、行ってみたいと思いながらも行けなかった地域が見られて

良かった。ただ、出演者の選定には疑問がある。今回の出演者の作る料理は必ず化学

調味料が入っているのだが、古座川の自然を見せつつ、化学調味料で調理することは、

大変残念だった。 
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○ １１月１６日（金）のえぇトコ「文珍・南光の発見！ふるさとの宝～滋賀・彦根市～」

について、彦根には良い遺産が沢山あるので、もっと見せるものがあったのではない

か。以前、「えぇトコ」に角淳一さんが出演している回を見て思ったのだが、インタビュ

アーとして個性のあるＮＨＫアナウンサーを育ててもらいたい。 

 

○ 「ラジオにタッチ！」について、非常にユニークな取り組みだと思っている。ラジ

オドラマ「６ＣＯＬＯＲＳ」も楽しく聞いている。画期的なのは、「ラジオにタッチ！」

のホームページが６局共通のアドレス「osakaradio.jp」となっており、こういうこと

が大阪でできているのは興味深い。阪神淡路大震災と東日本大震災を通して、ラジオ

というメディアが持っている力というのは、時に大切な人の命や財産を守ることがで

きると認識されているからではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ラジオにタッチ！」について、ラジオにあまり接していない若い世

代に、ラジオに興味を持ってもらおうと、在阪のラジオ局が垣根を越え

て行っているキャンペーンで、長期のスパンで、やれることはなんでも

やろうと思っている。その中心が、小栗旬さんと蒼井優さんが出演する

６話シリーズのラジオドラマだ。その他にもタレントやディスクジョッ

キーの名前から番組が検索できるデータベース機能を持った共通サイ

トを作ったり、町でキャンペーン隊がティッシュ配りをしたりと地道な

活動もしている。このキャンペーンを通じ、去年からＮＨＫの担当者と

民放の担当者とが、相当濃密な付き合いになっており、災害時の協力関

係も含めて、来年以降もさまざまな形で展開ができるのではないかと期

待している。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１０月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１７日(水)、ＮＨＫ神戸放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、連続テレビ小説「純と愛」（１）～（６）

を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、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 ）  

 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

弘本由香里 

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

吉岡 幸雄（染織史家） 

 

 

（主な発言） 

 

＜連続テレビ小説「純と愛」（１）～（６） 

（10 月 1 日(月)～10 月 6 日(土) 総合 前 8:00～8:15）について＞ 

 

○ あれほどにぎやかで大きな声のドラマを朝から見たいのかなというのが率直な意見

だ。ストーリーの中にリアリティーがなく、オーバーな表現が多い。例えばホテルの

社長がエレベーターの前で彼女と会うとか、普通では考えられないような場面がいく

つも出てくる。それから、純が理想としているホテルが何度も出てくるが、そのよう

なイメージが我々のところに湧いてこない。朝の時間は全ての年齢層が見ている時間

だと思うので、もう少し、リアリティーのある番組を作ってほしい。 

 

○ 今までの「連続テレビ小説」らしくないという印象だ。私にとって、“らしくない”

というのは、期待を裏切られたというよりは、予想外だけどなぜか楽しんでいるぞと

いうような意味だ。確かに騒がしいというか、元気で丁々発止なところもあり、いつ
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もはおっとりしたトーンで貫かれる「連続テレビ小説」のイメージではないという受

け止め方だ。動きが早い部分と静かな部分の変化が非常に絶妙で、全体的に非常に綿

密に計算されていて、私は興味がますます湧いてくる。そういう意味では、中心的存

在となる純と愛の関係も、純が猛スピードなのに対して、愛がブレーキをかける静寂

感があったりして、映像のスピードの展開も同様で、静と動のコンビネーションが心

地よい。 

 

○ これは“朝ドラ”ではなく、“夜ドラ”だと受け入れられるのかなという感じだ。「連

続テレビ小説」の放送時間帯というのは、爽やかな朝を迎えて、今日１日頑張ろうか

と言いながら、慌ただしい１日のスタートを切る時間だ。私の家庭では、時計代わり

にテレビを付けていて、そこに「連続テレビ小説」が流れて来る。これがほとんどの

家庭の日常だと思うが、その時に、淡々とした内容というのが「連続テレビ小説」に

対する私のイメージだ。このような中で、１日目から、父親と主人公のヒロインが怒

鳴り合うということで、これはどうしたことだという感じがした。連続テレビ小説

「カーネーション」も非常に慌ただしいシーンもあり、どぎつい言葉づかいもあった

が、セリフそのものが印象に残るというか、印象に残る言葉が結構あったという気が

した。連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は日常生活を淡々と描いていて、安定して、

平静な気持で見ることができた。それに比べると「純と愛」は、この１週間だけでも

純が１人で駆けずり回っていて、見ているだけで疲れる。 

 

○ 主人公の純は、おじいの魔法のホテルのようにお客さんに喜んでもらおうと思って

いて、性格は直線的で行動も型破りで、「梅ちゃん先生」や「ゲゲゲの女房」のヒロイ

ンと比べるとほんわかとした温かさのある雰囲気とは違う。「純と愛」はテンポと迫力

のあるドラマだと感じていて、戸惑っている。始まったばかりなので、家族のばらば

らの状態、職場の難しさや、人間関係の難しさ、愛との関係の発展など、ハラハラし

ながら見ている。特に、武田鉄矢さんをはじめ、バラバラの家族がこれからどのよう

に表現されていくのだろうかと思っている。私は自然が好きだが、海岸を映すだけで

はなく、沖縄の美しい自然をもっと映してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

これまでは、昭和を描くドラマを続けてきたが、昭和ものばかりやっ

ていても企画はそのうちやせ細っていくだろうということで、今回は現

代劇に挑戦した。２人のラブストーリーとして見ていただけたらと思う。

孤独な２人が寄り添っていくというストーリーが今後展開されるので、

楽しんでいただけたらと思う。 
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○ 朝のちょうど良い時間帯なので、リアルタイムで見ている。物語の展開に意外性が

あり、毎回、明日はどうなるのかなと楽しみにしている。確かにこのようなことは現

実にはないだろうと思いながら、これはドラマだからと、ある意味納得しながら見て

いる。主人公が心に思ったことを押さえられずに、口に出しては行動に移してしまう

ということは、現実の新入社員としてはないだろうと思う。しかし、思ったことを口

に出せたら良いなという考えは誰しも潜在的に持っているので、多くの視聴者の支持

や共感があるのではないか。 

 

○ 今までの「連続テレビ小説」とは違う主人公像で、当初はあまりの主人公像の違い

に違和感があった。私が「連続テレビ小説」を見る時間帯というのは、ＢＳプレミア

ムの朝の７時３０分からの放送なのだが、今回の作品というのは、朝から元気をもら

える作品だと感じている。コメディータッチというかとてもテンポが速く、純は正義

感が強くバイタリティーにあふれ、純の不器用な純真な気持ちに、日に日に共感でき

るようになってきた。しかし、これまでの意見にもあったように、作品の中には現実

にはありえないと思われるシーンが多くあるが、それも素直に受け止めて見ているの

で、次の場面の興味にかえってつながっているように思っている。それから、荒井良

二さんのアニメも今までとは違ったタイトル画なので、この作品の雰囲気というのが

十分出ていると感じている。ナレーションも夏菜さんの声だと知り、情感が込められ

ているように感じる。それ以上に注目しているのが、カメラワークの工夫が随所に見

受けられることだ。主人公の表情のアップというのは、今までの「連続テレビ小説」

より、かなり多用されていると感じる。他人とかかわらずに生きている特殊な能力の

持ち主である愛について、特に１～２週目の前髪が長くて、おどおどした目で見上げ

るカメラの位置が印象に残っている。番組末尾の写真館は、「連続テレビ小説」という

作品にマッチした試みであり、楽しみの一つとして、番組の 後まで見ることができ

る。 

 

○ 「連続テレビ小説」で、毎回違うものを作るのは大変なことだと実感している。前

作と際立って違わないと、視聴者も飽きるだろうから、それにどう応えていくか。

物語設定を新規のものにしていくとか、現代を舞台にするとか、映像表現を工夫し

たり、さまざまなことを試みていると感じる。その試みの中で、このドラマは現代

が舞台なのでロケを多用しており、見ていて自然に風景が目に入ってくる。特に大

阪の人間にとって見慣れている風景がうつるのは、非常に新鮮だと思う。新鮮なロ

ケの映像と明確なコントラストで、非現実的な物語が設定されているのはある種の

狙いだと思う。主人公のナレーションで進めていくことについては、明確な意図が

あっても、若干違和感をおぼえる部分もあり、賛否両論があると思う。しかし、演

出家や脚本家の考えを想像すると、主人公の孤独を軸にして物語を作っていくとき



4 

に、どのように孤独を表現するかと考えると、本人に語らせるというのが１つの手

法として考えられると思った。これからナレーションの質がどう変わっていくかと

いうことに、彼女の成長が見えてくると思う。ヒロインの成長をいかに描くかとい

うことの仕込みみたいなものを、今の時期に描いているのだと思っている。「連続テ

レビ小説」は、ある種の社会規範をオブラートに包んで優しく伝えていくというよ

うな役割を多分に持ってきたものだと思う。このドラマでは、一人ひとりの人間が

バラバラになっていく社会の中で、いかに絆を作って成長していくかというある種

の新しい社会規範の形を見せていくのだろう思っている。主人公がどのように成長

していくのかというプロセスを視聴者は味わっていけばいいのかと思う。 

 

○ ホテル業界で働く私から見て、実際、純のような新人が来ると困る。実際に上司に

何の相談もせずにクレーム処理することが、いかに大変なことを引き起こしてしまう

かということについては、現場に出るまでに十分にレクチャーされると思う。しかし、

現場では実際にやらざるを得ない部分もあり、全体的には非常にドタバタとしたイ

メージはあるが、感情的には共感している。 

 

（ＮＨＫ側） 

愛が目をおどおどさせる、前髪を垂らしてそれごしに見るというのは、

演出スタッフと風間さんのアイデアで作ったキャラクター像だ。また、

バタバタしているし、純のため口が多いという批判もある一方で、自分

の思っていることをスパッと言ってくれて、すっきりとするという声も

ある。賛否を含めていろいろな声を聞くとそれだけの関心や注目を受け

ているのだろうと実感している。このドラマが３～４週目と進んで行っ

て、だんだんと愛の背景とか、純の背景とか出て来るが、なるほどと思

うことが結構ある。そういうことにより、このドラマに共感を持ってく

る人が増えてくるのではないかと期待している。 

 

○ 前回の「カーネーション」がこれ以上ない大阪らしさを打ち出して成功したのに対 

し、出だしを見た限り「純と愛」については、関西色は強くない。しかし、ホテル内

の人間関係は、キャラクターがゆたかでちょっと謎めいていて、今後の展開は面白そ

うだ。愛は１週間見た限りは不気味度の方が高いが、これからストーリーをどう運ぶ

のか、見ている方の関心はそこに集約するのだろう。大阪らしさという点では、中之

島あたりの水辺が美しく描かれており、好感が持てた。 

 

○ 「連続テレビ小説」の既成概念を打ちくずすもくろみに視聴者がどのように反応す

るのかが大変気になるところである。長年、「連続テレビ小説」に親しんできたものと
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しては、ドラマの中で展開される日常生活に密着したさまざまな出来事に、視聴者自

らの生き方を照らし合わせながら共感と感動をもたらしてくれるイメージが強かった。

しかし現時点では、それと比較すると愛の現実離れした能力やコメディータッチの大

げさな感情表現の純のキャラクターは、やや違和感を感じる。また、そんな違和感が

番組全体をバタバタとした、せわしない印象に仕上げているような気がする。ナレー

ションも心の声として主人公が担当しているが、もう少し落ち着いた大人の雰囲気の

声が入れば全体の調和が取れるのではないだろうか。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ９月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」について、大

阪にある全国でも珍しい病院で、出生前の検査で、胎児にダウン症などの障害がある

場合に出産をどうするのかという説明を受けて判断をする夫婦を取材している。今ま

でこのような突っ込んだ取材があったのかと思わせるくらい、プライベートなことを

院長と話し合っている様子が紹介されていた。家族も加わって話し合いをする中で、

子どもを産むか産まないかの２組の夫婦の葛藤には、驚くほどのリアリティーがある。

特に二分脊椎症の人の夫婦と両親の葛藤が、非常に迫力があり、リアリティーがあっ

た。この番組に対しては敬意を払いたい。また、取材に応じられた人にも同じ気持ち

だ。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」について、この番組のベースを

さかのぼると、平成２３年１１月２５日(金)のかんさい熱視線「生まれてくるはずの

命が・・・～進むエコー検査の波紋～」から始まり、４月２０日(金)のかんさい熱視

線「いのちをめぐる決断～出生前診断 ある家族の記録～」の中心部分が今回の「Ｎ

ＨＫスペシャル」のコアになっていた。エコー検査に関わる技術の進歩や、母体の血

液で染色体異常が９９％の確率で分かるという診断が可能になり、社会的にも高齢出

産が進み、胎児の障害への心配が生じるなかで、今だからこそ考えておかなければな

らない社会的な課題として提示していることを評価したい。技術の進歩だけではなく、

医師と患者のコミュニケーションのあり方なども含めて、大きな社会問題としてとら

えるべきだということを認識させてもらえた。大阪放送局が中心となって展開してい

る「子どもを守れキャンペーン」とも密接に連動していると思うし、全国に向けてこ

の問題を発信するという流れを作っており、本当に良いことをしていると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「出生前診断 そのとき夫婦は」については、「かん
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さい熱視線」では去年の秋と、そしてそれを継続する形で、今年の春と

で２回放送する中で、貴重な映像含め展開できるのではないかというこ

とから、追加撮影をしながら作りあげたものだ。手間がかかっていて、

取材者のディレクターや制作過程ではアナウンサーも含めて、クリニッ

ク側、当事者、当事者の家族を含めて協力を得ていくというハードルの

高いところをクリアして放送を出すことができた。命の尊厳について、

それから一方で医療・技術の進歩について、命を巡る決断という私たち

がこれまで想像したことのない部分にこれから直面していくのだと思う。 

 

○ ９月２３日(日)のＥＴＶ特集「シリーズ チェルノブイリ原発事故・汚染地帯から

の報告」について、東日本大震災の不安の１つに、低線量被ばくの将来的な影響があ

るということは幾度となく聞いたことがある。２６年前の原発事故の影響で、ウクラ

イナでは、線量が低いとされてきた地域でも原発事故後に生まれた子の中に、慢性疾

患に苦しんでいる子どもが大勢いる実態を生々しく報じていた。東日本大震災の被災

地にとっても、この点は重くのしかかる課題でもあり、そのことを思うと悲痛な思い

で見ていた。被災者に恐怖心を植え付けるのではなく、これからも情報提供の場とし

て報道の必要性が高いので、繰り返し切り口を変えて放送していただきたい。 

 

○ 「ためしてガッテン」について、生活に密着したテーマの中から知っているようで

知らない事や、新しく分かった事も取り上げ、専門家の解説も交えて分かりやすく説

明している。９月２６日(水)に放送された「まさかコイツが原因！？ アルツハイマー

新予防」は、見ていて良かった。毎週、テーマを選んで制作するので大変かと思うが、

大変有益な番組なので、これからも楽しみにしている。 

 

○ 「時論公論」について、この番組を見てから寝ている。その時々の問題について非

常に分かりやすく、当面の課題や今後の見通しなどを短い時間の中で分かりやすく解

説しており、毎回なるほどと思いながら見ている。ただし、時には大事なことが抜け

ているのではないかと思うこともある。９月２７日(木)の「どん底日中関係」におい

て、中国が沖縄県・尖閣諸島に対する主張を強めている背景には、近年、経済力や軍

事力が伸びて来たということが背景にあるという解説だったが、たしかにそうだろう

と思う。ただ、尖閣諸島周辺で石油資源が発見されたことで、中国が領有権の主張を

始めたというのが、それまでにいろいろなところで聞かされてきたことなので、そこ

に触れないのは何か意味があるのか、どうしてなのかという疑問が残った。 

 

○ ９月２９日(土)の「矢沢永吉 ６３歳のメッセージ」（総合 後 11:00～11:59）に出

演をしていた有働由美子アナウンサーは非常に魅力的だと思う。有働アナウンサーの
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ような個性のあるアナウンサーが、本音についてズバッと聞くと、聞かれた人の思い

切った部分も出てくる。気ばかりつかって番組を作っているよりも、ズバッと本音を

聞くような番組作りが時々あってもいいのではと教えられた。 

 

○ １０月１日(月)のアスリートの魂「無心で“前へ” 大相撲 舛ノ山大晴」につい

て、舛ノ山関は相撲一途に頑張っていこうとしていて好感が持てる。この人には心臓

疾患があり、できるだけ勝負を早く終えなければいけないので、速攻相撲を信条にし

ているとのことだが、この秋場所の戦いに、良く密着をして取材をしていた。１０月

８日(月)には、プロ野球の小久保裕紀選手を取り上げていたが、この番組は、スポー

ツという切り口での生き方や生きざまを紹介し、非常に共感を呼び起こす。また、教

えられることも多く、楽しみにして見ている。 

 

○ １０月３日(水)の探検バクモン「ニッポンの空の舞台ウラ」について、大人の社会

見学と称して、爆笑問題の２人が羽田空港のふだん入ることのできない２４時間体制

の空港の指令室などに潜入していた。見る側としてもとても興味深く、子ども目線で

も楽しませてくれたと思う。 

 

○ １０月７日(日)のＮＨＫスペシャル「東日本大震災 除染 そして、イグネは切り

倒された」について、南相馬市での１年間の除染作業を取材していた番組であった。

周辺住民の反対で放射線の廃棄物の保管の仮置き場が確保できず、経費がかさんでい

るなど事後処理の課題が山積しているということだが、周辺住民の気持ちも分かるた

めに、いたたまれない思いで見た。放射性物質が付着している可能性があるとして、

立派な屋敷林が切り倒されている様を目にし、先祖伝来の財産を無くしていく苦痛が

よく伝わってきた。この大惨事を風化させないためにも、追跡取材をしていき、いろ

いろな形で報じてほしいと、このような番組を見るたびに思う。 

 

○ １０月７日（日）のサキどり↑「人気爆発！エンディングノート」について、東日

本大震災の発生を機にこのノートが広まりつつあることは知っていたがここまで人気

が高まっているとは驚きであった。また、このノートに対する私のイメージは、遺言

状の簡易的なものだと思っていたが、そのイメージを大きくくつがえすさまざまな活

用方法があることを知り、視聴者の多くも大いに関心を持ったのではないだろうか。

とりわけ若い世代がこのノートを活用してみずからの半生を振り返り、今後の人生に

対しての向き合い方を考えることは、充実感ある人生を過ごす良いきっかけになるよ

うな気がした。後半に放送された高齢者介護施設での高齢者の方々の姿は、その必要

性を特に強く感じさせるものだった。 
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○ １０月１２日(金)からＢＳプレミアムで放送のＢＳ時代劇「猿飛三世」について、

近は見る機会がどんどんと減ってきている痛快忍者アクション時代劇で、1970 年代

後半から 1980 年代前半に熱心によく見ていた頃の時代劇の勢いを感じることができ

大変良かった。本格的なアクションをテレビで見られるのも非常に魅力的である。 

 

（ＮＨＫ側） 

「猿飛三世」について、子どもも見られるような分かりやすい痛快さ

を追求している。 

 

○ Ｅテレの「バリバラ～障害者情報バラエティー～」を見るようになったが、今まで

の無難な作り方のテレビを子どものころから見て慣れている中で、「バリバラ」が取り

上げるテーマについて、かなり突っ込んで、取材対象の本音や本心に入っているとこ

ろに興味がある。 

 

○ ＢＳプレミアムなどで放送の「シリーズ世界遺産１００」について、わずか５分だ

が、楽しみに見ている番組の一つだ。この前は「バチカン市国」の回を見た。なぜバ

チカンにカトリックの総本山ができたのか紹介されていた。地下に聖ペテロの墓が見

つかったことで、このサンピエトロ大聖堂が聖ペテロを祭るためのものということが

分かったことから、バチカンが発達したということだった。相当入念に、時間をかけ

て取材をしていると思った。わずか５分だが、非常に濃縮した形で、この番組は作ら

れている。歴史や地理を学べるということで楽しみにしている。 

 

○ ９月４日(火)のあすのＷＡ！「台風豪雨から１年」について、災害を教訓に地域の

住民がみずから立ち上がり、自主的に高台への避難道路の整備に取り組んだり、被害

を記録した冊子を作成しようとする働きかけに、１万枚以上の被害写真が提供されて

いることなどにびっくりした。しかし、長年住み慣れた場所や仮設住宅に住む被災者

のこれからの不安も丁寧に報道されていたのも印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

あすのＷＡ！「台風豪雨から１年」について、和歌山局はこの１年、   

被災地の復興や復旧に寄りそうという形でしっかりと対応している。１

年は一つの節目であり、まだまだ復興、復旧という意味では、遅れてい

るところもあると聞いている。和歌山局、近畿ブロック内も含めて、引

き続きできるだけのバックアップを行い、現状を伝えていきたい。 
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○ ９月１４日(金)のえぇトコ「綾戸智恵の女子旅～ステキな神戸ＪＡＺＺ～」につい

て、気軽にジャズを楽しめる番組になっていた。私もジャズのライブをのぞくことが

あるが、神戸はライブをするところがかなり沢山ある。いくつあるかは把握できてい

ないが、それくらい神戸はジャズが活性化していると言っても大げさではない。プロ

だけではなく、アマチュアも熱心で、この番組では甲南高校と高砂高校のジャズのフ

ルバンドが出ていたが、両方とも実力派ということで、プロも顔負けの迫力ある音を

出していた。また、案内役の綾戸智恵さんが一緒に歌うことにより、ジャズバンドも

引き立つ感じがした。番組の中で、実際に数か所のライブハウスを巡り、ライブハウ

スは多くあるという話だったが、ライブハウスの分布地図を見せて、これだけあるの

ですよと示したら分かりやすかったのではないか。 

 

○ えぇトコ「綾戸智恵の女子旅～ステキな神戸ＪＡＺＺ～」について、ジャズはレト

ロな場所で中高年の男性が楽しんでいるというようなイメージがあった。しかし、こ

の番組では、異人館で有名な神戸の北野界隈で、ジャズをあまり知らない若い女性達

が明るいインテリアの店で気軽に聞いて楽しんでいて、ジャズファンも増えていると

いうことが紹介されていた。綾戸さんは関西弁の気さくな喋り方で、高校生に対して

ユーモアも交えながら、適切なアドバイスをしていて、関西人だなという親しみを持っ

て聞いた。ジャズの本場として、高校生のレベルの高さを一般の人にも再確認しても

らえたのではないか。今回はジャズにスポットが当っているが、自分としては今まで

接することがなかったものにふれることができて良かった。特に高校生の若い人たち

にとって、直接プロに指導を受けるというような経験は良かったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

神戸局は、トアステーションという公開スタジオがあり、そこで毎週

１回、ジャズライブを開催して、平日１８時台の「ニュースＫＯＢＥ発」

の中で放送している。日本のジャズ発祥の地ということでジャズを取り

上げ、神戸の放送局らしさを打ち出すことができているのではないかと

思っている。今回、どのように番組化するかという検討の中で、綾戸さ

んが神戸を旅して、その中で高校生とふれ合っていくというコンセプト

と、ジャズは中高年の男性のものというイメージがある中で、そのイメー

ジを少し変えたいということで綾戸さんと荒山さんの女性２人が“女子

旅”としてジャズのスポットを訪れるというコンセプトで結果的にこの

ような番組になった。神戸局としてはこれからもジャズを積極的に取り

上げて、神戸局らしさを出しながら、地元の振興に協力できたらと思う。 
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○ ９月２１日(金)のショートドラマ「石坂線物語 Ｖｏｌ．１華の火」(総合 後 7:32～

7:57 滋賀県域)について、大筋においてはまずまずの出来であった。ただ、登場人物

がドラマの中で果たしている役割が、リアルタイムで１度見ただけでは分かりにく

かった。わずか２５分の短いドラマの中に詰め込み過ぎたように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

ショートドラマ「石坂線物語 Ｖｏｌ．１華の火」について、ちょっと

分かりにくいところはあるが、非常にきれいな映像のドラマになってい

る。近畿ブロックでも、年度の終わりくらいにまとめて放送する計画な

ので、その際にまた見ていただき、意見をいただきたい。 

 

○ ９月２１日(金)かんさい熱視線「仏教に何ができるか～薬師寺 被災地での写経～」

について、伝統的な宗教の現場の方が、大災害にどのように向き合ったのか、大谷徹

奘さんという一人の僧侶の修行の記録として見た。伝統的な宗教者の人々が、どのよ

うに向き合っているのか、非常に関心を持っているテーマでもある。いろいろなパター

ンがあるかと思うので他の事例も見てみたい。今回、大谷さんが非常に赤裸々に話を

していた内容が興味深く、その後についても何らかの形で見たいと思った。 

 

○ ９月２８日(金)のかんさい熱視線「性犯罪 “犯行サイクル”を断て」について、

この番組では、日常生活の悪循環が、性犯罪サイクルにすり替わっていってしまうと

いうことを一番問題視していたように思う。再犯防止の中で、問題をどう解決してい

くのか、という再犯防止の視点からのアプローチもあるが、そもそも性犯罪が一番深

刻なのは、被害者が非常に大きな傷を負ってしまうということだ。同じような動機で

行われるスリや万引きとは全く違う被害である。被害者に及ぼす影響の深刻さからす

ると再犯防止も必要だが、そもそも初犯を防ぐことがとても重要だと思う。増えるこ

とはあっても減ることはない状況の中で、再犯の問題だけを取り上げているというの

は、少し視野が狭すぎるように感じた。深刻な被害を生むことにもっと配慮すべきか

と思う。初犯を防ぐための社会作りとは、どうしたらいいのかをもう少し掘り下げて

いく必要があるかと思う。 

 

○ かんさい熱視線「性犯罪 “犯行サイクル”を断て」について、論理的に分析的に

自分を見直すという手法が日本人にどこまで可能か未知数だったが、今回のＴＣユ

ニットは画期的だと感じた。こういうプログラムを理解できるには一定の学習力が必

要な気がするし、自分を客観的にとらえ直すにも知力がいる。性犯罪者の知能という

点に関心がわいた。ただそういう施設内の再犯防止策が、社会に出てから役立つかは

未知数であり、受刑者個人の問題というより、それを受け入れる社会の問題の方がは
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るかに大きい。「地域の中に再犯させない仕組み」とはその通りであり、社会復帰後の

支援として、このたびの大阪府の施行は意義が大きい。 

 

○ かんさい熱視線「性犯罪 “犯行サイクル”を断て」について、表面化しにくいこ

の種の犯罪の増加とともに、従来の衝動的な犯罪とは異なる、個人のゆがんだ達成感

を得るためにゲーム感覚での緻密な計算のもと巧妙な犯行が繰り返されていることに

大きなショックと嫌悪感を抱いた。専門家による犯行サイクルの詳細な分析や島根の

刑務所における再犯防止の取り組みなどが分かりやすくまとめられおり、犯人の心の

弱さを社会全体でいかに救うかが、大切だとも感じ取った。しかしながら、もし、被

害者およびその関係者が視聴したときにはどのような気持ちを抱くのかが気になると

ころであった。 

 

（ＮＨＫ側） 

かんさい熱視線「性犯罪 “犯行サイクル”を断て」について、１０

月 1 日から大阪府で性犯罪防止条例が施行され、施行に合わせるタイミ

ングで放送をした。指摘のように、刑務所に服役した人を対象にした条

例ということもあり、再犯防止ということを後半は強調していたという

ことは確かだと思う。被害者の傷や気持ち、どのように受け止めていく

のか、初犯をどう防いでいくのか、社会的な広範な対応が必要である。

このあたりのことは条例が施行されたことを踏まえて、継続して取材し

ていくテーマだと考えている。 

 

○ ９月２８日(金)の「あほやねん！すきやねん！」について、歌手の中村美律子さん

が出演していて、楽しく見た。若い出演者は、中村さんに対して敬意を持ちながらトー

クを繰り広げ、中村さんは若い出演者に対して自然なやりとりをしていて良かった。

世代間の交流を目の当たりにでき、「あほすき」の取り組みの一つとして良いと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「あほやねん！すきやねん！」について、視聴率にはすぐに跳ね返っ

てこないが、試行錯誤をしているので引き続きご覧いただきたい。 

 

○ １０月５日(金)のえぇトコ「角淳一おもてなしデート ～なにわの沖縄 大阪・大

正区～」について、角淳一さんは２回目の出演だが、ほんわかとした関西弁で、沖縄

出身の夏川りみさんと一緒に大正区を歩いた。大正区には沖縄県出身が多く住んでい

るが、沖縄そのものというよりも、違った意味での沖縄が見ることができたという感

じだった。その中で豚のホルモン焼きを取り上げていたが、沖縄と大阪の食文化が合
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わさっていて、大阪らしい感じがした。 

 

（ＮＨＫ側） 

「えぇトコ」について、視聴率も良くなっているので、引き続き定着

を目指して頑張っていきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年９月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１９日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度後半期の国内放送番組の編成」、「来年度（平成２

５年度）の番組改定に向けた意見聴取」、および「平成２４年度後半期の近畿地方向

け番組編成」について説明があり、意見交換を行った。続いて、事前にＤＶＤを送付

し視聴してもらった、バリバラ～障害者情報バラエティー～「セックスの悩み」を含

め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、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     出川 哲朗（大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

       中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

 

（主な発言） 

＜「平成２４年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「来年度（平成２５年度）の番組改定に向けた意見聴取」について＞ 

 

○ 特集番組の中には、評判がよくて毎週の放送になることもあるかと思うが、一番の

基準は何か？視聴率か？ 

 

（ＮＨＫ側）  

後期については、第１四半期の４月～６月までの新しい番組

を含めた調査、分析をしていて、もちろんそれは外部の調査会

社の視聴率と、ＮＨＫが独自で行っている視聴質といってもい

い調査とを合わせて分析したうえでの改定ということになる。

ただ、後半期改定は手直し程度ということになる。番組制作に

は準備期間が必要なので、今年４月からの状況を反映するのは、
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むしろ来年度の番組改定が中心になる。後期改定については、

例えば、Ｅテレの「ららら♪クラシック」は初心者向けのクラ

シックの愛好者人口が減っているので、少し目線を低くしてク

ラシックファンのすそ野を広げたいということで、４月から始

めたが、やはり本当のクラシック愛好者には物足りない部分が

あり、是非「Ｎ響アワ―」のようなものもやってほしいという

要望が、４月以降寄せられたので、後期からは、早速その要望

にお応えしようとしている。ＮＨＫ全体としては視聴者に比較

的受け入れられていて、特にＢＳの２波についてはデジタル化

以降、受信機の普及で非常に見てもらえる環境が整っており、

オリンピックの影響もあるが、より見てもらえるようになって

いる。特にＢＳプレミアムの番組は非常に見ごたえがあるなど

評価が高まっていて、色々な事情により番組が入れ替わっても

いるが、引き続き質の高い良い番組を放送していこうという編

成になっている。 

 

○ 平成２４年度前半の番組編成全般をみると、東日本大震災後の社会を意識したさま

ざまな取り組みが実感できる点が特徴で、来年度の番組改定においても、東日本大震災

の記憶を風化させないためにも、この姿勢を維持して欲しい。特に、復興応援番組関連

で、「明日へ―支えあおう―」を中心とした定時編成は、今以上に力を入れてもらいたい。

また、「ＮＨＫスペシャル」においては、鎌田靖解説委員を中心に、大変タイムリーに、

被災地に対する共感を心から感じさせるトーンで、時には国の復興支援政策に鋭く切り

込む形で震災復興関連企画を制作しており、このような取り組みを、来年度編成におい

ても継続するよう希望する。 

 

○ 分権化、行財政改革が進む中で、番組には、市民の問題を把握する力、問題を解決

する力を育む役割が期待される。市民の知の糧となる情報や視点の提供のほか、番組の

企画や制作に市民が関与するといった試みも必要ではないか。くらしに身近で重要な

テーマを取り扱う報道番組は、見る機会を増やすため、平日の深夜の再放送や、番組ダ

イジェストの放送などもあってよいのではないか。グローバル化が進むなかで、文化の

多様性や異なる価値観を受け止めて対話する力など、これまで以上に重要な課題になる。

ＢＳプレミアムでは、芸術文化のコンテンツとして、内外の優れた美術展や建築展など

も積極的に紹介してほしい。また、世帯の小規模化・個人化（ともすると孤立化）が進

むなかで、家族で見るテレビから、番組を介して人と場所や人と人がつながるテレビに、

そのありようや役割が変化してきていることを、より豊かな出会いや生きがいにつなが

り得る、番組プラスアルファの仕掛けが、いっそう工夫されるとよいのではないか。ま
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た、近年、対象世代を絞り込んだ番組が増えているが、異なる世代間の興味を呼び、コ

ミュニケーションを媒介する、テーマや仕掛けの可能性も、考えてみてほしい。 

 

＜バリバラ～障害者情報バラエティー～「セックスの悩み」 

(8 月 17 日(金) Ｅテレ 後 9:00～9:29)について＞ 

 

○  今回の出演者は、それぞれ異なった障害を持ちながら元気に生活されている方々で、

その方たちが語るセックスの話からは、想像以上の悩みがあることや、健常者が普通

に思っていることがそうではなかったと知った。また、障害者が問題の解決に、相当

な努力をしていると知った。障害者にとっては、自分を理解してもらえる人と出会い、

そして、信頼関係や愛情が生まれた時に、その症状に応じたセックスの方法とか、単

にセックスにこだわらない方法などを、それぞれの方が具体的な事例を交えながら、

明るく話していたので分かりやすかった。番組を見て、根底にあるのはお互いの理解

と愛情に尽きるのではないかと思った。社会の中では、圧倒的に多い健常者が、障害

者への表面的な理解だけではなく、見えない部分や内面の部分についても、もっと真

摯（しんし）に受け止めなければならないのではないかと理解した。 

 

○  タブー視されがちなテーマで、しかもプライバシーの問題もあり、取り上げにくく、

取り扱いにくい課題に正面から取り組んで、制作したことに、制作側の英断を感じた。

どの出演者も、変に臆することなく率直に意見を言っているので、本来は深刻な話で

あるのに、さらりと素直に視聴できた。出演者は、自分たちがこうした情報を得られ

ない状況で悩んできた経験があると言っていた。そういう経験から普通なら人前で話

せないことを、恐らくこうした情報に接することのできない多くの障害者やその家族

のためにという思いで、ある種の覚悟を持って、率直にあからさまに話したのではな

いかと感じた。番組の構成も、アニメを入れたり、ドラマ仕立ての部分も入れたり、

ドラマ風のナレーションも入れたりして、いずれにしてもさまざまな工夫をして、全

体としては明るく、視聴者は深刻にならずに抵抗感なく見ることができたのではと

思った。 

 

○  鮮やかな原色を多用したセットの色や、出演者の派手な洋服や、全体的に明るくて

心を開きたくなるようなオープンな雰囲気というのをビジュアル的に作っているこ

とを高く評価している。番組内で挿入される、写真をコラージュしたアニメーション

もかなり丁寧に作っている印象があり、ビジュアル面で、セックスというテーマもい

やらしくなく見ることができる雰囲気作りに成功していると思った。番組では、セッ

クスというものは、生殖的な行為ということと愛し合うという行為、色々な意味合い

があり、形にこだわらないという結論もあった。私が見ながらずっと思っていたこと
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は、セックスってなんだろう？愛し合うってなんだろう？ということだった。コミュ

ニケーションとか心とか体とかいろいろなことについて、これまで考えていなかった

ことなどを、障害者の番組というカテゴライズではあるが、健常者、障害者に関わら

ず気付かせてもらえる構成だった。この番組を見ることで、自分はすごく狭い価値観

の中でしか生きていないなと考えさせられ、大変勉強になった。 

 

（ＮＨＫ側）  

このようなテーマそのものはＮＨＫが取り扱うことはあま

り多くはないのだが、少しずつは発信している。障害者番組で

もこのような形で性のことを取り上げるのは初めてではない。

今回のバリバラでは、バラエティーという枠の中で、障害者の

中で避けて通れない性という大きな問題を取り上げた。出演者

の表現は微妙なところがあるので、編集には気を使った。今後

もこのような題材を取り上げる姿勢は失わないようにしてい

きたい。 

 

○  障害者の性について、正直言ってかなり衝撃的な言葉が連続的に出て来たので、

少々戸惑うこともあったが、出演者の飾り気のないストレートな話し方から、障害者

の悩みの深刻さや真剣な思いが素直に感じ取られ、かえって新鮮味があった。出演者

それぞれの性の事例を明るくテンポよく、あれほど話せるというのは、とても健常者

からは想像できないという思いをしながらも、見終わった後はすっきりと爽やかで、

いやらしさなどはほとんどなく、企画、構成が高く評価できると思った。セックスの

悩みという番組自体、障害者も、健常者にとっても貴重な番組であったと思った。そ

して、バリバラは今後もさまざまな切り口で放送してもらいたい。 

 

○  非常に口にしにくい大胆なテーマだが、一緒に社会生活を送る健常者にとっても、

障害者の方のこの種の悩みを知ることは、重要なことだと感じた。同時に、まだまだ

障害者に対して、過剰に特別視しがちな社会環境だが、障害者と健常者の距離感を縮

めるのに有効なテーマであり、番組だと思った。やはり、社会的に信頼度の高いＮＨ

Ｋ、かつ教育番組を放送するＥテレだからこそできるものだと思う。 

 

○  今回の番組を視聴して、３つほど意見がある。１つ目は、世界の映画作家が悪戦苦

闘して表現したようなものを、軽々と越えていくものはなんだろうかと考えると、当

事者性だと思った。当事者の持っている語りというものに、圧倒された気がした。２

つ目は、同性愛や人工中絶など、多様性のあるアメリカでさえ、結局セクシャリティ

の問題は大統領選の争点になるくらいの重要な課題になっている。イスラム教を研究
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している人から、多様性というのは 終的にはいかに寛容であるかという問題につな

がっているという話を聞いて感動したが、簡単にいうと我慢の度合が低くなっている

ということを、私は時代の呼吸として強く感じている。ＮＨＫが放送するから、さま

ざまな人が見ていて、番組の見方もいろいろとあると思うので、局内的に問題がない

のであれば、このような番組をこれからも作ってもらいたい。３つ目は、この番組が

大阪局制作であることが良いと思った。やはり、何事も東京に一元化されていく流れ

の中で、一元化していくというのは統合していく思想だと思うが、大阪はお笑いだけ

ではなく、その一元化の流れをどう切り返すかという意味で、この番組は企画で勝利

したのではないかと思う。非常に鮮やかにＥテレの番組の中でも異彩を放っている印

象だった。 

 

○ 今回のバリバラも他の番組と同じように意見が言えれば良いのだが、今回はセック

スという内容なので、難しいと思っている。そこで今回は、健常者だけの番組だった

ら、このような番組は成り立つのか、これだけのストレートな言い方をされても許さ

れるのかと考えてみたが、障害者だからこそ、あからさまにセックスの悩みを打ち明

け、生活の問題でもあるからこそ、非常に直接的にストレートな言葉が出てきたとい

うことで許されるのかと思った。障害者のふだんの生活の中で、セックスについての

悩みが重い比重であるということが、出演していた障害者の方から出ていたので、

我々も理解が深まったという感じがした。世界各国には、いろいろな番組があるだろ

うが、このようなたぐいの番組はあるのかと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

当事者性ということで言うと、出演者の人選が成功したので

はと思う。そのあとの編集も気を遣っており、その気遣いもき

ちんと形になったのではという手ごたえはある。東京への一元

化という話もあったが、大阪局ならではの番組ということで、

今後も継続して制作していきたいと思っている。“世界に類似

する番組があるか”という点は、少なくともＢＢＣでは障害者

番組を制作していると思う。世界の公共放送の番組が集まる

マーケットで、この番組の英語バージョンを作成して紹介した

ことがある。興味を持った放送局もあり、まだこの番組を買う

というところまで話は進んでいないが、世界の場においてＮＨ

Ｋでこのような番組を作っているというアピールは少しずつ

している。 

 

○  障害者が社会とどのように向き合って生活をしているのか、建前ばかりではなく、
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本音でその姿を心の内から、ありのままに提示してくれている点に好感を持った。番

組では、健常者においてもなかなか正面から取り上げることが少ないと思われる

「セックスの悩み」についてためらいなくアプローチしていて、視聴しても暗さを感

じさせず、かえってあっけらかんとした印象が残った。一方、２９分という限られた

時間の中では、表面的に多様な意見、見方、感じ方があるという紹介のレベルまでし

か到達できず、この点は限界だと思う。それぞれの恋愛とそれに関わるセックスの悩

みは、これに関わる人間一人ひとりのライフヒストリーの中で、もっと強烈なインパ

クトがあるはずであり、情報バラエティーのレベルをさらに高めて、この命題を正面

から受けとめたドキュメンタリー番組の制作企画も考えてみてほしいと感じた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月４日(水)のひるブラ「神戸ガード下 ワンダーランド！～兵庫県 神戸市 元

町～」について、今回紹介された場所は、ユニークな商店街であったが、男子の学生

服店では、形や丈がちょっと違った学ランが意識的に紹介されていた。標準服には程

遠く、着用には問題がある学ランをファッション的なことで肯定しているように感じ

た。ほかに取り上げるものがあるのに、あえて特殊な学ランを取り上げなくてもいい

のではないか。 

 

○  ひるブラ「神戸ガード下 ワンダーランド！～兵庫県 神戸市 元町～」について、

元町にある１.２キロの日本一長い高架下の商店街は、特殊な店が多いところである

が、昼の 中に、特殊な学生服を売っている店をなぜ紹介するのか。今回の神戸だけ

でなく、「ひるブラ」全体が、内容を盛り込み過ぎで、慌ただしく駆け回る印象があ

る。もう少し内容をしぼった方が良いのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ひるブラ」の神戸の学ランについては、紹介のしかたとし

ては、ある種遊びとして楽しんでいる人もいるという文脈だっ

たと記憶しているが、確かに視聴者からも、どうして、不良の

学生たちが着るようなものを昼間から堂々と紹介するのかと

いう電話も一部あり、確かにそのように受け止められた部分も

あるかと思う。 

 

○ ７月２５日(水)の歴史秘話ヒストリア「やじ・きたと“ブラ旅”に出よう！～“東

海道中膝栗毛”魅惑の旅テク～」について、私自身、歴史の授業で東海道中膝栗毛を



7 

習ったのを思い出した。名の知れた観光スポットをただ旅するのではなく、狭い路地

やその土地に住む暮らしぶりにふれようということに、現在、関心が集まっていると

きに、東海道中膝栗毛を取り上げていて、この番組の人気は、このような企画力なの

だなということが印象に残った。 

 

○ ８月６日(月)のＮＨＫスペシャル「黒い雨～活（い）かされなかった被爆者調査～」

について、原爆の投下時、被爆者が水を求めて大勢亡くなったとは聞いていたが、昨

年１２月に公表された黒い雨を浴びた人の分布地図はショックだった。被爆者の方々

が無視され、なおかつ核開発が進む中で、６７年たっても苦しみは終わらないさまに、

心を打たれ、心痛む番組だった。 

 

○ ８月１４日(火)のＮＨＫスペシャル「戦場の軍法会議～処刑された日本兵～」につ

いて、我々は戦争を知らない世代なので、私を含め、特に若い世代の人に見て欲しい。

若い人たちに見せる番組にふさわしい内容であった。 

 

○ ８月１５日(水)のドキュメンタリー２０ｍｉｎ．「みんなぁがおるき 大丈夫ち

や」(総合 前 0:25～0:45)について、福島の原発事故の影響で、過疎化の進む村に転

校してきた女の子の話であった。ナレーションをはじめ、非常に明るく、わりとコミ

カルなタッチで仕上げられていたが、近い将来の日本社会、とりわけ地方社会の姿を

先取りしたような深刻な内容でもあると受け止めた。２０分という短い時間であった

が、さまざまな社会問題、原発の問題、少子高齢化、地域コミュニティのあり方など、

非常に凝縮された見ごたえのある番組に仕上がっていた。可能であれば続編も見たい。

また、もう少しみんなが見られる昼間の時間帯でも放送をしてもらえると良い。 

 

○ ８月１７日(金)のＮＨＫスペシャル「 期の笑顔～納棺師が描いた東日本大震

災～」について、東日本大震災で 300 人以上の方々の傷んだ遺体を復元した納棺師の

女性のドキュメンタリーで大変期待していたが、期待外れだった。私はテレビが、遺

体をどのように報道するのかに関心を持っているのだが、日本の報道は遺体が出る寸

前に映像を切るが、欧米では遺体をしっかりと見せると聞いた。そこに日本人の曖昧

な死生観のゆらぎがかいま見える。遺体を撮るとか撮らないという話をしているので

はなく、遺体に対してどのようにテレビが接近していくのかという試みを期待したが、

全部イラストに変わってしまった。亡くなった人の思い出を似顔絵にして、代用にし

てしまい、本来狙うべきものをすり替えてしまったことは、制作側が妥協してしまっ

たような印象だった。ＮＨＫが今回の震災報道を通じて、どのように死という問題に

関わっていくのか、いくつかの番組を見てこれからに期待したいと思った。 
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（ＮＨＫ側） 海外のメディアは遺体の映像をどうしているかという質問

についてだが、ニュースセンターでニュースを作っていた経験

から言うと、湾岸戦争や、イラク戦争、大津波の時など、海外

から送られてくる映像に頻繁に遺体が映っている。日本人の死

生観というのか、遺体というものに対する感覚では、海外から

来たものをそのまま放送することができず、どうしてもそのご

遺体が見える直前で編集をしていた。どうしてもそれが日本の

視聴者の感性に近いものだろうかと思うが、ご指摘の部分も含

めて、問われている部分なのかと思うので考えていきたい。 

 

○ ８月１７日(金)ののんびりゆったり路線バスの旅スペシャル「“ふるさと”に会い

たい」(総合 後 7:30～8:43)については、地元の人たちとの交わりもあり、山瀬まみ

さんがほのぼのとした雰囲気の中できちんと進行していて良い番組だった。今回は、

カーネーションにも出演者していた須賀貴匡さんが蔵王連峰の人々の交流を紹介し

た。戦後、パラオから引きあげた人たちが作った開拓村での子どもたちとの交流や、

苦しい生活の中で日本文化を守り、その文化に根ざして生活している姿が非常に良い

番組であった。 

 

○ ８月２５日(土)「こうして僕らは医師になる～沖縄県立中部病院 研修日記～」(Ｂ

Ｓプレミアム 後 10:00～10:49)について、良くできたドキュメンタリーだった。新

人医師たちが、死の現場、病院の救急救命の世界に臨みながら、医師であることを自

覚していく姿や、若さの中における生き死にの受け止め方を通して、もしかしたら、

中高年の方々が見落としたもの、見て見ぬふりをしているものをもう一度気付かせて

くれているのではないかと思った。 

 

○ ８月２９日(水)のクローズアップ現代「天国からの“お迎え”～看取り（みとり）

が問いかけるもの～」について、 後に臨床死生学の先生が出てきて、医学者、つま

り科学が宗教的な観点を持って、どのように末期を看取っていくのかというのを論じ

ており、非常に画期的であった。この先の取材に非常に期待している。 

 

○ ９月８日(土)、１５日(土)の土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を創った

男・吉田茂～」(総合 後 9:00～10:13)について、久しぶりに骨太なドラマを見るこ

とができた。戦後の復興に関わった人々や政治家の熱い思いや情熱を今の政治家は是

非見習ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  
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土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ」は、戦争で負けても

外交で勝つという意味のタイトルである。このドラマは、２～

３年前から、ぜひ戦後史を扱いたいという思いがあり、関係者

が現存しているのでシナリオ制作が難しかったが、非常に挑戦

的なドラマを制作して、骨太な内容になった。今の政治家や社

会のリーダーに是非見てもらいたいというような願いを込め

て放送している。 

 

○ ９月９日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「追跡 復興予算１９兆円」につい

て、鎌田靖キャスターが軸となって、復興予算１９兆円がどのように使われているの

か、その実態を明らかにしてくれている。震災を受けた地域への復興予算となってい

ない実態が浮き彫りにされており、感情的ではなく、本当に淡々と描かれているが、

この番組を 後まで見てゆけば、国民の税金などから生み出された１９兆円もの大金

が、いかにむなしく使われているのかがわかる。事実を提示し、さまざまな矛盾を明

らかにすることで、視聴者を心から考えさせてくれる番組になっており、大変よかっ

た。 

 

○ ロンドンオリンピックについては、日本人の活躍を楽しむことが出来て、非常に勇

気をもらった２週間であった。日本のテレビ技術のすばらしさとアナウンサーが、あ

らゆる種目に精通していることに毎回驚かされるが、女性キャスターが的外れな発言

をしている事については問題を感じる。メダルを獲得したときの日の丸は、高揚感が

高まり、下手な愛国教育よりも、これを見せることで、日本というものに対するアイ

デンティティーができてくると思う。 

 

○ ロンドンオリンピックは楽しませてもらった。期間中は、総合テレビとＢＳ１とを

合わせると毎日、ほとんど終日オリンピック放送で埋めつくされていた。中継あり、

録画あり、ニュースでも報道があり、本当にオリンピック漬けの２週間だった。メ

ジャーからマイナー競技に至るまで、幅広く取り上げており、ＮＨＫの取材力に改め

て感心させられた。ただ、競技する前から、メダル、メダルと言いすぎるのが若干気

になった。むろん、メダルを取れるかということが多くの人の関心なので、ある意味

やむを得ないが、ちょっと言い過ぎではないかと思った。 

 

○ ロンドンオリンピックについて、「サタデースポーツ」、「サンデースポーツ」で話題

のキャスター山岸舞彩さんがロンドンから工藤三郎アナウンサーとのコンビで放送し、

時折リポートもしていた。自らもアスリートとして高いレベルでスポーツを経験してい

ること、また着実にスポーツの知識を深めようと勉強を続けていることが想像されるコ
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メントも入ってきており、世間のファッショナブルな表面的評価とは別の実力を見直し

た。同時に、ＮＨＫでもこのようなアナウンサーが内部で育ってきてほしいと願う。 

 

○ ＮＨＫのニュースについて、尖閣諸島や竹島問題に関する中国人のインタビューは

すべて、“日本はけしからん、我が国の領土である、日本出ていけ”という趣旨のも

のばかりだ。中国人の中にも、“日本人の意見がもっともで、歴史的には日本の領土

である”という人がいるなら、その意見も放送する必要はある。中国人の一方的な意

見だけを紹介するのはニュースとしていかがなものか。ＮＨＫは何を意図しているの

か、勘ぐって考える人もいる。 

 

（ＮＨＫ側）  

尖閣諸島と竹島の 近のニュースで反日的なインタビュー

が多いという指摘は難しい問題で、各地の番組審議会でもよく

聞かれる。中国総局の記者から聞くと、心中はどうであれ、マ

イクを向けられた人はやはりほとんど同じような発言をする

らしい。したがって現地で街頭インタビューをしている限りは、

そういった発言と逆の発言というのは、ほぼとれないというこ

とである。さまざまな考えを持っている人がいると思うが、中

国や韓国ではそのようなインタビューはとりにくいので、

ニュース全体として、それだけの見方ではないということを総

体として表して報道していくしかないのではないかと思って

いる。 

 

○  ７月２０日(金)のかんさい熱視線「なぜ真実がわからない～大津市中学生自殺問

題～」について、事態に新たな動きがある中でタイムリーな放送であり、その時点で

のレポートとしてはよくまとまっていた。この問題については、継続的なフォローを

してほしい。中学生の自殺問題はさまざまな面があるので、多面的に検討し、別の側

面からのアプローチも考えてもらいたい。放送するかは別だが、自殺した生徒がいじ

められたことをどのように親に話していたのか、いじめた生徒の方は家庭では、どの

ような態度だったのか、踏み込まないと中学生の自殺問題に対する原因究明は進んで

行かないと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

かんさい熱視線「なぜ真実がわからない～大津市中学生自殺

問題～」は、緊急特番という形で、大阪局報道部と大津局で共

に制作した。まだ進行形の段階であったので、十分なところま
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での掘り下げはできなかったかもしれないが、その時点で明ら

かになったこと、課題として残っていることについては、大津

局の取材を含めて粘り強く関係者に当たり、表現できていたと

思う。引き続き取材を続け、「かんさい熱視線」や全国放送の

番組に展開できるように対応したい。翌週２４日（火）には、

「かんさい熱視線」をブラッシュアップする形で、「クローズ

アップ現代」で全国放送している。 

 

○  ７月２６日(木)の京都スペシャル「都大路は世界に通ず」(総合 後 8:00～8:55 京

都府域)について、1983 年に女子ランナーを育てる目的で始まった全国女子駅伝は、

必ずしも順風満帆な状況で船出したわけではなかった。しかし、今では、都大路を駆

け抜けてきた選手の中から、世界レベルのオリンピックランナーを育む大会と言って

も誰も疑わない。「京都スペシャル」では、都大路を駆け抜けた増田明美さん、また

力不足で、都大路を駆け抜けることなくサポートに回ったが、全国女子駅伝を人生の

考え方を変える機会とした２大会連続オリンピックメダリストの有森裕子さんなど

を軸に、都大路を走ることへの思いや、この場から得たことについて、エピソードを

紹介しながら、都大路を駆け抜けたロンドンオリンピックの３人の代表選手も同様

だったことを改めて印象づけてくれた。ロンドンオリンピック女子マラソンを前に、

駅伝を愛し、さまざまな形でこのイベントをサポートする京都のムードを盛り上げる

よい企画だったと思う。 

 

○  京都スペシャル「都大路は世界に通ず」について、この番組の良さは、２つのこと

が交差しながら進んでいくことである。有森さんの業績の話ともう１つ駅伝という陸

上競技の歴史である。実はこの京都駅伝の大会では県の代表として選ばれながら補欠

で実際には走れなかった。有森さんは、これをバネにして、後にオリンピックのメダ

リストになったのである。実を言うと、私どもは、駅伝が日本で始められたというこ

とにも無知であった。その創設者の金栗四三が、ストックホルム大会で日本人として

初めてオリンピックのマラソンに出場し、途中棄権して、とある民家で救われたとい

うことや、それを経験して若手の育成のために「東海道駅伝」という日本で初めての

駅伝を創設したということ。金栗四三さんのストックホルムでの体験などを、現地の

関係者の遺族の方を追って取材して談話をとっているという丁寧さも好感が持てた。

見始めから眼を離さずに見られた中身の濃い番組であった。全国の人々にも是非見て

いただきたいと思う。「都大路は世界に通ず」はいい題だ。 

 

○ ８月１３日(月)の紀の国スペシャル「いのち照らす大松明（たいまつ）～水害から

１０か月・那智の火祭～」(総合 後 10:00～午後 10:44 和歌山県域)について、関係



12 

者には家族を亡くしたり、無二の友人を亡くしたりと厳しい１年だったが、落ち込ん

だ那智勝浦の町を盛り上げようとみんなが一致団結して、例年以上の火祭りにすべく

意気込んでいる姿が随所に見受けられた。ふるさとに家族と共に戻ってきた青年の初

めての火祭りに関わる思いや、600 年以上受け継がれてきた一糸乱れぬ田楽踊りに打

ち込む姿、また伝統の大たいまつの担ぎ手としての重責、また若手を育成指導する先

輩たちの厳しいまなざしが１人の青年を通して、その地域の底力をかいま見ることが

できた。大たいまつの重さというのは、この町に生きる男が背負う故郷の重さであろ

うということと、那智の山と共生して生きようとする力強さや心情が画面を通して素

直に報じられていて、とても共感でき、感動をおぼえる番組に仕上がっていた。和歌

山局では、水害から１年を経た県下各地の被災の現状を中継も含め報道しているが、

特に紀南地方は、被害も大きかっただけに、この「紀の国スペシャル」を見た方々は

復興に対して力を授けられたものと感じた。 

 

○ ８月２２日(水)の「あほやねん！すきやねん！」について、久しぶりに見たが、こ

の日は「Ｓｏｎｇ Ｆｏｒ Ｙｏｕ」のコーナーで、結婚を控えた女性から、両親への

結婚式での歌を依頼された歌手の近藤夏子さんが、その女性のがんで他界した木工職

人の父親のことを思いながら結婚式をあげる気持ちを深くくんで、「日本語にない気

持ち」という歌を作り上げて、歌いあげていた。近藤さんが、歌を作る対象の家族を

丁寧に取材しており、そのプロセスを丁寧に見せていて、これまでの「あほやねん！

すきやねん！」に多く見られるお祭り騒ぎを強く感じさせるパターンとは違って、今

回はヒューマニスティックな雰囲気を強く感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

「あほやねん！すきやねん！」について、お祭り騒ぎだけ

ではないコーナーもいくつかあって、理系が中心だが、大学

などの研究者や研究している学生の姿、研究室を紹介するよ

うなコーナーもある。 

 

○ ８月２９日(水)のニューステラス関西「南海トラフ地震被害想定公表」について、

公表された当日に報道されたということで、実にタイムリーであった。和歌山は近隣

の府県の中では一番影響があるとのことで危機感を抱いているが、津波の 新の被害

想定が公表され、さらに危機感が増している。このような番組は、時を変え色々な形

で放送して頂くのが大切である。 

 

○ ニューステラス関西「南海トラフ地震被害想定公表」について、今回のように歴史

上類を見ない大災害の発生予測とか、被災規模の大きさが非常に具体的な形で公表さ
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れたことの影響は、確かに大災害の備えの重要性をさらに認識することにつながった

かもしれない。しかし関西の海に近い地域に住む人たちの不安は、かなり大きなもの

になったのではないかと心配している。番組の 後で「迅速な避難行動で、被害規模

を９０％くらい減らせるのではないか」と発言があったが、対応策をみなさんに意識

してもらうのも大事である。番組の中で報道された和歌山県串本町の避難訓練など、

具体的な行動をもう少しアピールしたほうが分かりやすかったのではないかと感じ

た。桁の大きな数字がずらっと並び、もう少し言い方や伝え方を工夫し、視聴者の立

場に立って伝える工夫があっても良かったのではと思う。東日本大震災から１年半が

たち、やや記憶が薄れつつあることも心配している中、しっかりと思い出させる機会

にもなった番組だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

ニューステラス関西「南海トラフ地震被害想定公表」につい

て、当日の午後５時解禁ということで、通常近畿の夕方６時台

の地域ニュースでは、前半は各府県域の放送になっているが、

急きょ３０分間の近畿ブロックで放送した。迅速な避難を行う

ことによって、被害の９０％はその規模を縮めることができる

という部分について、現状をお伝えしつつ、今後の防災・減災

という対策を十分とってもらいたいというところを強調する

という形で全体を構成したつもりだ。それぞれの身近な自治体

がどのような対応をとっていくのか、各自治体でそれぞれ取り

組む試みや訓練を丁寧に取材し伝え、防災・減災という観点か

ら引き続き報道していきたいと思っている。昨年起きた紀伊半

島豪雨の対応については、特に和歌山県の場合、近畿各県の中

で死者が一番多く、和歌山局ではその被害の被災地に寄り添う

形で昨年から被害報道の次の段階に取り組むプロジェクトと

して、“紀南へ行こう！！”というキャンペーンを通じてさま

ざまな試みを地元の民放局と共にやっている。 

 

○  ８月３１日(金)のかんさい熱視線「いまだ終わらぬ豪雨災害～台風１２号から１

年～」について、山間部では流木による被害が一つ大きな問題であるということを知

ることができた。土砂災害の復旧については、私たちが見れば同じ山と川だが、国、

自治体、電力会社の３つの管轄の違いがあるために、復旧の話し合いが進んでいない

ことを初めて知った。また、９月２日(日)のＮＨＫスペシャル「崩れる大地 日本列

島を襲う豪雨と地震」を見ると、今後は土砂災害による被害が増えることが予想され

るということが分かった。災害時の対策にも興味はあるが、自治体の動き、自分たち
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のことは自分たちでしようという動きが、今後どのように進んでいくのか、追いかけ

てほしい。今回の「かんさい熱視線」は、前半の流木の話と後半の管轄の話の２本立

てになっていたが、流木の話で２５分、別の番組で管轄の話という形で２つ分けて見

たかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

かんさい熱視線「いまだ終わらぬ豪雨災害～台風１２号から１年～」

については、前半は和歌山局の取材で、後半は奈良局の取材であった。

これも大阪局の報道部で半年ほど前から、奈良局と和歌山局に声をか

け、一年という節目で問題点を明らかにしようと、取材を進めてきた

ものである。和歌山、奈良を中心に継続して被災地・被災者の目線に

立って取材をしたいということで、現在も取り組みは続いている。節

目節目で問題点を番組等で明らかにしていきたい。 

 

○ ９月１６日(日)のビジネス新伝説 ルソンの壺「“子育て社員”で業績アップ！？」

について、社員の生活と仕事を両立させるために既存のルールに縛られない、自由な

発想で働き方を考えた社長は、社員を単なる働き手としてではなく、一人ひとりの人

生を考え、同一労働・同一賃金の原則にきちんと照らし合わせて、パートの人たちを

正社員化するなど、社員を公平に扱う仕組みを導入していた。経営者と働く人たちの

信頼感をきちんと高めながら、このような働き方を展開されているのはすばらしいと

思った。昨今、会社と従業員の関係が、やや仕事中心のつながりにかたよりつつある

中、非常にヒントにもなった。それ以上に会社と従業員の関係性ということを、改め

て考えさせられる番組だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

ルソンの壺「“子育て社員”で業績アップ！？」について、

あの番組制作に携わった女性はこの１１月に出産を控えてい

る。その思いもあって、あの会社を取り上げた。「ルソンの壺」

はユニークな業態の会社を中心に紹介してきたが、あの会社は

データ入力というどこでもやっているような仕事の内容の会

社である。社員の在り方がとてもユニークということで、そう

いう意味では、「ルソンの壺」としては、新しい所を切り開い

た回だった。 

 

○ 橋下大阪市長が日本維新の会を立ち上げ、選挙もいよいよ近くなっているようだ。

今までにない動きなので当然報道されるとは思うが、橋下市長の宣伝の一端をかつい
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でいるのではないかという気がしないでもない。もし橋下市長が国政に立候補すると

宣言したら、番組としては紹介できないことになるのか？公職選挙法的な観点からす

るとどうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

日本維新の会について、報道部としては、ニュース性のある

ものは、取材を進めていく。各党の動きを含めて、バランスよ

く伝えられるように近畿各局としても、考えていきたい。また、

橋下市長の維新の会の党首としての扱いとして、選挙期間中は、

横並びで他の党の党首と合わせて平等に取り上げていくとい

うことになる。ただ、大阪市長という自治体の長としての立場

があり、行政上の大きなニュースは、市長のニュースとして扱

わないといけない。無用に登場はさせないが、市役所の大きな

テーマについての見解、方針の時には、扱わざるをえないので、

そばから見ていると分量が多いなということもあるかもしれ

ない。例えば普通の都道府県知事選挙の報道も現職と新人が

争った場合に、できるだけ平等に扱いたいが、どうしても現職

の知事の場合は、大きな課題に取り組んだり、何か問題が決着

する場合が出てくるので、見ているほうからすれば、バランス

が崩れるということになるが、そこは、ニュース性で判断する

しかない。ニュース性がないのに、話題になっているというこ

とだけで扱うことはしない。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年７月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１８日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、えぇトコ 三都ぶらぶらうたマップ「美幸

と美律子がめぐる～大阪・新世界 四天王寺界隈（わい）～」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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、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     出川 哲朗（大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

 

（主な発言） 

 

＜えぇトコ 三都ぶらぶらうたマップ 

「美幸と美律子がめぐる～大阪・新世界 四天王寺界隈（わい）～」 

（6 月 29 日(金) 総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○  今年で 100 周年の通天閣をはじめ、新世界、四天王寺など大阪の雰囲気が随所に良

く出ていた。出演の２人が、その土地にちなんだ歌を披露して、大阪の風情が満載だっ

た。また、２人の息の合ったふだん着姿の振る舞いが、番組にマッチしていて、好感

が持てた。苦労して今日に至った２人の生い立ちから、プロ歌手として大成するまで

の人との出会い、それにまつわる懐かしい歌など、時代背景が十分出ていた。視聴者

も自分史と重ねて、懐かしんだ人も多くいると思う。そして、上田早苗アナウンサー

の語りも、独特の自然体での語りで、この番組の雰囲気に合っていた。大阪に詳しく

なくても、画面から情景がよく伝わり、素直に楽しめた。「えぇトコ」という番組は、

その土地に接触度の強い方がナビゲーターとして登用されれば、こんなに盛り上がる
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ものだなと、今回の番組で感じた。 

 

○  川中美幸さんと中村美律子さんの懐かしい歌声を聴くことができて、演歌ファンに

とっては楽しく見ることができたのではないか。大阪出身ということで、世に出る前

のエピソードや、大阪での出来事、出会いも紹介されていて、２人の今日の原点を視

聴者に知ってもらううえでも良かったのではないか。２人は軽妙で、おもしろおかし

く、おしゃべりが出来るのだから、むしろもっとそちらに重点を置いて構成をしたほ

うが、２人の持ち味が一層発揮されたのではないか。あるいは、２人の意外な面が出

て、より新鮮で楽しい内容になっていたのではないかと思う。 

 

○  天王寺七坂、四天王寺などは私の地元で、ひと言で言うと、取り上げた場所があま

りにもメジャー過ぎて、新しいものを取り入れていなかった。中高年には聖地かもし

れないが、若い人たちがおもしろがるものもあるはずで、その土地がメジャーである

がゆえの限界もあるのかと感じた。そのような立場から番組を見ると、２人の演歌歌

手も実に典型的なキャラクターで、歩く道も典型的で、上田アナウンサーの語りも典

型的だった。もともと仏教伝来の日本の原初のような土地だからこそ感じられる、普

遍的なものへのつながりなどが、かいま見えるような番組でも良かったのではないか。

２人のキャラクターの生い立ちに引っ張られて行くというのが、番組の基調にあった

と思うが、平凡な番組として見た。 

 

（ＮＨＫ側）  

「えぇトコ」という紀行番組の枠の中で、歌謡番組をどうやっ

てやるかという意味ではチャレンジしたつもりだ。大衆的に

ヒットした歌を切り口にしたので、意見が出たように新鮮さが

なかったかもしれない。ただ、実際のご当地で歌を歌ってみる

というのは、私が視聴者として見ていても新たに感じるところ

はあった。歌われている場所で、その歌を歌ってみるというこ

とは、番組を見ている人に響くところはあったのではないか。

紀行番組は数多くあり、どうやって新鮮さを出すかという点で、

曲の選択から始まり、流れを考えた。今回は、だれもが知って

いる場所を訪ねるというスタイルでやってみた。歌は心を揺さ

ぶるというのが最大の魅力なので、そこまで届かなかったとい

うのが制作者としての反省点ではある。 

 

○  大阪を代表する全国的な歌手が、大阪弁を駆使しながら、トークを交えて四天王寺

界隈、新世界をまわっていたが、その土地になじみがない神戸の人間にとっては、い
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ろいろと知ることが出来た番組だった。２人がそれぞれの土地で、名所・旧跡のいわ

れや、その土地の案内人から色々な話を聞きながら、その土地にまつわる歌を聴かせ

てくれた。その際、伴奏者として黙々とアコーディオンとギターを弾いている２人が

いたが、とりわけアコーディオンを弾いている若い女性は、懐メロを知っているのか

と思いながらも、きちんと弾いていることに感心した。彼らの紹介をしてもらいた

かった。最後はお礼のコンサートであったが、歌・音楽がすばらしく録音されており、

やはりプロの技術はすばらしいと思った。２人の絶妙なしゃべくりは、大阪弁でされ

ているが、この２人に任せておけば、台本など関係なく、次から次へと会話が展開さ

れるのではないか。実際アドリブも駆使した会話になっていたのではと思う。京都と

神戸ではどういう形でうたマップが展開されるのか楽しみだ。 

 

○  番組に新鮮さがなかった。ＮＨＫは若者との接触者率向上という割には、カラオケ

で出てくる定番の懐メロばかりをずらっと並べていた。出てくる場所も四天王寺や通

天閣などで、初めて見る人にはおもしろいかもしれないが、もっとディープな所もあ

るのではと思った。通天閣でビリケンを紹介したのは、さすが大阪という感じが出て

いた。あと、ギターとアコーディオンの２人が影のように出てきていたが、紹介のし

かたが気になった。 

 

○  番組は歌がたっぷりとあり、自分の母の世代は大変楽しんで見ていた。歌手の２人

が衣装ではない、ふだん着の格好で、路上のようなところでもきっちり歌っている姿

がよかった。大阪はお寺のたくさんある町であるということが、ふだんはあまり強調

されていない気がするので、そういう意味では、お寺をいろいろとまわっているのを

おもしろく見た。通天閣の 100 周年と合わせて、久しぶりに行ってみようと思った。

アコーディオンとギターの２人の演奏はすばらしく、またどこかでお見かけできれば

うれしいと思った。画面の右上にテロップが表示されていたが、ときおり出演者の顔

に重なったりするのが気になった。全体的には、安定して見ることができる番組だっ

た。 

 

（ＮＨＫ側）  

       アコーディオンとギターの演奏者２人についてはもっとよ

い紹介のしかたがあったかもしれないが、やはりカラオケでな

くて、生の演奏で歌ってもらうことにした。録音状況は悪い場

所ばかりだが、歌も伴奏もきちんと録音されているのは、歌番

組のプロがこだわって仕上げをしたからだ。 

 

○  あまり深く知らない土地ではあるが、画面のマップで場所を確認しながら見ること
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が出来て、楽しんで見た。今回は大阪に縁のある２人が出てきて、キャスティングと

いう意味では、ベストマッチだった。歌と大阪のシンボル的な土地とを結びつけて、

大阪を実感させてくれた。大阪で頑張ろうとしている人の思いの土台を見た感じがし

て、大阪と人情の密着感を実感した。番組の進行上、テロップで時間の流れが示され

ていた。時間の経過とともに大阪巡りが展開される中で、川中さんと中村さんの歴史

が紹介されたあと、地元の高校を訪問して、高校生と歌い、最後にお礼のコンサート

を開催するという構成だった。ただ、なんとなく夕方が来たので一区切りにして、最

後にコンサートを行うという構成は、それまではきちんと時間を追ってきたのにもか

かわらず、最後で時間軸の感覚が少しぶれたことが残念だ。それから、三都での“う

たマップ”となっており、あと２つ残っているので、どう展開されるか興味がある。

歌を聴いて、それぞれの地元の人情を知るというきっかけになればよいと思う。全体

としては、大阪のうたマップということで非常に楽しんだ。 

 

○  ２人の女性演歌歌手のキャスティング、選曲、場所、全てにおいて大阪のメジャー

な魅力を引き出していたとは思う。しかし、私は長く大阪に住んでいるので、番組が

あまりにも既存の大阪臭い安定感に満たされ過ぎていて、意外性に乏しかったという

のが感想だ。そのようなものをコーラス部の高校生との交流の中で期待したが、高校

生も見事に人情の町大阪に埋没してしまって、もう少し大阪の新しい魅力を引き出す

か、アピールする工夫があれば、さらにすばらしい番組になったのではないかと思う。 

 

○  なにわの懐かしい歌謡曲、そしてゆかりのある場所をゲスト２人が訪ねるという内

容で、その訪れた場所も的を射たところが選ばれていて、おもしろかった。しかし、

周到な準備がされているという印象を受け、演出に不自然なところが多かった。特に

中村さんがレコード店で店主に出会うシーンは演出が過剰であると感じた。「えぇト

コ」について、放送回ごとに番組の印象が変わり、もう少し番組としての統一感があっ

た方がよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

「えぇトコ」については、世帯視聴率を確実に上げていきた

いと考えている。従来のＮＨＫファンの６０～７０代をしっか

りと視聴に結びつけたいというのが、もともとの出発点だ。視

聴率のことを言えば、世帯視聴率が７．３％で、今回が「えぇ

トコ」では一番良く見られた。特に、男性で言えば６０代以上、

女性も同じく、その世代に見られたのは間違いない。昨年度ま

での「かんさい特集」と比べて、今年度の金曜夜８時の「えぇ

トコ」は、関西のよいところをいろいろな形で紹介していこう
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というコンセプトで、テーマを絞れたと思っている。視聴率も

よくなっている中で、いろいろな取り組みをしていくので、引

き続きご覧いただきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ６月２４日(日)、７月１日(日)、８日(日)に放送されたＮＨＫスペシャル「知られ

ざる大英博物館」について、大英博物館の膨大なコレクションや調査研究活動のス

ケールの大きさに圧倒され、興味深く見た。博物館の舞台裏を丁寧に取材しており、

調査や研究から新たな歴史的事実が明らかにされているということを非常に分かり

やすく伝えていた。３回のシリーズ全て初めて耳にすることばかりで、知的興奮を覚

えた。膨大な収蔵品を維持し、地道な調査や研究を継続的に行っている大英博物館を

支えているイギリスの国家的、国民的な底力を感じた。 

 

○ 「総合診療医 ドクターＧ」について、医療エンターテインメント番組として、大

変よくできた番組だ。健康や医療に関心のある人は幅広い世代に広がっていると思う

ので、多くの人々が視聴しているのではないだろうか。木曜の夜１０時台という放送

時間もよい。医学の知識がないゲストが、研修医とドクターＧといった専門家同士の

やりとりの中に質問していくのも、視聴者目線の意見で、内容にも変化を生んでいる。 

 

○ ７月１５日(日)の「日曜討論」について、非常におもしろかった。日曜討論といえ

ば、学者や政治評論家など毎回同じような顔ぶれだが、７月１５日の放送は、３０代

後半のＮＰＯ法人代表者の男性が議論に参加しており、いつもとは違った角度からの

発言に、緊張感のある日曜討論を久しぶりに見ることができた。今後も、こういった

人物が参加することでおもしろくなるのではないか。 

 

○ ６月１４日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 全開！よみがえりパワー 和歌山・熊

野古道」について、熊野古道の参詣は若い女性が多いと聞いたことがあるのだが、女

性の視聴者が多い「あさイチ」で放送することで、興味を集めたのではないか。ゲス

トのＤＡＩＧＯさんと和歌山局の児林大介アナウンサーの若いコンビで、神秘的な熊

野古道の見どころ、グルメやパワーアイテムを紹介していたが、視聴者も関心が高かっ

たのではないか。参拝者が歩きやすいようにボランティアで道の保全活動を行う道普

請にＤＡＩＧＯさんも参加していたが、ほのぼのとした会話が印象的であった。地域

の遺産は、地域の人たちが絶え間なく努力して引き継いでいくのだということを見せ

てもらった。また、熊野の知られざる名所をインターネットなどで紹介している男性

が案内してくれたスポットは、意外な熊野を知ることができ、興味を持って見た。児
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林アナウンサーの丁寧なナレーションやスタジオでの会話、また、ＤＡＩＧＯさんの

視聴者目線での問いかけや臨機応変な対応など、新鮮さもあり好印象であった。スタ

ジオゲストの森公美子さんも、熊野古道に終始関心を寄せていて、旅人のみならず番

組全体で熊野の魅力を紹介してくれたことに大変満足のいく番組であった。 

 

○ ６月２１日(木)の震災ドキュメント２０１２「“震災失業” 被災地はいま」（総合 

後 10:00～10:48）について、家族と一緒に見ていたが胸がつまる思いであった。「復

興とは何か」という問いかけも絶えずされており、復興の道のりの長さをつくづく思

い知らされながらも、何もできないことが歯がゆかった。 

 

○ ６月２９日(金)の新日本風土記「鳥取砂丘」について、鳥取砂丘は昔から変わらぬ

姿であると思われがちだが、人間が手を加えることで、砂丘が表情を変えてきたとい

うことが描かれていた。私も、あの砂浜で友達と遊んだ思い出があるので、感動的な

番組であった。 

 

○ ６月３０日(土)、７月１日(日)の謎の巨大生物を追う「仲間由紀恵 小笠原の海を

ゆく」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 30 日(土）後 9:00～10:59、1 日(日)後 9:00～10:59）について、

小笠原の海は、和歌山の串本の海とは違うダイナミックさが映像からも十分感じるこ

とができ、スケールのある海底の様子もよく分かった。ザトウクジラのメロディを

チェロ奏者が演奏するシーンは、大変印象的であり、ＮＨＫの力を思い知らされた。 

 

○ 謎の巨大生物を追う「仲間由紀恵 小笠原の海をゆく」について、すばらしい番組

であった。東洋のガラパゴスと言われ、独自の進化を遂げた固有の動植物が多く確認

されており、かつては、怪物として恐れられた世界最大のダイオウイカのほか、深海

で壮絶な戦いを繰り広げるマッコウクジラについて、その鳴き声を見事に水中マイク

で録音していたのは、非常に魅了された。小笠原はクジラの楽園と言われ、ザトウク

ジラの母と子の行動や雄鯨の歌声には驚嘆した。 

 

○ ７月１３日(金)のユーミンのＳＵＰＥＲ ＷＯＭＡＮ「森本千絵と歩く霊峰」（１）

について、松任谷由実さんが高野山を訪れるという切り口はよかったが、もう少し対

象に謙虚にすべきではないだろうか。アーティストとして、自由にアレンジし、自分

の中に落とし込んでいくというのは自然なことかもしれないが、関西の最も誇る精神

文化の極致であるということを意識して高野山と向き合ってほしかった。古いものと

向き合う際の距離の取り方は難しく、番組制作者の姿勢にも関わってくることだと思

う。 
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○ ７月１６日(月)のハートネットＴＶ シリーズ 貧困拡大社会「茂木健一郎×湯浅

誠 貧困の現場を行く」について、さすがと思わせる内容であった。貧困問題につい

て社会の責任の部分はもちろん大きいが、それ以前に、地域の中での人と人とのつな

がりといったような縁を結びあう、基本的な個と個の関わり方が、科学的にも大事な

ことだと茂木健一郎さんが力説していたのが印象的だった。湯浅誠さんの発言がやや

政治的に傾いている中、ほとんど貧困問題と関係ない茂木さんが、苦しい状況の若者

たちとフレンドリーに関わっている姿が印象的であった。この番組は、意外な人物が

意外な場所を訪れて成功しているケースであった。 

 

○ ７月６日(金)の団塊スタイル「商店街パワーで“まち”づくり」について、「こう

すればお客は来る」といったような経済番組になりがちなところを、“団塊”という

切り口で取り上げていることがこの番組のポイントである。商店街というのは、地域

を盛り上げるといった公共的な役割を担っている。今の若い人たちは、社会的な起業

やＮＰＯなどいろいろな形でもう１度つながりのある社会を目指そうとしており、今

回の番組で取り上げた商店街でも、公共的な福祉や地域医療に関わることができるの

だというメッセージがあり、この切り口がおもしろかった。しかし、コメンテーター

の意見の中には、商店街の役割について、従来の集客の話になりがちなところがあり、

そこは残念であった。 

 

○ ７月９日(月)の趣味Ｄｏ楽 茶の湯 表千家 もてなしのために 第６回「濃茶 

匠（たくみ）の技と道具」について、千家代々の家元に、茶の湯の道具作りを委ねら

れてきた千家十職の中の２人のこだわりや、真剣さがものづくりの中から感じられた。

この番組は、教養的な要素をしっかりと位置づけており、茶道の奥深さを感じられる

のだが、アナウンサーが番組に合わせて着物を着るなど演出面での工夫はほしかった。

また、道を極めた匠に話をうかがうということで、聞き手であるアナウンサーももう

少し、芸術的な意味での緊張感を持てる豊かなコメントをしてほしかった。 

 

○ 趣味Ｄｏ楽 茶の湯 表千家 もてなしのために 第６回「濃茶 匠（たくみ）の

技と道具」について、今回のようなテーマの番組の多くは、作法の解説ばかりになり

がちだが、茶道具を作る職人の工房を訪ね、道具から茶の湯をみつめるといういつも

と違う視点が楽しめた。私も染織を仕事にしているが、今回職人の精神性を見ること

ができてよかった。見立てというお茶席の美しさを作る本質を、職人の目線から見る

ことができ、非常に興味深かった。 

 

○ ７月１５日(日)の「サンデースポーツ」について、メジャーリーガーのダルビッシュ

有投手のインタビューコーナーで女性キャスターが、ダルビッシュ選手の膝を笑いな
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がら叩く映像があったが、見る人によっては誤解を与えてしまうのではないか。いく

らおもしろそうな映像だったとしても、取材対象との距離感にも配慮してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

インタビューの雰囲気を伝えるために使った映像だと思うが、問題はそ

れを見た人が、どう受け止められるかということで、今回そのように感じ

られたということは、多くの視聴者が同様に感じたと思う。映像の使い方

は難しいところで、うまく使えば、企画のおもしろさや雰囲気が画面から

伝わるが、使い方によっては、全く違う印象を与えてしまうこともあるの

で、慎重にしなければならない。 

 

○ ７月７日(土)の古典芸能への招待 文楽「桂川連理柵」について、非常にタイムリー

な番組であった。芸能も芸術もほとんど東京に一極集中になっている中で、関西にあ

る伝統芸能として文楽を大事にしないといけないと思っている。大阪市の改革の補助

金問題では、四苦八苦しているようで、文楽太夫の人間国宝、竹本住大夫さんも入院

していて大変痛ましい。文楽というものは、行くと分かるが、人形遣いの手元のとこ

ろはあまり見えない。今回の番組では、東西一流の人形遣いである人間国宝の吉田簑

助さんが出演していたが、きめ細かく人形を遣っている様子を撮影し、非常によい番

組であった。 

 

○ 文楽は大阪発の非常に貴重な番組であり、放送回数をもっと増やすといったことは

考えられないか。文楽ファンを増やすという意味でも、ぜひ取り上げてもらいたい。

文楽は、世界的な芸能であり、このような芸能があるということを全国に発信するの

は、大阪局の使命であると思っている。 

 

○ ７月８日(日)の明日へ－支えあおう－「Ｔｏｇｅｔｈｅｒ被災地によりそう世界の

人々～」について、報道やスポーツ、音楽の世界など、さまざまな分野で活躍する世

界的な著名人が来日して、東日本大震災の被災者にしっかりと寄り添う姿が映し出さ

れていた。今回の番組で見た著名人の優しさは、我々は今、その姿を忘れかけている

のではないかと強く感じた。まだまだ長い時間を要する復興支援への日本全体のモチ

ベーションを維持するうえでも、今回のような番組を刺激とし、継続的に放送しても

らいたい。また、ナレーターの高島雅羅さんや三宅民夫アナウンサーの落ち着いた語

り口調は、番組の雰囲気をよいものにしていた。 

 

○ ５月２８日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「石工一代、叩（たた）きあげ 

石工・左野勝司」について、かっこいい親方の姿、ずっと石を叩き続けてきた左野さ
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んの人生を見せてもらえ、よかった。今回の番組では、石を割っている姿も見事であ

り、石を叩く土の音なども、とても気持ちよかった。この番組を見た後、春日大社の

石灯籠や石碑などをこれまでと違った目で見るようになり、世界観を広げてもらった。

また、カンボジアで寺院の修復作業をしながら、現地の人たちと交流する様子も紹介

されていたが、職人魂が海を越えて引き継がれるとともに、日本の技術が世界に進出

していることに感動した。 

 

○ ７月８日(日)のプレミアムドラマ 高橋留美子劇場 第１章「赤い花束」につい

て、予告番組はスピーディで、とてもおもしろかったのだが、番組自体にはそれほど

スピード感はなかった。しかし、花屋さんを軸に３つの話をうまく構成していた。不

破はづき役の吉永淳さんは、目の表情などがすばらしく、とてもよい女優だと感じ、

今後に期待している。３つの話の中で、「人骨発見人妻」は、浮いてしまっているよう

な感じがあったが、花屋さんに逢坂じゅんさんを配役したのは個人的には大変よかっ

た。 

 

○ 大河ドラマ「平清盛」について、視聴率がなぜ悪いのか分からない。保元の乱、平

治の乱も終わり、主要な人物も亡くなったが、亡くなる場面も非常に美しく、初登場

から亡くなるまで、きちんと見せており、脚本もいろいろなところに反復のセリフが

あり、毎週見ていると必ず感動できるようになっている。役者のアップの場面が非常

に多く、それぞれの人の緊張感のある表情も楽しめる。松山ケンイチさんも表情が少

年から大人になっており、そういったところもおもしろい。いよいよ後半に入ってき

たが、源義経役が神木隆之介さんということで期待している。 

 

○ ６月２９日(金)の「ニュースウォッチ９」について、フェルメールブームのきっか

けとなった１２年前の大阪市立美術館での展覧会について、当時の館長のインタ

ビューを交えて丁寧に伝えていたのが、非常に印象的であった。大阪発の文化情報が

全国でも成り立つということを示すとともに、美術館、博物館がどのような役割を担

い、どのような価値を生むのかということも伝えており、よい番組の切り口であった。

こうしたニュースソースを開発していく必要があると感じた。 

 

○ 「情報ＬＩＶＥ ただイマ！」について、週末の夜の遅い時間帯に、働く世代を対

象にした生活情報番組を放送することは、画期的だと受け止めている。しかし、取り

上げるテーマについては、堅苦しくならない程度に、軽く扱い過ぎることなく、複眼

的な視点や考える視点、また批判的な視点を強化したほうがよいのではないか。美容

医療や生活保護の問題といった偏った考えや行動を誘発しやすいテーマこそ、視聴者

の関心が高い分、取り上げる価値が大きいとはいえるが、その取り扱い方には注意が
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必要である。 

 

○ ６月２１日(木)の兵庫特集 新・兵庫史を歩く「ＫＯＢＥ発 清盛の平安へ ～神

戸市中央区・兵庫区～」（総合 後 8:00～8:43 兵庫県域）について、神戸局の定番の

視聴者参加型番組であり、非常にためになる内容であった。講師の田辺眞人さんも、

番組には欠かせない人物であり、絶妙な語り口で非常に分かりやすく説明してくれる。

地元、兵庫の知らなかったことについて教えてもらえる、よい番組にいつも仕上がっ

ており、好感の持てる番組である。 

 

○ ７月１日(日)の「ロンドン五輪直前 全力応援！かんさい」（総合 後 5:00～5:58 

近畿ﾌﾞﾛｯｸ）について、オリンピックほどの世界的なイベントで、あえて関西ゆかり

の選手を紹介するということに違和感を覚えた。神戸の女子サッカーチームにオリン

ピック選手がたくさんいるからといって、取り上げられてもピンとこない。関西らし

さを感じることができなかった。 

 

○ 「ロンドン五輪直前 全力応援！かんさい」について、間近に迫ったオリンピック

への関心を高める、雰囲気を盛り上げる意図は感じたが、いろいろなメディアで注目

度も露出度も高い“なでしこジャパン”をあそこまで取り上げる必要はなかったので

はないか。“なでしこジャパン”が嫌いというわけではないが、ＮＨＫらしさという

意味では、注目度は低くても、頑張っている選手やあまりメジャーではない競技など

を取り上げた方がよかったのではないか。ゲストに元オリンピック代表選手を招き、

自らの経験やオリンピックの雰囲気を伝える演出は、一般的であるが、川崎亜沙美さ

んの出演は非常におもしろかった。ＮＨＫのロンドンオリンピックのテーマ曲である

いきものがかりの「風が吹いている」は、応援の雰囲気を盛り上げる非常によい曲で

ある。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ロンドン五輪直前 全力応援！かんさい」については、地

域放送局として、関西出身、関西のチームに所属している選手

を取り上げることで、関西から応援を盛り上げたいという趣旨

で制作した。そして、メダルが有望な選手という視点で構成し

たので“なでしこジャパン”を最初に取り上げた。ご意見にあっ

たように、オリンピックならではのスポーツ、日頃陽の当たら

ないスポーツで、代表を勝ち取った選手も関西に大勢おり、そ

ういった選手を取り上げるという視点での取材、制作も考える。 
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○ ７月５日(木)のおうみ発スペシャル「原発～滋賀はどう向き合うべきか～」（総合 

後 8:00～8:55 滋賀県域）について、地域の放送局として県民の関心に応え、内容も

よくまとまっていた。放送日である７月５日は関西電力大飯原発の送電開始の日であ

り、タイミングもよかった。番組では、原発について視聴者アンケートを行い、その

結果とゲストの嘉田由紀子滋賀県知事の意見を交えるというものであったが、問題の

所在と課題を分かりやすく提示していた。最後の「将来日本の原発は？」という質問

に対して、知事の意見でまとめるのではなく、司会のアナウンサーが「皆さんそれぞ

れ自分自身の問題として考える必要がある」と番組をまとめていたのはＮＨＫらしい

終わり方だった。ただ、アンケート結果がパーセンテージでの表示であったが、アン

ケートごとの人数、また全体の人数などが表示されると分かりやすくてよかったので

はないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

今年度、大津局は防災・災害報道に局を挙げて取り組んでい

くとしており、そういった中で今回の特集番組の検討が始まっ

た。そして、大飯原発の再稼働について、７月５日(木)の送電

開始というタイミングで番組を放送することとなった。アン

ケートは、番組の中では４つの質問があり、１問について 1,000

から 1,200 件ほどのアクセスがあった。予想を上回る反響が

あったということで、大津局では引き続き防災・災害をテーマ

にした番組を放送する予定だ。 

 

○ ７月１３日(金)のかんさい熱視線「子どもの居場所を守りたい」について、大津市

のいじめ問題が取りざたされている今、タイミングのよい放送であった。野村優夫ア

ナウンサーがスタジオの外から伝えていたこともよかったし、子どもの里に１か月密

着したカメラの映像は大変重みがあった。スタジオ構成の場合、コメンテーターがう

るさくてしかたがないこともよくあり、視聴者に考えさせる、そして当事者の声を

もっと伝えるということも時には必要だと思う。今回の野村アナウンサーはいつもに

比べ控え目で、そういった意味では成功した番組だった。ただ、そうなるとキャスター

の役割といったものも難しくなるが、今回の番組については内容的な厚み、ポテン

シャルを感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

かんさい熱視線「子どもの居場所を守りたい」についてだが、

大阪局の「子どもを守れ！キャンペーン」の一環として、子ど

もの里について継続取材をしていた。大阪市の改革の中で、事
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業への補助金削減という問題が議論になっているということ

で、現状をまず伝えるべく、１か月にわたり子どもの里に密着

し、今回の番組を放送した。「かんさい熱視線」は、基本的に

スタジオ形式で番組を放送しているが、今回、取材の過程で撮

影した膨大な映像をより効果的に見せるために、オールⅤＴＲ

で構成した。 

 

○ 大津市のいじめ問題では、一部の民放で個人情報に関わる資料の部分を黒塗りで隠

して放送したが、それがばれてしまい、情報が流出してしまった。情報の取り扱いを

慎重にしなければならない場合、どのように対応しているのか教えてほしい。 

 

 

（ＮＨＫ側）  

大津市のいじめ問題の情報流出については、民放の番組で資

料の個人名の部分を黒く塗って放送したところ、大きなテレビ

で見ると名前がうっすらと見えてしまい、それがインターネッ

ト上に広がってしまった。今回のいじめ問題は、匿名性を最優

先に考えていかなければいけないものであり、ＮＨＫでは、ど

この学校かも分からないように慎重に対応している。ＮＨＫで

は、係争中の少年事件を取り上げる際には、個人名が分かるよ

うな独自の資料を入手したとしても、それをそのまま使用する

ことはない。また、関係者のインタビューで中学生などに話し

てもらう際にも、顔は映さず、音声も加工し変えている。音声

を１度変えただけでは元に戻せてしまう技術もあるので、何度

も声を加工し、変えて放送している。聞き取りにくい場合は、

画面に話の内容をスーパーすることで、対応している。今回の

情報流出については、他山の石にしなければならない出来事で、

今後も細心の注意を払っていく。 

 

○ 原発再稼働についての反対デモについて、なぜメディアは報道しないのだろうか。

ＮＨＫのニュース番組でも、トップ項目で取り上げられていたことは、私が見た限り

なかったと思う。今回のデモは、政治色なく一般の人たちが行っているという意味で、

注目すべきデモである。首相官邸前でのデモをニュースのトップ項目として取り上げ

る、取り上げないという判断や基準について教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  
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デモについて、正確にお答えできる資料があるわけではない

が、信用できる機関が公式に発する情報をまず第１の情報とし、

そこからさらに深く多角的に取材をして報道していくというの

が、ＮＨＫのみならず旧来の日本の報道機関のやり方である。

そういった意味では、自然発生的に起こったものをどのタイミ

ングで報道し、どのように重要度を量るかということは、難し

い面があるかもしれない。報道が早かった局については、そう

いった判断に違いがあったのかもしれない。今回のデモはこれ

までとは違ったものであり、今後どのように伝えていくかは、

報道機関としての課題であると考えている。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年６月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、２０日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、ミュージック・ポートレイト「松田聖子

×藤井隆 第１夜」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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、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     出川 哲朗（大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

弘本由香里 

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

 

＜ミュージック・ポートレイト「松田聖子×藤井隆 第１夜」 

（6 月 8 日(金) Ｅテレ 後 11:00～11:29）について＞ 

 

○  番組で紹介される歌を私自身も懐かしく思いながら聞いていた。松田聖子さんが、

長い間輝いている人は他の人とは違った強さが備わっているのだと感じた。対談相手

の藤井隆さんは、お笑いタレントというイメージが強かったが、対談中も背筋をまっ

すぐにして、明るい表情で多くの話を聞き出していたところがよかった。 

 

○  音楽を軸にして対談するという番組内容は、非常に斬新であった。それぞれ違う分

野で活躍し、５０歳と４０歳となったゲストの２人の対談は、今まで思い描いていた

ものとは違う印象を受けた。松田聖子さんについては、アイドル時代のイメージしか

なかったのだが、今回の番組では、非常に堂々とした、落ち着いた大人な雰囲気を感

じた。藤井隆さんについても、吉本新喜劇でのテンションの高いイメージであったが、
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番組では自然体の藤井さんを見ることができた。番組構成もしっかりとしており、今

後が楽しみな番組である。一方、今回の松田聖子さんと藤井隆さんの対談は非常によ

くかみ合っていたが、どういった人物を選ぶかで番組の出来が左右されるのではない

かと感じた。また、最近、Ｅテレの番組でも、総合テレビの番組をしのぐようなもの

があるが、総合テレビとＥテレで放送する番組の違いを教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

総合テレビとＥテレのすみ分けについては、放送免許上、総

合テレビは、教養、教育、報道、娯楽という４つのジャンルの

番組をバランスよく放送するのに対し、Ｅテレは、教養、教育

と若干の報道番組を放送することとしている。「ミュージック・

ポートレイト」については、教養と教育のジャンルの番組であ

り、単に歌を紹介するのではなく、その人が歩んできた人生を

紹介することに重点を置き、Ｅテレの番組として開発してきた。

一方で、より多くの視聴者に見ていただきたいということで、

メディアを変えて今年度から総合テレビでも放送することとし

た。総合テレビについては、ＮＨＫ全体の番組のショーウィン

ド的な要素も一部あり、総合テレビで見たことをきっかけに本

来の放送メディアでの視聴につなげる目的で放送する場合もあ

る。 

 

○  一躍、人気者になった背景には、いろいろな苦労があったであろうし、その人気を

持続していくのは、表に出せない悩みや苦しみがあっただろうと思うが、そういった

当時の話を当人から聞くことができる今回のような番組は、多くの視聴者も興味があ

るのではないか。若い頃からアイドルとして活躍していた松田聖子さんと、会社員か

ら吉本新喜劇の役者に転身し、マルチタレントとして活躍する藤井隆さんの対談はス

ターの実像を見せるという番組のねらい通りの出来だったのではないだろうか。この

番組のおもしろいところは、単なる対談ではなく、音楽を軸にしているということだ。

このような演出は、タレントやアーティストを取り上げるときには有効な手段だと思

う。 

 

○  意外性のある組み合わせに期待する一方、アイドル時代の印象が強い松田聖子さん

と個性の強い藤井隆さんの対談がどのような展開になるのか想像もできず、不安も感

じたが、実際見てみると、新鮮で斬新な番組内容で満足した。ゲスト２人のそれぞれ

の過去や当時の思いなどを振り返り、対談している様子は、大変すがすがしく画面に

映っていた。それぞれの分野で活躍している２人だが、気取らず、自然体での対談で
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あった。それぞれの思い出の曲を聞きながら当時を振り返る演出は視聴者にとっても

分かりやすく、番組も盛り上がっていた。また、よくある音楽番組のように番組の中

で歌を披露するということをせず、終始２人が向き合って語り尽くすという企画に好

感を覚えた。また、番組の雰囲気、内容も夜の１１時台に合ったものだった。働いて

いる女性にとっても、１日の中で一番ゆっくりできる時間帯であり、この時間帯に求

める番組に値するものであった。ただ、番組セットについては、にぎやかすぎる印象

を受けた。また、私も総合テレビとＥテレのジャンルの境界について教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組は、新しい音楽番組として企画したもので、同じ音

楽番組で「ＳＯＮＧＳ」が音と映像のクォリティーの高さで１

人のアーティストの世界を描こうということに対し、「ミュー

ジック・ポートレイト」は、作り手だけでなく、受け手の目線

で音楽を語るという視点で企画した。２３年度まではＥテレの

みの放送であったが、今年度からは総合テレビでも放送するよ

うになった。パイロット番組では、同世代同士の対談にこだわっ

てゲストを選んだが、以降はそれだけにこだわらず、いろいろ

な切り口でゲストを選び、制作している。出演者によって番組

の出来が大きく変わることは制作者も認識しており、総合テレ

ビでも放送するようになったということで、広く視聴者が楽し

めるゲストを起用するように心がけている。松田聖子さんが自

身のことを自分の言葉で話すというのは大変珍しく、今回、自

身が松田聖子さんのファンでもある藤井隆さんが、彼女に寄り

添って対談した結果、よい雰囲気で対談することができたので

はないか。また、今回は花屋の店舗を借りての収録であったが、

ほかの放送回でも実際にあるお店などを借りて収録することが

多い。 

 

○  ゲストのうち１人が聞き手となり、もう１人の話を聞き出す番組かと思いながら見

たこともあり、やや中途半端な印象を受けた。松田聖子さんと藤井隆さんの話のス

ケール感も違い過ぎていて、その点においても中途半端な印象を受けた。そもそも多

くの視聴者もそういった先入観を持って見ていたのではないだろうか。 

 

○  いつも何気なく見始めるのだが、心に残る音楽を通じて人生を見つめ直すという番

組内容に、いつの間にか引き込まれている。過去の映像をふんだんに使いながら、時

代背景を共通の土台にして、ゲストの２人が互いに心に残る音楽を紹介し、価値観な
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どを共有する様は、見ている側もゲストと同じ共有感を感じながら見ることができる。

第２夜で紹介される「人生の最後に聴きたい曲」は、毎回楽しみで必ず見ているが、

Ｅテレらしい、番組制作者の意図を感じる。また、番組冒頭のダイジェストも興味を

持たせる内容であり、紹介する音楽からゲストがどういった人物で、どういったこと

を考えていたのか想像することができ、緻密な計算のうえで構成、演出している印象

を受けた。ゲストに自発的に話をさせるというのは、過去の映像の効果的な利用など

制作者の緻密な計算の流れがなければ成立せず、さすがＥテレから総合テレビに展開

してきた番組であると感じた。歌手や音楽に関する後世の研究、検証材料となり得る

オーラル・ヒストリーとしても期待できる、非常に教育的価値の高い番組だと思う。 

 

○  異色の組み合わせが、音楽と人生というテーマを軽妙に見せている。今の松田聖子

さんの魅力がいかんなく発揮されている。ファン代表のような藤井隆さんの聞き上手

ぶりもさえていた。松田聖子さんも楽しそうに話していて、笑いの大御所のような聞

き手だとこうはいかないと思う。カメラと照明もうまく、番組に気品を感じた。 

 

○  まず、どのような縁でこの２人が共演しているのか興味があったが、１０歳違いで

誕生日が同じという理由はあまり納得できるものではなかった。アーティストとして

の隠れた共通点を期待しただけに、やや期待外れの感があった。ただ、意外な組み合

わせとして２人が出会い、共演することで共に従来のイメージとは異なる新たな境地

が開拓できれば、おもしろい試みだと感じた。私自身は青年期の思い出の曲として、

松田聖子さんの曲を聴きながら若いころを振り返るよい機会であった。歌謡曲のみな

らず音楽の好きな私は、改めて自らの経験したさまざまな出来事の背景には常に歌が

あったことに気づくとともに、その歌を聴けばすぐ思い出が甦るといった音楽の持つ

不思議な力を再認識した。 

 

○  パイロット番組の頃から見ていた番組である。総合テレビにも展開するということ

で、より多くの視聴者を意識した番組作りも必要なことだと思うが、個人的には、Ｅ

テレのみで放送していた頃の番組の方がおもしろかった。今回の番組は、ゲストが松

田聖子さんと藤井隆さんということで、おもしろくならないはずがないと思うが、個

人的にはその前の回の、工藤静香さんとミッツ・マングローブさんの方が紹介された

曲も含めてよかった。今回の番組では、選ばれた曲があまり印象に残らなかった。ゲ

ストを誰にするのか、曲をどのようにするのか、あまり作り込み過ぎてもよくないが、

ある程度考えて今後制作する必要があると思う。 

 

○  今回のゲストは、私の世代にはぴったりな２人で、紹介されていた音楽、過去の映

像も非常に懐かしかった。なかなかテレビで話を聞く機会がないゲストの人生を聞く
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ことができ、楽しく見られる番組だった。毎回ゲストに合わせて会場を選んでいると

いうことだが、今回の花屋は、松田聖子さんにぴったりであった。さらにヒロ寺平さ

んのナレーションも説得力のある声で、音楽番組とヒロ寺平さんという組み合わせに

非常に安定感を感じた。ただ、番組冒頭のダイジェストだが、そこだけで番組全体の

内容が想像できてしまい、もったいないと感じている。また、松田聖子さんなどの過

去の映像をたくさん使っているのは、おもしろく見たが、一方で選んだ音楽が埋もれ

てしまい、どの曲が選ばれたものか分かりにくくなってしまった印象を受けた。藤井

隆さんの常に相手を尊重しながら話をされる姿勢は、大変見やすかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

ゲストの人選についてだが、親し過ぎない間柄の人にするよ

うにし、２人の間にある程度の緊張感が生まれながらも、自然

に話が盛り上がる雰囲気が作れるようにしている。１０曲選ん

でいくなかで、最初の「音楽との出会い」と最後の「人生の最

後に聴きたい曲」は、毎回決まっているが、ほかの曲について

は、ゲストと事前の打ち合わせを行いながら、人生の転機と関

わりのある曲などを中心に質問項目を決めている。過去の映像

の使用についてだが、いろいろと使いたいと思う一方、放送の

許諾、また使用料など、その都度、調整をしながら使用してい

る。番組冒頭のダイジェストについてだが、ザッピングをして

いる視聴者にチャンネルを合わせてもらうために、コンパクト

に番組全体の内容をまとめたものを最初に放送する構成が最近、

非常に多い。ご意見にあったように、冒頭だけで全体の中身が

分かってしまうということがある一方、番組視聴に関する調査

では、“番組冒頭３分でいかに視聴者をつかまえることができ

るかが重要”ということも言われている。多くの番組でもそう

であるが、現状、冒頭にダイジェストを構成する演出で勝負し

ている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ５月３日(木)の小さな旅「春めぐる道～和歌山県 熊野古道～」（総合 後 1:30～

1:55 近畿ﾌﾞﾛｯｸ）について、８８歳の女性が樹齢 280 年のしだれ桜の幹をさすりなが

ら語りかける様子から、先祖から受けついできたしだれ桜と一心同体であるというこ

とが十分伝わってきた。熊野古道を行く旅人たちもしだれ桜を見るとともに、女性の

話を聞くことで心が癒やされていく様子を感じとることができた。また、古道を行く
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旅人に声をかけ熊野古道の魅力を案内しているお茶農家の夫婦が、全国の旅人から届

くお礼の手紙や写真を大事に保管している様子など、昔から地元の人たちが普段の生

活の中でも、熊野古道との関わりを大切にしていることが随所に感じられ、感動を覚

えた。また、雲海や冬から春への季節の移り変わりなど、神秘的な熊野を見事な映像

で映し出していた。熊野の参拝にはいろいろなルートがあるので、別のルートでの続

編も期待している。 

 

（ＮＨＫ側）  

熊野の取り上げ方についてだが、やはり旅のガイドブックの

ような番組は多くの視聴者に人気で、増えてきていると思う。

ただ、熊野という地域は、日常とかけ離れた世界を感じる神秘

的な場所であり、今後もいろいろな切り口で取り上げたいと考

えている。 

 

○ ５月１７日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 滋賀・長浜」について、内容、構成と

もにうまくまとまっていた。ゲストの益子直美さんは、かっちゅう姿の石田三成にふ

んしながら商店街の人と気さくに話をしたり、焼きサバそうめんに驚いた表情を見せ

たり、ウエディングドレスを着たりして番組での自分の役割を心得ながら、出過ぎる

こともなく、感じのよい印象を受けた。藤澤義貴アナウンサーとも息の合った進行だっ

た。 

 

○ ５月１８日(金)のかんさい熱視線「津波が大都市を襲う～その時何が 最新研究～」

について、被害予想をシミュレーションで伝えていたが、非常に重要な問題提起であっ

た。テーマが重要である分、より多くの人に見てもらう努力をし、知識を広く普及す

ることも放送局の一つの使命なのではないか。 

 

○ ５月１８日(金)のえぇトコ「奈良“祈り”を撮る」について、「えぇトコ」の幅の広

さを感じた。地域性もそうだが、番組の内容についてもいろいろな角度から作られて

いくという印象を受けた。写真家の野町和嘉さんが案内人になることで、同じ場所で

も、写真で切り取った場合と動画の場合との違いを見ることができ、おもしろかった。

奥貫薫さんのナレーションもよかった。ただ、ナビゲート役の市川亀二郎については、

起用の意図が分からず、もったいない演出ではなかっただろうか。奈良との関わりを

自身も語っていたが、実際に奈良で撮影されたシーンもなかったので、奈良局のアナ

ウンサーがナビゲートしてもよかったのではないか。出演者に期待していた分、残念

である。また、奈良県下をいろいろと案内していたが、薬師寺を中心に構成するので

あれば、その界わいの町などを紹介した方がよかったのではないか。全体的に詰め込
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み過ぎている印象を受けたので、長谷寺、室生寺については、また別の回で取り上げ

た方がよかったのではないか。ただ、薬師寺の花会式をここまで取材している番組も

めずらしく、若い僧侶にいろいろと語らせたところも新しい試みであった。これまで

の「えぇトコ」と比べ、非常にドキュメンタリー色の強いことが、全体のバランスと

してよいのか疑問は感じたが、奈良を取り上げる際には、今回のような演出は効果的

だったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

「えぇトコ」という番組については、関西各地域の特色を出

しながら、幅広いコンセプトで番組を制作している。ただ、統

一の演出として、視聴者にとって魅力的な存在である旅人が、

地域を旅するという番組にしている。今回の番組は、魅力ある

人物としてナビゲーターをお願いしたのだが、スケジュールが

合わず、実際に奈良でロケをすることができなかった。今後は、

ちゃんと旅人がその地域を訪れる番組にしたいと考えている。 

 

○ ５月２０日(日)のＮＨＫスペシャル 宇宙の渚 第２集「天空の女神 オーロラ」

について、デジタル放送ならではの美しい映像であった。非常にＮＨＫの存在価値を

示した番組であり、このような番組をぜひ継続してほしい。 

 

○ ５月２４日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 神戸・有馬温泉」について、六甲山、

有馬の観光地といえば、六甲山牧場や有馬温泉がすぐ思いつくが、今回は最近人気の

知られざるスポットを紹介していた。また、有馬温泉のお湯が赤茶色である理由や人

形筆など地元の人間でもあまり知らないことを紹介していた点はよかった。しかし、

有馬温泉が日本三古湯の一つであると紹介されていたが、ほかの２つの温泉について

も紹介してほしかった。六甲山と有馬を巡るよくある旅番組ではあるが、ノッチさん

と内藤雄介アナウンサーとの絶妙なかけあいで楽しく見ることができた。ただ、内容

時間については少し長い印象を受けた。 

 

○ ５月２４日(木)の旅のチカラ「弔いは最高の笑顔で～西原理恵子 ガーナ～」につ

いて、「人間の死を盛大に祝う国 ガーナ」を漫画家の西原理恵子さんが訪ねて、日本

とはまったく異なる「死」についての価値観を体験するという内容だった。形や色と

りどりの棺おけがその価値観を現す最大のシンボルであり、棺おけとはその人の人生

を表わすものであるというガーナ人の言葉は、「死」が画一性の濃いビジネス化されつ

つある昨今の日本では発想さえもしにくいものだと感じるとともにいずれ確実に訪れ

る自らの「死」についても考えさせられる機会を与えてくれた。西原さんが自らの棺



8 

おけづくりに取り組みながら、自分の人生を振り返るくだりは大変興味深く、まさに

現地でなければできないことである。これが旅の経験から人生の次のステップを踏み

出す力を得る「旅の力」だと強く感じた。訪れる場所や旅人そしてテーマなどそのス

ケールの大きさはＮＨＫならではのもので、大変見応えのある充実した内容だった。 

 

○ ５月２６日(土)、２７日(日)のＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オ

ウム真理教」（総合 26 日(土）後 7:30～8:43、9:00～10:13、27 日(日)後 9:00～9:58）

について、重量級の仕上がりでたいへん見応えがあった。ドラマ仕立てに批判もあっ

たが、オウムを知らない若い世代を引きつけた意義は大きい。直後に菊地直子容疑者

や高橋克也容疑者が相次いで逮捕されたが、あえて意見すると、ドラマ部分で繰り返

し出てきた「それでも宗教なんですか」、「これは宗教の名を借りた犯罪だ」というセ

リフは、そのまま日本人の宗教観の貧しさを露呈させていたと思う。人畜無害な宗教

がそんなことをするはずがないという思い込みは、裏返せば、日本人の宗教に対する

未熟さや無関心の現われではないか。オウムもまた狂気の宗教であって、これからは

それをどう見抜くのか、「宗教リテラシー」が重要なのだが、これでは宗教に対する無

知をさらけ出しているだけだと思う。それがいかにももったいない印象を受けた。 

 

○ ＢＳプレミアムでは、５月２８日(月)から６月８日(金)の期間、イギリス関連の番

組を集中的に放送していた。今年はエリザベス女王の即位６０周年やロンドンオリン

ピックが開催されるということで、イギリスへの関心が高まる中、タイミングのよい

企画であった。５月３０日(水)、３１日(木)に放送された「ぐるっとイギリス３５０

０キロ」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59）について、イギリスは４つの地域から成り立って

いるが、非常にいろいろな所があると感じた。６月４日(月)の英国王室御用達～ザ・

ロイヤルワラント～「大森南朋 極上の逸品と歴史の旅」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29）

について、単に伝統に支えられているだけでなく、熟練職人たちのものづくりに対す

る真摯な思い、そしてそういった製品を非常に大事にするイギリス人の国民性につい

て知ることができ非常によかった。６月５日(火)の「女王様の秘密のおサイフ～華麗

なるロイヤルファミリービジネス～」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29）について、非常に

驚き、いろいろな意味でイギリスについて知ることができた点で、今回の企画は非常

によかった。最後に、５月２８日(月)から６月１日(金)の「ピーターラビットからの

贈り物」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 6:00～6:29）について、子どもと一緒に本を読んでいたことな

どを思い出しながら、楽しく見た。 

 

○ ６月１日(金)のかんさい熱視線「“家族”がほしい～養子縁組望む子どもたちは今～」

について、養子縁組をテーマに取り上げたことは、高く評価する。国際養子縁組とい

うのは最後の選択かと思っていたが、外国人の養子に対する考え方、家族観や子ども
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観の違いに考えさせられた。しかし、番組全体から子どもを“モノ”として扱ってい

る印象を受けたのは非常に残念である。子どもをテーマにするということで、構成な

ども苦労したと思うが、いま一歩足りなかったのではないか。番組の中でも切々と言っ

ていたが、どうしても日本では子どもを所有物として扱ってしまう親が多い。社会も

そういう風潮の中、そういったことが要因となり養子縁組が進まないと問題提起され

ていたが、番組自体も子どもを“モノ”として扱っている印象を受け、大きな矛盾を

感じた。欧米の事例として、子どもを一人の人格として扱い、一つの人格を受け入れ

るという親子関係のあり方を伝えていたが、それに対して、日本の子どもを所有物と

する感覚から、どのように乗り越えていくのかという視点がほとんど見えてこなかっ

たのは残念であり、反省すべき点ではないか。また、養子縁組の制度自体は子どもた

ち一人一人の異なる事情に合わせて、いかに柔軟な運用ができるかが大きな課題のよ

うな気がする。現状の制度の中で重視すべきは、縁組後の子どもたちの追跡調査なの

ではないだろうか。その中で、縁組制度、ならびに運用の検証をしっかりと行い制度

のブラッシュアップを図っていくことが求められていると思う。日本の養子縁組問題

というのは深い問題であるので、今後も別の視点で掘り下げて番組を放送してもらい

たい。 

 

（ＮＨＫ側）  

かんさい熱視線「“家族”がほしい～養子縁組望む子どもたち

は今～」については、「子どもを守れ！キャンペーン」の一環と

して、親と一緒に暮らせない子どもたちをどのように救ってい

くのかということを昨年から継続して取材をしているもので、

２月の「かんさい熱視線」で取り上げた乳児院の取材を通じて

制作することになった番組である。乳児院に入所していた子ど

もたちはその後、養子縁組や里親で親を探すのだが、今回は養

子縁組にテーマをしぼり取材を進めた。これまでは、それぞれ

のテーマごとに制作してきたが、今後、里親についても取材を

行い、それらをまとめた番組を制作したいと考えている。子ど

もを番組の中でどのように取り上げるかは、確かに難しい点が

ある。子どもの人権を守りながら、現状をきちんと描けるよう、

本日いただいたご意見を次の番組に生かしていく。 

 

○ ６月１日(金)のえぇトコ「都会の森で神さまに出会う」について、全体的にはよく

できていた。ただ視聴者意向にもあるように出演者の言葉づかいに違和感を持った。

出演者については、京都に何かしらの縁を感じるという以上のものは引き出せておら

ず、何気ない会話からも、この土地と縁を感じさせるものはなかったと思う。この点



10 

は非常に残念である。京都ビギナーにとっては、葵祭の奥深さなどが分かるように工

夫された構成であったが、今回の番組は見終わった後に「勉強になった」、「新しい知

識を得た」ということがなかった。また、祭り当日の５月１５日(火)があいにくの雨

で路頭の儀が翌日に順延となり、出演者が見ることができなかったようだが、出演交

渉の際に雨天順延の可能性も含めて交渉していなかった点は、反省すべき点である。

賀茂一族の子孫である中学３年生の初めての競馬を終えた表情などはよかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＮＨＫの番組は、「勉強になった」といったことを伝えられる

ような放送でありたいと思っている。若者向けにおもしろさを

前面に出すことも必要かもしれないが、やはり「ためになった」

と思ってもらえるような番組作りを目指したい。「新しい発見

のある番組」など、いただいたご意見を今後の番組作りに生か

させていただく。「都会の森で神さまに出会う」では、雨で行事

が順延してしまい、順延日に出演者のスケジュールが合わない

中、最大限できることを考えて構成した。 

 

○ ６月６日(水)の歴史秘話ヒストリア「それ行け！パワースポット～世界遺産・熊野

と女たち～」について、「小さな旅」とは違った別の視点から熊野古道が取り上げられ

ていたが、「歴史秘話ヒストリア」のファンも満足できる内容であった。番組の中で和

歌山出身の学者である南方熊楠の功績について紹介していたが、地元の人間として喜

びを感じながら見た。今後、南方熊楠と熊野をテーマにした番組も検討していただき

たい。 

 

○ ６月７日(木)から４回シリーズで放送している仕事学のすすめ「コシノヒロコ 生

涯現役の女性仕事術」について、連続テレビ小説「カーネーション」でコシノ三姉妹

の活躍ぶりを見たことがきっかけで、コシノヒロコさんに興味を持ち、今回の番組を

見た。その道で評価されるような人間になるまでに乗り越えてきた苦労というのは、

並大抵のものではないと感じるとともに、仕事への取り組みや考え方も半端なもので

はないということを強く感じた。番組での発言も、何度も人生の浮き沈みを経験し、

今の地位にある人だからこそ、重みのある言葉だと感じた。また、聞き手である野田

稔さんも話の聞き出し方、まとめ方がよく、適任であった。今後も、いろいろな分野

から、いろいろな人物に登場していただきたい。 

 

○ ６月１０日(日)のこころの時代～宗教・人生～「縁を結び 支え合う」について、

大阪局も制作している長寿番組だが、関西が宗教風土豊かであることと無関係ではな
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いだろう。昔は、高僧、名僧や宗教学者が定席を占めていたが、最近、社会で活動す

るユニークなゲストの登場が多くなった。今回の浄土真宗の僧侶も、バーのマスター、

妻の自殺、自身の路上生活などを経て、今、ホームレスや被災地の支援に取り組むな

ど、今までの宗教者とは明らかに違う存在感である。無縁社会において、宗教の役割

が見直されつつある中、教団とか教義というより、生き方とか価値観を問うところに、

新たな働きを見いだした。オウム事件のショック後にあって、「宗教リテラシー」を高

めていくためにはそのようなフィールドを多様に開拓していくしかないと思う。そこ

に、宗教風土豊かな関西における、各局の知恵のふるいようがあると思う。 

 

○ ６月１１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「道を究める、その先に てん

ぷら職人・早乙女哲哉」について、てんぷら一筋のすばらしい職人魂を見た。この回

に限らず、この番組は、日本人のすばらしさをとらえ、訴えかけてくれる私の好きな

番組の一つである。 

 

○ ６月１４日(木)の「ＪＡＰＡなび 全開！よみがえりパワー 和歌山・熊野古道」

について、ゲストのＤＡＩＧＯさんが、臨機応変な対応で、全国的にも分かりやすい

コメントをしていたのはよかった。いろいろと熊野をテーマにした取り組みがあるが、

ただ集客を狙うという目的だけではなく、歴史的意義などいろいろな角度から映像化

し発信するのは、ＮＨＫの一つの使命であると思っているので、そういった番組を期

待している。 

 

○ これまで放送した「えぇトコ」では、４月２０日(金)の「角淳一の関西おもてなし

デート～大阪・中津～」が、一番おもしろかった。ただ、角淳一さんのような関西を

代表するアナウンサーがＮＨＫでは育っておらず、その点は危機感を持つべきではな

いか。また、５月１８日(金)の「奈良“祈り”を撮る」については、大変期待してい

たのだが、ナビゲーター役の出演者の番組への関わり方、また旅人役の起用に違和感

を持った。また、薬師寺、室生寺、長谷寺を巡るという組み合わせも、いまひとつ焦

点が合っておらず、がっかりした。６月１５日(金)の「もちろん旅＆じゃない旅 異

国情緒薫るおいしい街・神戸」については、ありきたりの内容であった。旅番組が数

多く放送される中で、番組の個性や「勉強した」という印象を受ける番組をＮＨＫに

は期待したい。 

 

（ＮＨＫ側）  

個性のある、関西ならではのアナウンサーについては、同じ

ような意識を持っている。ＮＨＫが地域の民放と大きく違うの

が、全国に異動する組織だということだ。在阪民放の場合、関
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西で長年働いていく環境の中で、キャラクターがどんどん育っ

ていくわけだが、ＮＨＫの場合、そういったことが難しいのが

現状である。 

 

○ 関西に根づく角さんのようなアナウンサーについて、ラジオ番組ではあるが「かん

さい土曜ほっとタイム」の佐藤誠キャスターのような方が、まさに該当するのではな

いだろうか。また、この番組に関しては、関西から全国に発信している点もすばらし

いと思っている。ＮＨＫの番組は教育の場でよく活用させてもらっている。すぐに視

聴率に表れなくても、教育の分野で活用されることで若者に影響を与えることもでき

るのではないか。 

 

○ 私の職場の女性１０人ほどにどのようなテレビを見ているか聞いてみたところ、２

０代、３０代の若者がほとんどＮＨＫを見ていなかった。視聴者意向の資料でも、番

組への意見を送ってくる若者は極めて少ない。５０代、６０代のために番組を作って

いるような感じを受けてしまう。若者自身もそのように感じており、情報入手もイン

ターネットなどが中心になり、もはやテレビが親しいものではなくなっているのでは

ないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＮＨＫもそうだが、やはり若い人全体のテレビ離れが間違い

なく進んでいる。テレビなどの受信機そのものを持たない人も

いる中、そういった人たちにどのように関心を持ってもらうか

が大きな課題である。ＮＨＫの番組も若者に見てもらうと、お

もしろいと思ってもらえるような番組もたくさんある。また、

大阪局制作の「あほやねん！すきやねん！」のような番組や、

若い人の知的好奇心、興味をくすぐるような新しい番組の開発、

インターネットの活用など今後もいろいろな方法を探っていき

たい。にも取り組んでいきたい。このほか、Ｅテレについても

幼少期から小学生ぐらいまでは、よく見てもらっているが、そ

れ以降はＮＨＫから離れてしまっている。どのようにつなぎと

めるかというのも、課題の一つだと考えている。 

   

○ ＡＫＢ４８の総選挙について、ＮＨＫの全国ニュースで大々的に取り上げていた。

社会現象ともいえるが、ＮＨＫがそこまでする必要があるのか違和感を持った。 

 

○ 大阪市の市政改革プランが検討されているが、地域に暮らしている人にとっては非
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常に大きな影響のあるものである。在阪民放の夕方の番組などでは、それらについて

取り上げていたのを見たことがあるのだが、ＮＨＫではしっかりと取り上げていない

印象を受けている。これらについては、夕方の番組だけではなく、働いている現役世

代の人たちも見ることができる夜間の時間帯でも放送すべきものであると思う。今、

地方自治は大きく揺らいでおり、その地域に暮らす人たちの生活に相当の影響を及ぼ

すテーマであると思うので、今後どのように報道していくかということを考えていた

だきたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

大阪市の市政改革の取り上げ方についてだが、橋下徹大阪市

長の市政改革も具体化する段階に入った。改革が大阪市民にど

のような影響があるのかということなどを具体的に取り上げ、

伝えていきたいと考えている。 

 

○ 「あなたの声で強くなる」という大阪局の「声プロジェクト」についてだが、関西

弁でのコピーが大阪局に親しみを感じ、非常に気に入って見ている。実際に寄せられ

た声から、どのようにプロジェクトが展開していくのか楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側）  

「声プロジェクト」については、この４月から取り組んでい

る。視聴者から届いたＮＨＫに対するご意見を５秒のクラッチ

映像で紹介するほか、６月１４日(木)の「ぐるっと関西おひる

まえ」の中で、届いた声にＮＨＫの担当者が答えるコーナーを

放送した。これに関しては、ＮＨＫと視聴者とをつなぐ取り組

みとして今後もいろいろな展開を考えているところである。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年５月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１６日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２３年度近畿地方放送番組の種別ごとの放送時間」について、

報告があった。次いで、事前に視聴してもらった、えぇトコ「角淳一の関西おもてなし

デート～大阪・中津～」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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、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     出川 哲朗（大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

       山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

 

＜えぇトコ「角淳一の関西おもてなしデート～大阪・中津～」 

（4 月 20 日(金) 総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○  角さんがフリーのアナウンサーになっているとは知らなかったので、ＮＨＫに出て

いて驚いた。角さんの人柄がよく出ており見やすかった。角さんのほのぼのとした人

柄と、ゲストの川崎亜沙美さんとの軽妙なやりとりも加わり、好感の持てる仕上がり

であった。また、大都会の裏側にある大阪らしい隠れ家的な場所の紹介と、なるみさ

んの大阪弁でのナレーションで、大阪らしさをうまく引き出していた。岸和田市出身

の川崎さんも大阪人らしいやりとりで、番組の味を引き立たせていたが、ゲストに

よって番組がどう変化するのか興味がある。 
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○  ナビゲーターで番組の雰囲気がこうも変わるのかというくらい、角さんは、見事な

さばきであった。また、大阪の魅力は、地下やガード下などにあると思っているのだ

が、今回の２人がそういったところに大変マッチしていた。ただ、そういった意味で

は、番組の最後が梅田スカイビルというのはいささか残念であった。きれいな人がた

だ笑っているだけではなく、ゲストの川崎さんは想像を上回るよいキャラクターで、

反応が非常におもしろかった。角さんも川崎さんとの会話を楽しんでおり、コンビ

ネーションのよさが、番組の質を大いに高めていた。 

 

○  角さんが出演し、ナレーションがなるみさんということで、まるで在阪民放の番組

かと思うような仕上がりで大変見やすく、角さんの魅力を堪能させてもらった。番組

で巡った次々と新しいビルが建っていく北ヤードと中津の高架下が対照的でおもし

ろかった。雑誌などにも載っていない大阪の魅力的な場所や、いろいろな店などもあ

わせて紹介してもらえると、街ごとの雰囲気が伝わってきておもしろいのではないか。

途中でカメラマンなど制作スタッフが途中、写り込んだりする演出もライブ感があり

楽しかった。 

 

○  非常に番組全体がよい雰囲気で進んでいき、テンポもよく、楽しく見た。番組の雰

囲気としては、大阪版「ブラタモリ」といった感じであった。毎日放送の人気アナウ

ンサーだった角さんがＮＨＫに出演するということで、今後、固定の視聴者も増えて

いくのではないかと思う。ただ、キャラクターが際立ち過ぎると、番組本来の目的で

ある“えぇトコ”の印象が薄れないかという心配もある。この点については、バラン

スを取ってほしい。また、角さんが今後どのような頻度で出演するのか教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

角さん自身もＮＨＫの番組には以前から関心を持っていて、

今回の話を受けていただいた。制作本数については、角さんと

スケジュール調整をしながら進めており検討中である。スタッ

フが写り込む演出については、番組がのんびりとしたテンポで

進んでいくなか、制作の舞台裏といったところを見せることで、

テンポの変化をねらった。 

 

○  温和で優しい口調の角さんと、明るい川崎さんが出演するということで期待して見

た。デートということでどんなところに行くのかと思ったが、ありきたりなミナミや

大阪城ではなく、新しくもあり古い町でもある中津という、私もめったに行ったこと

がない場所であった。角さんと川崎さんの優しく絶妙な会話は、おもしろいというよ

りも、楽しかった。時間があっという間に過ぎた。制作スタッフが写り込んでいたが、
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ロケがどのような規模で、どのように行われているのかもわかってよかった。 

 

○  角さんの癒やし系のほんわかした顔が出たとき、思わずこちらもにこにこと、画面

を見入ってしまった。川崎さんの岸和田弁には驚いたが、この番組を関東地方で放送

したら言葉が通じるのかと思わず心配してしまった。またナレーションになるみさん

を起用したのも正解であったと思う。中津の高架下の店を紹介していたが、これが大

阪らしい“えぇトコ”なのかと感心しながら見た。非常に好調なスタートではないだ

ろうか。 

 

○  私は角さんを知らなかったが、角さんが出演するということで評判が高かったので、

どんな人かと思いながら見た。２人のトークはノリがよく、おもしろく、そして自然

体で、見ていて楽しかった。一言で言うと後味のよい番組であった。この２人は初対

面ということだが、初対面でこのようなトークができるというのは、角さんと川崎さ

んのキャラクターによるところが大きく、人選がよかったと思う。高架下の雑貨屋と

かアンティーク専門店など、あまり知られていない場所であったが、500 円の服や、

店の人の自然体の反応ぶりといったものを含めて大阪の“えぇトコ”なのかと思いな

がら見た。梅田スカイビルにあるビオトープや、夕日百選の夕日といった、知られざ

る“えぇトコ”の紹介に成功した番組であった。 

 

○  角さんが初めてＮＨＫに出演するということで、角さんがどのように振る舞うのか

関心を持って見たが、今回の番組では、ゲストの川崎さんの存在が大変大きかった。

川崎さんは、未知数な力を持っている女優であり、これから大阪、関西を代表する人

として番組でも起用する必要があるのではないだろうか。連続テレビ小説「カーネー

ション」では、見ることができなかった一面を見ることができた。今回の番組では、

高架下という場所と、梅田スカイビルが対象的に映り、その対比がはっきりと表れて

いたことが、番組の力になっていた。“えぇトコ”というタイトルは、大変気に入っ

ているのだが、番組タイトルＣＧで“トコトコ”とキャラクターが歩いていくのも気

に入っている。金曜夜８時の「えぇトコ」は、時間的にもリラックスして気楽にテレ

ビを見ることができる。 

 

○  角さんの和める人柄や力を抜いた語りの熟した味わいと、川崎さんのガッツあふれ

る若いエネルギーと、二人のかけ合いは理屈抜きに楽しめるものであった。ただ、欲

を言えば、この地域特有のおもしろさとその背景について、もう少し踏み込んでみせ

る視点があってもよかったのではないか。 
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○  制作スタッフが番組の中で写り込む演出だが、強調し過ぎ、出過ぎていた印象を受

けた。このように撮影している雰囲気を出すのは臨場感を出す意味では効果的ではあ

るが、度が過ぎると素人っぽい感じになる。梅田スカイビルについては、大阪のラン

ドマークであり、紹介することはよかったが、有名な建築家の傑作であるといったこ

とや、「ＴＯＰ２０ ＢＵＩＬＤＩＮＧＳ ＡＲＯＵＮＤ ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ」に

選ばれているといった情報なども紹介してほしかった。番組自体は非常にすばらしく、

角さんと川崎さんのキャラクターによるところも非常に多いが、川崎さんの前向きな

考え方には、ほのぼのと元気づけられた。 

 

（ＮＨＫ側）  

角さんと川崎さんのトークはおもしろかったが、もっと“えぇ

トコ”を見せてほしかったとか、梅田スカイビルについてもっ

と詳しく説明してほしかったという点については構成上悩んだ

ところであった。今回は、角さんが初めてのＮＨＫ出演という

ことで、角さんのインタビュアーとしての魅力を中心に構成し

た。次回以降は、訪ねる場所の地域性や話題、また歴史といっ

たものを、そこで暮らす人々との触れ合いも織り交ぜながら構

成したい。また、５月３１日(木)の「ろーかる直送便」で、今

回の番組が全国放送される予定である。関西では、みんなが知っ

ている角さんが、関東など他地域でどのように受け止められる

かも見てみたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ４月１７日(火)から２０日(金)に放送した、ニューステラス関西「子どもを守れ！」

関連企画について、子どもをめぐって顕在化しにくい多様な問題を、現場から具体的

に課題を洗い出し、問題の認識をうながし、支援活動の存在や意義を伝える優れた内

容であった。今、まさに当事者として悩みを抱えている人にとっても、これまでこれ

ら問題に対して意識が乏しかった人にとっても、説得力を持った情報として受け止め

られたのではないか。このような問題への取り組みは、実際に痛みやつらさを感じた

人たちの自発的行動にゆだねられている部分が非常に大きいが、個人の力では、どう

しても限界があり、社会的なセーフティーネットシステムを整備することの重要性を

同時に感じた。経済格差もこの問題の一つの要因であり、日本社会の将来のための大

きな問題として、社会全体に発信するべきではないか。また、以前から大阪は、残念

なことではあるが虐待といった子どもに関する社会問題がクローズアップされる地域

であり、それらの問題に対する対策は全国に先駆けて取り組まれている。例えば、妊
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婦の相談窓口としての“にんしんＳＯＳ”の開設や、難病と生きる子どもとその家族

を支える“こどものホスピスプロジェクト”といった全国にまだ例のないものを大阪

発で取り組まれているということは、ある意味、都市の力だと思う。そしてさらに興

味深いのは、市民の参加がそこに促進されているということだ。子どもを守るのは、

専門家と制度だけではなく、例えば、子育てをしているママ自身が託児所の経営者に

なったり、児童養護施設を出た若者のコミュニケーションの場を個人が提供したり、

市民自らが手を挙げているということが非常に大阪らしく、大阪の持つ市民力を見せ

てもらい、大変感銘を覚えた。一方、託児所を開設するのは、許認可制なのか、個人

が自由に開けるものなのか、といったことにも踏み込んでほしかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

「子どもを守れ！キャンペーン」は大阪局全体で２３年度か

ら取り組んできた。「ニューステラス関西」ではキャンペーン２

年目にあたり、最初のシリーズとして４日連続で関連企画を放

送したが、取材を進める中で、いろいろな課題が見えてきた。

これら課題を改善するためには、地域、社会が支えていかなけ

ればならない。こうした問題意識は、取材する記者やディレク

ター、カメラマンも同様に持っている。今回は、新しい取り組

みである“にんしんＳＯＳ”、“こどものホスピスプロジェクト”、

“ママの託児所”などを取り上げたが、ご意見にもあったよう

に、これら新しい動きをどのように社会の中に定着させていく

かということが重要である。いただいたご意見を参考にしなが

ら、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○ ４月２０日(金)のかんさい熱視線「いのちをめぐる決断～出生前診断 ある家族の

記録～」ついて、科学の進歩というのはどこまで許されるのか、というところまで追

及しており、大変印象的に感じた。昨年１１月に放送した、かんさい熱視線「生まれ

てくるはずの命が・・・～進むエコー検査の波紋～」と連動するもので、継続的に同

じテーマで取り上げていることは、非常によい、意義のあることである。今回の番組

では、エコー検査で胎児に障害が見つかった夫婦に密着していたが、本音で話し合っ

て出した結論でなければ後悔してしまうという視点や、尊い命を家族で支えていくこ

との大切さもしっかりと描かれており、大変よかった。今回の家族は、最終的に産む

という決断をされていたが、このテーマについては、いろいろな意見があると思うの

で、引き続き別の視点でも取り上げてほしい。クリニックでの深刻な会話が紹介され

ていたが、取材相手との信頼関係を築いた制作者に敬意を表したい。 
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（ＮＨＫ側）  

４月２０日(金)のかんさい熱視線「いのちをめぐる決断」に

ついて、大阪局と京都局が共同で制作した。委員からも発言が

あったように、昨年１１月２５日(金)の「かんさい熱視線」の

取材がきっかけで、今回出演いただいたご家族を取材すること

になった。取材を続ける中で信頼関係が生まれ、カメラの撮影

も許され、問題提起を今回の番組の中でしてほしいというご家

族の思いから番組が作られていった。非常にリアルなやり取り

がなされ、命の尊厳についていろいろと考えさせられる番組と

なった。引き続き取材し、全国放送も視野に入れながら番組を

制作したいと考えている。 

 

○ ４月２９日(日)のＮＨＫスペシャル「職場を襲う“新型うつ”」について、新型うつ

の原因の一つとして、耐性のなさ、個人の人格的な弱さが考えられるが、理不尽なも

のをなくそうという取り組みが、逆にそうしたものに対する力を鍛える機会を奪って

いるという江川紹子さんの指摘は大変印象的だった。おおげさかもしれないが、テレ

ビも同様なのではないか。テレビというものは、先進的、進歩的、革新的であるべき

ものだと思うが、それがある意味では時代に迎合してしまっているのではないだろう

か。フェイスブックやツイッターといったものを取り入れることで、本来テレビが持っ

ている力から損なわれてしまうものが何なのかということを真剣に考えなければなら

ない。若い制作者が、勢いだけで作っていくことだけが、公共放送の役割ではないと

痛感している。 

 

○ ４月３０日(月)の「和歌山発ラジオドラマ わたしの稲むらの火」（ＦＭ 前

11:00～11:30 和歌山県域）について、東日本大震災をきっかけに濱口梧陵をモデルに

した物語“稲むらの火”が注目されている中、よいラジオドラマを制作してくれたと

思う。“稲むらの火”の物語は、舞台が地元ということもあり、そして、地震に対する

教訓として何度も聞かされてきたが、今回の番組は、主人公の真希が生活している今

の時代と“稲むらの火”の時代とをうまく連動させていた。違和感なく聞くことがで

きた脚本を高く評価したい。この脚本の力が、今回の番組を大変おもしろいものにし

ていたのではないか。映像がないにもかかわらず、津波の押し寄せてくる光景が思い

浮かぶほど、迫力溢れる番組であった。また、主人公の真希の家庭環境は、東日本大

震災後に同様の経済状況で悩んでいる学生たちの心情をうまく反映していた。濱口が

創立した耐久高校の学生を実際にドラマに出演させたのも大変意味のあることである。 
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○ ５月３日(木)の京都スペシャル「新日本紀行ふたたび」（総合 後 7:30～8:43 京都

府域）について、非常におもしろい番組であった。ただ、京都の新京極を取り上げて

いたが、明治の頃の話が中心で、なぜ“京極”という名称になったのかなどといった

歴史的な背景を丁寧に紹介してほしかった。また、懐かしい風景が番組の中で紹介さ

れていたが、今の京都では、そういった懐かしい風景を復活させようとする動きがあ

り、そういったことについては、全く触れられていない点は残念であった。今回は京

都府域向けの放送であったが、関西地方向けにも放送してもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

関西地方向けのアーカイブス番組について、昨年度まで「か

んさい想い出シアター」という番組を１０年間放送してきた。

この番組自体は終了したが、過去の番組というのは、ＮＨＫの

財産でもあるので、今後も活用していきたい。 

 

○ ５月３日(木)の「もっと高い頂へ～“なでしこ最強チーム”の挑戦～」（BS1 後

10:00～10:49）について、密着取材で深く掘り下げられた非常に興味を持たせる番組

であった。ただ、サッカー女子日本代表“なでしこジャパン”に７人が選出されてい

るＩＮＡＣ神戸が目指すパスサッカーを実現するためのフォーメーションなどが紹介

されていたが、一般的な視聴者には、専門的なことが取り上げられており少し難しかっ

たのではないだろうか。 

 

○ ５月４日(金)のえぇトコスペシャル「大阪・プサン！究極プレミアムツアー」（総合 

後 7:30～8:43 近畿ﾌﾞﾛｯｸ）について、番組のコンセプトであるはずの“えぇトコ”が

紹介されていなく残念であった。誰でもが知っているようなところが紹介されており、

今回のスペシャル版が通常の番組と違い過ぎて違和感を持った。 

 

（ＮＨＫ側）  

５月４日(金)の「えぇトコスペシャル」について、番組の中

でも触れているが、大阪局とＫＢＳプサンが番組制作に関する

協力協定を結んでから２５年という節目を迎えること、また

「えぇトコ」の認知度を高めたいということからスペシャル版

として、大阪局は大阪パート、ＫＢＳプサンはプサンパートを

それぞれロケ、制作した。大阪パートのねらいとしては、韓国

からの旅行客を意識して、スポットや乗り物、イベントを紹介

した。関西の視聴者が見ても、新しい発見ができるように構成

を考えたが、物足りなかったという感想があるということは、
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改善の余地があると思う。 

 

○ 「仕事ハッケン伝」について、仕事が、生活の糧を得るための手段としか見られな

くなっている今、そのような風潮に警鐘を鳴らす意味でも、また、仕事のおもしろさ

やいろいろな価値を伝える意味でも、非常によくできた番組である。番組への関心を

高めるために、タレントを起用するというのは、一般的かもしれないが、５月１０日

(木)の放送では、平岳大さんがゲストで、彼の真面目かつ熱心に仕事に取り組む姿は、

デパートのバイヤーの協力も得られ、番組のねらいをうまく引き出していた。この番

組はどのようなゲストを起用するかで、番組の質が大きく左右されると思うが、どの

ような基準で選出しているのか気になった。また、１日だけの経験ではなく、１週間

仕事を経験することで、より日常の仕事に近い形で経験することができ、仕事の深さ

が非常にうまく引き出されていた。ただ、スタジオでの振り返りは、ゲストが同質の

人たちで同じ視点で議論をしており、中身に深みがなかった。 

 

○ ５月１１日(金)のえぇトコ「文珍・南光の発見！ふるさとの宝」について、番組の

まとめとしては、宝は高島市であると受け止めた。これまでの放送が大阪という大都

市の中で“えぇトコ”を探すというものだったので、今回の番組は構成が少し違う印

象を受けた。今後、いろいろと工夫していくかと思うので、期待している。桂文珍さ

ん、桂南光さんのかけあいは、さすがだと思わされたが、ふたりのお弟子さんが出て

くるところは、間延びしている印象を受けた。また、出演者の文珍さん、南光さんの

起用は悪くはないが、新鮮味が薄れつつあり、次の機会には別の出演者を検討してほ

しい。 

 

○ ５月１１日(金)のバリバラ～障害者情報バラエティー～「ここが変だよ健常者」に

ついて、楽しく笑って見てしまった。健常者の１人として、なるほどとうなずきなが

ら、そして、笑いながら、大いに考えさせられ、健常者が障害者を知る上では、非常

に有益な番組である。 

 

○ 連続テレビ小説「梅ちゃん先生」について、女性が自分の就きたい職業を目指すと

いうストーリーは、今の時代にもマッチするものである。また、番組最後の「わが街

の梅ちゃん先生」も番組にぴったりのテーマである。ただ、主人公のキャラクター設

定がのんびり屋で、このまま医者になって大丈夫かと心配してしまうほどだ。また、

街の情景や人の身なりなど外見的には時代考証をされているようだが、目に見えない

時代の雰囲気、空気感といったものが、あまり伝わってこない印象がある。 
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○ 「連続クイズ ホールドオン！」について、お昼の放送は、「スタジオパーク」の時

間を下げてまで、この番組を放送しなければならないのか疑問である。いまひとつな

じめないでいる。 

 

○ 「あほやねん！すきやねん！」について、ＭＣがタレントと大学生の“あなたま”

だけで、アナウンサーは声のみの出演という曜日があるが、生放送中に地震など緊急

報道や予期せぬことが起こった場合、アナウンサーがその場にいれば適切に対応でき

ると思うが、緊急時対応などの考えを教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

「あほやねん！すきやねん！」について、学生たちに番組に

深く関わってもらうということを今年度の番組の方針として考

えている。その一つの取り組みとして、“あなたま”をキャス

ターとしているが、番組キャスターである荒木美和アナウン

サーは画面には出てこないが、スタジオ裏から声の出演で番組

の進行をサポートしており、緊急時に即座に対応できるように

している。 

 

○ 「Ｓｐｏｒｔｓプラス」、「Ｂｉｚプラス」について、テンポよく、軽快に構成され

ているが、深夜の時間帯にはあわただしく違和感がある。“スポーツからビジネス”と

いう新たな夜間視聴の流れを作っていくなかで、このテンポが視聴者にどのように受

け止められているか、再度検討してほしい。「ＮＥＷＳ ＷＥＢ２４」については、ツ

イッターでのつぶやきもすぐに番組の中で紹介され、今の若者が関心を持つような演

出である。ネットナビゲーターも比較的若い人が多く、なかでも古市憲寿さんの存在

は番組のなかでも大きいのではないか。一方、数多く書き込まれるツイッターのつぶ

やきをどのようにピックアップしているのか気になっている。選定することで、ある

意味“操作”が行われているわけで、それによって形成される“テレビ的世論”とい

うのは今後どうなっていくのか、危惧をしている。橋本奈穂子アナウンサーも、適切

に対応しているが、視線や神経が、手元のタブレットに向かい、うつむいた状態でぼ

そぼそとしゃべる感じになりがちであることが若干気になる。あえてそういう演出を

されている面もあると思うが、アナウンサーのスキルとして、こうした場面にどう対

応していくか、今後検討の余地があるのではないか。また、「Ｂｉｚプラス」では、株

価などの経済情報をスーパーで出しているが、個人的には不要なのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

総合テレビの午後１１時台の編成について、今年度大きく改
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定を行った時間帯でもある。「ＮＥＷＳ ＷＥＢ２４」について、

ツイッターをニュース番組に取り入れることについては、慎重

な意見も大変多い。一方、リアルタイムで見ている人たちの関

心、反応が分かるという魅力もあり、今回トライアル的な要素

も含みながら深夜０時台に編成することとなった。放送するツ

イッターの内容については、責任者がチェックしているものの、

世論の操作になるかもしれないという危惧を抱かれる人もいる

かもしれない。日本の新しいニュース番組として大きく踏み込

んだ番組ではあるが、そういった視聴者の受け止め方、今回の

ご意見などを今後の番組制作に生かせるよう報告させていただ

く。また、「Ｂｉｚプラス」の番組中の経済情報については、昨

年度放送していた「Ｂｉｚスポ」でも議論があった。経済情報

は、ニーズがあるという意見がある一方、違和感があるという

意見もあり、今回いただいたご意見を今後の番組制作に生かせ

るよう報告させていただく。 

 

○ 「探検バクモン」について、出たとこ勝負のハプニングがおもしろく、興味深く見

ている。肩がこらず、気楽に、新たな知識を得ることができる番組である。関西のコ

テコテの芸人とはまた違う爆笑問題を起用しているのもよい。 

 

○ 「情報ＬＩＶＥ ただイマ！」について、１週間の出来事を振り返り、ニュースト

ピックスを紹介する前半パートと、今話題の社会問題を扱う後半パートで構成され、

新しいスタイルの情報番組だと感じている。これまでのＮＨＫのイメージから抜け出

す新しい試みだと思うが、キャスターの原田泰造さんは、番組キャスターとして、お

笑いタレントのイメージが色濃く残ってしまい、なぜ原田さんを起用したのかと疑問

を感じている。背伸びし過ぎるのではなく、ＮＨＫらしく軸足をずらさず、幅を広げ

ていってほしい。 

 

○ 明日へ－支えあおう－「証言記録 東日本大震災」について、すばらしい番組だと

思う。震災から１年数か月が過ぎたところで出てくるさまざまな発言、単に地域の復

興だけではない思いといったものをどのように記録していくのか、この番組にまさに

公共放送の本当の役目があると感じた。 

 

○ ならナビ「古都歳時記」について、毎週見ているが、取り上げるテーマが尽きない

のは、さすが奈良だと感心するとともに、地域の視聴者に向けて制作している姿勢が

感じられ、大変おもしろい。東大寺二月堂の修二会や薬師寺の花会式といった有名な
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行事を支えている町の人たちも含め、準備の様子をしっかりと取材している姿勢がよ

かった。名前だけ知っている行事や、まだまだ知らない伝統行事も多いので、地域の

人が地元のことを知るということに大変貢献している番組だと感心した。 

 

○ 「ハートネットＴＶ」について、女性の貧困など、現代社会特有の身近な問題を取

り上げ、テーマ設定や小さなつぶやきを拾い上げようとする姿勢そのものには共感を

覚えるが、雑談で終わってしまうだけではもったいない印象がある。次のステップと

して議論を深めるための仕掛けなど、もう一工夫あってもよいのではないか。 

 

○ 「ワイルドライフ」について、ＮＨＫならではの長期に渡るロケで見応えのある番

組である。美しい自然に接することができる、非常に心いやされる番組である。 

 

○ 「ココロとカラダ満つる時間（とき） 宿坊」について、全国いろいろなお寺に行っ

ているが、精進料理を食べ、写経し、座禅を組み、一泊するという同一のパターンで、

どの寺も同じに見えてしまう。また、一泊二日という短い期間で、そんなにも心が晴

れ晴れとして、帰ることができるものなのかと疑問を感じている。“こういうものだろ

う”という押しつけを感じる。 

 

○ 「恋する雑貨」について、海外紀行番組として、気楽に見ることができる。また、

若い人の感覚でいろいろな雑貨を見ることができるのもおもしろい。 

 

○ 「写ねーる」について、番組の意図がわからない。特に、ＭＣの女性タレントにつ

いては、なぜこの人が起用されているのか、わからない。また、突然、携帯が鳴り、

メールが着信し、写真を見ながら話すのが、番組のリズムを崩し、また、どうしてこ

の写真を取り上げるのかという必要性もよく分からず、非常に見づらい。 

 

○ 「アフロディーテの羅針盤」について、おもしろく見ている。４０代になり、ファッ

ションへの関心、熱意が薄れてきている中で、家事も終わり、ゆっくりできる時間帯

に、気軽にファッション誌をめくるような感じで見ることができる番組である。ゲス

トに女優やモデルが出ているが、特にモデルは写真でしか見たことがないので、実際

に話をしている様子や、自分のことを語る様子などを映像で見ることができるのが大

変よい。また、“美脚を作る”、“顔のむくみを取る”といったマッサージや体操などは、

雑誌では非常に面倒で読めないのだが、映像だと非常に分かりやすくてよい。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＢＳプレミアムの午後１１時台は、働く女性を意識して番組



12 

を編成している。好評をいただいている番組もあれば、そうで

はない番組もあり、それぞれの番組担当者も、悩んでいるとこ

ろである。新しいことに挑戦しようとしているところであり、

もう少し時間がかかるかもしれないが、よりよい番組になるよ

う引き続きご意見をいただければと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年４月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１８日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、「あほやねん！すきやねん！」、えぇトコ

「もちろん旅＆じゃない旅 水都をぶらり～中之島・北船場～」を含め、放送番組一般

について活発に意見交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     出川 哲朗（大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

副委員長 中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

弘本由香里  

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

       山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

 

＜「あほやねん！すきやねん！」（4 月 10 日(火) 総合 後 5:05～5:57）について＞ 

 

○  番組冒頭からボルテージが高く、アナウンサーを目指す女子大学生“あなたま”の

２人を学生生活のエピソードも交えながら紹介するなど、和気あいあいとした雰囲気

から、若者をターゲットとしている番組の意図を感じた。また、番組ホームページか

らの投稿で番組に参加できるコーナーなど、若者との接触を増やそうというねらいも

感じられた。「キャンめし！」のコーナーは、じっくりとトークを聞かせるラジオ的

な展開で、これまでとは違った演出であった。若者に人気の歌手や大学のキャンパス

紹介など若者文化を発信するとともに、ＮＨＫのアナウンサーではなく、大学生やタ

レントを前面に押し出し、いろいろな意味で実験的な番組だと受け止めた。番組への
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意見、改善点を番組で募集するコーナーも新たに設けるということで、いろいろな意

見を取り込んでいこうということが感じられた。若者に対して積極的に展開しようと

いう意図が表れている番組であり、いろいろなトライ＆エラーを前提とした番組作り

を今後も見守っていきたい。また、リアルタイム視聴の傾向がますます低下する現代

の若い世代に対して、この番組がどのような影響を及ぼすのかといったことも今後、

教えてほしい。 

 

○  番組は学園祭のテレビ版というイメージが強く残り、メッセージ性の強いＮＨＫな

らではの印象が薄かった。民放色の濃い番組であり、印象に残るものではなかった。 

 

○  これまで番組を見たことがなく、どのようなものか興味を持って見た。三浦サリー

さんが自分の学生時代の話をしたり、恋の歌を歌ったりしたのは、若い観客が多いス

タジオも大いに盛り上がっただろう。大学のキャンパスへ入るのも初めて、バラエ

ティー番組にも出たことがないという俳優の柳楽優弥さんが、演劇部で学生たちの演

技についてアドバイスしていたのは、学生たちにとっても貴重な体験で大変な喜び

だったのではないかと思う。夕方のリラックスした時間帯でのバラエティー番組で、

肩の凝らない番組であった。 

 

○  ゲストのリアクションの無さ、また、“あなたま”の女子大学生がずっと台本を持っ

て読んでいることに違和感を持った。５０代の私は、見ていて疲れてしまった。大学

の受験者がどんどん減っていく中、今回のような番組は大学にとってもよいＰＲの機

会だと思うが、大学の切り口が本当にあれでよいのかと疑問を感じた。関西には大学

も多く、大学は関西特有の地域資源、知的資源であるので、大学のそういった面を見

せる工夫があってもよいのではないか。 

 

○ ふだん仕事をしている時間なので、なかなかリアルタイムで見ることはできないが、

以前、高校を訪問する企画を見たことがあり、その時は生徒の学んでいる姿が伝わっ

てくる内容で好感を持った。ふだん、私たちが接する機会の少ない高校の現場で、ど

のような生徒たちが、どのように過ごして、学んでいるのかということが、非常によ

く伝わってきた。世代の違う私たちが見ても勉強になり、単なる笑いだけでは終わら

ないおもしろさがあった。しかし、今回の大学訪問のコーナーは、正直、見ていてあ

まり得るものがないという印象だった。夕方のゆるやかな時間の流れで、のんびりと

した番組もあって悪くはないが、大学という場所から何か情報を伝えるのであれば、

笑いがあり、気楽さがあったとしても、そこに何か輝くおもしろさ、魅力が伝わって

こなければ、やっている意味がないのではないか。かえって大学の質を悪く伝えてし

まうこともあるのではないかと心配してしまう。構成もぶつ切りで、視聴者にうまく
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伝わらない感じがあり、不完全燃焼で残念な感じを受けた。もし大学を訪問するので

あれば、大学生が企画するコーナーや、学生が取材したことを番組に組み込むといっ

た視聴者参加の幅や深みを広げてもよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

番組開始から５年目を迎え、今年度は「学校に行く・学生と

つながる・学生と作る」をモットーに各曜日でコーナーなどを

構成している。曜日によっては、ツイッターなどさまざまなデ

ジタルツールを利用して、若者とつながることで、接触者率向

上、視聴者層の拡大を目指している。ツイッターのフォロワー

数も 5,000、番組のファンクラブ会員数も 7,000 人を超えてお

り、地方局の番組としては、トップクラスの数値である。スタ

ジオの客席は７０人ほどで満杯になるが、昨年度の平均では、

スタジオの外での立ち見も含めて２４０名ほどとなっており、

番組の認知度も高くなってきていると考えている。また、学生

と作ることの第一歩として、今年度から、アナウンサーを目指

している女子大学生、“あなたま”を番組ＭＣに起用した。また、

大学の研究室を訪ねるコーナーを設ける予定で、大学生の真剣

な姿も伝えていきたいと考えている。 

 

○  私も大学で講義をしたりするのだが、今の学生は閉鎖的なところがあるので、京都

なら京都、大阪なら大阪といった街もキャンパスだと学生たちに言っている。そうい

う意味では、この番組に対して好感を持った。ただ、いつも芸人タレントを番組に出

演させることに対して疑問を感じている。単なるおもしろいことだけをやるのではな

く、学生を街に連れ出して、その街のよさを知るといった工夫もあってよいのではな

いか。 

 

○  新年度からリニューアルしたということで、関心を持って見た。以前は内容が乏し

く、ガヤガヤと騒々しいこともよくあったが、今回は比較的見やすい番組だったので

はないか。ＶＴＲ構成の「キャンなび」のコーナーは、内容も比較的真面目な大学訪

問になっており、また、“あなたま”と鎌刈健太さんのＭＣも感じがよかった。ただ、

その分だけ「あほやねん！すきやねん！」の“あほやねん！”という部分が薄くなっ

ているような印象も受けた。“あほやねん！”という部分がこの番組の一番の持ち味

だろうから、先ほど話したことと矛盾するかもしれないが、少し騒々しい部分があっ

てもよいのではないだろうか。今後も工夫をしていくということだが、若い人たちに

焦点をあわせて、彼らが出演する番組として内容も工夫しながら続けてほしい。 
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○  いかにも大阪らしいタイトルに関心を持ちながら初めて見た。ただ、私たち年配層

にとっては、感想の非常に言いづらい番組であった。企画もゆるく、大学キャンパス

を訪問するというものだったが、民放とは違うかたちで若者を取り上げる構成には

なっており、ある意味ＮＨＫらしさを感じた。 

 

○  番組タイトルの“あほやねん！”という言葉には、以前からいかがなものかと思っ

ている。リアルタイムで見られる時間帯でもないため、どちらかと言うと見ることを

避けていた番組だ。番組タイトルや内容、また、ふざけた態度や言葉遣いに、この時

間帯の番組としては違和感がある。ただ、今回の番組は、今まで私が見た中で、一番

感じよく見ることができた。“あなたま”の２人が常に台本を持っていたことも、番

組にフレッシュさを感じさせていたのではないか。また、「キャンなび」のゲストの

柳楽さんも、学生へのワンパターンな問いかけは多々あったが、演劇部の演技を見て

いる目は、さすがプロの役者の目だと感じた。また、夕方５時台という時間帯で、視

聴率はどの程度なのか興味があるので教えてほしい。若い世代の情報バラエティー番

組として、若者にアピールするという点では、存在感のある番組ではないだろうか。 

 

○  大学生が夕方の５時から１時間、この番組を見るのかどうかは大変疑問である。ま

た内容についても、大学生の投稿にしては、いかがなものかと思う俳句だったり、学

食クイズと言いながらも答えが出てしまったりする全体的なゆるさが居心地悪かっ

た。ただ番組ＭＣであるタレントのスマイルは、手際よく番組を進行できるように

なってきている。アナウンサーを志望している大学生を“あなたま”として番組ＭＣ

に起用するのは、おもしろい試みだと思った。 近は大学生が動画サイトに自分で

作った動画を配信することも多いので、番組のコーナーなどを任せて、制作の過程も

あわせて放送するのもおもしろいのでないか。また柳楽さんの出演は、本当に珍しい

貴重なことであった。 

 

○  「キャンなび」を高校生が見たら、この大学に行ってみたいと思ったのではないだ

ろうか。 近、大学間での学生争奪戦も激しく、学生自身も自分に合った大学を求め

ている中、今回のようなコーナーはよい情報提供の機会になるだろうが、どういう基

準で大学を選定しているのか教えてほしい。取り上げた大学は、よいＰＲの場になる

とともに、高校生の進学の一つのポイントになることを考えると、選定するＮＨＫに

も責任があると思う。 
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（ＮＨＫ側）  

大学の選定については、今回のように柳楽さんといったゲス

トを連れて行っても大丈夫なように、受け入れ体制が整ってい

るということも考慮に入れながら、取材に協力的なところを中

心にお願いしている。また、視聴率について、数値としては決

してよいわけではないが、スタジオへの来場者については放送

時間帯の夕方、スタジオに入ることができなかった若い人たち

が、外を埋め尽くしているほどだ。ＮＨＫへの接触者率という

のは、年代が下がるにつれてだんだん減ってきており、とりわ

け若い層では、ＮＨＫの番組が視聴の対象にも入っていないこ

ともある。そのような中で、これだけの若い人で埋め尽くすこ

とができるこの番組を大事にしたいと考えている。そこから、

１人でも２人でも多く、ＮＨＫにふれてもらって、ＮＨＫにチャ

ンネルを合わせてもらえるきっかけになってほしい。夕方の時

間帯に大学生が見ることができるのかといった課題もあるが、

ツイッターなどのツールを活用しながら、若い人とのつながり

を大事にしたい。番組開始から５年目を迎えるが、ＮＨＫのス

タンスを保ちながら、毎年内容を見直し、若い層との接点を広

げつつ、深めていきたいと考えている。 

 

＜えぇトコ「もちろん旅＆じゃない旅 水都をぶらり～中之島・北船場～」 

（4 月 13 日(金) 総合 後 8:07～8:50 近畿ﾌﾞﾛｯｸ）について＞ 

 

○  地元の見慣れた場所でも、歴史などのテーマを持って見てみると、これまでと違っ

た味わい、新たな発見を感じることをわからせてくれた番組だった。“もちろん旅”

という計画性を重視した旅と、“じゃない旅”という事前に計画を立てない２つの切

り口からの構成は、おもしろい試みであったが、それぞれの切り替えが、ややせわし

なく感じた。それぞれの旅でオチがついて切り替わるならいいが、唐突感のある演出

には、少し工夫が必要ではないか。また、番組の案内役がもう少し落ち着いた大人の

やりとりができる人であれば、もっと番組の幅が広がるのではないか。案内役が若者

向けなので、このままではターゲットが絞られてしまうのではないか。ゲストの田丸

麻紀さんの存在は非常に安定感がありよかった。 

 

○  水都・大阪という新しい観光資源を掘り起こすための知恵や工夫、苦労話を知人か

らいろいろと聞いているが、今回の番組では、そういった部分は見えてこなかった。

“えぇトコ”というのは関西の場合、人の魅力ではないかと思う。本当にその土地を
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愛して、人に伝えたいと思っている人たちの生の声や、息吹がもっと聞こえてくるも

のだが、今回の番組では、案内役にかき消されていたように感じた。テンポの早さと

突っ込みだけでは、ある意味、情報をかき消してしまうこともあるので、ちょっと立

ち止まったり、ちょっと振り返ってみたりといった、案内役の知恵やセンスで、この

番組は全然違って見えると思う。また、今後どのように案内役を決めていくのか教え

てほしい。 

 

○  あえてタレントを出演させる理由が分からない。なんでもないところの歴史を探っ

て視聴者に紹介する、地元の知らなかったこと、その大切さを知るということに好感

を持って見ていたので、単なる笑いを入れたり、場面転換を激しく行う構成には疑問

を感じた。 

 

○  “もちろん旅”と“じゃない旅”で、それぞれ違った旅人がそこを訪問するという

のは、大変おもしろいアイデアである。出演者の人選についてもよかった。私は大阪

の街のことはよく知らなかったのだが、今回の番組を見て、まさに“えぇトコ”はい

ろいろあるということが分かった。この番組は、関西の“えぇトコ”をいろいろな形

で紹介するということで楽しみにしている。 

 

○  「えぇトコ」という番組タイトルは、視聴者に関心を持たせるよいタイトルだと感

心した。“もちろん旅”と“じゃない旅”も奇抜な表現であった。“じゃない旅”は、

裏道に入った所にいろいろとおもしろいところや、初めて見るところがあり、今後も

金曜日を楽しみにしている。 

 

○  タイトルは、興味が湧くよいタイトルだと感じたが、「あほやねん！すきやねん！」

のＭＣをなぜ案内役にしたのか疑問を感じた。また、“もちろん旅”と“じゃない旅”

のそれぞれの構成はおもしろかったが、場面の切り替えが早かったように感じられた。

余韻がなく、もったいない印象を受けた。“もちろん旅”の田丸さんは、しっとりと

した雰囲気でほっとしながら見た。やはり、郷土を知るという意味からも、隠れた名

所を紹介してもらえるのは、その土地に住む者にとってもうれしく、また、視聴者も

興味が湧くものだと思う。今後も期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 数多くの紀行番組がある中で、どのような番組を金曜８時台

に放送するか検討した結果、今回の番組では女性層をターゲッ

トとした。そのターゲット層が番組に求めるものが、“情報性が

豊富にある”、“気楽に見ることができる”ということで、この

ポイントを中心に番組の案内役を選んだ。単にゆったりと、き
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れいな景色ばかりの紀行番組では見飽きてしまうということで、

情報性も入れながら、クスっと笑える紀行番組を目指した。今

回の番組の反省点も反映しながら、今後の番組のスタイルを決

めていきたい。また、旅人も今後成長していくと思うので、も

う少し見守っていただければと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ 「鶴瓶の家族に乾杯」が好きでよく見ている。ただ、岩手県大槌町・陸前高田市を

訪れた３月１２日(月)の放送では、役場に立ち寄った際、たまたま開催されていた地

元経営者向けの勉強会で講師を務めていた渡邉美樹氏が紹介されていたが、公共放送

としていかがなものか思う。偶然と言いながらも出来すぎている気がした。 

 

○ ３月１７日(土)の奈良特集「山が教えてくれた“生きる力” ～冒険家・辰野勇～」

（総合 前 10:05～10:48 奈良県域）について、辰野さんが冒険家であることを再認識

させてくれる内容であった。また、辰野さんが支援活動をたくさん行っている姿勢に

ついてよく知ることができた。 

 

○ ３月２２日(木)の放送記念日特集「広がるスマートテレビ～テレビはどこへ向かう

のか～」（ＢＳ１ 後 7:00～8:40）について、気概にあふれた番組であった。例えば、

もはやテレビはコンテンツではなく、テレビを介して場を提供していく、テレビの公

共性やオーソリティーが変化していくといった、これからのテレビの可能性と今後ど

のように変わっていくのかという問題提起にあふれていた。その中で日本における

ソーシャルコミュニケーションとはどういうことなのか、本当に議論を尽くさなけれ

ばならないと思うが、日本人はまだまだ議論や対話の場に不慣れであり、対話の主題

やテーマ設定そのものについての力が貧しい。ソーシャルコミュニケーションという

のは、単にツイッターをやっていればソーシャルコミュニケーションというのではな

い。テレビを使った対話の場をどう作っていくのか考えなくてはならないと感じた。 

 

○ ３月２３日(金)の関西もっといい旅「“いかなごの春”に沸いて～兵庫・淡路市岩

屋～」について、春といえば、すぐに“いかなごのくぎ煮”が思い浮かぶ。地元なら

ではの話題を取り上げてもらってよかった。「関西もっといい旅」は、私たちが知らな

いようなところも含めて関西各地をずっと回り、非常によい番組だと思っている 

 

○ ３月２６日(月)の「３．１１後を生きる君たちへ～東浩紀 梅原猛に会いにいく～」

（Ｅﾃﾚ 26 日(月)前 2:05～3:05）について、震災後の世界で新たな哲学の姿を模索す
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る、世代を超えた３時間の対話のダイジェスト版で、内容的にはボリューム感のある

番組であった。多くの人の啓発ということでは、優れた番組で、原発で生活が豊かに

なったが、東日本大震災でそのような文明が災いとなり、今こそ文明が変わらなけれ

ばならないという指摘は、重みのあるものであった。思想というのは一粒の麦で、自

分がその麦を育てていくよりも、後の人たちが、その麦を育ててくれることがあると

いうのは、非常に哲学的な表現であるが、自分がまいた一粒が、若い人たちの中で育っ

ていってほしいという願いが、強く潜んでいたと感じた。８７歳の梅原さんと若い世

代との対話の中でよい反応を起こしていると実感できた番組だった。１時間の番組で

あったが、震災後の社会、物事に対する考え方をじっくりと整理できるよい番組で、

何かの答えを期待して見るというのではなく、自分なりに何かを考えさせてくれると

いう深みのある内容となっていた。 

 

○ ３月３０日(金)のかんさい特集「海のアパートのぞいてみれば 和歌山 串本町」

について、番組タイトルに興味が湧いたのだが、タイトルの重要性はこの番組を見て

つくづく感じた。大きなすり鉢サンゴに住み着いている魚の様子をコミカルに描いた

番組であったが、見ごたえのある感動的なものもあり、海中の四季が鮮明に伝わって

きた。潜水映像の技術には、目を見張るものがあり、台風で被害を受けた海底のサン

ゴ、魚の生きる力を潜水映像で見ることができ、台風被害から復興中の私たちにとっ

て、何よりの励みになった。広い海の中をアザハタを軸に、海のアパートの魚たちの

生態系や魚とサンゴと人間の付き合いがストーリー的に構成されていて、番組タイト

ルにふさわしいおもしろみのある満足のゆく内容であった。そして、この番組を盛り

上げたもう一つの要因に声優の野沢雅子さんの存在があった。野沢さんの持ち味の七

変化のナレーションは、さすが！と思わされ、魚になりきった演技の見事さにも感服

した。この種の番組は、何の変哲もない番組になることも多いが、今回の番組は珍し

くコミカルさというものがあり、金曜日の夜８時の時間帯に子どもから年配まで幅広

い世代が楽しめた番組であった。この番組は子ども目線でも十分理解できた番組であ

り、海底の生き物の生命力を１年間追い続けて、その力強さを子どもたちにも存分に

教えてくれた番組でもあったので、学校の教材としてもふさわしい番組であった。 

 

○ ３月３１日(土)の新世代が解く！ニッポンのジレンマ「決められないニッポン～民

主主義の限界？～」（Ｅﾃﾚ 後 11:55～4 月 1 日(日)前 1:55）について、この番組は息

子と一緒に見ている唯一の番組だ。この番組の中で語っている人たちは、それぞれが

希望を持って、自分たちの言葉で語ろうとしている当事者性がある。関西でもこのよ

うな番組はできないだろうか。例えば、橋下徹大阪市長の改革で、文化がどのように

生き残っていくのかということが、市民レベルでの議論は行われているが、そのよう

なことをテーマに「日本のジレンマ 関西版」を考えてみてはどうだろうか。 
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○ ４月２日(月)の「スーパープレゼンテーション」について、マサチューセッツ工科

大学（ＭＩＴ）メディアラボ所長の伊藤穣一さんが番組ナビゲーターというのはすば

らしい。番組では、今話題のＴＥＤカンファレンスを取り上げていたが、例えば、ス

キル、エンターテインメント、デザインといったキーワードを、“政治のスキル”や“教

育のエンターテインメント”、“宗教のデザイン”といったようにかけあわせることで、

今まで我々が、考えたことがないような切り口でプレゼンテーションが行われている。

若い人たちは、こうした新しい切り口でテレビの可能性を求めているのではないか。 

 

○ ４月６日(金)の「ニューステラス関西」について、関西各地のニュースを伝える非

常に効果的な番組であり、美術館の紹介といった文化的なものから、街おこしや関西

からの震災復興支援など、非常に多彩な内容で見ごたえを感じた。特集企画の「食で

活」で伝えていた街おこしの取り組み、また「被災者の旅立ち」という関西からの震

災復興支援について、どちらも、他への波及をうながすような展開性のあるテーマで

あり、ぜひ継続して取り組んでほしい。ただ、街おこしなどは、表に出る部分よりも、

取り組んでいる人たちの内面的な思いをどう伝えていくかというのが大事であり、例

えば活動の中心人物をゲストに迎え話をうかがうことで、またさらによい方向にいく

のではないだろうか。全体的には、見ごたえのある内容であったが、番組後半の「関

西フォーカス」は、大阪で見ていると前半とニュースの内容が重なってしまうことが、

一つの課題である。スポーツ情報に多くの時間をかけているが、スポーツも大事であ

るが、文化的営み、芸術的表現といったものに触れる機会をテレビを通して伝えてい

くことに、今、力を入れていかないと、関西の文化は総崩れになってしまうのではな

いだろうか。また、同じテーマを「ニューステラス関西」だけでなく「かんさい熱視

線」や「えぇトコ」、「あほやねん！すきやねん！」といった番組ともうまくリンクさ

せて掘り下げていくといった工夫もよいのではないか。このほか、番組キャスターの

表情に番組ポスターのような笑った顔がもっと出てくると、番組全体に柔らかさが出

てくるのではないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

新年度から「ニューステラス関西」と関西各局の夕方６時台

の番組では、午後６時４０分から１２分間、大阪局から関西地

方向けに放送している。地デジに完全移行したことで、基本的

にそれぞれの府県域をベースにした放送を見るようになった。

しかし、各府県向けの放送は、地域に密着し親しまれている一

方で、大阪を中心とした関西の広域情報も知りたいという視聴

者の意見も根強くあることもわかった。そうしたことから、番

組後半部分の１２分間を関西の主なニュースと関西のスポーツ
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情報を関西地方向けに放送することになった。関西の主な

ニュースについては、「ニューステラス関西」のトップニュース

で扱ったものもあり、大阪の視聴者から見ると、重複感がある

のは事実である。新たに別のニュースを制作するのは、放送時

間ギリギリまで制作をしている現状では難しく、見せ方を工夫

して定着を図りたい。 

 

○ 「バリバラ～障害者情報バラエティー～」についてだが、身体障害者を取り上げる

場合、真正面からぶつかり切れず、当たり障りのないものになってしまうことも多い

中、身体障害者の人たちを主役にして、バラエティー色も入れながら彼らの思いや考

えをスタジオで話してもらうというのは、新しい取り組みであり、勇気を持って取り

組まれたと思う。制作者はもちろんのこと、出演者も自分の実情をあれだけ話すとい

うことは、勇気のいることである。身体障害者や家族にとっても、勇気づけられる番

組であったのではないか。健常者にとっても、身体障害者の抱えている問題に理解を

深めるきっかけとなる番組だったのではないだろうか。また、ザ・たこさんのテーマ

曲といい、番組セットや番組ホームページのデザインなども赤が印象的で非常に元気

を感じる。出演者の方々も笑顔で、番組展開も非常にスピーディーに構成されており

好感を持っている。昨年度の放送で、お笑いネタを取り上げている時は、やや戸惑い

を持っていたが、２４年度の１回目、２回目のテーマが「恋愛」ということで、楽し

んで見ることができた。特にデートのエピソードのコーナーでは、民放番組のおもし

ろい夫婦の話を聞いて笑うのと同じような感覚で笑っている自分に気づき、素直にお

もしろく見た。山咲トオルさんのコメントも、優しくて礼儀正しく、非常に説得力も

あり適役である。 

 

○ ４月８日(日)の明日へ－支えあおう－渡辺謙“僕に、できること” 第１回「世界に

震災を伝える」について、渡辺さんが今回の東日本大震災に関して、相当な思いを込

めて活動されていることに敬服した。「実際の痛み、苦しみは当事者でないと分からな

いが、そこに気持ちを寄り添っていくというのは、非常に大事なことだ」と渡辺さん

が話していたが、阪神・淡路大震災を経験した私も、そのようなかたちで、神戸と東

日本を結びつけながら、思いをずっとつなげていくことが大事であると感じさせられ

た番組であった。ぜひ、東日本大震災を今後もこのような形で、後世に伝えてほしい。 

 

 

 

 

 



11 

○ ４月１５日(日)の明日へ－支えあおう－渡辺謙“僕に、できること” 第２回「ただ

ひたすら被災地へ」について、渡辺さんが、被災者の今をリアルに伝えることが中心

に描かれていた。渡辺さん自身、震災後に１万人の人たちと会ってきたということで、

被災地の人々の本当の思いを引き出そうとしていることが感じられた。何かしなけれ

ばいけないというよりは、忘れないこと、また、現地に足を運ぶことも復興に寄与で

きるのだというメッセージを送っているように感じた。渡辺さん個人の思いと、震災

復興の道のりをオーバーラップさせた演出で情感に訴えられたが、カメラのアングル

なども含め、あまりにも完璧過ぎて、少しリアリティーを感じなかった。東日本大震

災の体験を風化させないためにも、今後もこのような番組を継続してほしいが、時間

の経過に伴って、被災地の人だけでなく、全国に散らばった避難者の状況や心情も変

化してくるであろうから、そういったところに視点をおいた番組も展開してほしい。

タレントをはじめとする社会のオピニオンリーダー的な存在を軸に番組を展開する場

合、「頑張って」とか「みんなの側にいるよ」といったことが前面に出る傾向があるが、

もっと苦しみや悩みといった、すぐに解決できないシリアスな現状や問題などについ

ても、鋭い視点で問題提起してほしい。また、「ニュース６１０ 京いちにち」では、

京都の避難者を取り上げた特集をシリーズで放送しているが、こういった東日本大震

災に関連した自分たちの身近なことを取り上げるようなローカル局の取り組みを全国

的に展開してほしい。 

 

○ ４月８日(日)のクイズで知るびわ湖（総合 後 1:05～1:48 滋賀県域）について、大

津局は今年度の重点事項の一つに“「環境こだわり放送局」としてのステーションイ

メージの向上を図る”としており、琵琶湖で起きているさまざまな問題を多角的に取

材し、関西、全国に向けて発信するという方針に沿って制作された番組であった。琵

琶湖をテーマとしながらも、広く環境問題について学習できるように作られた番組で、

ある程度の効果があったのではないか。収録を春休みに行い、放送時間も日曜日の午

後にするなど、小学生が主人公の番組だということが配慮されていた。 

 

○ ４月９日(月)のニュースＫＯＢＥ発のリポート「ロンドンパラリンピック・水泳に

挑む女性看護師」について、水泳を始めてわずか１年半で、北京パラリンピックに代

表として出場したのは、大変な努力であったと思う。また、その際にメダルまであと

一歩だったことに対して、「メダルが取れなくてよかった。取れていたら、水泳の楽し

さや、つらさもわからないまま満足してやめていたかもしれない。」という言葉は印象

的であった。身体障害者に対する励ましになるだけではなくて、健常者に対しても、

“もう少し、がんばらないといけない”というようなしった激励される番組であった。 
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○ ４月１３日(金)の「情報ＬＩＶＥ ただイマ！」について、キャスター、ゲスト、

解説者が意外性のある組み合わせで、非常に新鮮に感じた。ニュースについても、注

目の一言からの紹介で、ポイントがわかりやすくよかった。また、裁判員制度につい

ての課題提起も、視聴者目線で、見る側の気持ちを引きこませるおもしろい演出であっ

た。ただ、「空中タイムキーパー」について、裏方の仕事を表に出すのはおもしろいと

思うが、突然タイムキーパーがネット情報を紹介するということに違和感を覚えた。

この演出については少し工夫をしてほしい。また、「がんワクチン治療」の特集では、

前線のがん治療について患者側からすると過剰な期待感を抱かせるものになりかね

ないのではと心配であったが、番組中に視聴者から寄せられた疑問などに答えること

でうまく整理されていた。全体的に見ごたえのある内容であった。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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