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平成２６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、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、前回の番組審議会での答申を受け「平成２６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２６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、堂本剛のココロ見「個性」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、４月の番組編成の説明があり、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 中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

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） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

 佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

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） 

 吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

 

＜堂本剛のココロ見「個性」 

（２月１７日(月)・２７日(木) ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 11:15～11:44）について＞ 

 

○  われわれの世代が親子以上に違うからかもしれないが、特に 初のアートディレク

ターの増田セバスチャンさんの個性と対話はそうだが、なぜ町の色とそぐわない強烈

な色のものが礼賛されているのか、かなり理解しづらかった。堂本剛さんは奈良出身

でいろいろすぐれた人らしいが、堂本さんを理解している前提で始まっているような

気がしたので、あまり知らない人にも彼の仕事ぶりを紹介するなど、わかりやすい導

入があったほうがよかった。また、哲学的すぎてついていけないようなところがあっ

た。 



2 

 

○   初はなんとなく軽い感じのイメージを受けて入っていきづらかったが、天ぷら職

人の文化度の話などは非常に興味が湧いてきて改めて 初から見直したところ、 初

のアートディレクターも“カワイイ”という言葉を一過性で終わらせずに次に進化さ

せたいというしっかりした考え方をベースにした内容だったので、興味深く感じ認識

を改めた。全体としてはおもしろみを感じる番組であったが、この番組の視聴者の

ターゲットはどの辺の層においているのかという気がした。若い世代から見たら少し

難しいと思う一方で、年配者から見たら 初は受け入れ難い。もう少し視聴者のター

ゲットを明確にしたゲスト選びをしてはどうか。また、「ココロ見」という番組名は

しゃれていておもしろいが、ぱっと聞いた時に、試みる（トライする）と勘違いされ

てしまい、視聴者に内容とのギャップを感じさせてしまうのではないだろうか。さら

には問答を交わすというような堅苦しい言い方よりも、気軽に真面目な雑談をしてい

るというようなトーンにしたほうが、受け入れられやすいのではないかと感じた。 

 

○  個性とは何だろうと考えさせられるような番組だった。 初の増田さんは、個性を

殺さないことで才能を開花したという強烈な個性の人だ。天ぷら職人の早乙女哲也さ

んは「自分は平凡な普通の人間だけれども、努力して自分を磨いてそれが個性になっ

ている」と言っていて、これは私でもまねできるかもと感じた。 後の染織家の藤井

繭子さんの個性は人知れず持っていたもので、桜の木の枝を煮出したら桜色になるよ

うに、埋もれていて隠れていたものがじんわり表にでてくるような個性もある。三者

三様の個性の持ち主を描いていて、非常に好感と興味をもって見ることができたが、

この３人よりも堂本さんに対する焦点のあて方が大きいような感じがして、この番組

は堂本さんのココロを見る番組なのだろうかと思った。大阪局の番組なのに、登場し

たのは全員関東の人だった。なぜ東北や北海道、九州の人が１人も入っていないのだ

ろうか、疑問に感じた。 

 

○  ふだんこの番組の放送時間帯にはテレビは見ておらず、場合によっては寝ているの

で、見るチャンスがなかった。結論から言うと私にとっては非常に見づらい番組だっ

た。堂本さんのことをよくは知らなかったが、番組を見ると、きちんと話をし、思考

がはっきりしていて哲学めいた話もできる人だと感じた。今回は個性をテーマにして、

３人のゲストと対話していたが、 初の増田さんには全くついていけないし、理解で

きない色使いで、他と差別する意味で個性を発揮しているということかもしれない。

次の早乙女さんも、天ぷらの揚げ方の工夫が他の天ぷら職人とは違うというが、江戸

前のすし職人にもあるような個性的な職人だ。藤井さんは一番自然体で、そのあたり

に落ちた葉っぱを利用して草木染めをするということで、それが他の染織家との違い

だと言っていたが、これが一番自然体で私はついていけた。今回こういう話を聞いて
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いると、考えさせられるどころか、思考の展開そのものになかなかついていけなかっ

た。 後に各自悩み相談のようなものを受けて答えていたが、個性をテーマにしたこ

の番組と何が関係するのか、違和感があった。 

 

○  堂本さんは非常に今風だと思うが、彼が何か確たる哲学を持っているというよりも

彼自身が触媒のようになりながら対話者の言葉や生き方を引き出していくという組

み立てが非常に興味深かった。この３人とも知らない人で、非常に新鮮でもあり、な

るほどと思うこともたくさんあった。３人に共通しているのは職人だということで、

地域に根づいて自分のこだわりや趣味性のようなものを追求していく人たちだ。アー

トディレクター、天ぷら職人、染織家の３人の中でコントラストが作られていき、個

性というものを多義的に見せようとしている作り手の試みに感心した。それと同時に、

３人とも言葉にこだわっている人たちだということ。 近はテレビではよく字幕の

スーパーがでてくるが、そういうスーパーとは違って、天ぷら職人の“食べ物屋は文

化度が勝負”や、染織家の“個性は消してもにじみ出てくる”といったコピーが出て

きてハッと気付かされるところもあった。それはアイドルで職人の世界とはほとんど

無縁の堂本さんが、職人の世界にいるというちょっとした違和感の中から出てくる言

葉であるのがおもしろい。そういう意味で堂本さんの非常にしっかりと向き合おうと

しているスタンスに好感をもった。今の人たちにとって、生き方とか価値観、哲学と

いったことを一番やわらかな形で伝えていくにはこういう切り口、番組なのかと非常

に興味深く視聴した。 

 

○  堂本さんがアイドル系のタレントということは知っていて、若いのになかなかとい

う思いを持っていたが、お地蔵様を背負ったり抱いたり、その次に出てくるのがケバ

ケバしい衣装の映像だったのでチャンネルを変えてしまった。ＤＶＤを３回見たが、

６０を過ぎた私にはどういう番組のねらいがあるのかわからなかった。もう少し堂本

さん自身の堂本道というのを提起してから入ったら、もう少しスムーズに受け入れら

れたのではないか。特に初めの、既成概念を壊す生き方をしているという“カワイイ”

の仕掛け人の増田さんの気持ちや独特な個性が、私にはほとんど理解しづらかったが、

自分が時代についていけていないという思いもした。芸術の域まで高めた天ぷら職人

の早乙女さんの「いわゆるものまねを超えれば自分の個性になる」というコメントは、

私も仕事ではプロを目指したいと常々心がけているので、この生き方は理解できるし、

わかるような気がした。一番わかりやすかったのが、「個性は消してもにじみ出てく

るものだ」と言っていた鎌倉在住の若い染織家の藤井さんだ。離婚を経験した後かわ

いい女の子に恵まれ、意気揚々と頑張っている藤井さんを応援したいという思いに

なった。 
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○  堂本さんのことをよく知らなかったので、堂本さんのファンである親友に話を聞い

たところ、やはり必死になってこの番組を見ていた。番組の感想を聞いたら、「強い

個性を持つ３人との対談の中で、堂本さんの個性が引き出されている」とのことで、

それがこの番組の魅力になっているのだろうと感じた。お地蔵様がリボンをつけて舟

で川を下っていくなど、やっぱり自分の中では受け入れられない部分があったが、堂

本さんのファンや年代の違う人たちにとっては、それは一つの魅力になっているのか

と思った。天ぷら職人の早乙女さんの言葉からは、天ぷらにはそこまで極意があるの

か、そこまで考えないといけないのかと感じた。茶道では、相手の体調や状況を考え

てその人がおいしいと思うお茶を差し上げるのが一番いいお茶だということを常に

聞いてきたので、茶道との違いに対して少し戸惑った。堂本さんは奈良の観光大使を

していて、時々奈良へ訪ねて来ると、ふつう奈良に訪ねてこない若い人たちが彼が訪

ねた場所を、ツアーのごとく訪ね回るという経済効果があるので、たぶんこの番組も、

堂本さんを通して視聴者層を広げる効果はかなりあるのだろうと思う。 

 

○  テーマが個性ということだったので、どんなことが話し合われるのかと興味をひか

れて見ていたが、個性について出演者それぞれの考えや思いを聞くことができて、た

いへん興味深かった。仕事柄、個性とは何か、個性的な作品はどんなものかというこ

とを日常的な話題としているので、改めて個性について考えるうえでは非常に参考に

なった。この番組を学生たちに見せて、個性についてそれぞれどう考えているのかと

いうことを発言させるとおもしろいという感じをもった。中にアート系ではない天ぷ

ら職人を入れたというのはまた意外性があっておもしろかった。今回、初めてこうい

う番組があることを知り、ＤＶＤで前編・後編を通して見ることができたが、実際の

放送では前編と後編で時間をおいて見ることになるので、堂本さんの大ファンは別と

して、前編で中途半端に切れて、また後編を続けて見るだろうか。また、前編を見な

いで後編を見た人はなんだろうと思うのではないか。区切り方がうまくなかった印象

を持った。 

 

○  堂本さんはステージでは強烈なエネルギーを発散させて観客を魅了しているが、番

組では、ゲストを前面に立てて話をうまく引き出し、聞き役に回りながら自分の言わ

なければいけないことはさりげなく言っていた。特に個性については、本当の自分と

世間が作った自分を使い分けるのが個性だと話している。増田さんは東京で“カワイ

イ”の世界的なブームを引き起こした人だが、子どもの感覚に潜むのが人間の本質と

信じていて、それがカワイイであり、本質を貫いた先に個性が残っているという話が

あった。早乙女さんは５２年間も天ぷら職人をしつつ、趣味としてフランス製のイン

テリアなど高価な飾り物を置いたり、自分で茶室を作って遊んだりしている。仕事を

一生懸命して、遊びと両立するのが個性だというような表現をしていた。 後の藤井
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さんは、物腰が非常に柔らかく、物事を客観的に捉えながら、例えば桜の木で染めた

のに桜の花の色に染まるように、見かけとは違う内に秘めるもの、それが個性という

ような表現をしていたのではないかと思う。それぞれの立場や考え方で個性はみんな

違っていたが、共通点は人から強要されるものではなく、自分をありのままに素直に

出し続けていくことが個性ということだと思った。 

 

○  この番組のメインテーマは「個性」で、一本筋が通った個性を持つ堂本さんだから

こそ出会った人から引き出すことができるのだと感じさせる、よい番組だったと思う。

特に、増田さんとの対談は、人間の本質、自分の持つ個性を人に伝えたいという点に

おいて共感しあえる２人のトークが熱っぽく展開されており、同世代だからこそ共鳴

しあうものを感じさせた。むしろ、対談の途中から、増田さんの存在が全面に出てき

て、堂本さんがたじろぐような場面もあり、この番組の中で一番興味をひかれた。個

性は人の数ほど存在するとも言えるが、その中でなぜこの３人なのか、この「個性」

というテーマへのアプローチのしかたも含めて番組制作にかかわった人たちの間で

後まで議論が続いたのではないかと思う。また、増田さんを決して疑うわけではな

いことを断ったうえでだが、番組中で増田さんが「４歳まで耳が聞こえなかった」と

コメントした時に、以前であれば番組で扱われる内容についてはほぼ信頼して受け入

れていたと思うのだが、聴覚障害を乗り越えた天才芸術家とされた佐村河内守氏にか

かわる一連の疑惑報道がいまだ記憶に新しいことから、このような表現がいつも以上

にひっかかった。放送に対する信頼性の揺らぎがさまざまなところに影響しているこ

とを感じる時、公共性をもった放送メディアの社会的な責務がいかに重要かを、再認

識させられた。ＮＨＫには引き続き、細心の注意を払い、再び、安定した信頼感を視

聴者に持たせるべく、実直で地道な放送番組制作を心掛けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組は、若い視聴者にＮＨＫを見てほしいということで、

平成２２年にＥテレで始まった。内容としては柔らかい人生指

南で肩ひじをはらずに今悩める若い人たちがどう生きていくの

かを応援したいという趣旨である。今までのインタビューを活

字におこして本も出版されており、重版を重ねている状況だ。

初に取り上げたのは吉野・慈眼寺の住職、２回目は熊野の木

こりの人々など、３回目は宮大工や料理プロデューサーなどで、

今回の出演者が、全員関東ということに関してはたまたまであ

る。悩み相談コーナーについては、ガチャガチャ（カプセルト

イ）を使う演出はよいにしても、前後のつながりもないし少し

内容がそぐわないというのはごもっともな意見だと思う。頂い
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たご意見は、現場のほうに伝えてさらに精進していきたいと思

う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １月２７日(月)の奈良特集「飛鳥・星ロマン～日本人と天体の深く意外な物語～」

（総合 後 3:15～3:58 奈良県域）について、明日香村で行われたシンポジウムを番組

にしていたが、このシンポジウムの企画構成がとてもよかったと思う。第１部「今こ

そ！知っておきたい天体ショー」から第３部「そうだったのか！日本の天文学の奇跡」

まで、それぞれ入っていきやすいタイトルがついていた。第１部では、コスモプラネ

タリウム渋谷の解説員の永田美絵さんが、本当に易しい言葉で上手に日食のいろいろ

な違いや水星のことなどを話していた。第２部では、奈良文化財研究所の企画調整室

長の加藤真二さんが 675 年に日本で 初に飛鳥で天文台が作られたことを中心にいろ

いろな話をしていた。第３部では、京都大学大学院理学研究科の冨田良雄助教が、1975

年に京都大学の大宇陀観測所ができたという話や、柿本人麻呂や安倍晴明の話などが

でてきて、とても見ごたえがあった。奈良ではよいシンポジウムが本当にたくさん開

かれているが、参加者は時間的に余裕のある高齢者や女性中心である。こういう番組

はぜひ学校教育の中などでうまく取り入れてもらえるような工夫をするなど、もっと

たくさんの人に見てほしいと思った。ＮＨＫのもつ情報や技術力でこの番組をより完

成度の高いものにしたら、もっとすばらしかっただろうと思う。 

 

○ ２月２日(日)のうまいッ！「寒さが育む伝統の味！ 千枚漬～京都市」について、

日曜日の朝早く、非常に興味を持って見ている番組だ。この番組で感心したのは、い

かにも苦労してきた名人というところがよく出ていたことだ。武内陶子アナウンサー

の司会はたどたどしさが感じられなくて非常によかった。ただ、大学の先生の解説で

「京都ではおいしすぎると品がない」というような言葉で昆布の選定についてまとめ

ていたが、私も京都で生まれ育ち、大学以外は全て京都にいるが、おいしすぎていけ

ないという話は聞いたことがない。彼女の言葉が京都の料理の基本みたいになってい

るような雰囲気があったが、違うと思った。もう一つは、聖護院大根や聖護院かぶと

いう名称についても説明をもう少ししたらよかったと思う。もともとは、京都市内の

聖護院が産地だったが、それが都市化していく中でだんだんと変わっていって亀岡市

に移ったものだ。全体に好感を持って見られた番組だった。 

 

○ うまいッ！「寒さが育む伝統の味！ 千枚漬」について、京漬物の代表とされる千

枚漬を取り上げたこの番組は、大変軽妙なリズム感があり、また京都放送局アナウン

サーを東京のスタジオに出演させることで、京都の視点をうまく盛り込んだつくりに
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なっていた。まず、樽の中に漬けられた膨大な数の聖護院かぶをひっくり返した時に

みられるカップケーキのような形には驚いた。なるほど、樽の中に漬けられた薄切り

千枚がびっしりと敷き詰められた形状は、「千枚漬」と名付けられた理由をリアルにみ

せている。京都の冬の風物として千枚漬が全国に向けて存在感を示していること、ま

たその味の裏側に込められた匠の技や思い入れ、材料となるかぶの生産農家の苦労と

中心的な産地である亀岡の様子なども知ることができ、日曜朝の番組として、京都の

伝統的な味「千枚漬」について気軽に、また楽しく見られる番組に仕上がっていた。 

 

○ ２月２日(日)の新・ルソンの壷「“おかんパワー”で業界に新風を～東大阪・女性職

人の町工場～」について、大阪府東大阪市の女性ばかりの工場で創業７年目にして全

国各地から注文を受けて髪の毛より細い金属に穴を開ける仕事をしている会社のこと

が紹介されていた。女性ならではの繊細な仕事ぶり、また女性たちの中にはシングル

マザーもいることなど、職場と家庭の両面をうまく捉えられていたと思う。ナビゲー

ターの増田英彦さんと田代杏子アナウンサーのコンビもとても和やかになじんでいて、

番組を盛り上げていた。 

 

○ 「あすのＷＡ！」では、毎週水曜日に“守るプロジェクト”を展開していて、継続

して取り組む和歌山局の姿勢に意義深さを感じている。２月５日(水)の内容は、７年

になる新宮沖での海洋研究開発機構の地球深部探査船“ちきゅう”による、世界で

も深い海底で行われている地層調査の模様が報じられていた。この“ちきゅう”によ

る海底掘削の深さが世界記録の海底下 2,467 メートルをクリアして、どうやら現在で

は 3,058 メートルに達しているとのことだった。南海トラフ周辺のプレートの掘削に

も成功し、巨大地震のエネルギーにもなろうというひずみを蓄える能力があると言わ

れている岩石のメカニズムに迫る報告で、今まで以上に迫力ある画面に感動を覚えた。

世界中からもたいへん注目を集めているプロジェクトで、２７か国の地質学者たちが

この“ちきゅう”に乗り関わっているということや、今後は南海トラフの震源エリア

とされている海底下 5,200 メートルの海底まで掘削しさらに地震・津波観測監視シス

テム「ＤＯＮＥＴ」に接続をする計画があるということもしっかりと整理されていた。

また、植田大介記者によるスタジオでの解説もわかりやすく、一緒に見ていた親類の

小学校高学年の子どももかなり関心をもっていたようだった。この地球深部探査船“ち

きゅう”の長い年月の歩みを総集編として放送してほしい。 

 

○ ２月６日(木)の「おうみ発６１０」内「クイズで知るびわ湖」について、びわ湖の

自然や人々の営みを専門家の解説を交えてクイズで楽しく学んでもらおうというもの

で、毎月１回放送されている。今回のテーマは「風」で、若い女性３人が彦根地方気

象台と京都大学の信楽ＭＵ観測所を訪問して、びわ湖特有の風がびわ湖に起こす現象
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や上空の風の動きについて、専門家から説明を受けてクイズの正解を当てるという内

容だった。過去３０年で１回だけ信楽上空で観測された現象は何かという知的好奇心

を呼び起こすような設問もあり、視聴者が興味を持てるような工夫がされていたと思

う。１１分間という短い時間の中で、科学的内容が盛りだくさんに入っていたが、映

像や図表を用いて非常にわかりやすくしていたし、クイズ形式を取り入れることで楽

しく学べるようにというねらいは達成できていると思った。大津局は新年度の計画で

は“環境こだわり放送局”としてびわ湖そのものを科学的に掘り下げてアプローチす

るということなので、「クイズで知るびわ湖」というシリーズは新年度の取り組みに発

展的につながっていくものではないかと理解した。 

 

○ ２月２０日(木)に再放送された「ザ・プレミアム よみがえる江戸城」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱ

ﾑ 後 7:30～10:00）について、時の 高権力者である徳川将軍の邸宅と政治機関があっ

たという江戸城は今は焼けてしまって跡形もないが、その本丸が、残されている図面

などを基にしながら高精細３ＤＣＧという技術をもって再現されており、本当にリア

ルでそこに人が踏み入れている感じがした。高橋克実さんがガイドで出ていて、丁寧

な細工の一つ一つが映り、けんらん豪華な江戸城の中身がわかったが、５年もの歳月

をかけてこういう番組が作られたとのことで、技術力の高さとＮＨＫらしい番組作り

に感服した。ＢＳプレミアムだけでなく、総合でも放送したらどうかという感じがし

た。 

 

○ ２月２６日(水)～２８日（金）の「ニュースＫＯＢＥ発」内「官兵衛キャラバン」

について、大河ドラマ「軍師官兵衛」の舞台になった兵庫県姫路市の特設スタジオか

らのわずか１５分間のコーナーだが、官兵衛にまつわることとしてゆかりの武将や食、

黒田家のルーツについて、３日にわたって紹介されていた。「軍師官兵衛」を毎週楽し

みにしているが、１日目は登場した人物や武将たちの地域のほか、後藤又兵衛の２０

代目の子孫がでてきて、又兵衛が実際に使っていたやりを見せてもらい驚いたが、刀

傷が見えなかったので本物なのかと思った。２日目は、地元の食を使った天下取り御

膳や、姫路で有名なそうめんを使って采配の形を作った食事を出しているというよう

なことも紹介していた。３日目は、黒田官兵衛の生誕の地だと伝えられている西脇市

の黒田庄町からで、地元の寺に残る家系図を研究していることなど、なかなかドラマ

には描かれていないことを紹介していておもしろかった。生誕地の候補地が２つある

ので、今歴史家が一生懸命検証しているということのようだ。このような官兵衛関連

の取り組みは兵庫県内だけで放送しているが、黒田官兵衛を知ってもらうために、あ

るいは「軍師官兵衛」をもっとＰＲするためには、せめて関西全域で放送してはどう

か。 
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○ ２月２８日(金)の「ニューステラス関西」について、内容的には芸術や文化、政治

や社会情勢に至るまでいろんな視点から季節性も含めて、うまく盛り込まれていたと

思うが、さほど印象に残るものがなかった。唯一、前半の人間国宝の竹本住大夫さん

の引退を描いた企画は、ふだんメディアではあまり取り上げられない文楽の歴史の一

片やだいご味を視聴者に知ってもらうにはよい情報発信になったのではないか。進行

においては、２人の掛け合いも時々あったし、スポーツや気象情報では少しやわらか

いトーンの持ち味の違うキャスターがいたので、メリハリのついたものになっていた。 

 

○ 「ニューステラス関西」について、大きく分けて関西特有のニュースと、全国的な

現象が関西にも起きているニュースの２種類があったように思う。２種類のニュース

はどちらも関心を持って見たが、やはり関西のニュースなので全国的な現象が関西で

も起きている場合にも関西的な特徴があるならば、知りたいと感じた。特に各府県の

ニュースでは、関西には季節のいろいろな行事や、例えばこの時期では、“イカナゴや

たけのこの初売りが始まった”というような季節を感じるものをどんどん取り上げて

もらえると、とても見ごたえや関心が持てるのではないか。ただ気になった点が１点

あった。気象予報士が天気図ばかりでなく、もう少し視聴者のほうを向いてほしいと

思った。 

 

○ 「ニューステラス関西」について、どのような人がこのニュースを見ているのか。

夕方のニュースは民放の独壇場だと思うが、民放ではキャスターやタレント・芸人が、

ニュースをこねくり回しておもしろく読み替えていくニュース芸みたいなものが主流

だ。ＮＨＫはすごくストレートで新鮮だが、やはりもの足りない。なぜ関西発なのか、

関西のこだわりや視点がもっと鮮明に出ないと、全国の情報の後追いになる。消費税

増税のようなニュースではなく、むしろ飼い犬税は全国初で、こうした話をもっと掘

り下げて、もっと大阪らしい物の見方、関西にしかないニュースのすくい方みたいな

ものがあるのではないか。一つ気になったのは、デパートなどでインタビューする際

に「客」「買い物客」というスーパーが出るのはなぜか。客であるのはわかりきってい

るし、わざわざそれをクレジットするのは違和感があり、失礼な感じもする。 

 

○ 「ニューステラス関西」について、他の民放のワイドショーのような夕方のニュー

ス番組とは違って、やはり情報がしっかりしているので安心して見ていられる。その

中で関西には、行事ごと、季節の彩りのような話題を、全国の中でも普通以上の意味

合いをもって発信できると思うので、そういうところをしっかりとおさえて、ＮＨＫ

らしい発信をぜひ続けてほしい。 
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 （ＮＨＫ側） 

各府県のニュースや話題を伝えるコーナーについて、食や花

や植物などを取り上げていてよかったというご指摘が、意外な

感じがした。各府県のニュースのパートでどうしてニュースを

並べないのかとわれわれは言いがちだが、視聴者からするとこ

ういうものを一番身近に感じているのか、そういう視点が大事

なのかと感じた。関西らしい視点がもっと大事なのではないか

ということも、まさに指摘のとおりだと思う。 

夕方６時台は、われわれ報道に携わる者にとってどれだけの

ニュースをどう盛り込むかが一番のポイントになっていて、緊

急報道・災害報道・選挙報道の時にどうできるかが 後の勝負

になってくる。 近は民放のニュースに比べても視聴率は結構

よいので、奇をてらわずにしっかりと事実関係を伝えれば、あ

る意味視聴者にはしっかりと伝わると思っている。内容につい

てはブラッシュアップして取り組んでいきたいと思っている。 

 

○ ３月１日(土)のＮＨＫスペシャル「“災害ヘリ”映像は語る～知られざる大震災の記

録～」（総合 後 9:15～10:04）は、衝撃的だった。震災の中で救助に飛んだ 400 機の

ヘリによる、まさに鳥の目でしか見られない映像はある種の残酷さもあったが、３年

たったから公開できるというのもあるのかもしれない。津波の静けさや津波火災の発

生するプロセスなど、ふだん見られない映像が見られたことは大きい体験だった。３

月９日(日)の「ＮＨＫニュースおはよう日本」では、その災害ヘリが実は情報不足で

必ずしも全部が十分な救助活動に従事できたわけではなかったという特集があったが、

私はたまたま両方見たので非常にバランスがよく公正な捉え方ができたが、そういう

視点が少しでも「ＮＨＫスペシャル」にもあればより報道のバランスがとれたのでは

ないか。 

 

○ ３月８日(土)の「未来への手紙２０１４～あれから３年たちました～」（総合 後

5:00～5:58）は、震災当時から３年たった今の子どもたちの心の叫びや心の葛藤がと

てもよく現れている番組だった。 

 

○ ３月９日(日)の「震災から３年 特集 明日へ－支えあおう－」（総合 後 1:05～

4:00）では、西田敏行さんの「“福島の皆さんお変わりございませんか”という挨拶は

通常の挨拶であって、あえて私は“福島の皆さんお変わりありましたか”と問いたい

と思います」という言葉から始まったが、はっとさせられた。かつて原発と共存共栄

だった事実も伝えつつ、変わり果てたわがふるさとを知ってもらいたいと休日にボラ
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ンティアで警戒区域の中へ許可を得て入ってバスの運転手を務めている遠藤さんの姿

や、放射能で家族も地域も分断されてまだ復興の出発点に立てないでいる現状を改め

て知ることができた。 

 

○ ３月１０日(月)の「震災から３年“明日へ”コンサート」（総合 後 7:30～8:45）に

ついて、福島の音楽堂での坂本龍一さん指揮のオーケストラによる「八重の桜」のメ

インテーマの曲はとても感慨深く聞いた。 

 

○ ３月１１日(火)のＮＨＫスペシャル「あの日 生まれた命」（総合 後 8:00～8:44）

について、未曽有の大災害の中で生まれた 100 人を超える新しい命を必死で守り抜い

てきた家族たちの３年の歩みに心打たれた。実に多様な角度から震災３年特集番組を

放送していたことを高く評価したいし、風化させないためにもこれからも続けていっ

てほしい。 

 

○ ３月１３日(木)のクローズアップ現代「賃上げは広がるか？～検証・春闘２０１

４～」について、久々のベースアップで労働界も元気を取り戻したような報道が多い

が、この番組は非常に冷静な視点で春闘を検証していたように思う。非正規労働者も

多い中小企業での春闘はまだ続いているので、中小の春闘も終了した時期にまた続編

を期待したい。内容的には、コメンテーターの山田久さんの指摘は非常に考えさせら

れる内容が多かった。グローバルな事業展開に身を置いている、自動車などの産業分

野ではベアを獲得できたものの、楽観視はされていない。ベースアップをいかに継続

できるか、そういう体質を作る年にすべきだという点や、そのためにも政労使の新た

な関係作りが必要だという指摘は、できるだけ早く現実的なものにしていかなければ

ならない。新しい政労使の関係作りをいち早く実現するためにも続編を作り、もっと

深く踏み込んだ番組内容にすれば全体によい影響を及ぼすものになるのではないか。 

 

○ ３月１４日(金)の「第４４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、どんなグループがどんな漫才を聞かせてくれるのか、期待を

もって見た。生放送の緊張感の中、優勝を目指して真剣に競い合う様子を見ていると、

この番組が若手漫才師の登竜門として非常に大きな役割を果たしていると実感した。

漫才は派手なアクションで笑いをとるという形が多くなったように思うが、本来は言

葉のやりとりのおもしろさで評価されるものではないかと思っているので、その点今

回の優勝者が和牛というコンビになったのはよかった。もう１つ興味があったのは各

審査員のコメントで、どの審査員も褒めているような褒めていないような非常に微妙

な言い回しで、その言葉の裏を探りながら聞くと、非常におもしろかった。ただ、司

会の千原兄弟の言葉づかいが気になった。特に出場者たちが漫才界の後輩だというこ
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ともあったと思うが、本番前の楽屋の様子を紹介した際の仲間内の言葉づかいに注意

をしたほうがいいと思う。 

 

○ ３月１７日(月)に再放送のワイルドライフ「アネハヅル 驚異のヒマラヤ越えを追

う」について、アネハヅルは世界で も小さいと言われているツルで、番組では生後

３か月の若鶏たちが 8,000 メートルのヒマラヤ山脈を越える苦難の飛行を紹介してい

た。撮影は、鳥につけた小型カメラと人工衛星を駆使したようだが、ＮＨＫの技術は

すごいと感じた。山岳地帯など周りの景色も非常に美しかったし、飛べる理由につい

ても、内蔵組織が他の鳥とは違うことや、山岳越えには小さい体が有利だといったよ

うな科学的なことも説明していてわかりやすかった。 

 

○ 「ＢＳ歴史館」が、３月で終了するのは残念だ。司会進行役の渡辺真理キャスター

が問題提起して、その時のテーマに造詣（ぞうけい）の深い人たち３人がそれぞれの

視点から事件や出来事の意味や背景、人物の行動や心理を読み解いて、そこから現代

の思想や課題に言及していくスタイルで、視聴者としてもそういう話の中に入って何

か言いたいという気持ちを起こさせるところがある。総合テレビの「歴史秘話ヒスト

リア」とはまた違ったよさがあるのではないかと思っていた。この番組を見ていると、

歴史には実にいろいろな見方があるものだと感じたり、そういう見方もあったのかと

驚いたり、それは違うのではないかと思ったりして、楽しんでいた。これに代わる歴

史番組の登場を期待したい。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、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、「平成２６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２６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、「震災１９年 真の復興へ やらなあかんことが

ある」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、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 中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

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） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

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） 

 吉岡 幸雄（染織史家） 
 

（主な発言） 

 

＜「平成２６年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」について＞ 

 

○  重点事項４番の「関西特有の文化・歴史などに根ざした地域の魅力や活力を全国に

発信していく」について、今年度の編成計画を見ると「きわめびと」が年間６本など

大阪局が制作する番組が増えているが、これ以外に関西の魅力をどういう形で実際に

伝えていこうとしているのか、もう少し具体的に聞かせてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

来年度の編成では全国放送を強化していきたいと思っている。

「きわめびと」は年間６本、金曜夜８時台に大阪から伝える。火
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曜の「歌謡コンサート」は、年間１０本程度ＮＨＫ大阪ホールか

ら公開生放送する。ドラマでは年度後期の「連続テレビ小説」の

ほか、「銀二貫」という９本シリーズの時代劇を４月から全国放

送する。夜８時台を中心に大阪発の番組を強化していくことで関

西の存在感を高めていきたいと思い、取り組んでいる。 

 

○   南海トラフ巨大地震のことはどの局も触れているが、どうして南海トラフ巨大地震

だけなのか。滋賀県の琵琶湖西岸断層、福井県の原発など、大津局以外は重点項目に

取り上げていない。しかし京都府や兵庫県の問題でもあるし、琵琶湖の汚染問題では

京都や大阪の問題だったりするので、都道府県の単位だけにこだわっていたのではい

けないのではないか。また、以前に京都と福島をつないだニュース番組のように、中

部や中国四国地方をつないだ番組作りに、もう少し積極的に取り組んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

南海トラフ巨大地震というのは政府を中心にいろいろな想定

を含めてさまざまな対策をしているので、優先順位として高い

と考えており、特に近畿地方は、 も甚大な被害が出ると言わ

れている。福井の原発については「かんさい熱視線」で時々取

り上げており、福井局と一緒に取材をした番組などは、中部で

も放送している。ＮＨＫの 大の強みは全国５４放送局のネッ

トワークで、近畿地方以外にも通常の業務の中で連携を取って

おり、さまざまな課題について各局を結んで放送するという取

り組みは、今後も行っていきたい。 

 

○  各局からも防災・減災・発災時対応をそれぞれ強調していたが、今回雪の被害で関

東圏は山梨県で孤立するエリアがでた。その際の報道・対応はどうだったのかという

ことも一部言われている。オリンピックやワールドカップなど国際的なイベントの開

催時に、近畿圏で発災した場合にはどういう対応を考えているのか。特にオリンピッ

クやワールドカップその他国際的な映像を放送として流す場合は、権利の関係で放送

できないことなどがあるのであれば、それも含めてあらかじめ教えてもらえるとさら

に安心する。 

 

（ＮＨＫ側）  

 東京からは全国に出す放送と関東向けに出す放送とがあり、 

今回の雪に関しては、今日も関東向けの「首都圏ネットワーク」

でオリンピック放送の予定を差し替え、大雪関連のニュースを
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伝える予定であり、柔軟な対応を行っている。また、よりきめ

細かい情報として、文字スーパーなどで長時間お伝えしている。

ＮＨＫの存在意義の 重要のポイントは、災害報道である。オ

リンピックなどはご指摘のとおり、地上波でしか放送できない、

衛星でしか放送できないといった、いろいろな決めごとがある

が、いろいろな方法で伝えるべき情報をきちんと伝える必要が

あると考える。まず、オリンピックをＥテレで放送して、総合

テレビでは災害報道を続けるなど被害の状況に応じて番組編成

を行うということに尽きる。ただその際オリンピック放送をど

のようにリカバリーするかはまさにその時ごとの編集判断で行

うことになろうかと思う。 

 

○  「バックアップ機能」という言葉の意味や使い方について、東京で何かがあって、

放送センターが一時的に機能不全になった時のピンチヒッターとして、人材などで協

力するという意味なのか。あるいは、現在パソコンで「バックアップ機能」という場

合は、元データが壊れた時にバックアップしたものが完全に元データにとってかわる

という意味だが、今後大阪局が東京に変わってずっと放送を出し続けるということな

のか。 

 

（ＮＨＫ側）  

基本的には前者のことである。東京がダウンした時に瞬時に

大阪局で放送を立ち上げ、全国放送を出すということ。そうい

うことは今まで一度もなかったが、首都直下型でそういう事態

が起きた場合は大阪がとってかわることになる。 

 

○  「バックアップ機能」というのは後者が普通に流布している言葉なので「応援機能」

などにしたほうがよい。従来の日本語で説明したほうが何をしようとしているのかが

わかりやすいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

東京が壊れた時に修復するまでの間、大阪が東京の“バック

アップ”として放送を出すということ。“応援”というと、別の

局や現場に人を派遣するという印象が強く、ＮＨＫとしては

“バックアップ”としている。 

 

○  諮問された「平成２６年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、
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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。 

 

＜「震災１９年 真の復興へ やらなあかんことがある」 

（1 月 17 日(金) 総合 後 7:30～8:43）について＞ 

 

○ 作家の髙村薫さんが出ていたがほとんどしゃべらなかったので不思議な感じがした。

また、アナウンサーが少々興奮気味で聞きづらいところがあった。当時の神戸市職員

に、復興住宅に学生を入れるか入れないかについて尋ねた際、彼と実際住んでいる人

が言っている数字と違っていたが、それを放送前に見せておくというような準備があ

ればこの番組がもう少し充実したのではないかと感じた。 

 

○  阪神・淡路大震災関連では、被災者の高齢化や復興住宅が抱えるコミュニティー形

成に関わる問題点が、これまであまり見える形で提示されていなかったように思う。

言い換えれば、南海トラフ巨大地震の被害想定を中心とする大きな話ばかりが先行し

てしまうところに今回のような番組が制作されたということは、大きな意義を持って

いたのではないか。神戸局が視聴者の提言やアイデアを募集していたが、その後この

番組を受けてどのようなフィードバックがあり、どのような方向性が見え始めたのか、

この点について何かあれば聞きたい。アメリカでは 1990 年代に視聴者や市民・読者

のニーズ、社会の中でどういったことを報道してほしいと感じているのかをメディア

が主体的に地域からひっぱりだして報道に取り組むシビックジャーナリズムという

のがあったが、この番組はこの取り組みを具現化していたのではないかと思う。手間

暇かかるのでアメリカでは下火になっている傾向があるが、ＮＨＫは公共的なメディ

アとして、このような取り組みを息長く続けていってほしい。東日本大震災以降東北

では、ＮＨＫが積極的にコミュニティーと関わる取り組みが見られているが、今回阪

神・淡路大震災１９年にあたり、より人々の本当の声が聞こえる形で取り上げており、

たいへん大きく評価できる番組だったと思う。 

 

○  前日の１６日の「あさイチ」の中でも震災のことが取り上げられていて、感動を抱

いたまま翌日の夜この番組を見た。冒頭、髙村さんの「見た目はきれいになったが、
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弱者が見えにくくなっている」という言葉がとても印象に残ったが、それ以降発言が

なかったので、もっと女性サイドからの意見を聞きたかった。平均年齢７５歳以上の

復興住宅の住民の高齢化が深刻な悩みになっているが、なぜこんな事態になったのか

など、多様な問題点の現状をまずＶＴＲで示し、それから自治会長やＮＰＯの代表な

どさまざまな立場からの意見をアナウンサーが聞き出し、さらにボードで意見まとめ

をするという過程が、とてもわかりやすかったと思う。われわれ見ている側も参画し、

ともに考えながら見られる番組づくりであったことはとても評価したい。震災から１

９年たった現在の被災者の労苦を改めて知るとともに、被災体験をしたことのない世

代が年々多くなっていくなかで風化させないためにもどんな形で伝え、継続していく

かがとても大事だと思う。番組の 後に、プロジェクトの参加や提言を求めていると

言っていたので、いろいろな角度からの番組づくりを改めて検討してほしいと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ」がビッグデータを駆使して放送される中

で、コミュニティー目線からもう１度この１９年をふかんしようとしており、番組制

作者の志はすばらしいと思う。生活課題も１９年間でにじみ出てきて、改良策や対策

も、まもなく３年になる東日本大震災の一つのよいモデルにもなり得る非常に意義深

いものだったと思うが、なぜ生放送にする必要があるのかがよくわからなかった。髙

村さんのことは全く同感だが、私はむしろ髙村さんが遠慮しているように見えた。Ｎ

ＰＯの人たちの中には、もっと専門性を持っている人もいるはずだし、もっと市民の

専門知を語れる人、つまり当事者でありながら客観性を失わない人がいると思う。来

年の２０年に向けて当事者を通じて語っていく姿勢はとても大事だと思うが、当事者

の目線を大切にしながら客観性をきちんと担保できると同時にそこに深い分析や洞

察を加えることができるようなそういう場を生放送で作ることはとても困難だと思

う。視聴者とともにやりとりできるならば、非常に意欲的な番組になるのではないか。

これからに期待したい。 

 

○  「かんさい熱視線」の震災版かと思いながら見た。進行上３部構成で、あまりにも

突然に番組の中身が変わるような感じがしたので、やはり冒頭に「今日は３つの課題

について議論したいと思います」と言ったほうがわかりやすかった気がした。復興住

宅のところでは神戸市長田区の７４歳の自治会代表が出てきて非常に苦労している

という話のあと、神戸市元職員の桜井誠一さんにアナウンサーが厳しく迫って現在の

ことについて「どうなんですか」と聞いていたが、ＯＢは当時のことを語れるが、現

在のことは語れない。現役の人を出して語るようにしないと、桜井さんは苦笑するば

かりで、気の毒だった。髙村さんについて、こういう非常に生々しい被災体験をして

生々しい問題を抱えている人たちの前で客観的に分析して問題提起するというのは、

少し差し控えるような気分になることがわからなくもないが、役割が不明確で残念
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だった。アナウンサーもそのように持っていかずに、問いかけだけをしてそれに対し

て答えるだけで、アナウンサーが１人で仕切りすぎた。マスコミはその場で言いたい

ことを言って論評しただけで終わるというようなことがよく言われているが、この番

組のように責任を持ちきちんとフォローしていく姿勢を示したことは立派だと思う。 

 

○  プロジェクトを立ち上げ、この番組を通じてアイデアを募集するなど、ＮＨＫも参

加しながら震災復興を見守り続ける参加型の地域貢献の番組で、非常に興味深く視聴

したが、生放送のよしあしはあるだろうと思う。役所の人、特に出演者の役職が上で

あるほど生放送だといわゆる“お立場トーク”しか出て来ないと思うし、現場の人た

ちが今どういう思いでやっているのかといったことは生放送ではないほうが出てく

るのではないかと思う。テーマが盛りだくさんで、整理しきれるのか心配だったが、

大学生が入居した団地の取り組みでは今は壊滅的な状態になっている自治会でも明

日の希望が見えたように、自治会役員の寺田孝さんが期待に満ちたまなざしになって

いた様子が非常に印象的で、１年後の番組はこうした団地の取り組みといった方向性

に進むのだろうと期待は持った。そうすると、家族を亡くした喪失感を持つ人たちの

話から遠ざかってしまうのかとも思った。一つの特例が突破口になって、それを積み

重ねることでそれがシステムになったときに何か大きく問題が変わるのかもしれな

いと思った。これはある意味、全国につながる示唆などいろいろなものを含んでいる

ように思ったので、全国放送は無理でも、放送したいという局では放送するといいの

ではないか。 

 

○  この時期、震災に関する番組が本当に多かったと思うが、そんな中でこの番組は「や

らなあかん意見をみなさん出してください」という感じで始まり、だいぶ作りの違う

番組だったので興味を持って視聴した。「新しいプロジェクトを作りあげます」とも

言っているが、何かもう少し具体性が 初に見えてきたらもっと番組を意識して見る

ことができたのではないかという感じがした。問題提起として挙げられていたが、神

戸市元職員と現場で活動している人との言葉のギャップ、思いのギャップがかなり気

になった。役職を退いて時間がたっているのであっても、こういうギャップがどこか

あるのではないか、その部分が見えたのはよかった。震災住宅だけではなく、マンショ

ンや地域でも高齢化で自治会が成り立ちにくくなり、世話する人たちの高齢化で大変

なことが起きている中で、高齢者にも力を与えられる環境で力を出し切ってくれるよ

うな若者の存在をこの番組で取り上げられていたのはよかったと思った。 

 

○  大震災１９年目の当日に震災の集会所からの生中継ということで、タイムリーな企

画と感じた。この放送のために、あらかじめ幅広くいろいろな事例を取材してあった

ので、単に関係者によるその場での話し合いということだけでなく内容のあるものに
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なっていたと思う。出演者たちからは具体的な話の連続で当面の課題がクリアになっ

ていて、これからの取り組みを考えるうえで有益なヒントにあふれていたと思った。

震災復興に実際に関わっている人たちを集めて話し合いをしたことが具体的な話に

なってよかったのではないかと思った。アナウンサーも具体的な問題点を示しながら

それぞれに問いかけて話を引き出していて、全体としては具体的で地に足のついた話

し合いになっていたと感じた。今回取り上げられた震災復興住宅の課題は、おそらく

東日本大震災の場合にも当てはまるのだと思うし、さらにもう少し広く考えれば、高

齢社会における自治会活動も含めた住民生活に共通する課題を明らかにしているの

だろうと思った。過疎化、高齢化が進む地域社会の課題を考えるうえでも非常に示唆

に富むものではないかと思った。 

 

○  震災から数年、仮設住宅に残ったのは、高齢者、身障者といった人たちだったが、

１９年たってさらにいろいろな問題が出てきている。それぞれ違う立場の当事者の

人々が出演していたが、目立っていたのは、自治会の世話役をしている寺田さんだっ

た。自治会の問題に進展がみられない一因として、“自治会の問題は自治会で完結す

ることで、役所では特別なことはできない”というルールなのではないかと思うと同

時に、復興住宅以外のところでも起こっていることなのではないかと思った。これか

らは建物も古くなってくるし、元気づけられるのはコミュニケーションだと思う。行

政はもちろんだが、周りの人も意識を高めてもらいたい。時間と費用と人が必要だが、

信頼関係が大切だと思う。1 年間でどのぐらいの話ができるのか、じっくり時間をか

けて進めてもらって、住民の人が平和に過ごせるようになってもらったらよいと思う。 

 

○  見た目の復興とは異なる現実とのギャップの中で苦しむ被災住民たちの様子が克

明に描かれており大規模災害の被災地における「復興のあり方」を深く考えさせられ

る内容であった。特に、復興住宅の構造的課題とも言える深刻な高齢化をテーマにし

た行政・ＮＰＯ・自治会住民や作家を交えた議論では、現場に密着した取り組みをし

ているＮＰＯや自治会と、できない理由に終始する行政関係者との間に大きな距離感

を感じた。また、明舞団地に大学生を入居させ、高齢化団地の活性化を図る取り組み

などにも及び腰の行政関係者の姿はさらにその印象を色濃くした。そのような中、進

行役のアナウンサーが行政側に「とにかく現場に足を運んでほしい」と促していたが

多くの被災住民の思いを代弁する言葉のような気がした。髙村さんの「こんな苦しみ

があることを知ることが大切」との言葉が強く印象に残った。苦しみの深さを伝え、

支援の輪を広げるメディアの役割の大切さを表す言葉ではないだろうか。そんな意味

から見たときに、この番組はその役割を果たしていたと考えるが、視聴者からの反応

はどうだったのか大変気になった。是非それらの提案やアイデアを取り上げながら今

回の課題に対して具体的な働きかけを行うような続編を検討してほしい。 
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（ＮＨＫ側）  

１月１７日を中心に、「ＮＨＫスペシャル」を含めて災害関連

の大きな番組、マクロの視点からの切り口の番組が多かったと

思う。そういう中で地域のコミュニティーを切り口としたミク

ロの視点で災害・復興というものをどう考えていったらいいだ

ろうかと、プロジェクトの立ち上げ的な意味合いでこの番組を

制作した。被災者の話を中心に生の声をいただきながら、１月

１７日に神戸から生放送を出すことにこだわり、ああいう形の

放送になったが、来年は阪神・淡路大震災から２０年なので、

そこへ向けてどういう課題があるのか、どういった切り口でも

う１回考えていったらいいのかということを改めて考えていき

たいと思う。 

神戸局では“阪神・淡路大震災についてこんな問題が残され

ている”、“乗り越えるためにはこういうアイデアがある”、“こ

ういう取り組みがあれば自分としても参加したい”という３つ

の問いかけに、自由に意見を投稿してもらうホームページを立

ち上げた。来年の震災２０年に向けてある種の統計的な傾向を

示す答えが出てきたら、それを基に、被災した人や、いまだに

傷ついて癒えていない人などのいろいろな意見も吸収して、大

阪局と連絡を取りながらニュース企画や番組に生かしていきた

い。 

 

○   この番組だけでなく、発災した日に集中してこういう番組が出るが、ふだんとの差

が激しすぎると思う。集大成として１月１７日に持ってくるならいいが、その時だけ

取り上げてあとはホームページに頼っているというのは放送の建前とは違うのでは

ないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

阪神・淡路大震災については、１月１７日に集中しているが、

それ以外の時も神戸局をはじめ日々取り上げている。ホーム

ページは、どういう考え方があるのかということを幅広く取り

上げる、あくまで一つの手段として使えればと思っている。２

０年というある種の節目のときに、どんな傾向が出ているのか、

どういう考えを持っているのかということをホームページで集

められれば、番組やニュース企画に資するのではないかという

趣旨である。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ １２月１５日(日)のうまいッ！「注目の伝統野菜！大和まな～奈良・大和高田市～」

について、この番組は好きで毎週見ているが、今回は奈良の大和まなというあまり知

られていない野菜を、しっかり取り上げてもらえたことは奈良県民としてとてもうれ

しく思う。この野菜は、古事記の仁徳天皇の歌の中で“青菜”という言葉で表現され

ているということがまず紹介されており、やはり奈良の野菜は他とは違うという感じ

で番組が始まった。大和まなは、３日間で黄ばんでくるような野菜であるが、それを

一生懸命品種改良して育てあげ、今の流通にのせた上田喜章さんをメインにして紹介

していた。ご自身が会社勤めをしていた時のノウハウが販売のルートに乗せた原動力

になっていて、今の農業が抱える問題点をしっかり克服していると思った。地元のバ

ス会社の水耕栽培の取り上げ方は少しもの足りなく、会社の特性を利用した野菜の運

搬の取り組みもうまく発信するとよかったと思う。天野ひろゆきさんが食材を味わう

ところで、どういう形で「うまい」という言葉を表現するかが毎回楽しみで、そうい

う意味ではこの番組のタイトルはすごくぴったりだと思う。どちらかというと脇役的

存在の伝統野菜が今回紹介されたが、奈良局の企画なのか、それとも「うまいッ！」

の番組からの企画なのか、そのあたりも知りたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組は奈良局が企画を出して制作し放送したものである。 

 

○ １月２日(木)の皇室の宝「第２夜 世界が認めたジャパンパワー」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 

7:00～8:00)について、明治初期の美術工芸の見事さ、海外に大きな影響を与えた作家

を皇室の宝の中から選んで紹介していた。非常にポピュラーにわかりやすくドラマ仕

立てにしており、美術の美しさを紹介する番組にしてはＣＧでさまざまな色が出てく

る。一方で名品の色や形を追求しながら、まだ付録的にいろいろな映像が出てくる。

私にとっては非常に見苦しく、ここに出てきた女優やスタッフがまことに幼稚な感じ

がする。ノンフィクションのところだけがよくて、それ以外はできたら切ってほしい

という感じがした。広く紹介する意味ではよいという意見も当然あると思うが、私は

あまり賛成ではない。美術工芸のものは真面目にそれだけを伝えたほうがいいと思う。 

 

○ 皇室の宝「第２夜 世界が認めたジャパンパワー」について、美術を純粋に楽しみ

たい、自分の目や物の見方に従って見たいという視聴者にとっては期待外れかもしれ

ないが、美術の紹介番組のコンセプトを変えたというところで大変おもしろかった。

美術品を見いだした作者たちが当時の、世界に誇った技を見せていくことで日本の存

在感をこのような感じで示したのか、また、世界のこういうところまで影響を与えて
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いったのかということを知ることができた。世の中では漫画で解説したり、“わかり

やすい○○”というものがはやっている中、正月明けの番組としては楽しめた。作品

が制作された当時の状況を想像させる資料映像や、技の背景にある技術的な細かい部

分を一級の工芸家や識者に求めたり、作者の生活や心情がどのように変化したかとい

う行程をイメージさせるような再現ドラマなどを使っての紹介など、かなり作り込ん

だものだったと思う。ＣＧなども導入してかなり時間をかけたと思うが、ここで何か

背景があれば教えてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

番組をご覧になった人でも反応ははっきり２つに分かれた。

美術好きの人は掘り下げが足りない、ドラマが邪魔でつまらな

いという意見だが一方で、見やすく楽しくお正月に見られたと

いう人もいた。背景を説明すると、ＢＳプレミアムの課題の一

つが美術番組で、その編集方針にもあるように、従来の視聴者

に加え新たな視聴者層を満足させようとしたが、両方を満足さ

せることができなかったということだ。京都は美術品にあふれ

ているので、美術好きでなくても楽しめる美術エンターテイン

メントにチャレンジしていきたいと思っている。 

 

○ １月１６日(木)のあさイチ「阪神・淡路大震災 １９年目の今」について、被災し

た小学校の教師が作曲して、今では全国に広がって歌われている「しあわせを運べる

ように」についてのリポートだった。この歌は１９年前に作られてずっと歌われてい

るわけだが、あの歌を聞くと被災した記憶がよみがえるし、さまざまな思い出が錯そ

うして胸にジーンとくる。福島県二本松市の仮設住宅で音楽会を開いて、子どもたち

がこの歌で高齢者中心に住民を励ますということが紹介されていた。実際はどのよう

に歌の心をつないでいくかだと思う。震災当時１０歳だった小学校の若い教師が、自

分の父親に話を聞いて、父親がその時思ったことを自分なりにそしゃくして子どもに

伝えていたが、教育の実践を見るようだった。また、ゲストの３人はそれぞれが適切

な言葉でコメントしており、その中でも「歌は残っても歌の心が無くなってはダメだ」

と言っていたのが非常に心に残った。 後に司会のタレントが“伝えていくことの大

切さ”ににこやかな感じで触れたが、もう少し心に響く言葉があったのではないかと

思う。 

 

○ あさイチ「阪神・淡路大震災 １９年目の今」について、この１９年間ずっと子ど

もたちの間に歌われてきた「しあわせ運べるように」という歌は、地元小学校の音楽

の先生が作ったものだ。震災で自分の家も町も見る影もなくなり、そういう中で感じ
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たことをメモしてできあがったのだが、この歌は、悲しみや失望よりも、必ず元のよ

うに復興できるという希望の歌のつもりで作られたのではないだろうか。東北の福島

県や、大きな震災があったトルコやイラン、中国の四川など外国でも歌い継がれてい

るが、そうした復興に向けて頑張るというような気持ちが強く、それで歌い継がれて

いるのではないかと思う。震災から１９年たっているので、震災を知らない人々がど

んどん増えていくが、それをつなぐ気持ちが大事だと思う。 

 

○ 「あすのＷＡ！」で、和歌山局が「まもるプロジェクト」を展開する中で、毎週水

曜に地域や家庭のつながりをテーマに「まもる」コーナーを放送している。１月２２

日(水)はＮＰＯ法人の和歌山災害救助犬協会の活動の様子をとても詳しく紹介してい

た。今まで警察犬と災害救助犬の違いがわからなかったが、この番組では違いを詳し

く説明していた。協会には２５名のさまざまな職業の人たちがいて、プロの訓練士の

ほか元トラックの運転手や歯科衛生士などの熱意によって運営しているということ、

その現状と課題についても提起されていたように思う。近い将来予想される南海トラ

フ巨大地震では和歌山は近畿圏内で一番の被害が想定されている中で県民の防災意識

を向上するために「まもる」コーナーは大変意義深いものだと思う。さらに継続して

の放送を希望すると同時に、今までいろいろなジャンルで数多くのことを紹介してい

るので、もし機会があればハイライトにしてまとめて放送してほしい。 

 

○ １月２３日(木)の「どんな家に生まれても～一人親家庭の子どもを支える学習塾～」

(総合 後 10:00～10:48 近畿ブロック)について、大阪の箕面市にある、２４歳の若者

が主宰する一人親家庭を対象にしたＮＰＯが経営する学習塾を取り上げていたが、も

うひとつの教育の可能性をとても感じた。７０年代ぐらいまでは学習塾というのは地

域に合ったローカルな知性の場であったが、どんどん学校システムの中に序列化され

てしまって、いつの間にか上手に学校を渡り歩くためのテクニックを教えるところに

なってしまった。この学習塾の先生と子どもたちの関係を見ていると、やっぱり教育

というものは学校の中だけに縮こまっているものではなくて、むしろシステムからこ

ぼれ落ちてしまいそうな人たちもすくい上げるもう一つの居場所なのだ。そして学習

塾の先生は単に教える技術者ではなく、生徒や児童の人生と向き合う親でもない学校

の先生でもないもう１人の他者だということを改めて感じさせてもらった。大阪の町

がもう少し元気になっていくためにはこういう個性的な学習塾や、システムとは違う

もうひとつの学びのできる場を作っていくことだと思う。教育というものの可能性が

もっと広がっていくのではないかという期待を感じさせられたすばらしい番組だっ

た。 

 

○   「どんな家に生まれても～一人親家庭の子どもを支える学習塾～」について、２４
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歳の渡剛さんが自分自身も一人親家庭で非常に苦しんだことから大学生の時に立ち

上げた学習塾と、その活動を中心に紹介していた。その学習塾に集まっている生徒た

ちも２５人のうち１７人が一人親で、彼を助けながら教えている大学生たちもみんな

一人親だった。そういう人たちが他の人には言えない苦しみなどをお互いにわかり合

えるという環境は、これはおそらくなかなか公的な形ではできなくて、そういう思い

を持った個人だからこそできたのだろうと感じた。この番組で一人親家庭といった場

合は、一番支援がいきにくい離別による母子家庭なのかと思った。不登校になってい

る生徒が番組の中で「こんなことをやっていたら、“だから一人親家庭はブラックな

んだ”と世間の人に言ってしまうことになるよね」と言っていたが、その生徒も塾長

も何か一歩前に進めたようなエンディングになっていて心温まるようなものを感じ

た。ただ、そうは言いながら２４歳の塾長と大学生だけでこの学習塾が続くのだろう

か、行政や学校の連携はどうなっているのかと心配しながら、感情移入して見ていた。 

 

○ 「どんな家に生まれても～一人親家庭の子どもを支える学習塾～」について、「子ど

もを守る」キャンペーンの番組を見るたびに親の責任、大人の責任について考えさせ

られる。渡塾に集まる一人親家庭の塾生たちの勉強のみならず家庭の課題についても

真剣に取り組む渡さんの姿は、４０年以上前の私の中学時代の恩師の姿と重なって見

えた。当時の若年層教育の学校は知識教育だけではなく人間教育にも大きな役割を果

たしていたような気がする。まだ２４歳という若い塾長にそんな意識はないかもしれ

ないが、真剣に生徒の将来を考え行動するその姿は、学校と学習塾との違いはあれ本

来の生徒と先生の関係を教えてくれているような気がした。将来にわたり子どもを守

るには、緊急性の高いケースは別としても、本来は教育のあり方にメスを入れるべき

であろう。そんな視点からのキャンペーンも実施してほしい。渡さんを交えた不登校

の問題を抱える親子の話し合いには大変胸を打たれた。また、そのあとの生徒のすが

すがしい顔にホッとする思いがした。親子の関係性についても大変教えられた。また、

「ごちそうさん」の希子役の高畑充希さんのナレーションも大変聞きやすくて好感が

持てた。 

 

○ １月２６日(日)のかんさい人物ファイル アジアに夢中！「いろんな魚に出会いた

い～カンボジア 佐藤智之さん～」は、滋賀県の琵琶湖博物館で魚の飼育員をしてい

た佐藤智之さんという３７歳の男性が主人公だった。佐藤さんは職場でボティアとい

うカンボジアの魚に出会ったことがきっかけで４年前から現地に移り住み、自費で淡

水魚の調査に取り組んでいるが、こうしたことは普通の人には到底できることではな

い。佐藤さんの動機と純粋さと熱意に非常にすがすがしいものを感じ、こういう人物

こそが尊敬される日本人、あるいは世界に貢献する日本人になるのかと思った。カン

ボジアの淡水魚の全貌を明らかにして世界に発信するという佐藤さんの夢の実現を
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応援したい気持ちにさせられた。この番組では毎回、主人公を支える言葉を探るが、

現地で 初に協力者になってくれた漁師のマットサムさんの「お金はいらない。友達

だから」、もう一つは夫に同行して現地で食堂美容院を営んで調査費用を捻出してい

る妻・典子さんの「あなたが笑顔なら私も笑顔でいられる」というこの２つの言葉が

佐藤さんの情熱を支えていることがよくわかった。この佐藤さんという人物は、自分

はやりたいことに打ち込み、それを奥さんが全面的に支え、現地の人も協力をしてく

れて、とても幸せな人だという感想をもった。 

 

○ ２月９日(日)の明日へ－支えあおう－「消えないイタミをいやす～震災から３年目

の鎮魂劇～」は、東北出身の演劇人たちが震災をモチーフにして演じるという３年目

の実験を追いかけたものだった。プロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスや、ＡＫ

Ｂ４８が音楽で被災地を励ますことはよくわかるが、非常に生々しい対話劇を用いて

震災を経験した人たちに何を伝えることができるのか。私は演劇をしているので非常

に共感したが、その中に印象深いエピソードが出てくる。ある被災者が「自分はあの

津波から車で逃げて助かったが、実はあの時逃げ惑う路上の人たちを車でひいて殺し

てしまっているかもしれない。そんな私は生きていていいのだろうか」という実存的

な問いを住職にするのだが、これはスポーツや音楽では伝えることのできない極めて

根源的な問題であり、震災という事象の一番深いところにある命題だと思う。福島、

宮城、岩手の出身の表現者たちが演じることで解決できない苦をどのように共有して

いくのかという立ち位置を、芝居を演じることで獲得していくという番組だった。報

道陣も同じではないかと思うが、究極的に解決できない問題は必ず残るわけで、その

解決できない問題に謙虚に寄り添いつつ共に苦を抱えながら生きていくことの痛みを

決して否定的には受け止めていない。そういう意味では非常にすぐれた番組だった。 

 

○ 「全力応援！ソチオリンピック」について、オリンピック関連番組のためにニュー

ス報道関連が非常に薄く浅くなっている気がしてしかたがない。今回の大雪の被害で

は、こんなに雪に弱い日本の国土ということについてもう少し考えることが、オリン

ピックより大事なのではないかと感じる。例えば、今回の大雪被害については「クロー

ズアップ現代」があれば、そこで詳しく紹介して分析したのだろうと考える。また

「ニュースウオッチ９」の始めの３０分間でオリンピックをとりあげていたが、９時

になったらニュースを見ようと思ってチャンネルを合わせているので、「ニュースウ

オッチ９」ぐらいはまずニュースを伝えてからオリンピックを取り上げてほしい。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、１５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、にっぽん紀行「なにわのコイの物語～大

阪・旧淀川～」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 中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

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） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

       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） 

＜にっぽん紀行「なにわのコイの物語～大阪・旧淀川～」 

(総合 １２月１６日（月）後 7:30～7:55)について＞ 

 

○  非常に丁寧に作っていておもしろかった。てらいがなく、あまり演出のない番組で

私の好みだった。ただ２組の人に焦点を当てすぎて少し見づらいところがあった。時

間をかけたよい番組だと思うが、「えぇトコ」と重なるような部分もあり、番組どう

しが似通ったことにならないよう気をつけてほしい。 

 

○  タイトルは、「銀座の恋の物語」をもじったものなのではないかなどと内心にやっ

としながら視聴した。旧淀川の、人と人が出会う場をひとつのテーマとして、人は人

生の中で葛藤を覚えていたりするが、そういう中で人と人がふれあうよさを十分よく

表していたと思う。友と出会う、人生のいろいろな難しい局面の中で父と娘が再び心

と心を触れ合わせるといった、ほのぼのとしたよさがある。いつも「にっぽん紀行」

を見て思うことは、心にじわっとしみて、少し気になって、若干あたたかくなるとい
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うパターンで、物語性も含めた番組作りが大変好きだ。大変感銘深く視聴した。 

 

○  非常にしゃれたタイトルのつけ方だと感じた。コイ釣りを通した２つの心温まる身

近な人間模様が実にうまく描かれていた。特に久川さん親子の話は私も同年代の娘を

持っているのでそういう立場から見ても大変胸をうたれるものだった。ナレーション

担当の宮迫博之さんの語り口調も非常によかった。描かれた情景にさらに深みを感じ

させるものになったと思うし、ユーモラスに大阪らしく味付けする調味料の役割を果

たしていた。大変心の和むよい内容だった。 

 

○ 川で釣りをしている人たちを時々見かけてはいたが、よくこういうテーマを見つけ

てきたと思った。ありふれた中で非常に深いものを掘り下げているという印象があっ

た。「釣り仲間というのは家族同然だ」というせりふもあったし、「仲間がいるところ

がふるさとだ」と言った人もいた。あそこに集まっている人たちにとっては、釣り仲

間が一種のコミュニティーのようになっていて、隣近所よりも濃密な人間関係ができ

ているとも感じた。釣りをすることも一種の文化かもしれないということも感じなが

ら、非常にいろいろなことを考えながら視聴した。これが「にっぽん紀行」として全

国に放送されていることもうれしい。大阪弁でのとてもよいコミュニケーションが

あって、大阪のよいところ、仲間がいることのよいところなどを描いていた。 

 

○ 冒頭に宮迫さんが出てきて話を切り出し、１メートル１４センチ、２９．５キロも

ある大きな魚の実寸大の模型を持って「重さ、ホンマに再現する必要ある？」と言っ

ていたが、あのようなものを誰が作ったのかと思った。アマチュアの釣り人ばかりな

のにどうやって大きなコイを釣ったのか、本質ではないところで感心したり驚かされ

た。都会でお互い無関心に生活している人々が、この川べりでようやく人間的に絡み

合うことができることが番組からかいま見えた。コイ釣り名人や会社経営者、娘と対

話が途絶えた父親の大工などそれぞれの生活への密着のしかたには、２５分という時

間的な制約があり深くは探れなかったが、それを差し引いても、すばらしい出来だと

感じた。「にっぽん紀行」は昔の「新日本紀行」も含めてＮＨＫの誇るべき番組だと思っ

た。昔いた中西龍アナウンサーのような人に案内人をしてもらいたいと思う。 

 

○ １１月の中頃からは仕事でテレビの前に座る時間の余裕が無く、一服した時につけ

たのがこの番組だった。この番組を見てほっとして、疲れた体が癒やされた。浪花の

“恋”と魚の“コイ”をユニークに兼ね合わせているタイトルも大阪らしい付け方だっ

た。淀川は決してきれいではなかったと記憶しているが、都会の中を流れているこの

川でこんな感慨深い物語の舞台になっていようとは想像もつかなかった。コイを釣る

人を結ぶ人の輪、釣り人たちの心の悩みとその背景をさわやかに描いていて、すっき
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りした余韻のある番組となるひとつの要素だったと思う。この番組のスタッフたちが、

時間をかけてその場に何回も出向き、釣り人たちの家庭の様子、それを取り巻く人々

のいろいろな様子をさまざまな角度から取材していて、丁寧に時間をかけて作り上げ

た番組だということが一目瞭然にわかる番組だった。 

 

○ メインで登場する吉村さんの１５年来のお弟子さんは会社社長で、これは映画の「釣

りバカ日誌」にも見られるような社会の中での上下関係とはまるで無縁の世界なのだ

が、多くの人が釣りのそういう部分に魅力を見いだしているのだろうと思った。そし

て、大阪の都会のど真ん中の川にこんな大きなコイがたくさんいるのはなぜなのかと

いう気になる話題には一切触れずに番組が進んでいったのは、ある意味ではおもしろ

かった。釣り人の一人が久しぶりに年頃の娘と会話をする場面は、なんとなく仕込ま

れた感じがしたが、娘が小さい頃よくお父さんと一緒に釣り場へきていたことを知る

釣り仲間の「久しぶりやなぁ。長いこと見てないよって嫁にでも行ったと思てたわ」

という言葉が、こちらの邪念を払ってくれたような思いがした。また会社社長と奥さ

んとの会話で、奥さんの言葉の使い方や表現の方法がとても優しく感じた。大阪弁の

とてもやわらかな言葉や会話をうまく拾い上げていることが、この番組をとてもよい

番組にしたのではないかと思った。 

 

○  コイを釣ることを通じて人と人とのつながりが生まれて、またそのつながりに支え

られ励まされて生活を送っている人々の姿を紹介する番組だった。特に２組の人たち

の関係、１組は、元左官職人の吉村さんというコイ釣りの名人と会社社長の藤原さん

の師弟関係。もう１組は元大工の久川さんとその娘さんとの親子関係に焦点を合わせ

ていた。違った２組の関係を取り上げることによって番組の内容も広がりを持たせて

いると思った。コイ釣りを通じて人と人とのつながりや、お互いに掛け合う言葉のや

りとりに大阪人の人情というか、あたたかい気持ちが出ていて、大阪らしいよさが出

ていたと感じた。そういう意味では非常に心あたたまるほのぼのとした感じのする番

組で、大都会大阪の別の一面を知らせてくれる番組だと感じた。 

 

○  なんの変哲もない旧淀川が日本で有数のコイ釣りの名所だと知り驚いた。釣り人同

士の人間関係の安らぎ、その中で心和やかな情景を紹介していた。釣り人たちは、仕

事はもちろん、会社の立場や釣り時間もバラバラで、お互いに干渉しないで穏やかに

釣りを楽しんでいることがよくわかった。コイは雑食性で普通は釣りの時は練り物を

用意している時が多いが、ここではウインナーや天ぷら、から揚げなどを餌にしてい

るというのは本当かと思った。藤原さんが７０センチの大物をあげた時も、吉村さん

をはじめ近くの人も大喜びで、下町情緒が出ていると思った。釣ったコイは、元気な

うちに元へ戻すということで、数年後にまた大きくなって自分たちの釣りの楽しみに
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なるのではないかという共存を大切にする心があらわれていた。ふだん海や渓流での

釣りの番組はとても多いが、都会の真ん中の手近なところで普通の人がこのような巨

大なコイ釣りを趣味として楽しんでいる様子を紹介しており、平和だと感じた。 

 

○  旧淀川の一部である堂島川の横で仕事をしていて、鉾流橋の上に釣りざおだけがい

つも置いてあるのは知っていたが、この番組で初めてコイ釣りをしているのだと謎が

解けた。 

 

○  都会の釣り場という意外なスポットから、釣り人たちの哀歓を描いていた佳作であ

る。誰もが高齢を迎え、やがて独り身となっていく時代に、人生晩年の生き様はどう

あればいいのか。先日放送した地域ドラマ「花園オールドボーイ」も同じ主題だが、

スポーツと釣りでは決定的に違いを感じる。前者は自分を周りに巻き込んでいくのだ

が、後者は自分の内側に抱え込んでいく。釣り人たちは皆大切な何かを失っているが、

それが自分の人生の筋道であると受け入れており、諦観の境地にも見えて、美しい。

橋の上を忙しく往来する人からは、ただの「暇人」に見えるのかもしれないが、たか

が釣りに夜明け前から没頭する姿は、世俗を離れた孤高の暮らしであって、例えば吉

田兼好のいう「閑居・引退」に近い。それを憧れる人は少なくないのではないか。橋

の上を急いでいるだけでは、本当の修業はできないのである。 

 

（ＮＨＫ側）  

        今回の番組は、最初は短い企画として取材し、これはおもしろいとい

うことでさらに１か月半ほどコイ釣りの現場を追いかけた。ビル街の谷

間にああいうところがあるおもしろさ、大阪らしい人情豊かなところが

宮迫さんの語りもあって出せたかと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

＜「花園オールドボーイ」 

(総合 １月１０日（金）後 8:00～8:43 近畿ブロック)について＞ 

 

○ 一瞬ドキュメンタリーなのかと思った。ラグビー場で有名な花園はどうして花園と

いうのか、どうしてラグビーが盛んになったのかというところもあまり見えなくて、

年をとったラガーマンたちの友情と周りの人たちを描いているわけだが、起承転結の

ないままぱっと終わってしまった。方言もバラバラで聞きにくいところがあった。ポ

スターを作って宣伝しているわりに、内容は薄すぎてすぐ終わってしまった。 
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○ 花園についての位置づけやスタートをもう少しじっくり見せてほしかったと思う。

主人公の自宅のシーンで全員ラグビー的な番組への意気込みを感じた。予算などの都

合もあったと思うが、苦労が感じ取れた。一回読み切りということだが、来年の花園

の芝はよくなり使っていいことになったといった展開や市の職員役の大八木淳史さん

はまだジャージを着ていなかったことなどから、次もあったほうがよいのではないか

という気がしている。 

 

○ 最後に配役のテロップが流れたときには「もう終わるの？」という感じで、物足り

なさが残った。内容的にはラグビーの代名詞とも言うべき、“one for all，all for one”

の持つ意味のメッセージがあったと思うが、これを１時間に満たない枠の中で描きき

るというのは相当無理があったのではないかと思う。このメッセージは平常の中から

つかむのでは無く、困難に接した時に重要性が身にしみてわかると思う。そういう意

味で見ると、主人公のラガーマンがサイン集めにいろいろなところを歩き回るわけだ

が、それよりも一度は中止を決定されたラグビーイベントを復活させるために市役所

の職員や市民が頑張る姿にもっと力点を置いて描いたほうが本来のねらいに即したも

のになったのではないか。後半に少しは描かれていたが、川中美幸さん演じる食堂の

おばちゃんが「みんな、頑張っているよ」と言うだけではなかなか視聴者には伝わり

きらない気がした。 

 

○ 関西弁のユーモアにあふれたコミュニケーションが非常によいと思った。仲間がい

るのは非常に幸せなことで、ラグビーを通じて仲間ができたので、その恩返しのため

に一人でも多くの人たちにラグビーを楽しんでもらいたいという主人公の話がよ

かった。主人公を中心としたラグビー仲間、ラグビーに対する情熱という話と市役所

の話の両方を 1 時間枠に入れるのは無理があったと思うが、ラグビーのほうに重点を

置いてほしかった。出演者の視線をなめるようなカメラワークにも異質なものを感じ

た。説明する時間がないから映像で説明しようということだと思うが、見ていて非常

に居心地の悪い感じがした。 

 

○ かつてのラグビー選手たちが今頑張っている若者の支えになる様子を織り込みつつ、

厳しい練習に耐えてきたオールドラガーの、当時の練習を思えば今の深刻な病気も乗

り越えられるという気概や、高齢化とともにより長く楽しく時には積極的に社会と関

わっていく姿などは、かんさい熱視線「技術者たちの決断」、にっぽん紀行「なにわの

コイの物語」に共通点を感じさせる番組だった。その中で、この番組はより幅の広い

世代との関わりを自然に描いている番組で好感が持てた。 
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○ 事前の宣伝に、ラグビーで関西を熱くすると書かれていたのできっと熱のこもった

感動的なドラマに違いないと思って見たが、見終わってそうでもなかったというのが

率直な感想だった。物語自体はシンプルな筋立ててでわかりやすいが、大きな山場が

どこにも無かった。登場人物のせりふも非常に穏やかで淡々としていて、制作者の意

図したような物語にはなっていなかった。花園ラグビー場の使用許可をめぐって熱の

こもったやりとりがあれば山場になったと思うが、そのあたりがはっきりしないうち

にイベントが開催できることになっており、物足り無かった。東大阪市役所という現

実の相手と折衝するというのはあまり熱くやりとりしにくいのかとも思うが、期待を

したようなドラマになっていなかったのが残念だった。 

 

○ 麿赤兒さんがあの形相で走っている番組宣伝のポスターはインパクトがあったが、

実際のドラマは筋立てや設定に新しさがない。そのまま別のスポーツで別の地域に置

き換えても、通用するような話ではないだろうか。高齢者が主人公のドラマはもっと

増えてほしいが、老人こその偏固さや孤独、不安がうかがえない。「つながりを大事に

するために歩く」というような台詞は、陳腐だと思う。地方発のご当地ドラマが視聴

者の共感を招くのは、ローカルな物語に、そこにしかないオンリーワンの魅力を感じ

るからだ。なぜサッカーでもなく野球でもなく、ラグビーなのか。東大阪という街の

汗や臭いはどのようなのか。そういう肌触りを感じたのが、主人公のひとり暮らしの

場面だけだったのが残念だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＮＨＫの地元との関わり方が民放に比べて弱いのではないか

という意見がある中で、できるだけ地域に触れあう番組を作る

ことにした。第一弾として、東大阪で地域ドラマを作ることに

なり、市の売りがラグビーだということから「花園オールドボー

イ」が出来た。いろいろなシーンでのべ数百人を超える地元の

方々の協力をいただいた。今回は通常ドキュメンタリーを専門

とするカメラマンが担当しており、それなりの味が映像にも出

ているのではないかと思うが、それがドキュメンタリーかドラ

マかよくわからないという印象になったのではないかと思う。 

 

 

○ １２月５日、１２日、１９日（木）の「ニュースＫＯＢＥ発」枠内のコーナー「官

兵衛参上」について、神戸放送局は毎週木曜日に１０分程度のコーナーを設けて、姫

路報道室から放送している。５日は白熱する土産物商戦、１２日はゆかりの地をめぐ

る官兵衛タクシー、１９日は番組プロデューサーじきじきにドラマのみどころを説明
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するという放送内容だった。大河ドラマで地域を元気にしようとしている意気込みや、

今後どういうところを見たらよいのかをわかりやすく伝えた番組だったと思う。 

 

○ １２月６日（金）のえぇトコ「小橋建太のふるさと恩返し旅～“台風被災地”京都・

福知山～」について、福知山市はお城が残っていたり薬草を集める地域でもあったの

で、そういうことが少し出てくるのかと思っていたが、元プロレスラー・小橋建太さ

んの立志伝で、少し見づらかった。福知山は去年大水害や花火会場での屋台の爆発な

どいろいろ事故や災害があったが、福知山の本当のよいところを紹介するのではなく、

よい人の紹介で終わっていた感じがする。「えぇトコ」は地域を主に紹介するのか人物

を紹介するのか、基本的な考えをもう１回検討するべきではないかと思う。また、今

回は福知山だったが、京都の旧市街にネタがありすぎて、福知山・丹波丹後・奈良に

近い南山城・学研都市などの取材が薄くなっているように思う。制作者が京都市以外

の地域をもう少し勉強するとよいと思う。 

 

○ えぇトコ「小橋建太のふるさと恩返し旅」は、タイトルのおかげで、内容が十分わ

かったうえで見始めることができた。小橋さんと川崎亜沙美さんが、福知山を訪ね、

大水害を受けたいちご農家に行って復興のお手伝いをしたり、小橋さんの高校時代の

恩師の自宅に訪問をしてご飯を食べながら旧友と昔を懐かしみながら盛り上がったり

と、小橋さんを中心に地元の人々に会って展開していき、地元に元気を与える番組だ

と思った。元気をもらいましたと小橋さんも言っていたが、水害の被害を受けて立ち

上がろうということをポジティブに応援する部分を全面に出しているのはよいところ

だと思う。ただ、さまざまなシーンや登場する人物の関わりに何かひっかかりがあっ

て、次の展開がかなり予定調和な感じがして、もっとナチュラルな感じにしてほしかっ

た。 

 

○ えぇトコ「小橋建太のふるさと恩返し旅」について、番組冒頭で小橋さんと川崎さ

んが、年配の男性に台風の時の話を聞いていたが、男性が「あの川の向こうのあの木

のところに泥があそこまできて」と話しているにもかかわらず、カメラはその男性を

映していて、なかなかその木を映さない。ようやく映ったと思ったらかなりアップの

映像だった。こうしたカメラワークにはもっと気をつけてほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

京都の取材拠点は舞鶴市と福知山市、京田辺市に設けて北と

南もしっかりと取り上げていこうとする体制をとっている。た

だ、どうしても京都市内のほうが話題性が強いこともあり、京

都局ではそのバランスに悩みながら取材・制作している。 
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○ １２月１３日（金）のかんさい熱視線「技術者たちの決断」は、シャープで２年前

まで液晶技術開発をしていた矢野耕三さんが台湾の鴻海の有機ＥＬ開発を担当し、こ

れから頑張っていく過程を描いていた。番組では、「シャープの中で自分たちは必要と

はされていないが、今働いている鴻海からは自分は必要とされていて、日本の技術者

はまだまだ必要とされている」という彼の思いを大きく発信していた。番組の中盤で、

シャープをやめて奈良の御所市でベンチャー企業を興した植村光生さんが、製品開発

をしているところを説明していたが、「シュッと入りこんで、ガチャンとつかんで、抜

けて入って、ピロピロリンっとね」という言葉はテロップでも出てきて、関西的なと

ころをうまく表現していた。「かんさい熱視線」で大きく報道されてよかったと思う。 

 

○ １２月１４日(土)、２１日(土)の「太平洋の楽園をゆく 鶴田真由 ミクロネシア 

魅惑の島めぐり」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 14 日(土) 後 7:30～8:59、21 日(土) 後 7:15～8:44)

は、単なる自然紀行ではないと感じた。６百何十の島から成り立っていて、東西に２

千何百キロ離れた南太平洋の楽園みたいなところだが、ここにおける人間関係など、

われわれが忘れて久しい素朴な生き方をもう一度訴えかける番組だった。また、われ

われが生きている社会のひずみに問題を投げかけているようにも受け取れる内容だっ

た。 

 

○ １２月２２日(月)の「男子第６４回全国高校駅伝」(総合 後 0:15～2:52)は、非常

におもしろいレースだった。初優勝の山梨学院から４位の古豪・広島県立世羅高校ま

でたった６秒差で、総合タイムも４校とも２時間３分台でかなり高いレベルだったと

思う。解説の尾形剛さんは、その場で話すべきことをわかりやすくゆっくりと話をし

ており、先走ったことをあまり言わず、出過ぎた話し方もしないのでよかった。中継

所やゴールではすべてのチームのタイムと順位が表示されており、それぞれのチーム

を応援している人も安心して見られたのではないかと思う。当然のことながら、先頭

争いもずっと追いかけていて迫力があった。このような歴史ある大会に山梨学院が優

勝したように、新旧交代あり古豪復活ありで、今度の高校駅伝は非常に楽しみだ。大

会当日に、兵庫県立西脇工業高校の監督の体罰問題が報道されたが、前年の９月のこ

とをなぜ報道されるのかと疑問に思う。せっかくの大会に水をさしている気がした。 

 

（ＮＨＫ側）  

西脇工業の体罰の問題については、あの大会の前日に情報を

つかんだ。そしてこの問題で当日の大会の現場に監督がいない

という事実もあり伝えないのはおかしいと考えた。もう１つは、

会場の京都・西京極陸上競技場のスタンドに、「体罰絶滅」「体

罰は一切追放しよう」といった大きな横断幕が張られており、
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小さな体罰でも追放していきたいという現場の思いが会場にも

あった。そういう中で、当日のニュースや試合中継の中で触れ

ることにした。 

 

○ １２月２３日(火)、２４日(水)の「嵐の明日に架ける旅 2013」（総合 後 7:30～8:42）

について、嵐のメンバーがそれぞれ日本の未来を担う高校生を訪ねる旅が２夜連続で

放送された。５つの高校を訪ねていたが、連続テレビ小説「あまちゃん」で有名になっ

た岩手県の種市高校や、自分たちで飛行機を作って飛ばそうという発明をしている岡

山県の倉敷の高校など、生徒が本当に一生懸命自分の夢をかなえようとする姿を見て、

日本の高校生も将来頼もしいと感じさせられる番組だった。嵐の５人がそれぞれよい

キャラクターで、高校生の中に溶け込み一緒になって物作りの夢の実現に向かって汗

をかくことも非常に爽やかに見られたし、非常によい番組に仕上がっていたと思う。 

 

○ １２月２６日（木）の「おうみ発６１０ 年末ハイライト 2013」について、パート

１の「社会事件編」では、他にもとりあげるべきことがあるのではないかと感じた。

例えば、参議院選挙で自民党が議席をとったことで、前年の衆議院選挙と合わせて、

滋賀県内の政治状況の変化についてまとめがあってもいいのではないか。県政上の重

要課題についても、知事が重要政策として進めようとしている流域治水の問題をめぐ

り、県議会や関係する首長、住民にはいろいろな動きがあったので、取り上げてもよ

かったのではないかと思った。また、台風１８号の被害で不通になった信楽高原鉄道

の再開に向けての取り組みを６分間紹介していたが、過去の取り組みが中心だったの

で、別の機会に放送すればよかったのではないか。パート２の「スポーツ編」の半分

が滋賀県出身のプロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの則本昴大投手のインタ

ビューだったが、これに違和感はなかった。このほか、年末年始の主なイベント、初

日の出がきれいに見えるポイントの紹介があり、年末最後の県域番組としては、有益

な情報の提供だったと思う。ただ、取り上げている中身はいいのに、キャスターが無

理やりやわらかくしようとしているところが気になった。 

 

○ １２月２６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、「わびたび」コーナーは１年間で３９回放送され、県内３２か所の地

域の方々との交流を持ったという報告には正直びっくりした。県下くまなく足を運ん

で地域との交流に努めていることを報じるのは情報提供などからもとてもうれしいこ

とだし、何より若者目線からいろいろな形で報じているのでとても新鮮みがあった。

そのほか、和歌山県立箕島高校の２９年ぶりの甲子園出場や、体操の田中理恵さんの

現役引退、地域活性を目指して海南市では地元の市民も加わっての劇団が誕生したと

いうことなど、新しい年への話題にもなるだろうという思いで見た。例年「年末ハイ
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ライト」を見ながら、自分や家族、従業員なども含めた１年を回顧しているが、ここ

に至って今年もこれで終わりだと実感する番組であった。 

 

○ １２月３０日(月)の「朝まで文楽」（Ｅテレ 後 11:00～31日(火) 前 7:35 近畿ブロッ

ク）は、誰が見るのかと思っていた。もしこういうことを進めていくのなら、文楽を

ただ単に放送するだけでなく、演目の中のいろいろな周りの話も取り入れてもらうよ

うな番組作りをしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

「朝まで文楽」については、思いきって全部放送してみたら、

意外と見てくれている人がいた。関西では特にいろいろな形で

伝統芸能を出していくことが重要だと考えているので試行錯誤

を続けたいと思う。 

 

○ １２月３１日(水)の「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」について、学芸会のような寸劇

が入ったり、踊りをバックにしないと歌が歌えないというのは好きではない。もう少

し歌をしっかり聞かせるのが紅白歌合戦なのではないか。 

 

○ 「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、やっぱり国民的な番組だ。必ず見なければいけ

ないというようになっていて、たいしたものだと思う。北島三郎さんの大トリもかっ

こよかった。 

 

○ 「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」について、私の知り合いで「途中でチャンネルを変

えた」人に、その理由を聞くと、ある女性歌手が歌う前だけでなく後にも、審査員を

務めるその歌手の夫の俳優にインタビューしていたが、まるで国民的番組を私物化し

ているようでとても印象が悪かったと言っていた。また、かつては話題となっていた

女性歌手の衣装をまねたような別の歌手がいるのもいかがなものかという意見や、「紅

白歌合戦」から“引退”を表明した歌手に対しても気を遣いすぎではないかという意

見があった。 

 

○ 「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」について、４時間半は長すぎるというのが第一印象

だ。今やこれは歌番組といえるのかどうか疑問だ。若者のグループ出演が多く、しか

も歌よりもダンスパフォーマンスが中心で、その場で歌っていないと思われるような

グループも見受けられるような気がした。歌手としてしっかり歌っている場合でも周

りの出演者が多すぎる。「あまちゃん」人気に支えられ年末のお祭り番組としては多く

の人が見たのだと思うが、歌に専念して聞けるような演出があるべきだと思う。ベテ
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ラン歌手の“紅白引退”もあまりにも宣伝しすぎで、ＡＫＢ４８のメンバーの卒業宣

言も明らかに場違いだった。今回も演技力歌唱力でさすがと思ったのは美輪明宏さん

で、また、久しぶりに出演した高橋真梨子さんもさすがで、そのようにじっくりと歌

を聞かせた部分はよかった。 

 

○ １月１日(水)、２日(木)のＮＨＫスペシャル「シリーズ遷宮」(総合 前 7:20～8:09）

は、朝の放送だったので、正月の料理の準備もしながら、最初はそわそわしながら見

た。いろいろ細かいところを撮っていて、２０年に１度なぜこの遷宮を続けていかな

ければならないかについては、技術継承が大事だと言っていたが、人の精神的な部分、

人間の心の中のよみがえりや再生といった大事な部分を番組でもっとしっかり伝えて

ほしかった。 

 

○ １月１０日(金)のかんさい熱視線「あなたの疲れ 大丈夫？～疲労研究 最前線～」

について、今労働界では過重労働やブラック企業の増加でたいへん頭を悩ませている

中、非常に参考になる興味深い内容だった。今まで精神的な疲労測定は問診が中心だっ

たが、医者の熟練度によってかなりばらつきが出る。それが、番組内で紹介された数

値で判断できるような機器が普及して、もっと手軽に測定ができることになれば、増

え続ける精神疾患で苦しむ人を減少させることにつながるのではないか。また、厳し

い労働環境の改善にもつながるのではないかと思った。要望としては、このテーマを

取り上げた背景をもう少し最初に強く訴えてほしい。そうすれば視聴者の関心がさら

に高まったのではないかという気がする。 

 

○ １月１１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「ニッポンの若者はどこ

へ？徹底討論 大人の心配×若者の本音」（総合 後 7:30～8:43）について、この種の

番組での三宅民夫アナウンサーの進行の上手さ、振り方の上手さにいつも感心してい

る。ＡＫＢ４８の高橋みなみさんや井筒和幸さんなどいろいろな出演者がいて若者の

さまざまな立場からの意見が思いのほかくみ上げられていたと興味深く視聴した。 

 

○ 連続テレビ小説「ごちそうさん」について、姉の和枝がお嫁に行ってしまい非常に

さみしい。あれだけ強烈な個性を脚本家と演出家で作りすばらしい役者が演じていた

ので存在感が大きかった。勝手に想像すると、和枝はお嫁に行った先であの知恵と策

略と細かい心遣いでゴッドマザーになって村おこしをしたりしていると思うので、ぜ

ひ和枝の物語を作るとおもしろいと思う。最近洋風おせちや中華おせちもあるが、家

族一人ひとりへの祈りや願いを込めてめ以子がおせちを作っていくという話は非常

にすてきなエピソードだと思った。 
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ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、１８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、歴史秘話ヒストリア「あなたを助けたい～

女医第１号 荻野吟子の恋～」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、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 中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

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） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

       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） 

       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） 

＜歴史秘話ヒストリア「あなたを助けたい～女医第１号 荻野吟子の恋～」 

(総合 １１月２０日(水))について＞ 

 

○ 荻野吟子の困難な時ほど正面から受け止め乗り切る姿勢、変わらず人々の幸せを思 

い、女性としての誇りと何事にも屈しない意志の強さ、相手に対するあたたかい思い 

やりを持ち医療活動を続けて６３歳の生涯が終わるまで社会に大きく貢献したことは 

すばらしいと感じた。戦争中の活躍、その後の働きぶりなど、新島八重の生涯と重ね 

合わせることができ、男性社会の中で女性の自立がいかに困難であるか、いかに大切 

なことがあるかを再認識した。年の差のある恋愛をとりあげるのは無用ではないかと 

思ったが、吟子が医師になるためにどれほど努力したか、また、医師になってからも 

しっかり医療の仕事をしたことがよくわかりよかった。 

 

○ ３つのエピソードがわかりやすく紹介されていたと思う。１つめは、女医第１号と 

なったこと、２つめは、荻野吟子の受験許可を得るための努力と執念、開業して女医 
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として評価を得るまで、３つめは、北海道に理想郷をつくるという年下の男性に共鳴 

して結婚し、共に実現に取り組む中で、北海道での医療活動と女子教育に転身をした 

ことだ。最後に今でもその志が受け継がれて語り継がれ、実践をされていることを関 

係者の証言で伝えていたが、荻野吟子という女性の人物像や業績を非常にわかりやす 

く提示をしていると思った。明治期の日本の近代化の初めの時期にこういう女性がい 

たことを私は初めて知ったが、おそらく一般にはあまり知られていないのではないか 

と思う。そういう人物を取り上げて紹介をしていくという意味で「歴史秘話ヒストリ 

ア」 は意義ある番組である。この他にもこの時代に女性がそれぞれの道を切り開いて 

いったという事例はたくさんあると思うので、今後さらに光を当てて紹介する番組を

作ったらいいのではないか。 

 

○ 小学校高学年の時に学校の図書館で荻野吟子の伝記を読んでかなり感動したことが 

あり、この番組を見てとてもうれしい気持ちになった。現代のような男女共同参画社 

会とは大違いの、当時の男性社会の高く厚い壁が立ちはだかる中で、女医の先覚者と 

しての使命感や苦悩ぶりが、当時の写真や映像をうまく使って、ドラマ様式で作られ 

ていたのでとても理解しやすかった。吟子役の女優、笛木優子さんは適役で、演技が 

とても光っていた。女医第 1 号の先覚者としての精神、年の差をこえて志を同じくす 

るユートピアに輝く精神、北海道での厳しい開拓の様子、吟子の苦悩の歴史がこの番 

組では本当にわかりやすく、一緒に見ていた小学校５年生の子どもも、かなり真剣に 

見入っていた。同じ女性として共感することが多々あり、ひときわ感動のある番組だ 

と思う。ただ、冒頭の「あなたは年下の男性は好きですか」という問いかけには、正 

直がっかりした。この番組の主題は、タイトルにもあるように「荻野吟子の恋」となっ 

ていたため、そこへいったのだろうか。「歴史秘話ヒストリア」の切り口なのだろうと 

自分自身を納得させながら見た。 

 

○ 幕末から明治にかけて波乱万丈の人生をかけぬけた女性がいたことにまず非常に驚 

いた。荻野吟子という女性がいたことを初めてこの番組で知ったが、男性社会で女性 

が満足に活動できない時代において、道を切り開かれたことに対して非常に感心した。 

「歴史秘話ヒストリア」では、歴史上の有名な人物だけを取り上げるのではなく、こ 

ういう人物も取り上げていってほしい。ただ、番組に対して不満が２点ある。１つは、 

話の展開が非常に急に進んでいくことだ。荻野吟子の６０数年間の人生をあの時間で 

まとめているので時間がないのもわかるが、東京で診療所を開いて恵まれない女性を 

助けようとしていたのになぜ男性と意気投合して診療所を閉めて北海道へ行ったのか。 

そしてもう１つは、北海道へ行ってから開拓地を政府が接収してしまい途方に暮れる 

場面があったが、なぜ接収されたのか。このあたりの説明がなくわかりにくかった。 

毎回思うが、進行役のアナウンサーの服装がなんでこんな姿になるのか。富士山と川 
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と橋を背景にして現れ、今回の人物とどう絡んでくるのかという感じがした。語りだ 

けで十分ではないかと感じた。 

 

○ 個人的には、「年下の男性は好きですか」という問いかけは悪くないと思った。女性 

のパイオニアで性感染症、クリスチャンの開拓伝道という、かみ合わない要素が一人 

の女性の中に同居しているというある種の危うさみたいなものがあり、医者になると 

いう強烈な執念と彼女自身もキリスト教信者であったというところも取り上げており 

関心を持った。前例がないなら自分が前例になるとか、名声や評判に流されず思いき 

り生き直すというようなメッセージは、妙にフェミニズム的に偏らずに万人に共感で 

き非常におもしろかった。ただ演じた女優が美しすぎると思う。この荻野吟子という 

人はかなり変わっていて、高げたを履いて男性と同じ衣装を身にまとっていたのはか 

なり挑戦的というか、野心を感じるのだが、あの女優が演じると、美しすぎてミスキャ 

ストと感じた。 

 

○ まず番組の題名に引いてしまった。特に「年下の男性は好きですか」というインタ 

ビューはいただけなかったが、本編が始まると吟子が魅力的でとても意志が強い人物 

だとわかった。吟子が受験をするときに「日本女子の将来は私の合否にかかっている」 

と書き残していたことばなどからは、とても意志が強くはっきりとした目標を持ち、 

なおかつ粘り強い女性と感じた。２度目に引いてしまったのが、志方との恋の話だ。 

番組に登場した志方は全然魅力がなく、実物の志方之善とも雰囲気が違い、なんであ 

の人を好きになったのかが伝わってこなかった。本当に恋をして全てを捨ててついて 

行こうとしたのか、それとも、志方の理想に共感して医師としての自分がその理想に 

役立つだろうという同志愛だったのか、「吟子の恋」というのであれば、そこはもう少 

し踏み込んでほしかった。もう一つ不満を感じたのは識者のコメントである。女性の 

識者２人のコメントのうち、医学史の専門家のコメントは十分研究している人でなけ 

れば発言できないようなものだったが、もう一方は、かなりありきたりなことを言っ 

ているうえに、本来番組で伝えるべき内容を識者にコメントさせている印象がして、 

違和感があった。 

 

○ 今回のテーマの「あなたを助けたい～女医第１号 荻野吟子の恋～」には番組を通 

じて届けるべきメッセージが２つある。１つは「女医第１号」、女性で初めて医者になっ 

た人、もう１つは「吟子の恋」。この２つをこの時間の中で伝えることは難しかったの 

ではないか。どちらも追求のしかたが浅くなり、結果的にいつもの「歴史秘話ヒスト 

リア」のように感動を受けるところまで至らなかった。女性第 1 号という当時におい 

ては非常にハードルの高い目標に挑戦した女性の生き方を伝えたかったのか、それと 

もそういう挑戦欲あふれる女性の恋愛観を貫いた生き方を描きたかったのか、もっと 
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シンプルにどちらかに焦点を当てたほうが「歴史秘話ヒストリア」らしいものになっ 

たのではないか。 

 

○ 今回、タイトルで“恋”が使われているが、２番目の夫となるキリスト教信者とし 

ての志方との間では、“恋”ではなく“愛”ではないかという気がしている。“愛”を、 

もう一つかけるとするとキリスト教信者としての神の“愛”。このことばを使って掘り 

起こしていけば番組の展開が平板な感じではなく、もう少し違った角度から深みのあ 

る展開になったのではないのかと思う。津田梅子や大山捨松など、さらに時代をけん 

引するさまざまな人物に気づかせてくれる内容で、当時の時代状況を更に奥深く思わ 

せてくれるよい番組だったと思う。教育について後半には、キリスト教信者としての 

神様への無条件の“愛”がかなり出てきており、神様の愛を次に伝えていくというこ 

と、次の人たちを育てていくというようなことをもう少し伝えてほしかった。 

 

○ インタビューについては、番組に一般性を持たせようというねらいが強すぎて、お 

もしろくなくなっている部分がある。明治時代にこういう人がいたと知らせる姿勢は 

よいと思うが、このような伝え方がよいのか。人物には長所と欠点があるので、もう 

少しマイナス面も追求したらどうだろうか。昔ＮＨＫで「日本史探訪」という番組が 

あり、非常におもしろく見ていた。司馬遼太郎、松本清張などそうそうたる作家が出 

演し、けんけんごうごうと議論をしていた。こういう時には反対意見も次々と出てく 

るので、決して礼賛するだけでは終わっていなかった。非常に迫力のある番組があっ 

たにもかかわらず、最近は、何か平均点をとろうとしているところがあるのではない 

かと思った。さきほど和服について指摘もあったが、歴史だから和服だという発想で、 

和服を着せるのはどうかといつも思っている。 

 

（ＮＨＫ側）  

        「歴史秘話ヒストリア」の使命の一つは、歴史が好きな人だけでなく

女性にも視聴者を拡大することである。また今回の荻野吟子のように今

まであまり知られていない人物にも光を当てて、これだけすばらしい人

物がわれわれの先輩にいたということを視聴者に知らせるということ

に非常に意味があると思っている。大河ドラマ「八重の桜」も、この番

組で数年前にとりあげた「ハンサムウーマン新島八重」からドラマの制

作者たちも企画を考えたと聞いている。今回久しぶりにこういう人物を

取り上げ、今は当たり前に女性でもすべての職業につけるようになった

ことがいろいろな人たちが戦って勝ち得た物で、そういう人たちの苦労

を紹介することは、非常に意義があることだと思っている。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月３０日(水)の「情報まるごと」は、午後２時の放送なので見ているのは主婦 

が多いかと思う。番組も食材偽装やコメ産地偽装、ＬＣＣなど生活に密着した番組を 

上手にまとめている。こういう情報番組は星の数ほどあり、他の放送局の番組を見て 

いると興味本位にあおったり、余計なコメンテーターやお笑い芸人がたくさん出てく 

るが、この番組のようにずっと２人で出演しているのも新鮮な感じがする反面、やっ 

ぱり頼りない。ＮＨＫのある種の節度なのかもしれないが、キャスターの２人がほと 

んど対話をしない。この時間帯の主婦に「今週の関心ある情報をまとめました。わか 

りましたか」と投げかけている感じで、２人があまりにも進行役に徹しているので、 

内容によっては、もう少しキャスターが前に出てもかまわないと思う。 

 

○ １０月３０日(水)の「情報まるごと」について、食品偽装問題は見ていて飽きてし 

まったが、科学の力で食の信頼を回復するための新技術を紹介した部分はとてもおも 

しろかった。一方で、なぜそういうことが起きるのかという社会的な背景、もしも関 

西で食の偽装問題が多いのであればその背景は何なのかを大阪局あるいは関西の放送 

局が総力をあげて探ってもらう価値があるのではないか。また、関西空港のいろいろ 

な取り組みが紹介されていて、おもしろく視聴した。「ごちそうさん」に出演している 

財前直見さんのインタビューについては、インタビューをしていたキャスターが冷め 

た感じだったのであっさりした答えしか出てこなくて残念な気がした。 

 

○ １０月３０日(水)の「情報まるごと」については、特長のない平均的な番組づくり 

で、あまり記憶に残らないものになっているような気がした。その要因の一つにはキャ 

スターの影響もあると思う。２人の持ち味であるさわやかな透明感は決して悪いもの 

ではないが、逆にその特色がないことで印象が薄くなり、このような時間の長い総合 

的な情報番組を通して仕切るには少し苦しい感じがする。たとえば、「サキドリ」は、 

番組の内容自体もおもしろいが、キャスターの２人のやりとりがさらにおもしろくし 

ている部分がある。ＮＨＫらしい客観性は非常に大事だと思うが、視聴者の印象に残 

る番組づくりをするためにも、特色ある個性の発揮で面白みを付加しながら番組を仕 

切っていけるようなキャスターづくりに力を入れる時期にあるのではないかと思った。 

 

○ １０月３０日(木)の「情報まるごと」について、「関西空港でもたくさん安い飛行機

が飛んでいくことによって、関西空港の問題点を解決していきたい」という新関西空

港会社の社長のコメントがあったが、ヨーロッパでは何年か前から飛行機が飛びすぎ

る問題が起きている。番組もそういう状況をふまえなければいけないのではないかと
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思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

キャスターについてだが、個性のあるキャスターをつくらな

ければいけないというのは大阪局に限らずＮＨＫのアナウンス

グループ全体の大きな課題だと受け止めている。ＮＨＫは、色

をつけない、無色な存在としての報道キャスターを育成してき

たというところがあるので、ある意味ＮＨＫらしい個性をもっ

たキャスターを育成していきたいと思う。 

 

○ １１月３日(日)の日曜美術館「荘厳なる天平の祈り～第６５回 正倉院展～」につ

いて、井浦新さんが熱心な取材をしていて好感を持った。正倉院展に出品するものは

非常に早くから決まっているので、もう少し早く取材して、放送してほしいと思った。

以前から朝の本放送に比べて、夜の再放送の視聴率が高いのではないかと思っている

が、今回の再放送が、正倉院展の最終日の前日だったので、それを見た人が明日行く

しかないということはいかがなものか。正倉院展の日にちは決まっているわけだから、

もっと工夫ができるのではないかと思う。 

 

○ 日曜美術館「荘厳なる天平の祈り」は、毎年奈良で秋に展覧される正倉院宝物がＮ

ＨＫの技術で放送される楽しみな番組だ。以前は、展示物としての宝物の映像を重視

していた番組が、最近は、正倉院宝物の持つ背景を紹介することで、宝物の価値の深

さを視聴者に教えてくれている。この番組で、シルクロードを渡り伝えられてきた文

物のイメージ映像として砂漠を移動していくラクダの映像が出ていたが、このような

イメージ映像が必要だろうか。また、レポーターが吉岡幸雄さんの工房を訪ねた際、

工房の様子をもっとうまく視聴者に見せるなど、吉岡さんの仕事の本髄を一瞬の映像

の中でも見せる工夫をするべきではないだろうか。西山厚さんによるお話は、もはや

解説でなく「宝物の持つ物語」だ。その物語を聞いた多くの人たちが、“今までガラス

ケースに守られて触れることのできない「美しいもの・すばらしいもの・大切なもの」

であったものを、どこか自分たちの生活に繋がりのある「心通う光り輝くもの」へと

思いをもって観覧するようになった”と言っている。こうした話が全国で聞ける機会

ができたのはすばらしいが、宝物の復元作業に携わる人々が番組の時間枠内で窮屈な

形で紹介されるのは残念だったので、放送できなかった部分も何かの機会に放送して

ほしい。ＮＨＫだから制作できる、この種の番組を今後も楽しみにしている。 

 

○ １１月７日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 和歌山 高野山」は、平成１６年に世

界遺産に登録された高野山に外国人の訪れが多いことを話題にしていた。特に印象深
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かったのは、県民にあまり知られていないような高野山が紹介されていたことだった。

高野山の料理は精進料理が主である中で、地元の食材以外のものも使ったアレンジ料

理、婿養子になった僧侶の創作ダンスなど、あえて外国人の目線を重視して高野山の

魅力を紹介していたことが県民にとっては斬新に思えてよかった。そんな中、高野山

の奥の院のお墓ツアーは夜間の撮影にもかかわらず、映像がとても美しく鮮明で、印

象に残った。限られた時間の中で魅力たっぷりに紹介していたので「あさイチ」の全

国のファンに高野山の今のイメージが焼き付いたのではないかと思った。 

 

○ １１月１６日(土)のＥＴＶ特集「左手のピアニスト～もうひとつのピアノ・レッス 

ン～」は、２７歳の時に突然難病と言われる局所性ジストニアを発症したが、見事に 

克服し、左手で世界のトップピアニストになった智内威雄さんの話だった。障害を乗

り越えられたのは、ピアノに対する愛着心と、もう 1 度復帰して上手になりたいとい

う向上心の強さだと感じた。そして、もう一つは人との絆だったのではないかと思う。

ドイツ留学中に恩師から「左手だけで弾くための楽譜がある」というアドバイスを受

け、１０年後にはトップのピアニストとして注目され始めたのだが、それだけではな

い。自分と同じような境遇の人たちに左手でも弾けることを伝えようと積極的にコン

サートを開いたり、子どもたちにわかりやすく編曲したり、少しでも左手のピアノに

なじんでもらおうとする姿勢は、次世代に対して熱い思いを持っているからではない

か。礒野佑子アナウンサーの語りも、映像、ピアノの音楽などと非常にマッチしてい

てよかった。 

 

○ ＥＴＶ特集「左手のピアニスト」について、左手のピアノ曲があることは知ってい 

たが、こんなに感動を与えるものかと感じた。そして、ここまで低音が響いて、重厚

な感じがするというのを今回はじめて知った。智内さんは難病ジストニアという障害

を持ちながらその道を極めていこうという人物で、本当にすばらしい番組だった。ピ

アノや障害を扱っているので「ＥＴＶ特集」になったかと思うが、総合テレビで全国

放送するべき番組ではないかという感じがした。 

 

○ ＥＴＶ特集「左手のピアニスト」について、舘野泉さんなど先輩のことが全然出て 

いない。主人公の智内さんを取り上げすぎているような感じがした。楽譜も買いに行っ 

たらある程度はあるということなので、あれほどの発見なのかと少し誇張があるよう 

に感じた。 

 

○ １１月２４日(日)の「ＳＯＮＧＳ」は、「時代」という中島みゆきさんの名曲を取り

上げた内容だった。いつもは歌手を中心に取り上げる番組だが、今回は歌そのものに

スポットを当てていて非常におもしろくて見ごたえがあった。「時代」という曲はどう
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いう時代においても色あせることのない、昭和を代表した名曲の一つだと思う。この

ような名曲をずっと歌い継いでいくためにも定期的にこういう手法を取り入れて、紹

介するといいのではないかと思う。そのほうが、流行にとらわれず、本質を追求する

ＮＨＫらしい番組に成長していくのではないかという気がした。 

 

○ １１月２４日(日)のかんさい人物ファイル アジアに夢中！「踊って笑って輝いて 

～香港 國澤はるなさん～」について、この番組は、アジアで生きる人のことばから 

成功の秘けつをひもとく番組だが、今回は「笑顔でいれば必ずいいことはある」とい 

うことばがポイントだった。國澤はるなさんは、香港でダンスを教えながらプロモー 

ションビデオなどの制作にもかかわっている人だが、大なり小なり困難はある中で、 

苦しくても何かの形で乗り越えていける、アジアでも頑張っていけるということがし 

っかりと伝わってきた。番組の中でいろいろなことに悩む１７歳の女の子と向き合う 

シーンがあるが、さまざまな苦労を乗り越えたからこそ悩んでいる人の役に立ちたい 

という國澤さんの思いも合わせて伝わってきた。番組の最後にとってつけたように、 

「今日は次世代に自分の思いを伝えるいい出会いがありました」といって、６歳の女 

の子のダンスを見ていた國澤さんが「元気に踊っていてかわいいね」とハイタッチし 

たところが残念だったが、近畿の出身者が、国境を越えてアジアで頑張っているとい 

うことを伝えてもらい、元気が出るよい番組だと思った。 

 

○ かんさい人物ファイル アジアに夢中！「踊って笑って輝いて」について、なかな 

か気力のあるすごい女性がいると思ったが、番組そのものがこの人を取り上げないと 

いけなかったのかというところもあり、印象の少ない番組だった。 

 

○ １１月２６日(火)の「ニュースウオッチ９」で特定秘密保護法案の一連の動きに対

する番組の構成のしかたはおかしいのではないか。国会周辺での非常に騒々しい反対

運動や、日本ペンクラブ会長の浅田次郎さんの「特定秘密保護法案が時代に逆行して

いる」という記者会見を報道したほか、地方公聴会で反対意見を述べた浪江町長が出

演するなど、いわゆる結論ありきといった構成のしかたで、最後に大越健介キャスター

が日程ありきの審議を批判して、「中身の濃い議論を期待する」というコメントで結ん

でいた。この一連の動きを見ると、ＮＨＫはいったいどちらの側に立っているのかと

疑われてもしかたがないのではないかと非常に感じた。もう少し公共放送として中立

であろうとするなら、諸外国の例も含めて問題点をしっかり指摘しながら、この法案

はどういうものであるかとしっかり解説することに、もう少し時間を割くべきだった。 

 

（ＮＨＫ側）  

ご指摘があったように意見が分かれる問題については、より
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多角的にバランスをとって伝えるということに尽きると思うの

で、放送法の趣旨を踏まえて今後も報道していきたいと思って

いる。 

 

○ １１月２９日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「震災遺構～悲劇の教訓をど

う伝えるか～」(総合 後 10:00～10:49)に大変感銘を受けた。亡くなった人がいる場

所が遺構として残存すべきなのか、早く撤去すべきなのかという議論は非常にデリ

ケートだと思う。阪神・淡路大震災から１９年だが、昨年の「かんさい熱視線」で、

ずっと受け入れられないまま抑うつ状態が続いている人を取り上げていた。今回の震

災遺構はスケールが大きいが、この番組に込められているものを、震災を先に経験し

た関西がどのように捉え返すのかというのが大事な視点だと思う。こういう遺族感情

というのは、決して震災の場面だけにあるわけではなく、医療や福祉から見ると死と

いう問題は、死んでしまえば生命の持続は断絶するわけだが、遺族感情の観点から見

ると死は終わらない。遺族に対する寄り添い方、ものの見方についてはＮＨＫしかで

きないと思うが、震災から１９年たって１．１７のその後をどのように描きとってい

くのかが大阪局の大きな役割ではないかと感じている。 

 

○ １２月１日(日)の「サキどり」は、外国人の視点を活用して日本の観光資源の開発

をすすめようとしているスイス人の観光業者の取り組みが非常にうまく描かれていた。

見ようによっては、日本の観光業のマーケティングの在り方に一石を投じるような内

容だったと思う。番組の中でもう少し現状の日本の観光業のマーケティングの在り方

や取り組みの実態を盛り込んだものであったなら、さらに内容の濃い説得力の強いも

のに仕上がったのではないか。また同時に、日本の観光ビジネスがコスト重視の儲け

主義に陥らないように、お客様との信頼関係づくりをベースにしたおもてなしという

特有の文化が盛り込まれた日本らしい観光ビジネスの在り方、その構築を働きかける、

そんな視点での発信があればさらによかったのではないかという気がした。 

 

○ １２月４日(水)のＮＨＫスペシャル「宇宙生中継 彗（すい）星爆発 太陽系の謎」

(総合 後 7:30～8:43)について、放送予定直前にすい星が崩壊してしまったが、そう

いう状況に見事に対応していると思った。特に 400 キロ離れた宇宙から、超高感度４

Ｋカメラをはじめて使って撮影したということだが、若田光一飛行士の撮影によるク

リアな画像と音声は本当にすばらしかった。また、国立天文台の渡部潤一副台長のき

ちんとした解説があって、すい星の誕生の原因は惑星大移動という現象があること、

たくさんのすい星が地球に落下して今の地球の水の３分の１はすい星に由来するの

だということをはじめて知り、知的な興味・関心をしっかり満たしてくれる番組だっ

た。タモリさんと久保田祐佳アナウンサーが素人を代表して質問をしたのもよかった
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と思う。視聴者が撮影したすい星の写真などもきちんと取り入れているのも視聴者

サービスとしてはいい対応だと思った。 

 

○ １２月４日(水)の歴史秘話ヒストリア「あなたの知らない信長の素顔～英雄を記録 

した男 太田牛一の生涯～」は、新しいことを知ることができ、非常に楽しく見るこ

とができた。時代小説や「大河ドラマ」などで織田信長像が作られてきたわけだが、

その基になったのが太田牛一の「信長公記」である。それが創作ではなくて太田牛一

という側近の武士が身近で見聞したことや身近な人々に取材をしたことを、しっかり

と記録してまとめたものであるということを知り、すごい人だと思った。本能寺の変

で明智光秀に襲われて「是非に及ばず」と言うシーンがドラマでもよく出るが、しっ

かりと取材して太田牛一が記述して残したということで、これは根拠があるのだとい

うことを改めて知った。他の歴史上の人物についても、側近でそういうことをした人

がいれば発掘して紹介してもらえると「歴史秘話ヒストリア」はさらにおもしろくな

ると思った。 

 

○ １２月５日(木)の地球イチバン「世界一乾いた大地～チリ・アタカマ砂漠～」は、

南米のチリのアタカマ砂漠のことを紹介していた。ここは、アンデスの山の雪どけの

水が豊富で緑も多かったが、近くにできた銅山の採掘で大量に水を使うので水が無く

なり農作物ができなくなったということだ。しかし、工夫によってしっかりした作物

ができるようになったそうで、やはり自然と人間が共存するにはそれなりの努力が必

要ではないかと思った。 

 

○ １２月１１日(水)の「滋賀発地域ドラマ 田上トパーズ！」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00 

～10:59)は、放送前の地元の試写会で視聴した。特に前半は次にどういう場面になっ

てくるのかを予測させ期待させられるような展開で、目を離せない感じで見ることが

できた。引っ越しの荷物整理をする娘が見つけたトパーズがどんな意味を持っている

のかという謎が、最後まで興味を引きつける一つの要素になっていた。このトパーズ

については、祖父が娘を連れて登った田上山がトパーズの原石を多く産出した所で、

最後に娘が高校のバンドに加わりボーカルをするバンドの名前も“田上トパーズ”で、

トパーズという小道具を非常にうまく使っていた。配役では特にミッキー・カーチス

さんが目立っていて、息子に対する父親としての不器用なやりとりや、孫娘に対して

さりげなく包みこむような優しい祖父の役割をうまく演じていた。エキストラとして

地元の人たちがたくさん出演していて、地域ドラマとして成功しているのではないか

と思った。主役の小島藤子さんが試写会の舞台挨拶をしたことも地元サービスでよ

かったと思う。ストーリー展開が最初は丁寧であとは少し走ってしまったが、これま

で大津局が作ったドラマとしてはいい出来栄えだと感じた。滋賀県の宣伝という意味
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でも、軽音楽甲子園とその舞台になった旧豊郷小学校などの話題も十分うまく取り入

れていたので、この番組は貢献していたと思った。こういう地域発ドラマの全国放送

の企画はそれを作った地方局にとってもその舞台になった地域や人々にとっても有意

義だと思う。 

 

○ 「滋賀発地域ドラマ 田上トパーズ！」について、ドラマの設定として、叔母と姪 

の関係にあるのに会ってないということなど、非常にリアリティーに欠けたところが 

あった。地方局制作といっても全国で放送する番組であれば甘えてはいけないと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＢＳプレミアムでは年間１０本程度いろいろな地域でドラマ

を制作している中で、「田上トパーズ！」はそのうちの１本であ

る。「田上トパーズ！」の制作担当者に聞くと、のべ 700 人もの

エキストラが出演していて、一緒にバンドを組む女の子たちも

音楽専門学校の方で役者ではなく、本当に幅広い人たちにご協

力いただいた。地域ドラマには地域の協力が欠かせないという

ようなことの象徴と思われる。 

 

○ １２月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「和食 千年の味のミステリー」(総合 後

9:15～10:04)について、私が住んでいる土地でも若い年代の女性に今伝えておかなけ

ればという思いにかき立てられている中で、和食という日本の伝統文化について、科

学と歴史という両サイドから分析していたので興味津々な番組だった。これからもこ

の種の番組は継続して取り組んでもらいたい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「和食 千年の味のミステリー」について、番組の始めに京料理

のような派手に飾った料理が出てきたが、飾りがすぎた料理が和食であると誤解され

ないようにしてほしい。 

 

○ １２月１５日(日)の文化講演会「八重との、めぐりあい」について、最近スマート 

フォンのアプリケーションでラジオを聞いているが、大河ドラマ「八重の桜」の最終 

回のあとラジオ第２の放送を聞いていたら、脚本家の山本むつみさんが出演していた。 

私にとってはおもしろいコメントもあり、「『大河ドラマ』の怖いところは書いたそば 

から歴史になる」「八重はドラマの主人公になる価値がある、なぜなら諦めないから 

だ」といったことは非常に興味深かった。また、実は川崎尚之介の裁判の資料が見つ 

かったことで今回より鮮明に描けるようになったなど、いろいろなエピソードが出て 

きて、最終回のあとだっただけにいろいろな感動や驚きが自分なりに出てきた。私は 



12 

たまたまスマートフォンで聞けたが、せっかくインターネットでもラジオを聴けるよ 

うになっているので意識してクロスメディアでプロモーションしていけるのではない 

か。 

 

○ 連続テレビ小説「ごちそうさん」について、キムラ緑子さんが非常に力のある役者 

だったので、ただのホームドラマではないおもしろさがあった。思いだし笑いさせる 

ような怖い女優としては日本一だと思う。悠太郎の妹の“ノリコ”のイントネーショ 

ンが家族の中で違うことが気になる。嫁いできため以子だけアクセントが異なること 

はわかるが、少なくとも西門家の中でのイントネーションは一緒でないとおかしいと 

思う。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、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、事前に視聴してもらった、「生ける伝説 きわめびと」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 中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

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） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

       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） 

＜「生ける伝説 きわめびと」(総合 １１月４日(月) 前 8:20～9:03)について＞ 

 

○  番組名を見ると堅い人たちが出てくるのではないかと思っていたが、106 歳とは思

えないぐらい元気に歌の指導をしている歌手の嘉納愛子さんの話だった。そうそうた

る大ベテランのゲストたちが思い思いに話をしていておもしろかった。特に漫才師の

９１歳の内海桂子さんの話術はすばらしく漫才師らしく、非常に明るく盛り上げてい

た。両親の反対を押し切って大好きな歌の世界に入り、そこで大きな影響を受けた山

田耕筰さんに教わり、美しい日本語の歌の心をしっかりと学ぶことができたという嘉

納さんの話や、ゲストの方々のデビューにまつわるさまざまな苦労話を聞くと、一流

の人は大変な努力をしていることに改めて感心させられた。質問コーナーでは視聴者

からの質問に対して、内海さんがストレートに「前へ向かってすすみなさい」と気持

ちよく一刀両断の答えをしておりよかった。司会の三宅裕司さんや小林千恵アナウン

サーは、非常に個性的な出演者の間に入って大変だったとは思うが、笑顔を絶やさず

はきはきとわかりやすく、それぞれの話題についてすすめてくれてよかったと思う。
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ものすごいことをしているようだが当たり前にきちっと生活をしたらそれが世間に

認められているという姿勢が、“きわめびと”から感じられた。 

 

○  あの年で心身共に健康で、しかも声楽指導者として現役で活動しているのはすごい

としか言いようがない。同時に、近所のきさくなおばあちゃんという感じで、非常に

親しみをもって見ることができ、終始驚きながら楽しく見ることができた。この番組

は嘉納さんが主役だが、スタジオにいた他の３人の“きわめびと”はいずれも主役と

して取り上げることができる人たちなので、こういう人たちを一堂に会して番組作り

ができるというのはさすがＮＨＫだと思った。司会の三宅裕司さんはさすがで、これ

だけの出演者を相手に何度も笑いをさそいだし、軽妙なトークで適役だと思った。ま

た、ＶＴＲでの篠山輝信さんも嘉納さんとうまく気が合っており、嘉納さんの日常の

様子をよく伝えるのに頑張ったという感じがした。番組の 後の視聴者の悩みごと相

談は、これは少し余分だったのではないかと感じた。いずれにせよ、今の高齢社会で

このように心身元気で現役で活動している高齢者の方を番組で取り上げることは世

代を問わず社会に元気と希望を与えるのではないかと思う。これからも“きわめびと”

といえるような人がいれば、それを発掘して放送していけると良いと思う。 

 

○  106 歳でも“寝たきり”ではなく、このように活躍している人物を紹介していて、

おもしろかった。それぞれに道を極めているほかの３人の出演者が、脇役のようにそ

ばにいて、そして主役と脇役の立場が常に入れ代わり立ち代わりする番組の進め方も

おもしろかった。嘉納さんは、普通に 106 歳で頑張っているだけでなく、いまだなお、

いろいろな物の考え方に対してとても積極的に人生を過ごしていることがよくわか

り、それがこの番組の魅力になっていたと思う。 近他の放送局でも高齢者で頑張っ

ている人を紹介する番組もたくさんあるが、ＮＨＫだからこそ、こうした番組づくり

ができるというのが見えてよかった。「神様にお願いするのではなく感謝をしなさ

い。」これは奈良のお社でもよく聞く言葉で、やはりそうなんだということをもう１

度確認しながら聞いた。番組を見ている時に、この年齢までこのように頑張れるのだ

ろうかと、自分のことに置き換えて見る機会をもらえてよかったと思う。 

 

○ 山田耕筰さん直伝の歌唱法で、声楽一筋８５年、こだわりの人生を歩まれてきた 106

歳の嘉納さんは、まさに“きわめびと”に値する人物である。この人物を取り上げた

ことに敬意を表するとともに嘉納さんのこだわりの極意には圧倒された。今なお嘉納

さんがプロの声楽家たちに厳しい指導をする姿勢、美しい日本の歌を継承するという

姿勢とともに、心身共に健康でいろいろなことに前向きに挑戦する姿勢には目を見張

るものがあった。その反面、嘉納さんに対して、スタジオゲストの３人も“きわめび

と”に近い存在だったため、少し焦点がぼやけてしまっていたので、嘉納さん一人に
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集中した番組構成にしてほしかった。ゲスト３人も改めて取り上げていただきたいぐ

らいの人々だった。いずれにしても 106 歳現役で凛とした嘉納さんの言葉一つ一つに

感銘を受けた。「来年７歳になります、乳母車にのってよちよち歩みます」という言葉

の中の、今なお信念を貫き自分のペースで歩む姿勢に見習わないといけないと思った。 

 

○ 106 歳の嘉納さんに驚かされる以前に、これは本当に大阪放送局が制作したのかと

いう感じがした。というのも、司会の三宅裕司さん、ゲストの内海桂子さんと、大阪

放送局では考えられないようなキャスティングだと感じた。なぜ三宅さんが起用され

たのか聞きたい。８５年にわたって歌の道を歩み、大阪の自宅には全国各地から教え

を請いにはせ参じられる中、かくしゃくとした芯の通った厳しい指導をしており、実

際６０歳などベテランの域の方々にきちっと教えられるというところに、山田耕筰さ

んに師事されて日本の歌を極めた人だと感じた。番組の中で歌詞の叙情と叙事の部分

の歌い方が違うということを聞き、なるほどと納得させられた。高齢にもかかわらず、

食事会や川柳、毎日ストレッチをしているなど驚くような日々の活動に対して、われ

われも見習ってきちっとやっていかなければいけないと反省もさせられた。 

 

○ 嘉納さんがお住まいの帝塚山という居住区は大阪における山の手風というか、コテ

コテの大阪とは違う文化があると思う。関西のおばちゃんという切り口ではなく、セ

ンスやユーモア、関西モダンというものを久々に感じさせられた。そして、ゲスト３

人とのアンサンブルが非常に楽しく思えた。三宅さんは内海さんがいたからこそのノ

リ具合で、司会やコメンテーターが絡み合いながら生じるズレやハレーションで、か

えって生き生きとしたスタジオの様子を際立たせる感じがした。若尾文子さんの存在

感には、ものすごいゴージャス感と気品というものがあって、若尾さんがいるだけで

全然スタジオの空気が変わると思った。それぞれの生き方の力強さというものが、年

齢に関係なく伝わってきたことがかえっておもしろかった。それと同時に、女性視聴

者を意識して選ばれたのだろうが、女性のみということについても男性としてはやや

複雑だが、感心するものがあった。 

 

○ 嘉納さんの個性、大きさに圧倒された。深い話を普通の言葉で語ることがすごいと

思った。関西独特のユーモアがあり、健たんで、グルメで、おしゃれもしていて、９

０歳から川柳もするような好奇心も旺盛で感心したが、そのような生き方をしてきた

からストレスもたまらず生きることが楽しくて長生きしたのかという感じがして非常

に深く納得した。３人の“きわめびと”については、よくない意味でぜいたくだとい

う感じがした。それぞれの分野で彼女たちが十分“きわめびと”なのに、嘉納さんに

圧倒されていて、やや気の毒でもったいないという気がした。特に 後の人生相談は

おもしろくなかった。ゲストの回答が極まっていないからで、事前に質問を聞いてい
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たらもっとできたのかもしれないと思う反面、嘉納さんだったら的確に答えたのでは

ないかという感じもした。それでは嘉納さんだけでいいのかというと、人物ドキュメ

ンタリーとは違う良さというのがあったように思う。当意即妙の受け答えや、ほかの

ゲストとの絡みのときの嘉納さんらしいユーモアやツッコミが、ドキュメンタリーで

一人だけを追いかけていつも取材者とだけ話していたのでは表われない、その場のラ

イブ感みたいなものがあった。例えば、若手の声楽家や教育者など、嘉納さんに通ず

る若手の方がそこにいたほうがよかったのではないかとも感じた。 

 

○ 嘉納さんには、技だけではなく道を極めた人物の持つ自信に満ちあふれた大きな存

在感が漂っていた。ゲストはそれぞれ持ち味を発揮しようと努めたようには思うが、

内海さんへの遠慮も若干あったと思われ、少しもの足りない気がした。その分、内海

さんがのびのびと小気味よいコメントを続発させて個性を十分に発揮していて、嘉納

さんと相通ずるものを感じた。ゲストは内海さんだけに絞って、道を極めた２人の対

談などがあればおもしろかった。ぶつかり合う部分も多いと思うが、それでもよかっ

たのではないかと思う。この方たちの姿を見て、豊かな人生を送る上では、年齢にか

かわらず夢中で打ち込めるものを持つことが本当に大事だと感じた。そして、それを

持つことが堂々とした年の取り方ができる秘けつなのではないかと改めて認識した。

番組 後の「６０過ぎなんてまだまだこれからだ」という三宅さんのコメントが、見

終わったあとの私の気持ちとぴったりと当てはまり、大変元気づけられる内容だった。 

 

○ あえて番組の欠点を言うと、篠山さんの個性で嘉納さんにインタビューで絡んでい

くのは、難しいのではないかと感じた。スタジオゲストは５０歳から６５歳ぐらいま

での人が４０歳以上先輩の話を聞く方がいいのではないかと思った。若尾さんはかな

り極めているのに、そういう意味では中途半端さがあったように思えた。われわれも

年齢をとっていくと、何かマイナス面や、健康面でどこかがすぐれないなど、若い時

と違うものが出てくるので、嘉納さんがあまりにも健康で立派すぎるのでわれわれも

どうしたらいいのかという感じがしなくもなかった。また、視聴者からの質問は全く

必要ないと思う。これもあれも入れておかなければいけないという傾向が今のテレビ

の中に出ている。唱歌をテレビやラジオから聞かなくなったが、番組で聞いていて今

の子どもたちにも聞かせる機会を作るべきではないかと思った。古典というと古今集

などを決まって学ぶが、明治の唱歌にはいっぱい古今集の歌が取り入れられているの

で、小学校唱歌のよさについても嘉納さんに聞きたかった。 

 

○  100 年を超える人生には山あり谷ありで、息子を亡くしてしまうという辛い過去も

持つ嘉納さんの発する言葉には説得力があるし、またそれを乗り越えて今日ある人間

としての迫力に圧倒されるばかりだった。ただ、これをもって「生ける伝説」や「人
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生を極める」と単純に言い切ってよいかどうか、少々疑問に感じるところもあった。

番組のＶＴＲの中で、体内年齢をみるためＡＧＥ（終末糖化産物）を計測する機械が

紹介されていたが、嘉納さんの体内年齢は３１歳で、いかに嘉納さんが若々しいかを

印象づけるものだった。この計測機器をスタジオに持ち込んで、内海さんを対象に計

測したところ年齢相応の９２歳と出たが、嘉納さんについてはスタジオでもう一度計

測してみせることなく番組が進行してしまった。この機械の信ぴょう性がどれくらい

のものなのかについて、曖昧なままだったことが不満な点として残った。特に、健康

にかかわることなので、バラエティー番組とは言え、もっと慎重に扱うべきだったと

感じており、注意を喚起したい。 

 

（ＮＨＫ側）  

 大阪で作った番組であることに驚いたという意見についてだ

が、大阪の文化になじんでその良さを見いだしていくというよ

りは、東京の感覚でこの番組を開発してみようという意図で制

作チームを組んだので、番組のカラーやキャスティングにも反

映されたのではないかと思う。内海さん、若尾さん、市田ひろ

みさんの３人に関しては、それぞれある種“きわめびと”で、

嘉納さんとどちらが主役かわからないという意見があったが、

そのように見ていただけると良いと思って作った。“きわめび

と”が女性のみだったのは女性の方が元気な方が多いからだと

思う。団塊の世代がこれから老境に差し向かうにあたって夢や

希望もある中、６０歳の三宅さんが若造に見えるような作りが

いいのではないかと思った。それが日本の社会の縮図のような

ところもあるので司会を三宅さんにお願いした。結果的に、彼

の人生がゲストの方々との会話の中でにじみ出てきたのでよ

かったと思う。スタジオ視聴者相談コーナーについては、開発

番組ということでいろいろなカードを出し過ぎた部分はあった。 

 

○  大阪発の番組となるとアクセントの問題などもあると思うがどうするのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

       基本的に三宅さんと小林アナウンサーが司会するときには標準語にな

ると思う。今回は大阪の帝塚山在住の嘉納さんだったが、例えば青森に

すごい人がいるといった時には青森の方になるので、関西弁などではな

く、大阪局で全国の人を紹介するというタッチになると思う。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２日(水)の「ぐるっと関西 おひるまえ」について、太平サブローさんが加

わってから雰囲気も変わって好感を持って見ているが、この日は“防災体操”がつい

に出来たかという思いで見た。和歌山局が“防災体操”を市内在住のインストラクター

の峪紀子さんに依頼していることは「あすのＷＡ！」でも伝えられ、知っていた。和

歌山県民の関心事である南海トラフ巨大地震に備えて、楽しみながらできる”防災体

操”を作ろうということで、高台にかけあがる動作や、頭を守る動作、手をつないで

助け合うという動作も考えられている。“健康体操”ではなく、ずばり”防災体操”

と銘打ったことにはっきりとした意識づけがあっていいと思う。座ってでもこの体操

はできると言っていたので、今後公開番組等を生かして多くの方と楽しみながら“防

災体操”を体験してはどうかと思う。 

 

○  １０月１３日(日)のなでしこリーグ「ＩＮＡＣ神戸レオネッサ」対「ベガルタ仙台

レディース」(総合 後 1:05～3:05 兵庫県域)について、神戸の選手は澤穂希選手や川

澄奈穂美選手をはじめ９人が“なでしこジャパン”に入っていたメンバーという豪華

な陣容で、神戸が圧勝するだろうと思っていたが、両チームともとてもいいプレーが

でてきて、仙台の勝利への執着心のすごさを感じた。それとともに、リーグの１位と

５位のチームがほとんど力の差がなく、日本の女子サッカー界のレベルの高さを感じ

た。実況中継は、神戸放送局の田代純アナウンサーで、さすが見事な実況ぶりだった。

的確な実況と同時に、解説者の元日本代表の宮本ともみさんからも的を射た解説を引

き出し、変に上滑りすることなく落ち着いたしゃべり方で安心して聞けた。スポーツ

の実況は、視聴者にとってはあまり煩わしいのは困るが、的確な言葉と解説は不可欠

だと思う。そのあたりがバランスのとれた非常にいい実況だったと思う。 

 

○  １０月２５日(金)の「ニュース６１０ 京いちにち」について、ニュースの中で福

島と京都を結び、大河ドラマ「八重の桜」や福島の災害の問題をからめながらの試み

だったが、非常に興味深かった。ただ、福島の地理をよく見てみると、会津と被災地

の距離感に若干無理があったのではないかと思った。むしろ会津に執着せず、福島の

被災者の関連など福島と京都の間で、どういうことが行われているのかについて取り

上げた方がよかったのではと思った。福島で被災し京都に移住している方がずいぶん

いて、その人たちが伏見の町の中にカフェを作り、福島の産物を食べさせたり紹介さ

せたりするような場を作っていることなども紹介しながらの番組制作はユニークな

取り組みであったし、中継部分もあり苦労して放送していると感じるところもあった。

福島から京都に来ている方でも、グループが分かれて若干問題が起きているようだが、
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そのことにつっこんで放送していいのかとも感じた。また、京都に限らず大阪や兵庫

や奈良に移転している方はどのような状況なのかについても、考えてもらいたいと

思った。 

 

○  「ニュース６１０ 京いちにち」について、ＮＨＫ京都放送局が「京いちにち」と

福島のニュース「はまなかあいづＴｏｄａｙ」を結んだ、ローカル時間帯での同時生

放送の特別企画という斬新なものだった。大河ドラマ「八重の桜」の映像を使いなが

ら、新島八重の故郷福島と、京都との結びつきを示し、現在も、時代をこえてつなが

るこの２つの地点の関連性を位置づけ、震災・原発事故からの復興を京都と福島の視

点から同時中継でリアルに伝えるという企画には好感をもてる。八重にちなんだ食事

を開発した京都の女子大生やミュージカル「ならぬことはならぬ」を６人で上演する

福島八重隊、福島から京都に避難している人たちの取り組みなど、京都、福島それぞ

れ紹介されていたが、ＮＨＫの地域局同士が意味をもってそれぞれの地域の状況や情

報を交換してみせるという意味で、とてもよい企画だった。これからもこのような企

画を折りにふれて打ち出してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

 京都と福島での中継についての意見だが、「東日本大震災」と

大河ドラマ「八重の桜」という２つの大きな切り口になってい

るのでどうしても会津と京都という舞台設定になってしまった。

震災後のいろいろな取り組みについても引き続き継続して取材

していきたい。 

 

○  １０月２５日(金)のかんさい熱視線「いま地下で何が しのびよる下水管の老朽

化」は、社会インフラの中でも日頃ほとんど注目されない下水管に関わる大きな課題

が非常にうまく伝わる内容だった。下水管の劣化が予想以上のスピードで進んでいる

ということだが、日本中のあらゆる場所で道路陥没の事故が発生する恐れがある。今

回は大阪市の現状をモデルケースとして取り上げていたが、日本全体の大きな問題と

して取り上げるような働きかけをするべきではないか。ぜひともこの内容は全国放送

していただき、地方自治体のみならず国を動かすような早急な対応を働きかけること

もしてほしいと思う。一方で、製造業では特にそうだが、物作りが空洞化し、メンテ

ナンスの力が急速に弱体化してきている。こういう課題も問題提起できればさらによ

かった気がした。 

 

○  かんさい熱視線「いま地下で何が しのびよる下水管の老朽化」について、突然道

路が陥没する事故が年間 300 件も起きているということに非常に驚かされた。一般の
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人には目に見えないような足の下の危険を知ることができて非常に興味深かった。こ

の問題を専門とする研究者がいることも驚きだった。単なる老朽化の問題だけでなく、

自然環境の変化や、現代社会が抱える大きな問題も背景にあるとのことだったが、道

路陥没の一番大きな問題は老朽化した下水管なのに、交通量が激しいところはなかな

か修理できないという大きな問題も知ることができた。そういうことを知れば知るほ

ど、どうすればいいのかという困惑もあるが、結局は道路補修・下水管補修にかかる

税金、そのために道路を一時ストップさせなければいけないという公共事業や公共投

資に対する納税者・利用者としての理解をすすめるしかないと思った。その中では野

村総研の宇都正哲さんが「これは財源のない自治体では対応できないものだから、

国・広域の行政ですすめるべきだ」と言ったが、納得ができるアドバイスだった。 

 

○  かんさい熱視線「いま地下で何が しのびよる下水管の老朽化」について、下水管

には耐用年数があるのは予想がつくが、そこに細菌が発生しているということなど全

然わからないし、目に見えない危機という意味では、気がつかなかったところに指摘

があったが、いかんせん映像が地味だ。もう少し関心を引き寄せるような、例えば陥

没シーンをもう少し見せるとか、下水道の奥をもう少し見せてくれるとさらに、一般

視聴者も関心が湧いたのではないかと思う。 

 

○  １０月２７日(日)のかんさい人物ファイル アジアに夢中！「ママの力は 強で

す～インドネシア・バリ島 古谷尚美さん～」で、奈良県出身の古谷尚美さんは実業

家として紹介されているが、われわれの持つ実業家のイメージとはまるで違っていて、

すぐそばにいるような女性だった。結婚などで不都合があったようで、一度訪れたこ

とのあるバリ島になら新しい居場所を見つけられるかもしれないということで移住

したという。風習も慣習も土地柄も異なり、さらに知った人もいない土地で、１４年

間で５つの店を新しくオープンして成功させていて、すごいと思った。何かに悩んで

いる若い人たちが、こういう番組を見たら、「自分も今ここではだめでも環境を変え

れば何か新しいものが見つかるのではないか」と励まされると思う。 

 

○  １０月２７日(日)ＮＨＫスペシャル 病の起源 第４集「心臓病～高性能ポンプの

落とし穴～」について、人間の心臓病は、直立二足歩行と脳の巨大化に伴う進化の代

償であるといったような 新の研究成果が紹介されていたが、今回の「ＮＨＫスペ

シャル」は、ＮＨＫの強みをあますことなく発揮した非常にすばらしい番組だった。 

 

○  １０月２９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、

川中美幸さん、中村美律子さんといった常連の歌手が大阪にまつわるいろいろな歌を

リクエストにそって歌っていたが、若干不満を感じた。１つは、「わが心の大阪メロ
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ディー」と言いながら大阪とは違う歌が２つ入っていた。前川清さんの「そして神戸」

と渚ゆうこさんの「京都の恋」で、歌そのものや歌手に文句があるわけではないが、

やっぱり「わが心の大阪メロディー」というのだから大阪のメロディーに絞ってほし

いと思った。もう一つは、トリに都はるみさんが新曲なのか初めて聴くような曲を

歌ったが、これも“わが心の大阪メロディー心に残る大阪の歌”というには無理があっ

た。 

 

○  １１月２日(土)の小さな旅「湖にうかぶ故郷～滋賀県 沖島～」について、番組制

作者のあたたかいまなざしが感じられて、終始気持ちよく見ることができた。案内役

の国井雅比古アナウンサーの島の人たちへの話しかけ、ナレーションも穏やかであた

たかく、この番組にふさわしいと思った。沖島のスジエビ漁に従事する漁師夫婦の日

常や、小学校とその子どもたちの学校生活の様子などを通じて、沖島の特色や良さを

伝えており、好感を持たせる番組に仕上がっていると感じた。 

 

○ １１月３日(日)の日曜美術館「荘厳なる天平の祈り～第６５回 正倉院展～」につ

いて、出演者の吉岡幸雄さん、案内役の奈良国立博物館の西山厚さんから、番組になっ

たときにカットされている部分が多かったと聞き、もったいないと感じた。番組の中

で放送しきれなかった部分を再編集して別に放送してほしいと感じた。 

 

○  １１月４日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「阿川佐和子 山口県下関市」（後編）は、非

常に楽しかった。地元の人はゲストの阿川さんにはしばらくしてから気がつくが、笑

福亭鶴瓶さんに関しては行ったとたんに「あ、鶴瓶や」という反応で、非常に知名度

がある。この番組は、やはり鶴瓶さんでもっている番組ではないか。鶴瓶さんはとて

も好感のもてるキャラクターで、いつも楽しく見ている。 

 

○  １１月７日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 和歌山 高野山」について、秋の高野

山を訪れる外国人について紹介していた。私もたびたび高野のお山に上がっているが、

われわれから見ても近年、外国の方の観光客が多いと感じていた。今回、あえて外国

人に視点を合わせた形での放送をしていたことに意義深いと思った。われわれの知ら

ない高野山の再発見にもつながり、とても興味深く視聴した。 

 

○  １１月１５日(金)のかんさい熱視線「子どもたちに“家庭”を～なぜ進まない 養

子縁組～」について、増加し続ける実の親と暮らすことのできない子どもたちの養子

縁組の実態を２年前からしっかり取材してきたＮＨＫらしい内容だった。問題は関連

の行政機関同士の連携がないことで、法律の整備が他の国に比べて著しく遅れている

こともよくわかった。国連からも指摘されている養子縁組の実態件数に比べて施設だ
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けがやたらと多いという実態が縦型行政の弊害そのものなのではないかと感じた。日

本では養子縁組ができずにアメリカで養子になったシュンくんのようなケースも選

択肢としてはあると思うが、日本社会の大きな課題である少子高齢化の側面からも、

早期に国として充実策に取り組むべきではないかと感じた。今回とは別に、実の子ど

もを手放さざるを得ないケースにどう対応するかについても取り上げてほしい。 

 

○  １１月１８日(月)のあさイチ「オンナの選択 一人で死ぬことを選択した女たち」

について、「あさイチ」で一人死を取り上げるとかなりインパクトが大きいと思う。

孤独死は受動的で、致し方ない感じだが、一人死は自分で選択していくというまさに

ポジティブな感じがある。ここ１０年くらい、メディアではお墓やお葬式が注目の的

で、 近は遺品回収や生前契約など死後の手続きに注目が移っていて、死がますます

生活情報に近くなってくる。生活情報に近いということはそれだけ個人がコントロー

ルできるということなので、だから一人死の準備を始めるのは４０代だと言っている。

かなり深刻な問題もあるにもかかわらず、そこに行政書士や弁護士などたくさんの専

門家が出てきてそれで安心という構図になりがちだが、それは問題の本質をすり替え

ているのではないかと思う。無縁社会を社会用語にしたＮＨＫが一人死という言葉を

取り上げてしまうのは、孤独死が抱える問題をそれでいいのだというようにすり替え

てしまう危機感を非常に感じる。「あさイチ」では、バランスをとるためか、在宅支

援システムを運営しているモデルも紹介されていた。 

 

○ １１月１４日(木)の新ルソンの壷「シルバーパワーで助け合い～高齢者の生活支援

ビジネス～」で、高齢者が高齢者を支えるという生活支援ビジネスを取り上げていた

が、こういう番組を作っていながら、「あさイチ」の方では一人死推奨みたいな論調

があることにやや違和感がある。これから多死社会に入ってくると、メディアでも死

をとりあげる率は高くなるが、メディアは宗教や死生界には入りこめないから生活情

報としてしか取り扱えないという限界があり、この限界があるということに対しては、

一定の節度や恐れがないといくところへいってしまうのではないか。在宅の 期の場

面をＮＨＫはかなり撮っていて、こうしたリアリティーももちろんあっていいが、テ

レビは人間の死の尊厳の在り方にどこまで謙虚であり続けるのかについて、議論して

もらいたいと思う。 

 

○  １１月１５日(金)のえぇトコ「今も昔もデートの聖地！？～愛を育む町・白浜～」

について、案内人はプライベートを含めて白浜に通っているという石田靖さんと、パ

ンダ大使にもなっている女優の岡本玲さんで、年齢的には恋人というより親子関係の

ような２人であったが、白浜の雰囲気を違和感なしに自然体で紹介できていたと思う。

石田さんのおしゃべりと岡本さんの地元人らしい様子がとてもマッチしていて楽し
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く“えぇトコ”を紹介していたと思う。「えぇトコ」ファンの一人として常々思うの

は、案内人は、密度の濃い人を起用することが必要だということである。 近の和歌

山の「えぇトコ」では、今回が一番「えぇトコ」らしい場所だったという思いで、う

れしい気持ちで満足して視聴していた。 

 

○  「連続クイズ ホールドオン！」は、いろいろなジャンルの話題のクイズがでてき

て難しく、チャンピオンになった人が勝ち続けるのは非常に難しい。番組のおかげで、

どんどん知識が増えていくが、気楽な気持ちで見ている。 

 

○  先日、台風の被害で京都市の桂川が氾濫し、大変な被害が起きたが、都道府県の範

囲を超えていろいろな問題が起きていることをもっとリレーで取り上げてもらいた

いと思う。福井県の原子力発電所の事故によりびわ湖が汚染されると滋賀県近県の３

０キロぐらいの問題ではなくなってくるということももう少し取り上げてほしい。 

 

○  祝日などに放送される「ホリデーインタビュー」は、朝早い時間ではあるが、ふだ

んと違う雰囲気のものを見られるので、それはまたそれでよいと思って視聴している。 

 

○  連続テレビ小説「ごちそうさん」について、主人公のめ以子が川に沈んでいくシー

ンなどリアリティーに欠けるところが複数ある。おもしろいことはおもしろいが、大

阪の義理のお姉さんがあんなに意地悪なのは、度が過ぎているような感じがする。 

 

○  連続テレビ小説「ごちそうさん」について、番組が始まったころは、母親も家内も

「あまちゃん」のテンポに比べてゆっくりしていると言っていたが、だんだんと“頑

張っている”、“「あまちゃん」よりおもしろい”と言い出している。２３歳の娘がま

とめ録りをして見始めるなど、家族みんなが喜んで視聴している。 

 

○  連続テレビ小説「ごちそうさん」について、朝の７時１５分からＢＳを見ると、以

前大好きだった「ちりとてちん」を見た後に「ごちそうさん」を見られて、どっぷり

大阪弁につかっていられる非常に幸福な３０分がある。 近は、そのあともう１度地

上波でも見ていて１日に２回見ているが、この番組は、非常に音を大事にしていると

改めて感じた。テレビでは味や匂いは伝えられないが、油で揚げる音、お鍋がグツグ

ツいう音が非常に丁寧に拾われており、“おいしそう”と何度か感じた。また、「三角

のおむすびは法事の時にしか使わない」「魚島の時に鯛を配る」といった今の大阪の

人もあまり知らない昔の風習にも感心した。さらに、３月や４月ごろには豆ごはんや

イチゴが出てくるなど、食べ物には季節感を感じる。それと同時に、時間がたってき

て、もうすぐ関東大震災だと心配になっている。一方、疑問に思ったのは、め以子が
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歩きながら外で立ち食いをするシーンがいくつかあったことである。また、天満市場

は一般の人も行くような大阪の台所を支える市場で、もう少し規模が大きかったので

はないかと思う。さらに、め以子はおにぎりを作りはじめるまでは料理を一切しな

かったが、どうやって料理の勉強をしたのか、非常に疑問に思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

 映像と音しかない表現の世界の中で、音はテレビドラマにお

いて非常に大きな要素だと思う。今回の「ごちそうさん」に関

しては、通常慌ただしい中では本当は聞こえない音だが、それ

が聞こえるようにその音だけに集中してほかの音を全部切って

はめかえるとか、そのようなことを現場では行っている。そこ

が、見ていただく方には伝わるんだと、効果担当のスタッフに

も伝えさせていただきたいと思う。魚島やおにぎりのことは、

大阪ならではの文化に切り込んでいきたいということで、脚本

家の森下佳子さんは、料理の考証の先生に聞いたりして勉強し

ながら作っていると思う。め以子の立ち食いについては、演出

も含めて注意をしたところだが、め以子の食いしん坊という

キャラクターを作りたいという思いが強すぎたということだと

思う。天満の市場は、おそらく限られたスタジオ内での場所の

使い方もあって広さ的には制限があったのだと思う。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、１６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、「ごちそうさん」を含め、放送番組一般

について活発に意見交換を行った。 

最後に、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 中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

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） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

       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） 

 

＜連続テレビ小説「ごちそうさん」（１）～（６） 

（９月 30 日(月)～10 月 5 日(土) 総合 前 8:00～8:15）について＞ 

 

○  率直にいっておもしろい。「連続テレビ小説」だから何より気持ちよく見ることが

大事だと思う。主人公が食べ物に対して人一倍の食いしん坊で、食べ物をめぐってい

ろいろな問題がおこるが、厳しくもあり心の優しい母親や料理人の父親など家族の人

たちに見守られていて、そのトラブルも解決されるだろうという安心感が先にあって

気持ちよく見られている。私たち視聴者をひきつけて、明日はどうなるのだろうかと

わくわくさせた子役の豊嶋花さんとトラさん役の吉行和子さんは出演が終わってし

まうが、今後め以子役の杏さんの出番がいよいよなので、期待している。ドラマの中

では明治４０年ごろの町の様子や着物、ご飯やパンなど食べ物が出てきて、時代の移

り変わりがわかりやすかった。 

 

○  「カーネーション」と同様に、最初は主役に子役を起用しての物語展開ということ
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であるが、このめ以子役の子役の豊嶋花さんをはじめとして、父親・母親役など配役

がそれぞれ適役という感じがした。子役のめ以子の“食べっぷり”は少し演技がオー

バーな感じではあるが、父親の料理の良さを主張して引かない一生懸命さは非常に子

どもらしく、かわいらしかった。食べるということについて祖母が基本を教えていた

が、その祖母との交流が非常に丁寧に描かれていたため、これから先ずっとめ以子が

祖母の教えを支えにしながら成長し、一方、祖母がめ以子の成長をずっと見守ってい

くという物語の筋立てが非常に素直に受け止めることができた。弟役の子役のせりふ

と動きが最初あまりなかったのでどうなるかと思ったが、徐々に動きとせりふがあっ

てよかったという思いがしている。ガキ大将の男の子はいつどういう姿で再登場する

のかわからないが楽しみにしている。第１週は第２週の伏線部分になるのだと思うが、

そこで登場人物の性格づけであるとか、あの時代に洋食屋を営んでいる家庭の雰囲気

とか、そういったものが非常にしっかり丁寧に描かれていたので、め以子役が杏さん

になる第２週への移行がスムーズになったのではないかと思っている。 

 

○  私自身は連続番組が苦手だが、「ごちそうさん」の番組宣伝はよく見ていた。「あま

ちゃん」の時の異常ともいえるような社会現象があって、番組が終わってもいまだに

地域づくりという形に名前を変えて続いている。朝の時間、できるだけ見ているが、

もっと自然な形で「おいしい」「うれしい」といった感情が視聴者に伝わってくるよ

うに番組が運べばさらに素直に見られるのではないかととても感じた。また、奈良の

女子大の校舎もこの番組の中で使われるということで、奈良にいる私たちにとっては

何かなじみができてよい番組になるのだろうと思った。「あまちゃん」は、災害復興

という時流にのっていた部分もあったので、今回のこの番組に対して今の私たちの生

活となじんで共感を覚えるものがどこかで見つけられれば、また「あまちゃん」の時

のような大きな社会的反響をもたらすのではないかと思って期待して見ている。 

 

○ 食べることへの情熱と興味は人一倍の主人公、洋食の料理人である一徹者の父親、

家庭も食堂も一人で切り盛りするしっかり者の母親、ぬか漬けの名人であり大変優し

い祖母、姉とはちょっと対照的な弟の存在という、多世代が同居していた日本の家族

構成や、画面に出てくる建造物を含めた時代の背景、当時の服装、食文化を含めた歴

史がうまくミックスされて見られるという点は大変魅力である。中でも、第１週の主

人公の幼少時を演じた豊嶋花さん。この子役には感動を与える演技力があり、好スター

トをきった要因の一つではないかと思っている。ご飯抜きの罰を受けため以子に、祖

母が「食べたい気持ちが強いということは生きる力が強い」ということだと諭した場

面、病気の祖母に食べてもらいたいためにいちごを求めて奔走し、雨の中大変な努力

のもとに帰ってきた孫娘に祖母が“ごちそうさん”の意味を優しく教えてくれた場面

は、人生訓話を含めて教えられたようで、奥深さを感じながら興味深く視聴している。
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ぬか床をはじめ、食べ物があのようにきれいに映し出されていて、見ているだけで思

わず手を合わせて“ごちそうさん”と口に出してしまいそうになる。主題歌も広い世

代に愛される歌として注目されるのではないかと思う。番組の最後のコーナーの「きょ

うの食いしん坊」は、番組の魅力を増す要因になっているのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

 委員の皆様から今までいただいた感想の中には、「連続テレ

ビ小説」らしいという意見があり、作っているわれわれにとっ

て見れば、現場も含めてほっとしている。前作の「あまちゃん」

が放送終了後も活字メディアを通じて、“あまロス（あまちゃん

ロス症候群）”と言われるような、社会現象にまで発展した中で、

この番組が始まる時のプレッシャーは確かにあった。子役を使

うのは、なぜこの子が主人公たり得るのか、なぜこの子がこう

いう発想をし、こういう行動をするのかという、長丁場のドラ

マだとどうしても原体験というか、親や祖父母の教えを非常に

丁寧に描こうということだ。そこで今回も一週間かけて子ども

からスタートした。視聴者からは、「口に物を入れたまましゃべ

りすぎだ」、「意地汚い」など、厳しいご意見もあったが、おお

むね非常に元気がある、食べることに生命力がある子どもだと

いうことで評価をいただいた。め以子役が杏さんに交代しても、

明るいタッチやトーンを変えずに半年間、日本の朝を元気にす

る番組を作っていきたいと思っている。 

 

○  番組の冒頭「物を食らうという物語、食べずには生きることができない人間たちの

物語」というナレーションから始まるが、キャスティングされた各役者さんたちの味

というのも丁寧に描かれており、スムーズに「連続テレビ小説」に入ることができた。

特に子役の豊嶋花さんは“食べっぷりに胸がすく”というような気持ちよさを覚えた。

これが杏さん演じる大人になったときのめ以子につながるという意味では、杏さんの

そのまま大きくなったというように思わせるような演技に感心している。次の展開と

して家族の価値の大切さを提示されているような気もするし、なおさら生活の現実感

の中で“食”というものが結びつくのではないのかと思う。食卓を囲むことは、東洋

でも西洋でも非常に大切にされるシーンで、番組にうまく取り込むことに成功してい

ると思う。「純と愛」、「あまちゃん」でかなりブームになって多くの人が「連続テレ

ビ小説」を見るようになり、その人たちをそのまま引き込むことに成功しているので

はないかと思う。時代設定が明治時代からになっても、躍動感やテンポは引き続き温

存されている。 
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○  第 1 週ということで、いちごと洋食メニューをテーマにした物語になっていたと思

うが、その中で今後の物語の展開のベースになる主人公の性格や家族関係が実にうま

く描かれて、それを視聴者に印象づけることに効果を発揮したのではないかと思う。

脇役陣も、今回も非常に充実していると思う。特に祖母役の吉行和子さんは、この週

の物語の展開の中でも非常に大きな存在感を放っていた。はやばやと画面から消えた

のは残念だが、これからもぜひともナレーションという形でうんちくあることばを継

続して聞かせてほしい。主役と脇役の関係だが、杏さんは、これまでもさまざまな番

組で主役をはってきている一人の自立した個で、この人が充実した脇役陣とどのよう

な関係を保ちながら持ち味を発揮していくのかというのが今後の展開の大きな目玉

になるのではないかという気がする。「あまちゃん」の後で注目度も非常に高い中、

番組作りも大変だと思うが、安定感ある「連続テレビ小説」として非常に注目されて

いるのでぜひ頑張ってほしい。 

 

○ “食べることが生きること”という、大きな、しかし当たり前すぎてドラマのテー

マになるとは思えないものが貫かれているのはすごいと思った。出てくる料理も父親

の料理はフランス料理だが、非常になじみ深い日本人の食卓も出てきて、朝からご飯

が食べたくなる感じがする。第３回で、母親が「おしつけがましいんだよ、あんたの

料理は」と言っていたが、子どもたちがお店に来たときに「父ちゃんが作ったら何だっ

てフランス料理なんだから」といって赤なすご飯を作ったり、子どもたちの笑顔を見

て「こういうのが好きでコックになったんだよな、俺」という夫婦のやりとりなど、

役者さんがすばらしく、せりふがすてきだと思った。また、台所のまな板の音や卵焼

きを作るジューという音など非常に音が印象に残った。一方、疑問もいくつかあって、

第１話のめ以子が戦後炊き出しをしているシーンで、みんなすすだらけで真っ黒なの

に、お茶わんだけはピカピカなものを使っているのは違和感があった。また、オムレッ

トライスを創作した話は、どこかの店が「うちが元祖だ」と怒ってこないかと心配に

なった。これは第２週以降になるが、大人になっため以子がおいしいときに「ん～」

と言って笑顔を見せるが、いまだにそれしかしていないので、もう少し「おいしい」

という表現が豊かになってくればよいと思った。 

 

○  キュウリとカブが同時に出てきたが、あの時代には同じ時期にはないと思う。カブ

はキュウリよりもっとあとの時期に出る。また、キャビアを納豆に混ぜる話があった

が、平凡社の「飲食事典」をひいてみたら、昭和３０何年のところにはキャビアは載っ

てなかったので日本にはまだ入ってきていなかったのでは。調べ尽くしてはいないが、

疑問を感じた。「連続テレビ小説」は大げさな表現が多すぎるといつも思っているが、

去年の「純と愛」と比べると非常に見やすく、出来がよいと思う。 
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○  「あまちゃん」が非常によかったあとの「ごちそうさん」は、第 1 印象はなかなか

やるなという感じだ。前々回の「純と愛」に関しては非常に騒々しく、リアリティー

がないとかなり辛口の発言をしたが、それに比べて「ごちそうさん」は最初の１週間

を見た限りでは期待を持てるという感じがする。やはり「連続テレビ小説」の王道と

いうものが大事なのではないか。淡々と朝を迎えて元気よく 1 日を過ごせるような活

力をもらうのが「連続テレビ小説」の伝統という感じがする。子役も愛らしいが、吉

行和子さんのナレーションも非常に番組を引き締めている感じがする。今後の杏さん

の演技に期待したい。 

 

○  “ポスト「あまちゃん」”ということで、気遣いが多いと思うが、「連続テレビ小説」

の王道に戻った感じである。オーソドックスな作りに安心する人が多いのではないか。

大阪局制作だからか、ひときわ食事場面に力が入っている。今後、どういうレシピが

出てくるか、視聴者の関心を引くだろう。２２歳の私の娘が“フードスタイリストの

飯島奈美さんがすばらしい”とほめていた。１０月１４日(月)に初めてめ以子の納豆

料理が出てきたが、これは関西人もそそられた。ちなみに娘は、西門君とめ以子のコ

ンビにも注目している。私には杏さんがモデルにしか見えないが、意外に役にはまっ

ているのかもしれない。今後に期待したい。 

 

（ＮＨＫ側）  

お茶わんのくだりは気づかなかったが、「ドラマの神はディ

テールに宿る」と私たちも教わったので、注意していきたい。

時代物を制作する時には、時代考証の先生がいろいろな角度か

ら調べており、現在オムレットライスに関して苦情がきている

という報告は受けていない。キュウリとカブについては、今後、

そういうことのないように注意していきたい。飯島奈美さんは、

映画やドラマで話題になったフードスタイリストという今まで

あまり日本になかったジャンルを切り拓かれた方で、今回“チー

ム飯島”として５、６名のスタッフが常駐して料理を作ってい

る。今回は出演者と同じぐらい料理が大きなウエイトを占める

番組なので、そこも楽しんでいただきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１３日(金)のえぇトコ「探訪！神戸１００年物語～石田靖＆瀬戸カトリーヌ下

町人情の旅～」について、神戸の台所と言われる神戸市東山商店街は店もたくさんあ
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りにぎやかな町で、手作業でつくられたつばき油やハモかまぼこの専門店、大正元年

創業の焼き鳥屋などが紹介されていた。そのほかも古い店で興味深いものがあったが、

出演者２人の地元ということで気さくに話をしながら各店を回っていたので、あっと

いう間に時間が過ぎた。 

 

○  ９月１７日(火)の地方発 ドキュメンタリー「大往生を看取（みと）る」は、滋賀

県東近江市の永源寺地区の人々の“大往生はできるだけ自宅で”という姿を追ってい

たが、過剰な医療というものに警告が出ているような番組だったので非常に好感を

持って見た。こういうことはほかの地区でもあるのかないのか、日本人の長命なこと

や、植物的な状態で長く生命を維持することが本当に妥当かどうかということをもう

少し議論をしなければいけないと思う。滋賀県だけでなく全国の問題だと思うので、

こういう番組がきっかけになって、各放送局がこういう議論をするような番組を作る

ことが大事ではないかと思った。 

 

○  地方発 ドキュメンタリー「大往生を看取（みと）る」について、この年齢になる

と逝く人を見送るということが何度かあったので、当事者の意思を尊重して家族とと

もにふだんと変わらない生活で最後まで見守り続けるコミュニティーがあるという

ことを見て、本当に心にしみいるものがあった。一方で、代々一つの家族のある種の

価値観や触れあいの大切さを感じる中で、身近なおじいちゃんが亡くなるということ

に強い衝撃を受ける孫娘がそこに自分なりの気づきを得て、その子も次の世代に、地

域社会のあたたかさや絆というようなものを直接的間接的に伝えていくのだろうと

思った。伝え方、ナレーションを含めて淡々と伝えていて、自然な最期を家族が看取

(みと)るという大往生の様子が本当に伝わってきた。これを可能にするのはこのコ

ミュニティーだからということ、それをどのように支えているのかということをしっ

かり見せていたと思う。最先端の医療と言いながら機械につながれて白い壁しか見え

ない部屋にいて自分の人生の最期を迎えるということ、生きる時間だけを先延ばしす

るということに、現代の技術だとか先端医療だというようなことに対するアンチテー

ゼが示されているように思う。また、カメラの眼差しが本当に優しいと感じた。 

 

○  「おうみ発６１０」について、９月１７日(火)放送分は台風１８号の被害の状況と

復旧作業の状況をリポートしたもので、滋賀県内の状況、近畿地方の被害の全容を知

らせるという意味では非常にタイムリーな放送だった。滋賀県内の被災地や交通機関、

道路状況、経済や住民生活に及ぼす影響、それと初めての特別警報に対する行政や住

民の受け止めの実情がリポートされるなど、今後の課題が明らかにされており、非常

に有益だった。また、災害時に一人ひとりがどう対応したらよいかという決断を迫ら

れる時に備えて、阪神・淡路大震災の教訓を基に考え出されたクロスロードという
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カードゲームで思考訓練をする研修会の様子なども紹介した、神戸局のリポートもよ

かった。 

 同番組の９月２４日(金)放送分は、それから１週間後の被災地の現状と課題につい

て伝えるものだった。その中の課題の一つとして、訪問看護ができない時に備えて家

族が看護できるようにしておくことなどが指摘されていたが、いずれも有益な指摘で

あると思った。大津局は県民の安心・安全を守ることを目標に掲げていろいろな取り

組みをしているが、今回の放送はその趣旨にそった内容であった。 

 

○  ９月２２日(日)の明日へ－支えあおう－復興サポート「放射能汚染からの農業再生 

南相馬市」について、試行錯誤を重ねてきた福島や栃木の米作りの農家の試み等も紹

介されていて、科学的にいろいろな面で検証されて詳しく報じられていたので、同じ

農業者、農業復興への関心を持つものとして興味深く視聴した。 

 

○  ９月２３日(火)の紀の国スペシャル「僕らの“ハッピーボックス”～紀伊半島豪雨

から２年～」(総合 前 11:05～11:48 和歌山県域)について、番組名からは内容につい

て想像もつかず、かえって関心を持って見ることができた。このハッピーボックスと

名付けられた木の祭壇は、水害で犠牲になった友達を忘れないでおこうということか

ら、校庭にあった大きなメタセコイヤという木を使い、地元の職人さんの善意で作ら

れた祭壇であるということだった。全校児童３８名にスポットを当てて、子どもたち

の発するコメントや微妙な心の動きがカメラでしっかりと捉えられており、時間をか

けて子どもたちとの関係を築いていたことで、あれだけの感動の場面が続出するよう

なすばらしい番組作りができたのだろう。スタッフの苦労がうかがえる高く評価でき

る番組だったと思う。また、和歌山局の黒杉愛キャスターのナレーションは、復興す

る小学校の地域住民、子どもたちみんなの思いが声に表現されていて、とてもマッチ

していた。多くを語らないナレーションで、聞く側にとって静かに画面に見入ってい

られた。この番組は被災地の小規模校の、子どもたちの心の復興を描いていて、見事

な番組だった。また何らかの形で視聴する機会を与えてほしい。 

 

○  ９月２３日(月)のあしたをつかめ～しごともくらしも～「鉄道会社・駅係員」につ

いて、この番組を見たのは初めてだったが、番組の途中に、突然円グラフで今回の主

役でＪＲ奈良駅に勤める工藤祐輔さんの収入と支出の説明があったことで流れが少

し途切れてしまい、いったい何が言いたいのかと感じた。今の若い人たちが就職して

すぐにたいへんだからといって、仕事を安易に変えたりする姿をたくさん見ている。

そんな中、工藤さんは、夜勤の時も泊まりの時もある一方で、週２回休日があり、子

どもと過ごす時間をとても大切にしている。このように働いている人がいるというこ

とを若い人に提案をしている番組だと思った。工藤さんは、はじめ運転手を目指して



8 

いたのに、目の不都合があって適性検査に受かることができず断念せざるを得なく

なった。それでも、自分の少し得意な英語をいかしたりして、外国人の多い奈良駅構

内で外国の人たちに案内をして、自分なりの生きがいを見いだしていると思ったが、

なんとなく伝え方が弱い感じがあり、もう少し細かくしっかりと伝えてほしかった。

最近自然災害が多く、この番組の中でも、大きな災害ではないが暴風がきたという

シーンがあった。特に奈良県の場合には、公共交通機関に関わる災害が多いところな

のでタイムリーな部分もあったと感じた。 

 

○  ９月２９日(日)のかんさい人物ファイル アジアに夢中！「あなたを診させてくだ

さい ベトナム 服部匡志さん」は、大変見ごたえのある内容で、見終わったあとに

はさわやかな感動とともに、少し誇らしい気持ちになって、何かお手伝いできること

はないかと聞きに行きたいような気持ちにさせられた。服部さんがどういう家庭環境

の中で育ち、そんな気持ちを育んできたのか、たいへん興味深く感じた。服部さんは

眼科医としても世界トップレベルの腕の持ち主だということだが、その志の高さも世

界トップクラスだと思う。関西にはほかにも、目立たなくてもすばらしい活動をされ

ている人物がたくさんいると思う。ＮＨＫには今後も継続してそういう人物を取り上

げてもらい、関西の誇れる人材として広く紹介するとともに、そんな人がよりたくさ

ん育つ地域文化の醸成につながるような番組作りに力を入れてほしい。 

 

○  かんさい人物ファイル アジアに夢中！「あなたを診させてください ベトナム 

服部匡志さん」について、手放しで褒めたいぐらいすばらしい番組だった。世界トッ

プレベルの眼科医であったのに、病院ではお金が無くて治療を受けられない人がいる

ことを知り、“診てあげる”ではなく“診させてください”といって、日本で手術を

して稼いだお金で、無料で医療をしているという本当にすばらしい人物だった。「自

分が人を助けているように見えるけど、私の魂もこれで助けられているんです」と

言っていたことばもすばらしいと思った。外国人である先生が一生懸命であるのを見

て若い医師たちもついてくるし、社会主義だから時間になるとみんな一斉に帰ってし

まうような病院が、この先生が今日２５人診ると決めたらみんなが残業して先生をサ

ポートしていた。こういうところで人の善意が他の人の善意を動かしていくのではな

いかという感じがした。恩師にあたる人物がＮＰＯを作って医療品を買ったりサポー

トをしたりしていて、これだけ濃い活動を見ると何かお手伝いできればと思うので、

こういう場合にＮＰＯの連絡先などがテロップで流れていたらと思った。 

 

○  かんさい人物ファイル アジアに夢中！「あなたを診させてください ベトナム 

服部匡志さん」について、服部医師のキャラクターはすばらしいが、すでに民放の番

組でも取り上げられたことがある人物なので、やや新鮮味に欠けた。一番の関心はな



9 

ぜ医師が仕事を投げ打って、無報酬で、家族もおいたまま、ベトナムの医療に奉仕す

るのかということだが、「人の役に立て」という父の言葉だけでは弱いように思う。

「あなたを診させてください」「ぼくの魂も助けられる」という服部医師の利他精神

の背景に何があるのか、そこを少しでも描いてほしかった。映像の大半が病院と診療

所内だったということも、人物を描くには視野が限定されていた。 

 

○  １０月４日(金)のえぇトコ「ばんばん＆森崎友紀 京都・朝ごはん旅」について、

出演者が料理を作るところまであって、これは「えぇトコ」という旅番組とは少し違

うのではないかと思った。また、作っている料理が、貧弱でよくない物に思えたので、

あまり好感を持てなかった。 

 

○  えぇトコ「ばんばん＆森崎友紀 京都・朝ごはん旅」について、最近の「えぇトコ」

は内容が非常にバラエティに富んでいて、放送時間帯も金曜日の夜８時からなのでこ

のところよく見ている。「京都の朝ごはん旅」というタイトルにひかれて、どんな朝

ごはんなのか興味を持って視聴した。意外だったのは祇園の舞妓さんの朝ごはんが出

前のサンドイッチだったことや、京都は実はパン屋が多いということ、朝食はパンと

いう人が何人もいたこと、そして、あまりパン食と関係なさそうな人が朝食はパンと

いうことを何人も言われたことだった。どうも京都というとパン食というのはあまり

結びつかないが、今回の番組でそういう意味では京都に対するイメージに新しい要素

が加わったという感じがする。「えぇトコ」はその土地やそこに住む人、土地にまつ

わるさまざまな事物について新たな視点や発想を提示してくれるという点で、見てい

て楽しくうれしくなる番組になっていると思った。 

 

○  １０月６日(日)の 新・ルソンの壷「世界にない糸を紡ぐ～オーガニックコットン

にかける紡績会社～」について、今回の放送では、世界の綿の生産量の１％しかない

オーガニックコットンを原料にして、紡績、生地メーカー、アパレル会社が共同して

大阪を第２のミラノにしようという新しい取り組み、守りではなくて攻めの取り組み

が進められているということがわかり、たいへんうれしく思った。そしてこれを推進

している紡績会社の近藤健一さんのオーガニックコットンにかける情熱と行動力に

は、感服するとしか言いようがない。こういう人がいるということは大阪にとっても

日本にとってもたいへん幸せなことだという思いがした。「新・ルソンの壷」は新し

い事業に一生懸命取り組んでいる様子をレポートするということで視聴者に元気を

与える番組だということを改めて感じた。今回特によかったのはナビゲーターの赤星

憲広さん。彼の説明は非常にポイントがはっきりしていて全体としてわかりやすくて

よかったと思う。さすが元プロ野球選手らしいさわやかなよい印象で、こういう新し

い企画に取り組んでいくという話題にはぴったりであった。 
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○  １０月６日(日)のＮＨＫスペシャル 中国激動「空前の農民大移住」について、急

激な経済成長を遂げている中国の価値観や環境の大きな変化に苦悩する内陸部の農

民と、競争社会に疲弊した人たちの姿が、実に見事に映し出されていた。特に 2030

年を目標にした農村の都市化政策として、重慶で繰り広げられている本当に一方的な

押しつけ型の施策に表われているこの共産党独裁国家の傲慢さは、昨今の経済成長の

中で、近い将来、何か大きな問題や破綻を来すのではないかと不安を感じさせる番組

でもあった。中国の混乱は日本にも影響を与えるので、大丈夫かと心配したが、いず

れにしても急激な成長がもたらした負の側面、中国としては非常にセンシティブな問

題だと思うが、この問題に対してここまで深く、克明に取材できたということは、さ

すがＮＨＫという大きな驚きを感じた。これからも楽しみにしている。 

 

○  １０月６日(土)のスーパー能「世阿弥」(Ｅテレ 後 3:00～4:30）について、このスー

パー能の一番のポイントは現代語で能楽を演じたということだったが、それでも８０

分間能楽の舞台を見るのは大変だと思う。能楽というのは古語が難しく、リズムがな

かなか今の私たちの生活に合わないというところがあるので、どうしても見ない聞か

ない範ちゅうの中に入れられてしまうと思う。この番組では、現代語で演じられたも

のを放送して、人々に少しでも見せようとしていたが、本当に能楽が現代語で演じら

れて見やすくなったのかどうか、また魅力的になったのかどうかを、もう一度問いか

けるよい番組になっていたのではないかと思う。 

 

○  １０月１１日(金)のかんさい熱視線「不便にこそ利益あり」について、技術革新が

生活において“便利ですよ、便利ですよ”というように迫ってくる中、不便益という

考え方について紹介していて、私もはっとさせられた。カーナビゲーションに頼って

道や周りの風景を見ることもなく目的地に着いて安心して、その行程を全く覚えるこ

となく、また、道の小さな花の咲いている様子や川のせせらぎの音に気付かずに今日

暮らしている私たちにとっては、不便だからこそ何か益があるのではないかというこ

とに、大変興味をもって視聴した。この番組は非常によかったと思う。 

 

○  １０月１１日(金)の新日本風土記「鯖街道」について、若狭湾でとれたさばを７２

キロ離れた京都まで持っていくという話で、苦労話とともに今もその街道に残ってい

る自然風景などが紹介されていて、興味深かった。 

 

○  １０月１２日(土)の「ＭＪ ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｐｅｒｆｕｍｅ×Ｔｅｃｈｎｏｌ

ｏｇｙ」(総合 前 0:10～0:53)について、今、真鍋大度さんがアートとテクノロジー

を結びつけたスペシャリストとしてＰｅｒｆｕｍｅのツアーに関わっているという
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ことが紹介されていた。音楽だけの番組ではなく、テクノロジーとの関係性、人間が

エンターテインメントに関わる中での先端の動きも知ることができてとても楽しめ

た。こういった企画や取り組みも、非常に趣向が変わっていてとても興味深く視聴す

ることができた。 

 

○ １０月１２日(土)の「ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 －９月の審議から－」につ

いて、批判的な意見がとりあげられれば、視聴者としても安心できるのではないかと

思った。 

 

○  １０月１３日(日)の明日へ－支えあおう－「それでも 気仙沼で生きる～フィリピ

ン人女性たちの再出発～」について、震災関連の番組だからだと思うが、岩手県釜石

市で被災したフィリピン女性たちが震災の時に日本人に親切にしてもらったことか

ら、もう１度ことばを勉強してヘルパーの資格をとったりラジオ番組を作ったりと、

外に出て行こうとしている姿を描いた番組だったが、非常に感銘を受けた。前回、こ

ういう地方局制作の番組を平日の午後３時台に放送しているということだったが、こ

れはよほど見ようとしないかぎり見られない。この番組を放送している休日の朝１０

時ごろは、ぼーっとしてはいるが目も覚めていてテレビを見ている時間帯でちょうど

よいと思う。平日夜の９時や１０時とまでは言わないが、もう少しよい時間帯に地方

局のすぐれた番組を見たい。 

 

○  「あさイチ」について、番組キャスターのファンでよく見ているが、キャスターが

民放のワイドショーと同じように個人の思いでいろいろとふるまうことがとても気

になる。「連続テレビ小説」を見終わって感想を述べるのが賛否両論あるらしいが、

あまり好感が持てない。 

 

○  「ドキュメンタリー７２時間」について、７２時間の取材を２５分に凝縮している

こともあり、内容がとても深くて濃く、充実していておもしろい内容である。日常的

に目にする施設やいろいろな場所に集まる人たちの人生模様が実にうまく描かれて

いると感じる。私も含めて、番組を見た多くの人たちが、自分自身が過ごしてきた人

生を振り返りながら、さまざまなことを考えさせられているのではないかと思う。ぜ

ひ今後も末永く続けてほしい番組である。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、１８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年度後半期の国内放送番組の編成」および「平成２５年

度後半期の近畿地方向け番組編成」についてそれぞれ説明があり、「平成２６年度の

番組改定」とあわせて意見交換を行った。続いて、事前にＤＶＤを送付し視聴して

もらった、ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震「南海トラフ 見

え始めた“予兆”」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 中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

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） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

＜「平成２５年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２６年度の番組改定」について＞ 

 

○ 高校野球中継が、総合テレビからＥテレにチャンネルが切り替わるのはどうしよう

もないことなのか。思い切ってＢＳでずっと放送するなど、何か工夫がないといつもチャ

ンネルを気にしていなければいけない。 

新しい「連続テレビ小説」や「大河ドラマ」に力を入れることはしかたがないと思う

が、番組の中が番宣になっているところが少し目に余る。「あさイチ」の冒頭で必ずドラ

マの批評があるが、１週間に１回ならいいが、毎日感想を述べるのならば番組の中身を

充実させた方がいいのではないかと素直に思う。 
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（ＮＨＫ側）  

高校野球は伝統的な人気スポーツとして、基幹波の総合テレ

ビで放送している。ただ、ニュースや気象情報も日々の重要な

情報なので、気象情報やニュースが続く正午前から午後０時台

の時間帯はＥテレで放送するのが基本の編成。ＢＳは完全デジ

タル化で視聴者が急拡大したが、まだ見られない、あるいは見

ていない家庭もあり、なるべく多くの方にご覧いただけるよう

地上波を中心に放送している。 

「大河ドラマ」や「連続テレビ小説」を他の番組で盛んに宣

伝しているというご指摘については、「あまちゃん」は視聴率

も好調で社会現象ともいえる状況になっていること、「八重の

桜」は、東日本大震災の被災地応援の意味合いなどから、他の

番組で取り上げられることが多くなっている。「あさイチ」の

冒頭でコメントすることについては、番組のつながりや視聴者

の自然な反応を意識した演出かと思うが、一方で、やりすぎで

はないかという意見があることを現場に伝えたいと思う。 

 

○ スポーツについては、これまでマルチ編成に取り組んでいて、スポーツのファンに

とっては非常にありがたい取り組みである。今後も継続してほしい。 

大河ドラマ「八重の桜」は総合の日曜午後８時からの放送の前にＢＳプレミアムで午

後６時に見ることができる。“ＢＳプレミアムは本物志向の教養娯楽チャンネル”という

ような考え方がそのような編成に反映されているのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

衛星放送の視聴促進と受信料がより高額な点から衛星波で

プレミアムなサービスをすべきだという考え方と、まだ衛星放

送を見られない家庭がある程度あるという状況の両面の兼ね

合いで判断しているのが現状。 

 

○ 大学の留学生の傾向が数年前までは中国、韓国、台湾からだったが、 近はインド

ネシアやタイ、ベトナムからも来るようになった。彼らがどんな生活をし、どんなこと

を考え、なぜ日本で勉強しようと思ったのかを知りたい。日本にはいろんなところから

留学生がたくさん来ているので、彼らのそれぞれの国での実情・実態も含めて番組を作っ

てほしい。 
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○ 地域の文化活動の資料として、各局制作の番組で非常にすぐれたものをたくさん見

ているが、それが地方でしか見られないということをとても残念に思う。ぜひ全国ネッ

トで、地方のいろいろなところで作られた非常にすぐれたドキュメンタリー、ドラマを

放送し、日本の各地域でどんなにおもしろいことが起こっているかを紹介してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

地域のきめ細かい情報を地域の視聴者に提供することと、地

域の情報を全国に広く発信することのいずれもが重要だと考

え番組を編成している。 

 

＜ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震 

「南海トラフ 見え始めた“予兆”」 

(９月１日(金) 総合 後 9:00～9:49)について＞ 

 

○  新たに開発された地震計により巨大地震発生の大きな原因ではないかとされるス

ロークエイクをテーマとして、そのスロークエイクと巨大地震の予兆の関係性につい

て、研究者が取り組んでいる現場を取材し紹介していた。こういう内容は日頃私たち

があまり触れることはないが、プレートの位置や振動調査方法なども映像などでわか

りやすく説明されていた。また、過去の被害状況については、東日本大震災の津波や、

６７年前の南海地震時の貴重な記録も紹介されていたほか、被害予想やＧＰＳとの連

携強化、巨大地震は日本だけでなく世界１０か所でも発生の可能性があることなど、

多くのことがわかりやすく表現されており、少しは理解が進んだ。 

 

○  巨大地震の予兆ではないかと考えられているスロークエイクという体に感じない

小刻みな長い揺れについての観測研究が現在国内外で精力的に進められていること

がよくわかった。防災の日に合わせた放送なので、改めて南海トラフ巨大地震への注

意喚起になった。想定される巨大地震に備えが求められている側としては、こうした

観測研究が進展して少しでも早く予測予知が可能になることで、より有効な防災対策

が打ち出されればいいと思った。 

 

○  番組の中でまず、メガクエイクとスロークエイクという言葉、ＣＧの映像の表現力

の３つのことがすごく頭に残った。科学的なデータを蓄積した番組作りは、ＮＨＫだ

からこそできる大変な大仕事で、後世に伝える価値ある記録として残っていく番組に

なったのではないかと思う。地震が起こったときにどうすべきか、地震はどのように

襲ってくるのか、一般のわれわれの頭の中にあるさまざまな心配を、この番組の中で

具体的に示してくれた。私たちは安心感をこの番組から得られたのではないかと思う。
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この防災への心構え・注意点を個人がそれぞれ考えていくきっかけを作る番組になっ

たのではないかと思う。 

 

○  防災の日の放送ということで、とてもタイムリーな番組であった。番組では、各大

学の研究者たちが研究の経緯や結果をシミュレーション映像や本人のインタビュー

でわかりやすく報じられていたと思う。スロークエイクについて、現象を 初に発見

した東京大学の小原先生の研究課題として分析しつつも、自分の生まれ故郷が３．１

１で被災したというある研究者の心の痛みというのもカメラに捉えられていたのが

私にとって印象的だった。ＮＨＫの豊富な取材力でここまで地震の原理を解明しよう

とした密度の濃い番組を高く評価するとともに、これからさらにこの種の番組の継続

的な放送を望んでいる。また、北村有起哉さんの語りがとても淡々とした中にも丁寧

に話していて聞きやすかった。音楽についても恐怖心をあおることもなく番組にマッ

チしていたと思う。 

 

○  南海トラフ巨大地震は、いつ来てどのような規模になるのかがわれわれの 大の関

心事だと思う。スロークエイクという新たな予兆に焦点をあてて放送されていた。日

本だけでなく、シアトルなど海外でもスロークエイクの予兆が出ており、ＧＰＳも使

いながらプレートの移動や動きで実際どのように地殻変動が起こるかということが

各大学で調べられていたが、放送では、ＮＨＫの誇るＣＧを駆使して非常にわかりや

すくなっていて感心した。このように継続的に巨大地震の脅威を知らせることは大い

に意義があると思うが、変に恐怖をあおるようなこともあるため、そのバランスを保

ちどういう形で番組を作っていくのか。また、いろいろ観測してデータが集まってい

るというところまではいいが、それをどうすべきかというところまで踏み込めないと

ころに不完全燃焼さが少しあると感じた。地道に継続的に取り上げていって、日進月

歩のデータなど状況を国民にしらしめることはＮＨＫにしかできないと思っている。 

 

○  地震学者にもう少しつっこんだ責任論を言ってほしかった。日本の学者の人たちは

勉強しているのかもしれないが世間に貢献している率が低いと思っているので、もっ

と追及してほしいと思う。 

 

○  巨大地震のメカニズムを視聴者が興味を持てるようにうまくストーリーを感じさ

せるような流れの中で、世界もつながっているということを想起させながら作られて

いた良い番組だと思う。一方で、まだこのメカニズムを完全に解明できていない中で、

それを明らかにしようという研究者たちの挑戦するという情熱やこだわりに、ヒュー

マニスティックなものを見せるということをかなり意図したのかと思いながら視聴

した。音楽の使い方についてはドラマチックすぎないかと感じさせられた。今回は研
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究者を“さん”付けで呼んでいたが、研究者の人間的な面を出していこうという意図

を感じた。ただ、海外に出たときには、ハーブ ドラガード博士と言っていたので、

統一性を考えてほしかった。自然の前では、研究者とは言っても、権威的な存在では

なく一人の人間として問題に立ち向かっていくこと、さらに音楽や描き方も含めて、

いろんな議論の中で作られたのではないかと感心しながら見た。 

 

○  この番組は現在の地震予知の 先端の状況と、起きてない震災の予知について紹介

していて非常におもしろい。ただ、関東大震災からこれだけたっても今の段階では地

震予知が無理なのだということを実感し、ある意味での恐怖感も残った。 

また、政府の諮問委員会などでもこれからは減災だということを唱えていたと思う

が、これだけ大きな被害が想定される中で、被害を減らすためにどういう 先端の研

究が行われているかというのを見せてもらうと、われわれとしても安心できるし、例

えば減災のために税金を使うことを国民として納得できていくのではないかと思う。

防災よりもこれからは減災だという視点での研究を紹介してほしいと思って見た。 

 

○  科学番組や報道番組、ヒューマンドキュメントというのはいろいろ看板があると思

うが、科学番組としては、これが今の 新の研究の成果なんだろうと大変おもしろく

見た。ただ、まだ途上にあるスロークエイクのことをこのように取り上げてしまうこ

とは、いささか時期尚早というか、地震学者たちに報道側が歩調を合わせていること

にならないのかという懸念を感じた。一番納得したのは、井戸水の水位の変化の話で

ある。先人の知恵が一番リアルだと思ったし、多くのＣＧが出てくるがゆえに井戸水

をみんながのぞき込んでいる映像のインパクトが大きかった。科学番組として事実だ

けを捉えるだけでなく、そこに関わる人間のありよう、苦悩をしっかりと捉えていく

という視線があったら深みが出たのではないかと感じた。 

 

○  こういう番組は国民全員が繰り返し見なくてはいけない。非常に密度の濃い番組

だった。科学番組は非常に難しく１回で理解できない場面もあるので、できればＮＨ

Ｋオンデマンドで無料で視聴できるようにしてほしいと思う。 

 

○  “計り知れない自然の脅威と人間の無力さ”をテーマにした恐怖映画を見ているよ

うな気持ちになった。ＣＧを駆使してのイメージ画像は大変わかりやすく、その分析

内容を伝え、予知しにくい巨大地震発生の怖さが十分に伝わってきた。特にその前兆

と言われるスロークエイクとアスペリティーの関係はあの東日本大震災級の災害が

いつ発生しても不思議ではないことを如実にあらわすものとしてひときわ印象深

かった。本シリーズはいつもたいへん見応えのある内容だが、今回は視聴者に過度の

恐怖とあきらめ感が芽生えたのではないかと少し気になるものでもあった。 



6 

（ＮＨＫ側）  

ＭＥＧＡＱＵＡＫＥも第３シリーズで４本目ということでも

う１２回やってきたが、今回スロークエイクというかなり専門

的な、ある意味マニアックな分野に踏み込んだという感じがす

る。例えば 先端の研究でまだ検証が進んでいないスロークエ

イクについてはまだ扱うのは時期尚早ではないかといったよう

にいくつかご指摘をいただいた。番組の趣旨としては、東日本

大震災で地震の予知と予兆をつかむことができなかったという

ことに基づいて、今地震学者たちが取り組みを重ねているとい

う 先端を伝えられないかということと、それを通して、防災

の日の放送ということもあり、大きな地震に対する常日頃の備

え・心構えを呼びかけていきたいということ。委員の中にもい

ろいろな意見があったが、こういう研究が進んでいるんだとい

うことで安心したという意見もあったし、逆に恐怖心をあおる

ことになるのではないかということで、この番組作りの難しさ

というものがあると感じた。 

まだまだこのシリーズは続けていかなければいけないと思う

し、１８年前の阪神・淡路大震災があった関西の地でも、地震

研究が続いていて、関西の方には特によく見ていただきたい番

組である。また、ＮＨＫでは、減災という視点が必要だという

ことを強く痛感している。 近は特別警報も始まり、あれだけ

各地に避難勧告や避難指示がたくさん出たが、ある意味、結果

的に減災につながったかと思う。ＮＨＫの報道としても被害が

もっと少なく、一人でも多くの方の命が救われるような報道を

続けていければと思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月１１日（木）「おうみ発６１０」枠内「週刊ガッコウ通信」について、県内の

小中高大学の中から毎週１校を取り上げて、その学校のユニークな活動を紹介すると

いうもので、学校の様子や若い人たちの様子を知るうえで有益な番組だと思っていて、

できるだけ見ている。この日は、近江八幡市の近江兄弟社小学校の６年生３５人全員

が自転車で 155 キロあるびわ湖を一周する取り組みをリポートしていた。途中自転車

の不得意な子ども３人が自分たちの休憩時間を短くして早く出発したり、転倒した児

童が救護車で手当を受けてまた走りだすのをほかのみんなが待っていたり、その途中

のハプニングなども経験しながら、 後は全員が団結して走破して良かったという内
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容である。こうした放送で取り上げられることは、児童ももちろん励みになるし、教

員や保護者にとっても励みになる。地域のいろいろな人々の活動を取り上げるという

ことによって後押しをするということも地域の放送局の役割の一つだと思っている。

これからも引き続き取り組んでいってほしい。 

 

○  ８月１日(木)の「あすのＷＡ！」について、いつものスタジオとは雰囲気を変えて

海中スクリーンの前からの放送で始まった。黒潮が流れる紀南の海ではちょうど今が

生命誕生のシーズンで、海の中で繰り広げられている子育てを観察する絶好のチャン

スということから、クマノミなどの珍しい魚の産卵シーンが映し出されていた。産卵

のために道路を横断して海に行くカニを見つけたドライバーが、車を止めてカニが通

りすぎるのを優先している場面も捉えられていて、生き物と人との共生のシーンを感

動を覚えながら見た。連日の３５度ぐらいの猛暑の中、とても清涼感にあふれたもの

で、その分ふだんの「あすのＷＡ！」以上に感慨深いものがあった。ちょうど夏休み

でもあったので、子どもたち、特に山間地に住む子どもたちにとっては海岸の様子と

いうのは興味津々なものだったと思う。これからも紀州の海の様子を機会があれば話

題にしてほしい。 

 

○  ８月３日(土)の｢鑑真に挑む～ 高峰の肖像彫刻 誕生の謎～｣(総合 後 5:15～

5:58 近畿ブロック)について、“誕生の謎”はよく番組のテーマや表題に使われる言

葉だとは思うが、この番組の内容ととてもよく合っていて楽しく視聴した。番組では、

鑑真和上像の後頭部の首筋に見つかった小さな剥落したところに麻の布が見られた

ことからいろいろなことが解明されていくのだが、像の調査修復の責任者の美術院の

木下さん、色彩専門の高田さんという女性技士が、決して華やかでもなく淡々と仕事

の様子を忠実に話していたのがとても好印象だった。また鑑真の業績等は、何度も聞

いている人が多いが、もう１度この番組で紹介していたのは、よかったのではないか

と思った。しかし、この番組の中で余計なことばや余計な物というのはできるだけ剥

ぎ取られており、唐招提寺の鑑真、律宗のお坊さんの清楚なイメージと重なり、とて

もよかった。 

 

○  ８月１４日(水)の ＮＨＫスペシャル「従軍作家たちの戦争」(総合 後 10:00～

10:49)について、従軍作家で戦後みずから命を絶った火野葦平の２０冊の従軍手帳を

基にして、陸軍報道部がどのような形で作家たちを従軍させ、日本の軍隊について報

道させたかが明らかになっていた。中国の蒋介石が国際世論に訴えるということを

言っていたのでこれに対抗するという形だったが、「麦と兵隊」が有名になったいき

さつも含めて非常に見応えのある番組だった。 
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○  ８月１６日(金)の「少女たちの学級日誌～幼い瞳が見た戦争～」(総合 後 10:00～

10:48 近畿ブロック)について、当時滋賀県の国民学校の少女たちが学校生活の様子

をつづった学級日誌を基に、その記録の中身が戦時色を濃くしていく様子を４人の話

を交えながら紹介したもので、戦時中の小学校の日常を、当時の子どもたちが共同し

て作った学級日誌の記録によって知ることができた。戦争関連番組としてはこれまで

にない新鮮な感じがした。 

 

○  ８月１７日(土)のＮＨＫスペシャル「緒方貞子 戦争が終わらない この世界で」

(総合 後 9:00～10:29)について、「主婦から国連代表へ」と、当時もこんな表現のさ

れかたをしていたが、偉大な一人の日本人女性の今まで知られなかった生い立ちを紹

介するとともに、斉藤由貴さんふんするドラマと豊富なドキュメンタリー映像、さら

にご本人の数多くのインタビューを織り交ぜながらの構成で、緒方さんの一貫した生

き方というものが画面から十分に伝わってきた。８５歳になられた今でも、緒方さん

の強い信念がりんとした姿に表れていた。１時間３０分を通じてとても醍醐味のある

感動の場面の連続であった。特に女性として、敬服する限りである。多くの視聴者の

方にも、心打つものがあり魅了した番組だろうと思う。 

 

○  ８月１９日(月)～２１日(水)の「１９６４東京オリンピック」(総合 後 8:00～8:43)

について、東京オリンピックの開催に向けて、いかに多くの人々が関わって力を尽く

したかを紹介していた。中でも聖火台の製作に文字どおり命をかけて取り組んだ親子

の職人の誇りと意地をかけた仕事ぶりが非常に印象的で思わず姿勢を正して見なく

てはいけない思いがした。2020(平成３２)年の東京オリンピック・パラリンピックに

向けて、非常にたくさんの人々が人知れぬ努力献身をされるのだろうと思うが、後世

のために、記録することを期待したい。 

 

○  「１９６４東京オリンピック」について、第１夜では、沖縄での聖火リレーを通じ

て戦後沖縄の人々のオリンピックに対する気持ちを知る一幕があった。第２夜では、

東京にオリンピックを招致しようと訴え続けた日系人のフレッド・イサム・和田さん

の奮闘ぶり、招致実現までの苦悩ぶりがよく描かれていた。第３夜は、日本選手たち

の今日では想像もつかないような苦境の中でのトレーニング、本番での活躍ぶり、中

でも金メダルを５個獲得したレスリングにスポットを当てて、今では日本のお家芸と

まで言われるゆえんというものをかいま見た次第である。半世紀前に開催された世紀

の祭典を改めて見る機会を与えてもらい、自分史や周りの様子を頭に浮かべながら、

意義深い番組を視聴したと思っている。開催地決定に向けて日本中の気分が高まって

いる時にタイムリーな企画であり、視聴者もいろいろな思いで半世紀前のオリンピッ

クを顧みていたことだろうと思う。９月７日(土)の「サンデースポーツ」を延長して、
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日本のプレゼンテーションを中継し、決定までの場面を終夜放送してくれたことに感

謝している。この企画がものすごく有意義だったと思っている。ただ、もし招致でき

なかった時にどういう処理をしたのだろうかと思った。 

 

○  ８月２３日(金)のＮＨＫスペシャル「亡き人との“再会”～被災地 三度目の夏

に～」(総合 後 10:00～10:49)は、内容が“幽霊”の話だからなかなか映像表現が難

しいと思うが、良心的な作品だった。 

 

○  ８月２８日(水)の歴史秘話ヒストリア「明治の京都へおこしやす～千年の都 復興

ものがたり」について、なかなかよくできた番組だと思ったが、田邉朔郎による琵琶

湖疎水の話は疑問に感じた。京都の美しい景色を生んだ奇跡の復興プロジェクトとい

われた琵琶湖疎水はたしかに今日もきれいな景観を保っているところが多いが、京都

という街は今もそれほど美しいかというと、地元の立場から言えば非常に景観がよく

ない部分があったりする。もう少し明治からの話を現代に反映させる内容にしてほし

かったと思う。エンディングで、祇園の舞妓さんがわざとらしく橋を渡っていたが、

このタイトルとは少し違うのではないかと思った。案内役の女性に着物を着せている

が、センスの悪い着物が出てくる時は閉口するようなところがある。 

 

○  歴史秘話ヒストリア「明治の京都へおこしやす～千年の都 復興ものがたり」につ

いて、タイトルの付け方から言って“おこしやす”というのと“復興”というのはギャッ

プがありつつもどうなるんだろうと思わせるところから始まって興味深く描いてい

た。明治期どん底にあえいでいた千年の都をどのように再生したのかという、歴史の

中では一般的にあまり詳しく知られることのない史実がヒストリアなりの処理で紹

介されていて大変おもしろかった。山本覚馬の働きにより、京都が国際観光都市とな

る礎が築かれる中で、新島八重が英文ガイドブックを作るのに貢献し、それから琵琶

湖と京都の物流を結ぶ疎水を築き、これが電力などものちのちもたらして、京都は産

業都市へと発展していくとともに国際的な観光都市として発展していって再生する。

歴史の中にしっかりと人物が位置づけられて存在しているという、とても興味深く見

られた番組だったと思うし、楽しく視聴した。 

 

○  ８月３０日(金)の「おはよう関西」枠内「“ご当地アイドル”を夢見て」について、

自治体が自らご当地アイドルを育てて町作りに役立てようとする全国的にも珍しい

取り組みをリポートしたものである。事業を進める市長、協力する芸能スクールの校

長、オーディションに合格してトップアイドルを目指す若い女性、それぞれのコメン

トが紹介されており、この事業に関わる三者三様の思いがよく表れていて大変興味深

く見た。このユニークな取り組みが今後どのような成果をあげていくのかについて、
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どこかの時点でフォローするとよいと思った。 

 

○  ８月３０日(金)の「ニュースＫＯＢＥ発」について、この時間帯は「ＮＨＫニュー

ス７」の前に、地域におけるいろいろな出来事を放送していて、イベント・地域の催

し物や特集など非常にありがたい構成になっている。今回も、特別警報が運用された

ことに関する話題や、さまざまなニュースのほか、この夏の猛暑を振り返るコーナー、

上郡町を訪ねた「兵庫ぶらり旅」、ジャズライブなどそれぞれが興味深い内容であり

うまくまとめられていたのでよかった。隔週で担当する田代純アナウンサーは声がよ

いが、少し前かがみの姿勢にした方が印象はよいのではないか。 

 

○  ９月１日(日)のこころフォトスペシャル「記憶の森が命を紡ぐ」（総合 後 3:55～

4:38）について、非常に注目した。ホームページを見るとびっくりするが、亡くなっ

た方たちの写真、遺影がずらっと並んでいて一人ずつ追悼のコメントが載っている。

宗教的に言えば、追悼と供養はステージが違う。追悼は悲しみに浸るということだが、

供養は悲しみに浸っているのではなく冥福を祈るという転換になる。お彼岸の９月２

０日(金)に「こころフォトスペシャル」の第２弾があるそうだが、テレビが巨大な供

養の装置となったというか、供養ということについてテレビがアクセスできるぎりぎ

りの宗教表現というものを試みているのかもしれないと思い、このあとの行方に興味

をもっている。 

 

○  ９月４日(水)のろーかる直送便「いのちの話をしよう～助産師・小林寿子さんの

メッセージ～」(総合 後 3:15～3:58)について、３．１１から２年半たって日本人の

死に対する捉え方が大きく揺らぐ時に、もう 1 度出産に立ち会い、産後のお母さんの

心のケアをしていく助産師を紹介した番組だった。死の話が出たり、リストカットの

話が出てきたりするが、それは震災の死者との関係と非常に対照的に見える。しかし、

実は深いところで呼応し合っており、「なるほど、これが全国放送されたのはこうい

う意味なのだ」と自分の中で得心がいった。非常に大阪局制作らしい番組だった。 

 

○  木曜時代劇「あさきゆめみし」について、“あさきゆめみし”という言葉がタイト

ルにふさわしいのかは別として、源氏物語を描いた漫画のタイトルも「あさきゆめみ

し」で、今の中高生が源氏物語を勉強するには、原文を読まないでこの漫画を見ると

いうほどの超ベストセラーである。そういう作品があるということを知ったうえでか

もしれないが、源氏物語の漫画をドラマにするのかと思っていたら全然違っていた。

世の中のコンセンサスというのも少し考えた方がよかったと思う。 
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○  台風報道について、京都の宇治川と桂川の氾濫のニュースが出ていたので、気にし

て見ていたが、大阪からの放送が多く、意外と京都発の映像が少ない。デジタル放送

になって、せっかく各放送局から放送しているので、もっと京都市なり京都府なり、

ある程度細かな地域の情報を伝えられなかったのかと残念に思っていた。ＮＨＫには

悪いが、近所の人からのほうが“避難してください”という情報が早く、残念な思い

をした。私が見ていて、台風の状況より放送が３０分から１時間遅い。こういうとこ

ろはもう少し敏速にしてほしいと思った。 

 

○  台風報道については、その時ソウルにいたため、京都の様子がソウルにいても視聴

できるような環境にあるのは、日本の様子がわかったという意味で、ありがたかった

と思っている。 

 

○  ８月８日(木)のミュージック・ポートレイト「吉永小百合×坂本龍一 第１夜」に

ついて、あまりおもしろくなかった。その理由は、ひとつは好みに合わなかったのか

もしれないが、対談という形をとっている割には相性がよくないのかという気がした。

坂本龍一さんだから聞き出せた吉永小百合さんの話みたいなものや、またその逆のよ

うな話はほとんど無かったように思う。２人とも聞き上手ではないのか、あるいはも

ともとＮＨＫのディレクターが決めた番組の構成通りに話しているだけなのかとい

う感じがした。場所もレストランなのかよくわからないところで、ワインを置いてい

るが飲んだ形跡はなく、だんだん飲むうちに話がじょう舌になってきた感じもせず、

ここでなくてもよいのではという場所設定であった。聞き上手な人が聞くなり、完全

にドキュメンタリーにした方がよいが、３０分の中に２人分紹介しようという、「１

粒で２度おいしい」といった感じはした。恐らくほかの２人の取り合わせでも見ない

と思う。 

 

○  ミュージック・ポートレイト「吉永小百合×坂本龍一 第１夜」について、たしか

に２人は日本を代表する大物ではあるが、今年還暦を迎える私には、そのなじみ深さ

から吉永小百合さんの圧倒的な存在感が際立ち、彼女の音楽を通して成長してきた過

程ばかりが強く印象に残った。坂本龍一さんの代表する世界になじみの深い人たちか

らみた２人の存在感は同等であっても、この番組を視聴する茶の間の人たちには、私

と同様の認識を持った人は少なくなかったのではないだろうか。そんな意味から、大

物２人の異色の組み合わせが、お茶の間の視聴者にどのような効果を生み出すのか、

第２夜の展開を大変興味深く感じた。 

 

○  ミュージック・ポートレイト「吉永小百合×坂本龍一 第１夜」について、団塊世

代にはたまらない顔合わせなのであろう。非常に幸せな戦後世代の共通体験を語って
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いて、２人とも、映画、音楽、文学などで出会うべき物に出会っている。気になった

のは、これから先、体験がどんどん個人化して拡散化していくと、幸せな同時代を共

通認識の文脈で語らうことが可能なのか疑問に思い、とても切なくなってきた。この

２人の世代が、そういった世代のほとんど 後なのかもしれないというような見方を

していた。 

 

○  ミュージック・ポートレイト「吉永小百合×坂本龍一 第１夜」について、坂本龍

一さんの選曲が非常に気に入ったが、もう少し聴きたいというところでどんどん切ら

れていったのが残念だった。著作権料の関係があるのか、消化不良だった。坂本さん

は同時代で、気がついた時から表現者として活躍されていた。彼が接してきた音楽は

私もだいたい追体験してきた音楽で、スティーブ・ライヒさんのミニマルミュージッ

クに惚れこんでいたが、坂本さんも好きだったのかと思うと非常にうれしくなった。

もう少し長い番組であれば、ゆっくり聴かせてまさに「ミュージック・ポートレイト」

という形になったのではないかと思う。２週連続ということでしかたなかったのかも

しれないが、もう１、２分長ければという気がした。 

 

（ＮＨＫ側）  

ミュージック・ポートレイト「吉永小百合×坂本龍一 第１

夜」について、著作権料は、音楽を短くするか、長く使うかで

それほど差はないと思う。中途半端ではないかというご指摘は

あるが、この番組のねらいとしては、個人のストーリーを聞い

ていくところと、音楽をちゃんと聞かせるという２つの間を

狙っている。アナウンサーなど一方が聞き出すというよりは、

お互いがお互いに共鳴しながら話が進んでいくのがベスト。さ

きほど共通体験ということもあったが、２人が旧知の仲や仲間

であるということによりメディアが引き出すということではな

い部分が出て、そこが共感を呼んでいる番組だと思っている。

夏期特集で「サッカー日本代表スペシャル」として、長谷部誠

選手、内田篤人選手、川島永嗣選手という３人の組み合わせで

放送した時は、Ｅテレの中でもかなり多くの視聴者の方に見て

いただいた番組になった。制作現場としては、放送時間をもう

少し延長し、もう少し曲を長くして楽しんでもらいたいと思っ

ている。 

 

○  ＢＳスペシャル「保存版 ２１世紀に残したい日本の風景」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 8 月 19

日(月)～21 日(水) 前 9:00～10:30、22 日(木)前 9:00～10:31)について、日本独特の
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気候風土の上にくらす人々を美しく魅力的に紹介していた。今までに放送されたもの

もあったが、何の違和感もなく、良いものは長く残してほしい。毎回終了時には内藤

裕子アナウンサーと写真家の織作峰子さんが振り返って感想を述べているが、自然が

大好きな人らしくほのぼのとした話し方でわかりやすかった。 

 

○  ８月２４日(土)のテレビ放送６０周年特集 伝説の名勝負「栄光の銅メダル 日本

男子サッカーはここから始まった！」(ＢＳ１ 後 1:00～1:50、2:00～2:50、3:00～

3:49)について、４５年前のメキシコオリンピックで日本サッカーチームがメキシコ

を破って銅メダルを取った際の映像が、メキシコで見つかったということで、今回、

その全編が放送された。日本の当時のスーパースターの釜本邦茂選手がゴールを入れ

て銅メダルを取ったわけだが、非常に見応えのある番組だったと思う。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、１７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、地方発 ドキュメンタリー「歌いたい 

叫びたい ヒップホップアーティストＳＨＩＮＧＯ☆西成」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 中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

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） 

       佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

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） 

 

＜「歌いたい 叫びたい ヒップホップアーティストＳＨＩＮＧＯ☆西成」  

（6 月 18 日(火) 総合 前 0:40～1:23）について＞ 

 

○  大阪市の西成というと不安定な生活をしている人が住むと言われている代表的な

街だ。ＳＨＩＮＧＯ☆西成さんは、“貧しさに負けるな、希望を持て”ということを

テーマに歌っている。彼の前向きな姿勢は、母親の「何事に対しても一生懸命しなけ

ればならない」という暖かな励ましがあったからこそではないかと思う。ライブでは、

自分の思いを込めて多くの人に明日に向かって明るく元気よく生きていくというパ

ワーを送っていた。西成という街の中で、元気を与える貴重な存在の人ではないかと
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思い、感動しながら見た。 

 

○  タイトルと放送時間を見て、何か難しい問題が提起されるのかと少し身構えて見た

が、物の考え方もしっかりとした真面目な青年の物語だと感じた。母親との関係、周

囲の人たちとの関係においても、礼儀や恩義、人情、真面目な努力とか、人として生

きていく上で変わらない大切なものを、番組を通して伝えていた。西成で生まれ、多

額の借金を抱えた母一人、子一人の生活で、いろんな苦労があったと思うが、苦労話

も西成の課題についても前面には出さずに、すべては彼が歌うラップの中に込められ

ていて、実にさわやかないい番組にできあがっていた。深夜の放送だったが、こうい

う番組の内容であれば見やすい時間帯に、むしろ放送するべきではないか。 

 

○  主人公のＳＨＩＮＧＯ☆西成さんは自然体で、好感が持てた。託児所で、子どもた

ちがＳＨＩＮＧＯ☆西成さんに後ろから抱きついている場面や、子どもが彼のところ

へ走り寄ってきて抱き上げられるという場面があったが、地域の中での彼のコミュニ

ケーションがうまくいっているという部分をよく表わしていた。コンサートのシーン

では、若い人たちのコンサートの中に集まっているのと同じような雰囲気を醸し出し

ていてよかった。あの中には生活に困っている方も、いろいろな事情の方もいるだろ

うが、彼の歌を聞いて、こぶしを振り上げ、体を揺らし、自分の思いを重ねていると

いうのが、番組の中でとてもよく表われていた。 

 

○  西成の様子をこの番組で初めて見ることができた。築７０年以上でお風呂もない、

家賃 4,000 円あまりの長屋住まいで、幼い頃から厳しい現実に直面する西成で育った

人だからこそ、この街の良い面も悪い面もすべてを歌詞に取り込み、初めて聴く者に

も感動を与え、心に響く歌が作っていけるのだと思った。彼の母親は仕事に出るとき

は置き手紙をして出かけていたそうだが、当時の置き手紙を大事に保管し、今でも見

ているというシーンが一番感動し、胸を打たれる場面だった。映像では誰か判明でき

ないように、登場する人物の顔を隠している配慮もよかった。語りの濱田マリさんは、

多くを語らずして語りを務めていたという点が相乗効果としてよかった。 

 

○  ラップの言葉はすべて西成から生まれており、自分で見て、消化したものしか責任

を持てないということが番組で言われていたが、西成育ちの彼が歌うラップの歌詞は

リアルで、とてもいい曲だった。彼は大学卒業後、就職をして西成を出たが、１０年

後くらいに帰ってきてラップの世界に入った。おそらく何か心の変化があって西成に

帰ってきたと思うが、もう少し深く紹介してもらったほうがわかりやすかった。また、

実際に彼の歌が、こういった底辺にいる方々にどういう気持ちの変化を起こしている

のか、この地区はどう変わろうとしているのか、もう少し触れてもらったらわかりや
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すかった。ラップだけでは西成地区は変わらないかもしれないが、彼が一生懸命ラッ

プを歌いながらこの街を変えていこう、貢献していこうという純心さがよく伝わって

きた。 

 

（ＮＨＫ側）  

入局４年目の若手のディレクターが担当したが、２年前の「お

はよう関西」の中でリポートを制作したのが、ＳＨＩＮＧＯ☆

西成さんと知り合いになるきっかけ。西成は非常に難しい地区

で、なんとか彼を中心に取材できないかと粘り強く話をし、こ

の番組にこぎつけたということだ。彼がいたからこそ、コンサー

トの場面や炊き出しの映像も撮ることができた。ぼかしなど画

像の処理の多い番組になったが、そこで生活している方々には

かなり配慮をした。これをきっかけに、西成の人たちはどう感

じているのだろう、この地域はどう変わろうとしているのだろ

うかなど、引き続き取材して取り組んでいきたいと思う。 

 

○  強い関心を持って見た。母親の手紙がＳＨＩＮＧＯ☆西成さんの作詞の原型になっ

ているのだろう。歌を聴いていても、作詞が上手だと思った。こういう方が出てこな

いと、この街の難しい問題は和らいでいかない。頭ごなしの政治的なものでは解決し

ないものがいっぱい存在している。そういうところに注目したことに、感服する。 

 

○  ＳＨＩＮＧＯ☆西成さんを通じてだからこそできた番組ではないかと思う。地道な

取材とコンタクトのたまものだと思う。心からの叫び、地域の中で自分が体得して経

験したからこそ言えること、それを歌声にのせられることという本当にまがいのない

もの。難しい取材を乗り越えて視聴者に見せていただいたこと、この地方発ドキュメ

ンタリーの枠の意味をさらに光らせる番組だったと受け止めている。地方発ドキュメ

ンタリーは、タイトルを見ておもしろそうと思うこともあるが、時間的に見逃してし

まったり、見られないことがあるので、どこかの時期にまとめて再放送できないか。 

 

○  西成の日常に凝縮されているとも言える、日本社会の格差や貧困の拡大と固定化と

いう大きな課題が浮き彫りにされているように思えた。彼のメッセージは貧しさを誰

かのせいにするのではなく、自分自身の頑張りが必要だと強く訴えていたが、それが

具体的に支持する人たちにどう影響を与えているのかなどについてもう少し知りた

かった。底辺社会の現実にもっとスポットを当てながら、挑戦が報われる社会作りに

向けてＮＨＫとして警鐘を鳴らしてほしいと思った。 
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○  この番組はＳＨＩＮＧＯ☆西成さんの存在感で筋を通している番組なので、あまり

よけいなものがあるとまとまりがなくなってしまうおそれはあるが、ＳＨＩＮＧＯ☆

西成さんの個性や存在感だけに頼らないで、世界の若者が置かれている状況や、若者

の表現がいかに重要なものであるかということをもう少し伝えてもよかったのでは

ないか。若い世代あるいは困難な状態に置かれた人間がどのように表現を獲得してい

くのか、社会に関わっていくことができるのかというようなところを、今後、いろい

ろ番組で取り組むとよいのではと思った。 

 

○  “西成”というところは大阪ならではのテーマであり、これをどう全国に伝えてい

くのかという時に、ＳＨＩＮＧＯ☆西成さんは非常に絶妙なキャラクターだった。そ

こで生まれた音楽や演劇、美術に立ち上がってくる表現というのは質や腹のすわり方

が違うが、今度はこれをどのように伝えるかがメディアの責任である。大阪の文化を

全国に発信していく時に、どのように取り上げていくのか。大阪にしかできない、西

成の文化の形の提示がいずれ見えてくることを期待する。 

 

○  大阪の西成はローカルな問題ではなくて、本当は貧困を扱う世界的な大都市の問題

と共通する面もあるという印象を持った。 

 

（ＮＨＫ側）  

「地方発 ドキュメンタリー」、毎週金曜日の「ドキュメント

７２時間」は、地域のドキュメンタリーを放送する、今年から

できた枠だ。この２枠ができて、毎回、さまざまな放送局から

異なるテーマの番組がでている。関西の局も積極的に参加して

いるので、ぜひご覧いただきたい。 

西成をどう捉えていくか、継続的な課題だと思う。この番組

を通して、地域の問題の捉え方を再認識した。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月９日（日）のＮＨＫスペシャル 未解決事件Ｆｉｌｅ．０３「尼崎殺人死体遺

棄事件」について、人間を人間と思わないような残忍な行為が次から次へと続き、何

の関係もなかった罪もない人たちが突然予期せぬ理不尽な脅迫や命令をされ続け、正

常な判断ができなくなり被害者が加害者になってしまう恐ろしさが伝わってきた。内

容が生々しく、これ以上見たくない、早く終わってほしいという苦痛を感じた。番組

後半では、警察への通報が３６件あったのに、警察は事件が起きてからでないと個々
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の問題には入れなかった。これを機会に柔軟な対応ができるようになればよいと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 未解決事件Ｆｉｌｅ．０３「尼崎殺人死体遺棄事件」について、

角田美代子元被告がどういう形である家族につけ込んでいったのかということもリ

アルに再現していた。ドラマの部分では角田美代子役の女優の烏丸せつこさんの迫真

の演技で、見ているだけでも恐ろしくなるような演技だった。また、小説家の高村薫

さんがするどい観察をしていた。見るのも非常につらい思いをしたが、見終わって内

容の重さをつくづく感じられ、見応えのある番組だった。 

 

○  ７月１５日(月)ワイルドライフ「海の日特集 海鳥が飛ぶ クジラが舞う 驚異の

大集結」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～9:00)について、1,000 万羽の海鳥や１０万匹のカニ

など、貴重な映像であった。９０分間、きれいな画面とわかりやすい解説でゆっくり

楽しむことができた。それぞれの大集結は、生きるための食物連鎖、繁殖のために命

をかけているということが良くわかった。 

 

○  「おうみ発６１０」枠内「なに！なぜ？おうみ」について、日常生活の中で興味を

そそるようなテーマが取り上げられていた。５分程度の短い時間で、ちょっとした疑

問を共有し、今まで知らなかったことを知ることができる楽しみなコーナーである。

地元局の視聴者サービスの一環として、視聴者の疑問にキャスターがみずから現地に

赴いて取材しリポートするという積極的な取り組みは評価したい。 

 

○  ６月１９日(水)の歴史秘話ヒストリア「妻たちの会津戦争～反骨の家老 西郷頼母

と家族の悲劇～」について、大河ドラマ「八重の桜」を盛り上げる番組だと思った。

関心を持ったのは、会津藩家老西郷頼母のその後の人生についてフォローしていたこ

とだ。歴史の一時期に表舞台にいた人物のその後の人生というのは意外に知られてい

ないことが多いが、そういったことを資料文献などで照らしながら紹介するところが

この番組の良さの一つだと思う。歴史の知られざる秘話をいろいろな角度から取り上

げてくれるので、これからも楽しみにしている。 

 

○  ７月７日(日)のＮＨＫスペシャル「あなたは未来をどこまで知りたいですか～運命

の遺伝子～」について、遺伝子診断が劇的な成果をあげ、いかに手軽にできるように

なっているかを知ってびっくりした。子どもの才能を伸ばしたいと願うあまりに、受

精卵の遺伝子検査を行うことで、命の選別につながるおそれがある、というところま

で聞くと、遺伝子検査が拡大していくことにどう対処するかを問われる時代がもう来

ているのだということを改めて強く感じた。この番組はおそらく短い期間で作られた

にもかかわらず、日本、アメリカ、中国の研究の最前線の状況も含めて制作したとこ
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ろにＮＨＫの力を感じた。 

 

○  ６月２７日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 奈良・天川村＆大台ケ原」について、

新聞で見た題名と実際放送された題名が少しずつ違う。出演者や構成がしっかりして

いるので、安心して見ていられた。最初に奈良の奥吉野を秘境と紹介していたが、秘

境というには少しもの足りなく、違うことばで魅力を紹介してほしかった。移動スー

パーや薬、鍾乳洞、大台ヶ原などバラエティに富んだものを紹介していたのはとても

よかったが、番組の中で視聴者から受け付けていた意見や質問を、うまい具合にフ

リップで紹介していたので、できすぎている感じがした。 

 

（ＮＨＫ側）  

ご指摘のタイトルの違いについて、新聞のラテ欄については

紙面により字数が違うので、タイトルをそのまま載せるのでは

なく、少しでも多く見てもらえるように興味をひきやすい文面

に変えることがある。 

 

○  ６月１５日(土)のＥＴＶ特集「スーパー能～６５０年目の革新」について、古典芸

能の番組は普通見るのはつらいところがあるが、このように現代能として作り上げて

いく課程を番組として作ってもらえると、今まで興味を持たなかった人も興味を持つ

のではないかと思った。 

 

○  ６月２７日（木）の「挑戦！ＮＨＫ防災サバイバル」（総合 後 3:15～3:25 和歌山

県域）について、小学生のグループが防災に関するミッションをクリアするという企

画である。防災教育は、近畿２府４県の中でも和歌山が一番危機感を持って教育現場

でも行われていると聞いている。子どもたちは私たちの世代と比べると危機感が薄い

ので、このような形での学ばせ方は、一方通行ではなくたいへん有意義な方法だった。

和歌山局では、いろんな形で多彩な防災関連の番組を取り扱っているので、その点も

含めて評価したい。 

 

○  ６月３０日(日) のＮＨＫスペシャル「世界遺産 富士山～水めぐる神秘～」につ

いて、最新の研究を基に、富士山の水がどのような経路で地下に流れ、豊かな湧き水

として地方で人々の暮らしを潤しているのかを、とても興味深く解明されていて、た

いへん満足のいく内容だった。中でも、地層の隙間を走る巨大な地下の水脈や洞窟に

出現した氷の宮殿、海底にまでも富士山の水が湧き上がっているとされている駿河湾

での撮影についてはびっくりした。湧き水が生み出したさまざまな絶景が紹介されて

スペシャル番組にふさわしい迫力ある感動の番組だった。 
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○  ６月２８日(金)の「ゆうどきネットワーク」について、富士山５合目からの中継が

あったが、金曜日は関西発の週 1 回の時間枠なので、このような取り扱い方は東京に

任せたらいいのではないかと思った。関西発の枠で富士山のことを取り扱うなら、大

台ヶ原からの富士山、和歌山の那智山から眺める富士山などの形で取り上げていただ

きたかった。 

 ７月５日(金)の「ゆうどきネットワーク」について、宮崎県の炭焼きのシーンが出

てきていたが、１週間前の朝に放送したものをあたかも１回目かのように紹介してい

た。仕事を終えた時のやすらぎというものにずいぶん欠けた内容だと思った。この関

西発については、関西からの夕日を映すなどの工夫や、旬の食べ物を見せるといった

内容が大事なのではないか。関西から放送している意味を感じられない内容もあると

思う。 

  

（ＮＨＫ側）  

「ゆうどきネットワーク」について、大阪からの全国放送と

いうことで、近畿中心の内容になっているが、ほかの地域の題

材も入れる方針になっている。まだ始まったばかりで、何がベ

ストかを探っている状況である。 

同じ企画を放送していた件については、地域で放送したもの

を全国に展開することは一般的にある。全国放送のものであれ

ば同じ形で違う時間帯に放送するのは基本的に避けているが、

視聴者の方に２回同じものを見てもらうことは、本意ではない

ので気をつけていかなければいけないと思っている。 

 

○  ７月６日(土)のＮＨＫスペシャル「足元の小宇宙～生命を見つめる植物写真家～」

について、８２才の植物写真家埴沙萠さんが、４０年間自宅周辺の山里で身近な植物

の尊い営みをカメラにとり続けているということを以前知って、もう一度この番組を

見たいと強く思っていた。植物の葉から無数の水滴があふれ出ている映像が一番感動

した。絶えず密着して取材をしたスタッフの苦労も大きいと思うが、この感動の映像

というのは埴沙萠さんとスタッフの方々の人間関係から生み出されたものだと思っ

た。 

 

○  ７月１５日(月) の鶴瓶の家族に乾杯「東山紀之 和歌山県湯浅町」について、み

かんの花が咲くのは５月２０日～２５日ぐらいで、たぶんその期間に東山紀之さんと

鶴瓶さんが来たと思うが、そこから換算して放送までに、約５０日もたっている。こ

の番組の性質上どうしても季節感があらわれる番組なので、もう少し本放送に至るま
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でにスピードアップできないかと特に今回感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

「鶴瓶の家族に乾杯」についてだが、ロケをして放送までに

季節感がずれることもある。特にこの番組は、ロケのあとに登

場した地元の方一人一人に会って丁寧に取材を重ねており、ま

たスタジオ収録をしている分、時間がかかっているかとも思う。 

 

○  ６月２３日(日)の「ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン～」は、時

間の許すかぎり見ている番組である。日本の幼児教育について、アメリカでは幼児教

育はすべて家庭で行うが、日本では幼稚園や保育園ですべて身につけて小学校へ入学

するという違いなどを紹介していた。日本の制度は幼児教育や幼児教材を含め、アジ

アでは非常に評判となっている。日頃、自虐的に日本の批判をしている人たちに、ぜ

ひ見せたい番組と感じた。 

 

○  ６月２８日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「住民合意 ８００日 葛藤の

記録」について、住民同士が対立する事態に陥ってしまい、復興がなかなか前へ進ま

ない。阪神・淡路大震災でも課題の一つであったが、この町に住み続けたいという意

識・熱情を持ってこの問題を解決していくしかないと感じた。東日本大震災から２年

だが、風化させることなく、このようなスペシャル番組で、メディアの責任を持って

伝え続けてほしい。 

 

○ ６月２１日（金）のえぇトコ「杉本彩の濃ぃ～い京都良縁案内」について、杉本彩

さんのざっくばらんな感じは良かったが、出演者のシンガーソングライターとアナウ

ンサーの態度がくだけていたのは見苦しく違和感を覚えた。縁切り神社があって、な

ぜ最後に本能寺のお寺が出てくるのかという疑問や、杉本さんとご主人が一緒のお墓

に入りたいというところで無理やり結末を持ってきた構成に感じた。シンガーソング

ライターが途中で抜けるのも、よくないことではないかと思う。 

 

○ えぇトコ「杉本彩の濃ぃ～い京都良縁案内」は、縁をテーマで展開し、そこに個人

的なエピソードが盛り込まれていた。縁を切りたい、戻したい、いろんな縁がある中

で、一番ハッピーな形で杉本彩さんの縁があって結婚したというところに最後落とし

込まれてきたのかという感想を持って見た。最後のコメントに「京都の良縁祈願は御

利益たっぷりです」とあったが、報道でいうと“成り行きが注目されます”のような

典型的なコメントではなくもう一工夫してほしかった。アナウンサーについては、独

身男性として踏み込んでコメントしたいが進行しなければいけないというじれったさ
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が感じられた。 

この審議会で京都局制作の番組は訪ねた場所の位置関係がよくわからないと指摘さ

れているが、今回の「えぇトコ」ではスーパーが入っていた。京都局は委員からのコ

メントも取り入れているのだと好感を持って視聴した。 

 

○ ７月７日に、「きょうは七夕です」というコメントがニュースの中や対話の中で出て

くるが、“旧暦は８月だが今は新暦を使用しているので”という注釈がなかった。一方

で、ＢＳプレミアムのデータ放送では、季節の旧暦を紹介しており、ＮＨＫの中で２

つの暦が出ているところが気になった。 

 

○ ７月１５日(月)のプロフェッショナル～仕事の流儀「いつも１年生、自然のままに 

野菜農家・浅野悦男」について、この番組はよく見ているが、無理やり物語を作って

いるという印象があり物足りない。なぜこれがプロフェッショナルなのかという印象

を持った。 

 

○ 大河ドラマ「八重の桜」について、どうしても音楽が気になる。ドラマよりも音楽

が気になってという感じが否めない。 

 

○ ７月５日(金)のバリバラ～障害者情報バラエティー～「障害と笑い どこまでＯ

Ｋ？」について、障害者の方が自らの障害を笑いのネタにしているが、私は障害者の

方と付き合いがあり、そこに行き着くまでの葛藤を見てきている。障害を笑いのネタ

にするというのは、よほど信頼関係のある人の中ではできても、一般的な集まりの中

ではするべきではないのではないかと思う。しかし、シビアなテーマを打ち出しなが

ら議論をするという番組のパワーに敬服する。ぜひともこの番組を継続していただき、

お互いの違いを尊重し合う、成熟した社会作りに向けたＮＨＫらしいメッセージを発

信し続けてほしいと思う。 

 

○ バリバラ～障害者情報バラエティー～「障害と笑い どこまでＯＫ？」について、

人によっては心が痛むところもあるが、一方でやっている方々本人は解放されていく

側面もあるという、とても複雑な意味を持つ番組づくりを手がけている。大阪局制作

番組の中でも非常に特筆すべき高い評価をすべき番組ではないかと思った。賛否両論

が巻き起こるということも確かで、今回、大阪教育大学で公開収録されたことも一つ

の挑戦で、やり方として工夫をされていて良かった。過去にどういう経験をしたか、

どういう人間関係を持っていたかで、その人の物の見方や感じ方、意見の表明のしか

たが変わり、幅があるということに触れられることに一番意味があると感じた。 

モニターの意見でよい意見の数自体は少ないということは、受け止める側に戸惑い
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があったり見る人に偏りがあるのかもしれない。 

幅広い人たちに考えてもらえるように視聴者に投げかけていくことがとても大きな

課題になっていくと改めて思っている。今回のように地域や学校へ出向いて収録する

ケースももっと増やしてもいいのではないか。さまざまな形で議論する場を作る工夫

をして、番組を届けていく必要があると思った。 

 

○ バリバラ～障害者情報バラエティー～「障害と笑い どこまでＯＫ？」について、

大阪教育大学の公開収録であったが、若い人たちだけが陣取り型で後ろにいる様子に

見えない合意を感じた。今回のステージは仕込みすぎていて見えない圧迫感を感じた。 

また、学生にこれは有りか無しかを聞くことは、自己矛盾を犯しているのではないか

という気がした。自信やポリシーを持って番組を出しているにもかかわらず、大学生

に意見を聞くということ自体が、この番組はいったい誰をターゲットとした番組かと

違和感を覚え、大学生に○×で答えさせる番組の在り方について疑問を持った。 

 

（ＮＨＫ側）  

バリバラ～障害者情報バラエティー～「障害と笑い どこま

でＯＫ？」について、今までの審議の中でも好評をいただき、

ある程度視聴者の皆さんにも受け入れられてきたという状況で

はある。今回は、教育に携わることを志す学生たちの場に出て

行き、いろんな人々の意見も聞くということにチャレンジした

企画だったが、痛い・きついという意見もかなりあった。多様

性にチャレンジしていくという点では理解を得ていると思うが、

前に進みすぎである部分に関しては視聴者のご意見も参考にし

ながら、今後も丁寧に番組作りに生かしていきたい。 

 

○ ７月５日(金)の課外授業 ようこそ先輩・選「記事にしよう 未来のふるさと～石

巻日日新聞 武内宏之～」について、宮城県石巻市の市役所・商店街・仮設住宅の３

か所を訪れながら現状の問題点を取材して課題をまとめあげていくというプロセスに

おいて、着実に子どもたちが成長している姿がうまく映し出されていると思った。こ

の番組を見て改めて教育や在り方、大人の役割というものを深く考えさせられる内容

だった。 

 

○ ７月７日(日) の明日へ－支えあおう－「三十一文字の思い～中村雅俊と“震災の短

歌”～」と、７月１０日(水) のＴＯＭＯＲＲＯＷ「亡き人の魂とともに～マリー・ム

ツキ・モケット／作家～」（BS1 後 5:00～5:30）の２つの番組について、３．１１か

ら２年半、悲しみや痛みを短歌で表現していた。宗教番組よりもはるかに宗教番組に
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なっていた。ただ、「明日へ－支えあおう－」については、短歌を詠んでいる人たちの

ことばを先取りしてしまう傾向にあり、彼らの時間と段取りの中で話を進めていく強

引さが非常に目立った。スタジオ出演にとどめればよかったのだが、出演者を現場に

出すということの意味合いがよくわからなかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

するどい指摘をいただき、番組作りに生かさなければいけな

いところも多々あった。大阪放送局だからできる番組作りを積

極的にやってほしいというご指摘は、今後テレビを見ていても

きちんと継続されていると言っていただけるように肝に銘じて

いきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、１９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、事前に視聴してもらった、「新・ルソンの壷「思いを包み 殻を破れ～世

界と戦う中堅企業～」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 中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

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） 

       佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

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） 

＜新・ルソンの壷「思いを包み 殻を破れ～世界と戦う中堅企業～」（森下仁丹） 

（6 月 16 日(日) 総合 前 7:45～8:10）について＞ 

 

○  銀の粒で非常に親しみがあった森下仁丹が、最近、赤字に陥っていたところ、新し

く迎えた社長が再建させたということで気になって見た。社員の危機意識の低下に対

しては、各自に自分の目標を持たせて自立させようと指導したり、社員との壁を取り

払い、彼らの話を積極的に聞いて、取り入れたりすることで意欲が増したことなどを

紹介されており、危機意識と前向きな姿勢が大切だということを感じた。シームレス

カプセルの製造過程の一部が映し出されていた場面では、企業秘密かもしれないが、

もう少し映していたら興味を持てた。 
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○  社長のリーダーシップがどのように発揮されているかということが非常によくわ

かるようにリポートされていたと同時に、社員がいかにトップの意向を理解してフォ

ローしているかということを具体的に示していたことが良かった。社長と社員たちの

信頼関係がよく築かれていると思った。米国企業との交渉の様子についてはテレビで

放送する了承をよくとりつけられたなと思った。 

 

○ 昨年度まで放送されていた「ビジネス新伝説 ルソンの壺」のときから、日曜の朝

はほぼ必ず見ており、非常に好きな番組だ。扱っている題材が企業の戦略や社長・経

営者の施策の紹介であったが、何も分からない私たちにとっても、生活の中にもヒン

トになる、役に立つものがこの番組から出ているのでよく見ていた。「新・ルソンの

壷」に変わって、これまでの「ビジネス新伝説 ルソンの壺」にあったポイントがはっ

きりせず、私たち素人にとってはわかりにくく、これまでの「ビジネス新伝説 ルソ

ンの壺」が持っていた魅力がすごく薄れてしまい、しばらく見ていなかった。今回久

しぶりに見て、作り方がちょっとまた違っていて、ポイントも非常によく分かるよう

になっていた。 

 

○ 120 年の歴史の森下仁丹が経営不振であったということを初めて知った。包み込む

技術、シームレスカプセルの技術をかたくなに守りながらそのノウハウを生かした新

規事業をどんどん打ち出して、世界の相手にチャレンジしているとのことで、社長の

人柄を含め、今の会社の雰囲気を十二分に映し出していたと思う。信頼あるリーダー

シップで経営不振の会社を見事に短期間でよみがえらせた社長の「正直を武器に」と

いうモットーには、なるほどという思いで見た。この番組を見ていつも思うが、２５

分間であるにもかかわらず、実に理解しやすくうまく構成されており、ＮＨＫの取材

力の表れだと敬服している。 

 

○  シームレスカプセル工法という技術力と、強いリーダーシップを感じさせる社長の

存在というものが森下仁丹の強さだと感じた。中堅・中小企業は、良くも悪くも、トッ

プの姿勢が現場に大きな影響を与えるが、今回そういう側面から見た時に、社長の存

在があまりにもクローズアップされすぎていた気がする。シームレスカプセル工法を

確立するまでの苦労話などがあればもっと良かった。 

 

○  今回は、昨年度までの番組に戻った感じで興味深く見た。社長が奮闘しながら社員

の意識改革にあたったことで、今までとは全然違う、120 年の歴史を一変する企業に

変身したということが番組の中で語られていた。“自立せよ”と社内で繰り返し言っ

ているとのことだが、企業の組織の中で自分が核となって歯車を回すということなの

かと思いながら見た。商談が会議室ではなく料亭で行われていたシーンがあったが、
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非常に違和感を感じた。番組のナビゲーターは本当に必要なのか。ナビゲーターはや

めて、アナウンサーが紹介しながらコメントを引き出してまとめていくようにしたら

どうかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

テイストが変わったという指摘があったが、「ビジネス新伝

説 ルソンの壺」は放送開始から６年続いた。７年目に入り

「新・ルソンの壷」となり、この４月からは、企業だけではな

く、プロジェクトリーダーやＮＰＯなど、非営利活動の方々も

紹介しようということで、いろんなところに幅を広げている。

視聴者からも、ある意味テイストが変わったという意見もあれ

ば、もっといろんなところに広げて紹介してほしいという意見

もある。作り手の側からすれば、ポイントが絞れていない面が

出たのかもしれない。 

 

○ 社員も含めて、若い人がこの番組を見たらどう感じるだろうと思った。私から見る

と、オープニングの会議の場面は、すごく威圧的でワンマン的な印象を受けた。番組

のＶＴＲの部分は、完全に社長だけをクローズアップしていて、社員の自立や個性が

全然見えなかった。これだけ知識が集積した社会なので、リーダーの多様性やおもし

ろさを番組の中で紡いでいってほしい。関西らしい、小さいけどぴりっとするような

中小企業のリーダーの多様な魅力を見せてほしいと思った。 

 

○  １０代～３０代は仁丹と言われてもピンとこない人が多いのではないか。しかし、

番組は、仁丹はわかって当然という感じでスタートしていたので違和感を覚えた。そ

もそも仁丹の銀の被膜を作るときに、どんな苦労があったのか、その歴史をきちんと

語ったうえで、シームレスカプセルの開発秘話が紹介されれば、視聴者からするとお

もしろいと思ってみることが出来ると思った。経営不振後の経営改革を社長のリー

ダーシップを中心にまとめていくという形で、２５分の話としてはとても良くできて

いると思うが、これまでの番組とは質がずいぶん変わってきたと感じる。今までは社

長のキャラクターを対話からかなり引き出していたが、それをＶＴＲに依存している

ところに変質の大きな理由がある。森下仁丹が大阪の中堅企業を代表する一社として

頑張っていることの情報発信としては非常に良かったが、番組としてはもっと工夫で

きる余地があった気がする。 
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（ＮＨＫ側）  

番組を６年続けていると、作り手も番組がマンネリになって

ないか、新基軸はないかと考える。４月からは、いろいろ試し

てみたいということで、スタジオトークとＶＴＲのもの、オー

ルＶＴＲのもの、インタビュー構成を取り混ぜたものを何本か

制作している。何が一番ふさわしいのか、現場も試行錯誤して

いる。朝にふさわしい番組ということで定着をはかっていきた

い。 

 

○ スタジオセットが、がらっと変わり、すごくモダンにはなったが、出演者が座る 

ところが掘りごたつのようになっており、机も何もないようなところへ足を入れて 

いるのを見て、女性アナウンサーが座る時つらかっただろうなと思った。日本の場 

合、農村部は人を迎える時、土間形式の接待の方法があるが、四角になって入り口

がどこにも無いということで非常に閉鎖的な印象を画面から受けた。「新・ルソンの

壷」のあと、「さわやか自然百景」が続いて放送されるが、日曜の朝、「新・ルソンの

壷」でぴりっとしたあと、またゆっくりと「さわやか自然百景」の音楽で癒やされて、

という続き方は気持ちがいい。 

 

○  こういった番組を見ていると礼賛礼賛でずっと通されるが、改革をするには何か痛

みがあったり、長所があったり欠点があったりするものだ。そういったところが出ず

に２５分終わってしまうのはいかがなものかと思う。痛みと今後の展開に対しての追

及のしかたについては、だいぶ落ちていると思った。 

 

○ 番組の構成は山場をしっかりと２つ作っており、わかりやすく、日曜朝の時間帯に

２５分見る番組としてコンパクトで見やすい。タイトルから沿っていくと理解しやす

く、そういう面では良い番組だったが、番組で紹介された取り組みは、ビジネス界で

はどうなのか、ポイントをもう少し批評・批判的な点を強調してほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

注目の会社を紹介する時に、褒めるばかりになってしまう危

険性などがある中で、一番本音がでる工夫、演出が必要ではな

いかと思う。社長も社員もカメラがまわっている非日常の中で、

いろいろな言葉が発せられるので、取材者側もうまく選択する

必要がある。 
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○ 「ビジネス新伝説 ルソンの壺」は上田早苗アナウンサーというイメージがまだ

残っている。今のアナウンサーがまだ力を発揮できてないようにも見えるが、本人は

ものすごく頑張っているので、これからに期待したい。番組ナビゲーターが７～８名

いるが、私は今回のナビゲーターの名越康文さんが一番ふさわしいと思う。“名越の

壷”の言葉にもいつも関心を持っていて、教えられるものが多々ある。いろんなジャ

ンルの経営者の方々を取り上げて放送しているので、ぜひとも継続してもらいたい番

組である。 

 

（ＮＨＫ側）  

アナウンサーについては、前任のアナウンサーと比べるとまだ 

まだであるが、海外事情にも精通しているので、彼女の今後を見

守ってほしい。ナビゲーターに関しては、掛け合いというか、お互

いがお互いの良さを引き出せる関係というのが一番よいと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

○ ５月１１日(土)のＥＴＶ特集「仏教に何ができるか～奈良・薬師寺 被災地を巡る

僧侶たち～」について、本来、奈良の大寺のお坊さんは葬儀をとり行う事はないので、

とりわけ今回の震災の現状の中での人々の苦しみ、悲しみに直面することへの戸惑い

は、僧侶であるが故の戸惑いと併せて私達には計り知れないものがあったように思え

た。そういうところが番組の中でもう少しわかるように説明があれば、もっと深い番

組になったのではないかと思った。仏教の教えというものが人々の生活の中に生きて

いるのだろうかと問題提起されているのは非常によかったと思った。ナレーションを

担当した苅谷俊介さんは、現在は考古学の関係で奈良に来ているし、奈良のことにい

ろいろな関わりを持っている。苅谷さんの静かな語り口調は気持ちよかった。 

 

○ ５月１５日(水)のニュースＫＯＢＥ発枠内「ふるさとキャラバン ～小野市～」に

ついて、兵庫県小野市ということで期待していたが内容にはがっかりしてしまった。

小野といえば、そろばんの紹介が多いのかと思ったら、会場には、そろばんでできた

お城があるだけで、アナウンサーの説明も少なく、ビデオもお義理のようにさっと流

しただけだった。ご当地クイズも、見学者は熱心に参加して楽しんでいたが、内容は

ありふれたものであった。地元の小野高校の放送部員がキャプテンとして明るく盛り

上げていたのはよかったが、交流館でクイズのようなものをただ見るだけではつまら

なかった。 

 

○ ニュースＫＯＢＥ発枠内「ふるさとキャラバン ～小野市～」について、神戸近郊 

で、何も珍しいものは無いところだが、もう少し小野の町の歴史や兵庫県の中におけ
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る小野の位置づけを深く掘り下げるような特集があってもよかったのではないかと思

う。こういう形で兵庫県内を回るという神戸局の企画そのものの心意気はよしとした

い。 

 

○ ５月２１日（火）のＲの法則「Ｒ’ｓチャレンジ（７） ヤッホー全日本選手権」

について、若者目線のすばらしい番組なので、この時間帯に放送するのはもったいな

いと思った。ＮＨＫが、若者の視聴者をいかにつかむかがネックになっているとよく

言っているが、「週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！」より、この番組の方がよ

ほどＮＨＫらしいと思う。番組のねらいと進行がとてもわかりやすく構成されていて

すばらしい企画だった。スタジオのＴＯＫＩＯの山口達也さん、麒麟の２人なども若

い人たちの元気のいい雰囲気をうまく盛りあげているのがとても印象的で、上手なサ

ポートのしかたであった。何よりこの番組をさらに盛り上げてくれたのが、ヨーデル

歌手の北川桜さんの存在だったと思う。本番でも私たちの町まで来て、やまびこを利

用した歌を披露してくれたらしいが、人口１万 700 人ほどの私たちの町にとって、こ

んなすばらしい番組で全国発信してくれたことに一町民として大変喜んでいる。 

 

○ ５月２４日(金)のえぇトコ「角×チチの伊丹“音”散歩」について、角淳一さんの

癒やし顔と声で、ほっとする番組に仕上がっていた。のんびりさせられる角さんなら

ではの番組だったと思う。 

 

○ ５月２４日(金)のドキュメント７２時間「京都 縁切り神社」について、初めて見

たが、素直に番組作りができているなという感じがした。プライバシーの問題はどう

なっているのか、ここまで映して大丈夫なのかと思う面があったり、ここまでやって

いるからおもしろいと思う面もあったり、ドキュメントで淡々と進んでいくので違和

感はなかった。ただ、番組の舞台となっていた安井金毘羅宮の位置が全然わからなかっ

た。女優の田畑智子さんも、京都の人間が聞いていても非常に感じのいいナレーショ

ンだった。以前にもお話ししたが、全国に発信している番組はもう少し地理や地域性

を丁寧に紹介しないといけないのではないかと思う。お面をかけて話をさせる場面が

あったが、ＮＨＫ側で用意をしておいて選ばせるというような作為を感じたというの

が正直なところである。 

 

○ ドキュメント７２時間「京都 縁切り神社」について、取材を開始して７２時間と

いう非常に限られた時間の中で、定点的な見方で繰り広げられる人間の行き交う場所

でのドキュメントとして、京都の縁切り神社がどのように描かれていくのかという意

味で興味深く視聴した。プライバシーに配慮して映像の中に顔のぼかしが入るという、

ある面では見ていて非常に違和感を覚える部分もなかったとは言えない。逆に言うと
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現代社会の中で、もがいて苦しんで新たなスタートを切ろうとしている人たちが、人

生の迷える旅人のように全国各地から集まり行き交う場所として、正面から捉えた京

都局のこん身の番組だったのではないのかと思った。一つ気になったのが、今回のモ

ニター報告資料にも出ていたが、インタビューを受けた方が勤める店の名前を画面に

出す必要があったのか疑問に思った。こういう場合の処理はどうしているのか聞きた

い。 

 

（ＮＨＫ側）  

明らかに意図して店名を出すことはしていない。あのカット

を見る限りは店に上がっていく時に最後のほうに店名が映って

いた。考査の立場でいうと、ぼかしてもよかったかもしれない

と思うが、非常に微妙なカットというところだった。 

 

○ ５月２５日(土)の土曜ドラマ「島の先生」について、出演する俳優が粒ぞろいであ

ることもさることながら、村の人たちとの関わりが毎回とても新鮮で、興味深くストー

リーを楽しんでいる。 

 

○ ５月２６日(日)のＮＨＫスペシャル 病の起源 第２集「脳卒中～早すぎた進化の

代償～」について、非常にＮＨＫらしい濃密な取材がされている番組だった。ストレ

スが脳卒中の原因になっているということも含めて非常に勉強になった。秋に放送予

定の「心臓病・うつ病」も楽しみにしている。 

 

○ ５月２６日(日) の古典芸能への招待「歌舞伎座 新開場～こけら落とし四月大歌舞

伎から～」について、インタビューも含めて堪能した。歌舞伎そのものには詳しくな

いが、若い人にも人気が出ているということで、こういう番組を古典芸能の中でやっ

てもらえたらと思う。芸能もすべて東京一極集中で、東京に行かなければこういうも

のを見ることができない。なぜ関西が置いてきぼりにさせられているのかということ

を感じながら見ていた。 

 

○ ６月２日(日)のサキどり↑「カリスマはいらない！負けないチームが日本を救う」

について、現状においてどのような企業運営、そしてそれを可能にする企業文化が必

要なのかうまく伝わってきた。紹介されていた２つの会社のユニークな取り組みとし

て、それぞれに強い個人を作りながらうまくつないでいくというコミュニケーション

の大切さをわかりやすく表現していた。ゲストとして登場していた石田靖さんと人材

育成の会社の代表、それぞれにみずからの体験を元に効果的なコメントをしていたと

思う。社員の元気が企業を活性化させる大きな要因になるということを、この番組を
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見た経営者の方がどう認識してもらえるかということに関心をもちながら視聴した。 

 

○ ６月３日(月)のクローズアップ現代「“最弱”チームは変われるか～桑田と東大野球

部～」について、プロ野球の元投手桑田真澄さんが、東京大学野球部の臨時コーチと

して実績を上げているようだが、ＰＬ学園高校時代に甲子園で優勝し、巨人でも大変

活躍した人がどのような指導をするのかと興味があった。ポイントをしぼって集中的

な練習をさせたり、頭を使って勝つ意識をもたせる指導をしており、考えさせる野球

というものを感じた。 

 

○ ６月７日(金) の「ゆうどきネットワーク」について、東京のあじさい寺で知られる

高幡不動からの中継であじさいの名所が紹介されていた。大阪からの放送なのに東京

から中継をするのかと少々不審な感じがしたが、新番組の紹介を読み返してみると、

全国のスポットをさきのりして伝えるということだったので納得した。この時間帯は、

東京から週４回、大阪から週１回の放送なので、大阪発の番組の時は全国各地からの

中継がもっとあってもいいのではという感じがした。 

 

○ ６月７日(金)のかんさい熱視線「“青い光”とどう向き合う～検証 健康へのリス

ク～」について、ブルーライトが健康にリスクがあることを初めて知った。一般の人

たちにとって、蛍光灯やＬＥＤのブルーライトに健康リスクがあると知らされるのは

初めてではないかと感じた。こうした問題があることを広く取り上げ、知らしめてい

く上ではいい番組であると思った。 

 

○ ６月７日(金)のえぇトコ「文珍・南光のまごころ発見！城下町の旅～滋賀・近江八 

幡～」について、近江八幡の“えぇトコ”と言ってもいろいろあるので、何を取り上 

げてどのような構成でどのような展開になるのかという点を興味深く見た。流れや展 

開は非常にスムーズで無理がなく自然な感じであった。桂文珍さんと桂南光さんの２ 

人は、嫌みが少なくよかった。地元出身の松居一代さんも出過ぎることなく、３つの 

キーワードに沿って近江八幡の“えぇトコ”をスムーズにわかりやすく紹介していた。 

地元出身の案内役として松居さんを起用したことが、この番組が良い出来になってい 

たひとつの要因だった。文珍さんの弟子の桂楽珍さんが田植えの手伝いに来たシーン

があったが弟子などが登場する演出には、違和感を感じる。ナレーションは藤村俊二

さんと中村百合さんが上手に分担しており、全体として、わかりやすく見やすく良い

出来上がりになっていた。 

 

○ プロ野球のボールの問題について、「ニュースウオッチ９」で小久保裕紀さんは打球

が飛ばなくなったから引退したというような解説があったが、結論を誘導するような
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話をしている雰囲気に見えた。何かニュースを作っているような雰囲気に見えたので、

終わったあとに非常に不愉快な感じがした。 

 

○ ６月１０日(月)のクローズアップ現代「老いてこそ挑め～三浦雄一郎 ８０歳の

メッセージ～」について、目標を達成するには、やはり意識改革が必要で、特に前頭

葉を刺激することによって多くのことが成しえるということで、自分もこの番組を見

たあと、紙に書き出して大きな声で朗唱などをしている。 

 

○ ６月１０日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「縁で生きる、感謝でもてなす～

居酒屋店主・中村重男～」について、日本人は、普通の人がすごい。普通の店で普通

の料理人、普通のすごみのようなものを非常に上手に描いていた。奥さんが事故で亡

くなったことを強調しないように節度を持って番組の中に織り込んでいたが、あの

シーンがあることで中村さんが言う、「縁で自分は生かされている」という意味合いが

三重ぐらい深まっている。お客さんのご縁、食べ物は食材のご縁、家族のご縁、命と

いうものをどうわれわれが頂いてその命を使うのか、果たすのかということに、働く

ということの哲学を重ねて見ることができた。食べることは生きることへの感謝とい

うことを感じ取ることができた。 

 

○ ６月１０日(月) のアスリートの魂「“一流”になる 阪神 藤浪晋太郎」について、

まだアスリートとして取り上げるには少々早いのではないかと思ったが、１９歳とは

思えぬほどしっかりした考え方の軸を感じ、人間形成はどのように育まれてきたのか

について大きな関心を持った。一部挫折を体験したエピソードは紹介されていたが、

今回の内容はほとんど入団後のものだった。取り上げるのであれば、彼が育った環境

にスポットをあてて、昨今話題になっている体罰やいじめなどの社会問題、この対応

のあり方に一石を投じるようなメッセージを発信したほうが、単に時の人に注目する

だけではなく少し視点を変えて訴えるといった、ＮＨＫらしさを感じさせるのではな

いかと感じた。 

 

○ アスリートの魂「“一流”になる 阪神 藤浪晋太郎」について、１９歳のルーキー

を、シーズンが始まって数か月の段階で番組にしてしまうのはどうなのだろうかと見

る前に心配になった。ただ、番組を見ると、藤浪投手はとてもしっかりしていてそう

いう不安はあまり感じなかった。“一流になる”というキーワードにスポットを当てプ

ロとして技術を磨くというのはどういうことかということに的を絞って番組を作って

いたのはシンプルでよかった。また、家族を藤浪投手の人間性を語ることの材料にし

なかったところは非常に好感を持って見た。「アスリートの魂」という番組全体のライ

ンナップは知らないが、若い選手だけではなく、アスリートは今日本では第２の人生
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をどうするのかという非常に大きな課題を抱えており、そういうところも扱われても

いいのではと思った。 

  

○ アスリートの魂「“一流”になる 阪神 藤浪晋太郎」について、１９歳の若者が単  

に謙虚なだけではなく自分の持っている能力を客観的に評価しながらさらに磨き上げ 

ていこうという、非常に冷徹な思考スタイルがおもしろかった。単に華やかだけでは 

ない、こういうヒーローの在り方について子どもたちに何か新しいイメージを喚起し 

てくれる逸材だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

「アスリートの魂」については、前の職場にいるときに担当

していた。藤浪選手と日本ハムの大谷翔平選手は別格の人材、

逸材なので早く世の中にアピールしようということで、いち早

く大阪局が動いて制作した。いま、非常に若いアスリートが出

てきて、時代が大きく変わってきている。失われた２０年の中

でも若い人たちはしっかり生き抜いてきていて、私たちが見失

いがちな部分もある。東日本大震災以降、若い人たちの思いや

行動が世の中を動かしている。若い人の視点をもちながらやっ

ていきたい。 

 

○ ６月１３日(木)の仕事ハッケン伝「小島よしお×食品スーパー」について、お笑い

芸人の小島よしおさんが、会社の戦略である感動の売り場作りに、特別扱いされない

真摯な態度で取り組んでいる姿をカメラが上手に追っていた。人間・小島よしおとい

うものをこの番組を通じて見ることができた。迫力ある番組だった。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、１５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２４年度近畿地方向け地域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、「週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！」を

含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、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） 

       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） 

 

＜「週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！」 

（4 月 27 日(土) 総合 後 10:05～12:00）について＞ 

 

○  全般的にテンションが高く、私にはついていけない感じだった。番組全体のざわつ

き感が、見ていてしんどかったというのが率直な印象である。２時間近くあるので、

最後まで視聴するとわれわれの世代からするとかなり疲労感が感じられる。川中美幸

さんの起用で、番組の上滑りを抑えようとしている意図は感じるが、和服での登場は

違和感があった。自分たちの世代が、この番組について意見を言うのは何か違う感じ

がするので、１０代２０代の若者たちの意見を別の機会でいいので教えて欲しい。 

 



2 

○  「ソング・フォー・ユー」のコーナーは、非常に感動した。ツイッターのコメント

を見ていたが、“感動した”“応援したい”などのコメントがあったが、そんな気持ち

を起こさせたのは、歌という結果だけではなく、歌手の近藤夏子さんが母親に丁寧に

取材し、子どもが脳性まひとわかってからの母親の苦しみや家族の思いをしっかり受

け止め、その中から曲を作った過程を丁寧に紹介されていたところだと思う。近藤さ

んとこの企画を制作した人たち、出演された家族にも敬意を表したい。同じような境

遇の人たちに大きな勇気を与えたと思う。 

 

○  昨年度夕方５時台に放送していた時はなじめなくて、なぜＮＨＫがこんな番組を作

ろうとしているのかと思っていた。この時間帯で２時間の番組とはとても危惧すると

ころであるが、昨年度に比べて構成がよくなった。進行役のテンションの高さは気に

なるが、川中美幸さんの自然体のキャラクターが十分発揮できている。この番組の特

徴であるツイッターも、すでにいろいろな方の反応があらわれており、若い人向けの

番組としての対応の仕方としては適切だと思う。見方によっては、この手の番組は民

放に任せておけばいいかもしれないが、私はＮＨＫとしても若者世代にも何か波及が

できる番組の改良を重ね、何らかの形で若者発信をしてもらいたい。 

 

○  川中美幸さんがふだん絶対に着ないような非常にポップな着物を選んで出てきて

いるのに、誰もそれに触れていなかったので、もう少し注目したら良かったのにと

ずっと気になった。「ソング・フォー・ユー」のコーナーは、それだけで番組ができ

るくらい制作の熱の入った素晴らしい仕上がりになっていたが、観客も入れて２時間

生放送ということが、コマーシャルもない中、非常にしんどいのかなといらぬ気遣い

をしてしまう感じが少し残念である。今年度の「あほすき」は、親も子もいろいろな

世代に向けた番組ということで、かえって焦点がぼやけてしまっている感じがした。

ただ、土曜日の朝という時間変更はちょうどいいと思うし、いろんな学校のキャンパ

スや、すごいチームの紹介は、私たちも元気づけられるものがあるので、引き続き積

極的にやっていただきたい。ツイッターの投稿は多いのか少ないのか、量的にどんな

ものなのか、見ていて気になった。 

 

○  今回じっくり見て、本質的には非常に真面目に、社会課題や社会情勢を捉えようと

しているように感じた。ただ、進行役が多すぎて騒々しい印象がどうしても否めない。

また、時間が長いので、後半はざわざわっとした印象で見てしまった。川中美幸さん

は、あまり若者と同化せず、人生の先輩として思ったことをどんどんと言っていただ

く、アドバイザーとしての役割を期待したい。 
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（ＮＨＫ側）  

番組の長さは、ずっと検討していかなくてはいけない課題だ

と思う。確かに１時間半過ぎてスタジオの中がまとまりのない

感じが先週の放送ではあったかもしれない。「ソング・フォー・

ユー」は去年から始めた企画で、ホームページで曲を作ってほ

しい方を募集しているが、２０〜３０件ほど集まっており、そ

の中からいいものを選んで放送する形に定着してきている。ツ

イッターは、この回は 2,400 件あまりだったが、昨年度はだい

たい 700～800 件程度だったので倍以上に集まっている。この数

が多いかどうかの評価は難しいが、夕方５時に放送していた頃

のこの番組のファンの方は引き続きついてきてくださっている

と思う。１０、２０代の意見は、実際に調査をしたことはない

ので、どこかで分析を実施して、参考にしなければいけないと

思っている。 

 

○  この番組は、いろいろな企画を混ぜこぜにしている印象で、「ソング・フォー・ユー」

のコーナーは、視聴率のことから言えば、ほかの時間帯、別の番組で放送したほうが

親切ではないかと感じた。早川解説委員のコーナーがあったが、最近、解説委員が非

常にやさしく、いろいろなところで解説しているのを見かけるのでいい傾向だと思う。

ただ、この番組の中で早川解説委員の企画がいるのかなという感じがした。 

 

○  ながら見をしながら、気になるところがあれば立ち止まってくださいという視聴を

期待されているのではないかと見ていた。元気すぎるという面もあるかもしれないが、

今までは中途半端になりがちなところが、週末土曜日ということで、わりと時間を

ゆったりと使えるようになり、持ち味を出していけるのではないかと期待しながら見

ている。川中美幸さんが若者世代と５０、６０世代のギャップを縮めてもらえる役割

を果たしているのではないかと思った。中継現場とのコミュニケーションがなかなか

とりづらかったのは、送り返しの問題なのか、何か技術的に準備に問題があったのか

ということも教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

地上デジタルになってから中継の時のスタジオとの掛け合い

が非常に難しくなっている。放送局から送り出してテレビで受

信されるまで２～３秒ずれるので、中継先にはスタジオの音を

別の回線で送り返している。映像については、ＩＰ回線を使っ

た送り返しの装置を使って、スタジオの映像を現場に送ってい
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るが、遅延はやはりある。どうしてもスタジオと現場の掛け合

いということについては、若干の違和感が出てしまう。 

 

○  土曜の午前中になり、より幅広い世代の人が見る可能性が高まったと思う。そう

いったことを前提に、番組の内容、構成がされているので、妥当な作りになっている

と思いながら見た。長い時間の中で意味ある番組にするには、視聴者と作っていくこ

とに徹してみるなど、参加しつつ見られるような関わり方がもっと開発されていくと、

生放送の時間というものの持っている壁みたいなものを越えていくことができると

思う。 

○  東日本大震災以来、番組の中でツイッターがライブで並行していくという手法は、

今やかなり定着してきた感がある。ニュース番組や時事番組であればわかるが、こう

いった情報番組の中で、並行して出すツイッターの位置づけというのは何だろうとい

うことをとても考えさせられた。ツイッターとテレビがどう共存していくかというこ

とはこれからの課題だが、情報共有の場は、今はＬＩＮＥが担うようになっている。

進化が早いので、番組の中で使われる場合には、的確なねらいと効果を考えたほうが

いい。 

 

（ＮＨＫ側）  

最初から最後まできちんと構成を積み重ね、メッセージを出

す番組をつくることをこれまでにトレーニングしてきた。なが

ら見をしていただいて、見たいところだけを立ち止まって見て

もらうという番組作りは得意ではないが、試行錯誤していきた

い。ツイッターの利用のしかたについては、番組ファンの参加

感をあおりたいというのが一番の狙いではあるが、視聴者の方

の参加感をどこまで追求できるのか。視聴者と一緒になって作

ることは、一方でクオリティーが下がってしまうことも多い。

どこまで視聴者の参加を番組で流すことがいいのか、その辺も

これからいろいろ挑戦し、探っていきたいと思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

○ ４月１３日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ 「労働者争奪戦～外資に沸く カンボ

ジア～」と５月１日(水)の「島耕作のアジア立志伝」について、両番組ともに、ます

ます加速するグローバル経済の中で、世界の注目を集めているアジア経済について取

り上げていた。「ドキュメンタリーＷＡＶＥ」について、カンボジアの労働事情などの

様々な問題が発生していることが紹介されていたが、例えば、現地の人に任せるといっ

たような日本の企業方法などを番組内でもう少しアピールしたほうがよかったのでは
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ないか。「島耕作のアジア立志伝」について、ＣＰグループのオーナーで華僑のタニ

ン・チャラワノンさんの、自分の会社の今だけでなく将来と周囲との協調を軸とした

投資をする姿は、グローバルな事業展開から逃げ出すことのできない立場におかれて

いる日本の経営者にとっては、非常によい大きなヒントになったのではないかと感じ

た。番組では、映像化できないところをアニメーションをうまく使いながら、臨場感

あふれる場面に仕上げていた。 

 

○ ４月１９日(金)の新日本風土記「衹園」について、衹園という場所はわれわれにとっ

て未知の世界でもあり、非日常な世界であるがゆえに、興味深く見た。舞妓になって

どんな不安があるのか、舞妓から芸妓になる時に、どのような次のステップへの不安

があるのか。心の葛藤、不安、期待などが丹念に描かれており、しかも映像美も感じ

ることができるよい作品だと思った。私が知っている範囲では今までで衹園が取り上

げられた中で、一番よい番組だと思った。 

 

○ ４月２０日(土)の純と愛スペシャル「富士子のかれいな一日」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

8:00～8:48)について、大変楽しく見た。その後の“オオサキプラザ”の人々がどのよ

うに過ごしていたのかもきちんと描かれていた。富士子が圧力靴下を履いて寝ている

ということに大変なリアルを感じた。また、ところどころに、大げさではない、ミュー

ジカル的な演出がはまっていたところも良かった。 

 

○ ４月２１日(日)のＮＨＫスペシャル「家で親を看取（みと）る その時あなたは」

について、よくカメラがここまで中に入れたなというのが驚きだった。これだけ現実

の社会が進んでいて私たちの常識をはるかに超えたことがどんどん起きていっている

ということを実感し、番組を通して非常によく理解することができた。在宅死を扱う

番組は非常に多いが、どこまでテレビは人間の末期や死後に介入するのかということ

について、立ち止まっておく必要があるのではないかと感じている。例えば、カメラ

マンの野心が出てしまうと、どこまで踏み込んでいくのかということに、抑制的なも

のの必要性を感じる。 

 

○ ４月２６日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「ふるさとの記憶をつなぐ」に

ついて、復興段階に入る前の段階としてがれきを全部撤去して、街の様子がさら地状

態になってきたときに、人々の心が非常に不安定になっていくという問題を捉えて、

これを補っていくための模型作りのプロジェクトを紹介していた。これだけの規模の

災害が起きて、ようやく心と環境や風景との関係のような問題に光をあてて報道され

たことは、非常に不幸な災害による痛みではあるが、意味のある報道であったと思う。 
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○ ４月２８日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「イタリアの大空へ！渡り鳥

復活大作戦」について、人の手で育てられたハイイロガンの渡りを復活させようとい

うのがテーマだった。モーター付きのハングライダーを親鳥に見立てて、ひな鳥が一

緒に飛んでいる様子が紹介されていたが、人間とハイイロガンとの絆が見ていてほほ

えましく、画面全体から伝わってきた。 

 

○ ４月２９日(月)「足元の小宇宙～８２歳 植物写真家と見つめる生命～」(総合 前

8:20～9:19)について、８２歳という、年齢に甘んずることなく、どのようなときでも、

植物にことばを発するように優しく語りかけていた。３月２０日(水)のにっぽん紀行 

２０１３春「８９歳のラブレター～大阪・天五中崎通商店街～」(総合 後 7:30～7:55）

での、８９歳の古本屋の店主とも重なったが、ともに年齢に甘んずることなしに、周

りの人に迷惑をかけない自分の生き方というのをしており、また社会貢献を自分なり

にしているというすばらしく模範的なお年寄りたちだ。 

 

○ ５月１１日(土)のＥＴＶ特集「仏教に何ができるか～奈良・薬師寺 被災地を巡る

僧侶たち～」について、大変感銘を受けた。薬師寺の僧侶が自分たちに何ができるか

ということに対して非常に悩み、逃げずに向き合う様子がうまくまとまっていた。当

初は「仏教に何ができるか」というタイトルに不遜な感じを受けたが、ぎこちないな

がらも真剣に向き合っている僧侶の方々が、一生懸命に答えを見つけて前に進もうと

している過程そのものに対して感銘を受けた。 

 

○ ５月１４日(火)のハートネットＴＶ「支えあえば笑顔に～山形・大蔵村の在宅医

療～」について、全体で支えていくというコミュニティーケアが語られていた。文脈

的には、やはりコミュニティーだ、地域だという話になるが、全国的には普遍的な話

ではない。家族に対するもう一つのケアプログラムとしての祖霊信仰や来世信仰とい

うような宗教のもっている公共的な価値をきちんと取り上げていく必要がある。放送

では医療の分野、福祉の分野を取り上げているが、内容的には浅い。そこを突破する

ような、関西ならではの切り口を期待したい。 

 

○ ５月１４日(火)・１５日(水)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ アフガニ

スタン 紛争の果て「アルマジロ～アフガニスタン前線基地の７か月～」について、

アフガニスタンの最前線の基地での若い兵士たちの７か月に密着取材をしていたが、

日本では考えられないような戦闘シーンもすべて映すなど、衝撃的だった。ドキュメ

ンタリーについては、欧米で制作された非常にすぐれた番組や議論を呼ぶ番組がたく

さん放送されているので、放送するだけではなく、これを基にして話し合うような番

組もあっていいのではないか。 
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○ 「為末大が読み解く！勝利へのセオリー」について、スポーツの名将の采配や、戦

術、選手育成法などにこめられた知恵や哲学を読み解くという番組の構成になってい

る。世界選手権で銅メダルをとった為末さんについては、物事を順序立てて理解し、

説明する人だという感じがした。司会も、語りもうまいと思った。 

 

○ 「応援ドキュメント 明日はどっちだ」について、頑張っている人のＶＴＲを見て、

関ジャニ∞の３人が応援する番組だが、彼らは事前にＶＴＲを見ていないので、リア

クションにもリアリティーがあり、そういう意味で新しい感覚の番組だと思う。 

  

○ 連続テレビ小説「あまちゃん」について、楽しんで見ている。「あまちゃん」の良さ

は、朝からワイワイがやがやというところもあるが、「あまちゃん」がこんなに受け入

れられてるのは、大阪局が作った「純と愛」が、今までの朝の雰囲気というのをある

部分崩したからだと思っている。ある部分、大阪局の挑戦があったからこそ、今、「あ

まちゃん」が自然に見られる雰囲気が出ているのではないかという意味においては、

大阪局の貢献は大変大きいのではないか。 

 

○ 新年度の番組編成について、私なりのキャッチコピーで言うと、“新しい、ありがた

い、ＮＨＫをより身近に感じられるようになった”だ。夜の９時から深夜の２時くら

いまでの総合について、「ドキュメント７２時間」などおもしろいと感じられる番組が

ある。「クローズアップ現代」は見逃しても、深夜に見ることができるので、非常にあ

りがたい。また、「Ｂｉｚ＋ サンデー」が日曜日にＢＳで放送される編成も、時間的

にも内容的にも役に立つ編成になっている。 

 

○ ＮＨＫオンデマンドについて、例えば「応援ドキュメント 明日はどっちだ」を見

逃したときには見ることができるのか。オンデマンドについては、どのような選定基

準なのか。また、見たい番組を見逃してしまったときに、ＮＨＫオンデマンドで見よ

うと思うのだが、料金が高い。１番組を見ようとすると 210 円で、見放題パックだと、

月額が 945 円だ。ずいぶんと 210 円のハードルが高い。どういう値段の設定なのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＮＨＫオンデマンドは、基本的に権利をクリアしなければい

けない。一番できないのがスポーツで、権利が非常に複雑になっ

ている。また、課金サービスなので、利用状況を見ながら、よ

く見られるもの、ＮＨＫらしいものということで番組をセレク

トしており、ドラマや「ＮＨＫスペシャル」などはだいたい配

信している。番組の末尾で、オンデマンドで配信している旨は、
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必ず伝えているが、ご指摘のあった「応援ドキュメント 明日

はどっちだ」や「ドキュメント７２時間」に関しても見逃しサー

ビスを行っている。料金について、ＮＨＫオンデマンドに関し

ては独立採算でなければならない。そういう制約の中で現在の

料金設定になっているが、なるべく利用しやすいような料金の

パッケージも検討している。 

 

○ ４月３日(水)の「あすのＷＡ！」について、水曜日の新しいコーナー「まもる」は、

第１回の放送ということで、浮上式防波堤の試運転が行われた様子が報じられていた。

まだ一部の完成とはいえ、見る側も関心を持って見た。この防波堤がある海南市とい

うのは、和歌山県内でもコンビナートなどが集中している点で、災害時の被害が懸念

される場所である。設置の場所等について、取材した和歌山局の中西達一記者が、航

空写真などを使用して詳しく解説しており、納得して理解を深めることができた。和

歌山局の「まもる」コーナーに対する意気込みが、十分感じとれた。 

 

○ ４月９日(火)・２３日(火)の「ならナビ」枠内「南部へようこそ」について、大変

興味深いコーナーで、奈良県南部は、北部に住んでいる奈良市民にとっては、未知の

場所であり、交通の便も良くないが、多くの方々が移住してきたり、またはＵターン

をして戻ってきているということを知ることができた。取材を受けている方が、生き

るということについて含蓄に富んだ受け答えをするので、おもしろく見た。実は奈良

という県は奥深く、いろいろな資源を持ちながら、いろいろな人々によって運営され

ている、大変特異な場所であるということを、奈良の人が知るきっかけになるのでは

ないか。 

 

○ ４月１３日(土)の「クイズで知るびわ湖～小学生チーム対抗環境クイズ～」（総合 

後 3:05～3:48 滋賀県域）について、昨年に続いての２回目で、昨年同様、小学生を

対象としたびわ湖に関するクイズ大会の決勝戦の模様を中心に放送された。問題の後

の解答ごとに解説がされており、小学生のびわ湖学習、環境学習に役立つような配慮

がなされていた。滋賀県出身のテツａｎｄトモのテツさん、高橋メアリージュンさん

を起用していたので、小学生はこのクイズ大会により親しみをもったのではないかと

思う。放送が土曜日の午後ということで、小学生の生活時間を配慮した放送になって

いた。環境にこだわる放送局としての大津局の独自の取り組みとして、今後さらに充

実していかれることを期待したいと思う。 
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○ ４月１９日(金)のかんさい熱視線「“企業の罪”は問えるのか～ＪＲ福知山線脱線事

故８年～」について、ＪＲ西日本の企業としての責任が問われている中で、日本の刑

法制度の限界から企業責任までは踏み込めないというジレンマが取り上げられた。イ

ギリスでは、６年前に企業の罪が問える法制度に変わったことや、いったん事故を起

こせば企業の倒産もあり得るという厳しい法律のために非常に安全対策がとられるよ

うになり、事故が減少したというデータが出ていることなども紹介されていた。日本

では今後どうなっていくのかということも含めて、今後のフォローをしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

かんさい熱視線「“企業の罪”は問えるのか～ＪＲ福知山線脱

線事故８年～」について、翌週には「クローズアップ現代」で

も放送した。制作にあたっては、６年前に新たな法律を制定し

たイギリスのＢＢＣの協力もあり、神戸からもイギリスへ取材

にいくという機会をもうけさせてもらった。新しい取り組みを

している地域に実際に行って取材をしてくると、さまざまな課

題なども見えてくる。組織罰を日本にすぐ導入することができ

るのかどうかはこれからの議論になるかと思うが、問題提起を

することができたという意味では、非常に充実した番組だった。 

 

○ ４月２６日(金)のえぇトコ「電車で湖都古都（コトコト）～大津・石坂線沿線～」

について、非常に内容が多彩で変化もあっておもしろく楽しく見た。比叡山延暦寺で

おみくじをひいたり、近江神宮のカルタ大会で競技カルタの体験をしたり、リバーバ

ギングで川下りをしたりと、体験型の“えぇトコ”紹介という印象を持った。“えぇト

コ”というのはどこの土地でも数多くあるので、番組作りにおいてどういう視点でど

こをどう取り上げるかというのが、そして誰がそれを案内するかというのがポイント

になると思われた。テツａｎｄトモのテツさんが出身の石山高校に行くのに、石山寺

駅で下車したが、ひと言でも石山寺の紹介をすべきだった。 

 

○ えぇトコ「電車で湖都古都（コトコト）～大津・石坂線沿線～」について、サブタ

イトルが、ユニークな形で興味深く、これも「えぇトコ」の魅力のひとつではないか

と思う。以前にドラマ「石坂線物語」を見て、とても感動を受けたことがまだ脳裏に

残っている中での放送で、出演者がとてもマッチしていた。最近の「えぇトコ」は個

人の思い出にひたるという感覚が番組の中で大きかったので、久しぶりに充実した

「えぇトコ」であった。 
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○ ４月２８日(日)の「その時に備えて 南海トラフ巨大地震」（総合 後 5:00～5:30 近

畿ブロック）について、今回の内容はこれまでの同じテーマの番組と比べると、さら

に生活に身近で具体的なものになっており、ますます備えの重要性を感じるように構

成されていた。これまでの災害に関連した放送というと、直前の緊急地震速報という

ものはあるが、基本的には発災後に何を放送するかにということに、大きな焦点を当

てて取り組んできたのだと思う。これからは事前の防災減災のために何を伝えていく

かということを、減災サイクルのなかに位置付けて計画的に公共放送の仕事として組

み立てていく必要がある。 

 

○ 「その時に備えて 南海トラフ巨大地震」について、「ＮＨＫスペシャル」のような

物量やスピードには、圧倒感、圧迫感を感じる中で、大阪、神戸、京都などの都市の

特性というものをローカルな形で提示したということにおいて、一定の評価をしてい

る。地域放送の番組の中で、さらに地域を細分化しながら、地域の防災を見つめ直す

ということが、ある意味で、日常的に物量的な防災・震災報道になじんでしまった視

聴者にとって見ると、もう一度、自分の街を見直すという観点の回復につながる。 

 

（ＮＨＫ側）  

「その時に備えて 南海トラフ巨大地震」について、防災・

減災ということは継続が大事だと思う。「ＮＨＫスペシャル」や

「クローズアップ現代」などの大きな番組もあるが、地域放送

として身近な防災・減災を考えていかなければいけないという

ことで、こうした取り組みを継続していきたい。 

 

○ ５月１０日(金)のえぇトコ「オール阪神・巨人＆神野美伽 大阪泉州 春の味」に

ついて、オール阪神・巨人が出演することによって、番組が非常に和やかになったり、

自然な感じが出ていた。若手が頑張っているのではなくて、ベテランの人が頑張って

いると見やすいと感じた。 

 

○ 夕方６時台のニュース情報番組の「ＫＡＮＳＡＩ ＦＯＣＵＳ＆ＳＰＯＲＴＳ」の

コーナーについて、１２分間のスポーツとニュースをどのような割合で、組んでいる

のか。２府４県の項目は画面に出てくるが、すべてが紹介されることは無いのではな

いか。２府４県のその日のニュースをすべて紹介するようにしてもらえないか。 
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（ＮＨＫ側）  

「ＫＡＮＳＡＩ ＦＯＣＵＳ＆ＳＰＯＲＴＳ」について、基

本的には２府４県のそれぞれの主なニュースを伝えるという部

分と、関西のスポーツとで、大きく１２分間を分けて、半分半

分という考え方でいる。ただ、スポーツの項目の状況にもよる

が、２府４県のニュースについては、項目を挙げて、その全部

にＶＴＲをつけて放送する時間がなかなかない。それでも、３

本でも４本でもできるだけ多く紹介できるように努めていきた

い。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、１０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、「ゆうどきネットワーク関西発」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     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） 

 

＜「ゆうどきネットワーク関西発」」（4 月 5 日(金) 総合 後 5:08～6:00）について＞ 

 

○  比留木剛史アナウンサーと生放送番組の司会は初めての田丸麻紀さんが出演して

いた。北白川疎水や南禅寺などの名所旧跡のほか、大阪・難波でのファッションコー

ディネート、岸和田のだんじり祭りなどが紹介されていたが、田丸さんが明るくさわ

やかな話し方で、番組を盛り上げていたので、気持ちよく引き込まれた。また、多く

の場所を知ることができたので、大変有意義な番組だった。大阪放送局が毎週金曜日

制作するということで期待している。 

 

○  総合テレビの全国放送なので、画期的な番組編成という感じで、非常に関心を持っ

て見ることができた。大阪出身の比留木アナウンサーと田丸さんの２人のキャスター

陣も新鮮で、言葉のはしばしで聞く関西弁のやわらかいイントネーションが、親しく
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感じられ、好スタートだった。ただ、いわゆる関西人が考えている魅力と関西以外の

人たちが、関西について知りたいと思っているところの食い違いみたいなものを、ど

う埋めていくかということは、今後の苦心のしどころだと思った。 

 

○  北白川疎水の桜並木と謎のアパートのしだれ桜をメインに、中川緑アナウンサーが

手際よく紹介しており、テレビで花見をさせてもらったという感じだった。田丸さん

の京都東山界隈と大阪難波、岸和田のレポートと、和歌山局の山崎ひな子レポーター

の紀の川市のレポートもそれぞれテンポがよく、魅力のポイントを簡潔に紹介してい

た。リポートだけでなく、事前準備、編集も非常によかったのではないか。 

 

○  近のＮＨＫの番組はセットの色が非常に鮮やかで、明るくて印象的だと思った。

番組の中で取り上げる題材が、全国放送であるにもかかわらず、あまり紋切り型にな

らないような取材先を選んでおり、非常に好感をもった。番組の中でも、ふるさとを

懐かしんで見ているという内容のＦＡＸが来ていた。実際、私たちの友人の中でも東

京に転勤になってしまったときに、テレビで関西弁を聞きたいといったこと大阪で自

分が住んでいた場所のニュースが見たいという要望は、地元にいる私には想像もつか

ないほど強いものがあると思うので、そのような要望にこたえるような番組構成にな

ればよいと思う。そういう意味でも関西弁をもう少し増やしてもいいのではと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ゆうどきネットワーク関西発」は、コーナーなどについて、

視聴者の意見もふまえながらブラッシュアップしていければと

思う。「行ってみたい！」コーナーについて、もう少しアピール

すべき点があったのではないかという指摘があったが、この

コーナーの素材等については、土曜日に地域向けに放送をして

いる「西日本の旅」をうまく再利用しながら、全国へ向けて発

信する形だ。マルチユースという考え方だが、番組の作り方に

ついて、コーナーの作り方を含めて検討したい。もう少し関西

弁があった方がいいのではということについて、かなり意識し

て作っていると思うが、こうした意見を現場に伝え、よりよい

ものにしていきたいと思う。 

 

○  関西から発信をするということはいいことだ。さわやかな感じが全体的な流れとし

てはあった。ただ、全国放送の場合、たとえば京都の蹴上インクラインについて、琵

琶湖との関連などの説明がなかったので、分かりづらかったのではないか。また、岸

和田のだんじりについても季節感がなかった。 
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○  緊急災害時のバックアップ機能を大阪局が果たすということを含めて、大阪局が全

国に向かって生放送を出すということだと理解している。それに加えて関西エリアや、

西日本のことをきちんと意識し、さまざまな風物やイベントを全国に向けて意欲的に

発信することができるので、期待して視聴した。関西発のユニークな視点や情報をぜ

ひ意欲的に発信してもらいたい。 

 

○  番組の冒頭でその日のメニューを紹介していたが、大変わかりやすい表示のしかた

であった。この時間帯というのは、家にいる子どもを含めての視聴の時間帯だと思う

ので、この点も考慮してもらいたい。「ゆうどきネットワーク関西発」のポスターは、

ゆうどきというには暗すぎる色づかいなのではないかと思う。 

 

○  ２人のキャスターがさわやかで、これまでの関西のこてこてイメージをくつがえし

てくれるのでないかと期待している。これぐらいの方が全国の視聴者が受け入れやす

いのではないか。「週末中継 さきのり」のコーナーはもう少し時間を長くして、各

局のアナウンサーを活用すれば、それぞれの地域の色合いがもっと濃くでるのではな

いかと思う。「行ってみたい！」コーナーについては、親しみやすい生活ぶりがあふ

れるようなものを中心に発信した方が視聴者に受け入れられるのではないかと思う。

また、関西以外の出身者で、関西文化の中で生き生きと活躍しているような人と、Ｂ

級グルメやファッションを盛り込みながら発信していけば、全国の視聴者からの関心

がより高まると思う。 

 

○  ＦＡＸで寄せられた声を紹介していたが、もう少し双方向や視聴者参加をよい意味

での冒険として取り込んでもらえたらと思った。また、視聴者からの声を取り上げて、

視聴者自身がつくる題材を入れたり、制作の若手の人が面白い企画を考えるなど、こ

のようなことがもっと行われると生であることの魅力というのがもう少し広がると

思う。全国から関西に対してのしった激励も含めた、いいコメントを取り上げていく

と、関西の文化を練り上げる役にも立つのではないかと思う。 

 

○  関西発の全国放送ということであった。生放送は、特設ニュースが入ってきた時の

シミュレーション的な体制を組むということで、意義あることだ。関西のニュースを

徹底的に取り上げるということもいいと思うが、今回一番感心したのは、京都の町家

で若い職人たちが起業して巣立っていくという話だった。このようなストーリーは全

国でも通用すると思う。 

 

○  全国放送ということで期待をしたが、やはり定番の関西ニュースと大差なかった。



4 

生放送で初回ということで、無難に考えたのかもしれないが、全国の視点で関西の魅

力を掘り起こしたといえるかどうか。ただ、京都の長屋の大家さんを紹介したのは、

よかった。個人の志が、若い世代の起業を支えているという文脈に、唯一関西らしさ

を感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ゆうどきネットワーク」全体で見ると、これまでは関西地

方での放送がなかったので、関西の話題がほとんど扱われてい

ない。金曜日は関西発ということで、関西にこだわるニュース

を出す。また、ふだん着、旬の感覚、暮らしぶり、そうした自

然な関西の状況を全国に発信できるようにしていきたい。初め

ての生活情報番組ということで、番組が定着するには少し時間

がかかると思うが、少しずつ定着して関西の良さを発信してい

ければいいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

○ ３月９日(土)のシンサイミライ学校 いのちを守る特別授業「私たちがふるさとを

守る～“釜石の奇跡”片田敏孝教授と子どもたち～」（Ｅテレ 後 3:00～4:00）につい

て、片田敏孝教授が防災教育の重要性を、時間をかけて指導しており、見る側にも熱

意が十分伝わる番組内容であった。教育現場での防災教育は想像以上に必要だと思っ

ているので、有益な番組だったと思う。 

 

○ ３月１５日(金)のカラフル！～世界の子どもたち～「おどらへん気持ち」について、

男女の性差を敏感に感じ始める年頃の心の変化やうつろい、成長していく様子を簡潔

に１５分にまとめていた。また、この番組には世界のシリーズもあり、万国共通の子

どもの成長の様子をよく描いており、面白い番組だった。 

 

○ ３月１５日(金)のＢＳ１スペシャル「海をわたる“震災漂流物”」（BS1 後 11:00～

16 日(土)前 0:49）について、漂流物の処理についての問題やいろいろな影響が問題視

されている中で、東北の方と拾いあげた人との交流というほほえましい光景が、ほっ

とする情報として紹介されていた。また、科学者サイドでの漂流物をめぐっての分析

もあり、２部構成になっていたことが理解をしやすくしていた。 

 

○ ３月１５日(金)の新日本風土記「大阪 法善寺界隈（わい）」について、大阪の中で

も法善寺界隈は独特の雰囲気を持っていると思うが、この雰囲気をうまく伝えていた。
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場面に応じて変化するナレーションも雰囲気をうまく醸し出し、効果的なものになっ

ていた。 

 

○ 新日本風土記「大阪 法善寺界隈（わい）」について、映像の質も非常にクオリティー

が高く、歴史と文化もさりげなく挿入されていて、全体としてよくまとまっていたと

思う。一方で、この町をある程度知っている人からすると、誰も文句を言うことので

きない取材先が並び、非常にそつのない企画をしている印象を持った。全国の人が見

る番組なので、それでいいと思う一方で、ある程度知っている人間からすると意外性

がやや乏しいと感じた。 

 

○ 新日本風土記「大阪 法善寺界隈（わい）」について、とても丁寧に取材されており、

上質のエッセイ集を読むような感覚に包まれた。「人情の街」という安易なレッテルで

ごまかさず、人情の底辺にある機微に深く立ち入っていた。 

 

（ＮＨＫ側）  

「新日本風土記」について、ディレクターの意識としては、

なぜ、法善寺横丁の一角に、ああいう秩序情緒、空間文化といっ

たものが保たれているのかということがあった。法善寺横丁の

情緒というものはお店の経営者である大将やおかみさんが、

ちゃんとお店の中で立っているということが生み出しているの

ではないか。そのような観点で選んでいくと、どうしても定番

のお店になってしまったのかもしれない。 

 

○ ３月１９日(火)のにっぽん紀行 ２０１３春「無給スーパー奮闘記～広島・福山 熊

野町～」（総合 後 7:30～7:55）について、高齢者の意気込みや、地域のために頑張っ

ている方々の姿をうつしとっており、今までと違う「にっぽん紀行」で非常に関心を

もった。地域の高齢者が引きこもらずに、地域のために無給でボランティアを頑張る

姿もひとつのあり方と感じた。 

 

○ ３月２３日(土)のバレーボールＶ・プレミアリーグ －女子－「久光製薬×ＮＥＣ」

（BS1 後 1:00～4:49）の中継について、ファイナルセットにまで至る白熱した試合だっ

た。予定時間を大幅に上回る試合だったが、マルチ編成で継続放送をしていたのは、

的確な判断だった。 

 

○ ３月２５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「さらなる進化へ 本田圭佑・

５００日の記録」（総合 後 7:30～8:43）について、500 日の密着取材ということで１
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年半以上にわたり本田圭佑選手を追いかけており、さすがＮＨＫだと感じた。実際の

インタビューなどを聞くと、一流のサッカー選手だけあって物事の考え方がはっきり

していた。ただ、なぜ彼がロシアのプレミアリーグで活躍しているのか、分かりにく

いところもあった。 

 

○ ３月２７日(水)の「石坂線物語～滋賀発地域ドラマ～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～

10:59）について、滋賀の石坂沿線は見知らぬ土地だが、光景がドラマにマッチしてい

て、濃縮された見ごたえのあるドラマに仕上がっていた。県域で放送した番組が全国

放送されるのは、それだけでも価値がある。このような企画はこれからもどんどん継

続してもらいたい。 

 

○ ４月１日(月)のワイルドライフ「イスラエル 砂漠の断崖 巨大角の闘士アイベック

スが激突する」について、画面の美しさと撮影者の技術はもちろんのこと、撮影する

根気、体力の限界に挑戦している困難さというようなものに敬意をもった。 

 

○ 連続テレビ小説「純と愛」について、ずっとあたたかく見守っていたが、 後まで

違和感が払拭（ふっしょく）できなかった。それに比べて、今回の「あまちゃん」は、

脚本の宮藤官九郎さんは小学生時代から連続テレビ小説をずっと見ていたそうだが、

連続ドラマのことをわかっている脚本家が書いている感じがする。 

 

○ 連続テレビ小説「純と愛」について、終わってみると極めて現実に即したストーリー

展開だったと思う。 後はハッピーエンドが常識であり、私自身も含め、多くの視聴

者もそれを期待していたと思う。 後は愛の回復が見通せないという非常にアンハッ

ピーな状況で終わったが、確かに現実としては もありえる状況だと思った。非常に

現実に即したドラマ作りという作者の意図なり、主張が出ていたと思う。従来の連続

テレビ小説らしくないが、なぜか次が見たくなるドラマだった。連続テレビ小説のあ

り方に一石を投じた作品だと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

連続テレビ小説「純と愛」について、比較的６０代、７０代

の方々の反応が厳しかった。ただ、チャレンジした意味はあっ

たと思っている。反省するところは多々あるが、放送期間中に

ファンミーティングを大阪で２回、沖縄で１回行ったところ、

とても熱心なファンの方もいた。ブログなどで取り上げていた

方も大勢いらっしゃって、初めて連続テレビ小説を見たという

方が意外といた。連続テレビ小説を実験ドラマにしていかがな
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ものかというご指摘もあるが、ある種一歩踏み出してみたこと

で、反応があったことも事実である。「純と愛」がまだ終わって

いないような、気になって続きが見たいという声も多々よせら

れている。 

 

 

○ 「あさイチ」で出演者の私事や雑談が多いように感じる。公共の電波では、私事や

雑談はできるだけ控えないと、しらけた感じになる。 

 

（ＮＨＫ側）  

「あさイチ」のキャスターについて、ある種の親しみやすさ

を意識し、なるべくふだんに近い井戸端会議的な感じで話して

伝えていこうという事だと思う。この辺りはどうバランスを

とっていくかである。 

 

○ ３月１日(金)の「ニュースＫＯＢＥ発」枠内「“津波避難マンション”住民の悩み」

について、南海トラフ巨大地震への備えに向けて、住民の人たちが行政に任せるだけ

でなく、自分たちは何をしたらよいか、何ができるかということを住民同士で積極的

に総会をもって話し合う姿に感銘した。１８年前の阪神・淡路大震災の時と住民たち

は入れ替わっていると思うが、このような会には震災を経験した人たちが多く加われ

ば、よりよい会になるのではないかと思った。また、一時避難場所として、どういう

課題を克服しなければいけないか、今後の展開をフォローしてもらいたい。非常にい

い企画だと思う。 

   

（ＮＨＫ側）  

「ニュースＫＯＢＥ発」枠内「“津波避難マンション”住民の

悩み」について、大阪をはじめ管内各局で、南海トラフ巨大地

震については継続して課題を取り上げていきたいと考えている。 

 

○ ３月１１日(月)の「あすのＷＡ！」について、東日本大震災からちょうど２年とい

う日の放送で、震災の教訓を和歌山にどう生かすかという課題について、ニュースの

中で端的にまとめて報じていた。 

 

○ ３月１５日(金)のショートドラマ「石坂線物語」ｖｏｌ．３「おかえり」（総合 後

7:32～7:57 滋賀県域）について、非常にわかりやすいストーリー展開だった。２人の

出演者もそれぞれの役どころをよくつかんで演じていた。出演者の表情をカメラが
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しっかりと追っていって、心の動きもうまくカメラワークで捉えていたように感じた。 

 

○ ３月１５日(金)のかんさい熱視線「がん治療が変わる～知られざる“がん幹細胞”

の脅威～」について、がん細胞の中にがん幹細胞というものが入っているということ

を初めて知った。徹底的に取材し、限られた時間の中で 先端のがん医療の動向を非

常にコンパクトにわかりやすく作っていた。非常に論理的な構成であったし、先端の

がん医療がよく理解できる内容であった。もっと素材はあると思うので、さらに全国

発信に向けて、視点を絞り掘り下げた取り組みを期待したい。 

 

（ＮＨＫ側）  

３月１５日(金)のかんさい熱視線「がん治療が変わる～知ら

れざる“がん幹細胞”の脅威～」について、これは京都放送局

と大阪放送局との共同制作で、かなり 先端の研究を取り上げ

た。がん幹細胞そのものを番組で扱うということはなかなかな

く、かなり専門家の方にアドバイスを受けながら作った番組

だった。 

 

○ ３月１７日(日)の京都スペシャル「竹内栖鳳 日本画に革命を起こした男」(総合 後

1:50～2:35 京都県域)について、日曜美術館の素材をマルチユースすることで、さら

に地域放送局の制作力を示そうとしている点が非常によかった。 

 

○ ４月７日(日)の新・ルソンの壷「“一席三鳥”の寄席～天満天神繁昌亭～」について、

今回から企業のみならず、非営利団体も含む新しいスタイルに生まれ変わった第１で、

キャスターも変わったが、違和感なく見ることができた。これまでの「ルソンの壺」

で取り上げられてきた企業はすばらしい企業であり、それらの企業に共通していたの

が、今回の繁昌亭の成功の秘けつとなった中長期的な視点を重視した一石三鳥の考え

方だと思う。落語家の信念を大切にして、行政の力を借りずに取り組んだことも、落

語の質を落とさずにお客さんから見て楽しめる笑いを維持したということにつながっ

たと思う。新シリーズのスタートとして掲げるのにふさわしい内容だった。 

  

（ＮＨＫ側） 

「新・ルソンの壷」については、従来路線の元気な中小企業

そのものも紹介していきたいと思っている。 

 

○ 「週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！」が土曜日の午前中に放送されること

になったが、発展的で集約的な編成をしたと思う。編成に際して、この番組の性格づ
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けや制作上で留意している点、特色として打ち出したい点について、教えてもらいた

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

これまで「あほやねん！すきやねん！」は夕方の時間でがん

ばってきたが、やはり若者の在宅率をみるとなかなかテレビの

前にいないということもあり、まだ在宅率の高い土曜午前で、

今までのノウハウを生かしつつ新たなスタートを切った。今ま

でと違うのは若者を応援する番組で、学校や仕事や文化、グル

メなどを取り上げていくが、一方で若者の親世代にも楽しんで

もらいたいと思っており、川中美幸さんに登場していただいた。

若い人に見てもらうのはＮＨＫにとっても一番弱い部分で、大

事にしなければいけない部分であるが、親が関心のあるテーマ

を取り上げていきたいと思っている。 

 

 

○ 「おうみ発６１０」について、４月以降、「関西フォーカス」で近畿各府県のそれぞ

れの県域における大きなニュースを伝えていることは、非常によい取り組みである。 

 

（ＮＨＫ側） 

夕方ニュースの「関西フォーカス」について、この４月から

各県のトップニュースをひとつずつ入れる形式にした。今まで

はニュースの項目を優先していたが、簡単な地図をいれながら

紹介していくことで、各地域で見ているみなさんにより密接に

伝えたいという意向である。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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