
平成２７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、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、前回の番組審議会での答申を受け「平成２７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２７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、事前に視聴してもらった、歴史秘話ヒストリア「新常識！歴史ＮＥＷＳ

～日本史を変える１０の発見～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を

行った。 

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

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

副委員長   牛尾 郁夫（成安造形大学 学長） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

田辺 眞人（園田学園女子大学 名誉教授） 

西田 賢治（大阪商工会議所 常任参与） 

原  さだ（（財）龍神村開発公社 専務理事） 

 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「新常識！歴史ＮＥＷＳ～日本史を変える１０の発見～」  

（２月４日(水) 総合 後 10:00～10:43）について＞ 

 

○  新事実が見つかったという部分と、新事実が見つかったので定説が変わってしまう

という部分と、新事実は見つかっていないが技術が発達したためにこういうことが分

かるようになった、という３つのポイントがあったが、その説明が少しごちゃごちゃ

になっていた。番組冒頭で、鎌倉幕府成立の年についての話があったが、今までは

1192 年成立とされていたのが、今度 1185 年成立に変わったということではなく、ひ

と言でいうと、実質をとるか形式をとるかということ。本来は形式の完成された 1192



  

 1

年。文部科学省の“推薦”がかつて 1192 年だったのが 1185 年になってきているとい

うことで、特に新しい発見というものではない。それから、浜松城で家康の時代の堀

の跡が見つかったという話の中で、「土を掘っただけの石垣で固めたりしない素掘り

で、質実剛健を尊んだ家康らしい作りだった」という説明があったが、家康が浜松に

いたのは 1570 年代のことでその当時はまだ戦国の時代で、お城でまだ石垣を作れな

い。石垣を築くということは敵に隙を見せることになり、戦いが無くなった時代には

それができるが、その時代にはできなかった。石垣を築かなかったのは、決して家康

が質実剛健だったからということではないと思う。また、吉田松陰の直筆の手紙、あ

るいは坂本龍馬の手紙は新しい物としての発見で、これから歴史の見方が変わってい

く可能性があると思う。本能寺の変と四国との関係も従来から言われていた話だが、

確証が無かったものなので、これによって定説が変わっていくだろう。全体としては

おもしろく、視聴者もかなり喜んで視聴したと思うが、直接歴史に関わっているわれ

われから見ると、少し気になることもあった。それほど重大なことではないが、専門

領域に関わる人間としてひと言付け加えた。 

 

○  ふだんとは少し違って内容がいくつも並んでいたので、当然のことながらそれぞれ

の内容に深みがなく、いつもと雰囲気が違っていてもの足りなかった。ただ、科学技

術の発展で分かってきた新事実、昭和天皇の実録集のところで「一部の人しか知らな

かったことが明らかにされるのも１つの新事実です」とコメントがあり、そういう見

方もあるのだと聞いていた。神社やお寺、豪族の家からだけではなく、一般の家から

もいろんな資料が出てくることになると、今後もいつどんなものが出てくるか分から

ない。今まで自分たちがこうだと思っていたことが覆されることが、こんなにたく

さん出てくるのだということを改めて知ることができ、今後もこういうことが増えて

いくのだろうという期待と予想もさせてもらえる番組だった。 

 

○  2014 年に新たに明らかになった日本の歴史にまつわるニュースの中から専門家と

視聴者の投票で注目度順にランキングを作ってこれを紹介するという、この番組の新

しい試みということで非常に興味を持って拝見した。歴史を変える発見として選ばれ

た上位１０項目の多くは、その時々のニュースで報道されていて記憶に新しいものが

あったが、今回こうして１０項目まとめて見ると、やはり新しい史料の発見などで歴

史の研究が休みなく進んでいるのだということがよく分かった。また、それとともに、

今まで歴史の常識と思っていたことが変わっていくのだということを改めて感じた。

卑弥呼の鏡を３Ｄプリンターで複製し、元の鏡の完成度を検証すると同時に、魔鏡現

象が生じることを確認できたことによって、当時の人々の信仰心についての研究を深

めることができたというところは、最新の科学技術が歴史研究に応用され、これまで

の手法では達成できなかった成果をあげていることを示す１つの実例として印象深
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かった。最後に年明け早々、吉田松陰直筆の手紙が発見されたことが紹介されていた

が、これからも、新しい発見や研究成果を基にして、歴史上まだ知られていないこと

を知りたいという好奇心に応える番組を作り続けてほしいと思った。 

 

○  ランキングされた内容が歴史上の常識を大きく覆すものばかりなのかと少し疑問

を感じる部分があった。手紙で判明した松尾芭蕉の人柄は、ほのぼのとしておもしろ

いとは思うが、日本史を変えるレベルのものなのかと考えると、テーマが大げさなの

ではないか。大げさにすることで人の関心を高めるやり方もあるので決して否定はし

ないが、そう感じたのが正直な印象。 

 

○  ふだんの「歴史秘話ヒストリア」は、１つのテーマを深掘りする形だが、今回はそ

ういうスタイルではなかった。１０項目並べてランキングにすることで、「次はなん

だろう」と興味をかきたてられるおもしろさがあり、いつもと違う感じで楽しかった。

ランキングにするときに、歴史家と一般視聴者のネットでの意見との間にはかなりズ

レがあったと思う。歴史家が史実として重要だと思うことと、一般の歴史マニアがわ

くわくするレベルが違うと思うが、このあたりはどのように得点化したのかが気に

なった。 

 

○  専門家といっても、ほんの一部の分野を深く知っているという方ばかりなので、た

くさんノミネートされているものを半分以上それなりに理解できる人はあまりいな

いのではないかと思った。そういう意味では、専門家と言われる人たちがどういう投

票行動をとったのかが気になった。また、一般の人は広く浅くいろんなことを知って

いると思うので、その部分にも非常に興味があった。そうやって苦労して集めたもの

が反映されているということでおもしろかったが、盛りだくさんだったので１つ１つ

はあっという間に終わった。気になったのは、３Ｄプリンターで魔鏡を複製した三角

縁神獣鏡で、ニュースで見たときは感心したが、「全く同じようなものを作った」と

いう部分が気になった。成分は非常に近いもので作ったと思うが、作り方は全く違う

はずなので、魔鏡現象のテストとしては十分な複製だったが、完全複製という表現が

少し気になった。違いもあるということもニュアンスとして出すような表現のしかた

が望ましいと思った。 

 

○  今回の番組では、最新の科学技術が歴史的な謎の解明に大きな力を発揮しているこ

とに大変強い興味を覚えた。実は産業界でも３Ｄプリンターはもの作りの面で非常に

注目をしており、どんどん技術が進んでいて、利用できる素材についてもいろいろ開

発されている。今回、そういった最新の技術を使って、卑弥呼の鏡とも言われる謎の

解明につながるかもしれないという期待を抱かせる内容だったので、大変おもしろく
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見た。同じように高感度のカメラとデジタルの解像技術を使って肉眼では見えなかっ

た弥勒磨崖仏（みろくまがいぶつ）の姿や、勝手神社奉納額がくっきりと読めるよう

になったというのは本当にすばらしいし、こういったことがどんどん進んでいけば新

たな歴史の解明に大きく役立つのではないかと思う。当然のことながら、従来からの

地道な発掘作業や資料に基づく研究があるが、これに科学技術が加わると本当に画期

的な歴史の解明につながるのではないかという期待を抱かせる内容だった。 

 

○  今回 100 件について独自のランキングを付けるため、重要度や注目度の高いものに

ついては専門家にアンケート調査をして採点し、ホームページの投票で順位を点数化

した。このプロセスで逆に感じたのは、番組を制作する側が、いろいろコンテンツを

制作してきた中で、手応えを確かめてみたいという思いがあったのかな、という気が

している。１０の新発見について、盛りだくさんでもの足りなさが残るだろうけど、

過去のいろんな出来事の中からランキングをつけて、より興味深い形で再構成してい

くところは大変よかったと思う。ふだんと違う形ではあるが、こういった試みは、改

編期が近い時期を狙ったものなのか、制作サイドの意図もぜひお聞きできればと思う。 

 

○  歴史番組について以前から指摘しているが、もっとテレビ番組の中で片方の意見を

聞くだけではなく、論争させる場面がないのはおもしろくないし見ていて頼りない。

ＢＳの歴史討論番組もあるが、こちらでも長々とやっているだけ。昔の松本清張と坪

井清足が、時間が足りなくなるくらい論争しているのを見ていたのが懐かしい。そう

いう激論し合うような歴史番組を考えていただかないと、ある１つの意見を一方的に

聞くことになるのは危険であり、そういうことに対してイライラしている学者や歴史

ファンもいるのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

「歴史秘話ヒストリア」は大阪局が作り始めて７年目。番組の使命

は、ふだん歴史に興味がない、あまり専門的な知識のない方々に歴史

に興味を持っていただく、そこを入り口にして日本の現在に至るまで

の歴史に思いをはせていただくというところにあると思う。番組自体

は、非常に間口の広いところから歴史の世界にいざなっていくという

意図で制作している。通常は、例えば「桜田門外の変」の１発の銃声

を取り上げてなぜ鉄砲が使われたかなど、１つのエピソードを深掘り

していくが、今回は１０の新発見についてランキングを付ける形で制

作した。制作者の意図は、「歴史のいろいろなおもしろさを皆さんに分

かっていただくための入り口にしたい。歴史というと、どうしても世

界史、日本史といった学校の授業とイコールの部分があるが、その中



  

 4

でも鎌倉幕府の成立に関して、あるいは和同開珎に関して解釈が変

わってきていることなど、それぞれの時代によって、光の当て方によっ

て変わっていくという深さまで導いていきたい」ということだった。

かつて「歴史秘話ヒストリア」という番組は、戦国時代の有名な武将

を取り上げているイメージがあったが、近年は、古代や近代以降など

歴史を扱うステージを広げてきている。そうした中でこういう１０項

目のランキングが生まれてきたと思う。なぜ大阪局で歴史番組ができ

るのかについては、歴史の宝庫であるという地の利を生かしているか

らである。今大阪局の中でも、歴史というジャンルに関しては、専門

家も含めて、東京にも負けない制作スタッフを育成している状況であ

る。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２９日(木)放送のクローズアップ現代「詐欺カンパニー～“普通の会社”があ

なたをだます」について。時間的制約もあり、掘り下げが十分でなかったような印象

を受けた。せいぜい坪 1,000 円ぐらいの二束三文の土地が、例えば８０倍の価格で売

れるはずがないと思うし、多種多様なクレジットカードがあふれて競争が激化してい

るカードビジネスへの新規参入というのは非常に困難である。また、１人当たりの国

民所得が 1,000 ドル以下のＬＤＣと言われる開発途上国のカンボジアへの不動産投

資は、冷静に考えれば、まず信憑（ぴょう）性やリスクに気が付きそうなのに、なん

とかお金を増やしたいという人間の欲望が判断を誤らせたのかと感じた。今後もいろ

いろな詐欺が出てくるのではないか。有罪でも１０年以下の懲役にしかならないので、

厳罰化してはどうか。ＮＨＫが警察や消費生活センターなどと連携して啓発する番組

を作る必要がある。小学生のころから教育する必要があるのではないか。 

 

○  クローズアップ現代「詐欺カンパニー～“普通の会社”があなたをだます」につい

て。こういう啓発番組をなるべく早く先取りして何度も何度も制作して放送すること

はＮＨＫの本来の役割であり望ましく、非常に興味深く拝見した。分かりやすくき

ちんと実態を伝えていたと思う。ただ、調査費手数料に３８万円を最初に取るという

部分があったが、不動産を売る会社なら売った成果が出れば、それについて一定の手

数料を取るというのが普通で、最初に弁護士の着手金のように３８万もお金を取ると

いうことを簡単に信じてしまうのか、という部分がまず引っ掛かった。土地を持って

いると、自分の住宅がある土地がどれぐらいの相場なのかというのは普通気になり、

どれぐらいか把握しているはずなのに、どうして５０倍、100 倍の値段で売れるとい

うような話に飛びつくのか、というところがどうしても引っ掛かってしまう。欲が全
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面に出て、「もしかしたら」というようなところが詐欺師のつけ込む土壌になってい

るのではないか。社員も知らなかったと番組では言っていたが、普通に営業をかけて

手数料を取って月６０万というのは大変な高給取りである。お客と接したときに、自

分が高い相場でだましながら売っているということや、通常でない高い給料を取って

いることや、自分の説明している商品についてなんとなくおかしいということを感じ

ないということも理解できない。善意で解釈すれば、知らないふりをしている、知ら

ないと自分に言い聞かせている社員が多かったのではないかと思う。できればそう

いった部分も掘り下げて取材して番組に反映させてほしいと思う。 

 

○  クローズアップ現代「詐欺カンパニー～“普通の会社”があなたをだます」につい

て。少し前までオレオレ詐欺は世間の情報に疎い高齢者や家族の情につけいる非常に

卑劣な詐欺だと思っていたが、今回のカンパニー詐欺は実態を初めて詳しく知って、

どう考えればいいのものなのか困惑した。普通の企業を装って詐欺で利益を得るため

に投資もして堂々と営業活動をしているので、だまされた方もだまされたとなかなか

気がつかないし、１人当たりの被害額もあまり大きくないので、だまされた、なんと

なくおかしいと思っても被害を訴えず泣き寝入りするため、どんどん被害が広がって

いく。そういう実態や仕組みが説明されるにつれ、これはある種のビジネスだという

感じがした。これだけしっかりビジネスの形をとっていて、やろうと思えばビジネス

にできるはずなのに、詐欺をした方がもうかるという社会の仕組みもおかしいという

感じもした。 

 

○  クローズアップ現代「詐欺カンパニー～“普通の会社”があなたをだます」につい

て。いつの時代もこういう犯罪は存在していると思うが、ここまで巧妙にひきょうな

やり口で人をだますことに腐心する日本人が増えてきたことに、怒りを通り越して

「日本のモラルハザードもここまで来たか」と情けなくなった。２人のコメンテー

ターの話は非常によかったと思うが、番組自体の尺が短いため、一方的にしゃべるだ

けで、視聴者にとってはなかなか理解しにくい。ああいう大事な部分は、パネルか何

かできちんと示しながら紹介しないとちゃんと伝わらないのではないか。やり口とし

ては許せないものなので、ぜひともこういった報道を続けて、事件の発生を未然に防

いでもらいたい。また、もっと尺の長いＮＨＫスペシャルなどで、シリーズとして取

り上げるなどして、こういう事件が増加する社会状況にメスを入れてほしい。それが

メディアの大きな役割だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

         キャンペーン的な報道は何度も繰り返していかなければならないと

思う。例えば「おうみ発６１０」の中で、だまされるなというキャン
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ペーンをこの１年ぐらいやっていたが、ぜひ大阪でも取り組んでみた

いと思っている。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」について。やや不自然なエピソードが気になった。１

つ目は北大路欣也さん。必然性や今後の伏線としての役割もなく、突然現れて突然

去って行く感じだった。余市でマッサンがウイスキーを造っているといううわさを聞

いて突然やってきたそうだが、出資者も知らないのに、なぜ知っているのか。その後、

彼が実は作家で、彼が新聞に書いたものをマッサンが目にする。たぶんあの当時の余

市で東京の日刊紙は読めなかったと思う。じゃあ北海道の日刊紙に書いたのかとも

思ったが、そういうわけでもない。整合性のないエピソードをつなぎ合わせたという

印象だった。２つ目は、エリーが特高に連れて行かれそうになるときに、海軍の上級

士官が現れて助ける。北海道には海軍は無い。となると、彼はそのとき何の用事もな

く余市にいることになる。エリーが助かってよかったが、とても都合よく現れたのが

嫌だった。幼少期・少女期のエマの英語は、赤ちゃんのときからネイティブのお母さん

の英語を聞いて習ったのに、あの程度かと非常に不満だった。ＮＨＫはことばを大切

にしていると日ごろ思っている。シャーロットさんへの日本語指導、大阪弁、会津弁、

広島弁の方言指導を丁寧にしているように、あの年代の子にちゃんと英語を指導すれ

ば、もっと上手な英語にはなったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

         小学生のエマの英語に関してはさまざまがご意見があったが、次に

出てくるエマはパーフェクトだと思う。 

 

○  番組紹介について。「マッサン」の紹介をいろんな段階で目にするが、例えば、「大

人になったエマが今度登場します」という紹介のときに、アメリカから恋人を連れて

帰ってくるシーンが出ていた。当時少女のエマは一馬と恋もしていなかったが、一馬

と恋に落ちたとたんに、「あ、一馬は死ぬんだ」ということが分かってしまう。最終

のロケ収録の紹介で、エリーの臨終の場面が出てきて、最終回でエリーが死んでしま

うことが分かってしまう。朝ドラのファンとしては、この先どうなるのだろうと自分

で想像してわくわくドキドキするのが楽しみなので、先が分かるような紹介をするの

はやめてほしい。「マッサン」のモデルとなった会社もウイスキーが売れに売れてい

るが、ウイスキーというのは５年前、１０年前に作った原酒で作るので、原酒が無く

なると増産ができない。今、店頭からウイスキーが無くなり始めている。それぐらい

ＮＨＫの影響力はすごいのだと実感している。ただ、ウイスキーがこれだけ売れてい

るということは、その一方で売れなくなっているお酒、あるいはお客様が来なくなっ

たお店があるはずである。また、ほとんど２社寡占状態になっている国産ウイスキー
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について取り上げることは、公共放送として本当によかったのかどうか疑問に思って

いる。 

 

（ＮＨＫ側） 

         「マッサン」の番組紹介については、ここまで来たら視聴者にどの

ように見ていただけるかというのが分かっているので、番組が始まっ

た頃の紹介のしかたとは、やはり違うのだろうと思った。なんでもかん

でもあるものを全部出すという紹介のしかたには、検討の余地もある

と感じている。楽しめるところは取っておくというのがいちばん重要

なので意識してやっていきたい。そもそもの原点が、「夫婦の愛と冒険

の物語」。アドベンチャーだということで、ウイスキー作りにかけた長

い旅がだんだん最後を迎えていくということになっていく。ぜひ夫婦

の愛情物語という視点でご覧になっていただければと思う。 

 

○  ３月１３日(金)放送の課外授業 ようこそ先輩「つくろう民謡 歌おうふるさと～

三味線奏者 吉田兄弟～」について。以前に総合テレビで放送していたときによく見

ていた。吉田兄弟にも興味があったので視聴した。この番組は各分野で活躍する著名

人が、出身の小学校に出向いて、後輩の小学生たちに自分の得意技、もしくは技術を

駆使してメッセージを伝える授業を実施する様子を記録した番組。一見、ゲストの先

輩が注目されがちだが、主役はあくまでも子どもたちだと思う。先輩ゲストは子ども

たちの感性を磨くためのサポート役ではないかということで、これまで見てきた。そ

ういう視点で見たときに、今回やや違和感を覚えた。先輩から出された宿題を発表会

で披露するときに、子どもたちの顔に笑顔もないし、歌い終わったあとも、なんとな

く不安が残ったままで、戸惑いが大きい様子がうかがえた。番組自体、吉田兄弟が三

味線の世界的なスペシャリストでインパクトがあるため、吉田兄弟のほうに重点が置

かれていたのではないか。テーマが、子どもたちが日頃接することの少ない民謡だっ

たということもあるかもしれないが、残念ながら消化不良のまま発表会を迎えた。私

の推測だが、制作側が少し性急に答えを求めすぎたのではないのかと思う。子どもた

ちだけでなく、視聴者やゲストの人たちにも得るものが非常に大きい番組だと思うの

で、可能なかぎり、子どもたちの参加したことへの充実感を重視した番組作りを堅持

してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「課外授業 ようこそ先輩」についてはご指摘のとおりで、子ども

の成長につながるような番組を作らなければいけない。この意見は担

当に伝えたいと思う。 
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○  ２月２４日(火)放送の「おうみ発６１０」について。高度成長期に整備された道路

や橋、トンネルなどが更新時期を迎えていて、2012 年１２月の笹子トンネル事故に

象徴されるように老朽化の危険度が著しく高まっている。2010 年４月に国土交通省

の審議会が危機への速やかな対処を指摘した。まずそのことを紹介してから県内の状

況に話を移し、県内に架かる橋の半数近く、1 万 1,713 のうちの 5,707 件が、設計時

の記録が無いために建設時期が不明で老朽化対策の優先順位が決められない状況に

ある、ということが報道された。これに対して自治体では、航空写真を撮ったり当時

の担当者の聞き取りをしたりして建設時期を推定しようとしているが、技術者が足り

ないので必ずしも十分に進んでいない。そこで県の建設技術センターが、一部ではあ

るけれども一括して請け負って発注するという取り組みをしている。こういう状況を

伝え、最後に国土交通省の審議会の報告に携わった大学教授が「危険を指摘したが対

応が鈍い。自治体の技術者不足には県などの支援が必要である」とコメントで締めく

くった。番組の企画として８分ぐらいの短い時間の中で、この問題の緊急性や取り組

みの現状と課題、対策というところまで非常に分かりやすく要領よくまとめていて、

生活に身近なインフラの危機的な状況について広く県民の関心を喚起するうえで有

益なリポートだった。こういう問題は一般には関心が薄いが、担当記者が問題意識を

持って地道に各方面への取材を重ねたうえで、こういうリポートをまとめて放送した

ことについては評価をしたい。 

 

○  ３月２日(月)放送の趣味Ｄｏ楽 茶の湯 武者小路千家“春の茶事を楽しむ” 第

１回「客の作法を学ぶ」について。１回目なので批評がしにくいところはあるが、京

都のお茶の家元というのは気難しく、取材している人も苦労しているだろうと思いな

がら見た。岩槻里子アナウンサーの非常にリラックスした感じは好感が持てた。武者

小路の関係者はみんな着物を着ている中、彼女だけがブラウスで出ていたが、これは

優しい印象にするためにそうしているのか。お点前は丁寧にきちっとやっておられた。

お茶に限らず、華道も人口が減り、家元に来る人が少なくなっているということも聞

くので、どこかで改革をしなければいけないと思う反面、少しぐらい作法にうるさい

世界があった方が京都らしくていいかと非常に複雑な気持ちで見ていた。杉浦圭子ア

ナウンサーの語りも非常によかったと思う。 

 

○  趣味Ｄｏ楽 茶の湯 武者小路千家“春の茶事を楽しむ” 第１回「客の作法を学

ぶ」について。テキストも出しているということから言うと、カメラのアングルが正

面からのものが多く、興味関心がある人のために、もう少しカメラアングルを立体的

にしていただけたらという感想を持った。 
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○  テニスの中継について。錦織圭選手がどんどん勝っていってよかったが、全豪オー

プンテニスのときに、「あさイチ」を途中でやめて、総合テレビで１回戦から放送し

ていた。１回戦なんて勝つのは決まっているのに、「あさイチ」を中止してまで放送

しなければいけないのかという疑問を持った。ＢＳの空いた時間にやったほうがいい

のではないか。あおり立てるような感じがするのはＮＨＫとしてはやりすぎだと思う。

決勝戦や準決勝ならばそれはそれでいいと思うが。 

 

○  ２月４日(水)放送の「ならナビ」内 ならコレ！「春日山原始林が作り出す蜂蜜 ニ

ホンミツバチが世界遺産を守る！？」。と、２月１６日(月)放送のまほろばラウンジ

「みうらじゅんさん～仏像の魅力を語る」は、いずれもニュース番組の中で放送され

るコーナー企画だった。 

「春日山原始林が作り出す蜂蜜 ニホンミツバチが世界遺産を守る！？」について。

このようなコーナーは奈良県民にとってニュースの合間に入るので見る機会が非常

に多く、また、それぞれの情報も興味深いものが多くそろっている。今回の春日山原

始林も決して都会と言える地域ではないが、地域の中心地からこんなに近いところに

ある原始林は日本中探してもどこにもない。そんなところに、農薬を使わない自然農

法の魅力にひかれ、大阪から移り住んできた夫婦が、養蜂にも興味を持ち、良い環境

の下で蜜をとろうとニホンミツバチを飼育している。それと同時に環境のことについ

ても子どもたちへ情報提供したり、ワークショップ的なものを開いたりしている。春

日山というのは世界遺産という以前に信仰に根付いた生活に密着した場所であり、そ

の中で小さなミツバチという生き物を通して、世界遺産の場所を紹介するという番組

の作り方はとても好感が持てた。 

  「みうらじゅんさん～仏像の魅力を語る」について。奈良放送局の荒木美和アナ

ウンサーが、イラストレーターで仏像好きのみうらじゅんさんにインタビューしてい

た。まず「奈良の仏像の魅力を語ってください」と話を持って行くと、みうらじゅん

さんは「仏像の魅力は歴史の本などを読んで感じるのではなく、素の心で直感的なも

のをもっと大事にしてほしい」ということを何度も話していた。仏像だけでなく、奈

良のさまざまな歴史財産については、もっとその周辺の物語が語られるべきだと思っ

ており、その意味でこの対談の中で出てきた話は、奈良本来の魅力を引き出すきっか

けになることばをたくさん発信していると思った。荒木アナウンサーが「奈良って魅

力的なところでしょうか？」とみうらじゅんさんに質問すると、「魅力的ですよ。ぼ

くは奈良に住みたいですね」と答えていた。そういう感覚で奈良の魅力を見つけても

らうきっかけを、この番組が提供してくれたのではないかとうれしく思った。 

 

○  ２月１３日(金)放送の「挑戦！ＮＨＫ防災サバイバル」(総合 後 1:50～2:00 和歌

山県域)について。県内６校の小学生が参加して、災害に遭ったときに生き残るため、
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１から１２のミッションをクリアしていく番組だった。ミッション１は、「緊急地震

速報に対応せよ」で、頭をテーブルの下に入れるなど。ミッション２は「君ならどう

する？」。友達と海の近くで遊んでいると地震が発生したが友達が見つからない。１

つは、「すぐ逃げる」、もう１つは、「友だちを探す」の２択問題だった。よく考えら

れていたがこの問題に正しい答えはない。いちばんよい判断をするためには事前に情

報を手に入れておく、そのとき手に入れることのできる情報に注意するなどが重要と

のこと。それ以降もミッションが進んでいき、ミッション７からは避難所の生活に

入っていく。限られた食料を平等に分け合うとき、子どもたちの中で、「次いつ届く

か分からないから置いておかなければならない」といった相談をしたり、避難所の生

活の中では、身近なものを道具に活用するため、段ボールにビニール袋を敷いて簡易

トイレやバケツに変えたりするなど、知恵と工夫を学んだ。また、集団生活を円満に

するため、暗くて困っている人には懐中電灯を持ってくる。逆に明るすぎて困ってい

る人にはアイマスクを持ってくるというように、総合的にみんなで協力して解決して

いくということを学んだ。最後のミッション１２では、ラジオで新しい情報を手に入

れることですべてをクリアする。ミッションを終えた子どもたちの感想の中には、

「災害が起きたときに生き抜くすべを学んだので、家族にも伝えてみんなで生き残れ

るようにしたい」というしっかりしたコメントもあった。いつ起こるか分からない災

害に対する日ごろからの準備の大切さを伝える、防災力強化に役立つ番組だと思った。

再放送やＤＶＤでより多くの小学生や大人のみなさんに見ていただきたい。 

 

○  ２月１４日(土)放送の「ＳＩＮＧ♪神戸 ＴＨＩＮＫ！福島～震災を伝えるという

こと～」(総合 後 4:05～4:48 兵庫県域・東北ブロック)について。冒頭に神戸のル

ミナリエが映り、鎮魂・夢・希望というところから始まった。４部構成で、第１部は

登場する人たちの紹介。神戸のロックバンドの人たち、福島の高校生バンド、小学生

の合唱、福島でいろいろな体験を伝えようとしている人たち、こういう人たちが登場

した。場所は御影公会堂。実は御影公会堂は震災直前には取り壊す話が出ていた。し

かし、幸か不幸か震災後、ここに被災者の方々が避難し、被災生活を支える建物になっ

た。そこを舞台に集まった神戸と福島の若い人たちだが、ロックバンドの黒猫チェル

シーは２４歳のグループで、４歳のときに震災があった。小学生のころからずっと

歌ってきたのが「しあわせ運べるように」の歌だった。この歌が１つのテーマで、こ

れまでとは全く違った角度で取り上げられていた。第２部はＳＩＮＧパートで音楽。

黒猫チェルシーがロックにアレンジして演奏しているが、最初は、あの歌をこういう

格好にしてよいのかどうか悩んだと言っていた。しかし実際に演奏してみると、被災

した人たちの間から反響が大きかった。福島の二本松市立杉田小学校の子どもたちは、

歌の「神戸を」という歌詞を「福島を」に変えて歌っているわけだが、避難している

人たちのところで歌うと、ものすごく勇気づけられたという声があった。福島の小学
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校の先生が「神戸は福島にとって未来なんです」といったことばにとても感銘を受け

た。今被災生活を送っている方にとっての１つの指針になっているというのは本当に

印象的だった。第３部は、考える、ＴＨＩＮＫパート。福島出身の大学生の鈴木ひか

るさんが、高校時代にドキュメンタリー番組を３本制作した。彼女は「震災後、避難

しなければならなかったが、当時中学生だったので避難先で高校はどこに行くかとい

うことを一生懸命考えて進学した。このいろいろ体験し、考えたことを形にしたいと

思った」と言っていた。「大切なのは考え続けること。単なる過去にしてはいけない

と思います」と、重いことばを言っていた。最後の第４部は、作曲者の臼井真先生の

指揮で「しあわせ運べるように」をみんなが歌った。こういう番組を作っていかなけ

ればいけない一方で、本当に見てもらわないといけない若い人たちが見ていない現実

があると思うので、それを今後どうしていくかということも考えなければならないと

いうことも痛感した。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 



平成２７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、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２７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２７年度近畿地方向け地域放送番組編集計画

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

答申することを決定した。 

続いて、事前に視聴してもらった、ＮＨＫスペシャル シリーズ阪神・淡路大震

災２０年 第２回「都市直下地震 ２０年目の警告」を含め、放送番組一般につい

て活発に意見交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

副委員長   牛尾 郁夫（成安造形大学 学長） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

田辺 眞人（園田学園女子大学 名誉教授） 

西田 賢治（大阪商工会議所 常任参与） 

原  さだ（（財）龍神村開発公社 専務理事） 

 山口 芳彦（電機連合大阪地協 顧問） 

 吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２７年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」について＞ 

 

○  大阪放送局の基本方針の中で、「プロスポーツだけでなく、アマチュアスポーツも

紹介して地域スポーツの振興に貢献します」と書かれている。お願いしたいことは、

アマチュアの地域文化もぜひ紹介して、地域文化の振興にも貢献していただきたい。

伝統文化に関しても、例えば、滋賀県の「長浜曳山まつり」の子ども歌舞伎はおそら

く日本でも最高レベルの子ども歌舞伎だと思っている。また、京都の「壬生狂言」な

ど、アマチュアが支えている伝統文化は奈良や和歌山にもたくさんあると思うが、そ
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ういった地域文化もぜひ取り上げて全国にも発信していただきたい。本部バックアッ

プ機能について、今回視聴した震災関連の番組で、上町断層の脅威について取り上げ

ていたが、大阪局はおそらく上町断層の真上ぐらいに立っているのではないか。大き

な災害があったときにバックアップ機能を果たすべき大阪放送局の防災はどうなっ

ているのか非常に気になっている。 

 

（ＮＨＫ側）  

アマチュアのスポーツだけでなく、各局で地域に根ざした伝統文

化、地域振興についてもきちんとやっていこうと思っている。その

局だけではなく、関西や全国に向けての放送を通じて、国際放送も

含めて日本の文化を発信していきたい。大阪局の防災については、

固い地盤の上に立っているということで、耐震的にきちんと対応で

きるようになっている。上町断層については、数年前から随時ＮＨ

Ｋスペシャルなどで取り上げているので、局内の防災対策について

も、きちんとやれるように随時ブラッシュアップしているところで

ある。 

 

○  それぞれの放送局が地域に密着した放送をするのは非常にいいことだと思うが、そ

れだけにとどまらず、京阪神を見てみると再生医療をはじめとする医療集積は東京を

しのぐのではないかと言われているし、世界的にもかなりの集積だと聞いている。こ

ういったものをぜひ近畿各放送局で協力して、全国はもとより世界に発信していけば、

関西のイメージアップに大いにつながるのではないかと思うのでご検討いただきた

い。 

 

○  それぞれの府県の独自の話ばかりだけでなく、連携もしてほしい。ことし春にびわ

湖と京都を結ぶ琵琶湖疏水船が復活する。「京都と滋賀とは結ぶが、では京都と大阪

はどうなるのか」という部分を追求しようという視点がない。あるいは、福井県にあ

る関西電力高浜原子力発電所に関して、もし万一のことが起こった場合、滋賀県と京

都府のほうが受ける被害は大きいのに福井県が主導権をとっている、という問題もあ

る。また、奈良の六大寺や京都のお寺との関連など、共同で連携して取り組むことも

お願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

基本方針の最後のところに関西共通のテーマについて書いているが、

複数の地域にまたがる課題については、大阪局を中心に当該局と連携

を取って放送番組を展開してきているので、これについては強化をし
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ていきたい。２６年度でいうと、「ニューステラス関西」の中で「関西

の選択」というシリーズを作り、各局にできるだけ参加してもらって

管中放送でずっとやってきている。こういった部分をさらにブラッ

シュアップしていきたい。 

 

○ 諮問された「平成２７年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、

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

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側）  

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画につ

いて決定し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

＜ ＮＨＫスペシャル シリーズ阪神・淡路大震災２０年  

第２回「都市直下地震 ２０年目の警告」 

（１月１８日(日) 総合 後 9:00～9:49）について＞ 

 

○  阪神・淡路大震災から２０年、震災の記憶や大地震への警戒が薄れつつある中、こ

ういった震災関連番組を集中的に放送することは記憶を風化させないとか、警鐘を鳴

らす意味で大変意義深いことだと思う。過去２０年間に活断層調査や地震の揺れの

データ解析など多くの科学者によってさまざまな研究が行われてきたが、まだまだ分

からないことがある。次の大地震がいつどこで起きるか予知は困難。限界があること

を受け止めてどうするかを考えることが想定外を繰り返さない答えだということを

科学者が言っていたが、この警告を私たちは深刻に受け止めるべきではないかと思っ

た。活断層の位置や、今後３０年間に大地震の発生確率が発表されているが、それが

一体どのような意味を持っているのか、私たちがそれをどのように活用していけばい

いのかということを考えるのは難しいように思う。また、「調査研究でここまで進ん

でいる」という報道のしかたと、「ここまでしか分かっていない」という報道のしか

たとでは、視聴者に対する警告を与える度合いがずいぶん違ってくるようにも思う。

防げないならそれなりの知識を与えてほしいという被災者の声があったが、それに応

えるためにも地震の調査研究成果については一般にも分かるように解説していただ

き、それをどのようにわれわれの生活・防災に役立てていけばいいのかということを

示唆していただければ視聴者からも大変喜ばれるのではないか。３秒周期のキラーパ

ルスのシミュレーションによると、100 メートルの超高層ビルが 13.2 秒で崩壊する
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というＣＧがあった。毎年 100 棟ぐらいの超高層ビルが全国で出来ていて、大阪でも

300 メートルの高さがあるあべのハルカスなど、いろいろなビルが出来ている。これ

まで観測されたことのない３秒周期のキラーパルスが生じたとき、本当にこのＮＨＫ

のビルが大丈夫なのかとか、超高層ビルの場合、周囲にいろいろ建物があると、そう

いったものが押しつぶされるリスクが非常に大きいことから、今後街作りそのものも

大きく見直していく必要が出てくるのではないかと思う。ぜひこの点については今後

さらに深めた番組を作っていただきたい。 

 

○  非常に分かりやすく作られていて、納得のできる番組だった。結論から言うと分か

らないことが多い。それはそれで正直でいいと思うが、それを踏まえて、見ているわ

れわれはどのように理解し、行動すべきかという点について、伝えることができる部

分だけでも番組の中で紹介していれば、より充実感があったと思う。活断層について

は、未知の活断層がたくさんあり、よく分からない。活断層というのは「過去に何ら

かの地震が起きて、そこから亀裂が入り、また新しいゆがみやエネルギーが生じれば

そこが動く」という理解だが、では活断層でないところに新しくゆがみが生じて新し

い活断層ができるということはないのか、という部分が疑問として残った。未知の活

断層ではなく、新しい活断層が出来る可能性、つまりどこも危ないというようなこと

はないのか、という点が非常に気になった。 

 

○  科学者が懸命に研究しているが、分からないことのほうが多い、ということが分

かって非常にショックだった。震災というのは、活断層の上だけでなく、少し離れた

ところでも大きな被害が出る。活断層自体がどこにあるかはっきり分かっていないの

で、どこで起きても不思議ではないとか、キラーパルスの破壊力や上町断層が非常に

危険であることとか、分かったことは危険がいっぱいあるということ。災害というの

は完全には防げないかもしれないが、予測される被害を拡大させない、あるいは最小

限に収め、少なくとも２次災害を起こさないという意味での防災、また、実際起きて

しまったあとにどうすればいいのかという被災後の対応、行政や被災者自身が何をす

ればいいかという情報を今後もこのシリーズの中で取り上げていただきたいと思う。 

 

○  衝撃的な映像が多く含まれており、改めて大自然の脅威を強く感じさせられるもの

だったが、番組の内容としては大変興味深く、多くの未知の知識を得ることができる

ものだった。特にＣＧを駆使した説明は大変分かりやすく、地震の被害の大きさは単

にマグニチュードの大きさに比例するものではなく、発生源の種類や地盤構造によっ

て左右されることがよく理解できた。また、人口の集中する大都市にキラーパルスが

発生しやすい条件が当てはまるところが多いこともよく分かったが、同時に、大都市

の視聴者の不安をかきたてることにもつながったのではないかと少し気になった。人
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間の力ではいかんともしがたいこの種の報道では災害の恐ろしさとともに防災の重

要性訴求とのバランスをいかに保つかが番組の構成上、重要になるのではないかと

思った。 

 

○  阪神・淡路大震災から２０年の節目に都市直下地震の研究の最新状況をリポートし

ていて、改めて地震災害への備えを思い起こさせる意味では有意義だった。「神戸の

揺れの原因については研究者たちの間でも意見が分かれている。地震を引き起こす活

断層は国の調査で 100 か所ぐらいあると言ったのに最近の大地震はそれ以外のとこ

ろで起きている、結局未知の活断層はどこにあってもおかしくない」。こんなことを

言われると、いくら研究しても地震の予測というのはできないものなのだと思った。

キラーパルスということばも初めて知ったが、それが活断層から生まれること、超高

層ビルを崩壊させる破壊力を持つこと、東日本大震災はプレート境界地震、阪神・淡

路大震災は活断層の地震ということでメカニズムが違うことなど、地震についての知

識がかなり増えたと思う。耐震基準を満たした超高層ビルがあっけなく倒壊する衝撃

的なＣＧ映像、それに加えて研究者の「まだ経験していないことも起こるかもしれな

いと考えておくべきだ」ということばを聞くと、地震災害への備えに万全はありえな

いということを改めて知らされた。 

 

○  今回の番組で初めて知ったことはキラーパルスということばだけだった。自然科学

的にあれだけ調査しても分からない。阪神・淡路大震災のときも、東日本大震災のと

きも、むしろ歴史的な情報がかなり有力にものを言っている。今までのような形で、

自然科学の研究を続けて、それを評価して公表する必要があるのか非常に疑問に感じ

た。兵庫県では多くの人が防災ということばよりも減災ということばを使っている。

実際に起こってしまったときにわれわれが抵抗できるのは微々たるもので、起こった

あとの被害をどう少なくするか、そのことを考えていかないといけない。とてもきれ

いにできた番組だと思う。第三者として見たら、いろんなことを教えてもらった番組

だと思うが、それで減災がどうなるかは疑問である。 

 

○  大震災発生時の防犯カメラの映像に衝撃を受けた。改めて２０年前の恐怖がよみが

えった。悲劇を繰り返さないと立ち上がった研究者の方々の地震の原因究明に立ち向

かう思いがよく伝わった。建物を崩壊させるキラーパルスは初めて知ったが、揺れの

感覚がわずかに違うだけで被害が非常に大きくなるということにも驚いた。超高層ビ

ルを襲う最悪のリスクで７階より低い部分に負荷がかかって周りの建物を巻き込ん

で 13.2 秒後に倒壊するというシミュレーションに、都市直下地震に備えてどのよう

なことができるのかと非常に不安になった。番組の最後の「悲劇を繰り返さないため

の重い問いかけです」という語りに地震研究の難しさがよく伝わってきた。２０年の
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節目に防災意識を高めるにはとても勉強になる番組だった。ただＢＧＭの選曲が、不

安感が増すような音楽だった。 

 

○  こういう種類の番組は、とかくＣＧの映像がたくさん使われる。ここ最近、現実に

起こる出来事でＣＧまがいの現象がよく起こる。番組の中でＣＧを使うときに、映像

技術が進歩していることもあり、昔だったら「これは現実の映像でこれはＣＧの映像

だ」というのがよく分かったと思うが、最近ではその区別がほとんどつかなくなって

きている。３秒のキラーパルスの折れ線グラフが出てくるが、番組の途中で折れ線グ

ラフを少し斜めはすかいにして象徴的に使っていた部分があった。そうすると本当に

大事なデータの力が弱くなるような気がする。大切なデータは触らずにそのまま使っ

てほしいと思った。 

 

○ ２０年たってもジレンマは解消されない。都市の計画に関わった者のジレンマ、研究

する者のジレンマ。では、私たちは何にすがればいいのか、何を求めていけばいいの

か、地震が起きたあとどうするのかということは、どうしても視聴者は知りたくなる

し、求めるものを見つけたいというのが一般的な視聴傾向でもあり、一般的な心理だ

と思う。最後まで考え抜かれたうえで制作したということは分かるが、釈然としない

まま残ってしまった。 

 

（ＮＨＫ側）  

今回の番組を作るにあたっては、「震災から２０年たち、この２０年

がどういうものだったのかをきちんと伝える必要があるのではない

か」ということが大きな出発点だった。今回３つのポイントで番組を

作ったが、私たちはこれまで、とかく「こういうことが分かりました」

と伝えてきた。このこと自体は事実だが、実は分かっていないことが

非常に多い。「こういうことが分かりました」というのはニュースの原

稿も書きやすいが、「分からないということが分かった」と伝えるには

どうすればいいのかというのがいちばん苦労したところだ。分かった

と伝えることによって地震や災害について分かった気にさせてしまっ

ては、こちらの意図とは逆の意味に捉えられてしまうおそれがあった

ので、その点を今回の番組の１つのポイントにした。２つめのポイン

トは、都市直下地震の怖さ。東日本大震災で津波の恐ろしさはこの４

年ちかくの間、たくさん伝えてきた。都市を襲う直下地震の怖さはそ

れによって軽くなったわけではないが、伝え方としてはだんだん減っ

てきている。関西に住む者として、あれだけ傷ついた関西から出すべ

き番組は何なのかということから、都市を襲う怖さをもう１度きちん
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と伝えなければいけないと思った。３つめは、阪神・淡路大震災の前

の年に、アメリカ・ロサンゼルスで大地震が起きて高速道路が倒壊し

たが、日本の学者が「日本ではこんなことは起こりません」と言い切っ

ていたことが、翌年に起きてしまったことを、技術者たちは心のどこ

かに持っていた。東日本大震災で「想定外」ということばが広がった

が、実は２０年前にも同じことを言っていて、その悔しい思いを胸に

きちんとやっているということも伝えたかった。まだ地震の原因は決

して１つに断定できるようなものではない。地球、大地に聴診器を当

てて診ているだけで誰も切り開いて見られない世界に対してどうアプ

ローチして、どこまで見えているのかということを伝えようと思い、

ＣＧパートを作成した。活断層研究の２０年は外れも多いが決して無

駄だとは思っていない。基礎研究の重要性はきちんと伝えたいと思い

つつも、地震学者の人たちが一方で無力感も抱いている現実。そういっ

た今の等身大の姿を伝えたいと思った。キラーパルスの超高層ビル倒

壊は大変衝撃的な内容になっているが、今まで経験したことのない揺

れである。科学的にも基礎研究が進んだからこそ分かる部分があり、

今の最新の科学シミュレーションで、地下で起こるさまざま条件を組

み合わせるとあのような形で起こることが分かった。国からも問い合

わせがあったが、あれが当たり前のように起こるという意味での伝え

方をしたつもりはなく、ごくまれだが、ああいうことが起こる可能性

がある。実際、あべのハルカスは日本の耐震基準の１．８倍だったと

思うが、安全のために相当投資しているビルである。そういった方向

に世の中が少しずつ動き始めているということも含めて、関西に限ら

ず今まで経験したことのないことが起こるかもしれないという、心構

えの防災を伝えたいという思いで番組を作った。 

 

○  震災２０年を機にＮＨＫ全体で考えていただきたいことが１つある。「だいじしん」

というと「ＮＨＫはおおじしんなんです」と言われる。通常は上が音読みなら下も音

読み。上が訓読みなら下も訓読みで日本の単語はできている。時折それがたすき掛け

で例外的に重箱読みがあるが、通常は一様にそろえられる。「おおじしん」と読んで

何も感じられなかった人は、地震の大和ことばを知らなかったから。地震というのは

漢語で、大和ことばでは「なゐ」。２０年使ってきてしまったからしょうがないと思

うが、たぶんそのつど訂正されてそれになってしまったのだと思う。「だいじしん」

という読み方をＮＨＫも検討していただけたらと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  
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         「おおじしん」という読み方について。ＮＨＫ放送文化研究所のホー

ムページにも視聴者の疑問として取り上げられている。ＮＨＫでは、

年４回放送用語委員会を開催。アンケートをとりながら、社会のこと

ばの変化に応じて、放送用語の見直しなどを審議、検討している。指

摘されているように、接頭語に「大」のつくことばについては、原則

として、漢語（音読み）がくると「だい」、和語（訓読み）がくると「お

お」。ただ、「大地震」の場合は、「大」のあとに漢語がきているが、慣

用的に「おおじしん」と読むことになっている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１７日(土)の「阪神・淡路大震災２０年 あの日を胸に“生きる”」(総合 前

10:05～11:54)について。比較的よく知られている活動や現象を各番組とも取り上げ

ていたと思うので、そろそろ意外な動きや取り組みを発掘していってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

         震災から２０年たったが、これから３０年、４０年たっていく中で、

また新たに出てくる課題や解決できない問題もあるだろうから、やは

り新たな動きは絶えず見ながら伝えていく努力を継続していきたい。 

 

○  １２月３１日(水)の「ゆく年くる年」(総合 後 11:45～1 月 1 日(木) 前 0:15)につ

いて。開創１２００年を迎える和歌山県高野山奥の院の映像から始まり、新年を迎え

る時刻にも高野山金剛峯寺からの中継で和歌山県民としては非常にうれしかった。浅

草寺をキーステーションに全国１２か所から年末年始の情景を中継。戦後７０年の大

きな節目を迎え、「平和への祈り 光ほのかに」がテーマだった。新年を迎えてからは、

３月の北陸新幹線開業を心待ちにしている富山駅、震災から２０年の節目の神戸、最

後は長崎の平和を祈る人々の姿を紹介し、テーマに沿った非常に美しい映像で、内容

が濃いあっという間の３０分だった。１年の締めくくりと年の初めにふさわしい内容

だった。これだけの生番組を制作するために、事前の計画、準備、機材のセッティン

グなど、年末年始の寒い中、現場のスタッフは壮絶な戦いだったのではないかと頭が

下がる思いだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

         和歌山局だけでなく全国各地を結んだわけだが、３か月ぐらい前か

ら現地の調査をし、寺とも折衝した。いろんな所にケーブルを引いた

り、大規模な照明をたいたり、クレーンを持ち込んだり、お寺さんと
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も詳細に打ち合わせをしたりしながら、また文化財を傷つけることの

ないように非常に気を遣いながら作業を進めていった。１年の締めく

くりとなる瞬間に多くの方にこの一瞬を共感していただこうと力を入

れてきた番組で、そのように評価をしていただき非常にありがたく思

う。ＮＨＫの番組としては長く続いている歴史ある番組で、変わるよ

さもあるが、こういった変わらないよさも残していきたい。 

 

○  １２月２６日(金)の「ならナビ 年末スペシャル２０１４」(総合 後 6:10～6:59.55 奈

良県域)について。ニュースハイライトや特集企画を織り込んだかなり内容豊富な番組

だった。番組のいろいろな場面で荒木美和アナウンサーが出てきて、さまざまな情報を

伝えていた。地域番組では、出演するアナウンサーは重要なポイントで、荒木アナウン

サーの頑張りをとても期待して拝見した。特集「南部再発見！」で、年間を通じて南部

の若い人たちを地域局ならではの取材力で放送していてありがたく思いながら見ていた。

やはり地域の情報を正確に魅力的に伝えていくということは難しいことなのだと番組を

拝見しながら感じた。ただ、せっかく荒木アナウンサーが頑張っているにもかかわらず、

時間的な制約があり、もっと伝えたい部分があったのではないかということを強く感じ

させられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

内容が盛りだくさんすぎて構成として分かりにくい部分があった

かったかもしれない。奈良県は人口分布が特殊で、県の南部に人口の

数％しかおらず、北部に９７％が集中するという状況。いかに南部に

光を当てていくかということが奈良局の使命だと思っている。伝統芸

能などもすばらしいものもいっぱいあるし、そういったものを伝えて

いきたいと思っている。荒木アナウンサーの頑張りを非常に高く評価

していただいて、本人もさらに喜び、力になっていくのではないかと

思っている。今後とも奈良局としては、分かりやすく地域のみなさん

にお伝えするという技量を磨いていきたいと思っている。 

 

○  １月２日(金)のザ・プレミアム「松下奈緒 四季の饗（きょう）宴～京料理～」(Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:00～9:29)について。まず、松下奈緒さんのタイトルがついていて、

彼女が料理を選んだような感じがしたが、見た印象としては、むしろ演出上組み立て

られた上に松下さんが乗っている感じで、出演場面は多いが松下さんならではの部分

が出ているようにあまり思えなかった。４つの名門の料理屋のご主人が料理を作って

いた。だしの取り方や素材に対する思いやりが番組の主体で、それはそれでなかなか

いい料理を作っていたが、ここ２０～３０年の京料理は、味よりも飾りが過ぎた料理
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が多い。庶民的な料理が全く取り上げられておらず、高級な料亭料理に重点が置かれ

ていてもの足りないと感じた。はじめに料理研究家の杉本節子さんが出てきて錦市場

へ行くので、庶民的な部分と対比して春夏秋冬のものが出るのかと思っていたら違っ

ていた。旬のものを一生懸命捉えようとしているところは非常に好感を持てた。中村

元計さんが作るお正月のおせち料理は器が凝り過ぎて演出が過ぎている感じがした。 

 

○  ザ・プレミアム「松下奈緒 四季の饗（きょう）宴～京料理～」について。お正月

の晴れの気分で見るには大変楽しめる。食の奥深さや伝統についてこだわり、それぞ

れシーズンごとに撮影していた。日本文化史研究家の熊倉功夫さんが出演する場面で

は、後ろの障子をプロジェクションのようにして映像が流れ、かなり演出が凝ってい

た。精神性や料理の中に込められた一期一会の精神という部分は興味深かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

松下さんの起用についてはいろいろな意見があったが、お正月の夜

８時から放送する番組で、多くの人に見ていただきたいということも

ありお願いした。松下さんならではの感想がなかなか出てこなかった

というのは、打ち合わせ不足の部分があったのではないかと反省して

いる。ただ、おいしいかどうかがこの番組の主題ではなくて、和食の

向こう側にある日本文化、日本人の感性や自然観、おもてなしの心、

そういう精神性。和食をユネスコの世界無形文化遺産に申請した際の

キーワードが出ているが、日本人の伝統的な食文化ということで、「自

然の尊重」という日本人の精神を体現した食に関する社会的慣習とい

う、まさにその部分を描いていきたかった。熊倉さんにその部分を詳

しく解説していただけたと思っている。庶民的な料理については、夕

方の「ニュース６１０京いちにち」の番組の中で、毎月「京の食文化 ハ

レの日 ケの日」で、伝統的な京の食材を使った京都らしい庶民の料理

を紹介していて、われわれとしては局全体でバランスを取りながら取

り組んでいる。お正月ということもあり、ここは晴れやかな、見た目

に美しい番組をということで、飾りすぎとご指摘もあったが、そちら

にかじを切って制作した。 

 

○  １月３０日(金)のドラマチック関西「風の町の成人式 ～滋賀 東近江の大凧（お

おだこ）あげ～」について。新成人をテーマにした番組としては非常に丁寧な取材で

よく出来ていたと思う。東近江市では成人式の日に新成人が手作りの大だこを揚げる

習わしがある。この番組は新成人たちが大だこ作りをして揚げるまでを追いながら４

人の新成人に焦点を当て、成人になることへのそれぞれの思いを語らせて、その心情
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を非常に丁寧に伝えていた。この番組が示していたのが「若者が大人になっていくう

えで大切なことは何か」ということだと思う。若者どうしがまずお互いに触れ合うこ

と、若者と大人が触れ合うこと、そして若者自身が自分なりに考え、勇気を持って今

の自分から抜け出していく、こういうことが大人になっていくうえで大切なのだとい

うことを示しているのだと思った。今の自分から抜け出して新しい自分になっていく

という若者の変容は一人一人にとっては、まさにドラマチックなことなので、ドラマ

チック関西という枠の番組として制作したのだと思った。また、番組の中では高校２

年のときから大だこ作りに加わっている３１歳の女性にも焦点を当てて心情を伝え

ていたが、そういう人を取り上げることで番組全体の内容に幅を持たせていた。 

 

（ＮＨＫ側） 

どういう風にまとめるのかと思っていたが、ちゃんとまとめてくれた

という印象。東近江市でこういう習慣があり、なおかつ若い人と年長者

がこういう形で交流していることを紹介してくれただけでも非常にあ

りがたいと思った。 

 

○  １月１７日(土)の「満月の夕～震災が紡いだ歌の２０年～」(総合 後 11:15～前

0:03)について。こういう歌があることを初めて知った。この歌は被災者の心の底に

あるいろんな鬱積したものを解き放つ力を持って大変長く歌い継がれ、最近では東日

本大震災の被災者も含む多くの人たちの心の支えになっているということに驚き、感

銘を受けた。改めて歌の力のすごさを認識するとともに、この歌の歌詞が２種類ある

ということにも驚いた。被災地で支援活動をしたミュージシャンの中川敬さんと、東

京でテレビを通じて被災地の復興を祈ったミュージシャンの山口洋さん、それぞれの

視点で作った２通りの歌詞は、視聴した人たちにとっても、被災地、そして支援のあ

り方に対しても多面的に考えさせられる内容でもあったのではないだろうか。歌を通

じて、継続した被災地への関心と支援の大切さを訴えるメッセージは、多くの視聴者

がきっちりと受け止めたのではないだろうか。大竹しのぶさんの静かで落ち着いたナ

レーションも映像の雰囲気を盛り上げるには非常に効果的だった。 

 

○  「満月の夕～震災が紡いだ歌の２０年～」について。関西のミュージシャンが被災

地で慰問公演を続けていく中、被災者の人たちの思いを歌に託したのが「満月の夕」

という歌で、それが２０年たっても多くのアーティストにカバーされ、歌い継がれて

きている。東日本大震災でも多くの人たちがこの歌を聴いて慰められたという話を

ずっと追いかけている。２０年前の写真や東日本大震災の被災地で公演するアーティ

ストたちを追いかけた姿を見て、非常に心を揺さぶられた。彼らに寄り添って生まれ

た歌だから、被災地の傷ついた人の心にも届き、そして悲しみや怒り、さまざまな思
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いを抑えていた心を解き放つ歌になったのだと思った。震災によって多くの物が失わ

れたが、こういうすばらしい歌が生まれたということだけでも１つの希望を見た気が

した。 

 

○  「満月の夕～震災が紡いだ歌の２０年～」について。１つの歌を聴いて号泣するよ

うな歌があるんだ、歌にもそういう力があるんだということをこの番組を通じて知っ

た。中川さんの歌と山口さんの歌でじっくり聴かせていただいた点は非常によかった。

ただ、何も被災していない人間からすると、すごい歌だと番組の中でずっと言わると、

逆に「あぁそうなのか」と冷めた気持ちにもなるので、もう少し淡々としていてもよ

かったかもしれない。 

 

○  「満月の夕～震災が紡いだ歌の２０年～」について。この「満月の夕」という歌が

今なお多くのアーティストに歌い継がれ、被災者の心を解き放ち、苦しさの中から立

ち上がろうとする人々の大きな力になっていることを知って驚いたと同時に、歌を通

じた継続的なボランティア活動が被災者の心の大きな支えになっているということ

を知って大変感動した。歌の持つすごいパワーを改めて認識するとともに、震災への

関わり方はさまざまだと思うが、この歌がそれぞれの人にとって特別になっているこ

とが番組を通じてよく伝わってきた。この歌が、東日本大震災後も多く聴かれている

という話があった。阪神・淡路大震災と東日本大震災では１６年という年月の差があ

るが、その大きな時間の壁を超えて２つの震災の被災者の心情には相通じるものがあ

り、だからこそ東北の人にも求められる歌になっているのだと感じた。時間がたつに

つれてボランティアの数が減ってきていると聞く。一方で被災者の高齢化がどんどん

進んでいて、ますますボランティアの支援が強く求められる状況になっている。ＮＨ

Ｋにはぜひともボランティア活動の火が消えることのないように、また震災の記憶が

風化することのないように引き続き被災者の厳しい状況や懸命に活動を続けている

ボランティアの状況を取り上げていただきたい。放送が午後１１時１５分から翌０時

３分という遅い時間帯だったので、見る人はずいぶん限られたのではないかと危惧し

ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

         阪神・淡路大震災２０年ということで、大阪局ならびに神戸局、ま

た大阪局の中では報道部や制作部など、各部一丸となっていろいろな

番組に取り組んだ。その中で「満月の夕」は制作部で担当した。放送

時間の並びに関しては、いろいろな番組がある流れの中で遅い時間帯

に入った。「満月の夕」に関しては、担当ディレクターが大学生のとき

に被災し、ボランティア活動の中で「満月の夕」という歌を知った。



  

 12 

その後、東日本大震災のときにインターネット上でこの歌がずっと歌

い継がれていることも知っており、２０年の節目に大阪局に勤務し、

この番組を提案して制作するに至った。スタッフに関して言うと、撮

影したカメラマンは、１３年目の特番でカメラマンリポートとして、

この「満月の夕」という曲を取り上げて取材をしている。編集した人

間は、震災後に被災地に住み込んで復興へのドキュメンタリー映画を

作った。主なスタッフが、この「満月の夕」という曲を介して関わり

を持っていた。浅野委員から指摘があった「淡々と」ということに関

しては、思いが強く入りすぎていたのかもしれない。今後、２５年、

３０年となったときに、そういう思いをもった人間が大阪にいるとは

限らない。大阪局としては、震災についてのさまざまなことを継承し

ていかなければならないと思っている。例えば、映像を残すだけでは

なく、今回の取材過程の中でそれぞれの人間が何を感じ、どのように

思って作ったのかということも含めたものを、５年後、１０年後に大

阪局や神戸局にいるみんなが共有できるようにしなければいけない。

取材をした人間、番組制作に関わった人間が文字にして残していこう

という取り組みも、大阪局としてやろうと思っている。 

 

○  ニュース報道で、人に「くん」、「さん」を付ける際の使い分けについて。先日、和

歌山県で小学５年生の男子児童が犠牲になる痛ましい事件があったが、そのニュース

報道でその男子児童を「○○さん」と報道していたが違和感があった。民放のニュー

ス報道や新聞を見たら「○○くん」と呼んでいる。昔はＮＨＫも小学生ぐらいまでの

男子児童は「くん」ではなかったかという思いがあって違和感があった。「くん」と

「さん」の使い分けはどのようにしているのか素朴な疑問を持った。 

 

（ＮＨＫ側） 

        「くん」と「さん」については、視聴者からの問い合わせがたくさん

あり、「くん」じゃないのかという意見を非常に多く頂いている。「今回

の場合は一定のルールはありません。検討中ではありますが、今のとこ

ろは『さん』です。敬称はケースバイケースで中身によって判断してお

ります。年齢により『くん』のときもあります」と答えている。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 



平成２７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、２１日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、事前にＤＶＤを送付し視聴してもらった、「わが心の大阪メロ

ディー」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     金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

副委員長   牛尾 郁夫（成安造形大学 学長） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

田辺 眞人（園田学園女子大学 名誉教授） 

西田 賢治（大阪商工会議所 常任参与） 

原  さだ（（財）龍神村開発公社 専務理事） 

 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） 

 

＜「わが心の大阪メロディー ～ＮＨＫ大阪ホールから中継～ 」 

（１２月１６日(火) 総合 後 7:30～8:43）について＞ 

 

○  画面に表示された作詞作曲の年を見て、その歌がはやった当時を思い浮かべながら

視聴した。番組全体を通して大阪のコテコテ感がかなり強い印象を受けた。檀れい

さんの司会でコテコテ感がかなり和らいだとはいえ、全国放送されたこの番組を関西

以外の視聴者がどのように受け止めたのか、評価が分かれるのではないかと思った。

中村美律子さんにサンタクロース姿で「河内おとこ節」を歌わせたのはなんとなくミ

スマッチのような印象を受けた。また「お笑いのど自慢」は余計だった印象。クリス・

ハートさんが「喝采」の歌詞を忘れたのはやっぱりいただけないと強く思う。宝塚

100 周年スペシャルの映像と、檀れいさんが歌った「すみれの花咲く頃」はすばらし

く、髪をおろしたドレス姿のシャーロット・ケイト・フォックスさんはとてもきれい

で、「オールド・ラング・サイン」を歌っていたが、もう少し聴かせて欲しかった。
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映像では大阪の夜景がとてもきれいで印象的だった。法善寺など、歌が生まれたゆか

りの場所を映像で流す試みは大変よかった。 

 

○  「夫婦善哉」のところで、通行をシャットアウトしてあらかじめ用意したペアの男

女を通行させたり、歌ったりするシーンを放送したが、むしろあの雑踏を引いて映す

ほうが今の大阪らしくてよかったと思った。ＮＭＢ４８の「恋のバカンス」は、なん

となくあか抜けない演出で季節柄寒々しく感じた。大阪というと「道頓堀」、「演歌」、

「根性」と、こればかりという印象を与えすぎるのはいかがなものかと思う。努力は

していたと思うが、それ以外のイメージも出してほしかった。「ウイスキーが、お好

きでしょ」は、今の朝ドラの絡みもありいいと思ったが、着物姿の石川さゆりさんに

歌わせることはないのではないか。もう少し洋風な演出の方がよかった。しかし、最

後の「蛍の光」のエンディングはよく工夫されていて、今の「マッサン」と日本、イ

ギリスとをうまくミックスしていてよかった。 

 

○  歌の持つ不思議な力が時代を反映して、さらに多くの人が限りない思い出を持って

それぞれの歌を聴いている。ＮＨＫの番組はコマーシャルが入らないので、個人的に

とても中身が濃いと感じる。だが、今回この番組を見たときに、コマーシャルこそ入っ

てはいないが、よくよく番組を見ていると、番組の中にＮＨＫの番組を宣伝するコ

マーシャルがたくさん入っていると感じた。ＮＨＫで作られる番組は出演者の多様性

があり、森繁久弥さんが出演した「夫婦善哉」の映像が出てくるなど、さまざまなも

のを見せていただき、やはりすごいなと思いながら拝見した。歌や音楽にそれぞれの

思い出を持っている方々がとても多いということだが、番組の中で、歌や音楽を聴い

てそのときのことを思い出しているときに番組がどんどん展開していくと、歌に寄せ

ていた自分の気持ちがついて行けなくなる。もう少しリズムをゆったり持った番組で

あればよかったと思った。 

 

○  大阪らしい人情の深さとコテコテ感を感じさせる内容だった。大阪になじみの深い

曲とリクエストにまつわるエピソードの紹介は、視聴者それぞれに自分の人生の思い

出を懐かしむ、心癒やされるひとときを与えたのではないかと思う。西川きよしさん

の誠実な人柄を感じさせる司会ぶりも雰囲気を盛り上げていた。奥さんのヘレンさん

の登場はエリーさんを思い出させるものだったが、シャーロット・ケイト・フォック

スさんとの共演がなかったのは少し残念だった。あまり大阪を感じさせない檀れい

さんよりも、西川さんご夫婦の司会で番組を進めた方が雰囲気にマッチしたのではな

いかと思った。「お笑いのど自慢」については、騒がしさだけが印象に残った。大阪

らしいといえばお笑いは外せないかもしれないが、基本的には歌番組なので、もう少

しちゃんと歌を聴かせる部分を多くする必要があったのではないか。シャーロット・
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ケイト・フォックスさんの慣れない日本語で丁寧に対応する姿、そしてエンディング

で少し緊張しながらも一生懸命歌う姿は、非常にほほえましく好感が持てた。若い人

にはもの足りなかったかもしれないが、大阪のおじちゃんおばちゃん層には大変楽し

める娯楽番組に仕上がっていたと思った。 

 

○  少し考えていただきたいのがアクセント。アナウンサーが歌の紹介のときに「かわ

ち（頭高アクセント）」と言っていた。全国に「かわち（頭高アクセント）」という土

地はなく、あれは「かわち（平板アクセント）」である。普通名詞に関するアクセン

トをＮＨＫが指導するのはよいと思うが、固有名詞はやはりそれぞれの土地のアク

セントを尊重してほしい。もう一つは、宝塚が出てきたこと。西宮の人が、甲子園球

場が大阪だと言われることに嫌悪感を持っているのと同様、宝塚は大阪ではない。東

京のメディアが作るのであればしかたないが、大阪のメディアで宝塚を大阪に入れら

れたら困る。この二つの問題を痛感した。 

 

○  家族団らんの中で見る分には、非常に歌のうまい方ばかりで、懐かしい歌やいい歌

がたくさんあってとてもよかった。だから余計にＮＭＢ４８のもの足りなさが群を抜

いて目立ったと思う。また、大阪もしくは関西の人間が見るのとそれ以外の地域の方

が見るのとでは、ずいぶん印象が違うだろう。大阪の名所案内的な部分はいらない感

じがするし、さらに言えば、「くいだおれ太郎」と道頓堀、大阪城と吉本というよう

な非常にステレオタイプの大阪の紹介のされ方は嫌だという感じは以前からしてい

る。今後、大阪の歌を全国にという場合、ぜひ違う切り口で紹介してほしい。ぜひと

も上田正樹の「悲しい色やね」を、南港の日没から夕暮れにかけての美しい風景や、

きれいになった御堂筋の映像とともに紹介していただきたい。 

 

○  なぜ演劇的なものや漫才的なものが入ってくるのか。これは「ＮＨＫ紅白歌合戦」

でもそうだと思うが、歌をちゃんとやればいいのに、歌以外の部分、余計なことが多

すぎる。日曜日のクラシックの番組は解説なんて少ししかないではないか。ああいう

風にやるべきだと思う。道頓堀やお笑いなど何か定番を出さないと納得しないという

ことが、大阪に限らずＮＨＫの中にまん延しているのではないかと思うぐらい同じも

のが出てくる。そういう点はもう少し勉強したり、町を歩いたりしてほしい。町の歴

史をもう一度探ってみるという努力が足りないのではないかと思った。大阪メロ

ディーでやるのだったら徹底して大阪メロディーでやったほうがいい。やしきたか

じんさんは大阪っぽく感じるのでいいと思ったが、それ以外は視聴率が上がっている

割には不満足だった。 

 

○  大阪のメロディーになるようにいろいろ工夫されたことと、大阪らしからぬ上品
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さがあった。全体としては楽しませていただいた。番組作りにいろいろな配慮・工

夫がされていたし、大阪局が総力をあげた年末大サービスだったという印象を受け

た。曲の選定や歌手の人選に配慮が行き届いていた。大阪を直接歌っている曲でな

くても、大阪ゆかりの曲だという説明もしっかりつけていた。それぞれの曲を自分

の持ち歌とする歌手が多く選ばれていたので、聴き応えがあった。クリス・ハート

さんが歌詞を間違えたのは残念だったが、全体としては持ち味を生かしてよく歌っ

ていたのではないかと思う。中でも、天童よしみさんの「やっぱ好きやねん」は非

常に気持ちが入った熱唱だった。同じく、天童さんの「道頓堀人情」と坂本冬美さん

の「王将」も気合いが入っていたと思う。オーロラ輝子さんが登場したのは思いが

けないことだったが、朝ドラ「ふたりっ子」を思い出し、「あれからもう１８年たっ

たか」という思いがした。お笑い芸人を「お笑いのど自慢」という形で出演させて

いたが、これも大阪らしさに対する期待に応えるアイデアだろうと思った。ここで

小田切千アナウンサーが司会を務める「ＮＨＫのど自慢」７０周年の話題につない

でいったのも、さすがだと思った。ステージ上だけでなく、法善寺や道頓堀のにぎ

わいを生中継で紹介することで、番組にいろいろ変化を持たせるように工夫されて

いた。「追悼やしきたかじん」も内容的に重くなりすぎず、天童さんの熱唱につない

でいった。宝塚 100 周年は、映像による紹介から「すみれの花咲く頃」へとうまく

つなぎ、自然な流れがあった。また、人気の朝ドラ「マッサン」を大いに活用した

番組づくりだった。はじめから終わりまで番組作りにいろいろな工夫をしていた印

象を持った。司会の西川きよしさんも出過ぎず、ほどほどを心得た司会だったと思

うし、檀れいさんは品がよくて好感が持てた。全体を見ると、大阪局が総力をあげ

て、大阪のよさや力をアピールしようとしたサービス満点の番組作りだったと受け

止めた。「ＮＨＫ紅白歌合戦」が様変わりしてきている中で、この番組は歌番組とし

ての本来のよさと楽しさを実現しようと頑張って制作された番組ではないかと受け

止めた。 

 

○  大阪局が総力をあげての制作だった。バラエティーに富む展開だったが、一方でい

ろいろと詰め込んだ感があったというのが視聴した感想。大阪城のプロジェクション

マッピングから純日本の心的な歌が出てくると思いきや、サンタクロースの衣装で

「河内おとこ節」という意外性。そこがつかみかなというところも含めて、ＮＨＫの

必死さがいろんなところに表れていたと思う。 

 

（ＮＨＫ側）   

番組ができたいきさつは、ＮＨＫ大阪放送会館が 2001 年に出来て、

その中に大阪ホールが出来たことにさかのぼる。大阪局がホールを持

つということを機に、大阪発の歌番組をやろうということで始まり、
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今回で１４回目を迎えた。回を重ねると、だんだんと演出方法が型に

はまるなどして、視聴率も落ちたことがあった。存続を含め非常に悩ん

だが、やはり大阪発の名曲もいろいろあり、「今、大阪局ができる全国

に向けての歌番組を作ってみたい。１４年続いた番組をここで途絶え

させるわけにはいかない」という思いで今回制作した。例年だとリク

エストがおよそ 3,000 通ぐらいだが、今回は 6,000 通が寄せられた。

観覧の希望も 20,000 通。およそ４２倍の観覧希望になった。ふだん放

送している「ＮＨＫ歌謡コンサート」が２０倍。その２倍ということ

になる。視聴率は、前回関西で１０．５％だったのだが、今回は１３．

９％ということでかなり上がった。東京でも１１．７％で、前回より

見られた。現場では相当危機感を持って挑んだので、多少盛り込みす

ぎた感はあるかもしれないが、できることをさせていただいた。 

クリス・ハートさんについては、これは歌詞を忘れたものだ。なぜ

忘れたかというと、専門的にはよく分からないが、サキタハヂメさん

のノコギリの音に引っ張られたということだと思う。実際かなり強い

音で、「歌とマッチングしたときに音の中で引っ張られて歌詞が飛んで

しまって収拾がつかなくなった」と後日聞いた。せっかくの名曲「喝

采」ということなので期待もあったが残念な結果に終わってしまった。 

どのような反応があったかについてだが、番組に対する反響数は近

畿で１０番目に入っている。再放送の希望も６番目で比較的多い。意

見は５３件が好評で６０件が不評。不評意見のいくつかがクリス・ハー

トさんの歌詞忘れについて。厳しい意見があったが、好評意見も多かっ

た。全国で見て大阪のコテコテ感がどうかについては、全国の人の方

が喜んで見ている。全国では期待して見ていて、大阪の方は「そうい

うところばかり出すのはいかがなものか」というのが、この手のもの

を取り上げたときに視聴者の反応を見て受ける印象である。データで

見る限りは全国で受け入れられているのではないかと思う。 

「かわち」のアクセントについて。ＮＨＫではアクセント辞典を編

さんしているが、時代とともにことばは変わっていくので改訂もずっ

と続けている。今、地域のアクセントを大事にした編集をしており、

特にこういう大阪のよさを全国に知らしめるような娯楽番組では、地

域のアクセントを大事に使うことが必要だと思う。大阪に限らず地域

のアクセントは全国各地にある文化でもあるので、そこを大事に考え

ていきたい。 

宝塚は大阪なのかということについては、たとえば奈良や和歌山、

京都などを外して本当に大阪だけでやれるのかというと、なかなか厳



  

 5 

しいと思う。そうなると、タイトルも「大阪メロディー」を外して「関

西メロディー」にするのか。そこの厳密性や住んでおられる方々の感

情も踏まえてやると、できないところも出てくると思う。ただ、宝塚

について厳しい意見もあったが、世界にも珍しい日本の芸能が 100 年

を迎えた年に、全く触れないというのもいかがなものかというところ

もあった。その兼ね合いが難しかった。 

宝塚 100 周年があったからこそ今回取り上げたということで、それ

がなければ取り上げない。取り上げなければ、定番がよりいっそう定

番化するという逆のこともあったかもしれない。先ほどあったように、

東京から見たら「大阪でどこまでやれるんだ」という声がある中で、

「われわれはもっとやれるんだ」という、ある意味総力で作り上げた

ところもあり、その分いろんなものを詰め込み過ぎてしまったかもし

れない。大阪は、芸能文化が盛んで、歌い手も大変な数がいることで

言うと、やはりわれわれの地域から歌謡曲の番組を出し続けることは

非常に意味があるのではないか。それは地域の人たちも間違いなく求

めているということで、この番組が成立しているのだろうと思う。い

ろんな改革をしながら、少しずつ定番にならない部分は変えていこう

という努力もして、次回に向けて備えていきたい。今日のご意見は非

常に参考になった。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月９日(金)のかんさい熱視線「“おもろい動物園”つくりまっせ～天王寺動物園

１００周年 改革の舞台裏～」について。ニュースが終わってチャンネルを変えよう

と思っているときにこのタイトルが目に入り、そのままチャンネルを変えずに視聴し

た。タイトルも非常に重要だと思った。元日に開園 100 周年を迎えた天王寺動物園は、

日本有数の飼育数を誇っているが、昨年度の入場者数は平成に入ってから最低の 116

万人まで落ち込んだ。この動物園の人気回復のために、昨年７月、文部科学官僚のポ

ストを捨ててまで天王寺動物園の改革担当部長の職に応募して採用された、まさに人

生をかけた牧慎一郎さんのおもろい動物園作りの番組は見応えがあった。動物を地下

鉄に乗せて子どもたちに触れさせる出張ミニ動物園という企画に対して、有識者の方

から「少し危険すぎないか、動物にストレスを与えるのでは」という懸念の声がかな

り出ていたが、牧さんは「やはり今より一歩進むには色々トライしなければならない。

新しいことに挑戦しないと天王寺動物園は変わらない」ということで、この企画を断

行する。結果としてやぎや亀や蛇まで地下鉄に乗せるわけだが、有識者が懸念してい

たことは全くなく、子どもたちは非常に喜んでいた。映像がその成功を物語っていた。
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また、元日には来園者が象に直接餌を与える試みや、虎と子どもたちの綱引き、象の

体重測定など、飼育員自身が考えたイベントが紹介されていた。「マキイズム」とい

うものがかなり浸透しつつあることが分かる一方で、おそらく実際には飼育員の中で

ずいぶん抵抗や反発があったのではないかと思う。こういった部分が番組では全く出

てこなかったので、もう少しそのあたりが出ていればより迫力のある番組になったと

思う。また、長い歴史を持つ組織を改革することの難しさと、常識にとらわれリスク

を恐れていては大きな改革は出来ないというリーダーの志、ここでは「おもろい動物

園を作る」ということを共有して実践することの大切さとをこの番組は教えてくれた。

来園者の減少に悩む動物園は少なくないが、一方で、たとえば旭山動物園は、「形態

展示」ではなく「行動展示」を導入したことで最少の時代の１０数倍の入園者を確保

したという成功例もあるし、シンガポールの動物園では、柵や檻(おり)などを一切使

わずに、うまく木々や水路を利用して来園者が間近で動物を見ることができる工夫を

してたいへんな観光名所になっている。ぜひともこの天王寺動物園の新たな改革につ

いてもフォローアップしていただきたい。 

 

○  かんさい熱視線「“おもろい動物園”つくりまっせ～天王寺動物園１００周年 改

革の舞台裏～」について。ＮＨＫのドキュメントとしては珍しく完成度が低い番組

だったというのが率直な感想。手軽に作っているというか、牧さんの改革と新企画を

伝えただけで終わっている。動物園の改革というのはじっくり腰を据えて取り組むべ

きテーマだと思う。特に天王寺動物園のような、利用者が減っている伝統のある動物

園の改革は非常に重い課題で、長期的な改革と、とりあえず手をつけられる改革とを

混ぜながら５年、１０年というサイクルでやっていくべきテーマだと思う。短期的な

企画で多少人が集まっても、それを毎日毎日続けて行くわけにはいかないので、長期

的な展望がどうしても欠かせないと思う。そういった視点から番組を制作していただ

きたかった。 

 

○  かんさい熱視線「“おもろい動物園”つくりまっせ～天王寺動物園１００周年 改

革の舞台裏～」について。かんさい熱視線はいつも深刻な社会課題を取り上げる番組

なので、いきなりの坂田利夫師匠の登場に戸惑いながら視聴した。「大阪のおもろい」

を代表する坂田師匠の起用だったが、知的な好奇心を標ぼうする改革の方向性との関

わりは少し薄い。残念ながら今回の起用はミスマッチだったと感じた。 

 

○  かんさい熱視線「“おもろい動物園”つくりまっせ～天王寺動物園１００周年 改

革の舞台裏～」について。天王寺動物園の再生の試みは知らなかったし、番組の中で

見た動物園はかつて行った動物園よりもずっときれいになっていて、動物を紹介する

さまざまな工夫もされていたのでまた行ってみたいと思った。ただ、番組としてはも
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の足りない印象だった。一つは、ほとんど動物園業界で目新しい物というのはなかっ

たこと。やる気のある動物園や、危機感に追い詰められて何とかしなければいけない

動物園は大抵やっていることばかりだったと思う。なぜこの動物園を取り上げるのか

という必然性が分かりにくかった。海遊館でも、クリスマスのときには飼育員がサン

タの格好をして水槽の中でパフォーマンスをしたり、子どもたちが海遊館に泊まり

込んで、夜の海遊館を楽しむイベントをしたりしている。同じ大阪で同じような工夫

をしているのに、なぜ天王寺動物園を取り上げたのか。一つの理由としては、文部科

学省のキャリア官僚が、動物園の改革担当部長に転身したということであれば、もう

少し牧さんを取り上げるべきだった。坂田利夫さんを出したからといって動物園がお

もしろくなるわけではないし、番組では紹介されていなかったがもしかしたら大阪の

観客の方がおもしろかったかもしれない。100 周年にぶつけただけという安易さがい

けないのではないか。改革というのは、牧さんが来て１年程度でなんとかなるもので

はないので、改革が成功した段階で満を持して「ここにはおもろい動物園があります

よ」という形で紹介してほしかった。 

 

○  １月１日(木)放送のＮＨＫスペシャル「京都御所～秘められた千年の美～」(総合 

前 7:20～8:18)について。お正月のとてもいい企画だが、おととし１月１日(火)に放

送した「奇跡の庭 京都・苔寺」に比べると極めて浅い御所の紹介だった。「秘めら

れた千年の美」ということで千年が強く出ているが、御所の位置が何度か変わってい

るということは番組の中で伝えているからいいのだが、内裏の頃と比べるとずいぶん

面積が小さくなっていることについて、あまりよく分からなかった。千年続いている

ように見せかけるのが京都のずるいところで、大抵は応仁の乱などで焼けているため、

千年の美のものはほとんどない。それに乗ってしまった形になっているのが、今回の

非常に浅はかな点だ。もっと御所の周りをよく歩いていただきたいと思った。特に絵

画の部分は非常に丁寧に紹介していたが、あれは江戸時代から明治初期の頃の絵で、

「千年の美」とうたっていながら 200～300 年ぐらいの年月のものを大層に解説して

いるところが疑問に思った。枕草子や源氏物語、源氏物語絵巻など、平安時代の資料

を読んだ形跡が全く感じられないのが私には残念だった。きれいな映像を並べるばか

りではなく、練られた千年の美の奥底をもう少し見せてほしかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「京都御所～秘められた千年の美～」について。限られた人しか

入れない京都御所の撮影が許されたということで、間近で見られるリアルさを感じた。

平安の昔から続く御所の美と紹介していたが、平安の昔から続くというのはどうなの

かというところに私も最終的に行き着いた。帝たちが即位するときに座った玉座をは

じめ、匠のたぐいまれな技や暮らしの様子、歴史を生み出してきた京都御所内の様子

を高精細の４Ｋカメラで丁寧に記録し、非常に高いクオリティーで収録できたことに
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意義があったと思う。１年を通じて丁寧に取材できる環境が与えられたということで、

四季折々、春夏秋冬それぞれの時期に見られる御所内の表情が鑑賞できたこともこの

番組をさらに価値あるものにした点だと思う。春の御所は一般公開などもあり京都御

所に入ることは私もできるが、こういう細部まで見られる実体験もないし、高精細で

見られることに関しては大変よかったと思う。 

 

○  １２月２６日(金)放送の「ニュース神戸発 2014 この１年」について。ＳＴＡＰ

細胞で話題となった理化学研究所があるのは神戸市中央区、号泣した兵庫県議会議員

も兵庫県西宮市選出、日本シリーズまで進出して最後にため息をつかせたのが阪神タ

イガース。また、神戸市長田区で小学１年生の女の子が遺体で見つかるという日本全

体を震かんさせたような事件が兵庫県で起きた。プラスの面としては、大河ドラマの

「軍師官兵衛」が好評で、出身の姫路、閉じ込められた伊丹、三木城を含めて大分に

行くまで非常に地元が盛り上がった。そういうものがすべてうまくまとめられていて、

なかなか見応えがあった。 

 

○  １２月５日(金)新日本風土記「高野山」について。ことし開創 1200 年を迎え、４

月、５月の大法会に向けて連携が深まっている。この番組は、山上の宗教都市で祈り

をささげながら日々の暮らしを営む人たちを追っていた。人口 3,400 人のうち 1,000

人が僧侶であることや、ふだん目にすることのできない貴重な映像や、長期間にわた

る山内の自然や行事をさまざまな観点で取材していて、高野山の荘厳な雰囲気がよく

出ていた。一番心に残ったのは、宮大工の男性が開創 1200 年を控えた中門の再建に

携わっていたことについて取り上げられていたこと。設計図は無く、鎌倉時代の手法

にこだわり、５年の歳月をかけてよみがえらせた。最後に大工の名を記して棟に上げ

ていた。次にその名が見られるのは、次に建て替える数百年後ということで、「その

人たちが見ても恥ずかしくないように」とのことばに、大変な仕事なのだと思って感

動した。この番組を見て訪れてみたくなった方も多いと思う。私も高野山を少し身近

に感じることができた。 

 

○  １１月９日(日)放送の「体感！古事記 ～日本はじまりの物語～」(総合 後 1:00

～1:48 奈良県域)について。この番組は、奈良県立美術館で開催された、「古事記」

を前例のない手法で紹介する「大古事記展」を基にして奈良局が制作した。番組では、

俳優の佐野史郎さんが太安万侶という古代人の衣装で案内役を務めていた。番組自体

は５つのセクションに分かれていて、それぞれ基本的なところが説明されていたので、

古事記をなんとなく知っている人たちにとっては、非常に納得しながら視聴できる番

組だったと思う。この番組のタイトルの最初に「体感！」とついているが、これは「展

示の中のさまざまなことを体感して」という意味で付けられたと思うが、番組の中で
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は、その部分が弱かったと感じた。 

 

○  １１月８日(土)放送の「びわイチ入門☆サイクルラリー」(総合 前 10:05～10:48 滋

賀県域)について。びわ湖の魅力を体感できるサイクリングの楽しさを伝え、その楽

しさだけではなく自転車の正しい乗り方や走行マナー、交通ルールを順守することの

実地指導も紹介していて、タイトルどおり「入門」にふさわしい内容になっていたと

思う。「びわイチ」というのは自転車でびわ湖を１周することの通称で、近年人気が

高まってきている。びわ湖１周は 160 キロぐらいあり、今回の番組では１周は難し

かったので、びわ湖の北部の地域「湖北」の湖岸沿いの約４０キロのサイクルラリー

を企画し、参加チームの一つに大津局の高鍬亮アナウンサーと草壁愛リポーターが参

加してリポートした。グループでの走行の楽しさや安心感、自転車ならではの寄り道

ができる楽しさなどを参加者の生の声を通じて紹介をしていて、びわイチサイクリン

グの楽しさは非常によく伝わっていたと思う。湖北地域への興味、関心を呼び起こす

うえでも、観光ＰＲとしても有効な番組になっていたと思う。今回のサイクリングは

長浜を起点に海津大崎までの行程だったが、その後は、海津大崎からクルージングで

長浜に戻るという行程になっていて、全体を通してはサイクルージングということで、

これを楽しめる新しい観光ルートの紹介としても役立つ番組だと思った。びわ湖の魅

力やびわイチの楽しさを広く多くの人に知ってもらうため、この番組を県外にも放送

するといいのではないかと思った。番組の最初に長浜城主、羽柴秀吉が出てきて、そ

の土地で生まれ育った茶々が湖北地域を案内する設定になっていたのに、途中何もな

く番組の最後にまた羽柴秀吉が戻ってきたが、この最初と最後はいらないのではない

かと思った。 

 

○  １月１２日(月)放送の「知られざる“コミケ”の世界」(総合 後 6:10～6:44)につ

いて。コミケについて具体的なイメージを持つことができた。コミケというのはコ

ミックマーケットで、漫画、アニメ、ゲーム、アクセサリー、キャラクターグッズな

ど、プロアマを問わず自分の作品を出品・販売し、そういう同じ趣味を持つ人たちと

出会い、交流する場とのこと。番組では、会場の様子を伝えると同時に、プロの漫画

家を目指す女性など参加者へのインタビューを通じて、参加者それぞれの視点からコ

ミケの持つ意義を語らせていて、コミケの全体像を理解するうえで有益だった。この

コミケが、年末の３日間でのべ５６万人もの参加者が集まる世界的にも例のない規模

のイベントであるということ、そして出品者など総勢 3,000 人によって自主運営され

ているというのも驚きだった。近年のクールジャパン、若者のポップカルチャーが海

外での日本の売りになっているが、そのベースにはこうした若い世代を中心とした世

界があるということが理解できた。こういう方面に疎い中高年世代にとっては、若者

世代を中心とした現代の文化状況を理解するうえで大いに参考になる番組だったと
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思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「かんさい熱視線」については、そもそもは担当のディレクターが、

３年前に天王寺動物園でオランウータンの国内唯一の４０代のカップ

ルに子どもができるという話があり、その企画をニュースで取り上げ

たときに、2015 年が天王寺動物園 100 周年にあたるという話を聞いて

いて、いずれ番組にしたいと温めていた。そこで牧さんという方が改

革に取り組んでいるということで、番組として取り上げた。ご指摘の

とおり、そもそもの提案の趣旨は、改革に取り組もうと乗り込んでき

た牧さんが、飼育員や園の人たちから実際に反発や抵抗に遭いながら、

なんとか動物園を変えていこうという取り組みを紹介したいというこ

とだった。しかし、改革の難しさや抵抗に遭いながらもうまくやって

いくところや、抵抗している実際の動物園の方の様子がほとんど取材

できていなかった。また、他の動物園でもやっているような取り組み

にしても、100 年もやっている動物園では難しい取り組みを、元日の

イベントに合わせてやってみるというのは大変なことだったと思う。

そのあたりの難しさがきちんと伝えられなかったと思っている。古い

組織を変える改革の取り組みは、ある程度時間をかけなければ伝えら

れない。取材にかける時間もそうだし、番組の長さにしても２５分の

短い時間で伝えられるかということもある。せっかく今回の取材で牧

さんとのつながりができたので、引き続き継続的に取材していきなが

ら動物園の改革を追いかけていきたいと思っている。 

         ４Ｋの制作について、ＮＨＫとしてその先の８Ｋを目指していくと

いうのがあるが、それに向けた一つのステップとして４Ｋにも取り

組んでいる。８Ｋの場合はなかなか機材もないので、今回のように１

年という長期間かけて制作する番組だと機材も確保できないというこ

ともあり、４Ｋで制作した。また、海外にさまざまなコンテンツを展

開していくうえで、４Ｋのクオリティーが求められるというところも

あり、４Ｋの制作に合わせていろんな形で取り組んでいる。関西でも

徐々に４Ｋや８Ｋの撮影に取り組んでおり、昨年の秋に宝塚を８Ｋで

収録しているし、今後も関西のさまざまな魅力を８Ｋで撮っていこう

と計画している。  

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 



平成２６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、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ＤＶＤを送付し視聴してもらった、地方発ドキュメンタリー

「自分の心が音やねん」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、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     中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

副委員長   金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

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） 

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） 

西田 賢治（大阪商工会議所 常任参与） 

原  さだ（（財）龍神村開発公社 専務理事） 

 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） 

 

＜地方発ドキュメンタリー「自分の心が音やねん」 

（１２月２日(火) 総合 前 0:40～1:23）について＞ 

 

○  淀川工科高校吹奏楽部を５０年間指導して、吹奏楽の甲子園と言われる全日本吹奏

楽コンクールでも２７回の金賞を獲得した丸谷明夫さんと、練習に励む生徒たちを取

材したドキュメンタリーは、体罰指導が大きな社会問題となっている今日、学校にお

ける部活指導の在り方を考えさせてくれる非常によい番組だった。丸谷先生の指導の

原点は心で奏でることにあり、吹奏楽は思っていることをそのまま音に表現しやすい

管楽器を主体にしている。だから「人がそのまま出てくる、心を磨け、それが音に出

てくるから」ということばは、丸谷先生の考えが凝縮されているように思う。関西吹

奏楽コンクールで優勝してはしゃぐ生徒たちを「お前ら完全にあほや」といって叱る

場面があった。これも、単に演奏技術だけではなく、人を思いやる心の大切さを生徒
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に教えたいがための丸谷先生の強い思いから出たことばだったように思う。また、西

成の三角公園で日雇い労働者たちを前に演奏して、労働者のおじさんたちが思わず踊

り出す場面でも、演奏する生徒と聴衆との間に一体感が生まれた雰囲気が十分伝わっ

てきた。部活指導では、生徒一人一人と心を通わせて信頼関係を築き、生徒の自主性

を尊重。生徒を平等に扱うことが何よりも大切であり、結果はあとからついてくるこ

とをこの番組は教えてくれたと思う。練習を終え、２２時すぎに家に戻ってから、毎

日生徒のノートに目を通して返事を書く。「何でこんな苦労せなあかんのや」とブツ

ブツぼやきながらも「子どもたちと毎日いるのが非常におもしろい。その魅力には勝

てない」と言って指導を続ける丸谷先生に、生徒たちは「先生はちゃんと見てくれて

いる」と、大変な信頼を寄せている状況が映像から伝わってきた。さらに、部員たち

が後ろ向きで演奏を聴き、音だけでレギュラーを決める方法を採用するが、エスクラ

リネットの全国大会出場者を決める際には、１人ずつの演奏だけではなく、全体の中

でも演奏させる。その結果、生徒たちは１回目の判断を変えて、全体の演奏の中で聴

いていて気持ちがいい青木菜南子さんをレギュラーに選ぶ場面があるが、生徒の自主

性を尊重する一方で、全国大会で勝つために適切な助言を行う丸谷先生の姿勢がよく

現れていた。丸谷先生は最初に選ばれた山本日向子さんの心情を思うばかりに、もう

１度やろうと提案するが、山本さん自身は「自分はちゃんと吹けていないからもうい

いです」と涙ぐんでいる場面は、先生と生徒の信頼関係がよく表われていたと思う。

さらにレギュラーを外れた山本さんが青木さんへ手紙を出すなどして励ますが、ここ

もよきライバルであり、よき友達でありたいと願う子どもの気持ちがよく表われてい

た。また全体を通して、丸谷先生の味わいのあることばを素直に受け止めて、それを

実践している子どもたちの映像、笑顔が大変すばらしかった。部活指導に携わってい

る先生方には、ぜひ１度この番組を見てもらいたいと思った。 

 

○  演奏の技術だけでなく、周囲への心配りなど、生徒たちの豊かで温かな心を育てな

がら気持ちを音に込めることに重きを置く丸谷先生の指導が、部活の指導者として一

番大事な、生徒との信頼関係を着実に育んでいた。ただ、西成でのコンサートの様子

が、そこまで西成の人たちが感動を受けたというには短すぎた。もう少し彼らの演奏

に時間を割いていれば、さらにその感動の部分が視聴者に伝わったのではないかと思

う。ナレーションを務めた三倉茉奈さんの声も非常にキレのよい爽やかなもので、雰

囲気をうまく伝えられたと思った。 

 

○  「自分の心からの叫びがあって、初めて音楽を奏でられる。自分を通じて音が作り

出される」という非常にシンプルなことだが、なかなか体現できないというのが今日

の若者かもしれない。全校の４分の１が吹奏楽部員という情報が冒頭にあったが、こ

れほどまでに多くの生徒を引き付けているのはどうしてなのかと思ったが、番組が進
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むにつれ、手に取るようにわかった。丸谷先生が吹奏楽を通じて自分の本当の心や他

者との関わりを大切にするというプロセスがよく描かれていて、どんどん引き込まれ

ていくドキュメンタリーだった。現代の若者は「専ら自分のことに熱中する、周囲に

あまり気を配らない」というイメージがあるが、このような教育の場面で若い世代が

生き生きしているのを見ると改めて元気をもらうことが出来た。 

 

○  関西弁でげきが飛ぶ厳しい指導ながら生徒に愛される名門顧問と部員たちが臨む

全国大会までの３か月。聴く人を引き付けてやまない音楽がどのように生み出されて

いるかを追った番組だった。丸谷先生が「思ってることが息にできる、すごいことと

ちゃうか。自分の心が息やねん」と言っていたが、６９歳の現在も、練習は夜１０時

まで、先生が帰宅するのは１１時という中、「結果よりも毎日子どもたちと一緒にい

るのがおもしろい」ということばを聞くと、子どもたちとしっかり向き合うことで人

間力を育てているのだと強く感じた。人に伝わる演奏を目指して、ひたすら練習を重

ねてひたむきに音楽と向き合って成長していく高校生の姿に素直に感動した。 

 

○  淀川工科高校の吹奏楽部が全日本吹奏楽コンクールで金賞を受賞するまでを、時間

を追ってリポートしていたので、見る側としては無理なく流れをフォローすることが

できた。また、丸谷先生の指導ぶりと、それに部員たちがしっかり応えていく様子を

丁寧に伝えていたので、見ていて応援団のような気持ちになった。最後に全日本吹奏

楽コンクールで見事な演奏が披露されたが、大変感動を覚えた。高校の部活動などで

は、指導者の考え方や人柄が非常に活動を左右するので、番組の中でどのように取り

上げているのかを見ていたが、そのあたりうまく指導の状況を伝えていたように思っ

た。タイトルにある、「自分の心が音やねん」ということばが、まさに丸谷先生の指

導のポイントだということがよく分かった。この番組は深夜の放送だったが、ぜひ広

く多くの視聴者に見てもらえる機会を作れたらいいのではないかと思った。 

 

○  丸谷先生は、もともとは音楽の専門ではなく電気工学が専門だったが、トロン

ボーンを吹きながら顧問になり、自身が編み出した独特な指導ぶりが、部員たちを引

き付けている。「自分の吐く息が音になって出てくる。それは自分の心が息となって

音となる」という、分かったような分からないような話だが、生徒たちは、「自分の

息が管楽器を通して音になるんか」と納得する。「息の吐き方も、口の開け方によっ

て温かくなったり、冷たくなったりするだろう」と言っていたが、これを聞いて、非

常に新鮮な気持ちになった。指導そのものも熱血で、こういう気迫に満ちた指導者が

いなければ部は強くならない。やはり、こういう情熱を持った先生が何年にもわたっ

て指導していくから強くなったのだと感じた。 
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（ＮＨＫ側）   

この番組は、大阪局のアナウンサーが企画して、入局２年目となる

報道番組の女性ディレクターが制作にあたった。このディレクターも

中学高校時代に吹奏楽部でサックスを吹いていて、まさに青春時代の

すべてを吹奏楽に注いだというだけに、強い思い入れを持って番組制

作にあたった。３か月くらい、ほぼ毎日高校に通い詰めて、初めのう

ちは 220 人が同じような髪型をしていて見分けがつかなかったが、ロ

ケを重ねていくうちに人間関係をうまく築いていった。番組への反応

も気になっていたが、放送後に「先生が大事にしている『吹奏楽部は、

音楽のエリートを育てるところではなくて、あくまで人間教育の場だ』

というところを番組の中で見せてくれた」ということばを頂いた。た

だ、構成にも粗いところがあり、もう少し音楽をちゃんと聴かせると

ころがあってもよかったと思った。そういったところも含めて今後の

課題だと思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２日(日)の日曜美術館「華麗なる天平の至宝～第６６回正倉院展～」につい

て。この時期、奈良にはこれしかないだろうという番組である。奈良にとって正倉院

宝物があるというのがどれほどすばらしく、喜ばしいことか。そして、宮内庁管轄の

宝物を、今のように番組として出せるようになったのは、ＮＨＫの多大な努力があっ

たからだと聞いている。日本各地から訪れる正倉院宝物、正倉院展のファンは、必ず

日曜美術館を見ていると聞いている。内容に関しては、ＮＨＫの技術、出演者の選定、

構成などについて言うことはないが、出演していた先生方に聞くと、「あれだけしゃ

べったのに、少しだけしか放送してもらえなかった。もっとみなさんに伝えたいこと

がたくさんあったのにカットされてしまった」と話していた。時間的な制約があるか

らしかたないことは理解できるが、先生が言うこともよく分かる。それならば、日曜

美術館以外で、この時期の特集としてもう少しボリュームのある番組を作っていただ

くことは出来ないのだろうか。 

 

○  １１月１４日(金)のかんさい熱視線「“奇跡”の湖を守れ～世界が注目する びわ

湖～」について。この番組は大津局が「びわ湖興味新深」という年間キャンペーンを

やっている一環で制作されたものである。びわ湖の水質環境保全について、これまで

の取り組みと新たに生じている問題を短い時間の中で分かりやすくまとめていたと

思う。近畿県域 1,450 万人の水がめであるびわ湖の状況について広く視聴者の方々に

知っていただくという意味では近畿ブロックでの放送にしたのは大変有意義だった。
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内容は大きく２つに分けられていた。前段で、びわ湖の水のきれいさは国際的によく

知られていて、奇跡の湖だと言われていること、経済の発展に伴い深刻な水質汚染に

直面している諸外国から多くの研究者がびわ湖の経験を学びにきているということ、

びわ湖の水質浄化保全は昭和４８年以来、行政と地域を挙げた住民の取り組みによる

ものであるということ、小学５年生全員参加のびわ湖学習という取り組みを３０年以

上続けていることが紹介された。後段では、その奇跡の湖に、今年８月、水草の異常

繁殖とそれに起因する悪臭の発生という異変が起きたこと、その原因が、水草を食べ

る固有種の魚が減って、ブラックバスやブルーギルと言った外来種の魚の繁殖による

生態系の変化によるものではないかということ、それを固有種の生態研究の紹介をま

じえながらリポートしていた。こういう説明はびわ湖沿岸の住民としては非常に納得

できるような内容だった。ただ、締めくくりの大学教授のコメントが、生態系のバラン

スの崩れによるびわ湖の自浄能力の衰えということを指摘しながら、結論としてみん

なでびわ湖の水の大切さを考える必要があるという一般論で終わらせてしまったの

で、もう少し具体的な提言があったほうがよかった。 

 

○  かんさい熱視線「“奇跡”の湖を守れ～世界が注目する びわ湖～」について。タ

イトルについては大賛成なので、今後も大阪局を中心に、もっと関西の放送局全体で

取り組んでいかなければならないテーマだと思う。歴史的なところで言うと、淀川は

かつて京都と大阪を結ぶハイウェイに近い重要な役割を担っていて、京阪電車は淀川

の水路に沿って作られている。そういう部分も番組として取り上げていただきたい。 

 

○  かんさい熱視線「“奇跡”の湖を守れ～世界が注目する びわ湖～」について。外

来魚が入ってきて、あるいは外来の植物が生えてきて、固有種がとう汰されるという

問題は、日本だけではなく世界的に起こっていることである。しかし、古代から現代

まで、そういうことは世界各地であったわけで、日本においても、今の植物で固有種

は圧倒的に少なく、昆虫についても何百万年前からあった固有種は非常に少ない。逆

に言えば、ほとんどが外来種だということ。そのように考えると「固有種が少なくな

るのはよくない。そうではない環境に戻さなければいけない」という意見は、ある意

味、一方的な見方であり、外来種が繁殖して固有種がとう汰されてバランスが崩れる

ことにどんなメリットとデメリットがあるのか。その部分をきちんと把握できていな

い状況で「固有種が犯されてよくない。外来種をなんとかしなければいけない」とい

う視点だけで制作するのはいかがなものかと思った。  

 

○  １１月３０日(日) ルソンの壺～１１月号～「ジャパニーズ・スピリッツで世界を

目指せ！」について。「マッサン」のウイスキー作りとタイミングを合わせての放送

だと思うが、興味を持って視聴した。ジャパニーズ・スピリッツで勝負というタイト
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ルも二重の意味があってよかったと思う。国産ウイスキーの海外進出と日本酒の海外

進出はいずれも私にとって興味あるテーマであり、両者を対比させてリポートしたの

はよかった。内容的には、国産ウイスキーは品質においては世界的な評価を得ている

ものの、実は欧米ではその存在がほとんど知られていない。だから、いかにして知っ

てもらうか、味わってもらうかということに手を尽くしていることと、一方、日本酒

については、「日本のものはいい」と海外で思われていることをベースに、何を加え

ればよいかを考えてデザインで勝負に出ているというリポートだった。ただ世界市場

で広く知られていないということは日本酒も同様で、そのために小売店と直接取引を

したり、アジアからの留学生の見学会で日本酒を味わってもらったりするなど、いろ

いろな取り組みをしていることがリポートされていた。一方、国産ウイスキーは、品

質の維持向上に常に最新の努力をしていることが、５人のブレンダーチームの取り組

みとして紹介されていた。こうした完璧を求め続ける努力、あるいは伝統の味を守り

つつ新しい味を作り出す努力というのがまさにジャパニーズ・スピリッツ、日本精神

であり、そして国産ウイスキーと日本酒というジャパニーズ・スピリッツである。タ

イトルどおり世界を魅了してほしいという感想をもった。 

 

○  １１月２３日(日)の兵庫特集 新兵庫史を歩く「官兵衛ゆかりの宍粟市を訪ねて 

～宍粟市～」(総合 後 1:10～1:53 兵庫県域)について。黒田官兵衛が秀吉から初め

て与えられた領地がこの宍粟市で、兵庫県の西播磨に位置し、昔から因幡街道の交通

の要所だった。番組では、城のあった山崎を中心に歩いた。表題を見たときに、「ま

た官兵衛か」と思ったが、始まってみると、それぞれの場所について、そこにまつわ

る歴史を詳しく丁寧に分かりやすく説明していて、この場所は官兵衛にとって軍師と

して成長するうえで非常に大切な場所だったと認識することができた。官兵衛の篠ノ

丸城は堅固な城だったと伝えられていたが、その城跡を市の教育委員会が航空レー

ザー測量を行った結果、城郭の周りの畝状竪堀群などの特殊な構築構造が明らかに

なった。今まで知らなかった多くの歴史的に貴重な建物や物品などを見ることができ

てよかった。そしてこの宍粟市を訪ねることで、今までの「田舎の何もないところ」

というイメージから、「歴史の町」のイメージに変わった。 

 

○  １１月３０日(日)の ＮＨＫスペシャル「攻防 危険ドラッグ 闇のチャイナルー

トを追う」について。最近危険ドラッグの吸引が原因で、交通事故によって多くの死

傷者が出ているが、その他にさまざまな問題が出て大きな社会問題になっている。し

かし、危険ドラッグ使用者は、法規制が厳しい麻薬やマリファナよりも安易に手に入

るので悪意は少なく、簡単に手に入れていると思われる。ＮＨＫは、４か月に及ぶ長

期取材を、国内はもちろん、中国にも行き、果敢に密着取材を行っていた。その生々

しい映像を見たとき、これは大変なことだとショックを受けた。取り締まりは絶対に
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手を抜かず続けなければいけないと思う。そして他の国々とも協力態勢を組むべきだ

と思う。それ以上に私たち一人一人がこの危険ドラッグの恐ろしさを理解すべきで、

この番組を再放送して、繰り返し国民に強く訴えなければならないと思う。 

 

○  １１月２０日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 和歌山市」について。番組で紹介さ

れていた和歌山市のオススメは、１番が「クール和歌山」、２番が「わかやまポンチ」、

３番は酢の消費量が日本一、４番はけん玉世界一の先生、５番は人形神社という５つ

だった。１番の「クール和歌山」についてだが、和歌山は穴場観光スポットとして世

界で注目を集めていて、番組では 400 年の歴史がある和歌山城、猫駅長、和歌山ラー

メン、コスプレのできる遊園地、マグロの解体ショーなどが紹介されていた。２番の

「わかやまポンチ」というのは和歌山のご当地スイーツで、和歌山市内にある２５の

お店が、和歌山県産のフルーツ１つと梅を使うことで、それぞれ個性豊かなわかやま

ポンチを提供している。３番の酢の消費量日本一は、和歌山ではいろいろな物に酢を

かけるということだが、和歌山全体と思われると少しつらい。４番のけん玉世界一の

先生については、新しく開発したけん玉の技、「あさイチ」が紹介されていた。５番

の人形神社は和歌山県北部にあり、地元では人形神社と言われている。３万体以上の

人形が飾られ、宮司さんは「人形は人に見てもらうことが幸せ」という考えから、不

要になった人形も受け入れるようになったと紹介されていた。全体では、地域ならで

はのおもしろいネタやいろいろ魅力にあふれている、地元の私たちでも知らない情報

があって見応えがあった。 

 

○  １１月１２日(水)放送の「鵜飼いに恋した夏～京都発地域ドラマ～」(ＢＳプレミ

アム 後 10:00～10:59)について。京都放送局が地域とのつながり、特に宇治市の地

域振興を目的に制作したと思われる。地域の人たちとともに作り上げられたという感

じがあり、温かみを感じた。このドラマのベースになった宇治特産の宇治茶、独特の

風物詩、鵜飼い、宇治を舞台として展開される源氏物語を思わせる恋愛物語。ドラマ

では、人生に対してイージーゴーイングな若者である宇治市役所勤務の主人公、笹本

薫平くんが、少年の頃から恋心を寄せながらも実を結ぶことができないでいる鵜飼い

の立花夕浮ちゃんとの関係が軸になっていくが、これを宇治の地域観光振興とも関連

させながら物語は展開していく。ある日、夕浮ちゃんが薫平くんの地元に帰ってきて

家業の鵜飼いを手伝うことになった。地元に帰ってきたのを見つけると薫平くんは嬉

しくなり、今度こそ恋を成就させようと、市役所で「宇治茶と鵜飼いの夕べ企画」を

提案する。これが実現するにはさまざまな困難があるわけだが、最後にはこれを成功

させて、薫平くんと夕浮ちゃんの恋も前に向き始めていると感じさせる恋愛物語でも

ある。地域との連携、地域に抱かれながらドラマが制作されているという雰囲気を感

じさせてくれたよい番組だった。ＮＨＫ京都放送局では、放送直前にお世話になった
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人たちを招いて試写イベントを開催した。これに先だって番組制作のスタッフが、制

作過程についてホームページで公開していて、制作の様子や宇治の人々との触れ合い

について紹介していた。テレビ制作だけでなく、地元の視聴者との絆を地道に作って

いることもアピールしながら、意義ある放送番組だった。 

 

○  「鵜飼いに恋した夏～京都発地域ドラマ～」について。この地域ドラマは、子ども

の学芸会のようなところがあり、見るに堪えなかった。ドラマだからといって、お茶

の葉があって、その前ですぐにお茶をたててくるというのはお茶を作る工程からいえ

ばありえない。そういう場面が初めの方に出てきて少しあやしいと思っていたら、薫

平くんが川に落ちる場面についても、あんな場所で子どもでも落ちることはない。リ

アリティーがないのは問題だったと思う。鵜飼いも宇治の名物といえば名物だが、長

良川ほどの規模ではない。女の子が鵜飼いをしているのが最近話題になっているが、

少し捉え方が安易だと感じた。宇治茶の歴史も鎌倉時代よりも後だから、源氏物語と

は時代が違う。こういった部分についても配慮が感じられず、軽さを感じた。地方局

が無理してドラマを作ることはないのではないか。それよりも、それぞれの土地に住

む人しか分からないものを紹介し、それによって多くの人がやってくることで交流が

始まるほうがいいと思う。 

 

○  １２月１４日(日)に選挙速報をマレーシアで見たが、ずっと東京の選挙速報ばかり

で、関西のものが見られなかった。海外に行くのは東京の人だけではないので、もう

少し工夫してほしいと思った。 

 

○  １１月２４日(月)の プロフェッショナル 仕事の流儀「勝利は、信頼でつかみと

る バスケットボール部監督・井上眞一」について。非常に有名な女子高校バスケッ

トボールの強豪校、愛知県桜花学園高校の指導者、井上眞一さんに密着した内容だっ

た。信頼関係こそがチーム力の源泉であることを自らの心情とした井上監督の指導ぶ

りは、まさに部活指導者としての神髄をかいま見た気がした。画一的な指導ではなく、

選手それぞれの性格と能力に合わせて、一人一人と向き合うことを重視した指導方法

で、練習のときだけでなく、選手が生活する寮においても同じようなものであった。

さらに寮生活においては、監督の立場を離れて親子のようにふるまいながら選手たち

に向き合い、監督と選手という上下関係を忘れさせ、各選手の次への挑戦意欲を育む

効果を生み出していることがよく分かった。また、学年の混在した４人部屋の寮の部

屋割りにも気を配る繊細さは、体育会系によくある封建的な上下関係を少なくして、

チーム全体の意思疎通を高めているように思った。その背景には、井上監督が大学時

代に経験した、しごき中心の部活動を変えたいという強い思いと、選手の人生を預

かっているという大きな責任感があった。勝利至上主義よりも選手一人一人の将来を
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考えた、人作り重視のスタンスは、部活動の目指す姿を実現しているものだと感じた。

ただ、「プロフェッショナル」ということばの響きは、井上監督の言動や行動が計算

ずくで作られたものだというような誤解を、関係者や生徒たちに招きかねないのでは

ないか心配である。真心をこめた信頼関係づくりという番組の大きな趣旨から言えば、

プロフェッショナルという番組より、「地方発ドキュメンタリー」のような番組とし

て放送するほうが適していたのではないかと感じた。 

 

○  １１月２１日(金)のドラマチック関西「グレースの幸せ難病日記」について。グレー

スさんは「バリバラ～障害者情報バラエティー～」でもよく目にしていて、にぎやか

なで元気な女性だという認識しかなかったが、これほどの重度な難病を抱えているこ

とに驚いた。そんな厳しい状況でも番組の中では表に出さず、明るく振る舞う彼女の

姿は、いくつもの葛藤を乗り越えてきた心の強い女性だということを感じさせる。ま

た番組の中で、彼女は多くの人々に支えられていることも紹介されていたが、彼女の

生きざまは支えられるだけではなく、周囲の人たちにも多くの学びを与えていること

が感じ取れた。またバリバラへの出演も彼女らしさを発揮する、言いかえれば、彼女

の生きることへの挑戦の１つなのだということもわかり、バリバラが障害を持った人

たちの思いを発信する場として大きな存在感を持った番組だということに気付かさ

れた。全体的には、障害を持ちながらも自分らしさを失わずに生きる彼女の生きざま

には、教えられることや考えさせられることが多かったが、呼吸困難に陥り、ことば

を出せずに苦しんでいる彼女の姿を見続けるのは正直つらいものがあった。しかし、

気持ちが滅入りそうな場面でも、彼女の声を演じた篠原ともえさんの少しコミカルで

明るさを感じさせる語り口調が救いとなり、見終わったあとは、爽やかさを伴った感

動が残った。ドラマチック関西らしい非常に見応えのある内容だった。 

 

 

○  ドラマチック関西「グレースの幸せ難病日記」について。重度の難病を３つも抱え

ながらも前向きで幸せだというグレースさんの笑顔、２４時間の介護を必要としてい

ながら心は自立している姿に非常に感銘を受けた。この番組が、同じように難病や障

害を抱えている多くの人に、元気や希望を与えるのではないかと思った。グレース

さんがこうして自立して生活できるのは、番組でも紹介されていた「ＮＰＯ自立生活

夢宙センター」のおかげだと思ったが、私がもう一歩踏み込んで紹介してほしかった

のが、このＮＰＯの活動だった。番組を見て自分もあのようになりたいと思った人、

自分の地域にもこういうセンターが欲しいと思った人たち、この活動をサポートした

いという人も出てくるのではないか。たとえば、番組紹介のホームページの中にリン

クを張って、このＮＰＯを紹介するということも可能だと思う。 
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○  ドラマチック関西「グレースの幸せ難病日記」について。これを見て介護支援サー

ビスや障害者自立支援の必要性を改めて強く感じた。難病の方たちを勇気づけ、生き

る喜びと元気を与えてくれる番組だと思う。グレースさんは北京オリンピックを目指

して１８歳で母の母国アメリカへ渡り、女子柔道のアメリカ代表に選ばれた直後に難

病になりオリンピック出場を断念。２０歳のときに余命６年と宣告されるという非常

に過酷なストーリーだった。呼吸が止まって応急処置を受けるところや、苦痛がある

のにヘルパーに自分の意思を伝えられず涙を流すところ、普通だとそんな話は聞きた

くないし見たくもないが、不思議と番組に引き込まれるように最後まで見てしまった。

グレースさん自身に病気の話をさせたことや、淡々としたナレーションが深刻な内容

の緩衝材になっていたと感じた。そんな彼女が４年前に大阪のＮＰＯ法人の自立生活

夢宙センターを紹介され、指１本ぐらいしか動かせない自分よりも重度な障害者がい

ることを知り、かつ、その人がＮＰＯ法人の活動により、１人で生き生きと生きてい

る状況に衝撃を受ける。失意の彼女を救う大きな転機となったＮＰＯ法人の活動の紹

介がもう少しあってもよかった。多発性硬化症や重症筋無力症などの難病を抱え、胸

から下は動かず感覚もない。２４時間ヘルパーのサポートを受け、多発性硬化症のス

ケールは死の一歩手前まで進行している状況にもかかわらず、バリバラに出演するな

ど充実した日々を送る彼女の精神力は本当にすごいという一語に尽きる。余命６年と

言われた２０歳から６年たって、呼吸器を付けていても息をするのが難しくなり、解

決策は気管切開しかないが、統計では声を失う恐怖から何もせずに死を選ぶ人が７割

にも及ぶ中で、彼女は気管切開手術を決意する。この決意をするきっかけになったの

は、生きるか死ぬかの状況を一緒に乗り越えてきてくれた仲間のヘルパーたちの存在

で、その関係性がよく描写されていた。先のことをあれこれ思い悩んでもしかたない

ということで、「２人の時間を楽しもう」と言ってくれた彼氏とできるだけ楽しく過

ごしていこうというシーンがあるが、「いつ終えんのときを迎えるか分からないが、

これが私の人生。大好きな仲間に囲まれて、たくさんの人とつながって、愛する彼氏

に見守られて自分らしく生きている。だから幸せです」と言って、難病と闘いながら

懸命に生きるグレースさんの生きざまは本当に見応えがあった。 

 

（ＮＨＫ側） 

           ドラマチック関西「グレースの幸せ難病日記」について。当初、グ

レースさんが気管切開の手術を受けるので、放送の前の１０月に声が

出なくなるかもしれないという話があり、その場合にどのように決断

するかについての過程を取材し、さらにグレースさん自身の声を録音

し、その声をナレーションにしてドキュメンタリーを作るという計画

があった。ただ、気管切開の手術が伸びたため、この時点では篠原と

もえさんにナレーションをお願いした。難病を扱うつらい話だが、グ
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レースさんの明るさや前向きさを最大限に出すという意味で、細心の

注意を払い、篠原さんのナレーションもふだんどおりの明るめの感じ

になった。そこはうまく出ていたと思う。声を失うという一見悲劇的

なことだけに焦点を当てるのではなく、グレースさんが話す「幸せな

時間」をテレビ番組としてどう表現するかというのは非常に難しいと

思う。実際には、テレビの取材ではカメラマン、音声、照明という２

～３人のクルーにディレクターがいる。ただ、その状況だと、生の彼

女の表情はなかなか撮影しづらいだろうということで、撮影の方法と

してビデオカメラをグレースさんにお渡しして、「自分が幸せだと思

うときを撮ってください」というところから始めた。これを数か月に

わたって行い、徐々に慣れてきてヘルパーさんとの様子などがリアル

な姿として撮影できたのではないかと思う。放送後もＮＰＯ法人自立

生活夢宙センターについての問い合わせがあり、今回「バリバラ」を

放送しているＥテレではなく、総合テレビで放送したということで多

くの反響があった。 

地域ドラマについては、だいたい各局一巡した状況なので、頂いた

さまざまなご指摘を生かして、今後地域ドラマをどのようにしていく

のか検討課題になっていくと思う。正倉院展をはじめ、地域のさまざ

まな文化などについては引き続き地域密着型の番組づくりということ

で掘り起こしも含めてやっていきたいと思っている。 

選挙の開票速報については、番組編成上では、全国放送と近畿ブロッ

クの部分、京都や神戸といった各ローカルの部分で伝えているが、選

挙の開票状況を３段重ねで伝えるのは実に難しい。全国重視型で放送

するとローカルの視聴者から多くの注文が来たり、ローカルばかり

やっていると「もっと全国のことを見せてほしい」という意見が来た

り、両方の意見が来る。こちらで見ていてもいろいろ感じるところは

あり、毎回どのように伝えるか検討しながら放送枠を考えていくので、

今回頂いた課題も今後に向けて検討していきたいと思っている。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 



平成２６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、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。 

会議ではまず、事前にＤＶＤを送付し視聴してもらった、地方発ドキュメンタリー

「おひゃくど～東大阪 祈りの道」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、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     中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

副委員長   金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

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） 

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） 

西田 賢治（大阪商工会議所 常任参与） 

原  さだ（（財）龍神村開発公社 専務理事） 

 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） 

 

＜地方発ドキュメンタリー「おひゃくど～東大阪 祈りの道」 

（１０月２５日(土) 総合 後 5:00～8:15）について＞ 

 

○  願かけをする人は切実な思いが背景にあるため、人の目に触れては願いが成就しな

いという言い伝えがある。そんな中、「誰かの励みになるなら」と、１か月という長

期間の取材に応じた八谷幸子さんの、子を思う母の強さに涙した。どんなにつらく悲

しい事態になっても、人は生きていかなければならない。困難に立ち向かう真摯な意

思を強く持つことで、それを乗り越えていこうと願をかけるのだと感じた。 

 

○  石切神社は腫れものの神様として知られており、さらにお百度参りは非常に有名で

ある。しかしながら、これほど多くの人たちが詣でているのには驚いた。その人たち
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は悩みをそれぞれ胸に秘めて他人に語ろうとせず、黙々とお参りをしている。しかし、

お参りの日数が増すごとに、思いが強かった願いは徐々に自分自身への優しさに変

わっていき、心にやすらぎを与えているようだ。その１人八谷さんが取材を受けてい

るが、こん睡状態の息子を家族全員で励まそうとしている姿が克明に放送されていた。

この看病の状況を見て、同じような悩みを持っている人たちにとっても大きな励みに

なるのではないかと思う。お百度参りに来ている人たちはお互いに名前も知らないが、

同じような境遇であり、仲間としてそれぞれ支え合っている。お百度参りは個々に願

いを込めて、それを続けることによって精神的に落ち着き、幸せな心をいただけるの

だと思う。信仰の厚さ、続けることの大事さを感じた。 

 

○  取材した野口宏明カメラマンの語りのとおり、今の時代なぜこれほど多くの人々が

お百度参りに来るのか、何を祈っているのか、それを知りたいという思いでこの番組

に引き込まれた。早朝、あるいは雨の中の取材を辛抱強く続けていく中で、１人の女

性、八谷さんが取材に応じてくれた。こん睡状態の息子の回復を願って、２年３か月

お百度参りを続けていることを語ってくれたのをきっかけにして、その女性に密着取

材することになった。この女性がお百度参りを続けている事情を、息子の家族の状況

も含めて丁寧にリポートしていて、この女性がお百度参りにかける思いがよく伝わっ

てきた。もう１人取材に応じてくれた男性、吉彌鋭夫さんは、認知症になった妻のた

めに、この１０年間毎週土曜日にお百度参りを続けている。お百度参りは自分自身が

後悔せずに毎日を過ごすためと語っていて、そのあたりは、八谷さんが息子への励ま

しであるとともに自分自身への励ましだとしてお百度参りをしていることに通じて

いるのではないかと感じた。おそらくお百度参りというのは、人の力ではどうするこ

ともできない事態に直面したときに、神様に祈る形を取りながら、自分自身を励ます

ためにやっているのだということが、この番組を通じて分かった。お百度参りをして

いる人たちが、お互いに名前も住所も知らないけれども、お互い声をかけ、励まし合っ

て、お百度仲間になっているところに温かいものを感じた。辛抱強い取材を重ねて、

八谷さんや吉彌さんの信頼を得ることで、お百度参りをする人たちの心情をしっかり

伝えたよい番組だった。 

 

○  番組冒頭で、遠くから撮影していたかもしれないが、お百度参りをする人々の表情

をカメラがかなりはっきり捉えていた。この人が誰であるか確実に分かる状況でカメ

ラを向けていたが、その方々にもきっちり確認をとったのかどうなのか。ＮＨＫが取

材するときは、きっちりしているので大丈夫だと思うが、やはりこの種の取材はとて

も気になった。取材が始まり、お百度参りをする人の「その辺はちょっと」というこ

とばや、「それは内緒です」ということばに対して、取材したカメラマンが「内緒の

理由ってなんでしょう」という問いかけをしていた。今まで私たちは何か願いごとを
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するとき、それが深刻なものであればあるほど人には話さない。そして周りの人たち

もそれを聞かないようにするという暗黙の了解のようなものがあったと思っていた。

ところが、今の時代はそうではなくなってきているのだということを、この番組を見

て、内容以上に今の時代背景を強く感じた。 

          

○  お百度参りを長年にわたって続ける人々を取材したドキュメンタリーで、誰にも言

えない悩みごとを抱える人が多い現実について改めて考えさせられた。淡々としたナ

レーションが重い心の問題を取り扱ったドキュメンタリーにマッチしていた。取材に

応じた八谷さんは、若い跡取り息子が突然こん睡状態になり、その翌日から２年３か

月にわたって毎日お百度参りを続けている。神頼みではなく、どうしようもない大き

な悩みを抱えながら生きていくなか、お百度参りを続けることに、心のよりどころや

癒やしを求めているのではないかと感じた。大きな悩みを共有することで家族の絆が

強まる、あるいは、互いに悩みを抱えているからこそ、ことばを交わさなくても相手

を思いやる気持ちが自然と出てくるということが紹介されていたが、一方で自殺する

人が年間３万人に上っている今日の社会において、思いやりや心遣い、親切といった

ものの大切さを改めて考えさせられたよい番組だった。ただ１つ気になったことは、

誰にも言えない大きな悩みごとを抱えている人に、その悩みの中身を尋ねることにつ

いては、私もいかがなものかと思った。 

 

○  感心したのは、取材、撮影を担当した野口カメラマン。ほぼ１人で１か月にわたっ

て丹念にしつこく取材したことは大変だったと思う。「なぜ何年もお百度参りをする

人たちがたくさんいるのか」という視点で取材していたが、それが番組にそのまま表

れていた。お百度参りをすることによって、現実を受け入れたくなかった人が次第に

現実を受け入れていく過程、それを受け入れた上でどのようにこれから生きていくの

かということを考えて実行する、そういったお百度参りの意義や役割を主張したのだ

と思った。欲をいえば、石切のお百度参りというのは一昔前とどのように変わってき

たのか、お参りする人たちの人数や内容がここ数十年の間にどのように変化していっ

たのかという視点があれば、さらに深みが出たと思った。 

 

○  石切のお百度参りのことは聞いたことはあったが実際に行ったことはなかった。あ

まりにも大勢の方がお百度参りをしているのを見て驚いた。お百度参りをしている方

の中には、つらそうな表情の方がたくさんいて、中には汗を拭いているのか涙を拭い

ているのかはっきりしなかったが、非常に苦しそうな表情の方もたくさんいた。願い

ごとの中身を聞かれても答える人がほとんどいない中で、取材を受けた方は放送を承

諾されたと思うが、大勢の中の１人として撮られた方々は、そこで映ることに対して

どんな思いをしていたのか気になった。お百度をしていることを知られたくない、あ
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るいは、大きな苦しみを抱えていることを近所や会社の人に知られたくない人もいる

のではないかと思う。７９歳の吉彌さんは今も自分を律して生きているが、神様と向

き合うことでそんな自分を支えてもらっているという。倒れた息子のことを祈り続け

る母の八谷さんは、もう死にたいと思っていたなか、祈り続けることで笑顔を取り戻

したり、仲間を見つけたりした。１０年、２０年祈り続けている人たちの姿を見てい

ると、祈るという生き方、生き方としての祈りというものを見た思いがした。 

 

○  お百度参りのような祈りの場は、同じような悩みを抱える人たちの気持ちのよりど

ころとなるコミュニティースペースとなり、集まる人たちの心を癒やして支え合うパ

ワーを生み出すことがよく理解できた。何かと不安の多い現在の暮らしの中で、この

ような祈りの場の果たす役割の大きさと重要性がよく伝わってくる内容だった。また、

番組の中で紹介された八谷さんと吉彌さんが、お百度を踏みながらさまざまな葛藤の

中で取り戻した落ち着きと前向きな生き方、とりわけ八谷一家の家族愛あふれる生き

方というのは、同じような境遇にある人たちの心を温め、大きな励ましになったので

はないかと思う。地方発ドキュメンタリーはいつも爽やかな感動と刺激を与えてくれ

る大変見応えのある作品が多いが、今回も取材された方たちの心の機微をうまく捉え

た、期待を裏切らないすばらしい内容だった。 

 

○  今の日本が置かれた状況を見なければいけないのでつらい気がする。吉彌さんの生

きざまがわれわれにとって参考になるような部分があって、むしろ吉彌さんにもう少

し時間をとってクローズアップしてほしかった。八谷さんの息子さんがこん睡状態に

なったのは耐えがたいことに違いないと思うが、よく取材を受けられたと思った。１

つの救いは、映像の中で子どもたちが明るい様子だったこと。こういうものを取り上

げるべきことなのか、あるいは、取り上げてもどこまで公開するのかという問題は常

に残ると思う。ただ、こういうあまりいいことではない人の状況を取り上げるには、

向こうが了解しても少し考えなければならない部分も、制作側としてはあるべきでは

ないか。 

 

○  質の高い番組だと感じた。取材者側が取材対象にどのように向き合っているのかが

リトマス試験紙のようにはっきり出る番組、という意味での質の高さである。取材し

た野口カメラマンが前面に出てきているが、客観を重んじるところから少し離れた、

「１人称ドキュメンタリー」というのが最近は社会的にも受け入れられるようになっ

ている。そういう雰囲気もこのドキュメンタリーの中に感じた。そういう意味では、

取材中の本人の葛藤といった主観的な側面をもっと出してもよかったのではないか。

映像を見ていると、日を追うごとに取材対象に近づいていく、取材環境の一部になっ

てきていることがひしひしと伝わってきた。番組の最後に、撮影は野口カメラマン、
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音声は生駒実里さん、鈴木彰浩さんの３名と出ている。ナレーションはカメラマン自

身、カメラの先に取材記者がいるわけないと思いながらも、カメラの先、視線の先に

あるのがカメラマンに向けての視線ではないような気もして、そのからくりが最後ま

で明らかにされないままだった。実際に取材を担当した人、関わった人の関係性、言

いかえれば、カメラマンドキュメンタリーとはっきり理解できるのかどうなのか、そ

こを明確にまた正直に示してほしかった。新たなドキュメンタリーのトライアルだと

思うので、いくつか疑問や質問があったが、非常に対象者に近づく番組だったと思う。 

 

○  今回の「地方発ドキュメンタリー」は、お百度参りを続ける人々を取材して、何が

お百度参りに駆り立てるのかを探った企画だった。今回は２人の方に焦点を当てなが

ら、個人情報の問題もあり、どこまで許されるのかいろんな意見も出たと思うが、非

常に見応えのある番組だったと思う。お百度参りで人が抱える悩みは簡単に解決する

わけではないだろうが、お百度参りを続けることによって、前を向いて生きていこう

とする元気が神様からもらえるのではないかと、２人の姿を通して感じた。感動的で

は済まされないような、何か生きていくための原点のようなものをこの番組から感じ

取れた。カメラマンがナレーションも務めていたが、節度ある語りで非常に好感を持

てた。 

 

（ＮＨＫ側） 

個人の心の問題について、どこまで踏み込むのかというのがいち

ばん大事なところだと思う。そこがおそらく見ていただいた方には賛

否両論が分かれるところだと思っていた。そもそもの取材のきっかけ

は、野口カメラマンがお百度参りをしている石切神社を見に行ったこ

と。多くの人が訪れていたのを見て、何でこんなに集まってくるんだ

ろう、何をお祈りしているんだろうという素直な疑問から入っていっ

た。８月に「ニューステラス関西」の中で、カメラマンリポートとい

う形でまず短いリポートとして取り上げた。この企画を「おはよう日

本」で放送したところ多くの反響があったということと、もう少し掘

り下げて取材したいという野口カメラマンの強い思いがあり、「おはよ

う日本」のディレクターも加わって、「地方発ドキュメンタリー」で長

い番組にしようと、さらに１か月あまり取材を重ねて今回の番組が制

作された。インタビューをした方々から了解を得ているのかというこ

とだが、実は相当な数の方に取材し、声をかけさせていただいた。ご

家族や親戚、友人の病気が治るようにというお祈りで来られている方

ばかりで、ほとんどの方に取材を断られた。インタビューに応じてく

ださった方はすべて許可をいただいて放送した。取材中は７０人ぐら
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いの方に声をかけたが、深刻な願いなので映さないでほしいという方

が多かった。その場合はその人たちがお百度を踏み終わるまでは取材

を中断して、帰られてからもう一度撮り直す必要があり、何度も何度

も撮り直した。決して映さないでほしいと言った方が放送に出ないよ

うに相当注意を払った。取材に応じていただいた２人のうち八谷さん

は、２年半毎日お百度参りを続けていて、1,000 回お百度参りするこ

とを１つの目標にしている。吉彌さんについては、１０年間毎週土曜

日にお祈りに来ている。病室や自宅という非常にプライベートな場所

に入らせていただいたが、それについても相当注意を払って、どこま

でなら放送してよいか、重ねて確認したうえで放送した。かなり心の

中に踏み込む取材なので、どこまで踏み込んでいいのか、野口カメラ

マン自身も悩みながらのリポートだった。クルーとしては、取材時３

人いた。普通だと記者がいるが、今回は記者はおらず、ディレクター

とカメラマン、そしてカメラマンの補助という状況だった。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月７日（金）の新日本風土記「生駒山」について。生駒山といえば奈良という

イメージが強かったが、今回の番組は、大阪と奈良の双方から取材していて、非常に

よかった。生駒の聖天（しょうてん）さんが、江戸時代から天下の台所と呼ばれた大

阪の商人が商売繁盛を願って参拝し、それが今日まで続いていること、河内と大和の

国を結ぶ最短ルートで参勤交代の大名行列の往来などで非常ににぎわっていた。大阪

の奥座敷として昭和３０年代まで芸者が 300 人以上いてにぎわっていたことなどは

初めて知り、大変興味深く視聴した。一方、生駒山麓の西側は朝鮮寺があり、生野区

にコリアンタウンがあるが、在日１世の朝鮮、韓国人の方たちがシャーマニズムの信

仰の場としてよく行っていた。非常に珍しい祈とうの貴重な映像が流れていて、大変

興味深かった。また、生駒山上遊園地にある高さ３０メートルの飛行塔は日本初のも

のであるとか、子どもたちに人気のあるネコケーブルが大正７年に作られたもので日

本最古であるなど、いろんなことが情報として提供され、生駒の歴史や文化の奥深さ

を再発見するのに非常に役立つ番組だった。 

 

○  印象深かったのは、生駒山が修験の山で霊験あらたかな宝山寺（ほうざんじ）だけ

でなく、朝鮮寺も５０軒もある。代々ご先祖が埋葬されていて、山自体が巨大な墓標

となる祈りの山であるということだった。商売繁盛や日々の無事を祈ったり、先祖だ

けでなく無縁仏まで祈ったりする人々、お地蔵さんに８０年近くお参りしているおば

あさんなど、さまざまな祈りの姿、神仏に感謝する姿が心に残った。これは番組とは
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直接関係ないかもしれないが、特に暗峠（くらがりとうげ）の辺りは非常に高齢化が

進み、現世利益を祈るネイルアーティストの若い女性も来ていたが、それ以外は高齢

者ばかりで、こういう信仰心や祈る心が次世代に引き継がれていくのかどうか心配に

なった。 

 

○  新日本風土記「生駒山」について。身近なレジャースポットのイメージが強かった

生駒山がこんなに信仰の対象になっているというのは驚きだった。生駒山のふもとか

ら山頂に至るまでのいろんな場所に伝わる信仰心豊かな暮らしぶりと過去のエピ

ソードは大変興味深く、歴史を振り返る映像なども大変珍しく、かつ、懐かしい昭和

の暮らしを思い出させるもので、見入ってしまった。１時間の番組だったが、その長

さを感じさせない生駒山の新たな魅力が伝わるよい番組だった。 

 

○  ９月２６日(金)のかんさい熱視線「子どもの命をどう守るか」について。前回の審

議会で、「一過性の問題としてではなく、子どもの防犯対策について繰り返して取り

上げてほしい」ということを申し上げたが、１か月後、１０月３１日(金)のかんさい

熱視線で「安全なはずの場所で…～相次ぐ“子どもの連れ去り”～」をテーマにして

いたのが大変よかった。箕面市では防犯カメラの設置台数を一気に 750 台に増やし、

犯罪抑止力を高めようとする一方、大阪市西区では、近くにいた店の従業員の気付き

でことなきを得たが、登校時に人目のあるところで子どもが連れ去られようとしたこ

とについては大きなショックを受けた。子どもの連れ去りは増加傾向にあるが、ビッ

グデータを活用して犯罪者の行動を分析し、その原因に迫る番組をぜひとも放送して

ほしい。 

 

○  １０月２３日(木)の「ならナビ」について。アスベスト被害裁判のその後を追った

報道で、判決では原告の主張を退けたという判決だったが、長々とアスベスト被害者

の苦しみを放送していて、視聴者から不当判決だと受け止められかねない部分があっ

た。なぜ原告の主張を退けた判決になったのかという部分も、多少盛り込んだ報道を

したほうが、より中立性が保たれるのではないかと思った。 

 

○  １１月８日(土)、９日(日)のＮＨＫスペシャル ジャパンブランド 第１回「日本

式サービス 強さの秘密」、第２回「日本式サービスで世界をめざす」について。ジャ

パンブランドの強さの分析や事例などが放送されたが、いろんな視点からの日本式

サービスの分析と解説は大変興味深いものだった。第１回で紹介された日本でもあま

り知られていない学習塾や、地方のお茶の店のアジアでの展開事例、そしてアメリカ

におけるコンビニの単品管理の事例などが、効率性ばかり重視されるアメリカの経済

に対して、あくまでお客様の立場でこまやかな心配りを大切にし追求し続ける、独特
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の日本文化の力がもたらす日本型経済のすばらしさを再確認する成功事例として、多

くの視聴者を勇気づけたのではないかと思う。コメンテーターとして出演していた、

日本ミシュランタイヤの外国人社長のお話は、日本人では気付きにくいものをうまく

説明していて、サティスファクションとディライトの違いなど大変分かりやすいもの

だった。第２回は、国外から入ってくるものに対するアレンジは得意だが、国外に持

ち出すことが増えてどうしても日本の成功事例を押しつけて現地の文化になじまな

いやり方が多い日本企業の海外展開に対して、数多くのヒントが含まれていたように

感じた。海外進出の多い業界で働く視聴者には大変参考になる事例の紹介と分かりや

すい解説が加えられており、大いに関心を引くものだったと思う。特にＪＥＴＲＯ（日

本貿易振興機構）の北川浩伸氏が語る現地パートナーの選択における留意点や、「離

職イコールキャリアアップ」を重視する現地の離職文化に歯止めをかける理容業の取

り組みなど、かつての日本企業が重視してきたものが数多く含まれており、非常に興

味深いものだった。経済のグローバル化がいやおうなく広がり続ける中で、日本企業

の多くも効率重視の数字の競争に明け暮れているが、もう一度冷静に日本文化の強み

や弱点を再認識するにはもってこいの内容だったと思う。 

 

○  ひるブラ「よみがえれＳＬ！ 蒸気機関車館～京都市～」について。京都といえば

桜、紅葉、寺社巡りは誰でも知っているが、マニアであれば垂ぜんの豪華ラインナッ

プで１７種類のＳＬを見ることができる機関車館を紹介していた。好きな人は知って

いるが、全国の一般視聴者にとっては、京都が持つステレオタイプイメージとは違っ

た、意外性をつく企画だった。ゲストとアナウンサーが進行、小窓からはコメンテー

ターのコメントがあり、テンポ感のある中継だったと感じている。 

 

（ＮＨＫ側） 

           新日本風土記「生駒山」は、４年目の女性ディレクターが担当した。

「新日本風土記」は大阪で年に何本か制作していて、「生駒山」で今年

度３本目になる。あれだけの限られたエリアの中に、祈りや生死、地

域に根ざした文化、そういったものがあるということはやはりすごい

ことだと思った。非常に丁寧に取材して、生駒山のあまり知られてい

ない一面、大阪の先見性・革新性のようなところも紹介できたのでは

ないかと思う。商都として経済に目が奪われがちな大阪ではあるが、

精神の豊かさも併せ持つ大阪の魅力を伝えることができたと思う。 

         「かんさい熱視線」について。神戸の事件を受けて、直後に「子ど

もの命をどう守るか」を放送した。そのあと番組審議会でお褒めのこ

とばをいただいた一方で、事件の背景や対策などについての掘り下げ

が足りないのではないかというご指摘を踏まえて、対策面を含めて「安
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全なはずの場所で…～相次ぐ“子どもの連れ去り”～」を制作した。

一方で、やはりどうしても短い番組の中で突っ込みが足りない部分が

あるので、引き続き深く掘り下げた番組を第２弾、第３弾という形で

制作していきたいと思っている。 

裁判のニュースについての指摘があった。原告寄りのニュースに

なっていたのではないか、アスベスト被害の実態のほうにかなり重点

を置いてしまったのではないか。実態を伝えることはよかったが、

ニュース自体が、ＮＨＫは不当判決だと言いたいのではないかと思わ

せるような報道は、いかがなものかという反省がある。訴えが退けら

れた理由を伝えることで、視聴者にも納得できるような伝え方を心が

けていきたい。 

 

○  先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「人脈力を養え！～西行 派閥を超えたネッ

トワーク～」について。この中で、西行の人脈・ネットワークに、今の時代、人々が

多く学ぶべきものがあるのではないかということを多方面から取り上げた番組だっ

た。男性も女性も、仕事で定年を迎えたときに何が残るのか。お金や肩書きはあまり

大事ではなく、それ以上に老後の生活をより楽しくするのは人とのネットワークでは

ないか、友達ではないか、ということで、番組のゲスト、元外資系日本企業ＣＥＯの

岩田松雄さんは、経営の極意の中には「情」と「人」があると話していた。そういう

部分が、西行が生きた中に見られるのではないかということで、西行が教えてくれた

知恵の２つ、「弱い者には寄り添うことを恐れるな」、また、「相手の欲しいものを見

極めよ」ということばを取り上げていた。歌人としてスポットを当てられることの多

い西行、その人生の中のことばを別の角度からとらえた興味の多い番組だった。 

 

○  １０月３１日（金）のドラマチック関西「つなげ！心のパス～女子水球 日本一へ

の挑戦～」について。番組によると、女子の水球は競技人口が少ないマイナー競技で、

圧倒的に東日本勢が強くて西日本勢が弱い。その現状を打ち破り、西日本勢による優

勝を果たしたいという強い思いを持って福岡県から滋賀県のびわこ成蹊スポーツ大

学に進学してきて５年目の森翼さん。ことし４月に結成した新しいチームのキャプ

テンとして、自分ができることは何かということを自問自答しながら、東京のチーム

で活躍する先輩の助言をヒントにしながら、勝てるチーム作りに奮闘して、１０月の

日本選手権で決勝戦進出を果たして準優勝をするまでを密着取材した番組だった。ス

ポーツの世界なので目標も結果もはっきりしていて、プロセスも予想できるものでは

あったが、チーム結成わずか４か月で西日本勢として準優勝という結果を出して、最

後に森キャンプテンを始めチーム全員が爽やかな笑顔をして、次は日本一を目指すと

いうエンディングで番組としてはよくまとまっていると思った。欲をいえば、「ドラ
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マチック」というタイトルだけに、もっといろんな苦難があってもよかったのではな

いか。その点はあっさりしていて、少しもの足りない感じがした。勝ちを焦る森キャ

プテンと、それについていけないチームメイトとのぶつかり合いが、もっと激しかっ

たのではないか。もしそうだとすれば、その部分をもう少し出していれば、よりドラ

マチックになったと思う。 

 

○  １１月５日（水）の歴史秘話ヒストリア「名作選 パリ ナースたちの戦場～看護

婦が見た世界大戦の真実～」について。第１次世界大戦のフランス軍負傷者の看護の

ためにパリに派遣された日本人ナースたちの１年６か月におよぶ活動の実態を、日本

人ナースの竹田ハツメさんが残した手記と、フランス軍に残された治療記録をベース

にして、関係者の取材も交えて再現した番組だった。当時の日本人にこういう人たち

がいたということについて、日本人としてとても誇らしく思った。特に、日本人ナー

スたちが、空襲が激しくなって撤退することになったときに、パリの駅に大勢の元兵

士たちが見送りにきてくれたこと、また命を救われた元兵士の子や孫たちが、今なお

感謝の気持ちを表わしていることを伝えていたが、本当にこのときの日本人ナースた

ちが大きな役割を果たしていたのだということが分かった。この番組はそこだけで終

わっておらず、日本人ナースたちが、なぜ遠いパリに行かなければならなかったのか

という点についてもしっかりとフォローしていた。その背景は、当時の連合国とは日

英同盟によってつながっていたためで、日露戦争においても日本人ナースたちの看護

活動はフランスでも高く評価されていた。あわせて、日本人ナースたちの戦争との関

わりについては、日露戦争から第１次世界大戦へ続いて、さらに第２次世界大戦では、

３万 2,000 人に上るナースたちが戦場で活動した。そういうところまでしっかり伝え

た非常によい番組だったと思う。手記を残した竹田さんが、「飾り石より裏石のよう

な人間でありたい」ということばを残しているが、非常によくその人柄がしのばれる

と思った。 

 

○ １０月２日（木）の「ひょうご 官兵衛を訪ねて」総集編について。神戸放送局は官

兵衛に関するさまざまなことを番組で紹介してきたが、今回は、官兵衛が関わってき

た土地に残された歴史に絞って詳しい説明があった。それぞれの出来事を振り返った

ときに、「それが次にこのようになっていくんだな」と再確認できた。中でも軍師と

して成功する原点となったのは、目薬売りとして財をなした祖父重孝の影響から始

まった。多くの人たちとの出会いと自らの道を切り開く行動によって生死の分かれ道

を突破していったことなど、多くのことが紹介されていた。その出来事の中でも、有

岡城での幽閉の苦難や、その他多くの合戦を経て淡路島の由良城にいたる歴史ととも

に、現在残されている石垣や掘の跡などの遺跡も数多く紹介されていた。 
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○  １１月３日（月）の防災特番「“稲むらの火”に学べ～“津波防災の日”を前に～」

(ラジオ第１ 前 10:05～11:50)について。160 年前の安政南海地震で、稲むらに火を

放って住民を高台に導き、みんなを助けた濱口梧陵の逸話が伝わっている。昭和南海

地震の際も逸話の教訓が生かされて逃げて助かったということだ。犠牲になったのは

移住者たちであり、いかに地域力が大切かということが伝えられていた。津波防災最

前線の町からのリポートでは、和歌山県内のみならず南あわじ市からのリポートがあ

り、現地で学ぶ大切さが伝えられていた。「“稲むらの火”を次世代に」と県立海南高

校・耐久高校の生徒たちの取り組みが紹介された。いかに若い力が必要かと教えられ

た。逃げることの大切さばかりが取り上げられているが、逃げなくてもよい道作り、

過疎や高齢化にならないように若者に地域に残ってもらえる町作りが必要であると

感じた。自助・共助・公助とあるが、公に頼りすぎるのはよくないと感じている。160

年前は、仕組みがなくても、警報や堤防がなくても、自分たちの力で住民を助けるこ

とができたことを教訓にしていきたい。近い将来起きるとされている南海トラフ巨大

地震に向けて、若い世代の力が借りられるように定住してもらうため、若い人たちに

この番組をぜひ聴いてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

          「おひゃくど」については、節度を持った取材をどうするかなど、ま

だいろんな課題があるのだと感じている。取材者の立ち位置や取材を

受けていただく方との距離感、どう向き合うか、そのあたりも今後き

ちんとやっていかなければならないと改めて思った。歴史番組の制作

の中で、予定調和になっているものが多く、もう少し議論があったほ

うがいいのではないかという指摘があった。あまりにも予定調和にな

りすぎると、番組の伝える力が損なわれることがあるので、そうなら

ないよう番組制作の際には心がけていきたいと思った。防災特番につ

いては、私もラジオだけではなく、ねらいを絞ってＮＨＫスペシャル

でもやれるテーマだと思っているので、これについては引き続きやっ

ていきたいと思っている。南海トラフ巨大地震のこともそれなりに準

備してきているが、３分で到達するというのは地域の地形を想像する

と一瞬の勝負というところもあり、海抜ゼロメートルの場合は津波が

来る前に沈んでしまうという最も緊急を要することを改めて感じた。

この秋いろんなところで防災訓練が行われているので、さらに担当者

と意見交換しながら備えていきたいと思っている。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 



平成２６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、１５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ＤＶＤを送付し視聴してもらった、連続テレビ小説「マッ

サン」(１)～(６)を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

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 ）  

 

委 員 長     中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

副委員長   金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

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） 

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） 

西田 賢治（大阪商工会議所 常任参与） 

原  さだ（（財）龍神村開発公社 専務理事） 

 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「マッサン」（１）～（６） 

（9 月 29 日(月)～10 月 4 日(土) 総合 前 8:00～8:15）について＞ 

 

○  主人公を魅力的に見せることに成功していると感じている。マッサン、エリーの本

来の人柄もすばらしいのだろうし、エリーの素直さがすてきだと感じている。１週目

を見て、スコットランドでウイスキー作りを習得するのに大変な苦労があったことが

あまり出てこないので知りたいと思っていたが、回を追うごとに回想シーンで出てき

て納得した。主題歌の「麦の唄」も朝から元気が出て非常によい。朝からほのぼのと

幸せな気持ちになれるドラマになっていると感じている。舞台が余市になっていくの

が非常に楽しみ。 

 

○  朝ドラにふさわしく、ハラハラドキドキしながらでも、嫌だなという気持ちが残ら
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ずに爽やかな気持ちで見ている。ウイスキー作りに情熱を傾ける主人公の政春が中心

だが、ともに歩んでいる妻エリーの存在が非常に大きく、母親の早苗などからさまざ

まな嫌がらせがあっても、持ち前の明るさと前向きな強い意志で政春とともに苦難を

乗り越えていくだろうという期待を持たせてくれている。物語が急激に進行していく

中で、省略されていた大切な場面を回顧的に詳しく再現しているので、出会いやエ

リーの母親の反対などのあらすじがスムーズに理解できた。大正末期の頃は国際結婚

もまれなことなので外国人に対して人々のあからさまな好奇の目など、その時代の様

子がよく表現されていた。 

 

○  初回から欠かさず見ているが、毎回今日はどうなるか、明日はどうなるかという風

に期待を持たせるようなドラマに仕上がっていて、非常に巧みなストーリー展開だと

感じた。主人公の配役は２人ともすばらしく、適役だと思う。マッサンは国産のウイ

スキーを作るという夢に向かって一直線に進んでいく。失敗もし、摩擦もあるが、そ

れでいて憎めない、そういうキャラクター設定。それが１週間もしないうちに、玉山

鉄二さんにぴったりだという感じがしてきた。ヒロインのシャーロット・ケイト・

フォックスさんが演じるエリーの役も、何があってもマッサンを信じて、周囲に無視

され、拒否され、意地悪されても、人を悪く思わないで素直に日本に溶け込んでいこ

うとする様子が、これまた１週間もしないうちにこの人にぴったりの役だという感じ

を持った。いずれにしても、２人が力を合わせて日本の生活を送っていくという感じ

が非常にほほえましく、いい雰囲気だと感じた。そのほか、父親役の前田吟さんや母

親役の泉ピン子さんなど、ベテランの配役陣がそれぞれの役柄をしっかり捉えて演じ

ていると感じた。中島みゆきさんの主題歌も、２人が手を携えて、これから新しいこ

とを成し遂げていこうというストーリーにふさわしい曲調であり、歌詞であると思っ

た。中島みゆきさんというと「プロジェクトＸ」を思い出すが、まさに大正の「プロ

ジェクトＸ」だという感じを持った。すでに３週目に入っているが、その後のストー

リー展開を非常に楽しみにしているし、これからも毎回欠かさず見ようと思っている。 

 

○  今回は番組が始まる前からかなり楽しみにしていた。この番組のヒロインになって

いる女性が、私の母校に大正１１年から２年半勤めておられたということで、彼女た

ちが新居としていた場所もすぐ近くだったり、この番組の中では住吉酒造となってい

る摂津酒造も近くであったり、いろいろなつながりがあって大変興味深い。きっと今

までＮＨＫがやってきた朝ドラや大河ドラマは、いずれも地域の人々と何かつながり

がある題材が多いのではないか。まさしく地域おこしの１つのテーマになっている部

分はかなり大きいだろう。実際私の母校の地域でも、ボランティアが案内する地域の

ルートの１つにヒロインが勤めていた学校が入っている。学校通信でも特集を組んで

いて、校内にはそれを展示する場所も作っている。それを見ると、本当にこの番組の
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影響力の大きさを強く感じることができる。朝ドラは、昭和３６年に開始されたと聞

いているが、当時と今とを比べると、求めている効果が少し変わってきているという

気がする。特にあまちゃん以降、地域興しという部分が非常に強くなっていると感じ

る。 

 

○  最初から北海道、スコットランド、広島、広範なロケ展開でダイナミックな感じが

した１週間だった。現代のグローバル化社会では、人物や資本がダイナミックに移動

していくが、そこに行き交う人々の姿や文化的な違いをどのように受け止めているの

か、現代の私たちはその実相をなかなか意識することがない。このような中で今回の

朝ドラでは、国境を越えて人と人とが触れ合う、家族になるということが大変珍し

かった大正時代が舞台で、愛と夢を追いかけて、ひたむきに時代を駆け抜ける夫婦の

姿が描かれていて、私はとても興味深く視聴している。エリー役のシャーロット・ケ

イト・フォックスさんの演技力には驚かされるし、朝ドラのヒロインとして初の海外

からの起用ということで、ＮＨＫとしても非常に勇気のいる決断だったと思うが、

マッサン役の玉山さんとの息もぴったり合っていて、どんどんドラマに引き込まれて

いった。グローバル化社会の中で大切にしなければいけない、人と人との絆の大切さ

を痛感させるものになるのだろうと思う。一生懸命まっすぐ進もうとすると必ずそこ

に立ちふさがる山や谷がある。１週目はマッサンの母親、亀山早苗役の泉ピン子さん、

２週目になると住吉酒造社長の娘でマッサンに恋心を寄せていたがゆえに嫌がらせ

をする優子役の相武紗季さん。その２人の役割がとても効いていて、思わずエリーの

ことを応援したくなる自分がいた。そういう意味では、脚本の羽原大介さんはさすが

だと思った。情熱を持って、夢を追い続けて１つのことを成すという、広く受け入れ

られるコンセプトが展開されて、エリーとマッサンを中心に、それを取り巻く人々を

うまく出し入れしながら最後まで全力で走り抜けて魅了してほしい朝ドラだと感じ

ている。 

 

○  ヒロインを演じる女性シャーロット・ケイト・フォックスさんの飾り気のない演技

とエリーの人柄が大変魅力的で好感が持てた。現在の日本社会が忘れかけている、素

朴な美しさを感じさせてくれる女優さんだと思う。番組の内容にマッチした、また将

来性を感じさせる人材を発掘されたと思う。ストーリー的には少し注文がある。生涯

苦楽を共にするマッサン夫婦の深い結びつきが、１週目では感じにくかった。もう少

しスコットランドでの２年間の生活の中で、２人の愛が深まるプロセスに力点を置い

て描いた方が、さらによくなるのではないか。最初の週から２人を取り巻く脇役陣の

充実ぶりが非常に目立った。特に泉ピン子さんの憎まれ役のうまさは、特筆ものだと

思う。マッサンの母親とエリーの関係がどのように変化していくのかも、これからの

楽しみの１つになった。前作の最終週がよかったので余韻さめやらぬ状態だったが、
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私の気持ちを見事に切り替えてくれた。今後も日々、次が楽しみな朝ドラになるよう

な予感をさせる１週間だった。 

 

○  朝ドラというのは今まで何かキャリアがある職業婦人がずっと主人公で、「ごちそ

うさん」で朝ドラ史上初めて専業主婦が主人公になった。そういう意味では、エリー

も専業主婦なので新機軸が大阪局で開拓されていると思っている。また、マッサンと

妻のエリー、夫婦ともに主人公というのも、「純と愛」で大阪が開拓した新機軸だと

思う。一般的に朝ドラでは、ヒロインの女性は結婚しているケースが多いが、夫との

出会いまではそこそこ描かれるのに、結婚してからの夫の影が非常に薄い。そういう

意味では、今回ダブル主役ということで非常に画期的だと思う。ただ、少し心配なの

は、エリーの個性やキャラクターが、外国人であるということに少し寄りかかってい

る感じがするところ。そこをもう少しいろいろなエピソードを交えて、エリーらしさ

とは何かという部分をどんどん出してくるとうれしい。スコットランドでの物語が吹

き替えになっていたところが気になったが、よく考えると、ながら見している人も結

構いるので、字幕だとストーリー展開が分からなくなることもあり、いろいろ苦慮し

たうえで吹き替えにしたのだろう。もう１つ気になったのは、エリーの日本語。シャー

ロット・ケイト・フォックスさんは、日本に全く来たことがなかったと聞いていたの

で、番組の中でどんどん上手になっていくのを期待していたが、最初からかなりうま

くてちょっとがっかりしたし、不自然に感じた。さらに言うと、エリーの日本語は政

春に習ったはず。当時テープの教材などもないだろうから、エリーも広島弁でないと

おかしいのではないか。もう１つ気になったのは、政春の実家の前にある道。町並み

保存地区の美観のためにわざとらしく直した歩道が丸写りで、本来あのような道では

ないはず。できれば映してほしくなかった。 

 

○  思い切ったキャストの起用は非常に評価できる。主人公２人の母親がずっと結婚に

反対していたところも、私としては「あの時代なら、そりゃそうだろう」と好感を持

てた。途中で応援し始めたならばがっかりしたと思うが、頑張って反対してくれたの

で個人的には好感を持てた。スコットランドでの会話のシーンを英語の上から日本語

をかぶせて話した部分は、個人的には非常に違和感を持ったが、友人は「あれは画期

的だ」と評価しており、いろいろ考え方があるのだと思った。 

 

○  朝ドラを毎日見るようになったのは今回が初めて。第１週を見て、マッサンが主役

というよりも異文化に戸惑う新妻のエリーと、家を必死で守ろうとする姑のあつれき

に焦点を当てたストーリー展開だったと感じた。大正時代当時の国際結婚、外国人に

対する日本人の考え方や見方がうかがえて、大変興味深く視聴した。スコットランド

は、ことばのみならず文化や生活習慣が全く違うし、ましてや、当時、外国人に直接
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接触する機会がなかったであろう日本の地方都市に、エリーが初めて来て、異文化の

壁に次々とぶつかりながらも、マッサンに支えられ、けなげに立ち向かっていこうと

するストーリー展開、実在した企業や人物を想定しながら見るとなかなかおもしろい。

「外国人の嫁は絶対に認めまへん、外国人に務まるはずがないじゃろ、めかけなら認

める、日本にいる限り絶対に日本人になれない」など、聞いていて、そこまで言うか

という感じもしたが、これもひとえに家を守るということが最大の使命になっていた

老舗の姑（しゅうとめ）の立場が言わせたもので、そういう意味では、姑の苦しい胸

の内が非常によく表現されていたと思う。エリーが、偏見や嫌がらせ、いじめにあっ

て涙を流すという重苦しいシーンもあったが、テンポが早く、さらに文化の壁や生活

習慣の違いが引き起こす笑いが適度にあって、非常にバランスが取れていた。マッ

サン役の玉山鉄二さんも非常にいいと思うが、エリー役のシャーロット・ケイト・

フォックスさんの表情がすばらしい。リタさんがモデルになっていると思うが、写真

を見ると知的で清楚な美人で、イメージ的にもぴったりだと思った。第２週からは、

いよいよ大阪ゆかりの企業や人物が登場してくるので、今後さらに興味を持って見た

いと思う。 

 

○  少し皆さん褒めすぎではないか。私は、まず泉ピン子さんのいじめを見ると、以前

の朝ドラが思い出されて、イメージが重複してくる。話の進み具合も早過ぎて、行く

末がどうなるのかと思う。この前、たまたまスコットランドに行って、ウイスキーの

蒸留するところを見たが、あのような大きな釜は、当時なかったのではないか。あの

頃はもう少し古い蒸留釜ではないかと思った。中島みゆきさんの歌が好きなので、主

題歌を聴くとほっとするぐらいで、普通の出来だと思う。皆さん酔いすぎないように

していただきたい。 

         

○  朝の慌ただしい時間にこれを見るのがルーティンであって、ここから１日がスター

トする。それにのっとったようなドラマだと思う。非常に好感を持って見ている。外

国からの初めてのヒロインということで、どのような演技をするのか、また、実話を

モデルにしていることも含めて１週間興味深く見た。エリー役を演じているシャー

ロット・ケイト・フォックスさんの、一生懸命な姿を見ていると応援してあげたくな

る。第１週を泉ピン子さん演じる母親役の強烈ないじめ、意地悪、これは地でやって

いるのではないかと思うほどの感じがして、朝から泉ピン子さんが演じれば演じるほ

どエリーさんの味方になる。これはひょっとしたらＮＨＫのしたたかな、裏に隠され

た策略じゃないかという気がしないでもない。 

 

（ＮＨＫ側） 

始まるまではどの番組もそうだが、特に朝ドラや大河は長く、半年や１
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年間見ていただくということで、制作サイドにとってはいちばん緊張する

番組だと思う。非常に暖かいご支援もいただいたが、視聴者の方々にも暖

かく迎え入れられた１週間だった。朝ドラと大河ドラマは地域おこしの役

目も持っていて、いろいろな地域を幅広く取り上げていこうというところ

がある。大河ドラマに関しては、近畿が取り上げられる機会は多いが、ど

うしても地域が偏りがちである。その分、朝ドラは、今まで北海道から沖

縄まで各都道府県を舞台として取り上げている。今回の場合は、大阪局で

北海道を舞台にしたものができないかというところから企画の選定に入っ

た経緯がある。そういう意味で、大阪だけではなくて、北海道や九州など、

いろいろな地域を取り上げていく必要があるのではないかと思っている。

実際「あまちゃん」は、東北支援や震災の支援という意味があった。朝ド

ラは当初、女性の社会進出をテーマにしたものが多かったが、「ごちそう

さん」で初めて、家族を支える主婦を主人公にしてみたし、今回もその

ジャンルに入ると思う。なぜ吹き替えでやるのかという意見はかなりあっ

た。一般の方々が、おそらく５分以上１０分近くある英語のシーンを、朝

の忙しい時間に字幕で見てくださいというほうがこちらの押しつけになる

のではないかということでかなり議論した結果、吹き替えでやろうという

ことになった。玉山さんは実際に英語をしゃべっていて、広島弁で吹き替

えをやるということについて、いろいろ思うところもあったと思うが、やっ

ていただいた。また、高齢者が、字幕で出したときに、字についていける

かどうかということも議論した。日本の場合は、映画でもなんでも、吹き

替えよりも本当にしゃべっている声がよいという意見は根強い。ただ、多

くの映画で吹き替え版があるのは事実で、映画の関係者に聞くと、若い人

は字幕ではなく吹き替え版の方が身になじんでいて、日本でもかなり吹き

替え文化が浸透してきていることもあり、今回の判断をさせていただいた。

短い部分では、これからエリーがしゃべるときに、いろいろな場面で英語

がどんどん出てくるが、その部分に関しては、字幕でフォローしていきた

い。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１４日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「軟骨で聴く！超音波も聞こえる！？新しい

聴覚が広げる音の可能性」について。まず番組冒頭で、ベートーベンが出てくる。こ

の「骨伝導」という方法で、ベートーベンがピアノの鍵盤に指揮棒を当てて、反対側

を口にくわえて、その振動で音を感じて作曲をした。この話から、１０年ほど前に、

奈良県立医科大学学長の細井裕司さんが「軟骨伝導」というものをたまたま発見した、



  

 6 

という話に入ってくる。まず軟骨伝導の話を理解してもらうのに、現在試作されてい

る軟骨伝導のスマートフォンと、現在一般に使われているスマートフォンを使って、

なぜ軟骨伝導が大切であるかということを番組内で紹介していた。同時に、大阪府池

田市にある「産業技術総合研究所 関西センター」での研究も紹介して、軟骨伝導で

のイヤホンがなぜこれから必要になってくるのか、さらに、それがどんな場面で使わ

れるようになってくるかということをうまく番組の中で紹介していた。イルカにとっ

ての超音波のように、耳の聞こえない人にとっても、超音波という形にことばを変え

て、理解できるように研究が進められていくというところで番組が終わった。とても

夢のある内容で、もし自分が聞こえない世界にいて、これまで聞こえなかったものが

数年先に聞こえるようになるのではという夢ができたとしたらすばらしい。 

 

○  ８月３０日(土)の「クイズで“もっともっと”知るびわ湖 ＮＨＫ大津『びわ湖 興

味新深』夏休み特番 びわ湖トレジャーハンティング～ブラックフィッシュからの挑

戦状」(総合 後 5:00～5:58 滋賀県域)について。夏休みの子どもたちを対象にして

県立びわ湖博物館で実施したクイズラリーの模様を収録したものを中心に、データ放

送と連動して一般視聴者にもクイズに参加してもらえるよう大津局のスタジオから

生放送した番組。放送日、放送時間ともにクイズラリーに参加した小学生たちが視聴

しやすいように設定されていた。クイズラリー自体は、子どもたちが楽しくびわ湖の

環境について学べるように、いろいろと手の込んだ番組構成だった。子どもたちが非

常に楽しく学べる工夫がされているが、それだけでなく、楽しいと同時に正確な知識

を学べるようにということで、最新の研究成果に基づいた資料映像や学芸員の解説な

どもしっかりと入れており、楽しく学べるということによく配慮された番組作りに

なっていた。大津局は環境こだわり放送局ということで、びわ湖の環境保全について

ずっと力を入れて取り組んでいるが、子ども世代の学習支援という形を通じて、びわ

湖の環境保全のために放送番組を活用して取り組んでいくという息の長い取り組み

には敬意を表したい。 

８月２５日(月)、２６日(火)のバス事故が多発しているというニュースについて。

独自に入手した資料に基づいた取材で、事故原因の約３０％は、事前に分かっていた

のに対応できていなかった運転手の健康リスクによるもので、背景には、運転手の高

齢化と人手不足があるというリポート。労働時間や賃金、健康管理の実態について課

題と背景を分かりやすく伝えていたと思う。この問題は８月２６日(火)のクローズ

アップ現代「突然バスが暴走～見過ごされる運転手のリスク」でも取り上げられてい

たが、長距離バスや路線バスは多くの人が利用する公共交通機関なので、安全の問題

を集中して伝えるということでＮＨＫが身近な生活上の安全の問題にしっかり取り

組んでいることを印象づけたよい報道だったと思う。 

９月３日(水)の 歴史秘話ヒストリア「はるかなる琉球王国～南の島の失われた記
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憶～」について。沖縄は、かつて琉球王国として周辺国と外交関係を保っていた。そ

して、その中で中国に朝貢していたということ、あるいは江戸時代に島津藩の支配下

に入ったということについては大まかな知識としては持っていたが、黒船来航への対

応や、沖縄をめぐる明治政府と清国政府との駆け引きなど、初めて知ることが多く、

今沖縄が直面するさまざまな課題を考えるうえでも、日中関係を考えるうえでも、明

治以降の沖縄の歴史を知らなくてはならないことを考えさせられた、非常に有益でよ

い番組だった。 

 

○  ９月２２日(月)のひるブラ「“出石皿そば”を味わい尽くす！～兵庫・豊岡市出石

（いずし）～」について。室町時代から続くのんびりとした城下町だが、今では時計

台をシンボルとした関西有数のそばの町として有名。観光客も出石そばを食べようと

いう人が多く集まる町。この地域でそば産業が盛んになった経緯の説明や、全国でも

珍しい柿谷陶石（かきたにとうせき）という白い石で作った出石焼きの小皿にそばを

入れて出す独特の食べ方や、そば職人たちのすばらしい技術の紹介など、地方都市の

文化歴史をかいま見ることができてよかった。 

９月２３日(火)の「Ｂ級グルメ”に歴史あり！～兵庫・姫路市（ひめじし）～」に

ついて。姫路には多様なＢ級グルメがあるが、今回は駅に近い商店街を中心に数軒の

店を散策した。まずは焼き鳥屋で、ひね鳥という、卵を産み終えて肉が固くなり、普

通は捨ててしまう鶏肉を、なんとか工夫しておいしく食べられるようにしたものを紹

介。このように、捨てるものを食べられるようにしたのは、黒田官兵衛から続く質素

倹約の精神が今につながっているからではないか。他の店では、アーモンドトースト

やちゃんぽん、他の具材を混ぜて作った姫路独特の食べ物がたくさん紹介されていた。

神戸放送局のいつも明るい内藤アナウンサーが、非常に活発でよいリポートをしてく

れた。ゲストとともに息が合ってよかった。 

９月２９日(月)のプレミアムアーカイブス 

大地に聖なる実りを～インド・タミル地方～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 9:00～10:44)につい

て。インドのタミル地方の雨期は３か月ぐらいしかなく、あとは高温で乾きの大地に

なる。そこで暑さに強いインディカという米を栽培する作業は、大昔からずっと機械

に頼らない昔からの農法だが、その苦労は、日本の合理化された作業に慣れた者に

とっては、あまりにも過酷なものばかり。そこに住んでいる人たちは、生きるために

は、どのような苦労も苦労と思わず、当然のこととして対処しないと生きていけない

ということを知っている。この番組を見て、人は過酷な状況になればなるほど、お互

い助け合わなければならず、われわれの祖先も同じような苦労をして今日につなげて

くれたのだと感謝する。 

 

○  ９月４日(木)のあすのＷＡ！「紀伊半島豪雨から３年・那智勝浦町から中継ほか」
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について。紀伊半島豪雨は、３年前、和歌山県内で６０人が死亡、１人が行方不明と

いう大災害だった。その後、和歌山局では、南海トラフで起きるとされている巨大地

震や巨大津波、台風で１人の犠牲者も出さないことを目指す「守るプロジェクト」を

進めている。災害に対する備えを放送やイベントで進めるとともに、各地の自治体や

企業と連携して、地域の人たちの安心安全を確かなものにする動きをしている。この

番組は、大災害を忘れないこと、自分の命は自分で守るという避難の重要性、何が伝

わらなかったからこういう大災害になったかという報道の在り方が主な内容だった。

番組の最後に、明日からも復興への思い、防災への取り組みの決意を述べていて、和

歌山に住んでいる人間として、とても心強く感じた。 

 

○  ９月２６日（金）のかんさい熱視線「子どもの命をどう守るか」について。「また

幼い命が奪われました。なぜ命を奪われなければならなかったのか」という登坂淳一

アナウンサーの切り出しで始まったが、痛ましい事件が相次ぐ現状を的確に表わした

ことばだったと思う。また、９月１１日から行方不明だった小学１年生の女の子の遺

体が、近くの雑木林から見つかって、近くに住む４７歳の男が死体遺棄容疑で２４日

に逮捕された直後にこの番組が放送されたことから、非常に生々しく、子どもの命を

どう守っていくかを改めて考えさせられる非常にインパクトのある番組だった。こう

した中で、女の子とその後ろを歩いていく男の姿がコンビニ前など２か所の防犯カメ

ラに映っていたことから、この防犯カメラをなんとか事件を未然に防止する抑止力と

して生かせないかというのが１つの番組の問いかけだったと思うが、それに対して犯

罪社会学に詳しい立正大学の小宮信夫教授の助言は、非常に具体的で実行可能だと

思った。一方で、防犯カメラというハードだけに頼るのではなく、犯罪を予測する「景

色解読力」を高めるなどの研修について、指導者を育成して、そういった指導者を小

学校などに派遣して子どもに防犯教育をするというソフトが大切であって、いずれに

しても住民や企業、行政、警察などが互いに連携して、地域ぐるみで取り組むことが

必要だというのはまさにそのとおりで、まずはこの取りまとめをぜひ行政がやるべき

だと強く思った。この種の問題は、時間の経過とともに危機意識や問題意識がつい薄

れてしまいがちになるので、ＮＨＫではこういった問題を繰り返し取り上げていただ

き、本当にこの問題の深刻さをわれわれ一人一人が真剣に取り組んでいかなければな

らないことをぜひ喚起していただければと思う。 

 

○  かんさい熱視線「子どもの命をどう守るか」について。子どもの命をどう守るかと

いう視点で、ソフト、ハード面について取り上げて構成したという点は望ましいと思

う。しかし冷静に考えると、行政や自治会の住民たち、警察が密に連携を取って、監

視カメラをあちこちにいっぱい設置して、みんなで監視して犯罪を防ぐ。その結果、

ギチギチとして身動きのとれないような社会になりはしないかという懸念もある。根
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本的な問題として、犯罪者を減らすような社会に日本全体がならないといけない。そ

ういう視点をどこかに潜ませて、こういう番組をぜひ作ってほしい。 

９月２２日(月)19 時 55 分からのＮＨＫの臨時ニュースについて。少女の遺体が見

つかるという報道をしていたが、５分間のうち、３分間全国放送したあとに、大阪で

２分間放送していたが、そのうちの半分は完全に重複する内容だった。大阪のニュー

スを見ている人は、全国放送のニュースも必ず見ているわけだから、もうひと工夫

あってほしかった。 

 

○  かんさい熱視線「子どもの命をどう守るか」について。今回神戸で事件が起きた長

田区は、以前から子どもの見守りに力を入れていた地域であっただけに、余計に気の

毒だった。ボランティアでずっと何年にもわたって見守り隊を続けてきた方たちが非

常に無力感を覚えていることが印象的だった。「では、どうするのか」ということで、

専門家の意見として出てきたのが防犯カメラ。個人あるいは各地区単位でやるのは限

度があるので、例えば、企業やマンションにも協力を要請し、その調整役を行政が行

う。また、危険な場所を大人や子どもに理解させる「景色解読力」をつけるために、

行政が指導者を養成していくという話が紹介されていた。どちらも、かなり行政のサ

ポートが必要だということが一致していたように思う。たしかに、住民や国民の安全

安心を守るのは自治体や国家の主要な役割であり、当然やっていかなければならない

ことだと思うが、そうは言いながら、本当に見回り隊が無力なのか、各家庭でどうい

うことをしたらいいのか、といった部分も、もう少し知りたかった。いつの時代でも、

無力な子どもを襲う犯罪はあったと思うが、昨今の犯罪と違いがあるのかどうか。私

は、あるような気がしているが、そうすると昨今の犯罪の傾向や原因を探ることが、

防止にもつながっていくのではないか感じている。これは一過性の問題ではなく、非

常に根深い事件なので、もう少し根本的な部分、行政に頼るばかりでなく、われわれ

市民に何ができるかという部分を教えてもらえるような番組を期待している。 

 

○  ９月１９日(金)のドラマチック関西「青春どんどこどん～芥川高校 和太鼓部～」

について。文化系部活の甲子園といわれる「全国高等学校総合文化祭」で最高の賞を

勝ち取ったが、その道のりにあった悲喜こもごもの出来事を２か月にわたり密着取材

した内容だった。高校生が主役なだけに、全編に若さが満ちあふれていたし、若いが

ゆえの悩みや苦しみ、そして壁を乗り越えたときの感動の大きさなどが、部長やパー

トリーダーを中心とした生徒たちの姿を通して、克明に描かれていた。ドラマチック

関西は、毎回、身近な出来事の中に潜む感動を非常にうまく引き出している。また、

現在、高校生の部活の指導の在り方にいろいろな課題提起がされているが、顧問の先

生が行っている、非常に柔らかいトーンで方向性を示しつつ、あくまでも生徒の自主

性を重んじる指導ぶりは、今後の部活指導の方向性に、大きなヒントを与えるものに



  

 10 

なりそうで、大変よかった。 

 

○  ９月２８日(日)の御嶽山噴火のニュースは、心肺停止と死亡確認という両方の表示

が出てきたが、初めは、その意味がよく分からなかった。しばらく見ていくと、死亡

確認というのは、運んできて１つの手続きをして死亡を確認したもので、心肺停止と

は、とりあえず現場に置き去りにせざるを得ず、その方を運べなかったから死亡確認

という報道が出来なかったのだとようやく分かったが、もう少し分かりやすく伝える

工夫があってもよかったのではないか。 

 

○ ９月１９日(金)のニュース６１０ 京いちにち「京都クローズアップほか」について。

福知山の集中豪雨の話が出ていた。今回の場合は決壊ではなく、違う原因で水害が起

きたことを取り上げていた。湧き出てくる水への対策についていろいろと検討されて

いることを取り上げた点については、非常によく出来ている番組だった。 

９月２６日(金)のえぇトコ「京都で飲む 伝統と革新の日本酒～杉本彩＆勝俣州和

～」について。「月の桂」社長の増田徳兵衛さんが多く取り上げられていた。番組が

増田さんのペースで進行していたので、もっと幅広く取り上げて欲しかった。 

 

○  ９月１９日(金)のニュース６１０ 京いちにち「京都クローズアップほか」につい

て。８月に京都を襲った記録的大雨に焦点を当てている。特に、局地的な豪雨は予想

することが難しいということで、その背景と発生のメカニズムがどういうものなのか、

また、どういうことに備えるべきなのかということを丁寧に紹介していた。折しも、

１０月に２週連続で日本を襲った台風１８号、１９号。予想していたわけではないだ

ろうが、事前に備えるという意味でも、思い切って時間を割いたよい企画だったと思

う。番組の最後の方では、住民一人一人の意識が重要だということ、行政だけに任せ

るのではなく、住民が意識を高く持って非常事態に備えることが大切であるという指

摘があった。それはもっともだと思うが、できればこれに加えて、こういった災害に

ＮＨＫがいかに対応しようとしているのかという、公共放送局としての視点も加えて

ほしかった。台風１９号の報道については、ＮＨＫ大阪放送局、また近畿管内各局か

らの中継がずっと入っていたが、大阪放送局の登坂淳一アナウンサーが言った「早め

早めの対応をお願いします」というコメントは、視聴者に対する注意喚起を、押しつ

けではないが、えん曲に促すものとして、新鮮で新しいパターンの伝え方のように思

えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

       登坂アナウンサーの「早め早めの対応をお願いします」というコメント

について。基本的に、最近の災害報道では、特に防災、減災で早めの避
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難を呼びかけることを、全体の方針としてやっている。登坂アナウンサー

が、現場からそのように呼びかけたのは、ある意味新鮮だということだ

が、たぶん初めてのやり方ではないかと思う。このように現場から言う

ことで、訴える力はさらに出てくると思うので、引き続き工夫して、伝

わるコメントを研究していきたいと思っている。 

「かんさい熱視線」について。この痛ましい事件を踏まえて早く番組に

しなければならないということで、急きょ予定を変更して作ったが、事件

の背景も含めて、分からないことだらけというのが実態である。今も、１

年に９０件以上、子どもが連れ去られたり、誘拐されたりする事件が全国

で起きていて、容易ではない状況だと思う。皆さんからご指摘していただ

いた社会的な背景も踏まえて、引き続き厚めにフォローしていきたい。 

全国のニュースとローカルニュースで重複していたという指摘があっ

たが、これについては全くごもっともで、時間の余裕があれば、例えば、

ニュースの部分は全国で伝えて、ローカルでやるときには中継のリポート

にするとか、そういった中身の切り替えは当然工夫していかなければいけ

ないと思っている。 

また、御嶽山の心肺停止・死亡確認というところが分かりづらいという

意見があった。台風報道の中でも、避難勧告・避難準備情報・避難指示な

ど、当たり前に使っていることばが、その中ではきちんと説明する機会が

なかなか無いので、通常の夕方のニュースなどで、折にふれて、きちんと

視聴者に届くよう、コメントを工夫していきたいと思う。 

犯罪についても、防犯から、「犯罪を減らす」という点が重要になり、

まさに学校・家庭・地域・行政という形での取り組みが必要になってくる。

これについては繰り返し番組で伝えていきたいと思っている。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 



平成２６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、１７日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成２６年度後半期の国内放送番組の編成」および「平成２６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２７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「少女たちの戦争～１９７枚の学級絵日誌」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、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     中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

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） 

鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

原  さだ（（財）龍神村開発公社 専務理事） 

 山口 芳彦（電機連合大阪地協 顧問） 

 吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

＜「平成２６年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２７年度の番組改定」について＞ 

 

○ 「ニュース７」と「ニュースウオッチ９」のニュースは、放送開始時間を守って

いただきたい。この時間になるとチャンネルを合わせるようにしているのだが、オ

リンピックやワールドカップなど、朝からずっとやっている話題をまた延々と続け、

その後で全国ニュースというケースがある。「ニュース７」と「ニュースウオッチ

９」では、まず今日何が起こったかという社会的なニュースを伝えて、その後でス

ポーツニュースの枠を伸ばしてもいいから、オリンピックやサッカーなどのニュー

スを伝えていただくようにお願いしたい。 

 

○  ９月７日（日）には、超拡大枠で、特集 明日へ－支えあおう－「妻を探して海へ」

が放送された。番組改定を目前にした、このようなスペシャルな番組編成は、ＮＨＫ



  

 1 

が引き続き東日本大震災の被災地当事者の方たち、そして日本全国の視聴者に対して、

公共放送としての「覚悟」を改めて示したと受け止めた。秋の番組改定後も、引き続

きこの番組編成枠での充実した取り組みを期待するとともに、ＮＨＫの地上、ラジオ、

衛星の各メディアチャンネルにおける東日本大震災関連の番組充実に向けた努力を

お願いしたい。世の中のテレビ番組視聴が、深夜にシフトする傾向がある中、報道、

娯楽・社会情報、教養にかかわる番組を中心に、再放送も含めて大変計算された番組

編成が、ここ数年なされており、ＮＨＫの１０時以降の番組編成に好感を持っている。

引き続きこの点を念頭に置きながら、充実した番組編成を行ってほしい。 

テレビ、ラジオ、オンライン・インターネットメディア間で、相互に視聴・聴取・

閲覧を誘導しあうような工夫をこらしてほしい。例えば、地上テレビ放送または衛星

放送の裏側で、同時並行でラジオまたはインターネットメディアの接触をうながすよ

うなアナウンスや番組の工夫などを行うことが想定される。メディア別、番組別の垣

根をもっと低くし、また公共放送ＮＨＫが世の中に送り出す番組・情報が、多様なメ

ディアチャンネルで展開されることで、番組視聴者、聴取者、またはアクセス・閲覧

者が、幅広くＮＨＫのコンテンツ・情報に接することができるような仕組みを作って

いただきたいと希望する。編成局担当各位におかれては、秋の改定とともに番組コン

テンツの吟味・工夫として、この視点を取り込んでいただき、試験的な取り組みでも

かまわないので、方向性を模索していただければと願っている。 

 

＜ＮＨＫスペシャル 「少女たちの戦争～１９７枚の学級絵日誌」 

(総合 ８月１４日(木) 総合 後 10:00～10:49)について＞ 

 

○  素直に淡々と日誌の日付に沿って番組が進行しているという点では好感を持てた。

あまり余計な解説や映像を挿入せずに進行したというのも個人的には好感を持った。

いちばん強く印象に残ったのは、「絵日誌を書いたらどうだ」と指示した先生の存在

だ。抑制気味に番組では捉えていたと思うが、欲を言えば、その先生の思いが当時の

子どもたちにどういう風に伝わったのか、もう少しクローズアップさせてもよかった。

「１年でおしまいにしましょう」と先生が言ったところは非常に印象的でよかった。 

 

○  番組を見て一番強く印象に残ったのが担任の西川綾子先生の存在だった。２０代の

先生だと思うが、彼女の存在がどうしてこんなに大きいのかと考えると、当時の少女

たちにとって先生という存在が非常に大きかったからだろうと思った。また、「子ど

もたちに文化・芸術・表現の力を伝えたい、それができないなら自分たちで文化をつ

くらせたい」という風におっしゃったという言葉に非常に感銘を受けた。小学校５年

生の１０歳ごろは、先生の力によって非常に大きく伸びる年頃なので、本当にいい先

生に出会い、あのつらい時代でも表現する喜びなどを知ることできて、幸せな子ども
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たちだったのではないかと思った。 

 

○  当時の軍国主義に染められた日常と純真な子どもたちの戦争の受け止め方というの

がよく分かる内容だった。絵日誌の主人公である４人の語り部の臨場感ある話しぶり

と、子どもらしさのあふれるナレーションが内容をさらに番組を効果的に仕上げ、見

る側にとって戦争の悲惨さとそれを引き起こした軍国主義の恐ろしさというものが

よく伝わる内容だったと思う。当時のあの環境下においても、冷静かつ深い愛情を

もって子どもたちのことを考え続けた西川先生の存在を重視していた番組構成がよ

かった。いつの時代も変わらない不変の教育哲学めいたものを感じ取ることができた

し、この番組をこの時期に数多く放送される反戦番組とは一線を画した、質の高い

メッセージを持った内容に仕上げていたような気がする。 

 

○  戦時下の当時の国民学校５年生の女の子たちが書き記した学級日誌、それによって

戦時下の国民学校の日常や子どもの目を通した一般の人たちの生活の一端も知るこ

とできるという意味で、これ自体が非常に貴重な資料だと思う。この番組では学級日

誌の内容や背景を紹介するだけではなく、当事者である元少女たち４人に取材をし、

それぞれから当時子ども心に思ったこと、感じたことを語らせて、それをリポートし

たということで、番組自体が内容的に膨らみのある非常に心に残るものに出来上がっ

ていた。特に戦時色が濃くなっていく中で、子どもたちなりに言っていいこと、いけ

ないことを自制していく様子は、子どもの世界でも例外ではないと改めて思った。戦

争に関する番組は今までいろいろ作られているが、当時の子どもたちの目から見た戦

争という視点のものは今まで無かったと思うので、それだけにこの番組自体も貴重な

記録になっていると思った。 

 

○  担任の西川先生については、感受性の強い５年生の時に文化的なものを始めようと

提案し、思ったこと見たものを書きなさいと子どもたちに自由にさせ、書いたことに

対して何も言わなかったという優しさがあった。そういう先生のもとで育った子ども

は非常に幸せだと思うが、素直な子どもたちのすさんだ気持ちもだんだんと絵日誌に

現れてきて、周りの目も意識していたのか、自由な表現もしにくくなったのではない

か。絵日誌は終わりだと言われたときに、ある児童が「終わったんだ」と喜びのよう

なことを言っていたが、憎しみを表現した絵を描かなければいけないことが苦痛だっ

たのだと思う。純真な心は、やはり大人たちが守らなければならないと思う。 

 

○  今までの戦争の番組とは違い、非常に好感が持てた。７０年前に女性の先生が国民

学校で感じたままを描くようにということをおっしゃり、その時代にそういうことが

できたというのもすばらしく、私も西川先生の人となりをもっと知りたいと思った。
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その７０年前に描かれたものが残り、それを取材してくださったことを私はすばらし

いと思った。終戦直後の２学期の時点で、これからどう生きたいかを作文に書かせた

ときに、生徒が「家族が仲良く」という言葉を書けたというのは、先生の人間力、教

育者としての力がすごかったのではないかと感じた。番組の最後に「Ｂ２９って知っ

てる？」と聞いていたが、そういう体験を後世に伝えていくことの難しさもこの番組

で非常に感じた。 

 

○  戦後６９年、８月１５日の終戦の日にさまざまなスペシャルものが企画されたが、

これもその１つだったと思う。このような絵日誌が当時１１歳の小学５年生の少女た

ちによって描かれ、現存していることはこの番組を通して初めて知ったし、この絵日

誌は銃後の様子を知る貴重な資料として海外の大学の研究者からも注目を集めてい

ることも初めて知った。非常に思想統制の厳しかった戦時下に、西川先生が感じたこ

とをそのまま描きなさいということを言われて、１年間も描き通すことができたとい

うことにびっくりしたし、感受性の鋭い少女たちの表現は驚かされるほどの描写で、

６９年たった今も生き生きと伝わってくる感じがした。万歳や憎き米英と絵日誌では

叫んでいるが、彼女たちの心の中では肉親の死も含めた戦争の悲惨さや感情を押し殺

した生き方を強いられた葛藤が渦巻いていたのだろうと思う。６９年がたち、８０歳

となった彼女たちの戦争を見つめ直す軌跡というものを丁寧に追いかけて、当時の多

くの人たちが経験した戦争の実感を伝えるすばらしい番組に仕上がっていたと思う。 

 

○  滋賀県で今年８１歳になる女性たちが、戦争末期の昭和に描いた 197 枚の学級絵日

誌を、当時、瀬田国民学校の小学５年生だった少女たちがどのような気持ちで描いた

のかという視点で、とても丁寧に描いている。子どもたちを取り巻く社会状況また戦

況変化の様子が、驚くほどリアルに反映されており、子どもだからこそ描ける、こと

ばにできる世界の繊細さ、そして戦禍が激しくなる中、子どもながら心の中に芽生え

た敵国に対する過激なことばや思いの大胆さに、はっとさせられた。 

番組を視聴した後、今日の世界でも、戦闘が続くガザやイラクを抱える中、現地の

子どもたちがどのような思いで日々を過ごしているかだろうかという思いや考えが

強くなった。戦時中の日本を単に振り返るだけでなく、いやおうなしに戦時体制に組

み込まれていった子どもたちの生々しい声を、１人の視聴者として受け止めることが

でき、世界の紛争にまで思いを至らせてくれた、この番組の力は大変大きいものがあ

ると思う。その意味では、滋賀県から発信した番組でありながら、平和の希求と戦争

がもたらすむごたらしさや醜さ、その果てで築かれる世界が平和を希求する姿勢を持

ち続けることの大切さを、改めて実感するきっかけとなる、大変意義深い番組だった

と思う。 
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○  戦後７０年がたとうとするが、戦争を扱った番組も変化してくる。番組制作者も戦

争を知らない世代であるから、これまでと違った見方、捉え方も生まれてくる。その

好例のような番組だ。戦地の映像は一切使わず、銃後の日常から戦争を描く。歴史を

後景から見ると、こうなるのではないか。まず絵日誌の色鮮やかさに驚いた。そして、

絵日誌があって初めて語る女性たちのナラティブの力。文化やアートというものは、

それ自体の評価以上に、私たちに記憶を想起させる触媒なのだと思う。西川先生が文

化や芸術が必要と説き、子どもたちはお宝みたいな時間を過ごした。その「のんびり

した日常」があって、初めて非日常の危うさやどう猛さが伝わってくる。今も残る瀬

田の風景の何と穏やかなことか。西川先生の「文化がなければ、つくっていくしかな

い」という決意もすばらしいが、「もうやめよう」と中断した気持ちも痛いほどわか

る。文化は、戦争の前に屈服したのかもしれないが、生徒たちの記憶の中で生き続け

ている。 

 

○  この番組を見て何より驚かされたのが、絵日誌にみる色使いの明るさ、構成のすば

らしさ、当時小学校５年生の子供たちがつづったとは思えない、当時の担当の先生の

指導のすばらしさ。７０年たった現在この絵日誌が残っていたこと、それを見出した

のが、海外の大学の研究者であるということ。そして、今なお、当時の自分の気持ち

を公言することをはばかり、気遣う夫を戦地に送りだしたことを思うにつけ涙する、

今は年老いた妻。戦争が悲惨さを増して、少女たちの日記に荒々しい言葉が出てきた

時、中止された絵日誌は、戦争が終わって先生が読み上げた１人の生徒の文章。奈良

では大切な物事がたくさん残っている。大事な行事もたくさん残っている。度々懸念

されるのが、大切な祭りごとは皆気を付けて写真を撮ったり記述で残したりしている

が、何気ない日常の記載が残らず、ふだんの大切な事柄が、気付いた時には残すこと

が出来なくなっている。この番組の中では、現在８０歳前後になる４人の女性が、感

性豊かな少女時代を通して見た日常のなかでの戦争を淡々と描き出し、この時代、声

高ではなく少女たちの感受性を伸ばし文化を紡いでいく担い手を育てた１人の若い

女性教師に感服し、指導力のある先生の存在を知った気持ちの良い作品だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

昨年の８月に、夏期特集として近畿ブロックで「少女たちの学級日誌」

でまず紹介させていただいた。非常に反響も多く、追加取材等を重ねて今

回のＮＨＫスペシャルで紹介した。今までのＮＨＫスペシャルというのは、

原爆も含め殺りくであったり大量の死であったり、ビジュアル的にも新聞

でいうところの見出し的な作りのものが多かったと思う。そういう中で今

回のこの番組は新しい視点で戦争というものを考えることが提示できたの

ではないかと思う。実際にこの番組では爆弾も落ちないし人が直接死ぬと
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いうこともないが、戦時下にあった空気に彼女たちの心が侵食され、変わっ

ていく。そういった彼女たちの心の中の葛藤・戦争があったのではないか。

その一つの表現として日誌という貴重な資料を突破口として、絵日誌を書

いた少女たちの心の軌跡を声高に叫ぶことなく淡々とした口調の中で、あ

る意味戦争の怖さを含めて表わしていきたいという制作意図があったと思

う。今回番組として、こういう事実が戦時下にあったんだということを貴

重な資料として今後も残せていけたかと思う。実際の反響としては、これ

を番組のアーカイブス的な部分だけではなく、出版物・印刷物として残し

たらどうかなど、いろんな意見もいただいたと聞いている。そのあたりも

含めて今後検討していきたいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月１９日（火）のドキュメント２０ｍｉｎ．「カロムにかける！」（総合 前 0:10

～0:30）について。カロムというものは、おはじきとビリヤードを合わせたようなボー

ドゲームで、その全国大会の優勝を目指して自らの心の弱さを克服しようとして頑

張っている若い女性と、それを見守る父親の姿をリポートしていた。若い女性は、全

国大会で優勝して、元チャンピオンだった親に対する依存から脱却したいと思いなが

ら、どこかにまだ助けを求める心を払拭（ふっしょく）しきれない。そういう娘を見

守りながら、最後はあえて競技大会には父親として応援には行かない、と突き放して

いく父親。父親と娘のそういう２人の思いが交錯している。それを映像でうまく表現

していたと思った。結果として準決勝で負けて、その負けたことをバネに３位決定戦

では勝ち抜いて銅メダルをとった。帰宅して父親に「応援こんかったやろ」と言う娘

に対して、父親はじっと見つめ返して無言でいる、という部分に最後の「１人で戦い

抜いた夏」というナレーションがかぶってきて、最終的にはこの娘さんの自立への歩

みが始まったのだということを示唆して番組としては終わった。毎年こういう全国大

会があり、それが滋賀県彦根市で一番盛んだということは初めて知った。それと同時

に「ドキュメント２０ｍｉｎ．」という番組も初めて見たが、他にどういう内容の番

組で制作されていたかというのはわからないが、「カロムにかける！」のような出来

のよいものであれば、もっとアピールしてもいいのではないかと思った。 

高校野球について。８月１５日(金)に島根県の開星高校と大阪桐蔭高校が１回戦を

おこなった。結果は７対６で大阪桐蔭が逆転勝ちをしたのはいいのだが、開星が追い

つかれた１点、勝ち越された１点がいずれも開星の投手のボークだった。ところが、

ボークでしたと言うが一瞬なのでどこがボークなのかよく分からなかった。解説者が

いるのだから、「今こういうことをしたからボークです」ということをきちんと説明
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してくれるのだろう、もしくは、ビデオが出て今この動きがボークでしたと言ってく

れるのかと思っていたら、何もなくそのままどんどん進んでいった。実況のアナウン

サーも、特に解説者にそのことを促すことはなかった。ふだん野球をあまり見ていな

い人も高校野球となればよく見るわけで、しかも郷土の高校が出ていれば注目して見

ているので、そういう時に素人に分かるような解説を怠りなくやっていただきたい。 

 

○  ８月１日(金)放送の「ニュースＫＯＢＥ発」(総合 6:10～6:59 兵庫県域)について。

甲子園球場は８月１日に９０周年を迎え、特に全国の高校野球のファンにとっては、

中心地として揺るぎない存在になっている。この記念に際して、ＮＨＫでは３０年間

野球の放送を続けた名アナウンサー小野塚康之さんがエピソードなどを語っていた

が、もう少しインパクトのある表現があればと思った。その後、話題が急に京都に飛

び、平安時代に紫式部が源氏物語を書いたといわれる廬山寺（ろざんじ）の紹介があっ

た。歴史の重さに加え、すばらしい庭園ではキキョウが見事に咲いて美しく、ニュー

スの合間には少し心が癒やされた。特に目を引いたのは、毎週金曜日恒例の神戸放送

局からのジャズライブだった。神戸では初登場の古田てるみさん、ベースの魚谷のぶ

まささんの演奏を気持ちよく聴かせていただいた。聴衆もやはり多く、さすがジャズ

ファンが多い神戸だと感じた。ただ気になったのは、古田さんが、本人のスタイルか

もしれないが、いすに座って歌っていたこと。立って歌ったほうが、リズム感がもっ

と伝わったのではと思った。 

８月２４日(日)に放送されたサイエンスＺＥＲＯ「完全養殖マグロ 大量生産に挑

む！」（Ｅﾃﾚ 後 11:30～25 日(月)前 0:00）について。日本人はマグロが大好きだが、

絶滅が心配されている。そのマグロを卵からすべて人の手によって育てる完全養殖に

近畿大学が１２年前に成功した。その時の成功率はわずか０.１％だったが、今では

毎年１０万匹の稚魚が出荷できるまでになっている。番組では、その成功に至るまで、

多くの人がいろいろな方法で度重なる失敗などを乗り越えて、また、科学的な研究で

成し遂げたということを紹介していて非常に興味深く見た。近畿大学は、「近大マグ

ロ」で取り上げられて話題になり、今年の一般入試の志願者数が日本一になった。庶

民のマグロに対する喜びとともに、大学も大喜びなのではないか。 

 

○  ７月１９日（土）放送のわびたびスペシャル「世界遺産１０年 熊野古道ぶらり」(総

合 前 10:05～10:48 和歌山県域)について。「わびたび」というのはＮＨＫ和歌山放

送局の「あすのＷＡ」というニュース番組の中で、タレントのＳｈｉｎｏさんとお笑

い芸人のワンダーランドさんの２組が「週ごとに、くじで駅やバス停の名前を引いて、

次週はそこを訪ねます」という設定で次々訪れていくコーナーのスペシャル。熊野古

道が世界遺産に登録されて１０周年だったが、和歌山県民でも知りえない情報がたく

さんちりばめられていてとてもよかったと思う。 
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○  ルソンの壺～７月号～「ＡＳＥＡＮで成功する秘けつ 教えます！」について。非

常に関心のあるテーマだったので興味深く見せていただいたが、やや物足りなさを感

じる内容だった。企業の力、われわれは競争力と呼んでいるが、ここには表の競争力

と裏の競争力があると言われている。表の競争力というのは、市場や他の企業からも

比較的見えやすい製品の性能やコストなど。したがってまねもしやすい。こういう力

というのは一時的な成功は収めやすいが、非常に継続しづらい。継続的な事業の成長

のためには裏の競争力と呼ばれる、ほかからは見えにくく簡単にはまねしにくいもの、

例えば企業の経営理念から来る中長期の経営戦略や従業員の行動姿勢に代表される

が、この両方の力が備わっているか否かが成功を左右すると我々は教えられてきた。

これは海外展開においても同様だと思う。しかし、特に裏の競争力というのは短期間

では非常に身につけづらいものでもある。今回の番組の中心は、ＡＳＥＡＮ各国の生

活に合わせた製品のスペック開発やアフターサービスの充実、過去の日本で大成功し

た販売スタイルの継承。少し力のあるところであれば比較的まねのしやすい、表の競

争力ということに重点が置かれていたので、これを見た企業経験が少ない人たちには

経済の成長過程にあるＡＳＥＡＮの進出というのは比較的やりやすいような印象を

与えたのではないかというところが気になるところだった。私が知る現地の経営責任

者を経験してきた人の話もそうだし、私自身も出張の時に現地で接したＪＩＣＡ（国

際協力機構）の駐在員の人、そして現地会社の経営者や従業員との意見交換の中でも、

ＡＳＥＡＮの人たちは進出企業の日本人社員の言動から、その企業の本気度、現地で

末永く事業展開をやる、そして現地の人たちと苦楽を共にする覚悟の有無を非常に冷

静によく見ていることを学ばせてもらった。そういう中で、進出企業を継続的な成功

へ導くためには、番組前半の目に見えやすい取り組みも必要なのだが、番組の最後の

方で桂吉弥ナビゲーターが壺としてまとめた「焦らない」が意味する、「時間をかけ

て構築するもの」と、もう少しバランスよく番組の構成をやるべきだったのではと感

じた。焦らずに時間をかけて何を築き上げるのか、こういうことにもう少し重点をお

いた有識者やＡＳＥＡＮ地区での経営経験者などの意見交換などがあれば、さらに見

応えのある番組に仕上がったのではないかと感じた。軽妙さの中に本質がちりばめら

れた番組であるだけに、もう一工夫ほしかったというのが正直な感想である。 

ドキュメント２０ｍｉｎ．「カロムにかける！」について、カロムという耳慣れない

ことばも関心をひいた要因だったが、この競技を通した父と娘の深い親子関係が心地

よく感じ取れた。競技を通じて何かを共有する体験が、親子のいい関係づくりにも大

きな効果を発揮することがよく理解できる内容だった。大阪放送局が取り組んでいる

「子どもを守れ！キャンペーン」では、子どもの悲惨さを訴える内容が多くなってい

ると少し思うが、こういう番組を通じて、親子のよい関係作りも訴えていければと

思った。ぜひ「子どもを守れ！キャンペーン」の中でも取り上げてもらいたい。 
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９月１２日(金)のかんさい熱視線「アジアから呼び込め！～関西空港２０年 誘致

大作戦～」（総合 後 7:30～7:55 近畿ブロック）について。関西経済の活力再生に向

けて、観光業の活性化の中で関西空港の役割の大きさがよく伝わってきた。関西観光

業界を丸ごと巻き込んだ力をどうやって引き出すかということが、これからの大きな

課題だと感じた。そのためには、関西観光業界全体が将来的に目指す姿と関連する企

業や団体それぞれの役割が分かりやすく明示されたグランドデザイン的なものが必

要なのではないか。その存在が、番組の中で紹介されたＡＳＥＡＮ諸国それぞれの特

徴を細かく把握・分析をする優れたマーケティング力を持った新たな旅行会社や、熱

心に自らの地域の中の観光資源開発に取り組む地方自治体との連携、こういうものを

無駄なく効果的なものに仕上げるのではないかと感じた。 

 

○  ルソンの壺～７月号～「ＡＳＥＡＮで成功する秘けつ 教えます！」について。あ

る意味、ルソンの壺的な文法が完成しているので、なかなか意見や感想が難しく、「な

るほど、そうなのか」という部分が多いが、ＡＳＥＡＮで成功する秘けつということ

では、素人ながら成功するうえでの懸念材料みたいなものを感じたことがある。莫大

な宣伝費を使って、首都ジャカルタの大型量販店ではシェアが１番の韓国製品を抜い

て、シャープがインドネシアの地方都市を中心とした全国的なシェアではトップを

誇っている。その秘けつが日本流のおもてなしの商法で、非常にきめ細かい形でアフ

ターケアまでして消費者を伸ばしている。日本流のおもてなし商法というものが、あ

る意味では世界的な普遍性を持っているのではないか、たぶんこれは今後アフリカや

アジアの他の国々でも通用するのではないかという意味では非常におもしろいと

思った。ただ、どうかと思ったのは、人材育成のところで一種の精神主義のようなも

のも輸出しているところ。日本の企業、特にメーカーにとって非常に大事な精神とい

うのは、製品に対する誇りと企業に対するロイヤリティーだと思う。そういうものが

ちゃんと育てられているのかというところは疑問に思った。もう１つは、エースコッ

クで、500 種類以上の麺をベトナムの従業員の人たちが自ら開発して、任せて育てる

という形で人材育成がなされている。２０年かけてシェアナンバーワンで、本社利益

の７割がベトナムからだということに大変驚いたが、例えば、ベトナム社会でこれだ

け能力のある人材が育っているわけだから、彼らが自分たちで即席麺を作るように

なった場合、自社利益の７割をベトナムに依存しているエースコック本社は非常に危

うい。これらのことは、成功を持続させる鍵だと思うが、どうなっているのだろうか

とひと事ながら心配になった。次は学習塾、どちらかというと成功しているとは言い

がたいまだ日も浅い塾が、少子高齢化の中で日本だけではダメだからという理由で

インドネシアに来た。子どもの数が多いインドネシアに、将来学習塾が根づいたらと

いうことで来たとのことだが、インドネシアに子どもが多いのは兄弟が多いからでは

ないか。ということは、１人の子どもにかけるお金は比較的少ない。１人っ子政策で
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子どもにお金をかける中国に行った方がよかったのではないかと思い、これは本当に

成功するのだろうかと不安を感じた。 

７月３０日(水)のクローズアップ現代「命を奪う危険ドラッグ」について。この番

組で危険ドラッグの実態を知って本当にショックを受けた。お酒や他の麻薬とどう違

うのかということが全くわかっておらず、既存の法律にはひっかからないという意味

で今まで脱法ハーブや脱法ドラッグと言われていたが、番組で紹介されていたのは泥

酔とは全く違う、人として目を背けたくなるような、麻薬を摂取した人たちの姿やマ

ウスによる実験で脳細胞まで破壊されてしまう事実だった。こういうものは本当に

売ってはいけないし、製造してはいけないものだと思った。今まで同様、取材して調

べ、ＮＨＫでキャンペーンするぐらい、もっと知らしめるべきではないかと思った。

ぜひ力を入れていただきたい。 

 

○  ルソンの壺～７月号～「ＡＳＥＡＮで成功する秘けつ 教えます！」について、Ａ

ＳＥＡＮに進出して成功するというのは、基本的には企業として成功するという意味

だと思う。最後に「あきない、あせらない」ということで地元の人にも喜ばれる売れ

る商品を作る、買っていただく物を売り込む、そういうようなことでいいのだと思う

が、７割の利益をベトナムで上げるというのは、ある意味搾取と言われてもしかたが

ない。本当に成功するからには、長期的に地元の人に富の全部とは言わないがほとん

どを置いてくるというような、多少の富を企業の実態としてはしかたがないと思われ

るレベルのものを持ち帰らないと、いずれそれに反発する地元の人たちは、自分たち

で新しい即席麺の会社を作って頑張ろうという気持ちに当然なる。そういう部分を念

頭においた番組作りをしていただければありがたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「中継 京都 祇園祭 千年の謎」について。祇園祭の山鉾の非

常に細かいところに、１６～１７世紀の大航海時代の証しが今なお残って、半ば現役

で一般の方に見ていただいているということは、大変いい捉え方だったと思う。山鉾

巡行について昭和４０年代に２つに分かれていたのを１つにしたが、これは交通事情

やいろんな問題でそういう風にしたが、この度また２つに分かれるとか、大船鉾が復

活するとか、今年は非常に話題が多かったので、ＮＨＫスペシャルとしてもよりよ

かったのではないかと思う。ぜひ全国の人にもっと見ていただきたいということと、

もうひとつは長浜や大津、亀岡、伊賀、高山のお祭りとの関連もずいぶん出てきてい

るので、これから日本国内と国外の調査が出てくることを期待したい。 

 

○  「ニュースＫＯＢＥ発」について。今年甲子園球場は開場９０周年ということで小

野塚アナウンサーが出てきて解説された。「ニュースＫＯＢＥ発」は兵庫県域内のい

ろんな出来事や観光名所等を紹介するということで、なかなかリアルタイムで見られ
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ないが非常にいい番組だった。淡路島からのぶらり旅も含め、初めて知ったこともた

くさんあったと思う。 

７月２７日(日)ＮＨＫスペシャル「ＳＴＡＰ細胞 不正の深層」について、非常に

週刊誌的な発想のような感じがした。一方的に小保方さんを誹謗（ひぼう）中傷する

と同時に、暴露めいたメールのやりとりを含めてＮＨＫらしからぬ報道だった感じが

している。こういうものに対する今後どういう形で報道していくのかということを検

証していただきたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「中継 京都 祇園祭 千年の謎」について、７月２３日の「宵

山」の夜の生中継を交えながら、「山鉾」を飾る至宝と言われる懸装品が、海を渡っ

て京都に渡ってきた時代背景や、それらが世界でも一級の品であることなどを、丁寧

に、また専門家の知見をタイムリーに入れながら、大変興味深く取り上げている。こ

のような、興味深い番組コンテンツを、改めて再提示・放送する編成の工夫について、

今後も継続して取り組んでもらいたいと思う。貴重な放送素材を、タイムリーな中継

を交え番組中で放送し、後日じっくりと視聴できる形に別仕立てして放送するような、

今回のような番組編成の工夫は、視聴者の興味関心を満たす試みとして評価できる。 

 

○  人生デザイン Ｕ－２９「起業家」について。若手起業家大川健太さん２８歳は、

大学中退後、スポーツ販売店で４年間に１億円を売り上げるスーパー販売員として活

躍、自分のしたいことでお金を儲けたいと独立。３０分の番組を通して、奈良に夢の

ある若者が増えてきたのだと感じながら、一番思ったのは、この番組を奈良から発信

しようとした意図は何だったのだろうかということだった。奈良で新しい取り組みを

している人たちにスポットを当てて、エールを送ろうということであれば、そのポ

イントとなるところをもっと映像とナレーションでしっかりと伝えてほしかったと

思う。番組を通して、広い絵が出てきたのは数秒。番組が終わった時に肩の凝る思い

が残ったのは、こんなところにも原因があるのではないか。 

 

○  ルソンの壺～７月号～「ＡＳＥＡＮで成功する秘けつ 教えます！」について。ビ

ジネスを主題とした番組としては、まったり感がとても好ましい番組で毎回楽しみに

している。今回も３つのエピソードそれぞれに教訓があって、「商い」の精神が汲み

取れる。実際は激烈な競争下にあると思うが、ここでは「おもてなし」「任せる」「あ

せらない」とか、実直過ぎるくらい穏やかに包み込む。それが関西企業の魅力なのか

はわからないが、日曜の朝、ビジネスの面白さを伝えるには格好の番組だと思う。中

でも学習塾の社長の奮闘ぶりが印象に残った。人を使うのに個別の指示や役割分担の

明確化などは当たり前のことだが、逆にいえばそれだけ日本人が察知能力、気配りが

優れているということなのだろうか。しかし、最近は言われなければやらない日本人
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も多いので、だんだん「アジア基準」となりつつあるのか。日本もまたＡＳＥＡＮの

一員である。「日本式」だけを輸出するのではなく、それぞれの国の文化や事情と溶

け合わせた「アジア型商道」が発展するとすばらしい。 

７月２７日(日)ＮＨＫスペシャル「ＳＴＡＰ 細胞 不正の深層」について、行き過

ぎた取材による小保方氏への傷害は論外だが、番組を見ていてしばしば中立性を欠い

た違和感を覚えた。小保方、笹井間のメール内容がリークされていたり、２人の男女

関係をにおわせる表現など暴露週刊誌なみの報道で、Ｎスペらしさが感じられなかっ

た。笹井氏の釈明会見での主張については一切取り上げず、先に「不正あり」として

企画されたと思われても仕方ないのではないか。笹井氏の自殺と番組の関係を断定す

るつもりはないが、その後の自殺報道の倫理性も非常に問われるところであり、１月

の発見直後の持ち上げぶりを含め、この「事件」はマスコミの報道姿勢を検証する機

会とすべきだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ドキュメント２０ｍｉｎ．」について、これは年に６、７本、例えば 1

月と８月や、1 月と３月などそのつど不定期でやっている。地方局が制作

したさまざまなドキュメント、例えば漫画甲子園というような高校生たち

の話があったり、大阪では、2013 年 1 月に「ウミガメゆうちゃんの幸せ探

し」というウミガメの人工ヒレを作る話を、潜水の免許を持っているアナ

ウンサーがやった記録が残っている。 

ボークの話について、アナウンサーの中にもベテランの小野塚アナウン

サーや、これから大きく育っていくことを期待しているアナウンサーなど、

さまざまなレベルのアナウンサーがいることは事実。ご指摘があった点に

ついては、毎回大会の前に、そして大会期間中も、常に検証して課題になっ

たところは改めていくということは徹底してやっている。 

ルソンの壺～７月号～「ＡＳＥＡＮで成功する秘けつ 教えます！」に

ついて、いろいろなご意見をいただいたが、もともとこの番組は地元の経

済を応援しよう、地元の企業を元気づけたいということからスタートした

ものなので、そういったご意見があったことを現場にフィードバックして

考えていきたい。 

「ドキュメント２０ｍｉｎ．」について。あれは夏や冬、年度末の特別編

成の時にかなり遅い時間帯に編成している。もう１つ特徴があり、若い人

たちだけで作るドキュメンタリーを目指している。ある種実験的な番組と

して、４～５年上ぐらいのディレクターがアドバイザー役になり、それ以

上の年の人は編集室に入るまで口を出さないという決まりを作ってやって

いる。かなり玉石混交のところはあるが、新しいタッチなどが見られる番
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組になっているかとは思う。 

ルソンの壺～７月号～「ＡＳＥＡＮで成功する秘けつ 教えます！」に

ついて。昨年度まではウィークリーという形で、どちらかというと「中小

企業に元気を与えて、明日からまたいいアイデアを出そう」という地域応

援番組という風にしてやってきて、視聴率もいい形で来ている。新年度に

マンスリーになり、これも引き続きよく見ていただいており、視聴率的に

もいいゾーンに来ていると思っている。時間が長くなったので、その分ど

う深掘りするかというところが課題としてあり、新年度を迎えるにあたっ

て、地元だけでなく少し視野を広げて、海外展開もＡＳＥＡＮを中心に、

「全国放送ではなくて大阪で作ったらどうだ、われわれのところで作れる

ことはないのか」ということで始めた番組だった。そういう意味では、今

までの中小企業応援団というだけでは済まなくなり、ハードルが一つあ

がったという風に受け止めている。海外ロケもまだまだ慣れていないとい

うのが正直なところなので、今日の意見をいただきながら、さらにブラッ

シュアップを目指したいと思っている。 
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平成２６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、１６日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、ドラマチック関西「最期のラブレター ～

手紙が紡ぐ家族の日々～」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     中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

副委員長 金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

委 員     秋田 光彦（浄土宗大蓮寺 住職） 

浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

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） 

 

＜ドラマチック関西「最期のラブレター ～手紙が紡ぐ家族の日々～」 

(総合 ６月２０日(金) 後 8:00～8:43 近畿ﾌﾞﾛｯｸ）について＞ 

 

○  命が残り時間わずかと言われたとき、自分の大切な人にことばを残す、ディグニ

ティ・セラピーという尊厳療法が紹介されていた。家族に伝えたいことばを看護師が

まとめていくという方法であるが、改めてこの大切さに気付かされた。これまでの感

謝の気持ちを近親者に伝えて自分の気持ちをこの世に残す、自分を開いていき、家族

と近親者の心も開いていくことで、この世に生きた自分を終末期に改めて確認し、こ

の世を旅立つという一連の過程が丁寧に取材され描かれていた。いつものことながら、

カメラの前に自然体の自分を自然のままに開かせており、ＮＨＫ大阪局の取材力の強

さや底堅さに改めて感じ入った。ナビゲーターに俳優の高畑充希さんが起用されてい

たが、私のイメージでは連続テレビ小説「ごちそうさん」の中の希子で、このキャラ
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クターは最初のうちは閉じこもりがちで、め以子と接する中で自分を開いていくとい

うイメージと重なっていき、ベストマッチな起用なのではないかと感じた。 

 

○  今後、日本人の年間死者数は 165 万人ぐらいまで増えていくといわれているが、そ

の３人に 1 人はガンで亡くなる。病院から地域や在宅へと医療の在り方も変わってい

く中でテレビが人生の終末期をどう描くのかは大きなテーマだと思う。私は番組審議

会の委員に就任して４年目になるが、この間には随分終末期の在り方についての踏み

込み方が変わってきたように思う。１つ目は終活、いわゆる消費者問題や生活問題と

しての捉え方。２つ目は医療や福祉の観点から見た社会問題としての捉え方。３つ目

が今回のように人生の終末期を巡る物語としての捉え方で、こうした人生の最期に焦

点を当てた番組はかなり多くの視聴者の関心を呼ぶのではないかと思う。同じことば

でも口で語っていたら伝わらないものを文章化することで深さや親密さを醸し出す、

ある種のスピリチュアルケアである。誰かに自分の人生を託すことで、１人称である

死が２人称の死として共有されていく効果がある。ただ、これからもっと単身化が社

会で進んでいくと、家族のいない人たちの尊厳はどのように保障されるのかという問

題が当然出てくると思う。一方、疑問に思った点がいくつかあるが、まずタイトル「最

期のラブレター」の“ラブレター”ということばに違和感があった。また、高畑さん

のナレーションは非常によいと思ったが、なぜ番組の冒頭に出てきたのか。出演しな

くてもナレーションだけで十分だった。 

 

○  逝く側と送る側の両方の視点からそれぞれの心情を見事に描いたすばらしい番組

だったと思う。ストレートな愛情表現が苦手な日本人にとって、手紙は思いを共有す

る大きな役割を今後も果たし続けていくのではないかと思った。死をテーマにした番

組なので全体的に重たい雰囲気はあったが、夫の死後、手紙を通して夫の思いを知っ

た妻が爽やかな表情で畑仕事に精を出す姿を見て、やはり夫婦で共に歩んだ人生の満

足感があふれているような感じがして、見終わったあとに爽やかさも残った。「最期

のラブレター」というタイトルは、逆に重苦しさを取り払うようなよいネーミング

だったと思っている。静かで落ち着きのある高畑さんのナレーションは、番組の雰囲

気を醸し出す効果的なものだった。 

 

○  この番組を通じて、ディグニティ・セラピーは残りの時間を過ごす方法として非常

に有効だと知ることができたし、残された時間を有効に人間らしく使える人たち、あ

るいはそういう人たちを増やそうとする施設も増えると思う。ただ、死に方や病気に

よってディグニティ・セラピーを受けられない人たちや手紙を送る相手がいない人た

ちもいる現実もあり、受けられない人たちの最期の時間の過ごし方、家族の最期の過

ごし方も考えてしまった。この番組では、全く違うタイプの２人を紹介していたのも
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興味深く感じた。１人は、生きている間に手紙を渡すことで、後悔の念を伝えて娘に

許してもらい、重荷を下ろすことができていた。「お母さんいいのよ」と言った娘も

言われた母親もお互いに非常によかったと思う。一方、夫から妻への「ありがとう」

のことばは亡くなった後に伝えていて、非常によい構成だったと思う。 

 

○ こうした番組で、ガンのことをいろいろと取り上げているが、人間が長生きしすぎ

ている面もある。この番組を見て家族にいろいろ伝えたいということはあるが、私の

経験から言うと５年ずつぐらいで変わっていると思う。あまりその時だけを捉えて手

紙を残していくというのはかっこよすぎるのではないかとも少し思った。これから報

道で、いわゆる「うば捨て山」のような問題も検証していかないと、高齢者ばかりに

なって、現実的に年金も足りなくなってくるのはどうするのか、いろいろ考えさせら

れる番組だったと思う。もう少しガンの告知の問題や、「うば捨て山」の問題も、番

組で深く取り上げることはできないのか。ガンの発症率が高いのは環境が悪いせいな

のか、長生きが多いからなのか、あるいはガンの検査の精度が高くなったからなのか、

「ガンをあまり調べるな、あまり治療するな」というような医者もいるのに、意外と

２つの対比した議論がないが、報道で取り上げてもらわないといけないのではないか

と思った。大抵は夫が先に死んで妻が残ると元気になるが、番組で夫を亡くした妻が

非常に生き生きと畑仕事をしている様子は実にリアリティーがあると思って興味深

く見ていた。２回見るとそれぞれのシーンでまた違う印象を抱く番組でもあった。 

 

○  人は余命を告知された時に頭をよぎるのは、周囲の人、特に家族のことだと思う。

残された時間を投げやりに過ごすのではなく、家族を思いやり手紙に託すことができ

ることをこの番組で知らせてもらえたと思う。末期ガンの入院患者である直江さんは、

妻に今まで感謝の気持ちを表していないと看護師に話し、十分意向をくんで看護師さ

んが手紙を書いたが、手紙はあえて看護師に託し、自分が死んだあとに渡すことにし

た。一方、在宅患者の女性の三谷さんは、長年、娘さんに対する後悔の念を、元気な

うちに自分自身から娘さんに伝えたいという思いで手紙を託していた。この２つの実

例を紹介していたので、見る側にも分かりやすかったと思う。このような実例を見い

だした取材力に敬服している。病室で、体調の変化で刻々とやせ細っていく直江さん

の姿を違和感なしに取材班がカメラに収めていたが、奥さんを含めた患者との人間関

係を十分良好に構築したうえで、かなり時間をかけて丁寧に作られた番組だというこ

とが十二分にうかがえた。「最期のラブレター」というタイトルに関しては、単に悲

壮感を漂わせるのではなく、視聴者としても受け入れやすいタイトルだったと思う。

誰もが迎える最期に当たり、亡くなっていく人は周りのものに何かを残して逝きたい

と自分自身に置き換えて視聴した人も多かっただろうと思うし、私もその中の一人と

してとても深く感動した番組だった。 
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○  今回のようなテーマや認知症のテーマを扱う番組が多くなっているのは、それぞれ

今のわれわれの生活の中でこうした問題に対する接点がかなり多いからだろうと思

う。患者も家族もガンをどのように受け止めるかは、現実問題としてとても難しいこ

とだと思う。そのような中で、家族が患者本人に対して「何か言い残したいことあ

る？」と尋ねるのは、なかなか聞けないし聞きにくいものである。その点、看護師な

ど周囲が代弁して聞き取るこのシステムも、場合によってはとてもすばらしいことだ

と感じた。この番組の中で、さりげなく「残りの時間」ということばが出てきていた

が、この「残りの時間」というのは、今の私たちにとってかなり重く大切なことばだ

と感じた。番組では直江さんと三谷さんが出てくるが、最初のうちは直江さんはまだ

少しは余裕があり、病床にいても元気な表情の明るい様子だった。そこに三谷さんの

話が組み込まれていき、時間が経過するうち、直江さんの表情や様子がだんだんと変

わっていく。直江さんが亡くなったあと空にかかった虹の様子の捉え方はすばらし

かったし、託した手紙を読んでいる娘の表情をたばこを吸いながらチラチラ見ながら、

ほんのかすかな笑いを浮かべた三谷さんの表情の捉え方もすばらしいと思って見て

いた。こういう演技ではないすばらしい表情をうまく捉えていると思った。この番組

で本当に印象に残ったのは、看護師さんが直江さんの手をとりながら、「この手紙い

つ渡す？亡くなってからでいい？じゃあそうするわね」というような受け答えをして

いた場面で、やはりこれは家族では出来ないことではないかと感じた。こういうセラ

ピストの存在の大きさを改めてこの番組で気付かせてもらった。 

 

○ この番組ではガンが全身に転移して余命３か月の宣告を受けた直江さんに多くの時

間を割いて紹介をしていたわけだが、ガンで亡くなった直江さんが最期の手紙に託し

た妻・美代子さんへの思いがしっかりと受け止められていたことをよく伝えていた。

ここで紹介されたディグニティ・セラピーは余命が限られた人とその家族にとって最

高の療法だと思うが、一方でホスピスに入ってこうした療法を受けられる人はそんな

に数多くいらっしゃるわけではないだろうと思った。この番組で紹介された人たち、

特に直江さん夫婦については、直江さんご本人が亡くなるまでをカメラに収めていく

ことについて、よく了承したと思った。取材される側と取材する側との間に、非常に

強い信頼関係がないと、このような番組作りはできなかったのだろうと思った。双方

に敬意を表したいと思う。案内人の高畑さんは、ナレーションを含めてこの番組に

ぴったりよく合っていたと思う。 

 

○  当然のことながら多くの人が、親や親戚などを亡くした経験があると思う。余命宣

告をされたら、やはり本人も家族も不安だが、この病院はそういう不安の中でも体や

心の痛みを少しでも和らげようと努力している病院だった。治療の１つとして、患者
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に残された時間が刻々と過ぎていく中で、家族とは話をしているが、今まで話せな

かったこと、家族に話しておかないといけないと思いながらも話せなかったことばを

手紙で家族に渡すというディグニティ・セラピーを行っている。ふだん手厚く親身に

看護をしてもらう中で信頼関係ができ、患者本人が気になっていることを話すうちに、

少しずつ元気を取り戻して、少しでもこれから長生きしようという気持ちに変わって

きた様子が表現されていた。直江さんは手紙を書き終えたあと、家族や看護師さんた

ちの多くの心遣いによって、畑に行くなど充実した時間を過ごしており、死への恐怖

や暗さが見えなかった。もうすぐ死んでしまうのではないかという暗さが見えなかっ

たのは、今までの心の奥にあった一抹の不安が手紙を書くことによって取り除かれて

安心できたからなのではないかと思う。ディグニティ・セラピーの効果がここに表れ

ている。生前に渡された人、亡くなってから渡された人のどちらも手紙を読んで深く

感動し、また最期に残された大切なことばとして受け取ったほうも送ったほうも心穏

やかになったと思う。特に見送ったほうは心穏やかな気持ちになって少しずつ元気を

取り戻して過ごせるのではないだろうか。このクリニックは非常に環境もよく、関係

者もしっかりと見守ってくれたからこそこういう気持ちになれたのではないかと思

う。 

 

○  非常に心に迫る秀作で、いろいろと考えさせられる番組だった。ただ少し違和感が

ある部分がいくつかあった。まず、案内人の女優の高畑さんについてだが、若干声が

舌足らずで少し若過ぎる気がした。案内人は登場させずに、落ち着いた印象のＮＨＫ

のベテラン女性アナウンサーを起用したほうがよかったのではないかと感じた。２つ

目は、娘に手紙を渡し、手紙を読んでいるところでたばこを吸っている様子を描いて

いたが、病に冒されている人が、こんなにたばこを吸っていいのかと少々心配になっ

た。娘の顔をじっと見つめる母の姿をカメラが追っていくほうがよかったのではない

かと思う。３つ目は、夫を末期がんで亡くした妻は本当に心が安定していた様子で、

四十九日を終えてからもすがすがしくひょうひょうとした印象で、ディグニティ・セ

ラピーのおかげなのかもしれないが、悲しみにうちひしがれている姿とまではいかな

くても、夫を亡くしてさみしいというところがもう少しは描かれてもいいのではない

かと感じた。また、虹が出た場面があったが、本当にあのタイミングだったのかと思っ

た。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組を担当した女性ディレクターは、この７、８年間、

緩和医療や命の問題、家族の問題を取材のテーマにしてきて、

７年前に取材した在宅ホスピスの医師から最近こんな取り組み

があると教えてもらったことが今回のディグニティ・セラピー
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を取材するきっかけとなった。委員の皆さんから取材者と取材

相手との信頼関係についてご指摘いただいたが、クリニックの

スタッフに信頼されることがいちばん大切だということで、最

初の１か月はカメラを持たずに看護師と一緒に患者さんたちに

触れることから始めた。少しずつ患者さんたちと打ち解けてい

き、その中で何人かが取材対象として浮上してきた。最初のう

ち、三谷さんの娘・美香さんは、取材に対しては否定的であっ

た。女性ディレクターは娘さんと夜中に１時間半以上電話で話

すということが何度かあり、お互いの思いを直球でぶつけ合う

ようなことを重ねたうえで最終的に手紙を読む場面にも立ち会

わせていただいたということだ。亡くなられた直江さんの妻・

美代子さんからは番組に対して「主人の気持ちを記録してもら

い本当によかった。番組を通して主人がどんな気持ちでいたか

を逆に自分が知ることができた。主人が強く生きたことをたく

さんの人に知ってもらえて嬉しいです」というお礼の手紙をい

ただいたということだった。ナレーターを務めた高畑さんにつ

いては、亡くなられた直江さんが生前、連続テレビ小説「ごち

そうさん」を楽しみにしていたことが非常に印象的だったとい

うことで、直江さんが大好きなこのドラマの出演者にお願いで

きないかということで高畑さんを起用することになった。番組

の放送を見た妻の美代子さんにも高畑さんのナレーションをと

ても喜んでいただけたとのことだ。人の最期の場面、命に関わ

ることをしっかりと描くことはみなさまの関心が高いと思うの

で、今後もいろいろな形で伝えていけたらと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ６月１３日(金)の兵庫特集 新兵庫史を歩く「“官兵衛の夢”に思いを馳（は）せて～

姫路市～」(総合 後 10:00～10:43 兵庫県域)を見た。いつも明るい内藤雄介アナウン

サーと、講師の園田学園女子大学の田辺眞人名誉教授の息の合ったコンビとともに、

姫路や官兵衛に興味を持つおよそ 130 名の一般の参加者とともに市内を散策した。姫

路城の歴史や、官兵衛が姫路城で生まれたことや、名園と言われた好古園の美しさや、

その他の名所旧跡などの説明は、熱心で分かりやすかった。それぞれの場所で内藤ア

ナウンサーが姫路に関するクイズを出していたが、簡単なようで難しかった。番組の

初回のころはもう少し堅い雰囲気だったが、回を重ねるごとに参加者も増え、今回は

和気あいあいとした様子でよかったと思う。 
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○ ７月５日(土)の「週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！」を見た。メイン企画

の「ブラボーキャンパス」では、大阪経済大学を紹介し、近所のから揚げ店など、学

生の明るい様子なども取材していた。経済学部のゼミを訪ね、学生たちの研究討論の

様子を紹介していたが、その中で“フレーミング効果”という、同じ内容でも表現の

違いによって人の意思決定に影響を与えるという経済効果があるという研究を取り上

げていた。この“フレーミング効果”を実践しようということで、次にサイクルサッ

カー部を訪ねた。体育館へ行ってサッカーの様子や生の声を聞いたうえで、スタジオ

で出演者がキャッチコピーを出し合った。顧問の上宮智之准教授が「いつでも即戦

力！！ヒーローになれるぞ 異才来るのを待ってるぞ」を採用したが、「異才来る」は

“サイクルサッカー”とかけているということだった。この番組で感じたのは、ゼミ

で研究した“フレーミング効果”は経済だけにとどまらずスポーツ界、特に選手強化

にも応用することができるということだ。また、今回のサイクルサッカーのようなマ

イナースポーツはほとんど表には出ないので、ＮＨＫが取り上げたことで、サイクル

サッカーの関係者だけでなく他のマイナースポーツの関係者にも、スポットライトを

浴びることができるかもしれないという希望が見えたと思う。 

 

○ 「おうみ発６１０」の「防災ピックアップ」のコーナーは、防災・減災情報をわか

りやすく伝えることをねらいとして、毎週火曜日に放送されている。７、８分程度で

実際の取り組みの様子や注意点をまとめていて、どの地域でも防災減災の取り組みを

するうえで大いに参考になると思う。６月１７日（火）の「認知症高齢者の避難」は、

甲良町尼子地区での取り組みを紹介したもので、この地区では住民約 900名のうち 138

名が講習を受けて認知症サポーターになっていて、災害時にはグループホームに駆け

つけて認知症高齢者の避難を手助けすることになっている。今回実際の避難訓練の様

子を伝えると同時に、併せて訓練に参加した防災士から認知症の人たちを安全に避難

させるうえでの注意点がいくつか示された。６月２４日（火）の「変わる防災訓練」

は、東近江市の取り組みで、防災訓練はだいたい参加率が悪いのだが、それを楽しん

で取り組めるようにするため、バケツリレーや土のう作りなど、防災訓練の要素を取

り入れた防災運動会を実施して住民参加率７０％を達成したということが紹介されて

いた。同様の取り組みとしては、防災ピクニックや防災キャンプなど楽しんで取り組

める防災訓練の事例がリポートされていた。ただ問題点としては、楽しさを考慮する

あまり、災害への対応の本来の大切さが伝わってこないのではないかという指摘があ

るとリポートされていた。この番組が、地域でいろいろな防災減災の取り組みをする

うえで活用されることを期待したいと思う。今後もローカルの夕方６時台の番組作り

に注目していきたい。 
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○ ７月９日(水)の歴史秘話ヒストリア「本能寺の変 犯人はオマエだ！ヒストリア探

偵ＶＳ．戦国最大の未解決事件」は、大河ドラマ「軍師官兵衛」でちょうど信長が死

ぬ「本能寺の変」が放送される直前だったので、どんな内容でまとめているのかと思っ

て見たが期待外れだった。内容はドラマ仕立てになっていて、本能寺の変の黒幕探し

の依頼を受けた探偵事務所の探偵と助手が３人の容疑者についてその動機や本能寺の

変当日の動きなどから推理を働かせていたが､結論はいずれも証拠不十分で推定無罪

となっていた。内容的に突っ込みも足りなくて一面的だし、探偵と助手に推理させる

という現代仕立ても歴史エンターテインメントとしておもしろく見せようという工夫

は分からなくもないが、ドラマ部分が浮いていた感じで、今回はどうもうまくいかな

かったのではないか。最近、本能寺の変の直前に明智光秀と四国の長宗我部氏との間

でやりとりされた手紙が発見されたという報道もあり、本能寺の変について新しい見

方ができるのではないかと言われている。今後いろいろな研究の成果に基づいて新た

な内容で番組作りをしてほしいと思った。 

 

○ ６月１６日(月)のひるブラ「古都の“誇り”が集う道～奈良県奈良市～」では、ア

ナウンサーと芸人さんが「古都の“誇り”が集う道」というテーマで奈良のうちわ、

筆、菊水楼を紹介していた。ただ、芸人さんがうちわを持った時や、筆を持った時の

手の動きや扱い方にかなり問題があったように思う。奈良が誇りとして伝えていきた

いものを番組で紹介するのであれば、その扱い方にもう少し気をつけてもらいたいと

強く思った。一方で救われたのは、菊水楼で芸妓の菊乃さんが舞を舞っていたが、そ

の時のうちわを扱う手の美しい様子を番組の最後に取り上げてもらっていたことだ。

全国放送の番組で、それぞれの地域が大事にしているものを紹介する場合、もう少し

心を砕いて、番組作りをしてほしいと強く思った。 

 

○ ６月２０日(金)のにっぽんカメラアイ「お人形とわたし」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:45～

9:00)について、番組冒頭、黒いテレビ画面の中で神社の本殿に山積みにされたひな人

形の顔のアップが照らし出されてこちらを見ているという異様な光景で始まった。和

歌山県民にとって、加太の淡島神社は江戸時代より人形の供養をする神社として有名

で、特に女性は１度はお参りするとよいといわれている神社である。女性カメラマン

が撮影とナレーションを担当した１５分間というごく短い番組だが、人形に自分を投

影し、繊細に表現していた。淡々としたナレーションやカメラの運びで、人形の魂を

通じて見る人を不思議な世界へ誘導していく、女性ならではの切り口で、今までにな

い初めて見るような、印象深い作品に仕上がっていた。静かな中にも迫力が、十二分

に伝わってくる、とてもすばらしい番組だった。 

 

○ ７月４日(金)のえぇトコ「いにしえの言葉で１０倍楽しい紀伊・熊野古道～前編・
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聖地を巡る～」、７月１１日(金) えぇトコ「いにしえの言葉で１０倍楽しい紀伊・熊

野古道～後編・山に暮らす～」は、２週にわたって世界遺産の紀伊山地の霊場と参詣

道を紹介していた。７月７日で登録後１０年が経過したので、ＮＨＫの「えぇトコ」

ではどのような形で取り上げてくれるのか、番組宣伝で知って興味を持って視聴した

が、紀州人の１人として、最近見た番組の中でも特に残念だという思いで家族ともど

も見た。案内人の藤岡弘、さんは、ご自身でも日本をこよなく愛すると公言するとお

り、いろいろなジャンルに詳しい人物でもある。一方、佐藤唯さんは山形県出身で山

形弁をこよなく愛するということだが、なぜ和歌山の熊野の案内人に、山形弁をこよ

なく愛し常に山形弁を話すタレントを起用したのか疑問に感じた。「えぇトコ」とは、

すばらしい場所とも解釈できるので、地域を発信するうえでは何らかの形でその土地

に縁のある人物に案内してほしい。 

 

○ ６月３日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）戦国のプロデューサー「千利

休」（前編）には、アートディレクターの佐藤可士和さん、茶道資料館・副館長の筒井

紘一さん、モデルのはなさん、井上二郎アナウンサーが出演していた。革新的な茶道

家として注目を浴びるまでの軌跡を探るようなところや、千利休の茶室と同じサイズ

の空間を作ってその中で話をするところなどは、なかなかおもしろい演出だったが、

いつも決まり切っているメンバーで番組が進行していくので、またかという感じがし

た。利休がアートディレクター、プロデューサーとして茶道の世界を作ったにも関わ

らず、現在も相変わらず丁寧にお点前をして掛物はいつも同じようなものをかけて、

独自性に欠けているところがあるからだんだん人口が減ってきているのではないかと

思うが、そこには全然触れられていなかったので、いつもと同じでがっかりした。Ｎ

ＨＫにお願いしたいのは、タブーにももう少し踏み込んで取材してほしいということ

だ。いまだ旧態依然としてクリエイティブなこともアートディレクションのようなこ

とも全くないような世界で茶道人口が増えていくはずがないと個人的には思っている。

日本の伝統文化の中で茶道や華道は大きなところを占めていると思うが、もう少し何

もないところから考えてほしいということだ。 

 

○ この２か月間、地方でいろいろと話をする機会があり、ＮＨＫはやはり民放化して

いるとよく聞くが、私もそういうところはあると思う。私は有働さんのファンなので

「あさイチ」はできるだけ見ているが、途中のコーナーで何人か若い男性リポーター

が出てきて、くだけたことをしたり、参加する人まで巻き込んで腕を振ったり踊った

りするようなことが度を超していて、確かに民放的だと思う。番組審議会の意見とし

て取りあげてもらい、一度全体で考えてほしいと思う。 

 

○ ６月２１日(土)の「バラエティー生活笑百科」を見た。上沼恵美子さんがレギュラー
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ではなくなったあとは、入れ代わり立ち代わりいろいろな人が担当しているが、しば

らくはこれでもよいかと思う。１つだけ気になるのは、時々どうしてこういう相談を

わざわざするのかという、ほとんど意味のないように思われる相談内容もあることだ。

この日の内容ではないが、バラエティーとはいえ法律の相談なので、多少は視聴者の

生活に役に立つという基準で番組を作ってほしい。 

 

○ ６月２０日(金)のかんさい熱視線「ロボットは介護現場を救えるか」や「ドラマチッ

ク関西」は、「クローズアップ現代」などと目的や手法がだいぶん似ている。今後「ド

ラマチック関西」は全国放送の展開を目指すということで、どうしても放送時間が深

夜や早朝になるが、全国放送しても全く遜色がない、自慢できる大阪発の番組である。

そういうものは積極的に全国放送するようにしていけば、限られた予算の中でもよい

番組が数多く作れるのではないかと思った。 

 

○ 「バラエティー生活笑百科」は、どこにでもありそうな暮らしの中の悩みやもめ事

の解決方法を、お笑いもふんだんに取り入れて紹介するという問題解決型お笑い番組

だ。ある意味で関西ならではのユニークで画期的な番組だからこそ長寿番組になった

のではないかと思う。専門家が非常に柔らかいことばで権利や義務・自己責任につい

て説明してくれて、考えさせてくれるおもしろい番組だ。ただ、特に出演者のコメン

トや受け答えがいかにも台本通りで、あまりにも予定調和なところは以前から不満で

あり、これはなんとかならないのかと常々思っている。弁護士が棒読みなのは、実直

な人柄が感じられるし、しかたがないかと思う半面、澤さんはそれが特に著しいので、

「澤弁護士の“ちょっとの一言”」のコーナーは彼のキャラクターに合っていないよう

に思う。彼のキャラクターに合った堅いコーナーのほうがよいのではないだろうか。

漫才師による相談内容の紹介のコーナーはいちばん好きなコーナーで、かなりの大御

所ぞろいだが、できればもっと若手の漫才師にも出てほしい。脚本のせいなのか漫才

師のせいなのかよくわからないが、日によって漫才自体の出来不出来もある気がする。 

 

○ ７月４日(金)のかんさい熱視線「高齢者住宅で何が～見過ごされる“不正介護”～」

について、昨今、高齢者専用住宅が増えているが、そこで行われている介護サービス

の悪質な不正の実態を知って驚くとともに、それを指示する経営者の倫理観の低さに

情けなくなった。経営者から不正を指示されて悩むケアマネージャーの存在がかなり

あるのだろう。たぶんそういう人の告発があってこの問題が表面化してきたのではな

いかという気がする。対応策として堺市の立ち入り調査は評価すべきだと思うが、こ

れ以上踏み込むことにはためらう担当者の弱腰の姿勢が気になった。キャスターとコ

メンテーターの意見のやりとりも状況説明が中心で、解決に導くためのやりとりだと

は思えず、非常に中途半端な感じで物足りなさが残った。事が重大なだけに、もっと
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解決に導くような議論をすべきではないのかという気がした。関西独自の問題ではな

いことは容易に想像できるので、いち早く警鐘を鳴らすために全国放送で問題提起す

べきではないかと思った。 

 

○ ６月２７日(金)の バリバラ～障害者情報バラエティー～「つながるＴＶ Ｖｏｌ．

２」を見た。この日は生放送で、「バリバラ」もレギュラー番組になって３年目だが、

かなり進化してきている。当初はアウトサイダー、ラジカルといった面で目を奪われ

たが、最近は非常に洗練されてきた感じがする。特に芸術の面で感じるが、この回で

も、いろいろなアウトサイダー・アーティストが紹介されていた。自分の生き方とアー

トをつないでいく“アートオブライフ”ということばがあるが、生き方や人間関係の

中にアートなる文化を盛り込むことによって自分の生活や社会との関わり方を見直し

ていくというようなことだと私は受け止めている。「バリバラ」で自己表現から自己肯

定とよく言われるが、自己肯定がどのように社会をアート化していくのか、そういう

意味ではソーシャルアートということばもあるが、「バリバラ」の持つ立ち位置は、こ

れからの社会を変えていく興味深い観点を持つと、非常に頼もしく思っている。 

 

○ ６月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「民族共存へのキックオフ～“オシムの国”の

Ｗ杯～」について、今回のＦＩＦＡワールドカップブラジル大会で優勝したドイツは、

よく知られているが民族の混成チームである。ドイツは 1998(平成１０)年のフランス

大会までは純血を保ってきて惨敗した。その次の日韓の大会から完全に混成チームに

した。今回のドイツも実はいろいろな民族で混成されたチームだ。そう思うとスポー

ツは、特にワールドカップやオリンピックという世界規模の国際スポーツには必ず他

民族や異文化といったものが分かちがたくつきまとっているわけであって、民族とス

ポーツを分離して考えてしまう観点の無さに決定的に強さの違いがあるのではないか

と思ってしまう。そう思うと、この番組はイビチャ・オシムというまさに神話的な人

物を、ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人とボスニア人とイスラム系の民族間の

中に配置しながら、実はスポーツというものが持っている不和対立、あるいは融和・

受容といった根源的なテーマを私たちに指し示した、本当にＮＨＫならではの番組で

非常に感銘を受けた。もうひとつのワールドカップとして非常に秀逸な番組だったと

思う。 

 

○ 先人たちの底力 知恵泉（ちえいず） 戦国のプロデューサー「千利休」（前編）は、

ガヤガヤ感覚で卓越した才能と技量を吟味するという、歴史情報バラエティー的な番

組構成だった。この番組のホストとして、店長の井上アナウンサーがいて、そこに常

連客のモデルのはなさんがやってくる。店長は商売繁盛のために新しく人の心をつか

む方法はないかと頭を悩まし、常連客のはなさんと会話するうちに、千利休に学ぼう
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ではないかということになる。そこに佐藤可士和さんが加わり、利休のさまざまな卓

越した側面を紹介していく。ある意味、“古きをたずねて新しきを知る”構成で、興味

深かった。利休を知るための初心者向けの番組として見ればよいと思うが、興味を持

たせるために、冒頭はドラマ仕立てになっていて、店長の井上さんに中途半端さが感

じられて残念だった。ドキュメンタリータッチではないので、歴史社会情報バラエ

ティータッチの番組だからこそ、冒頭は控えめなニュアンスではなくて振り切った形

で演じ、払拭(ふっしょく)するぐらいのメリハリある雰囲気を作ってほしかった。 

 

 

（ＮＨＫ側）  

「バラエティー生活笑百科」は、今年３０年になる。台本ど

おりといわれれば、そのとおりである。世帯視聴率は、普通関

西のほうが高いと思われるが、関西と関東だけでいうと関東の

ほうが実は高く、関東が１０％近くある時には関西では５％程

度である。最近、ＮＨＫが民放的になりすぎているというのは

１つの捉え方だと考えているが、それとは全く真逆の昔ながら

の味を守っている番組だ。守りつつも変えていく勇気も必要で、

いろいろと現場でも試行錯誤している。４月から１点変わった

ことがあり、３０年にして初めて仁鶴師匠が座るようになった。

今まで仁鶴さんはずっと立っていて、「私はずっと立たされっぱ

なしで２０何年」というのがあったが、セットチェンジをする

機会とご高齢になったこともあり、仁鶴師匠にも座っていただ

いた。 

 

（ＮＨＫ側）  

タレントの起用あるいはコメントのしかた、アナウンサーの

かけ合い含めて地元の人が見ていて残念だったというご意見が

いくつかあったが、地域の魅力が全国放送で正しく伝わらない

ということのないように注意しようと考える。ＮＨＫが民放化

しているという指摘をよく受けるが、それについては番組の趣

旨をよく落とし込んだうえで番組制作にあたるよう、きちんと

対応したいと思っている。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、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、「文楽の鬼 最後の舞台 ～人間国宝 竹

本住大夫～」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     中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

副委員長 金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

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） 

 

＜「文楽の鬼 最後の舞台 ～人間国宝 竹本住大夫～」 

(総合 ５月２９日(木) 後 10:00～10:43 近畿ﾌﾞﾛｯｸ）について＞ 

 

○  大阪が生んだ伝統芸能の人形浄瑠璃文楽で、太夫歴６８年、今年８９歳になる人間

国宝の竹本住大夫さんの引退公演前の紹介だった。文楽は一般の人にはなじみの少な

いものだが、住大夫さんの舞台に対する熱意あふれる取り組みによって、少し分かっ

たような気がした。特に語り手の太夫は、「床本」と呼ばれる台本に出てくる人物の

喜怒哀楽の感情という、非常に繊細な要素を、言葉の抑揚で表現しなければならない。

それを聞いて覚えることはとても大変で、何年もかけて繰り返し練習しなければなら

ない。２年前に住大夫さんは大病を患って再起不能と言われたが、舞台に必ず立つと

いう強い信念でリハビリに励み、奇跡的に復活した。並外れた強い意志のもと、努力

の実践があって、人間国宝として他の人から称賛・評価されるのだと思う。伝統芸能

文化は一朝一夕ではできず、何年もかけて技を磨き、多くの人たちで受け継がれてき



2 

ているので、単に人気や金銭面で価値を決めてはいけないと思う。ましてや、補助金

問題には将来を見据えて考慮してほしいものだ。語りの渡辺篤史さんは、住大夫さん

に合わせてゆっくりと分かりやすく、その場の語りもタイミングが合っていた。とて

もよい番組だった。 

 

○  芸を極めたこの人にしてなおこの精進ありとただ感服するほかはないという思い

で見た。同時に、そういう厳しさだけではなく、相方の三味線の野澤錦糸さんとのや

りとりの中で思うようにできない時は弱気になり、錦糸さんに励まされてもう１度気

を取り直して頑張っていくというようなところもありのままに伝えていて、“文楽の

鬼”と言われる住大夫さんの、生身の人間の部分もしっかり描かれていた。引退公演

はかつてない大入りで、引退を惜しむ多くの人たちの声も伝えていたが、一方で文楽

に対する広範な支持がこれからも期待できるかというと、なかなか難しいと感じた。

そういった中で、この番組は住大夫さんの語りの芸を通して文楽のおもしろさや魅力

の一端を、ふだん文楽になじみのない人にも分かりやすく伝えており、文楽に対する

応援になったのではないかと思う。大阪で育まれた伝統芸能・文楽を支えていこうと

いう点で、ＮＨＫ大阪局の役割をしっかりと意識した番組作りだったのではないかと

思う。 

 

○  小さい頃、祖母がよく「あんたら若い者がもっと文楽を見にいかなあかん。でなかっ

たら文楽はすたれてしまう」と言っていた。そんな昔から大阪の人たちにとって文楽

の盛衰は大いに気になる部分だったと思う。近年の補助金カットや、その後の世情を

背景に、文楽を浪花の文化として私たちが応援していかなければならないという中、

この番組はうまく構成されていたと思う。６８年間の最後の舞台の場面でいちばんす

てきだったのは、住大夫さんの語りの顔と人形が一緒に大きく映し出されていた場面

で、住大夫さんの語りの中で人形がものすごく息づいていると感じた。一方、それだ

けの舞台を終えたあと、最後に玄関前に集まっているファンの前へ出てきて挨拶をす

る様子も描かれていたが、その時の住大夫さんの口元は少しもどかしく、心もとな

かったように思う。そういうところを見ると、かえって舞台の上でのプロ意識を強く

感じた。これからの時代、こういう“きわめびと”はどれだけ出て来るだろうかと考

えさせられる番組でもあった。 

 

○  ユネスコの無形文化遺産にも登録された庶民の娯楽として300年もの歴史がある人

形浄瑠璃だが、父の姿に憧れて２２歳で文楽の世界に入門して以来、６８年間その道

一筋で、最高峰太夫として長い間君臨された住大夫さんのかくしゃくとした姿から発

せられるパワーや体全体からみなぎる勢いというのは、まさしく“きわめびと”の最

高位に値するものと感じた。全身全霊で打ち込む迫力が見る者を魅了し、円熟の極み
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の語りは私自身初めてだったがとても圧倒された。「大阪の心を語り、情を伝えるの

が太夫の使命」と常に文楽の神髄を見せるために尽力する人間国宝の住大夫さんを、

カメラはいろいろな角度から十二分に伝えていたと思う。あえて引退公演当日の様子

を重視するのではなく、集大成として最後の公演に臨むまでのリハビリを含めた厳し

い稽古に焦点をあて、住大夫さんの深くこまやかな面についても追っており、番組の

タイトル名「文楽の鬼」を表現していたと思う。大阪局の地元ならではのすばらしい

番組作りだった。 

 

○  文楽の道を極めた住大夫さんの鬼気迫る文楽追求の姿勢に心を打たれた。また、次

世代に文楽を継承していこうという姿勢、多忙な時間の合間をぬって３０年にわたっ

て庶民にも稽古をつけてきた姿勢にも頭が下がる。庶民に愛されてこその文楽という

気持ちを感じるし、高みを目指す人の理想だという気もする。文楽の盛衰がメディア

環境の変化と関わっており、映画やテレビが娯楽の主流になると文楽から人々の足が

遠のいたことも、過去の資料映像でうまく説明されていた。昭和２１年に２２歳で入

門した住大夫さんは「情を語る義太夫節こそ大阪の心が流れているもので、これを受

け継ぎたい」とこの道を進んだわけだが、まず文楽に、そして文楽を 300 年継承して

きた先輩たちに感謝する気持ちがあるからこそ今日のきぜんとした姿勢があるとい

うことも、番組から感じることができた。次世代を育てるにしても決して妥協を許さ

ない姿勢で、弟子に厳しい稽古をつける瞬間の真剣勝負がしっかり取材されている。

また東京公演の前に自宅周辺の桜を奥様とめでながら、家庭人としての表情をかいま

見せる場面は、文楽一筋に打ち込み、引退直前まで自分の時間を十分に楽しむことは

なかったということも感じさせられた。このように、住大夫さんがカメラの前で自然

な姿をさらけ出していて、取材者との距離の近さを感じた。 

 

○ 大変見応えのある内容だった。特に住大夫さんの芸に対する厳しい姿勢は伝統の奥

深さを感じさせるとともに、最近の一過性の流行に飛びつきやすい社会風潮に喝を入

れてくれたような気がした。ＮＨＫ大阪局に求めたいのは、今後もこの大阪の伝統文

化を継承していくために、文楽イコール住大夫さんにならないように、“文楽の鬼”

を支え続けてきた周辺のすばらしさにも日の目を当てるような番組を作ってほしい。

そのほうが現場を大切にするＮＨＫらしい番組ができるのではないかと思った。私も

１度文楽を見に行ってみようと思えるすばらしい番組だった。 

 

○  住大夫さんの非常に重みのあることばで文楽の神髄が語られ、文楽と住大夫さんの

両方の魅力が伝えられていて好感を持った。情と音（おん）を非常に大事にして己に

も弟子にも厳しい住大夫さんの姿を描くと同時に、本当に文楽が好きだというところ

や、三味線の野澤さん相手に弱音を漏らすところも描かれており、人間的な部分も大
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いに感じられた。「芸は体にしみこんでいるものだが、体が思うとおりにならない」

「ものすごく高いところに目標をおいているのにその高みに届かない自分が恥ずか

しい」などと何度も話していたが、そこに住大夫さんの“芸の鬼”の部分を強く感じ

た。個人的には大阪局の制作番組「きわめびと」でも取り上げてほしい。司会の三宅

裕司さんが引き出す当意即妙の会話の中で“きわめびと”の人間味が出てくる演出が

好きだが、長いドキュメンタリーを見るような視聴者とは違う人たちが見ると思う。 

 

○  住大夫さんの人間性がよく出ている完成度の高い番組で、非常に感銘を受けた。た

だ、脳梗塞で倒れたのは大阪市との交渉をしていたときと報道されたことで、大阪市

に悪い印象を持つ人もいたのではないかと思う。それが負担になったことは事実だと

思うが、その点は気になった。 

 

○ 住大夫さんは脳梗塞で倒れたあと、最盛期の自分と比較してこれはだめだ、恥ずか

しいと実感して引退を決意したということだが、今回の引退公演で「菅原伝授手習鑑」

の桜丸切腹の段を語る姿を描く場面で、往時の住大夫さんの語りと今の語りを比較し

たらどうなのだろうかということに非常に興味があった。人形浄瑠璃と文楽の関係な

ど、文楽の基本的なことを多くの人は案外分かっていないのではないかとも思う。歌

舞伎は文楽以上によい意味でも悪い意味でも現代と対話している。一方、文楽はよい

意味で言えば伝統を重視しているが、悪い意味で言えば現代と対話しようとしていな

いと感じる。伝統・現代の両方と対話することが必要だということを何らかの形で番

組の制作に生かしてほしいと思った。 

 

○  住大夫さんの引退は急に決まったのかもしれないが、大阪局が今までたくさん取材

を積み重ねてきた努力がこの番組につながったのだろうと思う。なぜ文楽は人気がな

いのか。引退するとなると人が足を運ぶし放送も時間を割く。そういう傾向がどうい

うことなのか考えなければいけない部分はいくつもあると思う。東京では人がたくさ

ん入るが、関西は入らないことも非常に興味深い現象で、こういったこともＮＨＫで

取材してほしい。一方で、文楽の世界に携わる人々もある程度もっとメディアに出な

いといけないと感じる。また、引退報道や追悼番組ではよいことばかり言う報道の傾

向はいかがなものかと思う。補助金がなくても、放送局やジャーナリストが影で応援

する姿勢が大事ではないか。 

 

○  稽古から最後の舞台までの密着を通して、文楽ファンだけでなく、多くの人を納得

させるようなドキュメンタリーに仕上がっていたと思う。あらゆるものが東京に集中

し、伝統芸能まで東京に一極集中している中で唯一の例外が文楽だ。大阪局にはぜひ

これを取り上げてもらって、全国に知らしめていくための旗振り役をお願いしたい。 
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○  関西へのこだわりといえば、最大の資源のひとつが文楽である。その最高峰住大夫

の引退を描き、その圧倒的な存在感は最近よく見かける手軽なヒーローものとは一線

を画する。文楽の鬼は、大阪の至宝の名にふさわしい。ただ礼讃するだけでなく、き

ちんと「衰弱」と「限界」を取り上げ、その行方も連想させる構成がすばらしい。大

阪弁でとつとつと語る、住大夫さんの声が実によい。貴重な昔の映像も紹介されて、

改めて大阪の芸であることを再認識した。カルチャースクールで素人の指導をしてい

るとは、全く知らず感心させられた。伝統芸の世界だから、自分の「引き際」は自分

で決めなくてはならない。血筋や家系に頼らない文楽だから、いっそう己への責任は

厳しい。そういう求道の生き方に感銘を受けた。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組を作ったディレクターは、かつてＮＨＫスペシャル

「人間国宝ふたり～文楽・終わりなき芸の道」を作り、住大夫

さんと深いつながりを築いてきた。彼の元に住大夫さんが引退

するという情報が入ってきて、報道部門とも連携しながら取材

してきた。長くおつきあいをする中で、番組にも出てきた奥さ

んなどとも関係性を築き、家の中での取材も実現できた。今回

は“住大夫さん引退”という非常にエポックメイキングなでき

ごとがあったが、一過性のもので終わらせるのではなく、若い

世代の台頭も見据えながら、いろいろなジャンルの番組の中で

文楽と関わっていきたいと考えている。 

人形浄瑠璃文楽はじめ、伝統芸能や歴史ものについては引き

続き関西一帯としてしっかり取り組んでいきたい。市民の力に

よって関西のアートや文化をサポートしていく民間の組織が設

立され、伝統芸能を守っていこうという声をいろいろ聞いてい

るので、引き続き連携をとっていければと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ５月６日(火)の地方発 ドキュメンタリー「生きていくわが子へ～親が贈る初めて

の旅～」(総合 前 1:00～1:43)は、生命維持装置をつけて外の世界を知らずベッドに

寝たきりで過ごす、重症児の子どもを持つ２組の家族が、神戸のＮＰＯ法人「しゃら

く」の協力により、それぞれ沖縄と東京の旅に行く話だった。両家とも命に関わるリ

スクの大きさも考えていたが、やはり子どもの将来のために、何でも経験させようと

思う親の愛情を強く感じた。旅から帰ってきた子どもの表情は以前よりもはるかに生
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き生きとし、親は大事を成し遂げたことにより将来の子育てに大きな希望を持ったと

思う。子育ての中で、常に明日への希望を持って生活することがどれほど大切かがよ

く分かった。ただ、このようなすばらしいドキュメンタリーが深夜の時間帯の放送で

あることは気になった。放送枠としてはしかたないと思うが、しかるべき時間に再放

送してほしい。 

 

○ ５月７日（水）の「『守る』和歌山大学防災講座 ～第１回 防災ボランティアは必

要か～」(ＦＭ 後 6:00～6:50 和歌山県域)を聞いた。「あすのＷＡ！」の毎週水曜日

の「守る」コーナーを通じて、和歌山大学の被災地支援団体ＦＯＲＷＡＲＤが、過去

３年間にわたり、東北や紀伊半島の豪雨水害の被災地でボランティアをしてきたこと

はよく認識している。ＦＯＲＷＡＲＤのメンバーがこれまでの取り組みについて、身

近な存在でもある３人の大学の先生に意見をもらう公開討論会の様子を収録していた

が、この番組でまず疑問に思ったのは、「防災ボランティアは必要か」というタイトル

の切り口だ。検証する必要性はあると思うが、タイトルにも話の展開にも堅さがあっ

て進展性に欠けるように感じた。また、進行役の和歌山局のアナウンサーは、雰囲気

を盛り上げようと努めていたが、先生の話の核心にあまり触れていない感じがあった。

これから１年間にわたり、防災の最前線で活動する人に和歌山大学まで来てもらって

話を聞く予定ということだが、これからの企画構成に注目していきたいと思う。 

 

○ ５月１７日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「アジアの黒衣（くろこ）動く～日本

人技術者を取り込む台湾企業～」は、カリスマ経営者と言われる郭台銘さんが１代で

立ち上げた企業「鴻海」を描いた番組だ。この企業自体が、台湾のいろいろな企業か

らの受託製造を請け負って黒衣としてさまざまな製品を作っているが、その黒衣に

なっている企業の奥に日本人技術者がさらなる黒衣となって働いているという２重構

造がみられるおもしろい番組だ。昨年１２月のかんさい熱視線「技術者たちの決断」

に登場した、シャープで有機ＥＬの開発に取り組んでいた矢野耕三さんや、元日立の

後藤順さんもメインになって出てきていた。「かんさい熱視線」の中で矢野さん自身が、

「日本でリストラにあった有能な日本人技術者に仕事の場を作っていきたい」と語っ

ていたが、その後をこの番組で紹介していたので、「かんさい熱視線」の取材がきっか

けで、複数の番組ができたのではないかと思った。気になったので最後のテロップを

ずっと見ていたら、制作統括のところに同じ女性プロデューサーの名前があった。ディ

レクター、プロデューサーなどの名前やカメラマンなどが気になる時もあるので、仮

に新聞やテレビ雑誌に、ドキュメンタリー番組の担当のスタッフの名前が入っていた

ら、あるいはこの制作会社だったら、「興味があるから見てみよう」というきっかけに

なることもあるのではないかと思った。 
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○ 「おうみ発６１０」は、全体としてよくまとまっていると感じながら、いつも見て

いる。まずその日の県内ニュースがあり、地域の行事や話題のリポート、関西フォー

カス＆スポーツと続くが、県内ニュースから関西フォーカス＆スポーツまでの約２０

分間に何をどう取り上げるか、大津局が日頃工夫しているのだと思う。その点、毎回

地域の行事や話題を幅広く取り上げて、最近の動きを県域全体に知らせるように工夫

されていると感じる。時には近畿他府県の話題のリポートもあり、これはこれで有益

だと思う。５月２２日(木)は２つの企画があり、それぞれ興味深く見た。１つは彦根

報道室からのリポートで、グランドソフトボールという視覚障害者のためのスポーツ

競技で、全国大会出場を目指して頑張っている滋賀県チームの様子が報告されており、

日頃の取材をしっかりしていると感じた。次の「びわ湖興味津々」のコーナーは、か

つて京阪神からの多くの観光客でにぎわったびわ湖の様子を当時の資料映像を数多く

使って紹介しており、資料映像の蓄積という点でさすがＮＨＫだと感じた。最後の「お

うみ写真館」のコーナーでは、毎回視聴者からの投稿で非常に美しい写真や珍しい写

真が紹介されていて、見ていて楽しいだけでなく、視聴者参加の番組作りの一環とし

てよい取り組みだと思う。 

 

○ ５月２６日(月)、６月２日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「久本雅美 大分県宇佐市」を

見た。笑福亭鶴瓶さんの風ぼう、他人に親しみを持たせる話し方は魅力的だが、久本

さんも鶴瓶さんに匹敵するぐらい個性的で、２人ともとても明るく、見ていて楽しかっ

た。宇佐といえば宇佐神宮だが、そのような大々的な観光地をあえて訪ねず、こて絵

やぶどう農家などを紹介しており地方色がよく出ていた。番組の最後に出会った人た

ちの写真やコメントが紹介されるが、出会った人たちにとっては記念になると思う。

司会の小野文惠アナウンサーは最初から最後まで笑顔で、スタジオの雰囲気も非常に

明るくなり、この番組の人気の高さを物語っていると思う。 

 

○ 「歴史秘話ヒストリア」は、歴史上の人物や事件についてまさに知らなかったこと

を知ることができるという大きな楽しみがある。５月２８日(水)の「それでも、私は

前を向く～おんな城主・井伊直虎 愛と悲劇のヒロイン～」、６月４日(水)の「女王・

卑弥呼はどこから来た？～最新研究から読み解く 二つの都の物語～」、６月１１日

(水)の「名作選・少年よ 大志を抱け！～クラークと教え子たちの北海道物語～」を

見たが、いずれも今まで知らなかったことを知ることができて興味深かった。最近、

この番組には女優やタレントが案内役で登場していてそれも悪くはないが、「少年よ 

大志を抱け！」ではベテランの渡邊あゆみアナウンサーが番組の進行をしていて、非

常にすっきりとしていてよかった。 

 

○ ５月２８日(水)の京都迎賓館「極める！京都の技とおもてなし」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後
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10:00～10:59)を見た。ゲストの寺島しのぶさんと富司純子さん、説明役の建築家の中

村昌生さんが建物に入った瞬間からすばらしいと言っていたが、日本最高峰の技を持

つ人たちが建築に参加している。説明を受ければ受けるほど、一つ一つに驚きと感動

が出てきた。一方、迎賓館なのでお客様をもてなす食事のことも出てきたが、お客様

への細かい日本的な心遣いについて説明がなかったので、見ている側にはやや分かり

づらかったのではないかと感じた。 

 

○ ５月２８日(水)の探検バクモン「ここまで見た！日本銀行」は、「ここまで見た」と

いうより「ここまで見せてくれた」という感じだ。この番組は、子どもから大人まで

共通して好奇心や興味深さが持てる部分が随所にあり、家族で楽しめる番組だ。特に

この日取り上げていた日本銀行は、ふだんは入ることのできない、国の重要文化財に

指定されている建物だ。本館はテレビでも見るが、１０年前まで実際に使用されてい

た地下の巨大な金庫の全容や仕掛けを、よくあそこまで見せてくれたと思う。実に迫

力のある映像にこの番組の価値を改めて感じた。 

 

○ ５月３０日(金)の「ゆうどき関西発」は、普通の情報番組という印象だった。「週末

中継 さきのり」のコーナーで、横浜開港祭の会場で新作のケーキ類を紹介していた

が、それを披露するだけだった。普通は新作のケーキが紹介されたらどんな味である

かが気になるが、その部分は触れられていない。「行ってみたい！」のコーナーでは、

初夏の滋賀県東近江市を訪れていた。夏物の麻の製品を紹介していてよさそうだと

思ったが、どこで手に入るかは別にしても、価格が紹介されなかったのは残念で、視

聴者としてはそういう情報がいちばん気になると思う。こんにゃくについては、あま

り価格は気にならなかったが、地元や近隣の食堂で食べることができるというひと言

があったのでほっとした。なお、司会の田丸麻紀さんが妊娠した話を最初と最後にし

ていたが、差し障りない範囲で個人情報を出すということは個人的には親近感が湧い

てよいと思う。ただ、一緒に見ていた家族は「番組に関係ないことをしつこくやりす

ぎだ」と不快に思ったようだ。人間の価値観はいろいろだと思うので、バランスを配

慮することは心がけてほしい。 

 

○ 「ゆうどき関西発」は、全体的にかなり好感を持った。まず、比留木剛史アナウン

サーは知的で、ユーモアある関西弁を話すが、このような上品で柔らかい男性の関西

弁が全国発信されるのはよいと思った。やはり関西弁というとお笑い系の関西弁が全

国発信されているので、あれが関西弁だと思ってもらっては困ると常々感じていた。

タカラジェンヌによる宝塚の街と宝塚歌劇の世界の紹介も奥深くおもしろかった。一

方、「行ってみたい！」のコーナーのテロップで、琵琶湖を“びわ湖”とわざわざひら

がなにしていたが、漢字で十分読めるので、できれば漢字の表記にしてほしい。関西
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にいても滋賀県の観光地の情報が意外に流れてきていない気がするが、滋賀県は国宝

の数と重要文化財の数が全国で４番目に多い地域で、独特の食材もあるのでもっと紹

介してほしい。 

 

○ 「ゆうどき関西発」について、放送番組審議会で意見を求められるのは２回目だが、

１回目のときは司会の田丸さんのための番組のようだったので、それに比べれば田丸

さんの出番も適度なものになっていたと思う。リフレッシュ体操から「週末中継 さ

きのり」、関西各地の生活様式の紹介など盛りだくさんの内容で、キャスター同士のや

りとりも非常に爽やかで好感が持てたが、あまり印象に残るものはなかった。唯一、

宝塚音楽学校の寮生活における上級生と下級生の上下関係を重んじた話はめったに聞

けない話であり、華やかな舞台を支える日頃からの人作りの重要性を感じさせるおも

しろい内容だった。平日のこの時間の視聴者層は年配層が多いということを考えると、

番組の内容は視聴者のニーズに即していると思う。 

 

○ 「ゆうどき関西発」は、放送番組審議会で視聴番組となるのは２回目だが、夕方テ

レビを見る年齢層を意識しているのか、すっかり高齢者向け番組になっていた。全国

放送だからか、天神橋商店街あり、宝塚あり、びわ湖あり、東に向けた関西紹介番組

にもなっている。その中でなぜ横浜開港祭が出てくるのか、よく分からなかった。宝

塚の“キラキラの世界”を紹介しているわりに、ＮＨＫのキャスターが地味でおとな

しい。また、司会の女性の大きなモデル顔が、私にはしっくりこない。“関西へのこだ

わり”が番組の基本姿勢なら、もう少し深掘りしてはどうだろうか。あっさりしてい

るのがよいのだろうが、情報番組として新鮮さも乏しい。無難ではあるが、作り手の

発見や工夫をあまり感じない。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ゆうどき関西発」は、月曜から木曜までが東京のスタジオ

から、金曜が関西のスタジオからで、基本的には関西の題材を

中心に全国に向けて発信しているが、すべて関西の話題という

ことではなく、中継などは東京で制作するものも入ることがあ

る。ウィークリー番組なので長い目で見ていただいて、定着を

図っていきたいと思う。 

 

○ ６月３日(火)のドラマ１０「サイレント・プア」では、洪水であふれる川に主人公

の女性と、彼女と思いを通じるようになる男性とがカップを無理やり拾いに行くとい

うシーンがあった。男性は流されかけ手をつないで引き上げられて助かったものの、

危険な状況でカップを拾いに行ってもいいのか、まねをされたらどうするのかと思っ
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た。ドラマとしては盛り上がったと思うが、ラストシーンについてもう少し慎重であっ

てもよいと感じた。 

 

○ ６月６日(金)のきわめびと「何かをきわめた人は面白い！不屈のダニ博士＆謎の四

足走行ランナー」についてだが、ダニ博士と四足歩行ランナーは、前回よりも“きわ

めびと”らしく、完成度も高い。なるほどと思い、楽しく有意義に感じた。 

 

○ ６月６日(金)の新日本風土記「京都 清水界隈（わい）」を見た。観光客も必ず訪

れる聖地になっているわけだが、京都市民が“清水さん”と親しみ、その周辺を彩る

人たちを取り上げた番組だった。あまり起伏がなく、平然と街を描く捉え方は 1 つの

視点として評価をしたいと思う。なぜ“清水さん”といって親しまれるのかが描かれ

ており、門前町の人たちのさまざまな交流などもあって、これほど親しまれるところ

もないと感じた。自分が子どもの頃は大西良慶さんがいたが、親しみのある僧侶がい

るところに人が集っていくというところがあるのではないかと思う。ただ、もう少し

歴史的な部分にも触れてほしかった。清水寺は奈良の南都仏教の内裏のような形で

あって、京都の人は親しんでいるが南都仏教の影響が非常に強いところである。今は

平和に歩いているけれども、小さなゲリラのようなこともたびたび行われて、昔は二

年坂と三年坂は火の海になっていたことなども少し入れると、番組としてもう少し完

璧な形になったと思う。よく調べ上げた取材内容をもとに、そのエキスを抽出したよ

うな番組だったので、安心して見られて好感を持った。 

 

○ 新日本風土記「京都 清水界隈（わい）」は、観光客であふれかえる清水寺の舞台の

情景や固定的なイメージではなく、もっとふだん着の清水寺界わいを見せていたと思

う。この番組のねらいは日本人が持っている懐かしい風景や歴史の中で培った文化・

風習・自然・建築・工芸・食文化などを丹念に描くことだが、それに沿ってとてもよ

く構成・制作されていたように思う。清水寺を支える柱の補修を含む平成の内裏修復

に関わる作業の詳細を丹念に取材されているとも感じたし、本堂を支える柱にひとか

たならぬ感謝の念を抱く森清範貫主の表情なども大変見応えがあった。将来２１世紀

の京都、特に清水寺の周辺の人々の生活などの様子を知ろうとするときに、この番組

の映像があれば十分理解できるような時間をかけた取材だった。また、この番組の基

本展開フォーマットである、短いオムニバス形式のエピソードを積み上げていく方式

は有効だと感じた。そういう意味では、歴史を記録し、放送文化を作っていくという

公共放送としてのＮＨＫの存在感を改めて感じさせられた。 

 

○ 新日本風土記「京都 清水界隈（わい）」は、ノスタルジックで、無意識のうちに奥

深く育まれてきた日本人の心にそっと働きかけてくれる雰囲気があった。まず音楽の
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よさと松たか子さんのナレーション、そしてＮＨＫのアナウンサーの落ち着いたナ

レーションの力を感じた。今回は伊東敏恵、中山庸介の両アナウンサーだったが、そ

の時代の歴史を伝承する語り部の役割を担うことにもなるわけで、そういう緊張感の

中でこれに応えたアナウンスが心に残った。ただ、ナレーションで１か所気になると

ころがあった。清水の舞台に関わる部分だが、鈴木晴信の浮世絵の「清水の舞台を飛

ぶ美人」を使い、「ここは極楽浄土につながっているという信仰も生まれて、明治時代

には禁止されるまで舞台から飛び降りる人があとを立たなかった」というナレーショ

ンの後「ここに来るとついつい気持ちが大きくなるひのき舞台です」と続いた。人々

の間にここから飛び降りれば亡くなった後の世界でも成仏できるという気持ちも背景

にあったと思うと、ニュアンスの出し方はどうなのか、検討が必要ではないかと感じ

た。 

 

○ ６月１０日(火)の地方発 ドキュメンタリー「学力日本一 踊る教室」を見た。ふ

だんはこの時間帯にテレビを見ることはあまりないが、番組宣伝で知り、録画をして

視聴した。秋田県の奥羽山脈のふもとの東成瀬小学校は、各学年１クラスで全校児童

は 114 名という小さな学校だが、学力日本一と国内外から注目され視察も多い。この

学校の新５年生の３４名の児童たちと担任の柴田一美先生の教室に密着取材した番組

だ。子どもたち、一美先生、学校の職員室の様子が自然体で撮られていて、見終わっ

たあと爽やかな感動が残る番組で、今でも目を閉じればクラスの子どもたちの顔が浮

かんでくるくらいだ。取材者と子どもたちの人間関係ができていなければこれだけの

子どもの表情を撮れないと感じた。ただ、１つ残念なのは、地方発の番組が全国ネッ

トで放送される場合、放送の時間帯が深夜に及ぶことが多いことだ。この時間帯に編

成するのは、視聴者に見る機会を与えていない感じがする。その土地ならではの番組

が多いので、地方発の番組の扱いにもっと重きを置いてもらいたい。 

 

○ ６月１１日(水)、１２日(木)のクローズアップ現代「シリーズ 人手不足ショック

（１）見直し迫られる企業の戦略」、「シリーズ 人手不足ショック（２）どう向き合

う 外国人労働者」は、少子化がもたらす社会的な構造課題とも言える労働人口の減

少についてまとめられていた。１日目は、質の高い人材確保に向けて、賃金をはじめ

とした従業員制度の改革などさまざまな対策が紹介されていた。取り上げられていた

外食チェーンや、大手衣料品チェーンが目指す姿は、３０年ほど前には当たり前にあ

る日本の職場の姿だったように感じた。なぜ今は、労働者を使い捨てにするブラック

企業がはびこるような劣悪な労働環境になっているのか、こうした検証にもう少し力

を入れるべきではないかと感じた。２日目は人手不足解消の重要な要素となるであろ

う、外国人労働者の雇用システムの在り方についてだった。首都大学東京の丹野清人

教授の「国をあげてグローバリゼーションを唱えている日本だが、外国人と向き合う
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共生の哲学が存在しない」という指摘は大変興味深く、非常に本質に迫る内容だった。

いつまでも外国人労働者をローコストオペレーションのスケープゴートにしか扱わな

い意識から、日本社会全体がいかに早く脱却できるかが、今後の外国人労働者活用の

成否の鍵を握っているように思った。今回のテーマはこれからの日本経済を左右する

大きなテーマなので、ＮＨＫには政労使の議論の場を設けるなど、さまざまな形で警

鐘を鳴らし続けてほしい。２日とも短い時間で残念だったが、大変考えさせられる見

応えのある内容だった。 

 

○ ６月１５日(日)の「２０１４ＦＩＦＡワールドカップ 日本戦直前情報」(総合 前

9:00～9:40)は、ワールドカップ一色で、サッカーファンとしては非常に楽しませても

らった。その一方で、「日曜のこの時間といえば『日曜討論』だ。『日曜討論』だと今

まさに大詰めの状況になった集団的自衛権の問題について熱い討論をするはずなの

に」と思いながら、本当にワールドカップ一色でよかったのかと思った。 

 

○ ＦＩＦＡワールドカップのサッカー中継について、ＣＭの入らないＮＨＫの特徴を

いかして中継するのはいいが、まだメンバーも発表になっていない、試合の始まる１

時間以上前から、事前番組でしきりに日本が勝つのではないかと言ったり、どのよう

に動いていくのかについて監督以上の解説があったりするのは、どういうことなのか

と思う。むしろサッカーが分からなくて何に騒いでいるのか疑問を持っている人たち

もいるので、サッカーのルールでも教えてあげたほうがよいのではないかと思う。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、２１日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、きわめびと「パイロット＆チアリーダー」

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     中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

副委員長 金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

 浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

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） 

 

（主な発言） 

 

＜きわめびと「パイロット＆チアリーダー」(総合 ４月１８日(金))について＞ 

 

○  ９１歳で現役のパイロットの高橋淳さんが紹介されたが、過去の人ではなく現役と

して航空学校に指導もしている貴重な人物で、本当の“きわめびと”だと感じた。高

橋さんは「心技体」と３拍子そろっていて、遊び心も大切にしているすばらしい人だ

と思った。平均年齢６６歳のチアリーダーは子育てが終わってから第２の人生を楽し

んでおり、年齢に関係なく自分がやりたい事をしたらよいというような前向きな気持

ちが満ちあふれていて、見る人にもそんな気持ちにさせてくれる。パイロットは真剣

に、またチアリーダーは気楽に見ることができた。スタジオのゲストには内海桂子さ

んや元サッカー選手の釜本邦茂さん、元宝塚トップスターの音月桂さんが出ていたが、

三宅裕司さんの上手な司会でそれぞれの人たちも軽妙に答えて内容的にも非常によ

かった。ただ、ゲストの年齢を感じさせるような発言もあり、気になった。 
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○  今回の「きわめびと」では、“きわめびと”に２つタイプがあると受け止めた。９

１歳の現役パイロットの高橋さんのような人物は普通の人々ではとても到達できな

い、いわば手の届かない“きわめびと”だが、平均年齢６６歳のチアリーディングの

女性たちは、普通の人間でも今から頑張れば到達できる手の届く“きわめびと”だと

受け止めた。一般には手の届く“きわめびと”が多いと思うし、より親近感を感じら

れると思うので、「きわめびと」では後者のタイプの手の届く“きわめびと”の事例

をどんどん取り上げていけばいいのではないかと感じた。 

 

○  パイロットはかなり秀でた特殊な人物で、なかなかすべての人ができるという人生

の送り方ではないと強く感じたし、チアリーダーはこれからわれわれもやればできる

かもしれないが、そこにはやる気と性格の問題もきっとあるだろうと感じながら見て

いた。いずれにしても、単に趣味や楽しみという範囲にとどまらない“きわめびと”

たちを知る機会を得られたということは、自分たちの人生を考える中でかなり役に立

つと思う。自分が、パイロットの高橋さんのような年齢まで生きていたとして、その

時にこのような人生を送っていられているかどうかと強く感じさせられて、その意味

でかなり興味深く見た。昨年１１月に放送された「きわめびと」の時の質問コーナー

が今回はカットされてよかったと思う。そこで時間が余ってきた分が、１人の紹介で

はなく２人の紹介になったのかと考えながら楽しんだ。 

 

○  高橋さんに関してはギネスにも認定された世界最高齢の９１歳、現役７０年のプロ

パイロットで、飛行技術に関しても神業と評価されているし、心身共に健康で年齢を

感じさせず、出演者との会話でもかくしゃくとしていて“きわめびと”の風格が随所

に感じられた。私が思う“きわめびと”とは、長年その道に携われている人物なので

高齢者になってしまう感が強いが、やはりそんな人物は世代を問わず人の心を打つも

のが多々あると思う。もう少し時間をかけてその人物の人柄や過去の人生の歩みなど

も４３分間の放送でじっくりと話が聞けるようにしてほしいと思う。“きわめびと”

は日本各地にいろいろなジャンルでその道をきわめた人たちがたくさんいると思う

ので、これからもそういった人たちを紹介し、番組を継続していってほしい。とても

意義深い楽しみな番組で好きな番組になりそうだ。 

 

（ＮＨＫ側）  

「きわめびと」は昨年１１月の時は午前中に放送したが、今

回は金曜８時という時間帯になった。また、大きく変わった点

は、１人と１グループ、つまり２つのコーナーに分けたという

ことだ。“きわめびと”の定義にもかかわる話だが、何かをきわ

めた人は当然のこととして、これからは、きわめようとしてい
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る、これから何十年かけてきわめていきたいという、若い人た

ちも紹介していきたいと考えている。すごい人物がいるという

ことだけでなく、少しでも視聴者の生活やこれからの人生にあ

る化学反応を起こさせてくれるような人たちも紹介したいと思

う。いずれにしても、視聴者の今後の生活を前向きに後押しす

る、元気になってもらうというコンセプトにおいては変わらな

い。ご意見があった人生相談のコーナーは、「無かったことがよ

かった」ということも現場に伝える。 

 

○  １つの道を極限まできわめる人やグループに焦点を当てようという番組で、“驚異

の人間力を徹底解剖”と上段に振りかぶって期待させる入り方であった。９１歳のパ

イロットの高橋さんについては、技術を誇るというよりも自然と一体となるという

オーソドックスな技術を積み重ねるということ、高度な技術や技をものにすることの

大切さを教えてもらえたと思う。他方、平均年齢６６歳のチアリーダーたちを、“第

２の人生をきわめるきわめびと”としていたが、やりたい時にすべてを始めることが

できるという希望を与えてくれるような取り上げ方だったと思う。 

 

○ 「きわめびと」はもともと社会に示してくれる迫力もインパクトも強いと思う。そ

れだけに、スタジオに司会者、ゲストコメンテーターのほか、さらに“きわめびと”

を迎えてバラエティー感を出した演出が、ミスマッチではないかと感じさせるところ

がある。例えばゲストコメンテーターはなしで、もっと“きわめびと”の内面を見せ

てもらったほうがよかったのではないのかと思った。かつての「プロジェクトＸ～挑

戦者たち～」のようなかなり引き締めた構成にするという方向性もあると思う。 

 

○  番組のテンポとやりとりが早くて、ついていけない高齢者も多いのではないかと思

う。最初は、パイロットの高橋さんとチアリーダーのビューティーベアーズの順番は

逆の方がいいのではないかと思ったが、よく見てみるとむしろビューティーベアーズ

のメンバーの人生観の中にこそ「きわめびと」の中で今後軸に置かなければいけない

点がはっきり見えていたと思う。友人や伴侶の死に対する悲しみや寂しさから逃れた

いという思いが、やがて“血縁”だけではなくいろいろな友人との“結縁”によって

励まされていくというある種の“グリーフサポート（深い悲しみを抱く人への支え）”

のプロセスがよく見えていた。高橋さんの言っていることは完璧だが、なぜあそこま

で戦争のシーンが多用されるのか疑問に思った。「仲間を死なせない」というメッ

セージ以外にもっとメッセージがあったのではないかと思う。その多くが戦争体験者

であろう同年代の視聴者にとって、どのように映ったのかは気になるところだ。

ビューティーベアーズがよいと思うのは、ラブベアーズの存在だ。高橋さんは孫との
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“血縁”だが、やはり“結縁”の人たちは同じような縁を結びながら５０代のお母さ

んたちが次の世代として継承していく行方が見えるということにおいて、大いに希望

を感じた。 

 

○  最近、日本社会の高齢化を課題視した番組が多い中、この番組は非常にポジティブ

な視点で描かれていて、年配層のみならずいろいろな年代にも受け入れやすい内容

だったのではないかと思う。高橋さんのさまざまな経験の中から身につけた神業的な

操縦、一部批判的な意見はあるかもしれないが、ダンディズムが漂うおしゃれな生き

方は多くの男性から見ればうらやましいあこがれの年のとり方だろう。ビューティー

ベアーズの子育てを終えたあとも女性らしさを忘れないで生きがいをおう歌する姿

は大変魅力的なものに映った。この番組で紹介される“きわめびと”は単なる専門家

ということのみならず、生き方をきわめようとしている人たちだと感じた。３人のゲ

ストのその人らしさを感じる絶妙なコメントと、“きわめびと”の存在感をうまく引

き出していた三宅裕司さんと小林千恵アナウンサーの司会ぶりは番組の雰囲気を盛

り上げるいいものだった。驚きと感動、そして見終わったあとに爽やかさの残るよい

番組内容だったし、言いかえれば、高齢化社会への応援歌的な内容だったと思う。 

 

○  パイロットの高橋さんとビューティーベアーズのきわめ方の違いには非常に違和

感があった。ただ、高橋さんのような人が２人続いたらつらいだろうし、バランスと

しては違うタイプがいるということは納得できるので、番組のコンセプトを最初に視

聴者にわかるような形で提示してほしい。最初に「人生をきわめるとは」ということ

を強調されているが、“きわめびと”をどのように定義しているかを最初に視聴者に

わかるような形で出さないとがっかりした感じがどうしても防げないと思う。「きわ

めびと」が老人紹介番組になってしまうのかという不安もあったが、先ほどの話では

そういうことではないということで、若くても何かに一生懸命に打ち込んで道をきわ

めた人も出てきてほしい。ドキュメンタリータッチではなく、バラエティー風になっ

ているところは結構好きで、神様のような高橋さんがふっと人間に戻られる表情や当

意即妙の答えがみられた。素の“きわめびと”の表情がうまく出ていて非常に好感を

持った。 

 

○  率直に、よくできた番組でおもしろかった。特に高橋さんのところでは３つの離れ

業を紹介したのは「きわめびと」という番組に即して非常にわかりやすいと感じた。

肉体的な面ではふだんいろいろな訓練などをしていると思うので、そういうことを紹

介するのかと期待していたが、そういうものを加えたらますます超人になってしまう

からバランスをとったのかなどとも考えた。それに対しビューティーベアーズは“き

わめようと頑張っている”という感じだったので、番組名と少しずれがあった点が気
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になったが、先ほど聞いたような趣旨を番組で紹介すればむしろプラスになると思う。

人生の転換点で始めたチアリーディングを今も続けていることを家族とともにク

ローズアップした点に感銘をうけた。ただビューティーベアーズの人は、どれぐらい

練習して、どういった大会に出て、ふだんの生活は何をしているのかがやはり気にな

る。短い時間で紹介するのは大変だと思うが、みんな一日２４時間の中で生活してい

るわけなので、日常と非日常のバランスを可能な範囲で紹介すれば非常におもしろい

有益なものになると思う。また、ゲストのコメンテーターが少し多すぎたと感じた。 

 

○  チアリーダーは、さすが“大阪のおばちゃん”らしいという感じとともに、大阪局

ならではの人選かと思った。よく考えればサッカーや野球など高齢者でスポーツをし

ている人たちもいるので、６６歳のチアリーダーがいても不思議ではないが、もの珍

しいという感じがした。９１歳の高齢のパイロットは、体力もすばらしく、同時に鳥

のように飛んでいることに、非常に驚いた。よく考えると乗る人の命がかかっており、

いくら超人的で若者と同じ体力だからといって、９１歳のパイロットを、昨年１１月

に紹介された 106 歳の声楽家と同じスタンスでとりあげるのは少し違うと思う。 

 

○  ９１歳のパイロットの高橋さんについては、現役で最高齢のプロパイロットとして

世界で認定されたというが、そうした気負ったところがなく、とても好感がもてた。

ただ、ゲストの釜本さんに高橋さんが受けたテストをさせて比較してみるのは少し邪

道な感じがした。空が自分の思うままというような過信があってある時不時着をした。

それ以来自然に逆らわないことをもっぱらとし、最後の「鳥のようになりたい。早め

早めに予想して、つまり『先を読む』ことが大切だ」という言葉が印象的であった。

その後の平均年齢６６歳のチアリーダーの話は、“大阪のおばさん”らしいおもしろ

い会話で番組が進んでいた。三宅さんの司会もいつもながらよい。 

 

（ＮＨＫ側）  

複数の委員から、“きわめびと”の定義について発言があった

が、これは今後の課題としたい。視聴者にこういう意図である

ということを伝えるのは基本の礼儀に関わるようなところでも

あるので、番組の冒頭も含めて今後検討していきたいと思う。

バラエティーかドキュメントかという議論については、当初私

たちがかなり意識したのは金曜夜８時という時間帯だ。一般的

に、月曜日から金曜日まで仕事をして、ようやく明日あさって

休みだというときに届ける番組なので、やはり楽しさやリラッ

クスできることを意識して今回はバラエティー的な演出をして

いる。各委員からいただいたさまざまなご意見を参考にさせて
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もらいながら、ブラッシュアップし、挑戦していきたいと思っ

ている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ３月１７日(月)の奈良特集「南和で暮らし続けたい～奈良県南部の市町村は今～」

(総合 前 0:10～0:53 奈良県域)を見た。奈良県南部を番組として取り上げるときに

は、大抵過疎の問題や祭りが取り上げられるが、今回は「暮らし続けたい」というポ

ジティブなテーマだったので、どういう番組になるのかと思い、興味を持って見た。

この中で実際住んでいる人たちが「暮らし続けたい」ということばを発しているとこ

ろが随所に出てきていた。下北山村は南部の中で１９歳以下の人口比率がいちばん多

く、子どもたちはみんな「ずっと住んでいたい」と声をそろえて言うが、実際には中

学まではなんとかなるが、高校、大学、就職する場という意味ではかなり厳しい環境

にある。そうした中で、村を巣立った若い人たちがＵターンで帰ってきており、かつ

ては南部のいちばんの産業であった林業も衰退しそれを継ぐ人もいないなかで、継い

でいこうとしている若者の紹介があった。ただ、いろいろなことを紹介されればされ

るほど、どこかむなしく無理のある現実がよけいに見えてきて、身につまされる思い

がした。一生懸命頑張っている住民の１人が「過疎という病気にかかったらあかん

なぁ」と言っていた。過疎が地域の問題ではなく人の心の問題だということをこの番

組で提起されていたのではないかと思う。 

 

○ ４月１４日(月)～１７日(木)の「あさイチ」のコーナー「ピカピカ☆日本」は、１

０年連続でみかん生産量が日本一の和歌山県ということもあり、有田川町からは殿様

も愛したこの時期旬のかんきつ類の三宝柑や、御坊市からは日本一のスターチス、雑

賀崎からは灰干乾燥さんま、海南市の地場製品であるシュロの新しい製品の開発の取

り組みや和歌山の地域の特産品を幅広く紹介していた。それぞれの歴史や産地の底力

をこのような形で全国発信できたということは、第１次産業に携わる者にとってはと

ても励みになる。地方の頑張りを取り上げる機会をこれからも極力持ってほしい。 

 

○ ４月２０日(日)の「なに？なぜ？びわ湖 ＮＨＫ大津放送局『びわ湖 興味新深』

キックオフ特番」(総合 後 1:50～2:55 滋賀県域)は、親子連れの参加者もずいぶん多

く、まず時間と場所の設定が非常によかったと思う。この番組のもう１つよかった点

は、会場の参加者だけではなく、幅広く大勢が参加する番組づくりになるように、事

前に県内のいろいろな人たちにインタビューしてびわ湖についての質問や知りたいこ

とを集めて、それらを会場参加者に対する質問にしていくという取り組みだ。また会
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場参加者も出された質問に答えるという受け身の参加だけではなく、会場参加者も質

問を出して専門家に答えてもらったり、４人の専門家も質問に答えるだけではなくて

自分自身が注目するびわ湖の疑問や謎について意見を述べて会場参加者とやりとりを

したりしていた。このように、参加者と一体となった番組作りという点で非常によい

番組になっていた。ゲストはさかなクンと地元出身のＡＫＢ４８メンバーの田名部生

来さんで、子どもや若い人たちの関心を引くには効果があっただろうと思う。この放

送自体が大津局のびわ湖問題に取り組む年間キャンペーンの宣伝として狙い通りキッ

クオフの役割を果たすものになっていたのではないかと思う。 

 

○ ４月２１日(月)～２５日(金)の「ニューステラス関西」のコーナー「関西の選択」

は、関西再生の一手という形で掲げられるのがまた観光かという印象がある。回遊型

や着地型と言いかえてはいるが、ずっと観光の文脈でしかないということに関西の危

機を感じる。大阪の黒門市場は、たしかに外国人のにぎわいがすごいし活気が非常に

あるが地元の反応はいろいろだ。外国人観光客が私たちの日常の生活圏に介入してく

ることはある意味でリスクもはらんでおり、これがまだ公共的な了解となっていない。

これをどう乗り越えていくのかという視点がない限り、結局、場所と組み合わせを変

えながら消費しつくしていく危険も感じている。本当の観光立国というならば、観光

客の数が増えた、コースがあるというのではなく、地元がどう変わっていくのかとい

う腰を据えた長い取材が必要だと思う。その点で唯一可能性を感じたのは京都の事例

で、ほとんど素人の京都の大学生が仲介者になって資源とお客さんと地元をつないで

いくという試みをしている。そういう市民目線での翻訳機能やつなぎ技みたいなもの

がもっとあっていいはずだし、それによって観光面はこれからも変わっていくのでは

ないかと思った。 

 

○ 「関西の選択」は、関西経済の地盤沈下を課題とした内容で大変興味深いものでは

あったが、最初に紹介された町の声や１人あたりの所得、中小企業の現状からの分析

でいきなり“観光が切り札”と結論づけられるのは、やや乱暴な気がした。もう少し

関西にある各産業分野の雇用のすそ野の広さや、関西経済にはいちばん造詣が深いで

あろう経済団体などの意見も盛り込みながら、もう少しふかん的な視点からの現状分

析と課題抽出が必要ではないかと感じた。ただし、２回目から５回目まで、それぞれ

関西各地の特色を生かした観光戦略というのはそれぞれにおもしろい内容だと思った。

５回目に田中泉アナウンサーから来月の案内があったが、初めてそこでシリーズとし

ての枠の広さを知った。最初にシリーズ全体の案内があったほうが、より視聴者の関

心を引き出せて見方も変わってくるのではないかという気がした。 

 

○ 「関西の選択」は、産業技術の集積や知のネットワークが関西は世界的にトップク
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ラスなので、そこに活路を見いだすのかと思っていたら、１回目を見ていると、全国

どこででも行っている観光に活路という落ちになっていて、とても納得がいかなかっ

た。全国に先駆けて作られたクアオルト（健康保養地）と、京都の大学生が参入した

取り組みには新鮮さを感じたが、他の活動は全国のどこかで取り組んでいることばか

りだと思った。本当に活路になるのかという疑問や、もしもそれが観光なのであれば、

最初から大きなところから入って肩すかしをするのではなく、もう少し観光で深掘り

をして、関西の本当の独自性や観光に生かせるものは何か、関西だけが持っている欠

点や課題は何か、そういうところまでＮＨＫ独自の取材力で追求してほしいと期待を

持った。 

 

○ 観光は経済再生に非常に大きな要素だと思っているので、「関西の選択」の１回目を

見たときに、「観光が最後の切り札」ということへの違和感は大きくなかった。関西の

人々や、その生活や日常に接することができるというようなものが結局切り札になる

のだということを中心にしていて、なかなか評価できるのではないかと思った。３回

目の「ビッグデータで新たな観光資源を」という神戸の紹介では、途中でスニーカー

のメーカーが出てきてスニーカーが人気だというが、ビッグデータと関係ないではな

いかという点では少し違和感があった。４回目で紹介されたクアオルトが２万円は高

いという感想だ。２万円を払わなくても、熊野古道を歩く分には無料ではないかとい

うこともあった。最後の京都の練習体験のコースについては悪いとは思わないが、は

たして切り札になるのだろうかと思った。半分ボランティアだからできるもので、通

常のお金をとってあそこまで行うと結構高額の費用になることは目に見えている。そ

ういう将来のイメージを想定して紹介しているのかという点で少し危うさを感じた。

京都に行くと清水から八坂の塔と祇園あたりをうろうろしているのは、ほとんど本物

の舞妓でなく舞妓の着付け体験をしている人だ。知っている人なら偽舞妓だとわかる

が、逆にマイナスになっている。そのようなことも短い時間で取り上げるのは難しい

かもしれないが、長期的に「関西の選択」のようなことを取り上げるのであれば、さ

らに掘り下げてほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

「関西の選択」については、2020 年東京オリンピックや、関

西の企業が本社機能をどんどん東京に移していくといった流れ

の中で、関西の企業や人たちが地盤沈下するのではないかとい

う危機感も抱き始めている中で、関西として何を打ち出してい

けるのか、それをテーマごとに設定して少し厚めに提案してい

けないかというのがシリーズの狙いだった。今回のテーマであ

る「観光」も大事な要素だと思うので、観光で何ができるのか
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についてはまた追求して取り上げていきたいと思っている。今

のところは月１回のペースで、１週間４、５本ずつのリポート

のシリーズという形で考えている。タイトルにふさわしい、深

く掘り下げた企画のシリーズになっていると評価してもらえる

ように頑張りたいと思う。 

 

○ ４月２４日(木)の「Ｂｒａｋｅｌｅｓｓ ブレーキなき社会～ＪＲ福知山線脱線事

故９年～」(総合 後 10:00～10:48 近畿ﾌﾞﾛｯｸ)は、この事故から学ぶべき事故の意義

を問いただすということで検証していたが、事故発生直後の状況について、乗客や被

害者の遺族、その他関係者の証言のほか、事故が起こるまでの車両運行のシミュレー

ションなどが詳しく紹介された。直接の原因は、最終的には運転手のスピードの出し

過ぎによるものだが、その裏にある要因が公になって論議を呼ぶ問題になっている。

その中でも特に、乗客の乗り降りする状態をあまり考えない運行時間や、運転手が責

任をとらされ指導があることも問題であるだろう。利用者もスピードを追求していて

少しでも早くと思ってしまうので、われわれも助長しているのではないかと思う。 

 

○ 「Ｂｒａｋｅｌｅｓｓ ブレーキなき社会」は、神戸・大阪の両放送局とイギリス

のＢＢＣとの国際共同制作で、非常に丹念に時間をかけた取材に、さらに国際的な視

点が入って、大変見応えのある番組に仕上がっていた。効率を求めるという社会の落

とし穴がプレッシャーになって、個人に降りかかってくる。それに耐えきれなかった

人間に、不運が重なると大きな事故が起こるということがこの番組の主張だったと思

う。今回、こういう悲惨な事故に対してさまざまな切り口からこの事故を究明し、あ

とに伝えていくというＮＨＫの姿勢は、民放にはあまりないので、ぜひいろいろな側

面から分析してほしいと思っている。 

 

○ ４月２５日(金)の「あすのＷＡ！」は、子どもの日を前に串本の海中に数多くのこ

いのぼりが海の中に泳いでいるという爽やかな映像から始まった。早くも紀南で田植

えが始まり、高野山では樹齢 400 年以上の傘桜が今年も見事に咲き誇っている映像は

とてもだいご味があった。この日は月１回のサテライトスタジオからの放送で、新緑

に燃える和歌山城が背景に見えて、とても爽やかな感じだった。特にこの日は、熊野、

高野が世界遺産に登録されて今年で１０年目を迎えるのにちなんで設けた新しいコー

ナーで、高野山の専修学院で仏門に入る７６名の若き修行者たちの日の出とともに行

われる厳しい勤行の様子を黒杉愛キャスターの語りで報じていた。この新シリーズに

とても関心があり、これからの展開に期待をしている。 

 

○ ４月２５日(金)のかんさい熱視線「追跡“出家詐欺”～狙われる宗教法人～」は、
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“えげつない”手口を紹介した番組だった。この出家詐欺の最も大きなブラックボッ

クスは、得度という宗教儀礼が悪用されている点で、おそらく一般の視聴者はわかっ

ていないだろうと思う。聖と俗というものがあって儀礼という聖の部分と、多重債務

者という俗の部分が混然化されているところに大きな問題がある。ゲストの中島隆信

慶應義塾大学教授も言っていたが、宗教の自由という権利の問題を考えていくうえで

はとてつもなく大きな課題を見ているが、日本人にそういう宗教の自由な権利意識が

どこにあるのかということをつい思ってしまった。しかし、そういう意味でいうと宗

教資源や宗教文化が根強く残っている関西からこの問題を提示したことは大変意義深

い。もう１度日本人の宗教感覚や、死者や先祖を敬うといった宗教心はどうなってい

くのかについて、腰を据えて継続的に取材してほしいと思っている。 

 

○ かんさい熱視線「追跡“出家詐欺”」を、出家詐欺とはどんな詐欺だろう、新しい手

口の詐欺はどうなっているのかと思って見た。全国に注意を喚起してほしい内容だっ

たので、５月１４日(水)のクローズアップ現代「追跡“出家詐欺”～狙われる宗教法

人～」で放送されたのでよかったと思った。 

 

○ ４月３０日（水）に再放送された京、ぶらり。「西陣界わい」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 10:45～

11:00）は、「世界ふれあい街歩き」のような雰囲気で西陣界わいを歩くもので、細い

路地の奥にかいま見られる人々の生活感あふれる日常の風景を描こうとしたおもし

ろい企画だった。観光地の京都ではなくどこにでもある町並みの中の人々の風景、京

都の人々の素顔を見ることができて大変よかった。「世界ふれあい街歩き」と比べる

と京都局のこの番組は映像の展開やコメントのはさみ方においても性急さを感じさ

せるリズム感だ。内容時間に違いがあるので単純に比較できないと思うが、番組制作

においてさらに向上されることもあわせて期待したいと思う。 

 

○ 京、ぶらり。「西陣界わい」を見た。この番組は初めて見たが、京都の街だけでなく、 

全国の町や村を訪ねてこうした自然体のカメラの動きでその地の神髄を伝えてほしい。 

ドキュメンタリーと称していながら演出過剰なものが多い中、この番組の制作精神は 

好感がもてる。 

 

○ ５月９日(金)のかんさい熱視線「ブラック企業はなくせるか」を見た。労働界にい

るものとしてこの問題は一番課題にすべき内容だと思っている。ブラック企業に焦点

を当ててメディアが取り上げたことは、大変大きく評価したいと思う。一般的に、ブ

ラック企業は耳にしたことはあっても実態はあまり知られていない。今回の放送で実

態の一部が報告されたが、その被害が働く人たちや経済に大きな悪影響を与えること

を視聴者はある程度理解できたのではないかと思う。しかし、「ブラック企業はなくせ
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るか」というテーマから、対策についてもっと深く語られるのではないかと期待した

が、労働基準監督署の対策がなかなか進まない現状だけが映し出されていて、やや期

待外れの感は否めなかった。対策の部分に重点を置いた続編を期待したいと思う。 

 

○ かんさい熱視線「ブラック企業はなくせるか」を、大学生の就職指導において気を

つけなければいけない問題として関心を持って見た。実情は想像を絶する実態で、憤

りを感じる。いちばん注目したのは、作家の江上剛さんのインタビューの中で、こう

いう問題が起こる背景には今の親世代も共感する精神主義の弊害があるという指摘だ。

実際に学生の就職指導をするにあたって「実社会は厳しい、しっかり適応しないとだ

め」というような指導になってしまうが、非人間的な労働環境を容認することにつな

がってはいけないと、十分注意しながら就職指導というものを考えなければいけない

と改めて感じた。ブラック企業の問題を端緒に新しい雇用の在り方や人間らしい雇用

の在り方について引き続きフォローしていってほしいと思うし、この問題は全国に注

意喚起する必要があるのではないかと思った。 

 

○ ５月９日(金)のもてなしの国 もてなしの四季「春編」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～9:59)

は、日本各地でのそれぞれのおもてなしのしかたが紹介されていた。その方法は千差

万別でぜいを極めた物から、簡単なおひな様まであったが、どれもが相手に対する敬

意が十分にあった。今回は春なので桜に関することが多く、やはり日本人は桜が好き

なのだと再認識するとともに、各地での行事と美しい風景は人々の生活と視線との共

存で成り立っているのではと思う。松本幸四郎さんのゆっくりしたナレーションは、

映像にもマッチしていてよかった。 

 

○ ５月１７日(土)の週刊 ニュース深読み「新たな“労働時間制度”あなたの給料は？

働き方は？」について、番組後半に深掘りしたテーマ、新たな“労働時間制度”は労

働界としても大変興味深いものであり、強い関心を持って見た。内容は、現政権が検

討している新たな労働時間制度、一般には「ホワイトカラー・エグゼンプション」と

呼ばれる時間管理から成果管理への転換について、制度導入に賛成する学識者と反対

するＮＰＯ代表が、導入の是非を議論する様子を中心に構成されたものだった。ＮＨ

Ｋ解説委員の竹田忠さんの適切な課題提起と、小野文惠アナウンサーの視聴者にもわ

かりやすい素直な質問で、大変本質的な深い論議になり、見応えのある内容だった。

しかし議論が熱くなりすぎたせいもあって時間が足りず、議論の途中でフェードアウ

トするような終わり方になってしまった。どちらにも偏りのない公平な感覚の竹田解

説委員がどのようなまとめをするのか非常に興味深かったが、残念な終わり方だった。

いずれにしても、経済再生の取り組みと同様に大変重要な労働環境についても、この

ようにとりあげるのはＮＨＫだけだ。ぜひ今後も継続してほしい。 
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○ 「ニューステラス関西」の「関西フォーカス＆スポーツ」のコーナーは、時間の配

分についていつも残念に思う。近畿２府４県の項目のみの紹介という日がかなり多く、

スポーツのウエイトが多いように思う。また、２府４県の項目を放送するときに、画

面の左側に各都道府県の所在地を地図で示しているが、番組を見る人は大阪や和歌山

はどこにあるかはわかっていると思う。項目のみの説明の時に動画でも静止画でもよ

いが、それを画像で提供してほしい。 

 

○ 土曜ドラマ「ロング・グッドバイ」は、よくできており、来週も見たいと思わせる

番組だ。浅野忠信さんをはじめキャストもよく、探偵事務所からいろいろなことが起

きていく展開で、作り方も凝っていて、久しぶりに一生懸命見た番組だった。 

 

○ 土曜ドラマ「ロング・グッドバイ」は久しぶりに見た連続ドラマだったが、２回ほ

ど見てやめた。非常に凝った作りで好感を持ったが、アメリカを舞台にした作品を日

本に翻訳しているということで、２回目を見るとあまりにも日本の戦後の現実にそぐ

わないというのが最大の理由だ。いかにもアメリカの作品を翻案したことが分かって、

リアルな感じがないので別世界の出来事のような感じがした。 

 

○ 木曜時代劇「銀二貫」については、最初主人公が「へい」と返事がなかなかできな

いことにあんなにこだわる必要はないのではないかという違和感はあったが、だんだ

ん回を重ねるごとに、大坂商人を描いた原作のよい面が出てきて、根性物語的なもの

ではあるが、素直に楽しく見られるようになったのはうれしい変化だった。 

 

○ 連続テレビ小説「花子とアン」の１話ごとが、先が簡単に予想できるような終わり

方で、非常に納得がいかないことが何度かあった。たとえば「ごちそうさん」では、

め以子が川に落ちたところで終わるので、次の日までワクワクドキドキハラハラして

待つという楽しみがあった。「花子とアン」では、例えば花子が辞世の句を詠んだとこ

ろで終わるのではなく、父親が「医者には連れて行ったのか」と尋ねるところで終わ

るので、医者に行って助かるのだと先がわかってしまう。私は毎朝見るので、明日ど

うなるのだろう、来週どうなるのだろうと非常に楽しみにしている。もしかしたら、

オンデマンドで見る人や１週間分をまとめて見る人が増えたので、意図的に１話完結

型にしているのかもしれないが、そうすると毎日見る者の楽しみが損なわれてしまう

のではないかと危機感を抱いている。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、１６日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、かんさい熱視線「シリーズ超高齢社会① 

介護離職をどう防ぐ」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、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） 

 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） 

 

＜かんさい熱視線「シリーズ超高齢社会① 介護離職をどう防ぐ」 

(総合 ４月４日(金))について＞ 

 

○  日本は世界一の超高齢社会、いわゆる長寿国だが、人間は老いがくれば、人に介護

してもらわなければならない時が来るのは当然だと思う。ゲストの先生が将来への提

言をしているが、よい方向に向かってほしい。登坂淳一アナウンサーがわかりやすく

説明をしてくれたのでよく理解できたが、今すぐ解決するような問題ではないと思う

ので時間をかけて取り組んでほしい。今度の消費税の増額分を、福祉のほうにもぜひ

使ってほしいし、こういう問題を提起してもらえてよかったと思う。 

 

○  介護離職の問題は以前から興味を持っていたのと、この番組のキャスターとして登

坂アナウンサーが登場するということで、妻と一緒に見た。３０分足らずの短い時間
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の中で、問題点と対応策をきちんと整理して提示していて、見ごたえのある番組に仕

上がっていたと思う。介護離職が個人にとっても社会にとってもいかに深刻な問題で

あるかということを、この番組を見て改めて認識させられた。この内容は関西地域だ

けの問題ではないので、全国放送を考えてもいいのではないかと思った。 

 

○  介護が全て女性に委ねられていた時代には介護離職など社会問題になるような事

象がほぼ無かったが、社会事象として取り上げられるようになったのは男性にとって

も介護が自分たちの問題となってきたことを顕著に表しているのではないかと思う。

最後は問題提起で終わっていたが、個人の問題・生活環境・収入・人間関係やそこに

関わる人たちの性格など全て違いがあるので、とても難しい問題だと思った。その部

分をゲストの白澤正和桜美林大学教授から最後に聞かせてもらえたので安心したが、

この問題をどのようにしていくかについて具体的にもう少し聞きたかった。そして、

番組でも出ていた小規模多機能型の施設あるいは、地域連携の中での介護の問題が、

介護離職とも大きく結びついてくるのではないかと思う。そうした表面的にはまだ出

てきていないが、大きな問題になる要素をしっかり教えてほしいと思った。 

 

○  家族や職場、そして社会を支えている働き盛りの４０代５０代の人たちで介護のた

めに離職をせざるをえないという人が１０万人以上。この数字は和歌山県の人口のお

よそ９分の１にあたる人数で、まずはこれに驚いた。番組を通じて、こうした現状を

グラフや実例でわかりやすく紹介されており、実態を詳しく理解できた。なぜ仕事と

介護の両立が難しいのか、また、なぜ働きながら介護する立場の人たちのニーズに応

えられないのかについて、対処している事例もあると思うので、この点については改

めて取り上げてほしいと思う。社会保障制度の充実が４月からの消費税増税の目的の

１つにあげられていることもあり、視聴者に関心を持って見てもらえるタイミング

だっただろうと思う。新キャスターの登坂アナウンサーの端的に質問するシビアな姿

勢が「かんさい熱視線」の担当キャスターとしてとてもふさわしいと感じた。 

 

○  番組冒頭でも言われていたが、日本が超高齢社会に入っていて、2025(平成３７)年

には６０歳以上の人口が３０．３％という恐ろしい超高齢社会になる。年間およそ１

０万人が介護離職をしていくという数字も述べられた。これは本当に社会が今直面し

ている大きな問題の１つで、日本にとっての損失も著しい問題だろうと感じた。２人

のゲストがコメントしていたが、これまでは介護を受ける人だけの状態で要介護度１

から５までが決まっていたのを、介護をする家族の状況をふまえた介護認定制度を抜

本的に改善しなければいけないのではないかと感じた。これは速やかに行われなけれ

ば、次から次へ問題が山積みになってしまうので、ぜひ国の政策に反映するような番

組を今後とも作ってほしい。 
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○  映像で見ると非常に生々しく、実に過酷な実態がきわだってくると感じた。コメン

トにもあったが、介護心中とか介護殺人の多くは男性介護者が選択するということは

データでも明らかになっているが、そういう壮絶な行方を予見させるほど本当に困窮

している。自分の身は自分で守るしかないというような時代の中で、単に介護や福祉

というレベルではなく、地域社会そのものの基盤がむしばまれていくことも容易に見

ることができると思う。ゲストのコメントでは制度改革しかないのだろうが、人と人

との関わりの在り方や共同体の縁の作り方など、もう少し違う地域の設計の在り方の

ようなものも提言してほしかった。登坂アナウンサーは非常にきりっとしていてよい

が、やや気負い過ぎていて、もう少し共感を示してあげるような柔らかさがあっても

よかったのではないか。 

 

○  自分が母の介護を支えないといけないという立場になってしまったので、非常に身

につまされた。介護離職をする人の多くが自宅での介護を選んだ人だったと思う。私

はやはり仕事をやめるという選択肢はどうしてもとれなかったので施設を選んだが、

事例となった２人のような優しい人たちにしわ寄せが来ている現実に本当に心も痛

み、そのあとのゲストの意見は非常に参考になった。ただ、２５分で全部というのは

難しいと思うが、「かんさい熱視線」ならではの部分はどこなのかと疑問に思った。

例えば、介護離職率は関西が多いのか少ないのかなど、関西独自の状況があれば関西

の自治体の対応なども含めて紹介してほしい。この問題はこれからよくなるとは思え

ないので、ぜひ続編で介護保険の今後や実現に向けて問題点があれば、取材してほし

い。 

 

○  すでに介護社会に入っていると思うが、誰もが避けることのできない老いについて、

介護者の視点から描いた非常に見応えのある番組だった。とりわけ、介護する側のい

ろいろな生活環境を重視した介護制度の改正の必要性と緊急度も示されるデータか

ら感じ取ることもできたし、たいへん有意義な内容だった。この介護制度の改正に訴

求した内容は、近未来の社会保障制度の在り方を考えるには本当に必要不可欠なもの

だと思うので、２人のゲストの提言をもう少し時間をかけて聞きたかった。介護問題

は制度改訂だけではなく、家族間の絆、地域近隣の人たちとのコミュニティーなど

様々な要因が絡み合う難しい問題だと思う。そういう意味で翌週に放送されたシリー

ズの２回目でも高齢者の犯罪を通して社会からの孤立をどのように防ぐかを訴えた

内容だったが、これも非常によかったと思う。このシリーズを「ＮＨＫスペシャル」

などにまとめて全国放送すれば注目度も高まるし、制度だけでなく、近隣の人たちと

のコミュニティーの問題、家族間の絆の問題にも気付く人が少しでも増えるのではな

いか、社会を動かす力にもつながるのではないかと思った。 
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○  介護離職で、積み上げたキャリアを諦めなければならないことは非常に切実な問題

で、社会にとっても大きな損失である。現在の介護制度が社会のニーズにしっかり応

えられていないということが、この番組で鋭く描き出されていた。介護に関わる立場

の心理的な葛藤や不安が明確に描かれていて、問題提起がしっかり示されていた。ゲ

ストのコメントの内容もたいへん適切だった。津止正敏立命館大学教授のコメントは、

生活者目線でリアリティーがあったと思う。他方で、白澤教授は、しっかりとコメン

トしようとするがあまり、準備されたものを読んだりしていたのでもう少しフランク

なやりとりができる雰囲気ができていればよかったと思う。いつも思うのは「かんさ

い熱視線」は現在直面するいろいろな社会的課題を非常にコンパクトにまとめられて

いる一方で、物足りなさを感じさせるところもある。「子どもを守れ！」キャンペー

ンのように、超高齢社会の問題についても大阪局として総合的な観点から取り組めば、

さらに全国番組へと展開する可能性が出てくるのではないか。登坂アナウンサーは、

番組の後半になるに従いずいぶん力が抜けてきたので、回を重ねるほど彼らしい味が

出てくるのではないかと期待している。 

 

○  番組を見ていて、解説はあるが、なかなか結論がないというか、解決策がない現実

を伝えるだけで終わっている。ある程度鋭い激論を交わすにはキャスターも２人のゲ

ストも静かすぎる。すぐ介護してもらわなければいけない立場になっている者には身

につまされるだけでどうしたらいいのかと思ってしまうので、たとえば地方自治体の

中で成功しているところがあるのかないのかなどを知りたいと思う。今、介護施設の

ある病院がたくさんできているが、それでもまだ足りていないのかというようなデー

タも見たいと思う。さらに言えば、医療が進みすぎることによる影響について考える

ことも少しはあっていいのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

今年度は登坂アナウンサーにキャスターが変わり、スタジオ

の雰囲気や音楽も変えてリニューアルを図ってみた。これまで

も「かんさい熱視線」で扱ったテーマを「クローズアップ現代」

や「ニュースウオッチ９」など全国番組に展開することもたび

たびあった。こうした展開は引き続き行っていきたいと思う。

逆に、関西での特徴については、今回の番組では伝えきれなかっ

た部分があると思うし、こんな取り組みもあってうまくいって

いるという話があれば伝えていかなければいけないと思ってい

る。“シリーズ超高齢社会”と銘打って２回放送したが、引き続

きこの超高齢社会の持つさまざまなひずみや問題点というもの
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を深く掘り下げていかなければいけないと思っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ３月４日(火)の「ニュースＫＯＢＥ発」内の「混雑激化！ポートライナー」につい

て、１８年前の神戸空港完成に伴い、多くの企業や大学が進出したことで、人口が急

激に増え、ポートライナーが朝のラッシュ時に大混雑をするので乗客たちの不評を

かっているとのことだった。ただ神戸市もその対策としては車両の増加やバスとの定

期券が併用できるなど、検討をしているようだが、なかなかうまくはいかないと思う。 

ポートアイランドの造成には第１期と第２期があって、最初ポートライナーを作っ

ていたときは第１期の時の想定だけで作っている。第２期に医療産業都市構想で、い

ろいろな企業群や大学が進出し、ポートライナーの最初の想定以上の昼間の人口が増

え、混雑が激化しだしたのだが、この問題のそもそもの根源、なぜこうなったのかと

いうところまで迫るようなリポートにしてもらいたかった。率直に言って将来の想定

を見据えた交通機関にしなかった行政の責任を感じるので、行政の責任に迫るような

リポートにしてもらえれば、一つの完結したリポートになったという感じがする。 

 

○ ３月１０日(月)の「あすのＷＡ！」について、この日は東日本大震災から３年を迎

える前日なので、災害に関する和歌山県内での取り組みの情報を提供していた。和歌

山市内の保育園児９０名の避難訓練のほか、和歌山北部の聴覚障害者８０名が参加し

た訓練などの様子も報じられていた。聴覚障害者の訓練は初めて視聴したが、聴覚障

害者は災害が起こったときにしっかりと災害の状況などを把握できるかに不安を抱え

ていて、耳が聞こえないことを勇気を持って周りの人たちに知らせる必要があること

を強調していたのが印象的だった。この日は、若い人たちが東日本大震災の被災地の

岩手県陸前高市田や宮城県南三陸町などを訪れる“きっかけバス”と称するバスに乗

車して、若者が被災地を視察する企画を報告していた。将来海外医療に携わりたいと

希望する若者に焦点を当てた取材だったので若者目線のその時々の心の動きなどが見

る側にもよくわかったと思う。さらに、和歌山の防災対策に東北の教訓をいかすべき

だという若者たちの報告会もあって、これらの若者たちの動きはたいへん頼もしく感

じた。和歌山局は「あすのＷＡ！」を通じて“守るプロジェクト”や災害に関連する

情報を数多く発信しているので、今後も続けてほしい。 

 

○ ３月１２日(水)の「ＮＨＫ大津放送局・防災特番 いざメシ大集合ｉｎ滋賀」(総合 

前 0:10～0:40 滋賀県域)について、大津局は防災関連情報の発信を重点的な取り組み

としていて、いざという時に手軽に調理できる料理を“いざメシ”と名付けて、広く
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県内外からレシピを募集し、応募 234 点の中から６点を番組で紹介した。番組では、

単にレシピを調理して出来上がりを見せるのではなく、“いざメシ対決”というイベン

トに仕立てて審査する形をとっていた。放送時間の３０分で６品を紹介するには時間

的に窮屈だと思うし、対決方式をとらなくてもよかったのではないか。番組ではガス

レンジで調理していたが、被災した場合、レシピ通りに作れないのではないか。実際

に被災した場合には限定された状況の中で臨機応変に工夫するしかないと思われるの

で、そのためのヒントが示されたと受け止めれば、それはそれで有意義だと思う。今

回は深夜での放送だったが、もっと見やすい時間帯で放送されるとよいと思った。番

組の再放送はなかなかできないかもしれないので、例えばレシピごとに何回かに分け

てシリーズで紹介するなど、広く県民に見られるように工夫するとよいのではないか。 

 

○ ３月１７日(月)のにっぽん紀行「人生まだまだ負けられへん！～京都 餅上げ道

場～」(総合 後 7:30～7:55)について、京都の醍醐寺で行われる 100 キロを超えるよ

うな巨大な鏡餅を持ち上げて奉納する伝統行事に参加する力自慢の人たちの番組で、

主な舞台となる餅上げ道場に集う男女２人に焦点を当てていた。最初は何を好んでこ

のようなことに挑戦するのかと思っていたが、番組が進むのにしたがってこの２人を

応援したいという気持ちにさせられた。この餅上げ奉納には多くの人がさまざまな思

いで参加しているので、「２人だけに絞った番組で単調だ。もっと踏み込む内容でない

ともの足りない」という意見もあるかもしれないが、２５分の番組で、餅上げの歴史

的な伝統行事の歴史的背景の紹介、京都の風物詩となった餅上げに込められた人々の

思いと情感を筋が通る形で提示するには、これがベストだったのではないか。番組全

体を通じて人と人との心の触れあい、支え合い、人生の苦楽を味わった先輩から後輩

への温かいまなざしなどを感じることができ、いつもながらの「にっぽん紀行」でと

ても温かい気持ちになった。 

 

○ にっぽん紀行「人生まだまだ負けられへん！」について、私は近所に住んでいるが、

醍醐寺の餅上げ奉納は、昔は無かった行事のように思う。「にっぽん紀行」というタイ

トルから言えば、醍醐寺の起源や空撮が一部あったが、そういう醍醐寺の古い歴史の

話を取り入れたほうがよかったと思う。いとも簡単に持ち上げる場面がよく出てきた

が、どういうトレーニングをしているのか。また練習しただけであんなに勝てるよう

になるのか。そういうところに掘り下げが足りなかったと思う。 

 

○ ３月２０日(木)のにっぽん紀行「最後の鍛冶屋がつなぐ春～奈良 十津川村～」(総

合 後 7:30～7:55)について、私自身も十津川村へはよく行き、鍛冶屋の田上昭三さん、

村で暮らす岩本清春さんともよく話をするが、この２人の会話や村の雰囲気が、自然

に番組で出ていたのではないかと思った。ただ、ナレーションの声のトーンが低すぎ
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て、番組全体が沈んでいくように感じた。田上さんを８３歳の最後の鍛冶屋として紹

介していたが、奈良では“最後”や“秘境”といった言葉を使うことがかなり多いの

で少しつらい反面、それが１つのポイントとして番組を作ってもらえるのはありがた

いことだ。その田上さんと彼の仕事に関わる村人たちを描く中で、岩本さんが母親の

カツさんに贈ろうと田上さんにお願いした軽いミツメトンガという農具を手にした時

の、カツさんの静かにうれしそうにする表情をうまく捉えていた。こういう番組はぜ

ひ作ってほしいし、番組を見た人が十津川を訪ねてほしいと思う。さらに鍛冶屋を継

ぐ若者が出てきたら、その頑張る若者の番組もできればと強く願っている。 

 

○ ３月２２日(土)のＥＴＶ特集「よみがえる色彩 激動の２０世紀 アーカイブ映像

の可能性」は、非常におもしろかった。戦前のモノクロ映像をカラー化するもので、

「アポカリプス・ヒトラー」という番組がフランスのテレビで放送していたが、例え

ば、ナチズムにおける色の設計はどうだったのか、単に色づけしただけでなく、世界

や歴史を色によって復元していく技術で、背筋がぞくっとするような効果的な色の使

い方だった。これを日本に置き換えると天皇制が戦前においてどのような視覚的な演

出をしたのか、非常に関心がある。レニ・リーフェンシュタールが「オリンピア」を

撮ったように、スティーブン・スピルバーグも「シンドラーのリスト」はあえてモノ

クロで撮っている。ナチズムの歴史をモノクロで撮るのか、カラーで撮るのか、カラー

でいかに復元していくのかというあたりに、歴史と色彩という非常に興味深い文脈が

立ち上がってくるというのもテレビならではだと思った。 

 

○ ３月２５日(火)の「ニュースＫＯＢＥ発」内の「増税前で墓も駆け込み」について、

増税前の駆け込み需要といえば、家電製品や住宅、車などが思いつくが、墓を取り上

げたユニークなリポートに仕上がっており、感心した。神戸の石材店などは直前４か

月で前年度の同時期の２倍の売り上げを記録したと報道されていて、墓石の購入にも

影響があるのかと感じた。 

 

○ ３月２７日(木)の東北発☆未来塾「風化とたたかうチカラ せんべいとバス」につ

いて、この番組は努めて見るようにしている。この日の放送では、東京のＮＰＯ法人

が実施している、日本全国で今までに復興に関わっていなかった人たちを“きっかけ

バス”と称するバスで被災地へ送り込むという運動を通じて、被災地で活動している

山梨県の１９歳と、陸前高田市の２５歳の２人の女性の動きをドキュメンタリーとし

て取り上げていたが、彼女たちの頑張りに感化させられた。 

 

○ ３月２８日(金)の「釜石の悲劇～残された家族 ４年目の春～」(総合 後 10:00～

10:49)は、200 人以上の人々が亡くなった岩手県釜石市の防災センターの遺族たちを
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繰り返し追いかけた番組だ。同じ人物を３年間取材すると、遺族たちのつぶやきが変

わってくる。こうした遺族たちの語りを３年間かけた信頼関係の中で絞りだしていく

という、根気のいる、非常に息の長い取材の在り方にたいへん敬意を持った。 

 

○ ３月２９日(土)の「にっぽんの大地から生みだそう～第４３回日本農業賞～」(Ｅﾃ

ﾚ 後 3:00～3:59)では、日本農業賞の受賞者たちの取り組みを徹底取材していた。こ

の受賞者たちの苦労を１時間にわたりとても詳しく取材していたので、同じ農業者と

してたいへん意義深い内容であり感動する場面も多々あった。例えば、梨の栽培に５

０年以上取り組みようやくブランド化に成功した農園や、離島のハンデを克服して高

菜の生産に集落を挙げて取り組み、全国２位の生産量になった集団組織の紹介もあっ

た。ＮＨＫに今後も続けてほしいと希望する番組の１つである。 

 

○ ３月３０日(日)の新・ルソンの壷「“心に響くリーダーの言葉”スペシャル」につ

いて、これまで紹介した中から、新事業を開拓したリーダー、逆境をはねのけたリー

ダー７人が登場した。それぞれの人が苦難から成功へと会社を発展させた実績を持ち、

言葉と行動力がすばらしいと感じた。中でも、職人のほとんどが子育て中の女性とい

う金属加工会社の東山香子さんの「自分が思っている能力よりももっと能力がある、

やったら絶対にできる」、電気炊飯器を製造・販売する会社の宇和政男さんの「極め

たと思った瞬間に負け」という言葉がとても印象に残った。企業の発展の根底には

トップの考え方に社員も同じ方向を向き、同じ熱い気持ちで仕事をするということが

あり、ゲストの赤星憲広さんは、まさにチームワークの勝利と指摘していた。自分の

仕事にも直接結びつくと思うので、肝に銘じたいと思う。 

 

○ ３月３１日(月)の「ファイト！～性同一性障害のボクサーと子どもたち～」(総合 前

0:05～0:48 近畿ﾌﾞﾛｯｸ)について、番組では個性ある障害のある少年たちや若い母親た

ちが出てくるが、男性論理の直接的ですぐ成果を求めるという価値軸や時間軸とは違

う、柔らかな他者の居場所や寄り合いに憧れを感じた。もちろんテレビの持つ非常に

先端的で、中枢を担うようなパワフルな報道ももちろん大事だが、地方の淡々とした

人々の暮らしや生き方を、違う生き方の“他者”から切り取って見せていくのは、も

うひとつのテレビの原点、本質を見る思いがした。あえていうと、ボクサーはキャラ

クターはよいがよく話すので、少しメッセージに過剰なところがあり、映像だけで十

分伝わったのではないかという気もしたが、非常に心に残る番組になっていた。 

 

○ 「ファイト！」は、見終わったあとに、温かい気持ちになれるよい番組だったと思

う。性同一性障害に苦しみながらそれを乗り越えてＷＢＣ女子世界フライ級王者に

なった真道ゴーさんがボクシングだけではなく、障害のある子や、他の人ができるこ
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とができなくてコンプレックスを抱える子のためのジムを営む話だった。非常に苦し

み続けて乗り越えてきた人の言葉は深くて的確で、どれも本当によい言葉だった。苦

しんできたからこそ苦しんでいる人のことを理解できるし、苦しみを乗り越えた強さ

があるからこそ優しくなれるのだろうと思う。そういう意味で、真道さんを支える恋

人やきょうだいがジムも手伝っているのもとてもよいエピソードだと思った。真道さ

んが頑張れと励ましている子どもたちに、自分も「頑張れ」と言いたくなるようなと

てもよい番組だった。 

 

○ 「ファイト！」について、性同一性障害を受け入れ前向きな真道さんにはたいへん

感銘を受けたが、内容的には真道さんの生き方のほうに焦点が当たりすぎてしまって、

「子どもを守れ！」キャンペーンのメッセージは少しぼやけてしまったのではないか

という気がした。とび箱や自転車乗りの練習をする子どもたちに対して、人とは違う

ことを乗り越えてきた真道さんならではの温かみと一生懸命さのにじみ出るひと言が、

非常にいいものを与えており、向き合う姿勢を教えてくれたような気がする。しかし

それ以上に、真道さんのつらい体験談や、恋人と向き合う姿に焦点が当たっていて、

「子どもを守れ！」キャンペーンよりも、新しく始まった「ドラマチック関西」など

で放送したほうが、性同一性障害という障害の認識を社会的に変化させるということ

につながるのではないかという気がした。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ファイト！」について、放送後も非常に好意的な意見がさ

まざま寄せられた。「子どもを守れ！」キャンペーンで放送する

にあたって、世界フライ級王者の真道さんが自分自身を強くす

ることではなく、今までの苦労の延長線上にいる彼女がダウン

症や引きこもりの子どもを励ましたくてスポーツジムを始めた

ことが企画のきっかけだった。ご指摘のように、「子どもを守

れ！」キャンペーンとしては、彼女のキャラクターなどの強さ

に引っ張られた感じがあったと思う。 

 

○ ３月３１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「四季を感じ、命を食す 料理

人・中東久雄」は、ユネスコの文化財に登録された“和食文化”の神髄を体現する、

京都でも一番予約が取りにくい料亭を営む中東さんを紹介していた。中東さんが毎朝

欠かすことなく大原の野山に入り、その日の食材を自分の目で確認し自分で集めてく

るという行動には正直驚いた。超高級食材を用いるのではなく、私の町でも採れるよ

うな食材に心を込めていかす和食の神髄に、感動した。 
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○ ４月２日(水)のプレミアムアーカイブス ハイビジョンスペシャル「秘宝復元～法

隆寺・聖徳太子の錦～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 9:00～10:40)について、秘宝とされている

四騎獅子狩文錦を、当時と同じ手法で色も柄も同じものを復元するという難題に挑戦

していた。それぞれの専門の職人が手探りの状況で悪戦苦闘しながら作業している姿

に胸を熱くし、無事に完成したときには、よかったと思うとともに、いにしえのすば

らしい遺産を残そうとすることの難しさと大変さを知ることができた。 

 

○ ４月５日(土)の突撃 アッとホーム「あの北島三郎が本気でサプライズしましたＳ

Ｐ」について、この番組は非常に気楽に見られる好きな番組の１つだ。日頃お世話に

なった人にサプライズをすることで感謝の意を伝えるコーナーがあり、この回は、東

日本大震災で深刻な被害を受けた岩手県大槌町の定置網漁の漁師たちが、ようやく漁

を再開できたということで、周りの人たちの支援に対して感謝の思いを伝えるイベン

トを行ったのだが、その中で北島三郎さんの「北の漁場」にあわせて、踊りだしたら

北島三郎さん本人が出てきて、大槌町の関係者を驚かしていた。東日本大震災ではい

ろいろな人たちが支援の手をさしのべて現地に入っているが、日本の歌手や芸能人も

しっかりとしていると思った。歌で本当に人を元気づけていて、感動のコーナーに仕

上がっていた。 

 

○ ４月１１日(金)のドラマチック関西「届け！みんなへの応援歌～シンガーソングラ

イター・近藤夏子～」について、「週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！」のレギュ

ラー出演者で、この番組企画のひとつである、視聴者の依頼に応えて応援歌を作る

「Song For You」に出演している近藤さんを取り上げていたが、この番組で、近藤さ

んが大阪に出てきてストリートライブを重ねながら、ついにメジャーデビューを果た

し、今日の姿があることを知った。この新番組の初回に近藤さんを取り上げたのはこ

の番組の「関西に根ざして日々前向きに生きる人々の姿を見つめ、お茶の間に希望を

お届けするヒューマンドキュメンタリー」という趣旨にふさわしいと思った。この番

組でも「認知症の祖父の介護に苦労する母への応援歌を作ってほしい」という娘の依

頼に応えようとする彼女の曲作りの過程に密着していたが、彼女の真剣に取り組んで

いる様子に改めて感銘を覚えた。 

 

○ ドラマチック関西「届け！みんなへの応援歌」について、義理の父親の介護で心身

ともに疲れ果てている母親を励まそうと高校生の娘が母親への応援歌を依頼して、近

藤さんが苦悩しながらも前向きに頑張る曲作りの過程を描いたものだった。介護とい

う深刻な問題をあまり暗く描かずに逆に家族の絆の強さを浮かび上がらせるような

番組構成と、近藤さんの非常に誠実で明るいキャラクターがうまくかみ合って、出来

上がった曲と同様にさわやかさの残る番組に仕上がったのではないか。番組案内役の
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歌手の先輩でもある川中美幸さんのコメントや田代杏子アナウンサーが、近藤さんを

引き立てており好感を持った。今後も注目したい番組である。 

 

○ ４月１３日(日)の「ＮＨＫとっておきサンデー」に、籾井会長が出演したが、就任

会見での発言をめぐる一連の動きのあとにどういう形で出演・説明するのかと前日の

新聞報道にでていたので、関心を持って見た。会長からは反省・お詫びの言葉、そし

て今後に向けての決意表明があったわけだが、放送のタイミングとしては、ちょうど

よかったのではないか。そのための特別番組ではなく、定時番組の中で放送したのは

よかったと思う。発言の流れに沿ってコールセンターや営業センターの映像を入れた

り、アナウンサーの質問に答える形をとったり、さらに新年度の予算と事業計画の説

明へつなげていったりと演出を工夫していると感じた。 

 

○ 連続テレビ小説「ごちそうさん」について、本当に最後まで楽しむことができた。

戦前から戦後の大阪のあまり知らないような習慣や食文化、焼き氷や空襲の時に地下

鉄に避難した人が助かったなど実話のエピソードをうまく盛り込んでドラマを盛り上

げていて非常に感心した。非常に画期的だと思ったのが、「連続テレビ小説」は今まで

だいたい職業婦人が主人公だったが、老舗のおかみさんはいても、いわゆる専業主婦

というのはもしかして初めてではないか。次の「マッサン」も専業主婦だと思うが、

考えてみたら視聴者層もほとんど主婦だと思うので、おもしろいヒロイン像ができた

のではないかと思った。 

 

○ 連続テレビ小説「ごちそうさん」について、私自身の視聴パターンを思い返すと、

年度末になると非常に多忙で朝に見られない中で、ＢＳプレミアムで土曜日の朝に

「トンイ」を見て「ごちそうさん」の１週間分、翌週も「トンイ」を見て「ごちそう

さん」の１週間分と繰り返していた。職場でも「『トンイ』を見て、妻と『ごちそう

さん』を 1 週間分見る」という人がおり、週末の連続テレビ小説が定着してきている

のではないか。審議会で、杏さんのだんだん年をとったときの演技が若いころとどの

ように変わっていくのかを期待しているとコメントしたが、子どもとの関係でそれな

りの雰囲気が出ていた。そういう意味では大阪局の後期の連続テレビ小説「マッサン」

もますます期待をもって見たいと思う。 

 

○ 連続テレビ小説「花子とアン」について、ＢＳプレミアムでは１週間遅れて「カー

ネーション」の再放送が始まったが、続けて見ると大阪制作と東京制作の連続テレビ

小説の特色がはっきりわかるような気がする。大阪制作の場合は「カーネーション」

「純と愛」「ごちそうさん」など、型破りな女性がちょ突猛進するパターンだが、東

京制作の場合は、「梅ちゃん先生」や「あまちゃん」でも、やや地味な子が辛抱強く
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ひたすら頑張る。個人的には大阪制作の「連続テレビ小説」が好きで、型破りにはさ

まざまなパターンがあると思うが、東京制作の主人公を見ると「これ前もいたよね」

という感じで、今の「花子とアン」もどこかで見たという印象をぬぐえない。花子は

時々人と違う変わったことをするが、たいてい「赤毛のアン」のエピソードを転用し

ているので、「赤毛のアン」を熟読している私としては「またやっている」という違

和感がある。 

 

（ＮＨＫ側）  

「連続テレビ小説」のヒロイン像は、通常はだいたい日本で

初めてパイロットになった、医者になったというような職業婦

人である。「ごちそうさん」の企画では、“主人公は、主婦で、

料理が好きでずっとおいしいものを作り続ける女の人の一生”

ということで、どんなドラマになるか見えづらかったが、食べ

ることの大事さや生きることの基本が見ている女性層に届いた

のだと思う。１０年以上前に土曜日に一週間分放送する編成が

始まったが、忙しくて毎日見られない人だけでなく、毎日見て

いる人ももう１度おさらいで土曜日に見るという人も出てきて

いる状況である。 

 

○ 「応援ドキュメント 明日はどっちだ」は、関ジャニ∞のメンバーが進行役となっ

て明日にむかって頑張る人たちに励ましを送る番組だが、メンバー間の軽妙なやりと

りも相まって、そこで映し出されたドキュメントの中で涙を流しながら食いしばって

頑張る姿も明るく楽しいタッチに仕上がってたいへん見やすく、見応えがある。若者

の視聴者を増やすことをねらいとした番組の１つだと思うが、若手の人気タレントを

うまく活用しながらもＮＨＫらしさがしっかりと入ったよい番組だ。 

 

○ 「あさイチ」について、このごろクイズのようなものが多く、健康などを取り上げ

ているが、だんだん「ためしてガッテン」とどこに差があるのかと思うようになって

きた。「スゴ技Ｑ」では、ゲストの先生にまでポーズをさせるのはどうかと思う。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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