〈インタビュー企画〉

地域発 人気番組はこうして育てる

第4回

鹿児島で女性だけの
番組ってナマイキ？
鹿児島テレビ放送

石神由美子 氏

芝野雅子 氏
：メディア研究部（番組研究） 菅中雄一郎

インタビュー・構成

石神由美子（いしがみ ゆみこ）

芝野雅子（しばの まさこ）

全国の地域民放が制作する人気ローカルコ

今回取り上げる鹿児島テレビ放送制作「ナ

ンテンツのキーマンに，地域放送ならではの

マ･イキVOICE」は，1990 年に社内の女性達

放送戦略，番組育成法などを聞くことで，今

の「本当に女性が見たいと思う番組を作りた

大きく動こうとしている地域放送の流れを探

い」という思いが発端となって生まれた地域

るインタビュー・シリーズ。第 4 回は，鹿児島

情報番組。
「ナマ･イキVOICE」は二つの理由

テレビ放送・制作部の石神由美子ディレクター

で全国的にも注目されている。一つは，技術

と，芝野雅子ディレクター。

を除く制作スタッフは女性のみという「女性の

1990 年 鹿児島テレビ放送入社。
入社時は編成部，同年の 12 月に制作部へ異動，
「ナマ・イキ VOICE」を担当。
1998 年 編成部へ異動。
2003 年「ナマ・イキ VOICE」に復帰。
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1993 年 鹿児島テレビ放送入社，入社時は総務部。
2001 年 制作部へ異動，
「ナマ・イキ VOICE」を担当。
2004 年 総務部へ異動。
2007 年「ナマ・イキ VOICE」へ復帰。

ための女性による番組」であるという点。そし

るとか…（笑）。

て視聴者参加という演出スタイルにこだわっ

―番組を立ち上げるきっかけは何だったん

て番組作りをしている点である。毎年，公募

ですか？

で 200人もの女性番組協力者の会を組織し，

石神：社内的な事情からいくと，1990 年当時，

そこから出されるリクエストや，アイディアを

天文館という鹿児島市の繁華街にＫＴＳ（鹿

元に，多くのユニークな番組企画が誕生して

児島テレビ放送）のサテライトスタジオがで

いる。スタート当初は番組コンセプトの斬新

きることになって。そこで何か番組をやらな

さのみがクローズアップされた観があったが，

きゃというタイミングがあったんですね。

徐々にターゲットである20 〜 30 代の女性視

それと当時，男女雇用機会均等法が施行

聴者を獲得し，今や17年間続く鹿児島の名

されて，KTS で初めての女性ディレクターが

物番組として地元に定着している。

誕生したり，社内でも20 代半ばの女性社員

今回のインタビューでは，番組スタート当

が元気で，
「ようやく私達が活躍できる時代

初から制作に関わってきた石神さん，現在番

が来た！」って盛り上がってる時期で。私なん

組を中心となって支えている芝野さん，両女

かは，当時入社したばかりだったんですけど，

性ディレクターに話を聞く予定だったのだが

それを見て，ちょっと引いちゃうくらい活気に

…。そこは鹿児島という土地のお国柄，一言

あふれてましたね（笑）

申したいという社内の男性陣が途中でしばし

そんな元気な人達が「そういえば，今女性

ば登場するという，過去 3 回とはちょっと違っ

が本当に見たいと思う番組ってないから，そ

たにぎやかなインタビューとなった。

ういうのほしいよね？」って立ち上げたのが，
「ナマ･イキVOICE」の企画プロジェクトだった

時代が生み出した“女性のための番組”

んです。だから，
「ナマ･イキVOICE」はディレ
クターが中心ではなくて，アナウンスや編成，

―お二人とも「ナマ･イキ VOICE」をここまで

経理といった社内の制作以外の部署の女性

引っ張ってこられた中心メンバーなんですが，

達が中心になって企画した番組なんです。

元々は制作とは違う仕事をされていたとか？

―プロジェクトとはいえ，それぞれ番組以

石神：そうです。私は元々，編成です。

外の仕事を持った人達ですよね。どうやっ

芝野：私は総務でした。

て企画を立ち上げる作業をしたのですか？

―いきなり制作現場というのは大変だった

石神：お昼休みや，夕方の業務終了後に集まっ

でしょう？

てミーティングをしていましたね。
「自分達の番

石神：まったく別の会社に転職したくらいの違

組を立ち上げる」という目標があるので，みんな

いがありましたね。

すごい一生懸命でした。本当は業務外の仕事

芝野：「ナマ･イキ VOICE」に異動と言われた

なのに，
やらされてる感というのはまったくなくて。

時は，わあ，どうしよう…みたいな。大変な

時間を見つけては集まって，少しずつ番組

のを知ってましたから，異動した人が目に見

のコンセプトを固めていたという感じです。ま

えてやせ細っていくとか，ストレスで激太りす

ずコンセプトとテーマ，それが決まったら次は

FEBRUARY 2008

53

タイトルね，という感じで。

私達は懸けているんだと，この旗を掲げるこ

「ナマ･イキVOICE」という番組タイトルに関

とで自分達は今から闘えるんだと，他は何も

しては，実は一度却下されかけたという経緯

しないでいいから，このタイトルだけは通して

がありまして…。

下さい，と言われて。
―それで，また説得に？

ここで，KTS・40 周年
プロジェクト事務局長
川越保光氏登場

川越：ええ，もう遅い時間で社長も専務も飲
みに出かけた後だったんですが（笑），なんと
か探し出して，説得しました。それだけ，彼
女達に熱意があったんですよ。
「ナマ･イキVOICE」は 女性が作る女性の

川越：どうも，
「ナマ･イキ VOICE」を取り上

ための番組 というコンセプトですので，制

げていただいて，ありがとうございます。

作部のディレクターが 10人くらいしかいないと

石神：川越事務局長です。
「ナマ･イキ VOICE」

ころに，女性を常に 2 人〜 3人，17年間配置

立ち上げ時のプロデューサーだったんです。

し続けないといけない。これは地方局の人事

川越：どう，ちゃんと喋れてる？

ではけっこう大変なんです。まぁ，彼女達の

石神・芝野：ええ，まあ…。

がんばりに応えて，我々も少しは後押しをして

石神：ちょうど，番組タイトルのことを話して

いるということも言っておきたいと思いまして。

いたところです。

あんまり喋っていると邪魔になりますので，こ

川越：「ナマ･イキ VOICE」ってタイトルにつ

の辺で…。

いてはどう思われます？
―ええ，17 年前につけたタイトルなのに，

川越事務局長退場

あまり古い感じがしませんね。
川越：ということは，当時としてはかなり刺激

―今，川越さんもおっしゃってましたが，
「ナ

的なタイトルだったんです。

マ･イキ VOICE」の独自性として， 女性が

番組の立ち上げメンバーが，この「ナマ･イ

というのがありま

キVOICE」というタイトルを持ってきて，
「これ

すよね。同じ女性をターゲットにした番組

でお願いします」と言うんです。それで，私が

でも，男性が作るのと，女性が作るのでは

役員会に上げたんですけど，
（当時の）社長が

そんなに差がありますか？

一番難色を示して，
「鹿児島で，女性で，ナマ

芝野：「ナマ･イキ VOICE」の内容は，大きく

イキ？ それこそ生意気だ！ 」と。視聴者は受

分けると 5 つくらいのジャンルがあって，流行

け入れてくれないだろうから，タイトルだけは

情報を紹介する「情報もの」
，がんばっている

変えてくれと言われて，
「はい」ってすぐに帰っ

地元の女性を取り上げる「人もの」
，恋愛や仕

てきたんです（笑）
。

事の悩みを語り合う「お悩み相談もの」
，様々

みんなに実はかくかくしかじかで，って言っ
たら，女性達が血相変えて，このタイトルに
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作る女性のための番組
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なジャンルの「講座もの」
，視聴者と一緒に何か
に挑戦する「プロジェクトもの」があります。

ナマ・イキ VOICEとは ?
鹿児島テレビ放送（KTS）が 1990 年から放送して
いる女性向けの情報番組。現在の放送時間は，毎週
土曜日夕方 6 時 30 分〜 7 時。地 域 放送番組として
は珍しく 20 〜 30 代の女性がターゲット。KTS 本社
のロビーから公開生放送しており，毎週多くのギャラ
リーが訪れる。ローカルならではの視聴者との距離の
近さを最大限に活かす番組作りが視聴者に支持され，
番組開始から 17 年目を迎えた。

©KTS

例えば「情報もの」一つをとっても，美味し
いお店を紹介する時には，男性が取材した

生き方がまったく違うんです。男と女が違うく
らい別物なんです。

場合，お店の主人が語る料理のウンチクなん

番組がスタートした当時は，女性が本格的

かが必ずお約束で出てきますよね。女性はそ

に社会に進出し始めた時期だったから，彼女

んなのはウザったくて聞きたくない。それよ

達の悩みも独特のものがあって，仕事にして

りもっと数多くお店の情報を紹介してほしい。

も結婚にしてもうまくいかないことが多い。そ

その情報にしても料金や味もだけど，お店の

この部分は私達にも理解できるので，上手に

内装や照明，店員さんの雰囲気なんかが女

すくいとって番組の企画で取り上げるとか。そ

性にとっては重要なんですよ。細かい話をす

ういう点は，やはり女性の視点からでないと

ると，VTRに入れるナレーションの言葉尻一

見えないものもあると思います。

つにしたって，男性が心地良いと思うものと，
女性のそれとでは全然違うんです。

視聴者ニーズこそが番組の源泉

石神：「ナマ･イキ VOICE」は 20 〜 30 代の
女性がターゲットなんです。男性から見ると，

―番組スタート当初からターゲットである

20 〜 30 代の女性って一括りにしてしまいがち

20 〜 30 代の女性のニーズをつかむという

なんですけど，女性の場合，同じ世代でもそ

点にはかなり力を入れてきたということで

の人の置かれたライフステージで物の見方や

すが，具体的にはどんなことを？
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石神：スタートから繁華街にあるサテライト
スタジオから公開生放送を出していたんです。

やっても意味のない番組だと思っていて。他

そこに来てくれる人達から教えられたことが

局の番組と比べても，別に構成に凝っている

大きかったですね。

番組じゃないし，特別な演出をしている番組

最初は放送前に
「番組見に来ませんかー」っ

じゃないんです。ただ，お客さんとの距離感

て引っ張ってきて。スタートから一ヶ月，二ヶ

や参加感を大切にしたいということにはこだ

月たつと自然とお客さ

わっているつもりですし，そのことが他の番

んが集まるようになっ

組には真似できない「ナマ･イキVOICE」の強

て。やっぱり，その日

みじゃないかな，と。

のテーマによって集ま

―視聴者と番組をつなぐ仕掛けとして，公

りが 違うんで す。 公

募で番組に協力してくれる女性視聴者の会

開生放送だから，お

も作っていると聞きましたが。

客さんの細かい反 応

石神：「ナマ･イキ倶楽部」っていうんです。

も手に取るように分かる。あのVTR は興味

番組がスタートして 2 年目くらいに，スタジオ

深そうに見てたけど，これはつまらなさそうだ

に来てくれるお客さん以外にも番組のブレー

な，とか。自分が作ったもののダメな部分も，

ンがほしいね，という話になって。その方が

良い部分も，その場でお客さんの反応を見て

もっと視聴者の声を番組に取り込みやすいと

いればすぐ分かる。

思ったんですよ。

司会者やディレクターは見ているお客さんと

芝 野： 毎 年 番 組で

話をして情報交換ができるから「今彼女達が

呼 び か け て 200 人

一番感心を持っていること」を直接知ることも

の倶楽部会員を募っ

できる。これは視聴者との距離が近いローカ

てます。参加条件は，

ルならではのメリットですよね。

18 歳 以 上の女 性と

それこそ初めて番組を作るという作業を手
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私達はこの番 組は閉鎖されたスタジオで

いうことだ け で す。

探りの状態でやっている時に，視聴者のダイ

会 員はやっぱり 20

レクトな反応を知ることができたというのは，

〜 30 代の人達が中心で，ＯＬさんを中心に，

作り手としてすごく大きかったと思います。

学生さん，主婦の方もいますね。始めた当初

芝野：そういう意味で，私達はすごく公開生

は募集人数は 100 人だったんですけど。応募

放送という部分にこだわっていて。一時期，

が多くてすぐに 200 人になりました。

社内の事情で公開生放送を止めていた時期

最初にアンケートで，番組で何をしたいの

があったんです。公開生というのは，お金と

かを聞いて，それぞれの事情に合わせた番

か勤務体制の面から見るとけっこう会社の負

組参加をしてもらってます。例えば，情報提

担が大きいんですよね。でもそれは承知の上

供だけ協力してくれる人もいれば，実際にレ

で，上司に頼み込んで 2006 年の 4 月からま

ポーターとして番組に出演してくれる人もいる

た公開生放送を復活させたんです。

し，イベントものなんかでは中心になって運
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営に関わってくれる人もいます。参加の仕方

石神：その傾向は強いよね。私達が「プロ

はそれぞれ。

ジェクトもの」と呼んでいる企画は，まさに
何か面白いことをやりたいと思っている視聴

番組の顔「プロジェクト企画」誕生

者と一緒に何かをしよう，作り上げようという
企画なんです。

―呼びかけだけで 200人も参加希望者が集

―視聴者が直接参加してイベントや企画を

まるというのは驚きなんですけど，その人

作り上げていく「プロジェクトもの」は，

達は番組に何を求めてくるんですか？

今でこそポピュラーですが，当時としては

芝野：参加してくる人達ってどんな感じの人が多

かなり時代を先取りした企画ですね。

いと思いますか？

石神：今考えるとそうですね。でも正直，作っ

―けっこう目立ちたがり屋の人達とか…？

ている方としては最初から意図していたもの

石神：それが違うんですよ。まあ，いろいろ

ではなくて，視聴者と一緒に番組を作ってい

な人達がいますけど，どちらかというと特に

く作業の中から自然に生まれたものなんです。

出しゃばりとか，目立ちたがりというのでは

例えば，公共トイレの使い勝手が女性に

なくて，ごくごくフツーの人達が多いですね。

とってあまりにも悪いよね，って声が企画会

ただ，番組を見にくる人達とはちょっと違って

議で上がって，視聴者の声を番組で集約して，

いて，一歩踏み込んだところで番組に参加し

鹿児島市に新しく作られる公共のトイレへの

て，一緒に何かをやりたいという人達が多い

要望書を出そうとか，繁華街のリニューアル

んです。

に際して，女性の視点で何かお手伝いをして

芝野：いち主婦，いち OL の立場だとできな

みよう，という身近なものとか。

いことでも，番組というメディアを通じて可能

鹿児島の特産というと「サツマイモ」や「焼

になることってありますよね。普段の生活では

酎」が有名ですけど，サツマイモは生産量日

体験できない経験や達成感も味わうことがで

本一なのに，県内にはサツマイモを使ったお

きる。

菓子や料理を出すお店なんて少なかったし，

それから若い女性達の意識が変わってきた

焼酎なんて県内の女性にはほとんど飲まれて

というのもあって，例えば，昔は地方の女性っ

ないという実情があったんですね。それで，

てみんな東京の方を向きがちだったと思うん

倶楽部会員でプロジェクトを作って，サツマイ

です。でも，自分達が何もしないで「都会に

モを使ったお洒落なお菓子を開発して，実際

比べて，やっぱり鹿児島はつまんないね…」っ

に販売したり，地元の焼酎メーカーと協力し

て言っていても何も変わらないということにみ

て女杜氏組を結成して，オリジナルの焼酎作

んな気付いてきたみたいで。
「せっかく鹿児島

りに足かけ 3 年にわたって取り組んだりという

に暮らしているんだから，何か楽しいことを見

大掛かりなものまで，いろいろと幅広くやって

つけよう，楽しくなることをやろう」という風に

きましたね。

変わってきたというのが参加者の中にもある

芝野：若手のアーティスト達が作品を展示す

んじゃないかなと思います。

る「アートマーケット」という大掛かりなイベン
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トもやっているんですが，これも視聴者から

芝野：あったら私達の方が聞きたいです。

の「作品の発表の場がほしい」というメール

石神：これは元々，作りやすさが前提になっ

がきっかけで始まった企画ですね。回を重ね

てませんから。経験のある制作者なら最初か

るごとに規模や内容が大きくなってきて，多い

ら手を出さないんじゃないですか？

年は 2 万人を超える来場者があります。これ

そういう意味では私達は元々制作の人間

は番組が生み出した小さなイベントの枠を超

じゃないから，怖いもの知らずというか（笑）。

えて，鹿児島の文化の 1 シーンとしても定着し

確かに視聴者や倶楽部会員が情報を提供し

てきたんじゃないかと思います。

てくれるというメリットはありますけど，視聴
者がくれた情報でもやはり玉石混交ですから，

繁忙覚悟の視聴者参加というスタイル

無条件に信用して行ってみたら大失敗，とい
うケースも多い。やはり確認のロケハンに行か

―単に視聴者の声を取り上げるだけならと

なくちゃいけないから，作業量は倍ですよね。

もかく，一緒になって作るというのは労力

ロケも，ディレクターとアナウンサーだけで行

も倍以上かかると思うんですけど，その辺

けば簡単なんですが，視聴者と一緒となると，

何か上手くやるコツやノウハウみたいなも

声をかけて参加者を募って，日程を調整する

のがあるんですか？

ところから始めなくちゃならない。視聴者にレ

「ナマ・イキ VOICE」の
“プロジェクト企画”
プロジェクト企画は全て視 聴者からの声を元に制
作される。代表的なものとして，女性の視点から，
身 近な暮らし の 場を変 えていく 街 づくりもの 。
年間を通して鹿児島の特産品作りや開発に関わっ
たり，大規模なイベントを開催するといった 文化
もの等がある。中でも若手アーティストの作
品を一堂に集める「アートマーケット」は番組を代

振興

表する企画。スタートから回を重ねるごとに内容も
規模も充実。昨年開催された第 10 回では，95 組
のアーティストが参加し，県内外からも注目される
イベントに成長した。
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ポーターをしてもらうとなると，それこそ手をと

分けた方がいいですよね。もう少し人がいれ

るように教えてあげないといけない。これは本

ば，
運営と制作の間に線を引けるんですけど…。

当に腹をくくらないとできない仕事ですね。

「ナマ･イキ VOICE」は実質 2 人のディレクター

芝野：実際，社内でも「30 分番組なのに何で

が交代で毎週の放送を作っているので，アー

そんなに時間かかるの？」って言われたりもする

トマーケットみたいな大きなイベントものになる

んですけど，視聴者をからめることで 2 倍，3

と，運営の方が大変で，それこそ最後の方は

倍の仕事量になるんです。でもそこを無くしちゃ

ボランティアの視聴者スタッフと一緒に何日も

うと「ナマ･イキ VOICE」は普通の番組になっ

徹夜で準備していますね。その様子をカメラ

てしまうので，裏ではその分苦労してます。

が撮影するという，何かドキュメンタリーみた

制作者としては本当は，番組の演出や構成

いなロケになってます。

を追求していくべきなんですけど，私達の場
合どちらかというと，
「いかに番組を視聴者と

番組を通して視聴者とどう向き合うのか

一緒に運営するか」という部分に重点を置い
て仕事を進めていくことが多いですね。

―視聴者との付き合い方や，一緒に仕事を

―運営しつつ，番組も作るとなると，これ

していく上で気をつけていることなどあり

はかなりしんどい仕事ですね。

ますか？

芝野：すっごく大変。体力的には大変ですけど，

石神：気をつけているのは，こちらは仕事とし

これは視聴者との距離が近いローカルでしか

てやっているけど，視聴者の人達はあくまで好

できないことかな，って思いますね。

意で，ボランティアで参加してくれているとい

石神：でも本当言えば，運営担当のスタッフ

うことですね。長いことやっていると，そこを

と，それを俯瞰して番組を作るディレクターと

履き違えちゃいそうになることもあるんですが，
「参加してくれてありがとう」という感謝の気持
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ちは常に忘れないようにしています。

しまう。熱中したら，自分達がディレクターだ

芝野：みんな仕事もあるのに，夜遅くまでロケ

ということすら忘れてるんじゃないですか？

につきあってくれたり，徹夜でイベントの運営

芝野：でも，そのくらい真剣に視聴者と付き

をしてくれたりするのに，後で「参加してすご

合わないとプロジェクトものなんかはできない

く楽しかったです」というメールが来たりして，

ですよね。

すごくありがたいなと思いますね。これは絶対

井上：上司の立場から言わせてもらえば，彼女

いいもの作らなくちゃ，と逆にプレッシャーを

達は制作部のディレクターですから，参加者と

感じたりして（笑）
。

一緒に女学生のノリでイベントやお祭りをやっ
てもらっては困るんです。プロとして番組作っ
てもらわなくちゃいけないし，結果を出しても

ここで KTS 制作部
部長・井上聡一氏登場

らわなくちゃいけない。その辺の感覚がプロ
じゃないっていうか，もう見てて腹立つくらい。
ただね，視聴者と目線が一緒で，作り手だ
とか，視聴者だとか区別しないところに見て

井上：どうも！

いる人達が共感してくれたというのは，正直

芝野：制作部の井上部長です。私達の直接の

言ってあると思うんです。言葉ヅラだけじゃな

上司です。

くて本当の意味で「絶対視聴者主義」という

井上：知ってます？全国の主要都市の中で鹿

軸を持っているのはやっぱり強いですよね。

児島だけはいわゆる結婚適齢期でいうと女の

石神：視聴者参加って，視聴者から美味しい

方が圧倒的に多いんです。鹿児島は昔から人

情報だけいただくとか，うまく利用して番組を

材供給県としても有名で，結婚適齢期で働き

作る方がラクだし，本当はその方が番組を作

盛りの男はみんな他県に出て行っちゃう。残

る人間としては正しいやり方なのかもしれない

るのは女だけなんです。それで女の数の方が

ですね。

多くなって，力を持て余してるから，
「ナマ･イ

でも，参加してくれる視聴者は「利用され

キ VOICE」みたいな番組が生まれてしまう。

ている」ということにすごく敏感なんです。正

石神・芝野：えーーっ…（笑）
。

直，民放ですからスポンサーや営業も絡んで

井上：今何を話してたんですか？

くる場合もあったんですけど，企業側の意図

―視聴者参加番組を作る上での苦労を聞い

が見え見えだったりすると，みんなすごく敏

ていたんですけど。

感で，
「もしかしたら私達利用されているんで

井上：この人達はね，いい意味で素人，悪い

したらやめます」ってスッと引いちゃうんです。

意味でも素人か？

だから，こちらの都合や社内的事情はでき

目線が 視聴者と一緒に

なってますもん。
視聴者参加といっても，プロの制作者なら
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るだけもちこまない。真摯に「あなた達を利
用しているんじゃない」っていうことを見せて

ある程度のところで割り切って番組作りますよ

いかないと，向こうもわざわざ時間を割いて，

ね，それを視聴者とどこまでも一緒に作って

番組に協力してくれたりはしないんですよ。
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井上：何かいい話になってきたな。でもね，この

芝野：逆風はすごいですね，だから，そこと

人達の面倒見る我々も大変なんですよ，
ホントに。

の闘いが…。

ラーメン屋紹介するのに，味なんか少々悪

石神：すごい疲れる（笑）
。

くてもいいから，店の雰囲気や，カッコイイ店

芝野：17 年続いているんですけど，その間に

員がいる店がいいなんて選び方するし，奄美

は実際何度も番組廃止の話も出ているんです。

大島にきれいな公衆便所があるからってわざ

もう女性もかなり進出してきているし，この番

わざ便所撮るのに飛行機に乗ってロケに行っ

組の役目も終わったとか，別にいまさら女が作

たり，カチンとくることばっかりです（笑）。

ることにこだわる意味はないんじゃないの，と

まあ，スタート当初とは女性を取り巻く社会

か。でも，まあタイミング良く番組が賞をもらっ

事情も変わってきていて，その中で番組の目

たり，上層部が変わったり（笑）
，運よく続い

的も変わってきているだろうし，その辺を彼女

てきたというか。

達がどう考えているか本音を聞いといてくださ

芝野：番組は終わらせちゃいけない，という

い。俺が側にいると喋りにくいでしょうから…。

気がして。それは先輩達が長年守り続けてき
たものだからということではなくて，やっぱり

井上制作部長退場

視聴者に対してなんですけど。
石神：そうですね。これまで鹿児島の女性達
そうですね。これまで鹿児島の女性達
が何年も付き合ってくれて，彼女達のおかげで

17 年目を迎えた番組の抱える課題

ここまでやってこられた番組ですから，もう自分
達だけの番組ではなくて，彼女達の番組でも

芝野：話があっちこっち飛んで大変でしょう？

あるんです。それがあるので簡単に終わらせて

―いえいえ，でも想像していた以上に女性

「はい，次の番組」という気持ちにはなれない。

だけで作るってことは大変なんですね。
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もし番組を打ち切って別の番組を立ち上げ

き，こうあるべきという提言型の番組がもの

ても，ここまで視聴者を取り込むことは無理

すごく多いじゃないですか。じゃあ，それが

だと思うんです。それこそ17年かけて蓄積し

実行できるかといえば，提言だけしといて終

てきたものをゼロにすることを覚悟しないと。

わりですよね。

―その一方で，井上さんが指摘したように，
スタート当時とは女性を取り巻く状況も変

みようと。実際に動いてみて，小さなことでも

化した中で，今後の番組の方向性をどうす

いいから，ここまでできた，ここまで変われ

るのかということも問われてますよね？

た，ということをやりたいんです。立派な先

石神：そうですね。番組が始まった頃は，男

生や文化人のオジサン達みたいにすごい提言

女雇用機会均等法の施行もあって「男尊女卑

はできないけれど，女性の視点から鹿児島を

の呼び名の高いこの薩摩の地で女性が物申

楽しくしていく手伝いを番組を通してやってい

す！」みたいな強烈な印象のある番組だったと

けたらと思っています。

思うんですけど，それは時代の変化と共に変

芝野：今の若い人達って地元・鹿児島が大好
今の若い人達って地元・鹿児島が大好

わってきました。今そんなことをやっていると

きな子達が増えてきているんです。ちょっと前

暑苦しいし，肩肘張った女は女の敵だったりし

までは中央志向だったんですけど，今の若い

ますからね（笑）
。視聴者と一緒に作っていく

子達は，お金がなくても，不便でも，鹿児島

番組ですから，内容も時代に応じて変わって

で楽しく暮らしていくための方法を考えるとい

きているんですが，そのことで今の「ナマ･イキ

うことをすごくやり始めてて。こっちが「えっ，

VOICE」は個性が薄くなっていることも確か

そんなやり方あったんだ…」みたいな驚きも

ですよね。

あって。これからは，そういう子達と番組が

芝野：時代が変わってきたことで，テレビに

つながっていけたらいいなと…。

求められることも変化しましたよね。昔は何

―お二人とも長く番組には関わっていらっ

か新しい情報がほしいというとテレビでしたけ

しゃるんですが，最近の若い子の感覚には

ど，今はネットで何でも分かりますし，テレビ

ついていけないというか，世代のギャップ

に求められるのは情報だけじゃないと思うん

を感じることは無いですか？

です。視聴者が求めているのってもっとリアル

芝野：それは無いですね。逆に新鮮に感じる

なものというか，例えば実際に番組に参加で

くらい。

きたり，日常では味わえない達成感を味わえ

石神：そうですね。私は 9 年前に一度番組を

たり，というのもその一つですよね。そういう

離れまして，そのチャンスに結婚して，一人

ものを提供する役割の番組でありたいし，そ

目の子供が生まれたところでまた番組に復帰

ういうものを求めている人達が楽しんだり，夢

したんですが。母親になったから，若い子達

中になれるものを「ナマ･イキ VOICE」は提供

の感覚についていけないとかいうのはなくて，

できると思っています。

逆に家庭とはまったく違う世界を見られて楽し

石神：今のキー局の番組を見ていて思うんで

いくらい（笑）。

すけど，割と言いっ放しというか，こうするべ
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私達は提言だけじゃなくて，本当に動いて
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逆に若い頃は，20 代後半や 30 代の女性の

悩みとかが分からなかった部分も正直あった

しかし，その一方で「ナマ･イキVOICE」が

んですけど，今はちゃんと理解することがで

鹿児島の視聴者から長年支持され，愛されて

きるようになりましたし。

きたことも事実である。テレビの常識だとか，

―それではまだしばらく番組とは離れられ

番組作りのセオリーだとか，会社の都合だと

ないですね。

か，そんな男性が築き上げてきた土俵に乗ら

石神：それはちょっと微妙…（笑）
。番組とと

なかったからこそ，男性には理解できない部

もに育ってきたようなもんですから，かなり思

分があったからこそ，
「ナマ･イキVOICE」は

い入れはありますよ。でも，番組の将来のこと

ここまで視聴者に支持され，長く続けてこら

を考えたら本当は若い人達が入ってきて，やっ

れたのではないだろうか。

てもらった方がいいですよね。

放送のデジタル化により「視聴者参加」と

芝野：そうですね，そろそろバトンタッチを，

いうスタイルは，今後の番組のあり方を考え

というのが正直なところですかね。

る上で重要な要素となりつつある。ウエブ全

でも，大変だというのがバレちゃってるか

盛時代を迎え，これからのテレビの役割や，

ら，最近若手に人気ないんですよ（笑）。

地域放送の可能性を考える上で，
「ナマ･イキ

石神：最近っていうか，かなり前からなんです

VOICE」は多くのヒントを含んでいる。様々な

けどね（笑）。

課題を抱えつつも，鹿児島テレビ放送の女性

―まだしばらく番組とはお付き合いするこ

達が番組をどの方向に導いていくのか，今後

とになりそうですね。お二人とも今日は忙

も注目していきたい。

しいところ，ありがとうございました。
過去の3 回に比べて，今回はいろいろな意
味で考えさせられることの多いインタビューと

（すがなか ゆういちろう）
インタビューシリーズ「地域発・人気番組はこうして
育てる」第 5 回は，毎日放送の三村景一さんにお
話をうかがう予定です。

なった。井上部長が指摘したように，いわゆ
る番組制作の常識からすると「えっ？」と驚か
される部分も多かった，というのが率直な感
想である。

〈お詫びと訂正〉
12 月号の第 3 回の本 文で北 海 道テレビ放 送の嬉
野雅道さんのお名前を「雅通」と誤記しました。正
しくは「雅道」さんです。
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