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平成２４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、２１日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の番組審議会での答申を受け「平成２４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２４年度近畿

地方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。 

続いて、事前に送付し視聴してもらった、歴史秘話ヒストリア「“カワイイ”に恋し

て～中原淳一と“カーネーション”の時代～」、かんさい発 震災特集「希望の灯り～神

戸と東北 遺族の交流～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

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

議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

       中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

弘本由香里  

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

 

（主な発言） 

 

＜歴史秘話ヒストリア「“カワイイ”に恋して～中原淳一と 

“カーネーション”の時代～」（2 月 15 日(水) 総合 後 10:00～10:43 について＞ 

 

○  中原淳一の名前は聞いたことがあるが、詳しくは知らなかったので興味深く見た。

彼の影響が現代漫画の人物描写や、元祖“カワイイ”ファッションにつながっている

こと、また、雑誌「ソレイユ」を通して、戦後の家庭婦人に与えた影響が現代にも伝

わっていることが分かった。「歴史秘話ヒストリア」は、歴史上の人物、実績に焦点

を当て真相を解き明かすことで、それまで知らなかったことを知ることができる楽し

みな番組のひとつである。 
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○  連続テレビ小説「カーネーション」が３月末で最終回を迎えるということで、ドラ

マのモデルである小篠家にも多大な影響を与えたと言われている中原淳一の生涯を

追ったのは非常にタイミングがよかった。中原淳一の生涯をコンパクトにまとめてお

り、改めて理解を深めることができた。瞳の描き方について、戦前ははかなげで誰か

に守ってもらうのを待っているような瞳に対し、戦後は女性が自分の力で生きる道を

切り開く、女性の強い意思を反映した力強い瞳に変化したというのは得心した。戦後

発行された「ソレイユ」は、多くのファッションデザイナーに影響を与えたというこ

とで、改めて彼がすばらしい才能の持ち主なのだと認識した。「歴史秘話ヒストリア」

では、何百年前の歴史上の人物もさることながら、今回のように私たちが少しでも

知っているような人物を取り上げてもらえると、わかりやすくおもしろさも増してく

ると思うので今後も期待したい。 

 

○  中原淳一の残した業績とともに、本人が制作した人形や絵といった作品の移り変わ

りを見ることで、彼の人生を知ることができた。近年の人物を主人公に、その時代背

景や当時の映像、残存している資料を十分に活用し、連続テレビ小説「カーネーショ

ン」とも連動させるなど、大変興味深く見た。戦時下という厳しい状況の中でも、自

分の信念を貫き通し、少女たちに夢を与え続けてきた彼の人生が、ヒストリア風に描

かれており、田辺聖子さん、コシノヒロコさん、浅丘ルリ子さんたちのインタビュー

も交えながらその当時の話を聞くということも、よい効果を出していると感じた。 

 

○  ドラマの映像を活用するなど連続テレビ小説「カーネーション」の時代と連動させ

ることで、立体的に時代を感じ取れるような構成であった。題材を近代に求めたこと

で、映像資料や本人の肉声などの資料がたくさん残っており、盛りだくさんの内容で

おもしろかった。しかし、「ベルサイユのばら」を現代の少女漫画と紹介していたが、

もう４０年も前の作品で、少し違和感を持った。渡邊あゆみアナウンサーの着物の柄

や髪型が、当時の時代を反映したもので、雰囲気全体が統一されておりよかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

「歴史秘話ヒストリア」について、これまでは戦国時代もの

などを多く扱ってきたが、今後は今回のような昭和史ものにも

取り組んでいきたいと考えている。資料は豊富に残っており、

その人物を知る人の生の声も聞くことができ、今回の番組のよ

うに中原淳一を知らない人でも、親しみの持てる内容となった

のがよかった点だと考えている。また中原淳一を取り上げるに

あたっては、連続テレビ小説「カーネーション」が放送中だと

いうことを十分に意識した。 
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○  連続テレビ小説「カーネーション」の時代と並行して見ることができた。中原淳一

のすぐれた才能は、洋服のデザインだけではなく、多方面に発揮されていたが、その

才能は、幼い頃からの経験によるものなのだろうと感じた。ファッションデザイナー

というと、手の届かない世界の人と感じるが、彼の生き方を見ていると接しやすい人

物であったのではないかと感じた。コシノヒロコさんなど、多くのデザイナーに影響

を与えたということだが、その背景にはいろいろな経験があったのだと思う。 

 

○  中原淳一の生き様がうまくまとめられていた。服飾への思いのみならず、幼いころ

から周りの人たちとは違う価値観を具体的な形にするたくましい行動力と才能の豊

かさという、まさに連続テレビ小説「カーネーション」の主人公と重なるものを感じ

た。そしてその力が、戦後の日本復興を支えた女性たちの元気の源になったのは間違

いないと思う。晩年、病の床で作り続けた人形から人を愛する心の大切さということ

を感じたとのことだが、幼児虐待やいじめが横行する現代社会の中で、とりわけ我々

が大切にするべきものだと思う。 

 

○  番組としてはよくできていると思うが、男性が女性を描き、そして男性を描くよう

になったというのは、戦中・戦後においてかなりのマイノリティーであったと思う。

そのような状況の中、才能が輝いてしまった中原淳一には、不幸、あるいは悲しみの

ようなものを感じた。今回の番組では、あくまで今日的な視点で描かれていたが、戦

中・戦後という時代にそのような表現者になってしまったことへの複雑な心情、感性

などに個人的には大変関心がある。近代史、昭和史を描く際には、必ず戦中・戦後の

問題を通過しなければならない。戦中・戦後の時代に、個性的である、表現にたけて

いるということは、ある意味で抑圧されてきたわけであり、それを今日的な視点で見

てしまうと、戦中・戦後も結構ハッピーだったのだと思われてしまう。戦中・戦後の

時代の中で、マイノリティーが生き抜いてきたたくましさなど関心があるところであ

り、ぜひそういった視点で番組を制作してもらいたい。 

 

○  中原淳一について、かわいい絵を描いていたことは知っていたが、それ以上のこと

は知らなかったのでとても新鮮に見た。戦後のアメリカ的消費文化の普及とは似て非

なるところがあり、むしろ、伝統的な文化のよさというものを自身の提案の中に盛り

込んでいる点や、ファッションやライフスタイルを通して、女性の自立や誇り、また、

人間が生きるために必要なものは何かといった、深い問いかけがあるところなど、改

めて教えられることも多くよい番組であった。 
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○  戦前、戦中・戦後の女性の生き方やライフスタイルに大きな影響を与えた中原淳一

の生涯を追うことで、日本の元祖“カワイイ”がどのような時代背景のもとで、どの

ような困難と立ち向かいながら今日に至ったのかを興味深く描いていた。どのような

状況にあっても、絵や服装を通じて、民衆自身が主体的に楽しみ、自らを解放するこ

との手助けをした中原の信念ある生き方に感銘を受けた。「歴史秘話ヒストリア」の

構成らしく、時代背景の変化と主人公の心の動きや考えの変化について、歴史的な映

像を効果的に使いながら描いているところがとてもよいと感じた。中原の画家として

のセンスに大きく影響を与えた、母親がキリスト教の牧師館で働いたことがきっかけ

で、アメリカのファッションを目にするようになり、自ら洋裁もできるようになった

というエピソード、中原が世界的なファッションデザイナーのコシノ三姉妹をはじめ、

多くの人々に影響を与えていった点が大変興味深かった。晩年の闘病生活中に、男性

の人形をつくるようになったことが紹介されていたが、この点については、その背景

も含めてもっと掘り下げてほしいと感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

今回のような昭和史を描く場合、資料は豊富に残っているが、

取り上げた人物が複雑な人生を送っていたり、家族関係が複雑

だったりする場合、遺族や関係者に配慮するという面もあり、

その人の本質をそのまま描くというよりは、その人が残した社

会的功績などを中心に描いて、見てもらった人が何かを感じる

構成にすることもある。引き続き、今回のような昭和史、近代

史で番組を制作していくので、今後もご意見をいただきたい。 

 

＜かんさい発 震災特集「希望の灯り～神戸と東北 遺族の交流～」 

（3 月 9 日(金) 総合 後 8:15～8:40 近畿ﾌﾞﾛｯｸ）について＞ 

 

○  共に震災で大きな被害を受けた神戸の白木利周さん、そして東北の後藤幸誠さんに

焦点を当て、２人の心情を丁寧に伝えていた。白木さんの差し出がましくない、一歩

引いたような感じで接していく気持ち、それから後藤さんの希望の灯（あか）りへの

複雑な気持ちもよく伝わってきた。あれだけの大震災が被災者一人一人に与えた痛み

や悲しみは、おそらく癒えることなく続いていくであろう。被災地から遠く離れて無

傷だった我々が被災地、被災者に対して、どう接していけばいいのか、改めて考えさ

せられる番組であった。おそらく後藤さんが希望の灯りへの取り組みから一歩引いて

しまったのは、予想外な出来事であったかと思うが、結果的には、東北の被災者の心

情をより鮮明にしてくれた。 
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○  実際に亡くなった人を身内に持たない我々は、身内を亡くした人たちと同じ気持ち

になることはできず、彼らに寄り添うことしかできない。そのような中、希望の灯り

というのは思いをつなぐ象徴的なものになると思う。神戸から東日本にも分灯されて

いくことで、日本全体で想いがつながっていくのではないかと感じた。また、希望の

灯りというのは、永遠の灯（ともしび）であると、灯りの炎を見ながら感じた。震災

関連の番組の中でも秀逸な番組であった。 

 

○  共に身近な人を震災で失った人たちの交流の過程が、見る側に分かりやすく段階的

に追われており、当事者たちの心の変化が十分に察知でき、心の痛みが伝わる番組で

あった。阪神・淡路大震災の遺族を支え続けた灯りで、これから東日本大震災の遺族

を支えていこうという気持ちが十分に感じ取れる感動の番組であった。また、余韻が

残る番組のナレーションも印象的であった。 

 

○  阪神・淡路大震災の被災者の、その後のドキュメンタリーの部分もあり、関西なら

ではのアプローチの番組であった。東日本大震災の被災者に対して、同じつらい経験

をした人にしか分からないことだが、寄り添うことしかできないということを感じさ

せられた。1 年過ぎたとは言うが、進んでいく時間というのは、全く同じではないと

いうことがはっきりと分かった。また、復興支援について、それぞれの人にしかでき

ない、それぞれの役割があるのだということも再認識できた。 

 

（ＮＨＫ側）  

東日本大震災で大切な人を亡くし、癒えることのない心情を

番組担当者がきちんと追った番組だったと思っている。白木さ

んと後藤さんの交流の中で、音信不通になった後藤さんに対し

て白木さんが、「焦らなくていい。元気でよかった。」というや

りとりは、それだけで思いが伝わってくる場面であった。今回

は関西向けの番組であったが、今後追加のロケなどを行い、全

国発信ができるよう準備をしているところである。関西の視点

で、東日本大震災の復旧、復興、そして、その後を継続して伝

えていきたいと考えている。 

 

○ 希望の灯りがともされ、今回の被災者の後藤さんのほっとした明るい表情が出たの

はよかった。神戸の灯りは私たちにとって身近なものだが、東北の人たちとの絆が

しっかりと結ばれたのを見て、少しでも役にたったのではないかと感じた。 
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○ 同じような震災体験を持つ人たちの苦しむ姿、そしてそこから抜け出すために懸命

に頑張る姿という、ある意味対局的な姿が、うまく映し出された見応えのある内容で

あった。神戸の希望の灯りを通じて、遺族たちの交流から立ち直るきっかけをつかん

だ白木さんの自らの体験を、東北の人たちのために役立てたいという強い思いが感じ

られた。また、被災者の心の支えとなっている希望の灯りの果たす役割が、被災体験

のない者からは想像できないほど大きいものであると感じた。そのような気持ちを理

解できる存在としての神戸と東北の関係は、数多くの被災者を苦しみから救い、そし

て、復興に向けた支援につながるものだと感じた。 

 

○  自然災害の被害者というのは、誤解のある言い方かもしれないが、ある意味で非常

に公共的な存在となっているのではないかと感じている。被災した経験をどのように

語り伝えていくのか、自然災害の遺族の方々の再生のプロセスを見ていると、最も宗

教的な祈りに近い感性を感じる。ただ、１７年という時間と１年という時間の違いが

ある中で、そう簡単に分かり合えるのかと疑問を感じた。１年という時が過ぎ、まだ、

ためらいがちに距離を取りかねている東北の方たちと、１７年過ぎたからこそ、強い

連帯意識を持つことができた神戸の方たちとの間には、目に見えない壁があるのでは

ないか。それを 1 年目という節目で、無理やり引き合わせてしまうということがよい

ことだったのだろうか。もっと時間をかけて追いかけ、後藤さんの心情にもっと寄り

添っていかなければならないのではないか。番組が取り持ってしまったという印象が

残り違和感があった。また今日の日本は、宗教なき時代に入っており、祈りの意味が

非常に揺らいでいる。今回のような大きな災害の後に起こるさまざまな追悼の行為と

いうのは、宗教なき日本において、宗教的な価値を帯びるものだと思う。今日の宗教

家たちはどのような役割を新たに生み出していくのか、関心を持っている。 

 

○  共に、被災地、被災者である神戸と東北の関係性の中に、カメラが入っていくとい

うことについて、どれくらい議論されているのだろうか。また１年という節目に人を

追い込んでいく、あるいは、演出しているように見えてしまい、そのことに心が痛ん

だ。今回の番組に限らず、いくつかの番組でも同じような思いをした。こうした被災

地、被災者との関係性を取り上げる場合は、かなり慎重でなければならないと思う。

もちろん、メディアには伝えるという義務、責任があり、今回の経験を生かして伝え

ていってほしい。災害報道のありようを考えていかなければいけないのではないか。 

 

○  悲しみをわかちあい、ともに歩んでいきたいという神戸の遺族の思いの一方で、東

日本大震災から 1 年後の東北の遺族には重すぎる現実も番組中で示されていた。とく

にとりつくろうわけでもなく、自然に東北の被災遺族の気持ちが前面に出されていた。

希望の灯りを神戸から送り、つらい気持ちを共有しながら、前を向いて頑張ってゆこ
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うと訴えかけるが、東北の男性にとっては、現段階では、そのように考えるには、時

期的にはまだ重すぎるし、無理だという心情が淡々と描かれており、共感できた。思

いやりの押しつけではなく、人々が自発的に自らを外に出す時が来るのを待つことの

大切さを強調しており、震災復興関連の取り組みの中で独善的になりがちな人々の営

みに警鐘を鳴らしている点もよかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

今回の番組は、去年の８月に希望の灯りを岩手県陸前高田市

へ分灯するという取り組みが始まることをきっかけに、１７年

目となる阪神・淡路大震災に関する取材の一環として取材が始

まった。結果的には、東日本大震災から１年となる３月１１日

(日)の直前に放送したが、東日本大震災から１年での放送が先

に決まっていたわけではなく、３月１１日という節目にありの

ままを伝えたということをご理解いただきたい。また、先述し

たが、継続取材を行う予定であり、今回のご意見を踏まえ、引

き続き番組を制作していく。 

 

○ ３月９日(金)のかんさい発 震災特集「震災から学んだこと～若者たちが見た１．

１７●３．１１～」（総合 後 7:30～8:13 近畿ﾌﾞﾛｯｸ）について、かんさい発 震災特

集の第１部として放送されたが、東日本大震災後、多くの若者が被災地でボランティ

ア活動をする中で、若者たちが大震災をどう受け止めて、自分たちが体験したボラン

ティア活動についてどう考えているか、ということについて関心があったので興味深

く見た。若者たちの発言内容は、いずれも自分のボランティア体験をもとに、実感の

こもった言葉であり、彼らが本当に多くのことを考え、学んだということがよく分か

る内容であった。１．１７から３．１１を見る視点というのは、関西の放送局ならで

はの視点である。しかし、一歩間違えると、非常に違和感が残ってしまう。例えば、

ボランティア活動で、いろいろな迷いや葛藤が起こるのは当然だが、予定調和的な進

行がそれを単なる美談にしてしまい、この番組の本来の狙いを台無しにしてしまった

のではないか。番組の意図はよく分かるが、若者たちの声よりも、若者たちの心の揺

らぎや悩み、不安こそを大事にすべきだったのではないか。お笑い芸人が進行役とい

うのは、最初はどうなのかと疑問もあったが、番組を見ると違和感なく、また、平松

愛理さんの出演も、進行役・まとめ役としてよかった。 
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（ＮＨＫ側）  

いろいろな震災関連番組がある中、若い人たちの本音に迫ろ

うというアプローチの番組という点では意味があったと思う。

ただ、スタジオでそれぞれの話を聞いていく手法も含めて、全

体を深めていくという部分では物足りない部分もあった。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ２月１７日(金)のかんさい特集「映像歴史バラエティー 保存版！懐かしの上方漫

才」について、ラジオで漫才を聴いていた時代のものが映像で見られて非常にうれし

かった。漫才ブームとあるが、“ブーム”ではなく、むしろ“文化”であると積極的

に評価してもよいのではないか。そういった意味では、関西の歴史の一つとして全国

にも発信できるような切り口でもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

金曜夜８時台に、関西の文化としての芸をきちんと見せる番

組も必要であろうと放送した。２４年度も、上方演芸の世界を

紹介する番組は、内容時間を長くするなどして、見やすい時間

帯に特集番組として編成する予定である。また桂三枝さんが７

月に桂文枝を襲名されるが、関連番組の編成も考えている。 

 

○ ２月２０日(月)のドキュメント２０ｍｉｎ．「オーストラリア人が見た ｍｏｃｈ

ｉｍａｋｉ 餅まき」について、餅まきを生きがいとしている野田惠津子さんとクリ

ス・ソシクさんとの会話の、ほのぼのとした感じが自然体で出ており、２０分間がと

ても短く感じた。県内最大規模の餅まきが行われる須賀神社のシーンでは、カメラを

いろいろな角度に設置し、餅を拾う人々の動きをダイナミックに撮影しており、餅ま

きのおもしろさを一層感じることができた。また、クリスさんの流ちょうな関西弁の

ナレーションもとても味わいが出ていてよかった。音楽も番組とマッチしていて、心

地よく見ることができた。 

 

○ ２月２６日（日）の「“がれきの街”からのエール～神戸から南三陸町へ～」（総合 後

4:45～5:28）について、民間レベルで、このような尽力・支援をしていくことについ

ては、１７年前の震災の教訓やいろいろな教えが生きていると思う。しかし、国や県

の行政は、仮設店舗だから補助金は出せないなど、長期の都市計画にばかりに目が向

けられ、あすのことさえままならない被災者をどう救済するかという視点が欠けてい

ることを今回の番組では、“補助金が出ない”という一言を入れることで訴えているの
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ではないかと強く感じた。商店街オープンの日はあいにくの大雪だったにもかかわら

ず、たくさんの人たちが来たということは、商店街の人たちはもちろんのこと、被災

者の人たちも待ちに待ったオープンであったのだろうと思う。行政にもそれを見て、

１７年前の阪神・淡路大震災の体験談、経験が大切なことであると認識してもらいた

い。このようにいろいろな局面を地道に取り上げ番組にするのはＮＨＫにしかできな

いと思うので、今後も丁寧に追いかけ、記録を後世に残してもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組は１月１７日(火)のＮＨＫスペシャル「阪神・淡路

大震災１７年 東北復興を支えたい～“後悔”を胸に～」と連

動した番組であった。「ＮＨＫスペシャル」では、仮設商店街が

オープンする前であったが、２月２５日(土)のオープンに合わ

せて、追加のロケを行い全国放送した。引き続き東日本大震災

からの復興、復旧に向けての取材については継続していく。 

 

○ ３月１日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 桜だけじゃない！奈良・吉野」について、

社寺の案内もなく、桜もないという、通常、旅行業者が吉野を紹介する時には考えら

れないくらい思いきったセレクトで吉野の魅力を紹介していたが、吉野建や葛や和紙

という話題だけでも数多く紹介することがあるのだと工夫されており、感心した。た

だ、金剛蔵王大権現の特別開帳を最後に紹介していたのはよかったが、もう少し詳し

く紹介してもよかったのではないか。ナビゲーター役の奈良局の北村紀一郎アナウン

サーがアイスクライミングに挑戦している場面などは、手に汗を握りながら見ていた

が、たった３ｍだけだったというオチもついて、北村アナウンサーのファンになった。

笛木優子さんはセリフがなくても、何か伝わるものがあるという雰囲気のある女優で、

笛木さんの美しさも堪能させてもらいながら見た。 

 

○ ３月６日(火)のニュースＫＯＢＥ発「インタビューコーナー・大相撲力士・妙義龍

に聞く」について、ゲストの兵庫県高砂市出身の妙義龍関に、非常に的確な質問をし

ており、良質なインタビュー番組に仕上がっていた。期待されて各界へ入り、順調に

勝ち上がっていた妙義龍関が、左ひざに大けがをしてしまい、３場所の休場を余儀な

くされた際には、本人は悩んでいたと思う。自分を支えてくれる人がいるということ

を実感して感謝の気持ちを持ったという話をしていたが、そのような兵庫県出身の力

士が出てくれて非常にうれしく思っている。 
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○ ３月６日(火)の茶の湯 藪内家 春と出会う茶の湯 第１回「光の茶室“燕庵”で

春を感じる」について、一服のお茶のために鍛錬を積んでゆくことの奥深さ、幅の広

さはなかなかのものと感じさせられた。千利休と古田織部の茶室へのこだわりの違い

についても専門家の解説を聞きながら番組を進めているところが、まさに極意につい

て理解するための助けとなり、親切な構成であった。お茶の世界は全く素人だという

人にとっても親近感が持てるようにと、一橋アナウンサーを起用したことも効果的だ

と感じられた。まさに茶の湯の奥深さをかいま見ることができ、興味深く見た。 

 

○ ３月７日(水)のおうみ発６１０「防災キャラバン」について、防災の備えと、災害

が起きた場合の対処についてどうするかということを、ポイントを整理して、具体的

な事例に則して、要領よくまとめていた。地域放送局として、県民の防災意識を高め

るうえで、また、防災への具体的な取り組みを考えるうえで、有益な番組であった。 

 

○ ３月６日（火）のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「気仙沼 人情商

店街」（総合 後 10:00～10:49）について、被災者の復興に対しての挑戦、挫折の複雑

な心境がうまく映し出されていて、ほかの番組とは異なる希望を感じさせる内容だっ

た。不満・愚痴を胸にしまい込んで、黙々と前だけを見ながら、仮設商店街の実現に

取り組む南町青年会会長の坂本正人さんの姿に、リーダーのあり方、また、その周り

の人たちの役割など、いろいろと考えさせられた。仮設商店街の建設から運営に関し

て、互いに協力し合いながら取り組む人の姿から、本当の絆のあり方を見た感じがし

た。この取り組みは、ほかの商店街の再生のモデルケースにもなると思う。よいもの

を横に広げていくということも、メディアの一つの役割であろうし、この番組からそ

のように広がっていければと感じた。３月１１日(日)の前後は、震災関連番組が数多

くあったが、いろいろな角度から番組が作られていた。また津波の映像が映される前

には、「これから津波の映像が映ります」と必ず事前にテロップやコメントが入るなど、

番組制作にも配慮があった。 

 

○ ３月９日（金）のＮＨＫスペシャル ３．１１あの日から１年「南相馬 原発最前

線の街で生きる」（総合 後 10:00～10:57）について、もはや文学の域に達している番

組で、震災関連番組の中で最も感嘆した。福島県の南相馬市に限らないが、地方都市

に生きる若者たちの悲しみという、若者の声をあのようにリアルに切り取っていく、

そして、何の批評も解説もしないという演出には本当にすばらしいものを感じた。「こ

こで生きて、ここで死んでいくんだ」という若者の言葉には、告発するわけでもなく、

批判するわけでもなく、ある種の諦観、惰性を感じ、より今回の問題が以前から続い

てきていたということが、心にしみこんできた。ツイッターでもかなりの評判になっ

ており、ぜひこのような良質な番組を今後も期待している。 
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（ＮＨＫ側）  

３．１１関連の「ＮＨＫスペシャル」について、貴重な意見

をいただいた。非常に深い取材で、取材者、制作者の思いがこ

もったものだったと思う。引き続き、ＮＨＫ全局を挙げて復旧

や復興の課題、また被災者の方々の思い、そして取り組みを取

材していく予定なので、ご意見をいただければと思う。 

 

○ ３月１０日（土）の「３月１１日のマーラー」（総合 後 11:00～11:53）について、

非常にすばらしい番組であった。人間はどんな危機的な状況にあっても何かを表現し

なければならず、表現することによって救われるものだ。音楽そのものには、何も解

決する力はないが、悲しみとは何かを理解させる力はあるという。直接、被災者の前

で演奏するということもあるかもしれないが、日本人や日本に暮らす人たちが、抱え

てしまったあの日のトラウマを癒やすために、大小問わず、全国各地で音楽やいろい

ろなアート活動が行われてきたと思う。１年過ぎたこのタイミングでこの番組も放送

されたが、今後も、このような切り口の番組をぜひ放送してほしい。 

 

○ ３月１８日(日)のＥＴＶ特集「生き残った日本人へ～髙村薫 復興を問う～」につ

いて、一人の作家の思索だけで、物事を伝えるのはかなりチャレンジングな番組だと

最初は感じたが、なかなか率直に言えないことを踏み込んで語っていたのは、意味の

あることだと感じた。また、被災地の取材から「将来を思えば、自分の家を直すこと

より、教育にもっとお金をつぎ込んでほしい」という漁師の方の発言や、「担い手がい

なくなる農地をもとに戻す必要はないと思っている」という農家の方の発言が、その

場所に実際生活している人たちから出てくるという現実をきちんと受け止めなければ

ならないという、頭をガツンと打たれるようなメッセージ性を感じた。番組は３月１

１日に収録したものらしく、高村さんが音楽に身を沈める様子で終わり、震災から 1

年の情緒を含め、番組として作り込みたかったのだろうという意図は分かるものの、

もっと直接的に３月１１日当日に放送をぶつけるという形で、社会に投げかけてもよ

かったのではないか。 

 

○ 「中学生日記」が終わってしまい非常に感慨深い。３０歳を過ぎてからおもしろい

と感じていたので、実際に１０代の人たちに見てもらうという意味では、番組として

の役目は終わっていたのかもしれない。ただＥテレと「中学生日記」はイコールの関

係で受け止めていたので、時代が変わっていくという思いがいっぱいである。今後、

新しく１０代の子どもたちが主役の番組を制作するということだが、期待している。 
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○ ＢＳプレミアムの「額縁をくぐって物語の中へ」について、非常にユニークな番組

である。２月１３日(月)から１７日(金)は「北斎と富士」をテーマに放送していたが、

富嶽三十六景の知らなかった部分を映像で見事に教えてくれた。非常によい番組だと

思っていたが、４月の番組改定で新作の放送がなくなるようで残念である。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年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、１５日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度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２４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、子かんさい熱視線「大阪“グレートリセット”～

検証 橋下市政１か月～」、かんさい特集「進め！突撃ッズ クイズ かんたんやで～！」

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 ）  

 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

       中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

弘本由香里  

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２４年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」について＞ 

 

○  今、メディアの役割の重要性が増している。とりわけ信頼度の高いＮＨＫの役割は

重要である。グローバリゼーションということが叫ばれているが、そのような時だか

らこそ、存在感のある国、日本とは何かということを考えなければならない。それは

経済の力だけでなく、文化の力によるところも大きい。メディア、とりわけＮＨＫに

は、日本人の心に対する問いかけに軸を置き、豊かな気持ちが育つような働きかけを
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してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

関西は歴史的、文化的にも豊かな地域である。そのようなと

ころを生かして、共感を呼ぶような放送ができるよう番組作り

も考えていく。 

 

○  近畿地方向けの重点事項の第２項目に挙げている「多様で質の高い番組を通じて、

より多くの視聴者を獲得」についてだが、“獲得”という文言は、民放と視聴率を競

い合うといった生々しさを感じる。“より多くの視聴者に応える”といったような文

言に表現を変えられないだろうか。質の高い番組を作れば、おのずと視聴者にも受け

入れられるということを念頭に編集計画を作成してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

文言については、検討させていただく。 

 

○  アジア情報を取り上げていくということだが、そのなかで、ぜひアジアの若者が何

を考え、どのような生活をしているのかということを取り上げてほしい。日本の若者

や今後の社会を考えていくうえで、示唆に富む機会になるのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

日本の若者たちのアジアへの関心もこれまでと変わってきて

おり、また、アジアの若者も日本に関心があるようなので、Ｓ

ＭＧ（上海メディアグループ）をはじめアジア各地の放送局と

協力関係を密接なものにしていくなかで、“若者”をテーマにし

た番組も検討したい。 

 

○ 教育番組についてだが、番組を作る側と見る側とが、双方向で学び合っていくとい

う視点が大事ではないだろうか。少しずつ双方向的な要素を取り入れてきてはいるが、

基本的には一方通行で情報を提供するという印象が強い。例えば、子どもが実際に番

組制作に関わることで、メディアリテラシーを身につけていくなど、そういった新し

いタイプの番組を教育番組の柱にできないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

教育番組の双方向性についてだが、今後の放送のあり方のひ

とつの大きなキーワードだと認識している。地上デジタル放送
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では、リモコンを使ったクイズやアンケートへの回答が可能で

あり、紅白歌合戦では、審査員として番組に参加するといった

サービスも行っている。視聴者参加というものは昔からよく言

われていたが、一緒に番組を作るということは貴重なご意見で

ある。それに関連したものとして、全国の放送局では、主に小

学校５～６年生を対象にした「放送体験クラブ」という体験学

習を行っている。こうしたことを通して放送に触れてもらえる

機会を増やすことにつながればと考えている。 

 

○ 地域への支援、活性化に貢献するということが大きな柱としてあるが、もう一歩踏

み込んで、協働性を高めるようなことができる番組制作をしてほしい。例えば、地域

の活性化と新しいニーズを掘り起こすといったことを同時にできるような番組を地

域の人たちと協働企画できないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

地域との共同企画で番組を作って地域を活性化させるという

ことは、すばらしい考えである。例えば、地域発ドラマなどを

制作する場合、脚本を地元出身のシナリオ作家にお願いしたり、

出演する俳優やエキストラを地元の方にお願いしたりすること

で、地域の方と一緒に番組を作っていくという取り組みは行わ

れているが、今後ももっと広げていきたいと考えている。 

 

○ 大阪局は、近畿全体の情報をカバーするほか、災害などで東京の放送センターがダ

ウンした際のバックアップ機能を果たすなどといった役割を担っているが、大阪地域

特有の地域情報にももっと目を向けてほしい。大阪で地域に密着した活動をしている

人から、大阪の地域情報にもっと力を入れてほしいという声をよく聞く。これをきっ

かけに地域とともに番組を作る取り組みもひとつの案ではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

大阪の地域情報についてだが、完全デジタル化時代を迎え、

府県単位が地域放送のひとつのベースになっている。関西とい

う広域情報へのニーズもある中、大阪局としても、大阪の地域

情報をどのように伝えるか新年度に向けて検討していく。 

○  諮問された「平成２４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。 
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○  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。 

 

＜かんさい熱視線「大阪“グレートリセット”～検証 橋下市政１か月～」 

（1 月 20 日(金) 総合 後 7:30～7:55 近畿ブロック）について＞ 

 

○  橋下改革がどのように行われ、どのような影響が出るのかということを、わかりや

すく、コンパクトに示していた。このような企画をどんどん積み重ねて継続的に検証

してほしい。そこから、地方自治体が抱える共通の課題について、視聴者も意識化で

きるのではないか。“グレートリセット”という言葉は、都市経済学者のリチャード・

フロリダが執筆した本のタイトルでもある。地方に権限を委譲して現実に対応できる

よう政府組織を組み立て直す必要がある、というフロリダの指摘を橋下徹新市長は歓

迎しているようにみえる。一方、経済を発展させて、新しいイノベーションを起こす

ためには、ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズらが、教室以外の場所で起業したと

いうように、創造性を培う教育システムが必要であるが、橋下市政で叫ばれている“グ

レートリセット”という言葉の意味をそのまま受け止めることについては、困難な印

象を受けた。このような点も含めて、引き続き、橋下改革によるいろいろな変化につ

いて注視してほしい。 

 

○  橋下市長が代表の大阪維新の会が掲げる市営交通改革について、市場競争原理中心

の改革内容は、ほんとに“グレート”という文言にふさわしいのか疑問だった。競争

原理の導入で、経済の活力を高めることは否定しないが、地域経済の活力のベースに

ある雇用という側面から見た際に、公共交通の民営化、効率化により発生する余剰人

員の雇用の受け皿といった、生活者の視点を入れた改革を進めない限り、非常にやら

され感のある改革になり、前向きなものにはなり難いのではないか。また、区長の役

割については、地域住民の生活課題に柔軟かつ迅速な対応を行うために権限を移譲す

ることは大賛成である。だが、弱体化しつつある地域コミュニティーの質を高めるに

は、競争原理や仕組みの整備だけではなく、地域独自の文化を育てながら、コミュニ

ティーを強化するというバランスある施策が大事である。 

 

○  多くの人たちが興味をもっている橋下改革だが、バス事業について、単に赤字路線

を減らすのではなく、車を運転することのできない人たちのことも考え、すぐに廃止

ではなく、前向きな姿勢で改革を進めてほしいと思った。あわせて広域の路線と地域
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の身近な交通網についてもきちんと考えてほしい。また、区長への権限移譲はよいこ

とだと思うが、独自のことをやろうとすれば、予算などが必要となり、大阪市は福祉

などの一律的に行われるべきサービスに対し、バックアップもしてくれるのかという

ことも懸念している。 

 

○  市長就任から１か月が過ぎたこの時期にとりまとめとしてコンパクトに要点化す

るということは非常にわかりやすかったが、番組タイトルどおりの“検証”にはなっ

ていなかったのではないか。「かんさい熱視線」は、基本的には検証番組だと思って

おり、検証の中から、批判的なことや究明、改善すべき点が現れてくる。今回の番組

は、橋下改革のスピードに、番組が遅れをとらないように、なんとかついて行ってい

る印象を受けた。今後、全国的にも注目されている、橋下市長のような新しいタイプ

の政治家をメディアがよい意味できちんと批判していくということが、メディアに課

せられている大きな課題ではないだろうか。 

 

○  番組タイトルの“グレートリセット”と“検証 橋下市政１か月”という言葉から、

壮大な番組を期待してしまったが、正直、物足りなかった。そもそも、１か月で検証

すること自体に無理があるのではないか。“検証”という言葉は目を引くが、実際の

番組とずれてしまっており、表現としていかがなものかと思った。また、事例として

バス事業と、区長の公募について取り上げていたが、バス事業などは二重行政問題と

は違う問題であり、それを大阪都構想、大都市制度の問題と一緒に議論することには

ずれを感じ、さまざまな疑問が思い浮かんできた。ここで叫ばれている改革は、他の

都市で既に取り上げられているものも多いので、今後の番組のあり方としては、他の

都市での結果はどうなのか、また、どのような課題があるのかということを、具体的

な実態と解決の事例を紹介し、さまざまな選択肢を提供することではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

“検証”というには、十分でなかったという指摘については、

相当なスピードで橋下改革が進められており、今後、大阪府民

の立場で改革がどのように進められていくのか、課題は何なの

かということを継続的に取材して、さまざまな節目で、夕方の

ニュースや「かんさい熱視線」などの番組で、視聴者に伝えて

いきたい。 

 

○  発足から１か月というタイムリーな番組で、具体的な事例を取り上げて、わかりや

すくリポートしていた。橋下改革のブレーンでもある府市統合本部特別顧問の上山信

一氏の出演もよかった。橋下市政の動向は、地方自治体の行政のあり方や、国と地方
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の関係などに影響するところも非常に大きいことから、今後も継続的に報道してほし

い。同時に、橋下市長という政治家についても、自らは国政に出ないで、国政を変え

ていこうとしていることを、どのようにとらえたらよいのか、取り上げてほしい。 

 

○  橋下市政発足から１か月での検証ということだが、“検証”には至っていなかった。

また、以前から疑問を感じているのは、わかりづらい橋下市長の考え、あるいは大阪

維新の会の考えについて、メディアがこうした番組などで、補足的に説明、解説して

いるが、そもそも、橋下市長の考えや方向性は、自らが市民に対してわかりやすく説

明する責務があるのではないだろうか。メディアがうまく利用されているのではない

かという疑問を、この場で言っておきたい。 

 

○  橋下市長は、大阪府のみならず全国的にも注目度Ｎｏ１の政治家だと思うが、今回

の番組で、検証という言葉を使うのは、少し時期が早い印象を受けた。ただ、バス事

業について模型を使って広域エリアと基礎エリアの業務の仕分けを分かりやすく説

明するなど、橋下改革の方向性、意図を感じることができた。市政１か月の動きにつ

いては、在阪民放でも何度か見る機会があったが、今回の番組は、それらと比べても

うまくまとめられていた。今後も定期的に取り上げていただき、いつかは検証という

かたちで伝えてほしい。また、若者の政治離れが進む中、昨年の大阪府知事選、大阪

市長選のダブル選挙では若者の投票率が前回と比べてかなりアップしていたので、こ

うしたことについても取り上げてほしい。 

 

○  バス事業など、交通網についての話は非常に具体的で、大変わかりやすかったが、

公共交通の赤字問題は、他の市町村でもよくある話だからわかりやすかったのだろう。

橋下市長は、全国から注目を集めており、次々とスピーディーに改革を進めているが、

今後、橋下改革について的確な反論のようなものも聞きたい。区長の権限強化につい

ては、リポートで非常によくわかったのだが、今年度中に移行してしまうのは、少し

早急ではないかと疑問を感じている。また、区長の選出について、あれだけ多数の応

募のなかから、どのように選んでいくのかなど、多くの疑問を感じているので、引き

続き取り上げてほしい。 

 

○  橋下市政発足からの１か月を検証することで、わかることは非常に少ないと感じた

が、大阪はこの１か月の間に大きく動いているとも感じた番組だった。民放でも、橋

下市長を大きく取り上げているが、橋下市長自身、大阪市の枠を超えた存在になりつ

つある。ＮＨＫでは、一過性のブームではなく、大阪から動き出した政治の動きを、

市政、府政、国政と丁寧に追ってもらい、発信してほしい。 

 



7 

（ＮＨＫ側）  

今回は、大阪都構想を掲げる大阪維新の会代表の橋下市長が、

どのような改革を進めていくのかということを、バス事業と区

長の公募という点にしぼって検証した。橋下改革については、

今後も取材を続け、今回の改革、また大阪都構想について、ど

のような課題があるのか、プラス面とマイナス面などについて

まとめ、きちんと検証する番組を作りたいと考えている。また、

「政治家としての橋下市長」についてだが、大阪維新の会は、

次の国政選挙に向けて動いており、３月には政治塾も立ち上げ

る予定である。“船中八策”という政見公約も、全国的に注目さ

れており、大阪市の改革とあわせて、国政への動きについても

バランスを考えながら、伝えていきたいと考えている。 

 

＜かんさい特集「進め！突撃ッズ クイズ かんたんやで～！」 

（1 月 27 日(金) 総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○  関西ならではの家庭的な雰囲気の番組で非常に心地よかった。子どもを前面に出し

てクイズ番組を展開するというのは苦労もあったと思うが、今回の番組で一番の特徴

は、子どものリポーター、“突撃ッズ”が大人に質問する際に、大人たちが子どもた

ちに心を開いている様子である。今回のような番組は、地域と子どもをつなぐ“子ど

もを守れ！キャンペーン”とも連動できるのではないだろうか。地域社会と子どもの

インターフェースを番組が作り、そこから視聴者に対して現代の子どもの考え方や感

覚を感じ取ることができる機会としている点は大変よかった。また、お菓子の食べ方

で、大人と子どもたちが話題を共有できていたことは、なんとなくうれしい気持ちが

した。世代を超えて、共有できるものを持っているということの大切さを感じたが、

今回のような番組を継続して放送してほしい。 

 

○  子どもの目を通じて、関西各地の文化を紹介するということにはおもしろみは感じ

たが、子どもらしい無邪気さよりも騒々しさのほうが気になってしまった。また芸人

を中心としたゲストも、あまりにも子どもと同化してしまい、一緒に騒いでいるのは、

いかがなものかと感じた。単なる子ども向けのバラエティー番組だと感じた。回答者

については、子どもの無邪気な視点からの意見について、もう少し大人らしいメッ

セージを返せるだけのものを備えた人の方がよかったのではないだろうか。子どもを

育てるという意味で、子どもに対して、何らかのメッセージを発信するということに

力を入れてほしかった。 
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○  非常におもしろかった。前田旺志郎君と二宮星さんの司会ぶりも大人顔負けの絶妙

な進行であった。子どもがリポーター役ということで、質問された大人も、そして視

聴者も、リラックスして答えたり、番組を見ることができたのではないだろうか。ま

た、街頭での質問の回答も、大阪らしいものばかりでおもしろく見た。 

 

○  誰が番組のターゲットなのかよくわからなかった。内容については、明らかに最初

の街頭クイズのコーナーが一番おもしろく、次の映画村、お菓子工場のレジャークイ

ズのコーナーは、リポーターとして、あえて子どもを起用した意図がわからなかった。

街角インタビューでは、やはり大阪人らしさが出ていて、子どもの持っている力が、

あのように大人の価値観を切り崩していくことや、そしてそのなかに、さりげなく戦

争体験の話も入ってくるというのは、非常によかった。 

 

○  街角クイズのコーナーは、大人のリポーターだったら出てこない、大人と子どもの

接点のおもしろさが、子どもをリポーターに起用することで出ていた。しかし、単な

る娯楽番組であればこのままでよいのかもしれないが、番組の目的を何にするかで、

子どもの起用方法や制作の仕掛けを考えなければならないと感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

親子が一緒に見ることができる新たなスタイルのクイズ番組

として制作した。クイズ番組では、問題が重要であり、街角ク

イズの問題は、担当ディレクターが事前に考えた問題を前もっ

ていろいろな人に出題し、反応がよかった３つに絞った。関西、

大阪の味わいを伝えることができたアットホームな番組になっ

たのではないかと考えているが、お菓子工場のコーナーは、子

どもたちも単に見学しているだけだったので、この点について

は今後の課題である。ゲストと子どもたちとの関係だが、あま

り騒ぎすぎても駄目だが、あまりかしこまったものにし過ぎて

も駄目になるだろうから、そのバランスについても今後の課題

である。今後、発展する可能性があるクイズ番組だと考えてお

り、次回に向けて検討していきたい。 

 

○ 街角クイズのコーナーでは、子どもも大人も楽しんでいるという様子で、こちらも

見ていておもしろかった。２問目の「結婚で大事なのは愛？お金？」という問題は、

大人たちの答えのなかに、ちらりと本音が出たりして楽しんだ。一方、映画村、お菓

子工場のリポートは、社会科見学のようで、大人たちのクイズの答えもあまり熱が

入っているようには思えず、街角クイズほどのおもしろさはなかったように感じた。



9 

人気の子どもタレント２人を司会にして、大阪、京都、神戸から子供たちが出題する

クイズに関西で育った大人たちが回答するということで、「かんさい特集」として、

「かんさい特集」らしさを何とか出そうと苦労して工夫した番組だと受け止めた。 

 

○ 人気の子どもタレント２人を起用した番組だが、大人をからかっている印象が最後

まで残った。また、脚光を浴びた子どもタレントを人気があるうちに次々と起用する

のではなく、ゆっくりと大事に育てていくという姿勢もＮＨＫには持ってもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

今回の番組で司会者として出演してもらった子どもタレント

には、ある程度の期間的余裕をもって出演を依頼している。ま

た、今回のような番組に出演することが経験となり、子どもた

ちを大事に育てることにつながればと考えている。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」のヒロイン、大河ドラマ「平清盛」の清盛の、

それぞれの子ども時代を演じた２人が、どのように司会、進行をしていくのか、楽し

みにしていた。また２人を起用したことは、話題性もあるうえに、技量も優れており、

ふさわしい人選だった。街角クイズのコーナーは、いかにも関西人という反応で、金

曜夜８時の時間帯に親子で楽しめる番組であった。親子の触れ合いという意味でも、

親子で一緒に番組を見て楽しむということは大変大事であり、継続して放送してほし

い。映画村やお菓子工場の舞台裏に関するクイズは、大人でも楽しめる内容であった。

赤井英和さんをはじめ、スタジオの大人４人のゲストも、子どもたちに配慮しながら

の進行で、大人らしさを感じた。 

 

○  街角クイズコーナーの商店街のおっちゃん、おばちゃんと、子どもたちとの掛けあ

いが、いかにも大阪らしい、相変わらず大阪の人はおもしろいということが、画面か

らも伝わった。事前の番組予告も何度も見たが、司会の２人の元気のよさから自分も

元気をもらった。ただ、クイズ形式でなくても、子どもたちの突撃リポート部分だけ

で番組を構成してもよいのではないだろうか。Ｅテレの「大！天才てれびくん」のよ

うに、子どもが主役になって番組を作るというのは楽しく、元気が出るので、今後も

大阪らしい演出で放送してほしい。 

 

○  子どもも大人も、さすが大阪と思え、楽しく見た。ただ、子どもたちが、大人を相

手に大人の喜ぶようにがんばっているように感じ、実際番組を見ていた子どもたちは、

そこまで楽しめなかったのではないだろうか。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ １月１５日(日)のビジネス新伝説 ルソンの壺「和歌山発 あなたの声 カタチに

します」について、私は農家であるが、消費者のニーズを知ることの難しさを日頃か

ら感じている。この会社の“お客様の声は宝”というモットーが、次から次へとヒッ

ト商品を生み出している源になっているということをわかりやすく説明しており、そ

の取材力を評価したい。できれば、内容時間を５分ほど長くして、商品開発の過程な

どをもう少し掘り下げて紹介してほしかった。また、キャスターの上田早苗アナウン

サーの人柄や雰囲気が社長の個性をうまく引き出しており、番組の大きな特色となっ

ている。 

 

（ＮＨＫ側）  

内容時間については、全体の編成のことを考えると、現状、

これ以上増やすことはなかなか難しい。 

 

○ １月１６日(月)のおうみ発６１０「６１０特集～湖岸の遺跡から地震跡を検証・び

わ湖で津波か？」について、全体で７分くらいのリポートだったがよくまとまってい

た。東日本大震災以来、視聴者の意識の底にある自然災害への不安に対しても注意喚

起となっただろう。また、県の防災計画のなかで、現在は想定されていない琵琶湖の

津波に対して、今後、対策を検討したいと発言を引き出したことは、番組の一つの成

果である。引き続き、このような身近な問題に取り組んでほしい。 

 

○ １月１７日(火)のＮＨＫスペシャル「阪神・淡路大震災１７年 東北復興を支えた

い～“後悔”を胸に～」（総合 後 10:00～10:49）について、古い漁師町で狭くて家が

密集していて区画整備や公園を作るというのは、大変困難なことだと思う。地元の人

たちが一生懸命しなければいけないことだと思うが、阪神・淡路大震災の被災者の経

験談、アドバイスを受けながら行ってほしいと願う。また、キャスターの住田功一ア

ナウンサーは、阪神・淡路大震災を体験しているということで、非常に説得力のある

ものになっており、大変よかった。ただ、民間企業、地方公共団体が復興に取り組ん

でいるのに対し、国の復興施策、政策がいまだによく見えてこないのは、いかがなも

のかと疑問を感じている。 

 

○ １月２０日(金)のかんさい特集「町を歩けば仏さま～京都・知られざる仏像の町～」

について、京都という町がよく伝わる番組であった。ただ、関西人にとっては、“町を

歩けば仏さま”というのは普通のことであり、京都の人間からすると、幼い頃からな

じみ深い仏様を、知られざると言われるのも変な感じがして、タイトルについては、
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もう少し考えてほしかった。ナレーション、番組全体のトーンは落ち着いており、心

地よく見ることができた。４３分という長尺な部類の番組であったが、それだけに構

成とリズムの変化にかなり気を配っていた印象を受けた。京都のお地蔵さんと人々の

結び付きを根底におきながら、岡山街道、丹波街道、奈良街道、鞍馬街道、鳥羽街道、

東海道と都を囲むように、６つの地蔵が平清盛によって配置されたことなど、興味深

いポイントも指摘し、歴史教養の要素もあわせ持った番組内容もよかった。一方、仏

様、お地蔵様、仏像に対する多面的なとらえ方やそれにまつわる幅広い話題を取り上

げていたが、それを４３分のまとまりとして見ると、少し散漫な感じを受けた。次回

は２０分程度のコンパクトにした番組を見てみたい。また仏像、お地蔵さんを撮影す

るカメラ映像のうまさは大変印象的で、音声、音楽の処理もとてもよかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

今回の「かんさい特集」は、昨年の１１月１８日(金)に放送

した新日本風土記「京都の仏像」に追加の撮影を行うなど、一

部リメイクをして放送した。コンパクトにまとめるということ

は、今後の参考にさせていただきたい。 

 

○ ２月３日(金)の関西もっといい旅「笑顔あふれる 湯の里～奈良県・十津川村～」

についてタイトルと内容が非常にマッチしていた。昨年９月に台風による豪雨災害で

大きな被害を受けた奈良県十津川村の魅力、そして、温泉場を守るおばあちゃん、ア

マゴ料理店のおじいちゃんなど元気にがんばっている様子をうまく伝えていた。十津

川村に行きたくなるような番組だったと思うので、県南部の振興にも貢献した番組

だったのではないか。 

 

○ ２月３日(金)のかんさい特集「魂のダンス～東北へ届け 俺たちの想（おも）い～」

についてだが、社会や学校になじめない１０代の子どもたちをひきつけたものは何か。

それはダンスの力だと思う。ダンスは、スポーツでありながら、勝ち負けや数値を問

わず、ダンスの持っている表現の力、創造の力というものが、あの子どもたちの絆を

作っていったのである。今村克彦さんを、カリスマ教師として描こうとしている制作

者の意図があったのではないかと思うが、子どもたちにエールを送りたいと思うとと

もに、非常に感動をおぼえた番組だったので、その点を少し工夫してほしかった。 “子

どもを守れ！キャンペーン”の一連の番組のなかでも、非常によい番組であった。 

 

（ＮＨＫ側）  

確かにダンスの持つ力よりも、今村さんのカリスマ性に引っ

張られた部分もあったと思う。今後の検討課題としたい。 
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○ ２月３日(金)の新日本風土記「大阪 生野コリアタウン」について、３か月ほどの

期間をかけて取材をし、切り口の多い町を扱う難しさがあるなかで、９つの物語でい

ろいろな世代も盛り込みながら、この町の魅力を伝えており、よくできた番組であっ

た。 

 

○ ２月５日(日)のサキどり↑「驚きの車いす！中小企業の連携が生み出した奇跡」に

ついて、今回は、単なる成長している事業の紹介ではなく、優秀な技術を持っている

中小企業の存在とそれを世につなぐコーディネーターの志の高さといった非常に奥深

いものを感じた。こうした事こそが、企業が新規事業を生み出す際の最も重要な要素

ではないかと考えさせられる内容であった。番組で紹介していた車いすは、これまで

の単なる介護用具、補助具から、効果的なリハビリ機能が備わったものとして大きな

展開が期待でき、多くの障害者に期待と夢を与える、画期的な事業となるのではない

だろうか。東日本大震災の津波で亡くなったコーディネーターの遺志を引き継ぐため

にも、ぜひ、このような事業を支援、サポートする姿勢をメディアの役割として持ち

続けてほしい。また今回のテーマは、いろいろな取り上げ方があるのではないかと思

うので、さらなる展開を期待している。 

 

○ ２月５日(日)の「歌舞伎俳優 坂東玉三郎～京都賞受賞 未来へのメッセージ～」

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 4:30～5:13）について、坂東さんの若い世代へ伝えたいという真摯

な思いに非常に好感が持てたとともに、時代や世界を超えていく美の追求の考え方や

表現の力、そして“京都”という町が持っている価値をうまく合わせて伝える内容だっ

た。非常に地味ながら、都市と文化、そして若い世代の生き方を考えるうえでよい番

組であった。 

 

○ ２月８日(水)のためしてガッテン「甘！１秒で糖度急上昇 イチゴびっくり裏技集」

について、番組で紹介していた 1 秒でイチゴが甘くなる裏技が、上下に切って先だけ

食べるというのではあまりに内容がない。また、イチゴのへたをストローで取る裏技

は民放の番組でも過去に紹介していた。他の裏技も、納得できるものはなかった。せっ

かくイチゴを買って楽しみに見ていたのでとても残念だった。「ためしてガッテン」は

最近、誇大なタイトルが多くなってきている印象がある。 

 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４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、１８日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、子どもを守れ！キャンペーン「いま問わ

れる大人のチカラ」、かんさい特集「通（つう）だす。～イケてる武将たち～」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     上松 邦栄（イラストレーター） 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （神戸商工会議所 参与） 

       中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

弘本由香里  

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

 

（主な発言） 

 

＜子どもを守れ！キャンペーン「いま問われる大人のチカラ」 

(12 月 21 日(水) 総合 後 10:00～10:43 近畿ブロック)について＞ 

 

○  “虐待”は他人ごとではないということを社会に訴えるべく、キャンペーンとして

展開することは大変よいことである。東日本大震災後、絆というものが強く意識され

ているが、そのような今だからこそ、多くの視聴者の心を動かし、具体的に行動させ

る可能性があるのではないだろうか。テレビ、ワンセグ、インターネット、ラジオと

いった媒体を活用し、近畿地方、そして全国にも発信していってほしい。地道に継続

していかなければメッセージは社会に届かないということを念頭に置きながら、引き

続き取り組んでいくことを望んでいる。 
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○  虐待、イジメ、教育格差など、子どもたちに降りかかる問題について、非常に考え

させられた内容だった。また、その責任の多くは、私たち大人が作り出す社会環境に

あるということはよく理解できたが、その責任を果たすべき真の大人の力を、今の社

会の中で、どのように育むかが大きな課題だということも視聴しながら考えた。さら

には、他人を思いやり、支え合うことの重要性を社会全体にいかに浸透させていくか

を考えていかなければならないと思った。そのためにも、取材をした記者が話してい

た“地域コミュニティーの再生”が、カギになるのは間違いない。多くの人との触れ

合いが、確実に、大人としての感情や責任を育むことにつながるであろうと思う。今

回のような番組を放送することで、より多くの人を巻き込むことができるのではない

だろうか。ぜひとも、同様のメッセージ発信を継続的にお願いしたい。 

 

○  虐待や教育問題については、地域社会全体での取り組み、さらには個の力のみなら

ず、国レベルでの取り組みの必要性を感じた。また、大人たちによる夜回りや子ども

たちが安全に遊べる公園づくりなどが紹介されていたが、そうした大人たちの動きが

大きくなれば、救われる子どもも増えるだろう。 

 

○  “大人のチカラ”とは何だろうかと考えさせられた番組だった。これまで私たちは、

大人の力というのは良識や、秩序を啓発しながら指導していく力と考えてきたわけだ

が、虐待問題では、それらが何の力にもならない。そういう意味では、虐待問題とい

うのは、非常に面白い問題提起をしている。虐待問題を家族問題とせず、むしろ日常

の地域の人間関係のなかに、どのようにとらえ直していくのかということである。大

阪市西成区の公園のパートは、希望を感じるラストシーンであった。８月１２日(金)

に放送した、「子どもを守れ！キャンペーン 虐待 どう受け止めますか？」（総合 後

10:00～10:43 近畿ﾌﾞﾛｯｸ)は、生々しい体験を非常に被害者に接近した構成であった

が、今回はよい意味で客観視した構成であった。虐待の問題というのは、両方の視点

でバランスよく、視聴者に提供され続けるところに、解決への可能性が見えてくるの

ではないかと感じている。 

 

○  非常に深刻な状況をリアルに伝えて、問題を掘り下げていた。９月の近畿地方放送

番組審議会では、「子どもを守れ！キャンペーン」の次の展開として、地域での解決

方法なども取り上げる必要があるという意見が出ていたが、今回の番組がまさにそれ

に該当し、非常に意欲的に番組を作っていると好感を持った。取り上げた事例の数に

ついては、視聴者が自分自身に身近な出来事であると意識するために、ある程度の数

の事例があった方がよいと思うが、そういった意味では、適度な数であった。また、

興味深かったのは、教育問題について、競争や効率化で、学力を上げていくという考

え方ではなく、もっと底辺の部分から、子どもを支えなければ、本当の教育問題の解
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決にはならないということだ。これは、政治に対するメッセージでもあるのではない

だろうか。実際に、これからの社会を支える子どもたちを育てていこうとすると、寛

容性や多様性といったような観点がとても大切になってくるが、今の社会は、“競争

させる”、“能力が劣れば切り捨てる”という部分が強化されている。もちろん一定の

レベルでの競争などは必要だが、それだけでは人も社会も育たず支えられないという、

強いメッセージ性を感じた。このような視点は、声高に何かを叫ぶのではなく、問題

が起こっている現場から伝えることが大事であり、メディアの役割はとても重要であ

る。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ニューステラス関西」で放送した企画をまとめた構成で制

作した。これまで取り上げた企画から共通のテーマを考え、“大

人のチカラ”とした。「子どもを守れ！キャンペーン」の番組と

して、８月に放送した関連番組が当事者寄りの視点だったのに

対し、今回は、少し当事者から引いた視点で制作した。大人社

会のゆがみ、虐待、貧困、格差といったものが、ダイレクトに

子どもの生活に影響するということを強く感じる番組となった。

番組で取り上げたリポートの中には、取材が難しいものもあっ

たが、子どもたちがカメラの前であのように素直に話してくれ

たのは、担当者が取材相手と信頼関係を築き、相手の懐に入り

込んだからこそである。このような企画は継続性が大切であり、

来年度も引き続き取り組みたい。 

 

○  「子どもを守れ！キャンペーン」について、これまでの企画などをまとめた番組と

しては、よくまとまった番組であった。結局、子どもたちの笑顔をどう守るかは、大

人同士のつながり、大人と子どものつながりをどう作っていくかということであると

いうのがよくわかった。番組の事例は、そのためのヒントになると思う。ただ、どの

事例も成功している事例であって、それも表面的な紹介になっていたので、この番組

だけでは、子どもたちをめぐる諸問題の深刻な部分は、うまく伝わらなかったのでは

ないだろうか。一方、子どもを守るために大人が対処しなければならない問題が多岐

に渡っているということを、改めて提示したという点では有益な番組であった。今後

もいろいろな事例を紹介していただきたい。 

 

○  住田功一アナウンサーの非常に安定した番組進行もあって、有意義な番組であった。

昔から日本では、知識のある大人が地域の子どもたちに「読み・書き・そろばん」を

教えて、周りの大人がしつけをするといった、町全体で子どもを育てるという文化が
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あった。地域の力や大人の力、また町内会や自治会、子ども会などが子どもたちの力

になるというのは、昔の日本のよき伝統をもう一度復活させるということではないの

かと、この番組を見ながら考えた。“大人はいかに力を発揮するべきか”と大げさに

構えるのではなく、今まで育んできた伝統のあるやり方で、子どもたちを守っていく

ことができるのではないだろうか。 

 

○  キャンペーンに対して継続して真摯に取り組んでいる一貫性のある姿勢には、視聴

者も高く評価していると思う。虐待する若い母親たちの８割近くが地域との関わりが

ないということだが、この問題について、個の力では出来ることも限られているので、

番組でもあったように地域の力で、時間をかけて取り組むという姿勢が大事である。

ただ、今回いろいろな事例を通じて、子どもを取り巻く状況について報道していたが、

次回はもう少し、ターゲットを絞って伝えてほしい。このほか、実際に取材した担当

者のナレーションからは、本人の熱意が感じられよかった。 

 

○  総集編として、テーマも「大人のチカラ」に絞り、うまく構成されていた。「ニュー

ステラス関西」などで取り上げたリポートということで、これまでに見た映像も多

かったが、改めて整理されているところがよかった。公園を整備する話は、自分自身

がどのように子どもに向き合っていくのか、また地域社会でどのような心構えで活動

していけばいいのかということに、大きなヒントを与えており、よかった。 

 

○  今回の総集編では現代の問題として取り上げていたが、子どもと地域社会の問題は

昔からあるものだと思う。次回は、昔よりも非行が増えたとか減ったといった、具体

的なデータもあわせて検証してほしい。また、貧困から虐待、そして教育格差といっ

た連鎖について言及していたが、対症療法的に地域社会でバックアップすべしという

のは、本質的な問題にまで踏み込めていないのではないだろうか。そして、このよう

な問題は地域社会だけでバックアップすべきことではなく、例えば教育の問題であれ

ば、行政も巻き込むべき問題である。ドキュメンタリーとして、タイムリーで生々し

く感じることはできるのだが、本質的なところは昔からあると思うので、その点につ

いて評論家などの解説があるとよかったのではないか。 

 

＜かんさい特集「通（つう）だす。～イケてる武将たち～」 

(1 月 6 日(金) 総合 後 8:00～8:43 近畿ブロック)について＞ 

 

○  俳優の中尾彬さんといった“武将通”をゲストに、「大河ドラマ」や「歴史秘話ヒ

ストリア」といったＮＨＫの番組も随所に盛り込み、歴史の楽しみ方を幅広く視聴者

に提供する構成であった。専門的な視点で、“通”に向けたこだわりの部分を維持し
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ながらも、バラエティー的にも楽しんでもらおうと両方欲張って追求した番組であっ

た。ただ、番組の各コーナーで紹介していた戦国武将についての情報は、あまりにテ

ンポが速く、歴史というものをかみ砕きながら視聴しようという人にとっては、その

ペースについていけなかったのではないだろうか。戦国とお笑い好きの視聴者にとっ

ては違和感がなかったかもしれないが、出演していた「歴史秘話ヒストリア」の制作

デスクをもっと前面に出すといったことや、情報を整理することで、もう少し落ち着

いたのではないかと感じた。「通だす。」では、過去に甲子園やお好み焼きをテーマに

取り上げてられているが、この番組は、どのような編成戦略の中で位置づけられてい

るのか教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

これでまで開発番組として深夜の時間帯を中心に放送し、い

ろいろなテーマを取り上げて、視聴者に選択視聴してもらえる

ような番組として育ててきた。今回はテーマが“武将”だった

ことに加え、大河ドラマ「平清盛」が始まったことや、歴女ブー

ムであることをなどを考慮し、視聴者層の多い金曜夜８時台に

編成した。 

 

○  歴史初心者などにとっては、有名な武将を通じて歴史を理解するというおもしろい

試みであった。武将で野球チームを作るコーナーでは、各武将の特徴の解説など、非

常に興味深く見た。また、“通な人”として出演したタレントの松村邦洋さんの意外

な一面を知るとともに、ものまねでの各武将の解説は、非常におもしろい芸だった。

最初は単なるバラエティー番組かと思っていたが、見ていくほどに、各コーナーが、

どんどん番組の味を深めていた。また、司会のますだおかだの２人も、まわりの出演

者をうまく生かすバランスのよいサポートをしていた。しかし、ゲストの安田美沙子

さんの位置づけはよくわからなかった。歴女などを起用するのも、このような歴史番

組に深みを出すことにつながるのではないか。 

 

○  初めは、ふざけた番組で不愉快であったが、だんだんと歴史という物語と武将の人

となりが重なり、おもしろくなってきた。松村さんの歴史、武将に関する知識に驚く

とともに、ゲストの話も楽しく聞くことができた。 

 

○  個人的にはこのような娯楽番組は苦手なのだが、４３分間の放送時間は長過ぎでは

ないかと感じた。また、なぜ今回の番組が「かんさい特集」なのか疑問であった。「か

んさい特集」という枠の中で、視聴者に何を訴えていくのかということについての戦

略を聞きたい。さらに、今回のテーマの武将だが、すでに民放などで取り扱われてい
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るテーマであり、もっと他にテーマがあったのではないか。この時間帯の視聴者の中

心層である５０～６０代にしっかりと目を据えて、良質な番組をお願いしたい。 

 

○  見ている時は楽しんで見ていたが、見終わった後、どんな番組だったか、全く覚え

ていなかった。視聴者よりも、番組の出演者や制作者が楽しんでいるという印象を受

けた。タレントの芸のおもしろさはもちろんあるが、番組のメッセージとして、何も

残らないというのは、最大の難点であった。 

 

（ＮＨＫ側）  

今回は、構成作家を入れず番組担当のプロデューサーと３年

生のディレクターが、松村さんの知恵も借りながら、苦しみな

がらも各コーナーを作り上げた。これまでのＮＨＫの番組には

なかった新たな一面や、松村さんの新たな魅力を発見できたと

いう声がある一方、何も印象に残らなかったというご意見もあ

り、賛否が分かれる番組であった。放送時間についても、結果

が残った部分と課題が残った部分もあり、今回を一つの教訓と

し今後に生かしていきたいと考えている。「かんさい特集」とし

ては、どうなのかというご指摘に関しては、真摯に受け止め今

後の課題としたい。 

 

○ 普通では思いつかない発想で番組が構成されており、そこに“武将通”の松村さん

のおもしろおかしい語りや、出演者とのかけ合い、また、歴史上の事件や教訓が織り

交ぜられるなど、娯楽番組としておもしろく見た。ただ、「減点パパ」という 1970

年代の番組を題材にしたコーナーがあったが、その番組自体を知らない人たちにとっ

ては、よくわからなかったのではないか。 

 

○ 非常によい番組であった。いわゆる筋を通しながら、その筋の周辺に笑いを取り入

れていく、高度に構成された番組であった。松村さんは、本当に才能のある人だと再

認識させられたと同時に、番組の構成からは担当者が本当に入れ込んだということを

感じさせられた。司会のますだおかだも嫌味がなく、非常におもしろい、巧妙な語り

での進行であった。1970 年代の番組を題材に取り上げていたが、私たちの年代が昔

見た番組が、うまく再現されていた。「かんさい特集」というタイトルが番組内容に

“関西のものでなければならない”という、しばりを生み出してしまうのであれば、

番組タイトルを変えてみてはどうだろうか。 
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○  民放によく出演している松村さんについてはあまりよい印象を持っていなかった

ので、今回どのような形で、番組に生かされていくのかと思いながら見ていたが、武

将に関して、あそこまで“通”だとは思ってもいなかった。武将で作る野球チームの

コーナーは、家族で楽しみながら見ることができ、松村さんの持ち味と特技を生かし

ていた。「かんさい特集」としても、これまでと比べ、意外性のあるテーマであった。

出演者についてだが、安田さんを起用した意図がわからなかったが、ＮＨＫの制作デ

スクについては、控えめにコメントしておりその姿勢を評価したい。 

 

○  お正月気分で楽しく見ることができた。最近、民放でも歴史バラエティー番組がた

くさんあるが、ＮＨＫが歴史バラエティーを制作するとこうなるのかと、非常におも

しろく見た。深夜のラジオ番組や昔の人気番組をコーナーの題材にすることで、わか

る人にはわかるが、わからない人には全くわからないという、そのあたりの自由自在

な表現もほほえましく見ていた。松村さんの新しい芸風というのを知ることができた

のも収穫であった。「歴史秘話ヒストリア」の制作デスクは、もっといろいろと知っ

ていることがあったのではないかと思うので、もう少し番組に積極的に参加してもよ

かったのではないだろうか。放送時間については、深夜の時間帯で２０～３０分の内

容時間でもよいと思うので、今後も番組は続けてほしい。 

 

○  松村さんの話術、松村ワールドにはまり楽しく見た。先程、制作部長から構成作家

がいないと聞かされ、非常に驚いたのだが、過去の番組のパロディーを多用するなど、

本当に緻密な構成になっていた。あくまでもこれは雑学を競い合うということで、歴

史番組ではないのだが、全国番組としても可能性がある番組だと思うので、ぜひ検討

してもらいたい。ＮＨＫがこのような形で固定概念の枠を取り払い、楽しめる番組を

作ったことは、評価すべきことである。ただ、コーナーの題材となった過去の番組を

知っている人しかわからない演出が多く、子どもたちは楽しめなかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

武将で野球チームを作るコーナーは、収録時に大いに盛り上

がった。また、「歴史秘話ヒストリア」の制作デスクについては、

もう少し自分の知識を披露していたのだが、編集の結果、控え

めな印象となってしまった。安田さんについては、ほとんど武

将の知識がない素人として出演してもらった。番組の中身が深

まったかというと難しかったかもしれないが、“通”ではない人

として、ほほえましく見た視聴者もいたのではないか。深夜の

ラジオ番組や 1970 年代の番組を題材として選んだのは、金曜夜

８時台の視聴者層の分析から５０代以上を主な対象として選ん
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だ結果である。大河ドラマもよく見ていただいている視聴者層

でもあるので、武将のパロディーも含めて、楽しんでもらえる

ように各コーナーを構成した。 

「かんさい特集」には、野球中継もあれば、ドラマもあり、

歌謡番組やドキュメンタリー番組もある。そういった意味では、

番組枠としての性格がわかりづらいということは認識している。

一方で、全国展開に向けての開発番組などを、深夜の時間帯で

放送することがあるが、あえて金曜夜８時台という時間帯で、

多くの視聴者の反応を探ってみるというねらいがあった。放送

枠については、いろいろな考え方があると思うが、今回のよう

なバラエティーに富んだテーマで楽しく紹介できる番組を、今

後も検討していきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １２月２５日(日)のビジネス新伝説 ルソンの壺「中古ピアノを世界の子どもに届

けたい！」について、言葉もよくわからないのに、海外に販路を作ったというのは、

非常にシンプルなストーリーでおもしろかった。通常ピアノを売る場合、ピアノ教室

を作って、ピアノを売るという手法がとられているということだが、今回の番組では、

個人で中古のピアノを集めて海外に送り出すという手法が紹介されていた。個人でも

ここまでできるのだというバイタリティーあふれる、現代には少ないタイプの企業人

であった。 

 

○ １２月２７日(火)の「ニュース６１０ 京いちにち 年末ハイライト～私たちの“の

ぞみ”～」（総合 後 6:10～7:00 京都府域)について、京都局でこれまで伝えてきた、

東日本大震災に関するリポートを今回の番組でも紹介していた。震災、災害は決して

ひと事ではなくて、自分たちのこととしてとらえて、自分たちは何ができるのかとい

うことを京都局から発信しているのは、ポリシー、信念を感じる非常によい取り組み

である。京都局だからこそできる、東日本大震災関連の報道を、２４年度も続けてほ

しい。 

 

○ １２月２７日(火)の「あすのＷＡ！ 年末ハイライト」（総合 後 5:10～6:59 和歌

山県域)について、「あすのＷＡ！」は、和歌山のよさを随所で紹介するなど、地域密

着に重点を置いている番組だが、今回の年末ハイライトでは、和歌山で初の鳥インフ

ルエンザ発生や、元箕島高校野球部の尾藤公監督が亡くなったこと、そして、台風１

２号による甚大な被害など、１年間のいろいろな出来事を取り上げていていた。また、
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台風１２号の被災地である、和歌山県那智勝浦町の市野々小学校からの中継では、被

災地の復旧の様子のほか、番組の最後に中継会場から「和歌山 ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ 

完結編」を合唱したのは、この番組にふさわしい演出であった。この総集編だが、可

能であれば、前半期・後半期というかたちで年に２回放送できないだろうか。 

 

○ １２月２８日(水)の「ニュースＫＯＢＥ発 兵庫この１年」（総合 後 6:10～6:59 兵

庫県域)について、地元の１年を振り返ることができて、非常によい番組であった。今

回は、ニューススタジオを飛び出して、神戸局１階にあるトアステーションから生放

送で伝えていた。「映像で見るこの１年」では、まず１６年の月日が過ぎた阪神・淡路

大震災を取り上げた後、東日本大震災についても触れられていたが、被害の大きさと

ともに、神戸の被災者が、東北の被災地に支援に向かったということが、耳にずっと

残っている。 

 

○ １２月２９日(木)の「カーネーション 疑問にお答えします」（総合 後 0:15～0:53 

近畿ﾌﾞﾛｯｸ)について、小道具やファッション、看板の文字を書いている人など、知り

たかったことが解消された。ただ、タイトルについては、“疑問”ではなく、“質問”

とした方がよかったのではないか。さらには、“舞台裏を紹介します”といったような

表現の方が、魅力のあるタイトルになったのではないだろうか。 

 

○ １２月２９日(木)のＢＳ世界のドキュメンタリー「ターゲット ビンラディン～奇

襲作戦の全貌～」(ＢＳ１ 後 9:00～9:45、10:00～10:47）について、アメリカのドキュ

メンタリー番組のおもしろさというのは、撮る側も撮られる側も、どんどんとフィク

ション化していくということだ。オバマ大統領も、俳優のようであった。メディアに

よって歴史が再構成されていくということのおもしろさと怖さを、アメリカのドキュ

メンタリーを見ていると感じる。一方、１月４日(水)、５日(木)のハイビジョン特集

「にっぽん 微笑みの国の物語」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:30～11:59）について、日本人の

生活も産業もアートであると言っていたが、非常にすばらしい番組であった。 

 

○ １２月３１日(土)の「希望の町のデザイン 建築家・伊東豊雄 釜石復興に挑む」(総

合 後 6:05～6:49)について、国の予算で作られる復興住宅が、画一的で個性がないな

か、いったいそれぞれの町の個性は誰が決めるのかという点において、建築家の力と

は何なのか、さらには近代建築が社会に必要とされているのかを問いかける内容で

あった。また、震災関連の番組で岩手県釜石市が舞台になることが多いのはなぜか、

気になっている。 
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○ １月１日(日)の「新世代が解く！ニッポンのジレンマ～震災の年から希望の年へ～」

(Ｅﾃﾚ 後 11:00～(2 日)前 2:00）について、ニコニコ生放送のようで非常におもしろ

かった。新たな論客、若い人の意見を世の中に出していくという点では、非常に意味

があり、また、それに別の世代が触れていく価値を強く感じた。若い世代が語るなか

に、前の世代が築いてきたものが入っているといった関係性がある。そうすると、メ

インストリームにないものを、いかに育てていくかということの重要性を改めて感じ

取るとともに、そこにメディアが光を当てていくことの大切さも感じることができた。

しかし、途中でスタジオに入ってきた若者たちが事前に仕込まれているという印象を

受けたのは、やはりＮＨＫだと感じた。また、司会のアナウンサーの締め方がこれま

での議論を全然わかっていなかったと感じた。ニコニコ生放送のようなコンテンツが

出てくると、編集とは何なのかと思う。特にこのような長時間の討論番組のあり方は、

今後問われてくるだろうと感じている。 

 

○ １月３日(火)のあなたが主役５０ボイススペシャル「大河ドラマ・平清盛ボイス」(総

合 後 6:05～6:34）について、大河ドラマの裏側を支える人たちが出てきていたが、

多くの人の手が加わりながら、大河ドラマが作られるということを知ることができ、

非常によい番組であった。春風亭昇太さんと小池栄子さんのかけあい的な番組進行も

おもしろかった。 

 

○ １月３日(火)の大人ドリル・新春拡大版「日本再生の芽を大提言！」(総合 後

10:40～(4 日)前 0:08）について、ＮＨＫ解説委員９人が、“日本再生の芽”を大提言

というテーマでプレゼンしていたが、最近、解説委員や記者が画面に出てくる番組が

増えている。どういう人がどのような意見を持っているのかということは、気になる

ところなので、リスクや、大変なこともあると思うが、視聴者と共に研さんし合って

いけるような関係が作れるという意味では非常によいと感じている。 

 

○ １月４日(水)の歴史秘話ヒストリア「新春激突！織田・徳川・武田 三大決戦～長

篠の合戦 男たちは何を見た！？～」について、タイトルの“新春”という文言は、

必要性のあるものではなかったのではないか。番組については、「歴史秘話ヒストリ

ア」ならではの、おもしろさであった。 

 

○ １月５日(木)の「あさイチ」について、１１月６日のＮＨＫスペシャル「孤立集落 

どっこい生きる」をフォローしたような内容であった。その後の状況も含めて、孤立

した集落がどのように復興に取り組んでいるかということが紹介されていたが、「あ

さイチ」という朝の時間帯の番組で、報道的な内容のものを放送するのは、非常によ

いことである。この番組では、女性向きの生活情報を取り上げることが多いと思うが、
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今回のようなテーマは、社会的関心を高める、よい取り組みであった。 

 

○ １月６日(金)の関西もっといい旅「舟屋の里 海に生きる～京都 伊根町～」につ

いて、派手なナレーションやスーパーもなく丹後半島の雰囲気をそのまま大切に描い

ており、取れたての魚を買う主婦の表情や、漁師が漁に一生懸命取り組む様子、また、

若い漁師たちが夜に熱く語り合う場面など、人間味たっぷりに紹介されており、大変

よかった。旅人の中川緑アナウンサーは派手さはないが、出会った人の心を引き出す

力があり、その点を高く評価したい。２５分番組ということで、かなり内容を詰め込

んだ印象を受けたが、一方で、視聴した後に、もう少し見てみたい、伊根町を旅した

いという気分にもなれた。 

 

○ １月７日(土)の「奈良特集“心の復興”を求めて」（総合 前 10:05～10:48 奈良県

域)について、台風１２号からの復興は、心の復興も重要であるということをテーマに、

主に奈良県十津川村の神納川地区の現状を織り交ぜながら、心の復興について社寺か

らのメッセージを訪ね歩くという大変よい構成であった。番組冒頭の濁流の映像は大

変迫力があり、このような映像も撮影していたのだと改めて感じながら見ていた。ま

た、谷口慎一郎アナウンサーが、各社寺のところに話を聞きに行っていたが、好感を

持って見ることができた。このほか、各社寺の方々が、災害についてどのように考え

ており、実際、どのような行動を起こしたのかということも、うまくまとめられて、

非常に見応えのある番組であった。 

 

○ １月８日(日)の「競技かるた名人戦・クイーン戦」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 2:00～2:59）に

ついて、競技の模様を前日に勝ったばかりの名人、クイーンが語る勝負のポイントを

交えながら、ダイジェストで伝えていた。非常に緊迫した競技の模様に、高木修平ア

ナウンサーが、名人とクイーンから聞き出す勝負どころの心境や、ゲストのコメント

も加わることで、競技かるたそのものについての理解が深まる内容であった。若い世

代を中心に競技人口も増えてきているということなので、関係者には必見の番組だっ

たのではないか。また、全国最高レベルの競技会を取り上げることで、競技かるたと

いうものを広く一般にＰＲする点でも有効であった。 

 

○ １月９日(月)の再会「２０年後の君たちは―」(総合 後 1:05～1:48）について、成

人の日に放送するには非常によいテーマであった。番組のなかで、いくつかのストー

リーが語られていたが、挫折や大きな失敗、事故などを経験した方々のその後の物語

が非常によく描かれており、人生で失敗というのは、大きな価値があるということを

伝えていく意味では、若者にとっても非常に大きなメッセージになったであろう。 
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○ １月９日(月)のＮＨＫスペシャル プロジェクトＪＡＰＡＮ最終章「日本復興のた

めに」（総合 後 10:00～11:28）について、東日本大震災からの復興をテーマにした

番組は、民放も含め数多くあるが、この番組は非常に冷静な分析で、現在の日本の構

造的な課題や問題に対して切り込んでおり、この震災について、私が最も知りたいこ

とに迫っている番組で、充実した内容であった。国と地方が一体となる政治、急がれ

る地場産業の復興、地方自治体の財政構造のあり方といった３つの切り口から、有識

者の深い分析が行われていたが、いずれもベースにあるのが、国の中央集権型の統治

から生じる問題が大きいということだ。また、こういった仕組みが、被災地の人々の

生活よりも国家・中央の課題解決が優先される大きな要因になっており、復興の遅れ

について、非常によく理解ができた。このような国家的な非常事態に、機能しない統

治システムについて、政治家や官僚がどのように考えているのか、今後もぜひ、この

課題に対し、政治家も交えて議論する番組などを制作してもらいたい。それこそが、

メディアの力で、今の政治をよい方向に動かすきっかけになるのではないか。 

 

○ １月９日(月)の「デーモン閣下が斬る！ＢＳ世界のドキュメンタリー大解剖」(ＢＳ

１ 後 11:00～11:49）について、デーモン閣下と江川達也さんの２人が「ＢＳ世界の

ドキュメンタリー」の魅力を大解剖するという番組だった。私と同世代の２人が、ド

キュメンタリー番組をどのように見ているのか、また、ドキュメンタリー番組を制作

するということに、どのような価値があるのかということを投げかけてくれることに

おいても非常に意味のある、よい視点の番組であった。 

 

○ １月１５日(日)「第３０回全国都道府県対抗女子駅伝」（総合 後 0:15～3:15)につ

いて、競技ではなく、リアルタイムのドキュメンタリーとして見ていた。各都道府県

の代表というプレッシャーを背負いながら、中学生から実業団という幅広い世代のメ

ンバーが共通の目的のために、協力して頑張る姿に、いつも心を打たれるとともに、

この大会で注目を浴びた無名のランナーの将来の活躍を期待する楽しみもある。駅伝

のだいご味は、抜きつ抜かれつの駆け引きをしている場面だと思うので、トップ集団

の映像が多くなるのはしかたないかとは思うが、そういった白熱した映像なども、同

時に放送してもらえれば、もっとおもしろく、見応えのある、充実した放送になるの

ではないだろうか。 

 

○ １月１７日(火)のＮＨＫスペシャル「阪神・淡路大震災１７年東北復興を支えたい～

“後悔”を胸に～」（総合 後 10:00～10:49）について、キャスターの住田功一アナウ

ンサー自身も阪神・淡路大震災の報道に関わったと記憶しているが、だからこそ非常

に心に響く内容であった。関西にこのような震災関連の番組を制作する力があるとい

うことを発信できるというのは、関西に住む１人して大変誇りに思っている。先日、
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ＮＨＫの平成２４年度予算と事業計画が、総務大臣に提出されていたが、そのなかで、

非常時に大阪局が、東京の放送センターのバックアップ機能を果たすことになるとい

うニュースが流れていた。大阪局の役割が今後、ますます重要になっていくことを考

えると、報道のあり方、番組制作について、日常から地域社会を意識しつつ、一層の

努力を続けてもらいたい。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３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、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、かんさい特集「幸子と冬美のふるさとへ

歌を」、「どないすんねん大阪」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     上松 邦栄（イラストレーター） 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （（株）神戸製鋼所 顧問） 

       中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜かんさい特集「幸子と冬美のふるさとへ歌を」 

(11 月 18 日(金) 総合 後 8:00～8:43 近畿ブロック)について＞ 

 

○  台風１２号で大きな被害が出た和歌山県に、和歌山県とゆかりのある歌手の坂本冬

美さん、小林幸子さんが訪れ、住民たちの苦しみ、悲しみを共有するとともに、地元

の小中高生の歌う姿や２人の歌で勇気づけるという番組の流れはうまく構成されて

いた。「鶴瓶の家族に乾杯」のような番組で見やすく、視聴者も被災者の痛みを自分

自身に引き寄せながら、彼らが歌によって癒やされていく過程を感じることができた

のではないか。また、ゲスト２人が被災地を元気づけようと人々に接していく温かい

シーンがたくさんあったが、２人が和歌山に並々ならぬ思い入れがあるということも

しっかりと実感させてくれた。 
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○  東日本大震災の被害の甚大さから、どうしてもその陰に隠れがちであった被災地・

和歌山の被害の大きさを再認識するとともに、坂本さん、小林さんの訪問で元気を取

り戻していく被災者の姿を見て、あらためて歌の持つ力のすばらしさを感じた。また、

ゲスト２人の人選も高齢層に受け入れられやすく、被災者の心を和ませる組み合わせ

でもあった。復興のシンボルともいうべき次の世代を担う子どもたちが数多く登場す

る構成は、被害のすさまじさから暗い気持ちになりがちな被災者や視聴者に対して、

希望を感じさせる役割を見事に果たしていた。 

 

○  ゲスト２人が中高生の合唱部の練習に参加したり、仮設住宅で青空コンサートを開

催したりしていたが、紅白歌合戦にも出場しているスター歌手を間近に見ることがで

き、感激するとともに、２人の笑顔と気持ちのよいトーク、心づかいに被災された方々

は、元気づけられただろう。 

 

○  東日本大震災の被災地では一部、心のケアや慰問にうんざりしていると聞いたこと

がある。慰問対応のために予定を調整するなど、敬弔の二次被害というものもあると

のことだ。今回の番組でも２人の息子を亡くした若い夫婦を訪ねる場面があるが、有

名人だからといって、このようなことが本当に慰めになるのだろうかと疑問を感じて

いる。中高生の合唱部の場面や、仮設住宅でのコンサートの場面には、まさに歌の力

を生き生きと感じることができ、よかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

今回の番組は、地元、関西で起きた大きな災害について、報

道とは違った形で何かできないかということで制作した。委員

からもご意見があったが、番組のイメージで浮かんだのは、５

月２３日(月)、３０日(月)に放送があった、東日本大震災後の

宮城県石巻市を再び訪ねた「鶴瓶の家族に乾杯」であった。訪

ねた家族のなかには、坂本冬美さんのファンという方もいて、

仮設住宅でのコンサートは大いに盛り上がったということで、

番組の目的は果たせたと思う。災害から２か月後の放送もよい

タイミングだったと考えている。 

 

○  災害を風化させないためにも、災害から２か月が過ぎたところで、被災地を訪れ、

現状を伝えることは重要なことだ。また、歌の力によって人々を励まし、見ている人

を楽しませるということに感動した。小中高生の歌っている姿に感動し、子どもを亡

くした方の話などに心を痛めた。ゲストの人選、放送のタイミングもよかった。全国

的には東日本大震災の話題が多い中、地元、関西で起こった災害についてフォローし
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ている点を評価したい。 

 

○  ゲスト２人の人柄がよく出ていた。和歌山県は、坂本さんの出身地ということもあ

り、気持ちのこもったロケだったと感じた。ただ、小林さんの鮮やかなピンクの衣装

には、違和感があった。内容では、子どもたちの合唱がすばらしく、大変感動した。

被災地が、今、どのようになっているかは、見る機会がなかったので、そういった意

味でもよい番組であった。 

 

○  ゆかりのある２人のコメントが大変実感がこもっていて、見る側に伝わった。また、

被災者に接する姿も、いつもの晴れやかな舞台に立っている２人とは違う姿で、人柄

が画面からも伝わってきた。全校生徒７名の小学校の生徒が歌っている姿には、番組

を見た多くの人が感動しながら見ていたのではないだろうか。仮設住宅でのコンサー

トも、被災者にとっては心の癒やしをもたらした企画であり、共演した小学生の歌も

普段の練習の成果を披露するよい機会であったのではないだろうか。上田早苗アナウ

ンサーのナレーションも被災地、被災者の方々の様子、訪問した２人の様子が目を閉

じていてもイメージできるように耳に伝わってくるものだった。 

 

○  東日本大震災の甚大な被害に隠れてしまい、取り上げられることが少ない和歌山県

の被害に対して、このようにスポットを当てたのはよい企画であった。憧れの芸能人

が訪ねて来るというのは、打ちひしがれた被災地も元気づけられたと思う。また、歌

というものは、明日を信じて生きて行こうという気持ちにさせる力を持っており、２

人の歌やパフォーマンスで、被災者も気持ちを奮い立てさせられたのではないか。 

 

○  被災地の人に元気になってほしいという思いが自然とわき上がってくる番組だっ

たが、それは有名な２人の歌手が、被災者に心からの共感を持って接していたからで

はないだろうか。２人にゆかりのある和歌山が被災地ということで、特別な思いを

持っていたと思うが、それだけではなく、長い不遇の時代や、苦悩の時代を乗り越え

てきている２人だからこその人柄が、被災者に接する態度にも表れていたのだと感じ

た。時が過ぎ、被災の事実に向き合わないといけない状況になった際に、歌の力が励

ましになるということを示した番組であった。 

 

○  被災地の状況を２人のゲストが、ふるさとを歩く目線で伝える手法が功を奏してい

た。現地の様子を土砂崩れの現場ドキュメントだけでなく、またチャリティ活動のド

キュメントとしてだけでなく、被害のありようと生活再建に向けた人と地域のありよ

うを、現場を取り巻く生活や周辺環境を含めた広がりのなかでとらえており、災害の

伝え方の一つとして価値あるものである。 
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（ＮＨＫ側）  

２人の人選については、おおむね好意的に受け止めていただ

いたのではないかと感じている。歌の力をテーマにしているが、

２人のタレントとしての力というものが、さらに番組を豊かに

してくれた。カメラの前で、一般の方から話を聞き出すという

のは決して簡単なことではなく、また、２人が歌った環境もカ

ラオケしかなく、力量がそのまま出てしまうところだったが、

この２人だからこそうまくできたのではないかと考えている。

今後も、必要に応じて今回のように臨機応変に番組を企画・制

作していきたいと考えている。 

 

＜「どないすんねん大阪」 

(12 月 2 日(金) 総合 後 7:30～8:43 近畿ブロック)について＞ 

 

○  大阪府知事選、大阪市長選のダブル選挙の結果を受け、大阪都構想、行政サービス

や教育改革の今後について視聴者にわかりやすく提示しようとする意図は伝わった。

大阪維新の会の勝利で、改革がスピード感を持って進むという一方的な番組の流れに

なるかと思ったが、パネリストからもさまざまな視点での意見が挙がり、一定のバラ

ンスを保った内容であった。橋下徹新大阪市長の出演を期待していたが、それが実現

できなかったのは残念だった。今後の改革について、全体的なイメージは伝わったが、

もう少し各項目の整理をしてもらいたかった。また、“大阪の何を変えてほしいのか”

ということについて、2,000 人の声を紹介していたが、単に集まった意見を並べるだ

けでなく、例えばＮＨＫ放送文化研究所などと連携し、多角的な分析でまとめてほし

かった。このほか、真下貴アナウンサーのスタジオ進行は大変安定していた。 

 

○  番組でも数多く取り上げられた街の声は、日本全体に覆いかぶさっている閉塞感へ

の不満の声だと感じた。しかし今回の選挙戦のように、不満を既存の団体や人のせい

にして、正義の味方と悪人の対決構図とする大阪維新の会の政治手法は、他責の文化

を増長することにつながりかねないのではないかと感じている。ダブル選挙ではなく、

府と市の首長同士の話し合いの中で、一定の方向性を見出せなかったのか。抽象的な

議論となった大阪都構想の実現には相当の時間を要することだろう。もっと大阪都構

想について、踏み込んだ議論が出来るパネリストに出演してほしかった。 

 

○  大阪都構想など、橋下新大阪市長が代表を務める大阪維新の会の公約についての討

論であったが、議論に議論を重ね、決まったことに対して実行するためには強いリー

ダーが必要である。ここ 近のころころ変わる日本の総理のようにではなく、ある程
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度の期間、強く引っ張ってくれるリーダーが必要ではないか。大阪は現在多額の借金

のほか、さまざまな問題を抱えているが、東京に追いつけ、追い越せと活気づくとと

もに、住みよく、安心できる街になってもらいたいものである。 

 

○  ダブル選挙後にその結果を振り返っておこうと要領よくまとめられた番組であっ

たが、討論自体は、予定調和過ぎた印象を受けた。カウンター的な意見も入れながら、

議論をもう少し深めていく必要があると思うが、その役割を担うのはメディアだと

思っている。番組のなかでも出ていたが、伝統文化と技術の重視、また、関西らしさ

や、大阪の文化をどのように再評価していくのかということもメディアが導いていか

ないと、関西ならではのものが、声の大きい人にかき消されていくのではないだろう

か。政令指定都市の役割が終わったということについては同感であり、そういった時

代だからこそ、地方自治も大きな転機に入っていると思うのだが、本当の意味での地

方自治を、日本人は知らないのではないだろうか。政治はその仕組みやリーダーの力

量のみならず、そのリーダーシップに共振する市民の力が必要であり、それは単なる

選挙の票数だけで評価されるものではない。これからＮＨＫの報道は、橋下改革の行

方を見守ると同時に、大阪の人々がどのように橋下改革に応答していくのかというこ

とを二元的にとらえる必要がある。橋下新大阪市長は、すごい人であるがゆえに、大

阪局の力も問われるのだろうと感じている。 

 

（ＮＨＫ側）  

１２月２日(金)は特別番組として放送したが、単発で放送し

たわけではなく、全国的にも注目度の高かったダブル選挙の開

票速報の体制を作るところから準備を始めた。１１月２７日

(日)の開票速報を終えた後、選挙結果を受けて５日後の金曜日

に、今後、大阪がどのように変わっていくのか、ということを

議論する討論番組の準備を進めてきた。全体のバランス、それ

ぞれの専門性などを考慮して今回のメンバーが決まったわけだ

が、ご意見にあったように、充分でなかった点もあったかと思

う。また７３分という限られた放送時間のなかで、議論が尽き

ないであろう大阪都構想について話を進めるのではなく、選挙

担当デスクも出演し、出口調査や開票結果から、大阪府民の閉

塞感を打ち破って何かを変えてほしいという思いを解き明かし、

経済問題や教育改革といった具体的なテーマで話を進めたつも

りである。ただし、それぞれの項目で議論を深めるには時間が

足りなかった。今後も引き続き、「かんさい熱視線」や「ニュー

ステラス関西」といった番組などで、しっかりと今後の大阪、
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さらには、関西がどうなっていくのかという視点も織り交ぜて

報道していくとともに、節目では、今回のような討論番組を放

送したいと考えている。 

 

○  今回のダブル選挙は大阪の話題であるはずが、いつの間にか全国的な話題となって

いた。大阪維新の会の政策顧問である、上山信一氏がパネリストとして出演していた

が、もっと具体的な問題を上山氏に尋ねた方が中身も深まったのではないだろうか。

また、選挙結果から、“何かを変えてほしい”という街の声がうかがい知れるが、大

阪都構想は話が大きすぎ、具体的なイメージがよくわからない。具体的なメリット、

デメリットを挙げたり、番組の中でアンケートを実施したりといったこともできたの

ではないだろうか。効率化の一点張りで２つあるものを１つにするといった単純な話

ではないと思うので、具体的な施策について検証をしていかなければならない。また、

文化行政については何も議論が及ばなかったが、大阪固有の文化というのは必ずある

はずなので、それらをどうするのかといったことにも踏み込んでほしかった。 

 

○ 松井大阪府知事が出演していたが、やはり橋下新市長の言葉を直接聞きたかった。

東京市政調査会の新藤宗幸常務理事の発言などを聞いていると、そもそも自分が行政

の構造について、正しい知識を持っていないことにあらためて気づき、非常に勉強に

もなった。大阪都構想は、話が大きすぎて見ている側の知識によっては、全く違うこ

とと勘違いしてしまっている危険もあるのではないだろうか。引き続き、大阪都構想

についてわかりやすい報道をしていけば、“対話”ということが成立するのではない

だろうか。また、真下アナウンサーが、巧みに大阪弁を使っていたが、身近な言葉を

使われることで、関西の人間は、自分たちの問題だと感じられたのではないだろうか。 

 

○ 今回のダブル選挙は、全国的にも大変注目され、選挙から時間を空けずに放送した

今回の番組は、タイミングのよい放送であった。パネリストの方々も、それぞれの立

場から問題点をわかりやすく話をしており、真下アナウンサーのスムーズな進行とあ

わせて、理解しやすかった。また 2,000 人の街の声も山本美希アナウンサーが随時紹

介していたが、生の声がわかってよかった。教育改革など大阪が持ついろいろな問題

点、また、二重行政などの無駄の見直しについても、わかりやすく話されていた。た

だ、放送時間が足りなかった印象を受けたので、次回は、２時間くらいの放送時間で、

橋下新大阪市長にも出演してもらい放送してほしい。また、今回のパネリストの中に

女性も入れてほしかった。大阪都構想については、全国的にも注目度が高く、今後も

引き続き、取り上げてほしい。 
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○  関心の高いテーマで興味深く見た。大阪都構想については、二重行政を解消し財源

を捻出する、規制緩和で企業活動の活性化やインフラ整備の効率化によって大阪を再

生するという考えがわかった一方、実際の行政サービスや医療、雇用、教育について

具体的な取り組みはこれからということで、よくわからなかった。これらは大阪のみ

ならず、全国共通の課題も多いだろうし、大都市制度については、国と地方の関係を

どうするかということにつながっていく全国共通の大きな関心事だと思うので、今後

も引き続き、報道してほしい。また、何人ものパネリストが出演して、焦点が拡散し

ないように、１対１での議論というような形式で、個別の課題を掘り下げることが問

題を鮮明にするのではないか。 

 

○  キャスターと複数のパネリストで論点を伝えようとする番組の姿勢自体は悪くな

いが、論点を明確に伝えるには、ゲストの語りだけに頼らず、語りを補完する情報の

提示など、工夫をしてほしかった。 

 

○  結局、大阪がどう変わっていくのか、 後までわからないままだった。大阪維新の

会の橋下新大阪市長、松井新大阪府知事の両名が何をやろうとしているのかもよくわ

からず、また、彼らの政治手法には危険性すら感じた。 “大阪都になれば全てうま

くいく”などと主張しているが、その具体的な中身が見えてこない。有権者は、“変

わるのではないか”という期待で１票を投じたと思うが、この１票には責任がある。

どう変わるのか、どう変えてくれるのかということについて、声を上げていかないと

いけないし、監視もしなければならない。番組内容については、放送時間が足りず結

果的に不完全燃焼という印象を受けた。複数のパネリストがいたが、松井新知事１人

に対し、キャスターと記者が対談者として議論していく方が、もう少し中身のある議

論になったのではないか。また今回のダブル選挙の開票速報では、午後８時ちょうど

に出た当選確実は、開票も始まっていないのになぜ当選確実なのか、疑問を感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

制作期間をもう少し長く設定すれば、違った番組作りができ

たかもしれないが、今回は選挙後、５日というスピードにこだ

わった。７３分という限られた時間のなかで、今回は、経済、

教育といった大きなテーマを設定しつつ、今後、大阪がどのよ

うに変わっていくのか、全体像が見える構成とした。ご意見で

もあったように、福祉、医療、文化行政といった、もう少し個

別具体的なテーマについても、今後、番組やニュースでしっか

りと取材をし、記者解説、また専門家の意見などを交え、わか

りやすく伝えていきたい。また開票速報について、午後８時で
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の当確は早すぎるのではないかというご意見だが、選挙報道に

は、正確・迅速に伝えるということが求められている。今回の

選挙は、結果的に午後８時に当確を伝えたが、選挙によっては、

当然開票状況を見ながら、当確情報を伝えるものもある。今回

の選挙は、事前の取材、出口調査の結果などから、当選が間違

いないと判断し、投票終了と同時の午後８時の段階で当確情報

を出した。開票が始まるのを待って当確情報を出していた時期

もあったが、当選が間違いないと判断すれば、投票が終了した

瞬間に当確情報を出すことになった。綿密な取材、調査、分析

のうえで判断しているということをご理解いただきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １１月６日(日）、１３日(日)、２０日(日)のＥＴＶ特集「シリーズ イスラム激動

の１０年」は、大変力作であった。イスラムの移民問題は宗教の対立ではなく、世界

共通のコミュニティーの対立だ、という論点は大変興味深く、非常に共感できた。ド

イツに労働力として移住してきたイスラムの家族がコミュニティーを形成し、その中

で格差が生まれ対立するという構図は、日本で働く外国人労働者についても同じこと

であり、今後、日本はどのように彼らを受け入れていくのか考える必要がある。また、

国家や権力に統制されないためには自らの中に規範を持つことが必要だが、その規範

の一つが宗教であると思う。宗教が持つ力、もちろん危険性もあわせて、社会的焦点

を当てた番組の制作をしてほしい。 

 

○ １１月２１日(月)の「ニュースＫＯＢＥ発」のスポーツコーナーで、１１月２０日

(日)に開催された神戸マラソンを振り返っていた。神戸でのマラソンは、1985 年の第

１３回夏季ユニバーシアード以来の開催で、完走までの制限時間を長めに設定するな

ど、記録よりも走ることを楽しむということを第一に考えられており、ランナーも楽

しめただろうし、沿道にも大勢の人が応援に駆けつけ、大変盛り上がったのではない

だろうか。阪神・淡路大震災から復興した神戸での開催ということで、東日本大震災

の被災地へのエールを込めたテーマを掲げたことも意義のあることであり、このよう

な取り組みは、神戸の新たな力を感じた。来年は、大阪マラソンと開催日が重なると

のことだが、盛り上がりを期待したい。 

 

○ １１月２５日(金）のかんさい熱視線「生まれてくるはずの命が・・・～進むエコー

検査の波紋～」について、エコー技術の進歩により胎児の状態が詳細にわかるように

なったことで、母体への過度な負担や、体内で亡くなってしまう確率が高い病気や障
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害もわかるようになった。このことを両親に伝えないことで、訴訟になるというケー

スもあるとのことで、医師が診断結果をより深刻に伝えてしまったために、授かるは

ずの命を奪ってしまう恐ろしさを実感した。医療技術の進歩と医師、患者のコミュニ

ケーションのあり方について、大きな社会問題になっていることを視聴者に認識させ

る大変意義のある番組であった。また、番組の制作・著作の表示が「ＮＨＫ・京都 大

阪」と連名になっていたが、このような共同制作はよくあることなのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

かんさい熱視線「生まれてくるはずの命が・・・～進むエコー

検査の波紋～」の制作・著作の表示について、京都局のディレ

クターと大阪局のキャスターが、共同提案として番組を制作し

たため、このような表示とした。ＮＨＫの表示については、一

定のルールで決められている。 

 

○ １１月２５日(金)のかんさい特集「奈良まほろば散歩」について、歩いているよう

な映像の雰囲気がよく、番組のガイドブックを出版してもよいのではないだろうか。

今回、地域のスイーツが紹介されていたが、甘党男子の一人旅は、おもしろい切り口

であり、女性も興味があると思うので、ぜひ、本の出版を考えていただきたいと思う。 

 

○ １１月３０日(金)のひるブラ「果物と野菜の楽園“めっけもん”を探せ！～和歌山

県紀の川市～」について、ゲストのとよた真帆さんのミカン色のコートが和歌山のミ

カンを連想させ、和歌山県民としてはうれしく感じた。とよたさんが、一般客にまじ

り一緒にミカンを買ったり、商品の陳列について生産者と話をしたり、楽しい雰囲気

が画面から伝わってきた。田中寛人アナウンサーも巧みな進行で、短い時間だったが、

めっけもん広場のよさが充分伝わる構成であった。ただ、残念だったのが、地元の小

学生がこども店長として、野菜の販売をするなかで、野菜について勉強するという取

り組みが紹介されていたが、この地域は食育教育が熱心に行われているところであり、

その食育教育についても触れてほしかった。また、この番組のスタジオゲストが画面

左下の小窓に出てくる演出は必要なのか。中継会場とスタジオで話が重なり、聞きと

れないこともあり、見ていて違和感がある。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ひるブラ」のスタジオゲストとの小窓演出について、中継

現場だけの限られた視野からの意見だけでなく、一歩引いた目

線からの意見を取り入れることで、新しい発見を引き出すとい

う狙いがある。今しばらく、現場の努力が実を結ぶまで見守っ
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ていただきたい。 

 

○ 「ニュース６１０ 京いちにち」で、１２月１日(木)からシリーズで放送していた

お便り特集「紅葉の思い出」について、単なる京都の美しい紅葉の様子を見せるだけ

でなく、紅葉と視聴者の身近な物語をつなげ、映像詩として、しみじみと見せるのは

心温まる企画であり、ローカルならではの取り組みであった。また、１２月１１日(日)

の「ＮＨＫとっておきサンデー」で「ならナビ」の視聴者からの質問や疑問に答える

コーナーを紹介していたが、京都局も奈良局も共通して視聴者とともに地域のコミュ

ニケーション空間を作ろうとしている取り組みを評価したい。 

 

○ １２月２日(金)のバリバラスペシャル・笑っていいかも！？「ＳＨＯＷ－１への道」

(Ｅテレ 後 8:00～8:45) について、お笑いコンビの脳性マヒブラザースの１人が、

事前の打ち合わせ通りのネタでやろうというと、もう１人は、その場の雰囲気に合わ

せてアドリブでやりたいと、２人の間でトラブルが起きていたが、この番組自体、シ

ナリオがあってないような意外性があり、おもしろかった。身体障害者を家庭に持つ

人には、このような番組は、勇気づけられると思うので、いろいろな側面から、障害

について取り上げるのは非常に意義のあることである。視聴率は高くないかもしれな

いが、根強いファンも全国にいるのではないか。 

 

○ １２月４日(日)のＮＨＫスペシャル「証言記録 日本人の戦争 第２回『太平洋 絶

望の戦場』」について、戦争を知らない私たちにとって、体験者が語る真の苦しみを共

有することはできないが、見ていて胸の苦しくなる証言ばかりで、戦争の悲惨さと平

和の大切さを語り継いでいくことの重要性を痛感した。また、岩手県の旧藤根村を例

に挙げ、戦地に若者を送りだす側の心情を取り上げていたが、徹底した軍国主義のな

かでも複雑な心境だっただろうと大変印象深いものだった。彼らも戦争の被害者に間

違いない。平和が当たり前となった現代の日本では、平和の意味について考えること

が少なくなっているのは間違いなく、戦争の語り部も減っていくなか、ＮＨＫには、

戦争の悲惨さをテーマにした番組を今後も継続して制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

戦争体験については、番組だけでなくインターネットで「Ｎ

ＨＫ戦争証言アーカイブス」として、戦争を体験された方々の

証言を動画で配信し、後世に伝えていく取り組みも行っている。

悲惨な戦争体験を後世に伝えていくことは、ＮＨＫの使命とし

て位置づけている。いろいろな角度から、今後も戦争体験を後

世に伝えていく取り組みを続けていきたいと考えている。 
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○ １２月７日(水)のＡｍａｚｉｎｇ Ｖｏｉｃｅ 驚異の歌声「ハワイ・伝説の巨人

“ＩＺ”」について、よく耳にする歌でも歌い手によって、ここまで違ってくるのかと

新鮮な驚きを感じるとともに、なぜＩＺが伝説となったのかよくわかった。歌の力は、

歌い手の技量によりさらに大きな力を発揮することが発見できた。経済的な価値が重

視される社会だが、心の豊かさを育む力が歌の中には隠されていると感じた。世界中

に存在するであろう、国民的歌手を紹介する番組があれば、その国の文化を理解する

のに役立つのではないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

ＢＳプレミアムでは、今年の４月から、「Ａｍａｚｉｎｇ Ｖ

ｏｉｃｅ」を定時番組として放送している。この番組は、本当

にこのような歌の世界があったのかと、ビックリする内容なの

で、今後もぜひ見ていただければと思う。 

 

○ １２月９日(金）のかんさい熱視線「揺れる朝鮮学校」について、朝鮮学校でどの

ような教育が行われているのか関心を持って見た。差別を受けていた子どもたちが、

朝鮮学校に入ったことで、救われたことを紹介していたが、内側での結束を強化して

いく一方、その後、日本の社会とどのように共生していくのだろうかと考えさせられ

た。高校無償化の対象外となる、大阪府からの補助金がなくなるといった表面的な議

論ではなく、民族教育というものがどういったものなのかという論点をきちんととら

えていかないと、問題の本質は見えてこない。在日コリアンの方が多い関西だからこ

そ焦点を当てて取り上げるべきテーマだと考える。また、多様化する社会、文化の中

で、日本人のアイデンティティーが見えてこない。日本人としてのアイデンティティー

を、後世にどう伝えていくかということも考えていかなければならない。このほか、

密着取材ということで、何か新しいことがわかるのかと期待していたが、核心に触れ

ることはなく、期待外れであった。しかし、朝鮮学校にカメラが入ったこと、困難な

取材に挑戦したことは、評価したい。 

 

（ＮＨＫ側）  

これまでカメラが入っての取材は難しかったが、今回は取材

を続けるなかで生まれた番組担当者と取材先との信頼関係から

可能となった。全体的なバランスを考えながら、朝鮮学校の実

態について客観的に伝えた。 

 

○ １２月９日(金)のかんさい特集「食を極める～関西おでん列伝～」について、家庭

でも４０分で作れるおでんのレシピを料理人が紹介していたが、下ごしらえの時間が
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入っておらず、煮ている時間が４０分だから４０分でできるというのは、行き過ぎた

表現だと感じた。番組自体は、よく知っているはずの“おでん”の知らなかった奥深

さがわかりおもしろかった。 

 

○ １２月９日(金)の兵庫特集 新・兵庫史を歩く「平家落人伝説の道～香美町～」(総

合 後 10:00～10:43 兵庫県域)について、名勝・香住海岸の美しさを楽しく見させて

もらうとともに、余部橋梁を訪れたところで、昭和５６年に放送された「新日本紀行」

の映像で架け替える前の橋を紹介しており、懐かしく感じながら見た。地域の自然や

文化、歴史がわかりやすく解説されており、知らなかった地元の歴史をこの番組で知

ることができ、兵庫に住む者としても大いに勉強になった番組であった。せっかく、

このような紀行番組を制作しているのであれば、まとめて書籍化してみてはどうだろ

うか。 

 

（ＮＨＫ側）  

書籍化ついては、「新・兵庫史を歩く」の前番組となる「兵庫

史を歩く」で４冊、「新・兵庫史を歩く」では１冊、書籍化され

ている。 

○ １２月１０日(土）の土曜ドラマスペシャル「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一

号～」について、全く戦争を知らない世代が戦争のドラマを制作するということに可

能性を感じている。脚本や内容に未熟な部分はあるが、これらを受容できる視聴者は

今後増えていくだろうし、ヨーロッパでも戦争を知らない世代がナチスの映画を制作

している。日本が犯した戦争という過ちを、戦争を全く知らない世代がどのように描

いていくのか、非常に関心を持ち、期待もしている。 

 

○ 東日本大震災から９か月の１２月１１日(日)に放送された、ＮＨＫスペシャル「震

災遺児１５００人」や、ＥＴＶ特集「シリーズ大震災発掘 第１回 埋もれた警告」 な

ど、いずれも難しい問題にアプローチする、チャレンジングな番組づくりだと感じた。

前者は、報道が当事者に及ぼす影響も気になるところではある。また、子どもの成長

をどう見守り支えていくのか、家族のケアを含めた支援のあり方なども、専門家の意

見を聞きながら、提起していく必要もあるのではないか。後者は、科学と政治や行政

などの権力の関係への、鋭い問題提起が今後どう政策に反映されていくかなど、継続

して追いかけてほしい。 

 

○ １２月１３日(火)のおうみ発６１０「江～歴史紀行 江と近江の関わりを振り返る」

について、大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」の舞台の一つとして、大津放送局が１

年にわたり放送してきた「江～歴史紀行」もこの回が 終回であった。約１０分とい
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う短い時間だがよくまとまっていた。また、ＮＨＫの大河ドラマが、地域の町おこし

に持つ力の大きさを感じた。 

 

○ 「世界の名峰 グレートサミッツ」について、必ずしも各大陸の 高峰ではないが、

これまでカメラが入ったことがないような山にも、取材チームが入り美しい映像で山

の魅力を伝えている。なかにはエベレストを登頂したカメラマンもいるということで、

ＮＨＫは人材豊富だと感心して見ている。 

 

○ 連続テレビ小説「カーネーション」について、先日ロケ地ツアーに参加した。運営

者も、これほどたくさんの人が集まるとは思わなかったというほどで、定員の倍を超

える人が参加していた。ＮＨＫギャラリー「カーネーション」には、ドラマで使った

衣装の展示のほか、街の喫茶店のテーブルにある花も全部カーネーションとなってい

るなど、街全体でドラマを盛り上げている様子が伝わった。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３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、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、ＮＨＫスペシャル「“中国人ボス”がやっ

てきた～密着 レナウンの４００日～」、かんさい特集「私だって“山ガール”～関西な

でしこ登山～」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月と年末年始の番組編成の説

明が行われ、会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     上松 邦栄（イラストレーター） 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （（株）神戸製鋼所 顧問） 

       中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

弘本由香里  

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫスペシャル「“中国人ボス”がやってきた～密着 レナウンの４００日～」 

(10 月 23 日(日) 総合 後 9:00～9:49)について＞ 

 

○  日本と中国の経済面での立場が逆転したということを認めざるを得ない実例の一

つだと受け止めた。中国企業に実権を握られた日本企業が、中国で事業を展開するに

は結局、中国流のやり方でやるしかないことがよく分かった。一方、そのような状況

のなかで、日本流の考え方、やり方を主張して頑張ってやるのも、それはそれでよかっ

たのではないか。双方がそれぞれの考え方や、やり方をぶつけ合うということで新し

いものが生まれてくるのではないだろうか。このほか、スピード第一の事業展開を目

指した中国市場の激しい競争の行きつく先はどうなるのか、また日本企業が戸惑い、
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つまずくなかで、たどりついた中国での事業展開の今後がどうなるのかということは、

引き続き見てみたい。400 日間の密着取材ということだったが、関係者の了解をどの

ように取りつけたのか、大変興味のあるところだ。 

 

○  日本の名門アパレル企業が、中国企業に実権を握られるようになってしまったこと

に対し、こうなる前に打つべき手がいろいろあったのではないかと、400 日間の取材

を見ながら残念に思った。ブランドにしがみつき、ブランド力で売る、ブランド力が

市場に関係するという言い方は、大企業のおごり以外の何ものでもない。これまでは、

日本市場で展開する際には、欧米のファッションを日本流にアレンジしていたのだか

ら、やはり中国市場へ進出する際には、中国向けにアレンジするということが大事

だったのではないか。単に１０兆円の中国市場を席巻したいだけの野心家に、日本企

業が乗っ取られてしまったということは残念である。自分たちで技術開発はせずに

手っとり早くまるごと買ってしまうのが中国流の考え方だが、今後も中国企業がどの

ように日本市場に進出してくるのか、ＮＨＫらしく時間をかけて取材をして、実態を

放送してもらいたい。 

 

○  中国企業との経営方針の違い、日本人社長の戸惑い、苦悩が、長期間の密着取材で

十分に伝わった。大阪生まれの老舗アパレル企業のブランド力が通用しないという、

今の日本と中国の経済面で逆転した状況が詳しく放送されていた。中国との経済協調

が必須である一方、日本流の経営が中国市場では通用しないことなど、いろいろな問

題を番組の中に取り入れており、視聴者にとっては、とても関心度、満足度の高い内

容であった。ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）をめぐる問題について、私自

身、１人の農業者として、広く国際社会にも目を向けなければならないと思っており、

今後も日本を取り巻く外国諸国との関係など番組で取り上げていただきたい。 

 

○  非常におもしろく、またある意味、生々しく見た。中国企業の人たちが敵役という

感じがして、まるでドラマを見ているようで、手に汗握った。“郷に入れば郷に従え”

の難しさを実感した。日本企業のプライドを守るためには、膝を屈してでも、折れる

ところは折れるところから始めないといけなく、あまりにもストレスがかかる状況な

のに、日本企業の社員は、常に笑顔である様子がとても印象的だった。今、中国には

世界中からさまざまな企業が集まっているということを実感した。現在の日本企業、

中国企業の状況について今後も取材を続け、伝えてもらいたい。 

 

○  中国での会議のシーンで、中国人は全員ノーネクタイだったのに対し、日本人は

スーツ姿でネクタイまで締めていることに違和感を持った。私が中国に行く際には、

中国人の風習に合わせているが、会議での日本人の様子は老舗アパレル企業であると
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いう傲慢さを感じた。また、中国では地方から中央を目指すという歴史的な考えがあ

る一方、日本企業は、まず大都市から攻めて、地方に展開していくという考え方の違

いも見ていてよく分かった。また、韓国の企業の成功例を番組の中に取り入れていた

のは非常におもしろかった。日本での成功体験が世界で通じるものではないと感じた。

ここまで深く中国での企業活動を取材したことは高く評価できるが、大変な苦労が

あったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

最終的には今回の「ＮＨＫスペシャル」で放送したが、この

番組はもともと、昨年の９月２４日(金)の「かんさい熱視線」

で日本企業が中国企業と連携し、会社再建を目指していくとこ

ろを取材したことがきっかけだった。その後、実際に合弁会社

を中国で立ち上げるところまでを取材し、今回、「ＮＨＫスペ

シャル」として放送した次第である。番組制作に当たっては、

中国側の企業も含めて、本音をどのように伝えていくかに苦労

をした。一方的に中国側に寄り切られていくような場面があっ

たが、日本側の立場も示すことができ、最終的にはうまくバラ

ンスのとれた番組となった。中国側の取材については、中国人

のリサーチャーとカメラマンが中心に行った。やはり日本人の

ディレクターやカメラマンだと、本音をなかなか語ってくれな

いので、いろいろと工夫したと聞いている。 

 

○  若い人にとっては、ブランド名で企業に就職しても、いつどんな嵐がやってくるか

分からない状況であることや、それより上の世代にとっては、外国でこのような仕事

をしなければならなくなるというような、当事者の立場で見ることができる、リアリ

ティーのある番組だった。一方で、今後どうなっていくのか、どういう問題が出てく

るのか、もう少し長い期間で見ていくという手法もあるのではないだろうか。例えば、

後日談のような番組や、番組を見ながら関係者がコメントするようなものもあってい

いのではないか。そこに、さまざまな経験からコメントをする人がいると、さらに番

組が深まるのではないか。 

 

○  明らかに日本側が中国側に支配されていくという現実を見せつけられ、異文化の対

立、衝突というよりもむしろ、異文化の支配というような大きな隠れたテーマを感じ

た。また、韓国の企業の例を入れることで、大変おもしろく仕上がった。ただ、２０

代から３０代の若い社員は、この状況をどう思っているのかということも入れてほし

かった。このような老舗企業に見切りをつけているのか、それとも違う思いなのか、
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日本企業側のメンバーの中に１人でも２０代がいれば、また少し違う見え方になった

のかもしれない。一方、中国企業が公然と自分の娘を幹部社員にしてしまうというこ

とに、日本側としては抵抗があると思うが番組では描かれず、また中国の社員は、こ

のことをどのように感じているのか、取り上げてもよかったのではないか。 

 

○  日本の老舗アパレル企業を買収した社長の顔は勝者の顔であり、日本流のやり方は

中国には通用しない、中国に進出した日本企業は、中国流の強引なやり方に応えてい

かなければならないということが分かった。今回の日本企業に限らず、現在の日本の

若者も、例えば就職などで、もっと自分自身の目的意識を持っていかなければならな

いと感じた。 

 

○  過去の成功体験が大きかった分、そこから出てくる負の遺産というものがある。こ

の過去の成功から脱却できずに、時代変化の対応に遅れた日本の老舗企業の姿が見事

に映し出されていた。負の遺産とは、全ての決定を本社が下す中央集権型の企業統治

スタイルのことだが、これによる意思決定の遅さや、日本市場中心の価値観といった

ことからどのように脱却するのかということが、日本企業が世界で生き残る一つのヒ

ントではないだろうか。番組の中で紹介された韓国企業の、中国市場の中での独自の

マーケティング手法でのスピーディーな中国文化に適した商品開発は大変参考にな

るものであった。一方、中国人ボスの新たな事業展開への意欲は、あきれるほどのた

くましさを感じたが、企業を投資の対象としてしか見ない中国人の事業拡大策には違

和感を持った。このやり方が、将来的に世界の主流になるのか疑問だが、やや日本企

業にもこのような傾向が見えつつあるのも危惧するところだ。今後ますます加速する

であろうグローバル競争時代の中で、働く者にとっては、非常に見応えのある内容

だった。 

 

○  ボーダレスな人材育成が求められるなか、これからのグローバルビジネス展開をど

うするのか、特に異文化間のビジネス展開、中国市場での難しさをリアルに描いてお

り、異文化間の問題を深くえぐった番組だと興味深く見た。これまでは、異文化での

ビジネス展開というと、日本が主体であったが、今回は日本が主体ではないというこ

とがこの番組のポイントであり、多くの視聴者がそこに引き込まれたのではないだろ

うか。日本型のビジネスモデルというか、動きが鈍いという感じが強烈に残った。企

業内部の取材を可能としたＮＨＫの取材力、交渉力を非常に強く感じた。一方、中国

での１号店の出店場所を北京から大連に変えた中国企業の考えについて説明不足を

感じ、その部分の取材には物足りなさを感じた。また、買収する際に日本企業に投資

した４０億円と、その中国企業が購入したプライベートジェット機の値段がほぼ同じ

という表現がシニカルな表現でありつつ、企業ビジネスが一体どういうものなのか、
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日本側の思いを、ある部分表現していたのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

長い時間軸での検証、取材もまた必要だという意見があった

が、急成長する中国市場を巡っては、各国さまざまな企業同士

の攻防がある。私も今回の「ＮＨＫスペシャル」のポイントは、

韓国の企業を取り上げたことだと思う。あの部分は、韓国・日

本・中国といったさまざまな国の攻防を非常によく表していた

部分である。今回は老舗アパレル企業を取り上げたが、こうし

た各国の動きというのは、引き続き取材をし、取り組んでいく

べき課題だと考えている。また、若い世代の視点、意見も取り

上げてほしいということだが、確かに２０代から３０代の若い

人たちが、これからグローバルな展開をする企業のなかで、何

を考え、どう思っているかについても、取り上げて行くべき課

題だと考えている。 

 

＜かんさい特集「私だって“山ガール”～関西なでしこ登山～」 

(10 月 28 日(金) 総合 後 8:00～8:43)について＞ 

 

○  山ガールになりたいと思っている人たちにとっては、応援とヒントになる番組で

あった。また山ガール２人の人生を振り返りながら、山歩きを今後の人生の楽しみと

したいという思いも紹介されており、子育てなど終えて人生の節目にある熟年者の今

後の人生の楽しみ方の一つとして提示されたものだと好感を持って見ることができ

た。また、第一線を退いて人生の後半はどのような楽しみを持って過ごそうかと思っ

ている人たちにとっても、何かしらのヒントになり、触発する部分があったのではな

いかと思う。茶の間で家族一緒に見ても、楽しめる番組だった。 

 

○  横長のリュックを背負った後ろ姿から、カニ族という言葉が生まれるほど、登山が

流行したころと比べると、今はファッション性も高く、山ガールのファッションは大

変女性らしい。登山だけでなくマラソンランナーや、鉄道オタクといった分野でも女

性は多く、今や女性なくして、このような趣味の世界はありえないということに見事

に焦点を当てて取材していた。登山までの手順を段階的に教えており、これなら本格

的な登山も大丈夫だと思った。しかし、山ガールのブームは全国的な話題であり、そ

れをなぜ「かんさい特集」として特集する必要があるのか、疑問が払拭できなかった。 
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○  ２人の元祖山ガールが、山あり谷ありの人生を経て、第二の人生の楽しみとして、

再び山ガールに憧れるというストーリーに対し、同じ女性として、また山が好きな者

として、共感するところが多かった。女性らしいファッションを紹介するほか、登山

の基本テクニックを登山ガイドが段階を追って優しく適切な指導をしており、同伴者

のタレントの森脇健児さんも、適度にコメントしていたのがよかった。本格的な登山

として、最後に登った大普賢岳のカメラワークにも大変感動した。 

 

○  大変さわやかな気持ちで見た。元祖山ガールの２人が、番組が進むにつれて、とて

も生き生きと素敵な笑顔を見せており、よほどこの番組の中での登山が楽しかったの

だろうと思いながら見た。また登山ガイドが安全指導をしていたが、このような安全

対策も山歩きを楽しむうえで大事なことである。関西でも近くに本格的な登山に挑戦

できる場所があるということを紹介していたこともよかった。 

 

○  ６０歳代の人たちに再び山歩きへの希望を持たせるとともに、関西にこれだけ山登

りができる山があるということを紹介していたのはよかった。入門編では基本テク

ニックを紹介しており、本当にやってみたくなる感じだった。このような番組を「か

んさい特集」で取り上げることは、切り口も含め非常によかった。登山グッズや関西

近郊の登山ができる山を紹介しており、「やってみたい」と思わせる番組だった。ま

た、元祖山ガールの２人の人選も非常によく、２人のエピソードも興味深かった。さ

らに、トレーニングをしていくにしたがって、２人の個性が出てくるなど、単なる趣

味実用番組となっていないところもよかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

金曜夜８時は、２０代から３０代の在宅率は決して高くない。

５０代以上が視聴者の中心になるということで、この層を意識

して、楽しんでいただける番組を編成している。全国的に登山

の人気が高いのは分かっていたが、日本アルプスがあるような

長野県や岐阜県とは違い、関西と登山はイメージ的にはあまり

結びついてこない。しかし、阪急線の芦屋川駅には日曜日にも

なると、多くの６０代以上の男女がきらびやかなファッション

に身を包んで集まり、登山を楽しんでいる。この登山の人気は

確実に関西にも広がっている。「なぜ『かんさい特集』なのか？」

という意見もあったが、まさに、この関西に住んでいる人たち

に、自分たちでも行ける場所を、登山のノウハウも含めて紹介

することが地域放送としても意味があるのではと考えている。 
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○ 長く生きて人生経験を積んでいくということが、決して老いるということだけでは

なく、ある種の輝きをもたらすのだということ、そして年を重ねるのは決して不毛な

ことではないということを、表情の輝きから見せてもらえ、多くの視聴者に勇気を与

えたよい番組だった。よい表情を得られる場所や環境は身近にたくさんあるというこ

とを伝えており、価値のある番組だった。 

 

○ 若い女性が、オーバーアクション気味に騒ぐのではなく、主たる視聴者である中高

年層を意識した構成だった。ただ、出演したタレントの受け答えが、若い女性向けの

ものだという印象だった。上品な笑いが取れる受け方が、もう少し出来ないだろうか。 

 

○  私も神戸市・六甲に住んでおり、山登りに行く人たちをよく見かけるので山ガール

のイメージは持っていた。６０代の女性が、もう一度山登りに挑戦するということで、

森脇さんと登山ガイドが、歩き方、岩の登り方などを丁寧に教えていた。また、ファッ

ションの要素を取り入れたことは、女性なら誰しも興味を持っていることなので、よ

かったと思う。ただ、６０代の女性が本格的なロッククライミングをしている場面は、

途中で靴が脱げたりもして、やや危険ではないかと感じた。また、キャンプ場での本

格的な料理にも違和感を持った。普通はコーヒーや簡単な料理ではないだろうか。テ

ントも張っていたが、山登りしている出演者は軽装なのに、誰が持ってきたのかと不

思議に思った。 

 

○  ５０代がターゲットである番組だと思いながら見た。元祖山ガールの２人の家族に

対する思いや歴史といったヒューマニスティックな側面を織り交ぜながら、流行の登

山ウエアや、山登りのノウハウを紹介するといった飽きさせない構成で興味深く見た。

この番組は地域の社会情報番組的な要素、部分的にはバラエティ的な要素も感じさせ、

さらにある種のヒューマンドキュメント的な要素もミックスされていた。ただ、

ヒューマニスティックな側面にも、もう少し踏み込んで描いてもよかったのではない

か。全体として、単調な印象がした。 

（ＮＨＫ側）  

森脇さんについてだが、一緒に山に登ることができて、とも

に感動し、辛く苦しい部分を共感できる人ということで、森脇

さんにお願いした。それから、キャンプの際の料理については、

登山の楽しみ方を多角的に紹介するなかで、最近はいろいろな

調理道具を持って登り、山でもこのような楽しみがあるという

ことを紹介したいという趣旨だった。ただ、なぜこんなところ

でこんな豪華な料理が出てくるのだろうという感じを受けたと

いうのは、編集、制作上で反省点ではある。また、ヒューマン
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な面をもう少し多く取り入れてはという意見だが、バランスが

難しいところでもある。ご指摘の部分は課題だと思っており、

見ていただいている人たちのニーズにどれだけ応えていくかと

いうことを引き続き研究しながら、制作していきたいと考えて

いる。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月１４日(金)の「あすのＷＡ！」は、「キャラバン～被災地とともに歩む～３日

目」と題して、川の氾濫で大きな被害を受けたアユの種苗センターからの中継だった。

センターの再開に向けて、頑張っている姿に地元の人間としても、エールを送りなが

ら番組を見ていた。被害について、ミカンや梅などの果樹園のみならず、農業関係施

設、設備の被害というのも詳しく報道しており、ありがたかった。また、検証リポー

ト「“水害への備え”問われるダムの洪水対策」は、想定を超える豪雨であったとはい

え、本来の役割を果たせていなかった防災ダムの管理システムの核心部分に迫る報道

であった。ダムの下流に関西電力の水力発電所があるということで、防災ダムであり

ながら、放水について関西電力ときちんとした取り決めがないという趣旨のコメント

は、私たちダム流域の住民にとっては、誠に情けない言葉だ。 

 

○ １０月１４日(金)のかんさい特集「黒谷友香“夢の庭”に挑む～京都発 庭を極め

る旅～」について、庭園巡りということで、“京都に閉じこもる”イメージがあったの

だが、関西出身の女優、黒谷友香さんを軸に、黒谷さん自身が庭造りを手がけるとい

う興味深い番組だった。庭の楽しみ方、造り方について、京都のお寺の名園をプロの

庭師と一緒に歩きながら庭の楽しみ方をまず学び、そして北海道・帯広のガーデンを

訪ね、庭への思いを聞くといったことで、具体的な庭園の造り方と、庭の楽しみ方と

いうものが、うまく構成されており、テンポよく楽しく見た。黒谷さんの「自分と外

の世界をつないでくれるのが庭だ」というコメントがあったが、彼女をこのような境

地に至らせたのは、番組の企画力、制作者の力だったのではないだろうか。 

 

○ １０月２１日(金)のきらっといきる「イギリス人障害者 マット・フレイザーが見

た被災地」について、健常者の被災状況についていろいろと伝えられることが多い中、

この番組は、イギリスＢＢＣのラジオ番組キャスターであるマット・フレイザーさん

が、被災した身体障害者の現状を知りたいというところを切り口に、被災地を訪問し

ていくというものだった。身体障害者の仮設住宅に移り住むことへの葛藤や、バリア

フリーではないことのストレスなど、そういったことをリアルに放送しており、大変

意義のある、よい取り組みだったと心から思った。 
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○ １０月２４日(月)の「ニュースＫＯＢＥ発」のスポーツコーナーで、阪神とオリッ

クスの今シーズンの結果・状況を鈴木啓示さんが解説していたが、バランスのよい解

説だった。また、兵庫のプロバスケットチーム「兵庫ストークス」のホーム開幕戦を

紹介していたが、兵庫にプロのバスケットチームが誕生したというのは、地域の活性

化にもつながるのではないか。 

また、１０月２５日(火)の「検証 いのちを守る防災力」について、南あわじ市の

福良地区は、東日本大震災で津波により甚大な被害を受けた港町とよく似ている印象

を受けた。津波の想定の高さをこれまでの倍にしたことで、浸水地域が今までの１０

倍、警戒区域が２３倍に広がるとのことだった。避難経路の問題を解決するために、

市と連携しながら整備を進めていくということが紹介されていたが、例え費用はか

かっても避難経路を整備していってほしい。今回の地震の教訓を真摯に受け止めて、

自治会の人たちや学校の先生など地域の住民がこれまでの想定を超えた被害にも備え

ようとしており、非常に防災への意識が高まっていると感じた。地元局ならではのよ

い取材であった。 

 

○ １０月２８日（金）のまるかじり！アジアン食堂「王様公認！ジャワの味～インド

ネシア・ジョグジャカルタ」について、インドネシア人のルストノさんが、「日本人の

奥さんと奥さんの両親に支えられて、ふるさとのテンペ作りができて幸せだ」と言っ

ていたのが、日本人としてもうれしかった。また、テンペを使った料理がたくさん出

てきて、この番組のおかげで、テンペという名前を覚えた。ルストノさんはインドネ

シアでも王様にも知られるほどで、新聞でも“日本のテンペ王”として紹介されてい

たが、このようなことも日本とインドネシアの友好のつながりの一つだと思った。結

局、人と人とのつながりが地域の国際化の基盤になるということを改めて感じた。た

むらけんじさんも、番組をうまくリードをしていた。ただ、たむらけんじさんと一緒

にテンペ料理を食べていたのが、インドネシアから来た人たちだけだったので、近隣

の日本人も一緒に楽しんでいるという場面が出てくればよかったのではないか。 

 

○ 「ＮＨＫのど自慢イン台湾」(10 月 29 日(土) 総合 後 7:30～8:43)は、番組の告知

をしている時から楽しみだった。親日感を持っている台湾だが、日本の歌が非常にう

まくて驚いた。海外でもかなり見られている番組であり、今後も継続して世界を巡っ

てほしい。 

 

○ １０月３０日(日)のビジネス新伝説 ルソンの壺「どんどん増やせ！“繁盛しない”

店」で、社長の「店舗には人が少ないほうがよい」、「支店長には責任を持たせずに、

売り上げの責任は本部が全部持つ」といったコメントは、逆転の発想でありながら、

非常に合理的な発想であり、このような発想の経営者がいるということを知ることが
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できてよかった。 

 

○ １０月３１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「信頼は己の全てでつかみと

る～食品スーパー経営者・福島徹～」について、自分の目利きで勝負する経営者が福

島県産の新米を売り込むというところに焦点を当てていた。食の安全について議論さ

れているなか、こうしたスーパーの経営者が、しっかりと品定めをして、商品を消費

者に届けることで、変な動揺を防ぎ、商業者と消費者と生産者の間で正しい選択が成

り立つのだということを示した例としては、非常に意義のある番組であった。また、

食の安全と放射能については視聴者の関心も高く、このように、同じ問題についてさ

まざまな角度から迫っていく番組が複数ある場合は、それらに関連した番組の放送予

定について案内があると、その番組では足りなかった情報をそれから得ることができ

るので、そのような工夫をしていただきたい。 

 

○ １１月１日（火）の「わが心の大阪メロディ」（総合 後 7:30～8:43)について、大

阪の色濃いところにひかれて、１年に１回大阪、関西の歌をたっぷり聴くことができ

る番組として楽しみにしている。司会も大阪人代表のような上沼恵美子さんで、歌も

「大阪ラプソディ」や、「宗右衛門町ブルース」など十分堪能させてもらった。 

 

○ １１月３日（木）の「わしら１等じゃ！～城川オリンピック 山里の心意気～」(総

合 後 6:10～6:44)について、東日本大震災の教訓から、地域のコミュニティーの重要

性が問われている今、非常にタイムリーな番組だった。村人の１人が何かを誰かにつ

ないでいく、残していくことの大切さを説いていたが、都市部で住む私たちも何を伝

え、何を残していくのか、東日本大震災のあとに見たということもあり、この番組が

格別な意味を持っているように受け止めた。また、４地区の中でも、最も人口減少や

高齢化の著しい遊子川地区にスポットを当てた番組構成は日本の縮図として、大変考

えさせられるものであった。コミュニティーがどんどん断絶している時代において、

地域コミュニティー再生に向けた具体活動の事例として、シリーズで放送できないだ

ろうか。これらの重要性について発信し続けることは、非常に影響力の強いＮＨＫの

役目ではないだろうか。中島朋子さんの素朴な語り口もこの番組の味を深めていた。 

 

○ １１月６日（日）の「あほすき学園祭ＳＰ！」(総合 前 10:30～11:54)について、

私の世代では、まず見ない番組だったが、見てみると意外におもしろかった。等身大

の大学生が出ており、大学生が見る番組としては非常によかったのではないか。また、

ツイッターのコメントを番組の中で紹介しながら、視聴者の反応を番組に取り入れる

というのは、おもしろい取り組みだった。番組全体としても生中継の臨場感が非常に

よく、また、テンポもよくて退屈しなかった。 
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○ １１月６日(日)のＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」(総合 後 9:00～

9:58)を興味深く見た。宮城県南三陸町の馬場中山地区の住民が、行政に頼らず自力で

復興に立ち上がっている姿をレポートしたもので、山組と海組がそれぞれ分担して、

自分たちで一生懸命取り組んでいく姿に、力強いものを感じた。また、インターネッ

トで情報を発信すると、救援物資やボランティアの人たちが来るなど、インターネッ

トの持つ発信力の大きさを改めて実感した。ただ、行政に頼らず自力で復興するとい

うことがテーマだったのだが、行政とも何らかの関わりがあるはずなのでそれについ

て、もう少し見えたらよかった。 

 

○ １１月６日(日)の日曜美術館「天平の色 きらめく宝物～第６３回 正倉院展～」

について、テレビで見た方が、宝物の細かいところまでよく分かるので楽しみにして

いる。特にデジタル放送になってからは、さらに細かい部分まで美しく見ることがで

きるようになった。また、この正倉院展を取り上げる「日曜美術館」のゲストは、こ

こ数年、女優が多く、専門家として奈良国立博物館の方も出演されているが、やはり、

もう少し専門的な話も聞きたいと感じた。 

 

○ １１月６日（日）の「ＡＴＰ賞テレビグランプリ ２０１１」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 11:00～

11:45)について、予算が厳しくなっている中でも、心ある番組制作者が、知恵を絞っ

て番組作りをしており、今回は原点に戻った番組や、非常に小さいけれども大事なこ

とに光を当てるといった番組が受賞していた。番組は見る人が評価するということを

伝えていたという意味では、価値のある取り組みであった。番組制作者の顔というの

は、普段は見えないのでこのような機会を通して、制作者がどういう人なのかという

ことが分かるのも意味のあることだと思った。 

 

○ １１月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「追い込まれなきゃ、おもしろ

くない～脚本家・三谷幸喜～」、１１月１２日(土)のハイビジョン特集「しあわせのカ

タチ～脚本家・木皿泉 創作の“世界”～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～11:30)について、

いずれもテレビの人気脚本家の日常を追いかけたものだが、実に対照的で、三谷さん

は天才型であるのに対し、木皿務さん、季子さん夫婦は２人で執筆されており非常に

努力型であった。木皿夫婦の創作のプロセスは大変おもしろく、華やかなテレビドラ

マを書いている夫婦が、務さんは車いすでの生活で、扇風機もクーラーもない決して

豪華とは言えないマンションに住んでいるなど、非常に驚きであり、共感を覚えた。

非常に明るくふるまっているが、その根底には介護を受ける者のある種の心の負担と

いうか、務さんの「僕が死んでしまえば、介護がなくなる」という言葉と、季子さん

の「あなたが死ねば私は生きている価値がない」という言葉のなかに、人間が死とい

うものを背負いながら、なお生きて行くということの気高さを非常に感じた。そのよ
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うな状況のなかでも、夫婦のかけ合い漫才みたいなやりとりにさらに感動を覚えた。

ただ、番組の放送時間が長かったのと、途中で入ってくる木皿夫婦を題材にしたドラ

マの意味合いが分からなかったのが残念だった。 

 

○ １１月１１日(金)の新日本風土記「東京の夜」には意表を突かれた。これまで「新

日本風土記」では、地方の生活・風土や珍しいもの、きれいな自然を紹介していたの

だが、今回は、こういった切り口もあるのだなと感心させられた。 

 

○ １１月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「シリーズ東日本大震災 助かった命が な

ぜ」について、東日本大震災後、被災者の自殺を防ぐことに懸命に努力されている同

じ被災者の方々に感銘を受けるとともに、私たちも、労働組合として、被災地でのボ

ランティア活動をやってきたが、今後の支援のあり方について、改めて考えさせられ

た番組だった。これまで私たちが取り組んできた、目に見える生活環境の復興だけで

はなく、目に見えない心のケアが必要であることが良く理解できたが、家族も気づか

ないほどの心の奥にある被災者の喪失感を、有期限のボランティアの人間で補うこと

は不可能に近いのではないかと感じている。そのような中、岩手県大槌町臼沢地区で

結成された“うすざわガールズ”の活動のような被災者同士の支え合いながらの生活

を何らかの形でサポートすることが、今後の私たちの役割なのかと感じた。また、宮

城県東松島市のアンケート調査結果にあったように、失業や住宅再建などの経済問題

が生きる希望を無くす大きな要因になっていることから、被災地の雇用をどのように

増やすかということについて、企業の労使でもっと知恵をしぼらなければならないと

再認識させられた。非常に内容の濃い考えさせられた番組だった。 

 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３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、１９日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、かんさい熱視線「放射能汚染 子どもに

何を食べさせる？」、連続テレビ小説「カーネーション」（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     上松 邦栄（イラストレーター） 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

立本 成文 （総合地球環境学研究所 所長） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （（株）神戸製鋼所 顧問） 

       中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜かんさい熱視線「放射能汚染 子どもに何を食べさせる？」 

(9 月 30 日(金) 総合 後 7:30～7:55 近畿ブロック)について＞ 

 

○  食の安全は、重要な報道テーマであるが、東日本大震災の被災地域が風評被害で苦

しんでいる中、このような形での報道は、時期的にやや疑問が残った。番組では、保

護者の自治体や食材の産地に対する不信感がベースになっていて、やや不満ばかりが

目に付いたような気がする。おそらく多くの視聴者は見終わった後、漠然とした放射

能の危険性とともに、産地や行政への不信感が高まったのではないか。日本の放送業

界の中でも信頼性の高いＮＨＫの影響力を考えれば、もう少しメッセージの要点を

はっきりさせた方が、視聴者も冷静に受け止められるのではないかという気がする。

今、大切なことは、放射能に対する不安を増長させることではなく、冷静に対処でき
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る知識と見識を社会の中に育むことにあるのではないか。また、子どもや大人にかか

わらず取り上げるべきテーマであることから、１回だけで終わってしまうのではなく

て、シリーズとして取り上げるのも一つではないかと思う。 

 

○  放射能に汚染されたものを子どもに食べさせることへの危機感に保護者は非常に

敏感であり、過敏にならないように注意をしながら放送しないといけないと思う。被

災地の人たちは、無責任な風評を、大変気にしており、我々も無責任な風評を流さな

いようにしないといけない。 

 

○  “最後は自分で判断するのが一番”という印象的なフレーズを京都大学原子炉実験

所助教授の今中哲二さんが話されていたが、私たちはクライシスの時代を生きている

中で、個人の選択や責任を否応なく求められている。今回の事態は、その影響が関西

にも及んでいるということで、これを無用な扇動としてはならないが、改めて個人の

時代における責任や役割について、今後も継続的に取材してもらいたいと思う。以前、

ツイッターやフェイスブックというようなパーソナル・ソーシャルメディアの在り様

について、今後ＮＨＫはどのように対応、連携していくのかという議論があったが、

メディアの責任は極めて強いと思う。と同時に、ＮＨＫという公共放送の在り方が、

これから大きくなっていく個人というものと、どのように向き合っていくのかという

ことを、番組を見ながら考えた。 

 

○  暫定基準値の調査に対する各自治体の取り組みや、それに対する保護者の取り組み

のほか、暫定基準値や内部被ばくによる発がんリスク率などについても解説されてお

り、放射能汚染についての情報が整理されていた。放射能汚染対策として国際被ばく

医療協会の名誉会長の長瀧重信さんが“放射線から逃げる害”ということを指摘して

いたが、現段階では“最後は自分で判断するのが一番”という締めくくりしかないの

ではないかと思う。番組全体としては、暫定基準値の検査についての議論中心となっ

てしまい、検査とその公表があれば、保護者は安心という図式の構成になっていた。

少しもの足りなく残念に感じた。 

 

○  給食に限らず食品は一般の人も食べるものなので、今回のテーマは、広く一般の

人々の関心に応えるものであったと思う。ただ、結論としては、結局何をもって安心、

安全とするかというのは、個人が判断するしかないということを再確認させられたと

いうことであった。親の不安は、国の暫定基準値を下回っている食品は、たとえ放射

能物質が検出されても流通を認められることにあり、その不安が一掃されない限り、

この問題はいつまでも続くであろうし、現段階において、学校給食の現場では、明解

な対応ができないであろう。 
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○  放射能汚染について実態がよく分からない段階で、あまりに過剰な反応で、それに

呼応したかのような番組構成になっているのではないかという感じがした。国がきち

んとした基準値を設定すべきということになるのだろうが、地方自治体に学校給食の

安心、安全を求める保護者の様子、高槻市の担当者と保護者の対話集会があったが、

モンスターペアレントを想起させるような感じがした。正確な視点で語らなければ、

単なる不安だけを増長するような番組になるのではないか。それから、放射能汚染に

ついて不安視している人だけを取り上げているのではなく、大丈夫とまでは言えない

にしても、変わりなく暮らしている方々の意見も聞くという番組構成もあってよかっ

たのではないかと感じた。心配事が最後まで羅列されたという感じがした。 

 

○  番組冒頭で、国が定める食品の放射能汚染に関する暫定基準値の解説があり、私の

ような詳しくない者も理解できた。保護者の学校給食に対する不安や、また食品業者

の産地における食材の価格差の苦悩の様子、各自治体の放射能検査に対する取り組み

方の違いなど、それぞれの立場から報じられ、問題提起がされていたと思う。食に関

する放射能の不安要素はたくさんあるが、番組の中で、発がんリスクの増加率の図解

を示し、暫定基準値で設定されている５ミリシーベルトの意味することが、分かりや

すく解説されていた。それに加え専門家２人の意見として、長瀧重信さんの「100 ミ

リシーベルト以下の発がん性のリスクは科学的に認められないので大げさに考える

必要はないのではないか」という意見や今中哲二さんの「情報をすべて公表して、最

後は自分で判断するのが一番」という意見が、必要以上に過剰になりすぎる風潮に

もっと冷静さを求めるもので、この番組にとって必要なコメントになっていたのでは

ないかと思う。 

 

○  結局、放射線の影響ということについては、誰も何も分からない現在を生きている

のだということがよく分かった。今後も継続して取材をすると思うが、私自身が今後

どうするのかと考えた時には、結局分からないので様子を見ましょうという答えしか

ないと思いながら、モヤモヤとした感じで見終ってしまった。「かんさい熱視線」は、

信頼を置いている番組なので、今後とも継続取材をお願いしたい。 

 

○  年間１ミリシーベルト以下だった基準値が、５ミリシーベルトに変わったとか、京

都市は検査をしているといいながらも、２０年も前の機械を使っているとか、いろい

ろなところで疑問に思った。放射能汚染の検査結果の公表の有無が自治体判断という

のも驚きだったし、狂牛病の時は全頭検査だったが、今回はサンプル検査でよいとい

うのも疑問に思った。また、「国際的に１０ミリシーベルトの被ばく量で安全として

いるから、５ミリシーベルトにしたらまぁ大丈夫だ」と科学者がこんな大雑把なこと

を言っていることに不信感を覚えた。ただ、番組の最後に国の食品安全委員会が新た
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な基準について間もなく結論を出す予定だと言っていたが、どれだけ権威のある結論

なのか、慌ててやっているのではないか、その検証も番組でしてほしい。また、研究

者の間でも全く異なる結論が出されるということも、何かの形で検証してほしい。 

 

○  広く食の安全・安心を支える仕組みを、生産者、業者、消費者、行政のつながりの

中で改善してくために論点を整理し、道筋を示していく必要性がある。放射能汚染か

ら命・健康を守るための社会システムは、チェルノブイリの原発事故で被災国・周辺

国で長年取り組まれてきた課題でもある。そこで培われてきた仕組みや残されている

問題点などもあわせて紹介すべきではないか。 

 

（ＮＨＫ側）  

今回このテーマを取り上げたきっかけは、７月の放射性物質

を含んだ稲ワラを食べた疑いのある牛肉が全国に流通、暫定基

準値の 500 ベクレル/kg を超える食肉も見つかったという

ニュースや、８月の大阪府内２５の小学校で汚染された稲ワラ

を食べた疑いのある牛の肉が学校給食の中に入ったという

ニュースからだった。消費者の関心が高まる中で、私たちは放

射能についてのリスクとどう向き合っていくのか、リスクをど

う認識していくのか、目に見えないものだからこそ単に怖がる

だけでなく、科学的な知識を持つことが大事だということで、

関西の視点も織り交ぜながら、しっかりと伝えていこうと番組

を構成した。こうした時期ということで風評被害、不安をあおっ

たのではないかという意見もあったが、国の暫定基準値に対し

て専門家の中でも意見が分かれている中、双方の見解をしっか

りと伝えるということ、また不安を抱える保護者と自治体、双

方の考えをしっかりと伝えることが大事であると思う。さらに

食品業者も非常に難しい立場に置かれていて、高槻市も食材の

検査とまではいかないが、産地については、ある程度選択せざ

るを得ない状況であり、それが業者に対してどのような影響を

与えているかということも伝えられていたし、バランスを取っ

て取材をしたうえで番組を作ったと考えている。今後、国がど

のような形で基準を設定するのか、あるいは学校給食だけでは

なく、食の安全、特に放射能汚染と食については、関西でも関

心が高い。ニュース、番組でも引き続きフォローをすべきテー

マだと考えている。 
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＜連続テレビ小説「カーネーション」（１）～（６） 

(10 月 3 日(月)～8 日(土) 総合 前 8:00～8:15)について＞ 

 

○  「ゲゲゲの女房」、「てっぱん」、「おひさま」と最近の連続テレビ小説の充実ぶりに

は目をみはるものがあると注目している。日本社会の精神的貧困さがまん延する中で、

私は、そのような風潮に警鐘を鳴らす意味でも、このドラマの存在というのは非常に

大事だと思っている。今回も主人公の成長の過程から、女性のみならず、人としての

生き方、それと社会生活で欠かすことのできない周囲との関係性などを学べればと思

う。また、ヒロインの幼少期の子役が非常によい演技をしている。主人公と周囲との

やりとりから当時の社会の風潮や価値観がよく分かる。 

 

○  当時の家屋の造りや、勝手口から入ってはいけないということ、お父さんが一番と

いうことなど、生活に対するさまざまな様子がよく理解できた。女性が仕事をするこ

とに否定的な当時の風潮に対して、ヒロインの“働きたい”という姿が強く出ていた。

小原糸子役を中心とした出演者も個性的で、人情の町・岸和田（大阪府岸和田市）を

よく表しているのではないかと思う。言葉使いも岸和田独特の言葉が表現されていて

よかった。 

 

○ 一番おもしろかったのは、ドラマの主人公は、結局祭りなんだということを意識さ

せられたことだ。だんじり祭を内側から描きながらドラマを組み立てていくことに

よって、ひとつの祭りに、どれだけの人々の思いや物語が編み込まれているのかとい

うことが非常に強く感じられる。祭りのために生きているという思いを改めて感じた。

また、だんじり祭を撮影するカメラアングル、カット割りはさすがだと感心している。 

 

○  祭りを織り交ぜながらという構成はおもしろく、ずっと最後まで続いてほしいと思

う。最初の１週間は、子ども時代から成長していくところだったが、テンポが非常に

よかった。初回放送の番組冒頭で子役とヒロインが一緒に出て歌っていたのもおもし

ろく感心した。ドラマでは、男尊女卑・家父長制という当時の時代背景を思い出させ

てくれるが、１０月に放送された土曜ドラマ「神様の女房」とも時代が重なる部分が

あり、また１０月７日(金)には、かんさい特集「おかあちゃん朝ドラになる！～コシ

ノ三姉妹・母を語る～」が放送されるなど、今後ドラマがどのように展開していくの

か、興味がかき立てられた。 

 

○  放送第１週の印象としては、子役の演技がすばらしかった。当時の男社会の中で、

１人の女の子が素朴な疑問を抱き、答えを見つけようと一生懸命、そして一直線にい

ろいろな問題にぶつかっていくが、男社会の壁は厚く、納得し難い思いの中で、ドレ
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スという新しい世界への入り口を見つけ、夢中になって取り組んでいくという、役ど

ころにぴったりな女の子を配役したと感じた。今後のドラマの展開が楽しみである。

一方、主題歌は、毎日聴くと声が細く、元気が出にくい印象でドラマの雰囲気やテン

ポとちょっと合わないような印象を受けている。また、「カーネーション」というタ

イトルの由来が分からないので、教えてほしい。 

 

○  非常にテンポがよい。見ていて気持ちがよく、とくに子役が自然のままの演技がで

きていて、小さい時からヒロインの性格を想像させるような演技力は、すごい子役が

出てきたと、将来が本当に楽しみと感じている。また主題歌について、味わいのある

よい歌だと思って聞いている。出演者の関西弁も違和感がなく、演じている俳優のみ

なさんは大したものだと思う。しかし、宝田明さん演じる神戸で紡績業を営む松坂清

三郎は、できればもう少し神戸弁を出してもらえればと思う。当時は、神戸弁も色濃

く話していたと思うので、ちょっと一言でも出れば、なるほど神戸の人だなという感

じがするのではないだろうか。 

 

○  岸和田のだんじり祭とファッション界の先駆者の波乱万丈の生い立ちというのが

重なり合っていると感じている。また、子役の見事な演技に、出演がこのまま終わっ

てしまうのはもったいないと思う。何らかの形で再登場してもらえないかと家族とも

話している。それから、家族、そして友との絆、また岸和田の雰囲気も画面から充分

に感じることができ、個性的な俳優たちのすばらしい演技から、これからの展開に期

待し、興味深く見ている。番組最後の「おしゃれ写真館」も時代を映し出しており、

ドラマにマッチした企画だと思っている。 

 

○  奈良県出身の尾野真千子さんが主演ということで応援をしている。奈良県から主演

女優が出たことは大変喜ばしいことだ。これまでの尾野真千子さんは、影がある、

ちょっと喪失感を抱えている役どころが多かったのだが、今回はとても明るく、情熱

的な演技をしており、こういう表情も持っていたのだと、びっくりしながらも楽しく

見ている。リアルな映像表現、衣装やセット、特に正月のシーンでの長い羽織やキレ

イな刺しゅうをしている半襟など、洋服ではなく、ずっと着物を見ていたいなと思う

くらい素敵だった。飛び起きるシーンや「おはようさん、おはようさん」というセリ

フなど、朝のシーンが多いのは、朝のドラマにはよいと思う。岸和田の言葉の指導も

よくされており、関西弁にもいろいろな言葉があるのだと思っておもしろかった。実

在の人がモデルということもあって、すでに私自身、岸和田に行きたくなっているが、

本当に地域密着の情報がこれからもどんどん出てくるのだろうと期待しながら、楽し

く見ている。また、最後の「おしゃれ写真館」は、一般応募もできるということで、

古い写真を探してみようかと思っている。 
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○  極めてリアリティがあり、ワクワクとさせるすばらしいスタートだった。神戸の裕

福な実家のダンスパーティーもおもしろかったし、神戸弁もきちんと意識されて使わ

れていた。時代背景もこれからどんどん変わっていくと思うが、昭和の大恐慌から大

不況がやってきて、そして、和服の時代から洋服の時代、女性の社会的な地位の問題

などがある中で、このような個人史を縦軸に語っていくというのは、本当に人々を魅

了する番組ではないかと思う。 

 

○ 歴史や生活文化の考証に基づいた描写が細部まで行き届いている点に好感を持った。

また、ドラマの臨場感を高めるアクティブなカメラワークも効果的である。だんじり

祭のシーンは、昨年１１月６日(土)に放送したワンダー×ワンダー「体感！岸和田だ

んじり祭」制作の経験が大いに発揮されているように感じられた。さまざまな大人と

ふれあいながら成長し、夢を形にしていく過程を、地域の生活文化とともに丹念に描

いていくドラマ展開は、地域で生きる人々に夢を与えるものでもある。ストーリー以

外の見所も多く、息切れすることなく続けていくことは大変なことだと思うが、期待

している。 

 

（ＮＨＫ側）  

前作の「おひさま」が口当たりのよいドラマだったのに対し、

今回は上品でないというか、生臭い部分も描いたドラマを作り

たいという思いがあり、そこがどのように受け止められるか、

不安だった。子役の二宮星さんは現在９歳で、ダンス事務所に

所属しており、演技経験は全くなかったが、私も将来よい役者

になるのではないかと期待している。タイトルの「カーネーショ

ン」の由来については、今回のドラマが女性の一代記であり、

母になってからの話が多いということや、カーネーションがナ

デシコ科ということで“大和なでしこ”に掛けるなど、いくつ

かの意味を込めて「カーネーション」というタイトルに決めた。

また、セットや衣装などといったところにも、現場はとても気

を配り手間をかけて作っている。だんじりも本物を京都の太秦

まで持って行き撮影をした。ストーリー以外にも見どころが多

いという意見は、ありがたく思う。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ 紀伊半島に未曾有の大被害をもたらした、台風１２号の通過から２日目の９月６日

(火)の「あすのＷＡ！」では、県内各地の明らかになりつつある被害状況を中継で伝

えていた。特にヘリコプターからの深層崩壊の映像が、今回の被害のすさまじさを一

目瞭然に映し出していた。また、土砂災害警戒区域指定に関する問題点を伝える中で、

台風の被害を受けやすい和歌山県にしては、官、民の危機感の甘さがあったのではな

いかと指摘しており、今後の検討の一つの案件になったかと思う。さらに、１０月１

２日(水)から１４日(金)までの３日間、被災地からのキャラバン中継を行っていた。

中継現場とスタジオでの応援メッセージを折り込んでの放送で、被災地にとっては、

活力をもらった企画ではなかったかと思う。今回の災害に関して、和歌山局では、

ニュース以外にもテレビ画面に避難情報などをスーパーで表示するほか、データ放送

やインターネット、ＦＭ放送、ツイッターなどあらゆる手段を用いて多方面の情報を

１か月間にわたり、発信し続けていた。災害時の地域局の使命を十分に果たされてい

たと敬意を払いたい。１０月１４日(金)に、かんさい熱視線「検証 ダム放流～台風

１２号 被害の裏に何が～」が放送されが、和歌山県民の中では、ダムの放流が問題

だったのではないかという声もかなり上がっているので、今後も角度を変えた検証を

してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

９月の台風１２号は長い期間で非常に激しい雨が降り、大き

な被害となったが、特に被害の大きかった和歌山県と奈良県に

ついて、近畿各局、そして東京の本部も含めて、応援体制を組

んで取材に臨んだ。また夕方６時台については、関西として大

きな被害が出ており、教訓にすべきことがあるということで、

９月５日(月)から３週間にわたり、通常は各県ごとのニュース

を放送している時間帯ではあったが、番組冒頭に近畿ブロック

での放送を行った。和歌山放送局に関しては、逆Ｌ字スーパー

で２４時間にわたり、交通情報やライフライン情報を丁寧に伝

えた。今後は復旧・復興に移行するということで、取材体制は

見直していくが、引き続き、被災地に寄り添う形で、しっかり

と放送を続けて行きたい。 

 

○ ９月１５日(木)のひるブラ「歴女興奮！？国宝 彦根城で“タイムスリップ” ～滋

賀県彦根市～」は、国宝、彦根城の見どころをよく伝えていたと思う。甲ちゅう展や

地元の甲ちゅう愛好会のパフォーマンス、人気キャラクター“ひこにゃん”の紹介な
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ど、バラエティーに富んだ内容になっていた。地元の“歴女”がディープな彦根城の

楽しみ方を紹介するのも、歴史好きの興味、期待に応えるものであった。スタジオゲ

ストが俳優の中尾彬さんだったが、時代劇の収録で彦根城に来たことがあるというこ

とで、やりとりがスムーズだった。案内役の藤沢義貴アナウンサーとタレントのちは

るさんのコンビネーションもよく、２３分の生放送をうまく仕上げていた。 

 

○ 「クイズでＧｏ！ローカル線の旅～山口・ＪＲ山口線～」(9 月 22 日(木) 総合 後

7:30～8:43)は、私が島根県益田市の出身なので、懐かしく見た。番組の内容も、取り

上げるものはきちんと取り上げており、会うべき人、聞くべき話など、事前取材がき

ちんとされているところを評価したい。この番組は、その土地の名物などを、クイズ

形式でその土地の人たちに尋ねて、回答するということで、全国各地の名産、生活文

化を知ることができて楽しい番組だ。このような番組で各地方のよさを、ぜひ全国に

紹介してほしい。 

 

○ ９月２６日(月)のディープピープル「オンナ心をつかむドラマ脚本家」は、３人の

人気脚本家によるトークの中で、山田太一「早春スケッチブック」が話題にあげられ

た。視聴率が低かったにもかかわらず、このドラマの影響を受けて後に脚本家として

活躍する人材が多数生まれているというエピソードは、実に印象的で、視聴率優先で

番組がつくられていく状況に、一石を投じるものだった。チャレンジングな番組づく

りが次の世代を育てることを忘れてはならないという示唆を人気作家から引き出した

ことは意味あることだ。 

 

○ ９月２７日(火)の「ニュースＫＯＢＥ発」のスポーツコーナーで、現役として国体

や身体障害者の大会にも出場している５３歳の身体障害者のスイマーが紹介されてい

た。水泳を通じて、多くの人に出会えるのが楽しみだということや、そのために一生

懸命努力することで、家族との絆も深まっていくといったことなどが取り上げられて

いた。身体障害者が明るく元気にスポーツをすることは、健常者や身体障害者問わず、

一生懸命頑張ろうとしている多くの人たちにとって、非常に励みになるのではないか

と思う。また、地域の放送局が、地域のネットワークを駆使し、このような人が取り

上げられているのだと感心した。 

 

○ まるかじり！アジアン食堂「シルクロード 粉もん三昧～中国・西安料理～」(9 月

30 日(金) 総合 後 10:00～10:29 近畿ﾌﾞﾛｯｸ)について、近鉄学園前駅前にある西安料

理店を訪ねていたが、シルクロードで粉もん、そして奈良といえば、唐菓子の索餅（さ

くべい）や素麺（そうめん）の話が出てくるのかと思ったのだが、特に触れられてお

らず残念だった。また、“粉もん”ということで、麺料理を紹介していたが、唐の時代
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に麺があったのか検証されていなかったことが残念だった。このほか、この番組では、

関西のあちらこちらで、たくさんのアジアの人々がお店を営んでいることが分かるが、

たむらけんじさんの魅力が十分発揮されているのか、毎回疑問を感じている。食文化

をきちんと語れる人のほうが案内人にふさわしいのではないか。外国料理を食べて「お

いしい」というだけのコメントではなく、もっと文化的な背景まで説明してほしい。

もうひとつ気になったのは、家族の中で、奥さんやお母さんが登場しなかったという

ことだ。実際、中国は多くの場合、男性が料理をしているが、女性が全く出てこなかっ

たことには疑問を感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

「まるかじり！アジアン食堂」は、たむらけんじさんを案内

人として放送を始めた時から、委員のみなさんからは厳しい意

見があった。番組のねらいとしては、月１回の金曜夜１０時台

に、これまでＮＨＫに振り向かなかった視聴者に振り向いてい

ただこうと、ターゲットとしている女性の関心も高い“食”を

テーマにして、そして若い世代にインパクトのあるキャラク

ターを持っており、自身も食に詳しい、たむらけんじさんを案

内役に起用した次第だ。今しばらく見守ってほしい。 

 

○ １０月１日(土）、８日(土)、１５日(土)の土曜ドラマスペシャル「神様の女房」(総

合 後 9:00～10:13)は、さすがジェームス三木さんの脚本だと、非常におもしろく見

た。特に２話目の店を創業し、苦労しながら事業を拡張していくあたりに主人公・松

下幸之助氏の理念が読み取れる。家族経営、商業倫理、おもてなしの心、挨拶などセ

リフの一つ一つの格言から、世界中が格差の波に揺れる時に、日本型雇用の原点を改

めて見た思いがする。また、電気がパチパチと火花を上げる場面の照明の仕込みがす

ばらしかった。ただ、３話目になり戦争の話が出てくるとワンパターンになって失速

し、おもしろくなくなるのが大変残念であった。 

 

○ １０月２日(日)の産地発！たべもの一直線「京都 福知山市発 紫ずきん」では、

年商２億円の紫ずきんが、「ブランド京野菜」にも認定されていることなどが紹介され

ていたが、そのブランド京野菜がどのようなものかということについて触れられてい

なかったのが残念だった。ブランド京野菜の認定制度は行政、流通団体、農協を中心

に 1989(平成元)年から始まり、京都府は、ブランド産品マーク（京マーク）を付けて

ＰＲしている。番組では、紫ずきんをいろいろと知ることができてよかったが、その

ようなことも少し入るとさらによかった。 
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○ １０月７日(金)のかんさい熱視線「阪神・淡路大震災の“後悔”を生かせ～東北へ

の復興支援～」は、教訓、後悔を生かすという点から、壊滅的な被害を受けた神戸市

長田区の大正筋商店街の商店主や西宮市役所の職員が、復興についてアドバイスする

というのは、非常に意義があり、被災者の人たちにとっては、役立っているのではな

いか。ただ、国があの時の教訓をどう生かしたのかについては、あまり見えてこなかっ

た。最近、復興という言葉が叫ばれているが、東日本大震災の被災地で今、仮設商店

を建てることは、ある面では復旧だと思う。津波の被害を避ける高台に移すなどとい

う長期計画は、１０年以上かかるかもしれないが、そのような視野を持ってやってい

かなければならないということを番組でも訴えてほしいという気がした。また、“後悔”

というネガティブな言葉をタイトルに入れたことが非常に大切だと思っている。商店

街のリーダーが、自分たちの失敗を東日本の被災地に持ち込んで共有していくという

場面があったが、失敗学という言葉もあるように、ネガティブで避けられてきたもの

をどのように正面に見据えるかといったことが大切であり、タイトルだけでも随分イ

ンパクトがあった。 

 

（ＮＨＫ側）  

阪神・淡路大震災から１７年目となる１月１７日に向け、東

日本大震災の復旧・復興を大きな焦点として、これまで以上に、

番組を展開するとともに、当日のニュースを厚く伝えるべく検

討しているところであるので、引き続きご意見をいただければ

と思う。同番組で扱った取材テーマについても、引き続きフォ

ロー取材を行い、次の番組の展開につなげていきたい。 

 

○ 1０月７日(金)のかんさい特集「おかあちゃん朝ドラになる！～コシノ三姉妹・母を

語る～」はすばらしい番組だった。３姉妹が語る小篠綾子さんについて、何事にも前

向きであるとか、決断力、行動力があるとか、世話好きでいつも商売のことばかり考

えているというのは、まさに大阪の肝っ玉おかあちゃんの典型みたいな人なので、そ

れがそのままドラマでも出てくると大阪のドラマらしい展開になるのだろうと思う。

今回の「かんさい特集」が、ある意味ドラマの予告編のようなもので、小篠綾子さん

の食べ物にこだわり、好奇心あふれる人だったということが、今後のドラマの中でも

展開していくのではないかと予感させる番組だった。 

 

○ １０月１４日(金)のかんさい特集「黒谷友香“夢の庭”に挑む～京都発 庭を極め

る旅～」は、日本の庭園、名園を見た時に非常に心が洗われた。ただ、ガーデニング

と日本の庭を一緒にしてはいけないと思う。同じところもあるが、違うところもきち

んと出さないと、あまりにも予定調和となり過ぎている。ズレや差異を発見すること
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が本当のクリエーションだと思う。庭師が、「数多く見ているうちに感性にしみ込んで

いくのだ」と話していたが、これは、いわゆる、私たちが何事も効率的に吸収してい

こうという、形式知とは違う暗黙知としての経験であり、いかにも庭師、職人の知で

ある。このような知はテレビが一番苦手だと思う。それをどのようにメディアは映像

で切り取っていくのか、腕の見せどころではないかと期待している。 

 

○ １０月１５日(土)の課外授業 ようこそ先輩「“ダメな自分”を書いてみよう～小説

家 西村賢太～」は、自分のダメなところを徹底して表現していくことで、生きる道

が開けてきたという小説家、西村さんによる、私小説づくりの授業であった。西村さ

んが身をもって示す心の世界に触れ、子どもたちが自分を見つめ表現していくまなざ

しの深まりはすばらしいものであった。 

 

○ １０月１６日(日)の「サキどり↑」は、最近流行っている“マスキングテープ”の

商品開発が取り上げられていた。昔から商品開発というのは、お客様の声を大事に生

かすという前提は変わっていないと思うが、昨今商品へのニーズが非常に多様化して

いる。“マステ”を生み出した企業に主婦が来て、「こんなことはできないか」、「あん

なことはできないか」と言ったことから人気の“マステ”というテープが発売された

と知り、性別・年代・国籍などあらゆる側面から消費者の声を把握していく時代に来

ているのだと痛感した。現在の日本経済に重要かつ貴重なメッセージを発信していた

と受け止めた。 

 

○ １０月１６日(日)のＥＴＶ特集「この世の名残 夜も名残～杉本博司が挑む“曽根

崎心中”オリジナル～」は、現代アートの世界の第一線で活躍する杉本氏による、原

本“曽根崎心中”の演出についての話だった。文楽公演の常識を打ち砕く演出に、決

まりごとに生きる演者たちが、ある種決死の覚悟で、その殻を破りかつ伝統の力を再

生していく姿は感動的であった。こうした取り組みが、多様な伝統芸能の分野で行わ

れていくことが、日本の芸術文化の価値を多世代・多文化に伝えていくためにも重要

である。そのほかにも、１０月８日(土)のＮＨＫスペシャル「日野原重明１００歳 い

のちのメッセージ」や、１０月９日(日)のＥＴＶ特集「希望をフクシマの地から プロ

ジェクトＦＵＫＵＳＨＩＭＡの挑戦」なども印象深いものだった。近年の社会状況か

ら、生活をとりまく問題解決の参考のためにテレビ番組を見る人が増えている可能性

は高い。こうしたニーズに対して、過去の番組ストックを参照しやすくするといった

取り組みも必要ではないかと思う。 

 

○ 毎朝「カーネーション」を見ると、その流れで「あさイチ」も見ている。ツイッター

でも話題になっていたのだが、１０月１７日(月)の放送では、１週間各家庭の食卓に
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上がった食材をまるごと放射能の検査にかけて行う調査を取り上げていた。番組では、

暫定基準値は超えず、食べても大丈夫だよという雰囲気でざっくり放送されており、

公共放送として、いかがなものかと感じた。食の放射能汚染というのは、多くの人た

ちの関心事なので、継続して伝えていかないと安易な番組に取られてしまうのではな

いだろうか。やはり関心が高まっているテーマの場合、「あさイチ」の番組内だけで伝

えることが難しいのであれば、関連番組の案内などをして、より深く見たい視聴者を

誘導してもらえるとよい。浅い情報だけでは「あさイチ」がとても不安な番組だと感

じてしまう。 

 

○ １０月９日(日)のＮＨＫスペシャル「シリーズ東日本大震災 “帰宅困難 １４０

０万人”の警告」で、いろいろと取材をした成果が綿密に分析されていたように、保

存版としたい番組がたくさんあり、非常によいと思っている。特に最近で一番おもし

ろかったのは、９月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」で

ある。特殊なカメラを使い、山を焼いて畑を作っていく過程や、植物の命が生まれ変

わっていく様子を丁寧に撮影していた。このような長期間の取材で番組が制作される

のは「ＮＨＫスペシャル」しかないと思う。今後も楽しみにしている。 

 

○ 時代劇を大切にしてほしい。民放でもどんどんと時代劇が無くなっているので、Ｂ

Ｓ時代劇「塚原卜伝」のような番組を今後もぜひお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３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、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、「平成２３年度後半期の国内放送番組の編成」、「平成２４年度の番

組改定」、および「平成２３年度後半期の近畿地方向け番組編成」について説明があった

後、事前に視聴してもらった「子どもを守れ！キャンペーン 虐待 どう受け止めます

か？」、かんさい特集「しあわせ料理の配達人」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あり、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     上松 邦栄（イラストレーター） 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

       牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       立本 成文 （総合地球環境学研究所 所長） 

鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

       中西  均 （（株）神戸製鋼所 顧問） 

中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 代表取締役社長） 

弘本由香里  

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２３年度後半期の国内放送番組の編成」および 

                 「平成２４年度の番組改定」について＞ 

 

○  ＢＳは、今年度の目標値と実績値がかなり違っているが、国際情報とスポーツが同

居しているＢＳ１は、ＢＢＣのニュース専門チャンネルのように、放送する内容を分

けた方がよいのではないか。 
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（ＮＨＫ側）  

衛星放送でのチャンネル割り当てで、ＮＨＫの場合、ＢＳ１

とＢＳプレミアムの２波で放送することが決まっている。また、

１０月１日からは、ＢＳにスポーツチャンネルやエンターテイ

メント系のチャンネルなど、さまざまなチャンネルが参入して

くる。スポーツと国際情報は、ＮＨＫでＢＳが始まった時から

のＢＳ１の２本柱であり、どちらかを無くすということは難し

い。なお、ＢＳが３波から２波になり、放送総量は減ったから

といって、サービスそのものが大きく低下したわけではない。

これまで、衛星第２の場合は、難視聴解消として地上波の番組

を放送していたが、２波化以降、ＢＳプレミアムでは衛星独自

の新番組などを編成しており、衛星独自のソフトが極端に減っ

ていることにはなっていない。 

 

○  例えば、総合テレビでは、４０代女性を接触拡大ターゲットとし、“ファミリーア

ワーの強力な大型番組の開発”としているが、これは４０代女性をどのようにとらえ

て、設定されているのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

例えば４０代女性といっても、専業主婦で子育てしている人

と仕事をしている人では思考も生活時間帯も違うだろうし、仕

事をしている人でも、子どもがいる人といない人では違う。個

人の生活パターンやバリエーションが多様化している状況の中、

より多くの方に見ていただくために、例えば仕事をしている４

０代女性の一般的な生活時間はどのようなものか、さまざまな

状況を分析している。 

 

○  今年度のＢＳプレミアムの実績は、目標とのかい離が大きい。本物を追求していっ

たら、まだまだ見てもらえることもあるだろうが、世の中、本物を見たいと思ってい

る人は、ＮＨＫが思っているほどいないのではないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

もう少し若い方々にも見ていただけるソフトを作らないと、

ＢＳは大きく伸びていかないと考えている。ＢＳプレミアムの

本物志向、教養、娯楽というのは男性が好む内容であり、それ

をもう少し女性にも見てもらえるソフトを提供していくことが
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できないだろうかと考えている。子ども向けのアニメなどを初

めて編成したのも、子どもと一緒に少し若い世代のお母さんに

も見ていただけることができないだろうかというのが狙いであ

る。 

 

○  各地域で放送している良質な番組を他の地域でも見ることができる放送枠をもう

少し増やすとか、あるいは、地域での良質な芸術や文化、またさまざまな活動を卵の

うちから見つけて、視聴者が育てていくような番組をＢＳの中に実験的に入れてみて

はどうだろうか。公共の放送の枠を活用して、公共の教養を高め、暮らしの質を高め

るということに貢献することは、地域の力を高めることにもつながっていくのではな

いかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

かつては、ＢＳの番組の中でも「ハイビジョンふるさと発」

という放送枠があり、各地域で作られた番組をさらにもう少し

取材を加え、全国向けに放送するという番組があった。各地域

の問題を各地域の放送局ならではの視点で制作する番組は、貴

重な番組であると思うし、それが全国放送になり、話題を呼ん

で、新たな取材も加わって新たなステージに上がるというケー

スもあるので、貴重なご意見として今後考えていきたいと思う。 

 

○  ＮＨＫはＢＳプレミアムの拡大ターゲットとして、４０代の女性を選んでいるが、

逆の方向というか、非常に意外な感じがした。むしろその層が、現在のメイン層なの

かなという気がしていたのだが、さらに増やしたいのか、どんどん減っていくから食

い止めたいと思っているのか、その辺りはどうなのか？ 

 

（ＮＨＫ側）  

どんどん減っているというよりも、取れていなかったという

認識を持っている。ＢＳプレミアムの芸術的な番組や、紀行的

な番組を考えると、やはり視聴者の主役は男性になっていると

ころがあり、数字でもそのような結果が出ている。そこをもう

少し女性にも見ていただけるよう、もともと弱いところをもっ

と強化していきたいと考えている。 

 

○  これだけライフスタイルやメディアそのものが多様化している中、公共放送の責任

や役割は、何かという問いかけは、ものすごく難しいことだと思う。１０年、２０年
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ともう少し、長い期間でＢＳプレミアムの在り方を成熟させながら、視聴者とは何な

のかと考えてみてはどうだろか。ＢＳはすばらしい番組を放送しているので、この番

組の編成に大きな問題点があるというよりも、むしろ定着させながらターゲットにど

う接近していくかということにもう少し時間をかけてはどうかと思っている。 

 

＜子どもを守れ！キャンペーン 虐待 どう受け止めますか？ 

(8 月 12 日(金) 総合 後 10:00～10:43 近畿ブロック)について＞ 

 

○ 深刻な問題に正面から取り組んだ番組だった。子どもの頃、親から虐待を受けた３

人の女性の体験談とインタビューで構成されていたが、３人の女性たちは言いたくな

い体験を勇気を持ってよく話をされたと思うし、聞き手の住田功一アナウンサーと立

命館大学大学院の村本邦子教授は、このような難しい話をよく聞き出されたと思う。

非常に作るのが難しかっただろう番組を企画・制作された方々の努力に敬意を表した

い。親の虐待で幼い子どもが亡くなったと報道される度に、なんとかならなかったの

かと思のだが、ＮＨＫのこうした社会的問題に対する番組を制作・放送することは、

公共放送としての役割を果たすうえで、非常によい取り組みだと思う。 

 

○  虐待相談が、全国で年間５万件を超し、１日平均 150 件寄せられていると聞いて、

非常に驚き、深刻な社会問題だと思った。被害者の「自己肯定感が得られない」、「死

ぬことばかり考えていた」という話を聞いていると、非常に悲惨な状況の中、十年以

上もそのような思いを心に持ちながら生きてきたことは、切実なるものがあったと思

う。「自分の思いは絶対に他人が分かってくれない、話もできない」という発言に対

して、ある女性が「話をすることによって分かってもらえないのではなく、心のつな

がりができてくることによって心が落ち着いてくる」と話していたことに納得した。

虐待問題そのものは、虐待の実態だけではなく、虐待する父親がどういう背景でそう

なったかというところまで、きちんと迫っていかなければ、虐待そのものの根を絶や

すことは、なかなかできないと思うので、ぜひ今後も深く掘り下げたこのような特集

番組を放送していただきたい。 

 

○  以前、関西が抱える貧困、子どもの虐待、無縁社会など、現代の社会問題に正面か

ら取り組んでいくという大阪局の方針を聞いたことがあるが、継続して取り上げてお

り、一貫性のある姿勢を強く感じた。金曜のこの時間帯の放送は、視聴者に対する影

響が大きいと思う。よくこの３人がスタジオまで来て、実態を生々しく話してくれた。

また、ＮＨＫの取材陣と被害者３人の信頼関係ができているからこその番組であり、

その努力に対して敬意を表したい。村本教授は、専門用語を分かりやすい言葉に変え

てコメントしており、語り口も心の落ち着きを与えてくれるようで、素敵な解説者
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だった。アナウンサーも含めて、とても好感度の高い番組であった。年間の虐待の相

談件数だけでも、５万件以上、１日平均 150 件以上とのことだったが、その実数とい

うのはさらに大きいものであると思う。このような大きな社会問題に対して、どのよ

うな対抗策が考えられるかも大変大事だが、今回の番組のように、まずは実情を表に

出すということが、放送の使命ではないかと感じている。さらに核心部分に踏み込ん

で、引き続き警鐘を鳴らしていってほしい。 

 

○  今もこういう目に会っている子どもがいるのかと想像すると、本当にいたたまれな

い気持ちになりながら見た。酷い話ばかりで見ていて辛かったが、３人の方々には、

ここまで話そうと決心されたことに敬意を表したいし、また、そこに至るまでの取材

の成果にも敬意をはらいたい。特に性的虐待という話については、本当に話しにくい

ものだと思うが、被害者の女性は、よくぞここまで乗り越えてこられたと感銘を受け

た。そして、このキャンペーンによって、虐待と一言で言っても、いろいろなパター

ンがあるのだと改めて気づかせてもらった。９月１６日(金)に放送された、かんさい

特集「ドラマ やさしい花」も見たが、ドラマのケースも１つのパターンであって、

ほかにもいろいろな形の虐待があると、ホームページでいろいろな人が投稿されてい

るのを見た。あまりにも問題が大き過ぎて、どこから手をつけていくのか難しいが、

まずここで私たちに気付かせてもらったことが、このキャンペーンの大きな成果の１

つだと思う。引き続き、もっといろいろな展開をしていくのだろうと期待している。

また、寄せられている体験談や意見が女性ばかりというところに非常に興味を持った。 

 

○  子どもの虐待について抽象的な議論ではなく、視聴者が自発的に番組に出演して、

その体験を語ることで、虐待の現実についてよく分かり非常によかった。一方で、虐

待電話相談が年間５万件以上というのは極めて抽象的で、具体的なことには何も触れ

られていなかった。実際にどのような人が相談者で、どのような相談内容があったの

かについては、分析しておいたほうが、出演者の方々が特殊な事例なのか、または虐

待の代表的な事例なのかということがよく分かったのではないかと思う。 

 

○  村本教授が話していた虐待の本当の姿や数などを取材するのも非常にすばらしい

と思う。被害者からの声をもとに構成したのは非常にすばらしいと思う。ただ、その

時に問題になるのが、掘り下げ方である。社会的問題にするのか、個人的な問題で止

めるのか、その掘り下げ方と提示のしかた、番組の場合は、映像としてどのように出

すかということだが、この番組に関しては非常によかったのではないかと思う。ただ、

番組冒頭での子どものイメージ映像の意味と、体験談として紹介されたにもかかわら

ず、その説明がなかったものがあったことについては疑問を持った。それから最後に

「本人しか分からない」という痛切な、心打たれる言葉があったが、虐待をどう受け
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止めるかはさまざまだろうがこれを最後に言われると、突き放された感覚を持つ人も

いるのではないかと思う。 

 

○  「虐待 どう受け止めますか？」と問いかけるタイトルから、番組として答えを出

すのは避けて、視聴者に考えてもらうのは、１つの手法としてありうるだろうと思っ

た。また、傷を抱え合っている人たちが共に語り合う中で、解放されていくプロセス

の一端を知ることができたのも、ピアカウンセリングとか、セルフヘルプというよう

な場が、世の中には必要だということを理解する意味で非常に意義のあることだった

と思う。一方で、まさに今、虐待を受けている子どもたちに対して、私たちが何をす

べきか、ということには踏み込まず、情報提供なども特に扱われていなかったので、

そこを今後どのように展開していくのかが気になった。また、出演された被害者の人

たちは、「信頼できる友人を得ることで救われた」と言っていたが、実際にはそれは

すごく大変なことだと思うし、「子育てはみんなでするものだ」という言葉があった

が、その子育てをみんなでするには、具体的に何をしたらいいのかと思う。社会の問

題としてどう解決の道を作っていくのか、解決にたどりつくための道はこんなところ

にあるというようなことにも光を当てていかなければ、この番組を見て納得しても、

そこから動き出せないのではと若干危惧する。いずれにしても、個人の問題を社会の

問題として共有していくことで、救われるような流れを作っていく必要があるのでは

ないかと感じた。 

 

○  まずは、虐待問題に対する放送を通じた支援に敬意を示したいが、そのうえで２つ

の意見を述べる。１つは、たとえ夜の１０時からでも、この番組を家族で見たとする

と、家族の不信感を増長させてしまうのではないかという不安を持ってしまう。第３

者ということがしきりに言われるが、家族のつながりを諦めてしまって、専門家に委

ねた瞬間、問題は棚上げされてしまう。虐待から脱出する時に、必ず石野真子さんが

演じる女性のように近所に救いの手を差し伸べてくれる人がいるわけではない。家族

の関係の中にある、例えば斜めの軸の関係、同居していないおじいちゃん、おばあちゃ

んや、ちょっと遠くに住んでいるおじさん、おばさんなどの力を借りることが大事で

はないか。今回の番組のように体験談を選び取って、家族の不信を生むことにあまり

傾斜してはいけないということを感じた。もう１つは、「一人で育てるのではなくみ

んなで育てる」と、育児の社会化という話がよく出るが、「みんなで育てる」の“み

んな”とは誰かということに全然回答がない。これは、家庭の問題からいきなり地域

へと飛んでしまう話だが、地域の人は人権の問題などあり、そうそう簡単には介入で

きない。ドラマでもあったように、「人のことはほっておけよ！」ということがある

が、そうなると全て児童相談所に直行になってしまう。家庭と地域の間をつないでい

るような中間的な場所、例えば幼稚園や保育所が中間的な支援をしていくような取り
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組みについても、番組で併せて取り上げていかないと、家庭の不信と破壊だけが誇張

されてしまいそうな危惧を持ってしまう。 

 

○  虐待の凄惨（せいざん）な内容に、視聴していて胸が痛くなった。現代社会の一部

に存在する子どもへの虐待がこれほどまでに悲惨なものであったのかと気付かされ

ると同時に、増加しつつあると知り、労働組合としても改めて大きな社会課題だとの

認識を高めて対応を考えなければならないと思った。現在、そのような環境下にある

子どもたちを、いかに早く見つけ出し、救済するかが喫緊の課題ではあるが、虐待の

根本的原因はまぎれもなく「精神的に未成熟なまま親になった大人」にある。未成熟

な親をつくらない学校教育の在り方や子育て環境の異常に対しての感知・対応力の強

化など社会システムとしての整備も必要だと考えるが、まずは地域内のコミュニ

ティー機能を回復することが最重要だと考える。そのような環境の中で、他とのコ

ミュニケーションをとる機会を増やすことが、子どもたちのみならず、虐待を繰り返

す未成熟な親たちも社会全体で育てることにつながるのではないだろうか。また一方

では、国会で政局の題材として扱われている「子ども手当て」の内容も手当の額や対

象範囲の議論ではなく、社会全体での子育て環境整備の重要度と緊急度、ならびによ

り幅広い観点からの議論の必要性を訴えかける題材として活用出来る内容だとも

思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

今年度の大阪放送局の地域貢献事業「子どもを守れ！キャン

ペーン」には、全てのセクションが取り組んでいる。番組制作

に際し、スポットやホームページなどで、虐待に関する体験談、

メッセージを募集したが、今回登場してもらった３人は、その

体験談を投稿してくれた方々だった。なぜ女性ばかりなのかと

いう意見もあったが、集まった７８件のメッセージの中で、男

性は１件か２件くらいしかなかった。このような番組はこちら

から接触することは難しく、呼びかけに応じてくれた方と、人

間関係を築きながら、共に番組を作っていく。今後は、虐待を

受けた男性はたくさんいると思うが、何らかの形で男性の意見

も取り上げたいと思っている。５月２０日(金)に、かんさい特

集「子どもを守れ！キャンペーンプロローグ」で、大阪府寝屋

川市の取り組みを紹介したが、それは地域での見守りの１つの

例ではないかと思っている。今回の番組は、個別具体例に寄り

添い、本当に虐待を受けた人の言葉、具体的な内容を紹介する

ということにこだわって制作した。 
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＜かんさい特集「しあわせ料理の配達人」 

(8 月 26 日(金) 総合 後 8:00～8:43 近畿ブロック)について＞ 

 

○  食を通じて親子のつながりや、人と人のつながりなど、日常生活での幸せを再確認

する、肩の凝らない番組だった。以前、金曜夜８時台について、いろいろと試行して

いると説明があったが、「かんさい特集」と言っても何が、“かんさい”なのか、やは

り分かりにくいところがあった。「かんさい特集」ということであれば、やはり関西

らしい内容をもっと打ち出した番組がよいのではないかと思う。先ほどの後期番組改

定の説明の中でも、「かんさい特集」は金曜夜８時台の番組として、しっかり取り組

んでいく計画になっているので、今後に期待している。 

 

○  念願のペンションを経営するために、大阪から木曽に移り住んだという思い切りの

良い奥さんの人生に対して、羨ましく思ったり、また、数十年前の心斎橋はこんな感

じだったと、昔を懐かしみ、感傷にふけったりしたが、「かんさい特集」になぜ一般

的な料理をテーマにした番組が出てくるのかという思いがぬぐい去れない。ペンショ

ンを経営するお母さんが作って、娘に食べさせるという構成だったら納得いくかもし

れないが、木曽のすんきを使った料理をプロの料理人が作って娘や孫に食べさせたり、

心斎橋のパフェも、料理研究家が出てきて作っていた。またそれぞれ最後にはレシピ

が紹介されるなど、これは料理番組ではないかという感じが強かった。「かんさい特

集」の在り方を否定するわけではないが、「かんさい特集」と名乗る限りは、やはり

もう少し関西の誇りや関西に住む自覚や、あるいは関西のユニークさというものが関

西なのだというようなテーマを掘り下げることが「かんさい特集」のコンセプトでは

ないかと思っており、そのような番組にしてほしい。 

 

○ 今回の「しあわせ料理の配達人」は、プロの料理人に全てを任せていたが、お母さ

んが住んでいる木曽の食材を活用し、母の気持ちとともに、大阪の娘に料理人のアレ

ンジで届けてもらうということに、番組の狙いやよさがあるのではないかと思った。

遠く離れていて、お互いの身を案じつつエールを送り合いながら、お互いの生活を楽

しんでいる様相が料理を介して、母と娘の絆として、画面からほほえましく伝わって

きた。少女時代の大人へのあこがれであった心斎橋の喫茶店のパフェを、５０年たっ

た今、記憶の糸を手繰り寄せながら、当時の材料のままにこだわりを再現させたとい

う、もう一つの物語は、熟年層の方のみならず、他の年代層にも受け入れられたかと

思う。上田早苗アナウンサーの情感を込めて番組の雰囲気を盛り上げているナレー

ションもすばらしかった。一方、ナビゲーターの高田万由子さんの番組での役割が分

からなかった。 
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○  料理人が出て、配達する意味をどのように受け止めたらいいのか不思議に感じた。

番組後半の心斎橋の喫茶店のパフェの話はおもしろく見た。天満で引き継いで営業さ

れている人がいるところは、さすが大阪だと思って見た。ただ、心斎橋のこの店は、

料理もそうかもしれないが、建築の視点でも憧れていた喫茶店だったので、今度は建

築の面で昔の心斎橋を掘り下げると「かんさい特集」としてもおもしろいのではない

かと思う。 

 

○  構成が非常におもしろかった。木曽でペンションを営む大阪出身の母親が、プロの

料理人に料理を頼んで娘に木曽の味を届ける。そして、その完成度の高い料理のレシ

ピを公開するのは非常によいアイデアだと思う。単なるおふくろの味というのではな

く、プロの料理人が介在することで、レシピを公開する意義は十分にあったと思う。

それから、心斎橋の喫茶店の方も、単にパフェを再現するのではなく、歴史や社会的

背景をたどるなど、結局、料理というのは味覚を後に伝えていくもので、味覚・視覚・

嗅覚といったものが瞬間的に親の味や昔を思い出す重要なキーワードになるわけで、

自分自身も「ああ、そうだった」と思い出すよい番組だった。 

 

○  この番組からは、関西らしさを見つけられなかった。例えば私も心斎橋の喫茶店で

食事をしたりしていたので、非常に懐かしかったのだが、フルーツパフェは、東京の

まね、西洋のまねで、少なくとも関西の味ではない。懐かしいと言う地元の人たちが

集まって食べるのはほほえましいが、「それがなんだ」という感じがした。もう一方

の大阪に住む娘に木曽のおいしい味を届けるというものも、それで幸せになるのかと

思った。ペンション経営の苦労も視聴者に訴えかけるものは全然なく、しかも、大阪

の娘さんのアパートは、撮影のために用意したかのようににものすごくきれいな所で、

子どもたちがいる風景以外は別世界のような感じを受けた。また、どうして京都の料

理人が選ばれたのかというのも説得性がなく、最後の「料理は親子の心をつなぐ絆に

なる」というのも常識的なメッセージだけで全然番組からは伝わってこないという印

象を受けた。 

 

○  どこに照準を定めて企画されているのかが伝わりにくいというのが、正直な印象

だった。もちろん、料理というものが、時間軸をつないで縦に継承していく、そして、

空間で人をつないで横に人をつなげるという、縦横両方の軸で人をつなげる非常に優

れた媒体で、幸せにつながるものになること、そしてそれを届けることができる人と

いうのはすばらしい職能を持った人であることなど、料理が持ついろいろなふくらみ、

面白さはあると思う。けれども、それらのどこに一番魅力を込めようとしているのか

というのがストレートに伝わりにくいという印象を持った。今回の番組は、いろいろ

な要素がバラバラになり過ぎていると感じた。非常に高度なスキルを持った引き出し
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役のアナウンサーのような人が、もう一人そこにいると、番組の趣旨が視聴者に伝わ

りやすいのではないかと思う。 

 

○  今回の番組は新しい切り口を模索しているものだと感じた。１つの食に盛り込まれ

たさまざまな物語というか、個人が語っている思い出話だけではない、ナラティブ（物

語）を感じた。どこかの雑誌に出たら、たちまち名物になるということがあるが、そ

れは食のグローバル化を招く。メディアにもその責任が大きいが、それに対すること

ができるのは、個人の語りしかないのではないかと思うと、今回の番組の狙いはよく

分かる。ぜひ応援をしていきたいと思っている。 

 

○  料理番組としては、非常に凝った内容であると感じた。思い出に残る懐かしい料理

を題材にした母娘の絆の深さや思い出のお店と当時の時代背景などは親しみを覚え

るものだった。しかし、前半の地元の木曽料理の紹介や京都の料理人の登場などの数

多くの題材は番組自身のメッセージを逆に分かりにくくしているような気がした。

もっとストレートに「幸せな気分になる料理」の意味を表現する方が番組のメッセー

ジが伝わりやすい気がした。また、現在の社会課題（東日本大震災の被災地復興や節

電問題など）に対応した地域コミュニティーの強化に関わる「幸せ料理」の内容にし

た方が視聴者に訴えるインパクトは大きいような気がする。日本中での継続した被災

地区支援の雰囲気づくりにも寄与するのではないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）  

木曽のペンションではなく、関西のどこかのペンションであ

れば、「かんさい特集」らしくなったとも思うが、なかなかよい

視聴者からの投稿がなかった。構成については、心斎橋のパフェ

の方が「かんさい特集」らしかったが、パフェは料理かと言わ

れると、料理ではないという意見もあり、料理が人と人とをつ

なぐという番組コンセプトに基づいて、木曽のペンションを番

組前半に、パフェを後半に構成した。ご指摘のとおり高田万由

子さんの位置づけ、プロの料理人をどうからませたら面白く

なったのか、まだ洗練されていない部分はあると思う。新しい

切り口の料理番組として今後、どうすれば成立するか、検討し

ていく。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ ７月１６日(土)の「生中継 祇園祭宵山～京都が一番熱い夜～」(総合 後 7:30～

8:43)は、臨場感を出し切れず、消化不良であった。週末の土曜日ということで大変混

雑しており、そのような中で宵山を生中継しようとすること自体に無理があったので

はないだろうか。 

 

○ ７月２８日(木)のあしたをつかめ～平成若者仕事図鑑「快適なホテルライフを届け

たい～コンシェルジュ～」では、２９歳のホテルコンシェルジュの中野佳織さんの仕

事を見ていて、自分の２９歳の頃と重なり、思わず泣いてしまった。若者に仕事を紹

介する番組ではあるが、自分自身を振り返るときにも、本当によくできた番組だと思っ

た。 

 

○ ７月２９日(金)の「第９３回全国高校野球選手権～兵庫大会・決勝～」は、伝統の

東洋大姫路高校と新鋭の加古川北高校の対戦だったが、延長、引き分け再試合で、見

応えのある試合だった。実況のアナウンサーは、ゆっくりとした口調で聞き取りやす

く、両校の選手たちの特徴などをよく勉強していたと感じた。また、解説の方は社会

人野球出身の方だったが、高校生の気持ちに配慮して、好プレーに対しては素直によ

いと解説されるところがよかった。映像でも好プレーはスロー再生でもう一度見せて

くれるなど、よい作りの中継だった。 

 

○ ８月６日(土)の「箕島高校・野球部 尾藤監督が教えてくれたこと～教え子たちが

語る名将の素顔～」(総合 後 11:05～11:30 近畿ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。今年３月に６８歳で亡

くなった尾藤公監督の２９年間におよぶ高校野球にかけた監督人生を、数多くの映像

とともに、教え子であった元西武ライオンズ監督の東尾修さんや阪神タイガースコー

チの嶋田宗彦さん、ほか大勢の関係者のエピソードを織り込んで振り返っていた。甲

子園で見せた尾藤スマイルが有名だが、その尾藤スマイルに隠れた葛藤があったとい

うことを番組ではうまく演出しており、懐かしさとともに感銘を受けた。朝日新聞に

今年の２月から尾藤監督のエピソードが掲載されているが、この２５分の番組には、

それらエピソードが密度濃く入っており、地域放送局ならではの、関心度の高いテー

マを取り上げた番組であった。 

 

○ ８月６日(土)のＴＶシンポジウム「震災後の日本経済を展望する」(Ｅﾃﾚ 後 2:00～

2:59)では、新日鉄名誉会長の今井敬さんや、キャノン会長の御手洗冨士夫さんといっ

た日本の経済界を代表する人たちと小泉純一郎元首相のディスカッションが非常に見

応えがあった。経営者としての経験に基づく日本経済の根本的課題の指摘や震災復興
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との関連を考えた意見提起や論議は、現在の政局論議に偏った国会議員の学ぶべきポ

イントが数多くあるように感じた。こういった番組は、より多くの視聴者が見ること

のできるゴールデンタイムでの再放送を期待する。 

 

○ 追跡！Ａ ｔｏ Ｚ「福島第一原発 作業員に何が」(8月12日(金) 総合 後10:55～

11:24)を見た。番組では、原発の処理に関して１日 3,000 人が動員され、143 人が被

ばく線量の追跡調査の段階で行方不明となっているところから番組が始まる。国や東

京電力からは絶対出てこない問題を取材で明らかにしていくところや、記者会見の際

に東電や細野原発事故担当大臣に事実関係や今後の対策や対応を質問している姿など

がよかった。関西の人も作業員に含まれており、手配師には暴力団関係者がいるとい

うところまで取材で明らかにしていたが、報道番組の自主性、独立性の姿勢に非常に

感銘を受けた。今後さらに取材を続けて、これ以上作業員の被ばく、被害が出ないよ

うに、報道番組として現実を提示していただきたい。 

 

○ ８月は戦争関連の番組がいくつも放送されたが、その中で、８月１５日(月)の「渡

辺謙 アメリカを行く “９．１１テロ”に立ち向かった日系人」(総合 後 7:30～8:43)

を大変興味深く見た。アメリカの同時多発テロと太平洋戦争という２つの歴史的事件

を結ぶ知られざる物語を解き明かすもので、知られざる事実を綿密な取材で分かりや

すく構成しており、番組からのメッセージを視聴者がどう受け止めるか、視聴者に考

えさせる内容だった。同時多発テロのあと、一部の人たちに対する差別的扱いを求め

る世論に抗して、アメリカの国是である自由と平等を、太平洋戦争中に強制収容所に

入れられた日系人が守ったということに、非常に興味深いものを感じた。また、日系

人を強制収容したことについては、アメリカはレーガン大統領時代に公式に謝罪して

いるが、同時多発テロのようなことが起こると、差別的行動を肯定してしまう世論が

形成され、またジャーナリストもそれを後押ししてしまうことに、歴史は繰り返すも

のだと思ったのと同時に、こうしたことはアメリカだけではなく日本でも起こりえる

ことだろうと思いながら見ていた。手間暇かけて非常によい番組を企画、制作された

ことに敬意を表したい。 

 

○ ８月２２日(月)のアスリートの魂「誰よりも強く ボクシング世界チャンピオン 

井岡一翔」は、非常におもしろい、感動的な話であった。初防衛の舞台裏が描かれて

いたが、後半は非常に有能なトレーナーの活躍が中心になっていて、有能なトレーナー

あっての初防衛という印象を受けてしまった。ただ、井岡選手個人の努力も大変なも

のであったと思う。本来このような舞台裏は極秘であるのによく取材しており、ＮＨ

Ｋと井岡選手側との信頼関係が築かれていたからこそだと思う。 
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○ ８月２３日(火)のひるブラ「城の崎にて 探検！古くて新しい！？湯の町～兵庫県豊

岡市～」を見たが、神戸に住んでいる者にとって、城崎温泉は非常に近く、何度でも

行きやすいところである。温泉というと、おかみさんが主役になりがちだが、今回は、

若だんなが街を案内しており、ゲストの川合俊一さんの食べ歩きなども誇張すること

もなく自然で、庶民の温泉というのが感じられて、また行きたいなと思う番組だった。 

 

○ ８月２３日(火)「サバイバル頭脳ゲーム ええクイズ売りまっせ！」(総合 後

8:00～8:43)は、点数の戦略を考え、逆転も可能な意表をつく仕組みはおもしろかった。

最初は、クイズが易しいという印象を受けたのだが、番組を見ていくうちに小学生の

子どもと一緒に見るには、ちょうどよいレベルで、家族でも盛り上がると思った。理

科、社会、国語や一般常識を織り交ぜて、父親を負かすような番組は家族で楽しめそ

うである。ただ、気になったのが、クイズの解答が選ばれたものしか出なかったが、

最後に全問の解答を出すなどして、解答者の反応を見せるというのも、一つの手法だっ

たのではないだろうか。 

 

○ ８月２５日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび 滋賀・琵琶湖」を見た。ゲストの原千

晶さんと藤澤義貴アナウンサーが琵琶湖の沖島を訪れ、ふなずしなどの特産品を味わ

いながら、滋賀県、琵琶湖の魅力を紹介していた。琵琶湖をどう取り上げるかは、い

ろいろな視点があると思うが、今回の「あさイチ」での紹介は、内容盛り沢山でバラ

エティに富んでいた。ちょうど夏休みということもあって視聴者からのメッセージの

中に、小学生からのＦＡＸも届いていた。いつもよりも幅広い視聴者に見てもらうこ

とができたのではないかと思う。 

 

○ ８月２８日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図（３）子ども

たちを被ばくから守るために」は、福島県二本松市の詳細な放射能汚染地図と除染の

試みを取り上げていて優れた番組であった。チェルノブイリの調査経験のある学者と

ともに、汚染問題を追いかけており、少なからず世の中に問題のありようや問題解決

の方向性を示唆する番組として非常に価値があると思う。 

 

○ ８月に２回、「ならナビ」に出演したが、担当のアナウンサーにも取材に来ていた

だき、丁寧に対応いただいた。「ならナビ」制作の舞台裏も見させてもらい、よい勉強

となった。 

 

○ 台風１２号、１５号の大雨被害は和歌山、私の住む町にとっては５８年ぶりの大き

な災害だった。その被害を「あすのＷＡ！」では、放送時間のほとんどを使って、県

内の被害の最新情報を伝えてくれている。何よりの情報源となっている。 
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○ 震災関連のドキュメンタリー番組などで、子どもたちが再生していく様をよく取り

上げるが、９月５日(月)の「明日へ 再起への記録」(総合 後 10:00～10:48)の中で、

小学３年生の肉親を亡くした子どもに、ディレクターが「強くなりましたか」とか「得

がたい経験になりましたか」と質問しているが、これはいかがなものかと思う。虐待

を取り上げた番組の中でも、性的虐待を受けた方に「どんな気持ちでしたか」と聞い

ているが、聞きたい気持ちも分かるが、やはりいかがなものかと思う。 

 

○ ９月７日(水)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「アメリカン ムスリム～憎しみの連鎖

は止められるか～」を見た。イスラムというとすぐに９．１１の同時多発テロを連想

するのだが、アメリカのイスラムコミュニティーが、いかにスラムの犯罪率を抑えて

いるか、いわゆる不良少年たちを中心としたコミュニティーの規範や倫理観形成に寄

与しているかということを正面から描いている。日本のドキュメンタリーにはない観

点であり、そこから、日本のコミュニティーとはいったい何なのかということを我々

は検証しなければならないのではないかと思う。一緒のマンションに住んでいればコ

ミュニティーなのか、同じ趣味をもった人がコミュニティーなのかといったような、

コミュニティーの拡大解釈がどんどん進んでいるが、これは単なる選択自由な気楽な

グループと同じではないかと思う。よく“無縁社会”などのキャンペーンでコミュニ

ティーという言葉が使われるが、その本当の意味をアメリカのイスラムのコミュニ

ティーに学ぶ必要があると思う。特にその結束の絆として宗教というのは重要である。 

 

○ ９月１２日(月)の「ニュースＫＯＢＥ発」の「スポーツコーナー・サッカー女子・

なでしこ五輪予選を振り返る」は、ＦＩＦＡ女子ワールドカップドイツ大会で優勝し

た“なでしこジャパン”の企画だった。選手たちは、国民栄誉賞など数々の表彰、そ

してセレモニーで休む間もなく、ロンドンオリンピックの予選が始まり、勝って当た

り前という状況の中で、相当のプレッシャーがあっただろうと思う。これからも頑張っ

てほしい。また、“なでしこジャパン”に７名が選出されている、アイナック神戸レオ

ネッサの寮が勤めている会社の近くにあるのだが、選手たちは地元の商店街で買い物

をしているようで、先日、商店街の関係者と話していると川澄奈穂美選手が、ワール

ドカップの金メダルを見せに来てくれたと大変喜んでいた。選手たちは、兵庫県出身

というわけではないが、そういった地元との関係から、地元では大変盛り上がって応

援しているので、今後も伝えてほしい。 

 

○ ９月１４日(水)のＲの法則「震災 いま伝えたいこと」(Ｅﾃﾚ 後 6:55～7:25)を見

た。東日本大震災は、数多くの犠牲者と甚大な被害を残した。決して大震災の発生を

肯定しているわけではないが、現状の日本社会が失くしかけているものを思い出させ
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てくれる機会も与えてくれたような気がする。とりわけ、被災地区のみならずスタジ

オで参加する高校生の姿を見ていて、多感な時期にある、感受性の豊かな高校生の年

代がこれからの人生に必要な「豊かな心」を育むために何を学ぶべきか、を教えてく

れたような気がした。高校教育の題材として活用を働きかけてはどうだろうか。○ ９

月１６日(金)のかんさい特集「ドラマ やさしい花」を見たが、支援のミスマッチと

いうことを提示していると感じた。東日本大震災以降、支援というものはものすごく

重要だが、“支援したい”と“支援されたい”は決してイーブンではないと思う。虐待

の際にも“助けてほしい”、“助けてあげる”や“守ってほしい”、“守ってあげる”は、

実は必ずしも合致しないということを提示しているドラマということで大変興味深

かった。 

 

○ ９月１８日(日)のＥＴＶ特集 シリーズ 原発事故への道程（前編）「置き去りに

された慎重論」は、戦後どういう経緯で原発が推進されていったのかについて、８０

年代の通産省の研究会の資料をもとに制作されていた。こういうことができるのは、

やはりＮＨＫの底力だと思う。ここで語られていることはものすごく重要なことで、

聞き逃せないことが山ほど語られていて、世の中に出すということは、大変意味のあ

ることである。「ＥＴＶ特集」には、今後も考える力、問題を解決する力を養う番組

を期待したい。 

 

○ 震災関連のドキュメンタリーでは、すばらしい番組がたくさんあった。それらを見

て感じたのは、震災から半年が過ぎたところで、亡くなった方々のことを語り出した

ということ、つまり死者について語ることの大切さということだ。日本人には、死者

を語ることで今の自分を修正していく、元気づけていく長い伝統がある。コミュニ

ティーというと、すぐに生きている目の前の人の集まりのことを言うが、日本人にとっ

てのコミュニティーは、死者との連続性の中にあるということを、震災報道を続けて

いく中で着眼してほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３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、２０日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった、かんさい熱視線「検証 津波警報システ

ム」、かんさい特集「食を極める 関西カレー伝説！」を含め、放送番組一般について活

発に意見交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、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 ）  

 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

立本 成文 （総合地球環境学研究所 所長） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （（株）神戸製鋼所 顧問） 

       中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 専務取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜かんさい熱視線「検証 津波警報システム」 

（7 月 8 日(金) 総合 後 7:30～7:55 近畿ブロック）について＞ 

 

○  東日本大震災で発生した津波が、予想を超えた巨大津波であり、気象庁の津波警報

システムに限界があること、どうすれば正しい予測ができるのかをテーマに、筋道の

立った内容だと思った。東南海・南海地震が予想されている関西地域にとって、関心

の高い問題であり、タイミングのよい番組だったと思う。今回の津波に関して、岩手

県釜石市１５キロの沖合に設置されていたＧＰＳ波浪計が、注目すべきデータを記録

したにもかかわらず、情報をうまく活用できなかったことについて、気象庁長官が気

象庁の対応が不十分であり、今後、改善していくとコメントしたことを映像で伝えた

のはよかった。今後の津波予測については、海底水圧計を設置するにはばく大な資金

が必要であること、それに対する人々の理解を得るのが難しいこと、そして巨大津波

に対する経験が少なく、実際に装置が正常に作動するのかという課題を外国と協力し
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ながら改善していかなくてはいけないことなど、今後の方向性が示されていた。また、

関係者や有識者のコメントを入れて、短い時間の中でテーマに即した内容にまとめて

いた。野村優夫アナウンサーのまとめもよかった。 

 

○  この番組は、秀逸であったため関西地域だけではなく、全国に向けても周知すべき

内容だったと思った。気象庁の２種類の地震計にはそれぞれ限界があり、心もとない

という印象を受けた。東日本大震災では、当初から１０メートル級の大津波の予測を

していれば、助かった命があったのかと思うと、極端かもしれないが業務上過失致死

責任も問われるのではないかと憤りを感じた。津波の予測を、東京と大阪が月交替で

行っていることは賢明なシステムだと思うが、少人数での津波の察知・予測について

は、危機管理を含めて不安に感じた。こうした問題点を一日も早く是正し、今後想定

されている東南海・南海地震からの津波に備え、しかるべき警報を出せるよう、より

多くの研究を行っていってもらいたいと思う。今後も継続して取材・報道してもらい

たい。野村アナウンサーの問題点に肉薄していくスタイルには好感が持てる。 

 

○  大阪放送局が、震災に関する多角的な取材・報道を継続して行っていることは意義

深い。日本の地震感知の技術は、世界のトップクラスでありながら、なぜ津波予測に

限界が生じたのか残念に感じながらも理解できた。番組は、地震発生からの時間経過

と、その予測数値を丁寧に示しながら、津波の構造・仕組みについて分かりやすく説

明していた。自然災害に対して、万全な体制で備えることの難しさを改めて感じるこ

とができた。人と防災未来センター主任研究員の奥村与志弘さんの、「ＧＰＳ波浪計

がとらえた津波を即座に伝達できず、情報をうまく活用できなかったことが、大きな

反省材料だ」というコメントが印象深く、奥村さんのポイントをつかんだ解説も分か

りやすかった。津波警報システムについて、２つの 新研究の紹介は、東南海・南海

地震の津波予測対応として関心を持たせた、よい報道だと思った。東日本大震災を踏

まえた防災・減災対策の総点検の実施が、さまざまな場所で求められている中、継続

して報道することが望まれていると思うので、「かんさい熱視線」でもさらに取材を

続けてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

東日本大震災直後から被災地には、大阪放送局をはじめ近畿

管内からも多くの記者、ディレクター、カメラマンが入ってい

る。その中で、東南海地震に備えるヒントが何か隠されている

のではないかという思いから、大阪管区気象台の取材を始めた。

その後、３月１１日(金)の津波警報を出したのは、大阪管区気

象台だったことが分かり、いったい何が問題だったのかという
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点についてもインタビューを取ることができた。また、大津波

警報を出す過程の仕組みも含めて、当日の状況をリアルに伝え

ることができた。３月１３日(日)の東北地方での津波注意報を

発令する際には、ＧＰＳ波浪計のデータも公表するなど、気象

台をはじめ関係機関は、教訓を基に改善されてきているのでは

ないか。こうした番組が、より多くの方たちを助けるきっかけ

となればと考えている。今後も継続して取材を行い、適宜番組

化して報道していきたい。全国放送については、７月１３日(水)

の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、「津波研究の 前線 

正確な警報をめざして」という企画で放送している。 

 

○  広帯域地震計と強震計だけでは巨大津波の予測は不十分で、そのために 新研究が

行われていることを知った。ただ、警報システムは、いくら完備しても十分ではない

ことを踏まえると、今回の報道だけでよかったのか疑問が残った。ＧＰＳ波浪計の観

測情報の解釈とその伝え方や、警報に対する受け手側の慣れといった人的な問題点に

ついても取り上げてもらいたかった。防災が 100％ではないことや、人々に出来る減

災への工夫を周知する方が東南海地震を考えると重要であるのではないかと思った。

また、津波は地震の大きさに関係なく発生するので、過去の事例、歴史に学ぶことが

重要だと思う。昔から各地で、災害に対するしのぎの技は培ってきていると思うので、

そうした先人たちの知恵を次世代に伝えていくことも公共放送のあり方だと思った。 

 

○  現在の日本の地震感知の技術は世界のトップクラスと言われている中、さまざまな

新の計測機器と専門家が対処したにもかかわらず、今回のような大きな被害が出た

ことに注目している。自然の力は、私たちの予測以上になることが多いにもかかわら

ず、過去のデータやその場のデータを過信し過ぎていたのではないかと思った。今後

は、海洋レーダーの研究や海底水圧計の設置を進めてほしい。こうした想定外の災害

に備えるためには、多額の費用が必要で、それをどのように克服するかが問題だと

思った。また、住民の一人一人が、警報に対する意識も変えていかねばならないと感

じた。今後も、地震についてはより安全に避難できるような研究を続けてもらいたい。 

 

○  東日本大震災以降、震災の教訓や何が起こっていたのかを多角的に検証しているこ

とに好感と信頼を抱いている。野村アナウンサーの真摯な姿勢にも引き込まれる。今

回、初めて知ったことも多かったが、視聴者に対して分かりやすい解説をしていてす

ばらしいと感じた。大阪管区気象台の担当者は、こうした取材を受けるのは心情的に

厳しいものがあったとは思うが、こうした経験を共有し忘れないようにすることが大

事だと感じた。津波予測については、日本は世界でも 高水準とあったが、それでも
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想定外はあると思うので、自然の前では謙虚な姿勢でいることが、自分の命を守るた

めには大事だと感じた。「かんさい熱視線」は、報道番組としてどのようなことをな

すべきかという姿勢を念頭に置いて番組制作をしている印象があり、勉強になる。今

後も変わらない姿勢で取材・検証を行ってもらいたい。 

 

○  視聴者に津波警報システムの現場を知らせたという点で、功績のある番組だったと

思う。津波警報がなぜ正確にでなかったのかについてもよく分かった。スタジオでは、

予算があればより高性能な津波予測が技術的に可能だとしていたが、この問題は緊急

の課題であるのになぜやらないのかといった点をもっと追及してもらいたかった。海

洋レーダーや海底水圧計などが、未完成の技術であると知りショックだった。特に衛

星による観測が津波発生時に津波の上空を飛んでおらず観測できなかったことが意

外で、やればできたはずではないのかという疑問を視聴者に知らせた番組だったと思

う。津波予報は、地震の発生を予測するよりも精度の高い予想が出ると思うので、ど

の地域にどのくらいの高さのものが来るのかという具体的な数値を地図上に示すく

らいのことができないのかという思いを抱いた。 

 

（ＮＨＫ側）  

今回は、津波警報システムの仕組み、データの伝え方を切り

口にしていたため、受け手側がデータをどうとらえ、どのよう

に動くのかは十分に描けていなかったかと思う。東海・東南海・

南海の３連地震にいかに備えるべきかについての取材だった。

継続取材を行い今後もさまざまな切り口で報道していく。 新

の技術を紹介していたが、予測の精度も高まっているようだ。

こうした機器は、１つ２つの設置ではあまり機能せず、網の目

のように設置していかなくてはならないが相当な費用が必要だ。

研究・開発の途上なのかもしれないが、実現に向けて何が課題

なのかという部分について引き続き伝えていく。東南海・南海

地震に備えるという意味でも継続して取材していく。７月５日

(火)に和歌山県で発生した震度５強の地震では、津波警報は出

なかったが、和歌山県広川町の住民は、江戸時代の教訓を基に

山の上の神社に避難していた。この話題は、翌日の「ニュース

テラス関西」や「あすのＷＡ！」で伝えたが、視聴者の一人一

人に考えてもらえるよう、今後もさまざまな角度から報道して

いく。 

 

○  何が問題だったのかを、継続的に検証していく報道姿勢はさすがだと思った。津波
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予測を大阪と東京の気象台が交互に行っていたことは、ほとんどの人が知らなかった

と思うが、こうした事実が報道されたことにも、地域番組のあり方として納得した。

震災後、想定外や思い込みということが連呼されているが、私たちの人知の及ぶ範囲

を超えてしまった時に、技術やテクノロジーはどのようなサポートをしてくれるのか。

また、それがどのように地域や暮らしの中に生かされていくのかという減災の２つを

合わせて考えていかなければならない。今後も何が問題であったのかということを、

持続的に報道していくことに期待したい。 

 

○  世界でもトップレベルにある日本の気象観測技術だけでは把握できない大規模自

然災害のすさまじさを再認識した内容であった。また、昨今のワイドショー的検証の

ような報道とは異なる内容であり見応えがあった。とりわけ、地震と津波の相関関係

の中での「マグニチュードの飽和」をいかに解消していくかが観測精度の信頼性を高

めていくことのポイントだと考えるが、番組内でもあったようにそのための技術開発

や観測拠点設置などにかけるコストと今回のような大規模地震発生の割合を考えた

時には、投資対効果の視点では国家的な議論、判断が必要になるだろう。しかし、世

界有数の地震国といわれるほど発生頻度の高い日本においては、将来的にも国民の安

全・安心を確保する国の責任として取り組むべき課題だと考える。また、その技術開

発などの成果は世界全体の観測技術の進化に貢献できるものとなる。そのことは今、

大震災に対して絶大な支援をしてくれた世界各国への「恩返し」にもなるだろう。大

変考えさせられる見応えのある番組であった。 

 

 

＜かんさい特集「食を極める 関西カレー伝説！」 

（7 月 8 日(金) 総合 後 8:00～8:43 近畿ブロック）について＞ 

 

○  ほんわかとした楽しい番組だった。「カレーといえば、日本の国民食、夏には欠か

せない食べ物」というコメントがあったが、私も同感だった。関西地域の個性的なカ

レー店のカレーへのこだわり、スタジオで２人のシェフによるカレーのレシピの紹介

があり、カレーという大衆的な国民食について幅広く紹介していた。家族の団らんに

合わせた放送時間もよかった。こうした料理番組は、騒々しいものが多いが、桂南光

さん（司会）、堀ちえみさん（ゲスト）、井上智栄子さん（リポーター）は、落ち着い

たよいコメントやリポートを行っていた。 

 

○  日本 初のカレー粉が大阪の薬問屋で作られたからと言って、国民食となったカ

レーをネタにした番組を「かんさい特集」として放送したことに違和感を持った。民

放のグルメ番組と何が違うのか、「かんさい特集」という枠にはもう少し違う内容の
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番組でもよかったのではないかと思った。番組で紹介された４店舗のオーナーはそれ

ぞれ個性的で、それが選定基準となったのではないかと思わせるほどだった。リポー

ターの語彙不足に対しては、もう少し指導があってもよいと思った。髪型についても、

グルメ番組には少し不適切な印象を受けた。店のお客さんへのインタビューでは、も

う少しその店のカレーに対する思いが感じられるコメントが引き出せればよかった

と思う。スタジオでカレーの簡単レシピを紹介していたが、これは、極端に言えば料

理人たちの“賄い食”を披露したに過ぎないのではないかと思ってしまった。 

 

○ 「関西は、国産カレー粉発祥の地といわれる」という、カレー文化の歴史に触れて

から番組が始まり、司会の桂南光さんの人柄も含めて、楽しんで見ることができた。

４店舗の人気カレー店については、その独自性や、お店のこだわりについてじっくり

と伝えられており、それぞれのカレーの真髄を理解することができた。スタジオで紹

介された一流シェフによるレシピは、視聴者でも気軽に作れそうでよかった。出演者

のみなさんの雰囲気も和気あいあいとしており、興味深い内容と企画で、カレーの世

界を堪能できた番組だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

金曜日の午後７時３０分から「かんさい熱視線」、８時から「か

んさい特集」と地域放送を続けて放送できる時間帯に、８時台

ではどのような番組・情報を出すべきか、若干トライアルも含

めながら進めている。ＮＨＫの接触者率を伸ばしたいという思

いがある一方で、公共放送としてのあるべき放送と、どのあた

りで折り合いをつけるのかが一つの課題だと思っている。この

時間帯にどのような情報を出していくのか、今までＮＨＫに

チャンネルを合わせていただけなかった人に対して、チャンネ

ルを合わせてもらうにはどのようにすべきか、ご意見を参考に

しながら引き続き勉強していく。 

 

○ カレー店４店舗の選び方、カレーのレシピなど、実にさまざまなものを扱っていて、

よく考えられていると思った。ただ、「食を極める 関西カレー伝説！」というタイト

ルから見ると、もう少し極める点を出してほしいと感じた。また、「大阪の薬問屋でカ

レー粉が作られた」と言われていたが、日本のふるさととするには疑問を感じた。カ

レー料理を 初に出したのは東京の神田であり、カレー粉はイギリスが 初に作った

ものだと思うので、ちょっと話を誇張しているように感じた。スタジオでのレシピ紹

介は、料理教室のようで関西らしさが伝わってこなかった。日本ではカレーをカレー

ライスと言うように、日本独特の米に焦点をあてながら、米の種類や、米とカレーと
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いった視点からの情報を加味すれば、より面白い番組になったのではないかと思う。 

 

○ 日本人の多くが好きな食べ物として、カレーライスをあげるだろう。今回は、紹介

されたカレー店店主のアイディア、伝統、こだわり、思いが感じられた。一流シェフ

が作るカレーは本当においしそうで、桂南光さんの巧みな話術もあって、すぐにでも

食べたくなった。カレーライスという、私たちに身近な食をあつかったことで気楽に

見ることができた。 

 

○ 大阪の漢方薬屋で初めてカレー粉ができた、当時の話などが見られるのかと思って

いたが想像とは違っていた。漢方薬とカレーの関係といった歴史も興味があるため、

別の機会に取材してもらいたい。本当にさまざまなカレーを見せていただいたが、ス

タジオで作っていた「しょうがごはんの和風ポークカレー」は、私の祖母が作ってい

たカレーの作り方に似ていた。こうした作り方をすれば、祖母のカレーのようになる

のかと考えながら見ることができた。グルメ番組という印象ではあるが、桂南光さん

と神戸北野ホテルの山口浩総料理長との、大阪らしい掛け合いでは、ホッとするもの

を感じ楽しく見ることができた。 

 

○ 桂南光さん、堀ちえみさんといういつものコンビではあるが、軽快な番組でよかっ

たと思う。４店舗のお店で食べるこだわりのカレーと、スタジオで一流シェフが教え

る、家庭でおいしくできるカレーレシピ、その両方を紹介した楽しい番組だった。桂

南光さんの「オリジナルのカレーを家庭でも楽しく作ってください」という言葉が結

論のような気もしたが、カレーの定義とは一体何なのかという印象を持つ番組だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

「食を極める！」は、「かんさい特集」で何度か放送している

シリーズ企画で、今回のように、お店で出すこだわりカレーと

いった点を取り上げたのは珍しく、そういった意味ではご指摘

のように、お店を紹介するグルメ番組に近い部分があったかも

しれない。視聴者が知りたい情報とは何かを考えれば、レシピ

紹介もお店の紹介も情報であり、公共放送ＮＨＫとしての、見

て得した気分になる生活情報番組とはどういったものなのか、

試行錯誤を重ねながら視聴者に満足してもらえる番組を制作し

ていく。 

 

○ 大阪にある全国的な資源は、食だと思っている。その食に関して、例えばミシュラ

ンのように全国を標準化してしまうようなことに大阪のメディアがくみしてはならな
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いと思っている。グルメ番組によくあるレポーターがお店に行き大げさに驚く、スタ

ジオでは出演者が「おいしい」と締めくくるパターンを、超えることはできないのか。

この番組は、情報番組、グルメ番組、教養番組なのか分からなかった。出演者の力に

頼ってしまった瞬間に、限界を見せつけられたような気がした。制作現場の方々には、

そのようなパターンからの脱却を図り、「かんさい特集」の底力を見せていただきたい

と思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

情報バラエティー番組は、堅苦しい勉強番組としては見ても

らえない。制作現場は、笑いあり、涙ありというようなバラエ

ティー要素もある番組の開発に向けて日々苦もんしており、今

回もその挑戦への表れだとご理解いただきたい。 

 

○ 私たちの身近な食事であるカレー特集は、親しみを覚えるものだった。お店の特集

のみならずゲストシェフによるカレーの作り方は、一緒に視聴した妻にとって食事の

用意が比較的、楽なカレーの種類を増やすことにつながると喜んでいた。紹介された

お店の店名や場所の紹介もほしかった。紹介されたお店は、有名カレー店にふさわし

い、店主のプロフェッショナルとしての味に対するこだわりと、さらなる追求の姿勢

がかいま見えた。やはり、プロフェッショナルの姿勢はどの分野においても共通して

いるものだと感じた。ゲストの堀ちえみさんの存在感が少し薄いように感じたため、

芸能人の中でも一味違った「家庭カレー」をつくる実演コーナーを設けても面白かっ

たと思う。この番組は、関西特有の生活と密着した家庭料理シリーズとして、例えば

粉モノなどを放送しても面白いと思った。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ６月１５日(水)の歴史秘話ヒストリア「人はみな、救われるべきもの～法然と親鸞 

探求の道～」は、浄土宗の法然が８００回忌、浄土真宗の親鸞が７５０回忌という年

で、展覧会も行われている中での放送ということで、タイミングもよかったと思う。

ヒストリアらしい切り口で、２人の宗教者の歴史・生涯をエピソードを交え紹介して

いた。１３世紀初め、政治的な混乱や戦乱、天変地異が起きる中で、庶民がいかに救

われるべきかを真剣に宗教者が考えていったという実像に迫っていたのが面白かった。

法然が唐の僧侶から着想を得て浄土宗を日本に定着させた話も分かりやすかった。中

国では無名の僧侶ではあったが、日本では極めて影響が大きかったという指摘もよ

かった。ただ、日本人の考え方を変えたというのは、少し大げさな表現だったと思う。 
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○ ６月１６日(木)のあしたをつかめ～平成若者仕事図鑑「あなたを口から元気に～歯

科医師～」は、新米２年目の歯科医師がどのような仕事の経験を通して一人前になっ

ていくかがよく分かる番組だった。歯医者にかかった時に、難しい機械を使い事故も

なくよく治療しているものだと感心をしていたが、納得できた。毎回違った仕事に就

いている若い人たちが、どのように仕事に取り組み、習熟していくのかをリポートし

ているそうなので、若い人たちが今後どのような仕事に就こうか、自分自身をどのよ

うに高めていくかを考える上で、参考になるよい番組だと思った。 

 

○ ６月１７日(金)の兵庫特集 第２０回記念 新・兵庫史を歩く「北播磨の御仏た

ち」～加東市～（総合 後 10:00～10:43 兵庫県域）は、兵庫県加東市の名所や旧跡を

視聴者とともに訪ねる内容だったが、番組としては、第２０回の節目だったようだ。

西国三十三所観音霊場でもある清水寺は、地元でも有名な場所だがなかなか行く機会

がなかったため、詳しく紹介してもらえてよかった。園田学園女子大学の名誉教授で

ある田辺眞人さんは、説明が丁寧であった。こうした名所・旧跡が、私たちの住む兵

庫県の中にたくさんあることを再認識させるよい番組だった。地味に感じる番組では

あるかもしれないが、今後も回数を重ねていろいろな場所を視聴者に紹介してもらい

たい。この番組は、全国放送や海外に向けても放送されたそうだが、こうした番組が、

神戸放送局で制作されたことに対して誇りに思った。 

 

○ 兵庫特集 第２０回記念 新・兵庫史を歩く「北播磨の御仏たち」を見た。私は、

歴史や地域の建物・自然が好きなので、番組を興味深く見ることができた。番組では、

名所・旧跡・文化を紹介し、国宝や重要文化財なども見ることができた。地元でもあ

まり知られていない、名所・旧跡・文化などが、園田学園女子大学名誉教授の田辺さ

んの分かりやすい解説で、いろいろな知識を得ることができた。 

 

○ ６月１７日(金)のきらっといきる「プーミョンが街を行く～知的障害・李 復明さ

ん～」は、自閉症を伴う知的障害の方に対する接し方を考えなおした。町の人たちの

温かな様子をしみじみと感動を持って見ることができた。 

 

○ ６月１８日(土)の紀の国スペシャル「風よ、吹け ～ツール・ド・熊野 密着９６

時間～」（総合 後 3:50～4:33 和歌山県域）は、和歌山熊野地方で開催されている４

日間に渡る自転車のロードレースを運営するボランティアと、その舞台裏を取材した

番組だった。有名選手も参加する大会であり、観戦のため大勢の方が熊野に集まって

いる様子が紹介されていたが、こうした大きな大会を運営しているのが、自治体では

なく大勢のボランティアであることを知り驚いた。ボランティアが頑張る背景にある

低迷する地域を活性化させたいという思いが、画面を通して印象深く伝わってきた。
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また、熊野の景観を映し出しながら、ハイスピードで駆け抜ける選手たちの走行を見

事なカメラワークで捉えられていたと思う。地方の時代と言われて久しく、民間主導

が叫ばれている昨今だが、仕掛け人がいない町が多い中、住民たちが心を一つにして

運営を行い、地域の起爆剤、そして活性化につなげようとする姿を真摯な報道姿勢で

伝えていた。地域局の役割が発揮された番組だと思った。 

 

○ ６月１８日(金)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「小さな町の国際紛争～太地町とブ

ルーム市の苦悩～」を見た。５月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「クジラと生きる」

は、太地の伝統的なクジラ漁をめぐって、映画「ザ・コーヴ」の波紋を伝える番組だっ

たのに対して、価値観の対立に、歴史的交流・日常的交流から向き合っていく様子、

対話の可能性を伝える番組として、価値あるものだと感じた。こうした、同一テーマ

を異なるアプローチで取材した番組の存在は重要で、両方の番組を見てこそ価値が高

まり理解も深まる。それぞれ単独番組としてだけでなく、同一テーマを扱った一連の

番組群として周知するべきではないか。 

 

○ ６月２０日(月)のディープピープル「時代劇をいろどる殺陣（たて）」を見た。殺陣

を演出する殺陣師が重要であること、刀を合わせずに、カメラワークで斬られていく

様をうまく見せていくこと、同じ殺陣師でも清家三彦さんと林邦史朗さんの、２つの

対極的な演出と方法があると知り、ディープピープルならではの語りと内容だった。

特に大御所役者の松方弘樹さんが出演されたことで、番組が重厚になっていた。また、

斬られ役を強調し、重要性を伝えていたこともよかった。今後の希望としては、国内

だけでなく、国際的に活躍する人と海外の人との語り合いなども面白い切り口になる

と思った。 

 

○ ６月２１日(火)のひるブラ「古都のクラシックホテルで“和洋折衷の美”を満喫～

奈良市～」では、奈良ホテルの伝説のホテルマンとして紹介された谷口博幸さんのお

元気な姿とともに、建築・ピアノ・料理など奈良ホテルのことをまんべんなく紹介し

ていた。放送終了後、奈良ホテルには問い合わせが殺到したそうだ。 

 

○ ６月２７日(月)の「ニュースＫＯＢＥ発」（総合 後 6:30～6:58.55 兵庫県域）を見

た。現在は、羽衣国際大学の野球部の総監督として活躍している、元阪神タイガース

の竹之内雅史さんを取り上げていたが、その竹之内さんが、“野球から学んだことが自

分の人生にとって、どんなに大きなものだったか”ということを語る姿を懐かしい思

いで見ることができた。竹之内さんは、玄人受けするバッターであり、さまざまな経

験を経て現在にいたる姿を知ることができたよい番組だった。竹之内さんの野球を通

した生き方は、視聴者の共感を得るところが多かったのではないかと思う。 



11 

○ ６月２７日(月)の「ニュースＫＯＢＥ発」で、元阪神タイガースの竹之内雅史さん

が、「コーチの仕事というのは、選手自身が目標やロマンを持って、それに向かって進

むように導き・指導すること、選手にやる気を持たせて進めることが仕事だ。それに

は情熱しかない」という話をされていたのが印象的だった。 

 

○ 震災のあと、グリーフ（喪失の悲しみ、死別の悲嘆）に関心が集まっている。私は

喪失から始まる再生や生き直しがあると考えるが、そういう視点から、番組にもいろ

いろな影響を見て取ることができる。７月２日(土)のＮＨＫスペシャル「果てなき苦

闘 巨大津波 医師たちの記録」（総合 後 9:00～9:50）は、まさに戦場と化した宮

城県の石巻赤十字病院の医師たちの苦悩を描いていた。医療は生命の 後のよりどこ

ろであり、またどんな困難も 終的には解決可能とされてきたが、この番組では解決

不能に陥った医師たちが嘆きもだえる。医療という神話、あるいは権威の喪失（グリー

フ）だ。だが、グリーフはけっして絶望ではなく、ひょっとして、ここからこれまで

の技術と組織の医療とは違うものが生まれてくるのかもしれない、という予期も抱か

せる。継続した取材に期待したい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」は、偶然とはいえ

被災地域である石巻赤十字病院の医療現場を大震災発生の瞬間から収めた映像は被害

のすさまじさと医師たちの頑張りをリアルに感じる迫力があった。また、医師たちの

頑張りに感銘を覚えた。特に、医師としての役割のみならず地域全体の避難所の実態

把握やそこでの問題解決に向けた地方行政との交渉などにも積極的に行動するその姿

は、これまでの私の医師に対するイメージを大きく覆した。一方、それに対応する被

災地域周辺の行政関係者の、自らの役割に固執し、被災現場の調査もしていない消極

的な姿勢に疑問を感じた。その動きの鈍さは個人の問題以上に、上からの指示待ち体

質のまん延した中央集権型の行政ガバナンスで各地域の非常事態、そして実態に適応

した迅速な対応が困難なことを表面化させたものではないだろうか。また、病院に運

ばれてくる高齢の患者の多さは東北地方の問題ではなく近い将来の日本社会の姿にな

ることは間違いない。高齢者をはじめとする災害弱者への対応は医療技術での対応と

は異なる難しいものが求められるだろう。災害対策の重要項目としての検討が必要だ

と感じた。あまり、表面化していないが大集団の避難所では汚物処理の問題が被災地

の衛生状態を悪化させる一因となることも再認識した。阪神・淡路大震災の時も同様

の問題はあったが、あまりその当時から進展していない状況は、生活上欠かすことの

できない問題として早急な対応が必要であろう。医療を志す人はもちろん、より多く

の人に見てもらいたい番組であった。 
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○ ７月２日(土)に再放送された青春リアル「特別シリーズ 福島をずっと見ているＴ

Ｖ Ｖｏｌ．２」を見た。箭内道彦さんが、福島の今に寄り添い、福島の人たち一人

一人が迫られている選択に、自らの身を置いてみるアプローチは、リアリティがあり、

今後の展開に期待したい。 

 

○ ７月７日(木)の仕事ハッケン伝「村井美樹×鉄道会社」を見た。 近のＮＨＫは、

「仕事モノ」番組が多いが、このシリーズは出色の出来だった。被災地でも失業や無

業が問題となっているが、雇用や経済の面より、人間の尊厳の喪失（グリーフ）とい

う点から感じるものが多い。仕事とはプライドであり、アイデンティティである。こ

の番組からは、日常生活の中には多くの仕事があり、誰もがその役割を誠実に生きて

いることを再認識させられる。仕事に生きる人の顔はいい。若者たちの仕事意識が変

わるだろうか。 

 

○ ７月１０日(日)のＥＴＶ特集「この世の息～歌人夫婦・４０年の相聞歌～」は、去

年亡くなった歌人の河野裕子さん一家を描いた傑作であり、文字通り、大切な家族と

の死別のグリーフを描いていた。「表現とはこわれそうな自分をとどめる行為」とあっ

たが、死を見据えた夫婦の歌の交歓から、死の恐怖やおののきを表現に昇華させ、受

け入れていく美学を感じた。短歌に限らないが、表現こそグリーフワークであり、こ

れは日本人の感性ではなかったか。河野一家は裕子さんの死（グリーフ）を契機に、

それぞれが生き直し、再出発を誓う。グリーフは家族の絆を深くする。無縁社会は家

族分離や解体を促してきたが、改めて本当の家族とは何かを問い直していた。ただ、

番組では亡くなる寸前の家族の悲痛な会話をテープで聞かせるが、相聞歌といういわ

ば「間接の美学」を描きながら、この生々しさにこだわったのは制作者の欲だろうか。

死を描くことの要諦は、死に対しどれだけ創り手が抑制と節度を保つかによる、と私

は思う。 

 

○ 「番組たまご」は、魅力的な意欲的な番組が放送されている。７月１５日(金)の「コ

レヤバっ」（Ｅテレ 後 6:55～7:24）は、笑い飯の哲夫さんが、中学生に向けて谷崎潤

一郎の「痴人の愛」を解説する斬新な番組だった。内容は、多少刺激的だと思ったが、

谷崎潤一郎にビートルズをかぶせる選曲も不思議な中に新しさを感じた。自分が中学

生だったら、この番組を見て文学に目覚めるかもしれないと思った。 

 

○ ７月１８日(日)の特集 新日本紀行ふたたび「大震災 ふるさとの記録～福島・飯

舘村 岩手・田野畑村～」は、現在の東日本大震災の被災地を、昭和４０年代、５０

年代に取材した番組を通して、登場人物と被災地の今を伝える番組だった。アーカイ

ブが被災地の人々の心を支える力を持ち得ること、アーカイブが持っている社会的価
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値を実感することのできるものだった。歴史や記録を残していくことが、必ずしも十

分に行われてきていない日本にあって、番組アーカイブの重要性を再認識した。 

 

○ ７月１８日(日)の目撃！日本列島「“心”を写した１０００枚～被災地の高校写真

部～」は、贈られた一眼レフカメラで今を撮影した、高校写真部の生徒たちの１か月

を追った番組で、ふれこみは関心を引くものであるが、番組づくりとしてこれでよい

のか。被災地で揺れる生徒の心を、こんなに簡単に番組にして消費してよいのかとい

う疑問をぬぐえなかった。番組にするには、少なくとも１年は寄り添う覚悟がいるの

ではないか。「１か月密着」という言葉に、番組制作者側の驕（おご）りや自己満足が

ないか。そのほか、さまざまな形で、多数の震災関連番組が放送されており、内容は

長短さまざまではあるが、これからの暮らしやまちづくりのあり方について考えさせ

られるものが多い。震災関連番組を一連の番組群としてインフォメーションすると、

より有効に生かされるのではないか。 

 

○ ＮＨＫが視聴者層の拡大を狙って、若年層に受け入れられやすい多彩な出演者の人

選をしていることは、評価に値する。ただ、エンターテインメント性を加味するのは

ともかく、ニュース性、メッセージ性の強い番組で、出演者の人選に違和感を覚える

ときもある。制作陣もさまざまな検討を行い、 善の人選を行っていると思うが、出

演者については、より慎重に検証をしてもらいたい。 

 

○ 衛星波と総合波との関係が分かりにくい。例えば、韓流ドラマの吹き替え版とオリ

ジナル版の放送についてだが、「太王四神記」は、衛星波でオリジナル版を放送してか

ら、総合波で吹き替え版を放送していた。ところが「トンイ」と「イ・サン」は衛星

波で吹き替え版、オリジナル版を放送した後、総合波で吹き替え版を放送している。

迫力が違うためオリジナル版を先に放送してもらいたい。こうした放送の順番にはど

のような関係性や理由があるのか。 

 

（ＮＨＫ側）  

年配の視聴者のことを考えると、吹き替え版の方が適してい

る、という判断から、海外ドラマの放送は、吹き替え版からの

放送を基本としている。 

 

○ 地震報道について、震度５弱よりも大きい地震については、全国放送で報道するの

だろうが、その際、長時間に渡って地震の報道がされていることに疑問を感じること

がある。被害もある程度出ていなければ、長時間に同じ情報を何度も繰り返し報道し

なくてもよいのではないかと思っている。７月１０日(日)に東北地方で地震があった
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が、午前１０時から２時間弱のニュースでは、５０ｃｍ前後の津波の到達予測などを

放送していた。当初予定されていた番組を楽しみにしていたので、とても残念だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

７月１０日(日)は、三陸沖で地震があった。マグニチュード

は７．１で、震度４を観測し津波注意報が発表されたため、津

波注意報が解除されるまでニュースを放送した。予測された津

波は５０ｃｍであり、震源から遠い地域の方から見ると不思議

に思うかもしれないが、４か月前に東日本大震災に伴う巨大津

波が実際にあったという前提で考えると、ニュースで放送する

必要があったと判断した。通例であれば、注意報の場合はある

段階で、通常番組に切り替えて地図の注意報の表示だけを残す。

ただ、今回は、東日本大震災の被災地の地盤沈下が激しく、現

在は海面と同じくらいまで下がっていることや、堤防が壊れて

しまったこともあり、波が荒い程度で浸水する恐れがあること

を踏まえて判断した。こうした特殊な事情を含めて、ご理解い

ただきたい。 

 

○ ラジオで災害情報を報道する場合、番組の途中に速報が入る。東北地方で余震が続

いているさなか、ラジオ放送を聞いていたら小さい地震の度に番組を切って速報を放

送していた。災害情報はテレビよりラジオのほうが役に立つときがあり重要なことは

わかっているが、せっかくの番組を途中で切ってしまうのはいかがなものかと思う。

何か工夫はできないものか。 

 

（ＮＨＫ側）  

先日、車で東北に行った際に余震が続いていたためか、ラジ

オ番組の途中にニュース速報がたくさん入っていたのを聞いた。

震源から遠くにお住まいの方にはご迷惑かもしれないが、ＮＨ

Ｋは、視聴者の生命・財産を守るための情報を伝える使命を担っ

ている。ラジオの場合は、テレビのように字幕スーパーで伝え

ることができないので、番組を切って緊急の報道をしなければ

ならないことをご理解いただきたい。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３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、１５日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「国内放送番組の種別の基準」と、平成２３年度国内放送番組およ

び近畿地方向け地域放送番組の「番組の種別」について説明があった。 

続いて、事前に視聴してもらった、ＮＨＫスペシャル「クジラと生きる」、かんさい

熱視線「シリーズ関西と原発 津波への備えは」を含め、放送番組一般について活発に

意見交換を行った。 

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あり、会

議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     上松 邦栄（イラストレーター） 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     牛尾 郁夫 （成安造形大学 学長） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

立本 成文 （総合地球環境学研究所 所長） 

       鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

中西  均 （（株）神戸製鋼所 顧問） 

       中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 専務取締役） 

山口 芳彦（連合大阪 副会長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「ＮＨＫスペシャル「クジラと生きる」 

（5 月 22 日(日) 総合 後 9:00～9:49）について＞ 

 

○  平成２２年７月６日(火)のクローズアップ現代「映画“ザ・コーヴ”問われる“表

現”」をフォローする形で、和歌山県太地町にある、いさな組合の漁師たちの本音を

聞き出したもので、映画「ザ・コーヴ」とは逆の面を伝えた番組だった。番組の論点

である、太地町と反捕鯨団体シーシェパードとの意見の相違をしっかりと取材・報道

していたと思う。シーシェパードの行っている、隠し撮り映像をユーチューブで公開

すること自体が問題ではないかと感じたとともに、ネット上で動画を掲載することが

海外での現在の抗議運動の大きな力になっていること、そしてそれらを防ぐ術がない
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ことなどがよくわかった。私たちは一般的にはイルカと鯨を別のものとして考えるが、

番組の中ではイルカのことを小型鯨と説明していた。太地町で行われている伝統的な

漁と、捕鯨船団が行っているような絶滅危惧種を守る捕鯨とが、同じ鯨漁という枠組

みの中で、我々としても混同しているように感じ、もう少しこのあたりの説明が必要

だと感じた。太地町の伝統的な漁が、絶滅危惧種を守りながら行っているものだとい

うことに対して、シーシェパードはどのように反応するのか。論点が残虐な殺し方に

移っていくと思われるが、それがシーシェパードの活動を正当化する論理として成り

立つのかなど、さまざまなことを考えさせられる番組だった。伝統文化の保護者であ

るという訳ではなく、むしろ鯨と共に生きてきたのだから、今後も共に生きていくの

だろうという、太地町の漁師たちの素朴な言葉が印象的だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

イルカは鯨類であり、現地ではあまり区別していない。日本

人の中には、イルカは特別で鯨とは別という考え方を持ってい

る人も多いと思うが、現地の人々の考えと生物学上の鯨類を踏

まえて、番組では鯨漁として取り上げた。 

 

○  映画「ザ・コーヴ」とは、正反対の視点からとらえた番組だった。太地町の方々の

困惑や、捕鯨文化についてよくわかった。イルカの肉を食べているシーンは、命を頂

いているという象徴的な姿に見えた。鯨の追い込み漁は、チームワークが重要なこと

を知り感銘を受けた。鯨を守る団体であるシーシェパードが、太地町の人たちにひど

い暴言を吐いている姿を見て、シーシェパードとは一体何者なのか疑問に思い、シー

シェパードの意見も聞いてみたいと感じた。太地町とシーシェパードとの話し合いは

平行線に終わったと報道していたが、どの程度コミュニケーションができていたのか

知りたかった。難しい問題ではあるが、解決につながるような取材を継続して行って

もらいたい。 

 

○  私たちの食文化に根強く密着している捕鯨が問題になっていることを報道してい

た。日本は、水産資源保護法により商業捕鯨の禁止といった措置をとっており、その

法律を守りながら、食文化を守り生活をしている。動物は食物連鎖によって生命を維

持するものであるが、動物の生命を断つ場面を見ることは気持ちのよいものではなく、

鯨ももちろんではあるが、鳥、豚、牛などの食肉処理場でも同じことが言えるのでは

ないか。その現場をインターネットで公開し、反捕鯨を訴えるのは一方的であり、シー

シェパードの行動は行き過ぎだと感じた。また、本来の自然保護という立場とはかけ

離れているとも思った。シーシェパードは、太地町の人たちに対して過激で卑劣な言

動をとっていたが、太地町の人たちは圧力に屈せず、自分たちの文化を守るために必
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死で耐えていた。今後は、この地域で育まれた文化が長く続くように、お互いを理解

し、話し合いでの平和な解決を望みたい。 

 

○  太地町の人たちを応援したくなり、シーシェパードのごう慢で人を見下した態度は

けしからんと思った。日本の調査捕鯨が、シーシェパードに実力行使で妨害されて許

せないという思いと、隠し撮りという卑劣な手段でつくった映画がアカデミー賞を受

賞するなど、とんでもないことだという思いから、この問題はかねてから関心を持っ

ていた。番組は、太地町の人々の生活や捕鯨での鯨との知恵比べ、太地町で行われて

いるシーシェパードの妨害行動の様子がわかり、実情を知るうえでたいへん有益だっ

た。こうした番組は、国内だけでなく外国向けにも発信してもらいたい。いさな組合

の小畑さん一家が、「捕鯨は、日本の食文化と説明するのではなく、すべての人間は、

生きていくうえでほかの動物の命を頂いているという視点に立たなければならない」

と言っていたが、私も同感であった。この問題に対して日本が主張するとすれば、こ

うした観点から説明し、だからこそ、太地町では鯨を無駄なく頂き、神社に祀(まつ)

り感謝の気持ちを形で表しているのであり、これこそが日本の文化だと訴えるべきだ

と思った。太地町とシーシェパードの意見交換会が平行線に終わったとあったが、ど

こがすれ違っているのかを浮き彫りにすればよかったと思う。捕鯨問題に関して日本

は、国際的な場でも追い詰められる状況にあるため、引き続き現状を報道してもらい

たい。 

 

○  ６か月間の取材の中で、太地町の人たちとシーシェパードとの関わりを丹念に追っ

たドキュメント番組として優れた作品だと思った。ただ、番組後半は、隠し撮りの映

像をインターネットに公開していることに論点が絞られているような印象を受けた。

そのため、センセーショナリズムに終わっており、日本は、反捕鯨団体に対抗する力

がないのかという疑問に答えていなかったように感じた。インターネットへのアクセ

スは誰にでもできるため、効果的に情報を流す努力を当事者あるいは日本も考えるべ

きであり、それにはどんな問題があるのかといった視点からの報道があればよかった。

論理的な対抗だけでなく、感情に訴える情報の操作が必要だと感じた。捕鯨問題は、

西洋対日本という文化の違いと言われがちだが、政治問題に左右されている面も大き

く、日本の外交政策まで取材を深めてもらいたい。今後は、シーシェパードの実態や

背景も取材し世界に発信してもらいたい。 

 

○  平成２２年８月１日(日)の紀の国スペシャル「どうなる？４００年の捕鯨文化」（総

合 後 1:05～2:30 和歌山県域）を見て、県内に住む者として、捕鯨問題に関心を持っ

ていた。ＮＨＫが、この問題について継続して取材していたことに敬意を表したい。

ＮＨＫスペシャル「クジラと生きる」は、いさな組合だけなく、地域住民の苦悩や、
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反捕鯨団体の執ようなまでの行動、それに対する地元民の平静さを装う努力や忍耐が

生々しく映し出され、問題の根深さが伝わってきた。追い込み漁の様子を、見事なカ

メラワークでとらえていて感心した。太地町とシーシェパードの意見交換会は、どの

ようにして平行線で終わったのか詳しく報道してもらいたかった。映画「ザ・コーヴ」

以降、一方的な批判を受けてきたため、今回のようなすばらしい番組を、海外に向け

て発信してもらいたい。番組は、取材する側とされる側の信頼関係や、取材側の真摯

(しんし)な姿勢、番組制作の熱意が感じ取れた。今後は、反捕鯨団体の実態や裏側を

報道してもらいたい。 

 

○  捕鯨問題は、いさな組合と反捕鯨団体だけの争いではなく、日本が国として外交問

題としてとらえ対抗すべきだと思った。いさな組合の漁師たちが挑発にのらず、自分

たちの生活を守る姿に頭の下がる思いだった。日本政府の何もできていない体たらく

を見たようで情けない思いがした。シーシェパードが南氷洋で攻撃するばかりでなく、

日本国内で抗議活動を行っていることは業務妨害であり違法行為であるため、法的な

手段も辞さないで対抗すべきと思っている。日本国内での抗議活動を許せば、ますま

す過熱してしまうだろう。諸外国では、こうした抗議活動に対してすばやい措置が取

られるため、日本も断固たる態度が必要だと感じた。ＮＨＫには、捕鯨は日本伝統の

食文化であり、やましいことではない、という立場からの報道を貫いてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）  

行政は何もしてこなかったわけではなく、和歌山県知事も太

地町をサポートすると表明した。今後は、少しずつ行政も動い

ていくと思う。 

 

○  日本の小さな地方における異文化衝突であり、いわば国際紛争ともいえるものを描

いていた。「ザ・コーヴ」の映画にはもう一つの側面があったと思った。太地町の人々

の暮らしや学びの中にも、鯨は生きている。英語版を欧米で放送してもらいたい。野

生の動物は神がつくったから殺してはならない、家畜は人間が管理しているから平気

で殺すというのは、支配的な一神教の考え方だ。「殺生しながら、生きていかざるを

得ない」日本人のてい観と懺悔(ざんげ)は、理解されないだろう。そもそもシーシェ

パードの資源や保護という発想が優越的であって、逆に太地町の人々は鯨を殺しては

いるが、海との関係はむしろ共生に近いと思う。宗教的な視点からとらえないと、両

者の対立点は見えにくい。震災後、存在感が揺らいだ日本人にとって、古来からの生

活や文化から、再び連帯や結束を再認識させる内容だった。ただ、私の友人は、「ザ・

コーヴ」で糾弾していた、イルカショーのイルカの捕獲という問題点を、番組は素通

りしていると指摘していた。 
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○  太地町は、捕鯨の食文化だけでなく鯨の肉の分け合い、鯨の供養といった活動の中

で、思いやりを育む地域コミュニティが定着していると感じた。こうした文化に対し

て、諸外国から強い横やりが入っていると感じたため、ＮＨＫには、私たちのすばら

しい文化をどのように守っていくのかしっかりと報道してもらいたい。労働組合に従

事している立場から見ると、シーシェパードは、活動財源であるスポンサーからの継

続的な寄付金を目的として活動自体が職業化してしまい、純粋に反捕鯨運動をしてい

るのか疑問に思う。そうした視点から、シーシェパードの実態をしっかりと調べ世界

に発信する必要がある。日本は捕鯨に関しては、国際条約に準じて活動しているため、

シーシェパードの抗議活動は、国際的にも批判されてしかるべきであり、非常識的な

活動を防ぐような報道もしてもらいたい。妨害行為に悩みながらも、懸命に頑張って

いる太地町の人たちには感銘を受けた。日本の国民性である、優しさと強さの両面を

持っていること、伝統を守っていることを報道するだけでなく、教育番組の観点から

放送すれば、日本の本来の国民性を取り戻すために役に立つと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組は、その土地に生きる伝承や風習を切り取ろうとす

ることから始まった。現地の人たちは、「ザ・コーヴ」の影響か

らか、取材を拒否することが多かったが、時間をかけて太地町

の人たちと信頼関係を築き取材を行った。今回は、シーシェパー

ドの抗議活動により、何千年と続いてきた文化的なアイデン

ティティーが揺さぶられたことによって、自分たちの生き方に

疑問を持った漁師たちの心中を丹念に描いた。シーシェパード

については、資金源や普段の生活についても取材している。彼

らは、自分たちが悪とするものに対して戦っていると思ってい

る。国際放送については、本部とも相談をしているところであ

る。今回は、シーシェパードとの対立で番組が終わってしまっ

たが、太地町の組合長も悩み、内省を深めていた。７月放送予

定のＥＴＶ特集では、より深い日本人の心根の部分に焦点を当

てた番組として編集し直し、放送していきたいと考えている。 

 

○  「ザ・コーヴ」を見たことがあるが、西欧のイルカ・クジラ保護活動と、日本の伝

統的な食と漁の文化と、根本的な価値観の対立を背景に、太地町を舞台に繰り広げら

れる攻防の、あまりの救いようのなさに、暗たんたる気持ちになった。そのような苦

い思いを持っていただけに、どのようにこの番組がつくられているのか、興味を持っ

て見た。一方的な価値観でつくられた映画とそれを支持する動きに対して、多様な価

値観とそれを支える生活文化を示していく、という取り組みの方向性は、意味あるも
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のだと思った。一方で、この価値観の対立を乗り越えていくには、一体どうすればよ

いのか、そのためのヒントも得たいところだ。また、そもそもドキュメンタリー映画

や、環境保護活動に、求められる倫理についても議論する場がほしい。 

 

 

＜かんさい熱視線「シリーズ関西と原発 津波への備えは」 

（5 月 27 日(金) 総合 後 7:30～7:55 近畿ブロック）について＞ 

 

○  シリーズ番組として、地震を多方面から取材していると思った。東日本大震災以降、

関西では福井県美浜町の原発に注目が集まっている。番組は、過去に福井県の若狭湾

に津波があったのかを論点にしていた。吉田兼見の「兼見卿記」と「イエズス会日本

書簡集」には、津波の被害が記録されており、一般的には２つの文献が一致すれば津

波があったと理解する。しかし関西電力が、信ぴょう性が薄いと判断したことに

ショックを覚え、関西電力は先入観で２つの文献が間違っているととらえたのではな

いかと思った。関西電力は、美浜原発に津波への備えがないことを認めており、この

問題には、謙虚に実証する方法を深めていくべきだと思う。波除地蔵が、津波に由来

するということも初めて知った。 

 

○  関西電力は、歴史的な文献を軽く扱っていたが、古くからの伝承をむげに扱っては

いけないと感じた。ＮＨＫは、取材結果を関西電力に申し入れ、回答を求めていたが、

取材だけで終わらせない点に信頼が持てた。若狭湾に原発が集中していることを改め

て認識するとともに、高速増殖炉「もんじゅ」の問題もひと事ではないと感じた。関

西も１５％の節電をする必要が出てきたが、日本全体でエネルギー対策について考え

ていくべき問題だと感じた。 

 

○ 東日本大震災では、何かにつけて想定外としているため、実際の被害や問題を細か

く検討、検証していく必要がある。想定通りにはいかない自然災害に対して備えるこ

とは難しいが、想定外で結論づけてしまうのではなく、現段階から出来る範囲での準

備は必要だ。そのために、地質や地形の再検証や、私たち消費者が電力を消費しすぎ

ない生活を送ることも必要であり、そのこと自体が備えの一つにつながると思った。

原発は利便性のよいものではあるが、壊れた時の修復の難しさ、事故が起きた時の取

り返しのつかないことになる怖さを充分に考えてもらいたい。 

 

○ 福島第一原発事故を受けて、関西の電力の４割を担っている若狭湾沿岸の原発を心

配する人は多いと思うため、タイムリーな企画であり、よい問題提起をしていたと思

う。出演の松永道隆記者は、丁寧な取材とポイントをつかんだ報道をしていた。これ
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まで行ってきた津波に対する科学的シミュレーションを超える、新たな取り組みを国

が始めたことを報道していたが、どこまで想定すべきか難しい面があると思った。完

璧な備えをすることは難しく、想定外をできるだけ減らすという取り組みが必要だと

結論づけていたが、非常に難しい問題だと感じた。 

 

○ 関西電力が文献の存在を知っていたうえで、津波の心配はないと説明していたこと

がＮＨＫの取材で明らかになった。すばらしい報道番組だったと思う。津波に対する

科学的な想定の限界を取り上げ、予測・予想の難しさ、どの程度の対策が必要なのか

を見極める難しさ、後世に伝達していくことの大切さの３点を考えさせるメッセージ

もあった。ただ、シリーズ全体はよいが、今回の「津波への備えは」に関して言えば、

原発が津波対策という防災問題にすりかえられる危険性もあると感じたため、原発の

安全性と危険性、必要性と代替性にも焦点を合わせ、さまざまな情報を多角的に報道

してもらいたいと思う。 

 

○ 関西の電力の４割を担っている、若狭湾沿岸の原発について、関西がどのように向

き合っていくべきかを興味深く取り上げていた。ＮＨＫが、津波の記述のある文献を

見つけだし、関西電力は文献の存在を把握しながらも公表してこなかったと指摘した

点を評価したい。「かんさい熱視線」は、スタジオとＶＴＲの切り替えに違和感を持

つ時もあるが、今回は、松永記者の解説がわかりやすく、番組の流れも感じられた。

関西独自の視線からの災害報道は重要であり、今後も継続して報道してもらいたい。

また、官民一体で取り組むべき問題であり、こうした報道は随時公表していってもら

いたい。 

 

○ 企業の１５％節電は大変な話にもかかわらず、１５％の節電要請が、何のデータも

開示されずに唐突に行われ、民間企業は戸惑っている。東京電力福島第一原発事故の

後、電力会社が第一線で対応すべきではあるが、地域に与えられた独占企業であり、

公益企業だという観点から見ると、責任は国にもあると思う。加えて、国が原発の想

定外をできる限り少なくする指示や、指導をする必要があり、電力会社だけに責任に

押し付けてはいけない。原発は、想定外という事態に陥っては困るため、危機管理を

徹底する体制を国と電力会社が一丸となって進めていくべきだ。引き続き、原発に関

する取材・報道に期待する。 

 

○  東日本大震災以降、原発のリスクが取り沙汰されている。人間が考えるリスク対策

は、過去の経験に大きく左右されるため、科学的想定の限界が今回の取材で明らかに

なり、人間の経験や知識では推し量れないことを受け止めなければならないと感じた。

そうした観点から言えば、100％のリスク対策は存在しないことを、社会にどのよう
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に伝えていくかが重要だと思う。 近の日本は、何か不利益なことが発生した時に、

犯人探しに躍起になる文化がまん延しつつあるが、こうした国民全体のスタンスを切

り替えていく必要があると思う。日本は、これまでも多くの自然災害と向き合ってき

た国ではあるが、自然と共生するスタンスに切り替えなければ、さまざまな意味での

安心・安全を得るために大きな投資や時間がかかるような気がする。リスク対策や危

険の話ばかりでなく先に進むような報道もしてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

自然災害とは、備えが弱い場所や、人間が想定し得ない所に

被害が生じることだと思う。想定を超える被害に対してどのよ

うに備えていくかが問われると思うが、現代の科学では完璧な

想定は不可能に近い。調査、研究が進むほど新たな要素が発見

され、完璧だと思っていたものが不十分だと知らされる。番組

でも、断層や揺れについて触れていたが、過去にさかのぼって

推定しても完璧な対策を得ることは難しい。その中で、東日本

大震災を教訓に、関西の防災という観点から今回の番組を制作

した。ＮＨＫの指摘を受けて、関西電力も事実を認めた後、想

定を超える災害を念頭に置くべきだという立場に立ったのだろ

う。災害を完全に防ぐことは不可能に近いが、被害が深刻化し

ないような手立てを取材し、役に立つ報道を目指すことが、今

回のシリーズを制作したスタッフの考えてきた方針であり、今

後も継続していきたいと考えている。 

 

○ 国民 大の不安材料である原発に対する検証を、連続して取り組むＮＨＫの姿勢は

さすがだ。近代科学の極点のような原発に対し、500 年前に著された古文書が異議を

述べている。「民間伝承」という非科学的なものが、科学技術の暴走の検証に再評価さ

れるという逆転の構図が示唆的だ。「関西は別。関西は安全」というような根拠のない

神話は取り下げて、先人の知恵に学びたい。各地のＮＨＫが同様に津波に対する過去

の検証を行っているのであれば、それを全国通覧できるような番組もぜひ企画しても

らいたい。私たちはもっと謙虚に過去から学ばなくてはならない。 

 

○ 原発周辺に住む人にとっても、消費地の人にとっても、すべての利害関係者にとっ

て、もっとも関心のある問題で、かつ現状では当事者企業から提供されにくい情報に

迫った優れた報道番組だった。企業・政治・行政・学者・市民それぞれの責任につい

て、こうした番組の情報提供を通して学んでいくことができればよいと思った。前提

となる津波の想定と、それへの備えに対して、特定の学問領域だけに依存せず、歴史・
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民俗・考古といった人文科学分野と、地震・津波などに関する自然科学分野、原子力・

土木・建築などの工学分野、さらには、リスクコミュニケーションなどの社会科学分

野など、それぞれの知見を持ち寄って議論することで、前提のとらえ方は大きく変わ

り、リスク回避のための検証の手法のあり方など、番組で問われた課題について、具

体的に今後の取り組みをフォローしていくことも報道の重要な役割と思った。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ 「クローズアップ現代」は、多岐にわたる事柄を取り上げて的確な解説をしている。

また、さまざまな問題の要点を知ることができるよい番組だと思う。５月１２日(木)

のクローズアップ現代「どう守る“地域の宝”文化財」は、公立博物館が財政難から

閉鎖に追い込まれている状況に対して、どんな取り組みが考えられるのかを多角的に

取り上げていた。博物館や美術館の方向性を考えていくうえでよい示唆になったと思

う。５月３１日(火)の「中国天才少女あらわる～見直される“将棋”～」では、将棋

が、考える力を高めることや、忍耐力をつけるといった教育的効果も高いことを紹介

していた。中国で将棋がブームになっていること、普及のために奮闘している人たち

を取り上げていた。知らなかった事柄をコンパクトに解説し、簡潔に取り上げ紹介す

ることで、世の中の動きを知らせてくれるよい番組だと常々思っている。 

 

○ ５月１６日(月)のドキュメント２０ｍｉｎ．「ボクは、詩で生きていく」（総合 前

0:55～1:15 近畿ブロック）を見た。詩人になるのが夢だったＮＨＫのアナウンサーが、

茶道家元の長男に生まれながら、ライブ詩人として生きているｃｈｏｒｉさんを取材

する設定がユニークだった。ライブ会場、詩の制作現場、出版記念会場、インタビュー

風景などそつなく映像を配置していると思った。ライブで支持者や共感者を広げてい

く現代の詩のあり方は新鮮だった。家や家族についての詩を披露した場面では、裏千

家の家元の長男というところにもう少しこだわってもらいたかった。ただ、気負わず

に淡々と日常を過ごしている中にも、強い意志を持って自分の道を生きている現代の

若者を描いた番組として良かったと思う。家元制度への批判は片りんも出てこない、

現代っ子らしい明るさが出ている秀作だと思った。 

 

○ ドキュメント２０ｍｉｎ．「ボクは、詩で生きていく」に出演していたｃｈｏｒｉ

さんは、家元の長男として取り上げられることが多いが、それは彼自身にとって良く

も悪くもあると感じている。 

 

○ ５月１７日(火)、１８日(水)、６月３日(金) の「ひょうご再発見『礎』～近代が
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残したもの～」（総合 前 10:55～10:58、後 7:55～7:58 兵庫県域）は、「魚類運搬車軌

道跡」、「播州織の半木製織機」、「明延鉱山跡」を放送していた。「魚類運搬車軌道跡」

では、香美町に魚類運搬があったことを知った。「明延鉱山跡」に関して、養父市の明

延鉱山付近に行った時に、鉱山で働いていた人が鉱山労働の後遺症にいまだに悩まさ

れていることを知った。番組でも、こうした歴史の中に埋もれてしまった被害者も取

り上げてもらいたい。それぞれの回で、社会に大きく貢献したけれど今ではあまり知

られていない近代化遺産にスポットを当てたよい番組だった。 

 

○ 「ひょうご再発見『礎』～近代が残したもの～」は、平成２１年度から取り組んで

いるようだが、近代化遺産を短時間の間に紹介したよい番組だと思う。「明延鉱山跡」

で紹介した明延鉱山はスズ鉱山であるが、明治から昭和にかけて、国内産出の９０％

がこの明延鉱山で産出していたことを知り驚いた。神戸新聞と協力して取材・制作し

ていることもよい取り組みだと思った。 

 

○ ５月２０日(金)のＢＳ歴史館 シリーズ ハリウッド１００年（１）「『ローマの

休日』“赤狩り”の嵐の中で」は、ハリウッド暗黒の時代にイタリアロケで撮られた

「ローマの休日」の裏側に込められていた、脚本家や監督たちのアメリカ社会との闘

いの物語は、非常に刺激的で貴重な近代史として勉強になった。 

 

○ ５月２１日(土)の「ウイークエンド関西」で放送した西日本の旅「信長のロマン漂

う町～滋賀県 近江八幡市安土町～」は、地域の様子や人々の生活、名所旧跡をコン

パクトにわかりやすくリポートしていて、その土地に行ってみたいと思わせる番組

だった。土曜の朝のゆったりとした時間帯に合った番組だと思った。今後も継続して、

いろいろな場所を紹介してもらいたい。 

 

○ ５月２５日(水)の歴史秘話ヒストリア「幕末スーパードクターズ～緒方洪庵と江戸

の名医たち～」を見た。緒方洪庵は、日本を代表する幕末の医者だ。番組は、緒方洪

庵が、医者になったところから始まっていたため、医者になるまでの経緯や秘話も描

いてもらいたかった。また、幕末における西洋医学の導入にも秘話があると思うので、

緒方洪庵が適塾を開き福沢諭吉をはじめとする門下生を育てたことや、医学の指導に

ついてもっと具体的に知りたかった。緒方洪庵が、医学情報を貪欲に取り入れて世間

に発信していた姿に感銘を受け、「扶氏医戒之略」の医師の心得は、いつの時代も変わ

らないと感じた。華岡青洲の全身麻酔のエピソードは有名であり、幕末期の蘭学と漢

方の対立を描くのも面白いのではと感じた。 

 

○ ５月２９日(日)のビジネス新伝説 ルソンの壺「“店の味”請け負います」は、奈
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良県に品川工業所のような優良企業があることを知ることができた。「ビジネス新伝

説 ルソンの壺」に出る中小企業は、顧客との信頼関係の作り方や中小企業ならでは

の強みが伝わってきて面白い。今回も、顧客の要望から決して逃げない、という経営

理念を体現していることがすばらしく、勉強になった。また、社員食堂の様子など社

内の雰囲気も感じることができて良かった。 

 

○ ６月１日(水)の「ニュースＫＯＢＥ発」（総合 後 6:30～6:58.55 兵庫県域）を見た。

神戸ポートタワーがデザインされている自動車のナンバープレートは、市民にとって

親しみやすく、よいアイディアだと思った。「ひょうごフォトコレ」は、短時間だが、

ニュースの間にほっとする話題を提供しているよいコーナーだ。 

 

○ ６月１日(水)の「ニュースＫＯＢＥ発」は、岩手県の大船渡高校と兵庫県の神港学

園神港高校の野球部の交流を報道していた。震災後、練習もままならなかった大船渡

高校の状況を知り、神港高校の北原光広監督が元気を出してもらうために企画したこ

とを伝えていた。大船渡高校野球部キャプテンの、「被災地の復旧復興に貢献していき

たい」という力強いインタビューが印象的だった。神港高校の野球部は、北原監督を

はじめ震災に対して深い思いを持っている。神港高校の野球部の生徒たちが義援金募

集活動をしていたことも印象的だった。 

 

○ ６月２日(木)のあしたをつかめ～平成若者仕事図鑑「街の魅力を発信します～タウ

ン情報誌（営業）～」は、和歌山県の出版社に勤務して、タウン情報誌の営業を担当

者している坂本真希さんに密着した番組だった。タウン情報誌の仕事に対して、若者

らしく精力的に取り組んでいく過程をありのままに映し出して、親近感を抱きつつ、

彼女にエールを送る気持ちを持って見ることができた。和歌山県は、県内に大学が少

ないため県外への進学率が高く、その流れで県外に就職する人が多い。その中で地元

に残り、地域を元気にしたいと奮戦する坂本さんの姿を見て、こうした人が街を活性

化させる仕掛け人になっていくのだと感じた。魅力的な女性にスポットを当てており、

同世代の人も感化されると思った。番組のナレーションやＢＧＭも、番組に合ってい

て軽快さを感じた。 

 

○ ６月３日(金)のかんさい熱視線「シリーズ関西と原発 地震への備えは」は、原発

を建設した後に活断層が見つかり、今さら移転もできず理不尽な話だと感じた。福井

県美浜町の原発は、４０年ほど前に建てられたものであり、原発は４０年以上も使用

できるのだと思ったと同時に、古い技術を使っていると感じた。その原発の下には、

活断層が発見され、どうすればよいのか考えさせられた。 
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○ ６月３日(金)の青春リアル「特別シリーズ 福島をずっと見ているＴＶ」は、箭内

道彦さんの企画で月１回放送されることになった震災特別シリーズだが、先の見えな

い福島の被災地・被災者に対して、同情のまなざしを向けることを越えて、地元の若

者に寄り添いつつ、「どうしたいのか」を問いかけていこうとするスタンスは、他の震

災番組と一線を画するものがあり、チャレンジングな取り組みだと思った。今後の展

開に期待したい。 

 

○ ６月５日(日)のＥＴＶ特集「暗黒のかなたの光明～文明学者 梅棹忠夫がみた未

来～」（Ｅテレ 後 10:30～11:29）は、震災と関連づけており、梅棹忠夫さんが亡くなっ

てから一周忌の節目にタイムリーな番組だったと思う。案内役の荒俣宏さんが、東北

にゆかりのある有識者にインタビューをしており、思想的な背景を探るような、地震

が人々に与えた思想的な転換点を梅棹さんの言葉をうまく用いて番組にしていた。た

だ、啓もう主義時代のきっかけになったポルトガル大地震を考えると、梅棹さんの「科

学万能主義と飽くなき知的好奇心の行き着く先は人類の破滅である」という言葉が

あったが、理論的に探究することが科学であるため、梅棹さんの発言は、当時の公害

に対しての感想だったと思う。それを今の原子力発電所の事故に置き換えるのは無理

があったように感じた。今の科学は真理を追究する客観的な事実を探っていくもので、

科学は人間の業だと置き換えたことに違和感を覚えた。また、宗教学者の山折哲雄さ

んが、光明を見ようとする発言をしていたが、思想の問題で片付けると科学を後退さ

せてしまうように感じた。梅棹さんの業績と、今回の大地震の問題を合わせて考える

のは強引な気がした。 

 

（ＮＨＫ側）  

科学は、真理の追究のためのものであるというご指摘はわか

る。ただ、今回の人間の業とは、本来の科学の使い方を間違う

と悲劇が起きてしまうということを訴えていたように思う。梅

棹さんは、ご指摘のとおり公害を念頭に置いて話していた。ま

た業だから否定しているのではない。山折さんは、理性と英知

について、理性は加速していくが、これを止めるのは英知だと

いうことを宗教的に読み替えていた。 

 

○ ６月８日(水)のクローズアップ現代「“高齢化先進国”の強みを生かせ」を見た。

今の日本の製造業は、グローバル競争の中で新興国に追い上げられ自信を失っている。

その中で、新しいヒントになるよい話題を提供していた。日本の超高齢化社会が、社

会の活力を低下、停滞させる要因として取り扱われることが多いが、高齢化社会に対

応する技術や商品が新たな産業として世界の介護・医療事業に通用するかもしれない
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と期待感を抱かせる番組だった。また介護・医療事業は、これまでの日本の特質であ

る品質の高さをベースに独自の強みを生かした事業運営になるだろうと感じた。しか

し、ロボットの実用化に関して国のサポート環境が整っておらず、諸外国の方が事業

として展開しているようだ。沈滞した日本のムードを吹き飛ばす意味でも、日本経済

の活性化対策として、国が率先して事業を推進していくような働きかけをしてもらい

たい。中国の介護事業は、日本の１０倍と聞いたため、日本がうまく取り組んでいく

ことができれば、雇用の拡大につながると感じた。 

 

○ ６月９日(木)のここはふるさと旅するラジオ「奈良市」は、奈良市からの生放送で、

連続テレビ小説「てっぱん」に出演していた森田直幸さんが出演していた。中継を見

に行ったが、番組が終わった後に地デジクイズを行い、地デジ化に対するわかりやす

い説明を行っていた。会場は高齢者が多かったため、よい取り組みだと思った。 

 

○ ６月１０日(金)に再放送された仕事ハッケン伝「博多華丸×ＩＴ企業」、「安田大

サーカス クロちゃん×保育業界」、「鈴木亜美×アパレル業界」（総合 前 1:15～

3:28）は、他局でもよくある体験ものを真似たようなものかと思っていたが、３本と

もビジネスや仕事やコミュニケーションの本質に迫る優れた内容だった。若者の仕事

に対する考え方や向き合い方を変えていく、深めていく助けにもなるであろうし、若

者に対する中高年世代の理解の助けにもなるという点で、意味ある番組だと感じた。

３本とも、東日本大震災が収録期間に発生し、予期せぬ効果として、リアリティや説

得力を高めていた点も印象に残った。 

 

○ ６月１５日(水)のひるブラ「吉野葛の町で“体によい”散歩～奈良県宇陀市～」を

見た。谷口慎一郎アナウンサーは、もう少し笑顔が出ればよいと思う。生中継のため

時間の制限はあるだろうが薬草園をもう少し見たかった。 

 

○ 平成２５年の大河ドラマは、新島八重さんの人生を描くようだが、「歴史秘話ヒス

トリア」でも取りあげた人物でもあり、魅力的に描いてもらいたい。同志社大学の卒

業生としても強い興味を抱いている。 

 

○ 大津放送局は、開局７０周年記念にさまざまな取り組みを行っていた。中でも「Ｑ

Ｐウィーク」と題して、大津放送局制作の番組を厳選して再放送していたことがよかっ

た。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３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、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、「ルソンの壺スペシャル ウチの会社は

これでイチバン！」、ディープピープル「女性演歌歌手」を含め、放送番組一般について

活発に意見交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明があり、会

議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     上松 邦栄（イラストレーター） 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

       川口 清一 （連合大阪 会長） 

坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       立本 成文 （総合地球環境学研究所 所長） 

鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

       中西  均 （（株）神戸製鋼所 顧問） 

中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 専務取締役） 

弘本由香里  

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「ルソンの壺スペシャル ウチの会社はこれでイチバン！」 

（4 月 28 日(木) 総合 後 8:00～8:43 近畿ブロック）について＞ 

 

○  関西の中小企業のすばらしさを紹介した番組だった。日常のちょっとしたアイデア

を仕事に生かしており、関西人の柔軟な発想と商品にかける熱意が伝わってきた。今

回に限らず、「ビジネス新伝説 ルソンの壺」は、すばらしい経営者たちにスポット

を当てている番組だと思う。 

 

○  今回の番組のポイントは、番組連動データ放送のクイズ番組としたことにあると思

うが、個人的にはテレビでクイズに参加することにどのような面白みがあるのかわか
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らないので、演出に少し違和感を持った。また親しみやすさを考えた結果、お笑い芸

人を出演させたのだと思うが、いつもの「ビジネス新伝説 ルソンの壺」とは全く違

う番組になってしまったと思う。この構成にしたがゆえに、番組の良さが半減してし

まったと感じた。この番組の根底には、中小企業の社長や職人に対する敬意があると

思うが、残念ながら、今回は単なる情報番組になっていたように思う。また、社長を

当てるクイズがあったが、偽者役を演じた２人も別会社の社長だったため、２人に対

して失礼な演出のように感じた。 

 

○  クイズの回答者同士のせめぎ合いが、もう少しあったほうが面白かったと思う。関

西の中小企業の社長のバイタリティーやアイデアなどを見ることができ、それらを見

ることで元気づけられ、もっと頑張ろうと感じさせるところがこの番組の良いところ

だと思う。今回は、工場内部の紹介が面白く、もっと多くの工場を見てみたいと思っ

た。また、番組の中で紹介した固形燃料は、私の会社でもよく使用している。固形燃

料に合わせた五徳と鍋の一式を生産・販売している経緯がわかり、感銘を受けた。さ

まざまな企業努力を行っている歴史を知ることができ、大変面白かったと思う。 

 

○  関西の中小企業が、日本経済、産業の根底を成していることに力強さを感じ、日本

が誇る優れた技術力を持つ中小企業を取材し続けている「ビジネス新伝説 ルソンの

壺」に敬意を表したい。今回はスペシャルとして、クイズ形式の番組構成になってい

た。固形燃料の話などは、ささいな所から開発につなげていった例で、日本の中小企

業の力を頼もしく感じることができた。日本経済は中小企業無くしては成り立たない

と言われている。中国でも中小企業を育てる動きがあるが、経済に対する考え方の違

いもあり、うまく進んでいないようだ。日本で頑張っている中小企業を頼もしく感じ

るとともに、「ビジネス新伝説 ルソンの壺」には、今後もさまざまな企画を考えて

もらいたい。社長を当てるクイズがあったが、ほかの２人もそれぞれ違う会社の社長

だったことから、引き立て役のようで気の毒に感じた。 

 

○  今回は、地上デジタル放送の受信者がクイズに参加できたことが、スペシャル版と

して意味があった点だと思う。ただ、「ビジネス新伝説 ルソンの壺」の良さは、関

西の中小企業のアイデアや技術力、底力を感じることができ、そこに共感できるとこ

ろにあるため、通常の番組構成の方が良いと思った。上田早苗アナウンサーは、人間

味あふれる司会で、話題を引き出すタイミングも独特のものがあり、「ビジネス新伝

説 ルソンの壺」に適任だと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

上田アナウンサーは、２年間この番組を担当しており、準備
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の段階から、制作スタッフと綿密なディスカッションを行って

いる。これまでの経験も含めて、番組内で力を発揮できており、

それを評価していただけたことはうれしく思う。 

 

○  今回のクイズ形式のスペシャル番組が、何を目的にしていたのかわからなかった。

制作上の都合で番組編成が切り替わる時期に総集編を放送したり、地上デジタル放送

を活用した実験的な番組として放送するなど、いくつかの事情があったのかもしれな

いが、それらの目的達成に向けた番組構成だったかというと疑問が残る。「ビジネス

新伝説 ルソンの壺」がよくできている番組なだけに、今回の番組はスペシャルとい

う印象を受けなかった。クイズの勝者に称号を与えることはクイズ番組でよく見かけ

るが、納得のいくものではなく、安易に表彰をしないほうが良いと思う。また、今回

のようなスペシャル番組を制作する際には、通常の「ビジネス新伝説 ルソンの壺」

との関係性をどう位置づけていくのかを考えていく必要があり、それにより、視聴者

にとってより価値のあるものになると感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組は、当初は３月に年度末のスペシャル番組として放

送する予定だったが、東日本大震災の発生で放送日が変更とな

り、今回の放送となった。日曜の朝に放送している「ビジネス

新伝説 ルソンの壺」をより幅広い視聴者の方々に知ってもら

うため、スペシャル版としてゴールデンタイムで放送した。テ

レビを見るだけではなく、家族でクイズに参加してもらうこと

で、デジタル放送の新しい可能性を実感してもらえればと考え、

連動データ放送のクイズ番組として放送した。クイズに参加し

た視聴者から想定していた以上の反響をいただき、ありがたく

思っている。 

 

○  賛否両論あるとは思うが、視聴者参加型のクイズ番組として面白かった。クイズの

内容も意表を突く題材で、回答者の３組もそれぞれが面白かったと思う。本物の社長

を当てるクイズについては、３人の社長の企業や座右の銘も紹介しており、それぞれ

の社長がオンリーワンで、トップシェアを誇るユニークさを持っており、違和感は無

かった。司会者の増田英彦さんと、上田早苗アナウンサーの息も合っていて良かった

が、固形燃料を使用してスタジオで鍋を食べる必要があるのかと感じた。 

 

○  クイズ形式の番組にしたことで、視聴者も考えながら番組を見ることができ、視聴

者の幅を広げる意味では良い試みだったと思う。今回はデータ放送を活用したクイズ
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番組ということだが、クイズに答えた結果が、どのような仕組みで放送局側に伝わっ

ているのか、解答が正解かどうかをどのように判別しているのかわからなかった。番

組では、シェアナンバーワンの中小企業を紹介していたが、単に独占的に受注してい

る場合でも、シェアナンバーワンになってしまうので、技術力がナンバーワンなのか

どうかが気になった。創業者であり、アイデアマンの社長が率いる企業は、２代目、

３代目がどのように会社を存続させていくのかも気になった。 

 

（ＮＨＫ側）  

「ビジネス新伝説 ルソンの壺」のテーマ性はそのままに、

スペシャル版としてショーアップし、家族でそろって楽しめる

構成としてクイズ形式とした。「ビジネス新伝説 ルソンの壺」

は完成度の高い番組であり、ショーアップするのは難しい面も

あった。今回の番組は、連動型データ放送を活用した視聴者参

加型のクイズ番組で、テレビのリモコンで操作をして解答し、

テレビの中にあるコンピューターが正解を判別している。 終

的には、正解の基準に達した人だけが見ることのできる画面に

移動する仕組みになっている。本部で開発した仕組みを活用し

て、地上デジタル放送のメリットを生かした方法として、地域

放送番組でも試験的に実施した。結果として、正解者は 2,500

人あまりに上り、多くの視聴者に興味を持って挑戦していただ

き、一定の成果があったと考えている。また、双方向番組は、

インターネットがテレビに接続されている必要があるが、今回

実施した連動型データ放送では、その必要がない。プログラム

をあらかじめ放送の電波の中に流しておき、受信機の中で特定

のプログラムが動くことで、視聴者が選ぶボタンの信号をテレ

ビの中で判別し、正解かどうかを判別している。 

 

○  スペシャル番組といえば、クイズ形式の番組構成になっているように思う。 

 

 

＜ディープピープル「女性演歌歌手」 

（5 月 9 日(月) 総合 後 10:00～10:48）について＞ 

 

○  小林幸子さん、坂本冬美さん、長山洋子さんのトークから、三者三様のこぶしの回

し方があることや、歌への気持ちの込め方があることを知った。特に気持ちの込め方

については、それぞれが師事した作詞家の言葉を糧にしていたこともわかった。常々、
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小林幸子さんの衣装はすばらしいと思っていたが、今回のトークの中でも着物やドレ

スについて触れており良かったと思う。また、舞台に対する緊張感や、健康に対する

思いなども、裏話として引き出されており、あっという間に時間がたってしまったよ

うに感じた。関根勤さんと中村慶子アナウンサーの間の取り方も良かったと思う。 

 

○  演歌のルーツは、節談説教にたどりつくと言われているが、番組では演歌の持って

いる情念を見事に切り取っていたと思う。ＢＳプレミアムの「Ａｍａｚｉｎｇ Ｖｏ

ｉｃｅ 驚異の歌声」を見た時に、「風景が心に浮かぶのであれば、歌詞はさして重

要でない」という言葉に感銘を受けたが、今回の場合はその逆で、演歌というものが

言葉に込められたこだわりや情念を伝えるためにあるのだということを、かいま見る

ことができた。その根底には、古賀政男さん、市川昭介さんといった、戦後日本の歌

謡史の精神の基盤をつくり上げてきた巨匠に育て上げられた、演歌歌手の体や心に焼

き込まれたものがあり、歌謡曲のスターとは違う存在感を持っていると感じた。この

ような血縁ではないが、逃れられない縁のようなものを感じることができた番組だっ

た。「ディープピープル」は、独特の切り口で、私たちが気づかない視点を提示して

くれる番組で、大変面白いと思う。 

 

○ 「ディープピープル」は、３人の専門家が語り合うということが面白いのだと感じ

ている。対談でもなくインタビューでもない、その道のプロである３人がライバル意

識もかいま見せながら、３人の中だけで共通に納得できる事柄を語り、それを視聴者

が横から見させてもらうという形が面白いと思う。演歌の聴き方を変えなければなら

ないと感じるほど、１曲１曲、こぶしの１つ１つに、それぞれの世界観があり、表現

のための努力や工夫があることを知った。ただ、以前の「ディープピープル」では、

関根さんがもう少し自由にコメントしていた気がする。アナウンサーも新しく代わっ

たが、関根さんが涙ぐんだシーンなどでは、もう少し良いコメントをしてもらいた

かった。 

 

（ＮＨＫ側）  

中村アナウンサーは、関根さんが涙ぐむ表情を見て、本当に

驚いたのだと思う。当意即妙に反応するアナウンサーが必要な

番組もあるが、この番組では、関根さんが話しやすい空間を作

ることが重要となる。視聴者の方々にいろいろなことを感じ

取ってもらうために、２人の中で完結しないようなスタジオに

していく必要もある。アナウンサーはさまざまな経験から研さ

んを積み、きらりと光るものを出していけると思うので、引き

続き見ていただければと思う。 
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○ 童謡の「シャボン玉」が、こぶしの回し方などで違って聞こえることや、３人の歌

を伝える心の違いというものを見せつけられ、番組冒頭から番組に引き込まれた。言

葉を大切にすることは、演歌歌手に限らず歌手全般に共通していることだと思うが、

演歌はそれを超えた、情やそこに込められたものを伝えるという面がより強くあると

思う。女性３人ということもあり、番組後半では話が衣装について展開していったが、

演歌についてさらに深い議論につなげていくためには、男性歌手を入れていれば良

かったのではないかと思う。男性歌手の立場からの歌の伝え方やこぶしの使い方の話

を引き出すことで、さらに深みを帯びていったのではないかと思う。スタジオの関根

さんのトークも、単に笑いをとるものではなく、何気なさの中に奥深さがあるものに

なりつつあると感じた。 

 

○ 女性演歌歌手３人の、大変納得のできる面白い話を見せてもらったと思う。演歌歌

手が思いを込めて歌う歌い方は、素人とはまったく違うすばらしいものだと感じると

ともに、こぶし１つで、その歌の歌詞がどのように伝わっていくのかを深く解説して

いたと思う。市川昭介さんは、「演歌は足跡を残すように歌え」と話したそうだが、

自分自身、演歌を歌う時はこのことを肝に銘じて歌いたいと感じた。紅白歌合戦など

で見せる小林幸子さんの派手な衣装や仕掛けについては、これまでいかがなものかと

感じていたが、今回の番組で小林さん自らが「登場の美学」について語り、納得する

ことができた。 

 

○ ３人の演歌歌手の究極の世界を知ることができた。演歌の特徴であるこぶしについ

ては、童謡の「シャボン玉」を三者三様に披露することで、わかりやすく説得力があ

る形で伝えており、見応えがあったと思う。また、自分なりの魂の吹き込み方につい

て、あからさまに語っている姿も視聴者を魅了するものがあった。トークの場所がス

タジオではなくステージだったことも、雰囲気が出て良かったと思う。５月１６日

(月)のディープピープル「バレーボール・セッター」では、バレーボールの天才セッ

ターと言われている３人が、瞬時の判断力、トスの上げ方などをまざまざと語ってい

た。セッターがチームの要であり、戦術の一つだという話も興味深く見ることができ

た。スタジオの関根さんが、３人の話の中に無理に入るのではなく、距離を置いた形

で、見る側にとってわかりやすい言葉を添えており、番組にとって貴重な存在だと

思っている。「ディープピープル」は、さまざまな分野の技術面だけでなく、理論面

や人間性にも触れることができるため、幅広い年代層に興味を持ってもらえる番組だ

と思う。 

 

○ 番組後半で衣装の話を入れていたが、演歌をテーマにしているのであれば、言葉と

こぶしで演歌の世界をどのようにつくり、どのように伝えていくのかという技の部分
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を突き詰めてもらいたいと思った。この番組の面白さは、表に見えているプロの技の

すばらしさに対して、裏側にある努力や工夫といった部分を自らが語るというところ

にあると思う。中途半端な扱い方では面白くなく、衣装を取り上げるのであれば徹底

的に掘り下げていくべきで、今回の番組では、演歌の裏側の深さを掘り下げることに

徹底すべきだったと思う。また、この番組はアナウンサーのアドリブの力が試される

番組だと思う。アドリブのセンスは才能の問題で難しいかもしれないが、関根さんが

引き立ち、視聴者が見やすい番組にしていくために、どのように合いの手を入れ、ど

のように相づちを打つかといった部分を磨いていけば、より視聴者に伝わる番組にな

ると思う。 

 

○  ３人の演歌歌手のテンポの良い受け答えの中に、３人の比較がよく出ていた。演歌

の表現力の中には、こぶし、歌詞、人生経験、喉(のど)などがあるが、それぞれの美

学を全体的に見ながらも１つ１つを深く掘り下げており、「ディープピープル」の中

でも秀逸なものになっていた。その中でも、こぶしの話で紹介した、童謡「シャボン

玉」の表現の違いは見事であり、３人の表現をスタジオの関根さんが料理に例えてい

たことにも感心した。中村アナウンサーは、関根さんを引き立てていて、すがすがし

く好感の持てるアナウンサーだと思う。演歌の良さや奥深さを、トータルに感じさせ

てくれるディープな番組という印象を受けた。 

 

○ 童謡の「シャボン玉」の表現の違いを見て、言葉をどのように解釈して、どのよう

に表現していくのかという芸術の基本の部分が、演歌にもあると感じた。クラシック

音楽でも、指揮者の解釈のしかたによって、どう表現するかが変わってくる。同じよ

うなことが演歌にもあり、非常に感心しながら見ることができた。てい談と歌ってい

るシーンを組み合わせた演出で、非常にわかりやすい番組になっていた。「ディープ

ピープル」は、取り上げたテーマを知らない人でもよくわかり、知っている人も面白

く見ることのできる番組だ。全く知らないような用語も解説してもらうと、楽しみな

がら知識を増やすことができる。その道の第一人者が語ることから、一層説得力のあ

る番組になっていると思った。 

 

○ 収録場所がステージ上だからなのか、女性演歌歌手３人のオーラなのかわからない

が、スポーツ選手を取り上げた回とは印象が全く違った。 

 

（ＮＨＫ側）  

専門的なプロの深みの部分、わかりやすく伝えるための編

集・演出、全く違う目線からさまざまな感想も含めて話す関根

さん、これらの関係のウェルバランスを図っていきたいと考え
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ている。関根さんのスタジオ部分の収録は、東日本大震災から

１か月あまりの時期に行ったことから、関根さんご自身の中に

抑制もあったと思うし、思うところもあり涙ぐまれたのかと思

う。「ディープピープル」は、今後もこの調子を貫いていきたい

と思っており、深く入ることによって、多角的な世界が広がっ

ていくと考えている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ４月３日(日)の「蔵出し映像満載！京都いまむかし」（総合 前 11:10～11:54 京都

府域）は、昔の映像アーカイブを編集した番組だった。昔の京都を知っている者から

すると、ノスタルジックな番組で懐かしく見ることができた。昭和１２年の祇園祭の

映像が、カラーで残っていることにおどろき、すばらしいと思った。番組にメリハリ

をつけるためか、クイズを盛り込んでいたが、少し空振りに終わっていたように思う。

ただ、視聴者に刺激を与えるためには、良い演出だったとも思った。出演者の京都市

歴史資料館の秋元せきさん、京都市文化保護課の村上忠喜さんは、派手さはないが好

印象を受けた。昭和３４年の錦市場の映像で、お年寄りの服をアナウンサーや出演者

は「ステテコ」と言っていたが、ポケットやベルトのようなものも見えたため、本当

はどうだったのか気になった。 

 

○ ４月２０日(水)歴史秘話ヒストリア「つらい時こそ一歩前へ！～ボクの人生どこへ

行く？徳川家康の決断～」では、徳川家康が、竹千代、松平元信、松平元康、徳川家

康と名前を変えながら人生の大決断をしていたことを知った。徳川家康については

知っているつもりでいたが、今回のような切り口も面白いと感じた。現代人の人生に

重ね合わせて見ても面白いと思った。ただ、余分なエピソードもあり、盛りだくさん

な内容な反面、焦点が絞り切れていない感じもした。それと比べると、４月６日(水)

の歴史秘話ヒストリア「桜の木に恋して～日本人と桜の物語～」（総合 後 10:20～

11:03）は、桜がいつから日本人の心に根づいたかということを伝えており、非常に面

白い番組だった。番組を松尾芭蕉の句で終えたことも良かったと思う。 

 

○ ４月２２日(金)のかんさい熱視線「被害者が問う事故調査～ＪＲ福知山線脱線事故

６年～」（総合 後 10:55～11:20 近畿ブロック）を見た。昨年は、ＪＲ福知山線脱線

事故から５年という年に、加害企業による被害者支援の問題に迫っていく番組だった。

被害者との信頼関係の下に成り立っている番組であり、今後の被害者支援のあり方に

ついて重いテーマを投げかけていたと思う。今年も、１つの課題を追いかけていく重
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要性を改めて感じさせてもらった。震災とともに、引き続きＪＲ福地山線脱線事故の

問題も追い続けてもらいたい。 

 

○ かんさい熱視線「被害者が問う事故調査」を見て、ＪＲ福知山線脱線事故の原因究

明と、責任追及とが両立できない現状を知った。事故原因を明らかにしていくための

免責は正しいとは思っていなかったが、番組を見て、公共交通機関の事故の場合など、

個人責任よりも将来における原因究明のほうが大義がある、その真実を知るためには

免責もやむを得ないと考えさせられた。非常に重大な問題提起をした番組だと思う。

ＪＲ福知山線脱線事故については、長年取材を続け、さまざまな切り口で番組を制作

しているが、今回も新たな面を伝えてもらったと思う。 

 

○ ４月２５日(月)の「ニュースＫＯＢＥ発」（総合 後6:30～6:58.55兵庫県域）では、

ＪＲ福知山線脱線事故から６年がたつこの時期に、遺族側とＪＲ西日本の間で続けら

れている課題検討会について伝えていた。遺族とＪＲ西日本の間では、お互いに接点

が見いだせない状況が続いてきたが、遺族側が独自に作成した事故原因を究明する資

料を、ＪＲ西日本との課題検討会に持ち込み、ＪＲ西日本もこれを受け止めていった

ことから、徐々に課題検討会が円滑に進むようになったのだと思う。ＪＲ福知山線脱

線事故は、少しでも早く目的地に着きたいと考える乗客の要望に対し、それに応えよ

うとすることで無理な運転ダイヤが組まれ、運転手にプレッシャーやストレスが増幅

していったことが根底にあるのだと思う。二度とこのような事故が起きないよう、今

後も継続して検討していってもらいたい。 

 

○ ４月２５日(月)の「ニュースＫＯＢＥ発」は、ＪＲ福知山線脱線事故の遺族の悲し

みだけを伝えるだけでなく、その背景に潜む事故原因に対し鋭い分析を行っていた。

取材記者は、報道意識を強く持って取材しており、ＮＨＫならではの実力、人材の豊

富さを感じた。ＪＲ西日本の責任追及だけでなく、背後に潜む企業体質にも問題があ

り、そこを変えていく必要がある。今回の事故だけではなく、一般企業が起こす社会

的な事故の場合も同様で、社会的責任を追及される場合は、企業体質やコンプライア

ンスといった面も問われると思う。 

 

○ ４月２５日(月)の西方笑土～Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｏｗａｒａｉ Ｐａｒａｄｉｓ

ｅ～「踊るカマドウマの夜」（１）は、オープニング、エンディングとコントの間に入

るミニドラマは、何を意図しているのかわからなかった。番組は、若いお笑い芸人た

ち中心のコント番組で、楽しんで見ることができると思う。 

 

○ ４月２９日(金)のまるかじり！アジアン食堂「今夜は円卓！ごちそうディナー」は、
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これまでの総集編のような内容で、クイズ形式の番組だったが、大好きな番組だ。文

化の相互理解は食を通すというのは、友好的なことで、アジア各国の知らないことを

ずいぶんと教えてもらったと思う。インディカ米が世界の８０％を占めることや、手

を使って食事をする人は世界の４０％以上いることなど、意外な事実を教えてもらい、

非常にありがたい番組だった。 

 

○ ４月３０日(土)のＪリーグ「ヴィッセル神戸」対「大宮アルディージャ」（総合 前

1:15～3:15 兵庫県域）は、ヴィッセル神戸が負けてしまい残念ではあったが、良い試

合だったと思う。サッカーの中継では、ゲームの流れが瞬時に変わることから、アナ

ウンサーや解説者は瞬時に判断してコメントしていく必要がある。解説者の山野孝義

さんは、選手やヴィッセル神戸の特性を交えながらわかりやすく解説していた。三浦

拓実アナウンサーもチームをよく勉強していたが、テレビの中継としては言葉数が多

く、ラジオを聞いているように感じた。 

 

○ Ｊリーグ「ヴィッセル神戸」対「大宮アルディージャ」は、地域放送局の神戸放送

局だけで、この中継を行ったということで、やはりＮＨＫにはすばらしい技術がある

と感じた。解説者とアナウンサーのやり取りが、多少耳障りに感じた部分があったが、

詳しく伝えたいという気持ちは伝わってきた。 

 

○ ５月６日(金)の「王宮発見 ～纒向遺跡 発掘の記録～」（総合 前 0:45～1:58 奈

良県域）は、面白い番組だっただけに、奈良県域の深夜帯での放送ということが残念

だった。１月２３日(日)のＮＨＫスペシャル「“邪馬台国”を掘る」の取材ＶＴＲを再

編集した番組だと思うが、２年間という長きにわたる取材の成果がよく表れていた。

ＮＨＫスペシャル「“邪馬台国”を掘る」では語りつくせなかった部分も、しっかりと

説明されており、卑弥呼や全国の王たちが登場する再現ＶＴＲも、ドラマ仕立てで面

白くできていた。今回の発掘調査の終盤に、次につながるような期待を抱かせる発見

もあり、発掘に関わってきた人々の世代が変わっている様子もわかり、感慨深いもの

があった。全国放送での再放送に期待したい。 

 

（ＮＨＫ側）  

放送日時は確定していないが、関西地方での放送を検討して

いる。ＮＨＫスペシャルの中では伝えられなかった要素も多く

詰まっており、好適時間帯での放送を検討したい。 

 

○ ５月７日(土) ＮＨＫスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」（総合 後

9:00～10:13）は、震災から２か月がたち、今まで出てこなかった、体が震えるような
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映像が流れていた。時間がたつにつれて、被災者の人たちが震災直後では語れなかっ

たことを語り始めていると感じる。ＮＨＫは、被災者との人間関係も築いているため

か、被災者の一人一人の語りに魂を感じる。死に直面した者にしか語れない力、それ

は単純な教訓ではなく、何か霊的な力だと思う。人間は、行き場を失いどうにもなら

ない時に、すがり、拝むことに目覚めることがあるが、今がその時なのだと思う。平

成２２年１月１７日(日)に放送した阪神・淡路大震災１５年 特集ドラマ「その街の

こども」（総合 後 11:00～18 日(月)前 0:13）は、ドラマという形で伝えた大傑作だっ

たが、ドラマというフィクションに置き換えてしまう前にやるべきことがあると思う。

復興原理は、基本的にスピードと物量で進んでいき、これからは復興・再建につながっ

ていくが、その前に人間の精神力、人間の持っている目に見えないものに対する反応

力といったものを、テレビはどこまで伝えていけるかと感じている。ＮＨＫスペシャ

ル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」は、その寸前までいっていたと思う。こ

うした制作側の姿勢は、震災報道の中でテレビが届けなければならない１つの役割だ

と感じた。すばらしい番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

印象の強い映像をどのように伝えるべきか、制作者は悩んだ

はずだ。映像からは、津波によって人の命が奪われていること

が容易に想像できる。そうしたインパクトの強い映像を使う時

は、問題意識を見る側にも伝え、これは伝えるべきだと納得し

てもらうことが必要だ。東日本大震災では、死者、行方不明者

が２万人を超えている。これだけの大きな被害をもたらした災

害をしっかりととらえ、津波発生時に何が起きたのか、被災者

はどのような境遇に置かれ、何を考えてどのように行動したの

かということを記録しておくべきだという考えで、取材を続け

制作した番組だ。多くの方に見てもらえた番組だったと思う。

また、「霊的なもの」「祈り」という発言があったが、考えさ

せられるものがある。ＮＨＫスペシャル「巨大津波 “いのち”

をどう守るのか」の制作には、阪神・淡路大震災から１５年の

際に関連番組を制作したディレクターも関わっていた。当時は、

遺族のインタビューをとるために相当悩み、阪神・淡路大震災

の番組を制作していったが、そうした経験や強い思いが今回の

制作スタッフに伝わり、すばらしいと言われる番組が制作でき

たのだと思う。 

 

○ ５月８日(日)のＮＨＫスペシャル「浮世絵ミステリー 写楽～天才絵師の正体を追
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う～」は非常に興味深い番組だった。写楽の正体については、昔からいくつかの説が

あったが、肉筆画が海外で見つかったことをきっかけに、その分析から能楽師説に迫っ

ていった面白い番組だった。その能楽師が「ワキ方」であったことから、「ワキ方」を

脇役のように説明していたが、本当にそうなのか気になった。解釈の部分について、

もう少し検証があってもいいのではないかと感じた。 

 

○ 「アスリートの魂」は、５月９日(月)の 「世界一のサイドバックに サッカー・

長友佑都」、５月１６日(月)の「“攻めて”つかんだオリンピック 卓球 石川佳純」

など、スランプなどを乗り越えて第一線で活躍する人の魂や根性が感じられ、出演者

と同世代の人たちにも見てもらいたい番組だ。 

 

○ 「アスリートの魂」を見た。今の若い人たちは、内向きで思念が先行しているのか、

体を使って汗をかくことをあまりしないということを考えると、とても元気のでる番

組だった。昔の若者像は才能や野心にあふれ、栄光と挫折を繰り返しているイメージ

があった。９０年代以降、そのイメージが崩れていく時代に若者像の模索が始まって

いる中で、「アスリートの魂」で紹介される若者は、中高年が見ていても非常に安心で

きる、納得のできる若者像のように思う。この番組は、人の選び方が非常に難しいと

思う。アスリートという言葉の中に、この番組が維持しなければならないポリシーが

あると思うので、どのような人選をしていくのかしっかりと見ていきたい。 

 

○ ５月９日(月)の「あすのＷＡ！」（総合 後 6:30～6:58.55 和歌山県域）は、クール

ビズを実施している企業の紹介や、暑さ対策の関連商品の紹介があった。和歌山県の

夏の風物詩である「いかだ下り」のだいご味も報じ、夏の到来を感じさせる清涼感漂

う番組となっていた。「わかやま発見伝」のコーナーは、和歌山県串本町のサンゴの群

生地が、近年の温暖化の影響で被害が出ていることや、学芸員の奮闘を紹介していた。

平成２３年度の和歌山放送局の重点事項には、「和歌山県串本町のテーブルサンゴ群

生地の被害を見つめる番組を制作する」とあり、この時期に合った内容の情報だった

と感じた。「あすのＷＡ！」の中に、「ＷＡ！んだふる わかやま」というコーナーが

新設され、和歌山県の元気を画面の髄所に見ることができ、うれしく感じている。４

月１８日(月)～２２日(金)の５日間のシリーズで放送した「がんばれきのくにルー

キー」は、和歌山県内の大学の新入生たちに意気込みを聞いていたが、視聴者にも元

気を届けるようなコーナーだったと思う。 

 

○ ５月１１日(水)の歴史秘話ヒストリア「愛と悲しみの“カワイイ！”～大正ロマ

ン・竹久夢二の生涯～」については、自分は竹久夢二のことを知っているつもりだっ

たが、ヨーロッパにおける竹久夢二について紹介しており、興味深い番組だった。 
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○ ５月１２日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡなび おひさまワンダーランド信州・安曇野」

で「連続テレビ小説 おひさま」の舞台である長野県安曇野の原風景のすばらしさを

紹介していた。 

 

○ ５月１４日(土)の週刊 ニュース深読み「課題山積！どうする被災地のがれき処

理」を見た。がれき撤去の問題について、ゲストの杉山愛さんと松尾貴史さんが議論

をしていたが、撤去に関わる問題点や、国が果たすべき役割など、多くの問題をもっ

と掘り下げるべきだと思った。仙台市で進んでいる分別収集による撤去作業について

も、そのよしあしについて相当の時間が費やされており、その上、自治体の担当者が

出演せずに、アドバイザー的な立場の方々がよしあしを議論するということは、的を

射た議論であったとは思えない。がれき撤去について、日本全体で助け合おうと表明

している自治体は多くあるが、その反面、自分の周りには迷惑な施設は来てほしくな

いという投書も紹介していた。こうした考えから脱却しなければ、日本の次の成長は

ないと感じている。アンケートの中で、「がれきの費用負担は誰がするのか」という質

問があったが、むしろ、がれき撤去に対する国の役割が今まだ果たせていないところ

を追及したほうが良かったと思う。 

 

○ 「週刊 ニュース深読み」は、解説委員や記者など複数の人たちが出演し、アナウ

ンサーや学識者も含めて１つのテーマを掘り下げている。現代における問題のとらえ

方を提示し、知恵を共有している良い番組だと思う。５月７日(土) 「どこにどう建て

る？“仮設住宅”」は、民間の土地を活用して仮設住宅を建てた事例を紹介していた

が、現場の中から生み出されてくる知恵を社会に投げかけ、共有していくような役割

を果たしていると思う。どこに課題があり、どのように解決していくのかという道筋

を示していることも良いと思った。良いことばかりを伝えるのではなく、ある程度意

地悪な質問も投げかけながら、問題を掘り下げていく工夫をしている点も良いと思う。 

 

○ ５月１５日(日)のサキどり↑「日本の“隠れたチャンピオン”たち」を見た。「ビ

ジネス新伝説 ルソンの壺」は、中小企業支援の立場で、独創的な発想で成功を収め

ている企業を紹介しているが、「サキどり↑」は、今、まさに挑戦途中の企業を紹介し

ている。両者は番組内容が違うのかもしれないが、同質の中小企業支援をしていくの

であれば、それぞれが連携したり、番組の整理が必要だと感じた。また、番組の 後

に、風評被害についての議論が行われていたが、中小企業支援という番組の本質から

は外れているように感じた。 

 

○ 「サキどり↑」は、「ビジネス新伝説 ルソンの壺」に共通するものを感じており、

興味深く見ている。５月８日(日)「家電 “脱・多機能化”へ」、５月１５日(日)「日
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本の“隠れたチャンピオン”たち」を見たが、共通しているのは、物作り信仰からの

脱皮だと思った。物作りは、高度な技術と時間が必要だが、それをどのようにマネジ

メントしていくのかという知恵の話をしていた。中間マネジメント業者も出演してお

り、物作り信仰に傾きがちな日本の中小企業のあり様を、少し違う形でデザインして

いこうという志向性が見られた。５月８日(日)「家電 “脱・多機能化”へ」では、

後に町の電器屋が紹介されていた。量販店に勤めていた人が、売り方に疑問を感じ

て町の電気屋になり、値段と機能だけを追求してきた物売りではなく、顔の見える関

係性を大切にするビジネスのあり方を伝えていた。今、仕事をすることに疑問を感じ

ている若い人たちに対して、ある種のプライドや役割、使命感を伝えられたのではな

いかと思う。スタジオのコメンテーターも、通な人選で面白い。今後に期待したい。 

 

○ 「サキどり↑」は、「ビジネス新伝説 ルソンの壺」によく似ているものの、切り

口は違う番組だと感じた。福岡県の自治体がアジアの企業と福岡県内の業者との橋渡

しを行い、海外進出の仲立ちをしているという紹介があった。自治体がこうした体制

を取ることは画期的なことであり、和歌山県に住む者として、このような意識改革が

必要だと気づかされた。 

 

（ＮＨＫ側）  

「サキどり↑」は、今年度から東京制作の全国放送の新番組

として始まった。この番組は、「ビジネス新伝説 ルソンの壺」

と類似している部分もあるが、若干スタンスも違う。この２つ

の番組を近い時間帯で放送することで、総合的に中小企業をと

らえていく時間帯として、視聴者に受け入れてもらえればと考

え編成している。 

 

○ ５月２２日(日)に全国植樹祭が和歌山県で開催される。開催地の放送局として、ど

のように取り上げてくれるのか期待をしている。 

 

○ 「連続テレビ小説 おひさま」を、教員を務めた８０歳になる私の叔母は、昔を懐

かしみ涙ぐみながら見ている。現在教職に就いている娘も子役の演技を称賛していた。

昭和の激動を生きた女性の自立の姿、歩み方が描かれたドラマとして興味を持って見

ている。 

 

○ 「ＥＴＶ特集」は、毎月興味深い放送をしている。４月３日(日)のＥＴＶ特集「原

発災害の地にて～対談 玄侑宗久 吉岡忍～」や、５月１５日(日)のＥＴＶ特集「ネッ

トワークでつくる放射能汚染地図 福島原発事故から２か月」など、現実をリアルに
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伝えている。今後も取材を続けていくと思うが、信頼を持って番組を見ているので、

今後も期待したい。 

 

○ 衛星放送が２波化され、ＢＳプレミアムを楽しんで見ている。ＢＳ１は、「ＢＳ世

界のドキュメンタリー」などを継続して視聴している。ＢＳプレミアムは、アート系

の番組が充実している。ハイビジョンという技術を活用して、文化の価値を掘り下げ

読み解いていくというような、技術と文化とメディアを融合させて発信していくこと

に果敢にチャレンジしており、良い取り組みを行っていると思う。 

 

○ 衛星放送の画質が良くなり、放送を見るようになった。「Ａｍａｚｉｎｇ Ｖｏｉ

ｃｅ 驚異の歌声」は、とても良い番組だと思う。魂をゆさぶる歌声をテーマに、３

回ごとに国が変わっていくようだが、５月からはフランスをテーマにしているようだ。

これまでのアジアの島国を取り上げた回もとても良かったと思う。「トンイ」のような

海外ドラマは、権利などの関係なのか、吹き替え版が初めに放送される。「イ・サン」

を放送していた時も、吹き替え版を放送し終えてから字幕版が放送された。今回の「ト

ンイ」も、吹き替え版の放送後に字幕版の放送になるのだろうか。 

 

○ 東日本大震災の影響で、夏場の節電対策が重要になってくる。ＮＨＫには、率先し

て節電対策を検討してもらいたい。現実的には難しいかもしれないが、深夜や昼間の

放送を停止することも含めて、他局をリードする立場で節電対策を検討してもらいた

い。 

 

○ 夏場の節電対策で、放送業界も朝から深夜まで番組を放送するのではなく、ＮＨＫ

と民放が順に放送を休止するなど、節電対策をおこなってはどうか。ＮＨＫ内でも節

電をしていると思うが、放送は電力を多く使用するため、緊急性のない番組であれば

放送時間を短縮することも検討してはどうかと思う。 

 

○ 京都放送局は、東北の放送局に応援者を送っていると聞いた。震災報道に対する、

ＮＨＫのすばらしい取り組みだと思う。国の機関は東京ばかりが動いているように感

じる。民間レベルでは全国的に支援を行っているが、官も全国的な応援ができないも

のかと思う。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 



1 

平成２３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、２０日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に送付し視聴してもらった、「東北関東大震災 今こそ、力に

なりたい～神戸から被災地へ～」、かんさい熱視線特集「東日本大震災 被災地で何が」

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あり、会

議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

副委員長 出川 哲朗 （大阪市立東洋陶磁美術館 館長） 

委 員     秋田 光彦 （浄土宗大蓮寺 住職） 

       坂田 順子（和歌山県指導農業士 どの坂果樹園） 

       髙橋宗治郎（（財）滋賀県産業支援プラザ 理事長） 

鶴谷 邦弘（大阪経済大学 体育会陸上競技部 監督） 

       中西  均 （（株）神戸製鋼所 顧問） 

中野 聖子（（株）ホテルサンルート奈良 専務取締役） 

弘本由香里  

（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 特任研究員） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「東北関東大震災 今こそ、力になりたい～神戸から被災地へ～」 

（3 月 27 日(日) 総合 前 8:00～8:43 近畿ブロック）について＞ 

 

○  大阪放送局が、阪神・淡路大震災からの１６年の間にさまざまな形で被災地支援を

行っている方々と信頼関係を築いてきたことが、番組作りにも生かされていると実感

できる番組だった。東日本大震災は大規模災害であったため、初動支援のあり方に難

しさがあったと伝えられている中で、神戸のボランディア団体の先遣隊が冷静に支援

の拠点を立ち上げ、支援の網の目を広げていく過程を伝えたことは、非常に価値のあ

ることだと思った。実際にどのような人が動き、何が問題となっているか、それを解

決していくためにどのような動きをしたのかを、一連の時間の流れと共に伝えたこと

は、これから活動していく人に対しても有効な情報提供になったと思う。 
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○  東日本大震災発生のわずか４時間後に先遣隊を出発させた、被災地ＮＧＯ協働セン

ターのすばらしさと、その様子を取材したディレクターの敏速さに驚いた。被災地Ｎ

ＧＯ協働センターの体制や動きを臨場感ある形で伝えており、災害ボランティアの神

髄を感じることができた。瞬時に災害の情報を得て対応している様子や、地元の社会

福祉協議会へ連携を呼びかけている様子などを見ていると、阪神・淡路大震災の経験

を生かし、これまでに多くの支援活動を行ってきたことが、今回の震災に対する素早

い対応を可能にしたと思った。私の知り合いにもボランティア活動を行っている人が

いるが、支援活動を行う際に重要なポイントとなるのは、被災地の情報を素早く

キャッチする事だそうだ。今回の番組の素早い対応は評価できるものであると感じた。 

 

○  「東北関東大震災 今こそ、力になりたい」と、かんさい熱視線特集「東日本大震

災 被災地で何が」の２つの番組には、１６年前の阪神・淡路大震災の経験を生かし、

東日本大震災で被災した方にどのように支援の手を差し伸べていくかということが

共通のテーマとしてあったと思う。「東北関東大震災 今こそ、力になりたい」は、

神戸のボランティア団体を追った番組だが、番組で紹介したボランティア団体が活動

する根本には、阪神・淡路大震災での恩返しがあると思う。阪神・淡路大震災では全

国からボランティアに来てもらったが、組織的にうまく動けなかったことを教訓に、

今回の震災では初動体制に対して力を発揮していたと思う。阪神・淡路大震災と東日

本大震災の被害の質が全く異なっていたため、神戸のボランティア団体は、少し離れ

たところに拠点をつくり、人や物を流通させていることを伝えていた。こうした新し

い取り組みは、今後さまざまな災害の中で生かされていくと感じた。民間ボランティ

アは、行政が入り込めない支援の狭間を見つけ、行政とは違う視点から手を差し伸べ

ることが原点にあることも伝えていた。支援の輪が広がっていることは、世界でも例

を見ないすばらしい動きだと思っている。日本全体が、東日本大震災に手を差し伸べ

ていこうとする一体感が醸成されていくような番組になっていた。ただ、住民を救い

出し支援を行うことは、基本的には行政や自治体の役割だと思う。大震災の影響で自

治体が機能していないこともあるが、あくまでもボランティアはその役割を補完する

組織であるという観点も、忘れずに報じてもらいたい。東日本大震災では、政府の対

応が後手に回っているように思われ、民間ボランティアのすばらしさがさらに浮きで

ているように感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

大阪放送局のチーフ・ディレクターが、被災地ＮＧＯ協働セ

ンターで打ち合わせをしていた時に東日本大震災が発生したた

め、その時点から取材を開始し、ＮＨＫの取材班は、第二陣で

被災地へ同行させてもらった。阪神・淡路大震災を経験した私
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たちとしては、被災地の現状を生々しく伝えるだけでなく、震

災を経験した者だからこそできる手助けの方法を、被災地ＮＧ

Ｏ協働センターの行動を追うことで、一つのひな型として伝え

ていきたいという思いもあった。被災地ＮＧＯ協働センターの

活動として、被災地でボランティアの種をまき、そこで地元の

人たちが活動できるようになり、また次の土地に移っていくと

いう形で、ネットワーク化していく構図を伝えた。今回の番組

に関していえば、広義での共助の姿をリポートしたと思ってい

る。関西の人間ができることは限られてはいるが、阪神・淡路

大震災の経験を生かして、被災地の皆さんのこれから先の共助

のモデルケースを提示していきたいと考えている。 

 

○  ボランティアの方たちが迅速に対応している姿と、ＮＨＫの取材に取りつく早さに

驚いた。ボランティアについてあまり詳しくなかったが、番組を通じてボランティア

の活動過程を見ることができてよかった。番組で紹介した「リエゾン被災人」のホー

ムページを見て、我々も現場まで行かなくても、援助活動をすることができるという

ことを知った。また、被災地からのメッセージを見て、現場の状況を知るきっかけに

なったと感じた。番組では、若い人たちがボランティアとして活動している様子や、

被災地の子どもたちが元気で生き生きとしている姿を伝えており、大変力強く感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

「リエゾン被災人」のホームページは、阪神・淡路大震災か

ら１５年の時に開設した。震災を忘れないこと、震災での経験

を蓄積していくことは大事であると考え、このホームページを

立ち上げた。今後、長い時間をかけて、被災者の生活再建への

闘いが始まると思うが、それと同じように生活再建を積んでき

た神戸の経験を伝えている。 

 

○  神戸のボランティア団体が、あのように早く被災地に駆けつけていたことに驚いた。

滋賀県に住む私たちも、日頃から地震発生時の対応を話し合ってはいるが、現状は想

定とは全く違っており、その場に立ち会ってこそわかるものだと改めて感じた。また、

震災から日がたつにつれて、被災地で必要とする物資も変わってくることも知った。

これらのことは、従来予想していなかったことでもあり、私たちにとって非常に良い

番組だったと思う。日本は過去にも大津波の被害にあっているが、その教訓は忘れ去

られてしまうことが多い。東日本大震災による災害はしっかりと記録し、震災が風化

しないような取り組みを行ってもらいたいと思う。 
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○  今回の２つの番組については、関西独自の視点で災害報道をしていくという立ち位

置に、非常に期待をして見た。私は、「東北関東大震災 今こそ、力になりたい」と、

かんさい熱視線特集「東日本大震災 被災地で何が」の２番組を見た時に、自助・共

助・公助というすみ分けの話ではなく、共助が１つの行動原理として底辺にあり、こ

れが公助を変えていく、または自助を元気づけていくということではないかと感じた。

言いかえると共助の多様性というものを、この２番組を見て感じた。また、「東北関

東大震災 今こそ、力になりたい」では、物資や資金の援助だけでなく、人や地域と

の関係をいかにマネージメントしていくかが重要であり、共助の消えかかったところ

にもう一度共助を掘り起こし、共助を創造していくといったメッセージを感じた。ま

た、地域によってＮＰＯやＮＧＯの基盤に差があり、救援格差が生まれてしまうのな

らば、ＮＰＯやＮＧＯの文化をどのように支え応援していくのか、公共放送として支

援していく姿勢を示したほうがよいと思う。被災地ＮＧＯ協働センターの方たちの働

きは、もはや民間ボランティアが取り組むレベルを超えているように思う。今後はも

う少し踏み込んで、こうした事例が、若者たちの働く意欲や雇用につながっていくの

かという辺りも見てみたい。 

 

○  東日本大震災以降、さまざまなボランティアの取り組みが行われているが、その中

でもいち早く現場に駆けつけた、被災地ＮＧＯ協働センターの存在を知った。このボ

ランティア団体は、各地の災害に対しても多方面に活動していて、全国のＮＧＯ・Ｎ

ＰＯや福祉施設と連絡を取ってきたからこそ、今回のような素早く的確な働きができ

たのだと思った。災害の大きさが計り知れない中で、地元の福祉施設への働きかけ、

マニュアル作りや細かな心配りといった、今までの経験を生かしたボランティア活動

は、行政ではなかなか難しい活動だと思った。今後、行政や自治体とＮＰＯ・ＮＧＯ

が連携したチームワークが重要であることを再認識するとともに、まずは何か行動を

起こすことが重要で、それを有意義に活用するために力を合わせていくことが必要だ

と感じた。 

 

○  支援活動がさらに広がり始める時期に、被災地でのＮＧＯの現場での活動を紹介し

たのは大変よかった。それが、神戸からのいち早い取り組みであったことに一層の感

銘を受ける。他の番組で取り上げているので、あえて言及する必要が無いのかもしれ

ないが、被災地の負担にならない形での、入っていく人々の装備、準備がもう少し見

えてもよかったと思う。 

 

○  「東北関東大震災 今こそ、力になりたい」と、かんさい熱視線特集「東日本大震

災 被災地で何が」は、どちらの番組も、復興に向けて必要な番組だと感じた。被災

地ＮＧＯ協働センターの村井雅清さんは、クローズアップ現代など多くの番組に出演
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されている方で、神戸の力が関西からの支援の先頭に立っていると思った。かんさい

熱視線特集「東日本大震災 被災地で何が」は、関西からの独自の視線でとらえてお

り、取材者と被災者の信頼関係まで感じる映像に、真摯（しんし）な取材の姿勢と番

組作りの思いが伝わってきた。ただ、取材した避難所は、よい方向に向かっている避

難所であると思う。さまざまな状況の避難所が他にもあると思うので、そうした避難

所の現状についても伝えていってもらいたい。 

 

 

＜かんさい熱視線特集「東日本大震災 被災地で何が」 

（4 月 1 日(金) 総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○  阪神・淡路大震災の経験から、さまざまな知見や人材ネットワークがあるという点

がベースにあり、浮ついていない番組で良かったと思う。こうした番組は、被災者に

被災者アイデンティティーを押しつけてしまう恐れがあるが、今回は、被災者主体で

とらえていったところに番組の冷静な良さがあったと思う。広域災害の課題について

ある程度は言及していたが、民の頑張りの部分が強調されてしまい、公が担っていく

部分については課題が残っていると思う。東日本大震災については、阪神・淡路大震

災を伝えてきたのと同じように、継続して取材していくことになると思うが、どのよ

うなポイントをどのように追いかけていくのか、今から考えていくべきだと思う。 

 

○  未曽有の大震災の中で岩手県大槌町赤浜地区の地域住民が、手を携えて復興してい

く過程を、わかりやすく伝えていたと思う。かつての赤浜地区の様子と震災後の壊滅

の状態、さまざまな角度からの復興の様子など、航空写真を用いてわかりやすく伝え

ていた。また、神戸市避難所支援隊の江本直輔職員が、被災者と心の関わりを持って

行動しており、阪神・淡路大震災の経験を生かした対応からは心強さを感じた。この

番組は、自助・共助・公助といった地域連携型防災活動の実例を映し出していたと思

う。今後も赤浜地区の歩みを継続的に取材し、復興の様子を伝えていくことは、被災

地だけではなく、被災地を見守っている他の国民にも励みとなると思う。 

 

○ 震災復旧時には道路の復旧が最も重要で、そこから緊急車両が入り、物資が入って

来る。今回、赤浜小学校に避難した方々が、自らの手でがれきの撤去を行い、年配の

方々が中心になりながらも道路を復旧させていったことに感銘を受けた。関西広域連

合は、府県ごとに担当県を決めて復興支援にあたっており、仙台の避難所には神戸市

の職員が支援に入っていることを伝えていた。１６年前の阪神・淡路大震災の経験が、

このような形で役立っていると感じた。番組全体を通しては、ボランティア活動にか

なり目が向けられており、民間が震災復旧の担い手として強調されすぎている感じを
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受けた。自助・共助・公助が連携しながら、復興していくということにも触れてもら

いたかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

東北の被災地に関西の取材陣が入っていくことは、意味のあ

ることで、今回の番組では被災した住民の生活や置かれている

境遇がしっかりと伝えられたと思う。刻一刻と流れている情報

を伝えていく中で、ある時点になった段階で情報をせき止めて、

そこで何が起きているのかを明らかにしていくことは非常に重

要だ。発災直後に現地で取材をしている中では、なかなか難し

いことだが、今回は関西から取材に入ったからこそ、このよう

なことが明らかにできたのだと思う。また、今回はディレクター

自らが小型のデジタルカメラで撮影を行った。被災者の傍らで

行動を共にしながら撮影を行ったことで、考えや表情までしっ

かりと伝えることができたと感じている。関西から支援を行う

方々に同行して取材を行ったため、共助の部分を中心に伝えた

が、改めて公助の部分を検証する番組が必要だと考えている。 

 

○ 「かんさい熱視線」も担当アナウンサーやスタジオが変わり、新年度になりリ

ニューアルされたことを感じた。今回の番組では、被災地の方々がどのような経験を

したのか、その時にどのように行動したのかをリアルに伝えていた。現地取材の映像

が心に響いた反面、スタジオでのコメントが浮いているように感じ、もっと現場の映

像を見せてもらえればと思った。神戸市の職員が志願して被災地に行っていることを

知り、いろいろな人々の熱い思いにも触れたように感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

新年度より「かんさい熱視線」のキャスターが、野村優夫ア

ナウンサーになった。本人の希望もあり、現場での取材を行っ

たが、災害報道に対する強い思いが伝わってくるリポートだっ

たと思う。 

 

○ 今まで気づかなかったような、被災地での道路復旧の重要性や住民をまとめるリー

ダーシップの必要性など、将来に役立つと感じた。こうした事例を風化させてはいけ

ないと改めて感じた。放送を通じて伝え、それを記録していくことも重要だが、資料

として残していくことも必要だと感じている。 
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○ 神戸市避難所支援隊の江本職員が、被災地に対して深々と敬礼している姿を見て、

単にどこかの自治体から派遣された人ではない、痛みを深く共有している様が感じ取

れた。実体験から痛みを知っている人だからこそひと事とは思えないのであり、こう

した行政マンがもっと増えてほしいと思う。江本職員の姿を通じて、公助とは共助を

制度化したものだと感じさせられた。命の道は、まさに共助を再生していくことであ

り、神戸の事例から、仮設住宅を分散したことでコミュニティーが崩壊し孤独死が増

えたという押さえ方も大事だと思った。人が一緒に暮らすことが大事だということを

しっかりと押さえながら、単なる感動ストーリーではなく、命の道のことをきちんと

描いておりさすがだと感じた。ただ、スタジオの話は説教臭く、専門家の話は貴重だ

が、番組を見て何を思うかは視聴者に任せてもらいたいと感じた。 

 

○ 身内が行方不明になっていても、復旧作業を優先させる被災者たちの姿に心を打た

れた。自分自身の不安は二の次に、地域のために自らの手で道を開通させ、車両を通

すことができたのは、リーダーを中心に地域の人が結束した結果だと思った。リー

ダーの尊さということを見つめ直してもよいと感じた。神戸市避難所支援隊の江本職

員は、避難所で自身の経験を生かしたアドバイスを行っていた。阪神・淡路大震災の

際には、仮設住宅に住むお年寄りの孤独死が問題となったが、神戸の経験を生かしな

がら、東日本大震災ではそのようなことが起きないよう、考えてもらいたい。地域の

人たちが協力し、子どもたちのために小学校の卒業式を行ったという、明るい話題も

取り入れたことがよかったと思う。 

 

○  関西からの支援が、車のベアリングのような形で頼りにされていて、現場での赤

裸々な状況報告は優れたドキュメントといえる。ＮＨＫの取材力のすごさが、今回の

一連の映像を見て強く感じられた。最後の「長期的にどうするかというグランドデザ

インを早く出す」というのはもっともであるが、「被災地で何が」という番組の締め

くくりとしてはいかがなものか。幸いに、大槌町赤浜地区での喜びと感謝の涙の卒業

式で映像が終わったことでほっとすることができた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ３月７日(月)の「ニュースＫＯＢＥ発」内のスポーツコーナーは、Ｊリーグが開幕

したことにともない、ヴィッセル神戸を詳しく伝えていた。開幕戦は、どのチームに

とっても大切なものであり、また勝ったのであれば、地元住民としてはなおさらうれ

しく思う。１６年前の震災当時、地元チームの戦いを見て勇気づけられたことを思い

出す。スポーツだけでなく、さまざまな分野の頑張りが被災地に活力を与えることに
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つながればと思っている。 

 

○ ３月２８日(月)～３０日(水)の「ニュースＫＯＢＥ発」内のコーナー「“阪神・淡

路”の経験から」（総合 後 6:40～6:58.55 兵庫県域）は、阪神・淡路大震災を経験し

た各方面の専門家の提言を紹介しており、まさしく経験を生かしたコーナーだった。

高校教諭が「学校はできるだけ早く再開するべきである。子どもたちが集まることこ

そが、心のケアになる」という趣旨の発言をしていたが、私も同感であり感心した。 

 

○ 「ニュースＫＯＢＥ発」内のコーナー「“阪神・淡路”の経験から」は、被災者の

心のケアに対しての対応、学校再開に向けた取り組みの助言などが盛り込まれていた。

ただ、関西に住む者として、何ができるのか、何をすればよいのかまで踏み込めてい

なかったように感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

阪神・淡路大震災から１６年間の知見と経験の蓄積が、東日

本大震災に生かされてよかったと思う。今回の震災は１６年前

の震災と被害の状況が全く違うため、関西からも知恵を絞って

全国に発信していくことが必要だと思う。関西から東北を支え

るという気概で取り組んでいきたい。 

 

○ ４月３日(日)のビジネス新伝説 ルソンの壺「私たちにできること～被災地支援 

企業の“力”～」（総合 前 8:00～8:30 近畿ブロック）では、アウトドア用品メーカー

の社長が、震災直後に 200 トンの救援物資を現地に送り込んだことを紹介していた。

こうした関西の企業の心意気はすごいと感じた。今こそ企業の社会的責任を示す時だ

という趣旨の話をされていたが、それぞれの企業がそれぞれの得意分野で力を発揮し

ていくことの重要性を、今回の番組の中で伝えていたと感じ、非常に良い企画の番組

だったと思う。 

 

○ ４月３日(日)のＢＳプレミアム キックオフ スペシャル「秀吉が愛した桜～“醍

醐の花見”物語」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 4:00～6:00）は、「江～姫たちの戦国～」の放送中

に、秀吉と桜という時宜にかなったテーマで、視聴したくなる番組だった。２時間の

番組で少々長く感じたが、さまざまな情報が入っていて楽しみながら知的な満足感も

味わえるようになっていて、すばらしい番組だった。桜満開としては時期的に少し早

い気もしたが、過去の映像も加えてながら、屏風（びょうぶ）図のなかの人物を主題

にして、見事に「醍醐の花見」のイメージを再現している。最後の「多聞院日記」を

引用しての秀吉最晩年の事情の紹介･解釈もよかった。秀吉が桜を愛したというメッ
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セージは番組の中で明確ではないので、タイトルの「愛した」というのに対し違和感

をおぼえた。着物や女性と同じように、桜もあるいは実現できなかった紅葉も、単な

る手段であると番組は訴えていたように思える。 

 

○ ４月５日(火)の「おうみ発６１０」（総合 後 6:30～6:58.55 滋賀県域）内の特集「盲

目の教師 被災者に光を」は、全盲の教師が、被災者の一家を受け入れたという事例

を紹介していた。滋賀県で東日本大震災の被災者を受け入れている話を聞き、とても

驚いた。地元の新聞でも掲載していないトピックスを、よく探し出し放送したと思っ

た。教師と被災者家族が思わぬところで縁をつなげ、喜ばしい話だと思った。受け入

れた教師も、被災者もお互いが楽しく暮らしている姿を見てほっとする話題だった。 

 

○ 「あすのＷＡ！」（総合・月～金 後 6:30～6:58.55 和歌山県域）は、新年度にな

りメインキャスターも変わり、装いも新たに番組が始まった。４月６日(水)は、和歌

山城の満開の桜とお堀のコントラストをダイナミックなカメラワークで映し出してい

てよかったと思う。また、日本の桜の名所百選にも選ばれている、古座川町の桜の紹

介を見て、春の匂いを感じた。和歌山県民は、東南海地震に危機感を持っており、震

災に対しては近畿地方の中でも関心が高いと思う。その中で和歌山の防災計画を見直

すべきだという声が上がっていることを取り上げていた。東日本大震災を受けて、浮

上式防波堤を一刻も早く作ってほしいという昭成地区の住民の要望に対して、専門家

はこのプロジェクトを見直す必要があることをシビアに伝えていた。和歌山県民が、

防災について関心を高めている中で、問題提起を含めた関連番組を、今後も継続して

制作してもらいたい。 

 

○ ４月７日(木)のＡｍａｚｉｎｇ Ｖｏｉｃｅ 驚異の歌声「アジアの島々（１）ア

トランタに響いた歌声」を見た。大きな災害があった時だからかもしれないが、大変

に感動した。番組では、台湾の少数民族の歌う歌を取り上げていたが、どの歌にも民

族に古くから伝わる風習・伝承が込められていて、おのずと民族のアイデンティティー

保持につながっている。また、そうしたものを絶やさないために、高校生たちに古典

的な伝統を継承しているという地域もあるということだった。少数民族の女性が、「風

景が心に浮かぶのであれば、歌詞はさして重要でない」という趣旨の発言をしていた

が、記憶に残る言葉だった。その風景は何かと考えると、祖国だと思う。日本人は、

「君が代」のすべてを歌えない人が多いと思う。日本人の失ってきたアイデンティ

ティーを、社会においてもう一度再編していく大きな局面にある時に、この番組が突

き出したものに感動し、心が洗われた気がした。この番組の今後に期待したいと思う。 
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（ＮＨＫ側）  

Ａｍａｚｉｎｇ Ｖｏｉｃｅ 驚異の歌声「アジアの島々

（１）アトランタに響いた歌声」については、人間のアイデン

ティティーと歌に関するご意見をいただいた。以前、「世紀を刻

んだ歌」という番組を放送していたが、曲がどのように生まれ、

人の心の中に何を残しどのように息づいてきたのかを追った番

組だった。歌は折に触れ人の心に残っていくものであり、エン

ターテインメントショーだけではなく、このような情報性の高

いエンターテインメント番組も、今後放送をしていきたいと

思っている。 

 

○ ４月１３日(水)のたけしアート☆ビート「セビアン・グローバー」を見た。震災の

中で、私たちはよく「元気になろう」と言うが、今回の番組を見て、元気になるとい

うことはどういうことなのかを問われた感じがした。セビアン・グローバーが、内面

の成長や自分自身探し、人間的に成長することを問いかけており、元気になるという

のは経済復興ではなく、自分を深く読み直す、新しい社会を構想していくというよう

なメッセージがあるのだと感じた。また、「たけし アート☆トーク」の中で、ニュー

ヨークの毛糸やテープを使ったアートなど、非常に面白いものを紹介しており、さす

がニューヨークだと感じた。その反面で、大阪はどうなのかと思わざるをえない。大

阪では街中でこのようなアートを試みようとしても、許可が下りず、表現者にことご

とく干渉してくる。都市のキャパシティーや成熟度は、アートに対する関わり方ではっ

きりと見えてくると思う。ニューヨークや東京だけがいいのではなく、大阪はどうな

のかということを反面教師的に考えさせられた。 

 

○ 「らいじんぐ産～追跡！にっぽん産業史～」は、産業史という視点から日本の近現

代を見つめていく番組だ。デザイナーの佐藤可士和さんが、ナビゲーターとして出演

していることにも、興味を覚えた。４月１４日(木)の「“ポケベル”日本人の“つなが

り”を変えた携帯端末」を見て、ポケベルを使用していたのはつい先日のことだと思っ

ていたが、世の中はずいぶん変わり、さまざまなことが進化していると感じた。また、

当時取材を受けていた人の現在の姿を見て、個人史や歴史というものを感じながら番

組を見た。身近なことを少し振り返るという視点が、大変面白いと思う。 

 

○ 「ならナビ」は、新年度から番組がリニューアルされ、キャスターも変わった。昨

年度まで担当していたおなじみのアナウンサーを懐かしく感じながらも、非常に初々

しくリフレッシュした「ならナビ」に今後も期待したい。「みんなｄｅ学校自慢」「輝

け☆ならっ子」などの、奈良の子どもたちを出演させるコーナーや、「ならって好奇心」
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「まるかじり奈良」など、奈良を一から学べるコーナーもあり、番組を面白く見てい

る。 

 

○ 東日本大震災の報道を見ていて、これだけ大きな災害が起きたということを、全国に

パニックを起こさせないように正確に伝えていったこと、また全国的な支援の動きを

しっかりと伝えてきたことは、非常に重要だったと感じている。ただ、２４時間全て

のチャンネルで同じ映像を流し続けていくことは、家にいてテレビを見る時間の多い

人たちにとって、かなりのストレスを与えてしまうので、もう少し配慮が必要なので

はないかと感じた。また、発災直後は混乱状態であったためしかたなかったと思うが、

政府の発表をそのまま伝え、報道機関としての批判的な目線が皆無だったように感じ

た。今回のような原発事故では、広報機関的な役割を果たすこととのバランスについ

て、事故後の時間の経過とともに変わってくることだとは思うが、改めて検証してい

くべきだと思う。また、世の中ではいろいろなことが同時並行に起きているが、今回

の震災発生で、放送からそれらの報道が一斉に消えてしまった。やはり、震災以外の

情報についても、報道機関として確保していく必要があると感じている。在阪民放局

で比較的早い時期に通常の地域情報番組を再開したところがあったが、再開初日にそ

の番組のキャスターが番組としての震災への姿勢を表明していた。こうした動きは、

地域放送局と地域の視聴者との信頼関係の上で成り立つと思うが、地域局として好感

の持てる姿勢だった。ＮＨＫも、こうした未曽有の事態の際は、放送に関してＮＨＫ

の考え方を伝えながら放送することも大事だと感じた。ＮＨＫでは、専門的な視点か

ら掘り下げていった良い番組が徐々に出てきて、「時論公論」で原子力安全委員会につ

いて言及したり、「あさイチ」では、ボランティア団体の方が出演して現地の状況を伝

えるなど、非常に冷静な伝え方で、被災地の方だけでなく被災地以外の方も含め、安

ど感を与える重要な役目を果たした番組が多かった。ただ、原発については、どのよ

うな仕組みで誰が意思決定をしているのかといった構造と仕組み、それが抱えている

問題点について伝えることも報道機関の役割だと思う。また、地上デジタル化が進み、

今回の震災報道でどのように地デジの力が発揮されるのか関心を持っていたが、あま

り地デジの特性を感じられなかった。インターネットなどを補完的に活用する試みは

数多くやってきていると思うが、今回のような災害報道の際に、地デジで何ができる

のかということを、もう少し考えていく必要がある。一方で、ラジオを持っている人

が少なくなっていることに関しても、情報伝達のセーフティーネットをどのように構

築していくか、考えていく必要があると感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

阪神・淡路大震災と東日本大震災のメディア状況の大きな違

いとして、ネット社会の急速な発展がある。特に安否情報は、
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テレビでは伝わりにくい部分をインターネットを活用して伝え

た。また、「ニコニコ生放送」などの動画配信や、ラジオ放送の

同時配信もインターネットで行われた。情報を伝える側として、

震災時の情報をどのように伝えていくかを検証していく必要が

あると考えている。東北地方の地上デジタル放送については、

ほぼ 100％デジタル化が進んでいた。今回の震災では、放送を

出していく電波塔が致命的な被害を受けたという所はなく、基

本的に継続して放送が出ていた。地上デジタル放送では、放送

さえ出ていれば、携帯端末などでワンセグ放送を見ることがで

きる。また、地上デジタル放送では、データ放送で各県単位の

きめ細かい情報を出すことが可能である点もメリットと言える。

ワンセグ放送は、ふだん見たことが無い方もいるかもしれない

が、現在では大半の携帯電話で視聴することが可能なので、是

非一度見ていただきたい。 

 

○ 「東日本大震災」の報道を連日見ている。海外の反原発デモはニュースで報道され

ているが、東京電力の周りで連日起きている国内の反原発デモは、なぜあまり報道さ

れないのか。インターネットで東京電力、原子力安全・保安院などの会見を見ている

と、テレビで報道している原発関連の情報は、不安をあおらないように何か規制され

ているように感じる。震災以後、明りょうでわかりやすい解説を続けてきた、水野倫

之解説委員の解説があまり聞けなくなったのも気になっている。「大丈夫」「安心で

す」と「想定外」「未曽有」という言葉が今あまりにも都合よく使われ、本当の意味が

難しくなっているように感じる。不安をあおるという批判と、真実を知りたいという

両極端の意見が、視聴者からＮＨＫに届いていると思うが、震災を受けた被災地関連

情報はもちろん、原発関連についてもＮＨＫだからできる報道に期待したい。 

 

（ＮＨＫ側）  

国内の反原発デモの報道についてだが、ＮＨＫでは大震災後、

すべての原発の運転をやめるよう訴えて市民団体が東京都心で

行ったデモ行進や、原発増設に反対して住民グループが行政に

申し入れをしたことなどを取材して、全国ニュースで放送して

きている。さらに、ローカル放送でも、原発の運転停止を求め

る市民団体などの活動については取材して放送している。今後

も引き続き、伝えるべき動きはきちんと取材して放送していく。

また、反原発デモに対して、こういう時期だからという理由で、

情報を抑制するということはない。原発推進についても同様で、
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事実を率直に伝えることが基本である。原発事故に関しては、

その伝え方も含めて、いずれ全体的な検証を行っていくことに

なるだろう。 

 

○ 東京電力 福島第一原発事故関連のニュース・解説は、的確かつ冷静でわかりやす

い報道をしている。４月２０日(水)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」では、７年

前に行われた福島第一原発の実習の映像が流れていたが、このような過去の映像が

残っていることもすばらしいと思う。原発事故に関する初期報道については、政府自

体も事態を把握できていないことから情報の開示が無く、やむを得ない部分があると

思う。ただ、安全だと言われていた日本の原発の事故に対し、想定外という言葉で総

括されるのは遺憾に思うので、今後ＮＨＫでしっかりと検証していってもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

原発事故については、当初は情報がない状況だった。原発の

建屋が爆発した映像から、何かが起こったことがわかったが、

公的な所からの周知は全くなかった状態で、ＮＨＫでは記者が

屋内への避難や注意点を呼びかけた。７年前の福島第一原発の

実習についても取材した記者で、原発について継続して取材を

行ってきたからこそ、ここまで踏み込んだ注意喚起をできたの

であり、今のニュース解説につながっているのだと思う。 

 

○ 反原発デモについては、マスコミがあまり報道していないという話を聞いたことが

ある。ツイッターの中ではこの議論が展開されており、ツイッター対マスコミの図式

ができている。先ほど話に出た自助・共助・公助の考え方に当てはめてみると、誰が

共助になるのかと考えてしまう。ツイッターの中にはとんでもない情報も沢山あり、

玉石混交ではあるが、メディアの立ち位置はどこにあるのか、メディアの共助性とい

うものはどこにあるのかということが、今後問われてくると思う。 

 

○ 衛星放送は、画質も内容もよくなった。教育テレビも語学番組など格段に進化した

印象を受ける。「Ａｍａｚｉｎｇ Ｖｏｉｃｅ 驚異の歌声」やＢＳ時代劇「新選組血

風録」などは新鮮さを感じさせる。 

 

○ ＢＳプレミアムは、美術・芸術関連の番組が充実している。「法隆寺の至宝」は、

肉眼では見られないような細部を、ハイビジョン映像で映し出している。実物を見る

よりもハイビジョン映像で見るほうがいいと思わせるほどの番組だった。 
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○ 「アニメ へうげもの」は、漫画で見ていた作品がアニメになり、その世界観をど

こまで表現できるか心配だったが、名品の数々がＣＧでリアルに表現されていて感銘

を受けた。漫画では想像しかできなかった色や質感が、アニメになったことでしっか

りと伝わってくる。また、アニメの後に５分間で放送している中島誠之助さんの解説

も面白く、画期的なアニメだと思う。これからも楽しみにしている。 

 

○ 「額縁をくぐって物語の中へ」は、月曜日から金曜日まで、毎朝見られることがす

ごいと思うほど、内容の濃い番組だった。絵画の中に入って行くという演出も非常に

ワクワクするし、旅人役のふせえりさんや池田鉄洋さんが、いつもとは違う雰囲気で

出演しているのも興味深い。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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