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平成２８年３月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

３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、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の番組審議会での答申を受け「平成２８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２８年度近

畿地方向け地域放送番組編成計画」について説明があった。 

続いて事前に視聴してもらった、かんさい熱視線「学校へ行きたい～子宮頸がんワク

チンと少女たち～」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、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

(出席委員) 

委 員 長  西田 賢治 (大阪商工会議所 参与) 

副委員長  小島多恵子 (公益財団法人サントリー文化財団 上席研究員) 

委 員  市田 恭子 (デザイナー集団 Team coccori 事業代表) 

   佐野 純子 (奈良インターカルチャー 代表) 

   原  さだ ((財)龍神村開発公社 専務理事) 

   山﨑 弦一 (日本労働組合総連合会大阪府連合会 会長) 

   山舗 恵子 (京都リビング新聞社 統括編集長) 

   吉岡 幸雄 (染織史家) 

       

(主な発言) 

 

＜かんさい熱視線「学校へ行きたい～子宮頸がんワクチンと少女たち～」 

(総合 2 月 19 日(金))について＞ 

 

○  子宮頸がんワクチン接種による副反応の問題について知ってはいたが、この番組を

視聴して、被害者である少女たちが学校を中心とした教育の現場でひどい扱いを受け

ていることを知り、驚くと同時に怒りを覚えた。番組では、少しずつではあるが、教

育現場が改善へ向けて動き始めている奈良県の例が取り上げられており、そのような

動きがあることもわかってよかった。奈良県の取り組みについては、教育委員会の方

のコメントが紹介されていたが、できれば、現場の教師や、ワクチンの被害を受けて

いない同世代の少女達の声も取り上げてもらいたかった。被害を受けた少女が、起き

てしまった事に対する怒りに終始することなく、将来にわたっての支援制度を設けて
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ほしいと訴える姿に、今後のことについてきちんと考えて行動する強さを感じ感銘を

受けた。国を動かしそのような制度を作っていくためには、多くの人がこの問題につ

いて理解し協力することが必要になるので、番組で取り上げ放送することには大変意

義がある。 

教室の映像に、被害を受けた少女たちの声がスーパーされる画面で、画面右下に「イ

メージ」と表示されていたが、そうすると映像だけでなく少女たちのコメントまでイ

メージなのかと誤解を与えかねない。この場合のことわりとしては、「映像はイメー

ジです」が適当ではないか。また、取材を担当した記者がこの問題についてこれまで

に取り組んできたことについても、もう少し情報がほしいと思った。 

 

○  子宮頸がんワクチンの副反応によって苦しむ少女たちの存在と、その実態が放送で

取り上げられたことによって、一般の人たちのこの問題に対する理解が深まったので

はないか。行政や社会全体が彼女たちを支援していかないといけないというこの番組

の主張については賛同できる。ただ、子宮頸がんワクチンそのものについては、いま

だその副反応について調査中であることもあり、この番組ではワクチンの肯定派と反

対派、双方の意見を並列に取り上げざるを得ず、ややどっちつかずな印象も残る。そ

うはいっても、この番組を視聴して、それでもワクチン接種を望む人は少ないと思わ

れ、そうであれば、日本において子宮頸がんの発症率が高いこと、にも関わらず検診

受診率が低いことも踏まえながら、「積極的に検診を受けましょう」という啓発のメ

ッセージをもう少し強く打ち出してもよかったのではないか。 

 

○  子宮頸がんワクチンの副反応について知ってはいたが、実際の症状や被害者の声に

接することはこれまでなかった。普通の生活を送っていた健康な少女たちが、国が勧

奨するワクチンを接種したがためにその後の人生が一変してしまうことを知ってシ

ョックを受けた。私が知らなかったように、一般の人たちが被害の深刻さについてあ

まり知らないこと、また、医師や教師、行政の立場にある人たちからも理解が得られ

ず、被害を受けた少女たちがさらに苦しんでいるという事態に非常に胸が痛んだ。重

大な問題でありながらあまり知られていない事柄をこのように番組で取り上げるの

は大変意義がある。また、行政、教育関係者が被害者を支援していこうとする奈良県

の取り組み事例の紹介には救いも感じられた。この問題については、まだ解明されて

いないことも多い。海外での子宮頸がんの発症率や、ワクチンによる副反応に対する

対策についても今後紹介してほしい。世界保健機関は、ワクチン接種による副反応の

リスクより、子宮頸がん発症のリスクを減らすことが全体としてはメリットがあると

いう理由で日本に対してワクチン接種勧奨を再開するように求めているが、それは自

分が接種を受けるかどうかを判断する立場にない人の論理である。ワクチン接種を勧
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めるのであれば、現実に被害を受けてしまった人への対応、副反応を起こさない新た

なワクチンの開発、副反応が起きたときの治療法の確立といったことが不可欠であろ

う。一方で、子宮頸がんによる死亡者を減らす努力も必要であり、これは当事者だけ

にとどまらず、広く多くの人が関心を持つべき課題である。今後のさらなる取材を期

待する。 

「視聴者意向」と「モニター報告」では、この番組についての意見がだいぶ違うよ

うだ。「視聴者意向」には、被害者や被害者の家族といった問題の当事者からの意見

が多いように見受けられる。この問題について知らない人にこそ視聴してほしい番組

だと思うが、むしろ当事者によく視聴されたということだろうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

「視聴者意向報告」は、番組をご覧になった一般の方からいただ

いたご意見、「モニター報告」は、番組の向上・改善に役立てるため

に毎年募集し、6 か月間の任期でお願いしている番組モニターの方

のご意見をそれぞれまとめた資料である。 

 

  (ＮＨＫ側) 

このような医療問題を扱う番組など、専門分野に特化した番組の

場合、番組を視聴して電話やメールなどで意見を寄せるのは、何ら

かの形で実際に問題に関わる人である場合が多い傾向はあるように

感じている。 

 

○  子宮頸がんワクチン接種による副反応については、以前から調べたり、また、被害

にあった少女たちの様子を見聞きしていたので、この番組を視聴して意見を述べるこ

との責任の重さを痛感している。視聴してあらためて、「ワクチン接種と接種後の少

女たちの症状には因果関係がない」としながら、実際に 186 人の少女たちが未だに

これほど苦しんでいるにもかかわらず、子宮頸がん発症のリスクを減らすことが副反

応のリスクより全体的にはメリットがあるという理由で、世界保健機関がワクチン接

種を勧めようとすることの矛盾に腹立たしい思いをしている。なぜ国が子宮頸がんワ

クチンを認証し、さらにその接種を勧奨しはじめたのか詳しく知りたいと思う。 

 

○  子宮頸がんワクチンの副反応のリスクについて聞いたことはあったが、その副反応

がこれほど重篤とは、この番組を視聴するまで知らず、番組で取り上げられた少女た

ちが苦しむ様子に衝撃を受けた。今もワクチン接種については賛否両論があることや、

副反応が、実際にその症状になってみないとわからない、非常に苦しいものだという
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ことをこの番組によって知ることができた。被害に苦しむ少女たちが、今後の夢につ

いて問われた答えとして「普通に高校に通って」、「普通な日々を送りたい」、「普通に

就職して」というように「普通」ということばを使っていたことが心に刺さった。被

害者が苦しみながらも、先の見えない未来に向かって前向きに成長しようとする姿、

彼女たちの苦しみを理解し、支えようとする人が増えつつあることも紹介されていて

よかった。一日も早く原因が究明され、彼女たちの苦しみが少しでも軽減していくこ

とを願い、そのためにも多くの人に視聴してもらいたい番組だと感じた。 

 

○  身近に子宮頸がんを発症し治った友人がいる。また、このワクチンの副反応につい

ても怖いことだと思っていた。できることなら目を背けていたいという気持ちが働き、

視聴番組にならなければあえて視聴しなかったのではないかと思う。同じようにこう

いう問題を避けたいと感じる人は、実は多いのではないだろうか。多くの人に現実の

問題を知らせるためにも、このような番組をできるだけ多くの方々に視聴してもらう

工夫が必要である。ＮＨＫとしては、異なる立場の意見は双方を公平に紹介しないと

いけないのだろうと思いながら視聴した。番組に出演していたノンフィクション作家

の黒川祥子氏がワクチンの危険性について強い調子で語るのに対して、ＮＨＫの記者

は終始抑えたトーンで淡々と、時に原稿に目を落としながら伝えていた。その記者の

姿勢は、ワクチンについての賛否両論をバランスをとって伝えるように、黒川氏の熱

を帯びた語りとのバランスに配慮した伝え方だったのかもしれないが、全体的な印象

として、問題を一層重くしていたようにも見え、やや気になった。 

 

○  この番組を視聴するまでこういうワクチンがあることも知らなかった。ワクチン接

種と症状との因果関係はあるとみていいのではないかと私は思うが、世界保健機関や

日本産科婦人科学会は接種を勧めている。番組でも賛否両論を取り上げていたが、今

後もこの議論を引き続き番組で取り上げることが大事だと思う。また、海外での事例

や、ワクチン以外に予防法があるのかといったことも、今後伝えてほしい。 

番組に出演する記者や解説委員が原稿に目を落とすことが多くないだろうか。原稿

を読むのと読まずに語りかけるのとでは、視聴者への伝わり方は違うのではないだろ

うか。 

 

○  子宮頸がんワクチンの副反応に苦しみながら学校へ行きたいと願っている少女た

ちを、全く理解せずにやっかい者扱いする学校、また心の問題だとして検査すらしな

い病院があるということに、驚くと同時に憤りを覚えた。この番組が全国放送され、

被害者への理解が進み、もともとワクチン接種を勧めた厚生労働省が被害者救済に重

い腰を上げるきっかけになってほしい。患者の利便性と薬の安全性の問題は、子宮頸
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がんワクチンにとどまらない。これまでにも多くの薬について議論されてきたと思う。

新薬開発には長い時間がかかる。１万人に１人の割合で起こる副作用を検出できる治

験には計算上９０年かかるそうだ。治療を望む患者がいる現実を考えると、治験に多

くの時間を費やすわけにいかず、動物実験などの非臨床試験と必要最少人数の臨床試

験によって、安全性・有効性をデータ上で判定し、製造・販売の許可を出すという流

れになっており、絶対に安全と言い切れる医薬品はないのが現実だろう。予防接種の

副反応で健康被害が生じた場合の保障制度はあるが、保障にあたっては、予防接種と

健康被害の間に因果関係が証明されなければならず、子宮頸がんワクチンのように、

因果関係が証明されていないと被害者は救済されない。この現状は極めて不十分であ

る。因果関係が証明されるのを待つのではなく、医薬品のリスクは避けがたいという

前提に立ち、国や製薬メーカー、病院、学校などが連携して被害者救済支援の社会シ

ステムをあらかじめ構築しておくことが、このような少女たちを救う唯一の手段では

ないだろうか。 

薬の安全性と患者の利便性とのバランスをどうとるかは大変大きな問題である。薬

を使用する側も、常にリスクはあるという事を知って使用しないといけないが、一般

の人はなかなかそこまで知ることは難しいと思う。ＮＨＫにはこうした問題に正面か

ら取り組んでほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

この内容は、３月１０日(木)の「ＮＥＸＴ 未来のために」で再

編集して全国放送している。 

 

○  子宮頸がんワクチンの副反応に苦しめられる少女を取り上げた番組だった。こんな

に苦しい、こんなに困っているということを分かってほしい、という思いがストレー

トに伝わってくるよい番組だった。今は親に助けられているが、親がいなくなる将来

が不安というのもよく理解できる。自分たちが暮らしていける制度を作ってほしいと

いうのも当然の要求である。副反応が 2,584 人、そのうち未回復が 186 人という数

字は重い。ワクチンの接種でがんから逃れられた人の生は、副反応に苦しむ人の犠牲

の上に成り立っているといえなくもないだろう。 

焦点がぼける、ずれるという懸念からか、番組ではきちんと取り上げなかったが、

ワクチンの接種で子宮頸がんになる人がどれくらい減ったかという数字は意味があ

る。ワクチンによって子宮頸がんになる人がほとんどいなくなり、副反応に苦しむ人

がごくわずかということであれば、冷静に考えれば、接種を続けるべきだという結論

になるからである。ワクチンの接種には多かれ少なかれ副反応が免れえないと聞いて

いる。そうであれば、子宮頸がんの副反応は他のワクチンの副反応と比較してどうで
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あるかということが知りたいと思った。是非そのような視点の番組が制作されること

を希望する。 

 

○  子宮頸がんワクチン接種の後、極度な体調不良や記憶障害に悩む若い女性とその家

族の実情を伝え、多くの人々がこの問題について考える上で、有意義な番組だった。

深刻な問題にもかかわらず、まだまだ医療や教育の場においてさえ十分な理解や対策

がない状況であることが良く伝わった。被害者の少女２人の生活実態の他、100 人の

患者や家族の声も説得力があった。日本でのこのような実情にもかかわらず、世界保

健機関からワクチン接種を積極的に進めるように要請された政府や医学界は複雑な

立場にあるのだろうが、真摯（しんし）な努力が必要である。協力病院を増やし研究

支援を進める国の一層の努力が必要だと感じた人が多いだろう。奈良県教育委員会や

橿原高校のような取り組みが始まったという情報は、将来への希望を抱かせてくれた。

ただ、若い女性にとって切実な医療対策なのに、その対極のような高齢の男性医師に

よるひと事のような日本産科婦人科学会の談話には、あらためて男性中心の日本社会

の現状を見せつけられたようにも感じた。この番組を通じて、直接治療に当たってお

られる医師や、患者・家族の声に耳を傾け、一層の支援体制を築くことが大切だと、

多くの視聴者が考えてくれればいいと思った。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は、自身も育児中の女性ディレクターと女性記者が、自

らの問題意識を契機に、被害者を説得して制作した。被害者の少女

たちの映像には、放送には使用できないぐらい重篤な症状が記録さ

れている。その症状の原因は子宮頸がんワクチンであるだろうこと

は予想できるが、その因果関係を証明するとなると非常に難しい。

世界保健機関は統計上、このワクチンが子宮頸がんの予防に有効性

が高いから接種を勧めているのだが、一方厚生労働省は接種勧奨の

再開には踏み切れていない。それでも、このワクチンを接種するこ

とによって子宮頸がんにならなくてすんだという人もいるわけで、

現実と世界の潮流、厚生労働省、日本産科婦人科学会、ワクチン接

種に否定的な医師、といったさまざまな立場のバランスにはこまや

かに配慮した。出演した担当の記者は、この問題について多く取材

し、番組のコメントも時間をかけてことばを選んでいる。原稿の読

み方、伝え方については、複数の異なる立場についてきちんとまち

がいなく伝えることに細心の注意を払った結果だとご理解いただき

たい。 
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子宮頸がんの予防法としては、ワクチンは画期的で、それに代わ

る予防法は今のところないようである。子宮頸がんワクチンは少女

の頃に接種するので、副反応の症状が時間の経過によって変化もし

ていくし、治っている人もいる。また、研究が進み因果関係が明ら

かになることもあるかもしれない。海外での事例や、最新の医療事

情も含め今後も継続して取材していく。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」について。もうすぐ最終回だが、大きな破綻がなく

最後まで気持ちよく視聴できるドラマのように思う。少し優等生的だとも言える。た

だ、主人公のあさがいつも使っているそろばんや、あさと姉のはつが肌身離さず大事

に持っているお守りといった小道具が、経年変化を感じさせない新品のままなのが残

念だった。物語のカギになる大事な小道具については、そういう細部まで作り込んで

ほしい。 

 

○  ２月２６日(金)の「第４６回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」(総合 後 7:30～8:43 近

畿ブロック)について。上方漫才の若手を育成する目的で４６回も続いてきたことに、

まず敬意を表する。ぜひ今後も続けてほしい。「漫才」のコンテストに、１人で活動

している人が出場することに違和感を覚えた。優勝したコンビは出場した中ではおも

しろいと感じた。ただ、全体的に昔の漫才ほどのおもしろさを感じられなかった。世

代の違いかとも思うが、若手の漫才師の方々にも世代を超えておもしろいと思わせる

芸を培ってほしい。 

 

○  「ＮＨＫ上方漫才コンテスト」は、これまでにも何回か視聴したことがあったが、

４６回も続いているとは知らなかった。これまでの優勝者は実力派ぞろいで、若手漫

才師の登竜門という位置づけのコンテストなのだと思う。149 組から選ばれたとあっ

て出場者の漫才は楽しめるものだった。出場者の緊張感と一生懸命さが伝わってくる

漫才に対して、審査員については、その人選、数、出場者に対する評等、やや疑問に

感じた。審査員の数と審査にかかる時間を減らして、漫才そのものに時間をかけるよ

うな構成にしてもいいのではないだろうか。また、予選を通過した人たちがすべて同

じ事務所に所属しているのもいかがなものだろうか。ＮＨＫ大阪局が上方漫才の若手

を育成する目的のコンテストであれば、ＮＨＫとしての「上方漫才」の定義を明確に

したり、出場者をさらに若手にするというように、伝統あるコンテストだからこそ、

このあたりで見直してもいいのではないだろうか。 
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○  これだけ長く続いているコンテストなので、若手の漫才師の方々の大きな目標にな

っているようだ。ＮＨＫには今後もぜひこの番組を続けてほしいし、優勝者には一定

期間ＮＨＫに優先的に出演してもらうなどして、育成にも寄与してもらいたい。149

組が参加した予選についても番組中でまとめて紹介してもよいのではないか。漫才と

一口にいっても、芸風やスタイルはいろいろだし、観客の好みによっても何をおもし

ろいと感じるかは分かれるが、それにしても、審査員の評がずいぶんまちまちだった。

共通の評価要素を点数化する、視聴者投票のウェイトを高めるといったことも検討し

てほしい。また、司会者についても、人数や人選について再考の余地があるように感

じた。 

 

○  漫才師が人気が出てくると、漫才をやらなくなってくるのは、テレビで漫才をじっ

くり見せる企画がないからではないか。放送局にも漫才師を育成する責任があると思

う。 

 

○  生放送の面白さ、ドキドキ感が生きていて、楽しめた。最初の審査員のコメントの

時の西川きよしさんと千原ジュニアさんとのやりとりは、生放送ならではのものだっ

た。その後の桂文珍さんとのやりとりは予定調和だったのだろうか。それもよくでき

ていた。審査員がなかなか褒めないところも好感を持った。連続テレビ小説「あさが

来た」に田村宜役で出演中の吉岡里帆さんの言葉も新人女優らしく、「がんばります」

という意気込みがストレートに伝わってきた。 

ただ、視聴者の投票も審査結果に影響するというのはよかったが、それが審査員の

一票と同等の重みを持つというのが、一組目の投票の時に分かるのはタイミングとし

てちょっと遅いと思う。最初に説明した方がよかったのではないか。漫才が終わるた

びに「このあと視聴者投票」のスーパーが出るのも気になった。三組終わった後だけ

の表示でよかったのではないか。決勝の前に西川さんと渡辺正行さんにだけ発言を求

めるのもどうか。 

一番気になったのは、千原せいじさんの出番がほとんどなかったことだ。千原ジュ

ニアさんの一人司会の様相を呈していたように思うが、これも予定調和だったのだろ

うか。 

 

 (ＮＨＫ側) 

今回は２日間で 149 組が参加して予選会を行い、その中から６組

が本選に出場した。最近のお笑いの傾向として、いわゆるしゃべく

り漫才が減ってきて、漫才コントが多くなったこと、ファンには女
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性が圧倒的に多く、「メンバーどうしの仲がいい」ということに対

して評価が高いという二つのことがある。今回から、ネット展開を

強く意識した。放送前に番組のホームページを開設し、ホームペー

ジ限定の３０秒動画やクリックすることで楽しめる動画といったコ

ンテンツを使い、ネットでのＰＲに力を入れた。その結果、若い世

代の視聴率が伸びた。最近の若い世代は３０秒程度の短いネタを好

むようで、それもネットと相性がよく、今後もネットとの連動に力

を入れていきたい。審査員もお笑いの方々なので、審査員としての

コメントにも客席の笑いをとろうとする。それは職業柄いたしかた

ないことでふざけているわけではないことをご理解いただきたい。

実際、収録終了後、出場者に熱心にアドバイスされていた。司会の

千原せいじさんがいたことで、千原ジュニアさんから兄弟コンビに

ついての発言を引き出せた側面もあり、兄弟で司会をやっていただ

くことの意味はあったと考えている。優勝したミキのおふたりには

ＮＨＫ大阪局制作の番組への出演を予定しており、ニュース番組の

スタジオで漫才を披露してもらう企画もある。漫才の方に番組の司

会をお願いすることがどうしても多くなるのは、漫才師の方の頭の

回転の速さと話術の巧みさが司会向きであることが挙げられる。 

 

○  「あすのＷＡ！」内コーナーの「紀の川児童殺害事件から１年」企画について。２

月３日(水)は「遺族の思い」として、殺害された児童の父親へのインタビューだった。

犯人の男は近所に住んでいて、事件直前に不審な行動が目撃されており、その情報が

把握できていれば事件は起こらなかったかもしれないと激しく悔やんでおられる。こ

ういう思いを他の人にはしてほしくない、裁判の行方を見守りたいとのことだった。

２月４日(木)は、「交番所長の決意」として、事件が起きた地区を管轄する交番所長

が事件をきっかけにはじめた、子どもを守る取り組みについてのリポートである。事

件前の犯人の不審行動の情報が交番に届いていなかったことから、所長は地域住民と

のつながりの必要性を痛感し、住民と協力した子ども見守り隊を結成した。この３月

で退職するが、このような事件を二度と起こさないために自分にできることを続けた

いと、退職後も見守り活動は続けるそうだ。和歌山県はこの事件を受けて条例を改正

し、不審者情報の提供を呼びかけていることが番組で紹介された。事件から一年の節

目に、地域で子どもを守る取り組みの重要性がこの放送から伝わってきた。 

 

○  「ならナビ」内コーナーについて。２月３日(水)の記者解説「奈良大立山まつり そ

の成果は」は、県が多くの費用を投下して開催したイベントについてのリポートだっ
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た。県民の中には批判的な意見もあり、どんなイベントになるのかと興味深く見守っ

ていた。このイベントについては、その成否の評価といったことも含め今後も継続し

て取材してほしい。２月１２日(金)のカメラマンリポート「“養殖ブリ”を世界へ」

は、海のない奈良県でのブリの養殖という意外性があった。1200 年も昔から、奈良

には最新の技術やすばらしい物を発信する力がある。魚の養殖技術で全国的に有名な

近畿大学の農学部が奈良市にあるということを知らない県民も多いと思われるので、

よい情報発信になったのではないか。２月１２日(金)のニュースほっと関西「薬草“大

和トウキ”で新たな産業を」について。奈良は富山と並んで配置薬が盛んだがあまり

知られていない。薬草の大和トウキを、薬として使われる根の部分以外の葉を食品と

して売り出し、新たな産業を興そうという取り組みに関する経済リポートだった。奈

良県漢方プロジェクトのリーダーが、製薬会社が東京で運営するレストランを訪ね、

大和トウキの食材としての新たな可能性を探る様子も取材されており、よい取り組み

だと思った。製薬材料としてよりも食材のほうが親近感がわき、食べられる所に行っ

てみようかというような行動にも結びつくかもしれない、よい取材だった。 

 

○  ２月１１日(木)の「かまどベンチでいざメシ！スペシャル～楽しく生活防災！～Ｎ

ＨＫ大津 防災・減災スペシャルデー」(総合 後 0:15～0:45 滋賀県域)について。

生中継でなかなか臨場感があった。かまどベンチについて冒頭で説明したのは、視聴

者にまず共通認識をもってもらう上でよかった。滋賀県は災害が少ないため、住民の

防災意識が低い。滋賀県民に向けてこうした番組を放送することには意義がある。こ

ういうことはいざというときのために日頃から考えていないといけないと思った。会

場の滋賀県危機管理センターは、県庁内にある新しい施設で、ここからの生中継は、

この施設を県民に知らしめるいい機会だった。リポーターとして起用されたファミリ

ーレストランは、観客にインタビューする役目なのに肝心のインタビュー内容が聞き

取りづらかった。今後の研さんを望む。 

私自身、福島県から滋賀県へ避難してきた方々との交流イベントで、被災体験を伺

う取り組みをしているが、そのイベントも楽しんで参加してもらうために、避難時で

もできる料理をおしゃれに紹介するといった工夫をしている。防災意識の向上には、

防災とふだんの生活とを結びつけて考える工夫が必要であり、生活の質を高めて楽し

むことが防災意識向上にもつながるのではないだろうか。防災について住民と県、Ｎ

ＨＫの三者が今後も一緒に取り組んでいけたらいいと思う。 

 

○  ２月１６日(火)、２３日(火)のニュース６３０ 京いちにち内コーナー「京都プレ

ミアムインタビュー 臨済宗相国寺派管長 有馬賴底さん（前編・後編）」について。

有馬管長は京都仏教界を束ねる重鎮である。京都在住歴、人生歴、仏教や歴史につい
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ての知識、美術品への鑑識眼と、いずれをとってもインタビュアーやスタジオの若い

アナウンサーたちではとうてい太刀打ちできず、煙に巻かれている印象を受けた。有

馬管長の話も、臨済宗が中国の明との文化交流の中心となってきた歴史や、寺社が文

化財保存にいかに貢献してきたかといった内容で、一面的には確かにそうなのだが、

そうではない側面もあったはずである。にもかかわらず、いかにも表面的なよい話に

終始していたのが物足りなく感じた。 

 

○  「一週間座禅で過ごした後外に出ると、木々の緑がどれほど美しく生き生きして見

えるか」という有馬管長のことばに、日々仕事に追われる中で自分を見つめ直す機会

を持つことの大切さを考えさせられた。話のひとつひとつはわかりやすかったのだが、

今回のインタビューのテーマである「現代社会において仏教がどういう役割を果たす

か、京都仏教界のトップとして語る」ということについて、その答えが引き出せたの

かということについては疑問を感じる。インタビュアーなりスタジオのアナウンサー

なりが、インタビュー全体のテーマと結びつけて有馬管長の話の内容をまとめられた

らわかりやすかったのではないか。また、インタビュアーにはもう少し有馬管長に深

く聞いてほしいと思うこともあった。相国寺法堂の天井に描かれた「蟠龍図(ばんり

ゅうず)」は実際に行って見ると、自分が動くたびに龍の視線が自分を見つめてつい

てくるような迫力があるのだが、この番組の映像ではその迫力が伝わらず残念だった。

京都では、寺社やすばらしい芸術品を実際に見る機会が多くあり、そのことのぜいた

くさに思い至るインタビューだった。 

 

○  ２月２７日(土)のＥＴＶ特集「最後の一人まで救う～ＫＯＢＥ発・災害ボランティ

アの２１年～」について。２１年前の大震災の救援・復興支援のなかで災害ボランテ

ィア団体を組織した、この道の先駆者・村井雅清さんにスポットを当て、災害ボラン

ティアの成果や現状や課題を分かりやすくまとめた番組だった。阪神・淡路大震災を

生き抜いた人間として、たった一人の命もおろそかにしないという原点から始まって

全国的に広がった活動が、東日本大震災では地元と全国の協力ネットワークに発展し、

昨年９月の東北・北関東の洪水災害でどのように機能したかが描かれていた。鬼怒川

の洪水で甚大な被害を受けた茨城県常総市での状況を、混乱した避難所での有効な運

営マニュアル作り・足湯ボランティアによる被災者の要望の聞き取り・地域の花壇造

りによって被災者に自立を促す活動など具体的事例を描いたことで、活動の中身がと

ても分かりやすかった。４０歳代で震災に遭って２０年間牽引役となった村井さんと、

２０歳代で村井さんの後を引き継ごうとしている若者を登場させて、この活動の発足

以来の発展と、現状と未来との対比を感じさせたことも効果的だった。仮設住宅での

孤独死に関して、「孤独死の前に孤独な生がある。最後の一人まで救える支援は、一
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人一人に寄り添ってこそ」という村井さんの言葉が印象的だった。 

 

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年２月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

 ２月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１７日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２８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２８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かんさい熱視線「わが友 野坂昭

如“大人になりたかった少年”」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行っ

た。 

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

会議を終了した。 

 

(出席委員) 

委 員 長  西田 賢治 (大阪商工会議所 参与) 

委 員  市田 恭子 (デザイナー集団 Team coccori 事業代表) 

   佐野 純子 (奈良インターカルチャー 代表) 

   田辺 眞人 (園田学園女子大学名誉教授) 

   原  さだ ((財)龍神村開発公社 専務理事) 

   山﨑 弦一 (日本労働組合総連合会大阪府連合会 会長) 

   山舗 恵子 (京都リビング新聞社 統括編集長) 

   吉岡 幸雄 (染織史家) 

 

(主な発言) 

 

＜平成２８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＞ 

 

○  ハイブリッドキャストのような放送と通信の融合への取り組みをさらに加速させ

ていってほしい。 

 

○  ４Ｋや８Ｋが普及してくると、ハイブリッドキャストは今後どうなるのか。次々と

生み出される新しい技術は、特に高齢者にとっては難しいものだ。ハイブリッドキャ

ストやＮＨＫワールドなどはどうしたら視聴できるのかについての周知が、あまりな

されていないのではないか。 
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(ＮＨＫ側) 

４Ｋや８Ｋは放送、ハイブリッドキャストは放送と通信との融合

のことで、４Ｋや８Ｋが普及することでハイブリッドキャストが下

火になるといったものではない。ハイブリッドキャストは、対応す

るテレビをインターネットにつなげることで利用できる。ハイブリ

ッドキャストにも今後も積極的に取り組んでいく。この夏のリオデ

ジャネイロオリンピック・パラリンピックでもハイブリッドキャス

トの魅力を十分に生かしていきたい。 

 

＜「平成２８年度近畿地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  南海トラフ巨大地震についての備えを周到にしないといけないのはわかるが、あま

り強調され過ぎるといささか脅されているような気分になる。 

滋賀県だけでなく関西は、びわ湖の水の恵みを受けて発展してきた側面もあり、ま

さにびわ湖のたまものである。そのびわ湖がもしも汚染されたらどうなるだろうか。

高浜原子力発電所の再稼働の問題もある。ＮＨＫにはびわ湖の重要性をいろいろな機

会で強くアピールしてほしい。 

 

○  大規模災害時には、急増する外国からの観光客、特にアジアからの観光客向けに、

英語だけでなく多言語で放送できる体制をぜひ整備してほしい。 

 年初からの金融市場波乱要因のひとつとして、中国経済の減速が指摘されている。

関西経済にとって中国とのビジネスが占める比重は非常に大きいが、特に中小企業が

得られる情報はどうしても限られてくる。そこで、中国に進出している在阪企業を取

材して、その生の声を届けてほしい。 

 

○  昨年、寝屋川の中学生殺傷事件を契機に大阪局が行った「子どもを守れ！」キャン

ペーンは非常に意義のある取り組みだった。ぜひとも今後も継続し、広げてほしい。 

大規模災害、いじめ、虐待、貧困、事故、病気、自殺などから子どもを守ることは

地域社会のみならず日本の未来にとっても重要な課題である。子どもを守るための視

野を広げるとともに、大阪局だけでなく近畿各局、さらには全国展開をするくらいの

意気込みで取り組んでほしい。 

関西、特に大阪でアマチュアとして活動し、その後、東京に出て認められたミュー

ジシャンや俳優、ダンサー、劇作家、演出家が数多くいる。アマチュア・スポーツだ

けでなく、路上パフォーマンスや学生演劇など、関西で頑張っている若手のアマチュ

アのアーティストを若者向けの番組やエンターティメント番組で取り上げてほしい。
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東京に出てから認められるのではなく、関西の各放送局が彼らをまず地元で発掘・応

援し、育てれば、将来、彼らの活躍を通じて関西の魅力がより広く伝わり、故郷の人々

も元気づくのではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

東日本大震災の時、報道機関がもっと踏み込んで伝えていれば犠

牲者を減らせたかもしれないという思いを、私たちは強く持ってい

る。南海トラフ巨大地震が本当に起こるのか、それを検証するすべ

を私たちは持たないが、巨大地震が起こり得るという予測があるか

らには、それに備えるのはＮＨＫの使命である。とはいえ、過剰に

ならないよう注意しつつ、多様な情報を多角的に伝えるように工夫

していく。 

びわ湖を取り巻くさまざまな問題、子どもを守るための取り組み

といった事柄については、今後も引き続きニュースや番組で取り上

げていく。また、地元で活躍するアマチュアのアーティストの方々

を発掘・応援することにも、できる形で取り組んでいきたい。 

多言語放送について。津波警報については、東京から全国へ向け

て英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語で自動音声で送出す

るシステムになっている。首都直下地震で東京から放送できなくな

った場合には、この自動音声送出システムは大阪局から送出できる

ようになっている。災害時に大阪局が東京の代替機能を果たす場合

に備え、今後は付加価値のある情報をまずは英語で伝えられるよう、

同時通訳のスキルを持つ人材を確保して定期的に訓練をしていく。

また、ＮＨＫワールド向けの放送を大阪局から送出することにも取

り組んでおり、今後も継続していきたい。 

中国経済の減速が世界や日本、特に関西にどのような影響を与え

ていくのか、また、在阪企業がどのような問題に直面し、それをど

う解決しようとしているのかは大切な問題だ。今後も取材し伝えて

いく。 

 

○  諮問された「平成２８年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、

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

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 



4 
 

 

(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「わが友 野坂昭如“大人になりたかった少年”」 

(総合 1 月 22 日(金))について＞ 

 

○  とても情報量が多く、番組進行の流れが早い印象を受けた。黒田征太郎氏、荒木経

惟氏と野坂氏との交友関係がわかりにくかったため、「友」というよりも関係が薄い

ように感じた。自分にとっての野坂氏は、とにかくいつも何かに対して怒っている“悪

役”の印象である。野坂氏が「火垂るの墓」の著者だと知ったときは本当に驚いたも

のだ。この番組での野坂氏は、「大人びた少年だった」ことが印象に残った。彼の奇

抜な言動は、戦後すぐの貧しさの中で妹を亡くした自分と、生き残り、成人となって

便利とされる世の中の恩恵を受けている自分とのギャップに苦しんだ末に出てきた

ものだったのかもしれないと感じた。 

 

○  「火垂るの墓」の著者としての野坂氏を深く知っていれば、この番組が描こうとし

た野坂氏の複雑な人物像が理解できるが、彼のそういう面を知らない人にはわかりづ

らい番組になったのかもしれない。彼は、幼い妹を餓死させた大きなトラウマを 期

まで払拭できなかった。「火垂るの墓」「一九四五・夏・神戸」の２作でも納得できず、

もう１回書きたかったのだろう。“昭和２０年８月１５日”を題材とした次の作品を

ぜひ読みたかった。この番組で、「火垂るの墓」が 1967 年の作品と知り、そうであ

れば阪神・淡路大震災から今年までの年月と、終戦から野坂氏が「火垂るの墓」を著

すまでの年月とがだいたい同じなのだと気づいた。また、番組の中では、野坂氏と黒

田氏が共同で出版を予定していた本の原稿にある、原子力についての「人間は使って

はいけない」という野坂氏のことばが取り上げられていたが、このことばは真剣に考

えるべき教訓である。そうした気づきを多くもたらしてくれた番組だった。 

 

○  アニメーション映画「火垂るの墓」の映像が使われていた冒頭から番組に引き込ま

れた。大胆不敵な行動ばかりが取り上げられた野坂氏の印象が、この番組を視聴して

大きく変わった。“大人になりたかった”という野坂氏を近くで見続けた黒田氏は、

戦争の悲惨さを訴えた野坂氏の作品にイラストをつけた仕事が忘れられないと言っ

ていた。野坂氏が、戦争から自分だけが生き残ったことを一生涯背負い続け、その経

験から「二度と子どもを飢えさせてはいけない」という信念を強く持ち続けたという
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ことを、この番組を通じて知った。キャスターによる野坂作品の朗読にもひきつけら

れた。この番組を通じて人間・野坂昭如の魅力を知り、著書を読んでみたいと思った。 

 

○  野坂氏が残した言葉を使って、人間の本質を描き続けた野坂氏のことを正直に表現

した番組だった。黒田氏と野坂氏は２０年来の友人ということだが、黒田氏が野坂氏

に話しかけることばづかいから、黒田氏が野坂氏を敬愛していることがうかがわれた。

少し親しくなると、とたんになれ合いがちな昨今の人間関係とくらべて、この二人の

関係はすばらしいと感じた。また、妹の亡骸（なきがら）を焼いた後で、妹のために

くしを買ったという野坂氏の作品からの引用も強く印象に残った。「子どもを飢えさ

せてはいけない」という言葉が何度も出てきたが、「子どもが飢える」ということが、

虐待という別の問題となっていまだにあるという現実についても考えさせられた。 

 

○  私たちより少し上の世代で、戦争を体験した人と、していない人とでは大きな違い

があると感じている。私たちの世代は、開高健や野坂昭如の影響を受けて成長した。

そういう自分にとっては非常に感慨深い番組だった。黒田氏の話よりも、野坂氏自身

の言葉をもっと紹介した方が、より説得力が増したのではないか。“巨人”ともいう

べき影響力を持った方々が亡くなっていき、後の世代の人間はそういう方々の偉大さ

を忘れていくので、その世代間のつなぎの役割をテレビ番組が担っていくのは大変い

いことだ。開高、野坂、あるいは“第三の新人”と呼ばれた戦後の作家たちについて、

取り上げ方が難しいとは思うが、番組にしてほしい。 

 

○  戦争が人の人生に与える影響の大きさについて考えさせられた。“大人になりたか

った少年”という番組のテーマは、野坂氏の人生をうまく表現していたと思う。黒田

氏の「大人になった人っているんですかね」という発言にも考えさせられた。ただ、

野坂氏は「戦争をしてはいけない」「子どもを飢えさせてはいけない」ということを

原点にしていたにしては暴力事件を起こしたりして、一筋縄ではいかない人物だと思

う。 

 

○  番組全体に野坂氏の怒りや悲しみが重くのしかかっていた。冒頭の「火垂るの墓」

のアニメーションに見られる無邪気な子ども心と、野坂氏の言い尽くしがたい少年時

代の悲しい体験とのギャップ、また、私にとっても野坂氏は派手な言動のイメージが

強く、そのイメージとこの番組で描かれる野坂氏とのギャップ、それらのギャップが

大きく、１回の視聴では意見をまとめられず、３回視聴した。少年時代に妹を餓死さ

せてしまった体験が、その後の野坂氏を突き動かしてきたのだということがよくわか

った。“戦争”や“生きる”といった番組の切り口を、“大人”ということばを通して、
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見る側に考えさせる番組だった。ただ、野坂氏や「火垂るの墓」と神戸とのつながり

が視覚的にもっとわかりやすく描かれていれば「かんさい熱視線」によりふさわしか

ったし、野坂氏のことをあまり知らない世代にも分かりやすかったのではないか。ま

た、カメラマンの荒木氏による、“レンズを通して見た野坂氏”の印象についても聞

いてみたかった。 

 

○  この番組を通して、野坂氏を突き動かしていたものがなんだったのか分かったよう

な気がした。神戸大空襲で養父を亡くし、戦後の飢餓で妹を餓死させた悲惨な戦争体

験が彼の原点にあるように思う。それゆえ、脳梗塞後の厳しいリハビリに耐えながら、

二度と子どもを飢えさせてはならないと訴え続けたのだろう。1970 年前後から 1980

年代の高度成長期、日本人の多くは高度成長にかまけ、かつての戦争に真摯に向き合

おうとしなかった。彼の破天荒な言動はそういう社会への反骨精神の表れでもあった

のかもしれない。“大人になりたかった”とはなかなか難しいことばだが、二度と子

どもを飢えさせることのない社会、戦争のない社会を作る大人になりたかったという

ことだろうか。キャスターによる作品の朗読は短いが胸を打つものがあった。 

 

○  野坂昭如氏の生きる原点が、疎開中に一歳の妹を餓死させた自らの体験にあり、そ

の思いを友人である黒田氏が共有している、さらに番組のスタッフも共有している、

そして、それは、今の私たちが忘れてはいけないことなのだ、誰もが永久に忘れては

いけないことなのだ、ということが真っ直ぐに伝わる番組だった。大人は、子どもを

飢えさせる社会を作ってはいけない、私はそういう社会を作ることができなかった。

野坂氏が「大人になりたかった」というのはそういうことではないかと私は理解して

いる。逆説的に言えば、その一点を社会が共有し、他人に大きな迷惑をかけなければ

何をしてもいいのだという思いがあり、それが野坂氏の書くものや行動にストレート

に現われたといえるのではないだろうか。「かんさい熱視線」で、そこまで掘り下げ

るのは難しいので、「子どもを飢えさせてはいけない」という思いに特化した構成に

なったのはやむをえない。黒田氏の「大人になれないのは人間だけじゃないの」とい

うことばが印象的だった。植物や動物は、成長すると大人になり、大人の役割を果た

すことにだけ努め、死んでいくのに、人間だけが時に無用に争う、必要のない差別を

する、つまり「大人になれない」のを嘆いたことばと理解した。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組制作者自身も、一見奇抜に見える行動と、「火垂るの墓」に

表れた深い悲しみを内包した反戦精神とが分かちがたく表裏一体と

なった野坂氏の人間性をどう描けばいいかずいぶん迷っていた。そ
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ういう彼の人生を語る人物の人選にも苦労したようだ。結果として

は、野坂氏を知っているかどうか、また、野坂氏のどういう面を知

っているかによって受け止め方が大きく分かれる番組になったと思

う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「京都の冬、もてなしを究める

～日本料理人・石原仁司～」について。全体的には、非常によく撮れていた。長年、

日本料理の名店で、なくてはならない包丁人として活躍し続けてきた人が、５０歳で

独立して店を構えた、そのことひとつとっても興味深い題材だ。店の日常が描かれる

のだが、全く別の３日間の開店中の様子を撮影しているのに、ある一日の出来事のよ

うに見えなくもなく、ややわかりにくかった。また、店のお客さんが一様に褒めるこ

としか言わないのも気になった。いつも思うのだが、題材を礼賛するばかりの番組は

いかがなものか。もう少し背景の部分も取り上げたり、あるいは料理の歴史について

も少し触れると、内容がより深まるのではないか。 

 

○  番組タイトルから、料理をメインにした料理番組だと思い込んでいて、それにして

は器や食材の紹介が少ないと感じていたのだが、料理そのものや料理の技についての

番組ではなく、“もてなす”ことが主題の番組なのだと番組後半で気づいた。一般的

な料理番組とは違って、コース料理をすべて紹介する前に、先にその値段を率直に伝

えていたことも、興味を持って視聴することにつながった。店主の“一座建立”の精

神がお客さんたちに伝わっていき感動が生まれるという表現や、料理や調理中のシー

ンが、テンポよく紹介されていったのがよかった。店名の「未在」という文字が映像

に何度も映るのだが、それは店名であると同時に店主の石原さんの哲学でもあるのだ

から、もっとストレートに紹介したほうが、石原さんが言わんとすることが伝わりや

すかったのではないか。 

 

○  ２月４日(木)の木曜時代劇 ちかえもん(４)「善悪不明(ぜんかあくか)九平次」につ

いて。時代劇が好きでよく視聴する。しかし、このシリーズはいかにも軽そうで好み

でないと思い、放送は知っていたが視聴していなかった。今回初めて視聴したら予想

外におもしろかった。高校生の息子が一緒に笑っていたので、娯楽番組として非常に

楽しめる仕上がりだと思う。「曾根崎心中」のストーリーをどういう風に変えていく

のか非常に楽しみだが、一方で、近松門左衛門や「曾根崎心中」のイメージとあまり

に違いすぎることから否定的な意見も当然あるだろう。私自身は、若い人たちがこの



8 
 

ドラマをきっかけに近松や人形浄瑠璃に興味を持って、実際に鑑賞してくれたらいい

と思っている。 

 

○  斬新、奇想天外なオリジナル創作ドラマで、人によって評価が大きく分かれると強

く感じた。近松が実際の心中事件を題材に「曾根崎心中」を書いたこと、また、その

心中事件が起こった露天神社が「お初天神」と呼ばれるようになったことは、特に大

阪では有名な話だから、「誕生秘話」と銘打つのはいかにも大げさだし、そもそも「曾

根崎心中」に誕生秘話があるのか、とも思う。万吉というキャラクターがドラマをお

もしろくするために創作されたのだと思うが、果たしてそのねらい通りになっている

のかも疑問だ。日本を代表する伝統芸能である文楽、その代表的作品である「曾根崎

心中」と作者の近松を取り上げてコミカルに描くのはミスマッチだと感じる。時代劇

やサスペンスにしては物足りず、コメディーにしてはおもしろくなく、なにか中途半

端な印象だ。特に木曜夜８時台は、ＮＨＫの衛星波でも民放でも力の入った番組があ

るので、この番組がどれぐらい視聴されているのか気がかりである。 

 

○  こういう番組に対してはついつい史実と違うと意見したくなるのだが、この番組は

おもしろい。ドラマの登場人物の近松が劇中でしばしば「えー！」と言うが、同じタ

イミングで自分も思わず「えー！」と言ってしまう。歴史を題材にした番組の新たな

手法かもしれない。 

 

○  「ちかえもん」は、現代的なものも散りばめた新しい時代劇というのか、妻はおも

しろがって視聴しているが、私はなかなか同化できない。同化できないのは、私の近

松観と番組のそれとに大きな隔たりがあるからだと思っている。番組のスタッフのね

らいもそこにあるのは分かるが、究極は好みの問題なので、致し方ないと思う。「曾

根崎心中」の設定と登場人物をほぼそのまま使っているが、ストーリーは全く別物で、

第４回の主要人物である九平次も、「善悪不明」の人物ということだが、それなら、

悪人を思わせる演出は控えた方がいいのではないか。展開が読めないドラマであれば、

各回に見どころを作り、見てよかったという気分にさせてほしい。近松を情けない男

にし、不孝糖売り万吉という面白いキャラクターを登場させたのだから、二人が互い

の長所短所を補いながら、ない交ぜのようにストーリーを展開させ、結末になだれ込

むという流れを期待している。 

 

(ＮＨＫ側) 

今までにない、従来の時代劇とはひと味違う新鮮なドラマをお届

けしたいと思って制作している。ただ、これまでの時代劇とは違う



9 
 

演出表現にチャレンジしているので、制作側も手探りである。放送

前の試写段階に至っても制作陣は大いに議論を続けながら、よりよ

いドラマを目指している。いただいたご意見を番組に生かしていき

たい。 

 

○  １月４日(月)のおはよう関西「階段も上れる車いす！ 新技術で世界に挑む」につ

いて。和歌山大学の中嶋秀朗教授は、手元の簡単な操作で車いすの車輪を足のように

上下させられる高性能のロボット車いすで、2016 年１０月にスイスで開催される障

害者スポーツの国際大会、サイバスロンに挑む。小さな段差に困っている車いすの

人々を多く見たことがこの研究の原動力だそうだ。「どういう立場、状況になっても、

思ったときに思った所に移動できる社会を技術者として目指したい」という中嶋教授

の熱い言葉が印象に残る。短い時間でも、中嶋教授の実用化にかける熱意、サイバス

ロンにかける思いが伝わってくるような、ぐっと内容が詰まった情報番組だった。「地

道な研究が実を結んでほしい」というキャスターのことば通り、１０月のスイスでの

健闘を私も祈っている。 

 

○  １月１６日(土)の１０年後の未来へ「神戸と福島をつなぐ子どもたち」(総合 前

10:05～10:48)について。神戸市立西灘小学校と、福島県二本松市立杉田小学校の児

童たちの交流を描いた番組である。神戸の子どもたちは、阪神・淡路大震災も東日本

大震災も体験していないが、体験していないことでも想像して、被災者の気持ちに寄

り添い、被災地域を支えるにはどうしたらいいか、子どもたちが真剣に純粋に学ぶ姿

を描いた感動的な番組だった。番組の中で、風評被害を広めないために福島県の現状

を客観的な数字で示す授業があったが、しかし、その数字が背景を踏まえないまま一

人歩きしてしまう危険もはらんではいないだろうか。また、原子力発電所や放射能汚

染があるという現実を前提に子どもたちの学習が始まっているが、そもそもそれらは

ない方がいいという明確な主張がこの番組にはなかったことが少し気になった。 

 

○  １月７日(木)のおうみ発６３０「阪神・淡路大震災から２１年～震災の記憶を次世

代に！」「市長選～大津市の課題は？」について。毎月１７日をおにぎりデーとして、

阪神・淡路大震災の記憶を風化させないようにしようという取り組みの紹介だった。

おにぎりという身近な食べ物を毎月１７日に食べることで地震のことを思い出し、そ

れが防災の取り組みにつながるという切り口が、震災という重いテーマから防災へと

意識を切り替えるきっかけになっているのがとてもよかった。草津市危機管理課で防

災指導を担当する岩佐卓實さんは、阪神・淡路大震災の時に炊き出しのボランティア

をしていた経験から、震災の記憶を風化させてはいけないという強い気持ちでこの活
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動を発案した。市役所や大学の食堂、保育園の昼食の時間と、いろいろな場所でおに

ぎりをほおばる人たちの映像が、この話題を明るく取り上げるのに効果的だった。滋

賀県は災害が少なくて住みやすいのだが、県民の防災意識が低いという問題もある。

県民の防災意識を高めるためにもこういう話題をもっと取り上げてほしい。隣の福井

県には原子力発電所があり、また、関西にとって大切なびわ湖を預かる県でもある。

大津局には、滋賀県が災害の影響を受けたら関西全域に影響があるという意識を持っ

て情報を発信してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

何をしたら防災意識を高めることにつながるか、答えは簡単では

ないが、小さな取り組みでも伝え続けることが大切だと考えている。

今回のリポートは、阪神・淡路大震災を機に生まれた取り組みが滋

賀県内にもあるということを紹介した。 

 

○  「ならナビ」内コーナーについて。１月１３日(水)のならコレ！「新春の伝統行事

を守る～奈良・上北山村の弓矢祭～」は、上北山村の新春行事を取り上げ、中学生の

男の子の通過儀礼としての側面とあわせて、過疎化の問題への取り組みをさりげなく

伝えていたのがよかった。ただ、奈良市内から上北山村までの距離感が伝わってこな

かったのが残念だった。１月１４日（木）の記者リポート「２つの震災と向き合う」

は、奈良県内の大学で災害医療の授業に取り組んでいるという情報だったが、震災へ

の関心を促す意味でもいい内容だった。１月１９日（火）の春日野だより「おん祭り

を支える人たち」では、おん祭りを支える一般の人々の活動が紹介されていた。祭り

で使われる道具類はすべて本格的な作りの物で、その修繕にあたるのは正倉院宝物の

修復も手がけるような腕のいい職人さんである。こういうところに奈良のすごさを感

じる。１月２０日（水）の歴史秘話ヒストリア「新常識！歴史ＮＥＷＳ」直前企画「な

ら歴史ニュース２０１５」は、地域放送局が全国放送の番組を使って地域に関わりの

ある番組を制作していく好例である。どのテーマも奈良だからこそのすばらしい内容

だった。それだけに、奈良局で放送に携わるみなさんには、職種やキャリアの違いを

超え、奈良の話題を取り上げることの意義を改めて心に落とし込みながら、誠実に伝

える責任があると思う。ＮＨＫで仕事をしていることの自負と責任感を持って研さん

に励んでほしい。 

 

○  「ならナビ」を視聴した。奈良県には、古代の文化遺産といった全国レベルの題材

が豊富にあるのだ。そういったことを意識しながら丁寧に伝えていってもらいたい。 
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○  「ならコレ！」と「春日野だより」は、祭りに参加し、支える地元の人たちのあり

さまを丁寧に伝えていて気持ちが良かった。共に、自分たちの祭りという意識があり、

関われることが喜びという意識を持っていることが伝わってきて、それが何よりだっ

た。「歴史秘話ヒストリア直前企画」も、臨機の好企画であった。「記者リポート」も

思いは伝わったが、動画・実写が、現在の堀内美由紀さんの周辺だけだったのは少し

残念だった。もう一つ何かが加わると厚みが出たのではないか。 

 

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

 １月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、２０日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、事前に視聴してもらった歴史秘話ヒストリア スペシャル「徹底解明！こ

れが真田丸だ～地中に残された幻の城～」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  西田 賢治 (大阪商工会議所 参与) 

副委員長  小島多恵子 (公益財団法人サントリー文化財団 上席研究員) 

委 員  浅野 秀剛 (あべのハルカス美術館 館長) 

   市田 恭子 (デザイナー集団 Team coccori 事業代表) 

   佐野 純子 (奈良インターカルチャー 代表) 

   田辺 眞人 (園田学園女子大学名誉教授) 

   原  さだ ((財)龍神村開発公社 専務理事) 

   山﨑 弦一 (日本労働組合総連合会大阪府連合会 会長) 

   山舗 恵子 (京都リビング新聞社 統括編集長) 

   吉岡 幸雄 (染織史家) 

 

(主な発言) 

 

＜歴史秘話ヒストリア スペシャル  

「徹底解明！これが真田丸だ～地中に残された幻の城～」 

(総合 1 月 6 日(金) 10:00～11:13)について＞ 

 

○  私にとっては真田幸村という名前のほうがなじみ深いのだが、本当の名前は信繁だ

と理解できた。真田信繁といえば数々の伝説が残っていて、いろいろな小説やゲーム

にも登場するし、ドラマで取り上げられるたびに、誰がどのように真田信繁の最期を

演じるのかが気になるぐらい、かっこいい偶像的なヒーローのイメージがある。今回

のヒストリアは長編だったが、航空写真を立体視するというアナログな手法とレーダ

ー探査というハイテク手法の融合によって真田丸の場所を特定する過程が非常にお

もしろく、興味深く視聴した。真田丸の場所について、あのあたりに存在したらしい
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という説がもともとあったのか、それとも出演者の千田嘉博奈良大学学長が今回の番

組のために調査して発見したのかがわかりにくかったが、それでもドキドキしながら

最後まで視聴した。シミュレーションが効果的に使われていた。ぜひ自分でもあの場

所を歩きたいと思ったぐらいなので、史跡として名所になるのではないだろうか。大

河ドラマが大坂の陣を描くタイミングで再放送したらよいのではないだろうか。 

 

○  大変興味深く視聴した。そもそも「真田丸」が出城の名前だということを知らない

人が多く、大河ドラマのタイトルが何を意味しているのかわからない人は意外に多い

ように思う。真田丸の場所については、新しい発見によって新しい説が定説に変わっ

ていく、今はその転換期ではないだろうか。レーダー探査は相当苦労したと思うのだ

が、番組ではその部分があっさりしていた。もう少し苦労したところをきちんと描い

たほうがよかった。また、これまで定説とされてきた真田丸の場所や形を示す絵図や

地図は数多くある中で、今回番組で特定した真田丸の場所とその形を裏付ける資料と

して紹介された絵図はたったひとつだけだったので、今回の新説を実証するにはやや

弱いと感じる人もいるのではないだろうか。それと、大坂夏の陣では茶臼山に別の真

田丸が築かれたので、真田丸は歴史上ふたつあったわけだが、そのことをもっと明確

に説明したほうがわかりやすかったのではないか。番組では、従来の定説だった真田

丸は、茶臼山に築かれたほうのふたつめの真田丸だった可能性が高い、ということを

示唆したかったのだと思うが、そうであれば、茶臼山の真田丸を示した絵図として番

組で紹介した絵図は、南が下になる向きで紹介すべきであった。とはいえ、大河ドラ

マ「真田丸」にしてもこの番組にしても、地図や絵図が多用されているのは理解の助

けになる。一方で、大坂城をめぐる攻防戦は平地での戦いなのに、番組中の合戦シー

ンで、背景に高い山が映っていたのは残念だ。最後に、「真田丸は戦国最大のミステ

リー」というのはやや言い過ぎである。 

 

○  この番組を視聴して、この場所を訪れてみたいと思った。実際に現地を歩いて撮影

していたので「このあたりは崖だった」といったように、当時の地形が今も残ってい

ることがよくわかった。合戦シーンの映像は広い野原といったところで撮影されるこ

とが多いが、実際の大坂城をめぐる攻防戦は狭い路地で区画された寺町の構造を効果

的に利用していたことがよくわかった。私の周囲でも若い人たちがこの番組を楽しん

で視聴しており、科学的な調査に基づいた知見をわかりやすく紹介した、おもしろく

勉強できる番組だったと思う。大河ドラマ「真田丸」をしっかり視聴しようという気

持ちになる番組だった。 

 

○  舞台が関西で、出演者も関西の研究機関の人が多いこともあり、興味深く視聴した。
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立体視の素材になった写真が、戦後すぐの焼け野原になった日本をアメリカが大規模

に空撮した写真で、その時代にアメリカがそれだけの資料画像を残しており、その資

料が今でも大変役に立っていることはなにか感慨深いものを感じた。また、浅野家に

伝わる絵図や、大狭間筒など、関係する地域の人々にとってはなじみのあるものでも、

他の地域の人にとっては知らないことも多く、そのような地域の資料もきちんと集め、

整理してあらためて情報発信することや、そもそも記録することの大切さといったこ

とを考えさせられた。 

 

○  全体的にはおもしろく視聴した。しかし、大河ドラマ「真田丸」初回放送の直前に

この番組を放送するあたりに番宣の意図が見え見えで興ざめだ。また、科学的な手法

やそれによって得られたデータは正しいと思い込んでしまいがちだが、実はそうでも

なく、間違っていることも多々ある。今回の番組で得られたデータも本当に信頼に足

るものなのかはやや疑問に思う。それと、歴史番組において、紹介した説に反対の立

場の人が出演しないのもおかしいと思う。この番組では真田軍の鉄砲の威力が圧倒的

だったように紹介しているが、家康配下の国友村の鉄砲鍛冶の功績について全く取り

上げておらず、真田側に偏り過ぎた番組だった。今回もそうだが、「歴史秘話ヒスト

リア」は、いつもあと一歩ステップアップすればおもしろいのに、と残念に思うし、

キャスターの着物にもがっかりしている。 

 

(ＮＨＫ側) 

アメリカ軍の戦略爆撃調査団が撮影した航空写真を使っての立体

視は、千田学長のアイディアで、この番組のために初めて試みた。

さらに第三の真田丸が大阪府藤井寺市の道明寺にあった可能性があ

り、ヒストリアの制作陣が引き続き取材している。番組で使用した

絵図の向きについては、実際の絵図の向きを優先したため、絵図に

よってどの方角が上になるかがばらばらになってしまったが、うま

く統一したほうがよかったかもしれない。大坂冬の陣・夏の陣は、

はるばるイギリスに発注した大砲が使用されたりといった、国際的

な広がりを持った戦だった。国友村の鉄砲鍛冶も含め、この時代の

銃器に関することも、機会があれば番組で取り上げていきたい。 

 

○  真田丸の場所を解き明かしていく過程は、自分も一緒に探しているようで楽しく、

興味深く視聴した。科学的に堀の場所を探していく手法や、文献や屏風といった資料

の使い方が丁寧でわかりやすかった。ただ、構成要素が、科学的な解明と、歴史学上

の真田丸についての諸説、それにドラマ仕立てで真田信繁の生涯を描く部分というよ
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うに、内容が分かれる感じがした。信繁の活躍がもう少し番組の始めのほうにあって

もよかったかもしれない。連続テレビ小説「あさが来た」でも、登場人物の着物の柄

を楽しみに視聴している。「歴史秘話ヒストリア」のキャスターの着物の柄は、画面

上ではＣＧだが、実際はどんな着物なのだろうか。 

 

○  大変おもしろく視聴した。大河ドラマ「真田丸」の導入としての役割はうまく果た

せたのではないかと思う一方、この番組で信繁の生涯がわかったので、もう大河ドラ

マは視聴しなくてもいいという人もいるかもしれない。「初めて科学的な調査を行っ

た」「戦国最大のミステリーを 400 年ぶりに明らかにする」といった大げさな表現に

は「本当にそうなのか？」と疑問に思う。また、番組で紹介した説や発見がすべてこ

の番組でＮＨＫが初めて紹介し発見したことであるかのように取り上げているが、少

し調べてみると、「歴史秘話ヒストリア」の過去の放送でも同じ題材を取り上げてい

るし、真田丸の場所が、番組で紹介していた場所であるという説が既に存在していた

ことの証拠に、番組で真田丸の一部として紹介されていた心眼寺の門前に「真田幸村

出丸城跡」の石碑が建っている。大河ドラマ「真田丸」への導入という役目を考える

とおもしろさが必要であることはわかるが、これまでに既にわかっていたことと、今

回の取材で新たに明らかになったこととが視聴者にきちんとわかるように整理して

伝えるべきであった。 

 

○  この番組を視聴すると、番組でとりあげた説は今回初めてＮＨＫが明らかにしたよ

うに錯覚すると思うが、実際にはすでに千田学長があらかじめ調べていたことなども

取り入れながらＮＨＫが番組化したものだ。そういう演出は、ある程度は許されると

思うが、もう少し配慮すべきである。実際はかなり昔から、真田丸はあの場所にあっ

たと言われており、背後に空堀があったのか、大坂城の外堀に接していたのか、その

あたりで説が分かれるぐらいの話だし、最近では出城説が有力になってきた。しかし、

それを言ってしまうと番組の盛り上がりに水を差すので、あえてごまかしているよう

な印象を受けた。しかし、番組としては非常によくできたおもしろい番組ではあった。

真田幸村に関しては、呼び名がどういう変遷をたどったかだけでも１本番組ができる

のではないだろうか。大坂の陣も興味深い題材なので、いろいろ工夫して紹介してほ

しい。 

 

○  最初、大河ドラマ「真田丸」とは舟のことかと思っていた。「真田丸」というのが

謎の多い城であることは、実はあまり知られていないのではないだろうか。常々、「歴

史秘話ヒストリア」でとりあげていることは、ＮＨＫが独自に調べて解き明かしたこ

となのか、それとも他の個人、あるいは研究機関の功績なのか、どちらだろうと疑問
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に思っていた。誰が発見したことなのかというクレジットは視聴者にきちんとわかる

ように伝えるべきだ。また、番組の中で、「真田丸はこのあたりにあったと思う」、と

いうようなことをひと言だけ言う人が出ていたが、それが一体誰だったのか気になっ

た。全体的に見れば、これまで謎とされてきたことについての答え、定説とされてき

たことに対する反証を、膨大な歴史資料や最新のテクノロジーを用いて解明したり、

ＣＧ、実写、データをふんだんに使って視聴者にわかりやすく紹介していて、歴史と

現代が交錯するスリリングなおもしろさを感じる番組だった。しかし、最後に紹介し

た「もうひとつの真田丸」については、この番組で新しく取り上げる材料はなかった

にもかかわらず、無理に信繁の最期まで話を引っ張っていて、大河ドラマ「真田丸」

の番宣の意図が強く出すぎだった。せっかく大坂冬の陣の時の真田丸の謎に迫る番組

なのだから、その部分にもっと深く迫ってほしかった。 

 

○  「歩いて感じろ！真田丸のヒミツ」(ＢＳプレミアム 1 月 3 日(日)後 6:00～6:59)

と一部重複する内容ではあったが、真田丸にまつわる７つの謎をひとつずつ解き明か

していくストーリー展開や、大河ドラマの映像、ＣＧを随所に取り入れた構成はおも

しろく、最後まで興味深く視聴した。真田丸の場所については諸説あり、地元の人々

はそれぞれ「ここが真田丸の跡だ」と主張している。そういう状況のなか、今回、新

たにレーダー探査と立体視によって大阪市天王寺区餌差町のあたりだと突き止め、真

田丸の形も、丸というよりは台形のような四角形だったと明らかにしていく過程はお

もしろかった。また、千田学長が古地図を手に現地を歩く映像から、当時の地形が一

部残っていることがよくわかった。心眼寺の墓地からの映像、地図、ＣＧを駆使して、

真田丸が崖と堀と石垣に守られた要塞であり、また、立地面でも、攻め手が自由に動

けないように寺町に築く戦略をとったことがよくわかった。大狭間筒を実際に撃って、

弾が鉄のよろいを貫通した映像を見て、真田軍が徳川軍に大打撃を与えたことを想像

できた。信繁の戦略、戦術が大変理にかなっており、だからこそわずか 5,000 の兵で

２０万の徳川軍相手に戦うことができたのだと、この番組を視聴してわかった。番組

の最後に、資料提供等に協力してくれた個人、団体名が流れ、膨大な資料を収集し、

手間暇かけて番組を制作していることが感じられたが、ＮＨＫがどこまでを突き止め、

どこからは他者の協力を得たのか視聴者にわかるようにしたほうがいいのではない

か。 

 

 (ＮＨＫ側) 

この番組は、奈良大学、大阪文化財研究所、奈良文化財研究所と

ＮＨＫの４者がプロジェクトを組んで取り組んできたものである。

お尋ねのあった「真田丸はこのあたりにあったと思う」と発言して
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いたのは、大阪文化財研究所の方である。確かに、これまでに放送

した「歴史秘話ヒストリア」でも真田幸村を取り上げ、その際に真

田丸のＣＧを作り、広島藩浅野家の「浅野文庫 諸国古城之図」177

枚の中の、「大坂真田出丸」も紹介した。今回の番組での発見は、真

田丸があったと思われる場所に堀の跡が見つかったこと、真田丸の

跡地に寺町を作ったのではなく、戦略的にもとからあった寺町の構

造を使って真田丸を築いたこと、大坂冬の陣での真田丸攻防戦は、

広い平地での戦ではなく、寺町の狭い路地で戦われたことを明らか

にしたことである。幸村が明治以降ブームになったために、さまざ

まな伝説がある中、真田丸の本当の姿に迫ろうとした番組である。

視聴者をひきつけるための工夫を重ねる中でも、大げさになりすぎ

ることのないよう、今後もバランスをとっていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月１０日(木)のクローズアップ現代「橋の“命綱”が危ない～公共工事 はび

こる不正～」について。橋を補強するための安全装置の強度が不正工事のために不足

していることに関するリポートだった。番組の最初のほうで、安全装置は緊急輸送道

路に指定されている橋に取り付けられているという説明があったことで問題の重要

性がはっきり認識できた。また、関係者への聞き取り調査や証拠となる実際の文書を

画面に映し出す等から、きちんと取材されていることがうかがわれた。不正の理由と

して、コストダウンをはかったということだが、いったいどれぐらいのコストダウン

になるのか、学識者ではなく同業の現場の人に取材していたのもよかった。実際の検

査の時、どうやって不正をするのか、文書から読み取れる現実が浮き彫りにされてお

り、わかりやすかった。一方、今後どのような対策をしていくのかもっと突っ込んで

ほしかった。実際に生活道路として使う場所でもあり、手抜き工事や不正の実態と今

後の対策について、ぜひ詳しく知りたいし、不正業者がどのようなペナルティーを受

けるのか、また、海外での対策の事例についてももう少し詳しく紹介してほしかった。 

 

○  こういう番組を視聴すると本当につらい。日本人はもう少しまじめで海外に売り込

める高い技術力を持っているはずだと思っていた。京都では、耐震工事をしていない

という理由で使えない建物があるのに、日常的に多くの人が使用する橋で、安全のた

めの補強工事に不正があるというのはいったいどういうことなのか。科学や技術の能

力が高いにも関わらず、精神性が低いということなのだろうか。ゲストの首都高速道

路技術センター上席研究員の髙木千太郎さんが、技術者に必要な３つのものとして
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「第一は技術力、第二は想像力、第三は倫理観」とはっきりとおっしゃっていたが、

この番組では、想像力や倫理観への追求が足りなかった。放送に携わる人たちは、倫

理の問題にもっと深く切り込んでいかないと、この国の良いところが引き出されない

のではないか。技術の問題以上に、精神性、倫理の問題についてもっとニュース番組

で取り上げてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組では長い時間をかけて真実に迫ろうと努力した。京都で

の、小さな不正についての国土交通省による公式発表が発端となり、

関係者に取材を重ねたところ、いろいろなところで橋の補強工事で

の手抜きが行われていることが明らかになってきた。問題の企業の

内部には不正について知っている人は大勢いて、内部告発をしてい

る。現場の一線で技術者として真剣に取り組んでいる人たちが、か

なり疑問を感じながらも工期に間に合わせようとして「これぐらい

なら許されるだろう」という感じで不正が広がっていく実態が明ら

かになった。基礎工事ではなく補強工事での不正ではあるが、仮に

震度７クラスの地震が起きた場合、不正な補強工事により、本来な

ら救えるはずの命が救えなくなるようなことも起こりかねず、それ

はやはり問題だ。 

 

○  本来、技術者には高い技術力、想像力、高い倫理観が求められ、また、そういう資

質を持った方が多いはずだと思う。ひと言で言えばまじめな方々で、そんな方々に不

正を強いるのは企業犯罪だ。こういった企業犯罪がなぜ起こるのか、その背景や仕組

みについて掘り下げ、解明する番組をぜひ制作してもらいたい。切り口のひとつとし

ては、大企業と中小企業の間で適正価格で取引がなされているか、いわゆる下請けい

じめみたいなことが引き金となって企業犯罪が誘発されているのではないかという

公正取引の問題、もうひとつは、企業の社会的な価値、あるいは責任としての労働者

の生活賃金、雇用安定や男女共同参画、障害者雇用といった側面である。こういった

ことをぜひ番組で取り上げてほしい。 

 

○  さまざまな企業犯罪が最近頻繁に起こっている。調べていけば、実は多くの関係者

が問題を認識している。こういったことの構造的な問題を解明し、企業犯罪を防止す

るために、ＮＨＫには役割を果たしてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 
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事件、事故が起こったときに、虫の目で鋭角的に切り込んでいく

ことももちろん大切だが、背景や構造的な意味合いについて鳥の目、

俯瞰(ふかん)した見方で迫っていくことも必ず必要である。番組で

もニュースでも、その両方の視点から常に問題をとらえるよう心が

けたい。 

 

○  １２月１８日(金)の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」について。番組放送中にニュースに対す

るツイートがどんどん流れて、ネットナビゲーターがニュースについての当事者や専

門家とツイート内容を織り交ぜながらやりとりするという、新しい形のニュース番組

だと感じた。この日は、大阪でのブルース復活がテーマだった。憂歌団やＢＯＲＯが

活動を再開し、最近はザ・たこさんや大西ユカリさんといった方々が活躍していて、

多くの若い人たちが彼らの歌を聴きにライブに来ているとのことだった。この番組で

は、なぜ大阪でブルースなのか、さまざまに分析されていて、分析の内容そのものに

ついてはなるほどと思うこともあれば反論したいこともあったが、大阪で再びブルー

スが盛り上がりを見せていることは大変結構なことだし、関西の文化を全国に発信し

ていくことはこれからも続けてほしい。ツイートは視聴者がそのニュースに対してど

んな感想を持っているのかリアルタイムで知ることができ大変おもしろいのだが、画

面を見ながら小さい文字を追うのは大変難しい。「紅白を見なくても年を越せそう」

と「紅白を見たい」という一見正反対のツイートがあって、昨年末の「第６６回ＮＨ

Ｋ紅白歌合戦」へのいろいろな課題認識の一端がここにも現れているのではないかと

興味深かった。 

 

○  「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」について。メインの画像の下には小さい文字がかなりの高ス

ピードで表示され、同時に耳でも内容を聞く。こういうことは、私はとても苦手で無

理だと思った。今の時代を反映しているのだろうと思う。大阪文化の独自性として大

阪ブルースを取り上げていた。これは非常にいいことだ。地域の独自の文化があり、

それで生計を立てている人がいて、そういう人を番組できちんと取り上げるのは、中

央にはないゆったりとした価値観だ。地方独自の文化を体現する人が、中央で有名に

ならなくてもいいのだ、と思う価値観はすばらしい。地方を訪れないと味わえない、

体験できないという部分をもっと大切にしたいと思う。そういう多様な文化をぜひこ

れからも発信し続けてほしい。大阪弁はブルースに合う、リズム感がすばらしいとい

ったことが番組内で言われていたが、どういう大阪弁がリズム感があってブルースに

合うのか、実際に例示してもらいたかった。大阪ブルースのアーティストの中で、安

藤八主博さんや大西ユカリさんが若い人と紹介されていたが、彼らは若いというより

はむしろ中高年のイメージだと思う。 
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○  大阪発の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」は、初めて視聴したように思う。災害時に東京から

の情報発信が途絶えた場合、大阪がバックアップ機能を果たすというＮＨＫの方針に

沿った放送なのだと思うが、月に一回このような放送があるのはいいことだ。大阪発

だが、いつもの「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」と変わらず安心して視聴できた。大阪発の場合、

東京は全く関与していないのだろうか。現実に東京が機能しなくなった場合は、大阪

からのバックアップはある一定期間必要だろうと思うが、その体制はとれているのだ

ろうか。大阪発のときと東京発の時でツイート数に違いはあるのだろうか。大阪ブル

ースの話題では、ブルースを歌う人、専門家、あるいはコアなファンだけでなく、こ

れまで大阪ブルースになじみがなかった人たちのツイートも交えて、広く大阪ブルー

スを大阪発の文化として紹介していたのがよかった。 

 

○  「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」が大阪からも放送されることは知らなかった。今回は大阪ブ

ルースを取り上げた時間が、３０分間の放送時間のうち１６分にも及んでおり、ニュ

ース番組ではなく特集番組のようで違和感を覚えた。関西の文化を取り上げることは

非常にいいことではあるが、それは特集番組で放送することだと強く思った。ニュー

スリーダーのアナウンサーが、非常にてきぱきとニュース項目を伝えていたが、ニュ

ース番組としては、本来はニュースを伝えることにもっと時間を割くべきである。全

国放送でも、東京と大阪では経済ニュースの取り上げ方にかなりギャップがある。大

阪から放送する場合でも、大阪、あるいは関西として全国に向けて発信すべきニュー

スを選んでほしい。大阪発の回では経済が話題にならないというようなことではいけ

ない。せっかくの全国放送なので、ぜひ、大阪や関西からの視点で経済問題を取り上

げてほしい。つぶやきビッグデータは、当日や最近の出来事を知る上で、インターネ

ットのサイトともつながっており大変便利だ。ツイートについては、前のニュースに

ついてのツイートが別の話題に移ってからも長い時間流れていたのがかなり目障り

だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

大阪局発の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」は、東京が首都直下地震で機能

停止したときに備えて大阪からニュースを出していくことに備える

位置づけでもある。基本的な構成等は大阪局が考え、ツイッターや

つぶやきビッグデータは特殊な技能が必要なので東京の応援を得て

いる。東京が機能停止したときに大阪からの放送をどれぐらいの期

間続けるかについては、災害から２～３日は今の関西の人員で持ち

こたえ、関西近辺の名古屋以西から応援をもらって放送を続けてい
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く。その動員計画も具体的に誰がどこに行くかまで詳細に決めてい

る。今の大阪局の人員だけで１週間なり１か月なり放送を出し続け

るということではない。ふだんから全国向けの放送を出していない

といざというときにできない。これからも、東京のバックアップを

大阪局が担うという意識と緊張感を持って放送を送出していく。来

年度の番組編成では、午後１０時台、１１時台のニュース番組のあ

り方は少し変わってくる。来年度以降も大阪から全国に向けてニュ

ースを送出する機会は設けていきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」のツイート件数は、東京発のときよりも大

阪発のときのほうが多い。時によっては過去最高を更新することも

ある。また、大阪局の公式ツイッターアカウントや「ＮＨＫニュー

ス７」のツイッターアカウントで担当のキャスターがツイートする

とそれに対する反響もたくさんくる。 

 

○  １月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「震度７ 何が生死を分けたのか～埋もれたデ

ータ ２１年目の真実～」について。毎年この季節になると震災関連で意見を求めら

れる。震災体験を伝えていく努力は続けないといけないが、毎年同じようなことを聞

かれ、この番組についても例年と同じような番組かと正直あまり期待していなかった

のだが、今年は新しい資料が多く、これまでばらばらだったデータが結びつけられ、

自分の体験ともあわせて本当によい教訓になる番組だった。分析だけに終わらず、そ

れほど複雑ではない対策についてもわかりやすく打ち出されていた。具体的には、地

震直後には、多くの方が窒息で亡くなっている。体の一部が圧迫されると窒息してし

まうからで、これを防ぐには耐震化を進めることが非常に有効だ。震災後１時間以降

の死因としては、焼死が多かった。震災直後に起きた停電が徐々に復旧するにつれて、

倒壊した建物の中で電気ストーブ等から出火し火災になる通電火災のためである。こ

れを防ぐには感震ブレーカーをつけておけばいい。まだまだ低い感震ブレーカーの普

及率を今後上げていくことが必要だということがよくわかった。震災から５時間後で

も、まだ 500 人もの人々が生きていた。彼らを救出しようと現場に向かった救助隊

を阻んだのは、道路の渋滞だ。ささいな道路の段差が車両の通行を阻み、大渋滞を引

き起こした。国土交通省は、警察を中心とした復旧のための交通通行規制について、

早急に具体的な方策を考えないといけない。それと、特にテレビのように視覚で情報

を伝えるメディアでは、映像で映らない情報をいかに的確に伝えるかに工夫をしてほ

しい。 
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○  ＮＨＫスペシャル「震度７ 何が生死を分けたのか～埋もれたデータ ２１年目の

真実～」は、ＮＨＫが独自にプロジェクトを作り、これまで研究機関や自治体や病院

などに、ばらばらに埋もれていたデータを掘り起こし、つないで分析していた。一機

関、一組織だけではできないことをＮＨＫならではの編集力でやり遂げた、よい番組

だった。今後もぜひこのような番組を続けていってほしい。 

 

○  １２月２５日(金)の「あすのＷＡ！年末ハイライト」(総合 後 6:10～7:00 和歌

山県域)について。この１年の和歌山県のニュースがよくまとめられていた。７０年

前の昭和南海地震の時の映像も取り上げられており、当時の教訓を今後に生かせるの

かという問いかけもあった。広川町の「稲むらの火の館」からの中継では津波シミュ

レーターが紹介されていた。東日本大震災以来、来館者が２倍に増え、昨年は同館を

訪れた人が４万人になったとのことだった。崎山光一館長の話では、外国人の訪問者

の中には、津波が来たら高いところに逃げるということを理解出来ない方がいるそう

で、そういう世界の人々に向けても情報発信していきたいと決意を新たにしておられ

た。また、紀の国わかやま国体、紀の国わかやま大会の両大会の映像の中から、地元

選手の活躍、ボランティアのサポート、国体での総合優勝といった場面が感動的にま

とめられていて楽しく視聴した。九度山町からの中継では大河ドラマ「真田丸」を機

に町を盛り上げようという意気込みが伝わってきた。１年間の膨大なニュースが非常

によくまとまっていて、来年に向けて希望も持てる内容だった。 

 

○  １２月２５日(金)のみんなでつなごう！応援宣言「しが！応援宣言」年末特番(総合 

後 6:10～7:00 滋賀県域)について。大津局がクリスマスに生放送する中で、秋葉原

の滋賀県産食品を扱う店からも中継があるという情報が滋賀県内のソーシャルネッ

トワークサービス上で大変話題になっていた。また、番組自体も明るい内容で好感が

持てた。ゲストのテツａｎｄトモさんが会場を盛り上げていて、会場全体が一体とな

って楽しく盛り上がっている雰囲気がよかった。ＮＨＫ大津放送局が「しが！応援宣

言」として滋賀県を盛り上げようとしていることが伝わってきた。子育て、食、ゲス

ト、音楽、学校という５つのカテゴリーだったが、私は学校についての特集がいい企

画だと思った。子どもたちはＬＩＮＥ上でのいじめに巻き込まれていて、中には本当

に悩んでいる子もいる。番組では、ＬＩＮＥ上で悪口が続く場をなごませるための「お

たすけスタンプ」を考える授業に取り組む学校の活動を紹介していて、私自身も大き

な気づきを得た。こうした取り組みについて今後も継続的に番組で取り上げてほしい

し、できたら滋賀県全体で取り組んでいけばもっといいと思う。秋葉原からの生中継

にはわくわくした。番組内で「私は滋賀県の○○を応援しています」というボードを
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手に持って、これまでに出演した方々も登場したが、これまでに出演した人はもっと

大勢いたはずなので、その方たちの今後についても継続的に取り上げてほしい。 

 

○  １２月７日（月）の人生デザイン Ｕ－２９「インターンコーディネーター」につ

いて。主人公の女性から光るものが感じられなかった。モニター報告を読むと好意的

な意見も多く、批判的な意見にしても私が感じたこととはだいぶ違っていて、私自身

の番組に対する感想が年齢的な理由からか、あるいは性格的な理由からか、ちょっと

変わっているのだろうかとも思ったが、この番組を奈良局が、ＮＨＫが制作する意義

が感じられず大変残念だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組は２９歳以下の若者を取り上げた番組だが、今の若者は、

生まれてから日本が盛り上がる時代というのを一度も経験していな

い。そのためか非常に消極的で、飲み会のような場でもひたすら静

かにしている。自分の小さな満足だけを大事に守って生きていくよ

うな若者が多い。仕事にしても、ひとつの職に就いても、なんとな

く違うと感じるとすぐに職を変えていく若者が本当に多い中で、今

回の主人公のようなそういういまどきの若者の一人が、逆に人の職

場の選び方を手伝うということは、ひとつの新しい若者の姿であり、

それをテーマに描きたいという主旨で取り組んだ番組である。ご理

解いただけたらありがたい。 

 

○  「第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、まるで幕の内弁当とサンドイッチを一度に買っ

たかのような印象だった。もう少し一貫性があったほうがいいのではないか。 

 大河ドラマ「真田丸」の主役の着物の柄は、明治から大正時代の柄である。その着

物が桃山時代の衣装としてかなり長時間画面に映るのだが、時代考証はどうなってい

るのか。また、このドラマのナレーションのアナウンサーはどういう理由で起用され

たのだろうか。 

 

○  大河ドラマ「真田丸」のナレーションは、まだ聞き慣れない感じがする。これから

だんだんこなれてくるのかもしれないが、第１回と第２回を視聴した限りではなんと

なく違和感があった。 

 

(ＮＨＫ側) 

ドラマのナレーションについては毎回いろいろなご意見をいただ
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く。そうしたご意見をアナウンス室で集約し、ドラマの制作責任者

とともに読み込んで、必要なご意見は速やかに本人に伝わるように

している。どんなアナウンサーでも自分がナレーションを担当する

ドラマが始まってすぐの頃は不安な中でいろいろ試行錯誤する。「真

田丸」はまさにその試行錯誤の真っ最中なので、今後１か月、３か

月と引き続き視聴いただいて、またご意見をいただければと思う。 

 

○  「障害者」という言葉の表記について。一般的には「障がい者」と表記するように

なってきているように思うが、ＮＨＫが「障害者」という表記を使い続けるのは何か

理由があるのか。 

 

(ＮＨＫ側) 

同様のご意見は他にもいただいている。最近自治体でも「害」の

字をひらがなにしようという動きがあると聞いているし、他のマス

コミもひらがなを使う。ＮＨＫは、現在は「障害者自立支援法」と

いった法律名の表記に合わせている。ただ、このままずっとこの表

記でいくというわけではなく、社会のニーズや考え方の変化に合わ

せ、今後も適宜見直しが行われていくと思う。 

 

○ １月１４日(木)に緊急地震速報があった。当日は車を運転する直前にＦＭ放送で聞い

たが、緊急地震速報のアラームから、地震がどこで起こっているのかについての情報

が伝えられるまでの時間がとても長く感じられた。関西には、阪神・淡路大震災の揺

れを経験し、その後の東日本大震災を経て、緊急地震速報のアラーム音を本当に怖い

と思う人が多くいると思う。私もあのアラーム音が聞こえると、現況がわかるまでは

恐怖で体が硬直する。もちろん、アラームがあること自体は大事なことだし、情報収

集まである一定の時間が必要なのはわかるが、その時間が少しでも短くなるように対

策を練ってほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

緊急地震速報は、テレビであれば速報と同時に該当の地域が画面

上にスーパーされるが、音声波の場合は速報から地域情報が伝えら

れるまではだいたい２０秒ぐらいかかる。 

 

(ＮＨＫ側) 

緊急地震速報は、速報から次の情報までどうしても若干のタイム
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ラグがある。その時間が心理的な不安要因により実際よりもずいぶ

ん長く感じられるということだと思う。もし、運転中であれば、道

路脇に寄って停車していただくなど、落ち着いて行動していただけ

ればと思う。同様のご意見は他にもいただいている。最近自治体で

も「害」の字をひらがなにしようという動きがあると聞いているし、

他のマスコミもひらがなを使う。ＮＨＫは、現在は「障害者自立支

援法」といった法律名の表記に合わせている。ただ、このままずっ

とこの表記でいくというわけではなく、社会のニーズや考え方の変

化に合わせ、今後も適宜見直しが行われていくと思う。 

 

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１２月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

 １２月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１６日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ勧告について報告があった。

続いて事前に視聴してもらったかんさい熱視線 シリーズ 戦後７０年「戦争の傷を“伝

える”～戦後７０年 継承の模索～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を

行った。 

 最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

(出席委員) 

委 員 長  西田 賢治 (大阪商工会議所 参与) 

副委員長  小島多恵子 (公益財団法人サントリー文化財団 上席研究員) 

委 員  浅野 秀剛 (あべのハルカス美術館 館長) 

   市田 恭子 (デザイナー集団 Team coccori 事業代表) 

   佐野 純子 (奈良インターカルチャー 代表) 

   田辺 眞人 (園田学園女子大学 名誉教授) 

   原  さだ ((財)龍神村開発公社 専務理事) 

   山﨑 弦一 (日本労働組合総連合会大阪府連合会 会長) 

   山舗 恵子 (京都リビング新聞社 統括編集長) 

   吉岡 幸雄 (染織史家) 

 

(主な発言) 

 

＜かんさい熱視線  

シリーズ 戦後７０年「戦争の傷を“伝える”～戦後７０年 継承の模索～」 

(総合 11 月 13 日(金))について＞ 

 

○  私は戦後すぐに生まれた人間なので、戦争そのものの悲惨さはわからないが、実際

に戦争を経験した人たちが減っていき、その人たちの経験談を聞く機会がなくなって

いくことが焦点だった。戦争の悲惨さをどうやって伝えていくか。この番組の中で紹

介されていたように、辻説法的に近所の子どもたちに語っていくということも非常に

効果的だと思った。放送やインターネットのような、現代のコミュニケーション手段

を使って伝えようとすると、なにか戦争というものが物語的になり過ぎるように感じ
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られる。それらに比べると、番組に出演されたような、実際に戦争を経験した老齢の

方々の経験談をじかに聞く体験は、子どもたちに非常に深く伝わるのではないだろう

か。ただ、番組の内容はやや表面的に感じられた。もう少し掘り下げられればなおよ

かった。激しい戦争に巻き込まれてけがをした、あるいは命を失ったということの重

大さと、戦後、昭和３０年代頃までの貧しさ、混乱といったことも含めて、今後も引

き続き番組で取り上げてほしい。テレビや、あるいはインターネットもそうだが、映

像には限界があると思う。また、傷痍(い)軍人の寺本敏春さんから直接体験談を聞い

た子どもに感想を聞く場面があったが、マイクを向けられるとどうしても緊張して、

まっとうな、制限された答えになりがちである。もっと子どもたちの素の議論、感想

を引き出す工夫がほしい。このような番組は、放送局が制作して放送しない限りは続

かない。放送局の本来やるべき重大な使命ともいうべき番組だから、この放送時間で

はとうてい足りない。戦争について考える番組は、シリーズとして、あるいはたっぷ

り時間をとって、今後も続けてほしい。今年は戦後７０年ということでいろいろな番

組があった中で、この番組は政治的な大きな出来事ではなく、一般の人々それぞれの

出来事のなかに語り継ぐべきことがある、そのことに焦点を当てたことは評価したい。 

 

○  戦後７０年ということで、今年はＮＨＫをはじめ各放送局で多角的な視点から多く

の番組が作られている。この番組は、戦争を体験し、その事実を伝える人が少なくな

っている現状にスポットを当てていた。戦争を知らない私と同年代の人々や、さらに

その子ども世代、つまり、戦争を経験した人にとっては子や孫に当たる世代の人たち

が、戦争の何らかの事実を一生懸命に伝えようとする姿を伝える番組だった。この番

組では、従軍して片腕をなくした男性や、従軍経験のあったお父さんが亡くなったと

き、ご遺体をレントゲン撮影し、また、ご遺体を火葬したあとに残った、戦争の時に

受けた砲弾の破片を取り出してその重みを自分の手のひらの中で感じた女性が取り

上げられた。その人たちの活動の中から、伝えることの大切さをうまく表現していた。

戦後７０年たった今は、実際のつらい戦争体験を、体験した一般市民自身が伝えるこ

とと同時に、戦争当時は一般市民が知ることができなかった国の大きな動きについて

も私たちが知る機会が多くある。たとえば「歴史秘話ヒストリア」のような放送番組

もそうしたツールのひとつだ。もしかしたら、戦争を体験した人にとっては、今にな

って、自分たちが経験してきた戦争の裏に、当時は知り得なかった国の動向やさまざ

まな思惑があったことを知ると、なにかやるせない思いをするのではないか、と感じ

る番組もある。国の大きな動きについてはいろいろな資料等で残されることが多い。

その一方、一般市民の人たちが実際に受けてきたつらさは、その人たち自身の言葉で

話されなければ伝えきれない、とても大切なものではないだろうか。この番組は、そ

ういうことを私たちに強く気づかせるいい番組だった。 
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○  私の知人にも、シベリアで抑留された方等たくさんいらしたが、９０歳を超えてだ

んだん亡くなられていっている。シベリア抑留がどれほど大変であったか、その体験

談をよく聞かせてくださって、周囲の人に慕われていた知人も今はもう亡くなってし

まった。番組の中で、亡くなったお父さんのご遺体に残された砲弾の破片を糸口にお

父さんの戦争体験を語る女性の講演を聴いた学生が、「教科書やテレビドラマだけで

はわからない戦争、生き残った人の苦しみを知ることができてよかった」と言ってい

た。この番組では、戦争体験を次世代に届けるための取り組みをしている方々を取り

上げていて非常によかった。番組キャスターが最後に言った「体験を直接聞くことが

難しくなっている」「何を学び未来の平和に生かしていくのか。戦後７０年を超えた

先も私たちが問い続ける課題ではないか」という言葉が非常に印象に残っている。ま

た、アナウンサーのナレーションもよかった。戦争をとりあげたこういった番組は、

残念ながらなかなか視聴してもらえないと思う。戦争体験を次世代に届けようとする

大事な取り組みを取り上げたいい番組だけに、こういった番組をより若い人、幅広い

世代の人たちに視聴してもらうための工夫も必要だ。 

 

○  戦後７０年ということで、日本の植民地支配、日本軍の進撃、特攻、原爆、空襲と

いった戦争の場面、局面の検証番組はたくさんあったが、今回はそれらとは違い、戦

争体験から何を学び取っていくのか、同時にそれらをどう伝えていくのかをテーマと

しており、他の番組とは目的が違っていた。本来は社会が持っている体験を現在、未

来に生かしていくことが歴史を生かすことだが、残念ながら日本の学校の歴史教育で

は年代や地名、人名を覚えることが歴史教育みたいに考えられている。この番組で紹

介されていたような取り組みこそが、本来あるべき歴史の授業の姿だと思うが現状は

そう受け止められていないように思われる。番組では３０代、６０代、９０代の３名

の方々を、年代別にバランスよく取り上げていた。亡くなられたお父さんの戦争体験

を改めて反すうし、これから語っていくという島影美鈴さんは６８歳とのことで、私

は同じ年だ。戦争そのものは知らないが、まだ焼け跡がたくさんあったのを覚えてい

る世代で、やっぱり我々も戦後の経験を次世代へつないでいく役割を果たすべき時か

と思った。 

阪神地区では、７７年前の阪神大水害も被害が大きかったのだが、２０年前の阪

神・淡路大震災、７０年前の空襲、７７年前の阪神大水害と、これらの災害、戦災を

今に伝えている状況を見てみると、例えば阪神・淡路大震災から２０年となることし

を節目に、神戸市は来年から震災の追悼の催しを主催せず、民間が主催することにな

った。震災で親御さんを亡くした人たちを支えた神戸レインボーハウスでも追悼の行

事は今年が最後で、来年からは交流会にするそうだ。震災直後には追悼行事は未来永
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ごう変わらず続くものだと思っていたが、案外あっさりと変わっていくものだ。昭和

１３年の阪神大水害の際には各地で大きな被害があったので、慰霊碑、記念碑が阪神

間にたくさん建てられたが、現在では、役所ではそれらの場所等を把握していない。

そうすると、阪神・淡路大震災も、もう３０年、４０年と年月がたつとどこにモニュ

メントがあるかわからないといわれるような事態になるのではないか。７０年前の敗

戦の頃のことも、伝えていくにはどうするべきか、今、本当に真剣に考えていくべき

時だ。その意味でこの番組はとてもタイムリーだった。神戸では昭和２０年３月と６

月に大空襲があって、６月の大空襲の時に「火垂るの墓」の舞台になった神戸市東灘

区御影周辺が被害に遭った。「神戸空襲を記録する会」という市民団体が毎年３月に

兵庫の薬仙寺という寺で慰霊祭を、６月には「神戸空襲戦跡ウォーク」で、空襲の被

災地を訪ねたり、空襲を体験した人たちを現場に招いて話を聞くという取り組みをや

っているが、ＮＨＫでも各地でこのような努力をしている人たちを支えていってほし

い。戦争で片腕をなくした漫画家の水木しげるさんが１１月３０日に、１２月９日に

は「火垂るの墓」の著者、野坂昭如さんが亡くなった。戦争の実体験からくる憤りを

感じながら戦争反対を訴え続けたお二人も、９０代、８０代で亡くなった今、改めて

こういう番組で、実際の戦争がどうだったか、また、どう伝えていくかということを、

ＮＨＫが番組を通じて提起していけば、何か今後につながる大切なことができるので

はないだろうか。 

 

○  今回の番組で感じたのは、映画とは違うリアルな話はやはり力強いということだ。

これまでにも戦争映画は邦画でも洋画でも多くあるが、それらを視聴して、本気で戦

争反対と思う人はどれだけいるだろうか。かっこいい俳優が出てくる戦場の描写は、

なにかが違うのだと思う。今日、世界的にもいろいろと平和を脅かす事態が続いてい

るが、この番組で取り上げられていたようなリアルな話は心に深く響く。番組で紹介

された、パラオで戦闘に巻き込まれ重傷を負い、飯ごうのふたに自分の傷口から流れ

出る血を受けてそれを飲んで命をつないだという体験談は、本当に身にしみる、怖い、

戦争ってこういうものなのだと思わせる話だった。そのエピソードを伝える語り、そ

の方の写真、血の入った飯ごうのふたのイメージ映像があいまって、心にぐっと迫る

シーンだった。戦争はよくないというメッセージがストレートに伝わった。 

 「あの日 わたしは～証言記録 東日本大震災～」は、私たちにとっては耳を塞ぎ

たくなるようなリアルな話だ。視聴するのがつらくてついチャンネルを変えてしまい

たいと思ってしまうが、やはりこれはちゃんと視聴しないといけない、語り継いでい

かないといけないという体験談ばかりだ。震災は本当にどうしようもないことだが、

その時の経験は後世に語り継がなければいけないと、私はこの番組を視聴すると強く

感じる。 
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 障害者福祉関連法は、昭和２４年に制定された身体障害者福祉法、平成１７年制定

の障害者自立支援法、平成２４年制定の障害者総合支援法へと変遷してきているが、

時代の流れを受けて、障害者、傷痍軍人の方々を保護するところから、自立生活へと

促していこうという方向へ変わってきている。そのような時代の流れはあっても、や

はり戦争体験は変わらず後世に伝えていかなければならないと感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

非常に重たい指摘をいただいた。戦争を伝えていくことの難しさ

と、語り継いでいく努力をしている人たちの地道な取り組みを今後

も取り上げ続けていくことは、公共放送の役目だと思っている。皆

様からのご指摘を重く受け止めて、今後も戦争そのものの悲惨さを

後世に伝えるべく、地道に取り上げていきたいと考えている。 

 

○  「かんさい熱視線 シリーズ戦後７０年」は、この番組以外にも「“駅の子”たち

の戦い～語り始めた戦争孤児～」（7 月 10 日(金)）、「身近にあった“特攻”～幻の三

木飛行場～」（9 月 4 日(金)）を視聴している。今回は傷痍軍人にスポットを当ててい

た。戦争体験は人それぞれである。もちろん死んでしまった人は語ることができない

が、傷痍軍人の方々はかろうじて生き延び、死んでしまった人たちの視線に非常に近

いところからリアルな戦争を語ることができ、死んでしまった人には体験できない、

傷を負って生き残った故に味わった差別や貧困といった戦後体験も語ることができ

る非常に貴重な存在である。しかしその方たちが高齢でどんどんこの世を去って行く

現状を伝えていた。次世代に体験を語り継ぐことができる人たちがいなくなることに

危機感を覚えて、９０代の傷痍軍人の方と傷痍軍人の父親の体験を語る６０代の女性、

それから傷痍軍人会の資料を託された３０代の研究者３人の活動に焦点を当て、戦争

や戦後そのものではなく、今後の未来へ着眼したところに感銘をうけた。「未来の平

和のために」という言葉も強く心に残った。傷痍軍人だったお父さんの死後、全身の

レントゲン写真を撮影し、お父さんの体験を語る島影さんは、どういう経歴の方なの

か知りたいと思った。今回シリーズの最終回として未来を見つめる活動に焦点を当て

ていて非常によかったと思うが、個人の活動にはどうしても限界がある。戦後７０年

のシリーズという形で終わらせることなく、公共放送としてのＮＨＫが、今後もこう

いう形で記録して伝えてほしい。戦争体験は人それぞれであるとともに、地域によっ

ても違うと思う。東京、あるいは大所高所から見た戦争、戦後史ではなく、それぞれ

の地域局ごとにそれぞれの地域の戦争、戦後を記録していけば、その積み重ねは、今

後２０年、３０年と年月を経て、戦後 100 年たった時に非常に有意義なものになる

と思う。 
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○  体験者がゼロになる日がもう目の前に迫っているという時に「継承の模索」という

タイトルのこの番組は、時宜にかなったいい番組だった。継承する、残すということ

には、「資料として残す」ということと、「体験を語り継ぐ」ということがあるかと思

う。実際の体験を語り継ぐことだけが「語り継ぐ」ことではなく、実際に体験してい

なくとも、今後は、心ある人が具体的に継承方法を実践するという方向に向かってい

くべきであろう。継承については、もちろんＮＨＫの役割も大きい。たとえば今回の

「シリーズ 戦後７０年」はそれそのものが一つの資料になる。そのような資料をい

つまで、どのように残していくのか、また、番組の中で３０代の研究者に託された傷

痍軍人のおひとりおひとりについての資料は、極めて重要な一次資料になるものだか

ら、当然ずっと残すべきで、どこで誰が残すのか具体的に検討すべきである。体験に

ついても、当事者が語り継ぐのはもちろん大切だが、劇や映像資料等、さまざまな形

でどう残すのか、つまり体験者がゼロになった後にもどういう形で継承していくのか。

それは、資料をどういった形で保存するかということにも大きく関係する。ＮＨＫだ

けが考えるべきだというわけではなく、日本の歴史のことなのだから、日本国民が、

国も含めて、歴史事象をどう次世代に継承していくのか、少し長いスパンで考えるべ

きである。 

 

○  ＮＨＫらしい大変いい番組だった。私が子どものころ、初詣で白い着物を着て募金

活動している傷痍軍人の方をよく見かけた。最近では全く見ないのでこういった話題

が出ないと忘れてしまっている。また、私は父親からはシベリア抑留について、母親

からは機銃掃射を受けたことについて、直接その体験、記憶を聞いているが、それら

の内容を自分の息子には全然話していない。まさに風化を招くとはこういうことだと

改めて考えさせられた番組でもあった。特に東洋大学文学部助教の植野真澄先生の研

究はたいへん意義がある。誰がどのような傷を負って、それが戦後の生活にどのよう

に影響したのかを検証していくという植野さんの研究によって、まさに戦争が与える

被害の大きさ、肉体的に被る被害もそうだが、その後にまで及ぶ影響の大きさまで非

常によくわかるのではないか。専門家の研究だけに終わらせず、これも是非ＮＨＫで

番組化してほしい。今、語り部がどんどん亡くなっている。これは傷痍軍人の話だが、

シベリア抑留、沖縄戦、原爆、北方領土等々、ＮＨＫにはそれらについての情報を収

集してほしいし、また、それらの問題についての番組も、これまでにたくさん制作し

てきたと思う。著作権の問題等はあると思うが、これら番組を体系化してホームペー

ジ上で視聴できるようにし、また、映像ごとに整理すれば使いやすくなると思う。要

望があれば貸し出すといった事業も今後に役立てるためにぜひ検討してほしい。 
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○  戦争の番組は夏を中心に多く、実際にいろいろ視聴もしているが、傷痍軍人だけに

スポットをあてる番組はあまりなく、テーマとしてはとても良かった。ただ、傷痍軍

人だからこその戦中戦後の苦労がもっと掘り下げられ、浮き彫りになるとさらに良か

った。私は、祖母が祖父を戦地で亡くし、その後女手ひとつで母を育ててきた苦労を

小さい頃から聞いて育った。だからこそ、もう少し生々しい話まで踏み込んで放送し

てもらいたかった。傷痍軍人の寺本さんが子どもたちに戦争体験を語っている話でも、

番組でもう少し詳しく扱ってもらえたらよかった。こういう話を聞かせてもらったと

きに「かわいそうだな」と思うだけの人になってはいけない。そのためにも、戦争中、

あるいは戦後、悲惨な目に余儀なくあわされるということはどういうことかがもっと

伝わるような内容の深さがもう一歩ほしかった。傷痍軍人だったお父さんの死後、そ

の体験を語るために講演会をしている島影さんの話は生々しく、やはり心に深く響く

ものがあってとてもよかった。私自身、これまで伝えることをしてこなかったが、当

事者ではなくても伝えていける、伝えていかなければならないということを提起する

番組で、戦後７０年を経て、そういう伝え方になってきているのだと考えさせられた。 

 

○  全人口に占める９０歳以上の男子の比率は 0.27 パーセントと、非常に少なくなっ

ている。こうした中で、これまで固く口を閉ざしていた軍人等の方々から貴重な証言

を引き出して伝えた今回のシリーズ番組は、非常に多くの方が犠牲になった戦争を考

える中で大変意義があったと思う。傷痍軍人や特攻隊、戦争孤児などの生々しい体験

談は非常にインパクトがあって私たちによく伝わったと思った。戦争で片手を無くし

た寺本さんの話は、アニメやゲームで相手をいとも簡単に殺すシーンを見慣れている

子どもたちにとって大変大きなショックで、戦争の悲惨さをリアリティーをもって感

じたのではと思った。いずれ戦争体験者がゼロになる日がくるが、ＮＨＫが戦争体験

者の貴重な話や資料を映像として残していくことは戦争の記憶の風化を防ぐうえで

大変意義があり、重要なことだ。これからもますます少なくなるが、体験者の証言を

引き出すような努力をしていただけたらと思う。 

 

○  奈良の場合もいろいろな伝統行事がたくさんある。特別な行事等はいろいろな映像

や文章で残すことがあるが、何気ないふだんの出来事はみんなおざなりにしている場

合が多く、いざ何かことがあって記録を探したときにはきちんとした資料が残ってい

ない。だからふだんの出来事こそ、きちんといろいろな形で記録しないといけないと

よく言われている。たとえば東北の震災があったときにも津波の映像はたくさん残っ

ているが、津波に襲われる前の人々の生活の記録は少ないのではないか。ＮＨＫには

そういう部分も映像や番組で残してほしい。 
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(ＮＨＫ側) 

取材した内容を、膨大な過去の素材まで含めてデータとして資料

化する取り組みを、今、始めている。映像ごとに必要な権利処理を

しないといけないので膨大な作業にはなるが、資料化した映像をい

かに視聴者の皆さんに還元できるかに取り組んでいるところである。 

 

○  著作権については、番組を制作するときにあわせてその処理もやってしまうのが一

番早い。あとからやろうとすると大変な手間になる。全部は無理でも、８割ぐらいの

権利処理は、制作と同時にできるはずである。ぜひ検討してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

これからのＮＨＫは公共放送から公共メディアへ、インターネッ

ト展開まで視野に入れた番組展開をしていかないといけない。制作

時にインターネット展開も含めた二次利用まで権利処理するのが一

番いいということは委員のおっしゃるとおりで、必要な権利処理は

可能な限り制作時に済ませるように努めている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２５日(水)の ためしてガッテン「酒かすパワー大全開！」について。みそ

漬けに比べてあまり知られていないかす漬けの手法で干物や野菜をごちそうにしよ

うというテーマだった。かす漬けといえば奈良漬けということで、この番組が奈良局

で制作されたようだ。奈良女子大の食品研究の女子学生たちがありとあらゆるものを

かす漬けにしてみて、かす漬けに向く食材を探っていた。近鉄奈良駅前で実際にいろ

いろな食材のかす漬けを試食してもらって調査したところ、一番人気だったのがマシ

ュマロのかす漬けだった。後日その調査に協力した一般の方から大学やＮＨＫに、「あ

のマシュマロをぜひ奈良の新しい特産にしてほしい。名前は、ガッテンのマシュマロ

→ガッテンマシュマロ→ガテマロはどうだろうか」といった手紙が届いたそうだ。「た

めしてガッテン」という番組が、一般視聴者の方々に浸透していることがよくわかる

エピソードだと感じた。視聴者を無理なく取り込んでいるところがこの番組が成功し

ている理由ではないだろうか。しかし、奈良漬けにたどり着くまでに、京都のいろい

ろな場所をかなりの時間をかけて探し回っていて、その時間がもったいなかった。そ

の部分をもう少し短くし、かす漬けについての説明にもっと時間をかけてほしかった。

「ためしてガッテン」ではよく模型を使って説明し、一般の方へアンケートをとる。

こういうところはこの番組のＮＨＫらしい作り方でわかりやすくてよい。それと、今
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回は指導の先生ではなく、女子大の学生さんたちによる調査で、それも目新しくてよ

かった。 

 昨今はごちそうや地域食材を紹介する番組がたくさんある。食材のおいしさを伝え

るリポーターの人たちは、そのおいしさを伝えるための言葉をもっと豊かにして、ど

うおいしいのかを具体的に表現してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「ためしてガッテン」は、視聴者の方に意外な驚きを提示するこ

とにこだわっている。冒頭で京都に行ったのも、酒かすといえば京

都の漬け物なんじゃないかという思い込みを裏切ったときの驚きを

視聴者に味わってほしいということに重きを置いたためかと思われ

る。また、奈良に限らず、関西のよさをいろいろと見せたいという

思いもあった。味わった時の形容詞が乏しいというご指摘について

は、ＶＴＲのロケであればしばらく考えてから伝える言葉をじっく

り吟味することもできるが「ためしてガッテン」に関しては、スタ

ジオでゲストにたった一回、真剣勝負で食べさせて、その場の直感

の感想を言っていただくことにこだわっている。そのため、ゲスト

は食べる前に感想を考えて準備することができない。「ためしてガッ

テン」には料理専門のスタッフがいて、企画が決まってから本番の

収録まで、かなり長い間、この味であれば必ずおいしいと言っても

らえるレシピを研究し、そのレシピは必ず番組で紹介する。そうい

う状況だとご理解いただきたい。 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」は、姉のはつの嫁ぎ先が没落したり、あさが炭鉱経

営にのりだしたあたりからドラマとして非常におもしろくなってきた。嫁いだ娘を思

う今井家の両親や、没落してかえって家族の絆が強まったはつの一家、ただのおてん

ば娘に思えていたあさが商人として成長していく姿が非常におもしろい。また、あさ

が登場するときにどたどたどたと足音がしてわかるとか、あさが商売で何かひらめい

た時にそろばんの「シャラッ」という音がするといった音の使い方が効果的だ。最近、

母親になってから、あさがあまりどたどたと歩かなくなって少しさみしい。ただ時代

考証の部分では少し気になることがある。せりふのなかで「お邪魔虫」だとか、現代

の流行語が入っているのはよくない。また、ドラマで描かれる炭鉱がこぎれい過ぎる

のにも違和感がある。北九州の炭鉱と大阪との距離感も現実離れしている。つわりの

ひどいあさが本当にかごで大阪まで旅ができるのか、落盤事故があってからあさが大

阪から北九州の炭鉱に駆けつけるまで、馬を飛ばしたとしても結構な日数がかかるは
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ずなのに、よく事故に遭った親分さんが生きていたな、など、疑問に思う。 

 

○  １２月１５日（火）の連続テレビ小説「あさが来た」で、後ろにヤシの木だろうか、

あまりにも高い木が映り込んでいてすごく違和感があった。 

 

(ＮＨＫ側) 

セリフについては、いろいろとご指摘をいただいているが、「び

っくりぽん」というあさの口ぐせはもちろん、今回の創作であり、

時々、現代の人にもわかりやすい言葉を使っているのは、脚本家の

大森美香さんの強いこだわりである。これについてはいろいろなご

意見があると思うが、大森さんの脚本家としての作家性を尊重して

いる。炭鉱との距離感のことについてもいろいろご指摘をいただい

ていて、確かに落盤事故に遭った親分さんが生きていたのは、若干

の疑問は残るが、ドラマということでご了承いただきたい。同様に、

実際の炭鉱はもっと汚かっただろうが、朝の時間帯の番組でもあり、

リアリズムを尊重するあまり汚すぎると、視聴者の方の嫌悪感を招

きかねない。スタッフ間で議論をして、朝の番組にふさわしいかど

うか、ぎりぎりのところでバランスがとれるよう、悩みながら撮影

している。リアリティーを重視するなら疑問は残るかもしれないが、

朝の時間帯のドラマということでご理解いただきたい。 

 

○  「あさイチ」について。番宣が多過ぎると思う。先日は「紅白歌合戦」を陶酔気味

に宣伝していて非常に気になった。「あさイチ」は、ゆるキャラは出てくる、番宣は

多いで、何の番組かわからなくなってくる。「プレミアムトーク」に出演していた山

田洋次監督が、「リアリティーがないとだめなのだ」と力説していたが、ＮＨＫの番

組はリアリティーが足りない。もう少しリアリティーを大事にしてほしい。 

 

○  先日最終回を迎えた今年の大河ドラマ「花燃ゆ」は、歴史を研究する立場から大変

興味深く、楽しんで視聴した。 

 

○  １１月２２日（日）の「大阪ダブル選挙 開票速報」は、あまりにも早い当確発表

に本当にすごいと感じた。一方で、小選挙区比例代表並立制を採用している衆議院議

員選挙と違い、大阪府知事と大阪市長をそれぞれ一人ずつ選ぶだけなのだから、当確

後は記者会見を報道したら、あとはテロップで流すぐらいでよかったのではないか。

午後８時５０分から１１時まで、ほぼ２時間同じ内容を何回も何回も繰り返すことに
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ついては、番組編成上なかなか難しいとは思うが、再考の余地があるのではないか。 

 

○  １１月２９日(日)のルソンの壺～１１月号～「可能性をひらけ 挑戦する農業」に

ついて。高齢化、後継者不足、耕作放棄地、加えてＴＰＰで海外の農産物との激しい

険しい競争が持ち込まれてくるとなって、今、一般に農業に対する見方は少し悲観的

だが、この番組では全く正反対に、今こそ可能性をうまく追求すると大きな発展を望

めることを、３つの企業を例に挙げて説明していた。１つは大阪の会社でカンボジア

で現地の農家を指導しながら日本的な安全な野菜を作っている会社、もう１つは農業

特区になって企業が制約なしに農業に参入できる兵庫県養父市での例が２つ目。３つ

目はＩＴを活用して農業の作り手と買い手とを結んでいる企業だ。カンボジアの企業

は「現地とともに育ち育てる」例である。稲作中心であまり野菜作りが行われてこな

かったカンボジアで、従業員２６人の大阪の企業が無農薬野菜など品質の高い野菜の

栽培を始め、その品質を維持して市場に届ける工夫をし、徐々に売り上げを伸ばして

いるということだ。さらにメコン川に大きな橋がかかってベトナムからタイまでを結

ぶ道路が発達すると年商６億の市場になり、５年後には日本にも野菜を逆輸入して１

０億ほどの売り上げを考えている。もうひとつは農業特区の兵庫県養父市で、製本企

業が農業に参入した例を紹介していたが、これは「土地を耕す地域を耕す」例で、１

０名の方々が農家とタイアップしながら農作物を作っている。活字離れで製本業が先

細っている現状の中、高齢化の非常に激しい養父市で農業を支えるという、全く新し

い事業に進出し、今ようやく神戸のスーパーに販売ルートを開拓して売れるようにな

った。今後は老舗ホテルのレストランにも野菜を供給する見込みで、５年後には１億

2,000 万円の売り上げを見込んでいる。会社はその１０％を農家から受け取る仕組み

である。３つめは「アナログな下地作り」の例で、都市部の高級野菜を必要とするレ

ストランと農家をＩＴで結び、必要な野菜をスムーズに供給できる仕組みを作った企

業だ。初めのうちはＩＴを利用した仕組みにあまり乗り気ではなかった農家を一軒一

軒訪ねて理解を得ることに成功したことを「アナログな下地作り」と説明していた。

将来的にはこの仕組みを個々の消費者にも広げていきたいというような、新しいやり

方の企業による農業への参入と活性化の例である。ただ大阪の２６人の企業で売り上

げが昨年 1,500 万円、今年 3,000 万円というのは、もうかっているのだろうか。２つ

目の企業は５年後に１億 2,000 万円の売り上げのうち、会社が手にするのは１０パー

セントだから、１０名で 1,200 万円だとすると本当にビジネスとして成立するのだろ

うか。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組で紹介した例はすべて計画で、例えば、耕地面積やパートナ
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ー企業が増えていけば、少しずつ利益も増えていくという仕組みを

紹介した。まだまだ小規模なビジネスではあるが、新しい農業の可

能性として番組でご紹介した。 

 

○  この番組では「無農薬野菜」という言葉を一般論として使用したとのことだが、平

成１９年の農林水産省のガイドラインで、「無農薬野菜」という表示は使用が禁止さ

れている。今後は注意した方がいいのではないか。 

 

○  １１月６日(金)おうみ発６３０ 特集インフラ老朽化「道路標識があぶない！」に

ついて。まず、この問題についてこれまで考えたことがなかったので、よくこんなと

ころに焦点を当てた、というのが一番の印象だ。道路標識の数や、交換する必要があ

る標識の数、これまでに交換済みの標識の数など、具体的な数字が詳しく紹介されて

いたが、一視聴者が普通に視聴していたら、そこまで詳しい数字は気にしないかもし

れない。数字を間違いなく伝えるのはＮＨＫらしいと思いながら、そのあたりはもう

少しざっくりとした説明でもいいのではないか、とも思った。一方、道路標識の耐用

年数について、メーカーは１０年と言っているのに対して、警察は２０年ほどと言い、

ちゃんとした規制もないという説明で、両者のギャップに驚いた。大変問題ではない

だろうか。行政の減価償却についての意識はどうなっているのかと思った。この特集

の着眼点はおもしろいのだが、平日午後６時半から７時までの放送時間では、仕事を

しているとなかなか視聴の機会が無いのが残念である。大津局では、身近な地元の話

題を取り上げていて好感が持てる。これからも地域の身近な話題を放送し続けていっ

てほしい。 

 

○  バリバラ～障害者情報バラエティー～「バリバラ特集ドラマ“禁断の実は満月に輝

く”」(12 月 6 日(日)Ｅテレ 後 4:00～4:54)について。これまでこの番組を視聴した

ことがなかった。バリバラの意味がわからず、番組ホームページもチェックした。障

害者自身が出演してその家族も含めての悩みや苦しみ、そして社会との関わり方につ

いて発信するという、おそらくこれまでにあまりないドラマの作りかたではないかと

思う。障害も受け入れてありのままに生きようという意味があったのかと思う。また、

自分の障害のせいで兄の結婚がうまくいかなかったというのが、実は主人公の思い込

みで、飛行機嫌いの主人公を思いやってハワイではなく日本国内で挙式することにし

たとオチがついていて非常に温かい気分になった。このドラマを視聴して障害者側に

ある「外に出たくない」という心理、あるいは周囲の人間にある「障害者を隠したい」

という心理、これらを乗り越えて障害者の皆さんの社会への参加、平等をいかに実現

していくのかということ、これらのことの重要性を改めて考えさせられる機会になっ
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た。こうしたドラマを実際の障害者を起用して制作するのは、非常に勇気のいること

だったのではないか。番組そのものや表現方法等について、おそらくいろいろな意見

はあると思うが、私はそのチャレンジ精神を評価したい。来年４月から障害者雇用促

進改正法が施行され、障害の有無に関わらず労働条件や人事制度において差別的な取

り扱いが行われていないかチェックしていくことが法的にも求められることになっ

てくる。残念ながら一般的な認知度はまだまだ低いということが、いろいろなアンケ

ート調査結果を見ても出ている。この番組は障害者週間に合わせて放送されていてタ

イムリーであった。ぜひＮＨＫにはこうした番組を続けてほしい。 

 

○  健常者、障害者の境界も、よく考えれば相対的なものであって、私も障害者の部分

もあるかもしれない、そういう発想も可能かもしれないと思わせるドラマだった。お

そらくあまり予算がなかったせいだと思うが、演出上の過剰な装飾や凝った構成をあ

まり挟まずに、淡々と物語が進行し、「日常の生活ってこんなものだよね」と思わせ

た。テレビのドラマはわれわれの日常と違うものでないとドラマにならないみたいな

気分を持っている人も多いと思う。特に民放のドラマはやたら忙しいが、このドラマ

はそうではなくて、旅に行くとこんなものだ、農道を歩いているとこんなものだ、と

腑に落ちる、そういう意味でなかなかおもしろいなと豊かな気持ちになった。そうい

う点ではすごくよかったと思う。ただ、あまりにも楽観的に描きすぎていて、障害の

ある主人公を受け入れられず、母親が出ていったというくだりが、そのひと言で済ま

されてしまった部分や、最後にダウン症の主人公・光司の兄の結婚話は全く問題がな

かったというようなことで終わらせるのは、それで済むのなら障害者は何も苦労しな

いし、家族もそんなに悩まない、そういう感覚を抱かせるような結果になったかもし

れないのが少し残念だった。 

 

○  どんな障害も治すが、その実を食べると、それまでの記憶も奪ってしまうという不

思議な実、その禁断の実を巡るドラマである。障害があってもそのままの自分を受け

入れてくれて好きだと思ってくれるような社会や家族があって、今のままの自分が好

き、幸せだと言えるようになれたらそんな実はいらないのだ、ということが番組全体

のメッセージだった。そんな社会や家族を作らなければ、という障害者サイドに立っ

た訴えでもあった。現実には、もちろんそんな社会も家族も自分自身の生き方も難し

い。バリバラの特集ドラマだから、制作側の皆さんも、もちろんそんなことは知り尽

くしている。だからこそのファンタジー仕立てなのだろう。美山村の里山の非常に美

しい自然は、そのファンタジックな舞台にピッタリだった。主人公の光司と真のひた

むきさや仲のよさは、むしろ健常者が忘れている、大人になるとどんどんなくしてい

く、まるで仲のよい子ども同士のような純粋さでとてもいい感じだった。認知症の駒
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子おばあちゃんがかわいらしくて優しくてすてきだったが、ドラマとしては、私は少

し入りづらかった。あまりにもメッセージ臭の強いせりふが非常に頻繁に繰り返され

るのが、興ざめの原因だと思う。そうした要因を薄めようとしてなのか、漫画風の吹

き出しで内面の声のつっこみを入れたり、民宿の主人が突然赤塚不二夫のギャグを口

走って「おでかけですか」「これでいいのだ」と言ったりするが私は全然笑えなかっ

た。全盲の落語家が演じている「不思議な男」があまりにも正体不明で怪しすぎて違

和感ばかりが残った。ラストの駒子おばあちゃんが干し柿を作っているシーンで禁断

の実も干されていた。その禁断の実の左上の部分が少しかじってあるように見えてし

かたがないのだが、あれは演出上そういう風に見えるようになっているのか見間違い

なのか。もし、駒子おばあちゃんがかじったのならおもしろいのだが。 

 

○  障害のある娘を人目から遠ざけようという親心は、障害者に対する偏見がなくなっ

たとは言いがたい社会の実態をよく描いていたと感じた。この番組について、障害を

前向きにとらえていこうというメッセージが込められていたと思う一方で、少し楽観

的に過ぎるとらえ方だったか、という印象を受けている。比較的重いテーマだったが

コメディータッチで描くことで重苦しくなく見やすい番組になっていた。特に四肢欠

損症の佐野有美さんの演技はすばらしかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回のバリバラドラマは２作目で、昨年制作した第１作は、「悪夢」

というタイトルで放送した。今年の「禁断の実は満月に輝く」は昨

年の設定を引き継いでいる。 

 

○  １１月２１日(土)の「経済フロントライン」について。京都経済の今を伝える番組

だった。伝統産業と革新企業の動きがいろいろ紹介されていた。伝統産業、特に伝統

工芸といわれるものが、今のニーズにあったものに変わっていこうとしている動きを

前半で紹介しており、それが、私たち一般人が道を歩いていたら見かける店舗だった

り、一般的な情報誌などにもたびたび情報が掲載されている店舗だったりと、よく目

にするようなものが取り上げられていたので、番組の導入部としては入りやすかった。

冒頭からいきなり難しい経済の話題だとなかなか視聴しづらいものがあり、その構成

は良かった。一方、京都の世界基準の企業を紹介する後半は、前半と違ってあまり日

常目にすることが少ないので、具体的にわかりやすく紹介していたのがよかった。そ

れらに続いて京都気質、京都の気風といったことがまとめで語られていたので頭に入

りやすかった。番組の冒頭で紹介された山中伸弥教授の話が番組後半でいよいよ出て

きて、今は組織の経営者のような仕事に取り組んでいるという話だった。山中教授率
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いる研究所が抱える 400 人の研究員たちが、今、どういうことをしているのか、も

う少し詳しく知りたかった。番組最初の、観光地に外国人が来ている映像が浴衣姿の

夏の映像だった。それならば、いっそ他の季節の映像も短くフラッシュで使ったら、

観光地としての魅力も出てよかったのにと思う。京都は季節感を大事にするので、そ

のあたりはもう少し配慮してほしい。あと、番組の中で紹介していたイベントがどう

いうものなのかわかりにくく、このイベントに取り組んでいる京都の若旦那たちがど

ういうことをしているのか具体的な例をいくつか紹介するとよかった。最後に出演者

４人が登場する場面で一番端のキャスターの目線が、正面ではなく画面の端の方に向

いていたのが、細かいことだが非常に気になった。 

 

○  「経済フロントライン」はこれまで知らなかった。京都の取り上げ方が実態よりも

過大評価されているのではないかというのが全体的な印象だ。ニューヨークで発行さ

れている観光の雑誌で京都が一番だと紹介されているというのがイントロダクショ

ンだったが、京都で生まれて大学時代以外はずっと京都に住んでいる私としては、ど

うして京都が一番なのかいつも疑問に思っている。確かに優秀な企業もあるが、京都

に貢献してくれているかというとそうではないところもある。この番組のために無理

やり京都の先端企業を集めたという感じがする。経済と観光には確かに相乗効果があ

ると思うが、この番組で紹介された企業で観光と結びつく企業は一つもなかった。た

とえば鉄道事業者の業績がいいのであれば観光にも効果があるという証左になろう

が、この番組でとりあげた企業は別に京都になくても成功しただろう。また、景観条

例がほとんど守られていないままなのに、どうして京都が人気があるのか非常に気に

なる。下鴨神社が、遷宮の資金を得るために敷地の一部をマンションにすることがし

ばらく前にニュースになった。「経済フロントライン」でも、いい部分だけでなく、

このニュースのような悪い部分も、もう少し紹介してほしい。ゲストの受け答えはか

み合ってなかったように見えたし、山中さんを出演させたのはスターを出したいとい

う番組制作者の魂胆をかいま見た気がした。私は、京都の人は、これだけ多くの方々

が京都に来てくれることにもっともっと感謝して、お招きをする心を持たないといけ

ないと思っている。お寺の片隅に、およそ景観にそぐわない真っ赤な火の用心のバケ

ツが置いてあったり、どこもかしこもライトアップする昨今の風潮はどうもいただけ

ない。京都局の人たちも京都陶酔礼賛派にばかりくみするのではなく、「紅葉も夜は

寝させてやれ」という意見、そういった精神性にも時には耳を傾けてほしい。 

 

○  １１月２４日(火)の世界ふれあい街歩き「大阪スペシャル」について。桂文枝さん

がいろいろ昔話を交えながら奥深い大阪の魅力を紹介するということで大変期待し

て視聴したが、ほとんど定番の場所ばかりだったので期待外れだった。一方で元女子
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プロ野球チームのおばあちゃんたちの話は非常におもしろく、大阪らしくて良かった。 

 

○  和歌山「津波防災の日」津波対策の最前線から～潮岬観光タワーから中継～(11 月

3 日(火)ＦＭ 前 11:00～11:50 和歌山県域)について。津波防災の日とは、1854 年

１１月５日、現在の和歌山県広川町を安政の南海地震による津波が襲ったとき、庄屋

の浜口梧陵が収穫されたばかりの稲わらに火を放って村人たちを高台に避難させそ

の命を救ったという出来事にちなんで制定された。近い将来起きると言われている南

海トラフ巨大地震に備えて、何ができるのか、命を守るために何をすればいいのかと

いうことを考える公開生放送で、会場は、南海トラフ巨大地震に伴う津波が全国で最

も早く到達するといわれている串本町だった。特設スタジオのキャスターが、「内陸

に住んでいるから大丈夫と思わずに聞いてください」と呼びかけていたのが印象的だ

った。南海トラフ巨大地震だと、串本町には最大１７メートルの津波が３分後に到着

すると想定されているそうで、串本町内には津波避難困難地域が和歌山県内最多の１

８地域ある。スタジオゲストとして串本町役場の総務課防災・防犯グループ長の方や、

潮岬地区自主防災会の代表の方が出演していた。番組では、避難する前と避難した後

どうするか、その備えについて、有田地区からの中継も交えて紹介していた。中継で

は、自主防災会の人々が中学生と一緒に避難所の運営に向けた訓練や準備を進めたり、

自らが避難路を整備し避難訓練を実施していることが紹介された。番組では一貫して、

串本町において、津波からどうやって逃げきるか、そのための取り組みについて詳し

く伝えていた。和歌山局は「命を守る」ということを、機会をとらえて伝え続けてい

る。この番組では、「避難するときには物ではなく自分の命を守ってください」と繰

り返し伝えていた。避難所に、ふだんの生活に使っている薬や生活必需品をあらかじ

め家族ごとに備蓄しておく取り組みもしているとのことだった。 

 和歌山県は４年前に台風１２号で甚大な被害を受けた。その時、私の住んでいる地

域は孤立して３日間停電した。今は携帯電話があるから大丈夫と、つい思ってしまう

が、４年前の孤立時に、携帯の充電ができていても、停電時は携帯電話の基地局のア

ンテナが全然使えないことに初めて気がついた。その時は丸一日、完全にどことも連

絡が取れなかった。携帯ラジオが必要だと痛感した。非常時に、どうやって情報を得

るか、どうやって外部と連絡をとるか、ということもとても重要である。この番組で

もそのことについて伝えてもらえたら、なおよかったのではないか。 

 

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１１月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

 １１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、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ意見について報告があっ

た。続いて事前に視聴してもらった「学校再発見バラエティー あほやねん！すきや

ねん！」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

 最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１２月の番組編成の説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

    委 員 長      西田 賢治  （大阪商工会議所 参与） 

副委員長 小島多恵子   （公益財団法人サントリー文化財団 上席研究員） 

委 員     浅野 秀剛    （あべのハルカス美術館 館長） 

市田 恭子  （デザイナー集団 Team coccori 事業代表） 

佐野 純子  （奈良インターカルチャー 代表） 

 田辺 眞人  （園田学園女子大学名誉教授） 

       原  さだ  （（財）龍神村開発公社 専務理事） 

山﨑 弦一  （日本労働組合総連合会大阪府連合会 会長） 

山舗 恵子   (京都リビング新聞社 統括編集長) 

吉岡 幸雄  （染色史家） 

 

（主な発言） 

 

＜「学校再発見バラエティー あほやねん！すきやねん！」 

(総合 10 月 10 日(土))について＞ 

 

○ 若者世代に向けたバラエティー番組と聞いていたが、是非母親世代に見てほしい番 

組だと感じた。ゲストのロックバンド、ＢＲＡＨＭＡＮのＴＯＳＨＩ－ＬＯＷさんの

言葉が非常に心に響いた。ロックバンドというと大人には悪いイメージがあるかもし

れないが、中学・高校時代には、反発心や反抗心があるもので、そういう年代を過ご

して大人になった人が、そのような気持ちを代弁してくれ、また、今、経験している

ことを話してくれているので、強い共感をもって聞くことができた。震災や災害といっ

たことを通じて、命について考えさせられることが多い中、「命のアンテナは自分で張

る」ことの大切さについての言葉が心に残った。子供にとっても子供たちを育ててい

る母親世代にも、あるいはお年寄り世代にも必要なことではないだろうか。 

現代は、地域に溶け込むことがなかなか難しく、町内会に若い人たちが加わらない。
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そういう中にあって、番組で紹介されていた西成の山王こどもセンターの、子どもた

ちの夜回り活動には、大変感銘を受けた。ただ、番組内で、主にコメントでは「セン

ター」と表現し、字幕スーパーでは「児童館」と表記されていて、「児童館」と「セン

ター」の関係が分かりづらかった。この番組を視聴したことで山王こどもセンターに

ついてホームページで調べ、様々な活動をしている場であることを知るきっかけに

なった。ぜひ母親世代に見せたい、私自身もこれから見ていきたい番組だった。子ど

もにとっても、また、大人は大人なりに、難しく考えることなく気持ちに入ってくる

いい番組だと思った。 

 

○ この番組の存在は知っていたが、今回初めて最初から最後まで通して視聴し、なか 

なかおもしろいと感じた。ロックミュージックや芸能界に詳しくないのでＢＲＡＨＭ

ＡＮというバンドも全然知らなかったが、ゲストのＴＯＳＨＩ－ＬＯＷさんの奥さん

は女優のりょうさんだとの紹介はＴＯＳＨＩ－ＬＯＷさん本人を知らない人に有用な

情報だった。一般的にはロッカーはアウトローなイメージがあると思うが、そういう

人が災害支援のボランティアや、あるいは子育てを通して一人の大人として脱皮をし

ていく過程を自らの経験として語っているのは、子どもたちにとっては非常に参考に

なったのではないだろうか。自分の高校二年生の息子が視聴してそのような受け止め

をしていたので、番組の意図としては成功ではないだろうか。ただ一方で、彼は、Ｂ

ＲＡＨＭＡＮのメンバーたちがなぜ災害支援のボランティアを始めようと思ったのか、

その動機についてもう少し詳しく聞きたかったそうだが、この番組自体はあまり好き

ではないとも言っていた。 

山王こどもセンターの紹介は、「子どもを守れ！」キャンペーンの一環だろうが、現

代社会における子どもの見守りの在り方に対する課題提起となった。同時に弱者の視

点や人と人との絆の重要性について気づきをあたえる意味でいい内容だった。ただ

せっかくこういう番組でやるのであれば、一般の中高生が参加して議論ができるよう

な視聴者参加型の番組にしてもいいのではと感じた。山王こどもセンターについては、

大阪市の「子どもの家事業」が廃止されたことで運営が非常に難しくなっているとい

う内容で、去年もＮＨＫの番組に取り上げられていた（2014 年 4 月 2 日(水) ハート

ネットＴＶ シリーズ子どもクライシス第２回「失われゆく“居場所”」）。残念ながら、

今、大阪では、こうした中間団体の取り組みが行政から切り離されようとしている。

私は、コミュニティーへの市民参加の観点から、こうした中間団体はきわめて重要だ

と思っている。ぜひ今後もこのような活動をしている団体やその活動の様子をＮＨＫ

として積極的に伝えてほしい。 

 

○ 山王こどもセンターのような場が必要なことに全く異議はないが、番組内で「児童

館」と「子どもセンター」のふたつの表記が並立していたため、正式名称がわかりづ
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らいのが気になった。私は、大人が管理する子ども社会の中だけで子どもが成長する

と、かなりゆがんだ大人になると思っている。特に現代は、同世代の子どもが遊んだ

り戯れたりする場が学校を始めたくさんあるが、残念なことに、たあいのないつきあ

いから、子どもたちどうしの指導にいたるまで、世代を超えて集団生活する場は非常

に限られている。地域における子ども社会は全国的に崩壊しているのではないか。だ

が、そのような場は非常に重要である。そのような場がないまま大人になると２つの

大きなマイナス面が出てくる。１つは陰にこもる、隠れてしまう、表に出ないといっ

た傾向で、いじめはその典型的なものだと思う。もう１つは、社会的な訓練を受けな

いまま大人になると、ある日突然社会から否定された時に過剰に受け止め反応してし

まうことだ。それは非常に憂慮されることだが、現代の日本はそちらの方向に流れて

いるのではないか。その流れを解消するために、山王こどもセンターの取り組みの例

は大変有意義で、全国的に同様の取り組みを推進すべきと考える。部活なども含め、

大人の関わり方を最小限度にする、できれば大人が関わらないのが理想的だが、そう

すると何か事故が起きたときに誰が責任をとるかが大きな問題になる。子どもは責任

をとらないものだが、大人社会では何か起きたときに責任をとるのは当たり前のこと

だ。子どもの社会でも、可能な限り子どもたちに責任をとらせるよう、大人は見守る

だけに徹して、手をかけるのは最小限にするというように子どもを育てていくことが

大切ではないかと番組を視聴して考えた。山王こどもセンターの、子どもたちが夜回

りで野宿の人におにぎりを配る活動はぜひ継続してやってほしいと思った。番組の中

で、スタジオに来たセンターの子どもたちに「センターのどんなところが好きですか」

と複数の子どもに同じように聞いていたが、もう少し違う質問のしかたを工夫すべき

だった。もちろんセンターのことが好きで通ってきている子どもたちだからそのよう

な質問をしていいと思ったのかもしれないが、スタジオの子どもたちの答えも優等生

的で、それを同世代の子どもが視聴するとちょっと違和感があるのではないか。 

 

○ 私もミュージシャンのＴＯＳＨＩ－ＬＯＷさんを今まで全く知らなかったが、短い 

言葉でストレートに核心を伝える力を持った非常に魅力的な方だと思った。カリスマ

ミュージシャンとも言われているそうだが、彼が実際に被災地に行って、見て、深く

考えた言葉を発すると、若い人たちにも直接伝わるように感じた。ただ、番組内で映

画「ブラフマン」の素材を頻繁に使いすぎではなかったか。ＮＨＫ独自の取材が少な

く、映画とは違うＮＨＫ独自の視点がもう一つわからなかった。 

西成の山王こどもセンターの活動はＮＨＫの他の番組で視聴して非常に感銘を受け

たことを覚えている。おそらくあのときの番組は若い人たちにはなかなか見てもらえ

ないだろうが、山王こどもセンターの活動は、むしろ若い人たちにこそ見てもらいた

いから「学校再発見バラエティー あほやねん！すきやねん！」（通称「あほすき」）

で取り上げたのだとしたらよかったと思った。私は、ＮＨＫの番組で使われる日本語
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に安心感を持っているが、「あほすき」は別で、若い人たちがキンキン声で非常に乱れ

た日本語を使っているのが嫌なので、普段は視聴しない。視聴してみると、伝えたい

ものはわかるし、学校や地域について伝えようという姿勢もわかる。若い人たちを対

象にしていることもわかるのだが、やはり若い出演者たちの発する質問や感想の未熟

さ、ユーモアというよりはふざけている感じは視聴していてつらいものがある。私自

身がバラエティー番組が好きではないことも改めて自覚した。 

                  

（ＮＨＫ側）  

         ＢＲＡＨＭＡＮのＴＯＳＨＩ－ＬＯＷさんには、１０月１０ 

日(土)の放送のあと、ＢＫホールから生放送した「あほすき秋 

の文化祭スペシャル」(総合 近畿ブロック 10 月 31 日(土)前 

10:05-12:00)でも、命のアンテナのことについて話していただ 

いた。彼はコンサートではあまり語らない人だったが、東日本 

大震災の後、歌に加えて言葉でも発信するようになった。言葉 

に力がある人である。寝屋川の事件を受けて「あほすき」では、 

「子どもを守れ！」キャンペーンとして数回にわたって、子ど 

もたちがこのような事件に巻き込まれないようにするにはどう 

すればいいか、学校にアンケート調査をしたり子どもたちに集 

まってもらって討論したりといった企画を放送している。その 

過程で、子どもの居場所のなさが浮かび上がってきた。学校や 

家庭に居場所がない場合、子どもたちはどうしたらいいのか。 

今回取り上げた山王こどもセンターは、活動が有意義であるだ 

けでなく、子どもの居場所を作るという意味でも重要な場であ 

る。「あほすき」では、音楽も子どもの居場所といえるのでは 

ないかと考えている。子どもたちがつらいとき、どうやって居 

場所を見つけられるかをいっしょに考えていく、そういうこと 

がこの番組の使命だと考えている。 

「児童館」と「センター」の併用で混乱を招いた。現場にも 

伝えておく。 

 

○ これまで「あほすき」はあまり視聴したことがなかった。全体を通して視聴すると 

若者向けの番組なのでスピード感はあると感じた。カリスマと紹介された、主に男性

のファンが多くてかっこいいバンド、ＢＲＡＨＭＡＮだが、本当に「あほすき」がター

ゲットとする若い子たちに人気があるのかやや疑問に思った。ツイッターへの投稿が

生放送中の画面下にずっと流れていて、数人の人が数回にわたって投稿しているよう

だった。視聴者が番組との一体感を持ちながら視聴しているのだから悪いことではな
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いと思う。山王こどもセンターの活動については、大変感銘を受け、是非このセンター

についてもっと知りたいと思った。 

出演者も大勢いて、内容も、展覧会の告知まで含め大変幅広いのだが、いったいこ

の番組の目的、ターゲットは何だろう、何を感じたら正解なのだろうと、よくわから

ないまま最後まで視聴した。「学校再発見バラエティー」というタイトルだが、「月曜

日に学校に行こうよ」と言っているのかそれとも「学校って楽しいよ」と言いたいの

か、いわゆる「リア充」すなわち「リアルに充実している人たち」を見せている番組

なのか、批判的にも好意的にもどちらにも受け取ることができそうだし、どう評価し

たらいいのか大変難しいと、どんどん深く考えこんでしまった。一方で、若者言葉で

話すスピード感といったような要素は必要だし、「あほすき」のような若者が視聴する

番組が増えることはいいことだと思った。今は、情報は受け流すものではなく、各人

が必要な情報を取りに行くものになっている。我が家でも知りたい情報は、朝、イン

ターネットで検索する。情報を聞き流す、何となく見るということが少なくなる中で、

若い人たちをターゲットにした番組が、およそ若い人たちが興味を持たなさそうな展

覧会の話題を取り上げることで、若者たちがふと昔に思いをはせてくれるきっかけに

なるかもしれない。「選べないメディア」の重要性といったことも考えさせられた。

「あほすき」には、ぜひがんばってもらいたい。今後視聴していきたいと思った。ま

た、私にとってなじみのあるＤＪ、オオヌキタクトさんが番組の司会をしていたこと

も嬉しく、番組との距離がぐっと縮まったように感じた。 

 

○ 「あほすき」はこれまで最後まで視聴したことがなく、今回初めて全部通して視聴

した。構成としては、最初がＢＲＡＨＭＡＮのＴＯＳＨＩ－ＬＯＷさんのパート、２

つ目が山王こどもセンター、３つ目が学校訪問、４つ目がさまざまな情報だった。Ｔ

ＯＳＨＩ－ＬＯＷさんのパートについては、彼の言葉はそれほど目新しいことでも

なんでもなく、世の中の大人が皆言っていることなのだが、子どもたちにとって憧れ

のカリスマが言うと若い子たちのしっかりした反応が引き出せるのだと改めて感じた。

２つ目の山王こどもセンターの話題は、なかなか引き込まれた。自分たちで作ったお

にぎりを、夜、ホームレスの人に届けにいくような活動は必要だと感じた。大阪で、

西成だからこのような子どもが安心できる場が存続できたのだと思った。教育の現場

では、今、本当に普通の家庭の子どもたちが居場所を失いつつある。山王こどもセン

ターのような場所がきちんと存続していけるような行動力が今後ますます必要になっ

てくる。番組の中で、何回も発言していた高校生の男の子は、あまり具体的なことは

言わなかったが、中学のころまではかなり素行が悪かったのだろう。その子が本当に

「センターに来て自分を変えることができた。人生が変わる」と言っていることは、

施設の存在の大きさを物語っている。女性の経済的な自立も一方で課題ではあるが、

一人しか保護者がいないという子どもたちがいま非常に増えている。保育園、幼稚園
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が子どもを預かる時間が短いといったような問題は少しずつ前進しているが、学齢期

の子どもたちが放課後を過ごす場所の問題は、勤務時間等が問題になり、公的な解決

は難しい。３つ目の学校訪問のパートでは、網野高校の男子新体操部のトレーニング

法はなかなかおもしろかった。男子新体操部が他にあまりないのかもしれないが、な

ぜあの学校を取材先に選んだのか、説得力のある選び方をする必要があると思う。最

後のさまざまな情報のパートだが、あの番組で天気予報は必要だろうか。その時間を

もうちょっとユニークなこの番組らしいコーナーとして使ったほうがいいのではない

か。展覧会の紹介では、わざわざ専門家の先生が出演しているのに、その先生に質問

する内容が薄い。このようなコーナーを今後も続けるのであれば工夫してほしい。最

後に「あほやねん！すきやねん！」というタイトルだが、語呂としてはおもしろいの

だが、もう一歩考えてほしかった。「○○やねん」というのは一人称で使う言葉だ。大

阪では「すきやねん」は言うが「あほやねん」とは言わない。「あほやな、すきやねん」

だと思う。大阪の放送局としてもう一歩改良の余地があったのではないか。 

 

○ まだ、「あほすき」の放送時間が夕方だった頃、取材を受けたことがあった。今は週

末の午前中に移設になり、内容も学校の魅力を再発見していくとなっていて驚いた。

ゲストのロックバンドも知らなかったが、東日本大震災以来続けている被災者支援の

活動と二児の父としての体験から、命を守ることについて語っていた。彼の「生きて

いなかったらわからない」、「命のアンテナを張る」といったことばに対して、また、

彼が被災者から聞いたという「物なんかいらない。ただ自分たちのことを忘れてほし

くない」といったようなことばに対して「本当に言葉はとても大事ですね」というよ

うなツイートがあり、自分を見つめ直すことや命を守ることについて考えること、災

害時の避難について意識を高めるといったことについても、若い人が少し興味を持っ

てくれたのなら嬉しいと思う。命の重さといったことについては若い人たちの心に響

いたのではないかと感じた。 

西成の山王こどもセンターについて、まさに子どもの居場所、子どもたちにとって

かけがえのない場所であることが紹介されていた。ドキュメンタリー番組だと子ども

はあまり視聴しないので「あほすき」の中だと視聴しやすいのではないか。かつて、

ホームステイを受け入れた経験のある家庭の人から、「来たくなかったけど、お母さん

を安心させたくて来た。家に居場所ないし」という母子家庭の一人っ子を受け入れた

が、その子が食事をみんなととることができず、夜、布団の中でポテトチップを食べ

ていた、という話を聞いたことがあった。そういう子どもたちが親になったときはど

うなるのだろうと考えさせられた。そういう意味で、ドキュメンタリーではなくて若

い人向けの番組で山王こどもセンターの活動のようなことが紹介されるのは価値のあ

ることだと感じた。 

全体を通して、この番組は若者向きにテンポの速い番組だと感じた。以前取材を受
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けた頃のこの番組を知っている若いスタッフたちにも視聴してもらった。「夕方放送

していた頃は、高校生向きのおもしろい番組だったが、今は学校再発見だからＥテレ

の、全国放送のイメージだ。どういう層に向けて放送しているのかよくわからない」

という感想のようだった。 

質問だが、この番組へのツイートは何件ぐらいあったのだろうか。 

 

○ ふだん視聴することのなかった番組で戸惑いながら視聴した。ワイドショー的な番

組と思って視聴したが、ゲストに質問する出演者の人たちがみな１０代や２０代、そ

して職業もさまざまということでまず驚いた。ゲストのＴＯＳＨＩ－ＬＯＷさんにし

ても、ふだんインタビューされるとしたらインタビュアーは自分より年上ということ

が多いのではないだろうか。この番組のように、年下の人からインタビューされるこ

とで、いつもとはまた違った答えや言い回しが引き出せたのではないだろうか。山王

こどもセンターのＶＴＲの間、画面の左下にある小窓からスタジオにいる人たちの表

情が時々画面に出ていた。その表情は、「ひるブラ」の、年齢層高めの、物事のよくわ

かった大人たちの表情とはずいぶん雰囲気が違うと感じた。最初は戸惑いながら視聴

していた番組だが、番組の終わりの頃には、今まで若い人をターゲットにした番組は

本当になかったのだと強く感じた。そういう意味でこの番組がいろいろな方に視聴さ

れ、また若い視聴者の人たちがこの番組に参加できる内容になっていくことを期待す

る。一方、私はこの番組の題名が大嫌いだ。大阪で生まれて育った者にとってこの番

組の題名は耐えられないものがある。「あんたあほやね」「私すきやねん」という言葉

は使うことがあるが、「あほやねん、すきやねん」という使い方は一切しないと思う。

ＮＨＫの関西弁は、全国各地から集まった人が、関西弁を聞きかじり、ちょっとおも

しろいなと思って作った関西弁だといつも感じている。関西人としてはこのタイトル

は何とかしてほしいと強く思う。 

 

○ 「この番組、まだやってるのか」と思った。少し入れ替えして、また入れ替えして、

といったリニューアルではなく、一度白紙に戻して完全に作り直す必要があるのでは

ないか。今回の視聴番組も、なんとかして放送時間を埋めようとしている感じだった。

展覧会の紹介で出演した専門家が、何をどう話そうかと非常に苦しそうで同情した。

料理でいえば、塩が足りないから塩を入れて、塩を入れすぎたからさらに砂糖を加え

てといったような、あるいは、アイスクリームの中にヨーグルトを入れて、とでもい

うような軌道修正はもうやめたほうがいいと思う。 

 

○ 「あほすき」が山王こどもセンターを紹介したことは、社会全体で子どもを守って

いこうという機運を醸成していく上で大変よかった。誰でも受け入れるというセン

ターは自分たちの居場所がないと悩んでいる若者たちの駆け込み寺になっているので
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はと思った。ＶＴＲで紹介された、小学生から高校生まで、男女も一緒にドッジボー

ルをしている様子や、上級生が算数を教えている様子などから、ここに来る子どもた

ちがさまざまな人との関わり方や社会性をはぐくみ、身につけていく様子を垣間見る

ことができた。このセンターの活動や、センター長である前島麻美さんのさまざまな

活躍など、こういった取り組みがこの番組を機に広まっていけばいいと思う。ゲスト

のＴＯＳＨＩ－ＬＯＷさんが言っていたことはごく当然のことだが、同じことを親や

普通の大人が言っても若者たちは素直に受け入れない。ツイートやスタジオの出演者

の反応を見ると、若い人たちから手応えのある反応があったように思った。その意味

ではＴＯＳＨＩ－ＬＯＷさんのゲスト出演は成功だったのではないか。ひとつ気に

なったのは西成のホームレスの方たちを顔がはっきりわかるように放送していたが、

撮影した方たちには事前に了解を得ているのだろうか。 

 

(ＮＨＫ側） 

         この番組は若者向けの番組として放送している。ＮＨＫでは、 

年齢層が比較的高い方が主に見る番組が多く、若い層ではＮＨ 

Ｋの番組を見る習慣がない人が多いこともご承知のとおりであ 

る。そのような中で、大阪放送局としては若者向けの番組をぜ 

ひやりたいと、この番組を放送し続けている。若者が本当に楽 

しんでくれているのか、いろいろな試行錯誤をしながら若い人 

たちに振り向いてもらえる番組を目指していることをご理解い 

ただけたらありがたい。ＦＭ802 のＤＪ、オオヌキタクトさん 

にこの番組に加わっていただいたことで、多くのミュージシャ 

ンに「あほすき」に参加してもらえるようになった。１０月 

３１日(土)にＢＫホールから生放送した「あほすき秋の文化祭 

スペシャル」にも多くのミュージシャンに参加してもらえたの 

は、オオヌキさんのおかげでもある。同じことでもミュージシ 

ャンの人たちが言うことは若い人たちの心に届く。他の大人が 

言うよりはるかに若い人の心に届くメッセージ性を持っている 

ので、「あほすき」には引き続きミュージシャンの方々に参加 

してもらいたい。タイトルの「あほやねん！すきやねん！」に 

ついては、番組が始まって以来のタイトルなので私自身もタイ 

トル決定までの経緯をよくは知らないが、今後についてはタイ 

トルも含めて検討したいと思っている。西成のホームレスで、 

顔がわかるように撮影している方には事前に許諾をいただいて 

いる。１０月１０日(土)のツイッターの投稿件数は、今すぐに 

は正確にお答えできないが、「あほすき」のフォロワーはどんど 
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ん増えて３万を超えている。審議会でご意見いただいた内容に 

ついては、できるところから今後工夫していきたい。発展途上 

の番組なので温かい目で見守っていただけたらありがたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

                 今すぐ直ちに変えることは難しいが、放送時間は今の長さで 

いいのか、天気予報の扱いをどうするのか、いただいたご意見 

を参考に、来年度の番組改定や、今後の番組制作に生かしてい 

く。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月７日(水)のひるブラ「近江八幡☆古くて旬な旅！～滋賀・近江八幡市～」は、

近江八幡を知らない、外の人の視点がよくわかる番組だった。地元に住む私たちが普

段目にしているもの、例えば家の外壁に貼ってある焼き板を、わざわざ「焼き板って

言うんです」と紹介しているところなど、逆に新鮮で、そういうものを外から訪ねて

くる人は喜んでくれるのかと、地元について発信する際の参考になった。残念だった

のは、紹介されていたすき焼きが普通に食べる鉄鍋のすき焼きではなく、一風変わっ

た紙鍋に入って出てくるすき焼きだったことだ。紹介されていたのは観光客向けの店

で、普通はしない食べ方が放送で紹介されたのが大変残念だった。食材については、

「丁字ふ」の漢字表記は正しかったし、地元の赤こんにゃくも、そのいわれも含めて

紹介されていて大変よかった。連続テレビ小説「あさが来た」のロケ地として使われ

ていることから先日「あさが来た」の大ファンだという友人が東京から来ていたので、

ロケ地めぐりに案内したら、やはり同じようにロケ地めぐりをしている方たちがたく

さんいらしていた。「ひるブラ」については以前の審議会でも取り上げられていたが、

小窓やふわふわのチャームアクセサリーのようなものなど、演出面での違和感がやは

りある。スタジオゲストが男性だと、あのピンクの小窓から出ているのはおかしく、

気持ち悪い感じもする。「八幡瓦」といういかつい名前なのだが、そのテロップもかわ

いいきらきらしたプレートになっていて違和感があり、日本の景色にもそぐわない。 

 

(ＮＨＫ側) 

                 「ひるブラ」の小窓については、以前もご意見をいただいた。 

本部の制作担当者に質問したところ、以前は地元のさまざまな 

見どころをアナウンサーが一人で紹介し、ゲストのタレントは 

旅人の役割で、視聴者と同様に初めて目にするもの、口にする 

ものに対して新鮮に驚いたり味わったりしていたが、今はゲス 
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トのタレントも地元のアナウンサーと同じ視点で一緒に紹介す 

るようになった。そのため、視聴者代表の目線で驚いたり突っ 

込んだり質問したりする役割の人がもう一人必要になって、小 

窓からの出演という演出になったそうだ。この演出については 

さまざまなご意見をいただいているが、そのようなねらいだと 

いうことでご理解いただきたい。ピンクが多く、男性出演者の 

場合に違和感があるというご意見については東京の制作現場に 

伝える。 

 

○ １０月８日(木)のあさイチ「ＪＡＰＡ－ＮＡＶＩ 天理＆桜井」では、古墳の話から

奈良晒、そしてさらに奈良晒を使用していた伎楽や雅楽の装束が紹介された。これま

でそれぞれが別の番組の中で別々に紹介されてきた素材だが、それらをうまく関連づ

けてひとつの番組のなかで紹介したことがよかった。それぞれは、それひとつだけだ

と、単なる“ちょっと古いもの”で終わってしまって、奈良の魅力としては発信しに

くかったかもしれないが、この３つの関連を重層的に表現することで、今までわから

なかった魅力が発信できたのではないだろうか。 

 

○ １１月１日(日)の日曜美術館「至宝にこめた天平の祈り 第６７回正倉院展」につ

いて。正倉院展は奈良の観光の秋の目玉になっている。この番組の放送が、正倉院展

の会期２日目の日曜日であれば、より多くの人が展覧会に行きたいと思うのではない

だろうか。最近では出陳される宝物リストの公表も早まってきており、放送日を早め

るよう検討してほしい。今年は奈良国立博物館で長年研究を続けていた動物の毛に関

する宝物が多く出陳されていた。その一例として紹介されていた「花氈」といわれる

敷物では、これまでカシミヤで作られているのではないかと言われてきたところが、

実は羊毛で作られていたということが判明し、技術的なことについても説明がされて

いた。なぜ羊毛より質の高いカシミヤで作られなかったのか、その理由についての検

証作業も、番組の中でも見せていた。さらにこの敷物がどんな場所で使われていたの

か、東大寺の「四聖御影」を使って説明していた。これまで宝物の作り方や材料につ

いての説明はいろいろあったが、当時どんな風に使われていたかにまで言及したのは

よかった。宝物の価値を表現する方法としては、例えば文様についての説明の中で、

当時の人々が心がけていたこと、生活習慣、さらにそれらが今の私たちの生活の中に

も残っている“大切に思うもの”と共通していることを示して、この宝物が聖武天皇

の遺品という価値にとどまらず、現代に暮らす私たちにまでつながっていることをこ

の番組で新たに見せてくれたと感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 
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                 「日曜美術館」での正倉院展についての放送日をもっと早く 

できないかということについては、展覧会期前の取材、撮影だ 

けでなく、展覧会が始まって大勢の方が会場を訪れているとこ 

ろも撮影し、それらのＶＴＲを使って東京のスタジオで収録し、 

さらに美術番組として音楽にもこだわって編集するという丁寧 

な制作工程をとっているため、今のタイミングでの放送になっ 

ている。もう少し早くというご意見は制作現場に伝えるが、ご 

理解いただけたらありがたい。 

 

○ １０月２２日(木)のニュースほっと関西「大阪寝屋川市から公開生放送！子どもを

守れ」について。寝屋川市での中学１年生殺害事件を受けて寝屋川市における子ども

を守る取り組み、また子どもたち自身によるスマートフォンの使用ルールについての

議論や、元気にクラブ活動をがんばっている中高生たちの紹介など、寝屋川市の市役

所からの生放送だった。「子どもを守れ！」キャンペーンの一環として子どもを守る上

で役立つ情報提供という視点から寝屋川市においてさまざまな取り組みが進められて

いるという事実を伝えるというのは非常に重要で意味があったと考える。おそらく生

放送というのが一つの試みだったのだろう。９月２４日(木)のＮＥＸＴ 未来のため

に「シリーズ中 1 殺害事件(１)子どもたちの世界に何が」も、事件の時間帯に寝屋川

からの生放送だった。生放送へのこだわりを感じた。そのこだわりの意味については

よくわからないが、寝屋川市民の皆さんの参加感は醸成されたかもしれないし、放送

が夕方の６時１０分からだから、視聴者の年代層からするとあまり固いニュース番組

よりもこのような番組のほうがいいのかもしれない。制作者側の特段の意図があれば

ぜひ教えていただきたい。クラブ活動をがんばっている子どもたちの紹介については、

健全な子どもたちだと思った。一方、彼ら健全な子どもたちとは対極にいる、課題を

持った子どもたちの現実についても伝えられたら、なおよかった。「子どもを守れ！」

キャンペーンについての大阪放送局の相当なこだわりを感じ、大変結構なことだと思

う。ぜひ一度これまでのさまざまな番組で取り上げた関係者の皆さんを集めて「子ど

もを守れ！シンポジウム」を開催し番組にしてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

                 来年度の特集番組については現在検討しているところである 

が、いただいたご意見を参考にしながら、地域へのサービスに 

つながるような編成を考えていきたい。 

 

○ 公開生放送の意味がどれだけあったのだろうか。寝屋川の関係者を集めて時々コ 

メントを聞いていた、それだけが生放送のような感じがした。市長がたびたび登場し
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たが、市長のコメント内容は寝屋川市だけの問題ではなく、わざわざコメントするこ

とに少し違和感もあった。高齢者の方々のパトロールが月１回、それを月に２回に増

やそうとしているという紹介があり、夜のパトロールが大変だということはわかるが、

たったそれだけでなんの意味があるのかという感じがした。また、商店街全店が子ど

も 110 番に協力していると紹介されていたが、人が大勢いてにぎわっている昼間に全

店が協力して何の意味があるのか。真夜中の多くの店が閉まっている時に駆け込める

店が１～２軒ある方がよっぽど大切だと思う。子どもの居場所、子どもが駆け込める

場所を確保するという意味ではものすごく違和感があった。中学生の女の子が、大人

が考えるスマートフォン事情と子どもが考えるスマートフォン事情はギャップがある

から、自分たちが主体的にスマートフォンの使い方のルールを考えると言っていて、

なるほどと思ったが、大人と子どものギャップ、大人はこう思っているが子どもの目

線ではこう思うという例示が１つか２つでもあればより説得力があった。 

 

○ 寝屋川からの公開生放送ということで、事件を受けて新しく行われているさまざま 

な取り組みと、寝屋川市という町を紹介するという二段構えになっていて、放送時間 

が短く感じられた。事件を受けての取り組み、特にＰＴＡ、自治会、商店街、行政等 

の大人たちの取り組みは、他の地域もやっている、決して先進事例ではない取り組み 

だったが、もし寝屋川が先進地域だったらあのような問題は起きなかった可能性があ 

るわけで、これまでそういう取り組みをしてこなかったのに、今回の事件を受けて取 

り組み始めたのだから、一歩前進したという意味では明るいニュースなのではないか。 

大人たちの活動以上に、中学生たちが自ら立ち上がり、スマートフォン使用について 

のルール作りをしようとしている取り組みに非常に感銘を受けた。多感な年頃の中学 

生が事件のショックから心の傷を受けているのではないかと心配していたが、そこで 

子どもたちがうずくまるのではなく、立ち上がったことに安心し、その強さに心を打 

たれた。今回取材されていたのは、とても優秀な、リーダー的な、しっかりした、問 

題のない、事件に巻き込まれようのない子どもたちだったとは思うが、本当に自分の 

言葉でしっかりと考え、自分の言葉で語っている子どもたちを見て、日本の未来は明 

るいとも感じた。大人に押しつけられたルールではなく、自分たちで決めたルールだ 

から他のみんなも守れると思うという中学生の言葉のように、全国的にも先駆けとな 

る子どもたちの取り組みだと思うが、子どもたちが自分自身で自分の身を守ることに 

つながってほしいと期待すると同時に希望を感じた。寝屋川出身の有名人たちから子 

どもたちに向けたエール、それに元気にがんばっている寝屋川の子どもたちの紹介の 

部分は、今回の事件で、地域イメージが悪くなったことを心配し、沈み込んでいたで 

あろう寝屋川の人たちを元気づけたことだろう。また、それこそが今回の公開生放送 

の本当の意義、ねらいだったのではないか。この番組が寝屋川に来て、公開生放送の 

場に自分たちも参加できることを寝屋川の人たちはとても喜んだだろう。地域に密着 
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して応援し、元気づけようという大阪放送局の取り組みとして、私は今回の企画はと 

てもすばらしいと思った。 

 

○ いい企画だったと思う。また自治会、商店街での取り組みを番組を通じて広く周知

することで新たな取り組みにつながることも期待できるし、活動している方々の励み

にもなったのではと思った。私は、町全体で子どもを見守っていくには、地域力を高

めることが欠かせないと考えている。具体的にはそこに住み働く人たちが町を愛し誇

りに感じ自分たちの町は自分たちで守るのだという気概を持つことが大切だと思う。

そういう意味で地元のさまざまな工夫を紹介したことはよかったと思う。 

 

○ １０月２５日(日)のルソンの壺～１０月号～「華麗な“変身”で新ビジネス～業態

の大転換に商機あり～」で、西成の簡易宿泊所を外国人向けに提供して成功を収めて

いるということが紹介されていた。外国人観光客が信じられない勢いで伸びている中、

また宿泊施設の不足で悩んでいる大阪にとって特効薬になる取り組みだと思う。 

 

○ 「ニュースほっと関西 シリーズ大阪の選択①～⑥」( 11 月 9～11 日、16～18 日(月)

～(水))が、大阪の課題についてテーマごとに６回に分けて短い時間で解説している。

１１月２２日(日)の大阪ダブル選挙の投票の際、有権者の選択に大いに参考になるも

のである。 

 

(ＮＨＫ側) 

                 ニュースほっと関西「大阪寝屋川市から公開生放送！子ども 

を守れ」については、批判的なご意見も含めお礼申し上げたい。 

今回のように、市役所のホールの入り口にスタジオを仮設して 

放送するのは大阪放送局としては久しぶりの取り組みである。 

今回の事件のために、寝屋川のイメージが悪くなってしまって 

いた。寝屋川の市役所も学校も、これまで何をやってきたのか 

と沈んだ雰囲気があった。寝屋川の行政や捜査当局を激励し、 

寝屋川の方々を元気づけたい、北川法夫寝屋川市長が、放送の 

中で、新年度から子ども対策部を設置して子どもたちの安全を 

守るため総合対策を打ち出すということを表明していたが、寝 

屋川市全体が前向きに子どもたちを守れるようにとの思いを込 

めて企画した。放送当日、私も現場に行ったが、寝屋川の子ど 

もたちはみんなとても人なつっこくていい子たちで、市役所に 

行く道を聞いたら、現地まで連れて行ってくれた。自治体も住 

民の方々も今回の事件を受けて町をもっと良くしたいという気 
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持ちをお持ちだし、また、放送をきっかけに、町を元気にして 

いきたいという気持ちも持っていただけたのではないかと思う。 

内容については目新しいこともなく、パトロールが月１回や２ 

回かといわれてみればそのとおりだが、寝屋川の人たちにとっ 

て、一歩一歩前進するためのいいきっかけになってくれればと 

思っている。また、スポーツも盛んな町なので、がんばる子ど 

もたちの姿も紹介できて、一定の成果はあったと思う。 

「シリーズ大阪の選択」は、大阪が抱える経済、子育て、教 

育など、さまざまな課題についてシリーズで触れた。ふだんの 

ニュースではなかなか取り上げられない内容を、選挙を機会に 

コンパクトに伝えられたかと思っている。 

 

○ １０月４日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「これが世界一のシミュレーション！“スー 

パーコンピュータ京”」について。京は数字の一兆の１万倍のことである。一秒間に一

京回計算ができるということが、いったいどれほどすごいことなのか、世界一でなく

てもいいのではないかと、番組を視聴するまで思っていたが、今回の番組では、京の

計算速度について、出演者による１５桁の足し算との比較でわかりやすく説明され、

人知を超えたまさにすごい能力だということがよくわかった。ラックが 864 台あって

ＣＰＵが８万以上、それらがうまく協同して計算する。その計算で科学的に未来を予

測できる、いろいろなシミュレーションができるという説明だった。防災・減災、も

のづくり、宇宙、物質・エネルギー、医療薬学・創薬の５分野について、いくつかわ

かりやすく映像で説明されていた。例えば、これまでのコンピュータでは、地球全体

の細かい気流を広域に、さらに時点を特定してシミュレーションできなかったが、京

ではそれができ、台風などの減災に大いに役立つ。ものづくりでは、自動車の外側の

空気の流れを正確にシミュレーションし、より空気抵抗の少ない車を作ることが可能

になり、資源の節約につながる。医療分野では、患者にとってよりよい結果をもたら

す手術方法について医師の経験に頼って判断するのではなく、それぞれの手術後の臓

器がどう働くか、シミュレーションにより比較できる。これら具体的な説明が大変わ

かりやすく、よく理解できた。さらに 2020 年を目標に京を超えた「ポスト京」をつく

る計画も進んでいるとのことで、これまでまったく知らなかったことがよくわかり、

感動した。 

 

○ 第１５回全国障害者スポーツ大会 紀の国わかやま大会「開会式」(Ｅテレ 10 月 24 

日(土)後 3:00～4:00)について。紀の国わかやま国体の後、１０月２４日から２６日

までの期間で紀の国わかやま大会が開催された。「可能性へのチャレンジ」「心温まる

『紀の国わかやま』へ」「支え合う未来へ」という３つの基本方針のもと、障害のある
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方の社会参加の推進に寄与することを目的とした大会の開会式が放送された。皇太子

殿下のご臨席を仰いだ入場行進ほかで１時間の番組だった。９月２６日の国体の際に

は 2,800 人が参加した開会前競技、その後の開会式、坂本冬美さんの歌唱など非常に

詳しく放送されたが、今回は入場行進や大会についての説明が主で、特別支援学校に

通う子どもたちの和太鼓の演奏やイメージソング「明日へと」にあわせたダンスが、

放送時間の最後の方で短く紹介された。その部分はもう少し取り上げてもらえたらよ

かった。両大会とも滞りなく終了したことはよかった。 

 

○ ザ・プレミアム「風神雷神図を描いた男 天才絵師・俵屋宗達の正体」(ＢＳプレミ 

アム 10 月 31 日(土)後 9:00～10:29)について。宗達芸術の背景となる京都の街が、空

撮も含めさまざまな映像のバリエーションでとらえられており、映像がとても美し

かった。京都放送局の視聴者公開スペースにある大型マルチモニターで視聴してみた

い。今ちょうど京都では琳派関連のさまざまイベントが開催されているので、いろい

ろと目にしたり耳にしたりする機会が多い宗達の話、風神雷神図の話ということで興

味深く拝見した。謎の多い絵師ということで、いろいろな説があっておもしろかった

が、宗達をなんとなくしか知らない人にとっては、できれば宗達が活躍したであろう

時代背景がどういうものだったのか、あるいは、当時の景気がどうであったのか、俵

屋の扇子を購入していた層は庶民だったのか武家だったのか、といったようなことが

番組内で説明されたら、視聴者の想像がより広がり楽しめたのではないだろうか。撮

影は夏だったのだろうが、番組が放送されたのは紅葉が始まろうとしている秋なので、

いきなりせみの声、夏の映像で番組が始まるのは違和感があった。番組の中でさまざ

まなスーパーが出てくるが、俳優の中谷美紀さんの「まあすごい」という言葉がひら

がなでスーパーされて、そのスーパーが果たして必要なのか、違和感を覚えた。冒頭

のその言葉で視聴者を引き込んでいくというねらいなのかもしれないが、それ以降の

スーパーは宗達にまつわることや謎の提起などについてだったので、最初の「まあす

ごい」のスーパーは違和感があった。 

 

○ このような番組で紹介されるものはだいたい同じようなものばかりだ。中谷美紀

さんは美しいが、彼女が夏の着物を着て歩いている場面が番組の中では目立って長

かった。私は奥平俊六さんの説が目新しいと思うぐらいで、あとはあまり目新しいこ

とは何もなかったように思った。もっと深い内容で放送してほしかった。ディレクター

がもう少し勉強しなければいけないのではないか。放送時間が長く間延びしている感

じがした。美術の番組は、ディレクター一人の力ではなく、周囲の人がうまく助けて

制作しないといけないのではないだろうか。 

 

○ 美術番組について。ＮＨＫのディレクターの方々はむしろ勉強しすぎていて、よく 
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勉強しているからつまずくように思う。今までほとんど報道されたことがない新しい

視点、考え、資料など、そのようなものがないか、あるいは新発見の作品がないか、

とよく聞かれるが、そんなものが簡単に出てきたら研究者は誰も苦労しない。もっと

小さい発見ならあるが、小さい発見は取り上げてくれない。テレビ的にぱっと見栄え

のする発見などほとんどないものだ。新発見の作品がある、と言うと「それは代表作

ですか」と尋ねられる。代表作など簡単に見つけられるわけがない。それなのに、端々

の作品、普通の作品だというとがっかりされる。しかし、当たり前のことを丁寧に報

道する、あるいはものすごく専門的なことをごくわかりやすく説明する、これまでと

全く視点を変えて比較美術みたいなことをやるといった、そういう方向に考えた方が

より現実的ではないか。「歴史秘話ヒストリア」はここ数回、そのような方向性になっ

ていると感じて好感が持てる。専門家にとっては当たり前のことでも、一般の人から

見れば新しい発見につながるようなことも、まだたくさんあるはずだ。多くの一般の

人に向けて、当たり前のことを丁寧に、よく知られた作品のオリジナリティーやその

良さを真正面から取り上げる番組があってもいいのではないだろうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

                 当たり前のことを丁寧に、専門的なことをわかりやすく、ま 

た、「新しい話はないですか」ではなく、視点を変えてみる、 

といったことは、ニュースも含めたすべての番組に通じる大切 

なことだと思う。そのようなことも念頭において、これから取 

材や番組制作にあたっていかないといけないし、そのように若 

い人材を指導していきたい。 

 

○ 先日、番組審議会の公表番組を視聴した。たまたま視聴していた友人に、「審議会で 

は褒める意見しか出なかったのか。審議会が番組のＰＲに使われているみたいに感じ 

た」と言われ遺憾に思った。審議会の内容の公表の方法の問題だけではなく、番組審 

議会が何のために行われているのかという根本的な問題にも関わってくるのではない 

か。むしろ批判的な意見と、それに対するＮＨＫの回答、対応、改善報告を紹介する 

ことによって番組審議会の意義、また、審議会の内容を公開することの意義を明らか 

にできるのではないかと思う。私たちの審議会での発言についても、言いっ放しでは 

なく、また、局側も聞きっ放しではなく、後日改善につながったのであれば審議会の 

場で報告してほしい。そのようなフィードバックがあれば、審議委員としてのやりが 

いをもっと感じられると思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

                 番審の報告の内容へのご意見については、具体的に検証して 
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いきたい。審議会での議論については、インターネットのＮＨ 

Ｋのホームページ(ＮＨＫオンライン)で公表している。２分間 

の公表番組の中でうまく伝えられていなかったとしたら、今後 

正していきたい。また、審議会でいただいたご意見については、 

審議会の場で丁寧にお答えしていきたい。すぐにできることば 

かりではないし、いろいろ考えてみた結果、不可能なこともあ 

るかもしれないが、それについても丁寧にご説明していきたい。 

貴重なご意見に感謝申し上げる。 

 

○ 「クローズアップ現代」報道に関するＢＰＯの意見を読んだ。番組制作過程で多く

の人が関わり、違和感を感じた人がいたにも関わらず、結局けん制作用が働かなかっ

たと書かれていたが、大きな組織にありがちなセクショナリズムの弊害ではないだろ

うか。すでにＮＨＫからのコメントも公表されているが、再発防止策の検証を通じて

実効性を高め、是非とも視聴者の信頼に応える番組作りに努めていただきたい。 

  

(ＮＨＫ側) 

                 おっしゃるとおり、縦割りのセクショナリズムがあったから 

こういうことが起こってしまった。ＢＰＯの意見が公表された 

日の夜、大阪放送局では緊急集会を開いて再発防止策を徹底し 

ていくことを確認した。問題となった匿名取材・制作について 

は、匿名取材の必然性、内容が真実か、取材相手は本当に信頼 

できるのかということをしっかり点検しないといけない。また、 

自由にものが言える風通しの良い職場の雰囲気づくりも必要だ。 

立場の違いを超えて意見を言い合い、疑問を口に出し、間違い 

が起こらないようにしていく。ご指摘を踏まえ、大阪放送局で 

もこうしたことが二度とないように対応していく。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１０月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

 １０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、事前に視聴してもらった連続テレビ小説「あさが来た」（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      金山  勉  (立命館大学産業社会学部教授) 

副委員長 小島多恵子   （公益財団法人サントリー文化財団 上席研究員） 

委 員     浅野 秀剛    （あべのハルカス美術館 館長） 

市田 恭子  （デザイナー集団 Team coccori 事業代表） 

佐野 純子  （奈良インターカルチャー 代表） 

 田辺 眞人  （園田学園女子大学名誉教授） 

       西田 賢治  （大阪商工会議所 参与） 

       原  さだ  （（財）龍神村開発公社 専務理事） 

山﨑 弦一  （日本労働組合総連合会大阪府連合会 会長） 

吉岡 幸雄  （染色史家） 

 

（主な発言） 

 

＜連続テレビ小説「あさが来た」(１)～(６) 

(総合 ９月２８日(月)～１０月３日(土))について＞ 

 

○ ＮＨＫ大阪らしい、破天荒な主人公が破天荒な人生を歩む物語が、朝ドラ初の幕末 

もので繰り広げられるということで期待している。主人公あさの実家の今井家、あさ

の嫁ぎ先の加野屋、あさの姉はつの嫁ぎ先の天王寺屋ともに、配役がすべて芸達者な

ベテラン陣ばかりで見ていて安心感がある。ただ配役のことでひとつ残念だと感じた

のは、第１週で子役が演じていた加野屋の三男、榮三郎が、あさやはつが大人の役者

に代わった第４週でも子役のままだったことである。あさの義理の弟という重要な役

なのに、ひとりだけなぜ成長しないのか非常に違和感があった。第１週だけかもしれ

ないが、各回の冒頭で毎回、前回までの振り返りがあり、特に第１週だから途中から

見始めた人に対して丁寧に配慮したのかもしれないが、毎回続けて見ている自分に

とっては煩わしく感じた。裕福な商家が舞台ということで、登場人物の着物が美しく

楽しめるのだが、あさとはつが初めて京都に行くシーンは、せみが鳴いている真夏の
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設定なのに、暑苦しい着物だったことや、嫁に行った後なのに振り袖で出歩くシーン

があったことが残念だった。幕末が舞台で着物にこだわるのであれば、着物の季節感

やしきたりは大切に扱うべきである。 

ヒロインの子ども時代を演じた鈴木梨央さんはかわいくて芸達者だった。ただ、こ 

れまでの朝ドラの「カーネーション」や「ごちそうさん」のときは、ヒロインの子ど

も時代に印象的なエピソードがあり、物語に引きつけられたのだが、その２作にくら

べると、「あさが来た」の第１週はやや平凡に過ぎるか、逆に演出過剰で不自然な

シーンが多いと感じ、第１週の“つかみ”としては不満があった。第３週以降物語が

動き始めた感じがするので、これから非常におもしろくなるのでは、と期待している。 

 

○ 登場人物が明治２０年代以後の、化学染料が使われた着物を着ているのがおかしい。 

ドラマの舞台の 1840 年代は、まだ自然の染料しかなかったから、特に若い女性の着物 

にあのような鮮やかな色はありえない。朝ドラや大河ドラマでは時代考証を大事にし 

てもらいたい。きちんとした時代考証ができる人材を探してくる努力をしてほしい。 

また、役者の声のトーンが普通より高い人の芝居が気になったり、シーンによっては、

やや演出過剰ではないかと疑問に思ったりしている。 

                  

（ＮＨＫ側）  

時代考証は台本上で行っており、撮影現場に時代考証担当者が 

立ち会いチェックするところまでは至っていない。衣装について 

は、着物であれば着物に慣れている担当者の経験値に頼ることが 

どうしても多くなってくる。現実的にそれ以上の対応は難しいと 

ころがあり、ご理解いただけるとありがたい。 

 

○ 「あさが来た」は幕末が舞台だが、史実へのこだわりがあまり感じられないながら 

も、商人の立場で時代をとらえている感じが随所にうかがえておもしろいと思う。関 

西が舞台のドラマを視聴すると、出演者のおかしな関西ことばに失望させられること 

がよくあるが、今回は、子役も含めてことばづかいに違和感を感じさせないのがよい。 

ただ、あの時代の京都と大坂は、物理的な距離感もことばの違いも、今よりずっと大 

きかったはずで、移動にかかる時間や距離感、京都と大坂の違いを何らかの形で表現 

してほしい。あさが木の上で祖父と歌うわらべうたが、江戸時代からある歌をうまく 

取り入れていたことなど、自然で好感が持てる。ただ、女中が、主人を「様」づけで 

呼ぶのだが、関西では、敬称でも「さん」で呼ぶことが多いように思う。京都弁では 

「様」も使うのだろうか、と思いながら違和感があった。各回の最後に現在活躍中の 

女性を写真で紹介するが、その時間が少し短い。写真の説明が読めるぐらいの時間を 

とってほしい。 
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○ あさの子ども時代を演じた鈴木梨央さんはかわいらしかったが、ヘビをくるくると 

回すシーンのヘビは、できたら本物を使ってほしかった。第１週各回冒頭のこれまで 

の振り返りは、回を追うごとにだんだん短くなっていたし、ドラマを見始めた視聴者 

をつなぎ止めるための配慮だろうと思った。意表を突く演出が随所に見られるが、多 

少の演出はドラマなのだから当然だろうとあまり違和感はない。新次郎の、「よう考え 

て進んだ道には新しい朝が来る」は名ぜりふだと思った。着物については、幕末と明 

治以降では髪型や着物の着付けががらりと変わったはずである。幕末は、今の着付け 

とくらべるともっとシンプルだったはずで、裕福な商家の娘という設定だから、いい 

着物を着ていたとは思うが、今の感覚とはもう少し違うものだったと思う。とはいえ、 

その違いは指摘されるとそうかなと思うぐらいでそれほど気にはならない。 

 

○ 近江八幡でロケがあり、地元は大変盛り上がっている。近江八幡は、建築家のウィ 

リアム・メレル・ヴォーリズと縁が深い土地だが、ヒロイン、あさのモデルの広岡浅 

子さんの娘が、ヴォーリズの妻、一柳満喜子さんの兄と結婚したそうで、近江八幡で 

は、広岡浅子さんと一柳満喜子さんに関する展示会も行われている。ロケが行われた 

八丁堀は近江八幡の人間にはなじみ深い場所でもあり、みんなドラマを楽しんで見て 

いる。第１週では新次郎は玉木宏さんで、あさが鈴木梨央さんだったが、いくらなん 

でも年が離れすぎで無理があると感じた。新次郎とあさの初対面のシーンからあさ役 

が波瑠さんに代わるところまでは、４年たっているはずで、新次郎にその４年の変化 

がもう少しあったほうが視聴者としては安心できたと思う。第１回のあさの「女性の 

柔らかい力が大切なんです」というせりふが、今の世の中にぴったりだと思った。本 

日の審議会のために大阪放送局に来たら、いたるところで「あさが来た」のポスター 

が目に入り、エレベーターの中でもＰＲのために主題歌が繰り返し流れており、楽し 

い気分になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

        玉木宏さんと鈴木梨央さんが許嫁どうしという設定は、違和感 

があるのではないか、とスタッフの間でも議論があった。二人と 

も子役でという案もあったが、そうすると第１週に主役がひとり 

も出ないことになってしまうため、新次郎は最初から玉木宏さん 

でいくことになった。あさ役の鈴木梨央さんは天才型の子役で、 

一方、はつ役の守殿愛生さんは努力型。あさとはつの母親役の寺 

島しのぶさんが、子役たちの演技を褒めていて、子役が一生懸命 

なので、他のベテラン陣もいい刺激を受けているようだ。 

波瑠さんは、撮影が進むにつれてだんだんと自然に感情を爆発 
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させることができるようになってきた。あさのことばは、大阪暮 

らしが長くなるにつれてだんだん大阪ことばにかわってくるので 

そのあたりも楽しみにしていただきたい。着物の色についてのご 

指摘は現場に伝える。あさの祖父役の林与一さんは最初、木の上 

のシーンをためらっておられたが、結局無事に木の上で撮影でき 

た。あさのおつきの女中、うめ役の友近さんはとても勘が良く、 

リテイクがほとんどない。今後は表情で見せる演技が多くなって 

くるそうで、友近さんの演技もご期待いただきたい。演出のディ 

レクターによると、今回は特に役者のキャラクターが際立ってお 

り、かつバリエーションも豊かで、演出していておもしろいとの 

ことである。これからも豪華な出演者を予定しているのでぜひ楽 

しみにご覧いただきたい。 

 

○ 番組の最後に今活躍中の女性の写真を紹介しているが、ちょうど今、女性の活躍推 

進が社会の非常に大きな課題になっている。明治という時代にこういう女性がいろい 

ろな苦労を乗り越えて活躍していくドラマは、今の時代とも非常にマッチしていてい 

い企画だ。毎日視聴している家人が「あさから元気をもらえる」と言っていて、主題 

歌を口ずさんだりしている。参考に原作も読んだが、あの原作からこのドラマを創る 

創造力に感心した。先ほどのご意見にもあったが、夫の新次郎の「新しい朝が来るん 

だ」はいいせりふだと思うし、あさの「おなごでも自分らでちゃんと考えて道を決め 

たい」「（学問など）男がしてることでおなごもしたほうがええことはぎょうさんある 

思います」などは痛快なセリフだ。また、あさはよく「なんでどす」と聞いて、なぜ 

と言うなと怒られるが、例えば発明王のエジソンも、学校でとにかく「なぜなぜ」と 

よく聞く子だったそうだ。子どもの「なぜ」を大人がどう受け止めるかは、とても大 

事だと考えさせられた。 

 

○ 私も、小説「土佐堀川」を読み直したり、広岡浅子と加島屋の特別展を見に行った 

りして、広岡浅子が朝ドラでどのように描かれていくのか毎日楽しみに視聴している。 

知人の間でも、舞台になっている大坂や京都の商家を身近に感じられて大変おもしろ 

いとの評判だ。第１週は、あさの少女時代を描いていたが、今後の展開を示唆するよ 

うなシーンがずいぶんあった。おなごに学問は不要という父親に反発してそろばんや 

学問に強い感心を示すあさは、その後の女性実業家のさきがけとして、また、教育者 

として大成する将来の姿を暗示しているようで興味深い。大胆な脚色はおもしろいの 

だが、一方で少女時代のあさが、大阪商工会議所を設立し、大阪の恩人と言われる五 

代友厚に初めて出会う場面で、五代の懐から飛び出したピストルがあさのたもとに入 

るシーンは、後年あさが炭鉱経営にのりだし、ピストルを懐に炭鉱に乗り込むシーン 
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を想像させたりもしたが、やや脚色が過ぎるように感じた。「今井がご公儀を見限ると 

きが来てるのかもしれません」「ぬるま湯に浸かったような店ばかりで大坂はやって 

いけまへん」というせりふは、実際に、いち早く明治新政府の資金調達係として生き 

延びる店がある一方で、時代を読めなかった大坂の豪商のほとんどが没落していくの 

を暗示している。これからもどういうせりふが出てくるのかを関心を持って視聴した 

い。ベテランの俳優陣が、主役の波瑠さんを支えているのだと感じる。少女時代のあ 

さを演じた鈴木梨央さんも、おてんばなあさにぴったりで、父親や祖父とのやりとり 

をおもしろく感じた。生涯を通じてあさのよき理解者であった夫の新次郎役の玉木宏 

さんの雰囲気もよい。あさと新次郎の最初の出会いは、まるで子どもと大人に見えて 

一瞬びっくりしたが、史実でも８歳違いの夫婦で、１１、１２歳の子どもと２０歳の 

大人だったら、こんなものかな、とそれほど驚くことでもないのかなと思った。はつ 

の夫役の眉山惣兵衛は、史実では天王寺屋五兵衛だと思うが、実際に明治維新の激変 

についていけずに店が潰れ、家族を守るために天秤（てんびん）棒をかついで物売り 

に出たという実在の人物である。ドラマの中では、貧乏揺すりがひどいとか、ヘビみ 

たいとか言われていて、子孫の方はどう思われるだろうと少し気になった。ＡＫＢ４ 

８が歌う主題歌「365 日の紙飛行機」は、フォーク調のいい曲だ。来年の小学校の運 

動会でたくさん使われるのではないだろうか。 

 

○ 朝ドラは、かつては年配の方々の朝の楽しみだった。自分自身が年配の仲間に入っ 

てきた現在でも、朝ドラに対するそういう先入観がどうしてもぬぐいきれずにいたが、 

最近、東アジアからの優秀な学生さんたちが、日本語の日常会話を番組で勉強できる 

からよく朝ドラを見ていると、朝ドラの話題で楽しく会話をしているのを聞いた。朝 

ドラでも、作品によってはずいぶん方言が出てくると思うが、それでも、海外の若い 

人たちが日本語を勉強するために生の日本語を聞きたいと思ったときに、ＮＨＫの番 

組は刺激的な勉強の素材になるということを知った。今回の「あさが来た」は、幕末 

からスタートする。浪速商人の盛衰とともに描かれる女性像が、今のゆとり世代の若 

い人たちにどう映るのか、また、若い人たちの刺激になってほしいと思っている。朝 

ドラは、総合テレビでの朝と昼の放送に加え、ＢＳプレミアムでも午前７時半からと 

午後１１時から、さらに土曜日午前９時半から１週間分、それ以外にも関連番組もあ 

るという具合で、まさしく「びっくりぽん」な状況だ。それに加えて、２分のプレマッ 

プや１０分のメイキング番組がある。２分プレマップではそれほどでもなかったが、 

１０分のメイキング番組は、時間の流れを軸にしているのか、人の紹介を軸にしてい 

るのか、まとまりがなく、ＮＨＫらしくないと思った。奈良県今井町がロケ地になっ 

ていて、地元は活気づいている。あさのモデルの広岡さんとご縁があった吉野の土倉 

庄三郎さんが登場するのを楽しみにしている。 
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○ 朝ドラで初めての幕末からスタートする物語を楽しみに視聴した。職場の若い人た 

ちの会話の中で「なんでどす」や「びっくりぽん」が出てくるので、若い世代にも見 

られているのだと感じる。新次郎とあさの年齢差はやはり話題になるが、配役がぴっ 

たりだからいいのでは、というところが一般的な感想のように思う。あさの祖父役の 

林与一さんが意外な配役だった。友近さんの存在感にもひきつけられる。語りのアナ 

ウンサーの口調も好感が持てる。子役の鈴木梨央さんはかわいくて演技もうまくて、 

特に押し入れのシーンなどは、表情がとてもよかった。私の地元に来る団体観光客は、 

朝８時半に宿を出発されることが多い。出発前のロビーが、朝ドラを見る人たちでいっ 

ぱいになることが最近増えてきたと感じている。私自身もあさに元気をもらって楽し 

く視聴している。 

 

○ あさの少女時代が大変印象的に描かれていて楽しく視聴した。第２週目以降の成長 

したあさのイメージ作りとなる重要な第１週目という役割は十分に果たされていた。 

子役の鈴木梨央さんの演技が大変光っていた。大人になってからの波瑠さんのイメー 

ジにもスムーズに移行できたと感じる。物語が江戸時代から始まるし、大河ドラマ「篤 

姫」(2008 年)の宮崎あおいさんや、大河ドラマ「新選組！」(2004 年)の山本耕史さん 

が出演することもあり、まるで朝に大河ドラマを放送しているかのような感じで、主 

役の波瑠さんの存在が埋没してしまわないかと心配したが、回を重ねるごとに波瑠さ 

んの持ち味が出てきていると感じる。変革を求められている時代に、既成概念を打ち 

払い、何事にもチャレンジしていくことの大切さを笑いと快活な演技を織り交ぜなが 

ら訴えかけるドラマでとても楽しみだ。一方で、朝から少し騒がしいという見方もも 

ちろんあるだろうが、私自身は朝から元気をくれる番組だと思ってこれからも期待し 

ている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ８月２６日(水)の探検バクモン「ノリノリ祈り！仏さま」について。今回は爆笑問 

題の二人が奈良国立博物館を訪ね、いろいろな魅力や驚きを探ろうという番組だ。今 

まで爆笑問題が出演する番組をあまりきちんと見たことがなかったので少し驚いたが、 

台本なし、ぶっつけ本番の撮影で、この二人のキャラクターが番組の良さを作ってい 

るのだと後で聞いて納得した。仏像を好きな方には、お堂に安置していなければ仏像 

ではないという方も多いが、番組で国立博物館の保管や修理の様子を説明していく中 

で、国立博物館が博物館として、なぜ、どのようにして保管や展示に取り組んでいる 

のか、博物館のあり方をもう一度教えてもらったような番組だった。展示品としての 

仏像には抵抗があるという方もいるが、お堂の中では語られない、その仏像が造られ 

た歴史的なことや、当時の人の気持ちなどを、奈良国立博物館の内藤栄学芸部長がい 
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い形で伝えてくれて、お堂の中とはまた違う仏像の新しい見方を改めて発信してもら 

った。ただ残念だったのは、番組の中で奈良県のマスコットキャラクター「せんとくん」 

について「あれは過去の遺物だね」と切り捨てるコメントがあったことだ。「せんと 

くん」は今も現役の奈良県のマスコットキャラクターなので、もう少し気を配ってほ 

しかった。それと、サヘル･ローズさんは日本文化に対してしっかりと考え方をもって 

いる方だと思うが、この番組の中ではその存在感が薄かった。せっかくなのでもっと 

いい形で彼女の意見を聞くことができたらなおよかったと思う。 

 

○ ９月２４日(木)のＮＥＸＴ 未来のために「シリーズ大阪中１殺害事件(１)子ども 

たちの世界に何が」について。寝屋川中１殺害事件は陰惨でむごい事件だった。実家 

が寝屋川市に近く、殺害された二人がさまよっていた商店街も何度も通ったことがあ 

る、なじみのある地域だっただけに、非常に大きなショックを感じた。出演者の兵庫 

県立大学の竹内和雄准教授の「この事件は一人の異常者が引き起こした事件というこ 

とで終わらせてはいけない」ということばが番組の主要テーマになっていたと思う。 

子どもたちの心の闇が以前とは全く違う形で広がっていて、それを大人が理解できな 

い、子どもたちを救えなかった大人たちの問題であると訴えていたように思った。中 

学１年生の子どもたちが夜中に出かけていくことを、どうして親は止められなかった 

のか、被害にあった子どもたちの親や家庭にも問題があると感じていたが、夜の渋谷 

で子どもたちの見守りをしているＮＰＯ法人ＢＯＮＤプロジェクト代表の橘ジュンさ 

んの活動を通じて、一見普通の家庭の普通にしか見えない子どもたちが大勢夜の渋谷 

を出歩いて、やはり事件に巻き込まれていることを知り、考えを改めざるをえなくなっ 

た。大都会の渋谷と郊外住宅地の寝屋川では大きな違いはあるかもしれないが、全国 

に広がっている子どもたちの心の闇や、それに対処できない大人たちということが大 

きな社会的な問題になるのだろう。番組の最初のうちは子どもたちについて掘り下げ 

るというよりは、むしろ大人たちの姿を描いているように感じた。しかし今回の事件 

の被害者や加害者の個別の事情や特殊性を追及するだけでは、これから先に再び同様 

の事件が起こることを防げないということを、この番組は伝えてくれた。そういう意 

味で、「ＮＥＸＴ 未来のために」という番組名にふさわしい内容だったのではないか 

と思う。 

 

○ 私も寝屋川に住んでいた時期があるので、商店街であのようなことが起こるのは非 

常にショックだったし、容疑者が住んでいるマンションも時々前を歩いているので、 

「ここにそんな人がいたのか」と大きなショックを受けた。親が共働きであるとか、 

母子家庭、あるいは家族との折り合いが悪くて家に居場所がない子どもたちが増えて 

おり、そうした子どもたちが家を出て、夜の街をさまよいながら自分の居場所をスマー 

トフォンに探しているという現実を改めて実感した。昔は、問題を抱える子は外見で 
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判断できたが、今は一見普通に見える子でも問題を抱えている。それだけに対処が難 

しいということだと思う。話が番組から離れて恐縮だが、今年の３月に日経ビジネス 

オンラインというインターネット媒体に、「福祉行政は風俗産業に敗北している」とい 

うタイトルで、この番組で取り上げられたＮＰＯと同様の活動をしている女性のイン 

タビュー記事が掲載され、ずいぶん話題を呼んだ。まさにタイトル通りの内容であり、 

夜の街をさまよう女の子を福祉行政が救う前に風俗産業に持っていかれてしまうとい 

う現状に警鐘を鳴らすというものだったが、今、実際にそういうことが起こっている 

ということを私たちがしっかりと見つめていかなければいけないということだろう。 

番組で紹介されたＮＰＯで相談を受け付けている件数がメールを含めて１日 2,000 件 

という紹介があったと思うが、こういう子どもたちがいかに今あふれているかという 

ことが、この数字を見てもわかるのではないかと思う。さきほどご紹介したインタビ 

ビュー記事の方が代表を務める団体のホームページに書かれている一部を紹介したい。 

「こうした問題の背景には関係性の貧困があります。私たちは安心して眠ったり過ご 

せる家や帰りたいと思える家がない少女、誰かと食卓を囲む体験や困ったときに頼れ 

る関係性を持たない少女たちと日々出会っています。彼女たちに必要なのは特別な支 

援ではなく当たり前の日常です。私たちは出会う少女たちの伴走者となり、ともに考 

え、泣き、笑い、怒り、歩む力となりたいと考えています。すべての少女たちが『衣 

食住』と『関係性』を持ち、困難を抱える少女が暴力を受けたり、搾取労働に行きつ 

かなくてよい社会を目指して活動を続けます。」というようなことが書かれている。実 

は番組で紹介された女性も今紹介した女性も、同じようにかつて夜の街をさまよって 

いた経験がある方だということだ。番組の最後に兵庫県立大学の竹内准教授が「どう 

したらいいんでしょうかね」という記者の質問に対して「うーん」と考えて「みんな 

が子どもたちに向き合える社会を作らなければならないと改めて今回の事件で思う。 

せめて向き合わないといけないなと。社会がみんなが。自分なりにがんばらないと、 

と常に思う」ということを言われて、「ごめん、これぐらいしか言われへん」とお答え 

になったように、こうした問題への寄り添い方というのはいかに難しいかということ 

をこの番組は示しているのではないかと思う。しかし一方で、京都の中小企業の一般 

のおじちゃんおばちゃんが福祉施設の子どもたちのサポートをしているという番組が 

以前この審議会の場でも取り上げられていたが、今、なかなか目立たないが、そうい 

う視点でのさまざまな活動がいろいろなところで始まっていると私は思っている。社 

会としていかに子どもを見守っていくのかを真剣に考え、大人ができることを小さな 

ことでもやっていくということが大事なのではないかと改めて思った。冒頭に正籬局 

長からも話があったように、大阪放送局は「子どもを守れ！」キャンぺーンを展開し 

ている。私はこの活動に敬意を表したいと思うし、ぜひ今後も積極的にさまざまな観 

点からこういう問題について啓発していく番組を制作していただきたい。 
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○ この番組を見て、吹奏楽部で活発に活躍していた少年と少女がなぜ真夜中にでかけ 

ることになったのか、雨が降って友達のところに泊れないのになぜ家に戻らなかった 

のか、なぜああいうふうに車に乗ったのかなど、正直言ってわからないことだらけだっ 

た。元教師の方が、実は今小学生でスマートフォンや携帯電話を持っている子が４割 

を超えて、スマートフォンに居場所を見出すようになっているとか、あるいは、ネッ 

トでつながっているから夜の街もそんなに怖くないんだというような見方をされてい 

た。それを否定するつもりはないが、ではネット接続を禁止すればこういう問題が解 

決するのかというとそうではないようにも思う。母子家庭が増えたり、両親が共働き 

で親子が顔を合わせる時間が短くなっているということだが、これは今に始まったこ 

とではなく、こういう状態はずいぶん続いていると思う。このことからだけでも、説 

明するのは難しいとも思った。以前は貧困から窃盗事件を起こしたり、あるいは不良 

グループの中に入って事件に巻き込まれたりしたケースはあったが、映像に映ってい 

た子どもたちを見る限り、お金のかかるスマートフォンを持っていて貧困だけでは説 

明しきれないと感じた。番組として問題を提起された意義はあったと思うが、正直な 

ところ番組を見ても子どもたちが一体何を考えているのかがよくわからなかった。時 

間的な制約やプライバシーの問題があって難しいかもしれないが、元教師の准教授と 

ＮＰＯ法人代表の二人だけの活動にとどまらず、被害者の親や家族までにも取材対象 

を広げていれば、もう少し事件の真相や問題の本質に迫ることができたのではないか 

と思う。家に居場所がなくてスマートフォンに居場所を見出すしかない子どもたちを、 

親はどのように見ているのか、子どもたちだけではなく親や家族へも支援の手を差し 

伸べないとこういった問題の解決にはつながらないのではないのかと感じた。最後に、 

寝屋川で事件が起きた同時刻の生取材とＶＴＲによる番組だったが、東京や大阪のご 

く一部の繁華街を除いて、真夜中で人通りがない様子はどこもだいたい変わらないと 

思うので、わざわざ生番組にしなくてもＶＴＲでも十分だったのではないかと思った。 

 

○ このドキュメンタリーは非常によくできていた。特殊な現象ではなく、犯人に焦点 

を当てない、二人の特定の子どもにも焦点を当てないという視点は非常に正しいし、 

望ましく、優れているということをまず述べておきたい。私は、居場所がなくなった 

子どもたちが以前より増えたのか減ったのか同じなのかというのがまず第一に気にな 

った。増えているからこういう事件も起きたのだ、これからも起こる可能性が高いの 

だ、ということなのか、そうではないのか。また、スマートフォンとの関係について 

も気になった。一つの現象として、スマートフォンという道具が現れたので居場所が 

ない子どもたちのツールとなって、普通の子どもの夜の徘徊（はいかい）が増えた、 

というような流れで説明されていた。また、以前は問題行動を起こす子どもは外見で 

すぐ判断できたけれども今は外見だけではわからない。では果たして一見普通の子ど 

もの夜の徘徊は、以前より増えたのだろうか。あるいは、子どもが夜、徘徊すると犯 
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罪に巻き込まれる可能性が増えるということはわかるが、夜の徘徊が、大人は良くて 

子どもは悪なのかというのも気になる。ただ、根幹はコミュニティの問題で、家に帰 

りたくないという子どもは、裏返すと「帰りたい」のだろう。つまり、居場所を求め 

る子どもは以前よりもだいぶ増えていて、彼らを家庭・学校・地域など、いろいろな 

ところで受け入れる包容力がだんだん減ってきたということを番組では問題にしたか 

ったのかなと感じた。ただ、スマートフォンとの関係というのは、結局よくわからな 

かった。最後に大学の准教授が少し曖昧なコメントをしたが、私も最後まで視聴して 

も、同じようによくわからない曖昧さが残ったままである。今後の課題ということだ 

ろう。 

 

（ＮＨＫ側） 

        さまざまなご意見があったが、みなさまのおっしゃる通りのね 

らいで制作した番組である。個々の事件ということではなく、今 

の子どもたち、以前の子どもたち、彼ら子どもたちを取り巻く環 

境とその子どもたちの心理がどう変わってきたのかということと、 

それがどう事件に結びついたのか。その答えは出ないが、今、子 

どもたちを取り巻いている環境が激変しているということをまず 

しっかりと訴えたかった番組だと思っていただければと思う。逮 

捕された容疑者は依然容疑について黙秘を続けており、真相はな 

かなか明らかになっていない。そういう状況の中で、この事件が 

どういう事件であったのかということを推測で論じることはでき 

ない。事件自体の真相をどう明らかにするかということは、引き 

続き取材をしていきたいと思っている。大阪放送局では１２月末 

まで、「子どもを守れ！」というテーマでキャンペーンを続けて 

いるが、子どもたちをどうやって地域で、学校で、友達同士で、 

守っていけばいいのかという取り組みは各地で行われている。近 

畿管内各局でもそれぞれ取材していて、地道な取り組みから大き 

な枠組みまで、ニュース企画という形でタイムリーに随時伝えて 

きている。「子どもを守れ！」キャンペーンの１回目は神戸の取り 

組みからスタートした。今、近畿の各放送局からそれぞれ２本～ 

３本ずつぐらい企画が出ている。子どもたちの居場所をどう作っ 

ていくか、子どもたちを見守るために地域の人たちがどういう取 

り組みをしているのか、やはり地域ごとの特性があって、それぞ 

れ参考になる取り組みだと思っている。明日１０月２２日(木)に 

は、事件のあった寝屋川市の市役所にスタジオを設けて、夕方６ 

時１０分の「ニュースほっと関西」を公開生放送という形で実施 
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する予定である。地元の子どもたちや防犯活動に取り組んでいら 

っしゃる方に参加していただいて、寝屋川市で、どうやって子ど 

もたちを守ろうとしているかについて、前向きな形で、キャンペ 

ーン報道のひとつの中間報告のような形の放送を出す予定である。 

 

○ 学校再発見バラエティー「あほやねん！すきやねん！」をはじめとする大阪局制作 

の他の番組でも、「子どもを守れ！」キャンペーンについて、局全体で、ミクロではな 

くマクロで取り組みをされていると思うので、引き続きその取り組みをよろしくお願 

いしたい。 

 

○ ９月２６日（土）の「第７０回国民体育大会～２０１５紀の国わかやま国体～総合 

開会式」(総合 後 2:15～3:21)について。開会式の式典前演技は、2,800 人もの人が 

参加して大変盛り上がった。開会式を全国放送で取り上げていただいたのはとてもよ 

かった。 

 

○ ９月３０日(水)のクローズアップ現代「なぜ５人は死んだのか～生体肝移植の光と 

影」について。視点としては間違っていないと思う。ばたばたと続けて患者が死亡し 

たあと、ある期間をおいて、この病院はまた生体肝移植を再開した。これについて、 

再開したことがいいのか悪いのか、また、なぜ再開したのかということについて、報 

道各社があまり取り上げていないように思う。生体肝移植をしても死亡する可能性が 

非常に高いということを医師が患者に事前に告知して、それ以外に方法がないならば、 

それでも移植手術をやってほしい、と患者に言われ、医師としては手術をやらざるを 

得ないという状況があったのかどうか、というのが非常に気になった。もし、あった 

とすれば、手術後の死亡件数が多くなるのは、ある程度はやむを得ない部分があると 

思う。そうではなくて、かなり生存率が高いと説明されたのにあれほど大勢の方が亡 

くなったのなら、それは厳然として問題である。そのあたりの部分をきちんと明確に 

取り上げていただけていなかったと思ったので、少し疑問が残った。 

 

○ ９月１１日(金)のドラマチック関西「ぼくらの夏休みはサバイバル」について。７ 

月１８日の夏休み最初の日から７泊８日で、関西一円の小学校４年生から６年生まで 

の２１人の男の子女の子たちが参加したキャンプの様子を描いた番組だった。集まっ 

てきた子どもたちはみんな自分を変えたいと思っている。何もできない、お母さんが 

作ってくれたものを食べている男の子、自分の意見が言えない女の子、親から赤ちゃん 

扱いされている男の子といった、主に３人に焦点が当たっていた。一日目から一人ひ 

とりが小さいテントで生活をし、食べるものは自分で作る。まずくても自分が作った 

ものなので最後まで全部食べないといけないというルールである。毎日ほぼ１０キロ 
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を歩いて移動する。ある１日は、ボランティアのリーダーに支えられて、急流の川上 

りをするといったような活動だった。場所は兵庫県の神鍋高原周辺で、日本の代表的 

な冒険家、植村直己さんが生まれ育った土地である。このキャンプのゴールは植村さん 

の記念館である。植村さんの言葉に「僕が子どもの頃、目に映る世界は新鮮ですべて 

が新しかった。やりたい事は何でもできた。ところが年をとってくると、人々はあき 

らめ、みんな落ち着いてしまう。世界の美しさを見ようとしなくなってしまう。夢を 

失っていく。でも、僕はいつまでも子どもの心を失わずにこの世を生きようと思う。 

いいかい。君たちはやろうと思えば何でもできるんだ」という言葉がある。あきらめ 

ないということをモットーにした７泊８日のキャンプを取り上げた番組だった。小学 

校４年生の男の子が、自分が作ったご飯がまずくて、泣きながらお母さんのご飯が食 

べたいという場面があったり、自分の意見が言えない女の子は、ともかくみんなの後 

ろをついていくうちに、だんだんいろいろな形で自信を持って自分の意見を言えるよ 

うになったりと、子どもたちの演技ではない素の心情が非常によく描かれていたと思 

う。最後は、２１人がそれぞれ７泊８日で変わって、たくましくなっていったという 

番組だった。子どもの時にはいろいろなことをしようと思っていたけれど、大人にな 

るとそういう気持ちを忘れているということや、あきらめずにチャレンジしてみるこ 

との大切さが描かれていた。 

今、夜に居場所のない子どもたちが想像以上に増えているということが現実である。 

私たちがこれまで関わった子どもたちや親族の中にも、そういう子どもが実際にいる 

から大変だと思うが、その一方でこのキャンプに参加した子どもたちのように、何の 

問題もない子どもも多くいる。同じように、高齢者の問題でも、要介護の高齢者や認 

知症の高齢者のほうが報道などでは大きく取り上げられているが、少なくとも半分は 

元気な高齢者がいる。中学生や小学生でも、昔風の子どもたちといわれるかもしれな 

いが、何の問題も無く、親もそれを支えようとしている家庭で生活している子どもた 

ちもたくさんいるということを改めて教えてくれたいい番組だった。 

 

○ ９月４日(金)のあすのＷＡ！「紀伊半島豪雨水害から４年」について。４年前のこ 

の日の台風１２号では、６市町で５０人、その後関連死も含めると６０人の被害が出 

て、未だに１人が行方不明のままである。９月４日の当日は、犠牲者を悼む行事が各 

地で行われていることが番組で紹介された。児童が亡くなった小学校では、同級生の 

児童が「災害があったことを忘れず命の大切さや防災学習の大切さをこれからも伝え 

ていってください」と防災、減災への意識を高める決意を新たにしていることが伝え 

られた。現状と課題ということでは、紀伊半島豪雨では県が管理する道路や護岸など 

で 1,177 か所に被害が出て、今年８月末現在で全体の 99.6％の復旧工事が完了したこ 

とが紹介されたり、その後、土砂災害警戒区域の調査・指定で、今年７月末現在で 6,400 

か所あまりが指定され、自分の住む地域の現状を知ってもらう取り組みや、日頃から 
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の防災意識を高める取り組みなどが進められていることが紹介された。備えは進んで 

いるが課題も多い。昨年８月の台風１１号で、本宮町の調査では、避難指示を知りな 

がら避難しなかった方が６割近く、そのうちの７割近くの人が、被害が及ばないと判 

断したというデータが紹介されていた。和歌山放送局は、命を守るためにという問題 

意識をもってさまざまな取り組みをしているが、どうしても伝える側と受けとる側の 

温度差を感じる。夕方６時半からの「あすのＷＡ！」は、県内のニュースを知るため 

に多くの方が視聴している。その番組のオープニングが４年前の水害の映像だと、つ 

い、チャンネルを変えたくなるという方もたくさんいるのが現実である。伝えたいと 

いう思いと受けとる側の思いがかみあわないところに難しさを感じている。番組の最 

後で和歌山放送局の津村浩司記者が「自分は大丈夫という思い込みは危険です。過去 

の災害のことを取り上げ改めて伝えているのは、少しでも将来被害を減らしたいとい 

う思いがあるからです。避難の大切さを感じて備えにつなげてほしいと思います」と 

言っていた。その思いが視聴者の方の心に響いてほしいと痛切に感じた番組だった。 

８月３１日(月)から１週間ずっと、「紀伊半島豪雨水害から４年」シリーズの放送だっ 

たので、食傷気味の視聴者の方もいらっしゃることは確かだし、自分は大丈夫だと思っ 

て避難しない方が多いのも事実である。一方、和歌山県民は台風が来ることに慣れっ 

こになっているから、４年前も被害が多かったのも事実である。どうしたら災害から 

命を守ることができるのか、その意識をどうやって高めるのかということも今からの 

課題だと思う。 

 

○ １０月６日(火)のハートネットＴＶ Ｒｏａｄ ｔｏ Ｒｉｏ「一撃にかける～車 

いすフェンシング 藤田道宣選手～」について。パラリンピックの、車いすフェンシン 

グの藤田道宣さんのトレーニングや日常を追った番組である。もともと藤田さんはフ 

ェンシングでは大変な選手だったのだが、大学生の時に事故で下半身が不随になって 

車いすの生活を送る中で、今度はパラリンピックに車いすフェンシングで出場すると 

いう目標を掲げた。「ハートネットＴＶ」という番組のことも、それがＥテレで放送さ 

れているということも、今回初めて知った。藤田さんの努力とか、車いすフェンシン 

グや、パラリンピックにかける意気込みなどは非常によくとらえていると思う。しか 

し、最近オリンピック関連のスポーツ根性ものとか、何かを極めるという内容の番組 

が多すぎると感じていて、また同じような内容か、という印象だった。こうなると「一 

億総～」のようになるのではないかと危惧する。藤田さんの人格とか努力には敬意を 

表するが、なんだかあまり新鮮味を感じない番組だという印象を受けた。どうしてこ 

の番組を京都放送局が制作する必要があるのだろうか。藤田さんは大阪在住である。 

練習場所が京都にあるからかと思うが、どうも無理があるような気がした。このごろ、 

技といったことでも、「極める」というテーマが多すぎはしないか。本当に極めている 

のか。少しうがった見方ではあるが、中には、番組のテーマが「極める」だから、や 
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むを得ず「極める」ように見せかけているようなものもあるように感じて閉口ぎみで 

ある。京都放送局はもう少し京都の自然の役目を丁寧に取り上げるべきではないかと 

思っている。 

 

○ “Ｒｏａｄ ｔｏ Ｒｉｏ”という統一タイトルのもとで一撃にかける車いすフェン 

シングの藤田道宣選手を紹介していた。このシリーズは１０月、６、７、８と３日間 

集中的に放送されており、６日は車いすフェンシング、７日はブラインドサッカー、 

８日は陸上が取り上げられていた。作家の浅生鴨さんがウェブサイトで「かわいそう 

な人が頑張っているスポーツとして、障害者スポーツを見るのではなく、パラリンピ 

アン、パラリンピックに参加できる、出場できることは、かっこいい、すごいという 

ことをぜひ訴えたい」とコメントしていた。この番組にはまさにそういう視点が盛り 

込まれている。私もパラリンピック報道については、特に、ロンドンパラリンピック 

あたりからずいぶん見方、報道の方法が変わってきていると思う。「ハートネットＴ 

Ｖ」で、この“Ｒｏａｄ ｔｏ Ｒｉｏ”というタイトルで番組を制作することは、 

大変いいことだと思う。これからもさまざまなジャンルで、選手やチームをぜひ取り 

上げていただきたい。「子どもを守れ！」キャンペーンもそうだが、さまざまなジャン 

ルで、あるテーマについて総合的な取り組みをするということは続けていってほしい。 

 

○ ９月２６日(土)のアスリートの魂「前へ 道を拓（ひら）け 女子相撲 山中未久」 

について。まず、非常にマイナーな競技だと思った。正直、女子相撲があったことす 

ら知らない中で番組を視聴した。ＮＨＫらしいドキュメンタリーだと思いながら視聴 

した。表情のアップや眼差しで、山中選手の心の動きや、若さゆえの弱さ、トラウマ 

をかかえている心、恐怖心というようなことまで、よくとらえていた。いまどきの娘 

さんらしく、母親とのラインでのやりとりの中で、考えたくない、もうやりたくない 

という、若いアスリートの悩みが見てとれたように思った。この番組で、初めて、相 

撲をとる方を美しいと思った。とても美しいかたちで相撲をとるのだと思いながら視 

聴した。ただ疑問だったのは、相撲は、女性がとってはいけない、土俵に上がっても 

いけないというものだと思っていたのだが、大相撲と競技としての相撲とはまた違う 

のだろうか。それについて、少し番組の中でも説明していたら、理解が深まったので 

はないかと思う。この番組では、世界選手権第三位、銅メダルをとった段階で終わっ 

たが、この番組の視聴が、彼女を応援するきっかけになり、１０月１８日(日)開催の 

「第２０回全日本女子相撲選手権大会」での優勝のニュースには、とても喜ばしい気 

持ちになった。自分の弱さに打ち勝とうとする若いアスリートの姿を克明に追ったい 

い番組だった。 

  

○ 「鶴瓶の家族に乾杯」は、鶴瓶さんが自由に歩く番組のはずである。それなのにど 
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うして旅人に番組宣伝のための俳優が選ばれるのか。番組の趣旨とは非常に矛盾して 

いると思う。そういう形で番組の中に番組宣伝の意図を組み込むことと、番組の基本 

的な方針とが分かちがたく絡み合っているのはおかしいと思う。 

「あさイチ」にどうしてゆるキャラのようなものが出てくるのかも不可解である。 

ゆるキャラを出せばいいというような安易さを感じる。子ども対象の番組でもないの 

に、ゆるキャラを相手に冗談を言い合っていて、ふざけている番組なのかまじめに取 

り組んでいる番組なのかよくわからない。もう少し方針をきちんと決めてほしい。無 

難に平均点を狙う番組作りはいかがなものかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

        「鶴瓶の家族に乾杯」のキャスティングに番宣的要素がないと 

は言いきれないが、例えば朝ドラには、ヒロインの新しい女優を 

発掘して放送期間の半年間で世に送り出す使命がある。半年間が 

終わったところで、まちがいなくしっかりした女優に育て、世に 

送り出さねばならない。そのためにはドラマだけでなく、ＮＨＫ 

が制作するいろいろな番組で、さまざまな魅力をひきださないと 

いけない。そのためのチャレンジだと思っていただけるとありが 

たい。 

 

○ 今月上旬、世界経済の４割を占める環太平洋地域の１２カ国によるＴＰＰ交渉が大 

筋合意し、昨日は関税撤廃に関する全容も発表された。ＮＨＫではＴＰＰを頻繁に取 

り上げており、複雑で広範囲にわたるＴＰＰが国民生活にどのような影響を及ぼすの 

か、私たちが理解するのにたいへん役立っていると思う。農業分野への影響がクロー 

ズアップされがちだが、幅広い観点から引き続き取り上げていただくようお願いした 

い。ＴＰＰの日本語訳について、ＮＨＫは「環太平洋パートナーシップ協定」として 

おられるが、他のテレビ局や新聞各社では、これを「環太平洋経済連携協定」と呼ん 

だり、あるいは、「環太平洋戦略的経済連携協定」と呼んだりしているケースがある。 

知っている人は同じものだとわかるが、知らない人が聞くと別々のものかと誤解され 

るのではないか。こういった言葉はマスコミの間で統一できないものだろうか。 

 

○ スポーツ中継について。ワールドカップラグビーがもうすぐ終盤だが、ＮＨＫのラ 

グビー実況は素晴らしいと思う。手堅さ、底力は、やはりＮＨＫならではと感じる。 

スポーツ中継での実況におけるアナウンサーの方たちの実力も、これからも引き続き 

見せていただきたい。 
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ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年９月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

 ９月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１６日（水）、ＮＨＫ大阪放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

 会議ではまず、「平成２７年度後半期の国内放送番組の編成」および「平成２７年

度後半期の近畿地方向け番組編成」についてそれぞれ説明があり、「平成２８年度の

番組改定」とあわせて意見交換を行った。続いて、事前に視聴してもらった放送９０

年ドラマ 経世済民の男(３)「小林一三」(前編)を含め、放送番組一般について活発

に意見交換を行った。 

 最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１０月の番組編成の説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

副委員長 小島 多恵子  （公益財団法人サントリー文化財団 上席研究員） 

委 員     浅野 秀剛    （あべのハルカス美術館 館長） 

市田 恭子  （デザイナー集団 Team coccori 事業代表） 

佐野 純子  （奈良インターカルチャー 代表） 

 田辺 眞人  （園田学園女子大学名誉教授） 

       西田 賢治  （大阪商工会議所 参与） 

       原  さだ  （（財）龍神村開発公社 専務理事） 

山﨑 弦一  （日本労働組合総連合会大阪府連合会 会長） 

吉岡 幸雄  （染色史家） 

 

（主な発言） 

＜「平成２７年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２８年度の番組改定」について＞ 

 

○ 定時番組のさらなる定着と認知度の向上をめざすということだが、具体的な指標を 

設定して目標とするのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

       特に新番組については、これまでも折に触れて認知度調査を行

い、番組の定着度を見定めている。世帯視聴率は、その放送枠が

どれぐらい認知されているかにも左右されるので、認知度調査の

結果から視聴動向を丁寧に見ていき、同時に番組が視聴者のニー

ズに合っているかどうかについても調査しながら検討していく。
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放送時間を大幅に変更しても定着には時間がかかるので、年度後

半期は大きな改定を行わず、引き続き定着を目指していく。 

 

○ 番組のゲストに、ドラマ出演中の俳優を起用して番組の宣伝をするケースが多く、 

「またか」という印象を受ける。番組の宣伝は、広報番組に絞って行ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側）    

そのようなご意見があることは承知しており、現状でも番宣の

スポットをかなり減らしてはいる。ただ、新番組については、ふ

だんあまりＮＨＫを見ない方にも番組を知っていただくために、

いろいろなところで放送していく必要がある。そのあたりのバ

ランスを丁寧に見ていきながら効果的な番宣をしていきたい。 

 

○ 朝のニュース番組のスポーツキャスターが毎回お決まりのポーズをとるのは、ＮＨ 

Ｋらしくなく不自然だと感じる。また、早朝の時間帯のスポーツコーナーのブリッジ 

が耳障りだ。一考願いたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

キャスターのしぐさについては、不自然と感じる方もいらっ

しゃれば、好感を持って受け止める方もいらっしゃる。また、

効果音については、その音でいいのか、そもそも音が必要かど

うかも含め、制作現場ではいくつか案を出して検討しているが、

いただいたご意見については現場に伝える。 

 

○ この数日、記録的豪雨、阿蘇山噴火、地震と大きな災害が続けざまに起こり、災害 

関連の報道が続いた。一方で、今日は国会で安全保障関連法案の審議が行われている。 

災害報道は大事だが、今日のように国の未来を左右する重要な法案が審議される国会 

は、ぜひ中継してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

安全保障関連法案をめぐる本日の参議院特別委員会につい

ては、特別委員会での締めくくり総括質疑がいつどのような形

で開催されるかといった状況を踏まえながらの判断となるの

で、放送時間を前もって発表することができなかったが、新聞

には「国会中継の場合あり」という形で発表した。国民の関心

がきわめて高い事柄については、ニュース番組の枠を拡大する
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など、できるだけきちんと伝えていく。 

 

○ 大地震、豪雨など自然災害に対する報道対応を最優先にするという、ＮＨＫの番組 

編成方針は常に貫かれているように感じている。引き続きこの方針は貫いてほしい。 

安保法制をはじめとして国内の政治･経済をとりまく重大なニュースがひしめいてい

る。このような状況の中で、地上波で総合、教育の２チャンネル、衛星でＢＳ１およ

びプレミアム、ラジオ第一、第二、ＦＭそしてＮＨＫワールドに至るまで、それぞれ

のチャンネル特性にあわせたタイムリーな編成対応を期待している。特に、視聴者の

関心が高い世の中の出来事についての放送対応だが、例えば、総合放送でのマルチ

チャンネル放送についても緊急対応オプションのひとつとして想定し、番組編成対応

に向けたシミュレーション・準備をしておいていただきたい。 

スポーツ番組については、近畿地方番組審議会から、繰り返しお願いしてきており、

番組編成にすでに反映していただいているが、同一競技種目の同時間帯展開、番組終

了予定時間を越えた中継の継続などを含め、編成上、視聴者ニーズがあるものと判断

された場合には、マルチチャンネル対応の可能性について引き続き取り組んでいただ

きたい。 

ＮＨＫでは 2014 年から国や自治体が公開しているデータや研究機関の調査などを

読み解くことで、社会の実相を身近に感じてもらおうと意図していると理解できる、

データファイル・ジャパン（DATAFILE.JPN）を展開しているが、まだ発展途上にある

とみている。世の中で公開されているデータを情報の受け手が主体的に活用し、読み

解く中で、人々の身近な地域社会のあり方について知ることができるこの仕組みは、

情報の受け手が主体的に公共放送ＮＨＫに対して接触するゲートウェイの機能も果た

すと考えられる。一般の放送に加え、データファイル・ジャパンの機能をさらに高度

化させ、相互にリンクさせてゆくことで、世界的なジャーナリズムの潮流のひとつと

なっているデータ・ジャーナリズムへの取り組みをさらに進めてほしい。 

 

＜放送９０年ドラマ 経世済民の男(３)「小林一三」(前編) 

(９月５日(土)総合 後 9:00～9:58)について＞ 

 

○ 阪急電鉄の創設者である小林一三と、主演の俳優、阿部サダヲの少し情けなく、弱 

くて、でも何かにたけた部分があるコミカルなイメージとのギャップが印象的で、放 

送を楽しみにしていた。前後編と２回に分けたことでゆっくり描かれたようだ。フィ 

クション部分が多いけれど、写実的に歴史に忠実に作られたドラマだった。現代のビ 

ジネス書に書かれているのと同じようなこと、例えば、ブランドの確立、計算、顧客 

データ分析といったようなことを、当時の日本で一三がすでに実践していて、それが 

現在の阪急阪神東宝グループにつながっているのだと感じた。 
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○ 「世を治め民を救う」経世済民の人物として、近代日本の創成期に活躍した経済人 

でもあり政治家でもあった高橋是清、小林一三、松永安左エ門を取り上げた企画は 

大変おもしろい。今、貧困が日本社会をむしばみつつある中、民を救う志をもった 

こうした経済人、あるいは政治家が世に出てほしいと改めて思い、それがドラマ制 

作の一つの意図でもあったかと解釈した。 

2011 年に放送された、松下幸之助夫婦を描いた土曜ドラマスペシャル「神様の女房」 

(2011 年 10 月 1,8,15 日(土)総合 後 9:00～10:13)も、放送当時視聴した。一三と幸之 

助は、年齢は１０歳ほど違うが、ほぼ同時代を生きた。二人は、生まれ育った環境も 

政治との距離の取り方も違う。ドラマで描かれた人物像もずいぶん違っていて、大変 

興味深かった。一三は阿部サダヲ、幸之助は筒井道隆が演じていて、二人の性格を表 

した配役なのだろうか。一方、共通点としては、二人とも決して順風満帆の人生だっ 

たわけではなく、幾度もの試練を乗り越えたこと、そして何より重要な共通点は、事 

業の目的を社会への貢献、民を救うということにおいていたことである。日本は、高 

度経済成長社会、その後のデフレ社会を経て、今、新たな成熟社会へ向かう過渡期に 

あると考える。ぜひ、この「民を救う」という視点を持った二人のようなバイタリティ 

あふれる経済人、あるいは政治家の活躍を期待したい。また、そのような人材をどの 

ように育てていくのかということも、今の日本社会が抱える、真剣に考えなければい 

けない課題ではないか。 

 

○ 放送９０年ドラマ 経世済民の男(１)「高橋是清」に続いて、大変おもしろく視聴 

した。小林一三といえば、私鉄の多角経営のモデルを築いたカリスマ経営者というイ 

メージだが、三角関係から最初の妻と別れたり、出世できないのを人のせいにしたり、 

リスクを自らとろうとしなかったりといった面があって、ぱっとしない時代が意外と 

長かったのだと知り、親近感を持った。清算直前の箕面有馬電気軌道を、妻のひと言 

をヒントに、沿線の分譲住宅開発による不動産収益と乗客の確保という一石二鳥の計 

画に焼き直し、自らリスクをとって開業までこぎ着ける。このあたりは、出世競争か 

ら完全に取り残された落ちこぼれ時代とのコントラストが非常におもしろく、主演の 

阿部サダヲは上手に演じていた。また、月賦払いの分譲住宅がなぜ売れると断言でき 

るのか、と株主から強く問い詰められたとき、「僕の夢が彼らの夢ですから」と答える。 

この言葉は、一三が一般大衆の心をとらえて、斬新なアイディアで次々と事業を拡大 

していくその原点となった考え方を表しているのではないかと感じた。このドラマに 

は、一三が事業のおもしろさに目覚めるきっかけを与え、彼を支えた人物として、北 

浜銀行設立に関わり、金森又一郎や豊田佐吉などの明治の企業家を育てた岩下清周が 

登場する。ドラマの中で、耐久性のあるゴムをそれまでの半分の時間で生産するアイ 

ディアを銀行の貸付係であった一三に持ち込んだ発明家に対して、岩下が無担保、出 
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世払いで研究費千円を貸すというシーンがあったが、ベンチャーキャピタリストとし 

ての岩下を端的に表していた。電気の時代が到来して、絶縁体としてのゴムの需要が 

伸びることを見越しての融資だったのだが、今の時代こそ、岩下のような豪胆なベン 

チャーキャピタリストが出てきてほしい。前編は、一三の「これからの日本はきっと 

すばらしい国になるという結論を持っている。それには一つだけ条件がある。それは 

皆さん全員が働くことです。」というせりふで終わる。これだけではよくわからなかっ 

たが、後編で「働くことは楽しいことなんだ。夢を描いて知恵を出して努力をする。 

その対価として報酬がついてくるんだ。実に楽しいじゃないか。」というセリフを聞い 

て、一三が言いたかったことがよくわかった。是清も一三も、ずいぶんエピソードが 

多い。前・後編の２回で表現するのは難しかったのではないか。後編は、商工大臣を 

引き受けて短期間で辞任に追い込まれる部分が長かった。もっと事業の功績等、他の 

エピソードをきちんと取り上げたほうがよかったのではないかと思う。 

 

○ 「高橋是清」も「小林一三」も視聴した。制作陣が違うから同シリーズとはいえだ 

いぶ仕立てが違っていて、それはそれで非常に興味があった。「高橋是清」のほうは、 

盛りだくさんなわりには起承転結をよく考えつつ、バラエティの要素も含め、いろい

ろな要素を取り入れながら、是清の偉大さを伝える手法だった。一方、「小林一三」の

ほうは、「高橋是清」のドラマよりも、少ないエピソードを重点的に取り上げていた。

特に後編は商工大臣を引き受けてうまくいかなかったことが大きく取り上げられてい

て、意外に失敗している、たいして世の中に貢献していないようにもとれる内容だっ

た。それはそれでおもしろいが、個人的には、小林一三といえば、ドラマの前編で取

り上げていた阪急電鉄の前身の、箕面有馬電気軌道の創設と、百貨店経営や土地開発

といった、私鉄経営のモデルケースを作ったことが一番の功績だと考えている。その

功績は、ドラマ全体の時間の半分ぐらいで描いていた印象で、それはそれで楽しめた

のだが、一般的によく知られた功績をもっと丁寧に描くという手法もあったのではな

いか。また、私にとっては、一三は、「経世済民の男」シリーズで最後に取り上げた松

永安左エ衛門とともに、美術品のコレクターとしても偉大な人物で、演じた阿部サダ

ヲとのイメージの隔たりが大きく、その隔たりが最後まで埋まらなかった。ドラマで

何回か登場する借金だるまは、新しい手法なのか、コミカルに描くための道具なのか、

ややとまどった。また、後編の終わりのところで、一三夫婦が急に老けたのには違和

感があった。年齢を重ねていくところは、徐々に丁寧に描いてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 小林一三のドラマは、偉人伝にはせず、失敗もすれば成功も 

する、不安で眠れない夜もあれば夫婦げんかもする、そういう 

“普通の人”を描く方針で制作した。「昔、ある時代にこんな 

人がいました」ではなく、「現代の私たちの身近なところにも 
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同じような人が存在するかもしれませんね」というように感じ 

ていただけるドラマを目指した。そのため、偉大なエピソード 

というよりは人間的なエピソードをできるだけ多く取り上げた。 

最初からコミカルな作りを意識したわけではなく、人間くさい 

人物像を描いていくうちに、だんだんコミカルな部分が加わっ 

ていった。借金だるまの演出は、宝塚少女歌劇団の第一回公演 

に「浮れ達磨（だるま）」という演目があり、１０代前半の少 

女がだるまの着ぐるみを着て踊っている写真だけが残っている。 

そのだるまが今回の演出のアイディアの元になっている。だる 

まという人間ではないものを人格化することによって、一三の 

不安や心の中の迷いなどを表現したいという意図である。商工 

大臣のくだりが少し長いといったご意見や、前・後編の２回 

ではエピソードがおさまりきらないといったご意見は、制作担 

当者に伝える。 

 

○ おもしろいエピソードを断片的につなげただけのように感じた。もう少し、歴史ド 

ラマとして脈絡のあるエピソードの組み立て方をしてほしかった。あのドラマでは、

小林一三の人物像がよくわからない。前・後編の２回で時間が限られたためかとも思

うが、私鉄の経営者だけではない、体系的な企業経営をやってきた人物を描いたドラ

マにしては断片的に過ぎた印象である。あくまでドキュメンタリーではなくドラマだ

から、脚色、創作は当然ではあるが、基礎的な歴史事実についてはきちんと踏まえて

ほしかった。例として、ドラマで使われていた「箕面有馬電気鉄道」という会社名は、

一三が関わったときは「箕面有馬電気“軌”道」であったこと、宝塚少女歌劇はプー

ルの跡地利用ではなく、水を抜いたプールそのものであったこと、一三が商工大臣時

代に当時の商工省次官だった岸信介と鋭く対立したことについてドラマでまったくふ

れていなかったこと、などがあげられる。一三の政治家としての功績というならば、

ドラマで描かれた商工大臣より、戦後の国務大臣、戦災復興院総裁のほうが意味があ

ると思うが、それについてもドラマではふれられていなかった。一三の、経済人とし

ての時の政府との対立も描かれなかったし、阪神電鉄との摩擦も、一面的な描かれ方

だった。ドラマであってドキュメンタリーではないから、事実だけで描く必要はない

が、歴史的な事実はきちんと踏まえてほしい。 

 

○ 笑いあり、涙ありで引き込まれるドラマだった。後に日本経済の歴史にその名を刻 

む人の物語であるのに、前半では成功するまでのだめな部分がおもしろく描かれてい 

たからかもしれない。ただ、ドラマの中でひときわ異彩を放っていた借金だるまの演 

出は、必要だったのか疑問である。小林一三が住んでいた下宿のおばさんの存在感は 
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秀逸だった。「僕自身の理想の生活」を思い描いて 100 年以上も前に家賃並みで家が買 

える住宅ローンの仕組みを作った等、偉大な経営者だったのだと思った。夢を追う企 

業家を阿部サダヲ主演で、コメディータッチでわかりやすく楽しく描いたドラマだっ 

た。次は連続テレビ小説や大河ドラマでじっくりと一三の人となりを見てみたい。 

 

○ ＮＨＫらしくない作りのドラマだった。前編は特に、エピソードがとぎれとぎれで、 

まるで一コマ漫画を見ているようだった。自分が漫画を見慣れていないせいかもしれ 

ないが、この番組自体についていけないと感じた。後編は、前編よりはいくぶん細切 

れ感が少なく感じて見やすくはなった。しかし、担当のディレクターが若かったのか、 

どういう層を対象に制作したのだろうかと、前・後編通じて疑問に感じた。 

 

○ 小林一三を主人公に取り上げたことを大いに評価したい。われわれ京都人には、阪 

急電車に乗って神戸に行くことに心地よい懐かしさがある。昔から変わらず、車両を、 

あずき色ほぼ一色で、多色使いせずに塗装していることは、阪急グループのブランド 

イメージを形成している要因のひとつだが、その阪急グループの創始者のドラマとい 

うことで楽しんで視聴した。 

ドラマの中で描かれた一三像の中で感心したことが二つある。一つは、事業に打ち

込むときに、自分の財産をつぎ込むリスクをとってでもやって、成功してきたこと、

もう一つは、「意識を持って働くことが一番大事だ」という姿勢だ。今の日本人は、と

もするとリスクをとらず、働かないでお金を手に入れたいというような方向にいきが

ちだが、そういう今の日本人に対して「経世」の意味を問うドラマになっていた。た

だ、ドラマ自体は演技のこまやかさに欠け、だるまのキャラクターが出てきたりして、

作りが荒っぽい印象を持った。岩下清周を演じた奥田瑛二は迫力があってよかったが、

他の俳優は今ひとつ印象に残らず残念だった。また、美術収集家としての一三も、も

う少し取り上げてほしかった。一三という人は、これまでのしきたりにとらわれない

斬新な茶会を開いたりもした人なので、そういう一面もあわせて取り上げると、宝塚

をはじめとする彼の人間像における文化的な側面がわかりやすかったのではないか。 

 

○ 軽快で非常に斬新な手法も使われており、ドラマとして楽しく視聴できたので十分 

だと思う一方、小林一三のどこが経世済民の男なのかが最後まで疑問だった。後半生 

では、国政に参加した時代もあったが、ドラマではその部分に重点を置いていたよう 

には見受けられず、偉大な経済人であったことはわかるが、果たして「済民」の人物 

であったのだろうか。大衆に夢を売り、庶民に生活の豊かさをもたらすというのは、 

経済活動が一般に目指すところのものである。私がイメージする経世済民の男と呼べ 

る経済人といえば、例えば、美術館や学校や私立図書館を運営した大原孫三郎や、病 

院や、学校を設立した富田八郎、養老院や学校を設立した鳥井信治郎のような人物で 
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ある。関西には、お上に頼らない気風があって、経済人がさまざまな民間公益事業に 

携わっている。そのような経世済民の近畿の経済人をもっとＮＨＫで取り上げてほし 

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

   収集家としての小林一三が描かれていないという点について 

は、私も個人的に少し残念に思っている。２時間・２回という 

制約の中で、エピソードの取捨選択については、制作陣もいろ 

いろ悩み、やむをえず割愛した。史実との違いについてのご指 

摘は、あくまでもドラマでありドキュメンタリーではないこと、 

視聴者が１回見ただけで理解できるように多少フィクションを 

取り入れた部分があったことをご理解いただきたい。ご指摘い 

ただいた部分とは異なるが、史実に忠実にドラマを作るという 

点については、例えば、梅田駅開業シーンは、阪急電鉄の全面 

的な協力を得て、現在の正雀車庫に、当時の写真を元にした梅 

田駅のセットをそっくり作り、車両も、阪急電鉄から当時の車 

両をお借りして撮影した。宝塚少女歌劇のシーンは、現存する 

白黒の舞台写真をもとに、当時どのような色が使用されていた 

かを詳細に調べて、初演当時の様子を再現した。また、当時の 

発展へと向かう大阪の街並みは、近代のアジアの街並みを撮影 

できる上海のオープンセットで撮影を行ったが、その映像に当 

時の梅田の写真資料を集めて作成したＣＧを合成して緻密に再 

現した。また、エキストラには中国の方だけでなく、和装の立 

ち居振る舞いができる上海在住の日本人の方々にもご参加いた 

だいて撮影した。時代の雰囲気には相当にこだわり、できるだ 

け史実に忠実に再現した。エピソードが細切れな印象はぬぐい 

きれないが、制作陣がこのドラマを通じて表現したかったこと 

は、自分がリスクを引き受けて新しい時代を切り開く気概と、 

庶民の視点の中に新しいビジネスの芽を見いだす姿勢であり、 

それらをあわせもった一三を経世済民の男として描きたかった。 

 

（ＮＨＫ側）  

ご指摘のあった会社名の史実との相違については、阪急電鉄 

にあらかじめご了解いただき、ご覧になった方のわかりやすさ 

を優先した結果である。広報にも、史実との違いについての抗 

議は寄せられていない。 
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○ 小林一三の立身出世物語を、歴史的事実をもとにしたフィクションとして描いてい 

る。軽快な音楽とともに、時にコミカルに、しかし情緒的に表現した番組で、時間が 

経つのを忘れてみいってしまうような番組だった。銀行員から人々の記憶に残る企業 

家へ、そして最後には日本の商工大臣の座へ駆け上がる一三のたぐいまれなビジネス 

感覚や発想の仕方を、人生の浮き沈みの経験、一三が生きた当時の社会状況変化につ 

いても的確に描写しながら、楽しくみせてくれている。前編クライマックスとなる、 

一三が清算業務としてかかわった箕有電車を再生させて、明治４３年に一転開業へと 

導く快進撃の様子はとても痛快だった。一三役の阿部サダヲと妻コウ役の瀧本美織の 

キャスティングは、番組を見始めた時には、はたしてうまくいくのかと思わせたが、 

一三の豪快で破天荒なサクセスストーリーを描くにはこのキャスティングでなければ 

だめだったろうと思わせるようになっていった。節目節目で登場してくる「だるま」 

は何を象徴しているのだろうと思いをはせながら、同時に後編の放送が待ち遠しいと 

感じさせる秀逸番組だったと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ７月７日(火)のめざせ！2020 年のオリンピアン「フェンシング女子 姉妹でメダル 

に挑む！」について。夢の舞台を目指す各地の若手アスリートの逸材を紹介し、その 

成長を応援する新感覚のスポーツ番組で、今回の主人公は、フェンシング王国和歌山で 

注目を集める東莉央選手、晟良選手の姉妹。ふたりを指導する、2012 年北京オリンピッ 

クフェンシング男子団体銀メダリストの三宅諒選手は、年子の姉妹だからこそ生じるふ 

たりの苦悩、競争心、また、強さ故に難しいふたりの関係を見抜き、さりげなく要所を 

つかんで指導していた。番組の中で姉妹ふたりの表情が次第に変化していくのが見て取 

れて、興味深く、感動を覚える内容だった。制作者が、姉妹二人にしっかり密着して取 

材していることが感じられた。「ゆず」の北川悠仁さん、体操の田中理恵さんのスタジオ 

部分のコメントにも好感が持てた。和歌山県がフェンシングが盛んな地域だということ 

を、和歌山県に住んでいながら知らなかった。こういう形で番組で取り上げられること 

で、和歌山県の知られざる一面を多くの人に知ってもらうことは、うれしいことだと思 

う。 

 

○ ７月３０日（木）のクローズアップ現代「“いのち”を変える新技術～ゲノム編集 最 

前線～」について。少し難しい内容ではあるが、非常にわかりやすく説明されていて、 

大変よかった。人間が生命の設計図を変えることが可能になったことで、例えば、遺 

伝子をピンポイントで切り取り特定の機能を働かせなくしてマダイの大きさを２倍に 

したり、ＨＩＶ患者の免疫力向上に役立てるといった事例が紹介されていた。また、 
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ゲノムとｉＰＳ細胞技術の融合により修復した遺伝子を移植することで、難病の筋ジ 

ストロフィーなどの先天性疾患の治療に役立てる技術は、番組に出演していた山中伸 

弥さんによれば、ｉＰＳ細胞そのものよりもはるかにすぐれた技術だそうだ。ぜひ今 

後ともこれらの技術に関する動きを継続的に取材して番組で紹介してほしい。 

 

○ ８月２７日（木）のＮＥＸＴ 未来のために「亡き父の年を越えて 日航機墜落事 

故から３０年」について。今年は歴史上のさまざまな出来事が周年の節目を迎える年

にあたる。戦後７０年は非常に大きな節目だが、男女雇用機会均等法が制定されて３

０年、先週、改正案が国会で可決成立した労働者派遣法が制定されて３０年、日航機

墜落事故からも３０年ということになる。番組では事故当時小学校３年生、６年生、

そして、事故でお父さんが亡くなられてから生まれた３人の方を取材していた。お父

さんの記憶が残っている二人には、それぞれ心にトラウマのようなものが残っており、

そのことと向き合いながらたくましく生きている姿を見ることができたのは非常によ

かった。また、お父さんの記憶がない方も、毎年慰霊の登山を続けておられて、今年

改めてお父さんの没年と同じ年齢になったことをふまえ、がんばっていきたいと、ご

霊前で誓われていた。当時、私は入社１年目の新入社員だったが、その企業でも社員

１９名、ご家族４名が事故に巻き込まれて犠牲になられ、全社を挙げての合同葬儀が

行われたことを鮮明に覚えており、当時亡くなられた方のお子さんもそういう年にな

られたのだなあと、感慨深いものがあった。この番組を視聴して、ふだんはあまり考

えることはないが、家族の絆の大切さ、突然の事故によってその絆が断ち切られてし

まう不条理、家族の死がその後の人生に与える大きな影響、また、命の尊さといった

ことを改めて考える機会になった。つい先日も、北関東や東北で集中豪雨によって大

きな被害が出ている。近畿地方でも、南海トラフ巨大地震のような天災への備えだけ

でなく、人災といわれるような事故も含めた突然の変事への備えに十分ということは

ないのだということを、改めて肝に銘じておくべきであろう。 

 

○ 幼少期に突然父親を亡くした心の傷は、程度の差こそあれ、いまだ癒えるまでには 

至っていないのだということを強く感じた。特に、事故当時小学３年生だった谷口誠 

さんは死に対して非常に敏感になっていて、母親に背中を押されて結婚し、子どもも 

できたが、いつ死ぬかわからないとか、あるいは、自分が死んだら家族はどうなるの 

だろうか、といった不安を抱き続けている。この心の傷、トラウマは、いつになった 

ら癒えるのだろうか、あるいは、一生癒えることのないものなのか、本当に大変なこ 

とだと思った。一方で、亡き父親の年齢を迎える、越えようとすることになって、前 

向きに、父親の分まで生きていこう、家族のために元気に生きていこうという決意が 

それぞれから伝わってきたのは非常によかった。この事故で父親を亡くされたのは、 

520 人中 190 人以上にのぼるとのことだったが、この３人のケースがそういった 190 
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人のご家族の方たちを代表するようなケースなのだろうか。突然の事故や大災害で家 

族を失うというケースは後を絶たない。この番組を機に、社会全体がそういったトラ 

ウマを抱えるご家族、特に小さいお子さんたちに対する心のケアをバックアップして 

いくという機運が盛り上がればよいと思う。 

 

○ 事故から３０年たって、どういうご遺族について番組で伝えるか、と考えた時に、 

父の年を越えた３人を取り上げた着眼点は大変評価できる。若くして死を強要される 

とはどういうことか。自分のことを振り返ってみると、喜びも悲しみも中途半端にし 

か味わえず、達成感も何もなしに人生が終わるなど絶対に耐えられないと思っていた 

１０代～２０代を経て、３０代後半から４０代、５０代と年齢を重ねるに従って、次 

第に若い頃よりは比較的穏やかに死を受け入れられる年齢になっていくのだろう。そ 

ういう風に人生の終わりを迎えるのが望ましいと思うが、そういう風には死を迎えら 

れなかった父を持ち、今、その父の年を越えて生きようとする３人を取り上げたのは 

いい視点だ。ドキュメンタリーがなぜ必要かということを考えると、今後どうやって 

このような事故を起こさないようにするかを考えることとあわせて、残された人々が 

どう生きていくのか、どうやって生きていくのがいいのか、そういった視点で、当事 

者の今後に少しでもプラスになることを見いだしていくためだと思う。同時に、ドキュ 

メンタリーを視聴する側にも望ましい変化を起こすためではないだろうか。この番組 

のねらいは後者だと思うが、すぐれたドキュメンタリーだった。「亡くなってしまった 

人の命をどう受け止め、つなげていくか、ということがはるかに大切で、力がいるこ 

となのだ」という取材を受けた方の言葉が非常に印象的だった。東日本大震災も含め 

て、大勢の方々が亡くなった事件・事故・災害の場合は、何十年たってもしばしば取 

り上げられることになるが、たとえ犠牲者が一人の交通事故であっても、あるいは、 

事故ではなくても、父親が突然死ぬということは起こりえるわけで、死の原因や事件・ 

事故の規模の大小に関わらず、突然父親を亡くした人はおそらく同じような心の傷を 

負っている。そういう人たちに焦点を当てるドキュメンタリーを制作するのも意味が 

あることではないだろうか。 

 

○ 私は、同じように息子を残して若くして亡くなった身内のことを思いながらこの番 

組を視聴したので、他の委員の方々とはいささか視点が変わってくるかと思う。一般 

的に、死というものは個人的なもので、それぞれが自分の大切な人を失った悲しみを 

を受け止めて向き合っていくべきだと思うが、大事故・大災害の場合は、人の死が社 

会的なものになってしまうということがあるのだと、この番組を視聴して思った。そ 

のことは、苦しみや悲しみを共有したり、同じ境遇にある人たちとの絆によって癒や 

されたり励まされたり支え合ったりできるという、よい一面がある一方で、例えば、 

このように番組が周年ごとに何度も何度も繰り返されることによって、悲しい思いが 
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よみがえったり、増幅されたりする部分もあるのではないかと思う。あるいは、見ら 

れ続けるという心理的・社会的な不安もあるのではないか。このような大規模な事故 

や災害で亡くなった人たちにとっては、メディアの役割は、プラスにもマイナスにも、 

大きく影響する。この番組は、ご遺族の方たちに寄り添い、同じ境遇にある人たちを 

励ます番組だったと思う。ぜひ今後ともこのような姿勢を堅持していただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 この番組では、３０年たってご遺族が今どういう気持ちで人生 

を送っているのか、特に、父親の年齢を越えようとする子どもた 

ちに焦点を当てた。取材者は、相当長い時間をかけて取材に応じ 

てくださった方に出演してもらえるよう説得した。なかなか取材 

にも応じてもらえない中、私たちの制作意図を何度も何度も繰り 

返し説明し、ぎりぎりまで説得してなんとか出演していただけた。 

出演された方々は、放送をご覧になるまで心配だったそうだが、 

放送をご覧になって、放送することに意味があったのだ、取材に 

応じたことに意義があったのだとおっしゃってくださったと聞い 

ている。日航機墜落事故のご遺族は相当数いるが、それぞれが心 

の傷と向き合い続けているので、現実的には新聞にもテレビにも 

出たくない、家族だけで向き合っていきたいという方が多い。そ 

の中で今回取材に応じていただけたことに、私たちも心動かされ 

た。放送したことについてご家族の方々にも納得していただけた 

ということで、番組としての意味はあったと思っている。 

 

○ ７月３日(金)のドラマチック関西「飛べ！命を救うため～ドクターヘリ 出動日本 

一の現場」について。公立豊岡病院 但馬救命救急センターは、ドクターヘリ出動回 

数全国一位で、実際に効果を上げている。このドクターヘリのシステムを作り上げ、 

現場で医師として出動し、今もこの仕組みの精度を高めようと取り組んでいる小林誠 

人医師に焦点を当てた番組だった。小林医師は、ドクターヘリが現場に到着するまで 

の時間を短縮するため、119 番通報を受けた人が機械的にドクターヘリ要請を判断で 

きるキーワード方式を編み出した。さらに、救急隊の現場滞在はわずか１０分。年間 

およそ 1500 回という出動回数は、全国平均の３倍以上とのことだった。小林医師の「現 

場でしか救えぬ命を現場で救う」という言葉が強く印象に残った。チームの医師は、 

白衣ではなく、ポケットがたくさんついた作業着姿で待機し、要請を受けたらただち 

に駆けだして出動する。このチームには小林医師の元で救急医療を学びたいという若 

い医師が集まっていて、そのなかの一人、チームに加わって２か月の渕上貴正医師は、 

いつか故郷でフライトドクターになりたいと、実践を通じて学び続けている。実際に 
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ドクターヘリに救われた人たちにも取材されており、こういう医療体制が全国で広ま 

ればいいと思わせる説得力のある番組だった。 

 

○ ７月３１日（金）のドラマチック関西「はばたけ！ウッティー～人工ふ化のウミウ 

 鵜飼への挑戦～」について。京都府の宇治川の鵜飼は、通常は海から捕獲してきたウ 

ミウを訓練して遣うのだが、中に一羽、人工ふ化で生まれたウミウがいる。ウッティー 

と名付けられたその一羽が、鵜匠の澤木万里子さんを中心とした鵜飼に関わる人たちに 

育てられ、見守られて鵜飼デビューを目指す日々が丁寧に描かれていた。澤木さんは女 

性の鵜匠ということで注目を集め、今は澤木さんが女性の弟子を育てる立場となり、宇 

治川では女性二人が鵜匠として活躍していることが話題になっている。ウッティーは澤 

木さんに甘えてばかりで、澤木さんのあの手この手の努力にもかかわらず、なかなか他 

のウミウたちになじめず、エサのアユを与えられるのを待つばかりで自分から捕りに行 

かない。その苦労が丹念に追われていて、静かなほほえましい番組だったが、ウッティー 

が無事にデビューできたかどうかわからない段階で番組が終わっていて残念だった。宇 

治川の鵜飼は９月半ばまで続くのだから、この番組も９月に放送して、鵜飼デビューで 

きたかどうか、その成長ぶりを最後まで追ってほしかった。７月３１日時点での放送で 

はもったいない。それと、番組の中で、もう少し鵜飼の歴史について詳しく触れてほし 

かった。また、ドキュメンタリー番組なのだし、プールで鵜飼をするわけではないのだ 

から、鵜飼に使用する魚はアユ以外の魚も使用するのか、養殖の魚も混ぜているのかと 

いった鵜飼の現状や、鵜飼と宇治川の自然との関わりについても追求すべきだったと考 

える。 

 

○ 去年６月、京都・宇治市で日本では初めて、人工ふ化によってウミウのウッティー 

が誕生した。将来は鵜飼いの鵜となるべく宿命を背負わされたウッティーは、育ての 

母であり、また宇治の女性鵜匠である、澤木万理子さんとともに鵜飼の鵜を目指して 

成長してゆく１年あまりを丹念に映像で追った心温まる作品。人間から注がれる愛情 

になれたウッティーは、当初、とても立派な鵜になるとは見えなかった。その中、鵜 

匠の澤木さんが、心を鬼にして親離れさせようと、さまざま訓練を施すが、それらは 

すべて前例のない挑戦だ。一番の山場は、他の野生状態からトレーニングを積んだ先 

輩ウミウたちとの共同生活で、いじめをうける場面。育ての母としてあるべきか、厳 

しい鵜匠としてあるべきかに揺れる澤木さんを、鵜飼の師匠である松阪善勝さんが、 

「厳しくしすぎず、甘やかしすぎず」寄り添うこと、ウッティーの力を信じるように 

とアドバイス。番組は、動く船と平行に泳ぎながら魚をとる練習をつんで、かがり火 

をともした鵜飼舟での実践に備える段階までで終わる。人間と鵜との関係を超えた、 

愛情物語で心が温かくなった。放送時期の関係から番組では放送されなかったと思わ 

れるが、ウッティーは、９月初旬、無事デビューを果たした。 
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○ ８月２２日(土)の特集番組「白鳳－仏教美術の青春時代－」について。奈良国立博 

物館開館 120 年記念特別展「白鳳－花開く仏教美術－」を取り上げた番組だった。展 

示品についての解説を読むアナウンサーの穏やかな語り口は、この番組にふさわしく 

聞きやすい。漫画家の里中満智子さん、万葉学者の上野誠さん、奈良国立博物館学芸 

部長の内藤栄さんがそれぞれの立場から自説を披露された。３人の話題を里中さんの 

漫画を巧みに取り入れて構成していたが、壬申の乱の再現イメージ映像は、突然大勢 

の人が出てきて戦う映像が使用されており、番組の流れの中では不自然に見えた。里 

中さんの、歴史に名を残す人々の心情を推理する語り口、上野さんの万葉歌を引用し 

ての、当時の人々の先祖供養についての解説、内藤さんによる、展示品の中で観覧者 

が見過ごしてしまいがちな品にスポットを当てる話等、興味深い構成になっていた。 

番組の最後を静かな語りと月光菩薩立像の後ろ姿の映像で締めくくったのはとても印 

象的で、月光菩薩立像をこの番組の象徴として捉えており、番組の終わり方としてと 

てもいいと思った。この番組が９月２日(水)には「ろーかる直送便」の枠で全国放送 

になったのはとてもよかった。最近、全国番組で奈良県が取り上げられることが多く、 

あらためてぜいたくな素材が多くある県なのだと感じている。奈良放送局には、これ 

ら大事な文化財をしっかり全国発信してもらうとともに、奈良の人々のふだんの生活 

や、これから新しく作り出そうとしている文化やイベントなどをきめ細かく拾い上げ、 

奈良県でないとできない番組を制作してほしい。 

 

○ おうみ発６３０内 しが！！応援宣言「おうみ企業ファイル 介護職員不足に企業 

はどう向き合う」（7 月 30 日(木)）について。今、滋賀県内でも、外国人の方や定年 

後の方、主婦の方、障害のある方と、さまざまな方々を介護の担い手として、活発に 

介護事業が行われている。今回の番組は、介護のビジネスとしての側面というよりは、 

介護を受ける人と介護する人とのつながりに焦点を当てていて、介護を受ける人から 

「あの人がいい。」といってもらえるところに、介護を職業とする人のやりがいがある 

ことがよく伝わるドキュメンタリーだった。同じく「おうみ元気人 滋賀の味を世界 

へ！～料理人たちの挑戦～」(7 月 16 日(木))は、ミラノ万博で滋賀県の食材を使った 

弁当を紹介する料理人たちの挑戦の話題だった。近江牛もびわ湖の魚も使えないとい 

うことだったが、どうして使えないのかがわからずもどかしいままだった。肉と魚が 

使えない理由について、もう少し詳しく説明してほしかった。 

 

○ 今回の大雨の災害報道で、アナウンサーが「必ず助けが来ます。諦めないでくださ 

い」と何度も繰り返したことに感動した。災害報道は事実を伝えるだけでなく、その 

時、その場所で災害にあっている人たちを励ますことも、今のメディアでは可能なの 

だと思った。一方、災害の渦中ではテレビはなかなか見られないと思う。ラジオやそ 
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のほかの手段で被災者に呼びかけることができているのか知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

      今回の水害でも、災害が起こった直後は、テレビの音声をラジ 

オで同時に放送している。報道の初動の段階では、テレビとラジ 

オの同時放送で、テレビが見られない被災者に対しても、ラジオ 

放送で減災に資する情報提供を行っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

あのような呼びかけは、東日本大震災後、放送に携わる全員が 

職種を超えて議論し、例えば大津波警報などのように本当に危険 

な時は、声量も口調も変えて深刻さをきちんと伝えようというこ 

とで始まった取り組みである。ああいう場面での「諦めないでく 

ださい」という呼びかけも同じで、状況に合わせて判断しながら 

やっている。関西でも、呼びかけも含め、より細かい情報を発信 

できるよう、いざというときに備えて訓練をしている。 

 

○ 災害報道において、あまりに危険を強調されたり、過去の被害状況の映像を何度も 

繰り返し使用されたりすると、過剰な風評被害が起きてしまうこともありえる。ＮＨ 

Ｋは災害時に一番信頼され、必ず視聴されるだけに影響は大きいということも念頭に 

置いた上で、災害報道にあたってほしい。 

 

○ 災害時だけでなくもっと平素から河川のことを番組で取り上げてほしい。河川の問 

題は災害だけのことではなく、自然環境の問題である。河川の氾濫は、何十年に１回 

というサイクルで繰り返されている。人工的な堤防を作って本当に災害を防ぐことが 

できるのか。災害時の情報だけでなく、川の流れというものが日本の国土の中でどう 

いう役割を負っているのか、あるいは、川の流れの歴史上の変遷といったことをもっ 

と番組で取り上げてほしい。災害が起きてからその現場を報道し、過去の災害の映像 

を流すのではなく、日常的な河川の姿こそがこの国にとって重要なことだという視点 

をぜひもってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 近畿地方では台風が近づくと、どうしても一番南の和歌山県の 

中継から始まる。大きな台風に限らずゲリラ豪雨でも和歌山県の 

山間部が中継地点になることが多いが、危険だということをこと 

さらに強調するものではない。危険が迫る地域には、その場所に 
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いる方々に、避難する、あるいは、家の中で危険を回避するとい 

った判断の材料になるよう、危機感をあおるのではなく注意喚起 

する意味で配慮しながら放送していく。 

 

（ＮＨＫ側） 

観光業界の方にとって風評被害が重大な問題であることは十 

分考慮しているが、安心・安全を守るための参考情報のひとつ 

として、過去の同じ規模、同じ場所の災害時の映像を、注意喚 

起の意味で使用することはある。ただ、やりすぎると風評被害 

を招くと言われることもあり、判断が難しいところではあるが、 

その都度しっかり考え、視野を広く持って放送にあたっていく。 

 

○ 高校野球の視聴率が非常によかったそうだが、今年は特定の球児に焦点を当てた報 

道が、ＮＨＫに限らず多かったように思う。それが視聴率に結びついた側面はあるか 

もしれないが、個人的にはあまり感心しない。やりすぎることのないよう、節度を持っ 

て報道してほしい。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 

 



平成２７年７月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

 ７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、事前に視聴してもらった、ＥＴＶ特集「洒落(しゃれ)が生命(いのち)～

桂米朝 “上方落語復活”の軌跡～」を含め、放送番組一般について活発に意見交換

を行った。 

 最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１０月の番組編成の説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     金山 勉     （立命館大学産業社会学部教授） 

副委員長 小島 多恵子  （公益財団法人サントリー文化財団 上席研究員） 

委 員     浅野 秀剛    （あべのハルカス美術館 館長） 

市田 恭子  （デザイナー集団 Team coccori 事業代表） 

佐野 純子  （奈良インターカルチャー 代表） 

 田辺 眞人  （園田学園女子大学名誉教授） 

       西田 賢治  （大阪商工会議所 参与） 

       原  さだ  （（財）龍神村開発公社 専務理事） 

山﨑 弦一  （日本労働組合総連合会大阪府連合会 会長） 

吉岡 幸雄  （染色史家） 

 

（主な発言） 

＜ＥＴＶ特集 

「洒落(しゃれ)が生命(いのち)～桂米朝 “上方落語復活”の軌跡～」 

(Ｅテレ ６月２０日(土))について＞ 

 

○ 落語は米朝さんにとって天職だったということを改めて感じた。人間国宝の米朝

さんと比べるのは大変おこがましいが、自分自身の仕事に対する取り組みはまだまだ

甘いと反省した。米朝さんが「地獄八景亡者戯(じごくばっけいもうじゃのたわむれ)」

のえんま様を演じているところが何度か取り上げられた。一瞬の芸だが奥が深く、芸

のすごみを感じた。米朝さんの人生を振り返っていく中で、人との出会いやいろいろ

な出来事との遭遇が人生の中で非常に重要な役割を果たしていると思った。また、そ

ういう巡り合わせの不思議さや、巡り合わせを大切にすることの重要性は、われわれ

自身にとっても同じだと改めて感じた。この番組は一種の伝記物のようなところもあ
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ると思う。生き方について考えるという意味では、昔の偉人ではなく、この番組のよ

うに比較的身近な人を取り上げた番組は、もっとあってもいいのではと感じた。桂米

朝さんや桂文枝さんの尽力で上方落語は復活しつつある。今の大阪では文楽や楽団、

オーケストラなどの上方文化が苦境に立たされており、それは非常に残念なことだと

思っている。大阪では、衰退していた上方歌舞伎を育てようと、1978 年に「関西で歌

舞伎を育てる会」というボランティア団体が設立され、平成４年に「関西・歌舞伎を

愛する会」に名称変更して今も続いている。私どもも今、文楽や一般社団法人 大阪

市音楽団のチケットを斡旋したり販売に協力したりしている。ぜひＮＨＫにも上方文

化を守っていくという視点で番組作りをお願いしたい。また、若い人たちをどうやっ

て上方文化を守り育てる活動に巻き込んでいくのかということが非常に重要だと思っ

ているので、そういう知恵を貸していただけたらありがたい。 

 

○ 上方落語が滅亡したという声があがる中で、江戸落語とは違う上方落語の復活に取

り組んだ桂米朝さんの生涯がコンパクトに編集されていた。昭和４２年の紀伊國屋

ホールの米朝独演会は、上方落語が東京で受け入れられるかどうか、米朝さんがけん

こんいってきの勝負を仕掛けたものだと思う。その独演会を聞いた立川談志さんが「す

ごいね」とだけ言ってがく然として帰ったというエピソードは、東京ではほぼ無名だっ

た米朝さんが演じた「地獄八景亡者戯」が東京の聴衆にどれほど大きなインパクトを

与えたかを物語っている。端正な顔立ちの米朝さんのえんまの表情は迫真の演技だっ

た。口伝のネタを、一線から退いたはなし家や、師匠の四代目桂米團治さんの弔問に

来られたはなし家から聞き出したのはすごい執念だ。「こんなにいいものが無くなっ

てはもったいない」という気持ちからさまざまな資料を収集された米朝さんの取り組

みが無ければ、多くの貴重な古典落語や古典芸能が失われていたのではないか。代々

の落語家が「天狗さし」のサゲの「念仏ざし」の意味を知らずに演じていたのは、信

じがたいが、その意味を追求したのは、“落語界の百科事典”と言われた米朝さんを表

すエピソードだった。米朝さんは、祇園でわざわざ年季の入った芸者さんを呼んで、

しゃれた歌や踊りを自分の芸の肥やしにするなど、古典芸能から大衆文化まであらゆ

る芸を取り込もうとされた。こういった貪欲な姿勢が米朝さんの芸の幅を広げたこと

がこの番組を見てよくわかった。やしゃごまで６０人の弟子を持ち、桂枝雀さんほか、

全く芸風の異なる方も含めて、個性豊かなはなし家を育てたのも大変な功績だ。その

弟子たちに米朝さんを語らせた場面が大変おもしろく、米朝さんの人柄を知る上で役

立った。寄席がいくつもあって大勢の客でにぎわっていた大阪のミナミの昔の映像も

あって、大阪の上方落語の変遷を知る上で大変よかった。米朝師匠が上方落語復活の

立役者であることには全く異論はないが、三代目林家染丸や六代目笑福亭松鶴、三代

目桂春團治や五代目桂文枝の動きも合わせて少し番組で取り上げれば、より上方落語

復活の軌跡が明確になったのではと感じた。 
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○ 飽きさせない構成で随所に工夫が凝らされていた。取材も綿密で１時間の番組が長

いと全然感じない、中身の濃い充実した特集だった。特に江戸落語との違いを際立た

せる意味でも、米朝さんの軌跡を際立たせる意味でも、ターニングポイントになった

「地獄八景亡者戯」を芯にしたよく考えられた構成は大変良かった。上方落語の個性、

おもしろさというものは十分視聴者に伝わった。欲を言えば、米朝さんがいろいろ苦

労して取材して、ネタをどんどん増やし、それを新しく工夫して演じる、そのような

復活ネタをどのくらい演じたのかという具体的な部分を示せば、米朝さんの軌跡や業

績がより分かりやすかったと思う。番組によると、戦前は道頓堀だけで１０近い寄席

の小屋があったそうだが、その当時に比べると今は落語を聞ける場所は少ないし、い

つも満員というわけでは決してないと思う。戦前よりも今のほうが落語がより盛んに

なったとは、個人的には言えないのではないかと思っている。今のはなし家は、東京

の人も含めて、落語以外の司会やバラエティーなどでより活躍し、生計を立てている

という部分があるのかもしれない。この番組は米朝さんによる上方落語復活の軌跡と

いうものが焦点なので、現在の落語家の現状にまで内容を広げるのはいかがかとは思

うが、個人的には現在の落語家の、本業以外での活動にも興味がある。これからは上

方落語に限らず、文楽や上方歌舞伎、上方舞、漫才、講談、浪花節等、そういう関西

の文化が現状どうなっているのか、どうなりつつあるのかを取り上げた番組をぜひ大

阪局で制作してほしい。 

 

○ 米朝さんは８０歳を過ぎてからあまり高座に出られなくなったが、その頃でも米朝

さんのご自宅近くの会場では、高座に出られる機会もあったので、そこで３～４回実

際に聞いたことがある。もちろん米朝師匠が人間国宝だということは知っていたが、

ほとんど滅亡の危機にあった上方落語復活の立役者だということは知らなかったので、

今回この番組でそういう背景を詳しく知ったことは非常に驚いたし、おもしろく思っ

た。小さいことだが、近藤正臣さんのナレーションで、「桂米朝さんが復活した上方落

語」という言い方と、「復活させた上方落語」と２種類の表現をされていたが、「米朝

さんが復活した上方落語」というと上方落語のおかげで米朝さんが復活したようにも

聞き取れると思うので、「させた」の方が正しいのではないかと思った。米朝さんが引

退したはなし家さんを訪ね歩いて、忘れ去られようとしていたネタを復活させ、それ

によって今の上方落語に厚みや豊かさがもたらされたことや、「落語は諸芸の吹き寄

せや。何でも知ってんとあかんねん」と言って歌舞伎や狂言、京都の祇園の座敷芸ま

で吸収されていたということは大変興味深かった。また、６０人にも及ぶ弟子を育て、

その中に、本当にすばらしいはなし家がたくさんいらっしゃることなども描かれてお

り、米朝さんが真に人間国宝に値する人だということを実感させてくれる番組だった。

番組の中で、ベテランや中堅・若手の弟子が聴衆を前に米朝さんの人となりを語る会
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を取り上げていたが、さすがはなし家ならではのユーモアあふれる会で、非常にぜい

たくな企画だとも感じた。私は残念ながら脂ののりきった頃の米朝さんの落語を聞い

たことがなかったので、この番組によって、米朝さんのすばらしい芸に触れることが

できてよかった。ただ、「地獄八景亡者戯」の同じシーンが繰り返し使われていたが、

もう少しいろいろなシーンが見られると、もっとよかったのではないかと思った。 

 

○ 私は大学生のころ東京にいて落語をよく見ていた。番組では、昭和４２年の紀伊國

屋ホールでの「桂米朝独演会」が大きく扱われていたが、私の記憶ではそれほどたい

そうなことではなかったように感じている。米朝独演会より、東京の八代目桂文楽や

六代目三遊亭圓生の方がすごかったと思う。私は桂米朝さんは落語家というより学者

だと思う。この番組では、米朝さんと好対照の笑福亭松鶴さんのことが全然取り上げ

られていない。やはり米朝さんと松鶴さんというふたりが、けんかしながら、上方落

語復興のために活動をしておられたところをもう少し突っ込んでほしかった。また、

ドキュメンタリー番組としてのおもしろさを狙うあまり、一般の視聴者が期待する「米

朝さんらしさ」の要素が少なかったように思う。ナレーションの近藤正臣さんは京都

の人なので、関西弁と京都弁とが混ざっていたように感じ、落語のところで近藤さん

のナレーションを使うのは逆に酷なことではなかったかと思った。先ほどから、大阪

の芸能の現状を憂うご意見が出ているが、全体的に芸能に携わる人が甘いのではない

かと個人的には思う。例えば音楽の場合でも、フィルハーモニー交響楽団が各地にで

きているが、レベルには問題があると思っている。落語家が司会等をしていることが

あるが、本業の落語で努力した方がいいのではないかと思っている。放送に携わる方々

も、芸能について番組で取り上げる際には、もっと厳しく、名跡の大きさに惑わされ

ないよう注意をした方がいい。米朝さんがお茶屋で遊んでいる場面について好意的な

ご意見が多いが、東京の落語家でもお茶屋遊びというのは普通のことだ。番組内で取

り上げられるお茶屋での遊びが少し特別なように見えるのは、番組制作者に見聞が足

りないせいだと思う。昔は裕福な家に限らず、お稽古事として、何らかの芸能を習う

ということが普通だった。今はそういうことがないから芸能全般に対する一般の人々

の理解の土台ができていないのではないかと私は思う。特にわれわれ団塊の世代の後

の日本の教育にはそういう余裕がない。少し昔の日本人が、ごく当たり前にたしなみ

として身につけていた遊びや芸能について伝える番組を放送してほしい。 

 

○ 米朝さんのお茶屋遊びの関連で言うと、京都の人だからといって祇園や先斗町など

で遊ぶのは必ずしも普通ではないように感じている。踊りや三味線といった芸能に接

するのであれば、歌舞伎や、正式な師匠の芸に触れるほうが費用対効果が高いのでは

ないか。マスコミが画一的に、お茶屋遊びのようなものを好意的に取り上げるのはい

かがなものか。もう少し多様な視点で取り上げてほしい。 
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○ 「念仏ざし」の落語のところから「このサゲは何だろう？」と思ったとたんに「こ

のサゲは…」という説明が入り、興味深く視聴した。米朝さんのかつての映像・画像、

あるいは遺品、収集資料といったものが豊富に紹介されていた。セピア色のアニメー

ションの使い方は、この番組の中での上方落語のイメージをうまく重ね合わせた効果

的な使い方だったと思う。近藤正臣さんのナレーションと、桂吉弥さんが落語調で語

る米朝さんのエピソードは、それぞれが邪魔することなく、お互いがうまく番組を作

り上げるのに役に立っていた。番組の冒頭から何度か取り上げられていた「地獄八景

亡者戯」の中の「その道中の陽気なこと」というフレーズが、2007 年後期の連続テレ

ビ小説「ちりとてちん」の中でよく使われていたので、その時のことを思い出して楽

しんだ。桂吉弥さんの「夢見させてもらいます」という言葉で番組が一旦終わったと

思ったらすぐに米朝さんの高座の映像になったが、その吉弥さんの言葉に応えるよう

に「いったいどんな夢みたん？」という高座の米朝さんの問いかけのせりふで番組が

終わっていた。番組の中では、吉弥さんの言葉に高座の米朝さんの言葉がかぶさった

演出が他にもあったが、上方落語を取り上げたうまい構成が随所にあって楽しめた。 

 

○ 今までの視聴番組の中では、一番楽しく視聴した。米朝師匠のことを、さすがは人

間国宝だと感じずにはいられない内容だった。１９歳の師匠が上方文化の底力に感じ

入り、東西共存落語を書き抜くと決意されたということを初めて知った。おもしろい

話を聞けばすべて記録したという米朝師匠の自宅にある膨大な資料の中の“聞き書き

ノート”を元に番組は作られていたようだった。「洒落(しゃれ)が生命(いのち)」が信

条の米朝師匠の、上方落語にかけた一生が描かれており、米朝師匠が上方落語を救っ

たことが理解できた。私は近藤正臣さんの語りがよかったと思う。吉弥さんとの掛け

合いも本当によかった。生活すべてを芸の肥やしにする米朝落語は、上方芸能の粋を

集めた「なんでも知っとかなあかんねや」という惜しみない努力で今日に至ったと思っ

た。米朝師匠の「地獄八景亡者戯」を、脂ののりきった時代に生で聞いてみたかった

と残念に思った。私はあまり米朝師匠を知らず、番組の中の米朝師匠は古き良き時代

だったのかなと思うこともあったが、おしゃれで粋な米朝師匠の功績とお人柄が非常

によくわかって、大変おもしろかった。寄席に足を運んで上方落語を応援したいと思

わせる番組だった。 

 

○ 東西おひとりずついる落語家の人間国宝の一人が亡くなったということで、作るべ

き番組だった。同感するところや、新しい発見もあった。私の父方の祖父母が落語が

好きで、どこかに行くと言えば必ず私を一緒に連れていくので、幼稚園に行く前ぐら

いから千日劇場や神戸の松竹座といった寄席に通っていた。私は、米朝さんが先代の

米團治さんに入門した昭和２２年の生まれである。ちょうど昭和３０年前後に寄席に
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行っていたころは、落語は本当に息も絶え絶えで漫才の全盛期だった。上手な漫才師

がたくさんいたが、昭和４０年代になって若手の上方の落語家が数も質も急激に向上

してきた。当時は友人の中にも高校・大学の落語研究会の部員がたくさんいた。そう

いった背景もあり、私は昭和４０年代に米朝さんの「地獄八景亡者戯」を深夜のラジ

オ番組で聞いた。衝撃的だった。残念ながら現在市販されている米朝さんのＤＶＤや

ＣＤは平成２年の「地獄八景亡者戯」だが、やはり昭和４０年代の「地獄八景亡者戯」

のほうが本当におもしろかった。今回の番組ではその古い方の音声を使われたのでは

ないかと思うが、できれば４０年代、５０年代ごろまでの「地獄八景亡者戯」の映像

があれば、それをもう一度放送していただけたらと思う。番組で取り上げられていた

ように、米朝さんも新しいものを取り入れながら古いものを復活させてきた。消えて

しまっていた落語の復活に関して言えば、米朝さんがすでに引退しておられた橘ノ円

都さんをひっぱり出して、京都の清水の茶店と茶道具の話「はてなの茶碗」を復活上

演したのを、その場で私も見させていただいた経験がある。その当時はどうして復活

上演するのか分かっていなかったが、ああいうことをずっとやって来られたんだなと

つくづく感銘を受けながらこの番組を視聴した。米朝さんは、古いものを復活させな

がら新しいネタを取り入れる。「地獄八景亡者戯」の中でも現代ネタが結構入っている。

米朝さんの弟子の桂枝雀さんが、昭和５７年に録画・録音された「地獄八景亡者戯」

が現在市販されている。枝雀さんも当時の現代ネタを取り入れていたが、今になって

聞くと枝雀さんが取り入れたネタは、今の人には分からないような当時の時流に乗っ

たものである。一方、米朝さんの昭和４０年代の「地獄八景亡者戯」にもその当時の

現代ネタが入っているが、米朝さんは、次の時代になっても分からないようなものを

取り込んでおられないことを今回の番組の中で再認識した。米朝さんが演じた「地獄

八景亡者戯」を取り上げて、いい番組になっていた。また、病床にあってもいろいろ

と落語のことを考えながら丹念に材料・知識を集積されていた米朝さんに敬意を表し

たい。ただ、「天狗さし」の「念仏ざし」という物差しのことを「サゲ」と言っていた

が、我々は「オチ」と言う。上方は「オチ」と言うのではないかと思いながら聞いて

いたが、解説では「サゲ」と言っていて、そういうところに少し疑問を感じた。今回

の番組は米朝さん像の紹介だったと思う。今後は、当時の若い人たちを驚かせたとい

う昭和４０年代から５０年代頃の、脂がのりきった最盛期の米朝さんの芸を番組で紹

介してほしい。 

 

○ 本当に楽しく視聴できる番組だった。「五条の念仏さし」のところでは大変興味深く、

「一体何だろう？」と考えながら視聴した。五条というと私たち滋賀県民は五条大橋

をすぐ思い浮かべるので、あそこで何があるかなと考えながら視聴した。米朝師匠の

肉声を使って「五条さし」とはこういうものだということを説明していたのは、ＮＨ

Ｋのしゃれのきいた構成で、楽しく視聴できた。賛否両論はあるかもしれないが、近
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藤正臣さんの語り口調は、私は心地良い関西弁だと思った。関西弁はきつい、うるさ

いと言われる関東の人にも、近藤正臣さんのナレーションは、心地良く聞いてもらえ

るのではないか。私は子どものころから米朝師匠の顔はなんとなく覚えていたが、物

心ついたときにはすでに漫才ブームが到来していたので、あまり落語に触れる機会は

なかった。成人式のゲストが米朝師匠だったという母から、よく米朝師匠の話を聞か

されていたので、今回の番組でいっそう親近感が湧いた。米朝師匠の高座について「品

のある」という評は、確かにそうだと思う。最近のお笑いといわれるものは大変過激

であったり刺激的であったりというところがあるが、たとえば子どもたちが落語を聞

くことで、頭の中でしっかりその場面を想像できるということがある。私も何度か米

朝師匠の孫弟子をお呼びして、落語会の企画などもしているが、関西のこういった文

化のおもしろさに触れて、子どもの情操教育に役立てていくためには、落語はいい素

材だと思っている。今回の番組を機に、落語に興味を持った方も多いのではないだろ

うか。私もその中のひとりだが、「地獄八景亡者戯」はぜひともしっかり見たいと思っ

たし、こういった伝統文化を守る番組作りというのはありがたいことだと思った。 

 

○ 数々の資料などをもとに、理論に通じるものと実践とを綿密に組み合わせて上方落

語をここまでひっぱりあげてきた米朝師匠のすごさが感じられた。私が印象に残って

いるのは、終盤のほうに出てくる、弟子二人に挟まれた舞台の場面だ。「天国へ行く？

地獄へ行く？」との質問に、「楽屋へ行く」という米朝師匠の答え。楽屋のガクの字は

ラクとも読むが、「楽」は太鼓につながるのだということがその前に伏線で張られてお

り、にぎやかに太鼓をたたいているイメージも感じさせるような場面だった。番組制

作自体も米朝さんのしゃれ感覚に対抗すべく、しゃれた番組作りにチャレンジしよう

という作り手の意気や熱意が感じられた番組だった。 

 

（ＮＨＫ側）  

 今年の３月に米朝師匠が亡くなられて、４月初めに報道部と

一緒に「クローズアップ現代」で米朝さんの番組を制作し、そ

の後引き続きＥＴＶ特集を制作した。これを担当したディレク

ターは、１０年前に京都局に勤務していた時に教育テレビ「知

るを楽しむ～米朝の上方歌舞伎案内」(2005 年放送)という４回

シリーズを制作した。すでに１０年前に米朝さんはかなり弱っ

ておられたが、戦後の一時期、廃れかけた上方歌舞伎が今日の

隆盛を迎え、片岡仁左衛門さんや坂田藤十郎さんに至る過程を

ものすごく愛情を込めて語っておられたということだ。その時

に「上方の芸能というのは諸芸の吹き寄せだ」ということを何

度もおっしゃっていたそうだ。歌舞伎や文楽、落語や浪曲、講
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談などでいろいろな芸が互いにコラボする、フュージョンする

というのが上方の芸というものなんだということを熱く語って

おられた、そのことが今回の米朝さんの番組のベースになって

いる。遊びながら楽しみながら芸を深めていくというのは米朝

さんの生き方であり、祇園で遊んだりしながら、それを芸の肥

やしにしていくというのが米朝さんのスタイルだ。番組ではそ

のあたりのことを含めて描きたかったということだ。ナレー

ションは近藤正臣さんにお願いしたが、近藤さんも若い頃から

米朝さんの大ファンで、自身の思い入れをずいぶん込めて、ディ

レクターが書いたナレーション原稿にも意見しながら、あのよ

うな仕上がりになったものだ。同じディレクターが、2014 年６

月２１日(土)放送のＥＴＶ特集「鬼の散りぎわ～文楽・竹本住

大夫 最後の舞台～」も制作している。住大夫さんと米朝さん

のおふたりは、親友とも言える間柄で、道は違うが、芸に取り

組む真摯（しんし）な態度には相通ずるものがある。ディレク

ターは、こうした関西の伝統芸能、特に復活を成し遂げてきた

人たちの考え方に非常にこだわりがあり、こういった形で今回

番組を制作できてよかったと言っていた。過去の映像について

は、昭和４０年～５０年代のほうが脂が乗り切ってよかったと

思うが、映像はなかなか入手できなかったようだ。私たちから

見れば平成でもあれだけすごいのに、昭和時代の米朝さんはど

れだけすごかったのだろうかと思う。生で聴くことができたと

いうのは、私たちからすると相当うらやましい経験だと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

 私も委員の方々がおっしゃっていた「地獄八景亡者戯」は一

度全編を聞いてみたいという思いがした。昭和４０～５０年代

の米朝さんの映像があれば名作選等でぜひ放送したいと思った

が、残念ながらなかなか映像が残っていない。テレビ局だと映

像がないと厳しいが、ラジオも含めてそういう名作選ができな

いかどうかを検討することも必要かと、委員の皆様のご意見を

聞いて思った。若い人をどう取り込んでいくのかといった視点

や、子どもの情操教育にもふさわしいというご意見を受けて、

上方落語をはじめとした芸能を、子どもたちにどう興味を持っ

て見てもらえるか、若い人たちをどう巻き込んでいくか、今後

も継続的に考えていきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ ６月１１日(木)放送のＮＥＸＴ 未来のために「おっちゃんは君らの未来をあきら

めへん 児童養護施設の子どもたち」について。児童養護施設に入っている子どもた

ちに、中小企業の経営者たちがボランティアで寄り添い、前向きな影響を与えるよう

な活動をしている姿が描かれていた。特に写真館の方や建築の方々が、児童養護施設

にいる子どもたちを預かって、職業体験だけでなく、彼らの心を開かせるような活動

をされている様子が描かれていたが、番組を視聴する私の心まで優しくなるような展

開で、視聴後は温かい気持ちになった。ただ、この番組では、このようにうまくいっ

ている例が紹介されていたが、施設の子どもで、いろいろな問題を抱えながら大きく

なっていく人たちや、なかなかうまくいっていない人たちもいるだろうと思う。この

番組では、京都のある施設を取り上げて、人物にモザイクをかけずに放送したのは非

常にいいことだと思うが、この施設以外ではどういう状態になっているのかも気に

なった。うまくいっている例とともに、厳しい例も少し取り入れるべきではないだろ

うか。せっかくいい映像がたくさん撮れているにも関わらず、そういうところに少し

不満を感じはしたが、非常に考えさせられる番組だった。この番組を見て、このボラン

ティアに協力したいと思った方もいると思うが、そういう場合、問い合わせがあった

時にＮＨＫはどういう対応をされるのか。今、子どもの虐待等いろいろな問題が起き

ている中では、こういう番組はとても意義深いと思った。 

 

（ＮＨＫ側）  

 このボランティアへの支援方法も含め、番組についての問い

合わせに対しては、番組ごとに対応資料を視聴者対応窓口に用

意してあり、窓口からその内容をお答えしている。 

 

○ ＮＥＸＴ 未来のために「おっちゃんは君らの未来をあきらめへん 児童養護施設

の子どもたち」について。私もいい番組だったと思う。少しおせっかいな中小企業の

おっちゃんとおばちゃんがグループを作って、養護施設の子どもたちに、職場体験を

働きかける様子や、今、１５歳の子の、「昔、幸せだった時の写真を撮られたことがあ

るんや。今はちょっといろいろあってこういう状況で養護施設に入ってるけれども、

人の幸せを記録したい」というコメント等、心に響くコメントや映像が多くあった。

人と人とが愛情を見せあうということに子どもが反応するところを非常にうまくひき

出していた。この番組に限らず、ＮＨＫの取材では、カメラに対して子どもをはじめ

とする取材対象がとても心を開いている感じを受けることにいつも感心している。Ｎ

ＨＫの関西各局の、「子どもをしっかり見つめよう」という伝統がここにあるのかなと
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思う。ひとつ気になったのは、インタビューの言葉をそのまま文字でスーパーしてい

る点だった。確かに丁寧なのだが、スーパーがあることによって、そちらに目が行っ

てしまい、興味・関心が散漫になるのが少し残念だった。もっと被写体の表情を見せ

たらいいのに、ともったいなく思う。せっかくいいものが引き出されている時のスー

パーは、「間」やニュアンスといったようなものが伝わりにくくならないか、タイミン

グや処理に気をつけていただきたいと思う。 

 

○ ＮＥＸＴ 未来のために「おっちゃんは君らの未来をあきらめへん 児童養護施設

の子どもたち」はすばらしい番組だった。私の高校２年生の息子にも視聴させた。最

初は「３０分も見るのか？」と不満そうだったが、見始めたらちゃんと最後まで見て、

いろいろ考えることもあったようだった。 

 

○ ６月１７日(水)放送のひるブラ「完熟がうまい！紀州の“落ち梅”～和歌山・みな

べ町～」について。収穫期を迎えた日本一の梅の産地、和歌山県みなべ町から、完熟

した落ち梅の様子と極上の梅干しへ加工する方法、梅酢の活用法が紹介された。梅の

最高品種、南高梅を、実が完熟して自然に落ちるまで待って落ち梅を収穫する様子が

わかりやすく紹介された。地面にネットを敷き詰めて落ちた時の衝撃をやわらげる工

夫や、ひざにプロテクターをつけてタモ網でひざをついたままの姿勢で収穫していく

という。多い人で一日 500 キロも収穫することなどが中継された後、健康のための梅

酢の利用法も紹介された。一時の勢いは無くなってきた梅業界だが、みなべ町では「梅

干しでおにぎり条例」を作ってギネス記録に挑戦したり、田辺市では「田辺市紀州梅

酒による乾杯および梅干しの普及に関する条例」を定めたりというように、地元では

いろいろと工夫をしている。この番組は日本一の梅どころにとっては非常にありがた

い全国に向けての番組だった。白干しを大切に手間をかけて作っている様子も紹介さ

れていた。ゲストの大島麻衣さんが子どもに人気の超低塩梅干しを試食された時に、

「フルーティーで、梅干しなのにすっぱくなくてドライフルーツみたいだ」と表現さ

れていたところに、違和感と疑問を感じたが、全国に向けて本当にいいＰＲになった

と思う。産地の現状としては、かつては絶対売りに出ることのなかった大きな梅畑が

売りに出されていたり、後継者がいないことに頭を悩ませている所も多くなってきて

いる。梅干しの売れ筋は、健康のために低塩分のものになってきた昨今、食文化も原

点に戻らないといけないのか等、考えることはいろいろあるが、この番組は高級な紀

州の南高梅のＰＲになって反響も大きかったと聞いている。 

 

○ ６月２９日(月)放送のひるブラ「ステキに使える！吉野の木材～奈良・吉野町～」

について。和歌山のひるブラのご意見にもあったように、大阪、京都、神戸といった

都市部の方はあまり感じないかもしれないが、全国放送の枠で奈良県のどこかが紹介
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される、和歌山県のどこかが紹介されるということを、やはり地元の人はみんな楽し

みにしている。今回の番組では吉野町の製材所を紹介していた。まず、吉野杉をふん

だんに使って建てられた住居について、どこの部分でどんな風にその木材が使われて

いるかということを丁寧に説明されていた。製材所の作業も丁寧に紹介されていたし、

木材の使われ方もこれだけの短い時間の中できっちりと紹介されていたことはすごく

よかった。少し気になったのは、アナウンサーがずっと手持ちマイクを使っていたこ

とだ。アナウンサー以外の方はピンマイクだったが、番組内で、何かと手を使う場面

があるアナウンサーが手持ちマイクを持つということに何か意味があるのかと気に

なった。そして、「ひるブラ」ではスタジオからの参加者を映す窓枠が画面左下にあり、

スタジオのゲストが顔をのぞかせていたが、あれはどうなのか。見ていていつも何か

おかしいと思う。スタジオで見ている方と現場との呼吸がなかなかうまく合わず、言

葉が重なったり途中で間が空きすぎたりといったマイナス点があるのに、この画面構

成をずっと続けておられるのはどういう理由があるのかと疑問に思った。 

今年度後期の連続テレビ小説「あさが来た」の撮影で、奈良県でも今井町で撮影が

行われた。先日今井町へ行った時に街の人たちが、「ここへ出演者が来られて、その日

は他の仕事を全部調整して撮影を見に来た」とおっしゃっていて、やはり、ＮＨＫ番

組放送の影響力は強いと思った。 

「ひるブラ」は、吉野町の次の日に奈良県天川村洞川からの中継が当初は予定され

ていたが、その日はお昼過ぎから新幹線の火災騒ぎや、箱根山の噴火警戒レベルの引

き上げなどの突発的なニュースが続き、番組そのものが休止となってしまい、洞川の

人はすっかり意気消沈してしまっていた。洞川の人たちは朝からメールで中継本番に

向けての準備の様子を刻々と知らせてくれていたが、緊急事態に伴う番組変更に対す

る地元の方々のがっくりした様子も間近に見て、やはりＮＨＫの番組の影響力の強さ

をまざまざと感じた。 

 

（ＮＨＫ側）  

 ６月３０日(水)に放送予定だった奈良県天川村洞川からの

「ひるブラ」は、同日収録しており、７月２７日(月)に放送す

る予定となっている。 

 

○ 「ひるブラ」について。小窓の演出は、一緒に視聴している妻ともども、余計だと

いう感想を持っている。好みの問題だと思うが、いつこの演出やめるのだろうか、と

話しながらいつも視聴している。 

 

（ＮＨＫ側）  

 おそらくいろいろなご意見があると思うが、東京のスタジオ
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と現場を結ぶというライブ感が人間の生理を引きつける部分が

あるようだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

小窓の演出は、民放が先に取り入れ始めた。われわれも取り

入れて、小窓を使ったスタジオと現場との掛け合いを契機に視

聴者が増えた経緯もあった。今は小窓が演出の前提になってい

るが、今回いただいたような否定的なご意見もあれば、一方で、

意外にあの掛け合いがおもしろいと言う方もいて、非常に難し

い。様々なご意見に耳を傾けながら、よりよい番組作りをめざ

していきたい。 

 

○ ６月２６日(金)放送のかんさい熱視線「逆境をこえて ～盲目の夫婦の“千本ノッ

ク”～」について。盲目のご夫婦がグランドソフトボールに挑戦し続けている様子が

描かれていた。ご主人は２０年以上にわたってレギュラーのポジションを守っておら

れる。音だけでボールを追いかけてキャッチするすごい人がいる、すごいことができ

るものだということを改めて思った。奥さんも目が見えない中でノックをしてご主人

と一緒に練習をし、共にやってこられている話だった。私は番組最後の奥さんの言葉

の「見えなくなった９年間が最高の時期だった」にも非常に感銘を受けた。困難を２

人で乗り越えてこられた、非常に重い言葉だったと思う。目の不自由な２人が生活を

するだけでも大変だろうと思うが、その中で子育てをされ、仕事のかたわらグランド

ソフトボールにも取り組まれて結果を出しているということは、まさに称賛に値する

と思う。息子さんもご両親共に目が不自由という家庭で育てられ、子ども時代におそ

らく様々な思いがあったのではないかと推察するが、お父さんの姿を「かっこよかっ

た、自慢だった」と言っていた。この家族の絆の深さがこのひと言に表れているなと

思った。ただ、練習へ行くのに１時間半もかけて行くという話があったが、そんなに

遠くまで出かけないと練習場がないのかと、少し疑問が残った。余計なことかもしれ

ないが、いずれさらに年を重ねるとプレーができなくなる日が来るのだろうと思う。

どちらかが、もし介護のような状態になれば、それはまた大変だろうと思う。そうい

う事態になった時に、こういう人たちを社会的に見守る仕組みをきちんと作っておか

ないといけないと改めて思った。私自身、仕事ができることについて、妻に感謝をし

なければならないと改めて思った。 

 

○ かんさい熱視線「逆境をこえて ～盲目の夫婦の“千本ノック”～」について。う

らやましいような夫婦愛で、さまざまな逆境を乗り越えて３０年間グランドソフト

ボールに打ち込んできた全盲のご夫婦の生きざまは、感動的だった。グランドソフト
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ボールは１チーム１０人のうちピッチャーを含む４人以上が全盲で、全盲の選手は

ボールをつかめば送球しなくてもアウトというルール。目が見えてもボールを取るの

はなかなか難しいのに、ボールが地面をこする音だけで打球の方向やスピードを判断

してうまくキャッチしているのを見て本当に驚いた。ただ、番組で全盲なのになぜ目

隠しをしているのかが疑問だった。調べると、見えているのではと思わせるほどすご

いプレーをする選手がかなりおられて、見えていないことを示すために目隠しをする

決まりだということで、番組の中でその説明があってもよかったのではないか。９年

前に失明して家に閉じこもっていた奥さんがご主人の練習のためにノックをしたい一

心で、当初は空振りばかりだったが、ボールの位置が分かるように左手でボールを持

つようにして１週間後にうまくいった。「ポワーンと音が鳴った時の感覚が手にも心に

も残っている」という奥さんの言葉から、その時の感動や喜びがどれほど大きかった

のかがよく伝わってきた。ご主人は、人一倍よかった耳が年とともに聞こえなくなっ

て、全国大会出場を目指した練習ではエラーばかり、このままではレギュラーで出ら

れないと、奥さんと協力してさらに練習を重ねて予選大会に出場。奥さんに準優勝メ

ダルを触らせて、「お前のおかげで準優勝できた」とご主人が言うところは感動的だっ

た。同じようなノックシーンが何度も出てきたことは若干気になったが、映像よりも

互いを思いやるご夫婦の生の声が非常に胸を打つものがあったし、ゆっくりした口調

のナレーションもよかった。チームに全盲の選手が４人以上いるはずなのに、このご

夫婦以外はほとんど触れていなかった。元気に頑張っている他の全盲の選手の動きも、

もう少し伝えていただければよかったのではないか。 

 

○ かんさい熱視線「逆境をこえて ～盲目の夫婦の“千本ノック”～」について。奥

さんが初めてボールを打つことが出来たときに、その感覚が手にも心にも残っていま

すと言ったのは名言だった。よくそういうことがさらっと言えるなと感心した。ご夫

婦の生きざまがよく分かって日常の生活もよく分かる、淡々と伝えていた点もいい番

組だった。ただ、最後に試合のシーンがあって、少なくとも３試合を取り上げていた

と思うが、どうも一度も球が飛んで来なかったような気配で、少なくとも準決勝と決

勝では球が飛んで来なかったように思う。もうひと試合も、きっと飛んで来なかった

か、あるいは飛んで来たとしてもうまくキャッチできなかったのかもしれないなど、

視聴しながらとても気になってしまった。そのあたりを担当ディレクターも困って、

どういう最後のシーンにしようかと迷ったように感じられた。理想的には別の試合を

取材したほうがよかった。取材期間が延びて放送に間に合わないといったことがあっ

たかもしれないが、そのあたりは一考すべきだったのではないか。 

 

○ かんさい熱視線「逆境をこえて ～盲目の夫婦の“千本ノック”～」について。６

６歳になった今、現役のレギュラーであり続けることに一生懸命頑張っておられるご
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主人とそれを支える奥さんの夫婦二人三脚を見つめるヒューマンドキュメンタリーで、

ＮＨＫとして得意のジャンルかと思う。非常にしっかりと作られている番組で私も関

心を持って視聴した。他の委員の方と感動するところは一緒だった。ご主人がグラン

ドソフトボールにかける情熱や真剣さは非常に胸を打たれるものがある。ただ、もち

ろん目が不自由というハンディキャップはあるが、私は、あのご主人の「のめりこん

で一生懸命・ど根性」というところは、男性によくある世界観でもあるかと思う。む

しろ私にとっては奥さんが非常に感動的だった。最初はご主人を助けたい、支えたい

という良妻としての奥さんの気持ちだったのが、奥さんが失明してからはご主人のた

めにノックをするということが生きがいになり自信をつけて、ノックのやり方を工夫

したり、筋トレまでするというのは非常に興味深く、すごいと思い、感動的だった。

「見えなくなってからの９年間が自分にとっては最高の時期だった」という言葉に私

も非常に感動した。 

 

○ ６月２８日(日)放送のルソンの壺～６月号～「水都の夏！“水ビジネス”の挑戦者

たち」について。４人の経営者が出演されたが、それぞれユニークな水ビジネスをな

さっている方々で、大変興味深く視聴した。今後とも「ルソンの壺」でどのようなお

もしろい企業を紹介されるのか楽しみにしたいと思う。 

 

○ ７月３日(金)放送のかんさい熱視線「“働く場ありまっせ”～ナニワの社長が挑む 

再犯防止～」について。刑務所を出所した人たちの雇用を支援する内容だったが、企

業経営者２０人が２年前から取り組んでいる出所者の雇用支援プロジェクトでは５年

間で 100 人を雇用する目標を掲げている中で、実際に雇用できたのは２７人で、なお

かつすでに半数が辞めてしまっていることがこの番組で説明された。出所者の雇用機

会の創出や就職しても長続きしない出所者の対応策などは、一部の企業の厚意にすが

るだけでは到底無理であって、社会全体で考えていくべき課題ではないかと、この番

組を見て強く思った。 

 

○ かんさい熱視線「“働く場ありまっせ”～ナニワの社長が挑む 再犯防止～」につい

て。うまく仕事が続かずに逃げ出した人が多いということだった。これはもちろん、

きちんとしたいい番組だったが、うまくいった人を報道するのは比較的簡単ではない

かと思う。逃げ出した人はどうして逃げ出したのか、その後どうなっているのかの方

がより気になるし、重要だと思う。そういう人たちをなるべく少なくして、きちんと

社会の中で生きていける、バランスをとっていける状況にしたいという願いでみな

さんが集まっているわけだから、うまくいかなかった人の状況についても、できれば

取り上げてほしかった。 
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○ ６月２６日(金)放送のしが!!応援宣言スペシャル「ミラー・オブ・ジ・アース」～

びわ湖の巨大な渦の謎を解け！湖の不思議をめぐる水中探索～について。今回の番組

のテーマはびわ湖の環境で、その中でも環流・内部波・外来魚の３つが問題として取

り上げられていた。私は日々びわ湖を見ながら生活している。今日はたまたま湖西の、

電車に乗っていると高い位置からびわ湖を見下ろすことができる場所にいた。ここで

流れが起こっているのかと一生懸命湖面を見ていたがわからなかった。私たち滋賀県

民にとって、びわ湖は切っても切り離せない身近な存在だ。子どものころから、環境

に負荷を与えない洗剤を選ぶといった環境問題を身近に学んできた。私を含め滋賀県

民は、びわ湖に渦があることはほぼ全員が知っていると思うが、それがなぜ起こって

いるのか私自身は知らなかった。今回この番組でしっかり勉強できたと思った。今回

の番組にご出演の立命館大学の先生のことは知らなかったが、滋賀県には多くの研究

機関もあり、前知事もびわ湖の環境の博士でもある。まず「しが!!応援宣言スペシャ

ル」で、びわ湖を取り上げる番組をシリーズ化してもらえないだろうか。この番組を

見た感想を私に淡々と話した友人がいたが、１回見ただけだと「なんとなくわかった。

おもしろいということはわかった。」という程度だったようだ。私は今回、何度も視聴

したほど興味を持ったが、私の理解が浅いためかもしれないが、環流と内部波の関連

性がもうひとつつかめなかった。渦があり、その下で内部波が起こって渦になるのか、

風のために渦になるのか、どういうことなのだろうかが、素人にはわかりにくい説明

だったのが問題だった。一方で、よくわからない説明が私の想像をかきたてて、もっ

と知りたいと思った。これはびわ湖だけの問題ではなく、地球全体の問題でもあると

思う。こういった関西人にとって身近なびわ湖を通して、環境のことを考えてもらう

趣旨の番組を今後も放送してほしい。 

 

○ しが!!応援宣言スペシャル「ミラー・オブ・ジ・アース」～びわ湖の巨大な渦の謎

を解け！湖の不思議をめぐる水中探索～について。大変いい番組だと思った。びわ湖

では渦を巻いているということはなんとなくわかっていたが、さらに番組で取り上げ

られていたような研究をしているということがわかってよかった。私は、びわ湖の汚

染については、何度も審議会の席で話題にしている。びわ湖は関西の至宝だ。関西で

も、若狭にあれだけの原子力発電所があるのだし、放射能汚染の問題等をもっと取り

上げて追及していただきたい。私は大津放送局に期待したいと思った。 

 

○ しが!!応援宣言スペシャル「ミラー・オブ・ジ・アース」～びわ湖の巨大な渦の謎

を解け！湖の不思議をめぐる水中探索～について。たいへん興味深く拝見したが、内

容的に少し難しく、もう少し簡単にした方がよかったかなと思う。立命館大学は、地

元貢献の研究をしっかりやられていて立派だと思った。びわ湖シグマ研究センターの

名前について、シグマの意味がわからず、研究センターのホームページで調べて初め
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て意味がわかった。番組内でも説明があってもよかったのではないか。 

 

○ ６月１９日(金)放送の新日本風土記「神戸」について。いろいろな角度から神戸を

取り上げていてすごくおもしろかったし、新しい発見もあれば、少し違和感を感じる

取り上げ方もあった。番組は、元クルージング船の船長だった人がバーを経営してい

て、その店にいろいろな神戸好きの人たちが集まってくる場面から始まる。年間 3,500

万人の観光客が来る都会で、特に観光地という街でもないが、131 か国 43,000 人の外

国人が居住している神戸には、日本で最初にできたスポーツクラブが今も活動してい

るそうだ。明治３年にできた神戸レガッタ＆アスレチッククラブのことで、戦前には

外国人だけが会員だったが、今は全体の３分の１にあたる日本人の会員も含めて活動

を続けている様子が描かれていた。次に、１８歳でジャズのクラブで歌い始め、う余

曲折を経て５１歳でジャズバーの店を持った現在７６歳のママさんが取り上げられて

おり、そのジャズバーの常連の８１歳のお客さんは、ふだんはアメリカに住んでおら

れて、たまに日本に帰ってきたらこのジャズバーに顔を出すということだった。それ

から、クリスチャンなので教会へ行くが、生田神社でも願いごとを祈るというドイツ

人親子が紹介されていた。生田神社の参道は明治の初め、神戸外国人居留地のメイン

ストリートであったそうだ。当初フランスの領事館は生田神社の境内を借りて開設し

たそうで、そういったものが神戸にはたくさんあるということだった。神社だけでな

く、神戸には世界中の神様が集まっていて、イスラム教のモスク、ユダヤ教のシナゴー

グに、ギリシャ正教会の教会もあるそうだ。シーク教とジャイナ教の寺院は、日本で

は神戸だけにあるとのことだった。このジャイナ教は平和愛好の宗教で、全く飛び込

みで寺院を訪れても、歓迎してくださると紹介されていた。明治の初めに居留地にい

た山登り好きのイギリス人の影響で、神戸には仕事の前に裏山に登る人がたくさんい

るというのは知っていたが、番組では高齢者の人が片道２時間かけて毎日登山を楽

しんでいる様子が紹介されていた。神戸にはもちろん、洋食や洋服にもいろいろなも

のがあり、今も活動しているテーラーは、明治３年に神戸で店開きをしたイギリス人

テーラーから数えて６代目の弟子だそうだ。一方、昭和の空気が感じられる場所とし

て、ＪＲ元町駅から神戸駅にかけての高架下商店街が紹介されていた。そこでは、今

でも雑多な品物が売られていたり、ベトナムから難民として来た人がなんとか店を

持って頑張っている場面もあった。また、もともとは食材の小さな市場だったという

南京町も番組で取り上げられていて、結果として神戸は、世界中の人々が故郷を見つ

ける街になったということが紹介されていた。神戸の全部を紹介しようという意図

だったと思うが、話題がこま切れで、神戸をよく知っている人にはわかるが、よその

人が見たら混乱したのではないかと思うぐらい網羅的に描かれていた。神戸のひとつ

の性格、ポジションをよく表していた番組だと思う。 
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○ 「助けて！きわめびと」について。土曜の朝９時半というのは比較的視聴しやすく、

楽しみながら見ている。この番組については関心があることが二つあり、一つは、非

常にいろいろなきわめびとがいるのだなということと、もう一つは、きわめびとが悩

みびとに寄り添いながら悩みを解決していく過程で、その双方の人柄・人となりが見

えてくることである。きわめびとがいかにきわめびとになっていったか、きわめびと

たるゆえんといったところも見えてきて、非常におもしろく、３０分の番組ながら見

ごたえがあると思う。中でも５月９日(土)と１６日(土)に前後編に分けて放送された

「キレイといわれたい」は、きわめびとと悩みびとの人生が交錯するようなドラマチッ

クな番組になっていて、前編を見たら次は絶対後編を見ようと思ったほどだった。と

ころが一方で、３０分の番組に２つのテーマを入れているものは、きわめびとという

よりは、単にプロがノウハウを伝授しているだけ、という感じで終わっているような

ものが多く、たいていおもしろくないと思っている。特に６月１３日(土)のガーデニン

グの回は非常に惜しいところがあった。前半のベランダガーデニング編は、買ってき

た、高そうなものばかりをぽんぽんぽんと置いておしまいといった感じだった。私も

ガーデニングをやっているが、買ってきたものを置くだけではガーデニングとは言え

ないと思うし、あのようなものは、「あさイチ」か「趣味の園芸」で放送した方がよい

のではないかと、ほとんど腹が立った。後半は、お父さんの思い出をお母さんから引

き出して家族の思い出の庭づくりをされているという非常にいい取り組みだったので、

後半に焦点をしぼって、できれば庭が完成するところまで見たかった。ここでちょっ

とうがった考え方をすると、きわめびとが非常に忙しい方だったので、完成まで面倒

を見られなかったのではないか。そうではないことを示すためにも、庭が完成すると

ころまできわめびとがサポートする姿を見たかったと思う。「きわめびと」はこれまで

３回審議会で取り上げられ、番組立ち上げの頃からずっとう余曲折を見守っているの

で、こちらも思い入れも出てきている。次はできれば単なるノウハウものではない番

組づくりになっていってほしいという期待を込めて、これからも見ていきたい。 

 

○ 今日の国会の安保法制審議では、中継はなかったと思う。全国放送番組の編成につ

いては大阪局に申し上げることではないかもしれないし、国会の委員会審議等の中継

の扱いについては、ＮＨＫの公共放送としての伝え方、番組編成の方針によるのだろ

うが、今日の国会は、私は中継で見たかった。ましてや関西で、国会議事堂がある東

京から遠く離れているので余計にそう思った。番組内容についてというよりは、番組

編成上のこととして、大事な日である今日の国会を中継してほしかったということを

申し上げたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

 今日の国会については、朝から問い合わせを相当数いただい
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ている。問い合わせに対しては、「ＮＨＫは独自の編集、編成判

断にもとづき国会中継を放送しており、放送にあたっては適宜

総合的に判断している。今日の審議の内容については、各時間

帯のニュースなどで詳しくお伝えすることにしている」とお答

えしている。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 

 



平成２７年６月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、１７日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告を受けた再発防止

策について説明があり議事に入った。続いて、事前に視聴してもらった、歴史秘話

ヒストリア「幻の巨大潜水艦 伊４００～日本海軍 極秘プロジェクトの真実～」

を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長       金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

副委員長   小島 多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

市田 恭子（デザイナー集団 Team coccori 事業代表） 

佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

田辺 眞人（園田学園女子大学 名誉教授） 

西田 賢治（大阪商工会議所 常任参与） 

原  さだ（（財）龍神村開発公社 専務理事） 

 吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

 

＜ 歴史秘話ヒストリア「幻の巨大潜水艦 伊４００ 

～日本海軍 極秘プロジェクトの真実～」  

（５月６日(水) 総合 後 10:00～11:13）について＞ 

 

○ 番組を視聴していろいろ感じたことはあるが、日本の技術をきちんと見せてもらえ 

たのはすごくよかった。潜水空母という名は初めて聞いたが、船体自体の大きさもさ 

ることながら、攻撃機を折り畳んで収納するための内部の構造も見られ、本当に驚い 

た。日本が恐れられたわけや、潜水艦が最後には爆破させられた事情がよく感じられ 

る番組だった。潜水艦を作るのに総額でいくらかかったのかなど気になることもあっ 

たが、後世に残したいとてもいい番組であった。また、番組の中で、特攻の話が出て 

きたのは意義のあることだった。昨今、有事に関する法律がさまざまに議論されてい 

るが、番組で紹介された、「やはり乗組員を生きて帰したい」という艦長の思いには、 
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現代にも通じるメッセージ性があり、最も感動した部分だった。 

 

○ 世界で初めて撮影に成功したオアフ島沖の海底 620 メートルに沈む巨大潜水空母伊 

400 の映像にも興味を持ったが、この番組を視聴していくつか関心を持ったことがあ 

る。１つ目は、戦争という極限状態が平時では考えられない画期的な技術革新を生み 

出したこと。山本五十六長官の世界初の潜水空母の発想にも驚いたが、資材が不足し、 

コンピューターもない時代に、斬新なアイデアと世界最高水準のモノづくりの技術で 

さまざまな課題を克服し、不可能を可能にしたことは、本当に驚嘆に値した。潜水艦 

のバランスを取るために八の字型の構造にしたことや、両翼だけで１２メートルもあ 

る攻撃機晴嵐を直径４メートルの格納筒に収めるために、主翼を９０度回転させて折 

り畳んだこと、搭載機を２機から３機に増やすという突然の計画変更にも工夫を重ね、 

格納扉にまで工夫を凝らして搭載機を収めたことなど、本当にすごいと感じた。この 

番組を見て、限られた時間の中でこれだけのことを思いついた日本の技術の底力を改 

めて感じた。２つ目に関心を持ったのは、国の命運を左右しかねない、軍事技術に対 

するアメリカの非常に厳しい姿勢だった。終戦後、米軍は接収した伊 400 をハワイに 

運び徹底的に技術調査をし、その技術の高さに衝撃を受け、共に戦った同盟国といえ 

ども技術を渡したくなく、すでに関係が悪化していたソ連からの検分要請直後に魚雷 

で爆破し、沈んだ場所さえ分からなくした。一方で現在の日本政府は、最新の潜水艦 

技術をオーストラリアに供与することに前向きで、アメリカと日本のスタンスの大き 

な違いを感じた。３つ目は、日本軍は世界の戦況把握ができていなかったという点だ。 

軍事作戦が常に後手に回っていたと感じた。伊 400 は設計変更で計画から完成まで３ 

年を要し、完成した 1944 年末には、奇襲攻撃で米国本土をパニックに陥れてできるだ 

け早く講和を結ぼうと考えた山本長官もすでに戦死。その後の周辺の戦況の急速な悪 

化で米国本土やパナマ運河の攻撃はおろか、伊 400 が一度も活躍することなく終戦を 

迎えたことを知り、日本はやるべきではない戦争をやっていたということを強く感じ 

た。最後に、髙橋少尉の手記が紹介されていたが、大切な家族や婚約者を残して国の 

ために命を捧げた人たちの死をむだにしないためにも、戦後７０年がたち、戦争を知 

らない世代が圧倒的多数を占めるようになってきた今こそ、戦争の残酷さや理不尽さ 

を伝えることが大切だと改めて感じる。元乗組員など戦争の生き証人たちから生きる 

ことの大切さを伝えていただくことが大事であり、この番組はまさにそういったこと 

を伝えていたように感じた。 

 

○ 通常より３０分長い放送だったが、それだけの長い時間でも飽きさせない構成で、 

取材も大変緻密であり、興味深く拝見した。一方、海底に沈んだ伊 400 が見つかり、 

それを撮影するところから番組が始まるのは非常によかったが、そのあとで決定にお

もしろいことが分かるかのような導入は、かなり思わせぶりだった。沈んだ船体を発
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見したことから何か決定的なことが新たに分かったのか、その点を期待しつつ最後ま

で見たが、潜水して発見したということ以上に決定的なことが分かったということは

なく、残念な終わり方だった。設計図をはじめとする伊 400 に関する詳細な記録など、

緻密な取材から得られた要素でこの番組が構成されていることはよく分かったものの、

番組の終わり方にはもう少し工夫が欲しいところだった。また、最初で最後の戦場に

伊 400 は派遣されるのだが、同時に伊 401 も派遣されて現地で合流するという話まで

紹介したのに、そのあと一切伊 401 は出て来ず、結局伊 401 はどうなったのかという

点が気になった。そして、伊 400 も伊 401 も結局一度も参戦せずに終戦を迎えたわけ

だが、開戦して１年から１年半ぐらいたつと、建造中の伊 400 や伊 401 のような潜水

空母がどこまで必要なのか、建造を続けるメリットがあるのか、など少なからず議論

されただろうと思う。そういう見直しが結局無く、建造を継続して、ああいった事態

に至ったわけだが、欲を言えば、そういった議論や経緯についても番組の中で取り上

げてほしかった。 

 

○ たまたま５月に呉の大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）に行き、伊 400 の模 

型を見ながら説明を伺ったばかりだったので、個人的にもとても興味深く見られた。 

当時世界一の大きさを誇る世界初の潜水空母であった伊 400 の建造秘話や、その後の 

艦の運命、さらに、ほとんどの日本人が知らない、乗組員や技術者の知られざる人間 

ドラマも描かれていて、全体的にドラマチックでおもしろかった。日本人が非常に得 

意とする“大きなものを小さくする”といった技術が駆使された驚くべき潜水艦だが、 

大正８年の開発開始以来、非常に短い間でこれだけの技術を培ったということや、山 

本五十六がアメリカ本土の直接攻撃を計画したこと、日本への本土攻撃を遅らせるた 

めにパナマ運河の攻撃が計画されていたことなど、全く知らない話で、大いに関心を 

持って拝見した。結局、初陣となるはずの攻撃直前に日本が敗戦したことで、伊 400 

は一度も実戦をしなかった。ある意味では、そのおかげで乗組員全員が無事に日本に 

帰れたわけだし、非常に攻撃力の高い潜水艦だったので、もしそれが死を覚悟して特 

攻していたなら、アメリカにも多大な死傷者が出たことも予想されることから、そう 

いった事態にならなくてよかったと思った。また、日本の技術力や物作りの才能に誇 

りを感じる一方で、局地的な戦術では非常に優れているにもかかわらず、大局的な戦 

略が無かったため、この潜水艦を一度も有効に使えなかった日本という国に情けなさ 

も感じ、複雑な思いだった。いろいろな意味で、日本や戦争について多くのことを考 

えさせてくれる番組だった。ただ、私も伊 400 と合流するはずだった伊 401 の運命は 

結局どうなったのかが非常に気になった。あの部分だけは、見る人にすっきりしない 

思いを残してしまったのではないかと感じる。 

 

○ 戦後７０年という節目ではなく、もっと前にこういった番組を制作できなかったの 
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か。７０年だからということではなくて、戦争を生き抜いた人がもっとたくさん存命 

しているうちにこういう番組を制作してほしかった、というのが率直な感想だ。番組 

の中では地球規模の地図も表示され、どこからどういうふうに攻撃するのかといった 

ことをとても分かりやすく説明されていた。戦後７０年の間に規模の上では地球が 

ずっと狭くなり、スピードもパワーも増した現代、もし戦争をしたら、地球における 

人間の存在そのものを自らが滅ぼしてしまう状況にあることが分かってよかった。た 

だ、戦争の問題は取り上げるのが非常に難しいということを、今回の番組を見て痛感 

した。特に近現代のテーマを取り上げるのはさまざまな難しさを秘めていると思うが、 

「歴史秘話ヒストリア」では、やはり思い切ってやっていただきたい。報道でいろい 

ろな問題が指摘されると、報道に携わる人間がだんだんいじけてくるといったことも 

あるように思うが、たとえ完成形ではなくても、公共に問うていく姿勢が今こそ大切 

だと思った。それから、この番組におけるアナウンサーの衣装については何度も意見 

を申し上げているのでまたかと思われるかもしれないが、今回のように第二次世界大 

戦を扱った内容の時に、なぜああいう色合いの着物で出て来られるのか。ＣＧ映像で 

合成した色合いだそうだが、染色史家としての立場から言うと極めて不愉快なエン 

ディングだった。 

 

○ 戦争をほとんど知らない私としては、大変興味深く視聴した。戦後およそ７０年ぶ

りに伊 400 が発見され、その調査に入ったのがハワイ大学とＮＨＫだったとのことだ

が、ＮＨＫがそういった調査に入ったことはすごくよかったと思う。番組では二人の

元乗組員の方が出ていたが、広島が郷里の方に、広島が新型爆弾で壊滅させられたこ

とを艦内で聞いた時にどう感じたかとの質問に対し、「原子爆弾がどんなものか、その

威力や現状が想像もできない中で、それよりも今日はどうなるのか、自分たちが生き

て帰れるのか、今日生きていられるのか、ただそれだけだった」と語っていた。「今日

どうなるのか」という言葉は、今の私たちにはなかなか出てこない重い言葉だと感じ

た。今回は近現代の歴史を扱っており、まだ人々の気持ちの中に息づいているテーマ

だったこともあって、この番組のいつもの雰囲気に比べると、いろいろな部分がすご

く生々しかったが、それに対し、アナウンサーの背景のＣＧ映像や番組内の音楽は少

し異質だと感じた。内容に合わせてそのつど変えるのは大変だとは思うが、戦争とい

う大変なことを取り上げる際には、もう少しその辺りの配慮があってもいいのではな

いかと思う。とてもよい内容だったのに、背景のイメージや雰囲気が人の気持ちを逆

なでするところがあるのではないかと気になった。 

 

○ 今回の特集は非常にすばらしかった。海没処分されて水深約 600 メートルの海底に 

眠る幻の潜水艦の世界初公開の貴重な実像や、折り畳み式の攻撃機晴嵐の格納にまつ 

わる秘話、伊 400 が当時としては世界最長の長さを誇ったことなど、知らないことば 
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かりで、当時の日本の技術者たちの優秀さに驚いた。その構造を調べ尽くしたアメリ 

カ軍が他国に渡したくないと海没させるぐらいの性能だったのだと思った。番組の中 

で、ハワイ大学海洋調査研究所の潜水チームのリーダーが、「伊 400 は潜水艦の常識を 

覆す性能を持っていた」と言っていたが、まさにこれは１０年にわたる調査研究から 

出たことばだと思う。この番組で特に印象に残ったのは、195 名いた乗組員の中から 

紹介された元乗組員の２人だった。７０年たった伊 400 の映像を懐かしそうにご覧に 

なる姿から、乗組員だったことに誇りを持って生きて来られたのだろうと感じた。元 

乗組員の山西義政さんが、エンディングで「生きることの意味を伝えたい。真実を伝 

えることが、戦争を生き残った証人としての私の役目」とおっしゃっていたが、その 

ことばには本当に重みがあった。ＮＨＫがハワイ大学と共同で潜水調査をして、貴重 

な映像の撮影に成功したことも初めて知った。こういう取り組みを後世に残すことも 

重要なことだと感じた。ぜひ若い人たちにもこの番組を見ていただいて、この日本の 

技術力を平和のためだけに使っていくような社会であってほしいと願いながら番組を 

視聴した。 

 

○ 敗戦から７０年となるが、その１～２年前に偶然ああいう物が海底で確認されたこ 

とや、パールハーバー攻撃の大本営発表を放送したＮＨＫと、そのパールハーバーの 

あるハワイ大学とでこの調査が実現したことに、なにかすごく因縁めいたものを感じ 

た。「歴史秘話」という番組タイトル通り、多くの日本人が全く知らなかった戦争中の 

新しい事実を、両国の記録や関わった人々への丁寧な取材を通して制作した番組で、 

いつもの放送時間を拡大しても時間の長さを感じさせない感動があった。全体として 

は「歴史秘話」に値するいい番組を見せていただいた。普通ならできないものをあれ 

だけの技術力によって造ったことと、乗組員たちが最初のうちは半日かかったような 

作業を、訓練によって２０分足らずでできるようになったことに、「プロジェクトＸ」 

のような感動を覚えた。ただ、初めから軍部は使用方法を確定していなかったようで、 

伊 400 のような潜水空母を造りながらも最終的には一度も使っていない。山本長官が 

考えたということだが、軍部全体としてはこれをどう使うかについて、考えを共有で 

きていなかったのではないかと思う。昭和１９年１２月に伊 400 が完成していながら、 

昭和２０年６月に実際に渡航するまでに最終的に約半年がたっている。その間、いっ 

たい何をしていたのか。当初の東海岸爆撃の任務が変更になったあと、今度はパナマ 

運河の攻撃も中止となったわけだが、これだけの武器を持ちながらも結局は使わな 

かったという点は、戦艦大和や戦艦武蔵も同じことだったと思う。大和や武蔵も、当 

時の世界の技術では造れないような性能の設備をあれほどの大きさの中に詰めこんだ 

と言われているが、最終的には一度出航したあと沈めるだけのような結果になってし 

まった。戦争という究極の状況が、不可能を可能にするような技術面での動機づけと 

なっていたということは分かったが、戦争の指導者たちの愚かさのようなものももっ 
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と描いてもらえたらよかったと思う。戦後７０年の番組としては、場当たり的な感じ 

がした。また、当初１８隻を予定していた伊 400 型潜水艦の建造計画は１０隻に減ら 

されたということだったが、番組に出てきたのは伊 400 と伊 401 のみで、残りの８隻 

は実際に建造されたのかという疑問をもった。195 名の乗組員たちについても、２人 

の元乗組員はかなり具体的に追跡取材されていたが、他の多くの人たちはどうなった 

のかが気になった。さらに、今の自衛隊の潜水艦でも、１隻造るのに 500 億円ほどは 

かかると思われるが、国民生活がひっ迫する当時の日本の経済力で、ああいうものを 

１０隻も造ったというのはどういう状況だったのかという点にも疑問を感じた。 

 

○ 伊 400 に搭乗した多感な１０代２０代の若者が、当時の軍事作戦の中で別のミッ 

ションを与えられ、パナマからウルシー環礁へと向かう中、多分に心身ともに不安定 

な状況にあったものと思われるが、そういった状況下でどのような思いを持っていた 

のかが本当によく伝わってくるような描き方に感銘を受けた。海底に眠る伊 400 の、 

戦後７０年における歴史的発見を取り上げたことと合わせて、当時の乗組員たちが自 

分自身の戦争体験を語るといった面でも、意味のある番組に仕上がっていた。水深 620 

メ－トルに沈んでいただけに調査も難航したものと思われるが、それだけに水中撮影 

などによってその姿を明らかにした意義は大変大きかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  

この番組は戦後７０年ということで企画した。海軍の戦いというと、

戦艦や航空母艦の戦いが取り上げられることが多いが、潜水艦は取り

上げられることがあまりないので、「歴史秘話ヒストリア」としては、

今まであまりスポットの当たっていなかった潜水艦を取り上げたいと

思った。軍の司令官や上層部から描くのではなく、潜水艦に乗りこん

でいた一乗組員の視点から見ていくという、歴史秘話ヒストリアらし

いやり方で描こうと考えたものであった。ちょうどいいタイミングで

伊 400 の海底の探査があり、戦艦武蔵の海底探査に関する大きな

ニュースも同時期に重なったこともあり、結果的には時宜を得た放送

になったと思っている。この番組の取材を通じて、やはり日本の技術

力のすごさがどんどん際立ってきたということもあって、前半部分は

主に日本の技術力の話になった。後半は元乗組員の目から見た戦争と

いう形の番組として放送した。この番組は通常の倍ぐらいの時間をか

けて作らせていただいたが、視聴率も健闘しており、多くの視聴者に

関心を寄せていただいたと思っている。各委員から、さまざまな疑問

点に関するご指摘をいただいたが、本来ならば組み込みたかった要素

を限られた放送時間の制作過程でいろいろと落とさざるを得なかった
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中、結果的には疑問を持たれるところがあったかもしれない。伊 400

と合流できなかった伊 401 のその後について、なぜ合流できなかった

というと、合流地点の変更を知らせることができなかったというのが

一番大きな理由だった。潜水艦の最大の問題は、海上に浮いている間

しか通信ができないということ。今の潜水艦は短時間の内に大量の情

報を送れるそうだが、この当時は情報送信にも時間がかかるので、比

較的長い時間浮上しなければならなかった。ただ、浮上は潜水艦にとっ

ては危険があり、また当時の日本にはウルシー沖まで電波を飛ばす十

分な技術が無かった。こういった通信の問題が潜水艦にとって弱点と

なったようである。伊 401 は合流地点の変更を知ることができなかっ

たので、合流を諦めていったん潜行した後、浮上と潜行を繰り返し、

なんとか合流しようとするが、そのうち１本の電信が入り、それが終

戦の勅旨だった。伊 401 の艦長はこれをでまかせであると断定して作

戦の続行を命じたが、その後、上級の司令部から再度作戦の中止と呉

への帰港命令を受領するという形になった。呉への帰港に向けて宮城

県沖にさしかかったところでアメリカの潜水艦に遭遇し、アメリカ軍

に拿捕（だほ）されたという形で横須賀港に帰ることになった。ご指

摘のあったアナウンサーの着物の件については、よく注意するように

再度現場に伝えたいと思う。 

 

○ 今年は戦後７０年ということで、ＮＨＫでもさまざまな番組が放送されている。６月 

１４日（日）にも沖縄戦についての番組があったが、この番組は、あまり知られてい 

ない巨大戦艦を切り口にした企画であり、元技術者として大変興味深く拝見した。潜 

水艦空母を作ろうという発想の転換と、それを現実のものにしてしまう実行力には驚 

かされた。それと同時に、当時の日本の技術力の高さが、「伊 400」、そして「晴嵐」 

によって実証されていると感じた。現代においても、このような発想の転換が必要で 

はないだろうか。もちろん戦争をするためではなく、超少子・高齢化社会を乗り切っ 

ていく、という観点からだが。日本の技術を支える技術者の優秀さは、今も昔も変わ 

らないと感じた。技術者は、高い目標を達成することにやりがいを感じ、それを現実 

のものとするポテンシャルを持っている。それは、これまでの歴史が証明してきたこ 

とでもある。問題は、その技術を、どこで、どのように使うのか、ということではな 

いだろうか。そういう意味において、国家や企業の指導者のリーダーシップが極めて 

重要だと考える。現代の潜水艦においても、その居住空間が極めて狭いことが紹介さ 

れていたが、戦前の潜水艦の居住空間の劣悪さは、私たちの想像を超えるものがある 

と思う。その中で、「死」を見つめながらも、生きることを考える議論があったという 

話には感銘を受けた。また、様々な議論があった中で、「日本に帰る」という船長の最 
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後の判断には敬意を表したい。最後に、それぞれの戦後ということで、「体験を通じて 

生きることの意味を伝えたい」というお話があった。戦後７０年を経て、空襲、原爆、 

沖縄、北方領土、シベリア抑留など、戦争にかかわることの「語り部」が、どんどん 

少なくなってきている。ＮＨＫには、そういう「語り部」の映像を、アーカイブとし 

てしっかり整備、保存していただきたいと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ５月１８日（月）放送のクローズアップ現代「地方自治はどこへ～“大阪都構想” 

が問いかけたもの～」について。副題の「地方自治はどこへ」と「大阪都構想が問い 

かけたもの」の重点がどちらなのかがわからず、焦点がぼやけていたように感じた。 

全国放送なので、都構想のことをよく知らない関西・大阪以外の視聴者に基本的なこ 

とから説明する必要があるのだとは思うが、大阪市民の私は、番組で紹介されていた 

ほとんどのことは知っており、もの足りなさを感じた。やはり題にあるように、都構 

想が問いかけたものは何なのかをＮＨＫ独自の視点や取材でもう少しはっきり示して 

ほしかった。番組後半では、横浜市をはじめとする政令指定都市が、大阪とはほとん 

ど正反対に、市を解体するのではなく市の権限を強くして自立していこうとしている 

という話を紹介していたが、なぜ大阪市とは違う方向に向かっているのか、住民の気 

持ちなどを交えつつ、比較できる視点がほしかった。あくまで大阪都構想に軸足を置 

いて政令指定都市の動きを紹介するほうがテーマにふさわしかったと思う。もうひと 

つ気になったのは、「地方自治はどこへ」という題。そこで取り上げられているのは政 

令指定都市だったが、地方の都市部でないところにお住まいの方にとっては、政令指 

定都市が地方の代表のように扱われているのは気分が悪いのではないか、という気が 

した。 

 

○ クローズアップ現代「地方自治はどこへ～“大阪都構想”が問いかけたもの～」に 

ついて。大阪都構想についてよく知らない、大阪市民でも府民でもない人にとっても、 

分かりやすかったと個人的には思った。ゲストの発言も比較的的確だったが、そのあ 

たりを丁寧に紹介したせいか、とても大きなこの問題をこの時間内でやるのは無理が 

あった気がした。地方自治の枠組みについては、例えばＮＨＫスペシャルで２回にわ 

たって取り上げるといったことも検討してほしいような大きなテーマだと感じた。金 

型を作っている会社社長や子育てをしている人など、異なる立場の３人の人たちの意 

見を紹介していたが、皆、個人的な自分勝手な理由で賛成や反対をしているように感 

じた。ＮＨＫの制作者が、多くの人は個人的な理由や一時的な感情で賛成や反対を決 

めたということを皮肉ったのではないかと思わずにはいられなかった。地方自治に限 

らないかもしれないが、この問題は、細かいことや広義のことに取り組むためにはど 
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ういう行政の枠組みが一番適切なのかということに帰結する問題だと思う。しかし残 

念ながら、そういうことが争点にならずに投票が行われ、いい悪いは別にして、あの 

ような結果になったことが多少残念ではある。番組では、大阪だけが特異で、市を廃 

止する方向で今回は構想されたということが触れられていた。他は特別自治市を目指 

す横浜市の例を紹介していたが、県から独立して政令指定都市の権限を拡大する方向 

で他のほとんどの都市は考えているということを紹介していた。これら二つの方向性 

のそれぞれ枠組みにどういうメリットやデメリットがあるのかをどこかで検証しない 

まま、「大阪だけが特異で、他は違います」というだけでは、結局どんな選択が一番適 

切なのか、普通の人は疑問に感じると思う。そういう意味でも、もう少し放送時間の 

長い番組できちんと検証することを望む。また、本質的な問題として、人口が増える 

のは善で人口が減るのは悪だ、という見方がどうしても出てくる。地方の人口減に苦 

しんでいる人たちは特にそう考えるだろうが、社会の根底にある一人ひとりの満足度 

や幸せ度に比べれば、自分の周りに人が多いか少ないかというのは本質的ではない問 

題だと思う。私は人口が減って苦しんでいる地域の出身だが、それでもやはりそう思 

う。人口がある程度減ることは、本質的な問題にどう影響するのか。増えることはど 

う影響するのか、そのことを番組制作者はきちんと押さえた上で制作にあたってほし 

いと思った。 

 

○ クローズアップ現代「地方自治はどこへ～“大阪都構想”が問いかけたもの～」に

ついて。大阪都構想とその対極にある特別自治市を目指す横浜市、さらに有権者への

取材を通して、掘り下げは十分でないものの、限られた時間の中で、地方自治体が抱

える問題を分かりやすく紹介し、地方自治の在り方を考えるきっかけを与えてくれる

番組だった。今回の住民投票は大阪の活性化策としての都構想の是非を問うもので、

橋下市長は「東京一極集中を打破し、地域活性化を図るには二重行政の解消しかない」

と訴えていた。果たして本当にそうなのか、調整会議等々、方策は他にもあるのでは

ないか。政令指定都市へのＮＨＫのアンケート調査を見ても、大阪都構想のような考

え方ではなく、むしろ特別自治市を目指す方向が大勢を占めていた。国谷裕子キャス

ターが番組冒頭で、大阪府市の借金合計は１１兆円で、りんくうゲートタワーやＷＴ

Ｃビルを競うように建てて失敗したり、交通網の連携が不十分で利便性が悪かったり、

二重行政の弊害が繰り返し指摘されてきたと語っていたが、二重行政に起因するもの

かどうかは検証されてこなかったと思うので、知らない人をミスリードするのではな

いかと大変気になった。２つの超高層ビルが構想されたのはバブルの絶頂期で、大阪

都構想が実現していたとしても、地域住民の要望に応えるために結局両方建てられて

いたと思う。また、大阪市の一般財源 8500 億円のうち 2300 億円を府に移して、それ

で大阪全体の発展につなげるというのが賛成派の言い分だが、反対派は、財政難の解

消どころか三重行政で大変な負担になると主張。結局両者のギャップは全く埋まらず、
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大きな問題を残したまま投票を迎えた。ゲストの東京大学大学院客員教授・増田寛也

さんも、二重行政を解消して強い大阪を作るのはみんな賛成だが、それが本当に大阪

市を壊すという方策なのか疑問を呈していたが、私もそのとおりだと思う。さらに、

大阪の５０年 100 年先を決める重要な住民投票だったのに、結局大阪市の町づくりビ

ジョンは双方から全く示されなかったのは、非常に残念だった。番組で取材した異な

る立場の３人の有権者の思いは伝わってきたが、結局いずれの人もメリットとデメ

リットを具体的に検討するだけのデータや情報が得られないまま投票に向かわざるを

得なかったと強く感じた。一方で、大阪都構想は１万票という僅差で否決されたが、

大阪都構想は３分の２の有権者が投票し、今まで通りではいけないのだということを

住民が地方自治体に強く問いかけた効果は大いにあったし、番組でもそのあたりは伝

えていたと思う。難しい問題はあると思うが、住民投票の前にこの放送が流されてい

れば、有権者にとって賛否を判断する重要な参考になったのではないかと思う。 

 

 （ＮＨＫ側） 

         クローズアップ現代「地方自治はどこへ～“大阪都構想”が問いか

けたもの～」の放送は住民投票の翌日だったが、この番組はタイムリー

性ということを意識しており、なるべくホットな時期にホットな話題

を取り上げて、視聴者の興味関心に応えていくということに力を注い

でいる。ただ、速報性を重視すると「深み」という点ではなかなかも

の足りないときもあると思う。今回の番組も論点を絞って、大阪都構

想の方向性と横浜市の取り組みの方向性の違いを中心に取り上げてい

たが、「もっと違う番組で、地方自治の在り方や枠組みがどうあるべき

かをきちんと伝えていく必要があるのではないか」というご指摘はご

もっともだと思うし、大阪都構想に限らず、人口減少がいいのか悪い

のかといった、そもそもの論点も重要だと思う。地方自治の在り方は

非常に幅広く深い問題なので、クローズアップ現代に限らず、ＮＨＫ

全体として、これからの社会の在り方がどうあるべきかについて継続

的に取り上げていく必要があるということを、各委員のご指摘を聞い

て改めて認識した。 

 

○ クローズアップ現代「地方自治はどこへ～“大阪都構想”が問いかけたもの～」を 

住民投票前に放送したらかなり影響力が強かったと思う。投票の結果にも影響を与え 

ると思うので、投票後に放送したのは非常に適切だった。 

 

○  クローズアップ現代「地方自治はどこへ～“大阪都構想”が問いかけたもの～」に

ついて。今、まさに「クローズアップ」されている番組であり、また、ホットな話題



  

 10 

を扱ったものだけに、どういう課題提起をされるのかという観点で拝見した。しかし、

この話題については、私自身が住民投票における賛否を争った当事者であることから、

完全に中立な立場からの感想とはなりにくい、ということをお断りしたうえで以下に

感想を述べる。少子高齢化が進む日本において、東京一極集中の是正と地方分権のあ

り方が喫緊の課題である、という主張には全く同感だ。しかし、今回、住民投票にか

けられたものは、いわゆる「大阪都構想」ではなく、「大阪市廃止・分割」案に過ぎ

ないことや、大阪の地盤沈下の要因については、二重行政が強調されすぎており、踏

み込んだ分析が行われていないことは残念だった。また、市民へのインタビューは、

経済の活性化という観点から賛成の経営者、どちらかというと反対の子育て中の若い

女性、地域への補助金が減ることから反対の高齢者、というステレオタイプのもので

あったことも残念に思った。政府は、今、地方創生を主要政策の一つとして掲げてお

り、東京一極集中の是正、地方分権ということについては、自治体首長だけではなく、

政府の当該機関への取材も必要だったのではないか。東京一極集中の是正、地方分権

のあり方について、もっと掘り下げた番組を期待したい。 

 

○ ５月３１日（日）放送のルソンの壺～５月号～「家業継承で業績アップ！？ファミ 

リー経営企業 成功の秘けつ」について。現在経営者の高齢化や後継者難から中小企 

業が廃業して、貴重な技術やノウハウの喪失が懸念されていて、私が属する団体でも 

その対応を国と連携してとっているところだ。そういった中で、この番組を非常に興 

味深く視聴した。３つの老舗の後継者の様子が番組でそれぞれ紹介されていたが、い 

ずれも非常に立派な後継者に恵まれていると思った。これらの方々の共通点は、先代 

のやり方を踏襲するだけではなく、自分の持ち味を生かして新たな挑戦をしていると 

いった点と、抵抗や反対をする年長の社員に実績を示して納得させたという点で、非 

常にすばらしいと思った。ただ、私が知る限りでは、ファミリー経営企業は経営者が 

高齢になってもなかなか息子などに譲ろうとしなかったり、商売の先行き不安から息 

子たちが継ごうとしなかったり、ということもしばしば起きている。番組では壺ナビ 

ゲーターが「次の世代のことを考えて相手が受け取りやすいようにバトンを渡す。バ 

トンを渡す時が一番大事です」ということを言っていたが、現実にはなかなか難しい 

問題だと思った。 

 

○ ６月１２日(金)放送のかんさい熱視線「伝統と安全のはざまで～検証 “大だこ” 

落下事故～」について。事故が起きた日はたまたま私もあの現場にいた。番組後半で、 

全国の伝統的な祭りが抱える安全管理の問題や課題という、普遍的で一般的な悩みを 

取り上げていたが、大だこの落下事故の検証について新聞で載っている以上の詳しい 

検証ができていたのか疑問に思う。あの事故を、特殊で許しがたい重大な過失として 

ではなく、伝統的な祭り全般が抱える普遍的な問題として取り上げることも必要だっ 
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たのだろうが、この番組が作られたあとにもいろいろと新しい事実や見解が表明され 

ている。もっとも気になったのは、今回死者も出してしまったことで過失致死傷の刑 

事訴追の対象になるかどうかが検討されている中で、この番組では保存会の方の実名 

と顔も出して紹介していたことだ。最近の新聞報道では保存会の方々の実名は出さず 

に、あくまで「幹部の話」という形で取り上げている。ＮＨＫの影響力は非常に大き 

いので、遺族や住民の方々は、いろいろな受け取り方をすると思う。その人たちの感 

情はどうなのか。初めて死者を出してしまい、本当に責任を感じながら、苦しい中で 

一生懸命頑張っている人にとって、今回の番組がこのタイミングで放送されるのは本 

当によかったのか、非常に気になっている。番組によってどういう影響が出ているか 

まだ伺っていないし、もう少し時間のかかることだとは思うが、大だこ保存会を応援 

している立場としても、番組審議会の委員としても、今後の推移を見守っていきたい 

と思っている。 

 

○ かんさい熱視線「伝統と安全のはざまで～検証 “大だこ”落下事故～」について。 

事故をどう減らすかは当然考えなければいけないが、絶対ゼロにするのは非常に難し 

い。荒ぶる神を制御しよう、活躍させよう、呼び出そうというような祭りは、本質自 

体に事故の要素を含んでいる。事故が増えたからといって、事故をゼロに近づけるの 

を目的にすると、祭りそのものの意味を失ってしまうケースは多いと思う。そのこと 

を祭りの主催者も参加者も考えていく必要がある、という趣旨で番組を作ってほし 

かった。 

 

○ ４月２１日（火）放送の「あすのＷＡ！」内コーナー「戦後７０年 引き裂かれた 

家族」について。和歌山放送局で、戦後７０年を機に、戦争に関する証言や資料の取 

材を一年にわたって継続し、平和の意味を考える「和歌山戦後７０年」という新企画 

だった。今回は「引き裂かれた家族」がテーマで、戦争によって家族と離ればなれに 

なった女性の思いを記録する取り組みが紹介された。今回の主人公は新宮市に住む浜 

本千鶴子さんという９０歳の女性で、両親はカリフォルニア移民で６人兄弟の長女と 

して大正１４年にアメリカで生まれ、当時としては珍しく１４歳で高等女学校入学の 

ために和歌山の串本のおじいさまのところに来られたという方だ。昭和１６年に戦争 

が始まり、ご両親の消息も分からないまま学費の仕送りも途絶えて、千鶴子さんは女 

学校を中退された。一緒に暮らしていたおじいさまは、憲兵から自分たちの身を守る 

ために千鶴子さんがアメリカから持ってきたものをすべて焼いたそうだ。千鶴子さん 

はアルバムだけを手元に守り、１８歳で日本で嫁がれ、ご両親とは連絡がつかないま 

ま過ごす中、アルバムが心のよりどころであった、と紹介されていた。昭和４１年に 

３０年ぶりに両親と再会できたが、お母さまは日本の地を踏むことなく、間もなく亡 

くなられたとのことだった。戦争によって家族の絆が引き裂かれるような悲劇を繰り 
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返さないためにも、こういった証言を後世に残していかねばいけないという思いで千 

鶴子さんの証言を記録する太地町歴史資料室の方が、「こういう話を聞ける機会は非 

常に貴重となってきており、こういった証言を残していくのは重要な作業だと思う」 

と話していたが、そのことばはとても印象に残った。戦時中、アメリカ西海岸だけで 

も１２万人以上の日系人が強制収容所に送られ、財産を失い自由を奪われ、多くの人 

が家族と引き裂かれたそうだが、そういった歴史を語ることができる人が減っていく 

中、日本、アメリカともに証言を記録していくことの必要性が高まっているというこ 

とで番組は締めくくられた。この番組を見て、この女性は戦争がなければ女学校を卒 

業してアメリカに戻ったあとにどんな人生を送ったのだろうという思いを抱いた。戦 

争で人生を狂わされることなく、会いたい人に会える平和な日々が続くことを願いな 

がら、平和の意味を考えるこの企画の今後一年間に期待したいと思った。 

 

○ ４月２３日（木）と５月２８日（木）放送の「おうみ発６３０」内コーナー「ふる 

さとＭＯＶＩＥシガデミー賞」について。２５秒間で自分たちの地域の魅力をＰＲす 

るプロモーションビデオを作るもので、最終的には大賞として「ふるさとＭＯＶＩＥ 

シガデミー大賞」を決めるといった取り組みだが、そのトロフィーに滋賀県の伝統的 

な彦根仏壇の技術を活用するのはすばらしいと思った。滋賀県はもともと草の根運動 

が大変盛んで、今でも小さなコミュニティーがとても多く、今回のプロモーションビ 

デオの制作もそういった土壌には合っていると思う。まだ始まってまもない取り組み 

なので、映像が尻すぼみだったり、唐突に終わってしまったりするものもあったが、 

ビデオの制作に向けてがんばった視聴者に対し、よかった点をさらに伝えるなど、ア 

ナウンサーにはぜひもう少し盛り上げていってほしい。私自身もいろいろと活動して 

いるが、こういう視聴者参加型の企画を通じて、自分たちが取り組んでいることをもっ 

と県民にわかってもらえたとしたら、それは大変すばらしいことだと思う。これを機 

に県民の私たちも一緒にＮＨＫを盛りたてていきながら、滋賀県の魅力を積極的に発 

信していきたいと思った。 

 

○ ５月１２日（火）と１９日（火）放送の「ならナビ」は大変おもしろかった。これ 

 ほど興味深い番組が奈良県だけで放送されているのはずるいと感じたくらいだ。やは 

り奈良県が持っている文化はすばらしいと思った。ぜひともアーカイブ化して、多く 

の関西の人たちに見せてもらいたい。特に「西山教授の仏教よもやま話」のコーナー 

は、ポイントをついた解説が大変興味深く、今後もぜひとも続けていってほしい企画 

だった。 

 

○ ５月１２日（火）放送の「ならナビ」内コーナー「西山教授の仏教よもやま話 女 

性を救う最古の尼寺～中宮寺～」について。番組の中で、中宮寺の仏さまの内陣のと 
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ころへ特別に入れていただく場面があり、荒木美和アナウンサーが頭をぐっと深く下 

げて入って行く姿をカメラが後ろから撮っていた。礼儀正しさを感じさせるああいっ 

た場面は、やはり見ている者にとって、また奈良の者にとって、大変気持ちよかった。 

また、天寿国曼荼羅繍帳の古い刺しゅうを見ている時、聖徳太子の母の名前（穴穂部

間人（はしひと）皇后）の名前が書いてあるのを見た荒木アナウンサーが「人間（にん

げん）」と読んだことを訂正される場面があったが、見ている人のハードルを下げて、

クスッと笑いを誘うような作りになっていて楽しめた。５月１９日（火）放送の「な

らナビ」内コーナー「それぞれの万葉集」では、大切な人やふるさとへの思いを短歌

や和歌にしたものを紹介するということで、明日香村が一般の人たちから募集した

1,200 首のうちの３首を紹介していたが、ＭＣの声が一切入らないのは興味深かった。

登場人物とナレーションはすべてテロップで表示され、歌を詠み上げるのも名前を言

うのも短歌や詩を作った本人という非常におもしろい作りで、大変楽しめた。「西山教

授の仏教よもやま話」にも余計なナレーションは一切入ってこないが、テロップを効

果的に活用しながら番組が進行していくこの手法は、大変おもしろいと思う。 

 

○ ５月１９日（火）と２６日（火）放送の「ニュース６３０ 京いちにち」内コーナー 

「京都プレミアムインタビュー 料理人 村田吉弘さん」（前編・後編）について。和 

食がユネスコ無形文化遺産に登録されて大変注目されている状況でのプレミアムイン 

タビューということで、そういう中では海外への広報活動など大変な努力を続けなが 

ら一番活躍されている方のインタビューで、非常にいいと思った。ただ、１週目と２ 

週目で、スタジオのキャスターが違っていた点は気になった。村田さんは、単に無形 

文化遺産に登録されたことに浮かれて和食がいいのだということではなく、インタ 

ビューの中で食べ物を大事にしなければいけないということを言っていた。地方の農 

業人口が減っていくことを憂いながらも、それを視野に入れながら、和食を支えるた 

めの「生産」の側面に力点を置いていたことは、大変立派だと思った。京都に生まれ 

育った私も、仕事よりも食べ物に興味があるくらいだが、京都では、たとえ他の産業 

がだめになったとしても料亭や飲食の話だけは豊かにするのが特徴なので、このイン 

タビューはとてもいいと思う。ただ、料亭で食べる料理はある程度グレードが高くて 

サービスも充実しているが、明らかにわれわれはああいうものを毎日作って普段から 

食べているわけではないので、村田さんの話も、もう少し庶民的なところに触れてほ 

しかったというのが、私の正直な気持ちである。番組の中でも紹介されていたが、村 

田さんは海外に貢献するために何人かと共同で英文の本を作っている。そこでは師匠 

から弟子に伝えられてきた料亭の独自の味を、分量や調理時間まで徹底して数値化し 

て英文で説明しているということが取り上げられており、たいへん興味を持った。全 

体としては、このインタビューは非常によくできていたが、一方で、村田さんのよう 

な人を取り上げたならば、ある意味当たり前の出来具合かなと思うところもなくはな 
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い。かねがね「きょうの料理」が好きでよく見ており、この番組ではいわゆる普通の 

家庭料理を扱っているが、特別な料理と家庭料理とのそれぞれの意味合いについて、 

もう少し分かりやすく提示されたほうがいいのではないかと思っている。 

 

○ 「ニュース６３０ 京いちにち」内コーナー「京都プレミアムインタビュー 料理 

人 村田吉弘さん（前編・後編）」について。各分野を代表する人たちに月に２回、前・ 

後編に分けてたっぷりとお話を聞くという企画で、番組の３分の１に及ぶ８～９分間 

ぐらいの時間を割いた思い切ったコーナーだと感じた。聞き手の井上あさひアナウン 

サーは、「ニュースウオッチ９」で全国の顔だったこともあり、安定感・存在感にあふ 

れていた。前編では井上アナウンサーがスタジオに出演し、スタジオキャスターとの 

やりとりがあったが、後編では井上アナウンサーのスタジオ出演はなく、スタジオキャ 

スター２人のやりとりだけでコーナーが展開した。もちろんインタビューの聞き手は 

両方とも井上アナウンサーだが、スタジオに井上アナウンサーが立ち会っていないの 

は少々残念だった。プレミアムなインタビューなので、井上アナウンサーには前編・ 

後編ともにスタジオに立ち会ってもらったほうが存在感も増すし、見る側の受け止め 

方も統一できてよかったのではないかと感じた。新聞で言えば署名記事のような感覚 

でインタビューしているという風に考えると、やはり実際に訪ねた方には担当者とし 

てスタジオにいてほしかった。 

 

○ ５月１９日（火）放送の「ニュース神戸発」は、他の局のものと違ってインパクト 

が弱かった。関心がある人にとっては大きなニュースなのかもしれないが、この日は 

南あわじ市で銅鐸が７つ発見されたということが冒頭で比較的長く報道された。全国 

で５３２見つかっている銅鐸の中で１割以上が兵庫県から見つかっているが、今回７ 

本が１か所から見つかったというのはこれまでの記録で４番目に多い数字となるそう 

だ。出土例が非常に少ない弥生前期から中期の銅鐸は全国で１１しかないそうだが、 

今回見つかった 7 本の中にこれが一つ混じっていたことと、銅鐸の中に小さな銅鐸を 

差し入れた形のものが３組見つかったということは、関心がある人には興味深いこと 

なのかもしれない。銅鐸というのは本来は乳鉢の乳棒みたいな舌（ぜつ）という金属 

を中にぶら下げて鳴らすのだが、これは他ではあまり見つかっていない。しかし、今 

回の発掘では中に舌の入った銅鐸が３つもあったということだった。そのことについ 

て、数十年に一度の考古学上の発見だと解説者が言っていたが、１００年に１回ほど 

のインパクトのある発見でもないし、一般の視聴者にはそれほどのインパクトを残す 

ことなく終わってしまうようなニュースだと思った。ただ不思議なのは、ある建材会 

社の砂置き場の砂をひっくり返したら出てきたということだが、どこかからその砂置 

き場へ持ってきたときにどうして見つからなかったのかという点は初めからずっと気 

になった。非常に不思議な銅鐸発見のニュースであった。この日の番組では全体的に 
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歴史的な事柄に関するニュースが多く取り上げられていた。城下町の但馬の出石で、 

伝統的な建造物を移住や観光目的で活用するための情報を発信するＮＰＯができると 

いった話題や、姫路城の修築途中で実施した「姫路城マラソン」での経済効果を踏ま 

えて、来年２月にも第２回を実施することが決定したという話題。姫路城の外側にあ 

る「好古園」という新しい日本庭園での人形展の話題や、姫路出身だった小説家の車 

谷長吉さんが亡くなったという訃報も伝えていた。いくつか歴史的な話題があったか 

らそれを集めてこの日のニュース項目を組んだのかとも思うが、もっと他に話題はな 

かったのかなという気もした。 

 

○ 「あさイチ」について、番組の中でブタのぬいぐるみが出てくるのはなぜか。非常 

に個人的な意見だが、画面に集中できず落ち着かないし、なぜああいうものを朝の主 

婦向けの番組に出さないといけないのか。同時間帯のＥテレでは「おかあさんといっ 

しょ」のような着ぐるみが出てくる子ども向けの番組を放送しているのだから、あの 

時間帯の主婦向けの番組には不要な演出ではないかと思う。「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」につ 

いて。キャスターは常にタブレット端末を触らないといけないのか。ゲストと対話し 

ている最中に、インタビューしているキャスターが端末をちょこちょこ触っているの 

は、見ていて非常に気になる。 

 

  （ＮＨＫ側） 

          「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」は、キャスターが自分で興味を持ったツイー

トを拾って、それをもとにゲストと対話しながら進行するという仕

立てになっている。視聴者から寄せられるツイートをチェックする

ために端末を触っているという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 



平成２７年５月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ近畿地方放送番組審議会は、２０日(水)、ＮＨＫ京都放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について説明があっ

たあと、「平成２６年度近畿地方向け放送番組の種別ごとの放送時間」について、報

告があった。続いて、事前に視聴してもらった、クローズアップ現代「絵巻がひも

とく清水寺～知られざる１２００年の歩み～」を含め、放送番組一般について活発

に意見交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長       金山  勉 （立命館大学産業社会学部教授） 

副委員長   牛尾 郁夫（成安造形大学 前学長） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

田辺 眞人（園田学園女子大学 名誉教授） 

西田 賢治（大阪商工会議所 常任参与） 

原  さだ（（財）龍神村開発公社 専務理事） 

 山口 芳彦（電機連合大阪地協 顧問） 

 吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

 

＜ クローズアップ現代「絵巻がひもとく清水寺～知られざる１２００年の歩み～」  

（４月２３日(木) 総合 後 7:30～7:56）について＞ 

 

○ 極彩色で描かれた清水寺平成縁起絵巻を随時織り交ぜながら 1,200 年にわたる寺の

激動の歴史が非常に分かりやすく紹介されていた。国や大きな権力に守られてきたわ

けではなく、檀家を持たない清水寺が応仁の乱などで１０回以上焼失を繰り返しなが

らも、その都度再建されてきたのはなぜか、なぜ庶民が支えてきたのか、番組を見て

よく分かった。 
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○ 番組の最後に作家の五木寛之さんが、「劇的なものを想像していたが、全く違ってお

だやかで、人々の生活や日々の営みが静かに描かれている。誰が 1,200 年間寺を支え

てきたのか。根底は人々で、全国各地の人々が支えてきたことが絵巻を通してよく分

かる」というコメントがあったが、番組を締めくくる上で非常にいいコメントだった。

時事問題を取り上げることが多い「クローズアップ現代」で、絵巻の完成を機に清水

寺の知られざる 1,200 年の歴史を取り上げた試みは非常に面白かった。今後、全９巻

全長６５メートルの清水寺の平成縁起絵巻を８Ｋのスーパーハイビジョンでいつか紹

介してほしいと思った。 

 

○ 「クローズアップ現代」で絵巻をやるということだったので、クローズアップ現代

はそういうこと取り上げるのか、と最初は違和感があったが、ふだんの「クローズアッ

プ現代」のパターンとは違う構成でそれなりに楽しめた。全体として「絵巻がひもと

く清水寺」というタイトルの割には、絵巻をきっかけにして清水寺の歴史や清水寺に

まつわる人々の思いを取り上げている印象だった。絵巻はいくつかの場面には出てく

るが、全体がどうなっているのか分からず、やはり「クローズアップ現代」で取り上

げるには無理があるのではないかと感じた。むしろ、完成された絵巻そのものから、

歴史や人々の思いを語らせるのであれば、もう少し全体の構成やタイトルも別のやり

方があったのではないかと思った。 

 

○  絵師の箱崎さんが、途絶えそうになっていた日本古来の技法を復活させたというこ

とで、絵絹や裏彩色のことを言っていたが、別にあれは途絶えているわけでは決して

なくて、今でも何割かの日本画家はやっているし、江戸時代でも何割かの絵師は裏彩

色をしているので、私も美術史の人間としてかなり違和感があった。絵巻を作るにあ

たって絵巻の構成そのものを復活させた人がいたが、ストーリーが結局どういう形で

絵巻に反映されたのか。絵巻をチラチラ見ていると文字は一切なかったのでそれは別

に作ったのか。何かしらの文字資料はあったと思うが、それを元に絵巻を作ったとす

ればそういうものは現在どうなっているのか。そのあたりの説明が多少あるべきだっ

たと感じた。 

 

○  清水寺には何度も行ったことがあるが、特に空からふかんした清水寺のスケールの

大きさには圧倒された。宗派や身分にかかわらず全ての人を受け入れて、檀家もなく

権力者に支えられているわけでもないのに 1,200 年の歴史を持ち、１０回も火事に遭

いながら庶民に支えられて立ち直ってきたという歴史や、平成の時代に絵巻物が完成

したというのは、これまで知らなかったことを知ることができて非常に面白かった。

特に感銘を受けたのは観音桜のエピソードで、亡くなった娘の名前を桜につけて、こ

の桜がお寺にあることで娘を清水寺に預かってもらっているような気がすると言っ
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ていた夫婦の話が非常に感動的だった。ただ、「クローズアップ現代」の枠がふさわ

しかったのかどうかは疑問がある。この平成の時代に絵巻を作ることの意義などを考

えるという意味では、決して間違ったネタではないのかもしれないが、時事や社会問

題に関心のある方が好んで見る番組だということを考えると全体的に違和感があっ

た。 

 

○  空撮の映像は見応えがあった。清水寺は、1,200 年の間に１０回も焼失・再建を繰

り返していたこと、檀家がなく宗派を問わず人を受け入れていることなどが紹介され

た。今回の絵巻は全９巻で６５メートル、日本古来の伝統的な画法を用いて 1,000

年以上の歴史を描いた近代以降初めての本格的絵巻になることが紹介され、室町時代

に描かれた絵巻は寺の権勢が強調されているのに対して、新しい絵巻は人々によって

支えられてきた寺の歴史を６年前に亡くなられた横山さんがテーマにしたものだと

いうことも、非常に意義深く感じた。庶民によって支えられてきた歴史が今も息づい

ていて、地元の人たちが作るボランティアの警備団があり、２度と火災を起こさない

教訓が引き継がれていることや、観音桜の話も感動的だった。私も絵巻物の全体像を

もう少し見たかったことと、終盤での五木さんの登場が短く、少しもったいない感じ

がした。 

 

○  庶民との深いつながりにポイントを当てているということで大変興味をひかれた。

今の日本というのは無宗教化して、心のよりどころを失って絆も弱まっている。一般

的には知られざる出来事であろう、明治初期の神仏分離令による崩壊寸前の舞台を

救った庶民たちの頑張りも、非常に印象に残るものだったし、この絵巻の物語を作っ

た故・横山さんの強いメッセージが込められたものなのではないかと推測した。また、

娘を亡くされた夫婦の観音桜にまつわるエピソードも寺と庶民との関わりを重んじ

る寺の成り立ちがよく理解できるものでよかったと思う。番組の最後に登場した五木

さんの解説も、絵巻への関心を高めるには非常に効果的だったと感じた。ぜひ時間を

見つけて本物を見に行きたいと感じさせるよい番組だったと思う。できればもう少し

全体図を見たかったと感じた。 

 

○  歴史は過去の事実で終わってしまうが、本来は今を作り上げているいきさつ、社会

の生い立ちである。そこがなかなか指摘されずいつももんもんとするが、その意味で

は今回の「クローズアップ現代」は、1,200 年の歴史とともに、今新たに歴史を作る

ということを組み合わせたとても意味のある番組だと思った。構成も２つの面を対比

させる形で取り上げ、そこから絵師の箱崎さんと故・横山さんの絵巻物を作るにあ

たって苦労した方々の紹介があった。それと対比のような格好で、応仁の乱のあと大

きな損傷を受けたこのお寺が民衆の支えによって復興され、その象徴としてぼん鐘が
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作られた。またその歴史から現在に戻り、大西和上の悲願とでも言うべきこのお寺で、

無くされた文化遺産をもう 1 度手に入れたいという願いの結果、これが出来上がって

いくという構成が印象的だった。 

 

○  気になったのは、今も存続している大きなお寺や神社というものは、国家や有力者

の支えを受けたお寺でさえ、戦乱や明治の廃仏毀釈で衰えた時に、大なり小なり一般

の人の支えがあったから今も続いていると思う。清水寺だけが特別のような格好で紹

介されると、社会に誤解が生じかねない。一般の人たちの支えが無かったために、消

えていったお寺や神社もたくさんある。清水寺は特に代表のようだが、現存する寺社

は苦労を経ながら支えられて続いてきたということも少し入れていればよかった。全

体としては中身もよく、伝えたいことが分かった。 

 

○  特別な人ではなく一般的な人たちがいろいろな文化、地域を支えてきたということ

はさまざまな場面でテーマになっている。「クローズアップ現代」で清水の絵巻を取

り上げて制作した方は、その部分を伝えたかったのだと感じながら拝見した。絵巻と

いうことばで出てきているのに、絵巻自体のすばらしさは、あまり番組内で表現され

なかったのは残念だが、「クローズアップ現代」という番組で、人々の生活の中のこ

とをうまく取り上げていたのではないかと感じた。この清水寺の創始者がもともと奈

良の高取町にある子嶋寺の住職だったこと、また、歴代の住職の中で興福寺の住職が

清水寺の住職を兼務していたということ、今回テーマになっている絵巻を描かれた箱

崎さんは、奈良県の信貴山にある玉蔵院というお寺の中で３０代から４０代にかけて、

ふすま絵３６面を描いた経験をお持ちの方であるということ、そういう意味で清水寺

は、京都にあるけれども奈良とも縁の深いお寺なので、今回の番組は、大変興味を持っ

て拝見した。最後に五木さんが「刺激の強いドラマティックなものを考えていたが、

今までの絵巻とは違う観点で描かれている。誠実でおだやかで平和的な場面が描かれ

ている。お寺には女性の参拝者、普通の階級の人が多い。国家や大きな権力が支えて

きたわけでなく、このお寺が続いてきたことは意義深いことだ」という話をされてい

た。この「続く、守る」ということを一般の人たちが支えてきた文化を、この番組の

中で現代の一面として伝えた番組だったのではないかと拝見した。 

 

○  清水寺の存在について、庶民が支えてきたとか応仁の乱でよみがえったとか言うが、

京都には何回も乱があったからよみがえっている寺はいっぱいあり、別に珍しいこと

でもない。また、南都北嶺という京都と奈良の戦いの場であったことが全然出なかっ

た。まずそういう歴史認識というものが清水寺に対して甘すぎるのではないか。京都

局はもう少し勉強しないといけないと思う。五木さんが出てきて、五木さんは親鸞や

仏教のことをいろいろ書いているが、清水寺に檀家がないのは特例であるという考え
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方は、日本の仏教の歴史についてどういう認識なのかと言いたい。鎌倉時代以後、初

めて日本の仏教は檀家というものができるようになったので、だいたい平安時代以前

の仏教のお寺には檀家はどこにもないと私は認識している。また、清水寺が一般の人

たちに非常に好感を持たれているのは事実で、それとは別に政治的な動き、南都と京

都というのは常にある意味で戦いがあったといった歴史的前提はきちんと持たなけ

ればいけないと思う。非常に中途半端な番組の作り方だと思った。 

 

○  新しい絵巻ができたことの紹介をきっかけに、その絵巻を描いた画家が、制作には

古来の技法を用いたということ、絵巻の作者が物語のテーマを、庶民によって支えら

れてきた清水寺としたということを解き明かすことを通して、今もなお清水寺が多く

の人々を引き付けていることの根底に何があるかというところまで掘り下げたとい

うことで、おもしろい見応えのある番組になっていた。後半に国谷裕子キャスターと

五木さんの対談を入れたことで、その見応え感をさらに高めていたと思うが、この部

分はもう少し時間があった方がよかったと思った。国家や権力の保護を受けず檀家を

持たない清水寺が 1,200 年存続してきたことのすごさ、それを支えてきたのが庶民の

力であったことが清水寺の魅力になっているということが、番組として言いたかった

のだと思うが、対談でもう少し話をすればその点がよりいっそう明確になったのでは

ないかと思う。 

 

○  「クローズアップ現代」は、現代社会の広範にわたるさまざまな課題や話題につい

て、核心を分かりやすく的確に解き明かしてくれる番組ということでいつも興味深く

見ているが、今回のテーマは、この番組がカバーする範囲の広がりや懐の深さを感じ

させた。 

 

○  絵巻がひもとくというところから、絵巻というのはだいたいどのように過去にさか

のぼって今日まで描くかという、つまりその時その時で歴史的な見方をどのように見

るのかという点について、「クローズアップ現代」的に示されていたと思う。その中

で権威的なものをイメージするのではなく、社会の人々が清水寺を支えてきたという

民衆の力をイメージさせたいのだということが番組の中に込められていたと思う。そ

ういうことを感じる一方、美しいものを見たい、仕上がったものを見たいという、絵

巻の詳細を見たいという欲求にはなかなか応えられなかった。「かんさい熱視線」な

どでもよく感じられるが、放送時間に限りがあり「もう少し見たいのにもう終わるの

か」というのがよくあるパターンで、このことは「クローズアップ現代」でも同じよ

うなことになったのだと思う。ただ、番組の中では、平和な世の中であってほしい、

権威者の視点ではなく、現代社会の中では民衆が連帯してみんなで大切なものを守る、

という願いがにじみ出る感じで描きたかったのではないかと思った。 
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（ＮＨＫ側）  

各委員ご指摘のとおり、２６分という時間の中でさまざまなことを

詰め込みすぎたという点は反省すべきところだと思う。絵巻自体の魅

力や清水寺の歴史、さらに後半に五木さんをお招きして対談をすると

いう大きな要素がたくさんあり、時間配分は編集の中でも苦労した。

最初のところは音羽の滝からスタートして観音桜に至るまでの絵巻の

ストーリーをもう少し詳しく説明しながら歴史をひもとくという構成

の段階もあったが、時間の関係でも少し説明が足りないところが出て

きたのだと思う。歴史認識については、清水寺の歴史について詳しい

説明が足りない部分もあったかもしれない。番組を作る思いとしては、

1,200 年続いたということはどういうことなのかを考える中で、それ

は庶民の力によるものだということを伝えたかったということと、五

木さんが著書「百寺巡礼」の中で、「今世界中に起こっているさまざま

な対立、宗教や政治、思想。それらを超えられるものがあれば、寛容

の精神だ」ということを言っていて、寛容ということが絵巻を通して

庶民の思い、そして清水寺が宗派や身分を問わず多くの人を受け入れ

てきたという歴史を踏まえて、今に通じるメッセージとして作れない

かと思いがあった。ただ、やはり２６分という時間の制約の中でいろん

な部分で説明不足になったことがあったと思う。 

「クローズアップ現代」で取り上げられる内容としては、珍しいも

のではないかというご指摘については、たしかにあまりないが、過去

には、こういった文化的ものを取り上げた回はあった。例えば、米朝

さんが亡くなった時も大阪局が制作したが、世の中の人がこの時期に

見たいというものであれば、「クローズアップ現代」でもこういった内

容のものを放送する。ただ、切り口については、ＢＳで放送するもの

とは違った形で作るので、少し違和感を持たれた部分があるかもしれ

ない。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月２４日(金)放送のかんさい熱視線「癒えぬ悲しみを抱えて～ＪＲ福知山線脱線

事故から１０年～」について。関連する地域以外では、ＪＲ西日本の脱線事故１０年

という番組の時に、建て前では「やっぱり忘れたらあかんな」と言いながら、本音で

は「まだ言ってるわ」という感覚の人もあると思う。ＪＲ西日本の脱線事故に関して

は、今日もＪＲ福知山線に乗って、宝塚から尼崎を通り、現場のビルを見ながらやっ

てきた。当時、息子の友達の兄弟が亡くなり、自宅の向かいの娘さんの先輩が事故で
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亡くなったりして、実際に身の回りの体験として持っていると、もう終わったという

話ではない。今回の視聴番組の中で、まず１人目の方は娘を亡くしたお母さんだが、

事故の直後に被害者の会を作り、事故の原因究明とＪＲ西日本との交渉をずっと続け

てきた。２人目の方は、買い物に行く途中の娘が亡くなった。嫁がれた娘だったので

それまでは毎日電話で話していたそうだが、亡くなってからお母さんは毎日日記を書

かれ、その日あったことを娘に告げる形で１４冊の日記ができた。３人目の方は、お

母さんと旅行に行く途中に３両目で事故に遭った。本人は腰骨を骨折してしまい、お

母さんは肺が潰れてしまったが、命はとりとめた。ただ、本人は１年後から心的外傷

性のストレスで急に手足がしびれたり息苦しくなったり心のコントロールができな

い状態になるということで、仕事も辞めてしまった。事故によって、幸せな日常生活

が突然奪われ、１０年たってもまだこういう問題を抱えている人がいる。これはメ

ディアとして伝えていただいて本当によかった。震災やこの事故に関して、私は客観

的になれない部分がある。おそらく番組をご覧になった方の中には、関西圏でも「ま

だやってるわ」という反応もあるとは思うが、ずっと続けていただきたいと思う。 

 

○  かんさい熱視線「癒えぬ悲しみを抱えて～ＪＲ福知山線脱線事故から１０年～」は、

日々の生活と密着した交通機関の安全性と共に、被害者の方たちの気持ちの切り替え

につながる落としどころの難しさを改めて深く感じさせる内容だった。番組で紹介さ

れた方たちを始めとする遺族や事故の後遺症に苦しんでいる方たちの心中は計り知

れないものだが、交通機関に絶対 100％安全という保証はありえないだけに、誰もが

いつその立場になるか分からないことを考えると、国の事故調査報告書の分析結果に

かかわらず、当事者のＪＲ西日本は事故の本質的な原因を追求し続ける責任を負わな

ければならないと思うが、ＮＨＫとしてはＪＲ西日本側の取り組みの実態についても

この番組の中で取り上げるべきだったと思う。今回の放送は、被害者のつらい気持ち、

事故の重大性や悲惨さを中心に構成されていたが、いつまでも犯人捜しのようなこと

に明け暮れるだけでは遺族の方の気持ちも報われない気がする。遺族の方が言われて

いる「二度と同様の事故が起きてほしくない」との強い思いを実現するには、やはり

被害者の実態と同時にＪＲ側の予防策の実態も取り上げて広く社会に知らせること

で対応策をさらにブラッシュアップしていくことにもつなげていくべきだと思う。ま

た、そのことはＪＲ西日本のみならず数多く存在するほかの交通機関にも必ず影響を

与えて、類似の事故を未然に防ぐことにもつながるのではないかと思う。ＮＨＫには

ぜひそんな報道を定期的に続けていただき、この事故の教訓がいつか日本の交通機関

の安全性をさらに高めたと言えるものにつながれば、遺族の方たちの気持ちも幾分か

は和らぐのではないかという気がした。ＮＨＫにはぜひそういう役割を担ってほしい

と思う。 

 



  

 7 

○  かんさい熱視線「癒えぬ悲しみを抱えて～ＪＲ福知山線脱線事故から１０年～」は、

遺族と負傷者の１０年を地元局だからこそできるこれまでの映像の蓄積などを使い

ながら紹介していた。こういった継続して追いかけた番組に今後も期待している。こ

の１０年の中のある意味での変化のようなものに非常に感銘を受けた。特に前半の遺

族の部分では、子どもを亡くした親の心の痛みが非常に伝わってきた。娘の死因を知

りたいと、１日も欠かさず病院や裁判などに通っているお母さんは、今までつきあっ

てこなかった世界の人とつきあわれているのだろうと感じた。もう１人のお母さんは、

娘に向けて語りかけるようにずっと日記を書いている。その娘が残した孫たちが大き

くなって、一番上の孫が「初めてのお給料もらったから」といっておばあちゃんにお

年玉をくれるなど、この１０年の中で、遺族も変わっていくし、周りの環境も変わっ

ていくということがある意味で救いになり、未来にもつながっていくのだろうと思っ

た。一方で、大きな傷を負った負傷者の方の１０年も大変だったのだろうということ

も非常によく分かった。 

 

○  かんさい熱視線「癒えぬ悲しみを抱えて～ＪＲ福知山線脱線事故から１０年～」は、

三者三様の悲しみを抱えた人たちの対比的な描写が非常に優れていて、個人的には手

堅い取材とまとめ方をしていて感銘を受けた。また、４月２０日（月）に放送された

同じＪＲ西日本の事故を取材した「クローズアップ現代」の「いのちをめぐる対話～

遺族とＪＲ西日本の１０年から」も視聴したが、そちらは責任を追及せずＪＲ西日本

と一緒に原因を究明し、その背景をあぶり出そうというテーマ設定だった。何年もか

けて根気よく対話し、一定の成果を上げつつあるということを丁寧に報道していたと

いう点では「かんさい熱視線」と同様に好感を持てた。 

 

○  かんさい熱視線「癒えぬ悲しみを抱えて～ＪＲ福知山線脱線事故から１０年～」に

ついて。１０年前、信じられないような脱線事故現場の映像がテレビで放送されてい

たことを今でも鮮明に覚えているが、この番組で伝えたかったのは、１０年たったけ

れども、遺族や負傷された方たちの心情や悲しみなどはいまだに癒えないというよう

な内容だった。３つのケースが紹介されていたが、それぞれ強い決意と執念でＪＲ西

日本の責任追及をしている方を見ていていると本当に痛々しい感じがして、いつに

なったらこの方の心を気持ちが癒えるのかと感じた。また、一人娘を突然亡くし、毎

日日記をつけているお母さんの気持ちも、本当にいたたまれないような思いになった。

ＰＴＳＤでいまだに働けない、不安を抱えている方の紹介もあった。遺族とＪＲ西日

本幹部が４年間胸襟を開き、事故原因に向き合ったことで互いの理解が深まったよう

に、今なお癒えぬ悲しみを抱える人たちを少しでも救う道は無いものか、いろいろ考

えさせられる番組だった。 
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 （ＮＨＫ側） 

         遺族の方や事故でけがをした方の悲しみ、苦しみというのはやはり

癒えていないということは痛感している。それは簡単に癒えるもので

はないし、たぶん癒えないのではないかと思う。それを放送の中でい

ろんな形でお伝えすることぐらいでしか私たちにできることはないし、

もしできることがあるとすれば、再発防止という点でどんなことがで

きるのかということを当事者の取り組みなどを通じ、取材しながら一

緒に考えていくことだと思っている。こういった番組については、何

十年という節目だけでやるのではなくて、継続的に取材をし、折に触

れて番組として取り上げていくということがとても大切だと思ってい

る。例えば地震から何十年など節目だけに取り上げることとの賛否と

いうのはよく言われるが、集中的に企画や放送をやることで視聴者の

方の関心を高めて一緒に考えていくという機会も大切だと思っている。 

 

○  ５月１日(金)のかんさい熱視線「生討論“大阪都構想”を問う」について。橋下大

阪市長と柳本自民党大阪市議団幹事長との生討論を放送したが、これは大阪都構想に

ついて有権者の関心を高めるきっかけになった大変意義深い番組だった。大阪都構想

は、私が知る限り大阪の今後の５０年、100 年を決める重要課題であるにもかかわら

ず、実はそれまで情報が非常に不十分で、内容もよく分からなかった。そういう状況

の中で、橋下市長の人気投票だけで、大阪の将来を決めていいものかと大変懸念して

いた。時間は非常に限られていたが、ＮＨＫだけでなく、他局でもこういったテーマ

を取り上げることになり、大阪都構想についての有権者の関心や理解が高まった。そ

の結果が信じられないくらい高い、66.83％という高い投票率につながり、大変高く

この番組を評価している。 

 

○  ４月１６日(木)放送のおうみ発６３０ 年間キャンペーン「しが！！応援宣言」初

回放送について。「しが！！応援宣言」は２７年度の大津局の番組編集の重点事項の

一つで、人口減少期に入った滋賀県の現状と課題を様々な角度から取材し、分かりや

すく提示しようという狙いがある。この日、放送した初回の企画は、「生き生き子育

て」というタイトルで、少子化が急速に進んでいる竜王町での取り組みが紹介された。

内容は、社会から孤立しているという悩みを抱える子育て中の女性が、親子で参加で

きるイベントを積極的に企画し、その場を提供している工務店にスポットを当てたも

の。参加者同士が、和やかに話を交わしながら料理作りを楽しんでいる様子に、今必

要とされる地域での子育て支援の取り組みの一つとして参考になるものだと思った。

６～７分程度でポイントを絞って分かりやすくまとめていた。今後も滋賀の暮らしを

応援するという狙いに即した様々なテーマでのリポートを期待したい。 
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○  ４月２９日(水)放送の京、ぶらり。「円山公園」(ＢＳプレミアム 後 4:45～5:00)

について。円山公園は、祇園の八坂社の裏山になるわけで、われわれ市民が非常に親

しみをもてる公園である。祇園の感神院というお寺であり神社であるというところで

あって、天台宗の比叡山の出先機関だった。祇園祭りでも非常ににぎわうところであ

る。この時期、しだれ桜で大変な人出だが、朝早く撮影したのだろう。桜守の佐野藤

右衛門さんが出ていたが、非常にきれいな状態のしだれ桜を撮影していて、とても気

楽に見られる番組だった。その中で少し気になったのは、与謝野晶子や谷崎潤一郎が

大変親しんだという紹介があったが、その時に与謝野晶子の詩くらいはテロップで入

れるなどした方がよかった。１５分という短さのせいか、若いディレクターが制作し

たように感じた。歴史のことばかり言って申し訳ないが、現在平和な場所でも歴史に

刻みがあるということが、大変大事なことではないかと思っている。夜になると桜守

の佐野さんが芸妓さんを連れて歩いているところが映っていたが、他の人から見たら

あまりにもよく出来すぎているが、祇園と言うと舞妓さんや芸妓さんが出てくると、

ありきたりな紹介だと思った。もう少し京都の町を歩いたり、いろいろなものに触れ

たりするなど、制作する人たちに感じていただきたい。 

 

○  京、ぶらり。「円山公園」について。以前、西陣界わいが取り上げられていたが、

その時よりも演出や趣向がかなり改善されていた。「世界ふれあい街歩き」の雰囲気

を残しながら京都バージョンになった感じで、１年前の番組審議会で完成度をもっと

求めたいと申し上げたことがあったが、かなりブラッシュアップされ、完成度が高く

なったと思う。随時放送とは承知しているが、全国版のＢＳプレミアムとしては京都

発で続けられるのは大変よいと思っている。引き続き、よい番組をお願いしたい。 

 

○  ４月１０日(金)放送の新日本風土記「飛鳥」について。今回一番強く感じたことは、

たくさんの人が出てきたこと。この番組をよく見ているが、これだけたくさんの人が

出てきたのはあまり見たことがない。担当したディレクターが飛鳥を表現する際の思

いの中にあったことなのだと思う。飛鳥村で住職をしている方、発掘作業に関わって

いる方、談山神社の細かなお米で作った神様の聖なるご飯、「神饌（しんせん）」を一

生懸命作っている人。その人は、その神饌を作る日は朝のラジオ体操で体の調子を整

え、心も落ち着かせ、神饌を作っている間は誰が訪ねてきても出ない。そしてその神

饌がお堂に納められたときに、「ご覧になりましたか？神饌が中に入ったときに、お

堂の上の木がざわざわっとしたでしょ。あれは神様が喜んでいるんです」と話してい

た。御陵を守っている方、地域の考古学マニアの人が約３０年前のキトラ古墳発掘の

きっかけになった話。この番組の中で飛鳥という土地を地域の人が本当に大切に守っ

てきた。それも、限られた人ではなく、番組の中でこれだけたくさんの人を紹介した

ように、多くの人たちが守ってきたということを伝えようとしたのだと思った。飛鳥
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村の村長さんとこの番組について話した時に、約１年かけて丁寧に取材したことに対

してとても喜んでいた。ただ、人をたくさん紹介していた分、地域の美しい景色が少

なかったのではないかと感じた。 

 

○  ４月１６日(木)放送のＮＥＸＴ 未来のために「チームパンダ 絶滅危惧種を育て

る」について。番組冒頭で４か月になったかわいい赤ちゃんパンダの映像から始まっ

て目を奪われた。出産シーンもあったので４か月でこのようになるのかと飼育員のみ

なさんの苦労あってのことだと思い、うれしくなった。世界に 2,000 頭しかいない絶

滅危惧種のジャイアントパンダは、自然界では双子が生まれても強い１頭だけを育て

るという中、２頭の子育てに挑んでいる南紀白浜アドベンチャーワールドのチーム

パンダの奮闘の日々が描かれていた。若手が中心で、ベテランぞろいでもなければ、

最先端の技術を駆使しているわけでもないのに、ほかの動物園で繁殖に苦労している

中、白浜では５年間で５頭生まれ、中国以外の動物園では１番の実績があることや、

パンダの育児ストレスのことなど、分かりやすい番組になっていた。チームパンダの

リーダーの熊川智子さんの、「なんでこんなに人間が手を加えても怒らないんだろう。

変な動物ですね」とか、「私たちの流した汗が母乳になると思って頑張ります」のこ

とばに、愛情を持ってひたむきにパンダと向き合うチームパンダの皆さんの姿が伝

わってとても感動した。昼夜を問わない長期の密着取材でしか得ることの出来ない映

像やコメントが満載だった。チームパンダのみなさんの励みにもなったと思う。この

番組以外にもＮＨＫの番組で多く紹介されたことで、白浜にパンダを見に行くという

観光客が増えたと感じている。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告書の公表に合わせて、直ちにその当

日の「クローズアップ現代」で、その内容について報告し、おわびしたということは

タイミングとして非常に適切だったと思う。内容については、調査委員会の委員長を

務めた堂元副会長が自ら説明に当たり、おわびをしたということで、この問題に対す

るＮＨＫの真摯（しんし）な取り組みがよく分かったし、広く視聴者にも理解された

のではないかと思う。また、外部委員３名の見解を代表して、長谷部恭男委員のコメン

トを放送したことや、報告書公表の際の記者会見における核心部分、「やらせがあっ

たのではないか」や、「初めに結論ありきだったのではないか」といった質疑応答に

ついてあえて放送したということも、ＮＨＫがこの問題に真摯に取り組む姿勢をより

強く示す上で意義があったと思った。それから国谷裕子キャスターが番組キャスター

としておわびの言葉を述べたが、非常に心のこもったもので思わず感動を覚えた。さ

らに「クローズアップ現代」の番組が終わった後に板野放送総局長からのおわびの言

葉があったことで、ＮＨＫとしてこの問題にきちんとしたけじめをつけたのではない

かと受け止めた。「クローズアップ現代」については、これからも通常では取材が困
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難なケースも含めて現代社会へのさまざまな事象への積極果敢なアプローチをして、

的確なリポートをしていただきたいと心から願っている。 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 



平成２７年４月ＮＨＫ近畿地方放送番組審議会 

 

４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、「クローズアップ現代」報道に関する中間報告について説明があっ

たあと、事前に視聴してもらった、助けて！きわめびと 第 1 回「やる気スイッチ

はどこ？」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

副委員長   牛尾 郁夫（成安造形大学 前学長） 

委 員     浅野 秀剛 （あべのハルカス美術館 館長） 

小島多恵子（(財)サントリー文化財団 上席研究員） 

佐野  純子（奈良インターカルチャー 代表） 

田辺 眞人（園田学園女子大学 名誉教授） 

西田 賢治（大阪商工会議所 常任参与） 

原  さだ（（財）龍神村開発公社 専務理事） 

 山口 芳彦（電機連合大阪地協 顧問） 

 吉岡 幸雄（染織史家） 

 

（主な発言） 

 

＜ 助けて！きわめびと 第１回「やる気スイッチはどこ？」  

（４月４日(土) 総合 前 9:30～9:54）について＞ 

 

○ 最近では核家族化や少子高齢化、単身世帯の増加など家族形態の変化により、身近

に相談できる人がいなくなってきている。また、近所づきあいが希薄になり、隣にどん

な人が住んでいるのかも知らない都市部では、悩みを聞いてくれる親しいご近所の方

も見当たらない。こうしたことから育児・介護・子どもの教育などの悩み事を１人で

抱える人が増えてきている今日、悩みを抱える人を助けるきわめびとは社会のニーズ

にマッチした番組だと思う。第１回は、ベストセラーになった「学年ビリのギャルが

１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話」を書いた塾講師の坪田信貴

さんが、大学受験まで１年を切ってもやる気がわかない娘となんとか受験勉強させよ

うという教育熱心な母親を観察した。娘にできることを実感させ、よいところを褒め、

やる気を生み出す極意を伝える内容だった。企業の管理職研修でも部下に厳しくする
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だけではなく、褒めてよいところを伸ばすようにと教えられるが、実際の職場ではつ

い「なんでこんなことが分からないんだ」と言ってしまいがちである。この点、坪田

さんは、母と娘の話をじっくり聞き、タイミングよく褒め、励まして、相手が素直に

受け入れる状況を作り出すのが非常に上手だと感心した。司会の三宅裕司さんと松嶋

尚美さんのコンビもほんわかとした温かみが感じられ、大変よい印象を受けた。毎週

録画しておけば、ビデオで見る悩み事生活百科事典として役立てることができるので

はないかと思う。 

 

○  塾講師の坪田さんが、母親に娘のよいところを２０個書き出して暗記させるやり方

は私にとっては新鮮で、娘にできる問題からやらせることでやる気を生み出すという

のは非常に参考になり、面白い番組だった。放送時間が短く、このぐらいで全部うま

く好転するのかな、という点が疑問だった。こういうことを一人一人やっていけば、

本当にみんな慶應義塾大学や早稲田大学に受かるのか。その点で 100％釈然としない

ものが残ったのは私だけではないと思った。 

 

○  「きわめびと」としては、番組審議会の視聴番組になるのが、これで３回目だと思

う。リニューアルする度に迷走しているのを感じないわけではない。その一方で、そ

れだけ苦労して試行錯誤を重ねながら番組制作をしているのか、よく分かる気がした。

感想は、今までは長くて散漫な感じがしたが、３０分ぐらいの中で、１人のきわめび

とにフォーカスして、その人が問題解決にあたる実際の姿を追いかけている構成は非

常にコンパクトにまとまっていてよかった。ただ、民放で放送されている、壊れたも

のを修理するプロに依頼するという番組とどう違うのだろうか。民放の場合は物や建

物だが、こちらは人を直す、人の困りごとを解決するというだけの違いではないのか。

むしろ、以前放送した「きわめびと」のように、きわめびとのきわめびとたるゆえん

や、どのようにしてきわめびとになっていったのかを深掘りするスタイルのほうが好

きだった。 

 

○  超人的スキルより今回のほうが親しみやすい番組に仕上がっていた。これからも生

活に密着したものにすればよいと思う。きわめびとのスキルで悩みを解決するフォー

マットのほうが、従来のものよりよかった。受験生の親に共通の悩みで興味深く視聴

した。三宅さんと松嶋さんの軽妙なやり取りは、とても親しみやすさを醸し出す効果

があった。 

 

○  番組を見て憤りを感じた。いったいこれは誰を対象にした番組なのか。おそらく大

学受験生を持って悩む保護者だと思うが、これを学校教育の世界にいる人間が見ると、

ものすごく疑問を感じるのではないか。番組の途中で、高校生のお母さんが、「この
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子は漢和辞典があるということも理解してないんです」という話があった。こんな子

が少し話をしただけで、中学１年生の英語の試験問題をまじめに考えて取り組むのか。

そこまでいくのに相当な苦労が要るのではないか。漢和辞典があることさえ理解して

おらず、中学１年生の英語の問題をケアレスミスしているというのに、早稲田大学の

数学の問題を「分かった！」と言って解いていたが、本当にそんなことがあるのかと

いうことなど、多くの疑問があった。もし、これが事実であれば、この番組を文部科

学省に推薦して全国の学校で採用すればいいぐらいのことになると思う。ビリギャル

を慶應義塾大学に現役で合格させたということを本に書いてベストセラーになった

そうだが、分母がどれぐらいなのか。この先生が今まで何人のできない、やる気のな

い子どもたちと接して指導し、何人を一流と言われる大学へ入れたのか。こういうこ

とが検証されなければ、たまたまこういうことがあったということでしかない。本当

に大丈夫なのかという気持ちになった。塾の先生、あるいは先生が勤めている塾のプ

ロモーションビデオならいいが、世間一般で本当に悩んでいる学校教育の関係者がい

る。そういう人たちが、あれで助かったと思うかどうかを考えると、教育とはそんな

に簡単なものではないということを私は痛感している。 

 

○  視聴者のお悩み大募集ということだが、どのような相談がどのくらいの数で、どの

ような基準で採用されるのかが知りたいと思った。 

 

○  かつて祖父や祖母も同じ家の中にいて、おじやおば、いとこたちも身近な存在であ

り、近所には口うるさいおじさんやおばさんがいて、「地域全体で子どもを育てる」

という環境があったのが、今はそういう環境がほぼ無い。そんな中で出てくる問題が、

この第１回のテーマであると強く感じた。きわめびとが話した「心の中でお嬢さんを

抱きしめてあげてください」ということばは、自分の生活の中で使っていかなければ

ならない態度だと思った。核家族という世情が生み出している「助けて」という悩み、

それだけではないテーマがこれからこの番組の中で出てくることを期待したい。 

 

○  これまでの「きわめびと」は、常人にない卓越した技を持った人を取り上げて、そ

のすごさに感嘆の声をあげるパターンだったと思う。今回のきわめびとは、その技を

使って日常生活のお悩み解決の手助けをする人ということで、身近な存在として親し

みを感じることになる。これから実際に視聴者のさまざまな悩みに答えていくことに

なれば、この番組は一般に受ける番組になるのではないかと思った。ただ、番組内容

は、結末が予想される成功談になるので、そのプロセスにおいて過剰な演出が無いよ

うに配慮する必要があると思う。結局は、うまくいった後の再現ドラマのようになる

わけで、そのプロセスをしっかりとやっていただかないといけないと思う。放送時間

が短いのでどうかと感じたが、ゲストの先生と司会の三宅さん、松嶋さん、一柳亜矢
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子アナウンサーも含めて、そのやりとりがなかなかおもしろく、スムーズにいってさ

すがだと思った。放送時間が土曜日の午前９時３０分からだったが、日常生活の悩み

解消をテーマにして身近な問題を取り上げていくのであれば、以前のように金曜の午

後８時からのほうがよりよいのではないかという印象をもった。この番組自体はやる

気を引き出すという、いつの時代のどの世代にも当てはまるテーマだったので興味深

く拝見した。「やる気になるからできるのではなく、できるからやる気になる」とい

う極意や、「だめな子どもはいない、だめな指導者がいるだけだ」ということも、な

るほどと印象に残った。今後どういうテーマをどのように取り上げていくのかといろ

いろ関心を持って楽しみにして見守っていきたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

「きわめびと」について、審議会の場で意見を承るのは３回目。最

初の頃は、金曜日に４５分で放送していて、超人的な 100 歳の声楽家

や、９０歳のパイロット、ダニ博士など、その人が常人ならぬ何かを

きわめて、その生き方の中にわれわれが何か学ぶべきものがあるので

はないかというアプローチで番組を作ってきた。今回、番組改定の中

で、土曜日の午前９時３０分から毎週、年間約３０数本を制作してい

くことになったときに、超人的な人を３０人以上集められるのかとい

うこともあり、いろいろな議論をチームの中で重ねた。皆さんが感じ

たように、身近な問題に悩む人が、その道のエキスパートである方々

のアドバイスを頂きながら、解決するきっかけを得ていこうという

コンセプトになった。視聴者の方からは参考になったという意見のほ

うが多かったが、委員の皆さんの意見を伺っていてなるほどと思った

のは、われわれは３０分の番組の中で、悩みから始まって、答えを急

ぐということが番組作りにおいての習性になっているところもあり、

ご指摘いただいたところは深く受け止めて現場にも伝えていきたい。

家族の在り方が変わってきている中で、以前であれば、これは父親の

役割だった、おじいちゃんやおばあちゃんが受け皿になっていた、あ

るいは近所の人たちが助けてくれたという部分がなくなっている。お

そらく現代社会の人間関係が窮屈になり、多様性が無くなってきてい

るのだと番組を作りながら感じている。悩み相談は、ホームページな

どで頂いている。その中で７割、８割の悩みは、基本的にコミュニー

ケション、人間関係にある。そういう悩みを取り上げていくと、受験

だったり、夜泣きだったり、入り口は一見違うのだが、最終的には非

常に似通ってくる可能性がある。そのところが１回目、２回目、３回

目とも同じようなところを感じていらっしゃる方もいるので、今後は
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慎重にやっていかなければいけない。たまには、ガーデニングのプロ

が荒れ放題になった庭をどう変えていけばいいのかなど、ある意味ノ

ウハウ的なことも取り上げ、なんでもかんでも人間関係の問題にせず、

テクニックで解決できるものも織り交ぜながらやっていきたい。今回

の受験生については、これですべてというわけではない。あの取材以

降、彼女は非常に勉強に目覚めて一生懸命やっていると現場から報告

を受けている。合格したかどうかということではなく、それをきっか

けに例えば１年後の彼女や、これか出演する人たちが、そのあとどう

なったのかということも、性急に答えを求めないという意味も含めて、

継続的にできるものもあるのではないか。３０分だけではない、１年

間続く番組の強みでもあるので、その点も視野に入れて、この番組を

育てていければと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月１４日(土)放送の兵庫特集「しあわせ運べるように」を歌い継ぐコンサート(総

合 前 10:05～10:48 兵庫県域)について。歌の力で悲惨な体験を和らげるという効果

についての番組だった。神戸ゆかりのアーティストによって「しあわせ運べるように」

の演奏や唱歌があった。作詞作曲をした臼井真さんが、当時神戸市立吾妻小学校で音

楽の先生をしていたときにこの曲を作ったが、それを避難所になった吾妻小学校で初

めて歌った子どもたち数人が２０年後のことし、臼井さんが現在勤めている西灘小学

校に集まって、小学生たちに当時の体験談を話す場面が興味深かった。最後に、２月

２８日(土)のコンサートの場に集まった関係者みんなが、臼井さんの指揮で「しあわ

せ運べるように」を歌う場面で番組が終わった。何回もまたかという感想を持った部

分と、やはりこれは伝えていかなければならないのだという両方の感想。臼井さん自

身が私の教え子だし、会場だった神戸新聞松方ホールも運営団体の役員をしているの

で、ＮＨＫで紹介していただいて本当によかったと思う。しかし、そろそろ神戸も次

の段階に巣立つ必要があることも痛感した。 

 

○  ３月６日(金)放送のドラマチック関西「すくすく育て！赤ちゃんパンダ～双子と飼

育係の９０日～」について。和歌山県白浜町にあるアドベンチャーワールドで去年１

２月に双子のパンダが生まれた。その２頭を元気に育てようと奮闘する飼育係、熊川

智子さんと５人の若手からなるチームパンダの９０日に密着した番組だった。アド

ベンチャーワールドには 140 種類およそ 1,400 頭の動物が暮らしており、一番人気が

ジャイアントパンダで、２頭増えて現在９頭となっている。知らないことがたくさん

紹介されていた。出産シーンも撮影されていて驚いた。中国四川省に成都ジャイアン
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トパンダ繁育研究基地があるが、そこで病気がはやると全滅の可能性もあるため新た

な繁殖場所として白浜が選ばれ、これまで白浜で生まれた８頭が中国に渡り、繁殖数

世界一の実績を誇るという。パンダの赤ちゃんは自分で排せつが出来ないことも初め

て知ったが、お母さんがおなかをなめてあげて排せつを促す。２頭になると手が回ら

ないので１日に５回スタッフがトイレの手伝いもするということや、熊川さんが若手

を育てる苦労の様子など、なかなか見ることのできない飼育の裏側に密着した９０日

で昼夜を問わない大変な取材だったと思うが、貴重な映像が残されたと思う。上野動

物園のパンダほど話題にのぼることが多くなく残念な思いをしていたので、全国でも

放送していただきたい。 

 

○  ３月７日(土)放送の「能 春日龍神 ＫＡＳＵＧＡ ＲＹＵＪＩＮ ～幽玄×デジタ

ル～」(総合 前 10:05～10:48 奈良県域)について。この番組自体は１月２１日(水)

に奈良県新公会堂の能楽ホールで公開収録されたもの。３部構成で、１部は観世流の

能 「春日龍神」の上演。２部は、歴史背景の解説。３部は春日龍神とモーショング

ラフィックスのコラボレーションが披露された。この公演当日は残念ながら行けな

かったので番組になったものだけを拝見した。この番組の企画提案は、当日司会を担

当していた荒木美和アナウンサーと、モーショングラフィックスで能を舞った若い能

楽師、武田宗典さんとのネットワークの中から生まれた企画だったと聞いている。能

というのは、いつも難しいものと思われて、いい番組があったとしてもなかなか

チャンネルを合わせてもらえないことが多いと思うが、今回は、歴史解説で言えば、

西山厚先生というファンの多い先生を講師に呼んでいること、大倉源次郎師という能

楽の先生の中でも広い視野を持って話される方に登場していただいていること、モー

ショングラフィックスという新しい試みということで、ふだん能楽の放送を見ない

方々も興味を持ってご覧になったのではないかと思う。舞台の合間にテロップや解説

をうまく入れるなど、能をあまり知らない方たちにとっても見やすかった。ただ、気

になったのは、春日龍神になったシテ方のアップの時間が非常に長かったこと。アッ

プにしている時間に、足を踏みならしている音が聞こえてくる。足の動きがあると、

そちらを見たいと思うのに、顔のアップがずっと続く。そこが少し残念だった。モー

ショングラフィックスについては、３部構成にして本来の能の舞台とは、ひとつ間を

おいた形で舞台構成することで、すごくよい形になったと思った。若いシテ方が最後

に「私が今日させていただいた試みが正解かどうか分からないが、能にはこういうや

り方で見せる手法もあるんだということに気付いてくれればありがたい」と言ってい

た。こういう若い能楽師の方の思いを受けて、奈良局のスタッフが動いたことに関し

て拍手を送りたいと思った。こういう番組をぜひ全国に向けて放送してほしいし、国

際放送でも放送すれば、多くの人から喜ばれるのではないかと思った。 
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（ＮＨＫ側） 

         日時はまだ決まっていないが、「能 春日龍神 ＫＡＳＵＧＡ ＲＹ

ＵＪＩＮ ～幽玄×デジタル～」については、近畿管内向けに放送を検

討している。 

 

○  ４月１日(水)放送の「ニュースほっと関西」について。担当者のさらなるやる気を

引き出すためによかった点から申し上げたい。赤木野々花キャスターが知られざる大

阪の魅力を探して紹介する「野々花の…ホットに好奇心」はよい企画だと思った。天

井川の大和川と淀川に挟まれた大阪では浸水被害の防止が長年にわたる課題である。

今回は大阪の地下に縦横６０メートルの巨大貯水槽を２４か所と、総延長 11.2 キロ

に及ぶトンネルを建設して 130 万トン以上の水を貯めることができるようにして、浸

水被害を食い止めている大阪府の取り組みの紹介だった。私も大阪の地下に大きな水

槽があるという話は聞いたことがあるが、映像を見てその巨大さに改めて驚いた。ま

た、全国に先がけて２５年前から進められているプロジェクトで、これからも続くと

いう説明を聞いて、街作りには目に見えないところも含めて長期的な視野と息の長い

取り組みが必要なのだと改めて強く感じた。２週間に１回水曜日に放送とのことだが、

今後どういったことが紹介されていくのがたいへん楽しみにしている。「ホットアン

グル 2015」では、「なにわ」の漢字表記で魚の庭を当てるほど、かつて豊かな漁場だっ

た大阪湾の漁獲量を増やすために、潮の流れを改善する攪拌（かくはん）ブロック礁

を整備する取り組みについて平野康人カメラマンが取材していた。知っているようで

意外と知らない身近な題材を取り上げていて、大阪の理解に役立った。そのほかにも

政令都市で全国最多の生活保護受給世帯を抱える大阪市の生活困窮者自立支援窓口

設置のニュースや、リニューアルで５４年ぶりに正面玄関が開いた府立中之島図書館

のニュースなど、大阪独自のニュース取材に工夫がなされているように感じた。少し

見直したほうがよいと思ったのは、６時５４分ごろからその日取り上げたニュース５

項目の字幕が出て、同じニュースや映像を２度見ることになる点で、重複感をかなり

強く感じた。食事の準備などで慌ただしい夕方の時間帯ということを考えれば、番組

の最初に本日伝えるニュース項目を示したほうが視聴者にとっては便利ではないか

と感じる。４月１日は、たまたま日中に選抜高校野球の決勝戦があったが、プロ野球

やサッカーなど夜に開催されるスポーツが多い現状から見て、６時２５分ごろのス

ポーツ報道は少し無理があるのではないか。せめて番組の最後のほうに持ってきては

どうかと思う。もう１つ、番組の最後に天気予報があるので、６時２８分ごろの天気

予報は不要ではないかと感じた。 

 

○  ４月１日(水)放送の「ニュースほっと関西」について。最後にニュース５項目をも
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う１度出すのは重複感があるという発言があったが、この時間帯の番組を５０分ずっ

と見ている人はあまりいないということを考えれば、天気予報も含めて随時いろいろ

出てくるのはありなのかなという気がする。最後の５項目は、取り上げたニュースの

映像は前に伝えたものと全くかぶることは無く、微妙に避けてそれなりに工夫されて

いてよかった。「野々花の…ホットに好奇心」の企画で取り上げた巨大な地下の排水

設備については新鮮でよかったが、２０数年前からの取り組みということで当然かな

りの予算を大阪は使って建設したのだと思うが、去年の台風のときに役立ったという

ことを伝えていた。どのぐらいお金がかかったのかまでは踏み込まなくてもよいが、

現実にはどのぐらい役に立っているのか、あれがなければどうなっていたのかなど、

ニュース番組の中で伝え切れないのであれば、別の機会にじっくり番組を制作してほ

しい。 

 

○  「ニュースほっと関西」について。４月１日(水)はいろいろと話題が豊富なので、

他の日に比べて盛りだくさんの印象だった。関西独特の話題や課題などを取り上げて

いて、全国的な出来事に関しても関西の視点で伝えていて、関西圏に向けた関西発の

ニュース番組として非常に好感が持てた。面白かったコーナーは「野々花の…ホット

に好奇心」。コーナー名に赤木野々花キャスターの「野々花」が付いているのだが、

印象としては、取材したのは制作の担当者で、名前は付いているものの彼女自身が構

成したものではないという印象は受けたが、それでも好感が持てたのは彼女の若手ア

ナウンサーらしい新鮮な感性。「神殿みたい」「美術館みたい」といったことばは非常

に好感を持てたので、その部分をもう少しクローズアップできると彼女の名前が付い

たコーナーとしてのよさが出るのではないかと思った。もう１つ好感を持ったのは

「ほっとアングル２０１５」。こちらはカメラマンの目を通したリポートだった。カ

メラマンが取材した話題で番組を構成していくのは他の局でもやっていることなの

か、大阪局が積極的に行っているのか、カメラマンの人材が豊富ということで行って

いるのか。いずれにしても好感の持てるコーナーだった。少し気になったのは、赤木

キャスターが少し早口だったこと。まだ緊張しているのかなと思ったが、もう少し余

裕を持って、リラックスして話してほしいと思った。 

 

○  ４月１日(水)放送の「ニュースほっと関西」について。この番組のコンセプトは、

「深く、鋭く、そして親しみやすく」ということ。私はこの時間帯にめったにテレビ

を見ることがないが、以前の「ニューステラス関西」を視聴していた人たちは、それ

との比較でいろんな感じ方をしたと思う。関西向けのニュース番組なのでたしかに親

しみやすさは感じたものの、全体としては一般的な報道番組と極端に大きな違いは感

じなかった。印象に残ったのは、前半の関西全体の出来事と後半の各地域のニュース

のほとんどが重複していて、同じ画像が何回も出てくること。これは注目度の高い大
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阪だからしかたがないのかもしれないが、もう少し構成のあり方を見直す必要がある

のではないか。また、最後のほうにリフレインでニュース５項目の紹介があったが、

これも、番組の最初にあったほうが視聴者としては見やすく関心を引くのではないか

と思った。２人の若いキャスターはやる気のみなぎった進行ぶりで好感を持てるもの

だったが、やや堅い印象で、全体として余裕のなさを感じた。この時間帯にテレビを

見る年代層と言えばたぶん６０、７０代の人が多いと思うが、番組のコンセプトを考

えると、どこかに「あさイチ」で柳澤秀夫解説委員が果たしているような、経験に裏

打ちされた多面的な視点を持ったベテラン層を入れて、キャスター同士のやり取りも

もう少し付加しながら、深さや鋭さを追求していくことも必要なのではないか。そう

したほうがもう少し落ち着きを感じさせる番組構成になるのではないかと感じた。 

 

 （ＮＨＫ側） 

         春に番組改定で、かなり大幅に地域向けのニュースの構成を変えた。

関西地域向けの「ニュースほっと関西」を６時１０分からまずお伝え

して、６時３０分からは各局で地域向けのニュース番組を始めるとい

う形に変更した。賛否あると思うが、全国の情報番組が、夕方の「ニュー

ス シブ５時」という形で、４時５０分から６時１０分まで、かなり

大きなニュース情報番組を立ち上げた。視聴習慣がかなり定着してき

た部分もあったが、もし変えていくならここしかないということでや

らせていただいた。関西向けのニュースを先に伝えるのがいいのか、

地域向けニュースを先に伝えるのがいいのかという点はご意見を頂け

ればと思うが、特に関西は地域的な一体感が強く、関西一円の情報に

対する重要性はかなり高いのではないかということで、まずは関西の

皆さんに共通してお伝えするような大きなニュースから伝えるという

形に変えた。スポーツについても、これまで関西向けニュースの枠の

中で伝えてきたということがあり、放送時間は６時４５分ごろだった

が、関西の枠が前半になったことでスポーツの放送時間も早くなり６

時２５分ごろになった。本当にそこがいいのかという議論もある。ご

指摘いただいた５項目のニュースのまとめについては、番組の始めの

ほうできょうのニュースの主な項目を紹介する必要があるというご意

見を多くの方から頂いたので、考えてみたい。ただ、夕方のニュース

をずっと通してご覧になっている方はむしろ少ないのではないかと

思っており、７時前の気象情報あたりが１番視聴率が高く、そこから

「ＮＨＫニュース７」に移るというこれまでの視聴傾向があったので、

そこでもう１度、今日の主な関西のニュースをまとめてお伝えしたほ

うがいいという判断があり、短くお伝えしている。重複感についてご
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指摘も頂いたが、作り方も含めて考えなければいけないと思っている。 

         「ニュースほっと関西」は、この春から入局３年目の大変フレッシュ

な赤木野々花アナウンサーを思い切って起用することになった。委員

の方の話を聞いていて、新鮮さという点では奏功していると思ってい

るので、さらに彼女には勉強させたいと思っている。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」について。毎朝見ている。役者さんもいいし、ストーリー

やエピソードも「マッサン」のようなほころびを感じることがない。「マッサン」は

時々、ちょっとおかしいと感じる部分があったが、「まれ」ではそういうことはない。

しかし、一方で「マッサン」のように引き込まれるところがない。「まれ」はある意

味でストーリーが作法どおりに進んでいる、文法どおりに進んで行く。それだけで人

を引き付ける、魅力的なドラマ展開がないという感じがする。「マッサン」のほうは、

ストーリーは時々破綻したり、つまずいたりしていた感じはあるが、とても魅力的な

「えっ！？」というドラマがあったので、そこに引き込まれて見ていた。今後どんな

ことが起こるのか期待しながら見ている。 

 

○  ３月２６日(木)放送の英雄たちの選択「久坂玄瑞と禁門の変～江戸時代を終わらせ

た青年志士～」について。こういう歴史番組は見ているほうだが、４人ほどのゲスト

が論争せず、なあなあの話ばかりをしていたが、４人が一堂に会するなら、なぜ強烈

な主張をし合わないのかといつも思っている。もっと興奮するぐらいのエキサイ

ティングな場面が出てこないと歴史の番組はおもしろくないのではないかと思う。大

河ドラマ「花燃ゆ」を放送しているので、また番宣なのかと思った。会津藩と長州、

薩摩藩という問題をある程度先に分かりやすく説明してから激しい論争をさせると

いうメリハリがあったほうがいいように思った。いつも司会されている磯田道史さん

ばかりを使うのはどうかと思う。ゆっくり時間をもらっていながら、少しテンポが悪

く感じる。 

 

○  ３月１４日(土)放送のあなたが選ぶ！「びわ湖興味新深」グランプリ(総合 後 1:50

～3:00 滋賀県域)について。いつもより長い７０分という放送時間だったが、内容や

構成、ゲストや出演者の人選、視聴者参加など全体を通してさまざまな工夫や配慮が

行き届いて、大津局が１年かけて取り組んできたキャンペーン「びわ湖興味新深」の

フィナーレを飾る特別番組にふさわしい、彩り豊かな楽しませる番組になっていたと

思う。大津局がこうして滋賀県ならびに滋賀県民にとって大きな存在であるびわ湖に

ついて、さまざまな課題を１年にわたって計画的に取り上げて番組制作を進めてきた

ことに敬意を表したい。びわ湖について、子どもから大人まで色々な角度から楽しみ

ながら学ぶというねらいはかなり達成されたのではないかと思う。そのうえでさらに
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望みたいのは、びわ湖が近畿 1,400 万人の水がめと言われているが、その実情はあま

りよく知られていないので、例えば、近畿のどの範囲に、どのように水が利用されて

いるのかということについて、よく分かる番組を制作してほしいと思った。去年１１

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

湖～」として取り上げられて近畿圏域に放送されたが、次回はびわ湖の水質環境保全

の問題に焦点を絞って、かつ考えられる原発の影響という部分も含めて、近畿圏域共

通の課題として理解が深まるような番組を作っていただきたい。 

 

○  冒頭に坂本局長から去年５月１４日放送の「クローズアップ現代」報道に関する調

査の中間報告を説明いただいた。「クローズアップ現代」の内容については、前段の

去年４月２５日に、「かんさい熱視線」で「追跡“出家詐欺”～狙われる宗教法人～」

として放送された内容を元にして制作していた。去年５月の番組審議会で、「かんさ

い熱視線」についてはコメントを申し上げたこともあるので、特にこの「クローズアッ

プ現代」の放送内容についての調査がどのように進められて、最終的にどのような結

果になるかということについて関心を持っている。先日の中間報告のときに少し違和

感を持ったのは、「クローズアップ現代」の番組の終わりに国谷裕子キャスターから

「おわび申し上げます」と言った点。最終的に報告が出されて、もしおわびというこ

とになるのなら、やはり番組制作に責任のあるしかるべき立場の人が報告をするのが

適切ではないかと思った。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

         「クローズアップ現代」についての意見は東京にもきちんと伝える

ようにしておく。 

 

 

ＮＨＫ大阪放送局 

番組審議会事務局 
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